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江府町在住の心房細動患者における抗血栓療法の
現況と患者管理における問題点
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１．背景と目的

心房細動は頻度の高い不整脈であり、その有

病率は加齢とともに増加する。鳥取県江府町に

日本循環器学会の疫学調査を当てはめると本症

の患者は５０名前後と推察されるが、高齢化率が

高く、症状の典型的でない症例も推察されるこ

とから、実情はより多い可能性がある。

本症の最大の問題は脳など重要臓器の塞栓症

リスクとなることであり、特に高血圧、心不全、

糖尿病、加齢、脳卒中既往のあるほど顕著であ

ることが知られている。このように、高齢心房

細動患者の大半が抗凝固療法の適応となりうる

が、高齢者ほど出血を来しやすく服薬管理が不

十分である可能性があるなど、診療所で抗凝固

療法を長期に継続することは容易ではない。

ワルファリンの薬理学的特徴として、半減期

が２日以上であること、一部の脂質治療薬、プ

ロトンポンプ阻害薬などによって作用が増強す

る可能性が挙げられる。外来診療においてワル

フ ァ リ ン 投 与 を 行 っ て い る と、PTINR

（prothrombin time − international normalized

ratio）が測定ごとに大幅に異なる数値を示す患

者が散見される。その背景には、服薬管理上の

問題、食生活、ワルファリンの薬理学的特性（半

減期、他剤との相互作用、等）、医師による投与

量決定など、種々の要因が考えられる。ワルフ

ァリン投与中の PTINRのばらつきが多いことが

出血リスクと相関することが知られている。以

上のことから当診療所において PTINRが測定ご

とに大幅に異なる心房細動患者の特徴を明らか

にする必要がある。

そこで、江尾診療所において心房細動を指摘

された患者の特徴に関して、１）年齢層、併存

疾患などの患者背景と、抗凝固療法をはじめと

する治療現況を含めて検討した。また、２）長

期にワルファリンを投与されている患者に対し

て一定期間における PTINRの変動幅を算出し、

PTINRが大きく変動する患者の特徴に関して検

討した。以上の結果を踏まえ、鳥取県の中山間

地域における心房細動患者に対して抗血栓療法

を継続するのにあたり、留意すべき点に関して

考察を試みた。

２．方法

（１）心房細動患者の背景、抗凝固療法の有無な

どに関する横断研究

平成２４年１２月１日～平成２５年１月３１日に江尾

診療所を受診した患者の中で、過去に１２誘導心

電図ないしはホルター心電計にて心房細動と診

断された症例をエントリーした。

診療録から患者の併存疾患、既往歴、処方内

容（特に抗凝固薬、抗血小板薬は種類と投与量

も）、初めて心房細動を指摘されてからの年数を

登録した。

（２）PTINRの測定方法

ワルファリンを投与されている患者に対する

PTINRの測定は血液凝固分析装置コアグチェッ

ク XS（エーディア株式会社）を用い、当日中に

結果を評価した。

なお、PTINR＜１．６ないしは PTINR＞２．６を示

した５名の患者の検体を用いて PTINRを再検し

たところ、いずれの測定誤差とも０．１以下である

ことを確認したため、１検体に対して１回の測

定とした。
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（３）ワルファリン継続投与における PTINRの

ばらつきに関連する因子を検討する症例対

象研究

対象は、ワルファリンを平成２１年１２月１日か

ら平成２４年１１月３０日まで継続投与されている患

者とした。

測定されたすべての PTINRをすべて登録し、

四分位偏差を各患者における PTINRのばらつき

の指標と定義した。１日当たりのワルファリン

投与量は、１日量と処方日数で算出した加重平

均値として定義した。

PTINR四分位偏差の中央値により変動（＋）

群と変動（－）群に分類してこれを従属変数と

し、性別、高齢、心房細動を指摘されてからの

年数（長期）、ワルファリン高用量、処方一包化

（あり）、ワルファリン作用増強薬剤（有り）、な

どを独立変数としたロジスティック回帰分析を

行った。

（４）統計学的解析

数値指標の分布に関して Shapiro−Wilk検定に

て判定した結果、PTINR四分位偏差には正規性

を認めなかったため、２つの間隔変数間の相関

関係は Spearmanの順位相関分析、群間分析は

ロジスティック回帰分析を用いて検討を行った。

いずれの検定においても、P＜０．０５をもって

有意差ありと判断した。

３．患者背景と結果

表１ 患者背景
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（１）患者背景

患者背景を表１に示す。

図１ 抗凝血療法のうちわけ
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（２）心房細動患者に対する抗凝固薬ならびに抗

血小板薬の選択

心房細動患者のうち８６％に抗凝固薬を投与さ

れ、大半はワルファリン（年齢：６２歳～９５歳；

中央値８２歳）、一部にダビガトラン（年齢：６０歳～

９１歳；中央値７２歳）を投与されていた。抗凝固

薬の投与量に関しては、ワルファリン投与量の

中央値は２．４mg／日（１．１～４．７）、一方ダビガト

ランは全ての患者に対して２２０mg／日投与されて

いた。

一方、１３％が抗血小板薬（アスピリン、クロピド

グレル）を内服しており、一部はワルファリン

と併用されていた。抗凝固薬、抗血小板薬とも

投与されていない患者は６％であった（図１）。

表２ ３年以上ワルファリンが投与されている

患者における検討 患者背景

ýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýý

EWã 36¢ª£¤18¢}¥¤18¢¬
�«�J 80§
�½�r��îj�w�fÖ×�

�ïN 2.4mgª�/1.1}�/4.7¬
>-�������PTINR��ïN

2.0ª�/ 2.5}�a 1.6¬
üEW����PTINR�ï�-ðT

�ïN 0.24
�/ 0.60}�a 0.09

ýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýý

―１１２３―



（３）３年以上ワルファリンが投与されている患

者における検討

３年以上ワルファリンが投与されている３６名

（平均年齢８０歳、男性１８名、女性１８名）における

患者背景を表２に示す。

全患者における PTINRの中央値は２．０（第１

四分位：１．９～第３四分位：２．１、最大２．５、最小

１．６）であった。PTINRの四分位偏差は最大

０．６０～最小０．０９と各患者において大きく異な

り、中央値は０．２４（０．１５～０．３２）であった。

PTINR四分位偏差と心房細動指摘後の年数と

の間に正の相関関係が認められたが（相関係数

０．３３４、P＝０．０４７）、年齢、ワルファリンの１日

投与量、PTINRの中央値との関連は認められな

かった。

図２ PTINR四分位偏差を従属変数としたロジ

スティック回帰分析
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そこで、PTINR四分位偏差を従属変数とした

ロジスティック回帰分析を行ったところ、心房

細動指摘後の年数が長期（６年以上）であるこ

とと有意な関連が認められた（図２）。

なお、心房細動指摘後の年数を従属変数とし

たロジスティック回帰分析を同様に行ったとこ

ろ、いずれの変数とも有意な関連を認めなかっ

た。

４．考察と結語

江尾診療所通院中の心房細動患者の過半数は

後期高齢者であったが、殆どの患者に対して、

全年齢層にわたって抗凝固療法が選択されてい

た。また、長期にワルファリンが投与されてい

る心房細動患者は概ね PTINRが２．０前後に調節

されていたが、一日投与量には患者間の差異が

大きかった。また、PTINRの測定毎における差

異は患者間で大きく異なっていた。PTINRが測

定毎に異なる患者の特徴として、心房細動罹病

歴が長期であることが示唆された。

今回の検討において PTINRが治療目標域を大

幅に超過する症例は少なく、むしろ治療域下限

を下回る原因を検討することが必要であると考

えられた。ビタミン Kを含有してワルファリン

の作用を減弱させる食物として、納豆、クロレ

ラ、青汁が挙げられるが、他の緑黄色野菜にも

グラム単位あたりの含有量の多いものが見受け

られる。中山間地に位置する江府町の住民の多

くは種々の農作物を栽培しているが、地区ごと

に標高・気候等の立地条件が異なり摂取作物が

異なる可能性がある。以上のことから、ワルフ

ァリン導入時の服薬指導から長期間経過した患

者に対して食事の聞き取り調査を行う必要があ

ると考えられた。
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