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不整脈に対する薬物治療は，20 世紀の終盤から大き

な混乱期に突入した．その直接のきっかけは CAST で

ある．それまで，治療の現場で最も広く用いられてきた

Na チャネル遮断を主作用とする薬物（Vaughan Williams

分類のⅠ群薬）を心筋梗塞後の不整脈患者に使用すると，

予想に反して生命予後が悪化することが大規模臨床試験

の結果として報告された．これを契機として，不整脈の

薬物治療を根本から見直そうとする試みが欧州心臓病学

会と米国心臓病学会を中心に始まった．その中心となる

活動のひとつが Sicilian Gambit であり，従来の経験的な

不整脈治療から，科学的な情報と知識にもとづいた病態

生理学的なアプローチへの脱皮を目指している．1990

年から 2000 年までに計 4 回の会議が開催された．1996

年からは，Sicilian Gambit の理念に基づいた新しい不整

脈治療のあり方を，我が国でも検討するための「抗不整

脈薬ガイドライン委員会」が日本心電学会の小委員会と

して発足した．そして，1997 年から始まった日本循環

器学会診療基準委員会「Sicilian Gambit に基づく抗不整

脈薬選択のガイドライン作成」研究班と合同して作業を

すすめ，2000年 3月には CD-ROM 版「抗不整脈薬選択

のガイドライン」が発表された．

今回の 2002－2003 年度合同研究班「不整脈薬物治療

に関するガイドライン」は，この流れを受けついで発足

したものであり，2 年間の調査研究を行った．この調査

研究の中で，CD-ROM 版の実用性を計 490 症例（20 施

設）を対象として検証した（J-GAMBIT）．

不整脈治療に関する最近（2000 年以降）の世界的な

動向は，大きく三つに分けて考えることができる．ひと

つは心房細動や心室頻拍・細動治療に関する大規模臨床

試験の結果が，つぎつぎと報告され，基礎研究のデータ

に基づいた理論的な考え方や，経験だけでは得られない

重要な事実が示されるようになったことである．個々の

患者に対して，最も適切な治療を行うためには，論理と

経験に加えて，それを実証する証拠（エビデンス）を必

要とする時代に入った．これらのエビデンスは，今のと

ころ大部分が欧米の臨床試験で得られたものであり，不

整脈発生の原因となる疾患の違いや，医療環境の違い，

人種差などを考慮すると，それらの報告をそのまま日本

人にあてはめることは問題がある．このような背景の中

で，わが国における心房細動治療のエビデンスを求めて，

2003年 1月から J-RHYTHM 試験がスタートした．ふた

つめは，カテーテルアブレーションと，植込み型ペース

メーカー，植込み型除細動器（ICD）に代表される非薬

物療法のめざましい進歩である．上室性の頻脈性不整脈

性については，まずカテーテルアブレーションによる根

治の可能性を考える時代に入っており，その適用範囲は

心房細動にまで広がってきている．心室性不整脈による

突然死に対しては，生命予後改善の点で ICD の優位性

が確立された．しかし，非薬物療法には侵襲にともなう

事故のリスクや，生活の質（QOL）にたいする不安，

医療経済への大きな負担などの問題があり，一般医療の

現場では，今後もやはり薬物が不整脈治療戦略の中心と

なると考えられる．第三は，不整脈の発生のメカニズム

に関する基礎研究の進歩である．とくに不整脈発生基質

の成立に関わる部分（メカニズムの上流，upstream）の

研究が進歩し，イオンチャネルの遺伝子異常に基づく重

症不整脈の実態や，心房細動，心肥大，心不全などの病

態に伴う心筋の電気的リモデリングの概念が整備されて

きた．これらの上流（upstream）を標的とした薬物治療

の試みも，すでに始まっている．

ガイドライン作成の基本方針

1．Sicilian Gambit の概念を基盤とした CD-ROM 版「抗

不整脈薬ガイドライン」（2000 年）を出発点とし，

それ以後に報告された臨床試験のエビデンスや，非

薬物治療の進歩，基礎研究の進歩を踏まえて，現時

点における最善の指針を作ることを目指した．本ガ

イドラインは科学的情報と知識にもとづいた論理的

な薬剤選択を重視して作成したため，わが国の医療

現場における使用頻度の実態とは必ずしも一致しな

い部分がある．

2．薬物選択方針に関して CD-ROM 版から大きく変更す

る部分については，それを明示するとともに，変更

理由を記載した．

3．このガイドラインは，薬物療法を積極的に奨めるも

のではなく，あくまで主治医が治療適応ありと判断

した場合に，安全かつ有効な薬剤を選ぶ情報を提供

することを意図したものである．

4．第一選択薬，第二選択薬として挙げた薬剤は，不整

脈発生のメカニズムと薬物の薬理作用から，薬効が

期待できることを優先した．このため一部，保険適

用が認められていない薬物も含まれている．それら

の薬物に関しては，そのつど明示するようつとめた

が，最終的には添付文書を確認の上処方していただ

きたい．
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5．はじめに，不整脈の種類ごとに薬物選択の実際をフ

ローチャートで表示しながら記載した．これらは全

て成人を対象としたガイドラインである．フローチ

ャートの同一枠内における薬剤はわが国における発

売順を重視して列挙した（優先順位ではない）．

6．小児の不整脈薬物治療ガイドラインに関しては，独

立した章として記載した．

7．解説は以下の 5項目を記載した．

1）用語解説（基礎）

2）用語解説（臨床）

3）主な抗不整脈薬の文献的考証

4）抗不整脈薬の適応，用法・用量：成人

5）抗不整脈薬の適応，用法・用量：小児

抗不整脈薬に関わる多くの大規模臨床試験の成績に基

づいたガイドライン作りが欧米で進められてきた．一方，

エビデンスに基づくガイドライン作成とは異なるもの

の，欧米の心臓電気生理学領域の著名な研究者を集めて

過去 4 回開催された Sicilian Gambit 会議からの提言は

Cardiac Arrhythmia Suppression Trial（CAST）以後の抗不

整脈薬療法を大きく変えたといって過言でない．1996

年 10 月に開催された第 3 回 Sicilian Gambit 会議に，日

本からも初めて委員（平岡昌和，小川聡）の参加が認め

られたことを契機に，わが国でも Sicilian Gambit に基づ

いた独自のガイドライン作成を目的に財団法人日本心臓

財団研究助成による「抗不整脈薬ガイドライン委員会─

Sicilian Gambit 日本部会」が組織され 1996 年 4 月から

活動を開始した．この委員会は，新規抗不整脈薬を含め

て現在わが国で使用可能な全ての薬剤について，

Sicilian Gambit の概念に則り，基礎的ならびに臨床電気

生理学的作用，薬物動態，心血管系への作用，副作用等

について独自に調査し，そのデータベースを基に適正な

抗不整脈薬の使用を進めるための実践的ガイドライン作

成を目的とした．本委員会は 1996年 10月には日本心電

学会の小委員会として承認され（～1999 年 9 月），さら

に 1997 年 4 月には日本循環器学会診療基準委員会

「Sicilian Gambit に基づく抗不整脈薬選択のガイドライ

ン作成」研究班が発足し（～1999 年 3 月），両委員会が

共同してガイドライン作りを進めた．その研究成果とし

て，2000年 3月に CD-ROM 版「抗不整脈薬選択のガイ

ドライン」が発表された1）．

Sicilian Gambit は不整脈の発生機序に基づく論理的薬

剤使用を推奨するもので，エビデンスに基づいたガイド

ラインとは根本的に異なるが，発表後3年を経た今日に

至るまで CD-ROM 版「抗不整脈薬選択のガイドライン」

による不整脈治療の有効性と安全性は実地診療で証明さ

れつつあり，また J-GAMBIT 調査によって評価される

はずである．その意味で不整脈診療上の Sicilian Gambit

の意義は高く，今回のガイドライン改定にあたってもそ

の根幹となる概念であると言える．

Vaughan Williams と Singh が抗不整脈薬をその作用に

基づいて 4 群に分類したのは 1970 年代前半である（表

1）2，3）．以来，Vaughan Williams 分類として抗不整脈薬
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はじめに1

Vaughan Williams 分類2

表 1 Vaughan Williams による抗不整脈薬分類

Ia

Ib

Ic

Ⅰ　　群　　薬 Ⅱ　　群　　薬 Ⅲ　　群　　薬 Ⅳ　　群　　薬

キニジン
プロカインアミド
ジソピラミド
アジマリン
シベンゾリン
ピルメノール
リドカイン
メキシレチン
アプリンジン
フェニトイン
プロパフェノン
フレカイニド
ピルジカイニド

プロプラノロール
ナドロール

アミオダロン
ソタロール
ニフェカラント

ベラパミル
ジルチアゼム
ベプリジル



の分類法の標準として用いられてきた．この分類法は各

種薬剤の薬理学的作用の特徴を簡潔に表現している点で

優れており，多くの臨床家により利用されてきた．しか

し本分類法が提唱されたのは現在ほど多くの薬剤がなか

った時代であり，また電気生理学的知識も今ほど豊富で

はなかった．その後，新しい抗不整脈薬を分類するにあ

たって必ずしもこの枠組にあてはめられない事があるこ

とが指摘され，いくつかの修正も行われてきた．

本分類法では，抗不整脈薬をⅠ群からⅣ群までに大別

した．

Ⅰ群に分類される抗不整脈薬は Na チャネル遮断を主

たる作用とする薬剤で，心房筋，心室筋，Purkinje 線維

に対して活動電位第 0相脱分極の最大立ち上がり速度を

減少させ，伝導速度を低下させる．活動電位持続時間

（APD）に対しては，キニジン，プロカインアミド，ジ

ソピラミド等は延長，リドカイン，メキシレチン等は短

縮させる作用を有する．Singh は前者をⅠa 群，後者を

Ⅰb 群とした3）．その後，APD に対しては一定の作用を

持たないが，強い伝導抑制作用を持つ薬剤が開発されⅠ

c 群として新たにつけ加えられた．プロパフェノン，フ

レカイニド，ピルジカイニド等がこれに属する．但し，

こうした APD に対する作用は主として K チャネルに対

する遮断作用に関係するもので，本来の Na チャネル遮

断薬の細分類法としては適当ではない．また，APD に

対する作用は心房筋，心室筋，Purkinje 線維で各々異な

っており，実験条件でも差が見られること等，問題がな

いわけではない．例えば，プロパフェノンはわが国では

当初Ia群薬として発売が開始されたたが，欧米では前述

の通りⅠc 群薬と位置づけられており，現在ではわが国

でもⅠc 群とされるようになった．

Ⅰ群薬の特徴として，Na チャネル遮断に伴い細胞内

Na が減少するため，Na-Ca 交換機構が働き細胞内 Ca が

減少して心筋収縮力の低下が生じることである．Na チ

ャネル遮断作用による伝導抑制作用に直接関連する催不

整脈作用と並んで，重大な副作用の一つである．

Ⅱ群に分類される抗不整脈薬はβ受容体遮断を主たる

作用とする薬剤である．カテコラミンによる心筋細胞の

β（β1）受容体刺激は，アデニール酸シクラーゼを活

性化し，cAMP 産生を増大させ，内向き Ca 電流を増加

させる．その結果，洞結節をはじめとする生理的自動能

や病的心筋での異常自動能を亢進させる．また，再分極

に関与する種々のイオンチャネル（Ito，IK，ICl 等）を活

性化することにより APD を短縮させる．これによる不

応期の短縮はリエントリー性不整脈を促す．Ⅱ群抗不整

脈薬はこうしたカテコラミン作用に拮抗することによ

り，頻脈性不整脈を抑制する．β遮断薬の中にはプロプ

ラノロール等，高用量ではⅠ群の Na チャネル遮断作用

を示すものが多い．但し通常の用量では純粋なβ遮断薬

と考えて良い．

Ⅲ群に分類される抗不整脈薬は再分極を遅らせ，APD

の延長を主たる作用とする薬剤と定義される．APD を

延長させて不応期をのばすことによりリエントリー性不

整脈を治療する．アミオダロン，ソタロール等がこれに

含まれる．近年の研究成果により，こうした薬剤の主た

る作用が K チャネル遮断作用によるものであることが

判明し，現在では K チャネル遮断薬とⅢ群薬が同義語

として使用されるようになっている．アミオダロン，ソ

タロール等は心筋に存在する数種類の K チャネルのい

くつかを非特異的に遮断する薬剤である．我が国で開発

されたニフェカラントは IKr のみを遮断する薬剤として

知られる．

Ⅲ群薬はⅠ群薬や他の抗不整脈薬と異なり，心筋収縮

力の抑制作用がない利点をもっている．アミオダロンに

は心機能低下例での収縮力改善効果があることが示され

ている．一方，Ⅲ群薬に共通する重大な副作用として

QT 時間延長に伴う多形性心室頻拍（torsade de pointes,

TdP）がある．各Ⅲ群薬によってこの催不整脈作用の発

現率には差があり，K チャネル選択性や合わせ持つ他の

作用によるものと想像されている．中でもβ遮断作用を

有するアミオダロンとソタロールでTdP の合併率が低い

のが特徴である．Ⅲ群薬のこの他の問題点として有名な

のが遅い心拍時ほど APD 延長作用が強く出る，いわゆ

る逆頻度依存性特性を持つ薬剤が多いことである．この

ため，洞調律時に著明な QT 延長が出現し TdP を合併す

る危険が高くなるだけでなく，本来抗不整脈作用を発揮

してほしい頻拍発作時に薬剤作用が減弱する欠点につな

がる．アミオダロンにはこの特性は少ない．さらに，カ

テコラミン刺激などの外向き再分極電流が活性化される

状況で作用が減弱する事も欠点の一つである．突然死の

発生とカテコラミン刺激との関連性が知られている中

で，Ⅲ群薬を突然死の予防に使用する際の問題点であり，

ここでもβ遮断作用を有するアミオダロン，ソタロール

の有効性が確認されていることと一致する．

Ⅳ群に分類される抗不整脈薬は Ca チャネル遮断を主

たる作用とする薬剤と定義される．これにはベラパミル，

ジルチアゼム等の一般的 Ca 拮抗薬に加えて，ベプリジ

ルも含まれる．前者は Ca チャネルが主体の房室接合部

が関与する頻拍症，すなわち発作性上室性頻拍の治療に

用いられるが，後者はⅢ群作用も有しており，その他の

組織の関与するリエントリー性頻拍への効果も期待でき
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る．通常の薬効は L 型 Ca チャネル遮断作用によるもの

が主体であるが，ベプリジルは T 型 Ca チャネル遮断作

用も有することが知られ，心房細動時の電気的リモデリ

ングの予防あるいはその回復に効果があることが注目さ

れている．

前述のごとく，Vaughan Williams 分類にはいくつかの

問題点が指摘されている．第一には，各群の分類基準に

整合性がない点が挙げられる．Ⅰ群とⅣ群がイオンチャ

ネル遮断作用，Ⅱ群がβ受容体遮断作用，Ⅲ群が活動電

位に対する電気生理学的作用（APD）に基づいていると

いう点である．第二は，複数の作用を併せ持つ薬剤をど

こに分類したらよいかという問題である．便宜上その薬

剤の主たる作用で分類することになるが，実際にどの作

用が抗不整脈的に働いているかを個々の例で立証するこ

とは難しい．アミオダロンが代表的なもので，Ⅲ群薬と

はされているもののⅠ群からⅣ群までの全ての作用を有

しており，前述のごとくβ遮断作用の意義も高いことが

推測されており，あるいは全ての総合作用として有効性

が高い可能性もあろう．またⅣ群に分類されてはいるも

ののベプリジルにもⅠ群，Ⅲ群作用が認められる．こう

したことから，同一群に属していても異質の薬剤が含ま

れていることは明白である．同じⅠc 群薬のプロパフェ

ノンとフレカイニドでも，前者にはβ遮断作用があり，

一方，フレカイニドには K チャネル遮断作用がある点

などの相違点がある．

こうしたことが，古典的な薬剤分類法から脱し，抗不

整脈薬の研究，開発，治療に関わる様々な領域での知識

を従来以上にうまくまとめることの出来る新しい分類体

系への展開を模索する動きを加速させることとなり，

Sicilian Gambit へとつながったことは前述の通りであ

る．Sicilian Gambit では，スプレッドシート方式で全て

の薬剤のチャネルや受容体への作用を詳細に記載してい

る（表 2）．但し，特別なグループ分けをしてあるわけ

でなく，Vaughan Williams 分類に慣れた臨床医にとって

Circulation  Journal  Vol.  68,  Suppl.  IV,  2004 985

不整脈薬物治療に関するガイドライン

Vaughan Williams 分類の問題点3

Sicilian Gambit による抗不整脈薬の新しい分類枠組み4

表 2 Sicilian Gambit が提唱する薬剤分類枠組（日本版）（文献 1より引用）
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この表だけを見て，患者を前にしてにどの薬剤を選択し

たらよいのかを一見して読み取れないという危惧があ

る．しかし，この表によれば Vaughan Williams 分類に

則っていては選択からもれてしまう薬剤や，あるいは逆

に禁忌とされる薬剤群の中にも使用可能な薬剤があるこ

となども明確になり，臨床的には Sicilian Gambit の新分

類法の価値は高い．

この表では，一番左の列に薬剤名が記載され，次いで

チャネル，受容体，ポンプに対する作用を示す欄がなら

び，右半分には左室機能，洞調律への影響，心外性の副

作用の有無，さらには PQ，QRS，QT 等の心電図上の

指標に対する効果を示す欄が設けてある．Na チャネル

に対する作用が一番左で，これをさらに Na チャネルへ

の結合解離動態の差から fast，intermediate，slow に分け

ている．次いで Ca チャネル，K チャネルへの作用と続

き，さらに洞結節でのペースメーカ電流（If）への作用

を挙げているのが特徴である．受容体に対する作用では，

Vaughan Williams 分類で挙げられていなかったα受容

体，ムスカリン受容体，プリン受容体への作用も含まれ

ている．最後に Na／K ポンプへの作用を載せることによ

り，ジゴシンをこの表に含めることが出来ている．各作

用の強弱は 3色の色分けで示されている．

薬剤名が左端に縦に並べてあるが，この順は Na チャ

ネルに対する作用を主作用とし，その結合解離動態の

fast のものを最初に，以下順に intermediate，slow のも

のへ，次いで Ca チャネル，K チャネルへの作用を主と

する薬剤が並んでいる．

1989 年の CAST 以来，抗不整脈薬の使用そのものに

ついての懸念が世界中を駆けめぐったが，その混乱期に

あってその後の抗不整脈薬療法のあるべき道を探るため

1990 年に開かれたのが第 1 回 Sicilian Gambit 会議であ

った．その基本概念は不整脈診療における従来の経験的

アプローチを改め，より論理的かつ病態生理学的な抗不

整脈薬療法を推奨したものである．すなわち，1）「不整

脈の機序」の決定，2）治療に最も反応しうる電気生理

学的指標である「受攻性因子」の同定，3）治療の「標

的」としての細胞膜レベルのチャネルや受容体の決定を

行い，最終的に，4）この標的に作用する「薬剤」を抗

不整脈薬一覧表から選択するという論理過程である．例

えば，心房細動や心室細動の機序はリエントリーである

ことが知られている．リエントリーを維持する電気生理

学的因子の中で，特に治療しやすい因子（受攻性因子）

は伝導性か不応期の二つである．伝導性，特に異常心筋

での遅い伝導がリエントリーに関与している際には，伝

導を遮断すれば不整脈は停止する．そのための標的分子

は一般的には Na チャネルであり，Na チャネル遮断作

用を有する薬剤を選択すればよい．CAST では，突然死

をもたらすリエントリー性不整脈を予防するために強力

な Na チャネル遮断薬を用いて梗塞心での遅い伝導を抑

制したわけで，Sicilian Gambit の論理通りとも言える．

しかし，一方では Na チャネル遮断薬の伝導抑制が催不

整脈作用を惹起することが明らかにされた．そこで，第

1 回 Sicilian Gambit 会議では，致死的不整脈予防には第

二の受攻性因子である「不応期」を攻撃目標として，再

分極過程を遅延するK チャネル遮断薬へ大きな期待をか

けた4）．その結果，多くの K チャネル遮断薬の開発が進

められるようになった．その頃，K チャネル遮断作用を

主体としたアミオダロンの有効性がすでに臨床的に評価

されていたことも，アミオダロンの持つ重篤な副作用の

ない純粋な K チャネル遮断薬への期待に拍車をかける

ことになった．

しかし，この K チャネル遮断薬についても，洞調律

時に著明な QT 間隔の延長が生じ torsade de pointes（TdP）

型心室頻拍を合併することが明らかとなった．これは純

粋なK チャネル遮断薬，特に遅延整流K チャネルの速い

成分（IKr）を主として遮断する薬剤の問題であることが

その後明らかにされたが，これによる死亡例や失神例が

報告された．1994 年に発表された SWORD 試験が純粋

な IKr 遮断薬 d-ソタロールによる突然死増加を明らかに

したことを受けて，実質的に殆ど全ての K チャネル遮

断薬の治験は中止に追い込まれた5）．ところがその後心

筋 K チャネルの研究が進み，色々な病態で生じるリエ

ントリー性不整脈の発生に関与する特異的K チャネル等

も明らかにされてきた．特に，遅延整流 K チャネルの

遅い成分（IKs）は，アミオダロンもこれへの遮断作用を

有しており，新しい薬剤の標的分子として注目されてい

る．さらに電気的リモデリングの概念が導入され，心房

細動時の治療の標的として IKr の意義が再認識されるよ

うになり，現在は K チャネル遮断薬に再度関心が高ま

りつつある．

1996 年に開かれた第 3 回会議では，特定の方向への

薬物開発を推奨はしていないが，心房細動を中心に最近

研究が進展している電気的リモデリングの概念を治療に

活かすことが議論された．すなわち，電気的リモデリン

グの過程では薬剤の標的となりうるチャネルの機能や蛋

白発現に変化が生じ，例えば心房細動慢性期になると

Na チャネルの発現が減少してくることも判ってきた．

その状況では，いくら Na チャネルを標的とした薬剤を
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投与しても不応期の延長効果は見られない．従って，現

段階では不整脈そのもの，あるいはその背景にある病態

の進行につれておきてくる分子レベルの変化の解明が必

須であると結論された．それにより，各状況に応じて最

適な薬剤を決めることができ，開発が必要な薬剤のプロ

フィールも自ずから明らかになる．

この第 3 回会議はもうひとつ重要な新しい提案をし

た．それは，現状ではリモデリングの過程で的確な薬剤

選択が出来ないことを踏まえ，不整脈の発生をもたらす

病態そのものの進行を抑える治療戦略の提案である．前

述の 4 段階の論理過程での薬剤選択を「downstream ア

プローチ」として捉え，これが実際に不整脈が起こるよ

うになってしまった場合の治療法であるのに対して，病

態に対する心臓の適応過程が破綻する事を防ぐことによ

って不整脈の発生を予防しようと云う「upstream アプロ

ーチ」，すなわちより上流での治療の意義を強調してい

る6）．心筋梗塞例であれば不整脈の基質になる梗塞巣の

拡大を抑え，線維組織の増生や心室拡張を抑制すること

が慢性期の致死的心室性不整脈の発生を予防する近道だ

とする考え方である．この目的には，早期の血行再建術

やβ遮断薬，ACE 阻害薬，アンギオテンシンⅡ（A-Ⅱ）

受容体拮抗薬が使用される．

2000 年に開催された第 4 回会議では，遺伝子レベル，

分子レベルでの新しい不整脈の治療戦略を提唱している．

Sicilian Gambit が提案した薬剤一覧表には従来の

Vaughan Williams 分類と比較して臨床的に有用な様々な

情報が含まれている．例えば，Na チャネル遮断薬につ

いてみても，薬剤の結合・解離動態の差異（活性化チャ

ネルに結合するか不活性化チャネルに結合するか，チャ

ネルからの解離が速いか遅いか，中間的か）が明示され

ており，薬効ならびに副作用（陰性変力作用，催不整脈

作用）の判断材料となる．一般的には，解離の速い薬剤

（fast drugs）はこれらの副作用が少ない代わりに，切れ

味が劣り，解離の遅い薬剤（slow drugs）はその逆と考

えて良く，症例に応じた選択が可能となる．「標的」と

なるチャネル，受容体さえ明確に出来れば薬剤選択は比

較的容易である．

ここで問題になるのが前述した K チャネルサブタイ

プの選択性である．最近の知見では，発作性心房細動例

の多くで迷走神経がその発生に関与しているとされ，迷

走神経の興奮はアセチルコリン感受性 K チャネル

（IK，ACh）の活性化によって心房筋の活動電位を短縮させ，

不応期を短くして心房細動を発生させる．心筋虚血の際

には ATP 感受性K チャネル（IK，ATP）の活性化を介して

心室筋活動電位が短縮し心室細動を発生させる．なお，

Na チャネル遮断薬の中には，IK，ATP 遮断作用を有するも

の（キニジン，プロカインアミド，ジソピラミド，シベ

ンゾリン）があることが知られている．さらには交感神

経活性の亢進は IKs活性化を介してこの変化を増強する．

従って各病態で不応期を延長させる治療には K チャネ

ルサブタイプ選択性に関する知識が必要となる．

Vaughan Williams 分類のⅠa 群に属する薬剤の K チャネ

ルサブタイプ選択性にかなりの多様性があり，各病態毎

の使い分けが可能となる．例えば，迷走神経緊張が関与

しているような心房細動症例には，IK，ACh を抑制できる

薬剤が有用となる．しかもムスカリン受容体（M2）を

介した抑制ではなく，直接チャネルを遮断する作用のあ

るキニジン，シベンゾリンの有効性も期待できるが，臨

床的にどこまで差があるかは今後の検討課題である．ア

ミオダロンが心房細動の予防にも有効なことは良く知ら

れており，アミオダロンと類似した K チャネル抑制作

用を有するベプリジールも現在注目されている．

以上，Sicilian Gambit の概念に基づく不整脈の論理的

治療法は，基礎的な電気生理学の知識を要求されるなど

難解な点も多いが，これに基づいた我が国のガイドライ

ンが広く臨床家に利用されることが望まれる．そのため

には，このガイドラインを利用して治療した際の有効率

や副作用発生率の検討が必要であり，J-GAMBIT の成果，

さらには現在進行中の心房細動を対象とした J-

RHYTHM 試験の結果が待たれるところである．

日本循環器学会学術委員会「不整脈薬物治療に関する

ガイドライン」作成班の活動の一環として，2000 年 3

月に発表した CD-ROM 版「抗不整脈薬選択のガイドラ

イン」1）の臨床評価に関する多施設大規模調査研究

Japanese Guideline for Arrhythmia Management By

Individual Therapy（J-GAMBIT）を行った．現在までに

解析の終了した一部の成績をここに報告する．

Sicilian Gambit に基づく抗不整脈薬ガイドライン CD-

ROM を用いた治療法選択の妥当性，ならびにそれによ
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って選択された治療法の有効性，安全性，有用性を評価

することを目的とし，多施設大規模後ろ向き調査研究を

行う．

1）対象不整脈：①発作性心房細動（PAF）

②心室期外収縮（非持続性単形性心室

頻拍を含む）（PVC）

2）対象患者：ガイドライン委員会委員の関連施設にて

薬物治療を行った上記不整脈患者のうち，1998 年以

降の初診患者で，2 年間以上の経過観察を行い有効

性，安全性の評価が可能な症例を対象とした．

3）調査症例の抽出と登録：対象患者をできるだけ無作

為に抽出し（1998年 1月 1日以降の連続症例を抽出

するなど），インターネットを用いて必要事項を登録

する．なお初めにアブレーション等非薬物治療を行

った症例，治験や臨床研究などで意図的に薬剤を選

択した症例は除外した．

4）解析：各担当医によって登録された初診時の各種臨

床情報を，日本医科大学内科学第一教室におかれた

解析センターにおいて一括して CD-ROM に入力し

た．CD-ROM による選択薬剤名と，実際に担当医が

選択した薬剤名との一致率に関して下記の評価項目

につき検討した．

《一次評価項目》PAF 群，PVC 群それぞれ，ガイドラ

イン CD-ROM により選択された薬剤名と実際に主

治医が選択した薬剤名との一致率

《二次評価項目》①治療有効群と無効群での上記一致率

の違い，②副作用発現群と非発現群での上記一致率

の違い，③心房細動慢性化群と非慢性化群での上記

一致率の違い，④その他

1）参加施設

表 3に示す 20施設から症例の登録があった．

2）解析可能登録症例数

登録期間中の全登録例数は 544例であったが，このう

ち解析に必要な情報の得られなかった症例を除いて，表

4に示す PAF 274例，PVC 214例の計 488例について以

下の解析を行った．性別，平均年齢を表 4に示す．

3）年齢分布

図 1 に PAF 例，PVC 例それぞれの年齢分布を示す．

ともに 50 歳代から 70 歳代が全体の 80 % 前後を占め，
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表 3．J-GAMBIT 参加施設（計 20施設）

慶應大学医学部内科 千葉大学医学部内科

東京医科歯科大学医学部内科 横浜南共済病院内科

新潟大学医学部第一内科 東片端診療所

岡山大学医学部循環器内科 弘前大学医学部第二内科

藤田保健衛生大学循環器内科 都立広尾病院循環器内科

富山医科薬科大学第二内科 織部消化器科

印西病院内科 大分医科大学医学部内科

名古屋大学医学部内科 大分共立病院

東京女子医科大学日本心臓血圧研究所内科 緒方町立国保総合病院

日本医科大学第一内科 宇佐胃腸病院

表 4．解析可能症例の内訳

発作性心房細動（PAF） 心室期外収縮（PVC）

解析可能症例　274 例 解析可能症例　216 例

男性　182 例，女性 92 例 男性　143 例，女性 73 例

平均年齢　62.4±11.3 歳 平均年齢　62.9±14.2 歳

PAF PVC
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図 1 解析症例の年齢分布



PAF では 60歳代，PVC では 70歳代にピークがあった．

4）選択薬剤の一致

日本医科大学解析センターにおいて，ガイドライン

CD-ROM を起動し，各症例の臨床情報から必要事項を

入力して最終選択薬剤名をえた．それぞれ第一選択薬お

よび第二選択薬として抽出された薬剤と，個々の症例で

主治医が実際に処方した薬剤とが一致したか否かを検討

した．

PAF 全体では，274 例中 216 例（79 %）で CD-ROM

と主治医の選択薬剤が一致したが，うち 168 例（61 %）

は CD-ROM の第一選択薬との一致，残りの 48 例（18

%）は第二選択薬との一致であった．両者が一致しなか

った 58 例（21 %）を分析すると，薬剤名が全く一致し

なかったのが 42 例（15 %），どちらかが薬物治療不要

と判断したのが 16例（6 %）であった．

PVC 全体では 216 例中 154 例（71 %）の一致率であ

り，第一選択薬との一致が 106 例（49 %），第二選択薬

との一致が 48例（22 %）であった．両者の不一致は 62

例（29 %）あり，うち 53 例（25 %）は選択した薬剤名

が全く一致しなかったもの，残りの 9 例（4 %）はどち

らかが薬物治療不要としたものであった．

5）一致例と非一致例の患者背景の比較

PAF における薬剤選択一致例と非一致例の臨床背景

を比較した成績を表 5 に示す．年齢，性別にはほとん

ど差がないが，非一致例では一致例に比して，基礎心疾

患を有し，心機能低下，肝・腎機能異常など合併症を有

する例が多い傾向がみられた．

一方，PVC における成績を表 6 に示すが，基礎心疾

患や合併症の頻度に差はみられなかった．

日本循環器学会，日本心電学会合同の抗不整脈薬ガイ

ドライン委員会によって作成された「抗不整脈薬選択の

ためのガイドライン“The Sicilian Gambit Guideline on

CD”」1）を用いた薬剤選択の妥当性を検証することを目

的に上記の検討を行った結果，CD-ROM によって選択

された薬剤と主治医が実際に選択した薬剤との一致率

は，PAF で 79 %，PVC で 71 % であった．CD-ROM に

よる選択の場合，選択薬剤は第一選択，第二選択とも同

種同効薬が複数選択されるので，その中に主治医の選択

した薬剤名があれば「一致した」と判断したが，第一選

択薬との一致は PAF では約 6 割，PVC では約 5 割に止

まった．

CD-ROM による薬剤の選択は，基本的に Sicilian

Gambit の考え方に基づき，それぞれの不整脈の発生機

序を考慮した病態生理学的アプローチによって決定され

ている．一方，主治医の薬剤選択は多くの場合経験的な

要素が強いと考えられる．両者の不一致が何によっても

たらされているのかが問題であるが，一致例と不一致例

の患者背景を検討した成績で，PAF の非一致例におい

て基礎心疾患を有し，心機能低下，肝・腎機能異常など

合併症を有する例が多い傾向がみられた点は興味深い．

実際の PAF 臨床例においては，基礎心疾患の有無，そ

の種類と重症度，心機能低下の程度，代謝や排泄の問題

などを総合的に考慮した薬剤選択が必要になるが，それ

らの因子の重み付けが主治医によって大きく異なること

が，CD-ROM との不一致に結び付く要因の一つと考え

られた．

一方，PVC に関しては一致例と不一致例でこのよう

な違いはみられなかった．この理由の説明は単純にはで

きないが，右脚ブロック・左軸偏位（RBBB＋LAD）型

や左脚ブロック・右軸偏位（LBBB＋RAD）型 QRS 波

形の特発性 PVC を除いては，一般的に PVC では発生機
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表 5．PAF における選択薬一致例と非一致例の患者背景

一致例 非一致例

症例数 216 58

年　齢 62.1±11.3 63.7±13.8

男女比 151：65 32：26

基礎疾患あり 63（29.2 %） 25（43.1 %）

心機能低下あり 12（5.6 %） 12（20.7 %）

心電図異常あり 46（21.3 %） 18（31.0 %）

肝機能異常あり 16（7.3 %） 5（8.6 %）

腎機能異常あり 11（5.1 %） 7（12.1 %）

合併症あり 85（39.4 %） 30（51.7 %）

表 6．PVC における選択薬一致例と非一致例の患者背景

一致例 非一致例

症例数 154 62

年　齢 63.5±13.8 61.5±15.2

男女比 104：50 39：23

基礎疾患あり 90（57.8 %） 38（61.2 %）

心機能低下あり 39（25.3 %） 12（19.4 %）

心電図異常あり 89（57.8 %） 31（50.0 %）

肝機能異常あり 21（13.6 %） 8（12.9 %）

腎機能異常あり 25（16.2 %） 6（9.7 %）

合併症あり 59（38.3 %） 26（41.9 %）

考　察5



序を特定することが困難で，病態生理学的アプローチに

よる理論的薬剤選択が難しいことから，そもそもの一致

率が PAF に比べて低いのかもしれない．

今後，実際に選択した薬剤が有効であった群と無効で

あった群の比較や副作用出現例での比較など，有効性や

安全性に関連した一致率の検討を進め，ガイドライン

CD-ROM の臨床的有用性を検証する予定である．

心機能低下例や，肝あるいは腎機能低下例，または妊

娠中の症例に対して抗不整脈薬治療を行う際には，不整

脈の治療適応を制限すべきであり，自覚症状が著しく強

いか，血行動態に悪影響を及ぼす頻脈性不整脈が治療対

象となる．

抗不整脈薬の種類により心機能への影響が異なり，一

般に slow kinetics の Na チャネル遮断作用をもつ抗不整

脈薬は心機能抑制が強い（表 2）．そこで心機能低下例

に抗不整脈薬治療を行う際に，fast kinetics の Na チャネ

ル遮断薬か K チャネル遮断薬を選択する．K チャネル

遮断薬は不応期延長作用により抗不整脈作用を示すの

で，心機能にはほとんど影響を及ぼさない．K チャネル

遮断薬はむしろ活動電位の 2 相～ 3 相を延長させるの

で，プラトー相における細胞内への Ca 流入が増加して

収縮力が増大すると考えられている．心筋梗塞後で心機

能が低下している患者に対する抗不整脈薬の有用性につ

いて，それまでに報告された試験の成績をもとにメタ解

析を行った結果では，Na チャネル遮断薬は予後を悪化

させ，Ca チャネル遮断薬も有用性が認められなかった．

しかし，β遮断薬と K チャネル遮断薬は予後を改善す

る可能性が示唆されている7）．このような観点から心機

能低下例には心機能抑制の少ないリドカイン，メキシレ

チン，アプリンジン，アミオダロン，ベプリジル，ニフ

ェカラント，あるいはβ遮断作用をもつソタロールが選

択できる．心機能低下の程度として，左室駆出率

（LVEF）が 40～50 % で心胸郭比（CTR）が 50～60 %

の範囲にあって NYHA 分類のⅠないしⅡ度を軽度心機

能低下とし，LVEFが 40 % 未満で CTR は 60 % より大

きく NYHAⅢないしⅣ度を中等度以下の心機能低下と

する．急性心不全に対しては利尿薬，ACE 阻害薬，カ

テコラミン等を投与し，上室性頻拍があれば心拍数調節

のためにジギタリス投与を行う．慢性心不全に対しては

継続的に ACE 阻害薬，β遮断薬，利尿薬投与を行うが，

ループ利尿薬は低 K 血症を生じやすいので，腎障害が

なければ抗アルドステロン製剤が薦められる．
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―心機能，腎機能，肝機能，妊娠―
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心機能低下例における抗不整脈薬の選択1

表 7 抗不整脈薬の種類と特徴

リドカイン → 肝 （QRS 幅拡大） ショック，嘔吐，痙攀，興奮

メキシレチン → 肝 （QRS 幅拡大） 消化器症状，幻覚，紅皮症

プロカインアミド ↓ 腎（60），肝（40） QT 延長，QRS 幅拡大 SLE 様症状，顆粒球減少，肝障害

ジソピラミド ↓ 腎（70） QT 延長，QRS 幅拡大 口渇，尿閉，排尿困難，低血糖

キニジン → 肝（80），腎（20） QT 延長，QRS 幅拡大 Cinchonism（眩暈など），消化器症状

プロパフェノン ↓ 肝 QRS 幅拡大 筋肉痛，熱感，頭痛，悪心，肝障害

アプリンジン → 肝 QRS 幅拡大（QT 延長） しびれ，振顫，肝障害，白血球減少

シベンゾリン ↓ 腎（80） QRS 幅拡大 頭痛，眩暈，口渇，尿閉，低血糖

ピルメノール ↓ 腎（70） QT 延長，QRS 幅拡大 頭痛，口渇，尿閉

フレカイニド ↓ 腎（85） QRS 幅拡大 眩暈，耳鳴，羞明，霧視，下痢

ピルジカイニド ↓→ 腎 QRS 幅拡大 消化器症状，神経症状（ともに少ない）

ベプリジル → 腎（50） QT 延長，徐脈 眩暈，頭痛，便秘，肝障害，倦怠感

ベラパミル ↓ 肝（80），腎（20） 徐脈 便秘，頭痛，顔面のほてり

ジルチアゼム ↓ 肝（60），腎（35） 徐脈 消化器症状，ほてり

ソタロール ↓ 腎（75） QT 延長，徐脈 気管支喘息，頭痛，倦怠感

アミオダロン → 肝 QT 延長，徐脈 肺線維症，甲状腺機能異常，角膜色素沈着

ニフェカラント → 腎（50），肝（50） QT 延長 口渇，ほてり，頭重感

β-遮断薬 ↓ 肝，腎 徐脈 気管支喘息，血糖値低下，脱力感，レイノー現象

アトロピン → 腎 頻脈 口渇，排尿障害，緑内障悪化

ATP → 腎 徐脈 頭痛，顔面紅潮，悪心，嘔吐

ジゴキシン ↑ 腎 ジギタリス中毒 食欲不振，嘔吐

抗不整脈薬 左室への影響 排泄経路（%） 催不整脈要因 心臓外の副作用



抗不整脈薬の薬物動態は，薬物の吸収，体内分布，薬

物除去から成っており，それぞれの区分で肝臓あるいは

腎臓の働きにより影響を受ける．抗不整脈薬の薬物動態

の特徴としては，①有効血中濃度の幅が狭い，②容易に

中毒濃度に達する，③半減期が短い，④遊離型薬剤の血

中濃度が臨床効果とよく相関することがあげられる8）．

治療濃度と中毒濃度が近いことから腎障害時あるいは肝

障害時には容易に抗不整脈薬の副作用（表 7）が出現し

やすい．肝障害あるいは腎障害のある場合には抗不整脈

薬の使用も制限されることになる．腎障害時や肝障害時

の抗不整脈薬の血中濃度推移の把握は難しく，経験的に

投与量を減量するか，使用を控えているのが現状である．

しかし，抗不整脈薬の有効性には個人差があり，腎障害

あるいは肝障害のある症例でも不整脈を抑制するために

腎排泄あるいは肝代謝の抗不整脈薬を使用しなければな

らないときもある．そのためには，血中濃度モニターは

最低限必要であるが，臨床薬物動態9）を詳細に把握しな

ければならない．肝代謝の抗不整脈薬と腎排泄の抗不整

脈薬（表 7）を知ることにより，肝・腎障害時に使用す

る抗不整脈薬を選択することができる．

1）腎機能障害の指標と投与量の目安

腎障害のある例では肝代謝の抗不整脈薬を使用するこ

とが勧められる．しかし，抗不整脈薬には腎排泄の薬物

も多く，症例によっては腎排泄の抗不整脈薬しか有効で

ない場合もある．そのような症例では腎機能障害の程度

によって投与量と投与間隔を調節しなければならない．

腎機能障害の程度はクレアチニンクリアランス（Ccr）

によって表されるが，Ccr がおおよそ 50 ml／min 以上で

あれば常用量を投与しても良く，Ccr が 50～20 ml／min

の間であれば中等度腎機能障害として通常投与量の 2／3

～1／2 量を投与するか，投与間隔を少しあけて投与すべ

きである．また，Ccr が 20 ml／min 以下であれば高度腎

機能障害として常用量の 1／3量以下を注意深く投与する

か，隔日に投与すべきである8，9）．

外来診療で Ccr を測定する余裕がないときには，これ

までの経験から，血清クレアチニン（Scr）が 1.3 mg／dl

以下であれば Ccr は 50 ml／min 以上（軽度腎機能障害）

であると考えてよく，Scr が 1.3～2.0 mg／dl であれば

Ccr は 20～50 ml／min（中等度腎機能障害）にあるもの

と考えられる．Scr が 2.0 mg／dl 以上であれば Ccr は 20

ml／min 以下（高度腎機能障害）と考えてよい（表 8）．

さらに慢性腎不全になって血液透析や腹膜透析を受け

ている例で抗不整脈薬治療をしなければならない場合も

ある．透析で除去されない抗不整脈薬であれば，少量に

して投与間隔をあけて投与することになるが，透析であ

る程度除去されてしまう抗不整脈薬では，透析と不整脈

の出現しやすい時間との兼ね合いで投与量と投与間隔を

調節することになる．血液透析では使用されるダイアラ

イザーの種類により除去率は異なると考えられるが，い

ずれにしても随時抗不整脈薬の血中濃度を測定して投与

量を調節することが必要である．過剰投与を避けるため

に，その抗不整脈薬の副作用に精通していることが，有効

で副作用のない抗不整脈薬治療を進める上で重要である．

2）肝機能障害の指標と投与量の目安

肝機能障害のある症例ではできるだけ腎排泄の抗不整

脈薬を選択することが望ましいが，不整脈の種類や抗不

整脈薬の薬効によっては肝代謝のものを使用せざるを得

ないこともある．そのようなときの抗不整脈薬投与の目

安は肝疾患の種類と門脈圧亢進の程度に左右される．

肝臓疾患の種類により肝障害の指標は異なる．急性ウ

イルス性肝炎では抗不整脈薬投与量設定のために役立つ

指標はないようであるが，慢性肝炎の場合と同様に血清

アルブミン値が肝臓の薬物代謝能力を表す指標となる．

AST，ALT などの肝酵素値の変動は肝代謝能力の指標

にはなりにくい．肝硬変の場合にも肝酵素値より血清ア

ルブミン，ビリルビン値，プロトロンビン値などが肝機

能障害の指標となる．薬物代謝能力の指標として門脈圧

が亢進しているときの肝機能障害の程度を表す Child の

分類10）が用いられている．肝機能障害があるときにはア

プリンジン，アミオダロンなどの肝機能障害が生じやす

い抗不整脈薬は特別の配慮を要する（表 8）．肝代謝の

抗不整脈薬を使用しなければならないときには血清ビリ

ルビン値を指標にして投与量を慎重に調節する．Child

分類の A（軽度肝機能障害）ではビリルビン値が 1～2

mg／dl であり，肝機能障害はあるので通常量の 2／3 量か

ら抗不整脈薬を投与するのが無難である．Child 分類の

B（中等度肝機能障害）ではビリルビン値が 2～3 mg／dl

であり，通常投与量の 1／2～1／3 にしたほうがよい．

Child 分類の C（高度肝機能障害）ではビリルビン値が

3 mg／dl より高値となり，ソタロールとニフェカラント

以外の抗不整脈薬の投与は禁忌で，生命の危険があるか，

血行動態を著しく障害する頻脈性不整脈があるときに

は，カテーテルアブレーションなどの非薬物療法を選択

すべきである8，9）．
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妊娠により血管内容量は増加し，腎血流量は増加して

抗不整脈薬の腎排泄は促進される．また，プロゲステロ

ンにより肝代謝が亢進して薬剤のクリアランスは促進さ

れる．さらに血漿蛋白濃度の低下により薬剤の蛋白結合

は減少し，組織と血漿中の薬物分布は変化する．薬物代

謝が促進する結果，薬物血中濃度は低下する．しかし，

原則として，すべての抗不整脈薬は妊婦と胎児に対して

毒性をもつと考えなければならない．したがって，可能

ならば薬物治療を避けるべきで，不整脈を助長する生活

習慣の改善を優先させる．それにもかかわらず，症状が

著しく強く，不整脈が妊娠継続の支障になる場合に抗不

整脈薬が使用される．使用できる抗不整脈薬の条件とし

て半減期が短く，妊婦に対する使用経験が集積されてい

ることがあげられる．米国FDAの薬剤安全性に関する分

類12，278）では，妊婦へのリスクが報告されていないのは

リドカインと一部のβ遮断薬，ソタロールであるが，ジ

ゴキシンも安全といわれている．一方，フレカイニド，

ベプリジル，ベラパミル，ジルチアゼム，ニフェカラン

トは禁忌と考えられる．一般に胎児の器官形成に関与す

る妊娠初期の 10 週までの期間に催奇性のある抗不整脈

薬の使用を避ける．妊娠後期には抗不整脈薬の使用も可

能となる．

心房（肺静脈や上大静脈を含む），及び房室接合部を

起源とし，リエントリー，トリガードアクティビティー，

異常自動能等による早期収縮を上室性期外収縮と呼ぶ．

最近の発作性心房細動に対する臨床電気生理学的検討か

ら，肺静脈や上大静脈などの大血管が上室性期外収縮の

起源になる場合が多いことがわかってきた13）．上室性期
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上室性期外収縮11
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表 8 腎機能・肝機能障害別の薬剤選択（文献 1より引用）

リドカイン ● ▲ ▲ × ▲ ▲

メキシレチン ▲ ▲ ▲ × ▲ ▲

プロカインアミド ▲ × ▲ × ▲ ▲

ジソピラミド ▲ ▲ ▲ × ▲ ▲

キニジン ● ▲ ▲ × ▲ ▲

プロパフェノン ▲ ▲ ▲ × ▲ ▲

アプリンジン ● ▲ ▲ × × ×

シベンゾリン × × ▲ × ▲ ▲

ピルメノール ▲ × ▲ × ▲ ▲

フレカイニド × × ▲ × ▲ ▲

ピルジカイニド ▲ × ▲ × ▲ ●

ベプリジル ▲ × ▲ × ▲ ▲

ベラパミル ● × ▲ × ▲ ▲

ジルチアゼム ● × ▲ × ▲ ▲

ソタロール ▲ ▲ ▲ ● ● ●

アミオダロン ▲ × ▲ × × ▲

ニフェカラント ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲

β-遮断薬 ● × ▲ × ▲ ▲

アトロピン ● ● ● ● ● ●

ATP ● ● ● ● ● ●

ジゴキシン ● × ▲ ● ● ●

腎機能障害

透　　析
クレアチニン
＞2.0 mg／dl

クレアチニン
1.3～2.0 mg／dl

高　度
ビリルビン
＞3 mg／dl

中等度
ビリルビン
2～3mg／dl

軽　度
ビリルビン1～

2mg／dl

肝機能障害

●使用可能　　▲慎重投与：投与量の設定に注意　　×禁忌



外収縮は心室性期外収縮と並んで臨床上多くみられる不

整脈である．

上室性期外収縮は加齢とともに頻度が増加する．

基礎心疾患を有さない症例にみられる単発性の期外収

縮は，自覚症状が強い場合を除けば通常臨床的意義は少

ない．しかし自覚症状が非常に強い場合や，頻度が高く

血行動態や心機能に悪影響をおよぼす場合，発作性心房

細動／粗動のトリガーとなる場合は治療の対象となる14）．

特に僧帽弁狭窄症など心房に負荷がかかる基礎心疾患を

有する患者の上室性期外収縮は心房細動に移行しやす

い．いったん心房細動が生じると心房筋にリモデリング

が生じ，これが心房細動をより発生・持続しやすくさせ

る15）．このような観点からも心房期外収縮から心房細動

への移行を予防することは臨床的に重要である．

表 9 に心房期外収縮の原因となる病態および誘因を

あげた．これらの患者においては誘因の除去および病態

に対する治療が優先されるべきである．

上室性期外収縮の発生には自律神経機能も関与する．

ホルター心電図を用いた日内変動の解析では，夜間に比

し昼間に頻発する患者が多く，その発生に交感神経緊張

が関与している場合が多いことが示唆される16）．その一

方で，夜間に生じやすい発作性心房細動の発症には迷走

神経の緊張が関与することが報告されている17）．

図 2 に上室性期外収縮治療の治療方針を示す1）．虚血

関与の可能性あるいは心筋梗塞の既往を重視している．

このような場合は，治療対象がたとえ上室性期外収縮で

あっても，CAST の結果に鑑みて解離速度の遅い Na チ

ャネル遮断薬（slow drug）の使用は避けるべきである．

虚血がない場合の薬物療法の適応および薬剤選択のポイ

ントは，まず不整脈に伴う症状の程度と共存する基礎心

疾患の有無および種類であり，次が心電図所見および心

機能，そして発作性心房細動／粗動の有無である．基礎

心疾患がなく発作性心房細動／粗動の合併がない場合は

基本的には無治療でよい．しかし自覚症状が強い場合は

第一選択薬としてβ遮断薬が，第二選択薬としてジソピ

ラミド，シベンゾリン，ピルジカイニドなどの slow

drug が，第三選択薬としてプロパフェノンやアプリン

ジンなどの intermediate drug が推奨される．これに対し

て，基礎心疾患のある場合は自覚症状の有無にかかわら

ず薬物治療を考慮する必要がある．発作性心房細動／粗

動の合併の有無は心房期外収縮の治療の適応を考える上

で極めて重要なポイントであり，発作の頻度，持続，発

作時の心室レートなどを十分考慮して薬物治療の適応が

あるかを判断し，投与に際しては，年齢，性，肝・腎機

能を加味して最終的な投与薬を決める．ジギタリスは経

験的に上室性不整脈に多く用いられてきた．しかし，最

近の臨床研究の結果を見ると，ジギタリスが発作性心房

細動／粗動への移行を阻止する効果は他の抗不整脈薬に

比し優位なものではなく，積極的には推奨しがたいと思

われる18）．ただし，心不全例ではジギタリスを第一選択

とする場合もありえる．また，心筋保護の観点から低用

量のβ遮断薬の使用も考慮する．

注）本ガイドラインでは Sicilian Gambit の概念をふまえ

た病態生理学的薬剤選択を重視している．このため，

プロカインアミドとキニジンは，わが国における使

用頻度は低いが，前回の CD-ROM 版と同様，選択

薬の中に加えた．
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表 9 心房期外収縮の原因となる病態・誘因

心臓弁膜症－僧帽弁狭窄症など
先天性心疾患－心房中隔欠損症など
虚血性心疾患

陳旧性心筋梗塞
狭心症

高血圧
心筋症

特発性
二次性

心筋炎，心膜炎
心臓手術後
慢性閉塞性肺疾患
甲状腺機能亢進症
電解質異常
疲労，ストレス，喫煙，飲酒，カフェイン飲料など

薬物治療の実際3



心房細動は心房が高頻度に，しかも同期せずに興奮す

る状態である．その結果，心房は心室に血液を送るため

の律動的な収縮を行えなくなる．心電図上は P 波が消

失し，心房の電気的興奮は不規則で細かなフレとして記

録される（細動波，f 波）．心室興奮は不規則性となり

RR 間隔も（房室解離がない限り）不規則となる．心房

細動はその持続性によって細分類され，自然停止するも

のを発作性心房細動，停止に薬物などを必要とするもの

を持続性心房細動，停止しないものを永続性心房細動と

よぶ．また基礎心疾患を認めず，高血圧もない症例に出

現した心房細動を孤立性心房細動とよぶ．

心室興奮が不規則になる上，しばしば著しい頻脈を起

こすこともある．その結果，動悸のみならず，ときに心

不全や虚血を誘発する．また心房の有効収縮が消失する

ために心房内で血液のうっ滞を招き，血栓形成を促す．

左房内の血栓が遊離すると動脈塞栓を引き起こすが，な

かでも脳梗塞は最も憂慮すべき心房細動の合併症である．
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心房細動の予防　　 
心房粗動の予防　へ 

無治療 

〈第一選択〉
β遮断薬

〈第二選択〉
Na チャネル遮断薬
（intermediate）

プロカインアミド
キニジン　　　　
プロパフェノン　
アプリンジン　　

〈第一選択〉
β遮断薬

〈第二選択〉
Na チャネル遮断薬

（slow）

ジソピラミド　
シベンゾリン　
ピルジカイニド
フレカイニド*  
ピルメノール*  

〈第三選択〉
Na チャネル遮断薬
（intermediate）

プロカインアミド
キニジン　　　　
プロパフェノン　
アプリンジン　　

〈第一選択〉
β遮断薬

〈第二選択〉
Na チャネル遮断薬
（intermediate）

プロカインアミド
キニジン　　　　
プロパフェノン　
アプリンジン　　

注）心不全ではジギタリ
ス製剤を第一選択と
して考慮する．心機能
の程度により，低用
量β遮断薬の使用も
可能． 

注）同一枠内における薬
剤はわが国における
発売順を重視して列
挙してあり，枠内の優
先順位を示すもので
はない． 

Na チャネル遮断薬 
（intermediate）  
プロカインアミド 
キニジン　　　　 
アプリンジン　　 

〈第一選択〉
β遮断薬

〈第二選択〉
Na チャネル遮断薬
（intermediate）

プロカインアミド
キニジン　　　　
プロパフェノン　
アプリンジン　　

 

〈第三選択〉
Na チャネル遮断薬

（slow）

ジソピラミド　
シベンゾリン　
ピルジカイニド
フレカイニド*  
ピルメノール*  

注）単剤で無効の場合は，第一選択薬と第二/第三選択薬の併用も考慮する． 

虚血関与の可能性 
あるいは 

心筋梗塞の既往 

あり なし あり なし 

虚血関与の可能性 
あるいは 

心筋梗塞の既往 

心機能評価 

軽度低下 中等度以上低下 

不整脈に伴う症状 

中等度～重度 なし～軽度 

なし 

発作性心房細動・粗動の有無 

上室性期外収縮 

あり 

正常 

＊保険適用外 

図 2 上室性期外収縮の治療方針（文献 1より引用）
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心房細動22
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心房細動を完全に抑制することは決して容易でない．

心房細動は様々な原因で生じ，それが時間と共に変化す

るとともに，種々の凝固系因子や神経体液性因子を活性

化する症候群である．個々の症例に応じて発生した心房

細動の特徴と標的となるチャネルを理解した上で，レー

トコントロール，リズムコントロール，抗凝血療法など

を組み立てる必要がある（図 3）．しかもそれが最終的

に患者の QOL 改善につながる治療でなければならな

い．最近の大規模試験の結果は，いずれも，洞調律維持

にこだわるリズムコントロールアプローチが，洞調律維

持にこだわらないレートコントロールアプローチよりも

優れているとはいえないことを証明した19～21，276）．

1）心房細動のレートコントロール

ショックや急性肺水腫など緊急治療が必要な場合に

は，電気的除細動（DC ショック）を行うが，抗凝血療

法が不十分な状況ではなるべく徐拍化を優先させる．

もしデルタ波があればジギタリス，Ca 拮抗薬などは

禁忌となり，K チャネル遮断薬あるいは Na チャネル遮

断薬による副伝導路不応期の延長や伝導途絶の達成がレ

ートコントロールにつながる（図 4）．但し抗凝血療法

が不十分な状態で Na チャネル遮断薬を使用すると，心

房細動が停止して血栓塞栓症を生じる危険がある．また

K チャネル遮断薬を頻脈時に使用すると QT 延長を確認

できないことが多く，徐拍後に QT が著明に延長して

torsade de pointes（TdP）を来す可能性に注意しなければ

ならない．

デルタ波がなければ房室結節がレートコントロールの

ターゲットとなり，それには内向き Ca 電流を減少させ

ればよい．Ca チャネルに直接作用する薬剤としてはベ

ラパミルやジルチアゼムなどの Ca チャネル遮断薬があ

るが，cAMP の減少を促して間接的に Ca 電流を低下さ

せることも可能である．その場合に心機能が良好であれ

ばβ受容体を遮断する薬剤が選ばれるが，心機能が中等

度以上低下した例では，迷走神経を介してムスカリン

（M2）受容体を刺激するジゴキシンが選択される（図 4）．

β遮断薬は日中，運動など交感神経刺激に伴う頻脈化を

抑制するのに対し，ジゴキシンは迷走神経の緊張を高め

ることにより，夜間，安静時の徐拍化を増強するものの，

日中のとくに発作開始時など交感神経賦活時には十分な

徐拍化をもたらさない22）．

一般に心機能の低下が中等度以上であればジゴキシン
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持続性 
心房細動 

抗凝血・抗血小板療法 

心室レート増加 

心　房　細　動 

発作性 
心房細動 

なし あり 

なし あり 

徐拍化 除細動の適応 

除細動 心房細動のまま管理 

なし あり 

リズムコントロール 無投薬 

再発予防の適応 

図 3 心房細動の治療方針



が選択されるが，心機能にそれほど問題がなければ Ca

チャネル遮断薬やβ遮断薬が選択され，必要に応じてジ

ゴキシンが併用される（図 4）．AHA ガイドラインでは，

ジゴキシンの単独使用は class Ⅱb とされ，併用はⅡa に

分類されている23）．なお日本ではジゴキシンやプロプラ

ノロールは徐拍化の目的で保険適用が認められている

が，ビソプロロール，カルベジロールなどは認められて

いない．またベラパミルやジルチアゼムは静注薬のみが

レートコントロール用として承認されていて，経口薬は

認められていない．

薬理学的レートコントロールにより 9割の症例で安静

時心拍数 100／分未満が得られるが，QOL の改善を得る

にはそれだけでは不十分で，AFFIRM では徐拍化の目標

を，安静時 80／分以下，6 分間歩行時 110／分以下として

いる20）．1999～2000 年度ガイドラインでは心拍数 99／分

以下をレートコントロールの目標としたが，心房細動急

性期で，早期除細動を目指す場合には妥当と考えられる

ものの，より慢性期のレートコントロールの目標として

は不十分なため，AHA ガイドラインに従って23），安静

時の心室レート 80／分以下，中等度の運動時の心室レー

ト 115／分以下を目標とすることが勧められる．上記薬

剤の組み合わせによっても十分なレートコントロールが

得られないときには，貧血，甲状腺機能亢進症，感染症，

気管支拡張用β刺激薬など頻脈を促進する因子の関与を

検索する必要がある．それでも治療抵抗性であれば，頻

脈のまま除細動を試みるか，あるいは房室接合部アブレ

ーションを検討する．後者ではペースメーカ依存状態に

なることと，右室ペーシングに伴う収縮能低下の可能性

に注意が必要で，元々心機能低下のある症例では両室ペ

ーシングの適応も検討する必要がある．

2）レートコントロール達成後の治療方針

レートがコントロールされたら，次に除細動すべきか

どうかを検討する（図 3）．飲酒を契機に出現した心房

細動や，夜間発症型の心房細動は日中に自然停止するこ

とが多い．反対に心房細動が 1年以上持続している例や，

左房径が 5 cm 以上に拡大した例，あるいは過去に電気

的除細動を 2回以上試みられたが再発を繰り返す例，も

しくは患者が除細動を希望しない場合には除細動をせず

に，そのままレート管理を続けることが多い．これらの

指標は除細動がたとえ一時的に成功しても，再発率が高

いというあくまで経験的な基準でしかなく，患者の希望

や医師の判断，使用する薬剤（とくにアミオダロン，ベ

プリジルなど）によっては数年間持続している心房細動
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房室結節の不応期延長 

K チャネル遮断薬

ベプリジル*　　
ソタロール*　　
ニフェカラント*

Na チャネル遮断薬
（intermediate～slow）

プロカインアミド　　　
ジソピラミド　　　　　
キニジン　　　　　　　
プロパフェノン　　　　
アプリンジン　　　　　
シベンゾリン　　　　　
ピルメノール*  　　　　
ピルジカイニド　　　　
フレカイニド（経口は*）

＊保険適用外 

なし 

WPW 症候群（デルタ波）

心房細動の心電図波形 

あり 

心機能低下 

なし～軽度 中等度以上 

β遮断薬  
Ca 拮抗薬

不十分 

+ジゴキシン 

ジゴキシン 

副伝導路の 
不応期延長・伝導途絶 

図 4 心房細動のレートコントロール（文献 1より改変）



に除細動を試みることがある．しかし一般に慢性心房細

動患者では心房細動に伴う症状の訴えが比較的少ないた

め，洞調律に復したとしても，それが QOL の改善に結

びつくかどうかは不明である．

リズムコントロールかレートコントロールか，という

この重要な問題に答えるために行われた PIAF，RACE，

AFFIRM，STAF などの大規模試験は，いずれも生命予

後や QOL に差を認めなかった．むしろリズムコントロ

ールの方が，無症候性心房細動の再発に気づかずにワル

ファリンを減量・中止して脳塞栓を招いたり，抗不整脈

薬による催不整脈作用などが生じうる分だけ，安全性が

低い可能性が示唆された19～21）．その意味では除細動を積

極的にすべき，とはいえないことになるが，比較的若年

で発作時の症状が強く，また発作時のレートコントロー

ルが困難な発作性心房細動や，ワルファリンが禁忌，あ

るいは服用困難な症例などでは，洞調律維持が求められ

る可能性があり，現在日本でもこの問題を解決するため

に J-RHYTHM が進行中である．

3）抗凝血療法の実際

ワルファリンを投与するか否かは，心房細動が慢性か

発作性かによって決まるわけではなく，塞栓症を起こし

やすい危険因子を持っているかどうかで判断する．危険

因子には，一過性脳虚血発作や脳梗塞の既往，糖尿病，

高血圧，冠動脈疾患，心不全，弁膜症，加齢（75 歳以

上）などがある24，25）．いずれかのリスクに該当する場合

は抗凝血療法を考慮する．これらが一つでもあれば，原

則としてワルファリンを投与する．その場合，通常プロ

トロンビン時間で INR 2.0～3.0を目標とするが，機械弁

の症例では 2.5～3.5に，また 70歳以上の症例では 1.6～

2.6 に設定を修正する．アスピリン，チクロピジンなど

の単独での有効性や，ワルファリンとの併用については

未だ議論があるが，これらについては 1999～2000 年度

合同研究班報告の心房細動治療（薬物）のガイドライン

を参照されたい26）．

一方，48 時間以上持続した心房細動の除細動を行う

際には，血栓塞栓症の危険因子の有無にかかわらず，事

前に十分な抗凝血療法が必要となる27）．48時間未満であ

ればそのリスクは 0.8 % とされるが28），48時間を越える

例では最低 3週間の十分なワルファリン療法の後に除細

動を行うか，あるいは経食道心エコー検査で左心耳内血

栓の存在を否定した後に，直ちにヘパリン投与を開始し

てなるべく早期に除細動を行う29）（図 5）．いずれの方法

にせよ，除細動後には新たに心房内血栓が形成される可

能性があることから30），ワルファリンを除細動後も最低

4週間は投与する31）．

ワルファリン投与には常に煩雑性，不安定性などが避

けられないため，近年，抗トロンビン薬である，キシメ

ラガトランが注目を集めている．この薬剤の有用性は既

に SPORTIF と呼ばれる大規模試験によって確認されて

おり，ワルファリンに取って代わる存在になる可能性が

高い．

4）除細動の実際

a．電気的除細動か，薬理学的除細動か

電気的除細動（DC ショック）の利点は，その即効性

と 9割近い洞調律復帰率が期待できることである．しか

したとえ洞調律が得られても，その 1，2 分後に再び心
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AF＜48 時間

ワルファリン＞3 週間

AF の除細動

ワルファリン＞4 週間

心房細動（AF）の持続 

AF　48 時間

あり 経食道心エコー 
で左心耳内血栓 

ヘパリン 
開始 

なし 

図 5 抗凝血療法と除細動（文献 1より改変）



房細動に戻ってしまう例が存在するため，実際に成功し

たと言えるのは 75 % 程度に留まる．このほか施行前に

絶食や麻酔が必要で，ときに皮膚火傷跡を残すという問

題がある．稀に R 波同期が不完全な場合に心室細動を

来すリスクもある．それに対して薬理学的方法は簡便で

はあるが，1 週間以上経過した心房細動には効果が低い

こと，心機能低下例では副作用を示しやすいこと，稀に

催不整脈作用を示すこと，などの問題点がある．しかし

もし薬理学的除細動に成功すれば，その薬を予防にも使

用できる可能性がある．いずれの場合も高齢者の場合は

とくに，除細動直後の洞停止の可能性に注意する．今回

のガイドラインでは心機能が中程度以上低下した例にお

いて早期に停止を求める場合，あるいは長期間持続する

心房細動を停止に導きたいときには，電気的除細動を第

一選択とした（図 6）．AHA ガイドラインにおいても再

発の可能性が少ない持続性心房細動に対しては，薬理学

的除細動を class IIb とし，電気的除細動を class IIa とし

ている23）．

b．薬理学的除細動の進め方

薬理学的除細動では持続が比較的短い（通常 7日以内）

心房細動に対しては，Na チャネル遮断薬が第一選択と

なる（図 6）．医師の目の前で停止を図るには静注が適

しているが，副作用の心配がなければ単回内服投与（頓

服：投与量は維持量の 1.5～2 倍とする）が試みられる

こともある32）．また血栓塞栓症の心配がなければ経口薬

の連日投与によって停止に導くことも可能である．一般

に同じ Na チャネル遮断薬でも，イオンチャネルからの

解離速度の遅いものほど作用が強力で，除細動効果も高

いが，これは発作開始後間もない，比較的若年者で心機

能も正常な孤立性心房細動に対して勧められる．ジソピ

ラミド，シベンゾリン，ピルジカイニド，フレカイニド，

ピルメノールなどがこれに相当するが，ピルメノール，

フレカイニドの経口投与には現時点でこの目的に対する

保険適用が認められていない．心機能軽度低下例や虚血

性心疾患例，肥大型心筋症例などでは，解離の遅い Na

チャネル遮断薬は避け，解離が中間の薬剤であるプロカ

インアミド，キニジン，プロパフェノン，アプリンジン

などを選択する．
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〈第一選択〉 
DC ショック 

〈第二選択〉 
ベプリジル*　 
アミオダロン*

心機能正常 心機能中等度以上低下 

AF の持続が長い場合 

心房粗動合併 

Brugada 症候群 

心房細動（AF）の持続 

AF＜48 時間 

＊保険適用外 

AF　48 時間 

血栓塞栓症回避処置 

心機能・基礎病態評価 

DC ショック

心機能軽度低下 

虚血性心臓病　 

肥大型心筋症　 

 （いずれも AF の持続が短い場合） 

Na チャネル遮断薬 
（intermediate）  
プロカインアミド 
キニジン　　　　 
プロパフェノン　 
アプリンジン　　 

無効 

Na チャネル遮断薬 
（slow）  

ジソピラミド 　　　　 
シベンゾリン 　　　　 
ピルメノール*   　　　  
ピルジカイニド  　　　 
フレカイニド（経口は*） 

無効 

図 6 薬理学的除細動の進め方（文献 1より改変）



今回のガイドラインでは心機能が中等度以上低下した

例では陰性変力作用や催不整脈作用の危険性の高い Na

チャネル遮断薬は原則として使用せず，前述したように

電気的除細動を第一選択とした（図 6）．また心房細動

の持続が比較的長い例や心房粗動の合併例（1：1 の房

室伝導を招来），あるいは Brugada 症候群（ST 上昇の増

強と心室細動誘発）などの例においても電気的除細動を

第一選択とした．心房細動の持続が比較的長い場合には，

電気的リモデリングの影響で Na チャネルの発現低下

（downregulation）が生じ，その結果，心房筋に対する

Na チャネル遮断薬の遮断効果が減弱することが知られ

ている33～35）．電気的除細動を行わない場合の第二選択と

して，今回のガイドラインでは，K チャネル遮断作用を

示し，かつ陰性変力作用の少ないベプリジルとアミオダ

ロンを新たに加えた（図 6）．これらの薬剤は即効性が

ないことと，心房細動に対する保険適用が（肥大型心筋

症におけるアミオダロンを除けば）とれていないことか

ら第一選択とはしなかった．心不全例ではしばしば線維

化した部分を避けるように興奮が伝播して，興奮周期の

比較的長いマクロリエントリーが形成され，そこから不

規則伝導によって心房細動心電図を示すことがある．こ

のような特殊な基質においてはK チャネル遮断薬が，停

止効果を発揮する可能性がある．実際，慢性心不全例を

対象とした大規模試験の CHF-STAT では，アミオダロ

ンによる除細動効果が報告されている36）．また心房の K

チャネルは心房細動が持続しても downregulation を受け

ないため，K チャネル遮断薬によってある程度の不応期

延長効果は保持される．とくにベプリジルとアミオダロ

ンには電気的リモデリングを改善する作用も示唆されて

おり，長期持続する心房細動を停止に導くことができる

可能性が注目されている（図 6）19，37，38）．

5）再発予防の実際

a．予防の必要性

無事に除細動が成功した例，あるいは自然に洞調律に

復した例では再発予防を積極的に行うべきかが次の問題

となる（図 3）．初回の心房細動発作や，飲酒，あるい

は検査に伴う迷走神経刺激など，誘因が明らかで一過性

の場合には，あわてて予防を試みずに様子を見るだけで

よい．また運動誘発性，心臓手術後，甲状腺機能亢進症

のような特異な環境で出現する心房細動に対してはとき

にβ受容体遮断薬が奏功する．ただし持続性心房細動に

対する電気ショック後に無投薬のまま4年間洞調律を維

持できるのは 1割以下とされ277），大多数の心房細動例に

対しては再発予防のための抗不整脈薬が必要となる．

b．再発予防のチャネルターゲット

前回のガイドラインにおいては，K チャネル遮断の不

応期延長作用が洞調律時のような徐拍時により増強され

ることと，K チャネルが電気的リモデリングの影響を受

けにくいことを考慮して，心房細動の再発予防にはK チ

ャネル遮断作用のある薬剤を推奨したが，CTAF や

AFFIRM などの大規模試験の結果，K チャネル遮断薬が

Na チャネル遮断薬よりも予防効果が高い，という推測

は否定された39，40）．むしろ様々な作用を併せ持つアミオ

ダロンの予防効果が優れていることが，これらの試験に

より証明された．しかしながら本邦ではアミオダロンは

肥大型心筋症においてしか心房細動に対する保険適用が

認められていないため，同薬を第一選択にすることはで

きない．そこで今回のガイドラインでは基礎病態に応じ

て，副作用の発現が最小となるような選択を推奨するこ

ととした（図 7）．

c．抗不整脈薬の選択

Na チャネル遮断薬によって心房細動の停止が得られ

た例では，その同じ薬剤で予防もできる可能性が高い．

心機能が良好な孤立性心房細動では解離速度の遅い，

Na チャネル遮断薬（slow drugs）を第一選択とし，中間

型の Na チャネル遮断薬（inter-mediate drugs）あるいは

K チャネル遮断作用を有する薬剤（ベプリジル，ソタロ

ール）を第二選択とした（図 7）．Na チャネル遮断薬無

効例や，心房細動が比較的長期間持続した例では，リモ

デリングに伴って Na チャネルが減少している可能性が

あり，K チャネル遮断薬の有用性が期待できる（これら

の薬剤の選択順位については，J-RHYTHM により各薬

剤の有効性評価が行われたあとで変更することもありう

る）．また夜間発症型の心房細動に対しては，M2 受容体

拮抗作用もあるジソピラミド，シベンゾリン，ピルメノ

ールなどが奏功する可能性がある．心機能軽度低下例や

虚血性心臓病例，肥大型心筋症例などでは，停止の場合

と同様，解離の遅い Na チャネル遮断薬は避け，解離が

中間の薬剤であるプロカインアミド，キニジン，プロパ

フェノン，アプリンジンなどを選択する．ソタロールや

ベプリジルも選択可能であるが，保険適用外の使用とな

る．心機能が中等度以上低下した例では解離速度が中間

で陰性変力作用の比較的少ないプロカインアミド，キニ

ジン，アプリンジンなどの薬剤，あるいはベプリジルを

選択し，それが無効であればアミオダロンの使用を検討

する．なお Brugada 症候群では Na チャネル遮断薬やβ

遮断作用のある薬剤は使用しないことが勧められる．こ

のほか心不全に伴う心房細動では ACE 阻害薬や A-Ⅱ受
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容体拮抗薬などの併用が線維化抑制につながり，心房細

動予防に付加効果を与える41，42）．

治療抵抗性でなおかつ症状が顕著な例では非薬物療法

も考慮される．基礎疾患を有さない例で数秒から数時間

の単位で繰り返し心房細動発作を繰り返す例，とくに早

期 P 波が直前の心拍の T 波に重なって出現する（P on T）

例では，肺静脈入口部あるいは左房のアブレーションを

試みることによって劇的な改善を得ることがある13，43）．

しかしこの治療には特殊な設備，高度な専門技術を要す

るほか，合併症への十分な配慮が欠かせない．

心房粗動は心房レ－トが 240～440／分の規則正しい上

室頻拍と定義される．心電図上は，心房レートが 240～

340／分と比較的に遅い Type 1 粗動と，340～440／分と速

い Type 2 粗動に分類され44），Type 1 粗動はさらに下壁

誘導にて典型的な陰性鋸歯状の粗動波を呈する通常型粗

動と，陽性の粗動波や通常型以外の粗動波を呈する非通

常型粗動に分類される．Type 1 粗動の多くは，下大静

脈と三尖弁輪間の解剖学的峡部〔cavotricuspid isthmus

（CTI）〕を含む三尖弁輪を興奮が周回する右房内リエン

トリーを機序とするため 45～47），峡部依存性心房粗動

（CTI-dependent atrial flutter）とも呼ばれる（図 8A）48）．右

房内の興奮旋回が反時計方向であれば陰性鋸歯状の粗動

波を（通常型心房粗動），時計方向であれば陽性の粗動

波を呈する（非通常型粗動）．なお非通常型心房粗動に

は右房上部（upper loop reentry）や右房自由壁，左房に

おけるリエントリーを機序とするものもある49）．Type 2

粗動は心房細動に近い頻拍で，その機序は個々の例で異

なる．

一方，開心術の既往を有する患者に心房粗動や心房頻

拍を認めることがある．その多くは右房壁の切開創を周

回するリエントリーを機序とする（incisional reentrant
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〈第一選択〉 
Na チャネル遮断薬 

（slow）  
ジソピラミド　　 
シベンゾリン　　 
ピルメノール*　   
ピルジカイニド　 
フレカイニド*　   

〈第二選択〉 
Na チャネル遮断薬 
（intermediate）  
プロカインアミド 
キニジン　　　　 
プロパフェノン　 
アプリンジン　　 

K チャネル遮断作用 
を有する薬剤　　　 
ベプリジル*　　   
ソタロール*　　  

＊保険適用外 

Na チャネル遮断薬 
（intermediate）  
プロカインアミド 
キニジン　　　　 
プロパフェノン　 
アプリンジン　　 

無効 無効 

心機能低下 

洞調律 

軽度 

アミオダロン*ベプリジル* 
ソタロール* 無効 

〈第一選択〉 
Na チャネル遮断薬 
（intermediate）  
プロカインアミド 
キニジン　　　　 
アプリンジン　　 

〈第二選択〉 
ベプリジル*　 

虚血性心臓病 
肥大型心筋症 

なし あり 

なし 中等度以上 

図 7 心房細動の再発予防（文献 1より改変）

心房粗動33

はじめに1

アブレーション4



tachycardia274））（図 8B）．

心房粗動の症候は粗動時の房室伝導に依存する．2：1

房室伝導を示すと心室レートは約 150／分となり，動悸

や呼吸困難，胸痛，心不全，血圧低下などをきたす．運

動時や房室伝導が良好な場合は 1：1 伝導のために心室

レートが 300／分にも達し，血圧低下や失神など危険な

状態に陥る場合がある．一方，4：1 伝導で心室レート

が 100／分以下になると無症候の場合が多い．心房細動

に比較すると発生頻度は低いものの血栓塞栓症の原因と

なりうる48）．

発症年齢は心房細動と同様に 60 歳以上に多く，基礎

心疾患や開心術の既往を有する例を認めることが多い

が，孤立性の場合も少なくない．心房細動に合併する場

合も多く，また I 群抗不整脈薬，とくに Ic 群薬投与後

に粗動化する場合も認められる．

1）受攻性因子と抗不整脈薬の効果

峡部依存性心房粗動では粗動周期の約 20 % に相当す

る興奮間隙を認める50）．さらに CTI を含む右房下部の伝

導は他の部位に比して遅い（相対的伝導遅延部位）45，51）．

以上より，受攻性因子は心房筋の不応期と右房下部の緩

徐伝導で，前者をターゲットとしてK チャネル遮断薬が，

後者をターゲットとして解離速度の遅い Na チャネル遮

断薬（intermediate～slow drugs）が選択される．不応期

に対する効果としては，K チャネル遮断薬のイブチリド

やドフェチリドの有効性を示す報告がある52，53）（いずれ

も本邦では使用不可）．一方，緩徐伝導に対する効果と

しては，強力な Na チャネル遮断薬を用いても伝導ブロ

ックをきたすことは容易でなく，フレカイニド静注の有

効性は 10～28 % にすぎない54）．

2）治療の進め方（図 9）

心房細動と同様に，頻脈かどうか，血行動態が安定し

ているかどうか，合併する疾患は何か，そして血栓塞栓

症のリスクはどうか，などを考慮し治療方針を決定す

る48）．洞調律復帰後は，再発予防のための治療や抗凝血

療法が必要かどうか個々の症例で検討する．

a．血行動態が不安定な心房粗動の治療方針

心室レートの過度の増加（100／分以上）のために心不

全やショックとなった場合，あるいは急性心筋梗塞に合

併した場合など，不安定な症例では DC ショックにより

粗動を速やかに停止させる．静脈麻酔後，心電図 R 波

に同期して 50 J で通電する．

b．血行動態が安定している心房粗動の治療方針

心室レートが 100／分以上の場合は，まず心室レート

コントロールを目的とし，房室結節を抑制する薬物を投
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病態・臨床的意義2

薬物治療の実際3

SVC

IVC

SVC

IVC

A B

右
房
自
由
壁 

機能的ブロック 

左房 左房 

解剖学的峡部 
三尖弁輪 

切開創（瘢痕組織） 
右室より三尖弁を通してみた右房の心内膜面を模式的に示す． 
A：峡部依存性心房粗動（半時計方向旋回型）の興奮伝播様式． 
 B ：右房切開創を周回するリエントリー． 

図 8 心房粗動の発症機序
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（心不全，ショック，急性心筋梗塞） 

洞調律へ復帰させる場合は抗凝血療法の要否を考慮する。 

心房粗動 

血行動態 
不安定 

DC ショック 

抗不整脈薬 カテーテルアブレーション 

再発予防治療が必要な場合 

心室レートコントロール 
（房室結節抑制薬） 

血行動態 
安定 

洞調律への復帰 
・DC ショック 
・心房ペーシング 
・抗不整脈薬 

図 9 心房粗動治療の進め方（文献 48より引用）

＊保険適用外 
静注 

安定した心房粗動 

〈第一選択〉
心房筋不応期延長
K チャネル遮断作用の
ある薬剤
（中等度～強度）　
　プロカインアミド
　ニフェカラント *

〈第二選択〉
峡部緩徐伝導の途絶
Na チャネル遮断薬
（intermediate～ slow）
（房室伝導抑制薬と併用）　
　ジソピラミド
　シベンゾリン
　ピルジカイニド
　フレカイニド
　アプリンジン

経口 

無効 

〈第一選択〉
心房筋不応期延長
K チャネル遮断作用の
ある薬剤
（中等度～強度）　
　プロカインアミド 
　キニジン 
　ベプリジル* 
　ソタロール*

〈第二選択〉
峡部緩徐伝導の途絶
Na チャネル遮断薬
（intermediate～ slow）

　
　ジソピラミド 
　シベンゾリン 
　ピルジカイニド 
　フレカイニド* 
　ピルメノール*

β遮断薬　　 
ジゴキシン　 
ベラパミル　 
ジルチアゼム 
ベプリジル*   

 （比較的緊急を要する場合は静注） 

心室レート　100/分

房室伝導抑制 

心室レート　99/分

洞調律復帰を目的とした薬物治療 

DC ショック

図 10 安定した心房粗動に対する洞調律復帰を目的とした薬物治療



与する（図 10）．症状から比較的緊急を要する場合は静

注薬を用いる．WPW 症候群に合併した心房粗動の治療

は後述する．

心室レートが 99／分以下の場合は，以下に述べる抗不

整脈薬投与，DC ショック，ペーシングのいずれかの方

法により洞調律に復帰させる．なお発症後 48 時間以上

経過していると思われる場合は左房内血栓の存在を疑

い，心房細動に準じて抗凝血療法を行う26，48）．

c．洞調律復帰を目的とした薬物治療（図 10）

まず心房筋の不応期延長を目的とし，中等度以上の K

チャネル遮断作用を有する薬剤を選択する．静脈内投与

が可能な製剤はプロカインアミドとニフェカラントであ

るが，ニフェカラントは保険適用となっていない．第二

選択薬としては，緩徐伝導の抑制を目的とし，解離速度

が比較的遅い Na チャネル遮断薬（intermediate～slow

drug）を用いる．

抗不整脈薬の投与に際しては，投与後の粗動周期の延

長と抗コリン作用を有する薬剤の影響により心室レート

が増加し，時に 1：1 房室伝導をきたす可能性があるこ

とに注意する．これを避けるために予め房室結節抑制薬

を投与し，房室伝導を抑制しておく．

以上の薬剤が無効な場合には，DC ショックか高頻度

心房ペーシングにより粗動を停止させる．ペーシング療

法においても，抗不整脈薬（プロカインアミドまたはジ

ソピラミド）を前投与すると粗動が停止しやすくなる55）．

d．再発予防を目的とした治療（図 11）

心房粗動を助長する全身的要因があればこれを治療す

る．抗不整脈薬療法としては，心機能に応じて薬剤を選

択する．心機能正常例および軽度低下例では，心房筋の

不応期を延長させる目的で，K チャネル遮断作用が中等

度以上で，かつ房室結節伝導を抑制するベプリジル，ソ

タロールが第一選択薬として挙げられる（両剤とも上室

性不整脈には保険適用となっていない）．第二選択薬と

しては，緩徐伝導を抑制し，心房粗動の引き金となる心

房期外収縮抑制を目的とし，Na チャネル遮断薬が挙げ

られる．プロカインアミド以下 8 種類の Na チャネル遮

断薬が示されているが，前述の理由により房室結節抑制

薬との併用が必要である．第三選択薬としてのアミオダ
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＊保険適用外 

心機能評価 

〈第一選択〉
心房筋の不応期延長
K チャネル遮断作用のある薬剤
（中等度～強度）　
　ベプリジル* 
　ソタロール* 　 
〈第二選択〉
峡部緩徐伝導の途絶 
期外収縮抑制
Na チャネル遮断薬
（intermediate～ slow）
房室伝導抑制薬と併用 
（WPW症候群ではβ遮断薬を用いる）　
　プロカインアミド* 
　キニジン 
　ジソピラミド 
　プロパフェノン 
　シベンゾリン 
　アプリンジン 
　ピルカイニド 
　フレカイニド* 
　ピルメノール*  　 
〈第三選択〉 
　アミオダロン*

〈第一選択〉
房室伝導抑制薬　
　ジゴキシン 　 
〈第二選択〉
房室伝導抑制薬（ジゴキシン） 
と併用　
　プロカインアミド* 
　キニジン  　 
〈第三選択〉 
　アミオダロン*

正常～軽度低下 

WPW 症候群（デルタ波） 

中等度以上低下 

あり なし 

〈第一選択〉　
　プロカインアミド* 
　キニジン 　 
〈第二選択〉　
　アミオダロン*

図 11 再発予防のための薬物治療（文献 1より改変）



ロンは肥大型心筋症に合併した場合に限られる．

心機能が中等度以上低下している例では，WPW 症候

群（デルタ波）がなければ第一選択は房室結節抑制薬と

してジゴキシンが挙げられる．これと併用する形で心機

能抑制作用が比較的に弱いプロカインアミドかキニジン

が第二選択となる．

非薬物療法：峡部依存性心房粗動は CTI に対するカ

テーテルアブレーションにより根治可能である．成功率

は 90 % 以上で，合併症もほとんど認められないため，

現在は抗不整脈薬療法よりカテーテルアブレーションが

第一選択の治療法となっている48）．抗不整脈薬療法とカ

テーテルアブレーションの再発予防効果を前向きに比較

した臨床試験においても，カテーテルアブレーションの

有用性が示されている56）．

e．WPW 症候群に伴う心房粗動の治療

副伝導路を介する伝導のために心室レートが過度に速

くなることが多く，緊急の治療を要する．薬剤による心

室レートコントロール目的では，WPW 症候群に伴う心

房細動の治療と同様にジゴキシン，ベラパミルは避け，

β遮断薬を投与する．再発抑制のための治療はWPW 症

候群を伴わない場合とほぼ同様であるが（図 11），心機

能低下が中等度以上の場合の第一選択，第二選択のジゴ

キシンは避ける．なおWPW 症候群はほとんどの例でカ

テーテルアブレーションにより根治可能で，また峡部依

存性心房粗動も根治可能であるため，とくに合併例に対

してはアブレーション治療による根治が望ましい．

f．抗凝血療法の要否

心房粗動に伴う血栓塞栓症のリスクは 1.7～7.0 % と

され，とくに 48 時間以上持続した粗動で高くなる57）．

心房粗動に対する DC ショック後の血栓塞栓症の発生頻

度は，十分な抗凝血療法を受けていない場合，2.2 % と

報告されている．心房細動に比較すると発生頻度は低い

ものの治療に際しては心房細動に準じた抗凝血療法の適

用が必要となるであろう．

発作性上室性頻拍は，頻拍発作の維持に心房が不可欠

なものの総称である．房室結節リエントリー，房室回帰，

心房内リエントリー，異所性自動能亢進が機序となる．

発作性上室頻拍の約 90 % は房室結節リエントリー性頻

拍（AVNRT）あるいは WPW 症候群に伴う房室回帰性

頻拍（AVRT）である．

発作性上室性頻拍では心拍数が 150～200／分となり，

動悸，胸部不快感などの症状を生じる．発作時，一般的

に血圧は低下するが，ときに血行動態の悪化（収縮期血

圧≦80 mmHg で，肺水腫など）や狭心症発作などを引

き起こし，緊急的な対策が必要となることがある．

約 90 % の例で房室結節リエントリーあるいは房室回

帰が原因である．従って，これらの例では房室結節の伝

導を抑制することで発作は停止可能であり，房室結節活

動電位が「受攻性因子」となり Ca チャネルが「標的分

子」となる．WPW 症候群による房室回帰性頻拍では副

伝導路も頻拍発生の「不可欠な要素」である．従って，

副伝導路の不応期延長あるいは伝導抑制も頻拍抑制に有

効で，K チャネル遮断薬や Na チャネル遮断薬の効果が

期待できる．

薬物治療は発作の停止と発作間欠期（慢性期）の再発

予防に分けて考える．ほとんどの発作性上室頻拍はカテ

ーテルアブレーションで根治できるので，薬物治療の意

義は発作の停止にほぼ限られてきた．まれにアブレーシ

ョンが不成功に終わる例やアブレーションを希望しない

例では，抗不整脈薬による発作の予防が行われる．発作

の頻度が低く，短時間で停止して自覚症状が軽微な例で

は発作間欠期の治療は必要ではない．

1）発作の停止（図 12）1）

上室性頻拍の発作を停止するに当たり，緊急的な対策

の必要性の有無（上述）をまず見極める．発作の停止を

急ぐ必要がある場合には，DC ショックや高頻度ペーシ

ングにより発作を停止させる．

緊急的な発作停止の必要がない場合には，薬物治療に

先立ち反射性の迷走神経緊張を試みる．頚動脈洞マッサ

ージ（頚動脈の血管雑音のないことを確認し，まず右側

から試みる．無効なら左側を試みる），息こらえ

（Valsalva 手技），顔面を冷水に浸す（顔面浸水），嘔吐

反射，深呼吸などが有効なことがある．眼球圧迫は，網

膜剥離の危険があることや疼痛を来たすので，勧められ

ない．これらの手技の有効性はそれほど高いものではな

い（Valsalva 手技 54 %，右頚動脈洞マッサージ 15 %，

顔面浸水 15 % など）58）．

迷走神経緊張が無効な場合には，Ca 拮抗薬（ベラパ
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ミル，ジルチアゼム）あるいは ATP 静注を試みる．こ

れらにより 90～95 % 以上の例の発作を停止できる59）．

ジゴキシンは静注しても効果が発現するまでに 30～60

分を要するので，使用される機会はほとんどなくなった

（CD-ROM 版から改変）．房室回帰性頻拍の停止には

ATP（100 %）とベラパミル（94 %）の有効性が高く，
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血行動態の悪化（血圧≦80mmHg，肺水腫）， 
狭心症発作の合併など 

DC ショック 
 高頻度ペーシング 

DC ショック 
 高頻度ペーシング 

慢性期 
の治療 

なし あり 

持続 停止 

Na チャネル遮断薬 
－静注－ 

プロカインアミド 
ジソピラミド　　 
アプリンジン　　 
シベンゾリン　　 
フレカイニド　　 
ピルジカイニド　 

持続 

持続 

停止 

停止 

－静注－ 
ベラパミル　 
ATP*　　　    
ジルチアゼム 

迷走神経緊張　a)

a）頚動脈洞マッサージ 
　  Valsalva 手技，顔面浸水など 

＊保険適用外 

図 12 発作性上室性頻拍の停止（文献 1より改変）

発作性上室性頻拍の 
根治療法 

望む 望まない 

正常～軽度低下 中等度以上低下 

なし あり 

心機能評価 

図 14 へ 

アブレーション 

〈第一選択〉 
ジゴキシン 

〈第二選択〉 
Na チャネル遮断薬 
（intermediate） 

（β遮断作用のある薬剤は除く） 　 
プロカインアミド 
キニジン 
アプリンジン 

Na チャネル遮断薬 
（intermediate） 

（β遮断作用のある薬剤は除く）  
プロカインアミド 
キニジン　　　　 
アプリンジン　　 

頻拍中の P 波が見えないか
QRS 直後（ただし顕性 WPW 症候群を除く）

図 13 発作性上室性頻拍の予防（文献 1より改変）



Na チャネル遮断薬の効果はそれほど高くはない（40～

60 %）60）．

以上の治療で発作が停止できない場合には，房室結節

リエントリー性頻拍あるいは房室回帰性頻拍以外の頻拍

の可能性が高く，Na チャネル遮断薬の効果が期待できる．

以上の治療にもかかわらず発作が停止しない場合には

DC ショックあるいは高頻度ペーシングによる停止を行う．

停止後は再発の予防の必要性を検討して，慢性期の治

療方針を立てる（CD-ROM 版から改変）．

2）慢性期の治療（発作再発の予防．図 13，14）1）

高い有効性と安全性を持ってカテーテルアブレーショ

ンによる根治療法が可能であるので，アブレーションを

勧める．積極的な再発予防が必要でない例を除き，アブ

レーションを希望しない例やアブレーションが不成功に

終わった例では抗不整脈薬による再発予防を行う．

a．心機能が中等度以上に低下している場合

陰性変力作用の少ない Na チャネル遮断薬が第一選択

となる（図 13，CD-ROM 版を改変）．ただし房室結節

リエントリー性頻拍の場合には第一選択薬はジゴキシン

となり，Na チャネル遮断薬は第二選択薬とする（図

13）．

b．心機能が正常～軽度低下の場合（図 14）

①頻拍中の P 波が見えないかQRS 波直後に出現する場合

房室結節リエントリー性頻拍（通常型）がこのタイプ

の頻拍の代表である．潜在性WPW 症候群の房室回帰性

頻拍もここに含めて対応する．

房室結節の伝導を抑制するβ遮断薬，Ca 拮抗薬，ジ

ゴキシンが第一選択となり，K チャネル遮断作用が中等

度以上の薬剤あるいは Na チャネル遮断薬（intermediate

～slow drugs）が第二選択薬となる．

②WPW 症候群（顕在性）および頻拍中の P 波が QRS

波の直前に出現する場合

WPW 症候群では上室頻拍発作から心房細動への移行

が起こりうるので，その様な場合に心室レートを増す可

能性のあるジゴキシンや Ca 拮抗薬の予防的投与は行わ

ない．副伝導路の不応期を延長するために K チャネル

遮断作用のある薬剤が第一選択薬となり，Na チャネル

遮断薬（intermediate～slow drugs）を第二選択薬とする．

頻拍中の P 波が QRS 波直前にある頻拍には心房内リ

Circulation  Journal  Vol.  68,  Suppl.  IV,  20041006

循環器病の診断と治療に関するガイドライン（2002－2003年度合同研究班報告）

根治療法を望まない 
心機能：正常～軽度低下 

〈第一選択〉 
K チャネル遮断作用のある薬剤 

（中等度以上） 　 
プロカインアミド 
キニジン　　　　 
ジソピラミド　　 
シベンゾリン　　 
ベプリジル*　　   
ピルメノール*　    
ソタロール*　　   

〈第二選択〉 
Na チャネル遮断薬 
（intermediate～slow） 　 
ピルジカイニド 
フレカイニド*   
プロパフェノン 
アプリンジン　 

〈第一選択〉 
房室伝導抑制薬 
β遮断薬 　 

ジゴキシン　  
 ベラパミル*　 
 ジルチアゼム* 
 ベプリジル*　 

〈第二選択〉 
K チャネル遮断作用のある薬剤 

（中等度以上） 
Na チャネル遮断薬 
（intermediate～slow） 　 
プロカインアミド 
キニジン　　　　 
ジソピラミド　　 
シベンゾリン　　 
ピルメノール*　   
ソタロール*　　   
ピルジカイニド　 
フレカイニド*　   
プロパフェノン　 
アプリンジン　　 

頻拍中の P 波が QRS の直前
顕性 WPW 症候群（房室回帰性頻拍）

頻拍中の P 波が見えないか QRS の
直後（潜在性 WPW を含む）

＊保険適用外 

図 14 発作性上室性頻拍の予防（図 13からの続き．文献 1より改変）



エントリー，洞房結節リエントリー，稀有型房室結節リ

エントリー性頻拍が含まれるが，稀有型房室結節リエン

トリー性頻拍は前項①と同様に扱う．心房内リエントリ

ー，洞房結節リエントリーでは心房筋の不応期延長が再

発予防に有効であり，WPW 症候群と同様の薬剤が選択

される．洞房結節リエントリーでは Ca 拮抗薬やβ遮断

薬の効果も期待できる．

3）抗不整脈薬による再発予防効果

抗不整脈薬の経口投与による再発予防効果は欧米の成

績では 60～75 % 以上とされている（表 10）61）．電気生

理検査で有効性の認められた抗不整脈薬を投与した場合

の再発予防効果は高いことが予想されるが，松川の成

績62）ではⅠ群薬，Ca 拮抗薬による再発予防効果は，平

均 39ヶ月の追跡期間で 68例中 34例（50 %）であった．

しかし，3 分以内の自然停止と再発なしを有効とした伊

東らの検討63）では，Ⅰ群薬，Ca 拮抗薬は平均 28ヶ月の

追跡で 108例中 91例（84 %）に有効であった．

欧米の 1995 年以降の成績64～66）では，フレカイニドと

プロパフェノンは 80 % を超す有効性が報告されてい

る．心疾患のない例の場合，有効性を重視すれば図 14

の薬剤選択順位は変わってくる．

発作性上室頻拍はカテーテルアブレーションにより大

部分の例で根治が期待できるので，抗不整脈薬による再

発予防は例外的な治療方針となっている．

心室期外収縮・単形性非持続性心室頻拍の治療に関し

ては，自覚症状の強さに加えて，基礎心疾患の有無，種

類，重症度，時期などによって治療適応の有無，考えら

れる発生機序，それに基づく治療法が大幅に異なるのが

特徴である．また，Sicilian Gambit の概念を当てはめて

病態生理学的にかつ理論的に治療法を選択するには，発

生機序を明確にする必要がある4，5）．したがって発生機

序の明らかでない多くの心室期外収縮・単形性非持続性

心室頻拍に関しては，経験的な治療法選択に頼らざるを

得ないのが現状である．

心室期外収縮とともにここに挙げた非持続性心室頻拍

は，6 連発程度までの単形性心室頻拍で心室期外収縮と

同一形態を示し，頻拍中の心拍数が極端に多くなく

（150／分を超えない程度）QRS の変形を伴わない場合で，

この範疇に入るものは心室期外収縮と同じストラテジー

で対処することとした．それ以外の非持続性心室頻拍に

関しては，最近の欧米における大規模試験のエビデン

ス67～69）を考慮すれば，非薬物治療を含めた別の治療戦略

を考えるべきである．

1）特発性心室期外収縮・特発性単形性非持続性心
室頻拍（図 15）

基礎心疾患がない例における心室期外収縮・単形性非

持続性心室頻拍は，特発性で一般に予後はよいと考えら

れている．したがって，自覚症状がないか軽度の場合は

あえて薬物投与を行う必要はない．むしろ，睡眠不足や

喫煙など不整脈を悪化させる生活習慣の改善を指導すべ

きである．動悸などの症状が中等度または高度の場合，

不整脈の存在によって QOL が低下し患者がその治療を

強く要求する場合などには，以下の手順に従って用いる

薬剤を選択する．

特発性心室期外収縮・特発性単形性非持続性心室頻拍

に関しては，その期外収縮ないし心室頻拍の QRS 波形

を分析することによって発生機序をある程度推測するこ

とが可能であるので，それにしたがって病態生理学的ア

プローチで選択すべき薬剤を特定することができる．

a．右脚ブロック・左軸偏位（RBBB＋LAD）型 QRS

波形の場合

発生機序は左脚後枝領域の Ca 電流依存性組織におけ

るリエントリーと考えられる．病態生理学的に考えれば，

受攻性因子は Ca 電流依存性組織における伝導性であ

り，治療の標的分子は Ca チャネルということになる．

したがって，第一選択薬としては Ca チャネル遮断を主

作用とするベラパミル，ジルチアゼム，ベプリジルが挙

げられる．続いて，Ca電流を抑制するβ遮断薬が第二

選択として用いられる．これらが無効の場合には経験的
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表 10 抗不整脈薬による発作性上室頻拍の予防（長期効果）

ベラパミル 240～480mg ＞70%
ジルチアゼム 90～270mg 60%
ナドロール 80～160mg ＞60%
プロカインアミド 1,000～2,000mg ＞60%
フレカイニド 200～400mg ＞65%
プロパフェノン 450～900mg ＞75%

薬剤 用量（／日） 予防効果

（文献60より引用）
【注】各薬剤の用量は日本人には多すぎることに注意．

心室期外収縮55

病態・臨床的意義2
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薬物治療の実際3



に Na チャネル遮断薬が用いられるが，病態生理学的理

論に基づく選択ではない．

b．左脚ブロック・右軸偏位（LBBB＋RAD）型 QRS

波形の場合

多くはカテコラミン依存性であるので，第一にβ遮断

薬またはβ遮断作用を有するプロパフェノンを選択す

る．また遅延後脱分極（DAD）によるトリガードアク

ティビティーを機序とすることも多いので，第二選択と

しては DAD に関与する Ca 電流を抑制することを目的

に Ca チャネル遮断を主作用とするベラパミル，ジルチ

アゼム，ベプリジルが選ばれる．これらが無効の場合に

は Na チャネル遮断薬が用いられるが，やはり病態生理

学的理論に基づく選択ではない．

c．その他の QRS 波形の場合

期外収縮波形が上記 a，b のいずれにも分類できない

場合には，その発生機序を推定することが困難である．

したがって，運動時，興奮時などに期外収縮が多く発生

することが分かっている例ではβ遮断薬を優先的に用い

るが，その他では理論に基づく選択ではないものの第一

選択として Na チャネル遮断薬を用いてよい．

2）虚血性心疾患に伴う心室期外収縮

虚血性心疾患を基礎に有する例における心室期外収縮

は，ほとんどがリエントリーをその発生機序とすると考

えられるが，異常自動能やトリガードアクティビティー

によるものも鑑別は困難である．薬剤の選択に当たって

は，虚血状態にあるか否かすなわち期外収縮の発生に虚

血が関与しているか否かの判断と，心機能低下の有無を

正確に評価することが重要である．
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＊保険適用外 

関係なし 
または 
不明 

関係あり 

なし～軽度 あり 

〈第一選択〉 
Ca チャネル遮断を 
主作用とする薬剤 
ベラパミル*　 
ジルチアゼム* 
ベプリジル　  　 
〈第二選択〉 
β遮断薬 　 
〈第三選択〉 

Na チャネル遮断薬
（slow）

ジソピラミド　 
シベンゾリン　 
ピルジカイニド 
フレカイニド　 
ピルメノール　 　 

Na チャネル遮断薬
（intermediate～fast）
プロカインアミド 
キニジン　　　　 
プロパフェノン　 
メキシレチン　　 
アプリンジン　　 

Na チャネル遮断薬
（slow）

ジソピラミド　 
シベンゾリン　 
ピルジカイニド 
フレカイニド　 
ピルメノール　 　 

Na チャネル遮断薬
（intermediate～fast）
プロカインアミド 
キニジン　　　　 
プロパフェノン　 
メキシレチン　　 
アプリンジン　　 

〈第一選択〉 
β遮断作用のある薬剤 
β遮断薬　　　 
プロパフェノン  　 
〈第二選択〉 

Ca チャネル遮断を 
主作用とする薬剤 
ベラパミル*　 
ジルチアゼム* 
ベプリジル　  　 
〈第三選択〉 

Na チャネル遮断薬
（slow）

ジソピラミド　 
シベンゾリン　 
ピルジカイニド 
フレカイニド　 
ピルメノール　 　 

Na チャネル遮断薬
（intermediate～fast）
プロカインアミド 
キニジン　　　　 
メキシレチン　　 
アプリンジン　　 

期外収縮波形 

生活習慣の改善 

RBBB ＋ LAD 型 LBBB ＋ RAD 型

β遮断薬 

その他 

交感神経緊張時 
（運動，活動，興奮） 

特発性心室期外収縮 
特発性非持続性心室頻拍 

不整脈に伴う症状 

図 15 基礎心疾患を伴わない（特発性）心室期外収縮・単形性非持続性心室頻拍（文献 1より改変）



心筋梗塞あるいは狭心症で，虚血発作に伴って期外収

縮が発生するような場合には，まず虚血の改善が先決で

ある．虚血の関与が不明な場合にも，あわてて抗不整脈

薬を投与するのではなく各種検査を行って評価するとと

もに，必要に応じて冠動脈造影を行って虚血があれば積

極的に血行再建を図る．

a．心筋梗塞急性期（発症 48時間以内）（図 16）

心筋梗塞急性期に発生する心室期外収縮に関しては，

従来同様 Lown 分類の重症度を参考にして治療方針を決

定する．この時期には，重症度の高い心室期外収縮が致

死性不整脈の心室頻拍や心室細動の引き金になることが

あるので，Grade 1 では経過観察，Grade 2-5 で抗不整脈

薬投与を考慮する．

虚血に陥った心筋では膜電位が浅く，Na チャネルが

不活性化状態にある心筋細胞が多いと考えられるので，

これに親和性の高いリドカインとメキシレチンが第一選

択になる．またこの両薬剤は陰性変力作用が小さく，心

機能抑制を来す危険性が少ないことも第一選択の理由に

なる．非持続性心室頻拍が多発し，Na チャネル遮断薬

が無効で，持続性心室頻拍・心室細動の発生が危惧され

る場合には，ニフェカラントの適応も考慮する．なお，

虚血に対する再潅流療法後に発生する不整脈に対して

は，ATP 感受性 K チャネル開口薬のニコランジルの併

用が奏功することがある．

b．心筋梗塞亜急性期（発症 48時間～1ヶ月）（図 17）

虚血の関与，心機能を再評価し，現病の治療を進める

のと並行して突然死のリスク評価を定期的に行い，治療

方針を決定する．通常は 3連発未満の期外収縮のみであ

れば経過観察でよいが，非持続性心室頻拍（心室期外収

縮 3連発以上）を認める場合には治療適応を考慮する．

不整脈に伴う自覚症状が中等度以上の場合，あるいは

非持続性心室頻拍が重症型（頻拍レートが 120～200／分

では 5連発以上，200／分以上では 3連発以上を重症型と

する）の場合には，積極的に治療を行う．実際の治療法

選択に当たっては，図 17 に示すように心機能の状態を

重視し，心機能低下の有無とその程度を勘案して選択順

位を決定する．なお，CAST その他の大規模試験のエビ

デンスから70～72），slow kinetic の Na チャネル遮断薬は禁

忌と考えるべきである．

症状が中等度以上で特にめまい・失神を伴う例では，

心臓電気生理学的検査等を行って突然死のリスクを詳細

に評価し，致死性不整脈が誘発されるなど高リスクと判

断された場合は，アミオダロン，ソタロールを第一選択

として用いる．効果が不十分の場合は ICD を考慮する．

①心機能正常例

心機能が正常に保たれていれば，β遮断薬あるいは

fast～intermediate kinetic の Na チャネル遮断薬を第一選

択として用いることができる．第二選択としては強いβ

遮断作用を持ったK チャネル遮断薬のソタロールが挙げ

られる．

②心機能軽度低下例

心機能が多少なりとも低下している例では，陰性変力

作用の強い薬剤により心不全を引き起こす危険性があ

る．Fast kinetic drug など心機能抑制作用の少ないものを
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心筋梗塞急性期 
（48時間以内） 

〈第一選択〉 
不活性化状態に親和性を有する

Na チャネル遮断薬（fast） 　 
－静脈内投与－ 
リドカイン　　 
メキシレチン　 

〈第二選択〉 
Na チャネル遮断薬（intermediate） 　 

－静脈内投与－ 
プロカインアミド 
アプリンジン　　 

Lown 分類
1

Lown 分類
2～5

経過観察 

図 16 心筋梗塞急性期の心室期外収縮・単形性非持続性心室頻拍（文献 1より引用）



用いることは可能であるが，心機能に注意し長期使用は

控えるべきである．なお原疾患に対する治療として，低

用量のβ遮断薬，ACE 阻害薬，A-Ⅱ受容体拮抗薬の併

用を積極的に考慮する．

③心機能中等度以上低下例

心機能が中等度以上に低下している例では，Na チャ

ネル遮断薬で生命予後を改善するというエビデンスはな

いが，期外収縮に伴う自覚症状が強く治療が必要と判断

された場合には，陰性変力作用の少ない一部の薬剤は使

用可能である．メキシレチンなどが考慮されるが，長期

使用は避けるべきである．非持続性心室頻拍ではむしろ

第三選択に挙げたアミオダロンが保険適応もあり推奨さ

れる73，74）．電気生理学的検査等でリスクが高いと判断さ

れた場合には，最近の MADIT-Ⅱの成績を踏まえて ICD

植え込みを考慮する69）．

c．心筋梗塞慢性期（発症 1ヶ月以降）

この時期に心室期外収縮や非持続性心室頻拍を見た場

合にも，やはりそれらの不整脈に虚血が関与していない

かどうか，心機能の低下がないかどうかの評価が重要で

ある．治療適応があると判断したら，ほぼ前項の心筋梗

塞亜急性期の治療方針に準じて考えればよい．

3）その他の心疾患に伴う心室期外収縮

基本的には，前述の心筋梗塞亜急性期における心室期

外収縮の治療方針に準じて判断するが，特に心筋症など

重篤な基礎心疾患を有する例においては，心機能を十分

に考慮に入れた薬剤選択が必要である．また，低用量の

β遮断薬，ACE 阻害薬，A-Ⅱ受容体拮抗薬の併用も積

極的に考慮する必要がある．

ヒス束の分岐部以下を起源とする頻拍で，30 秒以上

持続するか，それ以内でも停止処置を必要とする単一波

形の頻拍と定義される．wide QRS を示し，上室性頻拍

に脚ブロックや副伝導路を伴った場合と鑑別が必要であ

る．鑑別ができない場合には心室頻拍として扱う方が無
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＊保険適用外 

〈第一選択〉 
Na チャネル遮断薬 

（slow） 
ジソピラミド　 
シベンゾリン　 
ピルジカイニド 
フレカイニド　 
ピルメノール　 　 
〈第二選択〉 

Na チャネル遮断薬 
（fast～intermediate） 
プロカインアミド 
キニジン　　　　 
プロパフェノン　 
メキシレチン　　 
アプリンジン　　 
ベプリジルa）　  　 
〈第三選択〉 
ソタロール 

〈第一選択〉 
β遮断薬 

Na チャネル遮断薬 
（fast～intermediate） 
メキシレチン　　 
プロカインアミド 
キニジン　　　　 
アプリンジン　　 
ベプリジルa）　  　 
〈第二選択〉 
ソタロール 

〈第一選択〉 
Na チャネル遮断薬 
（fast～intermediate） 
プロカインアミド 
キニジン　　　　 
プロパフェノン　 
メキシレチン　　 
アプリンジン　　 
ベプリジルa）　  　 
〈第二選択〉 

Na チャネル遮断薬 
（slow） 

ジソピラミド　 
シベンゾリン　 
ピルジカイニド 
フレカイニド　 
ピルメノール　 　 
〈第三選択〉 
ソタロール 

〈第一選択〉 
Na チャネル遮断薬 

（fast） 
メキシレチン　　 　 
〈第二選択〉 

Na チャネル遮断薬 
（intermediate） 
プロカインアミド 　 
〈第三選択〉 
アミオダロン 

〈第一選択〉 
Na チャネル遮断薬 
（fast～intermediate） 
メキシレチン　　 
プロカインアミド 　 
〈第二選択〉 
ソタロール　 
アミオダロン 

中等度以上低下 正　　常 

心筋梗塞の既往 

ベプリジルはCaチャネ
ルおよびKチャネル遮
断作用も合わせ持つ

a）

心筋梗塞の既往または中等度以上の心機能低下がある場合 注）

Naチャネル遮断薬で生命予後を改善するというエビデンス
はないので，長期使用は控えるべきである。
アップストリームアプローチとしてβ遮断薬，ACE阻害薬，
A-Ⅱ受容体拮抗薬の併用を積極的に考慮する。
心臓電気生理学的検査で薬剤抵抗性持続性心室頻拍／心室
細動が誘発される例では，ICDの適用を考慮する。

① 
 
② 
 
③ 

なし あり なし あり 

注） 注） 

注） 軽度低下 

心筋梗塞の既往 

心機能評価 

図 17 基礎心疾患を有する心室期外収縮・単形性非持続性心室頻拍（心筋梗塞亜急性期を含む）（文献 1より改変）

持続性心室頻拍66

はじめに1



難である．特発性心室頻拍では停止に特異的な薬剤があ

るのでその診断は重要である．

心筋梗塞や拡張型心筋症など基礎心疾患に伴うもので

は頻拍の機序は殆どリエントリーであり，電気生理検査

で証明できる75）．心筋が島状または索状に線維組織に囲

まれた伝導遅延部位を回路の一部に持つ．左室起源の特

発性心室頻拍もリエントリーを機序とするが，Ca チャ

ネル遮断薬で抑制される病的なプルキンエ組織が関与す

る76，77）．右室流出路起源の特発性心室頻拍は運動やカテ

コラミンで誘発され，トリガードアクティビティーを機

序とすると想定される78，79）．

発作性に出現し，頻拍レートが 200／分を越えるもの

では高率に失神をきたす．基礎心疾患があり心機能の低

下した例では，より低い頻拍レートでも重症となる．持

続性心室頻拍は不整脈死の多くを占める．

持続性心室頻拍は院外で突然発症し，救急外来に到着

時に診断されるものが殆どを占めるので先ず停止処置が

重要である．意識障害のある例や血行動態の不安定な例

では直流通電（DC ショック）を行う（図 18）．血行動

態がある程度安定している場合，基礎心疾患の有無を診

断し，薬剤を投与する．血圧と心電図のモニターを行い

ながら静脈内投与し，投与中は停止に至るまで血圧，徐

拍効果および QRS 幅の延長などに注意する．停止の後

は再発予防および予後改善に向けて治療法を選択する．

1）頻拍の停止

a．基礎心疾患が無い場合

右脚ブロック・左軸偏位（RBBB＋LAD）型心室頻拍

は左脚後枝領域（心室中隔心尖部より）を起源とし，

Ca 電流依存性組織がリエントリー回路の一部になると

考えられる．第一選択薬は静注可能な Ca 拮抗作用であ
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病態・臨床的意義2

薬物治療の実際3

なし（特発性） あり 
 
不明 

不安定 安定 

停止不能例，再発例では　　 
ニフェカラント静注後再試行 

＊保険適用外
a：他剤無効例

〈第一選択〉 
－静脈内投与－ 
ベラパミル*　 
ジルチアゼム* 　 
〈第二選択〉 
－静脈内投与－ 
プロカインアミド 
ジソピラミド　　 
ピルジカイニド　  
〈第三選択〉 
－静脈内投与－ 
リドカイン　 
メキシレチン 

〈第一選択〉 
－静脈内投与－ 

ATP 剤   
 β遮断薬 　 
〈第二選択〉 
－静脈内投与－ 
ベラパミル*　 
ジルチアゼム*  
〈第三選択〉 
－静脈内投与－ 
プロカインアミド 
ジソピラミド　　 
ピルジカイニド　 

〈第一選択〉 
Na チャネル遮断薬 
－静脈内投与－ 
プロカインアミド 
リドカイン　　　 
ジソピラミド　　 
メキシレチン　　 
アプリンジン　　 
シベンゾリン　　 
フレカイニド　　 
ピルジカイニド　 　 
〈第二選択〉 
－静脈内投与－ 
ニフェカラント 

〈第一選択〉 
－静脈内投与－ 
リドカイン　　　　 
プロカインアミド　 
ニフェカラント（a） 　 
〈第二選択〉 
－静脈内投与－ 
ジソピラミド　 
ピルジカイニド 
アプリンジン　 

基礎心疾患の有無 

LBBB ＋ RAD 型

心室ペーシングまたは DC ショック

RBBB ＋ LAD 型 その他 

DC ショック

血行動態 

無効・再発例 

図 18 持続性心室頻拍の停止法（文献 1より改変）



るベラパミルかジルチアゼムとする．第二選択にはアプ

リンジン，シベンゾリン（いずれも弱いながら Ca チャ

ネル遮断を有する；表 2 参照）が用いられる．無効な

例には他の Na チャネル遮断薬（プロカインアミドなど）

で徐拍化または停止を試みる．

左脚ブロック・右軸偏位（LBBB＋RAD）型心室頻拍

は，右室流出路起源で遅延後脱分極によるトリガードア

クティビティーによるものが多く，頻発する非持続性心

室頻拍としても認められる．しばしばカテコラミン依存

性が証明される．アデノシンが奏効する例があることか

ら，第一選択薬として ATP またはβ遮断薬，第二選択

薬はベラパミルかジルチアゼムとする．第三選択薬には

Na チャネル遮断薬を用いる．いずれも静脈内投与する．

これらのいずれにも分類できない心室頻拍の停止に

は，Na チャネル遮断薬を用いる．心疾患が無く心機能

への影響を心配する必要がないので，slow kinetic の Na

チャネル遮断薬を含めて用いることができる．

b．基礎心疾患がある場合（不明の場合を含む）

虚血性（陳旧性心筋梗塞）や心筋症など基礎心疾患があ

る場合，心機能の悪化を防ぐ意味からリドカインが第一選

択となる．リドカイン無効例やレート増悪例またはその

危険のある例では，プロカインアミドなどを用いる80，81）．

血行動態の不安定な例や意識障害を伴う例では，早期

に DC ショックに移行する．抗不整脈薬が無効である場

合や，薬剤投与で血行動態が悪化した場合も同様である．

持続性心室頻拍はリエントリーを機序とすることか

ら，頻発する例では心室からのプログラム電気刺激でし
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正常～軽度低下 中等度以上低下 

注）低用量β遮断薬，ACE阻害薬 
　 （あるいはA-Ⅱ受容体拮抗薬） 
　　の併用も考慮する。

ICD

アミオダロン 

心機能評価 

アミオダロン 

無効時 

ICD

Na チャネル遮断薬 
（fast～intermediate） 

あるいは， 
K チャネル遮断作用のある薬剤 

メキシレチン　　 
プロカインアミド 
キニジン　　　　 
プロパフェノン　 
アプリンジン　　 
ベプリジル　　　 
ソタロール　　　 

注）　　　　　　　　　 

電気生理学的検査による VT 誘発試験

無効時 

薬剤有効の可能性 

不成功時 

薬剤投与の再評価 アブレーション 

無効時 

可能 不可能 

施行 施行しない 

あり なし 

注）① CAST の結果をふまえ slow drugs は用いない。
　　②β遮断薬，ACE 阻害薬（あるいは A-Ⅱ受容体
　　　拮抗薬）の併用も考慮する。
　　③ EPS による薬効評価が望ましい。

図 19 持続性心室頻拍の再発予防（文献 1より引用）



ばしば停止させることができる75）．植込み型除細動器

（ICD）の植込み後に心室頻拍が頻発する例があるが，

この場合入院の上，全身麻酔を導入し抗不整脈薬の副作

用を除外する．急性期にはニフェカラントの静注も有用

例がある82）．

2）再発予防

心室頻拍が虚血，電解質異常，薬剤などの可逆性因子

によるかどうかは十分評価し，持続性心室頻拍はやがて

再発するものとして予防を考慮する．基礎心疾患の有無

で治療法が異なる．長期投与の必要性から，副作用の少

ない薬剤選択が要求される（図 19）．

a．基礎心疾患が無い場合

左室起源または右室流出路起源の心室頻拍では，停止

薬を経口投与して予防に用いることができるが，これら

の心室頻拍はアブレーションで根治できる率が高いこと

から，アブレーションを勧める83）．

b．基礎心疾患がある場合（不明の場合も含む）

心室頻拍中に失神やめまいを伴なう例，血行動態が不

安定な例では，まず ICD かアミオダロンが選択され

る83～86）．心機能が比較的良好な例にはソタロールも使用

できる84）．

上記の症状や所見のない例では，心機能別に図 19 に

従って選択を進める．中等度以上に心機能が低下してい

る例では，アミオダロンから用いて，無効例には ICD

を勧める．心機能が正常ないし軽度低下の例では，fast-

intermediate kineticの Na チャネル遮断薬か K チャネル遮

断作用のある薬剤を選択するが，しばしば無効であるの

で再発を繰り返す例では，抗不整脈薬を変更して試みる．

できれば抗不整脈薬の選択には電気生理学的検査を行

うことが望ましい86）．通常の抗不整脈薬が無効と評価さ

れればアミオダロン，さらには ICD による抗頻拍ペー

シング治療（および心室細動に対するバックアップ）と

なる．

マッピング可能な心室頻拍では，アブレーションの適

応があるので電気生理検査で評価する．基礎心筋病変の

悪化を防ぐ努力も忘れてはならない83）．

c．ICD 植込み例

ICD の植込み例で抗不整脈薬を併用するかどうかは症

例毎に，また施設の考えによって異なる．ICD 例では心

室頻拍の頻発を回避することがのぞまれるが87），まだ確

実な手段はない．ソタロール88）またはアミオダロン85）が

作動回数を減少させることが報告されている．

3）突然死予防

心筋梗塞後や肥大型心筋症では，心室不整脈が突然死

の危険因子とされる．拡張型心筋症ではその意義につい

ては意見が分かれる．

アミオダロンは非虚血性疾患で予後改善を示す可能性

が指摘されているが，議論がある89）．重症心不全ではβ

遮断薬は突然死を含めて予後を改善する90，91）．しかし，

アミオダロンやβ遮断薬の効果が，持続性心室頻拍を抑

制したためかどうかは確かめられていない．

心筋梗塞後の心機能低下例（駆出率が 0.35 以下）で

非持続性心室頻拍を伴い，かつ電気生理検査で持続性心

室頻拍が誘発される例では ICD はアミオダロンよりも予

後改善効果が大きい67）．同様に駆出率が 0.30以下の例で

は ICD が予後を改善するとされる69）．拡張型心筋症では

ICD による突然死予防の効果は証明されていない92，93）．

今回のガイドラインでは心室細動と多形性心室頻拍を

一緒に扱った．これに伴い発作時の病態としては，①発

作が自然停止しない場合，②自然停止するが反復する場

合，に大別した．大まかには，①が心室細動，②が多形

性心室頻拍，に対応している．②の場合は，さらに，虚

血の有無と QT 間隔の延長の有無に分けて，各々におけ

る至適治療を選択した．発作の再発予防としては，まず

器質的心疾患の有無で大別し，次に QT 延長の有無に分

け，各々における至適治療を選択した．

心室細動は最も重篤な不整脈で，発生後直ちに脈が触

れなくなり意識が消失する．虚血，心不全などに伴って

発生することが多いが，明らかな心疾患を伴わないでお

こる場合（特発性）がある94）．

多形性心室頻拍は頻拍中の QRS 波形が刻々変化し，

QRS 波型が基線を中心にしてねじれているように見え

る．非持続性で自然停止することが多いが，時に心室細

動に移行する．多形性心室頻拍は QT 延長を伴っている

場合と伴っていない場合に分けられる．この区別は，両

者の治療法が異なるので重要である95）．

QT 延長を伴って起こす多形性心室頻拍は torsade de

pointes（TdP）と呼ばれ，二次的原因が明らかな後天性
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QT 延長症候群と二次的原因を認めない先天性 QT 延長

症候群に分類される．後天性の原因としては薬剤による

場合が最も多い（表 11）．先天性の場合は，遺伝の様式

と聾唖の有無から Jervell, Lange-Nielsen 症候群と

Romano-Ward 症候群に分類される．Romano-Ward 症候

群は LQT1から LQT6までの 6型に分類される96）．

QT 延長を伴わない多形性心室頻拍は，虚血，心不全，

ショックなどの心機能低下に伴って起こる場合が多い

が，この場合は心室細動への前駆的不整脈の一つである．

明らかな心疾患を伴わないでおこる多形性心室頻拍（特

発性）の代表的なものに，Brugada 症候群，カテコラミ

ン誘発性多形性心室頻拍がある．Brugada 症候群は右胸

部誘導の ST 上昇を特徴とする疾患で，若い男性の突然

死の原因として注目されている97）．カテコラミン感受性

多源性心室頻拍は，感情の高まり，運動，イソプロテレ

ノールで発作が誘発される（用語解説；5-③）98）．その

他に，誘因や心電図の特徴が認められない特発性多形性

心室頻拍・心室細動がある．

1）発作時の治療（図 20）

a．自然停止しない場合80，99，100）

直ちに直流通電（DC ショック）を行う99）．3 回の DC

ショックでも停止しない場合は，ACLS（二次救命処置）

を開始しつつ，エピネフリンまたはバゾプレッシンを静

注する100）．その後に再度 DC ショックする．これでも停

止しない場合は，ニフェカラント，アミオダロン（静注

薬は本邦では市販されていない）またはリドカインを静

注し，再度 DC ショックを試みる80）．
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表 11 後天性QT 延長症候群の原因

1. 抗不整脈薬： IA 群，III 群薬
2. 著明な徐脈： 完全房室ブロック，洞機能不全
3. 電解質異常： 低 K 血症，低 Mg 血症，低 Ca 血症
4. 向精神薬： 抗精神病薬①フェノチアジン系（クロールプロマジンなど）

②ブチロフェノン系（ハロペリドールなど），抗うつ薬（トリプタノールなど）
5. 抗生剤： エリスロマイシン, アジスロマイシン，クラリスロマイシン，ペンタミジン
6. その他の薬剤：テルフェナジン，シメチジン，プロブコール，シサプリド
7. 心疾患： 心筋炎，心筋梗塞，心腫瘍
8. 内分泌疾患： 甲状腺機能低下症，副甲状腺機能低下症，褐色細胞腫
9. 脳血管障害： クモ膜下出血，脳内出血，頭部外傷

10. 栄養障害： 神経性食欲不振，飢餓
11. 感染症： HIV

薬物治療の実際3

多形性心室頻拍・心室細動 

DC ショック

DC ショック

持続している場合 反復する場合 

停止不能の場合　　   
ニフェカラント，　   
アミオダロン静注*， 
リドカイン静注　　  

DC ショック

3 回の DC ショックでも停止しない場合は，
ACLS 開始，エピネフリン，バゾプレシン静注

虚血の治療 
リドカイン 
ニフェカラント 

静注 

 
ニフェカラント 

静注 

Mg 静注

QT 延長 

QT 延長の原因 

後天性 QT 延長群

原因治療 
心室ペーシング 

先天性 QT 延長群

β遮断薬 
静注 

虚血の関与 

*アミオダロン静注は本邦では 
*市販されていない 

あり なし 

あり なし 

あり なし 

図 20 多形性心室頻拍・心室細動：発作時の治療



b．自然停止するが再発を繰り返す場合（反復性の場合）

洞調律時の心電図（発作前または発作の合間に記録さ

れる心電図）において QT 延長の有無を診断する．QT

延長を認める場合は QT 延長を起こしている原因治療が

基本であるが，いずれの原因でもマグネシウム（Mg）

の静注が有効である101）．また，低カリウム血症を認めれ

ば補正することが重要である．QT 延長を起こす原因が

徐脈の場合は心室ペーシングが最も有効であるが，心拍

数が比較的保たれている場合でも心室ペーシングで心拍

数を上昇させると発作が消失することが多い102）．二次的

原因を認めない先天性 QT 延長症候群の場合は，理論的

には責任遺伝子の違いで有効薬剤が異なる可能性がある

が，現時点ではβ遮断薬の投与が基本となっている96）．

QT 延長を認めない場合は，虚血の関与が最も重要なの

でその有無を診断する．虚血が関与している場合は虚血

の改善が最も有効な手段であるが，改善するまでの間リ

ドカインを投与する．虚血の関与がない場合は心機能改

善の治療と伴に，ニフェカラントを投与する．QT 延長

が明らかでない場合もマグネシウムの静注が有効の場合

があるので，虚血や心不全の治療と伴に併用薬として投

与することがある．

2）再発予防に対する治療（図 21）83，103）

器質的心疾患を有し心機能が低下している場合の長期

的治療は，植込み型徐細動器（ICD）が第一選択であ

る86）．器質的心疾患を有するが心機能が正常または軽度

低下の場合は，ICD に代わる治療としてアミオダロン投

与がある．両者のいずれを選択するかは，発作の重症度

で決めているのが現実である．明らかな器質的心疾患を

認めない場合は QT 延長の有無を診断する．QT 延長を

認めその原因が明らかな場合は，原因治療のみで発作は

再発しない．二次的原因を認めない先天性 QT 延長症候

群の場合はβ遮断薬を投与する96）．β遮断薬の投与後も

再発する場合は ICD の適応となる．QT 延長を認めない

場合は，心電図と臨床所見から Brugada 症候群，カテコ

ラミン誘発性多形性心室頻拍などの特殊な疾患を診断す

る．Brugada 症候群における再発予防の薬剤は不明なの

で，ICD の植込みが必要である．カテコラミン誘発性多

形性心室頻拍の再発予防にはβ遮断薬が有効な場合があ

るが，重篤な発作が起こる場合は ICD の植込みが最も

確実である．その他の特発性多形性心室頻拍・心室細動

の場合の治療薬は確立しておらず，経験的にアミオダロ

ンを投与する施設が多いが，重篤な発作が起こる場合は

ICD の植込みが最も確実である104）

徐脈性不整脈として，洞性徐脈性不整脈（持続する洞

徐脈，洞停止，洞房ブロック），2～3 度房室ブロック，

徐脈性心房細動をここでは対象にする．

徐脈により十分な心拍出量を維持できないと失神，め

まい，心不全などの様々な症状が引き起こされる．しか
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器質的心疾患の有無 

先天性 QT 延長群

β遮断薬 
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症候群 

カテコラミン 
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図 21 多形性心室頻拍・心室細動の予防
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し，徐脈の程度の軽いものは健康人にも見られ，症状を

伴わず治療を必要としないものが多い．例えば 1度房室

ブロック，運動選手や夜間睡眠中にみられる洞徐脈や房

室ブロック（Wenckebach 型）は治療の対象とはならない．

上記の症状が徐脈によることが確認された場合には，

薬物治療ではなくペースメーカ植込みの適応となる（表

12～14）83）．

徐脈を来たす可逆性の原因・誘因がある例では，これら

の原因・誘因の除去を行うが，その効果が出るまでの間，

薬物治療あるいは一時的ペーシングを行うことがある．

ペースメーカ植込みの絶対的適応であっても，患者の

拒否や全身状態（寝たきり，悪性腫瘍の末期など）によ

っては薬物治療を行うことがあり，ペースメーカ植込み

までの橋渡しとして薬物治療あるいは一時的ペーシング

が行われることもある．

交感神経系の刺激あるいは副交感神経系の抑制によっ

て徐脈の改善を図る．ペースメーカ治療と比較して薬物

治療に共通する問題点は，①微妙な心拍数のコントロー

ルが困難であること，②経口投与された場合には効果が

一定ではないこと，③イソプロテレノールや類似薬では

陽性変力作用のため，動悸が問題となること，④心臓外

臓器に対する副作用，などである．
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テオフィリン*　　   
シロスタゾール*　   
イソプロテレノール 
アトロピン　　　　 

あり 

あり 無効，不能 有効 

なし 

あり なし 

なし 

無治療 
経過観察 

ペースメーカ植込み 
の絶対適応　b）　  

症状　a） 

 

可逆性の原因，誘因 
（薬剤など） 

薬物治療 ペースメーカ 経過観察 

原因，誘因の 
除去　　　　 

植え込み拒否，植え込み 
までの橋渡し，など 

a）徐脈に伴う失神，めまい，心不全など
b）表 12，13参照
＊保険適用外

図 22 洞性徐脈性不整脈，徐脈性心房細動の治療方針

表 12 洞性徐脈性不整脈のペースメーカ植込みの適応（日本循環器学会ガイドライン．文献 83より引用）

Class I
1．失神，痙攣，眼前暗黒感，めまい，息切れ，易疲労感などの症状あるいは心不全があり，それが洞結節機能低下に基づく
徐脈，洞房ブロック，洞停止あるいは運動時の心拍応答不全によるものであることが確認された場合．それが長期間の必
要不可欠な薬剤投与による場合も含む．

Class IIa
1．上記の症状があるが，徐脈や心室停止との関連が明確でない場合．
2．徐脈頻脈症候群で，頻脈に対して必要不可欠な薬剤により徐脈を来たす場合．

Class IIb
1．症状のない洞房ブロックや洞停止．

Class III
1．症状のない洞徐脈．

【注】
Class I： 有益であるという根拠があり，適応であることが一般に同意されている．
Class IIa：有益であるという意見が多いもの．
Class IIb：有益であるという意見が少ないもの．
Class III：有益でないまたは有害であり，適応でないことで意見が一致している．
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1）洞性徐脈性不整脈の治療（図 22）

持続性の洞徐脈，洞停止，洞房ブロックが対象となる．

日本循環器学会のペースメーカ植込みのガイドラインを

表 1283）に示す．徐脈による症状があって，可逆性の原

因・誘因がなく，植込みの絶対的適応がある場合に，ペ

ースメーカ植込みを行う．

徐脈による（と思われる）症状があっても，ペースメ

ーカ植込みの絶対的適応のない場合に薬物治療が行われ

ることがある．

a．アトロピン

迷走神経緊張が関与した例で効果が期待できる．緊急

時には 0.02～0.04 mg／kg を静注する．経口では 1.5～3.0

mg／日を投与する．アトロピンの半減期は 4 時間ほどで

あり，安定した効果を得ることは困難である．効果の持

続時間を延長するためにロートエキス（60～90 mg／日，

分 3）を用いることがあるが，抗コリン作用による副作用

は避けられず，経口投与することはほとんど行われない．

b．イソプロテレノールおよび交感神経作動薬

イソプロテレノール 0.01～0.03μg／kg／分の持続点滴

は，緊急時やペースメーカ植込みまでの橋渡しとして使

用される．経口投与としては，イソプロテレノール 45

～60 mg／日（分 3～4）やオルシプレナリン 30～60 mg／

日（分 3～4）を用いる．いずれの場合も心臓の酸素需

要量を増すので，虚血性心疾患のある場合には慎重に投

与する．

c．テオフィリン

アデノシンは A1 プリン受容体を介してアセチルコリ

ン感受性 K チャネルを活性化して，洞房結節の自動能

を抑制したり房室結節の伝導能を抑制する．従って，ア

デノシン A1 受容体遮断薬であるテオフィリンは，洞結

節の自動能を亢進し洞性徐脈性不整脈に効果が期待され

る105，106，273）．

斉藤ら107）は，症状のある RubensteinⅡ型の洞不全症候

群（洞停止＞2.5 秒）の 17 例にテオフィリン 200～400

mg／日を 1 ヶ月間投与し，平均心拍数の増加（51／分→

61／分，ただし 2例では効果なし），最長 RR 間隔の短縮

（4.7 秒→2.2 秒），自覚症状の消失を認めた．8～37 ヶ月

投与を継続した 11例中 9例で症状は改善した．

その他の研究者106，273）もテオフィリンの有効性を報告

しているが，消化器症状のために投与の継続が困難な例

も少なからず存在する．徐脈性不整脈に対する保険適用

は得られていない．

d．シロスタゾール

シロスタゾールはフォスフォジエステラーゼの阻害薬

で，細胞内の cyclic-AMP を増加させて，血管拡張や抗

血小板作用を発揮する．洞房結節に対する陽性変時作用

の機序には不明な点があるが，臨床例において徐脈性不

整脈の治療に効果を発揮する．

新ら108）は 8 例の洞不全症候群に対してシロスタゾー

ル 200 mg／日を 2 週間投与して，平均心拍数の増加

（54／分→79／分），最大RR間隔の短縮（2.68 秒→1.96 秒）

を認めた．投与早期に頭痛が認められた以外に，副作用

は見られなかった．テオフィリン同様，徐脈性不整脈に

対する保険適用は得られていない．

2）徐脈性心房細動の治療（表 1383））

房室結節の伝導性を高めることにより，心房細動例の

心室レートを増加させることが出来る．その基本的な治

療方針は洞性徐脈性不整脈と同様に立てる（図 22）．洞

性徐脈性不整脈との違いは，ペースメーカ機能の選択

（徐脈性心房細動には VVIR を選択）くらいである．

新ら108）は 8 例の徐脈性心房細動にシロスタゾールを

200 mg／投与し，2 週間後に平均心拍数の増加（52／分→

71／分），最大 RR 間隔の短縮（3.89秒→2.22秒）を認め

た．同様の報告が他の研究者109，110）によっても報告され

ている．
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表 13 徐脈性心房細動のペースメーカ植込みの適応（日本循環器学会ガイドライン．文献 83より引用）

Class I
1．失神，痙攣，眼前暗黒感，めまい，息切れ，易疲労感などの症状あるいは心不全があり，それが徐脈や心室停止によるも
のであることが確認された場合．それが長期間の必要不可欠な薬剤投与による場合も含む．

Class IIa
1．上記の症状があり，徐脈や心室停止を認めるが，両者の関連が明確でない場合．

Class III
1．症状のない徐脈性心房細動．

【注】Class I～IIIの定義は表12と同様．



3）房室ブロックの治療

表 14 に示すペースメーカ植込みの適応の有無により

治療方針を決めるが，徐脈による自覚症状の存在が重要

である（図 23）．洞性徐脈性不整脈の場合との違いは，

①一過性の誘因として下壁梗塞急性期がしばしば関係す

る，②ペースメーカは原則として DDD（R）あるいは

VDD（R）を選択する，③ブロック部位によって薬剤の

効果に差がある（アトロピンはヒス束以下のブロックに

は効果は期待できない），④テオフィリンやシロスタゾ

ールの房室伝導能の改善効果は弱いこと108）などである．

いずれのタイプの徐脈性不整脈であっても薬物治療の

長期的な有効性，安全性については不明な点が残されて

いるので，投与中は慎重な経過観察が必要である．

一般に抗不整脈薬の効能，適応，用法，容量はもっぱ

ら成人を対象に考えられ，小児に対しては「有効性や安

全性は確立されていない（使用経験が少ない）」として
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イソプロテレノール 
アトロピン　　　　 

あり 

あり 無効，不能 有効 

なし 

あり なし 

なし 

無治療 
経過観察 

ペースメーカ植込み 
の絶対適応　b）　  

症状　a） 

 

可逆性の原因，誘因 
（薬剤，心筋梗塞など） 

薬物治療 ペースメーカ 経過観察 

原因，誘因の 
除去　　　　 

植え込み拒否，植え込み 
までの橋渡し，など 

a）徐脈に伴う失神，めまい，心不全など
b）表 14参照

図 23 房室ブロック（2～3度）の治療方針

小児の不整脈99

表 14 房室ブロックのペースメーカ植込みの適応（日本循環器学会ガイドライン．文献 83より引用）

Class I
1．ブロック部位に関わらず，徐脈による明らかな臨床症状を有する第 2 度，高度または第 3 度房室ブロック．
2．ブロック部位に関わらず，高度または第 3 度房室ブロックで以下のいずれかを伴う場合．

① 投与不可欠な薬剤によるもの
② 改善の予測が不可能な術後房室ブロック
③ 房室接合部のカテーテルアブレーション後
④ 進行性の神経筋疾患に伴う房室ブロック
⑤ 覚醒時に著明な徐脈や長時間の心室停止を示すもの

Class IIa
1．症状のない高度または第 3 度房室ブロックで，以下のいずれかを伴う場合．

① ブロック部位が His 束内または His 束下のもの
② 徐脈による進行性の心拡大を伴うもの
③ 運動または硫酸アトロピン負荷で伝導が不変もしくは悪化するもの

2．徐脈によると思われる症状があり，他に原因のない第 1 度房室ブロックで，ブロック部位が His 束内または His 束下のもの，
Class IIb

1．症状のない高度または第 3 度房室結節内ブロックで，覚醒時に著明な徐脈や長時間の心室停止がない場合．
2．至適房室間隔設定により血行動態の改善が期待できる心不全を伴う第 1 度房室ブロック．

Class III
1．症状のない第 1 度房室ブロック（脚ブロックを有するものを含む）．
2．症状のないWenckebach 型第 2 度房室ブロック．
3．一過性で，原因を取り除くことにより改善し，かつ再発もしないと思われる房室ブロック（薬剤性など）．

【注】Class I～IIIの定義は表12と同様．



投与を制限されているものがほとんどである．小児の不

整脈は成人に比較して症例数が少なく，まとまった治験

が少ない．本ガイドラインでは，日本小児循環器学会が

作成した抗不整脈薬ガイドライン111）に準じた提案を行

う．なお，ここでいう小児とは15歳前後までをいう．

1）不整脈の機序

発作性上室性頻拍には洞房結節リエントリー性頻拍，

心房内リエントリー性頻拍，房室結節リエントリー性頻

拍（AVNRT），房室回帰性頻拍（AVRT）などがあるが，

小児期にはほとんど後二者である．そのうちでも WPW

症候群を伴う房室回帰性頻拍の頻度が高い．

2）治療の適応

a．急性期の治療112，113）

頻拍が持続すれば心不全になる可能性が高いのでなる

べく早期に頻拍を停止させる．特に新生児，乳児期の症

例は治療を急ぐ必要がある．

b．頻拍発作の予防

①繰り返す頻拍発作や長時間続く頻拍発作．

②新生児期に発作があった場合, 新生児・乳児期は早

期に心不全になったり，発見が遅れる可能性があるの

で，頻拍発作予防のため数ヶ月間抗不整脈薬を投与す

ることが望ましい．

3）治　療

a．急性期治療（図 24）

①迷走神経手技（息こらえ，Ice bag，顔面浸水，頚動脈

洞マッサージなど）をまず行い効果が無い場合に薬物

療法を行う．

②薬物療法

房室結節伝導抑制のためにまず ATP を急速静注す

る114，115）．

房室結節伝導抑制のために Ca 拮抗薬（ベラパミルな

ど）をゆっくり静注116～118）またはジゴキシンを静注する．

副伝導路の不応期の延長や伝導を抑制する Na チャネ

ル遮断薬（プロカインアミド，ジソピラミド，フレカイ

ニドなど）をゆっくり静注する．

b．発作の予防（図 25）

年長児で頻回に頻拍発作がある場合や薬剤抵抗性の場

合にはカテーテルアブレーションが優先されることが多

いが，薬物療法としてはWPW 症候群があるときにはβ

遮断薬や Na チャネル遮断薬（プロカインアミド，ジソ

ピラミド，プロパフェノン119），フレカイニド120，121））な

どを投与する．房室伝導抑制作用のある薬（ジギタリス，

Ca 拮抗薬など）は副伝導路の有効不応期を短縮させる
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発作性上室性頻拍1

発作性上室性頻拍 

あり なし 

停止 持続 

停止 持続 

停止 持続 

血行動態の悪化 

ATP*　　　 
ベラパミル＋

ジゴキシン  

Na チャネル遮断薬
プロカインアミド   
ジソピラミド　　   
フレカイニド　　   

DC ショック 

慢性期の治療 

迷走神経手技 

＊保険適用外 
＋新生児・乳児は禁忌 

DC ショック 

図 24 発作性上室性頻拍の停止（小児）



ので慎重に投与する122）．

WPW 症候群ではないときにはジギタリス，Ca 拮抗

薬，Na チャネル遮断薬などを使用する．

［注意］

①全身状態不良で心不全を伴う場合，DC ショック（0.5

～2.0 J／kg）を最初に行う．

②新生児，乳児期では，Ca 拮抗薬の感受性が高く，徐

脈，心停止となりやすいので禁忌である116，117）．

③ATP はジピリダモール投与下で作用が増強し，キサ

ンチン誘導体投与下で作用が低下する．また，喘息の

誘発には注意する．ATP は半減期が短いため，原液

のままで急速静注し，引き続いて 5 % 糖や生理食塩

水で後押しする．

1）不整脈の機序

心房筋の異常自動能，トリガードアクティビティーに

よると考えられている．

2）治療の適応

自然に頻拍が消失することも報告されているが，慢性

化し治療が必要となる場合がある．

特に心機能低下を認める場合（頻拍誘発性心筋症）に

は治療が必要である．

3）治療（図 26）

薬剤抵抗性の症例や心機能低下の場合にはカテーテル

アブレーションを考慮する．

a．心房頻拍の停止，予防

異常自動能には，交感神経β遮断薬（プロプラノロー

ルなど）が有効123，124）とされ，トリガードアクティビテ

ィーにはβ遮断薬の他，Ca 拮抗薬，ATP にも停止効果

が認められる事がある．その他 Na チャネル遮断薬（ジ

ソピラミド，フレカイニド120），プロパフェノン119）），K

チャネル遮断薬（ソタロール）125），アミオダロン126）によ

る停止効果が期待される．

b．心室レートのコントロール

頻拍の出現や持続を抑制できないときには，房室結節

伝導を適度に抑制し心室レートをコントロールすること

が行われる．この目的のために，β遮断薬，Ca 拮抗薬

（ベラパミル），ジギタリスの単独または併用が用いられ

る127）．

［注意］

①心機能低下例に陰性変力作用のある薬剤は適さない．

心室レートのコントロール目的では，ジギタリスが適

当であり，難治例にはアミオダロンも考慮すべき薬剤

である．

②ATP が有効な場合，トリガードアクティビティーの

他，洞房リエントリー性頻拍，心房内リエントリー性

頻拍なども考えられる．
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非発作性上室性頻拍（心房頻拍）2

非発作性上室性頻拍 

β遮断薬
Ca 拮抗薬
ATP*
Na チャネル遮断薬
（intermediate～slow）
K チャネル遮断薬

心機能低下またはその可能性 

経過観察 

＊保険適用外 

なし あり 

心室レートコントロール
　β遮断薬
　Ca 拮抗薬
　ジギタリス

頻拍が停止しない 

効果なし 

アブレーション 

図 26 非発作性上室性頻拍の治療（小児）

発作性上室性頻拍 

副伝導路あり 副伝導路なし 

薬剤抵抗性年長児 

β遮断薬
Na チャネル遮断薬
（intermediate～slow）　 
プロカインアミド
ジソピラミド　　
プロパフェノン　
フレカイニド　　 

ジゴキシン
Ca 拮抗剤

Na チャネル遮断薬
（intermediate～slow）　
プロカインアミド
ジソピラミド　　
プロパフェノン　
フレカイニド　　 

アブレーション 

頻回発作 
年長児 

図 25 発作性上室性頻拍の発作予防（小児）



非持続性心室頻拍の定義は心室レート 100～120／分以

上の心室期外収縮の 3 連発以上または 30 秒以上連続し

ない心室期外収縮の連発をいう．

比較的予後良好な症例も多いが，動悸，失神などの症

状を訴える例や，長期間心室頻拍が持続すると心不全に

なる例もある．また，運動誘発性多形性心室頻拍98，128，129）

や QT 延長を伴わない torsade de pointes（TdP）型の心室

頻拍130）も非持続性のことが多いが，予後の悪いものも

少なくないので，厳重な管理，治療が必要である．

1）不整脈の機序

頻拍の機序としては，異所性自動能亢進，トリガード

アクティビティー，リエントリー性のものも含まれる．

心室頻拍の QRS 波形が左脚ブロック・右軸偏位

（LBBB＋RAD）型の場合は右室（まれに左室）流出路

起源で遅延後脱分極（DAD）によるトリガードアクテ

ィビティーも考えられているが，この形の心室頻拍は運

動により誘発されるものもある．右脚ブロック・左軸偏

位（RBBB＋LAD）型の心室頻拍では左室心尖部付近の

リエントリーが考えられるものもある．

2）治療の適応

a．失神，めまい，心停止，心不全，頻拍誘発性心筋症

など，症状のあるもの．

b．運動負荷で再現性をもって，心室レート 200 以上の

心室頻拍が誘発されるもの．または多形性心室頻拍

が誘発されるもの．

c．運動とは無関係に心室レート 200 以上の非持続性心

室頻拍が繰り返しおこるもの．

d．多形性心室頻拍が頻回に見られるもの

3）治　療

a．頻拍停止（図 27）

右脚ブロック・左軸偏位（RBBB＋LAD）型では Ca

拮抗薬静注，効果がなければβ遮断薬や解離の遅い Na

チャネル遮断薬（ジソピラミド131），フレカイニド120，121）

など）を静注する．

左脚ブロック・右軸偏位（LBBB＋RAD）ではβ遮断

薬，効果なければ Ca 拮抗薬や，解離速度の遅い Na チ

ャネル遮断薬を静注する．

それ以外の心室頻拍には解離速度の速い Na チャネル

遮断薬（リドカイン，メキシレチンなど）を静注する．

通常の抗不整脈薬が無効の場合にはアミオダロンやソタ

ロールが適応になる．

b．頻拍予防（図 28）

①右脚ブロック・左軸偏位（RBBB＋LAD）型

Ca 拮抗薬やβ遮断薬の投与を優先して行う．有効で

なければ Na チャネル遮断薬（メキシレチン132～134）ジソ

ピラミド，フレカイニドなど）を投与する．

②左脚ブロック・右軸偏位（LBBB＋RAD）型

β遮断薬，Na チャネル遮断薬を投与
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特発性非持続性心室頻拍3

非持続性心室頻拍 

治療の適応 

経過観察 

なし あり 

RBBB＋LAD 型

〈第一選択〉
Ca 拮抗薬　　　　 

〈第二選択〉
β遮断薬　　　　   
Na チャネル遮断薬
（intermediate～slow）
ジソピラミド　　   
フレカイニドなど   

LBBB＋RAD 型

慢性期の予防 

〈第一選択〉
β遮断薬　　　　   

〈第二選択〉
Ca 拮抗薬　　　　 
Na チャネル遮断薬
（intermediate～slow）
ジソピラミド　　    
フレカイニドなど   

その他 

〈第一選択〉
Na チャネル遮断薬
（fast）　　　　　　   
リドカイン　　　    
メキシレチン　　   

〈第二選択〉
アミオダロン　　    
ソタロール　　　   

図 27 非持続性心室頻拍の停止（小児）



③運動誘発性のものや交感神経緊張時に出現するもの

β遮断薬128，129），Ca 拮抗薬など

④交感神経緊張とは無関係もしくははっきりしない場合

結合解離速度の遅い Na チャネル遮断薬（ジソピラミ

ド，フレカイニドなど）．通常の抗不整脈薬が無効の場

合にはアミオダロンやソタロールが適応になる．

c．非薬物治療

カテーテルアブレーションは個々の例について適応を

考慮する．

持続性心室頻拍は心室レートが 100～120／分以上の心

室頻拍が 30 秒以上持続するものをいい，若年者では

QRS 波形が右脚ブロック・左軸偏位（RBBB＋LAD）型

のものが比較的多い．

1）不整脈の機序

リエントリー，トリガードアクティビティー，自動能

亢進などが考えられる．右脚ブロック・左軸偏位

（RBBB＋LAD）型心室頻拍は左脚後枝付近のリエント

リーと考えられている．また左脚ブロック・右軸偏位

（LBBB＋RAD）型は右室（まれに左室）流出路付近の

トリガードアクティビティーが原因のものが多い．

2）治療の適応

頻拍が原因の症状または心不全を有するものや心機能

低下を認めるもの．

運動誘発性で心拍数の速いもの

心室レートが 120／分以下135）または洞調律ほぼ類似の

心拍数で基礎心疾患がなく，心機能障害がなければ原則

として治療適応にはならない．

3）治　療

a．急性期治療（図 29）

①血行動態が不安定な場合には緊急に DC ショックを行

う．

②血行動態が不安定でなければ解離速度の速い Na チャ

ネル遮断薬（リドカインやメキシレチンなど）を静注

する．有効であれば点滴静注を持続する．

③QRS 波形が右脚ブロック・左軸偏位（RBBB＋LAD）

型の心室頻拍には Ca 拮抗薬（ベラパミル）を静注し，

左脚ブロック・右軸偏位型の心室頻拍には ATP を静

注する．効果なければβ遮断薬の静注，さらに効果が

なければ Na チャネル遮断薬を静注する．

④その他の場合には中間型の解離速度を持つ Na チャネ

ル遮断薬（プロカインアミドなど）や他の Na チャネ

ル遮断薬を静注する．

⑤薬剤抵抗性の場合には DC ショックまたは心室ペーシ

ング．

b．頻拍予防（図 30）

①右脚ブロック・左軸偏位（RBBB＋LAD）型の心室頻

拍には Ca 拮抗薬を投与するが，効果がなければβ遮

断薬や Na チャネル遮断薬（ジソピラミド131），プロカ

インアミド，メキシレチン132～134），フレカイニド120，121）
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非持続性心室頻拍 

RBBB＋LAD 型

〈第一選択〉
Ca 拮抗薬　　　　 
β遮断薬　　　　   

〈第二選択〉
Na チャネル遮断薬
メキシレチン　　    
ジソピラミド　　    
フレカイニドなど   

LBBB＋RAD 型

〈第一選択〉
β遮断薬　　　　   

〈第二選択〉
Na チャネル遮断薬
（intermediate～slow）
プロパフェノン　    
ジソピラミド　　    
フレカイニドなど   

その他 

〈第一選択〉
Na チャネル遮断薬
（intermediate～slow） 
ジソピラミド   　　 
フレカイニド　　    

〈第二選択〉
アミオダロン　　    
ソタロール　　　   

交感神経緊張 
（運動，緊張，興奮） 

β遮断薬
Ca 拮抗薬

なし 
不明 

あり 

図 28 非持続性心室頻拍の予防（小児）

特発性持続性心室頻拍4



Circulation  Journal  Vol.  68,  Suppl.  IV,  2004 1023

不整脈薬物治療に関するガイドライン

持続性心室頻拍 

血行動態の悪化 

経過観察 Na チャネル遮断薬（fast）
リドカイン　
メキシレチン

あり なし 

なし あり 

RBBB＋LAD 型

〈第一選択〉
Ca 拮抗薬

〈第二選択〉
β遮断薬　　　　   
Na チャネル遮断薬
（intermediate～slow）
ジソピラミド　　   
フレカイニドなど   

LBBB＋RAD 型

DC ショックまたは
ペーシング

〈第一選択〉
ATP*

〈第二選択〉
β遮断薬　　　　   
Na チャネル遮断薬
（intermediate～slow）
ジソピラミド　　    
フレカイニドなど   

その他 

Na チャネル遮断薬
（intermediate～slow）
プロカインアミド 
など　　　　　　 

DC ショック 

 

治療の適応 

無効の場合 

薬剤抵抗性 

＊保険適用外 

図 29 持続性心室頻拍の停止（小児）

持続性心室頻拍 

RBBB＋LAD 型

〈第一選択〉
Ca 拮抗薬

〈第二選択〉
β遮断薬　　　　   
Na チャネル遮断薬
ジソピラミド   　　 
プロカインアミド    
メキシレチン　　    
フレカイニドなど   

LBBB＋RAD 型

アミオダロン 
ソタロール　 

β遮断薬  
Ca 拮抗薬

〈第一選択〉
β遮断薬　　　　    
Ca 拮抗薬　　　　 

〈第二選択〉
Na チャネル遮断薬
ジソピラミド　　    
プロカインアミド    
フレカイニドなど   

交感神経緊張 
（運動，緊張，興奮） 

Na チャネル遮断薬
ジソピラミド 
フレカイニド 

 

薬剤抵抗性 

いいえ 
不明 

はい 

難治性 

アブレーション ICD

図 30 持続性心室頻拍の予防（小児）



など）も有効な事が多い．

②左脚ブロック・右軸偏位（LBBB＋RAD）型の心室頻

拍にはβ遮断薬や Ca 拮抗薬を投与するが，Na チャ

ネル遮断薬（ジソピラミド131），プロカインアミド，フ

レカイニド120，121）など）も有効な事が多い．

③運動時や交感神経緊張時に出現するものはβ遮断

薬123，133）や Ca 拮抗薬を投与する．

④難治性の場合には K チャネル遮断薬（ソタロール125）

など）やアミオダロン136～138）を投与する．

c．非薬物治療

カテーテルアブレーションは個々の症例について適応

を考慮し，難治例には植込み型除細動器（ICD）を考える

［注意］

頻拍発作の予防をどこまで行い，何を目標とするか考

える．失神や心不全があれば積極的な治療が必要である

が，症状が軽い場合や心室レートが少なければ心室不整

脈をすべて消失させる必要のない場合も少なくない．

1）不整脈の機序

遺伝子異常に基づくK チャネルまたは Na チャネル異

常などにより，活動電位の再分極時間を延長し QT 間隔

の延長をきたし，早期後脱分極（EAD）により torsade

de pointes（TdP）型の心室頻拍が発現する．

2）治療の適応

心臓性の失神や突然死・失神の家族歴があり，かつ心

電図上 QT 時間や QTc 間隔の延長のあるもの．または，

明らかな交代性 T 波が存在する症例．

3）torsade de pointes（TdP）の予防

β遮断薬（プロプラノロール）が一般的に用いられ

る139）．

メキシレチンは，安静時失神の既往のある症例に対し

て QT 時間を短縮する効果が期待できる場合もある140）．

β遮断薬と併用することもある．

徐脈時に torsade de pointes を起こしやすい QT 延長症

候群に対しては，ペースメーカ植え込みが有効なことも

ある141）．

4）torsade de pointes（TdP）の治療

β遮断薬（プロプラノロール），リドカイン，メキシ

レチンなどを静注する．

Ca 拮抗薬（ベラパミル）を静注する142）．硫酸マグネ

シウムの静注が有効な場合がある275）．

心室細動出現時は DC ショック（2 J／kg）を行う．

5）一時的ペーシング　

最低心拍数を 70／分以上に維持する（年齢により最低

ペーシング拍数は異なる）．

［注意］

QTc＞0.46 秒を QT 延長の基準とするが Bazett による

QTc は心拍数が早くなると延長する傾向があるので

QTc の測定には注意すること.

不整脈は種々の心疾患を（心不全，陳旧性心筋梗塞な

ど）を基盤として起ることが多い．これらの病態では，

イオンチャネルの量的・質的変化がおこり，最終的に不

整脈の発生につながる．これを「イオンチャネルのリモ

デリング」あるいは「電気的リモデリング」と呼ぶ．心

房細動においても，イオンチャネルおよび活動電位変化

が起り，その結果心房細動を停止させても再発しやすく

なる現象がある．これも「電気的リモデリング」と呼ば

れ，その背景にはいくつかのイオンチャネルのダウンレ

ギュレーションあるいはアップレギュレーションがある

と考えられている．元来「リモデリング」という言葉は，

心筋梗塞などの疾患に対する適応現象として心筋組織が

形態学的な変化をきたすことを意味していたが，ここで

はイオンチャネルの変化に基づく機能的変化を指すもの

である．

心不全などの病態においては，交感神経系，レニン－

アンジオテンシン系といった神経液性因子が活性化し，

その結果病態が進行するとともにイオンチャネルのリモ

デリングが生じて，不整脈の発生の場となる基質が形成

される．例えば，心不全では活動電位再分極に関与する

いくつかの K 電流，具体的には一過性外向き電流（Ito），

遅延整流 K 電流の速い成分（IKr）や遅い成分（IKs），そ
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用語解説：基礎11

不整脈発生機序の上流・下流と電気的リモデリング1



して内向き整流K電流（IK1）といった K 電流の密度がす

べて減少し，不均一な活動電位持続時間（APD）および

不応期の延長が生じ，その結果リエントリー性不整脈が

発生しやすくなる．また，これらのK電流密度の低下は

早期後脱分極（EAD）の発生や遅延後脱分極（DAD）

といった異常自動能の発生にもつながる（図 31）．この

ように病態における神経液性因子の活性化からイオンチ

ャネルの変化にいたるまでの部分を不整脈発生機序の上

流（upstream）と呼ぶ．

不整脈発生機序の上流を制御する事により，不整脈の

発生を未然に防ごうとするのが upstream アプローチ

（上流療法）と呼ばれるものである．具体的には心不全

や心肥大でおきる心室性不整脈に対して，アンジオテン

シン変換酵素阻害薬（ACE 阻害薬）やアンギオテンシ

ン II（A-II）受容体拮抗薬（ARB）の長期投与を行い，

心不全や心肥大の進行を抑制するとともに K 電流密度

の減少などを抑制して，不整脈を抑制する事が知られて

いる．

心房細動においても，発作性心房細動として発症し，

徐々にその発生頻度，持続時間が増加し，最終的に慢性
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心不全，心肥大 

Ito, IK, IK1減少

不均一な不応期延長 

心不全 

IK1減少
Ca2＋過負荷

　　　遅延後脱分極（DAD）
誘発　　　　　

心不全 

IK減少 

　早期後脱分極（EAD）
誘発　　　　　　　

DAD

EAD 陳旧性心筋梗塞 

Ito, INa減少

伝導障害，不応期延長 

図 31 心疾患に伴うイオンチャネルリモデリングと不整脈発生

 

抑制 副作用 
（催不整脈作用） 

抑制 

心疾患 
心不全，心肥大，陳旧性心筋梗塞 

早期後脱分極，遅延後脱分極 

活動電位持続時間の延長 

不応期のばらつき 

心筋組織の壊死 
心筋組織の線維化 

心室頻拍性不整脈 

K＋電流の 
ダウンレギュレーション 

downstream
approach

upstream
approach

トリガードアクティビティー リエントリー 

図 32 心疾患に伴う不整脈発生機構と上流（upstream）および下流（downstream）からのアプローチ



心房細動に移行する例が多い．このように心房細動の持

続自体が心房細動の誘発・持続を容易にするという現象

がある事が知られ，“Atrial fibrillation begets atrial

fibrillation（心房細動が心房細動を生む）”と表現されて

いる．この現象の成立にも電気的リモデリングが関与し，

主に L 型 Ca 電流（ICa,L）の減少によって APD および不

応期が短縮して，心房細動がおきやすい状態となってい

る．心房細動が慢性的に持続すると心房の拡大，間質線

維化などの器質的リモデリングもおき，心房細動が固定

化する．心房細動に伴う電気的リモデリングにおいても

A-II 受容体拮抗薬等の投与による upstream アプローチ

が心房細動の再発を防ぐということも知られている．

不整脈発生機序の上流（upstream）に対して，イオン

チャネルの量的・質的変化によって電気生理学的異常が

おき，リエントリーあるいは自動能の異常によって不整

脈が起きている場合，これを不整脈発生機序の下流

（downstream）と呼ぶ．従来から用いられてきた，I群を

中心とする抗不整脈薬はこの下流にあるイオンチャネル

そのものを標的とするものであり downstream アプロー

チ（下流療法）と呼ばれる．例えば，発作性心房細動が

発現した時ピルジカイニドで薬理学的除細動を行う場合

や，急性心筋梗塞の発病に伴い心室細動がおきた時に新

Ⅲ群抗不整脈薬のニフェカラントを点滴静注するのは，

この downstream アプローチに分類される．

図 32 に，様々な心疾患に伴う心室性不整脈の発生機

構とそれに対する upstream アプローチおよび

downstream アプローチの作用点を示してある．一般的

にイオンチャネル遮断薬を用いる downstream アプロー

チは即効性であり，直接的に対象とする不整脈を治療す

ることは可能であるが，催不整脈作用などの副作用も多

く，使用する場合は注意しなければならない場合も多い．

これに対して upstream アプローチはすぐに抗不整脈作

用に結びつくことはないが，長期にわたる治療によって

不整脈発生基質の生成を抑制し安全に不整脈発現を抑制

することが可能である．

心筋細胞はいったん興奮した後は，100-500 ms の不応

期に入る．このため，心臓の興奮伝導は一心周期毎に完

結し，そこで消失する．しかし，特別な条件が揃うと，

興奮が一心周期の間に消失せずに，再びもとの部分に戻

ってきて，心臓を再興奮させることがある．この現象を

興奮の再侵入（リエントリー）と呼ぶ．リエントリーが

成立するための条件としては，「一方向ブロック」，「遅

い伝導」，「不応期の短縮」などがある．これらの諸条件

は心臓の複雑な解剖学的構造や，部位毎の機能的特性と

その変化によって成立する．

興奮旋回が特定の構造を基盤とするものを「解剖学的

リエントリー」と呼ぶ．この代表は WPW（Wolff-

Parkinson-White）症候群である．上大静脈と下大静脈の

開口部を旋回経路とする心房粗動や，心房と房室結節を

結ぶ fast pathway と slow pathway を旋回する房室接合部

リエントリー頻拍，脚枝間の興奮旋回による心室頻拍な

どもこれに属する．解剖学的リエントリーでは，旋回経

路が固定しており，頻拍の一心周期の間に，経路の一部

が不応期を脱した「興奮間隙（excitable gap）」と呼ばれ

る時期があり，この時期に外から刺激を加えると，それ

に応じてリエントリーがリセットされ，頻拍のレートが

変化する（entrainment）．

「機能的リエントリー」は，特定の解剖学的構造を必

要としない興奮旋回であり，条件が揃えば心臓のどの部

分でも発生する．局所の心筋伝導性の低下や不応期の不

均一性増大は，心房や心室内での機能的リエントリー発

生を促し，頻拍や細動の原因となる．機能的リエントリ

ーでは一拍毎にリエントリー経路が変わるため，頻拍の

レートは不安定であり，excitable gap や entrainment 現象

もわかりにくくなる．機能的リエントリーがなぜ起きる

かについては，これまでに三つの考え方が提唱されてい

る．「リーディング・サークル説」と，「異方性リエント

リー説」，そして「スパイラル興奮説」である．

1）リーディング・サークル説

1970年代の中頃に提唱された考え方である（図 33A）．

組織の一部に，周囲より不応期の長い部分があると，連

結期の短い早期刺激を加えた時に，その領域で一方向ブ

ロックが生じ，興奮の旋回が始まる．この主要な興奮波

から多くの小さな興奮波が中心に向かって派生し，それ

らの衝突による電気緊張効果により，中心部では静止電

位が減少して興奮性が失われ，不活性中心（inactive

core）が形成される．リーディング・サークルでは興奮

波の前面（頭部）がその終末（尾部）を最短の経路で追

いかける形となる．このためリエントリー経路の長さが

不応期と伝導速度の積である興奮波長（wave length）と

ほぼ一致し，経路の中に不応期を脱した部分（excitable

gap）が殆ど存在しないことになる．

2）異方性リエントリー

1980 年頃に提唱されたメカニズムである．心臓では，

個々の心筋細胞がギャップ接合（gap junction）を介して

隣り合う細胞と電気的に結合しているが，それには方向
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性がある．Gap junction は細胞長軸端の介在板部分に集

中的に分布することが多く，細胞側面には疎らである．

加齢が進むと，細胞の束と束の間の結合組織が増えて，

短軸方向の連絡はさらに悪くなる．心筋梗塞後の残存心

筋や，心筋炎，心筋症に伴う細胞配列の乱れや，線維組

織の増加などがあると，さらに複雑な異方性

（anisotropy）が発生する．このような心筋では興奮伝導

の速度や安全性がミクロの心筋構築によって大きな影響

を受けることになり，リエントリーが生じやすくなる

（図 33B）．

3）スパイラル・リエントリー

スパイラル・リエントリーは，コンピュータ・シミュ

レーションから提唱された概念であり，1990 年頃から

膜電位感受性色素を用いた活動電位の光学マッピング実

験で，その実態が解析できるようになってきた．スパイ

ラル・リエントリーの成立には，興奮波の端が途切れる

現象（wave break）と，興奮前面の彎曲（curvature）が

伝導に及ぼす影響を考える必要がある．心臓の中を進む

興奮波が，先行興奮の不応期がまだ残っている領域や，

梗塞巣，瘢痕などといった障害物にぶつかると，興奮波

の端が途切れて，興奮前面に彎曲ができる．

図 33C はスパイラル興奮の特殊性をあらわす模式図

である．直線的な興奮波（planar wave）や，一点から周

囲へと広がる興奮波（circular wave）では，興奮波の前

面（wave front）と，その終末部（wave tail）の距離（興

奮波長，wave length）は一定である．スパイラル興奮で

は，興奮前面の彎曲が，端に向かうにつれて大きくなる．
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Spiral wave

A.リーディングサークル説 B.異方性リエントリー 

C.スパイラル・リエントリー 
Planar wave Circular wave

図 33 機能的リエントリー

A：リーディングサークル説
ウサギ心房筋標本に早期刺激を加えて誘発したリーディングサークルタイプのリエントリー頻拍（標本周囲の数字は興奮到

達時間，ms）時計回りの太い矢印（主たる興奮波）から多くの小さい興奮波が中心に向かっており，そこで衝突して不活性中
心（inactive core）を形成している（Allessie MA, et al. Circ Res 41:9-18, 1977）
B：異方性リエントリー（anisotropic reentry）
梗塞作成数日後のイヌお心外膜下残存心筋にバースト刺激で誘発した持続性心室頻拍（VT）発生時の興奮伝播課程．マッピ

ング領域の左側は左冠動脈前下行枝（LAD），右側は左室側面（LL），上方は心基部，下方は心尖部（心筋線維はほぼ水平に走
行している）．二つのリエントリー回路が 8字型のループを描いて形成されている．（Dillon SM, et al. Circ Res 63: 182-206, 1988）
C：スパイラル型興奮波
左は直線的な興奮波（planar wave），中央は中心から周辺へと広がる円形の興奮波（circular wave），右はスパイラル型興奮波

（spiral wave）を示す．太い実線は興奮前面，斜線は興奮波長（wave length, WL）に相当する脱分極領域を示す．Spiral wave で
は興奮前面が再分極終末に衝突する特異点（q）を形成する．（Pertsov AM, et al. Circ Res 72:631-650, 1993）



このため，興奮の下流（未興奮部位）に対する上流（既

興奮部位）の比率がしだいに小さくなり，局所電流の刺

激効率が減少して，伝導速度が低下する．興奮波の端で

は，興奮前面が再分極終末とぶつかって，伝導速度が 0

となる特異点が形成される．そして，興奮波は，この特

異点を中心として螺旋を描いて旋回しつづけることにな

る．スパイラル中心の位置は不安定なことが多く，容易

にさまよい運動（meandering）を起こす．スパイラルが

多数に分裂して，全体の統制が完全に失われたように見

えることもある．スパイラル・リエントリーは興奮前面

のダイナミックな特性を基盤としており，リーディン

グ・サークルや，異方性リエントリーとは，不応期，伝

導性，興奮性の恒常的な不均一を前提としない点で異な

っている．しかし，これらの不均一性があれば，スパイ

ラルのきっかけとなる興奮波の断端（wave break）や彎

曲（curvature）が発生しやすくなる．

現在，不整脈治療薬として用いられている薬物の多く

は，イオンチャネル遮断薬である．それらの薬物は，イ

オンチャネル蛋白の一部（薬物受容体）に結合すること

で，イオンの通過を妨げる．この薬物反応（チャネルブ

ロック）はチャネルの状態（静止，活性，不活性）に大

きく依存している．このチャネルブロックの特性の違い

が，Na チャネル遮断薬の薬理作用の多様性の原因とな

っている．

1）チャネルの状態と薬物結合

心房筋や心室筋を繰り返し興奮させると，活動電位の

発生に伴って Na チャネルの状態が，静止（resting : R），

活性（activated : A），不活性（inactivated : I），そして再

び静止（R）と変化する．A と I の部分，すなわち活動

電位の立ち上がり相とプラトー相では，受容体の薬物に

対する親和性が高まって，薬物結合が生じ，ブロックさ

れたチャネルが増える．一方，再分極後の静止状態（R）

では，親和性が低下して，薬物が受容体から離れるため，

ブロックされたチャネルが減る．ブロックされたチャネ

ルが増えることは，興奮に際して Na を通すことができ

るチャネルが減ることを意味しており，その結果細胞全

体の Na 電流（INa）が減少して，活動電位の立ち上がり

速度（Vmax）が低下する（図 34）．

2）使用依存性チャネル抑制

連続する興奮の間隔が短く，R の時期の薬物解離が十

分完了しないうちに，次々と活動電位が発生すると，ブ

ロックされたチャネルが蓄積的に増えることになり，使

用依存性の Na チャネル抑制（use-dependent block）が起

こる．心筋の刺激頻度と薬物による use-dependent block

の関係は，主として再分極後の拡張期（diastolic interval）
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Na チャネル遮断薬の多様性
（チャネルの状態親和性，結合解離）
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図 34 Na チャネル遮断薬作用下で心筋に反復性興奮を起こしたときのNa チャネルブロックの進行の様子



におけるチャネルからの薬物解離速度によって規定され

る．解離速度の速い薬物は刺激頻度が高いときだけ use-

dependent block が生ずる．一方，解離速度の遅い薬物は，

低い刺激頻度でも use-dependent block が起こる．

リドカインやメキシレチンは，薬物の結合・解離速度

が速く，fast drug と呼ばれる．キニジン，プロカインア

ミド，アプリンジン，プロパフェノンは結合・解離が比較

的遅く（中等度），intermediate drug と呼ばれる．フレカイ

ニド，ピルジカイニド，シベンゾリン，ジソピラミド＊

は結合・解離が最も遅く，slow drug と呼ばれる（表 15）．

＊ジソピラミドは intermediate drug に分類されることも

あるが，日本心電学会の「抗不整脈薬ガイドライン委

員会」では，多くの文献データを検討した結果，slow

drug とみなすことにした（2000年版 CD-ROM ガイド

ライン）．

3）結合・解離動態と薬物の効果

リドカインをはじめとする fast drug の場合は，正常

洞調律の拡張期に，薬物が Na チャネルからほぼ完全に

解離する．このため，連結期の短い期外収縮やレートの

速い頻拍に対する選択的な抑制効果は期待できるが，連

結期の長い期外収縮や，比較的レートの遅い頻拍には抑

制作用を発揮しにくい．一方，キニジンに代表される

intermediate drug や，フレカイニドをはじめとする slow

drug の場合は，拡張期における薬物解離が遅いため，

比較的レートの遅い頻拍や，連結期の長い期外収縮にも

効果が期待できる．ただし，低頻度から use-dependent

block が起こるため，正常洞調律時の興奮伝導にも抑制

効果があらわれ，心電図の QRS 延長や伝導障害を起こ

す可能性も高い．

4）活性化チャネルブロックと不活性化チャネルブ
ロック

Na チャネル遮断薬には，チャネルの活性化状態に高

い親和性を示すものと，不活性化状態に高い親和性を示

すものがある（表 15）．活性化チャネルブロッカーは，

活動電位の立ち上がり相で薬物結合が起こるため，活動

電位持続時間（APD）が長くても，短くても同じように

ブロックされるはずである．不活性化チャネルブロッカ

ーは活動電位のプラトー相で薬物結合が生ずるため，

APD の長い心筋細胞ほど，チャネルブロックが生じや

すい．虚血などで，静止電位が浅くなった心筋では，不

活性化状態の Na チャネルが増加している．不活性化チ

ャネルブロックが主体の薬物は，このような傷害心筋に

対して，正常心筋よりもはるかに著しい Na チャネル抑

制効果を発揮する．

心室筋細胞および心房筋細胞には多くの K チャネル

が存在し，活動電位再分極に関与することが知られてい

る．心室筋細胞の活動電位では，第 0 相は Na 電流の流

入によって形成され，その直後の第 1相では一過性外向

き電流（Ito）が流れノッチを形成して，その後 ICa, L が流

れ，第 2相のプラトー相が形成される．時間と共に遅延

整流K電流の速い成分（IKr）と遅い成分（IKs）が流れ，

第 3 相に移行する．第 3 相後半には内向き整流K電流

（IK1）が流れ，静止膜電位に戻る（図 35）．心房筋細胞

の活動電位も心室筋細胞とほぼ同様の膜電流系によって

形成されているが，これに加えて非常に速い活性化過程

を示す遅延整流 K 電流（IKur）が再分極に関与する．活

動電位波形は基本的にはこれらの膜電流で形成される

が，様々な病態，自律神経などによりこれ以外の膜電流

が活性化され，その波形が修飾される．例えば，虚血時

には細胞内 ATP が減少して ATP 感受性K電流（IK，ATP）

が活性化し，活動電位持続時間（APD）が短縮する．ま

た，心房筋細胞では副交感神経活性化時にアセチルコリ

ン感受性K電流（IK，ACh）が活性化して，APD の短縮が

おこる．
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表 15 Na チャネル遮断薬の多様化

使用依存性抑制 活動電位持続時間（APD）

（use-dependent block） 短　　縮（b） 不　　変（c） 延　　長（a）

fast リドカイン（ I ）

メキシレチン（ I ）

intermediate アプリンジン（ I ） プロパフェノン（A，I ） キニジン（A）

プロカインフミド（A）

slow フレカイニド（A） ジソピラミド（A）

シベンゾリン（A） ピルメノール（A）

ピルジカイニド（A）

I：不活性化チャネルブロック，Ａ：活性化チャネルブロック

心筋 K チャネルのサブタイプと薬物の作用4



1990 年代に多くの K チャネルの分子構造が明らかと

なった．多くの K チャネルは膜 6 回貫通型か膜 2 回貫

通型に属し，それらのサブユニットが 4つ集まりチャネ

ルポアを形成する（図 35）．膜 6回貫通型のK チャネル

は電位センサーとして機能する部分を持つ電位依存性 K

チャネルである．膜 2 回貫通型 K チャネルは内向き整

流 K チャネルと呼ばれる K チャネル群である．

多くの抗不整脈薬が K チャネルに抑制作用を持つ．

表 16に主な抗不整脈薬の K 電流に対する作用をまとめ

てある．これらの K 電流の中で最も重要なものは遅延

整流 K 電流である．特にその速い成分の IKr に対しては

ほとんどの抗不整脈薬が抑制作用を示す．新Ⅲ群抗不整

脈薬であるソタロール，ニフェカラントは IKr 抑制作用

が主作用である．一般的に IKr を通過させる HERG チャ

ネルを薬物が抑制すると，その K チャネルからの薬物

の解離は非常に遅いので興奮頻度が遅い徐脈においても

IKr を強力に抑制する．一方，興奮頻度が高い頻脈の状

況では活動電位再分極への IKsの寄与が大きくなるので，

IKr 遮断作用を持つ薬物の APD 延長作用は減弱する．こ

の結果，IKr 遮断薬の APD 延長作用は「逆頻度依存性」

となり頻脈ではその作用が減弱し，徐脈ではその作用が

強く発現して torsade de pointes（TdP）を惹起しやすい．

IKr ばかりでなく IKs をも抑制するシベンゾリン，ベプリ

ジル，プロパフェノンは APD 延長作用の逆頻度依存性

が軽度となることが期待できる．アミオダロンは急性作

用として IKrを抑制し，慢性作用として IKsの電流密度を

Circulation  Journal  Vol.  68,  Suppl.  IV,  20041030

循環器病の診断と治療に関するガイドライン（2002－2003年度合同研究班報告）

膜 6 回貫通型チャネル

心房筋細胞 

心室筋細胞 膜 2 回貫通型チャネル

（Kv4.2/4.3）
（Kv1.5）
（HERG+MiRP1）
（KvLQT1 + minK）

Ito  チャネル
IKur  チャネル
IKr  チャネル
IKs  チャネル

IK1  チャネル
IK.ACh  チャネル
IK.ATP  チャネル

（Kir2.1）
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（Kir6.2 + SUR2A） 
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図 35 主な心筋Kチャネルの分子構造と心室筋細胞および心房筋細胞活動電位再分極への寄与

表 16 心筋 K＋チャネルに対する各種抗不整脈薬の抑制作用

IKr IKs IKur Ito IK1 IK.ACh IK.ATP

Ⅲ群 アミオダロン急性（慢性） ＋ （＋） （＋？） （＋） ＋ ＋ ＋

ソタロール ＋ － － － － －

ニフェカラント ＋ － － － － － －

Ⅰ群 Ia キニジン ＋ ＋ ＋ ＋ ＋ ＋ ＋

ジソピラミド ＋ － － ＋ － ＋ ＋

シベンゾリン ＋ ＋ ＋ － ＋ ＋

Ib アプリンジン ＋ － ＋ － － ＋

Ic フレカイニド ＋ － － ＋ － －

プロパフェノン ＋ ＋ ＋ ＋ － ＋

ピルジカイニド － － － － － －

Ⅰ，Ⅳ群 ベプリジル ＋ ＋ ＋ ＋ ＋ ＋ ＋



低下させる．

IKur は心室筋細胞に比し心房筋細胞における密度が高

いので，この K 電流に対する抑制作用を示すベプリジ

ル，キニジンは心房細動の予防効果が期待できる．プロ

パフェノン，アプリンジン，シベンゾリンなどもその作

用が強力ではないが抑制作用を持つ．Ito に対してもい

くつかの抗不整脈薬は抑制作用を示し，心房筋細胞で

APD を延長させることが期待できるので心房細動に予

防的に働くと思われる．

リガンド作動性 K チャネルに対しても抗不整脈薬は

抑制作用を示す．多くの抗不整脈薬はムスカリン受容体

を遮断するか，あるいは K チャネルを直接的に遮断し

て IK，ACh を抑制する（表 16）．その作用は心房筋細胞で

副交感神経刺激時の APD 短縮に拮抗し，心房細動の発

生を予防する．また，ATP 感受性 K 電流（IK，ATP）に対

して抑制作用を示す薬物は虚血心筋における APD 短縮

を抑制し抗不整脈的に働く可能性もあるが，膵β細胞に

おいても ATP 感受性 K チャネルを抑制してインスリン

分泌を増強することから副作用として低血糖をおこす可

能性がある．シベンゾリン，キニジンなどが低血糖をお

こすことが報告されている．一方，ATP 感受性K チャ

ネルの活性化は心筋保護的に作用する可能性があり，本

邦で開発されたニコランジルは虚血性心疾患治療薬とし

て広く利用されている．抗不整脈薬のメキシレチンは弱

いながらも ATP 感受性 K チャネル活性化作用を持つ薬

物である．

1）QT 延長症候群

イオンチャネルの遺伝子異常が重大な不整脈をもたら

す代表的な疾患は，家族性 QT 延長症候群（LQTS）で

ある．それらは，常染色体優性遺伝を示す Romano-

Ward（RW）症候群と，劣性遺伝を示す Jervell, Lange-

Nielsen（JNL）症候群に分けられる．JNL は RW に比べ

て発生頻度が低く，聴力障害を伴うことが特徴である

（内耳の K チャネル機能障害）．両者とも，心電図では

QT 時間が延長し，QRS 軸がリボンを捻るように連続的

に変化する torsade de pointes （TdP）タイプの多形性心

室頻拍や心室細動による失神発作や突然死を起こす危険

性がある．

1990 年代の中頃から，この疾患群の病因が心筋イオン

チャネルの遺伝子異常であることが次々と明らかにされ

てきた．RW 症候群は LQT1 から LQT6 までの 6 型に，

JNL 症候群は JNL1，JNL2の 2型に分類される（表 17）．

LQT1（KvLQT1 の遺伝子異常）は，もっとも頻度の

高い LQTS である．心筋細胞では，膜 6 回貫通型のα

subunit である KvLQT1（KCNQ1）と，膜 1 回貫通型の

βsubunit である minK（KCNE1）が会合して，遅延整流

型 K 電流の遅い活性化成分である IKs チャネルを構成し

ている．IKs は，交感神経β受容体刺激時に増加し，活

動電位の短縮（心電図では QT 短縮）をもたらす．

LQT1 では IKs チャネルの発現低下や機能異常があって，

このような状況下でも K 電流が十分増加しないため，

心室の再分極が遅れて，その不均一性が増したり，L 型

Ca 電流（ICa，L）が増加して過度の APD 延長から，早期

後脱分極（EAD）が発生し，TdP タイプの多形性心室頻

拍が発生しやすくなる．

LQT2 は遅延整流K電流の速い活性化成分である IKr チ

ャネルのαsubunit である HERG（または KCNH2）の異

常が原因で発症する．このチャネルを特異的に抑制する

薬物（抗不整脈薬，抗ヒスタミン薬，あるいは抗生物質

の一部）によっても LQT2に類似した病態が生ずること

がある．LQT2 でも，運動や精神的興奮，驚愕が引き金

となって，TdP タイプの多形性心室頻拍や失神発作など

が起こりやすい傾向がある．HERG チャネルは細胞外K

濃度に対する感受性が高いため，LQT2では低 K 血症で

症状が悪化し，高 K 血症で軽減する．

LQT3 は Na チャネルのαsubunit をコードする遺伝子

（SCN5A）の異常が原因です．正常の Na チャネルは，

活動電位の立ち上がりの部分で速やかに活性化されたあ

と，直ちに不活性化される．LQT3の Na チャネルでは，

不活性化が不十分なため，活動電位のプラトー相でも内

向き電流が流れ続け，APD が延長する．その結果，

LQT1や LQT2と同様，EAD や，心室再分極の不均一性

増大が生じ，TdP タイプの多形性心室頻拍が起こりやす

くなる．LQT3 では，LQT1 や LQT2 と異なり，徐脈時

に QT が延長しやすく，TdP や失神発作が夜間の睡眠中

や安静時に起こりやすいことが特徴である．

Circulation  Journal  Vol.  68,  Suppl.  IV,  2004 1031

不整脈薬物治療に関するガイドライン

イオンチャネルの遺伝子異常と不整脈5

表 17 家族性 QT 延長症候群（LQTS）の遺伝子異常

RW症候群 染色体 遺伝子 チャネル

LQT1 11p15.5 KCNQ1（KvLQT1） I
Ks

LQT2 7q35-36 KCNH2（HERG） I
Kr

LQT3 3p21-24 SCN5A I
Na

LQT4 4q25-27 ANK2（ankyrin-B） －

LQT5 21q22 KCNE1（minK） I
Ks

LQT6 21q22 KCNE2（MiRP1） I
Kr

JLN症候群

JNL1 11p15.5 KCNQ1 （KvLQT1） I
Ks

JNL2 21q22 KCNE1 （minK） I
Ks



LQT4，LQT5，LQT6 の病態については，発生頻度が

低く，まだ十分に解明されていないのが現状である．

2）特発性心室細動

特発性心室細動とは，明らかな基礎心疾患を持たず，

一見健康と思われる人に突然出現する心室細動である

（電解質異常，QT 延長などを伴わない）．Brugada らは

1992 年に，非発作時の心電図に特徴的な所見（右脚ブ

ロックと，V1-V3 の ST 上昇）を認める一群の特発性心

室細動症例を報告した．その後，同様な症例がつぎつぎ

に発表され，Brugada 症候群と呼ばれるようになった．

患者は働き盛りの男性に多く，20～30 % に突然死の家

族歴がある．心室細動発作は夜間睡眠中や食後などの安

静時（副交感神経優位の状態）に多く，Na チャネル抑

制薬の投与は本症候群の心電図変化を増強させ，心室細

動の発生を促す傾向がある．Brugada 症候群の家系の一

部には Na チャネルのαsubunit をコードする遺伝子

（SCN5A）に変異があることが確かめられている．ただ

し，これらの変異 Na チャネルの機能異常と心電図異常，

心室細動発作の因果関係については，まだ十分な説明が

行えない部分もあり，Na チャネル以外の遺伝子異常の

可能性も否定できない．

3）リアノジン受容体遺伝子異常とストレス誘発突然死

交感神経緊張時に致命的な心室不整脈が発生する症例

の一部には，筋小胞体（SR）の Ca 放出チャネルである

リアノジン受容体（RyR）の遺伝子異常を伴うものがあ

る．これまでに，二つのカテゴリーが報告されている．

ひとつはカテコラミン誘発多形性心室頻拍（c a t e -

cholaminergic polymorphic ventricular tachycardia, CPVT）

または家族性多形性心室頻拍（familial polymorphic

ventricular tachycardia, FPVT）と呼ばれる疾患であり．

もうひとつは，不整脈源性右室異形成（arrhythmogenic

right ventricular dysplasia）のタイプ 2（ARVD2）である．

これらの遺伝子異常では，RyR の正常な機能を保つ上

で重要な役割を果たすタンパク（FKBP）との結合が阻

害されて，SR からの Ca 漏出が起こりやすくために，

トリガードアクティビティーによる異常興奮が発生しや

すくなっている可能性がある．

心筋に存在する多くのイオンチャネルや機能分子の分

子構造が明らかにされ，それらの不整脈発生機構への関

与およびそれらに作用する薬物も明らかにされている．

それらのいくつか分子は将来的に薬物の標的となり，抗不

整脈作用が期待される可能性もある．ここでは抗不整脈

薬の標的となりうるいくつかの機能分子について述べる．

1）If チャネル

1990 年代の後半，cAMP などのヌクレオチドによっ

て直接的に制御され，過分極によって活性化して Na や

K という一価陽イオンを通過させる HCN チャネル

（hyperpolarization-activated cyclic-nucleotide-gated cation

channel）がクローニングされた．心筋においては洞房

結節のみならず心房，心室組織にも存在する．心房と肺

静脈境界部にも存在するので異所性自動能による心房細

動の原因となる可能性もある．また，心肥大などでも心

室組織における第 4相緩徐脱分極が増強することも知ら

れているので，心室性不整脈のトリガーとなる可能性も

ある．以前，徐脈薬として If チャネル遮断薬の開発が

試みられたが心外性副作用で開発が中断された．アミオ

ダロンを含めいくつかの抗不整脈薬がそのチャネルに対

して抑制作用を示す．これらの薬物は異所性自動能の発

生を抑制する可能性もあるが，洞房結節自動能をも抑制

する可能性がある．

2）ICa,T チャネル

T 型 Ca チャネルは心筋に存在するがその病態生理学

的役割は十分明らかとなっていない．以前より洞房結節

細胞の活動電位において第 4相緩徐脱分極の後半の部分

で ICa，T が内向き電流として流れ，自動能の発生に関与

することが知られているが，その寄与はあまり大きくな

い．その病態生理学的意義は明らかとなっていないが，

心肥大などで ICa，T の電流密度が増加することが知られ

ている．最近，この T 型 Ca チャネルに抑制作用を示す

抗不整脈薬もあることがわかっているが，それがどのよ

うな臨床的意義をもつかは不明である．

3）Ca ハンドリング蛋白

最近，多形性心室頻拍の一部に筋小胞体のリアノジン

受容体（RyR）の遺伝的異常によるものが明らかとなっ

ている．カテコラミンによって心筋細胞のβ受容体が刺

激されると細胞内 cAMP が上昇し，ICa，L の増強によって

異常リアノジン受容体を介して筋小胞体から大量の Ca

流出がおこり，その結果一過性内向き電流（ITI）が流れ

て遅延後脱分極および撃発活動が誘発される．また，心

不全においてもこの Ca 放出チャネルが異常化し，心不

全の悪化や不整脈の誘発につながると考えられている．

この筋小胞体からの Ca 遊離を調節する薬物はこの多形

性心室頻拍の抑制薬となり得る可能性がある．
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4）イオントランスポーター

心筋には多くのイオントランスポーターが存在する事

が知られている．心筋細胞膜には Na-K ATPase（Na-K

pump）が存在し，このトランスポーターを抑制するの

がジギタリスであり，治療量では強心作用を示すが高用

量では中毒を起こし，催不整脈作用を示す事が古くから

知られている．一方，Na-H 交換系も存在し，細胞内 pH

の調節に重要な役割を果たす事が知られている．カリポ

ライドなどの Na-H 交換系抑制薬は虚血・再灌流時の心

筋障害や不整脈の発生を軽減する事が報告されている．

また，Na-Ca 交換系は細胞内 Ca の処理機構として重要

であるが，この抑制も虚血・再灌流による心筋障害を軽

減し，抗不整脈的に働く可能性がある．アミオダロンも

治療域の濃度で Na-Ca 交換系を抑制する事が報告され

ている．

5）その他のイオンチャネル

心筋細胞には今まで注目されているもの以外に，多く

のものが存在する事が知られている．例えば，細胞内

Na の増加によって活性化する Na 活性化 K チャネル，

ストレッチ刺激で活性化するガドリニウム（Gd）感受

性の陽イオンチャネル，数種類（cAMP 依存性，膨化誘

発性，Ca 感受性など）の Cl チャネル，背景 K 電流を

通過させ膜 4 回貫通型の基本構造を持つ K チャネルな

どである．Na 活性化 K チャネルはジギタリス中毒や心

筋虚血時に観察される活動電位幅短縮に部分的に関与す

ると考えられている．これらがヒト心筋細胞においてど

のような病態生理的役割を持つかが明らかにされれば，

抗不整脈薬の標的となりうる可能性も残されている．

6）その他の標的分子

既に述べたように upstream アプローチとして，神経

液性因子を調節して不整脈の発生を制御する方法もあ

る．具体的にはアンジオテンシン変換酵素阻害薬（ACE

阻害薬），アンジオテンシンⅡ（A-Ⅱ）受容体拮抗薬

（ARB），β遮断薬（カルベジロールなど）が実際に臨

床において用いられている．この他にエンドセリン受容

体（ETA）拮抗薬なども心不全に伴う不整脈の治療に有

効である可能性もある．その他に，サイトカインに対し

て抑制的な薬物，フリーラジカルを消去する薬物なども

抗不整脈的に作用する可能性がある．実際，アミオダロ

ンやカルベジロールがこのような作用を持つことも示唆

されている．

1）試験の目的

3種類の抗不整脈薬による心房細動再発予防効果の比較．

2）対象例

過去 6ヶ月以内に症候性の心房細動があり，少なくとも

1回は持続が 10分を超え，また心電図記録が存在．6ヶ

月以上持続する心房細動は除外．

3）方　法

カナダの 19 施設による多施設無作為化オープンラベル

前向き試験

まず 2群に分け

アミオダロン群：201 例　10 mg／kg 14 日間＋300

mg 4週間＋200 mg

残りをさらに以下の 2群に分け，最初の薬剤が無効のと

きに 2番目の薬に変更

ソタロール群：101 例　320 mg（性，年齢，Cr，体重

により減量）

プロパフェノン群：101 例　600 mg（年齢，体重によ

り減量）

無作為化後，投与開始 21 日以内に洞調律に戻らなけれ

ば，電気的除細動．

4）一次エンドポイント

追跡開始日（21 日目）から，心電図で確認された心房

細動発作（＞10分）までの期間

5）結　果

6）解　説

本試験では Na チャネル遮断薬（プロパフェノン）と，

K チャネル遮断薬（ソタロール）が，共に同等の再発予

防効果を示し，1 年後の洞調律維持率が 39 % であった

のに対し，アミオダロンでは 69 % と遙かに高い効果を

示した．このアミオダロンの優越性が INa遮断や IKr遮断
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用語解説：臨床22

CTAF
（Canadian Trial of Atrial Fibrillation）39）

1

平均追跡期間 16 ヶ月 心房細動再発率 投薬中止

アミオダロン群 35 % 18 %
プロパフェノンあるいはソタロール群 63 % 11 %

p ＜0.001 0.06



のいずれの作用でもない，特有のものによることが示唆

されたことは重要である．また海外の試験としては珍し

く 200 mg という低用量をアミオダロンで使用したが，

催不整脈作用は見られず，肺の非致死的合併症は 2 %

に見られただけであった．

1）試験の目的

持続性心房細動例に対するリズムコントロールとレート

コントロールの比較．

2）対象例

7 日以上 360 日以内持続する症候性心房細動例（孤立性

は 2割未満）．

3）方　法

ドイツの 21 施設による多施設無作為化オープンラベル

前向き試験

レートコントロール群　ジルチアゼム：125 例　　90

mg bid／tid

リズムコントロール群　アミオダロン：127 例　　600

mg 3週間＋200 mg

無作為化後，投与開始 21 日以内に洞調律に戻らなけれ

ば，電気的除細動．

4）一次エンドポイント

心房細動に伴う自覚症状の改善

5）結　果

アミオダロン投与開始 3週間で 23 % が洞調律に復帰．

6 分間歩行距離はリズムコントロール群の方が有意に延

長（およそ 50 m の差）．

6）解　説

本試験はリズムコントロールとレートコントロールの

二つのアプローチを比較した最初の試験である．対象例

はすでに 1 週間以上を経過した心房細動であるため，7

割以上の例がジゴキシンを服用しており，心房細動中の

心拍数も無作為化の段階でそれぞれ 88，86 と既にコン

トロールされていた．ジルチアゼムでは 1 年後に 81，

アミオダロンでは 3 ヶ月後に 78 と，両群ともにレート

コントロールが行われていたために症状に差が出なかっ

た可能性がある．アミオダロンによるリズムコントロー

ルでは歩行距離が伸びる可能性があるものの，自覚症状

に反映されるほどではなく，むしろ電気的除細動に関わ

る入院費や副作用のための薬剤変更などの問題点の存在

することが浮き彫りにされた．

1）試験の目的

心房細動例に対するリズムコントロールとレートコント

ロールの予後比較．

2）対象例

6 時間以上 6 ヶ月未満持続する心房細動例で，血栓塞栓

症の危険因子を有する．

3）方　法

米国とカナダの 213 施設 4060 例の多施設無作為化前向

き試験

レートコントロール群　ジゴキシン（49 %），β遮断薬

（47 %），Ca 拮抗薬（39 %）

リズムコントロール群　アミオダロン（38 %→終了時 6

割以上），ソタロール（31 %→2000 年末で中止），プ

ロパフェノン（9 %→1998年末で中止）

レートは安静時 80以下，6分間歩行時 110以下を目標．

薬剤選択は自由．振り分け後に電気的除細動可．

4）一次エンドポイント

総死亡率

5）結　果

6）解　説

本試験はリズムコントロールとレートコントロールの

二つのアプローチを比較した最大規模の試験で，どちら

かというとレートコントロールを支持する結果を示し

た．しかしながら対象例が平均 70 歳という高齢者で，

しかも左室機能低下例が 26 % を占めるなど，Ⅰ群薬に
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PIAF（Pharmacological
Intervention in Atrial Fibrillation）19）

2

AFFIRM（Atrial Fibrillation Follow-up
Investigation of Rhythm Management）20）

3

追跡期間 1 年 洞調律 症状改善 入院 治療変更

レートコントロール群 10 % 76 例 24 % 14 %
リズムコントロール群 56 % 70 例 69 % 25 %

p ＜0.001 ns 0.001 0.036 平均追跡期間 3.5 年 5 年後洞調律 5 年死亡率 TdP 徐脈性心停止

リズムコントロール群 62.6 % 23.8 % 0.8 % 0.6 %
レートコントロール群 34.6 % 21.3 % 0.2 % ＜0.1 %

p 0.08 0.007 0.01



不利な例を扱っている．一方，心房細動初回発作の例が

36 % 含まれ，レートコントロール群でも高率に洞調律

が維持される点は同群に有利に働いている．すなわちこ

の試験は洞調律群と心房細動群とを比較したものではな

い．なお脳梗塞は同率に見られたが，リズムコントロー

ル群の半数以上はワルファリン中止後に発生しており，

無症候性の心房細動が再発する可能性と，抗凝固療法を

安易に中止すべきでないことが示唆された．

1）試験の目的

心室性不整脈による心停止蘇生例に対する ICD と抗不

整脈薬による治療の比較．

2）対象例

心停止例で持続性の心室性頻脈性不整脈が確認され，蘇

生に成功した 293例．

急性心筋梗塞発症から 72時間以内のエピソードは除く．

VF 84 %，VT 16 %．平均左室駆出率 46 %．73 % が冠動

脈疾患．10 % が特発性．

3）方　法

ドイツ・ハンブルグ市における多施設無作為化前向き試

験

当初，プロパフェノンを含めた 4群比較であったが，同

群の死亡率が高く中止

ICD 群：99例

アミオダロン群：92 例　1000 mg 7 日間＋200 mg～

600 mg

メトプロロール群：97例　12.5-25 mg→1,2週間で200

mgまで増量

無作為化後，投与開始 21 日以内に洞調律に戻らなけれ

ば，電気的除細動（DC ショック）．

4）一次エンドポイント

総死亡

5）結　果

6）解　説

本試験では ICD 群において 23 % の死亡率減少と 61

% の突然死減少が認められたが，前者は有意ではなか

った．対象を心停止蘇生例に限定しているために AVID

の対象群よりも心機能が良好であり，それを反映した結

果と推察される．蘇生例においてβ遮断薬がアミオダロ

ンと同等の効果を示した点は興味深い．

1）試験の目的

致死性不整脈を未経験の心筋梗塞後左室機能低下例の予

後を ICD が改善するか．

2）対象例

1 ヶ月以上前に心筋梗塞を発症し，左室駆出率が 30 %

以下に低下した 1232例．

CABG の既往 58 % PTCAの既往 45 % 

陳旧性MI>6mo 88 % 平均EF 23 % 

AF 9 % QRS ≧0.12sec 50 % 

3）方法

米国・欧州の計 76施設による無作為化前向き試験

ICD 群：742例

従来治療群：490例

アミオダロン　10 % ACEI 72 % β遮断薬　70 % 

4）一次エンドポイント

総死亡

5）結　果

6）解　説

本試験は致死性不整脈を未だ経験していないハイリス

ク症例に対する突然死の一次予防に ICD が有用である

ことを示した貴重なものである．しかしこの結果が同様

に心機能の低下した非虚血性心疾患でも通用するかは疑

問である．本試験で従来治療群との差が顕著になったの

は主に追跡 1年後以降のことであり，致死性不整脈の発
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CASH
（Cardiac Arrest Study Hamburg）143）

4 MADIT II（Multicenter Automatic
Defibrillator Implantation Trial II）69）

5

平均追跡期間 57 ヶ月 総死亡 突然死

ICD 群 36.4 % 13.0 % 
アミオダロン群 43.5 % 29.5 %
メトプロロール群 45.4 % 35.1 %
ICD vs 抗不整脈薬　　　　　　p 0.081 0.005
アミオダロン vs メトプロロール ns ns

平均追跡期間 20 ヶ月 総死亡 心不全で入院

ICD 群 14.2 % 19.9 %
従来治療群 19.8 % 14.9 %

p 0.016 0.09



生に急性虚血の関与があった可能性は否定できない．

ICD 群に心不全による入院が多かったことは問題である

が，突然死を回避して長く生きた結果の可能性と，右室

の backup pacing が左室機能を低下させた可能性などが

その背景として考えられる．

リドカインは心室性不整脈の停止および予防を目的に

使用される．肝臓で速やかに代謝され半減期は 2時間以

下と短い．通常 1～1.5 mg／kg を 1～2分かけて静注し必

要に応じて 1～2 mg／kg／時を持続点滴静注する．即効性

があり心筋収縮力低下作用や血圧下降作用が少ないた

め，低心機能症例でも使用しやすい．血行動態の安定し

た心室頻拍の停止・予防に第一選択となる．

急性心筋梗塞（AMI）や心臓手術後の心室性不整脈の

治療に使用されることが多い．しかし AMI 発症時の一

次性心室細動（primary VF）に対するリドカイン予防投

与については，その発症を抑制するが死亡率は抑制しな

いかむしろ増加させることが判明した144～148）．この原因

は明らかでないが，少なくとも電気的除細動可能な高度

医療施設（CCU）に収容された以後のリドカインの予

防投与は有益性に乏しいと思われる．この考え方は再灌

流療法が主流になった現在でも適用され，1996 年の

ACC／AHA のガイドラインでは，①AMI 発症後，リド

カインを含めた抗不整脈薬の予防的投与は控えるべき

で，②リドカインは，プロカインアミド,アミオダロン

とともに，狭心痛，肺うっ血および低血圧を伴わない持

続性単形性心室頻拍（VT）に対しては適応がある，と

記されている（1999 年の改訂版でも同様）149）．一方，冠

動脈バイパス術の大動脈クランプ解除後には VF が高頻

度に出現するが，クランプ解除直前のリドカイン静注は

VF 発生を抑制し術後の心機能回復を促す150）．

副作用としては，房室ブロックや洞性徐脈など刺激伝

導系の抑制作用と中枢神経作用（せん妄，めまい，眠気，

嘔吐など）に注意が必要である．特に高齢者では，血中

濃度の上昇にともない意識障害，振戦，痙攣など中枢神

経中毒症状が生じやすい．

リドカインの類似体で，頻脈性心室性不整脈が適応と

なり，上室性不整脈への適応はない．これは本剤が Na

チャネルに不活性化状態で結合し静止状態で解離するた

め，活動電位持続時間（APD）の短い心房筋に対しては

効果が軽微となるためである．Na チャネルへの結合・

解離速度は非常に速く，遅い興奮（洞調律など）にはほ

とんど作用しないが，連結期の短い早期興奮や高頻度の

興奮に対して使用依存性に作用する151）．心抑制作用は弱

い152）．K チャネルには作用せず，正常の洞結節，房室結

節に対する抑制作用は認めない．正常心筋に比してリエ

ントリー回路内の病的心筋に対して強い伝導抑制作用を

示す153）．経口薬と静注薬が発売されているが，経口薬は

「糖尿病性神経障害に伴う自覚症状（自発痛，しびれ感）

の改善」にも保険適応となっている．

心室性期外収縮および心室頻拍に対する静注薬の効果

としては，それぞれ 73 %，75 % の例において有効とさ

れている．経口薬の心室性不整脈（期外収縮および心室

頻拍）に対する効果としては，71 % の例において有効

とされている．心機能抑制作用は比較的弱いため152），心

機能低下が軽度であれば器質的心疾患に伴う心室性不整

脈にも投与される154）．心筋梗塞既往例の心室性不整脈の

抑制効果予測に加算平均心電図の spectrotemporal 解析が

有用と報告されている155）．他の抗不整脈薬（ジゾピラミ

ド，プロパフェノンなど）との併用療法も報告されてい

るが154），投与量に注意する必要がある．最近，Ia 群薬，

Ic 群薬が無効で，リドカインに感受性を示す再発性心

房頻拍が報告されているが，メキシレチンの経口薬が再

発抑制に有効な可能性がある156）．

メキシレチンは Na チャネル遅延電流を抑制し，遺伝

性 QT 延長症候群（LQT3，Na チャネルαサブユニット

遺伝子（SCN5A）変異に起因する）の QT 間隔を短縮す

ることが示されている157，158）．一方，K チャネル（IKr）

をコードする HERG 遺伝子変異に起因する LQT2 には

効果がない140，157）．但し LQT3 におけるメキシレチンの

QT 間隔改善作用が心事故の予防効果につながるとは限

らず，長期効果については未だ明らかでない．エリスロ

マイシンにより誘発された QT 延長と早期後脱分極に対

しメキシレチンが抑制効果を示すことが報告されてい

る159）．

ジソピラミドの頻脈性不整脈に対する有効性の検討は，

上室性頻脈性不整脈に関しては本邦からの報告が多く，心

室性頻脈性不整脈に関しては欧米からの報告が多い．

心房細動の停止に関しては，50～150 mg 静注による

停止法が多く用いられ，30～120 分の観察期間では洞調

律への復帰率は 56～98 %（平均 70 %）であった．症例

の多くは，①発作性，②年齢は比較的若い（平均 58才），
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③心機能は良好（器質的心疾患を有さない），であっ

た160，161）．

心房細動の再発予防に関しては，一日 450 mg の経口

が用いられ，12 ヶ月の観察期間では洞調律維持率は 54

～67 % であった162，163）．症例の多くは，①発作性または

持続性（DC ショックで洞調律に戻している症例が多

い），②心機能が比較的良好，であった．

発作性上室性頻拍に関しては，600～1500 mg／分 3～5

を一日投与した後に誘発試験を施行した結果では，50

% 前後が有効であった164）．

心室期外収縮に関しては，600 mg／日の投与で 30～60

% が有効（＞70～80 % 減少）であった165，166）．持続性心

室頻拍に関しては，600 mg／日投与中での誘発試験の結

果，50 % で心室頻拍・心室細動の誘発が抑制され

た167，168）．

副作用は約 20 % で起こり，多くは抗コリン作用によ

るものであるが，心機能の悪化（10～20 % の減少），心

電図変化（QRS 幅，QT 延長など）が報告されている169）．

プロパフェノン の頻脈性不整脈に対する有効性の検

討は，心房細動を対象とした調査が多く心室性不整脈を

対象とした試験は少ない．

心房細動の停止に関しては，①心房細動発症後の経過

が短い症例（心房細動発症後 3 日～7 日以内），②450～

600 mg 経口による停止法，③投与後 4～8 時間の観察期

間，の条件で多くの調査が施行された．この場合の洞調

律への復帰率は 45～57 % であった170～172）．一方，静注

（2 mg／Kg）による洞調律への復帰率は 91 %（プラセボ

群 32 %）であった173）．心房細動の再発予防に関しては，

プロパフェノン投与群（450～600 mg／日）では再発す

るまでの期間は平均 35～42 日（プラセボ群の 9 日）と

延長していた174）．また，投与 100日後の洞調律維持率は

70 %（プラセボ群 10 %），1年後の洞調律の維持率は 65

%（プラセボ群 35 %）であった175）．発作性上室性頻拍

の再発予防に関しては，プロパフェノン投与群（600

mg／日）では投与 100 日目で再発を認めなかったのは

75 % でプラセボ群（10 %）に比べて有意に多かった175）．

心室期外収縮に対する有効性の調査では，プロパフェ

ノン（多くは 450 mg 投与）で著明改善が 50 % に認め

られた176）．持続性心室頻拍に対する誘発試験を用いた検

討では，投与後 25 % が誘発されなくなり，32 % が誘発

された心室頻拍のレートが低下し，4 % が非持続性にな

ったと報告されている177）．一方，心停止患者を対象とし

た長期有効性の検討では，植込み型除細動器（ICD），

アミオダロン，メトプロロールに比べて有効性が低かっ

たと報告されている（CASH 試験）143）．

副作用は 15～20 % で起こり，消化器系，中枢神経系，

循環器系に関する副作用が多い175，176）．循環系の副作用

としては，心機能低下，刺激伝導系の異常，催不整脈が

報告されているが，

器質的心疾患を有する場合や低心機能の患者に多く発

生していた176，178）．

アプリンジンは半減期が長く，1 日 1～2 回投与で維

持可能なことと，腎不全患者，心不全患者，呼吸不全患

者などでも比較的安全に投与できる点が特筆される．し

かしその一方で肝機能障害（5 %）や振戦などの中枢神

経症状（1.4 %）などを来すことがあり，副作用出現に

注意が必要である．不活性化状態の Na チャネルに親和

性を有しながら，解離時定数が比較的長いために心室筋

のみならず心房筋の伝導も抑制する179）．またIKr，IK, ACh，

IKurなどの抑制によって心房不応期延長作用を示す180，181）．

心室性不整脈に関する報告は古いものが多いが，心筋

梗塞 143 例にアプリンジン 100 mg／日かプラセボを投与

した Gottlieb らの報告では，本剤が心室性不整脈の重症

度（Lown 分類）を改善したものの，1 年後の予後には

差がなかった182）．

心房細動の停止に関しては，アプリンジン 2 mg／kg

静注が，発症 1 ヶ月以内の心房細動 50 例中 22 例（44

%）を停止させている183）．特殊な使用法として，3 ヶ月

以上持続した心房細動でアプリンジン 2 mg／kg 静注が

無効であった 32 例にベプリジル 200 mg／日を投与し，4

週後にまだ心房細動が持続していた 16 例にアプリンジ

ン 40～60 mg／日を経口投与したところ 11 例 が洞調律

に復したとの報告や37），電気的除細動抵抗例に 100 mg

のアプリンジン点滴後に再度直流除細動を試みたところ

9例中 8例で除細動に成功したとの報告もある184）．

一方，心房細動の再発予防に関しては，アプリンジン

40 mg／日，ジゴキシン，プラセボを各 47 例ずつに投与

し，6 ヶ月追跡した SMART 試験（Sinus Rhythm

Maintenance in Atrial Fibrillation Randomized Trial）があ

るが，3 群とも同様の再発率が観察され，本剤に有意な

予防効果は認められなかった185）．

シベンゾリン は INa を強力に抑制するほか，IKr，IKs，

IK，ACh，IK，ATP，ICa や，M2 受容体など多くの標的に抑制作

用を示すことが知られている179，186）．その臨床報告は，
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大部分が日本とフランスからのもので，一部ドイツから

も散見されるが，大規模といえる臨床試験は行われてい

ない．

心房細動の停止効果に関しては，小松らの発作性心房

細動 44 例における検討では，シベンゾリン 70 mg 静注

によって 52 % の例で洞調律が得られているが，この数

字はジソピラミドの 29 %，アプリンジンの 22 % と比し

て有意に高い187）．

一方，心房細動の再発予防に関しては，やはり小松ら

がシベンゾリン静注が停止を導いた症例に限れば，同剤

300 mg／日の内服が平均 28.4 ヶ月の追跡期間中，65 %

の例で洞調律を維持したと報告している187）．なお無作為

化二重盲検試験では予防効果にフレカイニドと有意差が

無いとされている188）．

発作性上室性頻拍に関しては，藤木らによるとシベン

ゾリンは心房筋や心室筋の不応期を変えること無しに伝

導抑制作用を発揮して，房室回帰性頻拍（AVRT）8 例

中 3 例，房室結節リエントリー性頻拍（AVNRT）5 例

中 4例を誘発不能に導いている189）．

期外収縮に対するシベンゾリン 300 mg／日の効果は

75 % 以上の抑制率でみると，上室性では 33 % と少ない

が190），心室性では 52 % と高く，とくに後者はジソピラ

ミドの 33 % を上回っている191）．

しかし 12 例と少数例ながら持続性心室頻拍に対する

シベンゾリンの効果をソタロールと交差させて比較した

Hoffman らの報告によると，シベンゾリンにより心室頻

拍の誘発を防止できた症例は 8 % と，ソタロールの 33

% よりも低く，しかも心室頻拍の自然発生を促す催不

整脈作用が観察されている192）．

Vaughan Williams 分類の Ia 群に分類され，活性化 Na

チャネルに親和性を持ち，静止チャネルにはほとんど親

和性がない．Na チャネルへの結合・解離速度は遅い

（slow kinetic drug179））．軽度ではあるが Ca 電流，遅延外

向き K 電流および一過性外向き電流も抑制する200）．本

剤は抗コリン作用を有するが，M2 受容体（心臓）への親

和性が高く，M3 受容体（分泌腺，平滑筋）への親和性は

弱い179）．このため口渇や尿閉の発現は少ないとされる．

各不整脈に対する効果としては，心室性期外収縮に対

しては 55～71 %，上室性期外収縮に対しては 52 %，発

作性上室性頻拍に対しては 71 %，発作性心房細動・粗動

に対しては 60 % の例で有効であったとされている193～197）．

心室性期外収縮の抑制効果について見ると，期外収縮数

を減少させるのみならず，多形性や 2 連発，3 連発以上

など期外収縮の重症度も軽減することが示されている．

Na チャネル遮断作用と M2 受容体選択性抗コリン作用

を有しているため，とくに副交感神経依存性の夜間発症

型の発作性心房細動に対する効果が期待される．なお，

本邦では現在，頻脈性心室性不整脈のみが保険適応とな

っている．

高齢者や器質的心疾患を有する例には少量から投与を

開始し，心電図や血清電解質検査等を行い，効果を見な

がら増量する198，199）．器質的心疾患合併例では増量によ

り効果の増大よりも副作用発現のリスクが大きい201）．

本剤は Vaughan Williams 分類の Ic 群に分類され，強

力な Na チャネル遮断作用と弱い K チャネル遮断作用を

併せ持つ．心室性，上室性不整脈の双方に有効であるが，

本邦では経口薬は心室性不整脈のみに，静注薬は心室性

不整脈，上室性不整脈の双方に保険適応となっている．

心筋梗塞既往例に対しては禁忌であるが，とくに心筋虚

血を有する例において生命予後を悪化させる202）．

心室性期外収縮に対する予防効果は，200 mg／日の経

口薬投与で 63 % の例において 75 % 以上の不整脈減少

率が得られた．非持続性心室頻拍に対しては 40 % で有

効であった．

上室性頻拍に対する静注薬の停止効果としては，発作

性上室性頻拍の 81～88 % の例で，心房頻拍の 100 % で

頻拍が停止した．単回経口投与（3 mg／kg）も 80 % の

例で有効であった203）．予防効果に関しては，上室性期外

収縮に対しては 50 % で有効で，発作性上室性頻拍に対

しては 74～81 % で，心房頻拍に対しては 83 % で再発

が抑制された204）．1 歳以下の小児の再発性上室性頻拍に

対し，フレカイニドは有効かつ安全であった205）．

発作性心房細動に対する停止効果は，静脈内投与によ

り 2時間以内に 57～92 % の例で206），300 mg の単回経口

投与により 3 時間の時点で 59 % の例で洞調律に復し

た207）．なお心房粗動に対して静注薬を使用する場合は，

心室レートが過剰に増加する可能性があるため，予め房

室結節を抑制しておく必要がある．心房細動の予防効果

としては，1 年間で 49～66 % の例で再発が抑制され

た208）．フレカイニド静注により心房細動から粗動へと変

換することがあるが（Ic 粗動と呼ばれる），心房粗動に

対するカテーテルアブレーションとフレカイニド経口薬

の併用が心房細動の再発予防に有効である（Hybrid 療

法）209）．

最近，Na チャネルαサブユニットをコードする遺伝

子（SCN5A）に変異を有する遺伝性 QT 延長症候群
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（LQT3）に対し，フレカイニドが QT 間隔を正常化した

との報告がある210）．フレカイニドは Brugada 症候群の心

電図変化を顕性化／増悪させるが，LQT3 の約半数がフ

レカイニドにより Brugada 症候群の心電図異常に移行し

たと報告されている211）．

ピルジカイニドの頻脈性不整脈に対する有用性の検討

は，主に本邦で行われた．

心房細動の停止に関しては，①心房細動発症後の経過

が短い症例（2～7 日以内），②100～150 mg 経口単回投

与，③投与後 90～120分の観察期間，の条件で施行され

た調査では，洞調律への復帰率は 45 %～73 % であっ

た32，161）．再発予防（心房細動・心房粗動・心房頻拍）に

関しては，ピルジカイニド 75～200 mg／日（平均 286.9

mg／日）経口投与前後で，発作回数，発作持続時間，自

覚症状を比較検討し，各主治医がその有効性を評価した．

4週間後の有効率は 52 %，12週間後の有効率は 86 % で

あった212）．

発作性上室性頻拍の停止効果は，塩酸ピルジカイニド

（1 mg／kg 静脈）投与で 89 % が停止している213）．また，

100～200 mg 単回経口投与下での誘発試験では，69～71

% で誘発が抑制されている214）．

心室期外収縮に関しては，ピルジカイニド 150 mg／日

投与前後の心室期外収縮の数と重症度（Lown 分類）の

変化から判定した結果では，心室不整脈の著明改善：35

%，中等度改善：18 %，軽度改善：13 % であった215）．

心室頻拍の誘発抑制作用を検討した 9 例の報告（静注

0.5～1.0 mg／kg）では，著効（誘発不可）2 例，有効

（非持続性，または誘発されにくくなる）5 例，無効 3

例であった216）．

副作用は，経口投与では 22 % に認められ静注では

4 % に認められた．排尿障害，徐脈，房室ブロックが主

な副作用で，催不整脈と考えられる持続性心室頻拍も報

告されている32）．投与後の電気生理学的検査では，AH

時間，HV 時間，および右室有効不応期が延長してい

た217）．静注による QRS 幅の延長はほぼ全例に認められ，

0.03秒以上の延長は 56 % に認めた213，216）．

ベプリジルの報告は限られている．本剤は Na チャネ

ル，Ca チャネル，および K チャネルなど,複数の心筋細

胞のチャネルを抑制する．特に K チャネルについては，

IKur，IKs，IK1，Ito，IK，ACh，IK，ATP，IK，Na とほぼ全てを抑制す

ることが知られている．本剤の投与により，洞レートの

減少，心房および心室の不応期の延長，QT の延長，房

室伝導の抑制がみられる．IKur は心房に多く発現してい

るため，心房細動時の電気的リモデリングへの拮抗作用

も期待される．発作性心房細動または持続性心房細動例

では，高率（69～71 %）に洞調律化がみられることが

本邦から報告されており37，218），今後より大規模な検討が

待たれる．発作性上室頻拍に対しては，頻拍の停止可能

例がある．ATP 剤やベラパミルで頻拍停止時に一過性

の心停止や心室不整脈をみとめることがあるが，ベプリ

ジルでは頻拍の停止時にこれらの不整脈を伴わないとさ

れるが219，220），より多数例での検討が必要である．

ベプリジルにより，心室不応期の延長がみられる．心

電図では QT，QTc の延長に加え221），QT の空間的不均

一性（dispersion）の増大をもたらす．QT 延長とそのば

らつき（dispersion）の増大から催不整脈性が危惧され

る222）．これらのベプリジルによる QT や dispersion の増

大はβ遮断薬で軽減することも報告されている223）．

ベプリジルは心室期外収縮を減少させ，70 % 以上の

減少は 48 % に見られている．持続性心室頻拍に対して

は，頻拍の停止効果は 50 % に認める．コントロールで

誘発可能な持続性心室頻拍に対して，誘発阻止効果は

30～66 % に見られ224～228），これは他のⅠ群薬に比べて高

く，アミオダロンやソタロールに匹敵する値である．誘

発阻止有効例での長期治療成績は良好とされる．しかし

対象例数は全体でも 60 数例と少なく228），今後の検討が

待たれる．他のⅢ群薬同様にベプリジルにも QT 延長に

基づく TdP の報告がある．

抗不整脈薬としてのベラパミルは主として発作性上室

性頻拍症の停止目的，頻脈性心房細動に対する心室レー

トコントロール目的，およびベラパミル感受性特発性心

室頻拍に対して用いられる．

ベラパミルは発作性上室性頻拍症に対する停止効果が

高いため頻拍時の第一選択薬のひとつである．通常 5～

10 mg 静脈内投与が選択され，その停止効果は 80～98

% である66，229）．長期投与による発作性上室性頻拍症予

防薬としても用いられ，頻拍を抑制できない症例におい

ても一部頻拍の徐拍化や誘発領域の縮小効果が観察され

ている．

心房細動に対する作用は心室レート減少が主であり，

電気的除細動（DC ショック）後の洞調律維持効果はな

い230）．DC ショック後にⅠ群やⅢ群薬にベラパミルを併

用すると心房細動の再発抑制作用が増強することが報告

されているが，確立されたとはいいがたい状況である231）．
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さらに心房細動の持続に L 型 Ca チャネルの関与が指摘

されているが232，233），この L 型 Ca チャネル阻害作用を介

したベラパミルによる心房細動発生の予防および停止に

関する臨床効果は未だ証明されていない．

心室性不整脈に対しては，一般的な心室性期外収縮に

対して使用されることは少ないが，基礎心疾患を有さな

い症例で右脚ブロック・左軸偏位（RBBB＋LAD）型の心

室頻拍，いわゆる左室起源特発性心室頻拍に対してベラ

パミルは特異的にその停止効果が認められている234～236）．

現時点では保険適用となっていないが，発作性上室性頻

拍症と同様の静脈内投与により頻拍の停止および経口投

与により頻拍発生の抑制が可能である．また少数例であ

るが先天性 QT 延長症候群患者に対して，直接L型 Ca

チャネルや早期後脱分極（EAD）を抑制することによ

り心室性期外収縮や多形性心室頻拍を改善させることが

報告されており，臨床上の有効性を示唆している142）．

副作用は L 型 Ca チャネル抑制による，主として洞房

結節自動能及び房室伝導の抑制作用（高度徐脈，房室ブ

ロック）及び心機能抑制である．

ジルチアゼムは一般的に冠攣縮性狭心症や高血圧に対

して使用される頻度が高いが，一部では抗不整脈薬とし

ても使用されている．

発作性上室性頻拍症に対して，ジルチアゼムはバラパ

ミルと同程度の有効性をもって頻拍を停止させることが

可能である229）．投与方法は心電図モニター観察下に 2.5

mg／min の速度で静注し，最大 10 mg まで投与できる．

頻拍停止を確認して投与を中止する．単回内服でも，Ⅰ

群抗不整脈薬を併用することで頻拍を停止できる症例も

ある203）．しかし頻拍予防効果は認められない．

頻脈性心房細動や心房粗動に対して，ジギタリス，β

遮断薬およびベラパミルと同様に心室レートコントロー

ル目的として使用される237）．ジルチアゼムによる心房細

動の心室レートコントロールは運動耐容能を改善する
238）．心房細動に対する心室レートコントロールはジルチ

アゼム単独で投与するよりジギタリスとの併用でさらに

効果が認められ，その変動も少なくなる239）．しかしジル

チアゼムにはⅠ群抗不整脈薬のような除細動効果はない

とされている．

心室性不整脈に関しては保険適用には記載されておら

ず，心室性期外収縮に対して第一選択薬となることはな

い．しかし冠攣縮性狭心症症例における心筋虚血に伴う

致死的不整脈に対して，冠攣縮を予防することにより不

整脈を抑制する可能性がある240，241）．またジルチアゼム

は高血圧患者における心室性期外収縮出現数を減少させ

たとの報告もある242）．このほかベラパミル感受性特発性

心室頻拍に対しても，ベラパミルと同様に頻拍抑制効果

があるため，副作用等でベラパミルが使用できない場合

の代替薬として用いられる243）．

副作用は主として L 型 Ca チャネル抑制による洞房結

節自動能および房室結節伝導抑制作用（高度徐脈，房室

ブロック）と心機能抑制であり，特にβ遮断薬との併用

で増悪する可能性が高くなるため注意が必要である244）．

ソタロールの頻脈性不整脈に対する有効性の検討は，

主に心室性不整脈を対象にして行われている．上室性頻

脈性不整脈に関しては，心房細動を対象とした調査が散見

されるが，発作性上室性頻拍を対象とした調査は少ない．

心房細動の再発予防を検討した調査では, 洞調律復帰

（DC 又は薬剤による）1 年後の洞調律の維持率は，ソタ

ロール（160～640 mg／日）投与患者で 40 % であった245）．

他の調査（ソタロール投与量 320 mg／日）でも，6 ヶ月

後の洞調律の維持率は 52 % であった246）．心房細動が再

発した投薬患者の心房細動時の心室レートは 88±23／分

で，無投薬患者（133±33／分）に比べて低かった247）．

心室性不整脈に関しては，虚血性心疾患に伴う持続性

心室頻拍を対象にした検討が主である．ESVEM 試験で

は，ソタロールは 39 %（EPS 評価：36 %，ホルター評

価：41 %）で急性効果を認めた195）．急性効果を認めた

患者におけるソタロール（320～780 mg／日）長期投与

の検討では，観察期間 2 年での死亡率：13 %，心室頻

拍の再発率：38 % で，他の薬剤（プロカインアミド，

キニジン，メキシレチン，プロパフェノン，イミプラミ

ン，ピルメノール）に比べて有効性が高かった195）．単形

性持続性心室頻拍を対象とした他の調査（240～640

mg／日）でもほぼ同様の結果が報告されている（3 年間

の観察期間における死亡率 14 %，再発率 23 %）248，249）．

心室期外収縮に対する検討では，ソタロール（320～640

mg／日）投与により 59 % の患者で有意の減少（75 % 以

上）を認めた250）．

本邦で行われた調査では，ソタロール（80～320 mg／

日）投与による持続性心室頻拍の著明改善（心室頻拍の

消失）は 15 %，改善（出現頻度が 50 % 以上減少，また

は頻拍時の心室レートの 25 % 以上の減少）は 51 % で

あった．非持続性心室頻拍の著明改善は 16 % で，改善

は 44 % であった251）．

副作用に関しては251，252），RR 間隔と QTc 間隔の延長

の報告が最も多い．催不整脈は 3 % に出現し，torsade
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de pointes（TdP）は 2 % に発生した．一方，メタアナリ

シスの結果では，TdP は男性 2 %，女性 4 % に発生した

と報告されている252）．心不全の増悪は 1 % に認められ，

全身倦怠感を伴なう低血圧や徐脈は 1 % に出現した．

心室頻拍・心室細動（VT／VF）の 2 次予防では，ア

ミオダロンは生存率，非突然死生存率，VF の発生など

有意に減少させ，ソタロールと同等である85，253）．アミオ

ダロンの電気生理検査での誘発阻止率は 30～40 % であ

るが，誘発阻止の意義には異論がある．AVID 研究で

は86），主にアミオダロンで治療された薬剤治療群に比べ

ICD 群は 3年までの観察で死亡率が低下した．同様の結

果がいくつかの研究でも確認された143，254）．しかし ICD

とアミオダロンによる治療成績の差異は低駆出率ほど明

らかで，0.35以上では差異はなくなる86）．

非持続性心室頻拍および期外収縮を有する心筋梗塞後

例では，対照群に比較してアミオダロンで全死亡率と突

然死は改善またはその傾向を示し，オッズ比は 0.87 と

される（しかし 0.45 から 1.94 と分布）73，255，256）．心不全

群でも全死亡率と突然死は減少するが（オッズ比は 0.14

～1.93 に分布），非虚血性の心不全で有用性が指摘され

ている74，257）．

心筋梗塞後の心機能低下例（駆出率が 0.35 以下また

は 0.30 以下）で，非持続性心室頻拍を有し，電気生理

検査で心室頻拍が誘発されかつプロカインアミドで抑制

されない例を主としてアミオダロンで治療した MADIT

試験では，ICD が予後改善に優れていた67）．しかし心筋

症では ICD とアミオダロン群で予後に差異は認められ

ない92）．突然死の 1次予防における ICD の有効性は虚血

性の心不全に限られる．

発作性心房細動の洞調律化では，アミオダロンは，Ⅰ

群に比べ劣るとする報告が多いが258，259），心機能の低下

例では有用と考えられる．最近では静脈投与例の報告が

多い．アミオダロンの洞調律の維持率は他の薬剤よりも

高率である（1年での洞調律維持率は 60 %，CTAF では

600日の観察で 60 % で維持）39）．

心臓手術後に心房細動は 10～35 % に発生するとさ

れ，アミオダロンは手術前から手術後 7日間程度まで投

与することで心房細動の発生率を抑制する260）．術前のア

ミオダロンの投与が 4週間以上の例では合併症が増加す

る危険があるとの指摘もある．

現在，維持量は 200～400 mg／日を毎日または週 5 日

と低用量が用いられる．副作用のための中止率はアミオ

ダロン群とプロパフェノンまたはソタロール群間に有意

差はみられていない．アミオダロンは保険適用の問題は

ある．

アミオダロン治療を行ううえで，心外性を含めた副作

用の問題がある．欧米での報告によると 80 % になんら

かの副作用を呈するが，中止例は 10～15 % といわれて

いる．このうち最も重篤な副作用である肺毒性の発生頻

度は 6～8 % とされているが，15 % に上るという報告も

ある．他に甲状腺障害が 30 %，肝機能障害が 25 %，心

血管系障害が 3～5 % に発現し，皮膚，神経系や眼に関

する副作用も認められている261）．13 の無作為割付け試

験のメタアナリシス（ATMA）によるとアミオダロンに

よる肺毒性のプラセボに対する相対発現頻度は 1 %／年

であった262）．一方，日本では毒薬指定され，6 年間の全

症例登録が義務づけられ，そのうち 1248 例の分析を行

ったところ副作用の発現頻度は 45 % で，内分泌障害

（甲状腺機能低下および亢進を含む）が 16 %，呼吸器障

害が 12 % と高く，そのうち肺機能障害が 9 %，間質性

肺炎ないし肺線維症が 3 % という結果であっ

た263）．東京女子医大による報告ではアミオダロン治療中

の副作用発現は肺毒性（肺炎，肺線維症）が 6 % と高

く，甲状腺機能亢進症 11 %，甲状腺機能低下症 10 % で

あり，肝機能障害，皮膚や神経に関する副作用は 1 %

未満であった．また，80 % に角膜沈着を認めるも視力

障害はなく，中止例のほとんどは肺毒性による結果だっ

た264）．

ニフェカラントはⅢ群の抗不整脈薬で，IKr を抑制す

る．心室有効不応期の延長や QT 間隔の延長をきた

す265，266）．徐拍時に QT 延長効果が増強する逆頻度依存

性も確認されており267～269），QT 延長と torsade de pointes

（TdP）の発生には注意を要する．持続性心室頻拍にお

ける誘発阻止作用はアミオダロンやソタロールに劣る

が270），最近では難冶性の心室頻拍／心室細動（VT／VF）

への効果が報告されている．

心筋梗塞急性期の難治性心室頻脈に関しては，直流通

電で停止できなかった VT／VF がニフェカラントの静脈

投与後に停止することが報告されている271，272）．投与量

は，初期には 0.3 mg／Kg を用い，0.05～0.15 mg／Kg／時

間での点滴が多い．QT 延長は静脈投与例では全例にみ

られるが，モニターを行いつつ，難冶性の VT／VF の抑

制を優先して用いられる．1 例で無効例が報告されてい

る．1 例で TdP も報告されている．VT／VF に対してニ

フェカラントの投与前に用いられた薬剤は，リドカイン

を中心に，プロカインアミド，Mg 剤などが試みられて
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アミオダロン14

ニフェカラント15



いる．

また，心停止例で 20 例の報告が集積されつつあり，

難冶性 VF がニフェカラントにより停止できるようにな

った有用例は 13 例報告されている．実際すでに救急医

療の現場やベッドサイドでは多くの施設は本剤の有用を

経験していると思われる．今後救急医療において，アミ

オダロンと同様にその意義が多数例において検討され，

適応と限界が明らかにされる必要のある薬剤である．

ICD 植込み後に時にみられる頻発する VT／VF（electrical

storm）をニフェカラントで抑制できた例が報告されて

きている87）．ちなみに，電気生理検査によるニフェカラ

ントの VT 誘発阻止効果は 2 篇で扱われ，50 % に誘発
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抗不整脈薬の適応，用法・用量：成人44

リドカイン 上室性および心室性の期外収縮および発作性頻拍，急性心筋梗塞および手術 静注用：100 mg（5 ml）
に伴なう心室性不整脈の予防 点滴用：1000 mg（10 ml）

メキシレチン 頻脈性不整脈 カプセル：50 mg，100 mg．
注：125 mg（5 ml）

ジソピラミド 上室性および心室性期外収縮および頻拍，心房細動・粗動 カプセル：50 mg，100 mg．
R 錠：150 mg．
注：50 mg（5 ml）

プロパフェノン 頻脈性不整脈 錠：100 mg，150 mg
アプリンジン 頻脈性不整脈 カプセル：10 mg，20 mg

注：100 mg（10 ml）
シベンゾリン 頻脈性不整脈 錠：50 mg，100 mg．

注：70 mg（5 ml）
ピルメノール 頻脈性不整脈（心室性） カプセル：50 mg，100 mg．
フレカイニド 頻脈性不整脈（心室性） 錠：50 mg，100 mg．

注：50 mg（5ml）
ピルジカイニド 頻脈性不整脈 カプセル：25 mg，50 mg

注：50 mg（5 ml）
ベプリジル 頻脈性不整脈（心室性） 錠：50 mg，100 mg
ベラパミル 注射：頻脈性不整脈 錠：40 mg．

注：5 mg（2 ml）
ジルチアゼム 注射：頻脈性不整脈（上室性），手術時異常高血圧の救急処置，高血圧緊急症， 錠：30 mg，60 mg．

不安定狭心症． R カプセル：100 mg，200 mg．
注：10 mg，50 mg，250 mg．

ソタロール 生命に危険のある心室頻拍，心室細動 錠：40 mg，80 mg．
アミオダロン 生命に危険のある心室頻拍，心室細動，肥大型心筋症に伴う心房細動 錠：100 mg
ニフェカラント 心室頻拍，心室細動（生命に危険のある） 注：50 mg
プロプラノロール 錠：期外収縮，発作性頻拍の予防､頻拍性心房細動，洞性頻脈，新鮮心房細動， 錠：10 mg，20 mg．

発作性心房細動の予防，＊徐放錠は狭心症，本態性高血圧症のみの適応 LA カプセル：60 mg．
注射：期外収縮，発作性頻拍，頻拍性心房細動，麻酔に伴う不整脈，洞性頻脈， 注：2 mg（2 ml）
新鮮心房細動

アトロピン 迷走神経性徐脈，迷走神経性房室伝導障害，その他の徐脈･房室伝導障害 末：98 % 以上
注：0.5 mg（1 ml)

ATP 不整脈に対する保険上の適応はない． 顆粒：10 %．
但し，発作性上室性頻拍に有効 腸溶剤：20 mg，60 mg．

注：10 mg，20 mg，40 mg
マグネシウム 不整脈に対する保険上の適応はない．ただし Torsade des Pointes 型心室頻拍 注：2 g（20 ml）

に有効とされる
ジゴキシン 心房細動・粗動による頻脈，発作性上室性頻拍，手術・急性熱性疾患・出産 錠：0.125 mg，0.25 mg

・ショック・急性中毒における心不全および各種頻脈の予防と治療
プロカインアミド 錠：期外収縮，発作性頻拍の治療・予防，新鮮心房細動，発作性心房細動， 錠：125 mg，250 mg．

陳旧性心房細動，急性心筋梗塞におおける心室性不整脈，手術・麻酔に伴う 注：10 %，1 ml，2 ml
不整脈予防．注射：期外収縮，発作性頻拍，手術および麻酔に伴う不整脈，
心房細動，心房粗動

キニジン 期外収縮，発作性頻拍，発作性心房細動の予防，新鮮心房細動，陳旧性心房 錠：100 mg
細動，心房粗動，電気ショック療法との併用およびその後の洞調律の維持，
急性心筋梗塞時における心室不整脈の予防

不整脈に対する保険上の適応 組成・剤形・容量
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注射：1 回 50～100 mg（1～2 mg／Kg）を 1～2 分間で緩徐に静注，点滴用：1～2 mg／分（最高 4 mg まで）

内服：1 日 300～450 mg，3 回に分服，注射：1 回 125 mg（2～3 mg／Kg）を 5～10 分かけて静注又は 0.4～0.6 mg／kg／時で点
滴
内服：100 mg を 1 日 3 回，R 錠は 150 mg を 1 日 2 回

1 回 150 mg を 1 日 3 回，100 mg 錠は高齢者等への初期用量
内服：1 日 40 mg から開始し 60 mg まで増量可，1 日 2～3 回に分服，注射：5 % ブドウ糖液で 10 倍希釈し 1 回 1.5～2 ml／kg
（1.5～2 mg／kg）を 5～10 ml／分静注，注入総量は 100 mg まで．
内服：1 日 300 mg から開始し 450 mg まで増量可，注射：1 回 1.4 mg／kg を生食又はブドウ糖液で希釈，2～5 分かけて注

内服：1 回 100 mg を 1 日 2 回
内服：1 日 100 mg から開始し 200 mg まで増量可能．1 日 2 回に分服　注射：1 回 0.1～0.2 ml／Kg（1～2 mg／Kg） 血圧・心
電図監視下で 10 分かけて静注　総投与量は 1 回 150 mg まで
内服：1 日 150 mg を 3 回に分服　1 日 225 mg まで増量可　注：期外収縮 1 回 0.75 mg／Kg まで　頻脈 1 回 1 mg／Kg までいず
れも 10 分かけて静注
内服：1 回 100 mg を 1 日 2 回
静注：1 回 5 mg を徐々に．内服：1 回 40～80 mg を 1 日 3 回，ただし保険上の不整脈適用はない．

不整脈には，静注 1 回 10 mg 約 3 分間のみが適応．

1 日 80 mg から開始し，320 mg まで漸増可．1 日 2 回に分服．
導入期は 400 mg／日，維持期：200 mg／日を 1～2 回分服
生食又はブドウ糖液で溶解，心電図監視下で単回静注 1 回 0.3 mg／kg を 5 分間，維持点滴 0.4 mg／kr／時を等速度で．
内服：1 日 30 mg から開始し 90 mg まで増量可　一日 3 回に分服．不整脈以外は添付文書を参照のこと

内服：1 日 1.5 mg を 3 回に分服　注：一回 0.5 mg 皮下，筋注，静注

内服：1 回 40～60 mg を一日 3 回　注射：1 回 5～40 mg 一日 1～2 回　皮下，筋注，静注

注：1 回 1～2 g を徐々に静注

内服：急速飽和療法（飽和量 1 から 4 mg）初回 0.5～1 mg 以後 0.5 mg を 6～8 時間毎

内服：1 回 250～500 mg，3～6 時間毎　静注：1 回 200～1000 mg，50～100 mg／分の速度，筋注：1 回 500 mg，4～6 時間毎

漸増法：1 回 200 mg，1 日 3 回投与し漸増する．6 日間で無効なら中止　維持：1 日 200～600 mg，1～3 回分服，大量投与は 3
日間で無効なら中止

用　　　　　　　　法

が阻止されている．

上室性不整脈では，心房細動また粗動の停止および予

防効果が報告されている．心不全に伴う心房細動でも停

止できたとの報告もある．いずれも症例数は数例に留ま

っている．
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抗不整脈薬の適応，用法・用量：小児55

リドカイン 心室頻拍 静注
1 mg／kg，を希釈静注
有効ならば 0.025～0.05 mg／kg／分を持続点滴

抗不整脈薬 不整脈に関する保険適応 投与法 投　　与　　量

メキシレチン 頻脈性不整脈
静注

経口

2～3 mg／kg を 5～10 分で希釈静注．
効果あれば 0.4～0.6 mg／kg／時間で持続点滴静注
5～15 mg／kg 分 3～4

ジソピラミド 上室性頻拍，心室頻拍，
静注
経口

1～2 mg／kg を 5 分以上で希釈静注
5～15 mg／kg を分 3

プロパフェノン 頻脈性不整脈 経口 5～10 mg／kg，分 3

フレカイニド 頻脈性不整脈
静注
経口

1～2 mg／kg 10 分間で希釈静注
1～ 4mg／kg，分 2

ベラパミル 頻脈性不整脈
静注
経口

0.1 mg／kg 5 分以上で希釈静注
3～6 mg／kg，分 3

ソタロール 心室頻拍 経口 1～2 mg／kg から始め，8mg／kg まで増量分 2

アミオダロン 生命に危険のある心室頻拍，心室細動 経口
初期投与量は 10 mg／kg，分 1～2，1～2 週間
維持量は 5 mg／kg，分 1～2

プロプラノロール 頻脈性不整脈，QT 延長症候群
静注
経口

0.05～0.1 mg／kg をゆっくり静注
1～3 mg／kg，分 3～4

アトロピン 迷走神経性徐脈，迷走神経性房室伝導障害 静注 0.01～0.02 mg／kg

ATP 
保険上の適応なし
但し，発作性上室性頻拍に有効とされる

静注 0.1～0.3 mg／kg を原液のまま急速静注

マグネシウム
保険上の適応なし
但し，Torsade de pointes 型心室頻拍に有効
とされる

静注
10～20 mg／kg を 1～2 分で静注
維持量は 0.05～0.3 mg／kg／分を持続静注

ジゴキシン 発作性上室性頻拍

静注

経口

乳幼児 0.04 mg／kg を急速飽和
学童 0.03 mg／kg の急速飽和
乳幼児 0.01 mg／kg（維持量）
学童 0.0075 mg／kg（維持量）

プロカインアミド 頻脈性不整脈
静注
経口

5～15 mg／kg を希釈して 5 分以上でゆっくり静注
頻拍が停止すれば中止
10～30 mg／kg，分 3～4
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