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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
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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
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表 1 緊急手術を要する後天性心､疾患

1. 急性冠状動脈閉塞

2.心筋梗塞の合併症

-心室中隔穿孔,心室破裂

3, 急性弁閉鎖不全

4.代用弁開閉機能不全

5.心臓睡揚

6, 心外傷,心内異物 など

の管理上の諸点について述べる.

1. 急性冠状動脈閉塞

従来,心筋梗塞症の発症初期には外科治療は禁忌と考

えられてきた.近年の冠状動脈疾患の診断 ･治療の進歩

は,発症後数時間以内の心筋梗憲症であれば,血行再建

により心筋壊死を防ぐか或いは壊死の拡大が防止できる

ことを明らかにした1)が,数年前までは,院内発症か,

すでに冠状動脈造影の施行してあった一部の "幸運な.A

患者でのみ可能であった.

ところが,1980年代に入り,ウロキナーゼ大量注入に

よる冠状動脈内血栓溶解療法 (PTCR)が成功するよう

になり2㌦ 急性心筋梗塞発症後冠状動脈の再開通はえら

れたものの高度狭窄が残存する患者を多数生み出すこと

となった.再開通例の 2割前後は,再閉塞の危険が高く,

急性期に大動脈冠状動脈バイパス (A-Cバイパス)を

要する "critical"な状態におかれている3).更にはバ

ルーンカテーテルによる冠状動脈形成術 (PTCA)が行

なわれるようになり4),その不成功ではしばしば冠状動

脈閉篭が発生 し,緊急 A-Cバイパスが唯一の救命手

段である場合もある5).また梗寒後,ショックから離脱

しえない場合や,難治性心不全の進行のため,救命の観

点より,梗塞急性期に A-Cバイパスを施行する場合

も生まれている.

2. 切迫心筋梗塞 ･不安定狭心症

教室では1982年より1985年 8月までに32例の A-Cバ

イパス (弁置換など併用例を除く)を施行した.このう

ちニトログリセリン点滴静注にても狭心痛の制御が不能

であったか,大動脈内バルーンパンピング(IABP)や強心

カテコールアミンによる循環補助を必要とした切迫心茄

梗塞 ･不安定狭心症 5例に緊急手術を施行した.5例中

4例は 2-3枝病変 (左冠状動脈主幹部狭窄合併例を含

む)で,いずれも1-4枝に99%～100%の狭窄を有 し
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ていた.PTCR 施行例が2例,下壁梗塞後,前下行枝

近位部狭窄による狭心痛を呈したもの 2例であった.

これらの緊急手術の目的は,4例では救命であり,1例で

は広範前壁梗塞-の進行回避であった.大伏在静脈を用い

たバイパスを1-3本,合計8本設置し,術後平均 6カ月で

全グラフトに開存を認めた.しかし心筋シンチグラフィー

による検索では,90勉以上狭窄でバイパスを設置しな

かった分枝領域に,梗塞の拡大や虚血の残存を認めた.

緊急 A-Cバイパス手術では救命の観点より口J及的

に心停LL時間を短くする必要性から最小限のバイパス数

にとどめる場合もあるが,同時に可能な限り完全血行再

建を追求する5)ことも重要であることを示唆している.

3.心筋梗塞の合併症

教室で1985年6月までに施行 した梗塞合併症に対する

手術は13例であった,このうち心室癖6例,僧帽弁閉

鎖不全 2例の手術は,いずれも急性期を過ぎてから施行

したが,左室自由壁破裂 2例は 2-6病日に,心室中隔

穿孔 3例中 2例は11-15病日に手術を施行した.

広範前壁梗塞による心室中隔穿孔症例の術前経過を

図 1に示 した.第 3病日中隔穿孔によりショック とな

り,翌 6月26日当院救急部へ転院となった.来院時,心

係数 2.21/min/m2,肺体血流比 3.1で, 収縮 期血 圧

80mmHg台であった. ドーパ ミン5r,ニ トログリセ

リン0.07rを用いて治療を開始 したが,胸部 レントゲ

ン像で肺うっ血が出現し,入院当日 IABPを開始した.

強力な内科的治療にかかわらず,その後心胸廓比は次第

に増大,肺体血流比の増加傾向,心係数の減少傾向がみ

られ,肺動脈圧は漸次上昇,さらに右下菓肺炎,右胸水

も出現 し,利尿剤の増量を余儀なくされたため,第15病

目,緊急手術が必要と判断した.左室造影で測定した左

室駆出率は 0.25で,左宴癖部分を除いた馬区出率は0.51

であった.

体外循環下に穿孔部を含め梗塞となった心筋を切除し,

心室中隔と石室自由壁を縫合 した上で,左享自由壁欠損

部に 6×4cmのダウ ロン製パッチを縫著した6).術後し

ばらくは,低心拍出量のため IABP等による循環補助

を要したが,その後順調に回復し,現在什事に従事して

いる.

本例では心室中隔穿孔後,約 2週間強力な内科的治療

を行い,その限界と判断した第15病日手術を行ったが,

急性期の心原性ショックを離脱しえた場合は,本刑のよ

うにタイ ミングをえると手術成績 も良好と考えられ
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図 1 心 室 中 隔 穿 孔 症 例 (広 範 前 壁 梗 塞)

る7).

左室自由壁破裂の 1例は左冠状動脈前下行枝に対する

PTCR 後第 5病 E=こ激 しい胸痛とともに発症 した.心

エコー法,心の う穿刺で確診し,直ちに緊急手術を行い,

救命軽快 した.

4. 自己弁の急性弁 閉鎖不全

従来より,虚血性心疾患に合併 した乳頭筋機能不全,

リウマチや変性にともなう腔索断裂,感染性心内膜炎に

よる弁穿孔などでは,急性弁閉鎖不全が発生することが

知 られている.近年では,これ ら複数原因の合併や高令

者の増加により,しば しば複雑な経過をとり,重篤な心

不全を呈する場合もみられる.

とくに感染性心内膜炎では,強力な治療を要すること

が多い.かかる弁膜症手術症例は最近急増しており,

1985年11月現在32例に達した (蓑 2).これは弁膜症全

表 2 感染性心内膜炎による弁膜症手術例

術 式 活動期 緊急 手術

AVR 16例 4例 2例

MVR 5 2 2

MVP 2 0 い
TVR 1 0 い

AVR + MVR 5 4 3

AVR + TVR 2 1 い
MVR 十 TVR 1 い り

∫汁 32例 11例 7倒

手術症例の 4%を占めている.このうち活動期に手術を

施行 したのは11例で,7例は緊急手術として行なわれた.

術式別にみると,大動脈弁と僧帽弁が同時におかされた

場合は重篤で,AVR十MVR を施行 した 5例中 3例が
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緊急手術であった.手術成績は.予定手術 25例中手術

死 2例に対し,緊急手術 7例中 3例が手術死亡しており,

緊急手術前後の管理には難しい問題が多い.

最近の感染性心内膜炎活動期症例の経験より,以下に

あげる問題が生じたときには,手術により原因を除去し

たほうが,その後の内科的治療が奏功する場合もあると

考えている8).

① 肺うっ血の急性増悪.起坐呼吸などの急激に進行

する心不全

@ 貧血,栄養障害の出現,異化元進

③ 肝障害,腎障害の出現進行

④ 血栓塞栓症の多発,精神症状の出現

⑨ 起炎菌の検出不能,耐性菌の出現

すなわち,本疾患では,起炎菌および心不全に対する

強力な内科的治療が基本であるが,有効な抗生物質を選

択できなかったり,臓器不全を呈する場合には,外科治

療のタイミングを失なわないように注意する必要がある.

5. 代用弁開閉機能不全

教室では1975年以降,代用弁置換に際し,従来の StarT_

Edwardsボール弁に代わり,傾斜開放型機械弁や生体

弁を用いている.このうち表 3に示 した8例で術後遠

隔期に開閉機能不全を生 じた.同タイプの弁置換症例の

3%を占める.

表 3中の 2例日と4例日の症例は,血栓弁による起坐

呼吸 ･肺水腫の出現のため緊急手術を施行した.いずれ

も傾斜開放型機械弁で弁置換後 8カ月および18カ月

であった.術前の人工弁シネ撮影で最大開放角は 360以

下と低下していた.摘出してみると,弁葉および支軸へ

高度な血栓付着を認め,開放時にも有効弁U面積は極度

に低下していた.

近年の機械弁では弁輪および弁葉にX線非透過性の素

材を用いていることが多く,臨床症状の経過と,代用弁
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開放角の変化を追跡していくことにより,かかる開閉機

能不全の早期発見と対策をたてることが比較的容易であ

る.

6. お わ り に

以上,虚血性心疾患,弁膜症を対象として,緊急手

術の経験と管理上の問題点について述べた.これらの症

例の多くは,内科,外科双方での経験の蓄積とタイム

リーな治療法の選択により,治療成績の向上がはかれる

ものである.今後,更に必要十分な討議と轍密な治療方

針の確立が期待される.
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表 3 代 用 弁 開 閉 機 能 不 全 症 例

(Starr-Edwards弁 を除 く)

弁位 弁 棟 原 因 治 療

H.S.4～り一女 A Omniscience 23A 血 栓 弁 待 期 手 術

A.H.38才 女■ M Omniscience 27M 血 栓 弁 緊 急 手 術

S.M.36才 女 M C-Eporcine 27M 弁 穿 孔 持 期 手 術

T.Y.37才 女 M Bjdrk-Shiley 27M .lflL栓 弁 緊 急 手 術

W.M.4才 男 M Hancockporcine25M flJ灰 化パンヌ7, 待 期 手 術

K.H.13才 女 M Hancockporcine25M 待 期 手 術

T.M.28才 男 T SJM 31M 準 緊急手術
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司会 山添先生には CCU の状態と, それ か ら

PTCR を中心に話をして頂き,林先生には狭正一､症,心

筋梗塞の外科治療,感染性心内膜炎,そして最後に人工

弁の機能不全ということを中心にして講をして頂きまし

た .

和泉 第-内科の和泉ですけれども,始めに山添先生

にお聞きしたいのですが, うちで救 急部ができる前の

CCUの死亡率が23%,それから救急部ができましてか

ら25%,いずれも高い値で,これは1960年代にエプシュ

タインが,CCUができない時代の死亡率の成績だと思

うのです.その原因について,どの辺に原因があるか,

先生の見解を聞きたいのですか.

山添 過去のデータの死因を全て調べたわけではない

ので,正確にはお答えすることはできません.しかし,

最近の救急部のデータには,到着した時にはは死亡して

いた状態に近いのを麻生したけれどもだめだった症例も

今回は含めております.また,大学には,県内の病院や

開業医の先生から重症が送られて来ることがあげられま

す.まれには県外からの紹介もあります.そういった他

の病院で困った症例が送られて来るため,死因を見ても

不整脈などのいわゆる電気的な railureで亡 くな られ

るといった症例はほとんどなく,mechanicalfailure,

つまり梗塞領域が大であったためのポンプ失調で死亡す

る例が多いために大学での CCUの死 亡率が高いと考

えられます.

和泉 林先生にお聞きしたいのですか,かなり緊急,

緊急とおっしゃっていますが,先年の言われたことを聞

きますと,内科領域から考える緊急と先生の側から考え

る緊急というのはかなり差があるのではないかと思いま

す.たとえば,先生が出された perrorationの 症例で

すね,やは りあれは electiveemergeneyの概念に入

るのだろうと思いますし,それから私どもから見ますと

やは り angiographyがあー〕て,そして左主幹部あるい

は 三枝の病変があれは,あるいは IABPで狭心痛が消

過 しないという状態であれば,それは electiveemer-

gencyという概念で取 り扱ってもらいたいとい う気持

ちがあるわけです.それに対する先ff.の御見解をお聞き

したいのですか.これは内科 sideと外相 sideでそれ

に対する両方の合意がないとなかなかこういう emergency

の問題について indicationその他で トラブルが絶えな

いということになっていくと思いますので,外科側でも

しそういうことに対 してきちんとした概念が,出来 上がっ

ていましたら,あるいはこういうものに対 しては何時間

以内に,たとえば48時間以内に受け入れられるとか,め

るいは 2カ月以内に受け入れられるとか,これは2週間

以内に受け入れられるとかそういうふうなテンタティブ

な方針がございましたら教えては しいのですが.

林 まず全体の方針ということについては,未確立だ

からこそ今後 discussion していかなければならないと

いうことで,一つこういう場所があると思います.緊急

という言葉の問題は,本当ははっきりさせなければなら

ない問題なのですけれど,その使い分けは,内科外科間

だけでなく,内科医の中でもだいぶ違 うのではないかと

思います.ただ私どもがこの緊急という概念をこういっ

た場で用いる必要性があるのは,例えば unstable

anginaの例をとりましても,十分 controlできてい

るか,controlHJ能で,致死的になる恐れはないとい

う症例と IABP などの supportを行 っていて,突然

ある日,数時間以内に downhillcourseに入る可能

作をもっている症例とに別けられます.後者のような場

合には緊急治療の対象の中に入って くるわけで,内科外

科の問で適当な discussion を行い,どういう時期に

operationをするのかとい う問題としてとらえられて

いるわけです.だから用語の問題も一つあるのですが,

まずは emergencyのintensivecareの対象の中にど

ういった症例を含めるかが問題です.例えば angina頻

発でも必要十分な内科治療が行なわれていない場合は問

題外と思います.真に emergencyintensirecareの

対象は何なのか,この辺の確立が第-の問題ではないか

という気が します.

司会 今,和泉先生が言われたことは非常に重要な問

題だと思うのですが,まだ確立されていないというのか

現状ではないかと思います.

相沢 第一内科の相沢ですが,今の問題なんですが,

本来ならば林先生が答えにくい問題であろうと思います.

というのは emergencyの手術の適応のあるかないか

は原則として内科サイドが決めるべきであって,その適

応があると言った時から何時間以内に可及的に速く,翌

日とか一週間に延ばすべきではないですが,そういう

indicationが あるとした時から actionに入っていた

だくのは本来の tweの emergentな operationだろ

うと思います.ですから,夜中であれ,朝であれ,これ

は内科的な限界であるとした時点,これはもう内科の方

じゃやっていけない,あと数時間とかFlに遣う単位で見

たら非常に悪いと判断した時点で外科との接点をもって,

emergencyoperationを合意すべきであると思いま

す.例えば threevesseleは内科的に rollow すれば

圧倒的に悪いわけですが,それは確率の問題ですね.-Fl
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待てないか,あるいは一目持てたのなら二日待てないか

そういう問題があります.例えば StuckUalueになっ

たらこれはもうどうしょうもないわけです. それから

impendingruptureも.単なる可能性だけ,あるいは

確率で,もし動脈かつまったら心筋梗塞になって死亡す

るか もしれないとい うだけで,慌てないという内科

sideの問題が非常に多いと思います. その辺は外科

から reedbackされて,してほしいと思います.Emer-
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gencyoperationの適応の決定について検討をしてい

くべきところも相当多いと思います.冒頭でおっしゃり

たいことの主旨であろうと思います.

司会 討論はつきないと思いますが,先に進めさせて

いただきます.続きまして,｢血管疾患の外科的救急治

療｣ということで新潟県立ガンセンターの寺島雅範先生

お願いいたします.

7) 血管疾患の外科的救急治療

県立がんセンター新潟病院　第二外科　寺島雅範

血管疾患の外科的救急治療と題して,末梢動脈の急性

閉塞症と急性大動脈解離について,今日の外科治療方針

と問題点を述べたいと思う.

四肢末梢動脈の急性閉塞症

これには古来,塞栓症と血栓症との鑑別かなされてい

るが,重要なものは血栓症である.四肢血栓症は四肢動

脈そのものに病変が存在 し,二次的に急性血栓形成をみ

ることが多い.慢性動脈閉塞症であるバーヂャー氏病や

閉塞件動脈硬化症に血栓形成をみることが一般的であり,

とくに閉寒性動脈硬化症においてその傾向が強い.動脈

壁に内膜病変が存在すると,この部に血小板,赤血球,

白赤球などの凝集を年 じて内腔の狭窄や閉塞をきたし,

この上,下に血流うっ滞と血液凝固性のIJl.進を生 じ,泥

状の赤色血栓を生 じて急性動脈閉塞の形式をとって発症

する.

1) 症状,診断

症状は閉葦の部位,範囲,側副血行の有無などにより

区々であり,一般に多彩であるが,局所の注意深い観察

により,診断はさほど困難ではない.急激な捧痛で発症

し,動脈拍動を消失し,局所の冷感を訴え,四肢先端は

蒼白となり,やがてチアノーゼを呈し,知覚異常を覚え,

筋肉 ･関節は硬直を増し,肢運動麻樺をともなってくる.

発熱,頻脈,白血球増加などの全身症状も表れ,一般的

には, 8- 12時間程度の阻血が続くと組織の変作は非=J

逆的となるとされてきたが,神経は 4-6時間,骨格筋は

6- 8時間.,皮膚は12- 14時間を越えると非可逆的病変を

惹起する危険性が高い.四肢動脈拍動消失の部位と症状

を参考とすれば,急性動脈閉塞であることとその閉寒部

位の推定は困難なことではなし､.確定診断は動脈造影に

よるが,緊急の場合などには,以下の治療をすすめ,た

とえば外科治療などでは,術中アンギオグラフイーとす

ることも少くない.必ずしも動脈造影検査にこだわらな

くともよい.

2) 治 療

緊急の血栓摘除術が施行される.発症早期である程,

手術成績は良好であるが,時間を経過した症例において

は問題が多い.一般に阻血部組織の viabilityの有無

の判断は必ず しも容易ではないが,誹腹前部の硬直,足

関節部運動制限,尖足,知覚脱失などに陥っている場合

は,たとえ血流再開によって肢救命がえられても,下肢

運動麻痔を残すことが多い.

血行再建術は Fogartyバ ルーンカテーテルによる血

栓摘除であるが,動脈切開部から,中枢側,末梢側とも,

それぞれ数回は施行して,ていねいに,血栓が得られな

くなるまでくり返す.血流再開後,患肢腫脹を来すこと

がある.急激な血流再開によりか貿成分の血管外漏出を

生ずるためと考えられるが,高度の腫脹は,いわゆる

anteriorcompartmentsyndromeや誹骨神経麻痔

をきたすことがあり,かかる症例には,F腿において滅

張皮膚切開や筋膜切開をあらかじめ加えておいて,その

発生予防につとめる必要がある.

3) 急性動脈閉塞にともなう全身障害

急性動脈閉塞にともなう全身的代謝障害としては,主

として骨格筋の組織破壊による代謝性アチドージス, ミ

オグロビン尿症による乏尿や腎障害,高カリウム血症,

CPK,LDH,GOT 上昇などが知られている.血流再開

後には,これら代謝産物の washoutによると考えら


