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　1．当院小児科退院時のHOTの現状

倉敷中央病院小児科

渡部　晋一

　当院では105例の児に対して在宅酸素療法（HOT）を行って

いる（在宅人工呼吸管理20例を含む）．診断名では先天性心

疾患（CHD）45例，慢性肺疾患（CLD）20例，呼吸不全10例，

低酸素性虚血性脳症（HIE）14例，気道病変 3 例，睡眠時無

呼吸（SAS）5 例，肺高血圧（PH）5 例，神経筋疾患 5 例であ

る．HOTの導入時期は54.1 � 73.40カ月で，CLD 13.17 �

21.03カ月と導入が最も早く，気道病変27.67 � 22.59カ月，

CHD 49.57 � 71.90カ月と続いた．HOT使用気管ではHIEは

全例12カ月以上の継続使用が必要で，神経筋疾患，SASの

HOT使用期間が長く，CLD，CHDのHOT使用期間が短かっ

た．投与基準としてはdeaturation time below 90％が 5％以上

を適応としたが，今後も導入基準については症例数を増や

して検討する必要がある．

　2．ARC（arthrogryposis，renal tubular dysfunction，

cholestasis）症候群に対する在宅酸素療法（HOT）の経験

金沢医科大学発生発達医学（小児科）

中村　常之，佐藤　仁志，柿沼　宏明

高橋　弘昭

　ARC（arthrogryposis，renal tubular dysfunction，cholestasis）

症候群は1973年に初めて報告された常染色体劣性遺伝形式

をとる極めてまれな予後不良疾患である．本邦において

も，現在までに 6 例の報告例のみであり，その治療方針に

関して確立されていないのが実情である．今回われわれ

は，出生直後から直接ビリルビン優位の黄疸，両膝関節拘

縮，成長障害を呈した患児を臨床的にARC症候群と診断し

た（VPS33Bの遺伝子解析中）．経過中，多呼吸，低酸素血症

を呈し，心エコー検査にて肺動脈圧の上昇を認めた．酸素

投与にて，肺動脈圧が低下するため，現在HOTを導入し，

外来にて経過観察中である．文献的考察を加え報告する．

　3．PA/VSD，MAPCAsに対して施行した在宅酸素療法―

MAPCAの不安定性に難渋した 1 例―

兵庫県立こども病院循環器科

齋木　宏文，鄭　輝男，城戸佐知子

田中　敏克，藤田　秀樹

　症例はPA/VSD，MAPCAs（中心肺動脈欠損）．4 カ月，心

臓カテーテル検査でQp/Qs 0.8，SaO2 80％，MAPCAはおの

おの 1mm前後．肺動脈発育を期待しHOT導入し退院．1 歳

3 カ月，Qp/Qs 0.6，SaO2 78％．末梢発育（5mm）を認めたが

中枢側は発育せず，狭窄が顕在化．2 週間後，肺動脈統合手

術を行うも血管が同定できず緊急カテーテル検査施行．す

べてのMAPCAの全長にわたる枯枝状細径化（0.2～0.5mm弱）

を認め，循環呼吸管理を開始．6 週間後，カテーテル検査で

Qp/Qs 0.4，SaO2 61％，高度狭窄は不変だが末梢は 3mm程

度に回復し，一部中枢側血管も使用したRastelli型手術を施

行．急激な血管径変動は攣縮と判断したが，中間部の発育

不全による狭窄の顕在化が重要な背景因子と考察した．

MAPCAの狭窄病変は容易に肺血流量を変動させ，末梢の急

激な虚脱を惹起する．

　4．肺高血圧に準じた治療にて症状が改善しつつある

Alagille 症候群（PA + VSD，肺動脈低形成）心内修復術後の

1 例

京都大学医学部附属病院小児科

美馬　隆宏，横尾　憲孝，馬場　志郎

土井　　拓，平家　俊男，中畑　龍俊

同　心臓血管外科

村田　眞哉，池田　　義

同　小児外科

阪本　靖介，岡本　晋弥，上本　伸二

　症例は在胎39週 3 日，2,560g，自然経膣分娩にて出生．

出生後よりチアノーゼを認め人工呼吸器管理となり，

VSD・PA・ASD診断された．生後 1 カ月目に，右BT shunt

術を施行．術後に肝機能障害，黄疸を著明に認め，除外診

断的にアラジール症候群と診断された．その後肝障害増

悪，肺動脈低形成続くため当院コンサルトの結果，2 歳 2 カ

月時に短絡の残存した心内修復術を先行し，6 週間後に生体

肝移植術が施行された．術後，腹水貯留・肝うっ血の所見

あり，その原因精査のために 2 歳 5 カ月時に心臓カテーテ

ル検査施行．著明な両室心不全を認め，多量の利尿剤・カ

テコラミンを要した．また，依然肺動脈低形成認め，末梢
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でもPA圧高く，PHに準じてピモベンダン・ベラプロストナ

トリウム内服を行い状態改善傾向にある．PSであっても，

PHに対する必要な治療を行うことで右心不全が改善してい

ると考えた．

　5．HOTとボセンタン内服併用で経過観察中の22q11.2欠

失症候群の 1 例

鹿児島医療センター小児科

田中　裕治，吉永　正夫

福岡市立こども病院新生児循環器科

總崎　直樹

同　心臓血管外科

角　　秀秋

　症例は 1 歳 8 カ月の男児．40週，3,160gにて出生．エコー

にてDORV， PAと診断，lipo-PGE1を使用しながら福岡こど

も病院へ転院となる．染色体検査にて22q11.2欠失症候群と

確認．福岡での診断はTruncus 3A，RPA欠損であった．

SpO2 80％台で経過，3 カ月時にRastelli手術を施行された．

術中所見で肺動脈弁は大動脈弁と別に存在し，LPAはaAoよ

り分岐していた．診断は左肺動脈上行大動脈起始，

DORV，PSへ変更，同時に胸腺低形成も確認された．術後

20日目の心カテでPHが残存し右肺動脈の重度狭窄を認め，

HOTを開始して退院となる．10カ月時に再度心カテを実施

したが，依然としてPHを認め，重度肺動脈弁閉鎖不全があ

りRPAは低形成であった．酸素 1 L投与でLPA圧は69mmHg

から58mmHgへ軽減するためHOTを継続，RPAへのシャン

トの効果は低いとの判断にて，ボセンタン併用を開始し

た．現在肺血管床の成長を期待して外来経過観察中である

が，SpO2の改善を認めている．

　6．VSD閉鎖術により改善した肺高血圧が 3 カ月後に再

増悪した超低出生体重児の 1 例

九州厚生年金病院小児科

山村健一郎，永田　　弾，森鼻　栄治

岸本小百合，渡辺まみ江，大野　拓郎

城尾　邦隆

同　心臓血管外科

城尾　邦彦，落合　由恵，井本　　浩

瀬瀬　　顯

北九州市立医療センター小児科

権丈　　緑，園田　和孝

　月齢11の女児．在胎26週 4 日に緊急帝王切開で出生

（470g，Apgar 1/3点）．RDSのため85日間の人工換気を要し

た．日齢 1 にVSDを指摘され，日齢190に当科初診．当初は

心雑音はなかったが酸素投与によりLevine 2 度の収縮期雑音

を聴取．1 カ月の酸素投与後日齢220の心カテでは，0.5l/min

の純酸素投与下にQp/Qs = 2.10，Pp/Ps = 0.62，Rp 4.18R.U.I.

であり手術適応と判断，日齢252にVSD閉鎖術を施行した．

術後の心カテではleakはなく，FiO2 0.5，2l/minの酸素投与の

もとPp/Ps = 0.39，Rp 3.65R.U.I.と肺高血圧は軽度，酸素負

荷でPp/Ps 0.39→0.36とさらに低下し，術後21日目に HOTの

もと退院した．しかし術後 2 カ月から哺乳量が低下，術後 3

カ月の心エコーではRVH 4 度，TRからの推定右室圧90mmHg

と肺高血圧は著しく増悪していた．超低出生体重児の肺病変

の関与も考えられるが，一般にVSD術後に肺高血圧が増悪

するのはRp 10～15 R.U.I.以上とされる．貴重な症例であり

報告する．

　7．乳児期発症の心房中隔欠損・肺高血圧・ダウン症候群

の 3 例の治療と予後

社会保険中京病院小児循環器科

松島　正氣，大橋　直樹，西川　　浩

久保田勤也

同　心臓血管外科

櫻井　　一，水谷　真一，加藤　紀之

森脇　博夫，櫻井　寛久，杉浦　純也

　乳児期発症のASD・PHの症例がときにあり，治療方針に

迷うことがある．ダウン症候群を合併し，術中肺生検を

行った 3 例を経験した．症例 1 はsmall PDAを伴い 5 カ月

で手術施行．肺生検は強い中膜の肥厚がおもな病変で術後

臨床経過区分A．術後HOTは必要であったが 9 カ月後治癒

した．症例 2 は呼吸障害を伴い，2 カ月で手術施行．肺生

検は強い中膜の肥厚がおもな病変で経過区分A．術後HOT

およびベラプロストナトリウムを投与し，術後 2 年 8 カ月

で軽快・治療中止できた．症例 3 はsmall PDA合併例で術前

酸素投与が必要になっていた．3 カ月で手術施行．肺生検で

はPPH合併例で経過区分Cの判定であった．術後はPH進行

し心不全症状も出現，シルデナフィルを投与した．その漸

増が必要で 4mg/kgになった．予後は厳しいと思われる．

ASD・PHの要因として，PDAや呼吸障害の関与が考えられ

た．また術前酸素投与が必要な例には手術前に適応決定の

ための肺生検が必要と思われた．

　8．微小血管撮影装置により肺細小動脈を評価した新生児

期発症肺動脈性肺高血圧の 1 例

国立循環器病センター小児科

吉澤　弘行，面家健太郎，北野　正尚

黒嵜　健一，渡辺　　健，山田　　修

越後　茂之

同　心臓生理部

盛　　英三

　肺動脈性肺高血圧の病変部位である肺細小動脈の評価

は，従来型の血管造影の解像力が200～300�mのため困難で

あるが，微小血管造影法では50�mまで描出可能である．症

例は生後 3 カ月の男児．心臓カテーテル検査で左房圧と比

べ肺動脈楔入圧が高く，CTで肺循環末梢域まで血管陰影を

認め，後毛細血管性肺高血圧が疑われ確定診断には肺生検

が必要と考えられた．侵襲度の低い検査を優先し，微小血

管造影装置を用いてNO 40ppmとNO中止時での肺細小動脈

を評価した．NO中止時で径125�m，第 4 分枝まで描出され
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たが，NO 40ppmでは径80�m，第 5 分枝までの肺血管が描

出できた．NOが作用する肺動脈の抵抗血管は50～300�mで

あり，NO反応性であることを視覚的に確認でき，前毛細血

管性肺高血圧病変と診断した．侵襲度の高い肺生検を回避

し，NO治療の適切性を確認し得た．

　9．高炭酸ガス血症に対して，陽陰圧体外式人工呼吸器

（RTX ®）を試みた三尖弁閉鎖姑息術後，慢性呼吸不全の 1 例

高知大学医学部小児思春期医学教室

高杉　尚志，矢野　哲也，臼井　大介

細川　卓利，堂野　純孝，新井　淳一

藤枝　幹也，脇口　  宏

　はじめに：陽陰圧体外式人工呼吸器（RTX ®）は非侵襲的換

気法の一つで，胸郭をキュイラスで覆い，キュイラス内圧

を陰圧から陽圧までコントロールすることで体外式に吸

気・呼気を可能とするものである．

　症例：三尖弁閉鎖，肺動脈閉鎖姑息術後の右胸郭変形と

拘束性肺障害のため，慢性呼吸不全，高炭酸ガス血症を認

める22歳女性が，浮腫，呼吸困難，四肢振戦・脱力を主訴

に入院となった．侵襲的な陽圧人工呼吸器の導入は希望さ

れず，非侵襲的かつ生理的で，会話や経口摂取が妨げられ

ないRTX ®による管理を試みた．RTX ®により非侵襲的な補

助呼吸が可能であったが，気道感染を契機に呼吸不全の増

悪によって永眠された．

　結語：慢性呼吸不全や循環器疾患の患者の呼吸管理にお

いて，陽陰圧外式人工呼吸器が有用な症例が存在すると考

えられた．

　10．フォンタン循環における低酸素血症に対する治療

福岡市立こども病院循環器科

安田　和志，石川　司朗，石川　友一

中村　　真，牛ノ濱大也，佐川　浩一

　フォンタン循環で生活する患者が低酸素血症に陥る原因

に肺内短絡，心内RL短絡，体静脈心房短絡などが挙げられ

る．しかし，その根本に“高肺血管抵抗”という大きな問題

が潜んでいる例が多く，該当する患者に関してはフォンタ

ン型手術の適応自体に何らかの問題が包含されていた可能

性がある．外科手術またはカテーテル治療によって低酸素

血症がほぼ改善される一部の症例を除き，多くはフォンタ

ン循環自体を総合的に調整する内科治療が必要となり，狭

義の心不全治療（�遮断薬，ACE阻害薬，ARB，利尿薬），抗

不整脈薬，抗凝固薬，抗血小板薬，および肺血管拡張療法

（HOT，PGI2，ERB）などが組み合わされている．これは理

想のフォンタン循環を目指すものではなく，個々の患者に

対して現実的なQOLの改善を目標とするものである．当院

の経験を提示し，参加される諸施設のご意見をうかがいた

い．

　11．フォンタン型手術症例における酸素負荷試験と在宅

酸素療法

兵庫県立こども病院循環器科

井手健太郎，城戸佐知子，田中　敏克

藤田　秀樹，齋木　宏文，寺野　和宏

富永　健太，下岡　武史

　はじめに：フォンタン型手術適応の拡大に伴い当科でも

重症例・低年齢症例がHOTを使用しフォンタン型手術を乗

り越えているが，術後管理に難渋する例もある．当科で経

験したHOT使用症例を検討し，酸素負荷試験とHOTの位置

付けを考える．

　対象・方法：両方向性グレン術後よりフォンタン型手術

までHOTを使用した11症例について心臓カテーテル検査の

結果・術後経過を検討した．

　結果：HOTを導入した重症例11例中10例がフォンタン型

手術を乗り越えた．術後管理に難渋した症例でも術前の肺

血圧の高値はなく酸素負荷にて肺血圧は低下した．しか

し，両方向性グレン術からフォンタン型手術までの間にVV

shuntの増悪を認めていた．

　課題と問題点：フォンタン型手術の適応に再検討を要す

る可能性のある症例がある．HOTは患児の活動を制限し家

族に負担を強いている一面もあり，HOTの適応・継続の基

準について考えることも必要である．

特別講演

「圧負荷に対する右室の反応―PHとPSの違い」

国立循環器病センター小児科

山田　　修

　肺高血圧（PH）による右室圧負荷と肺動脈狭窄（PS）による

それとでは，右室形態に著明な相違を呈するように思われ

る．この相違を来す要因を明らかにすることが与えられた

テ－マである．まずはじめに，右室の力学的特性の基本的

性質として左室同様に可変弾性体と考えることが可能であ

る．直線的な収縮期末圧容積関係と，緩やかに上昇する三

次曲線的な拡張期末圧容積関係を有する．急性の圧負荷に

対しては拡張期容積（同時に拡張期圧）の増大をもって発生

圧の上昇を準備する．急性期では心筋量の増加はほとんど

ないと考えられるので，心筋壁厚の菲薄化を伴って遠心性

に拡張することになる．このとき曲率半径の増加と壁の菲

薄化から単位心筋にかかるストレスは上昇する．心筋長短

縮率は低下し，したがって心室駆出率も低下する．このこ

とに関してはPHであってもまたPSであっても差はない．圧

負荷が継続すれば右室心筋重量の増大（壁の肥厚）によって

ストレスの再配分（低下）が起こる．ストレスの再配分によ

りより短い心筋長での張力発生が可能となるので拡張期心

筋長（ひいては拡張期容積）が減少する．これが肥大による

適応の力学面からみた合目的適性といえる．この適応が十

分でないときには遠心性拡張が持続し不全心に移行する．
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以上の観点からみたとき，PHは適応しきれていない不全右

室であり，一方PSでは適応が行われていると考えられる．

PHとPSの右室形態の相違は適応不全の原因は何かと言い換

えられる．PHを肺細小動脈でのびまん性末梢性狭窄と単純

化すれば，適応不全の生じる原因として，PSとの間に，1）

狭窄程度の相違，2）狭窄部位の相違，3）狭窄発生時期の相

違，4）随伴条件の相違，などを有することが考えられる．

　1），2）に関して同程度（RVSP 80～120mmHg）のPHおよび

PSの右室圧波形解析を行った．その結果，右室エネルギー

需要の指標である収縮期圧時間積分（tension-time integral：

TTI）はPH群で高く（p < 0.01），RVSPで補正したTTI/RVSP

もPH群で有意に上昇していた（p < 0.01）．肺動脈弁が開放し

た後は右室圧と肺動脈圧はcouplingされる．PSにおいては狭

窄部位すなわち肺動脈弁で圧損失を伴いながらのcouplingで

はあるものの，いったん弁が開放すれば速い血流速によっ

て開放を持続させる力が働くため弁開放時点より圧差は減

少する．これに対しPHでは後負荷となる肺動脈圧は収縮期

全般を通じて高値であることがこの相違の原因と考えられ

る．すなわち同じ収縮期圧であってもPHはより力学的仕事

としては大きい．ちなみにその仕事の一部分は近位肺動脈

で失われるエネルギー散逸であることが肺動脈径－圧関係

のヒステリシスから示唆される．

　3）PHと同様に高い後負荷に曝された心房位スイッチ手術

の右室との比較では，PH 22.16 vs TGA 25.31と後負荷

（resitance）には有意な差はなかったが，駆出率の比較では

PH 0.36に対しTGA 0.49と有意に高値であった（p < 0.005）．

このことは新生児期から高圧に曝され続けていたTGAのRV

と，ひとたび圧負荷が消失した後に再度圧負荷に見舞われ

たPHでは適応に差があると考えられる．PSは基本的には先

天性疾患であり，たとえ重症度が成長とともに強化したと

しても右室圧負荷の継続という点でTGAと共通点があると

考えられる．

　4）需要に対するエネルギー供給を担う冠循環にもPHでは

問題があることがCFRの面から推測される．またPHの成因

の一つとして考えられる炎症機転や血管収縮性因子が右室

収縮性を阻害しているかもしれない．
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