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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　要　　旨

　1992～3年には肺高血圧の新しい治療方法として一酸化窒素（Nitric　oxide，　NO）吸入とprostacyclin

経口薬が始まった．一酸化窒素は6ないし80ppmの吸入により血圧を下げずに肺血管の拡張を生じる．一

酸化窒素吸入の臨床応用は新生児肺高血圧持続症，肺高血圧を合併する先天性心疾患の手術後の肺高血

圧，原発性肺高血圧症などで開始された．

　prostacyclin経口薬は原発性肺高血圧症に有効であり，先天性心疾患に合併する肺高血圧にも有効で

ある．

　　　　　　　　　　緒　　言

　肺高血圧が原因不明で単独で生じた場合は原発性肺

高血圧症と呼ばれ，ほぼ100％が死亡する予後不良な疾

患である1）2）．大きな心室中隔欠損など，左一右短絡性

先天性心疾患では肺高血圧が持続し，二次性に肺血管

閉塞病変を生じて，Eisenmenger症候群となり，手術

不能となるか，或いは手術で生存しても手術後遠隔期

に肺高血圧症が進行して死亡する事がある3）4）．新生児

には出生前後の低酸素血症その他のstressに原因す

ると推定されている肺高血圧持続症があり，治療に難

渋する事がある5）．これら肺高血圧症に対する内科・小

児科的治療法として，従来は急性期の集中治療として

酸素吸入，挿管呼吸による呼吸性alkalosis，　nitroglyc－

erin静脈内注射，　phentolamineなどα一blocker，　tol・

azoline　HCIなど非特異性血管拡張剤などが用いられ

てきた6）7）．しかしこれら従来の内科・小児科的治療法

の効果は充分でなく，更に良い治療法の出現が待たれ

ていた．1992～3年にはこの方面で画期的な進歩がみら

れた．即ち第一には一酸化窒素（NO）吸入，第二には

prostacyclin経口薬である．ここではこの2つの治療

法について，基礎と臨床の両面を解説する．
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　1．一酸化窒素（NO）

　従来狭心症の治療にnitroglycerinをはじめ各種の

硝酸薬が用いられてきたが8），硝酸薬がNOを遊離し

て血管拡張効果を現す事が明らかになったのは最近の

事である．更にNOの生理学的作用が解明されたのも

最近の事である．

　（1）NOの生理作用の発見．この方面の研究は1980

年にFurchgottが血管内皮から血管平滑筋を拡張す

る物質が分泌される事実9｝を発見したのに始まる．こ

の物質は内膜由来拡張因子EDRF（Endothelium－

derived　relaxing　factor）と呼ばれて，その後10年間

に盛んに研究された．1987年に至り，UCLA1°）とWell－

come研究所11）の2グループが内皮由来拡張因子の1

っがNOである事をつきとめた．更に血管内皮での

NO生成が研究され，　Wellcomeのグループによりこ

のNOがL－arginineから内皮のNO合成酵素
（Synthase，　NOS）により生成される事が判明した12）．

亜硝酸剤による血管拡張が血管平滑筋のcyclic　GMP

の増加による事が判明しており，NOは内皮から中膜

平滑筋細胞内へ拡散してsoluble　guanylate　cyclase

を活性化してcyclic　GMPが増加するとされている．

　（2）肺血管でのNOの生理作用．

　胎生期の肺血管は強く収縮しており，胎生期の肺動

脈圧は大動脈圧に等しく，肺血流量は右室と左室の拍
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出量合計の10％弱である13）．出生後には肺呼吸が始ま

り，主に3つの機序により，肺血管が拡張する．即ち

肺血管拡張の機序は，肺の拡張，肺胞に気体が入る事，

その気体中の酸素，の3つである’4）．更に酸素の肺血管

拡張作用，逆に言えば低酸素の肺血管収縮作用がNO

に関係している事が判明した．

　まず出生後の肺血管におけるNO合成酵素の発達

がラットで研究され，出生時には肺に無かったNO合

成酵素が生後急速に生成されはじめる事が判明し
た15｝．

　一方，低酸素吸入により収縮した肺血管がNO吸入

により拡張する事が仔羊の実験で報告された16）17＞．

従って呼吸開始による肺血管の拡張の機序の中で，酸

素の作用はNO生成を介する作用とされた16）17）．その

後の研究では，酸素とアルカロージスの肺血管拡張作

用の一部分はNOを介さないとの実験結果が報告さ
れた18）．

　（3）NO吸入の肺血管拡張作用．

　NO吸入の動物による基礎実験はHarverd大学

Massachusetts総合病院の麻酔科Zapol教授のグ

ループにより行われた．即ち10乃至80ppmのNOを吸

入19）するとNOは肺胞から肺間質に拡散し，肺血管の

中膜平滑筋に達して，cyclic　GMPを増加せしめ2°），肺

血管の拡張を生じる．肺血管の拡張を生じるNOの濃

度は10～20ppmでかなり強く，40～80ppmで最大に達

する19）．

　肺血管の内腔に達したNOは血液中のhemoglobin

と結合してmethemoglobinとなり，NOそのものは肺

以外の血管には作用せず，従って大動脈圧，体血管抵

抗は変化しない19）．一方，methemoglobinは酸素と結

合しないのでその増加はNO吸入の場合に副作用と

なる．

　Denverの小児病院からの報告では，羊の未熟な胎

仔の実験で，5～20ppmのNOが著しい肺血管拡張を

生じた21）．即ち比較的低濃度のNOでも胎生期，新生

児期の肺血管拡張に有効な事が確認された．

　（4）NO吸入の臨床応用．

　Cambridgeの呼吸生理学教室のHigenbottam教授

のグループ22）は1991年に成人の原発性肺高血圧症8人

でNO吸入が有効をことを報告した．続いて1992年以

後，表に示す如く，Boston，　Denver，その他から小児

の肺高血圧に対するNO吸入の治療効果が報告され

始めた．

　〔適応〕主に新生児の肺高血圧持続症と手術後肺高

日小循誌　10（4），1994

血圧症である．三尖弁閉鎖症や単心室のFontan手術

直後の肺血管拡張の目的で手術室と回復室（ICU）で用

いられ始めている．新生児の肺高血圧持続症は原因不

明の場合も，胎便吸入や横隔膜ヘルニアの場合でも適

応となる．従来の血管拡張薬が血圧を低下させ治療が

困難な場合に，NO治療の適応となる．

　〔装置〕NO吸入装置は未だ市販されていないので，

私達は大和酸器株式会社の技術開発部と共同開発した

回路を用いている．この回路ではNOボンベからNO

と酸素又は空気を吸入直前に混合し，気管挿管下に吸

入する．吸気中のNO，　NO2を随時測定しながら投与

するが，この測定機器が高価で約250万円である．

　〔濃度〕10～20ppmの低濃度で始めて，必要に応じ

て80ppm迄増加してもよいが，副作用を考慮して長く

用いる場合は6～20ppm程度の少ない量で続ける．

　〔効果〕20～40ppmで最大効果が得られる．肺血管

拡張は心臓カテーテル検査中であれば肺動脈圧低下，

肺血流量増加，肺血管抵抗の低下として認められる．

Fontan手術後の低心拍出症候群では，肺血管拡張に

より，心拍出量が増加し尿量が増加する．新生児肺高

血圧持続症では右室拍出量が増加して，卵円孔からの

右一左短絡が減少し，経皮モニター上右腕の酸素飽和

度が上昇する．

　〔副作用〕6～40ppmの濃度で，4～20日の連続使用

で効果が持続し，かつNO2，　methemoglobin増加は安

全域内であったと報告されている（表1）．他の血管拡

張薬と異なり血圧が低下しないのが，NO吸入治療法

の特長である．

　〔NO、生成〕NOは不安定で，酸素により速やかに

NO2になる．　NO，は光化学スモッグの汚染源で，粘膜

刺激作用があり，その大気中許容量は5ppmである。

NOがNO、に変化する速度は温度が高いほど，酸素濃

度が高いほど，速やかである．37度C，空気中でNO、

が5ppmに達する時間は，　NOが80ppmなら1分，5

ppmなら2時間である34）．

　2．prostacyclin経口薬

　（1）prostacyclinの新生児肺血管拡張作用．

　prostacyclinは始め血小板凝集阻止作用を持つ，血

管内皮細胞から作られるprostaglandinとして発見さ

れた35）．その後間もなく肺血管および体血管の拡張作

用が見つかった36）．更に小児科学，新生児学にとって重

要な事は，新生児が肺での呼吸を開始するとその規則

的な呼吸運動によって肺血管でのprostacyclinの産

生が急増し，それが出生後の肺血管拡張に重要な生理
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表1　小児各種肺高血圧のNO吸入治療の報告

原疾患 対象 手術 NO濃度 時間 効　果 Met一王lb 動脈圧 文献

PPHN 6新生児 一 20，40，80ppm 30分 右手02S増加 2．3％ 不変 23

PPHN 9新生児 一 10，20，6ppm 30分 PaO2増加 〈1．5％ 不変 24

PPHN 15新生児 　 6ppm 24時間以上 1．4％ 25

各種CHD 9小児 一
，十 20，40，80ppm 各10分 PVR低卜 不変 不変 26

CHD手術後 9小児 十 80pprn 15分 PVR低下 27

単心室 1小児 十 30ppm ］時間 肺動脈圧低下 28

TAPVC 1乳児 十 45pprn 4日 肺動脈圧低下 上昇 29

心室中隔欠損 1乳児 十 10PPm 3⑪分 肺動脈圧低下 不変 30

横隔膜ヘルニア 3新生児 一 40pmm NO2安全域内 31

PPII 1小児 一 20，40，6ppm 45時間 肺動脈圧低下 32

肺ヘモジデリン症 1小児 一 40ppm 4日 右室圧低下 上昇 33

略語．CHD：congenital　heart　disease．02S：oxygen　saturation，　PPH：primary　pulmonary　hypertension，

PPHN：persistent　pulmonary　hypertension　of　the　newborn，　PVR：pulmonary　vascular　resistance，

TAPVC：total　anomalous　pulmonary　venous　connection．

的役割を果たしている事である37）38）．

　（2）prostacyclinの肺血管拡張作用．

　欧米ではprostacyclinの注射薬が治験用に用いら

れており，その原発性肺高血圧症に対する効果が他の

血管拡張薬と比較研究されている．原発性肺高血圧症

は患者数が少なく肺血管拡張作用をしらべるにはカ

テーテルを肺動脈にいれる必要がある事から，この点

の研究は不充分であるが，おおよそ次のような結果が

得られている．

　成人についてのFishman等の研究39）ではprostacy－

clin，　isoproterenol，　nifedipineが有効である．その肺

血管拡張効果は投与量に依存するので，副作用が出な

い，安全な投与量での比較は，prostacyclinと

nifedipineがすぐれ，乳児ではnifedipineの心筋収縮

抑制作用が出る事から，prostacyclinが使い易い．

　prostacyclinとprostaglandin　Eの比較では，　pros－

tacyclinがはるかに肺血管拡張作用が強い4°）．　pros－

tacyclinの注入は24～48時間続けても，その効果は持

続する事が確かめられた41）．

　これらの成績をもとに，欧米の肺高血圧症に対する

肺移植が必要になった患者の肺高血圧症治療には，入

院してdonorが出る迄prostacyclin静脈内持続注入

が用いられている42）．その効果は注入を続けるかぎり

1カ月乃至25カ月も持続する42）．prostacyclinの持続

注入により原発性肺高血圧症の生存率が向上してい
る43）．

　（3）prostacyclin経口薬の効果．

　prostacyclinは極めて不安定な物質で，従来注射で

のみ投与可能であった．わが国では1980年代初めに各

製薬会社でprostacyclin経口薬の開発が進められ，

1992年に東レの開発した経口薬が2社からプロサイリ

ンとドルナーの製品名で発売された．この経口薬は

prostacyclinのほぼ1／2の血管拡張作用と抗血小板凝

集作用を持ち，経口投与後1～2時間で血中濃度が最

高になり，その効果は5～6時間続く．現在，バー

ジャー氏病など末梢循環不全に保険適応が認められて

おり，肺高血圧症には保険は未だ認められていない．

吸湿性があるのでフィルムコーティングの錠剤（20

ug）にしてあり，成人で1日3～6錠，分3投与が標

準である．小児に投与する場合は体重kg当たり0．5ug

を1回量として，錠剤をナイフで切って投与する．味

は無く，乳幼児でも飲める．副作用は血圧低下，顔の

ほてり，めまい，吐き気などで，1回投与量をへらせ

ば，副作用も無くなる．外来で投与を開始して，特に

危険は無い．

　prostacyclinの経口薬はわが国で開発され，諸外国

には存在しないので，外国での研究は全く無い．わが

国での研究として，小児と成人の原発性肺高血圧症で

prostacyclin経口薬の有効性が東邦大学小児科佐地に

より報告された44）．

　先天性心疾患の肺高血圧症には，Eisenmenger化し

た場合でもprostacyclin静脈内注射が有効で，肺血管

抵抗が平均30％低下すると報告されている45）．私達も

Eisenmenger症候群にprostacyclin経口薬を投与し

て，自覚症状の改善と運動能の増加を認めている．ま

た手術後の肺高血圧症に対しても，肺血管抵抗の低下，

運動量の増加を認めている（未発表データー）．単心室

で肺血管抵抗が高い場合にもFontan手術の準備に
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prostacyclin経口薬が有効と思われる．太い側副血管

を伴う極型ファロー四徴症，その他の肺血流量減少性

チアノーゼ性先天性心疾患に用いて，肺血流量増加，

肺血管床発達が得られる可能性もある．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　結　　語

　　欧米では原発性肺高血圧症，その他の肺高血圧症に

対して肺移植が行われているが．その1年生存率は

60～80％に過ぎない．肺高血圧症に対する薬物治療が

更に進歩する事が望まれる．
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Recent　Advances　in　the　Treatment　of　Pulmonary　Hypertension
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Department　of　Pediatric　Cardiology，　Tokyo　Women’s　Medical　College

　　　　Recent　advances　in　the　treatment　of　pulmonary　hypertension　are　reviewed．　Since　l991，

inhaled　nitric　oxide　has　been　reported　to　be　effective　in　dilating　the　pulmonary　vasculature

without　inducing　systemic　hypotension　in　patients　with　pulmonary　hypertension．　This　treatment

is　effective　for　persistent　pulmonary　hypertension　of　the　newborn　and　pulmonary　hypertensive

crisis　following　cardiac　surgery　of　infants　with　congenital　heart　disease　and　pulmonary　hyperten－

sion．　Oral　prostacyclin　is　available　and　effective　for　the　treatment　of　primary　pulmonary

hypertension　and　secondary　pulmonary　hypertension　associated　with　pre－and　post－opertative

congenital　heart　disease．
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