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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　要　　旨

　超音波コントラスト剤，アルブネックスのコントラスト効果と安全性の検討を11例の小児心疾患患者

（1～11歳）を対象に評価した．投与は5％人血清アルブミン1mlを投与した後，アルブネックス0．08ml／

kgを投与し，その時に得られた左心室腔コントラスト効果により次回投与量を設定した．最高投与量は

O．22ml／kgとした．本剤の注入には静脈内留置針を使用し，22Gでは約0．75ml／秒，24Gでは約0．5ml／

秒の速度を目途に注入した．コントラスト効果は0（no　contrast）～＋3（full　opacification）の4段階

で評価した．安全性については本剤投与前後に自他覚所見，バイタルサイン，心電図，血液・尿検査を

行い評価した．

　右心室腔では全ての投与で」－3のコントラスト効果が認められた．一方，左心室腔では＋2以上のコン

トラスト効果が0．08ml／kg投与で82％（9／11）に認められ，0．22m1／kgまでの投与で91％（10／11）に認

められた．安全性については1症例あたりの総投与量0．17～0．61ml／kgで本剤に直接関連すると思われ

る異常所見は認められなかった．

　結論として，アルブネックスは小児心疾患患者においても安全性の高い薬剤であり，0．22ml／kgまで

の静脈内投与で良好な左・右心室腔コントラスト効果が認められた．

　　　　　　　　　緒　　言

　コントラスト心エコー法は1968年Gramiakらがイ

ンドシアニングリーンを用手撹拝して作製した微小気

泡を血流中に注入し，コントラスト画像が得られるこ

とを見出したのが最初の報告である1）．その後，生理食

塩水やブドウ糖液2）3）あるいはアミドトリゾ酸メグル

ミン4）5）などを用手撹拝してコントラスト剤を作製し，

短絡血流6）や弁逆流η，心内膜面の描出8）などに用いら

れてきたが，用手撹拝法で作製された微小気泡は粒子

径が比較的大きいため微小血管内を自由に通過できな
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い，粒子径，濃度ともに作製条件によるばらつきが大

きい，極めて不安定であり放置すると分単位で崩壊・

減少しエコー源性を失うなどの問題点があった9）．一

方，Feinstesnらは1982年超音波処理による微小気泡

の作製法を報告した’°）．この方法を用いれば比較的小

さな微小気泡が得られ，毛細血管を十分に通過するコ

ントラスト剤が得られることを見出した．これを基に

米国モレキュラーバイオシステムズ社により製剤検討

が加えられたのがアルブネックスである．

　アルブネックスは5％人血清アルブミンを超音波処

理するときに生成するアルブミン膜の中に，空気を封

じ込めた平均粒子径約4μmの空気小球体を有効成分

とし，5％人血清アルブミン5ml中に空気小球体を20

億個（1ml中4億個）含有するバイアル製剤である．本

Presented by Medical*Online



日小循誌　　11　（5），　1995

剤中に含まれる空気小球体は，用手撹拝法で得られる

ものよりはるかに均一である．また粒子径が小さく，

微小血管内の通過が可能であるため，末梢静脈内投与

後，肺毛細血管を通過し，左心系のコントラストの描

出が可能である．

　成人においては，心内腔の造影での有用性が確認さ

れ11）“’13），これを適応として発売されているが，小児科

領域では使用経験が少ないため，成人と同様の使用方

法でよいか，成人と同様の有用性が期待できるか等，

不明な点は多い．しかし小児循環器領域では成人に比

し，血流の連続性を知る必要性が高い疾患が多く14），コ

ントラストエコー法の臨床応用の範囲は広い．今回，

東京女子医科大学循環器小児科に入院した小児心疾患

患者を対象にアルブネックスの心室腔コントラスト効

果および安全性を評価するとともに，本剤の使用方法

や用法・用量の検討も併せて行ったので報告する．

　　　　　　　　　対象及び方法

　1．対象

　本試験はS－132（アルブネックス）研究会中央委員会

の了解のもとに計画され，1993年2月から3月に東京

女子医科大学循環器小児科に入院した心エコー図検査

を必要とする心疾患患者で，両親に試験の内容が十分

に説明され，本試験への参加に同意が得られた患者を

対象とした．

　ただし安全性確保のため，左右短絡のない患者を対

象とするとともに，下記の患者は対象から除外するこ

ととした．

　1）血液製剤に過敏症状を示した患者

　2）重篤な心不全を有する患者

　3）重篤な不整脈を有する患者

　4）一過性脳虚血発作，脳血管障害を有する患者

　5）重篤な肺疾患を有する患者

　6）その他，担当医師が対象として不適当と判断した

患者

　総症例数は11例で，男性9例，女性2例であった．

　年齢は1～11歳であり，平均5．7歳であった．

　基礎疾患は心房中隔欠損（術後）3例，大血管転位

症（術後）2例，Fallot四徴症（術後）2例，大動脈

弁狭窄，動脈管開存症（術後），川崎病，心室中隔欠損

（術後）各1例であった（表1）．全例自然呼吸下に行っ

た．

　本剤の投与部位については手背静脈10例，足背静脈

1例を選択し，静脈を圧迫しないように配慮した．

　投与時に使用した針については全例静脈内留置針

621－（11）

表1　対　　象

症
例
N
o
．

イニシャル 性別
年齢
（歳）

体重
（kg） 診断名

1 T．M M 5 16 TGA（術後）

2 K．O M 5 18 V・AS
3 Y．M F 1 11 PDA（術後）

4 Y．S M 5 17 ASD（術後）

5 Y．Y M 8 22 TGA（術後）

6 M．T F 6 20 TOF（術後）

7 T．0 M 6 20 ASD（術後）

8 T．F M 11 29 KD
9 K．H M 2 13 VSD（術後）

10 T．T M 6 16 TOF（術後）

11 K．K M 8 23 ASD（術後）

TGA：transposition　of　great　arteries，　V．AS：valvular

aortic　stenosis，　PDA：patent　ductus　arteriosus，　ASD　l

atrial　septal　defect、　TOF：tetralogy　of　Fallot，　KD：

Kawasaki　disease，　VSD：ventricular　septal　defect

（テルモ社製サーフロー⑭留置針）を使用し，24G（投与

速度約0．5ml／秒）10例，22G（約0．75ml／秒）1例であっ

た（表4）．

　2．方法

　1）アルブネックスの5mlバイアルを用い，コント

ロールとして生物学的製剤基準適合の5％人血清のア

ルブミンを使用した．アルブネックスは5％人血清ア

ルブミン1mlに中に平均粒子径約4μmの空気小球体

を4億個含有する製剤である．

　空気小球体の顕微鏡写真を図1に示す11）．

　2）投与方法

　①あらかじめ小児用点滴セットおよび生理食塩水

を準備し，使用針にセットした三方活栓を通してkeep

openで点滴静注を開始した．コントロールおよびアル

ブネックス注入直後にfull　openとして生理食塩水を

追加注入し，左心室腔の効果を確認後，再びkeep　open

に戻した．

　②投与に先立ちアルブネックスは，バイアルを逆さ

にして，両手のひらで約3分間緩やかに回転し，液全

体が乳白色になるまで懸濁して均質化した．そのバイ

アルに空気針を設置し，20Gの注射針で1ml／秒以下の

速度で注射筒に採取した．

　③静脈内への投与には，小児では20Gの注射針では

投与が困難であるため，22Gおよび24G静脈内留置針

（テルモ社製サーフロー⑧留置針）または22Gの注射針

も使用できることとした．ただし，アルブネックスの

有効成分である空気小球体は圧に不安定であるため，
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　Optical　and　electron　micrographs　of　S－132　microspl〕eres．

図1　アルブネックス空気小球体の顕微鏡写真（文献11）より引用）

留置針 注射針 投与速度

20G

22G

24G

20G

－

22G

約L｛｝ml／秒

約0．75mレ秒

約O．5ml／秒

以下の通り，各留置針または注射針に対応した投与速

度を目途に投与することとした．

　④断層心エコー図検査を行いながら，初めにコント

ロールとして5％人血清アルブミン1mlを投与し，過

敏症状の有無等を確認した後，アルブネックスを順に

投与した（図2）．なお，2回目以降の投与は，先行投

与のコントラスト効果の消失を確認した後に行った．

　⑤アルブネックスの投与量は，原則として成人と同

じ0．08～0．15ml／kg，最高0．22ml／kgとした．投与は

0．08ml／kgから開始し，＋3のコントラスト効果が得

られない場合には増量し，O．08ml／kgで十分あるいは

過度の効果が得られた場合には，減量投与した．

　3）併用薬：併用薬剤として，従来から投与中の薬剤

の継続投与は差し支えないが，本検査期間中は薬剤お

よび投与量の変更はしないこととした．

　4）投与中止：異常反応が発現し検査の継続ができ

ない場合，対象から除外すべき条件が検査開始後に判

明した場合，両親等が投与の中止を申し出た場合，そ

の他担当医師が投与中止の必要を認めた場合は，投与

を中止することとした．

　3．観察および測定項目

　表2に示したスケジュールに従い，以下の観察およ

Echo

一
Echo

一
Echo

一keep

open

flush keep

open

flush keep

open

flush keep

open

　　含　　　　　含
5％アルブミンアルブネックス①
　　1　m2　　　　　　　　0．08　mρ／kg

　　　　　　図2　投与方法

含

アルブネックス②～

表2　観察項目・観察時期

項　　目 投与前 投与直後
投与

］時間後
投与1日～
2週間後

自他覚症状 ○ ◎ （⊃

血液検査
、 ○

尿検査 り ○

12誘導　心電図 ○ △＊ ビノ

血圧・脈拍数 ⊂・ ● L－〕 ●

呼吸数・体温 o 〔．） 口

断層心エコー図検査 ○ ●

＊＝エコー装置付属の心電図，○＝必須項目，△＝可能な限り

実施する

　　　　　　　　　　　　　　所定の検査を行い，対象

　　　　　　　　　　　　　　　　　同時に患者背景

因子として性，年齢，体重，身長，合併症，既往歴，

併用薬などを確認した．

　2）自他覚症状：投与前，投与中および投与後の各診

察毎に，構音障害，運動障害，知覚障害，しびれなど

の神経症状ならびにその他自他覚症状の有無およびそ

び測定を行った．

　1）対象および除外の判定：

として適当であるか否かを記録した．
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の程度を問診などにより確認した．

　3）副作用：アルブネックスとの因果関係を否定し

えない症状を副作用とし，その種類，程度，発現時期，

処置，本剤との関連性などを記載し，消失まで経過を

観察した．

　4）臨床検査：投与前，投与1日～2週間後に以下の

検査を実施し，検査値が正常か異常かを判定した．さ

らに投与前後で検査値の変動が異常と考えられる場合

には，追跡調査を行い，本剤との因果関係を判定した．

　①赤血球数，白血球数，白血球分画，ヘモグロビン，

ヘマトクリット，血小板数

　②総蛋白，A／G比，総コレステロール，総ビリルビ

ン，GOT，　GPT，　Al・p，　LDH，　BUN，血清クレアチ

ニン，CPK，尿酸，血清電解質（Na，　K，　Cl，　Ca，　P）

　③尿蛋白，尿糖，尿ウロビリノーゲン，尿潜血，尿

沈渣

　5）心電図：投与前および投与1口～2週間後に12

誘導心電図検査を実施した．また，断層心エコー図検

査中はエコー装置附属の心電図でモニターした．

　6）血圧，脈拍数，呼吸数，体温：投与前，投与1時

問後および投与ユロ～2週間後にバイタルサインの測

定を行った．血圧，脈拍数は各投与直後にも測定した．

　7）Mモード心エコー図検査：投与前に1回，胸骨

左縁からの左室短軸断面でMモード心エコー図検査

を行い，左心室の内径や壁厚の計測を行った．

　8）断層心エコー図検査：原則として心エコー装置

は東芝メディカル社製SSH440A，トランスデュー

サー周波数3．75または5MHz，64エレメントのものを

使用した．断層心エコー図検査は本剤投与前から投与

後にかけて行い，その検査結果はビデオテープに収録

した．断面は原則として心尖部四腔断面とし，体位は

仰臥位または左半側臥位とした．

　4．効果判定

　1）コントラスト効果：下記4段階の効果の典型例

を収録したビデオテープを基準に担当医師の視覚的判

断により，各投与量ごとに右心室および左心室腔につ

いてのコントラスト効果を判定し，＋2以上を有効とし

た．なお今回は，inter－observer　variabilityについて

は検討しなかった．この判定基準は成人でのS－132（ア

ルブネックス）第III相臨床試験13），　Crouseらの基準15｝
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　　　　　　　　図3　左心室腔コントラスト効果（判定基準）

症例No．5

寸3：アルブネックス0，08ml／kg投与（2回目），＋2：アルブネックス0．15ml／kg投

与，＋1：アルブネックス0．08ml／kg投与（1回目），0：5％人血清アルブミンlm1投

与
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に準じている（図3）．

　＋3：ほぼ完全な心室造影効果が認められるもの

　＋2：中等度の造影効果が認められるもの

　斗1：わずかに造影効果が認められるもの

　0：造影効果なし

　2）安全性：副作用および臨床検査値異常変動など

を考慮し，本剤の安全性を以下の4段階で判定した．

　副作用なし：全く副作用が認められない

　軽度副作用：軽度副作用で臨床上特に問題ない

　中等度副作用：臨床的に問題があり，処置を要する

程度のもの

　高度副作用：副作用のため中止しなければならない

程度のもの

　3）有用度：左心室腔コントラスト効果および安全

性から表3の判定基準に従い，本剤の有用度を以下の

5段階で判定した．

　極めて有用

　有用

　やや有用

表3　有用度の判定基準

最大コントラスト効果1） 安全性2） 有用度3）

→ 　副作用なし　→　極めて有用

→ 副作用なし→　有用
→　副作用なし　’　やや有用

→　副作用なし　→　有用性なし

日本小児循環器学会雑誌　第11巻　第5号

つ

0
り
］
－

十
十
十

］） 　1症例の中で最良の効果．

2）安全性が1軽度副作用」の場合には1段階，「中等度」，「高

　度」の場合にはそれぞれ2，3段階有用度を低くする．

3）「有用性なし」を下回る場合「禁使用」とする．

　有用性なし

　禁使用

　5．解析方法

　血圧，脈拍数などの経時変動の検討には，繰り返し

測定値の分散分析（Dunnett法による多量比較を含

む），アルブネックスの投与前後の臨床検査値の変動の

検討には，定量値の場合にはWilcoxon符号つき順位

検定，定性値の場合には符号検定を用いた．検定の有

意水準は0．05とした．

　なお原則として，測定結果は平均値±標準偏差で表

示した．

　　　　　　　　　　結　　果

　1．有効性（コントラスト効果）

　アルブネックスは1回0．01～0．22ml／kgが投与さ

れ，1症例あたりの投与回数は2～5回であった．ま

た総投与量は0．17～0．61ml／kgであった（表4）．良好

なコントラスト効果の得られた1例を図4に示した．

　1）左心室腔コントラスト効果：結果を収録したビ

デオテープの再生画像より判定した左心室腔コントラ

スト効果を表4に示した．

　0．08ml／kg投与では11例中9例（82％）に＋3のコン

トラスト効果が認められ，斗2，0が各1例（9％）で

あった．＋2の1例は0．22ml／kgまで増量したが効果

の増強は認められず，0の1例は0．22m1／kgまで増量

することにより＋1の効果が認められた．

　なお，0．08ml／kg投与で＋3の効果が認められた9

症例のうち，6例についてはO．05ml／kgに減量しその

内の5例に＋3のコントラスト効果（1例は＋2）が認

められ，この5例中3例について0．02ml／kgに減量し

たが，いずれも＋3の効果が得られた．

表4　左心室腔コントラスト効果

症例 投与 5％アルブミン
アルブネック ス投与量（ml／k9）

総投与量 最大
No． イニシャル 部位

針サイズ ユm｜
0．｛｝］ 〔｝」〕2 0．05 0．08 0．15 0．22

（ml／kg） 効果
副作川 有用度

1 T．M DVIl 24G 0 ＋3 十3 0．23 一 3
一 極めて有用

2 K．o DVH 24G 0 十3／十3 十3 †3 十3 0．17 十3 一 極めて有用

3 Y．M DV正1 24G 0 十3 十3 一 3／＋3 0．23 十3 一 極めて有用

4 Y．S DVH 24G 0 ＋3／＋3 ＋3／＋3 〔｝．46 十3 一 極めて有用

5 Y．Y DVII 24G 0 ＋1＊ソ＋3 一12＊2 十3 〔L53 十3 一 極めて有用

6 M．T DVH 24G 0 十3 ＋3／＋3 ←3 0．20 十3 一 極めて有用

7 T．O DVH 24G 0 ＋ 3 ＋3／－3 0．21 †3 極めて有用

8 T．F DVH 22G 0 †2／＋2／＋2 十2 十2 〔〕．6］ 十2 一 有　　　用

9 K．H DVH 24G 0 12川 十3 十3 0．28 十3 一一 極めて有用

1〔｝

T．T DVII 24G
〔
｝ 十3 →3ハ3 十3 0．36 ⊥3 一 極めて有用

11 K．K DVH 24G 0 o 0／0 一
1 0．60 ⊥ 1

一 やや有用

一＊ 1：追加注入（fiush）失敗（点滴の落下不十分），＊2：投与速度1．6ml／sec．，　DVH：手背静脈，　DVF：足背静脈
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Before After　（RV　contrast） After　（RV＆LV　cOntrast）

　　　　　図4　アルブネックスによる左・右心室腔コントラスト効果

上段：心尖部四腔断面，下段：短軸断面（症例No．3，投与景：0．08ml／kg），R＝right；

L＝left；V＝ventricle；A＝atrillm．

表5　右心室腔コントラスト効果

症例 5％アルブミン
アルブネックス投与量（mレkg）

最大
No．

イニシヤル 1ml
0．〔｝1 0．02 0．05 0．08 0．15 0．22

効果

1 T．M 0 「－ 3 十3 十3

2 K．O 0 L3／十3 ↓3 十3 ｝3 十3

3 Y．M 0 十3 十3 ＋3／＋3 十3

4 Y．S 0 ト3／†3 ＋3／＋3 十3

5 Y．Y 0 ＋3＊1／＋3 十3＊2 十3 十3

6 M．T o 43 ＋3／＋3 十3 十3

7 T．O 0 十3 ＋3／＋3 ＋ 3

8 T．F 0 ＋3／＋3／＋3 十3 十3 十3

9 K．H 0 十3＊［ ＋3 一L3 十3

lo T．T 0 十3 †3／→・3 斗3 十3

11 K．K 0 十3 ． 「3／＋3 十3 十3

＊ 1：追加注入（fiush）失敗（点滴の落下不十分），＊2：投与速度1．6ml／sec．

　コントロールの5％人血清アルブミン投与時にはコ

ントラスト効果は認められなかった．

　各症例での最良の左心室腔コントラスト効果（左心

室腔最大コントラスト効果）は，＋3が9例（82％），＋

2が1例（9％）で，9／％（11例中10例）の有効率であっ

た（表6）．

　2）右心室腔コントラスト効果：結果を収録したビ

デオテープの再生画像より判定した右心室腔コントラ

スト効果を表5に示した．

　アルブネックスは0．01～0．22ml／kgの用量範囲で

ll例にのべ42回投与したが，いずれも＋3の右心室腔コ

ントラスト効果が得られた．

　症例別の右心室最大コントラスト効果は100％（11例

中11例）であった（表6）．

　なお，コントロールとしてアルブネックス投与前に

投与した5％人血清アルブミンについては，コントラ

スト効果は認められなかった．

　2．安全性
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表6　最大コントラスト効果

十3 十2 十1 0 有効率
（％）

右心室腔 ll
（100）

0 0 0 11／1／

（100）

左心室腔 　9
（82）

1
（
9
）

1
（
9
）

0 10／11

（91）

　1）自他覚症状：塞栓の有無のため確認した構音障

害，運動障害，知覚障害，しびれ等の神経症状ならび

にその他自他覚症状に変化は認められなかった．

　2）臨床検査：臨床検査成績については，通常の検査

データを集積したため，CPK，　Ca，　Pが6例となるな

ど項目によって検査例数にばらつきが認められた（表

7）．1例にCPK値の上昇（投与1口前74，5日後261）

が認められた（表8）が，コントラストエコー法と同

日本小児循環器学会雑誌　第ll巻　第5号

時に心臓カテーテル検査も施行した患者であったた

め，カテーテル検査の影響も否定できず，本剤との直

接的な因果関係は証明できなかった．CPK値は約1カ

月後の検査で無処置にて正常値に復していた（36日後

59）．その他の検査値については，特に異常変動が認め

られた症例はなかった．

　なお，臨床検査の推移を平均値でみると，ヘマトク

リット，単球，A／G比に有意な変化が認められた（表

7）が，いずれも軽微な変化であり，臨床的に特に問

題とすべきものはなかった．

　3）血圧，脈拍数，呼吸数，体温：血圧，脈拍数など

のバイタルサインに異常変動は認められなかった．

　4）心電図変化：12誘導での記録および心エコー図

装置附属のモニター監視中において，異常所見は認め

られなかった．

　5）安全性：本剤に直接起因すると思われる異常な

表7　臨床検査

項　　　　目 N 投　与　前 投　与　後

血液一般検査

赤血球数　　　　（×104／mm3） 11 458．7±44．5 444．1±50．8

ヘモグロビン　（9／dl） 1］ 12．6±1．2 ］2．4±1．2

ヘマトクリット（％） 11 38．2±3．2 37．0±3．8＊

白血球数　　　　（／mm3） 11 8，252．7±2，486．8 7，774．6±1，891．6

白血球分画

好中球　　　（％） 11 50．5±11．6 50．7±10．5

好酸球　　　（％） ll 2．4±1．1 3．⑪±3．0

好塩基球　　　（％） 11 0．6±0．5 0、7±0．7

リンパ球　　　（％） 11 39．8±12．2 39．9±11．0

単球　　　　（％） 11 6．8±3．2 5．2±L3＊

血小板　　　　（×104／mm3） 11 24．2±6．0 29．2±8．4

血液生化学検査

総ビリルビン　　（mg／dl） 10 0．4±0．1 0．4±0．1

総蛋白　　　　（9／dD 11 7．0±0．6 7．0±0．4

A／G比 9 1．8±0、3 1．6±0．3＊＊

GOT　　　　　（IU〃） 11 21．4±4．5 23．6±7．4

GPT　　　　　（IU〃） 11 9．8±4．3 12．8±11．1

AL－P　　　　（IU〃） 10 422．5±160．0 421．9±194．3

LDH　　　　　（IU〃） 11 330．1±112．0 313．2±96．／

CPK　　　　　（IU〃） 6 55．7±19．4 103．7±98．0

BUN　　　　　（mg／dD 11 14．0±4．1 13．3±3．4

クレアチニン　　（mg／dl） 11 0．5±0’1 0．4±0．］

尿酸　　　　　（mg／dl） ll 3．7±1．1 3．9±1．0

Na　　　　　　　（mEq〃） 11 14ユ．3±22 141．4±2．8

K　　　　　　　（mEq／の 11 4．2±0．3 4．3±0．4

C1　　　　　　（mEq／～） 11 103．9±3．O 105．0±2．8

Ca　　　　　　（mEq〃） 6 9．7±0．3 9．5土0．4

P　　　　　　　（mEq／の 6 4．9±0．3 5．0±0．3

Mean±SD．，＊：p〈O．05，”：pく0．01
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表8　臨床検査値異常変動例

症
例
N
o
．

検　　査　　成　　績
年齢／性 診断名

項目 前 後 追　跡
因果関係

6 6／F TOF
（術後）

CPK 74 　261
（投与5日後）

　　59
（投与36日後）

不　明

症状，所見は認められず，安全性については全例「副

作用なし」と判定された．

　3．有用性

　左心室腔最大コントラスト効果と安全性による判定

基準に基づいて判定された結果を表4に示した．有用

以上の有用率は91％（11例中10例）であった．

　　　　　　　　　　考　　察

　造影剤は放射線などの画像診断法において臨床的に

広く用いられている．X線，　CT，核医学においては画

像のコントラスト分解能を改善するため造影剤がルー

チンに使用されている．しかし，心エコー図法におけ

るコントラスト剤の開発は遅く，これまでインドシア

ニングリーンをはじめ，フルオゾールーDA16），6％デ

キストラン17）18｝，50％デキストラン18）～20），ゼラチン

液21），5％アルブミン22），イオキサグル酸23），イオパミ

ドール24），ジアトリゾ酸メグルミン23）25）～31），アミドト

リゾ酸ナトリウムグルミン4）5），さらにこれらと生理食

塩水との混合液など4）5）17）18）25）32）～34）さまざまなものを

基剤として，用手撹拝法あるいは超音波処理法により

微小気泡が作製され，超音波コントラスト剤として使

用されてきたが，いずれも粒子径，濃度および安定性

などの問題9）からいずれもその臨床応用は散発的であ

り，これまで臨床的に満足できるコントラスト剤はな

かった．

　アルブネックスは既に成人の心内腔造影を適応とし

て，1993年末より発売されている，国内で初めての超

音波コントラスト剤であり，5％人血清アルブミンを

超音波処理して製した平均粒子径約4μmの空気小球

体を，5％人血清アルブミン5ml中に20億個含有して

いる．

　今回，成人ではすでに心内腔コントラスト効果と安

全性が証明されているアルブネックスについて，小児

科領域でのコントラスト効果，特に左心室腔コントラ

スト効果と安全性を評価するとともに，用法・用量の

検討を行った．なお，投与量については，成人の左心

内腔造影について効果および安全性が確認さ
れ’1）～i3），承認の得られている0．08～0．22ml／kgのう

ち，0．08ml／kgより投与を開始し，左心室腔コントラ

スト効果が＋3の場合は投与星を減量し，＋2以下の場

合には最大0．22ml／kgまで増量して検討した．

　成人の使用方法としては20G以上の注射針を用いる

こととされているが，小児に対しては，成人とは異な

り20Gの注射針を使用することは殆ど不可能であり，

22Gあるいは24Gの針が使えなければ，臨床使用は事

実上不可能である．このため今回の検討では同じサイ

ズでも注射針に比し内径の大きい静脈内留置針を使用

することとした．実際，24G留置針（内径0．47mm）は

22G注射針（内径0．50mm）とほぼ同一内径を有してい

る．

　また加圧による本剤の崩壊を避けるため投与速度は

1．Oml／秒以下となるよう十分注意して行った．投与は

用手法であるため，注入速度を正確にコントロールす

ることはできなかったが，投与時に「1，2，3……」

と発声しながら，毎秒1．Oml以下の注入速度になる様

にした．

　1．左心室腔コントラスト効果

　肺毛細血管を通過した空気小球体により得られた左

心室腔コントラスト効果の有効率は最大コントラスト

効果で91％（10／11）であり，＋3が9例，＋2，十1がそれ

ぞれ1例であった．

　O．08ml／kgで＋3のコントラスト効果が認められた

9例のうち，6例は0．05～0．01ml／kgに減量し効果を

確認したが，いずれも良好なコントラスト効果が認め

られた．小児科領域においては，成人における用量

（0、08～022ml／kg）よりも少量で良好な効果が得られ

るものと推察される．

　＋3の効果が得られなかった症例は，年齢，体重とも

大きい方から1，2番目の症例であった．成人におい

ては年齢，体重が効果に与える影響については諸説が

あるが，今回の小児での検討においては，症例数が少

ないため詳細は不明である．

　その他，効果の悪かった原因について以下に考察し

た．

　効果が＋1であった症例は，足背静脈より投与した症
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例であった．このことから，1例ではあるが＋2以上の

効果が得られなかった原因の1つとして，本剤を足背

静脈から投与したことが考えられた．おそらく足背静

脈は手背静脈より心臓から遠い位置にあるため，本剤

投与後，心臓に到達するまでに空気小球体が稀釈され

たものとも推察される．さらなる検討が必要ではある

が，より安定なコントラスト効果を得るためには手背

静脈からの投与が望ましいと考えられる．

　症例No．5の0．08ml／kg（1回目）では，追加注入失

敗（点滴の落ド不十分）のためコントラスト効果は不

良であったが，点滴等注入方法に注意し同量を注入す

る（2回R）と，＋3の効果が得られた．症例No．9の

0．05ml／kgについても，追加注入失敗のためのコント

ラスト効果不良であるとも考えられる．

　症例No．5では0．08ml／kgで＋3のコントラスト効

果が得られているにも拘らず，0．15ml／kgに増量した

ところ，コントラスト効果は＋2に低下した．これはア

ルブネックスの投与速度が1．6ml／秒と速すぎたため

であると考えられた．Padialらによりアルブネックス

空気小球体が圧力に不安定であることが明らかとされ

ており35）36），この投与の場合にも注入速度が早かった

ためシリンジ内に圧力がかかり，空気小球体が崩壊し，

その結果として十分な左心室腔コントラスト効果が得

られなかったと考えられる．

　これらのことより，アルブネックス使用の際には，

可能な範囲で比較的内径の大きい静脈内留置針を，心

臓に比較的近い手背静脈に留置し，規定された投与速

度を目途に，1．Oml／秒以下の速度でゆっくりと注人す

るなど注入方法に十分な注意が必要であると思われ

る．

　2．右心室腔コントラスト効果

　右心室腔コントラスト効果については，投与した

0．01～0．22ml／kgまでのすべての投与量において＋3

のコントラスト効果が認められた．しかし，初回投与

量の0．08ml／kgでは右心室腔内に存在する空気小球

体の量が多すぎ，acoustic　shadowによるattenuation

が生じたためshadow消失後の効果を判定した．この

ことから，小児において右心内腔造影を目的として臨

床使用する場合には，O．08ml／kgでは投与量が過多で

あり，減量調節する必要があると考えられた．なお，

成人での至適投与量は0．01～0．04ml／kgであり，この

投与量も参考となるであろう．

　3．安全性

　小児を対象とした本剤の使用は初めてであり，安全

口本小児循環器学会雑誌　第／ユ巻　第5号

性については注意深く観察評価した．1回あたりの投

与量0．01～0．22ml／kg，1症例あたりの総投与量

O．17～0．61ml／kgにおいても本剤に直接関連すると

思われる副作用は認められなかった．本剤は生体適合

液体である5％人血清アルブミンを基剤としているた

め，5％人血清アルブミンの注意事項であるショック，

発熱，顔面潮紅，蓑麻疹などへの注意は必要であるが，

本剤は小児においても十分安全に使用できると考えら

れた．

　4．小児科領域におけるアルブネックスの臨床応用

　アルブネックスの小児科領域における臨床応用に関

しては，1）肺毛細血管を通過するコントラスト剤，2）

大きな気泡を含まない安全なコントラスト剤，の2点

からその有益性が考えられる．

　1）の有益性からは，肺静脈を同定することが求めら

れる先天性心疾患の診断に応用されることが期待され

る．それらの例としては，総肺静脈還流異常症，部分

肺静脈還流異常症の共通肺静脈の同定，三心房心の副

室の同定などが挙げられる14）．また心臓カテーテル検

査中に主肺動脈からアルブネックスを注入すれば右心

系にはコントラストフリーの状態で左心系にのみコン

トラストを出現せしめることができ，先天性心疾患の

カテーテル検査において造影回数を減少させるのに貢

献することが考えられる．

　2）の有益性からは，左心系に直接注入しても空気塞

栓の危険性が回避できる点が挙げられる．その例とし

ては，心臓カテーテル検査中に行う左心系からのコン

トラストエコー法，右左短絡を有する先天性心疾患に

対する末梢静脈からのコントラストエコー法，心筋コ

ントラストエコー法などがある．

　その他すでに成人領域で指摘されているとおり大動

脈弁や僧帽弁のわずかな逆流や狭窄血流のドプラ信号

を増強して観察する目的にも用いられる．

　粒子径，粒子濃度が規格化された初めての超音波コ

ントラスト剤であるアルブネックスは，圧に対してや

や不安定であるため，使用注射針，投与速度などその

取扱いや使用方法に注意すべき点もみられるが，用時

微小気泡を作製する手間が要らず，静脈内投与するこ

とにより左心内腔コントラスト効果が得られ，また安

全性に特に問題はなく，小児循環器領域の各種疾患の

診断に有用なコントラスト剤と考えられる．

　謝辞　終わりに，本治験の実施にご協力いただいた聖路

加国際病院顧問町井　潔先生をはじめS－132（アルブネッ

クス）研究会中央委員会の諸先生方また検査に協力を頂い
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た東京女子医科大学心研循環器小児科の諸先生に深謝いた

します．
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Contrast　Effect　of　Albunex　for　Ultrasonic　Examination　of

　　　　　　　　　　　　　Cardiac　Cavity　in　Pediatrics

　　　　　　　　　　Gengi　Satomi　and　Kazuo　Monma

Department　of　Pediatrics　Cardiology，　Heart　Institute　of　Japan，

　　　　　　　　　　　　Tokyo　Women’s　Medical　College

　　　Study　was　made　of　the　efficacy　and　safety　of　Albunex，　a　new　contrast　agent　for　echocardio－

graphy，　in　eleven　pediatric　patients　with　heart　disease．　Patients　received　l　ml　of　5％human　serum

albumin　intravenously　via　iv　catheter　as　a　reference　agent，　followed　by　Albunex　at　a　dose　of　O．08

ml／kg．　The　next　dose　was　adjusted　depending　on　the　left　ventricular　contrast　effect　with　the

maximum　dose　set　at　O．22　ml／kg，　Injection　rate　was　about　O．75　ml／sec　when　a　22　gauge　catheter

was　used　and　about　O．5ml／sec　with　a　24　gauge　catheter．　Contrast　effect　was　judged　using　a

4－scale　criteria　from　O（no　contrast）to十3（full　chamber　opacification）．　For　the　safety　evaluation，

subjective　and　objective　signs，　vital　signs，　ECG，　hematology／chemistry　and　urinalysis　were

examined　both　before　and　after　injections．

　　　Right　ventricular　contrast　of十20r　greater　was　obtained　in　all　patients　at　any　dose．　LV

contrast　of十20r　greater　was　observed　ir182％（9／11）of　patients　at　O．08　ml／kg　and　91％（10／11）

at　O．22　ml／kg．　Patients　received　a　total　dosage　of　O．17－0．61　mg／kg，　but　no　abnormality　was

detected　in　the　safety　evaluation．　Based　on　these　results，　Albunex　was　considered　to　be　a　safe　and

useful　contrast　agent　producing　good　RV　and　LV　contrast　in　pediatric　patients　at　O．22　ml／kg　or

alower　dose．
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