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小山 耕太郎  岩手医科大学医学部　小児科学講座当番幹事

笹川記念会館  4階 研究会会場（第1・2会議室）／ポスター会場（第4会議室）
〒108-0073 東京都港区三田3-12-12 TEL.03-3454-5063(代)　＊会場案内図は4頁に掲載

会　場

5,000円（税込）参加費

日本小児科学会　新更新 ⅲ小児科領域講習 受講証単位 ： 1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）

単　位

日　時 2018年2月3日 （受付開始8:50）9:30～18:30土

プログラム・抄録集

Japanese Society of Pediatric Pulmonary Circulation

日本小児肺循環研究会
第24回



プログラム
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参加者へのお願い

【演者、座長、参加者の皆様へ】
1.	一般演題（口演）は、発表時間6分／討論時間3分
	 会長要望演題は、発表時間7分／討論時間3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。

3.		座長の方は、ご担当セッションの開始15分前までに会場内進行席（会場前方右側）に
て受付をすませてください。演者交代等の連絡事項をお伝えします。

	 また、セッションの終了が遅れないように進行してください。

【演者の先生へ】
・	 	発表は、PCプレゼンテーションのみです。演台上に設置されているマウスとキー
ボードを操作してください。スクリーンは4：3の表示となります。

・	 	発表データーは、PC本体をご持参されるか、メディアでご持参ください。Windows
のみデーター持ち込みが可能です。Macintoshの場合は、ご自身のPC本体を必ず
持参してくだい。

・	 	事務局にて準備するPCは、OS:Windows10、アプリケーションソフトは、Microsoft	
PowerPoint2007/2010/2013/2016です。PC解像度はXGA（1024×768）です。

・	 発表後、発表データーは事務局で責任をもって削除いたします。

■メディアをお持込になる場合
1）		使用可能なメディアは、USBフラッシュメモリーおよびCD-R,DVD-Rの持ち込み
に限ります。

2）		動画データーをご使用の場合は、Windows10（OS）およびWindows	Media	Player12	
の初期状態の含まれるコーデックで再生できる動画ファイルをお持ちください。

	 	【動画ファイルはWMV形式を推奨いたします。】バックアップとしてPC本体の持ち
込みを推奨いたします。

3）		文字化け・レイアウトのくずれを防ぐためWindows標準搭載のものをご使用くだ
さい。

	 	日本語推奨フォントの場合は、MSゴシック、MSPゴシック、MS明朝、MSP明朝など
	 	英語推奨フォントの場合は、Arial,Arial	Black,Century,Century	Gotic,	
Times	New	Roman

4）		最新のウィルス駆除ソフトでチェックしてからご持参ください。
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■PCをお持込になる場合（Windows,	Macintosh）
1）		パソコンのACアダプター、外部出力用変換ケーブルは、必ずご自身でご用意ください。
	 	PCケーブルコネクターの形状は、Mini	D-Sub15ピンです。

2）		スクリーンセーバーならびに省電力設定は事前に解除をお願いいたします。
3）		起動時のパスワードは解除をしておいてください。
4）		ご自身のPCと共に、バックアップ用のデーター（USBフラッシュメモリー、CD-R）を
ご持参ください。

5）		PCは、セッション終了後、会場内の映写卓にてご返却いたします。

【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	
（14：15～14：45）は座長なしの自由討論形式
としますので、発表者は各掲示板の前にお立ち
ください。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事
務局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くださ
い（縦20cm×横70cm）。プッシュピンは準備いたします。

ミニD-sub15ピン　コネクタ 付属外部出力ケーブル

【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。

3.  座長の方は、ご担当セッションの開始20分前までに会場内進行席（会場前方右側）にて
     受付をすませてください。演者交代等の連絡事項をお伝えします。

【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。

）。すで内以字004てせわあ文本録抄・者演同共・者演・属所・名題演は定規の録抄用稿投誌会学（  　
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をご持参ください）

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 Microsoft Power Point 2007/2010/2013で作成したも
のをご持参ください。PC解像度はXGA（1024×768）です。
＜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。
・文字化けを防ぐため、フォントはOS標準のものを使用してください。
 （例. Century, Century Gothic, Times New Roman, MS明朝, MSゴシック）
・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。またパスワード、スクリーンセーバー、省電力設定等は事前に解除しておいてください。

＜PCの持込みの場合＞
・Macintosh　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。
・Windows　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（00：00～00：00）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。

     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。

お願い

（貼付済み）

90cm
70cm20cm

20cm

180cm

演題番号

・演題名
・所属
・演者名
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笹川記念会館 〒108-0073 東京都港区三田3-12-12 TEL.03-3454-5063(代)

4階ご案内

（第1会議室）（第1会議室）

（第2会議室）（第2会議室）

屋上庭園

（第4会議室）（第4会議室）

（第5会議室）
（第3会議室）

（第6会議室）
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会場アクセスならびに研究会会場ご案内

・JR山手線/京浜東北線 田町駅（三田口）より徒歩１２分
・都営地下鉄 三田線 三田駅（A1出口）より徒歩１０分
・都営地下鉄 浅草線 泉岳寺駅（A4出口）より徒歩５分

研究会会場

幹事会会場
控室
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第24回日本小児肺循環研究会　タイムスケジュール

9：30- 9：35 開会挨拶　　当番幹事　小山　耕太郎　岩手医科大学医学部　小児科学講座

9：35-10：30 一般演題1（口演）
「先天異常・先天性心疾患」

座長：大橋　直樹　中京病院　中京こどもハートセンター　小児循環器科

10：35-11：25 会長要望演題1
「新しい評価法と治療戦略」

座長：早渕　康信　徳島大学大学院医歯薬学研究　小児科学

11：25-12：15 特別講演
小児期肺高血圧診療の黎明期から成長期、そして成熟期へ
－佐地　勉先生の功績とともに－

座長：小山　耕太郎　岩手医科大学医学部　小児科学講座
講師：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
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

12：15-12：30 お弁当配布

12：30-13：20 ランチョンセミナー
肺循環におけるNO-cGMP系の役割と小児PAH治療におけるsildenafil
の使い方

座長：三谷　義英　三重大学医学部附属病院　周産母子センター病院　教授
講師：小垣　滋豊　大阪大学大学院医学系研究科　小児科学　講師

共催：ファイザー株式会社

13：20-13：25 お弁当箱回収

13：25-14：15 会長要望演題2
「基礎研究」

座長：白石　公　国立循環器病研究センター　小児循環器科

14：15-14：45 一般演題（ポスター）
Free	Discussion

14：45-15：30 一般演題2（口演）
「病態の理解と治療法の選択」

座長：桃井　伸諸　福島県立医科大学　総合周産期母子医療センター　周産期地域医療支援講座

15：30-15：45 休憩

15：45-16：35 スポンサード・セミナー
新薬創出の足跡を辿る

座長：上田　秀明　神奈川県立こども医療センター　循環器内科
講師：桑野　敬市　日本新薬株式会社　研究開発本部研開企画部

共催：日本新薬株式会社

16：35-17：20 一般演題3（口演）
「新しい標的治療薬の使用」

座長：中山　智孝　東邦大学医療センター大森病院　小児科

17：25-18：25 教育講演
肺血管の発達と密接な関連を有する動脈管の発達

座長：猪飼　秋夫　静岡県立こども病院　心臓血管外科
講師：横山　詩子　横浜市立大学大学院医学研究科　循環制御医学

　＜日本小児科学会　新更新単位　ⅲ小児科領域講習　1単位＞

18：25-18：30 閉会挨拶　　　小山　耕太郎　岩手医科大学医学部　小児科学講座
次期当番幹事　白石　公　国立循環器病研究センター　小児循環器科
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�

9：30〜9：35	 開会挨拶
� 当番幹事� 小山耕太郎
� � 岩手医科大学医学部　小児科学講座

�

9：35〜10：30	 一般演題1（口演）
“先天異常・先天性心疾患”
� 　座長：大橋直樹　�独立行政法人地域医療機能推進機構　中京病院　	

中京こどもハートセンター　小児循環器科

O1-1）		肺高血圧症を合併したCACNA1C変異の1例
国立成育医療研究センター　1）循環器科、2）遺伝診療科
〇�真船亮1）、小野博1）、鈴木孝典1）、中野克俊1）、林泰佑1）、清水信隆1）、三崎泰志1）、
賀藤均1）、小崎里華2）

O1-2）		重症肺高血圧による右左短絡を呈した乳児期早期PDAのDown症候群3症例
東京医科歯科大学　小児科
〇前田佳真、山口洋平、櫻井牧人、土井庄三郎

O1-3）		PH	crisisによる心肺停止に対しECMOの使用で救命しえたIPAHの1例
横浜市立大学附属病院　1）小児循環器科、2）心臓血管外科
〇�正本雅斗1）、鉾碕竜範1）、青木晴香1）、中野裕介1）、渡辺重朗1）、町田大輔2）、�
益田宗孝2）

O1-4）		肺静脈閉塞解除術後も残存する肺高血圧に対し肺血管拡張薬投与した1例
あいち小児保健医療総合センター　1）循環器科、2）新生児科
〇�大島康徳1,�2）、鬼頭真知子1,�2）、森啓充1）、江竜喜彦1,�2）、森鼻栄治2）、河井悟1）、�
安田和志1）

O1-5）		複数回の僧帽弁置換術を行い左心性肺高血圧症の治療に難渋した	
Shone	complex類縁疾患の3例
東京女子医科大学　循環器小児科
〇�原田元、杉山央、谷口宏太、工藤恵道、森浩輝、佐藤正規、西村智美、朝貝省史、�
島田衣里子、石戸美妃子、石井徹子、篠原徳子、富松宏文、稲井慶

O1-6）		中心肺動脈欠損、両側動脈管、単心室症に対し中心肺動脈再建術を	
施行した2症例
岩手医科大学付属病院循環器センター　心臓血管外科、循環器小児科
〇小泉淳一、岩瀬友幸、渡辺悠太、滝沢友里恵、中野智、高橋信、小山耕太郎、金一
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�

10：35〜11：25	 会長要望演題1
“新しい評価法と治療戦略”
� 　座長：早渕康信　徳島大学大学院医歯薬学研究　小児科学

R1-1）		Unifocalization　～complete	repairを目指した治療戦略～
静岡県立こども病院　心臓血管外科
〇�石道基典、猪飼秋夫、福場遼平、今井健太、菅野勝義、伊藤弘毅、村田眞哉、�
廣瀬圭一、坂本喜三郎

R1-2）		先天性心疾患における肺血管病変と肺動脈コンプライアンス
JCHO九州病院　1）小児科、2）心臓血管外科、3）東北大学　心臓血管外科
〇�宗内淳1）、渡辺まみ江1）、杉谷雄一郎1）、岡田清吾1）、飯田千晶1）、白水優光1）、�
川口直樹1）、落合由恵2）、安藤勇介2）、宮城ちひろ2）、正木直樹3）

R1-3）		両方向性グレン術後患者では肺動脈壁vasa	vasorumが増生する　	
－	Optical	coherence	tomography	（OCT）による観察	–	
1）徳島大学病院小児科、2）徳島赤十字病院小児科
〇本間友佳子1,�2）、早渕康信1）、小野朱美1）、香美祥二1）

R1-4）		先天性門脈体循環シャントに合併した肺高血圧に対する閉鎖治療の効果
九州大学病院　1）小児科、2）小児外科
〇�鵜池清1）、永田弾1）、藤井俊輔1）、松岡良平1）、江口祥美1）、村岡衛1）、福岡将治1）、
長友雄作1）、大久保一宏1）、平田悠一郎1）、石井加奈子1）、酒井康成1）、大賀正一1）、
松浦俊治2）、田口智章2）

R1-5）		肝肺症候群に対する小児期肝移植の治療効果
名古屋大学医学部附属病院　1）小児科、2）移植外科
〇山本英範1）、深澤佳絵1）、小倉靖弘2）、加藤太一1）

�

11：25〜12：15	 特別講演
小児期肺高血圧診療の黎明期から成長期、そして成熟期へ
－佐地　勉先生の功績とともに－
� 　座長：小山耕太郎　岩手医科大学医学部　小児科学講座
	 　講師：�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

� 　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
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�

12：30〜13：20	 ランチョンセミナー
	肺循環におけるNO-cGMP系の役割と	
小児PAH治療におけるsildenafilの使い方
� 　座長：三谷義英　三重大学医学部附属病院　周産母子センター病院　教授
	 　講師：小垣滋豊　	大阪大学大学院医学系研究科　小児科学　講師

� 　共催：ファイザー株式会社

�

13：25〜14：15	 会長要望演題2
“基礎研究”
� 　座長：白石　公　国立循環器病研究センター　小児循環器科

R2-1）	右室後負荷モデルラットに対するβ-blockerの影響に関する検討
1）大阪大学大学院医学研究科小児科学、2）Hospital	for	Sick	Children	and	University	of	Toronto
〇�石井良1）、Mark�K.�Friedberg2）、鳥越史子1）、石田秀和1）、成田淳1）、小垣滋豊1）、
大薗恵一1）

R2-2）		肺静脈狭窄症マウスモデルの作成法
１）大阪大学	心臓血管外科、２）トロント小児病院	心臓血管外科
〇井手　春樹1,�2）、Rachel�D�Vanderlaan2）、Christopher�Caldarone2）

R2-3）		新規治療標的開発に向けたPH動物モデルトランスクリプトーム解析の利用
三重大学医学部医学系研究科　1）小児科学、2）麻酔集中治療学、3）統合薬理学、
4）名古屋市立大学医学部小児科
〇�澤田博文1,�2）、三谷義英1）、大下裕法4）、篠原務4）、Jane�C.�Kabwe2）、淀谷典子1）、
大橋啓之1）、西村有平3）、丸山一男2）、平山雅浩1）

R2-4）		BMPR2欠損のSugen/Hypoxiaラット肺高血圧への影響：	
ゲノム編集技術のSuHxラットモデルへの応用（第1報）
三重大学医学部医学系研究科　1）小児科学、2）麻酔集中治療学、	
3）名古屋市立大学医学部小児科、4）大阪大学大学医学系研究科附属動物実験施設
〇�大下裕法1,�3）、三谷義英1）、澤田博文1,�2）、Jane�C.�Kabwe2）、淀谷典子1）、�
大橋啓之1）、宮坂佳樹4）、真下知士4）、丸山一男2）、平山雅浩1）

R2-5）		原子間力顕微鏡を用いた肺動脈性肺高血圧症における	
肺動脈平滑筋細胞のレオロジー解析
1）大阪大学大学院　医学系研究科　小児科学、	
2）北海道大学大学院　情報科学研究科　生命人間情報科学
〇�桂木慎一1）、石田秀和1）、辰巳奈央2）、成田淳1）、岡嶋孝治2）、小垣滋豊1）、�
大薗恵一1）
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�

ポスター会場	第4会議室 Free	Discussion
14：15〜14：45	 一般演題（ポスターセッション）

P-1）	 	ファロー四徴症術後に生じた重度片側肺高血圧に対して	
treat	and	repairを行なっているACHDの1例
国立循環器病研究センター　小児循環器科
〇仲岡英幸、岩朝徹、山田修、三池虹、北野正尚、大内秀雄、白石公、黒嵜健一

P-2）	 	房室中隔欠損症を合併した左肺無形成の一例
九州大学病院　小児科
〇�福岡将治、永田弾、藤井俊輔、松岡良平、村岡衛、江口祥美、鵜池清、長友雄作、�
平田悠一郎、大賀正一

P-3）	 	VSD術後肺高血圧から先天性門脈体循環シャントと画像診断した一例
慶應義塾大学病院小児科
〇�多喜萌、岩下憲行、吉田祐、荒木耕生、安原潤、古道一樹、前田潤、福島裕之、�
山岸敬幸

P-4）	 	門脈体循環シャント結紮術不適応となった先天性門脈低形成症例の検討
京都大学医学部附属病院　小児科
〇赤木健太郎、馬場志郎、松田浩一、吉永大介、平田拓也、西小森隆太

P-5）	 	微視的肺動静脈瘻を合併した先天性角化異常症の8歳男児例
東京医科歯科大学医学部附属病院	小児科
〇山口洋平、櫻井牧人、前田佳真、金兼弘和、土井庄三郎

P-6）	 	心カテおよびCMRにて術後血行動態を推測し得たPink	TOF、LtPAHの一例
福岡市立こども病院　1）循環器科、2）心臓血管外科
〇�山下尚人1）、石川友一1）、倉岡彩子1）、児玉祥彦1）、中村真1）、佐川浩一1）、�
石川司朗1）、中野俊秀2）、角秀秋2）

P-7）	 	慢性肺疾患および動脈管開存症の合併により	
重症肺高血圧症を生じたDown症の一例
JCHO九州病院
〇�飯田千晶、宗内淳、渡邉まみ江、杉谷雄一郎、岡田清吾、白水優光、川口直樹、�
城尾邦隆

P-8	 	術後経過中に肺高血圧症が再発した心室中隔欠損症術後の1例
埼玉県立小児医療センター　循環器科
〇石川悟、鈴木詩央、百木恒大、大越陽一、河内貞貴、菱谷隆、星野健司、小川潔



10

�

14：45〜15：30	 一般演題2（口演）
“病態の理解と治療法の選択”
� 　座長：桃井伸諸　�福島県立医科大学　総合周産期母子医療センター　

周産期地域医療支援講座

O2-1）		もやもや病と多発性末梢性肺動脈狭窄合併例の臨床経過と治療方針
慶應義塾大学医学部小児科
〇�福島裕之、岩下憲行、吉田祐、安原潤、荒木耕生、柴田映道、古道一樹、�
内田敬子、前田潤、山岸敬幸

O2-2）		乳幼児期に肺高血圧を合併した孤立性心房中隔欠損症の臨床像
大阪医科大学　1）小児科、2）小児心臓血管外科
〇�岸勘太1）、蘆田温子1）、小田中豊1）、尾崎智康1）、片山博視1）、玉井浩1）、島田亮2）、�
小西隼人2）、根本慎太郎2）

O2-3）		ASD,PH,Down症の乳児例に対するtreat&repairの是非
JCHO中京病院　中京こどもハートセンター　小児循環器科
〇佐藤純、吉井公浩、大森大輔、加藤温子、吉田修一朗、武田紹、西川浩、大橋直樹

O2-4）		Primary	PV	stenosisに対するNO負荷と肺血管拡張薬
国立循環器病研究センター　1）小児循環器科、2）臨床病理科
〇�岩朝徹1）、山田修1,�2）、坂口平馬1）、三宅啓1）、根岸潤1）、北野正尚1）、大内秀雄1）、
白石公1）、黒嵜健一1）

O2-5）		新生児慢性肺疾患に伴う肺高血圧の管理：臨床的に問題となった5例から
三重大学医学部医学系研究科　1）小児科学、2）麻酔集中治療学、3）心臓血管外科学、	
4）三重中央医療センター新生児科
〇�北村創矢1）、澤田博文1,�2）、三谷義英1）、大橋啓之1）、淀谷典子1）、山本和歌子1）、
山下敦士4）、内薗広匡4）、盆野元紀4）、小沼武司3）、新保秀人3）、丸山一男2）、�
平山雅浩1）

�

15：30〜15：45	 休憩
�

15：45〜16：35	 スポンサード・セミナー
新薬創出の足跡を辿る
� 　座長：上田秀明　神奈川県立こども医療センター　循環器内科
� 　講師：桑野敬市　日本新薬株式会社　研究開発本部研開企画部

� 　共催：日本新薬株式会社
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�

16：35〜17：20	 一般演題3（口演）
“新しい標的治療薬の使用”
� 　座長：中山智孝　東邦大学医療センター大森病院　小児科

O3-1）		EpoprostenolからTreprostinil持続静脈内投与へのtransition成功例
東京医科歯科大学医学部附属病院小児科
〇櫻井牧人、山口洋平、前田佳真、土井庄三郎

O3-2）		当院におけるマシテンタン投与例の臨床的評価
金沢医科大学病院　小児循環器内科
〇中村常之、堀香織、小栗真人

O3-3）		セレキシパグが有効であった21trisomy,		
完全型房室中隔欠損症術後肺動脈性肺高血圧の1例
長野県立こども病院　循環器小児科
〇�川村順平、瀧聞浄宏、武井黄太、内海雅史、中村太地、浮網聖実、前澤身江子、�
沼田隆祐、安河内聰

O3-4）		ステロイドが奏功しPDE-5阻害薬単独で加療している	
膠原病性肺高血圧症の一例
大阪母子医療センター　小児循環器科
〇�廣瀬将樹、豊川富子、江見美杉、松尾久実代、平野恭悠、青木寿明、高橋邦彦、�
萱谷太

O3-5）		当院の肺高血圧に対する肺血管拡張治療の検討
岩手医科大学附属循環器医療センター　1）循環器小児科、2）心臓血管外科
静岡県立こども病院　3）心臓血管外科
〇�高橋信1）、滝沢友里恵1）、渡辺悠太1）、中野智1）、岩瀬友幸2）、小泉淳一2）、�
猪飼秋夫3）、小山耕太郎1）
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�

17：25〜18：25	 教育講演
肺血管の発達と密接な関連を有する動脈管の発達
� 　座長：猪飼秋夫　静岡県立こども病院　心臓血管外科
� 　講師：横山詩子　�横浜市立大学大学院医学研究科　循環制御医学

�

18：25〜18：30	 閉会挨拶
� 当番幹事� � 小山耕太郎
� � � 岩手医科大学医学部　小児科学講座
� 次期当番幹事� �白石　公�

国立循環器病研究センター　小児循環器科

�
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演題抄録集



14

一般演題1（口演）　＜O1＞

1）	肺高血圧症を合併したCACNA1C変異の1例

国立成育医療研究センター　1）循環器科　2）遺伝診療科

〇�真船亮1）、小野博1）、鈴木孝典1）、中野克俊1）、林泰佑1）、清水信隆1）、三崎泰志1）、�
賀藤均1）、小崎里華2）

　CACNA1C遺伝子の変異は多臓器障害を示す。心疾患（QT延長、先天性心疾患）、指
趾異常（合指）、顔貌異常、神経学的発達障害を伴うものは、Timothy症候群として知られ
ているが、肺高血圧症合併の報告はない。今回、CACNA1Cの変異を認め、肺高血圧を認
めた症例を経験したので報告する。
　症例は5歳女児、原因不明の精神運動発達遅滞のため発達フォローされていたが、1
歳1ヶ月頃から啼泣後の強直・意識減損、チアノーゼを認めるようになった。1歳7ヶ月
時、気道感染時の多呼吸と頻脈を契機に肺高血圧を指摘（心臓超音波検査でTRPG 70 
mmHg）され、精査にて特発性肺動脈性肺高血圧と診断した。肺血管拡張薬を導入し、肺
高血圧は改善。以降、啼泣後の強直・意識減損のエピソードは消失した。遺伝子検査に
てCACNA1C変異を認めたが、QT延長はなく、atypical typeのTimothy症候群として
外来経過観察している。
　肺高血圧を合併したCACNA1C変異の症例を経験した。さらなるCACNA1C変異症
例の臨床症状の蓄積が望まれる。

2）	重症肺高血圧による右左短絡を呈した乳児期早期PDAの
Down症候群3症例

東京医科歯科大学　小児科

〇前田佳真、山口洋平、櫻井牧人、土井庄三郎

　乳児期早期のPHを伴う先天性心疾患は一期的閉鎖手術が推奨されるが、Down症候
群では病態の多様性を考慮する必要がある。右左短絡を呈したPDA, PHの3症例を提
示し、治療戦略を考察する。【症例1】在胎37週で出生、PDAとASDを合併。生後はPH
が遷延し、生後3か月で心臓カテーテル検査を施行。一期的根治手術を予定している。

【症例2】在胎29週で出生、PDAとVSDを合併。生後約50日間の人工呼吸管理を要し5
か月で紹介。VSDは左右短絡だが、PDAは右左短絡を呈し、PH増悪により生後6か月
で死亡した。剖検結果を提示する。【症例3】出生後数日間の人工呼吸を要した成熟児で、
PDAとASDを合併。3か月で紹介。ASDは左右短絡だが、PDAは右左短絡を呈した。
心臓カテーテル検査の酸素負荷中に、突然肺動脈圧が上昇し徐脈となった。現在内科的
治療の後に心臓手術を検討する方針である。
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＜O1＞

3）	PH	crisisによる心肺停止に対しECMOの使用で	
救命しえたIPAHの1例

1）横浜市立大学附属病院小児循環器科　2）横浜市立大学附属病院心臓血管外科

〇�正本雅斗1）、鉾碕竜範1）、青木晴香1）、中野裕介1）、渡辺重朗1）、町田大輔2）、益田宗孝2）

　症例は9歳男児。1年前より運動時の失神を繰り返していたがてんかんとして加療さ
れていた。易疲労、浮腫、胸部Xp上の心拡大を指摘され当院を紹介受診、重度の肺高血
圧症の診断で緊急入院となった。入院2日目に啼泣を契機としたPH crisisから心肺停
止に至った。CPRにて自己心拍再開後も循環を維持することができずECMO導入の
方針とした。経過中、右心不全が遷延するためRVADへの変更を経て、十分に肺血管拡
張薬を増量した段階で補助循環開始から17日目に離脱、神経学的後遺症なく救命した。
小児のPH crisisに対しECMO、特にRVADを使用した貴重な症例を経験したため報告
する。

4）	肺静脈閉塞解除術後も残存する肺高血圧に対し	
肺血管拡張薬投与した1例

あいち小児保健医療総合センター　1）循環器科、2）新生児科

〇大島康徳1,�2）、鬼頭真知子1,�2）、森啓充1）、江竜喜彦1,�2）、森鼻栄治2）、河井悟1）、安田和志1）

　肺静脈閉塞PVOでは肺血管拡張薬投与は肺うっ血を助長し禁忌である。総肺静脈還
流異常術後のPVOに対し、3度の解除術を行ったが肺高血圧PHが残存し、肺血管拡張
薬を投与した症例を報告する。症例：日齢0に修復術を、日齢28、5ヵ月、1歳0ヵ月時に
PVO解除術施行。1歳1ヵ月時の心カテでPp/Ps=0.71、RpI=6.71のPHを認め、2歳0ヵ
月時にはPp/Ps=1.02、RpI=10.82と増悪した。酸素負荷の反応性を確認後、ボセンタン
を開始。3歳2ヵ月時にはPp/Ps=0.52、RpI=5.75に低下。PVO評価のため左右肺動脈楔
入圧と左房圧の同時圧測定を行ったが、酸素およびNO負荷下でもPVO所見なくPH改
善、タダラフィルを追加導入。しかし、4歳7ヵ月時の心カテではPp/Ps=0.57、RpI=4.09
と前回に比し明らかな改善はなく、タダラフィルからリオシグアトに変更し経過観察中
である。
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＜O1＞

5）	複数回の僧帽弁置換術を行い左心性肺高血圧症の治療に
難渋したShone	complex類縁疾患の3例

東京女子医科大学　循環器小児科

〇�原田元、杉山央、谷口宏太、工藤恵道、森浩輝、佐藤正規、西村智美、�
朝貝省史、島田衣里子、石戸美妃子、石井徹子、篠原徳子、富松宏文、稲井慶

【背景】Shone complex類縁疾患において、複数回の僧帽弁置換術後に肺高血圧が残存す
る症例があるが、治療方針は定まっていない。【症例 1】CoA、MS の男性。4ヵ月

（ATS16mm）、2歳（ATS18mm）、4歳（ATS18mm）、11歳（ATS18mm）に計4回僧帽弁置
換術を行った。17歳時の平均肺動脈圧（mPAp）57mmHg、肺動脈楔入圧（PCWP）
22mmHg、肺血管抵抗（Rp）7.3 unit･m2、左室拡張末期圧（LVEDP）14mmHgであった。

【症例2】vAS、SAS、MSの女性。5歳（SJM17mm）、15歳（SJM21mm）に計2回僧帽弁置
換術を行った。16 歳時の mPAp65mmHg、PCWP24mmHg、Rp16.9 unit･m2、
LVEDP20mmHgであった。【症例3】MSの女性。1歳（SJM17mm）、8歳（ATS18mm）、
13 歳（SJM19mm）の計 3 回僧帽弁置換術を行った。13 歳時の mPAp96mmHg、
PCWP36mmHg、Rp20.6unit･m2、LVEDP25mmHgであった。残存する肺高血圧の原因は
人工弁のサイズ不足、左房容積の減少、左室拡張能低下、肺血管病変の増悪が考えられた。

【結論】複数回の僧帽弁置換術を行ったが、いずれも青年期に不可逆性の肺高血圧を合併
したことから治療方針の再検討が必要と思われた。

6）	中心肺動脈欠損、両側動脈管、単心室症に対し	
中心肺動脈再建術を施行した2症例

岩手医科大学付属病院循環器センター　心臓血管外科、循環器小児科

〇小泉淳一、岩瀬友幸、渡辺悠太、滝沢友里恵、中野智、高橋信、小山耕太郎、金一

症例1：無脾症候群を合併。生後19日に自己心膜ロールによる中心肺動脈再建術、3.5mm 
ePTFEを用いたBTシャント術変法を施行。生後6カ月両方向性グレン手術、中心肺動
脈形成術施行。生後1歳8カ月開窓付きTCPC術施行。現在7歳。SPO2 85%, PA圧
9mmHg、NYHA1で経過中。
症例2：無脾症候群、PVOを伴った総肺静脈還流異常（上心臓型）を合併。生後0日に垂直
静脈に対しステント留置術施行。生後22日垂直静脈壁と自己心膜による中心肺動脈再
建術、総肺静脈還流異常修復術（sutureless repair）、3.5mm ePTFEを用いたBTシャン
ト術変法を施行。生後5カ月両側両方向性グレン手術、中心肺動脈形成術施行。現在
TCPC手術待機中である。
単心室症例においては可及的早期に十分な大きさの中心肺動脈を形成し、左右バランス
の取れた肺血管床を形成することが段階的TCPC到達にとって重要である。
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会長要望演題1　＜R1＞

1）	Unifocalization　～complete	repairを目指した治療戦略～

静岡県立こども病院　心臓血管外科

〇�石道基典、猪飼秋夫、福場遼平、今井健太、菅野勝義、伊藤弘毅、村田眞哉、廣瀬圭一、
坂本喜三郎

　PA/VSDをはじめとして、MAPCAsに対してunifocalizationを必要とする疾患の外
科治療は容易ではない。当院ではcomplete unifocalizationを基本とし、術中PA flow 
study を行い、mean PAP≦25mmHgであった場合にcomplete repairが可能とし、VSD
閉鎖を行う方針としている。当院の経験5例（PAVSD:4例、DORV, sever PS :1例）を報
告する。全例でone stage unifocalizationを施行し、術中PA flow studyを行いmPAP
≦25mmHgであった3例でcomplete repairを行った。1例はmPAP=18mmHgであっ
たが、術中出血によりstaged complete repairを行った。mPAP＝34mmHgであった
1例は現在staged repair待機中である。

2）	先天性心疾患における肺血管病変と肺動脈コンプライアンス

JCHO九州病院　1）小児科、2）心臓血管外科、3）東北大学　心臓血管外科

〇�宗内淳1）、渡辺まみ江1）、杉谷雄一郎1）、岡田清吾1）、飯田千晶1）、白水優光1）、川口直樹1）、
落合由恵2）、安藤勇介2）、宮城ちひろ2）、正木直樹3）

【目的】先天性心疾患に関連した重症肺高血圧の治療方針決定に肺組織学的検討は重要
である。肺循環指標として肺血管抵抗（Rp）－肺血管コンプライアンス（Cp）連関と肺組
織学的所見の関連を検討した。

【方法】24例の肺高血圧を合併した先天性心疾患患者を後方視的に検討した。
【結果】肺生検時齢は4（2-6）か月。Trisomy21症例は13例だった。心疾患内訳はVSD13
例、ASD5例、AVSD4例、その他2例だった。肺組織異常は9例（Heath-Edwards分類≧
grade3＝5例；the index of PVD≧1.1＝3例；高度中膜肥厚＝4例；肺動脈低形成＝3例）
であった。肺組織異常例ではCpが有意に低値だった（0.99 ［0.77-1.29］ vs 1.56 ［1.43-
1.91］ mL/mmHg･m2 , p=0.02）。肺動脈圧やRpには有意差はなかった。Cp<1.22ml/
mmHg･m2をカットオフ値とすると感度93％、特異度67％で組織学的肺血管病変患者を
抽出することができた。

【まとめ】Cpを考慮した肺生検適応患者抽出の有効性が示唆された。
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＜R1＞

3）	両方向性グレン術後患者では肺動脈壁vasa	vasorumが増生する	
－	Optical	coherence	tomography	（OCT）による観察	–	

1）徳島大学病院小児科、2）徳島赤十字病院小児科

〇本間友佳子1,�2）、早渕康信1）、小野朱美1）、香美祥二1）

【背景】両方向性グレン（BDG）術後患者における体肺側副血管はFontan手術施行の段階
において大きな問題となる。肺血流量低下や低酸素血症を呈する状態では、体肺側副血
管およびvasa vasorum（VV）が増生することが報告されており、同病態がBDG術後患者
にも関係している可能性が考えられる。さらに、VVは体循環血管と同様に肺血管リモデ
リングにも関与していることが知られている。【方法】Optical coherence tomography 

（OCT）を用いて、BDG術後患者（BDG群）8例（1.3 ± 0.3歳）、年齢を合わせた正常肺動脈
圧症例（Control群）20例（1.4 ± 0.3歳）の肺動脈壁厚（内中膜厚）および血管外膜における
VVの面積率（VV area ratio）を血管径2.0-2.5mmの肺動脈において計測した。【結果】肺
血管壁厚においては両群間で有意差は無かった（0.12 ± 0.03 mm vs. 0.12 ± 0.02 mm）。
VV area ratioは BCPC群 に お い て 有 意 に 高 か っ た（14.5 ± 3.5% vs. 5.3 ± 1.6 %; 
p<0.0001）。【考察】VVの増生は低酸素血症、体肺側副血管などが影響している可能性が
ある。将来的な血管リモデリングや血管機能の予後を考慮する上で、このような形態的
な変化の観察は有用であるかもしれない。

4）	先天性門脈体循環シャントに合併した肺高血圧に対する	
閉鎖治療の効果

九州大学病院　1）小児科、2）小児外科

〇�鵜池清1）、永田弾1）、藤井俊輔1）、松岡良平1）、江口祥美1）、村岡衛1）、福岡将治1）、�
長友雄作1）、大久保一宏1）、平田悠一郎1）、石井加奈子1）、酒井康成1）、大賀正一1）、�
松浦俊治2）、田口智章2）

（目的）肺高血圧（PH）を合併した先天性門脈体循環シャント（CPSVS）患者の臨床経過と
予後を明らかにすること。（方法）当院に入院したCPSVS患者24人をPH群9名とnon-
PH群15名に分けて、臨床的特徴や予後を後方視的に比較検討した。（結果）診断月齢の
中央値は28.5（1-216）、新生児スクリーニングが診断契機となった症例が13名（53%）、診
断時点ですでにPHを認めた症例は6名（25%）であった。死亡3名の死因はいずれもPH
であった。PH群9名中5名に閉鎖と肺血管拡張薬投与を行い、正常化には至らなかった
ものの閉鎖後に全例で肺動脈圧は低下した。non-PH群15名中8名に閉鎖を行い、全例
で閉鎖後にPHは発症しなかった。（結論）閉鎖治療と薬剤治療によりCPSVSに合併す
るPHをコントロールできた。CPSVS早期閉鎖により肺高血圧の発症と増悪を防ぐ可
能性が示唆される。
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＜R1＞

5）	肝肺症候群に対する小児期肝移植の治療効果

名古屋大学医学部附属病院　1）小児科、2）移植外科

〇山本英範1）、深澤佳絵1）、小倉靖弘2）、加藤太一1）

【背景】肝肺症候群（HPS）は慢性肝疾患により肺内シャントを生じ、進行性の低酸素血症
を呈する予後不良疾患である。唯一の治療法は肝移植であるが小児の文献は少なく、時
に無効例もある。

【方法】2011～2016年に当院でHPSに対して生体肝移植（LDLT）を施行した小児例の効
果を後方視的に検討し、無効例の経過も併せて報告する。

【結果】5例中4例でLDLT有効。原疾患は全て胆道閉鎖症。門脈肺高血圧症の合併例なし。
LDLT時年齢5.7歳（0.4-10.9）。有効4例ではLDLT前後で肺内シャント率35.9%（29-38.8）
→7.5%（6.3-9.3）、SpO2 91%（85-98）→97%（96-100）にそれぞれ改善。無効例は5.7歳時
にシャント率21.1%でLDLT施行。移植後に肝機能障害、黄疸、低酸素血症が遷延し、シャ
ント率は経時的に50.8%まで上昇。LDLT1年後に呼吸不全で死亡。

【結語】1例を除きLDLTは有効であった。無効例の蓄積と共にそのリスクファクター
検討が望まれる。

メモ
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特別講演

小児期肺高血圧診療の黎明期から成長期、そして成熟期へ
－佐地　勉先生の功績とともに－

東京医科歯科大学大学院　小児・周産期地域医療学

土井庄三郎�

　東邦大学名誉教授、日本小児循環器学会監事の佐地勉先生が、本年5月22日に急逝さ
れました。本日の特別講演は、本研究会を代表幹事として長年にわたり牽引されてきた
佐地勉先生を追悼するために、当番幹事の小山耕太郎先生が企画されました。講演タイ
トルは「小児期肺高血圧診療の黎明期から成長期、そして成熟期へ－佐地勉先生の功績
とともに－」とし、肺高血圧診療の歴史を振り返りながら佐地先生の御功績の一部を紹
介させて頂き、小児肺高血圧診療における現在の進歩と将来への期待について考えてみ
たいと思います。
　1973年に開催された第1回ワールド・シンポジウムでは、5年生存率が当時20％未満
であった原発性肺高血圧PPHの鑑別に焦点が置かれていました。この頃肺高血圧治療
薬big3の標的であるPGI2, NO, ETの分子が次々に発見され、ノーベル賞受賞にもつな
がりました。佐地先生は1994年11月にAHAでberaprostのポスター発表をされ、その
際にRobyn Barst先生と初めて会話をし、その後Barst先生を慕い続けておられました。
本 年 3月 に 開 催 さ れ た 第 10回 International Conference of PHで は、Robyn Barst 
Keynote Lectureを担当され、終了後には聴衆者からstanding ovationがあったと聞い
ています。臨床面では1996年4月に生体肺移植のため、1997年4月にPGI2導入のため、
海外渡航の道筋を付け自ら同伴されました。移植後の患者さんは今でも御両親共々お
元気で、定職につかれ社会貢献されています。
　わが国にもPGI2が導入された1999年以降は、日本における小児肺高血圧診療のセン
ターを築かれ、小児IPAHの臨床研究を蓄積されてきました。経口標的治療薬の選択肢
が増え肺高血圧診療も成長期を迎え、佐地先生は臨床治験やレジストリ構築にも積極的
に参加されてきました。また2015年9月に承認された吸入iloprostの第Ⅲ相試験（IBUKI
研究）を主導され、10月には日本肺高血圧学会と日本肺循環学会をお二人の会長で同時
開催され、二学会の統一に貢献されました。
　到来が待たれる成熟期においては、血管リモデリングをリバースするアポトーシス誘
導、そして細胞増殖抑制作用を持つ、「肺血管復活のための新規薬剤」の登場が待ち望ま
れます。佐地先生が生前に言われていた「cost-utility, cost-efficiency」を考えた治療法を、
本研究会、そして日本小児循環器学会の会員一同で追求し、IPAH患児の根治を目指して
前進することが佐地先生の恩に報いることと思われます。
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ランチョンセミナー

肺循環におけるNO-cGMP系の役割と	
小児PAH治療におけるsildenafilの使い方

大阪大学大学院医学系研究科　小児科学

小垣滋豊�

　血管内皮細胞由来拡張性因子が一酸化窒素（NO: nitric oxide）であることが証明され
て以来、NO-cGMP系が肺血管の収縮弛緩や肺動脈平滑筋細胞の増殖に重要な役割を果
たしていることが明らかになった。肺血管内皮細胞で NO合成酵素（NOS: NO 
synthase）により L- アルギニンが L- シトルリンに変換される際に NO が産生され、
拡散によって肺動脈平滑筋の細胞膜を通過し、細胞内可溶性グアニリルシクラーゼ

（sGC: soluble guanylyl cyclase）を活性化してGTPからcGMPを生成する。このcGMP
がセカンドメッセンジャーとして様々なシグナル伝達に作用して生理的機能が発揮さ
れ、G-キナーゼの活性化を介して肺動脈平滑筋の弛緩が生じることがわかっている。
肺動脈性肺高血圧（PAH）の病態として、肺動脈内皮細胞障害によるNO産生低下が示さ
れ、PAHに対する治療としてNO吸入、PDE5阻害薬（sildenafil、tadalafil）、sGC刺激薬

（riociguat）が実臨床の場で使われるようになった。
　一方、肺の発生において並走する気道と肺末梢血管の関連は古くから指摘されていた
が、近年肺末梢血管新生と肺胞形成の連関にVEGFシグナルやNO-cGMPシグナルが関
与していることが明らかにされた。新生仔ラットにVEGF阻害薬を投与すると、肺組織
では粗雑な肺胞構造と肺末梢血管数の減少を認め、同時に右室圧が上昇していることが
確かめられている。この動物モデルは気管支肺異形成（BPD：bronchopulmonary 
dysplasia）の病態モデルと考えられているが、肺血管の低形成を伴う先天性心疾患の病
態の一面を模しているともとらえることができる。また新生児期以降の肺末梢血管と
肺胞において、VEGFシグナルやNO-cGMPシグナルがどのような生理的役割を果たし
ているのか未知な部分も多い。さらに肺高血圧の病態で近位部肺動脈（非抵抗血管）に
おけるNO-cGMP系の役割については全く未知である。
　本講演では肺循環におけるNO-cGMP系の多様な役割の可能性について紹介し、合わ
せて国内で行われた小児PAHに対するsildenafilの臨床試験の結果を報告し、実臨床に
おけるsildenafilの使い方（用法、用量、剤型）について情報を共有したい。
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会長要望演題2　＜R2＞

1）	右室後負荷モデルラットに対するβ-blockerの	
影響に関する検討

1）大阪大学大学院医学研究科小児科学、2）Hospital	for	Sick	Children	and	University	of	Toronto

〇�石井良1）、Mark�K.�Friedberg2）、鳥越史子1）、石田秀和1）、成田淳1）、小垣滋豊1）、�
大薗恵一1）

【背景】βブロッカーがモノクロタリン誘発肺高血圧モデルラットの右室心筋線維化を
抑制し、両心室機能・連関を改善すると報告されている。今回、右室後負荷モデルとして
肺動脈絞扼術（PAB）ラットを作成し、同様の結果が得られるか評価した。

【方法】PABラット（疾患群）を作成し、右室が左室と等圧である事を確認後、術後2週か
らカルベジロール15mg/kg/dを3週間経口投与（治療群）し、心筋の線維化、心エコーと
カテーテル検査での心機能、TGFβ-CTGF Signalingタンパクの発現をコントロール群、
疾患群とで比較検討した。

【結果】疾患群はコントロール群と比較して心筋障害を認めた。治療群では心筋肥大お
よび線維化、右室収縮拡張機能および左室拡張能の改善を認め、TGF-CTGF Signaling
の抑制を認めた。

【結語】右室後負荷の心機能に関して、βブロッカーは、右室心筋線維化を改善させ、同時
に両心室機能を改善させる可能性がある。

2）肺静脈狭窄症マウスモデルの作成法

1）大阪大学	心臓血管外科、2）トロント小児病院	心臓血管外科

〇井手　春樹1,�2）、Rachel�D�Vanderlaan2）、Christopher�Caldarone2）

　先天性肺静脈狭窄症は肺静脈内膜の増殖を伴う進行性の病変で、びまん性に肺静脈狭
窄を伴う重症例は生後2年以内に死亡する。治療法は肺移植しかなく、病態理解を可能
にするモデル動物が必須である。トロント小児病院は幼若豚肺静脈狭窄モデルを用い
てロサルタン投与の肺静脈狭窄進行抑制効果を報告した。又、ヒト先天性肺静脈狭窄症
に対するロサルタン投与の多施設安全性試験を主導している。しかし、幼若豚モデルは
遺伝子解析が難しく、マウスモデルの作成が必要であった。今回、C57BL6マウスを用い
た肺静脈狭窄モデル作成方法を新規開発したので、具体的方法を報告する。
　方法：C57BL6 6週雄マウスを用い、左側開胸下に左主肺静脈を絞扼。術後2日目に
胸骨正中切開で右肺動脈を絞扼。術後8週目にサクリファイスし、肺静脈内膜病変を
Elastic Trichrome染色で確認した。今後、Tie2Creマウスを用いた解析を行なう予定で
ある。
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3）	新規治療標的開発に向けたPH動物モデルトランスクリプトーム
解析の利用

三重大学医学部医学系研究科　1）小児科学、2）麻酔集中治療学、3）統合薬理学、
4）名古屋市立大学医学部小児科

〇�澤田博文1,�2）、三谷義英1）、大下裕法4）、篠原務4）、Jane�C.�Kabwe2）、淀谷典子1）、�
大橋啓之1）、西村有平3）、丸山一男2）、平山雅浩1）

　現行の肺高血圧（PH）治療の臨床的な有益性が示されるが、治癒を見込める治療法はな
く、新たな治療標的の開発が必要である。公的データベースにPH動物モデルのトランス
クリプトームデータが公開されており、利用可能である。 （目的）PH血管病変の新たな治
療標的候補を同定する。（方法） ①複数の実験的PHモデル、②慢性低酸素（CHx）とSugen/
Hypoxiaモデル（SU/Hx）、③SU/HxにPAH治療薬投与を行った血管病変形成初期と後期
の、それぞれ比較トランスクリプトームデータの解析を行った。発現が異なる遺伝子を同
定し、加重遺伝子共発現ネットワーク解析を用いて、発現変化の相互関係から候補遺伝子
を同定した。（結果）複数の動物モデルでの解析では、遺伝子CCDC80が同定され、肺組織
の病変血管で発現を認めた。また、Su/HxモデルとCHxモデルの比較では、細胞接着分子
Aが同定された。Su/Hx早期後期に上昇し、治療耐性に関わる炎症関連分子Bを同定した。

（結語）動物モデルトランスクリプトーム解析により、候補分子が同定可能であった。

4）	BMPR2欠損のSugen/Hypoxiaラット肺高血圧への影響：	
ゲノム編集技術のSuHxラットモデルへの応用（第1報）

三重大学医学部医学系研究科　1）小児科学、2）麻酔集中治療学
3）名古屋市立大学医学部小児科、4）大阪大学大学医学系研究科附属動物実験施設

〇�大下裕法1,�3）、三谷義英1）、澤田博文1,�2）、Jane�C.�Kabwe2）、淀谷典子1）、大橋啓之1）、�
宮坂佳樹4）、真下知士4）、丸山一男2）、平山雅浩1）

　肺動脈性肺高血圧（PAH）は内膜肥厚による閉塞性血管病変、plexiform lesionを特徴
とし、近年の新たな治療法の開発にも関わらず未だ進行性かつ治癒困難な疾患である。
家族性PAHや特発性PAHにおいてBMPR2遺伝子異常が報告されるが、遺伝子異常の
閉塞性病変への生体での影響は不明である。近年ヒトPAH様の内膜肥厚病変を示す
Sugen/Hypoxiaモデルが確立され、CRISPR/Cas9システムによりゲノム編集ラットの
作成が可能となった。しかしこれまでにBMPR2ノックアウトがSugen/Hypoxiaラッ
トの閉塞性病変にどのように影響を与えるのかは報告されていない。
　我々はBMPR2欠損がSugen/Hypoxiaラットの閉塞性血管病変を悪化させるという
仮説の下で、CRISPR/Cas9システムで作成したBMPR2ノックアウトラットを用いて
Sugen/Hypoxiaラットを作成した。研究状況を報告する。
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5）	原子間力顕微鏡を用いた肺動脈性肺高血圧症における	
肺動脈平滑筋細胞のレオロジー解析

1）大阪大学大学院　医学系研究科　小児科学、
2）北海道大学大学院　情報科学研究科　生命人間情報科学

〇�桂木慎一1）、石田秀和1）、辰巳奈央2）、成田淳1）、岡嶋孝治2）、小垣滋豊1）、大薗恵一1）

【背景】肺動脈性肺高血圧症（PAH）の主病態は肺末梢動脈のリモデリングによる肺血管
抵抗と肺動脈圧の上昇とされてきたが、近位部肺動脈の血管キャパシタンスがPAHの
予後に影響することが近年報告されている。我々は原子間力顕微鏡を用いて細胞のレ
オロジーを精密に測定する方法を確立しており、本研究ではPAH患者の主肺動脈由来
の平滑筋細胞（PASMCs）の弾性（「硬さ」）を測定し、さらに肺高血圧症治療薬で弾性に変
化が生じるか検討した。【結果】PAH患者由来PASMCs（PAH-SM）の弾性は、健常人由
来PASMCsと異なり、弾性の高い細胞群と正常に近い群の二峰性の分布を示した。ま
たsildenafilを添加したところ、PAH-SMでのみ細胞の弾性が減弱する傾向が認められ
た。【結語】PAH患者の平滑筋細胞には正常よりも硬い群が存在し、主肺動脈のレオロ
ジー変化がPAH治療の標的になりうる可能性が示唆された。

メモ
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一般演題（ポスターセッション）　＜P＞

1）	ファロー四徴症術後に生じた重度片側肺高血圧に対して	
treat	and	repairを行なっているACHDの1例

国立循環器病研究センター　小児循環器科

〇仲岡英幸、岩朝徹、山田修、三池虹、北野正尚、大内秀雄、白石公、黒嵜健一

　症例は33歳女性。診断はTOF, PA, PDA, RAA。他院でRt. original BT Shuntを経て、
12歳で心内修復術を施行。術後より高度左肺動脈狭窄（LPS）と右横隔膜神経麻痺を
認めており介入困難として放置。33歳で当センター紹介となった。RPA 101/11（40）
mmHg, LPA 22/10（15）mmHg, RV 96/14mmHg, severe PR, Rp=10.73 units*m2, BNP 
343 pg/mlであった。肺血流シンチでR/L=3.5と著明な左右差を認め、これに対して肺
血管拡張薬とHOT導入し治療を先行させた。治療経過中、肺換気血流不均衡に伴う低
酸素血症を生じたが、右肺動脈血管抵抗は低下し、LPSに対してステント留置した。
RVP=72/12mmHgと改善し、SpO2=100%まで上昇し、運動耐容能も改善した。今後
PVRも視野に段階的にステント拡張を行う予定である。

2）	房室中隔欠損症を合併した左肺無形成の一例

九州大学病院　小児科

〇�福岡将治、永田弾、藤井俊輔、松岡良平、村岡衛、江口祥美、鵜池清、長友雄作、�
平田悠一郎、大賀正一

【症例】7ヶ月、男児。胎児期に左肺無形成と診断され、出生後に房室中隔欠損症と気管
軟化症の合併を認めた。日齢84から108に人工呼吸管理を要した。体重増加不良を伴い、
5ヶ月時に肺高血圧症（平均肺動脈圧56mmHg、肺血管抵抗係数7.8wood U･m2、肺体血流
比2.3）を認めた。酸素負荷試験に反応したため、日齢178に心内修復術と肺生検を行っ
た。術後1ヶ月の再検で平均肺動脈圧19mmHg、肺血管抵抗係数4.7wood U･m2と改善
を認めた。肺生検ではPVODは認めなかった。

【考察】肺無形成の文献的報告124例をレビューした結果、死亡例は23％で、リスク因子
は診断時年齢 1 ヶ月未満（RR=5.9、p<0.001）、心奇形（RR=4.0、p=0.011）、気道狭窄

（RR=5.5、p<0.001）であった。肺高血圧症の報告は非常に少なく、今後さらなる症例の蓄
積が求められる。
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3）	VSD術後肺高血圧から先天性門脈体循環シャントと	
画像診断した一例

慶應義塾大学病院小児科

〇多喜萌、岩下憲行、吉田祐、荒木耕生、安原潤、古道一樹、前田潤、福島裕之、山岸敬幸

　先天性門脈体循環シャント（CPSVS）にはしばしば門脈肺高血圧症が合併するが、成
人期発症の報告が多い。症例は4歳男児、出生後Down症、心室中隔欠損（VSD）と診断
された。月齢2に高肺血流性の肺高血圧（PH）を認めたため、月齢4にVSD閉鎖術が行
われた。術後もPHが遷延し、シルデナフィルおよび在宅酸素療法を開始された。術後
1年でPHは軽快したが、軽度の肝機能障害が持続し、術後3年にPHが再燃した。腹部造
影CTで肝外門脈と下大静脈にシャントを認めた。肝内門脈は開存しており、門脈肺高
血圧（POPH）合併のCPSVS type 2と診断された。タダラフィルおよびマシテンタンに
よるPH治療を開始し、外科的半結紮術が行われた。本例が幼齢でPHを発症した背景
にはDown症の存在が示唆される。Down症に合併したCPSVSの臨床的経過および治
療について、文献的考察を加え報告する。

4）	門脈体循環シャント結紮術不適応となった	
先天性門脈低形成症例の検討

京都大学医学部附属病院　小児科

〇赤木健太郎、馬場志郎、松田浩一、吉永大介、平田拓也、西小森隆太

【緒言】先天性門脈体循環シャント（CPSS）は門脈低形成症例に合併するが、シャント結紮
可能か否かはシャント閉塞試験での門脈圧が重要である。今回我々は、シャント血管が
複数あり方針決定に詳細な血管造影が必要であった症例を経験した。

【症例】1歳1ヶ月男児。マス・スクリーニングのガラクトース高値からCPSSと診断され
た。1歳時に肺高血圧出現と肝機能障害進行を指摘された。シャント閉塞試験で門脈圧
上昇は軽度であったが、シャント閉塞下での詳細な上腸間膜造影で複数のシャント血管
を同定した。主要な2か所のシャント閉塞試験において著明な門脈圧上昇と更に細かい
シャント血管が同定され、結紮は不能と判断し肝移植待機中である。

【考察】シャント閉塞試験で門脈圧上昇を認めない症例の中に複数のシャント血管を有す
るCPSS症例が存在する。

【結語】門脈低形成症例において詳細なシャント血管評価が治療方針決定に重要である。
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5）	微視的肺動静脈瘻を合併した先天性角化異常症の8歳男児例

東京医科歯科大学医学部附属病院	小児科

〇山口洋平、櫻井牧人、前田佳真、金兼弘和、土井庄三郎

　症例は8歳男児。先天性角化異常症に伴う骨髄不全に対して、5歳時に非血縁者間骨
髄移植を施行され当科で外来経過観察されていた。移植約1年後から呼吸苦、SpO2の
低下が出現した。肺血流シンチグラフィおよび心コントラストエコー法で右左短絡が
示唆されたことから肺動静脈瘻が疑われ、8歳時に心臓カテーテル検査を施行した。
Qp/Qs=0.4と右左短絡は多く、肺動脈造影では左右肺静脈の造影時相が早く、びまん性
に微視的な肺動静脈瘻の存在が示唆された。現在はSpO2 77%（室内気）であり、在宅酸
素療法を導入しているものの体動で容易に酸素化が悪化するため、主に車椅子移動の状
態である。カテーテル治療が可能となるような肺動静脈瘻は存在せず、治療の選択肢と
して肺移植の適応も検討している。
　肺動静脈瘻を合併した先天性角化異常症の報告は非常に少なく、治療法も確立されて
いない。今後の治療方針について考察したい。

6）	心カテおよびCMRにて術後血行動態を推測し得た	
Pink	TOF、LtPAHの一例

福岡市立こども病院　1）循環器科　2）心臓血管外科

〇�山下尚人1）、石川友一1）、倉岡彩子1）、児玉祥彦1）、中村真1）、佐川浩一1）、石川司朗1）、�
中野俊秀2）、角秀秋2）

　症例は横隔膜ヘルニア修復術後（左肺低形成）、LtPAHが残存する右肺動脈絞扼術後
Pink TOF、PAPVDの3歳男児。CMRでQp/Qs=1.8（2.2：以下O2負荷）、QpはR：L＝3.3

（3.2）：1.7（2.7）L/min/m2、心カテでmPAPはR：L＝12（12）：38（42）mmHgであり、RpI
はR：L=2.1（1.0）：17.4（12.7）Wood･U･m2と計算された。TOFを修復した場合、術後Qp
比はR：L=9：1であり、Qp=4.0とするとmPAPは8＋LApとなり、循環成立と予測した。
TOF術後、Qp/Qs=1.5、QpはR：L＝4.4：0.6L/min/m2、mPAPはR：L=17：23mmHgとなり、
術前予測とほぼ一致した。CMRでのQpと心カテでのmPAP圧データの統合は左右肺
循環を個別に評価でき、術後血行動態予測に極めて有用と考えられる。
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7）	慢性肺疾患および動脈管開存症の合併により	
重症肺高血圧症を生じたDown症の一例

JCHO九州病院

〇飯田千晶、宗内淳、渡邉まみ江、杉谷雄一郎、岡田清吾、白水優光、川口直樹、城尾邦隆

【背景】早期産児の慢性肺疾患やDown症は肺動脈発育不全・低形成を背景として、心疾
患による左→右短絡の影響を大きく受ける。【症例】在胎32週、出生体重998gのDown
症の男児。慢性肺疾患及びPDA、ASDと診断された。生後7か月、体重4kgで在宅酸素
療法導入し前医退院した。心疾患治療目的に当院紹介となったが呼吸障害とⅡ音単一
亢進から重症PHと診断し入院した。心臓カテーテル検査でPA圧=70/35（47）mmHg、
Qp/Qs=0.8、Rp=11.78Wood単 位 ･m2。PDA閉 鎖 試 験 で PA圧 33と な っ た の で、
PDA2.7mmに 対 し て Amplatzer Duct Occluder5/4mmで 閉 鎖。 治 療 後 Nasal High 
Flow（NHF）、肺血管拡張薬（ボセンタン、タダラフィル、ベラプラスト）を開始した。
NHFが少しでも外れると肺高血圧が増悪して危急症を生じていた。生後10か月に心カ
テを行いPA圧78/37（61）。肺血管拡張薬を強化し、在宅酸素として入院5か月で退院。
以降外来フォロー中で評価の心カテを検討中。【考察】複合的要因による重症肺高血圧
に対して、カテーテル治療と肺血管拡張薬多剤併用により改善した。

8）	術後経過中に肺高血圧症が再発した	
心室中隔欠損症術後の1例

埼玉県立小児医療センター　循環器科

〇石川悟、鈴木詩央、百木恒大、大越陽一、河内貞貴、菱谷隆、星野健司、小川潔

【症例】9歳女児。11か月時に感冒を契機にチアノーゼを認め、心室中隔欠損症（VSD）、
肺高血圧症（PH）と診断。1歳時に施行した心臓カテーテル検査では100％ PH、肺血管
抵抗（Rp）13.5単位/m2で酸素負荷にも反応しなかった。肺生検の結果、肺小動脈の中膜
肥厚は高度であったが内膜の線維性肥厚はほとんど認めず、根治手術の適応と判断し
1歳3ヶ月時に心内修復術を施行。術後の残存PHに対してボセンタンの内服を開始。徐々
にPHは改善し、2年後にボセンタンを中止。8歳8か月時の定期受診の際、喘息発作およ
び心エコー検査でPH所見を認めた。心臓カテーテル検査で主肺動脈圧65/32（平均45）
mmHg（68％ PH）とPHの再発を認めたため、ボセンタンの内服を6年ぶりに再開した。

【考察】術前のRpが高値であったことから肺血管病変自体は残存していた可能性があ
り、喘息発作により顕在化したと考えられた。
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一般演題2（口演）　＜O2＞

1）	もやもや病と多発性末梢性肺動脈狭窄合併例の	
臨床経過と治療方針

慶應義塾大学医学部小児科

〇�福島裕之、岩下憲行、吉田祐、安原潤、荒木耕生、柴田映道、古道一樹、内田敬子、�
前田潤、山岸敬幸

　前回の研究会で病因（RNF213のホモ接合性変異）について報告したもやもや病
（MMD）と多発性末梢性肺動脈狭窄（PPS）の合併例の臨床経過および暫定的な治療方針
を述べる。1例目は18歳男性。10歳時に肺動脈性肺高血圧症（PAH）と診断されシルデ
ナフィルが開始された。後にMMD+PPSと確定診断。中心部肺動脈圧は時間とともに
上昇した（12歳時平均31、15歳時平均68mmHg）。脳死肺移植登録の準備中に心室細動
を生じ亡くなった。2例目は22歳男性。13歳時にMMD+PPSと診断されアンブリセン
タンが開始された。中心部肺動脈圧は高値のまま推移した（13歳時平均60、20歳時平均
52mmHg）。RNF213のホモ接合性変異によるMMD+PPS例におけるPPSおよび肺血
管閉塞性病変は高度で、進行することもあり、PAH特異的治療薬の効果は限定的である
と思われた。早期に脳死肺移植登録を行うことが重要であり、移植へのブリッジとして
の姑息術（心房中隔切開術など）も準備しておくべきである。

2）	乳幼児期に肺高血圧を合併した孤立性心房中隔欠損症の
臨床像

大阪医科大学　1）小児科、2）小児心臓血管外科

〇�岸勘太1）、蘆田温子1）、小田中豊1）、尾崎智康1）、片山博視1）、玉井浩1）、�
島田亮2）、小西隼人2）、根本慎太郎2）

【はじめに】ASDで乳幼児期にPHを合併することは稀である。【目的】乳幼児期にPHを
合併したASDの臨床像を明らかにする。【方法】2006年から2017年に当院で乳幼児期
にASD閉鎖術を施行したPH合併ASD症例の臨床像を後方視的に調査。【結果】対象10
例。ASD閉鎖術を施行した症例の18.2%（10/55）であった。手術時年齢：1.2才（中央値：
0.4-5.6）。全例で染色体異常（ダウン症、エマニエル症候群）・呼吸器疾患（気管支狭窄・慢
性肺疾患・喘息）・早産低出生体重のいずれかを合併していた。平均肺動脈圧：30mmHg

（中央値：26-49mmHg）、Pp/Ps：0.63（中央値：0.45-1.0）、Qp/Qs：2.4（中央値：1.4-3.6）。術
後残存PHは1例で認めた。【結論】ASDでも染色体異常や呼吸器合併症を伴う場合、乳
幼児期にPHを合併することがある。術後残存PHは稀である。
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3）	ASD,PH,Down症の乳児例に対するtreat&repairの是非

JCHO中京病院　中京こどもハートセンター　小児循環器科

〇佐藤純、吉井公浩、大森大輔、加藤温子、吉田修一朗、武田紹、西川浩、大橋直樹

【背景】PHを伴う成人ASD症例においてtreat&repairの成功例が散見されるが、乳児例
では未だ報告は少ない。【症例】2か月男児、Down症。在胎36週5日、2570gで出生後、
ASD・PHの診断で酸素投与を要したが徐々に改善し日齢29に退院。日齢53に心エコー
上PH増悪し当院搬送。頻呼吸・陥没呼吸・哺乳時の嘔吐があり、胸部CT上微小な無気肺・
気腫状変化を所々に認めた。カテーテル検査では補助換気・100%酸素投与下で
mPAP=53mmHg,Qp/Qs=1.04 ,Pp/Ps=1.04 ,Rp/Rs=14.7/14.8、NO 負 荷 に て
mPAP=40mmHg,Qp/Qs=1.40,Pp/Ps=0.87,Rp/Rs=4.90/7.98であった。手術不適応と判
断し、抗PH薬3剤併用治療・呼吸理学療法・胃食道逆流治療を行い再度カテーテル評価
の方針とした。【考察】ASD,PH,Down症の症例では肺動脈性肺高血圧との完全な鑑別
は困難である。本症例のように手術不適応と判断される重症PH例における明確な指針
はないが、早期に積極的なtreatを行った後に肺血管閉塞性病変が可逆的で手術可能と
判断できればrepairする必要があると考えられる。その後の経過・文献的考察を加えて
報告する。

4）Primary	PV	stenosisに対するNO負荷と肺血管拡張薬

国立循環器病研究センター　1）小児循環器科、2）臨床病理科

〇�岩朝徹1）、山田修1,�2）、坂口平馬1）、三宅啓1）、根岸潤1）、北野正尚1）、大内秀雄1）、白石公1）、
黒嵜健一1）

　Primary PV stenosis（PVS）は進行性に肺静脈と左房の接合部が狭窄し、高度の肺高
血圧を来す疾患である。経験的に肺血管拡張薬を使用してきたためNO負荷への反応
と合わせ報告する。
対象はPVS乳幼児7例。2例にPVS狭窄部に対し手術介入。2例で評価時Sildenafilの投
与あり。
　カテーテル時肺動脈収縮期圧 76.6± 14.3mmHg、平均肺動脈圧 51.5± 9.8mmHg、
Rp11.6±2.5U･m2と高度の肺高血圧を来していた。NO吸入で肺動脈収縮期圧63.6±
12.7mmHg（p<0.05）、平 均 肺 動 脈 圧 は 40.3± 8.6mmHg（p<0.05）、Rp 6.2± 1.6 U･m2

（p<0.05）と有意に反応が見られた。PDE5阻害薬投与後肺動脈圧・Rpは低下、大きな副
作用はなく有効と判断した。
　PVSのPHはNO-cGMP系を介した肺血管収縮の要素が強く、同経路の阻害で一定の
改善が得られる。
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5）	新生児慢性肺疾患に伴う肺高血圧の管理：	
臨床的に問題となった5例から

三重大学医学部医学系研究科　1）小児科学、2）麻酔集中治療学、3）心臓血管外科学、	
4）三重中央医療センター新生児科

〇�北村創矢1）、澤田博文1,�2）、三谷義英1）、大橋啓之1）、淀谷典子1）、山本和歌子1）、�
山下敦士4）、内薗広匡4）、盆野元紀4）、小沼武司3）、新保秀人3）、丸山一男2）、平山雅浩1）

（背景）慢性肺疾患に伴うPH（CLD-PH）の治療や管理に関する知見は限られる。（対象）
カテーテル検査を行ったCLD-PH5例。在胎中央値25週、出生体重同724g。症例①11
か月時、気道感染時にPH 増悪。Beraprost/PDE5Iで治療し平均肺動脈圧（mPAP）は5
歳:35mmHg;12歳:25。②PHの指摘はなく、2歳時扁桃肥大/無呼吸（OSAS）に伴い高度
PHを認め扁桃摘出術を施行した。mPAP は2歳：27；4歳：24；9歳 23。③VSD合併、2か
月 PDA結紮+PAB、12か月心内修復術+肺生検を施行。④PDA合併、9か月mPAP:59、
12か月PDA結紮+肺生検を施行。⑤Down症候群、ASD合併。9か月時、mPAP: 35、
PDE5I導入後ASD閉鎖術前に白血病を発症し治療。寛解後、ASD狭小化し、2歳時、
mPAP:22。（結語）CLD-PHでは、気道感染、OSAS、左右短絡など他のPH誘因に対する
感受性が高く、NICU退院時の重症度評価やPAH治療薬の効果などが課題と考えた。

メモ
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スポンサード・セミナー

新薬創出の足跡を辿る

日本新薬株式会社　研究開発本部研開企画部

桑野敬市�

【要旨】プロスタサイクリン（PGI2）はPGI2受容体（IP受容体）に結合して、強力な血管拡
張作用を示す内因性物質である。PGI2はその有用性から医薬品への応用が検討されて
きたが、血中半減期が極端に短いことが課題であった。これを改善したPGI2誘導体が
医薬品に応用されたものの、より長期持続型のIP受容体アゴニストが求められていた。
　このような状況下、我々は、経口投与可能で有効性が長時間持続する新規なIP受容体
アゴニストの創製を目指して化合物の探索を行い、非プロスタノイド構造のセレキシパ
グ（開発記号：NS-304、商品名：ウプトラビR錠）を見出した。セレキシパグを経口投与す
ると、生体内で活性代謝物のMRE-269に変換され、MRE-269の血漿中濃度は長時間一
定水準で維持される。そして、MRE-269が強力かつ選択的なIP受容体アゴニスト作用
を示す。
　このようなプロファイルを有するセレキシパグの適応疾患として、PGI2持続注入療法
が著効を示す肺動脈性肺高血圧症（PAH）が最適であると考え、欧州にて臨床試験を開
始した。Phase Ⅱa試験では、PAHを対象疾患、肺血管抵抗（PVR）を主要評価項目とし
て、プラセボ対照の二重盲検比較試験を行ったところ、セレキシパグはPVRをプラセボ
群に対して統計学的に有意に低下させた。これに続くPhase Ⅲ試験（GRIPHON試験）
では、最初のmorbidity/mortalityイベントが発現するまでの期間を主要評価項目とし
て実施され、最大4.2年に及ぶ投与の結果、イベントの発現をセレキシパグが約40％有意
に低下させることが明らかとなった。国内でもPVRを主要評価項目とした非盲検非対
照試験がPhase Ⅱ試験として行われ、投与16週間後のPVRを投与前に比べて統計学的
に有意に低下させた。
　以上の結果をもって、本剤は日米欧にて承認申請され、2016年1月にまず米国にて発
売され、続いて欧州を始めとした世界各国で順次発売された。国内においては、2016年
9月に承認を受け、同年11月に発売した。
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1）	EpoprostenolからTreprostinil持続静脈内投与への	
transition成功例

東京医科歯科大学医学部附属病院小児科

〇櫻井牧人、山口洋平、前田佳真、土井庄三郎

　Treprostinil（以下Trep）は半減期が長く温度安定性が高いプロスタグランジンI2 誘
導体（PGI2）であり、静脈内投与または皮下投与が承認されているが、本邦では皮下投与
が一般的である。今回我々は、血小板減少のためEpoprostenol（以下Epo）の増量が困難
であったIPAHの小児例に対してTrep持続静脈内投与へのtransitionを行った。国内・
海外の文献を参考に、重症患者のTrepによる治療戦略を考察する。患者は17歳男性。
12歳でIPAHと診断され標的治療薬による治療が開始された。直近の心臓カテーテル
検査では、PAp85/45（63）mmHg,PVRi=7.4U・m2 ,Pp/Ps=0.7.治療の強化が必要だが、血
小板減少（6.9万/μL）のためEpo増量が困難であり、Trep持続静脈投与へのtransition
を行う事とした。変更は2週間かけて段階的に行い、Trepの目標投与量はEpoの1.3倍
量とした。合併症なくtransitionでき、血小板減少の改善（12万/μL）、顔面紅潮や下痢
の改善も認められた。副作用のためEpo増量が困難なケースではTrep持続静脈内投与
へ変更する事で治療の強化を行う事が出来る可能性が示唆された。

2）	当院におけるマシテンタン投与例の臨床的評価

金沢医科大学病院　小児循環器内科

〇中村常之、堀香織、小栗真人

　マシテンタンは、他のエンドセリン受容体拮抗薬に比べ、肝機能障害、間質性肺炎など
の副作用が少なく、さらに組織移行性の利点がある。そのため、当院ではマシテンタン
投与可能以降、新規あるいは他のエンドセリン受容体拮抗薬からの切り替えを行った。
マシテンタン新規投与あるいは同系列薬剤からの切り替えを行った44例の臨床的な評
価を検討する。症例の内訳：平均年齢7歳（5ヶ月－43歳）。男女比は、男20名、女24名。
マシテンタン新規投与20名、他のエンドセリン受容体拮抗薬からの切り替え24名。先
天性心疾患の両心室治療例19名、先天性心疾患の単心室治療例20名、先天性心疾患以外
の肺高血圧治療例5名であった。最長投与期間は2年1ヶ月。マシテンタンによる肝機
能障害、間質性肺炎などの有意な副反応は認めず、中止症例もなかった。
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3）	セレキシパグが有効であった21trisomy,		
完全型房室中隔欠損症術後肺動脈性肺高血圧の1例

長野県立こども病院　循環器小児科

〇�川村順平、瀧聞浄宏、武井黄太、内海雅史、中村太地、浮網聖実、前澤身江子、�
沼田隆祐、安河内聰

【はじめに】プロスタグランジンI2受容体（IP受容体）作動薬であるセレキシパグは成人の肺動
脈性肺高血圧症例で有効性が報告されているが, 小児の報告は少ない。

【症例】7歳男児の21trisomy, Complete AVSD心内修復術後。1か月時に肺動脈絞扼術を
施行。このとき, 術前SpO2 93%, PaO2 60mmHgで周径21.5mm, 内腔 4.9mm（3.0kg）でし
か締められなかった。術後SpO2 80%台のため, HOTを開始。7か月時のカテーテル検査で
MPA 43/17（30）, MPA-RV PG 22mmHg, Pp/Ps 0.67, Rp 4.9, Rp/Rs 0.43であった. 1歳時
に根治術施行。術後はタダラフィル, ベラプロスト, マシセンタンで治療を行った。肺高血圧
が遷延し, 7歳時にはMPA 71/39（55）, Pp/Ps 0.90, RAp 10mmHg, Rp 11.5 wood/U, Rp/
Rs 0.82, CI 5.3 l/min/m2であり, NO負荷でMPA 71/39（55）, Rp 11.3 wood/UとNon-
responderであった。PGI2製剤の持続静注や皮下注は知的障害のため困難と予想され, セ
レキシパグを導入。エコー評価では開始前RVp/LVp 0.89, CI 4.8 l/min/m2に対して, 開始
後RVp/LVp 0.66, CI 5.2 l/min/m2と改善した （セレキシパグ 0.17mg/kg/日）。

【まとめ】小児のCHD術後PAHにもセレキシパグが有効である可能性がある。

4）	ステロイドが奏功しPDE-5阻害薬単独で加療している	
膠原病性肺高血圧症の一例

大阪母子医療センター　小児循環器科

〇廣瀬将樹、豊川富子、江見美杉、松尾久実代、平野恭悠、青木寿明、高橋邦彦、萱谷太

【症例】15歳女子、生来健康。顔色不良・呼吸苦あり近医受診、心拡大と肺高血圧所
見を認め歩行困難であり当院搬送。心エコーにて著明な心嚢液貯留・重度肺高血圧

（TRPG50mmHg）を認め、また血液検査では血小板減少・直接Coombs陽性を認めたた
め膠原病を最も疑った。呼吸苦の急激な増悪に対し利尿剤とHFNCに加えてNO吸
入を、原病に対しステロイドパルスを開始したところ、翌日には呼吸障害は改善。後
の検査でMCTDと診断。ステロイド後療法と利尿剤を継続し心臓カテーテル検査を
実 施。mPAP25mmHg、PVRI 7.31WU/m2、Pp/Ps 0.4、酸 素 負 荷・NO負 荷 に て PVRI
の改善を認めTadalafil及び在宅酸素療法を導入し発症1ヶ月後に退院。3ヶ月後には
mPAP18mmHg、PVRI 3.53WU/m2、Pp/Ps 0.24と改善を認めHOTは夜間のみとし、高
校通学も問題なく行えている。
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5）	当院の肺高血圧に対する肺血管拡張治療の検討

岩手医科大学附属循環器医療センター　1）循環器小児科、2）心臓血管外科
3）静岡県立こども病院　心臓血管外科

〇�高橋信1）、滝沢友里恵1）、渡辺悠太1）、中野智1）、岩瀬友幸2）、小泉淳一2）、猪飼秋夫3）、�
小山耕太郎1）

　目的・方法：2011年1月から2017年7月までに、心臓カテーテル検査でPAH/PHと診
断した20歳未満の46例を対象とし、診断、治療について検討した。
　結果：年齢 7.5（0-204）ヶ月。治療前心臓カテーテル検査は、meanPAP 35.2 ±
10.3mmHg、PCWP 9.2±2.7mmHg、PVRI 7.0±5.1Woodunit・m2、CI 3.0±0.8 L/min/m2。
Pre-capillary PH 43例（93%）、NO inhalation 18例（39%）、BNP 66.7（12.7-720.4）pg/ml。
PH type は IPAH/HPAH 10 例（22%）、POPH 1 例、PAH-CHD 29 例（63%）、valvular 
heart disease 3例、interstitial lung disease 2例、その他1例。治療前手術は20例（姑息
12、根治8）。治療は、単剤 30例（65%）、2剤 9例（20%）、3剤 5例、4剤 2例に行われた。
PDE-5阻 害 薬 が 全 例 お よ び 単 剤 療 法 に 使 用 さ れ、ERAお よ び Prostanoidsは
combination で使用された。PAH-CHD は、単剤 24 例（83%）、2 剤 5 例（17%）で、
Prostanoids静注はIPAH/HPAHでのみ使用された。すべてのNO inhalation例（PAH-
CHD 13例, IPAH/HPAH 1例, その他4例）がPDE-5阻害薬の内服に移行していた。
　まとめ：PAH/PH治療はPDE-5阻害薬の使用が多い。PAH-CHDはNO inhalationか
らの移行を含めたPDE-5阻害薬の単剤治療が多く、Prostanoids静注のcombination治
療はIPAH/HPAHにのみ行われている。

メモ
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教育講演

肺血管の発達と密接な関連を有する動脈管の発達

横浜市立大学医学部　循環制御医学

横山詩子�

動脈管は胎生期の生命維持に必須であり出生直後より閉鎖に向かうが、しばしば生後も
開存したままとなる。動脈管開存症は正期産の新生児ではおよそ500人に一人の発症
率であり、先天性心疾患のうち多くの割合を占める。動脈管開存症は特に未熟児の生命
予後を左右する一方、肺動脈閉鎖や、大動脈離断のように動脈管に血流を依存する先天
性心疾患にとって、動脈管の開存は必須である。このため、動脈管の開存と閉鎖の分子
メカニズムを解明し、開存と閉鎖を制御できるようになることは、小児医療上重要な課
題である。
動脈管の閉鎖には、血管収縮による機能的
閉鎖と、内膜肥厚形成を特徴とする血管壁
のリモデリングによる解剖学的閉鎖の2つ
の過程が必要である。我々は特に動脈管の
リモデリングに関与する分子機構に焦点
を当てて研究を行い、プロスタグランディ
ンEが内膜肥厚形成に関与することで、出
生後の閉鎖に貢献することを示した。これ
らの結果より、インドメタシンは、血管収縮
を起こすが、同時に動脈管の内膜肥厚形成を抑制してしまい、リモデリングが十分に起
こっていない低出生体重児の動脈管開存症に対する治療としては不十分であることが
示唆された。
我々は、プロスタグランディンEとは独立して動脈管のリモデリングを促す分子、塩基
性線維芽細胞増殖因子（bFGF）を同定し、ラットを用いた実験で治療効果を示した。ま
た、動脈管収縮作用を促す因子を探索し、特定のアミノ酸や出生後の血清浸透圧の低下
が動脈管収縮作用を持つことを明らかにした。これらの分子機序を紹介したい。
肺血管と動脈管は同じ第6鰓弓動脈から発生し密接なかかわりがあるが、多くの点で相
違もある。本講演では、動脈管と肺動脈の関連と相違点についてもこれまでの知見を紹
介したい。

メモ
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日本小児肺循環研究会役員・幹事名簿

役職 氏　名 所　属
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 石川　司朗 福岡市立こども病院 小児科（循環器科）
幹事 猪飼　秋夫 静岡県立こども病院　循環器センター 心臓血管外科
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 大内　秀雄 国立循環器病研究センター 成人先天性心疾患科
幹事 太田　邦雄 金沢大学医薬保健研究域　医学系 小児科

幹事 大橋　直樹 独立行政法人地域医療機能推進機構
中京病院　中京こどもハートセンター 小児循環器科

幹事 小川　　潔 埼玉県立小児医療センター 循環器科
第 24 回当番幹事 小山耕太郎 岩手医科大学医学部 小児科学講座
幹事 加藤　太一 名古屋大学医学部附属病院 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
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
第 25 回当番幹事 白石　　公 国立循環器病研究センター 小児循環器科
第 26 回当番幹事 杉山　　央 東京女子医科大学 循環器小児科
幹事 高月　晋一 東邦大学医療センター大森病院 小児科

幹事 高橋　幸宏 財団法人日本心臓血圧研究振興会附属
榊原記念病院 心臓血管外科

幹事 瀧聞　浄宏 長野県立こども病院 循環器小児科
代表幹事 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
幹事 中右　弘一 旭川医科大学医学部 小児科学講座
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 西山　光則 恵愛病院 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 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 早渕　康信 徳島大学大学院医歯薬学研究部 小児科学
幹事 平田　拓也 京都大学医学部付属病院 小児科
幹事 廣野　恵一 富山大学附属病院 小児科
幹事 深澤　隆治 日本医科大学 小児科
幹事、会計監事 福島　裕之 慶應義塾大学病院 小児科
幹事 鉾碕　竜範 横浜市立大学附属病院 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 満下　紀恵 静岡県立こども病院　循環器センター 循環器科

幹事 桃井　伸緒 福島県立医科大学 総合周産期母子医療センター
周産期地域医療支援講座

幹事 安河内　聡 長野県立こども病院　循環器センター 循環器科
幹事 山岸　敬幸 慶應義塾大学医学部 小児科
幹事 吉林　宗夫 医療法人瀬田三愛病院 小児科

幹事 渡辺　　健 財団法人田附興風会医学研究所　
北野病院 小児科　循環器部門

名誉幹事 小野　安生 （元）静岡県立こども病院 　
名誉幹事 山田　　修 （元）国立循環器病研究センター 　
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日本小児肺循環研究会
当番幹事一覧（第1回～第24回）

第１回（1995年） 松尾　準雄
門間　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（1996年） 近藤　千里 東京女子医科大学心臓血管研究所

第３回（1997年） 柴田　利満 横浜市立大学医学部小児科

第４回（1998年） 村上　保夫 榊原記念病院小児科

第５回（1999年） 寺井　勝 千葉大学医学部小児科

第６回（2000年） 泉田　直己 東京医科歯科大学小児科

第７回（2001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（2002年） 市田　蕗子 富山医科薬科大学小児科

第９回（2003年） 小林　順 城西大学薬学部医療栄養学科病態解析学

第10回（2004年） 吉林　宗夫 近畿大学医学部奈良病院小児科

第11回（2005年） 高梨　吉則 横浜市立大学大学院医学部外科

第12回（2006年） 中西　敏雄 東京女子医科大学循環器小児科

第13回（2007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14回（2008年） 山田　修 国立循環器病センター小児科

第15回（2009年） 佐地　勉 東邦大学医療センター大森病院小児科

第16回（2010年） 福島　裕之 慶応義塾大学医学部小児科

第17回（2011年） 小野　安生 静岡県立こども病院循環器科

第18回（2012年） 小川　潔 埼玉県立小児医療センター循環器科

第19回（2013年） 松島　正氣 社会保険中京病院小児循環器科

第20回（2014年） 石川　司朗 福岡市立こども病院小児科（循環器）

第21回（2015年） 小垣　滋豊 大阪大学大学院医学系研究科小児科

第22回（2016年） 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・周産期地域医療学診療科

第23回（2017年） 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

第24回（2018年） 小山　耕太郎 岩手医科大学医学部　小児科学講座



協賛団体・企業一覧

第 24 回日本小児肺循環研究会の開催にあたり、下記の団体・企業より格別のご高配を

賜り誠に有難うございました。皆様のご支援によりまして円滑な運営が出来ます事を

ご報告申し上げ、厚く御礼を申し上げます。

2018 年 1 月

第 24 回日本小児肺循環研究会

当番幹事　小山　耕太郎

■寄附・共催・広告

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

岩手医科大学　小児科

エーザイ株式会社

科研製薬株式会社

東レ株式会社

一般社団法人　日本血液製剤機構

日本新薬株式会社

バイエル薬品株式会社

ファイザー株式会社


