
循環器疾患診療の最前線（Ⅱ）

杏林大学循環器内科教授
副　島　京　子

（聞き手　齊藤郁夫）

　齊藤　心室性不整脈に対する、特に
カテーテルアブレーションについてう
かがいます。健診を行いますと、心室
性不整脈はわりとありますね。これは
どう見ていけばいいのでしょうか。
　副島　特に健診で期外収縮が出てい
る場合は、まず私たちは12誘導心電図
の波形を見ます。心室性期外収縮、あ
るいは３発以上続けて出るものを心室
頻拍といいますが、波形によってある
程度、悪性のものか経過観察できるも
のかを見分けます。器質的心疾患を認
めない特発性の期外収縮あるいは心室
頻拍、あるいは器質的心疾患に伴って
出るタイプの不整脈があります。波形
でまず鑑別をしようとします。
　小学校の健診で見つかるものは、通
常、右室流出路や、左室流出路から出
ることが多いのですが、頻度が高くな
ければ経過観察することもあります。
ただ、頻度が非常に高かったり、24時
間のホルター心電図などで、期外収縮
がどれぐらい出るか、何種類ぐらいの
波形が出るかを見ます。総心拍数の15

％か20％を超えるようですと、心機能
が落ちることもあるので、症状がある
場合、あとは頻度が高い場合は治療を
おすすめしています。
　齊藤　１回の心電図は数秒しか取ら
ないのですか。
　副島　そうですね。
　齊藤　その中での波形と、数と連発
ですか。
　副島　そうですね。１回の心電図だ
と１日どれぐらい出ているかがわから
ないのと、人によっては寝ている間に
多くて昼間減る人、昼間出ているけれ
ども寝ると全く出なくなる人がいるの
で、やはり24時間見るのが大切かと考
えています。
　齊藤　健診で見つかった場合には、
その数とか波形の種類を見て、場合に
よってはホルター心電図をおすすめす
るということでしょうか。
　副島　はい。
　齊藤　症状が強いとか、ホルター心
電図で頻度がかなり高い人、20％とい
うと２万回ぐらいということですか。

　副島　そうですね。
　齊藤　そのぐらい多い人の場合には、
それに対するカテーテルアブレーショ
ンもあるということですか。
　副島　そうですね。治療というと、
例えば今お話ししているのは心臓が悪
くない場合のチョイスです。心臓が悪
くない場合、私たちはそれを特発性の
期外収縮あるいは特発性の心室頻拍と
いっていますが、その場合は薬で治療
する、あるいはカテーテルで治療する
という２種類の治療法が考えられます。
それぞれメリットとデメリットがある
のですが、例えば薬の場合ですと、コ
ンプライアンスが重要なのと、不整脈
自体を根治するわけではなく、抑えて
いるだけなので、不整脈が出てしまう
ということと、催不整脈作用といって、
新たな不整脈が出現する可能性があり
ます。若い患者さんなど、今後長く薬
をのんでいく必要のある人は、場合に
よってはカテーテルで根治を目指すの
もいいチョイスだと思います。
　齊藤　特発性ということですが、危
険なことがあるのですね。
　副島　そうですね。それを見極める
のが私たち循環器医師、あるいは不整
脈専門医の仕事です。心筋梗塞を起こ
したことがある患者さんで、頻繁に心
室性の期外収縮、あるいは心室頻拍が
出る場合は、やはりそれが突然死に結
びつく可能性があります。その場合は
心臓のエコー、あるいは心臓のMRIで、

心臓の筋肉がどれぐらいダメージを受
けているかを判定します。左室駆出率
を評価して、低下している場合、突然
死から患者さんを守るために植え込み
型除細動器（ICD）を選択する場合が
ほとんどです。
　齊藤　器質的心疾患で心筋梗塞のほ
かには何がありますか。
　副島　日本の場合ですと拡張型心筋
症であるとか、肥大型心筋症、あとは
若い患者さんで見分けなくてはいけな
いのは心臓のサルコイドーシスなどで
す。やはり専門の施設でエコー、MRI
で評価するのが大切だと思います。
　齊藤　対策としても、薬とデバイス
を使った治療ということですか。
　副島　そうですね。例えばICDはリ
ードという電線を血管から心臓の中に
留置するのが通常のタイプですが、心
臓の脈拍を24時間365日ずっとモニタ
ーして、あらかじめ医師が設定したそ
の患者さんの心室頻拍のスピードであ
るとか、あるいはどのぐらい持続する
かにより治療の設定をします。
　ICD治療といいますと、電気ショッ
クに加えて心室頻拍よりも速いスピー
ドで刺激をする、抗頻拍ペーシングが
あります。抗頻拍ペーシングにより７
割ぐらいは心室頻拍を止めることがで
きますので、患者さんはショックの苦
痛を味わわずに治療することが可能で
す。ICDショックのストレスを避ける
ためにほかの治療を併用するというこ

心室性不整脈へのカテーテルアブレーションの
現状と展望
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ともやっています。
　齊藤　ICDは左心室に入れるのです
か。
　副島　右心室です。前胸部に本体を
置いて、静脈を通して右心室にリード
を置いています。電気ショックはリー
ドと本体の間で電気ショックをかける
のですが。
　齊藤　物が入っていると、そこでの
感染などがあるのでしょうか。
　副島　感染も、例えば全身的にグラ
ム陽性の菌血症を起こした場合、リー
ドに付着するため注意が必要です。あ
とは、例えば年齢の高い患者さんです
と、皮膚が菲薄化して、皮膚から感染
することもありますし、もっと大きな
問題としては、静脈とリードが癒着し
て閉塞してしまうことがあります。リ
ード自体も半永久的にもつというわけ
ではないので、断線したり悪くなった
ときに、もう１本追加をしなくてはい
けないときがあります。血管閉塞して
いると、抜去するか、反対側に植え込
みをすることで、いろいろ問題が出て
きます。
　齊藤　より安全なものがあるのでし
ょうか。
　副島　血管の中を通してリードを入
れるということを避けるために、皮下
型の植え込み型除細動器（S-ICD）と
いうものが出てきています。本体を側
胸部に入れて、リードは胸骨に沿って
皮下に入れ、血管の中を通さずに治療

を行います。
　齊藤　カテーテルアブレーションは
どういうことをするのでしょうか。
　副島　カテーテルアブレーションと
いうのは、あまり聞き慣れない言葉か
もしれないですが、治療用のカテーテ
ルを血管を通して心臓の中に入れてい
きます。患者さんの背中にはパッチと
いう電極を貼ります。カテーテルの先
端を、不整脈を起こしているような心
臓の筋肉を見つけて接触させ、高周波
を先端電極と背中のパッチの間で通電
しますと、カテーテルの先端が60度以
上に温まります。不整脈を起こしてい
る異常な筋肉を熱凝固することが可能
となり、それで不整脈を出さないよう
になります。
　齊藤　具体的な場所としてはどこで
すか。
　副島　場所はいろいろ、病気あるい
は患者さんの状態によって千差万別な
のですが、それを見つけるために例え
ば術前にMRIを行う、あるいは心室頻
拍の12誘導の心電図を取ることで、ど
こから出てきているかの判断ができま
す。
　あとは、最近の進歩ですと、３Dの
マッピングシステムというもの、通常
どこの病院でも使っていると思うので
すが、カテーテルで心臓の中を接触す
ることで、患者さんの正確な解剖学的
な情報を記録します。そして、３Dの
モデルをつくることが可能です。それ

に基づいて、例えば不整脈中にマッピ
ングといって、いろいろ電位を取ると、
どこから不整脈が出ているかがわかり
ます。あとは心筋梗塞の場所であると
か、異常な心筋の部位がマッピングの
システムを使うことで非常に正確にわ
かるようになってきています。このシ
ステムを用いて治療することがほとん
どです。
　齊藤　根治が望めるということです
ね。
　副島　はい。
　齊藤　先ほどのICDとの関係はどう
なりますか。
　副島　カテーテルアブレーションで

すべて、例えば心臓の悪い方で不整脈
の根治というのはなかなか難しくて、
原病が例えば心筋梗塞や心筋症である
と、時間とともに進行することが考え
られます。ICDはあくまでセーフティ
ーネットのようなかたちで入れて、そ
れで今起きている不整脈を治療するこ
とで、頻回な作動を予防し、万が一危
険な不整脈が起きたときに作動すると
いうかたちで治療ができます。それが
一番理想的な手段だと思います。
　齊藤　両方のデバイスをうまく使っ
ていくということですね。どうもあり
がとうございました。
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を置いています。電気ショックはリー
ドと本体の間で電気ショックをかける
のですが。
　齊藤　物が入っていると、そこでの
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　副島　感染も、例えば全身的にグラ
ム陽性の菌血症を起こした場合、リー
ドに付着するため注意が必要です。あ
とは、例えば年齢の高い患者さんです
と、皮膚が菲薄化して、皮膚から感染
することもありますし、もっと大きな
問題としては、静脈とリードが癒着し
て閉塞してしまうことがあります。リ
ード自体も半永久的にもつというわけ
ではないので、断線したり悪くなった
ときに、もう１本追加をしなくてはい
けないときがあります。血管閉塞して
いると、抜去するか、反対側に植え込
みをすることで、いろいろ問題が出て
きます。
　齊藤　より安全なものがあるのでし
ょうか。
　副島　血管の中を通してリードを入
れるということを避けるために、皮下
型の植え込み型除細動器（S-ICD）と
いうものが出てきています。本体を側
胸部に入れて、リードは胸骨に沿って
皮下に入れ、血管の中を通さずに治療

を行います。
　齊藤　カテーテルアブレーションは
どういうことをするのでしょうか。
　副島　カテーテルアブレーションと
いうのは、あまり聞き慣れない言葉か
もしれないですが、治療用のカテーテ
ルを血管を通して心臓の中に入れてい
きます。患者さんの背中にはパッチと
いう電極を貼ります。カテーテルの先
端を、不整脈を起こしているような心
臓の筋肉を見つけて接触させ、高周波
を先端電極と背中のパッチの間で通電
しますと、カテーテルの先端が60度以
上に温まります。不整脈を起こしてい
る異常な筋肉を熱凝固することが可能
となり、それで不整脈を出さないよう
になります。
　齊藤　具体的な場所としてはどこで
すか。
　副島　場所はいろいろ、病気あるい
は患者さんの状態によって千差万別な
のですが、それを見つけるために例え
ば術前にMRIを行う、あるいは心室頻
拍の12誘導の心電図を取ることで、ど
こから出てきているかの判断ができま
す。
　あとは、最近の進歩ですと、３Dの
マッピングシステムというもの、通常
どこの病院でも使っていると思うので
すが、カテーテルで心臓の中を接触す
ることで、患者さんの正確な解剖学的
な情報を記録します。そして、３Dの
モデルをつくることが可能です。それ

に基づいて、例えば不整脈中にマッピ
ングといって、いろいろ電位を取ると、
どこから不整脈が出ているかがわかり
ます。あとは心筋梗塞の場所であると
か、異常な心筋の部位がマッピングの
システムを使うことで非常に正確にわ
かるようになってきています。このシ
ステムを用いて治療することがほとん
どです。
　齊藤　根治が望めるということです
ね。
　副島　はい。
　齊藤　先ほどのICDとの関係はどう
なりますか。
　副島　カテーテルアブレーションで

すべて、例えば心臓の悪い方で不整脈
の根治というのはなかなか難しくて、
原病が例えば心筋梗塞や心筋症である
と、時間とともに進行することが考え
られます。ICDはあくまでセーフティ
ーネットのようなかたちで入れて、そ
れで今起きている不整脈を治療するこ
とで、頻回な作動を予防し、万が一危
険な不整脈が起きたときに作動すると
いうかたちで治療ができます。それが
一番理想的な手段だと思います。
　齊藤　両方のデバイスをうまく使っ
ていくということですね。どうもあり
がとうございました。
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