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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　要　　旨

　新生児期のチアノーゼ性先天性心疾患に対して動脈管拡張目的でPGElcDやLipo　PGE1が使用され

てきたが，共に持続静注を必要とするのが難点であった．今回我々は，経口PGEI製剤であるLimaprost

alfadex（LA）を肺血流減少性先天性心疾患の成熟新生児7例（SFD児1例を含む）に対して投与し，

その有効性について検討を行った．有効率は57％で，有効例では5～12μg／日（1．8～4．3μg／kg／日）・6

時間毎投与により，投与前平均67％であった酸素飽和度が1時間以内に平均81％に上昇し，最長約2カ

月間静注製剤なしに管理が可能であった．重篤な副作用は10μg／日以上投与した3例中2例に呼吸抑制

を認めた．LAは他のPGE1製剤に比べ経口投与が可能である点，また経口PGE2製剤に比べて投与量お

よび投与回数が明らかに少なくて済む点で優れており，今後有用な一治療手段となり得ると考えられた．

　　　　　　　　　　はじめに

　新生児期の動脈管に対してProstaglandin　Ei（以下

PGE1）が強力な拡張作用を持つことが報告され，新生

児の動脈管依存性先天性心疾患に対して投与されるよ

うになってから治療成績が飛躍的に向上した．わが国

でも主としてPGElcDやLipo　PGE1が使用されてき

たが，共に持続静注を必要とするため投与期間が長期

に及ぶ血管確保に困難を来すことがあり診療上大きな

障害であった．先に著者らは両大血管右室起始兼肺動

脈狭窄の新生児に対し経口PGE1製剤であるLima’

prost　alfadex（以下LA）を経口投与し，　LAが有用な

治療手段の1つになりうることを報告した1）．今回

我々はチアノーゼ性先天性心疾患の新生児7例に対し

LAを投与し，その有効性について臨床的検討を行っ

たので報告する．

　　　　　　　　対象および方法

　対象は高度の肺動脈狭窄ないし肺動脈閉鎖を伴う肺
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血流減少性先天性心疾患の新生児で，動脈管が自然閉

鎖傾向を示したためPGE1製剤の投与を必要とした無

脾症・多脾症等計7例である（表1）．生下時体重は

2，296g～3，580g，在胎週数は38～41週で，チアノー・ゼ

は全例日齢2以内に出現している．尚，入院時高度の

低酸素血症・ショック状態を呈した症例は対象から除

外した．

　方法は，第1例目での経験1）を元に以下の如く行っ

た．即ち，超音波等により診断確定後Lipo　PGE1もし

くはPGEICDを持続静注し，患児が日齢相当のミルク

表1　対象

症　例 診断名 在胎週数
出生時
体重

チアノーゼ
　出現

1．Y．　K． DORV，　PS 39週 2．296g 日齢2

2．T．H． TOF，　Down 38週 3．580g 1

3．K．1． Asplenia 39週 3．130g 1

4．Y．H． DORV，　PA 40週 2．626g 0

5．T．M． PPA 40週 3．340g 0

6．R．K． Polysplenia 41週 2．6999 1

7．T．Y． Polysplenia 39週 3．500g 0
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を摂取できるようになった後LA経口投与を開始し

た．投与間隔は原則として6時間毎1日4回投与とし

たが，効果が不充分と判断された症例はLAを中止す

る前に4～5時間間隔で追加投与を行い確認した．ま

た，入院時動脈管経由の血流が良好に保たれ酸素飽和

度が85～90％以上に維持できている場合は薬剤を投与

せず，動脈管が自然閉鎖傾向を示し酸素飽和度が

70～75％を維持できなくなってからLipo　PGE1もし

くはPGEI　CDの投与を開始した．　LA投与中は血圧の

他，心電図・呼吸数モニターと経皮酸素飽和度モニター

により心拍数の変化・不整脈や無呼吸の有無および酸

素飽和度の変化を監視し，動脈管由来の心雑音・皮膚

色・哺乳力・活動性などを総合して効果について判断

した．判定は，LA単独投与により1週間以上酸素飽和

度が75～80％程度に保てた場合“有効”，酸素飽和度が

70％未満でLA投与によっても上昇が認められなかっ

た場合“無効”と判定した．尚，LAは5μg錠を砕いて

適宜賦形剤を加え投与した．

　　　　　　　　　　結　　果

　症例2と3は他のPGE，製剤を投与せず最初から

LA単独投与を行い，また症例4・6・7の3症例に対

しては一度無効と判断しLAを中止した後2～3週間

後に再度投与を試みた．この3症例のうち症例4のみ

が投与量を12μg／日（4．3μg／kg／口）に増量したところ

著効を示し，他の2例は2度目も無効であった．結局，

7症例中有効4例（57％），無効3例（43％）であった．

有効群ではLA投与直前に平均67％であった酸素飽和

度がLA投与後30～60分以内に上昇して平均81％に

なった後数時間維持され，6時間毎の投与間隔を短縮
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図1　Limaprost　alfadex投与前後の酸素飽和度の変

　化

　経皮酸素飽和度モニターによる測定．有効群4例で

　は投与直前に比しLimaprost　alfadex経口投与後

　1時間以内に酸素飽和度が明らかに上昇した．尚，

　図中の酸素飽和度はいずれもLA単独投与時の値で

　ある．

する必要はなかった．一方，無効であった3例ではLA

を投与しても酸素飽和度は有意の上昇を示さず，投与

間隔を4～5時間に短縮してもその傾向に変化はな

かった（図1）．症例6と7ではLAの代わりにPGE1

静注製剤を投与すると酸素飽和度が十分上昇したのに

対し，症例5ではDoppler心エコー図で動脈管経由の

肺血流が証明されたのに関わらずLAでは酸素飽和度

が60％以下で，Lipo　PGE15ng／kg／minに変更しても

その傾向が続いたため緊急で肺動脈弁切開術（Brock

手術）を行った．

　有効群と無効群について比較すると，生下時体重は

表2　結果

投　　与　　量
PG開始
　日齢

LA開始
　日齢

LA投与
　日数

副作用症　　例
μ9／日 μ9／kg／日

有効

　1．Y．K．

　2．T．H．

　3．K．1．
　4．Y．H．一一A－一一■■一一一一■一一一一’一

　　平　均

　　5

　　8
　　10
　　12－．■一一一一一一一一一一一

　8．8

　L8
　1．9

　2．8
　4．3－一一一一一一一一÷，一一一

　2．7

　　12

　　28

　　2
　　1－一一一一一”一一一一一一

　10．8

　　27

　　28

　　2
　　17－一一一一一一一一一一一一一

　18．5

　　64

　　30

　　16
　　19←’≡一一■■一，一一一一一

　32．3

骨膜肥厚

下　痢

呼吸抑制

無効

　5．T．M．

　6．R．K．
　7．T．Y．一一一一一一一一一一’≡一一一A≡一一

　　平　均

　　6
　　7
　　10－‥一一”一一一一≡A奄．－

　7．7

　1．8

　2．4
　2。5－一一一一一一一一一一一一一

　2．2

　　1

　　1
　　0－“一一一一■一’一一←一，

　0．7

　　2
　　12
　　47一一一一一≡’一一一一一一一

　20．3

　　13

　　3
　　1－一一一一一一一一一一一一’

　5．7

日区　吐＊

呼吸抑制

・：PGElCD　17μg／kg／min併用中
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前者が平均39週2，908g，後者が平均40週3，180gと有効

群でやや在胎週数が短く出生時体重が軽い傾向であっ

た．またLAの投与量と体重当たりの一日量は有効群

でやや多く，LA開始日齢については明らかな差がな

いもののPG開始日齢は有効群平均10．8日に対し無効

群では平均0．7日で，出生後早期に動脈管閉鎖傾向が強

い症例ではLAの効果が少ないことが示唆された．LA

総投与日数は1～64日で，有効群では平均32．3日で

あった（表2）．尚，症例4・6・7については早期新

生児期にもLA単独投与を試みたが，表2には2度目

の投与時点での日齢・投与量等を記載した．

　明らかにLAによると考えられる副作用は4例
（57％）で，10μg／日以上投与した3例全例に副作用を

認めたのに対し，10μg／日未満では4例中1例であっ

た．呼吸抑制（10秒以下の無呼吸および浅表性呼吸）

を認めた症例4と7は各々　12μg／日，10μg／日で，症例

4は気管内挿管を要したが症例7ではLAを中止する

ことにより回復した．また，症例3は軽度の下痢を，

64日間にわたり投与した症例1は軽度の骨膜肥厚を認

めたが，いずれも特に問題なく治癒した．この他症例

5で軽度の嘔気を認めたもののPGEICD　17μg／kg／分

を併用していたため直接の因果関係は明確でなかっ

た．

　　　　　　　　　　考　　按

　新生児期に動脈管収縮により高度のチアノーゼと低

酸素血症を生じる肺血流減少性先天性心疾患に対し

て，PGElcDやLipo　PGE1およびPGE2が用いられて

きた．PGE、CDは肺の15－hydroxyprostaglandin　dehy・

drogenaseで分解され，1回の肺通過により90～95％

が活性を失うため静脈内持続静注が必要だが，一般的

な投与量では無呼吸等の重篤な副作用も比較的多い．

一方，Lipo　PGE、は脂肪粒子中に保護されているため

不活化が遅れ少量で効果が期待できるが，動脈管の閉

鎖阻止を目的として用いる場合には，やはり持続静注

が必須である2）．これに対しPGE2はPGE1に比べより

生理的で3），かつ経口投与も可能であるという長所を

有するが，その初期投与量は1回12～65μg／kg以上と

比較的多量で，しかもほぼ1時間毎に投与しなければ

ならない4）という大きな短所もある．従って，症例1の

如く已むをえずPGE製剤を長期投与する場合従来の

方法では診療上の困難が大きかった．

　今回用いたLAは，　PGE1の2位に二重結合を，17位

および20位にメチル基を導入することにより（図2）

肺の分解酵素の基質とならないため経口投与でも持続
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　　　　　　　　図2　構造式

上段：Limaprost　alfadex．下段：Prostaglandin　El．

Limaprost　alfadexは斜線部に示す二重結合とメチル

基が特徴．（本文参照）

的な血中濃度を保つことができるPGE1誘導体製剤で

ある．また，アルファデクスの包接化合物にすること

により，化学的に安定となり溶解性も高まった．その

作用は質的にぱPGE1と殆ど同じと考えられているが

血管拡張作用は2～10倍，抗血小板作用は約10倍と効

果は強力である5）6）．

　LAの動脈管拡張作用を確認したのは著者らが初め

てであるが，有効率は57％と従来のPGE1静注製剤に

比べやや低かった4）7）8）．また，症例5を除く無効2例で

はLipo　PGE1やPGEI　cDを投与すると酸素飽和度が

有意に上昇したことからもPGE，と同様に8瀞注製剤

と比べLAはやや効果の点で劣ると考えられる．その

理由として，新生児における消化管の未熟性等に起因

する吸収効率の他，LAは吸収された後門脈を経て肺

に到達しその効果を発現するまでに一部は肝臓で不活

化されている9）ためと考えられた．しかし，LA投与に

より例え数日と言えど持続静注を行わなくて済む期間

があればその臨床上の利点は極めて大きいと考えられ

た．LAと同様に経口投与可能なPGE2については直

接の比較を行わなかったが，PGE，は肺血管拡張作用

がPGE、より強く，動脈管の閉鎖阻止目的で用いる場

合にはPGE1の方が優れている1°）とされ，また投与回

数の点からもLAの有用性は明らかと考えられた．

　PG製剤の効果と日齢や生下時体重の関係について

は様々報告されているが8）1°）一一12），結局は症例毎の動脈

管の収縮傾向の度合いや反応性がPGの効果を定め

る4）とされる．今回の検討では結果の項で述べた如く

有効群の在胎週数はやや短く，生下時体重は軽い傾向
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であったが，全例満期産で1例を除き生下時体重も止

常であったことから有意な差ではないと考えられた．

またLA投与開始日齢も両群とも平均20日前後であ

り，個体差を除けば消化管からの吸収効率が及ぼす影

響も少ないと考えられた．しかしPG投与開始日齢は

有効群で平均10．8日に対し無効群0．7日と差が大きく，

特に日齢1以内にPGを必要とした4症例中3症例が

無効であったことから，動脈管閉鎖傾向が強い症例で

はLAの効果が少ないことが示唆された．

　投与量については，成人では1回10μg，1日3回投

与が標準的だが，新生児もしくは小児での至適投与量

は不明で，動脈管拡張作用についてLAと他のPG製

剤を比較した報告もない．しかし，Lipo　PGE1の動脈

管拡張作用はPGEICDに比べ平均5倍程度に強力で

あるとされ7），また未梢血1管拡張性については動物実

験や内科領域での臨床データから6）Lipo　PGE1とLA

はほぼ同等の効果を持つと考えられた．更に，動脈管

は一度拡大すると少量のPGE1で拡大を維持できるの

で，著者らは先ず投与量の調整が容易なLipo　PGE1も

しくはPGEICDの必要最少量を症例毎に検討し，

Lipo　PGE1の1日総投与量もしくはPGElcDの1／5量

にほぼ匹敵するLAの量を1日当りの投与量の目安と

した，そして両者を併用して全身状態や酸素飽和度，

動脈管由来の心雑i音を参考にしながらPGE1静注製剤

を漸減中止することによりLA投与の安全性を高める

よう努めた．結果的に8μg／日以上投与した4症例中3

症例は有効群で，有効群は無効群と比べ1日当りの投

与量，体重当りの1日投与量が平均で10～20％多い傾

向であった．最少有効投与量は今回の検討では5μg／

日，1．8μg／kg／日であったが，後に述べる副作用の頻度

を減らすためにも今後の検討が必要と考えられる．

　投与間隔については半減期が6～7時間とされるこ

とから第1例目では成人に準じた8時間毎投与を行っ

たが効果は不安定で，6時間投与により安定した1）．更

に，今回の検討で無効群では投与間隔を短くすること

により酸素飽和度の上昇をみた症例はなく，逆に有効

群では6時間毎で十分効果が認められ投与間隔を短縮

する必要はなかった．従って動脈管閉鎖阻止目的で投

与する場合，6時間毎1日4回が最も妥当と考えられ

た．また，経口投与後十分な効果を得るまでに30～60

分を要したが，実験的にもLA経口投与1時間後に血

中濃度が最高値を示すことが報告されており，主とし

て吸収時間を反映しているものと考えられた．

　さて副作用については，従来のPGE1およびPGE2

日本小児循環器学会雑誌　第8巻　第3号

製剤では用量依存性に副作用の発現率が増加するが投

与日数や生下時体重12）にも影響され，その率も

30～100％7）と大きな幅がある．LAは成人の常用量で

は軽症の消化器症状を中心に10％程度13）14）で，呼吸抑

制・発熱・けいれん等の中枢性の副作用は少ないが，

やはり投与量に依存して血圧下降等の頻度が増す14｝と

報告されている．今回の検討では，発熱・けいれん・

血圧低下等は認めなかったものの，明らかにLAによ

ると考えられる副作用が4例57％に認められた．この

うち10μg／日以上投与した3例全例に副作用を認め，

特にうち2例に呼吸抑制を認めた点は注目に値すると

思われ，新生児では10μg／日以下の投与量が望ましい

と考えられた．また，嘔気を認めた症例5は併用して

いたPGEICDと相加効果により副作用を呈したと推

察された．

　以一ヒ，呼吸抑制等に注意すれば，LA経口投与はチア

ノーゼ性先天性心疾患の新生児に対する一治療法とし

て極めて有用であると考えられた．今後症例数を増し，

適応や有効性・至適投与量・投与間隔等について更に

検討する必要があると思われる．
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Oral　Prostaglandin　El　Derivative　in　Ductus－dependent　Pulmonary　Circulation

Hiroyuki　Matsuura，　Tsutomu　Saji，　Norio　Matsuo，　Shin　Yamamoto，

　　　　　　　　　　　　　　Takashi　Ishikita　and　Yu　Aoki

　　First　Department　of　Pediatrics，　Faculty　of　Medicine，　Toho　University

　　　Continuous　infusion　of　E－type　prostaglandins　has　been　widely　used　to　maintain　patency　of　the

ductus　arteriosus　in　neonates　with　severely　reduced　pulmonary　blood　flow．　Therapy　usually　must　be

continued　for　more　than　a　couple　of　weeks，　and　maintemance　of　I．V．　route　is　occasionally　difficult　for

long　period　of　time．　Oral　prostaglandin　E2　has　also　been　reported　to　be　effective　for　the　dilatation　of

ductus　arteriosus．　However，　it　should　be　administered　at　intervals　of　every　l　to　4　hours．　We　have

already　reported　the　efficacy　of　long・term　oral　prostaglandin　El　derivative，　Limprost　alfadex，　in　a

neonate　with　double　outlet　right　ventricle　and　severe　pulmonary　stenosis．　Here　we　describe　our

experience　of　oral　prostaglandin　EI　therapy　in　7　neonates　suffering　from　congenital　cyanotic　heart

diseases　with　ductus－dependent　pulmonary　circulation．

　　　Limaprost　alfadex　was　administered　orally　every　6　hours　at　a　dosage　of　5　to　12　ptg／day，　i．e．1．8　to

4．3μg／gk／day．　The　duration　of　the　therapy　ranged　from　l　to　64　days．　Among　the　7　neonates，　marked

increase　in　oxygen　saturation，　measured　by　transcutaneous　saturation　monitor，　was　recognized　in　4

patients；the　mean　oxygen　saturation　was　670ro　just　before　the　administration　of　Limaprost　alfadex　and

it　rose　up　to　8190　in　60　minutes．　Preferable　oxygen　saturation　levels　were　kept　for　several　hours，　and

improvement　in　physical　activities　and　skin　color　of　the　patients　confirmed　the　effectiveness　of　the

therapy．　In　one　neonate　with　pure　pulmonary　atresia，　neither　Limaprost　alfadex　nor　Lipo　PGEI　was

effective，　and　emergency　operation　was　necessary．　Two　other　patients　did　not　respond　to　Limaprost

alfadex，although　continuous　intravenous　Lipo　PGE1－CD　was　effective　in　these　infants．　Significant　side

effects　were　noted　in　two　patients　who　presented　respiratory　distress　episodes，　accompanied　by　apnea，

lasting　for　a　period　of　less　than　10　seconds　each．　The　daily　doses　of　these　infants　were　10　and　12

μ9／day，　respectively．

　　　Orally　administrated　prostaglandin　El　derivative，　Limaprost　alfadex，　was　found　to　be　effective　in

some　infants　for　both　short　and　long－term　management　of　ductus・dependent　pulmonary　circulation

and　it　may　be　a　possible　substitute　for　intravenlous　prostaglandin　El　infusion　therapy．　The

recommended　dose　was　determined　to　be　5　to　10μg／day，　or　1．8　to　4．0　ptg／kg／day，　for　mature　neonates，

and　an　administration　interval　of　every　6　hours　seemed　adequate．
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