
東京慈恵会医科大学循環器内科教授
山　根　禎　一

（聞き手　池脇克則）

　心房頻拍と心房粗動の鑑別についてご教示ください。
 ＜新潟県開業医＞

心房頻拍と心房粗動の鑑別

　池脇　山根先生には、不整脈ではた
びたびお話しをいただいていますが、
今回はまずは、上室性の頻拍症がどう
いう原因で起こるのかというところか
らお願いします。
　山根　まず少し広くお話ししますと、
通常、上室性の頻拍といわれるもの 
（皆さんよくご存じの心房細動はちょ
っと置いておいて）がどんなイメージ
かというと、基本的には規則正しく頻
回に興奮するものを呼びます。ですか
ら、上室性の頻拍というと、上室（つ
まり心房）が規則正しく動いていると
考えていただくのがいいと思います。
PSVTと称される発作性の上室性頻拍
症、そして心房頻拍、心房粗動といっ
たものが入ってくると考えていただい
てよいと思います。
　池脇　基本的には規則正しい頻拍症
ということで、その起こり方、何が原

因かというのは、それぞれの疾患で違
うわけですね。どういう違いなのでし
ょうか。
　山根　今お話ししましたPSVTに関
しては、通常、基礎的な疾患がない方
に起こることがほとんどです。PSVT
の代表的なものが２つあり、一つは房
室結節回帰性頻拍、もう一つは房室回
帰性頻拍と呼ばれます。前者の房室結
節回帰性頻拍というのは、房室結節が
二重伝導路、または三重伝導路になっ
ていて、そこで電気興奮がぐるぐる回
ってしまうものです。一般的に人間は
約半分の方で房室結節が二重伝導路に
なっているといわれているものですか
ら（皆さんがなるわけではありません
が）発症する方は比較的多く、1,000人
いると３人ぐらいといわれています。
もう一つの房室回帰性頻拍というのは
WPW症候群の方に生じる頻拍であり、

心房と心室の間で電気が旋回するよう
なタイプです。
　この２つは通常は健常な方に起こる
のですが、一方で心房頻拍、心房粗動
は、心臓に何らかの原因を有している
方に生じるタイプです。その原因とは
年齢とともに起こってくる線維化や、
過去に心臓の外科的手術を受けたこと
があるというようなケースが比較的多
いイメージです。
　池脇　今先生の話で、びっくりした
のですが、50％の方がどこかに二重伝
導路を持っているのですね。
　山根　PSVTのような方ですね。た
だ、原因を有しているからといって皆
さんが起こすわけではなくて、その中
でも発症する人は少ないのですが。
　池脇　確認ですけれども、こういう
速い伝導路と遅い伝導路というのは、
結局何かの拍子にぐるぐるそこを、リ
エントリーというのでしょうか、そう
いうものが頻拍の原因になるというこ
とですか。
　山根　PSVTに関してはそうです。
ただ、リエントリーは心房頻拍とか心
房粗動もそうですので、必ずどこかに
回路となる伝導路を持っていて、その
中で伝導速度が違ったり、不応期の差
があったりなどの要因でリエントリー
が成立することになります。
　池脇　質問の心房頻拍の場合は、先
生の先ほどの説明ですと、何らかの基
礎疾患、あるいは心臓の外科手術など

で、簡単に言うと、心房の一部が傷つ
くことが何か異常興奮の因子になって
しまうということでしょうか。
　山根　これもまた細かく言い出すと
いろいろなケースがあるので、一概に
言えないのですが、典型的なケースで
は、何かしら心臓の中に回路を形成す
る傷を持っていて、その周りを電気が
回るようなタイプになります。
　池脇　いずれにしても、すべてでは
ないにしても、何かのきっかけで刺激
がリエントリーでぐるぐる回ることに
よって頻脈になる。パッと起こって、
パッと止まる。基本的にはそういうも
のが、自覚症状になるかもしれません
が、それが特徴なのでしょうか。
　山根　症状は人によって違うのです
が、先ほどから話が出るPSVTなどは
突然起こって突然止まるというパター
ンが多いのですけれども、心房頻拍、
心房粗動は、１回出たものが長く続く
というパターンのほうが多いですね。
人によりますが、出たものが何日間も
続くことが比較的多いと思います。
　池脇　次に、心房粗動はどういう異
常で起こるのでしょうか。
　山根　これもパターンがいくつもあ
るのですが、心房粗動の中で一番代表
的なもの、そして皆さんが粗動と言っ
て思い浮かべられるのは、心電図でノ
コギリの波が出ているタイプだと思い
ます。これは通常型心房粗動といわれ
るものですが、心臓の中の電気興奮が
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三尖弁の周りを旋回することで生じま
す。この回り方にも、通常回りと逆回
りがあって、通常回りというのは三尖
弁を心室から見上げたときに、反時計
方向に旋回しているもので、これが代
表的な通常型心房粗動のタイプになり
ます。
　池脇　多少のサブタイプはあるかも
しれないけれども、心房粗動は三尖弁
の周囲に異常が起こって、刺激は300
回/分ぐらい、もちろん、心室が300回
収縮する方はまずいらっしゃらないと
思いますが、そういったことが起こる
不整脈との理解でよいですか。
　山根　代表的な通常型心房粗動は三
尖弁の周りを１分間に約300回、規則
正しく電気が旋回します。これがどの
ような伝導比で房室結節を伝わって心
室におりてくるかによって症状は全く
変わってくると思います。今お話があ
ったように、一番ひどいのは300回が
１対１で心房から心室におりてくる場
合であり、そうすると、心室も300回
になってしまいます。これはまれです
が、起こりうることであり、患者さん
は失神してしまう方が多いです。
　２対１だと150回、３対１だと心室
が100回、４対１だと75回で、５対１
だと60回になりますから、症状として
はあまり感じないと思います。この伝
導比は時によって変わってきますので、
状況によっては心房は規則正しくても、
心室が不規則ということもあります。

　池脇　同じ心房粗動といっても、伝
導が何対何かによって全く違うという
ことですが、例えば動悸を感じるとい
う患者さんが来られて、心電図を撮っ
た。どうも頻拍だ。その中で、心房頻
拍、心房粗動、あるいはそれ以外のい
くつかの頻拍性の不整脈をどのように
して鑑別するのでしょうか。
　山根　ここまでお話ししましたよう
に、心房頻拍、心房粗動は、心房の中
で何かしらリエントリーのようなこと
が起こって、心房が規則正しく速く動
くものです。それが心室に多くの場合
は多対１（つまり３対１とか、２対１、
４対１というようなかたち）で伝導し
ます。心房細動との大きな違いは、あ
くまでも心房は規則正しく速く動いて
いることです（心房細動は心房・心室
ともに非常に不規則です）。
　今回の質問の心房頻拍と粗動が、ど
ういう関係なのかというと、かなりオ
ーバーラップします。大きく見ますと、
心房頻拍という大きなくくりの中に心
房粗動が含まれているというイメージ
で考えていただくといいと思います。
　そして、少し細かく言いますと、心
房頻拍の定義は、心電図のP波が基線
に戻るものになります。ですから、ゼ
ロライン（基線）が見えて、その上に
P波が明瞭に見えるのが心房頻拍です。
一方、鋸歯状波のように、どこがゼロ
ラインなのかがはっきりしないのが心
房粗動と考えていただくといいと思い

ます。
　池脇　まずは規則正しいのか、そう
ではないのか。そして、規則正しい場
合の心電図が鋸歯状波か、そうではな
いのか。このあたりが大きなポイント
になるのですね。
　山根　そうですね。鋸歯状波が代表
的な通常型心房粗動ですが、鋸歯状波
ではない心房粗動もあります。サイン
ウエーブのように大きく上下している
ようなものも心房粗動に入ります。こ
れもどこがゼロラインなのかわからな
いタイプです。この鑑別を一人ひとり
の患者さんで注意深く見ていただくと、
また理解が深まるかと思います。
　池脇　こういったタイプの頻脈性の

不整脈は、カテーテルアブレーション
が有効と思うのですが、どうでしょう。
　山根　そのとおりです。なかなかこ
ういうタイプの不整脈は薬が効きにく
い面もあります。もちろん最初に薬を
第一選択で使うのが原則なのですが、
早めにカテーテルで根治させるのが現
在ではいい選択肢だろうと思います。
　池脇　そうすると、心電図で確定ま
でいかなくても、疑わしいときにはア
ブレーションができる専門の施設に紹
介するのがいいでしょうか。
　山根　それがベストな方法だろうと
考えます。
　池脇　どうもありがとうございまし
た。
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