
東京慈恵会医科大学循環器内科助教
徳　田　道　史

（聞き手　池脇克則）

　運動誘発性不整脈についてご教示ください。
　ジョギングをする方で、走ると脈が飛ぶ、または走った後30分ほど脈が乱れ
ると訴える方がいます。
　心エコーや採血は正常で、運動負荷心電図では単発のPVCが出ます。このよ
うな方への対応、特に運動の可否について、どのように指導すべきかご教示く
ださい。

＜新潟県勤務医＞

運動誘発性不整脈

　池脇　今回は不整脈に関しての質問
です。おそらく心室性の期外収縮（PVC）
という、普通の方でも１日何十回かぐ
らいは出るような不整脈ですが、まず、
PVCと運動は何か関係があるのでしょ
うか。
　徳田　PVCをはじめとする心室性
の不整脈は全般に、運動と関連する場
合がよくあります。運動をすることに
よってPVCが増え、動悸を感じるのは
臨床でもよく経験することで、日中の
PVCの数が夜に比較し多い方などもい
ます。さらに進行すると、運動によっ
て心室頻拍という命にかかわるような
不整脈が出る方もいます。それは、運

動によって交感神経が活発になり起こ
る場合もあるし、運動により虚血が助
長されて、そこから心室性不整脈が出
ることもあります。
　池脇　個人的な感想になってしまう
のですが、PVCは、家でテレビでも見
て安静にしているときに、何か飛ぶと
いうのは感じるけれども、日中、忙し
く動き回っているときはなかなか脈が
飛ぶような自覚症状は感じにくいかと
も思ったのですが、必ずしもそうでも
ないのですね。
　徳田　自覚症状に関しては、どうい
う方が自覚症状があって、どういう方
がないのかは、正直わかっていないの
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必ずしも人為的に負荷をかけて出たも
のが、その方が訴えているものと同じ
不整脈かどうかはわかりませんね。
　徳田　そうですね。
　池脇　そうすると、ホルター心電図
のような検査も必要になってくるので
しょうか。
　徳田　仮に今回の症状がPVCによる
ものだとすると、重症度の評価として
ホルター心電図は欠かせない検査にな
ります。ホルター心電図を行うことに
よって、このPVCが本当に１日の中で
単発で済んでいるのか、連発がないの
か。あとは、起源が一つか。もう一つ
は、前のQRS波との距離（カップリン
グインターバル）が近いところがない
かを調べることによって、そのPVCの
重症度が評価できます。これは欠かす
ことのできない検査だと思います。
　池脇　細かいところですが、ホルタ
ー心電図を行う際に、例えばこの方の
場合は動くとおかしいといった場合に
は、あえて少しだけ動くようにとの指
示を出したほうがいいのでしょうか。
　徳田　ホルター心電図をつけている
日に、動かないでいて、その日は症状
が出ませんでしたという方がよくいま
す。私がホルター心電図をつけていた
だくときは、普段どおりの生活で、不
整脈を出すぐらいの気持ちで、お酒も
飲んでいただいてかまわないですし、
いつも以上に負荷をかけるような感じ
で行っていただくほうがいいですと話

しています。
　池脇　装着とか、アーチファクトが
多少は気になりますが、走ると出る方
の場合には、むしろ「ちょっと走って
みて」ぐらいの指示でもよろしいんで
すか。
　徳田　はい。やっていただいたほう
がいいと思います。
　池脇　さて、どのように対応したら
いいのか。あるいは、運動誘発性のも
ののときに、運動をどうしたらいいの
かについてです。これだけの情報で対
応を、といっても難しいと思うのです
が、一般的には心臓に何か器質的な、
あるいは基礎的な疾患がない場合には
積極的に治療をする必要はないと考え
てよいですか。
　徳田　今回、器質的疾患がないので
あれば、特発性のPVCということにな
ります。ホルター心電図の結果にもよ
りますが、単発の運動時のみで、数が
多くない場合は、基本的には経過観察
のみで大丈夫だと思います。運動に関
しては、PVCが単発で出る程度なので、
特に制限は必要ないと考えています。
　池脇　運動負荷心電図といっても、
トレッドミルからマスターまでいろい
ろありますが、基本的にはトレッドミ
ルの運動負荷のほうがいいのでしょう
か。
　徳田　PVCが運動に伴って出るとの
ことですので、ST変化とか、虚血の
ほうもしっかり評価したいところです。

です。全く感じない方でも、調べてみ
ると１日の中で１万発以上出ている方
もいます。安静時のほうが落ち着いて
いるので、自分の鼓動に敏感になり、
症状として感じやすくなることもあり
ます。
　池脇　運動は当然交感神経のトーン
が上がってカテコラミンが出てくる。
そして心拍数が増える。これが、PVC
を誘発することは起こりうるのですね。
　徳田　そうですね。全般的な不整脈
の機序としては、交感神経が活発にな
ると起こることもありますし、また逆
に副交感神経が活発になった場合に起
こる不整脈もあります。今回の場合は
運動のときに脈が飛ぶということなの
で、おそらくは交感神経が関与してい
るだろうと考えられます。
　池脇　質問では、走ると脈が飛ぶ。
走った後、30分ほど脈が乱れるという
ことは、走った後というのは交感神経
が静まって、逆に副交感神経が少しト
ーンを増してくる。そういうとき、違
う機序なのかもしれませんが、PVC等
が増えるというか、感じやすいという
ことなのでしょうか。
　徳田　今回、運動負荷心電図でPVC
が出ているとのことですが、どの運動
負荷なのかはわからないのですね。も
しトレッドミルのような運動中も継続
的に心電図を撮る検査だとすると、走
っているときにPVCが出て、さらに走
った後に、ずっと見ていると、そこで

さらにPVCが出てきて、増えてくるパ
ターンがとらえられるかもしれません。
運動後のPVCの増加はおそらく副交感
神経がまた活発になったときに起こる
という機序だと思います。
　池脇　幾つかの検査をされているよ
うですが、一つは心臓の超音波、心臓
のエコーを行って、これは問題なかっ
た。ですから、見える範囲での何か器
質的な心疾患あるいは弁膜疾患がない
方で、採血の項目まではわかりません
が、例えばBNP等の心臓関係の検査や
電解質も問題なかった。そして、運動
負荷心電図では単発のPVCが出る。こ
ういった検査の内容で、この運動負荷
心電図での単発のPVC、これはどう評
価されますか。
　徳田　今回、運動負荷でPVCが出て
いるとのことですが、一つ重要になる
のはジョギングをしたときの脈が飛ぶ
症状です。トレッドミルなどの運動負
荷心電図を行ったときに再現された症
状が、臨床的な症状と同じかどうかが
非常に重要なことです。PVCは、ご存
じのとおり、普通の方でも出るもので
す。これが全く症状と違ったりすると、
例えば走ったときの不整脈は心房性の
PVCや心房細動などで、今回たまたま
心室性のPVCがつかまっただけ、とい
うことも考えられます。ですので症状
と一致しているのかをまず確認するの
が非常に重要だと思います。
　池脇　確かにそれは大事なところで、
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必ずしも人為的に負荷をかけて出たも
のが、その方が訴えているものと同じ
不整脈かどうかはわかりませんね。
　徳田　そうですね。
　池脇　そうすると、ホルター心電図
のような検査も必要になってくるので
しょうか。
　徳田　仮に今回の症状がPVCによる
ものだとすると、重症度の評価として
ホルター心電図は欠かせない検査にな
ります。ホルター心電図を行うことに
よって、このPVCが本当に１日の中で
単発で済んでいるのか、連発がないの
か。あとは、起源が一つか。もう一つ
は、前のQRS波との距離（カップリン
グインターバル）が近いところがない
かを調べることによって、そのPVCの
重症度が評価できます。これは欠かす
ことのできない検査だと思います。
　池脇　細かいところですが、ホルタ
ー心電図を行う際に、例えばこの方の
場合は動くとおかしいといった場合に
は、あえて少しだけ動くようにとの指
示を出したほうがいいのでしょうか。
　徳田　ホルター心電図をつけている
日に、動かないでいて、その日は症状
が出ませんでしたという方がよくいま
す。私がホルター心電図をつけていた
だくときは、普段どおりの生活で、不
整脈を出すぐらいの気持ちで、お酒も
飲んでいただいてかまわないですし、
いつも以上に負荷をかけるような感じ
で行っていただくほうがいいですと話

しています。
　池脇　装着とか、アーチファクトが
多少は気になりますが、走ると出る方
の場合には、むしろ「ちょっと走って
みて」ぐらいの指示でもよろしいんで
すか。
　徳田　はい。やっていただいたほう
がいいと思います。
　池脇　さて、どのように対応したら
いいのか。あるいは、運動誘発性のも
ののときに、運動をどうしたらいいの
かについてです。これだけの情報で対
応を、といっても難しいと思うのです
が、一般的には心臓に何か器質的な、
あるいは基礎的な疾患がない場合には
積極的に治療をする必要はないと考え
てよいですか。
　徳田　今回、器質的疾患がないので
あれば、特発性のPVCということにな
ります。ホルター心電図の結果にもよ
りますが、単発の運動時のみで、数が
多くない場合は、基本的には経過観察
のみで大丈夫だと思います。運動に関
しては、PVCが単発で出る程度なので、
特に制限は必要ないと考えています。
　池脇　運動負荷心電図といっても、
トレッドミルからマスターまでいろい
ろありますが、基本的にはトレッドミ
ルの運動負荷のほうがいいのでしょう
か。
　徳田　PVCが運動に伴って出るとの
ことですので、ST変化とか、虚血の
ほうもしっかり評価したいところです。

です。全く感じない方でも、調べてみ
ると１日の中で１万発以上出ている方
もいます。安静時のほうが落ち着いて
いるので、自分の鼓動に敏感になり、
症状として感じやすくなることもあり
ます。
　池脇　運動は当然交感神経のトーン
が上がってカテコラミンが出てくる。
そして心拍数が増える。これが、PVC
を誘発することは起こりうるのですね。
　徳田　そうですね。全般的な不整脈
の機序としては、交感神経が活発にな
ると起こることもありますし、また逆
に副交感神経が活発になった場合に起
こる不整脈もあります。今回の場合は
運動のときに脈が飛ぶということなの
で、おそらくは交感神経が関与してい
るだろうと考えられます。
　池脇　質問では、走ると脈が飛ぶ。
走った後、30分ほど脈が乱れるという
ことは、走った後というのは交感神経
が静まって、逆に副交感神経が少しト
ーンを増してくる。そういうとき、違
う機序なのかもしれませんが、PVC等
が増えるというか、感じやすいという
ことなのでしょうか。
　徳田　今回、運動負荷心電図でPVC
が出ているとのことですが、どの運動
負荷なのかはわからないのですね。も
しトレッドミルのような運動中も継続
的に心電図を撮る検査だとすると、走
っているときにPVCが出て、さらに走
った後に、ずっと見ていると、そこで

さらにPVCが出てきて、増えてくるパ
ターンがとらえられるかもしれません。
運動後のPVCの増加はおそらく副交感
神経がまた活発になったときに起こる
という機序だと思います。
　池脇　幾つかの検査をされているよ
うですが、一つは心臓の超音波、心臓
のエコーを行って、これは問題なかっ
た。ですから、見える範囲での何か器
質的な心疾患あるいは弁膜疾患がない
方で、採血の項目まではわかりません
が、例えばBNP等の心臓関係の検査や
電解質も問題なかった。そして、運動
負荷心電図では単発のPVCが出る。こ
ういった検査の内容で、この運動負荷
心電図での単発のPVC、これはどう評
価されますか。
　徳田　今回、運動負荷でPVCが出て
いるとのことですが、一つ重要になる
のはジョギングをしたときの脈が飛ぶ
症状です。トレッドミルなどの運動負
荷心電図を行ったときに再現された症
状が、臨床的な症状と同じかどうかが
非常に重要なことです。PVCは、ご存
じのとおり、普通の方でも出るもので
す。これが全く症状と違ったりすると、
例えば走ったときの不整脈は心房性の
PVCや心房細動などで、今回たまたま
心室性のPVCがつかまっただけ、とい
うことも考えられます。ですので症状
と一致しているのかをまず確認するの
が非常に重要だと思います。
　池脇　確かにそれは大事なところで、
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トレッドミルまでかけていただいたほ
うが安全だと思います。トレッドミル
で、連発だとか、３連発以上の心室性
不整脈等が出ていないかを確認したほ
うがいいので、負荷はかけられるだけ
かけたほうがいいと思います。
　池脇　そうすると、同じ不整脈が出
ても、感じる人もいれば、感じない人
もいる。ご本人の自覚症状の程度で治
療方針を決めるよりも、きちんと運動
負荷の心電図あるいはホルター心電図
を行ったうえで、必要に応じて治療介
入していくことになると思うのですが、
どういう場合に治療介入あるいは運動
の制限が必要になってくるのでしょう
か。

　徳田　僕らの今の考えでは、１日の
PVCの数が、総心拍数の20％以上、つ
まり、通常だいたい10万回ぐらい１日
の心拍数があるので、１日の中で２万
回以上PVCが出る場合、それを長期で
フォローすると心機能がやや落ちてい
くという研究があります。PVCが２万
回以上出ているような場合には内服薬、
例えばβ遮断薬等を使ってPVCを抑え
たり、形が単源性であるようであれば
カテーテルを使ったアブレーション治
療も可能ですので、薬剤抵抗性である
場合はアブレーション治療も勧めてい
いと思います。
　池脇　どうもありがとうございまし
た。

慶應義塾大学消化器内科専任講師
正　岡　建　洋

（聞き手　山内俊一）

　おならの原因についてご教示ください。
　昔は、嚥下による空気といわれてきましたが、現在では主な原因ではないこ
とはわかっています。はっきりしているのは、40年ほど前に解明された乳糖分
解酵素減少による異常発酵ですが、それ以外の主原因は食物繊維（サツマイモ
など）によるものといわれています。食物繊維によるガス発生機序は、人間に
セルロースを分解する酵素がないために腸内細菌による発酵・腐敗が進むため
だといわれていますが、明確ではありません。食物繊維には、可溶性、不溶性
の２種類がありますが、どんな腸内細菌が、どのような機序でガスを発生させ
るのか、またαグルコシダーゼ阻害剤与薬時の異常ガス発生についてもご教示
ください。

＜長野県開業医＞

おならの原因

　山内　正岡先生、以前よりおならの
原因としてはいろいろな説がありまし
たが、現時点では、基本的には腸内細
菌が絡んでいると考えてよいのでしょ
うか。
　正岡　そうですね。腸内細菌が代謝
産物の一つとしてガスを産生している
ということでよいかと思います。
　山内　正常人でも当然出てくるわけ
ですが、腸内細菌の種類によって、例
えばおならのにおいといったものは当

然変わってくるのでしょうね。
　正岡　俗に善玉菌といわれる乳酸菌
等の菌が分解・代謝を行う場合には、
水素とかメタンとか、そういったにお
いのないガスを産生します。一方、ウ
ェルシュ菌等、悪玉菌といわれるよう
な菌は、蛋白質を分解する際に、鼻に
つく、例えば硫化水素等のガスを産生
するなど、食べ物の内容によってガス
の内容が変わってくるのです（図）。
　山内　蛋白質はやや問題かと、にお
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