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第307回: 心筋梗塞を背景に，心臓カテーテル中に

心破裂を来した一例
(H26.2.28)

佐藤　伸洋 (主治医・司会，救命救急医学)，近藤　真 (受持医，救命救急医学)，

吉田　功 (病理学)，小山　知久，近藤　惇一 (研修医)

臨床経過及び検査所見

症例: S・H，73歳，男性

主訴: 前胸部違和感

現病歴

　○○年○月初旬から胸部症状を自覚し30分ほどで症

状は軽快していた。○月○日○時頃より前胸部絞扼感

が出現し症状が軽快しないため当院総合外来を受診し

た。受診時には胸痛が残存しており，心電図上I・

aVL・V1-V6でST上昇，II・III・aVFでST低下を認め，

急性心筋梗塞と診断され救急対応となった。

既往歴

　糖尿病 (1型)，前立腺癌 (○○年に経直腸超音波，○

○年に高線量率小線源療法)

生活歴: 喫煙・飲酒歴あり (詳細不明)

家族歴: 不詳

入院時現症

　身長160 cm，体重49.3 kg，BMI 19.3，体温36.3℃，

血圧155/81 mmHg，脈拍60/min (整・左右差なし)。心

音: 純，雑音なし，呼吸音: 清，腹部: 平坦・軟，腸蠕

動音聴取，自発痛なし，四肢浮腫なし

血液検査結果

(血算) WBC 10.9 × 103/μl (N 85.3%，E 0.6%，L 10.0%，

M 3.7%，B 0.4%)，RBC 4.68 × 106/μl，Hb 14.0 g/

dl，Ht 41.9%，Plt 23.4 × 104/μl

(生化学) 総蛋白6.5 g/dl，アルブミン3.9 g/dl，総ビリル

ビン0.7 mg/dl，尿素窒素19.0 mg/dl，クレアチニン

1.04 mg/dl，eGFR 54.2 ml/min，尿酸4.4 mg/dl，AST

43 U/1，ALT 27 U/1，アルカリフォスファターゼ

273 U/1，γ-GTP 17 U/l，LDH 252 U/1，CPK 217 U/1，

アミラーゼ99 U/l，血糖175 mg/dl，HbA1c (NGSP)

6.8%，総コレステロール234 mg/dl，中性脂肪87 mg/

dl，ナトリウム144 mEq/l，カリウム5.0 mEq/l，ク

ロール106 mEq/dl，カルシウム9.0 mg/dl，無機リン

3.7 mg/dl，CRP定量 <0.03 mg/dl，CK-MB 38 U/l，

HDL-コレステロール74 mg/dl，LDL-コレステロール

161 mg/dl，LDL-C/HDL-C比2.18

(凝固系) PT-T 11.8 sec，PT-% >100%，PT-INR <1.00，

APTT 26.9 sec，FIB 339 mg/dl

(内分泌) BNP 95.7 pg/ml

(免疫) トロポニンT 0.392 ng/ml

生理・画像検査

(来院時心電図) HR 63 bpm，正常洞調律，I・aVL・V1

〜V6でST上昇，II・III・aVFでST低下

(胸部単純X線検査) CTR 50%，肺透過性軽度低下

[心エコー検査] LVDd/LVDs 25/11 mm，IVS/PW 9/11

mm，EF 39%，E/A 6.73，DcT 150 msec，心室中隔

の高度壁運動低下あり，弁膜症なし，菲薄化なし，

輝度上昇なし

(心臓カテーテル検査) #1 (右冠動脈) -90%，#6 (左冠動

脈前下行枝) -total

(頭部CT) 両側頭頂葉・両側後頭葉・両側側頭葉・両側

視床・右大脳基底核に広範な，軽度低吸収域がみら

れ新鮮梗塞を疑う所見を認めた。

入院後経過

　緊急カテーテル検査施行し，#6のtotalを認め，経皮

的バルーン拡大術 (POBA) + 血栓吸引を行った。2回目

のPOBAを施行後，無脈性電気活動 (PEA) となり心肺

蘇生法開始し，また経皮的心肺補助装置 (PCPS) を導

入した。心臓超音波検査にて心!液貯留を認め，心タ

ンポナーデと診断し心!ドレナージを施行したところ

多量の血液が持続的にひけた。冠動脈造影検査にて造

影剤の血管外へ漏れはなく，心破裂が考えられた。そ

の後もドレーンからの出血止まらないため輸血を行

い，心臓血管外科にコンサルトし緊急手術となった。

緊急手術にて左室自由壁の前壁に母指等大の穿孔認

め，これを閉鎖した。その他出血部位の止血を行い，

心!・胸骨下にドレーンを留置し，閉創した。胸腹部

では血腫などの明らかな異常所見は認めなかった。術

後胸骨下ドレーンからの出血が持続し，○時○分再度

開胸手術施行し，胸骨部の出血部位への止血を行っ
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た。循環動態不安定でありPCPSは離脱できず，○月○

日○時○分に閉創しICUに帰室した。帰室後も胸骨下

ドレーン及び心!ドレーンより出血が持続した。脳血

流維持のため体温を33〜34℃に保ったが脳浮腫が進行

し，○日○時より瞳孔径 5.0/1.5，-/-になり，○時○分

に 5.0/5.0，-/-になった。○月○日○時○分，心肺停止

を認め，瞳孔反射認めず，死亡確認となった。

剖検所見

A. 主病変
1. 急性出血性心筋梗塞，陳旧性心筋梗塞，心破裂術後

1) 肉眼所見: 心基部前壁にパッチをあてた心破裂術

後創部を認め，5 × 2.5 cm大の血腫が創部に付着

し，心!外まで出血が及び，縦隔には20 × 8 × 3

cm大の血腫を認めた (図1〜3)。心臓割面では前壁

を中心に中隔〜側壁まで出血を伴った白色調変化

を1.5 × 1.5 cmの領域に認める (図4)。

2) 組織所見: 心臓前壁を中心に著明な出血を伴い，

心筋細胞消失及び変性像を認める。その周囲には

心筋細胞核の脱落及び変性を伴い，好酸性に変化

した心筋線維を認め，急性心筋梗塞として矛盾し

ない (図5)。側壁には巣状の線維化巣を認め，陳旧

性心筋梗塞の所見 (図6)。背景の心筋にはリポフス

チン顆粒や軽度変性を認め，加齢性変化を考え

る。心外膜には好中球を主体とした炎症細胞浸潤

及びフィブリン沈着を認め，心外膜炎の状態で

あった。

2. 多発性出血性脳梗塞

1) 肉眼所見 (脳重量1,528 g): 全体に脆弱で白質の浮

腫及び両側・広範に出血を伴う軟化を認める (両

側側頭・後頭葉，両側基底核・視床・海馬) (図

7)。

2) 組織所見: 両側基底核，両側側頭葉，両側後方海

馬，両側後頭葉に一部出血を伴う軟化巣を認め，

拡張した血管及び血腫，ヘモジデリン貪食マクロ
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ファージが目立つ (図8)。比較的新しい多発性出血

性脳梗塞として矛盾しない所見。

B. 随伴病変
1. 腔水症：胸水 (左350 ml: 淡血性/右600 ml: 血性)

2. 動脈硬化

1) 冠状動脈粥状硬化性狭窄: 左前下行枝90% (石灰化

あり)

2) 大動脈粥状硬化中等度

3. 諸臓器うっ血: 肺 (505 g/555 g)，肝 (879 g)，脾 (80 g)

C. その他の所見
1. 前立腺癌治療後 (ホルモン療法・放射線療法) (XXX-

YYYY: adenocarcinoma，Gleason score: 4 + 4 = 8，4/8

cores): 萎縮腺上皮と間質の線維化が目立つ瘢痕状

態。腫瘍の残存は確認されない (図9)。

2. 腎 (128 g/114 g): 軽度腎細動脈硬化性変化

3. 肺: 軽度気腫性変化

4. 身長: 160 cm，体重: 63 kg.

図8 図9

図7

図5 図6

北里大学病院CPC (第307回)



53

コメント

　剖検では，冠状動脈左下行枝に95%狭窄を認め，そ

れを責任血管とする心臓前壁〜中隔に急性出血性梗

塞，心破裂術後創を認めた。縦隔にも巨大な血腫の形

成と胸腔内への血液貯溜を認めた。また，側壁には陳

旧性心筋梗塞像も認めており，生前無症候性心筋梗塞
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を生じていたと考えられる。また，多発性出血性脳梗

塞を伴っていた。出血性心筋梗塞による心破裂後，修

復術を行うも縦隔出血をきたし，心停止・循環不全に

起因する多発性脳梗塞を生じたと考えられる。直接死

因は虚血性脳症と考えられる。


