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僧帽弁逆流症

インフォームドコンセントのための心臓・血管病アトラス

僧帽弁は
左房ー弁輪、弁葉、腱索、
乳頭筋ー左室の複合体により形成され
いずれかに器質的、もしくは機能的な
異常を生じると閉鎖不全を起こし
逆流を呈する



僧帽弁逆流症

臨床心臓病学、文光堂
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僧帽弁逆流症

高度の慢性僧帽弁逆流は放置すると・・・

左心系の容量負荷を引き起こし

左室、左房拡大、肺高血圧、心房細動、うっ血性心不全の原因となる

治療が遅れると心機能は改善せず、生命予後を悪化させる

※急性心筋梗塞に伴う乳頭筋断裂による急性MRはショックを伴う
重症心不全となり緊急手術の適応となる



僧帽弁逆流症の診断

• 僧帽弁逆流を見つける

• 僧帽弁逆流の原因を考える

• 僧帽弁逆流の重症度を判断する



僧帽弁逆流症の診断

① 僧帽弁逆流症の症状、身体所見

② 僧帽弁逆流症の心エコー図検査

③ 僧帽弁逆流症の心臓カテーテル検査所見



僧帽弁逆流症の診断

JCS 弁膜疾患の非薬物療法に関するガイドライン2012



僧帽弁逆流症の症状

★夜間発作性呼吸困難・咳嗽

★頚静脈怒張

★労作時息切れ

★下肢のむくみ

★起坐呼吸

左心不全症状

右心不全症状



症状とは？

JCS 急性・慢性心不全診療ガイドライン2017



器質的MR：症状と術後の予後との関係

Tribouilloy CM. et al: Circulation 99; 400-405, 1999

有症候性はNYHAⅢ度以上で分けることが多い
症状がある方が術後の予後が悪い



僧帽弁逆流症の診断

聴診所見

基本的には全収縮期雑音

軽度から中等度の僧帽弁逸脱症では
収縮中期クリックとその後の収縮後期
雑音を聴取する
（重症だと全収縮期になることが多い）

心尖部で聴診し、左腋窩に放散するのが一般的



僧帽弁逆流症の診断

聴診所見

容量負荷がかかるためⅢ音を聴取
することがある

※高度の逆流だとダイヤモンド型
の収縮期雑音を呈することがある。



僧帽弁逆流症の診断

① 僧帽弁逆流症の症状、身体所見

② 僧帽弁逆流症の心エコー図検査

③ 僧帽弁逆流症の心臓カテーテル検査所見



僧帽弁逆流症

① 器質的MR

（一次性MR）
② 機能性MR

（二次性MR）



Carpentierの僧帽弁機能不全分類

Type Ⅰ：弁輪拡大によるもの
Type Ⅱ：逸脱
Type Ⅲa：リウマチ性
Type Ⅲb：Tethering（テザリング）によるもの

伊藤 浩、ザ・ベストトリートメント！心臓弁膜症 ガイドラインを深読み・先読みする



僧帽弁逆流症

＜器質的MR＞
• 僧帽弁逸脱症
• 粘液腫様変性（Barrow‘s病含む）
• リウマチ性

＜機能性MR＞
• 拡張型心筋症に伴うもの
• 虚血性心筋症に伴うもの
• 心房細動に伴うもの

（僧帽弁複合体に異常がなく、左室拡大や弁輪の変形、
弁の偏位により生じるもの）



僧帽弁逸脱症

A2-3逸脱



僧帽弁逸脱症

経胸壁心エコーではあまり詳細な評価は難しいことがある

A2-3側から著明なMRを認める



僧帽弁逸脱症

腱索が伸び前尖が逸脱している

TEE（経食道心エコー）



リウマチ性MR

弁葉の肥厚、短縮によるMR



リウマチ性MR

弁葉の肥厚、短縮によるMR



Tethering MR

虚血性MR、拡張型心筋症に伴うものとあるが、ほぼ同じ



Tethering MR

＜機序＞

乳頭筋周囲の左室壁拡大による
乳頭筋の外側偏位

↓

腱索が弁尖を牽引する力が増大
↓

Tethering forceの増大
↓

機能性僧帽弁逆流

Otsuji Y, et al. Circulation 96: 1999-2008, 1997

※他にも収縮力低下によるClosing forceの低下などの複合的な要因もある



Tethering MR

＜評価方法＞
Tethring height

弁輪を結ぶ線から弁尖接合部ま
での距離を計測する
（10mm以上が一般的なCut off）

注意！！
• 心尖部長軸、四腔像など角度で計測値は異なる

。四腔像が負荷による変化が少ないのでいいか
もしれないがどれが正しいというのはない

• 厳密な計測よりもありそうかなさそうか判断する
だけでも十分有用



Tethering MR

うっ血あり うっ血改善後



Tethering MR

うっ血あり うっ血改善後



Tethering MR

うっ血あり うっ血改善後



★手術適応
（一次MR）

基本的には高度
MRであれば，
手術適応
（無症候でもⅡa）

JCS 弁膜疾患の非薬物療法に関するガイドライン2012

重症MRとは？



僧帽弁逆流症の重症度評価

左室造影以外は全てエコーの指標！

JCS 弁膜疾患の非薬物療法に関するガイドライン2012

※2014年AHA/ACCガイドラインまでは機能性MRはERO 0.2cm2以上
で予後が悪くなることから重症は0.2cm2以上としていたが2017年の
ガイドラインで器質性と機能性の重症度は統一された



僧帽弁逆流症の重症度評価

カラードプラー指標

左房面積の40%以上
• 流速レンジに注意：50-70cm/s

に設定（なるべく一定にして評
価）

• 心機能低下では流速が落ち過
小評価することがある

Vena contracta

0.7mm以上
• 簡便に計測でき血行動態に影響されにくい
• 最も収束する部分を計測する
• 楕円になっていたりする場合や偏位してい

るMRでは斜め切りになる可能性もあり３D
が最もよい



カラードプラー，Vena contractaである程度の逆流
度を判断する

中等度以上が疑われた場合は定量評価を行った
方がよい

僧帽弁逆流症の重症度評価



逆流量・逆流率：Volumetric法

1回拍出量
（SV）

円の表面積＝半径×半径×π

距離＝速さ×時間

SV=円の表面積×距離



LVOTを通過する
Stroke volume

僧帽弁を通過する
Stroke volume

逆流量・逆流率：Volumetric法



逆流量・逆流率：Volumetric法

逆流量（RV）＝MV通過血流(ml)－LVOT通過血流(ml)

逆流率（RF）＝
LVOT通過血流
MV通過血流

×100(%)

RV＝ERO×MR VTI



逆流量・逆流率：PISA法

PISAは実は連続の式



逆流量・逆流率：PISA法

逆流量（RV）＝ERO（有効逆流弁口面積）×MR VTI



PISA半球の表面積×折り返し血流速度＝ERO×MR peak velocity

※連続の式であり，本来であれば，血流速度ではなく，VTIであるが，心拍数
が同じであることを条件にTimeが一緒なので，等式で消去

だんだんSpeedが上がる
ため，45cm/sで折り返す

逆流量・逆流率：PISA法



PISA半球の表面積×折り返し血流速度＝ERO×MR peak velocity

※連続の式であり，本来であれば，血流速度ではなく，VTIであるが，心拍数
が同じであることを条件にTimeが一緒なので，等式で消去

だんだんSpeedが上がる
ため，45cm/sで折り返す

2πr2

逆流量・逆流率：PISA法



• 一般的にはVolumetric法の方がPISAよりも定量
評価としては望ましい（２Dだと本当に半球になっ
ているかわからないから）

• ただ、VolumetricはARの存在や計測項目が多い
ことによる誤差が大きいことが問題点

僧帽弁逆流症の重症度評価



• 機能性MRは負荷によって変わるので安静時の
評価だけではわからないこともある

僧帽弁逆流症の重症度評価

運動負荷心エコーも検討する



運動負荷心エコー図検査

• カラードプラーでの半定量評価

• 運動誘発性肺高血圧の有無
三尖弁圧較差（TRPG）+右房圧（IVCから推定
≧ 60mmHg以上

• 収縮予備能
LVEFの変化が運動負荷で5%以下

＜僧帽弁逆流の評価項目＞

日本心エコー図学会 負荷心エコー図検査実施のための手引き



運動負荷心エコー図検査

• カラードプラーでの半定量評価
（HR 115bpm以上では評価困難）

• 運動誘発性肺高血圧の有無
三尖弁圧較差（TRPG）+右房圧（IVCから推定
≧ 60mmHg以上

• 収縮予備能
LVEFの変化が運動負荷で5%以下

＜僧帽弁逆流の評価項目＞

日本心エコー図学会 負荷心エコー図検査実施のための手引き



運動負荷心エコー図検査

＜運動負荷心エコーの部屋＞

玉城正弘先生が2004年に購入した
負荷心エコー図検査用のエルゴメーター
はまだ現役です！



運動負荷心エコー図検査

＜安静時＞ ＜最大負荷時＞

結構見づらいときもあります



運動負荷心エコー図検査

＜安静時＞ ＜最大負荷時＞

推定肺動脈収縮期圧 >60mmHg



• 重症度判定は基本的には定量評価により決定
するが、絶対的な指標ではないため、実際の手
術適応に関しては症状、カテーテル検査所見、
心臓全体の所見などを総合的に判断する必要
がある

僧帽弁逆流症の重症度評価



僧帽弁逆流症の診断

① 僧帽弁逆流症の症状、身体所見

② 僧帽弁逆流症の心エコー図検査

③ 僧帽弁逆流症の心臓カテーテル検査所見



心臓カテーテル所見

＜僧帽弁逆流症に関与する検査＞

• 右心カテーテル検査（Swan-Ganz）

• 左室造影

• 冠動脈造影（虚血性心筋症の鑑別も含む）



心臓カテーテル所見

＜右心カテーテル検査＞

• 僧帽弁逆流は心不全の原因もしくは増悪因子となるた

め血行動態の把握が重要となる。

• ｖ波の増高も重症MRを示唆する所見



右心カテーテル検査所見

MRもうっ血もない患者 重症MRの患者

肺動脈楔入圧（PAWP）所見



右心カテーテル検査所見

重症MRを示唆するｖ波増高の基準

1. Peak v波 >40mmHg

2. v波-平均PAWP>10mmHg

3. Peak v波/平均PAWP >2.0

感度：30%
特異度：94%
陽性的中率：35%
陰性的中率：94%



右心カテーテル検査所見

＜ｖ波増高の意味＞

心房拡張期の左房充満圧を反映しているため、左房容

積や左房圧、左房コンプライアンス、左室収縮力などが

影響する

つまり、MSやVSD、心不全でもｖ波増高は見られることが

あるので解釈には注意が必要



左室造影所見

Sellers分類

Ⅰ度：左房がわずかに染まる

Ⅱ度：左房が中等度造影される

Ⅲ度：左房が左室、大動脈と同程度造影される

Ⅳ度：左房が左室、大動脈より濃く造影される

Sellers分類、Ⅲ、Ⅳが中等度から重症MRと判断される



左室造影所見

左前斜位右前斜位

Sellers Ⅲ度



左室造影所見

＜注意点＞

ただし、そもそも主観的な評価である点と、Pig tail カテー

テルの位置や造影剤の量などで変化することもあるため、

評価には注意を要する



• 僧帽弁逆流症の診断は心エコーを中心として評
価を行い、原因となる病態の理解は必要である
が、重症度評価を含め、実際に治療するかどう
かに関しては症状や、心臓カテーテルなども含
めた総合的な判断が必要となる

まとめ

検査に偏らず患者さんを中心に考える


