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パネルディスカッション

	 PD1-1

肺高血圧症患者に関する前向き大規模実態調査
○建部　俊介 1）、杉村　宏一郎 1）、神津　克也 1）、青木　竜男 1）、下川　宏明 1）、
日本肺循環学会 肺高血圧症登録研究グループ　2）

1）東北大学大学院医学系研究科 循環器内科学、2）日本肺循環学会

【背景】肺高血圧患者の予後は治療の進歩により改善してきたが、依然として肺高血圧症は難治性疾患で
ある。本邦においては、臨床エビデンスの集積も少なく、詳細な診療実態や長期予後についての解明が求
められている。今回、日本肺循環学会登録研究である「肺高血圧症患者に関する前向き大規模実態調査」
について登録概要を報告し、多施設レジストリの現状と課題についての議論の一助としたい。【方法と結果】
2014 年 5 月～ 2016 年 4 月の期間に、国内の主要な肺高血圧センター 20 施設より肺高血圧患者 1,253 例の
登録があった。内、欠損データの二次調査が可能であった 1,053 例について登録時患者背景を解析した。
臨床肺高血圧グループでは 2 群が 427 例（42％）で最多、1 群 326 例、4 群 185 例が続いた。1 群 PAH の
内訳は、膠原病が 134 例（31％）で最も多く、特発性 100 例、先天性心疾患 56 例の順であった。年齢は 2
群が最も高く（平均 67 歳）、1 群が最も低値（53 歳）であった。また 2 群、3 群は男性の比率が高く（60％
台）、1 群と 4 群は低値（20％台）であった。全ての群で WHOII/III が 80％を占めた。2 群は他の群と比
較し BNP 高値、腎機能低下、左室駆出率低下などの特徴を有した。【結語】肺高血圧症の克服に向け、本
邦の肺高血圧大規模多施設レジストリの早期構築を行い、適切なマネジメント法を確立してゆきたい。

	 PD1-2

肺高血圧症の国際的レジストリ研究
○田村　雄一
国際医療福祉大学医学部 循環器内科 三田病院 肺高血圧症センター

肺高血圧症のレジストリ研究は国際的には古くは治療法がない頃の 1980 年代に米国で行われたことがあ
るが、その後の内科的治療の発展に伴い 2000 年代前半より欧米各国で開始された。現在ではアメリカ・
フランス・ドイツ・イギリスなどのデータベースは、国家レベルでの取り組みがなされ、恒常的にデータ
を発信している。
本邦においてもようやく all Japan 体制のレジストリ構築がまとまりつつあるが、科学的価値を考慮すると
今後の研究に求められるものは、ただの症例登録研究のみではなく、ゲノムやプロテオミクスなどのオミッ
クスデータと治療効果との結びつきを示すためプラットフォームになることである。
本セッションでは本邦の肺高血圧症のレジストリ Japan PH Registry のデータを示すとともに、そういっ
た今後の科学的展望に関しても議論を行いたい。
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	 PD1-3

先天性心疾患に伴う肺動脈性肺高血圧症の J-EPOCHレジストリ研究
○福島　裕之 1）、中西　敏雄 2）、犬塚　亮 3）、佐地　勉 4）、土井　庄三郎 5）、満下　紀恵 6）、
安河内　聰 7）、三谷　義英 8）、糸井　利幸 9）、小垣　滋豊 10）

1）慶應義塾大学医学部 小児科、2）東京女子医科大学医学部循環器小児科、3）東京大学医学部小児科、
4）東邦大学医療センター大森病院小児科、5）東京医科歯科大学小児・周産期地域医療学、
6）静岡県立こども病院循環器科、7）長野県立こども病院循環器小児科、8）三重大学医学部小児科、
9）京都府立医科大学・小児循環器・腎臓学、10）大阪大学大学院医学系研究科小児科

【背景】肺動脈性肺高血圧症治療薬の進歩に伴い、先天性心疾患に伴う肺動脈性肺高血圧（CHD-PAH）症
例の治療成績も向上したと推測されるが、本邦における、CHD-PAH 症例の治療内容・治療成績に関する
大規模なデータは未だ得られていない。【目的・方法】以下の課題を明らかにするために、日本小児循環
器学会研究委員会研究課題として、同学会倫理委員会の承認を得て研究の準備を進めてきた。主要評価課
題は CHD-PAH 症例の生存率（生命予後）、副次的評価課題は CHD-PAH 症例への薬物治療の現状、予後（生
存率）に影響する因子、臨床的増悪 / 死亡の予測因子、治療法と患者の予後との関連、treat and repair 戦
略の妥当性、シャントの位置による臨床像の異同などである。研究は多施設・前向き症例登録研究（レジ
ストリ研究）で、治療内容に介入を行わない観察研究である。すべての CHD-PAH 患者を対象とし、一部
のフォンタン循環患者も対象とする。【結果】全国の主要な CHD-PAH 診療施設における研究実施の準備
が整いつつある。学会では登録症例の概要を公表し、以後の展望を述べる。さらに、欧米の肺高血圧症レ
ジストリである REVEAL registry、TOPP registry を取り上げ、利益相反を含むレジストリ研究の問題点
にも言及する。（研究グループ：演者に加え朴　仁三、奥村謙一、坂崎尚徳、田村雄一、宮田裕章、山岸
敬幸、前田　潤、柴田映道）

	 PD1-4

CTD-PAHに対する国際共同治験
○桑名　正隆
日本医科大学 アレルギー膠原病内科

 PAH の基礎疾患として膠原病が最も多いにもかかわらず CTD-PAH を対象とした臨床試験はこれまで実
施されなかった。その理由はできるだけ広い適応を取得したい製薬会社側の都合だが、結果的には正しい
判断といわざるを得ない。なぜなら、PAH を対象とした肺血管拡張薬の臨床試験のほとんどで、CTD-
PAH サブ解析で一次エンドポイントの統計学的な有意差が得られていない。その理由として、基礎疾患に
よる病態の多様性、特に強皮症では PAH に加えて左心疾患、間質性肺疾患、肺静脈閉塞疾患など他の臨
床分類が加わった混合病態を呈する例が多いことなどが想定される。そのため、肺うっ血や換気血流ミス
マッチ増大などにより運動耐容能が悪化する場合があり、結果的に治療反応性のばらつきが大きくなる。
そこで、最近の臨床試験では均質な病態の症例を取り込む cohort enrichment を用いることが多いが、興
味深いことに肺血管拡張薬と異なる作用機序の薬剤の CTD-PAH を対象とした国際共同治験が実施されて
いる。バルドキソロンメチルは血行動態に対する直接作用はないものの抗酸化作用、抗炎症作用、エネル
ギー効率改善を通じて CTD-PAH の混合病態に改善をもたらすことが期待されている。
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	 PD1-5

肺高血圧症のゲノム解析：その先へ
○坂尾　誠一郎
千葉大学医学部附属病院　呼吸器内科

肺高血圧（PH）のゲノム解析により、疾病に関連するゲノム領域の同定が飛躍的に進み、多数の関連
SNP が報告されている。しかし、その結果は統計的な関係を示すのみで、必ずしも疾病発症および病態進
行を説明するものではない。ヒトは、生体・組織・細胞など各階層における代謝やシグナル伝達、遺伝子
発現のネットワーにより動的恒常性を維持しており、その破たんが疾病の発症につながると考えられてい
る。つまり遺伝子発現のみでなく、PH 発症に関する動的恒常性の破たんを、プロテオーム解析、メタボロー
ム解析、トランスクリプトーム解析など、総合的に評価する必要が示唆される。さらには、オミックスデー
タと PH レジストリの臨床データを統合することで、疾病発症・進行および薬効予測・薬剤選択マーカー
の探索が可能になるかもしれない。さらにデータシェアリングシステムを構築することで、オミックス解
析の基盤技術開発に携わる研究者にとてって患者情報の収集・入手が容易になり、更なる技術開発に寄与
する可能性が期待される。また臨床医にとって、オミックスデータの獲得は新たなトランスレーショナル
リサーチのアイデアを生み、臨床課題の解決に寄与するかもしれない。最終的にはプレシジョンメディス
ンへの基盤情報創出が可能になるかもしれない。本セッションでは上記課題について将来展望を提示する
と共に、皆様からのご意見を頂きたい。

	 PD2-1

膠原病合併肺動脈性肺高血圧症	(CTD-PAH) の早期診断の最新知見
○安岡　秀剛
慶應義塾大学リウマチ膠原病内科

膠原病合併肺動脈性肺高血圧症 (CTD-PAH) の患者は我が国の PAH 症例の約半数を占める。その予後は
PAH 治療薬の登場により改善傾向にある。しかし治療の選択肢が増えてもその生命予後は特発性 PAH と
比較し不良である。膠原病合併肺高血圧症は全身性疾患の特徴として、肺動脈以外の臓器病変が並存し、
1 群以外に 2 群や 3 群の要素をもつ症例が多く存在することも問題を複雑にしている。特に全身性硬化症 
(SSc) 合併 PAH の生命予後は特発性 PAH に比し、未だ改善に乏しい。このため予後改善のためのアプロー
チの一つとして、早期診断・早期治療が注目されている。この中で PAH に進展する症例を高頻度に含むボー
ダライン PAP 症例のフォローや定期的スクリーニングは重要な位置付けにあり、欧州心臓病学会／欧州
呼吸器病学会のガイドラインの中でも推奨されている。しかし経胸壁心エコー検査など単独モダリティで
のスクリーニングは、偽陽性・偽陰性のために信頼性に乏しいと考えられている。近年複数のモダリティ
の組み合わせによるスクリーニングが提案されている。例えば全身性硬化症では非侵襲的なモダリティに
より右心カテーテル (RHC) 候補者を絞り込むことが可能な DETECT アルゴリズムが作成され、18 歳以上、
罹病期間3年以上、%DLCO < 60%の症例を対象として検証、感度の優れた指標として提唱されている。我々
の施設においても RHC を施行した SSc 症例で、本アルゴリズムの有効性を検討した。この結果を紹介し、
composite measure を含めた非侵襲的検査によるスクリーニングの有効性に関する最近の知見と比較して
考察し、早期診断の意義について議論したい。
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	 PD2-2

膠原病関連運動誘発性肺高血圧症に対する治療介入の可能性
○荻原　義人、山田　典一、中谷　仁、松田　明正、伊藤　正明
三重大学大学院 循環器・腎臓内科学

　肺動脈性肺高血圧症 (PAH) は、多くの治療薬の開発と、早期からの多剤併用療法の導入により、劇的に
予後が改善してきている。しかしその中で、強皮症を始めとした膠原病関連 PAH は、未だ難治性のまま
であり、同様の肺血管拡張療法が行われているにも関わらず、その予後は特発性 PAH と比較し著しく不
良である。
　運動誘発性 PAH では、運動時において健常者と比較し過剰に平均肺動脈圧（MPAP）が上昇すること
から、一定の肺血管リモデリングの進行と、有効肺血管床の減少をきたしていることが推察される。しかし、
安静時では MPAP が 25mmHg 未満であることから、PAH よりも早期の病態とも考えられる。このよう
な早期の段階で治療を開始すれば、膠原病関連 PAH においても、より有効的に病態の進行抑制ができ、
予後の改善が期待できると思われる。
 　現時点で当施設では、膠原病関連運動誘発性 PAH 23 例において、肺血管拡張薬投与群 5 例と非投与群
18 例に振り分け、介入試験を行っている。探索的研究であり、1 年後の追跡検査は 15 例とまだ中間解析
ではあるが、本研究結果から、膠原病関連 PAH における早期治療介入の可能性について検討し、今後の
予後改善の解決策となることを期待しつつ報告する。

	 PD2-3

運動負荷心エコーによるCTD-PHの早期診断と治療における諸問題
○山崎　宜興
聖マリアンナ医科大学 リウマチ・膠原病・アレルギー内科

 肺高血圧症 (PH) は膠原病 (CTD) に合併する重要臓器病変の一つである。CTD に伴う PH (CTD-PH)、特
に強皮症に伴う PH では予後不良とされ、早期診断・早期治療介入が望まれる。我々の施設では循環器内
科と協力し運動負荷心臓超音波検査を用い、CTD-PH の早期診断に役立てており、その取り組みを紹介し、
運動負荷心臓超音波検査の CTD-PH 早期診断の有用性を検討する。
CTD-PH には早期の治療介入が望まれるが、治療介入に関し CTD-PH には多くの問題が存在する。問題の
一つは PH の原因が多彩であり、その原因により治療戦略が全く異なるという点である。CTD-PH には前
毛細血管性 PH (Nice 分類第 1 群 ) のみでなく、後毛細血管性 PH (Nice 分類第 2 群 ) や間質性肺炎による
PH (Nice 分類第 3 群 ) が少なからず存在する。一人の患者が複数の病態を合併することもあり、このよう
な場合、特に病態診断や治療選択に難渋する。このような場合、Nice 分類に機械的に当てはめると病態診
断を誤ることがあり、的確な CTD-PH の病態診断のために何をすべきか自験例を通じて議論したい。また、
CTD-PH では免疫抑制療法が奏功する例が存在するためその適応・有用性についても議論していく。
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	 PD2-4

膠原病関連肺動脈性肺高血圧症の早期診断と長期予後について
○城田　祐子
東北大学病院血液免疫科

◆◆◆◆◆

	 PD2-5

大阪医科大学における膠原病性肺高血圧症 (CTD-PH) 診療の実際
○槇野　茂樹
大阪医科大学　内科学 (IV) リウマチ膠原病内科

　近年、肺動脈性肺高血圧症 (PAH) の治療は種々の肺血管拡張薬の開発により進歩し、予後は著明に改善
し、特発性に於いて顕著である。しかし、膠原病性 PAH はスクリーニングによる早期発見が可能である
にもかかわらず特発性と比し予後の改善は不十分であるとされている。特に、全身性硬化症 (SSc) では
PAH のみならずⅡ型の左心機能不全、Ⅲ型の肺疾患 ( 間質性肺炎 (IP))、I' 型の PVOD 様病変による肺高血
圧 (PH) が混在することにより予後の改善が不十分である。また、その死因は必ずしも PH によるわけでは
ない。当科は SSc、膠原病性 IP を多く診ていることと近くの国立循環器病センターより相談を受けること
により、比較的多数例の CTD-PH 患者を診療しており、近年は予後も改善している。そこで、当科の最近
10 年の CTD-PH 例の基礎疾患、PH の病型、スクリーニング発見か否か、治療、予後を示し、早期診断の
当科におけるウエイトを示すと共に、SLE-PH 症例、SSc-PH で IP を伴った症例、SSc-PH で PVOD 様病
変を伴った症例で管理がそれなりに成功している症例を提示し、免疫抑制療法の併用状況も含め解説する。
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	 PD3-1

岡山医療センターにおけるPHチームの外来・在宅医療支援
○加賀宇　芳枝 1）、新井　千尋 1）、藤井　宣匡 1）、小川　愛子 2）、松原　広己 2）

1）NHO 岡山医療センター 看護部、2）NHO 岡山医療センター 臨床研究部

当院では 2003 年から 2017 年 4 月までに 82 名に PGI₂ 持続静注療法を導入してきた。2011 年のクリティカ
ルパス採用以降の導入時平均入院期間は 36 日であり、その間に患者は薬液の溶解方法・携帯型ポンプの
使用方法・日常生活上の注意点など修得しなければならない。在宅管理に向けて、特に重点的に指導して
いるのは、ヒックマンカテーテル感染予防と心不全管理である。どちらも患者の QOL に大きく関与し、
在宅管理上の重要課題である。
　当院では 2014 年から、PH チームの病棟看護師が外来診療に関与することとし、①ヒックマンカテーテ
ル感染徴候のチェック、②心不全症状の有無確認、③精神面のフォローなどを行っている。具体的には、
①カテーテル刺入部の観察を行い、異常の早期発見に努める。②体重や検査データ、在宅での様子を患者
に確認し、必要時は再指導を行う。③ IC 後のフォローや在宅管理中のトラブルへの対応、などを受診毎
に行っている。
　さらに当院では、遠方に居住している患者のために、看護師が 24 時間 365 日、電話やメールでの相談
を受けつけている。最近はメールでの相談が増えており、些細な事でも相談が出来ると患者からは好評を
得ている。刺入部の写真が貼付されていると感染徴候の早期発見にも繋がり、在宅管理をより容易にして
いる。しかしこれらの患者が安心・安全に在宅管理を受けられるサポート体制構築のためには、他の医療
機関との連携も重要であり、今後の課題である。

	 PD3-2

◆◆◆◆◆
○大上　あや
◆◆◆◆◆

◆◆◆◆◆
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◆◆◆◆◆
○佐藤　徹
◆◆◆◆◆

◆◆◆◆◆
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小児肺高血圧症の外来・在宅医療の現状と課題
○福島　裕之 1）

1）慶應義塾大学医学部 小児科、2）東京女子医科大学医学部循環器小児科、3）東京大学医学部小児科、
4）東邦大学医療センター大森病院小児科、5）東京医科歯科大学小児・周産期地域医療学、
6）静岡県立こども病院循環器科、7）長野県立こども病院循環器小児科、8）三重大学医学部小児科、
9）京都府立医科大学・小児循環器・腎臓学、10）大阪大学大学院医学系研究科小児科

肺高血圧症の外来・在宅医療には様々な課題が残されている。とくに、小児期の肺高血圧症患者には、本
来は健やかにのびのびと、家庭や学校を含めた社会生活を楽しむことができる年代であるがゆえに、病気
によって彼らの生活が損なわれないように、あらゆるサポートを模索するべきである。
家庭での生活については、本人に加えて、主な養育者である母親を支援することが重要である。さらに、
父親や祖父母も外来診療の場に来ることを歓迎し、本人や母親の味方を増やす努力も行いたい。また、本
人の兄弟姉妹も人知れず精神的な苦労を抱えていることがあるため、本人のみを優遇するのではなく、家
族構成員全員に目を配ることも必要となる。
学校生活をコーディネートすることも診療チームの重要な役割である。危険を冒さない範囲で、本人が望
むことがひとつひとつ叶えられるように支援を行いたい。何を望むか、例えば自分が肺高血圧症という病
気を持ちながら学校生活を送ることをどのように、誰に伝えたいと思うか、についてはひとりひとりで大
きく異なる。また、それぞれの学校によって生活環境も違うため、適切な支援を行うには、本人、家族、
学校教諭、教育委員会担当者などを交えた作戦会議が必須となる。要すれば、診療チームが生活の場であ
る学校に出向いて状況を確認する、あるいは他の生徒に説明をすることも考慮されるべきであろう。
講演では、実例を挙げて私たちの取り組みも報告する。
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肺高血圧症患者に対する医療機関と訪問看護の連携事例
○三浦　永津子
セコム医療システム株式会社 セコムさいたま訪問看護ステーション

　14 年間、エポプロステノール在宅持続静注療法を継続している事例を紹介する。
　N 氏は 21 トリソミーで、50 歳代の女性である。14 年前から訪問看護を行っている。訪問看護の目的は
大きく 2 つである。1 つは、自宅で薬物療法を安全かつ確実に継続することである。N 氏はカテーテルの
再挿入が困難であるため、薬物療法を継続する上で特にカテーテルトラブルの回避が重要である。弊社で
使用している『医療処置管理票』を用いて、管理方法やトラブル時の対処方法を主治医と確認している。
　もう１つの目的は、生活支援・指導、療養相談によって合併症を予防することである。直近 5 年間に入
退院を 4 回繰り返した。塩分・水分の過剰摂取、遠出による心負荷や感冒による心不全の悪化が入院の理
由であった。入院時には訪問看護から医療機関へ、状態の変化と生活状況、看護内容と評価を情報提供し
ている。退院前には現在の病状と治療内容の情報を得て、今後の予測や対処方法を確認することが在宅療
養の継続を支援する上で重要である。
　長期の関わりの中で、N 氏の心不全の悪化を示唆する兆候とそこに影響する生活パターンが見えてきた。
現在は、影響する生活状況の改善と指導により心不全の悪化を予防すると共に、早期に悪化の兆候をキャッ
チし、医療機関と連携して早期受診と治療を促している。
　ここ 1 年半は、外来受診だけで自宅療養を継続している。




