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近藤　f・里（東京女子医大心研）

　1．術前にPGE、およびPGI、を長期使用した肺高

血圧症を伴う先天性心疾患3例の肺血管病変について

　　　　公立刈田綜合病院循環器科D，東京医科歯科

　　　　大学小児科2｝，日本大学板橋病院小児科3），岡

　　　　山大学心臓血管外科4）

　　　　　　八巻　重雄1｝阿部　　愛1）脇本　博子2）

　　　　　　住友　直方3）佐野　俊二4）

　症例1：新○智○，8カ月，pDA，　AsD．出生時よ

りチアノーゼありPPHNと診断されていた．3カ月

時の心カテーテル検査では肺動脈圧63／38（46）

mmHg，　QP／Qs　1．7，　Rp／Rs　o．4であった．生直後よ

り酸素吸入行っていたが3カ月よりPGE、（511g）1週

間投与，その後PGIzを6μg投与し続けた．8カ月目に

呼吸器感染，肺出血を併発して死亡した．剖検肺は肺

小動脈中膜の肥厚が肺動脈圧の割には異常に薄く

（DR　IOOxtm＝6．8μm）内膜病変もIPVI）1．5，　HE分

類3度と進行していた．

　症例2：森○　亮，2カ月，Co，A　complex（DORV，

SAS，　VSI），　MS，　p／o　BAS）．生直後からド肢脈拍触

れずPGEI　5ng／kg／Mill使用．肺動脈圧は55／32（44）

mmllg，　Qp／Qs　2．2，　PVR　3単位・nn2であった．生後

40日からPGE、7～10ngに増≒1した．生後64　U目に

Aortoplasty施行したが，80〕目に死亡した．剖検にて

拡張した肺小動脈中膜を認め，中膜の肥厚は同じ肺動

脈圧をもつvsD症例に比べ軽度であった．内膜病変

はIPVI）2．1，　HE　3度と短期間に高度に進行してい

た．

　症例3：阿○史○，3カ月，CoA，　vSD，　Down．生

直後よりPGE，5ng　43日間投与．生後76日目にPAB

施行するも93日目に肺出血にて死亡．剖検では中膜肥

厚の抑制と内膜病変の進行（IPVI）2．3HE　3度）を認

めた．

　まとめ：3例とも内膜病変の高度進行が見られたが

PGE，等使用のため肺血管壁が拡張し中膜肥厚を抑制
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　　　　　東京女子医科大学日本心臓血圧研究所小

　　　　　児科　　　　　　　　　　　　近藤千里

したことが原因と思われた．

　2．フォンタン（TCPC）術後急性期管理における

NO吸入療法の使用経験一特に吸入濃度および離脱に

ついての検討を中心に一

　　　　千葉県こども病院循環器科1），心臓lll1管外

　　　　科2），麻酔科集中治療科3）

　　　　　　青墳　裕之1）地引　利昭D横山　晋也2）

　　　　　　松尾　浩三2）藤原　　直2）羽鳥　文麿二3）

　　　　　　岡嶋　良知1）

　目的：フォンタン（TCPC）術後急性期患児にNO吸

入療法を行い，その血行動態への影響について検討す

ること．

　症例1：0．T．6歳男児．

　無脾症候群，心内膜床欠損，両大血管右室起始，肺

動脈閉鎖，大動脈閉鎖不全（III度）．　TCPCおよび大動

脈弁置換術を施行，術直後よりNOを10PPNIで開始

し20PPMまで増量していた．術後十数時間ごろより

血圧低下，動脈血酸素飽和度低下およびcVPL昇が

みられ，肺血管抵接抗の11i一によるものと考え，NOを

30PPMに増量したところ，前記パラメーターの改善

がみられた．その後循環動態の安定がえられたが，NO

の離脱に伴い，尿最の減少，動脈llr酸素飽和度の低ド

がみられたため，抜管（術後3日め）後も少111：のNOを

吸人，2日後離脱することができた．

　症例2：AK．5歳男児．

　右室性巣心室，左側房室弁狭窄，肺動脈閉鎖，TCPC

を行った．術直後よりNOを10PPM使用．　NO離脱後

動脈血酸素飽和度の低下とCVpのヒ昇がみられ，　NO

使用中は，肺血管抵抗を低下させていたものと考えら

れた．

　まとめ：フォンタン（TCPC）術後患児2名にNO吸

入療法を行い，肺血管抵抗上昇によると思われる悪循

環にNO増量が奏効，またNOの減｛ll又は離脱に伴

い，肺血管抵抗一L昇によると思われる血行動態の変化

が観察された．

　3．先天性心疾患の術後肺高血圧症に関する検討

　　　　国立循環器病センター内科心臓部門

Presented by Medical*Online
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　　　　　　佐藤　　徹，岡野　嘉明，京谷　晋吾

　　　　　　中西　宣文，国枝　武義

　　　　「司　　ノJ・り己禾斗　　　　　　　　　　　　　　3申谷　　哲良B

　　　　同　心臓外科　　　　　　　　八木原俊克

　目的：先天性心疾患の術後に肺高血圧症（PH）を起

こす症例の特徴を検討する．

　方法：当院で手術され，術前後に心臓カテーテル検

査を行った症例のうち，術後に肺高血圧症（平均肺動

脈J，i三L）OmmHg以ヒ）を認めた症例を抽出し，それらの

症例の特徴・肺高血圧症の成因を調べる．

　結果：①手術を施行した先天性心疾患200例のうち，

36例（18％）に手術後PHを認めた．②36例の内訳は

ASI）21例，複雑心奇形9例，　ASD・PDA合併2例，

TAPVC　2例，その他であった．③36例のうち，手術

前後で心カテが施行された28例について検討した．手

術時年齢は3カ月より52歳，術前の平均肺動脈圧

（mPA）の’｝え均は53mmHg，術後は39mmHg，平均観

察期間は3年，術前のRp／Rsは平均0．53であった．手

術時年齢で小児（20歳未満），成人（20歳以上）に分け

ると，術前mPA，術前Rp／Rs，観察期間に大きな差は

なかったが，術後mPAは有意ではないが小児群の方

が小さい傾向にあった．④術後のmPAと術前の
mPA，　Rp／Rsとの問には相関を認めず，術前の血行動

態と術後のPHには関係がなかった．⑤術後のmPA

値の推移をみると，ド降型，ヒ昇型，一度下降後の再

一

ヒ昇型などがあり一定しなかった．⑥その内4例につ

いては詳細に経過を追ってみたが原疾患とPH増悪

の因果関係は明確ではなかった．

　総括：血行動態が同等でも成人の方が術後肺高血圧

症に成りやすい傾向を認めたが，先天性心疾患と術後

肺高血圧症の増悪の関連は明らかでなかった．しかし

肺高血圧症となる症例は進行が緩徐であり，術後肺高

血圧症を認める場合には長期的な経過観察が必要と考

えられた．

　4．原発性肺高血圧症に対するBlade　Atrial　Se－

ptost《）my（BAS）とその適応について

　　　　横浜市立大学小児科

　　　　　　　　　　　　瀧聞　浄宏，柴田　利満

　　　　　　　　　　　　安井　　清，岩本　真理

　症例：18歳の女性．13歳発症で外来観察中，強心剤，

利尿剤，血管拡張剤の投与にても徐々にチアノーゼ，

呼吸苦が増悪，心拡大も進行したため入院となった．

入院時，血圧86／62mmHg，　SaO，88％であった．心エ

コー．ヒ右室圧の著明な1二昇，高度の三尖弁逆流及び肺

469　　（79）

動脈弁逆流，左室内腔の箸明な減少（LVDd　211nm）

を認め低心拍出の状態を呈していた．酸素，カテコラ

ミン，利尿剤の投与にても症状増悪し，会話も困難と

なり全身状態極めて不良となった．家族の心肺移植の

希望のため，延命効果を期待して入院後9日にBAS

を施行した．術前，術中は循環血液量を維持と術後の

低酸素血症に備え，RBCやvolume　expanderを輸注

した．心カテデータは右室圧が15｛｝mmllg，肺血管抵抗

が約90unitであった．　BASは10mmのPark　blade

catheterで1回のみ切開した．前後で血圧は108／75→

150／100mmHgへ，心係数は1．0→1．22／／min／nl2へと

上昇，SaO，は88％→72％と低下した．術後は呼吸困難

が2週間ほど続いたが，心拍出量の増加に伴い徐々に

呼吸苦は改善した．術後1カ月の時点でSaO，は
83～85％，心係数は2．27／／Mi11／m2となった．現在術後

7カ月で生存中である．近年Barst．　Rらは原発性肺高

血圧症例15例にBASを施行し13例に成功している．

Barst．　Rらのデータでは成功例は’γ均肺動脈圧が

42～126mlnHg（平均68．8mmllg），肺血管抵抗が

16～49unit（平均30。6unit）で，術死例はより重症で肺

血管抵抗が60unit以ヒであった．このことからBarst．

Rらは肺血管抵抗の非常に高い重症例はBASの適応

はないと述べている．本症例の場合，Barst．　Rらの基

準では適応外であった．しかし，今回重症例のBASに

成功したのは術前術後管理における循環血液量やHt

のコントロール，低酸素血症に留意した小さいblade

サイズからの切開，等の要因があげられBASは重症

な肺高llll圧症例においても可能な延命手段と思われ

た．

　5．僧帽弁狭窄による肺高血圧症に対するバルーン

心房間交通作成術の遠隔期効果を観察した1例

　　　　東京女子医大心臓血圧研究所小児科

　　　　　　新村　順子，近藤　r里，篠原　徳子

　　　　　　曽我　恭司，中沢　　誠，門間　和夫

　僧帽弁狭窄による肺高血圧は，僧帽弁手術後に改善

されることが臨床的に経験されることがある．肺血管

抵抗（Rp）が20単位以一ヒの肺高血圧を合併した僧帽弁

狭窄に対し，左房の減圧を目的としてバルーンによる

心房間交通を作成し，施行後3年で肺血管抵抗の低下

を認めた症例を経験した．

　症例は22歳の男性．診断は僧帽弁狭窄，心室中隔欠

損，動脈管開存，大動脈縮窄，肺高血圧である．1歳

時のカテーテル検査で既にsupersystemicの肺高血圧

であった．14歳時のカテーテルでも等圧の肺高血圧で，
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トラゾリン負荷に対する反応は全くなかった．19歳時，

労作時の息切れ，失神のため入院した．バルーン心房

間交通作成術を施行し，左房圧は27mmHgから13

mmHgに低下した．肺動脈圧は105／70（80）mmHgで

術前後で変化なかったが，肺動脈血酸素飽和度は66％

から80％へ上昇した．Qpは術前1．7から術後2．9に増

加した．Rpは28単位から23単位に低下した．術後は

NYHA　IIIからIIに改善した．22歳，バルーン心房間

交通作成術から3年後にカテーテル検査を行った．等

圧の肺高血圧はこれまでと変わりなく，左房圧は28

mmHgであった．40ppmの一酸化窒素吸入を行った

ところ肺動脈平均圧は85mmHgから70mmHgに低下

した．吸入前後での変化は，Qpが3．2から4．0に，　Rpは

19単位から10単位に低下し，反応が認められた．

　高度な肺高血圧で，トラゾリン負荷に以前は反応が

みられなかった症例でも心房間交通を作成することで

Rpの改善を促し，　QOLの改善を得ることが期待でき

る．

　6．先天性心疾患患児における手術または
INTERVENTION前後の肺血流分布の変化に関する

肺血流シンチグラフィーによる検討

　　　　千葉県こども病院循環器科，同　心臓血管外

　　　　科＊

　　　　　　地引　利昭，岡嶋　良知，横山　晋也＊

　　　　　　松尾　浩三＊，藤原　　直＊，青墳　裕之

　目的：手術またはINTERVENTION（INT）前後

に99mTc－MAAを用いた肺血流シンチグラフィーを施

行しその有用性につき検討すること．

　対象および方法：INTは末梢肺動脈狭窄（PPS）に

対するバルーン拡張術（BA）3例，両側B・T短絡血管

（BT）狭窄1例に対するBA　1例，手術はTOFの根治

術2例，BT　1例，　TCPC　2例．末梢静脈から99mTc－

MAAを静注，正面，背面からの左右肺のカウントを

各々加算，各々左右の肺血流カウントとした．左肺血

流カウントの左右肺血流カウントの総和に対する比率

（左肺％値）を算出し，INTまたは手術前後で比較検討

した．またTCPC前後の2例では日を変えて上肢，下

肢より静注し施行した．

　結果：左側PPSに対するBA有効2例は左肺％値

が増加した（前→後：8．9→20．0，21．4→42．4）が，BA

無効1例で変化を認めなかった（24．7→26．6）．両側

BTにBA有効の1例では左右の効果の差のためか左

右差はむしろ拡大した（37．1→28．6）．BT施行の1例

は著しく左肺％値が増大し（32．7→83．6），PDA閉鎖

日本小児循環器学会雑誌　第12巻　第：号

に伴うPPSの発生の関与が疑われた．　TOF根治f：術

2例で左肺％／直の低下を認め（各々47．8→19．3，25．3

→17．5），PPSやRVOTからの血流方向の影響が疑わ

れた．TCPC前後の2例では術前大きな左右差はな

かったが（各々41．7，57．4），術後右上肢からの静注で

右優位（各々24．6，3．7），下肢からの投与で左右差が

軽減もしくは逆転（各々61．2，35．3）した．

　結語：MAAは手術またはINSERVENTION前後
の肺血流分布変化の評価に簡便で有用である．TCPC

術後例では注入部位による肺血流分希布の差異に注意

が必要である．

　7．ダウン症候群に合併した肺高血圧症を伴う先天

性心疾患の血管作動物質の検討

　　　　榊原記念病院循環器小児科1），東京女子医大

　　　　第二病院小児科2）

　　　　　　　　　　　　数問　紀夫2）村上　保夫1）

　　　　　　　　　　　　森克彦1）三森重和1）

　ダウン症候群に合併した先天性心疾患の肺高血圧は

進行が早く，特に肺動脈の閉塞性病変が進行する．肺

高血圧の成因と血管作動物質の関連において，ダウン

症候群では染色体異常のない群と比較して，相違点が

ないか検討した．対象は，ダウン症候群10例（VSD　9

例，ECD　1例），年齢2カ月～3歳9カ月，対照群13例

（VSD　12例，　ECD　1例），年齢1カ月～3歳である．

ダウン症候群は，Qp／Qs＝2．3±0．6，　PVR＝5．8±2．7

U・m2，対照群はQp／Qs＝3．7±1．0，　PVR＝3．6±1．8

u・m2である．方法は，心臓カテーテル検査時に肺動脈

より採血し，血管拡張関連物質としてPGFIα，血管収

縮関連物質としてTXB2およびエンドセリン（ET1）

を測定した．各物質につき血行動態との関連を3次の

スプライン関数を用い曲線を描き，カーブの形態と

ピーク値について，ダウン症候群と対照群で差がない

か検討した．結果は，カーブの形態は両群とも類似し

たが，ピーク値に相違がみられた．PGFIαは，　PVRが

高くなる程低値の傾向を示し，TXB2／PGFIαは，対照

群ではダウン群に比較してPVRが高い病態にピーク

値があり，より高値を示した．それとは反対に，ET1

はダウン群では対照群に比較しPVRが高い病態に

ピーク値があり，より高値を示した．ダウン症候群で

は肺高血圧への血管作動物質の関わりに，染色体異常

のない群とは異なる可能性が示唆された．

　8．肺高血圧における血中Adrenomedullin濃度

の上昇

　　　　京都大学小児科，国立循環器病センター小児
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　　　　科＊，国立循環器病センター研究所＊＊

　　　　　　吉林　宗夫，中田　庸平，米村　俊哉

　　　　　　古庄　巻史，神谷　哲郎＊，寒川　賢治＊＊

　背景：1993年，新しい血管拡張性ペプチド

Adrenomedullin（AM）が，ヒト褐色細胞腫組織から

単離精製された．AMは細胞内cAMP濃度を上昇さ

せ，体内投与により持続的な血圧降下を引き起こすこ

とが知られている．AMはヒト血中にも少なからず循

環し，AM　mRNAは副腎髄質のみならず肺において

も多量に発現していることが明らかとなり，AMと肺

循環との関連が注目される．

　目的：肺高血圧におけるAMの病態生理的意義を

検討する．

　方法：対象は4．3±4．5歳の先天性心疾患28例．肺動

脈／大動脈収縮期圧比0．5以上を肺高血圧と定義し，肺

高血圧を有するPH群18例（VSD　8，CAVC　4，ASD

1，p／o　VSD　5）と，肺高血圧のないnon・PH群10例

（VSD　2，　p／o　VSD　4，p／o　TOF　4）の2群に分け

て検討した．心カテーテル中に大腿静脈血（FV），肺

動脈血（PA），肺静脈血（PV）を採取し，既報のラジ

オイムノアッセイにより血中AM濃度を測定．2群

間・採血部位間での比較，及び血行動態指標との相関

を検討した．

　結果：PH群ではnon－PH群と比較して血中AM

濃度は全部位で有意に高値であった．PH群ではPV

での血中AM濃度やPAでの値と比べて有意に低下

していた．non－PH群では採血部位間で有意差は認め

られなかった．血中AM濃度は，肺動脈圧との間に有

意な正相関を認めた．

　結論：肺高血圧患者では，肺高血圧の程度に比例し

て血中AM濃度がヒ昇し，さらに，肺循環中にAMが

一部取り込まれていることが証明された．AMが，肺

高血圧の病態に関与している可能性が示唆された．

　9．チアノーゼ性心疾患児における肺血管反応性の

検討一ドプラワイヤーによる血流分析を用いて一

　　　　大阪大学小児科

　　　　　　黒飛　俊二，佐野　哲也，竹内　　真

　　　　　　小垣　滋豊，岡田伸太郎

　肺循環メカニズムおよび肺高血圧病態の解明が進む

に伴い，先天性心疾患の肺循環の評価は従来の血行動

態評価だけでなく，異常の基盤となる抵抗血管レベル

での機能障害の程度と，その予備能を評価することが

重要である．

　目的：先天性心疾患の肺末梢抵抗血管の予備能を定
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量評価することにより，肺血行動態の異常と肺血管内

皮細胞障害との関係を明らかにする．

　対象：対象は6例（年齢0．5～11歳，median　3歳）

である．純型肺動脈弁閉鎖BT　shunt，　Brock術後1

例，心室中隔欠損を伴う肺動脈弁閉鎖2例の計3例を

チアノーゼ性心疾患群とした．他の3例は心内奇形の

ない大動脈縮窄（CoA）1例，　CoA術後1例，大動脈

弓離断術後1例であり，これら3例は心カテーテル検

査から得られる肺循環血行動態因子，肺動脈造影所見

が正常であることからControlとした．

　方法：心カテーテル検査時にwedge　catheterを通

してDoppler　wire（Cardiometrics社製）を肺下葉末

梢枝に留置後，wedge　catheterからAcetylcholine

（ACH）10＋7・『6M，　Nitroglycerin（NTG）0．5，1．0

γを注入し血流変化を記録した．記録した血流信号か

ら1心周期内での最高血流速度（PV）（cm／s），平均血

流速度（AV）（cm／s）さらに血流信号を積分すること

により血流面積（integral）を求め，安静時からの最大

増加率（％）をACH，　NTG各々で算出した．

　結果：ControlでのPV，　AV，　integralの最大増加

率は，ACHではPV（140～189），　AV（140～177），

integral（130～187），　NTGではPV（122～191），　AV

（130～173），integarl（120～162）であった．チアノー

ゼ群ではACHでPV（81～126），　AV（78～103），　inte－

gral（82～104），NTGでPV（93～160），AV（92～136），

integral（86～127）であり，　Controlに比して低下して

いた．

　結語：チアノーゼ性心疾患3例では，ACH，　NTG

注入による血流信号の変化がControlと比べて明らか

に低下しており，その原因については今後検討が必要

である．

　10．Nitric　oxide（NO）による肺血管調節作用の出

生後変化について一ドブタミンによる肺血管拡張に対

するNO抑制の影響一

　　　　Department　of　Cardiology，　Royal　Children’

　　　　sHospital，　Melborune　and　Institute　of

　　　　Reproduction　and　Development，　Monash

　　　　University

　　　　　　　　　　佐野　哲也，Daniel　J　Penny

　　　　　　　Karyn　Forster，　Joseph　J　Smolich

　目的：出生後の肺血管床においてNO産生抑制が

βアドレナリン作用におよぼす影響を明らかにする．

　方法：生後7～10日の新生児羊7匹（N群）と生後

6～8週の成熟子羊7匹（1群）を麻酔・人工呼吸下
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に開胸，大動脈・肺動脈・左房・ヒ大静脈にカテーテ

ルを留置した．ドブタミンを0．5・1・2．5・5・7．5・10

μg／kg／Millと各濃度lo分間ずつ静脈内投与し，増量直

前に各圧と肺血流量を計測した．ドブタミンを徐々に

減量し，完全に負荷前の血行動態に復してから，NO産

生を特異的に阻害するL－NNA25mg／kgを投与し，再

度同様の方法でドブタミンを負荷し計測を行った．

　結果：1）N群・1群ともL－NNA前後でPA圧・LA

圧は有意に1二昇し，肺血流量は有意に低下した．一方

L－NNA前後でPVRは，　N群が有意に増加したのに

対し，1群では有意の変化を示さなかった．2）N群・

1群ともドブタミン負荷により肺血流量は有意に増加

し，transpulmonary　pressureは有意な変化なく，PVR

は有意に低下した．3）L－NNA後のドブタミンに対す

る反応は，N群ではL－NNA前と同じであったのに対

して，1群ではL－NNA前と異なっていた．即ち1群で

はドブタミンに対して肺血流量の増加とともにtran－

spulmonary　pressureも有意にヒ昇し，　PVRは有意な

変化を示さなかった．

　結語：出生後肺血管床の成熟とともにNOの直接

的な血管拡張作用は減少し，βアドレナリン作用に対

する調節機能は増大する．

　11．肺血管へのin　vivo遺伝子導入の試み一肺高血

圧研究の新しい戦略一

　　　　大阪大学小児科1），同　第1外科2），細胞生体

　　　　工学センター3）

　　　　　　小垣　滋豊1）佐野　哲也1）澤　　芳樹2｝

　　　　　　竹内　　真い黒飛　俊二1）金田　安史3｝

　　　　　　岡田伸太郎1）

　背景：肺高血圧は，小児心疾患・肺疾患にしばしば

合併するが，その成因ならびに病態生理とも十分には

解明されておらず，治療法も確立されていない．一方，

近年のVascular　biologyの進歩により，高血圧にとも

なう血管Remodelingのメカニズムが遺伝子レベルで

明らかにされつつある．

　目的：今回われわれは高効率の遺伝子導人として開

発されたHVJ（hemagglutinating　virus　of　Japan）一

リボゾーム法を用いて，ラット肺動脈血管壁への遺伝

子導人を試み，ill　vivO遺伝子導入による肺血管の病態

生理的解析の可能性を検討した．

　方法：6～8週齢のSprague－Dawley　rats
（200～250g）を用い，全身麻酔・人工換気下に左開胸

し，左肺動脈近位部を剥離表出後調整したHVJ一リポ

ゾームを選択的に左肺動脈に注入した．20分間の血行

日本小児循環器学会雑記、第12巻　第3号

遮断の後血流を再開し開胸した．遺伝r導人処置後1

週間ないしは2週問目に肺の病理組織を検討した．遺

伝子導入の効果を検討するためにβ一9Talactos　idas　e

（β一gal）geneの導入を試みた．次いで遺伝∫㌘機能解析

の試みとしてhuman　preproendothelin－1（ET－1）gene

の導入を試みた．

　結果：HVJ一リボゾーム法によるin　vivo遺伝∫㌘導

入により，1）肺動脈血管壁でβ一galの発現が認められ

た．2）ET－1導入2週間目において肺動脈の中膜の肥

厚が認められた．

　以上より，in　vivo遺伝子導入は肺高血圧血管病変の

病態生理的解析の有力な手段となる可能性が示唆され

た．

　12．肺動脈平滑筋細胞エラスターゼ活性を誘導する

血清因子の分離，同定について

　　　　埼玉医科大学心臓病センター小児心臓科

　　　　　　　　　　　　小林　　順，小林　俊樹

　　　　　　　　　　　　新井　克己，小池　…行

　肺高血圧症の成因として，以前より我々はこのエラ

スチンに富む血管害膜弾性板の断片化に注目し，何ら

かのproteolyticな現象の存在を考え，実験的肺高lfil

圧症とエラスターゼの関係を調べてきた．Ilypoxiaや

toxin　monocrotalineによる月市高血圧ラットの月市巾1管

組織では有意にエラスターゼ活性のヒ昇が見られ，セ

リンプロテアーゼ阻害剤により特異的に，その病理学

的変化と肺高血圧の改善が見られることから，エラス

ターゼがその成因に重要な役割を果たしていると思わ

れる．我々はin　vitroエラスターゼ活性測定法を開発

し培養細胞によるエラスターゼの活性を調べ，その由

来は肺動脈SMCであることがわかり，肺lnL管内皮の

傷害時にSMCに到達するであろう血清中の因子によ

り，有意に誘導されることを報告した．さらに興味あ

ることは血清誘導性SMCエラスターゼ活性は，エラ

スチンのSMCへの癒着を伴い，チロシンキナーゼを

活1生化するシグナルを介した誘導であることを示し

た．すでに知られている各種のサイトカイン，成長因

子では，SMCエラスターゼ活性について，1血清と同様

の再現性が得られず，これらの因子とは異なり，今［i，｜

の研究は，この血清因子の分離，同定を目的とした．

血清で処理したエラスチンも，血清同様のエラスター

ゼ誘導能があることから，血清因子はエラスチンにも

親和性があると考え，エラスチンカラムとfast　perfor－

mance　liquid　chromat（）graphyを用いエラスチン親

和性タンパクを分離した．このfractionは血清同様の
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エラスターゼ、誘導能があり，SI）S－PAGEにて数種のタ

ンパクを分離した．さらに分子19－．別にタンパクをわけ，

electi’oelution法でタンパクを抽出し，そのbiological

activity（エラスターゼ誘導能）を測定すると，70KDa

のタンパク分画にエラスターゼ誘導能があることが示

された．さらにそのタンパクをpoolingしアミノ酸配

列を決定する存定である．

　13．肺高血圧患者の新しい血管生物学的解析法につ

いて一薬理学的及び免疫組織学的検討一

　　　　三重大学小児科1），麻酔科2），放射線科3｝，大阪

　　　　rl泣大学第1病理4）

　　　　　　三谷　義英D丸山　一男2）奥田　康之3｝

　　　　　　．ヒ田真喜子4）櫻井　　實1）

　肺高血圧患者肺の新しい血管生物学的解析法である

薬理学的及び免疫組織学的方法を報告した．1．薬理学

的方法：アセチルコリン（Ach）は内皮に作用し，　NO

を産生する事により平滑筋を弛緩し，ニトロプルシド

（SNP）は直接作用により内皮非依存性に’ピ滑筋を弛

緩する．これらの投与により臨床例で薬理学的に内皮

機能，平滑筋機能を評価できる．Qp／Qs＞2．oの心疾患

児7例，対象患者7例に心カテ時ドップラーカテを肺

動脈区域枝に留置し，カテ先から以下の薬剤を選択的

に投与し，血流速度を測定し，造影による血管径を自

動解析装置で解析した．Dextran，　Ach　1（1－7M，　Ach　10－

6M，　SNP各3分とL一アルギニン（LA）10－3M前投与

後，同薬剤を投与．高Qp／Qs群で内皮機自ε低ドを認め，

LA前投与で改善する例を認めた．2．免疫組織学的方

法：肺高lll山1’1生血管病変は’1’：滑筋が重要で，その分化

段階を解析する分子マーカーを用いた免疫組織学的解

析により，’ド滑筋の形質転換の面から形態形成を解析

できる．今回肺高血圧患者肺の内膜病変の細胞性病変

と線維成分の多い線維細胞性病変を抗アクチン抗体

HHF35，　CGA7，抗ミオシン軽鎖抗体SM1，　SM2と

Fibronectin，　marophage，　PCNA抗体で免疫染色し

た．細胞性病変では低分化型平滑筋が主体で，Fi’

br（mectil1発現，　macrophage浸潤，　PCNA陽性で活発

な増殖性が推測された．線維細胞性病変では線維成分

と高分化型平滑筋が主体で増殖の乏しい成熟した病変

と考えた．以上からヒト肺高血圧の血管細胞生物学的

解析法に，従来の脈管作動性物質の血中濃度測定によ

る内分泌学的方法に加え，薬物負荷による薬理学的方

法，免疫組織学的方法も有用と考えた．

　特別講演1

　肺高血圧血管の形態と機能の異常
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　　　　三重大学医学部麻酔学講座，集中治療部

　　　　　　　　　　　　　　　　　　丸山　一男

　人の肺高血圧では血管内皮細胞に明らかな形態的異

常が出現する．肺高血圧が問題となる疾患，動物モデ

ルにおいて，共通の異常が認められ，肺血管内皮細胞

自体の膨化，ミトコンドリア，エンドプラズミックレ

チクルム，の肥大，リボゾームやミクロヒラメントの

増加が認められる．低酸素暴露肺高血圧血管では，血

管内皮細胞からの受容体を介するNO産生・放出，な

らびに血管平滑筋側のNOに対する反応の両者抑制

されたが，血管平滑筋側のNO－cGMP系を介する反応

は比較的はやく回復した．cAMP系では受容体を介さ

ずcAMPの産生をたかめる薬剤やcAMPの分解を抑

制しcAMPの蓄積を引き起こす薬剤による弛緩の抑

制は軽度であった．従って，肺高血圧血管では，内皮

細胞，血管平滑筋ともに，膜の受容体を介する弛緩に

強い異常があると推定される．NOが注目を集めてい

る理由は，他の経静脈的に投与する薬剤でも肺高血圧

血管を拡張するが，体血管にも作用し血圧低下をきた

すことに比し，ガスであるNOを気道に投与すること

は選択的肺動脈圧降ド作用を期待できるからである．

急性短期投与は肺動脈圧をさげ，肺酸素化能を改善す

る．一方，長期投与が，低酸素暴露に肺高血圧血管病

変を抑制することが，他の研究者によって報告されて

いるが，我々の結果では，モノクロタリン肺高血圧の

血管病変の発生は10ppmで抑制できなかった．

　肺高JllL圧血管病変発生に対するDr．　Rabinovitchの

仮説では，なんらかの原因で血管内皮細胞障害が起こ

ると内皮よりvascular　elastaseが放出されるか，白血

球や血小板が障害をうけた内皮細胞と反応してエラス

ターゼを放出し，これらのエラスターゼは細胞周囲の

マトリックスプロテインを分解することにより，per－

icyteのsmooth　muscle　cellへのdifferentiation，や

中膜smooth　muscle　cellのhypertrophyやhyper－

plasiaをひきおこすと考えている．　NOを介する肺高

血圧血管病変の抑制作用の機序との関係を考えると，

①この圧刺激をNOが肺動脈圧をさげることにより

軽減する可能性，②NOのすでに知られている作用と

して好中球や単球，血小板と血管内皮の接着，凝集を

抑制する可能性，また，③マトリックスの変化をうけ

増殖を開始した平滑筋，ぼう細胞に直接作用し，増殖

抑制をもたらす可能性が想定されるが，特に内因性の

産生を充進する方が吸入で投与するより有効である．

吸入によるリモデリングの抑制があるとしたら，圧刺
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激による血管内皮細胞障害を肺動脈圧をさげることに

より軽減するためではないかと推定される．

　特別講演II

　小児肺循環研究会抄録

　吸入一酸化窒素の肺循環動態に及ぼす影響

　　　　国立小児医療研究センター病態生理，国立小

　　　　児病院麻酔科

　　　　　　　　　　　　　　　　　高田　正雄

　内皮由来性弛緩因子（Endothelium－derived　relax－

ing　factor）である一酸化窒素（NO）を直接肺から吸

入させる治療であるNO吸入療法は，肺高血圧症の急

性期救命治療としての有用性がほぼ確立し，現在他施

設共同臨床試験の結果が待たれている．またNOx濃

度モニターを始めとするNO投与上の実際的な問題

点も克服されつつあり，小児集中治療の現場で少なく

とも短期間は安全確実に投与することが可能となっ

た．一方，NO吸入療法の病態生理そのものについて

日本小児循環器学会雑誌　第12巻　第3号

は，まだまだ解決されていない問題点が多い．我々は

ブタ単離灌流肺を用いて，吸入NOの肺血管作用に関

する基礎生理学的検討を行った．圧流量曲線解析と二

重血管閉塞法による解析を組合わせた実験では，吸入

NOは静注ニトロプルシッド（SNP）と同様動脈側に

より優位の拡張を示すが，SNPは肺胞内・肺胞外血管

に均等に効くのに対してNOは主として肺胞内血管

を拡張させるという結果を得，肺高血圧症の病型に

よって吸入NOの効果に差がある可能性が示唆され

た．また吸入NOと静注SNPの相互作用を調べた実

験では，SNPの存在下でNOの血管拡張効果が減弱

する事という結果が得られ，臨床において吸入NOと

ニトロ系血管拡張薬との併用には注意を要することが

示唆された．本報告ではこれらの実験結果を踏まえて

吸入NOの肺循環動態に及ぼす影響について考察し，

あわせてNO吸入療法の今後の課題について考える．
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