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齊藤 ガイドラインでは、心不全の
定義にどのようなことが書かれている

のは同じなのですが、それに加えて、
NT-ProBNP、あるいはBNPといった

のでしょうか。
安斉 今回のガイドラインでは、一
般向けの定義が新たに記載されました。
「心不全とは、心臓が悪いために息切
れやむくみが起こり、だんだん悪くな

バイオマーカーを使ってしっかりとス
クリーニングをしていく。そこが強調

り、生命を縮める病気です」と、ちょ
っとショッキングな内容なのですが、
具体的に記載されています。心不全そ
のものが非常にわかりにくいことと、
心不全患者が年々増加しているので、
それに対する啓発の意味が含まれてい
ます。さらには患者さん自身が、これ
は生命にかかわる、と理解していただ
くことで、セルフケアが非常に大事な
ことを伝える。また、心不全発症予防
が大事なことを強調する意味合いがあ
ると思います。
齊藤 さて、診断についてはどうで
しょう。

されていると思います（図１）
。
齊藤 これが高いと心不全の疑いが
強いのですね。
安斉 はい。一般医家の方にとって
も非常にわかりやすいマーカーだと思
います。
齊藤 心不全にはいろいろあるので
すね。
安斉 そうです。従来は、左室駆出
率によって心不全のタイプを分けるこ
とがなされていました。左室駆出率の
低下した心不全、例えば虚血性心筋症
や拡張型心筋症、そういったHFrEF
（Heart Failure with reduced Ejection
Fraction）といわれるタイプと、あと

は高血圧、メタボリック症候群、加齢
などに伴って拡張機能障害が起こって、
安斉 心不全の診断に関しては、今
左室駆出率が保たれた状態で心不全
までどおり身体所見であったり、X線、 を呈するHFpEF（Heart Failure with
心電図のスクリーニングを行っていく
preserved Ejection Fraction）という
40（280）
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部分が評価できないことから、その部
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表１

LVEFによる心不全の分類

定義

LVEF

図２

心不全のステージ分類

説明

LVEFの低下した心不全
（heart failure with reduced ejection
fraction；HFrEF）

収縮不全が主体。現在の多くの研究
では標準的心不全治療下でのLVEF
40％未満
低下例がHFrEFとして組み入れられ
ている。

LVEFの保たれた心不全
（heart failure with preserved
ejection fraction；HFpEF）

拡張不全が主体。診断は心不全と同
様の症状をきたす他疾患の除外が必
50％以上
要である。有効な治療が十分には確
立されていない。

LVEFが軽度低下した心不全
境界型心不全。臨床的特徴や予後は
40％以上
（heart failure with mid-range ejection
研 究 が 不 十 分 で あ り、 治 療 選 択 は
50％未満
個々の病態に応じて判断する。
fraction；HFmrEF）
LVEFが改善した心不全
（heart failure with preserved
ejection fraction, improved；HFpEF
improvedまたはheart failure with
recovered EF；HFrecEF）

LVEFが40％未満であった患者が治
療経過で改善した患者群。HFrEFと
40％以上
は予後が異なる可能性が示唆されて
いるが、さらなる研究が必要である。

（Yancy CW, et al. 2013、Ponikowski P, et al. 2016より改変）
日本循環器学会。急性・慢性心不全診療ガイドライン（2017年改訂版）
。
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ます。これは2016年のヨーロッパの心
臓病学会のガイドラインで記載された
ものですが、日本のガイドラインでも

ージ分類がされていて、器質的心疾患
のない、リスクだけを有しているステ
ージA、それから器質的心疾患を持っ

ら、今回のガイドラインではステージ
Aの段階、あるいはステージBの段階

イドラインでは、特に糖尿病に対して
どういった薬を使うかでは、最近大規

今回取り入れられたということになり
ます（表１）。
齊藤 駆出率は心エコー検査でわか

ていながらも心不全の徴候はないステ
ージBです。その後、症状が出るとス
テージC、難治性になるとステージD

での予防的な部分がかなり強調されて
いると思います（図２）。
齊藤 ステージAで入るリスク因子

模臨床試験で心不全の発症に対して

それが大事なポイントです。今回のガ

エビデンスレベルもAになっています。

るのでしょうか。
なのですが、ステージはAからDに向
安斉 心エコーが一般的に使われて
かって一方向にしか動かないことが従
います。
来からいわれています。そういった意
齊藤 心不全は進行していきますね。 味では重症化を予防する、あるいは心
そこについてお話しいただけますか。
不全の発症を予防するということが非
安斉

心不全に関しては、従来ステ
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予防的な効果があるといわれている
SGLT-２阻害薬が注目されています。
としてはどのようなものがありますか。 EMPA-REG OUTCOME試験、あるい
安斉 これに関しては、高血圧や冠
はCANVAS試験などの結果に基づい
動脈疾患、肥満や糖尿病などが中心に
て、SGLT-２阻害薬を糖尿病患者さん
なるかと思います。これらの危険因子
に使うことが、心不全予防のための介
に対してどのように介入していくか。
入としてクラスⅠと記載されています。
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齊藤 そうしますと、糖尿病があれ
ば積極的にこれを使ったほうがいいの
ですね。
安斉 そうですね。
齊藤 これは将来、使いうるように
なりそうですか。
安斉 今、いろいろな臨床試験が行
われていて、特に左室駆出率の保持さ
れた心不全（HFpEF）はなかなかエ
ビデンスのある治療がありません。そ
ういった方に対して、SGLT-２阻害薬
が有効な可能性も期待されて、様々な
研究が行われているところだと思いま
す。
齊藤 さて、治療に戻りまして、心
不全の治療はどのように行いますか。
安斉 これに関しては、従来どおり、
ACE阻害薬、またACE阻害薬に忍容
性がない場合はARB、そしてβ遮断
薬が基本になります。これに加えて、
ミネラルコルチコイド受容体拮抗薬、
MRAの位置づけがより高まっていて、
クラスⅠ、そしてエビデンスレベルA
になっています。
齊藤 以前はもう少し使う範囲が少
なかったのですね。
安斉 そうですね。ACC/AHAのガ
イドラインの2009年改訂版においては、
MRAに関してNYHA Ⅲ度、中等度以
上の心不全患者さんに使うという記載
になっていました。しかし、2016年の
ヨーロッパの心臓病ガイドラインにお
いて、より早期の段階から使うべきで
44（284）
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はないかという声が上がりました。そ
の背景にあるのは、EMPHASIS-HF試
験という大規模臨床試験で、NYHA Ⅱ
度の患者さんで左室駆出率が35％未満

のが重要かと思います。
齊藤 日本独自のものとしては、ト
ルバプタンがあるのですか。
安斉 そうです。パソプレシンV２

の方に対して使っても、エプレレノン
が予後を改善して、死亡リスクを24％
低下させるというデータが示されたか

受容体拮抗薬のトルバプタンですが、
これが今回クラスⅡaとして推奨され
ていて、利尿薬抵抗性の状態でフロセ

らです。NYHA Ⅱ度の段階、つまり、
より早期の段階から使うことが、ヨー
ロッパの心臓病ガイドラインでも推奨
されています。それを受けて日本のガ
イドラインでも、MRAに関してクラ

ミドの用量を増やすよりは、このトル
バプタンを使ったほうがフロセミドの
悪影響も避けることができるといわれ
ていて、HFrEFに対してクラスⅡaと
なっています。

スⅠ、そしてエビデンスレベルAにな
ったと思います。

齊藤 昔から使っていたジギタリス
はどうなりますか。

齊藤 腎機能が悪い患者さんが多い
でしょうから、カリウムは注意しない
といけないですね。
安斉 そうですね。高カリウム血症、
腎機能障害には十分注意しなければい

安斉 こちらに関しては古くから使
われていますが、最近のDOACを用い
た心房細動に対する大規模臨床試験の
サブ解析を見ると、ジギタリス投与患
者において予後が不良であったという

けないので、血清のカリウム値は外来
で毎回チェックすることが必要かと思
われます。ただ、underuseになってし

こともいわれています。その背景には
ジギタリスの血中濃度が高い患者さん
で突然死などのイベントが増えていた

まって、むしろ心不全患者さんの予後
があまり改善していないといったこと
が特にアメリカの患者さんなどでは言
われています。心不全の予後をMRA

のではないかということがいわれてい
ます。したがいまして、血中濃度を0.8

が改善したRALES試験が発表されて
以降、高カリウム血症による入院が増
えているというデータも報告されてい
ます。そうした理由でMRAに関して
はunderuseになりがちなのですが、そ
こは患者さんの予後を考えれば、しっ
かりモニタリングしながら使っていく
ドクターサロン63巻４月号（3 . 2019）

らいまだにエビデンスのある治療はあ
りません。うっ血に対する利尿薬の投
与というのが唯一クラスⅠの治療であ
り、対症療法でやっていくにすぎない
というところです。
齊藤 さて、日本のガイドラインで
は急性心不全と慢性心不全を一体化し
たということでしょうか。
安斉 今回のガイドラインから急性
と慢性が一緒になりましたが、海外
においては最近では入院する心不全、
hospitalized heart failureと、通常の外
来でみるheart failureとに分けるもの
の、急性心不全と慢性心不全を明確に
分けていません。慢性心不全患者さん
でも急性増悪による入退院を繰り返し、
その際には毎回急性心不全なので、あ
まり分ける意味はないのではないかと、
今回一緒になったのです。
齊藤 急性に対しては一つの流れが
あるのですね。
安斉 時間軸を意識して、なるべく
早い段階で最初の10分以内にトリアー

ジを行って、その次の60分以内で病態
ng/mL以下に維持するようなかたちで、 を評価します。中でも急性冠症候群を
ジギタリスは注意深く使うべきである。 しっかり除外することが重要であると
その際のエビデンスレベルとしては、
ガイドラインでは強調されています
クラスⅡaでエビデンスレベルBと、今
（図３）。
回書かれています。
齊藤 増悪を繰り返していくので、
齊藤 ここまでがHFrEFですか。
その予防が重要ということですね。
安斉 そうですね。
安斉 日本のデータで見ますと、塩
齊藤 HFpEFは何かあるのですか。
分・水分制限の不徹底による再入院が
安斉 HFpEFに関しては残念なが
一番多いのですが、そういった意味で
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齊藤 そうしますと、糖尿病があれ
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安斉 そうですね。
齊藤 これは将来、使いうるように
なりそうですか。
安斉 今、いろいろな臨床試験が行
われていて、特に左室駆出率の保持さ
れた心不全（HFpEF）はなかなかエ
ビデンスのある治療がありません。そ
ういった方に対して、SGLT-２阻害薬
が有効な可能性も期待されて、様々な
研究が行われているところだと思いま
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ACE阻害薬、またACE阻害薬に忍容
性がない場合はARB、そしてβ遮断
薬が基本になります。これに加えて、
ミネラルコルチコイド受容体拮抗薬、
MRAの位置づけがより高まっていて、
クラスⅠ、そしてエビデンスレベルA
になっています。
齊藤 以前はもう少し使う範囲が少
なかったのですね。
安斉 そうですね。ACC/AHAのガ
イドラインの2009年改訂版においては、
MRAに関してNYHA Ⅲ度、中等度以
上の心不全患者さんに使うという記載
になっていました。しかし、2016年の
ヨーロッパの心臓病ガイドラインにお
いて、より早期の段階から使うべきで
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はないかという声が上がりました。そ
の背景にあるのは、EMPHASIS-HF試
験という大規模臨床試験で、NYHA Ⅱ
度の患者さんで左室駆出率が35％未満
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より早期の段階から使うことが、ヨー
ロッパの心臓病ガイドラインでも推奨
されています。それを受けて日本のガ
イドラインでも、MRAに関してクラ

ミドの用量を増やすよりは、このトル
バプタンを使ったほうがフロセミドの
悪影響も避けることができるといわれ
ていて、HFrEFに対してクラスⅡaと
なっています。
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齊藤 昔から使っていたジギタリス
はどうなりますか。
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でしょうから、カリウムは注意しない
といけないですね。
安斉 そうですね。高カリウム血症、
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安斉 こちらに関しては古くから使
われていますが、最近のDOACを用い
た心房細動に対する大規模臨床試験の
サブ解析を見ると、ジギタリス投与患
者において予後が不良であったという
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で毎回チェックすることが必要かと思
われます。ただ、underuseになってし

こともいわれています。その背景には
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で突然死などのイベントが増えていた

まって、むしろ心不全患者さんの予後
があまり改善していないといったこと
が特にアメリカの患者さんなどでは言
われています。心不全の予後をMRA

のではないかということがいわれてい
ます。したがいまして、血中濃度を0.8

が改善したRALES試験が発表されて
以降、高カリウム血症による入院が増
えているというデータも報告されてい
ます。そうした理由でMRAに関して
はunderuseになりがちなのですが、そ
こは患者さんの予後を考えれば、しっ
かりモニタリングしながら使っていく
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急性心不全の初期対応

重要です。そして、リハビリと同時に
多職種によって教育なども行っていく

療者と家族と患者さんで共有して、病
状や予後、それから患者さんの価値観、

ことになります。
齊藤 最終的にはじり貧状態になり
ますね。
安斉 今回のガイドラインで一つの

目標を確認し、最期を迎えたい場所で
あったり、あるいは蘇生措置の希望、
最近ではICDが植え込まれている患者
さんが非常に多いですが、その機能を

大きな改訂ポイントは、心不全に対す
る緩和ケアが一つの項として立てられ
たということにあります。
実は2014年のWHOのデータにより

停止するかどうか。そのようなことを
意思疎通ができる早い段階で、皆で話
し合うプロセス、それがACPです。心
不全患者さんに対してACPを行うこと

ますと、終末期に緩和ケアが必要とさ
れる疾患の第１位が心血管疾患となっ
ていて、その中の多くを心不全が占め
ているといわれています。ただ、心不

を、今回クラスⅠとしてガイドライン
の中で記載しています。
齊藤 在宅での看取りなども行われ
ていくのですか。

全の患者さんは、がんとは異なり、先
ほど申し上げたように、急性増悪によ

安斉 そうですね。心不全パンデミ
ックの状態になっていて、すべての心

る入退院を繰り返して、最後は比較的
急速に悪化します。入院のたびにそれ
が本当の終末期なのかどうか、そこの
見極めが難しくて、導入のタイミング
がなかなかつかめないといわれていま
す。そのようなことに対応するために

不全の患者さんが入院できる状態を今
後続けられるかどうかわからないので
す。そういった意味では、もし患者さ
んが最期は自宅でということを望まれ
るようであれば、それをかなえるよう
なかたち、在宅で緩和ケアも含めた医

は、ACP（Advance care planning）
というのが非常に重要であるというこ

療を行うのも今後は重要になってくる
と思われます。

とになります。
現在の患者さんの心配事や悩みを医

齊藤 そこが非常に重要なところで
すね。どうもありがとうございました。

日本循環器学会。急性・慢性心不全診療ガイドライン（2017年改訂版）
。
http://www.j-circ.or.jp/guideline/pdf/JCS2017_tsutsui_h.pdf（2018年４月閲覧）

は多職種で介入して疾病管理を行うこ
とが非常に重要になってきます。それ
に関してもガイドラインではしっかり
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推奨していて、同時に包括的な外来心
臓リハビリを行うことも予後を改善す
る、あるいは再入院を予防するうえで
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