
第 111回日本循環器学会北海道地方会 

 

 

日 時：平成 26年 6月 28日（土） 9：45 ～ 15：58 

会 場：北海道大学 学術交流会館 

  (札幌市北区北 8条西 5丁目 TEL：011-706-2141) 

会 長：札幌医科大学心臓血管外科学講座 教授 樋上 哲哉 

 

■教育セッション I (12:00～13:00) 

座 長：樋上 哲哉 (札幌医科大学心臓血管外科学) 

 「心臓血管外科医からみた TAVI-これからの「手術成功」の意味-」 

大阪大学医学系研究科 心臓血管外科 特任助教 前田 孝一 先生 

 

■教育セッション II (13:00～14:00) 

座 長：三浦 哲嗣（札幌医科大学 循環器・腎臓・代謝内分泌内科学） 

 「Transcatheter aortic valve implantation.  

我々は何を知り、何をすべきか？」  

慶應義塾大学医学部 循環器内科 専任講師 林田 健太郎 先生 

 

■支部評議員会（14:05～14:30・第２会場）・支部総会（14:35～14:55・第 1会場） 

 議 長：筒井 裕之 日本循環器学会北海道支部長 

 

❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖ 
参加者の皆様へ 

・参加費：医師 1,000円（名誉会員、初期研修医、医学生、コメディカルの方は参加費免除） 

・「北海道地方会 YIA」と「無料託児所」を設けます（本冊子巻末参照）。 

 

専門医の皆様へ （専門医カードをご持参ください） 

・規定時間聴講されますと下記単位が付与されます。 

地方会参加登録（5 単位）／教育セッション（3 単位） 

❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖ 

 

[当番事務局]  札幌医科大学医学部心臓血管外科学講座 伊藤 寿朗 

TEL:011-611-2111（内線：3312）    FAX: 011-613-7318  

TEL:011-611-2111
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❖❖❖❖❖❖ 演者の皆様へ ❖❖❖❖❖❖ 
 

 

 

 

発表時間 ： 5 分 （YIA セッション：7分）   

討論時間 ： 2 分 （YIA セッション：3分） 

 
 
 
 
● すべて 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。 

※心筋炎・心内膜炎、血管・その他のセッションの演者は 9：30 までに PC受付にお越しください。 

※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。 
 

● 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・省電力設定を解除し、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、音声の使用はできません。受付後の発表データの修正等は

一切できません。 
 

● 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。 
 

● 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。 
 

● 発表開始時間の 10 分前までに、次演者席に着席してお待ちください。 
 

● 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分前に黄色ランプ、終了時に赤色ラン

プが点灯します）。 
 

● 発表終了後に、発表受付・動作確認時にお渡しした「パソコン・メディア返却券」と引き換えに、PC本体を返却致し

ます。PC の返却は 16:15 で終了致します。必ず時間内に PC受付でお受け取りください。 

 

 

 
❖❖❖❖❖❖ 座長の皆様へ ❖❖❖❖❖❖ 

 
 
● セッション開始の 10 分前までに、次座長席に着席してお待ち下さい。 
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❖❖❖❖❖❖ 会場のご案内 ❖❖❖❖❖❖ 

 

 

 

 

 

 

会 場：北海道大学 学術交流会館 

住 所：札幌市北区北 8条西 5丁目  

電 話：011-706-2141 

 

ＪＲ「札幌駅」：徒歩 10分 

市営交通・地下鉄南北線・東豊線「札幌駅」：徒歩 15分 

市営交通・地下鉄南北線「北 12条駅」：徒歩 10分  

 

 

※学術交流会館には駐車場がありませんので，最寄りの公共交通機関をご利用願います。 
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❖❖❖❖❖❖ 会場案内図 ❖❖❖❖❖❖ 
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開会の辞 (09:45～09:50) 会長 樋上 哲哉 （札幌医科大学 心臓血管外科学講座） 

 

一般演題 午前の部(09:50～10:58) 

 

■ 心筋炎・心内膜炎（9:50～10:25） ■ 

座長:  矢野 俊之（札幌医科大学 循環器・腎臓・代謝内分泌内科） 

 中村 雅則（市立札幌病院 循環器センター 外科） 

 

 

 1. Brugada症候群と不整脈原性右室心筋症の鑑別に電気生理学的検査と心臓 MRIが有効であった 1

例 

○津島 隆太，畠 信哉，佐藤 宏行，矢加部 大輔，杉本 洋一郎，吉岡 拓司，佐々木 晴樹， 

淺野 嘉一，宮本 憲次郎，大本 泰裕，広上 貢，村上 弘則 

手稲渓仁会病院 心臓血管センター 循環器内科 

 

 

 2. 高度心機能低下に呈した甲状腺機能低下症による二次性心筋症の 1例 

○下岡 良典 1，佐藤 亜紀 2，牧口 展子 2，成田 浩二 2，福澤 純 2 
1旭川厚生病院 循環器科 2恵み野病院 循環器内科 

 

 

 3. 感染性心内膜炎に対する心膜を用いた再建術 

○宇塚 武司，安田 尚美，中村 雅則，渡辺 祝安 

市立札幌病院 循環器センター 外科 

 

 

 4. 心室細動を契機に発見された大動脈二尖弁に伴う感染性心内膜炎の 1症例 

○鳥羽 真弘 1，加藤 喜哉 1，表 和徳 1，小梁川 和宏 1，南部 秀雄 1，高橋 雅之 1，浅川 響子 1， 

檀浦 裕 1，松井 裕 1，牧野 隆雄 1，甲谷 哲郎 1，渡辺 祝安 2，中村 雅則 2，宇塚 武司 2， 

安田 尚美 2 
1市立札幌病院 循環器センター 循環器内科 2市立札幌病院 循環器センター 外科 

 

 

 5. 閉塞性肥大型心筋症に感染性心内膜炎を併発した急性心不全の 1例 

○佐藤 宏行，矢加部 大輔，杉本 洋一郎，畠 信哉，佐々木 晴樹，吉岡 拓司，淺野 嘉一， 

宮本 憲次郎，大本 泰裕，広上 貢，村上 弘則 

手稲渓仁会病院 心臓血管センター 循環器内科 

第１会場 （２階・講堂） 
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■ 内科・外科合同（10:30～10:58） ■ 

座長:  神津 英至（札幌医科大学 循環器・腎臓・代謝内分泌内科） 

 大岡 智学（北海道大学 循環器・呼吸器外科） 

 

 

6. 心臓外科手術におけるサムスカの有効性 

○橘  一俊，山下 暁立，沼口 亮介，萩原 敬之，宮木 靖子，高木 伸之，樋上 哲哉 

札幌医科大学 心臓血管外科 

 

 

7. 門脈肺高血圧に対し肺高血圧症治療薬とトルバプタンの併用が有効であった 1例 

○後藤 全英，河端 奈穂子，伊達 歩，杉山 英太郎，簑島 暁帆，坂本 央，田邊 康子，竹内 利治， 

佐藤 伸之，川村 祐一郎，長谷部 直幸 

旭川医科大学 循環・呼吸・神経病態内科 

 

 

8. 超急性期にトルバプタンが有効だったフロセミド抵抗性の急性心不全の 3例 

○鏡 和樹，米澤 一也，安在 貞祐，広瀬 尚徳，小室 薫 

国立病院機構函館病院 循環器内科 

 

 

9. 当院での Tolvaptan外来継続投与症例に関する検討 

○大澤 久慶 1，村木 里誌 1，櫻田 卓 1，川原田 修義 1，佐々木 潤 1，荒木 英司 1，中島 慎治 2 
1札幌中央病院 心臓血管外科 2札幌中央病院 呼吸器外科 
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■ YIAセッション（11:00～11:40） ■ 

座長:  横式 尚司（北海道大学 循環病態内科） 

 丹野 雅也（札幌医科大学 循環器・腎臓・代謝内分泌内科） 

 佐藤 伸之（旭川医科大学 循環・呼吸・神経病態内科） 

 

 

【症例報告】 

10. 入院時末梢血好酸球数が正常であった特発性好酸球性心筋炎の 1例 

○高橋 遼，斉藤 礼，大和田 渉，神津 英至，村中 敦子，矢野 俊之，田中 希尚，下重 晋也， 

古橋 眞人，丹野 雅也，橋本 暁佳，三浦 哲嗣 

札幌医科大学 循環器・腎臓・代謝内分泌内科 

 

 

11. Cleftによる重症房室弁逆流を来した unroofed coronary sinusの 1例 

○沼口 亮介，橘 一俊，萩原 敬之，山下 暁立，宮木 靖子，高木 伸之，樋上 哲哉 

札幌医科大学 心臓血管外科 

 

 

12. 高度低左心機能による心不全を発症した褐色細胞腫の 1例 

○新井 洋輔 1，野口 圭士 2，及川 達也 3，三山 博史 2，榊原 守 2，石森 直樹 2，筒井 裕之 2 
1北海道大学 循環器・呼吸器外科 2北海道大学 循環病態内科  
3北海道社会事業協会帯広病院 循環器内科 

 

 

【臨床研究】 

13. 左室収縮機能低下症例における心筋線維化率高値は予後不良の予測因子である 

○中田 潤，矢野 俊之，下重 晋也，望月 敦史，藤戸 健史，村中 敦子，丹野 雅也，湯田 聡， 

三木 隆幸，橋本 暁佳，土橋 和文，三浦 哲嗣 

札幌医科大学 循環器・腎臓・代謝内分泌内科 
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一般演題 午前の部（9:50～10:25） 

 

■ 血管・その他 (9:50～10:25) ■ 

座長:  内田 恒 （旭川医科大学 血管外科） 

 高木 伸之（札幌医科大学 心臓血管外科） 

 

 

14. 右室二腔症に対する治療経験 

○中西 仙太郎，木村 文昭，角浜 孝行，赤坂 伸之，紙谷 寛之 

旭川医科大学 心臓血管外科 

 

 

15. 自己心膜使用の大動脈弁形成術の 3症例の経験 

○馬場 俊雄 1，尾崎 重之 2，森下 清文 1，馬渡 徹 1，佐賀 俊文 1，柴田 豪 1，楢山 耕平 1 
1市立函館病院 胸部心臓血管外科 2東邦大学医療センター大橋病院 心臓血管外科 

 

 

16. 拡張型心筋症に合併した両心室内血栓を摘出した 1手術例 

○畑中 憲之，上田 高士 

札幌東徳洲会病院 心臓血管外科 

 

 

17. EVAR後遠隔期に発生した type 1a endoleakにより開腹下人工血管置換術を施行した 2例 

○佐藤 宏，伊藤 寿朗，中島 智博，黒田 陽介，樋上 哲哉 

札幌医科大学 心臓血管外科 

 

 

18. 末梢動脈疾患患者に対する G-CSF動員自家末梢血単核球細胞移植治療 

○八戸 大輔，棒田 浩基，萱沼 圭悟，片桐 勇貴，竹之内 豪，後平 泰信，士反 英昌， 

山崎 和正，山崎 誠治，齋藤 滋 

札幌東徳洲会病院 循環器科 

第２会場 （１階・小講堂） 
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教育セッション I (12:00～13:00)  

座長： 樋上 哲哉 (札幌医科大学 心臓血管外科) 

 

「心臓血管外科医からみた TAVI-これからの「手術成功」の意味-」 
 

大阪大学医学系研究科 心臓血管外科 特任助教 前田 孝一先生 
 

共催:田辺三菱製薬株式会社 

 

 

 

 

教育セッション II (13:00～14:00)   

座長：三浦 哲嗣 (札幌医科大学 循環器・腎臓・代謝内分泌内科) 

 

「Transcatheter aortic valve implantation. 

我々は何を知り、何をすべきか？」  

 

慶應義塾大学医学部 循環器内科 専任講師 林田 健太郎先生 

共催：サノフィ株式会社 

 

第１会場 （２階・講堂） 
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一般演題 午後の部（15:00～15:58） 

 

■ 不整脈 1 (15:00～15:28) ■ 

座長: 三山 博史 （北海道大学 循環病態内科） 

 久保田 卓 （KKR札幌医療センター 心臓血管外科） 

 

 

19. 12誘導ホルター心電図が trigger PVCの起源特定に有用であった特発性心室細動の 1例 

○石丸 伸司 1，川崎 まり子 1，柿木 梨沙 1，高畑 昌弘 1，田所 心仁 1，木谷 俊介 1，管家 鉄平 1，

五十嵐 正 1，岡林 宏明 1，古谷 純吾 1，五十嵐 康己 1，五十嵐 慶一 1，多羽田 雅樹 2 
1地域医療機能推進機構北海道病院 心臓血管センター 心臓内科 
2地域医療機能推進機構北海道病院 ME部 

 

 

20. 肺動脈内に不整脈基質を有することが示唆された単形性心室頻拍の 1例 

○大津 圭介，加藤 瑞季，菊地 麻美，本間 恒章，武藤 晴達，明上 卓也，小松 博史，金子 壮朗，

藤田 雅明，佐藤 実，井上 仁喜，寺西 純一，竹中 孝 

国立病院機構北海道医療センター 循環器内科 

 

 

21. 冠動脈閉塞・心室瘤を伴う心室頻拍に対して心内膜切除を施行した 1例 

○稗田 哲也，関 達也，浅井 英嗣，新宮 康栄，若狭 哲，大岡 智学，松居 喜郎 

北海道大学 循環器・呼吸器外科 

 

 

22. ペースメーカーリード抜去術における心房リードの用手的牽引の危険性 

○齋藤 達弥 1，舟山 直宏 2，櫻井 聖一郎 2，菊池 紅 2，伊達 修 1，山本 匡 2，山崎 香子 2， 

柏木 雄介 2，佐々 保基 2，儀間 充 2，坂田 純一 1，田中 秀一 2，堀田 大介 2，塚本 勝 1， 

横山 秀雄 1，中瀬 篤信 1，菊池 健次郎 2，安倍 十三夫 1，大堀 克己 1 
1北海道循環器病院 心臓血管外科 2北海道循環器病院 循環器内科 

第１会場 （２階・講堂） 

 



 - 11 - 

 

 

■ 不整脈 2 (15:30～15:58) ■ 

座長: 杉山 英太郎（旭川医科大学 循環・呼吸・神経病態内科） 

 望月 敦史 （札幌医科大学 循環器・腎臓・代謝内分泌内科） 

 

 

23. 持続する左房起源の心房頻拍により頻脈誘発性心筋症を合併した若年男性の 1例 

○青木 真弓，尾畑 弘美，太田 久宣，満岡 孝雄 

国立病院機構帯広病院 循環器内科 

 

 

24. Fasciculoventricular pathway の 1例 

○加藤 瑞季，佐藤 実，大津 圭介，菊地 麻美，本間 恒章，明上 卓也，武藤 晴達，小松 博史，

金子 壮朗，藤田 雅章，井上 仁喜，寺西 純一，竹中 孝 

国立病院機構北海道医療センター 循環器内科 

 

 

25. 繰り返す失神の原因診断に植込み型ループレコーダが有用であった 1例 

○國生 泰範，尾崎 威文 

札幌整形循環器病院 心臓血管内科 

 

 

26. 難治性の心室頻拍に対して心外膜アブレーションを施行し根治した 1例 

○安西 耕，小和瀬 晋弥，黒崎 健司  

横浜労災病院 
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一般演題 午後の部(15：00～15：58) 

 

■ その他 (15:00～15:28) ■ 

座長: 石森 直樹（北海道大学 循環病態内科） 

 竹内 利治（旭川医科大学 循環・呼吸・神経病態内科） 

 

 

27. Trousseau症候群を合併した癌性心膜炎の 1例 

○貴田岡 亨 1，柴山 佳一郎 1，下岡 良典 1，山内 敦司 1，塩越 隆広 1，小川 裕二 1，加藤 淳一 1，

長谷部 直幸 2 
1旭川厚生病院 循環器科 2旭川医科大学 循環・呼吸・神経病態内科 

 

 

28. CRT-p植込み時に非造影 CT による冠静脈洞 mappingが有用であった 1例 

○川崎 まり子 1，石丸 伸司 1，柿木 梨紗 1，高畑 昌弘 1，田所 心仁 1，木谷 俊介 1，管家 鉄平 2，

五十嵐 正 1，岡林 宏明 1，古谷 純吾 1，五十嵐 康己 1，五十嵐 慶一 1 
1地域医療機能推進機構北海道病院 心臓内科 
2地域医療機能推進機構北海道病院 放射線科 

 

 

29. 日本における循環器疾患死亡に循環器専門医数、PCI施行件数は影響を与えない？ 

○長島 仁，沼崎 太 

士別市立病院 循環器内科 

 

 

30. 肺静脈閉塞性疾患/肺毛細血管腫症に対してイマチニブが有効であった 1例 

○中谷 資隆，佐藤 隆博，辻野 一三，坂谷 利，高階 知紗，渡部 拓，大平 洋 

北海道大学 内科Ⅰ 

第２会場 （１階・小講堂） 
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■ 虚血性心疾患（15:30～15:58） ■ 

座長: 西田 絢一（札幌医科大学 循環器・腎臓・代謝内分泌内科） 

 橘 一俊  （札幌医科大学 心臓血管外科） 

 

 

31. LMT完全閉塞の急性心筋梗塞を救命し得た 1例 

○石破 光咲子，平井 俊浩，井澤 和眞，八巻 多，酒井 博司 

名寄市立総合病院 循環器内科 

 

 

32. PCI、吻合困難 2症例に対する冠動脈バイパス術 

○奥山 淳，大場 淳一，宮武 司，吉本 公洋，杉本 聡，青木 秀俊 

市立旭川病院 胸部外科 

 

 

33. 頚動脈病変を有する単独冠動脈バイパス症例における術後脳梗塞予防の検討 

○関 達也，若狭 哲，新宮 康栄，大岡 智学，橘 剛，松居 喜郎 

北海道大学 循環器・呼吸器外科 

 

 

34. 冠動脈肺動脈癭と左前下行枝中等度狭窄の連続病変の虚血を FFR測定で証明し得た 1例 

○菊地 麻美，藤田 雅章，竹中 孝，加藤 瑞季，大津 圭介，本間 恒章，明上 卓也，武藤 晴達，

小松 博史，金子 壮朗，佐藤 実，井上 仁喜，寺西 純一 

国立病院機構北海道医療センター 循環器内科 
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１. Brugada 症候群と不整脈原性右室心筋症の鑑別に電気
生理学的検査と心臓 MRIが有効であった 1例 

２. 高度心機能低下を呈した甲状腺機能低下症による二次
性心筋症の１例 

手稲渓仁会病院 心臓血管センター 循環器内科 1旭川厚生病院 循環器科、2恵み野病院 循環器内科 

○津島 隆太、畠 信哉、佐藤 宏行、矢加部 大輔、 
杉本 洋一郎、吉岡 拓司、佐々木 晴樹、淺野 嘉一、 
宮本 憲次郎、大本 泰裕、広上 貢、村上 弘則 
 

○下岡 良典 1、佐藤 亜紀 2、牧口 展子 2、成田 浩二 2、 
福澤 純 2 

生来健康な 35 歳男性。自家用車を運転中に突然眩暈を自覚
し、当院への救急搬送中に心室細動（VF）となった。電気的
除細動を施行するも洞調律は維持できず、すぐに VFが再燃す
る状態であった。アミオダロン投与後、状態が安定し緊急冠
動脈造影を施行したが有意狭窄を認めなかった。心電図では
Coved 型 Brugada 波形を認めたが、後の心臓 MRI で右室壁運
動の低下と右室自由壁部分に遅延造影像を認め、不整脈原性
右室心筋症（ARVC）が最も疑われた。電気生理学的検査では
右室心内膜側に低電位領域や遅延電位等を認めず、心外膜側
に MRI 上器質的病変を認める点から ARVC と診断し得た。
Brugada 症候群と ARVCの鑑別診断に、心内膜下の遅延電流の
有無と心臓 MRI が有効であると考えられたため、文献的考察
も含めて今回報告する。 

 

症例は 30歳代女性、もともと肥満傾向で平成 24年 11月に第
１子を出産してからさらに体重増加を認めていた。平成 25
年 4 月始めに倦怠感を自覚し、近医を受診、甲状腺機能低下
症を初めて指摘された。橋本病と診断された。平成 25 年 5
月下旬、感冒を契機に倦怠感の増悪と息切れを自覚し、当科
を紹介受診した。胸部 X 線写真から肺炎と心不全が疑われ，
精査加療目的で入院となった。肺炎は速やかに改善し、引き
続き心精査を施行した。心機能は EF29%と低下を認め、びま
ん性の壁運動低下を認めた。有意な弁膜症は認めず、冠動脈
疾患も否定されたが、心筋生検から甲状腺機能低下症に伴う
二次性心筋症と判断された。甲状腺機能低下症による高度心
機能低下例は比較的で稀ではあるが、多くは可逆性である。
本症例の経過を含め、文献的考察を合わせて報告する。 

 

３. 感染性心内膜炎に対する心膜を用いた再建術 ４. 心室細動を契機に発見された大動脈二尖弁に伴う感染
性心内膜炎の１症例 

市立札幌病院 循環器センター 外科 1 市立札幌病院 循環器センター 循環器内科、2 市立札幌病
院 循環器センター 外科 

○宇塚 武司、安田 尚美、中村 雅則、渡辺 祝安 ○鳥羽 真弘 1、加藤 喜哉 1、表 和徳 1、小梁川 和宏 1、 
南部 秀雄 1、高橋 雅之 1、浅川 響子 1、檀浦 裕 1、 
松井 裕 1、牧野 隆雄 1、甲谷 哲郎 1、渡辺 祝安 2、 
中村 雅則 2、宇塚 武司 2、安田 尚美 2 

目的、方法：2010年 5月以降に当科にて外科治療を行った感
染性心内膜炎症例のうち、心膜を用いて外科的再建術を行っ
た 6 症例において検討した。結果：6 例中感染の活動期に手
術を行った症例が 5 例であった。ゼノメディカを用いたもの
が 2 例で、残る 4 例ではグルタルアルデヒド処理自己心膜が
使用された。心膜再建を行った部位は大動脈壁１例、大動脈
弁輪 3例、大動脈弁下 IVF2例、僧帽弁輪 2例、三尖弁 1例、
左房壁 1 例、右房壁 1 例（単一症例での重複あり）で、手術
死亡はなかった。MRSA感染活動期に手術を行った大動脈弁輪
部膿瘍症例で局所の再感染が強く疑われた。同症例は術後 4
週目に他病死（脳出血）した。残る 5 症例において現在に至
るまで再感染、死亡は認めていない。結語：周術期の心血管
関連死亡を認めず成績は良好であった。 

 

症例は 30歳男性。2か月前から発熱を認め近医を一度受診し
たのみであった。今回突然の心肺停止となり救急要請された。
心室細動にて除細動が施行され心拍再開し当院搬入となっ
た。心エコーで大動脈二尖弁であり疣贅を認めた。また大動
脈弁から三尖弁にかけて弁輪部膿瘍を認め、心電図では房室
ブロックを認めたことから第 2 病日に緊急手術が施行され
た。患者は多数の齲歯があり、血液培養からグラム陰性桿菌
である ActinoBacillus actinomycetemocomitans（口腔内常
在菌）が検出された。術後経過は問題なく経過したが、心停
止の影響で低酸素性脳症を認めリハビリを継続している。心
室細動を契機として発見される感染性心内膜炎は非常に稀で
あり、集学的治療が救命に寄与したと考えられる。 
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５. 閉塞性肥大型心筋症に感染性心内膜炎を併発した急性
心不全の 1例 

６.  心臓外科手術におけるサムスカの有効性 

手稲渓仁会病院 心臓血管センター 循環器内科 札幌医科大学 心臓血管外科 

○佐藤 宏行、矢加部 大輔、杉本 洋一郎、畠 信哉、 
佐々木 晴樹、吉岡 拓司、淺野 嘉一、宮本 憲次郎、 
大本 泰裕、広上 貢、村上 弘則 
 

○橘 一俊、山下 暁立、沼口 亮介、萩原 敬之、 
宮木 靖子、高木 伸之、樋上 哲哉 

症例は大腸癌術後、閉塞性肥大型心筋症（HOCM）の既往のあ
る 63歳女性。4ヶ月前より倦怠感を主訴に前医入院。当初抗
菌薬投与のみで治療されていたが改善なく、血液培養より
S.mitis が検出、心エコー検査にて僧帽弁の巨大疣贅を認め
たため、感染性心内膜炎(IE)の診断となった。全身精査で脾
梗塞、脳梗塞の併発を認めたため、手術目的に当科紹介入院。
当院の経食道心エコー検査では、疣贅に加え、僧帽弁前尖の
腱索断裂、A2の瘤化・穿孔、それに伴う重症僧帽弁逆流を認
めた。抗菌薬継続、利尿薬投与で経過観察し、早期手術の方
針であったが、経過中に治療抵抗性の急性肺水腫を発症し、
準緊急的に僧帽弁置換術および心室中隔筋切除を施行した。
今回のような HOCMに IEを合併した症例は比較的稀だと思わ
れ、文献的考察を含めて報告する。 

 

心臓手術後管理における Tolvaptan の有効性を検討した。当
院で施行した開心術中、術後 Tolvaptan を投与した 51例を対
象とした。Tolvaptan 群(T 群)と既存利尿薬のみを投与した
Control 群(C群)に対し、術後の精算尿量、水分バランス、血
清 Na/K/Cr 値変化率および有害事象の有無を比較検討した。
術後 2日間の積算尿量は T群で 5347±1446mL、C群で 4403±
1065mLであり T群で多い傾向を認めた。水分バランスは T群
で-34±22mL/kg、C 群で-20±22mL/kg であり T 群で有意に減
少した。術後 3 日間の血清 Na/K/Cr 値の変化率はいずれも有
意差を認めなかった。T 群で有害事象による Tolvaptan 投与
中止例は認めなかった。Tolvaptan の投与により良好な水分
バランス管理が可能であった。 

 

７. 門脈肺高血圧に対し肺高血圧症治療薬とトルバプタン
の併用が有効であった 1 例 

８. 超急性期にトルバプタンが有効だったフロセミド抵抗
性の急性心不全の３例 

旭川医科大学 循環・呼吸・神経病態内科 国立病院機構函館病院 循環器内科 

○後藤 全英、河端 奈穂子、伊達 歩、杉山 英太郎、 
簑島 暁帆、坂本 央、田邊 康子、竹内 利治、 
佐藤 伸之、川村 祐一郎、長谷部 直幸 
 

○鏡 和樹、米澤 一也、安在 貞祐、広瀬 尚徳、小室 薫 

症例は 66 歳女性。24 歳頃から多量の飲酒を続けていたが，
65歳時に倦怠感，喘鳴が出現し当科外来受診。心エコーにて
著明な右心負荷所見が認められ，即入院となった。精査にて
アルコール性肝硬変による門脈肺高血圧と診断し，シルデナ
フィル 60mg，アンブリセンタン 5mgを導入し退院となった。
退院後アンブリセンタンを漸増したところ再度腹水，浮腫の
コントロールが困難となり，半年後に再入院となった。フロ
セミドの増量では改善を認めず，トルバプタンを導入したと
ころ良好な利尿が得られ，腹水，浮腫はほぼ消失した。治療
開始から 1年後の再評価では右心カテーテル所見，運動耐容
能に著明な改善を認めた。肺高血圧治療薬による体液貯留に
対してトルバプタンの併用が有効であった症例を経験したの
で，文献的考察を加え報告する。 

 

トルバプタンは、ループ利尿薬等を用いても体液貯留をきた
す慢性心不全に対して、有効性が多数報告されている。しか
し超急性期の効果に関する報告は多くはない。今回、心不全
の急性増悪時にフロセミド静注で効果が得られない症例で、
超急性期のトルバプタンの投与により比較的短時間で利尿効
果が得られた 3 症例を経験した。その超急性期の効果の特徴
として、大量の利尿にも関わらず血圧の低下はほとんど認め
ず、電解質の大きな変動もなかった。フロセミド抵抗性の急
性心不全患者に対して、トルバプタン投与後に比較的短時間
で利尿が得られることにより、フロセミドの大量投与や限外
濾過を回避できる症例があり、超急性期の心不全治療にも非
常に有効な選択肢になると考える。 
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９. 当院での Tolvaptan 外来継続投与症例に関する検討 10. 入院時末梢血好酸球数が正常であった特発性好酸球性
心筋炎の１例 

1札幌中央病院 心臓血管外科、2札幌中央病院 呼吸器外科 札幌医科大学 循環器・腎臓・代謝内分泌内科 

○大澤 久慶 1、村木 里誌 1、櫻田 卓 1、川原田 修義 1、
佐々木 潤 1、荒木 英司 1、中島 慎治 2 

○高橋 遼、斉藤 礼、大和田 渉、神津 英至、 
村中 敦子、矢野 俊之、田中 希尚、下重 晋也、 
古橋 眞人、丹野 雅也、橋本 暁佳、三浦 哲嗣 
 

Tolvaptanはバゾプレシン受容体の１つである V2受容体を選
択的に阻害することにより、従来の利尿薬とは異なる機序で
利尿効果をもたらす。本薬剤は水の再吸収を抑制し、水分の
みを体外へ排泄するため、低ナトリウム血症や全身浮腫を伴
ったうっ血性心不全症例には良い適応と思われる。特に急性
心不全時の体液管理には有効とされるが、過剰な利尿効果や
高ナトリウム血症、稀ではあるが橋中心髄鞘崩壊症などの合
併症の危惧から、原則入院下での管理を要する。当院でも
Tolvaptan 使用症例は原則入院管理下とし退院時には、中止
としており、当初外来継続投与は行わない方針であった。し
かしながら、Tolvaptan 中止によって、心不全の再燃を認め
る症例を経験し、現在外来継続投与を行っており、管理方法
や現状報告をする。 

 

42歳男性。前胸部圧迫感、発熱を主訴に受診。心電図で低電
位と ST上昇、経胸壁心エコーで全周性左室壁肥厚と壁運動低
下（EF 26％）及び心筋逸脱酵素上昇から急性心筋炎と診断し
た。心原性ショックを呈していたため、ドブタミン投与と
IABPを使用し、左心機能は経時的に改善した。冠動脈造影上、
異常所見はなく、心筋生検では心内膜に強い好酸球浸潤を認
めた。入院時末梢血好酸球数は正常であったが、第 12病日に
好酸球数が著増したため(276→3160/μl)、プレドニゾロン
30 mg/日を投与した。好酸球数は正常化し、再燃なく治癒し
た。最終的に、明らかな誘因及び基礎疾患がなく、特発性好
酸球性心筋炎と診断した。早期心筋生検による好酸球浸潤評
価が治療方針の決定に寄与した好酸球性心筋炎症例を他の自
験例及び文献的考察を含めて報告する。 

 

11.  Cleft による重症房室弁逆流を来した unroofed 
coronary sinus の１例 

12. 高度低左心機能による心不全を発症した褐色細胞腫の
1 例 

札幌医科大学 心臓血管外科 1 北海道大学 循環器・呼吸器外科、2 北海道大学 循環病態
内科、3北海道社会事業協会帯広病院 循環器内科 

○沼口 亮介、橘 一俊、萩原 敬之、山下 暁立、 
宮木 靖子、高木 伸之、樋上 哲哉 

○新井 洋輔 1、野口 圭士 2、及川 達也 3、三山 博史 2、
榊原 守 2、石森 直樹 2、筒井 裕之 2 
 
 

症例は、42歳女性。健康診断にて心拡大および心電図異常を
指摘される。精査の結果、Unroofed coronary sinus、僧帽弁
閉鎖不全症、三尖弁閉鎖不全症と診断され手術目的に当科紹
介となる。術中所見は、Coronary sinus の orifice より 30
×30ｍｍの Unroofed type の欠損口を自己心膜パッチにて閉
鎖した後、右側左房切開アプローチにて僧房弁形成術を施行
した。僧房弁は Cleft 部を主体とした逆流を認めたため、同
部位に rough zone に限局した trimming を施行し、cleft お
よび trimming部を閉鎖した。 

 

生来健康の 30歳台男性。高血圧の既往なし。2013年 10月心
不全の診断で入院。高度の低左心機能（LVEF 21%、LVDd 70mm）
と BNP（432pg/ml）を認めた。CT上 50mm大の右副腎腫瘍を認
め、ホルモン検査及び MIBGシンチグラフィの結果、褐色細胞
腫と診断された。心不全治療を行い代償化した後、αβ遮断
薬を開始した。12月に腹腔鏡下副腎摘除術を行い、組織学的
には副腎外傍神経節腫と診断された。術後より、β遮断薬を
増量及び ACE 阻害薬を開始し、6 ヶ月の時点では、BNP は
35pg/ml まで低下し、心エコー上、徐々に心機能の改善
（LVEF35%、LVDd 62mm）を認めている。高度の心機能障害を
呈した褐色細胞腫症例について、文献的考察を加えて報告す
る。 
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13. 左室収縮機能低下症例における心筋線維化率高値は予
後不良の予測因子である 

14. 右室二腔症に対する治療経験 

札幌医科大学 循環器・腎臓・代謝内分泌内科 旭川医科大学 心臓血管外科 

○中田 潤、矢野 俊之、下重 晋也、望月 敦史、 
藤戸 健史、村中 敦子、丹野 雅也、湯田 聡、 
三木 隆幸、橋本 暁佳、土橋 和文、三浦 哲嗣 
 

○中西 仙太郎、木村 文昭、角浜 孝行、赤坂 伸之、 
紙谷 寛之 

【目的】 心不全の臨床経過と心筋線維化の関係を明らかに
すること。【方法】 1998 年から 2012 年に左室収縮機能低下
例 (n＝52)から得た心筋生検標本を用いて心筋線維化率を算
出した。線維化率の中央値(9.2 ％)をカットオフ値として高
値群と低値群に分類した。心不全、不整脈による入院及び死
亡を心事故と定義した。【結果】 心筋線維化率高値群では、
ACE 阻害薬及びアンジオテンシン受容体拮抗薬非内服症例が
多い傾向にあり(p＝0.08)、血漿 BNP 値が高値であった(157
±129 vs. 331±316 pg/ml, p＝0.03)。Log-rank検定による
5 年無心事故生存率に差はなかったが(p＝0.40)、5 年生存率
は線維化率高値群で低下していた(p＝0.02)。【結論】 心筋
生検組織における心筋線維化率高値は、心不全の重症度を反
映し、生命予後不良を予測する。 

 

61歳男性。高血圧にてフォロー中に心雑音を指摘されてエコ
ー施行したところ右室二腔症を指摘された。既往歴・家族歴
は特記事項なし。経胸壁エコーでは、EF65%、LAD62mm、
ARmild~moderate 程度で、asynergy なし。右室筋束が張り出
しており、右室内腔が 5mm 程度に狭小して圧較差 120mmHg 程
度。明らかな VSD はなし。冠動脈造影検査では有意な狭窄は
なし。右室造影にて圧較差 84mmHg。RCA サンプリングでは明
らかな O2stepup なし。CT にて上行大動脈 47mm、左右冠動脈
の起始異常あり。手術は右室異常筋束切除＋David 手術を施
行しており、右室異常筋束は経三尖弁的には確認出来ず、右
室流出路切開にて切除した。術後はエコー、CT上で右室内狭
窄は解除されており、現在経過観察中である。右室二腔症に
対する治療を経験したために文献的考察を加えて報告する。 

 

15. 自己心膜使用の大動脈弁形成術の３症例の経験 16. 拡張型心筋症に合併した両心室内血栓を摘出した 1 手
術例 

1 市立函館病院 胸部心臓血管外科、2 東邦大学医療センター
大橋病院 心臓血管外科 

札幌東徳洲会病院 心臓血管外科 

○馬場 俊雄 1、尾崎 重之 2、森下 清文 1、馬渡 徹 1、 
佐賀 俊文 1、柴田 豪 1、楢山 耕平 1 

 

 

○畑中 憲行、上田 高士 

近年、心臓弁膜症での形成術の進歩は著しい。東邦大学尾崎
教授は 2007 年より自己心膜を使用した大動脈弁形成術(AVP)
を開始し、404 例、53 ヶ月間の観察にて再手術回避率 96.2%
と良好な結果を報告している。当院にて AVP を施行した３症
例について良好な結果を得たので報告する。 

 

症例は 49 歳，男性．2011 年 3 月に湿性咳嗽と呼吸困難が増
悪し，当院を受診した．肺炎を契機に心不全の急性増悪を来
し，両心室内血栓を合併した拡張型心筋症と診断した．心エ
コー上，両心室内血栓は可動性を有し不安定であるため塞栓
症の危険性が高いと考えられ，早急な血栓除去術が必要と判
断した．また中心性の僧帽弁閉鎖不全（3/4 度）と三尖弁閉
鎖不全（2/4 度）を認め、僧帽弁と三尖弁の修復も同時に行
う方針とした．両心室切開下に血栓除去術と弁形成術行い良
好な結果を得た．術後 3 年が経過したが，心不全の再発はな
く，房室弁逆流および心室内血栓は認めていない．  
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17. EVAR後遠隔期に発生した type１a endoleakにより開腹
下人工血管置換術を施行した 2 例 

18. 末梢動脈疾患患者に対する G-CSF 動員自家末梢血単核
球細胞移植治療 

札幌医科大学 心臓血管外科 札幌東徳洲会病院 循環器科 

○佐藤 宏、伊藤 寿朗、中島 智博、黒田 陽介、 
樋上 哲哉 

○八戸 大輔、棒田 浩基、萱沼 圭悟、片桐 勇貴、 
竹之内 豪、後平 泰信、士反 英昌、山崎 和正、 
山崎 誠治、齋藤 滋 
 

EVAR 後遠隔期に発生した type 1a endoleak による瘤拡大に
対し,開腹により人工血管置換術を施行した 2 例を報告する. 
症例 1 は 77 歳の男性.EVAR(Powerlink)施行後 36 ヶ月目に
type 1a endoleak と瘤拡大が認められたため,人工血管置換
術を施行した.症例 2は 68歳の男性. EVAR(Zenith)施行後 36
ヶ月目の CTで type 1a endoleak の出現と,瘤拡大が認められ
たため,人工血管置換術を施行した．手術はいずれもステント
グラフト留置部位よりも中枢である腎動脈上で大動脈の遮断
を行ったが，術後腎不全なの合併症もなく術後約 2 週間で退
院となった． 

 

【目的】末梢動脈疾患患者に対する G-CSF を用いた自家末梢
血単核球細胞移植治療の効果を確認する。 【方法】閉塞性動
脈硬化症 9 症例、バージャー病 3 例に対して細胞移植をを行
い、1 か月目、6 か月目に評価を行った。【成績】右下肢の
Rutherford 分類は 1 ヶ月目で改善 [前:2.5(2.0-4.0), 1 ヶ
月: 1.5(1.0-3.5), p= 0.041)]したものの、一方で 6 ヶ月目
にはその効果は減弱した [6ヶ月: 2.0(1.0-3.5), p= 0.066]。 
同様に 1 ヶ月目における症状の改善効果はみられたものの、
その効果は6ヶ月目には減少した[1ヶ月: 8例, 6ヶ月: 6例]。
【結論】G-CSF 動員自家末梢血単核球細胞移植治療は PAD に
対して症状の改善効果はあるものの、その効果はある一定期
間で減弱してしまう可能性がある。単回の細胞移植よりは反
復的な移植が重症下肢虚血には必要な可能性がある。 

 

19. 12 誘導ホルター心電図が trigger PVC の起源特定に有
用であった特発性心室細動の一例 

20. 肺動脈内に不整脈基質を有することが示唆された単形
性心室頻拍の 1 例 

1 地域医療機能推進機構北海道病院 心臓血管センター 心
臓内科、2地域医療機能推進機構北海道病院 ME部 

国立病院機構北海道医療センター 循環器内科 

○石丸 伸司 1、川崎 まり子 1、柿木 梨沙 1、高畑 昌弘 1、
田所 心仁 1、木谷 俊介 1、管家 鉄平 1、五十嵐 正 1、 
岡林 宏明 1、古谷 純吾 1、五十嵐 康己 1、五十嵐 慶一 1、
多羽田 雅樹 2 

○大津 圭介、加藤 瑞季、菊地 麻美、本間 恒章、 
武藤 晴達、明上 卓也、小松 博史、金子 壮朗、 
藤田 雅章、佐藤 実、井上 仁喜、寺西 純一、竹中 孝 

症例は 40 代女性。2006 年特発性心室細動の診断で ICD 植込
み。以後 bisoprolol 5mg/日内服で ICD の作動は認めず。2011
年 10 月 VF により 2 回の ICD 作動あり。デバイスチェックに
て頻回に NSVTを認めたため III群薬導入目的に入院。Sotalol
を開始したが、160mg/日でも依然として NSVTが認められた。
モニター心電図にて認められる PVC は一種類であり VF の
trigger となっていることが疑われたため 24 時間 12 誘導心
電図を施行。RVOT 起源が疑われた。同年 11 月治療を施行。
PVCは頻度が低く pace mapで波形が最も近似した部位をアブ
レーションした。焼灼中に PVC が頻発し徐々に減少、焼失し
た。以後 bisoprolol 5mg/日のみで ICD の作動を認めていな
い。 

 

症例は 40歳，男性．主訴はめまい，動悸．心室期外収縮(PVC)
を指摘されホルター心電図を施行したところ，多発する PVC
と最長 37 連発の非持続性単形性心室頻拍(NSVT)が記録され
た．心室頻拍は左脚ブロック型，下方軸で右室流出路起源と
考えられた．電気生理検査では，肺動脈内から右室流出路の
広範囲に心室波(V 波)後方の遅延電位(DP)が記録され，V 波
-DP時間は部位により変動した．また DPが記録された肺動脈
内前壁側の pace map は，clinical VT と合致した．DPを指標
に高周波通電を施行すると DP はほぼ消失し，以後 NSVT の再
発は認めていない．本症例は，電気生理検査から肺動脈内不
整脈基質を有する NSVT が示唆され，DP を指標としたカテー
テルアブレーションが有用と考えられた． 

 

 



 - 19 - 

 
21. 冠動脈閉塞・心室瘤を伴う心室頻拍に対して心内膜切

除を施行した１例 

22. ペースメーカーリード抜去術における心房リードの用
手的牽引の危険性 

北海道大学 循環器・呼吸器外科 
1 北海道循環器病院 心臓血管外科、2 北海道循環器病院 循
環器内科 

○稗田 哲也、関 達也、浅井 英嗣、新宮 康栄、若狭 哲、

大岡 智学、松居 喜郎 

○齋藤 達弥 1、舟山 直宏 2、櫻井 聖一郎 2、菊池 紅 2、
伊達 修 1、山本 匡 2、山崎 香子 2、柏木 雄介 2、 
佐々 保基 2、儀間 充 2、坂田 純一 1、田中 秀一 2、 
堀田 大介 2、塚本 勝 1、横山 秀雄 1、中瀬 篤信 1、 
菊池 健次郎 2、安倍 十三夫 1、大堀 克己 1 

心室頻拍には薬物治療・ICD・カテーテルアブレーションが
考慮されるが、虚血性心疾患に起因した心室瘤・心内血栓を
伴うものには心内膜切除術が適応となる。電気生理検査所見
から切除範囲を決めるマッピング下手術と、肉眼的所見をも
とにする非マッピング手術があるが、非マッピングで心内膜
切除術を施行した症例を報告する。 
症例は４２歳、女性。VSD に対するパッチ閉鎖術の既往あり。
1 年前から心室頻拍が出現、左冠動脈前下行枝遠位部の完全
閉塞と左室心尖部瘤および心内血栓を指摘。 
心停止下に心尖部切開、白色変性した心内膜切除、正常心筋
との境界部を全周性に凍結凝固し、巾着縫合おかず人工血管
パッチを用いて心尖部閉鎖。大動脈遮断時間５７分。 
術後の誘発試験で心室頻拍誘発されず、一年経過した現在ま
で不整脈の出現なし。 

 

これまで我々は、当院における経静脈的リード抜去術（藤原
法）の有用性に関して、不整脈学会などで報告を重ねてきた。
アルミニウム製金属シースによる静脈内の安全な癒着剥離
と、異物除去カテーテルを用いた大腿静脈からのリードの牽
引抜去が主たる方法であり、大きな合併症なく良好な成績を
おさめてきた。 
しかし、2012年に留置後十年以上が経過した心房リードの経
静脈的抜去において非常に難渋し、最終的に牽引抜去はでき
たものの術中心タンポナーデの併発 2例を経験した。 
このため昨年経験した同様の症例では、あえて術中に無理な
牽引を行わず、鼠径から体外に引き出したコイルを固定した
まま帰室し、翌日にペットボトルを用いた持続的牽引により
安全に抜去できた症例を経験したので、併せて報告する。 

 

23. 持続する左房起源の心房頻拍により頻脈誘発性心筋症
を合併した若年男性の１例 

24. Fasciculoventricular pathway の１例 

国立病院機構帯広病院 循環器内科 国立病院機構北海道医療センター 循環器内科 

○青木 真弓、尾畑 弘美、太田 久宣、満岡 孝雄 ○加藤 瑞季、佐藤 実、大津 圭介、菊地 麻美、 
本間 恒章、明上 卓也、武藤 晴達、小松 博史、 
金子 壮朗、藤田 雅章、井上 仁喜、寺西 純一、竹中 孝 
 

症例は 16 歳。１か月前より胸部圧迫感を自覚。2013 年 7 月
近医を受診。頻脈(心拍数 140bpm)と胸部 X 線で心拡大
(CTR57%)を指摘され、前医に紹介となる。肺うっ血、胸水貯
留を認め心不全の診断で入院。5 日後当科へ転院となった。
当院入院時 NYHA分類 2度。心電図は I誘導で二相性 P、また
全体に tall Pを示し左脚ブロックを合併、心エコーでは著明
な左室拡張末期径の増大、び慢性壁運動低下(EF25%)を認め
た。β遮断剤の開始後も頻脈が持続。電気生理学的検査を行
い左房起源の focal AT と診断、引き続き最早期部位を焼灼し
洞調律に復帰した。6 か月後の心エコーでは、EF 66%と心機
能の改善を認めた。経過より心房頻拍による頻脈誘発性心筋
症と診断した若年例を経験したので報告する。 

 

26歳女性。学童期に検診の心電図で WPW症候群と診断された
が、これまで動悸発作を自覚したことは無かった。結婚を期
に妊娠出産にあたり問題ないか心配になり近医循環器科を受
診し、アブレーション目的に当科紹介となった。体表心電図
では PR間隔 95 ms、V1誘導と下壁誘導に陽性のΔ波を認めた。
電気生理学検査を施行したが心房・心室刺激で頻脈は誘発さ
れず、コントロールの心室ペーシングでは室房伝導を認めな
かった。心房刺激、ATP投与、ベラパミル投与でも HV間隔、
QRS 波形は変化なく、fasciculoventricular pathway と診断
した。これは頻脈の原因とならないため経過観察とした。 
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25. 繰り返す失神の原因診断に植込み型ループレコーダが
有用であった１例 

26. 難治性の心室頻拍に対して心外膜アブレーションを施
行し根治した 1 例 

札幌整形循環器病院 心臓血管内科 横浜労災病院 

○國生 泰範、尾崎 威文 ○安西 耕、小和瀬 晋弥、黒崎 健司 
 
 
 

51 歳男性。2012 年 12 月、2013 年 3 月・4 月に失神あり当科
を紹介受診した。失神時は誘因なし、動悸や胸痛なし、痙攣
なし、意識の回復は速やか。心電図は 1 度房室ブロックと完
全右脚ブロック。心エコーやホルター、脳血管系は問題なし。
入院精査は同意されず、その後は外来も再診しなかった。 
同年 8 月に 2 度ほど失神し顔面を外傷。当科を再診した。外
来再精査も問題なく、入院した。冠動脈造影は狭窄なし。心
臓電気生理検査は明らかな異常なし。低頻度で失神を繰り返
しているためループレコーダ植込みを行った。1 週間後の抜
糸時にレコーダをチェックしたところ最大 18 秒の房室ブロ
ックによる心停止が記録され失神も伴った。高度房室ブロッ
クと診断し恒久的ペースメーカ植込みを施行した。 
その後、失神は再発していない。 

 

58 歳の男性、5 年前に拡張型心筋症に伴う持続性心室頻拍
（VT)と診断されアブレーションを施行された。再び持続性
VTを認め当院にアブレーション目的で入院となった。植込み
型除細動器植込み術を施行し、心内膜アブレーションを試み
たが CS 内に著明な遅延伝導を認めたために心外膜由来の VT
と判断した。その後もクラスΙ群抗不整脈薬、β遮断薬、ア
ミオダロンなどを導入したが持続性単形性 VTが出現し、それ
による ICD 頻回作動となり心外膜アブレーションを施行し
た。左室心外膜のVoltage MappingではLow Voltage Area(LVA)
あり、広範囲に late potential(LP)を認めた。LP記録部位に
て Concealed entrainment が得られ通電で停止した。LVA 内
の Channel を想定し、焼灼ラインを作成したところ LAV 内の
LPはほぼ消失し VTの誘発が出来なくなった。 

 

27. Trousseau症候群を合併した癌性心膜炎の 1例 

 

28. CRT-p 植込み時に非造影 CT による冠静脈洞 mapping が
有用であった１例 

1 旭川厚生病院 循環器科、2 旭川医科大学 循環・呼吸・神
経病態内科 

1 地域医療機能推進機構北海道病院 心臓内科、2 地域医療機
能推進機構北海道病院 放射線科 

○貴田岡 享 1、柴山 佳一郎 1、下岡 良典 1、山内 敦司 1、
塩越 隆広 1、小川 裕二 1、加藤 淳一 1、長谷部 直幸 2 

○川崎 まり子 1、石丸 伸司 1、柿木 梨沙 1、高畑 昌弘 1、
田所 心仁 1、木谷 俊介 1、管家 鉄平 1、五十嵐 正 1、 
岡林 宏明 1、古谷 純吾 1、五十嵐 康己 1、五十嵐 慶一 1 
 

症例は 49 歳女性. 下腿浮腫, 息切で近医を受診し, 心拡
大・左胸水を認め当科紹介. 胸痛や熱発はなく, 心エコーで
心嚢液が大量に貯留していた. 心嚢ドレナージを施行し約
500ml 血性心嚢液を吸引. 留置心嚢ドレーンからは持続的に
血性心嚢液が排出された. 細胞診は Class V で免疫染色の結
果, 肺腺癌が疑われた. 第 6 病日夕刻に見当識障害が出現, 
その後右手脱力が出現し悪化したため脳神経外科病院へ転
院. 左後頭葉・視床等に多発性脳梗塞を認め, 悪性腫瘍に伴
う血液凝固亢進により生じた Trousseau 症候群と診断され
た. 癌性心膜炎で循環器科を初診する症例は少なからず存在
し, 血行動態が不安定な場合や診断的治療の意味も含め心嚢
ドレナージを行うことが多い. 本症候群を念頭において, 積
極的な抗凝固療法施行を検討する必要があると思われた. 

 

患者は 80 代男性。21 年前に側壁心筋梗塞発症し PCI は完遂
できず冠動脈バイパス術 2枝を施行した。13年前に下壁心筋
梗塞の発症あるも PCI は施行しなかった。8 年前に高度房室
ブロックでペースメーカー植込み施行、同年に心房粗動に対
してアブレーション施行した。最近は徐脈性心房細動にて
full RV pacing となっていた。今回心不全悪化に際して、
viability の面から懸念もあったが両室ペーシングの導入検
討となった。腎機能は軽度低下、直前に脳梗塞の発症もあっ
たため、冠動脈造影／造影 CTによる冠静脈洞評価を回避した
い状況であった。心電図同期下非造影で CT を撮像したとこ
ろ、ペースメーカー植込み後だったが明瞭な map を得ること
ができ有用であった。造影剤使用困難例での両室ペーシング
導入に際して非常に有効な方法であると考えここに供覧す
る。 
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29. 日本における循環器疾患死亡に循環器専門医数、PCI施
行件数は影響を与えない？ 

30. 肺静脈閉塞性疾患/肺毛細血管腫症に対してイマチニブ
が有効であった 1例 

士別市立病院 循環器内科 北海道大学 内科 I 

○長島 仁、沼崎 太 ○中谷 資隆、佐藤 隆博、辻野 一三、板谷 利、 
高階 知紗、渡部 拓、大平 洋 
 
 

【目的】日本の循環器専門医数及び PCI 施行件数が循環器疾
患死亡に影響を与えているか検討する【方法】厚生労働省が
発表したデータ、日本循環器学会の HP から得たデータより
2012 年の各都道府県の「日本循環器学会認定循環器専門医数
/医療施設に従事する医師数」を求め、また朝日新聞出版が各
地の厚生局から情報開示請求により得たデータから各都道府
県における推定人口当たり PCI 施行件数を求め、2012 年と
2010 年の比(2012/2010 年)を求めた。それらと厚生労働省の
発表した 2012年の各都道府県の「循環器系疾患死亡率」と「急
性心筋梗塞死亡率」との間の単相関係数を求めた【結果・考
察】それらのデータ間に統計学的に有意な相関は認めず、日
本における循環器疾患死亡に循環器専門医数及び PCI 施行件
数が有意な影響を与えていない可能性があり得る 

 

症例は 79歳女性。2010年 1月、労作時息切れ、低酸素血症、
肺拡散能低下、小葉中心性の小斑状影・縦隔リンパ節腫脹な
どの特徴的 CT所見に加え平均肺動脈圧(mPAP) 36 mmHg、肺血
管抵抗(PVR) 10.9 WU の上昇を認め肺静脈閉塞性疾患/肺毛細
血管腫症(PVOD/PCH)と診断した。在宅酸素療法、タダラフィ
ル及びボセンタンによる経口肺血管拡張剤併用にて対処した
が 2013 年 11 月の時点で mPAP 50 mmHg、PVR 12.1 WU と悪化
傾向を認めた。2014年 4月からイマチニブ内服を開始したと
ころ開始 37日目までに自覚症状、BNP値(864pg/ml→54pg/ml)
および右心カテーテル検査値（mPAP 32 mmHg、PVR 9.45 WU）
の改善を認めた。PVOD/PCH に対するイマチニブの効果は 1例
の英文報告を認めるのみであり、ここに報告する。 

 

31. LMT完全閉塞の急性心筋梗塞を救命し得た１例 32. PCI、吻合困難 2症例に対する冠動脈バイパス術 

名寄市立総合病院 循環器内科 市立旭川病院 胸部外科 

○石破 光咲子、平井 俊浩、井澤 和眞、八巻 多、 
酒井 博司 
 
 

○奥山 淳、大場 淳一、宮武 司、吉本 公洋、杉本 聡、
青木 秀俊 
 
 

症例は 70代男性。H22年 2月に薬物負荷心筋シンチグラフィ
を行った際に、有意な血流欠損像は認めていなかった。しか
し、H24 年 12/5に除雪中に胸痛が出現し、当院救急外来を受
診した。心電図は心室内変行伝導、aVR誘導に ST上昇を認め、
心エコーで前壁に壁運動低下を認めた。緊急冠動脈造影で
LMT の完全閉塞を認め、PCPS 挿入後に PCI を施行し、発症後
約 5時間で再還流を得た。第 6,7病日に PCPS、IABPを離脱し
たが、約 6 週間の人工呼吸管理を要した。リハビリの後、第
128病日に自宅退院となり、一時は自力歩行で通院していた。
慢性期には残存病変の PCI、CRTD 留置も行った。LMT 完全閉
塞によるショック合併急性心筋梗塞後に集学的に救命し得た
一例を経験したため、文献的考察を含めて報告する。 

 

[はじめに]胸痛あるいは心不全を伴う冠動脈病変で PCI 困難
のため CABG を依頼されるが、吻合も可能か疑わしい場合があ
る。[症例 1]30 歳代男性。狭心痛。LAD75%狭窄。Cx、RCA 閉
塞。側副血行から造影される Cx、RCA は極めて細い。RCA へ
の PCI は失敗。LAD、D1 と何とか#4AV、#14 にも吻合。#4AV
は閉塞したが、胸痛消失。心筋シンチ改善。[症例 2]70 歳代
男性。胸痛、心不全。LADと Cxのバイパス既往があるも、閉
塞。その後 Cx は PCI で軽度狭窄のみで経過。今回 RCA、LAD
完全閉塞。RCAへの PCIは失敗。側副血行から造影される LAD、
RCA は極めて細い。Cx と何とか LAD、#4PD にも吻合。胸痛消
失。心不全なく経過。[まとめ]最終手段としての CABGを行う
価値はあるだろう。 

 

 



 - 22 - 

 

33. 頚動脈病変を有する単独冠動脈バイパス症例における
術後脳梗塞予防の検討 

34. 冠動脈肺動脈瘻と左前下行枝中等度狭窄の連続病変の
虚血を FFR測定で証明し得た１例 

北海道大学 循環器・呼吸器外科 国立病院機構北海道医療センター 循環器内科 

○関 達也、若狭 哲、新宮 康栄、大岡 智学、橘 剛、
松居 喜郎 

○菊地 麻美、藤田 雅章、竹中 孝、加藤 瑞季、 
大津 圭介、本間 恒章、明上 卓也、武藤 晴達、 
小松 博史、金子 壮朗、佐藤 実、井上 仁喜、 
寺西 純一 

【背景】当科では冠動脈バイパス（CABG）術前に頚動脈エコ
ー、MRA を全例に施行、有意狭窄症例には脳血流評価を施行
し陽性例には頚動脈内膜剥離術（CEA）同時施行する方針。【目
的】周術期脳梗塞予防戦略の妥当性を検討【方法】期間；2007
―14 年。対象；単独 CABG 連続 117 例（年齢 68±11 歳）。術
後脳梗塞の発症率を頚動脈病変合併群（21例、18％）と非合
併群（96例、82％）で比較検討。【結果】conventional CABG
は頸動脈病変合併群 1 例（5%）、非合併群 4 例 (4%)。頸動脈
病変合併群のうち 3例(14%)に CEAを同時施行。術後脳梗塞は
頚動脈病変合併群では認めず、非合併群に 1 例(1%)のみ 
(p=0.60)。【結語】当科の頚動脈病変合併例に対する治療戦略
は妥当と考えられる。 

 

症例は 60 代男性。主訴は労作時胸部圧迫感。2011 年頃より
軽労作時の胸部圧迫感を自覚。2014年 3月近医を受診、冠動
脈 CT 検査にて冠動脈肺動脈瘻を認め心精査目的に当科紹介
となった。冠動脈造影では左前行枝(LAD)から主肺動脈への
fistula を認め、その末梢の LAD に中等度狭窄、また右冠動
脈(RCA)に高度狭窄を認めた。LADで Fractional Flow Reserve 
(FFR)を測定すると、末梢側では FFR 0.75 と低値、中等度狭
窄の近位部では 0.82、さらに fistulaの近位部では 0.88と 2
段階の上昇を認めた。責任病変は RCA と考えられたが、LAD
も中等度狭窄の存在と、fistulaの coronary steal の影響が
併存することにより虚血を呈しているものと考えられた。 

 

  

  

  

  



 - 23 - 

 

第111回日本循環器学会北海道地方会 Young Investigator’s Award実施要綱 

 

 

北海道地区の循環器病学の発展と優秀な若手循環器専門医の育成を目的とし 

「Young Investigator’s Award（北海道地方会YIA）」を行っています。 

 
 
 

■実施要領 

・ 研修医あるいは医学生（演題応募時点）による発表演題を対象とし、初期研修医・医学生は「症例報

告」、後期研修医は「臨床研究」に関する発表とします。 

・演題登録時に「YIA・症例報告セッションに応募する（初期研修医・医学生）」あるいは、「YIA・臨

床研セッションに応募する（後期研修医）」を選択して下さい。 

・「症例報告セッション」および「臨床研究セッション」とも、優秀演題を顕彰するほか、発表者全員

に参加賞を授与します。 

・ 施設あたりの応募演題数に制限は設けず、複数演題応募可能です。ただし、YIAセッション演題は「症

例報告セッション」と「臨床研究セッション」合わせて10題を上限とし、応募多数の場合は審査委員

によって提出された抄録と履歴書をもとに事前選考を行なわせていただきます。 

・ YIAセッション事前選考から外れた演題については、一般演題セッションでご発表いただくことにな

ります。選考の結果については、地方会開催１ヶ月程度前に地方会プログラムが日本循環器学会ホー

ムページ（http://www.j-circ.or.jp/information/chihoukai/chihou_schedule.htm）にアップロー

ドされますので、各自ご確認ください。 

・ 当日の口述発表では下記の各項目５点満点（総点数25点満点）で審査いたします。 

１．正しい医学用語の使用（抄録も審査対象） 

２．スライドの構成・プレゼンテーション能力 

３．考察の内容 

４．質問に対する応答 

５．循環器臨床に対する貢献度 

・ 発表時間７分、討論３分とします。発表時間制限を超過した場合には超過時間に応じて減点されます

のでご注意ください。 

・ YIAセッションは教育セッション直前の午前のセッションとし、セッション終了後に審査会を開催し

て選考いたします。教育セッション直前の時間帯で開催する表彰式で優秀演題を顕彰いたします。 

 

■第111回日本循環器学会北海道地方会YIA選考委員会 

委員長：  樋上 哲哉 （札幌医科大学 心臓血管外科） 

委 員：  三浦 哲嗣 （札幌医科大学 循環器・腎臓・代謝内分泌内科） 

委 員：  松居 喜郎 （北海道大学 循環器・呼吸器外科） 

委 員：  筒井 裕之 （北海道大学 循環病態内科） 

委 員：  長谷部 直幸 （旭川医科大学 循環・呼吸・神経病態内科） 

委 員：  内田 恒  （旭川医科大学 循環・呼吸・腫瘍病態外科） 
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第111回日本循環器学会北海道地方会無料臨時託児室のご案内 

 

会場内に無料臨時託児室をご用意いたします。ご利用は第111回日本循環器学会北海道地方会の参加者

に限ります。ご希望の方は必ず下記ご利用規約に同意の上、お申し込みください。 

 

■利用規約■ 

第111回日本循環器学会北海道地方会無料臨時託児室のご利用にあたり、以下の利用規約を必ずご了解

の上、お申し込みいただきますようお願いいたします。 

・託児委託先：有限会社札幌シッターサービス 

・利用資格：第111回地方会参加者を保護者とする健康な生後3ヶ月～6歳未満の小児 

・託児室開設日時：平成26年6月28日（土）9：00～16：00 

・定員：6名 

（定員に達した場合にはキャンセル待ちとなります。キャンセルが出た場合にのみ、申し込み順にご

連絡させていただきますので、何卒ご了承ください。） 

・開設場所：セキュリティ確保の為、お申込者のみにご案内いたします。 

・料金：無料 

・ご持参頂くもの：保護者の身分証明書、利用申込書・同意書（捺印の上、受付時に託児スタッフに

お渡しください）、 受領確認書（利用申込書・同意書に記入の上FAXにてお申し込みいただいた

後、受領確認書をFAXにてお送りいたします） 
 

■託児に必要なもの■ 

・飲み物（お茶・お水等）、離乳食、哺乳瓶、お湯、小分けした粉ミルク（必要な方のみ） 

・お着替え、オムツ、おしり拭き、汚れ物用ビニール袋（汚れ物はお持ち帰りください） 

※持ち物には必ずご記名をお願いします。 
 

■お食事について■ 

・託児室でのお食事の用意はございません。昼食時はお子さまをお迎えいただくか、昼食をご持参く

ださい。 

・おやつ、お飲物はすべてご持参いただいたものをお召し上がりいただきます。 
 

■お薬について■ 

・投薬は保護者様にお願い致します。シッターからの投薬は控えさせて頂きます。 

・その日の体調や希望など受付時にお伝えください。 
 

■その他■ 

・お熱が38 度以上ある場合、嘔吐・下痢が激しい場合、伝染性の病気・皮膚疾患がある場合（水疱

瘡・インフルエンザ・とびひ等）は、お預かりができません。1 週間以内にこれらの症状があっ

た場合は、受付時にお知らせください。 

・安全配慮上、お預け入れとお迎えは、同じ方（保護者様）にてお願い致します。 
 

■補償内容■ 
有限会社札幌シッターサービスのベビーシッターサービスは、保護者のご依頼を受けて下記のことを承諾していただく

ことを条件に、お子様のお世話をさせていただいております。 

万一、ベビーシッターサービス期間中に、保護養育しているお子様の身体ないし器物に損傷等の事故が生じた時、その

原因が当方の責任によると認められる正当な理由がある場合は、当社の加入している保険によって補償される金額の範囲

内で賠償させて頂き、有限会社札幌シッターサービスはそれ以上の責任を負うことは致しかねます。 

尚、有限会社札幌シッターサービスのサービスに起因しないお客様の急激な体調の変化等については、責任を負いかね

ますので何卒ご了承下さい。また、日本循環器学会及び日本循環器学会北海道支部ではいかなる責任も負いかねます。 
 

■お申し込み方法■ 
別紙「利用申込書・同意書（地方会ホームページよりダウンロード可能）」に必要事項をご記入の上、６月１８日（水）

までにFAXにてお申し込みください。後日「受領確認書」をFAXにてお送りいたします。お申し込み後に「受領確認書」が

届かない場合には、下記のお申し込み先・お問い合わせ先まで必ずお問い合わせください。 

※託児室の場所は、「受領確認書」に記載させていただきます。 
 

■お申し込み先・お問い合わせ先■ 

有限会社札幌シッターサービス 

〒006-0052 札幌市中央区南2条東6丁目5-102 

TEL011-281-0511 / FAX011-261-1873 


