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3Aプロセス：アラート、アセスメント、アクション
このガイドでは、3Aプロセスについて説明します。これは、HeartLogic™アラートを起点としてLATITUDEレポー
トのデータのレビューを開始し、患者の問診を行ってアセスメントを行いアクションを促すワークフローです。こ
のガイドを使用する際には、HeartLogicアラートの状態に関係なく、すべての患者に対して標準的な治療を提供
します。
3Aプロセスは、アクションの方法を選択するときに検討するステップと情報を提示します。

HeartLogicが有効化されたら、アラート、アセスメント、アクションから成る3Aプロセスに従います（図1）。

 •  ステップ1 – 3Aプロセスの最初の要素はアラートです。HeartLogicアラートとその他の生体情報の送信
データから作成されたLATITUDEレポートが、LATITUDE™ NXT遠隔モニタリングシステムを介して配信
されます。

 •  ステップ2 – アラートを受信したら、LATITUDEのレポートをレビューし、患者の問診を行ってアラートが作
動した背景のアセスメントを実施します。心房細動や食事内容などの心不全につながる増悪因子、さらに心
不全増悪の初期の兆候や症状が発生している場合があります。

 •  ステップ3 – 考えられる要因と患者の状態をアセスメントしたら、標準的な治療と臨床上の判断に基づいて
アクションに進みます。

 • 引き続き患者のモニタリングを行い、標準的な治療に応じて3Aプロセスを繰り返すことを検討します。

デバイスに搭載された複数のセンサ（心音データ、胸郭インピーダンス、呼吸、夜間心拍数）の測定値は一般的
に心不全増悪と関連し変動すると報告されています。

HeartLogicインデックスはこれらの複数センサからの測定値の経時的変化を基に計算された数値です。

アラート アセスメント アクション

HeartLogic
アラート

LATITUDE
レポートの
レビュー

 アクション 

患者の問診

アラートの背景のアセスメント

引き続き患者のモニタリングを行い、
標準治療に従ってアセスメントと関連する
アクションを繰り返すことを検討します。

図 1：3Aプロセス : アラート、アセスメント、アクション

注意： 現時点でHeartLogic機能が提示する情報と心不全増悪兆候との関係は確立していない。
HeartLogicアラートが発現した際は、患者の状態や他の指標とあわせて総合的に評価した上で、治療の要不要及び治療方針を決定すること。



ステップ1：HeartLogic™アラート
HeartLogicアラートはHeartLogicの機能の1つで、HeartLogicインデックスと呼ばれるトレンドデータの変動
を対象としています。このデータはLATITUDE NXTを介して提供されます。本アラートはイエローアラートと
して扱われており、閾値の設定が可能です。*

HeartLogicインデックスは複数の生体情報センサからの測定値を基に計算された数値で、毎日更新されます。
HeartLogicインデックスは各生体情報センサの測定値のベースラインからの変化の大きさを示し、患者の直近
の測定値に基づいて重み付けが行われ計算されています。各生体情報センサの測定値のベースラインは、最長
で過去3か月間のデータに基づいて計算されます。

HeartLogicインデックスが閾値を超えると、HeartLogicアラートが作動します。HeartLogicインデックスが閾
値を上回っている限り、7日ごとに追加のアラートが送信されます。**
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*標準閾値 16を使用。

**HeartLogic機能は患者の生体情報の変化に関する指標を提供する機能です。注：現時点でHeartLogic機能が提示する情報と心不全増悪兆候との関係は確立しておりません。
インデックスでは長期的な平均化が行われるため、短期間に起きるセンサデータの速い変化に対しては変化が反映されないことがあります。そのため、緊急治療によるセンサの
変化がインデックスに即座に反映されない可能性があります。インデックスの値を日々の患者管理に使用することは推奨されておりません。



LATITUDEレポート
LATITUDEレポートは、生体情報センサトレンドの包括的なサマリです。このガイドで扱うトレンドデータは、S3
心音データ、S1心音データ、胸郭インピーダンス、呼吸数、夜間心拍数、睡眠傾斜、活動レベル、AT/AF負荷、
心室不整脈治療、左心室ペーシング率、体重です。

デバイスから収集される日々の生体情報データを基にレポート作成が行われ、LATITUDE NXTシステムによっ
てデータが配信されます。LATITUDEレポートに含まれるすべての生体情報センサトレンドがHeartLogicの計
算に含まれるわけではありませんが、すべてのデータを併せて使用することで、HeartLogicアラートが作動した
背景をより理解するのに役立ちます。

ステップ 2：アセスメント
LATITUDEレポートをレビューし、患者の問診を行ってアラートの背景の潜在的な原因を特定します。

　　　　 S3心音データ（HeartLogicトレンドデータ）

パルスジェネレータに内蔵された加速度センサを使用して、患者安静時の第3心音のタイミングで心臓から発生す
る振動（S3心音データ）を検出します。検出されたS3心音データの強度が測定され、ミリグラビティ（mG）単位
で記録されます。患者の心拍数が高すぎたり変動が大きすぎる場合、S3心音データを取得できないことがあります。

臨床上、S3が聴診された場合、心不全と充満圧上昇の初期兆候を示すと云われています 5-8。デバイスで測定さ
れるS3心音データは早期拡張期充満時に発生すること（これは既知の生理学的な発生と一致します）9、左心室
機能の低下と一致する心電図パラメータと相関すること10,11、左房圧などの血流力学的なパラメータと相関する
ことが報告されています。12

また、デバイスで測定されるS3心音データには、可聴域以下の成分も含まれます 13。1mGを超えるS3心音デー
タの30日間の平均値は、ベースラインを使用して聴診されたS3より適切に将来の心不全イベントのリスクを予
測していました 14。また心不全の増悪はS3心音データの強度増高と関連付けられます。15-17

　　　　 S1心音データ（HeartLogicトレンドデータ）

パルスジェネレータに内蔵された加速度センサを使用して、患者安静時の第1心音のタイミングで心臓から発生
する振動（S1心音データ）を検出します。検出されたS1心音データの強度が測定され、ミリグラビティ（mG）単
位で記録されます。患者の心拍数が高すぎたり変動が大きすぎる場合、S1心音データを取得できません。

臨床上、聴診によるS1は、僧帽弁と三尖弁の閉鎖のタイミングで発生し、心室収縮の開始と機械的な拡張の終
了を識別します 18。S1心音データの振幅は心収縮力と密接に関係することがわかっています 12,19,20。S1の強度の
低下は、心筋抑制、僧帽弁逆流、心室中隔欠損、急性大動脈弁逆流と関連付けられる場合があります 21。心不
全の増悪は、S1心音データの強度減高と関連付けられます。15-17

　　　　胸郭インピーダンス（HeartLogicトレンドデータ）

胸郭インピーダンスは、右心室リードのコイル電極とパルスジェネレータ間の胸郭抵抗の測定値です。胸郭イン
ピーダンスが低い場合、肺鬱血 22,23、ポケット感染 23、胸水／心嚢液 24、および呼吸器感染と関連付けられます 23。
また心不全の増悪は、胸郭インピーダンスの低下と関連付けられます。15-17,25
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　　　　呼吸数（HeartLogicトレンドデータ） 

呼吸数は、24時間に測定される、すべての有効呼吸数（1分間あたり）の中央値です。

ADHERE Registryによると、急性非代償性心不全で入院している患者の90%近くが、入院の時点で息切れ（呼
吸困難）を経験しています 26。呼吸困難を経験している患者には多くの場合、呼吸数の増加（頻呼吸）と一回換気
量の減少を伴う、速くて浅い呼吸パターンが見られます。

心不全イベントの前には呼吸数が増加することがあります 15-17,27。30日間の平均呼吸数が20回／分を超えると、
その後30日間の心不全イベントのリスクが3.5倍に増加します 28。30日間の呼吸数の1日ごとの変動が大きくな
ると、その後30日間の心不全イベントのリスクが4.9倍に増加します。29

　　　　夜間心拍数（HeartLogicトレンドデータ）

夜間心拍数は、午前0時から午前6時までに測定された平均心拍数です。多くの患者では、夜間心拍数が安静
時心拍数を示す傾向があります。

安静時心拍数は、慢性心不全の患者で予測的な値を示すことがあります 30。安静時心拍数の増加は、心不全の
増悪 15-17,31または自律神経機能障害と関連付けられます。31

また安静時心拍数の増加が伝導性心房性不整脈と関連付けられる際には、心拍数コントロールが不十分であるこ
とを示す場合もあります。

　　　　睡眠傾斜  

睡眠傾斜とは、患者の胴体と水平面とがなす角度であり、設定された患者睡眠時間に測定されます。

起座呼吸は、患者が横たわると息切れ（呼吸困難）が起こる症状です。発作性夜間呼吸困難（PND）は、急性の
息切れのために突然目が覚める症状で、一般的には夜間に発生します。起座呼吸とPNDは、心不全患者の姿勢
に関連する一般的な症状です。心不全評価におけるこれらの症状の重要性については、最新の心不全管理ガイ
ドライン、心不全臨床評価スコア、臨床研究で詳しく説明されています 1,32-38。いずれの症状も、臥床時の抹消
部から胸部への血流によって生じます。これらの症状は不快であるため、多くの場合、患者は夜間に安眠するた
めに身体を起こそうとします。

仰角の睡眠傾斜は、起座呼吸またはPNDを示していました。39,40

　　　　活動レベル 

活動レベルは、患者の1日の活動時間数を示します。デバイスで測定される活動の変化は、6分間歩行テストと相
関しています 41,42。身体活動のレベルが低下すると、その後30日以内の心不全による入院リスクが4倍になって
います 43。心不全の増悪は、活動の低下と関連付けられます。15-17



　　　　AT/AF負荷

AT/AF負荷トレンドは、心房頻拍応答（ATR）モードスイッチにかかった合計時間を1日あたりの時間数で示しま
す。このトレンドは一般的に、心房性頻脈（AT）エピソードまたは心房細動（AF）エピソードの持続時間を示します。
心不全においてATエピソードとAFエピソードは予後不良や死亡率と関連付けられ44、多くの場合に無症状です 45。
AFが心不全を悪化させ 46-48、心不全増悪によってAFの新たな発症または増悪を招くことがあります。47,49

　　　　心室不整脈治療  

心室治療トレンドは、抗頻拍ペーシング（ATP）とショック療法のサマリを示します。

レポート内でATPは点、ショック療法は電気ショックマークとして表示されます。両方の治療が同日に実施された
場合、電気ショックマークのみが表示されます。不整脈に関する詳細な情報は、不整脈ログブックレポートで確
認できます。

デバイス療法の実施は、異常拍動の増加や心拍数コントロールの不足を示すことがあります。

　　　　左心室ペーシング率 

左心室ペーシング率トレンドは、左心室（LV）リードでペーシングされた心拍の1日の割合です。CRT（心室再同
期療法）の目的は、できる限り100%に近い両心室ペーシングによって、再同期の効果を最大化することです 50。
CRTデバイスによる高い両心室ペーシング率は、予後の改善と関連付けられます。50

　　　　体重

体重トレンドは、LATITUDE™ NXT専用の体重計によって収集された、患者の毎日の体重データを示します。
ガイドラインでは、心不全管理手順の一環として体重のモニタリングを行うことを推奨しています。1

毎日の体重の急激または持続的な増加は、体液鬱滞および心不全の増悪と関連します。51, 52
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心不全の増悪と関連付けられるトレンドデータの変化

増加傾向 減少傾向

S3心音データ（HeartLogicトレンド） S1心音データ（HeartLogicトレンド）

呼吸数（HeartLogicトレンド） 胸郭インピーダンス（HeartLogicトレンド）

睡眠傾斜 活動レベル

夜間心拍数 （HeartLogicトレンド）

AT/AF負荷

体重

表1：心不全の憎悪と関連付けられるトレンドデータ変化のサマリ

*症状や経過時間は個人差が大きく、同一患者でも変動します。

Timeline of Time Course of HF Decompensation & Pathophysiology of congestion.Adapted from Adamson PB.Current Heart Failure Reports, 6(4), 287-92

心不全イベント（HFE）

HRV

夜間心拍数

体重

活動

心音
胸郭インピーダンス

呼吸数

睡眠傾斜

心不全イベント発生までの
タイムライン（一例）

心拍出量↓ 左心房圧↑ 肺水分量↑ 体重↑ 症状↑
活動↓

交感神経
活性↑

～30日 0日

図2：心不全イベント発生までのタイムライン（一例）*



7

患者の問診
患者の問診を行って、HeartLogicアラートが作動した背景にある追加の情報を把握し、各施設で実践されてい
る患者の心不全症状評価もしくは診療ガイドラインに沿った実行可能なアクションを特定します。1以下の2項目に
ついて質問を行い回答を求めます。一般的な質問を以下に例示します：

1.以下のような、即座に患者介入を行うことが可能と考えられる具体的な増悪因子がありますか?
 • 処方薬の服薬が遵守されていない
 • 食欲の不振
 • 有害な薬剤の使用
 • 不整脈の発生とデバイス治療（ATP、ショック療法）の送出履歴
 • 心臓再同期療法の減少あるいは喪失
 • 直近での投与薬剤の変更
 • 直近での臨床イベント（特に手術など、輸液を必要とするもの）履歴
 • 心筋虚血
 • 最適化されていない薬物療法

2.上記項目以外に心不全の増悪を示すその他の兆候や症状がありますか?
 • 運動時およびまたは安静時の息切れ
 • 横たわった際の息切れ（起座呼吸または発作性夜間呼吸困難）
 • 日中の眠気の有無、または体を起こした状態での睡眠
 • 乾いた咳または泡状の痰
 • 体重増加
 • 腹部、脚、足首のむくみ
 • 排尿頻度の変化
 • 倦怠感



ステップ3：アクション
LATITUDEレポートのアセスメントと患者の問診が完了したら、当該患者の安全を確保する為に治療変更および
標準治療ガイドラインに沿った患者状態のモニタリング継続を検討します。1

HeartLogicアラート（ステップ2）の作動に付随すると考えられる要因に応じて、以下の1つ以上のアクションを
検討します。一般的なアクションを以下に例示します：

 • 処方薬の服薬遵守を徹底させる。
 •  塩分および水分摂取制限に関する患者教育を繰り返し行う。また日常の活動／運動の計画と実行、担当医

師からの定期的なフォローアップ診察を欠かさず受診するように注意を促す。
 •  心房負荷の悪化、CRTペーシングの欠如、心室性不整脈など、患者のデバイス治療に関連する問題に対処

する。
 •  過剰な体液貯留を疑う場合に治療を施す。
 •  現行のガイドラインに従った薬物療法をさらに最適化する。
 •  標準治療ガイドラインに従って患者のモニタリングを継続する。1
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略語
AF – 心房細動
AT – 心房性頻脈
ATP – 抗頻拍ペーシング
ATR – 心房頻拍応答
CRT – 心臓再同期療法
LV – 左心室 
PND – 発作性夜間呼吸困難
V – 心室
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