
東京慈恵会医科大学循環器内科教授
山　根　禎　一

（聞き手　池脇克則）

　発作性心房細動に対するカテーテルアブレーションについてご教示ください。
　施行後、洞調律に復した場合、抗凝固薬（NOAC）の投与は継続したほうが
よいのでしょうか。

＜大阪府開業医＞

発作性心房細動のカテーテルアブレーション

　池脇　心房細動に関する質問は最近
よくいただきます。ただ、その多くは
新規抗凝固薬（NOAC）に関連した心
房細動の質問ですが、今回は心房細動
に対するカテーテルアブレーションと
いうことです。先生はこのアブレーシ
ョンを世界で初めて開発、始めたハイ
サゲル教授のところで直接勉強されて、
日本のカテーテルアブレーションの先
駆者の一人としてやっておられます。
カテーテルアブレーションを行ってい
る施設も増えて、患者さんは右肩上が
りに増加していると理解してよいので
すか。
　山根　先生が今おっしゃったよう 
に、心房細動は本当に患者数が多い、
common diseaseの一つにも数えられて
いるもので、心房細動のマネジメント

の中でも、NOACといわれるものが出
てきたこと、そしてもう一つは、カテ
ーテルで長い間、不治の病といわれて
いた心房細動が治るようになった、こ
の２つが最近の大きな変化だろうと思
います。
　そしてカテーテルの治療が始まった
のが、何年なのかを定義するのは難し
いのですが、その場にいた私としては
2000年から始まったと思っています。
世界で初めての症例が行われたのが
2000年でした。ですから、そこから18
年経ったということですね。
　私が留学から帰国して日本で始めた
とき、本当にまだ少ない施設でしかで
きませんでしたが、今は器具も便利な
ものがたくさん出てきて、安全に、そ
して効率よく治療できる環境が整って
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りも、早い時期にコンサルトをしたほ
うが患者さんにとってもメリットが大
きいのですね。
　山根　そう思います。早いうちに患
者さんにこういう治療法があるのだと
いう選択肢を提示していただくといい
と思います。
　池脇　今回の場合には発作性の心房
細動に対してカテーテルアブレーショ
ンを行う場合に、実際に行った後、洞
調律に戻っている。それでも、NOAC
を使ったほうがいいのか。周術期の問
題もあると思うのですが、今はどのよ
うに管理されているのでしょう。
　山根　NOACはカテーテルアブレー
ションという手術をするうえでも、非
常に密接にかかわってきます。必ず手
術の前からのみ始めていただきます。
そして、手術の術中も、経口の薬をの
み続けることも多いです。例えばワー
ファリン、そしてNOACというような
薬を手術の当日もそのままのんでいた
だくことも最近では非常に多くなって
きています。
　治療後、手術して一見心房細動がお
さまっていれば、もうのまなくてもい
いと思われる方も多いのですが、実は
治療が終わった後も最低でも３カ月間
はのみ続けていただくことが基本にな
っています。この３カ月というのは、
治療が終わった後で再発が時々起こる
ものですから、再発が出ているのか、
きちんと治っているのか、そういう治

療の効果を確かめる期間が３カ月ぐら
いあるということ。そしてもう一つは、
治療が終わった後、心臓の内側の内皮
細胞が治療によって傷害されているの
で、そこに血栓がついて血栓塞栓症の
原因になることを予防するために、内
皮細胞が修復されるまでNOACをのん
でいただきます。その時間として、少
しsafety marginを取って３カ月とする
のが基本になってきます。
　池脇　術後、最低３カ月ということ
ですが、洞調律に復した場合、あるい
はそれが維持されている場合、心房細
動のときに動悸がある患者さんならい
いのですが、動悸のない方もいる。は
っきり、24時間ずっと洞調律だと言い
切るのはなかなか難しいですよね。
　山根　本当にそのとおりなのです。
それぞれの患者さんにおいてずっと心
電図を撮り続けているわけではないの
で、何で評価するのかは難しい問題で
す。最終的には体の中に埋め込み型の
デバイスを入れないかぎり、再発がな
いと絶対的なことは言えないのです。
通常は本人の症状、そして外来にいら
っしゃったときの心電図、時々行うホ
ルター心電図をある程度指標にして判
断することになっていきます。再発が
否定し切れないような患者さんがもと
のCHADS２のスコアが比較的高い方、
例えば高血圧、糖尿などの因子を持っ
ている方の場合は、３カ月というとこ
ろで切れない方も多いと思います。

いるもので、治療できる施設もすごく
増えて、治療数は増えているという状
態だと思います。
　池脇　アブレーションの機器の進歩
もあるのですが、例えば最近、クライ
オバルーンアブレーションという名前
を耳にします。これも新しいアブレー
ションなのでしょうか。
　山根　クライオバルーンアブレーシ
ョンは３年前に日本に導入されたので
すが、大きくこの治療を変えていると
思います。心房細動の治療では肺静脈
の入り口部付近を治療することが基本
ですが、以前はその入り口部の付近を
細いカテーテルの先端で、少しずつ焼
いていくという、かなり高度なテクニ
ックを要するものだったのです。クラ
イオバルーンとは、カテーテルの先端
に直径３㎝弱のバルーンが付いていて、
肺静脈の入り口にバルーンを押し当て、
その中に冷凍凝固用の液体窒素を流し
込むものです。それがうまく密着すれ
ば、ワンショットで１本の血管の治療
が完結するものです。つまり、技術的
な閾値を下げて、治療の裾野を広げ、
より多くの患者さんが治療できる状況
になってきている。そのような進歩が
カテーテルアブレーションの世界では
生じているということです。
　池脇　今回の質問のNOACの使い方
の前にお聞きしたいのは、心房細動、
発作性あるいは慢性など、どういう患
者さんにカテーテルアブレーションの

話をしたらいいのかですが、どのよう
に考えたらいいのでしょうか。
　山根　非常に大切なところを聞いて
いただきました。心房細動はカテーテ
ルを使ってかなり治るようになってき
ているのですが、基本的なところで重
要性が変わっていないのは、早いうち
に治療するという点です。心房細動は
進行性の病気です。これはわりに見過
ごされるところなのですが、心房細動
は発作性といって、時々起こる状態か
ら、持続性、そして慢性というなりっ
ぱなしの状態へと進行していく病気で、
治りやすいのは早いうちなのです。進
行性の病気は、何といっても早期発見、
早期治療が基本になりますが、早いう
ちに見つけて、早いうちにカテーテル
によって治療すると、すごく治りやす
いのです。しかしこれが進行してから
の治療になってくると、どんどん治り
にくくなっていきます。
　もちろん、見つかった段階で進行し
ているのは仕方がない面がありますか
ら、そこから頑張って治療することに
なりますが、せっかく早いうちに見つ
かっていたのに、だらだらと薬で数年
様子を見てしまって、それからカテー
テルということになると、だいぶ治り
にくくなっていることが多いのです。
早期発見、早期治療というところを一
般臨床の先生方にもご理解いただけれ
ばと思っています。
　池脇　臨床実地の先生が抱え込むよ
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りも、早い時期にコンサルトをしたほ
うが患者さんにとってもメリットが大
きいのですね。
　山根　そう思います。早いうちに患
者さんにこういう治療法があるのだと
いう選択肢を提示していただくといい
と思います。
　池脇　今回の場合には発作性の心房
細動に対してカテーテルアブレーショ
ンを行う場合に、実際に行った後、洞
調律に戻っている。それでも、NOAC
を使ったほうがいいのか。周術期の問
題もあると思うのですが、今はどのよ
うに管理されているのでしょう。
　山根　NOACはカテーテルアブレー
ションという手術をするうえでも、非
常に密接にかかわってきます。必ず手
術の前からのみ始めていただきます。
そして、手術の術中も、経口の薬をの
み続けることも多いです。例えばワー
ファリン、そしてNOACというような
薬を手術の当日もそのままのんでいた
だくことも最近では非常に多くなって
きています。
　治療後、手術して一見心房細動がお
さまっていれば、もうのまなくてもい
いと思われる方も多いのですが、実は
治療が終わった後も最低でも３カ月間
はのみ続けていただくことが基本にな
っています。この３カ月というのは、
治療が終わった後で再発が時々起こる
ものですから、再発が出ているのか、
きちんと治っているのか、そういう治

療の効果を確かめる期間が３カ月ぐら
いあるということ。そしてもう一つは、
治療が終わった後、心臓の内側の内皮
細胞が治療によって傷害されているの
で、そこに血栓がついて血栓塞栓症の
原因になることを予防するために、内
皮細胞が修復されるまでNOACをのん
でいただきます。その時間として、少
しsafety marginを取って３カ月とする
のが基本になってきます。
　池脇　術後、最低３カ月ということ
ですが、洞調律に復した場合、あるい
はそれが維持されている場合、心房細
動のときに動悸がある患者さんならい
いのですが、動悸のない方もいる。は
っきり、24時間ずっと洞調律だと言い
切るのはなかなか難しいですよね。
　山根　本当にそのとおりなのです。
それぞれの患者さんにおいてずっと心
電図を撮り続けているわけではないの
で、何で評価するのかは難しい問題で
す。最終的には体の中に埋め込み型の
デバイスを入れないかぎり、再発がな
いと絶対的なことは言えないのです。
通常は本人の症状、そして外来にいら
っしゃったときの心電図、時々行うホ
ルター心電図をある程度指標にして判
断することになっていきます。再発が
否定し切れないような患者さんがもと
のCHADS２のスコアが比較的高い方、
例えば高血圧、糖尿などの因子を持っ
ている方の場合は、３カ月というとこ
ろで切れない方も多いと思います。

いるもので、治療できる施設もすごく
増えて、治療数は増えているという状
態だと思います。
　池脇　アブレーションの機器の進歩
もあるのですが、例えば最近、クライ
オバルーンアブレーションという名前
を耳にします。これも新しいアブレー
ションなのでしょうか。
　山根　クライオバルーンアブレーシ
ョンは３年前に日本に導入されたので
すが、大きくこの治療を変えていると
思います。心房細動の治療では肺静脈
の入り口部付近を治療することが基本
ですが、以前はその入り口部の付近を
細いカテーテルの先端で、少しずつ焼
いていくという、かなり高度なテクニ
ックを要するものだったのです。クラ
イオバルーンとは、カテーテルの先端
に直径３㎝弱のバルーンが付いていて、
肺静脈の入り口にバルーンを押し当て、
その中に冷凍凝固用の液体窒素を流し
込むものです。それがうまく密着すれ
ば、ワンショットで１本の血管の治療
が完結するものです。つまり、技術的
な閾値を下げて、治療の裾野を広げ、
より多くの患者さんが治療できる状況
になってきている。そのような進歩が
カテーテルアブレーションの世界では
生じているということです。
　池脇　今回の質問のNOACの使い方
の前にお聞きしたいのは、心房細動、
発作性あるいは慢性など、どういう患
者さんにカテーテルアブレーションの

話をしたらいいのかですが、どのよう
に考えたらいいのでしょうか。
　山根　非常に大切なところを聞いて
いただきました。心房細動はカテーテ
ルを使ってかなり治るようになってき
ているのですが、基本的なところで重
要性が変わっていないのは、早いうち
に治療するという点です。心房細動は
進行性の病気です。これはわりに見過
ごされるところなのですが、心房細動
は発作性といって、時々起こる状態か
ら、持続性、そして慢性というなりっ
ぱなしの状態へと進行していく病気で、
治りやすいのは早いうちなのです。進
行性の病気は、何といっても早期発見、
早期治療が基本になりますが、早いう
ちに見つけて、早いうちにカテーテル
によって治療すると、すごく治りやす
いのです。しかしこれが進行してから
の治療になってくると、どんどん治り
にくくなっていきます。
　もちろん、見つかった段階で進行し
ているのは仕方がない面がありますか
ら、そこから頑張って治療することに
なりますが、せっかく早いうちに見つ
かっていたのに、だらだらと薬で数年
様子を見てしまって、それからカテー
テルということになると、だいぶ治り
にくくなっていることが多いのです。
早期発見、早期治療というところを一
般臨床の先生方にもご理解いただけれ
ばと思っています。
　池脇　臨床実地の先生が抱え込むよ
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　さらに、今の質問は発作性というこ
とでしたが、もとの心房細動が進行し
ている状態の方で治りにくくなってい
るような方の場合には、最低でも１年
間ぐらいは内服を行ったほうがいいと
思います。
　さらに、もう一つお話ししますと、
CHADS２のスコアの中で、もともと
過去に脳梗塞を起こしているというス
コアがついている方の場合には、原則
的には一生、NOACをのんでいただく
ことが推奨されています。ですから、
一人ひとりの患者さんがどのぐらい
NOACをのむのか。最低３カ月から、
一生ということになりますが、これは

なかなか複雑ですので、そこの判断は
ぜひカテーテルアブレーションの手術
を行った施設の担当の医師とよく相談
するのがいいだろうと思います。
　池脇　確かに患者さんにとってはア
ブレーションを行えば、普通の脈にな
って、NOACからも解放されるのでは
ないかというところが、実際、先生の
ように専門にやっておられる方として
は中止することには慎重になるべきだ
ということを理解して話をしたほうが
よいということですね。
　山根　そうですね。
　池脇　どうもありがとうございまし
た。

順天堂大学膠原病内科学教授
田　村　直　人

（聞き手　山内俊一）

　軽症全身性エリテマトーデス（SLE）の治療と効果判定、および副腎皮質ス
テロイドの継続期間についてご教示ください。

＜千葉県勤務医＞

軽症SLE

　山内　田村先生、SLEは昔からよく
知られている病気ですが、最近比較的
軽症化してきたという話も耳にします。
いかがでしょうか。
　田村　以前は診断までに時間がかか
って、重症化するケースが多かったよ
うに思います。今は疾患概念がかなり
行き渡っており、早い時期に診断され
るケースが増えてきているという印象
があります。
　山内　病気自体が軽くなったとは言
い切れないのですね。
　田村　そうですね。そのように思い
ます。
　山内　例えば、以前ですと、海岸で
甲羅干ししていると、１日で腎臓障害
がひどくなったというケースがあった
ような気がするのですが、まだあるの
でしょうか。

　田村　今も時々、海水浴などで紫外
線に長時間当たると、それをきっかけ
に発病したり、SLEが増悪してしまっ
たりといったケースがみられます。
　山内　そういった重症の方は専門の
先生のところでということで、今回の
質問は軽症ということですが、確かに
軽いものも増えてきたのでしょうか。
　田村　そのような印象があります。
　山内　この軽い・重いですが、何で
決まっているのでしょうか。
　田村　明確な基準はないのですが、
だいたいの目安として、SLEに伴う内
臓病変が明確にある場合は軽症とはい
えないと思います。中でも、びまん性
ループス腎炎や、昔は中枢神経（CNS）
ループスといっていて、今は神経精神
ループス（NPSLE）と呼ばれています
が、そういった神経精神症状で痙攣を
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