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反応をみて,それで良ければチアノーゼ,それから酸素

分圧が一応維持できる,可能な量まで Elは下げていく

ようにしています.

司会 プ ロスタグ ランジン Elとインダシンとは

全 く逆の効果なのですが,どちらを使 ったらいいか困る

ような症例というのは経験することがございますで しょ

うか.

竹内 インダシンの適応ということになりますと,莱

熟児において PDA が RDSに悪影響を及ぼ している

時に,インダシン等のいわゆるプロスタグランジン阻害

剤の適応があると言われています.また,最近では,イ

ンダシンよりは,未熟児,新生児領域ではメフェナム酸

(ボンタール⑧)が多 く使用されてお ります.いずれ も

使用にあた ってはインダシン同様,腎血流量を減らした

りとか,そういう様な腎に対する副作用などについて注

意 しながら使わなければならないかと思われます,なお,

プロスタグランジンの適応については先程述べたとお り

かと思われます.
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司会 宮村先生に一 寸お伺い したいのですけれども,

総肺静脈還流異常症の手術適応ということなのですが,

例えばこれも非常に状態が悪いのから,例えば良いのは

極端な例をいいますと成人まで生きる症例もありますの

で,非常に状態が悪 くなってから手術をしますと当然手

術成績も悪 くなるとい うことで,できればいい状態で手

術が必要になると思 うのですが,そういう所でどういう

場合には緊急手術をしなければならないとい う何か考え

はありますで しょうか.

宮村 最 初の手術適応 となる症状とい うのはスライ

ドで示 しま したけれ ども,やは り多呼吸 ,それから

oliguria,頻脈.そういった全身状態を見て決めており

ます.しかし,多 くの場合,乳児期早期に診断がつくと

いうのは,その時からそういう症状が出ている訳ですの

で,乳児期に診断をつけざるをえない症例は,乳児期に

手術をすべきと思います.

司会 続きまして.循環器内科領域の救急治療という

ことで,第-内科の山添先生,お願い致 します.

5) 循 環 器 内科 領 域 の 救 急 治 療

1. 第一内科 CCUの症例

当科では昭和48年12月よりCCU つまり冠状動脈疾患

を中心とした三次救急患者受入れ体制を組んできている.

救急部発足以前つまり病棟に直接患者を受け入れていた

時の症例 217例をみると,急性心筋梗塞症は81例で死亡

数は19例で23%の死亡率であった.次いで,不整脈32例,

完全房室ブロックなどによるアダムス ･ス トークス症候

群が27例と多 くみられたが,この頃はまだペースメーカ

治療が一般的でなかったため.大学に多く移送されてき

たためと思われた.狭心症は25例で死亡例はなかった.

蓑1は救急部開設から昭和60年11月までの救急部に入室

した CCU患者症例である.救急部が満床で第一内科

病棟で処置 した ものは含 まれていないため実際の数は

もっと多いと考えられる.急性心筋梗塞症の死亡率は

25%.解離性大動脈癌は33%と死亡例のほとんどを占め

ていた,症例の年齢は60歳台が一番多く,50歳台,70歳

台の順で,紹介 して頂いた医療機関の内訳は.新潟 市

以外の県内病院が28%と最も多く,市内の病院が19.5%.

市内の開業医の先生が12.2%であり,学内発症と外来通

新潟大学第一内科　山添優

表 l CCUの症例 と死亡数

(救急部開設昭和55年10月～昭和60年11月)

症例数 妃亡数

急性心筋梗塞 40 lO

解離_性大動脈噛 9 3

不安定狭心症 7 0

頻脈件不整脈 7 0

心タンボナ-チ .心膜炎 5 0
心筋症 .心筋炎 4 1

急性左心不全 3 0

完全房室ブロック 2 0
その他 5 0

院患者が10%づつみ られた.

2. 急性心筋虚血の救急治療

以 上のCCUでの成績からわかるように,循環器内科

領域で症例数が多 く死亡率も高いのは急伸心筋虚血なの
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図 1 急性 心 筋 虚 血 の 治療

で,今回はその治療について述べる (図 1),

ごく早期,つまり胸痛発症直後では不安定狭心症か,

急性心筋梗塞症を鑑別することは不可能であり.治療上

もあまり重要でない.何故なら,ごく早期の適当な治療

により.冠状動脈閉塞部位が再開通すれば,本来心茄梗

塞になる症例が心筋梗塞に至らない例もあり得るためと

考えられる.そのため発症直後の不安定狭心症と急性心

筋梗塞をまとめて急惟心筋虚血として治療にあたるのが

実際的でありl),結果として狭心症か小梗塞にとどまれ

は成功と言える.

持続する胸痛と心電図変化があり急使心筋虚血と考え

られる患者を診たら,血圧低下がなければ到着前のニ ト

ログリセリン舌下の有無にかかわらずニ トログリセリン

舌下を行う.これで胸痛が消失し心電図変化が戻れば,

心電図モニターを して亜硝酸剤などの内科治療で観察

する.ニトログリセリン舌下でも胸痛が持続する場合は.

Ca括抗剤 ･ニ トログリセリン静注を開始 し,同時に緊

急冠動脈造影の準備も始める.大動脈バルーン･パンビ

ング (IABP)も経度的バルーンのHi現で挿入が比較的

容易になってきたので,胸痛発作がコントロール出来な

い時や血圧低下がみられる時には,バ ルーンの使用はた

めらわずに早めに行うのが良い.冠動脈造影が出来ない

施設では静注による血栓溶解療法もやむを得ないが,覗

段階では,可能なら緊急の冠動脈造影を施行すべきであ

る.何故なら,冠状動脈内にニ トログリセリンやウロキ

ナ-ゼなどの血栓溶解剤を注入し再開通を図ることが可

能なことの他に,冠動脈病変の程度や側副血行路をきち

んと把握できる大きなメリットがあるからで,その後の

患者の unstable状態によっては,更にPTCA(経皮約

冠状動脈形成術)や緊急ACバイパス術も考慮されるた

めである,責任冠状動脈が再開通し患者の状麿が stable

な状態になれば,亜硝酸剤 ･Ca括抗剤 .抗凝固療法な

どで治療 しながら出来れば CCUで管理する.再開通 し

ない場合,患者の状態が unstableな場合は,PTCA
や緊急 ACバイパス術を考慮する.

到着時血圧低下があれば,dopamine(イノバン)な

どの昇圧剤を使用しながら直ちに IABPを挿入 して緊

急冠状動脈を施行する.施行前に,不安を与えないよう

に本人-説明し,家族には十分説明し同意を得るのはも

ちろんである.

3.経度的冠状動脈再開通療法 (PTCR)

近年施行されてきている PTCRつまり桂皮的冠状動

脈再開通療法はウロキナーゼ等による血栓溶解療法の他

に,緊急の冠状動脈形成術 PTCAやニ トログリセリン

等による再開通も含めることもある.

急性心筋虚血の発生メカニズムは現在のところ不明で

あるが,発症直後には,心筋梗塞のほとんどの症例と不

安定狭心症の一部の症例で責任冠状動脈に血栓形成がみ

られることが,最近の急性期冠状動脈造影により明らか

となってきた2).発症後,かなりの症例で血栓溶解によ

る再開通がみられるが,血栓溶解療法は.この血栓溶解

を発症直後に促進 して,梗塞領域の縮小を図るのが目的

である.もちろん.不安定狭心症の場合は梗塞-の移行

を予防することにあるのは言うまでもない.血栓溶解療

法の絶対禁忌としては,出血中の患者 ･頭蓋内腫療患者 ･

2カ月以内の脳や脊椎手術 ･10日以内の胸腹部手術や消

化管出血などがあげられており,実施前に家族からの既

往歴の聴取と承諾が必要である.

当科での血栓溶解療法の症例は 5例で,全て前壁側の

梗塞であった.冠動脈病変は 3例が左前下行枝近位部つ

まり N0.6が完全閉塞,他の 2例は99%狭窄であった.

発作からPTCRまでの時間が6時間以上の場合は PTCR

の適応外と考えられており,当科の症例も発症後 1.5か

ら4.5時間であった.結果は4例が生存,左主幹部99%

狭窄と左前下行枝完全閉塞の 1例は死亡した.

図2に実際の症例を示す.症例は61歳男性で,発作後

1時間足らずで入院し,心電図では V2からV4での T

波増高と,V3･V4でのR波滅高がみられたがST変化
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囲 望 血栓溶解前後の冠状動脈造影像

ははっきりしなかった.この時点で急性}L儲 梗塞と確診

は出来なかったが,症状が持続 しこゝエコーで左室中隔か

ら心尖部にかけての壁運動異常がみられたため,緊急冠

動脈造影を施行 した.園 望上段は,右前斜位30度の左冠

動脈造影です左前下行枝近位部 N0.6で完全閉塞 して

いた.図 2卜甘 .更.17L7十十-ゼ72万判立注入後-~工 左前

下行枝は末梢まで遺影されて再開通しているが書起綾部

闘 ま血栓と思われる欠損像,その末梢部をこ狭窄がみられ

る.

血栓溶解後の心筋 salv昭eに影響を与える因子とし

てぼ,くま)虚血の持続時間,(2)虚血の太ききや(3)痩

塞の部位,(4)薬物療法の有無や,虚血中の心拍数 ･血

圧などがあげられている,血栓溶解までの虚血の持続時

間は短時間であればあるほど治療結果は良いと考えられ

るが,心筋救済の鹿からみると,3時間以内に再開通を

はかるべきと考えられ,6時間を過ぎたら PTCRの適
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応は原則として無いと考えられている.虚血の東ききに

影轡を与えるものとして,側副血行路の程度,完全閉茎

か垂完全閉塞か,血栓溶解後の残存狭窄の程度が挙げら

れる.このため,発症後出来るだけ学期に完全閉菱を脱

した方が良く,残存狭窄が高度な場合には,動 こPTCA

や ACバイパスも考慮する必要がある,

本邦における多施設アンケ-卜による PTCRの成績

では,発作から冠動脈造影開始までの時間と血栓溶解有

効率との問をこぼ大きな違いはないが統計 ヒ2時間以内の

症例の有効率が2時間以上より良いという結果となって

いる.また,このアンケ-卜をこよる UK 投与層 と累積

有効率の結果では号72万単位投与までの累積有効率は

61%で96万単位投与までの累積醤効率65%と96万単位以

上投与 しても,有効率はあまり増えないことがわかった.

転帰をみると†PWCR有効例での病院死亡は6.3%,

PTC民 無効例での病院死亡は13.3%とPTCR有効例で

の病院死亡が有意に減っていた.

今後は血栓溶解剤として,より有効で,全身的な線溶

系-の影響が少ないといわれている組織プラス ミノーゲ

ン♯アタチベ-夕が使用されると考えられ,業際をこと卜

培養悪性メラノ-マ細胞からのものや遺伝子組み換え技

術による組織プラス ミノ-ゲン･アクチベ-タが使用さ

れ始めている.

･t.不安定狭心症 と心筋梗塞症

当科の成績でも,急性心茄梗塞症になると死亡率は高

く,梗塞範囲が広いと救命が難しいのが実情である.そ

れに反し,狭心症段階での精義治療が電要で,特に不安

定狭心症と臨床的に判断される場合は薗ちに入院させ,

内科的治療,場合により緊急冠動脈造影を行いACバイ

パス術などを施行すれば,救命率は高くこの段階での治

療が必須である.

不安定狭心症は ,アメ uかCJ､臓協会の定義では,

(1)新 しく始 ま-)た労作鮭狭心症 (NewAnginaof

E好oTt):初めて労作性狭心症が生 じたか,6カ月以上

たって再発したもの,(2)狭心症パタ-ンの変化 (Ch-

an嘗in琵Pattern):以前安定狭心症のものが,発作の頻

度 申持続時間や強さが増強したり℡発作が容易に誘発さ

れるようになったもの,(3)新しく始まった安静時狭心

症 澗 ewAnginaaもResD:新 しく出現し,持続は15

性の ST上界かST下降またはT波の逆転を伴うもの,

以上の 3種類をこ分類されている.外来において,この定

義にあてはまる患者を診たら,入院治療と精義を勧める
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ことが急性心筋梗塞-の移行予防に大事である.

5. ま と め

CCU の変遷をみると,スワンガンツ ･カテーテルや

動脈圧 ラインによる血行動態監視,キシロカインなどの

抗不整脈剤,一時ペーシング,IABP使用の時代から最

近は,積極的に緊急冠動脈造影を施行 して病変の程度を

把握 し,血栓溶解療法や PTCA･緊急 ACバイパスで

治療するようになってきている.今後は,組織プラス ミ

ノーゲ ン･7クチベータによる血栓溶解,レーザーを利

用 した PTCA,人工心臓,自動除細動器,新 しいペー

スメーカなどによる治療もおこなわれると考えられる4)

5)6I7)

現段階では,急性心筋虚血時の心筋救済には発症後 3

時間以内の再開通が重要で.新潟地区において発症後出

来るだけ早 く.1時間以内位に専門施設-移送する体制

づ くりが今後の課題である,
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司会 質問がございませんで したら,林先生の講演が

終わってから,またお聞きすることにいた しまして,読

きまして後天性心疾患における緊急手術とその管理とい

うことで,第二外科の林先生,お願い します.

6) 後天性心疾患における緊急手術とその管理

Surgical management of fetal or rapid progressive

aquired heart disease in adults

緊急手術を要することのある後天性心疾患の主なもの

を表 1に示 した.病態の緊急性よりみると,心室破裂

や心外傷のように緊急の外科的治療以外に救命の手段の

ない疾患,心室中隔穿孔,急性弁閉鎖不全のように通常

手術が不可欠となるが,内科的治療により安全至適な手

新潟大学第2外科　林純一

術時期の設定が望ましい疾患,急性冠状動脈閉塞のよう

に内科的治療技術の進歩により,手術の対象や適応基準

が歴史的に変動 している疾患,などに大別される.

本シンポジウムでは,虚血帆 L､疾患,弁膜症を対象と

して,主として教室での経験にもとづき,緊急手術とそ


