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第 11 回 中日本 Case Review Course
会長挨拶

第11回中日本Case Review Course開催にあたりご挨拶申し上げます。
中日本PCI研究会では、春のケースレビューコース、秋のライブデモンストレーションと年二回
の大きなイベントを開催しています。今回第11回を迎えるケースレビューコースは症例検討を基本
とした会です。個々の症例をより深く、詳細に検討することを目的としています。そして、いわゆ
る「後出しジャンケン」理論にならないような進行も心掛けています。エビデンスに基づいた治療を
基本とするのみならず、実臨床でのEBMだけでは対応しきれない状況についても十分な議論ができ
ると考えています。
昨今、完成形ともいえる種々の薬剤溶出性ステントを使用して初期成功、再狭窄の低減といった
efficacyについては十分な結果が得られるようになりました。一方で、長期にわたっての安全性
（safety）について、より高いレベルが要求されるようになっています。抗血栓療法に関するガイド
ラインは新たな知見をもとに年々改訂され、出血性合併症を減らすことに重点が置かれています。
第一世代のBVSであるAbsorb®が発売中止となったことは非常に残念でしたが、これも安全性を重
視する時代の流れを考慮した結果でしょう。DCBや最近復活したDCAを駆使したステントレス治療
が注目されるのも、長期における安全性が求められている証拠ともいえます。
一方、心血管インターベンションは侵襲的な治療であることはいうまでもなく、術中や術直後に
様々な合併症が起こり得ます。遠隔期のみならず周術期の安全性を担保するためには、合併症発生
時の対応を熟知しておくことが非常に重要です。そこで、今回のケースレビューコースのメディカ
ルテーマは「手技合併症」とさせていただきました。実際に個人や個々の施設で経験できる合併症は
それほど多くありませんが、症例検討を通して経験や知識を共有し、日常診療に役立てていくこと
を目的とします。なかでも冠動脈穿孔は重篤な合併症のひとつであり、治療法としてはコイル塞栓
が最も確実で効果的です。今回は本会初の試みとして、角辻暁先生にご協力いただきコイル塞栓に
ついてのハンズオンを行うこととなりました。特別講演「心タンポナーデを作らないコイル塞栓術」
とあわせて、適切なコイルの使い方を学ぶ良い機会になれば幸いです。
コメディカルセッションでは、「CTO-PCIにおけるコメディカルの関わり」と「Complicationに出

会ったら」の2つのセッションを用意させていただきました。Complex PCIの際や緊急時におけるコ
メディカルの役割は重要です。各施設のやり方を紹介し、活発な質疑応答となることを期待してお
ります。
最後になりましたが、本コース開催にあたりご尽力いただきました先生方、コメディカルの方々、
医療機器、製薬会社、事務局の方々に深く御礼申し上げます。

水戸ブレインハートセンター　循環器内科

上　原　良　樹
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第 11回 中日本 Case Review Course

会 場
メディカルセッション
フクラシア八重洲　A会議室

会 場
コメディカルセッション
フクラシア八重洲　D会議室

10:00 開会の挨拶　上原　良樹

10:05

11:30

Case Review session PCI
「合併症」

座長
野口　祐一 （筑波メディカルセンター病院　循環器内科）

武藤　誠 （埼玉県立循環器・呼吸器病センター　循環器内科）

「仮題：PCIにおける合併症に対する対応（基調講演）」
小田　弘隆 （新潟市民病院　循環器内科）

コメンテーター
小松　孝昭 （キッコーマン総合病院　循環器内科）

小堀　裕一 （戸田中央総合病院　心臓血管センター内科）

中村　智弘 （さいたま市民医療センター　内科）

ケースプレゼンター
①下地　顕一郎 （済生会宇都宮病院　循環器内科）

「CTO症例における合併症」

②山村　遼 （福井県立病院　循環器内科）

「労作性狭心症に対し、左前下行枝 高度狭窄の
治療症例」

③厚見　佳彦 （高瀬クリニック　循環器内科）

「冠動脈 CT検査で合併症が予測し得た 1例」

11:00

11:30

コメディカルセッション
「心タンポナーデを作らないコイル塞栓術」

座長
佐野　始也 （高瀬クリニック　診療放射線技師）
田島　修 （埼玉県立循環器・呼吸器病センター

   放射線技術部　診療放射線技師）

演者
角辻　暁 （大阪大学大学院医学系研究科　国際循環器学）

11:40

12:40

ランチョンセミナー
 （共催：バイエル薬品株式会社）

「抗血栓療法全盛期における出血イベントの
  考え方」

座長　上原　良樹
 （水戸ブレインハートセンター　循環器内科）

演者　香坂　俊 （慶應義塾大学医学部　循環器内科）

＊ランチョン会場はA会議室のみになります
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12:50

15:20

Case Review session 第二部
「合併症」

座長
中田　晃孝 （三愛病院　循環器内科）
武安　法之 （茨城県立中央病院　循環器内科）
疋田　浩之 （横須賀共済病院　循環器内科）

コメンテーター
安齋　均 （太田記念病院　循環器内科）
土井　宏 （久我山病院　循環器内科・心臓血管センター）
角田　修 （鹿嶋ハートクリニック　循環器センター）

ケースプレゼンター
①景山　倫也 （那須赤十字病院　循環器内科）
「合併症症例」

②藤本　善英 （千葉大学医学部附属病院　循環器内科）
「Retrograde wire crossing 後 の Externalization
に難渋し合併症を併発した CTOの 1例」

③中西　啓太 （つくばセントラル病院　循環器内科）
「維持透析を導入した虚血性心疾患の一例」

12:50

14:30

コメディカルセッション1
「CTO-PCIにおけるコメディカルの関わり」
座長
後藤　亮 （秀和総合病院　循環器内科）
田口　慎介 （水戸ブレインハートセンター　循環器内科）

コメンテーター
戸井田　悠貴 （水戸ブレインハートセンター　臨床工学技士）
磯崎　みどり （水戸ブレインハートセンター　看護師）
佐野　始也 （高瀬クリニック　診療放射線技師）

演題
①佐野　始也 （高瀬クリニック　診療放射線技師）
「CT画像から考える治療戦略と合併症予測」
②中西　基修 （草津ハートセンター　臨床工学部　臨床工学技士）
「CTO-PCIにおけるコメディカルの関わり」
③大高　奈緒美 （水戸ブレインハートセンター　看護師）
「CTO-PCIにおけるカテ室看護師の関わり」
④深谷　弘樹 （水戸ブレインハートセンター　診療放射線技師）
「放射線技師として CTO-PCIの臨み方」

14:30

15:30

コメディカルセッション２
「complicationに出会ったら」
座長
村澤　孝秀 （東京大学医学部附属病院　医療機器管理部
   血管撮影室主任　臨床工学技士）
五十嵐　直大 （新潟市民病院　臨床工学科　臨床工学技士）

コメンテーター
塚本　毅 （関東中央病院　臨床工学科　臨床工学技士）
中西　基修 （草津ハートセンター　臨床工学部　臨床工学技士）
金澤　孝一 （長野中央病院　心臓病センター科　科長）

演者
①秋山　大樹 （茨城西南医療センター病院　循環器内科）
「遅発性に心タンポナーデを合併したガイド
ワイヤによる冠動脈穿孔の 2症例」

②渡部　浩明 （茨城県立中央病院　循環器内科）
「屈曲を伴う右冠動脈の石灰化病変に対して PCI
を施行した CPA蘇生後の一例」

③木村　郷 （水戸ブレインハートセンター　循環器内科）
「CTO-PCIの帰室後に心タンポナーデをきたした
一症例」

15:30

16:00

Case Review Session 特別講演
「心タンポナーデを作らないコイル塞栓術」
座長
上原　良樹 （水戸ブレインハートセンター　循環器内科）
中西　啓太 （つくばセントラル病院　循環器内科）

演者
角辻　暁 （大阪大学大学院医学系研究科　国際循環器学）

16:00

17:00

Case Review Session 特別プログラム
「心タンポナーデを作らないコイル塞栓術」
コイルエンボリ ハンズオンセッション
グループ分けにてハンズオントレーニング

閉会
挨拶 高瀬　真一
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Case Review session PCI　『合併症』

1 CTO症例における合併症

下地　顕一郎（済生会宇都宮病院　循環器内科）

　症例は68歳男性、高血圧で近医かかりつけであった。健診で冠動脈CT施行したところ、右冠動脈

の高度狭窄が疑われ当院紹介となった。CAGでRCA CTOを認めた。

　RCAは近位部で完全閉塞であったがCTO entryはアンギオ上明らかではなく、径が小さな側枝で

閉塞しているためIVUSも挿入できない状況であった。

　本演題ではこの症例の治療戦略と術中生じた合併症のbail outに関して議論する。
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 労作性狭心症に対し、左前下行枝 高度狭窄の治療症例

山村　遼（福井県立病院　循環器内科）

【症　　例】 86歳　男性
【主　　訴】 症状なし（無症候性心筋虚血）
【現 病 歴】
　受診の1週間ほど前から左胸背部痛を認めていたが、病院には受診せず経過をみていた。徐々に
症状が強くなり、発作時には冷汗も伴うようになり救急部を受診した。すでに心筋逸脱酵素が高値
（TnT 1.5）、心電図ではII, III, aVfでnegative T波を認めており、最近発症した下壁心筋梗塞と判断。
緊急経皮的冠動脈形成術を施行し、右冠動脈 #2-100% Ultimaster stent 2.75/33mmを留置した。
　左前下行枝に高度狭窄が残存しており、約2ヵ月後に残存狭窄の治療の為、再入院とした。

【冠危険因子】 高血圧症、脂質異常症、過去喫煙（60歳で禁煙）
【既 往 歴】 85歳　急性下壁心筋梗塞
【検査所見】 Labo data：WBC 5500, Hb 14.0, Plt 13.9万BUN 23.9, cre 1.49,
 　　　　　  CPK 60, LDL-cho 49, BS 128, HbA1c 5.2
 ECG：HR 76bpm, Sinus, II, III, aVf, V5, V6でQS pattern, negative T
 UCG：LAD 49mm, LVDd 45mm, M.simpson 51%
 　　　Wall motion ; apex ; severe hypokinesis, inferior ; moderate ～ severe hypokinesis

【CAG所見】 　　　　　右冠動脈　　LAO 44　　　　　　　　　　左冠動脈　CRA 30

2
Case Review session PCI　『合併症』
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3 冠動脈 CT 検査で合併症が予測し得た1例

厚見　佳彦（高瀬クリニック　循環器内科）

【症　　例】 71歳　男性
【主　　訴】 胸痛
【現 病 歴】 2004年，2005年，2006年に他院でPCI歴がある.（詳細不明）
 2017年X月に胸痛を主訴に当院の外来を受診した. トレッドミル運動負荷心電図試験が

陽性であり冠動脈CT検査を施行したところ右冠動脈（#2, #3）にPositive remodelingを
伴う75%狭窄を認めた. 

【既 往 歴】 高血圧症，脂質異常症，陳旧性脳梗塞，右腕頭動脈閉塞症
【検査所見】 L/D: WBC 7400, Hb 13.6, BUN 19.4, Cre 1.11, T.Chol 137, TG 158, HDL 32, LDL 93 
 UCG: EF 58%, mild hypokinesis in inferior, Dd 44, no valvular disease 
【経　　過】 冠動脈造影検査を施行したところ左冠動脈に有意狭窄は認めず右冠動脈（#2, #3）に75%

狭窄（Tandem lesion）を認めた. 運動負荷心電図検査が陽性であり同部位に薬剤溶出
ステントを用いて治療する方針とした. 後日右浅大腿動脈より7Frシースを挿入し7Fr 
Hyperion JL 4.0のガイディングを用いて手技を開始した. 

　　　　　　【冠動脈CT検査所見】

　　　【冠動脈造影検査所見（LAO view）】 【冠動脈造影検査所見（Cranial view）】

Case Review session PCI　『合併症』
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景山　倫也（那須赤十字病院　循環器内科）

【症　　例】 50歳代　男性
【主　　訴】 労作時の胸部圧迫感
【冠危険因子】 糖尿病、喫煙
【現 病 歴】
　慢性関節リウマチで膠原病内科に通院中の方。2017年10月頃から労作時に胸部圧迫感を自覚する
ようになり、心精査の依頼あり。運動負荷心電図で虚血性心疾患が疑われ、2017年12月に冠動脈造影
検査を行った。その結果、RCA #3 99%、LCX#13 90%であった。まずRCAにPCIを行い、後日、LCX
に対しPCIを行った。LCX病変部は比較的石灰が強く、デバイス通過が困難であった 。

【現　　症】
血液検査： WBC:8400, Hb:14.6 g/dl , BUN 15 mg/dl, Cre 0.77 mg/dl（eGFR 81.3）, LDL 89mg/dl , 
 HDL 47mg/dl, TG 39mg/dl, HbA1c 6.8% 
心電図：洞調律、整、ⅡaVF ST-T低下、V5V6 陰性T波
心エコー：左室後壁の収縮がわずかに低下 EF 63%、壁の菲薄化はなし
冠動脈造影：

Case  Review  Session　第二部　『合併症』

1
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 Retrograde wire crossing後のExternalizationに難渋し合併症を併発したCTOの1例

藤本　善英（千葉大学医学部附属病院　循環器内科）

70代男性
現病歴：1985年に他院にてCABG施行（SVG-LAD）。1998年にはAAAのopeを施行。労作性胸痛があ
り心臓CT施行したところ、SVGのグラフトの閉塞を認めた。CAGを施行したところ、SVG-LAD閉塞、
RCA#2 50%、#3 50%、LAD#6 CTO、LCX #13 90%であった。LADのCTOに対するPCIを施行した
がfailureであった。再CABGを勧めたが、PCIによる血行再建を希望したため、re-try目的に当院に紹
介となった。
CTOの入口部にはstumpはなく高度の石灰化が壁のように立ちはだかっていた（図１）。CTO distalの
LADにはRCAよりseptal経由とapex経由のcollateralが認められた（図2）。前医で施行したCTOに対す
るPCIは、Antegradeのみでsingle wireでConquest proまで使用したがワイヤー不通過であった（図3）。 
Risk factor：糖尿病、高血圧、脂質異常症

図１

図３

図２

Case  Review  Session　第二部　『合併症』

2
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Case  Review  Session　第二部　『合併症』

3  維持透析を導入した虚血性心疾患の一例

中西　啓太（つくばセントラル病院　循環器内科）

【症　　例】 70歳　女性
【主　　訴】 呼吸困難
【現 病 歴】
　糖尿病を近医で指摘されていた70歳の女性で，浮腫傾向が強くなってきたとのことで，2017年11
月に腎臓内科を紹介受診となった．来院時すでにcre 5.12であり，糖尿病性腎症，ネフローゼ症候群
による心不全を呈していたため，透析導入の方針となり，入院となった．
　入院後，透析を導入し，体重コントロールも行ったが心不全管理に難渋し，冠動脈CTでは動脈硬
化性変化を強く認めたため，精査・加療目的で当科受診となった．

【冠危険因子】 高血圧，糖尿病，喫煙
【既 往 歴】 特になし

【現　　症】 身長 152cm, 体重 44.5kg, 血圧 146/72 mmHg, 心拍数 76 bpm, 意識清明，肺音清，心雑音
認めず，腹部軟，下腿浮腫軽度あり

【検査所見】 Labo data：WBC 4900, Hb 8.7, BUN 31.8, cre 5.92, Alb 1.9, AST 9, ALT 3, CPK 21,
LDL 345, HDL 44

【経　　過】 12月26日に冠動脈造影を施行．1月9日にPCI施行．
【CAG（12/26）所見】 #7  90%+90%,  #13  90%, #15 99%
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コメディカルセッション1　『CTO-PCI におけるコメディカルの関わり』

1

2  CTO-PCI におけるコメディカルの関わり

中西　基修（草津ハートセンター　臨床工学部　臨床工学技士）

CTOの PCI は Open-vessel の PCI に比べ難易度が高く、成功率はオペレーターの力量に依存する割
合が多かった。しかし、近年では様々な CTOデバイスや Retrograde approach によるワイヤーの通過
方法や考え方、また CTや IVUS による画像ナビゲーションによる支援などによって CTOの成功率が
向上している。PCI に従事するコメディカルはオペレーターをサポートする立場として、それぞれの専
門性を活かし、手技の成功や合併症への対応などに関わっており、今回当院の業務を含めて紹介する。

   CT 画像から考える治療戦略と合併症予測 』 

佐野　始也（高瀬クリニック　診療放射線技師）

心臓 CTは冠動脈の形態、狭窄だけでなく CAGでは描出できない血管壁プラークなどの評価が可能
なことから装置の進歩とともに循環器医師の絶大な信頼を得ることとなった。現在では診断だけでなく
治療支援としても欠くことのできない画像情報となっている。
心臓 CTにおいて診断、治療に有益な画像を提供するためには撮影技術だけでなく、画像解析におい
ては病変の特徴や治療戦略、合併症などを十分理解することが重要である。
本発表では、320 列 ADCT （Aquilion ONE vision edition）にて撮影された臨床画像から考えられる治

療戦略、合併症の予測について、さらに、その後の冠動脈インターベンション（PCI）におけるAngio 画
像や IVUS 画像を含めた治療過程について代表的な症例を提示する。 
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  放射線技師としてCTO-PCI の臨み方

深谷　弘樹（水戸ブレインハートセンター　診療放射線技師）

【事前準備】CTOに限らず、前日に心臓カテーテル検査予定の患者情報をカルテや過去画像より確認す
る。当日は循環器内科、心臓血管外科医師によるカンファレンスに参加することで、ターゲット病変の
確認、治療計画、その他の合併症等の情報が得られる。また、CTO病変等ある程度長いスパンの治療の
場合は今後の治療方針等の情報が得られる。
同一部位の治療の場合は、技師から医師へ前回被曝線量を伝える。
コメディカルスタッフカンファレンスを行い得られた情報をカテ室スタッフで共有する。
【被曝低減】CTO-PCIのように長時間におよぶ治療の場合、被曝線量の増加は避けられない。当院では
2Gyで一度声かけ、その後1Gyごとの声かけを行っている。
また、被曝線量低減を目的として水ファントムを用いて、撮影と透視保存の被曝線量を比較した検証を
行った。結果、当院の装置では線量率を1/10に低減できることが示唆された。
過去のCTO症例に対して、上記の線量率で換算し被曝線量を計算したところ、約200mGy被曝線量が低
減できた。
この検証結果を循環器内科医師に報告し、手技中の短時間で画質の影響を受けない撮影（Balloon拡張、
IVUS確認、GW変更時）を透視保存に変更した。
【まとめ】事前情報から治療計画を理解し検査に臨むことが重要である。また、カテ室スタッフ間で得ら
れた情報を共有しチームとして治療に臨む。
放射線技師として常に被曝線量低減を意識して検査に臨む。

  CTO-PCI におけるカテ室看護師の関わり

○大高　奈緒美、磯崎　みどり（水戸ブレインハートセンター　看護師）

【背景・目的】当院は2001年、水戸市に開院し病床数88床の小規模病院である。年間約500件の経皮的冠動脈
形成術（PCI）を実施しており、その中で慢性完全閉塞（CTO）は年間約50症例実施されている。当院のカテ室看護
師は専任2名、手術室兼務者3名で循環器と脳外科の専門性の高い血管内治療に対応している。
CTO治療は非常に長時間を要し、患者をはじめ、術者やスタッフにも負担がかかるのは周知の事実である。そのよう

な状況の中で、医師のフラストレーションの軽減や患者の苦痛の時間短縮が重要であると考えた。そこで術中のカテ室
の環境調整や、治療に必要とされる情報をデータベース化した「カテ室看護サマリー」を導入した。
さらに当院ではPCIに関わる種々の勉強会を実施している。多職種が参加できる勉強会で、術中の振り返りができ、
各個人のレベルアップにつながる良い機会となっている。
これらCTO-PCIにおける当院カテ室看護師の関わりを紹介する。

【まとめ】術者は、多種多様のデバイスを使用しており、カテ室看護師は、絶えず術者が何を必要としているかを把握
しなければならない。先を読むことで治療が円滑に進行するようサポートすることが重要と考える。
「カテ室看護サマリー」には、過去の治療履歴や用いられたデバイス、患者のADLや治療に影響を及ぼす事項等を
記載している。治療前に「カテ室看護サマリー」を見直すことで見逃していたこと、気付いていなかったことに気付くこと
ができ、また事前に医師へ報告しオーダーの追加修正ができることや、医師のデバイス選択にも働きかけることができる。
事前の準備がスムーズになれば、治療も円滑に進み、治療時間の短縮にもつながっていく。カテ室看護師も患者に対

して効果的な声掛けや対応もできるようになると思われ、データベース化は有効であり、サポートするうえで必要であると
再認識した。
さらにコメディカルが参加できる勉強会は、術中の振り返りに加え、今後の治療患者の事前情報を得られることができ、
各個人の心構えができる場と考える。

コメディカルセッション1　『CTO-PCI におけるコメディカルの関わり』

3

4
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  屈曲を伴う右冠動脈の石灰化病変に対してPCIを施行したCPA蘇生後の一例

渡部　浩明（茨城県立中央病院　循環器内科）

症例は 70 代、男性。某日ゴルフ中に失神し、頭部を打撲。心肺停止状態であり救急要請と同時に
Bystander CPR が開始された。救急隊到着時心室細動を認めたため除細動が施行され、洞調律に回復
した。当院来院時意識障害が遷延し、挿管・人工呼吸器管理となった。また、来院時の頭部 CTにて頭
蓋骨骨折と外傷性くも膜下出血・脳挫傷を認めた。心室細動の原因検索目的に緊急 CAGが施行され、
#7 75%, #11 99%, #1 75%, #2 99% と 3 枝病変を認めたが、頭蓋内出血を合併していたため、血行再建
は施行せず IABP留置の上、CCUに帰室した。急性期治療を行い病状が安定した後に右冠動脈に対して
PCI を施行した。治療対象病変は#2 の石灰化を伴う高度狭窄病変であったが、#1 に屈曲を伴う石灰化
病変を有していた。左橈骨動脈穿刺にて PCI を開始し、GWを通過させた後に IVUS が #2 の狭窄部を
通過しなかったため、Rotablator を施行する方針とした。#2 の石灰化病変に対する切削後、#1-#2 への
polishing run 中に Rotablator の回転数が低下。#1 の屈曲部に冠動脈穿孔を認めた。幸い心嚢内に穿破
はしておらず、血行動態も崩れなかったため、Graftmaster を 2 本留置し、bail out することができた。
今回屈曲を伴うRCA高度石灰化病変に対するRotablator により冠動脈穿孔を来たした 1例を経験し
たので報告する。

 遅発性に心タンポナーデを合併したガイドワイヤによる冠動脈穿孔の2症例

秋山　大樹（茨城西南医療センター病院　循環器内科）

【背景・概要】Percutaneous coronary intervention（PCI） における冠動脈穿孔の合併率は、報告によって差があ
るものの概ね0.5%程度とされ、そのうち半分ないしはそれ以上がガイドワイヤによるものとされる。今回、我々はPCIを終
了して帰室したのちに心タンポナーデが明らかとなり、処置を必要とした2例を経験した。診断・治療にあたって欠かせ
ないコメディカルスタッフのとの連携等も含め、多少の考察を加えて報告する。
【症例1】77歳男性。うっ血性心不全の発症を契機に虚血性心疾患を指摘され、左冠動脈前下行枝のびまん性高度
狭窄に対するPCIを目的に入院となった。右橈骨動脈から6Fr systemでPCIを施行。病変から分岐する対角枝にワ
イヤをクロスし、側枝保護を行いつつステント留置を完遂した。最終造影でワイヤプロテクションを行っていた対角枝の
末梢にわずかな造影剤血管外漏出を認めていたが、治療終了時に気づくことができなかった。帰室約4時間後に血圧
低下で心タンポナーデが顕在化し、ドレナージを要した。幸い出血量は少なく、ドレナージのみで保存的に経過を観察し
たところ、止血を得られ、PCI施行後7日で独歩退院した。
【症例2】59歳女性。労作性狭心症に対して、PCIで血行再建を行う方針となり、RCAの高度狭窄に対する治療を目
的に入院。#3遠位の99%狭窄に対してバルーン拡張を試みたが、デバイス不通過でRotablator 1.25mm burrによ
る切削を施行。その後、#2の有意狭窄も含めステント留置を行って良好な血流回復を得たが、確認造影でRCA末梢
にガイドワイヤによると思われる冠動脈穿孔を認めた。穿孔した小分枝の起始部を約30分バルーン拡張・止血を行い、
造影剤の血管外漏出が消失したことを確認して帰室した。しかし、その2時間後に座位をとったところ心タンポナーデに
よる血圧低下と前失神を生じた。肥満などの解剖学的問題から穿刺に難渋したが、何とか心膜液のドレナージを行い、
再度止血処置を施行して、PCI後9日で独歩退院した。

コメディカルセッション２　『complication に出会ったら』

1

2
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  CTO-PCI の帰室後に心タンポナーデをきたした一症例

木村　郷（水戸ブレインハートセンター　循環器内科）

2015 年 5 月、ACS にて #2、#3 に PCI 歴のある 80 歳代男性。LADの CTO含む残存病変（#5：50%、
#6：50%、#7：100%、#9：100%）があり、2015 年 12 月に CTO治療目的に入院となった。
両側大腿アプローチにて LCA、RCAにそれぞれ 7Fr SPB3.5 SH、7Fr AL1.0 SH をエンゲージし、ま
ず antegrade approach 施行。中隔枝からの IVUS 観察にて CTO入口部を同定し、proximal cap の穿通
を試みるも困難であった。#4PD-septal 経由の retrograde approach に移行し、中隔枝の negotiation 試
みるも LADとの接合部付近で出血をきたしたため断念した。次に#9の CTOに対してワイヤークロス
を試みた。Parallel wire technique など用いるも奏功せず、手技時間、放射線量、造影剤使用量が規定値
を越えたため手技終了とした。
帰室から約 3時間後に一過性の意識消失をきたし、意識レベル回復後も血圧 80mmhg 台と不安定で
あった。後腹膜血腫を疑い CT検査施行したところ心嚢液貯留を認め、心嚢穿刺を行った。その後バイ
タル安定したためCAGを行ったところ、retrograde approach 時に生じた中隔枝からの出血が持続して
おり、心タンポナーデの原因と判断した。#4PD経由に SION blue、Finecross GT を穿孔部位付近へ進
め、コイル塞栓術を行い止血した。その後はCCUにて厳重な管理を行ったが、心嚢ドレーンからの排液
もなくなり 2日後に抜去。独歩退院となった。

コメディカルセッション２　『complication に出会ったら』

3
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特定非営利活動法人  中日本PCI研究会 事務局
〒370-0036 高崎市南大類町 885-2　高瀬クリニック内

TEL：027-353-1156　FAX：027-353-6123
E-mail：info@nakanihonpci .com
http://www.nakanihonpci .com

特定非営利活動法人 中日本PCI研究会　活動内容

●月例 ＣＴＯ ライブデモンストレーション

●第十二回 中日本ライブデモンストレーション
会期：2018年 11月 17日（土）  
会長： 末武　修史　（社会医療法人 新潟勤労者医療協会 下越病院）
会場：ホテルメトロポリタン高崎 （JR高崎駅ビル）

●第12回 中日本ケースレビューコース
会期：2019年 5月予定

術者に“PCI の匠”加藤修先生を招聘し、高瀬クリニック内に常設されたハイビジョンの
ライブシステムを活用して、CTO症例を中心のライブデモンストレーションを開催して
います。
また症例持ち込みによる術者の募集、座長の募集は随時行っており、規模の大きなライブ
では伝えられない、Tips、tricks を分かりやすく開催しております。
開催日程に関しては、ホームページを参照下さい。
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