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例

る．本稿では当施設で我々が経験した Brugada 型心電
図の数例を，考察を加えて報告する．

Brugada 型心電図を示す社員への対応
―検診におけるスクリーニング法確立に
向けて―

症

例

1．健診で Brugada 型心電図を示さなかった例
59 歳男性，JR 東日本関連会社の社員．喫煙歴なし．

Assessment of the Railway Workers
Showing Brugada Type
Electrocardiogram in the Regular
Medical Checkup

既往歴として 30 歳で胃潰瘍があるが失神歴はなく，過
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右脚ブロックを認め，Brugada 型心電図の指摘を受け

去の健診で心電図異常を指摘されたことはない．平成
15 年度の健診の心電図で，上室性期外収縮の頻発を認
め，6 日後，JR 仙台病院循環器科を紹介受診．受診時の
心電図は V1，V2 で saddle back 型の ST 上昇と不完全
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，ポーズなし，ST 変化なし，という結果
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たが，念のため，当院循環器外来にて pilsicainide によ
る薬物負荷試験を行ったところ，37 mg 負荷した時点で
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V1，V2 で coved 型の ST 上昇を認めた．また，1 肋間

Health checkup, Electrocardiogram, Train driver, Occupational

上での記録では V1 の saddle back 型の ST 上昇が coved

health

型の ST 上昇へ変化し，V2 でも saddle back 型の ST 上
昇が更に顕著となった．

はじめに

薬物負荷試験陽性のため，心臓電気生理学的検査（以

鉄道運転従事者の医学適性検査（医適）において，業

下，Electrophysiological Study，EPS）を行ったが心室

務に支障をきたすような疾患が認められた場合，不適

頻拍や心室細動などは誘発されなかった．今後は 1 年に

（他職適）と判断される．しかし実際には病態や治療法

1 回心電図検査による経過観察を受けることになった．

等によりその判断に迷うケースが少なくない．2003 年 4
月に「動力者操縦者（運転士）
」の運転適否判定基準：
1）

2．健診で saddle back 型 ST 上昇を示した例

循環器系疾患について」 が改訂公表されたが，その中

50 歳男性，JR 東日本運転士．喫煙歴 20 本/日．既往

に Brugada 型心電図については触れられていなかった．

歴は胃潰瘍と尿路結石の既往あるが，失神の既往はない．

Brugada 症候群とは特徴的な心電図所見を呈し，器

突然死の家族歴なし．平成 16 年度の健診の心電図で，

質的心疾患なく，主として夜間，早朝

2）

に心室細動に

よる突然死を起こしうる疾患である．検診心電図などで
3）

V2 に saddle back 型 ST 上昇と不完全右脚ブロックを認
めた（図 1A）．過去 5 年間の心電図を調べたところ，年

は遭遇するといわれているが，当施

によって ST の形は変化するものの，過去 2 年（平成 12

設における定期健康診断（以下健診）でも，Brugada

年，14 年）に V2 で saddle back 型 ST 上昇を認めてい

症候群が注目されるようになり，意識して心電図の判読

た．V1 では ST 上昇は典型的ではないが，運転士であ

がされるようになってから散見されるようになった．運

り精査目的に近医循環器科を受診，ホルター心電図，ト

転士の Brugada 症候群の症例が発見された場合の対応

レッドミル，心エコーなどの検査を受けたが異常なしと

方法や，健診における Brugada 症候群のスクリーニン

の診断であった．現在のところ，通常の乗務を行ってお

グ法の確立に向けて，早急に検討が必要であると思われ

り，無症候性の Brugada 型心電図波形として毎年の健

は 0.01 〜 0.42 ％

診で心電図の経過を追う予定である．
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3．健診で coved type 型 ST 上昇を示した例
45 歳男性，JR 東日本社員．40 歳で禁煙．既往歴に特
記すべきことなし．本人に失神歴はないが，家族歴とし
て父が 52 歳で夜間に原因不明の突然死をしている．平
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Fig. 2. The flow chart of screening of asymptomatic
patients with Brugada type elctrocardiograms.
Fig. 1. The original ECGs in the presented cases.
A: Right bundle branch block and ST-segment elevation (saddle back type) in V2
B: ST-segment elevation (coved type) in V2

負荷試験や EPS による精密検査を行う．清水らの報告

5）

によると肋間を上げての心電図検査を有効としており，
受診者の負担を考えると短時間にしかも侵襲無く容易に
成 16 年度の健診の心電図で，V1，V2 で coved 型の ST
上昇を認めた（図 1B）．問診によると，平成 15 年 8 月

行えるため，有効な手段の 1 つであるといえる．
我々は平成 15 年度以降の健診において疑い例も含め，

頃胸痛自覚し，近医受診したところ Brugada 型心電図

平成 15 年度は心電図対象者 4,287 名中 0.05 ％にあたる 2

の指摘を受け，定期的に通院中である．診断のための詳

例 ，平 成 16 年 度 は 4,143 名 中 0.1 ％ に 当 た る 4 例 の

しい検査（薬物負荷試験や EPS）についても説明を受

Brugada 型心電図の症例を経験した．文献的にも検診

けているが，未精査である．引き続き精査の必要性，突

心電図における Brugada 型心電図の発見率は約 0.05 ％

然死の可能性などを説明し指導していきたい．

とするものが多く，頻度としては決して稀なものではな

考

く，これら全例を対象に器質的疾患の否定から EPS に

察

よる心室細動誘発まで精査を進めることは実際的ではな

Brugada 型心電図は，安静時右脚ブロック（中には

い．そこで実際には ST のタイプ，さらに症候性か無症

正常 QRS 波形のものもある）と右側胸部誘導（まれに

候 性 か で 対 応 が 異 な る が ，現 時 点 で は Coved type

下壁，後側壁誘導）で ST 上昇を呈し，ST 上昇の程度

（Type 1）については症状の有無に関わらず，Saddle

4）

を認める

back type（Type 2，Type 3）については症候性の場合

のが特徴である．ST 上昇が消失することもあり，自律

は精査が必要であると考えられる．また無症候性の

神経の作用により日差変動・日内変動を認めることが知

Type 2，3 は経過観察でよいと考えている．当院では欧

られている．

州心臓病学会の診断基準によって分類し，2003 年国立

と形態（coved 型や saddle back 型）に変動

そこで健診における Brugada 型心電図のスクリーニ

循環器病センター心臓血管内科が示している Brugada
7）

を参考にし，Brugada 型心電図を

ングおよび診断方法について検討を行った．現時点で心

症候群の治療方針

電計による自動解析で Brugada 型心電図評価基準を搭

示した社員へ対応している（図 2）．

載されているものは少ないため，実際的な方法としては，

ST 変化には日内変動・日差変動を有することは知ら

完全または不完全右脚ブロック，RSR’パターン，V1 〜

れているが，スクリーニングとしては健診当日の心電図

V3 で ST 上昇を認めた場合には，まず Brugada 型心電

で判断することはやむを得ない．症例 1 は健診の心電図

図波形を疑うこと，ST 上昇が明らかでない場合には，

検査で指摘された上室性期外収縮の精査で循環器科を受

胸部誘導 1 肋間上での記録を参考

5）

にする．我々が経

診し，偶然 Brugada 型心電図が見つかった症例であっ

験した症例では，健診時の心電図の機械判定は，RSR

た．心事故発症が多い 7）ことからより重要視される

パターン，前壁梗塞の疑い，不完全右脚ブロック，ST-

coved 型 ST 上昇の場合は，家族歴や失神歴の有無に関

T 異常の順に多かった．さらに失神の既往歴，突然死

わらず，EPS で心室頻拍や心室細動が誘発されるかど

6）

（特に 45 歳以下 ）の家族歴の有無を確認した上で総合
的に判断し，疑わしい場合には循環器科受診とし，薬物

うか検討することにしている．
一方，saddle back 型 ST 上昇の場合は家族歴があれ
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ば，pilsicainide による薬物負荷試験を行ない陽性の場

る．職場や家庭における救急体制の教育・整備はいずれ

合 EPS へ，なければ本人及び家族と相談の上，経過観

の場合にも不可欠と考えられる．

察でも可としている．症例 3 は家族歴を有する例であっ
た．家族歴が重要なのは，Chen ら

8）

が Brugada 症候群

の一部の家系で心筋 Na チャネル遺伝子（SCN5A）変異
を報告しており，遺伝子異常の可能性が考えられている
からである．ただし運転士の場合は，乗客の安全等を考
えた医学適性の面から，家族歴が無くても薬物負荷試験
を勧めることにしている．従って症例 2 は pilsicainide
負荷試験を勧めたいところであるが実現していない．
今 回 特 に 問 題 と し た い の は ，健 診 な ど で 偶 然
Brugada 型心電図波形が記録されたが，無症状で経過
している無症候性の Brugada 型心電図波形への対応で
ある．
Brugada 症候群の侵襲的診断法として，Na チャネル
ブロッカー遮断薬を負荷する方法があり，V1 〜 V3 誘
導で 0.2 mV 以上の ST 上昇が見られた場合を陽性とす
る．陽性率は 50 〜 80 ％である．EPS では有症候群およ
び無症候群の 60 〜 80 ％の症例で心室頻拍または心室細
動が誘発される．一方，非侵襲的診断法には，運動負荷
心電図や加算平均心電図がある．前者は運動時に ST 上
昇が正常化し運動後に ST が再上昇する所見がみられ，
後者は late potential 指標が陽性となるが，いずれも
Brugada 症候群の 60 〜 80 ％に陽性となる 7）．Brugada
症候群の予後について，初期の報告では，心室細動・失
神などの既往のある有症候群の 34 ％，無症候群の 27 ％
に不整脈発作を認めたとするもの 9）や，無症候性であ
っても 1/3 は 2 年間で最初の心室頻拍ないし心室細動を
発症するとしたものがあり，無症候性であっても積極的
に ICD を行うべきであると考えられた．しかし，最近
のわが国での調査によると有症候性の心事故無発症率は
67.6 ％であるのに対し，無症候性では 93.4 ％であったと
の報告

10）

Priori ら

もある．さらに，その後の Brugada ら 11）や

12）

の報告でも，無症候性の予後が初期の報告

より比較的良好であるとされており，ICD 埋め込みにつ
いてはいまだ議論の余地がある．
Brugada 型心電図を示す社員にどの程度精査を行う
か，検査で陽性の場合に治療方針をどうするのか，ICD
埋め込みの適応となった社員に対していかに就業制限，
配置転換をするのか

13）

，などが今後の産業医学的課題

として残る．現時点では運転士で Brugada 症候群と診
断された例に対して有症候性，無症候性で対応が大きく
異なることが予想される．有症候性では ICD 埋め込み
を行った例も含め，運転は難しいと考えるが，無症候性
で家族歴がなく，saddle back 型 ST 上昇の場合などで
は精査を行った上で運転可能例も出てくると考えてい
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