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小児心移植の遠隔期合併症についての検討

要　　旨

目　的：小児心移植後の遠隔期管理について自験例（日本人）で検討した．
対象と方法：対象は14例（移植時 5 カ月～13歳，男児10例，女児 4 例，最長観察期間は14年）．移植心冠動脈病変
（cardiac allograft vasculopathy：CAV）は冠動脈造影とATP負荷による冠動脈予備能（coronary flow reserve：CFR）で判
定し，一部（5 例）には血管内超音波法を併用した．移植後リンパ増殖性疾患（post- transplant lymphoproliferative
disorder：PTLD）および腎機能障害についても検討した．
結　果：1）CFR測定は全例に施行できた．2）2 例でCFRは著明低下し，1 例（移植時 5 カ月）はPTLDにより免疫抑制
薬を減量され，移植後 7 年目にCFR 1.4と低下し 3 カ月後に突然死した．ほか 1 例（移植時12歳）は，移植後 3 年目よ
りCFR低下，5 年目にはCFR 1.2～1.5となり心不全が出現し再移植適応と判定された．3）2 例にEBウイルス関連PTLD
を認め，1 例は生後 5 カ月に移植され 4 年目に出現したT細胞リンパ腫でCAVにて突然死した．ほか 1 例はB細胞リ
ンパ腫でrituximabが奏効した．4）腎機能障害は術後 2 年目までは低下したが免疫抑制薬減量とともに回復した．
総　括：心移植後遠隔期に問題となるCAVやPTLD，腎機能保持にも移植後早期から念頭においた免疫抑制薬調節が
重要である．
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心臓移植：移植後の治療・フォローアップの問題点

はじめに

　国際心肺移植学会の2005年の統計1）によると小児心移
植は，年間360件前後行われており，小児においても難
治性の重症心不全患者に対する治療として，欧米にお
いては確立されている1）．わが国では，臓器移植法によ
る縛りがあり，15歳未満はドナーになることができな
いため，体格の小さい小児の重症心疾患患者に対して
心移植が行えない現状である．したがって諸条件が
整った患者は，その活路を海外に求めて渡航するとい
う現状である．
　本稿では，わが国において小児心移植が行われるよ
うになったときの準備として移植後遠隔期の問題点に
ついて，これまでの海外渡航心移植を施行した自験例
から得られた結果をもとに報告する．

対象と方法

　対象は，2005年 7 月時点で心移植から 1 年以上経過
し，しかも経年的な観察ができている小児心移植14例
である．性別は男児10例，女児 4 例で，移植時年齢は
生後 5 カ月～13歳までで，移植後最長経過症例は1991
年に移植された当時 7 歳例2）で移植後の観察期間は14年
であった．
　移植前疾患の内訳としては，拡張型心筋症が 8 例，
拘束型心筋症が 5 例，虚血性心筋症が 1 例であった．
心移植術式は，全例同所性で，1991年～1999年に移植
された14例中 8 例ではLower & Shumway法（biatrial
anastomosis）にて行われ，2000年以降に移植された残り
6 例はbicaval anastomosisによって行われた．
　心移植後の免疫抑制療法は，標準的三薬併用療法（シ
クロスポリンまたはタクロリムス，アザチオプリンま
たはミコフェノール酸モフェチル，プレドニゾロン）を
行った．
　全例に対して，毎年の心移植日前後に，心臓カテー
テル検査を含む移植心の精査に加え，腎機能を含む他
臓器機能，感染状態，PTLDを含む腫瘍出現状態等を検
査した．
　心移植後遠隔期の検討項目の一つであるCAVの程度
把握は，左冠動脈前下行枝，回旋枝，右冠動脈それぞ
れの通常の冠動脈造影所見に加え，それぞれのCFRの結
果から判定した．CFR測定は，ドプラガイドワイヤー
（φ0.014インチ）（Cardiometrics社製）を左冠動脈前下行枝
（AHA #6），回旋枝（AHA #11），右冠動脈（AHA #1）に挿
入し，ATPを0.15mg/kg/分で静注負荷し，負荷前後の
average peak velocityからhyperemic APV/baseline APVを
計測し，その値をCFRとした．さらに，一部の症例には

血管内超音波検査（intravascular ultrasound：IVUS）を施行
した．使用したIVUSカテーテルは，Ultra Cross 2.9Fまた
は3.2F，またはAtlantis SR pro2（Boston Scientific社製）を
使用し，ガイドカテーテルは 6Fまたは 7Fのものを使用
した．

結　　果

　1） CFR測定は，幼小児例を含む14例全例において経
年的に安全に施行できた．CFRはATPの静注負荷を行い
測定したが，ATP投与による副作用は全例で認められな
かった．IVUSは14例中 5 例に施行でき，ドナー心の小
さい残り 9 例には施行しなかった．
　2） 14例中 2 例において経過観察中にCFRは著明に低
下し，冠動脈造影でも冠動脈の壁不整を認めた．
　この 2 例中 1 例（移植時 5 カ月）（Fig. 1）は，生後 5 カ
月で心移植が行われた例である．心移植 4 年後の 4 歳
半の時にリンパ腫（T細胞タイプ）を発症したため，化学
療法に加え，免疫抑制薬の減量または中止を余儀なく
される状態が続いた．7 歳で行われた 2 度の心臓カテー
テル検査では，1 度目（1998年 8 月10日）の冠動脈造影で
認められた冠動脈の壁不整は，3 カ月後に行われた 2 度
目（1998年11月 9 日）で末梢部分での進行が一部認めら
れただけであった．しかし 1 度目に認められた左室前
壁のhypokinesisは 2 度目にはakinesisに進行しており，
1 度目の左冠動脈前下行枝（AHA #6）のCFR 2.9は，2 度
目に1.4と著明に低下していた．その後，本症例に対し
ては免疫抑制薬の増量等，さらなる変更を行ったが，3
カ月後に突然死した．
　ほか 1 例は17歳男性である（Fig. 2）．1983年に拘束型
心筋症と診断され，2000年 6 月（12歳時）に米国で36歳
黒人女性より心移植を受けた．移植後 2 カ月目で心停
止を伴う液性拒絶反応を生じ，移植後にもかかわらず
心エコーでは左室駆出率26％と心機能の低下を認め，
その後左室駆出率は53％まで改善したが，移植 2 年後
の冠動脈造影ではびまん性の壁不整を認めた．CAVの
進行と診断し，免疫抑制薬を変更（ミコフェノール酸モ
フェチルをシロリムスへ変更）したが，移植 3 年後の
2003年12月には高度房室ブロックを生じVDDペース
メーカーが植え込まれた．その後もCFRは1.2へと低下
し（Fig. 2A），IVUSにても血管内膜肥厚を認め（Fig.
2B），2004年 6 月からはIII音を聴取するようになった．
2004年11月からは少量（1.5mcg/kg/min）のドパミン持続
静注を必要とするようになり，同年12月本邦で第 1 例
目となる再移植適応ありの認定を受けたが，2005年 4 月
死亡した．
　以上の 2 例以外の残り12例の症例では，CFRはいずれ
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Fig. 1 Left ventriculogram, coronary angiogram (CAG), and coronary flow reserve (CFR) of the pa-
tient (5 months old at transplantation) in whom cardiac allograft vasculopathy had developed.
There was no significant progression between 6th and 7th year post-transplant examinations
of CAG; however, progression of hypokinesis of the left ventricular anterior wall had occurred.
Significant decreases of CFR from 2.9 at year 6 to 1.4 at year 7 post-transplantation were
simultaneously observed. This recipient suddenly died 3 months after the examination.

の冠動脈においても保たれていた．
　3） 移植後の腫瘍については，経過観察中 2 例におい
てPTLDが認められた．うち 1 例は生後 5 カ月に移植を
受けた前述の症例で，移植後 4 年目にT細胞リンパ腫が
出現し，化学療法と免疫抑制薬の減量中止でいったん
寛解したが，その後再発した．もう 1 例は，5 歳で拡張
型心筋症に対して移植された例で，移植 5 年後にB細胞
リンパ腫が出現した．両者ともEBウイルス関連であ
り，後者のB細胞リンパ腫に対してはrituximab投与が奏
効しリンパ腫が消失した．
　4） 腎機能については，クレアチニンクリアランス
（Ccr）にて経過観察したところ，移植後 1 年目から 2 年
目でCcrの一過性の低下を認めたが，その後はいったん
回復する傾向が認められた．しかし移植 5 年後あたりか
ら再び低下の方向に転じる症例が認められた（Fig. 3）．

考　　察

　わが国において成人の心移植例は1999年の再開後，
少しずつ症例が蓄積されるようになってきたが，小児
においては臓器移植法によって15歳未満はドナーにな
れないという縛りのため，体格の小さい小児は心移植
を代表とする脳死臓器移植が行えない現状である．こ

れらについては，法律の改正等を待たなければならな
いが，将来に今の法律が改正されて，わが国でも小児
心移植が日常的に行われるようになれば，いずれ移植
後遠隔期の問題点がクローズアップされてくると思わ
れる．心移植後の遠隔期管理上の問題点としては，欧
米の症例を中心とした国際心肺移植学会の報告1）による
と，小児においても成人同様，CAVが大きな問題と
なっており，さらにリンパ腫を代表とする悪性腫瘍，
そして腎障害が報告されている．今回は，自験例（日本
人）において心移植後遠隔期の問題点として，CAV，リ
ンパ腫，腎障害について考察したい．

1．移植心冠動脈病変（CAV）

　CAVは，心外膜冠動脈から心筋内冠動脈までびまん
性に血管内膜の肥厚，内腔の狭窄を生じ，最終的に移
植心は虚血に陥り廃絶する．国際心肺移植学会の統計
によると，CAVは小児において移植 5～6 年後で20％の
症例にその存在が確認されている1）．これは成人での出
現頻度（移植 5～6 年後で40％）3）に比べれば低いが，小
児のなかでは年長児のほうが乳幼児よりも出現頻度は
高い1）．
　移植後は除神経状態となっておりCAVが進行しても

628



9平成18年 11月 1 日

心臓移植：移植後の治療・フォローアップの問題点

3 years
post-transplant

Plaque Area (mm2)
(%Plaque Area)

5 years
post-transplant

#6 #7 #8

6.7 (34.7)

8.6 (43.5)

3.3 (35.7)

3.7 (40.4)

3.2 (39.6)

4.4 (54.2)

Fig. 2 Coronary flow reserve (CFR) (A) and intravascular ultrasound (IVUS) (B) of the patient (12
years old at transplantation) who showed significant development of cardiac allograft
vasculopathy (CAV). IVUS showed slight progression of intimal hyperplasia, however, the
severe decease of CFR was observed.

1 year post-transplant
CFR 3.8

3 years post-transplant
CFR 2.6

5 years post-transplant
CFR 1.2

Base ATP infusion

自覚症状に乏しいため，定期的にその存在について検
査していく必要がある．検査法としては，近位部の心
外膜冠動脈の血管内膜肥厚に対してはIVUSによって確
認できるが，小児の場合，ドナーの体格が小さい場合
は，IVUSカテーテルによって血管内膜を損傷する危険

性が危惧される．それに対して，心筋内冠動脈の微小
循環も含めたCFRの測定は，φ0.014インチのガイドワイ
ヤーで測定可能なため体格の小さい小児例においても
冠動脈内への挿入は容易である4）．筆者らは実際に経年
的に小児例にCFR測定を行ってきているが，本研究の検

B

A
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討症例においても全例で安全に施行できている．また
CFR測定の際に用いたATP静注負荷の副作用も認められ
なかった．
　今回のCFRの経過観察中に，2 例において著明な低下
を示し，Fig. 1 の症例ではCFR 1.4と低値を呈した 3 カ
月後に突然死し，Fig. 2 の症例では，IVUSによる観察で
冠動脈内腔が保たれていたもののCFRは著明に低下し，
少量のカテコラミンを必要とする心不全症状を来すよ
うになった．CAVは冠動脈狭窄をびまん性に障害する
ため，微小循環を含めた冠循環のびまん性障害を表す
CFRの低下は，CAVの予後を規定する重要な因子であ
ると考えられる．
　本病変が出現し進展する原因としては，免疫学的要
因と非免疫学的要因が考えられている4）．つまり，拒絶
反応やサイトメガロウイルス（cytomegalovirus：CMV）感
染等の免疫学的機序による血管内膜障害と，それに加
え，移植手術時の再灌流障害やドナー心虚血，また高
齢のドナー，ドナーの高血圧，移植後の高血圧，高脂
血症，耐糖能障害等による血管内膜障害の両者が本病
変を形成すると考えられている4）．
　小児においてはドナーも小児例の可能性が高いた
め，年齢による血管内膜障害は成人の心移植例に比し
て全般的に少ないと考えられるが，前述のFig. 2 の例に
おいては，ドナーが36歳とレシピエントに比し年齢が
比較的高く，CMV high riskであり，またドナーの死因
はくも膜下出血であった．近年ドナーの死因が脳血管

障害の場合，カテコラミンの影響による血管内膜障害
が生じやすく，そうでない場合に比してCAVの進行が
早いことが指摘されてきており5），この症例において
は，移植時にすでに内膜の障害が存在していたことが
予想される．
　さらに本症例では，移植後早期に液性拒絶反応を来
し心停止する重篤な状態に陥った．液性（血管性）拒絶反
応は，CAV進行をより促すことは報告されており6），心
停止にまで至った循環不全は冠動脈内膜の障害をより
助長させたものと考えられる．また，その後出現した
移植後糖尿病（耐糖能障害）もCAV進展に関係したもの
と考えられる．
　CAVに対する治療法としては，血管平滑筋増殖抑制
作用をもつmTOR阻害薬（シロリムス，エベロリムス）が
近年期待されている7）．CAVの狭窄病変はびまん性のた
め，冠動脈バイパス術や冠血管形成術は無効である．

2．移植後の腫瘍

　今回の検討中に 2 例でPTLDが認められた．両者とも
EBウイルス関連であり，うち 1 例のB細胞リンパ腫に対
してはrituximab投与によりリンパ腫が消失した．PTLD
は成人より小児移植例で発症が多く8），またほとんどが
EBウイルス関連であり，EBウイルス量増加が発症の
マーカーとして注意を払うべきであると思われるが，
ウイルス量とPTLD発症の間に関係を認めないとする報
告もある9）．

140
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60

40

20

0

mean

0 2 4 6 8 10 12 14 Years

Ccr
(ml/min)

Fig. 3 Relationship between creatinine clearance (Ccr) and post-transplant periods in pediat-
ric cases.
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3．腎機能障害

　成人の心移植後遠隔期においては，腎機能障害は深
刻な問題となり透析を必要とすることもある．小児に
おいては成人ほどではないが，やはり注意を払うべき
問題点であり，国際心肺移植学会の統計1）でも移植後遠
隔期の問題として挙げられている．
　今回の自験例14例の検討においても，術後 1 年目か
ら 2 年目のシクロスポリンやタクロリムスが比較的高
濃度で推移している時期はCcrの低下を認めたが，その
後はそれら免疫抑制薬の血中濃度が低下していくにつ
れて 3 年目，4 年目は回復する傾向をみせた．しかし
ながら，その後移植 7 年目あたりから再び低下の方向
に転じる症例が散見されるようになった．以上のこと
から移植後 4 年目くらいまでに，シクロスポリンやタ
クロリムスの血中濃度を十分に低下できるように拒絶
反応を十分にコントロールしておくことが肝心であ
る．

結　　語

　心移植後早期における成績は，シクロスポリンやタ
クロリムス，またミコフェノール酸モフェチル等の免
疫抑制薬の使用方法の向上もあり，国際心肺移植学会
の統計によると，1 年生存率は約80％とある程度満足す
べき結果が得られている1）．しかしながら，移植 1 年以
降の遠隔期に注目すると，その後は右肩下がりの生存
曲線を示し，毎年一定率で患者が亡くなっていく．こ
の主原因が，いわゆる慢性拒絶反応といわれるCAVで
あり，さらに遠隔期には，このほかにリンパ腫を中心
とする悪性腫瘍，また免疫抑制薬の腎毒性の蓄積にも
注意しなければならない．
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