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せん。やはりどこで手術に踏み切るかと

僧帽弁単弁再手術と、僧帽弁及び三尖弁複合再手術
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対的に出てくるんですよね。特に積極的
にOMCに取り組んでいた施設は、遠隔
期に必ずMSかMRになって戻ってきて
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再手術回避率 は、初回手術のタイミ
ングによって影響される。
再手術症例の総数にほぼ変化はない

下川

が（図2）、再手術症例が増加している

す。その施設が、
どのタイミングでＭＲ

施設も少なくない。

の患者さんを初回手術に回しているか

E

私も再手術は増えている印象で

胸部外科学会の報告によると、全

く影響を及ぼしていると思っています。

体の症例数と比較して僧帽弁再手術の

この15年、僧帽弁位の弁膜症の症例数は増加傾向にあり
（図1）、
2012年に僧帽弁手術の症例数は1万例を超えました。
これは1999年と比較すると、およそ2倍です。
さらに全僧帽弁症例における僧帽弁形成術の占める割合は
1999年には31％だったのが、2012年には57％まで増加しています。
これまで僧帽弁手術症例数が増加してきた主な要因として
日本人の高齢化が考えられますが、患者のQOLを考えた

僧帽弁手術症例数（1999 – 2012）
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というのが、再手術までの期 間に大き

最適な僧帽弁手術 戦 略を考える

の施設の歴史によって違ってくると思
の症例数の多い施設では再手術が絶
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再手術の症例数については、そ

います。昔からMVPが行われていて、そ
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岡林

症例数は増加していないようです。先生

倉田 私の施設では、
再手術の症例数が

方の施設の印象はいかがでしょうか？

増加しているという印象はあまりないで
すね。
しかしながら、
コンスタントに症例

小山

私の印象では、再手術は増加し

はあって、年 5 例 程 度のペースぐらい

ていると思います。我々の施設の特徴

です。
またフォローアップ は 外 科 医 が

として、黎 明 期より僧 帽 弁 形 成 術（ 以

行っているので、再手術のタイミングは

下、M V P）を積 極 的に行ってきたこと

外科医が決めています。

があげられますが、その頃の患者さん

ただし逆流があるからといって、ただち

が再手術に戻ってきている印象です。

に再手術の適応になるわけではありま

E

再手術になりやすい症例の傾向

はありますか？
下川

やはり前尖症例の再手術回避率

が、少し落ちる傾向です。
小山

私も同じように思います。前尖

症例では、単純な逸脱だけではなく、病
変の硬化を伴うことが多いですね。
下川

前 尖 症 例と後 尖 症 例 の 1 0 年

再手術回避率は、それぞれ85〜90%、

8,000
6,000

早期治療が進んできたことも要因の一つとして考えられます。
4,000

ＭＲの患者さんを手術に

2,000

回すタイミングが、再手術までの

そこで今回は、今後、症例数が増加していくと予想される再手術、
特に形成術の遠隔期に僧帽弁逆流を再発した症例に焦点を当て、
僧帽弁形成術のご経験が豊富な4名の先生にお話を伺いました。
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期間に大きく影響を及ぼすと考えます。
下川 智樹 先生
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95%くらいだと思います。また、再手術

いですが、
そのような印象はないですね。

までは至っていないのですが、中等度以

MVPは難しくなりますね。剛性の違う箇
所ではどうしてもトラブルが起きやす

上の逆流が再発している症例が前尖症

下川

手術のタイミングが症例により

いので。
また複雑症例では、
リダンダン

例では10年で3割弱あると思います。

異なっているということはないですか？

トな部位も増えてくるのでいっそう難し

MVPの黎明期である90年代は、前尖症

というのも手 術 時 期 は 施設による考

くなりますね。そういう意味では、やはり

例と後尖症例では手術に回ってきたタ

え方 の 違 いも大きいと思うからです。

早期手術をした方がデュラビリティーの

イミング が 違っていました。前尖症例

無症状でも重症のMRがあれ ば 積 極 的

高い形成が可能だと言えそうです。

の方が後尖症例と比較して僧帽弁置換

に手 術をする施設もあります。その場

術（以下、MVR）になる可能性が高いと

合は、弁の状態がまだそれほど悪くな

エチオロジーによって、

考え、経 過 を 見 て い たた め だと思 い

いため、デュラビリティーの高 い M V P

MVPの難易度や成績は変わる。

ます 。前尖症例の方が手術タイミング

が 可 能です 。一方で、逸脱が見られて

も遅く、弁も悪い状態で手術をしてい

から3年、もしくは5 年ぐらい 様 子を見

E

エチオロジーによって手術戦略の

たため、
成績に差が出たと感じています。

てから手術を行う施設もあります。
その

この手術タイミングが早くなれば、成績

場合、セカンドリージョンがあったり、病

の差は縮まるかもしれません。

変が進行したりしているので、MVPがよ

小山

り困難になります。

ね。予後が不良な傾向が高く、逆流が再

岡林

前尖病変だけではなく、最近は

違いはありますか？
まずはやはり虚血性の症例です

発しても再手術を行うことが難しい場合

後尖病変でも以前とは弁の状態が違う

小山

ような印象です。弁尖そのものが変性

以上の高齢者のMVPの成績を発表しま

していることが多く、弁の顔つきが違う

した。再手術回避率と生存率は非常に

岡林

ように感じています。前尖もですが後尖

良好でしたが、中等度以上のMRの再発

体弁でMVRを行うこともあります。先ほ

病 変 でも、より複 雑 な 症 例 が 増 えて

は70歳未満の患者群よりも多くみられ

ど言われたように、再手術には至ってい

います。

ました。やはり手術タイミングがMVPの

ないのですが、再逆流している症例が

デュラビリティーに影響しているのだろ

あるわけですから。

倉田

先日、我々の施設における70歳

もありますので。
私は虚血性の症例に最初から生

内科の先生の意識も変わってき

うと思います。高齢者の症例で手術タイ

たので、以前よりも複雑なMVPが増えて

ミングが遅い場合、弁尖が硬化してい

小山

きたということはありますか？

ることが多いです。

ケースは少ないように思いますが、皆さ

虚血性の症例で再手術に至る

んいかがですか？
岡林 詳しくは調べていないのでわからな

倉田

弁 尖 の 硬 化 が あると、や はり

エチオロジー別に治療戦 略を
考える必要があります。
岡林 均 先生

岡林 リウマチ症例はあまり見なくなり

た違う結果、成績になるようにも思います

ましたね。

が、
実際のところはよくわからないです。

態が良くないことが多いので、再手術を

小山

岡林

岡林
小山

再手術になることは稀ですね。
再逆流を起こしても、患者の容

私の施設では以前から時折あ

しない場合があります。特に早いタイ

り、特に過去には積極的にリウマ チ に

リウマチなのか、Degenerativeなのか、

ミングで手術する場合は、Bolling先生が

対するMVPを行っていました。多くの

何なのか。そういったM Rのエチオロ

提唱されたようにダウンサイズのリング

症例ではきれいに逆流を止めることが

を用いた手技でも再逆流は少ないで

できているのですが、一部の症例は再

す。
また最近ダウンサイズのリングによ

手術になっています。

るMSも話題になりつつありますね。
皆さん、弁下組織に手を加える追加手

倉田

技などは行っていますか？

ですか？

下川

小山

乳頭筋を吊り上げる追加手技を

再手術までの期間はどれくらい

前尖にパッチを用いてオーグメ

行っています。
また下壁梗塞の場合は、

ンテーションをする術式が多かったの

乳頭筋を寄せる手技をしています。虚血

ですが、再手術になる症例は5年前後で

性の症例に対して弁下組織を温存した

再手術になっています。前尖のオーグメ

MVRは、MVPと比べて生存率や左心機

ンテーションは、ＭＲを制御する手技と

能の改善に差がないという米国のラン

して非常に有効だと思います。
しかし、や

ダマイズドスタディーの結果も出てい

はり気を付けないといけないのは、組織

1

ます。

の硬さの違いがあることと、
どうしても大
きくオーグメンテーションをした場合、弁

早期手術をした方がデュラビリティーの
高い形成が可能だと言えそうです。

結局、元の基礎疾患というか、

ジー別に治療戦略を考える必要があり
ます。
E

再手 術時の患 者さんの年齢は、

手術戦略に影響しますか？
小山

再手術において年齢は大きな

ファクターだと思います。若い人に関し
ては、再手術であっても初回手術同様、
成績がよく、心機能も温存されるMVP
がファーストチョイスですが、高齢者の
再手術の場合は初回手術と同じスタン
スにはなりません。再手術であってもど
こまで治せるかという判断は、弁の傷み
具合によりますね。70歳を超えた高齢
者に、再手術でMVPを行うかどうかは、
病変が明らかにニューリージョンであっ

小山 テザリングが激しい症例では、両

輪の縫った部分が折れ曲がるので、
その

弁尖を温存してMVRを行い逆流を止

場所でディヒセンス発生の可能性があ

めることに主眼を置いています。

ることです。

れば、それはMVPで治してあげたほうが

下川 リウマチ症例に対するMVPは行

岡林

症例には、生体弁によるMVRを考慮し

われていますか？

際、
腱索の肥厚や短縮はそのままですか？

ても良いのではと思います。

小山 私自身、
現在はしていないですね。

小山

下川

倉田 篤 先生

前尖をオーグメンテーションする

そのままですね。
ピーリングテク

ニックで腱索まできれいにしていくとま

て、そこを治せば決まるという症例であ
いいでしょうけれど、
ちょっと憂いが残る

そういうのはやはり、弁の傷み

具合次第ですよね。再手術で、初回手術

1. N Engl J Med. 2014; 370 : 23 -32.
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シンプルな手技を用い、
色々な手技に手を出さないことが重要だと思います。

めを使っている先生方が多いという印

過剰にセーフティーマージンを取る必要

室まで針を通さないと、カッティングを

象があります。

はありません。
しっかりと弁の評価をし

起こしてしまう可能性があります。
リング

て、それに合ったサイズのリングを選ぶ

の糸掛けというのは、絶対に妥協すべき

ことが重要だと思います。

ではありません。

下川

私はサイジング時に2つの方法

で評価をしています。まず前尖の面積

小山 忠明 先生

で評価します。次に、弁輪に掛けた糸に

岡林

岡林

私もサイジングをして迷った際

再手術を防ぐための近道というも

のはありません。基本に徹すること、そし

少しテンションをかけて水試験を行い、

には、大きめのリングを選択するように

ちょうどコアプテーションが定まった位

しています。あと若い先生方が気をつ

置での前後径でも評価します。そうする

けないといけないのは、
リングの糸をど

した手技を自分のものにするということ

やはりCarpentier先生が築き

と後尖の高い症例もわかります。
もし後

こに掛けるのかということです。きちん

が、結果的にMVPのデュラビリティーの

が第一選択のようになってきています

あげてきた方法というのはデュラビリ

尖が高い場合は、SAMのリスクも考慮し

と弁輪に掛けずに、弁尖に掛けてしまう

向上につながるのではないでしょうか。

が、いかがでしょうか？

ティーが非常に良いと感じています。

て1サイズ大きいリングを選びます。

とMSを引き起こします。

小山

近年は人工腱索を用いるMVP

小山

て新しい手技に飛びつくのではなく、
確立

できる限りシンプルな手技を用い、色々
下川

私は、loop techniqueというの

は、MICSのための手技だと思っていま

な手技に手を出さないことが私も重要
だと思います。

す。MICS、特に3cmの切開で内視鏡を
見ながら行う先生は、
どうしても術野が

サイジングと適正なリングサイズ

小山

MVPの経験がまだ浅い段階で

小山

おっしゃる通りだと思 います。

は、やはり少しコアプテーションを深く

リングへの糸の掛け方が間違っている

取りたいがために少し小さめのリング

と、MVPのデュラビリティーを下げ、結

を入れるという気持ちはわかりますが、

果的に再手術になり得ます。
きちんと左

制限されるため、loop techniqueという
のような弁の顔つきだったら、形成で

手技が用いられるようになったのだろうと

きると思います。
しかし、実際、再手術で

思います。

えをお聞かせ下さい。

岡林

小山

E

サイジングの工夫について、お 考

そういう症例は少ないような気がしま
す。病変が硬くなって、形成はできるか

私が小倉記念病院にいた頃は

もしれないけれど、逆流が少し残るとそ

P2の逸脱に対して四角切除を多く行っ

のMcCarthy先生の講演によると、前尖と

れが徐々に増えてくるので、やはり逆流

ていました。成績も安定していて、ほと

後尖の比率は2対1が理想であり、弁が

をゼロにできるような症例でなければ

んど再手術にはなりませんでした。数

きれいな形状になるようにリングサイズ

再弁形成は行いません。

年前にAmerican Correctionという手技

を決めるべきだとおっしゃっていました。

がはやりだした時に、数例試してみた
岡林

年齢にかかわらず、再手術でも

ことがあります。ただ、後尖病変に行っ

MVPを行うつもりでいますが、MVPが

たAmerican Correctionで再手術に

できない場合はMVRになります。結果

なってしまった例もあります。その症例

として再形成できているのは半分です。

は、結局、再手術で三角切除をして事な

また、見た目でこれ は 難しいと思った

きを得ました。

倉田

Surgeons' Profiles

前尖と後尖の比率が2対1という

の は 非 常 に き れ い な 形 だと 思 い ま
す。ただ実際は、1対1の形状になる場
合もあります。
小山

症 例 で は 、3～4割はMVRになってい

サイジングを交連の距離で行う
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1986年
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い場合にMVRにしています。

常に安心感があることです。再手術に

思います。
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せないことです。弁には個人差がありま

が手術成績は向上する。

てしまうと、予想外のことが起こってし

聞かせ下さい。

小山 忠明 先生
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MVPの手技についてお考えをお
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ます。初回手 術でも考えは 同じです 。
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2003年		京都大学
		心臓血管外科

助手

助手

2004年		トロントサニーブルック病院
		リサーチフェロー
2005年		新葛飾病院
		心臓血管外科

1995年		榊原記念病院
		心臓血管外科

専修医

1998年		佐賀医科大学

胸部外科

2002年		榊原記念病院
		心臓血管外科

医長

医員

2009年9月より現職

副部長

2009年		イムス葛飾ハートセンター
		心臓血管外科 部長
2011年		神戸市立医療センター
		中央市民病院
		心臓血管外科 医長
2013年4月より現職
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