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与 されるようになった新 しいタイプの薬剤であ

る⇒本剤は細胞膜にあるHER-2蛋白に結合する

モノクローナル抗体であり,HER-2蛋白の機能

を抑制することで細胞増殖や分化を抑制する.し

かし,少数例であるがアントラサイクリン系薬剤

(ATE)に類似 した心機能低下による心不全が発

生する副作用を有する.このたび, トラスツズマ

ブによると考えられた心不全の 1例を経験 した

ので報告する.

症例は45歳女性.既往に,心室性期外収縮を

指摘 されたが問題な しといわれた.現病歴は,

2006年 9月に当院外科を受診 し,左乳癌,Stage

皿b,HER蛋白3+ (過剰発現あり)と診断され

た.化学療法の後に手術の方針となった,ATCで

あるエビルビシン90mg/m2およびサイタロフォ

スファミドを4コ-ス授与されたのち,12月か

ら トラスツズマブおよび ドセタキセルが i週間

毎に投 与された.2007午lF丹)心エコー検査で

は,左室拡張末期径 5Acm,収縮期緩 3.2cm,産婆

駆出率71%であった.3月に手術を受け,補後も

トラスツズマプが継続 された.8月中旬から息切

れを自覚するようになり,内科を初診した, トラ

スツズマブの総量は3948mgであった.8月29目

の心エコー検査では,左室壁運動はび慢性に低下

して,左室拡張末期径61cm,収縮期径5.1cm,左

室駆出率 33%であった.BNP値は523Apg/ml

であった.本剤を中止 し利尿剤およびカンデサル

タンを開始 したところ徐々に症状は軽減 し,10

剛 二は左等願出率 57%,BNP値は 141.3pg/ml

に軽快 した. 本例のエ ビル ビシンの総量 は

360mg/m2と少量であったことから, トラスツズ

マプによる心不全と考えられる.他に本剤による

と考えられる無症候性心機能低下例を 1例経験

した. トラスツズマブは投与期間や総投与量に無

関係に心機能低下をきたすことがある.無症候性

心機能低下は 7から18%に,心不全は 1から

5%に生ずるが,心機能低下の 70から85%が回

復するといわれている.今後乳がん患者において

トラスツズマグの投与が普及することが見込ま

れることから,循環器分野でも注意が必要であ

る.

3 左腎動脈癌に対 して経度的コイル塞栓術を施

行した 1例
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症例は50歳代の男性.症状なく,入間 ドック

の腹部エコーにて左腎動脈癌を指摘 された.CT

検査にて腎動脈に狭窄はなく,背側枝の分岐直後

に直径約 20mmの嚢胞状の動脈痛を認めた.動脈

痛の治療として,放置,外科的治療,経皮的コイ

ル塞栓術について説明し,インフォーム ド･コン

セントを得て軽蔑的コイル塞栓術を行った 右大

腿動脈より7Frシースを挿入し,左腎動脈の末梢

にワイヤ-を進めた後,ⅠVUSで観察 した.動脈

痛入口は15mm と広 く,背側枝の入口部には狭窄

はないが,癌の圧迫 による狭窄 が疑われた.

Palmazステン トを,動脈痛入日部を覆うように

植込んだ.次にマイクロカテ-テル発端をス トラ

ット間より痛内へ進めた.そのマイクロカテ-チ

ルを用いてIDCコイルで塞栓 した.18本目のコ

イルの挿入にて,他のコイルがステントより一部

逸脱 し,病変より本管末梢に移動 した.Two-

wireによる螺旋にて,脱落コイルをステント内ま

で引き寄せ,新たなPalmazステントで,脱落コ

イルを2つのステン トで挟むように追加植込み

した. その後のステン ト橡拡張にて腹側枝が

99%となったが,症状なく,また,腎機能障害を

認めなかった.

現在まで,腎動脈癌の治療で,その治療の安全

性と有用性について十分な証拠はない.経度的コ

イル塞栓術は腎動脈痛の治療の一つと成 り得る

が,長期予後を含め,更なる検討が必要である.

-1 脳血行再建術後の胸部大動脈癌手術の 1例
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症例は,69嵐 男性.23年前に脳梗塞発症 し,

その後,右浅側頭動脈-中大脳動脈バイパス術を
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施行した.

2007年8月に胸部不快感出現 し,近医にて精

査の結果,胸部大動脈癖,遠位弓部褒状癌 5.2cm

を認めた.さらに,心臓カテーテル検査にて,秩

心症3桟病変も認め,当科にて手術を施行.

術前検査 :頭頚部 MRAにて右 MCA閉塞 し,

バイパスは開存.左 MCAにも高度狭窄あり.脂

SPECTでは左右差なし.

手術は,超低体温体外循環 (22℃)および循

環停止+選択的脳濯流にて大動脈弓部置換術お

よび冠動脈バイパス術 (大伏在静脈を用いて#8

および#14への 2枚バイパス)を施行.手術中

の,INVOSでの左右の脳内酸素飽和度の値は,体

外循環前 70,68%,体外循環や54,55%,復温

時73,72%で,体外循環申はやや低下したが,左

右差は認められなかった.

長時間体外循環となり,術後心不全,呼吸不全

にて第4病日に抜管し,長期人工呼吸器管理とな

ったが,その後の経過良好であった.特に,術後

脳梗塞を発症せず,超低体温体外循環および循環

停止+選択的脳濯流および INVOSモニターは有

用であったと考える.

結語 .'比較的脳合併症が高い症例に対し,超低

体温体外循環および循環停止+選択的脳潜流お

よび INVOSモニタ-にて脳合併症を回避するこ

とが出来た.しかし,胸部大動脈療手術における

脳合併症の率は,依然と高いため今後日本でも普

及するであろうステン トグラフ トにとって代わ

られる可能性もある.

5 著明な肺高血圧症と左心不全を伴う重症大動

脈弁狭窄症に対する大動脈弁置換術の 1例
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Eはじめに】一般に肺高血圧症を伴 う,大動脈

弁狭窄症 (AS)の予後は不良とされている.しか

し,このような症例に対する大動脈弁置換術の手

655

術成績や遠隔予後にまとまった報告は少ない.令

園我々は,著明な肺高血圧症と左心不全を伴った

重症ASの 1例を経験 したので報吉する.

症例は67歳,女性.既往歴は特になし.動博を

自覚するようになり,2000年 11月当院内科初診.

心エコー検査で,大動脈弁位の庄較差 70mmHg,

左室肥大認めるも左室機能正常のASと診断され

た,しかし,患者は更なる心臓カテ-テル検査や

手術を希望せず,経過観察となった.2007年春頃

より,歩行時の易疲労感増強するようになり

佃ⅥIAⅢ度),2007年 7月,再び当院内科紹介さ

れ受診 した.心エコ-検査で僧帽弁閉鎖不全

(MR)Ⅱ度,大動脈弁位の庄較差 66mmHg,大動

脈弁口面積は0.9cm2,左宴は全体に壁運動の低下

を認め左室駆出分画 (LVEF)は48%であった,

同年8月,心臓カテ-テル検査を行うと,左婁庄

180/EDP40mmHg,大動脈圧 140/60mmHgで大

動脈弁位の庄較差は40mmHg,心係数は2.5で大

動脈弁口面積は0.46cm2と計算され,肺動脈圧は

60/33(45)mmHgと著明な肺高血圧症を認め

た.左室造影ではMRII度で,左室拡張終期容量

(LVEDV)254ml,収縮終期容量 (LVESV)167

ml,LW F34%と左喜拡大,産室機能低下を認め

た.

以上より肺高血圧症と左心不全を伴う重症 AS

と診断 し,平成 19年 11月 16日手術 を行った.

手術は軽度低体温体外循環,血液心筋保護液心停

止下にステントレス生体弁(プリマプラス21mm)

を用いて大動脈弁置換術を行った.術後経過は順

調で第1病目に気管内チ3: プを抜去 し,第2病

日に ICUを退室 した.肺動脈圧は術直後より正

常化した.術後1ナ日に行った心臓カテーテル検

査 で 左 重 圧 120/EDP6,大動脈圧 94/58mmHgと

庄較差は26mmHgに低下 し,左室造影ではMR

は消失 し,LVEDVIO5m1,LVESV5lm昔,LVEF

52%と著明な左賓機能の改善を得た.

ほ とめ】大動脈弁狭窄症に合併する肺高血圧

症はAS末期の左心不全や僧帽弁閉鎖不全症など

によって生じ,その内科的治療の予後は極めて不

良であることが知られている.一方,外科的治療

に関して,最近のRamdasG.Pa豆らは手術死亡率


