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日本小児科学会専門医研修集会単位：4 単位／日本小児循環器学会専門医研修単位：8 単位
（演者・座長加算 3 単位）

土井 庄三郎 東京医科歯科大学大学院 小児・周産期地域医療学

プ ログ ラム

お願い
【演者、座長、参加者の皆様へ】
１. 一般演題（口演）
は、口演時間 6 分／討論時間 4 分
会長要望演題は、口演時間 7 分／討論時間 5 分
一般演題（ポスター）
は、口演ならびに討論を含め 6 分 ※ 時間厳守をお願いします。
2. 演者との討論を希望する参加者はマイクをご利用ください。
発表終了後、マイクの前に立ち、座長の指名を受けたのち、所属・氏名を明確にしてから、
討論をお願いします。討論は座長の指示に従ってください。
【演者の先生へ】
１. 日本小児循環器学会誌ホームページに抄録が掲載されます。
2. 学会誌用抄録に変更がある場合は受付にお申し出いただき、後日、変更原稿をメールで
事務局へ送付ください。
（学会誌投稿用抄録の規定は演題名・所属・演者・共同演者・抄録本文あわせて 400 字以内です。）

3. 口演発表：PC プレゼンテーション
（Windows のみ）
です。（Mac の場合は PCを持参ください）
口演発表は、PCを使用します。スクリーンは、4:3 の表示となります。
発表データは Windows 版 Power Point 2007/2010/2013 で作成したものをご持参
ください。
＜データの持込みの場合＞
・データは USB でお持ちください。

・必ず事前にご自身でウイルスチエックを行ってください。
・バックアップとして予備データをお持ちいただくことをお勧め致します。
・発表後、登録されたデータは事務局にて責任をもって消去いたします。
・フォントは標準設定されているものをご使用ください。
・データの文字化け、画面レイアウトのバランス異常などは、修正しかねますので、事前に十分に
ご確認をください。

＜PC の持込みの場合＞
・Macintosh
・Windows

PC 持込みでご発表の場合は、映像出力の専用変換ケーブルをご持参ください。

PC 持込みでご発表の場合は、映像出力のコネクターは、D-sub 15pin
（アナログ

RGB）
です。また、他の出力の場合は、変換ケーブルを必ずご持参ください。
・PC 本体を持込まれる場合は、電源ケーブル
（ＡＣアダプター）
をご持参ください。

4. ポスターセッション発表：受付にて発表者である
ことを示すリボンをお渡ししますので、胸につけ
てください。11：00までにポスター会場
（第 4
会議室）
の指定場所に掲示してください。ポスター
セッション
（13：55〜14：55）
は座 長 進 行に
よる討論形式としますので座長の指示に従い、
発表者は各掲示板の前にお立ち下さい。なお、
掲示物撤去は 16：00 以降とし、研究会終了時
に撤去されていないものは当方にて廃棄させて
いただきます。
掲示板の大きさは 縦 180cm、横 90cm です。
掲示に必要な演題番号は、予めパネルに貼付し
てあります。演題名・所属・演者名は各自でご
用意して下さい
（縦 20cm×横 70cm）
。プッシュ
ピンは準備いたします。
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20cm

演題番号

（貼付済み）

90cm
70cm
20cm

180cm

会場アクセスならびに研 究 会 会 場ご案 内

笹川記念会館

〒108-0073 東京都港区三田3-12-12 TEL.03-3454-5063(代)
至東京
線）

都営三田線

駅

三田

笹川記念会館

森永

駅
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（第4会議室）

学会事務局
デスク

屋上庭園

（第2会議室）

PCデータ
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（第5会議室）

ELV.
ホール

第 22 回日本小児肺循環研究会 タイムスケジュール
9：30〜9：35

開会の辞

当番幹事

土井庄三郎 東京医科歯科大学

9：35〜10：25
一般演題１
（口演）
			
“ 一心室修復術における肺循環 ”
				
座長：中山智孝 東邦大学医療センター大森病院
10：25〜11：45
シンポジウム
			
“Genetics of Pulmonary Arterial Hypertension”
				
座長：佐地勉 東邦大学医療センター大森病院
				
市田蕗子 富山大学
				
演者：①千田礼子 防衛医科大学校
②森崎裕子 国立循環器病研究センター
③ Eric D. Austin, MD, MSCI.

Department of Pediatrics and Director, Vanderbilt Pediatric Pulmonary
Hypertension Center; Vanderbilt University Medical Center and Vanderbilt
Children’s Hospital,

11：45〜12：25
会長要望演題 1
			
“ 肺循環、肺高血圧に関する基礎研究 ”
				
座長：三谷義英 三重大学
12：30〜13：20
ランチョンセミナー
			
“ 肺動脈性肺高血圧症の治療における理想的なGoal-oriented Therapyとは？”
				
座長：土井庄三郎 東京医科歯科大学
				
演者：江本憲昭先生 神戸薬科大学
		

共催：日本新薬株式会社

13：25〜13：55
特別講演
			
“Sex Hormones in the Pathogenesis of PAH: Novel Therapeutic Opportunities”
				
座長：安河内聡 長野県立こども病院
				
演者：Eric D. Austin, MD, MSCI.
Department of Pediatrics and Director, Vanderbilt Pediatric Pulmonary
Hypertension Center; Vanderbilt University Medical Center and Vanderbilt
Children’s Hospital,

		

共催：アクテリオン ファーマシューティカルズ ジャパン株式会社

13：55〜14：55
一般演題２
（口演）
			
“ 先天性心疾患、門脈疾患に伴うＰＡＨ”
				
座長：土井拓 天理よろづ相談所病院			
13：55〜14：55
一般演題３
（ポスター）
（第 2 会場）
		
1〜5
“ 肺動脈性肺高血圧・肺動脈閉塞・肺動静脈廔 ”
				
座長：福島裕之 慶應義塾大学
6〜10 “ 肺疾患・左心系疾患・遺伝子 ”
				
座長：中村常之 金沢医科大学
15：00〜16：10
会長要望演題 2
			
“ 施設における肺高血圧治療戦略 ”
				
座長：小垣滋豊 大阪大学
16：10〜16：20

休憩

16：20〜17：10
会長要望演題 3
			
“ 新しい標的治療薬の治療経験 ”
				
座長：山田修 国立循環器病研究センター
17：10〜17：50
教育講演
			
“ 肺高血圧の基礎から臨床まで ”
				
座長：土井庄三郎 東京医科歯科大学
				
演者：佐藤公雄先生 東北大学
		

17：50〜17：55

共催：ファイザー株式会社

閉会の辞
（次期当番幹事） 土井拓 天理よろづ相談所病院
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9：30〜9：35
			

開会の辞

当番幹事

土井庄三郎

東京医科歯科大学大学院 小児・周産期地域医療学

9：35〜10：25
一般演題１
（口演）
“ 一心室修復術における肺循環 ”
			

座長：中山智孝 東邦大学医療センター大森病院 小児科学講座

1）Glenn 術後の体肺側副血管増多に寄与する因子の検討
国立循環器病研究センター小児循環器科

○羽山陽介、則武加奈恵、塚田正範、根岸潤、岩朝徹、宮﨑文、大内秀雄、津田悦子、
山田修

2）両方向性グレン術後の肺循環障害に対するタダラフィル注腸の急性効果
1）大阪医科大学附属病院小児科、2）
同 小児心臓血管外科、3）高槻病院小児科

○岸勘太 1）、小田中豊 1）、尾崎智康 1）、内山敬達 3）、根本慎太郎 2）、片山博視 1）、玉井浩 1）

3）気胸を発症し、胸腔鏡下手術を施行したフォンタン手術後症例
1）茨城県立こども病院小児循環器科 、2）同 小児外科、3）同 心臓血管外科、4）筑波大学医学
医療系小児科

○塩野淳子１）、石川伸行 1）、村上卓 1）、矢内俊裕 2）、阿部正一 3）、堀米仁志 4）

4）良好なフォンタン循環を目指し短期段階的介入で左右肺動脈不均衡是正を行った一例
1）
中京こどもハートセンター 小児循環器科 、2）
同 心臓血管外科

○山本英範 1）、大橋直樹 1）、西川浩 1）、福見大地 1）、吉田修一朗 1）、鈴木一孝 1）、大森大輔 1）、
櫻井一 2）、野中利通 2）、櫻井寛久 2）、野田怜 2）、小坂井基史 2）、大塚良平 2）、大沢拓哉 2）

5）Fontan 循環における下大静脈からの左右肺血流比の定量評価：
造影と肺血流シンチの比較
1）
あいち小児保健医療総合センター 循環器科、2）
同 心臓外科

○安田和志 1）、大島康徳 1）、大下裕法 1）、森啓充 1）、河井悟 1）、杉浦純也 2）、岡田典隆 2）、
村山弘臣 2）
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10：25〜11：45 シンポジウム
“Genetics of Pulmonary Arterial Hypertension”
			

座長：佐地勉 東邦大学医療センター大森病院 小児科
市田蕗子 富山大学 小児科

1）小児期発症肺動脈性肺高血圧症における遺伝子異常
1）防衛医科大学校小児科、2）東京女子医科大学循環器小児科

○千田礼子 1）,2）、新谷正樹 2）、野々山恵章 1）、中西敏雄 2）

2）日本人における肺動脈性肺高血圧症（PAH）および遺伝性出血性毛細血管拡張症
（HHT）患者の遺伝子解析からわかること
1）国立循環器病研究センター研究所分子生物学部、２）
同 小児循環器科

○森崎裕子１）、岩朝徹２）、山田修２）、森崎隆幸１）

3）Genetics of Pulmonary Arterial Hypertension（PAH）
Department of Pediatrics and Director, Vanderbilt Pediatric Pulmonary Hypertension
Center; Vanderbilt University Medical Center and Vanderbilt Children’s Hospital, Nashville,
TN 37232 USA

Eric D. Austin, MD, MSCI.

11：45〜12：25 会長要望演題 1
“ 肺循環、肺高血圧に関する基礎研究 ”
			

座長：三谷義英 三重大学大学院医学系研究科小児科学

1）センダイウイルスベクターを用いた恒常活性型ナトリウム利尿ペプチドB 受容体（NPR-B）
の遺伝子治療は肺高血圧症（PAH）
を改善する。（最終報）
大阪大学大学院医学系研究科小児科学

○那波伸敏、石田秀和、馬殿洋樹、高橋邦彦、小垣滋豊、廣瀬将樹、桂木慎一、髭野亮太、
鳥越史子、三原聖子、成田淳、三浦弘司、大薗恵一

2）肺血管発生におけるTbx4の発現と機能
1）慶應義塾大学医学部小児科、2）慶應義塾大学保健管理センター

○内田敬子 1）,2）、石崎怜奈 1）、柴田映道 1）、土橋隆俊 1）、前田潤 1）、山岸敬幸 1）
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3）エンドセリン受容体拮抗薬マシテンタンは肺高血圧ラットにおける新生内膜線維性
閉塞病変の発現を予防する
1）名古屋市立大学大学院新生児・小児医学分野、2）三重大学大学院医学系研究科 小児科学
3）
同 麻酔集中治療学、4）
同 胸部心臓血管外科学、5）
名古屋大学大学院医学系研究科小児科学

○篠原 務 1）、澤田博文 2）、大槻祥一郎 2）、淀谷典子 2）、加藤太一 5）、大橋啓之 2）、
Erquan Zhang 3）、丸山一男 3）、新保秀人 4）、駒田美弘 2）、三谷義英 2）

12：30〜13：20 ランチョンセミナー
“ 肺動脈性肺高血圧症の治療における理想的なGoal Oriented Therapyとは？”
			
			
		

		

座長：土井庄三郎 東京医科歯科大学大学院 小児周産期地域医療学
演者：江本憲昭 神戸薬科大学 臨床薬学／
神戸大学大学院医学研究科 循環器内科学分野

共催：日本新薬株式会社

13：25〜13：55 特別講演
“Sex Hormones in the Pathogenesis of PAH:Novel Therapeutic
Opportunities”
			
			

		

		

座長：安河内聡 長野県立こども病院 循環器小児科
演者：Eric D. Austin, MD, MSCI.

Department of Pediatrics and Director, Vanderbilt Pediatric
Pulmonary Hypertension Center; Vanderbilt University Medical
Center and Vanderbilt Children’s Hospital, Nashville, TN 37232
USA

共催：アクテリオン ファーマシューティカルズ ジャパン株式会社

13：55〜14：55 一般演題 2
（口演）
“ 先天性心疾患、門脈疾患に伴うＰＡＨ”
			

座長：土井拓 天理よろづ相談所病院 先天性心疾患センター小児科

6）心房中隔欠損症（ASD）に僧帽弁閉鎖不全（MR）
を合併し、
高肺血流性肺高血圧を来したNoonan 症候群の一女児例
1）長野県立こども病院 循環器小児科、2）
同 心臓血管外科

○内海雅史 1）、瀧聞浄宏 1）、武井黄太 1）、田澤星一 1）、安河内聰 1）、仁田学 1）、島袋篤哉 1）、
百木恒太 1）、岡村達 2）、梅津健太郎 2）、新富静矢 2）
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7）重症肺高血圧を伴う心房中隔欠損症における治療経験
東京女子医科大学循環器小児科

○佐藤正規、杉山央、原田元、朝貝省史、清水美妃子、竹内大二、石井徹子、稲井慶、
豊原啓子、篠原徳子、富松宏文、中西敏雄、朴仁三

8）treat & repair strategyにおける”treat”の工夫
〜肺高血圧合併心房中隔欠損症の成人例〜
1）長野県立こども病院循環器小児科、2）
同院 心臓血管外科

○仁田学 1）、瀧聞浄宏 1）、安河内聰 1）、武井黄太 1）、田澤星一 1）、島袋篤哉 1）、百木恒太 1）、
内海雅史 1）、岡村達 2）、梅津健太郎 2）、新富静矢 2）

9）ファロー四徴心内修復術後の肺高血圧例の臨床像
榊原記念病院循環器小児科

○岩澤伸哉、浜道裕二、正谷憲宏、齋藤美香、石井卓、稲毛章郎、中本祐樹、上田知実、
矢崎諭、嘉川忠博

10）脾臓摘出により肺動脈圧・肺血管抵抗の低下が認められた門脈肺高血圧の1例
静岡県立こども病院循環器科

○田邊雄大、満下紀恵、赤木健太郎、小野頼母、鬼頭真知子、石垣瑞彦、佐藤慶介、芳本潤、
金成海、新居正基、田中靖彦、小野安生

11）先天性肝外門脈静脈シャント２例の肺循環障害について
1）三重大学医学部医学系研究科小児科学・2）麻酔集中治療学・３）心臓血管外科学

○岡村聡 1）、澤田博文 1）,2）、大橋啓之 1）、大矢和伸 1）、淀谷典子 1）、小沼武司 3）、新保秀人 3）、
丸山一男 2）、三谷義英 1）

ポスター会場
（第 4 会議室）
13：55〜14：55 一般演題３
（ポスター）
1〜5
“ 肺動脈性肺高血圧・肺動脈閉塞・肺動静脈廔 ”
			

6〜10

座長：福島裕之 慶應義塾大学医学部 小児科

“ 肺疾患・左心系疾患・遺伝子 ”

			

座長：中村常之 金沢医科大学 小児科

1）巨大肺動脈主幹部によるleft main compression syndromeを呈したIPAHの1 例
東邦大学医療センター大森病院小児科

○中山智孝、直井和之、池原聡、髙月晋一、松裏裕行、佐地勉
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2）もやもや病を合併した肺動脈性肺高血圧症の2 児例
1）国立循環器病研究センター小児循環器科、2）分子生物学部

○藤野光洋 1）、岩朝徹 1）、伊藤祐貴 1）、山田修 1）、森崎裕子 2）、白石公 1）

3）NO および酸素負荷により肺動脈楔入圧の上昇を認めた、無脾症・右室型単心室・
総肺静脈還流異常症術後の1 例
〜潜在的 PVOの可能性〜
旭川医科大学小児科

○岡秀治、梶濱あや、中右弘一、杉本昌也、東寛

4）肺血管拡張薬によりチアノーゼが軽度改善した多発性肺動静脈瘻の一例
千葉県こども病院循環器科

○白神一博、東浩二、白石真大、名和智裕、小林弘信、永峯宏樹、村上智明、中島弘道、
青墳裕之

5）持続する低酸素血症の改善のために正常肺を犠牲にするコイル塞栓術を施行した
両側肺全区域びまん性肺動静脈瘻の1 例
徳島大学病院小児科

○本間友佳子、早渕康信、阪田美穂、香美祥二

6）重症横隔膜ヘルニア胎児治療例のヘルニア閉鎖術後遠隔期に肺高血圧が
再燃し治療に難渋した1 例
大阪大学医学部附属病院小児科

○豊川富子、高橋邦彦、成田 淳、三原聖子、鳥越史子、髭野亮太、廣瀬将樹、
桂木慎一、那波伸敏、馬殿洋樹、小垣滋豊、大薗恵一

7）先天性横隔膜ヘルニア術後遠隔期の肺高血圧に対しSildenafilを使用した1 例
聖隷浜松病院小児循環器科

○金子幸栄、森善樹、磯崎桂太朗、村上知隆、井上奈緒、中嶌八隅

8）拘束性肺障害と動脈管開存を伴う重度肺高血圧の幼児例
新潟大学医歯学総合病院小児科

○額賀俊介、星名哲、沼野藤人、羽二生尚訓、鳥越司

9）治療方針決定に肺生検が有用であったShone complexの1 例
山梨大学小児科

○喜瀬広亮、河野洋介、戸田孝子、小泉敬一、杉田完爾、星合美奈子
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10）当センターでの遺伝性末梢血管拡張症の遺伝子診断
～症状と遺伝子変異の関連～
1）国立循環器病研究センター小児循環器科、2）国立循環器病研究センター研究所分子生物学部

○岩朝徹 1）、山田修 1）、森崎裕子 2）、森崎隆幸 2）

15：00〜16：10 会長要望演題 2
“ 施設における肺高血圧治療戦略 ”
			

座長：小垣滋豊 大阪大学大学院医学系研究科 小児科

4）当院における肺高血圧治療戦略
東京医科歯科大学小児科

○細川奨、武井陽、山口洋平、土井庄三郎

5）個々の肺高血圧症例の検討と当院における治療戦略
慶應義塾大学医学部小児科

○柴田映道、福島裕之、水野風音、吉田祐、小柳喬幸、前田潤、山岸敬幸

6）当科における肺動脈性肺高血圧診療
国立循環器病研究センター小児循環器科

○岩朝徹、山田修、白石公

7）当院における小児期発症の肺動脈性肺高血圧における治療戦略の変遷
東邦大学医療センター大森病院小児科

○高月晋一、中山智孝、直井和之、池原聡、松裏裕行、佐地勉

16：10〜16：20

休憩

16：20〜17：10 会長要望演題 3
“ 新しい標的治療薬の治療経験 ”
			

座長：山田修 国立循環器病研究センター 小児循環器診療部
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8）Treprostinil 持続皮下投与の導入が有効であった特発性肺動脈性肺高血圧症の
9 歳男児例
1）東京医科歯科大学医学部附属病院小児科 、2）土浦協同病院小児科

○山口洋平 1）、武井陽 1）、笠木実央子 2）、渡邉友博 2）、梶川優介 1）、細川奨 1）、渡部誠一 2）、
土井庄三郎 1）

9）トレプロスチニル持続皮下投与による注射部位の局所反応が著しく、エポプロステノール
持続静脈内投与からの切り替えを断念した肺動脈性肺高血圧症の1例
愛媛大学医学部附属病院小児循環器科

○宮田豊寿、田代良、森谷友造、高田秀実、太田雅明、檜垣高史

10）当院における新規肺血管拡張薬マシテンタンの使用経験
長野県立こども病院循環器小児科

○武井黄太、安河内聰、内海雅史、百木亘太、島袋篤哉、仁田学、田澤星一、
瀧聞浄宏

11）マシセンタンおよびリオシグアトの併用療法にて有効な治療効果を示した
特発性肺動脈性肺高血圧の１例
金沢医科大学小児科

○中村常之、清水陽、高儀容、秋田千里、犀川太

17：10〜17：50 教育講演
“ 肺高血圧の基礎から臨床まで”

座長：土井庄三郎 東京医科歯科大学大学院 小児・周産期地域医療学講座
演者：佐藤公雄先生 東北大学大学院医学系研究科・医学部

			
			
		

東北大学病院 循環器内科

		

17：50〜17：55

			

共催：ファイザー株式会社

閉会の辞

次期当番幹事 土井拓 天理よろづ相談所病院

先天性心疾患センター小児科
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演題抄録集

一 般演 題 1（ 口 演 ）

1）Glenn 術後の体肺側副血管増多に寄与する因子の検討
国立循環器病研究センター小児循環器科

○羽山陽介、則武加奈恵、塚田正範、根岸潤、岩朝徹、宮﨑文、大内秀雄、津田悦子、
山田修
【背景】Glenn 手術（G）後の体肺側副血管（APCA）増多は心室へ容量負荷、ひいては房室
弁機能異常に関与しうる。
【方法】対象は当院で過去 5 年にGlenn 循環にカテーテル検査（カテ）
を行った98 例（男50 例）。
大動脈造影画像の、造影前と造影後期・静脈相前との「グレー値」の差をAPCA 量の半定量
と仮定した。同値と、G 術前、術後カテの血行動態指標、原疾患、手術介入との関連につき
検討した。
【結果】単変量解析で、APCA 量はG 術後の肺動脈圧（r= 0.35, p < 0.003）
、肺動脈楔入圧（r
= 0.29, p=0.013）
、体心室拡張末期圧（r = 0.28, p = 0.019）
、PDE5 阻害剤内服（p < 0.001）
、
側開胸手術の有無（BTシャント、横隔膜縫縮術 , p = 0.04）
と相関し、肺動脈係数（r = -0.25,
p = 0.041）
と逆相関した。多変量解析では側開胸手術の有無（p = 0.040）
と、PDE5 阻害剤
内服（p < 0.001）
が独立した規定因子であった。
【結語】側開胸手術とPDE5 阻害剤内服はGlenn 術後のAPCA 増多に寄与する。

2）両方向性グレン術後の肺循環障害に対するタダラフィル注腸
の急性効果
1）大阪医科大学附属病院 小児科、2）
同 小児心臓血管外科、3）高槻病院小児科

○岸勘太 1）、小田中豊 1）、尾崎智康 1）、内山敬達 3）、根本慎太郎 2）、片山博視 1）、玉井浩 1）
【目的】
グレン術後の肺循環障害に対するタダラフィル注腸の急性効果を検討する。
【方法】
グレン術後に肺循環障害を呈した症例にタダラフィルを注腸投与し
（0.5mg/kg、12 時間
毎）
、投与前後のPA 圧、TPG、SpO2、臨床経過を比較した。
【結果】3 例に投与。診断は肺動脈閉鎖、三尖弁閉鎖、単心室。術後 6 時間以内に投与を
開始。月齢は8.2~12.7 か月、体重は5.3~8.0kg。開始理由は全例 PA 圧が 15mmHg 以上で
あり、かつTPG10mmHg 以上、SpO280% 未満がそれぞれ 1 例。投与後 16~24 時間の観察で、
2 例でTPG が低下（10 → 5、9 → 7mmHg）
、1 例でSpO2 の上昇（76 → 85%）
を認めた。
【結論】
グレン術後の肺循環障害に対してタダラフィル注腸により、TPG の低下、もしくはSpO2
の上昇を認め、グレン術後の肺循環障害に有効であることが示唆された。
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3）気胸を発症し、胸腔鏡下手術を施行したフォンタン手術後症例
1）茨城県立こども病院 小児循環器科、2）同 小児外科、3）同 心臓血管外科、4）筑波大学医学
医療系小児科

○塩野淳子１）、石川伸行 1）、村上卓 1）、矢内俊裕 2）、阿部正一 3）、堀米仁志 4）
近年、フォンタン手術後症例の腹腔鏡手術が報告されているが、胸腔鏡手術の報告はほとんどない。
【症例】単心室の男児。日齢 26に右 BTシャントを施行され、2 歳 7 か月時に心外導管型フォン
タン手術を施行された。15 歳時、胸痛のため救急外来を受診し、胸部 X 線で左気胸と診断
された。循環は保たれており、翌日ドレナージを行った。CTで両側肺尖部にブラが認められた。
右側はシャント後で胸膜の癒着が予想され、左のみ待機的に胸腔鏡下手術を行う方針で退院した。
しかし2 か月後に同側の気胸が再発して再入院し、ドレナージ施行後、準緊急で胸腔鏡下に
ブラの縫縮術を施行した。その後気胸の再発はない。【まとめ】
フォンタン手術後の自然気胸は
稀と思われる。非開胸側の気胸であったが、ある程度の癒着があったためか、気胸発症時で
も循環不全には至らなかった。フォンタン循環でも胸腔鏡下手術が可能であった。

4）良好なフォンタン循環を目指し短期段階的介入で左右肺動脈
不均衡是正を行った一例
1）
中京こどもハートセンター 小児循環器科 、2）
同 心臓血管外科

○山本英範 1）、大橋直樹 1）、西川浩 1）、福見大地 1）、吉田修一朗 1）、鈴木一孝 1）、
大森大輔 1）、櫻井一 2）、野中利通 2）、櫻井寛久 2）、野田怜 2）、小坂井基史 2）、大塚良平 2）、
大沢拓哉 2）
【緒言】単心室修復症例において、左右肺血流不均衡は良好なフォンタン循環の妨げとなる。
今回我々は、出生時から左肺動脈低形成を認めた症例に対して、不均衡是正を目指し段階
的介入を行ったので報告する。
【症例】DORV（T-B）
、CoA、左肺動脈低形成。日齢 7にEAAA、mPABを施行。主肺動
脈の CWRにより右肺動脈が吊り上り、左が下に巻き込まれ低形成となる形態であったため、
mPABのみでは不均衡の是正は困難と考え、2 か月時に早期カテーテル評価を行った。肺動
脈径の左右差（右 5mm、左 2mm）
を認め、左は拍動流ではなかった。また上下心室のため
二心室修復は困難と判断した。ここでBTS、IPAS、BDGなど種々の術式につき検討した後、
BTS → BDGと短期段階的介入を行うことで11 か月時には、ほぼ左右均衡な肺血流を得ること
ができた。
【考察】左右肺血流不均衡を有する単心室修復症例の治療戦略について検討する。
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5）Fontan循環における下大静脈からの左右肺血流比の定量評価：
造影と肺血流シンチの比較
1）
あいち小児保健医療総合センター 循環器科、2）
同 心臓外科

○安田和志 1）、大島康徳 1）、大下裕法 1）、森啓充 1）、河井悟 1）、杉浦純也 2）、岡田典隆 2）、
村山弘臣 2）
【緒言】
Fontan 循環において肝静脈血の左右肺への還流評価は，“hepatic factor” 欠乏による肺動
静脈瘻（PAVF）合併の観点から重要である．肝静脈が IVCと合流する通常例では，下肢から
の肺血流シンチで定量評価が可能であるが，IVC 欠損例や PAVF 発症後は評価困難である．
心カテ造影所見から左右肺血流比の定量化を試みた．
【対象・方法】
左肺動脈狭窄を有しTCPC 術後経時的に評価した 1 例．パブリックドメインの画像処理ソフト
“ImageJ 1.50e”を用い，IVC 造影時の左右肺動脈血流のdensityを定量化し，その左右比を
同時期に施行した肺血流シンチと比較した．
【結果】
TCPC 術後 6ヵ月，10ヵ月，18ヵ月時の肺血流の右左比は，それぞれ 4.47/4.05（造影 /シンチ）
，
4.30/4.02，3.21/2.61で良い相関を示した
（y=08272x+1.0505, R2=0.9882）
．

メモ
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シンポジウム

1）小児期発症肺動脈性肺高血圧症における遺伝子異常
1）防衛医科大学校小児科、2）東京女子医科大学循環器小児科

○千田礼子 1）,2）、新谷正樹 2）、野々山恵章 1）、中西敏雄 2）
近年、肺動脈性肺高血圧症（pulmonary arterial hypertension, PAH）
の疾患原因遺
伝子が次々と同定されている。2013 年のニース分類では疾患原因遺伝子として、BMPR2、

ALK1、ENG、SMAD8（SMAD9 ）、CAV1、KCNK3 の 6 遺 伝 子が挙げられた。しかし、
PAHにおいて各々の遺伝子変異が臨床像に与える影響についてはいまだ不明な点が多く、特
に小児期発症 PAHの遺伝子の影響に関する研究は少ない。我々は、小児期発症 PAH 患者
における遺伝子変異と予後との関係を検討した。その結果、BMPR2 変異群は、既知の原因
遺伝子変異を認めない群よりもあきらかに予後が不良であり、ALK1 変異群も予後不良な傾向にあっ
た。BMPR2 変異群および ALK1 変異群については早期のエポプロステノール持続静注の導
入や肺移植を含め、より積極的な治療の選択を検討する必要があることを示唆する結果であった。
また、BMPR2 以外の遺伝子変異が見つかる頻度はそれほど多くはなく、半数以上のPAH 患
者では疾患原因遺伝子変異は同定されていない。今回は上記の他に、小児期発症 PAH 患
者において疾患原因遺伝子候補として挙げられている複数の遺伝子について、我々の基礎研
究結果も含めて概説する。

メモ
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2）日本人における肺動脈性肺高血圧症（PAH）および遺伝性
出血性毛細血管拡張症（HHT）
患者の遺伝子解析からわかること
１）国立循環器病研究センター 研究所分子生物学部、２）
同 小児循環器科

○森崎裕子１）、岩朝徹２）、山田修２）、森崎隆幸１）
肺動脈性肺高血圧症（PAH）
は、肺小動脈の内腔の狭小化により肺動脈圧が上昇し右心不
全から死にいたる予後不良の疾患である。PAHの一部は家族発症をみとめ、そのほとんどで

BMPR2 遺伝子の生殖細胞系列変異が検出され、浸透率の低い常染色体優性遺伝形式をと
る。その他に、ACVRL1、ENG、KCNK3、CAV1 なども遺伝性 PAH（HPAH）
の原因遺伝
子として同定されている。HPAHでは、肺小動脈の高度狭小化とそれに伴う右心不全が病態
のすべてであり、基本的に肺外病変は認めない。一方、遺伝性出血性毛細血管拡張症（HHT）
は、
皮膚粘膜および内臓の末梢血管における動静脈瘻が病態の本質であり、鼻出血、皮膚粘膜
の毛細血管拡張、内臓（脳・肺・消化管・肝・脊髄）
の動静脈奇形を呈する全身性の常染色
体優性遺伝病である。患者のほとんどで ENGまたは ACVRL1 遺伝子変異をみとめ、遺伝的
浸透率は高いが、合併症の管理がきちんとなされれば生命予後は悪くない。このように、PAH
とHHTは病態も臨床経過も明らかに異なる疾患であるが、原因遺伝子はオーバーラップしており、
実際、臨床的にも鑑別が困難な例が存在する。国立循環器病研究センターでのPAH 約 250 例、
HHT 約 300 例の遺伝子解析の結果から、この2 疾患の違いと類似点について検討する。

メモ
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3）Genetics of Pulmonary Arterial Hypertension（PAH）
Eric D. Austin, MD, MSCI.

Department of Pediatrics and Director, Vanderbilt Pediatric Pulmonary Hypertension
Center; Vanderbilt University Medical Center and Vanderbilt Children’s Hospital, Nashville,
TN 37232 USA
The major advances in understanding the genetics of pulmonary hypertension（PH）,
especially those which are clinically-actionable, have focused on Group 1 PH in the current
adult-focused classification scheme genes. Pulmonary arterial hypertension（PAH）, formerly
known as primary pulmonary hypertension（PPH）, is a progressive disease characterized by
widespread obstruction in the smallest pulmonary arteries. PAH may be heritable（HPAH）,
idiopathic（IPAH）, or associated with other medical conditions or exposures to drugs or
toxins. Familial cases have been recognized for the last half century and are usually due to
mutations in the gene bone morphogenetic protein receptor type 2（BMPR2）
, although in rare
cases due to mutations in other members of the TGF ß signalling family such as the genes
that encode Smads. In addition, mutations in the TGF β family genes activin-like kinase-type
I（ALK1）and endoglin（ENG）are associated with hereditary hemorrhagic telangiectasia,
which may have PAH in some cases. More recently, with the advent of next generation
sequencing novel discoveries of genes associated with heritable pulmonary hypertension
have been made, including caveolin-1（CAV1）, potassium channel two pore domain subfamily
K member 3（KCNK3）
, and eukaryotic translation initiation factor 2 alpha kinase 4（EIF2AK4）
.
In addition, there is growing recognition that previously perceived syndromic cases of PAH
may have high relevance to pediatric PAH, including the detection of TBX4 mutations
associated with both childhood-onset PAH and small patella syndrome—associations such
as this may offer important novel clues into the pathobiology of PAH. Finally, it is known
that approximately 20% of idiopathic PAH cases actually associate with a mutation in a PHspecific gene.
While not clinically actionable for therapy at this time, the presence of a BMPR2 mutation
may provide some prognostic data for patients. There is now data, and clinical experience,
to demonstrate that BMPR2 mutation carriers with PAH possess multiple metrics consistent
with more severe disease. For example, PAH patients with BMPR2 mutations are unlikely to
demonstrate a positive response to acute vasodilator testing during cardiac catheterization.
In addition, they are younger at diagnosis, have a higher mean pulmonary artery pressure,
lower cardiac index, shorter time to death or lung transplantation, and younger age at death
（but similar overall survival to non-carriers）. Consistent with the severity of BMPR2 gene
mutations, PAH carriers of ALK1 and ENG mutations also have more severe disease. Taken
together, there is growing data to suggest that carriers of PH-specific mutation not only have
a heritable form of PAH, but also more severe disease. Novel therapies targeting defects
related to PH-specific gene mutations are in development and provide hope for the near
future.
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会 長要 望 演 題 1

1）センダイウイルスベクターを用いた恒常活性型ナトリウム利尿
ペプチド B 受容体（NPR-B）の遺伝子治療は
肺高血圧症（PAH）
を改善する。（最終報）
大阪大学大学院医学系研究科小児科学

○那波伸敏、石田秀和、馬殿洋樹、高橋邦彦、小垣滋豊、廣瀬将樹、桂木慎一、髭野亮太、
鳥越史子、三原聖子、成田淳、三浦弘司、大薗恵一
[ 背景 ] 恒常活性型 NPR-Bを用いたPAHに対する遺伝子治療の基盤研究について、本研究
会で肺動脈平滑筋細胞を用いたin vitroの結果を初期から継続して報告してきた。
[目的と方法 ] 高い遺伝子導入効率と安全性からヒトへの遺伝子治療として期待されるセンダ
イウイルスベクターを用い、Sugen PAH rat modelにコントロール蛍光蛋白、野生型（WT）
NPR-B、恒常活性型（CA）NPR-Bを肺動脈内投与により遺伝子導入し、治療効果を検討した。
[ 結果 ]CA-NPR-B 投与群では、コントロール、WT 投与群と比較して、右室圧の低下、肺
小動脈中膜肥厚の改善、肺細小動脈の閉塞率減少を認め、肺高血圧血管病変の抑制をin
vivoで確認した。
CA-NPR-B 群では肺小動脈平滑筋細胞での PCNA 陽性率は減少し、増殖抑制が関与して
いたことが示唆された。
[ 結語 ] 恒常活性型 NPR-B の遺伝子治療は、肺高血圧モデルラットで治療効果を認め、in
vitroでの効果も確認できた。今後臨床応用に向けさらに検討する予定である。

2）肺血管発生におけるTbx4の発現と機能
1）慶應義塾大学医学部小児科、2）慶應義塾大学保健管理センター

○内田敬子 1）,2）、石崎怜奈 1）、柴田映道 1）、土橋隆俊 1）、前田潤 1）、山岸敬幸 1）
肺血管発生を制御する分子機序を解明するために、マウス発生初期肺（胎生 14日）
と発生
後期肺（生後 2日）
の肺血管内皮細胞における遺伝子発現をマイクロアレイ解析により比較検討
した。T-box 型転写因子であるTbx4の発現が初期肺で有意に高く、肺間葉系組織において
発生初期から上昇し、胎生 14-15日をピークとして以後低下する特徴的な発現パターンを示した。
培養肺間葉系細胞でTbx4をノックダウンすると、Tie2の発現が低下し管腔形成能が促進された。
末梢肺間葉系組織では、胎生 14日までに血管内皮細胞による原始血管叢が盛んに形成され、
その後、中枢側肺血管に連結していく。したがって、Tbx4は初期肺末梢血管叢における血
管内皮細胞の発生を促進し、その発現低下によるTie2の低下と管腔形成能の上昇が、胎生
14日以降の末梢側と中枢側の肺血管の連結を促進するスイッチとして機能する可能性が推測
される。
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3）エンドセリン受容体拮抗薬マシテンタンは肺高血圧ラットに
おける新生内膜線維性閉塞病変の発現を予防する
1）
名古屋市立大学大学院新生児・小児医学分野、2）
三重大学大学院医学系研究科 小児科学
3）
同 麻酔集中治療学、4）
同 胸部心臓血管外科学、5）
名古屋大学大学院医学系研究科小児科学

○篠原 務 1）、澤田博文 2）、大槻祥一郎 2）、淀谷典子 2）、加藤太一 5）、大橋啓之 2）、
Erquan Zhang3）、丸山一男 3）、新保秀人 4）、駒田美弘 2）、三谷義英 2）
マシテンタンが Sugen/ 低酸素誘発肺高血圧ラットの早期閉塞性肺血管病変をreverseさ
せる一方で、後期病変の進展は抑制するが reverseしない事を、メカニズムを含め報告した。
本モデルの特徴は、後期において、血管新生内膜における線維性増殖による閉塞病変が再
現できる点にある。今回、マシテンタンによる新生内膜線維性閉塞病変の予防効果を検討した。
Sugen 投与後 5-8 週の間、マシテンタン治療（30mg/kg/日）
を行った。肺切片直径 50μm 以
下の全血管に対する新生内膜線維性閉塞病変の発現は、治療直前 0.5±0.3%であるのに対し、
無治療群は5.5±2.1% へ有意に増加し、マシテンタン治療により0.5±0.2%と有意に予防効果を
認めた。新生内膜における線維面積の検討においても同様に予防された。今後は、線維化
発現の機序や線維化に対する新たな治療ターゲットを解明したい。

メモ
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ランチョンセミナー

肺動脈性肺高血圧症の治療における理想的な
Goal Oriented Therapyとは？
神戸薬科大学臨床薬学／神戸大学大学院医学研究科循環器内科学分野

江本憲昭
肺動脈性肺高血圧症（PAH）
に対する治療の考え方が転換期を迎えている。近年、PAH
に対する新規治療薬が次々に登場し、プロスタサイクリン系、エンドセリン系および一酸化窒素—
クアニル酸シクラーゼ―cGMP 系の各情報伝達経路に介入する、いわゆる3 系統の治療薬が
それぞれ複数剤使用できるようになった。このため、以前に比べて治療の選択が格段に広がり、
きめ細やかな診療が可能になった。しかし、その一方で、薬剤の選択肢が多いことがかえっ
て薬剤の不適切な使用を招き、期待された効果を得ることができていない症例が散見されるこ
ともある。また、多数例を対象とし長期予後に対する有用性をエンドポイントと設定した臨床試
験による臨床エビデンスが次々に発表され、治療のコンセプトやゴールも従来とは変わりつつある。
本講演では、最近発表された臨床試験の知見を紹介し、集団での解析から得られた結果をど
のように個々の症例に応用していくべきかについて考察したい。

メモ
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特別講演

Sex Hormones in the Pathogenesis of PAH:
Novel Therapeutic Opportunities
Eric D. Austin, MD, MSCI.

Department of Pediatrics and Director, Vanderbilt Pediatric Pulmonary Hypertension
Center; Vanderbilt University Medical Center and Vanderbilt Children’s Hospital, Nashville,
TN 37232 USA
Long recognized, the skewed sex ratio of pulmonary arterial hypertension（PAH）was
confirmed in 1987 by a large NIH registry which reported a female to male ratio of 1.7:1
among adults in the United States. Recent epidemiologic studies, such as the Registry to
Evaluate Early and Long-term PAH Disease Management（REVEAL）, have shed more
light on the sex inequity and suggest differences between disease initiation and progression.
REVEAL, an observational cohort study of PAH cases in North America, recently reported
that 79.5% of prevalent adult PAH patients were females, with a female predominance across
virtually all subtypes of PAH. Investigating incident cases, UK and Ireland investigators
recently reported that 69.9% of incident PAH patients from 2001-2009 were females. While
data from France support the high prevalence of female cases（65.3%）for most subtypes
of PAH, among incident cases the percentage of females was only 57.0%, highlighting the
importance of prospective epidemiologic studies.
The potential difference in prevalence and incidence according to sex, at least in the
French cohort, suggests that females live longer than males after diagnosis of PAH. Initial
prospectively collected data from France support this conclusion, with improved survival
at 3 years for females compared to males. Similarly, REVEAL investigators retrospectively
found that men over 60 years of age had poorer survival compared with younger males and
compared to all females. While comprehensive prospective data will emerge over the coming
years to address specifics with regard to the sex epidemiology of PAH, the suggestion that
females get disease more frequently but survive longer underscores the complexity of sex in
the pathogenesis and course of PH; and, it highlights the need to more precisely understand
the pathologic（and potentially protective）consequences of sex. The prospect that sexassociated factors which promote disease onset may differentially impact disease outcome is
particularly interesting given the prevailing opinion that while PAH is a pulmonary vascular
disease, survival is dictated by RV adaptation to load stress. This incongruous finding has
been termed the “estrogen paradox in PH”.
The epidemiology of PH with regard to sex is but one component of the evolving story
around sex in this devastating disease. The issue has attracted renewed focus in the past
few years, providing fertile ground for the intersection of in vitro, animal model, and human
studies to ultimately improve our understanding of not only the factors which promote
disease, but also those which modify survival. While chromosomal differences（XX versus
XY）certainly exist between the sexes, an obvious source of variation is the production,
metabolism, and response to sex hormones including estrogens. We and others have shown
that an abnormal estrogen and estrogen metabolite milieu contributes to PAH risk, and that
modifying sex hormone exposures is a promising therapeutic target in need of further study.
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一 般演 題 2（ 口 演 ）

6）心房中隔欠損症（ASD）に僧帽弁閉鎖不全（MR）
を合併し、
高肺血流性肺高血圧を来したNoonan 症候群の一女児例
1）長野県立こども病院 循環器小児科、2）
同 心臓血管外科

○内海雅史 1）、瀧聞浄宏 1）、武井黄太 1）、田澤星一 1）、安河内聰 1）、仁田学 1）、島袋篤哉 1）、
百木恒太 1）、岡村達 2）、梅津健太郎 2）、新富静矢 2）
【はじめに】幼児期の心房中隔欠損は、高度な肺高血圧を来すことはまれである。今回、MR
の進行とともに、super systemicの肺高血圧を来したASD 症例を経験したので報告する。
【症例】2 歳 5ヶ月、Noonan 症候群の女児。1ヶ月健診で心雑音を指摘され当院を受診しASD
（Ⅱ）認めるも心不全兆候なく体重増加良好のため外来経過観察されていた。2 歳 3ヶ月時
にMR が出現し、2 歳 5ヶ月時に多呼吸、心拡大、低酸素血症、重症 MR、RVp＞ LVp の
肺高血圧を認めた。酸素投与、DOA 投与で RVp/LVp=0.8まで改善した。カテーテルで
は、PAP=66/38（51）mmHg、AAo=85/49（68）mmHg、Qp/Qs=1.3、Rp=6.6Wood 単 位
であったが、酸素負荷で PAP=53/28（40）
mmHg、Qp/Qs=3.2、Rp=1.7Wood 単位となっ
た。ASD,MRによる著明な高肺血流が反応性肺血管収縮をもたらしたと考え、ASD 閉鎖＋
MVplastyを施行した。術後 MR が中等度残存となったが、シルデナフィルを導入しRVp/
LVp=0.4 程度まで改善した。【結語】ASD、重症 MRによる急速な高肺血流の増悪が、反応
性肺血管収縮から重度 PAHをもたらした。ASDにおけるMRの進行には十分な注意が必要
であり、心内修復術が有用な治療である。

7）重症肺高血圧を伴う心房中隔欠損症における治療経験
東京女子医科大学循環器小児科

○佐藤正規、杉山央、原田元、朝貝省史、清水美妃子、竹内大二、石井徹子、稲井慶、
豊原啓子、篠原徳子、富松宏文、中西敏雄、朴仁三
重症肺高血圧（平均肺動脈圧 40mmHg 以上）
を伴う心房中隔欠損（ASD）
の 4 例の治療経
験を報告する。年齢 14-54 歳（中央値 42 歳）
、ASD 径 20-33mm
（中央値 26mm）
、平均肺動
2
脈圧 40-56mmHg
（中央値 46）
、Qp/Qs 1.4-3.4（中央値 2.2）
、肺血管抵抗 6.5-12.1U.m（中

央値 9.0U.m2）
、術後観察期間

2-72ヵ月であった。経カテーテル閉鎖が 2 例、外科的閉鎖

が 2 例で１例は fenestration 付きパッチを使用した。術前にEpoprostenolを導入したのが１
例、術後の導入が１例、術後の経口肺血管拡張薬の導入が 2 例であった。BNP 値は ASD
閉鎖前が 33-374pg/ml（中央値 76pg/ml）
で閉鎖後は26-111pg/ml
（中央値 57pg/ml）
で、心
エコーによる推定右室圧は 2 例で 3 年以上計測しており、1 例は ASD 閉鎖１年後の推定右
室 圧 44mmHg、2 年 後 46mmHg、3 年 後 35mmHg、もう１例は１年 後 65mmHg、2 年 後
62mmHg、3 年後 59mmHgあった。
重症肺高血圧ではASD 閉鎖前後に経口肺血管拡張薬やEpoprostenolの導入が必要であり、
術後長期にわたり肺高血圧悪化に注意が必要である。
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8）treat & repair strategyにおける”treat”の工夫
〜肺高血圧合併心房中隔欠損症の成人例〜
1）長野県立こども病院 循環器小児科、2）
同院 心臓血管外科

○仁田学 1）、瀧聞浄宏 1）、安河内聰 1）、武井黄太 1）、田澤星一 1）、島袋篤哉 1）、百木恒太 1）、
内海雅史 1）、岡村達 2）、梅津健太郎 2）、新富静矢 2）
【背景】近年肺血管拡張薬が進歩し、肺高血圧（PH）合併の左右短絡を有する先天性心疾患
への治療適応は拡大している。
【症例】39 歳女性。第 2 子を出産後、急激に呼吸困難が増悪し、初めてASD、PHを指摘さ
れた。Pp/Ps=044、Qp/Qs=1.5、Rp=17.5Wood 単位・m2、Rp/Rs=0.27であった。酸素と
3 種類の肺血管拡張剤（シルデナフィル・ボセンタン・ベラプロスト）
を開始した６ヶ月後も、Pp/
Ps=0.43、Qp/Qs=2.0、Rp=15.5Wood 単位・m2、Rp/Rs=0.21であり、薬剤変更した
（ダラフィル・
マシテンタン・ベラサス）。更に5ヶ月後の評価ではPp/Ps=0.59、Qp/Qs=1.6、Rp=7.3Wood
単位・m2、Rp/Rs=0.36とRp が低下し、ASDをデバイスで完全閉塞し得た。閉鎖後もPp/
Ps=0.41とやや低下し、肺血管拡張薬も継続中である。
【結語】肺血管拡張薬の薬効に乏しい場合、薬剤変更が有効である可能性がある。

9）ファロー四徴心内修復術後の肺高血圧例の臨床像
榊原記念病院循環器小児科

○岩澤伸哉、浜道裕二、正谷憲宏、齋藤美香、石井卓、稲毛章郎、中本祐樹、
上田知実、矢崎諭、嘉川忠博
【背景】
ファロー四徴（TOF）術後の肺高血圧（PH）
のリスク因子について統計学的に考察した
報告はない。【目的】TOF の心内修復術後にPHをきたすリスク因子を検討。【方法】対象は
TOF 術後でカテーテル検査を施行した7 歳以上の 95 例。後方視的検討。平均肺動脈圧の
左右少なくとも一方が 25mmHg 以上をPH（11 例）
とし、PH の背景を求めた。【結果】単変量
解析でPHに有意に関与していたのは心内修復術時年齢
（≧9.5 歳）
、修復術後期間（≧16.0
年）
、体肺短絡人工血管数（≧2 本）
、左室拡張末期圧（≧18mmHg）
、肺動脈楔入圧（≧
16mmHg）。多変量解析で独立して関与したのは肺動脈楔入圧のみ。リスクの保因数（0～5）
によりPHを来す率は0%、4%、22%、25%、80%、100%と上昇した。PH 例では右室駆出率
は有意に低下（40% vs.47%）
していた。【結論】TOF 術後の PHには肺血管床の他、左室拡
張能低下、加齢の関与が示唆された。
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10）脾臓摘出により肺動脈圧・肺血管抵抗の低下が認められた
門脈肺高血圧の1 例
静岡県立こども病院循環器科

○田邊雄大、満下紀恵、赤木健太郎、小野頼母、鬼頭真知子、石垣瑞彦、佐藤慶介、
芳本潤、金成海、新居正基、田中靖彦、小野安生
【緒言】門脈肺高血圧（POPH）
は門脈圧亢進による脾機能亢進、食道静脈瘤などの治療が
必要となることがある。今回、脾臓摘出術により肺高血圧（PH）
が改善したPOPH の 1 例を経
験したので文献的考察を交えて報告する。【症例】19 歳男性。4 歳時に肝機能障害・血小板
減少を契機にPOPHと診断。5 歳時よりエポプロステノール持続静注を開始。PDE5 阻害薬、
ERAの内服追加。17 歳時に脾腫による血球減少があり、脾臓摘出術の適応と判断。血管塞
栓術を併用し出血量を抑えることで周術期は安定して経過。術後 1 年の評価では、肺血管抵
抗 / 体血管抵抗比（Rp/Rs）
の低下（0.93 → 0.54）
が認められた。タダラフィルは減量が可能となっ
た。【結語】摘脾により、貧血・血小板が是正され、肺循環へも良い影響を与えた可能性がある。

11）先天性肝外門脈静脈シャント２例の肺循環障害について
1）三重大学医学部医学系研究科小児科学・2）麻酔集中治療学・３）心臓血管外科学

○岡村聡 1）、澤田博文 1）,2）、大橋啓之 1）、大矢和伸 1）、淀谷典子 1）、小沼武司 3）、新保秀人 3）、
丸山一男 2）、三谷義英 1）
先天性肝外門脈静脈シャント
（CEPS）
２例の肺循環障害について考察する。（症例１）
３６週４
日、体重 2006g の男児。VSD、PDA、８番染色体異常と診断された。1 か月時、動脈管結
紮を施行され、７か月時、経過観察のエコーで CEPS が認められた。平均肺動脈（mPAP）
22mmHg

肺血管抵抗（Rp）2.03 単位であった。シャント閉塞テストからCEPS type2と診断

し、９か月時、CEPSカテーテル閉鎖を行い、１２か月時、VSD 閉鎖を行った。術後検査で、
mPAP 23

Rp 3.18であった。

（症例２）
５歳女児。意識消失発作で受診し、肺動脈拡大、肝腫瘍を認めた。心カテでは、
mPAP 35、Rp 6.03。CEPS 閉塞テストにより、CEPS Type1（門脈欠損）
と診断した。PH 増
悪による失神発作を複数回認め、タダラフィル、マシテンタン、エポプロステノールで、肺高血
圧標的治療を行い、肝移植を待機中である。
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一 般 演 題 3（ポスター）

1）巨大肺動脈主幹部による
left main compression syndromeを呈したIPAHの1 例
東邦大学医療センター大森病院小児科

○中山智孝、直井和之、池原聡、髙月晋一、松裏裕行、佐地勉
【はじめに】巨大肺動脈主幹部による左冠動脈（LMCA）圧迫を呈した症例を経験したため治
療方針を検討する。
【症例】23 歳男性。10 歳時にIPAH 発症、13 年間エポプロステノール療法中。初診時から肺
動脈主幹部の拡大が目立ち増大傾向（主肺動脈径 9cm）
も、最近までWHO 分類 II 度で推移。
甲状腺機能異常を3 年前から併発、今回甲状腺中毒症（機能亢進）併発時に胸痛出現し入院。
発熱を伴っており解熱、甲状腺機能回復とともに胸痛は消失。肺動脈平均圧 58mmHg、以
前から肺動脈壁在血栓はあるも、今回、LMCA が下方へ偏移し楕円形（4X2mm）
に狭小し
ていることが判明。冠血流予備量比（FFR）0.81であったためステント留置を見送った。しかし
今後も肺動脈の破裂、LMCA 圧排による虚血や突然死の危険があり、根本療法は肺移植（＋
肺動脈縫縮術）
と思われ、肺移植施設へ照会中。
【考察】治療の進歩に伴い小児期発症 IPAH 症例も長期生存が可能となり、様々な合併症に
遭遇するが、left main compression syndromeも考慮に入れる必要がある。

2）もやもや病を合併した肺動脈性肺高血圧症の2 児例
1）国立循環器病研究センター 小児循環器科、2）分子生物学部

○藤野光洋 1）、岩朝徹 1）、伊藤祐貴 1）、山田修 1）、森崎裕子 2）、白石 公 1）
【症例 1】11 歳女児。乳児期に動脈管開存（PDA）
、動眼神経麻痺を指摘。PDA 閉鎖術後
の 3 歳時、平均肺動脈圧（mPAP）29mmHg で肺動脈性肺高血圧症（PAH）
と診断。6 歳
時にACTA2 遺伝子変異ともやもや病・上行大動脈拡大の合併が判明。mPAP 25mmHg、
肺血管抵抗（Rp）4.3 単位・m2と程度は軽いものの、タダラフィルを慎重に導入。
【症例 2】12 歳男児。乳児期にもやもや病から脳梗塞と片麻痺を来たし、頭部血管吻合手術施行。
12 歳時学校健診で心電図異常からPAHを指摘。mPAP 62mmHg、Rp 18 単位・m2 で在
宅酸素とタダラフィルを導入。もやもや病には影響しなかったが、治療に抵抗性である。
【考察】
もやもや病合併の PAHは文献的には予後は決して良くはない上、肺血管拡張薬の使
用にはもやもや病への影響に配慮が必要であり、IPAHより慎重な治療介入が望まれる。
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3）NO および酸素負荷により肺動脈楔入圧の上昇を認めた、
無脾症・右室型単心室・総肺静脈還流異常症術後の1 例
〜潜在的 PVOの可能性〜
旭川医科大学小児科

○岡秀治、梶濱あや、中右弘一、杉本昌也、東寛
【症例】4 歳、女児。無脾症・右室型単心室・総肺静脈還流異常症の診断で、1 歳 7 か月時にフォ
ンタン手術をうけている。肺血管の反応性評価のためNO および酸素負荷テストを施行した。
【方法】心室および肺動脈にカテーテルを持続留置し、マスクでNO（20ppm）
および酸素（10L/
min）
を送気し評価した。
【結果】負荷前後での変化は、NO 負荷ではPAWP（右 / 左；8/7 → 12/9）
、mPAP（変化なし）
、
酸素負荷ではPAWP（右 / 左；8/7 → 14/12）
、mPAP（右 / 左 ;13/13 → 15/15）。RVEDPは
変化なし。
【考察・結論】形態的にPVO 所見のない症例であったが、いずれの負荷でもRVEDP 上昇が
ないPAWP 上昇を認めた。酸素負荷の反応は顕著で、mPAP 上昇に寄与したと推測された。
これは潜在的なPVO の存在を示す可能性があり、この様な患児に肺血管拡張薬を使用する
場合は注意が必要であると思われた。

4）肺血管拡張薬によりチアノーゼが軽度改善した
多発性肺動静脈瘻の一例
千葉県こども病院循環器科

○白神一博、東浩二、白石真大、名和智裕、小林弘信、永峯宏樹、村上智明、中島弘道、
青墳裕之
【はじめに】多発性肺動静脈瘻に伴うチアノーゼは、コイル塞栓術が無効であり、治療に難渋する。
今回、肺血管拡張薬を導入し軽度ながらチアノーゼが改善した一例を経験した。
【症例】9 歳女児。診断確定時（4 歳）
のSpO2 は85%（室内気）
だったが、徐々に低下した。今回、
心臓カテーテル検査中のエポプロステノール負荷試験で、動脈血 SaO2（Sat）
が 74 から78%
へ上昇した。動静脈瘻を除く健常肺からのPV Satを98%と仮定し、健常肺の血管抵抗が 1.4
から1.2 U・m2 へ低下、健常肺への血流量（Qp（N））
が 1.4 から1.7 L/min/m2 へ増加すると
推定した。肺血管拡張薬はチアノーゼに有効と考え内服薬を導入した。導入 1 年半後の心臓
カテーテル検査で、動脈血 Sat 79%、Qp（N）1.8 L/min/m2 だった。
【結論】肺血管拡張薬は多発性肺動静脈瘻のチアノーゼ改善の一助になる可能性がある。
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5）持続する低酸素血症の改善のために正常肺を犠牲にする
コイル塞栓術を施行した両側肺全区域びまん性肺動静脈瘻
の1 例
徳島大学病院小児科

○本間友佳子、早渕康信、阪田美穂、香美祥二
Endoglin 遺伝子（ENG）変異を有した遺伝性出血性毛細血管拡張症（HHT）
に合併した両側
肺全区域びまん性肺動静脈瘻の女児例を経験した。9 歳で診断され、5 年間に5 回のカテー
テル治療を施行した。コイル塞栓術直後はSpO2 90% 以上となるが、毎回、80% 程度まで低
下することを繰り返した。瘻内のみへのコイル塞栓では血流阻害が不十分と考え、その上流の
正常肺動脈犠牲にしてコイル塞栓術を施行した。治療後はSpO2 90% 以上を維持し、肺高血
圧症は認めていない。ENG 遺伝子は遺伝性肺動脈性肺高血圧症（HPAH）
の原因遺伝子の
1 つでもある。自然経過で肺高血圧が発症する可能性がある中で、肺高血圧症を惹起するか
もしれないコイル塞栓術を施行したが、治療に難渋する肺動静脈瘻では正常肺を犠牲にするこ
とを前提としたカテーテル治療も一つの選択肢と考えられた。今後も肺高血圧発症に対して注
意深い観察が必要である。

6）重症横隔膜ヘルニア胎児治療例のヘルニア閉鎖術後遠隔期に
肺高血圧が再燃し治療に難渋した1例
大阪大学医学部附属病院小児科

○豊川富子、高橋邦彦、成田 淳、三原聖子、鳥越史子、髭野亮太、廣瀬将樹、桂木慎一、
那波伸敏、馬殿洋樹、小垣滋豊、大薗恵一
【症例】在胎 19 週、重症横隔膜ヘルニア
（CDH）
と診断。在胎 31 週、胎児鏡下バルーン気管
閉塞術施行し、在胎 33 週に出生。日齢 1にCDH 修復術施行。術後 PH は徐々に改善。生
後 3 か月当院転院時は明らかなPH 認めず。6 か月頃より啼泣時の酸素化不良と機嫌不良が
出現し、7カ月時に重度 PH 再燃と診断。鎮静の際に PH crisis から心肺停止となり、NO、
PDE5 阻害薬とエンドセリン受容体拮抗薬を開始。しかし、PH crisis 頻発しNO 中止困難で
PGI2を導入。その後気管切開を行い、Ca 拮抗薬導入後にNO 中止に成功。生後 11 か月時
mPAP 26mmHgとPHの改善を認めたが、酸素投与を中止すると酸素化を保てず、PGI2 中
止にて酸素化が保持可能となった。
【考察】術後遠隔期のPH 再燃の成因とその病態に関して、文献的検討を加えて考察する。

28

7）先天性横隔膜ヘルニア術後遠隔期の肺高血圧に対し
Sildenafilを使用した1 例
聖隷浜松病院小児循環器科

○金子幸栄、森善樹、磯崎桂太朗、村上知隆、井上奈緒、中嶌八隅
症例は７歳男児。胎児期に右先天性横隔膜ヘルニアと診断され、生直後より高度肺高血圧に対し、
人工呼吸管理＋NOを使用した。日齢 1 に右横隔膜ヘルニア閉鎖術を施行し、Sildenafil,
Bosentan、HOTを導入。肺高血圧の改善がみられたため Sildenafilを中止し、術後 7 か月
で NICUを退院。2 歳時にHOT 中止、3 歳時にBosentanを中止した。4 歳時に心カテを施
行。mean PAp=26mmHg、Rp 4.8U・m2 のため Sildenafil 負荷試験を施行。mean PAp
は25mmHgと著変なかったが Rpは2.8 U・m2まで低下した。Sildenafilを再開し7 歳時に再
評価の心カテを施行。mean PAp=22mmHg、Rp 2.2U・m2と肺高血圧は改善を維持していた。
横隔膜ヘルニア術後遠隔期 の肺高血圧に対し、Sildenafilは有効であった。

8）拘束性肺障害と動脈管開存を伴う重度肺高血圧の幼児例
新潟大学医歯学総合病院小児科

○額賀俊介、星名哲、沼野藤人、羽二生尚訓、鳥越司
症例は 2 歳女児。満期産で出生し、生下時に軽度の呼吸障害を認めた。以後健診等で異
常は指摘されなかったが、1 歳 1 か月で胃腸炎に罹患した際 differential cyanosisに気付か
れ、心エコーで肺高血圧、動脈管開存と診断された。初回カテーテル検査で平均肺動脈圧
62mmHg、肺血管抵抗 32.63 単位 ･m2、肺体血流比 0.55、心係数 3.11L/min/m2 であり、
3 系統の肺血管拡張薬を開始した。2 歳 4 か月時、平均肺動脈圧 67mmHg、肺血管抵抗
19.99 単位 ･m2、肺体血流比 0.58、心係数 5.48L/min/m2 だった。陥没呼吸や胸部 CT で
肺野のモザイクパターンを認めたため、人工呼吸管理下で検査を行ったところ、肺血管抵抗 9.99
単位 ･m2、肺体血流比 1.69となり、動脈管での短絡が左右へ変化した。本症例では、肺動
脈病変に加え、短絡疾患、肺実質病変も伴う複合的な病態を呈していると考えられる。成長
に応じた血行動態の評価と適切な治療介入が必要である。
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9）治療方針決定に肺生検が有用であった
Shone complexの1 例
山梨大学小児科

○喜瀬広亮、河野洋介、戸田孝子、小泉敬一、杉田完爾、星合美奈子
先天性左心疾患によるPHは複数の要因があり、治療方針決定が困難な場合がある。症例
は MS、CoA、ASD の 2 歳女児。生後 5ヵ月時に僧帽弁形成術を施行された。術後 MRと
PHに対しHOT、肺血管拡張薬、ACE 阻害薬が開始された。転居のため当科紹介、肺うっ
血、心拡大があり生後 11ヶ月時にカテーテル検査を施行した。PCWPとLVEDPに圧較差は
認めなかったが 14mmHgと高値で、LV 拡張障害残存とMRに伴うLAP 上昇と判断した。肺
動脈 / 体動脈（平均圧）30mmHg/40mmHg、肺血管抵抗 6.3 U･m2 と重度 PH であり僧帽
弁置換術を考慮したが、弁輪径が小さく困難が予想された。方針決定のため肺生検を施行、
PVODはなく肺うっ血は軽度で、肺小動脈の中膜肥厚はあるが閉塞性病変はなかった
（IPVD 1.0、
HE I°
）。このため成長を待期し、厳重に経過観察する方針とした。現在、MRは残存してい
るが PHは軽快している。ガイドラインも含め一般的にPHに対する肺生検は推奨されていない。
しかし先天性左心疾患によるPHでは、治療方針決定に肺生検が有用である可能性がある。

10）当センターでの遺伝性末梢血管拡張症の遺伝子診断
～症状と遺伝子変異の関連～
1）国立循環器病研究センター小児循環器科、2）国立循環器病研究センター研究所分子生物学部

○岩朝徹 1）、山田修 1）、森崎裕子 2）、森崎隆幸 2）
当センターでは2005 年以来 2015 年 10月末現在まで443 例の遺伝性末梢血管拡張症の遺
伝子診断を実施し、257 例で変異を検出している。変異のうちENG 遺伝子は169 例、ALK1
遺伝子では82 例であった。
いずれの遺伝子変異でも鼻出血・家族歴は90% 近くで認めていたが、ENG 遺伝子変異で
は肺動静脈瘻 83%に対し、ALK1 変異では41%と半数以下であった。ALK1 変異では肝動
静脈奇形が 81%と多く、ENG 変異の30%と対照的であった。
ENG 遺伝子では82 種の遺伝子変異を検出し、うち38 種で複数患者を認めた。ALK1 遺
伝子では45 種の遺伝子変異を検出、うち22 種の変異で複数患者を認めた。これら同一変異
の解析ではENG 遺伝子変異では症状・発症年齢とも一定した傾向が乏しく、症状発現に他
の因子の修飾が示唆された。ALK1 変異では症状が揃う傾向にあり、単一変異で発症に関
与する事が示唆された。
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会 長要 望 演 題 2

4）当院における肺高血圧治療戦略
東京医科歯科大学小児科

○細川奨、武井陽、山口洋平、土井庄三郎
小児期発症の特発性 / 遺伝性肺動脈性肺高血圧症（IPAH/HPAH）
は、診断時に重症で
あることが多く、また重症例の病勢進行速度は速いため、診断後早期に3 系統治療薬（プロ
スタサイクリン
（PGI2）作動薬、エンドセリン受容体拮抗薬（ERA）
、ホスホジエステラーゼ 5 阻
害薬（PDE5-I））
の治療介入を必要とする。また近年、各系統の治療薬が複数認可され、そ
の選択肢が拡大し、その使用に試行錯誤する場面も多い。当院では、個々の症例の検査
結果や特性を考慮した上で、どういった治療方針（単剤（monotherapy）
、あるいは多剤併用
（combination therapy）
（加えて upfront か、sequential か））
とするかを決定している。当
院で過去 5 年間に治療を開始した IPAH/HPAH 症例について、臨床症状、検査結果や治
療内容の経過を後方視的に検討し、今後の理想的な治療戦略を考察する。

5）個々の肺高血圧症例の検討と当院における治療戦略
慶應義塾大学医学部小児科

○柴田映道、福島裕之、水野風音、吉田祐、小柳喬幸、前田潤、山岸敬幸
当院では、最適な治療戦略のためには、時期を逃さず経時的にカテーテル検査を実施する
ことが重要と考えている。最近カテーテル検査を行った症例をあげて、治療方針決定のプロ
セスを示す。症例 1：11 歳男児。平均肺動脈圧（mPAP）
は 58 → 26mmHgに低下、エポプ
ロステノール
（PGI2）
を増量せず、多剤併用療法を継続することを決定。症例 2：13 歳男児。
mPAPは診断時 47 → 73mmHgと上昇、PGI2を含む併用療法の効果が不十分と判断し、肺
移植登録を決定。症例 3：12 歳女児。mPAPは48 → 30mmHgに低下、ボセンタン単剤療法
の継続を決定。症例 4：17 歳男子。mPAPは診断時 91 → 51mmHgと低下が不十分であり、
内服薬 3 剤併用療法に加えてPGI2 の導入を決定。症例 5：11 歳男児。右房圧、心拍出量等
の推移を見てPGI2 の至適増量速度を決定。個々の症例の経時的なカテーテル検査データ評
価により、治療の最適化（テーラーメード医療）
を目指している。
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6）当科における肺動脈性肺高血圧診療
国立循環器病研究センター小児循環器科

○岩朝徹、山田修、白石公
当科では1999年以降23名の特発性/遺伝性肺動脈性肺高血圧患者
（IPAH/HPAH）
とほぼ同
数の先天性心疾患に伴う肺動脈性肺高血圧患者
（CHD-PAH）
に対しtarget therapyを行っている。
我々は十分な効果が得られる限りmonotherapy/sequential combination が基本と考えて
おり、いわゆるupfront combinationは1 例のみであるが、最初の血管拡張薬導入後に比較
的短期間でカテーテル検査と薬剤追加を行っておりupfrontに近い薬剤導入となっている。
エポプロステノールはWHO-FCⅢ度以上、内服でコントロールできない、もしくは副作用で使
用できない、急速な悪化傾向の患者に行っており、IPAHでは初診から平均 2ヶ月で14 名に導
入している。CHD-PAHでは導入時期はばらつきが大きく、また導入時年齢 / 導入の理由も右
室不全や低酸素進行など様々である。術前術後を含め9 名に導入した。

7）当院における小児期発症の肺動脈性肺高血圧における
治療戦略の変遷
東邦大学医療センター大森病院小児科

○高月晋一、中山智孝、直井和之、池原聡、松裏裕行、佐地勉
背景：小児期発症の特発性および遺伝性の肺動脈性肺高血圧患者に対する治療戦略は
Expert opinion basedであり、未だに本邦では明確な治療ガイドラインはない。
目的：当院における小児特発性及び遺伝性肺動脈性肺高血圧（IPAH/HPAH）
の治療変遷
の歴史から、予後を改善させる治療戦略を後方視的に検討する。
方法：81 名の小児期発症 IPAH/HPAH
（発症時年齢 9 歳 ,

女性 38 人）
を対象とした。当時

使用できた肺血管拡張薬の変遷を基に、4 つの時代背景に分けた。A 群（～1993 年；カルシ
ウム拮抗薬）
、B 群（1993～96 年；ベラプロスト）
、C 群（97 年～2003 年；エポプロステノール）
、
D 群（2004 年～；シルデナフィル+ボセンタン）
における、患者背景、重症度や肺血行動態、
予後を検討した。また、死亡例と生存例における診断時の疾患重症度と治療戦略を比較した。
結果：D 群が最も5 年生存率が高く
（96％）
A 群が最も低かった
（43%）
。死亡例は診断時の
BNP 値が 300pg/ml 以上と高値であり、肺血管抵抗が 25 単位以上、心係数が 2.5L/min/m2
以下であった。エポプロステノール治療を使用例が死亡例に多く存在しており、より重症例に
使用されていたが、生存例では1 年後の治療反応性が死亡例に比して良好であった。
結論：より重症例に対しエポプロステノールが使用されており、積極的にcombination 治療が
予後を改善させていたが、治療効果判定として1 年後の肺血行動態における反応性が指標に
なることが示唆された。
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8）Treprostinil 持続皮下投与の導入が有効であった
特発性肺動脈性肺高血圧症の9 歳男児例
1）東京医科歯科大学医学部附属病院小児科、2）土浦協同病院小児科

○山口洋平 1）、武井陽 1）、笠木実央子 2）、渡邉友博 2）、梶川優介 1）、細川奨 1）、渡部誠一 2）、
土井庄三郎 1）
症例は9 歳男児。小学校 1 年の学校心臓検診で心電図異常を指摘され、近医受診にて肺
高血圧が疑われた。精神運動発達遅滞合併のため、精査加療に消極的で約 1 年経過観察
されていた。7 歳時に当科紹介となり特発性肺動脈性肺高血圧と診断した。肺動脈圧は75/45（60）
mmHg、肺血管抵抗係数は 17.0U･m2 であった。beraprost、sildenafil の併用と在宅酸素
療法を開始した。病状の改善に乏しくbosentanを追加投与しsildenafil からtadalafil へ変更した。
治療開始 1 年後には症状の改善を認めたが、肺動脈圧の低下が不十分なため PGI2 注射製
剤の適応と判断した。精神運動発達遅滞のため中心静脈管理はリスクが大きく、treprostinil
の持続皮下投与を開始した。3 か月で有効性を実感している。treprostinilの導入と漸増経過
を報告し、投与法や治療効果など文献的考察を加える。

9）トレプロスチニル持続皮下投与による注射部位の局所反応が
著しく、エポプロステノール持続静脈内投与からの切り替えを
断念した肺動脈性肺高血圧症の1 例
愛媛大学医学部附属病院小児循環器科

○宮田豊寿、田代良、森谷友造、高田秀実、太田雅明、檜垣高史
体外式中心静脈ライン
（ブロビアックカテーテル）
の感染を契機にエポプロステノール持続静脈
内投与からトレプロスチニル持続皮下投与への切り替えを試みたが、局所の疼痛・腫脹が著しく、
切り替えを断念した症例を経験したので報告する。
症例は13 歳の肺動脈性肺高血圧症の女児、11 歳からエポプロステノール持続静注療法を
導入されている。カテーテル刺入部にMRSA 感染を認め、投与経路の変更を余儀なくされたため、
右上腕部よりトレプロスチニル持続皮下投与を開始した。開始前日からドライカテーテル法を実施し、
2μL/hと少量から開始したが、投与 2日後から著しい腫脹・疼痛を認めた。NSAIDｓの内服、
注射部位の変更（下腹部）
を行ったが、効果乏しく、投与開始 13日目に投与を断念した。適切
な疼痛管理により多くの症例では治療継続可能であるが、局所の腫脹が著しく継続が困難な
症例もあり、さらなる疼痛管理の工夫が必要と思われる。

33

10）当院における新規肺血管拡張薬マシテンタンの使用経験
長野県立こども病院循環器小児科

○武井黄太、安河内聰、内海雅史、百木亘太、島袋篤哉、仁田学、田澤星一、
瀧聞浄宏
【目的】
マシテンタンの短期成績を検討すること。
【方法】
マシテンタンを投与した16 例について診療録よりデータを収集。
【結果】16 例は5ヶ月-41 歳で、TCPC 術後 10 例、Eisenmenger 1 例、PH+ASD 2 例、他 3 例。
11 例が他のETRI からの変更で、併用薬はPDE5I 14 例、ベラプロスト4 例、Epo 2 例、NO
2 例 ( 重複あり)。マシテンタンの最大投与量は10 歳以降 10mg、0.2mg/kg 前後が多く、最高
0.39mg/kgで、小児では半量から開始されていた。観察期間 1-7ヶ月で症状・検査所見の悪
化なく、臨床症状は 6 例で改善、PH+ASD 例では Rp が低下しASDを閉鎖できた。中止は
2 例で理由は因果関係不明の腎障害と併用禁忌薬開始、有意な貧血・血小板減少・肝機能
障害はなかった。
【結論】
マシテンタンは短期認容性に問題なく治療結果も良好であった。今後中長期成績の確
認が必要である。

11）マシセンタンおよびリオシグアトの併用療法にて
有効な治療効果を示した特発性肺動脈性肺高血圧の１例
金沢医科大学小児科

○中村常之、清水陽、高儀容、秋田千里、犀川太
肺高血圧に対する併用療法の際、治療薬の副作用や併用禁忌は治療薬選択において重要
な問題である。今回、治療薬による副作用や併用禁忌を考慮した上で、最終的にマシセンタ
ンおよびリオシグアトの併用療法を行っている特発性肺動脈性肺高血圧の小児例を報告する。
症例は10 歳男児。入院時の心エコー検査にて、高度肺高血圧症と診断。MRI、肺血流シン
チ、カテーテルから最終的に肺動脈性肺高血圧と診断した。初期投与としてエポプロステノー
ル、シルデナフィル、NO 吸入を選択した。エポプロステノールは頭痛のため減量（最終的に中
止）。その後、マシセンタンを追加し、シルデナフィルとの併用となった。両薬剤の最大量投与
を行った後 TRPG77mmHgと高値のため、リオシグアト投与を検討した。シルデナフィルとの併
用禁忌からマシセンタンおよびリオシグアトの併用療法を選択した
（現在 TRPG49mmHg）。
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教育講演

肺高血圧の基礎から臨床まで
東北大学大学院医学系研究科・医学部

東北大学病院循環器内科

准教授

○佐藤公雄、杉村宏一郎、青木竜男、建部俊介、三浦正暢、矢尾板信裕、鈴木秀明、
山本沙織、菊地順裕、大村淳一、佐藤大樹、黒澤亮、神津克也、下川宏明
肺高血圧症は、無治療での 5 年生存率は20％と重篤かつ致死的であり、肺血管拡張薬を
駆使しても50％程度と本質的治療薬の開発が待ち望まれている。若年者にも好発し、初期症
状を見逃されることも多く、専門施設を受診した際には重度の右心不全を来たしている症例も多い。
多剤併用療法によっても右心不全のコントロールに難渋し、若くして死亡する症例が後を絶たない。
東北大学病院は、心臓と肺の両方の臓器移植が認定されている全国でも数少ない医療機
関の一つであることから、東日本各地から重症心不全や肺高血圧症の患者を積極的に受け
入れている。そうした基盤を生かし、基礎研究成果を臨床応用する、いわゆる橋渡し研究の
実践を基本方針とし、肺高血圧症を採血検査で非侵襲的に診断できる新しいバイオマーカー
の開発や、肺高血圧症に対する分子標的治療の開発を進めてきた。肺高血圧症の発症メカ
ニズムは非常に複雑であり、まだ明らかにすべき点は多く、基礎研究の果たすべき役割は大き
い。同時に、基礎研究から得られた知見を早期に臨床応用することが求められている。従って、
基礎から臨床まで幅広い研究の融合がはかれる研究環境の重要性が益々高まりつつある。本
シンポジウムでは、Rhoキナーゼおよび新規血管平滑筋細胞増殖因子サイクロフィリンAに関す
る最新知見を中心に、肺高血圧の基礎から臨床までの応用研究について紹介したい。

メモ
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日本 小 児 肺 循 環 研 究 会
当番幹事一覧（第 1 回〜第 22 回）
第１回（ 1 9 9 5 年 ）
			

松尾
門間

準 雄 		
和 夫 		

東邦大学第一小児科
東京女子医科大学循環器小児科

第２回（ 1 9 9 6 年 ）

近藤

千 里 		

東京女子医科大学心臓血管研究所

第３回（ 1 9 9 7 年 ）

柴田

利 満 		

横浜私立大学医学部小児科

第４回（ 1 9 9 8 年 ）

村上

保 夫 		

榊原記念病院小児科

第５回（ 1 9 9 9 年 ）

寺井

勝 		

千葉大学医学部小児科

第６回（ 2 0 0 0 年 ）

泉田

直 己 		

東京医科歯科大学小児科

第７回（ 2 0 0 1 年 ）

康井

制 洋 		

神 奈 川 県 立こども医 療センター 循 環 器 科

第８回（ 2 0 0 2 年 ）

市田

蕗 子 		

富山医科薬科大学小児科

第９回（ 2 0 0 3 年 ）

小林

順 		

城西大学薬学部医療栄養学科病態解析学

第 1 0 回（ 2 0 0 4 年 ）

吉林

宗 夫 		

近畿大学医学部奈良病院小児科

第 1 1 回（ 2 0 0 5 年 ）

高梨

吉 則 		

横浜市立大学大学院医学部外科

第 1 2 回（ 2 0 0 6 年 ）

中西

敏 雄 		

東京女子医科大学循環器小児科

第 1 3 回（ 2 0 0 7 年 ）

三谷

義 英 		

三重大学大学院医学系研究科小児発達医学

第 1 4 回（ 2 0 0 8 年 ）

山田

修 		

国 立 循 環 器 病センター 小 児 科

第 1 5 回（ 2 0 0 9 年 ）

佐地

勉 		

東 邦 大 学 医 療センター 大 森 病 院 小 児 科

第 1 6 回（ 2 0 1 0 年 ）

福島

裕 之 		

慶應義塾大学医学部小児科

第 1 7 回（ 2 0 1 1 年 ）

小野

安 生 		

静 岡 県 立こども病 院 循 環 器 科

第 1 8 回（ 2 0 1 2 年 ）

小川

潔 		

埼 玉 県 立 小 児 医 療センター 循 環 器 科

第 1 9 回（ 2 0 1 3 年 ）

松島

正 氣 		

社会保険中京病院小児循環器科

第 2 0 回（ 2 0 1 4 年 ）

石川

司 朗 		

福 岡 市 立こども病 院 小 児 科（ 循 環 器 ）

第 2 1 回（ 2 0 1 5 年 ）

小垣

滋 豊 		

大阪大学大学院医学系研究科小児科

第 2 2 回（ 2 0 1 6 年 ）

土井

庄 三 郎 		

東 京 医 科 歯 科 大 学 小 児・周 産 期 地 域 医 療 学

36

日本小児肺循環研究会役員・幹事名簿
		

氏

名		

幹事		

麻生

俊英

神奈川県立こども医療センター		

心臓血管外科

幹事		

猪飼

秋夫

岩手医科大学				

心臓血管外科

幹事

石川 司朗

福岡市立こども病院			

小児科（循環器科）

幹事		

石澤

前

幹事		

市田 蕗子

富山大学医学部				

小児科

幹事		

上田 秀明

神奈川県立こども医療センター		

循環器内科

幹事（交代・新任）

大橋 直樹

独立行政法人地域医療機能推進機構 中京こどもハートセンター 小児循環器科診療部

幹事		

太田 邦雄

金沢大学医薬保健研究域			

小児科

幹事		

小川

潔

埼玉県立小児医療センター			

循環器科

幹事		

小野 安生

静岡県立こども病院			

循環器科

幹事（新任）

小山耕太郎

岩手医科大学医学部			

小児科学講座

幹事		

梶野

浩樹

網走厚生病院				

小児科

幹事		

加藤

太一

名古屋大学医学部付属病院		

小児科

幹事		

岸

勘太

大阪医科大学付属病院			

小児科

幹事		

小垣 滋豊

大阪大学大学院医学系研究科		

小児科

幹事		

小林 俊樹

埼玉医科大学国際医療センター		

小児心臓科

幹事		

小林 富男

群馬県立小児医療センター			

循環器科

代表世話人

佐地

勉

東邦大学医療センター大森病院		

小児科

幹事		

澤田 博文

三重大学大学院医学系研究科		

麻酔集中治療学

幹事		

白石

公

国立循環器病研究センター			

小児循環器科

幹事		

杉山

央

東京女子医科大学			

循環器小児科

幹事（移籍）

鈴木

浩

すずきこどもクリニック		

幹事		

高橋

幸宏

幹事		
幹事		

瞭

勤 務 先			

所 属

鎌倉女子大学

榊原記念病院				

外科

瀧聞 浄宏

長野県立こども病院			

循環器小児科

土井庄三郎

東京医科歯科大学大学院 医歯科総合研究科

小児・周産期地域医療学

第 23 回当番幹事

土井

天理よろづ相談所病院 先天性心疾患センター

小児科

幹事		

中島 弘道

千葉県こども病院				

循環器科

幹事		

中西 敏雄

東京女子医科大学心臓病センター		

循環器小児科

幹事		

中村

常之

金沢医科大学				

小児科

幹事		

中山 智孝

東邦大学医療センター大森病院		

小児科

幹事		

西山 光則

恵愛病院				

小児科

幹事		

濱田 洋通

東京女子医科大学八千代医療センター

小児科

幹事		

深澤

隆治

日本医科大学				

小児科

幹事		

福島 裕之

慶應義塾大学医学部			

小児科

幹事		

朴

仁三

榊原記念病院				

小児科

幹事（交代・新任）

鉾碕

竜範

横浜市立大学医学部付属病院		

小児科

幹事		

三谷 義英

三重大学大学院医学系研究科		

小児科学

幹事		

安河内 聡

長野県立こども病院			

循環器小児科

幹事		

山田

修

国立循環器病研究センター			

小児循環器科

幹事		

八巻 重雄

日本肺血管研究所				

やまきクリニック

幹事		

吉林 宗夫

宇治徳洲会病院				

小児科

幹事		

渡辺

財団法人田附興風会医学研究所

小児科

拓

健
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北野病院

循環器部門

本研究会を遂行するに当たり、ご協力いただきました事を感謝致します。
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