
～　12　～ ～　13　～

日程表 プログラム
第5回 日本下肢救済・足病学会
　　　  東北地方会学術集会　

タイトル

「血管外科医としての下肢救済・フットケアに対する当院での取り組み」

タイトル

「地域に下肢救済診療を根付かせるコツとは」

タイトル

「循環器内科によるフットケアと血行再建 ～当院の取り組みの紹介～」

座長：公益財団法人　星総合病院　心臓病センター所長｠兼｠副診療部長｠兼｠心臓血管外科部長

　　高橋　昌一 先生

演者：埼玉県立循環器・呼吸器病センター　血管外科　科長

　　墨　誠 先生

共催：アイペックホールディングス株式会社

座長：公益財団法人　星総合病院　病院長補佐｠兼｠形成外科部長

　　佐瀬　道郎 先生

演者：岐阜ハートセンター　形成外科部長

　　菰田　拓之 先生

共催：KCI株式会社

座長：公益財団法人　星総合病院　病院長補佐 兼 心臓病センター循環器内科部長

　　清野　義胤 先生

演者：公益財団法人　宮城厚生協会　坂総合病院　循環器科　医長

　　佐々木　伸也 先生

共催：大正富山医薬品株式会社

特別講演1

特別講演2

特別講演3

時間 セッション タイトル・内容

12：00 受付開始　

13：00～13：05 開会の挨拶　 　大会長：清野　義胤 先生（公益財団法人　星総合病院）

13：05～13：35 特別講演1　

　「血管外科医としての下肢救済・フットケアに対する
　　当院での取り組み」
　座長：高橋　昌一 先生（公益財団法人　星総合病院）
　演者：墨　誠 先生（埼玉県立循環器・呼吸器病センター）

共催：アイペックホールディングス株式会社

13：35～14：55 一般演題1

　一般演題　10題

　座長：冨樫　真二 先生（山形愛心会　庄内余目病院）
　　　　岩倉　敬 先生（公益財団法人　星総合病院）

14：55～15：00 休憩　

15：00～15：30 特別講演2

　「地域に下肢救済診療を根付かせるコツとは」
　座長：佐瀬　道郎 先生（公益財団法人　星総合病院）
　演者：菰田　拓之 先生（岐阜ハートセンター）

共催：KCI 株式会社

15：30～16：50 一般演題2　

　一般演題　11題

　座長：山本　義人 先生（いわき市立磐城共立病院）
　　　　小松　宣夫 先生（太田西ノ内病院）

16：50～16：55 休憩　

16：55～17：25 特別講演3

　「循環器内科によるフットケアと血行再建
　　　　　　　　～当院の取り組みの紹介～」
　座長：清野　義胤 先生（公益財団法人　星総合病院）
　演者：佐々木　伸也 先生（坂総合病院）

共催：大正富山医薬品株式会社

17：25～17：30 閉会の挨拶

　大会長：清野　義胤 先生（公益財団法人　星総合病院）
　日本下肢救済足病学会東北地方会　理事長：漆舘　聡志 先生
　　　　　　　　　　　　　　　（弘前大学大学院医学研究科形成外科学講座　教授）

　次期会長：飯野　健二 先生（秋田大学医学部附属　循環器内科　病院准教授）

13：05～13：35

15：00～15：30

16：55～17：25



～　14　～ ～　15　～

プログ ラム

1-1　下肢血管形成術から3年後のリハビリ介入で改善効果が得られた
　　   一症例より学んだこと
　　　遠藤　教子　（長者2丁目かおりやま内科）

1-2　透析患者における糖尿病性足壊疽患者における理学療法士介入の意義
　　　阿部　幸司　（医療法人社団　山形愛心会　庄内余目病院）

1-3　足の接触型皮膚潰瘍にハイドロサイトⓇ薄型が有用であった１例
　　　齋藤　百合子　（弘前大学医学部附属病院）

1-4　当院での下肢救肢にむけた取り組み
　　　長岡　和恵　（社会福祉法人　恩賜財団済生会　山形済生病院）

1-5　踵部低温熱傷を契機にSFAのCTOと冠動脈3枝病変が発見され
　　   CABGを施行した1例
　　　佐瀬　道郎　（公益財団法人　星総合病院）

1-6　因不明の両側手指足趾壊死患者のADL低下を防ぐための看護支援
　　　千葉　倫子　（東北大学病院）

1-7　NPWTi-dを使用し義足による歩行を取得できた1例
　　　佐藤　義邦　（公益財団法人　星総合病院）

1-8　セルフケアが確立出来ない透析患者さんとの関わり
　　　遠山　裕子　（公益財団法人　湯浅報恩会　寿泉堂綜合病院）

1-9　下肢閉塞性動脈硬化症患者に対する運動療法の経験
　　　有賀　史江　（公益財団法人　星総合病院）

1-10　重症下肢虚血に対するADL維持を目的とする
　　   早期リハビリテーション介入の取り組み
　　　富樫　真二　（医療法人社団　山形愛心会　庄内余目病院）

2-1　透析クリニックにおけるPAD管理
　　　鈴木　一裕　（援腎会　すずきクリニック）

2-2　当院の重症下肢虚血の現状
　　　髙橋　祐司　（岩手医科大学附属病院）

2-3　PAD診療におけるSuperb micro-vascular imaging の有用性
　　　須藤　佑太　（秋田大学医学部附属病院）

2-4　当科における下肢救済療法の現状と目標
　　　外田　洋孝　（社会福祉法人　恩賜財団済生会　山形済生病院）

2-5　集学的治療で救肢し得た低左心機能および呼吸機能障害を
　　   合併した重症下肢虚血の一症例
　　　堀江　和紀　（一般財団法人厚生会　仙台厚生病院）

2-6　発症から2日経過した急性下肢動脈閉塞症に対して
　　   血栓除去を行い切断を免れた一例
　　　新城　宏治　（公益財団法人　星総合病院）

2-7　人工血管抜去後SFA閉塞にOUTBACKとVIABAHNの血管外留置を要した1例
　　　塙　健一郎　（いわき市立総合磐城共立病院）

2-8　整形外科術後にALIを発症した一例
　　　菊地　健太郎　（公益財団法人　湯浅報恩会　寿泉堂綜合病院）

2-9　閉塞性動脈硬化症の急性憎悪に対し、経皮的末梢血管形成術を施行し、
　　   下肢救済に成功した1例
　　　西浦　司人　（一般財団法人　太田綜合病院附属太田西ノ内病院）

2-10　膝下病変のPADに合併する下肢動静脈瘻の一例
　　　星野　寧人　（社会医療法人福島厚生会　福島第一病院）

2-11　足関節以下distal punctureを併用した経皮的血行再建により改善した
　　   重症下肢虚血の一例
　　　清水　竹史　（公益財団法人　星総合病院）

一般演題１ 一般演題213：35～14：55 15：30～16：50

第 5回 日本下肢救済・足病学会
　　　  東北地方会学術集会　



～　16　～ ～　17　～

一般演題抄録集

演 題 1

下肢血管形成術から3年後のリハビリ介入で改善効果が得られた
一症例より学んだこと

透析患者における糖尿病性足壊疽患者における理学療法士介入の意義

【症例】70歳代男性
【経過】X-3 年1月急性冠症候群となりJ病院にて加療。その際両側腸骨動脈と両側浅大腿動脈の閉塞が見つ
かり、それぞれ血行再建実施。その後数回再狭窄を認め、バルーン拡張にて加療している。X年 3月ABI値
0.97/0.86と血行保持されていたが、歩行時疼痛あり日常生活に支障があった。血行再建より時間が経過してい
たが、ADL拡大を目的に、当院でのリハビリテーションを勧められ紹介された。トレッドミルを使用した運動療
法を週 2回ペースで開始。運動内容はトレッドミル2㎞ /Hr3 分（距離 90m）実施休憩5分を1セットとし、3セッ
トを主軸に実施。21回参加後には1セット3㎞ /Hr9 分（距離 450m）まで改善し、買い物も不自由なく行ける
ようになった。血行再建から時間が経過していたが、リハビリ介入効果が得られた。しかしその後、通院自己中
断となった。当初目標設定として、家人は温泉旅行をあげ、患者は杖なしでの歩行を上げていた。21回目のリハ
ビリ終了時には患者目標は達成できていた。多職種カンファレンスではリハ継続によりさらに改善する可能性が
あることが報告され自宅での運動指導の充実が課題にあがっていたが目標が達成されたことについては言及され
ていなかった。医療者側より目標の再設定を早期に行えば、リハビリ継続につながった可能性がある。　　

リハビリの分野において大切断後の義足を装着したリハビリは多く実施されている。糖尿病性足壊疽患者にお
ける小切断に対し理学療法はまだまだ展開している施設は少ない状況。大切断によるADLの改善率、歩行獲
得率も低値であり生命予後は不良であるデータも明確化されている。切断を回避し動作の獲得、ADLの拡大、
QOLの向上は理学療法士の任務であると考える。傷がありながら歩行やADLを改善させる方法は、まだ確立
されていない。当院での取り組みや透析施行している糖尿病性足壊疽患者において下肢機能温存と創傷ケアセ
ンターの役割、意義について症例を通して報告する。
　透析患者において大切断は生命予後を悪くする要因とされている。切断回避し下肢を救肢することでリハビリの
プログラムの選択肢が拡大し、臥床時間を短縮させ患者自身一人で出来ることを獲得させることが可能になると
思われる。生命予後は悪いかもしれないが患者のADL拡大、QOLの向上に関与できると考える。
　糖尿病を既往に持つ患者において合併症を予防の段階で理学療法士が関わる事で傷に発展させない事も可能
になると思われる。しかし、診療報酬上まだまだ糖尿病の理学療法に関して不十分なため、下肢切断を回避させ
る症例を増やしていき、職域拡大につながる事を期待したい。

遠藤　教子（かおりやま内科　循環器内科心臓リハビリテーション科）
水上　浩行（寿泉堂綜合病院　循環器内科）
新妻　健夫（かおりやま内科　循環器内科心臓リハビリテーション科）

阿部　幸司（庄内余目病院　リハビリテーション科）
富樫　真二（庄内余目病院　創傷ケアセンター長）
富樫　弘美（庄内余目病院　看護部　皮膚・排泄ケア認定看護師）

演題1-1

演題1-2



～　18　～ ～　19　～

足の接触型皮膚潰瘍にハイドロサイトⓇ薄型が有用であった１例

当院での下肢救肢にむけた取り組み

【症例】51歳、男性、糖尿病性腎症にて透析中である。以前より糖尿病性足潰瘍を繰り返しており、当科で加療とフッ
トケアを行っていた。明らかな誘因なく左母趾MP関節屈側に皮膚潰瘍を形成した。MP関節のしわに一致した
深い潰瘍で潰瘍周囲には角質増生を伴っていた。潰瘍底は潰瘍どうしが接する状態であったため接触型皮膚潰
瘍と診断し、通常治療では難治であることが予想された。
【方法】厚い角質を切除し、深い潰瘍底にハイドロサイト薄型を挟み込むように貼付して接触の予防を試みた。
自宅では自己貼布を指導した。自己貼布当初は潰瘍底まで深く貼付できなかったが、MP関節を伸展して貼付し、
爪楊枝で潰瘍底まで密着させるように指導したところ、効果的に貼付できるようになった。
【結果】貼布が不十分であった治療後１ヶ月までは緩慢な治癒傾向であったが、効果的に貼付できるようになると
１ヶ月で治癒が得られた。
【考察】接触型皮膚潰瘍は潰瘍底どうしが接する皮膚潰瘍であり、浅く小さいものでも通常の軟膏や被覆材治療
では難治であることが知られている。治療のポイントは潰瘍底の接触を避けることであり、テーピングや被覆材
充填などでの対処が報告されているが容易ではない。ハイドロサイト薄型は薄くしなやかで、凹凸にも密着しやす
く剥がれにくいという特徴を持っている。このため本症例のような狭い接触型潰瘍に対して接触を予防するのに
効果的であったと考えられた。

　重症下肢虚血（以下CLI）による、下肢潰瘍・壊疽は治癒が困難であり、適切な治療が施行されない限り下
肢大切断に至る。また、CLIは、患者のADLやQOLに大きな影響を及ぼし、罹患後の生命予後は悪いこと
が知られている。しかし、患者・医療従事者ともにCLIに対する認識が低く、下肢潰瘍を形成した際に、患者
はどの診療科を受診してよいかわからず、受診しても適切な治療が施行されず、重症化に至る症例は少なくない。
当院でも同様の症例を経験し、CLI症例の早期診断と治療の介入の必要性について再認識した。
　そこで、当院ではCLI症例の集約と治療提供を目的として、院内におけるシステムつくりを行った。医療者・
患者向けのホームページを作成し、疾患や治療法の啓蒙活動を行うとともに、CLIが疑われた際に、早期に治
療につなげられるように、血管外科への直通電話を開設した。また、院内では潰瘍処置の情報供給するために
下肢救肢チームを立ち上げた。当院での下肢救肢へ向けた取り組みについて報告する。

齋藤　百合子（弘前大学医学部附属病院　形成外科）
漆舘　聡志（弘前大学医学部附属病院　形成外科）

長岡　和恵（社会福祉法人恩賜財団済生会　山形済生病院　看護師）
丹野　千礼（社会福祉法人恩賜財団済生会　山形済生病院　看護師）

演題1-3

演題1-4

踵部低温熱傷を契機にSFAのCTOと冠動脈3枝病変が発見され
CABGを施行した1例

原因不明の両側手指足趾壊死患者のADL低下を防ぐための看護支援

【はじめに】低温熱傷患者に対しPAD合併を疑ったことで心血管イベントが予防できた可能性のある１例を経験した。
【症例】41歳女性。電気敷き毛布が原因で両踵に低温熱傷を受傷。受傷 5日目から近医整形外科で保存的治療を受
けたが右踵は改善せず皮膚壊死に感染を併発しため受傷 59日目に当科紹介、翌日入院となった。PADを疑ったことで
ABI 右 0.69左 0.72、SPP右足 39-59左足71-84mmHgと判明し、3DCTAでは両側 SFAに石灰化を伴うCTO病変
を認めた。CLIであることを患者本人に説明したことでDMの既往歴 ,家族歴 (兄 40 代 AMI)、喫煙歴が聴取できた。
受傷 67日目に腰椎麻酔下に右踵部デブリドメン施行した。アキレス腱は末梢で壊死していた。踵骨の感染部位を搔爬
し開放創のまま手術終了とし連日洗浄施行した。受傷70日目に循環器内科へ紹介、再建術前にEVT予定となった。
自己洗浄処置が可能となったためデブリドメン後41日(受傷後108日)目に退院し形成外科外来で週1回経過観察を行っ
た。デブリ手術後、創部に若干の組織壊死を認めたがその後肉芽は形成された。踵骨が肉芽で被われたため再建計画
を立て循環器内科で受傷169日目に右SFAに対しEVTを施行した。その際行ったCAGにてLMTを含む３枝病変を
認めた。受傷196日目心臓外科にてCABG施行した。受傷221日目に踵部へ全層植皮を行い救肢と創閉鎖が得られた。
今後左SFAに対するEVTを予定している。
【結論】①常にPADを念頭に置くことが重要である。②未治療DMにより41歳でも致死的になり得る。

　原因不明の両側手指足趾壊死のため入院となった80歳代女性。
病状と不安に対する精神的ケアや疼痛の軽減によるADL低下を予防した看護を振り返り、必要な看護支援を明
らかにしたいと考えた。
　発症前のADLは自立していた。疼痛が強く前医でオピオイドの内服を開始しており、入院時にはADLの低下
や一時的に失見当識がみられていた。悪化していく病状と先が見えない不安に対し悲観的になっており、さらに
ADLが低下する危険性が高かった。末梢循環の改善と感染予防のため、毎日手浴、足浴を実施した。このケ
アを通して本人の不安を傾聴し、精神的ケアを行ったところ患者からは「動けるようになりたい。」と前向きな発言
が聞かれた。
　疼痛に関しては、麻酔科、主治医、看護師が情報共有をしたことで、上下肢神経ブロック等を施行し、疼痛
の軽減を図ることができた。疼痛軽減とともにできる限り本人の希望に合わせた排泄ケアや清潔ケアを実施した
ことは、ADLの低下を防ぐことができ、車椅子へ軽介助で移乗することができるようになった。保存的治療によ
り、原病の進行は防ぐことができた。さらに、患者の残存機能を活かしたリハビリやケアは、ADL低下に対する
不安の軽減と認知機能低下の予防につながったと考えられた。

佐瀬　道郎（公益財団法人星総合病院　形成外科）
岩倉　敬（公益財団法人星総合病院　形成外科）
清水　竹史、清野　義胤、木島　幹博（公益財団法人星総合病院　循環器内科）
高橋　昌一、新城　宏治（公益財団法人星総合病院　心臓血管外科）

千葉　倫子（東北大学病院　看護部）
横山　瑞希、菅原　寛子（東北大学病院　看護部）
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NPWTi-dを使用し義足による歩行を取得できた1例

セルフケアが確立出来ない透析患者さんとの関わり
～フットケア外来での試み～

　2017年 8月に周期的自動注入機能をともなった局所陰圧閉鎖療法（Negative Pressure Wound Therapy with 
Instillation and Dwelling : NPWTi-d）が認可された。
　今回、NPWTi-dにて下肢の切断を回避し、義足による歩行が可能になった症例を経験したため報告する。
　対象は60 代男性。糖尿病なし、既往歴は高血圧のみ。重機作業中に横転し、そのまま重機の下敷きになり左下腿
中央での不全切断にて救急搬送。切断遠位の血流、知覚は無く、創部は土壌汚染があり、義足での歩行取得のため下
腿近位1/3での切断となった。術後、創感染が生じ、術後18日目に創感染に対してデブリドマン、骨追加切除術施行。
これ以上切断になると義足の装着が困難になるとのことで、術後22日目にNPWT目的に相談あり。壊死組織の付着と
浮腫状の肉芽を認めたため、NPWTi-dを提案、主治医の了解を得てNPWTi-dを開始した。NPWTi-d 開始 3日後、
肉芽の浮腫改善があり、壊死組織の境界が明確になったため鋭匙にてデブリドマン施行。フォーム交換のたびに壊死組
織のデブリドマンを施行、開始後3週間で骨露出部の肉芽の盛り上がりが足りないもののそこを除いて良好な肉芽を得
ることができたため、非固着性ガーゼを使用し肉芽の盛り上がりが足りない部分のみがフォームに直接触れるように工夫
し、良好な肉芽が得られた。その後植皮術を施行。現在、本装具の試用を行っている。
　今回、NPWTi-dにて切断創の感染による更なる切断を回避することができた。義足を使用した歩行の取得のために、
NPWTi-dが効果的であった。

【はじめに】QOL低下の予防・セルフケアの向上を目的とし、平成22年より当院にてフットケア外来を開設した。
その中で熱傷や角質の肥厚・乾燥・胼胝などの足病変を繰り返していた患者が、毎回のアプローチで徐 に々変化
がみられセルフケアに繋がった事例を報告する。【症例】50歳代男性。20歳代より糖尿病診断。X年のフットケ
ア開始当初より毎月足の洗い方、清潔保持、保湿指導など自分自身で出来る範囲のケア介入を行ってきた。【既
往歴】糖尿病性腎症にてX+3年より週3回の血液透析通院中である。理解力が乏しく病識がなく肺水腫、心
不全で入退院を繰り返している。X+6年に母親が亡くなり敷地内に兄が住んでいるがうつ病治療中でキーパーソ
ンが居ない状態が続いている。何度も同じ説明をしていても足病変は変わらない状態が続いていた。【方法・結果】
毎回の指導に加え透析室看護師、訪問看護師との連携を試み患者の足病変の共有を行った。足の処置や透析
中のフットチェックなど、簡単にできることから患者のケアに繋がる指導を行った。結果、足の清潔や病変に関し
て殆ど関心のなかった患者が自宅で足浴し、足の変化時には自分から相談するようになり関心を持つようになっ
た。また連携し情報を共有することで足病変の悪化予防に繋がった。【おわりに】今後もセルフケアを確立してい
けるよう連携しケア継続していきたい。

佐藤　義邦（公益財団法人星総合病院　看護部）
高橋　洋子、立石　琢（公益財団法人星総合病院　整形外科）

遠山　裕子（寿泉堂綜合病院　フットケア外来）
羽賀　貴子、加藤　悦子（寿泉堂綜合病院　フットケア外来）
水上　浩之（寿泉堂綜合病院　循環器内科）
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下肢閉塞性動脈硬化症患者に対する運動療法の経験

重症下肢虚血に対するADL維持を目的とする
早期リハビリテーション介入の取り組み

【はじめに】下肢閉塞性動脈硬化症（以下ASO）患者に対する運動療法は連続歩行距離を延長させる効果があり、そ
れに伴い日常生活での活動範囲が広がり、活動内容も高まることからQOLへの効果が期待できるとされている。今回、
間欠性跛行を呈するASO患者に対し、リハビリテーションを施行し連続歩行距離の延長を認めた症例を経験したため
報告する。
【症例】2014 年 11月に左浅大腿動脈に対しPTA施行、同年12月に右浅大腿動脈に対しPTA施行。2015 年 7月の
定期受診にてABI測定できずCT施行となり、左浅大腿動脈ステント閉塞を認めた。既往に脳血管疾患があり中等度
の左上下肢麻痺を呈しているが、T字杖使用にて歩行屋外歩行は自立レベルであった。
【運動療法】自転車エルゴメーターを使用し週３回の頻度で11週間監視下運動療法を実施した。運動強度はBorg 
scale（主観的運動強度）「ややきつい」を指標とし、両下肢のレジスタンストレーニングと有酸素運動を実施した。
【結果】自転車エルゴメーターによる外来監視下運動療法行った結果、6分間歩行距離が 243mから320mと延長が認
められた。
【考察】間欠性跛行を呈するASO患者に対し、自転車エルゴメーター運動での監視下運動療法を実施することで、トレッ
ドミルを使用した運動療法同様に歩行距離の延長を認めたため、本症例に対して自転車エルゴメーターを使用しての運
動療法は有効であったと考える。

　重症下肢虚血（以下CLIとする）治療目標は、血行再建からの創閉鎖・治癒であるが、発症前のADLが維
持されて日常生活に戻ることも重要な目標である。　
　庄内余目病院創傷ケアセンターではCLI治療を標準化しており、血行再建後に速やかにデブリードマンを実施
し、止血が得られた早期（おおむね術後1週間）からリハビリテーションが介入しADLの保全を図っている。
　2014 年 3月から2017年10月までに、血行再建を行った患者は38名（男：女＝31：7、平均年齢 78.8 歳）であり、
うち糖尿病　24名、人工透析　13名（糖尿病＋人工透析　12名）であった。全例Rutherford分類　5度であっ
た。血行再建はバイパス術　30 例、EVT　8例であった。発症前のADLは33名が歩行、5名が車椅子使用（移
乗動作可能）であった。リハビリテーションは、専従の理学療法士が TCC、ダルコサンダル、オプティマなどを
駆使して創部を免荷しながら実施した。
　2例を除いて創治癒が得られ、全例とも発症前のADLを確保でき退院できた。
　創治癒のためには局所の安静が必要である。しかし歩行を制限した場合には身体機能・ADL低下のおそれが
ある。そのため創部や全身状態を適宜評価し「歩かせながら傷を治す」ことが望まれる。今回リハビリテーショ
ンに伴う明らかな有害事象は発生しなかった。今後標準的治療になることが望まれる。

有賀　史江（公益財団法人星総合病院　リハビリテーション科）
長尾　光祥（公益財団法人星総合病院　リハビリテーション科）
坂本　圭司（公益財団法人星総合病院　循環器内科）

富樫　真二（医療法人徳洲会　庄内余目病院　形成外科部長 兼 創傷ケアセンター長）
阿部　幸司（医療法人徳洲会　庄内余目病院　形成外科）
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一般演題抄録集

演 題 2

透析クリニックにおけるPAD管理

当院の重症下肢虚血の現状

　平成28年の診療報酬改訂で、透析施設がすべての透析患者の下肢をチェックし、 重症度の高い虚血のある患
者さんを専門病院に紹介する新たな指導管理加算が施行された。
　当院でも同年より本格的にフットケアを実施している。
　当院でのPAD管理の詳細について報告する。
　当院では毎月のフットケアに加え、年1回のABI測定（有病患者は6ヵ月おき）を行い、所見のある患者に対
しては下肢動脈超音波検査を行っている。平成29年度のABI値が 0.9未満の患者割合は25％であった。ABI
値 0.9 未満患者をPADとすると糖尿病患者では36％、非糖尿病患者では11％が PADだった。ABI値と透析
歴、年齢の関係は、透析歴で差が見られず、高齢になるとABIが低下する傾向にあった。ABI値と喫煙に関連
は見られず、ABI低値の患者で足背動脈触知不良患者が多かった。また、ABI低値患者で爪白癬の合併が多く
見られた。下肢エコーを行った21名中18名が BK所見を有していた。AK所見を有する3名は専門施設で侵襲
的治療を受けている。2年前にABI値 0.9未満だった23例中、PADにより死亡した患者は１名のみであったが、
ABI値 0.9以上だった患者の死亡率が 3.7％だったのに対し、ABI値 0.9未満患者の死亡率は30.4％と高かった。

　高齢化や、食生活の欧米化により全身性の動脈硬化疾患が増加している。末梢動脈疾患(PAD)は、重症下
肢虚血(CLI)に至ると予後不良である。糖尿病や透析患者の増加と高齢化により、CLIは今後さらに増えてくる
と予想される。当院でのCLIの現状について報告する。2013 年から2017年までの5年間で当科に閉塞性動脈
硬化症(ASO)で入院した患者は延べ620名、そのうちCLIは延べ109名(17.6%)をしめた(平均年齢71.2±9.7歳、
男性 71.2%、Rutherford 分類 R4:52%、R5:48%、R6:0%、糖尿病合併 59.0%、透析患者45.1%)。CLIに対
する血行再建は血管内治療 (EVT)93%、外科的バイパス術 7%だった。当院でのEVT症例は年々増加してお
り、EVTを施行したCLI患者の責任病変は、腸骨動脈 (Iliac) 領域 :18.7%、大腿・膝窩動脈 (FP) 領域 :39.0%、
膝下動脈 (BTK) 領域 :18.7%だった。また複合領域にまたがるものは23.6%を占めた。
　CLIを含めた下肢病変を有する患者には、他科や多職種と連携したチーム治療が必要である。当院では、医
師とコメディカルとの定期カンファランスで情報を共有し、治療の方向性を決定している。また、当科から透析病
院・クリニックへ診療応援をしており、足病の早期発見と速やかな治療への移行ができるよう連携を図っている。

鈴木　一裕（援腎会　すずきクリニック）
橘　健一、鈴木　翔太（援腎会　すずきクリニック）

髙橋　祐司（岩手医科大学　循環器内科）
安孫子　明彦、上田　寛修、森野　禎浩（岩手医科大学　循環器内科）
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PAD診療におけるSuperb micro-vascular imaging の有用性

当科における下肢救済療法の現状と目標

【目的】末梢動脈疾患（PAD）における微小循環障害の評価にSPPや TcPO2が頻用されているが、測定時
間が長い、血管内治療 (EVT)中の評価が困難など問題点がある。今回我々は新規超音波技術であるSuperb 
micro-vascular imaging（SMI）を用いて足部の微小循環を定量的に評価し、PADの診断治療における有用性
を検討した。【方法】対象は当院でEVTを施行したPAD 7例。足部の単位面積当たりの微小血管床（Vascular 
Index、以下 VI）を測定し、control 群（n=10）と比較した。またPAD群でEVT 前後の患肢VIを、ABI、
SPPと比較した。計測は足背・足底・内果・外果・母趾・小趾の6か所で行い、計測時のカラーゲイン・視野深度・
測定面積は一定とした。さらに計測は微小血管床が最大となる時相で行った。【結果】6か所の計測部位のうち、
特に足底で微小血管床を明瞭に描出できた。control 群と比較してPAD群では足底部VIが有意に低下していた
（7.60±2.15 vs 2.4±0.89）。またPAD群においてEVT 後に足底部 VIの有意な上昇を認め（from 2.17±0.81 
to 7.73±3.32）、ABI、SPPの改善とも相関していた。【考察】SMIを用いて得られるVIは、PADによる微小
循環障害やEVT治療効果を反映していた。手技が簡便かつ低侵襲であることから、外来診療でのスクリーニン
グや、またEVT中のリアルタイム評価が可能であることから治療 endpoint 決定に活用できる可能性がある。さ
らに下腿 3分枝の領域ごとに微小血流を評価できることから、局所治療効果判定にも有用な可能性がある。

　下肢末梢動脈疾患(PAD)は近年の糖尿病(DM)の急増により,PADの80%が DM合併例となり、下肢壊疽
の病態は重症虚血から虚血性感染壊疽へと変化した。動脈閉塞は石灰化を伴う下腿から足部動脈病変で、軽
度の虚血でも感染の急拡大により大切断に至ることから、救肢（LS）には全身、局所の適切､ 迅速な診断・治
療が求められる。
　当院では高齢者や所謂フレイルの症例の血管疾患に携わることが多いが、一般的に重度ADL低下症例では、
LS治療に際して外科的血行再建をはじめとする侵襲的治療は適応外と判断されることが多い。しかしながら、
血行再建により安静時の疼痛が除去され、その後の生活の質の向上につながる症例が少なからず存在する。当
院における積極的下肢救済療法開始後の救肢症例を報告する。
　今後の当科における下肢救済療法の目標は、①救肢と②虚血性安静時疼痛からの解放、さらには、①②によ
る生活の質の回復である。これらの目標の達成のために、各症例の耐術能力に応じてオーダーメイドの治療戦略
を検討するとともに多職種医療従事者の協力を得て、丁寧な下肢救済療法実施していく方針である。

須藤　佑太（秋田大学医学部附属病院　循環器内科）
佐藤　和奏、関　勝仁、飯野　健二、渡邊　博之（秋田大学医学部附属病院　循環器内科）

外田　洋孝（済生会山形済生病院　心臓血管外科）
廣岡　茂樹、折田　博之（済生会山形済生病院　心臓血管外科）
笹嶋　唯博（江戸川病院　血管病センター長）
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集学的治療で救肢し得た低左心機能および呼吸機能障害を
合併した重症下肢虚血の一症例

発症から2日経過した急性下肢動脈閉塞症に対して血栓除去を行い
切断を免れた一例

　症例は66歳の男性。危険因子は高血圧症、脂質異常症、IgA腎症で 20 年の維持透析歴。拡張型心筋症
のため左室駆出率（LVEF）は19%で、塵肺による拘束型換気障害を合併していた。右第1および 5足趾、踵
部の難治性創傷を主訴に当院外来を紹介受診した。ABIは計測できず、SPPは体動のため測定できなかったが、
足趾にチアノーゼを認めていた。造影検査で右膝窩動脈以下の三分枝のびまん性狭窄および慢性閉塞病変を認
めた。カテーテル治療を施行し、前脛骨動脈および後脛骨動脈の病変をそれぞれバルーン拡張し、創部への
巡行性の血流を確保した。その後、創傷の治癒機転は良好だったが、低左心機能による低拍出症候群のため
NYHA IVとなり日常生活が困難となった。両心室ペースメーカー植え込みによる心室再同期療法を施行したとこ
ろ、LVEFは 29%に上昇し、NYHA IIに改善した。通常の生活に復帰し、歩行リハビリテーションも再開する
ことができた。右下肢の創傷も順調に治癒した。集学的治療によって救肢し得た症例を経験したため報告する。

　症例は72歳、女性。心房細動のため抗凝固療法をうけていたが、2017年 12月に自己中断していた。2018
年 8月20日に右下肢の痛みのため近医を受診し、この時点で下肢動脈閉塞症が疑われ専門医受診を勧められ
たが、この時点では希望しなかったため抗凝固薬と血栓溶解薬で対応されていた。22日になっても症状改善せず、
疼痛が増悪傾向にあったため、当院紹介となった。膝窩動脈以下の触知不良と右下腿の疼痛と蒼白あり。足関
節以下は知覚および運動障害を来していた。CTでは右大腿動脈以下での造影欠損を認めたが側副血行路を介
してわずかに血流を認めた。CKは 2547であった。肢切断の範囲縮小を期待し血栓除去術を施行した。術後、
再灌流傷害の発症もなく経過し、max CKは4673、Creaは 0.62以下であった。下腿の腫脹を認めたが筋内圧
の上昇なく経過し、徐 に々運動障害の改善がえられた。
　急性下肢動脈閉塞症は迅速な診断と外科的対応が必要で、発症6時間以内の所謂golden time以内に治療
できれば高率に救肢可能であるが、24時間を経過すると20%が肢切断に至るといわれている。今回われわれ
は発症から2日経過した急性下肢動脈閉塞症に対し、血栓除去を行うことで幸いにも肢切断を免れた一例を経
験した。発症してすぐに血栓除去を行うことが救肢の絶対条件と考えるが、遅くなったとしても救肢できる可能性
がある場合には血栓除去を行うべきである。　

堀江　和紀（仙台厚生病院　循環器内科）
田中　綾紀子、井上　直人（仙台厚生病院　循環器内科）
芳賀　盛（仙台厚生病院　形成外科）

新城　宏治（公益財団法人星総合病院　心臓血管外科）
高橋　昌一（公益財団法人星総合病院　心臓血管外科部長）
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～　26　～ ～　27　～

人工血管抜去後SFA閉塞にOUTBACKとVIABAHNの血管外留置を要した1例

整形外科術後にALIを発症した一例

　今回、以前施行したバイパスグラフトに感染を来して抜去した症例をEVTにて血行再建した1例を経験したので報告
する。
　症例は72歳男性、2年前に左SFAのCTOに対して他院でF-Pバイパスを受けていたが、直後にグラフト感染を来
たし全抜去となった。その後、間欠性跛行が改善せず、EVTによる治療依頼となった。
　対側からアプローチし、IVUSガイドを併用して0.018’ガイドワイヤーを用いて閉塞中部の一部開存部まで進め、
OutBackにてre-entryした後、さらに遠位の閉塞部を同様に進めようとしたが、グラフト遠位吻合部付近が感染創抜去
後のために一塊となった高度石灰化塊となっており、多数のワイヤーを用いても通過困難であった。Crosser 等を併用し、
最終的に Jupiter max 100gの先端がちぎれながら病変を通過して血管外に貫いた。同部をIVUSで確認すると一部遠
位真腔に接していることが確認でき、OutBackにて遠位真腔へ re-entryした。直後の造影では大きな動静脈瘻と血管
外への漏出を認め、同部を含めた閉塞中部～遠位にVIABAHNを、近位にSMARTステントを留置し、完全血行再
建することができた。
　本症例は閉塞部の血管内通過が困難な症例では、VIABAHNを一部血管外を通して血行再建可能となる場合があり、
OutBackにてre-entryすることで安全に血管内に戻す事が可能であった。

症例　80歳代　女性
主訴：左下腿疼痛
既往歴：多発性嚢胞腎（H16年より寿泉堂クリニックで週3回維持透析中）　
脳梗塞（7年前　軽度左麻痺あり）
現病歴：H30 年７月下旬、ベッドからポータブルトイレに移乗する際に転倒し左膝をついた。3日後に当院救急
外来受診。左大腿骨顆上骨折を認め、同日当院整形外科入院となった。第9病日左大腿骨顆上骨折に対して
手術施行された。術後2日目より左末梢の冷感、疼痛自覚あり、術後9日目に当科紹介受診となった。血行再
建目的に同日下肢動脈造影検査の方針となった。右大腿動脈穿刺にて造影検査施行したところ、右外腸骨動脈
の高度狭窄、左外腸骨動脈の完全閉塞を認めた。大腿動脈領域は浅大腿動脈で完全閉塞しており、膝下動脈
は造影されなかった。In flowの改善目的にEVTの方針とした。右大腿動脈アプローチで、まず右外腸骨動脈
に自己拡張型ステントを留置し、ガイディングカテを左総腸骨動脈まで進めて左外腸骨動脈に対してワイヤー通
過を試みた。IVUSガイドでワイヤー通過に成功し、バルーン拡張後に自己拡張型ステント留置を行った。深大
腿動脈より側副血行を介して大腿部の血流を認め終了とした。後日整形外科による下肢切断術を施行された。

塙　健一郎（いわき市立総合磐城共立病院　循環器内科）
山本　義人、野木　正道、瀬川　将人、崔　元吉、工藤　俊、山下　文男、杉　正文
（いわき市立総合磐城共立病院　循環器内科）
安藤　弘、松井　朗裕（春日部中央病院　循環器内科）

菊地　健太郎（公益財団法人　湯浅報恩会　寿泉堂綜合病院　循環器内科）
水上　浩行、谷川　俊了、鈴木　智人、金澤　正晴（公益財団法人　湯浅報恩会　寿泉堂綜合病院　循環器内科）
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閉塞性動脈硬化症の急性憎悪に対し、経皮的末梢血管形成術を施行し、
下肢救済に成功した1例

膝下病変のPADに合併する下肢動静脈瘻の一例

　症例は70歳代女性。2012 年から2017年まで両下肢閉塞性動脈硬化症（ASO）、右腎動脈狭窄症、閉塞性
肥大型心筋症の診断で当科加療・通院歴があり、現在は近医通院中であった。治療歴は、2012 年に両側の総
腸骨動脈～外腸骨動脈狭窄、左総大腿動脈狭窄に対し、それぞれ経皮的末梢血管形成術 (PPI)を施行。2013
年に右腎動脈狭窄、左浅大腿動脈 (lt.SFA)のCTOに対しPPIを施行された。閉塞性肥大型心筋症について
は薬物療法にて経過観察されていた。
　2018 年 8月初旬より、左下肢痛が出現、8月23日から症状が憎悪し、体動困難となったため当院へ救急搬
送された。来院時の下肢造影CT検査で、lt.SFA～左膝窩動脈 (lt.Pop.A)の完全閉塞を認め、生化学検査で
CKの上昇（2397 IU/L）を認めた。ASOの急性憎悪と判断したが、当院心臓血管外科とも相談し、血行再建
術は施行せず、保存的加療の方針となった。入院時よりヘパリンとプロスタグランジンE1製剤の投与を開始したが、
CKはピークアウト（peak　6646 IU/L）し、左下肢の症状も軽減したため、入院 7日目にPPIを施行する方針となっ
た。体側アプローチでPPI開始。lt.SFA～ lt.Pop.Aに対してバルーン拡張術を施行し良好な再開通が得られた。
PPI後に左下肢に症状の再発は認めなかった。ASOの急性憎悪にて入院し、入院時に血行再建術は困難と思
われたが、その後の経過によりPPIを施行し、下肢救済に成功した一例を経験したため報告する。

【症例】80台女性　【主訴】左足の冷感、安静時痛
【既往歴】糖尿病（インスリン療法）、脂質異常症　
【現病歴】以前から左下肢の冷感があり主治医の糖尿病内科医師より同病院の循環器内科を紹介された。ABI
低値は軽度であったものの造影CTで膝窩動脈以下が描出不良であり、精査加療目的に当院へ紹介となった。
【身体所見】左下肢は挙上にて足関節以下は全体的に青黒く冷たくなり、座位や仰臥位では赤く熱感が出現。
【検査所見】ABI:右 1.07/ 左 0.87　SPP:右足底 52/ 右足背 9　左足底 66/ 左足背 25
造影CT（動脈相）：膝下は三枝閉塞、大腿内側に大伏在静脈が描出。
【入院後経過】左下肢におけるPAD（膝下病変）に下肢動静脈瘻（AVM）が合併した症例と判断し,下肢動脈
造影を施行した。fistulaは浅大腿動脈と膝窩動脈より派生し大伏在静脈のnidusに流入していた。また後脛骨
動脈は入口から、前脛骨動脈は末梢側で完全閉塞しており、腓骨動脈から側副血行路が発達して血流を補って
いるものの、弓状動脈は描出されず決して十分な血流が確保されている状況ではないと判断された。症状は中等
度であったが、AVMによるstealの可能性は否定できないこと、またBK病変も合併し今後のフットケアのために
もAVMへの根治的な治療が適切と判断し、coil 塞栓術を施行した。AVMの再燃、塞栓したfistulaの再開通、
糖尿病性 PAD症状の増悪が懸念されるため今後も循環器内科的なフットケアが必要と考えられた一例である。

西浦　司人（太田綜合病院附属太田西ノ内病院　循環器センター　循環器内科）
小松　宣夫、遠藤　圭一郎、和田　健斗、金澤　晃子、石田　悟朗、神山　美之、武田　寛人
（太田綜合病院附属太田西ノ内病院　循環器センター　循環器内科）

星野　寧人（社会医療法人　福島厚生会　福島第一病院　循環器内科）
小川　智弘（社会医療法人　福島厚生会　福島第一病院　心臓血管外科）

演題2-9

演題 2-10



～　28　～ ～　29　～

足関節以下distal punctureを併用した経皮的血行再建により改善した
重症下肢虚血の一例

　症例は糖尿病、高血圧、脂質異常症等にて当院外来通院中の85歳女性。左第一趾の疼痛にて皮膚科を受
診し、陥入爪および爪囲炎として抗菌薬を投与されたが改善せず、色調悪化・びらんを呈したため血流障害の
疑いで当科紹介となった。ABIは正常値であったが右足背のSPPは 29 mmHgと低値であり、造影CT検査で
は右浅大腿動脈の狭窄病変および足関節以下の造影不良を認め、重症下肢虚血（Rutherford 5）と診断した。
形成外科と併診し、感染はなく経皮的血行再建の適応と判断した。同側順行穿刺にて右下肢動脈造影を行い、
まず浅大腿動脈遠位の75%狭窄病変に対し6.0 mmバルーンで拡張した。膝下動脈造影では前脛骨動脈が低
形成で後脛骨動脈が完全閉塞であり、後脛骨動脈への血行再建術を行う方針とした。順行性に進めたワイヤー
が後脛骨動脈遠位の屈曲部で偽腔に迷入したため、22GサーフローおよびCruise®にて外側足底動脈よりdistal 
punctureを行い逆行性にワイヤー通過に成功した。Rendez-vousを行ったのち足底動脈を1.5 mmバルーンで、
後脛骨動脈を2.0 mmバルーンで拡張し良好な血流を得て終了した。術後数日目より色調の改善がみられ、形
成外科による創処置を継続し、術 3ヶ月後に治癒となった。足関節以下のdistal punctureが経皮的血行再建に
有効であった症例であり、報告する。

清水　竹史（公益財団法人星総合病院　循環器内科）
岩倉　敬、佐瀬　道郎（公益財団法人星総合病院　形成外科）
清野　義胤、木島　幹博（公益財団法人星総合病院　循環器内科）

演題2-11 機 器 展 示
第5回 日本下肢救済・足病学会
　　　  東北地方会学術集会　

【12：00～17：00】

アルケア株式会社
オーバスネイチメディカル株式会社
カーディナルヘルス ジャパン
KCI株式会社
株式会社ジェイ・シー・ティ　
スミスアンドネフュー株式会社
ボストンサイエンティフィック ジャパン
持田ヘルスケア株式会社 （五十音順　敬称略）2018年10月1日現在


