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日本循環器学会専門医試験問題

問 1 肺血栓塞栓に伴う急性右心不全の病態として誤りはどれか．

1) 低酸素血症

2) 肺高血圧

3) 換気量の減少

4) 高炭酸ガス血症

5) 拡散能の低下

a (1, 2) b (1, 5) c (2, 3) d (3, 4) e (4, 5）

問 2 リウマチ熱について正しいのはどれか．

1) 発症には A 群 b 溶連菌の反復感染が関与する

2) 発症すると抗体ができ再発は少なくなる

3) 心内膜炎を合併することはない

4) 急性期に免疫グロブリンの投与は弁膜症合併を軽減する

5) 再発予防にはペニシリンを10年間投与する

a (1, 2) b (1, 5) c (2, 3) d (3, 4) e (4, 5）

問 3 Swan-Ganz カテーテルによる心拍出量測定が不適当な疾患はどれか．

1) 肺静脈還流異常

2) 心房中隔欠損をともなわない Ebstein's anomaly

3) 血圧低下をともなう右室梗塞

4) 原発性肺高血圧

5) 高度な逆流をともなう僧帽弁閉鎖不全

a (1, 2) b (1, 5) c (2, 3) d (3, 4) e (4, 5）
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問 4 Total cardiopulmonary connection (TCPC）手術が行われるのはどれか．

．心室中隔欠損

．Fallot 四徴

．大血管転位

．三尖弁閉鎖

．大動脈縮窄

問 5 好酸球増多症候群で正しいのはどれか．

1) 女性に多発

2) 心内膜の肥厚

3) 心腔内血栓

4) dip and plateau 型心室圧波形

5) 良好な予後

a (1, 2, 3) b (1, 2, 5) c (1, 4, 5) d (2, 3, 4) e (3, 4, 5）

問 6 慢性心不全でみられる所見はどれか．

1) Anaerobic threshold (AT）の上昇

2) Starling 機序による一回拍出量の増大

3) 循環血液量の増加

4) ヘモグロビン酸素解離曲線の右方偏位

5) ADH 分泌低下

a (1, 2, 3) b (1, 2, 5) c (1, 4, 5) d (2, 3, 4) e (3, 4, 5）

問 7 Duchenne 型進行性筋ジストロフィーで誤りはどれか．

．男性のみに発症

．心筋病変は小児期から発現

．心室の求心性肥大

．洞性頻脈

．肺高血圧を合併





（注：実際の試験問題では図 1b はカラー写真）
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問 8 55歳の女性．経食道エコー図拡張早期像（図 1a）とカラードプラエコー図（図 1b）を示す．

検査所見について正しいのはどれか．

1) 僧帽弁逆流を認める

2) 左室拡大を認める

3) 僧帽弁後尖逸脱を認める

4) 僧帽弁解放制限はない

5) 左房内血流速は遅い

a (1, 2) b (1, 5) c (2, 3) d (3, 4) e (4, 5）
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問 9 37歳の男性．1 年前から労作時の呼吸困難がある．心音図（図 2）を示す（上から左第 3 肋間中

音，高音，心尖部低音，中音，高音心音図，心電図．同時記録は心尖拍動図）．最も考えられる

疾患はどれか．

．心室中隔欠損

．三尖弁閉鎖不全

．大動脈弁閉鎖不全

．閉塞性肥大型心筋症

．僧帽弁閉鎖不全
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日本循環器学会専門医試験問題 解答と解説

問 1 正解 d

肺塞栓は最近は明らかに増加しつつあり，現役

のスポーツ選手や長期臥床などの背景因子が見当

たらない例での発症も知られている．塞栓子の起

源は下肢や骨盤の深部静脈であることが多い．と

くに骨盤部の静脈血栓は診断が困難であり，若年

の女性での肺塞栓では骨盤静脈の血栓に注意を要

する．本設問で問題となる右心不全は，中等症以

上（肺血流シンチグラフィでの欠損領域は30

以上）の肺塞栓で生じる．

肺塞栓における動脈血ガス分析では，低酸素血

症と低 CO2 血症，AaDO2 の開大が特徴である．

胸部 X 線で明らかな異常を認めないにもかかわ

らず，こうした血液ガス所見を認めたときには，

とくに肺塞栓を疑う必要がある．

1) 肺塞栓における低酸素血症は，主として換

気血流比の不均等分布と混合静脈血酸素分

圧の低下による．Civitanic ら1)によれば，76

の肺塞栓症例で低酸素血症を認めている．

これは一方で24の症例は低酸素血症を呈

さないことを示している．同様に PIOPED

(Prospective Investigation of Pulmonary

Embolism Diagnosis)2)においても動脈血酸

素分圧＞80 mmHg であった肺塞栓症例が

26存在した．したがって，低酸素血症は

肺塞栓の特徴的所見の一つであるが，酸素

分圧の低下を認めないことが肺塞栓を否定

する根拠とはならないことを知っておく必

要がある．

2) 塞栓が肺動脈を閉塞することにより肺血管

抵抗が上昇し，肺動脈の血圧が上昇する．

閉塞領域が広いほど圧上昇も大となる．肺

動脈圧の上昇には塞栓に伴うセロトニンな

どの血管収縮物質の放出も関与していると

されている．

3) 肺塞栓では低酸素血症により，分時換気量

は通常増大する．

4) 低 CO2 血症は前述のごとく肺塞栓症の特徴

のひとつである．

5) 拡散能は，通常 single breath 法による DLco

が用いられる．これは，肺胞から血液まで

の距離の増加，ガス交換面積の減少，血液

Hb 濃度の低下により低下する．肺塞栓で

は有効ガス交換面積の減少により拡散能が

低下する．Wimalaratna ら3)は20例の肺塞

栓症例全例で DLco の低下を認めている．

文 献

1) Civitanic O, Marino PL: Improved use of arterial blood

gas analysis in suspected pulmonary embolism. Chest

1988; 95: 48

2) PIOPED Investigators: Value of the ventilation/perfu-

sion scan in acute pulmonary embolism. JAMA 1990;

263: 2756

3) Wimalaratna HSK, Farrell J, Lee HY: Measurement of

diŠusing capacity in pulmonary embolism. Respir Med

1989; 83: 481

［解説 京都府立医科大学第二内科 東 秋弘]

問 2 正解 b

リウマチ熱は，後天性弁膜疾患の重要な原因で

ある．通常，扁桃炎・咽頭炎などの 2～3 週間後

に，自己免疫疾患として発症することが多い．多

くは 5～15歳の年齢層にみられる．リウマチ熱の

主な症状として，発疹，発熱，関節症状を伴う．

リウマチ熱では，その後の反復感染により，心臓

弁膜の障害や心内膜炎が合併することが多い．リ

ウマチ熱の発症には，A 群連鎖球菌のリウマチ

原性 M 蛋白血清型の関与が指摘されている1)．

リウマチ熱の診断には，著明な赤沈促進，CRP

強陽性，咽頭分泌物からの A 群連鎖球菌の検出
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および連鎖球菌に対する抗体価（ASLO）の上昇

などが重要である．

近年，上気道における A 群連鎖球菌の存在を

迅速に検出するキットが開発された．この A 群

連鎖球菌を発見して治療することが，リウマチ熱

の第一の予防となる．

AHA のガイドラインによると，リウマチ熱の

二次予防として，心臓弁膜の障害と残存心筋疾患

を伴うリウマチ熱では，最終罹患後10年までの

抗生物質の継続投与が推奨されている2)．心内膜

炎を伴わないリウマチ熱では，5 年間の継続が必

要と考えられる．急性期に免疫グロブリン投与の

無作為臨床試験では，弁膜症合併を軽減する証拠

は得られていない3)．

文 献

1) Bisno AL et al: Molecular basis of group A streptococcal

virulence. Lancet Infect Dis 2003; 3: 191200

2) Bonow RO et al: ACC/AHA guidelines for the manage-

ment of patients with valvular heart disease. J Am Coll

Cardiol 1998; 32: 14861588

3) Voss LM, et al: Intravenous immunoglobulin in acute

rheumatic fever: a randomized controlled trial. Circula-

tion 2001; 103: 401406

［解説 岩手医科大学臨床検査医学 中居賢司]

問 3 正解 a

Swan-Ganz カテーテルは，1970年に Swan ら

によって開発された経静脈的に肺動脈に挿入・留

置しうるカテーテルである．先端孔，先端近傍の

バルーン，途中孔に通じる 3 本の内腔構造でで

きているため，triple lumen catheter とも呼ばれ

る．このカテーテルは 3 つの大きな特徴を有し

ている．第一に，先端孔からの圧をモニターしな

がらバルーンを膨らませて静脈還流に乗ってカ

テーテルを進めていくと，ベッドサイドで X 線

透視なしに肺動脈まで挿入しうる．第二に，バ

ルーンを閉じた時には肺動脈圧を，バルーンを膨

らませた時には左房圧を反映する肺動脈楔入圧を

測定しうる．途中孔は右房に位置するため，中心

静脈圧測定に供しうる．第三に，途中孔より氷冷

した生理食塩水を注入し，カテーテル先端やや近

位のサーミスタで温度変化を捉えることで，心拍

出量も熱希釈法の原理で自動的に算出される．

三尖弁逆流が存在すると注入した氷冷水がカ

テーテル先端に到達しにくくなり，カテーテル先

端温度が低下せず心拍出量が過大評価されること

になる．またシャントが存在すると肺動脈血流量

と心拍出量の間に解離が生じるため，Swan-Ganz

カテーテルによる心拍出量測定は不適当となる．

以上より，本問での肺動脈還流異常では左右シ

ャントを有すること，Ebstein's anomaly では三

尖弁の中隔尖あるいは後尖が右室に落ち込み三尖

弁閉鎖不全が存在することが Swan-Ganz カテー

テルによる心拍出量測定に不適当な疾患というこ

とになる．

［解説 京都大学医学部保健学科 藤田正俊]

問 4 正解 d

三尖弁閉鎖に対する外科治療は，Fontan 手術

の適応拡大と成績の向上で著明に進歩した．Fon-

tan 手術1)は心房の収縮を利用して，右房を右室

として用いる手術であり，上大静脈と右肺動脈を

吻合（Glenn）したうえで，右房と肺動脈を吻合

（atrio pulmonary connection: APC）している．

下大静脈からの還流静脈血を肺動脈内に誘導し，

肺血流量の増加を図るものであるが，心房に対す

る慢性的圧負荷による上室性不整脈の発生や血流

うっ帯による心不全を認めることがある2)．

1988年 de Leval は心房収縮が体静脈還流の血

流抵抗になることを証明し，大静脈と肺動脈を吻

合する total cardiopulmonary connection (TCPC）

手術が導入された3)．下大静脈から肺動脈へ血流

を導く右房内血流路を作成して右房収縮の影響を
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少なくする方法である．右房後壁とパッチにより

心房内トンネルを形成する lateral tunnel (LT）

法，人工血管を下大静脈右房，上大静脈右房の

接合部に端端吻合して右房内トンネルを作成する

intracardiac conduit (IC）法，最近ではこの人工

血管を心外に置く extracardiac conduit (EC）法

が盛んに行われるようになった4)．EC 法は tem-

porary bypass を用いることにより，体外循環装

置を用いることなしに行うことが可能である．

文 献

1) Fontan F, Baudet E: Surgical repair of tricuspid atresia.

Thorax 1971; 26: 240248

2) Driscoll DJ, OŠord KP, Feldt RH et al: Five to ˆfteen-

year follow-up after Fontan operation. Circulation 1992;

85(2): 469476

3) de Leval MR, Kilner P, Gewilling M et al: Total

cardiopulmonary connection: A logical alternative to

atriopulmonary connection for complex Fonan opera-

tions: Experimental studies and early clinical ex-

perience. J Thorac Cardiovasc Surg 1988; 96: 682695

4) 角 秀秋，中野俊秀，安井久喬：Fontan 型手術：術式

に関する最近の動向．心臓病の最新医療，先端医療シ

リーズ12（川島康生，細田瑳一，篠山重威 監修），先

端医療技術研究所，東京，2001，pp200205

［解説 大阪医科大学胸部外科 麻田邦夫]

問 5 正解 d

好酸球増加に関連する心疾患は，LoeŒer1)に

よりはじめて報告された．Hardy2)らは hypereo-

sinophilic syndrome と命名し，好酸球増加の基

準は末梢血の好酸球数が 6 ヵ月以上持続的に

1500/ml を越えることとされている3)．好酸球増

加による心病変の原因として，心組織に浸潤した

好酸球顆粒から脱落した細胞毒性をもつ蛋白が心

内膜や心筋に障害を引き起こすと考えられ，現在

研究が進められている．

心臓における病理学特徴は，1)心組織中に好

酸球やマクロファージの浸潤，心筋変性などを伴

う心内膜心筋炎，2)好酸球を含む壁在血栓，3)

炎症の瘢痕化と血栓の器質化などによる心内膜肥

厚，心筋線維化などである．臨床的特徴は女性よ

りも男性に多く発症し，好発年齢は40, 50歳代で

ある4)．アレルギー性疾患の既往や感染症，白血

病などに合併することもある．

臨床症状は，全身倦怠感，咳，呼吸困難，発

熱，皮疹などである．病初期には無症状のことも

あるが，自覚症状が出現すると以下のような特徴

を示す．聴診では僧帽弁逆流による収縮期雑音を

聴取する．胸部 X 線写真では，心拡大と肺うっ

血を，心電図では非特異的 STT 変化，洞性頻脈

などを認める5)．

心臓超音波検査では，左室の収縮性は比較的良

好に保たれていることが多い．後壁の壁在血栓が

僧帽弁後尖の動きを制限した結果，僧帽弁逆流を

認めることもある．心内膜の線維化や巨大な心尖

部血栓により左室内腔は狭小化し，血行動態は拘

束型心筋症と類似の拡張障害が特徴的である．心

臓カテーテル検査では，心室充満圧が増加し，

dip and plateau 型心室圧波形を呈することもあ

る．心筋線維化が進行すると拡張型心筋症と類似

の病態となる．

治療は心不全，血栓塞栓症などの対症療法を行

う．心筋炎に副腎皮質ステロイドホルモンが有効

との報告もある．死因はポンプ失調死がもっとも

多く，発症から 1 年以内の死亡が多い5)．

文 献

1) LoeŒer W: Endocarditis patients ˆbroplastica mit

Bluteosinophilie: Ein eigenartiges krankheitbild. Sch-

weiz Med Wochenschr 1936; 35: 817820

2) Hardy WR, Anderson RE: The hypereosinophilic syn-

dromes. Ann Intern Med 1968; 68: 12201229

3) Chusid MJ, Dale DC, West BC et al: The

hypereosinophilic syndrome: Analysis of fourteen cases

with review of the literature. Medicine 1975; 54: 127

4) 岡田了三：本邦における LoeŒer 心内膜炎の病理統

計，厚生省特定疾患特発性心筋症調査研究班，昭和57

年度研究報告集，1983, pp395402

5) 関口守衛，岳マチ子，広江道昭ほか：本邦における好

酸球増加症を伴う心内膜，心筋疾患の現況．臨床科学

1984; 20: 833839
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［解説 東京女子医科大学附属成人医学センター

小笠原定雅]

問 6 正解 d

慢性心不全に伴う基本病態が　2 つの側面より問

われている．

一つは低下した心機能を補い心拍出量を維持す

る代償機序に関する設問である．心筋には Frank

Starling 機構として知られる筋伸展に依存した収

縮力増大作用があり，不全心筋はそれを動員する

ことで前方駆出を正常化しようとする．そのため

には尿排泄を減らして（ADH は増加する），循環

血液量を増やし，末梢を犠牲にしても還流血を中

央部に集め，前負荷を増加させる方向で循環血液

量とその配分を調節している．それが過剰となれ

ば肺うっ血を合併することになる．したがって，

（2）と（3）は正しく（5）は誤りである．

もう一方は，そのような血流再分布に伴う末梢

臓器代謝に関する設問である．循環血液の中央シ

フトに伴い，骨格筋を含む末梢臓器への血流は犠

牲にされている．そのため過剰な活動に対しては

早期から嫌気性代謝が出現し乳酸を産生する．心

肺運動負荷試験などではそれを anaerobic thre-

shold (AT：炭酸ガスに対する換気等量が増加し

始める変曲点）として捉えることができる．その

ような嫌気性代謝に傾き乳酸の蓄積した末梢組織

では，ヘモグロビン酸素解離曲線は右方にシフト

して組織への酸素供給を容易にしている．その総

合として心不全では静脈還流血中の酸素飽和度は

低下している．したがって，（4）は正しく（1）

は誤りである．

［解説 京都大学大学院医学研究科循環器内科学

木原康樹]

問 7 正解 c

Duchenne 型進行性筋ジストロフィーは X 染色

体性劣性遺伝を示し，男性のみに発病する．罹病

者は10万人に 4～5 人である．骨格筋由来の

CPK は出生直後から増加している．発症は 3～4

歳で，初発症状は腰帯の筋肉に，続いて肩帯の筋

肉に対称的に出現する．下腿筋などには仮性肥大

が出現する．これらの結果，鵞鳥歩行，登攀性起

立など特徴的な症状が出現する．骨格筋の障害は

進行性で，発病して約10年で歩行は不可能とな

る．心障害の合併は高率であるが，骨格筋障害の

程度と心筋障害の程度は必ずしも一致しない．骨

格筋障害の結果，肺活量も低下し呼吸器障害も合

併する．

心病変の病理学的変化は，心筋細胞の変性，線

維化，脂肪浸潤である．心病変の自覚症状は，動

悸，息切れ，呼吸困難，浮腫などである．胸部

X 線写真では，心筋障害が進行すると心拡大が

進行する．心電図異常は高頻度に認められる．右

側胸部誘導の R/S 比の増加，I, aVL, V5, V6 の異

常 Q 波が特徴的である．洞性頻脈を示すことが

多いが，心房性，心室性期外収縮，心房細動，高

度房室ブロックなどを呈することもある．

心臓超音波検査では左室の拡大を認め，駆出率

は低下する．心病変が進行すると左室の壁厚は減

少する．心臓カテーテル検査では，左室拡張末期

圧が増加し，心病変が高度となると肺高血圧症を

合併する．特別な治療法はなく，骨格筋のリハビ

リテーションを行いながら，心不全や呼吸器感染

症の予防，治療を行う．20歳までに死亡する症

例が多い．死因は心不全，呼吸器感染症などであ

る．

［解説 東京女子医科大学附属成人医学センター

小笠原定雅]
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問 8 正解 b

僧帽弁膜症において左房内血流や左房，左心耳

内血栓の有無，弁逸脱の部位診断，僧帽弁逆流の

詳細な診断には経食道エコー図が有用である．

図 1a は拡張早期像であるから僧帽弁は最大

に開放している時相であるが，この例では僧帽弁

前尖と後尖の離開度が小さく，僧帽弁狭窄を呈し

ている．また，左房（LA）と並列してみえる大

動脈弁に比較して僧帽弁のエコー輝度が高く，ま

た，肥厚がみられることから，僧帽弁狭窄がある

と診断できる．左房拡大があり，左房内にはうっ

すらと煙状のもやもやエコーと呼ばれる血流エ

コーがみえる．これは血流速度が遅く，血流のう

っ滞があるときにみられるエコー所見である．左

室腔（LV）の拡大はみられない．

図 1b のカラードプラエコー図は僧帽弁が閉

鎖しており，収縮期像である．前尖と後尖接合部

から僧帽弁逆流ジェットが左房腔に吹き出してい

る．このジェットの方向は，左房後壁に向ってい

る．弁逆流ジェットの方向は逸脱弁の対側に向か

うという原則から，僧帽弁の前尖逸脱による弁逆

流であると診断できる．ちなみに，後尖逸脱の場

合は弁逆流は左房前壁，大動脈方向に向かう．

したがって，本例は僧帽弁の肥厚，硬化，弁開

放制限があること，高度の弁逆流を合併している

ことから，リウマチ性の僧帽弁狭窄・閉鎖不全で

ある．リウマチ性の僧帽弁狭窄では僧帽弁前尖の

逸脱が通常みられる．僧帽弁逆流による左室容量

負荷は僧帽弁狭窄の重症度により著明でないこと

も多い．逆流が重症であれば経年変化で左室拡大

が徐々に起こってくる．

文 献

1) 林 輝美，小林さゆき：僧帽弁狭窄．総合臨床 2002;

51: 30593064

2) 林 輝美，小林さゆき：僧帽弁閉鎖不全．総合臨床

2002; 51: 33113318

［解説 獨協医科大学越谷病院循環器内科 林 輝美]





心音図所見 心尖拍動図所見

a. 心室中隔欠損 胸骨左縁第～肋間（筋性では心尖部）

最強点とする全収縮期雑音．

明瞭な rapid̂lling wave．

b. 三尖弁閉鎖不全 下位胸骨左縁を最強点とする全収縮期逆流

性雑音．

c. 大動脈弁閉鎖不全 a から始まる拡張期逆流性雑音．収縮期

雑音は駆出性．

通常 normal pattern を呈す．

d. 閉塞性肥大型心筋症 胸骨左縁第～肋間を最強点とする収縮

期駆出性雑音．

A 波増高（軽症例にも認める．頻度）.

triple kick pattern（収縮中期閉塞の反映）．

e. 僧帽弁閉鎖不全 心尖部を最強点とする全収縮期逆流性雑

音．s．

s に一致した rapid̂lling wave．
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問 9 正解 d

選択肢にあげた 5 疾患の診断は心エコー図法

を用いれば容易であるが，本問は心エコー図法に

頼らずに鑑別診断を行う場合を想定した問題であ

る．聴診器 1 本を与えられた循環器専門医は聴

診・触診能力を駆使し鑑別しなければならなくな

る．心音図・心機図の読みを通して聴診・触診能

力を試す設問である．

与えられた心音図（図 2）は駆出性雑音を示す．

拡張期雑音や病的Ⅲs は存在しない．心尖拍動図

は A 波の増高，E 波に引き続く下降曲線の収縮

中期再上昇と rapid-ˆlling wave の消失を示す．

心室への容量負荷が存在せず，拡張機能障害の存

在が示唆される．これらの所見から疾患の選択は

容易である．

下表は選択肢に掲げた各疾患の心音図・心尖拍

動図の一般的特徴をまとめたものである．

［解説 東京大学保健管理センター 鈴木順一]


