
Japan Transcatheter Valve Therapies 2018

28

S1-1）	
冠動脈閉塞リスクの評価法とTAVIの適応決定

荒木　基晴

済生会横浜市東部病院　循環器内科

S1-2）	
冠動脈閉塞リスクの高い症例における対応・冠
動脈保護、PCIの工夫

多田　憲生

仙台厚生病院　循環器内科
TAVIにおける合併症の多くはひとたび起こしてしまうと致
死的で、術前に予測し術中に予防することが重要である。そ
れらTAVIの代表的な合併症である冠動脈閉塞を予測するに
は、大動脈弁複合体の計測、石灰化の分布などを考慮し、必
要であれば冠動脈保護を行いながらTAVIを施行すること
が必要となる。場合によっては外科的AVRの適応となるこ
ともある。一方、冠動脈閉塞は術後遅発的に生じることも
あること。本邦でも適応となった人工弁不全に対するTAVI
（valve�in�valve）の手技においてのリスクもあることを知っ
ておかなければならない。今回は冠動脈閉塞リスクの評価法
について焦点を当てて発表する。

It�is� important�to�estimate�possible�complications�
when�screening,�and�work�for�prevention�during�TAVI�
procedure�as�happened�complication�is�fatal.
Coronary�obstruction�is�one�of�the�usual�complications.�
To�avoid�it,�we�need�to�measure�aortic�valve�complex�
anatomy�and�calcium�site�and�amount�cautiously,�
furthermore,�occasionally�take�coronary�protection�at�
the�procedure.�Although,�delayed�coronary�occlusion�
occurs�in�some�instances.
Anatomically,�some�cases�are�indication�to�surgical�
aortic�valve�replacement.�
In�recent�affairs,�the�risk�of�valve-in-valve�for�valve�
prosthesis�dysfunction�has� to�be�concerned�and�
understood�of�which�has�just�permitted�in�Japan.�
In�this�session,�prediction�and�estimation�on�coronary�
obstruction�be�focused.

TAVIに伴う冠動脈閉塞に対する対応について概説する。

シンポジウム１　TAVIによる冠動脈閉塞リスクの評価方法と対応
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S1-3）
冠動脈閉塞のリスクからSAVRを選択した症例

福　　康志

倉敷中央病院　循環器内科

S1-4）
TAVI治療後の冠動脈造影、PCI

溝手　　勇

大阪大学　循環器内科学

　造影CTにて冠動脈閉塞のリスクが高いと判断した症例を
提示する。
　症例1は86歳女性で、ASによる心不全で入院となり、心
不全改善後に治療を検討した。STS�score�5.47%�Logistic�
EuroSCORE2�1.95%で、LVEF�69%と正常、Ao�flow�6.4m/
s�とvery�severe�ASと診断した。高齢であることからTAVI
を第一選択に考えていたが、造影CTにてRCCとLCCが癒
合した大動脈二尖弁であることがわかり、高度石灰化を認め
る交連部に隣接して低い位置から右冠動脈入口部が開口して
いた。ハートチームカンファレンスにてTAVIでは右冠動脈
閉塞の危険性が高いとの判断となり、SAVRを選択した。
　症例2は89歳女性で、ASによる心不全で入院となり、心
不全改善後に治療を検討した。STS�score�7.19%�Logistic�
EuroSCORE2�4.63%で、LVEF�25%と低下していた。Ao�
flow�5.5m/s�とvery�severe�ASと診断した。高齢であるこ
とからTAVIを第一選択に考えていたが、造影CTにて、弁
の石灰化が高度であり、TAVIにて左冠尖の先端にある石灰
化の塊が左冠動脈入口部まで移動する可能性が考えられた。
ハートチームカンファレンスにてTAVIでは左冠動脈閉塞
の危険性が高いとの判断となり、SAVRを選択した。

現在、本邦において、TAVI で使用されているデバイス
は、バルーン拡張型の Sapien�series と、自己拡張型の
CoreValve�seriesである。一般的に、CoreValveの方が、
stent構造が上行大動脈にまで存在するために、Sapienより
冠動脈造影が困難となる傾向が高いが、一方で、バルーン拡
張型デバイスもSapien�3となり、stentの高さがXTと比較
し大幅に高くなったため、冠動脈造影の難易度は上がってい
る。いずれのカテーテル弁においてもほとんどの症例で、ス
テント弁のステント構造が冠動脈起始部の前面に位置する
ことになりカテーテルのエンゲージが妨げられることが原
因である。我々の施設では、有意な冠動脈病変を有する症例
は、事前にPCIを施行しているため、弁留置後に冠動脈造影
が必要となることはほとんどなく、多くの場合、弁留置直後
に冠動脈閉塞の有無を確認するために行われている。TAVI
の適応が拡大し、低年齢化が進めば、今後、弁留置後に冠動
脈に新規病変が生じる可能性は高くなることが予想される。
本セッションにおいては、弁留置直後に冠動脈造影を施行し
た症例をそれぞれのデバイスにおいて提示し、冠動脈造影、
PCIに際してのポイントを概説する。

シンポジウム１　TAVIによる冠動脈閉塞リスクの評価方法と対応
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S2-1）
局所麻酔/鎮静で管理する経カテーテル大動脈
弁留置術	
-どこまで適応できる？　その利点,欠点とは？-

角本　眞一

小倉記念病院　麻酔科・集中治療部

S2-2）
局麻鎮静管理における鎮静薬選択と鎮静レベル・
中枢神経機能の評価

豊田　浩作

倉敷中央病院　麻酔科

　2013年10月の保険償還以後、国内での経カテーテル大動
脈弁留置術（TAVI）実施症例数は着実に増加し、全身麻酔の
みならず、局所麻酔/鎮静法（L/S）で施行される症例も増加
している。L/S法の利点として、麻酔導入、覚醒時間の短縮
に伴う手術室占有時間の短縮、術中カテコラミン使用の減少、
術中輸液量の節減などが報告されている。一方、欠点として、
術中経食道心エコーの利用が困難であることや、合併症発症
に伴う全身麻酔への変更に備える必要性などが挙げられる。
　当院では、これまでに500例以上のTAVI症例を経験し
た（2018年4月末時点）。直近の1年間では、約200例に実
施し、経大腿動脈アプローチ（TF-TAVI）症例が、全症例の
9割を占めている。当初、全身麻酔のみで施行してきたが、
2016年からTF-TAVI症例に対しては、積極的にL/Sを用
いており、これまで200例以上に施行した。当院のL/Sは、
dexmedetomidineに加えて少量propofol,�fentanylを用い
た深鎮静で管理しており、高度な認知機能障害を伴う症例も
含めてTF-TAVI症例の約9割に適用している（全身麻酔への
変更率　4.5％）。
　本シンポジウムでは、当院でのL/Sの実際を紹介し、自経
例を通じて、その適応や利点、欠点を検討したい。

近年本邦においても一部の施設で局麻鎮静管理によるTAVIが行
われるようになった。TAVIの低侵襲という特徴を活かす点にお
いても、全身麻酔から局麻鎮静への移行は理にかなった流れであ
ろう。
本邦の多くの施設では、TAVIは全麻・局麻鎮静に関わらず手術室
内ハイブリッドルームで麻酔科医の管理の元に行われている。一
方海外では、麻酔科医の管理から離れ循環器内科医が鎮静管理を
行うとする施設の報告もある。本邦でもやがてはTAVIの舞台が
手術室からカテ室へ移行し、循環器内科医が鎮静を含めた全ての
管理を担う日がやってくるかもしれない。患者の状態にあわせた
適切な鎮静薬選択と、客観的な鎮静深度の指標に基づいた管理を
循環器内科医が習得することが求められる。
現在手術室で行われる全身麻酔を含む多くの外科系手術症例にお
いては、簡易センサーを用いた脳波モニターがルーチンで行われ
ており、脳波解析アルゴリズムにより患者の推定鎮静深度を数値
化するBispectral�Index(BIS)や、Patient�State�Index（PSI）など
による鎮静深度評価が臨床で用いられている。しかし、BISやPSI
で算出された数値が常には患者の意識レベルを正しく評価しきれ
ておらず、使用する鎮静薬の種類や、筋電図や電気メスによるノ
イズ混入などがこの数値の精度に影響を与えることが知られてい
る。TAVIの鎮静管理においても算出表示された鎮静深度数値の
みで患者の鎮静状態を評価するのではなく、実際の脳波波形を解
読し、鎮静深度と呼吸循環状態との関連を解釈し総合的に鎮静深
度を管理する能力が求められる。
本講演では、鎮静に伴う脳波変化の基礎的な知見に加え、脳波解析
に基づいた局麻TAVIの鎮静管理の実例や問題点を紹介する。こ
れらの知見はTAVIに限らずカテ室内にて自科で行われる局麻鎮
静管理においても有用な武器となるであろう。

A�shift�from�general�anesthesia�to�monitored�anesthesia�care�
(MAC)�for�TAVI�management�has�been�introduced�in�Japan�
as�a�result�of�the�increase�in�case�number�and�maturing�of�
technique.
Excessive�sedation�during�TAVI�procedure�under�MAC�
can�easily�induce�adverse�event�including�decreased�
peripheral�vascular�resistance,�upper�airway�obstruction�
and�concomitant�hemodynamic�collapse.�Consequently,�
assessment�of�conscious�level�based�on�appropriate�
monitoring�is�crucial�in�TAVI�procedure�under�MAC.�
In�general�anesthesia,�conscious�level�assessment�had�been�
routinely�monitored�using�Bispectral�Index�(BIS)�and�Patient�
State�Index�(PSI),�which�are�based�on�the�processing�of�
electroencephalographic�signals.�These�monitoring�methods�
also�can�be�utilized�in�TAVI�procedure�under�MAC.�However,�
the�performance�of�BIS�and�PSI�are�known�to�depend�on�
several�factors�including�type�of�the�sedatives,�electric�
noise�induced�by�electrical�scalpel�and/or�electromyogram.�
Therefore,�the�numerical�data�provided�by�BIS�or�PSI�should�
be�carefully�interpreted.��Foundational�knowledge�relating�to�
electroencephalogram�and�anesthetics�are�required.�These�
information�will�be�useful�not�only�for�anesthesiologists�but�
for�cardiologists�who�manage�patients�under�sedation�in�
cardiovascular�catheterization�laboratory.

シンポジウム２　TAVIにおける鎮静、局所麻酔
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S2-3）
局所麻酔・鎮静管理における呼吸・循環モニタリ
ング

太田　隆嗣

湘南鎌倉総合病院　麻酔科　集中治療部

S2-4）
“	PCI	like	TAVI	”低侵襲治療を目指して、全
身麻酔から局所鎮静麻酔へ

桃原　哲也

榊原記念病院　循環器内科

本邦においてもTAVIが広く行われるようになり、その麻酔
方法について全身麻酔だけでなく鎮静・局所麻酔で行う施設
も徐々に増えており、TAVIにおいての更なる低侵襲化が期
待されている。
全身麻酔と局所麻酔の比較では、局所麻酔は体液バランスを
含めた循環変動が少ない一方で不動化は患者の協力あるいは
鎮静に依存するという側面がある。特に日本人においてはそ
の国民性から鎮静された状態での手術を望む傾向があり、こ
のTAVIにおいても鎮静下での手術を要求されることがほと
んどである。鎮静の深度によっては気道・呼吸管理が不安定
となるリスクもあり、その対処法に習熟しておく必要がある。
麻酔薬の使用により呼吸中枢で無呼吸閾値の上昇がおこる結
果、換気応答が低下する。
鎮静管理によるTAVIが今後広まっていくにあたり、このよ
うな麻酔薬と呼吸の生理学的な関係を知るとともに気道呼吸
管理の技術的な問題も理解しておく必要がある。
例えば、全身麻酔であれば挿管あるいは声門上器具と呼ばれ
るデバイスを使用するが、局所麻酔であれば鼻カヌラやマ
スクといった酸素療法器具、あるいは経口/経鼻エアウェイ
といったデバイスの使用法を理解しておく。場合によって
はNon-invasive�Positive�Pressure�Ventilation�(NPPV)や
High�Flow�Nasal�Cannula�(HFNC)といったデバイスの応
用を考えても良いだろう。
循環においては全身麻酔下であれば肺動脈カテーテルなど
の中心静脈カテーテル、経食道心臓超音波によるモニタリン
グが使用可能であるが、鎮静・局所麻酔では低侵襲化のため
これらが省略あるいは使用不可となる。使用できるものが限
られた状態のなかで如何に患者の循環動態を把握するか、こ
れもまた麻酔科医としての腕の見せ所である。
麻酔科医によるこれらの鎮静管理はMonitored�Anesthesia�
Care�(MAC)と呼ばれる。今回はMACの総説と要諦を当院
における管理の実例も交えながらご紹介させていただく。

Keywords:�TAVI,�麻酔管理、低侵襲化、気道・呼吸管理、循
環管理、モニタリング、Monitored�Anesthesia�Care

当院は、治験も含めて2016年11月末までは原則全身麻酔下、
経食道エコーを用いてTF-TAVIを行っていました。そこま
でのデータを整理し安全性に問題ないことが確認されたの
で、2016年12月1日から原則局所麻酔と鎮静によるTAVI
を行う方針で現在まで継続しています。
全身麻酔から局所鎮静麻酔への変更は低侵襲TAVIを目指す
方針に即したものであり、さらに最低限の装備でTAVIを行
う、いわゆる“�PCI�like�TAVI�”を目指しての変更であった。
局所鎮静管理下におけるTF-TAVIを後押ししたのは、ディ
バイスの進歩も大きい要素であった。SAPIENシリーズの
S3（2016年5月下旬より使用）が出たことである。シース径
も小さくなり、PVLも軽減しており、合併症の起こる確率が
XTより低いことも大きな要因であった。また、Evolut�Rも
使用できるようになり、高度石灰化やLVOTの石灰化をそ
れで行い、弁輪周囲の破裂を少しでも回避できる可能性が高
くなったのも局所鎮静麻酔へ移行した理由の一つとなった。
その時点での一番の懸念点は、弁輪周囲の破裂など止血が困
難な状態になった場合の開胸術への移行であった。しかし、
PCPSを直ちに挿入することや、挿管なしの局所麻酔から、
すぐに挿管と同時に全身麻酔に移行することが可能であれば
問題ないとのハートチームの結論であった。
このようにある時点を境に全身麻酔から局所鎮静管理下に
おけるTF-TAVIに移行した。もちろん、全身麻酔が原則で
あった時期に、重症肺疾患などには局所鎮静管理下におけ
るTAVIを経験していたことは、移行に際して大きな財産と
なった。
現在、月曜日は縦に4例のTAVIを行うことが通常で、それ
は全身麻酔から局所鎮静管理下に移行した最大のメリット
であると考えています。もちろん、局所鎮静管理下で行う
TAVIは患者さんにも優しい治療（低侵襲治療）になってい
ると考えています。
我々の経験から全身麻酔から局所鎮静管理下のTF-TAVIに
移行する際の注意点と工夫など、臨床成績と症例を提示しつ
つ、このシンポジウムで議論してみたいと考えています。

シンポジウム２　TAVIにおける鎮静、局所麻酔
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S3-1）
TAVI後血栓弁

山本　真功

豊橋ハートセンター　循環器内科

S3-2）
生体弁によるＡＶＲ後の抗血栓療法と弁血栓症

田端　　実

東京ベイ・浦安市川医療センター　心臓血管外科

経カテーテル的大動脈弁留置術（TAVI）後に、造影CTを使
用した研究を契機にステント生体弁のleaflet部分に血栓が
存在する可能性が報告され、その臨床的意義に注目があつ
まっている。文献的に血栓弁のTAVI後血栓弁の頻度は5～
15％であり、ほとんどが無症候に経過するが、術後の圧較差
の上昇や脳血管障害の発生に関与するという報告も存在す
る。使用する生体弁のサイズ、種類によっても頻度、または
発生機序が異なることなども、これまでの研究で明らかと
なってきた。本邦では、一般的にTAVI後3～6か月の2剤の
抗血小板薬と、以後は抗血小板薬単剤への切り替えを推奨し
ているが、TAVI後血栓弁に対しては抗凝固療法の方が抑制
的に作用することが知られている。また、TAVI後の症例は、
背景が超高齢者であり、冠動脈疾患、心房細動の有無、出血
の既往などの観点から、個々の患者に応じた抗血栓療法を選
択することが求められる。現時点でTAVI後血栓弁を確認し
た際の至適薬物療法の明確な指針はなく、適切な管理方法を
議論している段階である。この解決されていないTAVI後血
栓弁という日常診療における疑問点に対して、最新の知見を
踏まえながら、議論を深めたいと考える。

生体弁を用いた外科的ＡＶＲ後は日米欧のガイドラインで
3ヶ月間のワーファリン投与が推奨されている。アスピリン
投与に関する推奨はガイドラインによって異なる。表に各
ガイドラインの推奨内容をまとめた。本発表では、生体弁を
用いた外科的ＡＶＲ後の抗血栓療法と弁血栓症について文献
と自験例をもとに考察する。

ガイドライン
（発行年） 推奨内容 推奨クラス/

エビデンスレベル
ACC/AHAガイドラ
イン
（2017年）

アスピリン生涯
かつワーファリン3
～6ヶ月

IIa/B　
IIa/B-NR

ESC/EACTSガイド
ライン
（2017年）

アスピリン3ヶ月間
またはワーファリン
3ヶ月間

IIa/C　
IIb/C

JCSガイドライン
（2009年）

ワーファリン3ヶ月
間 I

シンポジウム３　TAVI後の抗血栓療法

memo
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S3-3）
TAVI後の抗血栓療法と出血合併症

大家　理伸1、福　　康志1、桑山　明宗1、天野　秀生1、 
久保　俊介1、大鶴　　優1、丸尾　　健1、古市　吉真2、 
野中　道仁2、島本　　健2、後藤　　剛1、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

S3-4）
当院の抗血栓療法と弁血栓症に対する対応

渡邊　雄介

帝京大学　循環器内科

背景：TAVI後の抗血栓療法において２剤抗血小板療法より
アスピリン単剤で治療を受けた患者は虚血イベントを増や
さずに出血イベントが低減したことが報告されている。しか
しながら、実臨床における抗凝固療法との関連については報
告が少ない。
目的：抗血小板療法および抗凝固療法を含めた抗血栓療法に
おけるTAVI後の出血イベントについて評価した。
方法：2010年から2016年に倉敷中央病院でTAVIを施行さ
れた連続128症例を後ろ向きに検証した。院内死亡した４症
例、抗血栓療法を行わなかった２症例を除き、122症例を解
析した。主要アウトカムをBARC分類2以上の院外出血と定
義し、Kaplan-meier�methodを用いてlog-rank�testを用い
て比較した。
結果：解析対象122症例は平均年齢85歳、STS�scoreは7.5
±4.0であった。経大腿アプローチによるTAVIは87症例
(71%)であった。院内大出血イベント(BARC分類３以上)
は7症例(6.3%)であった。退院時の抗血栓療法の内訳は、抗
血小板療法単独群が85症例、抗凝固療法単独群が13症例、
抗血小板療法、抗凝固療法併用群が24症例であった。2年
での院外BARC分類2以上の出血は抗血小板療法単独群が
11.4%、抗凝固療法単独群が23.6%、抗血小板療法、抗凝固
療法併用群が49.7%であった(log-rank�p=0.01)。心筋梗塞、
脳卒中、心臓死を含めた虚血イベントは３群間に違いは認め
なかった。院外出血イベントの内訳としては、消化管出血が
最も多かった(10症例：67%)。
結論：TAVI治療後の抗血小板療法、抗凝固療法併用は院外
出血イベントの高リスクと考えられる。

TAVIは大動脈弁狭窄症に対するスタンダードな手技となっ
ている。TAVI周術期の抗血栓療法であるが、エビデンスが
少なく経験的に術前術後から抗血小板薬2剤（DAPT）が推
奨されきた。しかし、術後に血栓弁を疑う弁葉の可動性の低
下の報告が相次いでおり、TAVI弁の長期的なdurabilityに
影響を及ぼす可能性がある重大な懸念事項となっている。い
ずれも抗凝固療法の追加で消失するので血栓の関与が疑われ
ており、従来のDAPTでは血栓弁の予防が不十分である可能
性がある。
本発表では現行の抗血栓療法と弁血栓症に対する対応につい
てエビデンスを交えながら考察を加えてお示したいと思う。

シンポジウム３　TAVI後の抗血栓療法

memo
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S4-1）
僧帽弁の解剖と病態評価のための画像診断

有田　武史

九州大学病院　ハートセンター　血液・腫瘍・心血管内科

S4-2）
当院における僧帽弁閉鎖不全合併心不全の実
情と僧帽弁インターベンションへの期待

川瀬　裕一、久保　俊介、畑　　玲央、多田　　毅、 
門田 一繁

倉敷中央病院　循環器内科僧帽弁は２つの扉ではなく、２つの膜でできている。膜だけ
だとうまく接合するのが難しいので、腱索によって調整して
いる。また弁が付着している部位、弁輪の形状や機能によっ
ても接合を調整している。腱索、乳頭筋、弁輪、これららは
支持機構として弁機能に寄与しているといえよう。そもそも
２枚の膜で血流を制御しようとしているのだから、膜は多少
余剰な構造になっていて接合が十分にとれるように設計さ
れている。膜そのものに孔があいていたり、膜そのものがあ
まりにも過剰に生成されていると支持機構とのバランスが
合わずに弁としての十分な機能をはたせず僧帽弁閉鎖不全
症を呈する。一方膜には何も異常がないにもかかわらず、支
持機構が不具合を呈している場合にも弁機能不全は起こりう
る。テザリングを主体とした機能的僧帽弁閉鎖不全症の病態
は支持機構の詳細な解析によって解明される。このように弁
葉そのものだけではなく、左房、弁輪、腱索、乳頭筋、左室
などを含めた僧帽弁複合体を総合的に評価することが重要で
ある。一方、僧帽弁狭窄症に関しては機序的には比較的単一
であり、弁葉の硬化・癒着・弁下部組織の硬化により弁開放
が制限される。
病態評価の画像診断は、機能的な評価と構造的な評価に分か
れる。機能的な評価においてはドプラ法を中心とした心エ
コー図法が中心であるが、心臓MRIを用いた血行動態解析も
いくらか報告がある。近年のガイドラインではドプラエコー
でみられるジェットの大小だけではなく、有効逆流口面積を
中心とした複数のパラメーターによって包括的に評価する
ことが求められている。おそらくはもっとも負荷要件に依存
しない評価項目である、有効逆流口面積や縮窄流幅は2Dエ
コーのみならず3Dエコーでも求めることができる。構造的
な評価においても、実現性・実績の豊富さから2D,�3Dを駆
使した心エコー図法による評価が中心となるが、撮像の段階
で一定の技術と患者要件が必要なことが普遍性を阻害する可
能性もある。その意味でCTやMRIによる弁構造の評価は大
きな可能性を孕んでいるといえよう。また弁に対する観血的
介入を検討する場合、弁構造の修正のみならず左室や血行動
態に与える影響をも検討する必要がある。その意味において
は、左室の収縮可塑性なども評価可能なMRIを弁膜症の術前
評価の一つとして行うことが今後より重要となってくるか
もしれない。

僧帽弁インターベンションが本邦で実施可能となるのに先
立ち、現在の僧帽弁閉鎖不全（MR）合併心不全患者の実情を
明らかにする目的で、急性心不全で入院となった患者の調査
を行った。対象は、2015年2月から2017年3月に当院へ入
院となり、入院中に心エコーを施行した連続1061例とし、
中等度～高度MR合併あり379例（36%）と無し～軽度MR合
併682例の患者背景と臨床経過を比較した。患者背景として
は、中等度～高度MR合併あり群では、有意に心房細動の既
往が多く（54％�vs.�36％、Ρ＜0.001）、EF40%未満が多かっ
た（39％�vs.�31％、Ρ＝0.02）。退院時の所見として、中等
度～高度MR合併あり群では、NYHA3以上が多く（10％�vs.�
6％、Ρ＝0.01）、労作時呼吸苦の残存が多かった（20％�vs.�
15％、Ρ＝0.02）。長期予後としては、中等度～高度MR合
併あり群で有意に半年間の心不全再入院が多くなっていた
（23.1％�vs.�13.2％、Log-rank�P=0.002）。MR合併心不全
患者では、退院時の心不全症状の残存や心不全再入院が有意
に多いことが明らかとなったが、外科手術を施行されたのは、
入院中で14例（3.7％）、半年でも28例（10.4％）に過ぎなかっ
た。外科的介入が避けられる理由としては、全身状態による
ところもあるが、年齢が81(73-87)歳と非常に高いことも大
きな理由となっている。このような患者群において、今後、
低侵襲の僧帽弁インターベンションへ期待することは大き
いと考える。

シンポジウム4　僧帽弁インターベンションをはじめるにあたって必要な心得
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S4-3）
MitraClipの適応診断

鶴田ひかる

慶應義塾大学医学部　循環器内科

S4-4）
世界で用いられている僧帽弁治療デバイス	
overview	
(今後の僧帽弁インターべンションの展望)

溝手　　勇

大阪大学大学院医学系研究科　循環器内科学　MitraClip治療は、経静脈、経心房中隔アプローチにより、
僧帽弁前尖と後尖のクリップ把持を行い、”Edge-to-edge�
repair”により僧帽弁を修復する低侵襲の経カテーテル治療
である。このような治療が必要となる背景として、高齢、低
心機能、複数の合併疾患などのリスク要因により、心不全を
呈する重症MR症例の約半数しか外科手術を受けていない
現状がある。欧米のガイドラインでは、MitraClip治療は手
術不能もしくは高リスクの器質性MR、低心機能に伴う機能
性MRに対し、Class�Ⅱbの適応とされている。MitraClip治
療の適応判断として、上記のMR�etiologyと全身要因による
手術リスク判断と、MitraClipデバイスに適した解剖学的診
断の２つの側面からの検討が必要となる。前者については、
個々の症例に対し、外科手術が望ましい他の要因（冠動脈バ
イパス術、連合弁膜症など）の有無も含め、MRの治療方針と
して何が最も望ましいのかをハートチームでディスカッショ
ンすることが重要なプロセスとなる。後者については、3次
元心エコー図解析を含めた弁構造の詳細な解析による判断が
重要であり、最も適合性の高いEVEREST�criteriaを満たす
弁構造であるのか、弁尖の接合や逸脱の程度につき、MR制
御もしくはMS発症に懸念事項を有する構造であるのかの検
討は、MitraClip治療の成否、ならびに今後の治療成績向上
に関わる大事な判断となる。本講演では、実際の症例を提示
しながら、新たな僧帽弁治療であるMitraClipの適応判断に
ついて、皆様と議論を深めていきたいと思う。

近年カテーテルを用いた心血管治療の低侵襲化は目覚まし
く、主に手術のリスクが高い高齢者に導入されている。大動
脈弁狭窄症に対するTAVIは本邦に導入され、すでに5年が
経過し、今後より手術リスクが低い症例への適応拡大が期
待されている。一方で、僧帽弁疾患に対するカテーテルイン
ターべンション治療はようやく僧帽弁逆流症に対するカテー
テル治療であるMitraClipが本邦において保険診療として導
入された。しかしながら、本治療の適応や治療効果はまだま
だ限定的であり、それらの問題点を解決する新しいデバイス
治療が期待されている。本セッションにおいては、主に僧帽
弁逆流症に対して使われつつある新しいデバイスの現状と
展望について概説する。

シンポジウム4　僧帽弁インターベンションをはじめるにあたって必要な心得
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S5-1）
三尖弁の解剖と画像診断のコツ

宇都宮裕人1 , 2、須澤　　仁1、泉　可奈子1、原田　　侑1、 
木下　未来1、板倉　希帆1、日高　貴之1、住元　庸二1、 
池永　寛樹1 , 2、福田　幸弘1、塩田　隆弘2、 
木原　康樹1

1広島大学大学院　循環器内科、 
2シーダーズ・サイナイ病院　循環器内科

S5-2）
三尖弁への手術手技とインターベンションへの
展望

真鍋　　晋

土浦協同病院　心臓血管外科

循環器診療において，患者の高齢化にともない重症の三尖
弁閉鎖不全症(TR)に遭遇する機会が増えている。三尖弁複
合体は三枚の弁葉（前尖，後尖，中隔尖），弁輪，腱索，乳頭
筋（前乳頭筋，後乳頭筋），および弁輪が付着する右房および
右室から構成される。三尖弁閉鎖不全症を診た場合に，『TR�
severity�(逆流重症度)』�は評価すべき項目の一部にすぎない。
経皮的インターベンション時代においては，TR�cause�(原因),�
mechanism�(機序),�location�(部位),�associated�lesions�(随
伴病変/副病変),�cardiac�response�(心機能への影響),�といっ
た項目を含めた画像診断が心エコー専門医に求められるよ
うになると思われる。
リアルタイム三次元経食道心エコーをもちいると，これらの
項目ほぼすべてを評価することが可能である。中部食道大動
脈弁短軸像を少し右室流入路側に崩した断面，冠静脈断面，
経胃右室二腔断面などから，明瞭な三尖弁弁葉を描出し，三
次元画像を得る（図A,�B）。三次元画像を提示する際は，右房
側から三尖弁を見る方向で，かつ中隔尖が付着する心房中隔
を6時方向に位置させるようにする（図B）。ボリュームデー
タとして取り込んだ三次元画像を元にして，三尖弁の三次元
構築（図C）や任意の二次元断面の切り出しが可能である（図
D）。また，大動脈弁短軸像で取り込んだ三次元データから，
右室容積の解析も可能である。
本講演では，三尖弁解剖の基本的知識の整理を行った後で，
主に経食道心エコーを用いた三尖弁複合体の観察・評価方法
について自施設での経験をもとに概説する。

三尖弁に対する外科手術は年々増加している．我が国での直
近の集計（2014年）でも1年間で5,270件の三尖弁手術が行
われ、10年前の約2倍の件数である．単独の三尖弁手術は極
めて少なく（年間253件、全体の4.8％）、ほとんどが左心系
弁膜症手術との合併手術である．この背景には、左心系（特
に僧帽弁）手術後遠隔期に三尖弁閉鎖不全症が悪化している
症例の存在が認識され、左心系手術時に予防的な三尖弁同時
手術を推奨するべくガイドラインの適応拡大があったこと
の影響が大きい．
三尖弁閉鎖不全症の病態としては、弁輪の拡大と弁尖の
tetheringが多く、いわゆる二次性の三尖弁閉鎖不全症が大
半をしめている．このため手術手技としては三尖弁輪を縫縮
する弁輪形成術を単独で行うのが一般的である．形成術は三
尖弁の2つの解剖学的特徴に基づき行われる。まず三尖弁輪
は平坦なリング構造ではなく、特徴的な立体的な構造をして
いる．しかし弁輪拡大の過程でこうした三次元構造が損なわ
れてしまう．また三尖弁は心臓の線維骨格から派生しており、
このため弁輪のなかでも線維成分に富んだ中隔尖の部分と、
繊維成分の少ない前尖～後尖部分に分けられる。三尖弁輪の
拡大は決して一様ではなく、主に前尖～後尖部分で生じる．
こうした特質を踏まえ、手術では弁輪の立体構造を再建する
ようなリングを積極的に用い、さらに縫縮の際にも弁輪全体
を一様に縮めるのではなく、前尖～後尖部分を中心に行う．�
欧米での三尖弁に対するインターベンションは、人工弁を用
いた弁置換術とMitraclipを用いたedge-to-edge法による弁
形成術が主流である．よって、前述のような三尖弁輪の特質
に沿った根治的な再建はやや難しいのが現状である．今後の
積極的な適応としては、現在わが国でも主に左心系弁膜症術
後の重度の三尖弁閉鎖不全症患者は少なからず存在する．こ
うした症例はしばしば消化管や肝臓のうっ血のため、カヘキ
シアや肝硬変を呈することが多く、外科手術は極めてハイリ
スクである．まずはTAVIの導入時と同様にこうしたハイリ
スク症例へのインターベンション治療の適応がまず期待さ
れる．

The�surgical�treatment�for�the�tricuspid�valve�
regurgitation�and�the�outlook�for�the�interventional�
treatment.

The�number�of�tricuspid�valve�operation�has�increased�
in�the�last�decade.�The�trend�is�considered�based�on�
the�expanded�indication�in�the�guidelines.�Etiology�of�
tricuspid�regurgitation�is�characterized�by�the�annular�
dilatation�and�the�leaflet�tethering.�Therefore,�the�
prevailing�surgery�performed�today�are�the�preventive�
operation�accompanied�with�a�left-heart�valve�
operation,�and�the�operative�procedure�is�usually�
the�tricuspid�valve�annuloplasy.�Catheter-based�
intervention�for�the�tricuspid�valve�is�limited�within�a�
valve�replacement�and�an�edge-to-edge�repair�using�
Mitraclip.�These�treatments�can�be�expected�to�use�for�
the�high�risk�patient�for�surgery.

シンポジウム5　三尖弁に対するインターベンションについて考える
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S5-3）
MitraClipで、三尖弁逆流症は治せるのか

中島　祥文

岩手医科大学　循環器内科学

大動脈弁、僧帽弁に対するカテーテル治療が日本でも行わ
れるようになり、その有効性および安全性が示されている
が、「Forgotten�valve（忘れられた弁）」とよばれる三尖弁に
おいても、カテーテルでの治療の有効性が検討されている。
MitraClipは高度僧帽弁逆流症に対する治療として開発され、
全世界で使用され安全性有効性が示されているが、現在欧米
を中心に三尖弁逆流に対して使用されるようになってきて
いる。三尖弁の経カテーテル治療においての難点は、血行動
態や体液貯留量によって逆流の程度が容易に変化するとこ
ろ、画像による弁の描出が困難であることなどがあげられる。
また僧帽弁治療用デバイスであるため三尖弁の治療におい
て、操作性の問題もあげられる。今までのデータ、治療の実
際ステップなどを踏まえ、これらの問題を解決するための工
夫、ヒントやコツなどについて紹介する。

シンポジウム5　三尖弁に対するインターベンションについて考える
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