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【要約】
　二尖弁の症例に経カテーテル大動脈弁留置術 (TAVI)
を行う場合、弁周囲逆流や弁輪破裂リスクが問題になる。
Sapien3では新規にouter�skirtが搭載されたことで弁周囲逆
流が抑制され、過拡張を要しないため弁輪破裂のリスクも軽
減される。そのため海外のレジストリ研究において三尖弁の
症例と遜色ない成績が示されている。
　二尖弁の症例にバルーン拡張型デバイスを使用する場合
はサイジングが重要である。生体弁の拡張は弁輪より大動脈
側のinter-commissural�spaceに規定されることが多く、術
前CTで評価しておくことが重要である。また術中のバルー
ン拡張(BAV)の所見も有用である。まずBAVでのサイジン
グが有用であった2症例を紹介する。
　1例目は88歳女性でType1L-Rの症例である。弁輪面積
502mm2、inter-commissural�space�29.3x17.7mmであっ
た。26mm弁適応と予想されたが、術中のBAV23mmでリー
クを認めず、結果的に23mm弁を留置した。弁周囲逆流は
軽度で良好な結果であった。2例目は49歳女性でType0の
症例である。Type1の症例より術前CTでの予想が難しく、
inter-commissural�spaceを複数の高さで計測した。�2つ
のcommissure間は22mmで、これ以上は拡がらないため、
20mm弁か23mm弁適応と考えられた。BAV20mmでリー
クを認めずバルーンのindentationも認めたため20mm弁を
留置し、弁周囲逆流は軽度であった。
　一方でBAVを行うリスクもあり、BAV後にARが増悪し
た症例や、BAV後に心室細動が遷延しPCPSを留置しなが
らTAVIを行った症例を経験した。後者は26mm弁をすで
にクリンプしており、BAVでunderfillの程度を決める予定
であったため、幸いすぐに弁留置ができた一方BAVをskip
できた可能性もあった。そこでそれ以降はCTで弁のサイ
ズに懸念がなければ、direct�TAVIを行っている。一例とし
て86歳男性Type1L-Rの症例を示す。弁輪面積506mm2、
inter-commissural�space�30.3x28.4mmでいずれにしても
26mm弁適応だが、石灰化が高度でunderfillが必要と考えら
れた。Nominalで準備し石灰化の挙動や圧を確認しながら
手元で1ml残して留置し良好な結果であった。
　二尖弁に対するTAVIは通常よりchallengingであるが、
サイジングを含め慎重に行うことで、充分に施行可能と考え
られる。

【背景】一般に二尖弁に対するTAVRの適応、手技及びデバ
イス選択は三尖弁と比し比較的困難とされる。
【目的】今回当院で行った二尖弁に対するCoreValve/Evolut�
Rの治療成績を報告する。
【患者・方法】2018年1月まで行った二尖弁は27例(SAPIEN�
series�7 例、CoreValve�9 例、Evolut�R�11 例 ) であり、
CoreValve/Evolut�Rの20例を対象とした(平均年齢82.5±
5.6歳、性別（男性）55.0(%)、Type�0:�11例、type�1:�9例)。
CoreValve/Evolut�R使用の場合、弁輪のみならずValsalva
洞内での開口部面積も考慮したサイズ選択を行った上で従
来より上方(大動脈側)での植込みを基本とした。以上の方針
で行った二尖弁に対するTAVRの弁機能を含めた早期成績
を検討した。
【結果】TF/iliacアプローチを19例に、またDAoアプローチ
を1例に行った。前拡張を45%に、後拡張を45.0%に施行し
た。手技中の合併症や病院死亡、アクセス関連合併症は認め
ず、術後1ヶ月後の弁周囲逆流(PVL)はmild�14例(70.0%)、
trivial�5例(25.0%)、none�1例(5.0%)であり、moderate以
上は認めなかった。特にType�0においてPVL�trivial以下�
44.4%とtype�1(18.2%)と比し良好であった。術後の弁機
能も良好で(post�mPG�7.0±3.8�mmHg、post�AVA�2.02
±0.48�cm2)、平均観察期間(331日：27-1097日)での死亡、
MACEは認めなかった。
【結語】二尖弁に対するCoreValve/Evolut�Rの早期成績は良
好であった。

パネルディスカッション１　二尖弁に対するTAVI：適応と工夫
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PD1-4）
2016年1月、国内にCoreValve導入期にVIV
が必要となったtype-1二尖弁症例	
～なぜ滑った?　その後どうなった?～

長沼　　亨

新東京病院　心臓内科実を言うと私は二尖弁の患者さんはつい最近までEvolutRで
しか治療経験がなかった。Sapien3が確実に効果を発揮する
ためにはRoundに広がること、そして弁の挙動が読むこと
が難しいことからサイズの選択をどうしたら良いのかそし
てちゃんと広がるのか？弁輪破裂のリスクはないのか？諸々
の懸念はあった。
現在でもType�0はEvolutRを使用することが多いがType1
ではSapien3を用いることで安全にかつ確実に治療を行うこ
とは可能であると考える。
幸いにして現在までのところWorst�case は紹介できる
ものはないがBestと呼ばれるcaseは数例経験している。
Sapien3に関してはScreeningさえ間違わず、サイズの選択
を間違えなければ三尖弁の治療と変わりがないことも実感
している。
今回、Sapien3を用いた二尖弁症例につきScreeningの方法
ならびに植え込みに際して注意すべき点を供覧させていた
だく。
�

88 歳、女性、NYHA�class:�2。高齢でSAVRはハイリス
ク（STS�PROM:�10.8%）であった。TAVI 前の TTE で
は、AVA:�0.49cm2、平均AVPG:�74mmHg、最大AV流
速:�5.8m/秒、LVEF:�65%、mild�AR、mild�MRであった。
CTではRCC/LCC癒合のtype-1二尖弁＋LVOTに連続す
る高度石灰化を認め、大動脈弁輪周囲長 :�65.3mm（17.2�
x�23.5mm）であった。また、aortic�root�angle:�62 度の
horizontal�aortaであった。左冠動脈の高さ:�7.8mm、LCC
方向のSOV径:�25.1mmであった。
それまで国内で使用可能であったEdwards社Sapien�XTで
は二尖弁は保険適応外であり、実際に弁輪破裂や有意なPVL
のハイリスク症例であるため、2016年1月にMedtronic社
CoreValveが使用可能となるまで、2度のPTAVを施行しな
がら待機していた症例であった。全身麻酔＋TEEガイド下
に右大腿動脈穿刺法でアプローチ。右EIA:�4.9mmであり、
8mmバルンで拡張し、さらにダイレータを用いて段階的に
追加拡張した後に、18Fr�Cook�Check-Floシースを留置し
た。対側（左大腿）からのクロスオーバーテクニックで右下
肢アクセスルートを保護、かつ、左上腕動脈からガイディン
グカテーテル（7Fr�SL3.5）＋Rinatoワイヤで左主幹部を保
護した状態でTAVIを施行した。18mmバルンで前拡張後、
CoreValve26mmをNCC側で0-1mm程度の深さを目標と
して植え込んだが、リリース直後にpop-upしたため、VIV
の方針とした。2つ目のCoreValve26mmは3-4mmの深
さで留置した。VIV後AV圧較差が残存したため（peak�to�
peak:�96mmHg）、18mmバルンで後拡張を施行したところ
改善した（19mmHg）。幸い冠動脈閉塞は認めなかった。最
後に右EIAの解離をEVTで修復し、下肢血流を含めて血行
動態は安定しており、手技終了した。
CoreValve/Evolut-Rで問題となっているpop-up、dive-in
について私見を述べさせて頂き、また、国内でCoreValve導
入初期にCoreValve�in�CoreValveを施行した二尖弁症例の
その後の経過を報告したい。

パネルディスカッション１　二尖弁に対するTAVI：適応と工夫
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PD2-2）
MitraClip手技のピットファールとエンドポイント
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僧帽弁閉鎖不全症は年齢とともにその罹患率が増加すること
がわかっている。現在、欧米からの報告では、重症僧帽弁閉
鎖不全症と診断され、かつ心不全症状を伴っていても、実際
に開心術が行われているのは約半数に留まっている。その
原因として、年齢、並存疾患、心機能低下が挙げられている。
日本の高齢化社会の背景を考えると、今後益々、開心術を受
けられない僧帽弁閉鎖不全症の患者が増えるものと想定され
る。そのような状況のなか、2018年4月よりMitraClipが保
険償還され、実臨床での使用が始まった。現在のところ、そ
の使用に関しては、重度の僧帽弁閉鎖不全を有し、開心術へ
のリスクが高いかまたそれ相応に開心術が困難と考えられ
る症例が対象とされており、MitraClipに対する期待は極め
て大きい。実際の臨床における使用では様々な病変に対応す
ることが要求され、かつ様々な問題に遭遇するため、これら
を想定、対処する必要がある。今回以下の点を中心に、症例
提示を交えてそれらを説明する。

1.　Brockenbroughの高さ
2.　画像が見えにくい
3.　なかなか両尖を把持できない
4.　摘んでみたけど逆流を全然制御できない
5.　しっかり把持できているかわかりづらい
6.　腱索にひっかかる可能性
7.　second�clipを追加するか否か
8.　穿刺部の止血
9.　術中補液

僧帽弁閉鎖不全症（MR）は、弁膜症疾患の中でも最も頻度の
高い疾患で、日本全体での罹病率は人口比で考えるとおよそ
80-100万人とも推定される。近年経皮的カテーテルにMR
を修復するデバイスMitraClip®が開発され、本邦でも2018
年4月より保険償還され臨床応用手術リスクの高いMRに対
しての治療として注目されている。特に欧米でのMitraClip
治療の７割が機能的MRに対して行われ、左室機能障害で機
能的MRを伴った末期心不全治療患者に対する新たな治療戦
略として注目されている。その効果は著しく、自覚症状にお
いてもNYHA改善のみならずスコア化され高値ほど健康状
態が良好とされるKansas�City心筋症アンケート（KCCQ）
スコアの上昇も海外・本邦ともに報告されている。一方
MitraClipでは、手術では通常行われる弁輪形成術は行われ
ず、本邦の治験でも術後30日におけるMR3+の残存は13%
の患者に認め、MR2+以上とすると30日で30%、一年後で
は40%までの患者で再発を認めている。手術困難な重症患
者を対象としていること、機能的MR患者が約半数含まれて
いるなどが影響していると思われるが、低侵襲との理由だけ
でMitraClipを選択せずハートチームで多角的に評価する重
要性を物語っている。本発表では本邦での日常臨牀背景を踏
まえて、MRに対するMitraClip治療のピットファールとエ
ンドポイントについて文献的考察を加えて発表したい。

パネルディスカッション2　MitraClip手技のピットフォールとエンドポイント

memo
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PD2-3）
MitraClip手技のエンドポイントをどう決めるか	
-エコー所見を重視する！-

磯谷　彰宏
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PD2-4）
MitraClipのエンドポイントは！？：	
血行動態を重視する

久保　俊介

倉敷中央病院　循環器内科

　MitraClipを端的に表現すると�severe�MR�を�mild�Msr�に
変換する治療である。手技成功は残存MR�≤�2+とされてい
るが、残存MRが多いほど予後が悪化することが報告されて
おり、残存Mrは可能な限り少ないほうが良い。手技中の残
存Mrをどのように評価するか、エコーでの評価方法を解説
する。
　MR�の一般的な評価方法は複数あり、例えば左房拡大の有
無、描出された左房面積に対してカラードプラ(CD)の最大
面積の比率を求める方法�(color�flor�jet�area)、吸い込み血
流の性状、vena�contracta�width、肺静脈血流のS波の性状、
E波高、有効逆流抗面積(ERO)やvolmetric法による逆流量・
逆流率が挙げられる。ガイドラインではCDの見た目のみで
重症度を判断することは推奨されていない。
　これらのうち、MitraClipの手技中という時間的に限られ
た中でTEEで直ちに表現可能な指標はPVFのS波のみでは
ないかと思われる。簡便でほぼ全症例で可能で再現性も高い
のはPVFのS波の性状を確認することである。
　通常、PVF�のS波は術前は大きく抑制されているか逆流さ
れていると考えられる。これがクリッピングによりS波に前
行成分が出現すれば、Mr�の減少は十分と言える。S波自体
は左室機能にも影響されるため、本来のS波高が分からない
状態で何をもって十分なS波の改善＝エンドポイントとする
かを定量的に判断するのは簡単ではないが、定性的には判断
可能である。
　現実的にはCDの見た目でMR改善の程度に目安をつけ、
CDで十分MRが減少した場合にPVFのS波をチェックする
のがよいと思われる。S波が十分に改善していれば自信を
もって手技を終了可能である。術中、短時間で描出可能であ
るため、術中のMR減少のガイドとして最も推奨される。

2018年4月より本邦でもMitraClip�NTシステムを用いた経
カテーテル僧帽弁形成術が施行可能となった。MitraClip施
行において、手技のエンドポイントの決定に判断が迷う場面
にしばしば遭遇する。MitraClipで弁輪捕捉した後にとる行
動は、Clipを置きなおす、2nd�Clipを置く、の3パターンで
ある。1st�Clipの位置が適切でない場合や、捕捉した弁尖の
組織量が不十分である場合はClipを置きなおすことになる
が、1st�Clipが良好に留置できた場合に、手技を終了するか
2nd�Clipを置くかの選択を迫られる。基本的には残存MRの
重症度（量）やMRの位置を経食道心エコーでチェックするが、
Clip留置後のdouble�orificeでは残存MRの正確な測定は困
難であることが多い。このような場合に、リアルタイムの血
行動態の変化を評価してエンドポイントの決定に活かすこ
とがMitraClipの手技では可能である。当院ではMitraClip
術中に右心カテーテルを挿入し、心拍出量と肺動脈圧をモ
ニタリングするとともに、ピッグテールカテーテルを左房
内に挿入し、左房圧を持続的に測定している。これにより、
Clipによる弁尖の捕捉時、そしてClipを閉じた際の左房圧
の変化を知ることができ、Clipによる血行動態の変化を目で
見ることができ、その後の方針決定に役立つ。このように、
TEEのMR所見や肺静脈血流に加え、持続的モニタリングし
ている心拍出量の増加、左房圧（特にv波）の減少といった血
行動態の変化を重視することで、より良いMitraClipのエン
ドポイントを決定できることが期待される。本セッション
では、実際の症例を提示しディスカッションしたい。

パネルディスカッション2　MitraClip手技のピットフォールとエンドポイント
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PD3-1）
My	best	case

金子　英弘

東京大学医学部附属病院　循環器内科

PD3-2）
My	worst	case

松本　　崇

仙台厚生病院　循環器内科

　僧帽弁閉鎖不全症に対する低侵襲僧帽弁形成術デバイスで
あるMitraClipは、わが国の循環器診療の現場で大いに期待
される新規治療である。今回の発表では、「MitraClip:�My�
Best�Case」として、留学のドイツで経験した一例を紹介する。

　症例は80歳代の女性で左前下行枝を責任病変とする非ST
上昇型急性心筋梗塞（NSTEMI）で救急搬送となり、左前下
行枝に経皮的冠動脈形成術が施行された。既往歴として、大
動脈弁狭窄症に対してTAVI、高血圧、慢性心房細動などが
ある。血行再建後も心不全管理に難渋し、心エコー上は、左
心機能低下（左室駆出率20%）に加えて重度機能性MRを認
めた。機能性MRに対して侵襲的治療が必要な症例であった
が、心筋梗塞急性期であること、Logistic�EuroSCORE�27%
と外科手術リスクが高いことから、MitraClipを施行する方
針とした。

　全身麻酔・気管内挿管下で、経食道心エコーガイドで手技
を施行した。医原性僧帽弁狭窄症をきたすことなく、２つの
Clip留置によって機能性MRの減少を得て、手技を終了した
（図）。術後経過は良好で、手技当日に抜管、心臓リハビリテー
ションを行い、独歩退院となった。

　MitraClipという治療選択肢がなければ、本症例を救命
することは難しかったと考えられる。わが国の臨床現場に
おいても、本症例のように心不全コントロールに難渋した
僧帽弁閉鎖不全症例で、外科僧帽弁手術が困難な場合に、
MitraClipは良い治療オプションになる。

　一方で、本邦では、本症例のように左室駆出率が30%を下
回る症例はMitraClipの適応から除外される。今回の発表で
は、本症例を通して、MitraClipのBest�Practiceを実践する
ための適応についても考えてみたい。

症例は82歳女性で、NYHA�II度の心不全症状を主訴に当院
を受診した。経胸壁心エコーで僧帽弁後尖P１の逸脱による
III度の僧帽弁閉鎖逆流を認めた。外科手術が検討されたが、
STS�score�8.4%と高リスクでありハートチームでの協議の
結果、MitraClip�systemを用いた経皮的僧帽弁形成術の方針
となった。治療は全身麻酔及び経食道心エコーガイドで施
行されで、1個のMitraClipを留置し、僧帽弁逆流はI度まで
軽減できた。しかし、術後に明らかな心不全症状の増悪は認
めなかったが、BNPの上昇を認め、経胸壁心エコーで僧帽
弁逆流�III度への増加を認めた。経食道心エコーを施行した
ところ、MitraClipで把持された僧帽弁後尖の一部が断裂し
ており、これにより僧帽弁逆流をきたしているものと判断さ
れた。
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PD3-3）
SLE患者に対するTMVr後の進行性僧帽弁狭
窄症

佐地　真育1 , 2、Gorav Ailawadi, MD2、 
Damien J. LaPar, MD, MSc2、 John M Dent, MD2、 
Dale E Fowler, MD, RDCS2、 
Michael Ragosta, MD2、 D. Scott Lim, MD2

1Department of Cardiology, Sakakibara Heart 
Institute, Tokyo, Japan 
２Advanced Cardiac Valve Center, University of 
Virginia, Charlottesville, VA

全身性エリテマトーデス（SLE）は免疫複合体の沈着によっ
て引き起こされる組織障害の為に全身に炎症を起こしうる病
態である。弁膜症合併はSLEの約１０％の患者に見られるが、
一般的にその進行は遅い。
MitraClip後の僧帽弁狭窄症（MS）は約２５％の症例である
といわれているが、進行性のMSを報告した症例は未だ少な
い。
今回はSLE患者に対してTMVrによるMitraClipを行い、進
行性にMSが増悪した症例を提示しDiscussionを行いたい。
症例は６４歳女性、当院バルブセンターに高度僧帽弁閉鎖不
全（MR）の加療目的で来院となった。既往歴は後側壁心筋梗
塞、SLE（プレドニン10mg）、肺高血圧、うつ病、カへキシ
アを認めた。MRの機序は後側壁心筋梗塞による僧帽弁後尖
の可動制限であった。STS�PROMは３%と低値であったが、
肺高血圧、ステロイド内服中、うつ病、カヘキシアがあるこ
とから外科手術は困難と考えられREALISMにEnrollされ
MitraClipによるTMVrを行うことになった。
術前の経食道エコー（TEE）では僧帽弁後面積は４．７cm2、
平均僧帽弁圧較差（TMG）は3mmHgで、僧帽弁尖に石灰化
や肥厚は認めなかった。全身麻酔、TEEガイドで中隔穿刺を
行った後、1ClipでMRはMildまで減少した。一方TMGは
３mmHgと変化しなかった。状態は安定しており翌日退院
となった。
半年後、外来で経胸壁エコーを行うとTMGは５．８mmHg
に上昇し、1年後には７mmHgまで上昇した。さらにフォ
ローアップエコーでは圧較差は増大し、２８か月目には２３
mmHg（脈拍１２２／分　正常洞調律）にまで上昇した。β
ブロッカーの内服強化を行い脈拍の正常化に伴いTMGも
１３mmHgまで低下したが術後2年で圧較差は１０mmHg
程度上昇した。幸い、本症例は内服で心不全コントロールが
されており、外来で経過を見ている。
結論：炎症性疾患合併例はTMVr後の経過を慎重に見なくて
はいけない。

パネルディスカッション3　MitraClip：My best case and worst case


