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ご 挨 拶

第44回心筋生検研究会学術集会
会長　中村 一文

岡山大学学術研究院医歯薬学域 循環器内科学 准教授

　この度、第44回心筋生検研究会学術集会を2022年11月11日（金）から12日（土）までWEB開催させて頂
きます。歴史ある本会の学術集会を主催させて頂きますことを、大変光栄に思うと同時に身の引き締まる思
いです。
　第44回心筋生検研究会学術集会のテーマは「解明と治療を目指す心筋生検」です。心筋生検は診断モダリ
ティーとして診療に有用であるのみならず、病因・病態の解明そして治療につなげていく上でも重要な役割
を果たしています。是非、本学術集会で皆様の経験・研究・英知を発表・議論頂き、さらなる発展に結びつ
けていきたいと考えております。
　変貌する心不全治療、オーファン・ドラッグによる治療がすすんでいる心筋症治療の現状にあわせて、心
不全の治療薬・ATTR・AL・Fabry病のセミナーを企画しました。学術企画委員会セッションでは「心内膜
心筋生検は今後どこまで心筋症の診断・評価に有用か？」と題してエキスパートの先生にご講演いただきま
す。グローバル人材を育成すべく、留学中の先生・帰国されたばかりの先生による「留学の勧めmovie」セッ
ションもありますので是非ご覧下さい。
　YIA3セッション・一般演題4セッションと研究・症例のとても貴重な発表も多数ございます。現状を反
映してCOVID-19関連の演題も複数ございます。
　皆様におかれましては、心筋生検につきまして世代を超えた議論をお願いしたいと存じます。皆様のご参
加を心よりお待ち申し上げます。
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参加者へのご案内

1．参加証兼領収証について
参加証兼領収証は、学会終了後1ヶ月以内にメールでお送り致します。

2．WEB参加に関する注意事項
・ 本会はZoom社のオンラインTV会議システムを使用して開催いたします。Zoom社のシステム障害や悪

意のある参加者の進行妨害など、予期せぬトラブルが起こりうることを予めご了承ください。
・ 利用者（参加者及び登壇者含む）のインターネット環境により、接続障害等の不具合が生じる可能性があ

ります。
・ 無用な音声の流入や不安定なネットワークからの接続などにより会議の運用に支障があると判断される

場合には、事務局側から切断操作を行うことがありますので、予めご了承ください。
・ 受信映像や発表資料の保存（画面キャプチャを含む）、録音、再配布など、発表者の権利を侵害する行為

はおこなわないでください。
・ 発表者は、発表資料について、他人の著作物の無断使用とならないよう、引用として出典を明確にする

こと、オンラインでの発表は自動公衆送信による再送信とみなされることを踏まえた内容であることを
事前にご確認ください。

3．質疑応答について
・ Zoomの機能「手を上げる」もしくは「Q&A」で質問を受け付けます。
・ 挙手している参加者を座長が指名し、指名された参加者はカメラ／マイクをONに切り替え発言をお願

いします。
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座長・発表者へのご案内

1．セッション構成
各セッションの時間構成、発表時間などは下記のとおりです。

セッション 発表時間 質疑
YIA 8分 5分
一般演題 7分 3分
学術企画委員会セッション 15分 5分

2．発表データについて
・ WEB会場で使用するPCは下記のとおりです。
 　OS：Windows10
 　アプリケーション：Windows版PowerPoint（Microsoft365）
・ 発表データに使用するフォントは文字化けやレイアウト崩れを防ぐため、特殊なフォントは使用せず、

標準搭載されている下記フォントを推奨いたします。
 　MSゴシック、MSPゴシック、MS明朝、MSP明朝
 　Arial、Century、Century Gothic、Times New Roman
・ 画面をぎりぎりまで使用すると、再現環境の違いにより、文字や画像のはみ出し等の原因になることが

あります。画面サイズは「16：9」を推奨いたします。
・ 動画をPowerPointで使用される場合は、OSで標準掲載されているWindows Media Playerで動作する

形式にて作成し、PowerPointに埋め込んでください。
・ 音声の使用も可能です。

3．発表方法
・ すべてのセッションがライブ配信となります。オンデマンド配信は予定しておりません。
・ 個別にご案内するURLよりZoomミーティング会場にご入室ください。
・ 発表順の説明や動作確認等のリハーサルを行います。動作確認後は、セッション開始までお待ちください。
・ セッション開始時刻まで自席を離れる場合は、Zoom会場に入室したままカメラ機能OFF、スピーカー

機能OFFの確認をして自席をお立ちください。
・ 発表データにつきましては、発表者自身でZoomの画面共有機能を使用して参加者へ聴講していただきます。
・ 「発表者ツール」を使用される発表者は、ご自身で周辺機器のご用意及び設定等おこなってください。（環

境によってオペレーターがサポートできかねる場合があります。）
・ 発表時間の管理は、発表者自身でお願いいたします。また、当日までに以下をご確認のうえ、ご用意く

ださい。
・ PCにカメラ、スピーカー、マイクが付属しているか事前にご確認ください。マイク付きイヤホン等の使

用を推奨いたします。
・ インターネット環境が良い状況にて接続をお願いします。有線LANを推奨いたします。
・ 雑音の入らない静かな場所でご参加ください。
・ ご利用の前に最新版Zoomを確認し、アップロードをお願いいたします。
・ 登壇中は不要なアプリケーション等を全て閉じてください。
・ 登壇中は使用PCの各種通知設定をオフにしてください。



− 5 −

日 程 表

11月11日（金） 11月12日（土）
第1会場 第1会場 第2会場

9：00 9：00
9：00〜9：30

幹事会
9：00〜9：30

留学の勧めmovie

9：40〜10：40
一般演題1
O-1〜O-6

座長：河村俊治／久保　亨

10：00 10：00

11：00 11：00 10：50〜11：50
一般演題2
O-7〜O-12

座長： 宇都健太／金森寛充

11：00〜11：50
運営委員会

12：00 11：50〜12：00　開会式 12：00
12：00〜12：50

ランチョンセミナー1
座長：植田初江　演者：吉澤佐恵子

共催：ファイザー株式会社

12：00〜12：50
ランチョンセミナー2

座長：門田一繁 　演者：伊藤　浩
共催：バイエル薬品株式会社

13：00 13：00

13：00〜14：10
YIA1

Y-1〜Y-5
座長：今中恭子／高野博之

13：00〜13：15　総会

13：20〜14：10
一般演題3

O-13〜O-17
座長：畠山金太／武田充人14：00 14：00

14：20〜15：30
YIA2

Y-6〜Y-10
座長：猪又孝元／池田善彦

14：20〜15：00
一般演題4

O-18〜O-21
座長：齋藤恒徳／坂東泰子

15：00 15：00

15：10〜16：00
スポンサードセミナー2

座長：上原吉就　演者：樋口公嗣
共催：武田薬品工業株式会社15：40〜16：40

YIA3
Y-11〜Y-14

座長：布田伸一／矢野俊之 

16：00 16：00 16：00〜16：10　閉会式

17：00 16：50〜17：50
学術企画委員会セッション
心内膜心筋生検は今後どこまで 
心筋症の診断・評価に有用か？

AS-1〜AS-3
座長：加藤誠也／井手友美

17：00

18：00 17：50〜18：00　表彰式 18：00

18：10〜19：00
スポンサードセミナー1

座長：中村一文
演者：遠藤　仁／片山雄太

共催：ヤンセンファーマ株式会社
19：00 19：00
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プログラム

11月11日（金）　第1会場

運営委員会　11：00〜11：50

開会式　11：50〜12：00

ランチョンセミナー1　12：00〜12：50 共催：ファイザー株式会社

座長：植田　初江（北摂総合病院　病理診断科）

LS1 心アミロイドーシスの正確な早期診断を目指して：病理医と臨床医の立場から
吉澤佐恵子
東京女子医科大学　病理診断科

YIA1　13：00〜14：10

座長：今中　恭子（三重大学大学院医学系研究科　修復再生病理学）
　　　高野　博之（千葉大学大学院薬学研究院　分子心血管薬理学）

Y-1 膜性中隔と房室弁の形態が房室伝導系の分布に及ぼす影響
中村　恵里1）、松山　高明2）、佐々木陽介3）、矢持　淑子3）

1）昭和大学医学部　医学科、2）昭和大学医学部　法医学講座、3）昭和大学医学部　臨床病理診断学講座

Y-2 Covid-19に合併した重症心筋傷害における病理像とその機序解析
田所　知命1）、甲斐　蘭七1）、大郷　恵子2）、池田　善彦2）、木村　芳三3）、檜垣　浩一3）、
長岡　和宏1）、大江　健介1）、杉山　真也4）、片野　晴隆5）、畠山　金太2）、松本　雅則6）、
林谷　俊児1）、田代　英樹1）

1）雪の聖母会聖マリア病院　循環器内科、2）国立循環器病センター　病理部、
3）雪の聖母会聖マリア病院　病理診断科、4）国立国際医療センター研究所　感染病態研究部、
5）国立感染症研究所　感染病理部、6）奈良県立医科大学　輸血部

Y-3 肺扁平上皮癌の洞結節への直接浸潤により洞不全症候群を認めた1症例
土田　彩加1）、和多　　一1）、田中　正道1）、坂東　優希1）、越智　正彦1）、黒田　和宏1）、
湯本　晃久1）、齋藤　博則1）、福家聡一郎1）、佐久川　亮2）、別所　昭宏2）、
西村碧フィリーズ3）、田村麻衣子4）

1）岡山赤十字病院　循環器内科、2）岡山赤十字病院　呼吸器内科、3）岡山大学病院　病理診断科／病理部、
4）岡山赤十字病院　病理診断科
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Y-4 拡張型心筋症の病態進行におけるネクロプトーシスの意義
藤田　雄吾1,5）、矢野　俊之1）、伊野　祥哉1）、神山　直之1,2）、西川　　諒1）、
藤戸　健史1）、永野　伸卓1）、小山　雅之1,3）、望月　敦史1）、神津　英至1）、
村中　敦子1）、丹野　雅也1）、古橋　眞人1）、三浦　哲嗣1,4）

1）札幌医科大学医学部　循環器・腎臓・代謝内分泌内科学講座、
2）札幌医科大学医学部　感染制御・臨床検査医学講座、3）札幌医科大学医学部　公衆衛生学講座、
4）北海道科学大学薬学部　臨床薬学部門臨床薬学分野、5）地域医療機能推進機構札幌北辰病院　循環器内科

Y-5 心筋生検より遅れてピロリン酸シンチグラフィの異常集積を認めたATTRアミロ
イドーシスの一例
柴山　純一、吉田　昌平、蓬田裕美子、坂田　憲治、薄井荘一郎、高村　雅之
金沢大学附属病院　循環器内科

YIA2　14：20〜15：30

座長：猪又　孝元（新潟大学大学院医歯学総合研究科　循環器内科）
　　　池田　善彦（国立循環器病研究センター）　　　　　　　　　

Y-6 COVID-19ワクチン接種後に好酸球性心筋炎を発症した1例
小倉　　萌1,2）、尾上　健児1）、中野　知哉2）、経堂　篤史1）、野木　一孝1）、石原　里美1）、
中田　康紀1）、橋本　行弘1）、中川　　仁1）、上田　友哉1）、妹尾　絢子1）、西田　　卓1）、
渡邉　真言1）、坂口　泰弘3）、斎藤　能彦1）

1）奈良県立医科大学　循環器内科、2）大和高田市立病院、3）坂口クリニック

Y-7 アドリアマイシン使用後9年で分娩を契機に発症し3年で左室リバースリモデリン
グが得られたHFrEFの1例
加瀬　真弓、柏村　　健、熊木　隆之、土屋　浩気、石塚　光夫、渡辺　光洋、
藤木　伸也、高山　亜美、石原　嗣郎、猪又　孝元
新潟大学大学院医歯学総合研究科　循環器学

Y-8 発症初期と慢性期に心筋生検を行い、経時的に病理所見を追跡し得たwild type 
ATTR amyloidosisの一例
杉生　有広、髙橋　　生、吉川　昌樹
福山市民病院　循環器内科

Y-9 小腸壊死術後の造影CTにて偶発的に心筋造影効果を認め、1週間後に非可逆性高
吸収が出現した敗血症性心筋症の一例
高橋　　生1）、稲井　良太2）、吉川　昌樹1）

1）福山市民病院　循環器内科、2）福山市民病院　放射線科

Y-10 血球貪食症候群を契機に診断された急性心不全および急性腎障害の原因としての
HTLV-1感染
岡田　泰司、齋藤　恒徳、中野　博之、小谷英太郎
日本医科大学多摩永山病院　循環器内科
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YIA3　15：40〜16：40

座長：布田　伸一（東京女子医科大学大学院　重症心不全制御学分野）　　
　　　矢野　俊之（札幌医科大学　循環器・腎臓・代謝内分泌内科学講座）

Y-11 COVID-19 mRNAワクチン接種後に発症した巨細胞性心筋炎の一例
須貝　孝幸1）、樋口　亮介1）、七里　　守1）、吉澤佐恵子2）、磯部　光章1）

1）榊原記念病院　循環器内科、2）東京女子医科大学　病理診断科

Y-12 拡張型心筋症モデルハムスターの組織網羅的代謝イメージング解析
岡邑　舞子1）、山口　真一2）、山本　卓志2）、袴田　圭祐3）、新谷　　祈1）、辻　　　崇3）、
植田　初江4）、雨宮　　妃5）、湊谷　謙司3）、升本　英利3）、池川　雅哉1）

1）同志社大学生命医科学部　医生命システム学科、2）島津製作所、
3）京都大学大学院医学研究科　心臓血管外科、4）北摂総合病院　病理診断科、
5）国立循環器病研究センター　病理部

Y-13 急性心筋炎におけるステロイド治療導入の臨床的指標の検討
近間　俊介、渡邊　敦之、駿河　宗城、濱口　保仁、福田　能丈、兼澤　弥咲、
林　　和菜、小橋宗一郎、横濱　ふみ、重歳　正尚、田渕　　勲、下川原裕人、
松原　広己
岡山医療センター　循環器内科

Y-14 ヒトリンパ管発生過程の解明
丸山　和晃、山口翔一郎、南出　夏葵、今中　恭子
三重大学医学部　修復再生病理学

学術企画委員会セッション　16：50〜17：50

心内膜心筋生検は今後どこまで心筋症の診断・評価に有用か？
座長：加藤　誠也（福岡県済生会福岡総合病院　病理診断科）　

　　　井手　友美（九州大学大学院医学研究院　循環器内科学）

AS-1 隠れた二次性心筋症の診断、心筋生検のピットフォール
大郷　恵子
国立循環器病研究センター　病理部

AS-2 特発性心筋症の評価 多施設による示唆的コンサルテーションの提案
松山　高明
昭和大学医学部　法医学講座

AS-3 AIを利用した次世代の心筋生検の評価方法
尾上　健児
奈良県立医科大学　循環器内科

表彰式　17：50〜18：00
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スポンサードセミナー1　18：10〜19：00 共催：ヤンセンファーマ株式会社

座長：中村　一文（国立大学法人岡山大学学術研究院医歯薬学域　循環器内科学）

SS1-1 反転攻勢のALアミロイドーシス診療 −循環器内科の役割と他科連携の意義−
遠藤　　仁
慶応義塾大学医学部　循環器内科

SS1-2 血液内科から見たALアミロイドーシス
片山　雄太
広島赤十字・原爆病院　血液内科部

11月12日（土）　第1会場

幹事会　9：00〜9：30

一般演題1　9：40〜10：40

座長：河村　俊治（アイル　板橋中央臨床検査研究所　病理診断部）
　　　久保　　亨（高知大学医学部　老年病・循環器内科学）　　　

O-1 トランスサイレチン型心アミロイドーシスの微小カルシウム沈着
斎藤　幸弘1）、中村　一文2）、伊藤　　浩2）

1）岡山大学病院　循環器内科、2）岡山大学学術研究院医歯薬学域　循環器内科学

O-2 詳細な病理学的評価により暴かれたALアミロイドーシスの一例
蓬田裕美子、吉田　昌平、坂田　憲治、薄井荘一郎、高村　雅之
金沢大学附属病院　循環器内科

O-3 心筋生検の部位とタイミングに苦慮した野生型ATTR心アミロイドーシスの一例
遠藤　　奨、金森　寛充、大倉　宏之
岐阜大学医学部附属病院　循環器内科

O-4 非特異的沈着部位を呈した心アミロイドーシスの一例
増谷　　優1）、川田　啓之1）、添田　恒有1）、滝爪　章博1）、磯島　琢弥1）、阪井　諭史1）、
松林　和磨1）、井上　智仁1）、寺崎　智志2）、石原　里美2）、中野　知哉2）、坂口　泰弘2）、
尾上　健児2）

1）奈良県総合医療センター　循環器内科、2）奈良県立医科大学　循環器内科

O-5 心房細動カテーテルアブレーション時に施行された左房生検によりANP陽性アミ
ロイドーシスが疑われた1例
寺崎　智志1）、尾上　健児1）、中野　知哉2）、坂口　泰弘1）、中嶋　民夫3）

1）奈良県立医科大学　循環器内科、2）高田市立病院　循環器内科、3）大和橿原病院　循環器内科
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O-6 アミロイドーシスの病型診断における免疫組織化学の限界と質量分析法の可能性
堂本裕加子1）、石野　孔祐2）、藤井　雄文2）、坂谷　貴司1）、大橋　隆治1,2）

1）日本医科大学付属病院　病理診断科、2）日本医科大学　統御機構診断病理学

一般演題2　10：50〜11：50

座長：宇都　健太（日本大学医学部　病態病理学系　人体病理学分野）
　　　金森　寛充（岐阜大学医学部附属病院　第二内科）　　　　　　

O-7 恒久的ペースメーカ植え込み翌日に心破裂に至った1例
飛田　諭志、友實　健人、高原　　津、武智龍之介、松本　晶子、寺西　　仁、
幡中　邦彦、藤尾　栄起、向原　直木
姫路赤十字病院　循環器内科

O-8 右室心内膜生検は拡張型心筋症における左室線維化病変を反映しているか？：同
一症例における生検と摘出心74例の病理学的検討
雨宮　　妃1,2）、松山　高明2）、植田　初江1,3）、松本　　学1）、大郷　恵子1）、
池田　善彦1）、畠山　金太1）

1）国立循環器病研究センター　病理部、2）昭和大学医学部　法医学講座、3）北摂総合病院　病理診断科

O-9 女性ファブリー病早期心病変診断における心内膜心筋生検の有用性
金森　寛充1）、吉田　明弘1）、笹井　英雄2）、成瀬　元気1）、遠藤　　奨1）、宮崎　龍彦3）、
三上　　敦1）、大倉　宏之1）

1）岐阜大学大学院医学系研究科　循環器内科学、2）岐阜大学大学院医学系研究科　小児科、
3）岐阜大学医学部附属病院　病理部

O-10 ヒト心筋梗塞後の創傷治癒期におけるリンパ管新生の特徴
松井　健汰、丸山　和晃、今中-吉田　恭子
三重大学大学院医学系研究科　修復再生病理学

O-11 反復性の急性心筋梗塞を契機に診断され、放射線療法が奏功し良好な転帰を得ら
れた冠動脈intimal sarcomaの一例
中島　充貴、中村　一文、岩崎慶一朗、斎藤　幸弘、吉田　雅言、戸田　洋伸、
川田　哲史、杜　　徳尚、赤木　　達、中川　晃志、吉田　賢司、谷山真規子、
三好　　亨、西井　伸洋、赤木　禎治、森田　　宏、伊藤　　浩
岡山大学病院　循環器内科

O-12 重症筋無力症に先行して発症した巨細胞性心筋炎の一例
有村　忠聴1）、梅谷　啓太3）、坪井　義夫3）、加藤　誠也2）、三浦伸一郎4）

1）福岡大学病院　循環器内科、2）福岡県済生会福岡総合病院　病理診断科、3）福岡大学病院　脳神経内科、
4）福岡大学医学部　心臓・血管内科学
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ランチョンセミナー2　12：00〜12：50 共催：バイエル薬品株式会社

座長：門田　一繁 （倉敷中央病院　循環器内科）

LS2 心不全治療におけるベルイシグアトの役割
伊藤　　浩
岡山大学学術研究院医歯薬学域　循環器内科学

総会　13：00〜13：15

一般演題3　13：20〜14：10

座長：畠山　金太（国立研究開発法人国立循環器病研究センター研究所　病理部）
　　　武田　充人（北海道大学大学院医学研究院　小児科）　　　　　　　　　　

O-13 “心筋病理でみたCOVID-19ワクチン関連心筋炎”の多施設共同後ろ向き研究
大森　　拓1,2）、土肥　　薫2）、畠山　金太3）、植田　初江3,4）、廣江　道昭5,6）、
今中　恭子6）

1）三重大学大学院医学系研究科　組織学・細胞生物学、2）三重大学大学院医学系研究科　循環器・腎臓内科学、
3）国立循環器病研究センター　病理部、4）北摂総合病院　病理診断科、
5）国立国際医療研究センター　循環器内科、6）三重大学大学院医学系研究科　修復再生病理学

O-14 2回目のCOVID-19mRNAワクチン接種後に劇症型心筋炎を呈した一例
岡　　明宏、土井　正行、須藤　雄也、清山　浩介、髙木　　航、川口　朋宏、
岡田　知明、野坂　和正
香川県立中央病院

O-15 慢性活動性EBウイルス感染症に合併した劇症型心筋炎の一例
木村　　瞳1）、安田　和志1）、伊藤　諒一1）、野村　羊示1）、大島　康徳1）、今井　祐喜1）、
鬼頭真知子1）、森鼻　栄治1）、河井　　悟1）、松井　健汰2）、今中　恭子2）、高橋　健太3）、
片野　晴隆3）、鈴木　忠樹3）

1）あいち小児保健医療総合センター　循環器科、2）三重大学大学院医学系研究科　修復再生病理学、
3）国立感染症研究所　感染病理部

O-16 エコーウイルスによる劇症型心筋炎・膵炎・肝炎を併発した一例
平田　　蒼1）、中田　悠貴2）、菊池　規子2）、服部　英敏2）、春木伸太郎2）、吉澤佐恵子3）、
南　雄一郎2）、山口　淳一2）

1）東京女子医科大学　卒後臨床研修センター、2）東京女子医科大学　循環器内科、
3）東京女子医科大学　病理診断科

O-17 インフルエンザウイルス感染を併発した劇症型好酸球性心筋炎の一例
宮原　克徳、松浦　秀樹、今村　繭子、平原　知晃、山口　聡美、吉野　智博、
藤本　竜平、山中　俊明、井田　　潤、久保　元基、柚木　　佳、岡　　岳文
津山中央病院　循環器内科
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一般演題4　14：20〜15：00

座長：齋藤　恒徳（日本医科大学　多摩永山病院）　　　　　　　　
　　　坂東　泰子（名古屋大学大学院医学系研究科　循環器内科学）

O-18 左室心外膜側を中心とする特異な心筋障害分布を示した敗血症性心筋症剖検例
廣兼　麻美1）、本郷　貴識2）、杉山　洋樹1）、能勢聡一郎3）、中村　一文4）

1）岡山済生会総合病院　内科、2）岡山大学病院　救命救急科、3）岡山済生会総合病院　病理診断科、
4）岡山大学大学院医歯薬総合研究科　循環器内科学

O-19 複数回の心筋生検で経過観察し得た急性リンパ球性心筋炎から慢性心筋炎への移
行例
長友　大輔1）、加藤　誠也2）、末松　延裕1）、岡部　眞典3）、久保田　徹1）

1）済生会福岡総合病院　循環器内科、2）済生会福岡総合病院　病理診断科、3）恵山会丸山病院

O-20 Proteomic analysis of the failing human heart after left ventricular assist 
device support
堂本裕加子1,2）、野村征太郎3）、大出　晃士4）、木下　　修5）、阿部　浩幸2）、牛久　哲男2）、
小室　一成3）、小野　　稔5）、上田　泰己4）、深山　正久2,6）

1）東京大学医学部附属病院　病理部、2）東京大学大学院医学系研究科　人体病理学教室、
3）東京大学医学部附属病院　循環器内科、4）東京大学大学院医学系研究科　システムズ薬理学教室、
5）東京大学医学部附属病院　心臓外科、
6）地方独立行政法人総合病院国保旭中央病院　遠隔病理診断センター

O-21 心タンポナーデを契機に診断した原発性滲出性リンパ腫類似リンパ腫の1例
河口　達登、高山　　伸、村田有里恵、齊藤　宇亮、赤井　弘明、小出　祐嗣、
大塚　寛昭、和田　匡史、川本　健治、田中屋真智子、片山　祐介
岩国医療センター　循環器内科

スポンサードセミナー2　15：10〜16：00 共催：武田薬品工業株式会社

座長：上原　吉就（福岡大学病院　予防・抗加齢・再生医療センター ）

SS2 左室肥大を診たらファブリー 病を鑑別に！
樋口　公嗣
鹿児島大学病院　心臓血管内科

閉会式　16：00〜16：10
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11月12日（土）　第2会場

留学の勧めmovie　9：00〜9：30

座長：吉田　賢司（岡山大学大学学術研究院医歯薬学域 循環器内科学）
網岡　尚史
Saha Cardiovascular Research Center, University of Kentucky

江尻健太郎
Department of Epidemiology, Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health Welch Center for 
Prevention, Epidemiology and Clinical Research

齋藤　恒徳
日本医科大学　多摩永山病院





抄　録

ランチョンセミナー
スポンサードセミナー

YIA
一般演題
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ランチョンセミナー1

LS1	 心アミロイドーシスの正確な早期診断を目指して：病理医
と臨床医の立場から

吉澤佐恵子
東京女子医科大学　病理診断科

　アミロイドーシスとは、様々な前駆蛋白から形成された線維性蛋白であるアミロイドが細胞外

に沈着し、組織や臓器の機能異常をきたす疾患である。古くからよく知られているものの、長い間、

比較的まれな疾患と捉えられてきた。

　しかしながら、超高齢化社会を迎えた本邦において心不全患者が急増し、高齢者における難治

性心不全の原因として、野生型ATTRアミロイドーシス（ATTRwt）が従来考えられていたより多

く存在することが明らかとなってきた。また、ATTRwtは、診断に至ったとしても心不全に対す

る対症療法しかないという時代が長く続いていたが、トランスサイレチン安定化薬の登場により

状況は一変した。さらに、ATTRwt心アミロイドーシス診断として 99mTcピロリン酸シンチグラ

フィーが保険承認され、強力な診断ツールが確保された。このように、ATTRwt心アミロイドー

シスの診断と治療は、近年大きな変貌を遂げている。

　一方で、新たな課題が生じている。ATTRwtは、心不全を発症し治療が必要となった時点で、

すでにアミロイド沈着が高度となっている場合が多い。このため、治療の有効性が期待できる病

初期段階の症例を見つけ、適切に診断し、早期に治療を開始することが重要である。また、トラ

ンスサイレチン安定化薬の開始基準には、アミロイドの病理組織診断が必須であるが、病型分類

は多くの施設で高いハードルとなっているのが現状である。さらに、アミロイドーシスの早期診

断には、循環器内科医、病理医を含む様々な診療科間の緊密な連携のみならず、地域医療を担う

開業医や医療機関と専門医療機関の連携が必須である。丁寧な啓発活動を重ね、スムーズな紹介

につなげることが、今後一層重要となるであろう。

　本講演では、心アミロイドーシスの病理診断および臨床診療に携わる演者の目線と経験から、

適正な組織診断を目指した病理検査の進め方について説明するとともに、早期診断を目指した取

り組みについても紹介したい。
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ランチョンセミナー2

LS2	 心不全治療におけるベルイシグアトの役割

伊藤　　浩
岡山大学学術研究院医歯薬学域　循環器内科学

　長い間、HFrEF患者にはACE阻害薬（ARB）、β遮断薬、MRAによるtriple blockadeが行わ

れていたが、2019年以後イバブラジン、ARNIそしてSGLT2阻害薬が市販され大きな変革期を

迎えている。さらに新たな仲間として加わったのがベルイシグアトである。NO-sGC-cGMP経路

に作用することで血管内皮機能と心機能の回復が期待される。HFrEF患者5050人を対象とした

VICTORIA試験では標準治療への上乗せで心血管死と心不全入院のリスクを10%抑制できた。本

講演ではベルイシグアトの作用機序と臨床データを述べる。
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スポンサードセミナー1

SS1-1	 反転攻勢のALアミロイドーシス診療	−循環器内科の役割
と他科連携の意義−

遠藤　　仁
慶応義塾大学医学部　循環器内科

AL-cardiomyopathy (CM) represented an intractable disease for cardiologists. The diagnosis is 

often delayed, so the patients with AL are usually found at advanced cardiac stages. However, in 

recent years, several useful red flags for suspected cardiac amyloidosis have been identified, and 
99mTc-PYP scintigraphy, the definitive imaging modality for ATTR-CM, combined with detection 

of M proteins, including FLC, has made it possible to effectively distinguish AL-CM. Moreover, 

the emergence of novel therapeutics and strategies leaded to a paradigm shift in the treatment 

of AL. Chemotherapy with daratumumab, a human CD38-targeting antibody, could induce rapid 

and deep hematological CR, showing higher organ responses even for advanced AL-CM. Now it 

needs to review the treatment and management for heart failure during or after chemotherapy 

from a new perspective. Building new and valuable partnerships is more important than ever for 

hematologists and cardiologists.
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スポンサードセミナー1

SS1-2	 血液内科から見たALアミロイドーシス

片山　雄太
広島赤十字・原爆病院　血液内科部

　全身性ALアミロイドーシスは、異常なクローン性形質細胞が産出する軽鎖を核としてアミロ

イド繊維が各臓器に沈着する疾患である。心アミロイドーシスは、心不全の原因疾患としての

ATTRアミロイドーシスへの再認識と新規治療薬の開発に伴い注目を集める状況となってきてい

る。心アミロイドーシスの中でも、ALアミロイドーシスに伴う心アミロイドーシスは、無治療生

存期間が1年～3年と短く、他のアミロイドーシスと比して急激に進行することが知られ、早期に

発見し治療を行うことが提唱されている。近年、多発性骨髄腫に対する新規治療薬の開発により、

ALアミロイドーシスに対する治療は劇的に変わりつつある。プロテアソーム阻害薬と抗CD38抗

体製剤が使用できるようになったことは特筆に値する。今回は、我が国で初めて保険収載された

ALアミロイドーシス治療であるDara-CyBorD療法（ダラツムマブ、エンドキサン、ボルテゾミブ、

デカドロン併用多剤化学療法）についての話をする。
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スポンサードセミナー2

SS2	 左室肥大を診たらファブリー病を鑑別に！

樋口　公嗣
鹿児島大学病院　心臓血管内科

　ライソゾーム病の一つであるファブリー病は、ライソゾームの加水分解酵素の一つであるαガ

ラクトシダーゼA酵素の遺伝的な活性低下や欠失により、スフィンゴ糖脂質が蓄積することによ

り生じる。全身の多臓器で症状を呈する古典型と腎臓・腎臓に症状を呈する遅発型ファブリー病

が知られている。心病変としては、左室肥大や不整脈などが認められ、病初期には左室収縮能は

保たれており拡張障害が主体であるが、病期の進行とともに心機能は低下してくる症例もある。

これまで、原因不明の左室肥大患者の3%に心ファブリー病が存在することを我々は報告した。

　このファブリー病は二次性心筋症に分類され、疾患特異的治療があるため早期診断・早期治療

が重要となる。疾患特異的治療として、2004年から本邦では酵素補充療法が可能となり三種類の

酵素製剤が使用可能となっている。また、現在ではシャペロン療法も可能となっており治療の選

択肢は増えている。上記でもふれたように本疾患では左室肥大を呈するために、原因不明の左室

肥大を認めた時には本疾患を鑑別に挙げることが重要である。
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YIA1

Y-1	 膜性中隔と房室弁の形態が房室伝導系の分布に及ぼす影響

中村　恵里1）、松山　高明2）、佐々木陽介3）、矢持　淑子3）

1）昭和大学医学部　医学科、2）昭和大学医学部　法医学講座、 
3）昭和大学医学部　臨床病理診断学講座

【背景】ヒス束は通常心室中隔筋性部の頂上に位置するが、一部下方に存在するものがあり、この

多様性に関連する形態学的因子を検索した。

【方法】構造異常のない成人ヒト剖検心20例（女性7例，平均72歳，平均心重量342g）を固定後に肉

眼的に観察し、膜性中隔とその周辺の房室弁と心室中隔を一塊に切り出して包埋後、薄切しマッ

ソン三重染色により組織学的に観察した。

【結果】右室側からみた膜性中隔では、三尖弁の中隔尖の付着部が後下方から前上方に横断し、上

半分は房室間成分、下半分は心室間成分に分けられる。ヒス束が下方に位置する症例は、肉眼的

にも組織学的計測でも三尖弁は膜性中隔内のより上方に付着し、膜性中隔の心室間成分は房室間

成分より大きく、この変化により心室中隔筋性部の右室側の心筋が上方に偏位し、ヒス束が下方

に偏位していた。

【結語】膜性中隔内の三尖弁の付着形態がヒス束の走行に影響する可能性が示唆された。
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YIA1

Y-2	 Covid-19に合併した重症心筋傷害における病理像とその機
序解析

田所　知命1）、甲斐　蘭七1）、大郷　恵子2）、池田　善彦2）、
木村　芳三3）、檜垣　浩一3）、長岡　和宏1）、大江　健介1）、
杉山　真也4）、片野　晴隆5）、畠山　金太2）、松本　雅則6）、
林谷　俊児1）、田代　英樹1）

1）雪の聖母会聖マリア病院　循環器内科、2）国立循環器病センター　病理部、 
3）雪の聖母会聖マリア病院　病理診断科、 
4）国立国際医療センター研究所　感染病態研究部、 
5）国立感染症研究所　感染病理部、6）奈良県立医科大学　輸血部

生来健康でCovid-19ワクチン未接種の59歳女性。3日前より頭痛があり、入院当日に胸痛と呼吸

苦が出現しショック状態で搬送された。咽頭からSARS-CoV-2が検出され、CTで左肺浸潤影があ

り、Covid-19と診断した。心筋逸脱酵素の上昇、心電図での広範なST上昇、高度左室収縮不全を

認めたが、冠動脈は正常で劇症型心筋症を疑った。強心薬投与、機械的補助循環装置の挿入を緊

急で行い集学的に治療した。経時的に心機能は改善し、約1週間で補助循環を離脱でき、第37病

日に後遺症なく独歩退院した。

心筋内の炎症細胞浸潤は軽微で微小血管に多数の血栓を認め、心筋炎でなく虚血に伴う心筋傷害

が病態の主座と考え、Covid-19に合併した重症心筋傷害と最終診断した。HLAやサイトカインス

クリーニングを含む多面的解析を行ったところ、重症心筋傷害を起こすCovid-19は重症肺炎をき

たすCovid-19と同様の特徴を有していた。その知見は意義深いものと考えられるため報告する。
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YIA1

Y-3	 肺扁平上皮癌の洞結節への直接浸潤により洞不全症候群を
認めた1症例

土田　彩加1）、和多　　一1）、田中　正道1）、坂東　優希1）、
越智　正彦1）、黒田　和宏1）、湯本　晃久1）、齋藤　博則1）、
福家聡一郎1）、佐久川　亮2）、別所　昭宏2）、西村碧フィリーズ3）、
田村麻衣子4）

1）岡山赤十字病院　循環器内科、2）岡山赤十字病院　呼吸器内科、 
3）岡山大学病院　病理診断科／病理部、4）岡山赤十字病院　病理診断科

【背景】悪性腫瘍の心臓転移は剖検例の2.3%～18.3%とされ、中でも洞結節への転移、浸潤は極め

て稀である。

【症例】74歳男性。末期右肺扁平上皮癌の診断にてBest Supportive Careの方針となっていた。呼

吸困難を主訴に来院され、症状緩和目的で入院加療となった。入院翌日より最大6秒の洞停止と失

神を繰り返し認めた。予後等も考慮した上でご家族、呼吸器内科主治医と相談し、恒久的ペースメー

カ植込みの方針とした。しかし肺炎の増悪によると思われる呼吸状態の悪化により、術後3日目に

永眠された。翌日に施行した剖検所見では右肺癌原発巣より洞結節を含む上大静脈、両心房に直

接浸潤を認め、洞不全症候群発症の原因と考えられた。

【考察】担癌患者の新規心電図変化や不整脈は悪性腫瘍の心臓転移を疑う契機となることがある。

本症例は、洞不全症候群発症の原因が肺癌の洞結節への直接浸潤であることが剖検所見より判明

し、報告した。
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YIA1

Y-4	 拡張型心筋症の病態進行におけるネクロプトーシスの意義

藤田　雄吾1,5）、矢野　俊之1）、伊野　祥哉1）、神山　直之1,2）、
西川　　諒1）、藤戸　健史1）、永野　伸卓1）、小山　雅之1,3）、
望月　敦史1）、神津　英至1）、村中　敦子1）、丹野　雅也1）、
古橋　眞人1）、三浦　哲嗣1,4）

1）札幌医科大学医学部　循環器・腎臓・代謝内分泌内科学講座、 
2）札幌医科大学医学部　感染制御・臨床検査医学講座、 
3）札幌医科大学医学部　公衆衛生学講座、 
4）北海道科学大学薬学部　臨床薬学部門臨床薬学分野、 
5）地域医療機能推進機構札幌北辰病院　循環器内科

【目的】拡張型心筋症（DCM）におけるネクロプトーシスの意義の解明．

【方法】DCM 56例（56±15歳，男性 68%）を対象とし，ネクロプトーシスシグナル活性化の指標と

して，心筋生検標本でのリン酸化MLKL（p-MLKL）の発現量を免疫染色で定量した．生検後の全

死亡・心不全・心室性不整脈による再入院をイベントと定義した．培養ラット心筋芽細胞を用い

て核排出シグナル変異による核MLKL過剰発現系を作成し，Zombi-Red染色でネクロプトーシス

を定量した．

【結果】

1．DCMでは心筋細胞の細胞質，介在版および核でp-MLKLの発現が亢進していた．中央値3.5年

の無イベント生存率は，核p-MLKL高値群（中央値以上）では低値群と比較し低値であった（68% 

vs. 96%）．

2．核MLKL過剰発現細胞では，野生型MLKL発現細胞と比較しネクロプトーシスが増加してい

た（80.0±3.5% vs. 6.3±1.3%）．

【結語】核リン酸化MLK増加はDCMの予後不良と関連し，ネクロプトーシス誘導の関与が示唆さ

れた．
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YIA1

Y-5	 心筋生検より遅れてピロリン酸シンチグラフィの異常集積
を認めたATTRアミロイドーシスの一例

柴山　純一、吉田　昌平、蓬田裕美子、坂田　憲治、薄井荘一郎、
高村　雅之
金沢大学附属病院　循環器内科

【症例】87歳女性。84歳時に急性心不全のため入院した。超音波検査で中等度大動脈弁狭窄症を認

め、全周性の左室壁肥厚を伴っていた。ピロリン酸シンチグラフフィでは、異常集積を認めなかっ

たが、心筋生検ではDFS染色で橙色に染まる領域を認め、アミロイドーシスが疑われた。免疫染

色の結果からATTRアミロイドーシスの診断に至り、タファミジスは使用せず心保護薬、利尿剤

による内服加療を開始した。しかし、大動脈弁狭窄症の重症化によって87歳で再度心不全入院し

た。ピロリン酸シンチグラフィを再検すると左室基部優位に肋骨よりも強い集積を認め（Grade3）、

ATTRアミロイドーシスとして矛盾しない画像所見を確認できた。ピロリン酸シンチグラフィは

感度が高く、ATTRアミロイドーシスの早期診断につながる検査として広く知られているが、初

回の検査では異常集積を認めず、心筋生検でのみ診断可能であった一例を経験したため文献的考

察を交えて報告する。
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YIA2

Y-6	 COVID-19ワクチン接種後に好酸球性心筋炎を発症した1例

小倉　　萌1,2）、尾上　健児1）、中野　知哉2）、経堂　篤史1）、
野木　一孝1）、石原　里美1）、中田　康紀1）、橋本　行弘1）、
中川　　仁1）、上田　友哉1）、妹尾　絢子1）、西田　　卓1）、
渡邉　真言1）、坂口　泰弘3）、斎藤　能彦1）

1）奈良県立医科大学　循環器内科、2）大和高田市立病院、3）坂口クリニック

症例は78歳，男性．X-1年10月に当院で心房細動に対しカテーテルアブレーションを施行された．

冠動脈造影で左前下行枝の高度狭窄を指摘され，同年12月に冠動脈インターベンションを施行さ

れた．その際心エコーでEF 65%であった．以降は問題なく経過しX年8月初旬にCOVID-19ワク

チンの2回目を接種した．17日に全身倦怠感を主訴に前医を受診し，CK/CK-MBの上昇を指摘さ

れたが心エコーで著変なく脱水症と診断され帰宅した．19日に再診し心電図で下壁誘導のST上昇

とEF 20%のびまん性壁運動低下を指摘され当院に搬送された．冠動脈造影は著変なく，左室生検

を施行，Impella CPを挿入され集中治療室に入室した．生検の結果は好酸球性心筋炎であり，ス

テロイドパルス療法を施行され8月28日に機械的循環補助を離脱した．COVID-19ワクチン接種後

に急性心筋炎を発症した稀な症例であり経過を含め報告する．
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YIA2

Y-7	 アドリアマイシン使用後9年で分娩を契機に発症し3年で
左室リバースリモデリングが得られたHFrEFの1例

加瀬　真弓、柏村　　健、熊木　隆之、土屋　浩気、石塚　光夫、
渡辺　光洋、藤木　伸也、高山　亜美、石原　嗣郎、猪又　孝元
新潟大学大学院医歯学総合研究科　循環器学

23歳女性。13歳時に左前腕滑膜肉腫のためアドリアマイシン360mg/m2 を含む化学療法と手術を

受けた。22歳時に墜落分娩を契機に左室駆出率20%の高度左室機能低下がみられた。心保護薬

を導入したが左脚ブロックも出現し、23歳時に心筋生検を行った。心筋生検所見では、リンパ球

はわずかに散在するのみで、他の二次性心筋症を示唆する所見は認めなかった。筋原線維減少や

筋小胞体内腔拡張は高度ではなかったが、家族歴がなく進行性であることから、アントラサイク

リン関連心筋症を第一に考えた。内服調整とCRT-D植込みを行い、発症2年後まで左室駆出率は

20%台であったが、3年で50%まで改善した。アントラサイクリン関連心筋症や周産期心筋症は、

発症状況で診断されるが、その診断や予後予測における心筋生検の意義について本症例をとおし

て検討し、当施設と関連施設におけるアントラサイクリン心筋症のデータも交え考察する。
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YIA2

Y-8	 発症初期と慢性期に心筋生検を行い、経時的に病理所見を
追跡し得たwild	type	ATTR	amyloidosisの一例

杉生　有広、髙橋　　生、吉川　昌樹
福山市民病院　循環器内科

症例は70台男性。呼吸困難を主訴に救急外来を受診。心臓超音波検査ではびまん性壁運動低下と

左室拡大を認め心不全として精査加療を行った。心筋生検にて心筋細胞肥大、核消失、間質線維

化を認め、除外診断的に拡張型心筋症として外来フォローとなる。6年後、心房細動を契機に心不

全が悪化、精査加療目的に再入院。ピロリン酸シンチグラフィで陽性を示し、心筋生検を再度施

行。萎縮・変性を伴う心筋細胞を取り囲むようにamyloidの沈着を認め、免疫染色と遺伝子検査か

らwild type ATTR amyloidosisと確定診断した。初回生検組織にamyloid染色を行い再評価した

ところ少量のamyloid沈着を認め、6年の経過でamyloidの占める面積比率は3.9%から10.7%と増

加していた。渉猟し得た限り、発症初期と慢性期に心筋生検を行い病理所見と臨床所見を追跡・

比較し得た報告は無かった。今後、知見の蓄積により病理所見と対応した臨床病期を知る参考と

なる可能性が考えられる。
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YIA2

Y-9	 小腸壊死術後の造影CTにて偶発的に心筋造影効果を認め、
1週間後に非可逆性高吸収が出現した敗血症性心筋症の一例

高橋　　生1）、稲井　良太2）、吉川　昌樹1）

1）福山市民病院　循環器内科、2）福山市民病院　放射線科

症例は70台男性。腹痛を主訴に救急搬送となり小腸壊死、敗血症性shockの診断で小腸部分切除

と集中治療管理を要した。術後3日目、経過フォロー目的の造影CTにて偶発的に左室心筋に造影

効果を認め、術後10日目の単純CTで高吸収域の出現が確認された。同異常部位には壁運動異常

を認め、心臓MRIでT2 high、Gaシンチグラフィで核種集積を示していた。全身状態改善後、術

後30日目に心筋生検を施行、心筋細胞の核腫大と濃染、間質の浮腫状拡大、心内膜の線維化と

Tenascin-C陽性細胞の出現、筋原線維とミトコンドリアの増生などの所見を認め、全身炎症に伴

う微小循環傷害と、亜急性期の心膜心筋炎の回復期として矛盾しない所見であったが、心筋高吸

収を説明する直接的な異常所見は認められず。同異常は術後1年後のCTでも退縮せず。経過から

敗血症性心筋症後石灰化が考えられ、本症例における発症機序を生検所見からの考察を交えて報

告する。
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YIA2

Y-10	 血球貪食症候群を契機に診断された急性心不全および急性
腎障害の原因としてのHTLV-1感染

岡田　泰司、齋藤　恒徳、中野　博之、小谷英太郎
日本医科大学多摩永山病院　循環器内科

38歳女性。起座呼吸で救急要請。血圧188/128mmHg、肺うっ血著明であり人工呼吸器管理とした。

CKは正常範囲内、トロポニンT 0.053ng/mLと軽度上昇、心エコ-図でLVEF 26%であった。急

性心筋炎を否定できず冠動脈造影、心筋生検を行ったが有意狭窄、炎症細胞浸潤を認めなかった。

Cre 2.0mg/dL、蛋白尿著明であった。CS1の心不全として加療も利尿薬に無反応で、持続緩徐式

血液濾過透析を開始した。心不全改善に伴い第11病日に人工呼吸器を離脱したが無尿となり、血

液透析に移行した。第15病日に発熱。急激な貧血の進行（Hb 5.6g/dL）、フェリチン値上昇（5270ng/

mL）、sIL-2R高値（10116IU/L）を認め血球貪食症候群の診断でステロイドパルス療法を行った。

その際HTLV-1抗体陽性（200.7 S/CO）であった。HTLV-1感染による血球貪食と急性腎障害が主

病態であり、心機能低下が続発した可能性が示唆された。HTLV-1キャリアの心不全について考察

を加えて提示する。
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YIA3

Y-11	 COVID-19	mRNAワクチン接種後に発症した巨細胞性心
筋炎の一例

須貝　孝幸1）、樋口　亮介1）、七里　　守1）、吉澤佐恵子2）、
磯部　光章1）

1）榊原記念病院　循環器内科、2）東京女子医科大学　病理診断科

症例は86歳男性。4回目のCOVID-19 mRNAワクチンを接種した2週間後に、労作時の息切れを

主訴に当院を受診した。血清トロポニンTは強陽性、NT-pro BNPは41,718pg/mlであった。心エ

コー検査では左室壁運動は全周性に低下（駆出率48%）していたが、冠動脈造影検査では有意狭窄

は認めなかった。心筋生検ではリンパ球や好酸球をまじえた高度の炎症細胞浸潤とともに、多核

巨細胞が散見され巨細胞性心筋炎と診断した。第3病日からステロイドパルス療法を施行し以後は

プレドニゾロンの内服治療を継続した。治療後、血行動態および左室壁運動は改善（駆出率66%）

し、NT-pro BNPは1,057pg/mlへ低下した。第31病日に再検した心筋生検では炎症細胞浸潤の著

明な改善を認め、第36病日に自宅退院した。巨細胞性心筋炎は他の心筋炎と比べ予後は不良である。

ワクチン接種後の心筋炎でも巨細胞性心筋炎は極めて稀であり、病理組織への考察含めここに報

告する。
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YIA3

Y-12	 拡張型心筋症モデルハムスターの組織網羅的代謝イメージ
ング解析

岡邑　舞子1）、山口　真一2）、山本　卓志2）、袴田　圭祐3）、
新谷　　祈1）、辻　　　崇3）、植田　初江4）、雨宮　　妃5）、
湊谷　謙司3）、升本　英利3）、池川　雅哉1）

1）同志社大学生命医科学部　医生命システム学科、2）島津製作所、 
3）京都大学大学院医学研究科　心臓血管外科、4）北摂総合病院　病理診断科、 
5）国立循環器病研究センター　病理部

拡張型心筋症（Dilated Cardiomyopathy；DCM）は心室の拡大と心筋の収縮機能障害を主体とする

進行性の予後不良な疾患群である。J2N-kハムスターはδ-サルコグリカン遺伝子欠損によりDCM

様病態を自然発症するモデル動物である。本研究では9週齢J2N-kの胸部横断面の凍結組織切片を

作製し、胸腔内組織を1枚のスライド上で観察した。さらに顕微質量計（iMScope）を用いたイメー

ジング質量分析法を行い、主にプリン・ピリミジン系代謝物の局在から組織エネルギー代謝の可

視化を試みた。画像の統計解析に次元削減法（Uniform Manifold Approximation and Projection：

UMAP）を応用し病巣特異的代謝プロファイルの可視化を試みた。その結果J2N-k心筋では散在性

に線維化・石灰化と多核巨細胞の出現を認め、それぞれの病巣特異的代謝プロファイルを取得した。

本モデルにおけるDCM病態の進行について心筋及び全身骨格筋を含む組織網羅的代謝変容を明ら

かにした。
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YIA3

Y-13	 急性心筋炎におけるステロイド治療導入の臨床的指標の検討

近間　俊介、渡邊　敦之、駿河　宗城、濱口　保仁、福田　能丈、
兼澤　弥咲、林　　和菜、小橋宗一郎、横濱　ふみ、重歳　正尚、
田渕　　勲、下川原裕人、松原　広己
岡山医療センター　循環器内科

急性心筋炎は、臨床上、軽症から重篤な病態まで様々である。

以前、我々は心電図での劇症化予測因子を検討し、適切なタイミングでの補助循環装置導入の重

要性を報告した。一方で、補助循環装置での救命も重要ながら、非侵襲的な確立された治療法は

いまだなく、ステロイド治療や大量免疫グロブリン投与の有用性についても不明な点が多い。特

にステロイド治療は一般的に使用されているものの、導入症例の判断基準は不明瞭であり、導入

における臨床的指標は心筋炎の治療において大変重要であると考えられる。このたび、心筋浮腫

や炎症波及が高度な急性心筋炎症例に対して、ステロイド治療の有用性を考察し、先に報告した

心電図の結果や心筋生検の組織学的所見も踏まえて報告する。
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YIA3

Y-14	 ヒトリンパ管発生過程の解明

丸山　和晃、山口翔一郎、南出　夏葵、今中　恭子
三重大学医学部　修復再生病理学

リンパ管内皮細胞（LECs）は、ほとんど全て静脈内皮の分化転換によってのみ生じると長く考

えられてきた。すなわち総主静脈に転写因子Prox1が発現する事で静脈内皮細胞の一部がLECs

に分化し、全身へ分布する事でリンパ管が形成されるとされてきた。近年、新規リンパ管マー

カーの同定や遺伝的細胞系譜解析により、静脈由来ではないLECsの由来が明らかにされつつあ

る。発表者は、頭頸部から心臓流出路にかけての上部リンパ管の新たな起源や、心臓リンパ管を

制御する新たな分子シグナルの解明を通じてリンパ管形成に関する新たな報告を続々と行なって

いる（Maruyama et al., Dev bio, 2019, Maruyama et al., iScience, 2021, Maruyama et al, eLife, in 

revision, 2022）。

本課題ではこれらの成果や手法を応用、発展させ、ヒト胎児胚を用いたリンパ管発生過程の解析

を発表させていただく。
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一般演題1

O-1	 トランスサイレチン型心アミロイドーシスの微小カルシウ
ム沈着

斎藤　幸弘1）、中村　一文2）、伊藤　　浩2）

1）岡山大学病院　循環器内科、2）岡山大学学術研究院医歯薬学域　循環器内科学

【背景】99mTcピロリン酸の心臓への強い集積は、トランスサイレチン型心アミロイドーシス

（ATTR-CM）に特徴的であり、診断に有用である。しかしながら、この骨トレーサーの心臓への

集積機序は不明である。そこで、当院で採取した心筋生検サンプルを用いて、石灰化に関する検

討を行った。

【方法】99mTcピロリン酸シンチ陽性（Grade 3）のATTR-CM患者5名、シンチ陰性のALアミロイ

ドーシス（AL-CM）4名の右室心内膜下心筋生検サンプルを用いて、Von Kossa染色でカルシウム

の沈着を評価した。加えて、リアルタイムPCRで骨代謝関連遺伝子の発現を評価した。

【結果】ATTR-CMでは、Von Kossa陽性の微小な粒状沈着物を認めた。一方、AL-CMでは、明ら

かな沈着物を認めなかった。また、ATTR-CMでの骨代謝関連遺伝子の上昇は認めなかった。

【結論】ATTR-CMでは、微小石灰化が認められた。機序については今後の検討が必要である。
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一般演題1

O-2	 詳細な病理学的評価により暴かれたALアミロイドーシスの
一例

蓬田裕美子、吉田　昌平、坂田　憲治、薄井荘一郎、高村　雅之
金沢大学附属病院　循環器内科

症例は60代男性。右下腹部痛にて前医を受診し、虫垂炎と診断され虫垂切除術を施行された。虫

垂病理は粘膜に高度のアミロイド沈着を認め、免疫染色では抗ATTR抗体に対して強い染色性を

示し、抗L鎖抗体に対してはκ・λともに弱い染色性を示すのみであった。前医内科を受診し、

心エコーにてびまん性左室肥大を認めたためATTRアミロイドーシスを念頭に当科紹介受診した

が、血液検査ではFLCκ/λ=0.06と解離があり血清免疫固定法でもIgG-λ型M蛋白を認めるなど

ALアミロイドーシスを疑う所見が多く得られる一方で、心臓PYPシンチは陰性でATTRアミロ

イドーシスを疑う所見は指摘できなかった。最終的に心筋生検でATTRの沈着は認めずIgG-λ型

軽鎖の沈着を認めALアミロイドーシスと診断し、虫垂のATTRは偽陽性と判断した。ATTR免

疫染色に用いられる抗体の一部はnativeTTRも検出するため偽陽性となったものと考えられる。

詳細な病理診断の重要性を実感する症例であった。
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一般演題1

O-3	 心筋生検の部位とタイミングに苦慮した野生型ATTR心ア
ミロイドーシスの一例

遠藤　　奨、金森　寛充、大倉　宏之
岐阜大学医学部附属病院　循環器内科

71歳の男性。

主訴：下腿浮腫。

現病歴：20XX-11年に感染性心内膜炎による大動脈弁逆流に対して大動脈弁置換術を施行された。

経過は良好であったが、20XX年に下腿浮腫が出現した。既往歴に手根管症候群があり、心電図で

経時的にR波の減高、心エコー図で全周性に14mmの左室壁肥厚とapical sparingの左室壁運動異

常を認めた。Tc-PYP心筋シンチ陽性であったことから心アミロイドーシスを強く疑った。タイピ

ングのため心筋生検を考慮したが大動脈弁置換術後、左脚ブロックのため断念し、胃生検を施行

したが陰性であった。利尿剤を中心に心不全治療を行っていたところ3か月後に完全房室ブロック

となり恒久型ペースメーカを留置することとなった。その際に右室から心筋生検を施行し、野生

型ATTRと診断された。

考察：心アミロイドーシスの病型分類は治療方針のために重要であるが、併存する心疾患によっ

ては生検の部位やタイミングに苦慮する場合があり留意を要する。
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一般演題1

O-4	 非特異的沈着部位を呈した心アミロイドーシスの一例

増谷　　優1）、川田　啓之1）、添田　恒有1）、滝爪　章博1）、
磯島　琢弥1）、阪井　諭史1）、松林　和磨1）、井上　智仁1）、
寺崎　智志2）、石原　里美2）、中野　知哉2）、坂口　泰弘2）、
尾上　健児2）

1）奈良県総合医療センター　循環器内科、2）奈良県立医科大学　循環器内科

症例は82歳男性。2021年10月に労作時息切れのため近医を受診し、心電図で心房粗動を指摘され

抗凝固薬が開始された。2022年1月より動悸を認め、心房粗動の精査目的で当院を受診した。当

院の心電図でも心房粗動が継続しており、BNP 400pg/ml程度であった。心エコーでは著明な左室

壁肥厚が認められた。心アミロイドーシスの可能性も疑われて施行されたピロリン酸シンチグラ

フィでは、ATTRアミロイドーシスを疑う所見であった。そのため、確定診断を目的として心筋

生検が施行された。その結果、心筋細胞内と考えられる部位を中心にCongo-Red染色陽性物質の

沈着が認められた。免疫染色では、抗ATTR抗体は心筋細胞外で陽性部位が認められたが、心筋

細胞内は陰性であった。電顕では心筋細胞周囲や間質を中心に無数の針状のアミロイド沈着が認

められ、心筋細胞内に陥入する像も認められた。今回非特異的部位に沈着を示した心アミロイドー

シスを経験したので報告する。
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一般演題1

O-5	 心房細動カテーテルアブレーション時に施行された左房生
検によりANP陽性アミロイドーシスが疑われた1例

寺崎　智志1）、尾上　健児1）、中野　知哉2）、坂口　泰弘1）、
中嶋　民夫3）

1）奈良県立医科大学　循環器内科、2）高田市立病院　循環器内科、 
3）大和橿原病院　循環器内科

症例は80歳の女性．55歳から高血圧を指摘され内服加療が開始された．X-4年（76歳）急性心不全

のため入院となり，心不全増悪に持続性心房細動の関与が疑われたため，心房細動アブレーショ

ンが施行された．以後は洞調律を維持していたが，半年前から心房細動の再発を認めたため，再

度アブレーションが検討されていた．X年1月25日（80歳）急性心不全のため当院へ緊急入院と

なった．入院時心エコーでは左室壁運動はびまん性に低下し，左房拡大を認めた（LVEF：26%，

LAD：42mm）．利尿剤と血管拡張薬による急性期治療への反応は良好であったが，その後も心房

細動が持続したため，入院中に心房細動アブレーションが施行された．左室収縮能低下と再発性

心房細動を認めており，心筋症精査目的のため，アブレーションと同時に左房生検が施行された．

病理結果では左房内に抗ANP抗体の沈着を認め，ANP抗体陽性心アミロイドーシスが疑われたた

め文献的考察を加えて報告する．
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一般演題1

O-6	 アミロイドーシスの病型診断における免疫組織化学の限界
と質量分析法の可能性

堂本裕加子1）、石野　孔祐2）、藤井　雄文2）、坂谷　貴司1）、
大橋　隆治1,2）

1）日本医科大学付属病院　病理診断科、2）日本医科大学　統御機構診断病理学

【目的・方法】アミロイドーシスの病型診断はATTR、ALκ、ALλ、AA、Aβ2Mの5種類の免

疫組織化学的検討（IHC）を第一に行うが、病型診断に苦慮することがしばしば経験され、レーザー

マイクロダイセクション（LMD）と液体クロマトグラフィー質量分析法（LC-MS/MS）も用いられ

る。本研究では、日本医科大学付属病院で行われた全身性アミロイド―シス剖検40例の心筋組織

を用いて、IHCの精度とLMD-LC-MS/MSの可能性について検討した。

【結果】IHCにより30例のアミロイド病型が決定でき、LMD-LC-MS/MSにより残りの病型が決定

できた。内訳はAA 16例、ALλ 11例、ALκ 6例、ATTR 4例、Aβ2M 2例であった。1例は

ATTRとALλの合併症例で、同一臓器内でアミロイド沈着の局在が異なっていた。

【考察】アミロイド病型診断では複数の病型が合併する可能性も念頭に置く必要がある。
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一般演題2

O-7	 恒久的ペースメーカ植え込み翌日に心破裂に至った1例

飛田　諭志、友實　健人、高原　　津、武智龍之介、松本　晶子、
寺西　　仁、幡中　邦彦、藤尾　栄起、向原　直木
姫路赤十字病院　循環器内科

79歳女性。数か月前から息切れ、浮腫が出現、徐脈も認められ当科に紹介となる。既往に眼サル

コイドーシスあり。完全房室ブロックと診断、経胸壁心エコー検査では特記すべき異常所見は認

められなかった。本人様にさらなる精査希望はなく、恒久的ペースメーカ植え込み術施行となっ

た。手術は予定通り終了したが、翌朝食事中に突然気分不良が出現。ショック状態、心エコー検

査で左室中部から心尖部にかけて全周性壁運動低下と中等量の心膜液貯留が認められた。心タン

ポナーデと診断し緊急心嚢ドレナージを行うも状態改善得られず、小開胸により動脈性の出血が

認められた。開胸手術の結果左室心尖部複数個所に心破裂を起こしており、救命困難な状態であっ

た。病理解剖の結果ペースメーカ植え込み手技での直接的な合併症は否定的であった。病理解剖

結果を含め報告する。



− 42 −

一般演題2

O-8	 右室心内膜生検は拡張型心筋症における左室線維化病変を
反映しているか？：同一症例における生検と摘出心74例の
病理学的検討

雨宮　　妃1,2）、松山　高明2）、植田　初江1,3）、松本　　学1）、
大郷　恵子1）、池田　善彦1）、畠山　金太1）

1）国立循環器病研究センター　病理部、2）昭和大学医学部　法医学講座、 
3）北摂総合病院　病理診断科

背景：左室線維化は拡張型心筋症（DCM）の予後不良因子として報告されている。本研究は、

DCMにおいて、右室（RV）心内膜生検（EMB）が左室（LV）の線維化病変を反映しているかを検討

する。

方法：DCM診断時のRV EMB標本74例を、同一患者の摘出心（移植心52例、剖検心22例）のLV

横断面標本と比較検討した。Masson-Trichrome染色を用い、画像解析にて、それぞれの線維化率

を解析した。

結果：平均線維化率はRV-EMBで17.4±8.5%、LVで17.9±8.5%。RV-EMBの線維化率は摘出心

のLVの線維化率と相関した（r=0.82，p＜0.0001）。多変量モデルでも、RV-EMBの線維化率はLV

の線維化率と相関した（regression coefficient 0.8；95% CI 0.69-0.96，p＜0.0001）。

結論：RV-EMBは、DCM患者におけるLV線維化の指標となる。
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一般演題2

O-9	 女性ファブリー病早期心病変診断における心内膜心筋生検
の有用性

金森　寛充1）、吉田　明弘1）、笹井　英雄2）、成瀬　元気1）、
遠藤　　奨1）、宮崎　龍彦3）、三上　　敦1）、大倉　宏之1）

1）岐阜大学大学院医学系研究科　循環器内科学、 
2）岐阜大学大学院医学系研究科　小児科、3）岐阜大学医学部附属病院　病理部

α-galactosidase Aの活性の低下を特徴とするライソソーム病であるファブリー病は女性では症状

が軽微であり治療介入の時期が課題となる。今回10歳の息子のファブリー病診断を契機にヘテロ

型と判明した39歳の女性を経験した。初診時は無症状であり、心エコー・心電図、腎機能、尿所

見に異常は認めなかった。8年後の心電図で前胸部誘導にST低下が出現した。心エコーでは左室

壁肥厚や心機能は正常範囲であり、心臓MRIの遅延造影はなく、冠動脈造影では有意狭窄を認め

なかった。一方、心筋生検では間質に軽度の線維化と空胞変性した心筋細胞がモザイク状に見ら

れた。電子顕微鏡では心筋細胞内や心内膜組織に多数のゼブラ小体の蓄積が確認されたが一般に

ホモ症例で見られる病理像よりかなり軽微な所見であった。本症例は心電図変化の過程で心筋生

検のみが陽性所見であったことからファブリー病心病変の極早期と考えられた。心筋生検は早期

診断に有用である。
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一般演題2

O-10	 ヒト心筋梗塞後の創傷治癒期におけるリンパ管新生の特徴

松井　健汰、丸山　和晃、今中-吉田　恭子
三重大学大学院医学系研究科　修復再生病理学

動物を用いた先行研究では，心筋梗塞後に新生リンパ管が炎症による間質浮腫液を回収し，線維

化を防止することが示唆されている．従って，ヒトにおいても予後改善の点から心筋梗塞時のリ

ンパ管新生を軸とした治療が注目を集めつつある．しかし，ヒトにおいて，心筋梗塞後，いつど

こでリンパ管新生が起こるのかは詳細に知られていない．そこで，我々は心筋梗塞後に死亡した

20症例の剖検心を用い，リンパ管新生の起きる時相と分布を調べた．まず，心筋梗塞の一般的な

組織学的変化に基づいて，5つのphase（正常，炎症期，肉芽期，線維化期，瘢痕期）を定義した．

その後，それぞれの時相についてリンパ管内皮マーカー（D2-40，LYVE-1）を用いてリンパ管密度

を計測したところ，心筋層の正常部位ではリンパ管はごく少数で，炎症期には消失した．肉芽期

からリンパ管増生が確認できるようになり，線維化期に最大となり，その後瘢痕期に再び減少した．
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一般演題2

O-11	 反復性の急性心筋梗塞を契機に診断され、放射線療法が奏
功し良好な転帰を得られた冠動脈intimal	sarcomaの一例

中島　充貴、中村　一文、岩崎慶一朗、斎藤　幸弘、吉田　雅言、
戸田　洋伸、川田　哲史、杜　　徳尚、赤木　　達、中川　晃志、
吉田　賢司、谷山真規子、三好　　亨、西井　伸洋、赤木　禎治、
森田　　宏、伊藤　　浩
岡山大学病院　循環器内科

50代女性。反復性の右冠動脈閉塞による急性心筋梗塞に対し、繰り返し経皮的冠動脈形成術を施

行されていた。4回目の急性心筋梗塞の際に血栓吸引カテーテルを用いて回収した検体を病理診断

したところ、腫瘍細胞を認め冠動脈肉腫と診断され当院紹介となった。遠隔転移を認めず右冠動

脈に対する腫瘍摘出及び冠動脈バイパス術を施行し、切除標本からintimal sarcomaと診断した。

3年後に心臓内再発を認めた。外科療法は困難と判断され、局所再発であり放射線療法を施行した。

放射線治療後は腫瘍の縮小傾向を認めた。放射線治療4年後にPETを撮影したが明らかな心臓内

再発を認めず、現在もADL自立して生存している。冠動脈肉腫は診断に難渋する症例が多く、予

後は極めて不良とされている。今回我々は、診断から7年経過した現時点でも生存しており長期の

生命予後が良好であった冠動脈intimal sarcomaの症例を経験したため報告する。
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一般演題2

O-12	 重症筋無力症に先行して発症した巨細胞性心筋炎の一例

有村　忠聴1）、梅谷　啓太3）、坪井　義夫3）、加藤　誠也2）、
三浦伸一郎4）

1）福岡大学病院　循環器内科、2）福岡県済生会福岡総合病院　病理診断科、 
3）福岡大学病院　脳神経内科、4）福岡大学医学部　心臓・血管内科学

61歳、男性。X日に胸痛があり、急患診療センターを受診した。トロポニンT陽性でNSTEMI

疑いで当院へ紹介となった。受診時、37.9℃の発熱があり、心エコーで少量の心嚢液を認めた。

COVID-19 PCR：negativeであった。X＋1日のCAGでは有意狭窄は認めなかった。その後、血圧

不安定となり、急性心筋炎を考え、X＋2日目に心筋生検を行い、メチルプレドニゾロン：500mg

の投与を開始した。心筋病理では、心筋壊死を伴う多核巨細胞を認め、巨細胞性心筋炎と診断し

た。その後、経過良好で退院となった。X＋9か月後に唾液のたまりやすさを自覚し、当院脳神経

内科で精査され、重症筋無力症と診断された。抗横紋筋抗体は、抗Titin抗体：陽性、抗Kv1.4抗体：

陽性であった。これまで、重症筋無力症と巨細胞性心筋炎の合併は報告されているが症例数は少

なく、さらに巨細胞性心筋炎が先行した症例は稀である。若干の文献的考察を含め報告する。
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一般演題3

O-13	“心筋病理でみたCOVID-19ワクチン関連心筋炎”の多施設
共同後ろ向き研究

大森　　拓1,2）、土肥　　薫2）、畠山　金太3）、植田　初江3,4）、
廣江　道昭5,6）、今中　恭子6）

1）三重大学大学院医学系研究科　組織学・細胞生物学、 
2）三重大学大学院医学系研究科　循環器・腎臓内科学、 
3）国立循環器病研究センター　病理部、4）北摂総合病院　病理診断科、 
5）国立国際医療研究センター　循環器内科、 
6）三重大学大学院医学系研究科　修復再生病理学

　COVID-19ワクチンの副反応として急性心筋炎が知られるようになった。欧米での大規模疫学調

査により、その臨床的特徴が明らかにされているが、これらの研究のほとんどが実際の心筋組織

像を観察していない。

　そのため我々は、COVID-19ワクチン関連心筋炎の心筋の病理組織学的特徴を調査・把握するこ

とを目的として、AMED「慢性心筋炎の診断基準策定のための実態調査」研究班および心筋生検研

究会の協力を得て、多施設共同後ろ向き研究を立ち上げた。本研究では、臨床的にCOVID-19ワク

チン関連心筋炎と診断され心筋生検や剖検を行った症例を登録し、炎症細胞のprofileや線維化の

程度などを解析する予定である。

　抄録記載時点で36施設から計55症例のご協力をいただいており、今後この55症例の患者情報や

病理標本を統括解析予定である。本邦発の実臨床の一助になる知見を届けられるよう鋭意研究を

進めている。
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一般演題3

O-14	 2回目のCOVID-19mRNAワクチン接種後に劇症型心筋炎
を呈した一例

岡　　明宏、土井　正行、須藤　雄也、清山　浩介、髙木　　航、
川口　朋宏、岡田　知明、野坂　和正
香川県立中央病院

症例は50歳男性で主訴は胸痛と意識消失。2回目のCOVID-19mRNA BNT162b2ワクチン接種10

日後に上記症状訴え前医療機関に搬送され、増悪する胸痛と血圧低下認め当院へ転院搬送された。

血液検査でTnI上昇、心電図でV1-4のST上昇、心エコーでびまん性壁運動低下を認めた。冠動脈

造影検査にて冠動脈有意狭窄認めず、心筋生検及び造影MRIにて急性心筋炎と診断した。PCR検

査はSARS-COV-2陰性、抗体検査でSARS-COV-2抗体陽性であった。各種ウイルス含めその他原

因は指摘できず、ワクチン関連心筋炎と判断した。心原性ショックを伴い昇圧剤併用したステロ

イドパルス療法で一度軽快するも中止にて再増悪を来し、2回目のステロイドパルスを要した。左

心機能改善し入院22日目に退院となった。COVID-19 mRNAワクチン接種後の急性心筋炎の診断

に心筋生検が有用であったため報告する。
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一般演題3

O-15	 慢性活動性EBウイルス感染症に合併した劇症型心筋炎の一例

木村　　瞳1）、安田　和志1）、伊藤　諒一1）、野村　羊示1）、
大島　康徳1）、今井　祐喜1）、鬼頭真知子1）、森鼻　栄治1）、
河井　　悟1）、松井　健汰2）、今中　恭子2）、高橋　健太3）、
片野　晴隆3）、鈴木　忠樹3）

1）あいち小児保健医療総合センター　循環器科、 
2）三重大学大学院医学系研究科　修復再生病理学、3）国立感染症研究所　感染病理部

【症例】15歳女児。乳児期に脳性麻痺を発症し知的障害あり。入院の3週間前から発熱や咳嗽を認

め、入院日の朝に嘔吐で前医を受診。急性心筋炎として右鼠径部からPCPS導入後に当院へ転院搬

送。入院日、右下肢虚血が疑われcentral ECMOへ移行。IVIG、ミトコンドリアカクテル療法実施。

入院5日目に左室ベント追加。入院10日目にECMO離脱。しかし心機能の改善にも関わらず肝障

害、腎障害、乳酸アシドーシスが進行し入院13日目に死亡。剖検では心筋組織に強い心筋融解像

とリンパ球浸潤を認め、心筋・肝組織に浸潤したTリンパ球にEB virus-encoded small RNA（EBER）

ISHの陽性シグナルあり。酵素活性測定からミトコンドリア病は否定的。

【考察】当初はミトコンドリア病等何らかの代謝性疾患に伴う心筋症が疑われたが、慢性活動性EB

ウイルス感染症による劇症型心筋炎が示唆された。感染により肝障害や代謝異常の病態が修飾さ

れ、代謝性疾患との鑑別が困難であった。
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一般演題3

O-16	 エコーウイルスによる劇症型心筋炎・膵炎・肝炎を併発し
た一例

平田　　蒼1）、中田　悠貴2）、菊池　規子2）、服部　英敏2）、
春木伸太郎2）、吉澤佐恵子3）、南　雄一郎2）、山口　淳一2）

1）東京女子医科大学　卒後臨床研修センター、2）東京女子医科大学　循環器内科、 
3）東京女子医科大学　病理診断科

生来健康の65歳男性。数日前から感冒症状を認め、胸痛が出現し来院した。来院時ショックバイ

タルで、左室収縮率（EF）10%、CK値13,680U/Lと高値で、緊急カテーテル検査を行った。冠動脈

は正常で、心筋生検ではリンパ球を中心とした高度炎症細胞浸潤を認めた。劇症型心筋炎による

心原性ショックで、経皮的人工心肺装置、補助循環用ポンプカテーテルで循環維持を行った。経

時的にEFの改善を認め、第9病日に補助循環から離脱したが、同時期より膵酵素の著明な上昇を

認め、膵炎の診断でガベキサートメシルを投与、第20病日には総ビリルビン35mg/dlまで上昇し、

肝炎の併発に対し血漿交換を行った。原因検索として提出したペア血清で、エコーウイルス22型

の抗体価の上昇を認め、エコーウイルス感染が病態に寄与したと考えられた。エコーウイルスに

よる心筋炎・膵炎・肝炎を併発し、集学的治療で救命しえた稀な症例を経験したため報告する。
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一般演題3

O-17	 インフルエンザウイルス感染を併発した劇症型好酸球性心
筋炎の一例

宮原　克徳、松浦　秀樹、今村　繭子、平原　知晃、山口　聡美、
吉野　智博、藤本　竜平、山中　俊明、井田　　潤、久保　元基、
柚木　　佳、岡　　岳文
津山中央病院　循環器内科

症例は35歳の男性、発熱と増悪する呼吸苦を訴えて救急外来を受診した。来院時の脈拍は120回/

分、血圧は85/50mmHg、12誘導心電図ではII、III、aVF、V2-6誘導にてST上昇を認め、心エコー

図検査では左室駆出率が高度に低下し左心壁肥厚を認めた。血液検査ではトロポニンTの上昇と

白血球増多を認めたが好酸球数は正常範囲内であり迅速抗原検査にてインフルエンザBが陽性で

あった。冠動脈造影検査では特記所見はなく急性心筋炎と診断、心不全傾向を認めたためIABPを

導入し抗インフルエンザ薬での加療を開始したが徐々に状態は増悪し翌日には心原性ショックと

なりVA-ECMOを導入し心筋生検を実施した。迅速検査ではリンパ球浸潤はなかったがステロイ

ド投与を開始し経過は良好であった。その後の永久病理標本にて心筋内の好酸球浸潤を認め内服

加療を継続し独歩にて自宅退院となった。今回、インフルエンザ感染を併発した劇症型好酸球性

心筋炎を経験したので報告する。
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一般演題4

O-18	 左室心外膜側を中心とする特異な心筋障害分布を示した敗
血症性心筋症剖検例

廣兼　麻美1）、本郷　貴識2）、杉山　洋樹1）、能勢聡一郎3）、
中村　一文4）

1）岡山済生会総合病院　内科、2）岡山大学病院　救命救急科、 
3）岡山済生会総合病院　病理診断科、 
4）岡山大学大学院医歯薬総合研究科　循環器内科学

症例は82歳男性。肺炎桿菌による急性呼吸窮迫症候群および敗血症性ショックで入院となった。

第2病日に心エコーにて左室駆出率の高度低下を認め、敗血症性心筋症（SICM）による心原性ショッ

クと診断した。冠動脈造影にては有意狭窄を認めなかった。第7病日には左室駆出率が60%まで改

善したが、重度の消化管出血を併発し第26病日に死亡された。

組織学的に、左室心外膜側を中心としてほぼ全周性に病変が見られ、細胞浸潤を伴った心筋凝固

壊死巣と、組織形態の比較的保たれた心筋線維が隣接しつつ層状に分布していた。Gram染色・

PAS染色では心筋内に微生物の存在は確認できなかった。また、冠動脈に有意な動脈硬化性狭窄

病変は認めなかった。

SICMの発症メカニズムには不明な点が多く、またそれを裏付ける病理学的検討の報告も乏しい。

本所見が病態解明に寄与する可能性がある。
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一般演題4

O-19	 複数回の心筋生検で経過観察し得た急性リンパ球性心筋炎
から慢性心筋炎への移行例

長友　大輔1）、加藤　誠也2）、末松　延裕1）、岡部　眞典3）、
久保田　徹1）

1）済生会福岡総合病院　循環器内科、2）済生会福岡総合病院　病理診断科、 
3）恵山会丸山病院

生来健康の50歳代の男性、5年前、感冒症状5日後に心不全症状を来たし、心筋生検を含め急性リ

ンパ球性心筋炎と診断された。軽度の心機能低下を残し回復したが、TnTの軽度上昇は持続した。

4ヶ月後、動悸、前失神があり完全房室ブロックを認め、再生検で近接効果を伴う活動性心筋炎の

持続と線維化があり慢性心筋炎が示唆された。その後、左脚ブロックを残し、症状改善、TnTも

陰性化した。2年前、再度、心不全増悪、逸脱酵素上昇を認め、心筋生検では代償性肥大心筋、線

維化を背景に巣状の単核球浸潤を示す活動性心筋炎像が見られ、再燃と判断された。組織切片に

よるPCR検査でウイルスゲノムは陰性であった。症状回復1年後にフォロー目的の生検を施行、

活動性心筋炎像は消退していたが、ESC基準おける心筋炎に該当する状態であった。免疫抑制療

法は施行せず、現在は外来通院中である。慢性心筋炎の病態を理解する上で意義深い症例と考え

られた。
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一般演題4

O-20	 Proteomic	analysis	of	the	failing	human	heart	after	left	
ventricular	assist	device	support

堂本裕加子1,2）、野村征太郎3）、大出　晃士4）、木下　　修5）、
阿部　浩幸2）、牛久　哲男2）、小室　一成3）、小野　　稔5）、
上田　泰己4）、深山　正久2,6）

1）東京大学医学部附属病院　病理部、 
2）東京大学大学院医学系研究科　人体病理学教室、 
3）東京大学医学部附属病院　循環器内科、 
4）東京大学大学院医学系研究科　システムズ薬理学教室、 
5）東京大学医学部附属病院　心臓外科、 
6）地方独立行政法人総合病院国保旭中央病院　遠隔病理診断センター

【背景】左心室補助人工心臓（LVAD）は、心臓移植または回復への架け橋として心不全患者に使用

される。LVADは心機能を改善するが、回復過程における心筋の蛋白質の変化は明らかになって

いない。

【方法】末期心不全患者52例（移植例42例、離脱例10例）から摘出されたホルマリン固定パラフィ

ン包埋心筋を使用し、トリプシン消化後、同位体標識を付加して液体クロマトグラフィー質量分

析法を行った。LVAD装着時における移植例と離脱例の比較と、移植例におけるLVAD装着によ

る蛋白質の変化を調べた。

【結果・結語】LVAD装着時、離脱例ではミトコンドリア関連蛋白質が高値、細胞外基質が低値であっ

た。また、LVAD装着により、ミトコンドリア関連蛋白質の減少、細胞外基質と解糖系蛋白質の

増加傾向がみられた。臨床データとの相関から、移植前の大動脈弁逆流の程度が高度な症例ほど

解糖系蛋白質の増加率が乏しい傾向が見られた。
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一般演題4

O-21	 心タンポナーデを契機に診断した原発性滲出性リンパ腫類
似リンパ腫の1例

河口　達登、高山　　伸、村田有里恵、齊藤　宇亮、赤井　弘明、
小出　祐嗣、大塚　寛昭、和田　匡史、川本　健治、田中屋真智子、
片山　祐介
岩国医療センター　循環器内科

症例は80歳女性。全身倦怠感を主訴に来院された。血圧94/75mmHg、脈拍数157回/分で頸静脈

怒張を認めた。心エコーでは多量の心嚢液貯留と右室拡張早期の圧排像を認め心タンポナーデと

判断、緊急心嚢ドレナージを施行して循環動態は改善した。後日細胞診で心嚢液よりCD20陽性の

異型細胞を認め悪性リンパ腫が疑われた。全身CTでは腫瘤形成は認められず、免疫不全状態でも

ないことから原発性滲出性リンパ腫類似リンパ腫の診断に至った。

【考察】原発性滲出性リンパ腫は免疫不全を背景に腫瘤を形成することなく体腔液のみにリンパ腫

細胞が発生する稀な悪性リンパ腫である。日本においては免疫不全を伴わない原発性滲出性リン

パ腫類似リンパ腫の報告が散見される。R-CHOP療法などの化学療法が選択されることもあるが、

穿刺排液のみで寛解が維持される症例も報告されている。本症例もドレナージのみで経過観察の

方針とし、寛解を維持できている。
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2. 禁忌（次の患者には投与しないこと）
 本剤の成分に対し重篤な過敏症の既往歴のある患者

4. 効能又は効果
トランスサイレチン型家族性アミロイドポリニューロパチー

5. 効能又は効果に関連する注意
本剤の適用にあたっては、最新のガイドラインを参照し、トランスサイレチン型家族性アミ
ロイドポリニューロパチーの診断が確定していることを確認すること。

6. 用法及び用量
通常、成人にはブトリシランとして25mgを3ヵ月に1回皮下投与する。

7. 用法及び用量に関連する注意
本剤の投与が予定から遅れた場合は、可能な限り速やかに投与を行い、以後、その投与を
起点とし、3ヵ月間隔で投与すること。

8. 重要な基本的注意
8.1 本剤は、血清中トランスサイレチン（TTR）タンパク質を減少させることにより、血清

中ビタミンAの減少を招くことから、ビタミンAを補給するように患者に指導すること。
なお、1日推奨用量は約2500IUであり、推奨用量を超えて補給しないこと。また、ビタ
ミンAの欠乏により、眼症状（例：夜盲）等が発現するおそれがあるため注意すること。
［12.1 参照］

8.2トランスサイレチン型家族性アミロイドポリニューロパチー患者は、心筋症等の心症
状を伴うことが多い。本剤との因果関係は明らかではないが、心臓関連死等が報告
されているので、本剤投与中は定期的に心機能検査（心電図、心エコー等）を行う等、
患者の状態を十分に観察すること。

9. 特定の背景を有する患者に関する注意
9.1 合併症・既往歴等のある患者
9.1.1 肝移植後の患者　肝移植後の患者を対象とした臨床試験は実施していない。
9.2 腎機能障害患者　重度の腎機能障害患者及び末期腎不全患者を対象とした臨床試

験は実施していない。［16.6.1 参照］
9.3 肝機能障害患者　中等度及び重度の肝機能障害患者を対象とした臨床試験は実施

していない。［16.6.2 参照］
9.4 生殖能を有する者　妊娠可能な女性に対しては、本剤投与中及び投与終了後一定期

間は適切な避妊方法を行うよう指導すること。［9.5 参照］
9.5 妊婦 妊婦又は妊娠している可能性のある女性には投与しないことが望ましい。

母体の血清中TTR又は血清中ビタミンA濃度の低下が胎児に及ぼす影響は不明で

ある。妊娠ラットを用いた胚・胎児発生試験において、30mg/kgで母動物の体重
及び/又は体重増加並びに摂餌量への有害作用、また、早産率及び着床後胚損失
率の増加が認められた。10mg/kg以上で胎児体重に有害な減少がみられた。
［9.4 参照］

9.6 授乳婦　治療上の有益性及び母乳栄養の有益性を考慮し、授乳の継続又は中止を
検討すること。

9.7 小児等　小児等を対象とした臨床試験は実施していない。
11. 副作用

次の副作用があらわれることがあるので、観察を十分に行い、異常が認められた場合に
は投与を中止するなど適切な処置を行うこと。
11.2その他の副作用
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メディカル インフォメーションセンター
電話 0120-907-347
受付時間 9：00～17：30
（祝祭日を除く月曜日から金曜日まで）

胃腸障害 消化不良

一般・全身障害および
投与部位の状態

注射部位反応 疲労、末梢性
浮腫

臨床検査 ビタミンA減少

筋骨格系および
結合組織障害

関節痛、四肢痛

呼吸器、胸郭および
縦隔障害

呼吸困難（呼吸困難、労作
性呼吸困難、発作性夜間
呼吸困難）

3%以上 1～3%未満

眼障害 ドライアイ、    
強膜変色

頻度不明

21. 承認条件
21.1 医薬品リスク管理計画を策定の上、適切に実施すること。
21.2 国内での治験症例が極めて限られていることから、製造販売後、一定数の症例に係

るデータが集積されるまでの間は、全症例を対象に使用成績調査を実施することに
より、本剤の使用患者の背景情報を把握するとともに、本剤の安全性及び有効性に
関するデータを早期に収集し、本剤の適正使用に必要な措置を講じること。

2. 禁忌（次の患者には投与しないこと）
 本剤の成分に対し重篤な過敏症の既往歴のある患者

トランスサイレチン型家族性アミロイドポリニューロパチー

本剤の適用にあたっては、最新のガイドラインを参照し、トランスサイレチン型家族性アミ

ある。妊娠ラットを用いた胚・胎児発生試験において、30mg/kgで母動物の体重
及び/又は体重増加並びに摂餌量への有害作用、また、早産率及び着床後胚損失
率の増加が認められた。10mg/kg以上で胎児体重に有害な減少がみられた。
［9.4 参照］

9.6 授乳婦　治療上の有益性及び母乳栄養の有益性を考慮し、授乳の継続又は中止を
検討すること。

9.7 小児等　小児等を対象とした臨床試験は実施していない。
11. 副作用

トランスサイレチン型家族性
アミロイドポリニューロパチー治療

3ヵ月に1回、皮下投与の
siRNA製剤、登場










