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O01-1）
米国における経鎖骨下動脈TAVRのSapien3
の治療成績について

金子　剛士

ハーバード大学ブリガムウィメンズ病院

目的：米国において95％以上のTAVRが経大腿動脈で行わ
れているが、Alternative�Accessの必要な症例に対して、経
鎖骨下動脈アプローチが用いられる例が増えている。STS／
ACC�TVT�Resigistry　のSapien3使用症例の治療成績を報
告する。
方法：2015年6月より2017年11月の間にSapien3の経鎖骨
下動脈アプローチを用いた1061症例について結果報告をす
る。
結果：平均年齢は78.8+／-8.7�yearsで40.7%が女性、平均
のSTS�リスクスコアは7.7+／-5.8%であった。�デバイス
成功率は97.1%,�major�vascular�complicationは2.5%�そし
て30日死亡率は5.5%であったが、脳梗塞の率は5.9%であっ
た。
結論：米国での Sapien3 の経鎖骨下動脈アプローチは
Alternative�Access�TAVRにおいて有用なアプローチであり、
今後の日本での適応も考慮される。

口演1　海外のTAVI経験から

O01-2）
New-generation	self-expandable	valve
の臨床経験

八戸　大輔1 , 2 , 3 
Latib Azeem1 , 2、Montorfano Matteo1、 
Colombo Antonio1 , 2

１San Raffaele Scientific Institute、 
２EMO-GVM Centro Cuore Columbus、 
３Sapporo Cardio Vascular Clinic

ヨーロッパではすでに新世代の自己拡張型のTAVI弁であ
るEvolut�PROが使用されている。San�Raffaele�Scientific�
Institute�(Milan,�Italy)では2017年10月から新世代の自
己拡張型のTAVI弁であるEvolut�PRO�の使用を開始した。
Evolut�シリーズは、持続的なrecapturable、low�delivery�
profile、持続的なradial�forceの維持などが利点であるが、
PROはExternal�wrapを有ししていることにより患者自己
弁やその周囲の組織との接触面積を増加させpara-valvular�
leakを減らす効果が期待されている。本セッションではでは、
Valve-in-Valve、Bicupid�AS等にEvolut�PROを使用した
症例を提示し、その有用性と限界をdiscussionしたい。

口演1　海外のTAVI経験から
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O02-1）
MitraClip施行後のMR再発に対する
MitraClip

八戸　大輔1 , 2 , 3 
Latib Azeem1 , 2、Montorfano Matteo1、 
Colombo Antonio1 , 2

１San Raffaele Scientific Institute、 
２EMO-GVM Centro Cuore Columbus、 
３Sapporo Cardio Vascular Clinic

MRを有する外科的手術が不可能もしくはハイリスク患者
においてMitraClipを用いた経皮的僧帽弁形成術が行われる
ようになってきたが使用されるようになってきた。その有
効性、耐久性は様々な研究において報告されているものの、
MR再発は無視することのできない重要な問題である。イ
タリアSan�Raffaele�Scientific�Instituteにおいて、2008年
から210例のMitraClipを施行しているが、うちPartial�clip�
detachment（PCD）による再発を4例認め、MitraClipの再
度施行した。その再発の機序とMitraClipの再施行の有用性
について報告する。

口演2　Mitral

O02-2）
機能性僧帽弁閉鎖不全症に対するMitraClip	
NT	システムを用いた経皮的僧帽弁形成術の一例

水谷有克子1 
松本　　崇1、遠田　佑介1、井上　　新1、石井　和典1、 
桜井　美恵1、宗久　佳子1、多田　憲生1、畑　　正樹2、 
大友　達志1

１仙台厚生病院　循環器内科、 
２仙台厚生病院　心臓血管外科

【背景】外科的治療ハイリスクの重症僧帽弁閉鎖不全症に対
しMitraClip�NTシステムを用いた経皮的僧帽弁形成術が保
険償還された。償還後当院で経験した症例を報告する。
【症例】77歳男性。陳旧性心筋梗塞に対し冠動脈バイパス術
の既往がある。重症機能性僧帽弁閉鎖不全による心不全を繰
り返し、外科的治療が検討されたが、左室駆出率34％の低心
機能ならびに開胸術の既往のため、僧帽弁置換術周術期死亡
率はSTS�scoreで8.4％と推定された。ハートチームで協議
した結果、外科的治療はハイリスクと判断、経皮的僧帽弁形
成術の方針となった。治療は全身麻酔・経食道心エコーガイ
ド下で施行。A2P2領域に1個のMitraClipを留置、僧帽弁逆
流は軽度に減少、機能性僧帽弁狭窄を含め手技合併症も認め
なかった。
【結語】機能性僧帽弁閉鎖不全MitraClip�NTシステムを用い
た経皮的僧帽弁形成術を経験した。本邦での普及に当たり、
症例選択・治療の実際・術前術後管理を含めて考察する。

口演2　Mitral
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O02-3）
経カテーテル的僧帽弁形成術	(MitraClip)	が
僧帽弁形態にあたえる影響	
—機能性僧帽弁逆流における検討—

宇都宮裕人1 
板橋　裕史2、池永　寛樹3、須澤　　仁1、住元　庸二1、 
福田　幸弘1、木原　康樹1、塩田　隆弘3

１広島大学病院循環器内科、 
２慶応義塾大学循環器内科、 
３シーダーズ・サイナイ病院循環器内科

【目的】機能性僧帽弁閉鎖不全症�(FMR)�は弁葉が正常に保
たれていることが特徴とされ，前後の牽引強度の違いから
中心性又は偏心性ジェットを呈する。偏心性FMRでは前
尖の偽逸脱を伴うことが多いとされる。本研究の目的は，
MitraClip®デバイスをもちいた経皮的弁修復術がこうした
FMR群の僧帽弁形態にあたえる影響と，弁形態の変化と逆
流減少の関連を明らかにすることである。
【方法】MitraClip留置を施行したFMR�76例�(年齢中央値�73
歳,�男性�74%,�非虚血性�38%,�左室駆出率�36%,�平均使用ク
リップ数�1.7)�を後ろ向きに検討した。術中にリアルタイム
3次元経食道心エコーを用いて，留置前後の僧帽弁形態に関
する3次元的パラメータ�(弁輪径，弁輪面積，弁牽引容積）
を解析した。また，前後方向の切り出し3断面�(lateral�side,�
middle,�medial�side)�から，前尖および後尖の牽引角度�(そ
れぞれAα,�Pαとする)�を収縮中期にて計測し，『Pα-Aα』
を前後の弁牽引強度差の指標として求めた。退院時に経胸壁
心エコー図を施行し，1グレード以上のMR改善が得られ，
中等度未満となった場合に治療成功と定義した。
【結果】全例で術中の合併症なくクリップ留置が可能だっ
た。退院時における治療成功率は78.9%で，中心性FMR�
(n=41)と偏心性FMR�(n=35)で差は認めなかった�(80.5%�
vs.�77.1%,�P=0.47)。留置前は両群でMR重症度に差はな
かったが，中心性FMRでは偏心性FMRに比して弁牽引容積
が大きく，Pα-Aαは有意に小さかった。中心性FMR群で
は，クリップ留置により弁輪前後径と弁牽引容積が有意に減
少した�(Δ弁輪前後径�2.0±1.2�mm,�Δ弁牽引容積�1.0±0.5�
mL;�いずれも�P＜0.001)。一方で，偏心性FMR群においては，
クリップ留置により弁輪前後径減少が見られたが，Pα-Aα
はさらに著明に減少した�(Δ(Pα-Aα)�13±15°,�P＜0.001)。
重回帰分析にてMRグレード減少を規定する弁形態変化因子
を探索したところ，偏心性FMRではΔ(Pα-Aα)と後乳頭
筋-弁葉間距離が（いずれもP＜0.001），中心性FMRでは弁
輪前後径減少（P＜0.001）と接合面積増加（P=0.004）がそ
れぞれ選択された。
【結論】MitraClipによる急性期成功率は，FMRサブグループ
間で同等だが，弁形態に与える影響は異なる。偏心性FMR
では主に前後の弁牽引強度の是正が，中心性FMRでは弁輪
前後径および弁牽引容積の減少がMR減少に主に寄与する。

口演2　Mitral

O02-4）
経カテーテル的僧帽弁形成術（Mitraclip治療）
におけるMDCT活用方法の検討

綱木　達哉1 
山本　真功2、山口　　遼2、足立　優也2、加納　誠士2、 
志村　徹郎2、細羽　創宇3、佐合　　満4、清水　一生1、 
鈴木　孝彦2

１豊橋ハートセンター　放射線部、 
２豊橋ハートセンター　循環器内科、 
３豊橋ハートセンター　心臓血管外科、 
４豊橋ハートセンター　臨床工学部

　近年、弁膜症、先天性心疾患など心臓の構造物に関連し
た心疾患(structural�heart�disease：SHD)に対するカテー
テル治療が増えてきている。これまで“カテーテル治療”と
いえば、冠動脈や末梢動脈に対するステント留置術のよう
に�X線透視だけで手技ができるものであった。しかしSHD
に対するカテーテル治療は、対象の構造物 (弁、欠損孔な
ど)をX線透視だけでは正確に捉えることができないため、
multidetector�computed�tomography（MDCT）や経食道
心エコーなど、その他モダリティを併用して治療することが
多くなっている。本邦で本年4月に保険償還された経カテー
テル的僧帽弁形成術のMitraclip治療においては特に術前評
価、術中評価は経食道心エコーが重要な役割を果たすことは
多く知られており、手技の際に必要不可欠である。
　今回、我々施設でMitraclip治療を始めるにあたり経食道
心エコーの理解を深めると共に、MDCTを併用することで
術前に必要な情報を収集することが可能である。術前評価と
して、冠動脈、僧帽弁の付着する石灰化の有無、心房中隔穿
刺位置と角度、Mitraclip留置時に使用する角度、静脈走行と
奇形の有無、適応評価（計測）、これらのMDCTから得られ
る情報を追加することで、より安全に手技を行うことが期待
される。

口演2　Mitral
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O03-1）
Balloon	expandable	valveによるTAVR
で発生する冠動脈狭窄の予測因子

福　　康志1 
後藤　　剛1、桑山　明宗1、天野　秀生1、久保　俊介1、 
大鶴　　優1、丸尾　　健1、島本　　健2、小宮　達彦2、 
門田　一繁1

１倉敷中央病院　循環器内科、 
２倉敷中央病院　心臓血管外科

【背景】Balloon�expandable�valveによるTAVRで発生する
冠動脈狭窄の予測因子について、有用と考えられる指標は見
つかっていない。
【目的】Balloon�expandable�valveによるTAVRで発生した
冠動脈狭窄に関して，解剖学的な予測因子を調べた。
【方法】2014 年4 月から 2017 年12 月までに、balloon�
expandable�TAVR術前に造影CTを施行した129症例を
対象とした。今回我々は新たな2つの指標を定義した。一つ
はLeft�leaflet�to�coronary�ratio�（LLCR）で、（左冠尖の長
さ）／（左冠尖付着部のヒンジポイントから左冠動脈入口部
までの長さ）と定義し、もう一つは、Left�projected�axial�
distance�（LPAD）で、（LCA入口部下端レベルでの左バルサ
ルバ洞径）－（弁輪部面積から求められた弁輪径）－（左冠尖
先端に付着する石灰化の厚み）と定義して、これらの新しい
指標を含めた解剖学的因子と、冠動脈狭窄との関連性を調べ
た．
【結果】129例のうち10例でIVUSにて左主幹部冠動脈入口部
の狭窄が確認された．うち4例は有意狭窄と診断しstent留
置を行った．右冠動脈入口部の狭窄は認めなかった．LLCR
とLPADは冠動脈狭窄の発生と関連していた�（1.17�vs.�0.98,�
P＜0.001�および　3.0mm�vs.�5.7mm,�P＜0.001）。ROC
曲線では、1.06と4.6mmがLLCRとLPADのカットオフ値
であった。（AUCは0.89と0.90）。LLCR�が1.06以上かつ
LPAD�が4.6mm以下を満たす患者群における冠動脈狭窄の
発生頻度は42.9%（9／21）であり、その他の患者における
発生率�0.9%（1／108）より有意に高値であった。（P＜0.001）
【結論】LLCR�1.06以上かつLPAD�4.6mm以下を満たす患者
は、balloon�expandable�valveによるTAVRで生じる冠動
脈狭窄の発生のハイリスク群である可能性がある。

口演3　TAVIと冠動脈狭搾・閉塞

O03-2）
TAVR施行直後の左冠動脈主幹部狭窄に対し
てステント留置を行うもmigrationを認めた1例

水谷　一輝1 
山口　智大1、中尾　真奈1、岡井　　主1、梶尾　啓子1、 
伊藤　朝広1、岩田　真一1、泉家　康宏1、村上　貴志2、 
葭山　　稔1

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

症例は88歳女性。症候性の重症大動脈弁狭窄症を認め、当院
へ紹介となった。経胸壁心エコーでは左室収縮能は35%と
低下しており、大動脈弁口面積は連続の式で0.58cm2であっ
た。また心臓CT検査において弁輪部面積は406mmx2(25.7
×20.3mm)であった。しかし、左冠動脈高が9.3mmと低く、
TAVRによる冠動脈閉塞のリスクがあると懸念された。
しかし術前検査より算出されたSTSリスクスコアは18.9%
とハイリスクであることからハートチームカンファレンス
にて、冠動脈プロテクションを施行した上でTAVRの方針
となった。
全身麻酔下、経食道心エコーガイド下でSapien�3®�26mm
を 1ml�underfilling で留置した。弁留置後、左冠動脈は
TIMI3の血流を認めたが、自己左冠尖石灰化による冠動脈流
入部の狭窄像が疑われたため、血管内超音波�(IVUS)を施行
した。IVUSの所見でも左冠動脈入口部に自己弁の石灰化の
進入を認めたため、同部位に薬剤溶出性ステントを留置する
方針とした。主幹部よりValsalva洞にかけて自己弁を抑え
るように4.0mm×12mmの薬剤溶出性ステントを留置した。
その後ステント圧着のため6.0mmのバルーンで後拡張を試
みたが、このバルーンの挿入により留置したステントが左前
下行枝近位部までmigrationを認めた。止むを得ず2本目の
4.0mm×12mmの薬剤溶出性ステントを追加留置し、前下
行枝、左回旋枝でKissing�balloon�techniqueを行うことで
bail�outし得た。今回TAVR施行直後の左冠動脈主幹部狭窄
に対してステント留置を行うもmigrationを認めた1例を経
験したので、その機序及び予防策について考察を加えて報告
する。

口演3　TAVIと冠動脈狭搾・閉塞
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O03-3）
sapien植込後に緊急PCIを要したTF-TAVI
の２例

岩切　直樹1 
山下　武廣1、呉林　英悟1、大川　洋平2、鈴木　正人2、 
坂本　　浩3、枝窪　俊輔3、吉田　直哉4、松原　沙織5、
１北海道大野記念病院　循環器内科、 
２北海道大野記念病院　心臓血管外科、 
３北海道大野記念病院　麻酔科、 
４北海道大野記念病院　画像診断部、 
５北海道大野記念病院　臨床検査部

当院でsapienXT植込後に緊急PCIを要した2例のTF-TAVI
症例に関して報告する。

1例目；88歳女性　前拡張時の大動脈造影でLCCとLCA
入口部の干渉が明瞭に確認され、左冠動脈プロテクト下に
sapienXT23mmを植込み、直後にPCIを施行した。術後の
CTでは、想定通りの機序で左冠動脈入口部高度狭窄をきた
したことが確認された。

2例目；74歳女性　前拡張後の術中経食道エコーで、大動脈
弁に、前拡張以前には存在していなかった大きな可動性を持
つ細長い構造物が確認された。sapienXT植込みに伴い左冠
動脈が閉塞してショックバイタルとなり、緊急PCIでbail-
outした。IVUS所見などから、前拡張時に大動脈弁の一部
がひも状に断裂し、冠動脈血流に吸い込まれる形で左冠動脈
閉塞に至ったものと推測した。

日本ではTAVIに伴う冠動脈合併症の頻度が欧米より高いと
報告されている。CTの詳細な解析で相当程度のリスク評価
が可能と思われるが、前拡張時の大動脈造影が冠動脈プロテ
クトの要否判断に極めて有益な症例が一定数存在すること、
およびCTでは予見が困難な症例も少数存在すること、を強
く実感した2症例であった。

口演3　TAVIと冠動脈狭搾・閉塞

O03-4）
冠動脈閉塞リスクを考慮し、SAPIEN	3を留置
後に左冠動脈主幹部から大動脈にかけて冠動脈
ステントを留置した症例

二宮　　亮1 
房崎　哲也1、石川　　有1、熊谷亜希子1、鎌田　　武2、 
田代　　敦1、金　　　一2、森野　禎浩1

１岩手医科大学附属病院　循環器医療センター　循環器
内科、 
２岩手医科大学　循環器センター　心臓血管外科

3度の心不全入院を繰り返していた86歳の女性。重症大動
脈弁狭窄症(AV�peak�velocity�5.3m／s,�peak�PG／mean�
PG�100／71mmHg,�AVA0.59mm2)を認めており、加療
目的のため当院を紹介受診した。ADLは全自立であったが、
Clinical�frailty�score�4点、高齢であることも考慮しTAVI
の方針となった。CT では、弁輪面積は 325mm2 であり
SAPIEN�3�20mmを選択した。また、LVOTへ連続する石
灰と大動脈弁弁尖に著明な石灰化を認めた。特に左冠尖に大
きな石灰の塊がみられ、さらに弁輪から左冠動脈までの距離
が9mmであり、弁留置時の石灰による冠動脈閉塞リスクが
高いと考えた。右総大腿動脈よりエコーガイド下で穿刺を
行い、14FrのeSheathを挿入した。循環ポンプ用のルート
として左大腿静脈に4Frシース、左大腿動脈5Frシースを挿
入した。また、左橈骨動脈に6Frシースを挿入し、6Fr�IL�3.5
をLCAにカニュレーションさせ、Asahi�RouteをLADへ通
過させた。型どおり0.035ストレートスティッフワイヤーを
左室内に通過させSAFARI�XSを左室内に挿入した。はじめ
にOSYPKA�VACS�18×40mmで前拡張を行なったところ、
LCCの石灰がLCAの入口部付近まで大きく移動した。LCA
の血流に低下は見られなかったが、弁留置時の冠動脈閉塞の
リスクが高いと考えた。そのため事前にXIENCE�Alpine�3.5
×28mmをLADへ通過させSAPIEN�3を留置する方針とし
た。SAPIEN�3�20mmをnominalで準備し拡張を試みたが、
石灰による拡張時の抵抗が強いため拡張中に1cc�downでの
留置に変更した。留置後、冠動脈血流の低下は認めなかった
が、SAPIEN�3を留置することにより移動した石灰化が左冠
動脈冠動脈入口部まで移動してきており遅発性冠動脈閉塞の
可能性も考慮しLMにXIENCE�Alpine�3.5×28mmを上行
大動脈まではみ出す形で留置し手技を終了とした。経過は良
好であり術7日目に退院に至った。急性期に冠動脈の血流が
保たれていても遅発性の冠動脈閉塞を来たす報告も散見して
おり、冠動脈ステント留置の必要性や閉塞リスクに関して文
献的考察を含めて考察する。

口演3　TAVIと冠動脈狭搾・閉塞
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O03-5）
TAVI後の冠動脈亜閉塞に対してFFR-guide
でステント治療した一例

渡部　友視1 
大野原岳史2、矢田貝菜津子1、原田　真吾2、山本　一博1、
西村　元延2

１鳥取大学医学部付属病院　循環器内科、 
２同　心臓血管外科

症例は85歳女性。近医にて高血圧に対して加療中であった。
2年前から重症大動脈弁狭窄症と診断されていたが無症候性
であり経過観察されていた。このたび軽労作時の呼吸苦を認
めるようになり、治療目的に当科紹介となった。心臓超音波
検査ではpeak�velocity�4.9m／s、AVA�0.5cm2の重症大動
脈弁狭窄と軽度の大動脈弁逆流を認めた。左室収縮能は保た
れ、カテーテル検査でも冠動脈に有意狭窄なく、STS�score�
5.3％、Logistic�Euro�score�10.74%と中等度リスクと判断
し、年齢も考慮してTAVI施行の方針となった。CTでの計
測上は、弁輪径389mm2で左のcoronary�heightが11.3mm
と低めで左のValsalva径も28.7mmと小さめではあったが、
石灰化は軽度であり、冠動脈のprotectに関しては必須では
ないと考えた。アクセス血管に大きな問題はなく、経大腿動
脈アプローチでのSAPIEN�3�23mmを選択した。全身麻酔
下に手技を行い20mmのバルーン拡張に引き続き、23mm　
SAPIEN�3留置までスムーズに終了した。留置直後はrapid�
pacingからの回復が遅れたのと、経食道心エコー上はわず
かに前壁の壁運動異常が残存したが、左冠動脈の選択的造影
ではflowも保たれており、バイタルサインは落ち着いてい
たため、抜管ののち手術室を退室した。帰室後、13秒程度の
pauseに引き続いて、血圧低下ののちに心停止。心肺蘇生を
行い、3分ほどでリカバリーするも循環動態不安定でPCPS
留置と再度左冠動脈造影を施行した。左冠動脈はカテーテル
をエンゲージするとflowは保たれ、起始部はTAVI弁に押
された自己弁組織によって狭小化してはいるが、IVUSで確
認しても血管径自体はある程度保たれているように見えた。
そこでFFRを施行し、0.64と同部での圧較差を認め、治療
適応と判断。まず3.5mm、4mmとバルーン拡張を行い、良
好な拡張を確認したが、いずれもFFR0.67と改善乏しかっ
た。最終的に4.0—12mmの金属ステントを留置したところ
FFR0.90と改善し、手技を終了。翌日PCPS抜去・抜管し、
術後16日で自宅退院された。
TAVI後の冠動脈亜閉塞に対して、FFRを用いたPCIを行っ
た一例を経験した。

口演3　TAVIと冠動脈狭搾・閉塞

O03-6）
Evolut	R留置後に左冠動脈主幹部解離および
閉塞を来し、緊急PCIを施行したTAVIの一例

渡邊　亮太1 
矢ヶ崎裕人1、後藤　芳章1、岩間　　眞1、野田　俊之1、 
森　　義雄2、滝谷　博志2、
１岐阜県総合医療センター　心臓血管センター　循環器
内科、 
２岐阜県総合医療センター　心臓血管センター　心臓血
管外科

症例は 85 歳女性。症候性 AS で当院紹介。心エコーで
AVmax�:4.35m／s，mean�PG�43mmHg，AVA:0.71cm2
とSevere�ASを認めTAVIを施行した。LADに対するPCI
の既往があり、STS�score:7.19%，EuroScoreⅡ:3.76％と
SAVR�intermediate�Riskであった。術前CTでは大動脈弁
輪部外周は70.3mm，弁輪部面積は363cm2，バルサルバ洞
径は26.0（R）x27.4（L）x27.4（N）mm，coronary�hightは
LCA：12.7mm，RCA:12.4mmであり、LCCの石灰化は比
較的軽度であるがNCCに高度な石灰化を認めた。アクセス
血管は大腿動脈アプローチに問題がなく、弁輪破裂のリス
クを考慮しEvolut�R�26mmを用いたTF－TAVIを施行し
た。全身麻酔下に右大腿動脈アプローチでEvolut�Rの留置
を行ったが、直後より血圧低下および完全房室ブロックを認
め、大動脈造影にて左冠動脈の閉塞所見を認めた。直ちに大
腿動静脈よりPCPSを確立し、左大腿動脈よりガイディング
カテーテルを挿入、左冠動脈に対してPCIを施行した。左冠
動脈主幹部閉塞部のガイドワイヤーの通過は比較的容易で
あり、血管内超音波の所見では左冠動脈主幹部の高度狭窄お
よび解離所見を認めた。DESステント（Xience�Alpine）を
主幹部から大動脈腔に5mmほど突出するように留置した。
冠動脈再灌流後、血行動態は改善しPCPSを離脱し手術を終
了した。手術室で抜管しICUに帰室した。術後peak�CPK
は252�IU／lに留まり、術翌日には一般病棟に転棟した。術
後心エコー所見はAVmax:1.69m／s，mean�PG:7mmHg，
AVA:1.51cm2，PVL:mildであり左室壁運動異常を認めな
かった。術後10日目に独歩自宅退院となった。本症例では
LCCの石灰化は比較的軽度であり、LCAの高さにも大きな
リスクがないことを考慮すると、画像的根拠はないが大動脈
脈基部の限局的な解離が左冠動脈主幹部に及んだ可能性が示
唆された。上記の症例について文献的考察を加えて発表する。

口演3　TAVIと冠動脈狭搾・閉塞
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O03-7）
TAVI弁留置後にPCIを施行した2例

尾原　義和 
飛田　諭志、吉村　由紀、細木　信吾

高知医療センター　循環器内科

【症例1】81 歳、男性。CABG(LITA-LAD,�RITA-SVG-
#4PD)+TAVI(Sapien�XT�26mm)を施行された。安静時胸
痛と心電図で虚血変化あり、準緊急でCAGを施行。RCA#1�
99%,及びRITA-SVG-#4PDの中間部に高度狭窄を認め
た。RCA領域の虚血と判断し、RCAに対してPCIを施行。
6Fr�JR3.5のガイドカテーテル（GC）でengageを試みるが、
TAVI弁のフレームと干渉して困難であった。4Frの診断カ
テーテルをengageさせて、ガイドワイヤーを病変に通過さ
せて、エクステンションワイヤーを用いて、6Fr�GCに変更
した。Guidelinerを用いて治療を継続し、stent留置し良好
な血行再建に成功した。
【症例2】87 歳、 女性。TAVI(Evolut�R�26mm)+PCI�
(LMT�stent) を施行された。労作時胸痛あり、CAGを施
行、LAD#7�75%狭窄を認めた。同部位にPCIを施行。6Fr�
SL3.5のGCでengageを試みるが、Evolut�Rのフレーム内
でのGCの操作性が低下。また、フレームを超えてLCC内に
GCを誘導できなかった。そのため、5Fr�SL3.5のGCにサイ
ズダウンしてLCC内にGCを誘導。LMTにstent留置してい
ることと、GCがLCAにcoaxialにならずにガイドワイヤー
の挿入に非常に難渋。最終的にマイクロカテーテルを用い
てガイドワイヤーを通過させて、stent留置して良好な血行
再建に成功した。
TAVI施行された症例は動脈硬化を有する高齢者が多く、
TAVI後に狭心症を発症する症例は存在すると考えられる。
今回、TAVI弁のフレームに干渉されて、GCの操作性が極
端に低下し、通常のPCIと比較して非常に治療に難渋した。
各々のTAVI弁のフレームの特徴を十分に理解して、TAVI
後のPCIに臨む必要があると思われる。

口演3　TAVIと冠動脈狭搾・閉塞

O04-1）
Contemporary	alternative	access	
TAVR	with	self-expandable	valve

細羽　創宇1 
山本　真功2、佐合　　満1、志村　徹郎2、後藤　芳宏1、 
鈴木　孝彦2、大川　育秀1

１豊橋ハートセンター　心臓血管外科、 
２豊橋ハートセンター　循環器内科

背景
self-expandable�transcatheter�valveであるCoreValveが
2016年1月に、CoreValve�Evolut�Rが2016年12月に保
険償還された。それらを用いたalternative�access�(trans-
subclavian及びtrans-aortic)�TAVRの当院での初期成績を
検証する。

方法
2016 年 10 月から 2018 年 4 月の間に行った、self-
expandable�valve を用いた連続11 例の待機的 trans-
subclavian�(TSc)�TAVR又はtrans-aortic�(TAo)�TAVRに
ついて検討する。

結果
連続11例のalternative�access�TAVR�(平均年齢83±7歳)
のうち、TSc-TAVRは7例�(64%)、TAo-TAVRは4例�(36%)
であった。CoreValveを2例�(18%)に、CoreValve�Evolut�
Rを9例�(82%)に用いた。TSc-TAVRにおいては意識下鎮静、
局所麻酔下にて施行し、3例に大胸筋ブロック（Pecs�block）
を併施した。Zero-contrast�techniqueを3例�(27%)に使用
した。
術後成績として30日死亡、院内死亡、脳梗塞を認めなかっ
た。周術期合併症としてはTIA,�vascular�complication,�
major�or�minor�bleeding,�pacemaker�implantation,�
aortic�insufficiency�(mild以上)を認めなかった。術後AKI、
hemodialysisはなかった。median�ICU�stay:�1�(1-4)�day,�
median�hospital�stay:�5�(3-14)�days,�fluoro�time:�28±
11min,�procedure�time:�80±18minであった。術後AFは
1例�(9%)に認め、輸血施行は1例�(9%)であった。

結論
self-expandable�valveを用いたalternative�access�TAVR
は安全で有用な方法である。

口演4　TAVIアプローチの諸問題
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O04-2）
当院で実施した経大動脈アプローチでのTAVI
症例の検討

吉田　一史1 
小泉　滋樹1、松田　靖弘1、中村　　健1、石上雅之助1、 
長澤　　淳1、太田　光彦2、金　　基泰2、江原　夏彦2、 
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

【背景】高齢者などの高リスク患者に対する低侵襲治療とし
て導入された経カテーテル大動脈弁置換術（以下TAVR）は、
現在、徐々に普及しつつある。一方でアクセスの問題や低左
心機能症例などで、経大腿動脈アプローチや経心尖部アプ
ローチを選択できない症例も存在し、その場合には経大動脈
アプローチが選択肢に挙がる。当施設で高度大動脈弁狭窄症
（AS）患者に対し経大動脈アプローチでのTAVI（DA-TAVI）
を行った4例について調査し、経大動脈アプローチの妥当性
を検討する。なお、アプローチ方法の選択はハートチームに
よる合同カンファレンスで決定した。
【症例】①77 歳女性。うっ血性心不全で入院し、精査で高
度ASと冠動脈狭窄（#7�75%）と心房細動と診断した。低
左心機能（EF38%）であり両側総腸骨動脈から大腿動脈に
かけて高度石灰化を認めた。胸骨正中切開で DA-TAVI
（EvolutR29mm）＋冠動脈バイパス術（左内胸動脈－左前下
行枝）＋左心耳閉鎖術（左心耳クリップ）を実施した。術後経
過は良好で第25病日にリハビリ転院した。
②81歳女性。慢性腎不全、肝硬変あり。労作時呼吸困難の精
査で高度ASと冠動脈狭窄（#7�75%）と診断した。心尖部瘤
と両側総腸骨動脈高度石灰化を認めた。胸骨正中切開でDA-
TAVI（EvolutR26mm）＋冠動脈バイパス術（左内胸動脈－
左前下行枝）を実施した。術後経過は良好であったが、早期
血栓弁を認め、抗凝固薬導入の上で第18病日に自宅退院し
た。
③85歳女性。うっ血性心不全で入院し、精査で高度ASと
冠動脈狭窄（#1�90%,�#7�75%）と診断した。低左心機能
（EF46%）であり腹部大動脈と両側総腸骨動脈に高度石灰化
を認めた。先行して右冠動脈にPCIを行ったうえで、胸骨正
中切開でDA-TAVI（CoreValve26mm）＋冠動脈バイパス
術（左内胸動脈－左前下行枝）を実施した。術後経過は良好
で第10病日に自宅退院した。
④88歳女性。失神の精査で高度ASと診断した。弁輪部高度
石灰化と腹部大動脈から両側総腸骨動脈にかけて高度石灰化
を認めた。胸骨部分切開でDA-TAVI（CoreValve26mm）
を実施。術後経過は良好で第14病日にリハビリ転院した。
【結語】当院におけるDA-TAVIでの治療成績は良好であった。
リスク評価を適切に行った上でアプローチ方法を選択する
ことが不可欠である。

口演4　TAVIアプローチの諸問題

O04-3）
重度慢性閉塞性肺疾患、両側総腸骨動脈ステン
ト留置後に対して麻酔およびアプローチ法をハー
トチームで熟考し経カテーテル的大動脈弁植え
込み術を施行した1例

西尾　亮太1 
土井信一郎1、岡崎　真也1、船水　岳大1、宮崎彩記子1、
土肥　静之2、桑木　賢次2、稲田　英一3、天野　　篤2、 
代田　浩之1

１順天堂大学医学部付属　順天堂医院　循環器内科、 
２順天堂大学医学部付属　順天堂医院　心臓血管外科、 
３順天堂大学医学部付属　順天堂医院　麻酔科ペインク
リニック

症例は 75 歳女性。2015 年に他院で重度大動脈弁狭窄症�
(severe�AS)�と診断されたが、慢性閉塞性肺疾患�(COPD)�
があり外科的治療は見送られていた。2017年に右大腿部潰
瘍を主訴に前医を受診し重症下肢虚血と診断され、同院で腹
部大動脈に突出する形で両側総腸骨動脈にステント留置が行
われた。またsevere�ASに伴う心不全を合併したため精査加
療目的に当院に紹介受診となった。
当院のハートチームでの協議の結果、severe�ASに対し経カ
テーテル的大動脈弁植え込み術�(TAVI)�の方針となったが、
呼吸機能検査上、1秒率31.2％と重度COPDであり全身麻酔
はハイリスクと考えた。しかし、両側下肢血管はアプローチ
困難であったためその他のアプローチ法を検討したが鎖骨
下動脈も狭小化しており、非全身麻酔下TAVIでは通常は不
可能な症例であった。
このような症例に対し、麻酔およびアプローチ法について当
院ハートチームで熟考し治療を完遂した症例を経験したの
で報告する。

口演4　TAVIアプローチの諸問題
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O04-4）
Approach	siteの選択、strategyに苦慮した
TAVI症例

川口　朋宏1 
滝口　　洋1、伊藤　慎八1、矢野真理子1、森永　　崇1、
林　　昌臣1、磯谷　彰宏1、新井　善雄2、坂口　元一2、
白井　伸一1

１小倉記念病院　循環器内科、 
２小倉記念病院　心臓血管外科

　心機能、呼吸器合併症、血管内腔径は TAVI における
approach�site、麻酔方法を決定するのに重要な要素である。
　症例はSevere�ASの90歳男性で、完全左脚ブロックを合
併し、EF�28%の低心機能、低拍出状態の心不全であった。
肺機能検査では著明な機能低下は認めなかったが、器質化
肺炎を合併していた。低心機能、呼吸器合併症から鎮静、局
所麻酔下でのTF�approachがまず検討されたが、腸骨動
脈は内腔が非常に狭小化していた。TA、TSc�approachは
低心機能、鎖骨下動脈径の問題から困難と考えられ、DA�
approachもporcelain�aortaのために不適であると判断した。
　最終的にはTF�approachを選択し、腸骨動脈に対して
EVT施行後にTAVIシースを挿入することとした。rapid�
pacing後の血行動態破綻のリスクがあることから、PCPS駆
動下でTAVIを施行することとし、全身麻酔を選択した。こ
れらのstrategyにより、successfulに手技を終了することが
できた。

口演4　TAVIアプローチの諸問題

O04-5）
総腸骨動脈に吻合した人工血管をアクセスルー
トとしたTAVIの1症例

田林　　東1 
岩瀬　友幸1、鎌田　　武1、金　　　一1、二宮　　亮2、
坂本　　翼2、石川　　有2、房崎　哲也2、森野　禎浩2

１岩手医科大学　心臓血管外科 
２岩手医科大学　循環器内科

2016年のPARTNER2では、中等度リスクの重症大動脈弁
狭窄症（AS）に対する経大腿動脈（TF）アプローチTAVIの
外科的大動脈弁置換術（SAVR）に対する有効性が示されて
おり、本邦においても今後TAVIの適応の拡大が期待される。
一方で、経心尖部（TA）や経大動脈（DA）といった他のアプ
ローチでのTAVIにおいては有効性を示すまでには至ってお
らず、TFアクセスが得られない症例に対するアプローチの
選択がTAVIにおける一つの課題と考えられる。今回、我々
は総腸骨動脈に吻合した人工血管をアクセスルートとして
TAVIを行い、良好な結果が得られた1症例を経験したため
報告する。
症例は80歳男台性。2013年から指摘されていたASの進行
を認め当院紹介となった。カンファランスで年齢・呼機能
低下を考慮してTAVIの方針となった。STS�score�7.3％、
Clinical�Frailty�Scale�3。呼吸機能検査では1秒量�1.38l、1
秒率�55.8％、肺活量�78.3％の混合性換気障害を認めた。経
胸壁エコーでは大動脈弁口面積（連続の式／トレース）が
0.90／0.94cm2、弁通過最大血流速度が4.20m／s、平均圧
較差が45mmHgであった。CTでは大動脈弁輪径：面積法；
27mm（556mm2）、円周法：27mm、大動脈は上行から腹部
にかけて石灰化が散在し、両側外腸骨動脈が5mm以下と高
度狭窄を認め、両側鎖骨下動脈も5mmであった。
CT計測結果より使用する弁はSPIEN3�29mmの方針とした。
下肢血管径、両側鎖骨下動脈径からTFアプローチ、鎖骨下
動脈アプローチは困難であった。大動脈壁の石灰化病変か
らDAアプローチも不適切であった。肋間開胸に伴う術後疼
痛や胸水貯留の呼吸に対する影響を考慮するとTAアプロー
チも避けるべきと考えられた。TAVIカンファランスの結果、
開腹下で総腸骨動脈に人工血管吻合を行い、人工血管をアク
セスルートとする方針とした。
全身麻酔下、腹部正中切開で右総腸骨動脈を露出し8mm人
工血管を端側吻合した。同部位から16Fr�eシースを挿入し、
SAPIEN3�29mmの留置に成功した。シース抜去後に人工血
管は結紮した。術後経過に問題なく、8日目で独歩退院となっ
た。
アクセスルートの制限を伴う症例に対するTAVIにおけるア
プローチの選択枝の一つとして、腸骨動脈領域への人工血管
吻合の併施が有効であると考えられた。

口演4　TAVIアプローチの諸問題
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O04-6）
石灰化を伴う腸骨動脈狭窄病変を有する症例に
対し、endoconduitを用いても、経大腿動脈で
Evolut	R留置が挿入できなかった１例

青木　淳1 
濱嵜　裕司2、尾本　　正1、丸田　一人1、茅野　博行2、 
近藤　誠太2、福岡　裕人2、益田　智章1、酒井考志郎2

１昭和大学　心臓血管外科、 
２昭和大学　循環器内科

【背景】当院では、石灰化を伴う腸骨動脈病変を有する症例に
対して、Excluder�Iliac�Extender�(SG)をendoconduitとし
て用い、積極的にTF-TAVIを施行し、2015年12月のTAVI
導入後74例中69例（93%）でTF-TAVIを施行している。今
回、endoconduitを用いEvolut�Rを用いたTF-TAVIを試
み、挿入できなかった１例を経験したので報告する。【症例】
92歳女性。2011年にPCI、2016年4月DDDPM植え込み
術の既往がある。2011年からASを指摘されていたが、治療
は行われず、2017年7月に心不全を発症し当院へ搬送され
た。UCGにて最大圧較差54mmHg、LVEF�42%、冠動脈
造影にて3枝病変を認めた。CTにて、大動脈基部の形態は
TAVI適で、アクセスは、右CIAに石灰化を伴う内径4mm
の狭窄、左EIA・腕頭動脈・左鎖骨下動脈にも石灰化を伴う
狭窄、腹部大動脈にはほぼ全周性の石灰化を認めた。アク
セスが不良であるが、endoconduitを用いれば、右FAから
TF-TAVIが可能と判断した。PCI施行後、TAVIを施行す
る方針となったが、尿路感染を機に全身状態が悪化してきた
為、準緊急的にPCIとTAVIを一期的に施行する方針となっ
た。【手術経過】左FAから7Fr�sheathを挿入し、LADおよび
D1に対するPCIを施行。右FAから14Fr�Dry�sheathを挿入、
Lunderquist�double�curveを左室へ挿入、18mm�balloon
でBAVを施行した。経食道エコーではARが明らかに増加
したが、血圧は維持されていた。右大腿動脈からEvolut�R�
26mmをInline�sheathで挿入しようとしたが、EIAの分枝
部を通過しない為、末梢径10mmのSGをCIAからEIAにか
けて留置し、8mm�balloonで拡張し、デバイス挿入を試み
た。しかし、SGエッジでひっかかる為、末梢径10mmのSG
を末梢側へ留置し、9mm�balloonで拡張したが、デバイス
が挿入出来ず、18Fr�Dry�sheatheをSG内まで挿入しても、
デバイスが挿入出来なかった。この時点で、TF-TAVIを断
念した。左腋窩動脈アプローチを試みたが、左鎖骨下動脈の
起始部を通過できず、断念、後腹膜アプローチで腹部大動脈
アプローチを行い、腹部大動脈からの出血によるショック
状態の中でEvolut�Rを留置する事ができた。しかし、術後、
循環動態は安定せず、術後2日目に死亡された。【結語】14Fr�
eSheathは、SGを用い8mmバルーンで拡張すれば挿入可能
であるが、Evolut�Rはendoconduitを用いて9mmまで拡張
しても挿入出来ず、石灰化を伴うアクセス不良に対するTF-
TAVIでのEvolut�Rの選択には注意を要すると思われた。

口演4　TAVIアプローチの諸問題

O05-1）
経心尖部	(TA)	approach	経	catheter	的大動
脈弁置換術	(TAVI)	中に	embolization	を来し
胸部大動脈	stent	graft	内挿術	(TEVAR)	の追
加を要した一例

植野　　剛1 
大野　暢久1、前田　登史1、加藤おと姫1、渡辺謙太郎1、
𠮷澤　康祐1、岡田　達治1、藤原　慶一1、宮本　忠司2、 
当麻　正直2

１兵庫県立尼崎総合医療センター　心臓血管外科、 
２兵庫県立尼崎総合医療センター　循環器内科

【症例】
　84歳、女性。下腿浮腫と労作時胸部圧迫感を主訴に当院
循環器内科紹介初診。収縮期雑音を聴取し、経胸壁心�echo�
検査を施行したところ、重症大動脈弁狭窄症（最大流速�4.6�
m／s,�最大／平均圧較差�84／44�mm�Hg,�弁口面積�0.55�
cm2）を認めた。また、冠動脈造影検査で、右冠動脈（RCA）
の慢性完全閉塞も認めた。
　在宅酸素療法を要する慢性閉塞性肺疾患合併、Canadian�
Study�for�Health�and�Aging�(CSHA)�-�Clinical�Frailty�
Scale�(CFS)�5�(moderately�frail),�中等度大動脈石灰化、
STS�Score�6.948%,�Logistic�EuroSCORE�24.93%�等から、
経�catheter�的大動脈弁置換術（TAVI）及び経皮的冠動脈�
intervention（PCI）による治療を�Heart�Teamで選択した。
　腸骨・大腿動脈が細く、全周性石灰化もあり、経心尖部
（TA）approach�を選択した。
【治療経過】
　まず�RCA�に対し薬剤溶出性�stent�を用いて�PCI�施行。
Dual�antiplatelet�therapy�(aspirin�+�clopidogrel)�を導入、
3か月後に�aspirin�単剤とし、TAVI�を施行した。
　第6肋間�approach.�大動脈弁弁輪径に応じ、SAPIEN�XT�
(S-XT)�23�mm�を選択。前拡張の後、S-XT�を�6:4�を目標
に�nominal�volume�で�inflation�したが、大動脈側に�slip�
し、直後に大動脈内に脱落した。最終的に遠位弓部に留ま
り、大動脈径からは更に先進する可能性は低く、まずは新た
な�S-XT�留置を行う方針とした。再度�S-XT�23�mm�を、今
度は�5:5�を目標に�nominal�volume�で�inflation�し、今度は�
migration／embolization�なく留置できた。
　Embolization�した弁については、順行性方向を向いてお
り、圧較差もなく、大動脈解離誘発の�risk�もあるため、追加
処置は行わず閉創した。
　手術終了後、Dyna-CT�を撮影すると、embolization�弁
がほぼ真横に向きを変えており、今後逆行性の方向へ向く
危険性も想定された。そこで、急遽右大腿動脈�access�で�
C-TAG�26�mm�*�15�cm�により�S-XT�を固定し、手技を終
了した。
　術後、embolization�弁の前後で圧較差はなく、術後1年以
上、合併症なく経過している。
【考察】
　TA-TAVI�中に、S-XT�の�embolization�を来し、最終的
にstent�graft�を用いて固定した症例である。Embolization�
後、弁は時間経過と共に回転することもあり、対処につき慎
重な判断を要する。

口演5　合併症3：弁遊走・器具損傷
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O05-2）
Valve	embolizationに対しEVTバルーンで
の引き上げでbail	outした一例

伊藤　慎八 
藤岡　慎平、森　信太郎、矢野真理子、森永　　崇、 
林　　昌臣、磯谷　彰宏、白井　伸一、安藤　献児

小倉記念病院　循環器内科

87歳女性。X年11月に胆石症術前評価のため前医受診。経
胸壁心エコー検査で重症大動脈弁狭窄症を指摘。X+2年1
月に労作時息切れが出現し手術希望で紹介受診。当院での
経胸壁心エコー検査では、最大流速�6.2m／s、平均圧較差�
99.8mmHgと超重症大動脈弁狭窄症であり精査入院となっ
た。
高齢であることからTAVIの方針となった。造影CTでは三
尖とも高度石灰化を認めており、精査終了後、入院継続で
Evolut�Rを植え込む方針となった。弁輪面積は382.6mm2、
周囲長は69.6mmでありEvolut�R�26mmを選択した。
局所麻酔下、経右大腿動脈アプローチで開始。通常通り
Safariを左室内に留置し18mmバルーンで前拡張を行った
後にEvolut�R�26mmをIn�line�sheathで挿入し植え込んだ。
留置時、人工弁の下端は広がりきっていない状態であり、人
工弁を残したまま後拡張を施行する予定であったが、上行大
動脈方向に人工弁がmigrationしてしまった。左鼠径のAシー
スを14Fに変更しGoose�neck�snareで引き上げようとする
が不十分であった。2nd-valveを持っていこうとするが1st-
valveのところで引っかかり自己の大動脈弁までdeliveryで
きなかった。1st�valveの上方のストラットに3.5mm�wire
を通過させ、12mmのEVT�バルーンで拡張し広げることで
上方への吊り上げが可能となり2nd�valveを植え込むことが
できた。最終的に18mmのバルーンで拡張し手技を終了した。
術後経過は良好で、術後19日目に転院となった。
Evolut�Rがvalve�embolizationし、2nd-valveのdelivery
に難渋したがEVTバルーンを使用してbail�outした症例を
経験した。
Valve�in�valve時には冠動脈閉塞を懸念して十分に引き上げ
ることが必要であり、文献的考察を交えて報告する。

口演5　合併症3：弁遊走・器具損傷

O05-3）
MigrationをきたしたEvolutRの一症例

押領司篤宣 
髙瀨谷　徹、仲吉　孝晴、佐々木健一郎、鬼塚　誠二、 
板家　直樹、大塚　裕之、小佐々優子、上野　高史、 
田中　啓之

久留米大学病院　TAVIハートチーム

症例は90才男性。軽労作での呼吸困難を主訴に近医受診し
たところ心雑音を指摘された。心エコーで重症大動脈弁閉
鎖不全症と診断された。Surgical�risk�scoreはlogistic�Euro�
10.8%,�Euro�II�4.25%,�STS�9.6%,�Japan�score�3.6%であっ
た。握力は右28kg,左26kg、5m歩行は4.2秒とFrailではな
かった。
心エコーでは PV4.0m ／ s,�max ／meanPG�65.0／
33.9mmHg,�AVA0.95cm2であった。冠動脈造影では左前
下行枝に90%狭窄を指摘されたが、心筋シンチで虚血なく
PCIは施行せずTAVIのみ試行することとした。
術前のCTでは弁輪径は短軸x長軸23.8�x�28.1mm�,面積
532mm2（26.2mm）
弁周径82.5mm�（26.7mm）であった。STJ 径は 30.3�x�
33.3�mm,バルサルバ径はR�34.3�x�L�35.0�x�N�36.0�mm�、
LVOT径は22.9�x�29.4�mm、３尖で石灰化は軽度であった。
冠動脈高はLCA�15.5mm,�RCA�15.7mmであった。アク
セスは左右とも石灰化は軽度で最小径も右7.3x8.6mm、左
7.2x9.1mmと良好であった。
以上より全身麻酔下に14FrのDrysealを使用した右FAアク
セスでpre�dilataionはskipとしEvolutR29mmの植込みを
予定した。通常の深さでの植え込みを行なったが、1／3ま
で展開した時点でpop�upしたためrecaptureし再度の植え
込みを行なった。深さもよくpoint�of�no�recaptureの位置
で5分間待機しリリースしたが、リリースした瞬間に左室内
へdive�inした。TEEではEvolutRが僧帽弁前尖の動きを障
害し僧帽弁の開放制限を来していた。
EvolutRのrepositioningを試み、対側の左FAからスネアを
挿入し片方のパドルを把持し引くも動かず、右RAからもう
１本のスネアを挿入し片方のパドルを把持し同時に引き上
げたところEvolutRは左室から上行大動脈まで移動した。
大動脈弁は一度弁が挿入されたことにより、開放制限が若
干改善し、大動脈弁閉鎖不全も変化なかった。そのため、
追加の弁留置は行わず手技を終了した。術後の心エコー検
査ではPV2.8m／s,�max／meanPG�30.7／17.0mmHg,�
AVA1.39cm2であった。大動脈弁狭窄症は中等度へ改善し
ており、経過観察としている。現在では術後半年経過してい
るが、大動脈弁狭窄症の進行はなく、ADLも保たれている。
今回EvolutRのmigration後に�snareによるrepositioningを
経験した。

口演5　合併症3：弁遊走・器具損傷
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O05-4）
CoreValve	Evolut	R留置後に、migration
による冠動脈閉塞を来たし、surgical	AVRと
なった1症例

平岡　俊文1 
望月　慎吾1、古川　智邦1、呉　　晟名1、山田　和紀1、 
沖本　智和2、為清　博道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

【症例】87歳女性。主訴は労作時呼吸困難。心エコー検査上、
peak�velocity：6.0m／sec、mean�PG：98mmHg、AVA：
0.4cm2のAS（severe）を認めた。心不全を伴っており、心
不全加療後、TAVIの方針となった。【手術】全身麻酔下に施
行。右FAより18Fドライシールシース、右FVより4Fシー
ス（緊急時PCPS脱血用）、左FAより6Fシース（Pigtailカテー
テル、緊急時PCPS送血用）、左FVより6Fシース（pacing�
lead用）を挿入した。右FAよりSafariII�extra�small�wire
を心尖部へ留置した。Rapid�pacing（180／min）して
16mmバルーンでBAV施行。引き続きCoreValve�Evolut�
R�26mmを挿入。大動脈造影し、valveの尖端を左冠尖弁
輪の3mm下で展開留置した。拡張不良でPVL�severe認め
たため、post�BAVを2回施行。NCC側、LCC側が末梢側
へずれたが、拡張は十分であり、圧較差減少し（術前mPG：
94.6mmHg→拡張後mPG：8.6mmHg）、PVLはmildー
moderateへ減少した。さらに追加でvalveを留置すること
も考慮したが、血行動態安定、冠動脈血流は良好であったた
め経過をみる方針とし、手術終了とした。【術後経過】ICU帰
室後、下壁誘導のST上昇、心エコーで下壁に壁運動低下を
認めた。右冠動脈閉塞を疑い、CAG施行。CoreValveによ
る右冠動脈入口部高度狭窄を認め、PCI試みたが困難と判断
し、surgical�AVRの方針となった。【緊急手術】胸骨正中切開。
上行大動脈に送血管、SVC、IVCに脱血管を挿入して人工心
肺を確立した。上行大動脈遮断し、4℃の心筋保護液を注入
した。冷却されて柔らかくなったCoreValveを用手的に小
さくした。注意深く大動脈横切開して、CoreValveを取り出
した。内膜損傷等なく、容易に取り出すことが可能であった。
大動脈弁は弁輪の石灰化は高度であったが、弁尖の石灰化は
軽度であった。Trifecta�19mmをsupra�annular�position
に縫着した。続いてAo-SVG-RCA＃2へbypassを施行して、
pump離脱した。術後13日目に合併症なく退院された。【考
察】今回CoreValveのmigrationによる冠動脈閉塞を来たし、
surgical�AVR施行し、救命できた１症例を経験した。本症
例のように石灰化が弁輪に偏っている症例は、valveの固定
が弁尖弁輪の面でできず、migrationの可能性が高く留置に
注意を要すると考えられた。

口演5　合併症3：弁遊走・器具損傷

O05-5）
SAPIEN	3留置時にBalloon	ruptureを生じ
たTF-TAVIの１例

角谷　慶人1 
全　　　完1、桑原　謙典1、伊藤　之康1、山野　倫代1、
山野　哲弘1、中村　　猛1、坂井　　修2、岡　　克彦2、 
的場　聖明1

１京都府立医科大学附属病院　循環器内科、 
２京都府立医科大学附属病院　心臓血管外科

【症例】88歳女性
【既往歴】高血圧、脂質異常症、陳旧性脳梗塞
【現病歴】
労作時呼吸困難と失神の精査で、重症ASと診断された。心
エコーでAS の最高血流速度は 4.9m ／s、平均圧較差は�
64mmHgであった。胸部大動脈の高度蛇行を認めたが、ハー
トチームによる協議の結果、TF-TAVIを施行する方針と
なった。全身麻酔下、両総大腿動脈をカットダウンし手技を
行った。まず、胸部大動脈の蛇行を伸展させる目的で左大腿
動脈より14Fr�Drysealを挿入し、Lunderquistを下行大動脈
に留置した。右大腿動脈よりRadifocus�Super-stiff�Wireと
18Fr�KTI�sheathを挿入し、蛇行部を通過可能であることを
確認した。KTI�sheathを14Fr�eSheathに交換し、前拡張し
た後に26mm�Sapien3をsheath内に導入した。蛇行部より
も中枢側でバルーンを弁にマウントし左室内まで進めたが、
フレックスチップを引き戻す際に弁がわずかに手前に移動
した。フレックスチップを進めて弁の位置を再調整しても
同様の現象が改善しないため、やむなくそのまま弁を留置
する方針とした。Balloonを半拡張した段階で造影し問題な
いことを確認したが、Balloonを完全拡張した際にBalloon�
ruptureを生じた。血行動態は安定していたが弁が拡張不良
であったため、25mmのBalloonで後拡張を２回行った。最
終的に弁の形状は良好となり合併症なく終了した。
本症例では、胸部大動脈の高度蛇行によりバルーンの
alignment時に弁とpusher部の軸が斜位になったため、バ
ルーンシャフトを引き込む際に弁がフレックスチップの
間隙に引っかかったと推察された。さらに、その状態で
Balloonを拡張したことで、Balloon�表面を損傷しrupture
を生じたと考えられた。同様の事例はこれまでに報告がない
ため、本事象の発症機序の考察を含め報告する。

口演5　合併症3：弁遊走・器具損傷
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O05-6）
下行大動脈でSAPIEN	3バルーンアライメント
中にバルーン損傷を認めた1例

住元　庸二 
福田　幸弘、須澤　　仁、石橋　　堅、栗栖　　智、 
木原　康樹

広島大学大学院医歯薬保健学研究科　循環器内科学

TAVR中にvalveバルーンが損傷することはまれな合併症で
あり、ほとんどのバルーン損傷はvalve留置中に起こるとさ
れる。しかし、今回我々は下行大動脈内でSAPIEN3バルー
ンアライメント中にバルーン損傷を来した一例を経験した
ので報告する。
症例は79歳男性、胸部手術歴があるため、重症大動脈弁狭
窄症に対してTAVRを選択した。術前の造影CT検査で下行
大動脈に高度屈曲を認めた。弁輪面積は598mm2、周囲径は
88.5mmだった。経大腿動脈アプローチで片側のpigカテー
テル内にLunderquistワイヤーで下行大動脈の蛇行を直線
化した。続いて大動脈弁を23mmバルーンにて前拡張した。
高度に屈曲した下行大動脈内でのアライメントにはかなり
の抵抗を感じながらも成功し、バルブは大動脈弁を通過した。
SAPIEN�3バルブ留置の際、インフレートするもバルーンの
拡張が見られず、バルーン破裂が疑われたため、サファリワ
イヤーを左心室内に留めたままeSheathとともにSAPIEN�3
バルブを抜去した。体外でインフレートを行うとバルーン
からシャフトへの移行部で破裂を認めた。その後は下行大動
脈屈曲部より穿刺部に近い比較的屈曲がないところで新しい
SAPIEN�3バルブをアライメントし、無事TAVR手技を成
功した。大動脈造影では血管損傷は認めなかった。
手技終了後、留置可能であったSAPIEN�3バルブを体外で
引っ張ると同様の部位が短冊状に亀裂が入ることが分かっ
たので、報告する。

口演5　合併症3：弁遊走・器具損傷

O06-1）
慢性維持透析患者に対するTAVRの中期成績
の検討

前田　孝一1 
倉谷　　徹1、山本　淳平1、島村　和男1、津田　真希2、 
向井　　隆2、市堀　泰裕2、溝手　　勇2、戸田　宏一1、 
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大阪大学大学院医学系研究科　循環器内科

【背景】本邦においてハイリスクASに対する経カテーテル的
大動脈弁植込術(TAVR)の良好な成績が報告されている中、
維持透析を有する患者に対してはそのevidenceの少なさよ
り保険適応外とされている。当院では維持透析状態ハイリス
ク大動脈弁狭窄症患者に対して先進医療、臨床研究、自費診
療のもとTAVRを行ってきたが、その中期成績はこれまで
明らかになっていない。
【患者・方法】2009年10月から2017年3月までに当科で行っ
た維持透析状態大動脈弁狭窄症27例�(平均年齢76.5±4.9�
(歳)、性別（男性）63.0�(％))�を対象とした。EuroSCORE、
STS�scoreはそれぞれ29.7±21.4(％)、17.3±16.1(％)と
ハイリスクであり、今回その中期成績を検討した。
【結果】経大腿(1例経腸骨を含む)、心尖部アプローチはそ
れぞれ12例(44.4％)、15例(55.6％)であった。術後ICU
滞在日数、HD再開日(CHDF除く)は2.6±2.2(日)、1.5±
1.2(POD)であった。30日死亡は認めず、自宅退院率、術
後在院日数はそれぞれ85.2(％)、15.9±15.5(日)であっ
た。観察期間(平均665±385日(40-1462日))でのKaplan-
Meier法を用いた術後12ヶ月、24ヶ月、36ヶ月の生存率は
それぞれ77.8％、62.2％、52.2％であり、死因は感染症(肺
炎含む)が53.8％を占め、心血管関連15.4％、脳卒中�7.7％、
癌死�7.7％、不明�15.4％であった。比例ハザードモデルを
用いた解析では高STS�score,�低Albが予後不良因子であっ
た(Kaplan-Meier法での検討ではSTS�score�＜20％の1
年，2年生存率が86.4％，72.0％に対し、＞20％は40.0％、
20.0％�(p=0.044),�またAlb�＞3.2g／dlの1年、2年生存率
がそれぞれ82.6％、72.9％に対し、＜3.2g／dlはそれぞれ
25.0％、0％�(p=0.0013)であった)。また、同期間中3例に
Valve�dysfunctionを認め、Kaplan-Meier法を用いた3年の
valve�durabilityは80.0％であった。
【結語】ハイリスク重症大動脈弁狭窄症を有する透析患者に
対するTAVRの周術期成績は良好であったがその中期成績
を考慮するに、今後その適応評価が重要であると推察された。

口演6　低圧較差・中期予後・貧血
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O06-2）
非代償性心不全を合併した重症大動脈弁狭窄
症に対するTAVIの成績

津田　真希1 
溝手　　勇1、市堀　泰裕1、向井　　隆1、大西　俊成1、
前田　孝一2、倉谷　　徹2、澤　　芳樹2、中谷　　敏1、 
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　心臓血管外科学

【背景】非代償性心不全を合併した重症大動脈弁狭窄症(severe�
AS)に対する外科的大動脈弁置換術(SAVR)はハイリスクと
されている。一方、バルーン形成術はSAVRや経カテーテ
ル的大動脈弁植え込み術(TAVI)へのbridge�therapyとして
は選択肢になり得るかもしれないが、最近ではTAVIが普及
しつつあり、早期にTAVIを行うことも可能となっている。
【目的】非代償性心不全を合併したsevere�ASに対する早期
TAVIの有効性や安全性についてretrospectiveに検証した。
【方法】対象は2009年10月から2016年12月までにバルーン
拡張型生体弁および自己拡張型生体弁を用いてTAVIを行っ
た連続375例で、Intermacs�profileを用いて静注強心薬依存
状態より緊急性の高い症例を非代償性心不全と定義した。【結
果】24例(6.4%;�中央値�83歳[IQR:�74-86歳]);�女性15例)
が非代償性心不全群に分類された。バルーン拡張型生体弁が
19例、自己拡張型生体弁が5例に植え込まれており、手技成
功例は100%であった。14例(58%)で術中体外補助循環が
使用されていた。30日内死亡は1例(4.2%;�心不全死)で、30
日死亡率は非代償性心不全非合併群と比較し有意差は認めな
かった。術後1年までの短期成績についても、1年生存率お
よび主要心血管イベント(心血管死、脳梗塞、心筋梗塞、心不
全再入院)発生率のどちらも非代償性心不全合併群と比較し
有意差は認めなかった。
【結論】非代償性心不全を合併したsevere�ASに対する早期
TAVIは妥当な治療選択肢であると考えられた。

口演6　低圧較差・中期予後・貧血

O06-3）
低流量低圧較差大動脈弁狭窄症がTAVI術後
の臨床経過に与える影響

内田　恭寛1 
鈴木　　航1、一宮　　仁1、爲西　顕則2、岡本　　浩2、 
渡邊　純二1、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

【背景】経カテーテル的大動脈弁留置術(TAVI)は有症候性高
度大動脈弁狭窄症の患者において、外科手術リスクが高い、
あるいは手術不可能な症例の代替手段である。しかし、低
流量低圧較差大動脈弁狭窄症(LFLG�AS)が予後に与える影
響は日本人において、まだデータに乏しい。そこで、我々は
TAVI術後に、LFLG�ASが臨床経過に与える影響を調べた。
【方法と結果】我々は2015年12月から2017年12月までに
連続41症例の有症候性高度大動脈弁狭窄症患者に対して
TAVIを施行した。これらの患者のうち、LFLG�ASは11症
例(26.8%)に認められた。主要脳心血管イベント(MACCE)
は全死亡、心原性再入院、脳卒中の複合と定義した。フォ
ローアップ期間中、LFLG�ASの患者のうち、6症例(54.5%)
が、また高圧較差大動脈弁狭窄症の患者のうち、3 症例
(10.0%)がMACCEを発症した。Kaplan-Meier解析におい
て、MACCE-free生存率はLFLG�ASにおいて有意に低かっ
た�(log-rank�P�＜�0.01)。交絡因子で補正後、LFLG�ASは多
変量Cox比例ハザード解析において、MACCEの独立した
予測因子であった�(Hazard�ratio�=�14.0,�95%�confidence�
interval:�1.95�to�101.0,�P�=�0.008)。
【結論】LFLG�ASは有症候性高度大動脈弁狭窄症の患者にお
いて、TAVI後の予後が有意に不良であった。

口演6　低圧較差・中期予後・貧血
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O06-4）
当院におけるドブタミン負荷経食道心エコー図検
査によるLow-Flow	Low-Gradient	Severe	
ASの診断

須澤　　仁 
泉　可奈子、原田　　侑、木下　未来、住元　庸二、 
板倉　希帆、宇都宮裕人、日髙　貴之、福田　幸弘、 
木原 康樹

広島大学大学院　医歯薬保健学研究科　循環器内科学

【背景】大動脈弁閉鎖不全症の重症度の判定は、経胸壁心エ
コー図検査で測定された大動脈弁口の通過血流速度や弁口面
積を用いて行われることが一般的である。しかし、安静時の
心エコー図検査では一定の数値を満たさず、いわゆるLow-
Flow�Low-Gradient(LF-LG)�severe�ASか否か判断に迷う
症例が一定の割合で存在し、その場合はドブタミン負荷など
負荷心エコー図検査が検査の一つとして挙げられる。一方、
経胸壁心エコーでも流速が正確に測定できず診断に苦慮す
る例などでは、ドブタミン負荷下での経食道心エコー図検査
や測定も選択肢として挙がると考えられるが、報告は少なく、
診断能も明らかになっていない。
【目的】当院での安静時の経胸壁心エコー図検査でLF-LG�
severe�ASが疑われ、ドブタミン負荷経食道心エコー図検査
を行った7症例における診断能について検討した。
【結果】7 例中5 例で LF-LG�severe�AS と診断し、3 例は
Classical�LF-LG�severe�AS、2例はParadoxical�LF-LG�
severe�ASであった。1例はpseudo�severe�ASと診断し、1
例はStroke�Volumeの上昇が少なくエコー所見のみでは分
類不能であった。
【考察】ドブタミン負荷経食道心エコー図検査は、冠動脈疾患
患者における心筋虚血の評価方法としての報告はある一方、
大動脈弁狭窄症の評価方法としての報告は乏しいが、ドブタ
ミン負荷経胸壁心エコー図検査と同様に、診断に有用な検査
であると期待される。

口演6　低圧較差・中期予後・貧血

O06-5）
SAPIEN	XT弁留置後における拡張率経年変
化の中期成績の検討

北浦　順也 
小宮　達彦、島本　　健、野中　道仁、古市　吉真

倉敷中央病院　心臓病センター　心臓血管外科

【目的】バルーン拡張型デバイスであるSAPIEN�XTの，術後
生体弁拡張率の経年変化について検討する．
【対象】2013年1月から2017年12月に当院でTAVRを施行
した175例のうち，SAPIEN�XTを用いて術後および遠隔期
に心臓同期CTにて弁輪径の評価を行った32例を対象とし
た．平均年齢85±5歳，男性8例(25%)であった．留置弁は
23mm�13例，26mm�15例，29mm�4例．平均フォロー期間
は651±332日．
【結果】術前のCT弁輪面積の平均値は439±66mm2，留置
直後のCTでの弁輪面積は387±64mm2であった．留置直
後の弁輪面積とフォロー時のCT弁輪面積比は，6か月目CT
／留置直後CT面積比99.5±3.0%，1年目CT／留置直後
CT面積比100.3±2.7%，2年目CT／留置直後CT面積比
101.5±3.0%，3年目CT／留置直後CT面積比100.6±1.0%
であった．留置6ヶ月／直後CT面積比と1年目／留置直後
CT面積比の間に有意に拡張を認め(p=0.03)，以降も経時的
な縮小傾向は認めなかった．1年までのフォローで，留置直
後と比較し-3%以上の拡張率低下を認めた症例は1例のみで，
同症例は術後半年目のフォロー時点で6か月目CT／留置直
後CT面積比89.8%→1年目／留置直後92.1%と，経時的な
弁輪拡張率の縮小は認めていない．
【結語】SAPIEN�XTの留置後の弁輪面積は，フォロー期間内
では経時的な縮小はなく留置直後の面積を維持できていた．
今後さらなる遠隔フォローおよびSAPIEN�3デバイスでの
拡張率の推移に関しての検討が必要である．

口演6　低圧較差・中期予後・貧血
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O06-6）
TF-TAVIにおける止血法の違いによる術後ヘ
モグロビン低下の検討

野坂　和正1 
末澤　孝徳2、林田　智博3、鵜川　聡子1、岡田　知明1、 
土井　正行1、山本　　修3、七条　　健3

１香川県立中央病院　循環器内科、 
２香川県立中央病院　心臓血管外科、 
３岡山大学　心臓血管外科

【目的】大腿動脈アクセスによるTAVI(TF-TAVI)施行時、血
管アクセスの方法には大腿動脈を露出し縫合によって止血
する方法と皮膚から穿刺しデバイス�(ProGlide)�で止血する
方法とがある。いずれも大きな出血を伴うものではないが、
TAVIの適応である高齢患者は貧血の合併も多く、周術期の
ヘモグロビン(Hb)低下は輸血の有無を考える上でも無視で
きない。今回我々は大腿動脈を外科的に露出してアプローチ
するアクセス(切開群)とデバイスを用いて止血するアクセ
ス(穿刺群)とで術前後のHbの低下を比較したので報告する。
【方法】TAVI施行前後でHbを測定した。術前のHbは手術室
で全身麻酔導入時に採取し、術後のHbは抜管後ICU入室時
に採取した。検体はいずれもA�lineから採取し検査室で測定
した。なお当院では術前Hb�9.0g／dL未満は全例TAVI時
に輸血を行っているため、術前のHb�9.0g／dL未満の症例
は除外した。
【結果】大腿動脈を露出し縫合して止血する切開群およびデ
バイスを用いて止血する穿刺群、いずれの群もそれぞれ10
例であった。術前のHbは切開群で12.0±0.8g／dL、穿刺
群で11.0±2.9g／dL�(p=NS)�と両群間に有意差は認めな
かった。一方、術後のHb低下は切開群で1.4±1.0g／dL、
穿刺群で0.5±0.1g／dL�(p＜0.05)�と有意差をもって穿刺
群の方が低値であった。なお、いずれの群も術後輸血を要し
た症例はなかった。
【結論】TF-TAVI周術期のHb低下は切開による侵襲的な方
法に比べ穿刺によってアプローチしデバイスを用いて止血
する方法の方がが有意に低値であった。TAVI術前の貧血が
高度である症例においてはデバイスを用いた止血を検討し
た方がよいと思われる。

口演6　低圧較差・中期予後・貧血

O07-1）
初心者にも容易なJR4+Argon	guidewireに
よるSliding法を用いた逆行性大動脈弁クロス

青木　　淳1 
新家　俊朗2、尾本　　正1、濱嵜　裕司2、丸田　一人1、 
茅野　博行2、近藤　誠太2、福岡　裕人2、益田　智章1、 
酒井考志郎2

１昭和大学病院　心臓血管外科、 
２昭和大学病院　循環器内科

【目的】TAVIでは、逆行性に大動脈弁をクロス（クロス）す
る必要があり、当院では、TAVI導入初期にクロスに難渋
し、時間を要する症例が多かった。そこで、弁尖の先端位置
を確認するSliding法を導入し、その有用性を検討した。【対
象・方法】当院でTAVI導入後、TF-TAVIを施行した71例
を対象とした。クロスは、TAVI導入後、45例は、心臓血管
外科医（CVS）1名（CVS-1）と、循環器内科医（IC）1名（IC-
1）により施行され、その後、CVS�1名（CVS-2）と、IC�2名
（IC-2,�IC-3）により行われた。クロスの手技は、プロクタ
リング中の8例を施行中に、クロス手技の透視画像を検討す
る事により当院でSliding法と呼んでいる手技を考え、プロ
クタリング終了後はSliding法でクロスを試みた。本手技は、
Perpendicular�viewで十分に拡大した視野で、JR4を大動脈
基部近くまで挿入し、Argon�guidewire（GW）を無冠尖の
バルサルバ洞（NCC）へ挿入、カテを時計方向に回転しつつ
GWをゆっくり引き、GWの先端で無冠尖の表面をなぞる
様に動かし、左冠尖のバルサルバ洞（LCC）へ落ちる場所を
確認する事により弁尖の先端位置を確認、同部を中心に通過
を試み、GWがNCCまたはLCCへ落ちる場合は、操作を継
続し、右冠尖のバルサルバ（RCC）に落ちる場合は、カテの
高さを調節して試みるという操作が基本となる。NCCから
LCC、あるいは、LCCからNCCへGWが移動しない場合は、
GWをRadifocus�straightに変更し試みる、あるいは、カテ
をAL1に変更する等の手段を行うが、カテあるいはGW交
換は術者の好みにより行われた。大動脈弁通過時間は、透視
画像で通過手技を開始し、GWが大動脈弁を通過するまでの
時間を計測した。【結果】プロクタリング中の8例では、クロ
スに12.0±10.1分（1秒から28分）要した。Sliding法導入
後は、CS-1（n=22）2.4±4.3分、IC-1（n=16）2.2±2.4分
であり、CS-2（n=8）1.7±2.5分、IC-2（n=8）2.3±2.7分、
IC-3（n=9）1.3±1.1分と最長でも7分程度でクロス出来た。
カテまたはGWを交換せずクロスできた症例では、平均0.7
分から1.3分でクロスでき、交換を要した6例では、交換後は、
平均1.2分でクロスできた。【結語】Sliding法では、初心者で
も多くの症例で１分以内、長くても2分以内にクロス可能で
あった。現在、5分程度操作を行ってもクロスしない場合に
カテやGWを交換しているが、今後2分程度操作を行っても
クロス出来ない場合、カテやGWを交換すべきと思われた。

口演7　手技上の工夫



Japan Transcatheter Valve Therapies 2018

70

O07-2）
TF-TAVI術中に左室内ガイドワイヤーが抜け
た際の新たな対処法	～つれこみ法～

中村　真幸1 
田中　昭光1、長谷川　新1、青山　英和1、亀谷　良介1、 
大橋　壯樹2

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

【目的】TF-TAVI術中に左室内ガイドワイヤーが抜けた際、
その対処は困難であることが多い。今回、我々は新しい方法
を試み手技を完遂することが可能であったため報告する。
【症例・結果】81 歳、男性の重症大動脈弁狭窄症に対し
Sapien3�29mmを用いたTF-TAVIを計画した。左大腿動
脈をカットダウンし、eシースを挿入し、対側からは確認造
影用に8frシースを穿刺にて挿入した。Sapien3を体内に挿
入し、デリバリー中に左室内からガイドワイヤーが抜けた。
Sapien3のデバイス先端から、左室内へソフトワイヤーを再
挿入することは可能であったが、デバイスの挿入は不能で
あった。対側シースから左室内へ挿入したガイドワイヤー
に沿わせover-the-wire型のスネアを上行大動脈まで進めた。
デバイス先端をスネアで把持し、左室内へ押し込み、valve
を留置した。
【考察】現在、EvolutRを使用する際は左室内ガイドワイヤー
が抜けたとしても問題となることは少ない。一方でSapien3
を使用する場合、その対処に苦労することが多い。運良くデ
バイス先端から左室内へガイドワイヤーが再挿入できれば
良いが、ソフトワイヤーでは挿入できたとしてもスティフ
ワイヤーの交換は不能であり、デバイス本体の左室への挿入
は困難を極める。これまで、シースごと抜去し新デバイスを
挿入する、心房中隔経由で順行性にスネアを挿入し左室内に
ガイドワイヤーをpull-throughする、心尖部から挿入したス
ネアを用いpull-throughするなどの方法が報告されてきた
が、どの選択肢にも一定の合併症リスクが存在する。今回、
対側の大腿動脈から挿入したover-the-wire型のスネアを用
い、左室内へデバイスを強引に連れ込むことが可能であった。
今回の経験を踏まえ、考察を加え報告する。

口演7　手技上の工夫

O07-3）
Aortic	angle82度のHorizontal	Aortaに
対するTF-TAVIの1例での工夫

大久保宗則1 
恒川　智宏2、平田　哲夫1、川村　一太1、川瀬世史明1、 
加藤　貴吉2、神谷　宏樹1、富田　伸司2、松尾　仁司1、 
鈴木　孝彦3

１岐阜ハートセンター　循環器内科、 
２岐阜ハートセンター　心臓血管外科、 
３豊橋ハートセンター　循環器内科

【背景】Horizontal�AortaはTF－TAVIにおいて残された
challenging�caseの一つである。これまでの報告で、self-
expandable�valveのほうがballoon�expandableよりも手技
成功に有利との報告もある。今回、我々はAortic�angle82°�
というExtreme�horizontal�aortaに対してSAPIEN3を極め
て良好な同軸性を持って治療しえた1例を経験したのでここ
に報告する。
【症例】82歳男性、症候性重症大動脈弁狭窄症STS�risk�of�
Mortarity6.6%。TAVI前に施行したMSCTにてAortic�
angle82°と極端なHorizontal�aortaを指摘されるもTAVI
適応と判断し今回治療となった。
【治療における、問題点と対策】問題点�1.無冠尖に比較的強
い石灰化があり、弁通過不能となる可能性がある。2.全体的
に弁が立っているために同軸性が確保できずに大動脈弁逆流
など人工弁の留置後の有効性に問題となる状況が起こる可能
性が予見される。対策　1.SAPIEN3の最大の有効点である
Distal�flexを最大限活かすとともに、下から通過できないと
きにはシステム全体を引き上げることで左冠尖側より通過
させることに成功。2.弁が通過した後にシステム全体を押す
ことで大動脈壁大彎側に全体を押し付けた状態で、Pusher
を引いたうえで通常よりもrapid　pacingを長くして、slow�
inflationすることで同軸性を獲得することに成功。
【結論】SAPIEN3のメリットを最大限有効利用しつつ、カテー
テル操作に配慮することでHorizontal�aortaの症例に対し
ても同軸性を獲得することは充分に可能と思われる。

口演7　手技上の工夫
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O07-4）
Evolut	R留置においてSafari	guidewireと
Lunderquiest	double	angle	guidewireのい
ずれを用いるとデバイスを大動脈弁輪に対してより
直角に留置できるか？

青木　　淳1 
新家　俊朗2、尾本　　正1、濱嵜　裕司2、丸田　一人1、 
茅野　博行2、近藤　誠太2、福岡　裕人2、益田　智章1、 
酒井考志郎2

１昭和大学　心臓血管外科、 
２昭和大学　循環器内科

【目的】Evolut�R留置で、デバイスが大動脈弁輪と直交しな
い場合、左室内へ挿入したSafari�guidewire（Safari）を押し
込み、ガイドワイヤー（GW）を大彎側に沿わせ、直交に近
づけていたが、左室破裂のリスクを考慮し、十分に押し込む
ことが出来ない場合が多かった。そこで、半径7.5cmのカー
ブがあるLunderquist�double�angle�guidewire（Lunder）
を用いると、大動脈弁輪に直交した角度で留置できる可能性
があると考え、Evolut�Rの留置角度をSafariとLunderで比
較検討した。
【対象・方法】対象は、当院でTF-TAVIで留置されたEvolut�
R�21例中、機械弁による僧房弁置換術後症例1例を除外した
20例を対象とした。Lunderで開始した11例中2例で、GW
先端が左房内へ迷入し、血行動態が悪化し、Safariに変更し
た為、これら2例はSafariとして、Safari群11例、Lunder
群で検討した。Lunderは、先端のflexibleな部分をPig-Tail
状に形成し、stiffな部分の彎曲を直径15cm程度に形成し、
GW先端を心尖部では無く、左室中央付近に挿入し、デバイ
ス留置を行った。
デバイスと大動脈弁輪の小彎側の角度は、デバイス挿入時は
デバイスと大動脈弁輪の角度、半開放・解放直前・留置後は、
大動脈弁輪とデバイスの左室側エッジの角度を計測し、算出
した。Safari群で解放時にpop�upし、Second�valveを要し
た症例が1例あり、この症例は、初回留置時の計測値を使用
した。
【結果】２群間に、患者背景・大動脈ルート角度に有意差を認
めず、手術時間もSafari
84±14分、Lunder�72±15分（p=0.09）と有意差を認め
なった。デバイス挿入時は、Safari�70±9度、Lunder�86±
5度（p＜0.01）、半開放時Safari�82±4度、Lunder�86±4
度（p=0.04）とLunderで有意に大きかったが、全開放と留
置後は、有意差を認めなかった。留置後の直交からのずれ
は、Safari�7±7度、Lunder�2±2度（p=0.06）とLunderで
小さい傾向があり、6度以上ずれた症例数は、Safari�55%、
Lunder�11%（ｐ＝0.06）とSafariで大きい傾向があった。
【結語】Evolut�R留置では、Lunderを用いた方が、デバイス
を大動脈弁輪により直交して留置できる可能性が示唆され
た。しかし、Lunderでは、11例中2例でGW先端が左房に
迷入し、Safariに変更した症例があり、今後、pre-shapeの
形状やGW先端の位置等を検討する必要があると思われた。

口演7　手技上の工夫

O07-5）
経心尖(TA)アプローチでの経カテーテル的大
動脈弁置換術(TAVI)施行時に上行大動脈か
らのpull-through	techniqueを用いた1例

山本　淳平1 
倉谷　　徹1、前田　孝一1、島村　和男1、津田　真希2、
向井　　隆2、市堀　泰裕2、溝手　　勇2、戸田　宏一1、
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大阪大学大学院医学系研究科循環器内科

【背景】一般的に重症大動脈弁狭窄症（AS）に対するTAVIの
アプローチとしては経大腿(TF)アプローチが選択されるが，
弓部大動脈が性状不良である場合には塞栓症のリスクが高い
ことから代替アプローチが考慮される．
【目的】冠動脈バイパス術の既往を有し，弓部大動脈の性状不
良であった重症AS患者に対してTAアプローチでのTAVI
施行時に上行大動脈からのpull-through�techniqueを用い，
良好な経過を得られた症例を経験したので報告する．
【患者】症例は80歳男性．バイクで転倒し左脛骨骨折の診断
で整復術予定であったが，術前精査で重症ASを認めた．骨
折整復術前に重症ASの治療を先行する必要があると判断さ
れた．冠動脈バイパス術の既往があることからも大動脈弁置
換術はhigh�riskであると考えられ，TAVIの方針となった．
TFアプローチでは術前CTで弓部大動脈の性状が不良であ
り塞栓症のリスクが高く，経大動脈アプローチは上行大動脈
に冠動脈バイパス術の中枢側吻合部がありグラフト損傷の
リスクが高いと判断し，TAアプローチに上行大動脈からの
pull-through�techniqueを用いてTAVIを行う方針とした．�
【結果】左第5肋間アプローチで心尖部に到達．右第2肋間ア
プローチで上行大動脈に到達し6Fr�sheathを挿入し心尖部
からhalf-stiff�wireを用いてpull-throughを作成した．造影
用カテーテルも上行大動脈のsheathから挿入し，RVP下に
SAPIEN�XT�23mmを留置した．術中循環動態安定したまま
経過し，穿刺部の合併症もなく手術を終了した．手術室で抜
管し，術後も循環呼吸状態は安定．術翌日に完全房室ブロッ
クに対してペースメーカー植込み術を施行したが，脳合併症
を含めその他術後合併症なく経過し，術後11日目に整復術
目的に転院．術後6ヶ月目心イベントなく経過中である
【結語】TAアプローチでのTAVI施行時に上行大動脈からの
pull-through�techniqueを用いた1例を経験し良好な結果を
えた。

口演7　手技上の工夫
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O07-6）
高度の亀背を伴う患者に経大腿アプローチによ
る経カテーテル大動脈弁留置術を施行した一例

田中　　誠1 
林田健太郎1、荒井　隆秀1、鶴田ひかる1、板橋　裕史1、
高橋　辰朗2、山崎　真敬2、伊藤　　勉2、志水　秀行2、 
福田　恵一1

１慶應義塾大学医学部　循環器内科、 
２慶應義塾大学医学部　心臓血管外科

　症例は89歳の女性である。有症候性重症大動脈弁狭窄症
のため当院を紹介受診し、高齢および呼吸機能低下のため経
カテーテル大動脈弁留置術(TAVI)を施行する方針とした。
呼吸機能低下のため局所麻酔下での経大腿(TF)アプローチ
を選択した。本症例は高度の亀背を伴っており、その影響で
腹部大動脈に強い屈曲を認めた。まず亀背のためそのままで
は手術台に仰臥医を取ることができないため、背部と膝の下
にクッションを設置し半座位で手技を行った。腹部大動脈
の屈曲に対しては対側大腿動脈からランダキストワイヤー
を留置し、伸展することができた。患者が半座位のため、通
常の右冠尖を中央にしたperpendicular�viewを使用できず、
無冠尖を中央後方としたperpendicular�viewを用いた。当
初SAPIEN3�23mm弁の直接留置を計画していたが、大動脈
基部がhorizontalであり、デバイスが大動脈弁を通過するこ
とができなかった。対側大腿動脈からバルーン拡張を行い、
デバイスの通過に成功した。高度の亀背を伴う症例は体位
や大動脈屈曲の問題でTFアプローチTAVIの難易度が高い。
本症例は特に亀背が強く難渋したが、種々の工夫を行うこと
で低侵襲なTF-TAVIを完遂することができたため報告する。

口演7　手技上の工夫

O07-7）
Balloon	assisted	sheath	insertion	
techniqueが有用であったYグラフト置換術後
TF-TAVIの１例

角谷　慶人1 
全　　　完1、桑原　謙典1、伊藤　之康1、山野　倫代1、
山野　哲弘1、中村　　猛1、坂井　　修2、岡　　克彦2、
的場　聖明2

１京都府立医科大学附属病院　循環器内科、 
２京都府立医科大学附属病院　心臓血管外科

【症例】87歳女性
【既往歴】
高血圧、糖尿病、虚血性心疾患
感染性腹部大動脈破裂に対して、Yグラフト置換術を実施さ
れている。
【現病歴】
2017年秋より３回の失神発作があり、精査の結果、重症大動
脈弁狭窄症（最高血流速度4.8m／s、平均圧較差�51mmHg、
弁口面積0.4cm2、左室駆出率�78%）と診断された。ハー
トチームによる協議の結果、26mm�Sapien3を用いたTF-
TAVIを実施する方針とした。全身麻酔下、経皮的アプロー
チで手技を行った。右大腿動脈より、Radifocus�Super-stiff�
Wireのサポート下に14Fr�eSheathの挿入を試みたが、Y
グラフトの近位側吻合部でeSheathが通過しなかった。左
大腿動脈からも同様のシステムでsheath挿入を試みたが通
過困難であった。そこで、ワイヤーをLunderquistに交換
し、さらに対側より10×20mmのPTAバルーンを吻合部ま
で導入した。eSheathを不通過部位に止め、対側から吻合部
をバルーン拡張しeSheathの先端tipと人工血管内側の接合
部をずらし、デフレートした瞬間にeSheathを進めたとこ
ろ、全く抵抗なく通過に成功した（Balloon�assisted�sheath�
insertion�technique）。その後、20mm�balloonで前拡張を
行い、26mm�Sapien3�を良好な位置に留置し、合併症なく
手技を終了した。
Yグラフト置換術後の患者にTF-TAVIを施行した報告は極
めて稀であるが、一般に、人工血管内においては高度な蛇行
や狭窄がなくともデバイス通過が困難になる可能性がある。
今回、Balloon�assisted�sheath�insertion�techniqueを用い
ることで、Sheath先端の人工血管壁への接触部位を変える
ことで、安全にSheathが挿入可能となったため報告する。

口演7　手技上の工夫
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O08-1）
重症三枝病変を伴う重症大動脈弁狭窄症に対し
て低侵襲冠動脈バイパス術および経大腿動脈ア
プローチ経カテーテル大動脈弁留置術を同時施
行した一例

山﨑　和正1 
片桐　勇貴1、棒田　浩基1、萱沼　圭悟1、竹之内　豪1、 
谷　　友之1、山崎　誠治1、齋藤　　滋1、上田　高士2、
三澤　　学3

１札幌東徳洲会病院　循環器内科、 
２札幌東徳洲会病院　心臓血管外科、 
３札幌東徳洲会病院　麻酔科

症例は77歳女性。近医で重症三枝病変および重症大動脈
弁狭窄症に対して冠動脈バイパス術および外科的大動脈
弁置換術を勧められていたが、高度frailtyのため、外科手
術は御本人、御家族ともに拒否され、より低侵襲な治療
を希望され当院紹介となった。147.5cm、46.4kg、体表
面積�1.37m2、NYHA�2、STS�mortality�6.2%、Logistic�
EuroSCORE�9.69%、EuroSCORE�II�5.96%。術前経胸壁
心エコーでAVA�0.51cm2、AVAi�0.37cm2／m2、Mean�
PG�43.3mmHg、Peak�Velocity�4.29m ／s、EF�42%、
CAGで右冠動脈に高度石灰化を伴う高度狭窄病変、左冠動
脈前下行枝に高度屈曲蛇行および高度石灰化を伴う高度狭窄
病変、左冠動脈回旋枝の閉塞を認め、左冠動脈から右冠動脈
への豊富な側副血行路を認めた。重症三枝病変であり、PCI
は不適と考えられ、低侵襲冠動脈バイパス術(MICS-CABG)
および経大腿動脈アプローチ経カテーテル大動脈弁留置術
(TF-TAVI)を行う方針となった。また、術後の血行動態の
破綻を考慮し、同時手術を行う方針となり、PCPS補助下で
手技を行う方針となった。PCPS補助下でTF-TAVIを施行、
SAPIEN�3�26mmを留置、その後PCPSを抜去し、IABP補
助下で左肋間小開胸MICS-CABG(LITA-LAD)を施行し手
技を終了した。重症三枝病変を伴う重症大動脈弁狭窄症に対
してMICS-CABGとTF-TAVIを同時施行した一例を経験し
た。LM病変や多枝病変を伴う重症大動脈弁狭窄症に対する
MICS-CABGとTF-TAVIによる同時手術は、より低侵襲な
治療として有効な選択肢であると考えられる。

口演8　冠疾患（CABG併用・TA）

O08-2）
TAVI+OPCAB同時hybrid手術の経験

佐々　利明1 
出田　一郎1、押富　　隆1、古賀　智典1、上杉　英之1、 
坂本　知浩2、田口　英詞2、鈴山　寛人2、山田　雅大2

１済生会熊本病院　心臓血管外科、 
２済生会熊本病院　循環器内科

【はじめに】
高齢化社会を背景に動脈硬化に起因する冠動脈疾患（CAD）
は増加傾向にある。2013年に経カテーテル的大動脈弁植込
み術（TAVI）が開始され、大動脈弁狭窄症（AS）症例の治療
範囲患者層が拡大し本邦における弁膜症手術件数も年々増加
し、CADを有するAS症例も増加傾向にある。
CADを有するAS症例に対し当院では循環器内科と心臓血管
外科でカンファレンスを開催し、年齢・frailityなどを考慮し
た全身評価を行い、経皮的冠動脈形成術（PCI）＋TAVIもし
くは大動脈弁置換術（AVR）＋冠動脈バイパス術（CABG）の
いずれかの治療方針をこれまで選択してきた。しかしながら
今回我々ハートチームで冠動脈狭窄に対してPCIは不向き
と判断し、TAVI+OPCAB同時hybrid手術を行ない、良好
な経過をたどったため報告する。
【症例】
84 歳女性。以前より AS を指摘されていたが手術希望
なく経過観察していた。2017 年11 月に初めて急性心
不全のため入院加療を必要とし、その後、手術加療を
希望したため当院紹介となった。心エコー検査で AVA�
0.83cm2,mPG51mmHg,Vmax4.27m／sのsevereASに加え、
CAGで冠動脈2枝病変を認めSYNTAX�score50ptであり冠
動脈血行再建法としてCABG�betterとハートチームで判断
しTAVI+OPCABの同時hybrid手術方針とした。
【手術】
手術は全身麻酔下に胸骨正中切開後 graft 採取しまず
OPCABでLITA-LADを吻合した。次いでTF-TAVIを行う
予定としていたが、回旋枝領域の視野確保として心臓を脱
転してもBP維持可能であったためAo-SVG-OMのbypass
を行った後にTF-TAVI（Sapien3�23mm）施行した。手術
時間�4時間�5分、出血量�300ｇ、透視時間�19.4分、造影剤　
69mlであった。術後経過問題なくPOD14自宅退院となった。
【結語】
TAVI+OPCAB同時hybrid手術は冠動脈病変を有する高齢
なAS患者の治療の一つの選択肢として有用であると思われ
た。

口演8　冠疾患（CABG併用・TA）
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O08-3）
MICS-CABG+TA-TAVI中の血行動態破綻
に対して心尖部シースからPCPS送血を行った
一例

恒吉　裕史1 
坂本　裕樹2、多田　朋弥2、竹内　泰代2、植木　　力1、
山中　　憲1、平野　雅大1、佐藤　博文1

１静岡県立総合病院　心臓血管外科、 
２静岡県立総合病院　循環器内科

症例は87歳男性。白内障手術の術前精査で高度の大動脈
弁狭窄(AVA�0.6)を指摘。脳梗塞による左半身麻痺もあり
Frailtyが高くTAVI方針となった。CAGを行ったところ、
RCA#1が完全閉塞、LAD#6-7にかけて高度狭窄、CX#11
にも狭窄を有する3枝病変の合併も認めた。造影CTでは、
上行大動脈は高度の石灰化でporcelain�aorta、両側腸骨動
脈の高度狭窄、鎖骨下動脈にも狭窄を認めた。TAVIのアク
セスとしては心尖部しかなく、3枝病変に関しては、完全閉
塞のRCAにはLADから側副路が発達していることを考慮し、
TA-TAVIの際に同時にLITA-LADのみをOPCABで吻合す
る方針とした。
手術：左第5肋間開胸で、約7cmの皮膚切開を行い、LITA
を剥離、OPCABにてLITAをLAD#8へ吻合した。術中の
トランジットタイム血流計でグラフトフローが良好であっ
たことを確認、さらに大腿動脈からカテーテルにてLITA造
影を行い、LITA-LAD吻合部にも問題のないことを確認し
た。その後、同一視野から第6肋骨を切断し左心室心尖部に
フェルト付きU-stayを4針置いてAscendra�Sheathを挿入
した。Sapien�XT�26mm�valveを-2ccで挿入直前から血圧
低下を認め、昇圧剤などにより血行動態の安定を図る努力を
したが血圧低下が著明となりwireによるARの影響も考え、
急いでvalveを留置した。しかし留置後も血圧低下が回復せ
ず、PCPS導入方針とした。両側腸骨動脈高度狭窄を有する
ため、送血はAscendra�Sheath内に直接PCPSのストレート
送血管を挿入し、脱血は大腿静脈から行い3分程度でPCPS
を確立することができた。TEEでは心臓全体のmotionが悪
くPCPSの継続が必要であったので、右鎖骨下動脈を剥離し、
同部に8mm人工血管を端側で吻合し、PCPSの送血を心尖
部から鎖骨下へ変更し手術を終了することができた。集中治
療室での管理を行いPCPSは3日後に離脱することができ、
留置した弁に機能異常もなく、心機能も回復した。
結語:TA-TAVI症例は、末梢血管の動脈硬化が高度であるこ
とが多く、術中の血行動態破綻の際のPCPS挿入経路に悩む
ことが多い。今回行ったAscendra�sheath内への送血管直
接挿入は、迅速なPCPS確立が可能であり、下行大動脈の粥
状硬化症例などでも順行性の体外循環を維持できるため有用
であると思われる。

口演8　冠疾患（CABG併用・TA）

O08-4）
経心尖部経カテーテル的大動脈弁植え込み術後
の心電図変化

村上　貴志1 
高橋　洋介1、岩田　真一2、水谷　一輝2、伊藤　朝広2、 
岡井　　主2、梶尾　啓子2、中尾　真奈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　心臓血管外科学、 
２大阪市立大学大学院医学研究科　循環器内科学

【目的】経カテーテル的大動脈弁植え込み術(TAVI)後には
様々な心電図変化が起こるが、今回我々は、経心尖部アプ
ローチからTAVIを行った症例に、特徴的なT波の変化を認
めたので報告する。【方法】２０１６年１月から１２月まで
の間に当院にてTAVIを行った７１例のうち、経心尖部アプ
ローチから施行したのは17例であった。そのうち、術前・退
院前・術後６ヶ月・12ヶ月後の心電図が確認出来た12例のT
波の変化を観察した。平均年齢は80歳で、４人が男性であっ
た。【結果】T波の変化は以下の３パターンに分かれた。１）
術前V3からV5誘導で陽性(2.4mmV～6.4mmV)出会った
６例は、術後３０日において深い陰性T波(－3.0mmV～－
7.9mmV)を認めた。術後６ヶ月および１２ヶ月では、全例
で陰性T波は浅くなるか消失した。２）術前にstrain�pattern
を認めた３例は、術後３０日にT波は増高した。３）３例で
はT波の変化はほぼなかった。いずれの症例においても、冠
動脈合併症は認めなかった。数例で、心エコー上の心尖部の
壁運動の低下を認めたが、いずれも経過中に正常化した。経
過中、心尖部の瘤化は認めなかった。【結論】経心尖部アプ
ローチのTAVIにおけるT波の変化を高頻度に認めたが、臨
床的に大きな問題はなかった。

口演8　冠疾患（CABG併用・TA）
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O08-5）
心尖部アプローチ経カテーテル的大動脈弁置換
術が左心室機能に与える影響

新井　善雄1 
坂口　元一1、白井　伸一2、角本　眞一3、坪田　秀樹1、 
黒田　悠規1、磯谷　彰宏2、林　　昌臣2、森永　　崇2、 
川口　朋宏2

１小倉記念病院　心臓血管外科、 
２小倉記念病院　循環器科、 
３小倉記念病院　麻酔科

【目的】大腿動脈アプローチ経カテーテル的大動脈弁留置術
(TF-TAVR)は低侵襲な手技であるが、全身の動脈硬化性変
化からアクセスルート確保に難渋することも多い。一方TA-
TAVRはアクセスルート確保比較的容易であるが、心筋自
体に外科手技を加える必要があり、術後左室機能に及ぼす影
響が危惧される。今回TA-TAVRが左室機能に与えた影響
を検討したので報告する。
【対象と方法】2013年10月～2017年9月の期間に当院で施
行したTAVR�405例のうち冠動脈病変合併・心房細動合併・
ペースメーカー埋込み症例を除外した185例を対象とし、
TA-TAVR�(TA群)とTF-TAVR�(TF)群に分け、体表心エコー
でのModified�Simpson法による左室駆出率(LVEF)と拡張
早期波／心房収縮期波比(E／A)および波減衰時間(DcT)の
推移を比較検討した。
【結果】TA群は32例(男性8例�25%),�年齢87±4歳、術前
STS�score�5.9±2.1%、大動脈弁口面積�0.6±0.1cm2、平
均圧較差�59±20�mmHg,�LVEF�61±9%,�E／A�0.8±0.4,�
DcT�274±96であった。TF群は153例（男性41例�27%)、
年齢85±5歳、術前STS�score�6.7±5.7%,大動脈弁口面
積�0.6±0.1cm2,（平均）平均圧較差�58±19mmHg,�LVEF�
61±9%,�E／A�0.8±0.5,�DcT�268±89で上記データは
両群間に有意差を認めなかった。使用弁種はTA群は全例
SAPIEN�XTであった。TF群はSAPIEN�XT�58例(38%)、
SAPIEN�3�64例(42%)、CoreValve�11例(7%),�Evolt�R�18
例(12%),�Acurate�neo�2例(1%)であった。
早期成績：両群に術後30日死亡はなかった。入院死亡はTA
群の1例(0.5%,�Good�Pasture症候群による肺出血,ARDS,�
術後50日目）であった。30日死亡率および手術死亡率に有
意差はなかった。
術後LVEFはTA群は6ヶ月58±6%、１年59±5%でTF群
は6ヶ月62±6%、１年62±7%で6ヶ月の時点でTA群が
有意に低下していた。術後E／AはTA群は6ヶ月1.0±0.6、
１年0.9±0.4、TF群は6ヶ月1.3±5.4、１年0.7±0.2で
統計的有意差はなかった。術後DcTはTA群は6ヶ月272
±68msec、１年289±81msecで、TF群は6ヶ月282±
79msec、１年301±81msecで統計的有意差はなかった。
【結論】TA-TAVRは左室収縮能に若干の影響を及ぼすもの
の、拡張能には影響を認めなかった。TAVRの手術成績は
TA群、TF群ともに良好でありTA-TAVRは有用な手技であ
ると考えられた。

口演8　冠疾患（CABG併用・TA）

O09-1）
遠位弓部壁在血栓を伴う症例における3次元臓
器モデルを用いたTAVI治療戦略立案

夜久　英憲 
斎藤　成達、谷口　智彦、豊田　俊彬、渡部　宏俊、 
今井　逸雄、木村　　剛

京都大学医学部附属病院

【目的】遠位弓部に潰瘍形成を伴う壁在血栓を認める症例に
対する治療戦略を術前シミュレーションにより立案するこ
と。
【方法】患者CT画像を基に大動脈全体を3次元プリンターに
て作成した。今回のモデルでは遠位弓部血栓部を別パーツで
作成、デジタルフォースゲージを接続できるようにし実際に
エックス線透視下にてTFアプローチでSAPIEN�3とEvolut�
Rの各々のデバイス通過時に遠位弓部血栓部位にかかる荷重
を測定した。
【結果】遠位弓部への最大荷重は弓部通過時ではなく最後の
大動脈弁通過時にかかっており、SAPIEN�3がEvolut�Rよ
りも弓部通過時、大動脈弁通過時ともに有意に荷重が大きく
かかっていた。そのため、上行大動脈～弓部の血栓症例では
SAPIEN�3の方が術中術後の脳卒中の可能性を減らす可能性
が示唆され、今回はSAPIEN�3を使用することとした。また、
遠位弓部への最大荷重は大動脈弁通過時にかかっていたこと
から、前拡張を施行することとした。実際の治療の詳細につ
いては本会で報告する。
【結論】遠位弓部壁在血栓を伴う症例に対して3次元プリン
ターを用いた術前シミュレーションを基にした治療戦略立
案は有効であった。本症例の結果が一般化できるかどうかに
ついてはさらなる研究が必要である。

口演9　CT検査・チーム医療
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O09-2）
経カテーテル的大動脈弁置換術における大腿動
脈アプローチでの３DCT画像の有用性

藤田　周平1 
山中　　太2、宍戸　晃基2、森山　典晃2、江本　昌臣1、 
清水　利光1、糸澤　　誠1、関根　　聡1、齋藤　　滋2

１湘南鎌倉総合病院　放射線部、 
２湘南鎌倉総合病院　循環器科

【背景】
当院では経カテーテル的大動脈弁置換術(TAVI)において
大腿動脈アプローチ(TF)で手技を行う際、可能であれば経
皮的アプローチにて行っているが、止血には止血デバイス
Perclose�ProGlideを使用している。Perclose�ProGlideに
よる止血の成功には、アプローチサイトの評価として血管の
走行、浅・深大腿動脈の分岐位置、石灰化の分布及び大腿骨
骨頭の位置との関係性などの情報が重要である。
【目的】
2016年7月以降TFで手技を行う症例において、CT画像を
用いて止血デバイスを使用する際に必要な情報が分かるよ
うな３D画像を構築し手技のサポートを試みているが、構築
画像を使用する前後の期間においてその血管合併症について
検証することとした。
【方法】
TFでのTAVIにおいて、Perclose�ProGlideを使用して止血
を行い始めた2015年9月から2018年1月までの全152症例
のうち、3D画像の構築を開始した2016年7月以前の症例54
症例と以降の症例98症例においてPerclose�ProGlideで止血
できなかった止血デバイスFailureを比較検討することとし
た。
【結果】
穿刺部での止血デバイスFailureは画像構築以前では54症
例中10症例(18.5%：外科的止血6例、止血デバイスの追加
による止血の成功4例)、以降では98症例中9症例(9.2%：外
科的止血5例、止血デバイスの追加による止血の成功3例、
Balloonでの止血の成功1例)であり画像構築以降の症例で
止血デバイスFailureが減少する傾向であった（p=0.124）。
【結論】
TFでのTAVIにおいて血管の走行、浅・深大腿動脈の分岐位
置、石灰化の分布及び大腿骨骨頭の位置などの情報が分かる
画像を提供することで止血デバイスFailureは減少する傾向
を認めた。このような画像の構築により今後さらなる血管合
併症の減少を期待したい。

口演9　CT検査・チーム医療

O09-3）
TAVI術前CTにおける自動計測ソフトの検討

清水　一生1 
山本　真功2、松下　俊一1、尾林　恭次1、口ノ町俊嗣1、 
綱木　達哉1、山下　　翔1、宮地　健史1、戸川　拓哉1、 
鈴木　孝彦2 , 3

１豊橋ハートセンター　放射線科、 
２豊橋ハートセンター　循環器内科、 
３豊橋ハートセンター　心臓血管外科

【目的】TAVI術前CTにおける従来の計測と自動計測ソフト
による計測を比較検討した。
【方法】TAVI術前CTにおける従来の計測法：以下マニュ
アル計測と新たに導入されたPhilips�IntelliSpace�Portal�
ver.9　TAVI�Planningによって計測した方法：以下オート
計測による計測で以下の項目に対し検者間およびソフト間
で比較検討した。計測項目は弁輪部径：長径、短径、面積、
円周径、Sino-Tubular�Junction径、valsalva洞径、弁輪部
から左右冠動脈の高さ、下肢動脈径の計測およびこれらと
perpendicular�view作成までの解析時間とした。
【結果】検者間では従来のマニュアル計測では計測値に有意
な差は認めないものの、ばらつきを認めた。一方、オート計
測ではばらつきが少なく全ての計測値に有意差は認めなかっ
た。解析時間ではマニュアル計測では検者間による差を認め
るが、オート計測では検者間による差は認めなかった。ソフ
ト間ではマニュアル計測およびオート計測共に全ての解析
項目の計測値に有意差は認めず、ばらつきも少なかった。解
析時間ではマニュアル計測に比べ、オート計測では大幅に解
析時間が短縮した：P＜0.0001。
【結語】TAVI術前CTにおける自動計測ソフトは従来の測定
と比較し、同等の解析結果が得られ、さらに解析時間の短縮
が可能となった。操作方法も非常に簡便であり、自動計測ソ
フトはTAVI術前CT検査として有用であると考えられる。

口演9　CT検査・チーム医療
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O09-4）
Hybrid	OR	SystemにSwan-Ganz	
Catheterが及ぼす影響

宇都宮慎一 
岡本裕太郎、織川　陽介、久保翔太郎、京下　　睦

愛媛県立中央病院　放射線部

【背景・目的】当院の Hybrid�OR�System（血管撮影装置：
Philips 社�Allura�Clarity�FD20C・寝台：MAQUET 社�
Magnus1180）において、経カテーテル大動脈弁留置術
（TAVI）中にCアーム及びベッドの操作性が著しく低下し、
制御不能となる現象が発生した。現象発生時には、血管撮影
装置の接触防止機構であるBody�Guard�Sensor（BGS）が作
動していた。しかし、人体や機器が装置に近接・接触はして
おらず、BGSが誤作動する要因が他に存在すると考えた。本
現象を調査していたところ、Swan-Ganz�Catheter（Edwards
社�774F75）から発生する高周波の影響が疑われたため検証
を行った。
【方法】水ファントム内にSwan-Ganz�Catheterを配置し、
サーマルフィラメントのコネクターと測定装置（Edwards
社�VIGⅡ）の接続時及び非接続時における、BGS値のモニ
タリング、Cアーム及びベッドの操作性を検証した。
【結果】コネクターとVIGⅡ接続時にBGS値は著明に変動し、
物体接触と同等の数値になった。Cアーム及びベッドの操作
性も著しく低下し、制御不能となる事が確認できた。VIGⅡ
の測定が待機状態または一時停止状態であってもコネクター
が接続されている場合、本現象が発生することが確認できた。
【考察】VIGⅡからサーマルフィラメントには加温のために
100kHzの高周波が出力される仕様となっている。BGSから
も100kHzの高周波が出力されていることが確認された。同
周波数帯の高周波が干渉を起こし、BGSの誤作動を引き起こ
していると考える。
【結語】BGS誤作動の原因はSwan-Ganz�Catheterのサーマ
ルフィラメントであった。この検証後、Heart�Teamスタッ
フで協議の上、TAVIでは、開心術移行や術後管理を考慮し、
Swan-Ganz�Catheterを挿入するが、術中は接続しない運用
に変更した。今後導入される構造的心疾患（SHD）の術中運
用についてはHeart�Teamスタッフで協議する必要がある。

口演9　CT検査・チーム医療

O09-5）
当院におけるTAVIの変遷と臨床工学技士の
TAVIチームでの関わり

栗原　英宣1 
岡本　隆嗣1、西尾　皓人1、小林　俊博2、坂倉　徳哉2、 
澤城　梨沙3、宮田さやか3、辻本　悟史4、小山　　裕5、 
山本　真功4

１名古屋ハートセンター　臨床工学科、 
２放射線科、 
３看護部、 
４循環器内科、 
５心臓血管外科

【はじめに】本邦では2013年10月より大動脈弁狭窄症に対し、
経カテーテル的大動脈弁置換術（TAVI）が開始されており、
当院では2015年から現時点まで190症例以上を施行してい
る。この約4年の間にTAVIチームで手技の統一・効率化に
取り組んだ。今回当院TAVIチームにおける臨床工学技士の
関わりについて報告する。
【経過】開始当初は全身麻酔及びカットダウン法で行われて
いたが、現在では局所麻酔及びパンクチャー法へと手技が
変更となった。また患者のモニター類装着や体位固定など
入退室時の看護師業務に臨床工学技士が積極的に介入し、低
侵襲治療を目指すため手術時間の短縮に努めている。これ
により最大4例／日のTF�TAVIや、CKD患者に対するNon�
contrast�TAVIといったコンプレックスな症例にも迅速か
つ安全に治療を遂行できている。開始当初、結成した固定メ
ンバーで治療を行っていたが、現在では全ての臨床工学技士
が緊急TAVIに対応できるように教育を進めている。また治
療に入る人数を減らし、ローテーションできるようにして
いる。
【CE業務】清潔補助業務（台ふり）、外回り（TPM操作、人工
心肺・PCPS待機）、クリンプ・ローディング、材料の見直し、
患者のモニター類装着・体位固定など
【考察】手技の進歩により変化していく治療手段、新しいデバ
イスにも迅速に対応し、手技の統一・効率化を図りながら最
小人数でも安全にTAVIを遂行できていると考えられる。
【結語】心構造疾患治療では臨床工学技士がTAVIチームに介
入し積極的に関わることが低侵襲治療を目指す上で重要であ
ると考えます。

口演9　CT検査・チーム医療
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O09-6）
TAVIにおける診療看護師の果たす役割

重冨　杏子1 
吹田　耕治1、田端　　実1、柴山謙太郎2、小船井光太郎2、
渡辺　弘之2

１東京ベイ・浦安市川医療センター　心臓血管外科、 
２東京ベイ・浦安市川医療センター　循環器内科

当院では2016年１月にTAVI診療を開始し、現在までにお
よそ160症例を実施している。
TAVIは、ハートチームで慎重な合意形成が重要である。さ
らに対象症例はFrailtyが高く併存疾患が多い高齢者であり、
リスク評価から適応決定までのプロセスは複雑である。ま
た医学的側面以外にも、患者・家族の価値観や社会的背景も
踏まえた検討が重要となる。
しかしハートチームを構成するメンバーは多職種に渡るこ
と、各メンバーそれぞれが高い専門性を求められるがゆえそ
の役割にのみ特化しやすい点などから、患者の全体像の把握
が疎かになっているケースやコミュニケーション不足によ
りスムーズな診療プロセスを踏めないケース、メンバー間
の温度差が生じるケースも多く経験する。このことから、患
者の全体像の把握とチームマネジメントを図るコーディネー
ターが有用と考える。実際TAVI診療において、コーディネー
ターを導入し成果をあげている報告も散見するようになっ
た。
当院では、診療看護師がコーディネーターの役割を担って
いる。診療看護師は、医師の指示のもと一定の範囲内で診療
行為を行うことのできる看護師のことを指す。診療チーム
に属し、医師と共通の認識で診療に関われることが特徴であ
る。これら特徴を活かし、単に手術や検査予定などの調整業
務を行うだけでなく、術前評価から周術期管理を診療看護師
が自ら行うことで、より患者の全体像に沿った診療プロセス
の設計と情報を集約化した効率的かつ総合的なチームマネ
ジメントが可能となると考えられる。これにより最終的には
TAVI成功と患者の長期予後改善、満足度の向上につながる
ことが期待できる。
当院ハートチームでの診療看護師の活動を報告するととも
に、TAVIにおける新たなコーディネーター的役割の形を提
案する。

口演9　CT検査・チーム医療

O09-7）
演題取り下げ

口演9　CT検査・チーム医療
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O10-1）
二尖弁に対する自己拡張型デバイスを用いた
TAVIの安全性と有効性

向井　　隆1 
溝手　　勇1、津田　真希1、市堀　泰裕1、大西　俊成1、 
前田　孝一2、倉谷　　徹2、澤　　芳樹2、坂田　泰史1

１大阪大学大学院医学系研究科　循環器内科学、 
２大阪大学大学院医学系研究科　心臓血管外科学

【目的】大動脈二尖弁は頻度の高い先天性心疾患であり、特
にアジア人では頻度が高いとされている。自己拡張型デバ
イスの出現に伴って、二尖弁に対してもTAVIの適応が広が
りつつある。しかしながら我が国において、二尖弁に対する
TAVIが三尖弁と同様に安全かつ有効であるかは未だ不明
である。今回我々は自己拡張型デバイスを用いて治療した
severe�AS症例を三尖弁群および二尖弁群にわけて比較検討
した。
【方法】2009年10月から2017年8月にかけてのTAVI連続
522例のうち、CorevalveまたはEvolut�Rを用いて治療した
115例を対象とした。三尖弁群は96例、二尖弁群は19例で
あった。
【結果】VARC2�criteriaに基づくDevice�successは両群で
95%以上であった。術後30日以内に死亡した症例は両群で
認めなかった。術後1か月および6か月後の留置弁の平均圧
較差は両群とも良好に低下しており差がなく、有効弁口面積
についても同様であった。また術後6か月目までの主要脳心
血管イベントや全死亡、心血管死の発生率にも差がなかった。
【結論】長期の成績については未だ不明であるが、短期的には
二尖弁に対するTAVIは三尖弁に対するTAVIに劣らず安全
かつ有効であると考えられた。

口演10　二尖弁

O10-2）
弁輪の石灰化を伴った２尖弁に対するTAVIの
経験

栃井　将人 
吉武　明弘、井口　篤志、朝倉　利久、徳永　千穂、 
林　　　潤、高澤　晃利、泉田　博彬、金行　大介、 
中嶋　博之

埼玉医科大学国際医療センター 心臓血管外科

症例は87歳男性．重症の大動脈弁狭窄症のため手術目的に
入院．Frailty�Scoreは�3-4，
STS�score�3.892％，Euro�score�8.7%．エコー検査では
severe�ASでARなし．MR�trivial,�TR�mild.�LVEF�67%,�
LVDd�51，Ds�32．％FS�37.3%,�大動脈弁通過血流は4.7m
／s，圧較差はpeakで90mmHg,�meanで�61mmHg.�大動脈
弁は2尖弁と診断．上行大動脈は50mmと拡大．2尖弁であ
り，SAVRも考慮したが，87歳と高齢でCOPD，気管支喘息
などもあり，TAVIの方針となった．冠動脈には有意狭窄を
認めず．全身麻酔下に手術開始，．右大腿動脈からcut�down
でデバイスを挿入，左大腿動脈から造影用カテーテルを挿入
する予定であった．しかし，左総腸骨動脈が解離したため，
手技を中断．もともと洞不全症候群があり，ペースメーカー
留置を行い，一度退院となった．1か月後に再入院し全身麻
酔で手術開始．右大腿動脈を露出しテーピング．左大腿動脈
は穿刺して5Fr.シース挿入．造影を行いアクセスルートが
問題ないことを確認．右橈骨動脈から5Fr�Pig�tailカテーテ
ルを挿入．デバイスはSAPIEN�3を選択．大動脈弁は2尖弁
であり，かつ弁輪に石灰化を認めた．この石灰化が左室流出
路まで伸びていた．CTで大動脈弁輪555mm2，SAPIEN�3�
26mmと29mmのボーダーラインであったが，2尖弁であ
り26mmを選択．また，弁輪の石灰化も考慮してバルーン
容量を2mlマイナスで留置することとした．BAVのあとで
23mm弁を-2mlで，Rapid�pacing�(180�bpm)下に留置．徐々
に心拍再開．冠動脈の起始部は左右とも11mm以上であり，
冠動脈保護は行わず．経食道エコーでAR�mild以下であり，
後拡張は行わず．アクセスルートの問題がないことを確認
し手術を終了した．特に大きな合併症なく，自宅退院となっ
た．２尖弁で左室流出路に伸びる弁輪の石灰化があり，非常
に判断に迷う症例であったが，良好な経過を得た

口演10　二尖弁
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O10-3）
瘤形成を伴う閉鎖型心室中隔欠損を合併した二
尖弁大動脈弁狭窄症に対してTAVIを施行した
一例

田中　　旬1 
河田　光弘2、二見崇太郎1、武田　和大1、西村　　隆2、 
原田　和昌1

１東京都健康長寿医療センター　循環器内科、 
２東京都健康長寿医療センター　心臓外科

症例は80歳男性。高血圧、脂質異常症、糖尿病、甲状腺機能
低下症、右肺癌部分切除後、食道癌内視鏡的切除、放射線治
療後で通院している。ADLは保たれているものの労作時息
切れを自覚、症候性二尖弁severe�AS、moderate�ARの診断
に至り、手術リスクが高いことからTAVI検討となった。精
査の結果、心房中隔膜様部に瘤形成を認め閉鎖型VSD合併
症例であると診断した。閉鎖型VSDに関しては、TAVI実
施後に瘤内への弁脱落やPVLの残存といった合併症のリス
クがあり得ると考えられた。しかし二尖弁のrapheはRCC-
NCC間に存在し、閉鎖型VSDと同側に位置していることか
ら、弁はraphe側には開放しないと思われTAVI施行が可能
であると判断した。Sapien3�26mmを選択しTF-TAVIを実
施し、PVLはtrivial程度で他に特記すべき問題なく留置する
ことができた。二尖弁ASとVSDは合併し得る先天性心疾患
であるが解剖学的に様々なバリエーションがあり、二尖弁
の癒合部位、VSDの部位や交通の有無などによって治療方
針が変わる可能性があると思われる。今回我々はハートチー
ムにより詳細な検討を行う事で、最良の治療方針を検討する
ことができた症例を経験したため報告する。

口演10　二尖弁

O10-4）
大動脈二尖弁に対してEvolutR留置２日後に、
左冠動脈主幹部の亜閉塞を来した一症例

山中　　太1 
宍戸　晃基1、山部　剛史2、太田　隆嗣3、野口権一郎2、 
齋藤　　滋1

１湘南鎌倉総合病院　循環器科、 
２湘南鎌倉総合病院　心臓血管外科、 
３湘南鎌倉総合病院　麻酔科

症例は92歳男性、うっ血性心不全、重症大動脈弁狭窄症で他
院に緊急入院。保存的加療後に、経カテーテル大動脈弁留置
術(trans-catheter�aortic�valve�replacement;�TAVR)目的
で当院紹介となる。
冠動脈に有意狭窄は認められず、CTでは大動脈二尖弁の
所見であった(R-N�fusion�type,�Annulus�area;�534mm2,�
Annulus�perimeter;�82.4mm)。TAVR適応と判断して、
EvolutR29mmを留置、最終の大動脈造影で、軽度の人工弁
周囲逆流と左右冠動脈の開存を確認した。手術２日後に、胸
部圧迫感と新規の左室壁運動低下を認め、緊急心臓カテーテ
ル検査を施行、左冠動脈主幹部の亜閉塞を認めた。引き続き、
経皮的冠動脈形成術を施行、6�Fr�JL�4.0でsemi-engage、�
RunthroughNS®を通過させてIntravascular�ultrasound�
(IVUS)�施行、冠動脈血管外から圧迫する異常構造物を認め
た。Xience�Alpine3.5-15mmを左冠動脈入口部より留置し
て、4.0mmのバルーンで後拡張血を行ったが、血管外構造
物によりステントの拡張が得られなかった。radial�forceを
得られるようにResolute�Onyx4.0-8mmをstent�in�stentし
て手技終了とした。TAVRに伴う冠動脈閉塞の頻度は低いが、
重大な転帰につながる合併症である。本症例の術前CTでは、
仮想弁輪から左冠動脈入口部までの高さは16mmで、術前に
冠動脈閉塞を予測するのが難しい症例であった。文献的考察
を踏まえ、報告する。

口演10　二尖弁
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O10-5）
左冠動脈低位の癒合性二尖弁に対して積極的
にBAVを行うことで冠動脈閉塞を回避しえた
TAVI症例

林　　昌臣1 
白井　伸一1、磯谷　彰宏1、川口　朋宏1、伊藤　慎八1、 
滝口　　洋1、角本　眞一3、新井　善雄2、坂口　元一2 , 3

１小倉記念病院　循環器内科、 
２小倉記念病院　心臓血管外科、 
３小倉記念病院　麻酔科

【目的】経カテーテル的大動脈弁植え込み術（TAVI）におい
て冠動脈閉塞は重篤な合併症である。今回術前の評価から冠
動脈閉塞のリスクが懸念された症例に対して人工弁留置前の
バルーン拡張を工夫することで冠動脈閉塞を回避しえた症
例を経験したため報告する。

【対象・結果】症例は85歳男性。NYHA�classⅢの労作時息
切れを認め当院へ紹介。精査の結果、平均圧較差58mmHg、
最大流速5.0m／sの重症大動脈弁狭窄症の診断となった。
STSscore4.136%と中等度リスクであるが、85歳と高齢で
あるためハートチームでの検討のもと経カテーテル的大動
脈弁植え込み術（TAVI）の適応と判断した。大動脈弁輪面積
は518.3mm2で左冠動脈高は10.9mmと低い症例であった。
左冠尖のValsalva径は36.0mmと比較的大きい形態であっ
たが、左冠尖の弁尖には石灰化塊が存在しているほか、右
冠尖-無冠尖が癒合した癒合性二尖弁の形態であることから
TAVI人工弁留置においては冠動脈閉塞の合併症リスクが懸
念された。実際のTAVIであるが、局所麻酔下で左大腿動脈
アプローチとしSapien3�26mmを選択した。冠動脈閉塞の
リスクを考慮し予め左冠動脈にガイドカテーテル、ガイド
ワイヤー、バルーンカテーテルを挿入したうえでTAVIの手
技を進めた。左室内にSafariXSを挿入したのち、Sapien3付
属の23mmバルーンで大動脈弁バルーン拡張術（BAV）を施
行。BAVの際にわざとカテーテルおよびガイドワイヤーを
大湾側へ押し付けてバルーン拡張させることで右冠尖-無冠
尖の交連部の癒合を離解させることに成功した。無冠尖は開
放位で固定され急性大動脈弁逆流となっているため速やか
にSapien3�26mmの留置に移り、通常容量で大動脈弁位に
留置した。人工弁留置においても拡張は右冠尖-無冠尖側に
も拡張することができており、癒合していた対側に偏位する
ことはなかった。結果、冠動脈閉塞が発生することなく良好
な結果を得ることができ手技を終了した。術後の経過にも問
題なく術後7日目で自宅退院となった。

【結論】以上のごとく、癒合性二尖弁を含めた解剖学的要因か
ら冠動脈閉塞が懸念されたものの、積極的にBAVを施行す
ることにより合併症回避することができた良好な1例であっ
たため報告する。

口演10　二尖弁

O10-6）
重症大動脈弁狭窄症に対して経カテーテル大動
脈弁留置術を施行した四尖弁の1例

青野　哲哉1 
岡山　英樹1、日浅　　豪1、細川　沙生1、川村　　豪1、
重松　達哉1、中山　泰介2、石戸谷　浩2、松岡　　宏1、 
風谷　幸男1

１愛媛県立中央病院　循環器内科、 
２愛媛県立中央病院　心臓血管外科

症例は87歳男性。うっ血性心不全のため前医に入院した。
心エコーにて左室駆出率は30%と低下していたが、高度の
大動脈弁狭窄症（AS、平均圧較差54.1mmHg、最大流速4.8m
／s、弁口面積0.7cm2）と高度の大動脈弁閉鎖不全症（AR）
を認め、精査加療目的で当院に転院した。胸部CTにて四尖
弁と診断され、ハートチームの協議にて高齢有症候性重症
AS症例であるため経カテーテル大動脈弁留置術（TAVI）の
適応と判断した。弁輪面積は590mm2でSAPIEN�3（S3）
29mmの使用を考慮したが弁の石灰化が高度でありバルサ
ルバ破裂が危惧された。25mmバルーンでサイジングを行
い、S3�26mmを1ccオーバーフィルで留置した。術前に高
度ARを認めており中等度残存した弁周囲逆流は許容できる
ものと判断した。術後の経過良好で術後4日目に独歩退院し、
その後心不全の再発なく日常生活を送ることが可能となっ
た。四尖弁に対するTAVIの報告は稀であり、文献的考察を
加え報告する。

口演10　二尖弁
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O11-1）
重度大動脈弁狭窄症における大動脈弁逆流の
ジェット幅計測の有用性に関する検討

三吉　大地1 
丸尾　　健2、三近　　愛1、玉井　利奈1、遠藤　桂輔1、 
横田佳代子1、天野　秀生2、久保　俊介2、筑地日出文1、 
門田　一繁2

１倉敷中央病院　臨床検査技術部、 
２倉敷中央病院　循環器内科

【背景】経カテーテル大動脈弁植え込み術（TAVI）症例では
術後の弁周囲逆流（PVL）の問題もあり術前AR重症度評価
が重要である．大動脈弁逆流（AR）において経胸壁心エコー
（TTE）でのカラードプラを用いた半定量評価は標準的な
計測の一つであるが，高度石灰化を伴う重度大動脈弁狭窄
症（AS）においてカラードプラ評価はアーチファクトの影
響を受けやすい．そこで，今回TTEにおいてsevere�ASの
AR評価にどのカラードプラ半定量手法が有用か比較検討し
た．【対象】2010年7月から2017年11月の期間にTAVIを施
行した症例のうち，術前にTTEでmild以上のcentral�jetの
ARを認め，経食道心エコー（TEE）を施行していない症例，
eccentric�jet�ARの症例を除外した連続する103例を対象と
した．【方法】TTEではvena‐contracta�width�（VCW），
大動脈弁のbottom（弁輪部）におけるARジェット幅（D‐
AR），左室流出路逆流比（LVOT率）を計測した．TEEで
のvena‐contracta�width�（VCW）を重症度の基準とし，
TTEのカラードプラ指標と比較検討した．【結果】TEEで
VCWが計測可能だったのは77例（74.8％）、TTEでVCW，
D‐AR，LVOT率が計測可能だったのは各々36例(35.0％)，
94例(91.3％)、94例(91.3％)であった．また，VCW（TEE）
とD‐ARともに計測可能であった70例について検討すると，
VCW（TEE）とD‐ARは有意な正の相関を認めた(R�＝�
0.91，p＜0.01)．VCW（TEE）によるmoderate�ARの�cut�
off値を�≧�3.0mmとすると、mild以下群�31例，moderate
以上群39例となった．D‐ARを用いてmoderate�ARの
ROC解析を行うと，cut�off値＞�4.0mmで感度87％，特異
度87％（AUC�＝�0.92、p＜0.01）で予測可能であった．【結
語】高度石灰化を伴うsevere�ASにおいてTTEでのVCWは
評価が難しい場合が多かった．一方，ARジェット幅を用い
ることでARの重症度評価が多くの場合可能になると考えら
れた．

口演11　合併症１：PVL・PM

O11-2）
経カテーテル的大動脈弁植え込み術後に生じる
人工弁周囲逆流（PVL）の血行動態、大動脈造
影、心臓超音波検査上における重症度診断の比
較検討

立石　裕樹1 
岡村　誉之1、和田　靖明1、奥田　真一1、濱田　頼臣1、 
小田　哲郎1、美甘　章仁2、濱野　公一2、矢野　雅文1

１山口大学医学部附属病院　第二内科、 
２山口大学医学部附属病院　第一外科

【目的】経カテーテル的大動脈弁植え込み術（TAVI）後に生
じる中等度以上の人工弁周囲逆流（PVL）の生命予後に対す
る影響の報告は数多く存在するが、その重症度診断法、重症
度分布は報告によりさまざまである。その理由の一つとし
て、客観的なPVL重症度診断法が確立されていないことが
ある。PVLの重症度診断法としてはさまざまなものが存在
し、それぞれの予後予測マーカーとしての有用性が報告され
ているが、各診断モダリティ間の関係性を示した報告は少な
い。我々は術中のPVL重症度診断法を比較する目的で血行
動態、大動脈造影、心臓超音波検査（心エコー）上のPVLを評
価し、各診断モダリティ間の相関関係を評価した。【方法】当
院でTAVIが施行された有症候性重症大動脈弁狭窄症の患者、
連続25症例に対して人工弁留置後、最低でも10分以上経
過後に評価を行った。まず、血行動態評価としてAR�index
（ARI）を測定、その後、心エコー上でPVLの逆流ジェット分
布（Circumferential�Extent）の人工弁円周上の割合（％CE）
を計測し、Valve�Academic　Research�Consortium-2の
指標をもとに重症度を分類、最後に大動脈造影上における
TAVI後に生じるPVLの評価を行った。この手法は造影剤
濃度を専用のビデオデンシトメトリーソフトウエアにより
解析するもので、大動脈内の造影剤濃度を対照として心室
内に逆流する造影剤の濃度（ROI）との比（LVOT-AR）を算
出し、それを逆流比のサロゲイトマーカーとした。最終的
に連続変数であらわされるPVLの重症度の各モダリティ間
における相関関係の評価を行った。【結果】ARIの中央値（四
分位）は27（21-34）で、心エコー上のPVLの重症度分布は
none~trace�12例（57.1%）、mild�6例（28.6%）、moderate�
3例（14.3%）、severeなしであった。造影上のPVL重症度
（LVOT-AR）の心エコー上の重症度分類に基づいた中央値
（四分位）はnone~trace�0.06(0.05-0.11)、mild�0.11(0.07-
0.15)、moderate�0.17(0.12-0.23)であった。LVOT-ARと
%CEの間には強い相関が見られた（r=0.71、p=0.001）が、
ARIはLVOT-AR（r=-0.19、p=0.47）、％CE（r=-0.26、
p=0.31）、両者間には相関関係は見られなかった。【考察】造
影上のPVL重症度と心エコー上のPVL重症度の間には強い
相関が確認されたが、ARIと両者の相関は見られなかった。
血行動態的評価は予後予測マーカーではあるが、PVLの重
症度を必ずしも反映しているものではない可能性が示唆さ
れた。

口演11　合併症１：PVL・PM
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O11-3）
人工弁周囲逆流に対して経カテーテル的デバイ
ス閉鎖術が有効であった一例

佐合　　満1 
志村　徹郎2、綱木　達哉3、渡會　祥子4、色川　桂輔1、 
細羽　創宇5、山本　真功2

１豊橋ハートセンター　臨床工学、 
２豊橋ハートセンター　循環器内科、 
３豊橋ハートセンター　診療放射線、 
４豊橋ハートセンター　検査、 
５豊橋ハートセンター　心臓血管外科

近年、カテーテルによる弁膜症治療が発展しており、外科人
工弁周囲逆流（PVL）に対しても、経皮的デバイス閉鎖術に
よる治療成績が報告され、外科的に再治療が困難な症例に対
しては有効な治療法であると考えられる。当院でも僧房弁置
換術後のPVLに対し、AMPLATZER�vascular�plug（AVP）
を用いた経皮的PVL閉鎖術を経験した。
　症例は維持透析をしている慢性腎不全の70歳男性患者．
大動脈弁狭窄症と僧帽弁狭窄症の両疾患に対して両弁置換術
が施行された．手術直後は状態が安定していたものの，第9
病日より貧血の進行と心不全を認めるようになった．経食道
心臓超音波検査(TEE)の結果，僧帽弁の人工弁周囲より重度
PVLを認め，これが貧血及び心不全の原因と考えられた．患
者のfrailtyは亢進しており，透析患者でもあることから再開
胸による手術は困難と考えられた．当院ハートチームで協
議した結果，カテーテルによる逆流孔閉鎖が好ましいと判断
されたため，第17病日に経カテーテル的デバイス閉鎖術を
施行した.
　全身麻酔導入後，TEEガイド下に心房中隔を穿刺、ガイド
シースを左房内に進めた．PVLはmedialの長径6mm×短
径3mmとanterior�lateralに長径3mmの逆流孔を2か所に
認めた．ガイドシース内からストレートガイドワイヤーで
medialの逆流孔を通過させ，ガイドカテーテルからAVP�II�
8mm、AVP�IV�8mmを2本留置した．次にlateralの逆流孔
にも同様の方法でAVP�IV�8mmを1本留置した．留置後よ
りTEEで認めていたPVLが軽度にまで改善したことを確認
した．術後より貧血は徐々に改善し心不全コントロールも
可能になった．
心臓弁膜症に対する弁置換術後の弁周囲逆流(PVL)は，重症
例では溶血による貧血や心不全の原因になる場合がある．通
常，このような重症例では再開胸による手術が必要とされる
が，対象となる患者が本症例のように手術ハイリスクである
と，カテーテルを使用したデバイス閉鎖術が有効である可能
性が示唆された．今回のケースを例に人工弁周囲逆流に対す
る治療戦略に関して文献的考察を交えて報告する．

口演11　合併症１：PVL・PM

O11-4）
弁留置後の後拡張後に、高度大動脈弁逆流が出
現し、valve	in	valveを要した一例

岡井　　主1 
水谷　一輝1、山口　智大1、中尾　真奈1、梶尾　啓子1、 
伊藤　朝広1、岩田　真一1、村上　貴志2、柴田　利彦2、 
葭山　　稔1

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

症例は、83歳の女性。大動脈弁狭窄症による急性心不全の入
院歴があり、TAVR目的で当院へ紹介となった。NYHA分
類�2度の心不全で、BNPは248.9pg／ml、その他腎機能や
呼吸機能は問題なかった。経胸壁心エコー図では、左室収縮
能は68%、大動脈弁は、三尖弁で高度の石灰化を認め、左室-
大動脈の平均圧格差�82mmHg、最大圧格差�124mmHg、弁
口面積は連続の式で、0.5cm2で、高度大動脈弁狭窄症と診
断した。大動脈弁逆流�(AR)�は、軽度であった。造影CTで
計測した大動脈弁輪面積は387.3mm2で、右冠尖の弁葉の
長さが11.0mmに対して、右冠動脈の入口部の高さが7.9mm
であった。大腿動脈からのアクセスルートは問題なかった。
STS�scoreは、12.3%で、ハートチームカンファレンスの結
果、TAVRを選択した。大腿動脈アプローチで、Sapien�3�
23mmを選択し、右冠動脈のワイヤー保護を行う方針とし
た。BAVはスキップし、Sapien�3を1ml�overfillingで留置
した。留置後の右冠動脈の血流は問題なかったが、大動脈造
影で軽度から中等度の弁周囲逆流を認めた。1ml�overfilling
で後拡張を行った。その直後から、高度のARが出現した。
Valve�in�valveを行う方針とし、右冠動脈を再度ワイヤー保
護し、Sapien�3�23mmを1ml�underfillingで留置した。最
終の大動脈造影では、ARは認めず、右冠動脈の血流も問題
なった。カテーテルで測定した左室-大動脈弁の平均圧格差
は、91.2mmHgから8.0mmHgへ改善した。術後経過は、良
好で独歩退院した。今回、弁留置後の後拡張後に高度大動脈
弁逆流が出現し、valve�in�valveを要した一例を経験したの
で、発生機序を考察し報告する。

口演11　合併症１：PVL・PM
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O11-5）
TAVR4年後にmoderate	PVL、severe	MR
に対し再手術を施行した1例

津丸　真一 
坂口　元一、新井　善雄、坪田　秀樹、寺西　宏王、 
飯田　　淳、袴田　圭祐、黒田　悠規、加納　正樹、 
丸井　　晃

小倉記念病院　心臓血管外科

CABG術後のAVRはhigh�riskとしてTAVRの適応となる
可能性があるが、TAVR後4年でSAVRを施行した症例を
経験したので報告する。【症例】78歳、男性。既往歴として
CABG術後(全グラフト開存)であったため、74歳時にAS�
severeに対しTAVR(Sapien�XT�26mm)が施行された。術
直後からPVLを認め、その後、MRの増悪による心不全のた
め入院、精査の結果、moderate�PVL、severe�MRに対し手
術適応と判断された。手術は再胸骨正中切開にてアプローチ
し、全グラフトも含めて剥離した。上行大動脈送血、SVC・
IVC脱血で人工心肺を確立し、大動脈遮断、心停止下に大動
脈切開、Sapien�valveを除去するとともに自己弁も切除した。
その際の所見として自己弁とSapien�valveのframeの癒着
を認めた。経心房中隔アプローチでMVRを行った後、AVR
を施行した。人工心肺からの離脱はスムーズであった。術後
経過は一過性の心房細動を認めた他は合併症なく術後22日
目に独歩退院となった。【結語】TAVR後のSAVR例を経験
し良好な結果が得られた。

口演11　合併症１：PVL・PM

O11-6）
経カテーテル的大動脈弁植込み術後の高度房
室ブロック発症と術前CTでの膜性中隔長計測
についての検討

大野原岳史1 
中村　嘉伸1、原田　真吾1、藤原　義和1、岸本祐一郎1、 
渡部　友視2、矢田貝菜津子2、松原　剛一2、 
山本　一博2、西村　元延1

１鳥取大学医学部附属病院　心臓血管外科、 
２鳥取大学医学部附属病院　循環器内科

【目的】
重症大動脈弁狭窄症（AS）に対する経カテーテル的大動脈弁
植込み後のペースメーカー植込みは入院期間の延長、医療
費の増大に繋がる。ペースメーカー植え込みの原因として
最も多いのは高度房室ブロック（AVB）であり、術前に高度
AVBを起こす可能性が高い症例を予測し、場合によっては
人工弁をより大動脈側に留置する、人工弁選択の一助とする
といった対策を行うことで、術後高度AVB発症の減少が期
待できると考えられる。近年の報告で、自己拡張型TAVI弁
植込みにおいて、CTでの膜性中隔長（MS�length）が術後の
高度房室ブロックの予測因子となり得ることが報告されて
いる。そこで、今回当院におけるTAVI後の高度AVBに対
するペースメーカー植込みを要した症例とそうでなかった
症例のMS�lengthの比較を行い、術前CTでMS�lengthを計
測する意義について検討する。

【対象と方法】
2015年5月から、2018年4月まで、当院で重症ASに対して
行ったTAVI症例�83例のうち、術前にペースメーカー植込
みを受けていた9例を除いた74例を対象とした。術後に高
度AVBとなり、ペースメーカー植込みを要した症例は10例
（13.5%）であり、これをPM群とし、術後高度AVBを呈さな
かった群をnPM群として2群の比較を行った。MS�lengthは
TAVI計測用に撮影した造影CTにおいて、収縮期画像の冠
状断で、大動脈弁弁輪部から筋性中隔の間の距離とし、それ
ぞれの症例で計測を行った。

【結果】
平均年齢はPM群86.3 歳、nPM群84.5 歳で有意差を認
めなかった。術前合併症や術前BNP値、エコーパラメー
ターやリスクスコアにも両群間に有意差は認めなかった。
CoreValve（evolutR 含む）使用率はPM群�50%（5 例）、
nPM群�25%（8例）で、PM群で高い傾向はあったが有意差
は認めなかった。また、術中に使用した人工弁のサイズや後
拡張を行った頻度も有意差を認めなかった。術後入院期間は
PM群�21.6±6日、nPM群�14.3±10日で、有意にnPM群
で短かった（p=0.04）。MS�lengthはPM群�5.9±1.5mm、
nPM群�9.5±2.4mmで、有意にPM群で短いという結果で
あった（p＜0.01）。ROC曲線から算出されたペースメー
カー植込み予測因子としてのMS�lengthのカットオフ値は
6.85mmであった。

【結語】
TAVI術後のAVB発症予測因子としてMS�lengthの計測は
有用である可能性が示唆された。

口演11　合併症１：PVL・PM
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O11-7）
経カテーテル大動脈弁植え込み術後、ペースメー
カー留置症例の検討

白崎　頌人1 
清水　速人1、大下　嘉文1、高井　隆吉1、桑山　明宗2、 
福　　康志2、後藤　　剛2、門田　一繁2

１倉敷中央病院　臨床検査技術部、 
２倉敷中央病院　循環器内科

【目的】経カテーテル大動脈弁植え込み術(TAVI)後の徐脈は
合併症の一つであり回復が見込めない場合、ペースメーカー
(PM)留置が必要となってくる。当院でTAVI後のPM留置群
と非留置群の心電図の比較及び、PM留置群の急性期の経過
を報告する。
【対象】2010年6月から2017年12月にTAVIを行い、治療前
後に心電図を施行した症例167例(PM留置群19例、PM非留
置群148例)を対象とした。PM留置症例は当院で手技を行
い、1か月後フォローアップすることができた19症例。平均
年齢は85.1±5.7歳、男性46名であった。
【方法】PM留置群とPM非留置群の治療前直近の心電図(洞
調律、心房細動、右脚ブロック、左脚ブロック、房室ブロック)
及び治療後病棟帰室前の心電図(完全右脚ブロック、完全左
脚ブロック、房室ブロック、心室ペーシング波形)を比較した。
PM留置群のフォローアップは入院中と植え込み１か月後に
行い、ペーシング比率を観察した。
【結果】PM留置群とPM非留置群の治療前の心電図は右脚
ブロック波形(42.1%�vs.�16.2%,�p＜0.01)が有意に多かっ
た。治療後の波形は房室ブロック(52.6%�vs.12.9%,�p＜
0.01)、TAVI後に心室ペーシング波形に移行した症例(47.4%�
vs.12.9%,�p＜0.01)で有意差があった。TAVI術後からPM
留置までの平均日数は9.1日であった。植え込み時から自己
心拍優先のモードを使用した症例は6例で、入院中のペース
メーカーチェックで自己心拍を認めた３例をモードの変更
を行い、9例(47.3%)を自己心拍優先のモードとした。それ
らの症例は１か月後のフォローアップでも高いV�sense率を
認めた(98.8%)。治療後の心電図で完全左脚ブロックを認め
PM留置となった症例は1か月フォローアップ時には高いV�
sense率を認めた。
【考察】治療前が右脚ブロック波形の場合、弁留置の際に左脚
が障害された際房室伝導が悪くなるためPM留置群に多いと
考えられる。治療後左脚ブロックの症例では1か月後ほとん
どの症例でV�sense率が高く、そのような症例では血行動態
の破綻や感染徴候がなければPM留置のタイミングを考えな
おすことができるかもしれない。

口演11　合併症１：PVL・PM

O12-1）
経カテーテル的大動脈弁留置術施行中にガイド
ワイヤーによる左室穿孔を来した一例

津久井卓伯1 
谷口　陽介1、玉那覇雄介1、伊藤みゆき1、坂倉　建一1、 
百村　伸一1、藤田　英雄1、今村　有佑2、板垣　　翔2、 
由利　康一2、山口　敦司2、大塚　祐史3

１自治医科大学附属さいたま医療センター　循環器内科、 
２自治医科大学附属さいたま医療センター　心臓血管外科、 
３自治医科大学附属さいたま医療センター　麻酔科

近年、本邦における経カテーテル的大動脈弁留置術
（Transcatheter�Aortic�Valve�Implantation:�TAVI）の施
行件数は増加している。開胸手術に比べてTAVIは低侵襲で
はあるものの、術中の合併症も報告されている。術中合併症
の中でも、左室穿孔は致死的になりうるため、早期発見およ
び迅速な治療が必要とされる。我々はTAVI中の左室穿孔お
よびその治療として緊急左室形成術を施行した症例を経験し
たので、報告する。症例は84歳の女性で、重症大動脈弁狭窄
症（弁口面積�0.50�cm2）の診断で当院に紹介となった。術前
のCT検査で上行大動脈の高度屈曲を認め、心エコーでは左
室内腔の狭小化とS字状心室中隔を認めた。経大腿動脈アプ
ローチで、バルーン拡張型大動脈弁の留置を試みたが、左室
留置ガイドワイヤーを安定させることが困難で、心尖部にガ
イドワイヤーを維持させるために、ガイドワイヤーをルー
プにした状態で頻回に押したり、引いたりという動作を行っ
た。バルーン拡張型大動脈弁の留置直前に急激な血圧低下を
認め、経食道心エコーで、もと心膜液の貯留を認めたため、
左室穿孔による心タンポナーデと診断た。速やかに経皮的人
工心肺補助装置を導入し、同時に緊急開胸心嚢ドレナージお
よび左室形成術を施行した。開胸所見では、左室ワイヤーに
よる穿孔と考えられる裂創を左室の自由壁（左前下行枝と対
角枝の間）に認め、左室形成針2針にて止血を行った。術後
は集中管理を行い、一般病棟でのリハビリテーションを経て、
歩行可能となり、さらなるリハビリテーション目的に術後
40日目にリハビリ病院に転院となった。TAVI周術期にお
ける左室穿孔のリスクとして、左室内腔の狭小化およびS字
状中隔が報告されている。本症例はこれらのリスクを認めて
おり、術前のハートチームカンファレンスでも危険性をチー
ムで認識していた。特に、ガイドワイヤーの先端部分ではな
く、ループになった部分での鈍的な穿孔であり、完全に予防
することは困難であると考えられる。TAVIにおいては、こ
のようなガイドワイヤー穿孔を予防することは重要である
が、完全には防ぐことができないという前提で、事前にハー
トチームで対策を立てることの重要性が示唆された。

口演12　合併症2：弁輪破裂・大動脈解離・タンポナーデ
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O12-2）
心室破裂を来したTAVIの一例

矢野真理子1 
伊藤　慎八1、川口　明宏1、森永　　崇1、林　　昌臣1、
磯谷　彰宏1、新井　善雄2、坂口　元一2、白井　伸一1、
安藤　献児1

１小倉記念病院　循環器内科、 
２小倉記念病院　心臓血管外科

【症例】87歳女性。
【現病歴】大動脈弁狭窄症の加療目的に当院へ紹介、入院と
なった。入院時の経胸壁心臓超音波検査にて大動脈弁平均圧
格差が103mmHg、大動脈弁最大流速が6.2m／sと重症大動
脈弁狭窄症を認めた。ふらつき、労作時呼吸苦症状が認めら
れ、高齢で軽度フレイルを認めており、経大腿動脈アプロー
チで経カテーテル大動脈弁留置術（TAVI）を施行する方針
となった。
【入院後経過】術中、大動脈弁へ前拡張後に低血圧となり経食
道心臓超音波にて心嚢水貯留を認めた。Sapien�3�29mm留
置後も徐々に心嚢水は増加したために緊急で心臓血管外科に
て開胸手術を施行し、前胸部に血腫が確認された。左室ワイ
ヤー（Safari）による心尖部の挫滅と考えられた。手術後は経
過良好で自宅退院となった。
【考察】TAVI時にワイヤーによる左室破裂を来した一例を経
験し、本症例を若干の文献的考察を加えて報告する。

口演12　合併症2：弁輪破裂・大動脈解離・タンポナーデ

O12-3）
経カテーテル大動脈弁留置術(TAVI)施行中に
大動脈解離に対し、緊急開胸手術へ移行した1
手術例

長谷川耕美1 
野澤　佑介1、飯島　裕樹1、武井　祐介4、那須野尚久2、 
柴崎　郁子4、八木　　博3、堀中　繁夫3、井上　晃男2、 
福田　宏嗣4

１獨協医科大学病院　ハートセンター　臨床工学部、 
２獨協医科大学病院　ハートセンター　心臓・血管内科、 
３獨協医科大学病院　ハートセンター　循環器腎臓内科、 
４獨協医科大学病院　ハートセンター　心臓・血管外科

【目的】当院では2015年8月からTAVI治療を開始し、2018
年2月までに78例施行した。臨床工学技士（ME）のTAVI
における役割は、弁のクリンプ、緊急時のECMO及び人工
心肺の確立と管理であり、清潔野に2名、外回り1名で対応
している。当院のハイブリッド室は狭いため、体外循環は
ECMOと人工心肺どちらも対応可能なTAVI用回路を使用
している。今回TAVI弁留置中に大動脈解離を発症し、緊急
ECMOを挿入後、人工心肺への移行を経験したので報告す
る。
【症例】88歳、女性、身長154cm、体重41kg、BSA�1.34m2。�
術前のCTで腹部大動脈の高度蛇行と腸骨動脈狭小にてTA
からのアプローチとしRapid�pacing下にてSAPIEN�XT�
23mm弁留置を施行した。AVA:0.7cm2にてBAVはスキッ
プとなった。弁留置後、自己心拍の立ち上がりが不良のため、
心臓マッサージを施行し右大腿動静脈からV-A�ECMOを確
立した。緊急時のプロトコールに従い3人のMEのうち、外
回り1名と清潔野の1名でプライミングを3分で施行。清潔
野に残った1名はカニューレの準備を行い9分でECMO確立
した。その後大動脈造影上、Valsalva洞NCC側から上行大
動脈へ解離しており、大動脈解離の診断にて人工心肺下に緊
急開心術となった。TAVI用回路を使用することでSVCへ
24Frカニューレを追加するのみで人工心肺を確立でき、円
滑にBentall術へ移行した。
【考察】我々の施設はTAVI合併症発生時に備えてECMO挿
入及び開心術へ移行できるようにマニュアルを徹底し、シ
ミュレーションを行っている。また、全例に大腿動静脈へ4�
Fr.�Sheathを留置し円滑にECMOを挿入できる体制にして
いる。TAVI用回路はECMOから人工心肺へ切り替え可能
な回路であり、今回は使用しなかったが脳分離体外循環も対
応可能である。しかし人工心肺へ切り替える時に空気混入の
恐れがある為、術者とのコミュニケーションは必要不可欠で
あり、安全確認を徹底する必要がある。また装置や回路は通
常の開心術では使用していないので定期的なトレーニング
は必要である。
【結論】TAVI合併症に対して緊急開心術症例を経験した。今
後も迅速かつ安全に対応していけるように対策していく。

口演12　合併症2：弁輪破裂・大動脈解離・タンポナーデ
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O12-4）
TAVI後に大動脈解離、心タンポナーデ、急性
下肢動脈閉塞を合併した1例

武藤　雄紀1 
桃原　哲也1、萩谷　健一1、樋口　亮介1、佐地　真育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

労作時の息切れを主訴とする重度大動脈弁狭窄症�( 大動
脈弁流速�6.7�m／sec,�平均圧格差�111�mmHg,�弁口面積�
0.31cm2)�の86歳女性。左内頚動脈狭窄症、慢性腎臓病を有
し、外科的手術ハイリスクと判断しTAVIを選択した。無冠
尖－左冠尖の間に石灰化を伴ったrapheを有する二尖弁�(弁
輪�19.3×26.6mm,�周囲長�72.6mm)�でありEvolutRを用い
て経大腿動脈アプローチでTAVIを行った。鎮静を併用した
局所麻酔で経胸壁心臓超音波を用いて手技を行った。一時的
ペースメーカー挿入の際右内頸静脈からのアプローチは困
難であったため左内頸静脈に切り替えた。大腿動脈からの
シースの挿入は問題なく、16mmバルーンで弁拡張を行っ
た。その後一時的ペースメーカーの閾値が急に悪くなりペー
スメーカーの先端が下方に偏位しており右室穿孔が疑われ
た。血行動態は安定していたため右大腿静脈から一時的ペー
スメーカーを追加し、弁の留置に移った。EvolutR�26mm
を留置し、留置位置は適切であったが拡張不良があったため
18mmのバルーンで追加拡張を行った。良好な拡張が得られ、
弁周囲逆流も軽度であった。その後左内頸静脈からの一時的
ペースメーカーを抜去したところ心嚢液貯留が出現し血圧
低下を認め、心タンポナーデとなり心窩部アプローチで心
嚢ドレナージを行った。最終の大動脈造影を行ったところ
上行大動脈の解離を認めた。後拡張の際石灰化の対側のST�
junctionが損傷したことにより発生したと考えた。術後は抗
血小板薬、抗凝固薬を使用せず、血圧コントロールを行った。
上行大動脈は最大短径46mmまで拡大したが、その後ほぼ
偽腔は血栓閉塞しそれ以上の血管径の拡大は認めなかった。
経過中心房細動がみられ、術後12病日の急性下肢動脈閉塞
を認めた。緊急でFogartyカテーテルによる血栓除去を行い
手技は問題なく終了した。その後抗凝固療法導入したが解離
の増悪はなかった。リハビリを行い杖歩行で歩けるまで回
復し、第34病日自宅退院した。TAVI後に大動脈解離、心タ
ンポナーデ、急性下肢動脈閉塞を合併した1例を経験したた
め報告する。

口演12　合併症2：弁輪破裂・大動脈解離・タンポナーデ

O12-5）
亜急性弁輪破裂をきたした自己拡張型生体弁を
用いたTAVIの一例

鈴山　寛人1 
田口　英詞1、神波　　裕1、山田　雅大1、堀端　洋子1、 
出田　一郎2、佐々　利明2、古賀　智典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

TAVIに関連した弁輪破裂は急速な血行動態の破綻を伴い、
一般的には予後が悪いことで知られている。その中で局所に
とどまる破裂、局所型破裂（Contained�Rupture）は保存的
に治療が可能であるとの報告が出てきている。しかしながら
局所にとどまらない破裂（Uncontained�Rupture）は外科的
手術を行ったとしても未だに救命が難しくTAVIの課題の一
つである。
今回我々はTAVI後亜急性期に大動脈解離を発症し縦隔内に
穿破したUncontained�Rupture症例を経験し、最終的に良
好な転帰を得たためここに報告する。
症例は73女性であり、2尖弁重症大動脈弁狭窄症に対する治
療方針の検討目的に当科へ紹介となった。卵巣癌、乳癌化学
療法、放射線療法後のため肝腎機能障害を伴っており、虚弱
性も高いためにHeart�Team�Discussion後にTAVIの方針
となる。造影CTの結果Type0の2尖弁と判明し（Rapheな
し）、最終的に自己拡張型生体弁であるCoreValve�Evolt�R�
26mmを留置する方針とし、弁下2-3mmに留置となった。
留置当日のCTでは特に有意な所見なく、その後も経過も順
調であった。術後10日目頃から吐き気等の腹部症状の訴え
があり単純CTを撮影したところ上行大動脈に限局性の解離
と縦隔内への穿破を認めた。開胸手術もリスクが高く、ワー
ファリン、バイアスピリンを中止として保存的にみていく方
針とした。術後18日目の造影CTでも血腫の拡大や流入血流
も認めず、歩行リハビリを行い最終的に転院となった。
今回TAVI後、遅発性に縦隔内へ穿破し、保存的に加療可能
であった症例を経験した。狭義ではuncontained�ruptureで
あり予後はきわめて悪いものの本症例は縦隔内で四方から制
限された空間（縦隔内閉鎖空間:mediastinal�closed�space：
closed�cube）に穿破したことで保存的に加療であった可能
性もあり非常に興味深いと思われた。また背景として乳がん
に対する放射線療法も縦郭内の組織の線維化と閉鎖空間の構
築に関与していた可能性もある。

口演12　合併症2：弁輪破裂・大動脈解離・タンポナーデ
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O12-6）
左冠尖から左室流出路につらなる高度石灰化を
認める重症大動脈弁狭窄症をSAPIEN	3で治
療し得た症例

西田　幸司 
中岡　洋子、宮崎　延裕、池渕　正彦、窪川　涉一、 
川井　和哉、入江　博之

近森病院

症例は88歳の男性。近医より労作時胸痛にて紹介となり精
査の結果Sever�ASを認めた(peak�Vp＝5.0m／s,�peak�PG
＝99mmHg,�Mean�PG＝43mmHG,�AVA＝0.84cm2)。
88歳と高齢でありハートチームで検討した結果TAVIの方
針とした。術前の造影CTでは大動脈～下肢動脈の石灰化や
蛇行はなくTF-TAVIを2017年12月に施行した。弁輪面積
は587mm2でSAPIEN�3�29mm(適応面積:�540-683mm2)
を選択した。TAVI施行に当たっての問題として左冠尖直下
の左室流出路に連なる塊状(8×6mm)の高度の石灰化を認
めておりNominal�volume(予測値面積:�650mm2)では10%
オーバーサイズであり石灰化を考えると弁輪破裂のリスク
が高いと判断した。そこで当院で作成したバルーン拡張容
量から算出した拡張パラメーター実測表から-3ml(予測値面
積:598mm2)であれば4%オーバーサイズであり、SAPIEN�
3のアウターシーリングスカートによる弁周囲逆流防止効果
を期待してSAPIEN�3�29mmを-3mlで留置した。弁留置直
後の経食道エコーでは弁輪破裂や血腫は認めず、弁周囲逆流
もtrivial�Arであり手技を終了した。低圧での留置でrecoilも
心配されたが術後3ヶ月の時点でもtrivial�Arで経過してい
る。左冠尖直下の石灰化は心臓組織で保護されていないため
弁輪破裂を生じるリスクが高く、自己拡張型のCoreValve
が望ましいとされている。しかしながらバルーン拡張型の
SAPIEN3でも弁輪破裂のリスクが高く低圧拡張で留置せざ
るを得ない症例であってもアウターシーリングスカートの
弁周囲逆流低減効果により安全に治療しうる可能性がある。

口演12　合併症2：弁輪破裂・大動脈解離・タンポナーデ

O13-1）
重症大動脈弁狭窄症における突然死の予測因
子～CURRENT	ASレジストリからの知見

谷口　智彦1 
森本　　剛2、北井　　豪3、川瀬　裕一4、泉　　知里5、
金森　範夫6、村田耕一郎7、白井　伸一1、安藤　献児1、
木村　　剛8

１小倉記念病院　循環器内科、 
２兵庫医科大学　臨床疫学、 
３神戸市立医療センター中央市民病院　循環器内科、 
４倉敷中央病院　循環器内科、 
５国立循環器病研究センター　心臓血管内科部門心不全科、 
６市立島田市民病院　循環器内科、 
７静岡市立静岡病院　循環器内科、 
８京都大学医学部附属病院　循環器内科

【背景】重症大動脈弁狭窄症（AS）は無症状であっても突然死
を起こす。無症候性重症ASの突然死は年率１％程度とされ、
突然死患者の3分の2程度はAS関連症状なく突然死している
と報告されている。しかし、これらの報告は2000年以前の
単施設研究に基づいていた検討で、平均年齢は57～72歳と
若く、現代の重症ASの現状とは異なっており、母集団数が
少ないことから突然死の予測因子の検討はこれまで不十分で
あった。
【対象と方法】2003年から2011年まで全国27施設（心臓
血管外科併設20施設）で重症ASと診断された連続3815例
（CURRENT�ASレジストリ）を対象に、突然死の累積発生率
と予測因子を検討した。安定していた患者が予測不能な形で
突然死亡した場合を突然死と定義（VARC2）した。心筋梗塞
や大動脈解離など他原因が判明した場合は突然死から除外し
た。突然死累積発生率は外科AVR、TAVI施行日でセンサー
した値とし、競合リスクを加味したGray�methodにより算
出した。突然死の予測因子は、Fine�and�Gray�methodによ
る多変量解析を用いて検討した。検討する因子は臨床的に重
要な20因子とし、施設間補正も行った。追跡起点は研究期
間中に重症ASと初めて診断された日とした。
【結果】追跡期間中央値は3.7年。全体の平均年齢は77.8歳。
突然死は175名で見られ、5年時点の突然死累積発生率は
8.0％（年率1.6％）であった。175名のうち、11名は手術待
機中に、10名は透析中に突然死した。登録時は無症状で経過
中に突然死した82名のうち、35名（65％）は無症状のまま突
然死していた（突然死する3か月以内に受診歴あり）。無症候
性重症ASの5年時点の突然死累積発生率は7.2％（年率1.4％）
で、有症候性重症AS（5年時点9.2％、年率1.8％）に比べて
有意に低かった（P＝0.008）。突然死に関わる独立した予測
因子は、透析（HR�3.63,�95%CI�2.42－5.43）、心筋梗塞既
往（HR�2.11,�95%CI�1.28－3.50）、BMI＜22（HR�1.51,�
95%CI�1.03－2.21）、大動脈弁最大通過血流速度≧5m／s�
(HR�1.76,�95%CI�1.12－2.78)、左室駆出率＜60%�(HR�1.52,�
95%CI�1.08－2.14)であった。
【結論】無症候性重症ASの突然死率は従来の報告よりも高い
ことが示唆された。突然死の予測因子には心エコーパラメー
タのみならず、背景因子も含まれており、突然死の予測因子
を念頭におきながら、至適な介入のタイミングを検討する必
要があると考えられた。

口演13　予後・突然死
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O13-2）
TAVI時代において侵襲的治療をDeferした症
例の検討

平田　哲夫 
大久保宗則、恒川　智宏、川村　一太、加藤　貴吉、 
富田　伸司、土屋　邦彦、松尾　仁司

岐阜ハートセンター　

【背景】TAVI適応拡大が検討される一方、虚弱度が高い群に
おいてはTAVIをもってしても介入の有用性が低いとの報告
がある。侵襲的治療を回避する事の重要性が予後や医療経済
的観点から注目されている。
【方法】当院でTAVI導入後2年が経過した。2014年AHA／
ACCガイドラインに準じて重症度評価を行い、ハートチー
ムで治療適応を検討した。2016年4月1日から2018年3
月31日まで治療を考慮した有症候性AS（Doppler�AVA≦
1cm2）、連続225例について薬物治療単独群の検討を後向き
に行った。
【結果】侵襲的治療は178例79%で選択された。初回治療と
しての内訳はBAV27例12%(その後の治療としてBAV単
独12例、TAVI10例、SAVR4例、他院紹介1例)、TAVI62
例27%、SAVR85例38%、他院紹介4例2%であった。�一
方、薬物治療単独は47例21%で選択された。その患者背景
は年齢84.3±7.4歳、男性31.9%、AVA0.81±0.16cm2、
AVAi0.59 ±0.12cm2 ／m2、Vmax3.6 ±0.79m／s、
PGmean31.3±14.8mmHg、SVi(Doppler)47.7±13.3ml
／m2、MR�moderate以上23.4%、MS�moderate以上4%、
EF61.7±13.3%、OMI14.9%、Af27.7%、eGFR42.9±
20.6ml／min／1.73m2、HD6.4%、Active�cancer12.8%、
CFS4.6±1.7、認知障害29.8%であった。薬物治療単独症
例を血行動態で分類した。本来はSAVR�classⅡa以上の適
応があるされる群はHG、LEF-LG、PLF-LGであり、各々17
例、6例、3例が該当した。血行動態的に適応があるにもかか
わらず侵襲的治療が回避された理由は虚弱／認知障害7例、
拒否／症状軽度7例、低圧較差4例、超高齢2例、重症感染2
例、進行癌2例、腎障害1例、解剖不適1例であった。その一
方でNEFNF-LGは重症度が中等度から重症に留まる群と考
えられ21例が該当した。それらで侵襲的治療が回避された
理由は低圧較差13例、虚弱／認知障害3例、拒否／症状軽度
2例、進行癌2例、解剖所見1例であった.当院におけるAS管
理について文献的考察も含め報告する。

口演13　予後・突然死

O13-3）
経カテーテル大動脈弁留置術を拒否した患者の
予後

志村　徹郎1 
山本　真功1、加納　誠士1、細羽　創宇1、佐合　　満1、 
加賀瀬　藍2、小山　　裕2、辻本　悟史2

１豊橋ハートセンター、 
２名古屋ハートセンター

【目的】
経カテーテル大動脈弁留置術(TAVR)は有症候性重症大動脈
弁狭窄症(Severe�AS)に対する最も侵襲度の低い治療法であ
る．しかし，Severe�AS患者の中にはこの低侵襲な治療でさ
え受けることを拒否する患者がいる．このような患者は，一
度TAVRを拒否することで，その後に思い直してTAVRを
受けたとしても，治療を行う時期が遅れてしまう．そしてこ
の治療時期の遅れが患者に与える影響については分かって
いない．そこで今回我々は，TAVR拒否に伴う治療時期の遅
れが予後に与える影響に関して検討した．
【方法】
今回の試験では本邦におけるTAVRの多施設共同研究であ
るOCEAN-TAVIレジストリーのデータを使用して検討し
た．TAVR拒否は最低1回以上のインフォームドコンセン
ト時におけるTAVRの拒否と定義した．全1542例を拒否群
(28／1542，1.8％)と非拒否群(1514／1542，98.2％)の2
群に分類し，患者背景，周術期合併症と術後死亡率について
比較検討した．さらに，TAVRを拒否した理由と，最終的に
TAVRを受けようと思い直した理由についても患者から収
集した．
【結果】
年齢，各種手術リスクスコア，フレイルの項目に関して非拒
否群よりも拒否群で有意に高く(全てp＜0.05)，周術期合併
症に関しては両群間で有意差を認めなかったが，30日死亡
と累積1年死亡率は拒否群で有意に高かった(順に7.3％�対
1.3％，p=0.008�と�28.8%�対�10.3%，p=0.010)．多変量解
析の結果ではTAVR拒否は独立した中期予後予測因子であっ
た(ハザード比:�2.56;�95％信頼区間:�1.18-5.57;�p=0.018)．
拒否理由として最も多かったのが治療に対する恐怖(46.4％)
であり，最終的に受けることに決めた理由として最も多かっ
たのは心不全の増悪(75.0％)であった．TAVRを拒否した
患者は，拒否してから20か月以内(中央値5.5か月)に全員が
治療を受けた．
【結論】
本試験の結果から，一度でもTAVRを拒否することで治療が
遅れ，予後の悪化へとつながる可能性があることが示唆され
た．この結果は患者がTAVRを受ける際に，判断材料の1つ
として明示されることが望ましい．

口演13　予後・突然死
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O13-4）
バルーン大動脈弁形成術で大動脈弁狭窄症の
改善を認めたが院内心肺停止に至った一例

山口　　遼 
山本　真功、足立　優也、加納　誠士、志村　徹郎、 
細羽　蒼宇、鈴木　孝彦

豊橋ハートセンター　循環器内科

症例は重症大動脈弁狭窄症(Severe�AS)を有する81歳女性.�
急性心不全で緊急入院となった.�入院後より心不全治療を開
始し,�経過は安定していた.�しかし，第2病日に心停止となり,�
血管造影室移動後に大動脈バルーンパンピング(IABP)と経
皮的心肺補助装置(PCPS)を挿入した.�同時に行った冠動脈
造影検査では3枝に病変を認め,�心停止の原因としては狭心
症とSevere�ASの両疾患が考えられた．同日，経皮的冠動脈
形成術とバルーン大動脈弁形成術(BAV)を行い，冠動脈3枝
の良好な血流の確保とSevere�ASの改善を認めた.�術後は集
中治療室に移動し,�全身管理を継続した.�第3病日にはPCPS
を離脱し，IABPサポートのみで血行動態は安定していた.�
しかし,�PCPS離脱12時間後に血圧が低下し,�再度心停止し,�
死亡宣告した.�本症例においては緊急BAVではなく,�緊急
TAVIを選択すべきであったか,�または緊急BAVもしくは緊
急TAVIのタイミングをもっと早めていれば心停止を防げ
たのかといった点に関して議論の余地がある.�
近年，BAVの成績向上が指摘されているが，ASの解除とい
う点で有効でない症例も存在する.�緊急TAVIの報告も散見
されるが,�その成績は緊急BAVと同じく,�良い成績とはいえ
ない.�緊急TAVIの適応や適切な症例選択に対しては実臨床
においては判断に苦慮することが多く,�現在までに分かって
いる報告をもとに緊急TAVIの症例選択について考えたい.

口演13　予後・突然死

O13-5）
TAVIにより僧帽弁逆流が改善する症例の臨床
的特徴

山田　雅大1 
堀端　洋子1、安田　久代1、鈴山　寛人1、田口　英詞1、 
古賀　智典2、佐々　利明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

【背景】重症大動脈弁狭窄症（AS）に併発した僧帽弁逆流（MR）
がカテーテル的大動脈弁留置術（TAVI）により軽減する症例
をしばしば経験するがその臨床的特徴は未だ良くわかって
いない。【目的】TAVIによりMRが改善する症例の臨床的背
景と短期予後を検討する。【方法】2018年3月までに当施設
で施行されたTAVI連続236例中、術前に中等度以上のMR
を併発していた55例（平均年齢86歳、女性69%）を対象とし
た。TAVI後1週間の心エコー評価でMRが改善していた32
例（58%）と改善しなかった23例（42%）とを比較検討した。
【結果】MR改善例は非改善例に比べより高齢であり、心エ
コー指標としては術前の大動脈弁最高血流速が速く、左室心
筋重量が大きく、術後の推定肺動脈圧が有意に低値であった。
またMR非改善例は入院期間が有意に長かった（いずれもp
＜0.05）。ロジスティック回帰分析では大動脈弁最高流速が
年齢や性とは独立したMR改善の予測因子であった（OR�2.0,�
95%CI�1.1-4.1,�p＜0.05）。【結語】ASに合併したMRはAS
が重症で左室圧負荷が強い症例ほどTAVI後の改善が見込ま
れ、TAVI後のMRの改善は良好な心不全経過を示唆するも
のと考えられる。

口演13　予後・突然死
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O13-6）
TAVI	(transcatheter	aortic	valve	
implantation)において術前のVery	Severe	
AS	(aortic	valve	stenosis)は予後規定因子
にならない

西岡　健司1 
大井　邦臣1、臺　　和興1、正岡　佳子1、塩出　宣雄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

【目的】TAVI治療は、周術期high�riskの患者群における大
動脈弁置換術の標準治療となりつつある。大動脈弁狭窄症を
有する患者群においてVery�Severe�AS�(defined�by�a�peak�
aortic�jet�velocity�5.0�m／s,�a�mean�gradient�60�mm�Hg,�
and�a�valve�area�0.6�cm2)のカテゴリーに分類されると、
その予後はその他のASに比し、予後不良とされる。今回我々
は、TAVI治療介入時にVery�Severe�ASと診断された群と、
それ以外の群における予後を比較検討した。
【方法】当院において2015年12月から2018年3月までの
連続100例のTAVI患者を対象とした(62�women;�age,�
86�years)。Peak�aortic�jet�velocity�(AV-Vel)�が5.0�m／
s以上の群が47例で、AV-Vel＞5.0�m／s�Groupとした
(average�AV-Vel,�5.34±0.32�m／s;�valve�area,�0.56�±0.13�
cm2)。また、Peak�aortic�jet�velocity�(AV-Vel)�が5.0�m／
s以下の群(53例)をAV-Vel＜5.0�m／s�Groupとした。
【結果】平均観察期間は284.75日であった。全死亡は期間中
8例で、二群間で比較するとAV-Vel＜5.0�m／s�Group�で
6例、AV-Vel＞5.0�m／s�Groupで2例であった。心臓死は
AV-Vel＜5.0�m／s�Groupでのみ認められ、2例であった。
全死亡、心臓死ともに二群間で有意差を認めていない。
【結論】TAVIにおいて術前のVery�Severe�AS�は予後規定因
子にならない。

口演13　予後・突然死

O14-1）
日本人における外科弁機能不全に対する
Valve-in-Valve	TAVIの成績

市堀　泰裕1 
溝手　　勇1、前田　孝一2、向井　　隆1、津田　真希1、 
大西　俊成1、倉谷　　徹2、澤　　芳樹2、坂田　泰史1

１大阪大学大学院　医学系研究科　循環器内科学、 
２大阪大学大学院　医学系研究科　心臓血管外科学

（背景）
再手術がハイリスクな患者の外科弁機能不全に対する
Valve-in-Valve�TAVIの有用性が欧米から報告されるよう
になってきている。しかしながら、本邦における成績はこれ
まで報告されていない。大動脈弁の解剖学的な違いから使用
されている外科生体弁も欧米とは異なり、留置に際して本邦
独自の注意点が存在すると予想される。当院で臨床研究にて
施行したValve-in-Valve�TAVIの成績を報告したい。
（方法と結果）
2014年11月から2017年12月に施行した12例のValve-in-
Valve�TAVIの経カテーテル弁機能および予後を検討した。
平均年齢は80.6歳、外科弁はCEP弁�19mm：１名、21mm：
4名、23mm：3名、25mm：２名、Mosaic�21mm：１名、
23mm：１名が使用されていた。外科弁の機能不全は狭窄が
４名、逆流が５名、混合が３名であった。TAVIは経心尖（６
名）もしくは経大腿動脈アプローチ（６名）にて施行され、使
用された経カテーテル弁はバルーン拡張型デバイス（SAPIEN�
XT,�SAPIEN�3）７名、自己拡張型デバイス（CoreValve,�
Evolut�R）が５名であった。デバイス留置は全例において成
功し、moderate以上の経カテーテル弁周囲逆流は１例も認
めなかった。しかしながら、術後の経カテーテル弁圧較差
は�19.3±10mmHgで５名（42%）が20mmHg以上の有意な
上昇を認めていた。特に外科弁のTrue�IDの小さい症例（＜
19mm:�3名／3名）、バルーン拡張型デバイス症例（4名／7
名）に多い傾向であった。30日死亡は１名で、術後の経カテー
テル弁圧較差は�34mmHgと高値であった。術後平均414日
のfollow-upで、残りの11名が生存していた。
（結語）
日本人に対するValve-in-Valve�TAVIは高い成功率で弁留
置が可能であるが、約半数に術後圧較差の上昇を認めた。特
に小さい外科生体弁が使用された症例に対しては、使用する
デバイス、留置方法に注意が必要である。

口演14　弁置換術後症例



Japan Transcatheter Valve Therapies 2018

92

O14-2）
valve	in	valveの可能性を追求した症例検討

田中　昭光1 
中村　真幸1、長谷川　新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

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

背景：劣化した外科弁に対するvalve�in�valveが認可され、
evolutRによるTAVI弁を重ねる治療は今後日本でも広まる
と考えられる。またself-expandableのTAVI弁において位
置ずれ(migration)は未だ懸念すべき合併症であり、それに
対するbailoutとしてvalve�in�valveが有効なことがある。

症例：
Case1：Sapien3が原因不明のstuck�leafletを起こしvalve�
in�valveにてbailoutした。
Case2：Corevalveが留置時にpop-upし、valve�in�valveに
てbailoutした。
Case3：evolutRが留置時にpop-upし、valve�in�valveにて
bailoutしたかに思えたが、数日後に右冠動脈閉塞。

症例を通じて、再度Corevalve・evolutRを構造から見直し、
valve�in�valveの可能性を追求してみた。

口演14　弁置換術後症例

O14-3）
僧帽弁置換術後症例に対するTF-TAVRの注
意点−3例の経験から−

柚木　純二1 
挽地　　裕2、野上英次郎1、井上　洋平2、坂本　佳子2、 
田中　厚寿1、三浦　大介3、西田　誉浩1、野出　孝一2

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　麻酔科

【目的】TAVR導入当初の臨床治験では僧帽弁置換術(MVR)
後は適応外とされていたが、SAPIEN3(S3),�Evolut�R(EvoR)
の登場により治療成績も向上し、MVR後患者へのTAVRの
報告も散見される。当院での経験を基に、そのデバイス選択
と手技上の注意点を報告する。【対象】現在までのTAVR101
例中、MVR後にTAVRを施行した3例。弁選択には術前CT
の分析を重要視し、原則として1.EvoRは�僧帽弁－大動脈弁
間距離(Mitroaortic�distance)が4mm以下の症例には使用し
ない、2.S3は僧帽弁がLVOTに突出している症例には使用し
ない、とし、アクセス評価等を加味した。デバイスはS3�2例、
EvoR�1例で、MVRは全例機械弁（SJM弁）を使用されていた。
年齢83,�85(S3),88(EvoR)歳、STSScore�14.60,�14.76(S3),�
10.47(EvoR)%。術前AVAは0.43,�0.53(S3),0.34(EvoR)
cm2、CTによるMitroaortic�distanceは4.8,�3.0(S3),�
4.3(EvoR)mm、EvoR症例はアクセスが細径のため選択した。
S3の1例はEF23%と低心機能であり予防的にPCPSを使用
した。【結果】手術時間は103,�116(S3),118(EvoR)分、手技
は問題なく施行可能であったが、EvoR症例で左房内へのワ
イヤー迷入を経験した。術後ICU期間は1,�2(S3),2(EvoR)
日、術後在院日数は13,�16(S3),13(EvoR)日であった。術
前AVAは2.12,�1.71(S3),1.82(EvoR)cm2、術後ARは
trivial,mild(S3),mild(EvoR)で僧帽弁機能には問題がなかっ
た。【考察】S3は左室側がより短縮するため、�理論上、大動脈
側：左室側＝9：1の高さで留置した場合、左室側への突出は
1.6～2.3mmに収まる。しかし左室内へ突出するMVR弁に
は危険を伴う。一方EvoRは左室内へのMVR弁の突出があっ
ても施行可能であり、再収納が可能となりより正確な留置が
可能となった。しかし、Mitroaortic�distanceが4.0mm以上
ないと、留置が深い場合にはMVR弁不全、TAVR弁の拡張
障害、浅い場合には弁のMigrationの危惧がある。また、弁
システム抜去時にワイヤーがMVR弁を通過する事があり注
意を要する。【結論】MVR術後のTF-TAVRは、若干の注意
点はあるが、術前のCTを詳細に評価しデバイスの特性を生
かした弁選択をすることで安全に施行可能である。

口演14　弁置換術後症例
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O14-4）
僧帽弁置換術後に経カテーテル的大動脈弁置
換術を成功しえた2症例

竹内　泰代1 
多田　朋弥1、恒吉　裕史2、坂本　裕樹1

１静岡県立総合病院　循環器内科、 
２静岡県立総合病院　心臓血管外科

【背景】日本における経カテーテル的大動脈弁置換術（TAVI）
の普及は目覚ましく、超高齢者や手術リスクの高い重症大動
脈弁狭窄症に対して、広く用いられるようになってきた。中
には、開心術後のケースも含まれ、当院でもバイパス術後、
僧帽弁形成術後、僧帽弁置換術後症例等に対してTAVIを施
行した。今回、我々が経験した僧帽弁置換術後に経大腿動脈
（TF）アプローチでTAVIを行った2症例を報告する。
【症例報告】１）80歳女性。1991年脳梗塞発症し左半身麻痺、
1992年僧帽弁狭窄症に対し置換術（Carbomedics29mm）
を施行。間質性肺炎も有しており、呼吸器内科よりプレド
ニゾロン10�を処方されていた。術後、心臓血管外科外来に
て、経時的な心エコー評価を継続されていたが、severeAS
（peakV5.0m／s、meanPG57mmHg、AVA0.56cm2）を
呈するようになった。STSスコアは10.4%とハイリスク
を呈したため、経カテーテル的弁置換術を選択しSapien3�
26mmを留置。留置による僧帽弁位人工弁への干渉はなく、
Sapien3におけるPVLは1年後も検出されず良好である。２）
86歳女性。1995年僧帽弁置換術（SJM27mm）を施行。その
後、心臓血管外科外来にて定期的に抗凝固療法を継続されて
いた。心房細動を有し、BNP値は100pg／ml前後で推移し
ていたが、AS進行（peakV4.2m／s、meanPG36mmHg、
AVA0.52cm2）とともにBNPは353pg／mlと増加した。
STSスコアは7.26%と中等度リスクであった。2017年8月
Sapien3�23mmを留置した。留置による僧帽弁位人工弁に
干渉はなく、Sapien3におけるPVLは術後6ヶ月の時点でも
circumferential�extent4.8%と軽度である。
【考察】僧帽弁置換術後の症例は、TAVI治療を想定した段階
で、通常よりも注意をはらう点が伴う。ハートチームとして
一連が円滑に行えるよう習熟し、合併症発生時には、開心術
後の再開胸となることを想定した速やかな対応がとれること
が大切である。手技に関わる画像診断として、術前は、CT
計測において僧帽弁位人工弁との近接距離や干渉の有無を推
定し、安全な留置が可能か評価するとともに、術中は、TEE
により心腔内ワイヤー挙動、至適留置位置の観察や留置後評
価が重要である。
【総括・結語】国内でのTAVI治療が拡大していくなか、ハイ
リスク患者における治療は、個々の症例の治療前条件によっ
て、細やかに検討することが要され、当院におけるハート
チームの経験値をあげた貴重な治療症例を報告する。

口演14　弁置換術後症例

O14-5）
生体弁僧帽弁置換(MVR)後の大動脈弁狭窄
(AS)に対して左鎖骨下動脈アプローチ経カテー
テル大動脈弁置換(TAVR)を行った1例

黒田　悠規1 
坂口　元一1、新井　善雄1、坪田　秀樹1、白井　伸一2、 
角本　眞一3、磯谷　彰宏2、林　　昌臣2、川口　朋宏2、 
森永　　崇2

１小倉記念病院　心臓血管外科、 
２小倉記念病院　循環器内科、 
３小倉記念病院　麻酔科

症例は85歳女性。7年前に感染性心内膜炎に対して生体弁で
のMVR�(Mosaic�25�mm)を施行した。以後当院外来通院中
であったが、労作時息切れが出現し心エコーでparadoxical�
low-flow�low-gradient�severe�ASを指摘された。高齢であ
り開心術の既往があることからTAVRが選択された。しか
し大動脈の屈曲が非常に強く大腿動脈アプローチは適さな
いと判断。またバルーン拡張によるmigrationの可能性や、
TAVR弁と僧帽弁生体弁との干渉を考慮すると、バルーン
拡張型よりも自己拡張型の弁が適していると考え、左鎖骨下
動脈アプローチTAVR�(Evolut�R�26�mm)を施行した。生体
弁のstentが大動脈弁輪に非常に近く、経食道心エコーで確
認しながら2度retrieveを行い、人工弁に干渉しない位置に
置換し得た。傍大動脈弁逆流はmild�to�moderateであった
がバルーン拡張によるmigrationの可能性を考慮し、追加拡
張は行わなかった。手術室で抜管し術後経過は良好であり、
術後10日で自宅退院となった。大腿動脈アプローチ困難な
生体弁MVR後のASに対しては左鎖骨下動脈アプローチか
らの自己拡張弁型TAVRは有用な手段と考えられた。また
生体弁MVR後の場合はステントなどの干渉に十分注意し置
換する必要がある。

口演14　弁置換術後症例
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O14-6）
僧帽弁置換術後の大動脈弁狭窄症に対して
EvolutRにてTAVIを施行し得た1例

丸田　一人1 
青木　　淳1、新家　俊郎2、濱嵜　裕司2、近藤　誠太2、 
福岡　裕人2、益田　智章1、酒井孝志郎1

１昭和大学　心臓血管外科、 
２昭和大学　循環器内科

症例は79歳の女性。10年前に僧帽弁狭窄症に対して他院で
SJM弁による弁置換術を、1年前に徐脈性心房細動に対して
経静脈的VVIペースメーカー埋込術の既往がある。5年ほど
前から大動脈弁狭窄症を指摘されていたが、再開胸手術にな
ることから、患者自身が手術に消極的であった。しかし労作
時の息切れを自覚するようになり、またしばしば胸痛や意識
消失の症状を認めるようになり、当院紹介となった。
術前心臓超音波検査では平均圧較差が33mmHgであったが、
EF54%、SV=45ml、弁口面積0.78cm2であり、重症大動脈
弁狭窄症と判断した。術前CTでは弁輪面積3.98cm2、弁輪
周囲73.9mmで、冠動脈の高さやValsalvaの大きさも十分で、
アクセスの血管径も問題なく、SJM弁輪から大動脈弁輪まで
は6-7mm確保可能であったので、経カテーテル大動脈移植
術（TAVI）は解剖学的に施行可能と判断した。Japan�score�
7.8、STS�4.6、CSHA�score�3、再開胸症例であることから、
TAVIの方針とした。
デバイスは再格納ができるEvolutRを選択し、手術は全身麻
酔で施行、ミギ大腿動脈からデバイスを挿入し、Pre�BAVす
ることなく、直接Perpendicular�viewのRAO�10°、Caudal�
0°でコントロールペーシング下に展開した。1回目はNCC
側がやや浅めで留置されたため、再格納した後に再度展開し
た。途中、透視下にSJM弁のdiskが可動していることを確認
しつつ、留置位置が至適であることも十分に確認して最終的
に全てを展開して留置をした。留置後、SJM弁のdiskが可動
している事を再度確認、経食道エコーで弁周囲逆流は軽度で、
大動脈造影でも逆流は許容範囲と判断し、手術を終了した。
本症例の僧帽弁置換された機械弁はdiskがハウジングより
飛び出さないタイプであることを確認していたが、再格納が
出来るEvolutRを用いることにより、透視下でdiskの動きと
大動脈弁輪への留置位置を十分に確認しながら至適位置に留
置することが出来た。

口演14　弁置換術後症例

O15-1）
当院におけるTAVI術前後のfrailtyの変化及
び高齢外科的大動脈置換術患者との術後離床
の比較

前田　大智1 
赤松加奈子1、森田　英晃1、伊藤　隆英1、宗宮　浩一1、 
星賀　正明1、石坂　信和1、大門　雅広2、小澤　英樹2、 
勝間田敬弘2

１大阪医科大学　循環器内科、 
２大阪医科大学　心臓血管外科　　

【背景】近年、高リスクの大動脈弁狭窄症�(AS)�に対する治療
として経カテーテル大動脈弁留置術�(TAVI)�の有効性が確
立されており、高齢者AS患者への治療として第一選択とな
りつつある。TAVIは特に高齢者の術後早期離床、リハビリ
テーションの促進に有用である。
【目的】当院におけるTAVIの初期成績を確認し、高齢AS患
者へのTAVIと外科的大動脈弁置換術�(SAVR)�の術後回復状
況について比較検討すること。
【方法】2015年4月から2018年4月の間に当院でSAVRを施
行した80歳以上の18例とTAVIを施行した8例との患者背景、
術後ICU滞在日数、歩行開始日を比較検討した。
【結果】TAVI群ではSAVR群に比して有意に高齢�(86.3±3.8�
vs�82.8±2.2�歳,�p=0.02)であった。VARC�2�criteriaに基
づく合併症はなく、30日死亡は0人であった。
また、TAVI術前術後で、歩行速度、6分間歩行距離、MMSE
の低下を認めなかった。ICU滞在日数はTAVI群で有意に少
なく�(1±0�vs�3.3±1.4�日,�p＜0.0001)�、術後歩行開始日
は有意に早かった�(1.8±1.2�vs�3.4±1.3�日),�p=0.0058)。
【結論】当院における初期8例のTAVIの成績はacceptable
なものであり、術直後のfrail低下を認めなかった。また、術
後の離床、在院日数に関して高齢者へのSAVRよりも優れた
結果であった。

口演15　フレイル評価と予後
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O15-2）
経カテーテル大動脈弁置換術を受けた患者のフ
レイルの現状

桑野　健旭1 
塚原　里美1、山川　弥保1、武井　祐介2、新見美江子1、 
柴崎　郁子2、乾　　寛美1、福田　宏嗣2、堀中　繁夫2、 
井上　晃男2

１獨協医科大学病院　看護部、 
２獨協医科大学病院　ハートセンター

【目的】
経カテーテル大動脈弁置換術(TAVI)は低侵襲な治療である
が,依存症・フレイルを有する高齢者が治療対象であり周術
期にいかにADLを落とすことなく看護介入し自宅退院させ
ることが治療命題である.早期及び重点的に看護介入するた
めにTAVI治療前後で医療・看護必要度を上昇させるリスク
因子を明らかにする.
【方法】
2015年8月から2018年3月までにTAVIを施行した81例の
うち,有効データを有する72例を対象とした.看護必要度B項
目（寝返り／移乗／口腔清潔／食事摂取／衣服の着脱）を点
数化（1～3点）,治療前後での合計点数を算出し,看護必要度
上昇群:18例と非上昇群:54例の症例対象研究を行った.研究
に際し,当院生命倫理委員会の承認を受けている.
【結果】
上昇群:18例(25％)の年齢は85±4歳で女性14名(78％)で
あった.上昇群B項目で移乗,口腔清潔,食事摂取,衣服の着脱
が主要上昇項目であった.上昇群の患者背景は,�Alb:3.6±0.4g
／dl,EF:66±9％,NYHA＞Ⅲ:1例(5.6％),フレイルスケー
ル＞5:4例(22%),独居率:66％(6／18例)であった.TAVI�ア
プローチ:TF15例／TA3例であり,周術期脳梗塞を1例併発し,
ペースメーカー植え込みを1例で行なっている.術後在院日
数は21日(10-41日)であった.上記項目で非上昇群とで有意
差は認めなかった.フレイルに関与する項目に関して,�握力
以外の膝伸展筋力,大腿四頭筋幅,SMI,SPPBは上昇群で有意
に低下していた(握力:14.9±8.4kg�vs非上昇群16.2±4.9kg,p
＝0.50／膝伸展筋力:上昇群9.4±5.2Kgf�vs非上昇群16.4
±7.4kgf,p＝0.16／大腿四頭筋幅:上昇群2.3±0.6cm�vs非
上昇群2.9±0.6cm,p＝0.03／SMI:上昇群4.3±1.2�kg／
m2�vs非上昇群5.2±0.9kg／m2,p＝0.014／SPPB:上昇群5.5
±2.6点vs非上昇群8.8±3.0�点,p＝0.019).
【結論】
看護必要度上昇群は下肢筋力の低下が認められ,�ADLを落と
すリスク因子であることが推察された.下肢筋力の改善を入
院中のリハビリ介入だけで図ることが難しいため,外来リハ
ビリでのエルゴメーターや下肢筋力増強訓練を強化してい
く必要がある.また退院支援カンファレンスで多職種と連携
を図り,個々のレベルに適したリハビリの内容を考え,退院後
も継続して実施できるリハビリの指導を行う看護介入が重
要であると推察された.

口演15　フレイル評価と予後

O15-3）
当院におけるTAVI患者の現状と問題点～術後
経過からの検討～

片柳　　聡1 
石坂　勇人1、武井　祐介2、柴崎　郁子2、福田　宏嗣2、 
那須野尚久3、中島　敏明3、井上　晃男3

１獨協医科大学病院　リハビリテーション科、 
２獨協医科大学病院　ハートセンター　心臓血管・外科、 
３獨協医科大学病院　ハートセンター　心臓血管・内科

【はじめに】近年、高齢者やハイリスク患者に対し低侵襲手術
が普及しつつある。今回、当院におけるTAVI患者のフレイ
ルに重点を置き、傾向と問題点について検討した。
【対象・方法】対象は平成27年8月～平成28年9月まで、当院
でTAVIを施行した62例（男性15名、女性47名）とし、退院
時の連続歩行が200ｍ以上可能な群（200ｍ可能群）27例と
200ｍ未満の群（200ｍ不可群）35例の2群間で比較検討した。
評価項目はAWGSの基準によるサルコペニアの有無、術前
歩行能力、EF、BNP、術後1週間時点でのBNP、リハビリ開
始後1週間での獲得歩行距離、及び集団リハビリ参加状況と
した。統計学的分析は、SPSS�Ver24にて、χ2乗検定、対応
のないt検定及びMann-WhitneyのU検定を用い検討し、危
険率は5％未満とした。
【結果】平均年齢は、200ｍ可能群で84.3±5.0歳、200ｍ不
可群で86.3±4.6歳であり、有意差は無かった。サルコペニ
アの評価が行えた47例中、200ｍ不可群では25例と有意に
多かった。術前歩行能力が200ｍ以上可能な者は、200ｍ不
可群で有意に少なかった。集団リハビリ参加状況は、200ｍ
可能群で参加率56%に対し、200ｍ不可群では、全例が不参
加であった。各評価項目における群間比較は、術後1週間で
の獲得歩行距離が200ｍ可能群において、有意に長く（200
ｍ可能群vs200ｍ不可群：201.8±46.9ｍ�vs�81.8±52.7ｍ）、
ロジスティック回帰分析において有意な変数として選択さ
れた。（オッズ比：1.07�p=0.02）
【考察】TAVIは高齢やハイリスク患者が多く、サルコペニア
の傾向がある。高齢やハイリスク患者はADLにおいて、心
負荷増大による活動量の低下を余儀なくされる為、サルコペ
ニアの重度化を認め、術前にサルコペニアを有し、歩行能力
が低い場合、TAVIを施行し心機能が改善しても歩行能力は、
術後短期間入院では十分な改善が困難な事が示唆された。
【結語】TAVI患者では、身体機能・能力等の術前評価を行う
事が重要であり、術後リハビリ開始から1週間での獲得歩行
距離は、退院時の歩行能力に、より有意に影響を与えてる事
から、術後は一律パスではなく、術前評価から個々に応じた
術後リハビリや病棟内ADLの設定を行う事で、術後早期に
歩行能力を高める事が必要であると思われた。

口演15　フレイル評価と予後
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O15-4）
TAVI後の身体機能回復に関わる術前因子

高瀬　広詩1 
細川　　忍2、村上　直也1、小倉　理代2、元木　達夫3、
泉　　智子2、川島　輝枝4、福村　好晃3

１徳島赤十字病院　リハビリテーション科、 
２徳島赤十字病院　循環器内科、 
３徳島赤十字病院　心臓血管外科、 
４徳島赤十字病院　看護部

【目的】
近年，手技の技術向上やデバイスの進化により，経カテーテ
ル大動脈弁植え込み術（TAVI）の初期成績は向上し，適応も
急速に拡大している．しかし，低侵襲治療であるTAVIにお
いても，術後に身体機能が低下し，元の生活に戻れない患者
が存在する．このような症例を術前に同定することは，治療
選択を行ううえで重要である．そこで，本研究では術前後の
身体機能を評価し，身体機能低下に関わる術前因子を明らか
にすることを目的とした．
【方法】
2014年12月から2018年3月までの間に，当院において
TAVIを受けた109名を対象とした．身体機能の評価として，
術前と退院時に監視下で歩行した際の連続歩行可能距離を測
定し，以下の段階づけを行った．レベル0：歩行不可，レベ
ル1：介助歩行，レベル2：連続歩行距離100m以下，レベル
3：同100m～300m，レベル4：同300m～500m，レベル5：
500m以上．歩行補助具は日常使用しているものを使用し，
術前と退院時で同じものを使用した．退院時に歩行レベルが
術前と同等あるいは改善していたものを回復群，低下してい
たものを非回復群とし，2群間で各術前因子を比較した．統
計解析は，まず単変量解析で各項目のP値を算出し，P＜0.1
の項目を多変量解析の説明変数とした．多変量解析は尤度比
増加法による多重ロジスティック回帰分析を行い，有意水準
は5％未満とした．
【結果】
退院時に身体機能が術前レベルまで回復していたもの（回復
群）は84名，低下していたもの（非回復群）は25名であった．
単変量解析においてP＜0.1であった項目は，術前NYHA，
握力，MMSE，Clinical�Frailty�Scale，弁口面積，術前心不
全入院，心房細動であり，多重ロジスティック回帰分析に
おいて，術前心不全入院（オッズ比：4.33，95％信頼区間：
1.56-12.01，P＝0.005）とMMSE（オッズ比：1.16，95％信
頼区間：1.04-1.29，P＝0.006）のみが選択された．歩行レ
ベルが低下した原因は，術後心不全や脳梗塞などの医学的要
因よりも，関節痛の増悪や廃用によるものなど，非医学的要
因が多かった．
【結論】
術後の身体機能回復を予測する術前因子は，術前の心不全に
よる入院と認知機能低下であった．

口演15　フレイル評価と予後

O15-5）
経カテーテル大動脈弁植え込み術(TAVI)症例
における術前因子と術後転帰の検討

広瀬　一守1 
北村　アキ2、石川　凌馬1、佐藤　翔太1、上邨　千花1、 
田端　　実2、渡辺　弘之3

１東京ベイ・浦安市川医療センター　リハビリテーショ
ン室、 
２東京ベイ・浦安市川医療センター　心臓血管外科、 
３東京ベイ・浦安市川医療センター　循環器内科

【背景・目的】経カテーテル大動脈弁植え込み術(TAVI)はハ
イリスク症例に対する治療として広く行われるようになっ
たが、手術適応にはチーム内での慎重な検討を要する。その
1つとして、リハビリ部で行うFrailty評価も参考となる。低
侵襲の手術であるが、TAVI後身体機能改善、環境調整等の
理由で転院する症例は少なくない。また現在、TAVI後の転
帰(自宅退院or転院)と術前身体機能・認知機能、血液検査所
見の関連性についての報告は少ない。そこで、本研究は当院
の術前の各検査所見、術前身体機能・認知機能と転帰の関連
性を明らかにすることを目的とした。
【方法】2016年1月から2017年12月までTAVIを施行され
た133例のうち死亡2例を除く131例(男性42例女性89例、
83.6±5.4歳)を対象とした。術式(TA,TFアプローチ)と自
宅退院と転院についてχ2検定を行った。また、自宅退院し
た111症例（自宅退院群）と転院した20症例（転院群）に群分
けをし、体格（身長、体重、BMI）、心機能（LVEF）、血液所
見(Cr、eGFR、Alb、Hb、CRP)、術前Frailty評価（身体機能：
握力、5m歩行時間、認知機能：MMSE）について対応のない
t検定を行った。有意差を認めたFrailty項目についてはROC
曲線にてcut�off値を算出した。
【結果】術後転院後は20名(15％)であり、その内、15名が術
前、他院より転院搬送された症例であった。自宅退院群で
は、12名が術前、転院搬送されていた。平均術後在院日数
は全体で19.3±14.3日であり、自宅退院群は17.1±6.9日、
転院群は31.6±20.1日であった。両群間での比較では、体
重(自宅退院群vs.転院群：52.1±10.3kg�vs.46.8±9.7kg)、
BMI(22.9±3.9kg／m2�vs.20.8±3.6kg／m2)、術前Alb値
(3.7±0.6g／dL�vs.3.1±0.4g／dL)、LVEF(56.8±12.5%�
vs.46.7±16.6%)、5m歩行時間(6.9±4.0m�vs.11.8±6.3m)、
MMSE(25.9±4.7点�vs.22.9±4.3点)で有意差を認めた(p
＜0.05)。また両群間のcut�off値は5m歩行時間で0.71m／
sec、MMSEは25.5点であった。
【結論】術前状態から転帰を予測できる可能性が示唆された。
従って、術前からFrailtyの改善目的の介入や工夫が必要であ
ると考えられた。転院症例の多くは術前、他院にて入院加療
を受けており、術前の長期入院や安静管理が術後の転帰に大
きく影響することから至適手術の重要性が示唆された。

口演15　フレイル評価と予後
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O15-6）
経カテ—テル的大動脈弁移植術における認知症
スクリーニング検査と術後せん妄との関連性

江頭　宗宏1 
内山　春佳1、吉村　　健1、山口真由美1、児玉　祥一2、 
柚木　純二3

１佐賀大学医学部附属病院　看護部、 
２佐賀大学医学部附属病院　先進総合機能回復セン
ター、 
３佐賀大学医学部附属病院　胸部心臓血管外科

【背景】A病院でTrans�catheter�Aortic�Valve�Implantation
（以下 ,TAVIとする）を受ける患者の65％は，高齢でフレ
イルを有している.A病院ではTAVI患者に対しフレイル調
査を行っており,その中で，認知症のスクリーニングとし
て�Mini-Mental�State�Examination（以下,MMSEとする）
を活用している.術後せん妄は,患者への身体的な影響が大
きく,術後回復や入院期間の延長に繋がる.先行研究でも,外
科・整形外科手術前の認知機能障害（MMSE低値）が術後せ
ん妄発生に有意に関連していると報告している.TAVIは低
侵襲で離床も早いことから術後せん妄予防が期待される.【目
的】TAVIにおけるMMSEと術後せん妄との関連性を明らか
にすることで,周術期における予防ケアに役立てる．【方法】
2014年3月～2018年3月の間にMMSEの評価を行った患
者で,全例全身麻酔下にTAVI施行した79名を対象とした.年
齢・性別・術前MMSE・臨床フレイル・スケール（以下,CFS
とする）,ICU滞在期間,術後在院日数を調査した.せん妄の評
価は,せん妄評価法（以下,CAMとする）を用い,評価期間は
一般病棟帰室後から退院までとした.せん妄群をD群,せん妄
ではない群をN群としてWilcoxonの符号付順位検定を行っ
た.所属施設の看護研究倫理審査会の承諾を得た.【結果】対
象の平均年齢は84.5±5.1歳,男女比は3:7,CFSの平均は4.9
±1点,ICU滞在期間の平均は1.8±2.3日,術後在院日数の平
均は13.4±8.9日であった.�術前MMSEスコア24点以上は
60例であり,術後せん妄発症率は21.6％,23点以下であった
19例の,術後せん妄発症率は47.3％であった（P＜0.003）．
CAMで術後せん妄と評価したD群は22例,せん妄を認めな
かったN群は57例であり,年齢はD群:84.4±4.4歳,N群:84.6
±5.4歳（P＜0.73）,術前MMSEスコアはD群:22.2±5.4点,N
群25.4±4.1点（P＜0.02）,CFSは�D群:5.5±1点,N群:4.6
±0.9点（P＜0.03）,ICU滞在日数はD群:2.6±3.9日,N群:�
1.4±1日（P＜0.33）,�術後在院日数はD群:�18.2±15日,N
群:�11.2±3.4日（P＜0.007）であった.【結論】TAVIにおい
ては,�術後せん妄はMMSEスコアと,�CFSに関連性があり,�
術前MMSE評価が術後せん妄の発現予測に有用であること
が示唆された.�低侵襲で日常生活への早期復帰を可能にする
TAVIにおいては術前のMMSE評価が術後せん妄ケアに有
用である.

口演15　フレイル評価と予後

O15-7）
TAVI症例での生体インピーダンス法によるサ
ルコペニア評価

高嶋　友里 
髙瀨谷　徹、仲吉　孝晴、佐々木健一郎、鬼塚　誠二、 
板家　直樹、大塚　裕之、上野　高史、田中　啓之

久留米大学病院　TAVIハートチーム

【背景】近年高齢者の体重、筋肉、疲労感、歩行速度、身体活
動量などの総合的な低下を示すFrailtyと加齢による筋肉量
の低下を示すサルコペニアが問題視されている。TAVIは重
症大動脈弁狭窄症に対する低侵襲の手術であり、術後の早期
回復が望めるが、術前よりFrailtyやサルコペニアを有する
患者が多く、術後回復遅延のリスクも高い。そこで、TAVI
前後の筋肉量の実態を把握し、現在のリハビリ介入方法の検
討を行うこととした。
【方法】2017年4月～2018年3月までに当院でTAVIを施行
された31例中術前後で生体インピーダンス法が測定できた
14例(男：女＝4：10)を対象とした。TAVI術前、術後1週間
における体重、握力、生体インピーダンス法によって算出さ
れたデータに関して比較を行った。
【結果】14例の平均年齢は86.7歳、平均BSAは1.42m2で
あった。術前のEuro�score�Ⅱは6.5％、STS　scoreは6.9％
であった。TAVIは全例全身麻酔下での大腿動脈アプロー
チで施行した。平均手術時間は160分で、12例は手術室で
抜管した。平均ICU滞在日数は2.4日、平均術後在院日数は
18.3日であった。術前の平均体重は48.6kg、術後は48.6kg
で有意差は認めなかった。握力は左握力術前15.83kg ±
7.54、術後13.15kg±5.47(p＜0.05)、右握力術前16.08kg
±6.45、術後13.88kg±5.43(p＜0.05)と左右ともに術後
有意に低下した。下腿径は左下腿術前45.64cm±2.50、術
後44.36cm±1.87(p＜0.05)、右下腿術前45.77cm±2.61、
術後44.58cm±1.88(p＜0.05)と左右ともに術後有意に低
下した。生体インピーダンス法により測定した下肢筋肉量
は左下肢術前4.79kg±1.22、術後4.52kg±1.18(p＜0.05)、
右下肢術前4.89kg±1.19、術後4.58kg±1.16(p＜0.05)と
左右ともに術後有意に低下した。また、上肢体幹の筋肉量や
水分バランスには有意差を認めなかった。
【考察】今回の検討では体重や握力、生体インピーダンス法
により測定した上肢、体幹の筋肉量に変化はなかったが、握
力の低下を認め、下肢の筋肉量のみ減少していた。握力の低
下を認めた要因として、術後の疼痛によるものが、また下肢
筋肉量低下に関しては、当院でのリハビリ介入が術翌日から
であり、術当日はベッド上安静であることが要因として考え
られる。低侵襲であるTAVIは多くがOP室で抜管され、術
後ICUに収容されるため、可能な範囲で術当日から疼痛コン
トロールを行い注意深く身体評価を行いながら、リハビリ介
入を進める必要がある。

口演15　フレイル評価と予後
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O16-1）
TAVI術後急性期に血栓弁を起こした２例

手島　英一 
有田　武史

福岡和白病院　TAVIチーム

初めに：TAVI術後の血栓弁はよく知られているが急性期に
血栓弁を生じた症例の報告はまだ少ない。2017年11月から
2018年4月に当院でTAVIを施行した連続11症例中２例で
術後急性期に血栓弁を認めたため若干の文献的考察を加え報
告する。

症例１：80歳代女性、Sapien3�(20mm)を用いてTFアプロー
チでTAVIを施行された。TAVIのクリンプ、手技そのもの
には特に問題なかった。手術直後のTTEはTAVI弁の弁尖
の動きは良好でAVA2.38cm2,PV�1.7m／sであった。翌日
よりアスピリンの内服を開始、術後６日目のTTEでRCC相
当部位の高エコー域とAVA0.90cm2,PV�3.6m／sと流出路
の狭窄を認めた。ﾄﾞﾌﾟﾗにてRCC相当部位の血流欠損とモ
ザイク像の出現を認め弁機能不全診断となる。同日施行した
CTでは同一部位に造影剤不染領域を認め血栓弁の確定診断
となり、DOACの内服を開始し退院となった。

症例2：80歳代女性、Sapien3�(26mm)を用いてTFアプロー
チでTAVIを施行された。TAVIのクリンプ、手技そのもの
には特に問題なかった。術中のTEEはTAVI弁の弁尖の動き
は良好でAVA3.86cm2,PV�1.3m／sであった。翌日よりア
スピリンの内服を開始、術後６日目のTEEでLCC相当部位
の高エコー域を認めAVA2.4cm2,PV�3.17m／sと流出路の
狭窄を認めた。同日施行したCTで同一部位に造影剤不染領
域を認め血栓弁の確定診断となり、DAPTの内服を開始し退
院となった。

口演16　弁血栓・心腔内エコー

O16-2）
SAPTを基本としたTAVI後抗血栓療法の成績

小出　昌秋1 
岡田　尚之2、國井　佳文1、磯村　大地2、岡　　俊明2

１聖隷浜松病院　心臓血管外科、 
２聖隷浜松病院　循環器科

【はじめに】TAVI 後の抗血栓療法はガイドライン上は
DAPTが推奨されているがその効果に関するエビデンスは
ない。併存疾患を有する超高齢者における抗血栓療法は出
血性合併症のリスクを伴い慎重に行う必要がある。当院で
はTAVI導入当初から術後抗血栓療法としてSAPTを基本と
してきた。【目的】当院におけるTAVI後の抗血栓療法の現
況と術後出血血栓イベント発生について検討すること。【対
象と方法】対象は2014年4月から2018年4月までに当院で
TAVIを行った80例。女性61例男性19例、年齢83.7±4.6
歳、使用デバイスはSapienXT�33、Sapien3�35、EvolutR�
12。平均観察期間は15.9±11.6ヶ月であった。データは診
療録から後方視的に検討した。【結果】術直後の抗血栓療法は
SAPT47例、DAPT23例、SAPT+DOAC5例、Warfarin2例、
SAPT+Warfarin2例、DOAC1例、でDAPT症例はいずれ
もTAVI前にPCIを行った症例であった。Warfain、DOAC
を使用した症例は心房細動症例であった。DAPT 症例は
LMT症例を除いてPCI後数ヶ月でSAPTに以降した。術後
に心房細動を発症した5例ではDOACに変更または追加し
た。術後出血イベントはDAPT症例で脳出血１例、下血1例、
SAPT症例で外傷性頭蓋内出血1例の計3例でいずれも遠隔
死亡した。出血性イベント回避率は術後30ヶ月で94.7%で
あった。術後脳梗塞はWarfarin症例で1例、SAPT症例で1
例でいずれも心房細動に関連して発症したが後遺症なく回復
した。脳梗塞回避率は術後30ヶ月で88.1%であった。術後
退院時の造影心臓CTにてEvolutR症例2例に弁尖に血栓の
付着が疑われたがいずれもエコー上圧較差上昇はなかった。
TAVI後のフォローの心エコーにて5例で経時的に5mmHg
以上の人工弁平均圧較差上昇を認めたが弁尖の開放制限は明
かではなかった。【考察】SAPTを基本としたTAVI後抗血栓
療法は、出血イベント、血栓イベントともに少なく大きな問
題はなかったが、CTにて血栓弁が疑われた症例があり慎重
な経過観察が必要と考えられる。

口演16　弁血栓・心腔内エコー
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O16-3）
胸部大動脈通過時の経食道心エコーでの評価
にて、CoreValve	Evolut	R	デリバリーシステ
ム先端に付着した可動性構造物を確認でき、脳
血管合併症を予防できたと考えられる一例

伊藤　之康1 
全　　　完1、桑原　謙典1、角谷　慶人1、山野　哲弘1、 
中村　　猛1、坂井　　修2、岡　　克彦2、夜久　　均2、 
的場　聖明1

１京都府立医科大学附属病院　循環器内科、 
２京都府立医科大学附属病院　心臓血管外科

経カテーテル的大動脈弁植え込み術（transcatheter�aortic�
valve�implantation:�TAVI）の手技関連合併症として、塞栓
性機序による脳梗塞、一過性脳虚血発作が5-6%の頻度で生
じることが報告されており、TAVI術後の予後不良因子の一
つであることが知られている。脳塞栓症を予見し、如何に予
防しうるかは課題の一つであるが、術中経食道エコーが有用
であったと考える一例を経験したため、報告する。
症例は86歳女性。有症候性(NYHA�II)の重症大動脈弁狭窄
症(弁口面積�0.64cm2、peak�velocity�4.0m／s、平均圧較
差�37mmHg)に対し、TAVIを施行する方針とした。アプロー
チは左大腿動脈（総大腿動脈径�5.9×9.5mm、腸骨動脈最小
径�4.1×5.3mm）を選択した。Amplatz�Super�Stiff�wireを
用いて14Fr�DrySealシースを挿入後、左室内にSafari�XS
ワイヤーを留置し、InLineシースでCoreValve�Evolut�R�
23mmのデリバリーを試みた。総腸骨動脈から腹部大動脈
へと進入する段階で抵抗があったが、最終的には通過が可
能であった。胸部大動脈まで到達した際に経食道エコーを
用いてEvolut�R�デリバリーシステム先端を確認したとこ
ろ、可動性のある構造物が確認された。一旦デバイスを取り
出したが体外では先述の構造物は視認できず。再度InLine
シースでの挿入を行うも同様の抵抗感があったため、18Fr�
DrySealシースを挿入（挿入時、抵抗はなかった）した上で
これを介してデバイスをデリバリーした。この際、再度デリ
バリーシステム先端を経食道エコーで確認したところ、異常
付着物は認められず、人工弁留置も問題なく終了した。なお、
術直後に左総腸骨動脈の急性閉塞を認め、解離あるいは塞栓
を疑う所見が認められたため、緊急のカテーテル治療を追加
施行している。以後、良好な経過で、リハビリ施行後独歩退
院された。

口演16　弁血栓・心腔内エコー

O16-4）
preBAV後に弁尖がflap様に剥離を来した
TF-TAVIの1例

子安　正純1 
植村　祐介1、竹本　憲二1、度会　正人1、水元　　亨2、 
澤田　康裕2、森田　正人3、谷口　明子3

１安城更生病院　循環器内科、 
２安城更生病院　心臓血管外科、 
３安城更生病院　麻酔科

【症例】81才女性。身長135cm、体重35kg。
【既往歴】HCCに対してRFA,TACE施行
【現病歴】
重症大動脈弁狭窄症によりfollow中、失神にて加療適応と判
断され、併存疾患よりTAVIの方針となる。
【検査所見】
STS�score�3.3%、Log.EuroSCORE�14.5%。
UCG：AVAi�0.41cm2／m2、meanPG�48mmHg、Vmax�
4.2m／s、EF�59%。
CT：area�432mm2、D�short�x�long�21.1x26.6mm、
mean�23 .9mm、perimeter�75mm,derived�diameter�
23.8mm、accessはTF適合。
【手術所見】
全身麻酔、穿刺法にて施行。右TF�approach。弁はEvolutR�
29mmを選択。
Safari�SSを展開、Z-med�20mm�x�4cm�バルーンにて前拡
張を施行、その直後の経食道心エコーにて、NCC／LCC交
連付近にかなりの可動性を持つflap様の構造物を認め、冠動
脈左主幹部付近にまで到達することが確認された。
左冠動脈をガイドワイヤーとバルーンでプロテクトし、
EvolutR�29mmを留置。
留置後に選択的冠動脈造影を施行、左冠動脈の良好な血流を
確認し手技を終了した。
【考察】
Pre-BAV後にflap様の弁尖の剥離と思われる構造物を認め
た。施行の必要性については議論があるものの、本症例のよ
うな事象が起こりうるものであり報告する。

口演16　弁血栓・心腔内エコー
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O16-5）
ＴＡＶＩ弁留置直前に経食道心エコーにてヒラヒ
ラエコーを認めた一例

布木　誠之 
田村　俊寛、張田　健志、西内　　英、坂本　二郎、 
田巻　庸道、榎本操一郎、三宅　　誠、近藤　博和、 
中川　義久

天理よろづ相談所病院　循環器内科

患者は82歳女性。不明熱精査のため近医にて入院精査して
いる過程で大動脈弁狭窄症を認め経カテーテル的大動脈弁
留置術(TAVI)目的に当院紹介となった。心エコーでは弁口
面積0.54cm2,�大動脈弁加速血流速度�4.9m／s,�平均圧格
差�53mmHgと重症大動脈弁狭窄症を認め、CTでNCCに
bulkyな石灰化を認めた。弁輪の面積は320mm2と狭小弁輪
のため総合的に評価した結果SAPIEN�3�20mmによるTF-
TAVIを行う方針とした。全身麻酔下で術中経食道心エコー
で確認しながら型通り手技を進めた。まず16mmバルーン
で大動脈弁拡張術(BAV)を行い続いてSAPIEN3�20�弁を弁
輪を通過させようと試みるもかなり抵抗があり難渋した。何
とか弁輪を通過し位置決めを行っている時に、経食道心エ
コーにてBAV前には認めなかった新規のヒラヒラエコーを
NCC付近に認めた。幸いNCCに存在していたため冠動脈
閉塞のリスクは低いと考え、またSAPIEN3�20�弁留置にて
抑え込める可能性も考慮し予定通りSAPIEN�3�20mmを留
置する方針とし型通り展開した。しかしながら弁を展開後も
一部上行大動脈に顔を出すようなヒラヒラエコーを認めた。
留置後に経食道心エコーの短軸で0時方向に軽度の弁周囲逆
流(PVL)を認めたが少量であったため後拡張はせず手技を
終了した。経胸壁心エコーでもヒラヒラエコーは確認する
ことができ、術後１か月の外来での経胸壁心エコーでもヒラ
ヒラエコーは残存していたが、明らかな脳梗塞などの所見
は認めていない。BAV直後の経食道心エコーではヒラヒラ
エコーは存在していなかったことから、おそらくSAPIEN3�
20�弁通過時にNCCに存在していたbulkyな石灰および組織
の一部が剥がれたものと推測される。SAPIEN3�20�弁が弁
輪を通過する時に抵抗を感じれは、強引に押し込むのではな
く、軸性を変えるなどの工夫をする必要があったと考えられ
た。また、SAPIEN3�20�弁留置後のヒラヒラエコーに対し
スネアなどでの回収も考慮したが、回収に伴うリスクやヒラ
ヒラエコーの一部はSAPIEN3�20�弁で抑え込まれていると
判断しこのまま経過観察することにした。本症例でのヒラヒ
ラエコーに対する急性期あるいは慢性期の治療戦略（介入戦
略）につき、是非活発なディスカッションができれば幸いで
ある。

口演16　弁血栓・心腔内エコー

O16-6）
TAVI術中の心腔内エコーが弁形態評価に有
用であった重症大動脈弁狭窄症の1例

中山　寛之1 
当麻　正直1、宮本　忠司1、堀田　幸造1、佐賀　俊介1、 
小林　泰士1、蔵垣内　敬1、大野　暢久2、岡田　達治2、 
植野　　剛2

１兵庫県立尼崎総合医療センター　循環器内科、 
２兵庫県立尼崎総合医療センター　心臓血管外科

症例は83歳女性、重症大動脈弁狭窄症および閉鎖不全症に
対して近医にて精査中であったが急性非代償性心不全を発
症し救急搬送された。酸素化が保てず挿管・人工呼吸器管理
となり、加療目的で当院転送となった。来院後に心臓CTを
施行したところ４尖弁様の形態を認めたが正確な評価はで
きなかった。感染徴候を認めたため、まずは保存的加療を
行い、状態安定後に侵襲的加療の方針とした。Heart�team�
conferenceを行い、外科的大動脈弁置換術（SAVR）はハイ
リスクと判断、経カテーテル的大動脈弁留置術（TAVI）の方
針となった。感染が治癒後に全身麻酔下にTAVIを施行した。
まず大動脈弁の形態評価目的に�経食道エコーを行ったが�詳
細な評価は困難であった。そのため心腔内エコーを行った
ところ、詳細な弁形態評価が可能となり、これを参考にして
inflation�volumeを調整してSAPIEN３を留置した。合併症
な終了し、歩行訓練の時点で紹介元に再転院となった。
今回、心臓CT・経食道エコーで形態評価に難渋した狭窄大
動脈弁が心腔内エコーで評価可能となり、TAVIに成功した
症例を経験したので報告する。

口演16　弁血栓・心腔内エコー
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O17-1）
超狭小弁輪の重症ASに対し、TAVIを施行し
た1例

近藤　庸夫 
近沢　元太、山本　圭三、坂口　太一、吉鷹　秀範

心臓病センター　榊原病院

高齢者を中心としたハイリスク重症AS治療に対し、TAVI
が急速に普及しているが、超狭小弁輪のASに対する治療は
TAVIもAVRもハイリスクと考えられる。今回、我々は超
狭小弁輪の重症ASに対し、TAVIを施行し、良好な成績を得
たので報告する。
　症例は86歳女性。身長137cm、体重33kg。2017年12月
に重症ASによる心不全にて手術目的に当院へ紹介となっ
た。エコーで大動脈弁の最大圧較差158mmHg、平均圧較
差91mmHg、弁口面積0.38cm2と重症であった。大動脈
弁輪径は、area:222mm2（16.8mm）、perimeter:55.6mm
（17.7mm）、Valsalva 洞径は左冠尖／右冠尖／無冠尖が
22.7／23.7／25.2mmであった。leaflet長／冠動脈髙／
STJ髙は左冠尖が10.7／12.3／18.9mm、�右冠尖は13.2／
14.0／17.8mm、�無冠尖は11.2／17.1mmであった。リ
スクスコアはJapan�score:4.3％、Euro�Score:7.8%,�STS�
score:5.72%、Clinical�Frailty�Scoreは4であった。ハートチー
ムでの協議の結果、狭小弁輪であり、AVRを行う際には
Nics法による弁輪拡大では対応しきれず、大がかりな弁輪拡
大が必要な可能性があり、手術侵襲が大きくなること、また
86歳と高齢でかつfrailityも高いことからTAVIの方針とし
た。TAVIを行う際の問題点として、SapienもEvolutRも弁
輪径からは適応外であり、Valsalvaが小さい事があげられた。
弁輪破裂のリスクが低く、かつsupra-annular�positionに留
置する弁の方がより大きな弁口面積を得ることができると
考え、EvolutR23mmを使用する事とした。
　手術は全身麻酔下に施行した。左大腿動脈穿刺によりアク
セス。まず14mmバルーンにてBAVを施行した。Valsalva
洞が小さく、冠動脈閉塞のリスクがあったため左冠動脈にバ
ルーンを留置した状態でEvolutR23mmを留置した。冠動脈
閉塞など大きなトラブルはなく、手術は終了した。術後経過
も良好で術後７日目に独歩退院となった。術後エコーでは
術後１週間で弁口面積は0.84cm2、最大圧較差は37mmHg、
平均圧較差19mmHgと改善し、さらに、術後１ヶ月で弁口
面積は1.09cm2まで改善した。
　今回、我々は超狭小弁輪の重症ASに対し、TAVIを施行し、
良好な結果を得たので文献的考察を踏まえて報告する。

口演17　ハイリスク症例１

O17-2）
低充満及び必要時の後拡張	
-拍動循環シュミレータと患者実形状-大動脈弁
輪モデルを用いた弁機能の検証-

山脇　理弘1 , 2 
岩崎　清隆1、小浜　和人1、流石　朗子1、荒木　基晴2、 
本多　洋介2、伊藤　良明2、伊藤　　努2、高橋　　東1、 
梅津　光生1

１東京女子医大・早稲田大学連携先端生命医科学研究教
育施設(TWIns)、 
２済生会横浜市東部病院心臓血管センター

【背景、目的】
狭小、石灰化及び境界弁輪患者に対するバルーン拡張型経カ
テーテル弁の使用は、弁輪破裂、冠動脈閉塞などの合併症が
生じやすく、挑戦的な手技と考えられている。本邦では「低
充満拡張と必要時の後拡張」が日常臨床では比較的使用され
ているが、この技術が弁尖の開閉挙動、ステント非圧着に及
ぼす影響については分かっていない。今回我々は、患者実形
状の大動脈弁モデルを開発し、拍動循環シミュレータを用い
てこれを検証した。
【方法】
済生会横浜市東部病院で2014年2月から2015年9月に治療
された53例の中で、同植え込み法で治療された弁輪破裂ハ
イリスクの80歳代の患者を一名選択した。術前CTの拡張
期のDicomデータを用い、光造形機を用いて患者実形状の
内腔型を作製した。血管壁モデルの最大弾性率を3.6±0.1�
MPa、石灰化部分の最大弾性率をヒト文献値の12.6±4.7�
MPaとなるようにシリコーンを用いて作製した。モデル内
外の圧力差を拡張期0�mmHg，収縮期10�mmHgに調整可能
な機構を開発することで、拍動血流・血圧に伴う弁輪断面積
の変化を臨床での患者に合わせることを実現した。開発し
た大動脈弁モデルにSapienXT�23mmを留置し、弁留置前・
後の断面積が患者と合うことを確認した。また、半径方向に
93%縮小させた弁モデルを作製し、-3ccや-2ccの低充満留
置方法が弁機能に及ぼす影響を検証した。
【結果】
低充満留置において、拡張容量が規定値と比較して-2cc�ま
では血行動態に影響を及ぼさないが、-3ccでは有効弁口面積
が顕著に低下し、心拍出量の顕著な低下を引き起こすことが
明らかとなった。さらに低充満留置では、弁閉鎖時の弁尖に
歪みや反転が生じ、耐久性に懸念があることが示唆された。
また、後拡張をした後も石灰化がある弁輪側の非圧着面積は
ほとんど変わらず、対側の石灰化のない弁輪部分が拡張され
て、非圧着面積の減少につながることがわかった。
【結論】
患者実形状モデルを用いた拍動循環シミュレータによる評
価研究により、低充満拡張留置の効果と限界点を明確にでき、
バルーン拡張型経皮的大動脈弁を適正に使用する指針を得
ることができた。

口演17　ハイリスク症例１
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O17-3）
特発性肺線維症を併存疾患に持つ大動脈弁狭
窄症兼閉鎖不全症に対するTAVI経験

河田　光弘1 
二見崇太郎2、根本　佳子2、村田　哲平2、今野　元之3、 
青山　里恵2、石川　譲治2、田中　　旬2、武田　和大2、 
西村　　隆1

１東京都健康長寿医療センター　心臓外科、 
２東京都健康長寿医療センター　循環器内科、 
３東京都健康長寿医療センター　麻酔科

【目的】分子標的薬での治療を受けている特発性肺線維症に
て高度な蜂巣肺を併存疾患に持つ大動脈弁狭窄症兼閉鎖不全
症に対するTAVI治療を経験したので報告する。
【症例】78 歳男性。3 年前から間質性肺炎と診断され、2
年前に肺生検で特発性肺線維症と診断され分子標的薬
(Nintedanib)が開始されていた。1年前より大動脈弁閉鎖
不全症を指摘され、BNP500pg／ml超であった。精査にて
中等度以上の大動脈弁狭窄症、高度閉鎖不全症、肺高血圧を
認め当院へ紹介となった。運動負荷心エコーで大動脈弁位
Vmax�4m／sec超え、TRPG�60.9mmHgに上昇を認めた。
Japan�SCORE�7.2%、�28.4%(主要合併症含む）、�STS�Score�
7.656%、�33.55%(morbidity�or�mortality)、�EuroScoreII�
3.1%、�Logistic�Euro�Score�16.06%で高度な蜂巣肺を併存
疾患に持つため、開心術耐術は厳しいと判断しTAVI適応と
した。Edwards�valve�pointで承認を得た。Nintedanibは、
紹介元呼吸器内科主治医と相談し、副作用の消化器症状も強
く出現していたため、TAVI前後の14日間を休薬する事に
なった。KL-6は半年前1000U／mlであったが、術前600-
700U／mlの患者最低値にコントロールされていた。
【結果】全身麻酔下、Sapien�3にてTF-TAVIを107minで施行。
Aorta、LV同時圧測定で圧較差なし、Mild�PVLで許容と判
断し終了。ORにて抜管。呼吸状態も良好であった。術後経
過良好でリハビリも順調に進み、退院直前KL-6は、589U／
mlに低下を認め、8POD独歩自宅退院。しかし同日呼吸状
態悪化し、紹介元呼吸器内科に緊急入院。特発性肺線維症の
急性増悪と診断された。ステロイドパルス治療に反応があり、
呼吸苦は徐々に落ち着き、15POD再度自宅退院も考えられ
るところまで改善。しかし、18POD急性増悪の第二波が起
こり、その時点では治療に反応せず、21POD永眠。剖検の
同意が得られた。
【考察】局所麻酔＋鎮静でのTAVIであったら予後不良とされ
る特発性肺線維症の急性増悪を回避できたのであろうか。剖
検所見、文献的考察も含めて呈示したい。

口演17　ハイリスク症例１

O17-4）
B型大動脈解離後に大動脈弁狭窄症の増悪を
認め大動脈4尖弁に対してTF-TAVIを行った
一例

宍戸　晃基1 
山中　　太1、水野　真吾1、山部　剛史2、野口権一郎2、 
太田　隆嗣3、齋藤　　滋1

１湘南鎌倉総合病院　心臓センター　循環器科、 
２湘南鎌倉総合病院　心臓血管外科、 
３湘南鎌倉総合病院　麻酔科

症例は83歳女性で徐々に増悪する労作時呼吸苦を認め外来
受診された。
１年半前に突然の胸背部痛にて来院され下行大動脈のB型解
離（血栓閉塞型）の診断で入院歴あり。その時は降圧治療の
みで疼痛、血圧コントロールも改善し、特に合併症なく約3
週間の入院で退院となった。
この度呼吸苦の原因検索を行うと以前中等度であった大動
脈弁狭窄症が重症大動脈弁狭窄症へ進行を認めた。造影CT
施行すると、大動脈弁はType1の４尖弁であり、下行大動脈
は拡張を認めず、以前の大動脈解離はhealingされていた。
STS�scoreは4.8%であり、杖歩行の方でfrailtyが高く、ハー
トチームカンファレンスにて経カテーテル的大動脈弁置換
術(TAVI)の方針となった。血管外科の先生と相談の上、下
行大動脈は大動脈解離から時間が経過しており現時点では
アクセス可能と判断し経大腿動脈アプローチでのTAVIの
方針となった。右大腿動脈より14Fr�E-sheathを通過させ、
Sapien3�23mmの植え込みを通常+1mlにて行った。術後
経過問題なく予定通り独歩にて退院となった。
大動脈4尖弁はまれな先天性疾患であり多くは大動脈弁閉鎖
不全症を合併するといわれているが今回は大動脈弁狭窄症を
認めた。上行大動脈拡張と大動脈4尖弁との関係は報告があ
るが下行大動脈の解離などとの因果関係の報告はない。
本症例は下行大動脈解離後に重症大動脈4尖弁狭窄症に対し
てTAVIを行うことが可能であった稀な症例でありここに報
告する。

口演17　ハイリスク症例１



Japan Transcatheter Valve Therapies 2018

103

O17-5）
Non−contrast	TAVIが有効であった2症例

足立　優也1 
志村　徹郎1、山本　真功1、山口　　遼1、加納　誠士1、 
細羽　創宇2、村田　哲哉3、児玉　淳子1、鈴木　孝彦1

１豊橋ハートセンター　循環器内科、 
２豊橋ハートセンター　心臓血管外科、 
３豊橋ハートセンター　麻酔科

経カテーテル大動脈弁留置術（TAVI）後の腎機能低下は予後
を悪化させる．特に，術後早期に腎機能が低下する急性腎不
全（AKI）を発症すると1年死亡率が上昇することが報告され
ている．さらにAKIは造影剤使用量の増加で発症率が上昇し，
慢性腎臓病の程度が進行している症例に発症しやすい．その
ため，慢性腎臓病を有している患者においてTAVI中の使用
造影剤量を減らすことは腎機能低下の予防，予後を改善する
うえで重要と考えられる．当院では慢性腎臓病を有する患者
に対して造影剤を使用しないNon－contrast�TAVIを行っ
ている．今回，Non－contrast�TAVIが腎保護に有効であっ
たと推察される2例を報告する．
【症例1】症例は89歳女性．急性心不全に対する加療目的で入
院となった．入院時の心エコー検査では左室駆出率（LVEF）
60％，大動脈弁の平均圧較差39mmHg，最大流速�4.4m／
secの重症大動脈弁狭窄症（Severe�AS）を認めた．心不全改
善後の採血結果で血清クレアチニン値�1.43mg／dl，eGFR�
26mL／min／1.73m2と慢性腎臓病を認めたため，経大腿
動脈アプローチでNon-contrast�TAVIを施行した．周術
期に大きな合併症はなく，退院時には血清クレアチニン値�
0.88mg／dl、eGFR�45mL／min／1.73m2まで腎機能の
改善を認めた．
【症例2】症例は85歳男性．心不全加療のため他院に入院中で
あった．心エコー検査でLVEF�26％と低心機能にも関わら
ず，大動脈弁の平均圧較差49mmHg、最大流速�4.4m／sと
Severe�ASを認め，TAVI施行目的に当院転院となった．採
血上では血清クレアチニン値�2.47mg／dl，eGFR�20mL／
min／1.73m2と慢性腎臓病を合併していた．本症例では両
側総腸骨動脈瘤と一部に解離を認めたため，経鎖骨下動脈ア
プローチでNon－contrast�TAVIを施行した．周術期に大
きな合併症を認めず，術後経過は良好で，腎機能も血清クレ
アチニン値�1.89mg／dl、eGFR�27mL／min／1.73m2と
改善を認めた．
上記2例ではNon－contrast�TAVIで良好な結果が得られ
た．この2例をはじめ当院での他の経験例も交えてNon－
contrast�TAVIの安全性，有効性について議論したい．

口演17　ハイリスク症例１

O17-6）
当院におけるZero-contrast	TAVIの治療経
験

辻本　悟史1 
山本　真功2、加賀瀬　藍1、小山　　裕1、伊藤　立也1、 
大川　育秀1

１名古屋ハートセンター、 
２豊橋ハートセンター

【背景】経カテーテル大動脈弁留置術(TAVI)後の急性腎障
害(AKI)は独立した予後規定因子であり、また手技による造
影剤使用量が術後AKI発症の独立予測因子である事が報告
されている。このため慢性腎臓病(CKD)を有する患者では
TAVIに際しての造影剤使用量を低減する事が望まれる。【症
例1】80歳代の女性。急性心不全、心原性ショックで入院と
なり、経胸壁心エコーで重症大動脈弁狭窄症(AS)を認めた。
大動脈バルーンパンピング及び強心剤を使用しても心原性
ショックを離脱できず、緊急でTAVIを施行する方針とした。
Multi�Detector�row�Computed�Tomography(MDCT)で
弁輪(area:422mm2）及びアクセスルートを評価したが、
AKIを併発しており無尿となっていたため、TAVIはZero-
contrastで施行する方針とした。まず造影用4Frカテーテル
と0.035inchガイドワイヤーをそれぞれの大動脈弁尖に沿
わせるように留置し、カテーテル先端を大動脈弁尖のnadir
と仮定してperpendicular�viewを記録した。弁留置時は
無冠尖のPig�tailカテーテル先端とワイヤーを指標にして
26mm�SAPIEN3(1.5ml�underfilling)を留置し、留置後の弁
周囲逆流は経胸壁心エコーで評価した。【症例2】80歳代の
男性。前医に重症ASによる急性心不全で入院となりTAVI
目的で紹介となった。MDCT では R-L 癒合の bicuspid�
aortic�valve(annulus:362mm2,�perimeter:69.9mm)であ
り、stage4のCKDを有する事からZero-contrast�TAVIの
方針とした。症例1と同様にperpendicular�viewを記録し、
弁留置時は無冠尖にPig�tailカテーテルを、左冠尖にAL2
カテーテルを留置し、両カテーテルの先端を指標にEvolut�
R�26mmを留置した。【結語】TAVI候補患者は年齢やリス
クファクターに関連して腎機能障害を有する場合が多い。
TAVIに際してのリスク評価のためMDCTは必要と考えら
れるが、この手法を用いる事で手技に伴う造影剤使用量を低
減できることを示した。Zero-contrast�TAVIはCKD患者
における造影剤使用量の低減に有用な治療オプションと考
える。

口演17　ハイリスク症例１
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O18-1）
左室内閉塞を有する高度大動脈弁狭窄症に対し
て経カテーテル的大動脈弁置換（TAVI）を施行
した3例

堀田　　怜1 
江原　夏彦1、太田　光彦1、金　　基泰1、山根　崇史1、
北井　　豪1、木下　　愼1、加地修一郎1、小山　忠明2、
古川　　裕1

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

症例1：89歳女性。高度大動脈弁狭窄症（左室駆出率 EF：
66%、大動脈弁通過血流速度AVVp：5.4m／s、平均圧較
差：52mmHg）と左室中部閉塞（加速血流Vp：5.3m／s、最
大圧較差pPG：112mmHg）を近医で指摘され、当院へ紹介
受診。Direct�Aorta�TAVIを施行する方針となり、術前1週
間前よりメトプロロール30mg内服を開始したところ、術直
前にはVp：4.8m／sと左室中部加速血流の改善を認めた。
十分な補液を行った上でEvolutR�23mm留置後に血行動態
の変化を認めないものの、術後Vp：5.4m／sに上昇したた
めビソプロロール2.5mgへと変更、増量したところ6ヶ月
後の心エコー図ではVp：5.1m／sに改善傾向であった。症
例2：自己免疫性肝炎にてステロイド内服中の86歳女性。高
度大動脈弁狭窄症（EF：70%、AVVp：4.8m／s、平均圧
較差：52mmHg）と左室中部閉塞（Vp：4.1m／s、pPG：
68mmHg）にて当院紹介された。開心術ハイリスクにて
TAVI施行の方針となり、術前よりカルベジロール2.5mg内
服を開始した。左室中部閉塞のためガイドワイヤーが心尖
部に到達せず、僧帽弁と干渉したため一過性の血圧低下を来
たしたが、EvolutR�26mm留置後に循環動態は安定した。カ
ルベジロール10mgまで増量後Vp：3.4m／sとなり術前よ
り改善を認め、その後のフォローでも増悪を認めなかった。
症例3：ペースメーカー留置後の78歳女性。高度大動脈弁狭
窄症（EF：62%、AVVp：4.7m／s、mPG：41mmHg）と左
室流出路閉塞（Vp：4.1m／s、pPG：67mmHg）を認めたが、
頭蓋内動脈狭窄のためAVRハイリスクとみなされTAVIの
方針となった。術前よりカルベジロール10mgの内服を開
始するとVp：1.5m／sと改善し十分な補液を行った上で
Sapie3�23mm留置したが、術後の心エコー図ではVp：2.6m
／sと増悪し心不全を発症した。利尿薬とシベンゾリン内服
を開始したところ症状は消失し、Vp：1.1m／sと改善を認
めた。高度大動脈弁狭窄症による左室リモデリング、壁肥厚
に起因する左室中部閉塞の症例では、TAVI弁留置後に過収
縮となることで、脱水などを契機に急激な血行動態の破綻
（suicide�left�ventricle）を来たす症例があることが報告され
ている。術前のβ遮断薬内服および適切な補液にてsuicide�
left�ventricleを生じることなく安全に経カテーテル的大動
脈弁置換術を施行できた3症例を経験したため若干の文献的
考察を加えて報告する。

口演18　ハイリスク症例２

O18-2）
低左心機能、高度機能性僧帽弁閉鎖不全症を合
併した重症大動脈弁狭窄症に対する経カテーテ
ル大動脈弁留置術の一例

中村　　真1 
山崎　和裕1、坂本　和久1、齋藤　成達2、渡辺　宏俊2、 
川東　正英1、金光ひでお1、池田　　義1、木村　　剛2、 
湊谷　謙司1

１京都大学医学部附属病院　心臓血管外科、 
２京都大学医学部附属病院　循環器内科

症例は91歳男性。5年前に緊急冠動脈バイパス術（LITA-
#7,Aorta-SVG-#12,Aorta-SVG-#4PD）を当院で施行され、
陳旧性心筋梗塞、低左心機能、機能性僧帽弁閉鎖不全症につ
き経過観察されていた。4年前より大動脈弁狭窄症を指摘さ
れ、当時は最大流速2.2m／secであったが、経時的に進行
し、２年前には3.55m／sec、直近では4.15m／secまで悪
化した。大動脈弁狭窄症の進行に伴い心不全は悪化し、直近
1年間では三度の入院を必要とした。超高齢かつ開心術後で
あり、外科的介入のリスクを考慮し薬物療法を継続するも、
自覚症状は増悪し、軽労作でも息切れを認めるほどであっ
た。（NYHA3度、clinical�frailty�scale�6）低左心機能（EF�
31.6%）と高度機能性僧帽弁閉鎖不全症を合併しておりSTS�
scoreは15.232％と高値であったが、侵襲的加療への本人の
希望は強く、ハートチームで協議した結果、経カテーテル大
動脈弁留置術の方針となった。軽度鎮静を併用した局所麻酔
下に経大腿動脈アプローチで手術を施行した。血行動態破
綻に備え、スワンガンツカテーテルを留置し、ECMOの導
入に備えcut�downで大腿動静脈を確保した。冠動脈バイパ
ス術後、低心機能であることを考慮し前拡張を省略しrapid�
pacingは弁留置の際の一回のみとした。弁の通過には問題
なく、rapid�pacing下にSapien�3�26mmを-2mlで留置した。
弁留置直後から僧帽弁の逆流は減少を認めた。翌日より離床
し、自覚症状は劇的に改善した。術後の心臓超音波検査では
大動脈弁位の最大流速は2.3m／sec、弁周囲逆流は認めず、
EF�は48.9%、僧帽弁閉鎖不全症は軽度まで改善した。今回
我々は、超高齢、ハイリスクであり低左心機能、高度機能性
僧帽弁閉鎖不全症を合併した重症大動脈弁狭窄症に対して経
カテーテル大動脈弁留置術を行い良好な結果を得たので、文
献的考察を加え報告する。

口演18　ハイリスク症例２
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O18-3）
ハイリスク患者への予防的PCPSを用いたTF-
TAVI

野上英次郎1 
柚木　純二1、挽地　　裕2、井上　洋平2、坂本　佳子2、 
田中　厚寿1、三浦　大介3、西田　誉浩1、野出　孝一2

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　麻酔科蘇生科

背景：
ハイリスク大動脈弁狭窄症患者は重症の冠動脈疾患や、低左
心機能を併う事も多く周術期に血行動態が破綻する事が懸念
される。当院では、低左心機能+狭小弁口面積症例や同時に
複雑な経皮的冠動脈血管形成（PCI）が必要な症例に、予防的
に経皮的心肺補助装置（PCPS）を使用下にTAVIを施行して
おり、その治療方針の妥当性を検討した。
対象と方法：
2014年3月から2018年3月までのTF-TAVI�85例中、緊急
でPCPSを導入した2例を除く83例を対象。予防的にPCPS
を使用しなかった75例をN群、予防的にPCPSを用いて施行
した8例をP群とし、両群の急性期予後を検討した。当院で
は全身麻酔、経食道超音波モニタ下にTAVIを行っており、
予防的PCPSを用いた理由は低左心機能＋狭小弁口面積(＜
0.5cm2):7例、同時にPCI(Rotablator)施行:1例であった。
結果：N群／P群でそれぞれ、平均年齢84.9±4.8／82.6
±8.1歳（p=0.29）、STS�score�6.80±3.56／10.07±
6.38(p=0.027)、Japan�score�30days�mortality�8.2±
7.7／22.3±18.7(p＜0.0001)、EF＜40%の症例�2例
／6例�(p＜0.0001)、術前のAVAI0.45±0.11／0.34±
0.05(p=0.015)、左室-大動脈弁平均圧較差(mPG)51.7±
18.0／49.5±18.0mmHg(p=0.739)であった。手術時間は
118.0±39.6分／145.6±55.5分(p=0.075)、出血量は68.8
±68.8g／149.0±85.8g(p=0.003)、PCPS時間(P群のみ)　
128.8±20.0分　、術場抜管率82.7%／87.5%(p=1.000)、
ICU滞在日数は1.2±0.7日／2.1±2.4日（p=0.014）、術中
追加治療を有する合併症は4例（全てSelf-expandable�valve,�
valve�infoldingでBAV1例、弁移動による2nd�valve�3例）
／0例�(p=1.000)、術後在院期間は11.1±2.8日／14.0±6.5
日（p=0.018）、30日死亡は両群で認めず、退院時のAVAI
は1.17±0.28／1.14±0.24cm2(p=0.771)、mPGは9.7±
4.2／9.4±1.4mmHg(p=0.815)であった。心房細動発症、
脳卒中、腎機能障害、新規ﾍﾟｰｽﾒｰｶｰ、創感染に関して有意差
は認めなかった。
考察：
P群は術前リスクが高く、ICU滞在、術後在院期間が長くな
り、出血量も多い傾向にあった。しかし、リスクが高いにも
関わらず、手術死亡は無く、術後の弁の状態も良好で、術後
経過でもPCPSを使用したことによる有害事象は認めなかっ
た。
結語：
当院の適応で予防的PCPSを用いた全身麻酔下TF-TAVIは、
手術時間を延長させ、出血量が多くなったものの、ハイリス
ク症例においてもTAVIを安全に施行可能であり、術後経過
も良好である。

口演18　ハイリスク症例２

O18-4）
Transcatheter	aortic	valve	
implantationにおけるextracorporeal	
membrane	oxygenationの成績：クリニカル
ケースシリーズ

樋口　亮介1 
桃原　哲也1、萩谷　健一1、佐地　真育1、高見澤　格1、 
清水　　淳2、高梨秀一郎3、高山　守正1、磯部　光章1

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

背景：Transcatheter�aortic�valve�implantation�(TAVI)�は
大動脈弁狭窄症に対する低侵襲治療として確立されてきた
が、TAVIの手技そのものやTAVIの合併症のために循環虚
脱に陥り、機械的循環補助を必要とすることがある。TAVI
においてextracorporeal�membrane�oxygenation�(ECMO)�
を要した症例の成績を評価した。
方法：2010 年4 月から 2017 年7 月までに榊原記念病院
でTAVIを行った連続384例の内、ECMOを要した7例�
(1.8%)�を評価した。アウトカムの定義はValve�Academic�
Research�Consortium-2に準拠した。
結果：ECMOの適応は、機械的合併症に対する緊急手術まで
のブリッジが3例�(大動脈基部破裂が2例、左室破裂が1例)、
cardiac�stunningが回復するまでのブリッジが3例、心原
性ショックに対する循環サポートが1例であった。後者の1
例のみが予防的使用であり、それ以外は緊急使用であった。
全ての症例で大腿動静脈よりカニューレを挿入し、ECMO
関連合併症は認められなかった。7例中6例はTAVI中に
ECMOの離脱が可能であったが、残る1例は弁輪破裂のため
にTAVI翌日に死亡した。5例が生存退院した。平均観察期
間253日の間で、3例が死亡し、その原因は弁輪破裂、治療
抵抗性心不全そして肺炎であった。
結語：TAVIにおいてECMOは効果的で安全な機械的循環補
助デバイスである。ECMOを要した症例の中期予後は不良
であった。TAVIデバイスの更なる進化が必要であり、一部
の症例においては予防的ECMOが予後を改善するかもしれ
ない。

口演18　ハイリスク症例２
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O18-5）
BAV後に左冠動脈主幹部血流低下しPCPSサ
ポート下にてPCIおよびSAPIEN	3留置した１例

杉立　和也 
蒔田　泰宏、西野広太郎、青柳　裕之、水口　賢史、 
宜保　浩之、徳田　祐輔

市立函館病院　循環器内科

【背景】TAVIにおける冠動脈閉塞は稀ではあるが発症すると
危機的な状況となる。
【症例】症例は有症候性重症大動脈弁狭窄症（平均大動脈弁圧
較差76mmHg）にて当院通院されていた90歳男性。
術前CT検査にて　大動脈弁は石灰化を伴う三尖で弁輪面
積は448mm2であった。また左冠動脈高は10.3mm、バ
ルサルバ洞径は34.5×33.8×30.2mm、STJ径は27.8×
30.0mmでありハートチームカンファレンスにてcoronary�
protectionはPCPSスタンバイ下にてバルーンでの前拡張の
様子をみて判断することとなった。
全身麻酔下にて右総大腿動脈より18Fr�Dry�Sealシースを挿
入し　23mmバルーンにて拡張し同時造影施行したところ
無脈性電気活動（PEA）となり　左冠動脈の亜閉塞、Rapid�
pacingによる左室の気絶心筋、BAVによるSuicidal�Left�
Ventricleが疑われ、胸骨圧迫を継続しつつPCPS開始となる。
左橈骨動脈アプローチ（TRI）にてガイディングカテーテル
6Fr�Launcher�SL3.5を左冠動脈に留置しガイドワイヤー
Sion�blueをクロス後、薬物溶出ステントResolute�Onyx4.0
／18mmを左冠動脈前下行枝まで進めRapid�pacing下にて
SAPIEN�3を2ml�underfillで留置し　先程のステントを左
冠動脈主幹部入口部からやや飛び出すようにして留置、血管
内超音波にてステント拡張不良認めバルーンNC�Euphora�
5mmにて後拡張施行した。大動脈造影施行しNCC／RCC
側よりややPVLを認めたが少量であり後拡張は不要と判断、
SAPIEN3留置後は血行動態安定し　その場でPCPS離脱、
術後の覚醒も良好であった。
【考察】BAV後に冠動脈血流低下を伴うPEAとなるもPCPS
サポート下、PCI及びTAVIにてBail�outした症例を経験し
た。左冠動脈閉塞のリスクは予測されていたが　PCPSまで
の移行がスムーズであった為　後遺症なく治療完結できた
が　急変時に即対応出来る様、入念な術前CT計測およびハー
トチームでの検討が改めて重要であると思われた。

口演18　ハイリスク症例２

O18-6）
超低心機能重度大動脈弁狭窄に対する予防
的PCPS下Transcatheter	Aortic	Valve	
Replacementの検討

長嶋　耕平1 
森村　隼人2、初鹿野夏気1、幸崎　奈緒1、松坂　裕子1、 
高橋　裕一1、柴山謙太郎3、小船井光太郎3、 
渡辺　弘之3、田端　　実2

１東京ベイ・浦安市川医療センター 臨床工学室、 
２東京ベイ・浦安市川医療センター 心臓血管外科、 
３東京ベイ・浦安市川医療センター 循環器内科

【目的】我々は超低心機能重度大動脈狭窄に対し、手術開始
後に予防的PCPSを導入し�、Transcatheter�Aortic�Valve�
Replacement�(TAVR) を施行している。今回、予防的�
PCPS下に施行したTAVRの有用性について検討した。
【方法】2016 年1 月から 2018 年1 月までに施行した
TAVR139例中、手術開始後に予防的PCPS導入を施行した
5例を対象とした。術中に緊急でPCPSを施行した症例(1例)、
TAVR術前に循環動態安定化を目的にICUでPCPSを導入し、
手術室に入室した症例(10例)を除外した。検討項目は年齢、
性別、BSA、EF、大動脈弁弁口面積(AVA)、EuroSCORE
Ⅱ、手術時間、術中RBC輸血量、PCPS施行時間、弁留置
時のRapid�pacing終了時から血圧が上昇する(収縮期血圧
80mmHg)までの時間、PCPS導入による合併症の有無(脳梗
塞、血管合併症、下肢虚血)、術後ICU滞在・在院日数とした。
【結果】年齢 :85.8 ±3.2 歳、性別 :5 例中4 例が女性、
BSA:1.30±0.2m2、EuroScoreⅡ:10.1±4.9%、EF:34.2
±17.7%、AVA:0.42±0.10�cm2、手術時間：80.8±21.5分、
RBC輸血量:�336±306.7ml、PCPS施行時間:10分(中央値)、
Rapid�pacing終了時から血圧上昇までの時間:7.3±8.5秒、
全症例においてPCPS導入による合併症は認めず、手術室に
てPCPS離脱可能であった。ICU滞在日数:1.4±0.9日、術
後在院日数:10.8±1.9日であった。
【結論】超低心機能重度大動脈弁狭窄に対する予防的PCPS下
TAVRはPCPS導入に伴う合併症を認めず、術中の循環動態
破綻による緊急循環サポートを回避することが可能であり、
術中の循環動態安定化に有用であった。

口演18　ハイリスク症例２


