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重度僧帽弁閉鎖不全症に対して僧帽弁形成術を行った

キャバリア・キング・チャールズ・スパニエルの 1例
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要 約

キャバリア・キング・チャールズ・スパニエル，去勢雄， 7歳齢が運動不耐性，発咳，呼吸困難を主訴に紹介来院し

た.グレード5/6の心雑音が左側心尖の領域で聴取された.胸部X線検査では，心陰影は著しく拡大し，肺水腫が認め

られた.心臓超音波検査では著しい僧帽弁逆流と拡張した左心房が観察された (LA/Ao : 3.5).これらの所見から，腿

索断裂による重篤な僧帽弁閉鎖不全症と診断した.僧帽弁閉鎖不全は，人工心肺を使用して僧帽弁形成術によって整復

された.手術2カ月後では，症例は臨床的に健康であり，心臓超音波検査で僧帽弁逆流が顕著に減少していることを認

めた.この症例から，キャバリア ・キ ング ・チャールズ・スパニエルの僧帽弁閉鎖不全が僧帽弁形成術によって修正で

きることが示唆された.

一一キーワード:キャバリア・キング・チャールズ・スパニエル，僧帽弁閉鎖不全症，僧帽弁形成術.

僧帽弁閉鎖不全症は，小動物領域で最も一般的に認め

られる循環器疾患の一つである [1-6].犬における僧帽

弁閉鎖不全症の権患率は年齢や品種に関連があり，高齢

の小型犬での発症が多い [1，2，4-6J.臆索断裂を伴っ

た重症例では内科療法による維持が困難となるため，外

科的治療が適応となる場合もある.今回，腿索断裂を伴

った重度の僧帽弁閉鎖不全症のキャバリア・キング・チ

ャールズ ・スパニエルの症例に遭遇し，内科療法での維

持が困難となったため，体外循環下における僧帽弁形成

術を実施し，良好な経過が得られたのでその概要を報告

する.

症 例

症例は，去勢雄， 7歳齢，キャバリア・キング・チャ

ールズ ・スパニエルで，体重は 10.6kgであった.本症

例は， 1歳齢時に他院にて僧帽弁閉鎖不全症と診断され，

塩酸ベナゼプリル，塩酸ヒドララジン，フロセミド，ス
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ルベジロール等の内科療法で維持していたが， 3カ月前

からの運動不耐性，発咳，呼吸困難，発作症状を主訴に

日本大学付属動物病院に紹介来院した.食欲および活動

性の低下を示し， 20%の体重減少が認められた.

身体検査所見:初診時の一般身体検査では，体温

39.0 OC，心拍数160回/分，呼吸数40回/分で，左側心

尖部を最強点とするグレード5/6の収縮期性逆流性心雑

音が聴取された.肺音は正常であり，咳嚇誘発試験は陰

性であった.ま た，大腿動脈圧の触診で減弱が認められ

た.

血液検査所見:血液検査では， ALKP : 279U/l， 

ALT : 170U/l， BUN : 38mg/dlと上昇が認められた.

心房性ナ トリウム利尿ペプチドANP値は，259pg/ml 

と上昇していた.

X線検査所見:胸部X線検査において，心陰影は著し

く拡大し (VHS: 16v)，気管の挙上および肺水腫が認

められた(図 1A).

ピロノラクトン，メチルジゴキシン，ピモベンダン，カ 心電図検査所見 :P幅360msec，QRS幅83msec，P 

↑連絡責任者:土地正実(日本大学生物資源科学部獣医学科獣医内科学研究室)
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図l 胸部X線検査所見.Aが手術前の心陰影.Bは手術後2カ月の心陰影.Aでは心陰影

の拡大，気管の挙上，肺門部のX線不透過性の冗進が認められる.Bでは僧帽弁形成

術により心陰影の縮小が認められ，肺門部のX線不透過性の充進も軽減されている.

図2 心臓超音波検査所見.Aが手術前の長軸四腔断面像写真.Bは手術後2カ月の長軸四

腔断面像.cは手術前のカラードプラによる僧帽弁逆流.Dは手術後2カ月のカラード

プラによる僧帽弁逆流.AとCでは僧帽弁の逸脱と健索の断裂が確認された.BとD

では僧帽弁形成術により前尖と後尖が合っており僧帽弁逆流は軽減されている.

波O.22mV，R波2.17mVであった.不整脈は認められ

なかった.

血圧:収縮期 102mmHg，拡張期 70mmHg，平均

83mmHgと正常であった.

超音波検査所見:超音波検査では，僧帽弁弁尖の肥厚

および逸脱，前尖の腿索断裂が認められ，重度の僧帽弁

逆流(逆流速度:4.1m/sec.)が確認された(図 2AC).

左室内径短縮率 (FS)は39.8%であった. また， 重度

の左房拡大 (LA/Ao : 3.5)が認められ(図2A)，心嚢

水の貯留が確認された.さらに，中程度の三尖弁逆流も

認められた.

以上の所見から，本症例を僧帽弁閉鎖不全症と診断し

た.治療経過および臨床徴候より内科療法での維持は困

難であると判断し，第 16病日に体外循環下における僧

帽弁形成術を行った.

麻酔 :ァトロピン(硫酸アトロピン注射液，田辺製薬

附，大阪) (O.025mg/kg)を筋肉内投与し，ミダゾラ

ム(ドルミカム，山之内製薬附，東京) (O.3mg/kg)， 

ドロペリドール，フエンタニル(タラモナール， 三共製

薬鮒，東京) (O.lml/kg)を静脈内投与 して前処置し

た.抗生物質は挿管前にセファゾリン(セファメジン α，

アステラス製薬側，東京) (20mg/kg) を静脈内投与

し，その後は8時間ごとに同量を投与した.イソフルラ

ン(エスカイン，メルク製薬側，大阪)にてマスク導入

し 気管チューブ挿管後イソフルランにて維持した.心

電図， Sp02' end-tidal CO2，イソフルラン濃度，直腸

温，食道温，尿量をモニタリングした.大腿動脈ならび

に大腿静脈に血圧測定用カテーテルを留置し動脈圧，静

一一一391一一一 日獣会誌 61 390 -394 (2008) 
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図3 術中写真.僧帽弁の形成は， 88mmであった僧帽弁

弁輪周をゴアテックスシート骨を用いて64mmに全周

縫縮し，前尖と後尖および後交連部に腿索を再建して

行った.

脈圧を経時的に記録した.ベンチレーションを用いて

100%酸素下にて 12回/分で換気した.イソフルラン濃

度は1.8-2.0%で維持し，表面冷却法による体温の低

下とともに濃度を下げた.ヘパリン(ノボ ・へパリン，

持田製薬側，東京) (400IU/kg)を静脈内投与し，活性

凝固時間(ACT)が400秒以上に延長していることを確

認してから体外循環を開始した.体外循環中はケタミン

(動物用ケタラ ール， 三共ライフテック側，東京)

(0.2mg/kg/min)ならびにフエンタニル(フエンタニ

スト， 三共製薬側，東京) (0.4μg/kg/min)を静脈内

に持続投与して維持した.

人工心肺装置を用いた体外循環による僧帽弁形成術:

定法に従い第5肋間で関胸し，心膜切開後，90mlの心

嚢水を抜去した.頚動脈内に 10Frの送血カテーテルな

らびに頚静脈内に 14Frおよび右心房内に 12Frの脱血カ

テーテルを留置し部分体外循環を開始した.体外循環中

は体温を 20
0

Cに維持した.大動脈起始部に心臓保護液

注入用カテーテルを留置し，心臓保護液 (ミオテクター@

持田製薬側，大阪)10ml/kgを20分ごとに注入して心

停止させた.心停止後，左心房切開を行い僧帽弁を観察

し，前尖の腿索断裂を確認した.僧帽弁は，前尖のA1

付近と前乳頭筋にポリテトラフルオロエチレン縫合糸

(ゴアテ ックス@スーチャー，ジャパンゴアテ ックス側，

東京)を使用して腿索を再建し，さらに前尖A3付近と

後乳頭筋に同様に腿索の再建を行った.後尖のP2と後

乳頭筋に腿索の再建を行った.また，後交連部と後乳頭

筋に腿索の再建を行った.僧帽弁弁輪部は，縫縮前に弁

輪周の計測を行い88mmであることを確認した.僧帽

弁弁輪縫縮は，僧帽弁の前尖と後尖の付着部にプレジ‘エ

ット付の5-0プロリーン (ジ ョンソン ・エンド・ジョン

ソン側，東京)で幅2mm長さ 64mmのゴアテ ックス骨

EPTFEパッチn(ジャパンゴアテックス側，東京)を

マットレス縫合で縫合した(図3).心拍再開後，経食道

心臓超音波検査にて僧帽弁逆流の軽減を確認し，定法に

従い閉胸した(全手術時間:390分). 

完全体外循環中の直腸温は20.1tで，収縮期動脈圧

は55-42mmHg(平均動脈圧53-40mmHg，拡張期

動脈圧 :52 -39mmHg)と維持された.体外循環ポン

プの最大流量は896ml，心停止時間は 137分だ、った.大

動脈遮断解除後，自己心拍の再開が認められ復温を開始

したが，血圧が不安定であったため，体外式ペースメー

カーの電極を心尖部と心基底部に埋め込み 110回/分に

て作動させた.また， ドブタミン(ドブトレックス注射

液，塩野義製薬鮒，大阪) (2.5 -10μg/kg/min)，エ

ピネフリン(ボスミン，第一製薬側，東京)(0.1-0.2 

μg/kg/min)を適宜使用し血圧の維持に努めた.体外

循環ポンプ停止後(体外循環時間:241分)，プロタミ

ン(ノボ・硫酸プロタミン，持団製薬鮒，東京)(6mg/ 

kg)をゆっくり静脈内投与した.プロ タミン投与後の

ACTは114秒と回復していた.閉胸後，体位変換を数

回行い血圧が安定しているのを確認した後に，大腿動脈

圧測定用カテーテルを抜去した.徐々にイソフルラン濃

度を下げていき，自発呼吸の再開を確認後抜管し，酸素

室へ移動した.

術後経過:セファ ゾリンを 20mg/kg，q8hで投与し

た.手術翌日には飲水欲および食欲を示し， 立ち上がっ

て歩くまでに回復した.その後も術後の回復は順調で、，

術後8日目に退院した.

術後検査所見:手術1カ月後の検診では， 一般状態の

著明な改善が認められ，発咳，チアノーゼ等の症状も改

善していた.術後2カ月の聴診において，左側心尖部か

らの心雑音がグレード2/6に軽減していた.x線検査に

おいて，心陰影は術前より縮小 (VHS: l1.5v)し， 気

管の挙上および肺水腫の改善が認められた(図 1B).超

音波検査では，僧帽弁逆流の著しい軽減(逆流速度:

0.8m/sed と左房径の縮小 (LA/Ao : 1.8)が確認さ

れ，心嚢水は消失していた.FSは23.6%であった.ま

た， ANP値は66pg/mlと低下していた.術後6カ月 の

現在も，紹介医によるカルベジロールとピモベンダンの

みの処方にて良好に経過している.

考 察

僧帽弁閉鎖不全症はキャバリア・キング・チャール

ズ ・スパニエルにおいて高率に認められ，その発症には

遺伝的素因の関与が示唆されている [2，7-12J. 4歳齢

以上のキャバリア・キング・チャールズ・スパニエルの

56%が僧帽弁閉鎖不全症に特徴的な心雑音を有してお

り [2J，また，加齢に伴いその権患率は上昇し 10歳齢

日獣会誌 61 390 -394 (2008) 一一一392一一一
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以上のほぼすべてのキャバリア・キング・チャールズ・

スパニエルで僧帽弁に粘液腫様変性が認められるという

報告がある [2，7， 9-11]. また，キャバリア・キング・

チャールズ・スパニエルの僧帽弁閉鎖不全症は他犬種と

比較して若齢で発症することが知られており，比較的早

期に心不全に陥る例もみられる [2，7-10， 11， 13]. 

ACE阻害薬は，心不全治療薬として広く使用される

[1， 5J.僧帽弁閉鎖不全症のキャバリア ・キ ング ・チャ

ールズ ・スパニエルに対する ACE回害薬の効果に関す

る研究では，心不全へ進行した犬の数はエナラプリル投

与群とプラセボ群において有意差が認められなかった

[l3J.本症例においても， 診断時より 6年間にわたり

ACE阻害薬中心とした内科治療に良好に反応していた

ものの病態が急速に進行した.来院時にはきわめて重度

の僧帽弁閉鎖不全が認められ，血管拡張薬，利尿剤，強

心剤，酸素吸入による維持が困難になっていた.僧帽弁

の腿索断裂， 左心房ならびに左心室の拡張が認められ，

また運動不耐性，呼吸困難，食欲不振等の臨床徴候を示

したため，本症例は外科的整復術の適応、と考えられた.

医学領域では僧帽弁閉鎖不全症に対する外科的処置は

積極的に行われているが [14J，獣医学領域においては

技術的ならびに経済的な問題点からまだ一般的でない.

キャバリア・キング・チャールズ・スパニエルにおける

僧帽弁閉鎖不全症では，臨床症状が発現した時点での弁

の病変が重度であることが多いため [7-9J，僧帽弁の修

復は困難であると考えられる.僧帽弁閉鎖不全症の犬に

対する外科的治療に関していくつかの方法が報告されて

いるが [6，15， 16-J，僧帽弁置換術では人工弁が高価で

あることに加え，抗血栓療法を継続しなければならない

という欠点があるため，われわれは本症例に対して弁輪

縫縮および腿索再建による僧帽弁形成術を実施した.弁

輪縫縮は，弁口面積を縮小させることにより収縮期の前

尖と後尖の接点を増やして逆流を減少させる目的で実施

される.今回は縫縮の方法として全周縫縮を行った.弁

輪の全周縫合は，僧帽弁前尖の機能を障害する可能性が

あり，また，前尖基部弁輸には線維構造が少なく大動脈

弁輪と接しておりこの部位に針糸をかけることが容易で

ない.しかし，これまでわれわれが半周縫合を施した僧

帽弁閉鎖不全症の症例では，術後に弁輸の再拡張によ っ

て逆流が増加することを経験した.そのため本症例で

は，より確実に術後の弁輪拡張を防ぐために大動脈弁に

針が刺入しないように全周縫合を行った.その結果，現

在まで弁輸の拡張は認められておらず，また，前尖の機

能障害も確認されていない.このことから本症例に用い

た全周縫合は弁輪縫縮を確実に行うために有効な方法で

ある可能性が示唆された.

今回の症例では前尖に2カ所，後尖に lカ所，さらに

後交連部に 1カ所の人工腿索を設け，さらに僧帽弁弁輪

部の縫絡を加えることで僧帽弁逆流の減少が認められ，

一般状態の著明な改善を示した.このことから，臆索断

裂を伴った重度僧帽弁閉鎖不全症のキャバリア・キン

グ・チャールズ・スパニエルに対して臆索を再建して僧

帽弁を形成することは有効な外科的処置であったと考え

られた. しかしながら，これまでにキャバリア・キン

グ ・チャールズ・スパニエルの僧帽弁閉鎖不全症に対す

る外科的治療に関する報告はなく，詳細な術式等につい

ての検討が不十分である.今後，さらに長期的予後を慎

重に観察するとともに，症例数を重ねて検討する必要性

がある.
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Mitral Plastic Surgery for Severe Mitral Valve Regurgitation 

in a cavalier King Charles spaniel 
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SUMMARY 

A seven-year-old neutered male cavalier King Charles spaniel presented with exercise intolerance， cough and 

dyspnea. A grade 5/6 cardiac systolic murmur was audible in the area of the left cardiac apex. On a thoracic 

radiograph， the cardiac silhouette was remarkably enlarged and pulmonary edema was observed. Echocar-

diography showed marked mitral regurgitation and an enlarged left atria (LA/ Ao : 3.5). Based on these find-

ings， the dog was diagnosed with severe mitral regurgitation， following a rupture of the chordae tendineae. 

The mitral regurgitation was treated with mitral valve plasty using cardiopulmonary bypass. Two months after 

surgery， the dog was c1inically normal and an echocardiography revealed that mitral regurgitation was con-

spicuously reduced. This case suggested that mitral regurgitation in cavalier King Charles spaniels can be 

treated with mitral valve plasty.一-Key words : cavalier King Charles spaniel， mitral regurgitation， mitral valve plasty. 
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