
第 107回日本循環器学会北海道地方会 
 

 

日 時：平成 24年 6月 23日（土）10:00～15：57 

会 場：北海道立道民活動センター かでる 2・7 

住 所：札幌市中央区北 2条西 7丁目 道民活動センタービル 

会 長：長谷部直幸 

(旭川医科大学 内科学講座 循環・呼吸・神経病態内科学分野) 

  旭川市緑が丘東 2 条 1丁目 1番 1号 

  TEL:0166-68-2442 

  FAX:0166-68-2449 

  E-mail: nsato@asahikawa-med.ac.jp 

 

 

会長挨拶    10:00～10:05 

一般演題午前の部   10:05～11:25 

教育セッションⅠ(ランチョン形式) 11:30～12:30 

慶應義塾大学医学部 循環器内科  

教授 福田 恵一先生 

教育セッションⅡ   12:30～13:30 

     国立循環器病研究センター 移植部 

医長 簗瀬 正伸先生 

評議員会 (5 階・520 研修室)  13:35～14:00 

     総   会 (4 階・大会議室)  14:05～14:25 

  一般演題午後の部   14:30～15:57 

 

 

❖❖❖❖❖❖専門医の皆様へ❖❖❖❖❖❖ 

 

専門医カードにて単位登録を行うと，単位受付が円滑にできますので 

専門医カードをご持参ください。 

取得可能単位 

地方会参加      5 単位 

教育セッション（Ⅰ・Ⅱあわせて）       3 単位 

 

❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖ 

※当日は参加費 1,000 円を徴収しております。 

(但し、名誉会員・コメディカル・研修医・学生は参加費免除とします。) 
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❖❖❖❖❖❖演者の皆様へ❖❖❖❖❖❖ 

 

発表時間 5分 

討論時間 2分 

 

※発表方法と注意事項について、事前にお読みください。 

 

○すべて演者の PC持ち込みによる発表となります。 セッション開始 30 分前までに PC受付にお越しください。 

○MiniD-sub15 ピンの外部出力コネクタが装備された PC または、変換コネクタを取り付けた PC本体（画面解像度は

1024×768 ピクセル、リフレッシュレートは 60Hzに設定）と、ACアダプタ をお持ちいただき、発表前に PC受付で 

外部出力での動作確認をしてください。スクリーンセーバー・省電力設定の解除をし、発表中にポップアップウィンド

ウが出ないようにしてください。バッテリーによる発表はできません。 

○Macintoshを使用する場合は発表データの動作確認をした PC本体（画面解像度は 1024×768 ピクセル、リフレッシ

ュレートは 60Hzに設定）と、MiniD-sub15ピンへの外部出力が可能な変換コネクタとACアダプタ をお持ちいただき、

発表前に PC受付で外部出力での動作確認をしてください。 

※ご持参のPCは演台からのリモート操作の為、発表者ツールは使用できませんのでご注意ください。 

○受付後の発表データの修正等は一切できません。また、音声の使用もできません。 

○動画（ムービー・アニメーション）等をPowerPoint に埋め込む場合、発表データはデータファイル単体で動作するよう

に作成してください。他のファイルとリンクされている場合、正常に動作しない場合があります。また、フォントWindows

標準フォント（MS 明朝、MS P明朝、MS ゴシック、MS Pゴシック等）を使用し、静止画像 PowerPoint に貼り付ける場

合は、JPEG/TIFF/BMP形式で作成してください。これ以外のフォントや画像形式の場合、正常に表示できないこと

があります。 

○発表受付と動作確認終了後は必ず「パソコン・メディア返却券」をお受け取りいただき、発表終了後、本体と引き換え

に返却致します。 

○演台上にはモニターを設置します。リモートで行いますので、発表者ご自身で演台上のキーボード、マウス、レーザ

ーポインターを操作しご発表ください。 

○PowerPointのシート枚数の制限はございませんが、発表時間を厳守してください。残り時間は演台上の計時ランプを

目安としてください。（発表終了１分前に青色ランプ、終了時に赤色ランプが点灯します） 

○発表開始時間の 15 分前までに、次演者席に着席してお待ちください。 
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❖❖❖❖❖❖会場のご案内❖❖❖❖❖❖ 

 

 

 

 

 

会 場：北海道立道民活動センター かでる 2・7 

住 所：札幌市中央区北 2条西 7丁目 道民活動センタービル 

電 話：011-204-5100 

 

JR札幌駅：徒歩 12分 

地下鉄  さっぽろ駅（10番出口）：徒歩 7分 

大通駅（2番出口）：徒歩 9分 

西 11丁目駅（4番出口） ：徒歩 10分  

 

JRバス北 1条西 7丁目（停留所）：徒歩 3分 

中央バス北 1条西 7丁目（停留所）：徒歩 3分 

  

 

【お車でお越しの方】 

地下駐車場の出入口は、建物の北側北 3条通りにあります。 

高さ制限（高さ 1.5 メートル 63台・高さ 2.0 メートル 15台） 

営業時間：8時 30分〜21時 30分（21時 30分以降〜翌日 8時 30分まで駐車場は閉鎖） 

（最初の一時間まで 300円／超過料金 30分毎 150円） 

 

 

 

 

 

 



 3 

 

第１会場

こちらは通行できません。

受付・PC受付

【参加者の皆様へ】
当日の参加受付・PC受付は、４階大会議室前で行います。
正面玄関を入り、左手(北側)のエレベーターで４階へお越しください。

第２会場
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日本循環器学会 北海道地方会 第 107回地方会 

平成 24年 6月 23 日（土） 於：北海道立道民活動センター かでる 2・7 

 

 

第一会場 大会議室（4 階） 第二会場 520 研修室（5 階） 

10:00-10:05 会長挨拶  

10:05-10:47 
冠動脈、末梢血管 

（1〜6） 
10:05-10:47 

弁など 

（24〜29） 

10:50-11:25 
不整脈、ペースメーカー 

（7〜11） 
10:50-11:25 

弁、大血管など 

（30〜34） 

11:30-12:30 

教育セッションⅠ 

（ランチョン形式） 

「iPS 細胞の循環器領域への応用」 

  

12:30-13:30 

教育セッションⅡ 

「リアルワールドの心臓移植及び補助人工

心臓治療」 

  

  13:35-14:00 評議員会 

14:05-14:25 総会   

14:30-15:12 
心筋症など 

（12〜17） 
14:30-15:12 

先天性心疾患など 

（35〜40） 

15:15-15:57 
症例報告・その他 

（18〜23） 
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第一会場 （4 階・大会議室） 

 

会長挨拶（10:00～10:05）  会長  長谷部直幸 

 

 

冠動脈 （10:05-10:47）  座長  竹内 利治 （旭川医科大学 内科学講座 循環・呼吸・神経病態内科学分野） 

長谷 守 （札幌医科大学救急医学講座） 

 

1 冠攣縮が原因で心停止を起こしたと考えられた 2 例 

○神垣光徳, 佐藤大樹, 伊東直史, 白井真也, 簗詰徹彦, 斎藤俊一（KKR札幌医療センター 循環器科） 

 

2 急性期に診断し得た冠攣縮性狭心症による心室細動の 1 例 

○相川忠夫 1， 高橋雅之 1, 浅川響子 1, 檀浦 裕 1,, 小松義和 1, 相馬孝光 1, 岩切直樹 1, 牧野隆雄 1, 甲谷哲郎 1, 

加藤法喜 1, 提嶋久子 2（1市立札幌病院 循環器内科, 2市立札幌病院 救命救急センター） 

 

3 1 週間に異なる 3 部位の心筋梗塞を発症した若年女性の一例 

○井澤和眞 1， 石井良直 1, 菅野貴康 1, 井川貴行 1, 広瀬 愛 1, 木谷祐也 1, 長谷部直幸 2（1市立旭川病院循環器

内科, 2旭川医科大学 内科学講座循環・呼吸・神経病態内科学分野） 

 

4 脾損傷を伴い、カテーテル治療後出血性ショックに至った急性冠症候群の一例 

○東出侑子， 徳田裕輔, 天満太郎, 今川正吾, 蒔田泰宏, 松村尚哉（市立函館病院 循環器内科） 

 

5 bare metal stent に生じた超遅発性ステント内血栓症の 3 症例 

○平井俊浩 1， 石破光咲子 1, 齊藤江里香 1, 八巻 多 1, 酒井博司 1， 青沼達也 2， 伊達 歩 2， 島村浩平 2， 佐藤

伸之 2， 長谷部直幸 2（1名寄市立総合病院 循環器内科， 2旭川医科大学 内科学講座 循環・呼吸・神経病態内科

学分野） 

 

6 Iliac vein compression に対し、ステントによる血管内治療を行った１例 

○山田 豊 1， 八巻 多 2（1元生会 森山病院 循環器内科， 2名寄市立総合病院） 

 

 

不整脈、ペースメーカーなど（10:50-11:25） 座長  下重 晋也 （札幌医科大学医学部内科学第二講座） 

横式 尚司 （北海道大学病院 循環器内科） 

 

7 心電図所見から治療方針に苦慮した急性冠症候群の一例 

○西浦 猛 1， 後藤裕也 1, 野村好紀 1, 稲垣泰好 1, 丹保亜希仁 1, 川田大輔 1, 神保静夫 1, 及川 欧 1, 角浜孝行 1, 

鈴木昭広 1, 小北直宏 1, 赤坂伸之 1, 藤田 智 1, 佐藤伸之 2, 長谷部直幸 2, 八巻 多 3（1旭川医科大学 集中治療

部, 2旭川医科大学 内科学講座循環・呼吸・神経病態内科学分野, 3名寄市立総合病院 循環器内科） 

 

8 Brugada 型心電図変化を伴わずにピルジカイニド投与により誘発された特発性心室細動の 1 例 

○辻永真吾 1， 西川幹人 1, 岩野弘幸 1, 納谷昌直 1, 千葉 和 1, 絹川真太郎 1, 後藤大祐 1, 横式尚司 1, 筒井裕之
1,相川忠夫 2（1北海道大学病院 循環器内科, 2市立札幌病院循環器内科） 
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9 当院での小児期上室性不整脈に対するカテーテルアブレーション治療成績 

○斉藤 礼，西沢慶太郎，望月敦史，藤戸健史，川向美奈, 神津英至, 村中敦子, 国分宣明, 下重晋也, 湯田 聡,

長谷 守, 橋本暁佳, 土橋和文, 三浦哲嗣（札幌医科大学 第二内科） 

 

10 high power device 遠隔モニタリングの有効性 

○石丸伸司, 柿木梨沙, 川崎まり子, 田所心仁, 木谷俊介, 管家鉄平, 西村邦治, 五十嵐正, 岡林宏明, 古谷純吾,

五十嵐康己, 五十嵐慶一（北海道社会保険病院 心臓血管センター） 

 

11 体外循環下に抜去したペースメーカー感染 

○大澤久慶，櫻田 卓, 佐々木潤, 荒木英司（札幌中央病院 心臓血管外科） 
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共催: 武田薬品工業株式会社 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

共催: ノバルティスファーマ株式会社 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

教育セッション Ⅰ（11:30-12:30 ランチョン形式） 

座長  長谷部 直幸（旭川医科大学 内科学講座 循環・呼吸・神経病態内科学分野） 

 

『iPS細胞の循環器領域への応用』 

慶應義塾大学医学部循環器内科  

教授 福田恵一先生 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

教育セッション Ⅱ（12:30-13:30） 

座長  松居 喜郎（北海道大学大学院医学研究科循環器外科） 

 

『リアルワールドの心臓移植及び補助人工心臓治療』 

国立循環器病研究センター移植部  

医長 簗瀬正伸先生 

 

 

 

 

 

 

 

 

評議員会（13:35-14:00，5 階 520 研修室） 

 

 

総会（14:05-14:25，4 階 大会議室） 
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心筋症など（14:30～15:12） 座長  坂本  央 （旭川医科大学 内科学講座循環・呼吸・神経病態内科学分野） 

村中 敦子 （札幌医科大学医学部内科学第二講座） 

 

12 補助循環を要する重症心不全を呈し、心臓 MRI による経時的評価が有用であった周産期心筋症の一例 

○河端奈穂子 1, 坂本 央 1, シャリフィムヒブ 1, アハメドターリブ 1, 八巻 多 2, 西浦 猛 2, 太田久宣 1, 田邊康子 1, 竹

原有史 1, 竹内利治 1, 赤坂伸之 2, 佐藤伸之 1, 藤田 智 2, 長谷部直幸 1（1旭川医科大学 内科学講座 循環・呼吸・

神経病態内科学分野, 2旭川医科大学 救急医学講座） 

 

13 心臓 MRI、FDG-PET 等の画像診断が有用であった成人心臓線維腫の一例 

○蓑島暁帆， 坂本 央 1, 黒嶋健起 1, 會田 誠 1, 河端奈穂子 1, 太田久宣 1, 田邊康子 1, 竹原有史 1, 竹内利治 1,

赤坂和美 1, 佐藤伸之 1, 長谷部直幸 1, 赤坂伸之 2（1旭川医科大学 内科学講座 循環・呼吸・神経病態内科学分野, 
2旭川医科大学 外科学講座 循環・呼吸・腫瘍病態外科学分野） 

 

14 Vivid E9 で詳細な観察を行ったたこつぼ型心筋症を考える一症例 

○柏木雄介 1, 平山康高 1, 山崎香子 1, 儀間  充 1, 田中秀一 1, 堀田大介 1, 菊池健次郎 1, 長谷部直幸 2, 大堀克

己 3 (1北海道循環器病院 循環器内科,2旭川医科大学 内科学講座循環・呼吸・神経病態内科学分野,3北海道循環

器病院 心臓血管外科） 

 

15 外傷性三尖弁閉鎖不全症の一例 

○八木澤充貴, 天満太郎, 徳田裕輔, 今川正吾, 蒔田泰宏, 松村尚哉（市立函館病院 循環器内科） 

 

16 バセドウ病により、tethering様の重症三尖弁閉鎖不全症、両心不全をきたした一例 

○佐藤隆博， 辻野一三, 大平 洋, 山田安寿香, 後藤知紗, 渡部 拓, 西村正治（北海道大学病院内科 I） 

 

17 ドクターヘリにて当科へ搬送された循環器救急症例の検討 

○角浜孝行 1， 赤坂伸之 1, 光部啓治郎 1, 升田晃生 1, 笹嶋唯博 1, 藤田 智 2（1旭川医科大学 外科学講座 循環・

呼吸・腫瘍病態外科学分野,2旭川医科大学 救急医学講座） 

 

 

症例報告・その他（15:15-15:57） 座長 竹中  孝（北海道医療センター 循環器内科） 

 後藤 大祐 （北海道大学病院 循環器内科） 

 

18 高血圧性急性心不全に対して Tolvaptan が有効であった症例 

○佐藤亜紀 1, 下岡良典 1, 牧口展子 1, 成田浩二 1, 福澤 純 1, 長谷部直幸 2（1医療法人北晨会恵み野病院循環器

内科, 2旭川医科大学 内科学講座循環・呼吸・神経病態内科学分野） 

 

19 難治性心不全症例に対するトルバプタン使用経験のまとめ 

○竹内 剛, 小岩弘明, 池田大輔(市立千歳市民病院 循環器科) 

 

20 うっ血性心不全(CHF)患者へのマンニトール、フロセミド併用療法の検討 

○木島 基, 川口 哲, 松田夏菜子, 鈴木孝英, 早川拓治, 本田 肇（JA北海道厚生連遠軽厚生病院循環器内科） 

 

21 心嚢穿刺液の細胞診により診断し得た IgG4 関連疾患の一例 

○中川直樹, 鹿原真樹， 太田久宣, 坂本 央, 田邊康子, 竹原有史, 藤野貴行, 竹内利治, 佐藤伸之, 川村祐一郎,

長谷部直幸（旭川医科大学 内科学講座循環・呼吸・神経病態内科学分野） 
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22 腎末梢血管抵抗値と心血管疾患頻度との関係 －年齢を限定した対象での検討－ 

○小室 薫 1, 横山典子 2, 寺井正美 2, 吉本大祐 1, 野口圭士 1, 広瀬尚徳 1, 安在貞祐 1, 伊藤一輔 1, 米澤一也 3（1

国立病院機構函館病院 循環器科, 2 国立病院機構函館病院 臨床検査科, 3 国立病院機構函館病院 臨床研究

部） 

 

23 都道府県別循環器専門医数と心疾患死亡率の検討 

○長島 仁（士別市立病院 循環器内科） 
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第二会場 （5 階・520 研修室） 

 

 

弁など（10:05～10:47） 座長  中村雅則 （市立札幌病院 心臓血管外科） 

                    赤坂伸之 （旭川医科大学 外科学講座 循環・呼吸・腫瘍病態外科学分野） 

 

24 Barlow’s disease に対する僧帽弁形成術の 1 例 

○櫻田 卓, 大澤久慶（社会医療法人鳩仁会 札幌中央病院 心臓血管外科） 

 

25 独自の-rough-zone trimming 法-による僧帽弁前尖形成 40症例の検討 

○宮木靖子, 高木伸之, 中島智博, 橘 一俊, 樋上哲哉（札幌医科大学外科学第二講座） 

 

26 成人修正大血管転位に対する 1 手術例 

○内藤祐嗣, 新宮康栄, 若狭 哲, 大岡智学, 橘 剛, 久保田 卓, 松居喜郎 （北海道大学 循環器・呼吸器外科） 

 

27 下壁梗塞及び低左心機能合併を来した大動脈 4 尖弁による重症大動脈弁閉鎖不全症の一治験例 

○阿部慎司， 上田秀樹, 大畑俊裕 （KKR札幌医療センター 心臓血管外科） 

 

28 80 歳以上の大動脈弁狭窄症に対する外科治療の検討 

○大川洋平 1, 小林一哉 1 ,鈴木正人 1, 野村文一 1, 杉木健司 1, 数井暉久 1, 大野猛三 1, 山下武廣 2, 今井斎博 2, 前

野大志 2, 長島雅人 2, 森田 亨 2, 中川俊昭 2 （1心臓血管センター北海道大野病院 心臓血管外科, 2心臓血管セン

ター北海道大野病院 循環器科） 

 

29 治療に難渋している連合弁膜症一症例 

○宮武 司, 大場淳一, 吉本公洋, 安達 昭, 増田貴彦, 奥山 淳, 村瀬亮太, 青木秀俊 （市立旭川病院 胸部外

科） 

 

 

弁・大血管など（10:50-11:25） 座長  宮武 司 （市立旭川病院 胸部外科） 

川原田修義 （札幌医科大学 第二外科） 

 

30 乳頭筋断裂による急性僧帽弁閉鎖不全症に対する緊急手術の 1 例 

○櫻田 卓 (社会医療法人鳩仁会 札幌中央病院 心臓血管外科) 

 

31 術後 11 年目の大動脈弁位 CEP生体弁機能不全に対する再手術の 1 例 

○櫻田 卓, 大澤久慶 （社会医療法人鳩仁会 札幌中央病院 心臓血管外科） 

 

32 超高齢者（80 歳以上）およびハイリスク胸部大動脈瘤症例に対するステントグラフト内挿術の成績 

○久保田 卓 1, 加藤伸康, 南田 大朗, 飯島 誠, 内藤祐嗣, 新宮康栄, 若狭 哲, 大岡智学, 橘 剛, 松居喜郎 

（北海道大学 循環器・呼吸器外科） 

 

33 腎機能障害を有する腹部大動脈瘤症例に対するステントグラフト内挿術 

○飯島 誠, 久保田 卓, 関 達也, 浅井英嗣, 加藤伸康, 南田大朗, 内藤祐嗣, 新宮康栄, 若狭 哲, 大岡智学, 

橘 剛, 松居喜郎 （北海道大学 循環器・呼吸器外科） 
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34 塞栓性脳梗塞を合併した感染性心内膜炎の手術方針 

○菊地信介, 光部啓治郎, 升田晃生, 吉田由里, 内田大貴, 小久保 拓, 古屋敦宏, 角浜孝行, 内田 恒, 東 信良, 

赤坂伸之 （旭川医科大学 外科学講座 循環・呼吸・腫瘍病態外科学分野） 

 

 

先天性心疾患など（14:30-15:12） 座長  村上弘則 （手稲渓仁会病院心臓血管センター循環器内科） 

橘   剛 （北海道大学 循環器・呼吸器外科） 

 

35 植込型補助人工心臓装着による在宅心臓移植待機 

○大岡智学 1, 新宮康栄 1, 若狭 哲 1, 橘 剛 1, 久保田 卓 1, 松居喜郎 1， 榊原 守 2, 絹川真太郎 2, 筒井裕之 2,  

小林真梨子 3, 鈴木千尋 3 （1 北海道大学大学院医学研究科循環器呼吸器外科，2 北海道大学大学院医学研究科循

環病態内科学, 3北海道大学病院臓器移植医療部） 

 

36 Amplatzer Septal occluder を用いた経皮的心房中隔欠損閉鎖術 

○和田 励 1, 高室基樹 1, 長谷山圭司 1, 横澤正人 1, 堀田智仙 2, 畠山欣也 2 （1北海道立子ども総合医療・療育セン

ター 循環器科,2札幌医科大学 小児科学講座） 

 

37 心房中隔欠損症を合併した成人三心房心の一症例 

○黒嶋健起，坂本 央, シャリフィムヒブ, 會田 誠, 河端菜穂子, 蓑島暁帆, 太田久宣, 竹原有史, 田邊康子, 竹内

利治, 赤坂和美, 佐藤伸之, 川村祐一郎, 長谷部直幸 (旭川医科大学 内科学講座循環・呼吸・神経病態内科学分

野） 
 

38 難治性高血圧の基礎疾患として大動脈縮窄症と診断された一例 

○佐藤大樹 1, 神垣光徳 1, 伊東直史 1, 白井真也 1, 簗詰徹彦 1, 斎藤俊一 1, 阿部慎司 2, 上田秀樹 2, 大畑俊裕 2

（1KKR札幌医療センター 循環器科,2KKR札幌医療センター 心臓血管外科 ） 
 

39 健診の胸部単純写真における左第三弓突出および石灰化が発見の契機となった、動脈瘤を伴う上行大動脈-主

肺動脈瘻の一例 

○長谷部智美 1, 柴山佳一朗 1, 佐藤篤志 1, 小林清乃 1, 貴田岡 亨 1, 野呂忠孝 1, 太田貴文 1, 塩越隆広 1, 小川

裕二 1, 加藤淳一 1，長谷部 直幸 2, 橋爪弘敬 3, 増田貴彦 4, 長谷川幸生 4, 安達昭 4, 吉本公洋 4, 宮武司 4, 大場

淳一 4, 青木秀俊 4 （1旭川厚生病院 循環器科，2旭川医科大学 内科学講座循環・呼吸・神経病態内科学分野, 3は

しづめクリニック,  4市立旭川病院胸部外科） 
 

40 Nuss法が自覚症状の改善に有効だった漏斗胸の成人治験例 

○渡辺公聡 1, 平井俊浩 1, 坂本 央 1, 太田久宣 1, 田邊康子 1, 竹内利治 1,. 佐藤伸之 1, 長谷部直幸 1, 北田正博 2

（1旭川医科大学 内科学講座循環・呼吸・神経病態内科学分野,2旭川医科大学 呼吸器センター） 
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1 冠攣縮が原因で心停止を起こしたと考えられた 2例 

○神垣光徳, 佐藤大樹, 伊東直史, 白井真也, 簗詰徹彦, 斎

藤俊一 （KKR札幌医療センター 循環器科） 

 

症例1は63歳女性．2011年9月2日から安静時胸痛出現し，

9 月 5 日に強い胸痛が生じて当院救急搬送された．来院時

PEAで心肺停止を認めたが，心肺蘇生 40分後に心拍再開し

た．冠動脈造影では有意狭窄なかったが，翌朝に血圧低下・

心電図上 ST 上昇を認め，NTG2.5mg 静注で改善を認めたた

め冠攣縮による心停止と診断した．症例 2は 67歳男性．2011

年 7月から狭心症で他院で内服治療を受けていた。9月初旬

に胸痛・失神で脳外科入院あり． 9 月 22 日自転車走行中に

胸痛出現し停車後に倒れた。バイスタンダーによる心肺蘇生

で心拍呼吸再開後当院へ救急搬送となった。緊急アセチルコ

リン負荷冠動脈造影の結果，心停止の原因は冠攣縮と診断で

きた．冠攣縮が原因と考えられる心停止症例を短期間に２例

経験したので文献的考察を含めて報告する． 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 1 週間に異なる 3 部位の心筋梗塞を発症した若年女性の

一例 

○井澤和眞 1，石井良直 1, 菅野貴康 1, 井川貴行 1, 広瀬 1, 

木谷祐也 1, 長谷部直幸 2（1市立旭川病院循環器内科, 2旭川

医科大学 内科学講座循環・呼吸・神経病態内科学分野） 

 

 【症例】40歳、女性。胸痛、V2～V6で ST上昇を認め、前壁

心筋梗塞(AMI)の診断で入院。冠動脈造影では、左前下行枝

#8 に閉塞を認め、ステントを留置したが解離が進行し計 3 本

のステントを要した。IVUS所見では、冠動脈解離が AMIの原

因と思われた。3日後にＩ、aVLで ST上昇を伴う胸痛が出現し

最大 CPK-MB 82の心筋梗塞に至り、さらに 3日後に II、III、

aVF、V4～V6でST上昇を伴う胸痛が出現し最大CPK-MB 72

の心筋梗塞に至った。Ca 拮抗薬の強化後は発作なく経過し

た。MRI では、心尖部、前側壁、下側壁の 3 部位の心筋梗塞

が確認され、亜急性期の造影では、右冠動脈#3-4AV と左回

旋枝#12 に瘤と狭窄の出現を認めた。1 年後には、同部の瘤

や狭窄は改善していた。【考案】心筋梗塞発症に女性ホルモ

ンと冠攣縮、冠動脈解離の関与を示唆する症例と思われた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 急性期に診断し得た冠攣縮性狭心症による心室細動の 1

例 

○相川忠夫 1，高橋雅之 1, 浅川響子 1, 檀浦 裕 1,, 小松義和
1, 相馬孝光1, 岩切直樹1, 牧野隆雄1, 甲谷哲郎1, 加藤法喜
1, 提嶋久子 2 （1市立札幌病院 循環器内科, 2市立札幌病院 

救命救急センター） 

 

症例は 45歳男性。2012年 3月下旬に院外CPAで救急要請

され、初期波形はVFで除細動後に心拍再開し当院救命救急

センター搬入となった。搬入時は正常洞調律で心電図等でも

虚血性の変化なく、ICU 入床後に脳低温療法を開始したが、

その後に広範な誘導で ST 変化を認めて再度 VF に移行し、

PCPS導入となった。緊急CAGで Ach負荷試験を施行したと

ころ、左右冠動脈とも spasm陽性で冠攣縮性狭心症に伴う VF

と判断した。その後は硝酸薬の持続投与を行いながら第 3 病

日にPCPSを離脱したが、特に不整脈の出現なく経過した。神

経学的後遺症を認めず、第18病日に ICD植え込みのため他

院転院となった。PCPS補助下での Ach負荷試験は比較的安

全に施行でき、急性期の冠攣縮性狭心症の診断に有用であ

ると考えられた。 

 

 

 

 

 

4 脾損傷を伴い、カテーテル治療後出血性ショックに至った

急性冠症候群の一例 

○東出侑子, 徳田裕輔, 天満太郎, 今川正吾, 蒔田泰宏, 松

村尚哉（市立函館病院 循環器内科） 

 

患者は 80歳女性。意識障害、嘔気・嘔吐を主訴に当院紹介と

なった。心電図・採血所見より急性心筋梗塞が強く疑われ緊

急カテーテル検査を施行した。採血ではHb 8.0g/dlの貧血を

伴っていた。緊急カテーテル検査の結果、RCA#3に 99%狭窄

認め、引き続きPCIを施行した。術後、病棟にてショック状態と

なり、再度CAG施行するも冠動脈穿孔は認めなかった。急速

な貧血の進行を認めたため、造影CTを撮像したところ脾動脈

より出血が認められた。TAE 施行したところ状態は安定した。

ご家族の話では、急性心筋梗塞発症の際、意識障害から転倒

したとのことであり、外傷性の脾損傷を伴っていたものであっ

た。急性心筋梗塞と脾損傷というどちらも致死的となり得る疾

患を併存した救急患者を経験したので報告する。 
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5 bare metal stent に生じた超遅発性ステント内血栓症の 3

症例 

○平井 俊浩 1, 石破 光咲子 1, 齊藤江里香 1,, 八巻 多 1, 

酒井博司1, 青沼達也2, 伊達 歩2, 島村浩平2， 佐藤伸之2，

長谷部 直幸 2（1名寄市立総合病院 循環器内科，2旭川医科

大学 内科学講座 循環・呼吸・神経病態内科学分野） 

 

DES 留置後には内皮化の遅れや、ポリマーへの免疫反応の

影響で、一定の確率で超遅発性ステント血栓症（VLST）が発

生し、長期管理における課題である。しかし、BMS 留置後でも

新生内膜の破綻によって VLST をきたすことが最近の文献で

示唆され、発生率は DES と有意差が無いとする報告もある。

今回 BMS留置後のVLSTと考えられる 3症例を経験した。い

ずれも 5 年以上前のAMI発症時に留置されたBMSのステン

ト内病変による AMI の再発であり、共に PCI にて大量の血栓

が吸引された。2 症例で抗血小板薬が休薬されており、VLST

のリスクとなることが示唆される。また、新生内膜の破綻の関与

が示唆され、動脈硬化の進展予防も肝要と考えられる。BMS 

留置後でもVLSTは無視できない問題である。 

 

 

 

 

 

7 心電図所見から治療方針に苦慮した急性冠症候群の一例 

○西浦 猛 1，後藤裕也 1, 野村好紀 1, 稲垣泰好 1, 丹保亜希

仁1,川田大輔1 , 神保静夫1, 及川 欧1, 角浜孝行1, 鈴木昭

広 1, 小北直宏 1, 赤坂伸之 1, 藤田 智 1, 佐藤伸之 2, 長谷

部直幸 2, 八巻 多 3（1旭川医科大学 集中治療部,2旭川医科

大学 内科学講座循環・呼吸・神経病態内科学分野,3 名寄市

立総合病院 循環器内科） 

 

症例は 72 歳男性。自宅で CPA となり救急要請．救急隊到着

時の心電図所見は心室細動．除細動後心静止となった。CPR

により自己心拍再開。心電図では Brugada 症候群様所見

（V2-V4で coved型ST変化及び J波上昇）を示した。しかし、

II・III・aVFで ST低下、I・aVLで ST上昇とACSを疑う所見もあ

り緊急冠動脈造影を施行。#4PL・#7 に 99%狭窄認めたため

PCI施行、#7に BMS留置行った。PCI後、Brugada症候群様

所見及び ST 変化は消失した。Brugada 症候群では右側胸部

誘導での J波の顕在化・ST上昇が特徴的であるが、虚血性心

疾患においても J 波の出現が報告されている。今回の症例で

は虚血性変化によって J 波が出現し、Brugada 症候群様心電

図所見を示したものと考えた。J 波の出現以外に虚血を示唆

する心電図変化を認めたことが、両者の鑑別に有用であっ

た。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 Iliac vein compressionに対し、ステントによる血管内治療を

行った１例 

○山田  豊 1，八巻  多 2（1元生会 森山病院 循環器内科，2

名寄市立総合病院） 

 

症例は、70歳代女性。歯科金属アレルギー既往を持つ。平成

23 年 8 月、左下肢腫脹疼痛を自覚、近医入院。Iliac vein 

compressionによる左総腸骨静脈閉塞の診断にてヘパリンとダ

ビガトランにて改善したが、再発し、12 月 2 日当科入院。3 期

に分け血管内治療施行。(1)12月5日、回収型フィルター留置。

左大腿静脈をエコー下穿刺、POBA 後、シース留置しヘパリ

ン持続静注。(2)12月8日、ステント（Luminexx 12mm×60mmと

SMART control 8mm×100mm)留置。(3)12月 12日、血流確認

後、フィルター抜去。考案、総腸骨静脈内の血栓は血栓量が

多く、肺梗塞の危険性が生じ、ステント治療を考慮すべき症例

であると思われた。本症例は金属アレルギー既往があったた

め、回収可能型の同一組成のフィルターを前もって使用する

ことを試みた。 

 

 

 

 

 

 

8 Brugada 型心電図変化を伴わずにピルジカイニド投与によ

り誘発された特発性心室細動の 1例 

○辻永真吾 1，西川幹人 1, 岩野弘幸 1, 納屋昌直 1, 千葉 和
1, 絹川真太郎1, 後藤大祐1, 横式庄司1, 筒井裕之1, 相川忠

夫 2（1北海道大学病院 循環器内科, 2市立札幌病院循環器内

科） 

 

症例は 24歳男性。低出生体重に伴う精神発達遅延あり。歩行

中意識消失し救急隊到着時の心電図は心室細動であったた

め AED にて除細動され、近医救急部に搬入された。安静時

心電図に異常は認めず、心エコー上も器質的心疾患なく、ア

セチルコリン負荷試験を含む冠動脈造影でも冠動脈に有意所

見は無かった。特発性心室細動の診断にて加療目的で当科

転院となり、植込型除細動器植込みを施行した。ピルジカイニ

ド負荷試験を施行したところ、0.7mg/kg まで投与したところで、

Brugada型心電図変化は認めずに左脚ブロック型上方軸の心

室性期外収縮の連発から多形性心室頻拍が誘発され心室細

動に移行した。Brugada 型心電図変化を伴わずにピルジカイ

ニド投与により誘発される心室性不整脈の報告は極めて少な

く、文献的考察を含め報告する。 
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9 当院での小児期上室性不整脈に対するカテーテルアブレ

ーション治療成績 

○斉藤 礼，西沢慶太郎，望月敦史，藤戸健史，川向美奈，

神津英至，村中敦子, 国分宣明,下重晋也, 湯田  聡, 長谷 

守, 橋本暁佳, 土橋 和文, 三浦 哲嗣（札幌医科大学 第

二内科） 

 

【目的】当院での小児期上室性不整脈に対するカテーテルア

ブレーション治療の成績を報告する。【対象】2006 年 1 月～

2011年 12月までの 72 ヵ月間に当科で高周波カテーテルア

ブレーションを施行した 15歳未満の連続18症例 (男児11例、

平均年齢11.7歳、身長151.5cm、体重44.5kg) を対象とした。

【結果】術前診断は WPW 症候群 9 例、発作性上室性頻拍 5

例など、術後診断は房室副伝導路 11 例、房室結節回帰性頻

拍4例などであった。治療成績は、初期成功率94.4%、再発率

17.6%、重大合併症を認めず、68.8%で自覚症状の改善を認め

た。また、85.7%で抗不整脈薬の中止が可能であった。【結語】

小児期の上室性頻脈性不整脈に対するカテーテルアブレー

ションは有効な治療法であり、手技に熟練を要するが、成人と

同様に安全に施行することが可能である。 

 

 

 

 

 

11 体外循環下に抜去したペースメーカー感染 

○大澤久慶，櫻田  卓, 佐々木潤, 荒木英司（札幌中央病院 

心臓血管外科） 

 

ペースメーカー(PM)感染は頻度の低い合併症であるが、ひと

たび生じると治療に難渋し時には致命的な場合もある。PM 感

染を生じた場合は、ジェネレーターのみならずリードを含む全

システムの完全摘出以外に感染を治癒させることは困難であ

る。しかしながら、PM 移植後年月が経っている際には、リード

線の癒着により単純牽引や抜去システムの使用による心・血

管損傷が危惧され、侵襲的ではあるが体外循環下に直視下

での抜去が安全・確実であると思われる。今回、当施設で経

験した４例の PM感染について報告する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 high power device遠隔モニタリングの有効性 

○石丸伸司，柿木梨沙，川崎まり子，田所心仁，木谷俊介， 

管家鉄平,西村邦治,五十嵐正,岡林 宏明,古谷 純吾,五十嵐

康己,五十嵐慶一（北海道社会保険病院 心臓血管センター） 

 

本邦では 2008年に埋込デバイスに対するホームモニタリング

が認可された。当科では 2010 年より埋込型徐細動器(ICD, 

CRT-D)を植え込んだ患者に対し同システム (Medtronic；

Carelink TM, St Jude Medical; Merlin.net TM),を導入し、自宅

でのデバイスの状態や作動状況を確認しておりその有効性に

ついて報告する。現在Carelink 18名、Merlin.net 12名が登録

されているが各々44 回と 13 回のアラート報告がなされた。心

不全が早期に加療できた例、不整脈が悪化を認める前に III

群薬を導入できた例、不適切作動を確認できた例が認められ

た。デバイス植え込み後、来院時のチェックのみでは重大な

イベントがあっても患者が受診しなければ，適切な対応が取ら

れないまま放置される。遠隔モニタリングによって早期に的確

な対応を取ることが可能となる。 

 

 

 

 

 

 

 

12 補助循環を要する重症心不全を呈し、心臓 MRI による経

時的評価が有用であった周産期心筋症の一例 

○河端奈穂子 1，坂本  央 1, シャリフィムヒブ 1, アハメドター

リブ 1, 八巻多 2, 西浦 猛 2, 太田久宣 1, 田辺康子 1, 竹原有

史 1, 竹内利治 1, 赤坂伸之 2, 佐藤伸之 1, 藤田智 2, 長谷部

直幸 1（1旭川医科大学 内科学分野 循環・呼吸・神経病態内

科学, 2旭川医科大学 救急医学講座） 

 

症例は32歳女性.妊娠37週,予定帝王切開にて男児を分娩後,

肺水腫となり救急搬送された.心エコー図にて左室駆出率

(LVEF)25％と著明な左室収縮障害を認め,重症心不全治療に

経皮的心肺補助装置と大動脈内バルーンパンピングによる補

助循環を必要とした.分娩後に左室収縮障害が出現したことか

ら周産期心筋症を疑い,bromocriptine の投与も行った.第 4 病

日に施行した冠動脈造影は正常で,心内膜下心筋生検の結果,

急性心筋炎は否定的であった.徐々に左室壁運動の改善を認

め,第 14病日に施行した心臓MRIでは,EF36%,左室中隔の心

筋中層に遅延造影像を認めた.1ヶ月後,3ヶ月後にも心臓MRI

による経時的な評価を行い,LVEF は順に 46％,60％と改善し

たが,遅延造影所見は軽度残存した.周産期心筋症の重症度

や治療効果判定に心臓 MRI は有用である可能性が考えられ

た. 
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13 心臓 MRI、FDG-PET 等の画像診断が有用であった成人

心臓線維腫の一例 

○蓑島暁帆，坂本央 1, 黒嶋健起 1, 會田  誠 1, 河端奈穂子
1, 太田久宣1, 田邊康子1, 竹原有史1, 竹内利治1, 赤坂和美
1, 佐藤伸之 1, 長谷部直幸 1, 赤坂伸之 2（1旭川医科大学 内

科学講座循環・呼吸・神経病態内科学分野, 2 旭川医科大学 

外科学講座 循環・呼吸・腫瘍病態外科学分野） 

 

症例は 48 歳女性。発熱、胸背部痛、左上肢の痺れを主訴に

初診し、頸椎硬膜外膿瘍の診断にて椎弓形成術と抗生剤投

与を行い、自覚症状と炎症所見は消失した。術前の心エコー

図にて左室側壁(心尖部)に境界不明瞭の腫瘤を認めたため、

心臓MRIを施行。T1 iso、T2 low intensityで、Gdにて周囲が

遅延造影される心外膜側から心筋中層を占拠する腫瘤を認

めた。FDG-PET では腫瘤部に取り込みはなく、心筋膿瘍は

否定的であった。心筋 Tl、BMIPPシンチでは同部位は defect。

心臓CTと冠動脈造影からは栄養血管は認めず、画像診断上

心筋線維種が疑われたが、左小開胸による外科的病理組織

学的診断にて確定診断された。心臓線維腫は一般に小児期

に発症するが、無症候性に経過し偶発的に発見された希な症

例を経験し、MRI等の各種画像診断が有用であった。 

 

 

 

 

 

15 外傷性三尖弁閉鎖不全症の一例 

○八木澤充貴，天満太郎, 徳田裕輔, 今川正吾, 蒔田泰宏, 

松村尚哉（市立函館病院 循環器内科） 

 

2010 年 7月 5 日 左胸痛・呼吸苦を自覚し胸膜炎の診断

にて近医病院(石川県)にて入院加療されていた。患者希望

により地元での加療目的に当院紹介受診。NYHAⅡ度の自

覚症状を有し、BNP483 pg/mlと高値であり、うっ血性心

不全の精査・加療目的に入院。既往歴に交通外傷(胸骨骨

折:2009年7月)を有し、TTEにて重度三尖弁閉鎖不全症(Ⅳ

度)と腱索断裂・右室造影にて重度三尖弁閉鎖不全症を認め、

外傷性三尖弁閉鎖不全症の診断に至った。鈍的外傷による

三尖弁閉鎖不全症は比較的まれであり、診断の遅れによる

右心不全から肝硬変に至ることもあり、早期診断が重要で

ある。早期診断には本疾患が鑑別診断に上がることが重要

であり、教訓も含めて報告する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14 Vivid E9で詳細な観察を行ったたこつぼ型心筋症を考え

る一症例 

○柏木雄介 1，平山康高 1, 山崎香子 1, 儀間  充 1, 田中秀一
1, 堀田大介 1, 菊池健次郎 1, 長谷部直幸 2, 大堀克己 3  

(1北海道循環器病院 循環器内科,2旭川医科大学内科学講座 

循環・呼吸・神経病態内科科学分野,3 北海道循環器病院 心

臓血管外科 ） 

 

今回、GE社製 Vivid E9で詳細な観察を行ったたこつぼ型心

筋症を考える一症例を経験したので報告する。症例 76歳 女

性 職業：無職 主訴：胸痛 近医へ GERD等で通院中であっ

た。H24.2.10 の定期受診時血圧高く、降圧のためニフェジピ

ンを内服させたが、その後血圧が下がりすぎ、補液で観察も、

心電図上、洞性頻脈+PVC 多発あり、精査加療目的で救急搬

送となった。心電図上、胸部誘導で ST上昇を認め、心エコー

検査にて心尖部から側壁にかけて壁運動の低下を認め、急

性心筋梗塞も考え、緊急 CAG を行ったが、冠動脈に有意狭

窄は認めなかった。ほぼ連日Vivid E9で観察し、入院日に認

めた、PSSと PSIの異常は、入院5日目に改善を認めた。文献

的考察も含めて報告する。 

 

 

 

 

 

 

16 バセドウ病により、tethering様の重症三尖弁閉鎖不全症、

両心不全をきたした一例 

○佐藤隆博，辻野一三, 大平  洋, 山田安寿香, 後藤知紗, 

渡部 拓, 西村正治（北海道大学病院内科 I） 

 

症例は60歳女性。2010年2月に脈の不整、立ちくらみを自覚。

近医にて肺高血圧を疑われたが経過観察。2011年11月労作

時息切れを自覚。徐々に悪化し、2 月近医を受診。心電図は

心房細動で HR180bpm、心エコーで、肺高血圧症を疑われ当

科精査入院。入院後、バセドウ病の診断。心エコーでは三尖

弁の tethering 様変化と重症三尖弁逆流があり、圧格差は 10

から 18 mmHg。右心カテーテル検査では、肺動脈楔入圧 21 

mmHg、 平均肺動脈圧 27 mmHg、右室の圧波形は dip and 

plateau で収縮末期圧は 22mmHg、右房圧 26 mmHg。右室と

右房の圧波形は同様の波形であった。バセドウ病加療後の心

エコーではtethering様の変化も改善し、三尖弁逆流は中等度

まで軽減。カテーテル検査では、血行動態はほぼ正常化した。

まれな症例であり、文献的考察を含めて症例報告する。 
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17 ドクターヘリにて当科へ搬送された循環器救急症例の検

討 

○角浜孝行1, 赤坂伸之1, 光部啓治郎1, 升田晃生1, 笹嶋唯

博 1, 藤田  智 2 （1旭川医科大学 外科学講座 循環・呼吸・

腫瘍病態外科学分野,2旭川医科大学 救急医学講座） 

 

ドクターヘリは、現場出動はもちろん高次医療機関への迅速

な搬送を必要とする事案においてもその有用性が期待される。

これまでドクターヘリにて当科へ搬送要請があった循環器救

急症例は 27 例だった。要請から病院着陸まで平均

95(43-246)分だった。すべて施設間搬送で地域別では紋別

管内からが 12例と最多だった。疾患は急性大動脈解離 12例、

破裂性大動脈瘤10例（胸部 5、腹部 5）、弁膜症 2例、急性心

筋梗塞 1例、下肢急性動脈閉塞 1 例、肺塞栓 1 例だった。こ

のうち22例が急性期に外科的治療を要し、在院死亡は9例だ

った。搬送前後で急変した 2例で手術対応できなかった。ドク

ターヘリの登場により搬送時間の大幅な短縮が可能となり、こ

れまで搬送が困難と思われた症例も搬送可能となった。今後

は救命率向上に向けた取り組みが必要と思われる。 

 

 

 

 

 

 

19 難治性心不全症例に対するトルバプタン使用経験のまと

め 

○竹内 剛、小岩 弘明、池田 大輔（市立千歳市民病院 循

環器科） 

 

【背景】2010年 12月 14日に、本邦でハンプ以来 15年ぶりの

新規機序利尿薬として、Ｖ2 受容体拮抗薬であるトルバプタン

が発売となった。余分な自由水を除去する水利尿薬が使用可

能になったことは、臨床的に意義が大きいと思われた。 

【方法】2011年 6月 28日から当院にてトルバプタンを使用開

始。これまで計 13 症例に使用しているが、うち慢性心不全に

使用した 12症例について集計した。 

【結果】12 症例に対し、全症例でトルバプタン 7.5mg から投与

開始。うち 3 症例は数日のみのレスキュー投与にて症状改善

し、その後中止。ほか９症例は継続投与した。9 症例中、臨床

的に著効は 3症例。改善は 3症例。不変 1症例、死亡 2症例

となっている。重大副作用としての高Na血症は 1症例に認め

られた。 

【結語】上記結果より、難治性心不全症例において、トルバプ

タンは試みる価値のある薬剤であるといえる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18 高血圧性急性心不全に対して Tolvaptanが有効であった

症例 

○佐藤亜紀 1，下岡良典 1，牧口展子 1，成田浩二 1，福澤  純
1，長谷部直幸 2（1医療法人 北晨会 恵み野病院 循環器内

科，2 旭川医科大学 内科学講座 循環・呼吸・神経病態内科

学分野） 

 

症例は 80 歳代の男性。高血圧症、慢性腎不全、糖尿病で近

医に通院していた。平成23年 12月早朝からの急激な呼吸苦

のため入院した。入院時は Killp3、Nohria 分類 B、

SpO<SUB>2</SUB> 60%であった。<BR>入院後 BiPAP とハン

プ持続点滴、ラシックス静注を施行するも、尿量増加せず、

Tolvaptan 15mg を併用した。尿量はその後増加した。第 3 病

日で BiPAP から離脱し Killp1、Nohria 分類 A まで回復した。

腎機能は eGFR14.3ml/min/1.73m<SUP>2</SUP>と不良で、

かつ開始時血清Na濃度は 141ｍEq/lと低Na血症を伴う心不

全ではないものの、経過中血清Cre濃度や Na濃度の著明な

上昇はみられなかった。<BR>本症例では、従来の心不全治

療に Tolvaptan を追加することにより、心不全に対する治療日

数の短縮および自覚症状の早期改善が可能となった。 

 

 

 

 

 

20 うっ血性心不全(CHF)患者へのマンニトール、フロセミド

併用療法の検討 

○木島  基，川口  哲, 松田夏菜子, 鈴木孝英, 早川拓治, 

本田肇（JA北海道厚生連遠軽厚生病院 循環器内科） 

 

【目的】CHF 増悪に対してのマンニトール、フロセミド持続点

滴静注(MF)の治療成績・合併症を検討する。【対象】2010年 4

月から 2012年3月までCHF増悪(NYHA 3度、4度)で入院し

た 43 例。平均年齢は 81 歳、男性 24 例(55.8%)、入院時平均

BNP 濃度は 1675.4pg/ml であった。【方法】マンニトール

4g(20ml)とフロセミド 200mg(20ml)を混合し、2.0ml/時で開始。

尿量に応じて 0.5ml/時まで減量した。【結果】MF 前後で腎機

能の有意な増悪を認めなかった。血清カリウム濃度は有意に

低下したが(p=0.05)、3.0mEq/l未満の低下は1例であった。血

圧低下は 1 例に認めた。院内死亡は多臓器不全による 7 例

(16.3%)であった。【結論】MF 療法は合併症も少なく、CHF 増

悪に対して有効な治療法と思われた。 
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21 心嚢穿刺液の細胞診により診断し得た IgG4 関連疾患の

一例 

○中川直樹, 鹿原真樹, 太田久宣, 坂本 央, 田邊康子, 竹原

有史, 藤野貴行, 竹内利治, 佐藤伸之, 川村祐一郎, 長谷部直

幸（旭川医科大学 内科学講座循環・呼吸・神経病態内科学分野

） 

 

症例は 69 歳男性。下腿浮腫のため近医で深部静脈血栓症と

してフォローされていたが、両下腿浮腫の増強を認めたため、

当科を紹介され受診した。CTにて後腹膜線維症、水腎症、心

嚢液貯留を認め、IgG4: 339mg/dl、Cre 1.04mg/dlでIgG4関連

疾患が疑われ精査目的で当科入院。心嚢液の細胞診で IgG4

陽性リンパ球が50%以上で、IgG4関連疾患と診断、経口ステロ

イド 50mg/日で軽快し、漸減後も再燃なく経過している。本症

の心病変につき若干の文献的考察を加えて報告する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23都道府県別循環器専門医数と心疾患死亡率の検討 

○長島  仁（士別市立病院 循環器内科） 

 

日本の地方における医療崩壊が進行している中で専門医の

役割が様々な側面から議論されている。循環器医療において

もその状況は同様で循環器専門診療の多くに循環器専門医

が関わっていることを考えると、その動向は循環器疾患死亡

にも影響を与えている可能性がある。<BR>そのため今回、循

環器専門医数が心疾患死亡率に影響を与えているか検討を

行った。総務省統計局によるデータから平成 22 年の各都道

府県人口を確定し、それらの値と日本循環器学会より得た平

成 22 年の各都道府県の日本循環器学会認定循環器専門医

数より、平成22年の各都道府県別の人口当たりの循環器専門

医数を求めた。その値と平成 22年人口動態統計(厚生労働省

大臣官房統計情報部編)から得た各都道府県の心疾患死亡率

のデータとの間に有意な相関が認められるかを検討した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22 腎末梢血管抵抗値と心血管疾患頻度との関係 －年齢を

限定した対象での検討－ 

○小室  薫 1，横山典子 2, 寺井正美 2, 吉本大祐 1, 野口圭士
1,広瀬尚徳 1, 安在貞祐 1, 伊藤一輔 1, 米澤一也 3（1国立病

院機構函館病院 循環器科,2 国立病院機構函館病院 臨床

検査科, 3国立病院機構函館病院 臨床研究部） 

 

慢性腎臓病は心血管疾患の危険因子である．腎ドプラエコー

による腎末梢血管抵抗値（resistive index: RI）は腎機能に関連

するが，年齢に強く影響を受ける．そこで，年齢を限定した対

象で，RIの高低での心血管疾患，危険因子の頻度を検討した．

<BR>年齢60歳～69歳の 154例で左右腎内区域動脈でのRI

を計測し，左右の平均値から RI0.68未満（LowRI）と 0.68以上

（HighRI）の2群に分けた．HighRI群ではLowRI群に比し血清

クレアチニン値，CKD stageが有意に高値であり，eGFRは低

値であった．また，高血圧症，虚血性心疾患の頻度は両群に

差がなかったが，末梢血管疾患，高脂血症，糖尿病の頻度は

HighRI 群で有意に高かった．<BR>【結論】腎末梢血管抵抗値

は比較的若年者でも腎機能と関連し，さらにその高値は末梢

血管疾患，高脂血症，糖尿病の有病率と関連する． 

 

 

 

 

 

24 Barlow’s diseaseに対する僧帽弁形成術の 1例 

○櫻田 卓， 大澤久慶，（社会医療法人鳩仁会 札幌中央病

院 心臓血管外科） 

 

 Barlow’s disease は僧帽弁の肥厚した過剰弁尖を呈する変

性疾患であり、弁尖逸脱等による高度逆流に対する弁形成術

の方法について今だに議論の余地のある疾患である。今回

高度僧帽弁逆流をともなったBarlow’s diseaseに対して弁形成

を施行し良好な結果を得たので報告する。 症例は 40 歳、男

性。主訴は動悸・息切れ。職場の健康診断で心雑音を指摘さ

れ近医を受診。僧帽弁逸脱による高度逆流の診断で当院へ

紹介となった。前・後尖ともに肥厚した過剰弁尖組織を認め、

逸脱による高度逆流を呈していた。P2 の砂時計様切除・縫合、

A2および A3の triangular 切除・縫合、34mm Physio ringによ

る弁輪縫縮を施行。人工検索は使用せずに逆流は制御され

た。三尖弁は 34mm MC3 ringで弁輪縫縮術を施行した。術後

経過は良好で術後 10日目に退院となった。 
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25 独自の-rough-zone trimming法-による僧帽弁前尖形成

40症例の検討 

○宮木靖子，高木伸之, 中島智博, 橘 一俊, 樋上哲哉 （札

幌医科大学外科学第二講座） 

 

当施設では新しい僧帽弁前尖形成法「rough-zone trimming

法」を 2005 年に開発し, 一貫してこの術式で弁形成を行って

いる.【目的】rough-zone trimming 法の早期・中期遠隔期成績

を検討する.【対象】2006年1月～2012年4月の ischemic MR, 

感染性心内膜炎によるMRを除く僧帽弁形成術患者 69例中,

僧帽弁前尖の絡む病変39例.年齢：16～79(平均51.6)歳.男女

比 21:18. 【形成術式】Rough-zone trimming法とは、余剰弁尖

のある腱索間を rough zoneに限った帯状に切除し縫合するこ

とで coaptation zone を深くするというコンセプトに基づいてい

る。 【結果】全例Rough-zone trimmingで完遂. 弁形成完遂率 

100%,  在院死亡 0例, 早期成績 MR mild 以下100%(39例),  

中期成績(1 か月～48 カ月) MR mild 以下 95%(37 例), 

moderate 5%(2例), 再手術 0例, 遠隔死亡 0例であった. 

【結語】Rough-zone trimming法を用いた僧帽弁前尖形成術に

おける早期・中期成績は良好で, その妥当性が確認された 

 

 

 

 

 

27 下壁梗塞及び低左心機能合併を来した大動脈 4 尖弁に

よる重症大動脈弁閉鎖不全症の一治験例 

○阿部慎司，上田秀樹, 大畑俊裕（KKR 札幌医療センター 

心臓血管外科） 

 

症例は 59歳、女性。頭痛、嘔吐出現し近医脳外受診。精査に

て左内頚動脈瘤破裂によるくも膜下出血と診断され、緊急手

術施行された。術後管理中に低左心機能合併の重症大動脈

弁閉鎖不全症が同定された。medication 後、手術目的にて当

院転院。術前冠動脈造影上、右冠動脈の完全閉塞病変を認

め、UCG で大動脈弁中央から逆流 jet を認めた。生体弁によ

る大動脈弁置換術+冠動脈バイパス術x1 (SVG to 4PD)の方針

とした。全麻導入後、経食道心臓超音波検査施行するに、大

動脈 4 尖弁と判明した。大動脈弁は各弁尖は 4 つとも equal 

sizeで、Hurwitz and Robert分類上 type Aであると考えられた。

低左心機能症例であり、より早く確実な大動脈弁置換術を選

択した。術後経過は良好であった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26 成人修正大血管転位に対する 1手術例 

○内藤祐嗣，新宮康栄, 若狭  哲, 大岡智学, 橘 剛, 久保

田卓, 松居喜郎（北海道大学 循環器・呼吸器外科） 

 

【はじめに】重篤な合併奇形を伴わない修正大血管転位

(ccTGA)は成人期に初めて診断に至り手術を要することがあ

る。解剖学的右室駆出率(RVEF)<40%、肺動脈収縮期圧

(PASP)>50mmHg、心房細動(Af)、NYHA>III が予後不良因子と

される。【症例】17歳時に ccTGA と診断された 50歳代男性。

最近Afが出現し入院、内科的加療でNYHAは IVから IIIとな

り手術を施行した。術直前 TR は severe、RVEF は 31%、推定

PASP は 56mmHg であった。【手術】TVR、MAP、メイズ手術、

心臓再同期療法を行い、TVR では弁尖は切除せず、腱索は

温存した。術翌日に ICU を退室し、リハビリは非常に順調で、

術後 18病日に独歩退院した。術後推定 PASPは 21mmHgに

低下した。【結語】成人 ccTGA に対する手術を経験したので

報告する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

28 80歳以上の大動脈弁狭窄症に対する外科治療の検討 

○大川洋平 1，小林一哉 1, 鈴木正人 1, 野村文一 1, 杉木健司
1, 数井暉久1, 大野猛三1, 山下武廣2, 今井斎博2, 前野大志
2, 長島雅人2, 森田 亨2, 中川俊昭2（1心臓血管センター北海

道大野病院 心臓血管外科, 2 心臓血管センター北海道大野

病院 循環器科） 

 

【目的】高齢化社会に伴い超高齢者に対する開心術は増加し

ている。今回我々は 80歳以上の大動脈弁狭窄症(以下AS)に

対する外科治療について検討したので報告する。【方法】対

象は 2010年 01月から 2012年 03月までにASに対して大動

脈弁置換術(以下AVR)を施行した95例である。うち80歳以上

(33例:高齢者群)と80歳未満(62例:対照群)に分け比較検討を

行った。【結果】高齢者群で女性の割合が高かったが、肥満、

喫煙、糖尿病の合併、術前の心機能分類、冠動脈病変に差は

なかった。人工弁は高齢者群では全て生体弁であり、対照群

では 14 例(22.6%)が機械弁であった。手術死亡は高齢者群で

は1例(3.0%)、対照群では3例(4.8%)であり有意差はなかった。

【結語】当院での80歳以上のASに対するAVRの成績は満足

すべきものであった。 
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29 治療に難渋している連合弁膜症一症例 

○宮武  司，大場淳一, 吉本公洋, 安達  昭, 増田貴彦, 奥

山  淳, 村瀬亮太, 青木秀俊（市立旭川病院 胸部外科） 

 

【症例】70歳台女性。18年前に大動脈弁狭窄症および僧帽弁

狭窄症に対して機械弁による二弁置換術施行。3 年前に僧帽

弁人工弁周囲逆流と三尖弁閉鎖不全症に対して僧帽弁再置

換術と三尖弁置換術を施行。今回、パンヌスによる大動脈弁

狭窄症と僧帽弁人工弁周囲逆流再発のために入院。【手術】3

度目の胸骨正中切開。大動脈弁人工弁の弁下に全周性のパ

ンヌスを認め、再大動脈弁置換術施行。僧帽弁を観察したが、

弁周囲逆流部位が同定できず、僧帽弁はそのままとした。【結

果】術後エコーで大動脈弁の圧較差減少。僧帽弁人工弁周囲

逆流は 2 度から 3 度程度のものが 2 度程度に減少。術直前

LDH値704（最高1371）が退院時393。【まとめ】治療に難渋し

ている連合弁膜症症例の経過を提示し、治療戦略について

考察する。 

 

 

 

 

 

 

31 術後 11 年目の大動脈弁位 CEP 生体弁機能不全に対す

る再手術の 1例 

○櫻田  卓，大澤久慶（社会医療法人鳩仁会 札幌中央病院 

心臓血管外科） 

 

 症例は 67歳、男性。大動脈弁閉鎖不全症に対して 56歳時

に当院で 27mm CEP生体弁にて弁置換術が施行されていた。

以後、通院加療も不定期となっていた。呼吸苦、血痰、背部痛

を自覚し当院に入院。大動脈弁位 CEP 弁の primary tissue 

failureによるAR4度を認めた。25mm CEP生体弁にて再弁置

換術を施行。術後経過は良好で術後約 3週後に退院となった。 

生体弁による手術適応、再弁置換術のリスク、今後将来的に

施行されるであろうTAVIなどについても考察してみた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30 乳頭筋断裂による急性僧帽弁閉鎖不全症に対する緊急

手術の 1例 

○櫻田 卓 (社会医療法人鳩仁会 札幌中央病院 心臓血管

外科) 

 

 急性心筋梗塞後の乳頭筋断裂は比較的まれで致命的な合

併症として知られている。 症例は 66歳、男性。約 1週間前よ

り感冒様症状が出現。呼吸苦が増悪したためかかりつけ病院

を受診。直後に呼吸困難にて気管内挿管となり、心臓エコー

検査で僧帽弁閉鎖不全4度、前尖に vegitation様の腫瘤を認

めた。緊急手術を目的に当院へ転院となった。人工呼吸器お

よび IABP による循環補助にもかかわらず低酸素血症および

ショック状態は増悪し直ちに緊急手術を開始した。僧帽弁は

前尖の乳頭筋断裂を認めた。31SJM にて僧帽弁置換術を施

行した。後日施行した冠動脈造影検査で＃11 が 99％狭窄を

呈しており、同部位に対してPCI(Promus stent:3.5mm×18mm)

を施行した。術後経過は概ね良好で 4 週目に自宅退院となっ

た。 

 

 

 

 

 

32 超高齢者（80歳以上）およびハイリスク胸部大動脈瘤症例

に対するステントグラフト内挿術の成績 

○久保田 卓 1，加藤 伸康, 南田 大朗,飯島 誠,内藤祐嗣, 

新宮康栄, 若狭  哲, 大岡智学, 橘  剛, 松居喜郎（北海道

大学 循環器・呼吸器外科） 

 

胸部大動脈瘤に対するTEVARはその低侵襲性ゆえに、超高

齢者やハイリスク症例に対して特に良い適応と考えられる。

2009年1月よりの該当症例は 12例（高齢10例、高度COPD1

例、低左心機能1例）。うち2例が破裂症例であった。これらの

症例に対して中枢側 landing が zone0は 6例、zone1が 1例、

zone3が 5例であった。ステントグラフトで coverされる弓部分

枝はすべて bypassをおいている。在院死亡はなく、全員自宅

退院もしくはリハビリ転院した。遠隔死亡は弓部破裂で 86 歳

の 1例が転院後にバイパスグラフト感染からの敗血症で、そし

て 80歳の 1例が遠隔期での肺炎であった。胸部大動脈瘤に

対するステントグラフト内挿術は超高齢者やハイリスク患者に

対しても良好な成績であった。 
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33 腎機能障害を有する腹部大動脈瘤症例に対するステント

グラフト内挿術 

○飯島  誠，久保田卓, 関  達也, 浅井英嗣, 加藤伸康, 南

田大朗, 内藤祐嗣, 新宮康栄, 若狭哲, 大岡智学, 橘  剛, 

松居喜郎（北海道大学 循環器・呼吸器外科） 

 

低侵襲治療として EVARの適応が拡大する一方で、腎機能障

害例ではヨード造影剤による腎機能増悪が懸念される。当科

で経験した全EVAR症例中、日本腎臓病学会CKD病期３もし

くは４期である9例を対象に、EVARの術後腎機能に対する影

響を検討した。症例の内訳は男性 7例、平均 76.2才。当科で

は、腎機能障害例に対して術前術後で hydration を行うととも

に、術前日及び当日にN-アセチルシステインを内服させてい

る。術後 eGFRが 20%以上低下した症例は 3例（33.3%）認めた

が、周術期に血液浄化を必要とした症例はなく、退院前には

術前とほぼ同レベルまで回復した。遠隔期に2例CKD病期進

行を認めたが、2 例とも 80 才以上の症例であった。腎機能障

害例であっても、周術期 hydration や内服薬加療を組み合わ

せることで、EVARは可能と考えられた。 

 

 

 

 

 

 

 

35 植込型補助人工心臓装着による在宅心臓移植待機 

○大岡 智学 1，新宮 康栄 1，若狭 哲 1，橘 剛 1，久保田 卓
1，松居 喜郎 1，榊原 守 2, 絹川 真太郎 2, 筒井 裕之 2, 小

林 真梨子 3、鈴木 千尋 3（1北海道大学大学院医学研究科循

環器呼吸器外科，2 北海道大学大学院医学研究科循環病態

内科学, 3北海道大学病院臓器移植医療部） 

 

植込型補助人工心臓装着後に在宅心臓移植待機が可能にな

った。我々が経験した、EVAHEART装着 2例の経過を鑑み、

装着時期・在宅治療プログラムの運用に関する課題を検討す

る。【症例】拡張型心筋症の 20 歳代（札幌市）および 30 歳代

（帯広市）男性。心臓移植適応取得し、それぞれ 5ヶ月後、2ヶ

月後に EVAHEART 装着。急性期右心不全に対して、一酸化

窒素吸入療法を適用した。術後経過は良好で大きな合併症

無く経過、心臓リハビリテーションおよび在宅治療プログラム

の院内・院外トレーニングを経てともに約 6 ヶ月後に自宅退院

となった。【在宅治療】「ホットライン」による 24 時間体制でトラ

ブルシューティングに対応している。帯広市在住患者は、地

元サポート施設の協力の下、2 週間隔で当施設と交互に外来

受診を継続。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

34 塞栓性脳梗塞を合併した感染性心内膜炎の手術方針 

○菊地 信介、光部 啓治郎、升田 晃生、吉田 由里、内田 

大貴、小久保 拓、古屋 敦宏、角浜 孝行、内田 恒、東 信良、

赤坂 伸之 （旭川医大外科学講座 循環呼吸腫瘍病態外科

分野） 

 

【はじめに】塞栓性脳梗塞(ES)などの脳血管障害を合併した感

染性心内膜炎(IE)に対する手術加療は、一般に発症から 2 週

間以上経過した後に行うことが多い。ESを合併した IE症例で

2 週以内に手術加療を要した症例の予後を検討した。【方法】

IE発症から 2週以内に手術加療を要した 22例を非ES 群11

例、ES 群10例の 2群に分け、背景因子及び予後を検討した。

【結果】ES群では有意に男性が多く(90%)、血液培養からグラム

陽性球菌が有意に検出された(80%)。感染弁は非ES群では大

動脈弁5例、ES群では僧帽弁6例(機械弁1例)が最多であっ

た。早期手術の理由は非ES群では心不全増悪が5例、ES群

では塞栓症予防が 5 例と最も多かった。5 年累積生存率に有

意な差は認めなかった。(非 ES 群 88.9% vs ES 群 87.5%  

p=0.967)【考察】IE における脳塞栓合併例では 2 週間以上の

経過観察後の手術加療が好ましいが、合併症次第では必ず

しも待機する必要がないことが示唆された。 

 

 

 

 

 

36 Amplatzer Septal occluderを用いた経皮的心房中隔欠損

閉鎖術 

○和田  励 1，高室基樹 1, 長谷山圭司 1, 横澤正人 1, 堀田智

仙 2, 畠山欣也 2（1 北海道立子ども総合医療・療育センター 

循環器科,2札幌医科大学 小児科学講座） 

 

 当施設では 2011 年 9 月か ら Amplatzer Septal 

Occluder(ASO)を用いた経皮的心房中隔欠損閉鎖術を開始し

ており、その有用性と問題点を報告する。対象は 2011年 4月

から 2012年 3月までにASOを希望して当院で経食道心エコ

ー，心臓カテーテルを施行された心房中隔欠損 28 例で 8 例

に ASOを施行した。年齢は 6歳～33歳(中央値 11歳)。全例

二次孔型で径 7～16mm(平均値 12mm)。肺体血流比は 1.5～

2.4(平均 1.9)。使用したデバイスは 12～19mm(平均 16mm)で

あった。全例で術後遺残短絡なく合併症もなかった。1 例が他

院で ASOを施行され 2例が待機中。不適応症例は rim の欠

損が 13 例、部分肺静脈還流異常合併が 1 例、体格 1 例，

challenging caseで ASOを回避が 2例あった。ASOを用いた

経皮的心房中隔欠損閉鎖術は適応を厳密に評価することで

安全・確実に施行することができる。 
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37心房中隔欠損症を合併した成人三心房心の一症例 

○黒嶋健起 1，坂本 央 1, シャリフィムヒブ 1, 會田誠 1, 河端菜

穂子 1, 蓑島暁帆 1, 太田久宣 1, 竹原有史 1, 田邊康子 1, 竹

内利治 1, 赤坂和美１, 佐藤伸之 1, 赤坂伸之 2, 川村祐一郎 1, 

長谷部直幸 1 (1旭川医科大学  内科学講座循環・呼吸・神経

病態内科学分野, 2 旭川医科大学 外科学講座 循環・呼吸・

腫瘍病態外科学分野） 

 

症例は 47歳男性。12歳時に心房中隔欠損 (ASD)と診断され

たが経過観察となり、以後通院なし。労作時の息切れが出現

し、検診にて右脚ブロックを指摘されたため、当科を初診した。

経食道心エコー図、心臓 CT、心臓 MRI 等の画像診断にて、

左房が異常隔壁により真腔、副腔に二分された左房性三心房

を認め、右房と副腔の間に ASD(17mm)を伴っていた。肺静脈

は全て副腔に流入。心臓カテーテル検査では、右房レベル

のO2 step upを認め、左→右シャント率60％、肺体血流比2.4

であった。Lucas-Shumidt 分類ΙB1 型の三心房心と診断し、

ASD 閉鎖および異常隔壁切除術の適応と判断した。通常、左

房性三心房心は僧房弁狭窄症と同様の血行動態にて肺高血

圧を呈するが、本症例ではASDの合併により圧負荷が軽減し、

成人まで心不全症状が軽度で経過したと考えられた。 

 

 

 

 

 

39 健診の胸部単純写真における左第三弓突出および石灰

化が発見の契機となった、動脈瘤を伴う上行大動脈-主肺動

脈瘻の一例 

○長谷部智美 1，柴山佳一朗 1, 佐藤篤志 1, 小林清乃 1, 貴田

岡亨 1, 野呂忠孝 1, 太田貴文 1, 塩越隆広 1, 小川裕二 1, 加

藤淳一 1，長谷部 直幸 2, 橋爪弘敬 3, 増田貴彦 4、長谷川幸

生 4、安達昭 4、吉本公洋 4、宮武司 4、大場淳一 4、青木秀俊 4（1

旭川厚生病院 循環器科，2 旭川医科大学 内科学講座 循

環・呼吸・神経病態内科学分野, 3はしづめクリニック, 4市立旭

川病院胸部外科） 

 

症例は 64歳女性。数年前より健診の胸部単純写真で左第三

弓突出および石灰化を指摘され経過観察となっていたが、左

第三弓の更なる増大を認め心精査を施行。経胸壁および経

食道心エコーでは左房左心耳はいずれも正常であった。冠

動脈造影を施行したところ、上行大動脈の右冠動脈起始部直

上より起始し、明確には同定不能であったが、左心耳近傍に

開口する異常血管を認め、さらに主肺動脈へのわずかな血流

が確認された。MDCTで、異常血管は主肺動脈左方に認めた

石灰化を伴う瘤に開口していた。瘤破裂の危険性を考慮し、

異常血管の結紮および瘤切除術を施行した。異常血管は主

肺動脈左側で径3cmの瘤を形成し、瘤内から肺動脈内の瘻

孔へ交通が確認された。動脈瘤内部には器質化した血栓が

充満していた。貴重な一例を経験したので報告する。 

 

 

 

 

 

 

 

38 難治性高血圧の基礎疾患として大動脈縮窄症と診断され

た一例 

○佐藤大樹 1，神垣光徳 1, 伊東直史 1, 白井真也 1, 簗詰徹彦
1, 斎藤俊一 1, 阿部慎司 2, 上田秀樹 2, 大畑俊裕 2（1KKR 札

幌医療センター 循環器科,2KKR 札幌医療センター 心臓血

管外科 ） 

 

症例は 50 歳女性、高校生の時に高血圧を指摘されたが放置

していた。2010年に脳梗塞発症を機に降圧剤を開始されたが、

5剤投与で収縮期血圧が 170mmHg と高値であり、2011年 12

月精査依頼で当科紹介となった。二次性高血圧の鑑別のた

め CT を施行したところ、左鎖骨下動脈分岐直後に大動脈の

狭窄を認めた。既往や CT所見で大動脈炎症候群を疑う所見

はみられず、大動脈縮窄症の診断となった。上下肢で

60mmHg の血圧差があり、カテーテル検査では 100mmHg の

圧較差があったため、手術適応と判断し 2012 年 2 月ステント

グラフト内挿術を施行した。術前に行った 24 時間血圧測定で

は降圧薬 5 剤投与で平均血圧が 154/71mmHg であったが、

術後、4 剤で 124/69mmHg と改善がみられた。中年以降に診

断される大動脈狭窄症は稀であり、文献的考察を加えて自験

例を報告する。 

 

 

 

 

 

40 Nuss 法が自覚症状の改善に有効だった漏斗胸の成人治

験例 

○渡辺公聡 1，平井俊浩 1, 坂本 央 1, 太田久宣 1, 田邊康子
1, 竹内利治 1,. 佐藤伸之 1, 長谷部直幸 1, 北田正博 2（1旭川

医科大学 内科学講座循環・呼吸・神経病態内科学分野,2 旭

川医科大学 呼吸器センター） 

 

症例は 29 歳女性。小児期から漏斗胸を指摘され、成長後の

手術を勧められていたが放置していた。2011年 5月下旬から、

労作時の胸の重苦感、動悸を自覚するようになり近医を受診

した。心エコー上右心系の拡大を指摘されたため、当科を紹

介された。心エコーでは右室基部の拡大を認めたが、右室心

尖部は漏斗胸のため圧排されていた。入院後の Holter 心電

図では動悸発作時の洞性頻拍を認めた。心臓カテーテル検

査等では明らかな器質的異常なく、胸部 CT 上 Hallar Index 

3.6の高度な漏斗胸がみられ、右室の圧迫による症状と考えら

れた。同年 8 月当院呼吸器外科にて Nuss 法による胸骨挙上

術が施行された。近年漏斗胸の低侵襲治療が注目されている

が、成人例における胸部症状の改善に有効であった症例を

経験したので報告する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


