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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　要　　旨

　米国ロサンゼルス小児病院にて，父母から左・右肺下葉の提供を受け，生体肺葉移植術を施行された

原発性肺高血圧症の本邦3症例を報告した．3例は，12歳，11歳，14歳の女児で，それぞれ1995年4月，

1996年4月，1996年10月に手術を受け，4～5カ月後に帰国した．手術後，肺動脈圧はそれぞれ108／47（69）

mmHg→28／12（17）mmHg，80／50（60）mmHg→30／15（20）mmHg，120／55（85）mmHg→20／5（11）

mmHgと著明に改善し，心胸郭比は術直後より正常化した．術後の呼吸機能は，％VCがそれぞれ59％

→102％，87％→122％，87％→102％と改善し，運動能も術前後で1．5倍向上した．最近の問題点は，症

例1では高脂血症・肥満のコントロール，症例2ではEB　virusのDNA－PCRが陽性，症例3では敗血

症，Cytomegalo　virus感染症などである．3例とも慢性拒絶反応はみとめられず，心・肺機能も正常で，

現在学業に復帰し良好なQOLを営んでいる．

　　　　　　　　　　はじめに

　原発性肺高血圧症（Primary　Pulmonary　Hyperten－

sion以下PPHと略す）は，原因不明で常に進行性の予

後不良な疾患である．内科治療の基本は肺血管拡張薬

であり，Ca拮抗剤，経口PGI2　analogue’）など使用さ

れているが，良好な成績は得られていない．

　最近ではNO吸入療法2），静注PGI、製剤3）4）などが試

みられており，特に静注PGI、は本邦小児例でも投与さ

れ，有効性が報告されており5），今後期待しうる薬剤で

ある．

　一方，肺移植に関しては1995年4月，PPHに対する

Living－Donor　Labar　Lung　Transplant（LDLT：生

体肺葉移植）の第1例が本邦女児例に対しロサンゼル

ス小児病院（Childrens　Hospital　Los　Angeles，

CHLA）で行なわれた6）．現在まで，本邦3例を含む4

例に施行され7嗅好な結果を得ている．今回我々は，こ
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　　　　　3丁目
　　　　　聖母会天使病院小児科　　　太田八千雄

の3例の術後1～3年の経験を中心に報告する．

　　　　　　　　　　症　　例

　症例は11歳から14歳の3例で（表1），症例1は1992

年（9歳時）に発見され，3年後の1995年5月（12歳

時）PPHとしては世界で初めてロサンゼルス小児病院

で，両親より左右肺下葉の提供を受け，4カ月後に無

事帰国した．症例2は1993年8月（8歳時）に発見さ

れ，3年後心不全が増悪し1996年4月（11歳）移植術

を受け，4カ月後に帰国した．症例3は1996年1月（14

歳時）に発見され，1996年10月（14歳）移植術を受け

たが，急性拒絶反応のため1カ月長く滞在し，5カ月

後に帰国した．3例の発見理由は（表1），症例1は学

校のレントゲン検診での左第2弓異常であり，小学校

4年時の心電図検診では異常を指摘されていない．症

例2は運動中の失神発作精査，症例3は嗅声があり，

病院受診時のレントゲン検査で異常を指摘された．手

術前のNYHA　classは症例1は通学が可能でII，症例

2は殆ど寝たきりの状態でIV，症例3ではIIIであった．

手術前後の心胸郭比は，それぞれ68％→40％，65％→
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表1　本邦生体肺葉移植例

年齢 性 診断名 発見　　　手術時間

症例1 12歳 女 PPH 1992．4　→　1995．4
　　　帰国：1995．8

症例2 1］歳 女 PPH
1993．8　－→　1996．4

　　　帰国：1996．8

症例3 14歳 女 PPII 1996．1　→　1996．10
　　　帰国：1997．3

PPH：原発性肺高血圧症

発見理由
術前NYHA

術前後CTR 術前後TMET

症例1
学校検診
　X，P

I
I

68％→40％† 7Mets
　→10Mets†

症例2
運動中の
失神発作

Iv 65％→46％† 脊椎圧迫骨折の
ため施行せず

症例3 嗅声 III 54％→37％† 6Mets
　→9Mets†

†術後

TMET：トレッドミルテスト．　Bruce　program

Mets：作業代謝／安静代謝

46％，54％→37％と改善した．手術前後のトレッドミ

ルテストでは，症例1と3で1．5倍の運動性アップをみ

とめた．症例2は手術前の骨粗霧症で脊椎圧迫骨折が

あり施行していない．移植前後の心臓カテーテル検査

では（表2），肺動脈圧・肺血管抵抗はそれぞれ108／

47（69）mrnHg→28／12（17）mmHg，17．4U／m2→2．2

U／m2，80／50（60）mmHg→30／15（20）mmHg，16．2／

m2→2．OU／m2，120／55（85）mmHg→20／5（11）mmHg，

20．OU／m2→1．6U／m2と改善した．術後の患者呼吸機

能検査では（表2），％肺活量（Vital　Capacity，％VC

と略す）が症例1で術直後59％と低下したが，最近で

は全例100％を越えている．％一秒率（Forced　Expir－

atory　Volume　in　lsec，％FEV1．。と略す）は慢性拒絶

反応を診断する一つの指標であるが，症例2のインフ

ルエンザ罹患時の低下を除いて大きな変化はみとめら

れていない．DLco／VA（diffusion　constant，拡散係

数）は，単位肺胞気量（VA）あたりの拡散能力で，肺

毛細管膜・肺毛細管床の大きさをしめしており，症例

1，2では改善しているが症例3では低値である．

　最近の各症例の検査所見では（表3），腎機能は正常

であるが全例尿酸が高値であった．症例1は総コレス

テロールが271mg／dl，中性脂肪は469mg／dlと高く，

Bezafibrateを投与しそれぞれ252mg／dl，256mg／dl

へ低下した．マグネシウムは全例に経口投与している

が，症例3では時々低値となり補正を必要としている．
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表2　移植前後の心臓カテーテル検査

肺動脈圧 模入圧
肺／体血管抵抗
血管抵抗：u／m2

症例1
108／47（69）

28／12（17）†
（10）

17．4／20．6（O．84）

22／24．1（O．09）†

症例2
80／50（60）

30／15（20）†

（7）

（5）†

16．2／16．9（0．96）

2．0／17．4（0．12）†

症例3
120／55（85）

20／5（11）†

（ll）

（6）†

20．0／23．8（0．84）

1．6／23．5（0．07）†

†術後

術後患者呼吸機能

％VC ％FEV、．。 DLco／VA・

2m 1Y 2Y 2m 1Y 2Y 2m 1Y 2Y

症例1 59％ 98％ 102％ 57％ 86％ 82％ 3．88 4．95 5．08

症例2 87％ 101％ 122％ 82％ 83％
　＊＊

73％ 4．20 4．11 4．43

症例3 87％ 100％
102％
（1Y3m） 75％ 76％

72％
（1Y3m）

3．54 3．27
3．45

（1Y3m）

＊（ml／min／mmHg）　・＊インフルエンザ罹患

VC：Vital　Capacity

FEV、　o：Forced　Expiratory　Volume　in　l　second

Cytomegalo　virus（CMVと略す）については，症例

3でアンチゲネミアが陽性となり入院治療を行い，現

在もGanciclovirの投与を続けている．症例1は術後

1年における肺生検でCMVのDNA－PCRが陽性で
あったが，血中のアンチゲネミアは陰性であり治療は

行なっていない．EB　virusにっいては症例1でVCA－

IgGが5，120倍と高値であったが，　DNA－PCRは現在

陰性が続いている．症例2は最近DNA－PCRが陽性と

なり，経過観察中である．

　現在薬は9～14種類投与しているが，（表4）症例1，

2はcicosporinを投与しており，術後1年はTrough

で350～450ng／ml，2年以後250～300ng／m1に維持し

なければならない．しかし症例1ではcisclosporin

（Sandimmun）での血中濃度コントロールは不安定で

1997年7月よりciclosporin　MEPC（Neoral）へ変更

した．未承認薬であるため個人研究用として輸入し，

患者と親権者の承諾を得て投与し，変更後は安定した

血中濃度になっている．症例2においても移植後から

ciclosporin　MEPC（Neoral）を使用しており，帰国後

は個人輸入した薬剤を患者と親権者の承諾を得て使用

している．症例3では急性把絶反応があり，tacrolimus

（Prograf），　mycophenolate（CellCept）を投与してお

り，tacrolimusの血中濃度は15ng／ml前後に維持して
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表3　Laboratory　Findings

BUN
mg／dl

　Cr
mg／dl

β2MG
mg／dl

UA
mg／dI

TC
mg／d1

TG
mg／d1

GOT
Iu〃

GPT
Iu〃

　Ca
mg／dl

m翫1

症例］ 22※ 0．8 1．6 6．8※ 252※ 256※ 18 14 9．4 2．2

症例2 13 0．7 2．0 6．3※ 208 205※ 13 9 9．3 2．1

症例3 25※ 0．9 2．0 6．2※ 243※ 155 16 8 10．1 1．4＃

CMV EB　virus

IgM－Ab Antigellem｛a VCA　IgG IgM DNA－PCR

症例1 （一） （一） ×5，120※ ＜10 （一）

症例2 （一） （一） ×640 ＜10 （＋）

症例3 （一）
一

時（＋）現在（．一） ×ユ6⑪ ＜10

CMV；Cytomegalo　virus　　※基準値以上　＃基準値以下

表4　薬

（1）症例1：①ciclosporin（Sandimmun）375　mg（6．6mg／Kg）→ciclosporin　MEPC（Neoral）275　mg（4．8mg／Kg）

　（57Kg）②predonisolone　8　mg（0」4　mg／Kg）③azathioprine　lOO　mg（L7mg／Kg）④nifedipine　lO　mg⑤　furosemide　80

　　　　mg⑥　rantidine　150　mg（D　bactrim　2　tabs⑧　popon－S　l．09⑨magnesium　oxide　900　mg⑩bezafibrate　100　mg

　　　　⑪calcium　L－aspartate　l，200　mg

（2）症例2：①ciclosporin　MEPC（Neoral）300　mg（4．6mg／Kg）②predonisolone　8　mg（0．12　mg／Kg）③bactrim　2　tabs

　（65Kg）④precipitated　Ca　carbonate　2，400　mg⑤　magnesium　usate　1，200　mg⑥cisapride　7．5　mg⑦　nystatin　suspension

　　　　15cc⑧　ampho－B　nasal　spray　300　nユ9⑨　albuterol　aerosol9．　O．5　cc

　　　　　　　　　　　　　ciclosporin血中濃度：術後1年350～45⑪ng／m1，2年以後250～300　ng／mI

（3）症例3：①tacrolimus　hydrate（Prograf）14　mg（0．25　mg／Kg）②predonisolone　10　mg（0．18　mg／Kg）③mycophenolate

　（57Kg）mofetil（Cel1　Cept）1，500　mg（27　mg／Kg）④ganciclovir　1，500　mg⑤furosemide　20　mg⑥　rantidine　150　mg

　　　　⑦bactrim　2　tabs（8）　popon－S　1．09⑨　magnesium　oxide　1，500　rng⑩cisapride　7．5mg（Dsennoside　200　mg

　　　　⑫nystatin　suspension　l5　cc⑬ampho－B　nasal　spray　300　mg⑭preciptitated　Ca　carbonate　1，600　mg

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　tacrolimus血中濃度：術後10～20　ng／ml

いる．mycophenolateも未承認薬であり，Neoralと同

様に個人輸入後，承諾を得て使用した．corticosteroids

は全例に小量投与している．

　　　　　　　　　　考　　案

　1996年のThe　Regitry　of　the　International　Society

for　Heart　and　Lung　Transplantation8）によると，1994

年，1995年の肺移植は1，007例，1，021例で，1992年か

ら1995年までの1年生存率70％，3年生存率60％で

あった．同時期の心臓移植1年・3年生存率83％，72％

と比較し，成績がまだ不良である．

　生体肺葉移植（LDLT）は，1991年Stanford大学の

報告が最初であり9｝その後VA　Starneは南カリフォ

ルニア大学（USC）へ移り積極的に手術を行なった1°）．

対象は主にCystic　Fibrosis（CF）で，42例の1年生存

率は73．8％であった7）．CF以外の症例も1993年から手

術を開始したが，PPHのLDLTは1995年4月，　USC

付属CHLAで本邦女児例（症例1）に対し行なわれた

のが第1例目である6）．

　現在まで本例3例を含む4例に行なわれ，全例平均

肺動脈圧は60～85mmHgから11～18mmHgへ，肺血

管抵抗は162～32．1U／m2から1．1～2．7U／m2へ改善

しているη．今回我々は，術後1～3年の経過を中心に

報告したが，今後の問題としては，①Chronic　Rejec－

tion，②lnfection（特にCMV，　Pneumocystis　carinii，

EB　virusによるPost　Transplantation　Lympho・

proliferative　disorder＝PTLD），③思春期を迎え精神

的な支援などがあげられる．Rejectionは，呼吸機能％

FEVL。を指標にil）最良の％FEV1，。より20％以上低下

した場合，肺生検を施行して診断する．術後3カ月と

1年に経気管支肺生検（transbronchial　lung　biopsy，

TBLB）を行なうが，症例1と2は1年後の結果では

minimum　acute　rejection，　Lung　Rejection　Study

Groupのgrade　A1であった．症例3は3カ月の結果が

Grade　A、でありtacrolimusへ変更された．肺移植後
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のChronic　Rejection発生頻度はScottら12）によれ

ば，1年以内で50％，1年以上で24％であり，注意深

く経過観察してゆく必要がある．感染症の
pneumocystis　cariniiについては現在も予防のため

bactrimを隔日投与している．　EB　virusは，健常人で

も末梢血中リンパ球の106～7に1個の割合でEBV感染

細胞があり13），抗原性を発現した細胞はcytotoxic　T

cell（CTL）に破壊される．免疫抑制療法を受けている

と，それが破壊されず腫瘍にまで発育する事があるが

（PTLD），そのほとんどがB　cell　lymphomaごあ

る14）．症例2ではDNA－PCRが陽性であり，今後B－　V

ンパ球の活性化・増殖元進が出現しないか，リンパ腫

の発生が起こらないか慎重に観察する予定である．3

症例共，術後NYHA　classは1に改善しQOLも向上

した．脳死肺移植と異なり，両側肺下葉のみの移植な

ので，成長に伴ってVCが増加するか，という点につ

いては，3年の経過ではあるが順調に増加している．

　思春期・成人になると内面的な葛藤や悩みに直面す

る事も多くなるので，今後は精神的な支援が必要にな

ると思われる．

　移植費用は，症例1がICUに3週間，一般病棟10日，

外来3カ月で20万ドル，父親10日間，母親7日間で6

万ドル支払った．症例2は3，500～4，100万円，症例3

は4，500万円かかり，国内での予想費用1，500万円を考

えると，早期に日本で手術が行なえるよう環境の整備

がのぞまれる．

　3症例のドナーは父母であったが，父は右下葉を提

供しそれぞれVCは3．76L→2．76L（25％減），5．03L

→4．17L（17％減），5．07L→4．26L（16％減）へ減少し

た．母は，左下葉を提供しVCは2．93L→2．48L（15％

減），3．41L→2．48L（27％減），3．14L→2．52L（20％

減）へ減少した．日常生活に支障はないが，高度な運

動では影響があり，今後共定期的な呼吸機能検査が必

要である．

　最近PGI、持続静注療法が，　PPHに対し有効との報

告が散見される3）～5）．佐地らは，静注前の肺血管抵抗

48．IU／m2が静注3カ月後に29、2U／m2，12カ月後に

20．OU／m2へ改善した症例を経験した．　PGI2静注療法

は，今後PPHに対する肺移植までの一時的な治療に

とどまらず，病態改変の可能性を期待できる治療法と

して注目されている．

　　　　　　　　　　結　　語

　ロサンゼルス小児病院で生体肺葉移植術を受けた本

邦3女児例を報告した．肺高血圧は著明に改善し，呼
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吸機能も全例％肺活量は100％以上となり，運動能も

1．5倍に向上した．術後1年6カ月から3年を経たが，

慢性拒絶反応はみとめられず現在は順調な経過をた

どっている．

　本論文の要旨は第38回日本呼吸器学会（1998年3月，熊

本）にて報告した．

　稿を終えるにあたり，気管支鏡検査および御指導いただ

きました天使病院呼吸器内科，石黒昭彦先生に深謝いたし

ます．
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Three　Female　Patients　with　Living－Donor　Lobar　Lung　Transplantation　for

　　　　　　　　　　　　　　　　　　Primary　Pulmonary　Hypertension

　　Yachio　Ohta1），　Tsutomu　Saji2），　Nobuyuki　Kidou3），　Seiji　Miura1），

　　　　　　　　　　　　　　　Isamu　Hamada4）and　Jun　Matano5）

　　　　　　　　　1）Department　of　Pediatrics，　Tenshi　General　Hospital

　　　　　　　　2）Department　of　Pediatrics　I，　Toho　Medical　University

　　　3）Department　of　Pediatrics，　Saiseikai　Shimonoseki　General　Hospital

4）Department　of　Pediatric　Cardiology，　Teine　Keijinkai　General　Hospital

5）Department　of　Cardiovascular　Surgery，　Teine　Keijinkai　General　Hospital

　　　　We　report　on　our　experience　in　three　Japanese　patients　who　underwent　living－donor　bilateral

lobar　transplantation　at　Childrens　Hospital　Los　Angeles　between　1995　and　1996．　All　three　female

patients　with　primary　pulmonary　hypertension，11－y－o，12－y－o，14－y－o，　had　systemic　or　near

systemic　pulrnonary　artery　pressure．　Post－operative　right　heart　catheterization　revealed　normaI

pulmonary　pressure　and　pulmonary　vascular　resistance．　The　mean　pulmonary　systolic　pressure

declined　from　71　mmHg（range　60　to　85　mmHg）before　the　operation　to　16　mmHg（range　ll　to

20mmHg）．　After　transplantion，　pulmonary　function　is　gradually　improving．　Vital　capacity　was

109％（range　102　to　122％），　forced　expiratory　volume　in　l　second　was　76％（range　72　to　82％）of

predicted．　All　three　patients　had　not　clinical　evidence　of　chronic　rejection　yet　for　the　present．
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