
第 116 回日本循環器学会北海道地方会 

（第 96 回北海道医学大会 循環器分科会） 

 

 

日 時 ： 平成 28 年 11 月 26 日（土） 8：55～16：00 

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 ： 旭川医科大学 外科学講座 心臓大血管外科学分野 紙谷 寛之 

 

 

■教育セッション I (12:00～13:00) 

  座 長 ： 長谷部 直幸 

(旭川医科大学 内科学講座 循環･呼吸・神経内科学分野 教授) 

  「感染性心内膜炎の診かた～見逃さないでうまく治療する～」 

東京女子医科大学 医学部 循環器内科学 芦原 京美 先生 

 

■教育セッション II (13:00～14:00)  

  座 長 ： 紙谷 寛之 

(旭川医科大学 外科学講座 心臓大血管外科学分野 教授) 

  「ここまでできる大動脈弁形成術」 

心臓血管研究所付属病院 心臓血管外科部長 國原 孝 先生 

 

 

 

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

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） 
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] 旭川医科大学 外科学講座 心臓大血管外科学分野  石川 成津矢 
TEL: 0166-68-2494   FAX: 0166-68-2499 

E-mail: natsuyai0@mac.com 
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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（Windowsに限りUSB受付可能）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。 

※不整脈、心筋症のセッションの演者は8：25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。 
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❖❖❖❖❖❖  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

8:55〜9:00 開会の辞

9:00〜9:42

不整脈
(1～6)
6×7分

9:00〜9:42

心筋症
(18～23)
6×7分

9:42〜10:52

YIAセッションⅠ
（初期研修医・

医学生）
(7～13)
7×10分

10:52〜11:32

YIAセッションⅡ
（後期研修医）

(14～17)
4×10分

11:32〜11:50 YIA審査委員会

11:50〜11:58 YIA表彰式

12:00〜13:00

教育セッションⅠ
東京女子医科大学

医学部循環器内科学
芦原　京美先生

（ブリストル・マイヤーズ
株式会社

ファイザー株式会社）

13:00〜14:00

教育セッションⅡ
心臓血管研究所付属

病院
心臓血管外科 部長

國原　孝先生
（ジョンソン・エンド・ジョン

ソン株式会社）

14:05〜14:33

大動脈

(24～27)
4×7分

14：05～14：40

弁膜症
(35～39)
5×7分

14:05〜15:35

14:33〜15:01

末梢血管

(28～31)
4×7分

14：40～15：22

心臓その他
(40～45)
6×7分

15:01～15：22

虚血性心疾患

(32～34)
3×7分

第116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）

9:00〜18:00

DVD セッション
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開会の辞（8:55～9:00） 会長 紙谷 寛之 

           （旭川医科大学 外科学講座 心臓大血管外科学分野） 

 

 

一般演題 午前の部（9:00～11:32） 

 

1. S-ICD不適切作動の原因となった洞頻脈に対し、カテーテルアブレーションによる洞結節修飾

が有効だった1例  

○鈴木 丈二、四倉 昭彦、南部 忠詞、佐野 文彦、吉田 泉、加藤 法喜、櫻井 正之  
北光記念病院 循環器科 不整脈部門 

 

2. 頻拍周期一定にも関わらずalternansする室房伝導を認めた稀有型房室結節回帰性頻拍の一例 

○谷 友之、細井 雄一郎、棒田 浩基、萱沼 圭悟、竹之内 豪、山崎 和正、山崎 誠治 
札幌東徳洲会病院 循環器科 

 

3. スクリーニングルールを用いた皮下植え込み型除細動器の適応可能な患者頻度について 

○谷 友之、細井 雄一郎、棒田 浩基、萱沼 圭悟、竹之内 豪、山崎 和正、山崎 誠治  
札幌東徳洲会病院 循環器科 

 

4. 通電によりexitが変化した異常自動能機序による心房中隔起源心房頻拍の一例  

○矢加部 大輔、林 健太郎、太田 真之、佐藤 宏行、川初 寛道、数野 祥郎、佐々木 俊輔、

工藤 雅人、山田 典弘、吉岡 拓司、佐々木 晴樹、湯田聡、大本 泰裕、廣上 貢  
手稲渓仁会病院 循環器内科 

 
5. カテーテルアブレーション後も遷延するVTに対し手術治療が著効した一例 

○筒井 真博 1、菊池 洋一 1、尾畑 弘美 2、椎久 哉良 1、熱田 義顕 1  
国立病院機構帯広病院 心臓血管外科 1、国立病院機構帯広病院 循環器内科 2

 

 

 

第１会場 （小講堂） 

 

■不整脈（9:00〜9:42）■ 
   座 長: 佐藤 実（北海道医療センター 循環器内科） 
   座 長: 田邊 康子（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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6.  Lamin A/C遺伝子(LMNA)変異が同定された家族性房室ブロックの一家系 
○白井 真也、神垣 光徳、伊東 直史 
KKR札幌医療センター 循環器科 

 

 

 

7. 室温低下から起こるICD頻回作動に対しキニジンおよびツロブテロール貼付剤が有効であった

J波症候群の一例 

○今西 梨菜１、八巻 多２、酒井 博司２、佐藤  伸之３、川村 祐一郎３、長谷部 直幸３  
名寄市立総合病院 初期研修医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３  

 

8. 冠動脈CTにて診断困難であったステント留置症例に対する負荷perfusion MRIの有用性 

○山谷 修一１、名取 俊介２、野呂 忠孝 石井 良直３、平山 康高５、井川 貴行３、 
長谷部 直幸４ 

北海道社会事業協会 富良野病院１、北海道社会事業協会富良野病院 循環器内科２、 
市立旭川病院 内科３、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、 
医療法人北晨会 恵み野病院５ 
 

9. 心嚢液と胸水のコントロールが困難であった心不全の一例 
○関 雄太、斉藤 高彦、小野 太祐、徳原 教、多田 篤司 
北見赤十字病院       

 

10. 慢性腎不全を合併したミトコンドリア心筋症に対する腹膜透析治療 

○内藤 正一郎１ 、南部 忠詞２、 福澤  純１  
日鋼記念病院１、北光記念病院２ 
 

11. 左室内に多発性血栓を認めた急性心筋炎の一例 
○五十嵐 将、井川 貴行、鈴木 伸穂、中村 愛、浅野目 晃、菅野 貴康、石井 良直  
市立旭川病院 循環器内科 

 

■YIAセッションⅠ（9:42〜10:52）■ 
   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） 
   座 長: 丹野 雅也（札幌医科大学 循環器・腎臓・代謝内分泌内科） 
   座 長: 横式 尚司（北海道大学 循環器内科） 
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12. 特発性心嚢液貯留の１治験例 
○中津 知己、和泉 裕一、眞岸 克明、清水 紀之、黒嶋 健起、酒井 博司、八巻 多、 
西浦 猛、井澤 和眞  
名寄市立総合病院 心臓血管外科    
 

13. 左室収縮能が保たれた筋強直性ジストロフィーに致死性不整脈が合併した1例 

○村山 裕一１、佐藤 宏行２、林 健太郎２ 、森 雄一郎２、石井 奈津子１、太田 真之２、 
矢加部 大輔２、川初 寛道２、数野 祥郎２、佐々木 俊輔２、工藤 雅人２、山田 典弘２、 
吉岡 拓司２ 、佐々木 晴樹２ 、湯田 聡２、大本 泰裕２、広上 貢２ 
手稲渓仁会病院 臨床研修部１、手稲渓仁会病院 心臓血管センター 循環器内科２ 

 

 

14. 左室瘤を形成した、経過の長いたこつぼ型心筋症の1例 
○雪野 碧１、小室 薫１、高橋 佑美１、今川 正吾１、安在 貞祐１ 、米澤一也２ 
国立病院機構函館病院 循環器科１ 、国立病院機構函館病院 臨床研究部２  
 

15. 緊急帝王切開後に肺水腫を合併した妊娠高血圧症候群（PIH）の１例 

○仙波 貴之１、高橋 文彦１、長谷部 直幸２  
留萌市立病院循環器内科１、旭川医科大学 循環・呼吸・神経病態内科学２ 

 

16. 当院における感染性心内膜炎の検討 

○小林 雄太、鈴木 理穂、小森山 弘和、鳥羽 真弘、浅川 響子、村井 大輔、檀浦 裕、 
小松 博史、牧野  隆雄、甲谷 哲郎  
市立札幌病院 循環器センター 循環器内科 

 

17.  低肺体血流比の心房中隔欠損例に対する経カテーテル的心房中隔閉鎖術の効果 
○森 雄一郎、湯田 聡、佐々木 俊輔、太田 真之、佐藤 宏、川初 寛道、矢加部 大輔、 
数野 祥郎、林 健太郎、工藤 雅人、山田 典弘、吉岡 拓司、佐々木 晴樹、大本 泰裕、 
廣上 貢 
手稲渓仁会病院 心臓血管センター 循環器内科 

■YIAセッションⅡ（10:52～11:32）■ 
   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） 
   座 長: 丹野 雅也（札幌医科大学 循環器・腎臓・代謝内分泌内科） 
   座 長: 横式 尚司（北海道大学 循環器内科） 
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一般演題 午前の部（9:00～9:42） 

 

18. 当院における心臓再同期療法（CRT）の長期予後 
○山本 均美、斉藤 礼衣、下重 晋也  
釧路孝仁会記念病院 循環器内科 

 

19. 薬剤性心筋障害における心不全発症の誘因として低カルシウム血症の関与が示唆された一例 

○伊野 祥哉、木村 歩、小川 俊史、藤戸 健史、大堀 克彦、田中 希尚、西田 絢一、 
矢野 俊之、三木 隆幸、三浦 哲嗣 
札幌医科大学 医学部 循環器・腎臓・代謝内分泌内科学講座  

 

20. 再発性の喘鳴と知覚障害を機に心不全を発症したANCA陰性好酸球性血管炎性肉芽腫症によ
る心筋炎の 1例 
○石井 奈津子１、佐藤 宏行１、佐々木 晴樹１、芹沢 良幹２、広上 貢１ 
手稲渓仁会病院 心臓血管センター 循環器内科１ 、総合内科・感染症科２   
 

21. 進行性右心不全を呈した抗ミトコンドリア抗体陽性関連心筋症の一例 
○菅原 佑貴、神谷 究、齋藤 晶理、高橋 雅之、前川 聡、表 和徳、南部秀雄、浅川 直也、
三山 博史 
北海道大学病院循環器内科     

 

22. PCI後に発症したたこつぼ心筋症の1例 
○柴山 佳一郎、豊嶋 更紗、鈴木 孝英、山内 敦司、貴田岡 享、小川 裕二、加藤 淳一 
JA北海道厚生連旭川厚生病院           

 

23.  心臓MRIで可逆的変化を来した、周産期心筋症と思われる1例 
○井澤 和眞、中川 敬太、岩田 周耕、黒嶋 健起、八巻 多、西浦 猛、酒井 博司 
名寄市立総合病院 循環器内科  
    

第２会場 （第１会議室） 

 

■心筋症（9:00〜9:42）■ 
   座 長: 岩野 弘幸（北海道大学 循環器内科） 
   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） 
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共催：ブリストルマイヤーズ株式会社、ファイザー株式会社、ジョンソン・エンド・ジョンソン株式会社 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

教育セッションⅠ（12:00〜13:00） 

   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 教授) 

 

    「感染性心内膜炎の診かた～見逃さないでうまく治療する～」 

東京女子医科大学 医学部 循環器内科学 芦原 京美 先生 

教育セッションⅡ（13:00〜14:00） 

   座長: 紙谷 寛之 

   (旭川医科大学 外科学講座 心臓大血管外科学分野 教授) 

 

     「ここまでできる大動脈弁形成術」 

心臓血管研究所付属病院 心臓血管外科部長 國原 孝 先生 

  

第１会場 （小講堂） 
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■大動脈（14:05〜14:33）■ 
   座 長: 大岡 智学（北海道大学 循環器・呼吸器外科） 
   座 長: 黒田 陽介（札幌医科大学 心臓大血管外科） 

 

 

一般演題 午後の部（14:05～15:22） 

 

24. 地域の急性大動脈解離に対する診断と治療経験 
○赤坂 伸之、菊池 悠太、伊勢 隼人、大谷 則史 
製鉄記念室蘭病院 心臓血管外科 

 

25． 超高齢の肺底動脈大動脈起始症の一例 

○佐久間 寛史、木谷 祐也、本谷 光咲子、川口 哲、杉山 英太郎、蓑島 暁帆、 
坂本 央、田辺 康子、竹内 利治、佐藤 伸之、長谷部 直幸 
旭川医科大学 循環・呼吸・神経病態内科学分野  
 

26. 胸部大動脈瘤切迫破裂 TEVAR術後の喀血に対して治療が難渋した１症例 
○中西 仙太郎、國岡 信吾、伊勢 隼人、石川 成津矢、紙谷 寛之 
旭川医科大学 心臓外科 

 

27. 感染性大動脈瘤と考えられた2例 
○多田 篤司、小野 太祐、本居 昂、徳原、教、斉藤 高彦 
北見赤十字病院 循環器内科   

 

 

 

 

 

第１会場 （小講堂） 
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28. 閉塞性黄疸を契機に発見された急速拡大する固有肝動脈瘤の1例 

○渡邊 俊貴、伊藤 寿朗、内山 博貴、安田 尚美、仲澤 順二、黒田 陽介、原田 亮、 
川原田 修義  
札幌医科大学 心臓血管外科 

 

29. AmplatzerTM Vascular Plugによる内腸骨動脈塞栓術が有効であったEVAR施行の2例 
○井上 望、石橋 義光、川崎 正和、吉本 公洋、國重 英之 
独立行政法人 国立病院機構 北海道医療センター 心臓血管外科   
 

30. 当院における腸骨動脈瘤に対するステントグラフト治療 

○奥田 紘子、古屋 敦宏、三宅 啓介、菊地 信介、東 信良  
旭川医科大学病院 血管外科  
 

31. 下肢急性動脈閉塞に対し血管内治療を併用した外科的血栓除去術を施行し良好な結果が 

得られた一例 

○新垣 正美、森下 清文、馬場 俊雄、柴田 豪、楢山 耕平  
市立函館病院 心臓血管外科   

 

 

 

32. 急性ステント血栓症を繰り返した金属アレルギーの一例 
○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、森田 亨１、村上 弘則１、堀田 大介１ 
北海道循環器病院 循環器内科１、北海道大学大学院医学研究科 探索病理講座２    
 

■末梢血管（14:33〜15:01）■ 
   座 長: 久保田 卓（KKR札幌医療センター心臓血管外科）  
   座 長: 古屋 敦宏（旭川医科大学 外科学講座 血管・呼吸・腫瘍病態外科学分野） 

■虚血性心疾患（15:01〜15:22）■ 
   座 長:  平山 康高（恵み野病院 循環器内科） 
   座 長:   高木 千佳（小樽協会病院 循環器科） 
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33. 金属アレルギーが疑われステント留置を回避し加療した急性冠症候群の１例 
○續 太郎１、大畑 純一１、神山 直之１、伊藤 孝仁１、堀田 寛之１、加藤伸郎１、吉田 大輔１、
松本 倫明１ 、大岩 均１、藤瀬 幸保２ 

王子総合病院 循環器内科１、王子総合病院 内科２  

 

34. 右冠動脈肺動脈起症に対しreimplantation法を施行した1例 
○安東 悟央１、古川 夕里香１、村瀬 亮太１、杉本 聡１、浅井 英嗣１、佐藤 公治１、 
太安 孝允２、新宮 康栄１、若狭 哲１、大岡 智学１、加藤 裕貴２、橘 剛１ 、松居 喜郎１ 

北海道大学病院 医学部付属病院 循環器呼吸器外科１、北海道大学病院 先進急性期医療センター２ 
 

 

 

一般演題 午後の部（14:05～15:22） 

 

 

35. 房室中隔欠損症に対するパッチ閉鎖後32年目にMVR+TAP+CS re-rootingを施行した1例 

○早川 真人、岩朝 静子、津久井 宏行  
北海道循環器病院 心臓血管外科   

 

36. 当院で最近施行した大動脈弁形成術の経験 
○伊庭 裕、山田 陽、栗本 義彦、八田 英一郎、丸山 隆史、氏平 功祐、三浦 修平、 
中西 克彦 
手稲渓仁会病院 心臓血管外科  
 

37. MICS mitralの初期成績 
○古川 夕里香、新宮 康栄、若狭 哲、大岡 智学、橘 剛、松居 喜郎  
北海道大学病院 循環器・呼吸器外科 

 

38.  術後２年でTrifecta弁機能不全により急性大動脈弁閉鎖不全症を生じた1例 
○村瀬 亮太、新宮 康栄、大岡 智学、若狭 哲、橘 剛、松居 喜郎 
北海道大学病院 循環器・呼吸器外科 

第２会場 （第１会議室） 

 

■弁膜症（14:05〜14:40）■ 
   座 長: 上田 高士（札幌東徳洲会 心臓血管外科） 
   座 長: 松浦 弘司（NTT東日本札幌病院 心臓血管外科） 
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39.  収縮性心膜炎類似の血行動態を呈した重症三尖弁閉鎖不全症の一例 
○神谷 究、岩野 弘幸、表 和徳、野口 圭士、徳田 裕輔、浅川 直也、三山 博史、 
山田 聡  
北海道大学 循環病態内科学  

 

 

 

40. 経気管支肺生検後に細菌性心外膜炎を生じ胸部大動脈瘤の拡大を合併した1例 
○葛目 将人、宮本 憲行、川嶋 望、乗安 和将、濱口 早苗、松浦 弘司、瀧上 剛、 
松崎 賢司  
NTT東日本札幌病院 
 

41. 副腎外paraganglioma摘出により高度房室ブロックの改善を認めた一症例 
○本谷 光咲子１ 、坂本 央１、蓑島 暁帆１、岩田 周耕３、木谷 祐也１、川口 哲１、 
杉山 英太郎１、田邊 康子１ 、川原 敏靖２、竹内 利治１、佐藤 伸之１酒井 博司３、 
川村 祐一郎１、古川 博之２ 、長谷部 直幸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１、 
旭川医科大学 外科学講座 消化器病態外科学分野２、名寄市立総合病院 循環器内科３ 
 

42. 両心室内構造物を伴った好酸球性多発血管炎性肉芽腫症の一例 

○石戸谷 裕樹、町田 正晴、平林 鑑、佐藤 友哉   
苫小牧市立病院 循環器内科 

 

43． Papillary fibroelastomaの１症例 
○山本 寛大、中西 仙太郎、國岡 信吾、伊勢 隼人、石川 成津矢、北原 大翔、紙谷 寛之 
旭川医科大学 心臓外科  
 

 

 

 

■心臓その他（14:40〜15:22）■ 
   座 長: 宮武 司（市立旭川病院 心臓血管外科） 
   座 長: 國分 宣明（札幌医科大学 循環器・腎臓・代謝内泌内科） 
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44． 透析用動静脈シャントの用手閉塞により血行動態の劇的な改善を認めた生体腎移植後の 

心不全の1例 
○辻永 真吾１、岩野 弘幸１、森田 研２、横山 しのぶ３、中鉢 雅大３、西野 久雄３、市川 絢
子３、阿部 歩４、林 大知１、山田 聡１ 

北海道大学大学院循環病態内科学１ 、北海道大学大学院腎泌尿器外科学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 
 

45． 左室弛緩障害と充満圧上昇の診断精度は単一定量指標よりも複数指標の総合評価が優れる 
○林 大知１、山田 聡１、岩野 弘幸１、中鉢 雅大 ２、山田 博胤３、土肥 薫４、瀬尾 由広５、
大手 信之６、三神 大世７、筒井 裕之１ 
北海道大学大学院 循環病態内科学１、北海道大学病院 検査・輸血部２、 
徳島大学病院 循環器内科３、三重大学大学院 循環器・腎臓内科学４、筑波大学 循環器内科５、

名古屋市立大学大学院 心臓・腎高血圧内科学６、 
北海道大学大学院保健科学研究院 病態解析学分野 7 
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第４会議室 

DVD セッション 医療安全・医療倫理に関する講演会（14:05〜15:35） 

❖❖❖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。 
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1．S-ICD不適切作動の原因となった洞頻脈に対し、カテーテル

アブレーションによる洞結節修飾が有効だった1例 

○鈴木 丈二、四倉 昭彦、南部 忠詞、佐野 文彦、 

吉田 泉、加藤 法喜、櫻井 正之   

北光記念病院 循環器科 不整脈部門    

       

Brugada 症候群の男性。22 歳で埋込み型除細動器植込み術を

受け、38歳時にリードが断線した。左鎖骨下静脈閉塞を認めた

が、レーザーリード抜去の適応は ClassIIbのため、平成 28年

6月 21日、完全皮下植込み型除細動器植込みを行った。術後の

チェックで T波の oversensing (TWOS)から充電に至るエピソ

ードがあったため、運動負荷中にテンプレートの更新を行った。

しかし、外泊中、理髪店で心拍数 180/分まで上昇し、TWOS

により不適切作動を生じた。この洞頻脈に対し、高周波カテー

テルアブレーションにより洞結節修飾を行い良好な結果を得た。

設定変更では対処できなかった TWOS に対して、洞結節修飾

の付加で制御できた例として報告する。 

 

 

 

2. 頻拍周期一定にも関わらずalternansする室房伝導を 

認めた稀有型房室結節回帰性頻拍の一例 

○谷 友之、細井 雄一郎、棒田 浩基、萱沼 圭悟、 

竹之内 豪、山崎 和正、山崎 誠治 

札幌東徳洲会病院 循環器科      

       

60代女性。頻発する上室性頻拍にて受診され不整脈根治を希望

された。電気生理学的検査では房室伝導は二重伝導路の存在が

示唆され、室房伝導は fast pathway はなく、二本の slow 

pathwayの存在が示唆された。頻拍は心房伝播様式と電気生理

学的特性から稀有型房室結節回帰性頻拍と考えられ、その回路

は fast-slow typeと slow-slow typeであった。また、fast-slow 

typeの頻拍中に 2：1房室伝導を認め lower common pathway

の存在が示唆された。slow-slow typeの頻拍中に RR一定にも

関わらず、心房連続刺激後に室房伝導の心房電位にて連結期が

変動する alternans を認め、室房伝導は二本の slow pathway

を乗り換えていると考えられた。slow pathway potentialを指

標に焼灼し以降は誘発不可能となった。今回の伝導様式につい

て考察し報告する。 

 

3. スクリーニングルールを用いた皮下植え込み型除細動器の

適応可能な患者頻度について 

○谷 友之、細井 雄一郎、棒田 浩基、萱沼 圭悟、 

竹之内 豪、山崎 和正、山崎 誠治  

札幌東徳洲会病院 循環器科 

 

皮下植え込み型除細動器（SICD）は血管内へのリード留置がな

い為、心肺の損傷がなく、感染時の抜去が容易で、合併症が少

ないとされる。今回、既に ICD 植え込みされた患者に対し、

SICD のスクリーニングツールを用いて SICD の適応頻度につ

いて検討した。平成 28年 7月から当院にて ICD checkを行っ

た患者 19 例のうち、座位が保てなかった 1 例、完全房室ブロ

ック 1 例を除く 17 例について検討した。スクリーニング基準

を満たさなかった症例は 2例で心サルコイドーシス及び陳旧性

心筋梗塞であった。傍胸骨リードの位置毎の検討にて、スクリ

ーニングを満たした誘導は左縁で平均 1.5誘導、右縁で平均 1.9

誘導であった。今まで TICDの植え込みを行っていた多くの症

例で SICDの適応があり、合併症予防の観点からも SICD植え

込みの症例が増えていくものと考えられる。 

 

4. 通電によりexitが変化した異常自動能機序による心房中隔

起源心房頻拍の一例 

○矢加部 大輔、林 健太郎、太田 真之、佐藤 宏行、 

川初 寛道、数野 祥郎、佐々木 俊輔、工藤 雅人、山田 典弘、

吉岡 拓司、佐々木 晴樹、湯田 聡、大本 泰裕、廣上 貢 

手稲渓仁会病院 循環器内科      

       

動悸を主訴に来院した 75歳女性。narrow QRS tachycardia、

Long-RP'、HR:106/min(1:1伝導)、P波は下方軸、aVL flatで

あった。Activation mappingでは心房中隔から centrifugalに

伝播する Focal ATであり、右房・左房ともに早期性は等しく、

dullな pre-potentialを伴う右房側の通電でATは停止。向かい

合う左房側からも通電を施行し終了した。10日後に再発を認め、

P波の aVLは陰性であり、exitが左房側または右房上方に変化

していることが示唆された。右房側最早期部位では前回通電に

伴うと考えられる伝導遅延を伴う pre-potentialを認めたが、同

部位の通電では停止せず、前回と同部位での高出力通電で AT

は停止。その後誘発不能となり再発なく経過している。心房中

隔深部を起源とする異常自動能の AT は比較的稀であり、文献

的考察を加え報告する。 
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5. カテーテルアブレーション後も遷延するVTに対し手術治療

が著効した一例 

○筒井 真博１、菊池 洋一１、尾畑 弘美 2、椎久 哉良１、

熱田 義顕１  

国立病院機構帯広病院 心臓血管外科１ 

国立病院機構帯広病院 循環器内科 2 

 

69歳男性．18年前に急性心筋梗塞にてPCI治療を受けていた．

2年前に突如 VTとなり ICD植込みされ，左室造影で後壁に瘤

化を認め，同部位が起源と考えられていた．突如 VT再燃しVT 

storm となり瘤化部位に対しカテーテルアブレーションを施行．

アブレーション後もVT storm再燃し，当科紹介となった．手

術は胸骨正中切開，上行大動脈送血，上下大静脈脱血で施行．

瘤化した心筋は白色変性しており，同部位を切除．健常心筋と

の境界はクライオアブレーションを施行．左室は Linear 法で

形成．tetheringによるMRに対しMVR(27mm SJM)も施行し

た．手術時間:4時間 18分，遮断時間:2時間 10分，出血量:360ml

であった．術後，現在まで VTの出現なく経過している．カテ

ーテルアブレーションでは治療困難な VTに対し外科的治療が

著効した一例を経験したので報告する． 

 

 

6. Lamin A/C遺伝子(LMNA)変異が同定された家族性房室ブロッ

クの一家系 

○白井 真也、神垣 光徳、伊東 直史 

KKR札幌医療センター 循環器科 

 

症例は 39才女性。2012年の健康診断でWenckebach型 2度房

室ブロックの指摘を受け 2013 年ころからめまい感を自覚。

2015 年は近医で房室解離様の所見を認めるということで当院

紹介。家系には、母を含めペースメーカー移植術を受けている

者が 4名いるが、母以外の 3名はその後に突然死。他 1名に ICD

移植術を受けた従兄がいる。本例では臨床症状を有する 2度房

室ブロックとしてペースメーカー移植術を施行したが、濃厚な

家族歴があることから滋賀医科大学に依頼して本人、両親、ICD

移植の従兄の遺伝子検索をした。すると父親以外の 3 名に

Lamin A/C遺伝子(LMNA)に変異が同定された。(LMNA)異常は様々

な臓器特異的疾患を引き起こすが、心臓では心臓伝導障害、致

死的心室性不整脈、拡張型心筋症を呈することが明らかとなっ

ており、文献的考察を加えて報告する。 

7. 室温低下から起こる ICD頻回作動に対しキニジンおよびツ

ロブテロール貼付剤が有効であったJ波症候群の一例  

○今西 梨菜１、八巻 多２、酒井 博司２、佐藤 伸之３、 

川村 祐一郎３、長谷部 直幸３  

名寄市立総合病院 初期研修医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３          

20歳代、男性。8年前に J波症候群と診断され、ICD移植され

た。しかし移植後も時折 VFによる ICD作動を認めた。前医で

2 度のアブレーションや β 遮断薬、アミオダロン、ベプリジル

等の薬物治療が行われたが再発予防には無効だった。1 年前よ

り当院で経過観察していたが、再び ICDが頻回作動し入院とし

た。ベプリジルからジソピラミドへ変更、シロスタゾールを追

加したが、その後も頻回作動を生じた。過去の作動は夜間・冬

季に多く今回も夜間の作動で冬季の入院であり、誘因として夜

間の室温低下と徐脈が考えられた。室温を 26℃以上に維持し、

ツロブテロール貼付剤を開始したところ、作動は起こらなかっ

た。また、ジソピラミドからキニジンへ変更したところ J波は

減高し、夜間の PVC も消失した。退院後１年経つが、ICD の

作動なく経過している。 

 

8. 冠動脈CTにて診断困難であったステント留置症例に対する

負荷perfusion MRIの有用性 

○山谷 修一１、名取 俊介２、野呂 忠孝、石井 良直３、 

平山 康高５、井川貴行３、長谷部 直幸４ 

北海道社会事業協会 富良野病院１、北海道社会事業協会富良

野病院 循環器内科２、市立旭川病院 内科３、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、医療法人北晨会 

恵み野病院５         

     

症例は 60代男性。2006年に労作性狭心症の診断で右冠動脈に

インターベンション施行し、4 本のベアメタルステントを留置

している。2014年には急性心筋梗塞を発症し、ステント内狭窄

を認め 3本の薬剤溶出性ステントを右冠動脈に新たに留置した。

2015年、不安定狭心症疑いで当院入院し、冠動脈 CTを施行し

たが右冠動脈は内腔評価が困難であった。この症例にATP負荷

心筋 Perfusion検査を施行し責任血管の同定が可能であった。

同検査による虚血の診断能については核医学検査と同等以上と

されており、CT判定困難例には積極的に活用すべきと考えた。 
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9. 心嚢液と胸水のコントロールが困難であった心不全の一例 

○関 雄太、斉藤 高彦、小野 太祐、徳原 教、多田 篤司 

北見赤十字病院         

       

症例は 83 歳男性．入院前日より呼吸苦および胸苦を自覚し，

翌日も改善しなかったため救急要請し，当院に搬送された．下

腿浮腫，心拡大，胸水貯留，心嚢液貯留を認めうっ血性心不全

の診断で利尿薬の投与を開始し，利尿は順調に得られた．しか

し，入院 6日目に左胸水の著明な増加を認めたため胸腔穿刺を

施行した．心嚢液も増加しており心タンポナーデとなっている

可能性があったため心嚢穿刺も施行した．心嚢液は血性の滲出

液でアデノシンデアミナーゼ（ADA）の著明な増加を認めた．

ADA高値以外に有意な所見は得られなかったが，結核性心膜炎

と考えて抗結核療法およびステロイドの投与を開始したところ，

胸水および心嚢液貯留は改善した．結核性心膜炎・胸膜炎と考

えられ，診断に苦慮した心不全の 1例を経験したので報告する．

   

 

 

10. 慢性腎不全を合併したミトコンドリア心筋症に対する腹

膜透析治療 

○内藤 正一郎１ 、南部 忠詞２、 福澤 純１  

日鋼記念病院１ 、北光記念病院２ 
 

ミトコンドリア心筋症は遺伝性心疾患であり、治療には患者の

状態に応じ様々な工夫が必要である。腎障害を合併した末期ミ

トコンドリア心筋症に対して腎代替治療を導入し長期に観察し

えた症例を経験した。 症例は 42歳女性。31歳時に検診にて尿

蛋白を指摘され、その頃から腎機能障害が進行。37 歳時に心

不全症状出現し当科初診、心筋生検でミトコンドリア心筋症と

診断された。その後 CHF・CKDの進行に伴い腎代替療法が必

要と判断、低心機能のため血液透析は困難と考え腹膜透析（PE）

を導入した。PE導入により CTR縮小、BNP低下が得られた。 

腎機能障害を合併した心不全は利尿剤の使用が限られうっ血を

とる手段がない。心不全に対する血液透析は、シャント造設に

よる心負荷の増大という欠点をもつ。PE は心負荷の増大無く

除水ができ有用であった。 

 

 

   

11. 左室内に多発性血栓を認めた急性心筋炎の一例 

○五十嵐 将、井川 貴行、鈴木 伸穂、中村 愛、浅野目 晃、

菅野 貴康、石井 良直  

市立旭川病院 循環器内科      

        

症例) 38才、女性。2015年 5月、心窩部不快感・嘔気・38℃

台の発熱を認め近医を受診し解熱剤が処方された。発熱は改善

も食欲不振が持続したため、腹部超音波検査が施行され、その

際に左室内に腫瘤影を指摘され当科紹介となった。心エコーで

は左室心尖部に血栓様腫瘤を 2個認め、左室壁運動は軽度のび

まん性低下を認めた。当科に即日入院となり、抗凝固療法が開

始された。血栓像消失後の心臓カテーテル検査において、左室

造影では EF50%、心筋生検では心筋細胞間の間質にリンパ球

浸潤を認め急性心筋炎の診断となった。考案) 劇症型心筋炎に

伴う左室内血栓についての報告は散見されるが、比較的軽症で

あった急性心筋炎に伴う報告は稀と思われ、画像を供覧の上報

告する。   

 

 

12. 特発性心嚢液貯留の１治験例 

○中津 知己、和泉 裕一、眞岸 克明、清水 紀之、黒嶋 健起、

酒井 博司、八巻 多、西浦 猛、井澤 和眞 

名寄市立総合病院 心臓血管外科     

        

症例は 75 歳男性。呼吸困難を主訴に当院循環器内科を受診し

た。受診時既に心嚢液貯留を認めていた。精査で冠動脈狭窄を

認めたため、右冠動脈病変に PCI を施行された。#3 の治療中

に冠動脈穿孔を起こしバルーンで止血された。その 5か月後に

心嚢液の貯留がみられ、コルヒチンの内服開始となった。しか

し心嚢液の減少はなく、徐々に心不全が増悪したため胸腔鏡下

心膜開窓術を施行した。術中所見では心嚢内は血餅と血性心嚢

液であった。心嚢液と心膜の病理診断では悪性所見は無く、線

維性心膜炎の所見であった。現在術後９か月目で外来経過観察

中だが、心嚢液の再貯留や心不全徴候無く経過している。今回

外科的治療で改善した特発性心嚢液貯留の 1治験例を経験した

ので、若干の文献的考察を加えて報告する。  
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13. 左室収縮能が保たれた筋強直性ジストロフィーに致死性

不整脈が合併した1例 

○村山 裕一１、佐藤 宏行２、林 健太郎２ 、森 雄一郎２、 

石井 奈津子１、太田 真之２、矢加部大輔２、川初 寛道２、 

数野 祥郎２、佐々木 俊輔２、工藤 雅人２、山田 典弘２、 

吉岡 拓司２、佐々木 晴樹２、湯田 聡２、大本 泰裕２、広上 貢２ 

手稲渓仁会病院 臨床研修部１ 

手稲渓仁会病院 心臓血管センター 循環器内科２ 

 

【背景】筋強直性ジストロフィー1 型(DM1)は、最も頻度の高

い筋ジストロフィーであるが、心病変として心筋障害よる左室

収縮能低下や致死的不整脈を併発し、30%に心臓突然死を認め

る。【症例】45 歳女性。心肺停止で救急搬送。来院時心電図で

は 2:1房室ブロック、心室頻拍・心室細動を認めた。緊急冠動

脈造影では有意狭窄なし。心エコーでは壁運動異常なく、左室

駆出率 59％と左室機能は良好であった。神経学的後遺症なく回

復。原疾患（DM1）による呼吸筋疲労は認めず生命予後は見込

めたため、植込み型除細動器の二次予防の適応と判断し、留置

術を施行。第 19病日にリハビリテーション転院となった。【結

語】筋強直性ジストロフィーの心病変で臨床的に致死性不整脈

が先行した症例を経験したため文献的考察とともに報告する。 

 

14. 左室瘤を形成した、経過の長いたこつぼ型心筋症の1例 

○雪野 碧１、小室 薫１、高橋 佑美１、今川 正吾１、 

安在 貞祐１ 、米澤一也２ 

国立病院機構函館病院 循環器科１、国立病院機構函館病院 

臨床研究部２ 

     

【背景】 たこつぼ型心筋症は急性心筋梗塞様の症状を呈するが、心電

図や壁運動異常が短期間で正常化するとされている。 【症例】87歳女

性。急性心筋梗塞疑いで当院搬送となった。心エコー検査で、左室前壁

中隔から心尖部全周にわたる広範囲の高度壁運動異常と心基部の過収

縮を認めたが、心臓カテーテル検査では冠動脈に有意狭窄を認めず、た

こつぼ型心筋症の診断となった。しかしその後も壁運動異常は残存し、

第 5病日の心臓 MRIでは心尖部全周性に筋層内遅延造影を認めた。第

28病日に退院となり、その後心エコー検査での経過観察を行ったとこ

ろ、壁運動異常の範囲は徐々に縮小したが、約半年後には心尖部に限局

性の左室瘤を形成した。【結語】 壁運動異常が遷延し限局性左室瘤を形

成した、経過の長いたこつぼ型心筋症の1例を経験した。  

  

15. 緊急帝王切開後に肺水腫を合併した妊娠高血圧症候群

（PIH）の１例 

○仙波 貴之１、高橋 文彦１、長谷部 直幸２  

留萌市立病院循環器内科１ 

旭川医科大学 循環・呼吸・神経病態内科学２   

         

症例は 33歳、女性。第一子妊娠 30週過ぎより下腿浮腫があり、

36週で血圧 140/98mmHgのため PIHと診断された。37週 2

日目に破水し入院。2 日後陣発あるも分娩進行が遅く分娩誘発

開始。高血圧（163/89mmHg）に対しニカルジピン持続点滴が

開始され、さらに分娩停止のため同日緊急帝王切開となった。

手術１時間後から強い呼吸困難感を訴え、CT で両側肺水腫を

認めた。心エコー図では左室収縮能は正常だった。NPPVとフ

ロセミド静注、ニトログリセリン持続点滴で肺水腫は速やかに

改善した。その後降圧薬で経過観察となったが 8週後には降圧

剤が不要となった。PIHに伴う肺水腫は血管内皮細胞障害、血

管透過性亢進、末梢血管抵抗増大などを背景に出現するとされ、

文献的考察を加え報告する。 

   

 

 

16. 当院における感染性心内膜炎の検討 

○小林 雄太、鈴木 理穂、小森山 弘和、鳥羽 真弘、 

浅川 響子、村井 大輔、檀浦 裕、小松 博史、牧野 隆雄、

甲谷 哲郎  

市立札幌病院 循環器センター 循環器内科   

         

【目的】当院での感染性心内膜炎の臨床像、治療成績、予後な

どについて検討し、感染性心内膜炎の現況を明らかにすること。 

<BR> 【対象と方法】2008年 1月から 2015年 10月までに当

院にて感染性心内膜炎と診断された33〜83歳の 29例を診療録

から調査し統計学的解析を行った。 <BR> 【結果】全症例

のうち病原微生物は 90%の症例で分離され、Staphylococcus

属が 15例と最多で、うち MRSAは 3例であった。20例で外

科的治療が併用され、16例が炎症活動期に行われた。院内死亡

率は 24％であり、１年生存率は 52%と短期予後は極めて不良

であった。外科的治療施行例は非施行例に比べて有意に生命予

後が良好であった。 <BR> 【結語】本検討においては外科

的治療介入を行うことが感染性心内膜炎の予後改善に関与して

いることが示唆された。   
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17. 低肺体血流比の心房中隔欠損例に対する経カテーテル的

心房中隔閉鎖術の効果 

○森 雄一郎、湯田 聡、佐々木 俊輔、太田 真之、 

佐藤 宏、川初寛道、矢加部 大輔、数野 祥郎、林 健太郎、

工藤 雅人、山田 典弘、吉岡 拓司、佐々木 晴樹、 

大本 泰裕、廣上 貢 

手稲渓仁会病院 心臓血管センター 循環器内科  

          

【目的】経カテーテル的心房中隔閉鎖術の普及に伴い、低肺体

血流比（Qp/Qs＜1.5）の心房中隔欠損(ASD)に閉鎖術が行われ

る例が増えているが、心機能への影響は明らかでない。【方法】

対象は、当院で閉鎖術を施行され、半年後に心エコー検査が行

われた 31例。Qp/Qs1.5以上（23例、H群）、1.5未満（8例、

L群）の 2群に分け、心エコー所見の変化を検討した。【成績】

術後で L 群の右房径(RA)と右室収縮期圧(RVSP)は有意（p＜

0.05）に改善した。H 群では RA、RVSP に加え、右室径も有

意に改善した。L群とH群の術前後でのエコー所見の改善率に

明らかな差はなかった。両群とも自覚症状は有意に改善した。

【結論】低肺体血流比の ASD に対する閉鎖術後、右心系への

容量および圧負荷所見と自覚症状の改善を認めた。   

 

18. 当院における心臓再同期療法（CRT）の長期予後 

○山本 均美、斉藤 礼衣、下重 晋也  

釧路孝仁会記念病院 循環器内科     

         

左室駆出率 35%未満の重症心不全は十分な薬物療法を行って

も予後が悪く、心臓再同期療法(CRT)による予後改善効果が示

されている。今回H22年5月からH27年5月までの間にCRT-D

及び CRT-Pの植込みを行い、1年以上追跡可能であった 20例

について長期の心機能の変化、予後について検討を行った。平

均追跡期間は 39±17カ月、左室拡張末期容量（LVEDV）の 15％

以上の縮小、または左室駆出率（EF）の 15%以上の改善を

responder と定義した。植込み半年後での responder は 13 例

(65%)であったが、1年以上の追跡では responder 15例（75%）

と長期で改善する症例を認めた。その内４例は EF 60%と正常

域まで改善した。 1 年以降の死亡例は responder、

non-responderそれぞれ 2例であり、non-responderで 40%と

高い死亡率であった。  

  

 

19. 薬剤性心筋障害における心不全発症の誘因として低カル

シウム血症の関与が示唆された一例 

○伊野 祥哉、木村 歩、小川 俊史、藤戸 健史、大堀 克彦、

田中 希尚、西田 絢一、矢野 俊之、三木 隆幸、三浦 哲嗣 

札幌医科大学 医学部 循環器・腎臓・代謝内分泌内科学講座 

         

60歳台女性。濾胞性リンパ腫の診断でドキソルビシンを含む化

学療法後、2015年 10月に自己末梢血幹細胞移植を施行。その

際の心エコーでは、特記すべき異常所見はなかった。2016年 6

月に労作時息切れが出現。CTで両側胸水が出現し、NT-proBNP 

15482 pg/mlと上昇していた。心エコーでは、LVEF 29.6%に

低下しており、心不全の診断で入院となった。入院時、補正カ

ルシウム値の顕著な低下（6.0 mg/dl）が認められ、原因として

骨粗鬆症予防目的に使用していたRANKLモノクローナル抗体

（デスノマブ）の関与が考えられた。補充療法によりカルシウ

ム値を正常化し、利尿剤・β 遮断薬を投与した。入院後 2カ月

でNT-proBNP 939 pg/ml 、LVEF 53.6%に改善した。薬剤に

よる心筋障害を基礎に低カルシウム血症が誘因となって心不全

を発症した可能性が示唆された。   

 

20. 再発性の喘鳴と知覚障害を機に心不全を発症した ANCA陰

性好酸球性血管炎性肉芽腫症による心筋炎の1例 

○石井 奈津子１、佐藤 宏行１、佐々木 晴樹１、芹沢 良幹２、 

広上 貢１ 

手稲渓仁会病院 心臓血管センター 循環器内科１、総合内

科・感染症科２   
 

【背景】好酸球性血管炎性肉芽腫症（EGPA）好酸球浸潤による全身性

の小型血管炎であり、心筋炎を併発することがある。疾患マーカーの

ANCA 陽性率は 40~70%で陰性例も存在し初期診断に難渋する例もあ

る。【症例】24歳男性。数ヶ月前より再発性の喘鳴、両下肢脱力・知覚

障害を発症、肺うっ血の増悪のため当院紹介。心エコーでは左室駆出率 

（EF）20%で左室内可動性血栓があり、末梢血の好酸球増多を認めた。

臨床経過より EGPA が疑われ、リウマチ内科医と協議し確定診断とし

た。ステロイド、シクロホスファミド、心不全治療と抗凝固療法を行い、

第 65日に独歩退院。数ヶ月後には血栓は消失、EF48%まで改善し、通

院を継続している。【結語】ANCA陰性 EGPAの心病変に対して集学的

な早期診断・治療が奏功したため報告する。 
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21. 進行性右心不全を呈した抗ミトコンドリア抗体陽性関連

心筋症の一例 

○菅原 佑貴、神谷 究、齋藤 晶理、高橋 雅之、前川 聡、

表 和徳、南部秀雄、浅川 直也、三山 博史 

北海道大学病院循環器内科      

        

症例は 60 歳代男性。体重減少、易疲労感、労作時動悸を主訴

に受診。2015年 7月時点では心電図で心房期外収縮を認めるも、

心エコーに異常は認められず経過観察となった。しかし肝機能

障害が進行し、腹部 CT でうっ血肝を認めたため、2015 年 11

月に心エコーを再検査したところ、7 月に比べ著明に右室の拡

大、びまん性の壁運動低下を認め、tetheringによる重度の三尖

弁逆流を認めた。また血液検査で抗核抗体 1280 倍、抗ミトコ

ンドリアM2抗体 271倍と異常を認めた。入院し、心筋生検を

行ったところ、電子顕微鏡検査でミトコンドリアの空胞変性、

心筋細胞融解に伴う斑状障害像が認められ、抗ミトコンドリア

抗体陽性病態関連の心筋症の可能性が示唆された。抗ミトコン

ドリア抗体陽性関連心筋症は極めて稀な疾患であり報告する。 

 

 

 

22. PCI後に発症したたこつぼ心筋症の1例 

○柴山 佳一郎、豊嶋 更紗、鈴木 孝英、山内 敦司、 

貴田岡 享、小川 裕二、加藤 淳一 

JA北海道厚生連旭川厚生病院      

        

症例は 60歳女性. 2年前, 当院にて労作性狭心症に対する PCI

が行われた. 以後, 当院外来でフォローされていたが, 胸部症

状が再現したため, 冠動脈造影による再評価が行われた. 左前

下行枝の狭窄に対して PCIを行ったが, ステント留置により第

2対角枝に slow flowをきたした. 術中, 胸痛が出現したが, 血

管拡張薬投与により症状は改善していた. 翌日早朝, 嘔気を伴

う胸部違和感が出現し, 心電図で前胸部誘導の ST 上昇を認め

た. 血液検査で心筋逸脱酵素の上昇も認められ, ステント血栓

症が疑われた. 冠動脈造影でステント内血栓等は認められず, 

左室造影で心尖部優位の壁運動低下が認められたことから, た

こつぼ心筋症と診断した. 我々は, PCI 後に発症したたこつぼ

心筋症の 1 例を経験した. 経時的心電図変化などについて, 文

献的考察を含め報告する. 

 

23. 心臓MRIで可逆的変化を来した、周産期心筋症と思われる

1例 

○井澤 和眞、中川 敬太、岩田 周耕、黒嶋 健起、 

八巻 多、西浦 猛、酒井 博司 

名寄市立総合病院 循環器内科      

 

出産、貧血を契機に心不全を来したが、治療にて心臓 MRI 遅

延造影の明らかな縮小など認めた周産期心筋症と思われる 1例

と経験したので報告する。34 歳女性。当院産婦人科にて初産、

誘発出産施行後、Hb 6台まで低下し鉄剤が処方となり退院。退

院後夜間呼吸苦を認め、BNP高値で心不全の診断で当科紹介入

院となった。心エコーでは左室駆出率 52%と軽度の低下、LVDd 

49mmと軽度左室拡大、moderateな僧房弁閉鎖不全、心臓MRI

では広範囲で遅延造影を認めた。入院後利尿剤、βブロッカー、

ARBを導入、また貧血に対し鉄剤の増量など行った。種々の検

査では貧血以外は二次性心筋症を疑わる所見は認ず周産期心筋

症と判断した。退院後の心エコーでは、EFは 60%台まで改善、

僧房弁閉鎖不全も消失、心臓 MRI 遅延造影の領域も明らかな

縮小を認めた。 

 

 

24. 地域の急性大動脈解離に対する診断と治療経験 

○赤坂 伸之、菊池 悠太、伊勢 隼人、大谷 則史 

製鉄記念室蘭病院 心臓血管外科     

         

【目的】当院は西胆振地区で唯一、急性期の循環器疾患に対す

る内科、外科治療を施行する病院であるため、ほぼ地域全部の

急性大動脈解離が受診されると予想されその診断、治療の実際

を検討する。【方法】2014年 7月からの 2年間に当院を受診し

た大動脈解離は 80例を対象とした。【成績】発症率は 20人/10

万人程度。うち5例はCPAにて搬送されCPR施行後のAutopsy 

Imagingにて診断。冬季に多く夏季に少なく、Walk inで受診

が 11例（14.7％）、主訴が胸背部痛以外が 20例(26.7％)であっ

た。75例中スタンフォードＡ型(SFA) 30例、B型（SFB）45

例で、SFA には 27 例に開胸手術、SFB には開胸手術 1 例、

TEVAR 16例に施行した。病院死亡率は 6例(8％)であった。【結

論】急性大動脈解離の診断には改善点があるが、おおむね治療

は良好であった。 
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25．超高齢の肺底動脈大動脈起始症の一例 

○佐久間 寛史、木谷 祐也、本谷 光咲子、川口 哲、 

杉山 英太郎、蓑島 暁帆、坂本 央、田辺 康子、 

竹内 利治、佐藤 伸之、長谷部 直幸 

旭川医科大学 循環・呼吸・神経病態内科学分野  

          

症例は 80 歳男性。右眼網膜中心動脈閉塞症を契機に眼精査を

し、眼サルコイドーシスの診断となった。心精査のため当科紹

介となり、血清学的検査、心エコーでの局所壁運動異常、心臓

MRIにおける左室中隔と側壁の遅延造影、FDG-PETでの異常

集積より、心サルコイドーシス臨床診断群と診断した。この際

の胸部 CT検査にて大動脈弓部、左内胸動脈、腹部大動脈より

起始し、蛇行および瘤形成しながら左下葉へと灌流する異常血

管が認められた。左下葉には正常気管支が走行し、分画肺の存

在は否定された。血管造影においても異常血管の左下葉への流

入と左下肺静脈への流出を認め、肺底動脈大動脈起始症と診断

した。これまで本邦で報告された肺底動脈大動脈起始症として

は最高齢であり、文献的考察を加え報告とする。 

 

26. 胸部大動脈瘤切迫破裂TEVAR術後の喀血に対して治療が難

渋した１症例 

○中西 仙太郎、國岡 信吾、伊勢 隼人、石川 成津矢、

紙谷 寛之 

旭川医科大学 心臓外科       

        

症例は 75 歳男性、胸部大動脈瘤切迫破裂に対して TEVAR 施

行。術直後の CTは特に問題なかったが、術後３か月にて突然

の大量喀血をきたし、CT にてステントグラフトの抹消側への

migrationに伴う大動脈内への血液流入を認めた。再度 TEVAR

（ZONE0 左右総頸動脈バイパス、腕頭動脈チムニーステント）

を施行し、エンドリークに関しては完全に制御できたが、翌日

再度喀血。肺動脈選択造影を施行し、喀血初期の CTにおける

consolidation が一番強い部分を栄養していると考えられた肺

動脈を選択的にコイル塞栓施行し、その後は喀血なく経過した。

胸部大動脈瘤切迫破裂後 TEVAR後の喀血に対して診断・治療

は難渋する場合が多いが、当科における治療経験を若干の文献

考察を踏まえて報告する。 

 

 

 

27. 感染性大動脈瘤と考えられた2例 

○多田 篤司、小野 太祐、本居 昂、徳原、教、斉藤 高彦 

北見赤十字病院 循環器内科      

        

感染性大動脈瘤と考えられた症例を 2例経験したので報告する。

83歳男性。癒着性イレウスの診断で当院消化器内科にて入院加

療を行っていた。保存的に経過を診たところ、イレウスは改善

してきたが、腰痛が出現し徐々に増強してきた。造影 CT検査

を施行したところ、腹部の感染性大動脈瘤が疑われ当科転科と

なった。血液培養にて黄色ブドウ球菌が検出された。抗菌薬治

療を行っていたが、急激な貧血の進行を認め、当科転科 7日後

の CTにて腹部大動脈の破裂と診断、他院心臓血管外科へ緊急

転院搬送となった。69歳男性。突然腹痛、嘔吐出現し、当院救

急外来受診。造影 CTにて炎症性もしくは感染性大動脈瘤が疑

われ当科入院。入院後、腹痛は改善傾向がみられたが、瘤径が

5cmあることもあり、入院翌日他院心臓血管外科転院となった。 

 

 

 

28. 閉塞性黄疸を契機に発見された急速拡大する固有肝動脈

瘤の1例 

○渡邊 俊貴、伊藤 寿朗、内山 博貴、安田 尚美、 

仲澤 順二、黒田 陽介、原田 亮、川原田 修義  

札幌医科大学 心臓血管外科      

        

症例は 77歳，女性．慢性解離性下行大動脈瘤に対し 2016年６

月に TEVAR を施行し，外来フォローされていた． 退院後の

2016年7月の定期受診時に黄疸を認め，血液検査所見にてT.Bil 

4.9mg/dl，D.Bil 3.2mg/dlと血中ビリルビンの上昇を認めた．

造影 CT検査にて最大 42mmの固有肝動脈瘤を認め，それによ

る閉塞性黄疸の診断となり，閉塞性黄疸の解除及び破裂の予防

目的に手術となった手術は腹部正中切開で施行した．瘤は紡錘

状に拡大し，胆管と癒着が強固であった．流入血管と流出血管

は１本ずつ認め，それぞれを結紮し，瘤内に血流がないことを

確認し縫縮して終了とした．術後 CTで固有肝動脈瘤の造影効

果はなく，術後肝機能も速やかに改善した．摘出された動脈瘤

は病理検査にて動脈解離と診断された． 
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29. AmplatzerTM Vascular Plugによる内腸骨動脈塞栓術が有効

であったEVAR施行の2例 

○井上 望、石橋 義光、川崎 正和、吉本 公洋、國重 英之 

独立行政法人 国立病院機構 北海道医療センター心臓血管外科

         

AmplatzerTM Vascular Plug(AVP)による内腸骨動脈塞栓術が

有効であった EVAR施行の 2例を経験した。症例 1は 86歳女

性で急性A型解離に対する弓部全置換術後の経過観察中に腹痛

出現。併存する腹部大動脈瘤の最大短径が２ヶ月間で 2mm 拡

大（44mm）し入院となった。本症例は最大短径 27mmの右総

腸骨動脈瘤も合併していた。症例 2 も 86 歳女性で心内膜下梗

塞にて経過観察中に施行したCTにて最大短径33mmの右総腸

骨動脈瘤を認め入院となった。両症例も AVPにて右内腸骨動脈

への塞栓術を行い EXCLUDERTMによる EVAR を施行し、右

脚は外腸骨動脈まで延長した。両者とも術後 CTで内腸骨動脈

からの type 2 endoleakは認めなかった。AVPによる塞栓術は

コイル塞栓術と比較して手術時間の短縮及び医療コストの低減

といった点においてより有効な治療法と思われる。 

 

30. 当院における腸骨動脈瘤に対するステントグラフト治療 

○奥田 紘子、古屋 敦宏、三宅  啓介、菊地 信介、東 信良 

旭川医科大学病院 血管外科      

        

当院で腸骨動脈瘤に対する血管内治療は 2014年 1月から 2016

年 6月までで計 8例であり，分岐型ステントグラフト(SG)内挿

術が3例，腸骨動脈領域のみに留置するSG脚内挿術が5例で，

全例で内腸骨動脈のコイル塞栓術を併用した.SG 脚内挿術は総

腸骨動脈への中枢 landing zone が十分に確保できる症例を対

象とし 2例は SGを reverseして使用した．全例で周術期死亡

なく，片側内腸骨動脈瘤への SG脚内挿術 1例で coiling不全を

認め経過観察中である.腸骨動脈領域のみへのSG脚内挿術の利

点は腰動脈や下腸間膜動脈の温存により跛行等の併発症を軽減

できる点で，欠点はmigrationリスクであり当院では瘤腔内へ

の coilingを併用している．合併症を有する腸骨動脈瘤に対しコ

イル塞栓併用の SG 内挿術は有用で，更に解剖学的適応があれ

ば SG脚内挿術がより低侵襲と考えられた. 

 

 

 

 

31. 下肢急性動脈閉塞に対し血管内治療を併用した外科的血

栓除去術を施行し良好な結果が得られた一例 

○新垣 正美、森下 清文、馬場 俊雄、柴田 豪、 

楢山 耕平  

市立函館病院 心臓血管外科      

        

2008年に右 FP bypass施行歴のある 84歳男性。 朝 8時頃よ

り右下肢痛自覚し改善しないため 16 時当院救急部受診した。

CTにて FP bypass以下の完全閉塞を認め ATA、PTAより再造

影されていた。血栓性急性動脈閉塞 の診断にて血栓除去術を施

行した。局所麻酔下に鼠径部を縦切開し人工血管を露出した。

Fogaty カテーテルで中枢側および末梢側をそれぞれ血栓除去

を行った。末梢側は膝窩動脈を通過しなかった。血管を縫合閉

鎖し造影を施行したところ、膝窩動脈のCTOを確認したため、

floppy wire および貫通カテーテルを使用し通過した。POBA

を施行し良好な血流を確認した。外科的血栓除去に加え血管内

治療を併用することで良好な結果が得られた血栓性急性動脈閉

塞の一例を経験したため報告した。 

 

32．急性ステント血栓症を繰り返した金属アレルギーの一例 

○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、森田 亨１、村上 弘則１、堀田 大介１ 

北海道循環器病院 循環器内科 1、北海道大学大学院医学研究

科 探索病理講座 2        

   

症例は 66 歳男性。胸痛のため当院に救急搬送となった。緊急

冠動脈造影検査上、右冠動脈#3 に 99%狭窄を認め、経皮的冠

動脈形成術(PCI)を行ったが、直後、ステント内に血栓像を伴う

99%狭窄を認めた。血栓吸引とバルーン拡張を繰り返し行い、

アルガトロバン置換後、IABPを開始し手技を終了した。翌朝、

再度胸部症状が出現し、冠動脈造影を行ったところ、#3ステン

ト内で 100%完全閉塞を認めた。再度、PCI を施行し、新規の

血栓を認めなくなったことを確認して手技を終了した。パッチ

テストを施行したところ、ニッケル、コバルト、クロムに対し

てアレルギーを有していることが判明した。ステロイド内服を

開始し、その後、16 か月間、再狭窄、血栓症を認めていない。

繰り返すステント血栓症を見た場合、金属アレルギーによる可

能性も考慮すべきである。 
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33. 金属アレルギーが疑われステント留置を回避し加療した

急性冠症候群の１例 

○續 太郎１、大畑 純一１、神山 直之１、伊藤 孝仁１、 

堀田 寛之１、加藤 伸郎１、吉田 大輔１、松本 倫明１、大岩 均１、 

藤瀬 幸保２ 

王子総合病院 循環器内科１、王子総合病院 内科２  

            

64 歳男性、高血圧にて近医通院中であった。2016 年 7 月 28

日に数分の前胸部不快感が出現したが安静にて改善。しかし 8

月 2日に再度同様の症状あり近医受診、狭心症が疑われ当院搬

送となる。来院時症状は持続しており、諸検査より急性冠症候

群と判断し同日緊急冠動脈造影を施行、#3 99% with delayで

あり同部位に対し加療を行った。加療中本人より詳細は不明な

がらも金属アレルギーがあるとの話しがあったため、血栓吸引

に引き続きバルーン拡張のみの施行とした。術後経過は良好で

あり第 9病日に自宅退院となった。退院後に施行したパッチテ

ストではニッケルアレルギーが確認された。金属アレルギーは

ステント留置後の再狭窄や急性閉塞に関連しているとの報告も

散見され、文献的考察を含め報告する。 

 

34. 右冠動脈肺動脈起症に対し reimplantation法を施行した

1例 

○安東 悟央１、古川 夕里香１、村瀬 亮太１、杉本 聡１、 

浅井 英嗣１、佐藤 公治１、太安 孝允２、新宮 康栄１、 

若狭 哲１、大岡 智学１、加藤 裕貴２、橘 剛１、松居 喜郎１ 

北海道大学病院 医学部付属病院 循環器呼吸器外科１  

北海道大学病院 先進急性期医療センター２ 

 

右冠動脈肺動脈起始(ARCAPA)は極めて稀な先天性冠動脈奇形で、本邦

では数例の症例報告を認める程度である。【症例】60歳代、女性。主訴

は胸痛、頻度が増加し精査施行。冠動脈 CTで ARCAPAを認め、手術

目的に当科紹介。冠動脈造影では、左冠動脈は正常で狭窄認めず、回旋

枝・中隔枝・円錐枝が右冠動脈系への側副路。右冠動脈(RCA)は主肺動

脈右側に開口し、左→右シャント（Qp/Qs 1.21）。【手術】左右冠動脈と

も拡張・蛇行著明で RCA壁は菲薄。RCA開口部周囲の剥離・受動が可

能であり、reimplantionを選択。心停止下に Carrel patch作成し上行

大動脈左側へ吻合、肺動脈欠損壁は自己心膜パッチで補填。RCA 本幹

のねじれを解消するため、RCA を横切し端々吻合を追加した。大動脈

遮断時間計 95分。【結語】成人 ARCAPAに対し reimplantation法を

施行した。 

35. 房室中隔欠損症に対するパッチ閉鎖後 32年目に

MVR+TAP+CS re-rootingを施行した1例 

○早川 真人、岩朝 静子、津久井 宏行  

北海道循環器病院 心臓血管外科     

         

【症例】70 歳女性。38 歳時に他院にて房室中隔欠損症に対し

てゴアテックスによるパッチ閉鎖術を施行された。この際冠静

脈洞(CS)は左房側に開口されていた。最近になって残存する

MRの増悪傾向を認めるため当科紹介となる。【手術所見】右側

左房切開にて僧帽弁アプローチ。Surgeon’s viewで僧帽弁の 2

時方向に CSを確認。後尖を温存して 29mm CEP Magna Ease 

Mitralを縫着したが、CSが slit状となり閉塞が疑われた。そ

のため右房を切開し、本来の CS 開口部に相当する部位のパッ

チを切除し CS が右房側に開口するようにした。体外循環離脱

後に TRが残存を認めたため、再度心停止を得て三尖弁を観察

したところ、CS 形成術に伴い三尖弁が引きつれたことが原因

と考えられた。そのためDe Vega法により三尖弁縫縮を行い手

術終了とした。 

 

36. 当院で最近施行した大動脈弁形成術の経験 

○伊庭 裕、山田 陽、栗本 義彦、八田 英一郎、 

丸山 隆史、氏平 功祐、三浦 修平、中西 克彦 

手稲渓仁会病院 心臓血管外科      

        

当院で最近 1年間に大動脈弁形成術を施行した 4例を検討した。

年齢は 42〜66才。ARは severe 2例、moderate 2例で、成因

は各々、弁尖逸脱、Fenestration rupture、穿孔、二尖弁であ

った。併施手術はMAP 3例、TAP 1例、Maze 3例であった。

形成方法は、Prolapse に対しては Central plication を、

Fenestration ruptureと弁尖穿孔の症例では自己心膜パッチに

よる patch repairを、二尖弁では Raphe切除と patch repair

を行った。全例で弁輪縫縮のため Suture annuloplastyを施行

した。術後は脳障害など主要合併症は認めなかった。術後エコ

ーで ARは trivial 1例、mild 3例(central 2例、eccentric 1例)

であった。大動脈弁に対する形成術においても、おおむね AR

は制御できたが、至適な修復方法や評価法など今後の課題も多

くさらなる経験の蓄積が必要である。 
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37. MICS mitralの初期成績 

○古川 夕里香、新宮 康栄、若狭 哲、大岡 智学、 

橘 剛、松居 喜郎 

北海道大学病院 循環器・呼吸器外科    

         

 [背景]低侵襲僧帽弁手術（MICS mitral）の正中切開に対する

優位性は確立していない。[目的]conventionalとMICS mitral

の初期成績を評価し今後の適応を検討。[方法]対象は 2006年か

ら 2016 年の単独・初回僧帽弁形成手術を施行した正中切開症

例 21例とMICS mitral 8例の早期成績を比較。[結果]人工心肺

時間と手術時間はMICS群で有意に長かった。他家輸血、大動

脈遮断時間に有意差なし。術後入院期間はMICSで有意に短か

った。術後 CKMB、気管挿管時間、ICU 滞在時間、ドレーン

留置期間、心房細動発生率、術後僧帽弁逆流に差なし。[結語]

美容面や社会復帰の面ではMICSは有利であるが心機能低下例

や複雑病変を有する場合は慎重に適応を検討すべきである。 

 

 

 

 

 

38. 術後２年で Trifecta弁機能不全により急性大動脈弁閉鎖

不全症を生じた1例 

○村瀬 亮太、新宮 康栄、大岡 智学、若狭 哲、橘 剛、

松居 喜郎 

北海道大学病院 循環器・呼吸器外科    

         

【背景】術後 2年で Trifecta弁機能不全による急性大動脈弁閉

鎖不全症(AR)を生じて再手術を要した 1例を経験した。【症例】

80 歳代男性。2 年前に AR の診断で大動脈弁置換術(Trifecta)

施行。術後 2年間は経過良好だったが、定期受診 1ヶ月後に労

作時息切れを自覚し来院。拡張期逆流性雑音が聴取され、精査

目的に入院。【経過】心エコーにて無冠尖に相当する人工弁葉か

ら重度逆流認めた。心不全は内科的治療で代償化されたが人工

弁逆流の外科的介入が必要と判断し、大動脈弁再置換術(Magna 

Ease)施行。人工弁は無冠尖に相当する弁葉で、左冠尖との交

連に近い部位に周囲非薄化を伴う穿孔を認めた。非薄化により

無冠尖は elongation し、弁尖が逸脱していた。【結語】術後 2

年で Trifecta弁機能不全によりARを生じ、大動脈弁再置換術

を要した症例を経験した。 

39. 収縮性心膜炎類似の血行動態を呈した重症三尖弁閉鎖不

全症の一例 

○神谷 究、岩野 弘幸、表 和徳、野口 圭士、 

徳田 裕輔、浅川 直也、三山 博史、山田 聡  

北海道大学 循環病態内科学      

        

症例は 70歳代女性．13年前に健診にて心房細動が認められた．

2016年 6月より浮腫，体重増加，呼吸困難感増悪があり入院と

なった．心臓エコー検査では，高度三尖弁逆流(TR)，両心房拡

大，右室の拡大と心室中隔の拡張期の圧排所見を認めた．心臓

カテーテル検査で，両心室圧は dip and plateau，各心腔内の等

圧化所見を認め，収縮性心膜炎(CP)類似の血行動態を示した．

しかし，胸部 CT では明らかな心膜の肥厚や石灰化は認めなか

った．重症 TRによる右心拡大により，CP類似の血行動態を呈

していると判断した．三尖弁輪縫縮術と右房縫縮術を施行し，

両心室拡張期圧低下，dip and plateau波形の消失を認めた． 重

症 TRが CP類似の血行動態となり手術による介入が有効であ

った症例を経験したため，文献的考察を加え報告する． 

 

 

40. 経気管支肺生検後に細菌性心外膜炎を生じ胸部大動脈瘤

の拡大を合併した1例 

○葛目 将人、宮本 憲行、川嶋 望、乗安 和将、 

濱口 早苗、松浦 弘司、瀧上 剛、松崎 賢司  

NTT東日本札幌病院       

 

【現病歴】69歳男性。高血圧等で当科通院中。血痰出現のため

呼吸器内科で経気管支肺生検施行。翌日より 37 度台の発熱が

出現し、2 週間後の受診時には著しい心拡大がみられショック

状態であり即日入院となった。【臨床経過】心エコー図検査で大

量の心嚢液を認め、心タンポナーデと考え緊急で心嚢ドレナー

ジを施行した。膿性の心嚢液が流出し、培養では Streptococcus 

pneumoniae が確認された。抗生剤を開始し状態の改善を認め

たが、翌々日 CTを撮像したところ呼吸器内科受診時の CTで

確認されていた胸部大動脈瘤が急速に拡大しており切迫破裂状

態であった。保存的治療後にステントグラフトを挿入した。【考

察】本症例では経気管支肺生検が心外膜炎の誘因となったと推

測された。また感染が伝播し胸部大動脈瘤の切迫破裂に至った

可能性が考えられた。 
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41. 副腎外paraganglioma摘出により高度房室ブロックの改善

を認めた一症例 

○本谷 光咲子１、坂本 央１、蓑島 暁帆１、岩田 周耕３、 

木谷 祐也１、川口 哲１、杉山 英太郎１、田邊 康子１、 

川原 敏靖２、竹内 利治１、佐藤 伸之１、酒井 博司３、 

川村 祐一郎１、古川 博之２、長谷部 直幸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１ 

旭川医科大学 外科学講座 消化器病態外科学分野２ 

名寄市立総合病院 循環器内科３ 

         

症例は 50 歳代女性。易疲労感あり、前医にて一過性の QT 延

長や 2:1 高度房室ブロック(AVB)が認められ、当科紹介となっ

た。冠動脈は正常で左室収縮能は保たれており、心 MRI 等の

画像診断や右室心筋生検にて明らかな心筋変性所見を認めず。

CT にて下大静脈左縁、右副腎前方に腫瘤(35×20mm)を認め、

MRIにて T2高信号と早期造影効果、FDG-PET集積、および

MIBG シンチでの高集積を伴い、副腎外 paraganglioma が考

えられた。血中、尿中のカテコールアミン高値は認めなかった

が、isoproterenol負荷にて 2:1〜3:1AVBが出現。AVB時の心

内電位は A-Hブロックであり、腫瘍摘出による AVB改善が期

待され、体外式ペーシング下に腫瘍摘出術を施行した。病理組

織学的に良性の paraganglioma と診断されたが、術後に AVB

は改善してペースメーカ留置を回避することができた。 

 

42. 両心室内構造物を伴った好酸球性多発血管炎性肉芽腫症

の一例 

○石戸谷 裕樹、町田 正晴、平林 鑑、佐藤 友哉  

苫小牧市立病院 循環器内科      

        

【症例】65歳,女性.食欲不振や体動時のふらつきを主訴に当院内科を受

診.喘息既往,末梢血中の好酸球増多,腎機能障害などを認め,好酸球性多

発血管炎性肉芽腫症の診断となった.経胸壁心エコー図検査にて,両心室

に心尖部から内腔の約 2/3 を占める構造物を指摘され,多発脳梗塞を伴

っていたことから,好酸球性心内膜心筋炎に起因する心原性脳塞栓症と

考え抗凝固療法を開始するも,心内構造物の退縮に乏しく,右室より組織

生検を施行した. 【考察】好酸球性心内膜心筋炎に伴う心内血栓は抗凝

固療法で軽快することが多い.本症例においては,心内構造物が抗凝固療

法抵抗性を示し,鑑別目的に生検を施行した. 好酸球性多発血管炎性肉

芽腫症における心内構造物の治療,また経過観察に際して貴重な症例と

考えたので,その生検結果とあわせて報告する． 

43. Papillary fibroelastomaの１症例 

○山本 寛大、中西 仙太郎、國岡 信吾、伊勢 隼人、 

石川 成津矢、北原 大翔、紙谷 寛之 

旭川医科大学 心臓外科       

        

症例は 85 歳女性、高血圧・高脂血症にて近医フォローされて

いたが、漸深倦怠感を主訴に前医受診。レントゲン・心電図異

常があり、心エコー施行したところ三尖弁に付着して、右房内

にて可動する直径 2−2．5cm程度の腫瘍（粘液腫疑い）を認め

ており、TR moderate、三尖弁にはまり込みそうな状態で大き

く可動していた。腫瘍によると思われる TS・TR所見あり、摘

出手術施行。腫瘍は三尖弁後尖から弁尖にかけて茎が付着して

おり、弁輪と弁尖の一部を一塊にして切除、形成施行。ゼリー

状で半透明、肌色の球径腫瘍であった。術後は問題なく経過し

て退院となった。病理所見にて Papillary fibroelastomaと診断

された。心臓腫瘍の中では稀である Papillary fibroelastomaの

症例を経験したために、若干の文献的考察を踏まえて報告する。 

 

44. 透析用動静脈シャントの用手閉塞により血行動態の劇的

な改善を認めた生体腎移植後の心不全の1例 

○辻永 真吾１、岩野 弘幸１、森田 研２、横山 しのぶ３、 

中鉢 雅大３、西野 久雄３、市川 絢子３、阿部 歩４、林 大知１、

山田 聡１ 

北海道大学大学院循環病態内科学１ 、北海道大学大学院腎泌尿

器外科学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 

         

透析用動静脈シャントの用手閉塞により血行動態の劇的な改善を認め

た生体腎移植後の心不全の 1例  高血圧性心疾患を有する 60代の女

性。多発性嚢胞腎のために維持透析と腎移植歴があり、過去 2年間に 2

回の心不全入院歴があったが、今回、誘因なく肺うっ血をきたして入院

した。心エコーでは左室駆出率は 75％で、左室の拡大と肥大、拘束型

の左室流入血流速波形（TMF）、推定肺動脈収縮期圧（PASP）の高値

を認めた。血管拡張薬の持続静注で肺うっ血は改善したが、中止後に再

び増悪した。透析用動静脈シャントによる高拍出性心不全を疑い、シャ

ントの用手閉塞下に心エコーを行ったところ、左室の縮小、TMFの E/A

と PASP の低下を認めた。右心カテーテルで、同様の所見を確認後、

シャント閉鎖術を施行すると、肺うっ血は改善した。残存シャントの用

手閉塞により心不全の治療方針を決定した症例の報告はこれまでなく、

本症例を呈示する。 
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45. 左室弛緩障害と充満圧上昇の診断精度は単一定量指標よ

りも複数指標の総合評価が優れる 

○林 大知１、山田 聡１、岩野 弘幸１、中鉢 雅大２、 

山田 博胤３、土肥 薫４、瀬尾 由広５、大手 信之６、 

三神 大世７、筒井 裕之１ 

北海道大学大学院 循環病態内科学１、北海道大学病院  

検査・輸血部２、徳島大学病院 循環器内科３、三重大学大学院  

循環器・腎臓内科学４、筑波大学 循環器内科５、名古屋市立大 

【目的方法】全国 5 施設で種々の心疾患を有する 77 例を登録

した。左室圧を計測し、弛緩能の指標として時定数を、充満圧

の指標として左室平均拡張期圧を計測した。心エコー法による

左室流入血流と僧帽弁輪運動から e'、E/A、E/e'を計測した。単

一の定量指標と、患者背景ならびに 25 の心エコー指標に基づ

いて心エコーの専門家が判定した総合評価を比較した。【結果】

弛緩障害の診断精度は、e'単独で感度 32％、特異度 30％、正診

率 28％であり、総合評価では各々81％、68％、74％であ

学大学院 心臓・腎高血圧内科学６、北海道大学大学院保健科

学研究院 病態解析学分野 7      

      

【目的方法】全国 5 施設で種々の心疾患を有する 77 例を登録

した。左室圧を計測し、弛緩能の指標として時定数を、充満圧

の指標として左室平均拡張期圧を計測した。心エコー法による

左室流入血流と僧帽弁輪運動から e'、E/A、E/e'を計測した。単

一の定量指標と、患者背景ならびに 25 の心エコー指標に基づ

いて心エコーの専門家が判定した総合評価を比較した。【結果】

弛緩障害の診断精度は、e'単独で感度 32％、特異度 30％、正診

率 28％であり、総合評価では各々81％、68％、74％であった。

充満圧上昇の診断精度は、E/e'単独では各々82％、79％、76％

であり、総合評価では各々64％、94％、90％であった。【結論】

左室弛緩障害と充満圧上昇の診断精度は、単一定量指標よりも

複数指標による総合評価が優れていた。 
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第 11６日本循環器学会北海道地方会 

Young Investigator’s Award 実施要綱 
 

 

 

 

 

 

■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。 

・一般演題として応募登録した場合でも発表者が要件を満たしている場合には、地方会会長の判断により YIA 演題として推薦し

ます。 

・YIA 応募の場合に限り、医師免許を取得されている方は、医師免許取得年を記載して下さい。 

・「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 116 回日本循環器学会北海道地方会 YIA 選考委員会  

委員長 ： 紙谷 寛之 (旭川医科大学 外科学講座 心臓血管外科学分野) 

委  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) 

委  長 ： 三浦 哲嗣 (札幌医科大学 循環器・腎臓・代謝内分泌内科学講座) 

委  長 ： 川原田 修義 (札幌医科大学 心臓血管外科学講座) 

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

委  長 ： 横式 尚司 （北海道大学病院 循環器内科） 

  

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。 
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第 116 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 116 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 116 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 116 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 28 年 11 月 26 日（土） 9：00 ～ 18:00(予定) 
 ・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■ 
別紙「利用申込書・同意書」に必要事項をご記入のうえ、11 月 16 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     TEL011-281-0511 / FAX011-261-1873 


