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はじめに

本邦では癌が死因の第一位となっていますので，心房細動はそれほどには注目されてきません
でした．〝心房細動なんて心電図の皺のようなもので，歳をとれば結構みられますし，ほっておい
ても大丈夫ですよ〟と告げる医師が過去にはかなりいました．しかし，ここ10 年でこれは恐るべ
き疾患であることが巷でもうわさになるようになりました．心房細動によって心房内の血流が鬱
滞して血栓が生じ，これが遊離して全身循環に乗り，脳動脈を急激に完全閉塞すると，副血行路
が発達しないので重篤な脳梗塞を生じます．また，腎動脈主幹部を閉塞すると腎梗塞を生じて腎
不全をきたし，腸管膜動脈を閉塞すると腸管壊死を生じて死に至ります．全身臓器を侵すという
点では癌に匹敵します．

心房細動の治療としては，生活習慣の改善が第一です．アルコールの過度の摂取や不眠は心房
細動を誘発します．次に薬物療法が適用されますが，これには抗凝固剤と抗不整脈剤がありま
す．抗凝固剤は血栓形成を抑制しますが，出血傾向を助長します．抗不整脈剤は一時的な抑制効
果はありますが根治力はなく，長期使用すると耐性による心房細動の再発や副作用もありますの
で，予後を改善しません．

心房細動の根治的治療法としては，COXのMAZE手術が開発されましたが，開心術を必要と
するため弁膜症に合併する心房細動以外には余り適応されません．今から20 年ほど前，フラン
スの医師ハイサゲルは心房細動の主な発生源が肺静脈にあることを発見し，カテーテルアブレー
ションで肺静脈を隔離すると，多くの発作性心房細動が治ることを突き止めました．ここから心
房細動治療の新しい時代が始まりました．

通常の高周波カテーテルアブレーション法では直径7Fの細い電極カテーテルを用いますので，
1 回で焼灼できる範囲が小さく，心房細動発生源の肺静脈口を完全隔離するには多数回の通電を
要します．電極から高周波電流を直接組織に通電して焼灼しますので，電極温度と組織温度は乖
離します．イリゲーションカテーテルでは，血栓を防ぐため電極を冷却しますので，この乖離は
さらに大きくなります．モニターしている電極温度は低くても，組織温度は時に80℃を超えて血
栓塞栓が起こり，100℃に達するとポップ（水蒸気破裂）が起こり心タンポナーデを合併します．

このような合併症を避けるため高周波ホットバルーンカテーテルを開発しました．カテーテル
先端にはポリウレタン製の弾性バルーンが設置され，内部には高周波通電用電極と温度センサー
が付属しています．バルーンを生理食塩水と造影剤の混合液の注入により適切な大きさに拡張さ
せ，肺静脈口全周囲組織に圧着します．バルーン内電極に高周波電流を通電し70℃まで加熱し，
カテーテルシャフトを介して振動エネルギーを送りバルーン内を撹拌してバルーン温度を均一化
します．このホットバルーンからの熱伝導により接触組織が加熱され，2～3 分間の通電1 回で肺
静脈隔離が達成できます．組織の加熱温度は70℃以下ですので，血栓塞栓やポップは生じず，安
全な治療法といえます．
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米国製のバルーンアブレーションデバイスとしてはクライオバルーンとレーザーバルーンがあ
ります．クライオバルーン（冷凍バルーン）は笑気ガスでバルーン内を50℃に急速冷却し，バ
ルーンと接触する組織を冷凍凝固します．このとき，細胞内や細胞間組織に氷が形成されると，
細胞膜や組織構築を破壊するのでCK-MBが急上昇します．笑気ガスが血液中に漏出したら重篤
な合併症が起きるため，バルーンはPETの二重膜でできています．直径24mmと28mmの2 種類
しかないため，様々な形状の肺静脈のすべてに適合するわけではありません．また，安全装置と
しての圧力センサー，温度センサーやガス漏れセンサーが付属した複雑な構造ですので，設定や
操作に時間がかかります．

レーザーバルーンはバルーン中心部から肺静脈口に向かってレーザー光線を30°ずつずらしな
がら発射してピンポイントで焼灼しますので，一つの肺静脈口を隔離するには12 回の照射を必
要とします．レーザー照射温度は70～80℃と臨界的ですから，バルーンに血栓が生じてピンホー
ルが発生するのを防ぐため，内視鏡で観察しながら焼灼します．バルーン内の気泡を完全に除去
しないと乱反射して内視鏡でみえないので，プライミングにも時間がかかります．

高周波ホットバルーンカテーテルはこれらと比べるとシンプルな構造であり，より安全に，よ
り迅速に肺静脈を隔離して心房細動を治療する最終的治療法と考えております．
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	1	 心房細動の発生機序

正常では自動能のある洞結節より電気信号が規則的に発生し，この信号が刺激伝導系を伝わ
り，心臓を1 分間60 から130 回にて収縮させる．ところが心房細動では洞結節以外のところから
1 分間350 回を超える高頻度の電気信号が発生するため，心房は1 対1 に対応しきれず，規則的な
動きを失い心房細動となる．この異常電気信号の発生メカニズムはリエントリー，異常自動能と
Triggered―Activityがある．開始機序にはこれらすべてが当てはまるが，維持機序はリエントリー
と考えられている．リエントリーの成立には興奮旋回路と遅い伝導路と不応期のばらつきとが必
要であるが，心房と連結する胸部静脈の中にはこれらの条件を満たす場所が存在する（図1）．

発生学的にみると心房は前面の心房原器と後面の静脈洞原器よりなる（図2）．発生初期には静
脈洞原器の中に無数の自動能を有する細胞が散在する（図3）．これらは発生が進むとともに洞結
節と房室結節に収束し，刺激伝導系の重要な構成要素となる（図4）．ところが発生が進み個体が
完成しても，初期にみられた自動能を有する細胞は完全には消滅しない．細胞学的に検索すると
洞結節様細胞は肺静脈，マーシャル静脈，冠状静脈や上大静脈の入口部を中心に残存している．
これら洞結節様細胞は自動能を有すると同時にslow―responseの特性による遅伝導を司る．一方，
解剖学的にみると，これら静脈内には心筋スリーブの発達がみられ，静脈口には輪状筋が存在し
ているが，これは構造的には旋回路とみなすことができる．このように，心房に流入する静脈の
周囲にはリエントリーの成立する条件が備わっているのである．心房固有筋のようなfast―
responseを有する細胞の電位は，通常の電気生理学的検査で記録可能であるが，slow―response
を有する洞結節様細胞の電位は重要な不整脈構成因子でありながら，臨床電気生理検査では正確
に記録できないため，心房細動の解析は遅々として進まないのである．

図1　心房－胸部静脈間リエントリー
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さらに，心房細動が持続すると心筋のリモデリングが生じると言われている，心筋が高頻度で
反復興奮させられると，その電気生理学的特性が変化し不応期が短縮する．不応期の短縮はリエン
トリーを持続させる．また，心房筋は高頻度で興奮させられ続けるので心筋の障害を起こし，線
維化組織が間質に増え，伝導ブロックや緩徐伝導を生じてリエントリー性不整脈発生の基質となる．

心房細動の発生には自律神経が大きく関与している．Chengらの論文にあるようにPV周囲に
は自律神経節（ガングリオン）があり，これがアセチルコリンやアドレナリンを分泌して心房筋
の伝導速度や不応期を変化させる．不応期や伝導速度がばらつくと，一方向性ブロックや緩徐伝
導を発現し，リエントリーの形成や自動能の発生に関与する（図5）1）～ 7）．

図2　発生初期の心房原器と静脈洞原器
静脈洞原器に無数のペースメーカー
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図3　鶏胎生期心臓の光学的マッピング：静脈洞原器全体に多数の洞結節様ペースメーカー細胞を認める
Kamino K. et al. Physiol Rev. 1991 より転載1）
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図4　発生後期の心房原器と静脈洞原器
ペースメーカー細胞の多くが洞結節に収束するが，一部が静脈洞原器由来の左房後
壁から肺静脈口周囲に残存する

図5　肺静脈周囲の自律神経支配：肺静脈口周囲には多数の交感神経節系と副交感神経系の細胞が集積
Tan AY. et al. J Am Coll Cardiol. 2006 より転載2）
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	2	 心房細動の保存的治療

規則正しい生活によって体のリズムを整え，自律神経を安定化することが大切である．特に不
眠は自律神経の失調をきたすので，睡眠時間には気を払うべきである．アルコールは心房不応期
を短縮し，速いリエントリーを成立させ心房細動の持続に関与するので，酒はほどほどにするの
がよい．またコーヒー，紅茶，日本茶もカフェインを含むので摂取しすぎは心筋の自動能を亢進
させ，心房期外収縮が多発し，これによって心房細動が誘発される．一杯のコーヒーは0.15gの
カフェインが含まれているので，一日3 杯以内にとどめるのがよい．一日摂取量が0.4gを超える
と不眠，頭痛をまねくことがあるので注意する．たくさん飲むのであれば麦茶がよい．これはカ
フェインがほとんどなく，カリウムなどのミネラルが含まれているので心臓にもよい．

	3	 心房細動の薬物療法

禁酒や安眠によって改善しない場合は，次に薬物療法が適用される．これには抗凝固剤と抗不
整脈剤がある．抗凝固剤は心房細動時の心房内血栓を抑制するが，出血傾向を助長する欠点が付
きまとう．抗不整脈剤は一時的な抑制効果はあるが根治力はなく，心室不整脈誘発による突然死
があり，予後を改善しない．

1）抗凝固療法

心房細動があるとCHADS2 スコアがゼロでも1.2％，1 でも2.8％，2 では4.0％，3 では5.9％の
脳梗塞発症率がある．一方，抗凝固剤の投与は血栓塞栓発生を抑えるが，出血のリスクを高め
る．特に75 歳以上の高齢者になるほど脳梗塞の発生率も高いが，血管が脆弱であるため出血リ
スクは高い．抗凝固剤は両刃の剣であるので，梗塞を防ぐ最低量を投与するのがコツである．

ワーファリンとNOACを比較した場合，それぞれ一長一短がある．ワーファリンはビタミンK
の代謝経路に働いて抗凝固作用を発揮するので，ビタミンKを含む食品の摂取や腸内細菌層に影
響を与える抗生剤や鎮痛剤などの服用には注意が必要である．一方，NOACはビタミンKの代謝
とは直接関係ないのでこれらの点に注意する必要はない．ワーファリンの抗凝固作用はプロトロ
ンビン時間やトロンボテストによって管理できるが，NOACに関しては適当な指標がない．ま
た，ワーファリンによる出血はビタミンKの投与や第Ⅸ因子の投与によって拮抗されるが，
NOACについては適切な薬剤がない．

両者の薬理作用における最大の違いは遅効性か速効性かという点にある．ワーファリンは即効
性を期して初回大量投与する負荷投与法があるが，第Ⅶ因子の急速な減少にともない出血の危険
が高い．維持量から投与すると血液凝固能を治療域まで低下させるまでに日数がかかる．これに
対してNOACは即効性であり投与後2～3 時間で抗凝固能が発現する．

発作性心房細動患者で発作回数が少ない場合は，抗不整脈剤をポケットの中に持たせておき，
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心房細動発作時に頓用させる投与法（Pill―in―the―Pocket）があるが，抗凝固剤も常用せずに，発
作時にNOACを頓用させる投与法がある．通常心房細動が生じて12 時間以上経過しなければ心
房内血栓は大きくは育たないので，患者さんには朝と寝る前の1 日2 回すなわち12 時間毎に脈拍
を計測させればよい．夜中に発症しても朝起きた時点で脈拍を計測し，心房細動発作があれば頓
用させるとよい．発作持続時間が長くなったり，発作回数が頻回となって，頓用がわずらわしく
なれば，アブレーションを考慮すべきであろう．

持続性や慢性心房細動ではワーファリンないしNOACを継続投与する必要がある．NOACは
高価であるが，脳出血がワーファリンより少ないと考えられる症例では推奨される．ただ
NOACは1 日服用を忘れると作用がなくなるので，1 日飲むのを忘れても効果が持続するワー
ファリンのほうが慢性心房細動には適用であると考える医師もいる．

2）抗不整脈剤

これには一群から四群までの抗不整脈剤がある．このうち心房細動の維持と停止に有効なもの
は一群と三群である．一群はNaチャンネルブロッカーで，主に心房筋の伝導速度を低下させ，
心房細動を停止させる．三群は主に心房筋の不応期を延長して心房細動の発生と停止に有効に働
く．これらは最初のうちは予防効果があるが，根治効果はなく，だんだんと耐性となる．量を増
やすと副作用が生じて，心室不整脈などを誘発し，予後を不良にする．

発作性心房細動の段階で薬物治療しても発作が多くなる場合は，いたずらに薬物療法を続ける
ことなく早めにアブレーションに切り替えることが大切である．持続性心房細動となると，心房
は常に1 分間300 回以上の高頻度で興奮させられ続けるので，心房筋や血管が器質的障害を受け
て，肺静脈や左心房が拡大してくる．最初のうちは心房細動の発生部位はPV周囲にとどまって
いるが，心房細動が長く持続すると，左心房全体に器質的障害がおよぶ．左心房後壁は内膜が平
滑で薄いが，前壁は左心房筋が発達して凹凸があるため，ここを安全に貫壁性にアブレーション
することは至難の技である．

	4	 心房細動の根治的治療

心房細動の根治治療はCoxのMaze手術によるものが最初である．これは約4cm間隔で短冊状
に心房筋を切開縫合して伝導ブロックラインを作成し，マクロリエントリーの成立を抑制するも
のである．Coxらは心房細動中に心房表面から200 点以上の多電極マッピングを行なったが，一
定の発生源を特定できず，その末に編み出した方法である．この手術法は治療効果が高いが，大
がかりな胸開手術と体外循環を必要とするため，弁膜症の併用手術としては適応されているが，
単独手術としては普及するに至っていない．

1998 年フランスのHaissagerreら8）は心臓カテーテルを用いて発作性心房細動の主な発生源が
PVにあり，この発生源を熱凝固するとPAFが治癒することを報告した．これが心房細動アブ
レーションの最初である（図6，7，8）．これを起点に爆発的にカテーテルアブレーションは心
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図6　高周波カテーテルアブレーション
図7　4 本の肺静脈と左心房後壁
左上肺静脈起始部拡張し，星印から心房頻拍開始

図8　心房細動開始時の心内心電図
肺静脈からの期外収縮による心房細動の誘発
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房細動に適応されるようになった．最初はPVの中を焼灼したため，約40％にPV狭窄をきたし
た．また，PV内の1 つのフォーカスを点焼灼しても，同じPV内の新たなフォーカスから心房細
動が生じた．このことから，PV内を直接焼灼せず，PV口を円周上に貫壁性に焼灼して，肺静脈
隔離する方法（Pulmonary―Vein―Isolation：PVI）が採られるようになった．さらに上下肺静脈を
左右にわけて一括隔離する広範囲肺静脈隔離法がとられるようになった（図9，10）．

図10　3 次元マッピング装置と電極カテーテルを用いた肺静脈と左心房後壁の隔離
（BOX ISOLATION）
多数点の焼灼を必要とするので手技時間が長くなり，ギャップが出来やすく再発が多い

図9　広範囲肺静脈隔離法
電極アブレーションによる肺静脈隔離
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1）通常のラージチップ電極を用いたカテーテルアブレーション

通常のラージチップ電極カテーテルによるアブレーションでは先端アブレーション電極と背部
対極板の間で高周波通電を行ない，先端アブレーション電極で心筋電位，温度，インピーダンス
をモニターしながら，発生器の出力をコントロールする．高周波電流は電極周囲に収束し，ここ
でジュール熱が発生する．

ジュール熱発生量＝電流強度2 乗×組織インピーダンス×通電時間

電流強度は電極からの距離の2 乗に反比例して減少するので，熱発生量は距離の4 乗に反比例
して減少することとなり，高周波電流の直接作用によるジュール熱の発生は電極周囲の狭い領域
に限定される．この熱は温度勾配に従って周囲組織へと伝導する．

温度コントロール式の高周波発生器では，アブレーション電極内温度を一定以下（通常50～
60℃）に温度設定しておくと，制御機構が働いて高周波出力を自動調整する．最初組織のイン
ピーダンスは約100 Ωの高い値をとるが，加熱されると細胞膜のイオン透過性が高まり，イン
ピーダンスは10～15 Ω低下を示す．先端電極での電位は焼灼の進行とともに減高し，立ち上がり
速度は減少する．高周波通電中はこのインピーダンスの減少と電位減高から焼灼の進行を知る．

このときアブレーション電極温度と組織温度が一致していれば問題ないのであるが，実際に―
は先端電極は血流によって冷却されるので，接触組織温度のほうが電極内温度より高くなる―

（図11，12）．このため電極内温度を60℃以下にコントロールしていても，組織温度が70℃を
超えて，血漿タンパク凝固，フィブリン析出，組織炭化や血栓形成が生じる．電極の全周囲性に

図11　ラージチップ電極による上大静脈内高周波通電
電極カテーテルによる点焼灼時の電極および心外膜温度 

（豚実験）
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組織や血漿成分のタンパク凝固や血栓が生じると，インピーダンスが急上昇を示す．このとき
は，直ちに通電を中止して電極カテーテルを抜き，先端に凝固物の付着がないかチェックする必
要がある．しかし，電極と組織の接触は均等とは限らず，組織は常に均一に加熱されているわけ
ではないので，電極面の一部でタンパク凝固物から血栓が生じてもインピーダンス上昇を伴わな
い場合がある．この血栓も遊離して脳などの主要臓器に塞栓症を起こすので，きわめてやっかい
な問題である（図13）．

図13　ラージチップ電極による焼灼部
一回通電で，数ミリの点状アブレーション，深度は不定

図12　アブレーション中の組織温度の変化
電極カテーテルでは高周波電流は直接組織に流れ，心外膜など組織温度は電極温度
より高くなる



12

2）イリゲーション電極によるカテーテルアブレーション

そこで登場したのが電極を強制的に灌流（イリゲーション）によって冷却して，電極との接触
組織温度が高温にならないように工夫したカテーテルである．電極先端に沢山の穴が開いてお
り，カテーテルの手元から注入した生理食塩水は電極先端より吹き出すことによって，電極を強
制的に冷却して温度を下げ，電極内温度を45℃以下に保つことにより，接触組織温度を下げて，
血栓形成を防ぐのである．

高周波発生装置としては500kHz電流を使用し，電極先端には生理食塩水を放出しながら，高
周波出力とインピーダンスと電位と通電時間をモニターすることによって，焼灼するカテーテル
である．カテーテル先端の圧力，冷却水量と高周波出力の調節と通電時間の設定によりアブレー
ションの安全を担保し，電位の減高とインピーダンスの低下からアブレーションの進行を知ろう
とする方法である．

またPVIは3 次元的なアブレーションであるため，技術的に難しく，透視時間が長くなり，手
技時間がかかりすぎる欠点があった．そこで，カテーテル電極先端の位置と電位を同時に3 次元
的にモニターするマッピング装置：CARTOシステムが開発された．使用されるIrrigation―
Catheterの先端には温度センサーとインピーダンスモニターに加えて圧力センサーが装填され
た．これは点状焼灼としては限界にまで発達した装置である．

イリゲーション電極によってアブレーション電極を冷却することで，電極－組織接触部での血
栓 形 成 は あ る 程 度 防 ぐ こ と が で き る が， 高 周 波 電 流 は 組 織 深 部 に 流 れ ジ ュ ー ル 熱 を―
発生するので，心筋深部の組織温度が高くなる．この方法には，電極温度を制御しても組織温度
を予測できず，焼灼の深度を推測できない欠点がある．心筋深部の組織温度が70℃を超えると，
コラーゲン融解による組織の変形をきた
し，100℃を超えるとスチームポップ（水蒸
気破裂）を生じ穿孔をきたす（図14）．こ
のため，血栓塞栓症や心タンポナーデの合
併症がつきまとう．そこで，PVIを安全に
効率的に達成するため，組織温度を制御で
きるホットバルーンアブレーションが開発
された． 図14　電極カテーテルアブレーションの欠点



13

Ⅰ部　心房細動の機序と治療法

	5	 ホットバルーンアブレーション

1）ホットバルーンアブレーションの原理

ホットバルーン（図15）の中には高周波通電用の単極コイル電極とその温度センサーが装備
されている．バルーンを電解質溶液で満たし，対極板とコイル電極との間で高周波通電を行なう
と電流はコイル電極周囲に集まり，バルーン内液が加熱される．高周波容量型加熱と呼ばれる

（図16）．このとき高周波発生器に付属する振動発生機よりカテーテルシャフト内腔を介して振
動波をバルーン内に送ると，バルーン内で重力にパラレルな方向に渦流が形成され，バルーン内

図15　第一世代ホットバルーンカテーテル
弾性バルーン内に高周波通電用コイル電極と温度センサーが設
置される（バルーン直径20–33mm，12Fシャフト）．

図16　高周波容量型過熱
バルーン内部には電解質溶液で満たされている．対極板とコイル電極の間で高周波通電が
行なわれると，高周波の99％のエネルギーは内部の電解質溶液の加熱に使われる．
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図18　バルーン内攪拌によるバルーン温度の均一化（フィニットエレメント解析）13）

（A）攪拌されていない状態でのバルーン内温度．対流によりバルーン内の温度は不均一である．
（B）攪拌されたときのバルーン内温度．バルーン内温度は均一化される．

図17　ホットバルーンの高周波加熱と振動攪拌
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液を攪拌する（図17）．バルーン内攪拌がない場合は重力によって対流が起こり，バルーン内温
度は不均一となり，上下の温度格差は10℃を超える．この温度不均一は時にバルーン表面に血栓
形成を生じ，脳梗塞などの塞栓症をきたす（図18）．

この方法では，高周波電流はバルーン内液を直接加熱し，攪拌装置にてバルーン膜は均等な温
度となり，バルーン膜からの熱伝導によって，接触組織が加熱される（図19，20）．そのため
バルーン内電極温度はバルーン膜温度より常に高く（図21），組織温度はバルーン膜温度以下で
あるため，バルーン内電極温度を70℃以下に制御すると，組織温度は70℃未満となるので，血栓
形成，コラーゲン融解やスチームポップによる組織断裂などはきたさない．また組織はバルーン
膜からの熱伝導によって加温されるので，焼灼深度はバルーン温度と通電時間に比例する7）,―9）～13）．

図19　バルーンの直径を33mmにしたとき
バルーンの直径が33mmのとき，膜温度はすべて60℃である．

図20　バルーンの直径を26mmにしたとき
バルーンの直径が26mmのとき，膜温度はすべて65℃である．
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おわりに

心房細動の主な発生源が肺静脈にあることがわかり，カテーテルアブレーションによる治療が
始まり，20 年近くが経過しました．発生源は肺静脈だけでなく肺静脈口周囲から左心房後壁，
さらに大静脈間領域にも及ぶことも分かってきました．これらは同一の静脈洞原器から発生する
もので，組織は類似しています．このような広い三次元的領域を少ないアブレーション回数で治
療するために，点状焼灼する電極カテーテル法ではなく三次的焼灼するバルーンカテーテル法が
適しています．

ホットバルーンは20 年以上前から構想し，16 年前から東レと共同開発してきました．バルー
ンは薄いポリウレタンで出来ており弾性に富み，注入液量によって直径が変化します．破格の多
い肺静脈口，左心房後壁や上大静脈間領域にも密着して焼灼しますので，発作性心房細動のみな
らず持続性や慢性心房細動にも応用可能です．この点，クライオバルーンやレーザーバルーンは
左心房後壁を焼灼できませんので，持続的な心房細動に対する治療効果はいまひとつです．

ホットバルーン表面温度は70℃未満と低く，その熱伝導により接触する組織を緩徐にアブレー
ションしますので，その深度は通電時間に比例します．これにたいして，クライオバルーンや
レーザーバルーンは急激な温度変化により組織をアブレーションしますので，その深度を調節す
ることが困難です．

結論として，高周波ホットバルーンアブレーションは他のアブレーション法に比べて安全性と
有効性が高く，心房細動治療の第一選択となると考えています．ただその使用法は電極カテーテ
ルのとはかなり異なり，特有の合併症もありますので，20 症例までは注意して使用することが
必要と考えられます．
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