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抗不安薬内服 していた.2007年 3月動博,体重減

動 fF42.3ng/dl,TSH<0.01PIU/ml,甲状腺中

毒症状を認めたため当科再診 した.慢性甲状腺炎

とRAⅠU0,6%低値などから無痛性甲状腺炎と診

断し,経過とともに自然軽快 した｡

瞳 語】無痛性甲状腺炎は多彩な臨床像を望す

るため,的確な病態の理解と診断が必要である.

7 橋本病急性増悪から甲状腺機能低下症をへて

バセドウ病を発症 した 1例

片桐 尚 目頭井 一郎

厚生連刈羽郡総合病院

症例は64歳,男性.平成 13年 12月頃より37

度台発熱持続,頚部痛あり,近医受診,抗生剤処

方されるも改善せず,当院紹介受診となった.棉

査にて,甲状腺機能克進状態,血沈克進,マイク

ロゾ-ム強陽性を認め,エコーでは甲状腺腫大を

認めた.経過乳 急速に機能低下へと移行 し,LT4

の補充を必要とし,橋本病急性増悪と考えられた.

しかし1年後項から次第に機能克進を星し,LT4

減量にも克進状態は改善 しなかった.攻めて

TRab,TSABを検査したところ陽性にてバセ ドウ

病の発症を確認 した.メルカゾ-ル授与を開始,

約 2年の経過で寛解に至った.

ほ とめ】橋本病急性増悪から甲状腺機能低下

症を経て,バセ ドウ病を発症 し,寛解に至った 1

例を経験 した.自己免疫を基礎としている甲状腺

疾患は,時間的経過の中で病態の変化をたどる場

合があり,注意が必要と考えられた

Ⅱ.特別講演

伊藤病院における専門診療の取り組み

伊藤病院 院長

伊 藤 公

第 256回新潟循環器談話会

日 時 平成20年9F120H (土)

午後3時～6時

会 場 新潟大学医学部 第3講義室
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Ⅰ.一 般 演 題

動脈癌が右房に穿破 した大動脈炎症候群の 1

例

佐藤 正宏 ･山本 和男 ･上原 彰史

三島 健入 ･滝沢 恒基 ･杉本 努

吉井 新平 ･春谷 盛挙

立川綜各病院心臓血管外科

症例 は 60歳,女性.

【tl..lH l卜.T'l!'い ll.l'.

【既往歴】11年前にAR+APに対 し,AVR+

CABG2枝 (SVG-しなD,SVG-OM)を施行.辛

術時に大動脈炎症候群と診断された.

E現病歴】本年6月より呼吸困難出現.貧動 肝

健太 (5横指)を認め,心不全 佃YHA速度)に

て循内入院.

【検査所見】胸部 Ⅹ線では心拡大と強い肺 うっ

血,胸水あり.心エコーでは上行大動脈基部に仮

性癌を認めた 上行大動脈から仮性癌, さらには

右房へ強い血流が認められた.重度の三尖弁逆流

あ り.CTでは 上行大動脈 に仮性動脈痛 (荏

45mm)を認めた.また大動脈壁肥厚,左総頚動

脈と左鎖骨下動脈の狭窄を認めた,

【総合診断】上行大動脈基部の仮性動脈痛形成

とそこから右肩へ穿破+重度の三尖弁逆流と診断

した.大動脈弁 (代用弁)周囲逆流ははっきりし

なかったが十分あり得ると考えられた.

【手術】TEEにて代用弁周囲逆流 もあることが

確認 された redo-StemotomyL,十分に剥離を

行った.上下大静脈脱動 大腿動脈送血で体外循

環閣始.心停止 してAo切開.代用弁 (sJM21)

後方に仮性動脈痛への欠損孔があり,代用弁周囲
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に隙間が認められた.右肩内腔に穿厳の開口部が

認められた.古い代用弁は摘出.Subaortiecu托ain

に2重ウマ心膜フェル トス トリップを置き,針糸

をかけ,さらに2重ウマ心願パッチに通して新た

な代用弁 (Tophat23)を縫著 した 臓 己弁輪に

通した針糸もあり).2東ウマ心膜パッチで仮性癌

を大きく閉鎖 した.右肩内腔の穿破部は別に閉鎖

した.三尖弁輸形成 (MCキュ-ビックリング

32mm)を併施 した,手術時間 ･体外循環時間 ,

大動脈避断時間はそれぞれ 8時間 ･212分 ･155

分であった.

【術後経過 とまとめ】 術後は順調に経過 し,

POD3で抜管 した.CT ･ 心エコーでは良好な状

態であった POD24退院された.術後はプレドニ

ンの内服を開始した.大動脈炎症候群は本症例の

ように遠隔期炎症再燃時の人工弁離開,吻合部仮

性動脈痛も問題となることがある.これらについ

ても考察 したい.

2 僧帽弁閉鏡不全に合併した肺高血圧の術後改

善過程を観察した 1例

樋口浩太郎 ･大嶋有希子 ･阿部 暁

大塚 英明

新潟こぼり病院循環器内科

症例は64歳,女性 2007年 2札 室内歩行で呼

吸困難が出現 し近医を受診.心エコーで僧帽弁閉

鎖不全と診断 され,利尿薬の内服が開始 された.

呼吸困難は改着 したが,2008年 3剛 こ心エコーで

左室の拡大,肺高血圧の出現を指摘され,当科に

紹介された.心エコーでは左賓の拡大 (6.1/3.8cm)

と高度の肺高血圧 (TR庄較差 69mmHg),4度の

僧帽弁閉鎖不全を認めた.

重症僧帽弁閉鎖不全の診断で入院し,14日間,

心不全治療を行なった後に心力テ-テル検査を施

行 した.肺動脈樫大庄の平均値とⅤ波の上昇 (辛

均値 36mmHg,Ⅴ波 45mmHg),高度の肺高血圧

(81/37mmHg,平均 56mmHg)を認めた.左喜造

影では壁運動は保たれていたが,左室の拡大と4

度の僧帽弁逆流を認めた くLVEDⅥ153,EF-63

%).入院治療を更に 1カ月継続 した後に右心カ

チ-テル検査を再検した.肺動脈樺大庄の平均値

は改 音 した が,V波は岡レベルだった (平均値

25mmHg,V波 51mmHg),肺高血圧は軽度の改

善にとどまった く73/29mmHg,平均 47mmHg).

外科的治療の適応と診断し,僧帽弁置換術を行

なった (SJM #25).術中所妃で僧帽弁後尖U)陣索

断裂を認め,それによる後嚢の逸脱を原因とする

僧帽弁逆流と考えた.右心カテ-テル検査を術後

14日に施行した.肺動脈撰大庄の平均値とV波は

改善したが (平均20mmHg,Ⅴ波 35mmHg),肺

高血圧の改善は軽度だった (61/22mmHg,平均

40mmHg).手術から2カ月後に心エコ-を再検

した.左室径は正常化し (LV5.5/3.2cmEF- 73

%),TRの庄較差は29mmHgに改薯した.

【考察】本例は僧帽弁後尖の腰索断裂を原因と

する比較的急性に発症した僧帽弁閉鎖不全と考え

られる.内科的治療により症状は改善したものの,

約 1年間の経過で,高度の肺高血圧を来たした.

肺高血圧を合併した僧帽弁閉鎖不全で,僧帽弁の

術後に肺高血圧が改尊するか否か,また攻寄する

場合の時間経過は術前に予測が困難である.心力

チ-テルと心エコ-で肺高血圧改善の経過を観察

できた症例として提示する.

3 外傷性胸部大動脈癌に対する1手術救命例

杉本 愛 ･長揮 綾子 ･斎藤 正幸

青木 賢治 ･大関 一

県立新発田病院心臓血管外科

同 呼吸器外科

症例は52歳,男性 2007年 11月,側溝に落ち

ていた車の運転席で発見され,当院に緊急搬送さ

れた.造影 CTにて,鈍的外力による大動脈破裂

と診断し,同日,緊急手術を行った.術前意識清

明,呼吸循環動態は保たれていた.上行大動脈+

右大腿動脈送血,右肩脱血にて体外循環を確立 し,

低体温循環停止下に大動脈を左鎖骨下動脈分岐部

直後で離断,損傷部位を同定したのちに,上半身

のみ還流下に下行大動脈を人工血管に置換 した.

術後,横紋筋融解症,敗血症,DIC,急性腎不全,

肺炎などを里し,長期間の集中治療を要した.覗


