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Ⅰ．は じ め に

失神発作あるいは心停止の既往のある有症候性

Brugada症候群症例では，突然死のリスクが高いこ

とが明らかになっている1）～4）．Brugada症候群にお

ける突然死の予防に対して，現時点では植込み型除

細動器（ICD）が確立した唯一の治療法である．しか

し，近年高除細動閾値やT波のオーバーセンシング

などICD治療におけるBrugada症候群特有の問題点

が報告されている5）～7）．今回われわれは特発性心室

細動研究会（J-IVFS）において，Brugada症候群に対

するICD治療についてアンケート調査を行い，我が

国におけるBrugada症候群に対するICD治療の現状

を検討した．

Ⅱ．対　　　象

各施設において，ICD治療を行ったBrugada症候

群症例を対象とした．

Brugada症候群におけるICD治療に関する
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特発性心室細動研究会（J-IVFS）グループ

高木雅彦＊1 関口幸夫＊4 横山泰廣＊3 相原直彦＊2

青沼和隆＊4 平岡昌和＊5

特発性心室細動研究会（J-IVFS）において，Brugada症候群に対する植込み型除細
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は改善せず，ほかの感知プログラムを有するICD本体への交換を余儀なくされてお

り，ICDの感知プログラム選択が重要と考えられた．
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Ⅲ．方　　　法

以下の項目についてアンケート調査を行った．

1）ICD systemの選択

Single chamber ICD，dual chamber ICDのいず

れを選択するか，またその選択理由について回答を

お願いした．

2）ICD出力の選択

低出力（最大delivered energy≦30ジュール）また

は高出力（最大delivered energy＞30ジュール）のい

ずれのICD本体を選択するか，またその選択理由に

ついて回答をお願いした．

3）高除細動閾値症例

高除細動閾値症例（ICDの最大出力に対し10ジュー

ルの安全域が確保できない症例）の有無とその対処

法について回答をお願いした．

4）T波のオーバーセンシングによる不適切作動

T波のオーバーセンシングが原因と考えられる不

適切作動を認めた症例の有無と，その対処法につい

て回答をお願いした．

Ⅳ．結　　　果

全国46施設よりアンケートの回答をいただいた．

報告症例数は798例で，そのうち除細動閾値を測定

した症例は773例であった．

1）ICD systemの選択（図1）

46施設中12施設（26％）が常にdual chamber ICD

を，6施設（13％）が常にsingle chamber ICDを選択

し，残りの28施設（61％）が症例によって使い分け

ていた．常にsingle chamber ICDを選択する理由と

して，2施設（33％）が心室細動のみを治療の対象と

することを，3施設（50％）が若年者に対する植込み

が多く将来のリードトラブルによるリード追加の可

能性が高いことをあげていた．症例によって使い分

ける施設のうちdual chamber ICDを選択する基準

として，25施設（89％）が房室ブロックまたは房室伝

導能の低下の合併を，26施設（93％）が洞不全症候群

の合併を，24施設（86％）が上室性頻脈性不整脈の合

併をあげていた．

2）ICD出力の選択（図2）

46施設中18施設（39％）が常に低出力のICDを，

25施設（54％）が常に高出力のICDを選択し，残り

の3施設（7％）が症例によって使い分けていた．常

に低出力ICDを選択する理由として，13施設（72％）

が高除細動閾値の症例の経験がないことを，6施設

（33％）がICD本体が小さくポケットのトラブルが少

ないことをあげていた．常に高出力ICDを選択する

理由としては，6施設（24％）が高除細動閾値症例の
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図1
ICD systemの選択



経験がある，あるいは報告があることを，6施設

（24％）が除細動の確実性を，2施設（8％）がICD本

体の電池寿命が長いことをあげていた．症例によっ

て使い分ける施設のうち高出力ICDを選択する基準

として，1施設（33％）が右前胸部への植込みをあげ

ていた．

3）高除細動閾値症例（図3）

ICDの最大出力に対し10ジュールの安全域が確保

できない高除細動閾値症例は，低出力ICDを植込ま

れた症例（除細動閾値［DFT］＞17ジュール）では455

例中5例（1.1％）［31施設中3施設］，高出力ICDを植

込まれた症例（DFT＞25ジュール）では318例中13

例（4.1％）［28施設中4施設］であった．対処法として，

低出力ICD症例ではプログラミングの変更，心室リー

ドの位置変更，高出力ICDへの変更をそれぞれ1施

設（33％）があげていた．高出力ICD症例では3施設
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図2
ICD出力の選択

図3
高除細動閾値症例の頻度と
対処法



（75％）がプログラミングの変更を，1施設（25％）が

心室リードの位置変更をあげていた．仮に高除細動

閾値を17ジュールより大と定義した場合，高除細動

閾値症例は773例中20例（2.6％）であった．

4）T波のオーバーセンシングによる不適切作動

T波のオーバーセンシングが原因と考えられる不

適切作動を認めた症例は，798例中20例（2.5％）で

あった．内訳として，13例（65％）でR波の減高が，

2例（10％）でT波の増高があげられていた．対処法

として，8例（40％）がプログラミングの変更，2例

（10％）が心室リードの位置変更，1例（5％）が心室

リードの追加をあげていたが，8例（40％）ではこれ

らの対応では改善せず，ほかの感知プログラムを有

するICD本体への交換が必要であった．

Ⅴ．ま　と　め

今回われわれは，アンケート調査を行い，我が国

におけるBrugada症候群に対するICD治療の現状を

多数例で検討した．ICD systemについては，症例

に応じてdual chamber ICDとsingle chamber ICD

を使い分ける施設が多く，dual chamber ICDを選

択する理由として，徐脈性不整脈や上室性頻脈性不

整脈を合併することを理由にあげる施設が多かっ

た．ICD出力については，高出力ICDを選択する施

設がやや多かったが，常に低出力ICDを選択する施

設も39％に認めた．近年高除細動閾値やT波の

オーバーセンシングなどICD治療におけるBrugada

症候群特有の問題点が報告されているが5）～7），今回

の773例の検討では高除細動閾値を17ジュールより

大と定義した場合，高除細動閾値症例は20例（2.6％）

で従来の報告（4～18％）に比べ低頻度であった．常

に低出力ICDを選択する施設が比較的多かった理由

として，高除細動閾値症例が我が国では少ないこと

が理由の一つと考えられた．またT波のオーバーセ

ンシングが原因と考えられる不適切作動を認めた症

例は，798例中20例（2.5％）で従来の報告（2～5％）

と同頻度であった．しかし，その40％はICDの設定

変更やリードの位置変更または追加では改善せず，

ほかの感知プログラムを有するICD本体への交換を

余儀なくされており，ICDの感知プログラム選択が

重要と考えられた．

今回の検討ではICDの機種やICD植込み症例の観

察期間について情報収集ができなかった．今後は

ICD治療におけるBrugada症候群特有の問題点の

ICDの機種による相違や発現時期などについてさら

に検討したい．
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