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プロスタグランディンE1治療中にBartter症候群を合併した

動脈管依存型先天性心疾患の2例
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（’1’1成7年10月2日受理）

水

太

清

信

　　北海道大学小児科

隆　　南雲　　淳

知　　小田川泰之

武田宏一郎

key　words：プロスタグランディンE，，　Bartter症候群，高レニン血症，二次性高アルドステロン1i1症，

　　　　　血清電解質異常

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　要　　旨

　リポプロスタグランディンEl（リボPGE1）を継続的に投与した2症例において，低ナトリウム，低

クロール血症，低カリウム性アルカローシス，正常血圧，高レニン・高アルドステロン血症のBartter症

候群の合併を経験した．PGEI使用による電解質異常は高頻度に発生する副作用であるが，その機序とし

て従来は腎血管拡張による腎血流量の増加，それに伴う尿量，ナトリウム，カリウム排泄の増加などが

挙げられていた．動物実験では腎動脈へのPGの注入により著明なレニン分泌促進，腎血流量の増加が報

告されている．今回の2症例の経験により動脈管依存型先天性心疾患においてPGE，使用時の電解質異

常発生の機序の一つとして，Bartter症候群の合併を考慮すべきことが示唆された．

　　　　　　　　　はじめに

　プロスタグランディンE，（以下PGE1と略す）は血

管平滑筋弛緩作用を有し強力な血管拡張薬である．小

児循環器病学領域では動脈管依存型先天性心疾患の治

療に用いられ，大きな効果1）2）を挙げている．従来その

副作用につきさまざまな報告3）4）がなされ，発熱，無呼

吸発作，発疹，下痢，骨膜肥厚などの他に低ナトリウ

ム（Na），低クロール（Cl）血症を来すことが知られて

いる．一方Bartter症候群は高レニン／アンジオテンシ

ン血症，低カリウム（K）血性アルカローシス，正常血

圧を特徴とする本態性二次性高アルドステロン症であ

る5｝．われわれは今回lipo　PGE，製剤を使用中に血清

Na，　K，　Clの低値を示し，且つ高レニン，高アルドス

テロン血症のBartter症候群を呈した2症例を経験し

た．PGE，による低Na，　Cl血症の機序として興味ある

症例と考えられるので報告する．

別刷請求先：（〒060）札幌市北区北15条西7丁目

　　　　　北海道大学小児科　　　　　清水　　隆

　　　　　　　　　症　　例

　症例1：R．S．0歳，男児．

　家族歴：特記すべきことなし．

　現病歴：在胎40週，生下時体重2，892g，　t　El常経腔分

娩にて出生．生後14時間でチアノーゼに気づかれ，心

臓超音波断層検査により単心室兼肺動脈閉鎖を疑われ

た．lipo　PGE1持続点滴を4．5ng／kg／分で開始したとこ

ろ，経皮SaO2モニター上50％から80％に1：昇した．先

天性心疾患の診断と外科的治療を目的として生後2日

に北海道大学医学部附属病院小児科へ転院した．循環

器病学的諸検査により先天性無脾症候群，単心房，共

通房室弁，右室性単心室，両大血管右室起始，肺動脈

閉鎖，両側上大静脈遺残の診断を得た．体重増加を持

ち短絡術を行うこととしてlipo　PGE，投与を続けたと

ころ，生後5口ごろからSaO2が低下しlipo　PGEIを

7．5ng／kg／分に増量した．図1に示すように血清Na，

Cl，　K値が低下傾向を示し10％NaClや高濃度KCIで

補充を開始した．また生後10日前後から動脈管開存に

よる肺血流増加のためと思われる心不全が著明となり

利尿剤内服を開始しlipo　PGE1の減量を図った．
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図1　症例1，R．S．経過図
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　生後17目には補正にもかかわらずNa：123mEq／

／，Cl：72mEq／／，　K：3．8mEq／1，動脈血でpH：

7．469，PCO2：41．8mmHg，　PO2：40　．　lmmHg，　BE：

6．2mmol／／，　SaO2：78．1％であった．四肢の血圧は

72／36～83／32mmllgであった．生後21口の血漿レニン

活性（PRA）は63．1511g／ml／h，血漿アルドステロン濃

803－（59）

度（ALD）は137．76ng／dlと年齢別正常値（表1）6）を

大きく越えていた．その後強心剤を使用しlipo　PGE，

と利尿剤の減量を行ったところ，図1の如く血清電解

質はほぼ正常化しPRA，　ALDは正常化した（表2－1）．

生後67日に右modified　Blalock－Taussig短絡術を施

行した．

　症例2：K．K．　O歳，男児．

　家族歴：特記すべきことなし．

　現病歴：在胎36週6日，生下時体重2，456g，正常経

腔分娩にて出生．生下時からのチアノーゼと心雑音に

より先天性心疾患を疑われた．心臓超音波断層検査に

より極型ファロー四微症の診断を得た．lipo　PGE1持

続点滴を5ng／kg／分で開始し，経皮SaO2は80％から

93％に増加した．生後12日から心不全に対し強心剤と

利尿剤を投与した．生後25日に体重増加不良と心不全

のコントロールを目的として北海道大学医学部附属病

院小児科に転院した．転院時の検査でNa：126mEq／

／，K：4．2mEq／1，　Cl：93mEq／1，動脈血でpH：7．41，

PCO2：41．4mmHg，　PO2：43．6mmHg，　BE：1．6

mmol／／，　SaO2：79．6％であった．四肢の血圧は75／

34～85／31mmHgであった．図2に示すごとく生後33

口に測定したPRAは26．47ng／ml／h，　ALDは89．7ng／

dlと上昇していた．その後電解質の補正とlipo　PGEI，

利尿剤の減量を図ったところ，表2－2に示す如く

PRA，　ALDは正常化した．生後61日に右Blalock－

Taussig短絡術を施行した．

　　　　　　　　　　考　　察

　プロスタグランディン（PG）E，は胎児動脈管壁で合

表1　血漿レニン活性，アルドステロン濃度年齢別正常値

文献6より引用

年　齢
Plaslna　rellin　activity（PRA）
　　　Meal1±SD（119／m1／h）

（例数） Plasma　aldosterone
Meal1±sD（119／d1）

（例数）

0～6口
7～27日

1～2月

3～5月

8．83土8．67

7．40±3．74

5．7〔｝±2．97

3．54±1．96

（58）

（25）

（24）

（23）

62．66±48．54

52．19±23．49

38．16±20．95

29．91±19．01

（57）

（36）

（30）

（23）

表21症例1の血漿レニン活性，アルドステロン濃度

　変化

」止イ列1　：RS，

生後days 21 42 58 67 72

PRAl19／m1／h 63．15 1．47 6．33 7．51

ALD　n9／d1 137．76 24．02 40．00
手　術

37．12

表2－2症例2の血漿レニン活性，

　変化

症例2：KK

アルドステロン濃度

生後days 33 44 60 61 70

PRA　119／m1／h 26．47 13．36 4．69 8．81

ALD　I19／dl 89．70 119．17 26．64
手　術

16．79
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成され胎児動脈管を拡張せしめ，胎児循環を維持して

いる．いわゆる動脈管依存型先天性心疾患にPGE，を

投与することにより動脈管が生後も開存し，肺動脈閉

鎖の場合は肺血流，大動脈縮窄／離断複合では下半身へ

の血流，完全大血管転換症では動／静脈血混合が確保さ

れ，体重増加を待ち好条件下での手術が可能となり治

療成績が大幅に向上したi）2）．先天性心疾患への臨床応

用は1975年Elliottら7）が最初であり，現在では小児循

環器病学領域では必須の治療法である．使用開始早期

から高率の副作用併発が報告3）4）され，無呼吸発作，発

熱，下痢，痙攣，発疹，骨膜肥厚の他に電解質異常，

代謝性アルカローシスが指摘されている．Iipo　PGE1

日本小児循環器学会雑誌　第11巻　第6号

製剤の出現により副作用頻度の減少が報告されている

が8），副作用の種類によっては相変わらず高率に出現

している．その中でも低Na血症は60％以hに認めら

れている9）．いままでPGE1の電解質異常をもたらす機

序として，1．腎血管拡張による尿量増加およびNa，

K排泄増加1°），2．尿細管でのNa再吸収を抑制するこ

とによるNa排泄増ll），3．腎血流増加，および腎内血

流分布を変化させることによる12），4．vasopressinに

対して抑制的に働き水分排泄増加13），などが挙げられ

ている．

　一方Bartter症候群は，①高レニンまたは高アンジ

オテンシン血症，②低カリウム性アルカローシス，③

正常血症などを特徴とする症候群であるが，その本態

は〔原因不明の二次性高アルドステロン症〕である．

PGの合成阻害剤であるIndomethacinにより本症候

群の改善が認められたことから14），Bartter症候群の

病態生理に内因性PGの関与15）が指摘されている．

　しかし外因性のPGEIとBartter症候群の直接の関

係は証明されていない．Bartter症候群以外で二次性

高アルドステロン症をもたらすものとして，心不全に

よる交感神経系機能の充進，腎動脈灌流量の減少’6），利

尿剤17），下剤，甘草の長期連用，慢性下痢，嘔吐5）など

が考えられる．今回の2症例ではIO％NaCl，2mol　KCl

による補正にもかかわらず著明な低Na，　K，　Cl血症

を，チアノーゼ性心奇形でありながらアルカローシス

を呈し，新生児～乳児期として正常血圧であり，高レ

ニン血症と二次性の高アルドステロン血症を示したこ

とからBartter症候群と診断した．2症例とも心不全

症状を呈し利尿剤を投与したが，図1，2に示した如

く利尿剤の投与量や心不全の持続とPRA，　ALD間に

相関関係は認められなかった．動物実験では腎動脈に

PGを注入することにより著明なレニン分泌促進，腎

血流量の増加をもたらすことが報告18）されており，今

回の2症例においてもIipo　PGE，の減量によりPRA

　　　　　　　　　表3　PGE1使用により血清電解質低下を示した4例

（症例1，2および同時期にリポプロスタグランディンE1使用した2例の血漿レニン活性，アルドステロン濃

度，血清電解質濃度）

」正　例
日齢
days

体重
Kg

1ipo　PGEl
I19／Kg／mil1

　PRA
I19／m1／h

Aldosterone
　　ng／d1

　Na
mEq〃

　　K

mEq〃
　CL
mEq〃

利尿剤
使用

1．R．S． 21 3．15 4．5 63．15 137．76 128 3．7 94 十

2．K．K． 33 2．95 3．6 26．47 89．70 129 4．3 94 十

3．A．W． 104 2．75 45．0 101．30 58．97 138 3．5 89 十

4．Y．K． 13 2．9f） 5．0 6．53 105．75 138 3．8 97 十
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とALDが正常化したことから，外因性のlipo　PGE，

によりBartter症候群が惹起されたものと考えられ

た．表3には症例1，2および同時期に当科に入院し

lipo　PGE1を使用した結果，　Na，　K，　C1の低下を示し

た他の2例の結果を示した．症例3（出生体重920g，

極型ファロー四徴型）では45ng／kg／分という高濃度の

lipo　PGE1を投与していたが，　PRAは高値だがALD

は正常範囲内であった．症例4（純型肺動脈閉鎖兼エ

プスタイン奇形）でも5ng／kg／分のlipo　PGE1でPRA

は正常，ALDが高値を示した．このようにPGE、投与

による電解質異常は必ずしもBartter症候群類似の機

序によるものとは言えない．それ以外にも末熟児にお

けるHyper　PG　syndrome19）や・L・不全の早期段階で利

尿剤を投与することによる血管内循環血漿量の減少が

もたらすPRA増加，合併心奇形による腎血流量の変

化などさまざまな要因が考えられる．しかしPGE1投

与に伴い電解質異常が発生した場合には，その機序の

一つとしてBartter症候群の合併を考慮に入れるべき

であると考えられた．

稿を終えるに当たり，ご校閲をいただいた小林邦彦教授に

深謝します．
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Two　Cases　of　Bartter　Syndrome　during　Prostaglandin　EI　Therapy　in

　　　　　　　　　　Ductus　Dependent　Congenital　Heart　Disease

　　　　Takashi　Shimizu，　Jun　Nagumo，　Kouichirou　Takeda，

　　　　　　　　　　Satoru　Shida　and　Yasuhisa　Odagawa
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　　　Tow　cases　of　ductus　dependellt　congenital　heart　disease　presented　hyponatremia，　hypochlor－

emia，　hypokalemic　alkalosis　and　normal　blood　pressure　during　lipo－prostaglandin　E1（PGE1）

therapy．　Endocrinological　study　disclosed　increased　plasma　renin　activity　as　well　as　aldosterone

concentration．　Then　Bartter　syndrome　was　supposed　to　be　elicited　by　PGEI　infusion．　Increased

urinary　excretion　of　electrolytes　is　a　well－known　side　effects　of　PGE1．　The　mechanism　of　the

side　effect　was　assumed　to　be　due　to　PGE1－induced　natriuresis，　kaliuresis　and　water　excretion

until　now．　Meanwhile，　a　marked　increase　of　renin　secretion　and　renal　blood　flow　with　prostaglan－

dins　infusion　into　the　renal　artery　was　reported　in　animal　study．　Bartter　syndrome　elicited　by

PGEI　infusion　should　be　considered　as　one　of　the　mechanism　of　PGE1－induced　electrolytes

imbalance．
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