
2021 年度学会参加報告⑤ 
 

2022/3/3-5 第 52 回⽇本⼼臓⾎管外科学会学術総会 パシフィコ横浜/埼⽟医科⼤学国際医
療センター⼩児⼼臓外科 鈴⽊孝明 本学会もコロナウィルス感染症の影響で、現地参加と
Web 参加のハイブリッド開催であった。業務の関係で初⽇のみ Web 視聴参加した。 
 
3/3 ワークショップ 2 真性瘤に対する Frozen elephant trunk 座⻑/吉武明弘（埼⽟医科⼤学
国際医療センター）・宮本伸⼆（⼤分⼤学医学部⼼臓⾎管外科） 
WS2-1 広範囲遠位⼸部真性瘤に対する Frozen elephant trunk(FET)の意義：⼩倉記念病院
⼼臓⾎管外科 ⽟井夢果ら FET は広範囲遠位⼸真性瘤に対して、⼀期的治療を可能にする
が、脊髄梗塞などの合併症も軽視できない。過去 5 年間で⾃施設にて実施した 105 例の上
⾏⼸部置換術を要した、術前評価で胸⾻縦切開のみでは末梢吻合が困難と予想されたもの
を対象とした症例で、FET 使⽤例 48 例（47％）、不使⽤例 57 例（53％）で⽐較した。 
患者背景と⼿術時間に差はなかったが、循環停⽌時間は FET 群が短かった。末梢吻合は FET 
群の 88％で zone3 より近位を選択した。FET 群は全例で胸⾻縦切開にて完遂したが、不使
⽤群では 5 例に左開胸を要した。術後合併症は、出⾎再開胸や⼿術死亡に関して差はなし、
対⿇痺は FET 群のみ 3 例（6％）に発⽣。他⽅で挿管時間、反回神経⿇痺、縦隔炎は不使⽤
群で多かった。予定⼆期⼿術は FET 群 4 例、不使⽤群 5 例に実施し、術後合併症は不使⽤
例後の胸腹部置換術で対⿇痺、膵炎に起因した死亡を各 1 例ずつ認めた。また、FET 群 2
例、不使⽤群 9 例で⼆期的⼿術を予定していたが経過観察でフォロー中。この間に解離、瘤
拡⼤、破裂等の⼤動脈イベントを各々4 例、13 例と認め不使⽤群に多かった。破裂の 2 例
は供に死亡、⼿術死亡、⼼⾎管関連死もなく前予定治療を完遂したのは、FET 群で多かっ
た。（90％vs67%）結語として、FET による⼿術が胸⾻縦切開のみで完遂し安く、侵襲が少
ないが、対⿇痺が多い傾向はやはり課題である、と締めた。 
WS2-2 ⾼齢者⼸部⼤動脈瘤に対する⼿術成績 神⼾⾚⼗字病院⼼臓⾎管外科 菅野令⼦ら：
⾼齢者の⼸部⼤動脈瘤に対する外科治療は、ステントグラフトの導⼊以後、debranching の
併⽤などから多様化してきたが、⾃施設で第 1 選択としている⼸部全置換術 TAR も、2015
年以降、反回神経⿇痺に伴う誤飲性肺炎を回避するため、FET を⽤いた translocation を積
極的に取り⼊れた。循環停⽌困難例、⾼度肺気腫、Frailty 等のハイリスク例に限って、
debranching TEVAR を選択しており、治療選択の変遷とその妥当性について検討。過去 18
年の 80 歳以上の⼸部⼤動脈外科治療を実施した 74 例で、2014 年までの従来の TAR 群 40
例と、2015 年以後 FET 使⽤群 34 例の⽐較。平均年齢に差はないが、FET 使⽤例では 90
歳以上が 6 例（18％）と多かった。後者では、従来 TAR15 例、translocation＋FET13 例、
debranching TEVAR8 例。2 群間の⽐較で、院内死亡 4 例（10％：誤嚥性肺炎 4）vs 1 例
(3％：術中解離出⾎ 1)、術後主要合併症は、18 例 vs 4 例、呼吸器合併症も 11 例 vs 3 例と
後者で減少。中期⽣存率は、観察期間から 4 年となり、66％vs 83％お、やはり後者で良好。



Translocated TAR+FET は⾼齢者⼸部⼤動脈瘤治療の成績向上に繋がると結論した。 
WS2-3 真性⼸部⼤動脈瘤に対する FET 併⽤ TAR の有⽤性 埼⽟医科⼤学国際医療センタ
ー 徳永千穂ら：社会の⾼齢化に伴い、⼸部⼤動脈瘤の外科治療適応は拡⼤している。特に
FET の導⼊は⼿術⼿技の簡素化と成績向上に貢献してきている。2014 年以降⾃施設でも
FET＋TAR を標準術式としており、その成績を検討。過去 7 年間の上記⼿術症例 118 例を
対象とした。平均年齢 74.3 歳、平均瘤経 57.2mm、合併症は⾼⾎圧 97 例（82.2％）、腎障
害 75 例（63.6％）、COPD21 例（17.8％）、DM20 例（16.9％）、脳梗塞 17 例（14.4％）で、
破裂＋切迫破裂例の 9 例で緊急⼿術となった。在院死亡 5 例（4.2％）、術後合併症では対⿇
痺 3 例（2.5％）、腎不全と脳梗塞各々4 例（3.4％）。遠隔死亡は 12 例（10.2％）だが、⼤動
脈関連死は 2 例（1.7％）のみであった。累積⽣存率は 3 年 82.3％、5 年 77.6％と⾔う結果。 
FET+TAR の⼿術成績は良好だが、対⿇痺や脳梗塞合併は、これからの課題である。 
WS2-4 FET 法の中・⻑期成績 三重⼤学医学部付属病院胸部⼼臓⾎管外科 中村 ⽂ら：FET
は低侵襲であり普及してきているが、脊髄梗塞や SINE（stent induced new entry）の問題
は課題とされる。過去 7 年間の FET＋TAR の⾃験例 126 例について検討。平均年齢 69 歳、
男性 106 例（84.1％）、真性瘤 74 例、急性解離 14 例、慢性解離 38 例、破裂症例 13 例。
FET のランディングは Th5-9 の範囲として、術前脊髄ドレナージを 46 例（36.5％）施⾏し
脊髄障害の予防に努めた。術後 30 ⽇死亡は 5 例（4.0％）、脳梗塞 14 例（11.1％）、対⿇痺
8 例（6.3％）で、術後追加⼤動脈治療を要した⼤動脈関連イベントは 12 例（9.5％）で、
SINE4 例、endoleak2 例、re-entry による偽腔拡⼤ 2 例、中枢側仮性瘤 2 例、stent migration1
例、再解離 1 例であった。追加治療内容は、TEVAR5 例、EVAR1 例、下⾏置換 3 例、再開
胸上⾏置換 2 例、左鎖⾻下動脈塞栓 1 例。真性瘤か解離かは術後経過に差を認めなかった。 
FET 法では、農国側、対⿇痺はやはり課題であり、SINE、endoleak 等のステント関連合併
症の管理のためにも術後の厳重なフォローは⽋かせない。 
WS2-5 ⼸部真性瘤に対する FET with Suturing Fenestration の成績 ⽇本⼤学医学部⼼臓⾎
管外科 秦 光賢ら：FET を⽤いるが鎖⾻下動脈再建を要しない Suturing Fenestration（SF）
法を考案、⼸部真性瘤に、Open stent を⽤いた多様な⼿術を施⾏したので報告。過去 10 年
間に 90 例の⼸部真性瘤に FET を⽤いた。瘤が鎖⾻下動脈起始部を含まない場合、低体温
循環停⽌のみで置換術を⾏う（LIOS）法を 60 例、及ぶ場合は LIOS＋拍動下⼤動脈鎖⾻下
バイパス術を 7 例、TAR では順⾏性脳分離送⾎を⽤い、⼸部置換、FET、SF 法を 15 例で
実施した。術周期合併症として脳梗塞 2 例のうち、1 例が在院死亡（1.1％）となった。対
⿇痺が 1 例、LIOS 法で 2 例のエンドリークがあり TEVAR により修復。広範囲瘤の 2 零度
2 期的 TEVAR を追加した。遠隔死亡は AMI、胃がん、膵がん、消化管出⾎、コロナ肺炎の
各 1 例ずつ、5 年の累積⽣存率は 96.4％と良好だった。SF、LIOS 等多様な⼯夫により TAR 
の⼿術成績をかなり改善できたと考えている。 
WS2-6 広範⼸部⼤動脈瘤に対する TEVAR-First FET Technique 東海⼤学医学部外科学 
⼼臓⾎管外科 志村信⼀郎ら：FET の真性⼸部瘤に対する治療成績は近年向上しつつあるが、



グラフトが Th8 レベルを超える広範囲のものでは、脊髄障害のリスクが⾼いと報告され、
FET 末梢側の SINE も⽣じやすい。更に 2 期的に残存下⾏⼤動脈瘤に TEVAR が⾏われる
が⼤気中の破裂例の報告も少なくない。こうした合併症を防ぐ⽬的で広範⼸部瘤に対して、
まず下⾏⼤動脈に TEVAR を先⾏し、数⽇後に FET 併⽤ TAR を⾏うことで、短期間に 2
期的⼿術を完遂する⽅法として、TEVAR-First FET Technique を開発した。対象は過去 6
年間に実施した 111 例の FET+TAR のうち、2019 年春より始めた本法 10 例で評価。平均
年齢 72.5 歳、⼥性 1 名、TEVAR は GORE TAG、CTAG を⽤い、FET+TAR には Triplex 
Advanced 4Branch と J graft Frozenix を使⽤。CTAG の active control 機構を利⽤し⼤動脈
弯曲に沿って、鎖⾻下動脈起始部末梢に留置し壁在⾎栓⾶散を回避した。退院数⽇後に再⼊
院して⼆期⼿術施⾏、胸⾻縦切開、arch first technique にて⼸部 3 分枝再建後、腕頭ないし
左総頸動脈起始部末梢で⼤動脈離断、open distal に先⾏留置 CTAG に FRZX を挿⼊展開接
合し断端形成、末梢続けて中枢側吻合とした。TEVAR 所要時間、FET+TAR の⼿術時間、
⼈⼯⼼肺時間、循環停⽌時間は多施設と同様だったが、TEVAR から FET+TAR までが平
均 17 ⽇で、在院死亡、脳合併症、対⿇痺、塞栓症、SINE、endoleak の発⽣は皆無で治療を
完遂し、全例⽣存退院した。省令の蓄積と遠隔期の評価が必要だが、治療成績としては⾼い
評価が出来ると考える。 
 
3/3 パネルディスカッション 4 Frozen elephant trunk 時代の急性解離の治療戦略：問題点と
改良点 座⻑/萩野 均（東京医科⼤学⼼臓⾎管外科）・志⽔秀⾏（慶應義塾⼤学医学部外科学 
⼼臓⾎管外科） 
PD4-1 FET 時代の DA の治療戦略-年齢に基づいた III 型逆⾏性解離に対する遠位側拡⼤⼿
術の適応 ⾃治医科⼤学⼼臓⾎管外科 川⼈宏次ら：若年者解離は背景に遺伝的な要因があ
り、複雑/広範な解離を呈す。他⽅⾼齢者では動脈硬化、⾼⾎圧が背景にあり、⽐較的単純
で限局した解離形態をとるため、年齢に基づいた治療戦略が重要。FET の導⼊は III 型逆⾏
性解離（IIIR）に対する遠位拡⼤⼿術を増加させたが、⾼齢者の場合議論がある。我々は FET
導⼊前から 2018 年まで Tear oriented strategy に基づき、IIIR 例に上⾏置換を実施してき
た。今回年齢層別の遠隔成績を検討した。1990 年-2018 年に⾃治医科⼤学附属病院/さいた
ま医療センターで緊急⼿術となった A 型解離 1093 例の内訳は、I＆II 型解離 858 例、IIIR
例 235 例。これらにスコアマッチングを⾏い抽出した各軍 221 例を対象に、新たな末梢側
解離、破裂、malperfusion、末梢側⼤動脈再⼿術、⼤動脈関連死亡を⼤動脈イベントとして、
2 群間の aortic event free survival を、49 歳以下、50〜69 歳、70 歳以上の 3 群⼆層別化し
て検討。結果は 49 歳以下では aortic event free survival（5 年）は I&II 群 95％、IIIR 群 73％
（p＝0.015）と primary entry が遺残した IIIR 群の予後は不良だった。⼀⽅ 50〜69 歳では
I&II 群 91％、IIIR 群 86％（p-0.278）、70 歳以上では、I&II 群 97％、IIIR 群 89％（p＝0.195）
と有意差はなかった。結論として、49 歳以下では primary entry を切除することで⻑期予後
の改善が期待されるが、50 歳以上ではその遺残は予後に影響しておらず、⾼齢者では



risk/benefit を考慮の上適応を決めるべきと結んだ。 
PD4-2 A 型急性⼤動脈解離における FET を⽤いた全⼸部置換標準化 国⽴循環器病研究セ
ンター⼼臓⾎管外科 井上陽介ら：FET を⽤いた A 型解離の良好な治療成績が笛報告されて
おり、⾃施設でも 2014 年から症例を選び使⽤し始め、2017 年以降 80 歳以下の下⾏⼤動脈
偽腔開存型に、entry の部位に関係なく TAR+FET を標準術式としてきた。⾃施設の 2016
年までと 2017 年からの前期後期に分け、各々367 例と 167 例を⽐較検討。後期群では 130
（78％）例に TAR を⾏い 110 例（66％）に FET を併⽤、前期群（49％、1％）と有意に多
かった。⼿術時間、循環停⽌時間に差はなく、⼊院死亡も 19 例（5．2％）と 11 例（6％）
で差はなく、脳梗塞、気管切開などの術後合併症発⽣率も同等で、恒久的な脊髄障害は、両
群ともなかった。遠隔期の末梢側追加⼿術は前期で 41 例、後期では FET 使⽤の 3 例（グ
ラフト末梢側の拡⼤に対する胸腹部置換 2 例と d-SINE に対する TEVAR1 例）のみであっ
た。遠隔期再⼿術回避率も、1 年、3 年で前期 94％、91％、後期 99％、97％と後期で優れ
ていた。以上より、FET の導⼊は TAR の適応拡⼤に寄与していると結論した。 
PD4-3 zone0 から⾏う上⾏⼸部置換術における FET150mm の有⽤性 秋⽥⼤学医学部⼼臓
⾎管外科 ⾼⽊⼤地ら：A 型解離に対する FET を⽤いた上⾏⼸部置換では、FET 末梢側を
何処に置くべきかは、脊髄障害や再⼿術回避の観点から報告されているが、術周期の
malperfusion との関係性についての報告はない。TAR における留置⽅法、FET ⻑、先端位
置と Central repaire 後の下半⾝ malperfusion・脊髄障害の関係性を検討した。過去 7 年間
で実施した TAR191 例を、TEE にて FET+TAR までが平均 17 ⽇の位置決め（FET90-
120mm）をした 154 例と FET 中枢側を腕頭動脈起始部に合わせた（FET150mm）37 例に
分けて評価。両郡間で、術前状態、倂施⼿術、⼿術時間、⼈⼯⼼肺時間、循環停⽌時間に差
はなく、脳分離体外循環時間は前者が⻑かった。結果として、短い FET（60-90mm）で先
端が浅くなった場合（Th4-5）に、正中切開⼿術後に治療介⼊を要する下半⾝ malperfusion
を多く認めたため、FET150mm を⽤いて、TH6 以下の位置に先端を留置すべきと判明。 
PD4-4 急性⼤動脈解離に対する FET での留置位置と留置⾓度の検討 帝京⼤学医学部⼼臓
⾎管外科 今⽔流智浩ら：近年普及してきた FET も対⿇痺や distal SINE、FET 後の TEVAR
や下⾏置換術などの周術期、遠隔期の合併症も課題である。⾃施設でも TAR に対して第 1
選択としており、2014 年から導⼊し、過去 7 年間の 60 例を検討。留置 FET の中⼼線と下
⾏⼤動脈の直線分の Aorta center line で作る⾓度を A-G angle として、造影 CT にて 3D 解 
析し、留置位置は遠位⼸部変曲点から FET 末端までの⻑さ（FETL）とした。平均年齢 62.4
歳、男性 44 例で、FETL は 60mm5 例、90ｍｍ38 例、120mm17 例、150mm0 例だった。
複合⼿術は David ⼿術 3 例、AVR2 例、CABG16 例で、術後 30 ⽇死亡 4 例、（6.7%）、脳
梗塞 8 例（13.3％）、精髄障害 2 例（3.3％）d-SINE 発⽣ 3 例（5.0％）。A-G angle は、平均
24.8 度だが、d-SINE 例では 42.5 度、それ以外では 18.6 度と有意差あり。FETL は d-SINE
例で 34.4mm、それ以外で 64.5mm と同じく有意差を認めた。この結果より、FET 留置⾓
度と留置⻑は重要な要因であることが分かると供に、⼿術成績は満⾜のいくものだった。 



PD4-5 急性 A 型⼤動脈解離に使⽤する FET の 6cm と 9cm 以上の⽐較成績 神⼾⼤学医学
部⼼臓⾎管外科 河野敦則ら：⾃施設では、zone 3 で末梢吻合を⾏い、脊髄障害を考慮して
6cm の FET を使⽤している。6cm と 9cm 以上の治療成績について検討。過去 6 年の⾃験
例 198 例で、FET を 67 例に使⽤し、原則 zone 3 での末梢吻合では 6cm のデバイス、zone 
2 での吻合では 9cm か、それ以上のデバイスを使⽤した。平均年齢 62.9 歳で、FET ⻑は
6cm49 例、9cm16 例、12cm2 例だった。30 ⽇死亡は 5 例（7.5％）、1 例で⼀過性脊髄障害
であった。遠隔成績では平均観察期間 37.4 ヶ⽉で、⽣存率は 6cm74％、9cm75％、⼤動脈
イベント回避率が、6cm86％、9cm82％と差がなかった。d-SINE の発⽣も各々1 例ずつで
差はなし。⾃験例では FET ⻑による術後合併症や⽣存率に差を認めなかった。 
 FET の導⼊については 2014 年からの上梓で普及してきており、TAR がより低侵襲で、
拡⼤して⾏われるようになり、その合併症対策も様々な⼯夫がなされていることを知り、⼤
いに為になった。 
 


