
第115回日本循環器学会北海道地方会 
 

 

     日 時 ： 平成28年6月25日（土） 9：45～16：30 

     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 ： 北海道大学大学院医学研究科 循環病態内科学分野 筒井 裕之 

 

 

■教育セッションI (12:00～13:00)  

  座 長 ： 筒井 裕之 

 (北海道大学大学院医学研究科 循環病態内科学分野 教授) 

     「心臓再同期療法の新たな潮流」  

            筑波大学 医学医療系 循環器内科 

教授 青沼 和隆 先生 

 

■教育セッションII (13:00～14:00)   

  座 長 ： 山田 聡 

（北海道大学大学院 循環病態内科学 診療准教授） 

    「HFpEF・EFで層別化した左室機能異常の多様性」 

名古屋市立大学 大学院医学研究科 心臓・腎高血圧内科学 

教授 大手 信之 先生 

 

■支部社員・評議員会 (14:05～14:30・第2会場) 

議 長： 三浦 哲嗣 (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） 

・「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） 
医療安全・医療倫理に関する講演会（DVDセッション）（2単位） 

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

[当番事務局] 北海道大学 循環器内科 横式 尚司 
TEL: 011-706-6973  FAX: 011-706-7874 
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❖❖❖❖❖❖  演者の皆様へ  ❖❖❖❖❖❖ 
 

 

発表時間 ： 5分 

討論時間 ： 2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。 

※内科・外科合同、肺高血圧・肺血栓塞栓症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、フォントは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17:00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。 

 

 

 

 

  



3 
 

❖❖❖❖❖❖  会場案内図  ❖❖❖❖❖❖ 
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第1会場（小講堂） 第2会場（第1会議室） 第4会議室 1Fホール

9：45～9：50 開会の辞

9：50～10：25

内科・外科合同
(1～5)
5×7分

9：50～10：25

肺高血圧・
肺血栓塞栓症

(18～22)
5×7分

10：25～10：53

先天性・心膜・静脈疾患

(6～9)
4×7分

10：53～11：14

虚血性心疾患・血管
インターベンション

（10～13）
3×7分

11：14～11：42

弁膜症
(14～17)
4×7分

12:00〜13:00

教育セッションⅠ
（ランチョン）

筑波大学　医学医療系

循環器内科

　青沼　和隆先生
（共催　日本メドトロニック株式会社）

13:00〜14:00

教育セッションⅡ
名古屋市立大学

大学院医学研究科

心臓・腎高血圧内科学

大手　信之先生
（共催　アストラ ゼネカ 株式会社）

14:05〜14:30 支部社員・評議員会

14：30～14：58

不整脈
(23～26)
4×7分

14：58～15：33

心筋炎・心筋症
(27～31)
5×7分

第115回　日本循環器学会北海道地方会　タイムテーブル

無料臨時
託児室
（完全予約制）

ACHD（成人先天性心
疾患）セミナー

10：30～12：00

9:30〜17:00

14:30-16:00

DVDセッション
医療安全・医療倫理に

関する講演会
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開会の辞 (9:45～9:50)  会長  筒井 裕之 （北海道大学大学院医学研究科循環病態内科学分野） 

 

一般演題 午前の部(9:50～11:42) 

 

■ 内科・外科合同（9:50～10:25）■ 

座 長: 榊原 守 （北海道大学病院 循環器内科） 

      木村 文昭（旭川医科大学 外科学講座 心臓血管外科分野） 

 

 

1． A case of successful EVT for axillofemoral and femoropopliteal bypass failure 

○丹 通直 1、原口 拓也 1、木谷 俊介 1、中川 裕也 1、越田 亮司 1、五十嵐 康己 1、 

佐藤 勝彦 1、浦澤 一史 1 

1社会医療法人 社団カレスサッポロ 時計台記念病院 

  

2. 発症後4時間以上経過した腎梗塞に対し、バルーン拡張による血行再建により良好な経過が 

得られた一症例 

  ○堀内 至 1、簑島 暁帆 1、木谷 祐也 1、坂本 央 1、竹内 利治 1、佐藤 伸之 1、 

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 

 

3. 食道癌術後に発症したStanford A型急性大動脈解離の1例 

○内山 博貴 1、伊藤 寿朗 1、渡邊 俊貴 1、安田 尚美 1、仲澤 順二 1、黒田 陽介 1、 

原田 亮 1、川原田 修義 1 

1札幌医科大学 心臓血管外科 

 

4. 著明な石灰化とLMT入口部狭窄を伴う胸部大動脈瘤、Severe ARを認めた大動脈炎症候群に 

対する1手術例 

○伊庭 裕 1、山田 陽 1、栗本 義彦 1、八田 英一郎 1、丸山 隆史 1、氏平 功祐 1、 

三浦 修平 1、三輪 晃士 1、中西 克彦 1 

1手稲渓仁会病院 心臓血管外科 

 

5. DeBakey IIIb型慢性解離性大動脈瘤に対し弓部置換術＋エレファントトランク挿入術を 

先行させた症例の検討 

○渡邊 俊貴 1、渡邊 俊貴 1、内山 博貴 1、安田 尚美 1、仲澤 順二 1、黒田 陽介 1、 

原田 亮 1、伊藤 寿朗 1、川原田 修義 1 

1札幌医科大学 心臓血管外科講座  

第１会場 （小講堂） 

 



6 
 

 

■ 先天性・心膜・静脈疾患（10:25～10:53）■ 

座 長: 橘 剛    （北海道大学大学院医学研究科 循環器・呼吸器外科学分野） 

     横田 卓 (北海道大学大学院医学研究科循環病態内科学分野） 

 

 

6. 成人期に心機能低下を来した修正大血管転位症・解剖学的三尖弁逆流症の一例 

○小川 俊史 1、舘越 勇輝 1、藤戸 健史 1西田 絢一 1、望月 敦史 1、矢野 俊之 1、 

永原 大五 1、丹野 雅也 1、三浦 哲嗣 1 

1札幌医科大学 医学部 循環器・腎臓・代謝内分泌内科 

 

7. FDG-PET/CTで心膜に集積亢進が描出された肺炎桿菌が起炎菌の化膿性心膜炎 

○松谷 健一 1、斉藤 高彦 2、小野 太祐 2、徳原 教 2、小森山 弘和 4、多田 篤司 2、 

井上 聡己 3、前田 俊之 6、渡邊 俊貴 5 

1砂川市立病院 循環器内科、2北見赤十字病院 循環器内科、 

3北海道立北見病院 心臓血管外科、4市立札幌病院 循環器内科、 

5札幌医科大学附属病院 心臓血管外科、6札幌中央病院 心臓血管外科 

 

8. 収縮性心膜炎に対する外科治療経験 

○柳清 洋佑 1、大川 陽史 1、井上 聡巳 1 

1北海道立北見病院 心臓血管外科 

 

9. 下肢表在静脈疾患に対する動向と治療成績 

○稲葉 雅史 1 

1医療法人 元生会 森山病院 
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■ 虚血性心疾患・血管インターベンション（10:53～11:14）■ 

座 長:  高木 千佳（小樽協会病院 循環器内科） 

國分 宣明（札幌医科大学 循環器・腎臓・代謝内分泌内科） 

 

 

10. IABP抜去後、大動脈解離に気づかれた左主幹部病変急性冠症候群の1例 

○須永 大介 1、福真 隆行 1、藤田 雄吾 1、安部 功記 1、村瀬 弘通 1、佐藤 健司 1、 

多田 智洋 1、中田 智明 1 

1函館五稜郭病院 循環器内科 

 

11. 左冠動脈広範に自然解離をきたした１症例 

○山内 敦司 1、豊嶋 更紗 1、石破 光咲子 1、柴山 佳一郎 1、鈴木 孝英 1、貴田岡 享 1、 

小川 裕二 1、加藤 淳一 1 

1JA北海道厚生連旭川厚生病院 

 

12. 剖検にて急性心筋梗塞を認めたが同年の冠動脈造影で有意狭窄を認めず、冠攣縮誘発試験が 

陰性であった一症例 

○竹内 剛 1、中村 友彦 1、大橋 洋介 1、小岩 弘明 1、池田 大輔 1 

1市立千歳市民病院 循環器科 

 

13. 外傷性下大静脈損傷に対してステントグラフト内挿術を施行した一例 

○楢山 耕平 1、森下 清文 1、馬場 俊雄 1、新垣 正美 1、柴田 豪 

1函館病院 心臓血管外科 

 

  



8 
 

 

■ 弁膜症（11:14～11:42）■ 

座 長: 新宮 康栄 （北海道大学大学院医学研究科 循環器・呼吸器外科学分野） 

赤坂 和美 （旭川医科大学 循環・呼吸・神経病態内科） 

 

 

14. 症状緩和にオキシコドン塩酸塩が有用であった終末期心不全の一例 

○星合 愛 1、川畑 恵 2、吉村 喬樹 1、幕内 智子 1、郡司 尚玲 1、奥山 道記 1、 

鈴木 隆司 1 

1勤医協中央病院 心臓血管センター、2勤医協中央病院 緩和ケア科 

 

15. 完全内視鏡下僧帽弁形成術の有用性 

○大川 洋平 1、大堀 俊介 1、藤田 きしゅう 1、鈴木 正人 1、森本 清貴 1、野村 文一 1、 

杉木 健司 1、大野 猛三 1、山下 武廣 2、呉林 英悟 2 、 今井 斎博 2、長堀 亘 2、 

前野 大志 2、中川 俊昭 2、斎藤 泰史 2、岩切 直樹 2、長島 雅人 2、森田 亨 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 

 

16. 右冠動脈起始異常を合併した大動脈狭窄症の１手術例 

○東 亮太 1、杉本  聡 1、新宮 康栄 1、若狭 哲 1、大岡 智学 1、橘 剛 1、松居 喜郎 1 

1北海道大学 循環器・呼吸器外科 

 

17. 高度全周性僧帽弁輪石灰化を伴う連合弁膜症に対して僧帽弁、大動脈弁置換術を施行した1例 

○村瀬 亮太 1、新宮 康栄 1、東 亮太 1、古川 夕里香 1、安東 悟央 1、杉本 聡 1、 

佐藤 公治 1、浅井 英嗣 1、大岡 智学 1、若狭 哲 1、橘 剛 1、松居 喜郎 1 

1北海道大学病院 循環器・呼吸器外科 
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一般演題 午前の部（9:50～11:42） 

 

■ 肺高血圧・肺血栓塞栓症（9:50～10:25） ■ 

座 長: 大平 洋 （北海道大学病院 内科Ⅰ） 

小松 博史（市立札幌病院 循環器内科） 

 

 

18. 肺高血圧モデル犬を用いた右室dyssynchronyの成因に関する検討 

○中村 健介 1 

1北海道大学大学院 獣医学研究科 附属動物病院 

 

19. 肺血管拡張薬3剤併用にて効果を認めたサルコイドーシスに伴う重症肺高血圧症の一例 

○久末 直広 1、杉本 絢子 1、辻野 一三 1、鈴木 奈緒子 1、中谷 資隆 1、林下 晶子 1、 

渡部 拓 1、大平 洋 1、西村 正治 1 

1北海道大学病院 内科I 

 

20.  当科における肺高血圧症例189例の臨床経過に関する検討 

○中谷 資隆 1、辻野 一三 1、鈴木 奈緒子 1、杉本 絢子 1、林下 晶子 1、渡部 拓 1、 

大平 洋 1、西村 正治 1 

1北海道大学病院 内科I  

 

21. 左総腸骨静脈圧迫症候群から下肢深部静脈血栓症を来し肺動脈血栓塞栓症と脳梗塞を 

合併した一例 

○小西 崇夫 1、舟山 直宏 1、山口 紅 1、大堀 克彦 1、山本 匡 1 、 桜井 聖一郎 1、 

柏木 雄介 1、佐々 保基 1、福山 周三郎 1、田中 秀一 1、村上 弘則 1、堀田 大介 1 

1北海道循環器病院 循環器内科、2北海道大学大学院医学研究科 探索病理講座 

 

22.  急性肺血栓塞栓症に対して早期に補助循環を導入し救命に至った１例 

○鳥羽 真弘 1、小林 雄太 1、鈴木 理穂 1、小森山 弘和 1 、 浅川 響子 1、村井 大輔 1、檀浦 裕

1、小松 博史 1、牧野 隆雄 1、甲谷 哲郎 1 

1市立札幌病院 循環器センター 循環器内科 

 

 

 

  

第２会場 （第１会議室） 
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教育セッションI (12:00～13:00)  

 

座 長 ：筒井 裕之 (北海道大学医大学院医学研究科 循環病態内科学分野) 

 

   「心臓再同期療法の新たな潮流 」  

 

           筑波大学 医学医療系 循環器内科 教授  

                     青沼 和隆 先生 

  

 

教育セッションII (13:00～14:00)  

 

座 長 ： 山田 聡 (北海道大学病院 循環器内科) 

 

   「HFpEF･EFで層別化した左室機能異常の多様性」 

 

名古屋市立大学 大学院医学研究科 心臓・腎高血圧内科学 教授  

 大手 信之 先生 

   

 

共催：日本メドトロニック株式会社 

アストラゼネカ株式会社 

 

 

第１会場 （小講堂） 
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１．成人先天性心疾患：移行期医療の確立をめざして 

  北海道大学 小児科 武田 充人 

 
２．北大病院における成人先天性心疾患への取り組み 

  北海道大学病院 循環器内科 石森 直樹 

 
３．成人先天性心疾患診療への超音波センターの積極的関与 

  山田 聡１、横山しのぶ 2,3、佐々木 理 4、岩野弘幸 1、西野久雄 2,3、井上真美子 2,3、武田充人 4、 

西田 睦 2,3、渋谷 斉 2,3 

  1北海道大学大学院循環病態内科学 

2北海道大学病院検査・輸血部 

3北海道大学病院超音波センター 

4北海道大学病院小児科 

 

４．成人先天性心疾患と不整脈診療 

  北海道大学病院 小児科 泉 岳 
 
５．成人を迎えたファロー四徴症 

  北海道大学病院 小児科 山澤 弘州 
 

 

 

 

 

 

 

 

第２会場 （第１会議室） 

 

「ACHD（成人先天性心疾患）セミナー」（10：30～12：00） 

 

 座長: 北海道大学病院 小児科    武田 充人 

北海道大学病院 循環器内科 石森 直樹 
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一般演題 午後の部（14:30～15:33） 

 

■ 不整脈（14:30～14:58） ■ 

座 長:  田邊 康子（旭川医科大学 循環・呼吸・神経病態内科学） 

永原 大五（札幌医科大学 循環器・腎臓・代謝内分泌内科学） 

 

23. 断裂した左室リードに対してリード修復を行うことで適正位置からの左室ペーシングの 

再開を得られた一例 

○谷 友之 1、齋藤 滋 2、山崎 誠治 1、山崎 和正 1、後平 泰信 3、竹之内 豪 1、 

萱沼 圭悟 1 、 棒田 浩基 1 

1札幌東徳洲会病院 循環器科、2湘南鎌倉総合病院、3札幌徳洲会病院 

 

24. 完全皮下植込み型除細動器植込み術：当院での経験 

○鈴木 丈二 1、四倉 昭彦 1、佐野 文彦 1、南部 忠詞 1、吉田 泉 1、加藤 法喜 1、 

櫻井 正之 1 

1北光記念病院 循環器科 

 

25. SGLT2阻害薬により心筋再分極障害の改善を認めた4症例 

○佐藤 達也 1、高田 明典 2、大野 紘平 3、山下 智久 1、大沼 義人 1、富樫 信彦 1 、  

長谷川 徹 1、吉田 英昭 1、遠藤 利昭 1、土田 哲人 1 

1JR札幌病院 循環器・腎臓・糖尿病内科、2製鉄記念室蘭病院 循環器内科、 

3札幌医科大学 循環器・腎臓・代謝内分泌内科学講座 

 

26. 発作性心房細動により心不全増悪を繰り返す低左心機能患者に対しCryoballoon ablationを 

施行した一例 

○本間 恒章 1、佐藤 実 1、夏井 宏征 1、加藤 瑞季 1、菊地 麻美 1、水上 和也 1、 

武藤 晴達 1 、 明上 卓也 1、藤田 雅章 1、竹中 孝 1 

1国立病院機構 北海道医療センター 

 

 

 

 

 

 

 

第１会場 （小講堂） 



13 
 

 

■ 心筋炎・心筋症（14:58～15:33）■ 

座 長: 竹内 利治 （旭川医科大学 循環・呼吸・神経病態内科学） 

      村中 敦子 （札幌医科大学 循環器・腎臓・代謝内分泌内科） 

 

27. 乾癬性関節炎に合併した心室中部閉塞性肥大型心筋症の一例 

○寺沢 誠 1、小山 雅之 1、小笠原 惇 1、美田 知宏 1、石村 周太郎 1、太田 英喜 1、 

土井 崇裕 1、寺島 慶明 1、高橋 亨 1 

1JA北海道厚生連 帯広厚生病院 循環器内科 

 

28. 進行性右心機能障害を背景に致死的経過を辿った全身性強皮症の一例 

○木村 歩 1、鎌田 祐介 1、青山 ちひろ 1、永野 伸卓 1、山下 智久 1、村中 敦子 1、 

茂庭 仁人 1、矢野 俊之 1、三木 隆幸 1、三浦 哲嗣 1 

1札幌医科大学 医学部 循環器・腎臓・代謝内分泌内科 

 

29. ステロイド治療にてFDG-PETでの心筋集積が消失した心サルコイドーシスの3例 

○石丸 伸司 1、川崎 まり子 1、柿木 梨沙 1、管家 鉄平 1、五十嵐 正 1、岡林 宏明 1、古

谷 純吾 1 

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 

 

30. HeartMate IIから離脱し得た拡張型心筋症の一症例 

○表 和徳 1、榊原 守 1、高橋 雅之 1、浅川 直也 1、野口 圭士 1、徳田 裕輔 1、 

神谷 究 1、松島 将士 1、絹川 真太郎 1、大岡 智学 2、松居 喜郎 2、筒井 裕之 1 

1北海道大学病院 循環器内科、2北海道大学病院 循環器・呼吸器外科 

 

31. ２度の急性心不全入院を経て診断に至った逆たこつぼ型心筋症を呈した褐色細胞腫の一例 

○小熊 康教 1、山下 武廣 1、長島 雅人 1、森田 亨 1、斎藤 泰史 1、長堀 亘 1、 

前野 大志 1、今井 斎博 1、呉林 英悟 1、中川 俊昭 1 

1心臓血管センター 北海道大野病院 
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DVDセッション 医療安全・医療倫理に関する講演会 (14:30～16:00) 

 

❖❖❖専門医の皆様へ❖❖❖ 

規定時間聴講されますと２単位が付与されます。 

 

 

 

  

第4会議室 
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1  A case of successful EVT for axillofemoral and 
femoropopliteal bypass failure 
 

2  発症後4時間以上経過した腎梗塞に対し、バルーン拡
張による血行再建により良好な経過が得られた一症例 

1社会医療法人 社団カレスサッポロ 時計台記念病院 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 
 

○丹 通直 1、原口 拓也 1、木谷 俊介 1、中川 裕也 1、
越田 亮司 1、五十嵐 康己 1、佐藤 勝彦 1、 
浦澤 一史 1 

 

○堀内 至 1、簑島 暁帆 1、木谷 祐也 1、坂本 央 1、
竹内 利治 1、佐藤 伸之 1、川村 祐一郎 1、 
長谷部 直幸 1 

症例は 65歳男性。左外腸骨動脈への EVTと FP bypass
が実施されたが、1年後に左外腸骨動脈閉塞とFP bypass
閉塞が確認された。その為、axillofemoral bypassが
実施されたが閉塞し当科紹介となった。前医より
axillofemoral bypassは深大腿動脈に、FP bypassは総
大腿動脈に吻合されているとの情報を得ていたが、CT
や造影では吻合部位の同定は困難であった。1st and 2nd 
sessionで総腸骨動脈から深大腿動脈へ、3rd session
では総大腿動脈から浅大腿動脈へ、体表エコーガイド・
distal puncture・guidewire Rendez-vous method等を
実施して、血行再建を行う事が出来た。bypass 閉塞例
へのEVTは困難を極める例もあり、その一例と2011年
1月～2015年 9月まで当院で実施した 21症例の FP 
bypass閉塞への EVTの手技内容及び patency等の解析
結果を報告する。 

【症例】60歳代男性 陳旧性心筋梗塞で他院通院中、
突然の右下腹部痛があり前医に救急搬送。造影CTにて
腎梗塞の診断となり当院紹介、発症 4時間後に当院搬
入。直ちに腎動脈造影を施行し腎動脈本幹の血栓閉塞に
対し腎動脈バルーン拡張術を行い、良好な拡張が得られ
た。心エコー上明らかな残存血栓はなかったが、心尖部
が無収縮であり心原性塞栓と考えられた。LDH値は術後
速やかに低下し、eGFRは軽度低下にとどまり、MAG3腎
臓シンチでは2b型の障害パターンとなり、再還流によ
る治療効果はあったと考えられた。【考察】急性腎梗塞
の血行再建に関するゴールデンタイムは諸説あるが、発
症３時間までとの報告が一般的である。今回の症例の検
討では発症4時間後以上経っているものでも、血行再建
が有効である可能性が示唆された。 

3  食道癌術後に発症したStanford A型急性大動脈解離
の1例 

4  著明な石灰化とLMT入口部狭窄を伴う胸部大動脈瘤、
Severe ARを認めた大動脈炎症候群に対する1手術例 
 

1札幌医科大学 心臓血管外科 1手稲渓仁会病院 心臓血管外科 

○内山 博貴 1、伊藤 寿朗 1、渡邊 俊貴 1、 
安田 尚美 1、仲澤 順二 1、黒田 陽介 1、原田 亮 1、 
川原田 修義 1 

 

○伊庭 裕 1、山田 陽 1、栗本 義彦 1、八田 英一郎 1、
丸山 隆史 1、氏平 功祐 1、三浦 修平 1、 
三輪 晃士 1、中西 克彦 1 

症例は 70代、男性。6年前に他院で食道癌に対して食
道全摘術及び胸骨後再建を施行されている。飲食店にて
鼻出血を認めた後、卒倒したため当院救急搬送。搬入時
心肺停止状態で、心臓超音波検査にて心嚢液貯留を認
め、心タンポナーデが原因による心停止と判断、開窓心
嚢ドレナージを施行し心拍再開した。造影 CTにて
Stanford A型急性大動脈解離の診断で緊急手術となっ
た。本症例は、造影 CTで胸骨上部後面右側に再建胃管
を認めていたため、胸骨と胃管の癒着が考えられた。胸
骨上部の皮膚切開及び胸骨切開を正中よりやや左側と
し、胃管を愛護的に剥離しながら胸骨切開を施行した。
心臓右面がやや視野不良であった以外は、再建胃管の損
傷も認めず、弓部大動脈置換術を施行した。術後は一過
性の心房細動を認めた以外は大きな問題なく経過した。 

 

58才女性。18才時に大学病院で大動脈炎症候群と診断
され、ステロイド治療を開始されたが 35才時に中断し
ていた。今回、呼吸困難を認め、近医を受診し、TTEに
て Severe ARを、CTにて上行大動脈瘤(max 53mm)と大
動脈の著明な石灰化、左総頸動脈と左鎖骨下動脈の閉塞
を認めた。心不全治療を開始され、ステロイドコントロ
ールも再開され、当院に転院された。冠動脈 CTで LMT
入口部に石灰化による高度狭窄を認めた。手術は
Bentall手術＋弓部大動脈置換術を施行した。術中、弁
輪の脆弱性を危惧し弁輪に帯状フェルトをあてて補強
し、またLMT入口部は石灰化した大動脈壁を切除し、自
己心膜でカフ状に形成して再建した。術後は翌日に抜管
され、術前と同量のプレドニン7.5mgを継続した。術後
CTでLMT入口部は良好に開存していた。術後25日目に
自宅退院した。 
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5  DeBakey IIIb型慢性解離性大動脈瘤に対し弓部置換術
＋エレファントトランク挿入術を先行させた症例の検討 

6  成人期に心機能低下を来した修正大血管転位症・ 
解剖学的三尖弁逆流症の一例 
 

1札幌医科大学 心臓血管外科講座 1札幌医科大学 医学部 循環器・腎臓・代謝内分泌内
科 

○渡邊 俊貴 1、渡邊 俊貴 1、内山 博貴 1、 
安田 尚美 1、仲澤 順二 1、黒田 陽介 1、原田 亮 1、
伊藤 寿朗 1、川原田 修義 1 

○小川 俊史 1、舘越 勇輝 1、藤戸 健史 1、 
西田 絢一 1、望月 敦史 1、矢野 俊之 1、 
永原 大五 1、丹野 雅也 1、三浦 哲嗣 1 

 
 DeBakey IIIb型慢性解離性大動脈瘤(IIIbCDA)は広範
囲に瘤を認め,分割手術が選択される場合も多い.今回
当院で IIIbCDAに対し弓部置換術＋エレファントトラ
ンク挿入術(TAR+ET)を先行した症例を検討した.対象は
2006年から2016年までにIIIbCDAに対し手術を施行し
た60例中,TAR+ETを先行した14例とした.平均年齢58
±13歳,男性 11例(78.6％).術後の在院死 0％,脳梗塞
0％.対麻痺(不全も含む)を 2例(14.3％)に認めた.術後
胸部大動脈の偽腔が血栓閉塞した症例は 3例(21.4％)
で,瘤が縮小した症例は 2例(14.3％)であった.二期以
降の手術を要したのは 9例で,術後在院死,対麻痺など
の合併症は認めた症例はなかった.IIIbCDAに対して
TAR+ETは,二回目以降の手術を容易にし,症例により広
範囲の偽腔血栓化を励起し,瘤の縮小を得られる可能性
があると考えられた。 

症例は45歳男性。15歳時に心雑音を指摘され修正大血
管転位症の診断となった。2001年心室細動を発症し、
心肺蘇生後に当院で植込型除細動器を留置した。合併心
奇形は認めず、軽度の解剖学的三尖弁逆流(TR)に加え解
剖学的右室駆出率(EF)47%と低下を認めた。2011年時点
ではEF64.9%と改善していたが、2016年経胸壁心エコー
検査で EF47.1%と再度低下を認めた。解剖学的 TRは中
等度に増悪しており、解剖学的右室拡張末期径は60.6mm
から64mmと増大傾向を認め、三尖弁逆流に伴う容量負
荷が心機能低下の原因と考えられた。修正大血管転位症
は成人期以降に圧負荷に伴う解剖学的右室のポンプ不
全を発症することが多い。解剖学的TR合併例の予後・
治療に関し文献的考察を含めて報告する。 

7  FDG-PET/CTで心膜に集積亢進が描出された肺炎桿
菌が起炎菌の化膿性心膜炎 

8  収縮性心膜炎に対する外科治療経験 
 
 

1砂川市立病院 循環器内科、2北見赤十字病院 循環器
内科、3北海道立北見病院 心臓血管外科、4市立札幌病
院 循環器内科、5札幌医科大学附属病院 心臓血管外
科、6札幌中央病院 心臓血管外科 
 

1北海道立北見病院 心臓血管外科 

○松谷 健一 1、斉藤 高彦 2、小野 太祐 2、徳原 教 2、
小森山 弘和 4、多田 篤司 2、井上 聡己 3、 
前田 俊之 6、渡邊 俊貴 5 

 

○柳清 洋佑 1、大川 陽史 1、井上 聡巳 1 

80歳代、女性。2015年4月下旬に尿路感染症の診断で
当院内科へ入院し、抗菌薬治療後5月下旬に退院。6月
初旬に 39℃台の発熱を認め、同科外来を受診。胸部単
純 CTで心膜腔に膿瘍を疑う所見を認め当科紹介。血液
培養4セットから肺炎桿菌を検出。抗菌薬治療で感染コ
ントロールは困難であり、診断と治療目的のドレナージ
の適応と判断。心嚢穿刺は合併症のリスクが高いと判
断。FDG-PET/CTで心膜に集積亢進を認め心膜炎が疑わ
れた。外科的ドレナージを施行し、心膜腔の膿瘍から肺
炎桿菌が検出され化膿性心膜炎と診断。術後に炎症は改
善し退院。化膿性心膜炎は稀な疾患で、治療が遅れると
致死率が高いと報告されている。FDG-PET/CTで心膜に
集積亢進が描出された化膿性心膜炎の報告は少なく、文
献的考察を加えて報告する。 

収縮性心膜炎による心不全に対し，外科治療を行い軽快
した症例を経験したので報告する.症例 1) 77歳男性.
原因不明の心不全にて他院内科で入退院を繰り返して
いた.CTにて心膜の肥厚、右心カテーテル検査にて dip 
and plateauを認めた.収縮性心膜炎の診断にて当院に
紹介，心膜剥皮術を行った.心嚢内高度に癒着しており
可及的に剥離した.心係数は術前1.9 L/min/m2から術後
2.3L/min/m2に改善した.症例2) 65歳男性.労作時の息
切れあり他院内科に入院した.CTにて心膜の肥厚あり収
縮性心膜炎と診断された.当院紹介され心膜剥皮術施
行.心膜は 3-5mmに肥厚しており剥離切除した.心係数
は術前2.1 L/min/m2から術後2.8 L/min/m2へ改善した.
収縮性心膜炎は外科的に加療し速やかに改善が期待で
きる.そのため心不全症例においては鑑別に挙げるべき
疾患である. 
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9  下肢表在静脈疾患に対する動向と治療成績 10  IABP抜去後、大動脈解離に気づかれた左主幹部病
変急性冠症候群の1例 

1医療法人 元生会 森山病院 1函館五稜郭病院 循環器内科 

○稲葉 雅史 1 ○須永 大介 1、福真 隆行 1、藤田 雄吾 1、 
安部 功記 1、村瀬 弘通 1、佐藤 健司 1、 
多田 智洋 1、中田 智明 1 

 
【目的】当科で外科治療を行った下肢表在静脈疾患と下
肢静脈瘤に対する高周波焼灼術（RFA）の治療成績を報
告する。【対象と方法】2016.10月以降に経験した下肢
表在静脈疾患に対する手術症例は30例である。このう
ち大伏在静脈瘤（GSVV）に対するRFA 17例22肢、大伏
在静脈抜去術(ST) 7例であった。小伏在静脈抜去術は7
例で、4例は大腿あるいは下腿部の不全穿通枝結紮単独
例であった。RFAはCOVIDIEN社製Closure Fast System
を使用し、本幹径が15mm以下のGSVVを適応とした。【結
果】RFAと対側 STを行った 1例の伏在神経障害、RFA
施行例では熱による表皮剥離、軽度肺血栓症を各1例に
認めたが、全手術施行例で症状は改善し満足な結果を得
ている。【結論】RFA後の症状早期改善の有用性と浮腫、
神経症状を有する穿通枝不全の認識を強調したい。 

 

症例は 59歳男性。脂質異常症を指摘されるも未加療で
経過していた。除雪中に胸痛を自覚し、改善なく救急搬
送となった。血圧低下を伴い、急性冠症候群の判断で
IABP留置下に緊急冠動脈造影を行ったところ左主幹部
に高度狭窄を認めた。まもなく心室細動が出現し除細動
困難となった。CPRを開始し速やかに左主幹部に薬剤溶
出性ステントを留置し、PCPSを導入し心室細動は停止
した。第3病日にPCPSの離脱が可能で、第4病日には
IABP抜去が可能であったが、第 5病日に行った CTで
Stanford分類 B型の大動脈解離を認めた。厳格な降圧
を行い大動脈解離の拡大なく経過し、第 38病日には退
院が可能であった。IABPにより形成されたと思われる
大動脈解離を偶発的に発見した1例を、若干の文献的考
察を交えて報告する。 

11  左冠動脈広範に自然解離をきたした１症例 12  剖検にて急性心筋梗塞を認めたが同年の冠動脈造
影で有意狭窄を認めず、冠攣縮誘発試験が陰性であった
一症例 
 

1JA北海道厚生連旭川厚生病院 1市立千歳市民病院 循環器科 

○山内 敦司 1、豊嶋 更紗 1、石破 光咲子 1、 
柴山 佳一郎 1、鈴木 孝英 1、貴田岡 享 1、 
小川 裕二 1、加藤 淳一 1 
 

○竹内 剛 1、中村 友彦 1、大橋 洋介 1、小岩 弘明 1、
池田 大輔 1 

 

症例は 65歳女性。主訴は前胸部絞扼感。心電図上は、
広範な胸部誘導での ST低下を認め、心筋虚血を疑い、
緊急冠動脈造影を施行。左冠動脈主幹部より左前下行枝
中間部分、左回旋枝中間部分まで、広範な解離所見と解
離腔による真腔の圧排を認めた。上行大動脈起始部での
解離も疑われ、市立旭川病院胸部血管外科へコンサルト
し、冠動脈バイパス術を施行。慢性期 CT、冠動脈造影
では、冠動脈真腔への血流は保たれおり、圧排所見も認
めなかった。冠動脈自然解離は、比較的まれな疾患であ
り、自然経過で改善する場合が多いとされている。今回、
我々は、左冠動脈主幹部から広範な解離を認め、緊急バ
イパス術を選択し、救命しえた一例を経験し、文献的考
察を加え報告する。 

症例は 60代男性。6月 1日に急性心不全で入院。入院
時に頻拍性心房細動及び、心エコーにて、びまん性左室
壁運動の低下を認めた。6月2日に冠動脈造影を施行し
たが、有意狭窄を認めず、アセチルコリン負荷試験を施
行したが有意所見を得られなかった。10月12日、心肺
停止状態となり、当院へ救急搬送された。PCPSを挿入
後、冠動脈造影を施行したが有意狭窄を認めなかった。
経過をみたが、有効な心収縮の改善を認めず、10月14
日に死亡した。剖検にて肉眼にて左心房から左心室に全
周性の心筋出血を認めた。組織学的にも同様の心筋梗塞
所見を認め、急性心筋梗塞の剖検診断となっている。冠
動脈に有意狭窄のない急性心筋梗塞は報告あるものの、
生前に冠攣縮誘発試験陰性例の急性心筋梗塞について
剖検報告例がなく、貴重な症例と考え、ここに報告する。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



18 
 

13  外傷性下大静脈損傷に対してステントグラフト内
挿術を施行した一例 

14  症状緩和にオキシコドン塩酸塩が有用であった終
末期心不全の一例 
 

1市立函館病院 心臓血管外科 1勤医協中央病院 心臓血管センター、2勤医協中央病院 
緩和ケア科 
 

○楢山 耕平 1、森下 清文 1、馬場 俊雄 1、 
新垣 正美 1、柴田 豪 1 

○星合 愛 1、川畑 恵 2、吉村 喬樹 1、幕内 智子 1、
郡司 尚玲 1、奥山 道記 1、鈴木 隆司 1 

 
背景）大動脈に対するステントグラフト治療は現在では
一般的に施行されているが、大静脈系に対する治療報告
は皆無に等しい。今回我々は外傷性下大静脈損傷に対し
てステントグラフト内挿術を施行した 1例を経験した
のでこれを報告する。症例）うつ病の既往ある48歳男
性。腹部自傷にて当院救急センター搬送。CT所見上、
膵頭部損傷、及び下大静脈から造影剤の流出あり同静脈
損傷が疑われた。下大静脈の損傷が大きく人工心肺の使
用も検討されたが大量のヘパリン使用による止血困難
が懸念されたためステントグラフト治療を選択した。結
果良好な止血効果を得る事ができ、手術はそのまま消化
器外科による膵頭十二指腸切除術に移行した。結語）下
大静脈損傷に対し人工心肺を使用せずステントグラフ
トを用いる事で良好な結果を得る事ができた。 

 

症例は 90代女性。呼吸苦を主訴に当院へ救急搬送され
た。重症大動脈弁狭窄症に起因する肺水腫と診断した。
高齢のため、薬物療法を選択したが、利尿剤などの通常
の心不全治療だけでは症状を取り除くことができなか
った。多職種カンファレンスを開き、緩和ケアへ転向し
た。これまでにモルヒネ塩酸塩水和物を用いた心不全症
状緩和の報告はあるが、本症例は慢性腎臓病を併発して
おり、オキシコドン塩酸塩を選択した。定期的に使用す
ることで症状の緩和ができ、患者と家族の希望である在
宅医療に移行できた。経過中に血圧低下や呼吸抑制はみ
られなかった。多職種連携によって、終末期心不全の症
状の緩和だけではなく、在宅医療への移行ができた症例
であった。 

 

15  完全内視鏡下僧帽弁形成術の有用性 16  右冠動脈起始異常を合併した大動脈狭窄症の１手
術例 

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 
 

1北海道大学 循環器・呼吸器外科 
 

○大川 洋平 1、大堀 俊介 1、藤田 きしゅう 1、 
鈴木 正人 1、森本 清貴 1、野村 文一1、杉木 健司 1、
大野 猛三 1、山下 武廣 2、呉林 英悟 2 、 今井 斎博 2、
長堀 亘 2、前野 大志 2、中川 俊昭 2、斎藤 泰史 2、
岩切 直樹 2、長島 雅人 2、森田 亨 2 

 

○東 亮太 1、杉本  聡 1、新宮 康栄 1、若狭 哲 1、
大岡 智学 1、橘 剛 1、松居 喜郎 1 

多くの施設で右開胸小切開による低侵襲心臓手術
(MICS)が行われている。そして更なる低侵襲化を求め、
内視鏡画像のみで手術を行う、完全内視鏡下僧帽弁形成
術が導入されている。当院で施行した本手術について報
告する。現在までに施行してきた完全内視鏡下僧帽弁形
成術は3例である。全例、僧帽弁閉鎖不全であった。男
性2例、女性1例、平均年齢は51歳である。平均手術
時間は約 8時間と通常の僧帽弁形成術よりは時間を要
している。平均手術創は8cmである。死亡例や合併症は
無く、全例僧帽弁逆流は消失し、独歩で退院した。完全
内視鏡下僧帽弁形成術は視野が良好であり、低侵襲心臓
手術としては有用な術式である。今後は更に症例を重
ね、手術時間の短縮や適応の拡大に努めたい。 

 

症例は 60代女性。労作時胸部圧迫感・呼吸困難で、重
症大動脈弁狭窄証（AS）と診断。さらに大動脈二尖弁と
右冠動脈の左冠動脈口起始を認めた。過去に冠動脈起始
異常の症例で弁置換後に弁座による冠動脈の物理的な
圧迫をうけた例が報告されており、人工弁は縫着可能な
最大サイズより小さい物を選択し、supra-annular 
positionが推奨されている。本症例は、右冠動脈の走
行はValsalva洞よりも高位に位置しており、物理的な
圧迫は起こしにくいと考えられた。術中所見でも弁座に
よる冠動脈圧排の可能性は低いと判断。通常のサイジン
グでTrifecta 23mm弁を選択し、supraで置換術を施行
し、術後経過は良好。右冠動脈起始異常を合併した AS
の弁置換術を経験したので、文献的考察を加えて報告す
る。 
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17  高度全周性僧帽弁輪石灰化を伴う連合弁膜症に対
して僧帽弁、大動脈弁置換術を施行した1例 

18  肺高血圧モデル犬を用いた右室dyssynchronyの成
因に関する検討 
 

1北海道大学病院 循環器・呼吸器外科 1北海道大学大学院 獣医学研究科 附属動物病院 

○村瀬 亮太 1、新宮 康栄 1、東 亮太 1、 
古川 夕里香 1、安東 悟央 1、杉本 聡 1、 
佐藤 公治 1、浅井 英嗣 1、大岡 智学 1、若狭 哲 1、
橘 剛 1、松居 喜郎 1 

 

○中村 健介 1 

高度僧帽弁輪石灰化（MAC）を有する症例への僧帽弁置
換術（MVR）では十分な大きさの人工弁挿入が不可能で
あったり、術後の弁周囲逆流が問題となるため当科では
可及的に石灰化を除去する方針としている。しかし過剰
切除による心破裂や冠動脈損傷などの危険性を有する。
今回Intervalvular fibrous body（IFB）を含む全周性
の MACの症例に対し、石灰化を除去し弁輪を形成して
MVR、IFB再建、大動脈弁置換術（AVR）を行った症例を
経験した。術中所見では全周性のMACを認め、IFBにも
石灰化が及んでいた。MACはメスおよび CUSAにて可及
的に除去し、僧帽弁前尖は切除。後尖および弁下組織は
温存。切除した弁輪・IFBはウシ心膜パッチで再建し、
僧帽弁位、大動脈弁位に生体弁を縫着。術後心エコーで
は僧帽弁位に軽度の弁周囲逆流を認めるのみであった。 

 

背景：肺高血圧症において右室壁運動異常が生じるが機
序は不明な点が多い。目的：右室壁運動異常の規定因子
を探索する。方法：犬7頭に対して一過性の肺血管収縮
をもたらすトロンボキサンチン A2誘導体を投与し 2D 
speckle trackingエコーにより得られるstrain指標と
右心カテーテル指標の関連性を評価した。結果：肺血管
抵抗(PVR)の上昇に伴い右室自由壁ストレイン(FWS)の
低下と収縮遅延が認められたが中隔に変化は認められ
ず、右室６区画のtime-to-peak strainの標準偏差（SD6）
は上昇した。PVRとFWS、SD6の間に強い相関を認めた。
dp/dt (max)、左右心室拡張末期容積、QRS幅に変化は
認められなかった。結論：心形態および心電図の変化を
伴わなくとも短時間の PVR上昇により可逆的な右室自
由壁の収縮遅延が起こりdyssynchronyが生じる。 

 

19  肺血管拡張薬 3剤併用にて効果を認めたサルコイ
ドーシスに伴う重症肺高血圧症の一例 
 

20  当科における肺高血圧症例 189例の臨床経過に関
する検討 

1北海道大学病院 内科I 1北海道大学病院 内科I 

○久末 直広 1、杉本 絢子 1、辻野 一三 1、 
鈴木 奈緒子 1、中谷 資隆 1、林下 晶子 1、 
渡部 拓 1、大平 洋 1、西村 正治 1 

 

○中谷 資隆 1、辻野 一三 1、鈴木 奈緒子 1、 
杉本 絢子 1、林下 晶子 1、渡部 拓 1、大平 洋 1、
西村 正治 1 

症例は42歳男性。20歳代で眼・肺サルコイドーシス（サ
症）と診断された。労作時息切れ、浮腫を契機に行った
右心カテーテル検査（RHC）で平均肺動脈圧（MPAP）53 
mmHg、肺血管抵抗（PVR）11.6 WUと高値であり当科を
紹介された。サ症に伴う肺高血圧症と診断し、PSL 30 
mg/dayを開始したが肺循環指標の改善はなかった。タ
ダラフィル、マシテンタン内服に加え、トレプロスチニ
ルの持続皮下注射を併用したところ、トレプロスチニル
を 66 ng/kg/minまで増量した時点の RHCで MPAP 39 
mmHg、PVR 5.5 WUと低下し、自他覚症状も改善してい
た。サ症に合併した高度の肺高血圧症に対し肺血管拡張
薬 3剤併用にて症状と肺循環指標に効果を認めた貴重
な症例であり、文献的考察を加え報告する。 

 

背景:肺高血圧症(以下PH)では新薬の登場により予後の
改善が報告されている。一方で疾患特異的な症状に乏し
く診断確定や治療開始が遅れることも少なくない。 
目的:1994年 1月 1日以降に右心カテーテル検査で PH
と確定診断された症例を対象に PHを疑われた契機、診
断確定までの時期などの後ろ向き調査を行った。 
結果:症例数は189例。肺動脈性83例(44%)、肺静脈閉
塞症4例(2%)、左心疾患合併PH17例(9%)、肺疾患合併
PH30例(16%)、慢性血栓塞栓性50例(26%)、その他5例
(3%)だった。精査の契機として労作時息切れ 139例
(74%)、心エコー19例(10%)、心電図 6例(3%)、浮腫 6
例(3%)、失神 2例(1%)だった。診断確定までの日数は
705日±1267日(平均±SD)だった。 
結語:PHの発症から診断まで約2年を要しており、医療
連携を通じた早期診断と適切な早期治療が求められる。 
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21  左総腸骨静脈圧迫症候群から下肢深部静脈血栓症
を来し肺動脈血栓塞栓症と脳梗塞を合併した一例 
 

22  急性肺血栓塞栓症に対して早期に補助循環を導入
し救命に至った１例 
 

1北海道循環器病院 循環器内科、2北海道大学大学院医
学研究科 探索病理講座 
 

1市立札幌病院 循環器センター 循環器内科 

○小西 崇夫 1、舟山 直宏 1、山口 紅 1、大堀 克彦 1、
山本 匡 1 、 桜井 聖一郎 1、柏木 雄介 1、佐々 保基 1、
福山 周三郎 1、田中 秀一 1、村上 弘則 1、堀田 大
介 1 

 

○鳥羽 真弘 1、小林 雄太 1、鈴木 理穂 1、 
小森山 弘和 1 、 浅川 響子 1、村井 大輔 1、檀浦 裕 1、
小松 博史 1、牧野 隆雄 1、甲谷 哲郎 1 

 

症例は 52歳女性。1週間前から左下腿浮腫が出現し、
当院受診となった。下肢静脈エコー上、左下腿静脈に深
部静脈血栓症(DVT)の所見を認め、肺動脈造影 CT検査
上、両側肺動脈末梢に血栓像を認め、肺動脈血栓塞栓症
(PTE)と診断した。リバーロキサバンによる抗凝固療法
を開始したが、もともと貧血、月経過多があったことに
より、入院後8日目に同剤を中止した。その2日後に構
音障害が出現し、脳神経外科を受診したところ、脳梗塞
(CI)の所見を認めた。再度、抗凝固療法を再開し、その
後は塞栓症の再発を認めていない。外来で施行された
MRI検査上、左総腸骨静脈が椎体と総腸骨動脈に圧排さ
れており、左総腸骨静脈圧迫症候群の所見と考えられ
た。下肢 DVTを認めた際、PTEだけでなく CIの合併に
も注意して経過観察する必要性がある。 

 

症例は 66歳男性。トイレで排尿後に突然の呼吸困難を
認め当院搬入となった。心エコーでは右室の著名な拡
大、左室の圧搾像を認め、造影 CTにて両側肺動脈主幹
部に血栓像を認め、急性肺血栓塞栓症と診断した。人工
呼吸器管理、抗凝固療法、抗血栓療法としてウロキナー
ゼ投与を開始した。しかし薬物投与にても循環維持が困
難となったため、第2病日に補助循環の導入を行った。
補助循環により呼吸循環を維持しながら抗凝固療法、抗
血栓療法を継続した。第9病日に補助循環から離脱し、
第12病日に抜管した。その後CTでは肺動脈主幹部の血
栓は縮小傾向となり、最終的にワルファリン内服にて第
40病日に退院となった。急性肺血栓塞栓症に対して早
期に補助循環導入を行い呼吸循環の維持に努めたこと
により救命できた１例を経験したので報告する。 

 

23  断裂した左室リードに対してリード修復を行うこ
とで適正位置からの左室ペーシングの再開を得られた
一例 

24  完全皮下植込み型除細動器植込み術：当院での経験 

1札幌東徳洲会病院 循環器科、2湘南鎌倉総合病院、3

札幌徳洲会病院 
 

1北光記念病院 循環器科 

○谷 友之 1、齋藤 滋 2、山崎 誠治 1、山崎 和正 1、
後平 泰信 3、竹之内 豪 1、萱沼 圭悟 1 、 棒田 浩基 1 

○鈴木 丈二 1、四倉 昭彦 1、佐野 文彦 1、 
南部 忠詞 1、吉田 泉 1、加藤 法喜 1、櫻井 正之 1 

 
症例は 60代男性。陳旧性前壁中隔心筋梗塞による心室
瘤形成、慢性心不全、持続性心室頻拍、僧房弁閉鎖不全、
永続性心房細動を来し、左室形成術、両心室ペーシング
による心臓再同期療法、僧房弁形成術の既往のある患
者。前年に施行したジェネレーター交換の際に誤って左
室リードを断裂し、新規左室リードを左室心尖部に追加
したものの、以降から急激にADLが低下していた。今回、
心不全増悪による入院を契機にリードアダプターキッ
トを用いて左室側壁の左室リードの修復を行い、修復リ
ードの脆弱性の可能性を考慮して心室三点ペーシング
を行うこととした。昨今、リード抜去技術およびリード
留置技術の発達により、リード修復を必要とする状況は
減少していると考えられるが、今回リード修復が有用で
あった症例を経験したため報告する。 

 

欧米で行われた数々の大規模臨床試験の結果から、一次
予防、二次予防を問わず、突然死への植込み型除細動器
（ICD）の有効性は明らかとなっている。一方で、従来
の経静脈的植込み型デバイスの植込み手技、植込み術後
の合併症や限界など、少なからず問題が残されている。
完全皮下植込み型除細動器（S-ICD）は、従来の ICDの
問題点を解決するべく登場した新デバイスである。当科
では2016年2月より5例の候補患者に対し、植込み前
スクリーニングテストを行い、内1例が不適切例として
除外、残り4例（Brugada症候群2例、特発性心室細動
1例、拡張型心筋症1例）に対してS-ICD植込み術を施
行した。各症例とも、4月 18日現在まで、合併症や不
適切作動等なく経過している。自験を踏まえ、文献的考
察を含めて報告する。 
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25  SGLT2阻害薬により心筋再分極障害の改善を認めた
4症例 
 

26  発作性心房細動により心不全増悪を繰り返す低左心
機能患者に対しCryoballoon ablationを施行した一例 

1JR札幌病院 循環器・腎臓・糖尿病内科、2製鉄記念室
蘭病院 循環器内科、3札幌医科大学 循環器・腎臓・
代謝内分泌内科学講座 
 

1国立病院機構 北海道医療センター 

○佐藤 達也 1、高田 明典 2、大野 紘平 3、 
山下 智久 1、大沼 義人 1、富樫 信彦 1 、 長谷川 徹 1、
吉田 英昭 1、遠藤 利昭 1、土田 哲人 1 

 

○本間 恒章 1、佐藤 実 1、夏井 宏征 1、加藤 瑞季 1、
菊地 麻美 1、水上 和也 1、武藤 晴達 1 、 明上 卓也 1、
藤田 雅章 1、竹中 孝 1 

 
大規模臨床試験 EMPA-REG OUTCOMEより、2型糖尿病に
対するSGLT2阻害薬の標準治療への上乗せは心不全・致
死性不整脈を減少させる可能性が示唆されている。標準
治療による血糖コントロールは糖尿病による心筋再分
極障害を改善しないが、SGLT2阻害薬では検討されてい
ない。当科外来で2015年10月までに2型糖尿病に対し
てSGLT2阻害薬が処方された症例のうち、処方前後の心
電図が得られ、心房細動と心室内伝導障害を除外した全
4例の心電図を検討した。3例で貫璧性再分極の指標で
ある V5誘導の Tpeak-Tendの改善を認め(92.0±4.0ms
→78.6±2.3ms)、1例で平坦から陽性へのT波変化を認
めた。HbA1cは処方前後で 7.6±0.8%から 7.1±1.2%に
改善し、血清電解質の変化は認めなかった。SGLT2阻害
薬は 2型糖尿病による心筋再分極障害を改善する可能
性が示唆された。 

 

イリゲーションカテーテルによる高周波焼灼での肺静
脈隔離では、カテーテル灌流液による水分負荷がしばし
ば問題となる。今回、我々は心房細動発作を繰り返す低
左心機能患者に対し Cryoballoon ablationを用いるこ
とで安全に治療を行うことができたため報告する。症例
は70歳代男性。2012年に前壁急性心筋梗塞に対しステ
ント留置術を施行されている。左室駆出率 21%と高度に
低下しており、心房細動の発作を生じるたびに心不全増
悪となり入院加療を要していた。2016年 1月、同様に
心不全増悪となり入院。薬剤抵抗性かつ心不全増悪の誘
因となっているため、Cryoballoon ablationを施行し
た。周術期に心不全増悪なく経過し自宅退院。退院後も
心房細動とならず、心不全増悪もなく経過している。 

 

27  乾癬性関節炎に合併した心室中部閉塞性肥大型心
筋症の一例 
 

28  進行性右心機能障害を背景に致死的経過を辿った
全身性強皮症の一例 

1JA北海道厚生連 帯広厚生病院 循環器内科 1札幌医科大学 医学部 循環器・腎臓・代謝内分泌内
科 
 

○寺沢 誠 1、小山 雅之 1、小笠原 惇 1、美田 知宏 1、
石村 周太郎 1、太田 英喜 1、土井 崇裕 1、 
寺島 慶明 1、高橋 亨 1 

○木村 歩 1、鎌田 祐介 1、青山 ちひろ 1、 
永野 伸卓 1、山下 智久 1、村中 敦子 1 、 茂庭 仁人 1、
矢野 俊之 1、三木 隆幸 1、三浦 哲嗣 1 

 
症例は 66歳、男性。乾癬性関節炎、高血圧症の診断に
て当院膠原病内科に通院中であった。X年 1月 6日 動
悸及び意識が遠のくような感じを訴え、夜間急病センタ
ーを受診。血圧低下、12誘導心電図上 HR 188/分の wide 
QRS tachycardia を認め、当院へ救急搬送となった。VT
と診断し、抗不整脈薬の投与にて洞調律に復した後、心
精査を行った。冠動脈造影では狭窄所見なく、左室造影
や心臓MRI検査、心筋生検の結果から、左室中部狭窄を
伴う肥大型心筋症と診断した。本例はICD植え込み適応
の Class I と考えられ、第15病日に同術を施行し、右
室ペーシング下に左室内圧較差の改善も得られた。乾癬
性関節炎に合併した肥大型心筋症の報告は極めて稀で
あり、文献的考察も含めて報告する。 

 

全身性強皮症の 40歳台女性。2010年 12月の心エコー
ではLVEF66%で他に異常なし。2014年3月には右室壁運
動低下、心室中隔扁平化と LVEF軽度低下(53%)を認め
た。2015年 3月には右心系拡大・右室壁運動低下は進
行、LVEF45%であった。同年11月心不全にて近医入院し
たが脳梗塞を併発し2016年1月当院転入院。低心拍出
量症候群を呈しており心エコー上、右心系拡大・右室壁
運動障害増悪、右室壁・心室中隔の菲薄化、LVEF15%、
左室内血栓を認めた。冠動脈造影で有意狭窄なく心筋生
検で高度な線維化を認めた。右心カテーテル検査では心
係数は1.8L/min/m2と低下、肺動脈圧・肺静脈楔入圧は
正常であった。集学的治療を行うも第7病日に永眠され
た。強皮症に伴う心筋症では右室心筋障害が先行し急速
に悪化する症例があり早期の病態評価・治療介入が重要
である。 
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29  ステロイド治療にて FDG-PETでの心筋集積が消失
した心サルコイドーシスの3例 
 

30  HeartMate IIから離脱し得た拡張型心筋症の一症
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 
 

1北海道大学病院 循環器内科、2北海道大学病院 循環
器・呼吸器外科 
 

○石丸 伸司 1、川崎 まり子 1、柿木 梨沙 1、 
管家 鉄平 1、五十嵐 正 1、岡林 宏明 1 、 古谷 純吾 1 

○表 和徳 1、榊原 守 1、高橋 雅之 1、浅川 直也 1、
野口 圭士 1、徳田 裕輔 1、神谷 究 1、松島 将士 1、
絹川 真太郎 1、大岡 智学 2、松居 喜郎 2、 
筒井 裕之 1 

 
サルコイドーシスは原因不明の全身性肉芽腫性疾患で、
多くは自覚症状なく自然寛解の経過をとるものの心病
変の存在は心不全、房室ブロック、心室性致死性不整脈
などにより時に致命的となる。今回我々はFDG-PET上心
筋集積を認めた心サルコイドーシスに対しステロイド
治療を行い集積が消失した 3例を経験したため報告す
る。症例1は心室頻拍で救急搬送、症例2は胃生検でサ
ルコイドーシスと診断、症例3は心エコーで中隔の菲薄
化を指摘され、全例PETにて心集積を指摘されステロイ
ドを開始、漸減した。心病変に対してはステロイドの少
量継続投与が標準的治療として推奨されているが、副作
用も多い薬剤である。PETは心病変の治療効果判定に有
用であり、PETと慎重な外来フォローによりステロイド
が中止できる症例が存在する可能性がある。 

 

症例は 60歳代男性。拡張型心筋症による慢性心不全で
徐々に血行動態が悪化し、血圧低値のためACE阻害薬、
β遮断薬の内服が不可能になり、カテコラミン依存状態
となった。そのため日本循環器学会へ心臓移植申請を行
い、移植待機となり植え込み型左室補助装置
(LVAD)(HeartMate II )装着術を施行した。術後、速や
かに血行動態は改善し、carvedilol 20 mg、enalapril 
2.5 mg、spironolactone 25 mgを導入し自宅退院とな
った。術後 1年の定期検査では、LVAD装着による血行
動態の改善を含めた集学的心不全治療により左室駆出
率 (LVEF) 19→63%、左室拡張末期径 (LVDd) 65→36 mm
に改善した。回転数調整による離脱試験を行い、LVAD
離脱の成功を得た。以後、血行動態の悪化や心機能低下
はなく退院となった。現在も外来にて慎重な経過観察を
行っている。 

 

31  ２度の急性心不全入院を経て診断に至った逆たこ
つぼ型心筋症を呈した褐色細胞腫の一例 
 

 

1心臓血管センター 北海道大野病院  

○小熊 康教 1、山下 武廣 1、長島 雅人 1、森田 亨 1、
斎藤 泰史 1、長堀 亘 1、前野 大志 1、今井 斎博 1、
呉林 英悟 1、中川 俊昭 1 

 

 

【症例】49歳女性 
【病歴】心基部の壁運動異常を伴う急性心不全のため他
院入院歴がある。平成28年1月動悸を自覚し近医受診。
精査加療目的に当院へ搬送された。UCGでは心基部～腱
索レベルがsevere hypokinesisでLVEF31％。逆たこつ
ぼ型心筋症の所見であった。超音波検査で左腎上極近傍
に 3cm大の腫瘤を認め、MIBGシンチグラフィーで左副
腎周囲に集積亢進を認めた。内分泌学的検査では尿中カ
テコラミン異常高値を認めた。以上から褐色細胞腫を原
因とする逆たこつぼ型心筋症と診断し、泌尿器科に治療
を依頼した。 
【結語】逆たこつぼ型心筋症による心不全入院中に褐色
細胞腫の診断に至った一例を経験した。両者の合併は文
献的にも報告されており、逆たこつぼ型心筋症を診た場
合、スクリーニングとして尿中カテコラミン検査が必要
と考えられる。 
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第115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115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。 
 
［ご利用規約］  
第 115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 
 ・ご利用資格：第115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87年6月25日（土）9：30～17:00 
 ・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お申し込み順

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■ 
日本循環器学会北海道地方会のアドレス（http://www.j-circ.or.jp/information/chihoukai/hokkaido_113.htm）から、「申
込書・同意書」をダウンロードし、必要事項をご記入のうえ、6月15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。 
※お子様を託児室にお連れいただく際に、「受領確認書」および「利用申込書・同意書（捺印済）」の原本をご持参
ください。 
 

■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    TEL 011-281-0511 / FAX 011-261-1873 

http://www.j-circ.or.jp/information/chihoukai/hokkaido_113.htm

