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1．肺血流増加型心疾患の肺血管病変における肥満

モノクロタリン投与肺高血圧ラットの肺動脈の拡張

の障害を，cAMP系とcGMP系とについて検討した．

細胞chymaseの役割

方法：5週齢のwistar

千葉大学小児科

ratにモノクロタリン40mg／

寺井

勝，平野

清美，浜田

洋通

kgを皮下注した．また，生食を同量皮下注した5週齢

立野

滋，松本

弘，地引

利昭

のwistar

新美

ratをコントロールとした．その後2週目，

3週目に肺内肺動脈を摘出し，リング標本を作製した．

仁男

肥満細胞は一型アレルギーだけでなく，多くの病態

これを栄養液中に懸垂し0．3gの張力を懸けた．標本が

や疾患に関与していると考えられている．なかでも，

安定したところで内皮細胞依存性収縮因子であるトロ

組織や血管のリモデリングと関連があることがわかっ

ンボキサンA2のアナログ，

STA2を10

SMを処置し収

てきた．一般に，その蛋白分解酵素によりtryptaseし

縮を起こさせた．得られる収縮反応は，Tonicな収縮

かもたない粘膜型，tryptaseとchymaseをもつ結合

であった．この収縮がpeekに達したところで，ニトロ

組織型の肥満細胞が存在するが，ヒトchymaseはアン

ギオテンシン1を2に変える働きがあり，量的にもア

グリセリン（cGMP系でNOを介しグアニレートサイ
クレースを活性化し，cGMPを増加させ血管平滑筋を

ンギオテンシン2の半分以上がchymaseからつくら

弛緩させる）を10−8M，10

れることが明らかとなっている．そこで肺血流増加型

ルスコリン（cAMP系でアデニレートサイクレースを

心疾患13例（VSD

活性化させ，血管平滑筋を弛緩させる）109M，10−SM，

9，

ASD

3，

ECD

1，

3カ月〜45

歳）を対象として，肺血管病変の程度とchymaseの発
現を手術時に採取した凍結生組織を免疫染色して検討

7M，1｛〕『6M，10−°rMと，フォ

10『7M，106Mを処置し張力の変化を記録した．
結果：ニトログリセリン10−7M，10−6M，10−5Mの濃

した．その結果，一般に肺の肥満細胞はchymase陰1生

度で，controlに比べ有意差を持って，モノクロタリン

の粘膜型であるが，左右短絡型高肺血流心疾患では

投与2週目，3週目のラットで肺動脈拡張の悪化を認

chymase陽性の肥満細胞が多数存在していた．

めた．これに対しフォルスコリンによる肺動脈拡張は

chymase陽性細胞を強拡大10視野を数え定量化した
ところ，PVRが2単位を越えるVSDでは高年齢ほど

モノクロタリン投与2週目，3週目のラットともコン

chymase陽性の細胞数は50〜178個と増加していた．
一 方，肺高血圧を示す成人ASDではchymase陽性細
胞数は50個以下で，chymaseの関与がVSDほど強く

ないものと考えられた．chymaseは肺血管のリモデリ

トロールと比べ差は認めなかった．

結語：モノクロタリン処置ラットでは，肺動脈のニ
トログリセリンによる拡張は悪いのに対し，フォルス
コリンによる拡張は保たれていた．

3．Monocrotaline肺高血圧症ラットにおける血
中内因性一酸化窒素濃度

ングに関与している可能性がある．

2．モノクロタリン投与肺高血圧ラットの内皮細胞
依存性収縮と内皮細胞依存性拡張
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内皮細胞由来血管拡張因子，特にnitric

良三

oxide（NO）

は，体肺動脈血管の緊張性維持に重要な役割を果たし

ている．NOを含めた各種血管作動物質のimbalance
は，血管病変発症の重要な鍵を握ると思われる．内皮
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細胞で産生されたNOは，拡散により平滑筋細胞に到
達し，その生理学的作用を発揮するものと，血管腔に

mmHg，

Pp／Ps＝0．88，肺血管抵抗（PVR）15．8unit・m2．

症例2：31歳女．1年前より労作時呼吸困難出現．

放出されるものがあり，その多くは酸化され，亜硝酸，

PAP

硝酸となり尿中に代謝される．しかし最近は，赤血球

Ullit・1廿2．

にとりこまれ，hemoglobin（Hb）らHbO2と結合する

65／28（39）minHg，

Pp／Ps＝0．71，

PVR

l2．3

症例3：22歳男．12歳時に学校検診で心電図異常（右

ものや，SH基を持った血中蛋白との結合も見られ，

室肥大）指摘，15歳時運動時失神ありPPH診断され

NOの重要な代謝経路の1つとして報告されるように

フォロー中．右室圧142／〜13mmHg，

なった．各種原因で肺高血圧症を発症する実験モデル

の中で，我々はMonocrotaline（MCT）肺高血圧症
ラットを選び，その血中内因性NO濃度を測定し，

結果二NO吸入に対し，

Pp／Ps＝1．18．

PAPは症例1で52％，症例

2で56％低下．症例3は反応なし．PGI，内服または

MCTラットにおける血中NO動態について検討し
た．MCT（80mg／kg）及びコントロールラット

PGE1静注に対し，症例1でPAP 16％低下，症例2で
29％低下，症例3は反応なし．オルプリノン静注に対
し症例1でPAP 37％低下．アムリノン静注に対し症

（Sprague−Dawley，250g）に，大腿静脈よりカテーテ

例3のPAPは逆にヒ昇した．アセチルコリンに対す

ルを留置し，経時的にヘパリン採血を行った．血中NO

る反応は症例1で低下し症例2は正常，ニトログリセ

は化学発光検出装置（Sievers

リンに対する反応は症例1，2共に正常であった．

nitrite／nitrate及びtotal

NO

analyzer）を用い，

S一ニトロソ化合物などの総

まとめ二症状出現から検査までの期間は，症例2が

1年，症例1が3年，症例3が7年であり，この順に

NO関連化合物として検出した．また総NO関連化合
物と赤血球膜に結合するNO関連化合物についても
検討を行った．さらに非常に不安定で測定の難しい

肺血管の拡張反応は低下していた．PPHにおいて，肺

Hb−NOを電子スピン共鳴法（ESR）を使い測定を試み

内皮細胞非依存性拡張の障害（器質的障害）へと経年

た．血協のtotal

NO関連化合物は，

MCT投与後，2

〜 3日より上昇し，4日後には，正常に復した．さら
にtotal量に比例し，赤血球膜結合NO関連化合物の

上昇，ESRによるtotal量peakに一致したNO−Hb
signalも検出された．

MCT肺高血圧症ラットでは，早

血管の内皮細胞依存性拡張の障害（機能的障害）から

的に進行することが，薬剤負荷による肺血管反応の検
討からも示唆された．

5．治療が著効した原発性肺高血圧症の1例一各種
薬物の反応性および肺生検像一
神奈川県立こども医療センター循環器科
林
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愛

期より，内因性NO動態の変動が見られ，電顕による
肺動脈内皮細胞傷害の時期と一致している．これはそ
れに続く肺動脈の器質的病変出現のための肺血管内皮

公立刈田総合病院

機能障害を示唆するものと思われる．さらに肺血管局
所での急性内因性NO発生に，赤血球が，

NO

free

radical

scavengerとして作用している可能性を示してい

となり原発性肺高血圧症と診断．心カテ中の
nifedipineおよびtrazoline投与により肺血圧・肺血管

ると思われる．

4．原発性肺高血圧における薬剤・NOに対する肺
血管反応の多様性について

滋豊，佐野

抵抗の低下を認めたが，酸素およびPGE1投与では逆
に増悪した．引き続き肺動脈内にカテーテルを7日間
留置し，病棟内で非鎮静下にて肺動脈圧をモニターし

大阪大学小児科
小垣

八巻

症例は5歳女児．連日の失神発作を主訴に精査入院

哲也，黒飛

俊二

た．圧は鎮静下の心カテ時の比較し高値で変動が大き
く，入眠後深夜から朝にかけて最も低値となるという

三輪谷隆史，岡田伸太郎

原発性肺高血圧症（PPH）に対し，合成PGIzやNO

日内変動をとることがわかった．内服による薬物負荷

吸入の有効性が報告されているが，その効果は個々の

ではPGI，は無効だったがnifedipineおよびprazosin

症例で必ずしも一定していない．各種薬剤負荷・NO吸

に効果があり，nifedipineとprazosinの併用投与では

入に対する肺血管拡張反応にどのような差異があるか

これらの単剤投与よりさらに肺動脈圧は低下した．し

3症例で比較した．

症例1：14歳女．3年前より失神発作が数回あり学

たがって治療薬剤としてnifedipineとprazosinを選
択．失神発作は消失し臨床的に著効した．肺生検の病

校検診で期外収縮を指摘．肺動脈圧（PAP）108／42（72）

理組織像では組織内にmicroatelectasisを認め，この
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部位の肺小動脈に限定して中膜肥厚を認めたことより

microatelectasisによる低酸素性肺動脈攣縮が中膜肥

中である．

7．肺高血圧症患者における心拍変動の検討
横浜市立大学小児科

厚の原因と考えられた．

瀧聞浄宏，西沢

6．原発性肺高血圧症に対する生体部分肺移植後の
呼吸機能の推移
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対象：対象は原発性肺高血圧症4例，アイゼンメン

ゲル症候群1例の計5例（13〜24歳，性と年齢をマッ

チさせた健常者5例（13〜26歳，男：女＝2：3）を
対照とした．

はじめに：今回私たちは，ドナーを両親とした生体
部分肺移植症例を経験したが，その後の経過について，

主に呼吸機能の推移を中心に検討したので報告する．

対象及び方法：対象は11歳の原発性肺高血圧症の女

方法：24時間ホルター心電図記録から夜間6時間と

24時間のRR間隔にっいてスペクトル解析と非スペク
トル解析を行った．スペクトル解析は最大エントロ
ピー法（諏訪トラスト，MemCalc）を用いて，2分間

児で，移植は米国にて行なわれ，患児の両肺を摘出し

毎のLH，

た後，父の右下葉及び母の左下葉をそれぞれ患児の右

スペク1・ル解析は10分間毎のmean

HFのpower，

Total

powerを平均し，非

左肺へ移植した．術後の評価として，術後3カ月めの

均を指標として，対象をNYHA

RR，％RR50の平

class

IIの肺高血圧症

心臓カテーテル検査と，術後7カ月まで行なわれた呼

（n−4，A群），

吸機能検査，及び術後7カ月めの三次元肺換気・血流

2，B群），健常者（ll−5，

シンチグラフィを施行した．

討した．また，A群からB群へ重症となった原発性肺

結果：心臓カテーテル検査では，術前と比べ平均肺

動脈圧は60から20mmHgへ，肺血管抵抗は15から2単

NYHA

class

III−IVの肺高血圧症（n＝

C群）の3群に分け比較検

高血圧症の1例についての検討も行った．

結果：A群はC群と比較し，各指標において明らか

位へと著明な改善が認められた．移植された肺の呼吸

な違いは認められなかったが，B群は，

A群，

C群と

機能検査では，％VCは術後1カ月めは63％とやや低

比較し，24時間，夜間6時間ともLF，

HF，

Total

値を示していたが，2カ月以降は80％以hを維持して

power，％RR50の著明な低下を認めた．経過を追えた

いた．閉塞性細気管支炎の指標となるFEV1．0％も常

に80％以上と安定していた．RV／TLCは，術後3カ月
までは0．35と増加しており，術後肺の一過性の過膨張

1例でも症状の悪化に伴い，LF，

IIF，

Total

power，％

RR50の著しい低下を示した．

結語：NYHA

class

IIの肺高血圧症例では健常例

が示唆されたが，術後3カ月以降は順調に減少した．

と比較し，各指標とも明らかな違いはないと思われた

6カ月め再び増加したが，CVの著明な増大がないこ

が，NY｝IAclass

とから，軽度のair

明な心臓迷走神経活動の低下．示唆した．

trappig現象をきたしたのではない

かと考えられた．DLCO／VAは平均4．11と変動なく経
過していた．術後7カ月めの三次元肺換気・血流シン
チグラフィでは，肺血流分布で移植肺の容積を反映し

IIHVの重症の肺高1加1三症例では著

8．高度の肺高血圧を伴った閉塞型睡眠時呼吸障害

の5歳児例
〔「葉大学小児科

ていると考えられる左右差があったが，共に欠損像は

斎藤はるか，本田

隆文，保田貴美子

認めず，多肺野内では均一な分布を示し，また換気の

松本

克則，寺井

新美

洗い出しも正常であった．

考察：生体部分肺移植を施行された後の呼吸機能検
査では，拘束性・閉塞性換気障害ともに認められず，

弘，藤井

勝

仁男

はじめに：高度の肺高血圧を伴った閉塞型睡眠時呼
吸障害に対し，上気道閉塞部位を検索し切除すること

循環動態に加え呼吸機能に関しても良好に保たれてい

により呼吸障害の著明な改善を認めた1症例を経験し

ると考えられた．現在の治療として，サイクロスポリ

たので報告した．

ン（Neoral）300mg／日の投与により，血中濃度を

症例：5歳9カ月，男児．

250〜300ng／ml（trough

主訴：いびき，睡眠時呼吸困難，嗜眠．

level）に保ちながら経過観察
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既往歴：出生時仮死，てんかん，精神発達遅滞，喘

（81）

ルギーとして加療．血清IgE高値．肝障害あり．

H

8

息．1歳時より体重増加著明となり4歳6カ月時肥満

年6月蚊刺なく発熱．心音，胸部X線から肺高血圧疑

度54％．

われ入院．黄疸，咽頭発赤なく，頸部リンパ節多数触知

現病歴：5歳7カ月に肥満度74％と増加，この頃よ

し肝脾腫あり．浮腫や発疹なし．血液ガス正常．貧血，

りいびきが増強し，チアノーゼを伴う無呼吸が1時間

IgG高値，

に4〜5回出現した．大量の寝汗，活動性低下，嗜眠

大部分MM型．筋症状なく，各種自己抗体陰性，一過

CKの異常高値認めた．

傾向も伴うようになった．耳鼻科でアデノイド肥大を

性で原因不明．HBs抗原，サイトメガロウイルス抗体
等陰性．EBウイルス抗体は，

指摘され，手術検討のため当科入院となった．

VCA

CKアイソザイムは

IgMを除き全て高

入院時所見：肥満度64％，心雑音なし．

値．リンパ球サブセットはほとんどがNK細胞，

検査所見：多血なく暗泣時の動脈血液ガス正常．胸

hybridizationでNK細胞への感染が示され，

部XPではCTR 61％，心電図は肺性P波を認め，自
然睡眠時の心臓超音波検査にて右室圧は約70mmHg

て末梢血血清中にEBV（＋）．胸部X線はCTR

il）

situ

PCRに
O．5，

第2弓突出，中枢部肺動脈が拡大し，肺野末梢血管陰

であった．

影が減少．心電図はHR115で右軸偏位，肺性P，右室

Sleep

study：末梢チアノーゼ，努力性呼吸，いびき

肥大あり．心エコーで無冠尖のバルサルバ洞拡大，左

の周期的な中断あり．無呼吸によるSpO2の低下は1

冠動脈主幹部動脈瘤，大動脈壁の解離あり．胸部CTで

時間に38回で，脈拍数の変動を伴った．SpO2が30台に

間質性肺炎所見なし．心臓カテーテル検査で右心系に

低下したときの動脈血液ガスはpH

02Step

68．4，PaO239．3，

BE−0．2，

7．248，

PaCO2

upなく，mainPA圧は97／43平均66mmHg，

同時大腿動脈圧117／65平均83mmHg，

SatO268％．

Pp／Ps＝0．84の

心臓カテーテル所見：浅麻酔にてPA圧65／28
mmHg，肺血管抵抗は4．96，肺動脈血中HANPは110

肺高血圧．酸素吸入で肺動脈圧は63／20平均41mmHg，

pg／ml．吸入麻酔による上気道閉塞誘発にて130／65

動脈瘤及び肺高血圧を続発したCAEBVと診断し，ア

mmHgと著明な肺高血圧を認めた．
治療と経過：上気道閉塞部位の検索にて軟口蓋の後

シクロビル，プロスタサイクリン，アスピリンの経口

Pp／Ps＝0．55へ低下．蚊アレルギー，大動脈壁解離冠

投与と在宅酸素療法を併用．現在肺高血圧の明らかな

壁の閉塞を認め，扁桃摘出術及び口蓋垂軟口蓋咽頭形

進行なし．心血管系合併症では冠動脈瘤，心膜炎，心

成術（UPPP）を行った．また食事療法にて減量を図っ

筋炎，僧帽弁閉鎖不全，大動脈弁輪拡張症，大動脈瘤，

た．術後のSleep

バルサルバ洞拡大の報告はあるが，肺高血圧の報告は

studyではSpO2低下の程度，回数が

著明に減少し，いびき，寝汗も減少し，日中の活動性

ない．しかし軽度の肺高血圧を見つけることは難しく，

は改善した．自然睡眠時の心臓超音波検査では右室圧

今まで見過ごされていた可能性もあり，CAEBVでは

は約40mmHgと減少した．
まとめ：上気道閉塞部位を切除することにより，呼

肺高血圧の検索も必要であると考えた．

吸障害および肺高血圧の改善を認めた．肺高血圧の可

幹症の1例

逆1生については，心臓カテーテル検査も含め今後の管

10．低酸素療法を用いて肺血流量を制御した総動脈
東京女子医科大学循環器小児科

理が必要と考えられる．

9．肺高血圧及び大動脈瘤，冠動脈瘤などの血管病

変を合併した慢性活動性EBウイルス感染症

小坂

和輝，曽我

中澤

誠，門間

恭司，朴

仁三

和夫

はじめに：先天性心疾患において高肺血流状態に基

づく心不全管理に難渋することがある．従来はPCO2

（CAEBV）の1例

を高く維持し肺血流量を調節してきたが，我々は，人

名古屋大学医学部小児科
建治，生駒

雅信，長野

美子

工呼吸管理を行っている児に対し吸入気に窒素ガスを

安田東始哲，拓植

郁哉，森島

恒雄

混入させたFiO2を低下させることで高肺血管抵抗を

倉石
長嶋

維持，肺血流量の制御を試みた総動脈幹症（TAC）の

正實

CAEBVは心血管系合併症を起こすが，バルサルバ
洞拡大，大動脈瘤，冠動脈瘤に加え，肺高血圧を合併
した症例を経験した．症例は9歳女児．蚊刺後の水庖・

潰瘍形成，発熱を主訴にH4年5月頃より重症蚊アレ

1例を経験した．

症例：多呼吸，陥没呼吸生じ当院ICUへ搬送された
日齢13，女児．心エコーで，TAC

II型と診断．

入院経過：入院後，利尿剤投与のみでは呼吸数増加，
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第13巻

第4号

尿量低下をきたし，カテコラミン使用及び人工呼吸管

入院し日齢14まで，症例4は生後18時間に入院し日齢

理のもとSpO280前後，

7まで術前管理を行った．両症例とも入院後に血行動

pCO2；60前後に保ち高CO2

血症の状態で尿量確保を試みたが利尿つかず，日齢17，

態の変動を認めたが，この方法により比較的容易に術

人工呼吸器の吸入気に窒素ガスを混合することで

前管理を行うことが可能であった．

hypoxiaとし

生後数日は血行動態の変動が著しく，通常の呼吸管

た．Fio2の変化に合わせ血行動態の変化を記録．心エ

理のみでは適切な肺体血流分布の維持に難渋した．し

FiO2を0．21から徐々に0．16まで低下，

コーを用いて胸骨下から肺動脈のパルスドップラーを

かし呼吸器回路へのコネクター装着は，死腔容積を随

記録し肺血流量を推定．

時増減することが可能であるため，簡便で調節性に富

結果：FiO2の変化に伴いSpo2は70まで減少，
Pco2は60〜63でほぼ一定であった．肺血流量はFiO2
0．21の時を1とするとFio2低下に伴い0．62へ低下．血
圧は70台から90台に上昇．尿量は2．1から3．1ml／kgへ

み，有効な術前管理方法の一つと考えられた．

12．先天性心疾患手術後の肺高血圧に対する経ロブ
ロスタサイクリン製剤の効果

東京女子医科大学循環器小児科
杉村

増加．

結論：高肺血流量増加による心不全に対しFio2を

洋子，近藤

千里，門間

和夫

目的／方法：先天性心疾患術後の肺高血圧に対し，経

低くすることで管理．肺血管抵抗を高め肺血流を制御

ロプロスタグランジン製剤を投与し，カテーテル検査

し，尿量，血圧を維持，心不全を管理し得た．本法は

にて肺血管抵抗の変化，トレッドミル検査にて運動量

高肺血流性心疾患に対する有効な治療法であるととも

の変化を，問診にて自覚症状の変化について検討した．

対象：先天性心疾患術後残存肺高血圧の症例4例．

に簡便に施行可能である．

11．左心低形成症候群における肺循環とその術前管

年齢は18歳から30歳で全例女性であった．心房中隔欠

損症が2例．心室中隔欠損症が2例で術後年数は8カ月

理
順天堂大学小児科，同

高橋
稀代
西本
山崎

胸部外科＊

から26年．肺血管抵抗は8．4単位から13．5単位であった．

敬之

結果：肺血管抵抗が低下し，運動量が増加し，自覚

雅彦，大久保又一，秋元かつみ

症状の改善を見た症例が1例，肺血管抵抗が低下した

健，井埜

利博，粟屋

啓，藪田敬次郎，南

和＊

元成＊，川崎志保理＊

症例が1例，肺血管抵抗および運動量に変化が見られ
なかった症例が1例，検査が不十分であったことより

左心低形成症候群（HLHS）は術前管理において肺
体血流比を1以下に保ち，体血流を維持することが必
要となる．そのために肺血管抵抗を上昇させ，その血

経Uプロスタグランジン製剤の効果の判定ができな
かった症例が1例であった．

まとめ：術後肺高血圧残存症例では経［プロスタグ

液ガスデータの示標としてPaO2を30mmHg代に，

ランジン製剤の有効例と無効例が混在し，有効例では

PaCO2を40以上に保つことが必要と言われている．今

肺血管抵抗を低下させ，運動量を増加しうることがわ

同我々はHLHSの術前管理の問題点を明らかにする

かった．長期にわたって内服している症例についての

ために，血行動態の変化を血液ガスデータを示標とし

検討など今後も注目していく必要があると考える．

て，retrospectiveに検討し，管理方法の妥当性を評価

した．対照は過去3年間に当院で経験したHLHSの
4例とした．症例1は比較的血行動態安定しており，

13．Fontan手術前後におけるナトリウム利尿ペプ
チドの動態と術後投与効果

東京女子医科大学循環器小児外科

日齢17に当科へ入院し，日齢36にNorwood術施行し

平松

成功した．症例2は生直後入院し，入院時は血行動態

高梨

安定しており，経過観察していたが，生後48時間後よ

健司，今井
吉則，星野

康晴
修一

ナトリウム利尿ペプチド（NP）は利尿作用や肺を含

り急激に状態悪化し，生後50時間に死亡した．症例3

めた血管平滑筋の拡張作用を有する血管作動物質で，

と症例4は入院時の血液ガスデータは目標圏内をはず

肺循環因子が術後の血行動態に重要となるFontan手
術前後におけるNPの動態と投与効果を検討した．

れていた．症例2の経験をふまえ，人院時より呼吸管
理を行い，人工呼吸器と挿管チューブの問に死腔を形

対象と方法：Fontan術（右心耳肺動脈吻合）後の4

成してPaCO2を調節し，適度な高肺血管抵抗を維i持す

例（F群）（PPA：2，

る方法を用い，術前管理を行った．症例3は日齢7に

術以外の9例（非F群）（VSD：6，
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1，MSr：1）の2群を対象に，術前後ANPとBNPの

（83）

質的変化も予測される場合や，低濃度のNO吸入で

血中濃度を定量．尚，両群の平均年齢に有意差はない．

あっても依存性で投与時間が長期に及んだ場合は，時

その後ANPを0．1μg／kg／rninで投与し利尿作用や血

間をかけて漸減中止とし，再投与がすぐに可能な状況

行動態に及ぼす効果を判定．

で行うべきであったと思われた．

F群vs非F群，術前，術後（＊，＃，！＝p＜O．05）
BNP（P9／ml）

ANP（P9／ml）

結果：

F群
非F群

術前

術後

21．3

40．3＃

20．8

22．3

循∫f麦

投与後
520．0＃！
453．3＃

（F君羊）

！

投与イ麦

24．5＊＃

21．5＊＃

12．9

）iR量

2．8

4］！

2，3

1血圧（mmllg）

1225

1ユ6．0

101．5

PVR

Lt

．4

20

22

32

3．5

3．5

Cl

（U

IT］2）

（〜／1〕〕i11／11〕2）

結論：

術後

11．8

17．6

13．4

17．4

術後（非F群）投与後

CVP（cniHL，O）
（ml／k9／hr）

術前

］0

2

4．1！

期待できない場合もあると考えられた．

本症例においては，吸気中のNO，濃度は0．3〜0．6

ppmと安全域の範囲で，

の関与は臨床上とらえられなかった．

15．根治手術後数カ月の経過で徐々に低酸素血症の

増悪したファロー四徴症兼肺動脈弁欠損の1例
千葉県こども病院循環器科
鈴木

4．3

同

一広，岡嶋

されるBNPは術後有意に上昇しなかった．2）ANP
投与により両群とも尿量は増加しCVPは低下した．
PVRは低下の

良知，青墳

裕之

末次

文祥，打田

俊司

松尾

浩三，藤原

直

心臓血管外科

r＝0．84）．心室より分泌

血圧は有意な変化を認めず，CIは増加，

NOやNO、の毒性の肺傷害へ

93．7

ユ．5

1）F群では術後ANP濃度は有意に上昇し

CVPと正相関した（p〈0．05，

術後急性期には有効であっても，中止後のリバウン

ドおよびその後の病態の変化によりNOの有効性が

症例：10カ月，男児．生直後より著明なチアノーゼ・

呼吸困難を認め，当院入院．動脈血酸素飽和度
（SpO，）：60％（Fio，：o．6），

x−Pにて心拡大（CTR：

傾向であった．F群では術後CVPが上昇した病態を
代償する為にANPが分泌されるが量が不十分な為
ANP投与が有効と考えられ，利尿作用と肺血管拡張

0．72）と著明に拡張した左右の肺動脈を認め，UCGに

作用の点でANP投与はFontan手術後に有利であった．

主肺動脈離断・中心肺動脈縫縮，右BTシャント施行

14．NO吸入療法中止によるreboundが著明で
あったVSI）・ASI）・PDA根治術後PH

crisisの乳児

てファロー四徴症兼肺動脈弁欠損と診断した．日齢3，

したが，徐々に中心肺動脈が再拡張し，気管支・肺の

圧迫症状が進行したため，月齢3カ月心内修復手術
（ICR：Rastelli手術及び中心肺動脈切離・縫縮術）施

例

1）東邦大学医学部第1小児科，2伺

胸部心臓

85〜95％），月齢6カ月（術後3カ月）在宅酸素療法を行

血管外科
鶴田

恵子1）小澤

星田

宏1）中山

松尾

準雄1）藤井

桜川

浩2）吉原

Down症候群，

行．根治術後40日頃より低酸素血症を認め（SpO，：

VSD，

ASD，

9カ月女児の根治術後PH

安文

）佐地

智孝1）松裏

勉1）

毅郎2）川崎

い退院した．月齢10カ月になりさらに低酸素血症の進

）

行を認めたため（SpO、：約65％）精査目的で入院した．

宗泰2）

入院時現症および検査：多呼吸，チアノーゼ，心拡

裕行

大（CTR：0．69）を認めた．99mTc−MAA肺血流シン

克則2〕
PDAで肺高血圧を伴う，

crisisに対して，

NO吸入

チグラムにてはICR

2カ月後の時点では右中肺野お

よび左肺全体の軽度遷流低下が認められていたが，今

療法を行った．5ppm前後のNO吸入で，術後急性期に

回は右中下葉の完全欠損が新たに出現していた．肺動

は低酸素血症の改善や尿量の増加など有効性を認め

脈造影では右上葉は末梢まで十分造影されるのに対し

た．術後5日めでも，低濃度のNO療法に依存性で
あったが，他の小児ARDS症例でNO吸入を行うた

て，中下葉ではびまん性の末梢肺動脈の狭小化像を認
めた．左肺動脈も軽度狭小化しており，造影剤の洗い

め，やむを得ず中止したところ，リバウンドと考えら

出しに時間がかかった．また右室圧：47／〜8，右肺動

れる胸水貯留増大，低酸素血症を来した．さらに肺傷

脈：45／12（25），肺体収縮期血圧比：0．56，肺血管抵抗

害が進行し，その後は吸入NO再投与でも効果は認め

値：3．93と前回と比べて右室圧，肺動脈圧，肺血管抵

られず，術後20日めに永眠となった．

抗値の上昇を認めた．

NO吸入療法の離脱は慎重に行い，特に肺血管の器

退院後経過：末梢肺動脈のびまん性の狭小化が進行
する低酸素血症の原因と考え，血管拡張剤（PGI、）の
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1，MSr：1）の2群を対象に，術前後ANPとBNPの

（83）

質的変化も予測される場合や，低濃度のNO吸入で

血中濃度を定量．尚，両群の平均年齢に有意差はない．

あっても依存性で投与時間が長期に及んだ場合は，時

その後ANPを0．1μg／kg／rninで投与し利尿作用や血

間をかけて漸減中止とし，再投与がすぐに可能な状況

行動態に及ぼす効果を判定．

で行うべきであったと思われた．

F群vs非F群，術前，術後（＊，＃，！＝p＜O．05）
BNP（P9／ml）

ANP（P9／ml）

結果：

F群
非F群

術前

術後

21．3

40．3＃

20．8

22．3

循∫f麦

投与後
520．0＃！
453．3＃

（F君羊）

！

投与イ麦

24．5＊＃

21．5＊＃

12．9

）iR量

2．8

4］！

2，3

1血圧（mmllg）

1225

1ユ6．0

101．5

PVR

Lt

．4

20

22

32

3．5

3．5

Cl

（U

IT］2）
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結論：

術後

11．8

17．6

13．4

17．4

術後（非F群）投与後

CVP（cniHL，O）
（ml／k9／hr）

術前

］0

2

4．1！

期待できない場合もあると考えられた．

本症例においては，吸気中のNO，濃度は0．3〜0．6

ppmと安全域の範囲で，

の関与は臨床上とらえられなかった．

15．根治手術後数カ月の経過で徐々に低酸素血症の

増悪したファロー四徴症兼肺動脈弁欠損の1例
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されるBNPは術後有意に上昇しなかった．2）ANP
投与により両群とも尿量は増加しCVPは低下した．
PVRは低下の
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血圧は有意な変化を認めず，CIは増加，

NOやNO、の毒性の肺傷害へ
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1）F群では術後ANP濃度は有意に上昇し

CVPと正相関した（p〈0．05，

術後急性期には有効であっても，中止後のリバウン

ドおよびその後の病態の変化によりNOの有効性が

症例：10カ月，男児．生直後より著明なチアノーゼ・

呼吸困難を認め，当院入院．動脈血酸素飽和度
（SpO，）：60％（Fio，：o．6），

x−Pにて心拡大（CTR：

傾向であった．F群では術後CVPが上昇した病態を
代償する為にANPが分泌されるが量が不十分な為
ANP投与が有効と考えられ，利尿作用と肺血管拡張

0．72）と著明に拡張した左右の肺動脈を認め，UCGに

作用の点でANP投与はFontan手術後に有利であった．

主肺動脈離断・中心肺動脈縫縮，右BTシャント施行

14．NO吸入療法中止によるreboundが著明で
あったVSI）・ASI）・PDA根治術後PH

crisisの乳児

てファロー四徴症兼肺動脈弁欠損と診断した．日齢3，

したが，徐々に中心肺動脈が再拡張し，気管支・肺の

圧迫症状が進行したため，月齢3カ月心内修復手術
（ICR：Rastelli手術及び中心肺動脈切離・縫縮術）施
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Down症候群，

行．根治術後40日頃より低酸素血症を認め（SpO，：

VSD，

ASD，
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い退院した．月齢10カ月になりさらに低酸素血症の進

）

行を認めたため（SpO、：約65％）精査目的で入院した．

宗泰2）

入院時現症および検査：多呼吸，チアノーゼ，心拡

裕行

大（CTR：0．69）を認めた．99mTc−MAA肺血流シン

克則2〕
PDAで肺高血圧を伴う，

crisisに対して，

NO吸入

チグラムにてはICR

2カ月後の時点では右中肺野お

よび左肺全体の軽度遷流低下が認められていたが，今

療法を行った．5ppm前後のNO吸入で，術後急性期に

回は右中下葉の完全欠損が新たに出現していた．肺動

は低酸素血症の改善や尿量の増加など有効性を認め

脈造影では右上葉は末梢まで十分造影されるのに対し

た．術後5日めでも，低濃度のNO療法に依存性で
あったが，他の小児ARDS症例でNO吸入を行うた

て，中下葉ではびまん性の末梢肺動脈の狭小化像を認
めた．左肺動脈も軽度狭小化しており，造影剤の洗い

め，やむを得ず中止したところ，リバウンドと考えら

出しに時間がかかった．また右室圧：47／〜8，右肺動

れる胸水貯留増大，低酸素血症を来した．さらに肺傷

脈：45／12（25），肺体収縮期血圧比：0．56，肺血管抵抗

害が進行し，その後は吸入NO再投与でも効果は認め

値：3．93と前回と比べて右室圧，肺動脈圧，肺血管抵

られず，術後20日めに永眠となった．

抗値の上昇を認めた．

NO吸入療法の離脱は慎重に行い，特に肺血管の器

退院後経過：末梢肺動脈のびまん性の狭小化が進行
する低酸素血症の原因と考え，血管拡張剤（PGI、）の
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1週間後，右肺上葉の肺出血のため突然死した．
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症例：1992年（9歳）学校のレントゲン検診で発見

大阪大学細胞生体工学センター

金田

安史

生体組織への遺伝子導入法はウイルスベクターと非

され，心不全が増悪傾向にあった原発性肺高血圧症の
女児例に対し，1995年4月3日（12歳）Childrens

Hos−

ウイルスベクターとに大別される．非ウイルスベク

pital

ターの代表がリボソームである．しかし現代のリポ

ら右下葉，母から左下葉の移植を受け，術前は肺動脈

Los

Angelesで生体肺移植術が施行された．父か

ソームベクターは依然として導入効率，遺伝子発現効

圧108／47（69）mmHg，肺血管抵抗17．35U・m2だった

率に難があり，これらを解決する必要にせまられてい

肺高血圧は，術後3カ月で肺動脈圧24／12（17）mmHg，

る．その多くが非分裂細胞である組織内への効果的な

肺血管抵抗2．2U・m2と正常化した．7月29日に無事帰

遺伝子導入と発現のために私達は，DNA封入リポ

国したが，X−Pも心胸郭比68％から40％に改善し，肺

ソームを細胞融合能を有するHVJ（Sendai

機能も％VC＝62％，％FEVI．。−58％が，術後20カ月で

virus）と

融合させた融合ベジクル（HVJ一リボソーム）を開発し，

は83％（2．56L），107％（2．09L）に改善した．現在

さらに核蛋白質とDNAの同時導入により遺伝子発現

Ciclosporin

を高めることに成功した．

Azathioprineユ00mgの投与でChronic

私達はこの方法を用いてアンチセンスオリゴヌクレ

325mg（175，150mg），

Predonisone

8mg，

Rejectionは

みとめられていない．

オチド（AS−ODN）による組織での遺伝子発現抑制に

考案：この2年間の経験をもとに問題点を整理した．

成功し，TGF一βのAS−ODNの腎糸球体導入による

①手術時期：我々の症例は，通学が可能で酸素も常

Thy−1腎炎の治療，細胞周調節因子のAS−ODNを用い

時必要としない時期に決断したが，術後の経過は良好

た血管再狭窄の治療などが可能になった．さらに遺伝

であり，できる限り早期の手術が良いと思われた．

子の強発現を利用してNO合成酵素遺伝子の血管壁

②晩期合併症の診断と治療：致命的な合併症は

への導入による血管再狭窄の抑制，デコリン遺伝子の

Chronic

骨格筋への導入による持続分泌を利用した腎炎の治療

別診断は呼吸機能検査（FEVI。，

などが進められている．

V25）・X−P・TBLB（Transbronchial

私達は，最近cationic

lipidを用いた新しいHVJ一リ

Rejection・Fibrosis・lnfectionであるが，鑑

およびBAL（Broncho

Alveolar

DLco／VA，
Lung

V，。／

Biopsy）

Lavage）で行う必要

ボソームを開発し培養系での遺伝子発現を従来の

がある．1996年6月30日，術後1年のTBLB，

HVJ一リボソームの約70倍高めることができ，

行ったが，気管支壁の1部に比較的幼弱なFibrosis，

HSV−tk

BALを

遺伝子の導入による脳腫瘍マウスの治療に極めて効果

血管内膜の軽度な肥厚がみとめられており，その予防

的であった．さらに抗体などを用いたリボソーム表面

対策が必要と思われる．感染については事前に麻疹・

の蛋白修飾による組織特異的導入の試みもなされてい

Varicella・Mumps・Cytomegalovirusなどの抗体を検

る．一方，遺伝子発現の持続のためにEB

査したが，麻疹は陰性で流行時にγ・glbの投与を必要

virus

re−

pliconをもつプラスミドを利用して細胞内での自律
増殖可能なベクターの構築を行い，まだ完全ではない

とした．

が組織レベルにおいても従来の遺伝子発現をさらに長

Monitoring）：Troughで300〜450μg／mlに管理しな

期化することができた．私達はリボソームをべ一スに

ければならないが，食事や睡眠などに影響され血中濃

した人工ウイルスベクターを開発し将来の遺伝子治療

度が一定しない事が多く，現在治験中の新しいCi−

や病態解析に役立てたいと考えている．

closporinが望まれる．

③CiclosporinのTDM（Therapeutic
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