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	 S1-1

肺動脈性肺高血圧症治療におけるセレキシパグの位置づけ
○波多野　将
東京大学大学院医学系研究科 重症心不全治療開発講座

プロスタグランジン (PGI2) 製剤は 3 系統の中でもっとも古い系統の薬剤であるが、当初から使用可能であっ
た内服のベラプロスト及び持続静注のエポプロステノール (EPO) に加え、近年持続静注ないし皮下注で使
用するトレプロスチニル (TRE)、吸入薬のイロプロスト (ILO) が相次いで使用可能となった。さらに、
2016 年 11 月には IP 受容体アゴニストであるセレキシパグ (SEL) が薬価収載となり、現在 PGI2製剤 (IP 受
容体アゴニストを含む ) だけで 5 種類の薬剤が使用可能である。このため、PGI2製剤の使い分けには患者
の病態及び各薬剤の特性に精通していることが求められる。2015 年の ESC/ERS ガイドラインでは、
WHO 機能分類 (FC) ⅡないしⅢ度の患者において内服薬による初期併用療法が推奨されるようになったが、
これは基本的にエンドセリン受容体拮抗薬とホスホジエステラーゼ 5 阻害薬によるものを想定したもので、
新しい治療薬である SEL を想定したものではない。一方で WHOFC Ⅳ度の重症例に対しては EPO 持続静
注が推奨されているが、TRE 皮下注や ILO 吸入の位置づけについてはいまだにガイドライン上明らかで
ない。このように、PGI2製剤は最も古い系統の薬剤でありながら、投与経路の多様性と SEL が肺高血圧
治療薬の中で最も新しい薬剤であることから、その位置づけが最も定まっていない系統の薬剤といえる。
そこで本シンポジウムでは、新しい治療薬である SEL を中心として、至適な PGI2製剤の使用法について
考えたい。

	 S1-2

PAH治療におけるイロプロスト吸入薬の位置づけと使用法の実際
○中山　和彦 1）、江本　憲昭 1,2）

1）神戸大学大学院医学研究科 内科学講座　循環器内科学分野、2）神戸薬科大学　臨床薬学研究室

 イロプロストは 2016 年 4 月に肺動脈性肺高血圧症の適応を取得したプロスタサイクリン製剤であり、吸
入という新しい投与経路のため直接薬剤が肺で吸収されるというこれまでにない特徴を有する。経口や静
注製剤に比較して効果発現が速く、全身への薬物投与量を抑えることができるため副作用発現が少ないと
いう利点がある一方、吸入下での血中半減期は8~9分とエポプロステノール静注製剤の6~10分と大差なく、
2 時間ごとに 4~10 分程の吸入を繰り返さなければならないという煩雑な面もある。海外 AIR 試験 / 国内
IBUKI 試験では投与 12 週後に 4.6 / 5.3mmHg、238 / 109dyne・sec/cm5の血行動態改善作用を認め、六
分間歩行距離 (22.2 / 36.0m) の延長と自覚症状の改善が 26.0 / 61.9% の患者で確認されている。本セッショ
ンでは自験例の提示を踏まえて本薬剤の最適疾患群や治療効果判定方法、吸入薬導入法のコツなど実臨床
上における注意点を中心に、今後の肺高血圧診療における本薬剤の位置づけに関して論じたい。
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肺高血圧症に対するSorafenib の有効性と安全性の検討
○菊地　華子 1）、木村　郷 1）、伊波　巧 1）、合田　あゆみ 1）、片岡　雅晴 2）、吉野　秀朗 1）、
佐藤　徹 1）

1）杏林大学病院 循環器内科、2）慶應大学病院 循環器内科

チロシンキナーゼ阻害剤／マルチキナーゼ阻害剤 Sorafenib は肺動脈性高血圧症に対する治療戦略の一つ
として、その効果が期待される薬剤である。
当院ではこれまで、特発性肺動脈性肺高血圧症 (IPH)10 例、肺静脈閉塞症 (PVOD)3 例の 13 症例に対して
Sorafenib を使用した。Sorafenib 開始前の平均肺動脈圧は 44~80 ｍｍ Hg、NYHA ⅢまたはⅣと、肺血管
拡張薬による治療にも関わらず、治療効果不十分な肺高血圧症や、肺高血圧症に伴う右心不全を来した例
に対して使用した。右心カテーテル検査での追跡が可能であった 12 症例のうち、11 例で平均肺動脈圧の
改善 (mPAP 改善率：14-33%) を認めており、13 症例中、10 例で NYHA の改善を認めた。
副作用については、Sorafenib200-400㎎まで増量していく過程で、特に内服開始直後に約半数の症例で皮
膚症状を認めた。１例のみ皮膚症状が全身におよび内服の継続が困難であった。チロシンキナーゼ阻害剤
で見られる血行動態増悪や右心不全発症及び肝障害は認めなかった。
治療抵抗性で予後不良と考えられる重症肺高血圧症に対する最後の一手としての Sorafenib の使用経験を
紹介し、その有効性と安全性を検討する。

	 S1-4

糖尿病治療薬メトホルミンによる肺高血圧症治療の既存薬再開発
○大村　淳一、佐藤　公雄、菊地　順裕、佐藤　大樹、黒澤　亮、砂村　慎一郎、
野木　正道、Md. Elias Al-Mamun、Mohammad Abdul Hai Siddique、下川　宏明
東北大学 循環器内科学

肺動脈性肺高血圧症（PAH）は肺動脈平滑筋細胞のがん類似の異常増殖による血管内腔の狭小化を基盤と
する致死性疾患である。現在の治療薬は肺血管拡張作用が主体であり、肺血管リモデリングの完成した重
症患者では、その効果は限定的である。従って、PAH の病態に根差した全く新しい治療薬開発が望まれて
いる。近年、PAH 患者の血管平滑筋細胞の異常増殖や右室機能異常の基盤として、細胞内エネルギー代謝
やミトコンドリアの機能異常が注目されている。一方、創薬領域では、これまでの方法論による創薬の限
界に直面している。そこで、安全性や副作用情報が既に蓄積している既存薬の中から、他の疾患での有効
性を探索する試みが行われている（ドラッグ・リポジショニング）。我々は最近、AMPK が肺動脈の恒常
性維持の根幹を担うことを証明したが、さらに研究を発展させ、メトホルミンによる AMPK 活性化によっ
て肺高血圧の治療が可能であることを動物モデルで証明した（Circ Res. 2016）。糖尿病治療薬メトホルミ
ンは、ミトコンドリア機能修飾や細胞増殖抑制、AMPK 活性化作用などの多彩な作用を有する既存薬であ
る。その有効性に加えて低血糖などの副作用発症リスクの低さから、現在世界で最も処方されている 2 型
糖尿病治療薬である。実際、アメリカ Vanderbilt 大学でのメトホルミンを用いた肺高血圧症患者の臨床治
験が進行中であり、肺高血圧治療の臨床現場で将来、使用可能になることが期待される。
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炎症性サイトカインの Interleukin-6 を標的としたPAH治療の可能性
○中岡　良和 1）、大郷　剛 2）

1）国立循環器病研究センター 研究所血管生理学部、
2）国立循環器病研究センター肺循環科／肺高血圧症先端医学研究部

 炎症性サイトカイン interleukin-6(IL-6) は自己免疫疾患の慢性炎症に深く関わり、ヒト化抗 IL-6 受容体モ
ノクローナル抗体トシリズマブは関節リウマチ、キャッスルマン病、若年性特発性関節炎に保険適応を有
する生物学的製剤である。我々は、低酸素誘発性肺高血圧症 (HPH) マウスで抗マウス IL-6 受容体抗体
MR16-1 を投与するとコントロール抗体群に比して HPH 病態が著明に改善されることを見出した。低酸素
負荷後にコントロール群の肺では、ヘルパー T 細胞の１サブセットの Th17 細胞と M2 マクロファージの
著明な増加が見られたが、MR16-1 投与群では何れも抑制されていた。また、Th17 細胞が主に産生するサ
イトカインの IL-17 と IL-21 は低酸負荷後のコントロール群の肺で発現が増加していたが、MR16-1 投与群
では有意に抑制されていた。IL-17 中和抗体は HPH 病態を抑制しなかったが、IL-21 受容体欠損 (IL-21RKO)
マウスでは野生型に比して HPH 病態形成が有意に抑制されていて、IL-21 が IL-6 の下流因子と示唆された。
また、IL-21 は肺胞マクロファージを M2 マクロファージへの極性化を誘導することで肺動脈のリモデリン
グを促進する可能性が示唆された。以上より IL-6/IL-21 シグナル軸は M2 マクロファージ極性化を介して
肺高血圧症の病態を促進する可能性が示唆される。一方で、我々は大型血管炎の高安動脈炎にトシリズマ
ブの有効性を見出しており、今後、高安動脈炎や PAH などの難治性血管病での検討する必要がある。

	 S2-1

心エコー図による右心機能評価
○田中　秀和
神戸大学大学院医学研究科 循環器内科学

肺高血圧症患者ではその原因となる病態、重症度を同定することが重要であり、これらの評価には心エコー
図法が有用である。特に、肺高血圧症患者においては、右室収縮機能の低下は予後不良規定因子であると
も報告されている。そのため、肺高血圧症患者では、右室収縮能評価は重要ではあるが、右室は左室と異
なり形態が複雑であるため、回転楕円体と仮定することはできず、単一断面のトレースから右室容積や右
室駆出率を算出することは困難である。この右室の形態の複雑さが、心エコー図法での右室機能の定量的
評価を困難にしているのが現状である。右室収縮能評価は一般的に大まかな視覚的評価がなされてきたの
が現状ではあるが、その基準はきわめて曖昧である。さらに、現在まであまり注目されていなかった右房
機能に関しても、肺高血圧症患者において付加的な役割を担っていることも報告されている。本セッショ
ンでは、肺高血圧症患者における、右室、右房を含めた心エコー図法による右心系の評価の有用性を、自
験例を交えて概説する。
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包括的右心機能評価とその簡便化
○先崎　秀明
埼玉医科大学総合医療センター 小児循環器科

右心機能を包括的に評価するためには、心室自体の収縮、拡張能と負荷状態との相互関係（心血管統合関係）
の理解が必須となる。負荷変化時の心室圧容積関係はこの目的のためのもっとも優れた評価法のひとつと
いえる。さらに前負荷状態の理解にはＧｕｙｔｏｎの静脈還流曲線、後負荷の理解には肺動脈
Impedance、心血管統合関係の理解には Wave Intensity がさらに有用な情報を提供してくれる。本シンポ
ジウムではこれらを用いた右心機能評価、肺循環評価の概要と右心不全における病態の知見に関し討論し
たい。さらに、これら評価法に内在する繁雑性、侵襲性といった問題点を克服するために開発した、単一
心拍から求める心室圧容積関係（Ｅｅｓ，Ｍｓｗ）に代表される斬新な簡易法に関しても紹介したい。

	 S2-4

肺高血圧症における右室心筋細胞のミトコンドリア機能異常
○坂尾　誠一郎
千葉大学医学部附属病院　呼吸器内科

肺動脈性肺高血圧症（PAH）の治療ターゲットは主に肺動脈病変であるが、PAH の主要な死亡原因は右
室機能不全（RVF）である。近年、肺高血圧症に合併した右室肥大 (RVH) 心筋細胞の代謝能に着目した研
究が進み、RVF に対する右室機能改善のための直接的または選択的な治療法が模索されている。実際、肺
高血圧症では右室心筋細胞のミトコンドリア代謝機能異常が指摘され、糖や脂肪酸代謝に変化がある。今
後これら代謝異常を治療ターゲットとして考慮する場合、その変化を正確に評価しなければならない。そ
のため我々は、その方法として FDG-PET 検査および BMIPP 心筋シンチグラフィー検査を用いた。慢性
血栓塞栓性肺高血圧症（CTEPH）患者の血栓内膜摘除術前後で同検査を施行し、右室心筋における糖や
脂肪酸の取り込みを評価した。その結果、それらが肺循環動態と有意に相関する事を示した。本研究は、
CTEPH 患者の手術治療前後で右室心筋細胞への糖と脂肪酸の取り込みを同時に評価した初の試みであり、
今後の臨床応用に向け、同検査の代謝機能評価法としての可能性が示唆された。本シンポジウムでは、肺
高血圧症における右室心筋細胞の代謝機能障害について、我々の研究結果および最近の知見を紹介すると
共に、その病態を考えたい。
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PAHにおける心筋代謝・血管病変の評価～ FDG-PET の可能性
○大平　洋 1）、辻野　一三 1）、Lisa Mielniczuk2）、Rob Beanlands2）、西村　正治 1）

1）北海道大学病院 内科Ｉ、2）University of Ottawa Heart Institutea

肺動脈性高血圧症 (PAH) は、肺動脈血管平滑筋細胞の増殖により肺動脈が狭窄・閉塞を来し、肺動脈圧が
上昇する疾患である。その結果、右心不全、さらには死に至ることのある難治性疾患である。PAH の予後
は右心機能と関連することが報告されており、右心機能の保持が治療の目標の一つである。2015 年に改訂
された ESC/ERS の「肺高血圧症の診断と治療ガイドライン」において、右心機能・形態に関連するパラメー
タは PAH のリスクアセスメントの重要な項目である。しかし、従来のパラメータは右心機能が低下して
きて初めて明らかになるものが多く右心機能低下・右心不全の発症を前もって予測することにできるマー
カーは確立されていない。同程度の肺動脈圧であっても右心機能が低下する例と、右心機能が保持される
例がある。後負荷に対する maladaptation と adaptation の機序についてはまだ明らかになっていない部分
が多いが、心筋代謝の関与が報告されている。右室心筋代謝に関して、心臓核医学検査を用いた研究が進
められてきており、圧負荷に対する右室のリモデリングの病態の理解、また新しい治療のターゲットとし
ての役割が期待されている。また、肺動脈のリモデリングを FDG-PET を用いて評価する可能性も報告さ
れてきている。本講演では PAH における右心機能と心筋代謝異常についてこれまでの研究報告を
overview し、FDG-PET の可能性についても述べていきたい。
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CTEPHにおける内服治療
○杉村　宏一郎、青木　竜男、建部　俊介、山本　沙織、矢尾板　信裕、神津　克也、
佐藤　遥、紺野　亮、佐藤　公雄、下川　宏明
東北大学 循環器内科学

慢性血栓塞栓性肺高血圧症 (CTEPH) に対する薬物治療とバルーン肺動脈形成術 (BPA) による治療法の確
立は、非手術適応症例の予後を著しく改善させた。今回は CTEPH に対する内服治療の効果を検討した。
当院で行った 48 例の非手術適応 CTEPH についてリオシグアト以外の血管拡張薬の効果を検討した。プ
ロスタサイクリンを 42 人（88％）に、PDE5 阻害薬を 45 人（94％）に、エンドセリン受容体拮抗薬を 12
人（25 ％） に 使 用 し、39 人（81 ％） は 併 用 療 法 で あ っ た。 平 均 肺 動 脈 圧 (mPAP:41 ± 11 to 39 ±
10mmHg, P<0.01)、肺血管抵抗 (PVR:755 ± 357 to 558 ± 232 dyne, P<0.01) で有意に改善を認めが、6 分
間歩行距離（6MWD）は有意な改善を認めなかった（340 ± 149 vs.369 ± 121m, P=0.18）。リオシグアト（4.2
± 1.5mg） の 効 果 を BPA 施 行 前 10 例 に つ い て 検 討 し た。mPAP(42 ± 9 to 38 ± 7mmHg, P<0.05)、
PVR(1029 ± 340 to 740 ± 302dyne・sec・cm-5, P<0.01)、 心 係 数 (1.88 ± 0.51 to 2.35 ± 0.44, P<0.001)、
6MWD（318 ± 91 to 414 ± 93m, P=0.03）に有意な改善を認めた。非手術適応 CTEPH において薬物療法は、
血行動態的な改善を認め、BPA 適応例においても術前の血行動態改善に有効であると考えられる。

	 S3-2

慢性血栓塞栓性肺高血圧の治療戦略～経皮的肺動脈形成術の可能性
○伊波　巧 1）、片岡　雅晴 2）、柳澤　亮爾 1）、重田　洋平 1）、菊地　華子 1）、竹内　かおり 1）、
合田　あゆみ 1）、佐藤　徹 1）、吉野　秀朗 1）

1）杏林大学医学部 第二内科、2）慶應義塾大学医学部　循環器内科

慢性血栓塞栓性肺高血圧症 (CTEPH) は従来型の抗凝固療法と在宅酸素療法のみでは５年生存率 50% 未満
の予後不良の疾患である。治癒の望める治療法としては外科的な肺動脈内膜摘除術 (PEA) のみであるが、
器質化血栓病変が末梢側に主に存在する場合や重度の併存合併症によって PEA 困難症例が 20-40% 存在す
る。近年本邦を中心に PEA 困難症例に対するカテーテル治療 (BPA/PTPA) は目覚まし進歩を遂げている。
治療法の選択肢が増えたことで、世界的にも CTEPH 診療のガイドラインは変化してきている。BPA/
PTPA は各施設で独自の方式で施行されており、治療目標や薬物治療の併用の仕方を含めて標準化はされ
ていない。BPA/PTPA 普及のために、最も重要な課題であった術後の再灌流性肺障害 / 肺水腫はほぼ克
服されつつあり、手技上の原則的は注意点に関して統一されつつある。我々は Pressure wire を用いるこ
とで PTPA の合併症である再灌流性肺水腫の出現を大幅に低減できるようになり、現在は CTEPH だけで
なく、労作時呼吸困難症状を有する慢性肺血栓塞栓症 (CPTE) にも適応を拡大している。ここでは、
Pressure wire をガイドとして用いた当院での PTPA の手法を概説するとともに、安静時及び運動時の血
行動態に対する効果だけでなく、CPTE に対する PTPA の安全性及び治療効果も含めて概説する。
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CTEPHにおけるPEAの現状
○小泉　信達、鈴木　隼、佐藤　雅人、加納　正樹、藤吉　俊毅、丸野　恵太、高橋　聡、
神谷　健太郎、岩橋　徹、松原　忍、西部　俊哉
東京医科大学心臓血管外科

【目的】慢性血栓塞栓性肺高血圧症（CTEPH）に対する治療は、肺動脈内膜摘除術（PEA）が根治的であ
るが、薬物治療や経皮的肺動脈形成術（BPA）を併用した当院での治療成績について報告する。

【対象】2012 年 2 月から 2017 年 1 月まで PEA を施行した症例は 53 例（61（31 - 84）歳、男性 19：女性
34）で、平均罹患期間は 49 ヶ月（3 ヶ月 -20 年）、3 例は術前 BPA 施行例であった。PEA 術後の残存 PH

（mPAP>25-30mmHg）症例 13 例に BPA を行った。
【結果】15 年以上の長期罹患例で、かつ血管炎を疑わせる著明な肺動脈拡大を認めた 1 例（1.9％）を呼吸
不全＋肺出血で失ったが、他は全例耐術生存した。平均肺動脈圧は、術前 41 ± 9 → 術後 21 ± 9 mmHg
と著明な PH の改善が得られた。13 例（24.5％）においては遺残 PH を認め、術後 BPA を追加施行した。
BPA を施行した症例と施行しなかった症例では、術前平均肺動脈圧は 45 ± 7 と 39 ± 10mmHg(P=0.04) と
BPA 施行例では術前から PH が高い傾向にあり、術前からの BPA 介入が重要と思われた。

【結語】PEA により著明な PH の改善を認め、良好な治療成績を得た。しかしながら、長期罹患例や末梢
病変を併存した症例では死亡例や遺残 PH 例が散見された。PH 残存例に対しては、術後に BPA を行うこ
とで更なる成績の向上が期待された。

	 S3-4

重症 CTEPHに対する riociguat、BPA、及び心リハによる集学的治療
○福井　重文 1）、大郷　剛 1）、後藤　葉一 1）、小永井　奈緒 1）、浅野　遼太郎 1）、上田　仁 1）、
辻　明宏 1）、福田　哲也 2）、中西　宣文 1）、安田　聡 1）

1）国立循環器病研究センター 心臓血管内科部門、2）国立循環器病研究センター 放射線部

目的：我々は近年手術適応外慢性血栓塞栓性肺高血圧症 (CTEPH) 患者においてバルーン肺動脈形成術
(BPA) が安全に肺血行動態や運動耐容能、右心機能を改善する事を報告してきた。しかし、BPA 後に安静
時の血行動態が顕著に改善するにも関わらず、依然運動耐容能障害や労作時息切れが残存しており、この
運動時の問題は BPA 単独での解決が難しいと考えられる。
方法：そこで我々は CTEPH 患者に対して段階的、集学的治療法としてまず BPA 前に riociguat を、次に
複数回の BPA を、最後に BPA の後療法として心リハ (CR) を組み合わせて治療を行った。右室機能は
BNP と心臓 MRI により評価した。
結果：最初に BPA の前治療としての riociguat は、初回 BPA 前までに平均肺動脈圧 (mPAP) と BNP を有
意に改善させた (n=18, all P<0.05)。次に複数回の BPA により運動耐容能と共に mPAP は肺高血圧症の定
義以下のレベルまで更に改善した (35 ± 11 to 24 ± 6 mmHg) (n=48, all P<0.05)。最後に最終 BPA 直後か
ら開始した CR は、肺血行動態を悪化させる事なく運動耐容能を正常に近いレベルまで改善させ (peak 
VO2予測値、71 ± 9 to 78 ± 13%)、BPA 後の右室リバースリモデリングを加速させた (RV end-diastolic 
volume index, 84 ± 22 to 78 ± 16 mL/m2) (n=17, all P<0.05)。
結論：手術適応外 CTEPH 患者に対する riociguat、BPA、及び CR を用いた段階的、集学的治療法は、肺
血行動態や運動耐容能、右室機能を効果的に改善させ得る有用な治療戦略である。
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CTEPHにおける国内及び海外のBPA治療現状
○大郷　剛 1）、福田　哲也 2）、辻　明宏 1）、福井　重文 1）、上田　仁 1）、小永井　奈緒 1）、
浅野　遼太郎 1）、安田　聡 3）

1）国立循環器病研究センター 心臓血管内科部門　肺循環科、2）国立循環器病研究センター　放射線部、
3）国立循環器病研究センター　心臓血管内科

慢性血栓塞栓性肺高血圧症（CTEPH: chronic thromboembolic pulmonary hypertension）は器質化した血
栓により広範囲の肺動脈が慢性的に狭窄・閉塞し肺高血圧症を呈する疾患であり、生命予後は不良である。
近 年、 我 が 国 で 重 症 の CTEPH 症 例 に 対 し て 肺 動 脈 バ ル ー ン 形 成 術（BPA: balloon pulmonary 
angioplasty）が行われるようになり、症状、血行動態、生命予後が改善することが報告されている。その後、
BPA を施行する施設は日本でも増加し、近年は欧米の肺高血圧専門施設において日本から学び BPA が開
始され、国際的にも発展し始めている。今回当院及び国内の BPA の現状及び欧米の肺高血圧症専門施設
での BPA 状況を交えて紹介し、BPA 治療の今後、問題点についてディスカッションしたい。

	 S4-1

日本における膠原病関連肺高血圧症の疫学と予後－諸外国との比較
○白井　悠一郎、桑名　正隆
日本医科大学 アレルギー膠原病内科

肺高血圧症（PH）の臨床分類のうち、膠原病（CTD）に伴う肺動脈性肺高血圧症（PAH）は患者数も多く、
重要なサブグループである。診療では、肺動脈病変だけでなく、CTD の基礎疾患の臨床像も考慮する必要
がある。基礎疾患の分布に着目すると、欧米のコホートでは強皮症（SSc）が約 7 割を占めるのに対し、
日本、中国、台湾、韓国など東アジアでは SLE、MCTD が多い。ただし SSc-PAH では、抗セントロメア
抗体陽性の限局皮膚硬化型が多くを占める点は世界共通である。多施設レジストリ（REVEAL や
ASPIRE）における PH サブグループ毎の生命予後の解析では、CTD-PAH の予後が不良であり、中でも
SSc-PAH が最も悪い。欧州の SSc-PAH 患者の予後に関するメタ解析によると 1、2、3 年生存率は 82%、
67%、56% であった。日本人 CTD-PAH 患者を対象にした我々の施設のコホートの成績でも、SSc 以外の
CTD-PAH の予後は良好なのに対し、SSc-PAH は有意に不良であった。SSc-PAH の長期予後の改善が今
後克服すべき課題として残されている。
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膠原病関連肺高血圧症の病理―基礎疾患別の特徴
○谷野　美智枝
北海道大学大学院医学研究院・医学院腫瘍病理学教室

膠原病に合併する肺動脈性肺高血圧症 (CTD-PAH) は、診断技術の進歩、疾患自体の認識向上、PAH 特異
的な治療薬の登場などにより関心が高まっている。我が国における過去の疫学調査では、混合性結合組織
病 (MCTD) の 16%、強皮症 (SSc) の 11.4%、全身性エリテマトーデス (SLE) の 9.3% で PAH の合併が報告
されている。特発性肺高血圧症 (IPAH) は PAH 特異的な治療薬が奏功し予後が劇的に改善したものの、
CTD-PAH は治療抵抗性で予後不良であり病態の解明が必須である。肺血管病変の首座は外径 500 μ m 未
満の細小肺動脈であり、病因に関わらず血管内皮細胞や中膜平滑筋細胞の増生、攣縮などによる血管内膜
や中膜の肥厚などによる血管狭窄が起きる。病理学的に病変は広い肺内に不均等に分布し、動脈病変に加
え様々な程度の毛細血管、静脈病変の合併がおきる。特に SSc-PAH では静脈病変の合併が多いことや、
線維性閉塞を呈する "small vessel disease" が特徴であり治療抵抗性や予後不良に関与している可能性が示
唆されている。膠原病にはそれぞれ特有の病態があるように、肺血管病変自体も背景疾患を反映する一つ
の表現型でことから、基礎疾患別の病理学的類似点や相違点を肺血管病理像を通して考察する。

	 S4-3

膠原病関連肺高血圧症の分子病態と新たな治療標的
○川口　鎮司
東京女子医科大学 リウマチ科

 膠原病関連肺高血圧症 (CTD-PH) の治療方針は、全身性強皮症 (SSc) 関連 PH と非 SSc 関連 PH にわけて
考える必要がある。非 SSc 関連 PH では、全身性エリテマトーデス (SLE) および混合性結合組織病 (MCTD)
に代表されるように PH に対して免疫抑制療法が著効する。この病態では、血清補体価が低下しないこと
からは、免疫複合体を介さない免疫反応が肺動脈血管内皮に生じていると推測される。それを裏付けるよ
うな症例報告が散見される。しかし、その免疫反応にどのような自己抗体や免疫担当細胞が関わっている
かは不明である。抗アンジオテンシン受容体タイプ１抗体や抗エンドセリン受容体 A 抗体の関連が報告さ
れているが、まだ詳細は不明である。どのような免疫異常が生じているかは不明であるが、肺動脈炎の病
態が存在しており、その炎症に免疫抑制薬が有効であることは明らかなようである。
一方、SSc 関連 PH に関しては、免疫抑制療法が無効であることがわかってきている。つまり、肺動脈炎
の病態は惹起されていない。現在、肺血管拡張薬として、エンドセリン刺激阻害、cGMP 増強、cAMP 増
強の３系統の薬剤が使用出来る。このなかでも、cGMP 増強薬と cAMP 増強薬として新規の薬剤が使用可
能となってきている。これらのシグナル伝達物質は、血管平滑筋細胞ばかりでなく、線維芽細胞にも存在し、
cGMP や cAMP 増強は、線維化抑制に働く可能性がある。
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膠原病関連肺高血圧症における免疫抑制療法～血行動態からの考察
○加藤　将
北海道大学病院 内科 II

膠原病に関連した肺動脈性肺高血圧症（PAH）の特徴の１つとして、血管拡張療法のみならずステロイド
やシクロホスファミド、ミコフェノール酸モフェチルによる免疫抑制療法が奏功することがあげられる。
しかし、免疫抑制療法はすべての症例に奏功するわけではなく、全身性エリテマトーデス（SLE）や混合
性結合組織病（MCTD）など非強皮症疾患に奏功し、強皮症（SSc）には奏功しないことがこれまでの研
究によりコンセンサスが得られつつある。一方で、膠原病にはオーバーラップ症候群という概念があり、
SLE、MCTD、SSc を明確に区別できない症例も存在する。今回我々は心臓 MRI を用いた詳細な血行動態
の解析により SSc-PAH に特異的な異常を見出し、血行動態学的な観点から SSc-PAH と nonSSc-PAH を区
別できる可能性が示唆された。また、SSc-PAH に特徴的な血行動態の 1 つとして肺血管抵抗に比し肺動脈
圧が低いことがあげられ、SSc に関連したボーダーライン肺動脈圧（mPAP = 21-24 mmHg）の臨床的意
義について考察する。さらに、今回我々は関節リウマチを合併した SSc 症例（mPAP = 24 mmHg）にお
いて、抗 IL-6 受容体抗体であるトシリズマブの投与下で肺動脈圧および肺血管抵抗が著明に低下したこと
を確認したため、SSc-PAH に対する免疫抑制療法の可能性についても考察する。

	 S4-5

膠原病関連肺高血圧症における肺血管拡張薬使用の実際
○杉村　宏一郎 1）、建部　俊介 1）、青木　竜男 1）、山本　沙織 1）、矢尾板　信裕 1）、
神津　克也 1）、城田　祐子 2）、石井　智徳 2）、下川　宏明 1）

1）東北大学 循環器内科学、2）東北大学　血液免疫学

肺動脈性肺高血圧 (PAH) に対する治療は肺血管拡張薬を中心にこの 10 年で飛躍的に進歩した。当院にお
ける第一群 PAH 129 人において 5 年生存率は 75.7％であった。その一群の中で、膠原病関連 PAH（CHD-
PAH）における非強皮症群（N=30）の 5 年生存率 80.7％であり、他の PAH 群（N=88、5 年生存率
74.5％）と変わりなかったのに比較し、強皮症（SSc）PAH 群（N=11）では 5 年生存率 24.2％と有意に予
後不良であった。CHD-PAH においては SSc は予後が著しく悪く、他の CHD-PAH とは別の疾患群である
ということを意識して治療しなければならない。当院では PHD-PAH の診断がついた時点で肺血管拡張薬
と免疫抑制療法を、ほぼ同時に開始する。SSc においては、肺静脈閉塞症、左心性肺高血圧症、肺疾患の
有無に注意しながら肺血管拡張薬を慎重に開始し、免疫抑制療法に関しては個々の症例に応じて適応を検
討している。シェグレン症候群を合併した SSc においては、当院においては 7 例中 4 例にエンドキサンパ
ルス療法と肺血管拡張薬の投与を行い経過観察期間中の死亡例は 0 例であった。シェグレン症候群を合併
した SSc では、肺血管拡張薬と免疫抑制療法による血行動態の改善が認められる可能性があるため積極的
に導入を行っている。CHD-PAH は病態が複雑であり、特に SSc においては肺血管拡張薬と免疫抑制療法
の適応については慎重な検討が必要である。
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右室機能から診た肺高血圧
○犬塚　亮
東京大学医学部附属病院小児科

肺動脈性肺高血圧症（PAH）は、肺血管病変の進行により右心不全が生じ、体液貯留や運動耐容能低下を
来たす疾患である。近年の研究により、PAH における心不全の進行および生命予後は、右心機能と肺動脈
圧負荷のバランス、つまり心室血管結合（VA coupling）によって決まることがわかってきた。右心機能
に対する後負荷の指標として、肺血管抵抗（pulmonary vascular resistance）がよく用いられるが、肺血
管抵抗は平均圧から求められるため、後負荷のうち静的な（static）な成分しか反映していない。右心室に
対する後負荷のうち拍動的な（pulsatile）成分を評価する方法として、肺動脈のコンプライアンスやスティッ
フネス、さらに詳細な解析方法としてインピーダンス解析などがある。心室仕事量のうち、拍動的成分が
占める割合は、体循環では 10% 程度なのに対し、肺循環では 25% と高いことが知られており、後負荷の
拍動的成分を評価することは肺循環において特に重要である。実際に、後負荷の拍動的成分は静的成分と
同程度に PAH の患者の予後に関係しているという報告もある。先天性心疾患では、疾患ごとに肺動脈の
硬さが異なることが知られており、拍動的成分を考慮に入れて心室血管結合の評価をすることが望ましい。
肺動脈の拍動抵抗を考慮に入れた血行動態評価の例として、ファロー四徴症における肺動脈スティッフネ
スと右心機能の関係、肺高血圧の患者における後負荷と右心機能の関係について紹介する。

	 S5-1

成人先天性心疾患患者の肺高血圧症	‐多施設登録研究から‐
○建部　俊介 1）、坂田　泰彦 1）、杉村　宏一郎 1）、紺野　亮 1）、安達　理 2）、木村　正人 3）、
立野　滋 4）、中島　弘道 5）、小山　耕太郎 6）、齋木　佳克 2）、下川　宏明 1）

1）東北大学病院 循環器内科学、2）東北大学病院 心臓血管外科、3）東北大学病院　小児科、
4）千葉県循環器病センター 成人先天性心疾患部、5）千葉県こども病院 循環器内科、6）岩手医科大学 小児科

【背景】治療の進歩により、大多数の先天性心疾患患者は成人期に到達する。それに伴い、成人先天性心
疾患（ACHD）患者の遠隔期心血管合併症が克服すべき新たな課題として注目されている。しかし本邦の
ACHD の診療実態や長期予後に関するエビデンスは極めて少ない。これらを明らかとするため、新たな多
施設観察研究を計画した。今回、各施設登録データベースより肺高血圧症を合併した ACHD 患者の臨床
像について報告する。【方法と結果】2013 年 9 月～ 2017 年 3 月の期間に登録された ACHD 患者総数は
1378 例（平均年齢 32 ± 14、男女比 52/48％）であり、そのうち 35 例（2.5％）に肺高血圧症（mPAP ≧
25mmHg）が認められた。心エコー推定の 24 例を合わせると全体の 4.3％に肺高血圧が認められた。また
Eisenmenger 症候群は 20 例（心エコー診断 6 例含む）であった。基礎心疾患では、VSD 19 例（32％）が
最も多く、次いで ASD14 例の順であった。心内修復術後の肺高血圧症は 2.5％（25/1008 例）に認められた。
肺高血圧合併 ACHD の 24％（14/59 例）にダウン症等の染色体異常があった。肺移植（+ 心内修復術）
は 10 例に行われていた。【結語】ACHD に合併する肺高血圧症は４％程度であるが稀ではなく、心内修復
術後もリスクを有し、予後不良例も存在する。本レジストリの知見を集積し、エビデンスの構築を行いたい。
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	 S5-3

先天性心疾患術後遠隔機における肺血管拡張薬投与の現状
○石井　卓
榊原記念病院小児科

【目的】成人先天性心疾患術後患者における肺血管拡張薬 (PVD) 使用の現状とその効果について検討する
こと。【対象と方法】先天性心疾患術後で最終受診時年齢 18 歳以上かつ 2006 年以降に当院での PVD 処方
歴のある症例について、診療録を用いて後方視的に検討した。

【結果】対象症例は 60 例で、うち 15 例は heterotaxy などの基礎疾患を有していた。二心室症例 29 例のう
ち 17 例は根治術 (ICR) 後の肺高血圧 (PH) に対して PVD が開始となっていた。一方、ICR 後の右心不全に
対して PVD が開始となった症例を 4 例認めた。また、成人期に PVD を導入して ICR へ到達した症例が 4
例存在した。姑息術後に ICR へ進めず、対症療法として PVD を導入した症例は 4 例だった。29 例のうち
PH により死亡したのは 1 例のみだった。単心室症例 31 例では 17 例が機能的根治術（Fontan）後に PVD
が開始となっていた。投与理由の最多は術後の周術期管理目的 (8 例 ) で、次いで退院後の右心不全治療目
的 (5 例 ) だった。Fontan 手術前に PVD が開始された症例は 14 例で、うち 3 例がその後に Fontan に到達
した。3 例における PVD 開始前の肺動脈圧上昇はいずれも軽度だった。PVD 使用下でも Fontan に到達
できなかった 11 例のうち 3 例は、心不全あるいはチアノーゼの悪化により死亡した。

【まとめ】二心室症例では、成人期に PH を認める症例でも PVD の導入で ICR に到達できる可能性がある。
単心室症例において、現状では PVD 導入が Fontan 到達率を上げるとは言い難い。Fontan 術後の心不全
治療としての使用については今後検討の余地がある。

シンポジウム

	 S5-4

肺高血圧を伴う左右短絡心疾患に対するカテーテル治療
○赤木　禎治、高谷　陽一、中川　晃志、更科　俊洋、中村　一文、伊藤　浩
岡山大学医学部 循環器内科

背景 肺血圧（PH）を合併した左右短絡心疾患の治療戦略には論議が残っており，欠損孔を閉鎖すること
で長期予後を悪化させる懸念もある。一方，最近の肺血管作動薬の登場により，PH に対する薬物療法を行っ
た後カテーテル治療を行い，これまで治療の困難であった高度 PH を合併した心房中隔欠損症（ASD）患
者を治療する試みが行われている。しかしながら，その長期予後は明らかでない。目的 当院で 2016 年ま
でに実施した成人心房中隔欠損症のカテーテル治療 616 例のうち，肺血管作動薬を用いてカテーテル治療
を行った PH 合併症例（PHM 群 11 例），肺血管作動薬を用いずにカテーテル治療を行った PH 合併症例

（NPHM 群 43 例），PH 非合併例群（NoPH 群：562 例）の長期予後を検討した。肺血管作動薬としては
endothelin-receptor antagonists（10 例），phosphodiesterase type-5 inhibitors （8 例），oral prostanoids （4
例），intravenous prostanoids（4 例）であった。結果 PH 合併例 54 例全例でカテーテル治療が実施され，
平均 28 カ月（3 ～ 114 カ月）の経過観察が行われた。PHM 群の Event-free survival rate は NoPH 群に比
べ有意に悪かったが (log-rant test, p < 0.01)。PHM 群の 1 例を除き，有意な心血管イベントは認めなかった。
結論：高度の肺高血圧を合併した短絡心疾患においても Treat and Repair を導入することで安全かつ有効
に治療することが可能であり，長期予後の改善が期待される。
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血清中サイトカインによる血管内皮AMPK抑制と肺高血圧促進機構
○大村　淳一、佐藤　公雄、菊地　順裕、佐藤　大樹、黒澤　亮、砂村　慎一郎、
野木　正道、Md. Elias Al-Mamun、Mohammad Abdul Hai Siddique、下川　宏明
東北大学 循環器内科学

肺動脈性高血圧症（PAH）患者の血中炎症性サイトカインは、長期生命予後を規定する。そこで、PAH
患者で網羅的サイトカインアレイを行い、各種のサイトカインの上昇を確認した。肺動脈血管内皮細胞

（PAEC）は、循環する炎症性サイトカインに常に暴露されているが、どのような分子機構が血管平滑筋細
胞増殖や肺血管リモデリングの過程を促進するのかは、未解明である。AMPK は、血管内皮表面のカベオ
ラ付近で eNOS の上流に位置すると共にカベオラを裏打ちする Cav-1 により抑制される血管恒常性維持の
重要分子である。我々は最近、血管内皮 AMPK が血中炎症性サイトカインの上昇と PAH の発症を繋ぐ重
要分子であるとする仮説を、遺伝子改変マウスを用いて証明した（Circ Res 2016）。興味深いことに、
PAH 患者および肺高血圧モデルマウスの肺血管内皮では、AMPK の著しい発現低下を認めた。また、
PAH 患者由来の血清を用いて PAEC を刺激すると、著明な AMPK の抑制を認めた。さらに、AMPK 抑
制薬により刺激した PAEC 由来の調整培地は、肺血管平滑筋細胞の増殖促進効果を示した。実際、血管内
皮特異的 AMPK 欠損マウスは、血管平滑筋細胞増殖や炎症細胞浸潤が著しく、PH が悪化した。以上より、
PAH 患者の血清中で上昇する炎症性サイトカインは、PAEC の AMPK 抑制を介して肺動脈血管平滑筋増
殖や炎症細胞浸潤を促進し、肺高血圧を促進することが分かった。将来、AMPK 活性化を標的とする
PAH 治療薬の開発が期待される。

	 S5-5

肺高血圧症に対する肺移植
○星川　康、松田　安史、野田　雅史、佐渡　哲、大石　久、秋場　美紀、杉村　宏一郎、
安達　理、岡田　克典
藤田保健衛生大学医学部 呼吸器外科学 , 東北大学加齢医学研究所 呼吸器外科学分野

  2016 年末現在の本邦肺移植 533 例中、肺高血圧症 (PH) は 100 例 19％を占める ( 国際登録では 4.4％ )。
2013 年末現在の肺移植待機登録者 788 例中 PH は 174 例 22％あり、登録後５生率は 63% ( 移植 55 例 82%, 
非移植 119 例 52%) であった。移植例の移植後５生率は 67%（他疾患 193 例 72%）（国際登録では 50% 強）、
他疾患に比べ移植後早期死亡率が高い（PH vs. 他疾患 ; 30 日以内 , 12% vs. 1%; 90 日以内 , 19% vs. 4%）。
一方、90 日以内死亡を除いた生存曲線は他疾患よりもむしろ良好である。東北大学呼吸器外科では 2016
年末現在 PH25 例（IPAH 16、Eisenmenger 4、部分肺静脈還流異常症術後 PAH 1、肺静脈閉塞症 1、肺
毛細血管腫症 1、結合組織病に伴う PAH 1、多発性末梢性肺動脈狭窄症 1）に肺移植（脳死両肺 21、生体 4）
を行った。全例で術中人工心肺を使用し、手術時間、出血量の平均はそれぞれ 1008 分、7769mL であった。
半数以上の 13 例で移植後左心不全に伴う肺循環障害をきたし、うち 5 例が移植肺機能不全で在院死した。
肺循環障害をきたした症例の多くは心内シャントのない症例で、心内シャントのあった Eisenmenger 症候
群 4 例では発症しなかった。25 例の５生率は 79% であり、20 例が最長 15 年半生存中である。近年の PH
に対する内科治療の進歩は目覚ましいが、依然として肺移植は治療抵抗性を示す症例における重要な選択
肢である。周術期管理技術の向上など移植後早期成績の改善をはかる努力が今後も必要である。
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肺高血圧症における血管平滑筋細胞増殖マーカーＬＲ１１の役割
○小西　博応、代田　浩之
順天堂大学大学院医学研究科 循環器内科

背景
肺動脈性肺高血圧症（PAH）初期病変では、血管平滑筋細胞増殖により中膜肥厚がみられ血管抵抗が上昇
する。LDL 受容体ファミリーである LDL receptor relative with eleven binding repeats(LR11) は、動脈
硬化病変において血管平滑筋細胞増殖に関与しており、血清中に可溶型 (s)LR11 として遊離し測定が可能
なことから血管平滑筋細胞増殖マーカーとして報告されている。LR11 が、PAH 発症に関与しているか、
また sLR11 濃度が PAH のバイオマーカーになるかを検討した。
 方法＆結果
低酸素惹起性肺高血圧モデルを用い LR11 の肺高血圧に対する役割を検討した。LR11 欠損マウスでは、野
生群に比し低酸素負荷による肺動脈圧上昇、血管肥厚は有意に低下していた。PDGF-BB, 低酸素刺激によ
る肺血管平滑筋細胞増殖能は、LR11 欠損マウスでは、野生群と比し低下していた。また、ヒト肺動脈平
滑筋細胞では、低酸素負荷によりの HIF-1 α ,LR11 蛋白発現は上昇するが、siRNA で、HIF-1 αをノック
ダウンすると LR11 発現は消失した。PAH 患者において、血清 sLR11 濃度はコントロール群と比較し有
意に上昇 , 平均肺動脈圧、肺血管抵抗と sLR11 濃度は相関を認めた。
結論
LR11 は、低酸素刺激による中膜肥厚の進行、血管平滑筋細胞増殖を調節している可能性及び、血清
sLR11 が、PAH に対して新たなるバイオマーカーになる可能性がある。

	 S6-3

PH における遺伝子解析と臨床的知見の最前線
○片岡　雅晴
慶應義塾大学医学部 循環器内科

肺動脈性肺高血圧症の発症機序はいまだ不明な点が多いが、一部の患者では特定の遺伝子変異が発症病因
となっていることが報告されている。遺伝子検査は、その結果が患者や家族の人生設計へも影響する可能
性を充分に考慮し、遺伝学専門医や遺伝カウンセラーなどの専門チームによる環境整備の構築などに配慮
した上で検討されるべき検査である。今回は、日本人肺動脈性肺高血圧症患者における point mutation と
copy number variation まで含めた BMPR2 遺伝子変異についての大規模解析結果について、我々の自験
例を詳述する。また、我々は、PAH 治療薬を複数組み合わせて使用可能となったこの 10 年間において、
BMPR2 遺伝子変異の有無により治療反応性や予後が異なることを見出しており、日本人患者における予
後について遺伝子変異の視点から最新知見をまとめたい。さらに、近年では、BMPR2 遺伝子変異の有無
による臨床状態や右室機能の相違について海外より複数の文献報告が行われており、日本人患者での報告
内容との類似性や相違点についても、それら最新の知見を整理する。
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炎症性シグナルによる肺高血圧症の病態形成機構
○中岡　良和 1）、稲垣　薫克 1）、森　啓悦 1）、白井　幹康 2）

1）国立循環器病研究センター 研究所血管生理学部、2）国立循環器病研究センター肺高血圧症先端医学研究部

我々は肺動脈性肺高血圧症の代表的なモデル動物であるマウス低酸素誘発性肺高血圧症（HPH) モデルに
おいて炎症性サイトカインの interleukin-6(IL-6) やその下流の IL-21 が病態形成に重要であることを最近見
出した。10％酸素の低酸素負荷で作製される HPH マウスで、抗マウス IL-6 受容体抗体 MR16-1 を投与す
るとコントロール抗体群に比して HPH 病態が著明に改善されていた。低酸素負荷後にコントロール群の
肺では、ヘルパー T 細胞の１サブセットの Th17 細胞と M2 マクロファージの著明な増加が見られたが、
MR16-1 投与群では何れも抑制されていた。また、Th17 細胞が主に産生するサイトカインの１つである
IL-21 は低酸負荷後のコントロール群の肺で発現が増加していたが、MR16-1 投与群では有意に抑制されて
いた。IL-21 受容体欠損 (IL-21RKO) マウスでは野生型に比して HPH 病態形成が有意に抑制されていて、
IL-21 が IL-6 の下流因子と示唆されている。また、IL-21 は肺胞マクロファージを M2 マクロファージへの
極性化を誘導することで肺動脈のリモデリングを促進する可能性が示唆された。以上より、IL-6/IL-21 シ
グナル軸は M2 マクロファージ極性化を介して HPH 病態を促進する可能性が示唆される。現在、我々は
HPH マウスよりもより重症度の高い Sugen5416/ 低酸素 / 正酸素ラットモデルで IL-6 や IL-21 の PH 病態
形成における役割の解明を進めている。

	 S6-5

肺循環系におけるトロンビン受容体の特性と肺高血圧における役割
○平野　勝也
香川大学医学部自律機能生理学

トロンビン受容体は、血管収縮、血管リモデリングなどの平滑筋血管作用を有する。しかしながら、体循
環系正常動脈においてその作用は内皮作用が主体であり、平滑筋作用は限られた動脈において観察される
にとどまる。一方、動脈硬化などの血管病変部においては平滑筋細胞でトロンビン受容体の発現が亢進し、
平滑筋作用が発揮されるようになる。これに対し、肺動脈は、正常においてもトロンビンに対して収縮反
応を示す特性を有する。肺高血圧症の病態形成には、血管収縮、血管リモデリング、血栓形成が重要な役
割を果たす。従って、凝固系は、血栓形成に与するのみならず、トロンビン受容体を介して平滑筋作用を
発揮し、肺高血圧の病態形成に重要な役割を果たすことが示唆される。我々は、モノクロタリン誘発ラッ
ト肺高血圧モデルおよびトロンビン受容体欠損マウスにおける低酸素誘発肺高血圧モデルを用いてこの仮
説を検証した。モノクロタリン誘発肺高血圧モデルの肺動脈においてトロンビン受容体の発現亢進、トロ
ンビン受容体刺激に対する収縮反応性の亢進を認めた。トロンビン受容体拮抗薬は、右室収縮期血圧の上
昇、肺血管抵抗の上昇、肺動脈リモデリング、右室肥大を抑制し、生存率を改善した。低酸素誘発肺マウ
ス高血圧モデルにおいても、トロンビン受容体の欠損により、右室収縮期血圧の上昇、肺動脈リモデリング、
右室肥大が抑制された。トロンビン受容体は肺高血圧症の病態形成に重要な役割を果たし、その拮抗薬は
新たな肺高血圧治療薬として期待される。
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左心系疾患に伴う肺高血圧の病態と診断
○竹内　利治、木谷　祐也、蓑島　暁帆、赤坂　和美、長内　忍、長谷部　直幸
旭川医科大学内科学講座 循環・呼吸・神経病態内科学分野

　左心系疾患に伴う肺高血圧は、主に左心不全による左室拡張末期圧の上昇が左房圧を上昇させ、さらに
その上流に位置する肺動脈圧の上昇によって生じる。右心カテーテルでは平均肺動脈圧 (mPA) 25mmHg
以上かつ肺動脈楔入圧 (PAWP) 15mmHg 以上が診断基準であり、Post-capillary PH と呼ばれる。さらに
mPA-PAWP で表される TPG (transpulmonary pressure gradient) が 12mmHg 以下を Passive、それより
大きいと Reactive と分類されるが、左房圧や心拍出量の影響を受けることが多いため、病態の鑑別に対し
必ずしも適してはいない。最近では diastolic PA-PAWP で表される DPG (diastolic pressure gradient) を
用いる方が病態を反映しているとされ、DPG 5mmHg をカットオフ値とし、高値であれば肺動脈リモデリ
ングなどを来した肺血管障害の存在を考える。
　左室機能の評価に関しては心エコーが最も得意とするところであり、近年拡張障害による心不全は高率
に肺高血圧症を合併することが報告されている。心エコー上高度な肺高血圧が指摘された場合、右心カテー
テルによる直接的な血行動態の評価が必要となる。この際 DPG 高値の症例は予後不良である場合が多く、
我々の検討では 123I-MIBG の心縦隔比 (H/M) が予後予測に優れたマーカーであるという結果が得られた。
肺高血圧症の診断、病態把握、リスク層別化などに対し、様々なモダリティを駆使して評価を行うことが
肝要といえる。

	 S7-2

左心疾患による肺高血圧症にPAH治療薬が有効か？
○土肥　由裕、山邊　小百合、東　昭史、木原　康樹
広島大学 循環器内科学

 肺高血圧症 (PH) を呈した慢性心不全の予後が不良であることに疑いの余地は無い。しかし、PH そのもの
が治療の標的となりうるかどうかは別問題である。我々は、左心疾患による肺高血圧症 (PH-LHD) おける
予後規定因子として、eGFR < 50 ml/min/1.73m2 (p = 0.040)、Hb < 12 g/dl (p = 0.029) が強く関与し、血
行動態指標の関与は限定的であると報告した。この結果からは、PH の出現は心不全をきたす様々な因子
による結果であり、PH それ自体が予後に対する影響は限定的であることが考えられる。いくつかの血行
動態指標が予後との関与を報告されているが、近年、PH-LHD の診断自体や、肺動脈理モデリングの指標
とされている diastolic pressure gradient (DPG) の解釈にも疑問が投げかけられている。PH-LHD はそも
そも PAH 同様に肺動脈リモデリングをきたすのか、肺動脈リモデリングはどのように診断するのか、
PAH 治療薬が有効なのか、全て明らかにされていない。今回、PH-LHD の診断、肺動脈リモデリングの
評価、PAH 治療薬の適応に関して、我々の治療経験を踏まえて報告するとともに、PH-LHD に対する適
切な治療アプローチについて議論したい。
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呼吸器疾患に伴うPHのメカニズムと血管拡張薬の意義
○辻野　一三
北海道大学大学院医学研究院・医学院内科学分野

肺疾患に合併する肺高血圧症（Lung PH）は、他群の PH と比較し、肺動脈圧上昇のメカニズム、診断上
の注意点、治療戦略などにおいて多くの相違点がある。本講演では、Lung PH 全般について概説した上で、
肺動脈性肺高血圧症との病態上の類似点・相違点について解説する。特に静脈病変の関与について病理学
的観点から考案する。診断面では、胸部 CT、心臓 MRI、心エコーなどの非侵襲的検査、および右心カテー
テル検査の適応や得られた結果の評価における注意点について述べる。最後に、肺血管拡張療法の意義に
ついて最近の国内外の臨床試験結果を踏まえて総括する。

	 S7-4

呼吸器疾患に伴うPHの治療と予後
○木村　智樹
公立陶生病院呼吸器・アレルギー疾患内科

呼吸器疾患に伴う PH の基礎疾患としては慢性閉塞性肺疾患（COPD）や間質性肺疾患（ILD）、気腫合併
間質性肺炎（CPFE）が重要である。PH 合併は疾患の進行期に認めることが多いが、重症の PH の合併頻
度は低いとされている。本邦呼吸器疾患 1355 例の検討では、29% で PH の合併を認め、8% が重症の PH
合併であった（Tanabe et al. Respir Investig. 2014）。呼吸器疾患の重症度に見合わない重症 PH の場合、
呼吸器疾患と PAH の両者の合併を考慮するが、呼吸器疾患の進行期での PH 合併の際には、PAH の合併
の有無の判断は困難である。
PH の合併は、重要な運動耐容能低下、酸素化悪化、予後悪化因子である。しかし現在の ESC/ERS のガ
イドラインでは、呼吸器疾患に伴う PH に対する推奨治療は長期酸素療法のみである。PAH 治療薬は推奨
されていないが、本邦の呼吸器疾患に伴う重症 PH 症例 70 例の調査では、phosphodiesaterase-5 阻害薬使
用例の予後は非使用例より良好であった（Tanabe et al. Respirology 2015）。
呼吸器疾患に合併した PH の予後は、ASPIRE registry において COPD の 3 年生存率が 41%、ILD が 16%
と報告されている。自験 185 例の成績では、観察期間中央値 22.5 ヶ月で 126 例が死亡し、3 年生存率は膠
原病関連間質性肺炎で 71%、COPD で 67%、IPF 以外の特発性間質性肺炎で 28%、特発性肺線維症（IPF）
で 16% であった。このような予後の改善のために、新たな治療介入が期待される。
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肺高血圧症とチーム医療	～薬剤師の関わり～
○石郷　友之 1）、橋本　暁佳 4,7）、片野　唆敏 2）、清藤　恭貴 2）、柳瀬　理美 3）、本間　レミ 3）、
渡辺　絢子 3）、大堀　克彦 4,5）、松本　由希子 3）、石合　純夫 6）、宮本　篤 1）

1）札幌医科大学附属病院 薬剤部、2）札幌医科大学附属病院 リハビリテーション部、
3）札幌医科大学附属病院 第二内科看護室、4）札幌医科大学 医学部 循環器・腎臓・代謝内分泌内科学講座、
5）社会医療法人 北海道循環器病院 循環器内科、6）札幌医科大学 医学部 リハビリテーション医学講座、
7）札幌医科大学 医学部 病院管理学

　近年、肺高血圧症に対する治療成績は、新規治療薬の登場と包括的なチーム医療の普及により著しく改
善しているが、治療の効果を最大限に発揮するためには各職種の専門性を活かした介入が必要不可欠であ
る。肺動脈性肺高血圧症に関して現在では、プロスタサイクリン受容体作動薬、エンドセリン受容体拮抗薬、
ホスホジエステラーゼ 5 阻害薬等の作用機序が異なる 3 系統の薬剤を早い段階から併用していく upfront 
combination therapy が選択されるケースが多くなってきている。更に、慢性血栓塞栓性肺高血圧症・肺
動脈性肺高血圧症に適応のある可溶性グアニル酸シクラーゼ活性化薬の登場もあり、治療の幅が広がった
一方、併用時の副作用増強の可能性も考慮しなければならない。また、内服、静注に加え皮下注や吸入等
の投与経路も登場し、副作用への対応や適正使用について患者教育の更なる充実が求められる。今回、札
幌医科大学附属病院における多職種介入の症例を提示し、その中で新規開始薬剤の服薬指導や副作用モニ
タリング等への薬剤師の役割について考える。また、当院における肺高血圧症治療薬の使用状況について
新規治療薬の導入例も含め報告する。

	 S8-2

肺高血圧症患者における理学療法士の役割～現状と今後の展望～
○安藤　可織 1）、西崎　真里 1）、中路　哲司 1）、中野　綾乃 1）、安川　達哉 1）、廣川　晴美 1）、
松原　広己 2,3）

1）独立行政法人国立病院機構岡山医療センター リハビリテーション科、
2）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、
3）独立行政法人国立病院機構岡山医療センター 循環器科

肺高血圧症治療は目覚ましく進歩し、生命予後の改善のみならず、QOL( 生活の質）の向上を目指すとこ
ろまでとなった。これを達成するためにはそれぞれの職種が高い専門性を持ち、その上で協働するチーム
医療が必要不可欠である。近年、肺高血圧症患者における運動耐容能に関連する因子として筋力や活動量
が報告されており、運動療法の必要性はますます高まってきている。我々理学療法士の役割は、運動耐容
能や QOL の向上を目指し、有効かつ安全領域の運動及び生活指導を行うことであると考えられる。
当院では急性期より、ベッドサイドでの呼吸指導、筋力トレーニングや ADL 指導を行っている。そして
循環動態の改善に伴い、歩行や自転車運動を取り入れ、退院時には個々の生活様式や職業などに合わせた
指導を実施している。その際、運動によって病態を悪化させないよう細心の注意が必要であり、日々、医
師や看護師と連携しながら行っている。そして回復期以降は、可能な範囲で心肺運動負荷試験を実施し、
その結果に基づいた運動指導を実施している。
今回、急性期から回復期における運動耐容能や QOL などの変化と、理学療法士の役割について、現状と
今後の展望を交えて述べていきたい。
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肺高血圧症治療拠点病院としての取り組みとこれから
○濱崎　和也
国立循環器病研究センター　CCU 病棟

肺動脈性肺高血圧症に対する治療の進歩は著しく、近年多くの薬剤が使用できるようになった。吸入や皮
下注射型によって治療の選択の幅が広がり、また、初期併用療法（Upfront　combination　therapy）な
どの治療法により患者の予後の改善、QOL の向上が期待されている。その一方で、治療導入患者の高齢化
や高齢での発症例など、患者背景も徐々に変化を来たしており、在宅持続静注療法などの薬物療法の長期
管理が必要な症例が増加してきている。特に在宅持続静注療法導入患者の在宅管理を、安全安楽に行える
ように支援する事は、治療効果を最大限に発揮させ、予後の改善や QOL の向上にとても重要であるとい
える。当院では看護師による肺高血圧症専門外来（肺高血圧ケア外来）の開設や、訪問看護ステーション
との連携・協働により、在宅持続静注療法を導入した肺高血圧症患者を中心に在宅支援の強化を図ってき
た。例えば、皮膚トラブルを繰り返す症例に対して、ケア外来で異常の早期発見や早期介入、確実な処置
の継続や指導により、皮膚トラブルを改善、予防することができるようになり、自己管理ができない高齢
者に対して、訪問看護を導入する事で、家族と協力し在宅での安全な治療の継続に繋げる事ができている。
しかし、こういった支援は範囲が限られており、24 時間いつでも支援できるシステムの構築はできておら
ず、治療の進歩や患者背景の変化に合わせた支援体制の構築や管理方法の検討などの課題が残されている。

	 S8-4

肺高血圧専門チームとしての重症肺高血圧症治療に対する取り組み
○波多野　将
東京大学大学院医学系研究科 重症心不全治療開発講座

肺高血圧症 (PH) は治療が進歩した現代においても致死的になり得る重症の疾患である上に、その治療にお
いては持続静注、皮下注、吸入といった特殊な投与経路の薬剤を使用することもあり、その管理にあたっ
ては医師、看護師、薬剤師、理学療法士など多職種からなる専門チームの形成が求められる。当院では、
15 年前から行ってきた心臓移植チームとしての経験を生かし、2014 年 3 月に肺移植実施施設としても認
定を受けたのを機に、肺高血圧専門チームを形成して診療に当たっている。肺動脈性肺高血圧症における
肺血管拡張薬、慢性血栓塞栓性肺高血圧症におけるバルーン肺動脈形成術などの進歩に伴って、PH 患者
が右心不全を呈することは減ってきているが、本来 PH は右心不全を呈して致死的となる疾患である。最
近では治療が進歩した分、逆に心不全に対する十分な備えがされていないケースが多くなってきており、
治療が後手に回ることも少なくない。そこで本シンポジウムでは、心臓移植を必要とするような重症心不
全患者を多く診療してきた当院ならではの、肺高血圧専門チームとしての肺移植まで含めた重症肺高血圧
症治療に対する取り組みについて紹介したい。
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九州大学病院肺高血圧症チームの活動と薬剤師の役割
○斉藤　麻美 1）、阿部　弘太郎 2）、園田　祥子 1）、細川　和也 2）、堀本　拡伸 2）、増田　智先 1）、
筒井　裕之 3）

1）九州大学病院 薬剤部、2）九州大学病院 循環器内科、3）九州大学大学院医学研究院 循環器内科学

　九州大学病院循環器内科では、2012 年に肺高血圧症チームを立ち上げた。チームは医師、看護師、薬剤
師、理学療法士、医療連携室スタッフで構成され、月 1 回のカンファレンスで情報共有を行うほか、入院
中の患者については随時、職種間で情報交換を行っている。
　チーム発足前は職種ごとの役割が明確でなく、患者への情報提供が不十分であること、スタッフによっ
て説明内容が異なることにより、患者の混乱を招く事例があった。そのためチーム発足後は各職種、特に
薬剤関連における薬剤師と看護師の役割を明確にした。薬剤師は薬効、管理方法および使用上の注意といっ
た薬剤に関する説明全般を担当し、看護師は注射調製手技や機器操作を中心に担当した。その結果、もれ
なく適切に患者指導を実施することが可能となった。また、肺高血圧症患者専用の指導パンフレットを作
成し、全ての職種が同じ資材を用いて説明することで、患者への指導内容を統一することができた。
　本チームにおいて薬剤師は、上記服薬指導に加えて、薬剤の副作用モニタリングおよび副作用対策の提
案なども行っている。また、薬剤の在庫調整も薬剤師の重要な役割であり、特に注射剤に関しては入院導
入や在宅移行がスムーズに行えるよう、医師、看護師と情報共有しながら調整を行っている。
　今回は、これら薬剤師の役割と他職種との連携について、具体例を挙げて紹介したい。


