
不整脈 

 

 

不整脈 ～疾患編～ 

不整脈は健康な人でも見られ心配しなくても良い場合もありますが、突然死を起こす危険性

を伴う場合があり十分注意しなければならない病態です。 

今回は不整脈の中でも上室性の頻拍について取り上げその病態を中心に 

【不整脈とは】 

【頻脈の仕組み】 

【心電図検査】 

【種類と特徴】 

【合併症】 

の順に詳しくご説明いたします。 

 

  



不整脈とは 

心臓が収縮や拡張を繰り返すことを拍動といい、この拍動の速さが速くなるまたは遅くなる

状態やリズムが乱れる状態を不整脈と言います。 

通常、拍動の回数(心拍数)は臨床において 1 分間に 50～100 回と言われていますが、この

回数よりも多くなるものを頻脈性不整脈、少なくなるものを徐脈性不整脈と言います。 

また拍動が不規則なタイミングで起こるものを期外収縮と言います。 

不整脈が起こると初期には 

『胸がドキドキする動悸・体のだるさ・胸の痛み・胸苦しさ・息切れ』 

などが現れます。 

さらに重症化すると、めまいや失神など起こし、最悪の場合には突然死に至ることもありま

す。  

 

統計 

不整脈の総患者数は 2017 年の患者調査において約 54 万人と報告されています。 

また年齢別では加齢とともに増加し、70 歳代が約 18 万人と最も多くなっています。 

将来予測を見ると、2010 年までは急激に上昇しますが、その後は急激な増加は見られず、

ほぼ横ばいとなっています。 



原因 

不整脈の原因としては心臓の病気や心臓以外の様々な病気が考えられます。 

不整脈の原因となる心臓の病気には 

●心臓が酸素不足になり壊死する心筋梗塞 

●心臓での血液の逆流を防ぐ弁に異常が起こる弁膜症 

●心臓の筋肉が肥大したり拡張したりする心筋症 

などが挙げられます。 

さらに遺伝的に心臓の働きに異常があり不整脈を起こしやすい体質の人もいます。 

心臓の病気以外には、甲状腺ホルモンが過剰に分泌されて代謝が亢進する甲状腺機能亢進症

や高血圧、電解質の異常などがあります。 

また健康な人でもストレス・過労・睡眠不足・過度な飲酒・喫煙・コーヒーや緑茶などのカ

フェインを多く含む飲料の過剰摂取・運動などによって自律神経のバランスが崩れて起こる

こともあります。 

その他、薬物の副作用で不整脈が見られることもあります。  

 

  



頻脈の仕組み 

 

心臓の構造と働き 

 

心臓構造 

心臓は握りこぶしぐらいの大きさをした重さ 250～350g の臓器で、内部は右心房・右心

室・左心房・左心室の 4 つの部屋に分かれています。 

心臓は常に一定のリズムで心房→心室の順に収縮と拡張を繰り返しています。 

これにより全身を駆け巡って 

●酸素を失った血液(肺循環) 

大静脈→右心房→右心室→肺動脈から肺へ 

●酸素を取り込んだ血液(体循環) 

肺静脈→左心房→左心室→大動脈を通り再び全身へ 

と送り出されます。 

この時血液が逆流しないように心房と心室と動脈の間にはそれぞれ三尖弁・肺動脈弁・僧

帽弁・大動脈弁がついています。 



心臓の働き 

心臓は酸素や栄養を豊富に含んだ血液を全身に送り出すポンプの役割を果たしています。 

そして健康な心臓では一定のリズムで心房と心室が連動して 1 分間に 50～100 回、1 日

では約 10 万回もの収縮と拡張を繰り返しています。 

この心臓の収縮と拡張は拍動と言い、1 分間に心臓が拍動する回数は心拍数と言います。 

また 1 回の収縮で送り出される血液の量は一回拍出量といい、通常成人では約 60～80 ㎖

の血液が全身へ送り出されています。 

心臓が拍動するリズムの速さや強さは、交感神経と副交感神経の 2 つの自立神経によって

調節されています。 

交感神経が優位に働くと心筋の働きが活発になり心拍数が増加します。 

一方、副交感神経が優位に働くと心筋の働きが弱まり心拍数が低下します。  

 

刺激伝導系 

心臓が規則正しく収縮し血液を全身に送り出すポンプ作用は、刺激伝導系と呼ばれる仕組

みによってコントロールされています。 

心臓は自ら発している電気信号によって動いています。 

まず右心房の上部にある洞結節という部位で電気信号が発生します。 

この電気信号は左右の心房に伝わって心房収縮させた後、房室結節に集められます。 

その後さらに His 束から左右に分かれ、心室全体に伝わり心室が収縮します。 

つまり洞結節から電気信号が一定のリズムで発生し、心臓の各部位に正しく伝わることで

正常な拍動が生じています。  

 



 

上室性頻拍のメカニズム 

不整脈は刺激伝導系のどこかに異常が生じ拍動の速さやリズムが乱れることによって起こり

ます。 

心房を中心とした上室性の頻拍は 

●洞結節からの電気信号の異常発生 

●洞結節以外の部位から電気的な刺激が発生する 

トリガードアクティビティ 

●心房などで刺激伝導の新しい回路が形成されその回路を通し 

 て刺激が繰り返し伝わるリエントリー 

などで起こります。 

 

リエントリーとは 

正常な刺激伝導系とは別に、電気信号を伝えてしまう副伝導路が存在することがありま

す。 

これにより、本来一方向に流れるはずの電気信号が副伝導路を通って戻ってきてしまい、

そのままずっと電気信号がグルグルと回り続けてしまいます。 

すると、心筋は絶え間なく収縮する信号を受け続け、その結果頻脈性不整脈になり、これ

をリエントリーと呼びます。 

  

トリガードアクティビティとは 

引き金となる電気信号(trigger)

によって異常な活動電位が誘発

されることです。 

撃発活動ともいわれます。 



心電図検査 

心電図検査は、心筋が収縮や拡張する際の筋肉細胞の電気的興奮の変化を連続的に記録した

ものです。 

心電図の波の形や間隔から、不整脈をはじめとする心臓の病気を発見できるのと同時に、不

整脈の種類も診断することができます。 

心電図検査には 

●12 種類の心電図を同時にとる十二誘導心電図検査 

●運動により心臓に負荷をかけて心電図をとる運動負荷心電図検査 

●24 時間連続して心電図を記録するホルター心電図検査 

●症状が現れた時に家庭で心電図を測定する家庭用イベント心電図検査 

などがあります。 

このうち、健康診断などでも実施され最も一般的な心電図検査は十二誘導心電図検査です。  

 

 

十二誘導心電図検査  

十二誘導心電図検査ではベッドに横たわった安静な状態で両手首・両足首と胸部 6 箇所の

計 10 箇所に電極が取り付けられます。 

心臓を中心に上下左右の垂直面と前後左右の水平面の 2 方向において電位差心電図が測定

されます。 

 

垂直面 

上下左右垂直面では 

●右手と左手の電位差が第Ⅰ誘導 

●右手と左足の電位差が第Ⅱ誘導 

●左手と左足の電位差が第Ⅲ誘導 

になり、3 種類の心電図が測定されます。 

また右手・左手・左足の 3 点を結ぶ三角形の

中心に形成される仮想電極を不関電極とい

い、 

●不関電極と右手の電位差が aVR 誘導 

●不関電極と左手の電位差が aVL 誘導 

●不関電極と左足の電位差が aVF 誘導 

になり、3 種類の心電図が測定されます。 

このうち一般的によく観察されるのは右手と

左足の電位差である第Ⅱ誘導心電図です。 



 

水平面 

前後左右の水平面においては心臓と胸骨の周りの 6

箇所に取り付けられた電極との電位差が v1～6 誘導

になり 6 種類の心電図が測定されます。 

特に v1 誘導と v2 誘導は右室の状態を、 v5 誘導と 

v6 誘導は左室の状態を反映しています。 

 

 

 

 

 

 

波形の種類 

第Ⅱ誘導の基本波形は P 波・ Q 波・ R 波・ S 波 ・T 波からなっています。 

横軸は時間、縦軸は心筋の電気的興奮の変化を示しており、電極に向かってくる興奮波は上

向きに、遠ざかっていく興奮波は下向きに記録されます。 

また横一目盛り分(1 ㎜) は 0.04 秒を、縦一目盛り分(1 ㎜) は 0.1 mV と表しています。 

心電図の波形の幅などを確認する際には mm 単位を用いることがよくあります。 

●P波   洞結節から発生して心房に伝わる電気的興奮 

●QRS波  心房結節→His 束→プルキンエ線維→心室へ伝わる興奮 

●T 波   興奮した心室が元に戻るときの電気的活動 

として記録されます。 

 



 

正常値 

ちょうど P 波から T 派までで心臓が一回発動したことになります。 

通常 QRS 波と QRS 波の間隔である RR 間隔が一回の心拍の間隔とされています。 

それぞれの正常値は 

心拍の間隔 0.6～1.2秒 

PQ 間隔   0.12～0.2 秒  

QRS 幅    0.1秒以下  

QT 間隔   0.35～0.44 秒 

です。 

 

 

種類と特徴 

種類 

頻脈性不整脈には心房の興奮が 1 分間に 

●160～220 回になる頻拍 

●220～350 回になる粗動 

●350～600 回になる細動 

の 3 つのタイプがあり、これらはさらに心臓のどの部位で異常が発生したかによって上室

性・心房性・心室性に分けられます。 

主な頻脈性不整脈の種類としては発作性上室性頻拍・心房粗動・心房細動があります。 

頻脈性不整脈が起こる頻度は次のグラフのようになっており、心房細動がもっとも多いこと

が分かります。 

基準値は 1分間に 50～

100回 



 

心房細動 

心房細動は心房内の至る所で興奮が無数に発生して無秩序に回るため、心房全体が痙攣して

細かく震えているだけなので十分な収縮が行われていません。 

心房の震えは 1 分間に 350～600 回にもなります。 

心房の興奮は心室には遥かに少ない頻度でしか伝わりませんが、不規則に伝わるため脈は 1

分間に 50～150 回と遅くなったり早くなったりします。 

 

心電図の特徴 

心房細動の心電図は正常の心電図と異なり心室の収

縮が不規則であるため、 QRS 波が無秩序に現れて 

RR 間隔がバラバラになります。 

また、心房細動の心電図は P 波はなく、心房細動

波(F 波)と呼ばれる基線の細かい揺れが見られま

す。 

この揺れは一分間に 600 回にも及ぶ心房の電気的

興奮に由来しています。 

 

種類 

心房細動は持続時間によって発作性心房細動・持続性心房細動・永続性心房細動に分類さ

れます。 

●発症後 7 日以内に自然停止するものは発作性心房細動 

●発症後 7 日を超えて心房細動が持続するものは持続性心房細動 

●細動を止めるための電気ショックや薬物投与による除細動が効果を現さないものは 

永続性心房細動 

と呼ばれます。 

 

症状 

心房細動の症状は動悸や胸の痛みなどです。 

自覚症状が強く出ることもありますが、直接突然死につながることはありません。 

要因としては 60 歳以上の高齢者・心筋梗塞・心臓弁膜症などの基礎心疾患の他に甲状腺

機能亢進症・高血圧などが挙げられます。 

また、健康な人でもストレスや過労飲酒や喫煙、カフェインの摂りすぎなどで起こること

があります。 

心疾患を伴わない原因不明なものは孤立性心房細動と呼ばれます。 



 

心房粗動 

心房粗動では右心房内に大きなリエントリー回路が形成されます。 

心房で発生した規則正しい興奮がこのリエントリー回路を回り続

けるため、心房の収縮は規則的ですが収縮回数は極端に増加しま

す。 

通常、心房の収縮は 1 分間に 220～350 回になると言われていま

す。 

ただし心房の興奮は全て心室に伝わるわけではなく、4 回中 1 回

や 2 回中 1 回しか心室には伝わらないため心室の収縮は心房に対

して 4 対 1 や 2 対 1 になります。 

 

心電図 

心房粗動の心電図は通常心房の規則正しい興奮が整数比で心室に伝わるため、 RR 間隔は

一定になります。 

また、正常の心電図と異なり通常型では

基線がのこぎり歯のようにギザギザにな

ります。 

これは心房粗動波(F 波)と呼ばれ、心房

の収縮が連続して起こることを示してい

ます。 

この図では、前半は 4 つの心房粗動波ご

とに QRS 波が一つ生じていることか

ら、心房の興奮が心室へ 4 対 1 の比率

で、後半は３つの心房粗動波ごとなので 3 対 1 の比率で伝わっていることがわかります。 

心房粗動の症状は心房の興奮が心室へどのくらいの比率で伝わるかによって異なります。 

 

症状 

心房の興奮が心室へ 4 回に 1 回の比率で伝わる場合には、心拍数が一分間に 100 回以下

となり無症状です。 

しかし、2 回に 1 回の比率で伝わる場合には心拍数が 1 分間に約 150 回となり動悸・呼

吸困難・胸痛などの症状が現れます。 

さらに心房の興奮が心室へそのまま伝わるようになれば、心拍数が 1 分間に 300 回以上

となり、血圧低下や失神を起こす恐れがあるので緊急の対応が必要になります。 

心房粗動は 60 歳以上の高齢者や基礎疾患のある人心臓手術の既往のある人などに多く見

られます。 



 

発作性上室性頻拍 

発作性上室性頻拍が起こる主な機序には、 

●刺激が繰り返し伝わるリエントリー回路が房室結節と心房に形成された 

房室結節リエントリー 

●何らかの原因で心房と心室をつなぐケント束が形成された房室リエントリー 

があります。 

発作性上室性頻拍では電気刺激が回路を高頻度にもあるため、心房の収縮は一分間に 160

回以上にもなります。 

 

房室結節リエントリー 

ここでまず房室結節リエントリーの場合の心電図を見てみます。 

房室結節リエントリーによる発作時

の心電図と非発作時の心電図を比較

すると、発作時の RR 間隔は一定で

すが、頻脈のため RR 間隔の幅は非

発作時よりも狭くなります。 

そして房室結節リエントリーによる

発作時の心電図では P 波が見られ

なくなります。 

その理由は房室結節リエントリーに

よって心房と心室がほぼ同時に興奮

するため、心房の興奮に関わる P 

波が心室の興奮に関わる QRS 波の

中に隠れてしまうからです。 

また房室結節リエントリーによる発作時の QRS 波の幅は非発作時よりも狭くなります。 

 

房室リエントリー 

房室リエントリーには 2 つのタイプがあります。 

●刺激が通常の流れに沿って伝わり心室から心房に戻る正方向性のもの 

●逆向きに刺激が心房からケント束を通って心室へ流れる逆方向性のもの 

このようなリエントリー起こす代表的な病態として WPW 症候群があります。 

  



正方向性の WPW 症候群 

正方向性の場合の WPW 症候群の心電図を見てみます。 

正方向性 WPW 症候群の発作時の RR 間隔は一定ですが頻脈

になるため RR 間隔の幅は非発作時よりも狭くなります。 

そして心室が興奮した後に心房が興奮するため、心室の興奮

に関わる QRS 波のすぐ後つまり ST 部分に心房の興奮に関

わる P 波が下向きに現れます。 

 P 波が下向きに現れる理由は、興奮が電極から遠ざかってい

くためです。 

また正方向性 WPW 症候群の発作時の QRS 波の幅は非発作

時よりも狭くなります。 

 

 

逆方向性の WPW 症候群 

逆方向性 WPW 症候群の心

電図は、心房の興奮が房室

結節を通らず直接ケント束

を通って心室に伝わるので

正常者に比べ PQ 間隔が短

縮します。 

また、心室に伝わった興奮

は刺激伝導系に入らず直接

心室筋に伝わるため、 QRS 波が立ち上がる部分にデルタ波と呼ばれる特徴的な波が現

れ QRS 波の幅は正常者よりも広くなります。 

 

症状 

発作性上室性頻拍の症状は動悸や息苦しさ、冷や汗などです。 

直接命に関わる不整脈ではありませんが血圧が低下してめまいや失神を起こすこともあり

ます。 

要因としては基礎心疾患がある人だけでなく健康な人にも多く見られ、強い緊張やストレ

ス、過労や睡眠不足、飲酒や喫煙などが引き金となって発症することがあります。 

発作性上室性頻拍は、息をこらえる・冷水に顔をつけるなどの迷走神経を刺激することで

改善し、特に病院で治療する必要がない場合もあります。 

ただし発作がなかなか止まらない時には病院での治療が必要になります。 

 



合併症 

上室性頻拍の主な合併症には脳梗塞や心不全があげられます。 

これらの合併症を起こす病態として特に注意が必要なものに心房細動があります。 

 

脳梗塞 

心房細動が長く続き心房内の血液の流れが悪くなると血栓ができやすくなります。 

特に血栓は左心房の部分にできやすく、できた血栓が心臓から血流に乗って脳の血管を詰

まらせると脳梗塞が起こります。 

心房細動に伴う脳梗塞は突然発症し、梗塞範囲

が大きく意識障害も含めて重症化しやすいこと

や再発が多いことなどから、予後が良くないと

言われています。 

そのため、心房細動では血栓ができるのを予防

するために血液を固まりにくくする抗凝固薬

(ワーファリン)を用いた治療が行われます。 

心原性脳梗塞の発症頻度は、脳血管障害のうち

19.2%を占めると報告されています。 

また、心原性脳梗塞のうち半数以上が心房細動

によるものとも言われています。 

脳梗塞の発症率は患者によって異なり、高血

圧・糖尿病・脂質異常症・心房細動・飲酒・喫

煙などのリスク因子がある人ほど脳梗塞を起こすリスクが高いとされています。 

 

心不全 

心房細動では心房が収縮せず心室が十分な血液で満たされないため、血液を全身に効率良

く送り出すことができなくなります。 

その結果、心房細動が長く続くと次第に心臓の機能が低下し心不全を起こすことがありま

す。 

特に、重症の心疾患を伴っている場合には心不全になりやすいので注意が必要です。 

心房細動における心不全の発症頻度については、心房細動発症例では男性 20.6%、女性

26%であるのに対し、心房細動がない例では男性 3.2%、女性 2.9%というデータがあ

り、心房細動になると心不全を発症しやすいことがわかります。
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あとがき 

不整脈は大切な臓器である心臓のリズムが乱れていることを指します。 

ある程度の年齢に達すると、1～２日の間心電図を計測するとほとんどの人に不整脈を認め

られるほど身近なものです。 

自覚症状がないと放置されがちですが、放置すると心不全や脳梗塞などの重篤な疾患に繋が

る危険性があります。 

加齢や生活習慣だけではなく、他の病気からも繋がりますので健康状態に不安があればぜひ

かかりつけ医や薬剤師に相談して検査の機会を持ってみて下さい。 

 

ここまで読んでいただきありがとうございます。 

疾患編を読んで、分からないことや、もっと知りたいことなどありましたら

ご意見をお聞かせください。 

感想もお待ちしております。 

 


