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国際医療福祉大学医学部循環器内科主任教授
河　村　朗　夫

（聞き手　大西　真）

Structural Heart Diseaseに対するデバイス治療の進歩

　大西　河村先生、Structural Heart 
Diseaseに対するデバイス治療の進歩
について最新のお話をうかがいたいと
思います。
　まず、そもそもStructural Heart Dis-
easeというのは、以前はこういう表現
はあまりなかったと思うのですが、ど
ういう概念なのでしょうか。
　河村　簡単に申し上げますと、心臓
の疾患の中でも弁膜症と先天性の心疾
患、大きくこの２つを指す言葉です。
どうしてこんな言葉が出てきたかです
が、冠動脈疾患などに関してはこれま
で、外科手術だけではなくて、カテー
テル治療、ステント治療というものが
選択肢としてありました。しかし、弁
膜症と先天性心疾患に関しては、同じ
心臓の病気なのですが、外科の手術以
外には治療法が今までなかった。それ
が最近、カテーテル治療、胸を切らず
に行える治療が出てきたということで、
今、脚光を浴びてこのような名前がつ
いています。
　大西　これは最近の話なのでしょう

か。
　河村　非常に発達してきたのはこの
10年内外ですが、実際に始まったのは
1970年代ぐらいからです。
　大西　欧米でも今かなり盛んに行わ
れるようになってきているのでしょう
か。
　河村　世界中で盛んに行われていま
す。
　大西　次にStructural Heart Disease
のカテーテル治療の歴史というのはど
のような経緯をたどっているのでしょ
うか。
　河村　一番初めの試みは1970年代ま
でさかのぼります。先天性心疾患の中
でも心房中隔欠損症、あるいは動脈管
開存症について、これらを何とか胸を
切らずにカテーテルで治せないかとい
うことで、欧米で産声をあげました。
一方で日本においては、リウマチ性心
疾患の僧帽弁狭窄症をバルーン、風船
で広げるという治療法が、京都大学の
井上先生によって開発されました。
　大西　けっこう行われていましたね。

　河村　この治療は外科治療に匹敵す
る、あるいはより優れた治療法として
発展して、今や世界中で行われるよう
になっています。
　大西　井上バルーンというのは主に
弁膜症で盛んに使われるようになった
と理解してよいのでしょうか。
　河村　非常に優れた製品で、僧帽弁
狭窄症の中心的な治療法となっていま
す。
　大西　井上バルーンというのは簡単
に言いますと、どのような仕組みなの
でしょうか。
　河村　これは日本の会社がつくった
製品ですが、風船が２段階に広がるよ
うな仕組みになっています。まず僧帽
弁を通過させて、左心室の中でバルー
ンの先端部分が広がります。その後、
僧帽弁にぴったりはまったところで左
心房側のバルーンの後半部分も広がっ
て、より確実に広げることができると
いう製品です。
　大西　長期成績もかなりよいのでし
ょうか。
　河村　長期成績も外科手術以上に優
れているということがわかり、今や標
準的な治療です。
　大西　井上バルーン以外にカテーテ
ル治療の試みというのは何か考えられ
ているのでしょうか。
　河村　今や大動脈弁の狭窄症、肺動
脈弁の狭窄症、そして僧帽弁の閉鎖不
全、こういったほぼすべての弁膜症に

対してカテーテル治療が行えるように
なってきています。
　大西　先ほどの井上バルーンは狭い
のを広げるのですね。逆に閉鎖不全の
場合はどのようにカテーテル治療をさ
れているのでしょうか。
　河村　閉鎖不全は僧帽弁の２枚の弁
をクリップのようなものでつまんでし
まう道具が用いられています。
　大西　それがだいぶ進歩してきたの
ですね。
　河村　はい。
　大西　なるべく胸を切らずに治療す
ることが進歩してきたというお話です
が、このStructural Heart Diseaseのカ
テーテル治療の利点を詳しく教えてい
ただけますか。
　河村　何といっても患者さんに対す
る負担が少ない治療法です。ですから、
術後の入院日数も短いです。どうして
も胸を切って手術をすることになると、
高齢の方ですとなかなか負担に耐えら
れないこともあります。また一方で、
先天性心疾患の患者さんでは女性の患
者さんも多いです。そうすると、胸に
大きな傷をつけたくないという方にも
非常に役に立っています。
　大西　従来の手術ですとかなり大き
な手術痕になりますよね。
　河村　はい。
　大西　そういった様々な利点がある
のですね。今後の展望ですが、Struc-
tural Heart Diseaseに対するデバイス
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治療がどんないい影響をもたらすのか、
そのあたりについて教えていただけま
すか。
　河村　今申し上げた利点とも重なり
ますが、これは心臓外科と循環器内科
と一緒に協力する治療法です。これま
であまり両者が議論する土壌がなかっ
たのですが今、患者さんの治療法を一
緒になってチームとして話し合って決
める。ハートチームという言葉が出て
きています。
　大西　以前ですと、外科は手術に、
内科はカテーテルでやろう、みたいな
ことがありましたね。それが一緒にや
るようになってきた。素晴らしいです
ね。主にリーダーシップを取るのは、
内科とか外科とか、あまり決まってい
ないのですか。
　河村　病院によっても異なるかと思
いますが、カテーテル治療を行える循
環器内科医がリーダーシップを取って
いることが多いかもしれません。
　大西　意思疎通が非常によくなった
ということですね。次に、心臓のいろ
いろな治療はかなり医療費もかかるか
と思います。このあたり、カテーテル
治療はいかがでしょうか。
　河村　この機材は非常に高いもので
す。ただ、カテーテル治療で行われる
器具は非常に優れたものですが、まだ
長期の耐用性が証明されていません。
現状、この治療法は高齢で開胸手術に
耐えられないであろう患者さんに主に

用いられていますが、高齢の方はいろ
いろな合併症を抱えておられることも
多い現状があります。そうすると、心
臓はしっかり治ったけれども、腎臓病
で亡くなるとか、脳梗塞で亡くなると
か、併存疾患で亡くなることも多々あ
りますので、高齢者といっても、ひと
くくりにするのではなく、どのような
患者さんにこの治療を用いていけば一
番効果があるのか、今後明らかにして
いかなければいけないと思います。
　大西　いわゆる適応とか適正な使用
ということですね。
　河村　そのとおりです。
　大西　まだ少し模索の段階と考えて
よいのでしょうか。
　河村　この機材も世に出てそろそろ
10年程度経過しつつあります。そうす
ると、次第に長期の信用性というもの
も得られてきていますから、今後もし
かするともう少し若い患者さんにも使
用されるようになるかと思います。
　大西　今はこの治療に関して保険適
用などはどのようになっているのでし
ょうか。
　河村　保険適用は特に年齢では制限
を決めていませんが、外科と内科でど
ちらの治療法がいいのか話し合ったう
えで選ぶ、という取り決めになってい
ます。
　大西　今の段階では具体的にはコス
ト面では同等なのでしょうか。
　河村　ほぼ同等ではないかと思いま

す。
　大西　ただ、非常に低侵襲なので、
おそらく将来こういった治療が中心に
なってくるのかという気がするのです
が、世界の状況はいかがでしょうか。
　河村　ヨーロッパなどではカテーテ
ル治療が非常に多いと思います。日本
は保険制度のもとで、どのように行っ
ていくかというのは、また別に議論し
なければいけないかもしれません。
　大西　これはデバイスが非常に重要
だと思うのですが、デバイスに対して
何か改良とか、さらなる進歩とか、試
みられているのでしょうか。
　河村　日々行われていまして、次々
に新しい機材が開発されています。日
本で使える機材は限られていますが。
　大西　例えばアメリカあたりではい
ろいろな新しい試みがされているので
しょうか。
　河村　アメリカももちろんそうです
が、今発展が著しいのが欧州、ヨーロ

ッパの機材です。
　大西　例えばどういう点が優れてい
るのですか。長期耐用性があるとか、
そういったことなのでしょうか。
　河村　長期耐用性ももちろんですが、
より合併症を起こしづらい機材。手術
を行う者にとって使いやすい機材。あ
とは、どうしてもカテーテルというと
足の付け根の血管から入れ、太い管を
使わなければいけなかったのですが、
機材がスリムになってきていますので、
より細い管でできるようになっていま
す。
　大西　腕からもできるようなもので
すか。
　河村　まだ足の血管が中心になるか
と思いますが。
　大西　でも、細いというのは素晴ら
しいことですね。
　河村　素晴らしいことです。
　大西　どうもありがとうございまし
た。
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