
杏林大学循環器内科教授
副　島　京　子

（聞き手　池脇克則）

　心室頻拍の治療、特に最新のアブレーション治療についてご教示ください。
 ＜埼玉県勤務医＞

最新のアブレーション治療

　池脇　不整脈の治療で最近アブレー
ションが注目されていますが、心室頻
拍（VT）のアブレーション治療はい
つぐらいから治療の選択肢として登場
してきたのでしょうか。
　副島　1980年代にカテーテルのアブ
レーションというコンセプトが出てき
て、動物実験から始まりました。当時
すでに、主にペンシルベニア大学で
VTに関する知見が発表されていまし
た。主に心室瘤のある陳旧性心筋梗塞
患者で、VTが持続する患者さんに対
する心内膜切除術と冷凍凝固による治
療が始まりです。その後、同様の手技
をカテーテルで行うのがカテーテルア
ブレーションです。器質的心疾患に合
併するVTに対するアブレーションは、
1990年代の３次元のマッピングシステ
ムの開発により飛躍的に進歩しました。
　池脇　先生がブリガム（ハーバード

大学）に行かれた時期ですね。
　副島　そうですね。私がブリガムに
行ったのが1998年です。前年東京女子
医科大学の笠貫先生が会長をされた日
本ペーシング学会の折、３次元マップ
の開発者の先生が来日され、すごいも
のが世の中に出るなと見ていたのを覚
えています。
　池脇　最近は、心房細動（AF）の
アブレーションが脚光を浴びて普及し
ています。多少の例外はあるかもしれ
ませんが、AFのアブレーションは緊
急性がなく、予定して行うものですが、
VTの場合は症例によっては緊急でア
ブレーションというのもあるのですよ
ね。
　副島　患者さんによっては、ストー
ムといって、１日24時間のうち３回以
上電気ショックをかけなければいけな
いような発作がある方だと、非常に予
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あたりでしょうか。
　副島　いろいろあると思うのですけ
れども、まず治療成績が改善したとい
うのもそうですが、昔のVTに対する
アブレーションは本当に半日がかりで、
透視もすごくたくさん使いましたし、
術者の被曝は無視できないものだった
と思うのです。あと、今は成績が非常
に良くなったのと、時間が非常に短く
なっています。
　一番の要因としては、先ほど話題に
出た３次元マップというのが、形を作
れるという点では20年前のものと一緒
なのですが、形を作るために、これを
マッピングというのですけれども、カ
テーテルで心筋をさわって、そこの心
筋の位置情報と電気的情報、VT中の
伝播などを取得して表示します。
　また、昔は先端が４㎜の治療用のア
ブレーションカテーテルでマッピング
していたのが、最近は多極のマッピン
グカテーテル、多いものだと64極、少
なくても20極以上の電極で一度に全部
の情報が取れるのです。大きな電極だ
とパラボラアンテナと一緒で広い範囲
の情報がわっと入ってくるのですが、
小さな電極で詳細に、なおかつ多極で
広範囲を一度にマッピングできるので、
非常に正確に位置情報と電気的情報が
得られます。昔は大ざっぱに、この辺
に不整脈基質がありそうと感じていた
ものが、ディテールで見えてくるので
す。マッピングが非常に正確になりま

した。
　３次元マップのほかは、アブレーシ
ョンのカテーテルが昔は本当に少ない
範囲しか焼けないものだったのですが、
先端から水を出して広い範囲、あるい
は最近ですと高周波以外のエネルギー
でも治療できるようなカテーテルが出
てきたので、焼灼範囲は大きくなって
きました。あとは合併症を予防する、
あるいはしっかり焼くために必要なカ
テーテルの心筋接触圧をきちっとコン
タクトしていなければいけないのです
が、昔は術者が自分の手の感覚、ある
いは透視を見てカテーテルのひずみぐ
あいで判断していたのです。それがグ
ラム数として表示されるようになった
ので、圧倒的に被曝が減ったと思いま
す。
　池脇　デバイスの進歩によって、術
者が今どこにどういう状況でカテ先が
あるかとか、どこがフォーカスなのか、
より確信を持って把握できるようにな
ったということですね。
　副島　そうですね。まさしくそれだ
と思います。私が始めた頃は、３次元
マップがあったので私でもできたので
すが、それ以前にやられていた先駆者
は、それなしに、何時間も前に見た透
視の位置を、ここが悪い、あそこが悪
いと、超人的な記憶でされていました。
３次元マップの発展は、これから不整
脈をやりたい先生を入りやすくしてく
れた。患者さんにとってみれば、より

後が悪くなります。極端な例ですが、
VTが止まらず血行動態が不良となり、
最近では補助循環を入れてサポートし
てVTを止めないことには、そこから
離脱できない、非常に急を要する患者
さんも多くいます。
　池脇　そういう緊急性の高いVTに
対してのアブレーションも最近は出て
きたという話ですが、心筋梗塞後のVT
もあれば、全く心疾患のない特発性の
VTもあり、いろいろな病態がVTを構
成しているということでしょうか。
　副島　おそらく開業医がご覧になる
機会が多いのは特発性ですね。特発性
で多いものとしては流出路、右室流出
路や大動脈近辺のものですが、もう一
つがプルキンエ線維に関連する左室の
特発性のVT、その３つです。
　なぜ流出路に多いのかと昔から思っ
ていたのですが、台湾からいろいろ面
白いデータが出てきて興味深く見てい
ます。心外膜脂肪は、皮下脂肪に比べ
て炎症物質を多く出すというデータが
あって、流出路というと一番脂肪の多
い場所なのです。そこでおそらくその
下にある心筋に炎症を起こして、例え
ば活動電位の時間のばらつきが起きる
とか、あと膜電位が浅くなってPVCを
起こしやすくなるなどのデータが出て
きたので、その辺は非常に面白いなと
感じています。また、心機能の悪い患
者さんで心室性頻拍が起きた場合は生
命予後を左右するので、うまく治療し

て普通の生活に戻してあげるのは一番
楽しい部分というか、患者さんにとっ
ても人生がすごく大きく変わるところ
です。
　数としては、さっき先生がおっしゃ
ったAFのアブレーションが今、ほと
んどを占めていますので、VTに関し
ては特発性のものが多くて、器質性は
その次というかたちです。
　池脇　器質性の中では欧米に比べる
と日本はいわゆる心筋症でのVTが多
いのでしょうか。
　副島　そうですね。日本でも特にイ
ンターベンションが盛んな地域はド
ア・ツー・バルーンが非常に短いので、
不整脈を起こしやすい基質が少ないこ
と、心筋梗塞後の徹底したβブロッカ
ー、ACE、ARBによる治療、専門医
による定期的な診察なども影響してい
ると思います。おそらく不整脈の基質
はできづらいのではないかと思うので
す。あと圧倒的に欧米のほうが大きな
心筋梗塞、あるいは繰り返す心筋梗塞、
肥満とか食生活も関係があると思うの
ですが、非常に不整脈を起こしやすい
患者さんが多かったです。
　池脇　先生がアメリカに渡られたの
がもう20年以上前ですから、このアブ
レーションは比較的歴史があって、初
期の頃と今では治療成績は圧倒的に改
善していますね。
　副島　はい。圧倒的に違います。
　池脇　その改善している要因はどの
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あたりでしょうか。
　副島　いろいろあると思うのですけ
れども、まず治療成績が改善したとい
うのもそうですが、昔のVTに対する
アブレーションは本当に半日がかりで、
透視もすごくたくさん使いましたし、
術者の被曝は無視できないものだった
と思うのです。あと、今は成績が非常
に良くなったのと、時間が非常に短く
なっています。
　一番の要因としては、先ほど話題に
出た３次元マップというのが、形を作
れるという点では20年前のものと一緒
なのですが、形を作るために、これを
マッピングというのですけれども、カ
テーテルで心筋をさわって、そこの心
筋の位置情報と電気的情報、VT中の
伝播などを取得して表示します。
　また、昔は先端が４㎜の治療用のア
ブレーションカテーテルでマッピング
していたのが、最近は多極のマッピン
グカテーテル、多いものだと64極、少
なくても20極以上の電極で一度に全部
の情報が取れるのです。大きな電極だ
とパラボラアンテナと一緒で広い範囲
の情報がわっと入ってくるのですが、
小さな電極で詳細に、なおかつ多極で
広範囲を一度にマッピングできるので、
非常に正確に位置情報と電気的情報が
得られます。昔は大ざっぱに、この辺
に不整脈基質がありそうと感じていた
ものが、ディテールで見えてくるので
す。マッピングが非常に正確になりま

した。
　３次元マップのほかは、アブレーシ
ョンのカテーテルが昔は本当に少ない
範囲しか焼けないものだったのですが、
先端から水を出して広い範囲、あるい
は最近ですと高周波以外のエネルギー
でも治療できるようなカテーテルが出
てきたので、焼灼範囲は大きくなって
きました。あとは合併症を予防する、
あるいはしっかり焼くために必要なカ
テーテルの心筋接触圧をきちっとコン
タクトしていなければいけないのです
が、昔は術者が自分の手の感覚、ある
いは透視を見てカテーテルのひずみぐ
あいで判断していたのです。それがグ
ラム数として表示されるようになった
ので、圧倒的に被曝が減ったと思いま
す。
　池脇　デバイスの進歩によって、術
者が今どこにどういう状況でカテ先が
あるかとか、どこがフォーカスなのか、
より確信を持って把握できるようにな
ったということですね。
　副島　そうですね。まさしくそれだ
と思います。私が始めた頃は、３次元
マップがあったので私でもできたので
すが、それ以前にやられていた先駆者
は、それなしに、何時間も前に見た透
視の位置を、ここが悪い、あそこが悪
いと、超人的な記憶でされていました。
３次元マップの発展は、これから不整
脈をやりたい先生を入りやすくしてく
れた。患者さんにとってみれば、より

後が悪くなります。極端な例ですが、
VTが止まらず血行動態が不良となり、
最近では補助循環を入れてサポートし
てVTを止めないことには、そこから
離脱できない、非常に急を要する患者
さんも多くいます。
　池脇　そういう緊急性の高いVTに
対してのアブレーションも最近は出て
きたという話ですが、心筋梗塞後のVT
もあれば、全く心疾患のない特発性の
VTもあり、いろいろな病態がVTを構
成しているということでしょうか。
　副島　おそらく開業医がご覧になる
機会が多いのは特発性ですね。特発性
で多いものとしては流出路、右室流出
路や大動脈近辺のものですが、もう一
つがプルキンエ線維に関連する左室の
特発性のVT、その３つです。
　なぜ流出路に多いのかと昔から思っ
ていたのですが、台湾からいろいろ面
白いデータが出てきて興味深く見てい
ます。心外膜脂肪は、皮下脂肪に比べ
て炎症物質を多く出すというデータが
あって、流出路というと一番脂肪の多
い場所なのです。そこでおそらくその
下にある心筋に炎症を起こして、例え
ば活動電位の時間のばらつきが起きる
とか、あと膜電位が浅くなってPVCを
起こしやすくなるなどのデータが出て
きたので、その辺は非常に面白いなと
感じています。また、心機能の悪い患
者さんで心室性頻拍が起きた場合は生
命予後を左右するので、うまく治療し

て普通の生活に戻してあげるのは一番
楽しい部分というか、患者さんにとっ
ても人生がすごく大きく変わるところ
です。
　数としては、さっき先生がおっしゃ
ったAFのアブレーションが今、ほと
んどを占めていますので、VTに関し
ては特発性のものが多くて、器質性は
その次というかたちです。
　池脇　器質性の中では欧米に比べる
と日本はいわゆる心筋症でのVTが多
いのでしょうか。
　副島　そうですね。日本でも特にイ
ンターベンションが盛んな地域はド
ア・ツー・バルーンが非常に短いので、
不整脈を起こしやすい基質が少ないこ
と、心筋梗塞後の徹底したβブロッカ
ー、ACE、ARBによる治療、専門医
による定期的な診察なども影響してい
ると思います。おそらく不整脈の基質
はできづらいのではないかと思うので
す。あと圧倒的に欧米のほうが大きな
心筋梗塞、あるいは繰り返す心筋梗塞、
肥満とか食生活も関係があると思うの
ですが、非常に不整脈を起こしやすい
患者さんが多かったです。
　池脇　先生がアメリカに渡られたの
がもう20年以上前ですから、このアブ
レーションは比較的歴史があって、初
期の頃と今では治療成績は圧倒的に改
善していますね。
　副島　はい。圧倒的に違います。
　池脇　その改善している要因はどの
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安全に短い時間でできるようになった。
被曝も軽減したというのは非常に大き
な貢献だと思います。
　池脇　VTのアブレーションに関し
て、これもAFのアブレーションのこ
とを持っていって失礼かもしれません
が、最近のAFのアブレーションは１
回で治そうとしないで、何回かに分け
て治癒を目指すという方向で来ている
ように聞きました。VTというのは１
回勝負なのか、あるいはそんなに無理
をしないのか、どのような方針でいく
のでしょうか。
　副島　アブレーションの範囲という
のは、いろいろな方法があり、日本で
は非常に少ないのですが、医師によっ
ては心筋梗塞のところを全部焼いてし
まえばVTは出ないだろうという考え
の人がいないわけではないのです。な
るべく元気な心筋は残したいし、無駄

なところを焼くと、後日、血栓が形成
されることもあるため制限しながらや
っています。
　AFの再発とVTの再発、同じ重みを
持つかというと、VTの再発は非常に
大きな意味を持つので、なるべく私た
ちは１回で治したいと考えています。
抗不整脈薬を継続することもあります。
あとはリモデリングを予防するため薬
を併用しながらやらないと、また新し
く不整脈の芽が出るため注意が必要で
す。AFも複数に分けるというよりは、
早い段階で治療すれば９割発作がなく
なるので、最近の方向としては早く見
つけて早く治療しましょうというのが
メインになってきていると思います。
　池脇　同じアブレーションでも、AF
とVT、若干アプローチが違うことが
わかりました。ありがとうございまし
た。

東邦大学医療センター大森病院消化器内科教授
松　田　尚　久

（聞き手　池田志斈）

　便潜血反応（＋）は下部消化器（特に大腸病変）といわれて、上部消化器�
（胃、食道、口腔）では（－）といわれているようですが、その理由をご教示
ください。
 ＜福岡県開業医＞

便潜血反応

　池田　松田先生、便潜血反応という
のは今、どのようなシステムで行われ
ているのでしょうか。
　松田　従来の便潜血、化学法、グア
ヤック法ともいいますが、化学法と免
疫法という方法、２つに大きく分かれ
ます。日本では1992年のいわゆる住民
健診で便潜血検査が始まったころから
免疫法を使っています。海外に目を向
けますと、従来から簡便さから化学法
が広く用いられてきたのですが、最近
では多くの国、欧米を含めて各国で免
疫法を使う国が多くなっています。
　原理として化学法と免疫法と大きく
異なり、質問内容に関しては、従来法
のグアヤック法、化学法の場合には上
部消化管、いわゆる食道ですとか胃か
らの出血に関して陽性と出てしまうこ

とがありましたが、免疫法はヒトヘモ
グロビンに対する抗体を用いて検出す
る方法ですので、食事による影響、例
えば肉類とかに影響することも非常に
少ないです。上部の消化管、胃の出血
に関しても、胃液や膵液の影響、消化
液によってヘモグロビンが変性するた
めに、そういった上部の消化管に関し
ての出血に関してはほぼ拾わないと最
近いわれているので、免疫法を使って
いる昨今では、あまりその心配はしな
くていいかと思われます。
　池田　免疫法を使えばほぼ大腸の出
血を検出できるということですね。
　松田　そうですね。胃の出血や消化
性潰瘍出血など、よほどひどい出血が
あって血液が早く腸管のほうに流れて
くるような場合には拾ってしまう可能
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