循環器疾患診療の最前線（Ⅰ）

拡張不全の病態・診断と治療の最前線
榊原記念病院院長

磯

部

（聞き手

光

章

齊藤郁夫）

よく見られる腎機能低下、貧血、それ
から睡眠時無呼吸もリスクになります。

呼吸困難あるいは動悸、軽い場合は息
切れであったりですが、症状を丹念に

例えば心房細動になる、過剰な水分
を急に摂取してしまった、あるいは感
染など、そういったものがきっかけと
なって急激に発症する。拡張が悪いの
で肺のほうに水がたまってくるのです。
我々は血管不全（vascular failure）と

聞いて理学所見をきっちり取る。急性
の場合には肺のうっ血があるので、肺
のクラックルズやⅢ音が聞こえます。
右心不全を合併すると頸静脈が怒張し
ますし、うっ血、浮腫、肝腫大という
ような症状が重要です。一般的な収縮

齊藤 心不全の中で拡張不全を中心
にうかがいます。

非常に多いということがわかってきま
した。従来は左室の駆出率（ejection

いっていますが、収縮が悪くて血液の
アウトプットが減るというよりも、肺
のほうにうっ血を起こして急激に呼吸

不全のかたちと基本的に同じです。血
圧は比較的高いことが特徴です。
以上で心不全を疑ったら、まず胸部

まず疫学ですが、今どういう状況な
のでしょうか。
磯部 心不全は高齢化に伴って非常
に患者さんの数が増えています。最近
は心不全パンデミックという言葉を使

fraction）をもって、収縮の悪い方を
心不全といっていたのですが、実は駆
出率が50％以上のほぼ正常な収縮力を
持った心不全の方が、収縮が悪い方と
同じぐらいの数いらっしゃることがわ

困難を起こす、そういった特徴のある
臨床像を呈します。
齊藤 症状は息切れということでし
ょうか。
磯部 息切れというより、もう少し

レントゲンを撮ってください。やはり
決め手はエコーになります。エコーで
収縮不全は比較的簡単に診断できるの
ですが、少し細かいエコーの検査をす
ると拡張不全も診断できます。あとは、

います。日本では実態がよくわからな
いのですが、100万人以上の患者さん

かりました。かつ、それが増えている
のです。おそらく高齢化に関係してい

激しい症状です。呼吸困難で起坐呼吸
になって、昼間症状がなかった方が、

収縮不全と同じように、BNPあるいは
NT-proBNPが血中で増加します。で

がいらっしゃる。かつ、高齢化に伴っ
て年々発症が増えているので、非常に
深刻な状態で、2025年になると高齢者
が増えて、年間に37万人ぐらい新たに
心不全患者が発症するのではないか、
そういう懸念を持っています。

るものだと思います。そういった状況
で、現在は収縮の悪い心不全と収縮が
正常な心不全、そういうかたちで心不
全を分類するようになっています。
齊藤 この拡張不全でのリスクファ
クターはどうでしょうか。

夜になって、急速に起坐呼吸になって、
救急車で来られる。そういうパターン
が非常に多い。我々がよく見てきた、
いわゆる収縮不全を伴った心不全とい
うのは徐々に体重が増えてくる、ある
いはむくんでくることが一般的に多い

すから、診断は基本的に臨床症状プラ
ス身体所見、それと胸部レントゲン、

齊藤 その中で、拡張不全はどうな
のでしょうか。

磯部 一般的に比較的高齢の女性の
方に多い疾患です。もちろん男性もあ

のですが、そういうことがなく、比較
的急性に肺うっ血で呼吸困難で来られ

磯部 拡張不全という概念は比較的
新しい概念で、21世紀になってからよ
く認識されるようになりました。もと
もと心不全というのは心臓の収縮が悪

ります。実は病気の原因が様々で、加
齢が一番影響を与えると思います。よ
くあるリスクは高血圧です。あとは、
糖尿病の方も拡張不全になりやすいと

る。急性に発症する。急性の心不全は
治療できますが、その後、拡張不全と
して慢性に経過する。かつ、それを繰
り返す。再入院が非常に多い疾患です。

くて心拍出が少なくて起きる病気とと
らえられていたのですが、疫学的に調
べてみると、収縮が悪くない方が実は

いわれています。そういったいわゆる
原疾患に加えて、リスクになるような
因子がたくさんあります。高齢の方に

齊藤 診断の決め手は何でしょうか。
磯部 従来の心不全と同じように、
やはり臨床症状が一番の決め手です。
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エコーと血液のBNP、そういうかたち
で総合的に診断することだと思います。
不整脈を合併しますので、心電図も撮
ってください。
齊藤 治療はどうでしょうか。
磯部 治療はエビデンスがある薬物
治療というのは現在まだ知られていま
せん。病態も多様ですし、一般的には
まず肺うっ血で急性に呼吸困難で来ら
れた方は利尿薬が中心になります。利
尿薬は、症状もとりますし、よく効き
ますが、拡張不全そのものの病態をよ
くする薬ではありません。これまで収
（297）57
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縮不全に有効性が高いといわれている
βブロッカーとかACE阻害薬、あるい
はアルドステロン拮抗薬などが拡張不

磯部 日本循環器学会のガイドライ
ンが最近出ましたが、新しいガイドラ
インでエビデンスレベルが高いのは利

かたちで再入院の予防を考えていかな
ければなりません。
それから、基本的に高齢の方のこう

を考えながら治療していく。そういっ
た視点が今後大事になってくると思い
ます。

全の患者さんで調べられてきましたが、 尿薬だけです。ただ、うっ血がなけれ
必ずしも有用性が示せません。現状で
ば利尿薬は不要です。
は決定的な有効な原因治療はありませ
齊藤 サイアザイドでいいですか。

いった心不全はある意味で末期医療の
要素が大きいです。そういうことも認
識して、最近よくいわれるような終末

齊藤 超高齢社会が進行する日本で
非常に重要な疾患ですね。
磯部 最初に申し上げました心不全

ん。
大事なことは、うっ血が引いた後、
先ほど言いましたような増悪因子にな
る血圧をコントロールする。あるいは
糖尿病や肥満の方であれば体重のコン

磯部 一般的にはループ系の利尿薬
を使うことが多いです。急性に来た場
合はやはりループ系の利尿薬を使って
いただいて、難治性の場合はバソプレ
シン拮抗薬のトルバプタンを考慮しま

期医療を考える。あるいはそれ以前に
アドバンスケアプランニングといいま
すが、そういった終末期に向けて患者
さんがどういう生活を、あるいは治療
を希望するのか、自分の意志が表明で

パンデミックというのは、そういった
社会的な問題も解決しないと心不全が
解決しない。社会が困窮していく。医
療費も非常に増大してきますし、そう
いった問題をはらんだ病態だと思いま

トロール、逆に低栄養の方であれば適
正な栄養、貧血の治療といった、非薬

す。さらに難治性で、うっ血がなかな
かとれない方にはサイアザイドが有効

きなくなったときに誰が代理意志決定
者になるのか、などの患者さんの希望

す。
齊藤

物療法あるいは生活指導を行う。そう
いった一般的な治療がこの病気の重要
な部分ですし、再入院を予防するため
の重要な手立てになると思います。
もちろん、心房細動等、不整脈があ

なことがあります。
齊藤 薬も重要ですが、生活指導が
極めて重要ですね。
磯部 そうですね。
齊藤 高齢の患者さんをサポートす

れば、それはそれで管理が必要です。
心房細動は拡張不全を非常に悪くしま
すので、心房細動になった途端にこの

ることが非常に重要になりますね。
磯部 収縮不全も同じなのですが、
これだけ高齢化して患者さんが増えて

病気が悪くなるのはよくあることです。
もう一つは、直接急性増悪の誘因と
なる水分の過剰摂取があります。私ど
もがよく経験するのは、熱中症対策か

きますと、病院だけの治療ではなくて、
高齢の患者さんの再入院を予防しQOL
を保っていくという目標が必要です。
自宅での治療、診療が大事になってき

ら水を取れ取れと、マスコミを通じて
いろいろなキャンペーンが張られます。
拡張不全のある方に過剰な水分は非常
に危険です。適正な水分を適切に取る
ことを心掛けていただきたいと思いま
す。
齊藤 そうしますと、利尿薬がよい
ということですね。

ますので、かかりつけ医の役割はたい
へん大きいと思います。その中でも多
職種、理学療法士、栄養士とか薬剤師、
あるいは看護師、ソーシャルワーカー、
そういった職種の方たちがかかわって、
リハビリを行いながら、かつ今後中心
となっていく地域包括ケアの中で、患
者さんを自宅で守っていく、そういう
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ありがとうございました。

後記にかえて
小誌をご愛読いただきまして誠にありがとうございます。
※第63巻４月号をお届けいたします。
※
〔DOCTOR-SALON〕欄には、７篇を収録いたしました。
※〔KYORIN-Symposia〕欄には、
「循環器疾患診療の最前線」シリーズの第
１回として、４篇を収録いたしました。
※
〔海外文献紹介〕欄には、喘息・糖尿病・動脈硬化の３篇を収録いたしま
した。
※ご執筆（ご登場）賜りました先生方には厚く御礼申し上げます。
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拡張不全のある方に過剰な水分は非常
に危険です。適正な水分を適切に取る
ことを心掛けていただきたいと思いま
す。
齊藤 そうしますと、利尿薬がよい
ということですね。

ますので、かかりつけ医の役割はたい
へん大きいと思います。その中でも多
職種、理学療法士、栄養士とか薬剤師、
あるいは看護師、ソーシャルワーカー、
そういった職種の方たちがかかわって、
リハビリを行いながら、かつ今後中心
となっていく地域包括ケアの中で、患
者さんを自宅で守っていく、そういう
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ありがとうございました。
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