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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　要　　旨

　Lipo　PGE1の動脈管拡張作用はPGEI　cDの平均5倍程度強いと言われているが，その使用にあたっ

て2，3の問題点を経験した。

　1989年12月から半年間に6例の動脈管依存性先天性心疾患に対してLipo　PGE1を持続投与した．2例

は体血流が，他の4例は肺血流が動脈管に依存していた．日齢3～109日，投与期間は6時間～44日，最

大投与量は2．4～84ng／kg／分であった．3例が乳築血清，　Lipo　PGE1抵抗性のためPGEI　CDへの変更が

必要であった．

　Lipo　PGE1投与中に採血できた4例中3例で乳陵血清を認め，血清トリグリセライド値は200mg／d1以

上の高値を示した．このうち1例でPGEI　CDへと変更し，乳靡血清と高トリグリセライド血症は消失し

た．

　2例では，Lipo　PGE1に抵抗性であり，　PGEI　cDの投与が有効であった．この時のLipo　PGE、の最

大投与量は各々10ng／kg／分と84ng／kg分であり，　PGEI　CDの最大投与量は各々30ng／kg／分と190ng／

kg／分であった．

　Lipo　PGE，の投与に際しては，高脂血症の発生の可能性を考慮する必要があり，　Lipo　PGE1抵抗例に

はPGE、　CDへの変更も考慮する必要があると考えられた．

　　　　　　　　　はじめに

　リポプPtスタグランジンEl（Lipo　PGEi）はプPtス

タグラソジンE1（PGE1）に脂肪粒子を担体として用い

ることにより肺での失活を防ぎ，その結果少量投与に

よっても効果が期待でき，副作用の発現も少ないとい

われている1）．動脈管依存性先天性心疾患にたいする
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投与に際して経験された若干の問題点について報告す

る．

　　　　　　　　　対　　象

　1989年12月から90年5月までの6ヵ月間に当院

Nlcuに入院し，　Lipo　PGE，を投与した動脈管依存性

先天性心疾患児6例を対象とした（表1）．入院日齢は

3日から109日，体重は2．4kgから4．2kg，男3例，女

3例であった．2例は体血流が，他の4例は肺血流が

動脈管に依存していた．Lipo　PGE1は5％ブドウ糖液
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表1　対象症例とPGE，投与量・投与期間

最大使用量 使用期間

症例 性
入院
日齢 疾　　　患

体重
（9）

Lipo
PGE1

PGEl
CD

Lipo
PGE1

PGE、
CD

（ng／kg／min） （日）

1 ♀ 53 SLL，　DORV， 4，240 2．5－一 4．0 25－18
PA，　PDA

2 ♂ 3 HLHS 3，090 46．0 5

3 ♂ 3 PA，　VSD 3，146 10．0－一一ト30．0 14－39
4 ♂ 7 PA 2，440 2．4 44

5 ♀ 3 IAA，　VSD 2，400 84．0－一→190、0 0．25－一＞2．5

6 ♀ 109 Asplenia 4，452 4．7 14

SLL：situs　solitus　l－100p　lmalpositio，　DORV：両大血管右室起始，　HLHS：左心低形症候

群，PA：肺動脈閉鎖，　VSD：心室中隔欠損，　IAA：大動脈弓離断

に溶解しシリンジポンプにて持続的に末梢静脈内に投

与した．Lipo　PGE1の最大投与量は2．4ng／kg／分から

84ng／kg／分で，投与期間は6時間から44日であった．

　　　　　　　　　　結　　果

　6例中3例で次の理由によりLipo　PGE、から従来

のPGE1α・cyclodextrin抱接体（PGEI　CD）投与へと

変更した．

　1）乳度血清：Lipo　PGE1投与中に採血できた4例

中3例で，乳築血清が見られ，200mg／dl以上のトリグ

リセライド値（219mg／dlから537mg／dl）を示した（表

2）．このため1例でPGEI　CD投与へと変更した．

　症例1：日齢53日，4．2kg，女．生後1ヵ月頃からチ

アノーゼが進行し当院NICUへ入院した．胸骨左縁に

連続性雑音を聴取した．心房心室不一致を伴う両大血

管右室起始，肺動脈閉鎖と診断しLipo　PGE、2．5ng／

kg／分の持続投与を始めた．投与開始後19日の採血で

乳築血清を認め，その後も乳築血清を認めたため，投

与開始後25日にPGE、　CDへと変更した（図1）．

　変更1週後の採血では乳靡血清を認めなくなった．
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図1　症例1の経過．↓は採血を表しており，乳陵血

　清の場合は乳築血清（十）とした，Lipo　PGE1投与

　中の採血ではいずれも乳魔血清を認めた．

生後86日に右側のBlalock－Taussig手術を施行し経

過は順調であった．術後も乳廉血清を認めずトリグリ

表2　Lipo　PGE、投与量・投与期間と乳靡血の有無・血中総コレステP一ル値

　（TC）トリグリセライド値（TG）遊離脂肪酸値（NEFA）

Lipo PGE1

症例 性 日齢
使用量 期　間 乳靡血清

　　TC
（mg／dl）

　TG
（mg／dl）

NEFA
（mEq／1）

（ng／k／m） （日）

1 ♀ 72 2．5 19 （＋） 166 537 0．53

78 2．1 25 （＋） 144 219 0．36

91 0 ／ （一） 111 147 1．60

2 ♂ 8 46．0 3 （＋） 67 461 1．30

4 ♂ 21 1．5 14 （十） 137 271 0．57

41 1．7 34 （＋） 119 235 1．18

6 ♀ 118 4．5 9 （一） 136 150 0．63
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図2　症例3の経過．Lipo　PGE1からPGEI　CDへの

　変更によりPaO2は改善し，連続性雑音も充分に聴

　取可能となった．

セライド値は147mg／dlと正常化した（表2）．

　2）Lipo　PGE1抵抗例：Lipo　PGE，に抵抗し従来の

PGEI　CDへ変更し有効であった例が2例あった．

　症例3：日齢3日，3．lkg，男．進行するチアノーゼ

のため当院NICUへ入院，心室中隔欠損を伴う肺動脈

閉鎖と診断した．第10生日頃からLipo　PGE、の持続投

与にもかかわらずPaO2が低下し連続性雑音も聴取で

きなくなってきた．一方PGE，の副作用と思われる無

呼吸が頻発したため，人工換気をおこないLipo　PGE、

10ng／kg／分まで増量したが無効であった．　PGEI　CD

30ng／kg／分へ変更したところ，　PaO2は上昇し連続性

雑音もよく聴取できるようになり，PGEI　CDへ変更後

6日目に7．5ng／kg／分の投与量で人工換気から離脱で

きた．以後問題となる無呼吸は消失した．PGEユCDは

5ng／kg／分まで減量でき生後2ヵ月で右のBlalock－

Taussig手術を施行した．術後の経過は順調であった

（図2）．

　症例5：日齢3日，2．4kg，女．シ・ック状態で当院

NICUへ入院した．大動脈弓離断（Celoria－Patton分

類A型）症候群で動脈管の閉鎖と共に無尿，アシドー

シスに陥ったものと考えられた．Lipo　PGE1を30ng／

kg／分より開始し84ng／kg／分まで増量したが一般状態

は改善せず，PGEI　CD　l90ng／kg／分へ変更したところ

血圧の上下肢差は消失，代謝性アシドーシスも改善し，

利尿も認められた．第5生日に大動脈弓再建
（Extended　aortic　arch　anastomosis）と肺動脈絞拒術

を施行し経過は順調であった（図3）．

　　　　　　　　　　考　　察

　Elliottら2）が動脈管依存性先天性心疾患2例に対し
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図3　症例5の経過．Lipo　PGE1からPGEI　CDへの
　変更により血圧の上下肢差・アシドーシスは改善し，

　尿量も増加した．

てPGE1を静脈内注入して以来，プロスタグランジソ

の動脈管拡張効果は広く認められている．Lipo　PGEl

ei　PGE，に脂肪粒子を担体として用いることにより肺

での失活を防ぎ，その結果少量投与によっても効果が

期待でき，副作用の発現も少ないといわれており，そ

の動脈管拡張作用もPGEI　CDの平均5倍程度強いと

考えられている3）一’5）．

　半年間にLipo　PGE1を投与した6例のうち半数で

PGEI　CDの投与へと変更を必要とした．その理由のひ

とつはLipo　PGE1投与中に採血できた4例中3例に

乳廉血清と高トリグリセライド血症を認めた．この乳

稟血清と高トリグリセライド血症の臨床的意味は不明

であるが，1例でPGEI　CD投与へと変更した．門間ら

も同様に乳靡血清と高トリグリセライド血症を認めた

1例を報告している4）．Lipo　PGE1の脂肪成分は10％静

注用脂肪乳剤と同じであり（表3），Lipo　PGE1の脂質

の投与量は症例によっては静注用脂肪乳剤に匹敵す

る．たとえぽ，毎分18ng／kg以上の投与でO．5g／kg／日

以上の脂質の投与となり，新生児領域の脂肪乳剤初期

投与量と同じとなる（表4）．Klausら6）によれば新生

児領域での脂肪乳剤の投与にあたっては血清の白濁を

毎日点検し，白濁があれぽ脂肪の処理が不十分と考え
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表3Lipo　PGE、および10％イントライピッド1m1

　中の脂肪成分

（ml） Lipo　PGE1 Intralipid

精製ダイズ油

精製卵黄レシチン

オレイン酸

濃グリセリン

100mg
18

　2．4

22．1

100mg
12

　0

22

表4　Lipo　PGE1投与量と1日あたりの脂質投与量

　との関係

Lipo　PGE1投与量 脂質投与量

5．Ong／kg／分 →0．149／kg／日

10．0 →0．28

18．0 →0．52

34．7 →1，00

69．4 →2．00

脂肪乳剤の投与をひかえるべきであると述べている．

未熟児新生児領域に於ける脂肪乳剤の投与は冠動脈，

網内系，ビリルビンとアルブミンとの結合，肺胞への

影響などから今なお議論があり，とくに在胎不当軽量

児，極小未熟児，病的新生児では脂肪処理能が低下し

ており高脂血症となる可能性があると考えられてい

る6｝一一8）．おもにこの時期に用いられるLipo　PGE1の投

与にあたっても，脂肪処理能の低い例も有り得ること

から，脂肪乳剤投与と同様な注意が必要かと思われる．

　Lipo　PGE1からPGEI　CDへ変更する他の理由とし

てLipo　PGE1抵抗例の存在があった．動脈管依存性先

天心疾患に対するLipo　PGE1の治療効果はPGE，　cD

の1／10から1／20の投与量で得られると考えられてい

る3）～5）．しかし，症例3ではLipo　PGEiを3ng／kg／分か

ら開始し10ng／kg／分まで増量したが効果が得られな

くなった．症例5では動脈管依存性体血流型4）であり

シ・ック状態で緊急を要したことから，Lipo　PGE1を

通常より大量の30ng／kg／分より開始し漸減の方針で

あったが，逆に84ng／kg／分まで増量したにもかかわら

ず効果が得られなかった，このようにLipo　PGEiに抵

抗し，かつPGEI　CDに効果のある例も存在した．　Lipo

PGE1の使用開始と効果発現，使用終了と効果消失の

それぞれにtime　lagの存在が考えられ，そのことが抵

抗例の一部に関与しているものと思われる．この効果

のtime　lagの成因は不明であるが，脂肪粒子を担体と

して用いることが動脈管壁への移行の遅れを生ずるこ

とも否定できない．成人領域では末梢循環障害に対し

629－（41）

てLipo　PGE1の短時間注入が有効であることが知ら

れている9）1°｝．動脈管依存性先天性心疾患に対する

Lipo　PGE1使用終了後の動脈管拡張効果の持続11）に

は，肺での失活が少ないこと，障害血管への集積性が

あること1）9）などが関与しているものと考えられる．

　動脈管依存性先天性心疾患には，Lipo　PGE1に抵抗

性を示したり，効果の発現が遅延する例があり，この

ような例に対してはPGEI　CDへの変更も考慮する必

要があろう．現在，著者らは緊急を要する動脈管依存

性体血流型や，短絡手術直前にはPGEI　CDを使用し，

安定期にはLipo　PGE1を用いるなどの工夫をおこ

なっている．

　本論文の要旨は第94回日本小児科学会学術集会（1991年，

京都）にて発表した，
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　　　It　is　noted　that　Lipo－PGEI　is　effective　in　smaller　doses　than　PGEI　CD．

　　　Six　patients　with　congenital　heart　disease（4：ductus・dependant　pulmonary　bl∞d　flow，2：ductus－

dependaut　systemic　blood　flow）were　treated　with　infusion　of　Lipe－PGEI　between　Dec．‘89　and　May‘90．

Ih　three　cases　of　6，　the　infusion　of　Lipo－PGEI　needed　to　be　changed　for　that　of　PGEI　CD　for　2　reasons，as

follows．

　　　1）CHYLOUS　SERUM：In　three　of　the　4　cases　examined　during　infusion　of　Lipo・PGEi，　the　sera

were　chylous　and　the　triglyceride　levels　were　above　200　mg／dl．　The　chylous　sera　were　independant　of

age，　dose　or　duration　of　the　infusion．　In　one　of　the　3，　Lipo・PGEI　was　changed　for　PGEI　CD．

　　　2）　REFRACTORINESS：Lipo－PGEI　was　ineffective　and　PGEI　CD　was　effective　in　2　cases　with

closing　ductus．　One　had　pulmonary　atresia　with　VSD，and　the　other　had　interruption　of　the　aortic　arch

with　VSD．　The　maximum　dose　of　Lipo・PGEi　was　10　ng　and　84　ng／kg／min．　respectively．

　　　There　are　some　infants　with　congenital　heart　disease　with　reduced　lipid　tolerance．

　　　Lipo－PGEI　is　less　effective　in　some　cases　with　closing　ductus．　Lipo－PGEI　may　have　slower　effect

and　may　be　more　accumulative　than　PGEI　CD．　In　case　Lipo・PGEI　is　ineffective，　a　trial　of　PGEI　CD　may

be　useful．
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