
北里大学北里研究所病院循環器内科教授
猪　又　孝　元

（聞き手　池脇克則）

　心不全治療法の心臓再同期療法（CRT）についてご教示ください。
　86歳女性、高血圧等で通院中に肺炎で入院し、慢性心不全を指摘されました。
通院約３カ月後、就寝時の咳嗽と息苦しさで受診。胸部X線検査で心拡大を認
めて再入院し、心電図上に完全左脚ブロック、心エコー検査で左室非同期性壁
運動を認め、上記適応とされました。左室壁非同期性運動も含めてご教示くだ
さい。

＜大阪府開業医＞

心不全における心臓再同期療法（CRT）

　池脇　最近は特に高齢者の心不全、
入退院を繰り返す心不全が増えてきま
した。心不全の治療というのは単純に
負荷を取るか、あるいは心臓の収縮力
をアップさせるか、そういったものが
中心の中で、同期させることが心不全
の治療になるということに少し驚いて
いますが、逆にいうと、心不全では心
臓の動きが同期していないということ
なのでしょうか。
　猪又　心臓の筋肉というのは、一つ
ひとつの細胞から成り立っています。
そして、その細胞は自発的に伸び縮み
できるわけですが、それが皆、てんで
んばらばらに動いたのでは一つのポン

プとして働きません。洞結節という親
分が電気信号というかたちで命令を出
し、その電気信号が刺激伝導系と呼ば
れる電線を通じて心臓全体に及び、そ
の結果として心臓全体が一様に伸び縮
みしています。
　多くの心不全患者さんでは、その刺
激伝導系が障害されていて、一様に電
気が伝わらない。そのためにポンプが
一様に伸び縮みできず、効率のいい動
きをしていません。その効率の悪さを
ペースメーカーを使って人工的に心臓
の動きを一様にする。これを「同期さ
せる」と表現しています。それによっ
て効率を上げ、心臓の動きを向上させ
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半分ぐらいの動きという、そういう障
害の人にだけ適応を考えます。という
ことは、心臓のエコーをしないと、こ
の治療の適応は決められないことにな
ります。
　池脇　質問には心臓のエコーで左室
の非同期性壁運動があるということで、
収縮能に加えて、同期しているかどう
かを見ることも必要だということでし
ょうか。
　猪又　「同期していない」というの
は心臓の動きに基づき評価されます。
動きの観察はエコーが一番得意ですの
で、以前はエコーでの評価を重要視し
ていました。ところが、エコーで評価
するより、心電図のQRS幅のほうが適
応判断が適切だという報告が相次ぎ、
現在はガイドライン上でも適応の項目
にエコー所見は全くなくなっています。
　心臓というのはぞうきんを絞るよう
な非常に複雑な動きをしていて、現在
のエコーの解析技術では三次元空間の
総合的な動きをきちんと定量できない
という弱点に起因しているのかもしれ
ません。
　いずれにしても、QRS幅、今回の症
例は完全左脚ブロックと書いてあり、
これ自体でもQRS幅が120msec以上と
いうことになるので、「非同期」の適
応はクリアできています。
　池脇　心電図のQRS幅が広いこと、
収縮能が落ちていること、そして患者
さんの心不全の程度が進んでいる方に

限定、ということでしょうか。
　猪又　そのとおりです。NYHA２度
以上といって、多少なりとも息切れが
ある患者さんが適応です。一方、終末
期の重症の心不全は適応としない。あ
まりに心臓のポンプが傷んでいると、
動きを調和させてもさしたるプラスに
ならないため、NYHA４度の後半は外
すという流れになってきています。
　さらに、あくまでも心不全の治療の
基本は薬物治療ですので、薬物治療を
十分に行ってもコントロールできない
心不全に対して、というのがもう一つ
の条件になっています。
　池脇　今日の質問の症例で気になる
のは年齢です。86歳。そういう高齢の
方でも適応があれば行うのでしょうか。
　猪又　現在、心不全の治療というの
は大きく目的が２つに分かれています。
１つは「目に見える治療」。息苦しさ
だったり、むくみだったり、患者さん
が困られている症状を比較的速やかに
よくしてあげる治療です。もう１つは、
それとは別に、予後をよくするという
「目に見えない治療」があります。こ
のCRTは、両方の目的をカバーできる
治療なのですが、症例によって両者の
重みづけが違ってきます。
　大事な点は、この86歳の方がどの治
療をやっても苦しみが取れないという、
「目に見える治療」に対してCRTを考
えているならば、年齢に違わず条件が
揃えば、行ってあげて構わないと思い

るのがこの治療の原理になっています。
　池脇　心不全では、一般的に心臓が
大きくなる。刺激伝導系は心筋の中を
走っているので、それが伸ばされてし
まって有効な刺激ができないというの
が、シンクロしない、同期しない大き
な原因なのでしょうか。
　猪又　幾つか原因があると思います。
先ほど電線と表現しましたが、実はこ
の電線も心筋細胞と起源を同じくして
いて、心筋細胞がやられる病気では、
一定頻度、電線もやられてしまうので
す。心臓がやられているほど刺激伝導
系も比較的やられる比率が上がってき
ます。
　池脇　世界的には1990年ぐらいから、
日本は2004年からと聞いていますが、
こうした治療が始まった背景はどうい
ったものなのでしょうか。心不全では
同期していない。その同期がリセット
することによってよくなるという、何
か基礎的なデータも含めたものがない
と、なかなか臨床応用というのは難し
いと思うのですが。
　猪又　実はこの治療の歴史はとても
古くて、以前は外科医にお願いして胸
を開けて、心臓を目の当たりにして外
から電線を張っていたのです。電線は
心臓を挟み込むように２本置いて同期
させますが、左心室に置く１本の電線
は以前は外から張らないとできません
でした。ただし、これは重症心不全の
治療ですので、胸を開けて全身麻酔す

ると、それだけで患者さんが耐えられ
ず、そのため普及しなかった経緯があ
ります。
　ところが、カテーテル技術が発達し
たことで、胸を開けなくても今までペ
ースメーカーを入れた心臓の右側から
左側に血管を通じて電線を通せるよう
になったという技術的な背景がありま
す。その技術的な課題がクリアできた
時点で爆発的に広がったわけです。
　池脇　カテーテル技術の進歩があっ
たからこそなのですね。
　猪又　はい。
　池脇　一番同期させないといけない
左心室を新しいカテーテル技術でそこ
まで持っていけるようになったという
理解でよいでしょうか。
　猪又　そのとおりです。
　池脇　さて、心不全の患者さんは多
数おられますが、CRTの適応はいかが
でしょうか。
　猪又　まずこの治療に対して誤解が
一番多いところに触れておきます。同
期をさせることで心臓の効率を上げる。
その役割は主に心臓が縮む力に対して
です。実は心不全というのは縮む力が
弱い収縮不全というタイプと、広がり
が悪い拡張不全というタイプとに分か
れます。この治療は、あくまでも収縮
能を改善させる治療なので、収縮能が
落ちているタイプの心不全であること
が大前提です。左室駆出率35％未満、
これは心臓のポンプでいうとだいたい
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半分ぐらいの動きという、そういう障
害の人にだけ適応を考えます。という
ことは、心臓のエコーをしないと、こ
の治療の適応は決められないことにな
ります。
　池脇　質問には心臓のエコーで左室
の非同期性壁運動があるということで、
収縮能に加えて、同期しているかどう
かを見ることも必要だということでし
ょうか。
　猪又　「同期していない」というの
は心臓の動きに基づき評価されます。
動きの観察はエコーが一番得意ですの
で、以前はエコーでの評価を重要視し
ていました。ところが、エコーで評価
するより、心電図のQRS幅のほうが適
応判断が適切だという報告が相次ぎ、
現在はガイドライン上でも適応の項目
にエコー所見は全くなくなっています。
　心臓というのはぞうきんを絞るよう
な非常に複雑な動きをしていて、現在
のエコーの解析技術では三次元空間の
総合的な動きをきちんと定量できない
という弱点に起因しているのかもしれ
ません。
　いずれにしても、QRS幅、今回の症
例は完全左脚ブロックと書いてあり、
これ自体でもQRS幅が120msec以上と
いうことになるので、「非同期」の適
応はクリアできています。
　池脇　心電図のQRS幅が広いこと、
収縮能が落ちていること、そして患者
さんの心不全の程度が進んでいる方に

限定、ということでしょうか。
　猪又　そのとおりです。NYHA２度
以上といって、多少なりとも息切れが
ある患者さんが適応です。一方、終末
期の重症の心不全は適応としない。あ
まりに心臓のポンプが傷んでいると、
動きを調和させてもさしたるプラスに
ならないため、NYHA４度の後半は外
すという流れになってきています。
　さらに、あくまでも心不全の治療の
基本は薬物治療ですので、薬物治療を
十分に行ってもコントロールできない
心不全に対して、というのがもう一つ
の条件になっています。
　池脇　今日の質問の症例で気になる
のは年齢です。86歳。そういう高齢の
方でも適応があれば行うのでしょうか。
　猪又　現在、心不全の治療というの
は大きく目的が２つに分かれています。
１つは「目に見える治療」。息苦しさ
だったり、むくみだったり、患者さん
が困られている症状を比較的速やかに
よくしてあげる治療です。もう１つは、
それとは別に、予後をよくするという
「目に見えない治療」があります。こ
のCRTは、両方の目的をカバーできる
治療なのですが、症例によって両者の
重みづけが違ってきます。
　大事な点は、この86歳の方がどの治
療をやっても苦しみが取れないという、
「目に見える治療」に対してCRTを考
えているならば、年齢に違わず条件が
揃えば、行ってあげて構わないと思い

るのがこの治療の原理になっています。
　池脇　心不全では、一般的に心臓が
大きくなる。刺激伝導系は心筋の中を
走っているので、それが伸ばされてし
まって有効な刺激ができないというの
が、シンクロしない、同期しない大き
な原因なのでしょうか。
　猪又　幾つか原因があると思います。
先ほど電線と表現しましたが、実はこ
の電線も心筋細胞と起源を同じくして
いて、心筋細胞がやられる病気では、
一定頻度、電線もやられてしまうので
す。心臓がやられているほど刺激伝導
系も比較的やられる比率が上がってき
ます。
　池脇　世界的には1990年ぐらいから、
日本は2004年からと聞いていますが、
こうした治療が始まった背景はどうい
ったものなのでしょうか。心不全では
同期していない。その同期がリセット
することによってよくなるという、何
か基礎的なデータも含めたものがない
と、なかなか臨床応用というのは難し
いと思うのですが。
　猪又　実はこの治療の歴史はとても
古くて、以前は外科医にお願いして胸
を開けて、心臓を目の当たりにして外
から電線を張っていたのです。電線は
心臓を挟み込むように２本置いて同期
させますが、左心室に置く１本の電線
は以前は外から張らないとできません
でした。ただし、これは重症心不全の
治療ですので、胸を開けて全身麻酔す

ると、それだけで患者さんが耐えられ
ず、そのため普及しなかった経緯があ
ります。
　ところが、カテーテル技術が発達し
たことで、胸を開けなくても今までペ
ースメーカーを入れた心臓の右側から
左側に血管を通じて電線を通せるよう
になったという技術的な背景がありま
す。その技術的な課題がクリアできた
時点で爆発的に広がったわけです。
　池脇　カテーテル技術の進歩があっ
たからこそなのですね。
　猪又　はい。
　池脇　一番同期させないといけない
左心室を新しいカテーテル技術でそこ
まで持っていけるようになったという
理解でよいでしょうか。
　猪又　そのとおりです。
　池脇　さて、心不全の患者さんは多
数おられますが、CRTの適応はいかが
でしょうか。
　猪又　まずこの治療に対して誤解が
一番多いところに触れておきます。同
期をさせることで心臓の効率を上げる。
その役割は主に心臓が縮む力に対して
です。実は心不全というのは縮む力が
弱い収縮不全というタイプと、広がり
が悪い拡張不全というタイプとに分か
れます。この治療は、あくまでも収縮
能を改善させる治療なので、収縮能が
落ちているタイプの心不全であること
が大前提です。左室駆出率35％未満、
これは心臓のポンプでいうとだいたい
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ます。
　一方で、ある程度、今の薬物治療で
満足できるような状況になり得て、さ
らに５年後の予後のためにこの治療を
選択するかについては、これはまた患
者さんの背景なりを考えながら選択し
ていくことになると思います。
　池脇　なかなかきちんと決められる

基準はないのでしょうが、そういった
予後も考えて慎重に適応していくとい
うことですね。
　猪又　いろいろな意味で判断が難し
い症例でしょうから、適応を迷う場合
には、ぜひ地域の基軸病院の先生方に
ご相談いただければと思います。
　池脇　ありがとうございました。

東京医科大学循環器内科教授
冨　山　博　史

（聞き手　池脇克則）

　下記の高血圧の事例に関してご教示ください。
　やや肥満ぎみの中年女性で家庭血圧は120/70㎜Hg前後と全く正常です。と
ころが、めまいがあって来院したとき、定期の診察時にも収縮期血圧が170㎜Hg
前後まで上昇します。この方の場合、自律神経症状あるいは白衣高血圧という
ことで降圧剤は処方しないまま経過観察でよろしいでしょうか。

＜新潟県開業医＞

緊張性高血圧症

　池脇　高血圧は比較的よくいただく
質問領域なのですが、今回は、家庭で
測る血圧と診察時の血圧がだいぶ乖離
する。診察のときのほうが高い、自宅
と診察室の血圧の差ということです。
そもそも血圧というのは機械のように
ずっと一定ではありませんから、ある
意味で生理的な変動があるのでしょう
か。
　冨山　これは当然で、私たちの体は
バイオリズムで動いていますから、血
圧にしても、脈にしても、さらに、睡
眠や呼吸にしても、１日の変動はどう
しても存在します。ただ、これは自然
現象ですが、やはり年齢とともにその
機能が落ちてきます。特に高齢の方で

すと過剰に変動の大きい方がいます。
こういう方は血管の障害とか、循環を
調節する機能が障害されています。ゆ
えに心臓病とか脳卒中などを起こしや
すいことが最近注目されています。
　池脇　全くの正常な血圧が、治療を
要するような高血圧に一足飛びにいく
ことはなくて、徐々に異常のほうに傾
いてくるとすれば、質問はそういう過
程のある時期をとらえているのかもし
れないという印象を持ちました。具体
的にやや肥満ぎみの中年女性で、家庭
で測ると120/70㎜Hgぐらいと正常で、
めまいがあるときは血圧が上がると思
うのですが、定期の診察のときに収縮
期血圧が170㎜Hgと、だいぶ自宅と違
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