
　山内　杉先生、まず心房細動自体に
ついてですが、非常に深刻な病気であ
る感じがする一方で、あまり気にされ
ることもなく過ごされている方もけっ
こう多く見受けられるというところも
あるのですが、このあたりを少し解説
願えますか。
　杉　心房細動自体は、それがあるか
ら生死にかかわるとか、危険な不整脈
ではありません。ですけれども、今ま
で何でもなかった正常の方が心房細動
になると、胸がもやもやするとか、圧
迫されるとか、いろいろ胸部の症状を
感じるようになりますので、そこがま
ず一つ問題です。
　もう一つは、心房細動になり始めは

脈が速くなることが多いのです。そこ
で先ほどの症状も出るのですけれども、
この速い脈がずっと続きますと、心機
能が落ちてきて心不全を起こすことが
あります。
　さらには、最近非常に話題になって
いますが、心房細動によって、心房内、
特に左房内に血栓塊ができて、それが
血流に乗って左室から大動脈を通って
脳に行くことがあります。比較的大き
な血の塊が移動することで、広範囲な
脳血栓塞栓症を起こしやすいのです。
　高齢者になるほどそういう現象が出
てきますので、命に別状はない不整脈
ではあっても、そこから派生する二次
的な現象が将来において危険になると

発作性心房細動の管理

小田原循環器病院病院長
杉　　　　薫

（聞き手　山内俊一）

　発作性心房細動の管理についてご教示ください。
　特に、カテーテルアブレーションや抗不整脈薬の適応とその有効性について
ご教示ください。
　また、年に数回程度の発作を呈する患者さんの場合、どのように管理すれば
よいでしょうか。

＜群馬県開業医＞
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れば、高齢者でも血栓塞栓症にならな
いのです。心房細動による脳血栓塞栓
症になった症例の予後をみてみると、
入院して退院したときに約６割の方が、
自分では動けず、何らかの介護を要す
るか、寝たきりか、死亡している状態
であったという報告があります。そう
いう状況になる前に、心房細動そのも
のがなければいいというのはおっしゃ
るとおりだと思います。
　山内　具体的には、昔、電気ショッ
クというのがあったような気がするの
ですが。
　杉　一時的に心房細動を止めるには、
電気ショックでもいいし、今の市販の
抗不整脈薬で止めるのもよいかと思い
ますが、問題は予防法だと思います。
抗不整脈薬で予防するか、最近話題に
なりましたカテーテルアブレーション
で心房細動を抑制するという方法があ
ります。左房に流入する４本の肺静脈
と左房の間の電気的な接続を遮断する
肺静脈隔離術というものが行われるよ
うになりました。これがカテーテルア
ブレーションです。
　カテーテルアブレーションは、必ず
施設に入院しなければいけません。抗
不整脈薬は、慣れた先生または患者さ
んですと、外来だけでも何とかやって
いけます。入院という条件があって、
カテーテルアブレーションは少し敬遠
されていますけれども、抗不整脈薬で
心房細動の全部を抑えるのはなかなか

難しいのです。カテーテルアブレーシ
ョンについては、心房細動を繰り返し
たり、洞調律になるような時期にアブ
レーションすると、効果が非常に高い
ので、もしその患者さんが「やっても
いい」ということであれば、カテーテ
ルアブレーションをしたほうが将来に
いいかという気がいたします。
　山内　薬剤に関しては少し有効率が
劣るだろうから、アブレーションのほ
うがよいということですが、少しお話
がありましたけれども、発症初期のほ
うがよいのですね。質問では発作性と
いうことですが。
　杉　心房細動は病態によって分類さ
れています。何らかの原因で起こる一
過性心房細動。お酒などの原因がなく
ても起こる発作性心房細動。そのうち
に、抗不整脈薬あるいは電気ショック
で洞調律にはなりますが、何もしなけ
れば、ずっと心房細動である持続性心
房細動。その後は何をやっても洞調律
に戻らない永続性心房細動に分けられ
ます。もしアブレーションするとした
ら、発作性のうちか、洞調律にするこ
とができる持続性の状態でカテーテル
アブレーションすることを勧めます。
まだ心房が心房細動に慣れていないこ
ともあって、心房が大きくなっていま
せんし、心房細動を持続しやすい状態
に完全にはなっていないので、正常の
洞調律をずっと維持しやすいというこ
とが言えるのではないかと思います。

思います。
　山内　そういうことで、最近非常に
ポピュラーな治療法になっている抗血
栓薬の登場ということですね。
　杉　昔は心房細動の方々にもあまり
抗血栓薬は使わないで、もし何か使う
としたら、昔からあったアスピリンや、
その他の抗血小板薬を使っておいたら
よいという感覚でした。そのうちに、
抗血小板薬を使っていても脳梗塞にな
る人がかなりいるということが明らか
になりました。そこで、本当に抗血小
板薬でいいのだろうかということにな
り、海外および日本も含めて、抗凝固
薬と抗血小板薬のどちらがいいのだろ
うかという試験が幾つか行われるよう
になりました。その結果、抗凝固薬の
ほうが有意に心房細動による脳血栓塞
栓症を予防することがわかりました。
抗血小板薬も、動脈硬化による脳梗塞
は予防するのですけれども、心房細動
による血栓塞栓症は予防しないだろう。
そこで、心房細動による血栓塞栓症予
防には抗凝固薬を使ったほうがいいと
いうことになりました。
　山内　随分長らく論争はあったので
すが、決着がついたということですね。
　杉　そうですね。当初はワーファリ
ンで治療することが一般的でした。た
だ、ワーファリンは服用量をコントロ
ールしなければならず、外来でも時間
がかかりますし、入院してもすぐには
コントロールができないこともあって

不便でした。ワーファリンをやめよう
としても、効果がなくなるまでに時間
がかかってしまうこともあって、ワー
ファリンはなかなかコントロールしに
くい、使いにくい薬の一つに数えられ
ていたのではないかと思うのです。
　山内　調節もなかなか難しいところ
がありますね。特に安全性ということ
から、新しいものが出てきたのですね。
　杉　ワーファリンのように効くまで
に時間がかかるとか、ほかの薬の影響
や、食べ物の影響を受けやすい薬など
は除くほうが望ましいと2011年３月か
ら現在まで、４種類の新規の抗凝固薬
が使えるようになってきています。こ
れは、服用後約２時間くらいで効果が
出てきますので、新たに導入しようと
いうときには非常に便利です。その薬
をのまなくなれば、翌日または翌々日
には効果がなくなりますので、効果を
止めるにも非常に便利な薬になります。
ただし、のみ忘れると効果が早くなく
なりますので、少し危険なところがあ
るということになります。
　それともう一つは、昔からあるワー
ファリンに比べて、新しい薬は薬価が
高いということになります。
　山内　そういったもので、二次予防
のほうは非常に進んできたわけですが、
それなら最初から心房細動を止めてし
まえばいいという発想が当然出てきま
すね。
　杉　そうなのです。心房細動がなけ
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れば、高齢者でも血栓塞栓症にならな
いのです。心房細動による脳血栓塞栓
症になった症例の予後をみてみると、
入院して退院したときに約６割の方が、
自分では動けず、何らかの介護を要す
るか、寝たきりか、死亡している状態
であったという報告があります。そう
いう状況になる前に、心房細動そのも
のがなければいいというのはおっしゃ
るとおりだと思います。
　山内　具体的には、昔、電気ショッ
クというのがあったような気がするの
ですが。
　杉　一時的に心房細動を止めるには、
電気ショックでもいいし、今の市販の
抗不整脈薬で止めるのもよいかと思い
ますが、問題は予防法だと思います。
抗不整脈薬で予防するか、最近話題に
なりましたカテーテルアブレーション
で心房細動を抑制するという方法があ
ります。左房に流入する４本の肺静脈
と左房の間の電気的な接続を遮断する
肺静脈隔離術というものが行われるよ
うになりました。これがカテーテルア
ブレーションです。
　カテーテルアブレーションは、必ず
施設に入院しなければいけません。抗
不整脈薬は、慣れた先生または患者さ
んですと、外来だけでも何とかやって
いけます。入院という条件があって、
カテーテルアブレーションは少し敬遠
されていますけれども、抗不整脈薬で
心房細動の全部を抑えるのはなかなか

難しいのです。カテーテルアブレーシ
ョンについては、心房細動を繰り返し
たり、洞調律になるような時期にアブ
レーションすると、効果が非常に高い
ので、もしその患者さんが「やっても
いい」ということであれば、カテーテ
ルアブレーションをしたほうが将来に
いいかという気がいたします。
　山内　薬剤に関しては少し有効率が
劣るだろうから、アブレーションのほ
うがよいということですが、少しお話
がありましたけれども、発症初期のほ
うがよいのですね。質問では発作性と
いうことですが。
　杉　心房細動は病態によって分類さ
れています。何らかの原因で起こる一
過性心房細動。お酒などの原因がなく
ても起こる発作性心房細動。そのうち
に、抗不整脈薬あるいは電気ショック
で洞調律にはなりますが、何もしなけ
れば、ずっと心房細動である持続性心
房細動。その後は何をやっても洞調律
に戻らない永続性心房細動に分けられ
ます。もしアブレーションするとした
ら、発作性のうちか、洞調律にするこ
とができる持続性の状態でカテーテル
アブレーションすることを勧めます。
まだ心房が心房細動に慣れていないこ
ともあって、心房が大きくなっていま
せんし、心房細動を持続しやすい状態
に完全にはなっていないので、正常の
洞調律をずっと維持しやすいというこ
とが言えるのではないかと思います。

思います。
　山内　そういうことで、最近非常に
ポピュラーな治療法になっている抗血
栓薬の登場ということですね。
　杉　昔は心房細動の方々にもあまり
抗血栓薬は使わないで、もし何か使う
としたら、昔からあったアスピリンや、
その他の抗血小板薬を使っておいたら
よいという感覚でした。そのうちに、
抗血小板薬を使っていても脳梗塞にな
る人がかなりいるということが明らか
になりました。そこで、本当に抗血小
板薬でいいのだろうかということにな
り、海外および日本も含めて、抗凝固
薬と抗血小板薬のどちらがいいのだろ
うかという試験が幾つか行われるよう
になりました。その結果、抗凝固薬の
ほうが有意に心房細動による脳血栓塞
栓症を予防することがわかりました。
抗血小板薬も、動脈硬化による脳梗塞
は予防するのですけれども、心房細動
による血栓塞栓症は予防しないだろう。
そこで、心房細動による血栓塞栓症予
防には抗凝固薬を使ったほうがいいと
いうことになりました。
　山内　随分長らく論争はあったので
すが、決着がついたということですね。
　杉　そうですね。当初はワーファリ
ンで治療することが一般的でした。た
だ、ワーファリンは服用量をコントロ
ールしなければならず、外来でも時間
がかかりますし、入院してもすぐには
コントロールができないこともあって

不便でした。ワーファリンをやめよう
としても、効果がなくなるまでに時間
がかかってしまうこともあって、ワー
ファリンはなかなかコントロールしに
くい、使いにくい薬の一つに数えられ
ていたのではないかと思うのです。
　山内　調節もなかなか難しいところ
がありますね。特に安全性ということ
から、新しいものが出てきたのですね。
　杉　ワーファリンのように効くまで
に時間がかかるとか、ほかの薬の影響
や、食べ物の影響を受けやすい薬など
は除くほうが望ましいと2011年３月か
ら現在まで、４種類の新規の抗凝固薬
が使えるようになってきています。こ
れは、服用後約２時間くらいで効果が
出てきますので、新たに導入しようと
いうときには非常に便利です。その薬
をのまなくなれば、翌日または翌々日
には効果がなくなりますので、効果を
止めるにも非常に便利な薬になります。
ただし、のみ忘れると効果が早くなく
なりますので、少し危険なところがあ
るということになります。
　それともう一つは、昔からあるワー
ファリンに比べて、新しい薬は薬価が
高いということになります。
　山内　そういったもので、二次予防
のほうは非常に進んできたわけですが、
それなら最初から心房細動を止めてし
まえばいいという発想が当然出てきま
すね。
　杉　そうなのです。心房細動がなけ
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　山内　非常に優れた技術だと思われ
ますが、最近開発されたこともあって、
これができる施設はまだあまり多くな
いという印象もありますが。
　杉　不整脈を専門に勉強されてきた
先生方が行っているのが実情です。狭
心症、心筋梗塞を扱うカテーテルのバ
ルーン治療やステント治療ができる施
設すべてでできるかというと、必ずし
もそうではありません。ただ、最近で
はそういうステントを扱う先生方も、
この心房細動のカテーテルアブレーシ
ョンを行うようになっていますので、
日本でもかなりの施設でできるように
なっているかと思います。
　山内　最後に、発作性の心房細動を
引き起こすような誘因について教えて
いただきたいのですが。
　杉　発作性の心房細動になる前の一
過性心房細動という状況は特にそれを
表しています。睡眠不足、疲労、スト
レス、お酒、こういうものがあると心
房細動になることがあります。あとは
年齢的な要素が多いのではないかと思

います。
　山内　一過性の場合には、そういっ
た誘因で起こして、それで治って、ま
た同じ誘因で起きる。
　杉　ですから、その誘因を避けるよ
うにすることが大事だと思います。発
作性になってしまいますと、そういう
誘因がなくても起こるようになります
ので、そこは注意して、最初のうちに
気をつけておいたほうがいいかもしれ
ません。
　山内　ちなみに、たばこはあまり関
係ないのでしょうか。
　杉　実際のところは、動脈硬化、ま
たは肺がんとか、その辺には関係あり
ますけれども、心房細動そのものには
あまり影響はないようにいわれていま
す。
　山内　何か意外な感じがいたします
ね。いずれにしましても、生活のリズ
ムをきちんと整えることが原点になり
ますね。
　杉　それがよいかと思います。
　山内　ありがとうございました。

　山内　木村先生、寝たきり状態の方
というのは、一般的に吸引が増えるケ
ースが多い印象はあるのですが、実際、
そういうものなのでしょうか。
　木村　この患者さんの場合は、意識
障害を伴う脳梗塞・脳出血後遺症とい
うことですから、いわゆる誤嚥が、不
顕性のものも含めてあると思いますの
で、喀痰や分泌物が口腔内にたまって
しまうことがありうると考えられます。
　山内　やはり誤嚥はかなり頻度とし
て高くなりますね。
　木村　意識障害を呈する経管栄養中
の患者さんではかなり多いかと思いま
す。
　山内　肺炎などになれば、当然こう
いった分泌物は増えると思われますが、

実際には例えば嚥下機能が低下してい
るといった問題も絡んでくるところも
あるのですね。
　木村　そうかと思います。この方は
おそらく十分な経口摂取ができないこ
とから経管栄養になっていると思いま
すので、嚥下機能はよくない方で、痰
の量も多くなっているのかと思います。
　山内　実際問題として、対応はなか
なかたいへんですね。
　木村　難しいところです。
　山内　そのような状況でも、多少な
りとも何かできないかということです
が、まず寝たきりの患者さんで、寝か
せっぱなしの体位はあまりよくないの
でしょうね。
　木村　はい。基本的なことですが、

経管栄養中患者の口腔・気管吸引

北里大学総合診療医学准教授
木　村　琢　磨

（聞き手　山内俊一）

　脳梗塞・脳出血後遺症のために意識障害となり、現在経管（胃瘻、経鼻）栄
養中の患者さんに関しての質問です。
　栄養剤の注入に関係なく、頻回に口腔・気管内分泌物の吸引が必要となる方
がいます。少しでも吸引回数を軽減させる方法・対策があればご教示ください。

＜奈良県勤務医＞
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