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　　　　　　　　　　　　　気管軟化症の新たな治療法を目指して

線維芽細胞増殖因子（b－FGF）の気管内腔投与による気管成長促進一
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要旨：1950年にHoldinger　PHらがtracheomalaciaという用語を初めて用いて病態を解説し，成

長とともに改善されることを報告した。気管軟化症の治療薬として，気道周囲組織に肝油脂肪酸

ナトリウムを局注して気道内腔を維持する研究報告がある。また，サーベル鞘気管型の気管軟化

症モデルに，徐放化骨形成因子2（BMP－2）を投与し有効とされる研究が報告されている。我々

の研究では，気道周囲に徐放製剤化した線維芽細胞増殖因子（basic　Fibroblast　Growth　Factors：

b－FGF）を投与すると，用量依存性に気管軟骨組織量の増加とともに気道内腔面積が増大する成

長促進を確認した。さらに，気道の力学的強度も増強した。これは，細胞あたりの軟骨基質産生

量が増加し，軟骨細胞の密度は増加しないで，軟骨細胞数増加による軟骨組織体積の増加による

ものであると考えられた。bFGFを気管に局注することで気管内腔の増大が認められたことから，

b－FGFが気管軟化症の治療法になると考えている。

The　promotion　of　tracheal　cartilage　growth　by　intratracheal　injection
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Summary：The　term　tracheomalacia　was　used　for　the　first　time　in　1950　to　describe　the

pathophysiology　of　obstruction　of　the　lower　respiratory　tract　by　Holdinger　PH．　It　has　also　been

reported　that　tracheomalacia　improves　with　age．　In　previous　study，　rats　with　normal　trachea　were

administered　sodium　morrhuate　to　induce　peritracheal　fibrosis，　In　addition，　data　from　the　other

study　investigating　the　effect　of　slow－release　bone　morphogenetic　protein－2　in　dogs　with　Saber－

sheath　trachea　deformity　model　were　reported．　Our　study　results　showed　that　slow－release　basic

fibroblast　growth　factor（b－FGF）enlarges　the　tracheal　lumen　and　thickens　the　cartilage　in　a　dose－

dependent　manner．　The　tracheas　in　the　b・FGF　group　became　resistant　to　increased　external　tracheal

pressure　with　statistically　sign姐cant　differences（P＝0．02）The　mechanism　of　increasing　mechanical

property　induced　elevation　of　matrix　molecules（collagen　type　II　and　glycosaminoglycan）．　Moreover，

cell　density　did　not　increase　with　enlargement　of　cartilage　volume（number　of　chondrocytes）after

administration　of　b－FGE　Intra－tracheal　injection　of　b－FGF　also　enlarged　the　tracheal　lumen．　b－FGF

may　be　useful　for　the　treatment　of　patients　with　tracheomalacia．
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気管軟化症の疾患概念提唱と最初の治療報告

　1939年，Jordanらが小児の下気道閉塞分類

を報告している1）。この下気道閉塞の分類には，

“

tracheomalacia”という医学用語は認められず，

気管軟化症という疾患概念は確立されていな

かったものと思われる。その後の小児下気道閉

塞の分類2・3）は，このJordanらの分類をベー

スとして報告されている。

　1948年，ボストン小児病院から，咳，異常呼

吸音，そしてチアノーゼを伴った生後3日目の

女児症例が報告されている。生後4か月に，無

名動脈が気管を圧迫して気道閉塞していること

が気管造影にて診断され，無名動脈を胸骨に縫

合固定する手術で気道が開存された4｝。のちに，

この症例が外科治療によって改善された最初の

気管軟化症例として報告5）されている。

　1949年のWilliamらが，　soft　trachea　cartilage

という単語を用いて，下気道閉塞の病態につい

て英語で初めて言及している6）。この論文の中

で，食道閉鎖症術後の拡張した上部食道が，気

管を圧迫して下気道閉塞しているとして報告さ

れている。食道閉鎖症には，気管軟化症の合併

が多いとされる7）が，食道閉鎖症に気管軟化症

が合併しやすいことをクローズアップした論文

である。また，彼らは，肥大した胸腺が気管を

圧迫し気道閉塞状態となったとする生後6週の

患児の胸腺に放射線治療を行い，照射1か月後

に気道が開存したと報告している。

　1950年には，Holdingerらが，我々が知る限

り初めてtracheomalaciaという単語を用いて下

気道閉塞の病態について報告している2）。また，

Tracheomalaciaの症状は，成長とともに改善さ

れるとされている。Holdingerらは，この論文

の中で1944年のMontandonらのフランス語で

発表8＞された気管軟骨の変形あるいは欠損に

よって発症する気管軟化症の概念について紹介

した。このHoldingerらの報告後，『気管軟化症』

“

tracheomalacia”の疾患概念が認知され，下気

道閉塞のひとつの原因疾患として報告されるよ

うになった。

気管軟化症の治療の現在

　気管軟化症の治療の詳細は，成書に譲るが，

軽症の気管軟化症では，成長に伴って2歳まで

に症状が軽快するとされている2）。成長に伴い

気管軟骨も硬さが増強し，開存性が高まると解

説5・　9）されているが，力学的強度を具体的な数

値として示されている報告は認められない。

我々は，新生児期の約4mmの気管内径が，乳

児期には約6mmと約1．5倍拡大することも症

状の改善に寄与する大きな要因と考えている。

しかし，中等症から重症例に対しては有効な内

科的治療法がなく，外科的治療法が選択される。

気管切開術10），大動脈吊り上げ術4・11），気管外

ステント術12），気管内ステント術13）などが行

われている。

　気管切開術では，気管切開チューブを挿入す

ることによる内ステント効果と，症例によって

は人工呼吸器と接続して陽圧換気を行うことに

より気道の虚脱を防止する．病変が頸部気管や

主気管支よりも末梢に及ぶ症例や，声門下狭窄

や喉頭軟化症など他の気道病変を合併した症例

が適応となる。手術侵襲はさほど大きくはない

が，気管切開口やチューブ先端の肉芽形成事

故抜去といった気管切開関連の合併症のほか，

発声困難，言語の獲得遅延，行動制限といった

QOLの低下という問題も看過できない。

　大動脈吊り上げ術は，気管腹側の上行大動脈

と腕頭動脈基部を胸骨裏面に引き上げるように

縫合固定し，結合織を介して気管壁を腹壁へ牽

引して気道内腔を開存させる術式である．病変

が気管中部から下部に限局した症例に有効であ

り，食道閉鎖症に合併した気管軟化症がよい適

応である。近年，胸腔鏡下手術の報告もあるが，

病変が広範な症例には適応とならない。
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　外ステント術は，気管軟骨部と膜様部側にリ

ング付き人工血管に固定して，内腔を広げる手

術である。病変部を露出できれば外ステント留

置が可能で，気管支軟化症や広範な症例に対し

ても有効であるが，胸骨正中切開や開胸で行わ

れるので侵襲が大きく，異物挿入に伴う感染や

ステント逸脱などのリスクがある。

　内ステント術は気管内腔にステントを挿入す

ることで気管の虚脱を防止するものである。侵

襲は少ないものの，病変が広範な症例の対応は

難しく，ステント脱落や肉芽形成，抜去困難と

なることもあり，小児での適応は限定される。

気管軟化症治療の研究

　気管軟化症は，気管軟骨の異形成によって発

症すると仮定し，気道周囲組織の補強を日的と

した研究が行われている14）。肝油脂肪酸ナトリ

ウム（sodium　morrhuate）を気道周囲組織に局

注することで，アラキドン酸を誘導し炎症反応

を惹起させ，気道周囲の組織を硬くして気道の

力学的強度を増強する研究が行われている。こ

の報告では，気道の力学的強度の検討は行われ

ていないが，組織学的に肝油脂肪酸ナトリウム

局注が正常気管周囲を線維化させる所見を惹起

しており，気道軟骨の異形成による気管軟化症

には有効な治療法となり得ると報告された。ま

た，気管軟化症の気管は，気管軟骨と膜様部の

長さの比がその比が2～3：1と膜様部側の比が

正常気管よりも広いので，この膜様部側へ肝油

脂肪酸ナトリウム（sodium　morrhuate）を投与

することで気道周囲組織の硬化が期待できるも

のと推測される。

　また，気管軟化症は，三日月形気管型

（Crescent　moon　type）とサーベル鞘気管型

（Saber　sheath　type）に分類される15）。サーベ

ル鞘気管型は，腹側の気管軟骨の断裂が病態と

されることから，外ステントによる外科的な治

療法が困難とされている16）。そこで，実験的に

サーベル鞘気管型の気管軟化症モデルを作製

し，気管軟骨の再生の観点から研究17）が行わ

れている。これは，犬の腹側気管中央部の軟骨

輪を約1cmのみを除去して，軟骨の断裂を作

製して粘膜層のみの部分を作製して，サーベル

鞘気管とされる気管軟化症を模倣している。骨

細胞増殖作用と軟骨細胞の分化誘導促進因子で

ある骨形成因子2（Bone　Morphogenetic　Protein：

BMP－2）をゼラチンスポンジに含侵させて，徐

放製剤化して同部位に投与した。BMP－2投与4

週間後，軟骨の欠損部位に，軟骨と骨の誘導が

なされて，生理食塩水を気道内に投与して咳反

射を誘発しても気管が閉塞しないことで力学的

強度の増強を証明している。

我々の気管軟化症治療の研究展開

　研究のスタート

　我々は，2006年より気道軟骨壁プレートを再

生するための研究を開始した18－20）。家兎耳介

軟骨の軟骨細胞を分離・増殖させ，生分解性足

場材料に播種し，この移植片を気道円周の約

14の気管切開孔に移植しただけでは気道軟骨

は再生されないと報告されていた21）。そこで

我々は，線維芽細胞増殖因子（basic　Fibroblast

Growth　Factors：b－FGF）の徐放製剤を移植片に

投与することで気道軟骨の再生に成功した19）。

このb－FGFは，1974年Gospodarowiczらによっ

て発見され22），線維芽細胞の増殖，血管新生，

肉芽増生，上皮化促進作用も兼ね備えていると

報告された23－26）。また，軟骨細胞の増殖因子

として，細胞培養液に添加され利用されてい

る18・　27）。我々は，このb－FGF徐放製剤投与によっ

て，気道軟骨の再生に成功し，さらに気管軟骨

の断端が肥大していることに気付いた。これは，

b－FGF徐放製剤が直接的に気管硝子軟骨細胞を

増殖させたことによると仮説をたてた。この直

接的な作用が，気管軟化症の治療法となり得る

のではないかと考え本研究を開始した。
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　b－FGF気管軟骨投与による事象研究

　まず初めにラットの気管外周に直接b－FGF徐

放製剤を投与する群と何も投与しないコント

ロール群の比較検討を行った。気管内腔断面積

は，徐放化b－FGF　5　pg投与4週間後に，有意

に拡大した28）。気管軟骨壁の短軸の厚さも，徐

放化b－FGF投与群で有意（p＜0．01）に増加し

た28）。気管円柱の力学的強度も，徐放化b－FGF

投与群で有意（pく0．05）に増強した29）。また，

b－FGFが気管軟骨へどのように作用するかを検

討し，投与4週間後に軟骨組織の細胞密度は増

加しないが，コラーゲンタイプll，グリコサミ

ノグリカンの軟骨基質産生量が有意（P＜0．05）

に増加することを確認した29）。

　我々は，これらの研究によって，気道周囲に

b－FGFが，投与され4週間すると，軟骨組織の

体積が増して成長が促進され，気道内腔面積の

増大と軟骨壁の肥厚が生じることを確認した。

さらには，気道の力学的強度は増強を確認した

が，軟骨細胞の密度は同等で細胞あたりの軟骨

基質産生量が増加することと気管軟骨組織の体

積の増加によって力学的強度が増強されるメカ

ニズムを解明した。

　投与法の研究

　より低侵襲な治療法として，b－FGFを内視鏡

下に投与することで同様の効果が得られるか検

討した30）。動物用医療機器として開発された外

径1．6mmの内視鏡（TESALA：株式会社AVS，

東京）を使用した。この内視鏡先端に内視鏡硬

化療法用注射針（バリクサー：株式会社トップ，

東京）をテープ固定して，気管内局所投与のた

めのデバイスを作製した。深麻酔下に，気管内

腔を観察しながら薬剤を膜様部に局注した。蒸

留水投与群（n＝5），b－FGF　100　pg溶液投与群（n

＝ 5）と徐放化b－FGF　100　pg溶液投与群（n＝5）

を気管内投与4週間後に比較検討した。蒸留水

投与群と気管の外観を比較すると，b－FGF溶液，

b－FGF徐放製剤を投与された群では，投与され

た局所が紡錘状に腫大していた。組織学的に

b－FGFを投与された群では，気管軟骨壁の肥厚

を認めていた。また，H＆E染色の組織切片から，

内腔面積を計測した。蒸留水投与群では，中央

値27．4mm2，　b－FGF溶液100μg投与群29．4

mm2，　b－FGF徐放製剤100μg投与群32．1　mm2

であり，b－FGF徐放製剤投与群で拡大している

ことを確認した。統計学的には有意差は見いだ

されなかったが，有意傾向（p　一　O．056）であった。

　さらに，徐放製剤を使用しない場合のb－FGF

の効果について検討した31）。グループ1は蒸留

水（n＝7），グループ2は100μgのb－FGF（n

＝8），グループ3は200μgのb－FGF（n－8）を

各々局注した。注入4週後に局注した頸部気管

の検討を行った。気管内腔面積の平均値±SD

は，グループ1：27．4±2．1mm2，グループ2：

31．6±6．1mm2，グループ3：38．1±4．8　mm2

でb－FGF用量依存性に内腔面積が有意差をもっ

て拡大した。

　今後の展望

　1989年より科研製薬株式会社は，このb－FGF

の研究開発を行い，褥瘡，皮膚潰瘍症例に対す

る臨床試験を行い有効性及び安全性を確認し

た。2001年から世界初のヒトb－FGF製剤とし

て『フィブラストスプ1ノー⑱』という商品名で

褥瘡，皮膚潰瘍（熱傷潰瘍，ド腿潰瘍）治療薬

として販売を開始した。2016年には，『リグロ

ス⑱』という商品名で歯周組織再生医薬品とし

て販売されている。b－FGFの軟骨細胞の増殖と

軟骨基質産生増加の効能が，気管軟化症に対し

ても有用と考えられるので，将来的に気管軟化

症に対するオーファンドラッグとして開発すべ

き候補薬剤である。
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