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ES-1）	 SapienXTによる弁輪損傷のリスクファクターとは何か？	
周術期CTによる弁輪・Sapien拡大様式および基部石灰化と
の関連性の検討
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教育セッション　若手・コメディカルのためのＴＡＶＩまるわかり講座

【目的】経カテーテル大動脈弁留置術（TAVI）の初期臨床成績を報告し、重大な合併症の一つである弁輪破
裂の原因を術後心臓CTによる人工弁開大の径･形態から検討する

【方法】2013年10月より当院にてSapienXTで施行したTAVI70例を対象として、術後早期の臨床成績を
検討した。術中弁輪破裂の様式と、周術期心臓CTによる弁下石灰化の有無、および弁開大評価をとの関
連性を検討した。開大評価法は、Sapien弁の大動脈側（a）、中心部（m）、左室側（v）での断面積を計測した。

【結果】年齢86 ±5。TF46TA24。使用サイズは23mm　34 例　26mm　32 例　29mm　4 例。手技
成功は96％（68／70）。1 例でe-sheath の腸骨動脈不通過でTA アプローチに、1 例で弁輪破裂にて
surgicalAVRへconversionを認めた。全例生存退院。遠隔期死亡5例で心臓死1例（LMTステント後の
突然死）。術後1年での全死亡回避率は91.7±4.8％（TF93%TA80% ）。術後Sapien開大面積はa,m,v
で各々387±61, 374±57, 383±61mm2で、開大の形態は中央にて括れをみとめるのが50％（35例）
であった。弁輪破裂1例以外に弁輪周囲血腫4例を認めたがこれら5例を弁輪損傷群とすると、Sapien拡
張率（m／bench testでのSapien開大面積）、弁輪拡張率（m／術前CT計測弁輪面積）大動脈基部カル
シウム量は弁輪損傷群、非損傷群で比較して有意差ないが（64±36vs79±18%,  67±38vs85±20%、
2602vs1813mm3）弁輪損傷群で基部カルシウムが豊富でSapien・弁輪双方の開大は悪い傾向にある。ま
た損傷群は術前弁輪面積は有意に狭小で（360±25vs427±65mm2；p=0.001）左室流出路の石灰化を高
頻度に認めた（80％vs28%；p=0.01）。

【考察】Sapienの開大様式は半数の症例で中央に括れを生じ、その部で弁輪を保持していることが推察さ
れる。弁輪損傷は弁留置による過度の進展のみを原因としえないが、左室流出路石灰化はリスクであり、
300mm2台の弁輪面積、2000mm3以上の基部カルシウム量は注意を要する。
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【背景】TAVR術中合併症として重要なものに血管損傷を含む血管関連合併症があげられ、諸外国の大規
模研究においてその発生率は10%前後と頻度が高く、国内でも同様の報告がされている。邦人は体格が小
さい等、欧米人と異なる解剖学的特徴を有することに加え、血管関連合併症の発生は予後に影響するとい
う報告もあり、同合併症の予防はTAVRの臨床成績の改善という観点からも意義は大きい。

【対象・方法】2009年から2015年4月までに当院において357症例のTAVRが施行されたが、承認済のデ
バイスを用いたものが324例であった。そのうち、腸骨-大腿動脈あるいは鎖骨下動脈によるアプローチ
を予定された186例を対象とし、術中血管損傷についてretrospectiveに検討を行った。患者の平均年齢は
83.5±5.5歳、女性が126例 (68%) であった。体表面積は平均で1.43±0.16 m2、STS Predicted Rate 
of Mortalityは10.3±9.0%であった。当院では主として術前CTデータをもとに、血管径や壁性状、蛇行
等の形状を総合的に判断し、患者個々に最も適したアプローチを術前に選択している。対象の患者は大
腿動脈から144例、腸骨-腹部大動脈 38例、鎖骨下動脈4例に振り分けられた。使用デバイスはEdwards 
SAPIEN、Medtronic CoreValveがそれぞれ143例 (77%)、43例 (23%)であった。上記アプローチ選択
の場合、全例手技の最後にアクセスの造影を行い損傷の有無を確認している。

【結果】手技的成功は185例 (99.5%) で得られたが、3例 (1.6%) はfemoral accessにてダイレータ—また
はシースの挿入が困難であったため、経心尖部アプローチへconversionした。死亡症例は30日内 0 (0%)、
在院 3例 (1.6%、大動脈損傷1、左室穿孔2) であった。血管損傷は5例 (2.7%)　で認め、部位は腹部大動
脈が1例、腸骨動脈が4例であった。腹部大動脈損傷の症例は術中に出血性ショックの状態となり、損傷
箇所を人工血管置換後、TAVRを完遂した。腸骨動脈損傷の4例は全例、ステント留置にて対応した。使
用デバイス別では、血管損傷をきたした5例全例がSAPIEN使用症例であり、CoreValve使用症例では認
めなかった。また手技の時期別での検討では、81例目以後は腸骨動脈損傷を認めていない。

【結語】TAVR術中血管損傷のリスク軽減のためには、術前の詳細な画像評価に加えて、適切なアプローチ・
デバイスの選択、およびデバイスの特徴、患者の解剖を考慮した手技の工夫が必要であると考えられた。
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　TAVIは、治験が2010年に開始され、その結果を受け2013年10月より保険償還されました。保険償還後、
約3300件のTAVIが行われました。30日死亡率は、1.5%程度で非常に良好な結果となっています。
　今回の演題でもあるTAVIの適応は、臨床的または解剖学的理由で手術ができない症例及び手術のリ
スクが高く、多職種からなるハートチームにおいてAVRよりもTAVIが望ましいと判断された症例で
す。2012年ESC/EACTSガイドライン1)及び2014年AHA / ACCガイドライン2)では手術不能例では
classⅠ, 手術高リスク例ではclassⅡaの推奨度でTAVIを推奨しています。手術リスクを推定するのには, 
Logistic EuroSCOREとSTS risk score (Society of Thoracic Surgery risk score) が多く用いられています。
手術不能の理由としては, 胸部放射線治療の既往, 陶磁器様大動脈, 重度の肝機能障害や肺機能障害などが
挙げられます。また手術高リスクとしてはLogistic EuroSCORE 15〜20%以上, STS score 7〜10%以
上が一般的な目安です。 各施設の経験や成績, またリスクスコアには反映されないリスク (frailty (脆弱性) 
など) を考慮し, 最終的にはハートチームにおける協議により方針を決定しています。
　当院の220例では、平均年齢84歳±6歳、STS-PROMは7.1±4.7%、Logistic Euroは17.9±11.4%でした。
NYHAでは、ⅢとⅣを合わせて51%でした。CABGの既往が13%、COPDが7%、肝硬変が4%、心房細
動が27％でした。
　参考までに当院の2004年から2015年の80歳以上のAVR
とTAVIの症例の経年変化を示します。
　TAVIの適応は、今後ディバイスの進化と共に変遷してい
くと考えられます。
　以上のことを念頭に置きつつ、実例も交えながらTAVIに
おける患者選択について述べたいと考えています。

文献
1)Alec, V. et al: Guidelines on the management of valvular heart diasese (version 2012). Eur Heart 
J 33: 2451-2496, 2012
2) Rick, A. et al: 2014 AHA/ACC Guideline for the Management of Patients With Valvular Heart 
Diasease: A Report of the American College of Cardiology/American Heart Association Task 
Force on Practice Guidelines. Circulation 129: e521-643, 2014 
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　大動脈弁は3つの弁尖からなり、その間に3つの三角部分が形成される。LCC とNCCの間の三角部分
は僧帽弁の前尖と線維性に連結しており、NCCとRCCの間の三角部分は膜性中隔、RCCとLCCの間の
三角部分は筋性中隔に付着している。大動脈弁基部は、大動脈弁輪、STJunction、バルサルバ洞、大動脈
弁尖の交連部、弁尖からなる。大動脈弁輪に関しては通常、解剖学的にはバルサルバ洞に対して大動脈弁
尖が付着する半月状ラインと考えられていて、Surgical AVR(SAVR)時はその大きさで弁のサイズを決
定する。TAVIの際に大動脈弁輪径を測定する場合は、弁のヒンジ部で形成される水平面(virtual ring)で
測定する。そのため日本人に対するSAVRは19mm生体弁の使用率が高いが、TAVIにおいてはより大き
なサイズの弁が使用される。LVOTは筋性部分と線維性部分から成り、高齢になるにしたがって基部に対
する角度は急峻になる。ASの求心性肥大や高齢者のsigmoid septumは弁のmigrationの原因となる。伝
導系障害に関しては心室中隔に対する房室結節の近傍性が関係している。房室結節は膜性中隔に近い右房
のKochの三角の頂点にあり、ヒス束に刺激を伝える。ヒス束は大動脈弁下部分で膜性中隔を横断して左
脚の束枝になり、弁間線維三角の中でRCCとNCCの間を進む。ベースに完全右脚ブロックなど心筋障害
があり、LVOTに比較して大きなself-expandable valveがLVOT下位に留置された場合、房室ブロック
となる危険性が高い。
　TAVIはSAVR と違い石灰化が残存するため、冠動脈閉塞や弁輪破裂などの危険性がある。特に日本
人は欧米と比較して体格が小さいため、冠動脈が低くバルサルバ洞が小さい傾向にある。人工弁によっ
て押しあげられた弁尖の高度な石灰化が冠動脈を閉塞する危険性が高い。弁輪破裂はデバイスのlanding 
zoneの破裂で、基部からLVOTまでの破裂部位によって4つのtypeに分けられる。日本人は弁輪径も小
さいため、弁尖からLVOTにまたがる高度な石灰化を認める症例にBalloon-expandable　valveを使用
した場合は、特にその危険性が高い。また、経大腿動脈アプローチで使用するアクセス血管が欧米に比べ
て有意に細いため、アクセス血管の性状の評価も重要になってくる。
　先天性二尖弁は0.5〜2%の発生率で、rapheの数によって3つのtypeに分類される。いずれもその非対
称な解剖により、人工弁の不適切な留置の危険性や十分に人工弁が拡張できないことによる弁機能不全、
paravalvular leakの危険性があるため、TAVIの適応は慎重に検討すべきである。
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　経皮的大動脈弁留置術（transcatheter aortic valve implantation: TAVI）は、2013年10月に保険償還
されて以来、実施施設も増え本格的に行われるようになってきた。TAVI術前評価の意義は、手技に伴う
致命的な合併症、すなわち弁輪破裂、冠動脈閉塞、血管損傷および術後大動脈弁逆流などの回避をするた
めの準備であるといえる。
　一方でCTは検出器の多列化や性能の向上、ガントリー回転速度の高速化により時間分解能・空間分解
能が向上し、さらにワークステーションの進歩、特に3D画像構築技術の進歩により、空間の広がりや解
剖学的位置関係などをイメージしやすくなった。大動脈弁という動きのあるものに対しても極めて明瞭
に形態的特徴や弁尖の動きを描出することが可能であり、弁尖の数、開放や閉鎖の様子がわかりやすい。
また高いCT値を呈する石灰化の描出に優れているため、大動脈、大動脈弁輪部、大動脈弁尖部の石灰化
の分布について、再現性をもって評価することが可能となる。このようにTAVI術前の弁評価において、
造影剤などの禁忌がない限りCTは欠かせないモダリティとなっており、果たす役割は大きい。
　我々の施設で経験した症例や文献的レビューも交えながら、TAVIにおけるCT評価についてお話しさ
せて頂く。
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