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　　症　　例

僧帽弁形成術を施行した，ASDに合併した腱索断裂によるMRの １例

福岡記念病院心臓血管外科1），牧港中央病院心臓血管外科2）

達�　　　和　人1）　　上江洲�　　　徹2）

　症例は45歳，フィリピン人の女性．16歳時にASDを指摘されたが，症状がなく受診
していなかった．2011年の健康診断にて心雑音を指摘されたが受診しなかった．2014年
11月，心窩部痛が出現した．同年12月初旬，夜間に増悪する乾性咳嗽が出現したため他
院を受診，心不全を疑われ当院を紹介受診．重度僧帽弁閉鎖不全症（MR），重度三尖
弁閉鎖不全症（TR），肺高血圧（PH）（65/42mmHg）を合併した心房中隔欠損症（ASD）
と診断した．右心カテーテル検査にてQp/Qs�6.35，左右シャント率は84.5％であった．
カルペリチドと利尿剤投与による心不全コントロールを施行後，2015年 ２ 月，人工腱索
とpartial�bandを用いた僧帽弁形成術，De�Vega法による三尖弁輪縫縮術に加え，自己
心膜パッチを使用したASD閉鎖術を施行した．ASDに合併するMRの僧帽弁病変は僧
帽弁前尖後内側に多く認められ，腱索や弁尖自体に明らかな異常を認めないことが多い．
本症例のようにASDに合併した，腱索断裂によるMRに対する僧帽弁形成術の報告は
少なく，文献的考察を加えて報告する．

索引用語：心房中隔欠損症，僧帽弁腱索断裂，僧帽弁形成術

緒　　言
　ASDにおいてMRを合併しやすいことが報告され
てきたが，合併するMRに対する治療時期，治療方針
については議論が絶えないところである．今回われわ
れは，成人期に急性心不全を発症したMR・TR・PH
を合併したASDに対し，僧帽弁形成術，三尖弁輪縫
縮術に加え，自己心膜パッチを使用したASD閉鎖術
を施行し，良好な結果を得たので報告する．

症　　例
　症例：45歳，女性．
　主訴：夜間に増悪する乾性咳嗽，臥床困難（半座位
で就寝していた），下腿浮腫．
　家族歴：特記すべきことなし．
　既往歴：16歳時にASDを指摘．2011年の健康診断
にて心雑音を指摘されたが，症状がないため放置して
いた．
　現病歴：2014年11月，心窩部痛が出現，市販の胃腸
薬で様子を見ていたが改善しなかった．同年12月に夜

間に増悪する乾性咳嗽が出現したため他院を受診し
た．心不全が疑われ精査加療目的に当院を紹介受診し
た．重度MR，TR，PHを伴うASDによる心不全と
診断した．内科入院後，カルペリチドと利尿剤を投与
し心不全コントロールを施行した．手術を勧めたが，
同意を得られず一旦退院となった．外来通院中に同意
を得られ，手術目的に2015年 ２ 月に当科入院となった．
　入院時現症：身長148cm，体重43kg（心不全コント
ロール前は54kg），血圧100/69mmHg，脈拍110/分，整．
心尖部を中心にLevineⅡ/Ⅵ度の収縮期雑音を聴取
し，腹部異常なし．腹部所見をとるために仰臥位にす
ると，数分で呼吸苦が出現した．両下腿に軽度浮腫を
認めた．
　胸部X線写真：CTR�63％，両側肺血管陰影の増強
を認めた（Fig. 1）．
　血液検査所見：WBC�5,840/μl，Hb�11.6g/dl，Ht�36.3�
％，PLT�36.0万/μl，ALB�4.5g/dl，T-bil�0.6mg/dl，
AST�65U/L，ALT�64U/L，LDH�261U/L，γGTP�48�
U/L，BUN�14.9mg/dl，Cr�0.78mg/dl，Na�140mEq/L，
K�3.2mEq/L，LDL�65mg/dl，HbA1c�6.3％，BNP�351.2�
pg/mL．うっ血肝によると思われる肝機能障害の他，
糖尿病（DM），BNPの高値を認めた．
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　心電図：洞性頻脈，心拍数110/分．頻発性期外収縮
（PVC）を認めた（Fig. 2）．
　経胸壁心臓超音波検査：全周性に心嚢液貯留を認め
た．LVEF�65％，LVDd/Ds�36/23mm，左房径39mm
と左室機能は良好で左室径は小さかった．右房径64×
50mm，右室径83×53mmと著しく拡大しており，左
右シャントを伴う長径28mmの心房中隔欠損孔を認め
た（Fig. 3A）．僧帽弁は前尖の逸脱所見があり（Fig. 
3B），重度MRを認めた（Fig. 4）．三尖弁は弁輪の拡
張によると思われる重度TRを認めた．TRの最大流速
は3.22m/secであり，推定肺動脈収縮期血圧は51mmHg
であった．
　心臓カテーテル検査：右心房レベルでO2�step�upを
認め，左右シャント率は84.5，Qp/Qs�6.35であった．
圧測定においては肺動脈圧が64/25（42）mmHg，右
心房圧が23/ 7 （14）mmHgと上昇していた．起座呼
吸のため長時間の臥位が困難であり，冠動脈造影検査
はできなかった．
　元々存在したASDによる右室容量負荷・肺高血圧
に，重度MRが生じたことで左右短絡量が増え，肺高
血圧が増悪し右心不全をきたしたことが窺えた．さら
に，MRによる左房左室容量負荷により肺高血圧を増
悪させている可能性もあり，これらの悪循環により両
心不全の病態が形成されていることが考えられた．
ASD閉鎖に加えMR，TRに対する外科的修復術の方
針とした．術前の冠動脈評価であるが，持続する頻脈

とPVCのため心電図同期MDCT（multidetector-row�
computed�tomography）も施行することは不可能で
あった．単純CTにて冠動脈石灰化がないこと，軽度
のDM以外は冠疾患危険因子を認めなかったので，冠
動脈造影検査は未施行のまま，心筋保護に細心の注意
を払いながら手術に臨む方針とした．
　手術所見：胸骨正中切開によりアプローチし，上行
大動脈送血，上大静脈・下大静脈脱血で体外循環を確
立した．右上肺静脈より左房ベントを挿入した．上行
大動脈を遮断し，順行性に心筋保護液を灌流し心停止
を得た．右房を切開したところ，約 ３× ２ cmの二次
孔欠損型のASDを認めた．ASDを通して僧帽弁を観
察すると，前尖（A2）の腱索断裂を認めた．弁尖の
器質的変化や弁輪の拡大はなかった．左心室内を観察
してみると，前乳頭筋に断裂した腱索の断端を認めた．
腱索や乳頭筋に器質的変化なく，感染性心内膜炎や心
筋梗塞は否定的であった．同部位にCV- 4�Gore-Tex
糸で人工腱索を立てた後，その針糸をA2のrough�
zoneにかけた．水試験で逆流が消失する長さで結紮
し，腱索を再建した．僧帽弁輪はそれほど拡大してい
なかったためtrue�sizingにて人工弁輪（CG�future�
band�26mm）を縫着して形成術を終了した．ASDは
自己心膜パッチを用い閉鎖した．三尖弁はDe�Vega
法にて弁輪縫縮術を施行した．大動脈遮断解除後は速
やかに自己心拍再開となり，左室容量負荷を徐々に進
め，慎重な人工心肺離脱を行った．手術時間 ４時間30
分，体外循環時間 ２時間41分，大動脈遮断時間 １時間

Fig. 2　術前心電図：洞性頻脈と頻発性期外収縮を認め
た．

Fig. 1　術前胸部単純X線：心陰影の拡大と両側
肺血管陰影の増強を認めた．
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49分であった．
　術後経過：容量負荷過多とならぬよう細心の注意を
払い術後管理を行った．術後の経過は良好で15日目に
退院となった．術後経胸壁心臓超音波検査では，僧帽
弁逆流および三尖弁逆流は消失していた．現在術後約
４年になるが，胸部X線写真上CTR�50％まで減じ，
両側肺血管陰影も減少した（Fig. 5）．ASD遺残や僧
帽弁逆流・三尖弁逆流の再発なく，元気に外来通院中

である．
考　　察

　ASDにおいてMRを合併しやすいことが知られて
いる．本症例はASD患者に偶然，僧帽弁腱索断裂が
生じたとも考えられ，etiologyを同一の場で論ずるこ
とに賛否があるかもしれない．一般にASDにおける
MRは，変性病変によるMRとは成因，性質が異なり，
右室容量負荷，右室拡大から僧帽弁弁尖位置の偏位が
原因となりMRをきたすと考えられ，病変は僧帽弁前

Fig. 3　術前経胸壁心臓超音波：（Ａ）ASD（矢印）の大きさは28mmであっ
た．（Ｂ）僧帽弁前尖の逸脱を認めた�（矢頭）．

　LA�:�left�atrium,�LV�:�left�ventricle,�RA�:�right�atrium,�RV�:�right�ventricle.

Fig. 4　術前経胸壁心臓超音波：重度の僧帽弁逆
流ジェットを認めた．

Fig. 5　術後（ ４ 年）胸部単純X線：心陰影は縮小し，
両側肺血管陰影の増強も改善した．
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尖後内側に多く認められると報告されてきた1）．服部
ら2）の報告では，ASDに合併したMRに対する手術25
例において，24例（96％）で後内側の前後尖の接合面
のずれを認め，腱索や弁尖長は正常範囲のものが多く，
大きな逸脱もなかったとしていた．
　前尖の後内側にずれを生じる原因として，右心系血
流量増加と左心室変形により，前尖の後内側に異常運
動が生じることを推察した報告があった3）．また，容
量負荷により拡大した右房が僧帽弁輪を圧迫した場
合，右房との間にaortic�rootが位置する前外側は影響
を受けにくいが，直接右房に接する後内側は影響を受
けやすく僧帽弁前後尖にずれを生じるとした考察もあ
った4）．このようにASDに伴うMRでは，弁尖や腱索
自体の異常は認めないことが多いとされるが，Hynes
ら5）によると46例のうち ３例（ 7 ％）において腱索断
裂がMRの原因であったと報告している．他の原因と
して弁自身の異常41％（リウマチ性13％，弁欠損11％，
redundant�valve�17％），弁輪拡大あるいは左室拡大
（あるいはその双方）が11％，左房拡大が ２％としてお
り，それらに比し腱索断裂の頻度は決して少なくない．
しかし，本症例のようにASDを伴う腱索断裂による
急性MRの症例報告はほとんどなく，われわれが検索
しえた範囲では過去に認めなかった．医学中央雑誌で
「心房中隔欠損症」「僧帽弁閉鎖不全症」「手術」のキ
ーワードを用いて会議録を除き過去30年（1990年～
2019年）の報告を検索したところ，服部ら2）の報告の
他，症例報告は 7例のみであった（Table 1）2）7）9）～14）．
弁尖の器質的変化や広範囲逸脱を伴う症例において
は，高率に人工弁置換となっていることが窺えた．
　ASDに合併するMRに対する僧帽弁形成術は手術
適応の決定に苦慮することも少なくない．容量負荷が
消失すれば，右心室腔と左心室腔の変形が是正され，

僧帽弁逆流は消失あるいは軽減する可能性もあるから
だ．Ⅲ度以上のMRであれば通常は手術適応として問
題ないと思われるが，Ⅱ度のMRに手技を加えるかど
うかは議論の余地があり，慎重に適応を選ぶべきとし
ている2）．Nagataら1）は，11例のMRを合併したASD
に閉鎖術のみ施行し，そのうち ５例（45％）でMRが
消失したと報告していた．Schreiberら6）は ６例中 ５
例（83％）でASD閉鎖後にMRが消失もしくは軽減
したと報告している．しかし，罹患期間の長い症例や，
高齢者では容量負荷が消失した後も心室形態が正常に
戻りきらないことや，リモデリングに時間が掛かるこ
とも考えられる．一方で，尾頭ら7）は33歳の若年症例
において，ずれた前尖の弁腹を本来その部位に対応す
る位置の後尖の弁腹に固定するedge-to-edge�repair
のみ施行したと報告している．リングによる弁輪形成
術をあえて施行しないことで，僧帽弁輪の柔軟性を維
持し，時間が掛かるかもしれないがリモデリングの余
地を残したとしていた．思慮深い手術戦略であり，長
期予後や今後の議論を要する．
　腱索断裂による重度MRの場合はASD閉鎖術だけ
では改善を望める可能性は低く，形成術あるいは人工
弁置換術を試みることは妥当と思われる．腱索断裂に
よる急性MRは急激な左心不全にて発症する場合が多
く，内科的治療では不十分で外科的治療を必要とする
場合が多い8）．慢性的なMRであれば左房・左室拡大
にて代償されるが，本症例は左房・左室の拡大がなく，
急性MRであったと考える．ASDによる右心負荷・
肺高血圧がある状況で，さらに腱索断裂による急性
MR・急性左心不全が加わるという複雑な病態が形成
された．幸いにも待機的手術に持ち込み救命すること
ができたが，ASDに合併した僧帽弁腱索断裂は重症
両心不全を発症する可能性が高く，いつでも緊急手術

著者 報告年 年齢 性別 術前診断 MRの原因 僧帽弁手技

小久保10) 1994 66 男 ASD，MR，Marfan症候群 弁輪拡大・弁尖逸脱 人工弁置換
服部2) 1998 19-67 男14，女11 ASD，MR 弁接合部での前尖の高位へのずれ 弁形成
橋本11) 2001 72 男 ASD，MR，TR 前尖の硬化・後尖の萎縮 人工弁置換
花田12) 2005 52 女 ASD，MR，Af 前後尖の広範囲逸脱 人工弁置換
尾頭7) 2007 33 男 ASD，MR，TR、PH 前尖の膨隆・逸脱 edge-to-edge
鎌田13) 2008 38 女 ASD，MR，AR，冠動脈肺動脈瘻 記載なし 弁輪縫縮
岩崎14) 2009 40 男 ASD，MR，筋緊張性ジストロフィー 前尖の広範囲逸脱 人工弁置換
星野9) 2015 10 女 ASD，MR，TR，PH 後尖の短縮肥厚 人工弁置換
自験例 2019 45 女 ASD，MR，TR，PH 前尖の腱索断裂 人工腱索・弁輪縫縮

ASD�:�atrial�septal�defect,�MR�:�mitral�regurgitation,�TR�:�tricuspid�regurgitation,�Af�:�atrial� fibrillation,�PH�:�pulmonary�hypertension,�AR�:�aortic�
regurgitation.

Table 1　本邦における心房中隔欠損症に伴う僧帽弁閉鎖不全症に対する過去30年の手術報告
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ができる準備をしつつ，全身管理をすることが重要で
あると思われた．術式であるが，僧帽弁形成術を完遂
し事なきを得たが，本症例は心不全コントロールが充
分につかなかった状況下の手術であり，逆流制御に難
渋した場合は人工弁置換術による迅速かつ確実なMR
制御も視野に入れていた．星野ら9）は，10歳の女児に
おけるASD，重症MRに対して僧帽弁置換術を施行
せざるを得なかった症例を報告している．当初MRは
軽度であったが，社会的事由により病院を受診しなか
った ５年間にMRが進行し，PHと重度の心不全を発
症したとあった．本症例も過去にASDや心雑音を指
摘されていたが，受診することなくMRの評価機会も
逸していた．早期にMRを評価し，ASDとともにフ
ォローアップすることができていれば，心不全が重症
化する前に治療介入できた可能性は否めない．本症例
に起きた僧帽弁腱索断裂であるが，術中所見より感染
や心筋梗塞は否定的であり，胸部外傷の既往もなく原
因は不明であった．発症を予測することは非常に困難
ではあるが，僧帽弁腱索断裂をきたした場合は急激な
転帰の可能性が高いことを念頭に，ASDをフォロー
アップすることの重要性を再認識した．

結　　語
　ASDに急性MRを合併し心不全を呈した成人例を
経験した．欠損孔閉鎖とともに，人工腱索とpartial�
bandによる僧帽弁形成術を施行し良好な結果を得た．
今後も弁逆流再発の有無につき厳重な経過観察を施行
していく方針である．

利益相反：なし
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MITRAL�VALVE�PLASTY�FOR�MITRAL�REGURGITATION�CAUSED�BY�CHORDAL�RUPTURE�

COMPLICATED�BY�SECUNDUM�ATRIAL�SEPTAL�DEFECT―A�CASE�REPORT―
　

Kazuhito�TATSU1)�and�Toru�UEZU2)
Department�of�Cardiovascular�Surgery,�Fukuoka�Kinen�Hospital1)

Department�of�Cardiovascular�Surgery,�Makiminato�Chuo�Hospital2)

　
　　We�report�a�case�of�severe�mitral�regurgitation�(MR)�complicated�by�secundum�atrial�septal�defect�
(ASD).��A�45-year-old�female�was�admitted�to�our�hospital�for�orthopnea,�dry�cough,�and�leg�edema.��She�
was�diagnosed�with�severe�MR,�severe� tricuspid�regurgitation�(TR),�pulmonary�hypertension�(65/42�
mmHg),�and�ASD,�which�was�28�mm�in�size.��Catheter�examination�revealed�that�the�Qp/Qs�was�6.35,�and�
the�L-R�shunt�ratio�was�84.5%.��The�patient�underwent�mitral�valve�plasty�and�tricuspid�annuloplasty,�and�
pericardial�patch-closure�of�the�ASD.��A�chordal�rupture�of�the�anterior�leaflet�was�discovered�intraopera-
tively,�and�chordal�reconstruction�using�artificial�chordae�was�performed.��In�addition,�mitral�annuloplasty�
with�CG�future�band�and�tricuspid�annuloplasty�using�De�Vega’s�procedure�was�performed.
　　The�postoperative�course�was�uneventful.��Four�years�after�the�operation,�the�patient�remains�asymp-
tomatic,�and�regular�echocardiographic�checkups�have�demonstrated�no�residual�ASD,�MR,�and�TR.
Key words：atrial�septal�defect，mitral�chordal�rupture，mitral�valve�plasty

　


