
　池脇　ホルター心電図、循環器領域
では必須の検査ですけれども、そもそ
もホルター心電図の歴史といいますか、
背景から教えてください。
　吉岡　ホルター心電図とは、つくら
れた先生の名前から取られている名称
です。米国の物理学者だったNorman 
Holter先生が、1940年ごろに人間の心
電図を送信、受信、いわゆるテレメト
リーという方法で記録したことをきっ
かけにして、その後、小型のテープレ
コーダー、磁気を使った記録装置、そ
して昨今のデジタル方式というかたち
で進歩してきたのです。
　池脇　その当時から長時間心電図の
必要性を感じて、医師ではない学者が
そういったものを導入されたのは驚き
です。
　吉岡　時代から見ると、戦争が背景
にあるのではないかと思います。Holter

先生は水爆研究にも関与されたらしく、
患者さんあるいは兵士を対象とした記
録をするうえで「伝送」というシステ
ムを開発されたとうかがっています。
　池脇　質問では、ホルター心電図の
装具ということですが、以前に比べる
と、今は非常に形態が進んでいるので
しょうか。
　吉岡　２誘導、３誘導という限られ
た誘導数にはなりますが、通常の心電
計で短時間しか取れないものを24時間
記録することができます。開発当初は
ランドセルよりもはるかに大きな箱型
の機器を背負っていましたが、1970年
代になると弁当箱程度の大きさの機器
を腰にぶらさげて記録し、だんだん小
さくなってきました。今ではたばこサ
イズから、さらに２㎝×２㎝ぐらいの
小さなものまであります。
　池脇　背負っているのならば、通常

東海大学循環器内科教授
吉　岡　公一郎

（聞き手　池脇克則）

　ホルター心電図の装具、および測定の意義についてご教示ください。
＜福岡県開業医＞

ホルター心電図
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これは大事なことなのですね。
　吉岡　我々の立場としては、ホルタ
ー心電図を別の機会に取ったときに、
総心拍数や期外収縮などの出現頻度を
前回値と比較することが可能です。ま
たブルガダ症候群のように夜間に特徴
的な所見が出る場合、あるいは日中の
労作時に出現する虚血性ST変化など、
異常所見を細大漏らさず把握すること
ができます。
　池脇　時々基線が上下したり、ある
いはちょっとノイズが入ったりするの
を軽減する方法はあるのでしょうか。
　吉岡　どうしても呼吸による変動が
出てしまいますが、電極を軟部組織に
留置すると、基線の動揺が大きくなり
ます。臨床技師が取り付ける際、なる
べく肋骨の上に電極を装着し、筋電図
が混入しやすい腹部や軟部組織は避け
ることがコツです。電極を装着する前
には、接着面の皮膚に対してしっかり
前処置を行うことも重要です。体表に
軟膏などが塗ってあると接着面が緩む
ので、十分に拭き取ります。場合によ
っては、体毛処理をすることもありま
す。
　池脇　付ける場所、あるいは付け方
が多少影響するとなると、例えば単純
に、冬場に比べて夏場は汗をかいて、
けっこう異常が出やすいのでしょうか。
　吉岡　作業をされる方は大汗をかき
ますので、その場合は電極が外れてし
まう場合もあります。さらに皮膚が敏

感な方はかぶれを起こしますので、「夏
の検査は勘弁してほしい」と言われる
方も少なくありません。しかし、夏の
時期に特有の脈拍の促進や心電図異常
もあるので、患者さんに話をして、ど
の時期に検査を施行するか相談をしま
す。
　池脇　ホルター心電図検査を１回行
うことによってどの程度所見というか、
診断がつくのでしょうか。
　吉岡　非常に重要な質問だと思いま
す。実は、頻拍性不整脈が１回のホル
ター心電図検査で診断できる割合は10
％以下、おそらく５％程度だと思いま
す。この理由の一つに、患者さんが検
査で緊張してしまうことから、定常の
生活に近い環境になりにくいこともあ
ると思います。
　自覚症状が明確な場合には、われわ
れは医療機関向けの携帯型心電計を患
者さんに貸し出し、症状があるときに
記録ボタンを押していただく方法をと
ります。さらに２～４週間の連続記録
が可能な小型のイベントレコーダー
（SPIDERFLASH）をつけると、頻拍
性不整脈の診断率は40％程度まで上昇
します。人によっては８割、９割とい
う高い割合で検出できますので、病状
から考えうる疾患によって検査機器を
使い分けるのも、一つの方法かと思い
ます。
　池脇　今先生が言われた携帯型心電
計、もう一つは小型のイベントレコー

の日常生活とはちょっと違う１日を過
ごしていたかもしれないのが、ほぼ同
じ生活を送れるように軽量化されたの
ですね。
　吉岡　そうですね。通常の生活環境
で心電図記録を取るのがこの機器の目
的ですが、昔は器械が大きくて重いた
めに高齢者は動けない状況になってい
ました。しかし、現在は装着している
ことに気づかないぐらいに軽量化され、
電極も改良されて装着に伴う不快感も
軽減されていると思います。
　池脇　ホルター心電図を測定する意
義を確認したいのですけれども。
　吉岡　一過性の心電図異常の場合に、
来院されたときだけでは異常が見つか
らないことがよくあります。異常が出
現するのが、自宅にいるとき、就寝中、
排尿時、排便時などの場合、こういっ
た一過性の変化をとらえることについ
てホルター心電計は非常に適している
と思います。
　池脇　一過性とは、動悸ということ
でしょうか。
　吉岡　そうですね、不整脈が関連す
る場合は動悸が主な症状になります。
そのほか眼前暗黒感、狭心痛、呼吸困
難などもあります。一過性意識消失発
作を起こす方では、心原性失神も鑑別
に入れる必要があるため、ホルター心
電図はたいへん有用な検査法だと思い
ます。
　池脇　行うことになった場合に、で

きるだけ多く正確な情報を取りたい。
そういう意味で、医療サイドあるいは
患者サイドで気をつけることはありま
すか。
　吉岡　24時間心電計を装着した際に、
症状日誌というものをお渡しします。
これは自覚症状と行動の記録メモにな
りますが、異常所見と突き合わせるう
えで重要な情報を与えてくれます。例
えば食事をした時間、トイレに行った
時間、あるいは就寝や起床といった内
容を明確に記載していただくと、所見
との因果関係を読み取ることができま
す。症状の有無にかかわらず、診断の
役に立つのです。
　池脇　時間を正確にとらえるという
ことは、ホルター心電計を取り付ける
ときに、ホルター心電計の時間と患者
さんの時計を合わせるのでしょうか。
　吉岡　先生がおっしゃるように、時
間をしっかり合わせることは重要です。
当院では、記録開始前に患者さんの持
っている時計と記録器の時間を合わせ
ます。さらに、可能な限り24時間の装
着を推奨しています。24時間過不足な
く取っていただくことで、より正確な
情報を得ることができます。われわれ
は１日におよそ10万回心拍を打ちます
ので、記録が例えば15時間で終わって
しまうと、残念ながら残りの所見は推
定することしかできません。
　池脇　22時間あるいは20時間前後で
も、まあいいかと思っていたのですが、

ドクターサロン61巻２月号（1 . 2017） （83）  32 （82） ドクターサロン61巻２月号（1 . 2017）

1702本文.indd   3 17/01/13   9:44



これは大事なことなのですね。
　吉岡　我々の立場としては、ホルタ
ー心電図を別の機会に取ったときに、
総心拍数や期外収縮などの出現頻度を
前回値と比較することが可能です。ま
たブルガダ症候群のように夜間に特徴
的な所見が出る場合、あるいは日中の
労作時に出現する虚血性ST変化など、
異常所見を細大漏らさず把握すること
ができます。
　池脇　時々基線が上下したり、ある
いはちょっとノイズが入ったりするの
を軽減する方法はあるのでしょうか。
　吉岡　どうしても呼吸による変動が
出てしまいますが、電極を軟部組織に
留置すると、基線の動揺が大きくなり
ます。臨床技師が取り付ける際、なる
べく肋骨の上に電極を装着し、筋電図
が混入しやすい腹部や軟部組織は避け
ることがコツです。電極を装着する前
には、接着面の皮膚に対してしっかり
前処置を行うことも重要です。体表に
軟膏などが塗ってあると接着面が緩む
ので、十分に拭き取ります。場合によ
っては、体毛処理をすることもありま
す。
　池脇　付ける場所、あるいは付け方
が多少影響するとなると、例えば単純
に、冬場に比べて夏場は汗をかいて、
けっこう異常が出やすいのでしょうか。
　吉岡　作業をされる方は大汗をかき
ますので、その場合は電極が外れてし
まう場合もあります。さらに皮膚が敏

感な方はかぶれを起こしますので、「夏
の検査は勘弁してほしい」と言われる
方も少なくありません。しかし、夏の
時期に特有の脈拍の促進や心電図異常
もあるので、患者さんに話をして、ど
の時期に検査を施行するか相談をしま
す。
　池脇　ホルター心電図検査を１回行
うことによってどの程度所見というか、
診断がつくのでしょうか。
　吉岡　非常に重要な質問だと思いま
す。実は、頻拍性不整脈が１回のホル
ター心電図検査で診断できる割合は10
％以下、おそらく５％程度だと思いま
す。この理由の一つに、患者さんが検
査で緊張してしまうことから、定常の
生活に近い環境になりにくいこともあ
ると思います。
　自覚症状が明確な場合には、われわ
れは医療機関向けの携帯型心電計を患
者さんに貸し出し、症状があるときに
記録ボタンを押していただく方法をと
ります。さらに２～４週間の連続記録
が可能な小型のイベントレコーダー
（SPIDERFLASH）をつけると、頻拍
性不整脈の診断率は40％程度まで上昇
します。人によっては８割、９割とい
う高い割合で検出できますので、病状
から考えうる疾患によって検査機器を
使い分けるのも、一つの方法かと思い
ます。
　池脇　今先生が言われた携帯型心電
計、もう一つは小型のイベントレコー

の日常生活とはちょっと違う１日を過
ごしていたかもしれないのが、ほぼ同
じ生活を送れるように軽量化されたの
ですね。
　吉岡　そうですね。通常の生活環境
で心電図記録を取るのがこの機器の目
的ですが、昔は器械が大きくて重いた
めに高齢者は動けない状況になってい
ました。しかし、現在は装着している
ことに気づかないぐらいに軽量化され、
電極も改良されて装着に伴う不快感も
軽減されていると思います。
　池脇　ホルター心電図を測定する意
義を確認したいのですけれども。
　吉岡　一過性の心電図異常の場合に、
来院されたときだけでは異常が見つか
らないことがよくあります。異常が出
現するのが、自宅にいるとき、就寝中、
排尿時、排便時などの場合、こういっ
た一過性の変化をとらえることについ
てホルター心電計は非常に適している
と思います。
　池脇　一過性とは、動悸ということ
でしょうか。
　吉岡　そうですね、不整脈が関連す
る場合は動悸が主な症状になります。
そのほか眼前暗黒感、狭心痛、呼吸困
難などもあります。一過性意識消失発
作を起こす方では、心原性失神も鑑別
に入れる必要があるため、ホルター心
電図はたいへん有用な検査法だと思い
ます。
　池脇　行うことになった場合に、で

きるだけ多く正確な情報を取りたい。
そういう意味で、医療サイドあるいは
患者サイドで気をつけることはありま
すか。
　吉岡　24時間心電計を装着した際に、
症状日誌というものをお渡しします。
これは自覚症状と行動の記録メモにな
りますが、異常所見と突き合わせるう
えで重要な情報を与えてくれます。例
えば食事をした時間、トイレに行った
時間、あるいは就寝や起床といった内
容を明確に記載していただくと、所見
との因果関係を読み取ることができま
す。症状の有無にかかわらず、診断の
役に立つのです。
　池脇　時間を正確にとらえるという
ことは、ホルター心電計を取り付ける
ときに、ホルター心電計の時間と患者
さんの時計を合わせるのでしょうか。
　吉岡　先生がおっしゃるように、時
間をしっかり合わせることは重要です。
当院では、記録開始前に患者さんの持
っている時計と記録器の時間を合わせ
ます。さらに、可能な限り24時間の装
着を推奨しています。24時間過不足な
く取っていただくことで、より正確な
情報を得ることができます。われわれ
は１日におよそ10万回心拍を打ちます
ので、記録が例えば15時間で終わって
しまうと、残念ながら残りの所見は推
定することしかできません。
　池脇　22時間あるいは20時間前後で
も、まあいいかと思っていたのですが、
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ダーですが、携帯型心電計は病院から
貸し出すのでしょうか。市販されてい
るように思いますが。
　吉岡　市販されているものもありま
すので、それも可能だと思います。た
だし患者さんの自覚症状すべてに異常
所見が伴うわけではないので、何回、
何十回と記録を取ってくると、外来主
治医の負担が増します。市販の機器に
対する診療行為は保険点数も算定でき
ないため、記録を全部チェックするこ
とになるという問題点もあるかもしれ
ません。症状が頻回にある方や自宅で
症状が出現する方は、自己管理の観点
から購入するのであればよいと思いま
す。
　池脇　２つ目の小型のイベントレコ
ーダーですが、２～４週間連続してで
すから、診断率、発見率は上がります
ね。
　吉岡　入浴時に電極を外して、入浴
後に自分で付けなおす作業は必要です。

しかし長時間装着できますので、診断
率が向上します。我々の経験では装着
から１週間以降に不整脈が記録される
ことが多く、これは患者さんが機器に
慣れることで自然発生的に不整脈が出
現しやすくなると考えています。
　池脇　最後に、今は何といっても心
房細動です。心房細動を見つけたら抗
凝固療法で、脳塞栓予防ということに
なると思うのですけれども、その際の
ホルター心電図の役割はどうでしょう。
　吉岡　CHADS２スコアで２点を超
えると抗凝固療法が必要になります。
そうしますと、高血圧、糖尿病などの
患者さんでは、症状に限らず、一度ホ
ルター心電図検査を受けていただく必
要性が高いと思います。今まではどう
しても症状がある方を中心に検査が行
われてきましたが、無症候性の心房細
動も３割程度はいるので、脳梗塞予防
の観点では非常に重要と考えます。
　池脇　ありがとうございました。

　山内　口唇部のむくみ、これは非常
に特徴的なもので、我々も時々目にす
るものですが、実際にかなり多い疾患
なのでしょうか。
　眞野　全体的な頻度は判明していま
せんが、よく目にする機会がある診療
科は、皮膚科、あと歯科領域。この２
科の先生方は、ほとんどの方が血管性
浮腫について認識を持っているのです
けれども、まだまだ一般の内科では、
わりと認知度が低いという傾向が見ら
れるようです。
　山内　そうかもしれませんね。非常
に特徴的な症状なので、症状からすぐ
に血管性浮腫だと診断をつけてしまい
がちなのですが、その前に少し確認し

ておくべき、落とし穴的なものという
と何かありますか。
　眞野　まず血管性浮腫を考える際に
は、浮腫という全体的な見方から考え
ていただいて、全身性疾患の有無とい
うのは最初に鑑別しておく必要があり
ます。そのうえで局所的にむくんでく
るような場合には、原因物質が生活環
境の中になかったかを問診していただ
くのが大事だと思います。特に、経口
で内服されている薬にどういったもの
があるのか。あるいは日常生活の中で、
女性の場合は、顔がむくむということ
をよく訴えられるのですけれども、化
粧品が何か影響していることはないか。
そういう疑いのまなざしで見ていただ

順天堂大学腎臓内科助教
眞　野　　訓

（聞き手　山内俊一）

　口唇浮腫、血管性浮腫についてご教示ください。
　高血圧、脂質異常症で定期的に通院中の52歳の男性です。突然、瘙痒感を
伴わない口唇浮腫が出現し、同日に自然消失。その後も何度か同様の浮腫が再
発したため、定期外に受診されました。アレルギーを惹起させる食物等の原因
は見当たりません。治療法、今後の方針などをご教示ください。

＜大阪府開業医＞

口唇浮腫と遺伝性血管性浮腫
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