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  症例報告 

超高齢者の僧房弁閉鎖不全症に対して冠動脈バイパス術と前縦隔腫瘍摘出術、
僧房弁置換術の同時、再手術後、著明な体重増加が遷延した一例＊

磯 邉 崇 1） 2）＃

要旨  
高齢者に高度侵襲手術を施行すれば術後全身状態の回復は遅れ、リハビリテーション介入も遅延

する。今回、大動脈弁置換術の既往がある 92 歳の超高齢者で、僧房弁閉鎖不全症に対する僧房弁
置換術と冠動脈バイパス術、前縦隔腫瘍摘出術の同時手術後、著明な体重増加を認めたが良好な転
機が得られた症例を経験した。
体重増加が遷延しステップアップの判断に苦慮したが、ステップアップ等で不明な点は担当医師

に確認し適切な負荷で安全に実施することに注意した。早期から適切で安全な負荷でのリハビリ
テーション介入により精神的、身体的な合併症を予防することにより良好な転帰が得られることが
示唆された。
キーワード 超高齢者，術後体重変化，術後リハビリテーション  

Ⅰ．は じ め に

総人口に占める高齢者人口の割合は 27.7% となり、
90 歳以上人口は 206 万人（同 1.6%）で、初めて 200 万
人を超えた 1）。社会全体の急速な高齢化に伴い、心
大血管疾患の領域にも高齢化の波が押し寄せ、それ
に伴い、心臓血管外科手術の対象も高齢化が進み、
超高齢者の手術も通常の手術として行われるように
なっている 2）。
心大血管疾患のいずれの分野において低侵襲化が
顕著である 3）。しかし高齢者に高度侵襲手術を施行
すれば術後全身状態の回復は遅れ、リハビリテー
ション介入も遅延する傾向にあることは異論のない

ところである 4）。
今回、大動脈弁置換術の既往がある 92 歳の超高齢
者で、僧房弁閉鎖不全症に対する僧房弁置換術と冠
動脈バイパス術、前縦隔腫瘍摘出術の同時手術後、
著明な体重増加を認めたが良好な転機が得られた症
例を報告する。

Ⅱ．症 例

92 歳の女性、身長 147.5㎝、体重 55.5㎏、BMI 
25.51、術前 CTR56.9%。心エコーで二尖の肥厚、硬
化と開口制限を認めた。Barthel  Index は 85 点（減
点項目：入浴、階段昇降、着替え）。マンションに独
居。会社役員。既往歴は大動脈弁狭窄症で、10 年前
に前医で大動脈弁置換術（生体弁）、ペースメーカー
植え込み術を施行された。近医でフォローアップ中
に労作時呼吸苦が出現し、僧房弁狭窄症を認めた。
本人の希望もあり当院紹介受診となった。冠動脈
CAGにて左冠動脈（LAD）#6：75%、右冠動脈（RCA）
#2、#3：75%の狭窄を認めた。術前の CTで左前縦
隔に 80 × 50㎜大の腫瘍性病変を指摘された。僧帽
弁狭窄症、冠動脈狭窄、前縦隔腫瘍の診断で、僧帽
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弁置換術、冠動脈バイパス術 2枝、前縦隔腫瘍切除
術の方針となった。入院時、NYHAⅡ度、Barthel 
Index は 85 点（減点項目：入浴、階段昇降、着替え）
であった。

■手術情報
#1：僧房弁置換術（Epic 大動脈弁用 23㎜）
#2： 冠動脈バイパス術× 2（Ao-SV-LAD，Ao-SVG-

RCA＊）
＊： Ao（大動脈）、SVG（大伏在静脈）、LAD（左前下
行枝）、RCA（右冠動脈）

#3： 前縦隔腫瘍切除術（左上葉一部合併切除）
手術 時間：7時間 29 分、麻酔時間：8時間 40 分、人
工心肺時間：3時間 36 分。

術後出血量：1250ml 補液量：2530ml

Ⅲ．経 過

図 1に術後の体重、尿量、血液検査データを、図
2にリハビリテーション進行状況を示す。
当院では「心血管疾患におけるリハビリテーショ
ンに関するガイドライン（2012 年改訂版）」5）の術後
リハビリテーションプログラム、心臓血管外科術後
の離床開始基準および中止基準に基づき、医師と血
行動態が安定化していることを確認し離床を開始
し症例の病態に合わせて進行している。「全身状態
確認カード（図 3）」を使用し、体重経過、尿量、食
事摂取状況、検査所見、レントゲン所見と Nohria-

Stevenson 分類に準じたアセスメントにより血行動
態的、臨床的症状の両面から循環動態の変化を把握・
評価した。循環器外科の ICU、一般病棟での多職種
ラウンドに参加し、全身状態、治療内容の変更など
最新の情報を共有し、午前、午後の 2回、平日は理
学療法士、土日、祝祭日は看護師が同プログラムを
進行した。

■術当日
術後 ICUへ帰室した。術当日に人工呼吸器より離
脱。
■術後 1病日
Intensive  Care  Delirium  Screening  Checklist

（ICDSC）1 点。4 時間以下の睡眠で傾眠傾向。意識
清明、意思疎通は良好に可能。体重は 60㎏、下腿浮
腫を中心に全身的なうっ血が著明であった。CTRは
67.5% と著明な心拡大を認めた。胸部レントゲン所
見では両側に著明な胸水貯留、安静時より強い息切
れと疲労感を認めた。換気の改善を目的に、端坐位
までの離床を試みた。しかし疲労が強く実施が困難
であったため、ティルトアップ座位を実施。日中の
処置、睡眠以外の時間はティルトアップ座位 75 度を
基本姿勢とすることを看護師と情報共有した。酸素
5L/ 分で SpO2 は 94%で経過。
■術後 2病日
ICDSC1 点。 体 重 61 ㎏（ 前 日 +1 ㎏）。 尿 量 は
2185ml、1.49ml/h/㎏の利尿が得られた。CTR は

図 1 体重、尿量、血液検査データ

図 2 リハビリテーション進行状況
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61.1%、他所見は前日と同様である。運動負荷試験
の判定基準（ステップアップの基準）5）の範囲以内で
あった。端坐位 10 分間を午前、午後の 2回実施。飲
水は可能だが食欲低下があり、食事摂取量は 1割で
あった。
■術後 3病日
ICDSC0 点。夜間の睡眠も断続的であるが 6 時間
以上得られた。
体重 62㎏（前日 +1.2㎏）。尿量は 2385ml、1.59ml/
h/㎏の利尿が得られた。CTRは 62.9%。
ステップアップの基準の範囲以内であったが、体
重増加が著明でステップアップするべきか判断に苦
慮した。自覚症状の増悪がなければという医師の判
断から、トイレまでの 10 メートル歩行を実施。
■術後 4病日
ICDSC0 点。
体重 63.2㎏（前日 +1㎏）。尿量は 1500ml、0.98ml/
h/㎏と前日よりも減少した。うっ血はさらに進行し
たが、ステップアップの基準の範囲以内であった。
食事は 5割摂取と進まない。医師の許可を得て、ア
イスやゼリーなど患者が希望するものが許可された。
安静時バイタルは安定し、一般病棟へ転棟した。医
師に確認をとり、30 メートル歩行を実施。

■術後 5病日
体重 63.4㎏（前日 +0.2㎏）。CTR は 63.2%、右胸水
増強を認めた。安静時より強い息切れと疲労感があ
り、積極的な離床は見合わせた。症状改善しないた
め、右胸腔穿刺が行われた。
■術後 6病日
前日、十分な睡眠がとれず日中傾眠傾向であった。
安静時のバイタルは安定していたが、強い疲労感を
認めティルトアップ座位までの離床とした。
■術後 7病日
体重 60㎏（前日 ‒1.9㎏）。CTRは 61.5%。前日に認
めた疲労感は軽快した。ステップアップの基準の範
囲以内であり、50 メートル歩行を午前、午後の 2回
実施。
■術後 10 病日
体重 56.8㎏（前日 ‒0.7㎏）。看護師により 100 メー
トル歩行を午前、午後の 2回実施。
■術後 11 病日
体重 56.5㎏（前日 ‒0.3㎏）。看護師により 150 メー
トル歩行を実施。
■術後 12 病日
体重 57.3㎏（前日 ‒0.8㎏）。ステップアップの基準
の範囲以内であり 200 メートル歩行へステップアッ

図 3
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プ。
■術後 15 病日
ペースメーカー電池交換術実施。
■術後 16 病日
体重 55.8㎏。安静解除後に 200m 歩行を午前、午
後 2回実施。
■術後 17 病日
体重 55.0㎏と体重が術前体重を下回った。午前の
200m病棟内歩行、午後は 500m歩行を実施。病棟内
歩行は歩行器を使用し自立した。
■術後 22 病日
体重 55.8㎏。NYHAⅠ度、Barthel  Index は 85 点

（減点項目：入浴、階段昇降、着替え）で自宅退院と
なった。

Ⅳ．結 果

本症例は術後に +8.1㎏と著明な体重増加と術前体
重に戻るまでに 17 日を要し、Nohria-Stevenson 分
類のWarm&Wet の状態が遷延した。ガイドライ
ン 5）では術後 4〜 5 日が術後歩行獲得の目安とされ
ているが、17 日目で病棟内歩行に歩行器を必要とし
た。術後 22 病日目に術前体重に戻った。NYHAⅠ
度、Barthel  Index は 85 点（減点項目：入浴、階段
昇降、着替え）、入院前と同等のADLで自宅退院と
なった。退院後 6ヶ月の時点で大きな症状の増悪な
く経過されている。術後 2病日まで ICDSC  1 点、術
後3病日でICDSC 0点とせん妄症状を認めなかった。
また体重増加によるうっ血以外、著明な合併症は認
めなかった。

Ⅴ．考 察

本症例では次の 2点が示された。術後著明な体重
増加と術前体重に戻るまでの期間が遷延したこと、
92 歳の超高齢者、再手術、僧房弁置換術と冠動脈バ
イパスグラフト術、前縦隔腫瘍摘出の同時手術のハ
イリスク症例であるが良好な転帰が得られたことで
ある。
まず、術後著明な体重増加と術前体重に戻るまで
の期間が遷延した。その理由として、①再手術、同
時手術による長時間手術、②食欲低下と低アルブミ
ン血症の 2点をあげる。
①再手術、同時手術による、長時間手術
本症例は大動脈弁置換術、ペースメーカー植え込
み術後に、僧帽弁狭窄症、冠動脈狭窄、前縦隔腫瘍

に対して僧房弁置換術、冠動脈バイパス術、前縦隔
腫瘍摘出術が行われた再手術、同時手術症例である。
手術時間は 7 時間 29 分、麻酔時間は 8 時間 40 分、
人工心肺時間は 3 時間 36 分。術中所見として胸膜
の高度癒着、僧帽弁輪周囲の高度石灰を認め、癒着
した胸膜の剥離、石灰化した組織の除去に時間を要
した。手術終了時 5267ml のプラスバランスで終了。
本症例は術後第 1病日で 60㎏、術前より +4.5㎏、術
後 5病日目では 63.6㎏、術前より +8.1㎏と著明な体
重増加を認めた。心臓手術後の体液管理状況は体内
水分量の増減を反映する 6）との報告がある。本症例
の体重増加も体内水分量の増加が反映されているこ
とが示唆された。
②食欲低下と低アルブミン血症
本症例は術後、食欲低下が遷延した。アルブミン
値は術後 2病日から 13 病日まで 2.6 〜 2.9g/dL 台と
低値で経過した。栄養摂取不足に伴って血中アルブ
ミン濃度が低下すると、浸透圧が低下して血管外へ
の体液の移動が生ずる 7）との報告がある。本症例も
過剰体液貯留によるうっ血症状の影響と嗜好性の問
題から食欲が低下し、低栄養状態が改善されず、浸
透圧の低下から体液貯留が遷延したとことが示唆さ
れた。
以上 2点から長時間の手術により術中の過剰な水
分貯留が術後の体重増加につながり、腎機能の増悪
は認めなかったが、食欲低下による低アルブミン血
症の影響もあり術前体重に戻るまでの期間が遷延し
たことが示唆された。
次に今回ハイリスク症例であるが良好な転帰が得
られたことについて述べる。その理由として、①術
後、各臓器機能が良好に維持された、②チーム医療
による継続したリハビリテーションを実施した、の
2点をあげる。
①術後、各臓器機能が良好に維持された。
本症例は術後 3日目より利尿が得られた。Cr は術
直後より 0.63 〜 0.9㎎ /dL、BUN は第 5 病日の 22.5
㎎ /dL をピークに基準値内で経過した。うっ血改善
目的の利尿薬への反応も良好で腎機能に大きな問題
は認めなかった。高齢者は臓器予備能の低下や併存
疾患を伴う頻度が高く、手術成績が不良と思われて
きた 3）。高齢でも臓器予備能が保たれている患者で
は手術成績が必ずしも不良にならない可能性がある
ことが示唆された。
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② チーム医療による継続したリハビリテーションを
実施した。
当院では看護師、歯科衛生士による口腔ケア、薬
剤師による服薬状況把握、理学療法士による呼吸練
習、麻酔科の介入などによる多職種によるチーム医
療を行っている。術後リハビリテーションプログラ
ムの進行状況等をラウンドやカンファレンスを通し
て共有し、継続的にリハビリテーションを進行した。
以上 2点から 92 歳の超高齢者、再手術、僧房弁置
換術と冠動脈バイパス術、前縦隔腫瘍摘出の同時手
術のハイリスク症例であるが良好な転帰が得られた
ことが示唆された。
本症例は体重増加が遷延しステップアップの判断
に苦慮した。プログラム進行が過負荷にならないよ
うに、循環動態の変化を中心とした患者アセスメン
ト、運動時のモニタリングにより血行動態的、臨床
的症状の両面から循環動態の変化を把握・評価し、
観察に基づく病状の認識、病状変化の予測、理学療
法プランの選択をした。またリハビリテーションの
調整役として進行状況やプログラムの変更等を他職
種に対して明示することに留意した。早期から適切
で安全な負荷でのリハビリテーション介入により精

神的、身体的な合併症を予防することにより良好な
転帰が得られることが示唆された。
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