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標値に到達 させるという治療が注目されている.

輸液で中心静脈圧を回復させ,血管作動薬を使用

しても血圧が維持できない場合に,polymyx豆n-B

immobilizedfiber-directhemoperfusion(PMX-

DHPと略記)による治療をどの時点で開始する

かが重要とされる.最近では無作為化割付比較試

験であるEUPHASなど,緊急手術を要する腹腔

内感染から重症敗血症または敗血症性ショック

を生 じた症例においてPMX-DHP療法により生

命予後が改善 したという孝敵告がなされている.当

院では2006年 1月から2009年 12月までの 3年

間で,PMX-DHP療法が舶 症例に施行され,そ

のうち外科での施行例は30症例であった.当村

におけるPMX-DHP療法の現況について,文献

的考察を加えて経営する.

1-1 当院で経験 した下牌十二指腸動脈癌
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症例は57歳,男性.腸炎で入院時 CTにて下輝

き二 指腸動脈痛を発見され当院に紹介された.痩

径 3cmで手術適応と判断され入院.cTにて腹腔

動脈起始部での閉塞も認められ,流入血管の結紫

のみでは騨頭部,肝の血流低下も亀慣 された.そ

のため手術は右総腸骨動脈一胃十 二指腸動脈バ

イパス術を施行,下牌十二指腸動脈痛の流入血管

を結糸し,疲空置とした.術後経過良好にて第 14

病 日退院 した.腹部内蔵動脈痛は稀な疾患であ

り,その中でも下輝十二指腸動脈痛に関して言え

ると死亡率が高いので適応あれば手術を行 うべ

きである.また,解剖をよく理解 して術前に綿密

な計画を立てる必要がある.

15 新 しい人工血管 (Triplex)を用いた胸部太

血管手術の経験

三村 慎也 ･本野 望 ･斎藤 正幸

畠Ⅲ 完治 ･名村 理 ･大関

県11f_新党描病院

心臓血管外科,呼吸器外科

被覆材として非分解性材料を用いた新 しい大

が開発され,その有効性について検討 した.対象

症例 は トリプレックスを使用 した 4症例 とJ

Gra氏を使用した 1症例であり,両群で,出血量,

術後の発熱の有無,ドレ-ンの留置期間などにつ

いて比較検討 した.その結果,トリプレ､ソタスは

人工血管として有望であり,第 1選択となりうる

と考えられる.

16 腹部大動脈癌ステン トグラフ ト (S(i.)治療

における応用 (IFt.丁外使用)

岡本 竹司 ･後藤 達哉 月掛句 直子
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新潟大学大学院 呼印及循環外科学分野

症例は83歳,女性.冠動脈 pCI既往と脳梗塞

既往有り.大動脈終末部径 12mm,左外腸骨動脈

から大腿動脈にかけて高度の石灰化病変有り,莱

梢の landingzoneは十分太動脈内に収まる限局

性 AAAであり,対側脚へのデリバ リーシ-ス挿

入が困難であったため Zenithをシ-スより出し

て雨脚部を切断し再発壊 してから留置 した.術後

明らかなEndo漫eakは認めず 8日目に退院した

E考察】 ハイリスク例で企業が提唱 している適

応 (IFU;instructionforuse)外の症例に対 して,

SGに手を加えて内挿術を施行 した.企業製のス

テントグラフ トに手を加えて行う場合の遠隔期

は未だ不明であるが,ハイリスク愚者で行わざる

を得ない場合もある.一方,SG内挿術では追加

処置を必要とする症例は約 10% と報告されてい

る.適応外使用症例ほど追加処置が多くなるた
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め,基本的にはIFUを遵守すべきと考えられる.

17 当科で使用している肺切除クリニカルパス

ー特に術後硬膜外麻酔短縮について一

白戸 字 ･青木 Lf_･矢澗 l摘 †
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硬膜外麻酔による術後鎮痛の効果は著 しいも

のがあり,肺切除後の肺合併症の予防に効果的と

思われる.しかし-方で,尿閉や吐き気など離床

の妨げとなる副作用も経験する.このため術後早

期からNSAIDを内服することで硬膜外麻酔使用

時間を短縮できないか検討 した.2007年より使

用 している肺切除クリニカルパスの対象患者を

検討 してみると当初硬膜外麻酔使用時間を3冒

間としていたが,副作用の出現で途中中止となっ

た症例が多くあった.昨年 12月より術後硬膜外

麻酔使用は約20時間,術後 1病日朝にNSAIDを

内服するクリニカルパスに変更 した.ただし特に

副作用のなく捧痛を強 く訴える症例には硬膜外

局所麻酔薬を追加 した.このように改訂した利点

と欠点について報告したい,

18 胸膜肺全摘術における人工物を用いない心

膜.横隔膜の再建法
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新潟大学大学院 呼吸循環外科学分野

〔症例 1〕57歳,男性.右胸膜中皮腫に対して術

前化学療法後に胸膜肺全摘術が施行されたが 11

ケ月後に気管支断端癒,全膿胸を発症 して開窓術

が行われた.6カ月間膿胸腔内の浄化を図った後

に気管支断端療閉鎖,大綱充填,胸郭形成術を施

行した.心願に関しては,最初の胸膜肺全摘術の

際に合併切除 されてゴアッテクス心膜パ ッチに

よって補填されていたため,心膜パッチを除去し

た後に自己大腿筋膜で補填した.

〔症例2〕69歳,男性.左胸膜中皮腫に対し横隔

11:>)

膜 合併切除を伴う胸膜肺全摘術を施行した.欠接

した横隔膜は有茎の左広背筋を肋間から胸腔内

に落とし込むことで補填 した

19 beヽ-aeizumヱlb(BEl')治療中に原発巣の穿

孔をきたした結腸癌の 2例
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〔症例 1〕51歳,女性.横行結腸癌 (十二指腸浸

潤 ･肝転移 ･高度 リンパ節転移)にて胃-空腸

バイパス術 .回腸-横行結腸バイパス術施行後,

FOLFOX4療法を 6コ-ス,FOLFOX+beva-

cizumab(以 FBEV)療法を4コース施行 した

後,原発巣が穿孔 し,輝頭十二指腸切除術,右半

結腸切除術,右腎摘出術を施行 した.

〔症例2〕SO歳,男性.上行結腸癌 (多党肝転移)

の診断にて FOLFOX4療法を4コ-ス,FOL-

FOX+BEV療法を8コース施行 した後,原発巣

が穿孔 し,右半結腸切除術を施行した.

以上 BEV治療中に原発巣の穿孔をきたし,緊

急手術を施行 した2例を経験 したので,若干の文

献的考察を加えて報菖する.

20 乳癌のセンチネル リンパ節生検における

OSNA法の経験
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Eはじめに】センチネル リンパ節生検は本年4

月より保険収載され,今後急速に普及するものと




