
循環器疾患診療の最前線（Ⅴ）

慶應義塾大学循環器内科特任准教授
林　田　健太郎

（聞き手　大西　真）

　大西　林田先生、経カテーテル弁膜
症治療の最先端というテーマで、特に
高齢者大動脈弁狭窄症へのTAVI療法
を中心にうかがいます。
　まずTAVI療法ですが、これはどう
いったものなのでしょうか。
　林田　まず大動脈弁狭窄症ですが、
加齢性によるものであるとか、二尖弁
もしくはリウマチ性など、いろいろ原
因がありますが、大動脈弁狭窄症をき
たした患者さんに対して、従来、開胸
手術による外科的な大動脈弁置換術と
いうのがゴールドスタンダードでした。
ただ、手術リスクが非常に高い、もし
くは手術不可能である患者さんがなか
なか救命できなかったので、2002年に
フランスのフランクリビエという、カ
テーテルの医師が初めて開胸しないで、
カテーテルで弁を入れるということを
されて、現在かなり普及しています。
多分、全世界で30万人以上の方がこの
治療を受けています。
　大西　かなり発展してきているので
すね。

　林田　そうですね。
　大西　TAVIとはどういう英文の略
なのでしょうか。
　林田　Transcatheter aortic valve 
implantationです。
　大西　日本語に訳すと、どういう言
い方が一般的なのでしょうか。
　林田　経カテーテルの大動脈弁置換
術とか留置術とか埋め込み術とか、そ
の辺だと思います。
　大西　日本におけるTAVI療法の状
況はどのようになっているのでしょう
か。
　林田　2013年より保険償還されてい
ます。年々実施施設が増えていて、日
本ですと140施設以上がすでに認定を
受けています。年間症例数も5,000例を
昨年超えているところですので、年々
かなり増えています。さらに、初期成
績に関しても、30日死亡率、周術期死
亡率が２％以下ということで、開胸す
るとだいたい８％ぐらい、STSスコア、
アメリカの胸部外科学会のリスクスコ
アで平均８％ぐらいある方々を治療し

経カテーテル弁膜症治療の最先端
〜高齢者大動脈弁狭窄症へのTAVI療法〜

ても、２％以下で済んでいますので、
かなり安全に普及が進んでいるのが現
状です。
　大西　具体的にはカテーテルを使っ
てどのような手技が行われるのでしょ
うか。
　林田　最も頻度が多いのは経大腿ア
プローチです。大腿動脈から針を刺し
て、ワイヤーを心臓の大動脈弁を通し
て左心室の中に置いてくる。スティフ
ワイヤーという硬いワイヤーを頼りに
してデバイスを持っていって、風船も
しくは自己拡張型、２種類の弁があり
ますが、この弁を留置してくるという
手技です。
　大西　胸部の切開をしないで、心臓
が動いた状態でカテーテルで人工弁を
装着するのですね。
　林田　そうです。
　大西　かなり熟練を要する技術なの
でしょうか。
　林田　欧米で行われていた当初、か
なりこのTAVIの治療は、合併症が多
いことで知られていて、周術期死亡率
が20％ぐらいの時期がありました。ど
のようにすると合併症が起きてしまう
かとか、逆にどのようにすると予防で
きるかが年々わかってきたり、デバイ
スもかなり進化しましたので、最近で
は成績はかなりよくなっています。た
だ、術者としてはかなり熟練していた
ほうが合併症を防ぐという意味ではい
いかと考えています。

　大西　どういった合併症が以前多か
ったのでしょうか。
　林田　合併症ですと、大動脈弁に新
しいTAVI弁を入れる際に拡張し過ぎ
ると、元の大動脈弁輪が破れてしまう
弁輪破裂だとか、左室破裂、足の血管
からCSという太い管を入れていくの
で、血管が破れたりしてしまう血管合
併症、あと弁と弁の間、TAVI弁と自
己弁のすき間が空いてしまうと、弁周
囲逆流がかなり増えてしまいました。
最近ではかなりデバイスがよくなって
いるので、こういう合併症はかなり減
っています。
　大西　海外のデータも少し紹介して
いただきましたが、現在、海外におけ
るデータと適応の拡大はどのようにな
っているのでしょうか。
　林田　海外ですと、従来の適応であ
った高リスクもしくは手術不可能な患
者さん以外の、中等度リスクといって、
少したいへんだけれども普通に開胸手
術ができてしまう患者さんに対して、
果たして開胸手術をしたほうがいいの
か、もしくはカテーテル治療をしたほ
うがいいのかを比べる前向きの無作為
化割付試験がすでに終わっています。
デバイスによってですが、TAVIのほ
うが開胸手術より死亡率が低いとか、
もしくは少なくとも同等であるという
成績が出ています。現在、アメリカと
ヨーロッパでは中等度リスクの患者さ
んに対しての適応がすでに広がってき
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　大西　林田先生、経カテーテル弁膜
症治療の最先端というテーマで、特に
高齢者大動脈弁狭窄症へのTAVI療法
を中心にうかがいます。
　まずTAVI療法ですが、これはどう
いったものなのでしょうか。
　林田　まず大動脈弁狭窄症ですが、
加齢性によるものであるとか、二尖弁
もしくはリウマチ性など、いろいろ原
因がありますが、大動脈弁狭窄症をき
たした患者さんに対して、従来、開胸
手術による外科的な大動脈弁置換術と
いうのがゴールドスタンダードでした。
ただ、手術リスクが非常に高い、もし
くは手術不可能である患者さんがなか
なか救命できなかったので、2002年に
フランスのフランクリビエという、カ
テーテルの医師が初めて開胸しないで、
カテーテルで弁を入れるということを
されて、現在かなり普及しています。
多分、全世界で30万人以上の方がこの
治療を受けています。
　大西　かなり発展してきているので
すね。

　林田　そうですね。
　大西　TAVIとはどういう英文の略
なのでしょうか。
　林田　Transcatheter aortic valve 
implantationです。
　大西　日本語に訳すと、どういう言
い方が一般的なのでしょうか。
　林田　経カテーテルの大動脈弁置換
術とか留置術とか埋め込み術とか、そ
の辺だと思います。
　大西　日本におけるTAVI療法の状
況はどのようになっているのでしょう
か。
　林田　2013年より保険償還されてい
ます。年々実施施設が増えていて、日
本ですと140施設以上がすでに認定を
受けています。年間症例数も5,000例を
昨年超えているところですので、年々
かなり増えています。さらに、初期成
績に関しても、30日死亡率、周術期死
亡率が２％以下ということで、開胸す
るとだいたい８％ぐらい、STSスコア、
アメリカの胸部外科学会のリスクスコ
アで平均８％ぐらいある方々を治療し

経カテーテル弁膜症治療の最先端
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ても、２％以下で済んでいますので、
かなり安全に普及が進んでいるのが現
状です。
　大西　具体的にはカテーテルを使っ
てどのような手技が行われるのでしょ
うか。
　林田　最も頻度が多いのは経大腿ア
プローチです。大腿動脈から針を刺し
て、ワイヤーを心臓の大動脈弁を通し
て左心室の中に置いてくる。スティフ
ワイヤーという硬いワイヤーを頼りに
してデバイスを持っていって、風船も
しくは自己拡張型、２種類の弁があり
ますが、この弁を留置してくるという
手技です。
　大西　胸部の切開をしないで、心臓
が動いた状態でカテーテルで人工弁を
装着するのですね。
　林田　そうです。
　大西　かなり熟練を要する技術なの
でしょうか。
　林田　欧米で行われていた当初、か
なりこのTAVIの治療は、合併症が多
いことで知られていて、周術期死亡率
が20％ぐらいの時期がありました。ど
のようにすると合併症が起きてしまう
かとか、逆にどのようにすると予防で
きるかが年々わかってきたり、デバイ
スもかなり進化しましたので、最近で
は成績はかなりよくなっています。た
だ、術者としてはかなり熟練していた
ほうが合併症を防ぐという意味ではい
いかと考えています。

　大西　どういった合併症が以前多か
ったのでしょうか。
　林田　合併症ですと、大動脈弁に新
しいTAVI弁を入れる際に拡張し過ぎ
ると、元の大動脈弁輪が破れてしまう
弁輪破裂だとか、左室破裂、足の血管
からCSという太い管を入れていくの
で、血管が破れたりしてしまう血管合
併症、あと弁と弁の間、TAVI弁と自
己弁のすき間が空いてしまうと、弁周
囲逆流がかなり増えてしまいました。
最近ではかなりデバイスがよくなって
いるので、こういう合併症はかなり減
っています。
　大西　海外のデータも少し紹介して
いただきましたが、現在、海外におけ
るデータと適応の拡大はどのようにな
っているのでしょうか。
　林田　海外ですと、従来の適応であ
った高リスクもしくは手術不可能な患
者さん以外の、中等度リスクといって、
少したいへんだけれども普通に開胸手
術ができてしまう患者さんに対して、
果たして開胸手術をしたほうがいいの
か、もしくはカテーテル治療をしたほ
うがいいのかを比べる前向きの無作為
化割付試験がすでに終わっています。
デバイスによってですが、TAVIのほ
うが開胸手術より死亡率が低いとか、
もしくは少なくとも同等であるという
成績が出ています。現在、アメリカと
ヨーロッパでは中等度リスクの患者さ
んに対しての適応がすでに広がってき
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ています。
　近年ですと、何の問題もなく開胸が
できるような低リスクな患者さんに対
して、果たして開胸がよいのか、もし
くはTAVIがよいのかを無作為化割付
するような試験が行われています。
　大西　今後さらに適応を拡大してい
くにあたっては様々な課題があると思
うのですが、どういったことが挙げら
れますか。
　林田　やはり低リスクに対するRCT
の結果が出ると、もしかしたらTAVI
の適応が拡大されるかもしれません。
ただ、一方でTAVIは比較的新しい治
療法です。2018年で16年目ですので、
まだ長期のフォローアップのデータが
足りない。現在、弁の耐久性のデータ
で最長のものが８年まで出ています。
ただ、10年以上のものがなくて、従来
のTAVIの適応ですと、平均年齢85歳
ぐらいの方にされていますので、もし
10年の耐久性を示すためには95まで生
きていただかなければいけない。なの
で、従来の高齢患者さんへの適応です
と、弁の耐久性を証明する前に皆さん
天寿を全うされてしまうので、今後、
より長期の耐久性を示すためには若年
の患者さんのデータが待たれると考え
ています。
　大西　先生の施設では700例以上や
られているのですね。
　林田　そうです。
　大西　成績はよくなってきているの

でしょうか。
　林田　かなりよくなっています。
　大西　周術期の問題は。
　林田　周術期死亡率に関しては、最
初２％程度で始まりましたけれども、
直近の500例ですと、0.3％まで下がっ
ているので、かなり成績としては安定
してきていると思います。
　大西　外科に紹介するか、内科に紹
介するかは、どのように決めていらっ
しゃるのでしょうか。
　林田　現在のTAVIの情報で一番得
られていないのは弁の耐久性です。な
ので、かなり年齢を重視しています。
例えば、80歳以下の比較的若い患者さ
んに関しては手術リスクが低ければ開
胸手術を第一で考える。逆に85歳以上
の非常に高齢な方に関してはTAVIを
第一選択に考える。80代前半の方々に
関して、患者さんの解剖学的な特徴や、
バックグラウンド、もしくは患者さん
のご希望とか、紹介の先生方の意向を
踏まえて、最終的に一番よい選択肢を
ハートチームで決めている状態です。
　大西　今、大動脈弁への適応をうか
がったのですが、ほかの病気、例えば
僧帽弁などに関しても、このTAVIの
治療は適応が拡大してきているのでし
ょうか。
　林田　弁膜症のカテーテルインター
ベンションはどんどん発展してきてい
て、大動脈弁ですとTAVIがあり、最
近ですと僧帽弁閉鎖不全症に対してカ

テーテルインターベンションが伸びて
きている。欧米、特にヨーロッパは
CEマークの関係で一番早いのです。
日本も治験が遅ればせながら終了して、
2018年の４月からマイトラクリップと
いう、クリップがカテーテルの先端に
くっついているデバイスで僧帽弁をつ
まんできて、外科の先生がされるedge 
to edgeを模倣するようなカテーテル
インターベンションが日本でも始まっ
ています。
　大西　これはまだ施設としては限ら
れているのでしょうか。
　林田　月に２～３施設ずつぐらい開
いていまして、徐々に増えているとこ
ろです。
　大西　成績は少しずつ出てきている
のでしょうか。
　林田　成績は、特に初期成績ですと、
よい成績が出ていて、治験の成績でも
かなりよい成績が出ています。マイ 
トラクリップの治療のいいところは、
TAVIですと合併症の克服が非常に大
きな課題でした。マイトラクリップで

すと非常に安全性が高いということと、
実際このクリップで弁をつまんでから、
例えば置き直しが可能であったりとか、
もしくはあまりよろしくないという場
合には、そのまま回収することができ
たり、心臓を止めなくても、実際に僧
帽弁逆流の状態を評価しながら治療が
できるので、そういった意味で非常に
低侵襲で安全性の高い治療だと考えて
います。
　大西　低侵襲の治療がさらに発展し
ていくのでしょうか。
　林田　おっしゃるとおりで、僧帽弁
閉鎖不全症だけでもデバイスがかなり
ありますし、三尖弁やほかの弁にも広
がっています。
　大西　さらにもっと疾患を広げてい
くような動きがあるのでしょうか。
　林田　今後かなり、弁膜症を含め、
そういうstructural heart diseaseに対
するインターベンションといいますが、
そういったものがどんどん広がってい
くのではないかなと考えています。
　大西　ありがとうございました。
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ています。
　近年ですと、何の問題もなく開胸が
できるような低リスクな患者さんに対
して、果たして開胸がよいのか、もし
くはTAVIがよいのかを無作為化割付
するような試験が行われています。
　大西　今後さらに適応を拡大してい
くにあたっては様々な課題があると思
うのですが、どういったことが挙げら
れますか。
　林田　やはり低リスクに対するRCT
の結果が出ると、もしかしたらTAVI
の適応が拡大されるかもしれません。
ただ、一方でTAVIは比較的新しい治
療法です。2018年で16年目ですので、
まだ長期のフォローアップのデータが
足りない。現在、弁の耐久性のデータ
で最長のものが８年まで出ています。
ただ、10年以上のものがなくて、従来
のTAVIの適応ですと、平均年齢85歳
ぐらいの方にされていますので、もし
10年の耐久性を示すためには95まで生
きていただかなければいけない。なの
で、従来の高齢患者さんへの適応です
と、弁の耐久性を証明する前に皆さん
天寿を全うされてしまうので、今後、
より長期の耐久性を示すためには若年
の患者さんのデータが待たれると考え
ています。
　大西　先生の施設では700例以上や
られているのですね。
　林田　そうです。
　大西　成績はよくなってきているの

でしょうか。
　林田　かなりよくなっています。
　大西　周術期の問題は。
　林田　周術期死亡率に関しては、最
初２％程度で始まりましたけれども、
直近の500例ですと、0.3％まで下がっ
ているので、かなり成績としては安定
してきていると思います。
　大西　外科に紹介するか、内科に紹
介するかは、どのように決めていらっ
しゃるのでしょうか。
　林田　現在のTAVIの情報で一番得
られていないのは弁の耐久性です。な
ので、かなり年齢を重視しています。
例えば、80歳以下の比較的若い患者さ
んに関しては手術リスクが低ければ開
胸手術を第一で考える。逆に85歳以上
の非常に高齢な方に関してはTAVIを
第一選択に考える。80代前半の方々に
関して、患者さんの解剖学的な特徴や、
バックグラウンド、もしくは患者さん
のご希望とか、紹介の先生方の意向を
踏まえて、最終的に一番よい選択肢を
ハートチームで決めている状態です。
　大西　今、大動脈弁への適応をうか
がったのですが、ほかの病気、例えば
僧帽弁などに関しても、このTAVIの
治療は適応が拡大してきているのでし
ょうか。
　林田　弁膜症のカテーテルインター
ベンションはどんどん発展してきてい
て、大動脈弁ですとTAVIがあり、最
近ですと僧帽弁閉鎖不全症に対してカ

テーテルインターベンションが伸びて
きている。欧米、特にヨーロッパは
CEマークの関係で一番早いのです。
日本も治験が遅ればせながら終了して、
2018年の４月からマイトラクリップと
いう、クリップがカテーテルの先端に
くっついているデバイスで僧帽弁をつ
まんできて、外科の先生がされるedge 
to edgeを模倣するようなカテーテル
インターベンションが日本でも始まっ
ています。
　大西　これはまだ施設としては限ら
れているのでしょうか。
　林田　月に２～３施設ずつぐらい開
いていまして、徐々に増えているとこ
ろです。
　大西　成績は少しずつ出てきている
のでしょうか。
　林田　成績は、特に初期成績ですと、
よい成績が出ていて、治験の成績でも
かなりよい成績が出ています。マイ 
トラクリップの治療のいいところは、
TAVIですと合併症の克服が非常に大
きな課題でした。マイトラクリップで

すと非常に安全性が高いということと、
実際このクリップで弁をつまんでから、
例えば置き直しが可能であったりとか、
もしくはあまりよろしくないという場
合には、そのまま回収することができ
たり、心臓を止めなくても、実際に僧
帽弁逆流の状態を評価しながら治療が
できるので、そういった意味で非常に
低侵襲で安全性の高い治療だと考えて
います。
　大西　低侵襲の治療がさらに発展し
ていくのでしょうか。
　林田　おっしゃるとおりで、僧帽弁
閉鎖不全症だけでもデバイスがかなり
ありますし、三尖弁やほかの弁にも広
がっています。
　大西　さらにもっと疾患を広げてい
くような動きがあるのでしょうか。
　林田　今後かなり、弁膜症を含め、
そういうstructural heart diseaseに対
するインターベンションといいますが、
そういったものがどんどん広がってい
くのではないかなと考えています。
　大西　ありがとうございました。
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