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論 文 内 容 の 要 旨 

 

心房細動は持続性不整脈の中で最も頻度が高く，塞栓症の合併や死亡と大きな関連性がある。高血

圧は心房細動発症の最も大きな要因といわれておりオッズ比は 1.8，人口寄与危険度は 14%との報告

があり，日本循環器学会疫学調査によると加齢により心房細動の発生頻度が高くなることも示され

ている。また以前の研究で左房機能低下が心房細動発症の独立予測因子となっていることが報告さ

れ，左房リモデリングとの関連も推測されている。一方近年のメタ解析でスタチンが心房のリモデ

リングを抑制し心房細動の発生リスクを抑制するとの報告があるが，患者背景，観察期間などの違

いから一定した見解は得られていない。そのため今回の研究では心房細動の発症リスクの高い 65

歳以上の高血圧患者において，脂溶性スタチン（Pitavastatin）による，心房細動の新規発症予防

効果と左房構造・機能への影響・関連を調査するため 2 年間の前向き研究を行った。 

【対象と方法】 

今回の対象は 65 歳以上の高血圧患者で心エコー上左室駆出率が 50 以上に保たれかつ左室肥大を認

める症例を連続的に登録した。左室肥大は左室重量係数で男性は 115g/m2以上，女性は 95g/m2以上

と定義した。除外基準は登録前 6 ヵ月以内のスタチンの使用，僧帽弁狭窄症，中等度から重症の僧

帽弁閉鎖不全症，僧帽弁手術の既往，ペースメーカ手術後，心房細動などの上室性不整脈が心電図

や Holter 心電図で確認されている症例とした。加えて 12 例が肥満，肺気腫の影響で十分に評価可

能なエコー画像が得られなかったため除外とした。日本循環器学会のガイドラインに基づきスタチ

ン治療が必要な患者群が 110 例，スタチン治療が必要ない患者群が 110 例に達するまでスクリーニ

ングを行った。Pitavastatin はエコースクリーニングが行われた時点から内服を開始し，ガイドラ

インに基づき冠危険因子数に応じて LDL レベルをコントロールするようスタチンを適宜増量調節し

た。高血圧治療に関しては両群ともに適切な降圧治療を継続し，冠危険因子はベースライン時に確

認した。心電図検査は全ての患者に 1 ヵ月毎に症状の有無にかかわらず施行し，動悸症状の訴えが

あった際には，心電図と Holter 心電図を施行し心房細動の有無を確認した。今回の研究では新規の

心房細動発症は全て Holter 心電図で確認された。心エコーは ACUSON sepuoia512（Siemens 社製）

を使用しスクリーニング時のベースラインと 1 年後の 2 回施行した。左房容積は feature-tracking

を使用しオンライン解析ソフトウエア（Syngo VVI Siemens）を用いて解析した。左房の容積は，最

大左房容積，最小左房容積，左房収縮直前容積を心尖部 4 腔断面像で計測し，Total LA EF，Passive 
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LA EF，Active LA EF を算出した。左房機能評価として左室収縮期，左室拡張期，心房収縮期の各

時相で Strain Rate を心房中隔中部，左房側壁中部で計測し Mean strain rate を計測した。通常の

エコーパラメーターとして左室駆出率，左房径，左室重量係数，E/e’も計測した。統計解析につい

ては，平均と標準偏差で示し，カテゴリーデータは%表記しカイ 2 乗検定を，エコーパラメーターの

比較は t 検定を行った。スタチン使用の有無による心房細動新規発症に関しては Kaplan-Meier 曲線

を作成し，心房細動新規発症の有無で 2 群に分け多変量解析を行い予後予測因子の検討を行った。 

【結果】 

今回の研究結果は以下であった。 

1.全ての登録患者を 2 年間経過観察する事ができ，スタチン治療群で 5 例，対照群で 15 例の合計

20 例（20/220：9%）で新規心房細動発症を認め，スタチン群で有意に心房細動新規発症が少なかっ

た。 Kaplan-Meier 曲線からハザード比 0.32，p=0.027 であった。 

2.スタチン治療群では 1 年後のエコー所見において左室重量係数，左房容積，Strain rate がベー

スライン時，スタチン未使用群の 1 年時エコー所見と比較し有意に改善した。 

3.多変量解析の結果心房細動新規発症の独立予測因子として冠動脈疾患，スタチン治療，ベースラ

インの LA peak strain，1 年の経過での Active LA EF の変化量があげられた。 

【考察】 

今回の研究では全ての登録患者を 2年間経過観察する事ができ，スタチン治療群で 5例（4.5%/2年），

対照群で 15 例（13.6%/2 年）の合計 20 例で新規心房細動発症を認め，スタチン群で有意に心房細

動新規発症が少なかった。2 群間のベースラインデータは LDL 値を除きすべて有意差はなく，スタ

チン治療群も 1 年後の観察時には LDL 値も有意差はなかった。血圧のコントロールや，ベースライ

ンのエコーパラメーターも 2 群間で有意な差は認められなかった。その中でスタチン治療群ではエ

コー所見において左室重量係数，左房容積，Strain rate がベースライン時，スタチン未使用群の 1

年時エコー所見と比較し有意に改善していた。これらの所見から LDL レベルや血圧のコントロール

にかかわらず，Pitavastatin 治療群では内皮機能改善や抗炎症作用，抗酸化作用などの pleiotropic 

effect により左室肥大および左房機能が改善し，その結果心房細動新規発症を抑制した可能性が推

察される。 

【結論】 

Pitavastatin は高齢高血圧患者における左房の構造・機能を改善することによって，心房細動新規

発症を予防する。 
 

論 文 審 査 の 結 果 の 要 旨 

 

申請者 割田俊一郎は本研究により，心房細動発症リスクの高い高齢・高血圧患者を対象として，

Pitavastatin が左房機能を改善し，その結果心房細動新規発症を抑制することを示した。この知見

は，心房細動の病態解明や予防に関して循環器病学の発展に寄与すると考えられる。 
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