循環器疾患診療の最前線（Ⅰ）

心不全患者での不整脈管理
〜薬物からデバイス治療まで〜
東京女子医科大学循環器内科准教授

志

賀

（聞き手

大西 志賀先生、まず、心不全患者
さんにおける不整脈治療の目的につい
て教えていただけますか。
志賀 大きく２つあります。１つは
致死性の不整脈、いわゆる心臓突然死
を回避するという目的と、もう一つは
不整脈により血行動態が破綻し、心不
全症状が悪化するのを防ぐという目的
です。特に後者においては患者さんの

大西

剛

真）

表１

心不全に伴う不整脈の治療

心室性不整脈の治療目的
突然死／不整脈死の予防
血行動態の改善
ICDショック作動の減少
心房細動の治療目的
心不全症状／血行動態の改善
ICD不適切作動の減少
心臓再同期治療ペーシング率の増加
ICD：植込み型除細動器

かと思うのですが、そのあたりを教え
ていただけますか。

アミオダロンという薬です。アミオダ
ロンは様々な薬理作用を有し、血管拡

志賀 おっしゃるとおりです。安定
した慢性心不全の状況でも、身体活動
とともに心拍数は上がっていきますの
で、これを抑えてあげないと。絶えず
110〜120/分の心拍数では心臓が追い
ついていかないのです。慢性心不全の

張作用もあり心機能抑制が少ないため、
心不全にとって血行動態的にもプラス
に働きます（図２）。
ただ、アミオダロンをもってしても
洞調律維持が困難な場合もあります。
最近では心房細動に対しカテーテルア

場合にどういった薬が心拍数コントロ
ールとして最もいいかといいますと、
生命予後の改善も含めてβ遮断薬が第

ブレーションといった手技が出てきて
いますので、カテーテルアブレーショ
ンとアミオダロンを組み合わせて、よ

一選択になります。数々のコホート研
究の中でも、β遮断薬は心拍数のコン
トロールのみならず、生命予後も改善
することがいわれているので、まず第
一選択になると思います。

り洞調律維持を図ることも行われてい
ます。
大西 カテーテルアブレーションは
最近盛んに行われるようになってきま
したが、心房細動にどうするかはなか

ただ、β遮断薬を使うと、血圧が低
下してしまったり、倦怠感が強くなる

なか難しいこともありますよね。
志賀 必ずしもカテーテルアブレー
ションをしたから心房細動を100％根
治できるというわけではありませんし、
特に心不全のような病態では心房も傷
んでいるため通常の心房細動とは違い、
洞調律維持効果には限界があります。
ですから、心不全になっても、非常に

生活の質（QOL：クオリティ・オブ・
ライフ）を改善させるという意味があ
ります（表１）
。
大西 それでは、まず大きなテーマ
である心房細動について詳しくうかが
います。心不全の非代償期の心房細動

う大きな要因となりますので、可能な
らば心房細動を止めて洞調律に戻し、
心房細動の再発予防を行うことが一番
です。しかし、心不全の病態が悪化し

などなかなか使いづらい患者さんがい
ます。そのような場合には、昔から使
われているジギタリス薬である、ジゴ
キシンを少量使用します。ジゴキシン
は強心作用があるため血行動態の面で
も非常にプラスになります。このため、

に対しては、どのように治療といいま
すか、対応していったらよいでしょう

ているときには、例えば電気ショック
をかけて心房細動が停止しても、また

心不全患者さんへの心拍数コントロー
ルとしてはβ遮断薬、もしくはβ遮断

初期のころであればカテーテルアブレ
ーションによる効果はかなり期待でき

か。
志賀 まず非代償期の心不全への対
応から説明します。非代償期とは心不
全が増悪してしまって、自分で代償で

すぐ再発してしまうことがあります。
このような場合には心拍数コントロー
ルといって、心拍数を減らしてあげる
ことで１回拍出量を増やし、血行動態

薬とジゴキシンの併用治療が中心とな
ります（図１）。
大西 次に慢性心不全患者さんの洞
調律の維持ですが、このあたりはどの

ますが、何度も心不全増悪を繰り返し
ているような方については、限界があ
ります。
大西 次に慢性心不全患者さんの心

きない状態で入院加療などの処置が必
要な状況になります。こういったとき
には心房細動が病態を悪化させてしま

を上向きにしてあげる治療が有効です。
大西 慢性心不全患者さんでも心拍
数のコントロールが重要なのではない

ように対応したらよいでしょうか。
志賀 心不全を伴った心房細動に対
し抗不整脈薬として使われているのが

臓突然死をどう予防するかが大きなテ
ーマだと思いますが、まず薬物として
は、先ほどお話が出ましたβ遮断薬が
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図１

心不全を伴った心房細動患者に対するβ遮断薬と
ジゴキシンによる心拍数コントロールと生命予後

図２

大規模試験におけるリズムコントロール群の洞調律維持効果

Fauchier L, et al. Am J Cardiol 2009；103：248-254より改変

選択の一つにあるのでしょうか。
志賀 現在、β遮断薬が心不全患者

ことが重要かと思います（表２）
。
大西 レニン・アンジオテンシン系

さんの生命予後の改善に有効であるこ
とは知られていますが、その理由に突
然死予防という役割があります。です
から、心不全患者さんに対する適切な
薬物治療として、一番重要なものがβ

の抑制薬も使われる場合もあると考え
てよいでしょうか。
志賀 これもβ遮断薬と併用して使
うということですね。
大西 次にデバイス、いわゆる植込

遮断薬ということになります。あとは、
アンジオテンシン変換酵素（ACE）阻
害薬やミネラルコルチコイド受容体拮
抗薬も突然死予防に寄与することがい
われています。心不全患者さんでは標
準的な治療をまずしっかり適切に行う

み型の除細動器、こういったことも発
達しているのでしょうか。
志賀 心不全の患者さんで突然死の
強力なリスク因子は低心機能です。左
室駆出率で35％以下の低心機能の患者
さんにどうしても突然死が多いため、
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表２

心不全患者に対する薬物治療と総死亡・突然死予防

薬物

総死亡改善

突然死予防

あり

あり

ミネラルコルチコイド
アルドステロン遮断
受容体拮抗薬

あり

あり

ACE阻害薬

レニン・アンジオテンシン系抑制

あり

あり（メタ解析）

アンジオテンシンⅡ
受容体拮抗薬

レニン・アンジオテンシン系抑制

あり

不明

アミオダロン

不整脈＋交感神経刺激抑制

なし

あり

スタチン

LDLコレステロール減少
Pleiotropic effects

あり（虚血）

不明

β遮断薬

主要な効果
交感神経系抑制

Kirchhof P, et al. Heart 2006；92：1873–1878, Piccini JP, et al.
Eur Heart J 2009；30：1245-1253より改変
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図３

植込み型除細動器（Implantable Cardioverter-Defibrillator：ICD）

低心機能を有する心不全患者さんに対
しては、植込み型除細動器（図３）と

景にあるのが、先ほど先生がおっしゃ
ったような、β遮断薬とかレニン・ア

いう突然死予防治療が適応となります
（図４）
。薬物治療だけでは突然死を予
防できない部分を除細動器が助けてく
れることになります。
大西 これがICD（Implantable Cardioverter Defibrillator）というのです
か。
志賀 はい。

ンジオテンシン系抑制薬をしっかり使
うことによって、かなり突然死を予防
できるということです。ですから、改

図４

低心機能を有する心不全患者に対するアミオダロン、プラセボ、
植込み型除細動器（ICD）の総死亡への効果

SCD-HeFTからBardy GH, et al. N Engl J Med 2005；352；225-237より改変

めて薬物治療が見直されているという
ことになります。
大西 先ほどお話に出ましたアミオ
ダロンですが、この効果はいかがでし
ょうか。

にはアミオダロンを組み合わせること
によって、さらなる治療効果が期待で
きるだろうと思います。
大西 別の不整脈で心室性頻拍とか
心室細動ですが、このあたりはどのよ

ももちろん大事な役割がありますから、
こういったものをいかに組み合わせて
患者さんに適切に使っていくかが重要
かと思います。
大西 時々徐脈性の不整脈も問題に

大西 最近かなり日本でも行われる
志賀 アミオダロンも残念ながら生
ようになってきたのでしょうか。
命予後を改善するまでの力はありませ
志賀 かなり普及しています。ただ、 ん。ただ、突然死予防としてICDかア

うに対応されているでしょうか。
志賀 これは突然死予防に直結する
のですが、突然死の７〜８割が心室性

なることがありますが、このあたりは
いかがでしょうか。
志賀 これも非常に重要なことです。

確かにICD治療には突然死予防、そし
て生命予後の改善という役割があった
のですが、最近になり非虚血性の心不
全患者さんにおいて、実はICDが生命
予後を改善していないという報告がオ

ミオダロンかといわれますと、それは
ICDに軍配が上がるかもしれませんが、
不整脈を抑制するという点については
ICDは力を持っていません。心室性不
整脈が多い患者さんであったり、先ほ

頻拍、心室細動といわれています。先
ほど説明したように、やはりβ遮断薬、
レニン・アンジオテンシン系抑制薬、
そして不整脈の頻度が多い方について
は、アミオダロンを使ったり、もしく

心不全においてある程度心拍数を確保
することは血行動態の面からも大事に
なりますので、徐脈に伴う脳虚血症状
や心不全症状がある方はペースメーカ
ー治療の適応となります。最近、低心

ランダから出ました（図５）
。その背

どの心房細動を合併している患者さん

は最近ではカテーテルアブレーション

機能の心不全患者さんに対しては両室
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景にあるのが、先ほど先生がおっしゃ
ったような、β遮断薬とかレニン・ア

いう突然死予防治療が適応となります
（図４）
。薬物治療だけでは突然死を予
防できない部分を除細動器が助けてく
れることになります。
大西 これがICD（Implantable Cardioverter Defibrillator）というのです
か。
志賀 はい。

ンジオテンシン系抑制薬をしっかり使
うことによって、かなり突然死を予防
できるということです。ですから、改

図４

低心機能を有する心不全患者に対するアミオダロン、プラセボ、
植込み型除細動器（ICD）の総死亡への効果

SCD-HeFTからBardy GH, et al. N Engl J Med 2005；352；225-237より改変

めて薬物治療が見直されているという
ことになります。
大西 先ほどお話に出ましたアミオ
ダロンですが、この効果はいかがでし
ょうか。

にはアミオダロンを組み合わせること
によって、さらなる治療効果が期待で
きるだろうと思います。
大西 別の不整脈で心室性頻拍とか
心室細動ですが、このあたりはどのよ

ももちろん大事な役割がありますから、
こういったものをいかに組み合わせて
患者さんに適切に使っていくかが重要
かと思います。
大西 時々徐脈性の不整脈も問題に

大西 最近かなり日本でも行われる
志賀 アミオダロンも残念ながら生
ようになってきたのでしょうか。
命予後を改善するまでの力はありませ
志賀 かなり普及しています。ただ、 ん。ただ、突然死予防としてICDかア

うに対応されているでしょうか。
志賀 これは突然死予防に直結する
のですが、突然死の７〜８割が心室性

なることがありますが、このあたりは
いかがでしょうか。
志賀 これも非常に重要なことです。

確かにICD治療には突然死予防、そし
て生命予後の改善という役割があった
のですが、最近になり非虚血性の心不
全患者さんにおいて、実はICDが生命
予後を改善していないという報告がオ

ミオダロンかといわれますと、それは
ICDに軍配が上がるかもしれませんが、
不整脈を抑制するという点については
ICDは力を持っていません。心室性不
整脈が多い患者さんであったり、先ほ

頻拍、心室細動といわれています。先
ほど説明したように、やはりβ遮断薬、
レニン・アンジオテンシン系抑制薬、
そして不整脈の頻度が多い方について
は、アミオダロンを使ったり、もしく

心不全においてある程度心拍数を確保
することは血行動態の面からも大事に
なりますので、徐脈に伴う脳虚血症状
や心不全症状がある方はペースメーカ
ー治療の適応となります。最近、低心

ランダから出ました（図５）
。その背

どの心房細動を合併している患者さん

は最近ではカテーテルアブレーション

機能の心不全患者さんに対しては両室
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図５

低心機能を有する非虚血性心不全患者に対する
植込み型除細動器（ICD）の総死亡への効果

ペーシングを用いた心臓再同期療法と
いうものがあります。これは左心室の
いびつな動きを電気的に右室と左室か

図６ 心臓再同期治療
（Cardiac Resynchronization Therapy：CRT）

ら同じタイミングで刺激してやること
で無駄な動きを減らし、心機能をよく
してあげるというものです（図６）。
基本的にはペースメーカーですから、
心拍数を確保することができます。こ
ういったデバイスを入れて心拍数を確
保しながら、β遮断薬などを使ってい
くのも治療としては非常に有効です。
大西 いろいろ総合的に組み合わせ
るということですね。
志賀
大西

そうですね。
ありがとうございました。

DANISHからKøber L, et al. N Engl J Med 2016；375：1221-1230より改変
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