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40歳以上では1/4の人が生
涯でafを発症する

ATRIA study
PMID:11343485

The Framingham Heart Study
PMID:15313941

afは全人口の
1-2％に認める

抗凝固療法中でも５年間で
35-50%が入院 or 死亡

AFの疫学



AFは心不全や脳卒中、
死亡など様々なリスクになる

ESC guideline (後述の2020年改訂版)



AFの治療 ABC

・Anticoagulation / Avoid stroke 抗凝固療法

・Better symptom control 症状のコントロール

・Cardiovascular risk factors and concomitant diseases ;
detection and management
心血管リスクと併存疾患の管理

ESC guideline (後述の2020年改訂版)



AFの症状コントロールについてのエビデンス

Rhythm control    vs    Rate control

・AFFIRM 試験
・RACE 試験
・STAF 試験 etc…
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Rate control は Rhythm control に劣らない ①AFFIRM試験

P 65歳以上、あるいは脳卒中または
死亡のリスク因子を有している患者

I Rhythm control 群 (2033例)

C Rate control 群 (2027例)
目標：安静時<80bpm、労作時<110bpm

O Primary end point ： 全死亡率
Rate control の薬剤としてはジゴキシンが多く
Rhythm control の薬剤はアミオダロンが多い
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Rate control は Rhythm control に劣らない ①AFFIRM試験

P 65歳以上、あるいは脳卒中または
死亡のリスク因子を有している患者

I Rhythm control 群 (2033例)

C Rate control 群 (2027例)
目標：安静時<80bpm、労作時<110bpm

O Primary end point ： 全死亡率

使用薬剤
使用頻度 (％)

Rate 群 Rhythm 群
ジゴキシン 70.6 54.4
β遮断薬 68.1 49.6
ジルチアゼム 46.1 30.0
ベラパミル 16.8 10.0
アミオダロン 10.2 62.8
ソタロール 4.1 14.5
Ⅰ群 6.2 44.7

Rate control の薬剤としてはジゴキシンが多く
Rhythm control の薬剤はアミオダロンが多い
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Rate control は Rhythm control に劣らない ①AFFIRM試験

初めて認めたAFが35%
左房の大きさが正常：35%
▶AF発症して間もない患者層が
35%ほどでないかと思われる

心不全の既往あり：23%
不整脈による治療失敗：17%
▶AFになって時間経過が長い
患者も2割程度いるのではと
推測される
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Rate control は Rhythm control に劣らない ①AFFIRM試験

Rate control 群と
Rhythm control 群とで
全死亡率に差はなかった

＊Adverse Events
・脳梗塞は群間差なく年1％ほど発生

(ワーファリン中止orコントロール不良患者で多かった)

・他の脳疾患については群間差なし

・不整脈イベントは群間差あるも発生数わずか
(TdP：rate 群 2/2027 vs rhythm 群 12/2033)
(徐脈、PEA：rate 群 1/2027 vs rhythm 群 9/2033)

・rhythm control 群の方が入院や
薬剤の副作用が多かった

＊Primary outcome
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Rate control は Rhythm control に劣らない ②RACE試験

P 2年以内にDCを施行した後、
Afが持続あるいは心房粗動再発患者

I Rhythm control 群 (266例)
まずDC施行し、af残存例は薬剤投与

C Rate control 群 (256例)
目標：< 100bpm

O
Primary end point ： 複合end point
(心臓関連死、心不全、塞栓症、出血、
ペースメーカー必要数、薬剤副作用)
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Rate control は Rhythm control に劣らない ②RACE試験

P 2年以内にDCを施行した後、
Afが持続あるいは心房粗動再発患者

I Rhythm control 群 (266例)
まずDC施行し、af残存例は薬剤投与

C Rate control 群 (256例)
目標：< 100bpm

O
Primary end point ： 複合end point
(心臓関連死、心不全、塞栓症、出血、
ペースメーカー必要数、薬剤副作用)

＜Rhythm control＞
薬剤を使用しつつ
３回までDCを施行

97例が洞調律に復帰
(洞調律復帰36％)

＜Rate control＞
薬剤投与しても有症状

▶DC施行

26例が洞調律に復帰
(洞調律復帰10％)

Rhythm control 群でも洞調律に復帰できたのは36％に過ぎなかった
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Rate control は Rhythm control に劣らない ②RACE試験

P 2年以内にDCを施行した後、
Afが持続あるいは心房粗動再発患者

I Rhythm control 群 (266例)
まずDC施行し、af残存例は薬剤投与

C Rate control 群 (256例)
目標：< 100bpm

O
Primary end point ： 複合end point
(心臓関連死、心不全、塞栓症、出血、
ペースメーカー必要数、薬剤副作用)

除細動後に持続・再発するafの治療として
Rate control は Rhythm control に劣らない

P=0.11
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心房細動自体が入院や死亡のリスクとなる

それなら心房細動を洞調律化させた方が
予後を改善させそうなのに‥‥

どうして rhythm control が rate control に
勝る治療ではないのだろう？？
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なぜ rhythm control でいい結果が出ないのか？

＜仮定①＞

今までの研究対象は発症後時間が経過したAFが多い

1年以上経過すると
AFは予後が悪くなる

the Framingham Heart Study 
Circulation 1998;98:946-52 
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＜仮定②＞

洞調律の達成が困難！

Rhythm control と Rate control を
比較した代表的なstudyであるが、
実際洞調律を維持できているのは

Rhythm control 群でも3-6割
これでは比較試験をしても‥‥

なぜ rhythm control でいい結果が出ないのか？
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＜仮定②＞

洞調律の達成が困難！

なぜ rhythm control でいい結果が出ないのか？

AFは発症後から電気的、次いで構造的リモデリングが始まる

▶時間が経過するほど発作性のAFは発作の時間が長くなり、
いずれ持続性AFへと移行する

発症後時間が経過したAFは洞調律化が困難
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心房細動における電気的・構造的リモデリング
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心房細動における電気的・構造的リモデリング
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洞調律化させることは本当に予後を改善させないのか？

ちなみに‥

洞調律群とaf群の比較では洞調律群が明らかに予後が良い

★STAF study の subgroup解析

洞調律群で明らかに
Endpoint 発生数が少なかった
(死亡、脳卒中、TIA、CPR)
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Rhythm control 群が良かった CASTLE-AF study

P
心不全があり有症状のPaf含むaf患者
(NYHA≧Ⅱ、EF≦35％)
全員がCRT-D/ICD植え込んでいる

I アブレーション群

C 薬物治療群

O Primary end point ： 複合end point
(全死亡、心不全入院)

アブレーション群で有意に全死亡・心不全入院が少なかった

全死亡・心不全入院

全死亡

心不全入院
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Rhythm control 群が良かった CASTLE-AF study

P
心不全があり有症状のPaf含むaf患者
(NYHA≧Ⅱ、EF≦35％)
全員がCRT-D/ICD植え込んでいる

I アブレーション群

C 薬物治療群

O Primary end point ： 複合end point
(全死亡、心不全入院)

アブレーション群ではるかに洞調律維持率が高かった
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良い結果をもたらした抗不整脈薬 dronedarone ATHENA trial

P
以下の1つ以上満たすPaf含むaf患者
(70歳以上、高血圧、糖尿病、脳卒中、
左房径>50mm、EF≦40%)

I dronedarone 400mg 1日2回
C プラセボ

O Primary end point ： 心血管イベントによ
る最初の入院あるいは死亡

dronedarone の群で
心血管イベント入院・
死亡が低かった

・肺疾患や甲状腺の副作用は、アミオダロンを
投与した時に想定される発生率より少なかった
・薬剤中断率がどちらも3割ほどあり

end point をシンプルにし rate/rhythm にこだわらない
という意味でも新しい種類のstudy
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Clinical Question

発症から早期(1年以内)のAFを対象にし、
アブレーションやⅢ群抗不整脈薬を
中心とした rhythm control をすれば
良い結果が出るのではないか？
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本日の論文
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本日の論文

P AFと診断されて1年以内の成人 n=2789
(詳細は後述)

I Rhythm control

C Rate control

O
Primary end point ：複合end point
(心臓関連死、脳卒中、心不全増悪ないし
急性冠症候群の入院)



Method
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研究デザイン

・PROBE (prospective randomized open blinded end-point)法

・ヨーロッパの複数の医療機関で実施

・1つのアブレーション(以下ABL)実施機関と
複数の内服治療をする機関を1つのclusterと定義
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Inclusion criteria
・AFと診断されたのが1年以内の18歳以上でICを取得している患者

and

・1年以内の心電図でAFあるいは30秒以上のPafを認める
and

・以下のAの1つ以上、あるいはBの2つ以上を認める

A 1つ以上満たす
・年齢 > 75歳 ・脳卒中あるいはTIAの既往

B 2つ以上満たす
・年齢 > 65歳
・高血圧(降圧薬内服を要する or BP > 145/90)
・糖尿病
・安定している心不全(NYHA Ⅱ or LVEF < 50%)
・慢性腎臓病(MDRD stage Ⅲ or Ⅳ)

・女性
・重症CAD(MI既往、CABG/PCI既往)
・エコーで左室肥大あり( > 15mm)
・末梢動脈疾患
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Exclusion criteria

General exclusion criteria
・1年以内の予後
・EAST trial に参加歴がある
・授乳中
・afに対してABLや手術歴がある

・過去2ヶ月以内に別のtrialに参加
・妊娠中もしくは妊娠の可能性がある
・薬物中毒
・アミオダロンで治療失敗歴がある

Exclusion criteria
related to a cardiac condition

Exclusion criteria based on
laboratory abnormalities

・rhythm controlが向かない患者
・重症僧帽弁狭窄症
・人工僧帽弁

・治療を要する有症状の肝機能障害
・治療を要する甲状腺機能障害
状態が安定していれば治療中でも参加可能
・重症腎機能障害(stage Ⅴ、透析or透析間近)
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Randomisation
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Randomisation

心血管イベントのリスクを要し(＝
CHADSVASc score ≧ 2)

1年以内の心電図で
AFが発見された患者

Early rhythm control
抗凝固療法・rate control
抗不整脈薬あるいはABL

再発AFに対してはABL再施行、
抗不整脈薬の強化

Usual care

抗凝固療法・rate control 
十分なrate controlでも有症状時は

rhythm control
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両群に共通のマネジメント

2010 ESC guidelines の推奨に沿って治療

①抗凝固療法(VKAの場合はINR 2-3が目標)

②HR 80-100 bpm を目標に rate control

③心血管リスクに対する治療 (高血圧症、糖尿病、心不全など)
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2010 ESC guidelines の推奨に沿って治療

①抗凝固療法(VKAの場合はINR 2-3が目標)

②HR 80-100 bpm を目標に rate control

③心血管リスクに対する治療 (高血圧症、糖尿病、心不全など)

・β遮断薬やCa受容体遮断薬、ジギタリスを主に使用

・安静時HR < 100 bpm を目標に調整

・労作時は6分間歩行で代用しSubstudyで使用

・徐脈を避けるため初期量から漸増

両群に共通のマネジメント
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usual care のマネジメント

ガイドラインに沿った治療を推奨

rhythm control は
rate control を行い適正な心拍数を達成しているのに
症状があるときに限る
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rhythm control のマネジメント

基本コンセプト

①適切な抗不整脈薬の投与

②ABL (PVI)

③AFが持続した場合、
ABLや抗不整脈薬を適宜併用してDC
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基本コンセプト

①適切な抗不整脈薬の投与

②ABL (PVI)

③AFが持続した場合、
ABLや抗不整脈薬を適宜併用してDC

dronedarone
SHDや安定している心疾患患者で安全に使用可能
▶安定している心不全患者の1st choice
400mg 1日2回

amiodarone
AF再発予防効果は抗不整脈薬の中で1番
進行した有症状の心不全含めたSHDに安全に使用可能
▶進行した不安定な心不全患者の1st choice
600mg/日 4週間→ 400mg/日 4週間→ 200mg/日

他の抗不整脈薬(Ⅰ群)
dronedaroneとABLを併用しても症状改善が得られず、
amiodaroneが使用不可能な場合

rhythm control のマネジメント
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基本コンセプト

①適切な抗不整脈薬の投与

②ABL (PVI)

③AFが持続した場合、
ABLや抗不整脈薬を適宜併用してDC

・PVIを目的とし、デバイスや方法はエビデンスに従う

・ABL施行後3ヶ月間(healing period)はABL追加は禁止

・healing period 中のAF再発に対しては薬物療法を開始

・ランダム後2ヶ月以内に行い、対象は症状があるAFや
薬物治療でも症状コントロールに難渋する場合
(guideline通りの推奨)

rhythm control のマネジメント



38

Serious adverse events

以下の1つ以上を満たす時SAEと判断

・死亡

・重篤な状態に陥る

・入院を要する、もしくは入院期間が延長する

・持続的あるいは高度な障害につながる

・先天性疾患や出生時に欠損を認める

・医学的に重大なイベント
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Follow up
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Follow up

●Study全体の期間 ： 95ヶ月間(8年)
screening＋enrolment ： 65ヶ月間
follow up : 30ヶ月以上

●個々のfollow up期間
最低30ヶ月〜最長8年(95ヶ月間)
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統計

●Sample size calculation

Usual-care 群は年間死亡率3-4%、年間脳卒中発生率1.5%、
心血管関連入院3%と想定(実臨床ではより高い印象)

Primary outcome の年間イベント発生率は 8%と想定
(心疾患関連死亡2.5%、脳卒中1.5%、MI 1%、心不全3%)

HR20%の減少を臨床的に妥当と判断

▶2745人 (f/u年間脱落5%、α=0.05、β=0.8の両側検定)
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統計

●Primary outcome 

study 終了まで中間解析を含め計4回解析

O’Brien-Fleming の方法で中間解析を施行

two-sided log-rank test

非心原性の死亡は打ち切り症例として扱った

Hazard ratio を計算、信頼区間は96％と設定

全てITT解析
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統計

●Primary outcome 

2nd primary outcome は年あたりの在院日数の合計を計算

群間差を計算、信頼区間は99％に設定

mixed negative binominal regression model を使用

Stata software, version 16.1、R software, version 3.6.1



Results 
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Patients flow
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Patients flow
Β遮断薬や
ジギタリス
は含まない
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Patients flow

＊Initial 
ランダム化された時点での治療方針

例)
rhythm control として初めの段階で
ABLを選択した患者が8%いる
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Characteristic

enroll 時に洞調律なのは54％ほどと高い印象
AF診断から平均36日でenrollされている
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Characteristic
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Characteristic

過去の研究と比較して
ジギタリスの使用量は減少、β遮断薬は増加した
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Characteristic

Stable heart failure は28％
NYHAは心不全なし〜Ⅰで75％ほどを占める

(心不全の程度はない〜軽症が多い)
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洞調律の群間差

Early rhythm control 群の方が有意に洞調律の割合が多かった
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Primary outcome

効果が明らかであり3回目の中間解析で終了
イベント発生はEarly rhythm control で21％の減少を認めた

特に死亡や脳卒中でHR減少を認めた
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Subgroup 解析
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Subgroup 解析

年齢や性別、脳卒中やCADの有無、心不全、EF、
内服薬剤など様々なSubgroup解析をしたが、
いずれもrhythm control の方が良い傾向にあった
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Primary-safety outcome
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Primary-safety outcome

重大な副作用は Early Rhythm Control 群の方が多かったが、
絶対数としては多くなかった (4.9% vs 1.4%)
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Secondary outcome

EFは両群間で有意差を認めなかった

AFによる症状は7割以上で認めず、
baselineからの症状増悪もほぼ認めなかった



Discussion 
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・AF発症初期において、
rhythm control は usual care と比べて心血管関連死、脳卒中、
心不全や急性冠症候群による入院を減らすことができた

(絶対リスク減少量：1.1 per 100 person-years)

・入院日数は減らすことができなかった
以前の研究より、もともrhythm control 群の方が
入院が長期化することがわかっており、そのためと考えられる
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・両群ともに7割以上の患者がf/uの2年間を通して無症状で、
左室機能も両群間に差はなかった

▶AF初期においては rate control も rhythm control も
症状をコントロールでき心機能も保てると考えられる
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以前までの研究と違い、
本研究では rhythm control の効果を示すことができた

・ABLという洞調律維持率が高い治療を多く実践できた

・今までの研究で rhythm control が良かったのは
発症早期のAFが多かった
▶AF発症早期をターゲットにしたのが良かった
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Early rhythm control 群の方が副作用は多い傾向であったが
絶対数は少なかった

▶発症早期に治療を開始すること、
抗不整脈薬の安全な使用方法が普及したこと、
ABLをする機会が増えたことなどが合併症改善につながった
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・盲検化していない
▶Primary outcome は盲検化して解析することで
バイアスをできる限り少なくした

・この研究では安全性や rhythm control の詳細な効果を
評価しているわけではない

・ABLなど rhythm control 治療それぞれの評価したわけではない

・rhythm control のコストについては別に評価する必要がある

Limitations
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・参加した患者はrate / rhythm control どちらに割り振られても
問題ない患者である故に、
有症状の患者は enroll で多く除外されている可能性がある

・AF再発例の詳細はf/uできておらず、
他の研究と違ってAFの再発については評価できない

Limitations
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発症早期のAFについては
Early rhythm control therapy は usual care に比べ
心血管イベントを減少させる

Conclusion 
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★重症心不全や低左心機能はそもそも血行動態の維持のため
rhythm control せざるを得ない状況が多く、
実臨床でも洞調律化を目指していることが多い
(故にstudyから除外されることが多い)

★心不全のコントロールがついてない、あるいは低左心機能では
心抑制作用の強い抗不整脈薬は使用できないことが多く、
本研究のような一般的なrhythm controlは不向きである

★AFは持続すると左房の変性など器質的変化が起り、
ABLの失敗率が上がったりなど、
rhythm control が困難になることは以前から言われていた

私見
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▶そのような背景からすると、
本研究のような発症早期の心不全合併が少ないAFというのは
抗不整脈薬含めた一般的なrhythm controlが
合併症のリスクが少ない上で効果も出やすい治療であると
臨床的にも説明が可能である

私見
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目の前にAFの患者がいたとしたら
実臨床や本研究を参考にすると‥

・低左心機能でなく心不全がコントロールできている発症早期の
AFについては薬剤含めた rhythm control を考慮

・心拍出量がatrial kickにも依存するほどの低左心機能や
心不全コントロールに難渋するAFについては、
ABLやDC、アミオダロンなど低左心機能にも使える抗不整脈薬
を用いた rhythm control を考慮

私見
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rhythm control の推奨

目的：症状のコントロール・QOLの改善

●rhythm control が推奨される状況

・若年
・初発のAFないし短時間のAF
・頻脈誘発性心筋症
・左房系の拡大や房室伝導障害がない〜軽度(＝左房の変性が軽度)
・併存疾患や心不全がない〜軽度
・rate control に難渋している
・急性期のAF
・患者の希望
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有症状AFに対するABLの適応
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長期のリズムコントロールの推奨
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ABLについての変更点



75

抗不整脈薬についての変更点


