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O01-2）
デバイスの大動脈弁通過にpull-through法が
有用であったTA-AVIの一例
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O01-1）
狭小弁輪、狭小valsalva、高度の石灰化を伴い
バルーン拡張型の経カテーテル的大動脈弁置換
術（TAVI）での合併症を憂慮した症例
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口演1　TAVIの工夫口演1　TAVIの工夫

【目的】
pull-through法は、蛇行した血管にカテーテルを挿入する
際などに有用な方法で、同法を用いることでワイヤーに十
分なテンションをかけることができ、目的の部位まで安定
してカテーテルを運ぶことを可能とする。当院にて、TA-
AVIの際にデバイスが大動脈弁を通過せず、pull-through
法を用いることで大動脈弁を通過させることが可能となっ
た症例を経験したので報告する。

【症例】
79歳男性。9年前にAMIに対してCABGを行い、術後は
近医にてフォローされていた。経過中徐々にASの進行を
認め、労作時息切れなど心不全症状が出現したため、手術
目的に当科紹介となった。低心機能、腎機能障害、開心術
の既往などから、ハイリスクのためTAVIの方針となった。
ASOのため、大腿動脈アプローチは困難であり、心尖部
アプローチとした。人工弁にはSAPIEN-XT 29mmを選
択した。

【手術】
左第5 肋間開胸にて心尖部にアプローチし、同部位から
26Fr.シースを挿入、20Fr.バルーンにてBAVを行った。
続いて、シース内ににデバイスを挿入し、大動脈弁輪部を
通過させようとしたが、石灰化に引っかかり、デバイスを
進めることができなかった。ガイドワイヤーをextra-stiff 
wireからLunderquistに変更するも、デバイスは通過しな
かった。このため、pull-through法を用いることとし、ガ
イドワイヤーをhalf-stiff wireに変更した。右上腕動脈か
らindyカテーテルを用いて上行大動脈で心尖部からのワ
イヤーを掴み、体外へ導出させた。これに沿わせてデバイ
スを進めたところ、大動脈弁輪部を通過させることができ、
問題なく人工弁を植え込むことができた。

【結語】
TA-AVIの際、大動脈弁をデバイスが通過困難な症例にお
いて、pull-through 法は有用な方法の1つと考えられる。

症例は88歳女性、繰り返す意識消失発作、心不全にて当院
へ紹介受診。大動脈弁通過血流は6.3m／s、大動脈弁口面
積0.25cm2と高度の大動脈弁狭窄を認めた。経皮的大動
脈弁留置術（TAVI）スクリーニングに至ったが、CTでの
評価で弁輪面積278mm2、弁周囲長60.4mmと狭小弁輪
を認め、また小さなvalsalva、重度の石灰化が存在する状
況であった。
左冠動脈前下行枝の有意狭窄も合併するため、先行して
経皮的大動脈弁バルーン拡張術（PTAV）、その後に経皮
的冠動脈形成術を施行し、TAVIの方針とした。経大腿動
脈アプローチで15mmバルーンでのPTAVを行ったが、
indentationが取れない状況であり、拡張不良の状況でも
valsalvaは隙間なく石灰化で満たされている状況であっ
た。弁輪破裂のhigh riskと考えられ、TAVI非適応症例で
はないかと考えられた。PTAVの効果薄く、術後も6m／s
を超える流速を認めるが、やはり外科的介入は難しいと判
断された。チームディスカッションを重ね、弁輪破裂、ま
たmoderate以上の弁周囲逆流の残存の可能性が高い事も
考慮の上でTAVI施行に至った。経大腿動脈アプローチと
し、20mm SapienXTを造影剤1ml減量にて弁留置を行っ
た。弁周囲逆流をmild程度認めるが、弁輪部破裂の危険
性を考慮し、1ml減量の2回拡張にて手技終了とした。狭
小の弁輪、狭小のvalsalva症例で石灰化量が多い場合には
balloon expandableでのステント留置が危険性を伴う場
合が存在する。今回の症例は現状の国内で使用可能な自己
拡張型のTAVI弁ではOversizingが著明であり、バルーン
拡張型のTAVI弁を選択した。解剖学的なTAVI不適応も
含めて判断必要であり、ここに報告する。
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O01-3）
当院における経カテーテル的大動脈弁置換術

（TAVR）術後paravalvular regurgitation
（PVR）の検討〜Balloon volumeからの考
察〜
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口演1　TAVIの工夫

【背景】TAVRに際し、弁輪径に対しサイズ選択が境界に
あたる症例や高度石灰化病変を伴う症例に関してはバル
ン拡張量を調整して対応している。【対象・方法】2014年2
月から2016年3月まで当院のTAVR症例99例を対象とし
た。平均年齢は86.2±4.1歳、女性　70例、STS Score　8.9
±5.3%、弁口面積は 0.61±0.16cm2、mean PG 47.7
±15.3mmHgであった。Sapien XTの内訳は20mm 5
例、23mm 67例、26mm 25例、29m2例であり、Trans-
femoral(TF) approach は 72 例、Trans-apical(TA) 
approachは27例であった。弁留置はTEE、3DCTによ
り弁輪計測を行い、留置直前のballoon predilatationに
て最終的に判断し、留置弁の選択・バルン拡張量を決定
した。バルン拡張量（underfill 23 例、nominal 71 例、
overfill 5例）によりPVR発症（mild以上をPVR+、trivial
以下を PVR-）と弁機能について検討した。【結果】術中
malposition と思われる高度 PVR 症例1 例に valve in 
valve施行した。PVR発生は、全体で21例（21 %）であり、
underfillで3例（13%）、Nominal 17例（24%）、overfill 1
例（20%）であった。また術後有効弁口面積(EOA)は、各々、
1.40±0.32cm2、1.47±0.33 cm2、1.36±0.33 cm2で
あり、meanPGは11.2±3.6mmHg、11.6±4.1 mmHg、
10.6±4.9 mmHgであった。CT評価で弁輪・左室流出
路の石灰化が中等度以上の症例で検討を行ったところ、
EOAはunderfillで1.28±0.37 cm2、Nominalで1.57±
0.31 cm2とunderfillで小さい傾向にあった（p=0.091）。

【結論】我々のUnderfillの方針はPVRを増悪させるとは言
えず、また、弁機能を障害していなかった。弁輪・左室流
出路に石灰化を伴う症例では、underexpansionで十分な
EOAを確保できない可能性があるが、弁輪破裂を防ぐと
ともに良好な弁機能が得られていた。

O01-4）
前拡張なしでSapien XT留置を行った経大腿
動脈アプローチTAVI
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口演1　TAVIの工夫

【はじめに】一般的にBalloon-expandable Deviceは前拡
張を行うことが求められているが、前拡張の手技自体にも
リスクがあり、症例によっては前拡張を行わないメリッ
トの方が大きい可能性がある。当施設において、前拡張
により石灰化した弁尖が開放位で固定してしまった症例
を経験し、その後、症例を選んで前拡張なしのSapien XT
留置を3例の経大腿動脈アプローチTAVIにおいて行った
ので報告する。【症例】症例1（前拡張により弁尖が開放位
で固定した症例）：91歳女性、AVA 0.70mm2, meanPG 
75mmHg, AV ring 330mm2, NCCにBulkyな石灰化あり, 
RCA 10.8mm、大腿動脈アプローチにてTAVIを行った。
20mm Balloonにて行ったBAV造影にてRCAの描出が悪
かったためRCAのProtectionを行う方針としたが、BAV
直後より血圧60mmHg台に低下した。TEE上Massive 
ARを認め、NCCが開放位で固定されていることが確認さ
れた。RCAをprotectした上で23mm Sapien XTを留置
した。Device留置後に血行動態は劇的に改善した。症例
2：88歳女性, AVA 0.84mm2, meanPG 43mmHg, AV 
ring 373mm2, 前拡張なしでSapienXT23mmをnominal 
volume で留置。症例3：90 歳女性 , AVA 0.62mm2, 
mean PG59mmHg, AV ring 363mm2, 前拡張なしで
SapienXT23mmをnominal volumeで留置。症例4：87
歳男性, AVA 0.77mm2, meanPG 72mmHg, AV ring 
508mm2, 前拡張なしでSapienXT 26mmを1cc追加して
留置。症例2~4はいずれもサイズ選択に迷うことのない
症例でBAV造影の必要はなかった。人工弁の通過は問題
なく安定した循環動態下に手技は合併症なく終了し、手術
時間は平均98.7分であった。術後経過にも問題なく退院
前のエコー評価も良好であった。【考察】前拡張を行わない
TAVIは安全に行うことができ、血行動態の安定、手技時
間の短縮が得られた。前拡張を行わない症例の選択基準と
しては、1. サイズ選択に迷うことがなくBAV造影が不要、
2. エコーにて弁尖の開放がある程度目視できる、3. 万が
一人工弁が通過しなかった場合に対側からのBAVが可能
である、等が挙げられる。
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O01-6）
Self-expandable deviceを用いたTAVIの
早期成績
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【背景】
　近年，ハイリスク重症大動脈弁狭窄症に対するTAVI
の良好な早期・中期成績が報告されている．本年より
Balloon-expandable deviceであるSAPIEN XTに加え，
Self-expandable deviceであるCoreValveが本邦におい
ても使用可能となった.

【目的】
　当院におけるCoreValveを使用したTAVIの早期成績を
検討する．

【対象・方法】
　2009 年10 月から2016 年3 月までに当院で施行した
TAVI 351例中，CoreValveを使用した43例を対象とし
た(23mm弁使用症例，Valve-in-Valve症例は除外)．対象
をCoreValve市販前後の2群に分け(Pre群 25例，Post群 
18例)，その早期成績を比較検討した．尚，前拡張に関し
てPre群では原則全例に行ったが，Post群では原則行わな
い方針とした．  

【結果】
　 平 均 年 齢 ， 性 別 ( 女 性 ) は そ れ ぞ れ
Pre:Post=83.2:85.7(歳)，68.0:61.1(%)で，Logistic 
EuroSCORE，STS scoreは平均Pre:Post=19.2:21.9(%)，
6.8:9.8(%) であった．TAVI に関して，TF アプロー
チはPre:Post=76.0:83.3(%) であり，手術時間は平均
Pre:Post=110:95(分)とPost群で短い傾向であった．30
日死亡／病院死亡に関して，Pre群の1例をワイヤーによ
る左室穿孔で失った．術後新規ペースメーカー植込み率は，
Pre:Post=40.0:5.6(%)(p=0.01)とPost群で有意に低率で
あった．術後7日目での弁周囲逆流(PVL)に関して，Pre
群ではnone／trivial 7例(28.0%)，mild 18例(62.0%)で
あったのに対しPost群では，none／trivial 11例(61.2%)，
mild 7例(38.9%)であり，Pre群と比較してPost群で有意
にPVLが制御された(p=0.05)．

【結語】 
　当院におけるCoreValveを使用したTAVIの早期成績は
良好であった．しかし，CoreValveの正確な留置にはある
程度の経験数が必要であることが示唆された．

O01-5）
シースの挿入に難渋した左鎖骨下動脈アプロー
チのTAVI症例
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口演1　TAVIの工夫

症例は85歳女性. NYHA III度の有症候性重症大動脈弁狭
窄を認め, 手術ハイリスク（STS score 11.2%, 長期ステロ
イド内服）のためTAVIを選択した.
両側腸骨動脈に石灰化を伴う狭窄病変, 上行大動脈の石灰
化, 肥満があり心臓周囲の脂肪が多いことから経大腿, 経
大動脈, 経心尖アプローチは困難と判断し, CoreValveを
用いた左鎖骨下動脈アプローチとした. cut down法で左
鎖骨下動脈よりAmplatz super stiff guide wireを上行
大動脈まで挿入した. 18F Check-Flo sheathのインナー
は鎖骨下動脈を通過するものの, sheath本体は屈曲後の
軽度石灰化に阻まれ, 同様の手技を繰り返すも通過しな
かった. Edwardsの20Fr dilatorで拡張し, guide wire
をLunderquistに変更したがCheck-Flo sheathは通過
せず, Gore dry sealシースに変更. これにより屈曲部を
sheathが通過した. しかし, インナーを抜去すると屈曲部
でsheathがkinkした. インナーを挿入しsheath全体を手
前に引くことでkinkを解除し, 手技の継続が可能となった. 
CoreValveのシステムはシースのkink部を何とか通過し, 
その後は通常の手技にてCoreValveの留置に成功した. 
現在CoreValveで使用できる18F sheathはCheck-Floと
Gore dry sealであり, それぞれ耐キンク性と通過性に一
長一短がある. 
鎖骨下動脈が胸腔内へ入る屈曲部はstiff wireでも伸展せず, 
見た目以上にシースは通過困難と考えられ, 注意が必要で
ある. 鎖骨下動脈アプローチTAVIの当院第一例目を報告
する.
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O02-1）
TAVIを予定したが術中経食道エコーにて大動
脈弁尖に可動性のあるmassを認めたため、開
心術に変更した1例
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口演2　画像診断

本邦において、TAVIの導入期には、全身麻酔・経食道エ
コーモニター下に手技が施行されていた。しかし、近年、
更なる低侵襲化を求め、局所麻酔＋鎮静・経胸壁エコーモ
ニター下のTAVIが増加しつつある。今回我々は、術中経
食道エコーの重要性を痛感する症例を経験したので報告
する。
症例は83歳の女性。2015年10月に右上肢しびれを主訴
に当院救急受診。脳梗塞の診断で神経内科にて入院加療し、
入院中に大動脈弁狭窄症を指摘された。脳梗塞の症状が改
善してきたため、心臓手術前精査を予定したが、2016年
1月に構音障害を主訴とする脳梗塞を再発した。症状改善
後、精査が行われ、重症大動脈弁狭窄症（弁口面積0.5cm2、
平均圧較差74mmHg、EF67%）と診断され、造影CTにて
TAVIは可能と判断、しかし頻発する脳梗塞の原因は不明
であった。年齢、ADL（CSHA 4度）、脳梗塞発症後を考
慮してTAVIの方針とし、2016年3月に手術目的に入院し
た。手術予定前日に左上肢と左顔面の麻痺が出現、2時間
ほどで症状は消失したが、頭部MRIで右前頭葉に新規脳梗
塞を認めた。3度目の脳梗塞であったが、症状が消失した
こと、24時間後には手術終了すること、重症大動脈弁狭窄
症の手術延期によるリスクなどをふまえ、予定通りTAVI
を行う方針とした。麻酔導入後に直ちに経食道エコーを施
行したところ、術前経胸壁エコーでは認めなかった弁尖に
付着する可動性のある3mm大のmassを左冠尖に認めた。
Heart teamで協議し、TAVIを施行すると、脳梗塞のみな
らず左冠動脈閉塞のリスクが高いと判断し、開胸による弁
置換術に変更した。術中所見では大動脈弁の左冠尖と右冠
尖に赤色血栓が混じるフィブリン塊が粗に付着しており、
摂子にて容易に除去できた。生体弁（Trifecta 21mm)に
て通常通りに弁置換術を行った。手術時間は210分で終了
し、術後経過は良好、第24病日に独歩退院した。
TAVI 施行前に経食道心臓超音波検査で大動脈弁尖に浮
遊物を認め、外科的弁置換に変更した症例を経験した。
TAVIからの外科的弁置換への変更理由は多々あるが、手
術直前経食道エコーの重要性を痛感した。

O02-2）
Perpendicular viewの設定に難渋した高度
側弯症患者に対するTAVI
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口演2　画像診断

【症例】80歳、女性【主訴】労作時呼吸困難【現病歴】歩行時
の呼吸困難を認め、心エコーで重症大動脈弁狭窄症と診断
されTAVI目的に当院紹介。【身体所見】高度の側弯症と亀
背を認める。【CT】弁輪は21x28mmで面積は461mm2。
CTからのperpendicular view(PPV)はLAO 8° Caudal 
3°であった。下肢動脈には狭窄を認めず、右大腿動脈か
らTAVIを行う方針とした。【TAVI】カテ台の上では側彎
と亀背のため仰臥位の保持が困難で、背部にタオルなど
をしいて固定した。RAO 30°で造影すると右冠尖は左下
方にずれていた。その後数回造影してLAO 14° Caudal 
29°がPPVであった。右大腿動脈から18Fシースを挿入
し、左室内へGWを展開しようとしたがこれも困難であっ
た。26mm Sapien XTを留置できたが、BAV後GWが左
室から抜けてしまい再挿入を必要とした。退室時には血圧
180mmHg以上の高血圧であったが、術終了1時間20分
後急に血圧低下、心タンポナーデを認めた。開胸すると左
室後側壁の心破裂であり容易に止血が可能であった。GW
の挿入、展開時に左室を傷つけ、術後の高血圧により破裂
したものと考えられた【結語】高度の脊椎の変形はTAVI
の手技を困難にし合併症を増加させる可能性があり注意が
必要と考えられる。
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O02-4）
経カテーテル的大動脈弁置換術（TAVI）後の
人工弁周囲に可動する索状物を認めた一例

當間 裕一郎1 
岩淵 成志1、呉屋 薫1、池宮城 秀一1、大城 克彦1、 
前田 達也2、永野 貴昭2、山城 聡2、國吉 幸男2、 
大屋 祐輔1

１琉球大学大学院医学研究科 循環器・腎臓・神経内科学講座、 
２琉球大学大学院医学研究科 胸部心臓血管外科学講座

口演2　画像診断

症例は 81 歳男性．虚血性心疾患のため冠動脈バイパス
術を受けた既往があり，今回重症大動脈弁狭窄症（AS）

（Mean PG 48mmHg，AVA 0.47cm2）の治療のため入院
となった．入院後の精査では高齢であり，開胸手術の既往
があるため，外科的大動脈弁置換術はハイリスクと判断し，
大腿動脈アプローチによる経カテーテル的大動脈弁置換
術（TAVI）を施行した．手技は全身麻酔を行い，経食道心
エコー下に施行した．ガイドワイヤーを大動脈弁に通過
させ，20mmのバルーンにて前拡張を行った．その際は特
に大動脈弁逆流や弁の損傷も認めなかったため，引き続き，
SAPIEN XT 23mmを留置した．留置後，弁周囲逆流は軽
度であり，血行動態などに異常は認めなかった．しかし，
経食道心エコー（TEE）にて人工弁周囲に2mm×10mm程
度の可動性のある索状物が新たに出現した．断裂した自己
弁の一部か血栓かの鑑別が困難でありヘパリン，ワルファ
リンによる抗凝固療法を開始し，その後血栓症などを含め
た合併症は出現せず，術後9日目に退院となった．本症例
の索状物に関しては，抗凝固療法を行い術後6日目のTEE
での再検でも所見に変化はなく，4D-CTで解析したとこ
ろ，索状物は人工弁の外側の大動脈弁尖に付着しているこ
とから，自己弁の一部である可能性が示唆された．しかし，
今後血栓が付着する可能性も十分に考えられ，抗凝固療法
に関しては継続する方針とした．これまで同様の報告はな
いが，血栓塞栓症のリスクとなりうると考えられ，注意深
い経過観察が必要であることと，術中術後ともにTEEによ
る注意深い観察を行い，見逃さないことが重要であると考
えられる．

O02-3）
当院におけるBorderline annulusに対する
TAVI治療の初期成績

内田 恭寛1 
爲西 顕則2、藤本 匡伸1、一宮 仁1、渡邊 純二1、岡本 浩2、
金城 昌明1、一宮 惠1

１市立四日市病院 循環器内科、 
２市立四日市病院 心臓血管外科

口演2　画像診断

【背景】
TAVI 治療においては適切なサイズの Transcatheter 
heart valve (THV)を選択することが重要である。しかし、
一方の弁では小さすぎ、他方では大きすぎるといういわゆ
るborderline annulusを持つ症例が存在する。このような
症例においてはST junctionの大きさや弁下の石灰化など
大動脈弁複合体全体の特徴がTHVのsize選択をさらに困
難にしている。

【目的】
今回の研究では当院でのBorderline annulus症例に対す
るTAVI治療の詳細および初期成績を報告する。

【方法】
我々は当院にてSapien XTを用いてTAVI治療を受けた
borderline annulusを持つ連続5症例について患者背景、
経胸壁および経食道心臓超音波検査、大動脈弁複合体CT
検査および治療手技を検討した。

【結果】
これらの5 症例のうち、20mm THV と23mm THV の
borderline症例が3症例、23mm THVと26mm THVの
borderline 症例が 1 症例、26mm THV と 29mm THV
のborderline症例が1症例であった。これらの5症例に
おいてはすべてOversized THV を-2ml から-5mL の
underfillingにて留置した。Annular injuryを来した症
例はなく、全 5 症例において、留置後の paravalvular 
regurgitationはmild以下であった。Post dilatationを必
要とした症例は認めなかった。一過性の完全房室ブロック
となった症例は2例存在したが、永久ペースメーカーを必
要とした症例はいなかった。

【結論】
Borderline annulus 症例において、underfilling での
Oversized Sapien XT valveの留置は現時点で安全で、有
効な治療方法と考えられた。今後はより多くの症例で、ま
た長期の成績を検討していくことが必要と考えられる。
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O02-5）
Corevalve TAVR後に遅発性冠動脈閉塞を
発症した1例

藤田 陽1 
美甘 章仁1、藤村 達大2、鈴木 亮1、高橋 雅弥1、 
小田 哲郎2、和田 靖明2、岡村 誉之2、白澤 文吾1、 
矢野 雅文2、濱野 公一1

１山口大学大学院 器官病態外科学 心臓外科、 
２山口大学大学院 器官病態内科学

口演2　画像診断

【はじめに】
TAVR(Transcatheter Aortic Valve Replacement)にお
いて冠動脈閉塞の発症率は0.7%と比較的稀であるが、致
死的な合併症である。これらの多くは、人工弁留置を行う
際に、自己弁が冠動脈入口部側に偏位することで急性に発
症する合併症である。しかし、極めて稀であるが、TAVR
後の冠動脈閉塞には遅発性に起こる例も報告されており、
診断に苦慮することが多い。今回我々は術後3日目に発症
した遅発性冠動脈閉塞例を経験したので報告する。

【症例】
91歳女性。Corevalve 26mmを用いた直接大動脈アプロー
チでTAVRを施行した。術後2日目にICUを退室し、一般
病棟でのリハビリを開始していた。術後3日目の午後に冷
汗、胸部不快感を認めた。心電図では心房細動を認め、心
エコーで左冠動脈領域の著明な壁運動低下を認めた。冠動
脈閉塞の可能性を考慮し、人工呼吸管理下に緊急で冠動脈
造影を施行する方針とした。カテーテル室への移動中に
心室細動となり、CPRを施行しながら、カテーテル室に入
室した。経皮的補助法、大動脈バルーンパンピングを確立
し、冠動脈造影を行った。冠動脈造影では、左冠動脈入口
部が自己弁と石灰化病変の偏位のために狭小化しており、
これが冠血流低下の原因と考えられた。同部から大動脈内
腔へ向けてステントを留置し血行再建を得た。術後に脳梗
塞による右不全麻痺と肺炎を認めた。肺炎については抗生
剤加療で改善を認めた。発症24日後に人工呼吸器を離脱
し、発症37日後に一般病棟に帰室した。現在は退院に向け、
リハビリを継続中である。

【結語】
日本人は小柄であり、バルサルバ洞が小さい症例が多く存
在する。現時点で欧米の治療経験データしか存在しないデ
バイスを小柄な日本人に導入する場合、留置後の解剖学的
な変化を十分に吟味して、適応を判断する必要があると痛
感させられた1例であった。

O02-6）
TAVI施行時における心臓CTを用いた
perpendicular view推定の有用性

土井 祥平1 
亀井 栄祐1、山田 雅亘1、佐藤 竜也1、森川 進1、 
神﨑 秀明2、島原 佑介3、小林 順二郎3

１国立循環器病研究センター 放射線部、 
２国立循環器病研究センター 心臓血管内科、 
３国立循環器病研究センター 心臓血管外科

口演2　画像診断

【背景】
経カテーテル的大動脈弁留置術（TAVI）において，人
工弁を留置する際は，大動脈弁輪に垂直に留置する為
にperpendicular view（大動脈弁輪面に垂直な角度）を
working angleとしたX線透視下で手技を行う．当センター
では，術前心臓CTから3DCTを作成し，手技者である心
臓外科医が3DCTを元にしてマニュアルでこの角度を推
定している．術中は，まず，3DCTから推定した角度で大
動脈造影（AoG）を行い，ズレが確認された場合は角度を
調整して再度撮影している．また，2016年4月より，角度
推定に使用する3DCTに Cone-Beam CT（CBCT）を用
いた体位補正を加えている．

【目的】
TAVIにおける心臓CTを用いたperpendicular view推定
の有用性を検証した．

【対象および方法】
当センターにて2013年9月から2016年3月までにTAVI
を施行した124症例を対象とし，3DCTによる角度推定の
精度（AoGで決定した角度との誤差，角度調整の為の再撮
影回数）について検証した．
また，2016年4月以降にTAVIを施行した症例において，
CBCTによる体位補正を行った3DCTからの角度推定の
精度についても検証を加える．

【結果および考察】
3DCTから推定した角度の誤差（絶対値）は，左右方向で
最大値が38°，平均値が0.96±3.91°，頭尾方向で最大値
が11°，平均値が0.80±2.16°であった．また，角度調整
の為の再撮影を行った症例は25症例（20.2％）であり，そ
の最多回数は3回，平均回数は再撮影を行った症例におい
て1.44±0.64回，全症例において0.29±0.64回であった．
誤差の要因には，CT撮影時と術中の患者状態の違い，石
灰化による精度低下などが考えられる．しかしながら，約
80％の症例においては誤差がなく，誤差が認められ再撮影
を行った症例においても，少数回の撮影で設定可能であっ
た為，CTによる角度推定は有用であると考えられる．
また，角度推定の為の3DCTにCBCTによる体位補正を
加えることで，推定精度を上げることができると考えられ
る．

【結論】
TAVIにおいて，心臓CTを用いたperpendicular view推
定は有用である．
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O03-2）
重症大動脈弁狭窄症と弁輪拡大を認めた大動
脈一尖弁の一例

星 智也1 
佐藤 明1、渡部 浩明1、山本 昌良1、石津 智子1、 
瀬尾 由広1、青沼 和隆1、榎本 佳治2

１筑波大学 医学医療系 循環器内科、 
２筑波大学 医学医療系 循環器外科

口演3　病態・疫学

【症例】77才、男性。
【主訴】呼吸困難。
【既往歴】 2005年、狭心症にてCABG (LITA-LAD, Ao-
SVG-D2, Ao-RA-PL2) 

【現病歴】 2012年より中等度大動脈弁狭窄症と診断され、
心エコー検査で経過観察されていた。約1ヶ月前より軽度
の呼吸困難と下腿浮腫を自覚するようになった。2015年
11月某日の朝方に起坐呼吸を認め、救急車で受診した。両
側肺うっ血を認め、心不全 (CS 1) の診断で入院。

【経過】 NPPVを開始して呼吸状態の改善を認めた。経胸
壁心エコー検査では、大動脈弁通過最高血流速度 3.0m／s, 
平均大動脈弁圧較差 23mmHg, 大動脈弁口面積 0.95cm2, 
EF 31％であった。ドブタミン負荷心エコー検査では、EF
改善とともに大動脈弁通過最高血流速度は4.46m／sと
亢進を認め、Low-flow, Low-gradient severe ASと判
断した。CABG術後であることから、TAVIの適応を検
討した。造影CT検査：大動脈弁輪径 長径 34.2mm, 短径 
28.3mm, 大動脈弁輪面積740mm2 (calculated average 
annulus diameter, CAAD 30.7mm), バルサルバ洞径 36
〜37mm, STJ径 32〜34mm, 上行大動脈径 40mmであっ
た。大動脈弁輪径が非常に大きく、また弁尖の癒合も認め
られたため、TAVI適応外と判断した。外科的大動脈弁置
換術を施行し、術中所見にて大動脈一尖弁と診断した。大
動脈弁裂開部は右冠尖と左冠尖相当部の間のみであった。

【考察】 本邦においてもTAVI治療が保険適応となり、徐々
にTAVI治療が浸透してきている。大きな弁輪径を認めた
場合には、先天性一尖弁や二尖弁の可能性も念頭において
治療方針を検討する必要があると考えられた。

O03-1）
経皮的大動脈弁置換術（TAVI）による凝固能
に与える影響

高間 拓郎1 
伊藤 良明1、平野 敬典1、荒木 基晴1、山脇 理弘1、 
滝村 英幸1、伊藤 努2、林 祥子2、稲葉 裕2

１済生会横浜市東部病院 循環器内科、 
２済生会横浜市東部病院 心臓血管外科

口演3　病態・疫学

背景
血小板接着蛋白質であるフォンウィルブランド因子はホ
モマルチマーとして血中に分泌されその分子量が大きい
高分子マルチマーほど血小板凝集活性は強い。高分子マル
チマーは血漿中のたんぱく分解酵素であるADAMT13に
よって適度な大きさに切断される。大動脈弁狭窄症では狭
窄した大動脈弁により生じたhigh shear stressの影響下で
はフォンウィルブランド因子が引き伸ばされADAMT13
に切断されやすくなり後天性フォンウィルブランド病を
発症し時として消化管出血の原因となり得る（ハイド症候
群）。我々は重度大動脈弁狭窄症に対して経皮的大動脈弁
置換術（TAVI）を施行することによる凝固能の与える影響
を調べた。

方法・結果
2014年4月から2015年10月までに当院で重度大動脈弁
狭窄症に対してTAVIを施行した64症例に対してTAVI術
前術後での凝固能を比較検討した。フォンウィルブラン
ド因子（％）は術後に術前に比較して有意に上昇した。(137
±45 vs. 187±65 p＜0.01 ).またPT,APTT,Hbは術前後
で有意な差は認められなかった。(PT 11.4 ±1.5 vs. 12.1
±1.6 p=NS), (APTT 29.5±4.4 vs. 29.2±4.6 p=NS). 

結語
重度大動脈弁狭窄症に 対して 経皮的大動脈弁置換術

（TAVI）で大動脈弁を拡張することでフォンウィルブラン
ド因子は増加する。
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O03-3）
経カテーテル的大動脈弁留置術後の予後関連
因子の検討

前田 大智1 
大西 哲存1、澤田 隆弘1、中井 秀和2、村上 博久2、松田 均2、
矢坂 義則1、吉田 正人2、川合 宏哉1、向原 伸彦2

１兵庫県立姫路循環器病センター 循環器内科、 
２兵庫県立姫路循環器病センター 心臓血管外科

口演3　病態・疫学

【背景】外科的大動脈弁置換術のリスクの高い重症大動脈
弁狭窄症（AS）に対して、近年経カテーテル的大動脈弁留
置術（TAVI）が注目され良好な成績を得ているが、本邦で
のTAVI後予後不良因子の解析は十分ではない。本研究の
目的は、当施設におけるTAVI後のイベント発生症例の特
性を検討することである。

【方法】2014年10月から2016年3月の間に当施設におい
てTAVIを施行され、遠隔期予後を追跡しえた28人（年齢：
85±6歳、男性：11名、平均観察期間：261日）の術前にお
ける患者特性および心エコー図指標を後ろ向きに検討し
た。死亡と心不全再入院をエンドポイントとし、イベント
の有無で2群に分け比較した。

【結果】観察期間内において、5症例がエンドポイントに
至った（心血管系以外死亡：1、心不全再入院：4）。イベン
ト群と非イベント群を比較すると、年齢（83±4 vs. 85±
5 歳）、EuroSCORE (6.8±5.6 vs. 4.9±5.1)、BNP（251
±105 vs. 425±484 pg／ml）、左室駆出率（48±10 vs. 
57±13 %）、大動脈弁口面積（0.81±0.14 vs. 0.74±0.11 
cm2）に有意差を認めなかったが、左室収縮末期径は大で
あり（38±12 vs. 29±7mm, p=0.04）、経大動脈弁平均
圧較差は低く（41±10 vs. 62±18mmHg, p=0.02）、左
室流入血流速波形での拡張早期波／心房収縮波比は高値

（1.34±1.38 vs. 0.63±0.20, p=0.02）であった。
【結論】今回の検討の結果より、イベント群において術前の
左室機能障害の存在が示唆された。左室心筋障害の進行し
た重症AS症例はTAVI施行後の予後不良と関連があるた
め、より慎重な症例選択と術後経過観察を要する。

O03-4）
カテーテル大動脈弁置換術後発症する心不全の
病態

天木 誠1 
岡田 厚1、神崎 秀明1、久米 悠太2、島原 佑介2、 
安斉 俊久1、藤田 知之2、小林 順二郎2、安田 聡1、 
小川 久雄1

１国立循環器病研究センター 心臓血管内科部門、 
２国立循環器病研究センター 心臓血管外科部門

口演3　病態・疫学

【目的】超高齢化社会を反映し、我が国でのカテーテル大
動脈弁置換術(TAVI)の症例数は著しく増えている。心不
全を合併した大動脈弁狭窄症はTAVIの適応となりうるが、
心不全の原因である狭窄弁を修復してもTAVI後心不全を
発症する症例を経験する。海外の報告ではTAVI後1年以
内に約14％の患者が心不全をきたしているとの報告もあ
るが日本からの報告は乏しい。本研究では、TAVI後心不
全の発症率およびその患者の術前背景を明らかにすること
である。

【方法と結果】2013年9月から2016年3月までTAVIが行
われた連続125症例を後ろ向きに解析（平均83±5歳、男
性38%、STS スコア6.3％、フォローアップ期間309 ±
263日）。TAVIのアプローチ部位は経大腿動脈67例(54%)、
経心尖部40例(32%)、経上行大動脈17例(14%)でValve
サイズは23mm63例(53%)、26mm(40%)、29mm(7％) 
であった。経過中15人(12%)が心不全を発症した。TAVI
後に心不全を発症した患者と発症しなかった患者2群の比
較で、年齢、性別や心エコー図および右心心カテーテル検
査所見で有意差を認めた指標は見当たらなかった。一方で
心不全を発症した患者ではAFの既往が多く(P=0.04)、Cr

（P=0.01）およびBUN（P=0.02）が有意に上昇していた。
【考察】TAVI術前Cr,BUNが高値である患者ではTAVI後
に心不全を発症する危険性が高い。TAVIによる弁狭窄解
除後もこのような患者は心不全再発に注意し予防に努める
べきである。
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O03-6）
経カテーテル的大動脈弁留置術後の心エコー図
指標の継時的変化

大西 俊成1 
中谷 敏2、市堀 泰裕1 , 2、仙石 薫子1、溝手 勇1、山口 修1、
前田 孝一3、鳥飼 慶3、倉谷 徹3、澤 芳樹3、坂田 泰史1

１大阪大学大学院医学系研究科 循環器内科学、 
２大阪大学大学院医学系研究科 保健学専攻機能診断科学、 
３大阪大学大学院医学系研究科 心臓血管外科学

口演3　病態・疫学

【背景・目的】近年、超高齢、重篤な合併症の存在など、高
リスクの重度大動脈弁狭窄症に対する治療法として経カ
テーテル的大動脈弁留置術 (Transcatheter Aortic Valve 
Implantation: TAVI)が行なわれるようになった。本研究
では、TAVI後の心エコー図指標の示す心機能や形態の推
移を明らかにすることを目的とした。

【方法】対象は重度大動脈弁狭窄症のため、当院にて2009
年10月から2015年7月までEdwards-SAPIEN Valve®
を用い、TAVIを施行された連続194症例(年齢83±6歳、
女性129例、心房細動13例)。TAVI前、2日後、1ケ月後、
6ケ月後に経胸壁心エコー図検査を行なった。

【結果】TAVIにより、2日後には、大動脈弁位平均圧較差
は軽減(53±32 vs 10±4 vs 10±4 vs 11±4mmHg、p
＜0.0001)、大動脈弁口面積は開大し、6ヶ月後にも維持
された(0.66±0.18 vs 1.66±0.36 vs 1.71±0.37 vs 1.79
±0.42%、p＜0.0001)。左室駆出率(63.6±11.8 vs 67.3
±10.7 vs 66.4±10.0 vs 66.3±9.1%、p＜0.05)、拡張
早期流入血流速波 (E 波 ) と拡張早期僧帽弁輪部移動速波
(e’波)の比(E／e’)(20±12 vs 19±8 vs 20±11 vs 17±
6、p＜0.05)、心房収縮期血流速波形(A波)(1.08±0.29 
vs 1.10±0.30 vs 1.15±0.30 vs 1.14±0.29m／s、p
＜0.05)、E波の減衰時間(255±110 vs 235±81 vs 277
±96 vs 282±85ms、p＜0.01)、および、左室拡張末期
心室中隔壁厚(11.9±2.1 vs 11.7±2.1 vs 11.4±2.2 vs 
10.7±2.3mm、p＜0.0001)、後壁厚(11.4±2.0 vs 11.3
±2.8 vs 10.8±1.8 vs 10.0±1.7mm、p＜0.0001)、左
室心筋重量(161±46 vs 153±43 vs 146±43 vs 133±
41g／m2、p＜0.01)は術前後を通して有意な改善を認め
た。また、大動脈弁周囲逆流は、TAVI後に有意な変化を
認めなかった(軽度以上、47%(2日後) vs 52%(1カ月後) 
vs 57%(6カ月後)、p=0.2)。

【結語】TAVIにより、心エコー図検査から得られる左室収
縮機能、拡張機能を反映する指標が継時的に改善すること
が示された。

O03-5）
SAMを伴う重症大動脈弁狭窄症例に対して、
antegrade BAV及びβブロッカー導入にてコ
ントロール可能であることを確認した上でTF 
TAVIを施行した1例

水谷 一輝1 
松岡 雄治郎1、伊藤 朝広1、岩田 真一1、仲川 将志1、 
杉岡 憲一1、高橋 洋介2、村上 貴志2、柴田 利彦2、 
葭山 稔2

１大阪市立大学大学院医学研究科 循環器内科学、 
２大阪市立大学大学院医学研究科 心臓血管外科学

口演3　病態・疫学

症例は80歳の女性。2014年より重症大動脈弁狭窄症を指
摘されていたが、無症状であったため経過観察されていた。
しかし2016年に入り労作時胸痛を自覚するようになった
ため精査加療目的で入院となる。既往に原因不明の限局性
筋炎による首垂れ症候群、および筋力低下によるADLの
低下 (Clinical frailty scale 4点)を認めることよりハート
チームにてTAVIの適応と判断された。しかし、心エコー
検査にてS状中隔によって左室流出路に3.4m／秒の加速
血流があり、それに伴いSAMによる中等度の僧帽弁逆流 
(MR)が認められた。TAVI施行後にMRの増悪が懸念され
たため、診断的治療として順行性経皮的大動脈弁バルーン
拡張術 (antegrade BAV)を先行して施行した。22mmの
イノウエバルーンにて拡張を行い、平均圧較差 (大動脈−
左室)は36.9から17.8mmHgへと、AVA (Gorlin)は0.74
から1.04cm2 へと改善が認められた。術後の心エコーで
はSAMは残存するもののMRは軽度へと減少しており、
SAMもβブロッカーにてコントロール可能であることを
確認した。その後23mm Sapien XTを用いてTF TAVI
を施行し、術後経過は良好である。SAMを合併する際に、
ASに対してのみ治療を行うことでMRの増悪を認めるこ
とはしばしばあり、その治療法選択には慎重を期すべきで
ある。今回、SAMを伴う重症大動脈弁狭窄症例に対して
antegrade BAV及びβブロッカー導入にてコントロール
可能であることを確認した上でTF TAVIを施行した1例
を経験したので、若干の文献的考察を加えて報告する。
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O04-1）
腎移植患者に対してTAVIを施行した１例

望月 慎吾1 
内田 直里1、山田 和紀1、古川 智邦1、山根 吉貴1、 
望月 高明1、沖本 智和2、為清 博通2

１あかね会土谷総合病院 心臓血管外科、 
２あかね会土谷総合病院 循環器内科

口演4　ハイリスクTAVI 1

【背景】本邦における、腎移植患者の大動脈狭窄症に対する
TAVI治療の報告はない。米国において、開心術により弁
置換手術を受けた腎移植患者1335例の入院死亡は14％、
2年生存率は60％と高値であるという報告もある。一方、
免疫抑制剤等の使用による組織脆弱性から、弁輪および
aortic　rootの破裂の危険性が高いことも知られている。
手術リスクの高さを考慮にいれ、TAVIを施行した腎移植
患者症例を経験したので報告する。

【症例】71 歳　男性　血液透析導入後、8 年間の血液透析
期間を経て、4年前に腎移植を施行。3年前に大動脈弁狭
窄症を指摘され、心不全を繰り返すようになった。免疫
抑制剤を内服中で、TAVIによる治療も選択肢にいれ、各
種検査を施行。左室流出路の石灰化は高度であるが、解
剖学的に経大腿動脈的なTAVIが可能と判断し、TAVIを
選択した。Annulus　Area は432㎡でsapienXT　valve　
23mmを選択肢し、2mlのoverfillingとした。
移植腎に右の腸骨動静脈が使用されており、左大腿動脈ア
プローチとした。大動脈造影目的のpig　tail　catheterは、
左の大腿動脈より挿入したが、pig　tail　catheter挿入用
のsheathはlong　sheathを使用し、先端を移植腎の吻合
部より中枢側まで挿入した。
手技は問題なく終了し、術後のparavalvular　leakageは
mildであった。術後の経過は良好で、術後9日目に退院さ
れた。

【考察】今回はその組織の脆弱性および、20mm　balloon
によるBAV時の逆流がmildであったことから、23mm　
valveを選択した。PVLはmildを認めたが、経過は良好で
ある。
同症例治療時はcorevalveの発売前であった。現在であれ
ば、組織の脆弱性からはcorevalveの適応であったと考え
る。その場合は適切なオーバーサイジング率のsizeを選択
できた。

【結語】腎移植後の患者は、TAVI治療による弁輪および
aortic　rootの破裂のリスクが高いが、解剖学的を適応十
分検討すれば、治療の選択肢になりうると考えられた。

O04-2）
Werner症候群患者に対して超低侵襲TAVI
を施行した一例

田中 健史1 
倉谷 徹1、前田 孝一1、鳥飼 慶1、市堀 泰裕2、入嵩西 毅3、
上野 高義1、戸田 宏一1、坂田 泰史2、澤 芳樹1

１大阪大学大学院医学系研究科 心臓血管外科、 
２循環器内科、 
3麻酔科

口演4　ハイリスクTAVI 1

【はじめに】Werner症候群は平均余命が40〜50歳の遺伝
性早期老化症で、しばしば血流障害による創傷治癒遅延を
きたすとされる。今回我々は難治性皮膚潰瘍を繰り返す
Werner症候群に重症大動脈弁狭窄症を合併した症例に対
して経カテーテル的大動脈弁植込術(TAVI)を施行し良好
な結果を得たので報告する。【症例】症例は51歳男性（STS 
score 1.49%）。40歳時にWerner症候群と診断、難治性
の感染性皮膚潰瘍を合併していたため当院皮膚科に外来
通院していた。50歳時に労作時呼吸苦を自覚し、精査に
て重症大動脈弁狭窄症と診断され当院ハートチームにて
手術適応について検討された。難治性皮膚潰瘍歴に加え低
ADL(電動車椅子)、平均余命、さらに創傷治癒遅延の可能
性などから低侵襲治療であるTAVIが望ましいと判断され
た。感染性皮膚潰瘍に対しては皮膚科にて植皮術で治癒さ
せた後に局所麻酔下に29mm-CoreValveを用いて経大腿
動脈アプローチにてTAVIを施行した。なお、創傷治癒を
考慮し大腿動脈アクセス部位はclosure deviceを用いて
止血した。術後心臓超音波検査では人工弁周囲逆流は認め
ず平均圧較差は5mmHgで人工弁機能は良好であった。創
傷治癒を含めた術後経過も問題なく、術後6日目に退院と
なった。【結語】重症大動脈弁狭窄症を合併したWerner症
候群患者に対して超低侵襲TAVIを行い良好な結果を得た
症例を経験した。
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O04-4）
腹部大動脈瘤合併重症大動脈弁狭窄症に対し、
ステントグラフト内挿術と経カテーテル的大動脈
弁植込み術を同時に施行した1例

横田 純己1 
金 啓和1、渡辺 芳樹1、井手 亨1、玉置 俊介2、菊池 篤志2、
近藤 匠巳2、山田 貴久2、白川 幸俊1

１大阪府立急性期・総合医療センター 心臓血管外科、 
２大阪府立急性期・総合医療センター 心臓内科

口演4　ハイリスクTAVI 1

【症例】88歳・女性【現病歴】2016年2月、呼吸苦・胸部圧
迫感を主訴に近医入院。精査の結果、重症大動脈弁狭窄
症(AS)に起因する心不全と診断。入院後、保存的加療施
行も症状軽快せず、ASの治療目的に当科紹介となる。入
院中撮影した造影CT検査にて腎動脈下に最大短径80mm
の腹部大動脈瘤（AAA）を認めた。【薬物療法】＜内服薬＞
トルバプタン15mg、アゾセミド30mg、スピロノラク
トン25mg、ピモベンダン2.5mg＜静注薬＞DOB 3γ、
Mil 0. 125γ、フロセミド 100mg／day【検査所見】
＜心エコー＞LVDd／Ds 59／54mm、EF 20%、severe 
AS、peak velocity 4.5m／sec、AVA 0.47cm2、mean 
PG 54mmHg、mild AR＜造影CT＞腎動脈下に最大短径
80mmの腹部大動脈瘤あり【手術所見】超高齢症例のため
ASの治療には経カテーテル的大動脈弁植込み術(TAVI)
を第1選択肢としたが、①心不全を合併している低心機能
症例であることを考慮すると、PCPS併用下でのTAVIの
施行が必要であること②TAVIを施行するにあたり安定
したアクセスを確保する必要があることを考慮し、AAA
とASの治療を同時に施行する方針とし、上記理由よりま
ずはAAAの治療を先行する方針とした。AAAに対して
はExcluder (Gore)にて型どおりステントグラフト内挿
術（EVAR）を施行した。手技中血行動態の異常は認めな
かった。続いてPCPS　support 下 TAVI（SAPIEN XT 
26mm）を施行。TAVI施行後、血行動態が安定していた
ためPCPSからの離脱は容易であり、手術を終了した。同
日抜管しICUへ帰室。術後経過良好、カテコラミンからも
容易に離脱可能であった。【考察】TAVI導入後、本邦でも
年々TAVI症例が増加している。高齢者の増加に伴い、同
じ動脈硬化性病変である動脈瘤を伴う AS症例も増加して
くることは容易に想像できるところである。今回我々は、
AAAを合併したAS症例に対しTAVIとEVARを一期的に
治療することにより、致命的病態を伴う両疾患の同時治療
が完遂できたため、若干の文献的考察を加え報告する。

O04-3）
心尖部アプローチ経カテーテル大動脈弁留置術
に低侵襲冠動脈バイパス術を同時施行した1例

土屋 豪 
坂口 太一、近沢 元太、平岡 有努、山本 桂三、吉田 俊伸、
川内 崇矢、石井 智子、津野田 雅敏、吉鷹 秀範、
心臓病センター榊原病院 ハートチーム

口演4　ハイリスクTAVI 1

肝硬変、狭心症を合併した、大動脈弁狭窄兼閉鎖不全症
(ASR)に対し左肋間小開胸による低侵襲冠動脈バイパス術
(MIDCAB)、心尖部アプローチ経カテーテル大動脈弁留
置術(TA-TAVI)を同時施行し良好な経過を得た。
MIDCAB、TA-TAVIの同時手術については国内では報告
がなく、若干の文献的考察を加え報告する。

【症例】75歳、女性、155cm、46kg 慢性C型肝炎による肝
硬変(Child-pugh A)の既往を有する。C型肝炎について
は2005〜2007年インターフェロン+リバビリン間欠投
与にて寛解。【経過】慢性C型肝炎、肝硬変のため近医で加
療中。2013年より重症ASRを指摘されていたが、正中開
胸での手術を希望されていなかった。2016年になり労作
時の胸痛、呼吸苦の症状が強くなり再度外科的治療を勧
めたところ了承された。術前の経胸壁心エコーではPeak 
PG89mmHg、Mean PG52mmHg、AVA0.76cm2、
EF55%であった。CAGで#5:75%を認めCABG追加も必
要となるが、高齢、肝硬変合併、Clinical Frailty Scale (CFS) 
4と胸部正中開胸、人工心肺下での手術はリスクが高く、
左肋間小開胸でのMIDCAB、TA-TAVI同時手術の方針
となる。【手術】左第5肋間小開胸にて、MIDCAB(LITA-
LAD) を先行して行い、次いで同一視野より心尖部アプ
ローチによるTAVI(Sapien26mmTA)を施行した。その
後LITAのグラフト造影を行いグラフト血流良好であるこ
とを確認し手術終了。手術時間は2時間49分、無輸血で手
術を終了。【術後経過】術後1日目から歩行可能となる。経
胸壁心エコーでtrivial AR(paravalvular leakage)、Peak 
PG16mmHg、Mean PG8mmHg AVA1.86cm2と改善。
冠動脈CTでLITAのグラフト開存を確認。術後16日目リ
ハビリ継続のため転院となる。

【まとめ】今回我々は胸部正中切開、人工心肺下では高リ
スクの肝硬変、狭心症合併のASRに対し、左肋間小開胸
によるMIDCAB、TA-TAVIの同時手術を施行した。TA-
TAVIへの同時MIDCAB追加は、同一の創で手術手技が
可能で、短時間で行えることからTA-TAVI単独と比べて
も侵襲はそれほど高くないと考えられ、術後回復も早い。
今後、AVR、CABGが必要な高齢、CFSの高い患者に対し
冠動脈病変によってはMIDCAB、TA-TAVIの同時手術は
有効な手術選択肢として考えられる。
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O04-5）
経大腿動脈アプローチが困難な重症大動脈弁
狭窄症を患う90歳女性に対し経鎖骨下動脈ア
プローチによるTAVIを選択した一例

古賀 智典 
出田 一郎、隈元 清仁、澤 真太郎、村田 英隆、大森 一史、
片山 幸広、髙志 賢太郎、押富 隆、上杉 英之、
済生会熊本病院 心臓血管外科

口演4　ハイリスクTAVI 1

当院では2013年12月からTAVIによる大動脈弁狭窄症へ
の治療が開始されており、特に高齢でfrailtyの強い患者へ
は有効な治療手段となっている。侵襲度の観点から経大腿
動脈アプローチを第一選択としているが、今回腸骨動脈の
高度狭窄のため経鎖骨下動脈アプローチを選択した症例
を経験したので報告する。
症例は90歳女性。大動脈弁狭窄症、心房細動などのため外
来にて定期的に経過をみていた患者。大動脈弁狭窄症の進
行を徐々に認め（peak V 3.7m／s, AVA 0.7cm2，mean 
PG 33.1mmHg）、心不全入院を繰り返すようになってき
たため大動脈弁狭窄症への侵襲的治療を検討することに
なった。年齢、frailty等考慮し、外科手術によるAVRはリ
スクが高いと判断されTAVIによる治療を選択した。腹部
大動脈から両側大腿動脈にかけて高度石灰化による狭窄を
認め、特に両側総腸骨動脈は短径が3mm前後と非常に狭
くなっており、アクセスルートとしては不適であった。計
測にて左鎖骨下動脈からのアクセスが可能であると判断
されたため、経左鎖骨下動脈アプローチでのTAVI施行と
なった。
人工弁は 26mm CoreValve を使用。手術は前胸部左鎖
骨下に約8cmの切開を置いて左鎖骨下動脈を剥離露出し
てテーピング、穿刺予定部位には5-0 糸でpurse string 
sutureをかけておいた。全身ヘパリン化後にpurse string 
sutureの内側に穿刺針を刺して6Frのsheathを挿入し、カ
テーテルとガイドワイヤーで大動脈弁を通過させ6Frの
sheathを18FrのCheck-Floに変更した。鎖骨下動脈中
部の径がやや細く、Check -Floをそれ以上進める事がで
きなかったため以降はCoreValve systemのみを進める
sheathless entryとなった。大動脈弁の通過はスムースで、
造影にて位置を確認しつつ人工弁を展開した。造影で異常
なきことを確認し、System本体とCheck-Floを抜去、閉
創して手術を終了した。
術後の経過は概ね良好であった。術前精査で冠動脈病変を
認めていたため、PCIの追加治療を行ったのち、紹介元の
病院へ転院となった。

O04-6）
90歳以上の超高齢者に対するTAVIの手術成
績

道本 智1 
小池 裕之1、丹野 巡2、朝倉 利久1、中埜 信太郎2、 
村松 俊裕2、西村 重敬2、新浪 博士1

１埼玉医科大学国際医療センター 心臓血管外科、 
２埼玉医科大学国際医療センター 心臓内科

口演4　ハイリスクTAVI 1

【背景】重症大動脈弁狭窄症に対する治療のgold standard
は従来の大動脈弁置換術であるが、90歳以上の超高齢者
が手術対象となることは極めて稀であり、その成績も不明
である。経カテーテル大動脈弁置換術(TAVI)が導入され
てからそういった超高齢者も治療対象となり、今回その治
療成績を検討した。【対象と方法】TAVIが本邦に導入され
た2013年10月から現在まで、当科で施行した90歳以上の
超高齢者に対するTAVI 7例 (11.3%)を対象とした。男性
3例で年齢は91.6±1.6歳、体表面積は1.31±0.15m2で
あった。既往歴として冠動脈バイパス術後は2例で、STS 
scoreは9.3±3.1%、logistic EuroSCORE 20.5±13.2%
であった。経胸壁心臓超音波検査では、大動脈弁弁口面積
は0.67±0.11cm2、最大圧較差は80.9±28.7mmHg、平
均圧較差は50.4±18.2mmHg、弁輪径は20.9±2.1mm
であった。使用弁は SAPIEN 23mm 3 例、26mm 1 例、
CoreValve 26mm 2例、29mm 1例で、アプローチは経
大腿5例、経心尖部1例、直接大動脈1例であった。【結果】
手技成功率は100%で、術中循環動態破綻に対するPCPS
使用例2例、アクセス血管損傷に対する血管形成術1例で
あった。Paravalvular leakageは全例mild以下であった。
院内死亡は0例で、術後合併症は脳梗塞1例、ペースメー
カー留置1例、肺炎2例であった。平均入院期間は17日(肺
炎で長期化した1例を除く)、術後平均追跡期間は12ヶ月
で、術後2ヶ月後に1例肺炎で死亡しているが、MACCE
は認めていない。

【考案】90歳以上の超高齢者に対するTAVIの治療成績は
良好であった。今回の症例は年齢のわりにSTS score や
logistic EuroSCOREは比較的低く、frailityや余命を考慮
し治療適応を十分に検討すれば、90歳以上の超高齢者に
対してもTAVIは有効な治療法であると考えられた。
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O05-2）
再生不良性貧血を合併した重症大動脈弁狭窄
症に対し、経カテーテル的大動脈弁留置術を施
行した一例

川合 雄二郎1 
木南 寛造1、新津 宏和1、柳澤 聖2、荻原 真之2、 
豊田 泰幸1、木村 光2、堀込 実岐2、津田 泰利1、 
矢崎 善一2、竹村 隆広1

１長野厚生連佐久総合病院佐久医療センター 心臓血管
外科、 
２長野厚生連佐久総合病院佐久医療センター 循環器内
科

口演5　ハイリスクTAVI 2

【はじめに】再生不良性貧血は汎血球減少をきたす血液疾
患であり、汎血球減少により心臓手術時の出血及び感染が
問題となる。外科的大動脈弁置換術（SAVR）がハイリス
クと考えられる患者に対しては、経カテーテル的大動脈弁
留置術（TAVI）が一つの選択肢と考えられる。今回、再生
不良性貧血を合併した大動脈弁狭窄症に対しTAVIを施行
し良好な経過が得られたので報告する。

【症例】症例は76歳女性。失神を主訴に他院を受診、血液
検査にて汎血球減少（白血球 1400 ／μl, ヘモグロビン 7.1 
g／dl, 血小板 10000 ／μl）を認めたため、精査加療目的
に当院血液内科に紹介となった。骨髄穿刺にて重症再生不
良性貧血と診断され、シクロスポリンによる治療が開始さ
れた。その際、聴診上心雑音が聴取されたため、心臓超音
波検査を施行され、重症大動脈弁狭窄症が指摘された。大
動脈弁狭窄症についてハートチームにて検討を行い手術
適応と考えられたが汎血球減少があり、SAVRはハイリス
クであり、TAVIの適応と判断した。汎血球減少に対して
は術前より濃厚赤血球輸血及び血小板輸血を行うととも
に、好中球減少に対しG−CSFの投与を行った。手術は全
身麻酔で施行した。左大腿動脈をカットダウンにて露出し、
SapienXT23mmを留置した。術中に濃厚赤血球２単位と
濃厚血小板１０単位を輸血した。術中は出血等の問題無く
終了した。術後は感染や出血等の合併症無く経過し術後6
日目に退院となった。

【考察】汎血球減少は外科的治療に際して出血や感染のリ
スクを高めると言われている。さらに人工心肺を用いた
心臓手術では、体外循環により溶血や免疫・凝固系の異常
を生じると言われている。従って汎血球減少を有する患者
への心臓手術は極めてリスクが高いと考えられる。一方、
TAVIはその低侵襲性から出血や感染のリスクが少ないと
考えられる。本症例においては、血液内科との連携のもと
手術リスク軽減のためG−CSFの投与を行い、術後、感染
兆候は認めなかった。術後の抗血小板剤投与については、
２剤併用が一般的ではあるが出血リスクが高くなるとも
言われており、本症例においてはアスピリンの単剤とした。

【結語】再生不良性貧血を合併した重症大動脈弁狭窄症に
対して、TAVIは有用な選択肢となりうると考えられる。
TAVIの長期成績は明らかで無く、今後の慎重な経過観察
が必要と考える。

O05-1）
低左心機能症例に対する経皮的大動脈弁留置術

（TAVI）の再考

鈴山 寛人1 
神波 裕1、田口 英詞1、古賀 智典2、出田 一郎2、 
上杉 英之2、坂本 知浩1

１済生会熊本病院 心臓血管センター 循環器内科、 
２済生会熊本病院 心臓血管センター 心臓血管外科

口演5　ハイリスクTAVI 2

重症大動脈弁狭窄症（AS）に対する経皮的大動脈弁留置術
(TAVI)が本邦で開始となり２年以上経過し、現在2000例
以上の施行件数となっている。適応を決める上で心機能、
特に左室収縮能の低下について論じられる場合があり、左
室駆出率＜20％は原則として適応から外れる。これまで
いくつかの報告により低左心機能に対しても安全にTAVI
を施行できるといった報告がなされているが、適応の選択
については個々の症例で判断しているのが現状である。
症例は84歳男性で、これまで冠動脈バイパス術の既往が
あり、虚血性心臓病による低左心機能（左室駆出率27%）、
高度腎機能障害（CKD stgae4）を認めていた。STS(The 
Society of Thoracic Surgeons ) scoreは28.8%であった。
SAPIEN XT（Edwards Lifesciences）を用いた経大腿動
脈TAVIを行い23mm生体弁をnominal volumeで留置
を行った。生体弁留置直後より血圧低下が遷延したため、
心タンポナーデ、弁輪破裂を除外した後に昇圧剤の投与、
IABP(大動脈内バルーンパンピング)の挿入に引きつづき
PCPSの挿入を行った。その後は比較的急速に血圧が上昇
しPCPS抜去可能となった。ICU入室後の経過は順調であ
り独歩退院予定である。
今回低左心機能を合併した重症大動脈弁狭窄症に対して
TAVIを行い、手技的には良好な経過であったが、弁留置
直後より遷延性低血圧を認めた。生体弁留置後の低血圧
の原因として一般的には機械的合併症（心タンポナーデ、
弁輪破裂、Valsalva洞破裂）やrapid pacingによる心筋
虚血の助長によるMyocardial Stunnning、Suicide Left 
Ventricle等が考えられる。今回の症例に関しては機械的
合併症は否定的であった。
低左心機能症例にTAVIを行う際の戦略について、自験例
を踏まえて文献的考察とともに報告する。



Japan Transcatheter Valve Therapies 2016

89

O05-3）
重症大動脈弁狭窄症に対してPCPS下で安全
にTAVIを施行することのできた一例

住元 庸二1 
池永 廣樹1、日高 貴之1、福田 幸弘1、木原 康樹1、 
田口 隆宏2、片山 桂次郎2、高橋 信也2、今井 克彦2、 
末田 泰二郎2、
１広島大学病院 循環器内科学、 
２広島大学病院 心臓血管外科

口演5　ハイリスクTAVI 2

症例は87歳女性。重症大動脈弁狭窄症 (severe AS)で、以
前より開胸手術を希望されておらず内服加療されていた
が、心不全入院を繰り返していた。症候性のsevere ASに
対するBridge療法として逆行性アプローチで経皮的大動
脈弁バルーン形成術 (BAV)が施行された。18mmのバルー
ンで拡張後に頻脈発作となり、薬物療法と電気的除細動後
に洞不全症候群のオールペーシングとなったが、血行動態
安定せず経皮的心肺補助 (PCPS)挿入となった。その後心
不全の改善がみられ、一旦独歩退院となり半年後に経心尖
部アプローチによる経カテーテル大動脈弁置換術 (TAVI)
の方針となった。前回BAV時の頻脈・洞停止による血行
動態破綻を考慮し、PCPS下で23mm SAPIEN XTを留置
した。留置後は洞不全症候群のオールペーシングとなり、
一時的にPCPS flowを増加し、血圧の上昇を待ち、血行動
態安定したところでPCPS送脱血管を抜去し、手技を終了
した。今回severe ASに対し、PCPS下で安全にTAVIを
施行することのできた一例を経験したので報告する。

O05-4）
Safariで左室穿孔を生じたTF−Corevalve
の一例

野上 英次郎1 
柚木 純二1、挽地 裕2、下村 光洋2、坂本 佳子2、 
田中 厚寿1、三浦 大介3、井上 洋平2、古川 浩二郎1、 
野出 孝一2、森田 茂樹1

１佐賀大学医学部 胸部・心臓血管外科、 
２佐賀大学医学部 循環器内科、 
３佐賀大学医学部 麻酔・蘇生学教室

口演5　ハイリスクTAVI 2

症例87 歳女性。労作時の息切れを主訴に近医受診され、
AS が原因と判断。NCC の直下に著明な石灰化を認め、
Corevalve によるTF − TAVI の適応と判断し、手術加
療目的に入院。身長149cm、体重43.4㎏、AVA0.75㎠、
Mean PG 47mmHg、 AR trivial、上行大動脈径35.1mm、 
STJ 27.7x28.6mm、 Annulus Perimeter 71.5mm、Area 
390.2mm、 Aortic root angle 64°でhorizontal aorta症
例であった。FAからのアクセスで血管径、蛇行は問題な
かった。鎖骨下動脈径4.4x7.2 mmと経鎖骨下動脈はアク
セスとして不適切であった。Logistic Euro score 34.3％、 
STS score 6.68％であった。当施設のCorevalve経験はそ
れまでにTF2例のみであり、本症例はﾌﾟﾛｸﾀｰ指導下の症
例である。
全身麻酔下、S − G cath, ﾍﾟｰｽﾒｰｶｰﾘｰﾄﾞを右内経静脈よ
り挿入し、手術を開始。右総大腿動脈アプローチ、18Fr 
Dryseal シース 挿入。弁のサイズ は 26mm を選択し
PreBAVは無しの方針、大動脈弁クロスは容易で、AL1カ
テ、ｱﾙｺﾞﾝﾜｲﾔｰを用いて左室内にﾋﾟｯｸﾞﾃｲﾙｶﾃを留置。ワイ
ヤーはSafari Extra Smallを使用した。先端の曲りが下巻
の位置での留置となった。通常通り、造影用ﾋﾟｯｸﾞﾃｲﾙｶﾃ
はNCCに留置、デバイスをクロス後、AoG施行し、緩徐
にdeployした。Horizontal Aortaであり、ワイヤーを押
し付けながらのdeployとなった。急激な血圧低下を認め、
deploy中の流出路閉塞によるものかと判断し、残り3分の
1までdeployしたが、循環動態改善しなかった。TEE上心
嚢液を認め、ワイヤーによる左室穿孔と診断し、胸骨圧迫
を行いながらvalveを完全にdeployしたが、LV側に留置
された。胸骨圧迫を行いながら、両側大腿動脈よりPCPS
挿入し、緊急開胸を行った。心嚢内には多量の血腫を認め、
左室前壁（LADとD2の間）に小さな裂創と血腫を認めた。
3−0ppp、帯フェルトを用いて止血。ﾍﾞﾘﾌﾟﾗｽﾄP、ﾀｺｼｰﾙ
を使用し、補強した。ValveがLV側に留置され、severe 
AR認め、大腿動脈からのｸﾞｰｽﾈｯｸｽﾈｱでのvalveの引き
上げを試みたが、全く移動しなかった。AVRも考慮した
が、ﾌﾟﾛｸﾀｰと相談の上、valve in valveの方針とし、同サ
イズのvalveを留置した。留置直後のTEEでのPeri ARは
trivialでAoGでもARはII度であった。左室の止血は良好
で、PCPSのweaningも容易であった。術後5日目に抜管し、
7日目にICU退出。術後26日目に近医へ転院となった。
Horizontal Aorta症例で、Safariワイヤーで左室穿孔を来
した症例を経験したので報告する。
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O06-1）
TAVI後の遅発性房室ブロックによるlong 
pauseの１例

中村 真幸1 
田中 昭光1、下郷 卓史1、青山 英和1、亀谷 良介1、 
小谷 典子2、大橋 壯樹2、三原 裕嗣3

１名古屋徳洲会総合病院 循環器内科、 
２名古屋徳洲会総合病院 心臓血管外科、 
３市立四日市病院

口演6　TAVI合併症 1

【背景】近年、TAVIデバイスのlow profile化が進んでいる。
またCoreValveも日本に入り、rapid pacingも不要な症
例が増えてきている。これらに伴って、カットダウン→穿
刺、全身麻酔→局所麻酔、という流れに少しづつなってき
ている。つまり低侵襲化が進んでおり、それにより退院日
数はより縮小傾向にある。数日の入院のみでTAVIをする
施設も増えてきており、少なくともTAVI後1週間で退院
とする施設は多い。

【症例】91歳女性。TAVI施行までに何度もBAVをして凌
いできたきた方。もともとは洞調律で、脚ブロックなし。
SapienXT23mmにてTAVI施行。施行直後より左脚ブロッ
クを認めるも、術後ブロックなく、翌日にはペーシングカ
テを抜去。1週間経過もブロックはまったくなく、退院予
定であった。しかし、術後8日目に突然房室ブロックによ
るlong pauseが出現。恒久的ペースメーカー植え込み後
に退院になっている。

【結語】TAVI後晩期に突然死している方がいるとの報告が
ある。このような遅発性の房室ブロックが影響している
可能性がある。近年TAVIの入院日数は縮小傾向にあるが、
このような遅発性の房室ブロックがあるということを考
慮し、症例に応じた入院経過観察が必要である。

O05-5）
重症大動脈弁狭窄症及び高K血症により心室
細動を経験した患者にTAVIを施行した一例

目黒 健太郎1 
柳沢 智義1、佐藤 伸洋1、佐藤 孝典1、前川 恵美1、 
小板橋 俊美1、竹内 一郎1、北村 律2、阿古 潤哉1

１北里大学 循環器内科学、 
２北里大学 心臓血管外科学

口演5　ハイリスクTAVI 2

　症例は81歳男性。3年前に心不全のため入院し点滴で加
療された。心エコー及び冠動脈CTで重症大動脈弁狭窄症
及び左前下行枝慢性完全閉塞を含む虚血性心疾患と診断さ
れていたが、侵襲的治療を希望しなかった。今回失神のた
め再入院し、大動脈弁狭窄症の進行と一過性の完全房室ブ
ロックがみられたため、DDDペースメーカー植え込み術
施行し、TAVI施行予定としていた。退院1週間後に前失
神症状のため来院し、救急外来で心室頻拍をきたし、K値
8.0mEq／Lと高値認、18mm径のバルーン大動脈弁バルー
ン拡張術施行するとともに緩徐持続透析を開始し、心室頻
拍はみられなくなった。
　緩徐持続透析を離脱し、心不全コントロールは利尿剤で
コントロール可能で酸素離脱可能であったが、低灌流症状
出現したため現行の治療のままでは退院困難と考えられ、
ハートチームで判断し、TAVI施行することとした。弁輪
部から左室流出路にかけて石灰化があり、弁輪部破裂の危
険性があると考え、23㎜弁をｰ1ccで拡張し、弁輪部破裂
ないものの、弁周囲逆流2度程度残存したまま終了した。
　術後翌日、立位負荷可能であったが、息切れのためリハ
ビリ継続困難であった。BP135／35mmHgと血圧良好で
あったが、尿量30ml／Hrと減少したため造影剤性腎症と
考え生理食塩水100ml／H負荷を継続した。夜間血圧低下
したためドーパミン投与開始しアルブミン投与し、血圧維
持した。
　翌々日緑色の液体を嘔吐後、誤嚥性肺炎をきたし、呼
吸状態悪化した。また、血液ガスで pH 7.297, HCO3 
12.0mmol／Lと代謝性アシドーシスを認め乳酸10.6mg
／dLであり、尿量10mL／hと低下していたため造影剤性
腎症に伴う代謝性アシドーシスと考え、CHDF開始しノ
ルアドレナリン投与するとともにNIPPV使用した。フロー
トラックで心係数3.8-5.6L／min／m2と維持されていた
が、その後アシドーシスの進行及び乳酸値上昇をきたし、
徐々に血圧維持困難となった。血圧維持困難となり術後4
日目に心停止を来した。病理解剖では広範な小腸と大腸壊
死及び混濁した淡血性腹水がみとめられるものの明らかな
血栓は認められず、腹痛を訴えなかったため発症のタイミ
ングははっきりとしなかったが、術後に非閉塞性腸間虚血
を発症したものと考えられた。
　左室流出路に石灰化がみられたため、中等度の大動脈弁
逆流を残したままTAVI弁を留置し、術後に非閉塞性腸管
虚血を来し不幸な転帰をたどった一例を経験したので報
告する。
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O06-2）
TAVI弁を留置時にrapid pacingがペーシン
グ不全を生じた一例

尾原 義和1 
津田 由紀1、細木 信吾1、田中 哲文2、大上 賢祐2、 
籏 厚2、三宅 陽一郎2

１高知医療センター循環器内科、 
２高知医療センター心臓血管外科

口演6　TAVI合併症 1

症例は95歳、女性。症候性重症大動脈弁狭窄症に対する
加療目的で紹介となる。当院ハートチームで検討の結果、
TAVIの方針となった。永久ペースメーカー留置の既往あ
り（VDD）。2015年11月、TAVIを施行。TFアプローチ
で治療を開始、左大腿静脈よりrapid pacingのための一
時ペーシングを挿入した。感度閾値問題無く、180ppmで
のrapid pacingのチェックも問題無かった。弁留置に先
立ち、180ppmのrapid pacing下でBAVを施行。予定通
り、Sapien XT 23mmの留置を開始。180ppmでのrapid 
pacingでの留置を試みるが、数拍に一回pacing failureが
生じ、留置弁の挙動に変化が生じた。一旦pacingを中止
し、閾値確認も問題なし。再度、160→180ppmのpacing
での留置を開始も同様の現象が生じた。最終的に200ppm
でのrapid pacingではfailureが生じずに弁留置に成功した。
手技終了後、ポリグラフ・永久ペースメーカーEGMで検
証した結果、永久ペースメーカーがrapid pacingをunder 
sensing し、lower rate で pacig していた。160ppm、
180ppmで認めた一時ぺ—シングによるpacing failureと
思われた現象は、永久ペースメーカーのpacing spikeを
一時ぺーシングがover sensing しpacingを抑制したこと
により引き起こされていた。200ppmではsensing event
が一時ペーシングの不応期内であり、pacingが抑制され
ることなくrapid pacingを行うことができたものと推察
された。永久ペースメーカー留置患者のTAVI施行時の
rapid pacingでは、永久ペースメーカー、一時ペーシング
双方の設定に細心の注意を払う必要がある。

O06-3）
TAVI後にカテーテル感染による敗血症・DIC
の経過中に弁尖血栓による弁機能不全に陥った
１例

田中 昭光1 
中村 真幸1、下郷 卓史1、青山 英和1、亀谷 良介1、 
小谷 典子2、児島 昭徳2、大橋 壯樹2、三原 裕嗣3

１名古屋徳洲会総合病院 循環器内科、 
２名古屋徳洲会総合病院 心臓血管外科、 
３市立四日市病院

口演6　TAVI合併症 1

【背景】本来AVRによる生体弁植え込みではガイドライン
上ワーファリン3か月投与が推奨されているが、TAVI時
にはアスピリン・チクロピジンなどの抗血小板剤の投与が
推奨されている。ただこれもいまだに一定のコンセンサス
が得られていない。心房細動などで抗凝固薬が必要な場合
は3剤服用すべきなのか、どれか2剤にするのかなど、意
見の分かれるとことである。

【症例】83歳女性。severeASに対してSapienXT26mmを
留置し、TAVI終了。その後、頻脈性不整脈(AF・AT)によ
る心不全と肺炎を併発。またさらにその後カテ感染によ
る敗血症からDICに陥った。抗血栓薬としてはバイアス
ピリンとワーファリンを飲んでいたが、ワーファリンは
INRの伸びが悪く有効域に達していない状況がしばらく
続いていた。経過中フォローのエコーで弁尖に付着物確
認した。またAS severeの状態に戻っており、弁機能不全
と判断。その後DIC状態脱却し、ワーファリンが有効域
になってしばらく経過すると、若干弁機能も改善した。し
かし、その後肺炎を患い死亡。病理解剖で、弁周囲を確認
すると、弁に付着する血栓が認められた。

【結語】TAVI後の生体弁に付着する血栓により弁機能不全
に陥った症例を経験した。解剖時の弁周囲の画像は貴重で
あり報告する。昨年末に海外でTAVI生体弁の血栓症例を
集めた報告があり、そのデータも踏まえて、今後TAVI生
体弁留置後の抗血栓薬について考えていかなければならな
い。
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O06-5）
ワイヤーによる人工弁のスタックを起こし急性
ARにより心停止に至ったTAVIの１症例

下郷 卓史1 
亀谷 良介1、大竹 弘隆1、中村 真幸1、吉岡 真吾1、 
田中 昭光1、青山 英和1、加藤 千雄1、三原 裕嗣2

１名古屋徳洲会総合病院 循環器内科、 
２市立四日市病院 循環器内科

口演6　TAVI合併症 1

症例は90歳女性。　前医より労作時の呼吸苦(NYHAⅢ)
を主訴を当院に紹介受診。心エコー図検査上重度のAS(EF 
71%、mean PG 47、peak velocity 4 .5、AVA 0.69、
iAVA 0.56)を認めた。既往歴はCKD(Cre 2.57, eGFR 
14)、胸部大動脈瘤に対して上行弓部大動脈置換術後、SSS
に対して恒久的ペースメーカー埋め込み後でありLogistic 
Euro SCORE 8.89, STS score 22.5と高リスクであるた
めにTAVI(transfemoral approach)の方針となった。左
冠動脈の起始部が低位のためワイヤーで保護した上で
SAFARIワイヤーを心尖部に留置。SapienXT 23mmを
留置した直後に心停止となりPCPS装着となった。冠動脈
の閉鎖は造影上認めなかった。留置直後の経食道超音波検
査(TEE)では明らかな解離やタンポナーデを認めなかっ
たがAR(transvalvular leak)を認めNCC側の人工弁が全
く可動していなかった。透視上ガイドワイヤーがNCCに
当たっていたためにワイヤーによるスタックを考えワイ
ヤーを操作するも全く改善せず最終的にはワイヤーを全
抜去したところ自己心拍が速やかに回復しARは消失した。
TTE上もワイヤー抜去後は三尖ともに問題なく可動して
いるのが確認された。術後経過は良好であり術後第9病日
に軽快退院となった。本症例はワイヤーにより留置直後
に人工弁のスタックを起こし急性ARにより心停止に至っ
た。上行弓部大動脈置換術後であり大動脈の走行が通常の
走行とは異なってたことが一因として挙げられる。また、
SAFARIワイヤーは安定性が高く近年使用頻度が高まって
いるが今回のような事態に陥った場合には抜去以外に改
善する手段がない可能性があり留意が必要であると考えら
れたため報告する。

O06-4）
バルサルバ洞破裂、冠動脈閉塞、生体弁の移動
を来したTAVIの1例

向井 隆1 
市堀 泰裕1、大西 俊成1、木岡 秀隆1、大谷 朋仁1、山口 修1、
前田 孝一2、鳥飼 慶2、倉谷 徹3、澤 芳樹2、坂田 泰史1

１大阪大学大学院医学系研究科 循環器内科、 
２大阪大学大学院医学系研究科 心臓血管外科、 
３大阪大学大学院医学系研究科 低侵襲循環器医療学

口演6　TAVI合併症 1

【背景】
外科的大動脈弁置換術（AVR）がハイリスクな重度の大
動脈弁狭窄症（AS）に対し、経カテーテル的大動脈弁植え
込み術（TAVI）が選択されるが、大動脈弁の解剖学的性
状によってはTAVIがハイリスクとなる症例も存在する。
TAVIを安全に施行する上で、解剖学的限界を認識するこ
とは重要である。

【症例】
86歳女性。ASに対して内服加療されていたが、心不全に
て近医入院となった。心エコーにて重度のAS（最大圧較
差145mmHg、連続の式による有効弁口面積 0.47cm2）
および左室収縮能低下（EF 38%）を認めた。開心術はハイ
リスク（STS score 11.3%）と判断され当院紹介となった。
外来受診時、待合より診察室まで歩行中に失神し、緊急入
院となった。心臓CTでは、左冠動脈高が低くバルサルバ
洞径が小さいため左冠動脈閉塞のリスクが高く、また弁尖
の石灰化が著しくかつbulkyであり、バルサルバ洞破裂、
弁輪部破裂のリスクも高く、弁周囲逆流が残りやすいと考
えられた。ハートチームで協議し、AVRの方針となった。
しかし手術待機中に肺炎を発症、心不全も併発し、人工呼
吸管理となった。治療により肺炎は軽快したが、NYHA 
IVの心不全とEF低下のため、AVRのリスクはさらに高い
状況（STS score 21.6%）となった。第22病日BAVを施
行。左冠動脈保護、PCPSサポート下に16mm バルーン
で拡張したところ、重度の大動脈弁逆流を生じ循環動態が
破綻したため、TAVIを施行する方針とした。Sapien XT 
23mmを-2ccで留置。LCA入口部の高度狭窄を認め、冠
動脈ステントをLMTから留置した。このとき生体弁の無
冠尖側がやや左室側に移動した。その頃より経食道心エ
コーにて心嚢液が出現し、心嚢ドレナージにて血性の心嚢
液を認めた。Angio上弁輪部破裂と判断し、ヘパリンをリ
バースし、経過をみたところ徐々に出血の減少を認めた。
術後生体弁のLV側への脱落も認めたが保存的に加療する
方針となり、第58病日自宅退院した。患者および家族は
開心術を希望されず、退院後4ヶ月の時点では心不全入院
なく経過している。

【結語】
術前心臓CTの解析でTAVIがハイリスクと判断された症
例に対し、やむをえずTAVIを施行し、合併症を予測した
上で防ぐべく最善を尽くしたが防ぎ得なかった症例を経
験したので報告する。



Japan Transcatheter Valve Therapies 2016

93

O06-6）
当院における経カテーテル的大動脈弁留置術

（TAVI）導入後1年の成績と合併症

傍島 光男1 
上野 博志1、福田 信之1、絹川 弘一郎1、横山 茂樹2、 
土居 寿男2、山下 昭雄2、深原 一晃2、芳村 直樹2、 
伊藤 久勝3、山崎 光章3

１富山大学附属病院 第二内科、 
２富山大学附属病院 第一外科、 
３富山大学附属病院 麻酔科

口演6　TAVI合併症 1

　当院は2015年5月に第1例目のTAVIを施行し、2016
年4月末までの1年間でtrans femoral approach 26例、
trans apical approach 8例を経験した。
　全34 例の患者背景は、平均年齢83.7 ±6.5 歳、女性
79％、平均 STS score 5.3％であり、TAVI 選択の理由
としては 高齢（85 歳以上；56％）や 高度 Frail（CSHA 
frailty scale 4点以上；62％）が多く、その他は開心術後や
Porcelain Aortaであった。
　TAVI前と退院時を比較するとNYHA（2.7±0.6→2.3
±0.8、p＜0.01）、EF（62±11→66±11％、p＜0.01）、
弁口面積（0.60±0.18→1.61±0.36cm2、p＜0.01）、
BNP（379±381→186±172pg／ml、p＜0.01）といず
れも著明に改善し、その効果は3か月後も維持されていた。
　主要合併症は、全 34 例中 1 例に 弁輪破裂（oozing 
rupture）による心タンポナーデ及び脳梗塞を生じた。心
タンポナーデに対しては速やかに心嚢ドレナージを行う
事でショックから脱し、続いて胸骨正中切開を行い出血
点を同定し、約1時間の用手圧迫及び酸化セルロースの充
填を行うことで止血が得られた。術後血行動態は安定して
いたが、脳梗塞による右半身の不全麻痺を生じた。幸い麻
痺はリハビリによって著しく改善し、最終的にADLは自
立し独歩退院となった。その他の合併症としては、術中の
PCPSサポートが2例、術後の間質性肺炎増悪による再入
院が1例、房室接合部頻脈が１例であり、現在までのとこ
ろ30日死亡率0％、ペースメーカー植え込み率0％と成績
は良好である。
　TAVIは術前評価を適切に行い、合併症に対してハート
チームで迅速に対処することで、高齢者や虚弱患者に対し
て安全に施行可能であり劇的な効果が得られると考えられ
る。

O07-1）
TF-TAVI施行時にガイドワイヤーによる左室
穿孔をきたした1症例

佐藤 宏行1 
廣上 貢1、吉岡 拓司1、村上 弘則1、佐々木 俊輔1、山田 陽2、
栗本 義彦2、中西 克彦2、丸山 隆史2、石原 聡3、 
西迫 良3

１手稲渓仁会病院 循環器内科、 
２手稲渓仁会病院 心臓血管外科、 
３手稲渓仁会病院 麻酔科

口演7　TAVI合併症 2

背景： 重症大動脈弁狭窄症に対するTAVIは、我が国でも
急速に普及してきている。TAVIは低侵襲ではあるが、一
度発症すると致命的となりうる特有の重篤な合併症があ
る。ガイドワイヤー(GW)のよる左室穿孔もその一つとし
て注意を要する。
症例：88才 女性
　心不全にて入院の既往があった。心エコーでAVA 0.68 
cm2、mean AVPG 57mmHgの重症大動脈弁狭窄症と左
室前壁の壁運動低下を認めた。CAGではLAD#6 100%
閉塞、RCA末梢からLADへの側副血行路を認めた。左室
前壁は生存心筋ありと判断されLAD#6のCTOに対して
GW通過に成功し薬剤溶出ステントを留置し血行再建を
行った。重症大動脈弁狭窄症に対してハートチームで検
討したところ、超高齢でありフレイルティでCSHA スケー
ル 4であったためTF-TAVIの適応と判断された。
　全身麻酔下に右TFアプローチでTAVIを行った。 スト
レート型GWで大動脈弁を通過させた後、6Frピッグテ
イルを左室内に進めてSafari (small)に交換したが左室内
腔が狭いためPVCが多発するために使えず、手製で先端
部を小さくまるめたAMPLATZ型エクストラスティッフ
GWに交換して手技を行った。20mmバルーンでBAV行っ
た後、23mmのサピエンXTを正規量で留置する方針とし
た。大動脈の屈曲蛇行のためにNova-Flexを胸部下行大
動脈から大動脈弓部に進める際に抵抗が強かったが、大動
脈弓部から上行大動脈に進む際に急に抵抗感が無くなり
Nova-FlexとともにGWが先進したようであった。サピ
エンXTを大動脈弁を通過させ、オーバードライブペーシ
ングのもとゆっくり拡張して留置した。
　Nova-Flexを上行大動脈まで抜去した後も血圧の回復
がなく、TEEで心嚢液の貯留を認め心タンポナーデと判
明した。直ちに心膜開窓術を行い心タンポナーデの解除と
同時にPCPSを装着した。GWによる左室穿孔と判明した
ため、引き続き開胸手術に移行し穿孔した左室壁をフェル
トパッチで逢着補強して止血が得られた。間もなく血行動
態は安定したためハイブリッドOR内で閉胸してPCPSは
抜去した。ICUに入室後も血行動態は安定して経過した。
術後第3病日には一般病棟へ転棟した。その後の経過は良
好でリハビリも順調に進み独歩で自宅退院となった。
結語：TAVI施行時にGWによる左室穿孔を来した1症例
を経験したため、その原因を考察し報告する。
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O07-3）
術後左室流出路へ大きくずれ込んだSapien 
Valveに対してValve-in-Valve TF-TAVI
を試みたが、術中1st valveが左室内へ脱落し
開心術を行った一例

小泉 滋樹1 
江原 夏彦2、金 基泰2、太田 光彦2、石津 賢一2、 
西矢 健太1、古川 裕2、坂田 隆造1、小山 忠明1

１神戸市立医療センター中央市民病院 心臓血管外科、 
２神戸市立医療センター中央市民病院 循環器内科

口演7　TAVI合併症 2

【背景】TAVIにおいて、移植した人工弁が術後早期〜遠隔
期に偏位する合併症が報告されている。その要因は、弁輪
に対して小さい人工弁の選択、不十分な拡張、低位置への
人工弁留置、自己弁の石灰化が少なく非対称であることな
どが挙げられる。多くの症例は開胸手術が選択されるが、
Valve-in-Valve TAVIを施行した例も報告がある。【症例】
91歳男性。安静時胸痛にて前医受診し大動脈弁狭窄症を
指摘され紹介となった。弁輪部面積は539mm2 で、弁尖
の石灰化は三尖とも均一で高度であった。経大腿動脈アプ
ローチにてSapien XT 29mmを−2mlで留置した。術中
TEEでは留置後に中等度の弁周囲逆流が残存していたが、
持続性心室頻拍にて左室内のワイヤーを抜去していたこと
もあり後拡張は行わなかった。術6日後の経胸壁心エコー
図で、人工弁が弁輪よりも左室流出路側に位置していたが、
血行動態は異常なく経過観察とした。術41日後に労作時
呼吸困難にて来院し、TEEでは左室流出路に人工弁がさら
に偏位し、弁周囲逆流が増悪していた。自己弁はステント
から完全に外れ、ASの再燃および高度ARを認め、自己弁
の逆流が人工弁との間で乱流となっていた。SAVRはハイ
リスク（STS score 16.3％、Euro score II 11.5％）と考え、
適応外使用となるが1st valveの固定と自己弁の圧排を行
うためValve-in-Valve TAVIを施行した。左外腸骨動脈
からアプローチし、Sapien valveを上行大動脈まで進め、
2nd valveが1st valveに触れた瞬間に左室内へ脱落した。
幸い人工弁は流出路で順方向に留まっており血行動態は
維持されていた。2nd valveをシース内に戻し回収しよう
としたが、シースが拡張し抜去できず、外腸骨動脈全長に
わたり縦切開し抜去した。外腸骨動脈は人工血管置換にて
修復し、その後、開胸して左室内に脱落した1st　valveの
回収およびSAVRを施行した。術後経過は概ね良好で、術
後31日で退院に至った。【結語】稀な合併症の一つである
Late transcatheter heart valve embolizationを経験した。
大きくずれ込んだ弁は容易に左室内へ脱落する可能性が高
く、Valve-in-Valveは行うべきでなく、よほどのリスク
を伴わない限りSAVRでの再弁置換を選択すべきである。

O07-2）
CoreValve留置中に肺出血を来した1例

樋口 亮介1 
桃原 哲也1、萩谷 健一1、内藤 和寛2、馬原 啓太郎1、 
高見澤 格1、清水 淳3、井口 信雄1、高梨 秀一郎2、 
高山 守正1

１榊原記念病院循環器内科、 
２榊原記念病院心臓血管外科、 
３榊原記念病院麻酔科

口演7　TAVI合併症 2

二尖弁による重症大動脈弁狭窄症の81歳男性。膠原病、間
質性肺炎 (ステロイド内服あり、在宅酸素療法あり)、慢性
腎不全、頸動脈狭窄症などの併存症を有しており、clinical 
inoperableと判断し、CoreValveを用いた経大腿アプロー
チのTAVIを行った。PCIを同時に施行する予定であった
ため、ワルファリン、プラビックスを事前投与した。人工
呼吸管理が間質性肺炎を増悪させる可能性を考慮し、局所
麻酔及び鎮静下で挿管は行わず、経胸壁心臓超音波でガイ
ドしながら手技を行った。大腿動脈からのシースの挿入は
問題なく、右冠動脈近位部にある有意狭窄に対して最初に
PCIを行った。引き続いて、スティッフワイヤーを左室心
尖部に留置し弁輪の短径に合わせて20mmバルーンで弁
拡張を行った。事前のプランニング通り、CoreValve 29 
mmを頻拍ペーシングは行わずに留置し始めた。人工弁の
留置を始めたところ、血圧の低下を認めた。同時に、重症
の僧帽弁逆流を認め、鼻腔に挿入していたエアウエイから
噴出性の気道出血を認めた。収縮期血圧は40から50mmH
で遷延したが、適切位置にCoreValveを留置し、スティッ
フワイヤーの先端の位置を調整することで血圧はベース
ラインまで回復した。留置後の大動脈弁逆流は許容範囲内
であり、大腿動脈を止血し手技を終了したが、その間も気
道からの持続的な出血を認めた。TAVI翌日にはヘモグロ
ビン値は術前の11.6g／dlから8.1g／dlまで低下し、CT
では両側胸腔に比較的大きな血腫と左肺野に出血を認め
た。ワルファリンをビタミンKでリバースし、濃厚血小板、
止血剤を投与した。呼吸不全は遷延したが、NPPVを用い
て急性期を乗り越えることが出来た。CoreValveを留置
する際に、大動脈弁からの前方拍出が一時的に障害される
が、それに伴い上昇した左室内圧が、左心房から後ろ向き
に伝わり来した肺出血と判断した。TAVIの非常に稀な合
併症でありここに報告する。
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O07-4）
経大腿アプローチによる経カテーテル大動脈弁
置換術中に総腸骨動脈解離を合併し、同部位に
ステントグラフト内挿術を追加した一例

前田 大智1 
澤田 隆弘1、大西 哲存1、矢坂 義則1、川合 宏哉1、 
中井 秀和2、村上 博久2、松田 均2、吉田 正人2、 
向原 伸彦2

１兵庫県立姫路循環器病センター 循環器内科、 
２兵庫県立姫路循環器病センター 心臓血管外科

口演7　TAVI合併症 2

症例は78 歳男性。1989 年に3 枝バイパス術 (SVG-#3, 
SVG-#8, LITA-#9)、2007 年に再バイパス術 (SVG-
#4PD-#4AV, SVG-#8, SVG-#9-#12)を施行された。
以前より低左心機能(EF 30〜40%台)、陳旧性心筋梗塞
(OMI)、大動脈弁狭窄(AS)、腹部大動脈瘤(AAA)を指摘
されていた。2014年11月に心不全入院。2015年8月の
ドブタミン負荷心臓超音波検査でsevere ASと診断。AS、
AAAともに治療適応と考えられた。バイパス術後、低左
心機能、呼吸機能低下、腎機能障害あり、本人、家族とも
にカテーテル治療を希望された。OMIによる心尖部菲薄
化、瘤化あり、経大腿動脈(TF)アプローチを選択。TAVI
に先立ち、同年8月27日にEVARを施行。術後の経過は
良好であり、術後32日目の9月28日に体外循環下にTF
アプローチのTAVIを施行した。右外腸骨動脈(EIA)よ
りRetroFlex Dilator を挿入するも右総腸骨動脈 (CIA)
の石灰化により同部位の通過が困難であった。DrySeal 
sheath に変更し、同部位の通過に成功。手技を継続し、
26mm Sapien XTを留置した。その後の骨盤動脈造影で
右内外腸骨動脈分岐部に造影剤のpoolingを認めた。動脈
解離と考えられ、右内腸骨動脈にコイル塞栓術を行った後
に、右EIAよりCIAにかけてステントグラフトを挿入し手
技を終了した。
TAVIの合併症として、下肢動脈解離、穿孔を認め同部位
に対してステントグラフトを挿入した症例を経験した。
若干の文献的考察を加えて報告する。

O07-5）
経カテーテル的大動脈弁植え込み術により僧帽
弁穿破を来たした僧帽弁輪石灰化を伴う高度大
動脈弁狭窄症例

佐地 真育1 , 2 
Gorav Ailawadi2、Michael Ragosta2、 
Dale Fowler2、John Dent2、Scott Lim2

１榊原記念病院、 
２Univeristy of Virginia

口演7　TAVI合併症 2

症例は71歳男性。NYHA2度の息切れを主訴に当院に紹介
となった。既往歴は高血圧、高脂血症、冠動脈バイパス術

（LIMA-LAD,RIMA-OM）、悪性リンパ腫に対する放射線治
療、発作性心房細動、慢性肺塞栓症（原因不明）、肺高血圧

（平均 35mmHg）、軽度僧帽弁逆流症、高度僧帽弁輪石灰化
を伴う軽度僧帽弁狭窄症（平均圧較差　6mmHg）を認めた。
経胸壁エコー上、高度大動脈弁狭窄を認めた。STS score
は3％であったが、開胸歴、放射線治療歴から外科的手術が
ハイリスクと考えられ、経カテーテル的大動脈弁植え込み
術予定となった。CT上、僧帽弁輪石灰化は主に僧帽弁輪の
前内側に分布していた。大動脈弁面積は、600㎜2であり、
29mmのSAPIEN XT valveを植え込む予定となった。術
中、弁留置の位置合わせに問題はなく、ラピッドペーシン
グ下で透視上、最適と思われる位置にSAPIEN XT valve
が留置された。しかし留置直後の術中経食道エコーで僧帽
弁前尖の一部に左室から左房に流れ込むフローを認め、僧
帽弁穿破と診断された。透視上はSAPIEN XT vavleの下
端が僧帽弁輪石灰化に接触していることが確認できた。術
後経過は、僧帽弁穿破にもかかわらず、比較的良好で薬物
コントロールが可能な発作性心房細動を発症したのみで
発熱等なく、退院となった。現在も外来で経過中であるが、
僧帽弁穿破はごくわずかであり、逆流の増悪はない。また
感染性心内膜炎を疑う臨床症状は認めない。
経カテーテル的大動脈弁植え込み術中の急性僧帽弁穿破は
非常に稀である。SAPIEN XTとCorevalveを比較すると、
後者の方がデバイス長が長い為、僧帽弁狭窄に寄与するこ
とが多いとされている。しかし本症例は僧帽弁輪の前内側
に高度石灰化があったことでこれにSAPIEN XTが接触し、
僧帽弁を穿破した。僧帽弁逆流増悪、心不全発症、感染性
心内膜炎等の注意が必要であり、臨床症状、エコー所見の
フォローが必要である。
僧帽弁輪石灰化は経カテーテル的大動脈弁植え込み術に
おいて僧帽弁穿破のリスクとなる。



Japan Transcatheter Valve Therapies 2016

96

O08-1）
TAVI術中にダイナミックにfunctional MRが
変化した一例

園田 拓道1 
大石 恭久1、塩瀬 明1、大井 啓司2、大賀 泰寛2、 
高原 勇介2、日浅 謙一2、横山 拓3、有田 武史3、 
小田代 敬太3

１九州大学ハートセンター 心臓血管外科、 
２九州大学ハートセンター 循環器内科、 
３九州大学ハートセンター 第一内科

口演8　TAVI合併症 3

（はじめに）
重症ASに対するTAVIは、AVRのハイリスク症例に対す
る治療として認知されつつあるが、術中の予期せぬ合併症
に直面することがある。今回、CoreValveによるTFアプ
ローチでのTAVI中にfunctional MRがダイナミックに変
化した症例を経験したので報告する。

（症例提示）
症例は81歳、女性。重症ASのため手術適応となったが、
呼吸機能低下、心不全に伴うADLの低下のためfrailtyが
著しく不良でありTAVI適応となった。NYHA IIIの心不
全を伴い、酸素投与を要する状態で転院された。術前心
エコーでは、m-PG 59mmHg, peal velocity 5.3m／s, 
AVA 0.37cm2 の重症ASであり、BNPは566pg／mlで
あった。Mild to moderate MRを認めていたが、明らか
なprolapseは無いことから、functional MRと判断され、
TAVI後に改善が期待された。

（手術および周術期経過）
CoreValve 26mmを用いてのTF-TAVIを実施した。LV
内に挿入したワイヤーはSafari II (XS)を用いた。THVを
大動脈弁内に挿入した頃から血圧低下(50-60mmHg)を
きたしノルアドレナリン投与にても抵抗性であった。慎
重に位置合わせを行いdeployしたが、その間の約8分間
の低血圧が持続した。高度の肺高血圧症を認めTEEにて
massive MRをきたしていた。明らかなtorn chordaは認
めず、弁輪拡大とtetheringによるMRの悪化が原因であっ
た。しばらくはダイナミックにMRが改善・増悪を繰り返
したが、カテコラミンおよび拡張薬の調整により術後数日
の経過でほぼ解消した。

（考察）
本症例では TAVI にて AS が 解除されることにより
functional MRの改善が期待されたが、むしろ急激に悪化
した。これはTHV挿入により一時的にASRが増悪したこ
とや、血圧低下により冠血流が低下し左室機能悪化から心
拡大をきたしたこと、一時的に左脚ブロックが出現したこ
となどにより、結果として弁輪拡大およびtetheringを要
因とするfunctional MRが急激に悪化したと推定された。

（結語）
Functional MRであっても、要因によってはTAVI後に速
やかに改善しない症例があり、血行動態の悪化をきたし得
るため注意を要する。補助循環装置の遅滞ない導入も考慮
すべきである。

O07-6）
経心尖ワイヤー留置時には僧帽弁逆流の増悪を
認めなかったが、弁留置後に腱索断裂が判明し
た経心尖TAVIの一例

河野 裕志 
伊藤 丈二、柴山 謙太郎、渡辺 弘之、中塚 大介、 
野口 将彦、小船井 光太郎、田端 実
東京ベイ浦安市川医療センター

口演7　TAVI合併症 2

手術リスクの高い有症状重症大動脈弁狭窄症の80歳女性
に経心尖部アプローチによるTAVIを施行した。心尖部
からガイドワイヤーを挿入し、大動脈弁を通過させた際
には、経食道心エコーで僧帽弁逆流の増加を認めず、手技
を続行した。24Fr Ascendra シースを留置した際に僧帽
弁逆流がtrivialからmoderateに増加したが、シースを抜
去すると僧帽弁逆流はtrivialに戻り、ワイヤーの心室内走
行は心室中隔に沿っていた。ワイヤーと腱索の絡みはな
く、シースによる乳頭筋圧排による一時的逆流と判断した。
SAPIEN XT 23mmをstepwise slow inflation technique
で留置した。留置後循環動態は安定していたが、シース抜
去後もmild-moderateの僧帽弁逆流が見られ、新たな僧帽
弁前尖 (A2)の断裂腱索を認めた。術後に術中エコー画像
をレビューすると、ワイヤー通過後に心拍によって僧帽弁
前尖が引きつれる所見を認めた。
経心尖TAVIにおいて、ガイドワイヤーが腱索や乳頭筋に
絡まないよう心室中隔に沿って進めることが肝要であり、
ワイヤー走行とワイヤー通過後に僧帽弁逆流の増加がな
いことを確認している。本症例では僧帽弁逆流の程度を指
標にしてガイドワイヤーと腱索との絡まりがないと判断
したが、手技終了後に新たな腱索断裂と僧帽弁逆流を認め
た。僧帽弁の逆流量だけでなく、その形態変化も含めた慎
重な評価が必要であることを学んだ貴重な症例であり、こ
れを報告する。
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O08-2）
経カテーテル的大動脈弁置換術後に生じた軽度
の傍人工弁逆流により心不全治療に難渋した一
症例

山内 治雄1 
安東 治郎2、清末 有宏2、縄田 寛1、木下 修1、 
大門 雅夫2、中尾 倫子2、上原 雅恵2、森 芳映3、 
小室 一成2、小野 稔1

１東京大学医学部附属病院 心臓外科、 
２東京大学医学部附属病院 循環器内科、 
３東京大学医学部附属病院 麻酔科・痛みセンター

口演8　TAVI合併症 3

径カテーテル的大動脈弁置換（TAVR）術後の傍人工弁逆
流は予後不良因子として知られている。術後に新たに出現
した軽度の傍人工弁逆流が心不全を来たし治療に難渋した
症例を経験したので報告する。

【症例】85歳女性。高血圧、高脂血症、中等度大動脈弁狭窄
症にて当院通院中であった。5年前より労作時胸部違和感
を自覚し、2016年1月にBNP142まで上昇し、心エコーに
て高度大動脈弁狭窄症（大動脈弁最大流速4.07m／s、平
均圧格差37 mmHg、大動脈弁口面積0.9cm2、弁口面積係
数0.6cm2 ／m2）と診断された。大動脈弁逆流はなく、軽
度僧帽弁逆流を有し、左室拡大なく心機能は保たれてい
た。CT計測にて大動脈弁輪389.8mm2、Valsalva洞径
29 x 31mm、冠動脈起始部は左右共に弁輪から15mm高
であった。大動脈終末部に限局解離、全周性石灰化によ
る著明な大動脈狭窄（7.7mm）が認められた。手術リスは
STS score 5.28％、EuroSCORE 3.73％であり、frailtyは
CSHA 3 程度であった。高齢及び耐術予備能の低下から、
心尖部アプローチによるTAVRの方針とした。2016年2月、
TAVRを施行し、Edwards Sapien XT 23mmをnominal
で留置した。留置直後の経食道エコーにて傍人工弁逆流
が認められたが、軽度であり経過観察の方針とした。手術
翌日に人工呼吸器離脱するも酸素化不良が続き、心エコー
の結果、傍人工弁逆流は著変なく、左室拡大なく左室駆
出率63％と収縮能も保たれていたが、推定右室圧が術前
42mmHgから54mmHgと上昇した。ドブタミン、ミルリ
ノン、hANPを用い治療開始。術後8日目にSwan-Ganz
カテーテル検査の結果、肺動脈楔入圧21mmHg、心拍出
量2.5L／分、心係数1.39L／分とForrester分類IV°相当
であった。CT検査に肺炎合併もあり抗生剤治療を併用し、
肺高血圧に対し一酸化窒素吸入を開始した後は、徐々に呼
吸循環は安定化した。術後15日目に人工呼吸器離脱。術
後21日目の心エコーでは推定右室圧45mmHgと術前レベ
ルに回復した。術後28日目にICU退室。その後リハビリ
を継続し活動度が徐々に改善し、術後77日目に退院した。

【考察】従来の外科的人工弁置換と比べTAVR後の傍人工
弁逆流は頻度が多いと考えられる。術前大動脈弁逆流のな
い場合は、術後に軽度のみの傍人工弁逆流であっても著明
な心不全を来たす恐れがある為、大動脈弁輪径、石灰化の
部位、大きさ等、TAVR後の傍人工弁逆流のリスク評価に
注意を要する。

O08-3）
Transapical approach後、左室破裂をきたし
た一例

阪口 仁寿1 
山中 一朗1、三和 千里1、廣瀬 圭一1、水野 明宏1、 
吉田 幸代1、矢田 匡1、恩賀 陽平1、田村 俊寛2

１天理よろづ相談所病院 心臓血管外科、 
２同 循環器内科

口演8　TAVI合併症 3

＜症例＞　88 歳 女性。AS による心不全で当院入院。心
エコーでは大動脈弁のmPG 64mmHg、AVA0.46cm2 と
severe ASを認めた。高齢であり、TAVIによる治療を行
うこととした。
＜治療＞ 両側とも外腸骨動脈の径が細く、大腿動脈から
のアプローチは危険と判断し、心尖部からのアプローチ
を行うこととした。左第５肋間開胸、心膜切開し、心尖部
に４−０Proleneのフェルト付きを十字に二対かけ、同部
からSapien XT 23mmを挿入。留置は問題なく終了した。
その後、シースを抜去したが、心尖部からの止血にやや難
渋した。最終的に用手圧迫とタコシール貼付にて止血可能
であり、ICUに入室した。
＜経過＞　ICU入室後、血圧50台に低下。この時点では
ドレーンからの出血は認めず。昇圧剤を開始。徐々に血圧
回復したが、収縮期血圧が160台となったところで、再度
血圧低下。左胸腔ドレーンより動脈性の出血を多量に認め
た。左室破裂をきたしたと判断し、即座に手術室に再入室。
左開胸部位を開け、左室心尖部の出血部位を確認し、用手
的に圧迫。この時点で心停止となっていたため、圧迫止血
しつつ直接心臓マッサージを行い、急速輸血を行ったとこ
ろ、心拍動を得られ、血圧回復した。
　しかし、このままの視野では修復は困難と判断し、胸骨
正中切開にて前方より心臓にアプローチ。上行大動脈送
血、右房脱血とし、人工心肺を開始。左室破裂部位を観察。
TAVIアプローチ部位から連続的にやや頭側、左側方向に
約５cm程度の亀裂を認めた。同部を両側から帯状のフェ
ルトで補強しつつ、sandwitch状に修復しえた。
　その後、出血は問題なく経過。また、幸い意識も回復し
た。心不全は遷延したが、徐々に自尿も得られ、術後６日
目に人工呼吸器より離脱。術後30日目に独歩退院となっ
た。
＜結語＞　心尖部アプローチのTAVIで致命的である左室
破裂を合併したが、迅速な治療で救命することができた。
しかしながら今後、このような合併症を起こさないように
対策を練ることが肝要である。
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O08-5）
経心尖部アプローチから行った経カテーテル的
人工弁周囲逆流閉鎖術

村上 貴志1 
細野 光治1、寒川 悦治3、末廣 泰男1、岩田 真一2、 
伊藤 朝広2、水谷 一輝2、松岡 雄治郎2、葭山 稔2、 
柴田 利彦1

１大阪市立大学大学院 医学研究科 心臓血管外科、 
２大阪市立大学大学院 医学研究科 循環器内科、 
３大阪市立大学大学院 医学研究科 放射線科

口演8　TAVI合併症 3

最近、経心尖部(TA)アプローチから行った経カテーテル
的人工弁周囲逆流（PVL）閉鎖術の良好な成績が発表され
た。当院でも、TAアプローチから治療を行ったので報告
する。
症例１は僧帽弁人工弁感染に対する再手術後のPVLで使
用された弁はSJM弁であった。再手術を経心房中隔アプ
ローチから行っており、再び経中隔アプローチからPVL 
closureを行うのは困難かつ危険と判断し、TAアプロー
チを選択した。経食道エコー（TEE）及びCTにて、欠損孔
の部位、形態、サイズを確認した。Amplatzer Vascular 
Plug II（AVP II）を２個留置し、術中TEEでは良好な逆流
制御が得られたが、術後再発した。術後１年が経過し、心
不全症状の改善は得られている。
症例２は感染性心内膜炎に対して行った大動脈弁及び僧帽
弁人工弁置換術後で、大動脈弁位ATS弁のPVL。欠損孔
は人工弁の前方にあり、TEEではacoustic shadowのた
め描出できず。経胸壁エコーにてLeakの描出はできたが、
形態やサイズが計測できるqualityの画像は得られなかっ
た。術中IVUSにて、Crescent typeの形状及びサイズの
計測が可能であった。デバイスはAVP IIを２個留置し、
良好な逆流制御を得た。
AVP IIの展開や位置の変更は、デバイスの特性上、操作
性が悪く、正確な操作は困難であったが、比較的直線的な
TAアプローチは有効と思われた。Transcatheter PVL 
closureには、専用のデバイスが入手できないこと、AVP 
IIが適応外使用であること、操作性、留置方法、Durability
などの問題点が指摘された。

O08-4）
ASにCADを合併しておりTAアプローチの
TAVIの必要性があったためTAVI後にPCI
施行したが、留置されたSapienによりPCIに難
渋した1例

田中 昭光1 
中村 真幸1、下郷 卓史1、青山 英和1、亀谷 良介1、 
小谷 典子2、児島 昭徳2、大橋 壯樹2、三原 裕嗣3、 
倉谷 徹4

１名古屋徳洲会総合病院 循環器内科、 
２名古屋徳洲会総合病院 心臓血管外科、 
３市立四日市病院 
4大阪大学 心臓血管外科

口演8　TAVI合併症 3

ASにCADが合併している際、TAVIかPCIかどちらを先
行させるかは、症例ごとに異なる。rapid pacing時の心筋
虚血の観点からはPCIを先行させることが推奨されてはい
る。しかし、TAVIがTAアプローチを必要とする場合は、
抗血小板剤とTAVI時の出血の合併症を考慮すると議論が
分かれるところである。
症例は86歳女性、LADに75%狭窄のCADを合併したAS 
severeの方。TAアプローチ時の出血を懸念し、PCIに先
行してTA-TAVIを施行。TA-TAVIはSapienXT23mm
を留置し、問題なく終了。その後PCIを施行したが、留置
したSapienXTが邪魔をしてガイディングカテのengage
が不能であり、PCIに非常に難渋した。4 in 6システム
でなんとかPCIは完遂した。SapienはCoreValveに比べ
PCI時に植え込み弁が邪魔をする印象は少ないと考えてい
た。しかし、時にはこのようにPCIを難渋させることがあ
るということは知っておいた方がよいだろう。



Japan Transcatheter Valve Therapies 2016

99

O09-1）
当院におけるTAVI周術期リハビリテーションの
取り組み 
〜重回帰分析を用いた術後100ｍ歩行達成要因〜

前原 達哉1 
金井 和明1、泉 博則1、小西 尚則1、小笠 博義1、 
関 万成1、鈴木 亮2、高橋 雅弥2、美甘 章仁2、濱野 公一2、 
田口 敏彦1

１山口大学医学部附属病院 リハビリテーション部、 
２山口大学大学院器官病態外科学 心臓外科

口演9　コメディカルセッション 1

【目的】Transcatheter aortic valve implantation（以下
TAVI）は2013年10月より本邦において保険適応され，
2014年4月より当院においても導入された．同時に周術
期リハビリテーション（以下，リハ）を開始した．今回，
TAVI術後100ｍの歩行達成要因の分析およびその項目の
カットオフ値を算出することを目的とした．

【方法】対象は2014年4月より2016年3月までに当院にて
TAVIを施行した56例のうち術前歩行困難症例（4例）と
術後脳梗塞合併症例（1例）を除外し評価可能であった46
例（平均年齢85．7±5．6歳，女性：65．2，TF：60．9％）
とした．調査項目は年齢，性別，経路，既往歴，術後日数，
術前後のADL得点（BI・FIM），ADL改善度，プロトコル
達成日数，術前後の握力，膝伸展筋力体重比，歩行速度等
とした．統計学的手法は術後歩行100ｍ達成日数を目的変
数としStep wise法による重回帰分析を行い，採択項目の
カットオフ値をＲＯＣ分析にて算出した．有意確率は5％
未満とした．

【結果】術後日数は14．1±7．5日．ＡＤＬ改善度はBIが
61．6±14．0点，FIMが56．3±12．1点であった．プロ
トコルは四肢運動〜座位が1．0±0日，起立が1．1±0．2
日，歩行30ｍが1．3±1．0日，歩行100ｍが2．3±1．8
日であった．握力（術前Rt：Lt→術後Rt：Lt）は 17．1：
15．3→15．9：14．5 （Kg），等尺性膝伸展筋力体重比（術
前Rt：Lt→術後Rt：Lt）は3．3：3．1→3．2：3．1（N／
Kg）で歩行速度（術前→術後）は 0．72±1．85→0．67±
1．99（m／s）であった．重回帰分析の結果（R：重相関係数
0．79），膝伸展筋力体重比が有意な変数として採択された

（p＜0．05）．膝伸展筋力体重比（Rt：Lt）のカットオフ値は
3．2：2．9 （N／Kg）であった．

【考察】TAVI術後の100ｍ歩行獲得日数には術前下肢筋力
が影響している事が示唆された．術前の歩行速度や握力，
ＡＤＬ能力などは採択されなかった．TAVI症例は虚弱高
齢者という背景があり，歩行補助具の有無や種類といった
介入時期による歩行形態の違いや歩行に必要最低限の能力
を有してはいるが予備能力は高くないことが考えられた．
また，膝伸展筋力の検査は歩行検査よりも入力が比較的簡
易であることも影響しているのではないかと推測できる．
重症AS症例は運動療法が禁忌であるため，今後は術前に
カットオフ値を下回っている症例に対しては運動療法以
外の介入を検討する必要がある．

O09-2）
経カテーテル的大動脈弁置換術患者への看護
の現状と今後の展望

木下 早紀1 
今井 百合子1、岩本 菜帆1、中津 梓1、阿部 優希乃1、 
平田 美穂1、川口 博美1、前田 孝一2、鳥飼 慶2、倉谷 徹2、 
澤 芳樹2

１大阪大学医学部附属病院 看護部、 
２大阪大学医学部附属病院 心臓血管外科

口演9　コメディカルセッション 1

2009年本邦に経カテーテル的大動脈弁置換術（TAVI）が
導入され、2016年3月末までに355例実施している。当
院では、2012年より医師と看護師で「TEAM　TAVI」を
結成した。「TEAM　TAVI」は、TAVI看護の確立と向上
を目指し活動している。現在行っている主な活動は、「統
一した看護実践」、「患者教育」、「手術前後の有効なリハ
ビリの検討」である。本発表では現在まで取り組んできた
TAVI看護と今後の展望を報告する。
チーム結成当初は、患者情報や注意点を電子カルテ上で看
護スタッフに周知するのみであった。現在は手術前後に
実施するべき処置やケア、リハビリ、注意点のテンプレー
トを作成し、電子カルテ上に掲示することで統一した看護
実践が可能となった。患者には検査・治療計画を理解し早
期退院を目指して患者用パスを作成した。特に維持透析を
導入されている患者は、離床が遅延しないよう透析日も含
めて手術翌日からリハビリを実施している。当初作成した
患者指導ツールは、退院パンフレットのみであったが、患
者特性に合わせた退院パンフレットに改訂した。心不全
手帳を導入し、再入院予防のためにセルフモニタリングに
ついて患者指導を実施している。TAVI患者は高齢であり、
ADLの低い患者が多く、手術前は運動負荷を避ける必要
がある。手術後にADLを維持または向上するために手術
前後の体力・筋力の測定を行っている。
周手術期における身体的な看護については確立しつつある
が、精神的な看護については未検討であるため、現在の活
動を評価し手術前後のQOLを含めた看護介入を実践して
いきたい。
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O09-4）
経カテーテル的大動脈弁留置術術後患者の「ク
リティカルパス：CCU編」の作成

針山 直樹1 
若林 優1、杉田 和泉1、飯塚 真理子1、野上 悦子1、 
上野 博志2、深原 一晃3

１富山大学附属病院 ＣＣＵ、 
２富山大学附属病院 第二内科、 
３富山大学附属病院 第一外科

口演9　コメディカルセッション 1

当院では、経カテーテル的大動脈弁留置術（TAVI）導入に
あたり、2014年9月に多職種によるハートチームを立ち
上げ、定期的にカンファレンスを開催し、他施設への見学
などを経て、2015年5月に第一例目の経大腿動脈アプロー
チTAVI（TF-TAVI）を施行した。その後、症例数を重ね、
2016年4月までにTF-TAVI=26例、経心尖部アプローチ

（TA-TAVI）=7例、合計33症例を経験した。
術後患者の受け入れ先は、TAVI開始当初、TF・TA症例
共にICUで1日経過観察を行い、その後、TF症例はCCU
へ転棟して1日経過を観察し、問題がなければ循環器内科
病棟へ転棟、TA症例は循環器外科重症個室へ転棟すると
していた。現在、TF症例については、術中合併症の発生
がなければCCUへ直接入室し、2日間の経過観察後、循環
器内科病棟へ転棟するという経過をとるようになった。
　TAVIの術後管理や安静度の拡大については、施設見学
や勉強会で得た知識をもとに、術後の経過や処置を記載し
たチェックリストと離床プログラムを作成した。術後問
題がない症例は離床プログラムに沿って処置、初回歩行の
開始時間などを朝の回診時に主治医、受け持ち看護師間で
打ち合わせて実施した。この１年間TAVI症例は主治医が
固定であったため、離床プログラムをパターン化するこ
とができた。一方で、術後受け入れ時のチェックリスト、
離床プログラムの用紙が2枚に分かれていることや、入室
時準備物品の見直し、疼痛コントロールの方法などについ
てスタッフから改善の提案があり、これまで使用してきた
チェックリストや離床プログラムの見直しが必要となっ
てきた。また、症例数の増加と共に、TAVI症例を担当す
る主治医が固定されなくなり、これまでの方法では運用困
難となることが懸念された。そこで、これまでの症例で経
験したことをもとに、医師と看護師で共有できる術後管理
方法、確実な処置、早期の安静度拡大など、一定レベルの
質を維持しながら確実なケアを提供できることを目的に、
TAVI術後クリティカルパスを作成することにした。その
作成過程と作成したクリティカルパスの内容について報
告する。
　今後の課題として、作成したクリティカルパスの使用後
の評価、さらに関連部署と協力し、患者の入院から退院ま
での一貫したTAVIクリティカルパスの作成が急がれる。

O09-3）
EuroQol調査票を用いた、TAVI術前後の
QOLに関する調査と今後の看護介入の検討

新延 聡子1 
木下 早紀1、村上 麻紀1、岩本 菜帆1、今井 百合子1、 
平田 美穂1、川口 博美1、前田 孝一2、鳥飼 慶2、倉谷 徹2、 
澤 芳樹2

１大阪大学医学部付属病院 看護部、 
２大阪大学医学部付属病院 心臓血管外科

口演9　コメディカルセッション 1

当院では、2009年の導入開始からこれまで355例の経カ
テーテル的大動脈弁置換（以下、TAVI）が行われている。
TAVI術後の身体機能・リハビリテーションに焦点を置
いた研究は様々な職種で成されているが、患者のQOLに
焦点をおいた研究・報告は少ない。今回、EuroQol調査票

（EQ5D）を用いて手術前後のQOLの測定と自覚症状の変
化の調査を行った。EQ5Dは質問5項目法の243組み合わ
せに死と意識不明を加えた245の健康状態それぞれについ
てHRQOLスコアを提供するものである。その調査結果を
報告すると同時に、今後、看護師は患者のQOL向上の為
に、どの様な介入を行っていく必要があるかを検討したの
で報告する。
平成28年4月から当院でTAVI手術を受けた患者14名に
対し調査を実施した。患者の平均年齢は82.9歳であり、男
性10名女性4名であった。今回の調査におけるHRQOL
スコアの平均は術前0.628、術後0.588（P=0.732）で
あり有意差は認めなかった。EQ5D の 5 つの質問別に
おける 3 水準の平均値の変化については「移動の程度」
1.667→1.333（P=0.144）、「身の回りの管理」1.25→1.222

（P=0.89）、「ふだんの活動」1.417→2.111（P=0.024）、「痛
み／不快感」1.917→1.667（P=0.418）、「不安／ふさぎ込
み」1.417→1.333（P=0.714）という結果であり、「ふだ
んの活動」についてのみ有意に低下していた。その他の4
質問項目に関して有意差はないものの、平均値は改善して
いた。健康状態の自己評価の数値は、54.25％から70.3％

（P=0.194）と改善を認めている。労作時の自覚症状の有
無においては、術前では7名中3名が息切れを自覚してい
たのに対し、術後には7名中1名のみが軽度息切れを自覚
する程度となっていた。
 以上の結果から、術前術後でHRQOLスコアの平均値は
低下しているものの、健康状態の自己評価は数値が改善し
ており、TAVIによるQOLの低下はないと言える。ただし、

「ふだんの活動」つまり「仕事、勉強、家族・余暇活動」と一
般的に示されている質問項目においては、唯一低値となっ
た。これを解明する為には、術後の外来にて定期的に調査
を行う必要があると考えられる。
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O09-5）
当院における経カテーテル的大動脈弁植え込み
術の術式別比較検討

金井 和明1 
前原 達哉1、泉 博則1、小西 尚則1、小笠 博義1、 
関 万成1、田口 敏彦1、鈴木 亮2、高橋 雅弥2、美甘 章仁2、 
濱野 公一2

１山口大学医学部附属病院 リハビリテーション部、 
２山口大学大学院器官病態外科学 心臓外科

口演9　コメディカルセッション 1

【背景】当院では 2014 年4 月から大動脈弁狭窄症に対
し，経カテーテル的大動脈弁植え込み術（Transcatheter 
aortic valve implantation；TAVI）を 施行している．
TAVIの術式としては大きく分けて，経大腿動脈アプロー
チ (transfemoral approach；TF) と経心尖アプローチ

（transapical approach；TA）に分けられる．今回は術式
の違いにより，術後基本動作獲得日数やADL，身体機能（握
力，下肢筋力，5m歩行）等の比較検討を行った．

【対象・方法】2014 年4 月〜2016 年3 月までに当院で
TAVIを施行した56例（TF群36例，TA群20例）のうち，
リハビリテーションを施行した51例（TF群33例,TA群
18例）で,脳卒中の既往がある3例と術後に脳卒中を発症し
た1例，術前より歩行困難な1例を除外した46例[TF群28
例(男性8例，女性20例，年齢86.8±5.8歳)，TA群18例
(男性8例，女性10例，年齢84.7±5.4歳)]を対象とした．
2群間の比較にはマン・ホイットニーU検定を用い，性別
の比較にはχ 2 検定を用いた．

【結果】術前のBarthel Index（BI）はTA群（83.8±17.4点），
TF群（94.8±9.1点）とTA群で有意に低く（p＜0.05），
退院時BIおよびFunctional Independence Measure（FIM）
は，TA群（BI：86.4±14.5点，FIM：112.1±13.5点），
TF群（BI：94.3±10.0点，FIM：119.2±10.5点）とTA
群で有意に低かった（p＜0.05）．また，術後100m歩行獲
得日数はTA群（2.8±1.9日），TF群（1.9±1.5日）であり
TA群で有意に遅れた（p＜0.05）．術後200m歩行獲得日
数においてもTA群（8.5±4.4日），TF群（4.6±2.5日）と
TA群で有意に遅れた（p＜0.01）．

【考察】TA群の術前BI低下や100m・200m歩行獲得遅延
は，術前からのADL・身体能力低下が影響していること
が伺える．また，術後BI・FIMにおいても2群間において
有意な差を認めているため，術後のTA群はADL能力が低
下し，ADL向上を図ることに苦慮することが考えられる．
そのため、術前からのADL低下や身体能力低下が強いTA
群は，術後早期から積極的なリハビリテーションを実施す
ることで，ADLや身体能力の維持・改善につながるのでは
ないかと思われる．

O10-1）
当院TAVIハートチームにおける診療放射線技
師の位置づけ

大島 猛1 
永岡 隆治1、林 太一1、鈴木 崇之1、田中 昭光2、 
亀谷 良介2、大橋 壯樹3

１名古屋徳洲会総合病院 放射線科、 
２名古屋徳洲会総合病院 循環器内科、 
３名古屋徳洲会総合病院 心臓血管外科

口演10　コメディカルセッション 2

背景
　当院は2015年8月よりTAVIが開始され、現在まで弁計
測39例、実施10例の経験をしてきた。そこで今回、ハー
トチームの診療放射線技師として術前CTから実施におい
て工夫してきたポイントについて報告する。

結果
　TAVI実施するにあたって重要となるのが、術前CTに
よるスクリーニングである。
患者は高齢、腎機能が低下していることが多いため、CT
撮影では造影剤を出来る限り低減し、計測が可能となるよ
うなプロトコルを作成した。但し、術前CTにてアクセス
ルートの造影が不完全な場合においては冠動脈造影を施
行した際にピッグテールカテーテルを大動脈に留置した
ままCT室へ移動し最小限の造影剤でアクセスルートの造
影CT撮影を施行した。
術前CTの計測は医師２名、診療放射線技師２名で行い計
測値の確認をして人工弁サイズの決定をしている。プロ
クターへの画像アップロードを行っている間は、スクリー
ニング状況が分かるようなファイルを作成して情報の共
有ができるような体制を作った。
　手術当日は操作室内1名、手術室内1名の計２名で対応
し、ハイブリッドオペ室での放射線科TAVI専用チェック
リストを作成し毎回全ての項目を確認している。手術室内
のインジェクターのセットアップでは造影剤を生理食塩
水で希釈することで、造影剤の低減ができている。

考察
　TAVIハートチームにおいて診療放射線技師の役割は術
前CT撮影から計測、実施まで幅広い内容である。今後も
造影剤の低減等に努め、プロトコルの見直しを適時行い、
安全な検査や手術ができるような体制作りが必要であると
考える。
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O10-3）
当院における心臓構造疾患（SHD）に対するカ
テーテルインターベンションにおける患者被曝線
量の検証

武田 和也1 
槌谷 慶仁1、川住 弥生1、田倉 寛恵1、山田 美輝1、 
粟井 一夫1、桃原 哲也2、高見澤 格2、高山 守正2、 
高梨 秀一郎3

１榊原記念病院 放射線科、 
２榊原記念病院 循環器内科、 
３榊原記念病院 心臓血管外科

口演10　コメディカルセッション 2

【はじめに】心臓構造疾患（SHD）に対するカテーテルイン
ターベンションの対象患者は，経カテーテル大動脈弁植え
込み術（TAVI）や経皮的大動脈弁バルーン形成術（PTAV），
経皮的僧帽弁交連裂開（PTMC），心房中隔閉鎖術（ASO），
経皮的中隔心筋焼灼術（PTSMA）と対象となる疾患や患者
年齢に幅がある．

【目的】今回我々は，当院で施行した上記のSHDに対する
カテーテルインターベンションにおける患者被曝線量を
比較検討し，SHDインターベンションに対する被曝防護
を検証した．

【方法】2015 年1 月〜12 月までに当院で施行した SHD
インターベンション133 例（TAVI:60 例，PTAV8 例，
PTMC:9例，ASO:23例，PTSMA:33例），平均71.7±
19.4歳を対象に各手技における透視時間，患者被曝線量を
比較した．患者線量は装置内蔵の面積線量計の表示値を用
いた．

【結果】各手技における年齢（歳）と透視時間(分)と被曝線
量（ｍGy）はTAVI：84.8±5.3歳，24.0±11.6分，504
±347mGy．PTAV: 86.5±5.3歳， 31.8±16.7分，346
±233ｍGy．PTMC: 66.9±15.0歳，30.1±13.6分，
330±310ｍGy．ASO: 45.3±20.3歳，15.4±9.4分，
26.8±38.4ｍGy．PTSMA: 65.7±13.0歳，44.1±14.7
分，1097±589ｍGyでありPTAVが最も年齢が高く，
PTSMA が最も患者被曝線量が高かった．また，皮膚の
初期紅斑のしきい線量である2Gyを超えた4症例は全て
PTSMAであった．

【結語】当院のSHDインターベンションにおける患者被曝
線量は放射線皮膚障害の問題となる３Gy 未満であった．
しかし，若年者も治療対象となるPTSMAにおいては２Gy
超過症例が4例あり，更なる被曝防護策を講ずる必要があ
ると考える．

O10-2）
Core Valve導入に伴うTAVIにおける診療放
射線技師の役割の変化 
〜TAVI施行開始から6年を経過して〜

柳川 康洋1 
藤埜 浩一1、前田 孝一2、市堀 泰裕3、鳥飼 慶2、倉谷 徹2、
澤 芳樹2

１大阪大学医学部附属病院 放射線部、 
２大阪大学医学部附属病院 心臓血管外科、 
３大阪大学医学部附属病院 循環器内科

口演10　コメディカルセッション 2

ハイリスク大動脈弁狭窄症に対する低侵襲手術として経カ
テーテル的大動脈弁植え込み術（以下，TAVI）が，2013
年のSAPIEN（Edwards製）保険償還に伴い全国的に普及
しつつある。この術式では，透視下で人工弁を正確に留置
することが重要で，従来の外科的な大動脈弁置換術とは
異なり我々診療放射線技師が術中に果たす役割は大きい。
2016年1月には新たにCore Valve（Medtronic製）が保険
償還され，新たなるTAVI時代が到来しつつある。
バルーン拡張タイプのデバイスであるSAPIENと自己拡
張タイプのデバイスであるCore Valveにおいてそれぞれ
一長一短があり，またアプローチ部位も各デバイスに違い
がある。その中で各デバイスにおけるTAVIの術前準備と
術中対応が我々診療放射線技師にも必要不可欠である。
TAVIを実施する上で，我々診療放射線技師に求められる
のは，血管内手術（IVR）に準じた画像提供や造影剤使用量
の管理，術中3D撮影を施行することによるナビゲーショ
ンシステムなど多岐に渡る。また術前画像情報の提供も
重要であり，心臓CTや心臓血管カテーテル検査の知識は
必須である。さらに，ハイリスク症例による術中の不測事
態に伴い，緊急PCIや外科手術への橋渡しを行うための迅
速な対応が求められる。TAVIを担当する上では診療放射
線技師としての専門的かつ複合的知識と経験が必要不可
欠である。さらに，当院では，Core Valve保険償還と同
時にハイブリッド手術室にカテラボ装置を導入。手技中
に同時圧測定を記録する環境が整い，この業務も我々診療
放射線技師が担っている。手術室専属の診療放射線技師が
TAVIを担当する体制を取っているが，手術件数の飛躍的
増加，業務拡大に伴い対応可能な診療放射線技師の養成と
いう新たな問題に直面しつつある。
2009年10月に国内初のTAVIを実施してから約6年が経
過し，300例を超える症例を我々は経験した。導入から当
院の経験豊富なスタッフによる“チーム医療”を構築し“ハ
イブリッド手術室”という整った環境下で施行したTAVI
の現状と変遷を供覧すると共に，Core Valveという自己
拡張タイプの新たなデバイス対応として，我々診療放射線
技師が新たに工夫を凝らし TAVIを円滑に実施するため
の役割および課題について報告する。
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O10-4）
SAPIEN XTにおけるバルーン拡張径に関する
検討

宇留野 達彦1 
加藤 貴充1、楠本 繁崇1、吉田 靖1、高階 雅紀1、 
市堀 泰裕3、前田 孝一2、鳥飼 慶2、倉谷 徹2、澤 芳樹2

１大阪大学医学部附属病院 MEサービス部、 
２大阪大学大学院医学系研究科外科学講座心臓血管外科、 
３大阪大学大学院医学系研究科循環器内科

口演10　コメディカルセッション 2

【緒言】
バルーン拡張型デバイスであるSAPIEN XTは、患者の弁
輪サイズを元に、用いる生体弁のサイズとデリバリーシ
ステムのバルーン容量を決定する。デリバリーシステム
のバルーン拡張径は規定量(nominal volume)の希釈造影
剤を注入すれば、使用する生体弁のサイズと同程度である
と添付文書には記載されている。しかし各バルーンにど
の程度の誤差があるかは不明であり、臨床使用した際に拡
張不良を実感することも少なくない。今回、使用済みデリ
バリーシステムを回収し、バルーンのnominal volumeで
の拡張径を調査したので報告する。

【対象と方法】
2014年12月〜2016年1月までに当院でSAPIEN XTを用
いてTAVIを行った83例を対象とし、後拡張の施行状況
を調査した。また対象内の53例(23mm経大腿アプローチ
(TF)／経心尖アプローチ(TA):21例／11例、26mmTF／
TA:7例／14例)で使用済みデリバリーシステムを回収し、
nominal volumeでバルーンを拡張し最大径をデジタルノ
ギス(シンワ社製19975)にて計測した。

【結果】
23mmTF のバルーン径は平均23.17mm( 範囲22.36
〜23.97)、26mmTF は平均25.63mm( 範囲25.55〜
25.75)、23mmTA は 平均 22.72mm( 範囲 22.54 〜
22.85)、26mmTAは平均25.09mm(範囲24.76〜25.32)
であった。後拡張施行率は 23mmTF20.9％(9／31)、
23mmTA35.3％(6／17)、26mmTF30.8％(4／13)、
26mmTA68.2％(15／22)であった。

【結語】
SAPIEN XTにおいて、最大拡張径はアンダーサイズであ
り、特に26mmTAでは著明であり、その結果後拡張の施
行率も高かった。以上の結果によりnominal volumeでは
十分後拡張を考慮したTAVI施行が必要であることが示唆
された。また、近々SAPIEN 3が導入される予定となって
いるがバルーン拡張型弁の特性として本検討も十分考慮
すべきと考えられる。

O11-1）
BAVによるBridge therapyによりTAハイリ
スク症例をTF-TAVIに移行できたCKD患者
の一例

土井 信一郎1 
岡崎 真也1、圓山 雅己1、藤本 進一郎1、掛水 真帆2、 
土肥 静之3、桑木 賢次3、稲田 英一2、天野 篤3、 
代田 浩之1

１順天堂大学医学部附属順天堂医院 循環器内科、 
２順天堂大学医学部附属順天堂医院 麻酔科、 
３順天堂大学医学部附属順天堂医院 心臓血管外科

口演11　BAV

症例は83歳女性．既往歴に肺結核，基礎疾患に急速進行性
糸球体腎炎を伴う顕微鏡的多発血管炎，狭心症，発作性心
房細動があり，ステロイド，免疫抑制剤，抗血小板薬，抗
凝固薬の内服加療を行っている．2014年11月に労作性狭
心症の診断で左前下行枝に薬剤溶出性ステントを留置．こ
の際に心臓超音波検査で軽度の大動脈弁狭窄症 (AS) を指
摘．外来で経過観察としていた．徐々にASは進行し2015
年12月の検査では重症ASとなり，NYHAⅢの心不全症状
を認めるようになり，2016年1月に入院となった．病態
からはステロイド，免疫抑制剤投与中であることより経大
腿動脈アプローチ (TF) による経カテーテル的大動脈弁置
換術 (TAVI) が望ましいが，入院時血清Cr値は 2.1 mg／
dl，eGFR 18 mL／min／1.73m2 と腎機能の悪化を認め
ており，血行動態が腎機能増悪に影響しているものと考え
バルーン大動脈弁形成術 (BAV) によるBridge therapyを
施行する方針とした．Retrograde approachで 18mmの
バルーンで拡張．大動脈弁口血流速度は 4.3→3.2 m／s，
平均圧較差は 49→21 mmHgと軽度ASまで改善を認めた．
血行動態の改善とともに腎機能もCr 1.4 mg／dlまで改善，
心不全症状の改善を認めたため退院となった．その後は外
来での経過観察を行っているが，腎機能の再増悪は許容範
囲内である．当初は造影剤量の観点から経心尖部アプロー
チ (TA) によるTAVIを検討したが，基礎疾患の観点から
はTA-TAVIはハイリスクである．現在の腎機能ではTF-
TAVIも可能と判断し近日中に施行予定である．BAVによ
るBridge therapyによりTAハイリスク症例をTF-TAVI
に移行できたCKD患者の一例を経験したため報告する．
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O11-3）
急性肺水腫で来院した虚血を伴うlow 
gradient severe ASの治療経過

西岡 健司1 
播磨 綾子1、大井 邦臣1、臺 和興1、大塚 雅也1、 
正岡 佳子1、塩出 宣雄1、井上 一郎1、佐伯 宗弘2、 
柚木 継二2、吉田 英生2

１広島市立 広島市民病院 循環器内科、 
２広島市立 広島市民病院 心臓血管外科

口演11　BAV

【症例】85歳、女性
【主訴】呼吸困難
【現病歴】呼吸困難を主訴に当院に救急受診し、胸部レン
トゲンで重症肺水腫を呈し緊急入院となった。入院時
の心臓超音波所見は LVDd 54mm で、下壁は広範囲に
akinesisで菲薄化しvisual EF 20%程度であった。大動脈
弁は三弁すべてが石灰化し開放制限を認め、中等度の僧
帽弁閉鎖不全症を認めた。大動脈弁の最大流速は3.9m／
secで、max PG 61mmHG, mean PG 35mmHG, AVA 
(Doppler) 0.41cm2 DVI=0.14の値からlow flow Severe 
ASと診断した。Inotropic agentとdiuretic dugで治療
開始するも肺水腫は改善せず、気管内挿管下施行し、緊
急でIABP下にBAV施行した。Retrograde Approachで
Z-Med 20mmを用いて大動脈弁を拡張し、治療を終了し
た。Pressure Study (Gorlinの式)で 弁口面積は0.1cm2

から0.25cm2 に改善し、CIも1.1L／min／m2 から1.6L
／min／m2 まで改善した。同時に施行した冠動脈造影検
査では右冠動脈近位部で100%閉塞し、左冠動脈からの側
副血行路で栄養されていた。左冠動脈は前下行枝近位部に
石灰化を伴う75%から90%の狭窄を認めていた。BAV後
はIABPとInotropic agentで肺水腫離脱し、第6病日には
抜管可能となった。Followの心臓超音波所見ではLVDd 
44mmまで縮小し、EF 39%, DVI=0.22まで改善した。
その後、虚血解除目的に、左前下行枝にRotablatorを用い
てPCI施行しDSEでlow flow severe ASと確定診断した。
今後はTAVR予定である。

【考察】本症例は高齢者の虚血を伴う重症大動脈弁狭窄症
で、TAVRの普及がなければ、積極治療が選択されない可
能性が高い。TAVR普及が治療の選択肢を増やし、救命出
来た一例と考える。

O11-2）
PCPS/IABP補助下に左鎖骨下動脈アプロー
チPTAVを施行した重症ASの経験

岡田 厚 
久米 悠太、島原 佑介、天木 誠、神崎 秀明、安斉 俊久、
藤田 知之、安田 聡、小林 順二郎、小川 久雄、
国立循環器病研究センターHeart Team
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【背景】大動脈弁に対するカテーテル治療において、経大
腿動脈アプローチが選択出来ない際、経心尖・直接大動脈・
鎖骨下動脈アプローチなどが選択されるが、経心尖アプ
ローチや直接大動脈アプローチではやや不自由な姿勢で
の手技を余儀なくされることが、しばしば経験される。今
回我々は、左鎖骨下動脈アプローチにてPTAVを施行した
症例経験を報告する。

【症例】症例は62歳女性、関節リウマチにて内服加療中で
あった。2015年9月某日に呼吸困難感、全身倦怠感にて
救急搬送となった。うっ血性心不全の診断にて前医に入
院、心エコーにてSevere AS（AVA 0.32cm2）による心不
全と診断された。入院後、心房細動の発症を契機にショッ
ク状態となり、IABP挿入下に当院に転院となった。当院
来院時、IABP下でも全身冷感著明で著名な乳酸アシドー
シスを認めていたため、PCPSを挿入した。しかし第5病
日よりヘモグロビン値の低下を認め、CTにて原因不明の
腹腔内出血を認めた。大量の輸血を要すためこれ以上の抗
凝固療法の継続が困難と判断し、PCPS／IABP離脱目的
にPTAVを行う方針となった。両側大腿動脈よりIABP・
PCPS挿入下の状態であったことから、アプローチ部位を
検討し、左鎖骨下動脈アプローチを選択した。左鎖骨下
動脈を露出しテーピング、カットダウンにより14Frシー
スを挿入。助手がシースを保持し、術者は経大腿動脈ア
プローチと同様に患者の右側より手技を行った。TEEガ
イド下にサイジングを行い、Extra stiff wireをLV内に
留置の上、IABP／PCPS停止・ラピッドペーシング下に
Z-MED II 20mmバルーン3atmにてPTAVを施行した。
施行後より血行動態の改善を認め、PCPSおよびIABPが
離脱可能となった。

【考察】鎖骨下動脈アプローチによる大動脈弁へのインター
ベンションはCoreValveを用いたTAVIにおけるアプロー
チの一つとして推奨されているが、本症例においては大腿
動脈アプローチに近い、内科医にとって慣れた立ち位置に
て手技が施行可能であった。左鎖骨下動脈アプローチは
大動脈弁に対するシステムの位置関係が良好であり、さら
に脳血流への影響や手術侵襲面からも有用である可能性が
考えられた。

【結語】左鎖骨下動脈アプローチによる大動脈弁へのカテー
テル治療は、経心尖アプローチや直接大動脈アプローチ
に比べ安定した手技を行うのに有用である可能性が考えら
れ、今後TAVI含めた大動脈弁治療においても有益である
可能性が考えられた。
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O11-4）
経食道心エコーガイド下で弁輪破裂を回避し得
たantegrade BAVの一例 
A case of TEE-guided antegrade BAV, 
which was able to avoid the annulus 
rupture.
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口演11　BAV

A 78 -year-old female, her main complaint was 
exertional dyspnea and loss of consciousness, and 
she was admitted to a before hospital.　Transthoracic 
echocardiography (TTE) showed severe AS (mean 
pressure gradient (PG) : 76 mmHg, peak PG : 
132mmHg, aortic valve area (AVA) : 0 .44cm2), it 
was determined that the adaptation of aortic valve 
replacement (AVR). However, in the MRI that was 
performed preoperatively, it showed a late chronic 
subdural hematoma that would have injured at the 
time of unconsciousness attack. When using the heart-
lung machine and we do anticoagulation therapy, 
there is a danger that chronic subdural hematoma is 
rapidly worsening.　Thus, the bridge purpose to AVR, 
considering doing balloon aortic valvuloplasty (BAV), 
It was referred to our hospital. After a heart team 
conference, we determined to perform antegrade BAV. 
We performed Transesophageal echocardiography 
(TEE) guided antegrade BAV in Hybrid operation 
room. Balloon size starts from 16mm, but retraction 
by advanced calcification of the valve leaflets were 
marked in the Valsalva sinus by ballooning. Because 
of this, we determined that there is a high possibility 
of the annulus rupture, so it was extended to the last 
18mm. In cardiac catheterization, aortic valve mean 
PG was inproved from 77.6mmHg to 37.3mmHg. 
Treatment is terminated without complications, it was 
possible to obtain a sufficient therapeutic effect.
In the present case, we want to report a one cases 
who underwent antegrade BAV under TEE guide to 
severe AS patients with advanced calcification in the 
left ventricular out flow tract, and discussed in the 
literature.

O11-5）
Pre-BAVはもう不要!?root shotのleakも
あまりあてにならないし、valve implant時に
lodgeさえしなければやらなくても!?それとも…
〜BAVのこんな使い道〜
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【背景】valve implant前にpre-BAVを施行することは基
本的に推奨されている。メリットはvalve implant時に
lodgeをしないようにすること、BAV時のroot shotによ
り弁のサイズやimplant時のバルーン容量決定の参考に
なることなどが挙げられる。しかし、root shotのleakは
サイズ決定の因子にはならないという報告もある。また、
TAVIの最も多い合併症のひとつが、rapid pacing時の血
行動態破綻であり、それを懸念してBAVをスキップして
direct implantingを施行することも増えてきている。

【症例】81 歳女性。術前 CT 測定で弁輪 area で418cm2、
peri で 74 . 6 mm。valsalva の 径も 十分あるため、
SapienXT26mmを2ccダウンで留置予定にしていた。し
かし、pre-BAVの際のroot shotで弁尖の石灰化がちょう
ど左冠動脈入口部を圧排しているangio画像が得られた。
またその際、一過性に明らかに心電図でST変化が出現し
ていた。これにより26mm弁から23mm弁の植え込みに
方針を変更。またあらかじめ左冠動脈のガイディングカ
テによるprotectも行い、幸い冠動脈閉塞を起こすことな
くTAVI治療を完遂した。

【結語】今回pre-BAV時のroot shotで非常にわかりやすく
冠動脈閉塞が予見できた症例を経験したので報告する。冠
動脈閉塞を予見には冠動脈の高さ、valsava径がとくに重
要になるが今回の症例はいずれも問題なしと判断してい
た。他に弁尖の石灰化のvolume・位置も因子になると思
われるが、これがimplant時(ballooning時)にどの方向に
倒れるかというのは術前には想定しづらい。そういう意味
では今回のようにBAVのroot shotで自己弁がどのような
挙動を取るのか見て冠動脈閉塞を予見するということは
BAVの重要なメリットのひとつであろう。


