
筑波大学医学医療系循環器不整脈学教授
野　上　昭　彦

（聞き手　池脇克則）

　不整脈源性右室心筋症（Arrhythmogenic Right Ventricular Cardiomyopathy）
を実地医家が早期発見するためのECG所見のとらえ方についてご教示ください。
 ＜新潟県開業医＞

不整脈源性右室心筋症

　池脇　不整脈源性右室心筋症、略し
てARVCですが、この名前が物語って
いるように、右室に何か異常、これは
心筋が脂肪化し不整脈の原因になって
心不全、そういう病気のようですが、
調べてみますと、若い方の突然死の原
因として考えるべき疾患なのですね。
　野上　そうですね。若年者の原因不
明の突然死の剖検記録を見てみますと、
ある一定の確率でこの病気が出てくる
という、私たちも気にしなくてはいけ
ない疾患の一つだと思います。
　池脇　しかも、突然死のきっかけが
運動ということですから、不整脈を誘
発するということですか。
　野上　この病気自体の進行、それか
ら不整脈の発生の両方に、カテコラミ
ンが影響しているといわれている病気
です。

　池脇　改めてこのARVCというのは
どういう病気なのか教えてください。
　野上　ARVCというのは英語の略語
ですけれども、まさしくそのとおりで、
不整脈の原因となりうる右室の心筋症
という病気です。これは形態的には右
心室が拡大し、収縮機能が低下、そし
て右心室起源の重症心室性の不整脈が
発症するという特徴的な心筋症です。
　池脇　先ほど私が言いましたが、心
筋が脂肪あるいは線維化していくので
すね。
　野上　そうですね。右心室から始ま
るのですが、心室筋内に脂肪が浸潤し
てきて、コラーゲン置換され、そこが
線維化していく。そういった厄介な病
気です。
　池脇　なんで右室なのだろうと思う
のですが、左室と右室というのは何か
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ことがあります。これも出てこない人
もいるのですが、出てくると非常に特
徴的な、具体的に言うとQRSの後ろ、
終末部からT波の間ぐらいに、小さな
電位がノッチ状に見られます。
　池脇　一見すると、アーチファクト
かと思うような感じの小さなノッチな
のですね。
　野上　イプシロン波を記録するには、
心電図のノイズフィルターをオフにし
ないといけないのです。オフにしない
と、それが消えてしまうので、ノイズ
フィルターをオフにして、なるべくノ
イズが入らないような状況で、静かに
記録しますと、イプシロン波が撮れる
こともあるのですが、なかなか難しい
かもしれません。
　池脇　最初からその病気を想定して
心電図を撮るのだったらわかりますが、
一般的なところだとなかなか出てこな
いかもしれませんね。いずれにしても、
胸部誘導の右側、V１からV３で今言
われたような心電図異常があれば、こ
の病気を考える一つの材料と言えるの
ですね。
　野上　そうですね。
　池脇　健診レベルで見つかったりも
するのでしょうか。
　野上　健診では多分右脚ブロックで
指摘されることが多いかもしれません。
ただ、ご存じのように、右脚ブロック
は治療を要さないことがほとんどです。
したがって右脚ブロックで紹介された

患者さんは逆に心臓の超音波などをや
ってみると、先ほど述べました右室の
拡大、右室の収縮異常、そういったも
のがわかりますので、それでスクリー
ニングができるかもしれません。
　池脇　心臓疾患の診断では、超音波
は必須なので、超音波はこの疾患でも
診断的な有用性はあるということです
が、例えば心電図のようなもの、ある
いは心電図に関連した検査で、この診
断に有用なものはあるのでしょうか。
　野上　循環器を専門にしている病院
でしかないと思うのですが、加算平均
心電図という、非常に有用性が高い非
侵襲的に取れる検査で、心拍数をだい
たい300心拍ぐらい、QRSを同期させ
て加算します。そうしますと、先生が
先ほどおっしゃったノイズはランダム
に出ているので、300心拍も加算する
と相殺されてしまうのです。ところが、
微小な本物の電位は逆に加算されて大
きくなるので、それがわかりやすくな
る。イプシロン波をより見やすくする
心電図です。
　池脇　異常を見やすくするために加
算するのですね。
　野上　そうです。
　池脇　ただ、これはできる施設が限
られている。そうすると、画像診断と
しての心臓のエコー以外に何か画像診
断はありますか。
　野上　MRI、ないしは造影CTが非
常に有用です。そういったモダリティ

発生学的に起源が違うということなの
ですか。
　野上　この病気の原因としては、幾
つかの遺伝子変異、遺伝子異常が発見
されています。細胞間の接着をする遺
伝子の阻害等や、カテコラミンの受容
体に関係する遺伝子、そういったもの
が多分、右室のほうにより早く影響す
るということだと思います。
　池脇　そういった脂肪あるいは線維
化の進み方はどこから始まるかという
と、いわゆる心外膜から始まっている
のですね。
　野上　そうです。それも非常に特徴
的で、心臓の外側、右室の流出路、心
尖部、三尖弁の近くの起部から始まっ
ていくというのが特徴です。
　池脇　そして内膜側に行って、最終
的には貫通性の変化になる。
　野上　そうです。
　池脇　どの遺伝子異常なのかに関し
て、幾つかの代表的な遺伝子は確認さ
れているのでしょうか。
　野上　患者さん全員に遺伝子異常が
見つかるわけではないのですが、一番
多いのはデスモゾームという細胞接着
に関与している遺伝子の異常。もう一
つがカテコラミンに関係するリアノジ
ン受容体遺伝子。それが明らかになっ
ています。
　池脇　この疾患は単一の遺伝子から
ではなくて、幾つかの遺伝子が絡み、
それは患者さんによって多様性がある

のですね。
　野上　そうですね。
　池脇　これは遺伝疾患で、遺伝様式
は常染色体優性遺伝と聞きましたが。
　野上　はい、見つかっている遺伝子
異常の大多数はそうです。ただし、遺
伝子異常を持っている方が全員発症す
るわけではありません。それから、形
態学的に異常が発生していても、不整
脈が全員出るわけでもありません。ま
た、右心不全が出るタイミングもまち
まちです。
　池脇　同じ背景からでもいろいろな
疾患の多様性があり、病気の進み方と
いうのも様々なのですね。
　野上　そうですね。
　池脇　この質問では、心電図で早期
に発見できないかということですが、
どのような心電図異常をきたすのでし
ょうか。
　野上　確かに洞調律の心電図が特徴
的なのがこの病気の特徴です。まず前
胸部誘導、右側、V１からV３誘導ぐ
らい、あるいはそれを超えてV４とい
うこともありますが、非常に著明な陰
性T波の出現、それがこの病気のわり
と初期から現れる異常だと思います。
　池脇　イプシロン波というのもどこ
かで見たのですが、どんな異常なので
しょう。
　野上　これは心臓の右室心筋におけ
る伝導遅延電位です。それが体表面心
電図のV１からV３ぐらいに出てくる
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ことがあります。これも出てこない人
もいるのですが、出てくると非常に特
徴的な、具体的に言うとQRSの後ろ、
終末部からT波の間ぐらいに、小さな
電位がノッチ状に見られます。
　池脇　一見すると、アーチファクト
かと思うような感じの小さなノッチな
のですね。
　野上　イプシロン波を記録するには、
心電図のノイズフィルターをオフにし
ないといけないのです。オフにしない
と、それが消えてしまうので、ノイズ
フィルターをオフにして、なるべくノ
イズが入らないような状況で、静かに
記録しますと、イプシロン波が撮れる
こともあるのですが、なかなか難しい
かもしれません。
　池脇　最初からその病気を想定して
心電図を撮るのだったらわかりますが、
一般的なところだとなかなか出てこな
いかもしれませんね。いずれにしても、
胸部誘導の右側、V１からV３で今言
われたような心電図異常があれば、こ
の病気を考える一つの材料と言えるの
ですね。
　野上　そうですね。
　池脇　健診レベルで見つかったりも
するのでしょうか。
　野上　健診では多分右脚ブロックで
指摘されることが多いかもしれません。
ただ、ご存じのように、右脚ブロック
は治療を要さないことがほとんどです。
したがって右脚ブロックで紹介された

患者さんは逆に心臓の超音波などをや
ってみると、先ほど述べました右室の
拡大、右室の収縮異常、そういったも
のがわかりますので、それでスクリー
ニングができるかもしれません。
　池脇　心臓疾患の診断では、超音波
は必須なので、超音波はこの疾患でも
診断的な有用性はあるということです
が、例えば心電図のようなもの、ある
いは心電図に関連した検査で、この診
断に有用なものはあるのでしょうか。
　野上　循環器を専門にしている病院
でしかないと思うのですが、加算平均
心電図という、非常に有用性が高い非
侵襲的に取れる検査で、心拍数をだい
たい300心拍ぐらい、QRSを同期させ
て加算します。そうしますと、先生が
先ほどおっしゃったノイズはランダム
に出ているので、300心拍も加算する
と相殺されてしまうのです。ところが、
微小な本物の電位は逆に加算されて大
きくなるので、それがわかりやすくな
る。イプシロン波をより見やすくする
心電図です。
　池脇　異常を見やすくするために加
算するのですね。
　野上　そうです。
　池脇　ただ、これはできる施設が限
られている。そうすると、画像診断と
しての心臓のエコー以外に何か画像診
断はありますか。
　野上　MRI、ないしは造影CTが非
常に有用です。そういったモダリティ

発生学的に起源が違うということなの
ですか。
　野上　この病気の原因としては、幾
つかの遺伝子変異、遺伝子異常が発見
されています。細胞間の接着をする遺
伝子の阻害等や、カテコラミンの受容
体に関係する遺伝子、そういったもの
が多分、右室のほうにより早く影響す
るということだと思います。
　池脇　そういった脂肪あるいは線維
化の進み方はどこから始まるかという
と、いわゆる心外膜から始まっている
のですね。
　野上　そうです。それも非常に特徴
的で、心臓の外側、右室の流出路、心
尖部、三尖弁の近くの起部から始まっ
ていくというのが特徴です。
　池脇　そして内膜側に行って、最終
的には貫通性の変化になる。
　野上　そうです。
　池脇　どの遺伝子異常なのかに関し
て、幾つかの代表的な遺伝子は確認さ
れているのでしょうか。
　野上　患者さん全員に遺伝子異常が
見つかるわけではないのですが、一番
多いのはデスモゾームという細胞接着
に関与している遺伝子の異常。もう一
つがカテコラミンに関係するリアノジ
ン受容体遺伝子。それが明らかになっ
ています。
　池脇　この疾患は単一の遺伝子から
ではなくて、幾つかの遺伝子が絡み、
それは患者さんによって多様性がある

のですね。
　野上　そうですね。
　池脇　これは遺伝疾患で、遺伝様式
は常染色体優性遺伝と聞きましたが。
　野上　はい、見つかっている遺伝子
異常の大多数はそうです。ただし、遺
伝子異常を持っている方が全員発症す
るわけではありません。それから、形
態学的に異常が発生していても、不整
脈が全員出るわけでもありません。ま
た、右心不全が出るタイミングもまち
まちです。
　池脇　同じ背景からでもいろいろな
疾患の多様性があり、病気の進み方と
いうのも様々なのですね。
　野上　そうですね。
　池脇　この質問では、心電図で早期
に発見できないかということですが、
どのような心電図異常をきたすのでし
ょうか。
　野上　確かに洞調律の心電図が特徴
的なのがこの病気の特徴です。まず前
胸部誘導、右側、V１からV３誘導ぐ
らい、あるいはそれを超えてV４とい
うこともありますが、非常に著明な陰
性T波の出現、それがこの病気のわり
と初期から現れる異常だと思います。
　池脇　イプシロン波というのもどこ
かで見たのですが、どんな異常なので
しょう。
　野上　これは心臓の右室心筋におけ
る伝導遅延電位です。それが体表面心
電図のV１からV３ぐらいに出てくる
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を使うと、右室の拡大とともに収縮異
常、特に小さな心室瘤的なものが右心
室にあることがありますので、そうい
うものがよりはっきりわかります。
　池脇　確定診断は心筋生検なのでし
ょうか。
　野上　そうです。心筋生検の診断基
準としては、取ってきた心筋の中で線
維化に置換している、あるいは脂肪浸
潤で正常な心筋が60％未満になってい
るのが一つの診断基準です。ただ、診
断精度を上げるには右室の自由壁を取
ったほうがいいというリコメンデーシ
ョンがありますが、なかなか自由壁は
取りにくいことがあるので問題です。
　池脇　パーフォレーションを起こし
てしまうと思うと、確実にそれを見ら
れるかどうかは、そのときの生検でど
こを取ったかにもよるというところで
すか。
　野上　むしろ心筋生検は心室頻拍が
あった場合、ほかの疾患、例えばサル
コイドーシスとか、ほかの疾患も含め
て除外診断するのに必須な検査だと思
います。
　池脇　最後にうかがいたいのは治療
ですが、そのターゲットは不整脈と心

不全ということですね。
　野上　そうです。不整脈、特に重症な
心室頻拍、あるいは意識を失うような
心室性不整脈があった場合には、ICD
の植え込みが必須になります。あと薬
物としては、アミオダロン、ソタロー
ルなどの３群の不整脈がいいようです。
　池脇　βブロッカーはどうなのでし
ょう。
　野上　カテコラミンが非常に関係し
ていますので、運動制限とともに、β
ブロッカーの投与は非常に重要です。
　池脇　そうはいっても、緩徐に進行
してきて、ある時点から心不全という
状況になったときの治療は、これもた
いへんでしょうね。
　野上　まず右心不全が出現するので
すが、その場合は利尿薬が中心になり
ます。
　池脇　こういう疾患の患者さんは運
動は制限しないといけないのですね。
　野上　全く家から出てはいけないと
か、そういった厳しい運動制限ではあ
りません。競技スポーツ、特に長時間
するようなスポーツはやめてもらった
ほうがいいかと思います。
　池脇　ありがとうございました。

東京都健康長寿医療センター研究所
自立促進と精神保健研究チーム研究部長

粟　田　主　一
（聞き手　山内俊一）

　DASC-21およびDASC-８について、それぞれを用いるときの留意点、注意点
などご教示ください。
 ＜広島県開業医＞

DASC-21およびDASC-8

　山内　今回は認知症アセスメントに
関しての質問と理解していますが、認
知症を定義するのは非常に難しいとこ
ろもあると思います。長らくこれをど
う客観化するかでいろいろご苦労され
た先生に、そのあたりのお話からまず
お聞かせ願いたいと思います。
　粟田　認知症は、何らかの脳の病的
変化によって、以前は普通のレベルで
あった認知機能が障害されてしまい、
そのために生活に支障が現れた状態を
指します。要するに、脳の病的変化、
認知機能障害、生活障害、この３つが
そろった状態を認知症と呼ぶと定義さ
れています。
　山内　それをどう客観化するかの質
問票、こういったものを非常に練りな
がら開発していかれたと思うのですが、
今のお話ですと、その３つがトライア

ングルみたいなかたちで成り立ってい
るのが現在の認識となりますね。
　粟田　そうですね。
　山内　DASC-21、DASC-８は先生が
開発されたようなものですが、21、８
というのは質問の数ですね。
　粟田　そのとおりです。
　山内　21と８の使い分けや、目的の
違い、そういったことについて教えて
いただけますか。
　粟田　そもそもDASC-21の21項目が
最初ですが、これは地域の中で認知症
に気がついて、総合的にアセスメント
をして、本人、家族、専門職が情報を
共有し、必要な社会支援を多職種で調
整できるようにするためにつくったも
のです。認知症は何らかの脳の病的変
化があって、認知機能障害があって、
生活障害があるので、認知機能障害と
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