
循環器疾患診療の最前線（Ⅱ）

筑波大学循環器不整脈学講座教授
野　上　昭　彦

（聞き手　大西　真）

　大西　野上先生、心房細動へのカテ
ーテルアブレーションの現状と展望と
いうことでうかがいます。
　今、かなり社会の超高齢化が進んで
いますが、それに伴って心房細動がか
なり増えていると思います。そもそも
心房細動とはどういう病態なのかから
教えていただけますか。
　野上　心臓の中に４つ部屋がありま
すが、心房細動というのは上のほうの
２つの心房といわれる小さな部屋から
異常な電気が発生して起こる不整脈で
す。心房細動が生じますと、２つの心
房がけいれんしたように小刻みに動い
てしまって、結果的に血液をうまく全
身に送り出せなくなってしまう病態で
す。大事なことなのですが、初めは 
時々心房細動になる発作性心房細動と
いう状態から始まります。その時点で
は動悸を感じる患者さんが多いです。
ところが、次第に発作の回数や１回の
持続時間が長くなったりして、最終的
には一日中、いつも心房細動の状態で
ある長期持続性の心房細動となること

が多いのです。そうすると、逆に症状
がなくなってしまうこともありますの
で、それを見つけることも大事だと思
います。
　大西　気がつかなくなってくるので
すね。
　野上　そうですね。
　大西　いろいろなリスクファクター、
心房細動にいろいろな影響を与える因
子、そのあたりはいかがですか。
　野上　まず心房細動を起こしやすく
する因子があります。一つは加齢です。
一種の加齢病といってもいいと思いま
す。あとは、高血圧、それからお酒を
過度に飲む、喫煙、糖尿病、睡眠時無
呼吸症候群です。
　大西　みんなよくないですね。
　野上　そういったことがあると、ま
すます心房細動になりやすくなるとい
われています。
　大西　一番問題になるのは血の塊が
できるということですね。
　野上　そうですね。たとえ症状がな
くても、一番怖いのが血栓塞栓症です。

先ほど言いました、けいれんしている
心房は血液が淀んでいますので、そこ
に血の塊ができてしまうことがありま
す。それがはがれて動脈の中を流れて
いって、その先で詰まると血栓塞栓症
になります。一番怖いのが脳の血管に
詰まる、非常に重症の脳塞栓です。
　大西　そうしますと、抗凝固薬の内
服が必要になってくるのですね。
　野上　そうですね。ただ、血栓塞栓
症もすべての人に平等に起こるわけで
はなくて、そのリスク因子もあります。
心房細動がある患者さんにおける血栓
塞栓症のリスク因子といわれているの
は、まず脳卒中になったことがある人
が絶対です。あとは、心不全、高血圧、
年齢75歳以上、糖尿病、それらの因子
の２つ以上があると血栓塞栓症が非常
に起きやすいといわれています。
　大西　ひどいのを起こすとたいへん
なことになってしまいますね。
　野上　そうですね。
　大西　次に、心房細動へのカテーテ
ルアブレーションというのは、実際、
具体的にはどのような治療をやるので
しょうか。
　野上　心房細動の起こり始めや、そ
れが持続するのに一番関係しているの
は肺静脈といわれています。そこから
異常な電気が発生するのですが、それ
が心臓全体に伝播しないように、肺静
脈を電気的に隔離すると心房細動の多
くが抑制されるということがわかって

います。以前から心臓外科の先生がそ
ういった手術をされていたのですが、
この20年ぐらい、外科的な手術ではな
くて、カテーテルアブレーションとい
う、細い管を足から入れて同じような
ことができるようになりました。それ
がカテーテルアブレーションです。
　大西　通常は高周波通電をするので
すね。そしてそのエネルギーで電気的
にそこを焼くというかたちになるので
すか。
　野上　まさしくそのとおりで、高周
波のエネルギーによって発生した熱で
電気のブロックをつくってしまう。た
だ、最近はさらに発展していて、冷凍
凝固のバルーンカテーテルや、高周波
のバルーンカテーテル、一番新しい機
器ではレーザー光線で照射するという
方法も次々と出てきています。
　大西　いろいろ進歩しているのです
ね。
　野上　そうですね。
　大西　それでは次に、そういう治療
をやったら皆さん治るのか、とよく聞
かれると思うのですが、いかがでしょ
うか。
　野上　全員治ると言いたいのですが、
そうではありません。逆にいうと、一
番カテーテルアブレーションに適して
いるのは初期の発作性心房細動です。
発作性の段階であれば、今言いました
肺静脈隔離を確実に行えば80％以上、
薬なしでも心房細動を抑制できるとい

心房細動へのカテーテルアブレーションの
現状と展望
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（聞き手　大西　真）

　大西　野上先生、心房細動へのカテ
ーテルアブレーションの現状と展望と
いうことでうかがいます。
　今、かなり社会の超高齢化が進んで
いますが、それに伴って心房細動がか
なり増えていると思います。そもそも
心房細動とはどういう病態なのかから
教えていただけますか。
　野上　心臓の中に４つ部屋がありま
すが、心房細動というのは上のほうの
２つの心房といわれる小さな部屋から
異常な電気が発生して起こる不整脈で
す。心房細動が生じますと、２つの心
房がけいれんしたように小刻みに動い
てしまって、結果的に血液をうまく全
身に送り出せなくなってしまう病態で
す。大事なことなのですが、初めは 
時々心房細動になる発作性心房細動と
いう状態から始まります。その時点で
は動悸を感じる患者さんが多いです。
ところが、次第に発作の回数や１回の
持続時間が長くなったりして、最終的
には一日中、いつも心房細動の状態で
ある長期持続性の心房細動となること

が多いのです。そうすると、逆に症状
がなくなってしまうこともありますの
で、それを見つけることも大事だと思
います。
　大西　気がつかなくなってくるので
すね。
　野上　そうですね。
　大西　いろいろなリスクファクター、
心房細動にいろいろな影響を与える因
子、そのあたりはいかがですか。
　野上　まず心房細動を起こしやすく
する因子があります。一つは加齢です。
一種の加齢病といってもいいと思いま
す。あとは、高血圧、それからお酒を
過度に飲む、喫煙、糖尿病、睡眠時無
呼吸症候群です。
　大西　みんなよくないですね。
　野上　そういったことがあると、ま
すます心房細動になりやすくなるとい
われています。
　大西　一番問題になるのは血の塊が
できるということですね。
　野上　そうですね。たとえ症状がな
くても、一番怖いのが血栓塞栓症です。

先ほど言いました、けいれんしている
心房は血液が淀んでいますので、そこ
に血の塊ができてしまうことがありま
す。それがはがれて動脈の中を流れて
いって、その先で詰まると血栓塞栓症
になります。一番怖いのが脳の血管に
詰まる、非常に重症の脳塞栓です。
　大西　そうしますと、抗凝固薬の内
服が必要になってくるのですね。
　野上　そうですね。ただ、血栓塞栓
症もすべての人に平等に起こるわけで
はなくて、そのリスク因子もあります。
心房細動がある患者さんにおける血栓
塞栓症のリスク因子といわれているの
は、まず脳卒中になったことがある人
が絶対です。あとは、心不全、高血圧、
年齢75歳以上、糖尿病、それらの因子
の２つ以上があると血栓塞栓症が非常
に起きやすいといわれています。
　大西　ひどいのを起こすとたいへん
なことになってしまいますね。
　野上　そうですね。
　大西　次に、心房細動へのカテーテ
ルアブレーションというのは、実際、
具体的にはどのような治療をやるので
しょうか。
　野上　心房細動の起こり始めや、そ
れが持続するのに一番関係しているの
は肺静脈といわれています。そこから
異常な電気が発生するのですが、それ
が心臓全体に伝播しないように、肺静
脈を電気的に隔離すると心房細動の多
くが抑制されるということがわかって

います。以前から心臓外科の先生がそ
ういった手術をされていたのですが、
この20年ぐらい、外科的な手術ではな
くて、カテーテルアブレーションとい
う、細い管を足から入れて同じような
ことができるようになりました。それ
がカテーテルアブレーションです。
　大西　通常は高周波通電をするので
すね。そしてそのエネルギーで電気的
にそこを焼くというかたちになるので
すか。
　野上　まさしくそのとおりで、高周
波のエネルギーによって発生した熱で
電気のブロックをつくってしまう。た
だ、最近はさらに発展していて、冷凍
凝固のバルーンカテーテルや、高周波
のバルーンカテーテル、一番新しい機
器ではレーザー光線で照射するという
方法も次々と出てきています。
　大西　いろいろ進歩しているのです
ね。
　野上　そうですね。
　大西　それでは次に、そういう治療
をやったら皆さん治るのか、とよく聞
かれると思うのですが、いかがでしょ
うか。
　野上　全員治ると言いたいのですが、
そうではありません。逆にいうと、一
番カテーテルアブレーションに適して
いるのは初期の発作性心房細動です。
発作性の段階であれば、今言いました
肺静脈隔離を確実に行えば80％以上、
薬なしでも心房細動を抑制できるとい

心房細動へのカテーテルアブレーションの
現状と展望
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われています。ただ、カテーテルアブ
レーションは１回ではなくて、２回や
らなければいけないことが多いのも事
実です。
　一方、長期持続性、慢性化して、高
度に進行してしまった心房細動の治療
成績は限界があると言わざるを得ない
ですね。いろいろなカテーテルアブレ
ーションの手法を組み合わせて、もち
ろん複数回ですが、それを行って、な
おかつ不整脈に対する薬をその後のん
でも、心房細動が抑制されるのは50～
60％というのが現実的な数字だと思い
ます。
　大西　そうしますと、カテーテルア
ブレーションの適応に関しては、総合
的に判断しなければいけないのだと思
いますが、どのように考えたらよいで
しょうか。
　野上　最終的には不整脈の専門医が
判断しますが、心房細動自体の進行度、
あと年齢です。年齢が高いと手術成功
率は下がります。あと、ほかに心臓の
病気があるかどうか。そういったこと
で成功率が変わります。もちろん患者
さんの症状が強いかどうかとか、患者
さんご自身がどうお思いになるかとか、
そういったことを総合してカテーテル
アブレーションの適応を判断している
のが現実です。
　大西　カテーテルアブレーションと
いうと、患者さんによってはちょっと
怖いような治療と思われる方もいると

思うのですが、カテーテルアブレーシ
ョンを選択しない場合とした場合とで、
何か差はあるのですか。
　野上　心房細動がずっと続いている
と、心臓のポンプ機能が落ちますし、
脳血栓塞栓のリスクも高いままですの
で、できれば治しておきたい。しかし、
残念ながらすべて適応になるわけでは
ないというのが現実だと思います。
　大西　よくほかの不整脈ですか、発
作性の頻拍症などにカテーテルアブレ
ーションを行いますが、ああいうのは
意外と一発で治りますが、ちょっと違
うのですね。
　野上　性質が違うと思います。
　大西　そうしますと、先ほどお話が
ありました、カテーテルアブレーショ
ンで心房細動がよくなった場合に、抗
凝固薬は必要かどうかという議論につ
いてはいかがでしょう。
　野上　カテーテルアブレーションで
心房細動がめでたく抑制された場合で
も、脳梗塞の既往がある人、リスクフ
ァクターの心不全、高血圧、年齢75歳
以上、糖尿病の２つ以上ある方は基本
的に抗凝固薬は続けたほうが、とりあ
えずは得策だと思っています。逆に言
いますと、今言った因子が全然ない方、
あるいは心不全、高血圧、年齢、糖尿
病が１個以内の方は抗凝固薬を中止で
きると思います。
　大西　治療をされる患者さんはけっ
こう高齢の方が多いと思うのですが、

かなり高齢の方でも行えるのでしょう
か。
　野上　年齢は、患者さんの見た感じ
の年齢と実年齢と違うので、なかなか
クリアカットに実年齢は言えないので
すが、一般的にいわれているのは、75
歳以上と以下では成功率とか、あと合
併症の出現率も少し違うといわれてい
ます。ですから、できれば75歳に至る
前に、そして先ほど言いましたように、
発作性の間に、カテーテルアブレーシ
ョンで心房細動をうまく抑制するのが
一番いいかと私は思っています。
　大西　カテーテルアブレーションの
場合、まれに合併症とかあると思うの
ですが、そういう合併症とか副作用と
か、どのような説明をされますか。
　野上　どんな治療でもそうだと思い
ますが、合併症はどうしてもある一定
の確率で存在すると思います。もちろ
ん起きないように注意していますが、
それ以上に大事なのは、いち早く合併
症が起きたことを確認して、こういう

ことが起きた場合は次にどういう方法
を取るというのが決まっていますので、
それを行えば、それほど重大な事態に
はなりません。それから、１回で心房
細動を仕留めようというのではなくて、
どうしても２回必要なこともあります。
１回目はあまり無理してやらないほう
がいいと思います。これは私の個人的
な考えですが、そのようにして合併症
なく、元気に患者さんに退院していた
だくように私は心がけています。
　大西　特に気をつけなければいけな
い合併症などありますか。
　野上　術中に起きた合併症はこちら
ですべてカバーしていますが、まれに
退院して出る合併症があります。食道
への影響なのですが、胃がもたれると
か、あるいは不明熱が出るとか、そう
いったことがあった場合には、１～３
週間ぐらいで起きるのですが、すぐ担
当の先生に連絡していただくのがよい
かと思います。
　大西　ありがとうございました。
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われています。ただ、カテーテルアブ
レーションは１回ではなくて、２回や
らなければいけないことが多いのも事
実です。
　一方、長期持続性、慢性化して、高
度に進行してしまった心房細動の治療
成績は限界があると言わざるを得ない
ですね。いろいろなカテーテルアブレ
ーションの手法を組み合わせて、もち
ろん複数回ですが、それを行って、な
おかつ不整脈に対する薬をその後のん
でも、心房細動が抑制されるのは50～
60％というのが現実的な数字だと思い
ます。
　大西　そうしますと、カテーテルア
ブレーションの適応に関しては、総合
的に判断しなければいけないのだと思
いますが、どのように考えたらよいで
しょうか。
　野上　最終的には不整脈の専門医が
判断しますが、心房細動自体の進行度、
あと年齢です。年齢が高いと手術成功
率は下がります。あと、ほかに心臓の
病気があるかどうか。そういったこと
で成功率が変わります。もちろん患者
さんの症状が強いかどうかとか、患者
さんご自身がどうお思いになるかとか、
そういったことを総合してカテーテル
アブレーションの適応を判断している
のが現実です。
　大西　カテーテルアブレーションと
いうと、患者さんによってはちょっと
怖いような治療と思われる方もいると

思うのですが、カテーテルアブレーシ
ョンを選択しない場合とした場合とで、
何か差はあるのですか。
　野上　心房細動がずっと続いている
と、心臓のポンプ機能が落ちますし、
脳血栓塞栓のリスクも高いままですの
で、できれば治しておきたい。しかし、
残念ながらすべて適応になるわけでは
ないというのが現実だと思います。
　大西　よくほかの不整脈ですか、発
作性の頻拍症などにカテーテルアブレ
ーションを行いますが、ああいうのは
意外と一発で治りますが、ちょっと違
うのですね。
　野上　性質が違うと思います。
　大西　そうしますと、先ほどお話が
ありました、カテーテルアブレーショ
ンで心房細動がよくなった場合に、抗
凝固薬は必要かどうかという議論につ
いてはいかがでしょう。
　野上　カテーテルアブレーションで
心房細動がめでたく抑制された場合で
も、脳梗塞の既往がある人、リスクフ
ァクターの心不全、高血圧、年齢75歳
以上、糖尿病の２つ以上ある方は基本
的に抗凝固薬は続けたほうが、とりあ
えずは得策だと思っています。逆に言
いますと、今言った因子が全然ない方、
あるいは心不全、高血圧、年齢、糖尿
病が１個以内の方は抗凝固薬を中止で
きると思います。
　大西　治療をされる患者さんはけっ
こう高齢の方が多いと思うのですが、

かなり高齢の方でも行えるのでしょう
か。
　野上　年齢は、患者さんの見た感じ
の年齢と実年齢と違うので、なかなか
クリアカットに実年齢は言えないので
すが、一般的にいわれているのは、75
歳以上と以下では成功率とか、あと合
併症の出現率も少し違うといわれてい
ます。ですから、できれば75歳に至る
前に、そして先ほど言いましたように、
発作性の間に、カテーテルアブレーシ
ョンで心房細動をうまく抑制するのが
一番いいかと私は思っています。
　大西　カテーテルアブレーションの
場合、まれに合併症とかあると思うの
ですが、そういう合併症とか副作用と
か、どのような説明をされますか。
　野上　どんな治療でもそうだと思い
ますが、合併症はどうしてもある一定
の確率で存在すると思います。もちろ
ん起きないように注意していますが、
それ以上に大事なのは、いち早く合併
症が起きたことを確認して、こういう

ことが起きた場合は次にどういう方法
を取るというのが決まっていますので、
それを行えば、それほど重大な事態に
はなりません。それから、１回で心房
細動を仕留めようというのではなくて、
どうしても２回必要なこともあります。
１回目はあまり無理してやらないほう
がいいと思います。これは私の個人的
な考えですが、そのようにして合併症
なく、元気に患者さんに退院していた
だくように私は心がけています。
　大西　特に気をつけなければいけな
い合併症などありますか。
　野上　術中に起きた合併症はこちら
ですべてカバーしていますが、まれに
退院して出る合併症があります。食道
への影響なのですが、胃がもたれると
か、あるいは不明熱が出るとか、そう
いったことがあった場合には、１～３
週間ぐらいで起きるのですが、すぐ担
当の先生に連絡していただくのがよい
かと思います。
　大西　ありがとうございました。
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