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　心不全に対する収縮不全、拡張不全について、また具体的な投薬治療につい
てご教示ください。

＜福岡県開業医＞

心不全

　山内　福田先生、慢性の心不全に対
象を絞ってお話をうかがいたいのです
が、まず心不全の概念といいますか、
定義についてお話しいただけますか。
　福田　心不全というのは、例えば心
筋梗塞とか、心筋症、あるいは心臓弁
膜症など、様々な心臓の病気の終着点
です。基本的には十分な静脈還流量が
あるにもかかわらず、必要な心拍出量
が保てない状態、これを心不全と考え
てよいと思います。
　山内　最近、増えているとみていい
のでしょうか。
　福田　世界中どこの国を見ても、心
不全は急速に増えているのが実情です。
例えば心筋梗塞では、昔は40％ぐらい
の死亡率だったものが、今は７％ぐら
いの死亡率に下がっていますが、従来
は亡くなっていた方が亡くなられなく

なった、ということもあって、心不全
の患者さんは右肩上がりに増えていま
す。一部の方は心不全パンデミックと
いうような言葉も使っていて、心不全
の患者さんが激増していると考えてよ
いと思います。
　山内　臨床現場では、急性期は専門
の医師への受診ですが、慢性期に移行
しつつある場合には、非専門の医師の
ところに来たり、あるいは経過中に心
不全が出てくることもあると思います。
まず心不全は、症状で気がつかれるこ
とが多いのでしょうね。
　福田　基本的には、歩くと疲れやす
い、息が切れる、横になると呼吸が苦
しい、あるいは足がむくんでいる、こ
のような症状があったときには、心不
全をまず考えたらいいかと思います。
　山内　スクリーニング的にはどうい
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心不全のマーカーとして使われること
が多いのですが、NT-proBNPは前駆体
ということもあって、血中濃度がBNP
よりは高いと、だいたいいわれていま
す。BNP１に対して、NT-proBNPはだ
いたい５ぐらいと考えていただくと、
だいたいの換算ができると思います。
　山内　約５倍の違いがあるのですね。
　福田　そのとおりです。
　山内　BNPとNT-proBNPの優劣は
あるのでしょうか。
　福田　日本ではもともとBNPが最初
に使われたので、今も使われることが
多いのですが、欧米の場合には、半減

期によらず、分泌量を比較的正確にと
らえることができることから、NT-pro 
BNPが使われます。両者どちらでも基
本的には構わないと思いますが、最近
ではNT-proBNPを使われる方が増え
てきたという印象はあります。
　山内　大ざっぱなところで、いわゆ
るカットオフ、異常値とはどのあたり
なのでしょうか。
　福田　これが実は非常にトリッキー
なところがありまして、例えばBNPだ
と正常値が15以下となっていますが、
本当の心不全の患者さんで高いといわ
れるのは100以上、多くの患者さんの

図２　頻脈性心房細動の心電図

ったものが推奨されるのでしょうか。
　福田　どこの病院でもできるのは、
心電図と胸のX線写真ではないかと思
います。心電図では、例えば心房細動
のような不整脈がないか、陳旧性の心
筋梗塞がないか、心肥大がないか、心
電図のST-T変化があるか、このあた
りを注目して見ていただければよいと
思います。そして、何らかの異常があ
ったときには、次に胸のX線写真を撮
ることになると思います。
　山内　X線写真といいますと、よく
心臓が肥大しているかたちのイメージ
がありますが、こういったものでよい
のでしょうか。
　福田　心不全の患者さんで、まずわ
かることは、いわゆる心胸比、心臓の
大きさが大きくなっている。これがだ
いたい共通した状態ではないかと思い
ます。それと、肺うっ血がある。肺の
下肺野に胸水がたまっていたり、肺の

実質が白っぽくなっていたり、カーリ
ーBラインが見えていたり、このよう
な状況があったときには心不全を考え
て、次の検査に進むことになると思い
ます。
　山内　次のステップは心エコーが多
いと思いますが、これは後ほどまたう
かがいます。その前に最近普及してい
るものにBNPの血液検査がありますね。
この位置づけや、解釈の仕方について
少しうかがいたいのですが。
　福田　BNPというのは、もともと心
臓の中で特に心室が分泌するホルモン
として同定されました。このBNPその
ものが生理活性物質で、利尿作用を持
っていたりするのですが、実際には心
不全のマーカーとして使われることが
多いと思います。
　そしてBNPには、BNPそのものと、
その前駆体の切れ端であるNT-proBNP
といわれるものがあります。両方とも

図１　慢性心不全患者の胸部X線写真（正面、側面）
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の場合には、心内腔が大きくない。例
えば、高血圧性心不全の場合には心臓
の内腔が大きくなっていないので、心
臓の筋肉は厚くなっていますが、見た
目の心臓の大きさがあまり大きくなっ
ていないことがあります。ただ、この
場合にも、心臓が膨らみにくいことが
あって、左室拡張末期圧や左房圧が上
がります。肺うっ血は非常に強く進ん
でいて、両肺野に肺のうっ血所見があ
ることから、見た目の心臓が小さい場
合でも、拡張不全があることを考えた
らいいかと思います。
　山内　最後に治療ですが、両者で違
いがあるのでしょうね。
　福田　収縮不全に関しては、従来か
ら多くの臨床試験が行われてきました。
当初、利尿薬がよく使われましたが、
もちろん現在でも利尿薬が主流となっ
ています。ただ、それ以後開発された
強心薬は、現在ではほとんど使われる
ことがなく、神経体液性因子といわれ
る、例えばβ遮断薬、レニン・アンジ
オテンシン系阻害薬として、ACE阻害
薬やARB、こういったものがよく使わ
れます。また、症例によってはアルド
ステロン拮抗薬も有効であることがわ
かっていて、収縮不全にはこの３つの
種類の薬剤を上手に組み合わせること
で生命予後を明らかに改善できること
が、これまでの多くの臨床試験でいわ
れています。その方針に従って治療し
ていただければよいかと思います。

　山内　β遮断薬と、例えばARBが、
日本でよく使われますが、どちらが先
というのはないのでしょうか。
　福田　欧米において一番使われるの
はβ遮断薬です。２番目はACE阻害薬
とARB、どちらがいいかですが、欧米
ではACE阻害薬が使われることが多い
です。日本ではACE阻害薬は咳が出る
こともあって、ARBを使われる医師が
多いのではないかと思います。
　山内　拡張不全に関してはいかがで
しょう。
　福田　拡張不全ですが、心不全の中
では比較的新しい概念です。これに関
しては、現在、様々な臨床トライアル
がなされていますが、結果として生命
予後を大きく改善するような薬剤は今
のところ見つかっていません。ですの
で、基本的には利尿薬を投与しますが、
将来的に拡張不全をどう克服していく
のか。これに対する薬が、現在精力的
に開発されていて、今後はこの領域の
発展が大きく期待されるところだと考
えています。
　山内　適正血圧とは、どのあたりな
のでしょうか。
　福田　血圧が高いと左心室にとって
は後負荷が高くなるので、心拍出量が
減ってしまいます。ですから、血圧は
正常血圧、あるいは正常血圧よりやや
低い血圧で管理されるのがいいと思い
ます。
　山内　ありがとうございました。

場合、数百から1,000ぐらいが心不全の
マーカーとして使われます。ですので、
よく相談を受けるのは、BNPの濃度が
数十と、正常値の何倍も高かったが大
丈夫でしょうかというお話です。実際、
心不全の患者さんでは100以上のこと
が多いので、100以下の場合にはあま
り心不全のマーカーとして適していな
いと考えています。
　山内　グレーゾーンの場合は経過観
察でよいのでしょうか。
　福田　そのとおりで、特にBNPの場
合には、１人の患者さんにおける高い
低いは臨床経過を見るうえで非常に有
用ですが、別の患者さんで見たときに
は、同じ200という値を示していたと
しても、その意味は大きく異なります。
患者間の比較は、難しいとお考えいた
だいたほうがいいと思います。
　山内　さて次に心エコーの問題にな
ります。今、拡張不全と収縮不全に分
けられているようですが、心エコー上
はどういった違いが出てくるのでしょ
うか。
　福田　基本的に古典的な心不全とい
われるのは、いわゆる収縮不全である
と思います。血液の左室駆出率がよく
心エコーでは求められますが、この収
縮不全は駆出率が40％以下のことが多
い。拡張不全といわれるものは、例え
ば高血圧性心肥大や肥大型心筋症、あ
るいは大動脈弁狭窄症のように心臓の
筋肉が厚くなって、心筋が硬くなって

膨らみにくくなっている状態ととらえ
るとわかりやすいと思うのですが、そ
の場合は駆出率は50％以上と考えてい
いと思います。
　山内　駆出率からだとそんなに異常
ではない、となるのですね。拡張不全
を診断するポイントとは、どういった
ところなのでしょう。
　福田　特に拡張不全の場合、心臓が
硬くなっている状態と先ほど申しまし
たが、同時に厚くなっていることが多
いのです。左心室の自由壁は通常10㎜
ぐらいですので、これが13㎜以上ある
ときには間違いなく心肥大と言ってい
いと思います。心肥大が明らかにある
ような症例、先ほどの肥大型心筋症や
高血圧性心不全もそうですが、そうい
う心臓が硬くなっている症例では、心
肥大が来ていることが多い。それがよ
いマーカーではないかと思います。
　山内　X線写真上、心肥大ではない
場合もあるのでしょうか。
　福田　そうなのです。特に拡張不全

図３　慢性心不全患者の心エコー短軸像

ドクターサロン63巻３月号（2 . 2019） （165）  54 （164） ドクターサロン63巻３月号（2 . 2019）

1903本文.indd   5 2019/02/14   15:18



の場合には、心内腔が大きくない。例
えば、高血圧性心不全の場合には心臓
の内腔が大きくなっていないので、心
臓の筋肉は厚くなっていますが、見た
目の心臓の大きさがあまり大きくなっ
ていないことがあります。ただ、この
場合にも、心臓が膨らみにくいことが
あって、左室拡張末期圧や左房圧が上
がります。肺うっ血は非常に強く進ん
でいて、両肺野に肺のうっ血所見があ
ることから、見た目の心臓が小さい場
合でも、拡張不全があることを考えた
らいいかと思います。
　山内　最後に治療ですが、両者で違
いがあるのでしょうね。
　福田　収縮不全に関しては、従来か
ら多くの臨床試験が行われてきました。
当初、利尿薬がよく使われましたが、
もちろん現在でも利尿薬が主流となっ
ています。ただ、それ以後開発された
強心薬は、現在ではほとんど使われる
ことがなく、神経体液性因子といわれ
る、例えばβ遮断薬、レニン・アンジ
オテンシン系阻害薬として、ACE阻害
薬やARB、こういったものがよく使わ
れます。また、症例によってはアルド
ステロン拮抗薬も有効であることがわ
かっていて、収縮不全にはこの３つの
種類の薬剤を上手に組み合わせること
で生命予後を明らかに改善できること
が、これまでの多くの臨床試験でいわ
れています。その方針に従って治療し
ていただければよいかと思います。

　山内　β遮断薬と、例えばARBが、
日本でよく使われますが、どちらが先
というのはないのでしょうか。
　福田　欧米において一番使われるの
はβ遮断薬です。２番目はACE阻害薬
とARB、どちらがいいかですが、欧米
ではACE阻害薬が使われることが多い
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将来的に拡張不全をどう克服していく
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