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	 EL-1

特発性肺動脈性肺高血圧の早期診断と学校心電図検診
○三谷　義英、澤田　博文、福島　裕之、小垣　滋豊、山田　修、土井　庄三郎、佐地　勉
三重大学大学院医学系研究科 小児科学分野

特発性肺動脈性肺高血圧（IPAH）診療において、早期治療と予後の関連が報告される。しかし本症の早
期診断法は、確立していない。日本で特有とされる学校心電図検診を契機に診断される本症が散見される
が、学校心電図検診が本症の早期診断、予後への影響は不明である。日本小児循環器学会修練施設 (150 施
設 ) において、2005-2012 年に心カテ診断した 3 か月 -18 歳の新規発症 IPAH 例を対象とし、受診動機、診
断時と治療後の臨床血行動態指標、治療、予後を調査した。IPAH 対象例 87 例中（年齢 8.9 歳；男 / 女：
46/41）、本検診未施行である 6 歳未満 19 例（22%）を除いた 68 例で、検診群 28 名 (32%) と非検診群 40
名 (46%) で比較した。平均肺動脈圧、肺血管抵抗は、両群で同様に、上昇していたが、検診群では、診断
時 ,WHO-FC I/II が多く、BNP 値は低く , ６分間歩行距離は長かった (p<.05)。期間中の臨床的悪化（全死亡、
肺移植、FC 悪化、6MWD の減少、epoprostenol 治療の開始）は検診群で少なかった (p<.05)。学校心臓検
診では、既に高度肺高血圧を認めるが、右心機能の保たれる IPAH 例が発見され、予後に関連した。
IPAH の早期診断における心電図検診の可能性について概説する。

	 EL-2

PVOD/PCHの診断と治療
○小川　愛子、松原　広己
独立行政法人国立病院機構岡山医療センター 臨床研究部

肺高血圧症臨床分類の 1' 群である肺静脈閉塞症（pulmonary veno-occlusive disease: PVOD）/ 肺毛細血
管腫症（pulmonary capillary hemangiomatosis: PCH）は，肺高血圧をきたす疾患の中でも特に稀である
と考えられてきた． しかし，近年の肺高血圧症診療の進歩に伴い，以前考えられていたよりも症例数が多
いことが明らかとなっており，また，肺高血圧症治療薬により状態が悪化する症例の中に本症例が含まれ
ることなどから，肺高血圧症診療における重要性が高まっている．日本では 2015 年より難治性疾患克服
研究事業の指定難病のひとつとなった．さらに，2014 年以降，本疾患に関連する遺伝子異常や，薬剤によ
る発症の可能性と動物モデルに関する報告などがあり，本疾患の病因・病態解明や治療法の開発が期待さ
れている．こうした PVOD/PCH に関する最近の話題に加えて，臨床的に診断するためのポイントと，現
在考えられる治療法の選択肢について概説する．
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	 EL-3

肺高血圧症例に対する肺移植の成績と術式・術後管理の工夫
○青山　晃博 1）、木下　秀之 2）、馬場　志郎 4）、米田　智也 3）、本山　秀樹 1）、濱路　政嗣 1）、
陳　豊史 1）、伊達　洋至 1）

1）京都大学大学院医学研究科 呼吸器外科、2）京都大学大学院医学研究科 循環器内科、
3）京都大学大学院医学部附属病院　検査部、4）京都大学大学院医学研究科 小児科

【背景】特発性肺動脈性肺高血圧症の内科的治療の進歩は著しいが、依然本邦の脳死両肺移植の最多疾患である。
一方、国際データでは急性期死亡率が高く、肺水腫や心不全から移植肺機能不全にいたるためと考えられ、ドナー
肺のサイズや状態、術式に注意が必要である。当科の肺高血圧 PH 症例に対する肺移植の現況を概説し、より成績
を改善すべく導入した術式や周術期管理法も紹介する。

【成績】2016 年までに施行した肺移植 150 例のうち PH 例は 33 例（1/1' 群
 16、3 群 15、5 群
2）。1/1' 群のうち 13 例が血管病変主体（PAH 群）で、脳死肺移植の待機期間は中央値 3.7 年であった。それ以外
の 137 例と比較し、PAH 群は、若年、両肺移植・術中体外循環・
術後 ECMO・二期的閉胸・術後気管切開の頻度が有意に高く、手
術時間、ICU滞在期間も有意に長かった。しかし30日以内死亡(0/13
例
 vs 3/137 例 )、5 年生存率 (84 vs 67％ ) には差がなかった。

【新たな試み】①自己上葉温存生体肺移植：両側下葉のみを移植す
る生体肺移植で、周術期の血管床のリザーバーとしての機能を期
待し自己の上葉を温存する術式を 2 例（術後予測 FVC が 40％と
48%）に実施。②術後 PGI2 漸減法：移植時の PGI2 の中止が術後
循環不全へ関与しているとの仮説の下、2013 年以降 PGI2 を漸減・
中止する方法を採用。移植前 PGI2 使用 12 例のうち最初の 6 例で
は PGI2 を術中に中止し、5 例で術後 ECMO を要したが、漸減法
6 例では全例術後に ECMO を要さなかった。

	 EL-4

肺高血圧に対する運動療法と心臓リハビリテーション
○後藤　葉一
国立循環器病研究センター循環器内科

近年、肺高血圧症に対する薬物治療が進歩し長期生命予後が改善されつつあるが、肺高血圧症患者のマネ
ジメントにおいて運動耐容能低下と QOL 不良は依然として大きな課題である。過去においては、肺高血
圧症患者に対する運動療法は、有効性のエビデンスの乏しさ、安全性未確立、肺血管や右室機能にたいす
る長期的悪影響への懸念などから推奨されてこなかった。しかし最近になり、肺高血圧症に対する運動療
法の運動耐容能や QOL に対する有効性が報告され、注目されている。国立循環器病研究センターでは、
慢性血栓塞栓性肺高血圧症に対する肺動脈血栓内膜摘除術 (PEA) およびバルーン肺動脈形成術 (BPA) の術
後患者に対して、積極的に心肺運動負荷試験、運動療法・心臓リハビリテーションを実施し効果を上げて
いる。本講演では、肺高血圧症患者の運動耐容能および運動療法・心臓リハビリテーションについて、こ
れまでのエビデンスと現況、および実施上の注意点について概説する。
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	 EL-5

肺動脈性肺高血圧症発症の分子機序：これまでの知見と今後の課題
○江本　憲昭 1）

1）神戸薬科大学 臨床薬学、2）神戸大学大学院医学研究科 循環器内科学

肺動脈性肺高血圧症（pulmonary arterial hypertension : PAH）は、肺動脈の攣縮、血管の構成細胞の増殖・
繊維化、微小血栓、炎症などによって肺動脈圧が上昇し、右心不全から死に至る予後不良の疾患である。
その発症の分子病態として過去 20 年あまりでいくつかの機序が明らかにされた。一つは血管内皮細胞と
平滑筋細胞の間の情報伝達の異常である。またもう一つの重要な発見は、PAH の発症に関与する遺伝子異
常の同定である。BMPR2 遺伝子を含め、TGF- βシグナルに関与する遺伝子の変異が複数同定されており、
さらに K チャネルをコードする遺伝子の変異など新たな病態の解明に繋がりうる知見が発表されている。
しかしながら、現在使用されているいわゆる 3 系統の情報伝達経路に介入する薬剤で病態の改善は望めて
も治癒は期待できない。また遺伝子変異を有していても必ずしも発症する訳ではなく、発症には環境因子
などの他の要因が関与している可能性がある。つまり、PAH 発症の分子機序の全貌は解明には至っておら
ず、解決すべき多くの課題が残されている。本講演では、PAH 発症の分子病態に関してこれまでの知見を
概説し、病態解明に向けた新たな取り組みについて紹介したい。

	 EL-6

臨床に活かす肺高血圧症の病理
○大郷　恵子
国立循環器病研究センター病理部

肺高血圧症の診療においては、治療戦略を考える上で、個々の患者さんの病態を的確に判断する必要があ
るが、その近道は病理像を理解しておくことである。本講演では、基本となる肺動脈性肺高血圧症の病理、
臨床的な問題点との関係、肺動脈性肺高血圧症と治療アプローチが異なり鑑別を要する肺静脈閉塞症の病
理、臨床診断困難例の病理などをお示しする予定である。また近年、肺動脈内膜摘除術に加えバルーン治
療の進歩が著しい肺血栓塞栓性肺高血圧症の病理についても画像所見と対比しながらその病理像を解説す
る。
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	 EL-7

肺高血圧症における心臓核医学の役割：近年の発展と今後の展望
○吉永　恵一郎
国立研究開発法人量子科学研究開発機構　放射線医学総合研究所 分子イメージング診断治療研究部核医学診断・治療研究チーム

肺高血圧症 (PH) の診断として心臓核医学検査は心筋血流イメージングが中心に応用されてきた。左心疾患
に伴う PH では心筋血流イメージング [ シングルフォトンエミッション CT(SPECT) 及びポジトロン断層撮
像 (PET)] は虚血性心疾患の診断及び左室血流分布の欠損程度による予後評価に用いられる。心筋血流イ
メージング検査は従来 Thallium-201,Tc-99m 心筋血流製剤による SPECT 検査が主流であったが、近年
Rubidium-82, N-13 ammonia などの心筋血流 PET が普及し始めている。PET は解像度が高く、かつ算術
モデルを応用することにより、心筋血流量を絶対量として計測可能で視覚的画像評価に心筋血流予備能を
付加することで詳細なリスク評価が可能となっている。PET の解像度の高さを利用し、トレーサの集積程
度が左室心筋より低い右室心筋においても PH 例で心筋血流量の計測が可能である。
 PH では右心室にて心筋代謝の異常が生じ重症度と関連する可能性がある。エネルギー基質であるブドウ
糖 (18F-FDG)、脂肪酸 (C-11 パルミチン酸 ) を標識した放射性医薬品で評価が可能である。さらに不全心筋
における酸素代謝の異常も評価可能である。さらに肺循環として肺血流量を PET により定量評価する試
みもある。
 本講演では肺高血圧症・肺循環領域の心臓核医学の近年の発展につき紹介し、今後の展望につき言及した
い。

	 EL-8

CTEPHに対する肺動脈内膜摘除術
○石田　敬一、増田　政久、松宮　護郎
千葉大学医学部 心臓血管外科

 肺動脈内膜摘除術 PEA は慢性血栓塞栓性肺高血圧症 CTEPH において症状や長期予後を改善する最も効
果的な治療法である。この手術は、無血視野を得るために超低体温循環停止法により行うが、長時間の循
環停止は低酸素脳症合併の危険性が高くなる。従って限られた時間内に区域枝・亜区域枝にある全ての器
質化血栓を摘出しなければならず、高度な技術と経験が必要である。さらに、良好な手術成績を得るため
には、適切な患者選択、綿密な術後管理も重要である。
手術適応は器質化血栓により症状を訴える症例で、肺高血圧症の重症度に制限はない。重症肺高血圧症や
右心不全合併は病院死亡や遺残肺高血圧合併の危険性が高くなるため、早期の手術適応コンサルトが重要
である。また、造影ＣＴ検査や肺動脈造影検査などの画像検査は、摘出されるべき血栓を予測することが
できず（多くは過小評価する）、手術適応の判断をより困難としている。全ての CTEPH 患者で PEA が検
討されるべきであるが、経験のある PEA 外科医にコンサルトすることが特に重要である。
我々は呼吸器内科と協力し、通算 170 例以上の PEA を行い、手術成績の向上に努めてきた。最近の症例
の多くは手術翌日に抜管し、2 週間以内での自宅退院が可能である。肺血管拡張薬なしで遺残肺高血圧症
の合併は減少し、脳合併症は克服している。この講演では、手術ビデオを供覧するとともに PEA 外科医
からみた CTEPH、PEA の問題点について解説する。




