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日時平成ユ0年2月21日（土）

場所安田生命ビルB1「安田生命ホール」

　1－1）左右短絡型肺血流増加心疾患におけるInter－

1eukin　8産生

　　　　千葉大学小児科

　　　　　　安川　久美，小穴　慎二，浜田　洋通

　　　　　　地引　利昭，立野　　滋，寺井　　勝

　　　　千葉大学呼吸器内科　　　　　木村　　弘

　　　　東京大学衛生学　　　　　　　松島　綱治

　肺血流増加型心疾患では，手術後再灌流障害を合併

することがある．その際の肺障害組織へは好中球が多

数浸潤し，好中球遊走活性化因子であるInterleukin　8

が重要な役割を果たしていることが知られている．今

回，肺血流増加型心疾患患者におけるInterleukin　8の

産生について検討した．手術前肺血流増加型心疾患

（VSD，　ASD，　ECD）40例の肺動静脈血漿のInterleukin

8はASDの3例を除いて正常である．しかし，手術前

の末梢血単核球を比重遠心法にて採取しInterleukin

8抗体を用いて染色した結果，対照ではみられない単核

球細胞質内のInterleukin　8の産生を認める症例が存

在し，これらでは手術中から直後にかけて血中Inter－

leukin　8が増加した．肺血流増加型心疾患患者のなか

には，手術前にInterleukin　8産生に対しすでにプライ

ミングされており，手術などの侵襲により血中に放出

される可能性が示唆された．

　1－2）肺血流増加に伴う肺高血圧血管Remodeling

におけるACEの関与

　　　　大阪大学小児科

　　　　　　小垣　滋豊，佐野　哲也，三輪谷隆史

　　　　　　松下　　亨，岡田伸太郎

　肺高血圧実験モデルとしてモノクロタリン投与や低

酸素暴露がよく用いられているが，肺血行動態の変化

に伴う肺高血圧の血管病変形成解明のモデルとしては

必ずしも適切とは言えない．そこで我々はラットを用
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い一側肺動脈結紮及び腹部大動脈一下大静脈短絡を組

合わせ，肺血流増加に伴う肺高血圧モデルを作製し病

理組織学的に検討した．モデルラットにおいて右室／大

動脈圧比は有意に上昇し（0．53vs．対照O．20），右室心

筋の肥大が見られた（心筋重量比RV／LV＋SO．55　vs．

対照0．31）．組織学的に筋性肺動脈中膜の肥厚および肺

胞壁肺動脈の筋性化が存在し，肺血流増加型先天性心

疾患でみられる病理変化と類似の血管Remodelingが

観察された．このモデルで肺動脈壁局所におけるACE

（angiotensin　converting　enzyme）の発現を免疫組織

学的に検討したので併せて報告する．

　2－1）PABおよび根治手術後に通行性肺血管病変

により死亡した2歳VSDの1例
　　　　1）公立刈田綜合病院循環器科，2）弘前大学小児

　　　　科，3）北海道大学小児科

　　　　　　八巻　重雄1）米坂　　勧2）南雲　　淳3）

　症例．KS，　VSD　PH

　8カ月時にPABを行い肺動脈圧20mmHgの低下
を見た．そのときの肺血管病変はIPVD　1．4，　HE分類

3度で根治手術の適応であった．しかし，2歳の根治

手術時の肺生検ではIPVD　2．4，　HE分類6度ですでに

VSD閉鎖の適応はなかった．術後肺動脈圧は下がらず

2歳8カ月時に術後進行性肺血管病変にて死亡した．

剖検でIPVD　2．8，　HE分類6度で強度の血管収縮によ

り過度に肺小動脈中膜が肥厚した後壊死に陥ったもの

と思われた．この症例の術後進行性肺血管病変の発生

病理について考察すると，1）PAB時の肺小動脈中膜

は平滑筋細胞が脱落，空胞化しており極めて弱い中膜

壁であったこと，2）同胞がVSD，　PHで生後5カ月で

死亡していることから，この症例の中膜は特異的な低

形成を有しPAB後に残存した肺高血圧症にも耐え切

れず肺血管病変が進行したと考えられた．根治手術後

は肺動脈血の酸素飽和度が相対的に低下したため血管

収縮が増強し，肺血管病変がさらに進行したものと思

われた．

　2－2）肺生検で心内修復適応ありとされたVSD＋

PH症例の術後経過

　　　　榊原記念病院小児科1），公立刈田綜合病院循
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　　　　環器科2）

　　　　　　　　　　　　畠井　芳穂1）八巻　重雄2）

　術前に重度肺高血圧を合併した心室中隔欠損症のな

かで，肺生検で心内修復適応ありとされた7例の術後

経過について報告する．手術時年齢は7カ月から58歳

（小児5例，成人2例）で，小児例はすべてダウン症候

群であった．術前の血行動態は，Qp／Qs＝
1．45（0．83～3．13），Pp／Ps（収縮期）－
0．89（0．43～1．08），Rp＝12．4単位・m2（6．6～12．8）

であった．酸素負荷（5例）によりPp／Psが低下した

のは2例であり，トラゾリン負荷（2例）では反応が

見られなかった．八巻らのIPVDは1．3から2．4であ

り，H－E分類は2度から6度であった．術後の心カテ

（0～7年；中央値4年）を施行しえた6例のうち，平

均肺動脈圧が30mmHg以下は4例で，すべてNYHA
1度であった．2例は重度の肺高血圧が残存し，その

中の1例は右心不全で入退院を繰り返した．心カテ未

施行の1例は心エコーで肺動脈圧は低下していた．肺

生検で心内修復適応ありと判断されたVSD＋PH症

例の肺高血圧は，術後ほとんどが低下していたが，な

かには低下しない例もあり，厳重な経過観察を要する．

　3－1）CO2ナルコーシスを呈し，術後も呼吸管理が遷

延した扁桃肥大，睡眠時無呼吸による肺高血圧の1例

　　　　東邦大学第1小児科

　　　　　　小澤　安文，長谷川　慶，渡辺　弘恵

　　　　　　星田　　宏，中山　智孝，松裏　裕行

　　　　　　佐地　　勉

　　　　同　耳鼻科

　　　　　　米本　正明，長舩　宏隆，小田　　悔

　症例は5歳男児で呼吸困難，浮腫を主訴に受診した．

病歴上，仰臥位での睡眠が困難で無呼吸を生じている

ことが判明した．診察所見では肥満，高血圧，浮腫，

扁桃肥大を認め，II音充進を聴取した．血液ガスは

PaO242mmHg，　PaCO264mmHgで，胸部X－Pでは

心拡大を認めた．心電図では肺性P波，全胸部誘導の

陰性T波，心エコーでは心嚢液貯留，推定右室圧65

mmHg（血圧比0．5）を認め，以上より睡眠時無呼吸症

候群，Obesity・hypoventilation　syndromeと診断し

た．短時間の酸素投与でCO、ナルコーシスを呈し状態

が増悪したため，扁桃摘出，アデノイド切除，軟口蓋

咽頭形成術を施行した．術前よりミルリノン，DOBを

投与し心不全は徐々に改善したが，低換気が持続し第

23病日に呼吸管理より離脱した．第28病日には心拡大，

心嚢液貯留は改善し，右室圧も35mmHg（血圧比0．35）

日小循誌　14（3），1998

と低下を認めた．入院時および第23病日のhAMPは

73→10以下pg／ml，　BNP　749→5．2pg／m】と著明に改

善した．

　3－2）先天性僧帽弁狭窄，大動脈縮窄，動脈管開存の

術後遷延する肺高血圧症に対し，Procylineと

Nifedipineの薬効評価を行った1例

　　　　東京女子医大循環器小児科

　　　　　　田村　明子，小林　智幸，相羽　　純

　　　　　　近藤　千里，中澤　　誠，門間　和夫

　今回我々は，4歳の先天性僧帽弁狭窄，大動脈縮窄，

動脈管開存，肺高血圧の術後，肺高血圧が遷延してい

る症例に対し，ProcylineとNifedipineの薬効評価を

行った．

　結果：
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　考察：この症例ではNifedipineよりもProcyline

において強い肺動脈圧低下作用がみられた．両者とも

肺動脈圧低下に伴い，肺動脈襖入圧が上昇する反応が

みられた．これは，左房コンプライアンスの低下，僧

帽弁輪上弁置換術による左房容積の縮小，左室拡張能

の低下が関与しているものと考察した．

　procylineは反応の開始，回復とも速やかで，肺動脈

模入圧の上昇に伴う肺響血の畏れも少ないと考えた

為，負荷試験後，経口投与を開始し，臨床的にも改善

がみられた．

　4－1）原発性肺高血圧症進行例に対するミルリノン

の使用経験

　　　　聖隷浜松病院小児循環器科

　　　　　　瀬口　正史，横山　岳彦，西尾　公男

　肺高血圧の進行した8歳女児の原発性肺高血圧症の

心不全にミルリノンを使用した．0．5μg／kg／分のミル

リノン持続静注によって脈圧の増加とチアノーゼの改

善，四肢末梢の循環不全の改善が得られ，尿量も増加

した．ミルリノンは肺血管抵抗の低下と心拍出量の増

加が得られる新しい心不全治療薬として注目されてお
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り，原発性肺高血圧症の増悪による心不全においても

有効であった．急性期の薬物治療の一つとして選択さ

れるべきであると思われたので報告する．

　4－2）原発性肺高血圧症における経口PGI2誘導体

と02の相乗効果

　　　　横浜市立大学医学部小児科

　　　　　　安井　　清，瀧聞　浄宏，川名　伸子

　　　　　　小林　博英，岩本　真理，柴田　利満

　原発性肺高血圧症（PPH）には種々の血管拡張剤の

投与や酸素療法などの治療が行われる．今回はPGI2

と02の併用による効果について検討した．

　対象および方法：対象はPPH　7例（男1例，女6

例，8カ月より25歳の平均13歳）．心臓カテーテル検査

時に経口PGI2誘導体（beraprost　sodium，以下BS）

を20より40μg投与し経時的に平均肺動脈圧
（mPAP），肺血管抵抗（Rp）等の指標を計測した．さ

らに15あるいは30分毎に02を投与し，その併用による

効果を検討した．

　結果：BS単独で効果を認めたのは7例中2例で

あった．この2例のmPAP（mmHg）は無投薬，　BS単

独，02単独，BS＋02併用でそれぞれ60，30，44，27お

よび65，50，50，40であり，BS＋02で最も低下した．

Rpも同様に低下した．　BSの効果がなかった5例では

02にも反応なく，併用による効果も認めなかった．

　結論：BSに反応性のあるPPHでは02との相乗効

果を認め治療に有用であると考えられた．

　4－3）経口．PGI2の急性および慢性効果が認められ

た原発性肺高血圧の1乳児例

　　　　富山医科薬科大学小児科

　　　　　　上勢敬一郎，橋本　郁夫，浜道　裕二

　　　　　　津幡　真一，市田　蕗子，宮脇　利男

　症例は，4カ月男児．新生児期には特に異常なく，

生後3カ月時より時に咳轍と喘鳴を認め，全身に浮腫

を認めることがあり，当科へ紹介となった．入院時の

心エコー上心内奇形は認められず，原発性肺高血圧と

診断し，アムコラル，利尿剤等による治療を行い，PGI2

の経口投与を開始した．心臓カテーテル検査では，

PAP＝94／40，56mmHg，　Pp／Ps＝1．0，　Rp＝19．9Um2，

Rp／Rs＝0．72と高度の肺高血圧が認められたが，　NO

吸入およびPGI2内服ではほぼ同等の急性効果が認め

られ，各々Rp＝15．4，14．3Um2へ低下し，さらに両者

の併用では9．8Um2へと低下した．また，　CIも2．8L／

min／m2から，　NO吸入およびPGI2内服では3．3，3．3，

両者の併用では4．IL／min／m2と増加が認められた．
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PGI2の経口開始1カ月の時点では，心エコー上三尖弁

逆流Vmax＝5．3m／sから4．3m／sへと軽快し，6カ月

後には三尖弁逆流は消失した．また，2年後の心臓カ

テーテル検査では，PAP＝22／8，12mmHg，　Rp－2．3

Um2と肺高血圧の正常化が確認された．

　5－1）最近2年間に経験した原発性肺高血圧症例の

検討一連続心拍出量・肺動脈圧モニターの有用性を中

心に一

　　　　神奈川県立こども医療センター循環器科

　　　　　　　　　　　　林憲一，康井制洋

　　　　　　　　　　　　岩堀　　晃，宮本　朋幸

　最近2年間に経験した原発性肺高血圧症は4例で，

失神発作を主訴とする年少児（症例1，2）および学

校検診にて発見された中学1年生（症例3，4）であ

る（重症例は症例2，4）．初回入院の際，我々は心カ

テによる鎮静下の薬物負荷試験だけでなく，連続的に

圧と心拍出量のモニターが可能なカテーテルを一定期

間肺動脈内に留置し，日常生活に近い非鎮静下で薬物

負荷試験を行っている．連続モニター下での肺動脈圧

はいずれの症例も鎮静下の心カテ時より高値を示し，

また日中に比べ夜間低値という日内変動をとった．症

例1は薬物負荷試験の結果よりnifedipine　と

prazosinを選択．治療開始後発作は消失し，1年半後

の再心カテでは肺動脈圧には変化がないものの，肺血

管抵抗は正常化し心拍出量も増加した．また症例3，

4には，連続モニター下で運動負荷試験も施行．症例

3は運動に伴い心拍出量が増加したが，症例4は逆に

低下した（症例4は死亡例）．連続心拍出量・肺動脈圧

モニターの有用性を中心に報告する．

　5－2）携帯用パルスオキシメーターによる肺高血圧

患者のSpO2の変化

　　　　東邦大学第1小児科

　　　　　　中山　智孝，佐地　　勉，小澤　安文

　　　　　　松裏　裕行，星田　　宏

　目的：肺高血圧（PH）患者における動脈血酸素飽和

度（SpO2）の変化は，安静時には軽度の低下をきたす

が，運動時や飛行機による移動時の変化については不

明な点が多い．

　対象：原発性肺高血圧症やEisenmenger症候群に

代表されるチアノーゼ性心疾患児において，携帯用パ

ルスオキシメーターを装着し，飛行中ならびに運動時

のSpO2の変化を観察した．

　結果：飛行中にSpO2が飛行時間と共に3～5％低

下した．また6分間歩行テストにおいても2～3分後
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から5～10％低下した．携帯用酸素の投与により

SpO2の低下が軽減した．

　考察：PH患者では安静時よりも運動時，高度上空

においてSpO2の低下の程度が強い事が判明した．低

酸素性肺血管攣縮の助長により右心不全がさらに増悪

することが考えられたため，適時の酸素投与が望まし

い．

　5－3）原発性肺高血圧症（PPH）に対する生体肺移植

の経験

　　　　済生会下関総合病院小児科

　　　　　　木藤　信之，長谷川恵子，牧　　隆司

　　　　　　尾内　一信，金原　洋治

　症例はPPHに対し生体肺移植を行った日本で3例

目の患者である．14歳の女児，曖声を主訴に来院，運

動時に息切れが強く，階段を2階まで昇るのがやっと

であった．心臓カテーテル検査で肺動脈圧＝120／

55（85），肺動脈模入圧＝（11），肺血管抵抗＝20U・m2

であった．家族の希望で1996年10月にChildrens　Hos－

pital　Los　Angeles（CHLA）で生体肺移植を行った．

両親の肺の下葉を移植した．現在免疫抑制剤を含む15

種類の薬で管理中である．生体肺移植の現状は，1）国

外で移植を行うため高額の医療費・言葉の不便さ等の

問題．2）国内で行われていないため保険適応が無く・

薬も個人輸入．移植を希望する患者がいる以上，日本

での肺移植の早期実現を望む．

　6－1）肝硬変に伴う肺動静脈痩：肝移植前後での検

討

　　　　京都大学小児科

　　　　　　　　　　　　米村　俊哉，野崎　浩二

　　　　　　　　　　　　吉林　宗夫，古庄　巻史

　　　　京都大学移植外科

　　　　　　上本　伸二，猪股裕紀洋，田中　紘一

　近年Glenn手術やTCPS手術後に高頻度に肺動静

脈痩（PAVF）を来すことが報告され，肝静脈還流血

が肺循環を通らないことがPAVF発生の原因の一つ

と考えられており，肝障害とPAVF発生との関連が示

唆されている．これらの関連を検討するため，肝硬変

で生体肝移植を受けた40例（先天性胆道閉鎖症37例，

ウィルソン病3例；男13，女27；6カ月～16歳）にコ

ントラストエコー（Echo）を用いてPAVFの評価を行

い，肝移植前後で比較検討した．Echoは撹拝した生理

食塩水3～6mlを末梢静脈から急速注入して行った．

Echoは移植前，移植後1週時，1カ月時に施行し，1

カ月時にPAVFが残る症例はさらにフォローした．さ
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らに肝移植前後でナトリウム利尿ペプチドファミリー

（ANP，　BNP，　CNP），一酸化窒素代謝産物，エンドセ

リンー1，アドレノメデュリンの血中濃度を測定し，

PAVFとの関連についても検討した．

　6－2）TCPC術直後から肝内短絡のため持続性の低

酸素血症を呈した無脾症候群の1例

　　　　埼玉県立小児医療センター循環器科

　　　　　　菱谷　　隆，上原　里程，北澤　玲子

　　　　　　星野　健司，小川　　潔

　1971年フォンタン手術が導入されてから，fenestra－

tionの作成，肝静脈の一部を心房内buffle外におく方

法などにより，成績は向上し対象疾患が心房錯位症候

群まで拡大された．今回肝内短絡により術直後から低

酸素血症を呈した例を報告する．

　症例：4歳，女児．

　診断：無脾症候群，共通房室弁口遺残，単心室，高

度肺動脈狭窄，右胸心．

　経過：2カ月時，右BT短絡術施行．2歳3カ月時，

bidirectional　Glenn短絡術施行．　Total　Cavo・

Pulmonary　Connection（TCPC）目的に入院．左肝静

脈は下大静脈につながり，右肝静脈は直接右側心房に

つながっていたため，右肝静脈はそのまま導管を作成

した．CCU帰室直後より，低酸素血症（酸素下SaO2

80％），低中心静脈圧（平均13～ユ6mmHg）が続いた．

肺血流シンチ，血管造影検査にて下大静脈の大部分と

上大静脈の一部の血流が左肝静脈　右肝静脈間短絡に

より肺動脈を経由せず心房に還流していることが判

明．1カ月後に右肝静脈結紮術施行しSaO2100％に上

昇，肝うっ血所見なく，3カ月経過した現在も順調で

ある．

　7－1）NO吸入療法を試みたBPDの1例

　　　　倉敷中央病院小児科

　　　　　　西田　吉伸，金澤　房子，大西　博之

　　　　　　中田　庸平，丸子　俊成，河村　一郎

　　　　　　佐々木　博，亀山　順治，武田　修明

　　　　　　馬場　　清，田中　陸男

　症例は，在胎27週0口，546g，超低出生体重児．重

症の気管支肺異形成（BPD），肺高血圧より肺性心，低

酸素血症をきたした．酸素投与，利尿剤，血管拡張剤

などの治療で改善せず，日齢217よりNO吸入療法を

施行した．吸入NO濃度は10PPmから開始した．吸入

施行開始4時間後より，酸素化の改善が認められた．

右心不全も軽快し，NOを漸減中止，約3週間で人工呼

吸器より離脱した．経過中，体血圧の低下，MetHb血
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症などの副作用は認められなかった．血管平滑筋の弛

緩作用を肺動脈に応用したNO吸入療法は新生児遷

延性肺高血圧，ARDSに対し臨床応用されているが，

他の肺高血圧をきたす病態，疾患のなかにも有効な症

例があり，試みてもよい治療と考えられた．NOの作用

にはまだ不明な点も多く，その適応，副作用などにつ

いても十分考慮し，慎重に施行する必要がある．

　7－2）一酸化窒素供与体（NO　donor）投与における

呼気中NOの測定とその意義

　　　　埼玉医科大学心臓病センター’），第一生化

　　　　学2），大陽東洋酸素技術研究所3）

　　　　　　小林　　順1）薗田　　勝2）小竹　文秋1）

　　　　　　武澤　潤枝3）荻野　　博3）小林　俊樹1）

　　　　　　竹田津未生1）菰田　ニー2）小池　一行D

　　　　　　尾本　良三1）

　目的：血中に放出されたNOの多くは，赤血球中の

ヘモグロビン（Hb）などとの結合の後，酸化され安定

な亜硝酸，硝酸として尿中へ代謝される経路は知られ

ている．しかし急性に血中NOが増加した場合のNO

代謝産物の動態，特に肺でのNOガスの排出を検討し

た報告はない．今回我々はラットへのSNP（sodium－

nitroprusside），　nitroglycerin，　GSNO（S・

nitrosogluthatione）などのNO　donorを静注し，　NO

ガスの肺での代謝経路について検討した．

　方法：Wisterラットに痂酔下で気管切開後，　NO

donorを投与し，　Sievers　NO　Analyzerを用い，気管

チューブから連続的にNOガスの検出を行った．

　結果：NO　donor投与後，瞬時に呼気中NOガスの

排出が見られた．これはNO　donorの種類により，そ

の排出パターン，排出量が異なっていた．

　考察：NO　donorの肺高血圧症への応用は，その毒

性や全身血圧への影響によりあまり一般的ではない．

しかし肺で選択的に排出される静注用NO　donorの

開発は意義あるものと思われる．

　特別講演

　Fontan型手術前後の肺循環に関する諸問題一小児

科の立場から一

　　　　千葉県こども病院循環器科，心臓血管外科＊

473－（85）

　　　　　　　　　　　　青墳　裕之，岡嶋　良知

　　　　　　　　　　　　松尾　浩三＊，藤原　　直＊

　（1）対象は新生児期より経過観察された44例（低肺

血流量群30例，高肺血流量群9例，Norwood術後5

例）．（2）低肺血流量群では左右肺血流のアンバラン

ス，総肺静脈還流異常の狭窄進行，初回シャントの良

好な開存等に注意が必要であるが，90％の症例の肺条

件はフォンタン型手術の適応となった．高肺血流量群

中4例は初回肺動脈絞拒術のみで，他の4例はDKS

吻合，両側グレン手術等を二期手術として行うことに

より，2歳頃までに条件が整った．Norwood術後群で

は，肺動脈およびBTシャントの狭窄に注意し，　Inter・

ventionも併用しながら早期にHemi－Fontanを施行

する方針．全体を通じて非到達症例では心室機能，突

然死が問題であった．

　3）肺血管の条件は平均2歳5カ月で整い，フォンタ

ン型手術手術年齢は2～4歳が中心となっている．術

後血行動態の良否と手術年齢との関係は見いだせな

い．4）術直後の重篤なPH　crisisはNO吸入療法導入

以降みられていない．5）術後のQOL，蛋白漏出性胃腸

症の発生は，肺血管床の良否とも関係が深く，肺循環

を再評価し対策を講ずる必要がある．

　特別講演

　Fontan型手術前後の肺循環に関する諸問題，外科

の立場から

　　　　東京女子医科大学循環器小児外科

　　　　　　　　　　　　　　　　　　高梨　吉則

　Original　Glenn手術後の遠隔期のdesaturationの

原因として気づかれたpulmonary　AV　malforma－

tions（PAVMs）の成因について肝臓で生成されるsus－

tanceがPAVMSの抑制因子であろうといわれてい

ることを文献的に考察した．最近経験したTCPC法の

術後のPAVMsの症例を提示した．自己血手術による

Fontan型手術と同種血輸血をしたFontan型手術の

比較をしていることを述べた．modified　ultrafiltra－

tion法を導入すると人工心肺の回路によるcontact

activationの影響の軽減と自己血手術で希釈される血

液の濃縮効果などについて述べた．
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