
高齢者で寝たきりの方で、目のところ
にいろいろついていて、涙がついてい
るのか、よくわからないような方が。
　川北　それはけっこうな頻度でデモ
デックスが数多く寄生していると思い
ます。

　池田　アイシャンプーに関しては、
綿棒などにつけて少しこする。その後、
顔を水で洗うとか、そういうことは必
要なのでしょうか。
　川北　その後、水で洗うかたちです。
　池田　ありがとうございました。

循環器疾患診療の最前線（Ⅴ）

川崎幸病院 心臓病センター長
高　梨　秀一郎

（聞き手　齊藤郁夫）

経カテーテル弁膜症治療の最先端
〜僧帽弁閉鎖不全症の手術適応はどう変わったか（MitraClip）〜

　齊藤　僧帽弁閉鎖不全の治療の最前
線として、まず、僧帽弁閉鎖不全症
（MR）にはどういったものがあるので
しょうか。
　高梨　大きく２つに分けられると思
います。１つは器質的病変を持つもの、
もう一つは、左心室の病気に伴って起
きてくる僧帽弁閉鎖不全などの機能的
な病変をもつもの、大きく分けるとこ
の２つに分けられると思います。
　齊藤　患者さんは高齢化とともに増
えているという印象はありますか。
　高梨　この病気は高齢になるから特
に増えるという病気ではないのです。
むしろ医学の進歩とともに、そういう
患者さんが我々の目に触れるようにな
ってきたといえるのではないでしょう
か。
　齊藤　患者さんは潜在的にはかなり
いるということですね。
　高梨　そうですね。心筋梗塞の患者
さんの救命が進むと必然的に、心機能
が低下した患者さんが増加してきます。
必然的にそういう患者さんに対する治

療も幅が広がってくるのだと思います。
　齊藤　MRの疑いがあった場合、エ
コー等で重症度を決めていくのですね。
　高梨　そうですね。重症度が高い場
合、外科治療の対象になることが多い
ですが、外科治療の対象になるはずの
方が、全身の状態、リスクが非常に高
いために治療できないことがあります。
　齊藤　患者さんの全身状況、高齢な
どで手術に耐えられないということで
しょうか。
　高梨　はい。そういう患者さんは数
字として上がってこなかったのですが、
数字的には増えてくるということかと
思います。
　齊藤　そういった方は従来は薬物治
療で経過を見るしかなかったのですね。
　高梨　そうですね。
　齊藤　最近はカテーテル治療で僧帽
弁にアプローチしようという試みがな
されているのでしょうか。
　高梨　そういうことです。カテーテ
ル治療はあくまでも手段です。病気の
本質を治療するという点で外科治療に
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勝るものはないということは、カテー
テル治療という選択肢ができた現時点
でもいえることだと思います。
　齊藤　カテーテル治療は、2018年４
月から日本では保険適用になっていま
すね。
　高梨　そうですね。
　齊藤　欧米ではだいぶ前から行われ
ているのでしょうか。
　高梨　約10年前からこの治療はある
のですが、いろいろなスタディが行わ
れてきたものの、この治療の真の有用
性は証明されていなかったのが現状で
す。しかし、2018年９月にアメリカの
カテーテル治療学会で初めて、病変が
最も進んだタイプのMR、しかも全身
の状態が非常に悪い患者さんには有効
であろうという報告がされました。
　齊藤　その前段階としてはいわゆる
通常手術とカテーテル治療のMitraClip
の比較試験が行われて、どちらが勝っ
ているとは言えなかったということで
すか。
　高梨　全く言えなかったですね。
　齊藤　いわゆる安全性なども含めて、
カテーテル治療は勝てないのですか。
　高梨　主にカテーテル治療が外科治
療に勝てない理由は、非常に状態の悪
いMRに対しての有効性とともに、心
不全が再発する可能性が高いことだと
思います。心不全で再入院する患者さ
んが外科手術に比べると多いことが、
最も成績を落としている原因だと思い

ます。
　齊藤　外科手術とMitraClipの比較
試験は、手術ができる患者さんをあえ
てランダム化して分けているのですね。
ですから、ちょっと無理があった。そ
れがつい最近の試験では、手術ができ
ない患者さんが対象、ということにな
ったのですね。
　高梨　そういうことです。
　齊藤　そこに踏み込むと有効性があ
るだろう、ということなのでしょうか。
　高梨　おっしゃるとおりです。です
から、両群とも最大限に内服治療がさ
れている状態で、プラスMitraClipを
した群と、そうではない群を比べると、
やはりMitraClipの有用性は出てくる。
考えてみれば当たり前といえば当たり
前かもしれないですね。もし安全に治
療ができるのであれば、MRを止める
ことには意味がある、普通に考えられ
ることを普通にやっていることだと思
います。
　齊藤　先生の病院でもMitraClip治
療が着々と増えているという状況では
ないということですね。
　高梨　現時点ではまだまだ増えてい
ないですね。むしろ治験段階でも、こ
の条件に当てはまる患者さんを集める
のに四苦八苦している状況です。
　齊藤　一方、大動脈弁のほうのTAVI
は増えていると聞いていますが。
　高梨　爆発的に増えています。
　齊藤　これは弁の違いですか。

　高梨　今、最終的に残った課題は弁
の耐久性です。耐久性がどのぐらいあ
るかが問題にされているのですが、現
実的には耐久性を問題視するような患
者さんの年齢層ではないです。
　齊藤　もっと高齢ということですか。
　高梨　そういうことです。80歳以上
の方がほとんどです。もともと実績の
ある生体弁をクリンプするとはいえ、
生体弁を入れるのですから、当然、耐
久性に関しても、これまでの外科弁の
データもある程度は反映できると思う
のです。ですから、耐久性はTAVIに
関しては今のところ大きな問題になっ
ていない。ということは、侵襲度の低
いTAVIが外科手術に勝ってきている
ということだと思います。
　齊藤　大動脈弁ではそういうことに
なっているのですね。MitraClipもそ
うですが、費用の点が話題になってい
ますが、どうなのでしょうか。
　高梨　非常に高額です。１人の患者
さんにかける費用に対して、生命予後
や、治療後の生活のクオリティなど、
これからは総合的に判断して治療適応
を決めていく時代がやってくると思い
ます。
　齊藤　ランダム化試験でも外科手術
のほうが勝っている部分が多いという
ことで、さらに費用面でもということ
になりますと、ほぼ勝負がついたに近

い状況ですね。
　高梨　MitraClipに関しては、今の時
点ではそうだと思います。
　齊藤　今後の展開としては、先ほど
先生がおっしゃった、手術ができない
ような状況でも、もう少し延命するよ
うな患者さんへのニーズでしょうか。
　高梨　そうですね。これから経皮的
経カテーテルの僧帽弁移植手術が出て
きます。そうなるとこの治療は必要な
くなってくると思うのです。
　齊藤　カテーテル治療がですか。
　高梨　僧帽弁がもしカテーテルで移
植できるとなると、爆発的に、大動脈
弁以上に広がりが大きくなってくると
思います。
　齊藤　そういう時代までのつなぎの
ようなことでしょうか。
　高梨　そうだと思います。
　齊藤　心臓病の治療は、今後の生命
予後を見ながら手術適応を考える時代
ということですね。
　高梨　そうですね。非常に難しい状
況だと思いますが、そういう治療法が
あるかぎり、我々も受け入れてやって
いくしかないといえると思います。
　齊藤　患者さんのpreferenceも見な
がらですね。
　高梨　そういうことだと思います。
　齊藤　どうもありがとうございまし
た。
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勝るものはないということは、カテー
テル治療という選択肢ができた現時点
でもいえることだと思います。
　齊藤　カテーテル治療は、2018年４
月から日本では保険適用になっていま
すね。
　高梨　そうですね。
　齊藤　欧米ではだいぶ前から行われ
ているのでしょうか。
　高梨　約10年前からこの治療はある
のですが、いろいろなスタディが行わ
れてきたものの、この治療の真の有用
性は証明されていなかったのが現状で
す。しかし、2018年９月にアメリカの
カテーテル治療学会で初めて、病変が
最も進んだタイプのMR、しかも全身
の状態が非常に悪い患者さんには有効
であろうという報告がされました。
　齊藤　その前段階としてはいわゆる
通常手術とカテーテル治療のMitraClip
の比較試験が行われて、どちらが勝っ
ているとは言えなかったということで
すか。
　高梨　全く言えなかったですね。
　齊藤　いわゆる安全性なども含めて、
カテーテル治療は勝てないのですか。
　高梨　主にカテーテル治療が外科治
療に勝てない理由は、非常に状態の悪
いMRに対しての有効性とともに、心
不全が再発する可能性が高いことだと
思います。心不全で再入院する患者さ
んが外科手術に比べると多いことが、
最も成績を落としている原因だと思い

ます。
　齊藤　外科手術とMitraClipの比較
試験は、手術ができる患者さんをあえ
てランダム化して分けているのですね。
ですから、ちょっと無理があった。そ
れがつい最近の試験では、手術ができ
ない患者さんが対象、ということにな
ったのですね。
　高梨　そういうことです。
　齊藤　そこに踏み込むと有効性があ
るだろう、ということなのでしょうか。
　高梨　おっしゃるとおりです。です
から、両群とも最大限に内服治療がさ
れている状態で、プラスMitraClipを
した群と、そうではない群を比べると、
やはりMitraClipの有用性は出てくる。
考えてみれば当たり前といえば当たり
前かもしれないですね。もし安全に治
療ができるのであれば、MRを止める
ことには意味がある、普通に考えられ
ることを普通にやっていることだと思
います。
　齊藤　先生の病院でもMitraClip治
療が着々と増えているという状況では
ないということですね。
　高梨　現時点ではまだまだ増えてい
ないですね。むしろ治験段階でも、こ
の条件に当てはまる患者さんを集める
のに四苦八苦している状況です。
　齊藤　一方、大動脈弁のほうのTAVI
は増えていると聞いていますが。
　高梨　爆発的に増えています。
　齊藤　これは弁の違いですか。

　高梨　今、最終的に残った課題は弁
の耐久性です。耐久性がどのぐらいあ
るかが問題にされているのですが、現
実的には耐久性を問題視するような患
者さんの年齢層ではないです。
　齊藤　もっと高齢ということですか。
　高梨　そういうことです。80歳以上
の方がほとんどです。もともと実績の
ある生体弁をクリンプするとはいえ、
生体弁を入れるのですから、当然、耐
久性に関しても、これまでの外科弁の
データもある程度は反映できると思う
のです。ですから、耐久性はTAVIに
関しては今のところ大きな問題になっ
ていない。ということは、侵襲度の低
いTAVIが外科手術に勝ってきている
ということだと思います。
　齊藤　大動脈弁ではそういうことに
なっているのですね。MitraClipもそ
うですが、費用の点が話題になってい
ますが、どうなのでしょうか。
　高梨　非常に高額です。１人の患者
さんにかける費用に対して、生命予後
や、治療後の生活のクオリティなど、
これからは総合的に判断して治療適応
を決めていく時代がやってくると思い
ます。
　齊藤　ランダム化試験でも外科手術
のほうが勝っている部分が多いという
ことで、さらに費用面でもということ
になりますと、ほぼ勝負がついたに近

い状況ですね。
　高梨　MitraClipに関しては、今の時
点ではそうだと思います。
　齊藤　今後の展開としては、先ほど
先生がおっしゃった、手術ができない
ような状況でも、もう少し延命するよ
うな患者さんへのニーズでしょうか。
　高梨　そうですね。これから経皮的
経カテーテルの僧帽弁移植手術が出て
きます。そうなるとこの治療は必要な
くなってくると思うのです。
　齊藤　カテーテル治療がですか。
　高梨　僧帽弁がもしカテーテルで移
植できるとなると、爆発的に、大動脈
弁以上に広がりが大きくなってくると
思います。
　齊藤　そういう時代までのつなぎの
ようなことでしょうか。
　高梨　そうだと思います。
　齊藤　心臓病の治療は、今後の生命
予後を見ながら手術適応を考える時代
ということですね。
　高梨　そうですね。非常に難しい状
況だと思いますが、そういう治療法が
あるかぎり、我々も受け入れてやって
いくしかないといえると思います。
　齊藤　患者さんのpreferenceも見な
がらですね。
　高梨　そういうことだと思います。
　齊藤　どうもありがとうございまし
た。
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