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　心房粗動の内服治療薬および抗凝固療法についてご教示ください。
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心房粗動の内服治療薬および抗凝固療法

　池脇　最近は、心房細動と抗凝固療
法の質問をいただくことが多いのです
けれども、今回は心房粗動です。まず
は、心房粗動の基本的なところから教
えてください。
　石川　心電図上、P波が認められな
くて、Ⅱ、Ⅲ、aVFで、300/分程度の
等電位線がない、これが鋸歯状波とい
うことになるわけですけれども、下向
きの鋸歯状波が認められる場合、コモ
ンタイプ、いわゆる通常型心房粗動と
呼んでいます。Ⅱ、Ⅲ、aVFで下向き
の鋸歯状波が認められない場合はアン
コモンタイプ、非通常型心房粗動とし
て区別されます。
　しかし、その後、コモンタイプの通
常型心房粗動は三尖弁輪の周囲をぐる
ぐる旋回するリエントリーであるとい
うことがわかってきました。そのため、
高頻度心房ペーシング等、誘発および

停止が可能です。心房を下から見て三
尖弁輪を反時計方向に旋回すると、Ⅱ、
Ⅲ、aVFで下向きの鋸歯状波が認めら
れます。逆に三尖弁輪を時計方向に旋
回すると、Ⅱ、Ⅲ、aVFで上向きの鋸
歯状波が認められることになります。
　池脇　心房粗動には２種類あって、
場所的には三尖弁輪の周りを刺激が回
ることによる頻脈性の不整脈という理
解でよろしいでしょうか。
　石川　それが心房粗動ですけれども、
非通常型心房粗動にはそういう三尖弁
輪を回るものと、どこか別のところを
旋回し、リエントリーであることは変
わらないが、三尖弁輪ではないものが
あります。ところが、非通常型といわ
れていた心房粗動には、三尖弁を時計
方向、つまり通常型とは逆方向に回る
心房粗動と、全く別のところを回るも
のが実は一緒くたになっていたのです。
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心拍数ですので、なかなか難しいです
ね。
　石川　４：１になると、脈が75にな
ります。しかもレギュラーですから、
患者さんはそれほど苦しくなくなりま
す。しかし、４：１にするのはけっこ
う難しいのです。心房細動にはレート
コントロールという考えがあります。
心房細動そのものは治さなくても、脈
拍だけコントロールする。それを心房
粗動に当てはめると、こういう飛び飛
びの数字しかとらないので、間がない
のです。そのために薬でレートコント

ロールすることが非常に難しくなりま
す。
　池脇　後半話される治療の難しさに
もつながってくると思うのですけれど
も、そういうことなのですね。
　途中でもおっしゃいましたけれども、
心房粗動と細動は合併しやすいのでし
ょうか。
　石川　交互に移行するのです。それ
がいやらしいところで、あるときは粗
動、あるときは細動。ただ、細動とい
うのは、今、全人口の１～２％ぐらい
の方が持っているといわれていて多い

図２　通常型心房粗動の心電図

Ⅱ、Ⅲ、aVRで下向きの鋸歯状波が認められる。
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ということで、三尖弁輪を通常とは反
対側に回るアンコモンタイプの粗動と
いうのは、治療などを考えると実は通
常型と全く同じです。そこで、これを
リバーサルコモン、反対側のコモンと
呼んで、狭義の非通常型はそれと分け
るようになりました。これはちょっと
治療が変わってくるということになり
ます。
　池脇　三尖弁輪の周囲で刺激が１分
間に300回ぐらい出ている。300回も心
臓は動けないですよね。そうなると、
ブロックが起きて、心拍数は様々に変
わるということですか。
　石川　300がもしそのまま心室に伝
導すると、心室細動を起こしてしまう
とか、おそらく事故が起こります。し
かしながら、房室結節というありがた
い組織があるために、普通はそうなり
ません。不思議なことに、偶数域の伝
導域をとることが多くて、通常、ほう
っておくと２対１、つまり２個に１個
です。したがって、心房粗動というの
は150のレギュラーな頻拍になります。
そのために、発作性上室性頻拍との鑑
別が必要になります。
　そこが心房細動と違うところで、心
房細動は心房自体がもっと速く興奮を
ランダムに繰り返しているわけですけ
れども、そのうちの幾つかが時々伝導
するということで、イレギュラーにな
ります。粗動とはイレギュラーになる
という点が違います。

　池脇　２：１伝導で150だと、おそ
らく患者さんは動悸を訴えるし、あま
り長く続くと心不全の危険もあります
ね。
　石川　そうですね。そこが心房粗動
の嫌なところで、それが続くと心房細
動に崩れていくということもあるので、
心房粗動の患者さんは心房細動を高率
に合併しています。
　池脇　そうすると、２：１伝導の場
合にはほかの上室性の頻拍との鑑別。
　石川　そうですね。
　池脇　逆に、４：１の場合は通常の

図１　通常型心房粗動のシェーマ

通常型心房粗動は心臓を下から見て、三尖
弁輪を反時計方向に電気興奮が旋回する。
高周波カテーテル焼灼術でブロック・ラ
インを作成すると、三尖弁輪を電気興奮
が旋回できなくなる。
TV：三尖弁輪、SVC：上大静脈、
IVC：下大静脈、CSos：冠静脈洞開口部
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心拍数ですので、なかなか難しいです
ね。
　石川　４：１になると、脈が75にな
ります。しかもレギュラーですから、
患者さんはそれほど苦しくなくなりま
す。しかし、４：１にするのはけっこ
う難しいのです。心房細動にはレート
コントロールという考えがあります。
心房細動そのものは治さなくても、脈
拍だけコントロールする。それを心房
粗動に当てはめると、こういう飛び飛
びの数字しかとらないので、間がない
のです。そのために薬でレートコント

ロールすることが非常に難しくなりま
す。
　池脇　後半話される治療の難しさに
もつながってくると思うのですけれど
も、そういうことなのですね。
　途中でもおっしゃいましたけれども、
心房粗動と細動は合併しやすいのでし
ょうか。
　石川　交互に移行するのです。それ
がいやらしいところで、あるときは粗
動、あるときは細動。ただ、細動とい
うのは、今、全人口の１～２％ぐらい
の方が持っているといわれていて多い

図２　通常型心房粗動の心電図

Ⅱ、Ⅲ、aVRで下向きの鋸歯状波が認められる。
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ということで、三尖弁輪を通常とは反
対側に回るアンコモンタイプの粗動と
いうのは、治療などを考えると実は通
常型と全く同じです。そこで、これを
リバーサルコモン、反対側のコモンと
呼んで、狭義の非通常型はそれと分け
るようになりました。これはちょっと
治療が変わってくるということになり
ます。
　池脇　三尖弁輪の周囲で刺激が１分
間に300回ぐらい出ている。300回も心
臓は動けないですよね。そうなると、
ブロックが起きて、心拍数は様々に変
わるということですか。
　石川　300がもしそのまま心室に伝
導すると、心室細動を起こしてしまう
とか、おそらく事故が起こります。し
かしながら、房室結節というありがた
い組織があるために、普通はそうなり
ません。不思議なことに、偶数域の伝
導域をとることが多くて、通常、ほう
っておくと２対１、つまり２個に１個
です。したがって、心房粗動というの
は150のレギュラーな頻拍になります。
そのために、発作性上室性頻拍との鑑
別が必要になります。
　そこが心房細動と違うところで、心
房細動は心房自体がもっと速く興奮を
ランダムに繰り返しているわけですけ
れども、そのうちの幾つかが時々伝導
するということで、イレギュラーにな
ります。粗動とはイレギュラーになる
という点が違います。

　池脇　２：１伝導で150だと、おそ
らく患者さんは動悸を訴えるし、あま
り長く続くと心不全の危険もあります
ね。
　石川　そうですね。そこが心房粗動
の嫌なところで、それが続くと心房細
動に崩れていくということもあるので、
心房粗動の患者さんは心房細動を高率
に合併しています。
　池脇　そうすると、２：１伝導の場
合にはほかの上室性の頻拍との鑑別。
　石川　そうですね。
　池脇　逆に、４：１の場合は通常の

図１　通常型心房粗動のシェーマ

通常型心房粗動は心臓を下から見て、三尖
弁輪を反時計方向に電気興奮が旋回する。
高周波カテーテル焼灼術でブロック・ラ
インを作成すると、三尖弁輪を電気興奮
が旋回できなくなる。
TV：三尖弁輪、SVC：上大静脈、
IVC：下大静脈、CSos：冠静脈洞開口部
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Ⅲ群抗不整脈薬というのは不応期。心
筋というのは一度興奮すると、しばら
く興奮できない時期があるわけですけ
れども、これを延長させて心房粗動を
停止させます。しかし、実際にはその
有効性は低いといわれています。
　伝導抑制により効果を発生するボー
ン・ウィリアムズ分類Ⅰ群抗不整脈薬、
これはナトリウムチャンネルをブロッ
クします。しかしながら、ナトリウム
チャンネルブロッカーを使いますと、
むしろ細動を粗動化させてしまうこと
があるのです。そのときには伝導遅延
が起こるので、粗動は300ではなくて、
220とか240とかに下がってしまいます。
そうなると、むしろ１：１伝導を起こ
しやすくなるので、とんでもない頻脈
が起こってしまう。仮に２：１でも、
110～120ぐらいが続くということにな
るので、これはけっこう注意が必要で、
特に一番強力なⅠ群抗不整脈薬が使わ
れるとしばしば起こるので、Ic flutter
という言葉があります。
　ではⅠa群、ナトリウムチャンネル
ブロックは１よりちょっと弱いわけで
すけれども、これがいいかというと、
Ⅰa群の薬には抗コリン作用があるの
で、房室伝導を促進するのです。その
ために、むしろ１：１伝導を起こしや
すくする危険があるのです。
　池脇　心房粗動に対するリズムコン
トロール、レートコントロールはけっ
こう難しそうで、今回の質問とはずれ

るかもしれませんけれども、むしろカ
テーテルアブレーションのほうがいい
のでしょうか。
　石川　心房粗動に対する抗不整脈薬
の効果は限定的ですので、心房粗動に
は高周波カテーテル焼灼術が有効です。
三尖弁輪と下大静脈の間は、だいたい
２㎝くらいしかないので、そこを線状
に焼灼すれば完治することができます。
これは比較的安全に施行が可能で、成
功率も高いので、抗不整脈薬に固執す
るよりも、高周波カテーテル焼灼術を
考慮してもいいのではないかと思いま
す。
　池脇　私、素朴な疑問がありまして、
心房粗動はレギュラーな不整脈なのに、
血栓のリスクは増えるのですか。
　石川　300ぐらいで心房が収縮する
と、心電図では見えますけれども、心
房収縮のポンプの機能はほぼ失われて
いると考えられます。そのために血栓
が形成されて、心原性脳梗塞や全身性
血栓塞栓症を起こすリスクが無視でき
ないと思われます。
　池脇　そうすると、心房細動と同じ
ように抗凝固療法ということなのでし
ょうけれども、すべての症例に抗凝固
療法なのでしょうか。あるいは、リス
ク評価があるのでしょうか。
　石川　抗凝固療法には出血の副作用
がありますから、一律に出すのは危険
があって、常にリスク・ベネフィットを
考えなければいけません。残念ながら、

のです。ただ、粗動を見る機会という
のはあまりありません。粗動は、ある
特殊な状況が起きないと起こらない。
昔、心房細動はよく基礎心疾患のない
孤立性心房細動という考えがありまし
たけれども、粗動を持っている方とい
うのはほとんどが基礎心疾患を持って
います。
　池脇　今回の質問は治療についてで
す。不整脈に対する治療と血栓予防の
ための抗凝固療法ということだと思い
ますが、例えばレートが150ぐらいの
粗動には、基本は内服よりも注射薬に
よってレートを下げる治療になるので
しょうか。
　石川　とりあえずは脈を下げてあげ
ないと苦しい、ということになります。
設備のある病院ですと、粗動というの
はリエントリーなので、実はペーシン
グで止まるのです。電極を飲み込んで
いただくと、左房が食道の前にあるの
で、高頻度心房ペーシングで停止させ
ることができます。ただ、これは限ら
れた施設でしかできませんので、実際
には薬を使います。そこで使われる薬
はジギタリスとかβブロッカーとかCa
拮抗薬ということになります。経口で
出したのではすぐに効かないので、や
はり静注が必要になるケースが多いと
思います。
　池脇　そうすると、一般の医師が心
電図で心房粗動で頻脈だというときに
は、専門の施設に送るのが原則ですね。

　石川　大学病院などでは、実は細動
の緊急入院というのは通常ないです。
粗動は入院させるというのが、私が駆
け出しのころ、先輩から習ったことで
した。
　池脇　不整脈に対する治療は、心房
細動と同じように、リズムコントロー
ルとレートコントロールと考えてよろ
しいのでしょうか。
　石川　最初にお話ししたのがレート
コントロールということになりますけ
れども、そこからちょっとお話をさせ
ていただきますと、昔はよくジギタリ
スを使ったわけですけれども、心房粗
動にジギタリスを用いると、しばしば
心房細動になります。ジギタリスには
房室伝導抑制による心房細動の心拍数
低下作用はありますが、心房細動の停
止効果はなく、むしろ持続させる効果
が薬理学的にあります。
　また、βブロッカーやCa拮抗薬には
心収縮力の抑制効果がありますから、
心拍数が抑制できなかった場合、むし
ろ残るのは心機能抑制効果だけなので、
心不全を起こしてしまう危険があるの
で、けっこう注意が必要になります。
　池脇　なかなか難しいですね。リズ
ムコントロールも難しいと考えてよい
のでしょうか。
　石川　リズムコントロールは心房粗
動そのものを止めるという方法ですが、
それにはボーン・ウィリアムズ分類の
Ⅰ群とⅢ群抗不整脈薬が使われます。
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Ⅲ群抗不整脈薬というのは不応期。心
筋というのは一度興奮すると、しばら
く興奮できない時期があるわけですけ
れども、これを延長させて心房粗動を
停止させます。しかし、実際にはその
有効性は低いといわれています。
　伝導抑制により効果を発生するボー
ン・ウィリアムズ分類Ⅰ群抗不整脈薬、
これはナトリウムチャンネルをブロッ
クします。しかしながら、ナトリウム
チャンネルブロッカーを使いますと、
むしろ細動を粗動化させてしまうこと
があるのです。そのときには伝導遅延
が起こるので、粗動は300ではなくて、
220とか240とかに下がってしまいます。
そうなると、むしろ１：１伝導を起こ
しやすくなるので、とんでもない頻脈
が起こってしまう。仮に２：１でも、
110～120ぐらいが続くということにな
るので、これはけっこう注意が必要で、
特に一番強力なⅠ群抗不整脈薬が使わ
れるとしばしば起こるので、Ic flutter
という言葉があります。
　ではⅠa群、ナトリウムチャンネル
ブロックは１よりちょっと弱いわけで
すけれども、これがいいかというと、
Ⅰa群の薬には抗コリン作用があるの
で、房室伝導を促進するのです。その
ために、むしろ１：１伝導を起こしや
すくする危険があるのです。
　池脇　心房粗動に対するリズムコン
トロール、レートコントロールはけっ
こう難しそうで、今回の質問とはずれ

るかもしれませんけれども、むしろカ
テーテルアブレーションのほうがいい
のでしょうか。
　石川　心房粗動に対する抗不整脈薬
の効果は限定的ですので、心房粗動に
は高周波カテーテル焼灼術が有効です。
三尖弁輪と下大静脈の間は、だいたい
２㎝くらいしかないので、そこを線状
に焼灼すれば完治することができます。
これは比較的安全に施行が可能で、成
功率も高いので、抗不整脈薬に固執す
るよりも、高周波カテーテル焼灼術を
考慮してもいいのではないかと思いま
す。
　池脇　私、素朴な疑問がありまして、
心房粗動はレギュラーな不整脈なのに、
血栓のリスクは増えるのですか。
　石川　300ぐらいで心房が収縮する
と、心電図では見えますけれども、心
房収縮のポンプの機能はほぼ失われて
いると考えられます。そのために血栓
が形成されて、心原性脳梗塞や全身性
血栓塞栓症を起こすリスクが無視でき
ないと思われます。
　池脇　そうすると、心房細動と同じ
ように抗凝固療法ということなのでし
ょうけれども、すべての症例に抗凝固
療法なのでしょうか。あるいは、リス
ク評価があるのでしょうか。
　石川　抗凝固療法には出血の副作用
がありますから、一律に出すのは危険
があって、常にリスク・ベネフィットを
考えなければいけません。残念ながら、

のです。ただ、粗動を見る機会という
のはあまりありません。粗動は、ある
特殊な状況が起きないと起こらない。
昔、心房細動はよく基礎心疾患のない
孤立性心房細動という考えがありまし
たけれども、粗動を持っている方とい
うのはほとんどが基礎心疾患を持って
います。
　池脇　今回の質問は治療についてで
す。不整脈に対する治療と血栓予防の
ための抗凝固療法ということだと思い
ますが、例えばレートが150ぐらいの
粗動には、基本は内服よりも注射薬に
よってレートを下げる治療になるので
しょうか。
　石川　とりあえずは脈を下げてあげ
ないと苦しい、ということになります。
設備のある病院ですと、粗動というの
はリエントリーなので、実はペーシン
グで止まるのです。電極を飲み込んで
いただくと、左房が食道の前にあるの
で、高頻度心房ペーシングで停止させ
ることができます。ただ、これは限ら
れた施設でしかできませんので、実際
には薬を使います。そこで使われる薬
はジギタリスとかβブロッカーとかCa
拮抗薬ということになります。経口で
出したのではすぐに効かないので、や
はり静注が必要になるケースが多いと
思います。
　池脇　そうすると、一般の医師が心
電図で心房粗動で頻脈だというときに
は、専門の施設に送るのが原則ですね。

　石川　大学病院などでは、実は細動
の緊急入院というのは通常ないです。
粗動は入院させるというのが、私が駆
け出しのころ、先輩から習ったことで
した。
　池脇　不整脈に対する治療は、心房
細動と同じように、リズムコントロー
ルとレートコントロールと考えてよろ
しいのでしょうか。
　石川　最初にお話ししたのがレート
コントロールということになりますけ
れども、そこからちょっとお話をさせ
ていただきますと、昔はよくジギタリ
スを使ったわけですけれども、心房粗
動にジギタリスを用いると、しばしば
心房細動になります。ジギタリスには
房室伝導抑制による心房細動の心拍数
低下作用はありますが、心房細動の停
止効果はなく、むしろ持続させる効果
が薬理学的にあります。
　また、βブロッカーやCa拮抗薬には
心収縮力の抑制効果がありますから、
心拍数が抑制できなかった場合、むし
ろ残るのは心機能抑制効果だけなので、
心不全を起こしてしまう危険があるの
で、けっこう注意が必要になります。
　池脇　なかなか難しいですね。リズ
ムコントロールも難しいと考えてよい
のでしょうか。
　石川　リズムコントロールは心房粗
動そのものを止めるという方法ですが、
それにはボーン・ウィリアムズ分類の
Ⅰ群とⅢ群抗不整脈薬が使われます。
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心房粗動というのはそう多いものでは
ないので、心房粗動だけのエビデンス
というのはないのですけれども、心房
細動にはCHADS２スコアとかCHADS 
VAScスコアというのがありますから、

それを利用して、リスクに応じた抗凝
固療法が行われているというのが実情
だと思います。
　池脇　どうもありがとうございまし
た。

聖マリアンナ医科大学横浜市西部病院副院長
方波見　卓　行

（聞き手　池脇克則）

　原発性アルドステロン症を疑い、造影画像を含む精査後、「腫瘍性ではない」
とされた46歳の女性の高血圧症例についてご教示ください。
　併発症に高コレステロール血症（T-Ch 277、HDL-Ch 120、TG 112）がありま
す。外来随時血圧166/104㎜Hgと常に高値。家庭血圧138/97㎜Hg、脈拍78/分、
胸部X線撮影にて大動脈弓の突出像を認めます。外来AR比285（血中アルドス
テロン513pg/mL、レニン活性1.80ng/mL/hr：無投薬下）、低カリウム血症：
3.7、3.6meq/L（＜4.0）を認めます。MRブロッカーのセセラ50㎎×１錠を開
始しています。同じステロイド骨格を有するスピロノラクトン錠へ変更するこ
とのメリット、デメリットがあればご教示ください。MRに対してより選択性
が高いことでエプレレノンはよいとされていますが、いかがでしょうか。スピ
ロノラクトンにはMRを介さない働きはあるのでしょうか。
 ＜京都府開業医＞

原発性アルドステロン症と高血圧治療

　池脇　原発性アルドステロン症は続
発性高血圧症の中ではけっこう頻度が
高いと聞いていますけれども、実際に
どのくらいの頻度なのでしょうか。
　方波見　統計により幾つかデータが
あるのですけれども、一般的にはすべ
ての高血圧患者さんの５％ぐらいは少
なくとも原発性アルドステロン症では
ないかといわれています。
　池脇　そういう意味では初発の高血

圧の患者さんが来られたときには、ま
ず念頭に置いて診断していくというこ
とが必要な二次性の高血圧、そのこと
に関しての質問で、そういった原発性
アルドステロン症を疑って、アルドス
テロン、レニンを測りました。アルド
ステロンは513pg/mL、けっこう高い
数値。一方でレニンもそんなに低くは
ない、1.8ng/mL/hr、そのホルモンの
数字と造影画像、おそらく造影CTの
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