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J-ISCP 会誌「心血管薬物療法」第 5 巻発刊にあたって
東邦大学大学院医学研究科

循環器内科学

池田 隆徳

雑誌「心血管薬物療法」は、国際心血管薬物療法学会日本部会（J-ISCP）のオフィシャルジャーナルであり、
この度、第 5 巻が発刊されることになりました。J-ISCP の主な活動は、心血管疾患の薬物療法に関連した
市民公開講座の開催、年 1 回の学術集会の開催、そして本会誌の発行ということになります。本会誌は年に
1 回発行されているため、今回で 5 年目を向かえたことになります。
毎巻、心血管疾患に対する薬物療法に関するテーマに沿って、この領域のエキスパートの先生方に Review
を書いていただいております。本巻のテーマを

不整脈および血栓塞栓症に対する薬物治療

とさせていた

だきました。
不整脈に関する薬物治療の話題として、不整脈に対するリズム治療のための薬理学的標的因子（杉山先生）、
孤立性の発作性心房細動に対する薬物を用いたリズム治療（小松先生）、低心機能に伴う心房細動に対する
薬物を用いたリズム治療（志賀先生）、致死性の心室性不整脈に対する薬物を用いたリズム治療（吉岡先生）
を取り上げさせていただきました。また、興味ある研究として心外膜の脂肪浸潤と心房細動の発現に関する
関連性（高橋先生）を加えさせていただきました。
血栓塞栓症に関する薬物治療の話題として、心血管インターベンション治療における抗血栓療法の新たな
展開（田口先生）、動脈硬化に対する抗血小板薬の役割と今後の展望（島田先生）、薬剤溶出性ステント時代
における抗血小板薬の使用法（阿部先生）、肺血栓塞栓症に対する抗凝固薬による治療戦略（池田先生）、深
部静脈血栓症に対する抗凝固薬を用いた治療戦略（太田先生）と題して、最近の治療のあり方についてまと
めていただきました。
このように、内容としてはすばらしい構成になっていると自負しております。執筆者におかれましても、
わが国においてこの領域を代表する先生方ばかりです。不整脈に対するリズム治療とおよび血栓塞栓症に対
する抗血栓凝固療法のノウハウがこの一冊を通読することで、十分理解できると思っております。
是非、第 5 巻を読んでいただき、心血管薬物療法、特に不整脈と血栓塞栓療法についての知識を深めてい
ただければ企画した者として本望です。
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J-ISCP 会誌「心血管薬物療法」

Review

不整脈に対するリズム治療のための
薬理学的標的因子
和田

剛、中村

裕二、中瀬古（泉）寛子、安東

賢太郎、杉山

篤

東邦大学医学部薬理学講座

要旨
薬物療法と非薬物療法を併用するハイブリッド治療が不整脈に対する標準的な治療戦略となり、
薬物療法の担う役割は以前より明確になりつつある。多くの抗不整脈薬は心房と心室の興奮発生や
再分極過程を修飾するが、CAST 試験を始めとする過去の試験で得られた知見に基づいて、近年で
は疾患特異的な標的因子に作用する抗不整脈薬の開発が進められている。その中で、心房細動に対
する標的因子として Kv1.5 チャネル（IKur）および Kir3.1/3.4 チャネル（IK,ACh）が注目され薬物の開
発および臨床応用が進行中である。また、既存薬に心室再分極予備力を回復させるという新規の薬
効が発見された。薬理学的標的因子に対する理解やドラッグ・リプロファイリングの観点からの既
存薬の評価は、難治性不整脈に対する有望な治療薬発見の突破口になるであろう。

キーワード

1.

抗不整脈薬、心房細動、IKur、IK,ACh、ドラッグ・リプロファイリング

はじめに

チャネル遮断を主作用とする Class I 抗不整脈薬が
積極的に使用された一方、新規 Class I 抗不整脈薬

不整脈治療は、恒久的ペースメーカ、植込み型除

の開発も精力的に進められていた。ところが、1989

細動器（ICD）およびカテーテルアブレーションに

年に発表された大規模臨床試験である CAST 試験

代表される非薬物療法の発展によりめざましい進歩

（cardiac arrhythmia suppression trial）は、予想に反し

を遂げた。しかし、非薬物療法は、患者への侵襲性

て Class I 抗不整脈薬の使用が心筋梗塞患者の生命

や医療経済への負担などの問題を抱えている。それ

予後を悪化させることを明らかにした（1）。これ

ゆえ薬物療法は今後も不整脈に対する重要な治療戦

は、Na+ チャネル遮断薬は陰性変力作用と心室内伝

略となりうる。本稿では、まず 1980 年代から現在

導遅延作用を有するため（2）、収縮同期不全による

に至るまでの抗不整脈薬の歴史を振り返る。次に現

心ポンプ機能失調を来した結果と理解できる。ま

在国内外で使用可能な抗心房細動薬および開発段階

た、Na+ チャネル遮断薬による心室内伝導遅延作用

の候補化合物の薬理学的標的因子を解説する。最後

を介したリエントリーの発生や、Brugada 症候群を

にドラッグ・リプロファイリングの過程で発見され

含む早期再分極症候群が誘発された可能性も考えら

た既存薬の一例を紹介する。

れる。CAST 試験が報告された以降、Class I 抗不整
脈薬の開発は全て中止された。

2.

抗不整脈薬の歴史

1990 年代には、K+ チャネル遮断を主作用とする
Class III 抗不整脈薬が活発に開発された。Class III

1980 年代、「心室期外収縮の抑制は不整脈死を予
防する」と信じられていた。臨床の現場では Na

抗不整脈薬を対象とした臨床試験の中で注目すべき
は、SWORD 試 験（survival with oral d-sotalol trial）

+

3

図１
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心房細動、高血圧症、
虚血性心疾患、うっ血性心不全など

誘因
肺静脈起源の早期興奮

カテコルアミン、 活性酸素、
アンジオテンシンII、アルド
ステロン、 サイトカイン、
一酸化窒素など

基質
空間的な不均一性の増大
不応期の短縮
伝導遅延
→Random Reentry↑

Target of
Upstream
Therapy

心房細動
図1

心房細動の発症に至る病態生理学。誘因としては肺静脈を起源とした期外収縮、基質としては心房の拡大、不応期の
短縮、空間的な不均一性の増大や伝導遅延が挙げられる。
（文献 7 から引用改変）

である（3）。この試験では、
“dl- 体に比べ、β 遮断

房細動である。CAST 試験から得られた経験は心房

作用がほとんどない”d- ソタロール投与は心筋梗

細動の薬物治療にも活かされており、日本循環器学

塞により左室駆出率 40% 以下に低下した症例の生

会のガイドラインでは「基礎心疾患や心機能低下を

命予後を改善するかが検討された。d- ソタロール

有する例には強力な Na+ チャネル遮断薬は使用すべ

投与群ではプラセボ群より有意に高い死亡率（4.6%

きでない」と明記されている（4）。さらに抗不整脈

vs 2.7%）が観察され、試験は早期に中止された。

薬の多くは心室に対しても電気生理学的作用を示す

この報告後、Class III 抗不整脈薬の開発は終焉に向

ため、心房筋に選択的な抗不整脈薬の開発が進めら

かった。日本国内で開発された薬物としては、ニフェ

れている（5）。次項からは現在臨床で使用できる抗

カラントが唯一臨床応用された成功例である。

不整脈薬の特徴および新規候補化合物の開発状況を

1990 年以降、素因のある患者における遺伝子解

紹介する。

析の結果、QT 延長症候群の原因となる K チャネ
+

ルの異常分子構造が次々と解明された。また、薬物

3.

による活動電位波形への作用および病態モデルを用

日本国内で使用可能な抗心房細動薬

いて薬物の再分極過程の時間的および空間的ばらつ
きへの影響に関する知見が蓄積された。一方、カ

心房細動の主な発生機序はリエントリーである。

テーテルアブレーション、ICD および心臓再同期療

リエントリー回路の成立には、伝導遅延と不応期短

法などの非薬物療法が台頭し、不整脈の種類や病態

縮の両者が重要である（図 1）。また心房細動の持

によっては非薬物療法の方が薬物療法よりも有効で

続に関しては、心房細動自身がリモデリング（電気

あることが報告され、徐々に薬物の不整脈治療に対

的、構造的および収縮リモデリング）を引き起こ

する役割は減少した。しかし、抗不整脈薬と非薬物

し、さらなる心房細動の持続および再発を誘発する

療法を併用するハイブリッド治療は治療の有効性だ

という概念（atrial fibrillation begets atrial fibrillation）

けでなく安全性の面から標準的な治療になり、不整

が提唱されている（6-7）。Class I 抗不整脈薬は伝導

脈治療において薬物療法が担う役割は以前より明確

速度を抑制することにより、一方 Class III 抗不整脈

になりつつある。現在、抗不整脈薬研究の中心は心

薬は不応期を延長させることで心房細動を停止およ
4

図２

A

B

Kｖ1.5 channel (IKur)

Kir3.1/3.4 channel (IK,ACh)

心房選択的
カリウム電流

図2

心房筋の活動電位波形とその形成に寄与するイオンチャネル電流（A）
、および心房特異的な K+ チャネルの分子構造
の模式図（B）
。A: 内向き電流（白抜き）および外向き電流（黒塗り）
。B: 心房特異的な電位依存性 K+ チャネル Kv1.5
+
（IKur）
およびアセチルコリン感受性 K チャネル Kir3.1/3.4
（IK,ACh）
のαサブユニットとイオンチャネル構造の模式図。
（文
献 8 から引用改変）

び予防する。理想的な抗心房細動薬としては、心房

や dl- ソタロールと比較し、心房選択性が 1.6 倍高

筋細胞に選択的に発現しているイオンチャネルに作

いことがハロセン麻酔犬モデルで報告された（表 1）

用する薬物が望ましい。図 2A に心房筋細胞の活動

（10）。しかし、アミオダロンを除いて薬物の主な標

電位とその形成に関与する代表的なイオンチャネル

的となる IKr 遮断には逆頻度依存性があり、頻脈性

電流、図 2B に心房特異的な電位依存性 K チャネ

心房細動の発作時に不応期の延長作用をあまり期待

ル Kv1.5（IKur）およびアセチルコリン感受性 K チャ

できない。心房細動を停止するためには Na+ チャネ

ネル Kir3.1/3.4（IK,ACh）のαサブユニットとイオン

ル遮断薬が、一方、発作を予防するには K+ チャネ

チャネルの構造の模式図を示す（8）。IKur は非常に

ル遮断薬がより効果的であることが知られている。

速い活性化過程を担う遅延整流 K 電流で、心房筋

注意点として、アミオダロンは心外臓器毒性、ベプ

細胞に特有で心室筋細胞にほとんど発現していな

リジルは torsade de pointes（TdP）を惹起すること

い。IK,ACh は副交感神経の緊張により活性化する内

が知られている。

+

+

+

向き整流 K 電流で、心房筋および結節細胞のみに
+

存在し、心室筋には存在しない。現在、日本国内で

4.

臨床的に使用できる抗不整脈薬（図 3A）
（9）の中で、

現在開発中の抗心房細動薬

IKur 遮断作用を有するのはベプリジルのみであり、
IK,ACh 遮断作用を有するのはジソピラミド、アプリ

心房細動の治療に使用される薬物は既に論じた

ンジン、シベンゾリン、ベプリジルおよびアミオダ

Class I および Class III 抗不整脈薬が主体であるが、

ロンである。ジソピラミドは INa、IKr、Ito、IK,ACh、ア

これらの薬物は同時に心室の興奮発生や再分極過程

プリンジンは INa、IKr、IK,ACh、シベンゾリンは IKr、

も修飾する。この課題を克服するために、心房筋細

IKs、IK1、 ベ プ リ ジ ル は INa、ICa、Ito、IKur、IKr、IKs、

胞に特異的に発現している IKur と IK,ACh を標的にした

IK,ACh、IK1、If お よ び ア ミ オ ダ ロ ン は INa、ICa、IKr、

抗不整脈薬の開発が進められている（図 3B）
（9）
。

IKs、IK,ACh、IK1、If を抑制する。これらの薬物の中で

アミオダロン誘導体

も特に、ベプリジルとアミオダロンは心房細動に有

ドロネダロン（日本未承認）は、アミオダロンの

効である。さらに最近、アミオダロンはベプリジル

分子構造からヨウ素原子を除き、薬効を維持したま
5

A
ベラパミル
ジルチアゼム
アミオダロン

ジソピラミド、フレカイニド、ベプリジル、キニジン

図３

ベプリジル
ジソピラミド、シベンゾリン、アプリンジン、フレカイニド、
ベプリジル、アミオダロン、ニフェカラント
ベプリジル、シベンゾリン、アミオダロン

ピルジカイニド
フレカイニド
ジソピラミド
アミオダロン など

ジソピラミド、アプリンジン、シベンゾリン、
ベプリジル、アミオダロン
ベプリジル、アミオダロン
ベプリジル、アミオダロン

B
ドロネダロン
セリバロン
ブディオダロン

ベルナカラント、AVE-0118、AVE-1231 、NIP-142、 NIP-141
セリバロン、ベルナカラント、AVE-0118、 AVE-1231、
XEN-D0101、 4-aminopyridine、 MK-0448、 DPO-1、
NIP-142、NIP-141
ドロネダロン、ベルナカラント、ブディオダロン

ドロネダロン
セリバロン
ベルナカラント
ブディオダロン

ドロネダロン、セリバロン、AVE-0118、
AVE-1231、NIP-142、NIP-141、NIP-151、
NTC-801、JTV-519、Tertiapin-Q

図 3 現在国内で臨床的に使用できる抗不整脈薬（A）および国外および現在開発中の抗不整脈薬（B）が作用するイオン
電流（文献 9 から引用改変）

ま心外臓器毒性の軽減を目指した薬物である。INa、

なかった（17）
。一方で、セリバロン 300 mg/ 日の投

ICa、IKr、IK,ACh に加えて、弱い Ito、IKs および IK1 に対

与は、プラセボ群と比較して ICD の適切作動を 46%

する遮断作用やβ遮断作用を有するマルチチャネル

減少させたと報告されており、心室不整脈に対する

修飾薬である（11）
。アミオダロンと同様に QT 延長

有効性も期待されている（18）
。ブディオダロンもア

作用を有するが、TdP の報告はむしろ多い（12）
。し

ミオダロンの誘導体として開発中の化合物である。

かし、ドロネダロンは、ATHENA 試験でプラセボ群

2006 年から 2008 年に行われた PASCAL 試験におい

と比較して心房細動患者における心血管イベントに

て、ブディオダロンは用量依存的に心房細動の発生

よる入院と死亡率を低下させた（13）
。また、イヌ

数および持続時間を抑制したと報告されている
（19）
。

の摘出心標本モデルにおいて低用量のラノラジンの

Na+ および K+ チャネル遮断薬

併用は心房細動を相乗的に抑制したと報告されてい

ベルナカラント（ブリナベス™、日本未承認）は

る（14）
。一方で、心不全患者における予後を増悪

心房選択的な抗不整脈薬で、INa、IKur、IKr および Ito

させたとの報告もあり、その適応は制限されている

遮断作用を示す。心房細動に対する有効性および安

（15）
。セリバロン（日本未承認）もドロネダロンと

全性が報告され（20）
、欧州および中南米では市販が

同様にアミオダロンの誘導体として開発され、ICa、

開始された。さらに、アミオダロン群と比較して心

INa、IK,ACh、IKur に加えて、弱い IKr および IKs に対す

房細動の停止効果および症状の改善効果が有意に高

る遮断作用を有する薬物である（16）
。2004 年から

いこと（21）およびアジア人においても有効性およ

2006 年にかけて実施された大規模臨床試験（MAIA

び安全性が報告されており（22）
、現在ヨーロッパで

trial および CORYFEE study）において、アミオダロ

進められている臨床第 IV 相試験の結果が期待され

ンよりも高い安全性を示したが、心房細動に対する

る薬物である（23）
。

薬理学的除細動の成功率もしくは電気的除細動後の
洞調律の維持率はプラセボ群との間に有意差を示せ
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表１
表１

IKur 遮断薬

IK,ACh 遮断薬

IKur は、 ヒ ト に お け る Kv1.5 チ ャ ネ ル（KCNA5）

慢性心房細動患者の心房筋では IK,ACh が活性化し

を構成する遅延整流 K 電流である（8, 24）
。IKur を

ていることが報告されており、アセチルコリン感受

選択的に遮断する候補化合物として、AVE-0118、

性 K+ チャネル Kir3.1/3.4 は心房細動治療の新たな薬

AVE-1231、XEN-D0101、4-aminopyridine、MK-0448、

理学的標的因子となっている（37）
。IK,ACh を遮断す

XEN-D0103、DPO-1 お よ び NIP-142 が あ る。AVE-

る候補化合物として、NIP-141、NIP-151、NTC-801、

0118 は IKur、Ito、IK,ACh に 加 え て、 弱 い INa、IKr、ICa、

JTV-519 および tertiapin-Q がある。NIP-141 は、IK,ACh

IKs、IK,ATP 遮断作用を有し心房筋の不応期を選択的に

遮断に加え、IKur、Ito、ICaL および ICaT を遮断する作用

延長する（25-27）
。さらに AVE-0118 は、ヒトの洞調

を有し、イヌにおけるアコニチンで誘発した心房細

律心房筋よりも永続性心房細動心房筋の活動電位持

動を停止したことに加え、高頻度心房ペーシングに

続時間を延長させたと報告されている（28）
。AVE-

よる心房有効不応期の短縮を抑制した（38）
。NIP-

1231 には、ブタの心房筋細胞やヒトの心房筋細胞に

151 は NIP-141 の課題を克服した化合物であり、IK,ACh

おける IKur、Ito および IK,ACh 遮断作用が報告されてい

に対する選択性が高く、イヌやウサギにおいて迷走

るが、それ以外の電流抑制作用は少ないことが知ら

神経刺激やアコニチンにより誘発した心房細動を抑

れ て い る（29, 30）
。XEN-D0101、4-aminopyridine お

制した（39）
。NTC-801 も IK,ACh に対して高い選択性

よび MK-0448 も、ヒトの洞調律心房筋よりも永続性

を持つ化合物であり、in vitro および in vivo 試験にお

心房細動心房筋の活動電位をより延長させたと報告

いて抗心房細動作用が報告された（40, 41）
。JTV-519

されている（31-33）
。XEN-D0101 は IKur 選択性が高

およびヨーロッパミツバチ毒由来のペプチドである

く、2011 年には心房細動に対する臨床第 II 相試験が

tertiapin-Q も IK,ACh に高い選択性を有する候補化合物

実施され、QT/QTc study の結果も報告された（33）
。

で、心房細動に対する有効性が期待されている（31,

DPO-1 はブタのランゲンドルフ灌流心モデルにおい

42）
。

+

て心房の不応期を延長し、carbachol で誘発した心房
細動を停止したと報告されている（34）
。NIP-142 は

5．ドラッグ・リプロファイリング

IKur、IK,ACh に加えて INa、Ito および ICa を遮断する（24,
35）
。さらに、NIP-142 はイヌの心室の有効不応期に

ドラッグ・リプロファイリングとは、特定の疾患

影響を与えずに、副交感神経型心房細動および心房

に有効な治療薬から別の疾患に対する新規の有効な

粗動を抑制したと報告されている（36）
。

薬効を見出すことであり、近年欧米を中心に活発に
展開されている新しい研究分野である。その代表例
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A

図４

B

シルニジピン
併用前

シルニジピン（5 mg/day）
3ヶ月後

透析前
K=5.5
mEq/L

透析前
K=5.6
mEq/L
HR: 59 bpm
QT: 445 ms, QTc: 442

HR: 61 bpm
QT: 416 ms, QTc: 422

透析後
K=3.5
mEq/L

透析後
K=3.5
mEq/L
HR: 51 bpm
QT: 515 ms, QTc: 477
図4

HR: 60 bpm
QT: 429 ms, QTc: 429

53 歳の女性の血液透析患者のシルニジピン併用前（A）およびシルニジピン（5 mg/ 日）併用 3 ヵ月後（B）における
第 II 誘導心電図における QT 間隔の変化（文献 43 から引用改変）

おわりに

は勃起不全（ED:Erectile dysfunction）治療薬のシル
デナフィルである。この薬物は、当初、冠動脈拡張
作用を作用機序とする狭心症治療薬として開発され

本稿で紹介した不整脈に対する薬理学的標的因子

たが、男性性器の勃起を促す作用を有することが確

の理解は有効かつ安全な抗不整脈薬の選択や候補化

認され、現在、ED 治療薬として使用されている。

合物（IKur 遮断薬、IK,ACh 遮断薬など）の開発におい

さらに、最近では肺高血圧症治療薬としても使用さ

て有用である。新薬の開発に加えてドラッグ・リプ

れている。以下に N 型 Ca 拮抗薬シルニジピンの新

ロファイリングの観点からの既存薬の評価は、難治

しい薬効を紹介する。

性不整脈に対する有望な治療戦略開発の突破口にな

シルニジピンは、L 型および N 型 Ca チャネル

るであろう。

2+

の両方を遮断する高血圧治療薬で、N 型 Ca チャ
2+

ネル遮断作用により交感神経の神経終末からのノル
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J-ISCP 会誌「心血管薬物療法」

Review

孤立性の発作性心房細動に対する
洞調律維持を目的とした抗不整脈薬療法
小松

隆

岩手医科大学内科学講座
心血管・腎・内分泌分野准教授

要旨
心房細動に対する洞調律維持（リズムコントロール）療法の最終目標は、自覚症状を改善させ、
生活の質（QOL; Quality of Life）と生命予後を向上させることにある。その治療薬として使用され
る抗不整脈薬は、薬剤の有効性に対する評価とともに、安全性（起こり得る副作用）に注意を払う
必要がある。
あくまでも、抗不整脈薬療法は根治療法ではなく対症療法であることを認識し、抗不整脈薬を
使用する際は、患者背景（特に、年齢、肝腎機能、基礎心疾患の有無と心機能）を考慮しつつ、長
期投与中の有害事象に注意を払わなければならない。有効かつ安全な抗不整脈薬療法を行うために
は、患者背景を充分に把握した上での慎重な管理や個々の症例に応じたテーラーメード治療が必要
となる。

キーワード

発作性心房細動、自律神経、抗不整脈薬、停止効果、予防効果

１．発作性心房細動の病態と洞調律維
持療法の適応

ど障害されない自覚症状、②永続性心房細動、③著
名な左房径拡大（50mm 以上）、などがあげられる。
心房細動は心内血栓を形成するのみでなく、①心

心房細動の成因には、自律神経、基礎心疾患、血

室拍数の増加に伴う拡張期時相の短縮、②心房収

行動態異常 , 炎症、内分泌異常 , 電解質異常、スト

縮 (atrial kick) による補助ポンプ機能の消失、③不

レスならびに併用薬剤などが関与している。いかな

規則な調律による心房心室順次応答の欠如、④僧

る因子がどの程度心房細動の発症に影響を及ぼして

房弁開口中の心室収縮による僧房弁逆流、⑤頻拍

いるのかは、症例毎に個人差がある。このように、

の長期持続による頻拍性心筋症 (tachycardia-induced

心房細動の臨床像は多面的であるものの、その原因

cardiomyopathy), ⑤肺静脈灌流を左心室へ直接通す

を検索することは病態把握のみならず、治療戦略を

導管機能の欠如などの心血行動態的なデメリットを

決定する上でも重要である。

きたすことから、洞調律を維持する意義は大きい。

一般的に、抗不整脈薬による洞調律維持療法の積

また、洞調律維持療法を行う場合には、基礎心疾患

極的適応として、① QOL が障害される強い自覚症

に対する基本治療に加え、心房細動の発症様式を把

状、②発作性心房細動（7 日以内に自然停止、多く

握することも重要である（後述）。

は 48 時間以内）、③基礎心疾患がないがごく軽度、
④左房径の拡大がないか軽度の拡大（50mm 未満）、
⑤心房細動により血行動態あるいは心筋虚血が急激
に悪化する、などがあげられる。一方、心拍調節療
法の適応には、①無症候性あるいは QOL がほとん
13

２．洞調律維持療法開始前に必要な検
査と使用される抗不整脈薬

３．発作性心房細動の薬物的除細動
薬物的除細動においても、心房細動発症後 48 時

治療開始前に必要な検査として、胸部 X 線、標

間以上持続するか持続時間が不明な場合は、除細動

準 12 誘導心電図、血液検査、心臓超音波検査、ホ

前 3 週間と除細動後 4 週間の抗凝固療法が必須とな

ルター心電図、運動負荷心電図ならびに CT ╱ MRI

る（抗凝固療法の詳細は他項を参照）。一般的に、

検査などあげられるが、各々の検査所見における

抗凝固療法を施行せずに生じる除細動後の血栓塞栓

チェック・ポイントを表 1 に示す。

症の頻度は 1 〜 5% とされており、その 98% が 10

特に、肝腎機能障害例に対しては、抗不整脈薬の

日以内に発症している 1)。一方、心血行動態の破綻

代謝経路に負担をかけない薬剤選択をする必要があ

や心筋虚血が憎悪する心房細動に対しては、R 波

る。心不全合併例や高齢者では抗不整脈薬の代謝排

同期下での直流除細動（電気エネルギー 100J 以上）

泄能が低下し、血中濃度が上昇し易くなるために、

の適応となる。薬物的除細動の良い適応は基礎心疾

投与維持量の調節や併用薬剤に注意深い配慮が必要

患を合併しない孤立性発作性心房細動であり、特に

となる。また、基礎心疾患に合併した心房細動では

心房細動の持続時間が短いほど薬物的除細動効果が

抗不整脈薬の効果が減弱するのみでなく、催不整脈

期待できる。除細動目的にて使用される抗不整脈薬

や心機能低下にもより注意が必要となる。さらに、

の投与経路は，主に静脈内投与法と単回経口投与法

低 K 血症、低 Ca 血症や低 Mg 血症による電解質異

(pill-in-the-pocket) がある．日本循環器学会が勧告し

常が重なると、催不整脈も出現し易くなる。なお、

た心房細動治療ガイドライン (JCS2013 改訂版；心

本邦で使用可能な抗不整脈薬の薬物動態、有効血中

房細動の除細動 )2) を図１に示す。

濃度ならびに代謝経路を表２に示したので参照して

静脈内投与 1 〜 2 時間以内の I 群抗不整脈薬によ

頂きたい。

る除細動効果は、プロカインアミドが 20 〜 71%、

表1

ジソピラミドが 28 〜 68%、アプリンジンが 22 〜

Ⅰ.胸部X線検査
心拡大、肺うっ血、胸水貯留などの心不全の有無、基礎心肺疾患の検索
Ⅱ.標準12誘導心電図検査
心拍数、PQ間隔、QRS幅ならびにQT間隔、ST-T波形の評価
Ⅲ.一般血液検査
電解質、腎機能、肝機能、甲状腺機能、薬物血中濃度、BNP、D-ダイマー、
抗凝固療法中の凝固マーカー、その他の各抗不整脈薬特有の副作用の検索
Ⅳ.経胸壁ならびに経食道心臓超音波検査
基礎心疾患の検索、心機能評価、左房拡大や心腔内血栓、モヤモヤエコー
の有無、左心耳血流速度の測定、除細動前後における左心房機能の評価、
胸部大動脈における粥腫の有無
Ⅴ.ホルター心電図検査
合併する洞機能不全症候群や無症候性心房細動の検索、抗不整脈薬の
薬効評価や心室拍数調節に対する薬効評価
Ⅵ.トレッドミル･エルゴメーター運動負荷試験
心筋虚血や運動誘発性不整脈の検索、運動時の心室拍数調節に対する
薬効評価
Ⅶ.頭部CT･MRI検査
虚血性脳卒中の検索やその程度の評価、治療の適否

41%、シベンゾリンが 51 〜 78%、フレカイナイド
が 57 〜 92%、プロパフェノン※が 9 〜 55%、ピル
ジカイナイドが 39 〜 55%、ピルメノール※が 60%
と報告されている。一方、静脈内投与 1 〜 2 時間以
内のⅢ群抗不整脈薬による除細動効果は、アミオ
ダロンが 4 〜 34%、ソタロール※が 13 〜 52%、ド
フェチリド（Dofetilide）※ 14 〜 53%、イブチリド
（Ibutilide）※が 31 〜 51% と報告されている．以上、
停止効果は Na チャネル遮断の薬理作用を有する I

表1

群抗不整脈薬が K チャネル遮断の薬理作用を有す

表2
最大濃度到達
時間（時間）
キニジン
1～4
プロカインアミド
0.5～1.0
2
ジソピラミド
1.5
シベンゾリン
1.0～1.5
ピルメノール
リドカイン
経口薬なし
メキシレチン
2～4
アプリンジン
2～4
フレカイニド
2～4
プロパフェノン
2～3
ピルジカイニド
1～2
アミオダロン
3～7
ソタロール
2～4
2
ベラパミル
3.1
ベプリジル
数秒
アデノシン三燐酸
抗不整脈薬

半減期（時間）
6～8
3～5
4～8
5～6
8～10
13分
8～16
9～27
12～27
2～10
4～5
26日～107日
7～11
3～7
80
10秒前後

有効血中濃度
（μg/ml）
2～5
4～12
2～5
0.3～1.0
0.4～1.0
1～5
0.75～2.0
0.25～1.25
0.2～1.0
0.2～1.0
0.2～1.0
1.0～2.0
1～3.2
0.03～0.4
不明
不明

代謝経路

抗血栓対策

肝(80)・腎(20)
肝(40)・腎(60)
肝(40)・腎(60)
肝(20)・腎(80)
肝(30)・腎(70)
肝(90)・腎(10)
肝(90)・腎(10)
肝(100)
肝(40)・腎(60)
肝(90)・腎(10)
肝(5)・腎(95)
肝(100)
腎(100)
肝(90)・腎(10)
腎(100)
ー

心房細動
除細動

血行動態

安定

電気的除細動

あり
器質的心疾患
肥大心
不全心
虚血心
なし

>7日

持続日数

≤7日

表2

*1

*1
不安定

ベプリジル*2

ピルジカイニド
シベンゾリン
プロパフェノン
ジソピラミド
フレカイニド

❋1;以下の場合に海外ではアミオダロン投与も選択肢にふくまれるが、わが国の保険適応に抵触する可能性がある.
❋2;単剤で無効時にはベプリジツとアプリンジンや他のIc群薬の併用が著効することがある。

図1
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るⅢ群抗不整脈薬に比し優る成績が多い。この理

に際しても救急外来を受診することなく自己管理す

由として、K チャネル遮断薬は逆頻度依存性作用

ることも可能となるが、施行前に医師の監視下で頓

を示すのに対し、Na チャネル遮断薬は頻度依存性

服治療の有効性と安全性を確認する必要がある。単

作用を示すことから、I 群抗不整脈薬は心房興奮頻

回経口投与法による停止効果を表４に示したので

度の著しく多い頻拍時にも伝導抑制効果が期待さ

参照して頂きたい。なお、JCS2013 改訂版では 2)、

れる。また、心房筋の再分極後不応期を延長する

単回経口投与量は安全性を考慮してシベンゾリン

作用、興奮前面の曲率半径を増大させる作用、肺

100mg、ピルジカイナイド 100mg、フレカイナイド

静脈局所から発生する異常興奮や同部に存在する

100mg、プロパフェノン 150mg を基準とし、高齢

伝導遅延部位の伝導途絶を促す作用などが関与し

者や肝腎機能低下例ではさらなる減量を考慮する。

ている（※は本邦未承認の薬剤）。

また、静脈内投与法ならびに経口単回投与法のいず

筆者らの施設では、好発時間帯から発作性心房細

れにおいても，抗不整脈薬の血中濃度が急激に上昇

動例の自律神経緊張のタイプを推測し、交感神経

することから，心電図モニターにおける QRS 幅や

優位の時間帯に発症する日中型（午前 7 時〜午後 5

QT 時間の変化を厳重に監視しつつ治療する。

時）、副交感神経優位の時間帯に発症する夜間型（午

一方、持続性心房細動（7 日以上持続）では QOL

後 5 時〜翌午前 7 時）、好発時間帯に抑揚がない混

障害を伴う自覚症状がある場合や、高周波心筋焼灼

合型（両時間帯に出現）に分類し、各タイプにお

術前の洞調律を復帰させる場合などに薬物的除細動

ける抗不整脈薬の静脈内投与による薬物的除細動

が選択される。しかし、電気的除細動に比し薬物的

効果を比較した。その結果、夜間型の薬物的除細

除細動はその効果が低く、最近の J-RHYTHM 研究

動効果にはジソピラミドならびにシベンゾリンの

では除細動せずに心拍調節療法により優れた QOL

静脈内投与が 、日中型にはシベンゾリンの静脈内

が維持されていることから 6)、その必要性を十分に

投与が有効であり 4)、好発時間帯をみることにより、

検討した上で適応の是非を判断することが望まし

治療効率のよい薬剤選択が可能であることが示さ

い。

3)

れた（表３）。

なお、臨床的に薬物的除細動を困難にさせる影響

一 方、 単 回 経 口 投 与 法 (pill-in-the-pocket) と は、

因子として、心房細動持続時間（7 日以上）、左房

薬剤を持ち歩き、不整脈発作時に患者自身の判断に

径の拡大（50mm 以上）、基礎心疾患（心弁膜症や

よりその薬剤を頓服させる方法である 。この方法

虚血性心疾患）の合併等があげられている。

5)

によれば、発症早期の薬剤使用を可能とし治療効果

４．発作性心房細動の薬物的再発予防

を高めるだけでなく、夜間や外出先での不整脈発作
表3
抗不整脈薬（静脈投与量）

日中型

夜間型

混合型

ジソピラミド（50mg） 症例数
停止率

3/16
18.8%

10/18
55.6%

9/41
22.0%

16/24
66.7%

シベンゾリン（70mg） 症例数
停止率

欧米では、一般的に抗不整脈薬は本邦標準量に比
し 1.5 〜 2 倍の高用量で投与されており、使用され

**

**
14/20
70.0%

る抗不整脈薬の種類も本邦とは異なっている。最初

20/48
41.6%

に、欧米における治療成績を以下に示す。

**
**
アプリンジン（100mg） 症例数
停止率

7/20
35.0%

2/10
20.0%

** p<0.05

Ⅰ群抗不整脈薬であるフレカイニド（100mg 〜

9/44
20.5%

300mg ╱日）の洞調律維持効果は 6 ヶ月後が 60 〜
71%、12 ヶ月後が 62 〜 77%、プロパフェノン（450mg

文献 3),4)より引用一部改変

表3

〜 1200mg ╱日）の洞調律維持効果は 6 ヶ月後が

表4
抗不整脈薬
フレカイニド
プロパフェノン
ピルメノール
ピルジカイニド
アミオダロン
シベンゾリン

頓用量
300mg
600mg
200mg
150mg
30mg/kg
200mg

1.5時間後 2時間後 3時間後 8時間後 24時間後
59％
51％

78％
72％

44％
45％
50%

75％

64％

57%、12 ヶ月後が 45 〜 55% と報告されている。一

報告者
Capucci A, et al:1992
Capucci A, et al:1992
Atarashi H, et al:1996
Atarashi H, et al:1996
Andrivet, et al:1994
島田恵、他:2006

方、Ⅲ群抗不整脈薬であるソタロール（160mg 〜
960mg ╱日）の洞調律維持効果は 6 ヶ月後が 46 〜
50%、12 ヶ月後が 37 〜 70%、アミオダロン（200mg

表4

〜 300mg ╱日）の洞調律維持効果は 12 ヶ月後が 50
15
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〜 80% と報告されている。

(%)
100

Ⅰ群ならびにⅢ群抗不整脈薬の再発予防効果を検

リズム治療群
レート治療群

洞調律維持率（％）

討した大規模比較試験（CTAF 研究）によれば 7)、
アミオダロン ( 平均 186 ± 48mg/ 日 ) による 12 ヶ
月後ならびに 24 ヶ月後の再発予防効果はそれぞれ
66%,51% であり、Ⅰ群抗不整脈薬プロパフェノン
( 平均 471 ± 121mg/ 日 ) の 45%,37% やソタロール
( 平均 224 ± 83mg/ 日 ) の 48%,34% に比し再発予防

80

60

40

20

効果がより優れていた。また、AFFIRM 試験のサブ
解析結果でも 8)、12 ヶ月後の再発予防効果はアミオ

0

ダロンが 62%、ソタロールが 38%、Ⅰ群抗不整脈

1ヶ月

3ヶ月

6ヶ月

1年

1.5年

2年

2.5年

3年

図3

薬が 23% であり、アミオダロンの再発予防効果が
最も優れていたと報告している。欧米で認可された

再発した発作性心房細動例を対象とした他剤の無作

ドロネダロン（Dronedarone; 400mg ╱日 ) ※の発作

為比較試験では、12 ヶ月後ならびに 24 ヶ月後の再

性ならびに持続性心房細動に対する洞調律維持効果

発予防効果はそれぞれピルジカイニド（150mg ╱

は、6 ヶ 月 後 が 50 〜 64%、12 ヶ 月 後 が 35 〜 40%

日）が 33%,31%、フレカイニド（150mg ╱日）が

と報告されているものの、メタ解析結果によればア

33%,30%、 ベ プ リ ジ ル（150mg ╱ 日 ） が 21%,16%

ミオダロンに比し再発予防効果はやや劣るとされて

であった 10)。また、2 剤以上のⅠ群抗不整脈薬投与

いる。なお、アミオダロンは心房細動が再発しても

後に再発した難治性発作性心房細動例を対象とした

良好な心室拍数の徐拍化効果（16 〜 20% 低下）も

アミオダロン（100mg 〜 200mg ╱日）による 12 ヶ

認められ、同時に心拍調節薬としての薬理作用も期

月後の再発予防効果は 43% であり、未使用の他剤

待できる（※は本邦未承認の薬剤）。

Ⅰ群抗不整脈薬による再発予防効果の 18% に比し

一方、本邦による JCS2013 改訂版

では基礎心

有意に高率であった 11)。ただし、前述の報告は観察

疾患（肥大心、不全心、虚血心）を合併しない再

期間中における 2 〜 4 週間毎の定期心電図検査によ

発性心房細動に対して、Ⅰ群抗不整脈薬が適応に

り、1 度でも心房細動を認めればイベントありとし

なることを勧告している ( 図２；心房細動の再発予

た基準で再発を評価している。さらに、カルジオフォ

防）。本邦標準投与量での無作為比較試験を行った

ン（携帯型心電図モニター）を用いた本邦の多施設

筆者らの成績によれば、12 ヶ月後ならびに 24 ヶ月

共同試験では、1 ヶ月後のフレカイニド 100mg ╱日

後の再発予防効果はそれぞれジソピラミド（300mg

ならびに 200mg ╱日投与の再発予防効果はそれぞ

╱ 日 ） が 51%,47%、 ア プ リ ン ジ ン（60mg ╱ 日 ）

れ 9.4%,39.4% と用量依存性に有効性が高まること

が 35%,21%、 シ ベ ン ゾ リ ン（300mg ╱ 日 ） が

を報告している 12)。ただし、心房細動の再発に対す

47%,37% であった 9)。さらに、前述の抗不整脈薬に

る検出方法により、その予防効果も影響されること

2)

に注意が必要である。なお、Ⅰ群抗不整脈薬治療抵
抗性の発作性心房細動に対して、少量あるいは中等

アップストリ－ム治療

あり

心房細動
再発予防

器質的心疾患
肥大心
不全心
虚血心
なし

量ベプリジル（50 〜 150mg/ 日）の併用により、発

アミオダロン*1
ソタロール*2

作回数を 10% 未満に抑制できたとする報告も見受
けられる 13)。

アブレーション

本邦の 182 施設で登録された発作性心房細動 885

ピルジカイニド
シベンゾリン
プロパフェノン
ジソピラミド
フレカイニド

例に対して、抗不整脈薬（リズム治療群）による洞
調律維持効果が検討された J-RHYTHM 試験 6) によ

❋1;Ｎａチャネル遮断薬以外に、持続性心房細動の除細動がベプリジルで成功した場合には同剤を再発予防に使用することがある。
❋2;ソタロールは虚血性心疾患に伴う心房細動の再発予防に効果を示すが、保険適応は認められていない。また、ベプリジルや
アプリンジンが心機能低下例において有効とする報告がある。

図2

れば、洞調律維持率は 6 ヵ月後〜 12 ヵ月後が 85%、

図2

24 ヵ月後が 82%、36 ヶ月後が 70% であった。一方、
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表5

心拍調節薬（レート治療群）による洞調律維持効果

検討因子

Odds比 (95%CI)

CHADS2 スコア
左室駆出率 (%)
心房細動の慢性化
抗凝固療法
混合型の発症パターン
スタチン
糖尿病
基礎心疾患
左室拡張末期径 (mm)
基礎肺疾患
夜間型の発症パターン
有症候性
高血圧
脂質異常症
加齢 (年)
RAAS系阻害薬
男性
喫煙
左房径 (mm)
病歴期間 (ヵ月)

は、6 ヵ月後が 71%、12 ヵ月後が 66%、24 ヵ月後
が 63%、36 ヶ月後が 42% と抗不整脈薬による洞調
律維持療法に比しより低率であった（図３）。筆者
らの施設では、Ⅰ群抗不整脈薬治療抵抗性の発作性・
持続性心房細動 55 例を対象に、電気的除細動後ア
ミオダロン内服による再発率予防効果を検討したと
ころ、その後の非再発率は 6 ヶ月後が 67%、12 ヶ

4.857 (3.329 – 7.085)
0.967 (0.937 – 0.996)
2.555 (1.086 – 6.014)
0.406 (0.231 – 0.982)
1.889 (0.740 – 4.822)
7.002 (0.364 – 134.7)
4.287 (0.229 – 14.68)
1.467 (0.825 – 5.429)
1.040 (0.979 – 1.104)
2.526 (0.553 – 11.53)
0.499 (0.156 – 1.598)
0.596 (0.239 – 1.485)
1.954 (0.286 – 8.914)
0.188 (0.009 – 4.004)
0.986 (0.954 – 1.019)
1.344 (0.639 – 2.829)
0.760 (0.326 – 1.772)
1.177 (0.503 – 2.755)
1.007 (0.961 – 1.056)
2.555 (0.990 – 1.008)

P-value
0.001
0.029
0.032
0.045
0.183
0.197
0.200
0.214
0.202
0.232
0.242
0.267
0.282
0.284
0.412
0.436
0.525
0.707
0.760
0.796

(N=459,平均観察期間;50±36ヵ月)

月後が 56% であった 14)。さらに、Ⅰ群抗不整脈薬

表5

治療抵抗性の発作性・持続性心房細動 71 例を対象
とした多変量解析の結果では、左室駆出率の低下が

5．おしまいに

アミオダロン内服後の再発予防における独立した予
測因子となった 15)。現在、基礎心疾患を合併した心

最近になって、発作性心房細動に対する抗不整脈

房細動に対する抗不整脈薬の保険適応は、心不全例

薬療法では、非弁膜症性心房細動例の脳卒中リスク

や肥大型心筋症例に対するアミオダロン、持続性心

層別化指標として広く普及している CHADS2 スコ

房細動例に対するベプリジル以外は本邦では認めら

アも、その再発予防効果を反映する良い指標と報告

れてはいない。このように、心不全を合併した心房

されている 18)。洞調律維持療法下における心房細

細動例に対して薬物的除細動ならびに再発予防を試

動の慢性化は、心血管事故（突然死、心不全、血栓

みる場合には、心血行動態が安定した段階に限定し、

塞栓症）発症の独立した予測因子であり 19)（表５）、

その使用にも十分な注意が必要である。注意すべき

より長期の洞調律維持が理想的であるものの、心機

ポイントは、①抗不整脈薬の持つ陰性変力作用（心

能低下例に対する不用意なⅠ群抗不整脈薬の長期投

機能抑制）、②うっ血や血流低下に伴う肝腎代謝能

与は、逆に生命予後を悪化させることを忘れてはな

低下による薬物血中濃度の上昇、③多形性心室頻拍

らない 20)。その治療目標を達成させるためには、患

（Torsade de pointes）などの催不整脈出現、④抗心不

者背景を充分に理解しつつ、常に患者側のリスク／

全薬に使用される薬剤との相互作用などがあげられ

ベネフィットのバランスを配慮して薬剤投与が行わ

る。

れるべきであろう。

また、本邦における J-BAF 研究によれば

16)

、ベ

プリジルにより洞調律復帰した症例に対してカルジ
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図説
表 1：心房細動患者に対して必要な基本的検査
受診時に必要な検査と、各検査所見のポイ
ントを示す。
CT; computed tomography
MRI; magnetic resonance imaging
BNP; brain natriuretic peptide.（脳性ナトリウム
利尿ペプチド）
表 2：各抗不整脈薬の薬物動態、有効血中濃度なら
びに代謝経路
薬剤の選択は、患者の病態・合併症と薬物
動態を照らし合わせながら、注意深く行うこ
とが重要である。
表 3：好発時間帯からみた各抗不整脈薬静脈内投与
による薬物的除細動効果
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図 2：日本循環器学会心房細動治療（薬物）ガイド

心房細動の好発時間帯をみることで、治療

ライン (2013 年改訂版 ) による心房細動の再

効率のよい薬剤選択が可能となる。

発予防。

表 4：抗不整脈薬の単回経口投与法 (pill-in-the-pocket)

器質的心疾患を有しない再発性心房細動に

による発作性心房細動の薬物的除細動効果
単回経口投与法は、不整脈発作時に患者自

対しては、Ⅰ群抗不整脈薬が適応となる。
図 3：J-RHYTHM 研究における発作性心房細動例

身の判断で薬剤を頓服する方法をいい、それ
による発作停止効果を示す。

に対するリズムならびにレートコントロール

表 5：発作性心房細動例における抗不整脈薬療法下

療法の洞調律維持率

の心血管事故予測因子

発作性心房細動例に対するリズム治療群（抗

洞調律維持療法下における心房細動の慢性

不整脈薬）ならびにレート治療群（心拍調節薬）

化は、心血管事故の独立した予測因子である。

の洞調律維持率の比較。リズム治療群はレー

RAAS; renin-angiotensin-aldosterone system

ト治療群に比し、洞調律維持効果が高かった。

図 1：日本循環器学会心房細動治療（薬物）ガイド
ライン (2013 年改訂版 ) による心房細動の除
細動。
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J-ISCP 会誌「心血管薬物療法」

Review

心不全・低心機能に伴う心房細動に対する
薬物を用いたリズム治療
志賀

剛

東京女子医科大学循環器内科

要旨
心不全・低心機能患者には心房細動がしばしば合併する。心不全・低心機能という病態にあっ
ては血行動態の面からは洞調律のほうが有益であり、生命予後や自覚症状の改善も期待される。心
不全急性期・非代償期に血行動態が不安定であれば、電気的除細動を行うが、すぐ再発する例も少
なくない。このため、除細動後の洞調律維持（心房細動予防）にも薬物によるリズム治療の役割が
ある。心不全・低心機能に伴う心房細動に対するリズム（洞調律維持）治療として抗不整脈薬を使
用するのであれば、有効性および安全性の面からアミオダロンが推奨される。心不全慢性期・代償
期における心房細動に対するリズム治療としてのアミオダロンの特徴は、抗不整脈薬のなかで最も
強力な洞調律維持効果を有し、心抑制が少ないという利点と肺毒性をはじめ重篤な心外副作用の頻
度が多いという欠点である。

キーワード

アミオダロン、抗不整脈薬、心不全、心房細動、心機能

はじめに

NYHA 心機能分類Ⅲ度、Ⅳ度の患者では、3 〜 5 割
1)
が心房細動を合併しているといわれている。
（図１）

心房細動は心不全患者の約 40% に合併するとい

また、Framingham Heart Study によると心不全患者

われ、心不全の重症度が高くなるほどその頻度も高

に合併する心房細動は生命予後に影響するという結

くなる。一方、心房細動は心不全発現のリスク因子

果が報告されている。2) このため心不全患者におけ

であり、心不全患者の生命予後を規定する因子でも

る心房細動は治療の標的になるが、そのゴールは心

ある。心不全・低心機能に伴う心房細動に対する薬

不全治療の目的である生命予後および QOL の改善

物を用いたリズム治療は、単に「心電図上の洞調律」

でなければいけない。

ではなく、心不全治療のゴールである生命予後の改
善、生活の質（quality of life; QOL）を目的にしなけ

NYHA心機能分類
Ⅰ

ればならない。本稿では、心房細動に対する薬物を

Ⅱ-Ⅲ

Ⅲ-Ⅳ

Ⅳ

心房細動合併率（％）

60

用いたリズム治療について、心不全の急性期・非代
償期と慢性期・代償期に分けて概説する。

心不全と心房細動の関係

49.8
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25.8

20
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10.1

14.4

15.4

V-HeFT

CHF-STAT

28.9

4.2
SOLVD
SOLVD
Prevention Treatment

DIAMOND GESICA CONSENSUS
CHF

SOLVD, Studies Of Left Ventricular Dysfunction ; V-HeFT, Vasodilator in Heart Failure Trial; CHF-STAT, Survival
Trial of Antiarrhythmic Therapy in Congestive Heart Failure; DIAMOND CHF, Danish Investigations of Arrhythmia
and Mortality on Dofetilide Congestive Heart Failure; GESICA, Grupo de Estudio de la Sobrevida en la Insuficiencia
Cardiaca en Argentina; CONSENSUS, Cooperative North Scandinavian Enalapril Survival Study
NYHA, New York Heart Association

心不全患者には心房細動がしばしば合併し、New
York Heart Association (NYHA) 心機能分類の重症度

図1. 心不全患者における心房細動合併率
図 1．心不全患者における心房細動合併率
文献1)より改変
文献 1) より改変

が高くなるほど心房細動の合併率が高くなる。特に
21

および心房細動予防が推奨されている。

心不全

アミオダロンは Vaughan Williams 分類のⅢ群抗不

心房細動

整脈薬に分類されている。しかし、K チャネル遮断
不均一な収縮様式
心房不応期の変化
心房の伸展
（容量負荷/ 圧負荷）
心房組織の線維化/肥大
交感神経活性↑
レニン‐アンジオテンシン系↑

作用ばかりでなく、Na チャネルや Ca チャネル遮断

心房‐心室の同期性消失
心房ポンプ機能の消失
速い心室レート
不規則な心室収縮
頻脈誘発性心筋症
心房性利尿ホルモン↑

作用、交感神経抑制作用、甲状腺機能修飾作用など
を有し、複雑な薬理効果を呈する。アミオダロンの
薬理作用は急性作用と慢性作用とでは異なり、静注
時（急性作用）は Na チャネル、L 型 Ca チャネルの
遮断作用が前面に出て K チャネル遮断作用は遅延整

図 2．心不全と心房細動との関係

流 K+ 電流の速いコンポーネント（IKr）の抑制が主

図2.心不全と心房細動との関係

心不全に陥ると、不均一な収縮様式、心房不応期

といわれる。5) 当院で検討した静注アミオダロンに

の変化、容量負荷 / 圧負荷など心房の伸展性の問題、

よる心房細動の停止効果は 18 例中 15 例に認められ、

組織の線維化および肥大化、また全身の交感神経の

そのほとんどが静注開始から 10 時間以内に停止し

活性化やレニン・アンジオテンシン系の亢進といっ

ていた。6) さらにアミオダロンは除細動や心房細動

た変化が起こることで心房細動が発現しやすく、か

予防のみならず、房室伝導抑制から心拍数コント

つ心房細動がいったん発現するとより促進・維持さ

ロールとしての役割もこの病態では有利に働く。一

せる方向に働く。一方、心房細動になると心房ポン

方、電気的除細動を行ってもすぐ再発する例も少な

プ機能の消失、速い心室レート、不規則な心室収縮

くない。このため、除細動後の洞調律維持（心房細

から心拍出量の減少、心房−心室の同期性の消失に

動予防）にもアミオダロン静注の役割がある。また

よる僧房弁逆流の増大、さらには頻脈誘発性心筋症

アミオダロンには血管拡張作用があり、全血管抵抗

などを引き起こす。（図 2）心房細動と心不全はこ

を低下させるとともに左室拡張末期圧を低下させ、

のように密接に関わっており、いずれかが起こると

心拍出量を増加させる。7) このため、血行動態に面

悪循環に陥ってしまう。心不全に合併する心房細動

からもアミオダロンは有利である。

の治療は、この悪循環をいかに断ち切るかが鍵であ

一方、純粋な K チャネル遮断薬であるドフェチ

る。

リドを用いた Danish Investigations of Arrhythmia and
Mortality on Dofetilide（DIAMOND）では心不全に伴っ

急性期・非代償期におけるリズム治療

た心房細動に対する停止および予防効果の有用性が
報告されている。8) 日本では純粋な K チャネル薬と

心不全の急性期・非代償期における心房細動の出

して致死性心室性不整脈に適応のあるニフェカラン

現は心拍出量を低下させ、血行動態をさらに悪化さ

トの静注薬がある。ニフェカラントは陰性変力作用

せる。心室レートの速い心房細動への緊急治療は洞

を有さず、心室のみならず心房の不応期も延長する。

調律に復し、心室レートを低下させ、血行動態を改

重症心不全に伴った心房性頻拍性不整脈に対するニ

善方向に傾けることが重要である。洞調律に復する

フェカラント静注の報告では、2 例に対し心房性頻

と正常な房室興奮過程が回復し心拍が規則的にな

拍性不整脈持続中にニフェカラントの静注（0.20 〜

り、心拍数が低下し、心房ポンプ機能が働くことで

0.30 mg/kg）を行ったところ、3 回中 2 回は不整脈が

左室収縮能は改善する。

停止した。さらに４例に対し洞調律維持のため延べ
6 回のニフェカラントの持続静注（0.15 〜 0.40 mg/

ヨ ー ロ ッ パ 心 臓 病 学 会（European Society of
Cardiology; ESC）の心房細動治療ガイドライン

kg/ 時）を行ったところ、5 回に予防効果を認めた。

3,4)

では、心不全患者における心房細動へのリズムコン

しかし、1 例で Torsades de pointes から心室細動が発

トロールとして、血行動態不安定例への電気的除細

現しており、催不整脈作用の危険性は高い。9)

動による停止、重症心不全例（NYHA 心機能分類Ⅲ、
Ⅳ度）に対するアミオダロンによる薬理学的除細動
22

く、心房細動の再発も有意に減少させることが示さ
洞調律の割合（%）

れた。さらに、アミオダロンによる洞調律復帰群と
心房細動持続群を比較すると、復帰群のほうが生存
率も高かった。13) 当院の成績では、心不全患者での
アミオダロンによる心房細動の再発予防効果は 1 年
で約 70% であった。14) 現在まで欧米で報告されて
いる心房細動に対するアミオダロンの洞調律維持効

NYHAⅡ度以上の割合
アミオダロン使用頻度

50％
35%*

23％
63%

果は 1 年で約 7 割である 15) こと、CTAF や AFFIRM

71％ 100％
56% 82%

におけるアミオダロンの洞調律維持効果と比較して

* SR維持のうち

図 3．大規模試験におけるリズムコントロール群の洞調
図3.
大規模試験におけるリズムコントロール群の洞調律維持効果
文献16)より改変
律維持効果
文献 16) より改変

も低用量アミオダロン治療を行っている日本での効
果は欧米に比し劣るものではないと思われる。
このような背景から心房細動を対象とした大規模

慢性期・代償期におけるリズム治療

試験をみると時代とともに心不全患者（NYHA 心
機能分類Ⅱ度以上）の割合が増加し、アミオダロン

心不全・低心機能例に対するリズム治療として使

の使用頻度も増えてきている。16)（図 3）その洞調

用する抗不整脈薬は洞調律維持効果が高く、心抑制

律維持率は高く、アミオダロンによるリズム治療の

のないことが条件となり、エビデンスが確立してい

効果が示されているといっていいだろう。

るのはアミオダロンである。アミオダロンの薬理

心不全患者ではしばしば腎機能障害を伴う。アミ

作用は前述したように複雑であるとともに多面性

オダロンは肝代謝型であり、腎機能障害例にも用法・

を有する。その特徴は、抗不整脈薬のなかで最も

用量を変更することなく使用できる利点がある。17)

強力な洞調律維持効果があり、陰性変力作用が弱

ただし、アミオダロンには甲状腺障害や肺毒性のリ

く、血管拡張作用があり、房室伝導抑制効果もある

スクがある。17) とくに甲状腺機能亢進症は心房細動

という利点と肺毒性や甲状腺障害といった心外副

の頻度を増加させ、心不全を悪化させるため、その

作用があるという欠点に集約される。Canadian Trial

ケアが必要である。

of Atrial Fibrillation（CTAF）ではアミオダロンがプ

心不全・低心機能例に対する
リズム治療の役割

ロパフェノンやソタロールより心房細動の予防効果
が高く、強力な心房細動抑制効果があることが示さ
れた。10) また Atrial Fibrillation Follow-up Investigaton
of Rhythm Management（AFFIRM）試験のサブ解析

従来、心不全患者では心房細動を合併すると血行

でも、Ⅰ群抗不整脈薬あるいはソタロールよりもア

動態を悪化させるため、洞調律に戻し、維持するこ

ミオダロンの洞調律維持効果が優っていることが示

とが重要視されてきた。しかし、心不全患者におけ

され、その効果は 1 年で 66% だった

る心房細動に対してリズムコントロールという治療

。

11)

心不全に伴う心房細動の治療ついて、Stevenson ら

戦略が予後を改善するのかは不明であり、この点を

は Cardiac Arrhythmia Suppression Trial（CAST） が 報

明らかにするために Atrial Fibrillation and Congestive

告された 1990 年以前と以降の成績を比較すると後

Heart Failure（AF-CHF）試験が行われた。18) 左室駆

者の累積生存率が高かったと報告している。12) こ

出率が 35％以下で心不全の既往（NYHA 心機能分

の理由として 1990 年以降 ACE 阻害薬、ワルファ

類Ⅱ〜Ⅳ度）のある心房細動患者 1376 例を対象と

リンによる抗凝固療法、そしてアミオダロンの使

している。無作為化試験で、リズムコントロール群

用頻度増加が挙げられた。また、心房細動患者に

（682 例）は主にアミオダロン（82%）を使用し、抗

限 定 し た Congestive Heart Failure Survaival Trial of

不整脈薬無効例はアブレーションも可とされ、レー

Antiarrhythmic Therapy（CHF-STAT）のサブ解析では、

トコントロール群（694 例）はβ遮断薬、ジゴキシ

プラセボ群よりアミオダロン群で洞調律復帰率が高

ン、あるいは両者を用いて安静時 80bpm 未満、6 分
23

が心不全増悪の主要因となる時期）に行うとリズ

生存率（%）

レートコントロール

ム治療の有用なツールになることが示唆されてい

リズムコントロール

る。20) 一方、少数例ではあるが心不全（その 90%
は NYHA 心機能分類Ⅲ度）に伴った持続性心房細
動に対してカテーテルアブレーションによるリズム
治療の効果を検討した無作為化試験によると、カ
テーテルアブレーション治療による洞調律維持効果

観察期間（月）

は 6 ヶ月で 50% であり、薬物によるレートコントー

リズムコントロール
レートコントロール

ル治療に比し、左室駆出率は軽度改善するも（+8.2

図 4．AF-CHF 試験の主結果（心血管死）
文献 18) より改変

± 12.0% vs +1.4 ± 5.9%; p=0.032）、N-terminal proBNP 値や 6 分間歩行距離、QOL には優位性がなく、

図4. AF-CHF試験の主結果（心血管死）

間歩行時 110bpm 未満を目標に用量設定し、目標に

合併症も 15% に認められた。21)

文献18)より改変

到達しない場合は房室結節アブレーション＋ペース

持続性心房細動を有する NYHA 心機能分類Ⅱ〜

メーカーも行うというものであった。一次エンドポ

Ⅲ度の心不全（左室駆出率 40% 未満）例で植込み

イントである心血管死には両群で有意差がなかっ

型除細動器治療を受けている 203 例に対し、カテー

た。（図 4）さらに心不全増悪についても差がなかっ

テルアブレーションあるいはアミオダロンによる

た。この結果、それまで洞調律維持を目指したリズ

リズムコントロール治療の効果を比較した Ablation

ムコントロールを主としていた心不全患者の心房細

vs Amiodarone for Treatment of Atrial Fibrillation in

動治療に、レートコントロールという治療戦略が成

Patients With Congestive Heart Failure and an Implanted

り立つことが立証された。ただ、48 ヶ月目の調律

ICD/CRTD（AATAC）では、
カテーテルアブレーショ

をみるとリズムコントロール群の 80% が洞調律で

ン群のほうがアミオダロン群に比し、24 ヶ月以上

あり、レートコントロール群では 62% しか心房細

の観察期間で有意に心房細動非再発率が高かった

動でなかった。また、サブ解析において洞調律維持

と報告された（70% vs 34%, P<0.001）。22)（図 5）さ

（観察期間中の洞調律である頻度≧ 61%）が必ずし

らに死亡もカテーテルアブレーション群で少なかっ

も予後（生命予後、心血管死、心不全増悪）を改善

たと報告されている（8% vs 18%, P<0.001）。なお、

するものではなかったと報告された。

無作為化後 3 ヶ月以内は Treatment period (blanking

19)

心不全を対象とした試験の難しさは様々な要因が

period) として心房細動の再発あるいは再カテーテ

心血管イベントに影響することである。さらにこれ

ルアブレーションはカウントされていない。ちなみ

ら要因が各患者の年齢、基礎疾患、重症度などによっ

にこの blanking period にカテーテルアブレーション

て異なるので複雑である。AF-CHF の結果は決して

群では平均 1.4 回のカテーテルアブレーションが施

リズム治療を否定するものではないが、個々の心不

行され、アミオダロン群では 51% が電気的除細動

全患者において心房細動がどの程度病態へ寄与して
心房細動/粗動/頻拍非回避率

いるかによってリズム治療の役割も変わってくる。

カテーテルアブレーション時代におけ
るアミオダロンによるリズム治療
近年、心房細動に対するカテーテルアブレーショ

Group 1（カテーテルアブレーション, n-102）

Group 2（アミオダロン n-10１）

ンの進歩により、心不全合併例においてもリズムコ
ントロール治療としての役割が期待されてきてい

再発までの期間（月）

図 5．AATAC 試験の主結果（心房細動再発）
文献 22) より改変
図5. AATAC試験の主結果（心房細動再発）

る。限られた心不全患者であるが、カテーテルアブ
レーションは心不全としての病初期（心房細動発現

文献22)より改変
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J-ISCP 会誌「心血管薬物療法」

Review

致死性の心室性不整脈に対する
薬物を用いたリズム治療
神田

茂孝、吉岡公一郎

東海大学

内科学系循環器内科

要旨
致死性の心室性不整脈は持続性心室頻拍，多形性心室頻拍（torsade de pointes などを含む）お
よび心室細動に分類される。基礎心疾患を有する続発性例が多いが，基礎心疾患を有さない特発性
例もなかには存在する。治療の最重要課題は発症時の重篤な不整脈の解除および再発予防である。
再発予防では ICD などの非薬物療法が考慮される場合があるが、抗不整脈薬の併用例は多く、その
適切な使用が要求される。これらをふまえて、本稿では致死性の心室性不整脈に対する薬物治療に
よるリズム治療を述べることとする。

キーワード

心室頻拍，多形性心室頻拍、torsade de pointes、心室細動、アミオダロン，
ニフェカラント、ソタロール

はじめに

以内でも血行動態の破綻のため停止処置を必要と
するものと定義される。持続性心室頻拍は不整脈
による突然死の主因の一つであり 3），4）、頻拍レート

不整脈死の原因は心室性不整脈が主であること
は周知の事実である 1），2）。致死性の心室性不整脈

が 200 拍 / 分を超えると高率に意識消失を来たし、

には持続性心室頻拍，多形性心室頻拍（torsade de

心機能の低下例ではより低い頻拍レートでも認め

pointes などを含む）および心室細動がる。多くの

られる。実際の治療としては ICD 植込みや経皮的

例が基礎心疾患を有する続発性例であるが，諸検査

カテーテル心筋焼灼術（Radiofrequency

を行っても異常が認められない特発性例も存在す

Ablation：RFCA）が選択されることがあるが、薬

る。心停止は持続性心室頻拍または心室細動による

物療法が併用されることが多い。

ものが多く

Catheter

1）
，2）

，再発率は高く突然死の高リスク群

持続性心室頻拍に対する治療

である。突然死の予防は二次予防となり、植込み型
除 細 動 器（Implantable

Cardioverter

Defibrillator：
（１）頻拍発作時の治療

ICD）が最も有効で治療の第一選択となるが、多く
の場合抗不整脈薬などが併用される。

意識障害を伴ったり血行動態を破綻する持続性心
室頻拍では，まず直流通電を行う。直流通電後も単
形性心室頻拍が再発する場合は，アミオダロン，ニ

1．持続性心室頻拍

フェカラントまたはリドカインの静注後，再度直流

持続性心室頻拍はヒス束の分岐部以下を起源とす

通電を行う 5），6），7）。血行動態が安定している場合

る wide QRS 頻拍で，30 秒以上持続するか，30 秒

にはまず薬物治療を行う。続発性の例ではアミオダ
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ロンまたはニフェカラントを第一選択薬として静注
し

室細動への前駆的不整脈といえる。特発性多形性心

5）
，6）
，7）

、上記薬剤が使えない場合や心筋梗塞急

室頻拍の代表的なものに，Brugada 症候群・カテコ

性期の心室頻拍では心抑制が少なく虚血心筋により

ラミン誘発多形性心室頻拍・QT 短縮症候群がある。

特異的に作用することからリドカインも選択される

さらに明らかな誘因や心電図学的特徴も認められな

。

い特発性多形性心室頻拍・心室細動も存在する。

6）

（２）再発予防

心室細動は複数の異所性興奮が心室内で無秩序に

基礎心疾患の有無で治療法が異なり、続発性の例

発生し、興奮頻度 200 〜 300 回 / 分 の周期で持続し

では ICD 植込みが、特発性の例では RFCA が選択

ている状態である。心電図では基線の細かい揺れが

されることが多い。薬物治療は何らかの理由で ICD

記録され P 波 , QRS 波 , T 波が認められない。統制

の植込みができない場合や ICD 植込み例で心室頻

された心収縮がなく、有効心拍出量は保てないため、

拍の再発と作動を減少させるために行われ、経口ア

高率に死に至る最も重篤な不整脈である。原因疾患

ミオダロンまたはソタロールが選択されることが多

として、虚血性心疾患、心筋症などの器質的心疾患

く

6）
，7）

、ベプリジルやβ遮断薬が選択・併用される

を有する続発性が多いが、一方若年者では Brugada

こともある。また特発性の例では、特に左室起源ま

症候群、早期再分極症候群、不整脈源生右室心筋症

たは右室流出路起源の心室頻拍は RFCA で根治で

などが原因となる特発性が多い。

きる可能性が高いことから，まず RFCA を試みる。

多形性心室頻拍（torsade de pointes を含む）お

RFCA が不可または不成功の場合は，Ca チャネル

よび心室細動に対する治療

遮断薬、β遮断薬、Na チャネル遮断薬の使用を試

（１）頻拍発作時の治療

みる。ICD 植込み例では、心室頻拍の繰り返しによ

①自然停止しない場合

り ICD の頻回作動状態となる Electrical storm の際，

ただちに除細動器の最高出力（一般に二相性電流

アミオダロン（静注）やニフェカラント（静注）が

使用の除細動器では 150J）で直流通電を行う。停

用いられるが、交感神経緊張を抑制する治療（β遮

止しない場合には，心肺蘇生術（CPR）を ACLS に

断薬，鎮静・麻酔薬など）も重要である 。ソタロー

従ってエピネフリンまたはバソプレッシンを静注す

ルまたはアミオダロンとβ遮断薬の併用が ICD 作

る。原則として CPR5 サイクルを施行し，心電図に

動回数を減少させるとの報告もある

より頻拍発作の停止を確認できない時には再度直流

8）

9）

通電を行う。それでも停止しない場合には，ニフェ
カラント，アミオダロンを第一選択として，または

2．多形性心室頻拍（torsade de
pointes を含む）および心室細動

第二選択としてリドカイン（急性冠症候群に伴う多
形性心室頻拍には妥当）10） を静注し，再度直流通

多形性心室頻拍は頻拍中の QRS 波形が刻々と変

電を行う。5）

化し QRS 波形が基線を中心にしてねじれているよ

②自然停止するが反復する場合

うに見える。非持続性で自然停止するものが多い

洞調律時の心電図において QT 延長の有無を確認

が，心室細動に移行するものもあるため注意が必要

する．QT 延長を認める場合は QT 延長を起こして

である。QT 延長に伴って発症する多形性心室頻拍

いる原因に対する治療が基本であるがマグネシウム

は torsade de pointes と呼ばれ，原因が明らかな後天

の静注が有効である。電解質異常を認めれば補正を

性 QT 延長症候群と明らかな原因を認めない先天性

直ちに行い、原因が徐脈の場合は心室ペーシングに

QT 延長症候群に分類される。後天性の原因は薬剤

よる心拍数増加が最も有効である。二次的原因を認

によるものが多く，抗不整脈薬（Ⅰ a 群，Ⅲ群）だ

めない先天性 QT 延長症候群の場合は，静注β遮断

けでなく，非心臓薬（向精神薬，抗生剤，抗アレルギー

薬が基本的な発作予防薬となる。QT 延長を認めな

薬など）が原因のこともある。QT 延長を伴わない

い場合は虚血の関与の有無を確認し，関与している

多形性心室頻拍は，心筋虚血・心不全・心原性ショッ

場合はその改善が最も有効である。虚血の関与がな

クなどの心機能低下に伴って起こる場合が多く、心

い場合には血行動態の維持とともにニフェカラント
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ないしアミオダロンを静注する。

も静注薬の併用が奏功する場合がある。問題点とし

（２）再発予防に対する治療

ては効果発現に時間を要すること、除細動閾値をわ

器質的心疾患を有し低心機能例の再発予防は ICD
が第一選択である

ずかに上昇させてしまうことがあげられる。

。器質的心疾患を有するが心

推奨されている経口投与補法は、年齢・病態・症

機能が正常または軽度低下の場合は，ICD に代わる

状などにより適宜増減するが、導入期は１日 400mg

治療として経口アミオダロン投与があるが、心不全

を１〜２回に分けて１〜２週間経口投与し、維持期

例の検討ではアミオダロン群の優越性が認められな

は１日 200mg を１〜２回に分けて経口服用投与す

かったと報告されている

。明らかな器質的心疾

る。他の抗不整脈薬が効かない再発性の致死的重症

患を認めない場合は QT 延長の有無により対応が異

不整脈に対して有効な非常に強力な抗不整脈作用が

なる。QT 延長を認めその原因が明らかな場合は原

ある反面、他の薬剤との相互作用や新たな不整脈の

因に対する治療のみでよい。二次的原因を認めな

出現や間質性肺炎など重篤な副作用があるのが欠点

い先天性 QT 延長症候群の場合は経口β遮断薬が効

である。

11）

12）

果的であるが、ICD による心拍数増加が QT 時間を

② ニフェカラント

短縮させることもあるので ICD 植込みも考慮する。

Vaugham Williams 分類 Ⅲ群（K チャネル遮断薬）

QT 延長を認めない場合は，心電図と臨床所見から

に属する薬剤。急性期には loading dose として 0.15

Brugada 症候群やカテコラミン誘発多形性心室頻拍

〜 0.3mg/kg / 5 分で静注した後、0.3 〜 0.5mg/kg/ 時

などを鑑別する。Brugada 症候群における致死的不

にて維持投与を行う。半減期が約 2 時間と短いこと

整脈に対しては様々な抗不整脈薬（イソプロテレ

や心室細動に対する除細動閾値を低下させる作用を

ノール，キニジン，シロスタゾール，ベプリジル）

有するため集中治療現場では使用しやすい。アミオ

が有効であったとの報告があるが，その再発予防効

ダロンと異なり純粋な K チャネル（Ikr）遮断薬で

果は確立していないので必要に応じ ICD 植込みを

あり、Na チャネルを遮断しないため陰性変力作用

行う。カテコラミン誘発多形性心室頻拍の再発予防

がなく低心機能例でも使用可能である 14)。低カリウ

には経口β遮断薬が有効な場合があるが，重篤な発

ム血症、低カルシウム血症、徐脈条件では QT が延

作が起こる場合には ICD 植込みが最も確実である。

長しやすいため、過度な QT 延長をきたさないため
に、QT 間隔 0.50 秒 で減量、0.55 秒 で中止を考慮

具体的な薬物療法

する。QT 延長症候群では使用禁忌である。腎排泄
のため , 透析患者や腎機能低下例では用量調整が必

① アミオダロン

要となる。

Vaugham Williams 分類 Ⅲ群（K チャネル遮断薬）

③ リドカイン

に属する薬剤。静注アミオダロン急速投与時は、K

Vaugham Williams 分類 Ib 群（活動電位の持続時

チャネル遮断作用よりも Na チャネル遮断作用が主

間の短縮させる Na チャネル遮断薬）に属する薬剤。

である。ほぼ肝代謝であるため、腎機能低下例で

半減期が短く、心機能低下例や腎機能低下例にも使

使用しやすい。低心機能例でも使用可能であるが、

用しやすい。しかしながらリドカインはアミオダロ

徐脈および血圧低下を来すことがあり注意を要す

ンと比較して心拍再開率が低く、心静止に至る率が

る

。末梢投与による静脈炎の発症を回避するた

高いことが報告されており 15)，16)、心肺蘇生術にお

め中心静脈からの投与が望ましい。電気的除細動抵

いて短期的にも長期的にも優れた効果は証明されて

抗性心室細動に対して、AHA ガイドラインではア

いない。AHA ガイドラインでは第一選択薬として

ミオダロン 300㎎急速静注が第一選択薬として推奨

推奨されていない。リドカインの使用を考慮しても

されている。わが国では初期急速投与として 1 0 分

良い疾患は、心機能正常例における血行動態の安定

間で 125㎎を点滴静注、負荷投与として 6 時間かけ

した単形成心室頻拍と、QT 延長を伴う多形性心室

て 48㎎を、その後 42 時間で 25㎎を維持投与する。

頻拍のみである。1 回 50-100㎎を緩徐に静注し必要

Electrical Storm の際はアミオダロン内服中であって

に応じて追加投与（1-2㎎ / 分）を行うが、過剰投

13)
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与による中枢神経症状などを呈する中毒に注意す

後は、心臓突然死二次予防として ICD 植込みが必

る。

須であるが、経口抗不整脈薬や経口β遮断薬を併用

④ 交感神経抑制薬（β遮断薬）

しなければならない場合が多い。

Electrical Storm に対して、交感神経抑制 ( エスモ
ロール , プロプラノロール ) は ACLS ガイドライン
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ventricular arrhythmias. N Engl J Med;337: 1576-

an ultra-short-acting beta1-selective blocker, on

1583. 1997

electrical storm refractory to class III antiarrhythmic

12). Bardy GH, Lee KL, Mark DB, et al. for the Sudden

drugs. Circ J. 2010 May;74(5):856-63.

Cardiac death in Heart Failure Trial (SCD-HeFT)
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心外膜脂肪と心房細動
髙橋

尚彦、安部一太郎

大分大学医学部循環器内科・臨床検査診断学講座

要旨
心外膜脂肪が心房細動の発症と関与することが相次いで報告されている。筆者らは心房細動症
例の左心耳切片を詳細に解析し，１）心外膜脂肪は予想以上に心房筋内に深く入りこんでいること，
２）心外膜脂肪と心房筋が接する部位にはマクロファージと筋線維芽細胞（myofibroblasts) が集簇
していること，３）心外膜脂肪と心房筋が接する部位に線維化が強く認められること，４）肺静脈
周囲にも心外膜脂肪は広範に浸潤していること，などを見出した。肥満やメタボリック症候群から
の心房細動発症には特に心外膜脂肪が強く関与していると思われる。CT などの画像診断によって
心外膜脂肪の量は計測可能であるが， 質

の評価は今後の課題である。この新たな治療標的をい

かに攻略して心房細動阻止を達成するかが極めて重要である。

キーワード

心外膜脂肪，肥満，メタボリック症候群，炎症

はじめに

筆者らの知見

筆者らは，十数年前から，「心房細動は電気の異

筆者らが得ている 20 例あまりの心房細動症例の

常による疾患ではなく，動脈硬化に似た心房の炎症

左心耳切片から得た知見を紹介する。図 1 に示すよ

性線維化が主な病態である」と考え多くの動物実験

うに，心外膜脂肪は肉眼的に黄色〜褐色を呈し，広

を行ってきた

。そんななかで，臨床的に大きな

範に心房筋に浸潤していた。HE 染色の所見を図 2

問題となっている，中高年に多く認められるメタボ

に示す。すべての症例において心外膜脂肪が認めら

リック症候群や肥満からの心房細動発症機序に興味

れ，深層に浸潤している症例も少なくなかった。図

を持つようになった。肥満者に認められる高レプチ

3 に示すように，心外膜脂肪と心房筋が接する箇所

1-6）

図1

ン血症が炎症性心房線維化と関わっているのではな
いかと考え，レプチン欠損 ob マウスを用い，レプ

78y, M

76y, F

チンシグナルがアンジオテンシンⅡによって惹起さ
れる炎症性心房細動発症に不可欠な分子であること

心外膜脂肪組織

心外膜脂肪
組織

を世界で初めて明らかにした 4）。やがて，「心房細
動をきたしている患者の実際の心房組織を観察した
い」という思いが生じた。当院の心臓血管外科に共
同研究を依頼し，同科で開胸手術を受けた際，左心

図 1．左心耳切片の肉眼像
心外膜脂肪は肉眼的に黄色〜褐色を呈し，広範に
心房筋に浸潤していた。

耳切除を受けた患者の組織観察を開始した。
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図2

肥満と心房細動
内膜側

肥満や体格指数（body mass index; BMI）高値は
心房細動発症率の増加と関連する 7,8）。また心房細
動の進行（発作性→持続性）とも関連する 9）。一方，

外膜側

減量によって心房細動持続およびバーデンが減少す
ること 10），カテーテルアブレーション後の再発が

心外膜脂肪

少なくなること 11） も判明している。その機序につ

図 2．左心耳切片の組織像（HE 染色）
すべての症例において心外膜脂肪が認められ，深
層に浸潤している症例も少なくなかった。

いては，肥満では心房の電気生理学的変化，構造的
変化，組織学的変化が生じることなどが推測されて
いる 12,13）。Mahajan らは，肥満が，左房拡大，伝導

には，大小不同の脂肪細胞の細胞間隙を埋めるよう

障害，分裂電位，TGF- β 1 発現亢進，間質線維化

に実質性の細胞成分が認められた。この箇所が炎

などを介して心房細動のリスクを高めることを報告

症性線維化の

している 13）。体重増加は心房を伸展し心房細動の

現場

ではないかと考え，CD68 抗

体およびα―SMA 抗体で免疫染色を行ったところ，

トリガーおよび基質形成をもたらす。慢性的な肥満

陽性細胞が多く認められた。すなわちマクロファー

は，心外膜脂肪増加，サイトカイン活性化および線

ジと筋線維芽細胞が集簇していることが判明した。

維化をもたらす。加えて，心房筋に脂肪浸潤が生じ，

さらに Masson trichrome 染色によって線維化の評価

結果的に心房内の遅い不均一な伝導をきたし心房細

を行ったところ，この心外膜脂肪と心房筋が接する

動の基質を形成する 13）。以上のように肥満は明ら

部位には炎症性線維化が顕著であった（図 4）。さて，

かな心房細動発症および進行の増悪因子であり。減

筆者らが得たのは左心耳標本である。心房細動のト

量によってある程度は可逆的であるといえる。心外

リガーとなる心房期外収縮は肺静脈起源である。し

膜脂肪は，炎症性サイトカイン産生や心房への脂肪

かし，生体から肺静脈組織を得ることは不可能であ

浸潤といった過程を経て心房細動をきたしやすくす

る。そこで筆者らは病理解剖のご遺体から肺静脈周

る。

囲の組織を観察した。図 5 に示す患者は心房細動を

心外膜脂肪と心房細動

有する症例ではなかったが，肺静脈周囲にも広範に
心外膜脂肪の浸潤が認められた。詳細な検討はでき
ていないが，左心耳と同様に筋線維芽細胞の増生が

近年の画像診断の進歩は著しい。CT や MRI で臓器

予想される。筋線維芽細胞の静止電位は心房筋のそ

図3
への脂肪沈着が評価できるようになってきた。心外

れより浅い（脱分極している）ので，心房筋が隣接
する筋線維芽細胞の電気緊張性影響を受けて脱分極
し異常発火しやすい，すなわち心房期外収縮を生じ
やすい状況を生じている可能性が十分考えられる。

外膜側

すなわち心外膜脂肪は心房細動の基質形成のみなら
ずトリガー惹起にも関与している可能性が示唆され
た。筆者らのここまでの検討のまとめを表 1 に示す。
内膜側

いずれにせよ，心外膜脂肪が心房細動の発症 ･ 維持
に深く関与していることは間違いなく，治療標的に
なると思われる。

図 3．心外膜脂肪と心房筋が接する箇所
心外膜脂肪と心房筋が接する箇所には，大小不同
の脂肪細胞の細胞間隙を埋めるように実質性の細
胞成分が認められた。この細胞は，マクロファー
ジと筋線維芽細胞が中心であることが判明した。
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図4

動発症を予防するとの報告もある 20）。
外膜側

（4）酸化ストレス（oxidative stress）

心外膜脂肪

心外膜脂肪は活性酸素種の産生源となる 21）。ヒト
内膜側

において皮下脂肪よりも心外膜脂肪においえ活性酸
素種の産生が多いとの報告もある 21）。

（5）心房筋拍動（cardiac muscle activity）
ヒトにおいて，心房周囲，心室周囲，冠動脈周囲
の心外膜脂肪を解析した報告によると，心房周囲の
心外膜脂肪のみに酸化的リン酸化，細胞接着，心筋
収縮，カルシウム代謝に関わる遺伝子発現が認めら
れたとの報告もある 22）。

図 4．線維化評価（Masson trichrome 染色）
心外膜脂肪と心房筋が接する部位には炎症性線維
化が顕著であった

（6）自律神経障害
心外膜脂肪には，ganglionated plexi（GP）と呼ば
れる自律神経叢が存在する。GP が活性化すると交

膜脂肪は冠動脈の分枝によって栄養される。心外膜

感，副交感神経が刺激され，心房筋の活動電位持続

脂肪が心房細動に寄与する機序として，以下の因子

時間短縮およびカルシウムトランジェント増大がも

が考えられる

たらされることからも 23），心外膜脂肪と GP の関連

14）

（1）脂肪浸潤

性が示唆される。

（7）トリガー

心外膜脂肪は直接心房筋に浸潤する。これは心房
筋の結合を疎にし，微細な線維化とともに伝導遅延

心外膜脂肪は心房細動の基質形成のみならずトリ

をもたらす。フラミンガム研究によると，心外膜脂

ガーにも影響している可能性がある。全身の脂肪沈

肪の増加は，女性において，PR 間隔延長，P 波幅

着 ･ 肥満は肺静脈の有効不応期を短縮するとの報告

拡大と関連し，男性においては，P 波幅拡大，P 波

がある 24,25）。

減高と関連した 15）。

（2）線維化
心外膜脂肪から分泌されるアディポカインは心房
筋に傍分泌（パラクライン）され，心房筋に線維化

心外膜脂肪

をもたらす。なかでも，TGF- βスーパーファミリー
に属するアクチビン A は，心外膜脂肪から分泌さ

肺静脈

れ線維化を惹起し，この効果は抗アクチビン A 抗

心外膜脂肪

体で阻害されたと報告されている 16）。

（3）炎症（ﬁbrosis）
心房局所の炎症が心房細動の病態と密接に関連す
ることはいうまでもない。CRP，IL-6，IL-8，IL-1
βや TNF- αといった炎症マーカーが，心房細動の
頻度，重症度，再発と関与することが知られている
。これらのマーカーは心外膜脂肪から分泌され，

17,18）

隣接する心房筋に炎症を惹起し催不整脈性をきた
す。心外膜脂肪は，皮下脂肪や他の内臓脂肪と異な
り，PET 検査において 18-fluorodeoxyglucose（FDG）

図 5．肺静脈周囲の心外膜脂肪（剖検心）
肺静脈周囲にも広範に心外膜脂肪の浸潤が認めら
れた。

の取り込みが高いとの興味深い報告もある 19）。コ
ルチコステロイドの全身投与が心臓手術後の心房細
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表1．筆者らのヒト組織を用いた検討のまとめ

文

１．心外膜脂肪は予想以上に心房筋内に深く入りこんでいた
２．心外膜脂肪と心房筋が接する部位にはマクロファージと筋線維芽細胞
（myofibroblasts)が集簇していた
３．心外膜脂肪と心房筋が接する部位に線維化が強く認められた
４．肺静脈周囲にも心外膜脂肪は広範に浸潤しており，肺静脈からの異常
興奮（心房期外収縮）にも関与している可能性がある

1)

献

Wakisaka O, Takahashi N, Shinohara T, et al:
Hyperthermia treatment prevents angiotensin II-

表 1．筆者らのヒト組織を用いた検討のまとめ

mediated atrial fibrosis and fibrillation via induction
of heat-shock protein 72. J Mol Cell Cardiol. 2007
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Nov;43(5):616-26.
2)
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Kume O, Takahashi N, Wakisaka O, et al:
Pioglitazone attenuates inflammatory atrial fibrosis
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26）

and vulnerability to atrial fibrillation induced by

（1）CT

pressure overload in rats. Heart Rhythm. 2011

これまでに行われてきた心外膜脂肪に関する臨床
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研究の多くは CT を用いてきた。脂肪組織は，通常，

3)
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心血管インターベンション治療における
抗血栓療法の新たな展開
小松

孝昭、田口

獨協医科大学越谷病院

功

循環器内科

要旨
経皮的冠動脈形成術 (percutaneous coronary intervention: PCI) において、バルーンのみの PCI
(plain old balloon angioplasty: POBA) の時代から従来の金属ステント (bare-metal stent: BMS) が導
入されて、抗血栓療法は抗血小板薬 1 剤 (single anti-platelet therapy: SAPT) から 2 剤併用療法 (dual
anti-platelet therapy: DAPT) が標準治療となった。
薬剤溶出性ステント (Drug-eluting stent: DES) は PCI 後の再狭窄を解決したが、その後、遅発
性血栓症が問題となり現在も DAPT の期間に関する議論が続いている。改良された第二世代以降の
DES は DAPT を短縮させる傾向にあるが、心房細動合併例では、DAPT に脳塞栓予防目的の経口抗
凝固療法 (oral anticoagulation: OAC) が追加され 3 剤併用療法 (triple therapy) が必要となる。Triple
therapy は出血性合併症を一段と増加させる。
近年、経口直接作用型抗凝固薬 (direct oral anti-coagulants: DOAC) を使用した、心房細動合併
PCI 後の新たな血栓予防戦略が検討されつつある。今後、生体吸収型ステントの進歩も含めたイン
ターベンション治療に伴う血栓性素因の低減および抗血栓療法の改良により、より安全で確実な心
血管インターベンション後の血栓管理が可能となることが期待される。

キーワード

心血管インターベンション、抗血栓療法、dual anti-platelet therapy、
triple therapy、bioresorbable vascular scaffold、stent-less PCITM

DAPT の標準化

口）単独群（557 例）、アスピリン＋ワーファリン
併用投与群（550 例）、アスピリン＋チクロピジン

心血管インターベンション治療における抗血栓療

500mg/ 日（経口）併用投与群（546 例）の 3 群間

法において最も問題となっているのは、PCI の中で

で比較した。その結果、アスピリン＋チクロピジン

ステント留置後の DAPT の期間である。PCI がバ

が、アスピリン単独やアスピリン＋ワーファリンに

ルーンのみの時代、抗血栓療法は抗血小板薬アスピ

比して圧倒的にステント血栓症を減少させることが

リン 1 剤であったが、ステントの登場によりステン

示された。

ト血栓症が問題となり、いくつかの抗血栓療法が検

DES による遅発性ステント血栓症

討された。そして、Leon ら 1) の報告した STARS 試
験によってアスピリンと P2Y12 受容体の特異的な
阻害薬チエノピリジン誘導体であるチクロピジン

BMS は留置後約半年で追跡冠動脈造影が施行さ

による DAPT 療法の有効性が確立された。STARS

れ、再狭窄を認めなければ抗血小板薬を 1 剤 (single

試験では、多施設（50 施設）、ランダム化，非盲検

anti-platelet therapy: SAPT) に減量し、その後安定す

試験で、ステント植込み後の 1,653 例（1,772 病変）

るといわれていた。しかし、20-30% 認められる再

を対象に、抗血栓療法をアスピリン 325mg/ 日（経

狭窄が問題点であった。
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図1

欧米のガイドライン上のDAPT期間
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欧米のガイドライン上の DAPT 期間

再狭窄の本体である血管平滑筋の増殖を直接抑制

唯一、Mauri らによる DAPT study4) では 12 か月を

する免疫抑制剤あるいは抗癌剤が塗布された DES

こえる長期 DAPT 継続を推奨する結果が報告され

の 登 場 に よ り、 再 狭 窄 率 は 10% 未 満 へ と 劇 的 に

た。アスピリンとチエノピリジン系抗血小板薬 ( ク

改善され、PCI は完成されたかに思われた。しか

ロピドグレルまたはプラスグレル ) による DAPT を

し、2004 年 に paclitaxel-eluting stent 2 例、 お よ び

12 か月継続可能であった 9961 例を SAPT 群 ( アス

sirolimus-eluting stent 2 例、計 4 例の遅発性ステント

ピリン + プラセボ ) と DAPT 群 ( アスピリン + チエ

血栓症を原因とする急性心筋梗塞症例が報告されて

ノピリジン系抗血小板薬 ) の 2 群に振り分け、そこ

以後 、ステントに塗布された薬剤により再狭窄を

から 18 か月後の成績を比較した。その結果、ステ

予防する一方で、再内皮化障害によりステントの被

ント血栓症 (SAPT: 1.4%, DAPT: 0.4%, p<0.001)、心

覆をも同時に障害しステント血栓症を誘発している

筋 梗 塞 (SAPT: 4.1%, DAPT: 2.1%, p<0.001) と も に

ことが問題となった。Eisenstein らは、BMS および

DAPT 群で良好な成績であった。しかし、これらの

DES を対象に、それぞれの群で、SAPT と DAPT の

イベントの多くは第 1 世代ステント留置例に発症し

成績を比較した 。その結果、DES 留置後において

たこと、心筋梗塞の定義は高感度トロポニン値を使

は、DAPT の 12 か月を超える長期投与が推奨され

用したため他の臨床研究よりも発症率が高かったこ

ることとなった。

と、さらには、出血性合併症を主な原因とした総

2)

3)

死亡率が有意ではないものの DAPT 群で高い傾向

DAPT 期間に関する欧米のガイドライン

(SAPT: 1.5%, DAPT: 2.0%, p=0.05) にあったことを考
慮すると

12 か月を超えて漫然と DAPT を継続す

べきではない

その後、DES においてはストラットの菲薄化やポ

という、本論文の結論とは異なった

印象を受ける。

リマーの生体適合性の向上あるいは生体吸収型ポリ
マーの開発などにより、より血栓性が低減された第

DAPT 期間に関するアメリカ心臓協会 (American

2 世代の DES が登場した。このため、数々の臨床研

Heart Association: AHA) と ヨ ー ロ ッ パ 心 臓 病 学 会

究が行われ、その多くは 12 か月を超える DAPT の

(European Society of Cardiology: ESC) のガイドライ

継続は出血性合併症を増加させるが心血管イベント

ンを示す ( 図 1)

は抑制しないというものであった。その結果、ステ

留置後、出血等の問題がなければ DAPT 継続が推

ント留置後の DAPT 期間は短縮される傾向となった。

奨される最低限の期間である。安定狭心症において
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5,6)

。図に示した期間は、ステント

は、BMS 留置後は AHA、ESC ともに 1 か月、DES

liver function, 腎 ま た は 肝 機 能 障 害 , S: prior

留置後は ESC で 3 か月、AHA で 6 か月である。急

stroke, 脳血管障害の既往 , B: bleeding history

性冠症候群においては、BMS および DES 留置後と

or predisposition, 出 血 の 既 往 ま た は 素 因 , L:

もに AHA、ESC 同じく 12 か月である。さらに、こ

labile international normalized ratio (INR), 不 安

れらすべてのカテゴリーにおいて、出血リスクが低

定な INR, E: elderly, 高齢 , D: drugs/alcohol, 出

いと判断されれば、それ以上の継続を AHA、ESC

血を助長する薬物またはアルコール ) を用い

ともに推奨している。これには前述の DAPT study

る。

4)

が引用されている。わが国のガイドラインでもいく

2.

Triple therapy は可能な限り短期間にするこ

つかの国内外のエビデンスが引用されているが、ほ

と。出血リスクの高い症例は経口抗凝固薬と

ぼ欧米に準じた期間が推奨されている。

抗血小板薬 ( クロピドグレル ) の 2 剤併用療
法 (dual therapy) を考慮しても良い。

OAC と DAPT の triple therapy

3.

ること。

症例の高齢化に伴い心房細動合併 PCI 症例も増加

4.

し、必然的に triple therapy の適応症例も増えている。

抗血小板薬 はクロピドグレルを使用するこ
と。

AHA では triple therapy の考慮すべき以下の 6 項目

5.

アスピリンは低用量 ( ≤ 100 mg/ 日 ) を用いる
こと。

が示されている。
1.

ワーファリン使用時は INR=2.0–2.5 で管理す

客観的指標で虚血および出血リスクを評価

6.

消化管出血の高リスク症例はプロトンポンプ
阻害薬を投与すること。

す る こ と。 脳 梗 塞 リ ス ク は CHA2DS2-VASc
score (C: congestive heart failure, 心 不 全 , H:

2014 年 に ヨ ー ロ ッ パ 心 臓 病 学 会 が 発 表 し た 非

hypertension, 高 血 圧 症 , A: age, 年 齢 ≥ 75 歳 ,

弁膜症性心房細動合併冠動脈ステント留置後の抗

D: diabetes mellitus, 糖尿病 , S: prior stroke, 脳

血栓療法に関するプラクティカルガイドでは 7)、

血 管 障 害 の 既 往 , V: vascular disease, 血 管 疾

CHA2DS2-VASc score により脳梗塞リスクを 2 群に

患 , A: age, 年齢 =65-74 歳 , Sc: sex category, 性

分け (1 点と 2 点以上 )、それぞれの出血リスクを

別 ( 女 性 ))、 出 血 リ ス ク は HAS-BLED score

HAS-BLED score により 2 群に (2 点以下と 3 点以上 )、

(H: hypertension, 高 血 圧 症 , A: abnormal renal/

計 4 群に分け、さらにこの 4 群を安定狭心症か急性

図 2 ESCガイドライン: OAC適応非弁膜症心房細動合併PCI症例に対する抗血栓療法
待機的PCI症例
PCI後
0
1か月

低出血リスク
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終生

高出血リスク

低出血リスク

Triple therapy*

3か月
6か月

急性冠症候群症例
高出血リスク
Triple therapy*
Triple
therapy*

Dual therapy**

Dual
therapy**

Dual
therapy**
OAC
monotherapy***

Dual therapy**
OAC monotherapy***

OAC monotherapy***

OAC: oral anticoagulation(ワーファリンまたはDOAC), PCI: percutaneous coronary intervention.
*: 高度出血性リスクはOACにアスピリンもしくはクロピドグレルを加えたdual therapyを考慮すべき
**: dual therapyはOAC+アスピリン75-100 mg/日もしくはクロピドグレル75 mg/日とする
***: OAC単独は冠動脈イベント高リスクはdual therapyを考慮すべき
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図2

ESC ガイドライン : OAC 適応非弁膜症心房細動合併 PCI 症例に対する抗血栓療法
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表1

BMSとDESのイベント比較

イベント

BMS (n=2444)

DES (n=2452)

HR

P value

心臓死

4.1%

2.7%

0.69

0.002

総死亡

5.9%

4.9%

0.84

0.16

急性心筋梗塞

5.6%

4.0%

0.71

0.01

ステント血栓症

2.6%

1.3%

0.48

0.001

TVR

10.2%

4.3%

0.29

<0.001

BMS: bare-metal stent(コバルトクロム合金製ステント, DES: drug-eluting stet(コバルトクロム合金製エベロリムス溶
出ステント), HR: hazard ratio, TLR: Target Vessel Revascularization
文献9)より作図

表1

BMS と DES のイベント比較

therapy を考慮すべきとされている。

冠症候群の 2 群に分け、最終的に 8 つの群に対し
て、triple therapy、dual therapy、DAPT の期間を 1、6、

抗血栓療法ガイドライン、今後の考慮点

12 か月間のいずれかで推奨し、12 か月以降は経口
抗凝固薬単剤投与を推奨している。

DES と BMS の間で DAPT 期間の区別は必要か

こ れ は 2016 年 に 改 訂 さ れ 8)、 図 に 示 す ご と く
triple therapy が全体的に短縮されている ( 図 2)。ま

Valgimigli らは 9)、5 つの無作為対照試験 4896 症

ず、OAC 適応 ( ワーファリンまたは DOAC) の冠動

例を対象に、第二世代の DES と BMS の予後を検討

脈疾患症例を対象として、待機的 PCI 症例と急性

した。その結果、心臓死、急性心筋梗塞、ステント

冠症候群症例の 2 群に分け、次に、それぞれを急性

血栓症、標的血管再血行再建術のいずれのイベント

冠症候群やステント血栓症に比して出血リスクが高

においても DES において良好な結果であり、これ

いか否かで 2 群に分け、計 4 群に分けている。待機

は DAPT の期間で補正しても同様の結果であった

的 PCI 症例で低出血リスク群は triple therapy 1 か月、

( 表 1)。この所見は、今後、第二世代以後の DES

dual therapy 12 か月、12 か月以降 OAC 単独。待機

と BMS の DAPT 期間を区別することが不要になる

的 PCI 症 例 で 高 出 血 リ ス ク 群 は triple therapy 1 か

ことを示唆するものかもしれない。しかしながら、

月、dual therapy 6 か月、6 か月以降 OAC 単独。急

非心臓疾患に対する観血的手術おける抗血栓療法中

性冠症候群症例で低出血リスク群は triple therapy 6

断の際のリスクや対策はやはり、ステントが被覆さ

か月、dual therapy 12 か月、12 か月以降 OAC 単独。

れている可能性が高い BMS の方が有利と考えられ、

急性冠症候群症例で高出血リスク群は triple therapy

今後の検討が必要である。

1 か 月、dual therapy 12 か 月、12 か 月 以 降 OAC 単

Triple therapy の展望

独。そして、各抗血栓療法の例外的説明として、

現在、わが国で使用可能な DOAC は、直接トロ

triple therapy に関して出血性リスクがより高度と判

ンビン阻害薬であるダビガトラン、第 Xa 因子阻害

断されれば、OAC にアスピリンもしくはクロピド

薬であるリバーロキサバン、アピキサバン、エドキ

グレルを加えた dual therapy を考慮すべきとされて

サバンの 4 剤ある。これらすべてがワーファリンと

いる。また、dual therapy は OAC + アスピリン 75-

同等以上の血栓症予防効果と同時に、有意な出血性

100 mg/ 日もしくはクロピドグレル 75 mg/ 日と規定

合併症抑制を示した。さらに、その投与量調節の

している。さらに OAC 単独に関しては、冠動脈イ

簡便さから高い薬価にもかかわらず劇的に使用頻

ベント発症リスクが高いと判断される症例には dual

度が増加した。従って、今後の dual therapy、triple
42

therapy の経口抗凝固薬は、腎機能等問題なければ

が可能か否か、今後検討されることになる 11)。

これらが中心になると思われる。そして、現在、抗

手技に伴う血栓性素因の評価

血小板薬と DOAC との様々な組み合わせによって、

ガイドライン上ステント留置後の易血栓性の分類

血栓症と出血をともに低減しうる投与法が検討され

は DES か BMS、急性冠症候群か待機的ステント留

ている。

置の 2 種類のみであるが、実臨床ではステントの数・

PIONEER-AF PCI study が 2016 年 11 月、 ア メ

長さ、分岐部病変の処理等も血栓性素因として重要

リ カ 心 臓 協 会 (American Heart Association) の Late

である。

Breaking Clinical Trial で 発 表 と 同 時 に The New

Giustino ら 12) は、6 つの無作為対照試験 9577 症

England Journal of Medicine に掲載された 10)。これ

例を対象に、PCI の複雑性 (PCI complexity) が予後

は、PCI による冠動脈ステント留置を行った非弁膜

に 及 ぼ す 影 響 を 検 討 し た。PCI complexity の 定 義

症性心房細動患者 2124 例を対象に、リバーロキサ

は、1) 3 枝へのステント留置、2) 3 本以上のステ

バンとワーファリンの効果と安全性を評価した世界

ント留置、3) 3 病変以上のステント留置、4) 分岐

26 ヵ国による非盲検無作為化比較試験である。主

部病変への 2 本以上のステント留置、5) ステント

要評価項目は臨床的に著明な出血とし、被験者は以

総長 60mm 以上、6) 慢性完全閉塞病変の 6 項目の

下の 3 群に割り付けられた。

うち最低 1 項目を有する症例とした。Complex PCI

1.

2.

3.

リバーロキサバン 15mg/ 日 + クロピドグレル

症例は 1680 症例 (17.5%) であった。これらの症例

（またはプラスグレル、チカグレロル）12 か

に対する長期 DAPT (12 か月 ) と短期 DAPT (3-6 か

月投与。

月 ) の効果と安全性を評価した。DAPT はアスピリ

リバーロキサバン 2.5mg × 2/ 日 +DAPT（主

ンとクロピドグレルを使用し、ステントの 85% は

治医の判断により 1、6、12 か月）後、リバー

第二世代 DES であった。Complex PCI 症例は Non-

ロキサバン 15mg/ 日 + 低用量アスピリン投与、

complex PCI 症例に比して心血管イベントが高率で

計 12 か月。

あ っ た (adjusted hazard ratio [HR]: 1.98, p<0.0001)。

ワーファリン +DAPT（主治医の判断により 1、

長期 DAPT と短期 DAPT の比較において、Complex

6、12 か月）後、ワーファリン + 低用量アス

PCI 症例では長期 DAPT が短期 DAPT に比して心

ピリン投与、計 12 か月。

血管イベントを抑制した (adjusted HR: 0.56, p<0.01)

その結果、リバーロキサバンの 2 つの治療戦略

のに対して、Non- complex PCI 症例ではその効果

が、冠動脈ステントを留置した心房細動患者の出血

を 認 め な か っ た (adjusted HR: 1.01; 95% CI: 0.75 to

リスクをワーファリンに比べ有意に減少させた。と

1.35; Pinteraction=0.01)。 そ し て、 長 期 DAPT の 効 果

くに、リバーロキサバン 15mg/ 日と抗血小板薬剤

は complexity の項目が増すごとに増加した。長期

の併用は、ワーファリン +DAPT に比べ臨床上著明

DAPT は出血性合併症を増加させたが各群同等で

な出血を 41％減少させた。また、リバーロキサバ

あった。

ン 2.5mg × 2/ 日と DAPT の併用は、ワーファリン

また、6 つの complexity の項目の中で、補正後、

+DAPT に比べ臨床的に著明な出血を 37％減少させ

ステント血栓症の有意な予測因子となったのは、分

た。これらの結果は、いずれも統計学的に有意であっ

岐部病変への 2 本以上のステント留置 (adjusted HR:

た。また、統計学的に有意ではなかったが、心血管

4.33, p = 0.002) と 3 本以上のステント留置 (adjusted

死、心筋梗塞、脳卒中、ステント血栓症等の血栓関

HR: 2.08, p = 0.03) であった。
以上より、DAPT 期間の決定には、前述のガイド

連のイベントも減少傾向を示した。
現 在、 ダ ビ ガ ト ラ ン を 使 用 し た RE-DUAL PCI

ラインに加えて PCI complexity も考慮する必要があ

Study、アピキサバンの AUGUSTUS Study、エドキ

ると思われる。また、PCI の術者は不要なステント

サバンの ENTRUST AF-PCI Study も進行中であり、

の追加で PCI complexity を増加させるべきではない

出血性合併症が懸念される現行の triple therapy にお

と考える。

いて、アスピリンの削除、もしくは抗凝固薬の減量
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Neo-atherosclerosis の管理

complexity の低減のみならず、まだ不明な点も多い

Neo-atherosclerosis とは、ステント留置部位に生

neo-atherosclerosis 進展のリスクの探索とその対応に

じる動脈硬化性病変で遠隔期に発生するステント血

関して明確にしていく必要がある。

栓症や再狭窄の要因のひとつと考えられており、病

生体吸収性スキャフォールド

理組織学的には、脂質に富んだ Foamy Macrophage

PCI においてステントが一定期間解離を予防し、

( 泡沫状マクロファージ ) の浸潤で、進行するとコ

再狭窄の一因となるネガティブリモデリングを抑

レステロールクリスタルを呈する。DES では BMS

制し、新生内膜増殖抑制のための薬剤溶出終了後、

に比しステント留置後早い時期に進展がみられると

生体に吸収されて消失すれば理想的である。これ

されている。

は、慢性期の neo-atherosclerosis 進展予防にも有効

超 遅 発 性 ス テ ン ト 血 栓 症 64 症 例 を optical

と考えられる。現在、アボット社の生体吸収性ス

coherence tomography に よ り、 そ の 機 序 を 検 討 し

キャフォールド (bioresorbable vascular scaffold: BVS)

た報告によると、ステント圧着不全 (34.5%)、neo-

の 臨 床 試 験 が 進 行 中 で あ る。2016 年、 そ の 中 の

atherosclerosis (27.6%)、被覆されないステントスト

ABSORB II 試験の 3 年間追跡結果が中期的検討と

ラット (12.1%)、ステント拡張不全 (6.9%) が主な原

して報告された 15)。欧州とニュージーランドの 46

因であり 13)、neo-atherosclerosis はステント留置後の

施設で 501 例が登録され、BVS 群に 335 例（364 病

心血管イベントに大きく関わっている。

変）、DES( 第二世代 ) 群には 166 例（182 病変）が

わ れ わ れ の 施 設 の 剖 検 例 を 示 す ( 図 3)。BMS

割り付けられた。複合エンドポイント（心臓死、標

(Driver®) と 第 一 世 代 DES (Cypher®) 留 置 後 8 年、

的血管心筋梗塞、標的血管再血行再建）は BVS 群

第 二 世 代 DES (Resolute integrity®) 留 置 後 1 年 経

で 有 意 に 効 率 で あ り（10% vs.5%, HR：2.17, p ＝

過 し た 症 例 で、3 病 変 と も に 内 腔 は 開 存 し て い

0.0425）、この差には主に周術期心筋梗塞を含む標

た が、BMS も 含 め 全 て の ス テ ン ト 周 囲 に neo-

的血管心筋梗塞（6% vs.1%、p ＝ 0.0108）が寄与し

atherosclerosis を 認 め た。 わ れ わ れ は、 イ ン ス リ

ていた。

ン 抵 抗 性 が DES 留 置 後 の neo-atherosclerosis を 進
展させる可能性について報告した

BVS は現在発展途上といえる。今後、血管内腔

。遅発性ス

を十分に保持しつつも、金属ステントに匹敵するス

テント血栓症予防には、抗血栓療法の改良や PCI

トラットの薄さを達成することにより急性期の血栓

14)
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文献16)より作図

DCB を使用した stent-less PCI と第二世代 DES の比較

性を解消し、数か月で吸収されてしまう様な、いわ

が balloon alone PCI の再狭窄率を大幅に改善しうる

ゆる

ことが示された。さらに、 stent-less PCITM

夢のステント

が実現されれば PCI はほぼ

の再狭

完成されるといえるかもしれない。これは、抗血栓

窄症例の新生内膜を virtual histology (VH)- 血管内超

療法の安全な緩和、neo-atherosclerosis の抑制に加え、

音波 (intra-vascular ultrasound: IVUS) で観察したとこ

金属アーチファクトがないことによる冠動脈 CT 画

ろ、VH-IVUS で定義される不安定プラークを 1 例

像の精度の維持、冠動脈バイパス術を含めた次の冠

も認めなかった。つまり、 stent-less PCITM

動脈インターベンションの障害物が残存しない、と

窄例では、ステント血栓症の様に重篤な急性心筋梗

いった利点も多く考えられる。

塞を発症する可能性は低いことが予想される。これ

Stent-less PCI

TM

も

BMS が、 そ れ ま で の plain old balloon angioplasty

stent-less PCITM

前述の

の再狭

を推進すべき根拠といえる。

stent-less PCITM

の対象病変は PCI 全体

(POBA) 後再狭窄を改善した機序は、PCI 直後の血

の 約 15% で あ っ た が、 近 年 登 場 し た Drug Coated

管内腔面積を大きく獲得することにあった。である

Balloon (DCB) に よ る 内 膜 増 殖 抑 制 効 果 は、 そ の

ならば、POBA 後に大きな血管内腔面積が獲得でき

対 象 症 例 を 拡 大 し た。DCB を 使 用 す る こ と に よ

た場合、ステントという異物がなければ炎症、およ

り

び炎症が惹起するとされる新生内膜増殖を抑制しう

積を ≥ 5.0 mm から≥ 4.0 mm2 に引き下げたところ

るため、ステントは不要であろうというのがステン

PCI 全体の約 40% が

トを用いない PCI、 stent-less PCI

となりえた。 Stent-less PCI

stent-less PCI

TM

TM

の end point の最小血管内腔面

2

の概念である。

はあくまで我々が考案した造語で

を

ある。

stent-less PCI

TM

stent-less PCITM

の対象病変

の対象となる 60 病変

群と第二世代 DES 群に振り分

け 1 年後の成績を検討したところ、target lesion re-

我々は、厳格な risk control のうえで、最小血管

vascularization (TLR) 率は第二世代 DES 群で 6.1%、

内腔面積 ≥ 5.0 mm かつ major dissection がないこと
2

を end point とした
9.6% と報告した

stent-less PCITM

TM

stent-less PCI

stent-less PCITM

の再狭窄率を

成績であった

17)

群で 0% ( 図 4-A) と極めて良好な
。PCI 直後の最小血管径は、血管内

。これは、病変および患者背景

腔支持力を有する DES が有意に大きいが、新生内

をそろえた DES の 6.5% と同等であり、それぞれ

膜増殖を反映する晩期内腔損失は有意ではないが

の晩期血管内腔損失 (0.52 ± 0.26 mm vs 0.48 ± 0.21

stent-less 群で、より抑制されていた ( 図 4-B)。

16)

mm, p = 0.347) も同等であった。この結果から、厳

ステントを用いない

stent-less PCITM

は遅発性

ステント血栓症の原因とされる前述のステント圧着

格な risk control と PCI 直後の血管内腔面積の獲得
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Review

動脈硬化に対する抗血小板薬の役割と今後の展望
島田
大阪市立大学大学院医学研究科

健永

循環器内科学

要旨
久山町研究によると、肥満、耐糖能異常、脂質異常症などの代謝性疾患が急増し、心血管病の
危険因子として重要な位置を占めるようになった。その結果、心筋梗塞若年発症が到来した。
CRP 濃度は、薬剤溶出性ステント留置後血栓症と有意に相関しており、心筋梗塞発症のサロゲー
トマーカーでもある。血栓産生 - 溶解の過程で CRP が産生されると考えられる。伏見レジストリー
によると、抗凝固薬使用・不使用で脳梗塞の発症頻度に差が無く、至適治療域の PT-INR であって
も脳梗塞の発症に有意な抑制は無かったとの報告であった。そうすると、心房細動患者に対しても
抗血小板薬の使用を検討することは益々重要になってくる。
抗血小板薬投与は抗動脈硬化としての位置づけで再考する必要がある。

キーワード

久山町研究、CRP、アスピリン、脳梗塞、伏見レジストリー

１．心筋梗塞の若年発症化、
その原因は？

3 集団（2，637 人）、第 4 集団（3，123 人）を設定
し、いずれの集団もほぼ同じ方法で追跡している。
各集団の受診率は非常に高く（受診率 78 〜 90％）、

実臨床の現場で感じることであるが、20 年前と

追跡からの脱落例もほとんどいない。さらに、死因

比べて明らかに心筋梗塞発症は若年化している。そ

および隠れた疾病の有無を詳細に調べるために、死

の原因は何なのか。福岡県久山町の大規模疫学研究

亡住民を高率に剖検している（通算剖検率 80％）。

である久山町研究では 1961 年、1974 年、1988 年、

したがって、各集団の健診・追跡成績にバイアスが

2002 年の循環器健診を受けた 40 歳以上の住民から

社外配布禁止

10
イベント発症率（％）

脳卒中と心筋梗塞の既発症者を除いて、それぞれ
第 1 集団（1，618 人）、第 2 集団（2，038 人）、第

8

アスピリン非投与

Log-rank P = 0.16
HR: 0.80 （95% CI: 0.58-1.10）
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図 2．糖尿病患者におけるアスピリンの一次予防効果
図２．糖尿病患者におけるアスピリンの一次予防効果（JPAD試験）
（JPAD 試験）
（イベント： 虚血性心疾患・脳卒中・PAD） 文献３ より引用、改変
（イベント：
虚血性心疾患・脳卒中・PAD）
文献３ より引用、改変

図１．久山町における危険因子の変遷
久山町4集団，40歳以上，年齢調整．
肥満：BMI≧25．O kg／m2，高Cho1（コレステロール）血症：総コレステロール≧220

mg／dl．

図図１．久山町における危険因子の変遷
1．久山町における危険因子の変遷 文献１より引用、改変
文献 1 より引用、改変
久山町4集団，40歳以上，年齢調整．
肥満：BMI≧25．O

kg／m2，高Cho1（コレステロール）血症：総コレステロール≧220

135
140

mg／dl．

文献１より引用、改変
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２．アスピリン神話の崩壊
2009 年に、アスピリンの使用によって非致死的
心筋梗塞などの初回心血管イベントは予防できる
が、そうした利益を超える出血リスク上昇が起こり
うるというメタアナライシスの報告がなされている
(2)。これはアスピリンの一次予防効果は出血リス
クに相殺されることを示している。
糖尿病患者でのアスピリン投与による一次予防効
図 3．危険因子を持つ日本人高齢者におけるアスピリン
図３．危険因子を持つ日本人高齢者におけるアスピリンの一次予防効果
の一次予防効果
文献４ より引用、改変
文献４ より引用、改変

ほとんどなく、この地域における各時代の心血管病

果は、我が国における Ogawa らの報告による最新
のデータでは有意差が無かった（図 2）(3)。また、
高リスク日本人高齢者で低容量アスピリンは初発予
防効果を示せなかった（図 3）(4)。

とその危険因子の実態を正確に反映していると考

つまり、我が国において今後益々増大する糖尿病

えられる。また、良く日本全国の平均を反映して

を基礎疾患として持つ心血管イベント未発症、また

いると考えられている。その報告によると (1)、男

は既往患者群に対して、長期的に投与する抗血小板

性 の肥満（body

薬は何を、誰に、どこまで投与するのかの選択を見

mass

index ≧ 25

kg ／ m2）は

直す時期に来ている。

1961 年では 7％であったが、その後着実に増え続け
て 2002 年には 29％の約 4 倍となった。女性の肥満

３．血清 CRP 濃度と心血管イベント

もこの間 13％から 24％まで約 2 倍に増え、その後
2002 年まで横ばい状態であった。耐糖能異常も時
代とともに増加し、とくに 1988 年と 2002 年の健診

C 反応性タンパク（CRP ）濃度の上昇が心血管イ

では大多数の受診者に 75g 経口糖負荷試験を行って

ベントのサロゲートマーカーに有用であると、欧米

耐糖能異常の有病率を正確に調査した結果、その頻

を中心として 2000 年頃から盛んに報告されるよう

度は 1961 年の男性 12％、女性 5％から 2002 年には

になった。そのメタアナライシスでも CRP>0.1mg/

それぞれ 55％、36％まで急増した。高コレステロー

dL 以上は有意差を持って独立した心血管イベント

ル血症（総コレステロール≧ 220mg ／ d1）の頻度

の予後予測因子であると報告された (4)。CRP 産生

は、男性では 1961 年の 3％から 1988 年の 27％と 9

は、マクロファージ、脂肪細胞から産生されるサイ

倍、女性では 7％から 42％へ 6 倍増えたが、その後
2002 年ではそれぞれ 26％、42％で変化がなかった

．

（図 1）。つまり現代人の 3 〜 4 人のうち 1 人は肥満
あるいは脂質異常症を、約半数は何らかの耐糖能異
常を有する。アジア人は欧米諸国に比べて糖尿病の
発症率も高い事が報告されている。わが国では高血
圧治療が広く普及し，そのことが脳卒中発症率の減
少をもたらした。しかしこの間、肥満、耐糖能異常、
脂質異常症などの代謝性疾患が急増し、心血管病の

図4．高感度CRPと将来の冠動脈疾患発症率（久山町研究から）
hs-CRP: より引用、改変
high sensitive C reactive protein 文献４ より引用
文献４

危険因子として重要な位置を占めるようになった。
心筋梗塞若年発症はまさしく危険因子の欧米化の結

図 4．高感度 CRP と将来の冠動脈疾患発症率
（久山町研究から）
hs-CRP: high sensitive C reactive protein
文献４ より引用

果と考えられる。心血管病発症の予防には、現在も
増え続ける代謝性疾患（特に糖尿病）をいかに管理
するかが今後の重要な課題である。
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ジから放出される MCP-1, MMP-2, MMP-9 の作用に

図６．

より、その部位のプラークを不安定化させる可能性
も多いに考えられる ( 図 6)。

5.

脳梗塞の原因が変わりつつある！？

心房細動患者の予後を調査した伏見レジストリー
研究は我が国の貴重な前向き疫学研究である（９）。
それによると抗凝固薬使用・不使用で脳梗塞の発症
頻度に差が無く、さらに、至適治療域の PT-INR で
図 5．CRP 高値とステント血栓症
図5．CRP高値とステント血栓症
文献８より引用

あっても脳梗塞の発症に有意な抑制は無かったと

文献８より引用

の報告であった。現在、脳梗塞の原因の 25% は心
原性脳塞栓症と考えられている。また、塞栓源不

トカインであるインターロイキン１β、インター

明の脳梗塞（ESUS: Embolic Strokes of Undetermined

ロイキン 6 や TNF αの刺激により肝臓で産生され

Source）も 25％存在し、専門家の間では、ESUS の

る。我々の研究でも、CRP 上昇は心筋梗塞のプラー

原因の多くも潜因性心房細動との認識が強く、実際

クラプチャーと密接に関連していた（5）。さらに

に抗凝固薬の治験が世界的に実施されている (10)。

久山町研究でも、CRP>0.1mg/dL 以上は将来の心血

しかしながら、我々の施設の検討で、心房細動に対

管イベントのハイリスクであることが報告された

するアブレーション患者を対象に、無症候性脳梗塞

( 図 4)(6)。また、冠動脈疾患患者 1 万 4 千人を集め

と大動脈弓部のプラークは密接に関係があった ( 図

た日本の大規模観察研究である J-CAD study でも、

7) (11)。心房細動患者の高齢化が進む中で、大動脈

CRP>0.1mg/dL 以上は将来の心血管イベント発症の

弓部プラークの評価はほとんど実施されてこなかっ

リスクが高かった (7)。

たのが現状である。伏見レジストリーの結果は、左
心耳血栓よりも大動脈プラーク／血栓による脳梗塞

４．血栓は CRP 上昇に関与する？

が日本人に増加していることを示唆しているように
思われる。そうすると、心房細動患者に対しても抗
血小板薬の使用を検討することは益々重要になって

炎症と血栓は相互に密接に関係することが知られ
ている。炎症は組織因子、血小板、フィブリノーゲ

くる。

ン活性を高め、線溶系の活性を弱める。血管壁に血
栓が出現すると単球（マクロファージ）がその溶解
に重要な役割を演じることが分かっている。マクロ
ファージからはインターロイキン１β、インター
ロイキン 6 や TNF αなどのサイトカインが放出さ

図７．

れる。さらに、MCP-1, MMP-2, MMP-9 などが放出
される。臨床的データはまだ少ないが、血栓形成

易血栓形成

プラークの不安定化

と CRP 上昇を示唆する報告が見られるようになっ
IL-6

てきた。Park DW らは、薬剤溶出性ステント留置後

TGFβ
マクロファージ

のステンと血栓症は、CRP 濃度と有意に相関して

血栓溶解

TNFα
IL-6
MMP2,9

いたと報告している ( 図 5)(8)。血管壁に生じた微

肝臓でのCRP産生

マクロファージ

血栓

MMP2,9

TNFα

IL-6

小血栓は、その溶解過程でサイトカインを放出し
CRP 濃度の上昇に関与している可能性があると考

図 6．血栓溶解と CRP，不安定プラークの関係

えている。さらに局所の血栓溶解は、マクロファー

図6．血栓溶解とCRP，不安定プラークの関係
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J-ISCP 会誌「心血管薬物療法」

Review

薬剤溶出性ステント時代における
抗血小板薬の使用法
阿部

七郎、井上

獨協医科大学

晃男

心臓・血管内科

要旨
薬剤溶出ステント（DES）時代における問題点の一つが晩期ステント血栓症である。当初 DES
留置後至適な二者抗血小板療法（DAPT）継続期間は 12 ヶ月とされ、DES の改良が進むにつれ短
縮する方向に向かったが DAPT 試験の結果から再び混沌としている。理想的な DES とは、ステン
トストラットの新生内膜被覆が早期に完了し、かつ粥腫の炎症も早期に沈静化するプラークシーリ
ング効果に優れたものであるべきである。我々はこれまでステント留置後の新生内膜に関して近赤
外線干渉断層（OCT）や冠動脈内視鏡などの画像モダリティーを用いて各世代の DES のシーリン
グ性能を観察してきた。本稿では DES の世代によるシーリングの特徴と至適 DAPT 期間につき考
察したい。

キーワード

薬剤用出性ステント (drug-eluting stent: DES)、
抗血小板薬２剤併用療法 (dual antiplatelet therapy: DAPT)、
光干渉断層撮影（optical coherence tomography: OCT）

はじめに

を獲得すること）など DES 特有の問題が浮上した。
特に VLST への懸念は長期間の DAPT 継続を余儀
なくした。そして出血性合併症のリスクが循環器医

PCI の歴史を振り返ると、バルーンによる拡張
（POBA）のみの時代からベアメタルステント（BMS）

のみならず生検や非心臓手術の際などにおいて他科

時代を迎え、初期成功率が格段に向上し再狭窄率も

の医師にとっても重大な懸念となった。現在なお

減った。代わって冠動脈内に金属を残すことによる

DAPT の至適継続期間は重大関心事項の一つとなっ

血栓形成の懸念から、留置後の至適抗血栓療法が

ており、未だ一定の見解は得られていない。その

様々論じられた。そして STARS 試験 の結果から

ような中 DES は第三世代となり、さらに生体吸収

現在のアスピリンとチエノピリジン系 2 剤併用療法

型スキャッフォールド（BVS）が臨床使用可能とな

（DAPT）が標準治療となった。やがて薬剤溶出性

りつつあり DAPT 期間は短縮可能な時代に入った。

ステント（DES）の時代となり再狭窄の問題がほぼ

我々は血管内超音波 (IVUS)、光干渉断層法 (OCT)

克服された。しかし１）晩期血栓性閉塞（VLST）：

あるいは血管内視鏡などの画像モダリティーを積極

BMS の血栓性閉塞は早期に起こるのに比べ DES の

的に用いてステント内新生内膜を観察している。本

場合慢性期や超慢性期においても血栓性閉塞がおこ

稿では各世代のステント内新生内膜の所見の比較か

る、２）late catch-up：BMS 時代には 6 ヶ月後に再

ら DAPT 期間をどのように考えるべきかを解説す

狭窄がない場合、それ以降の内径損失はおこらない

る。

1)

と考えられたが、DES の場合さらに晩期に再狭窄

薬剤溶出性ステントによる血栓性閉塞の機序

が進行する、３）早期の neoatherosclerosis（新生内

理想的なステントの性能とは、1）獲得した血管

膜が脂質性あるいは石灰化を伴う粥腫となり脆弱性

径がいつまでも維持されること
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2）ストラットが

図1

第1世代DES留置後VLST症例の画像所見

(BVS) の臨床応用が始まり、晩期の血管径の損失が

左前下行枝PSS部位

左冠動脈像右前斜位

OCT像

血管内視鏡像

なく、通常の血管構造を保つという病理所見が報告
され VLST 発生の更なる低減が期待されている。

ステント

ステントの種類による留置後

PSS

新生内膜画像所見の比較
ステント

第一世代 DES であるシロリムス溶出性ステント

左回旋枝PSS部位
血管内視鏡像

PSS

OCT像

(SES: Cypher®) 留置症例の観察研究である J-Cypher
Registry 3) の 5 年間の観察で血栓性閉塞イベント発
症率は 1 年で 0.5% と低いものの、その後年間 0.26%

図1

の増加のまま推移することが示された。またステ

第 1 世代 DES 留置後 VLST 症例の画像所見

健全な新生内膜で被覆されること

ント血栓症の致命的転帰の報告もみられたことか

3）ステント部

ら、少なくともアスピリンは永続的に使用するとし

位が炎症性の高い粥腫であっても健全な再生内皮に

て長期の DAPT の必要性が指摘され、2006 年に欧

よりシーリングされ、血管壁が炎症を抑制されるこ

州心臓病学会 ESC は 12 ヶ月の DAPT 継続を推奨す

との 3 者が考えられる。

るに至った。しかし新世代 DES の登場で 12 ヶ月の

ステント留置後の傷害血管壁では血管内皮は脱落

DAPT の必要性が疑問視され、ESC では DAPT 期

し、内膜は破壊される。そして局所に生ずる炎症反

間を 6 か月と定めた。そんな折 2014 年に DAPT 試

応を引き金として、内皮が再生 ( 再内皮化 ) し、平

験 4）の結果が報告された。これは DES 後の患者 9,961

滑筋細胞が増殖し、新生内膜が形成され、ストラッ

人で、DAPT 期間 12 ヵ月と 30 ヵ月を比較する多施

トが被覆される。これが生理的血管修復機転であ

設ランダム化比較試験であり、30 ヵ月 DAPT 群で

る。BMS では早期にストラットは新生内膜で被覆

ステント血栓症および主要有害複合エンドポイント

され、生理的血管修復が完了する。しかしながら過

（死亡、心筋梗塞、脳卒中）が有意に低いという結

剰修復反応により再狭窄が起こる。一方 DES では

果であった。そして 2015 年 ESC ガイドラインでは

溶出薬剤の薬理作用により、再狭窄は予防できるが、

12 ヶ月の DAPT も考慮されると記載されるように

再内皮化が抑制され、血管修復が完遂されないため

なった。このように DAPT の期間に関しては未だ

ストラットが被覆化されず、そのことが VLST の原

に結論がないのが現状である。

因となる 。第一世代の DES は薬剤 ( シロリムス )

我 々 は 第 一 世 代 の SES 留 置 9 年 後 に 発 症 し た

の毒性も問題であったが、ステントプラットフォー

VLST 症例のステント内を OCT と血管内視鏡にて

ム自体にも欠点があった。薬剤搭載の技術的な問題

観察した（図 1）。本症例は 9 年前に左前下行枝と

でストラットは厚く、ポリマー自体も厚く催炎症性

回旋枝に同ステントが留置され、慢性期再造影で

が強かった。そのためストラット遠位側での血流の

再狭窄を認めなかった。5 年前に負荷心筋シンチグ

淀みを生じ、ストラット被覆の遅延や血管壁の炎症

ラムで虚血が否定されため DAPT からアスピリン

も助長され血栓性閉塞が惹起されることが多いとさ

単剤に切り替えられ、その後も狭心症症状なく経

れた。第二世代の DES になると、薬剤そのものも

過したが、9 年後に突然前下行枝に VLST を発症し

改良されたが、ステントストラットやポリマーも薄

た。ステントは遠位端で閉塞しており遠位部にむけ

くできるようになったため、ストラット遠位部の血

て新たにステントが留置された。同一患者に同時期

流の巻き込みが減少し、またポリマーも生体適合性

に留置され、9 年後に閉塞した前下行枝と閉塞しな

の高いものが使用されるようになった。そして再狭

かった回旋枝の SES 部位を OCT と血管内視鏡で観

窄率を増加させないままステント血栓症の発症が低

察した。冠動脈造影では両部位に peri-strut contrast

減された。第三世代 DES は更にストラットは薄く

staining (PSS) といわれる造影剤がステントの外側に

なり、炎症遷延の原因であるポリマー自体が早期に

滲んで見える像が観察された。これはステント留置

消失するようになった。また生体吸収型ステント

の周囲の血栓や組織が脱落あるいは退縮してステン

2)
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図2
第2世代DESとBMSの留置8か月後のOCT所見の比較

(mm3)

新生内膜容積

ストラット非被覆率

P< 0.001

P< 0.001

P< 0.001 P< 0.001

NS

膜で被覆されており，被覆の程度 ( 新生内膜厚 ) は
BMS より少なく、慢性期のステント血栓症発生も

P< 0.001

優位に少なかった。つまり ZES はプラークシーリ
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また観察したすべてのフレームに見られるストラッ
トの数を計測し、被覆されていないストラットの

第 2 世代 DES と BMS の留置 8 か月後の OCT 所見
の比較

比率（非被覆率）を比較すると BMS と ZES は EES

トストラットと血管壁に隙間が生じてストラットが

に比べ有意にストラットが被覆されており BMS と

浮いてしまう状態で、ストラットがむき出しになる

ZES の間には差はなかった（図２）。

ことと隙間に生じる血液の乱流とで血栓形成がおこ

8 ヶ月後と 2 年後の各ステントの代表的な画像を

りステント閉塞するリスクが高い所見と考えられて

図 3 に示す。8 か月後、BMS はすでに OCT 上スト

いる。左前下行枝のステントは内視鏡でストラット

ラットが厚い新生内膜に被覆されており、血管内視

が剥き出しになっており OCT ではステント周囲は

鏡像では新生内膜は白色を呈した。ZES においても

瘤状に拡張してストラットは遊離していた。それに

OCT での新生内膜は BMS に比べ薄いが、ストラッ

比べ回旋枝は OCT 上ストラット周囲に掘れこみは

トの被覆化は比較的良好であった。しかし血管内視

あるがストラット自体は組織で被覆化されており、

鏡像では内膜はやや黄色調を呈した。2 年後もこう

内視鏡でも前下行枝に比べ金属の輝度は低く観察さ

した性状に変化はなかった。ところが EES の場合

れた。どちらも血管造影の所見では PSS を呈するが、

には 8 ヶ月時点で新生内膜の被覆は薄く金属がほぼ

OCT や血管内視鏡など画像診断法を用いてリスク

剥き出し状態であった。2 年後でも OCT 像では多

を判定することは有用であり、第一世代 DES が留

少被覆が改善されているが血管内視鏡を観察すると

置された症例では超慢性期でも造影検査にて PSS

ストラットが透見され、薄い被膜からステント外の

が認められる場合は DAPT を再開すべきかもしれ

血管壁の性状も透見され色調は ZES よりも強い黄

ないと考えられた。

色を呈した。このように血管内視鏡を観察する立場

第二世代 DES ではゾタロリムス溶出性ステント

では ZES の内膜被覆は十分で、炎症性粥腫もある

(ZES: Endeavor®) がまず登場した。ポリマーには赤

程度シールしうる印象を受けるのに対して、EES の

血球膜に類似した構造をもつホスホリルコリンポリ

プラークシーリング効果は非常に乏しい。新生内膜

マーが搭載され、薬剤 ( ゾタロリムス ) の溶出は約

が薄いことそのものは冠血流に影響しないが、血圧

14 日間という短期間に完了し、早期の新生内膜に

の変動、冠攣縮の関与あるいは外側の炎症性粥腫か

よるストラットの被覆化が期待された。これに次い

らの炎症の波及などを考えると、長いステントの留

でエベロリムス溶出性ステント (EES: Xience®) が

置例やステントが重複する部位などは遠隔期になん

登場した。コバルトクロム合金の薄いストラットに

らかのイベントに関連しうることが懸念される。病

生体適合性フルオロポリマーが搭載された DES で

理学的所見から EES は内膜被覆が良好であるとの

ある。ENDEAVOR III/IV 試験

の結果から ZES は

EES の安全性を結論づける報告もあるが、様々な留

第 1 世代 DES と比較して主要心血管イベント・心

置のされ方をしたすべての患者にその所見が再現さ

臓死などにおける非劣性が証明されたが，造影上の

れるのかは不明であり、再生内皮が血管内皮として

晩期損失血管径 (late loss) は有意に大きく，再血行

の機能を獲得しうるのかも明確ではない。

5)

再建率 (TLR) も多い傾向を示した。しかし IVUS サ

前述の J-Cypher Registry

3)

における DAPT 中止例

のサブ解析では 1 年以内に DAPT を中断しても特

ブ解析の結果では，ステント内はほぼ均一に新生内
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図3

第2世代DES留置後のOCTおよび血管内視鏡所見
8か月後内視鏡像

8か月後OCT像

2年後内視鏡像

いストラットで 3 ヶ月以内に消失するポリマーがア

2年後後OCT像

ブルーミナル（血管壁にあたる面のみ）に搭載さ
BMS

れている。3 ヶ月を過ぎて薬剤の溶出が完了し再狭
窄を予防する準備が整った段階でポリマーも消失
し、理論上 BMS と同様の状態になる。つまり再狭

ZES

窄を予防し、かつ炎症の再燃・遷延化などの前世代
の DES での懸念事項が低減され、慢性期の安全性・
有効性が期待されるステントである。急性冠症候群

EES

図3

（ACS）に留置した Synergy® の 3 ヶ月後の血管内
視鏡所見では既にストラットは被覆され OCT では

第 2 世代 DES 留置後の OCT および血管内視鏡所見

heterogenous な新生内膜で被覆される像が確認され

に血栓性イベントは増えなかった。 しかし約 10

る（図 4）。

3)

年経過してから VLST を発症する症例が存在するこ

現在の薬剤溶出性ステント留置後の

とも事実である。第 2 世代 DES のうち ZES はプラー

抗血小板薬療法の考え方

クシーリングが良好であり 3 ヶ月での DAPT 中止

ステント留置により PCI の長期成績は向上した。

の安全性を示すデータが存在する 。しかし EES に

特に IVUS ガイド下での手技率が高く、OCT や血

関する安全性を結論づけるこれまでの試験はいずれ

管内視鏡などで血管壁性状を詳細に評価しながらの

も留置 1 〜 2 年後のアウトカムから判断されたもの

PCI、あるいは慢性完全閉塞などのより複雑な病変

であり、それだけで真の安全性を議論することはで

での手技成功率などの点で我が国の PCI は欧米諸

きない。ACS 患者を対象として EES と BMS とを

国を凌駕する。しかし冠動脈疾患は動脈硬化症が本

比較した EXAMINATION 試験

の 5 年後の成績を

体であり、PCI や冠動脈バイパス術による狭窄 / 閉

みると 1 年以内では BMS に比べイベントを抑えた

塞血管の血行再建後に冠危険因子に対し厳格に介入

ものの、1 年以降のランドマーク解析では複合イベ

していくことが要求される。再狭窄、ステント後の

ント発生に両者の差はなかった。このうちステント

再内皮化、neoatherosclerosis、late catch-up、新規病

血栓症発生にのみ絞ると 5 年間で BMS よりも多く

変発症等、現時点での PCI の問題を論ずる場合で

発生している。ただし非治療血管の発症が多く関与

も冠危険因子への介入は必須事項である。

7)

8)

しており治療血管でのイベント発生は同等であっ

前述のように PCI 後の DAPT の期間に関しては

た。EES が BMS と比べ 5 年以内の再狭窄率を大幅

未だに結論がないという現状のなか、十分なエビデ

に減らし、5 年時点でのアウトカムが同等であると

ンスのないまま欧米でも、わが国でもガイドライン

いうことは、我々が画像所見で感じた EES に対す

上少なくとも 1 年後以降は中止し、抗血小板薬は単

る懸念が杞憂であるのかもしれない。しかしながら

剤とすることになっている。しかしながら DES 留

若年例へのステント留置の機会が今後ますます増え

置後のステント部位の OCT 像や血管内視鏡像を目
図4
にすると、第二世代 DES といえどもすべての患者
急性冠症候群患者への第3世代DES留置後3か月後

てていくことが予想されることから、EES 留置後の
DAPT の問題は 5 年の安全性の担保だけでは不十分
であり、10 年後 20 年後まで見据えた議論が必要で

内視鏡像

OCT像

ある。また ZES ではあるがゾタロリムスの溶出期
間 が 120 日 と 長 い Resolute Integrity® が Endeavor®
の後継品として使用されているが、本ステントは
新生内膜によるストラットシーリングは Endeavor®
に比べ不良である。
現 在 第 三 世 代 の DES と し て は Synergy® と

図4

Ultimaster® の二者が使用可能である。いずれも薄
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急性冠症候群患者への第 3 世代 DES 留置後 3 か月後

文

が短期間で DAPT を中止してもよいとは言い難い。
ましてや 10 年経過した後もなお VLST のリスクを

1.

負うことを強いられる第一世代の DES が留置され
た患者は今も大勢残されている。たとえ頻度が少な
いとはいえ、こうした VLST は決して無視できない
重篤な合併症である。したがって多彩なステント留

2.

置例に対し、DAPT 継続期間を一様に決定すること
は不可能であると考えられる。そこで我々は DAPT
継続期間に関しては OCT や血管内視鏡像を参考に
しながら、個々の症例ごとに慎重に考える方針を遵

3.

守している。しかしながら多くの PCI 施行患者は
長期的には非専門家も含む実地医家の手に委ねられ
ている。こうした中、前述の DAPT 試験の結果か
らから多変量解析により虚血性イベントのリスク因
子として、PCI または心筋梗塞の既往、ステント径
3mm 未満、慢性心不全または左室駆出率 30％未満、

4.

心筋梗塞症例、パクリタキセル溶出ステント（PES）
留置、喫煙、糖尿病、静脈グラフトへの PCI などが

5.

同定された。一方、中等度出血イベントのリスク因
子として、年齢、高血圧、腎障害、末梢動脈疾患が
同定され、これらの中で寄与度の高いものを組み合
わせ、虚血性リスクと出血性リスクのバランスを評
価する「DAPT スコア」が提唱さており、今後こう
した DAPT スコアなどでの個別化により詳細に至

6.

適 DAPT 継続期間が設定されていくことが期待さ
れる。また抗血小板薬を DAPT から単剤に切り替
える際、現状ではアスピリンを残すのが一般的であ
るが、チエノピリジン薬単剤という選択肢も議論さ

7.

れている。いずれにせよ個々の症例ごとの長期フォ
ローの過程で我々循環器専門医と、実地医家とが綿
密に情報共有することが PCI 症例に限らずすべて
の冠動脈疾患患者のさらなる予後改善に寄与するも
のと思われる。

8.

まとめ
PCI 後の血栓性イベント抑制に DAPT は必須であ
る。そしてその継続期間は今後短縮される方向に向
かうと思われるが、ステントの性能によって、ある
いは虚血性リスクと出血性リスクのバランスを評価
したうえで、個々の症例ごとに慎重に考慮すべきと
思われる。
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J-ISCP 会誌「心血管薬物療法」

Review

「肺血栓塞栓症の治療戦略
〜 DOAC 時代を迎えて〜」
池田
長崎大学大学院

聡司、前村

医歯薬学総合研究科

浩二

循環器内科学

要旨
肺血栓塞栓症（PE）は、主に下肢の深部静脈に形成された血栓が遊離して、肺動脈を閉塞する
ことにより生じる。この治療法としては、抗凝固療法あるいは血栓溶解療法が行われる。抗凝固療
法としては、従来、経口薬としてワルファリンが用いられてきたが、他の薬剤や食事の影響を受け
やすく、効果発現までに時間を要するなどの問題があった。近年、静脈血栓症治療の適応が追加さ
れた経口 Xa 因子阻害薬（Direct oral anticoagulant: DOAC）はそのような問題がワルファリンと比
較して少なく、PE の治療戦略に多大な影響を与えている。本稿では、この DOAC を含めた PE に
関する治療戦略を概説する。

キーワード

血栓溶解療法、抗凝固療法、Pulmonary embolism severity index (PESI) スコア、
低血圧 / ショック、在宅治療

はじめに

2009 年 以 降、American College of Chest Physicians
(ACCP) よ り、2012 年 3、2016 年

4

に、European

肺血栓塞栓症（PE）は、主に下肢の深部静脈に

Society of Cardiology (ESC) より 2014 年 5 にガイド

形成された血栓が遊離して、肺動脈を閉塞するこ

ラインの改討が発表されている。近年、Direct Oral

とにより生じ、一般的には、エコノミークラス症

Anticoagulant (DOAC) と呼ばれる経口 Xa 因子阻害

候群の 1 病態として認知されている。2016 年 4 月

薬が静脈血栓症 (Venous Thromboembolism: VTE) の

の熊本の震災では、車中泊による避難生活を続け、

治療薬として、本邦でも適応となった。この DOAC

PE にて突然死した女性が報道され、再度、本症が

の普及により、最近の海外のガイドラインでは、静

注目を浴びる結果となった。このように、PE は時

脈血栓症治療における抗凝固薬の推奨度にも変化が

に致命的となる状態となるため、十分な予防措置な
PEの診断

どを講じることがまず重要である。一方で、担癌患

ショック/低血圧
Yes

者にて経過観察目的等で撮影された造影 CT にて偶

No
リスク評価：PESI/ sPESI

然に発見される PE もあり、PE という診断でもそ

PESI class III-V
sPESI ≥ 1

高リスク

の重症度は様々である。静脈血栓症の診断や治療な

PESI class I-II
sPESI = 0

中等リスク

低リスク

画像的右心機能評価（心エコー/CT）
血液学的検査（心筋傷害マーカー：トロポニンなど）

どに関して、本邦では、2004 年に「肺血栓塞栓症

早期再灌流
• 未分画ヘパリン
• 血栓溶解療法

および深部静脈血栓症の診断、治療、予防に関する

血栓溶解療法が禁忌
血行動態の改善がない場合

•
•

ガイドライン」1 が初めて発表され、2009 年にその

外科的血栓摘除術
カテーテルインターベンション

図 1．

改討版 2 が発表されたが、本稿執筆時には、その後
の改討はなされていない。一方、海外においては、
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両検査ともに
positive

両検査ともにNegative、
もしくは片方のみpositive

中等－高リスク

中等－低リスク

抗凝固療法、モニタリング
血行動態が破綻すれば、
血栓溶解療法

抗凝固療法
入院（モニタリングも考慮）

抗凝固療法
早期退院/在宅治療

図1．急性肺血栓塞栓症の治療アルゴリズム
急性肺血栓塞栓症の治療アルゴリズム
文献 5 より引用改変

文献 5より引用改変

表 1．急性肺血栓塞栓症の死亡リスク

PESIスコア
年齢

Original

Simplified

Original version に て Class III-IV、simplified version
にて 1 以上あれば、生命予後に関して「中リスク」

年数

１(80歳以上)

性別（男性）

10

-

担癌

30

1

慢性肺疾患

10

慢性心不全

10

1

CT の画像診断を用いた右心機能評価および心筋障

心拍数 ≥ 110bpm

20

1

収縮期血圧 < 100mmHg

30

1

害マーカーであるトロポニンあるいは心不全マー

呼吸数 > 30/min

20

-

体温 < 36℃

20

-

精神的ストレスの変化

60

-

動脈血酸素飽和度 < 90%

20

1

となる（図 1. 中央）。その場合、次に心エコーや

カーである BNP もしくは NT-proBNP の血液検査に
よる評価を行う。両方の検査ともに陽性であれば、
「中リスク」の中でも「高リスク」となる。いずれ

リスク層別化（30日後の死亡リスク）

か一方のみあるいは両方ともに陰性の場合は、「中

Class I: 65以下 (0-1.6%)
Class II: 66~85 (1.7-3.5%)

0 point (1.0%)

Class III: 86~105 (3.2-7.1%)

1 point 以上 (10.9%)

リスク」の中の「低リスク」となる。いずれにして

Class IV: 106~125 (4.0-11.4%)
Class V: 126以上(10.0-24.5%)

も、中リスクに該当する場合には、入院加療が推奨

表 1．急性肺血栓塞栓症の死亡リスク

されるが、「中 - 高リスク」であれば、血行動態を
モニタリングしながら、悪化すれば、血栓溶解療法

みられる。本稿では、これらのガイドラインをもと

を行う。それ以外であれば、抗凝固療法で経過を観

に、最近の PE の治療戦略について概説する。

ることなる。
「中リスク」に PESI スコアで該当しなかった場合

肺血栓塞栓症の治療戦略

には、「低リスク」となり治療法としては抗凝固療
法で良いが、在宅治療や入院しても早期退院が可能
とされている。在宅治療の適応としては、臨床的に

ESC 2014 のガイドラインをもとに作成した acute

落ち着いており、心肺予備能が十分である、最近の

PE の治療アルゴリズムを図 1 に示す。

出血や高度の肝腎障害など禁忌となる状態がない、

低血圧 / ショック症例（図 1 左側）

治療に対するコンプライアンスが良い、そして患者

低血圧 / ショックの定義は、15 分間以上、収縮期

が自宅での治療を希望していることが挙げられる。

血圧 90mmHg 未満あるいは収縮期血圧が 40mmHg

また医療機関の近くに住んでいる、あるいはすぐに

以上低下する状態とされている。この状態は、生

連絡が取れることも条件として挙げられる。

命予後に関して「高リスク」であり、すぐに診断

先述の acute PE の治療アルゴリズムでの、主たる

し、再灌流療法を行わなければならない。そのた

治療法である、血栓溶解療法、抗凝固療法について

め、造影 CT にて即座に診断し、すぐに未分画ヘ

次に述べる。

パリンを投与する。その後、ウロキナーゼや tissue

血栓溶解療法

plasminogen activator (tPA) などを用いて血栓溶解療

本邦で acute PE の治療に保険適応があり、血栓

法を行う。血栓溶解療法が禁忌である場合や血栓溶

溶 解 療 法 に 使 用 で き る 薬 剤 は、tissue plasminogen

解療法にて血行動態の改善がない場合には、外科的

activator (t-PA) のモンテプラーゼ（クリアクター注：

血栓摘除術やカテーテルによる治療を考慮する。

13,750 〜 27,500IU/kg）だけである。先述したよう

低血圧 / ショックを来していない症例

に、血栓溶解療法は acute PE の治療において、血行

（図 1 中央〜右側）

動態が悪い患者に対して、早期に肺血流を再灌流さ

低血圧 / ショックを来していない場合には、ま

せ、血行動態を改善する目的で使用される。それで

ず 30 日後の予後予測を行う。すなわち、Pulmonary

は、血行動態が保たれている患者に対して、血栓溶

embolism severity score index (PESI) スコア を用い

解療法の適応はないのか？先述の「中リスク」患者

て、30 日後の死亡リスクを評価する（表 1）。PESI

への血栓溶解療法の有用性を検討した PEITHO 研究

ス コ ア に は、original version と simplified version が

では、t-PA の tenecteplase は、プラセボよりも血行

ある。Original version では、そのスコアにより 5 段

動態の増悪を有意に防いだが、一方で、頭蓋内や他

階に、simplified version では、2 段階に層別化される。

部位の大出血を有意に増加させ、投与後 7 日間、30

5
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表 2．臨床重症度分類と血栓溶解/抗凝固療法の適応

血行動態
Cardiac arrest

心停止あるいは

or collapse

循環虚脱

Massive

不安定（ショッ

（広範型）

ク/低血圧）

Submassive
（亜広範型）
Non-masseive
（非広範型）

心エコー上

抗血栓薬の選択

抗血栓薬の選択

右心負荷

（JCS2009）

（ESC2014）

Edoxaban
約1週間
非経口
抗凝固薬

血栓溶解療法
+

Rivaroxaban

適応あり

血栓溶解療法

3週間

適応あり

イグザレルト
15mg x 2

安定
抗凝固療法
安定

リクシアナ 60mg / 30mg x 1

－

【減量基準】
• 体重 60kg以下
• Ccr 30～50ml/min
• P糖タンパク阻害薬の併用
→30mgに減量
＊Ccr 15ml/min未満は禁忌

イグザレルト 15mg x 1

＊Ccr 30ml/min未満は禁忌

Apixaban

抗凝固療法

1週間

表 2．臨床重症度分類と血栓溶解 / 抗凝固療法の適応

エリキュース

10mg x 2

図 2.

日間の死亡率は両群で差を認めなかった 。そのた
6

エリキュース 5mg x 2

＊Ccr 30ml/min未満は禁忌

図2. 静脈血栓症に対するDOACの投与法
静脈血栓症に対する
DOAC の投与法

Ccr：クレアチニンクリアランス

め「中リスク」患者への血栓溶解療法の投与には注
意が必要で、現段階では推奨されておらず、「中 ‐

クシアナ）、2015 年 9 月にリバーロキサバン（イグ

高リスク」患者にて血行動態が破綻した際に投与を

ザレルト）、12 月にアピキサバン（エリキュース）

考慮する方針となっている。しかし、本邦のガイド

が VTE の治療としての適応が追加された。表 3 に

ラインでは、表 2 に示すように、Submassive に該当

ワルファリンとの比較を示しているが、ワルファリ

する、すなわち正常血圧であるが右心機能障害を有

ンよりも問題点が少なく処方しやすい薬剤と考えら

する場合にも、その効果と出血のリスクを慎重に評

れる。現在、上記の DOAC に対する拮抗薬が本邦

価して血栓溶解療法も選択肢に入れるとされている 。

ではないが、海外ではアンデキサネット アルファ

このように、現在、本邦では ESC ガイドラインと

が開発され、すでに臨床試験も行われており、本邦

は患者のカテゴリーによっては治療方針に違いがあ

でも使用可能となる日もそう遠くないものと思われ

る。今後、本邦でのガイドラインの改討が行われ、

る。DOAC の VTE に対する臨床的効果はどうであ

このような点についても議論されることであろう。

ろうか？ VTE 再発抑制の治療効果と出血の安全性

2

抗凝固療法

に関しては、すでに世界的な大規模試験で報告され

従来、acute PE における抗凝固療法としては、ヘ

ているように、概して DOAC はワルファリンと比

パリンなどの注射薬で開始し、経口薬であるワル

較して、治療効果は非劣性、安全性は優越性が示さ

ファリンを併用しながら、その量を調整し、ワル

れている 7-10。

ファリンの効果が治療域に達すれば注射薬を中止す

上記 3 剤の DOAC の VTE に対する投与方法は、

るといった方法で行ってきた。ワルファリンは、そ

大規模試験のプロトコールに準じており、各薬剤に

の効果が発現するまでに時間を要し、PT-INR を指

て、特に治療開始直後のプロトコールが異なる。エ

標として処方量を調整する必要があり、さらには、

ドキサバンは、治療開始時にヘパリン等の注射薬を

食事や他の薬剤の影響を受けやすいといった、治療

約 1 週間程度治療した後に投与するが、リバーロ

に際してはデメリットがある。近年、経口抗凝固薬

キサバン、アピキサバンでは、投与期間は異なる

として第 Xa 因子阻害薬である DOAC が開発 / 市販

が初期に維持量の倍量を投与する（図 2）。つまり、

表 3. ワルファリンと DOAC
の比較
された。本邦でも、
2014
年 9 月にエドキサバン（リ

DOAC 単剤で VTE 治療を完結できる場合もある。

ワルファリン
薬効発現までの時間

遅い

速い

調節が必要

一定量

食事との相互関係

あり

なし

薬剤との相互関係

多い

少ない

定期モニタリング

必要

不必要

薬効の持続時間

長い

短い

拮抗薬

あり

なし

薬価

安価

高価

用量調節

DOAC 単剤で治療しえた症例を図 3 に示す。この

DOAC

ように、DOAC は比較的リスクが低い（中 - 低リス
ク〜低リスク）患者にて、初期から用いて治療が行
うことができ、これは早期退院あるいは自宅治療へ
とつながる。また、比較的リスクが高い患者におい
ても、血栓溶解療法や非経口抗凝固薬にて血行動態
が改善し経口抗凝固薬に切り替える際にも、DOAC

DOAC: Direct oral anticoagulant

表 3.

は効果発現までの時間が速いため、早期退院、在院

ワルファリンと DOAC の比較

日数の短縮につながる。このような DOAC の利便
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2.

【症例】54歳、女性
【主訴】労作時息切れ
【現病歴】数日前より、階段を昇る際に息切れを自
覚するようになった。近医を受診し、心エコー図検査
にて、右心負荷所見を軽度認め、当科を受診した。
【現症】身長 162cm, 体重 56.1kg, BMI 21.3, 血圧
140/80mmHg, 脈拍 64/分 整, SpO2 96%
心音：3LSBにて、収縮期雑音聴取（Levine III/VI)
呼吸音：特記事項無し。
下肢：浮腫・圧痛なし。
血液検査所見： 赤血球 455 x 104/μl, 白血球
4800/μl, 血小板 37.6 x 104/μl, CRP 0.16mg/dl, Dダイマー 6.2μg/ml, NT-proBNP 293.2pg/m, LDLC 167mg/dl, 糖代謝 異常なし

循環器病の診断と治療に関

するガイドライン（2008 年度合同研究班報
告） 肺血栓塞栓症および深部静脈血栓症の診
断、治療、予防に関するガイドライン（2009
年 改 討 版 ）http://www.j-circ.or.jp/guideline/pdf/

Simplified PESI score = 0

12/5
DVT（－）

【経過】ヨード造影剤アレルギー（皮疹）の出現あり。
入院後、DOACを開始。経過は問題なく、1週間後、
退院。以後、外来でDOACを継続し、経過観察。
初診時
Dダイマー 6.2μg/ml
SpO2 96%

図 3.

安藤太三、他 .

血栓像

JCS2009_andoh_h.pdf.
3.

2か月後
D-ダイマー 0.4 μg/ml
SpO2 98%

＊ヨード造影剤アレルギーにて、MRI撮影

Guyatt GH, Akl EA, Crowther M, et al. Executive
summary: Antithrombotic Therapy and Prevention

図3. DOAC単剤で加療した肺血栓塞栓症症例
DOAC 単剤で加療した肺血栓塞栓症症例

of Thrombosis, 9th ed: American College of Chest
性や有効性、安全性などより、今後、VTE の治療

Physicians Evidence-Based Clinical Practice

において、DOAC は主役の座にすわるものと考え

Guidelines. Chest 141:7S-47S, 2012.

られる。事実、2016 年の ACCP ガイドラインでは、

4.

Kearon C, Akl EA, Ornelas J, et al . Antithrombotic

担癌患者でない場合の静脈血栓症に対する抗凝固薬

Therapy for VTE Disease: CHEST Guideline and

として、DOAC がワルファリンより推奨されてい

Expert Panel Report. Chest 149:315-352, 2016.

る 。
4

5.

Konstantinides SV, Torbicki A, Agnelli G, et
al. 2014 ESC guidelines on the diagnosis and

おわりに

management of acute pulmonary embolism. Eur
Heart J 35:3033-3069, 3069a-3069k, 2014

VTE 治療は、DOAC の出現により、その治療戦

6.

Meyer G, Vicaut E, Danays T, et al. Fibrinolysis

略が大きく変換している現況と考えられる。残念な

for patients with intermediate-risk pulmonary

がら、本稿執筆時には、本邦におけるガイドライン

embolism. N Engl J Med 370:1402-1411, 2014.

は 2009 年以降、まだ改討されてなく、本邦におけ

7.

Agnelli G, Buller HR, Cohen A, et al. Oral

る DOAC の VTE 治療における位置づけや推奨度な

apixaban for the treatment of acute venous

どはまだ明らかでない。現在、本稿で述べた近年の

thromboembolism. N Engl J Med 369:799-808,

海外のガイドラインを参考に、本邦のガイドライン

2013.

の改討が行われているが、日本人は欧米人に比べ、

8.

Buller HR, Decousus H, Grosso MA, et al.

VTE 発症が少なく、人種差があることも示唆され

Edoxaban versus warfarin for the treatment of

ている。そのため、海外のガイドラインが必ずしも

symptomatic venous thromboembolism. N Engl J

本邦で適合するかどうかは定かでない。本稿では海

Med 369:1406-1415, 2013.

外のガイドラインを中心に述べてきたが、実際の臨

9.

Bauersachs R, Berkowitz SD, Brenner B, et

床の場では、個々の患者に対し、担当医の判断に委

al. Oral rivaroxaban for symptomatic venous

ねられる現状があることも少なくないと思われる。

thromboembolism. N Engl J Med 363:2499-2510,
2010

文
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安藤太三、他 .

10. Buller HR, Prins MH, Lensin AW, et al. Oral

献

rivaroxaban for the treatment of symptomatic

循環器病の診断と治療に関す

pulmonary embolism. N Engl J Med 366:1287-
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1297, 2012.
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Keynote Lecture Ⅰ
座長：浅原 哲子 先生（国立病院機構 京都医療センター 内分泌代謝高血圧研究部 部長）

グルカゴンからみた
食後血糖の上昇

演者：濵崎 暁洋 先生

（公益財団法人 田附興風会 医学研究所 北野病院 糖尿病内分泌センター 主任部長）

グルカゴンの分泌調整機構について近年も基礎的検
討からの解明がすすめられている。膵島の中でβ細胞
から分泌されるインスリンやδ細胞から分泌されるソ
マトスタチンがグルカゴン分泌を抑制するほか、イ
ン ク レ チ ン で あ る glucose-dependent insulinotropic
polypeptide (GIP) や GLP-1 によるグルカゴン分泌の修
飾がみられ、インクレチン関連薬が臨床応用されるこ

グルカゴンはグルカゴン遺伝子からのプロセシング
を経てα細胞で合成・分泌される。脳や腸では同じグ
ルカゴン遺伝子から glucagon-like peptide-1 (GLP-1) が
合成されていることが知られている。グルカゴンは種々
の標的臓器で様々な生理作用と示す【表】が、糖代謝
に大きく関わる臓器が肝臓で、門脈内のインスリン／
グルカゴン比が、ブドウ糖濃度に応じた肝臓の糖取り
込み、糖放出の振る舞いを決めている。
2 型糖尿病では栄養素の経口負荷後のインスリン分泌
が大きく減弱しているとともに、正常耐糖能者でみら
れる負荷後グルカゴン分泌の抑制がみられず、むしろ
奇異性のグルカゴン血中濃度の上昇を認めることが古
くから知られていた【図１】。

グルカゴン分泌が抑制されず、
分泌増強反応をみとめる。

グリコーゲン分解促進、糖新生促進、グリコーゲン合成抑制、解糖抑制
肝臓

ケトン体合成促進、脂肪分解促進、たんぱく分解促進

膵島

インスリン分泌促進

消化管

蠕動抑制

心臓

心拍数増加、心筋収縮力増加

腎臓

糸球体濾過量増加、水再吸収促進

脂肪細胞

脂肪分解促進、熱産生促進、エネルギー消費促進

中枢神経

食欲抑制

インスリン分泌反応の減弱。

Muller WA et al. N Engl J Med 283: 109-115, 1970

【表】
【表】 グルカゴンの生理作用
グルカゴンの生理作用

【図１】 2型糖尿病における負荷後グルカゴンの奇異性分泌
【図１】
2 型糖尿病における負荷後グルカゴンの奇異性分泌
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GIP

GLP-1

治療調整

＋GLP-1RA

ソマトスタチン

β-cell
インスリン

(mg/dl)

Case ( 1 )

δ-cell

ソマトスタチン

Ave. ± S.D.

グルカゴン

グルカゴン

α-cell
治療調整

＋GLP-1RA

Lund A et al. Am J Physipl Endocrinol Metab 300: E1038-46, 2011

Case ( 2 )

de Heer J et al. Diabetologia 51: 2263-70, 2008
Kawamori D et al. Cell Metab 9: 350-7, 2009

【図２】【図２】
グルカゴン分泌の制御
グルカゴン分泌の制御

とで、2 型糖尿病患者におけるグルカゴン分泌異常とそ
の改善についてが大きく注目されるようになった。現
在のところ、GIP はα細胞からのグルカゴン分泌を亢
進し、GLP-1 はβ細胞からのインスリン分泌、δ細胞
からのソマトスタチン分泌を介してグルカゴン分泌を
抑制していると考えられている【図２】。
現在 2 型糖尿病治療に対して広く用いられるように
なったインクレチン関連薬の血糖降下作用のなかで、
このグルカゴン分泌抑制効果が大きな役割を果たして
いることが示されている。インクレチン関連薬のなか
で、dipeptidyl peptidase-4 (DPP-4) 阻 害 薬 は 内 服 薬 で
腸管から分泌された活性型 GIP、GLP-1 を生理学的濃
度の範囲で上昇させ、GLP-1 受容体作動薬は皮下注射
投与によって薬理学的濃度に GLP-1 相当濃度を上昇さ
せる。これらは GLP-1 作用を増強させることで、これ
までの糖尿病治療薬では対応することができなかった、
グルカゴン分泌過剰を改善することが期待されたこと
から、2 型糖尿病患者におけるグルカゴン抑制の異常が
大きく注目されるようになったともいえる。われわれ
が日本人健常者および 2 型糖尿病患者のインクレチン
効果を検討した中で、とりわけ経口負荷後早期のグル
カゴン濃度が腸管吸収後門脈を経て肝臓に到達したブ
ドウ糖処理によく相関していることを明らかした。さ
らに、2 型糖尿病患者に対する GLP-1 受容体作動薬投

(mg/dl)

グルカゴン分泌

Ave. ± S.D.

【図３】CGM
で評価した、インクレチン治療による血糖値の
【図３】
CGMで評価した、インクレチン治療による血糖値の
平均と変動への効果
平均と変動への効果

与前後の血中グルカゴン濃度の検討では、同剤が食後
血糖値を大きく改善させる際に血中グルカゴン濃度が
よく低下していること、食後血糖値と血中グルカゴン
値との相関は特に食後早期に強いことを示した。この
ときの Continuous glucose monitoring (CGM) による評
価をみると、この GLP-1 受容体作動薬がグルカゴン分
泌の抑制を伴って食後血糖値を改善させた際、平均血
糖値とともに血糖値変動（標準偏差）を小さくしてい
ることがわかる【図３】。血糖値変動の増大と心血管障
害との関連を示唆する知見の報告が続いており、この
インクレチン関連薬による血糖値変動の抑制は心血管
に保護的に作用することも期待される。さらには、今
後報告が相次ぐと期待されているインクレチン関連薬
治療と心血管イベント抑制との関連へのグルカゴン抑
制効果の寄与も考察できてたいへん興味深い。
近年の注目によって、グルカゴンについてますます
多くの知見の集積が進むことが期待されており、それ
に続く実臨床におけるグルカゴンの評価、指標の確立
が求められる。

Keynote Lecture Ⅱ
座長：森本 達也 先生（静岡県立大学 薬学部 教授）

脂肪組織を用いた
心血管病治療の開発

演者：柴田 玲 先生

名古屋大学大学院医学系研究科 先端循環器治療学寄附講座 准教授

我々は現在「脂肪組織を用いた心血管病治療の開発」
に取り組んでいる。内臓脂肪に関しては、分泌される
種々のアディポカインが、心血管病のバイオマーカー
や治療ターゲットとなりうるかを探索している。皮下
脂肪に関しては、脂肪組織中の幹細胞を用いて再生医
療の開発に取り組んでいる（図）。
近年、脂肪組織は単なるエネルギー貯蔵臓器ではな
く分泌蛋白を高発現している臓器であることが明らか

となり、脂肪細胞は数多くのサイトカインやホルモン
（アディポカイン）を発現し分泌する内分泌臓器である
という概念が確立している。現在では、アディポネク
チン、レプチン、TNF- αをはじめとする数多くのアディ
ポカインと様々な病態との関連が明らかにされてい
る。これらアディポカインの分泌調節異常は、動脈硬
化危険因子となりうる種々の代謝異常を引き起こすば
かりではなく、直接に、心血管傷害機序に関与するこ
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までの研究結果より、ADRC は血管新生効果・組織再
生能力を有することが報告されている。我々は、ADRC
脂肪
組織
移植がマウス下肢虚血モデルを用いて、血管新生促進
作用を有することを明らかとした。さらにウサギやブ
内臓脂肪
皮下脂肪
タを用いて、ADRC 移植の有効性のみならず手技的合
脂肪ホルモン
脂肪組織由来
併症を含めた安全性を確認した。その後、ADRCs 移植
幹細胞
アディポネクチン
による血管新生療法の臨床導入を進め、2012 年に厚生
労働省により『ヒト皮下脂肪由来間葉系前駆細胞を用
心血管病
いた重症虚血肢に対する血管新生療法についての研究』
の実施計画が認可され、ADRCs を用いた臨床試験を
図 脂肪組織を用いた心血管病治療の開発
開始した。局所麻酔又は全身麻酔下に脂肪吸引法によ
とが明らかとなってきている。特にアディポネクチン り自己皮下脂肪を約 300g 採取し、脂肪吸引混濁液をセ
は、抗糖尿病、抗動脈硬化作用を有するアディポカイ リューション遠心分離器 ®（サイトリ・セラピューティ
ンであり、心血管疾患の病態に深く関与している。我々 クス株式会社）にて、ADRCs を分離した。分離した
は心血管病におけるアディポネクチンの役割に注目し、 ADRCs は筋注法で下肢虚血肢に移植を行った。現時点
アディポネクチンが血管新生作用を有する事、心臓肥 で、5 症例に対して ADRCs 移植による血管新生療法を
大抑制に関与している事を明らかにした。さらに、ア 施行し、いずれの症例も術後 6 ヶ月の時点で、疼痛の
ディポネクチンが心筋梗塞巣の縮小効果や予防効果を 軽減及び潰瘍サイズの縮小または治癒、6 分間歩行可能
有する事を示した。この事は、アディポネクチンがバ 距離の延長などを認め、血管造影やレーザードップラー
イオマーカーとして有用であるだけでなく，アディポ 検査においても血流改善を示唆する所見が認められ、
ネクチン分泌促進薬が心血管疾患領域の新しい治療法 患肢切断も免れている。
につながる可能性を示唆している。
このように嫌われ者である「脂肪」であるが、作り
脂肪組織中には、間質血管細胞群 (SVF) に多分化能 出すホルモンや幹細胞を利用して、心血管病の治療に
を有する、いわゆる脂肪組織由来幹細胞 (ADRC) が含 利用することが可能となりつつある。
まれていることが明らかとなり注目されている。これ

招請講演
座長：長谷川 浩二 先生（国立病院機構 京都医療センター 展開医療研究部 部長）

心臓を守るミトコンドリア
機能とエネルギー代謝
はじめに

社会の高齢化に伴い、心不全に罹患する患者数は増
加の一途である。その原因として生活習慣病の増加が
考えられるが、心臓を長持ちさせるために、ストレス
や老化にともなう、ミトコンドリアの質の維持（ミト
コンドリアクオリティコントロール）が注目されてい
る。いまだ細胞や動物実験中心の研究段階にある「ミ
トコンドリアの質の維持」を臨床の現場で応用し、臨
床医にも実感できるようにするために今後も多くの課
題を乗り越える必要がある。

演者：的場 聖明 先生

京都府立医科大学 大学院医学研究科 循環器内科学 教授

（表１）。約 20 億年前、自由生活性の細菌が自分より大
きな細胞の中で生活に適応し共生が始まり、最終的に
細胞内小器官である「ミトコンドリア」となったと考
えられている 1）。このミトコンドリアは宿主細胞内での
エネルギー産生工場となったので、宿主細胞は酸素を
表１．ミトコンドリアの機能
利用して効率よくエネルギーを産生できるようになり、
細胞は分化や増殖の能率向上により、複雑な生命体を
形成する事が可能になった。しかし、細胞や組織にお

ATP産生
活性酸素産生

ミトコンドリアについて

アポトーシス誘導

ミトコンドリアは、私達の体の各細胞に平均的に
300-400 個存在し、心筋細胞には 1000 個ほど存在して
いる。ミトコンドリアはエネルギー産生を担う細胞内
小器官であるが、その他に酸化ストレスや細胞死の制
御、カルシウム代謝や自然免疫応答にも関与している

カルシウム貯蔵
感染の防御
表１．ミトコンドリアの機能
67

図１

けるストレスや加齢に伴い、この内部共生のバランス
が崩れ、ミトコンドリアと細胞のネットワーク異常が
起こると、様々な細胞の機能異常から最終的に細胞の
死が、もたらされることになる

老化のミトコンドリア仮説
老化は様々な要因により起こると考えられているが、
その１つとしてミトコンドリア仮説が知られている。
すでに 1989 年に Linnane らは、体細胞におけるミトコ
ンドリアＤＮＡの変異の蓄積が、加齢や変性疾患に関
与する事が提唱している 2）。加齢とともにミトコンド
リアの機能は低下し、エネルギー産生が減少するとと
もに酸化ストレスが亢進する。これらが DNA 障害の
蓄積などをまねきながら、恒常性維持の機構が破綻し、
細胞老化や細胞死を引き起こすことで、臓器機能異常、
老化の原因となる事が考えられている 3) 。なぜなら、
ミトコンドリアが細胞内における活性酸素種の主要な
産生の場であり、例えば、体重あたりの代謝速度が大
きい動物ほど寿命が短いことは、ミトコンドリア呼吸
が活発であれば酸化的損傷も増大し、細胞の老化が促
進された結果ともいえる。
一方でミトコンドリアには機能低下に対抗する様々
な品質保持機構があり、近年その分子機構が明らかに
なってきている。タンパクレベルでは障害タンパクは
AAA+ プロテアーゼにより分解される。また、細胞内
小器官レベルでもミトコンドリアは分裂 (ﬁssion) と融合
(fusion) を繰り返し、不良ミトコンドリアがミトコンド
リアに特異的なオートファジー（マイトファジー）機
構で分解処理されるシステムが、知られている 4)。変異
したミトコンドリア DNA の蓄積をコントロールするた
めには、このミトコンドリアの ﬁssion と fusion 機構お
よびマイトファジーが重要である。

図 1.細胞質 p53 によるマイトファジー障害機序
老齢マウスの心臓では、細胞質内の p53 がパーキンと
結合して、機能不全状態にあるミトコンドリアへのパー
キンの移行を阻害するため、マイトファジーが抑制さ
れ異常ミトコンドリアが蓄積する。

た。また加齢に伴う心機能低下や老化様変化も抑制さ
れました。このことよりがん抑制遺伝子である p53 が
マイトファジーの抑制、心臓老化の原因となっている
事が分かった。
次にマイトファジーを活性化する事が老化予防につ
ながるかを検討し、心臓においてマイトファジーの誘
導因子である Parkin を過剰発現させたマウスを作成し
検証を行ったところ、このマウスでは p53 欠損マウス
と同様に加齢に伴うミトコンドリアの機能異常や心機
能低下、老化様変化の出現が抑制され、マイトファジー
の活性化が老化予防に有効である可能性が示された 5)。
（図 1）
このように老化に伴い細胞質に増加した p53 が、マ
イトファジーを抑制し、ミトコンドリアの品質低下や
機能低下を来した結果、組織の機能不全を来すことは、
膵臓のβ細胞でも示され、糖尿病の発症や悪化に関わっ
高齢の心臓では、
ている事も証明できた 6)。心臓におけるマイトファジー
マイトファジーが抑制されている
の機序については、まだまだ不明な点が多いが、その
理解はかなり進んできた 7,8)。更なる研究によりミトコ
私達は最近、10 ヶ月齢の若齢マウスと 20 ヶ月齢老齢
ンドリアの恒常性を標的として老化関連疾患全般を治
マウスの心臓を比較し、老齢マウスではマイトファジー
療できる日も遠くないと考えられる。
によるミトコンドリアの分解処理が低下し、その結果
として異常ミトコンドリアが蓄積している事を発見し
おわりに
た 5)。またマイトファジー誘導因子である Parkin を欠損
させたマウスでは加齢に伴う心機能の低下や老化様変
我が国をはじめとする先進国では、人口の高齢化に
化が早期より認められ、このことより異常ミトコンド 伴い心不全や糖尿病といった加齢により増加する疾患
リア処理の低下が心臓老化の原因の一つになっている いわゆる「老化関連疾患」の患者数が増加している。
と考えた。
これらの患者の予後は薬物治療の進歩にもかかわらず
そこで培養細胞を用いて実験し、心臓老化に伴うマ 不良であり、発症予防や進行を抑制する新たな治療方
イトトファジー抑制のメカニズムを解明するために、 法が求められている。従来は個々の臓器障害に対する
老化に関係する因子を調べた結果、がん抑制遺伝子で 治療がなされてきたが、各疾患が共有するより上流の
ある p53 が細胞質で Parkin と結合して Parkin がミトコ 要因である老化に対する介入が注目されている。
ンドリアに移行しマイトファジーを誘導することを阻
ミトコンドリアの品質維持に寄与する機構や制御を
害している事が判明した。p53 を欠損させると加齢に伴 介して新しい治療が、開発されることで「老化」とい
うマイトファジー抑制は軽減し、ミトコンドリアのエ う大きな壁を越えられる日に一歩でも近づくために多
ネルギー産生能は維持され、活性酸素の産生も低下し
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くの基礎研究の成果が期待される。
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J-ISCP 研究会報告

2017 年 2 月 25 日（木）
TKP ガーデンシティ京都（京都市） 2 階「山吹」

第2回COPD・CKD・糖尿病と心血管疾患研究会
参加者
座長
演者
演者

座長
演者

安田 雄司 先生 （医療法人啓生会 やすだ医院 院長）
小賀 徹 先生 （京都大学大学院医学研究科 呼吸管理睡眠制御学講座 准教授）
長谷川浩二 先生 （国立病院機構 京都医療センター 展開医療研究部 部長）
尾野
長田

亘 先生 （京都大学大学院医学研究科 循環器内科学 准教授 ）
太助 先生 （自治医科大学 内科学講座腎臓内科学部門 教授）

Keynote Lecture Ⅰ
座長：安田

雄司 先生（医療法人啓生会

やすだ医院 院長）

睡眠時無呼吸と
心血管疾患

演者：小賀

睡眠時無呼吸は生命予後と関連し心疾患と併存する
睡眠時無呼吸症候群は、いびきや日中の眠気を主症
状としてよく知られているが、生命予後とも関連する
重要な疾患である（図）。また睡眠時無呼吸は、高血圧
の 30%、薬剤耐性高血圧の 80%、心不全の 76%、心房
細動の 50%、冠動脈疾患の 31% といった具合に、種々
の心疾患に高率に合併することが報告されている（「循
環器領域における睡眠呼吸障害の診断・治療に関する
ガイドライン」より）。睡眠時無呼吸は、夜間の酸素飽
和度の低下、覚醒反応、胸腔内圧の変動を引き起こし、
その結果、交感神経の活性化、内皮機能障害、過凝固、
炎症反応亢進、酸化ストレス、メタボリック異常といっ
睡眠呼吸障害の予後
Sleep Heart Health Study ６４４１人の参加者の生命予後の前向き検討

１０４７人死亡
うち２２０人は冠動脈疾患
無呼吸低呼吸指数 (AHI)

正常
軽症
中等症
重症

徹 先生

（京都大学大学院医学研究科呼吸管理睡眠制御学講座 准教授）

特に男性では冠動脈血管死は
睡眠呼吸障害と有意に関連

Punjabi NM, et al. PLoS Med 2009

睡眠呼吸障害の重症度はAHI（無呼吸低呼吸指数）により規定され、
生命予後と関係した

図 睡眠呼吸障害の予後

た病態を介して、心疾患に関係することが推定される。
閉塞性睡眠時無呼吸と高血圧との関係
中でも閉塞性睡眠時無呼吸 (OSA) と高血圧の関係が
最もよく調べられている。横断的に、OSA と高血圧は
相互に高頻度に合併する。しかし、大規模スタディでは、
OSA が長期的に高血圧発症の原因になるかに関しては、
必ずしも一貫した因果関係は証明されていない。スペ
インからの前向きコホート研究では (JAMA 2012)、未治
療 OSA では高血圧の発症リスクが増大し、OSA の第
一選択治療である CPAP 治療により高血圧の発症リス
クが低下する傾向がみられている。一方、RCT（ラン
ダム化比較試験）では、CPAP 治療による降圧効果は
必ずしも有意でないこともあり、それには、対象や測
定方法などにより、効果の検出が異なることも要因で
ある。例えば、OSA 重症例、治療抵抗性高血圧、眠気、
CPAP 治療期間や治療コンプライアンスなどの要素が
影響する。最近は、REM 睡眠期に呼吸イベントが多く
みられる患者では高血圧との関連が強いことが報告さ
れていることから、CPAP を長時間使用して朝の REM
睡眠までしっかり効かせることによって、降圧効果が
得られるのではないかと考えられており、５時間以上
を目標としたい。また、CPAP と降圧薬との直接比較
では、降圧薬の方が効果は高いが、降圧薬に CPAP 治
療は上乗せ効果がある傾向がある。これは減量に関し
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証明されているわけではない。効果の実証のためには、
スタディのセッティングの精査とともに、CPAP 治療
に関して使用日数・時間を含めたアドヒアランスの向
上が、特に心疾患をアウトカムにした場合は重要のよ
うである。また、CPAP 治療単独での効果は限定的で
ある可能性があり、他の薬物や減量などの治療との併
用は、治療アウトカムの改善に重要である。

ても同様である。
Take Home Messages
睡眠時無呼吸、特にその重症例は、高血圧、心血管
イベント、心血管死、脳卒中、心房細動、心不全など
心疾患との関連が報告されているが、様々な交絡因子
の影響もあり、明確でないこともある。また、CPAP
治療の心疾患への良好な効果は、特に観察研究では確
認されているが、最近の SAVE 研究 (NEJM 2016) の報
告でもそうであるように、RCT では必ずしも有効性が

Keynote Lecture Ⅱ
座長：安田

雄司 先生（医療法人啓生会

やすだ医院 院長）

タバコ、禁煙後肥満・
糖尿病と心血管疾患

国立病院機構

たばこの煙には 250 種類以上の有害物質が含まれて
おり、喫煙は癌、虚血性心疾患、慢性閉塞性肺疾患
（COPD）など、様々な疾患の原因となる。COPD と心
血管疾患には密接な関係があり、COPD の存在により
1
急性心筋梗塞の発症率は有意に増加する （図
1）。また、
心血管疾患に COPD を合併すると死亡率が増加すると
報告されている 2。一方で、COPD 患者に対して長時
間作用型抗コリン性気管支拡張薬であるチオトロピウ
ムを投与することにより、患者の呼吸機能は改善する
のみならず、心筋梗塞や心不全の発症率が有意に下が
り 3、全死亡率が有意に減少する 4。すなわち、COPD
が全身の炎症性疾患を引き起こし、心筋梗塞リスク上
昇に関与している可能性が示唆されている。当院の循
環器外来を受診し、呼吸機能検査と冠動脈 Computed
Tomography が施行された患者 214 名において、COPD
と心血管危険因子との関連を検討した結果、27％の患
者に軽度から中等度の COPD を認めた。また、血清ク
レアチニン値は COPD を有する患者群において有意に
高かった。多変量解析の結果、血清クレアチニン値の
高さが気流閉塞の強さ（予測 1 秒率の低さ）の最も強

心血管イベントの発症率
COPDがあると急性心筋梗塞の発症率が増加

図1
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い予測因子となることが明らかとなった。すなわち、
COPD の存在は、将来の心血管イベント発症につなが
る可能性が示唆された。COPD における心血管イベン
ト抑制には、何よりもまず第一に禁煙が必要である。
禁煙をすると癌、心血管病変など致死的な病気のリ
スクが低下し、総死亡が減少する。しかし一方で、禁
煙後に体重増加が認められることが知られている 5。禁
煙 1 年後には約 4 ～ 5㎏程度の体重増加を認め、とりわ
け禁煙後はじめの 3 か月間で著しい増加を認める 6。こ
の時期に短期的に糖脂質代謝の悪化を認めることが知
られている。当院の禁煙外来においても、糖尿病を指
摘されたことはこれまでなかったが、禁煙外来初診時
の採血にて耐糖能障害が初めて発見され、禁煙後それ
が増悪、3 ヶ月の禁煙保険診療を終えた後、さらなる増
悪を認めたと言う症例を経験した ( 禁煙前：HbA1c: 6.8%
→禁煙 3 か月後 HbA1c: 11.5%)7。体重増加は、禁煙開
始の妨げや再喫煙の原因になる。そこで、当院禁煙外
来を受診し、禁煙に成功した患者 186 名において、禁
煙外来初診時項目において禁煙後の体重増加に関与す
る因子を検討した。その結果、FTND score（ニコチン
依存度）が大きくなるほど BMI 変化率（禁煙後体重増
加）が大きくなることが明らかになった 8（図 2）。すな
わち、ニコチン依存症と禁煙後体重増加の統計学的な
関係が明らかになり、この結果は禁煙後の体重増加が
ニコチン離脱症状の一つであるという仮説を強く支持
する。また、禁煙外来初診時に禁煙後の体重増加を予
測でき、事前の予防につながる可能性が示唆された。
では、禁煙後の体重増加は、心血管疾患増悪に寄与
するのだろうか。心血管バイオマーカーの一つである
α 1-antitrypsin–low-density lipoprotein complex (ATLDL：α 1-antitrypsin (AT) と酸化 LDL との複合体）の
血清濃度は、喫煙者で有意に高く、禁煙 3 か月で有意
に減少するとされる 9。この心血管バイオマーカー ATLDL に対する禁煙後体重増加の影響について検討した

FTND score別のBMI変化率
change of BMI (%)
mean ± SD

FTND
<5
5
6
7
8
9
10

（n=13）
（n=26）
（n=32）
（n=32）
（n=27）
（n=35）
（n=18）

0.3
0.8
1.5
1.1
2.0
2.4
3.4

± 3.2
± 3.0
± 4.9
± 4.0
± 3.2
± 3.6
± 4.0

4.

FTND score（ニコチン依存度）が大きくなるほど
BMI変化率（禁煙後体重増加）が大きくなる
図2

結果、禁煙により AT-LDL は低下（改善）するが、禁
煙後肥満を呈する群では、低下（改善）は認められな
いと言う結果が得られた。すなわち、禁煙 3 ヶ月後の
体重増加は、禁煙後の改善を阻害する可能性が示唆さ
れた 10。さらに、禁煙 1 年後には、禁煙 3 ヶ月後より禁
煙後肥満が増悪したにも関わらず、AT-LDL の血清レ
ベルは禁煙 3 ヶ月後よりさらに低下した 11。すなわち、
禁煙後時間の経過とともに、禁煙による利益が体重増
加による不利益を凌駕して、心血管リスクを減少させ
ることが示唆された。また、糖尿病のない人は、禁煙
後 4 年間以上経過すると、体重増加を来しても心血管
リスクは現在喫煙者の比べ有意に減少し、禁煙期間が
長くなるほどリスクは減じる。一方で、糖尿病のある
人では禁煙の効果を明確に出すには、少なくとも 4 年
以上は、禁煙後体重増加を 5kg 以内に抑える必要があ
るとされている 12。すなわち、体重管理により心血管イ
ベントリスクの更なる低下が期待できると考えられる。
禁煙後体重増加の抑制には、禁煙治療薬の使用、運動
療法、心理的サポートなどが有効であると報告されて
いる 13。禁煙支援においては、禁煙のメリットを啓発し
て禁煙推奨するとともに、禁煙が継続できる時の体重
増加が少なくなるようサポートすることが重要である。
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特別講演
座長：尾野

亘 先生（京都大学大学院医学研究科

循環器内科学

准教授）

高齢者 CKD 患者の
降圧治療の最前線

演者：長田 太助 先生

自治医科大学

本邦において慢性腎臓病（CKD）の罹患者数は 1300
万人を超えていると推定されている。腎不全が高率に
高血圧を合併すること（図参照）を考慮すると、急速
に増加している高齢の高血圧合併 CKD 患者の降圧治療
をどうすべきか、方向性を決めることは喫緊の課題で
ある。
一般的に降圧治療によって CKD の進展が抑制される
ことは、さまざまな臨床研究により明らかにされてい
る。糖尿病非合併 CKD の RCT をメタ解析した結果で
も、ACE 阻害薬は降圧度と蛋白尿の程度を補正しても
腎機能低下を抑制すること、尿蛋白が 1.0 g/ 日以上の
症例では収縮期血圧 130 mmHg 以上で有意な腎機能低
下の進行が示されている。また糖尿病性腎症では収縮
期血圧が低いほど CVD 合併や死亡が少ないこと、蛋
白尿の改善効果が良好なほど腎・CVD イベント抑制
効果も良好であること、が明らかにされてきた。しか
し糖尿病非合併 CKD においては、より厳格な降圧目
標の意義に関しては必ずしも明らかではなかった。以
上のような背景のもと、日本高血圧学会の JSH2014 で
は， 糖 尿 病 合 併 CKD で は す べ て の A 区 分 で 130/80
mmHg 未満を推奨し、糖尿病非合併 CKD の降圧目標
は A1 区分で 140/90 未満、A2，A3 区分ではより低値
の 130/80 未満を目指すことが推奨されている。これ
は日本腎臓学会の CKD 診療ガイドライン 2013 とも歩
調を合わせたものである。また 75 歳以上の後期高齢
者に関しては、海外の HYVET(Beckett NS. et al.: NEJM
2008;358,1887)、 本 邦 の JATOS(JATOS Study Group:
Hypertens Res 2008;31,2115)、および VALISH(Ogihara T.
et al.: Hypertension 2010;56:196) などの結果も総合的に
考慮して 150/90 mmHg（忍容性があれば 140/90）の推
奨となっている。
一方、2015 年に、糖尿病合併例・脳卒中既往例を除
く 50 歳以上の高血圧患者で，降圧目標 120 mmHg 未
満 ( 厳格群 ) と 140 mmHg 未満 ( 通常群 ) の群との間で
複合心血管病の発症を比較した Systolic Blood Pressure
Intervention Trial (SPRINT) の結果が発表された。一次
エンドポイントは，心筋梗塞，その他の急性冠症候群，
脳卒中，急性非代償性心不全，心血管死の複合エンド
ポイントであったが，厳格降圧群は標準降圧群にくら
べ有意にそのリスクが低く、後期高齢者でも結果は同
じであったとされている。これをそのまま臨床現場に
適応するのは時期尚早であろう。糖尿病合併者や脳卒
中既往者を除かれており、CKD を含む多様な合併症を
もつ高血圧患者の厳格降圧では、心・腎・脳への有害
事象についてもさらなる分析が必要と思われる。
高齢の高血圧合併 CKD 患者への適切な降圧療法に
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ついて、個別の患者に対してもきめ細かい詳細な治療
指針を立てることが可能となる様な臨床研究データが、
今後さらに集積することを期待している。
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J-ISCP 会誌「心血管薬物療法」

学術集会参加記

2016 年 ISCP 本会 @ 北京に参加して
小見山麻紀
国立病院機構京都医療センター

臨床研究センター

2016 年 10 月 15 〜 16 日 に 中 国・ 北 京 で 開 催 さ
れ た 第 21 回 国 際 心 血 管 薬 物 療 法 学 会（The 21th
Annual Scientiﬁc Meeting of the International Society of
Cardiovascular Pharmacotherapy; ISCP）に参加し、研
究成果について口頭発表して参りましたので、ご報
告させて頂きます。
いきなり私事で恐縮ですが、今回私は学会前にイ
ギリスへ渡航し、イギリスでの卒業式に参加して
おりました（図１）。と言うのも、私は日本で医学
博士課程を修了後、予防医学を深めて学ぶために
2014 年 7 月〜 2015 年 9 月の約 1 年間イギリスに留

図 2. 北京国家会議センター

学し、公衆衛生学修士課程を修了しました。イギリ
スの修士・博士課程では、最後に膨大な量の卒業論
文を執筆するのですが、先生方も添削に時間を要す
るため、卒業式は通常コース修了から一年遅れで開
催されるのです。卒業式では、ガウンを着て角帽を
かぶり、共に学んだ仲間達と一緒に角帽を投げると
言う、欧米に典型的な卒業式の儀式を楽しみました。
世界の様々な国から集まる仲間達との久々の再会・
交流など、一生忘れることの無い大変有意義な時間
を過ごしました。さて、話し始めると止まらない留
学話で紙面を割くわけにはいかないので、話を戻し
ます。卒業式が終わると、いざ次は学会参加のため

図 3. 会場前には万里の長城が！

北京へ。

共 催 で、The 27th Great Wall International Cardiology

今 年 度 の ISCP は、

図 1. イギリスでの卒業式

2016 年 10 月 13 〜 16 日

Conference (GW-ICC) いう名の大きな大会として開

に 北 京 で、 他 の 国 際 学

催されました。参加者の大半は中国国内からの参

会（International Congress

加者であると言う印象を受けましたが、欧米など

Cardiovascular Prevention

遠方地域からの参加者も見受けられました。学会

& Rehabilitation 2016

会場である北京国家会議センター（China National

(ICCPR), The World Heart

Convention Center）（図 2, 3）は、中国の中心地から

Failure Congress 2016

はやや離れ、北のエリアに位置します。周辺には

(WHFC), Asia Paciﬁc Heart

2008 年の北京オリンピックのメインスタジアムと

Congress (APHC）） と の

なった国家体育場（通称：鳥の巣）や北京国家水泳
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図 4. 国家体育場

図 7. Bilingual slide

食会では中国の美女たちが中国の楽器を奏でると言
う一幕もあり、場が盛り上がりました。
翌 15 日（ISCP 初日）、自分自身の発表までの間、
他の研究者の方々の口頭発表を聴講しました。今回
の学会では、発表言語として英語に加え中国語も許
可されていたのですが、中国語が理解できない私は
英語でのセッションを選んで聴講しました。発表言
語は英語であっても、英語と中国語が混在するスラ
イド（Bilingual slide）も多く見受けられましたが、
個人的にはこれは非常に興味深く感じました（図

図 5. 北京国家水泳センター

7）。英語を聞きながら漢字言語のため視覚的には理
センターなどがあり、スポーツやコンサートなどイ

解しやすい中国語を目にすることで、発表内容の理

ベント会場として賑わうエリアのようでした（図 4,

解が深まるだけでなく、なるほど、この単語に対し

5）。10 月 14 日には歓迎夕食会に参加させて頂きま

て中国語ではこのような漢字を当てるのか！と、中

した（図 6）。美味しい中華料理を頂きながら伺う、

国語を同時に学んでいるような感覚だったからです

世界中でご活躍される先生方のお話は非常に刺激的

（笑）。

で、楽しい時間を過ごさせて頂きました。また、夕

さて、いよいよ自分自身の発表の出番です。今回
はありがたくも、
Young Investigator Award のセッショ
ンで発表させて頂きました。この Young Investigator
Award のセッションでの発表に選ばれた計 10 名の
うち 8 名は中国の方であり、うち 7 名は基礎研究の
発表を行っていました。私は、所属先である国立病
院機構京都医療センターの禁煙外来を受診された患
者さんのデータを用いて行った臨床研究の発表を行
いました。発表後は非常に活発な質疑応答・討論が
行われました。発表後の質疑応答では毎回感じるこ
とですが、たとえどれだけ自分の中で研究内容につ
いてよく勉強したつもりになっていたとしても、質
問を頂いて初めて気付くことも多いです。今回も新

図 6. 歓迎夕食会

たな気付きがあり、非常に良い勉強をさせて頂きま
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今回私は、北京へは 2 回目の訪問でした（初回は
7 年前に訪問）。中国ではここ数年で PM2.5 大気汚
染に代表される環境汚染問題が深刻化しているとさ
れますが、確かに前回の訪問時と比べても明らかに
悪化していると実感いたしました。まず、空港に到
着し飛行機を降りた瞬間に広がる霞んだ空気……正
直、圧倒されました。屋外にいると、口の中に金属
のような身の危険を感じる味が広がってきます。街
行く人々の多くはマスクを着用していました。今後
の環境改善を心より祈るばかりです。今回、タイト
スケジュールであったため観光に出向く時間はあり

図 8. 静岡県立大学の先生方と

ませんでしたが、北京はただ歩いているだけでも面
白い街でした。日本では見かけない変わった乗用車、

した。手元に写真が無く、発表の様子をご紹介でき

いかにも怖くなさそうなお化け屋敷、歩くのが面倒

ないのが残念ですが、会の終わりに記念撮影させて

なのかローラースケートに乗り猫背でつまらなさそ

頂きました（図 8）。

うに横切っていくオジさん、面白い変わり種の銅像

今 回 の 学 会 の ポ ス タ ー 発 表 で は、 特 に 発 表 時

などなど、突っ込みどころが満載で笑わせて頂きま

間 は 設 け ら れ て お ら ず、 会 場 に 設 置 さ れ た コ ン

した（←元々大阪人ですので…( 笑 )）。また、レス

ピューターを用いて参加者が各々に electronic poster

トランでは北京ダックを目の前でさばいて下さいま

(e-Poster) を見て回ると言った形式でした。発表お

した。その後、その北京ダックが、なんとおまるの

よび質疑応答の場が設けられていないため、ポス

ようなお皿に乗って出てきたのにも笑わせて頂きま

ター発表に選ばれた方々はやや物足りなく感じたの

した（図 10）。いろんな意味で美味しく、ご馳走様

ではないか、と推察いたします。学会最終日には、

でした！

Expert opinion のセッションがありました。さすが

最後になりましたが、本学会に参加させて頂き

専門家の先生方のお話です。明確なメッセージがあ

貴重な学びの機会を与えて頂きましたこと、J-ISCP

り非常にわかりやすく、終始惹きつけられながら聴

の長谷川浩二理事長と関係者の方々、本学会で発表

講させて頂きました。会の締めくくりには、舞台上

した研究に貢献して下さった皆様、学会をご一緒さ

に ISCP のそうそうたる顔ぶれが集結し、写真撮影

せて頂いた静岡県立大学の先生方に深く御礼申し上

されていました（図 9）。

げます。

図 9. ISCP のそうそうたる顔ぶれ

図 10. おまるのようなお皿に乗せられた北京ダック
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特定非営利活動法人
第1章

国際心血管薬物療法学会日本部会 定款

総則

第3章

（名称）

会員

第1条

（種別）
こ の 法 人 は、 特 定 非 営 利 活 動 法 人 国 際

第6条

この法人の会員は、次の 2 種とし、正会員

心 血 管 薬 物 療 法 学 会 日 本 部 会（ 英 語 名：Japan

をもって特定非営利活動促進法（以下 「法」とい

Section for International Society of Cardiovascular

う。）上の社員とする。

Pharmacotherapy, 略称名：J-ISCP）という。

（1）正会員

この法人の目的に賛同して入会した

個人及び団体
（事務所）

（2）賛助会員

第 2 条 この法人は、主たる事務所を京都府京都市
伏見区深草枯木町

15 番地

に入会した個人及び団体

ルミエール藤ノ森 407

に置く。

（入会）
第7条

第2章

2

目的及び事業

会員の入会について、特に条件は定めない。

会員として入会しようとするものは、会員の種
別を記載した入会申込書により、理事長に申し
込むものとし、理事長は、正当な理由がない限り、

（目的）
第3条

この法人の活動を賛助するため

入会を認めなければならない。

この法人は、心臓血管系疾患の薬物療法の
3

研究に関する事業を推進し、我が国における心臓血

理事長は、前項のものの入会を認めないときは、

管系疾患の薬物療法の進歩普及に貢献し、国民の健

速やかに、理由を付した書面をもって本人にそ

康増進及び医療の発展に寄与することを目的とす

の旨を通知しなければならない。

る。
（会費）
第8条

（特定非営利活動の種類）
第4条

会員は、総会において別に定める会費を納

入しなければならない。

この法人は、前条の目的を達成するため、

次に掲げる種類の特定非営利活動を行う。
（会員の資格の喪失）

（1）保健、医療又は福祉の増進を図る活動
（2）社会教育の推進を図る活動

第9条

（3）学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る

きは、その資格を喪失する。

活動

会員が次の各号の一に該当するに至ったと

（1）退会届の提出をしたとき。

（4）国際協力の活動

（2）本人が死亡し、又は会員である団体が消滅し

（5）科学技術の振興を図る活動

たとき。
（3）継続して 3 年以上会費を滞納したとき。
（4）除名されたとき。

（事業）
第5条

この法人は、第 3 条の目的を達成するため、

特定非営利活動に係る事業として、次の事業を行う。

（退会）

（1）心臓血管系疾患の薬物療法に関する学術集会、

第 10 条

会員は、理事長が別に定める退会届を理

事長に提出して、任意に退会することができる。

研究会、教育研修会及び市民公開講座の開催
（2）心臓血管系疾患の薬物療法に関する情報提供
及び情報伝達のためのホームページ運営事業

（除名）

（3）その他、この法人の目的を達成するために必

第 11 条

要な事業

会員が次の各号の一に該当するに至った

ときは、総会の議決により、これを除名することが
79

できる。この場合、その会員に対し、議決の前に弁

（1）理事の業務執行の状況を監査すること。

明の機会を与えなければ

（2）この法人の財産の状況を監査すること。

ならない。

（1）この定款に違反したとき。

（3）前 2 号の規定による監査の結果、この法人の

（2）この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する

業務又は財産に関し不正の行為又は法

行為をしたとき。

令若しくは定款に違反する重大な事実がある
ことを発見した場合には、これを総会又

（拠出金品の不返還）
第 12 条

は所轄庁に報告すること。

既納の会費及びその他の拠出金品は、返

（4）前号の報告をするため必要がある場合には、

還しない。

総会を招集すること。
（5）理事の業務執行の状況又はこの法人の財産の

第4章

状況について、理事に意見を述べ、若

役員及び職員

しくは理事会の招集を請求すること。

（種別及び定数）
第 13 条

この法人に次の役員を置く。

（任期等）

（1）理

事

3 人以上 20 人以内

第 16 条

（2）監

事

1 人以上 3 人以内

任を妨げない。

2

理事のうち、1 人を理事長、5 人以内を副理事長

2

役員の任期は、2 年とする。ただし、再

とする。

前項の規定にかかわらず、総会で後任の役員が
選任されていない場合に限り、任期の

末日後

最初の総会が終結するまでその任期を伸長する。
（選任等）
第 14 条

3 補欠のため、又は増員によって就任した役員の
理事及び監事は、総会において選任する。

2

理事長及び副理事長は、理事の互選とする。

3

役員のうちには、それぞれの役員について、そ
の配偶者若しくは 3 親等以内の親族が

任期は、それぞれの前任者又は現任者
の残存期間とする。
4

1 人を

4

役員は、辞任又は任期満了後においても、後任
者が就任するまでは、その職務を行わ

超えて含まれ、又は当該役員並びにその配偶者
及び 3 親等以内の親族が役員の総

なけれ

ばならない。

数の 3 分の

（欠員補充）

1 を超えて含まれることになってはならない。

第 17 条

監事は、理事又はこの法人の職員を兼ねること

1 を超える者が欠けたときは、遅滞なく

ができない。

充しなければならない。

理事又は監事のうち、その定数の 3 分の
これを補

（解任）

（職務）
第 15 条

の任期

理事長は、この法人を代表し、その業務

第 18 条

役員が次の各号の一に該当するに至った

を総理する。

ときは、総会の議決により、これを解任することが

2

理事長以外の理事は、この法人の業務について、

できる。この場合、その役員に対し、議決する前に

この法人を代表しない。

弁明の機会を与えなければならない。

3

副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故あ

（1）心身の故障のため、職務の遂行に堪えないと

るとき又は理事長が欠けたときは、理事長があ

認められるとき。
（2）職務上の義務違反その他役員としてふさわし

らかじめ指名した順序によって、その職務を代
行する。
4

くない行為があったとき。

理事は、理事会を構成し、この定款の定め及び理
事会の議決に基づき、この法人の業務を執行する。

5 監事は、次に掲げる職務を行う。
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（報酬等）
第 19 条
2

である事項を記載した書面又は電磁的方法を
役員は、無報酬とする。

もって招集の請求があったとき。

役員には、その職務を執行するために要した費

（3）第 15 条第 5 項第 4 号の規定により、監事か

用を弁償することができる。
3

ら招集があったとき。

前 2 項に関し必要な事項は、総会の議決を経て、
理事長が別に定める。

（招集）
第 25 条

（職員）
第 20 条

総会は、前条第 2 項第 3 号の場合を除き、

理事長が招集する。
この法人に、事務局長その他の職員を置

2

理 事長は、前条第 2 項第 1 号及び第 2 号の規定

くことができる。

による請求があったときは、その日から 90 日以

2

内に臨時総会を招集しなければならない。

職員は、理事長が任免する。
3

第5章

的及び審議事項を記載した書面又は電磁的方法

総会

により、少なくとも 5 日前までに通知しなけれ

（種別）
第 21 条

総会を招集するときは、会議の日時、場所、目

ばならない。
この法人の総会は、通常総会及び臨時総

会の 2 種とする。

（議長）
第 26 条

総会の議長は、理事長とする。

（構成）
第 22 条

総会は、正会員をもって構成する。

（定足数）
第 27 条

（権能）
第 23 条

総会は、正会員総数の 5 分の 1 以上の出

席がなければ開会することができない。
総会は、以下の事項について議決する。

（1）定款の変更

（議決）

（2）解散

第 28 条

総会における議決事項は、第 25 条第 3 項

（3）合併

の規定によってあらかじめ通知した事項とする。

（4）事業計画及び活動予算並びにその変更

2

総会の議事は、この定款に規定するもののほか、

（5）事業報告及び活動決算

出席した正会員の過半数をもって決し、可否同

（6）役員の選任又は解任及び職務

数のときは、議長の決するところによる。

（7）会費の額

3

（8）借入金（その事業年度内の収益をもって償還

理事又は社員が総会の目的である事項について
提案した場合において、社員の全員が書面又は

する短期借入金を除く。第 50 条において同じ。
）

電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、

その他新たな義務の負担及び権利の放棄

当該提案を可決する旨の社員総会の決議があっ

（9）事務局の組織及び運営

たものとみなす。

（10）その他運営に関する重要事項
（表決権等）
（開催）
第 24 条
2

第 29 条
通常総会は、毎年 1 回開催する。

2

各正会員の表決権は、平等とする。

やむを得ない理由のため総会に出席できない正

臨時総会は、次の各号の一に該当する場合に開

会員は、あらかじめ通知された事項について書

催する。

面若しくは電磁的方法をもって表決し、又は他

（1）理事会が必要と認め招集の請求をしたとき。

の正会員を代理人として表決を

（2）正 会員総数の 5 分の 1 以上から会議の目的

ができる。
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委任すること

3

前項の規定により表決した正会員は、第 27 条、

（1）総会に付議すべき事項

第 28 条第 2 項、第 30 条第 1 項第 2 号及び第 51

（2）総会の議決した事項の執行に関する事項

条の適用については、総会に出席したものとみ

（3）その他総会の議決を要しない会務の執行に関

なす。
4

する事項

総会の議決について、特別の利害関係を有する
正会員は、その議事の議決に加わることができ

（開催）

ない。

第 33 条

理事会は、次の各号の一に該当する場合

に開催する。
（議事録）

（1）理事長が必要と認めたとき。

第 30 条

総会の議事については、次の事項を記載

（2）理 事総数の過半数以上から会議の目的であ

した議事録を作成しなければならない。

る事項を記載した書面をもって招集の請求が

（1）日時及び場所

あったとき。

（2）正会員総数及び出席者数（書面若しくは電磁

（3）第 15 条第 5 項第 5 号の規定により、監事か

的方法による表決者又は表決委任者がある場

ら招集の請求があったとき。

合にあっては、その数を付記すること。
）
（3）審議事項

（招集）
第 34 条

（5）議事録署名人の選任に関する事項

2

2

（4）議事の経過の概要及び議決の結果

理 事長は、前条第 2 号及び第 3 号の規定による

議事録には、議長及びその会議において選任さ

請求があったときは、その日から 30 日以内に理

れた議事録署名人 1 人以上が署名、押

事会を招集しなければならない。

印しな

ければならない。
3

理事会は、理事長が招集する。

3

理 事会を招集するときは、会議の日時、場所、

前 2 項の規定に関わらず、正会員全員が書面又

目的及び審議事項を記載した書面又は電磁的方

は電磁的記録により同意の意思表示をしたこと

法により、少なくとも 5 日前までに通知しなけ

により、総会の決議があったとみなされた場合

ればならない。

においては、次の事項を記載した議事録を作成
（議長）

しなければならない。
（1）総会の決議があったものとみなされた事項の

第 35 条

理事会の議長は、理事長がこれに当たる。

内容
（2）前号の事項の提案をした者の氏名又は名称

（議決）

（3）総会の決議があったものとみなされた日

第 36 条

（4）議事録の作成を行った者の氏名

項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。
2

第6章

理事会における議決事項は、第 34 条第 3

理事会の議事は、理事総数の過半数をもって決
し、可否同数のときは、議長の決するところに

理事会

よる。

（構成）
第 31 条

理事会は、理事をもって構成する。

3

理事長が理事会の目的である事項について提案

した場合において、理事の全員が書面又は電磁的方
（権能）
第 32 条

法により同意の意思表示をしたときは、当該提案を
理事会は、この定款で定めるもののほか、

可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。

次の事項を議決する。
（表決権等）
第 37 条
82

各理事の表決権は、平等とする。

2

3

やむを得ない理由のため理事会に出席できない

（3）寄附金品

理事は、あらかじめ通知された事項について書

（4）財産から生じる収益

面又は電磁的方法をもって表決することができ

（5）事業に伴う収益

る。

（6）その他の収益

前項の規定により表決した理事は、前条第 2 項
及び次条第 1 項第 2 号の適用については、理事

4

（資産の区分）

会に出席したものとみなす。

第 40 条

この法人の資産は、特定非営利活動に係

理事会の議決について、特別の利害関係を有す

る事業に関する資産の 1 種とする。

る理事は、その議事の議決に加わることができ
ない。

（資産の管理）
第 41 条

（議事録）
第 38 条

この法人の資産は、理事長が管理し、そ

の方法は、総会の議決を経て、理事長が
理事会の議事については、次の事項を記

別に定め

る。

載した議事録を作成しなければならない。
（1）日時及び場所

（会計の原則）

（2）理事総数、出席者数及び出席者氏名（書面又

第 42 条

は電磁的方法による表決者にあっては、その

この法人の会計は、法第 27 条各号に掲げ

る原則に従って行うものとする。

旨を付記すること。）
（3）審議事項

（会計の区分）
第 43 条

（5）議事録署名人の選任に関する事項

る事業に関する会計の 1 種とする。

2

（4）議事の経過の概要及び議決の結果

この法人の会計は、特定非営利活動に係

議事録には、議長及びその会議において選任さ
れた議事録署名人 1 人以上が署名、押印しなけ

3

（事業計画及び予算）

ればならない。

第 44 条

前 2 項の規定に関わらず、理事全員が書面又は

予算は、理事長が作成し、総会の議決を

電磁的記録により同意の意思表示をしたことに

ばならない。

この法人の事業計画及びこれに伴う活動
経なけれ

より、理事会の決議があったとみなされた場合
においては、次の事項を記載した議事録を作成

（暫定予算）

しなければならない。

第 45 条

（1）理事会の決議があったものとみなされた事項

前条の規定にかかわらず、やむを得ない

理由により予算が成立しないときは、理事長は、理

の内容

事会の議決を経て、予算成立の日まで前事業年度の

（2）前号の事項の提案をした者の氏名又は名称

予算に準じ収益費用を講じることができる。

（3）理事会の決議があったとみなされた日

2

（4）議事録の作成を行った者の氏名

第7章

費用とみなす。
（予備費の設定及び使用）

資産及び会計

第 46 条

（資産の構成）
第 39 条

前項の収益費用は、新たに成立した予算の収益

予算超過又は予算外の支出に充てるため、

予算中に予備費を設けることができる。

この法人の資産は、次の各号に掲げるも

2

のをもって構成する。

予備費を使用するときは、理事会の議決を経な

ければならない。

（1）設立当初の財産目録に記載された資産
（2）会費

（予算の追加及び更正）
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第 47 条

予算成立後にやむを得ない事由が生じた

ときは、総会の議決を経て、既定予算の

（9）解散に関する事項（残余財産の帰属すべき事

追加又は

項に限る）

更正をすることができる。

（10）定款の変更に関する事項

（事業報告及び決算）
第 48 条

（解散）

この法人の事業報告書、活動計算書、貸

借対照表及び財産目録等の決算に関する

第 52 条

書類は、

この法人は、次に掲げる事由により解散

する。

毎事業年度終了後、速やかに、理事長が作成し、監

（1）総会の決議

事の監査を受け、総会の議

（2）目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能

決を経なければならな

い。

（3）正会員の欠亡

2

決算上剰余金を生じたときは、次事業年度に繰

（4）合併

り越すものとする。

（5）破産手続き開始の決定
（6）所轄庁による設立の認証の取消し

（事業年度）
第 49 条

2

この法人の事業年度は、毎年 4 月 1 日に

きは、正会員総数の 4 分の 3 以上の承諾を得な

始まり翌年 3 月 31 日に終わる。

ければならない。
3

（臨機の措置）
第 50 条

前項第 1 号の事由によりこの法人が解散すると

第 1 項第 2 号の事由により解散するときは、所
轄庁の認定を得なければならない。

予算をもって定めるもののほか、借入金

の借入れその他新たな義務の負担をし、 又は権利

（残余財産の帰属）

の放棄をしようとするときは、総会の議決を経なけ

第 53 条

この法人が解散（合併又は破産による解

ればならない。

散を除く。）したときに残存する財産は、 法第 11
条第 3 項に掲げる者のうち、総会で議決したものに

第8章

譲渡するものとする。

定款の変更、解散及び合併

（合併）

（定款の変更）
この法人が定款を変更しようとするとき

第 54 条 この法人が合併しようとするときは、総会

は、総会に出席した正会員の 4 分の 3 以上の多数に

において正会員総数の 4 分の 3 以上の多数による議

よる議決を経、かつ、法第 25 条第 3 項に規定する

決を経、かつ、所轄庁の認証を得なければならない。

第 51 条

以下の事項を変更する場合、所轄庁の認証を得なけ
ればならない。

第9章

（1）目的
（2）名称

公告の方法

（公告の方法）

（3）その行う特定非営利活動の種類及び当該特定

第 55 条

非営利活動に係る事業の種類

この法人の公告は、この法人の掲示場に

掲示するとともに、官報に掲載して行う。

（4）主たる事務所及びその他の事務所の所在地
（所
轄庁変更を伴うものに限る。）

第 10 章

（5）社員の資格の得喪に関する事項
（6）役員に関する事項（役員の定数に関する事項

雑則

（細則）

を除く）

第 56 条

（7）会議に関する事項

この定款の施行について必要な細則は、

理事会の議決を経て、理事長がこれを定める。

（8）その他の事業を行う場合における、その種類
その他当該その他の事業に関する事項
84

附

則

1

この定款は、この法人の成立の日から施行する。

2

この法人の設立当初の役員は、次に掲げる者と
する。

3

理事長

長谷川

浩二

副理事長

佐田

政隆

理事

吉田

雅幸

理事

沢村

達也

理事

池田

隆徳

理事

野出

孝一

監事

森本

達也

この法人の設立当初の役員の任期は、第 16 条第
1 項の規定にかかわらず、成立の日

から 2013

年 5 月 31 日までとする。
4

この法人の設立当初の事業計画及び活動予算は、
第 44 条の規定にかかわらず、設立

総会の定め

るところによるものとする。
5

この法人の設立当初の事業年度は、第 49 条の規
定にかかわらず、成立の日からその

事業年度

末までとする。
6

この法人の設立当初の会費は、第 8 条の規定に
かかわらず、次に掲げる額とする。
（1）正会員会費
一口

5,000 円（一口以上）

（2）賛助会員会費
一口

5,000 円（二十口以上）

ご入会は認定 NPO 法人国際心血管薬物療法学会日本部会（J-ISCP）のホームページ
http://j-iscp.com/

からお申込みください。
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心血管インターベンション治療における抗血栓療法の新たな展開
動脈硬化に対する抗血小板薬の役割と今後の展望
薬剤溶出性ステント時代における抗血小板薬の使用法
「肺血栓塞栓症の治療戦略 〜DOAC時代を迎えて〜」
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