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要約

僧帽弁閉鎖不全症は老齢、の小型犬に多く認められる心疾患である。現在，獣医学領域において僧帽

弁閉鎖不全症に対する治療は内科療法が一般的である。しかし内科療法では治療が困難な症例も多

く経験している。近年，小型犬に対する心臓外科の知識と技術の発達に伴い，僧帽弁閉鎖不全症に対

して体外循環下における僧帽弁形成術を実施するケースも多くなってきている。犬の僧帽弁形成術と

しては，弁輪縫縮と腿索再建を実施して行うことが一般的である。人医学領域においては1983年にA.

Carpentierによって弁形成術の概念が形づけられて以来さまざまな手技が考案され，僧帽弁形成

術は有用であるとされ現在でも主要な治療法となっている。その一つに1990年台前半にイタリアの心

臓外科医 OttavioAlfieriによって考案された Alfierirepairがある。 Alfierirepairとは逆流を生じてい

る部位で相対する前尖と後尖をedge-to-edgeで縫合するという方法である。この方法は，非常に簡便

かっ低侵襲で、あり再現性のある術式として用いられている。本稿では，この Alfierirepairの術式につ

いて解説するとともに医学領域におけるこの令官式の成績，注意点などについても解説したいと思う。

キーワード:関心術，心臓外科，僧帽弁修復術，体外循環
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はじめに

近年，僧帽弁閉鎖不全症に対する治療として

僧帽弁形成術が実施される症例も増加してきて

おり.犬の僧帽弁閉鎖不全症の治療のーっとし

て外科的根治術を選択できる時代に入ってきた

1)。僧帽弁閉鎖不全症の外科的根治術としては，
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変性を起こした僧帽弁を切除し人工弁と入れ替

える弁置換術と， 自己の弁を温存し修復するこ

とで再度機能するようにする弁修復術の二つの

方法に大別される。しかし犬における弁置換

術のデメリットとして人工弁が高価なことや術

後生涯にわたり抗血栓療法が必要になることが

挙げられ，そのうえにヒトでは長期予後の点で

弁形成術が上回ってきていることなどから，犬

においては僧帽弁の修復術が適していると考え

られる 2)。本稿においては，僧帽弁の外科手術

の方法として報告されている Alfierirepair 

(edge-to-edge repair)について紹介する。

Al五enrepmrは，イタリアの心臓外科医，

Ottavio Alfieri によって 1991年に紹介された

比較的新しい僧帽弁形成術法である。この術式

は僧帽弁の前尖(中隔尖)と後尖(壁側尖)の

弁尖同士を縫い合わせて行われる。縫合する弁

尖の位置により，前尖(中隔尖)中央部と後尖

(壁側尖)中央部を縫い合わせる doubleorifice 

technique，交連部で弁尖同士を縫い合わせる

magic sutureなどがある。これら弁尖同士を

縫合する術式を総称してedge-to-edgerepairと

も日手ばnている。

Alfieri repairによる犬の術式

僧帽弁閉鎖不全症は僧帽弁複合体の一部，あ

るいは複合的な異常で、起こる。 僧帽弁複合体は

僧帽弁弁尖，弁輪部，臆索，乳頭筋，心室筋，

左房で構成され，これらの構成要素に解剖学

的，あるいは機能的異常が生じると弁の閉鎖が

不十分となり僧帽弁逆流を生じるようになる。

従って，中f.f前の入念な心臓超音波検査において

僧帽弁複合体のどこの部分に異常が生じている

か，また僧帽弁のどこの部位から逆流が生じて

いるかを十分に評価する必要がある。また，術

中に心停止を得る前に経食道心臓超音波検査を

実施することで逆流を起こしている部位をより

詳しく把握しておくことも重要で、ある。それら

の所見をもとに，左心房切開後，異常が認めら

れた部位や弁尖の状態，臆索の断裂や延長，弁

輪部の拡大の程度などを直接目視して再度評価

し逆流の程度や部位をしっかりと把握するこ

とが重要となる。これは， Alfieri repairに限ら

ず僧帽弁形成術を行う際には非常に大切なこと

である。

犬を右側横臥位に固定し第5肋骨聞で定法に

従い開胸する。左側外頚静脈および左側頚動脈

にそれぞれ脱血カニューレ，送血カニューレを

挿入し低体温による体外循環を実施する。大動

脈遮断後，大動脈起始部に留置した心筋保護液

注入用のカテーテルから心筋保護液を注入して

心停止を得る。左房の背側を切開して僧帽弁に

アプローチする。逆流を起こし弁が肥厚してい

る部位が僧 11.自弁の中央部であった場合には

double orifice repairを行う。 Doubleori五cere-

pairは5-0のポリプロピレン糸を用いて相対す

る前尖と後尖の縁同士を3回結紫外科結びの単

純結節縫合で縫い合わせて行う。縫合する部位

は接合の不十分な弁尖が肥厚した部位である

図1僧*冒弁中央部における doubleori五cerepair 
の模式図。

弁尖の肥厚した部位に糸をかけるようにす
る。
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(図1)。肥厚部位に糸を刺入するのは，縫合部

の耐久性を増加させるのに重要である。弁縁か

ら 2~3mm離れた肥厚した部位に左心室倶uか

ら左房側に向けて糸を通す。両弁尖に糸をかけ

た状態で軽く緊張させ，両弁尖の接合状態を確

認する。弁の接合状態に合わせて， 1本日の糸

の両側に追加して縫合する糸の刺入する位置を

微調整する。つまり，弁の接合をより得たいの

であれば弁繰からの距離を大きくとって糸を刺

入するようにし，また，接合面が過剰な場合は

弁縁からの距離を小さくとり 1本日の糸を緩め

て再度検討を行うようにする。必要に応じて経

僧帽弁的にカテーテルを左心室内に挿入し冷

却した生理的食塩水や心筋保護液を用いて逆流

試験を行い弁の接合状態の確認を行う。このよ

うに弁の接合状態を注意深く観察し最終的に

最良の糸を数本選択して結紫する。交連部の接

合不全による逆流に対しでも交連形成として同

様に前尖と後尖にedge-to四edgerepairを施し，

逆流部位を縫いつぶすように縫合する(図2)。

形成終了後には逆流試験を行い，縫合部位付近

で逆流の残存が確認された場合にはさらに縫合

を追加するか，あるいは縫合しである糸を抜糸

して再度調整をするようにする。逆流の消失が

認められたら，左心房内を血液で満たしながら
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図2 交連部の交連形成の模式図。
交連部の相対する弁尖同士を結節縫合で縫
い合わせる (magicsuture)。

左房を縫合し残った左心系内の空気は心筋保

護液注入用カニューレから完全に除去する。大

動脈の遮断を解除し， 自発的，あるいは除細動

による自己心拍の再開を得る。自己心拍再開

後，経食道心臓超音波検査を実施し逆流があ

る程度抑えられていたら体外循環を離脱して手

術を終了する。

Double orifice repairの成績

医学領域において僧帽弁中央部のdoubleori-

fice repairの成績をAl五enは報告している 3)0

260人の患者にdoubleorifice repairを施したと

ころ，病院内死亡率は0.7%，5年生存率は94::1::

3%， 5年での再手術回避率は90士3%と非常に

良好な成績を残しており，僧帽弁形成術の手技

として有用である。また， 432人の僧帽弁閉鎖

不全症患者に対しedge-to【edgerepairを施した

別の報告では，病院内死亡率は1.6%，6年生存

率と再手術回避率はそれぞれ92土3%，95士5%

であり，形成後の僧帽弁狭窄も全症例で認めら

れなかった4)。一方で，同時に弁輪形成(弁輪縫

縮)を行わなかった症例においては再手術回避

率が低下するとの結果も得られている 3)。この

ことは，いくつかの論文でも指摘されている。

また， 8頭の羊の僧帽弁弁尖中央部にedge-to-

edge repairを施した実験においては，弁輪部の

拡大に伴い特に拡張期に縫合部の緊張性が増加

して形成部位の耐久性に問題を生じる可能性が

あるため， edge-to-edge repairを行う際には弁

輪形成術を同時に行うことが推奨されるとして

いる 5)。僧帽弁逆流症患者174人に対してdouble

orifice repairとともに全周弁輪形成術を施した

長期成績の報告では，病院内での死亡はなく，

退院時において逆流の消失あるいは軽度な逆流

の患者は97%，中等度の逆流の患者は2.8%で
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あった 6)。また，僧帽弁狭窄で再手術が必要に

なった症例は一人 (0.6%)であった6)。術後14年

の時点での生存率は87:t3%. 心疾患による死

亡回避率は96:t2%. 再手術回避率は 90士3%で

あった6)。これらのことから. Alfieri repairを行

う際には弁輪形成術を併せて行うことが推奨さ

れる。弁輪形成術を行うことで両弁の接合面積

を増加させるとともに将来弁輸が再拡大してい

くことを予防することが可能となる。

医学領域においてAlfierirepairは僧帽弁閉

鎖不全症に対する治療として非常に簡便で再現

性があり，有用な手術であるO 手術手技が簡便

であることから手術時間も短縮することが可能

となるため侵襲度も低く抑えることができる。

近年では Alfierirepairの信頼性をもとに，僧

帽弁逆流に対するさまざまな経皮的な治療法が

考案されてきている。 2012年には，従来の関

心術ではリスクが大きいと判断された僧帽弁閉

鎖不全症患者に MitraClipを用いて経皮的に

edge-to-edge repairを施したという論文が報告

された 7)。しかし一方でAlfierirepair単独で

は拡張期や弁輪部の再拡大に伴い縫合部に過度

の緊張がかかり弁が裂聞するという報告がある

ことから，弁輪形成術は弁の接合性も増加させ

る利点を持つ弁輪形成術も併せて行うことが重

要であると考えられる。

まとめ

現在，犬の僧帽弁形成術としては弁輪縫縮な

らびに臆索再建が主流である。しかしこれら

の手技を施しでも軽度な遺残逆流が認められる

症例や，交連部の逆流に対しては補助的に

edge目to-edgerepairを加えることにより逆流を

さらに減少させることが可能であり，獣医学領

域においても有用な手技であると考えられる。

僧帽弁形成術にはAlたrirepairを含めいくつ

かの方法が考案されているが，重要なことは病

変の部位や変性の程度に合わせて簡便で、合併症

の発生が少なく耐久性に優れた術式を選択して

実施することである。そのためには，さまざま

な術式に精通し体得しておくことが要求される

だろう。
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