
日本心臓病学会 第 40 回教育セミナー 【アドバンス・コース】 
 
日時：2018 年 6 月 3 日日曜日、10:00－ 
会場：一橋大学一橋講堂・中会議場 
 
不整脈疾患のアップデート 
 
1） カテーテルアブレーションを理解するための心臓解剖 

日本医科大学多摩永山病院 内科・循環器内科 井川修 
先ず心室瘤の病理解剖学・組織学的な説明がなされ、心筋虚血による心筋壊死の空胞変

性で、境界部の残存細胞からの異常興奮がきっかけとなる解説有り。 
心房細動では左下肺静脈の構造変化が最初に起こりやすく、当初は PAF である為、ア

ブレーション治療が効きやすい。又、4 つの肺静脈は心膜翻転部外組織で有り、ストレ

スが掛かりやすい部位、これは SVC と RA の境界部にも同様のことが起こり安く、

MAZE 手術でこれらの部位も焼却対象になる理由である。その他 non-PV foci として、

IVC－三尖弁弁輪間峡部の右房筋も焼却が必要とされる、等解説した。その他、AVNRT、
AVRT のリエントリーとその焼却のコツ、心室性不整脈の解説もあった。 

2） 心房細動カテーテルアブレーションの最前線 
国立循環器病研究センター 心臓血管内科 草野研吾 
心房細動の診療は、予防、早期発見、治療（薬物治療、アブレーション、MAZE 手術）、

脳梗塞予防が肝要だが、経時的に慢性化・重症化すること、予後不良で、脳梗塞、認知

症、洞不全、心不全へと進行していく事が問題であるから。JASPER 試験では、心不全

の 80％に心房細動が併発しており、欧州の調査で、アブレーション治療により心房細

動死亡率が 1/2 に減ったという成績もある。CASTLE 試験では、持続性・慢性心房細動

でもアブレーション治療を受けた方が、薬物単独より予後が良かった。更にアブレーシ

ョンの手技の解説で、冷凍アブレーション、高周波アブレーション、バルーンを用いた

レーザーアブレーションの特徴の解説も成された。最後にアブレーション成績向上のた

めのポイントとして、確実な PVI が重要、Non-PV foci の確実な焼却、LVZ への追加焼

却、確実な線状焼却、残存 AT への対応、合併症予防が示された。 
3） 心房細動の包括的管理（アブレーション除く） 

大分大学医学部 循環器内科・臨床検査診断学講座 高橋尚彦 
先ず ESC の心房細動診療ガイドラインに触れ、心不全などの急性期対応から、併存疾

患の管理、脳卒中の予防、レートコントロール、そして心房細動自体への対処として抗

不整脈薬、カルディオバージョン、アブレーションへのアルゴリズムを解説。抗不整脈

薬に関してはCAST試験の教訓としてNaチャネルブロッカーは特定な場合を除いて使

用要注意であること、高血圧、糖尿病、肥満、冠動脈疾患等の併存疾患の管理の重要性、



脳梗塞予防のためのワーファリンや NOAC のリスクベネフィットの比較、過去の試験

からのジゴシンの有用性・リスクの検討やその他の薬剤の効果、アブレーションの適応

判断について触れた。 
4） 潜因性脳梗塞の診断と治療 

国立循環器病研究センター 脳血管内科 豊田一則 
脳梗塞の原因として、①アテローム血栓性梗塞、②ラクナ梗塞、③心原性梗塞のほか、

動脈解離・炎症によるものなどがあるが、その他原因不明のものを近年潜因性脳梗塞

cryptogenic stroke と呼ぶ。その原因の多くが未検出の血栓源疾患からと推測されるた

め、血栓源不明脳梗塞 embolic stroke of undermined source とも呼ばれる。 
脳梗塞の中では 10 数％から 30％に及ぶとされ、日本では 23％（Tulip 試験）である。 
この疾患群では心房細動の合併率が 4.8倍と高くかなりの率で原因となっていると考え

られる。Oxford Vascular Study では潜因性脳梗塞が全体の 32％に求められ、再発率は

66％と言う結果だった。この試験での再発の際の重症度は抗凝固療法内服例で軽い傾向

にあった。治療としてはやはり抗凝固療法が考えられるが、再発予防の無作為化試験は

少ない。WARSS 試験の部分集団解析で、ワーファリン内服の方が、アスピリンより死

亡率が僅かに少なかったが、前者の方が重大な出血事象は多かった。 
この疾患群は、診断として長時間心電図記録（植え込み型）を要し、治療方針に対して

も更なる検討が必要と思われる。 
5） CRT の新展開（ランチョンセミナー） 

弘前大学大学院医学研究科 循環器腎臓内科学講座 佐々木真吾 
CRT での両室同期刺激による心機能向上で、心不全がある程度治療可能なことは周知

だが、左脚ブロック合併心不全症例では、CRT 植え込み後も逆リモデリングが得られ

ない、或いは不十分などの理由で、心不全入院を繰り返したり死亡が増えるなどの予後

が不良と言う解析が、MADIT-CRT の患者の解析からわかった。この病態では刺激後の

興奮伝波様式が心内・外膜側ともに多様であることが 1 因とされるが、MADIT- CRT
試験では左室外側刺激と他法の比較で差はなし、REVERSE 試験では外側刺激が良いと

の結果であった。しかし両試験共に心尖部刺激は予後が良くなかった。 
そこで CRT の効果を向上させるためのポイントとして、伝導遅延部位を目標として左

室リードを留置することが肝要となる。この伝導遅延部位が 1 ヶ所とは限らないため、

多点ペーシング Multipoint Pacing が考案された。講演では心筋梗塞後の Scar のある

場合、多点ペーシングが有用であることが示されたが、特に従来の CRT で有効性が得

られにくい場合、多点ペーシングの検討が望まれる。 
6） デバイス治療の最前線 

近畿大学医学部付属病院 心臓血管センター 栗田隆志 
最近の新しい不整脈関連のデバイスは幾つかあるが、先ず WCD : Wearable 
Cardioverter-Defibrillator(着用型自動除細動器)は、心臓突然死のリスクの高い患者に



使用するベストがたの着用自動除細動器である。接触電極を介して、VT/VF を感知死

自動で電気ショックを与えるもので、植え込み型と違い手術侵襲がない。通電時には電

極から自動的にジェルが放出され、通電効果を上げることが出来、通常は電極がドライ

で不快感が少ない。通電前には振動と音声での警告がなり、患者が自分で中断すること

も出来る。適応病態としては 
EF≦35%で NYHA クラス II 或いは III の心不全症状を有する AMI40 日以内の症例 
EF≦35％で NYHA クラス II 或いは III の心不全症状を有する CABG 後/PCI 後 40 日

以内の症例 
EF≦35％で非虚血性急性心不全発症後 90 日の症例 
心移植待機条件を満たす非可逆性重症心不全症例 
ICD の適応があるが他の身体的条件により直ちに手術を行えない症例 
ICD による心臓突然死二次予防を考慮するが、臨床的経過観察や予後治療の効果判定が

優先される症例 
感染症等の理由で一時的に ICD を抜去する症例 
条件として、原則 3 ヶ月以上の連続使用は行わない。ブリッジ的な適応である。 
禁忌としては、機器として、MRI 検査、低周波治療器、高周波治療器、ジアルテミー、

電気メス、放射線診断・治療機器、患者の状態として ICD 植え込み中、レスポンスボ

タン対応不可、ベストがフィットしない場合、である。 
次に完全皮下植込み型 ICD（S-ICD）で、従来のものと違い経静脈的ではなく、心臓表

面に電極を置き、透視も必要でなく、胸郭の外側皮下に植え込むので、静脈路確保が不

要である。欠点としては、徐脈・頻脈の不整脈に対応できない、CRT 機能はつけられ

ないなどがある、若年者、Brugada 症候群、突発性 VF、透析患者などに望ましい。 
続いてリードレスペースメーカは、非常に小型（容量 1CC）のジェネレータ自体を右

心室内に直接留置するもので、VVIR 機能、心拍対応 Rate Responsive 機能があり、

MRI 検査も可能である。従来の経静脈リードタイプより、植え込み後の合併症が 48％
引くという結果が出ている。将来的に両室同期方のリードレスも開発が検討されている。 

7） 遺伝性致死性不整脈の最新トピックス 
日本医科大学大学院医学研究科 循環器内科学分野 清水渉 
心臓突然死 SCD の原因と頻度は、虚血性心疾患が 50-60％、心筋症が 30-35％、遺伝性

不整脈が 10％となっている。特徴として、遺伝子変異が原因であり、心筋や心血管に

は異常がない。しかし普段元気でも突然死する、若年/青壮年に多い病気である。 
遺伝子解析も進んでおり、先天性 QT 延長症候群（CLQT1-16・JLN1,2 ）、後天性 QT
延長症候群（ALQT1-3）Brugada 症候群（BrS1-16）、Lenagre 症候群（PCCD1）、カ

テコラミン誘発多形性心室頻拍（CPVT1-4）、家族性洞機能不全症候群（SSS1,2）、家

族性心房細動（AF1-9）等がある。LQT1 遺伝子変異は 11 番染色体の K イオンチャネ

ルの関係する部位のアミノ酸が変異している。 



更に先天性 QT 延長症候群の診断基準（2012 年改訂）の解説、原因遺伝子のとイオン

チャネル機能の説明あり。国内の多施設登録研究で、LQT1 の心事故が最も多く、競泳、

着水、マラソンなどの運動には制限が掛かる。二次的誘因としては低 K 血症がある。

LQT2 変異では、運動の他、急激な刺激（目覚ましなど）・音刺激を避けるべきで、メ

キシレチンやペースメーカが有効となる。LQT3 変異は他の 2 つと違って Na チャネル

の異常で、安静時、睡眠中に発作を起こし、メキシレチン、PMK が有効である。 
Brugada 症候群は、睡眠中/安静時に突然死をきたし、男性：女性＝10:1、30～50 歳に

多い。無症候、失神既往、VT 既往によって予後が違い致死的イベント発生率は、各々

0.3～0.5、0.6～1.9、7.7～10.6％/年である。治療としては ICD で、VF や心停止既往は

絶対適応である。遺伝子変異には多数の種類があるが、SCN5A 遺伝子変異を演者が 415
人の患者から解析し陽性であった 60 例からの検討では、他に比べてより多くの致死的

不整脈イベントを起こしており、多変量解析でも独立した危険因子であると解った。 
他に早期再分極症候群、J 波症候群についても解説された。 
 
以上 


