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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　要　　旨

　新生児動脈管拡張の目的で用いられてきた従来のPGE1－CDの効果の持続時間は比較的短いが，最近

発売されたlipo　PGE1の効果の持続時間については充分に解明されていない．この研究では，心室中隔

欠損を合併しない完全大血管転換症の新生児5例でlipo　PGE1の動脈管拡張作用の持続性を検討した．

いずれもlipo　PGE1を数日間注入して後に中止し，中止後数日してからJatene手術を行って，術中に動

脈管の開存度を調べた．lipo　PGE1の使用開始の日齢はo～2，使用期間は3～7日間（中央値5）であっ

た．最大使用量は，2．7～5ng／kg／分（中央値5），総使用量は1～44μg／kg（中央値14．8），手術前にlipo

PGE1を中止した期間は40～112時間（中央値51）であった．全例にBAsが施行された．　lipo　PGE1漸減

後に著しい低酸素血症を来した症例はなかった．全例にJatene手術を施行し，手術時日齢は6～11（中

央値9）であった．手術時所見では，動脈管は全例で開存し，外径で4～8mmであった．低体重のため

手術を施行しなかった1例では，BAs後にlipo　PGE1を中止し，13日目に動脈管の閉鎖を確認した．　lipo

PGE1の新生児動脈管拡張作用には持続性があると結論される．

　　　　　　　　　緒　　言

　近年，新生児の動脈管依存性心疾患の動脈管拡張の

目的で，従来用いられてきたprostagrandin　E，即ち

cyclo・dextrin抱接化合物（以下PGEI－CD）よりも使用

量が少なく副作用が少ないlipo　prostagrandin　E1（以

下lipo　PGE1）が使用されている1）2）．　lipo　PGE、の動脈

管拡張作用は，PGE1－CDに比べて作用時間が長いこ

とが動物実験で示され3｝，また，作用時間が長いことを

示す臨床例の報告もされている4），今回，lipo　PGEIの

新生児期の動脈管開存に対する持続効果ないし蓄積効

果を知る目的で，心室中隔欠損を合併しない完全大血

管転換症（以下d－TGAI型）でlipo　PGE1を中止して

数日後に手術を行った新生児について動脈管の開存度

を検討した．
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　　　　　　　　　対象と方法

　平成2年1月～12月までの1年間に当科に入院した

d－TGAI型は14例であり，うち1ipo　PGE1を使用した

のは11例である．当科の方針では，d－TGAI型に対し

て，はじめにlipo　PGE1を用い，その後，心房間交通

が良好で血液ガスが安定し，左室容量，左室圧および

壁厚，Wall　Stressなど新生児期Jatene手術が可能で

ある症例に対して，術前の肺血流増加による呼吸障害

を軽減し，術前状態を良好に保つため，lipo　PGEiを減

量し中止している．臨床症状，血液ガス所見が安定し

た9例に対して，lipo　PGE1を減量した．血液ガスは末

梢毛細管血を採取して測定した，このうちlipo　PGE，

の漸減注入中に手術になった4例を除き完全に中止後

に手術をした5例をこの研究の対象とした（表1）．11

例中のlipo　PGE1を減量しなかった2症例は，血液ガ

スの不安定な症例1例，低出牛体重児のためバルーン

カテーテルによる心房中隔欠損作成術（以下BAS）の

みを施行した症例1例であった．対象の5症例は，全
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表1　対象5症例の在胎週数，出生時体重，発症年齢

　ならびに初発症状

症例番号
週数

（wks）
体　重

（9） 発症日齢 初発症状

1 39 3，380 2 チアノーゼ

2 38 3ほ36 生直後 チアノーゼ

3 38 3，690 1 チアノーゼ

4 37 3，406 生直後 チアノー・ゼ

5 40 3，080 生直後 チアノーゼ

例がチアノーゼで発症し，心エコー検査によりd－

TGAI型と診断され，　lipo　PGE1を前医で開始されて

いたか，または当科で開始した．対象の5例ではlipo

PGE1の使用開始後低酸素血症の改善が軽度かまたは

心エコー上心房間交通が不良なため，当科紹介前に

BASを施行されていたか，または当科ではBASを施

行した．BAS後，心エコー検査で心房間交通が良好で

あることを確認の上，lipo　PGE、を漸減し，中止した．

中止後1～4日でJatene手術を行い，手術中に動脈管

の開存を確認の上，動脈管を結紮，切離した．手術中

の動脈管開存の確認は，術者が直接動脈管を観察し，

かつ触診して診断した．動脈管の結紮時に動脈管の外

径を測定した．なお，この5例は全て手術に成功し，

退院した．

　5症例以外に，lipo　PGE1を使用し，中止後に手術せ

ずに経過を観察した低出生体重児があった．

　　　　　　　　　　結　　果

　1．症例（図1）

　以下に症例を提示する．症例5は，当科入院時，日

齢1の女児で，生直後からチアノーゼが認められ，d－

TGAI型の診断のもとにlipo　PGE1を5ng／kg／分で開

始され，当科に紹介され入院した．lipo　PGE1使用前の

動脈血中酸素分圧は21mmHgであり，使用後も血中酸

素分圧は20mmHg前後と不良であった．入院時，心エ

コー上，心房間交通は不良で，日齢2にBASを施行し

た．BAS後の血中酸素分圧は34mmHgで，血液ガス，

心房間交通が良好であることを再度確認の上，同日か

らlipo　PGEユを漸減し，日齢4に中止した．中止後も

連続性雑音は変わらず，心エコー上動脈管は開存して

いた．肺血流はレントゲン上増加しており，血中酸素

分圧は，35mmHg前後で経過した．日齢6にJatene手

術を施行し，手術時所見では，動脈管は，外径8mmで

大きく開存していた．

　2．5症例のまとめ（表2）

　例数が少ないため範囲と中央値を表2に示す．lipo
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図1　典型的症例の臨床経過：線グラフは経過中の毛

　細管血中酸素濃度を示す．グラフ下のPはlipo
　PGE1の投与量ならびに投与期間を示す．

表2　5症例のIipoPGE、使用状況と末梢毛細管血

　液酸素分圧

範　囲 中央値

IipoPGE1使用開始日齢 0～2 1

IipoPGE1漸減開始日齢 1～3 2

IipoPGE1中止日齢 4～8 6

IipoPGE1使用期間（日） 3～7 5

IipoPGE1中止期間（時間） 40～112 51

IipoPGEI最大使用量（ng／kg／min） 2．7～5 5

IipoPGE1総使用量（μg／kg） 4～44 15

BAS施行日齢 1～3 1

Jatene手術施行日齢 6～11 9

血中酸素分圧

BAS施行前　（mmHg） 20～43 27

BAS施行後　（mmHg） 34～43 37

Jatene術直前（mmHg） 32～51 42

表3　5症例の手術時動脈管所見

症例 躍P賎 中止後手術
までの日数

手術時動脈管所見

1 4 3 開存8mm径
2 4 5 開存4mm径
3 7 1 開存5－6mm径
4 5 2 開存4mm径
5 3 2 開存7－8mm径

PGE1の使用開始日齢は0～2，使用日数は3日ない

し7日であった．lipo　PGEI漸減後に著しい低酸素血

症を来した症例はなく，BAS前の血中酸素分圧の中央

値は27mmHg，　BAS後は37mmHgで，手術直前は42

mmHgであった．　Jatene手術時の日齢は，6から

11（中央値9）で，手術時所見（表3）では，動脈管

は全例開存していた．この間，BASを施行した日齢は

1～3であった，
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図2　5症例の臨床経過：グラフ上はBASまたは
　Jatene手術を施行した期間を横線で，中央値を↓で

　示した．グラフ中央の折れ線グラフは，毛細管血中

　酸素分圧を示す．縦線はBAS前後ならびに術前の

　酸素分圧の範囲を示す．グラフ下は，lipo　PGE1の使

　用量を示す．その上はlipo　PGE1の使用開始，漸減

　開始，中止の各時期ならびに中央値を示す，
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図3　低体重のため手術を施行しなかった症例の臨床

　経過：

　症例の総括を図2に示す．lipo　PGE1の使用期間は

3～7日間，中央値5日であった．lipo　PGE1を中止し

てから手術までの間隔は，40時間から112時間，中央値

51時間，約2日間であった．

　3．症例（図3）

　以下にd－TGAI型で，低出生体重児のため手術せず

にlipo　PGE，を中止し経過を観察した症例を示す．症

例は出生時36週1，670gで出生した低出生体重児で，生

直後からチアノーゼが認められ，心エコー，その他の

所見から動脈管開存をともなうd’TGAI型と診断さ

れ，lipo　PGE1を5ng／kg／分で開始された．日齢3に

lipo　PGEIを1ng／kg／分に減量した，その後，血中酸素

分圧が25～28mmHgと低値で，日齢25にBASを施行

し，血中酸素分圧は31mmHgに上昇した．　BAS後血中

酸素分圧が30mmHg今後に安定していることを確認

し，lipo　PGEIを中止した．　lipo　PGE1注入中は，心工
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コー上動脈管の開存が認められた．lipo　PGE1の中止

後10日目に収縮期雑音は消失し，13日目に心エコーで

動脈管の閉鎖を確認した．

　　　　　　　　　　考　　案

　動物での1回投与後の体内動態に関する研究では，

血中濃度の減少はPGEI－CDとlipo　PGE，でほぼ同様

である5｝6）が，lipo　PGE1は脂肪組織に移行して長期に

体内に存在することが示されている5）．また，lipo

PGE1を投与されたラットの細動脈および毛細1血管の

内皮細胞に脂肪粒子の付着と貧食像が電顕的に認めら

れている7）．動物実験で1回投与で新生仔期の動脈管

拡張作用を比較すると，PGE，－cDに比してlipo　PGE1

はその作用が強く，また作用時間も長い3）．臨床例で

も，肺動脈閉鎖の2例と大動脈離断の1例でlipo

PGE1中止後に動脈管が持続的に開存していることが

最近報告された4）．今回，私達が対象とした完全大血管

転換症の5例でもlipo　PGE，を3～7日投与後に中止

して，2～5口後に動脈管の持続的開存が認められた．

また，非手術例の1例ではlipo　PGE1の注入中止後13

日までに動脈管が閉鎖した，

　PGE1の動脈管拡張治療の適応のある新生児の心疾

患は，肺血流依存型，体血流依存型と完全大血管転換

症に大別される8）．TGAにおけるPGE1の持続的効果

に関する報告はまだなく，私達の報告が初めてである．

TGAにおいては，　PGE1は動脈管を開存し体血流と肺

血流の交通を保ち，心房間での左右短絡を増加させる

ことで低酸素血症を改善する．また，新生児期Jatene

手術前の管理上は，肺血流を維持し左室圧低下を防ぐ

目的でlipo　PGEIを使用する，当科ではBAs後に心房

間交通が保たれれば左室圧低下をきたす前にJatene

手術を施行するため，lipo　PGE1を減量中止している．

　従来，完全大血管転換症1型の約10％には動脈管開

存が合併することが知られている1°）．従って，我々の

lipo　PGE1注入例5例の中にも，　PGEIなしでも動脈管

が開いている症例が含まれている可能性は否定はでき

ない．しかし，その数は少ないはずである．今回の我々

の症例では，lipo　PGE、注入を中止しても，4日後まで

は動脈管の閉鎖を認めた症例はなかった．従って，lipo

PGE1を3から7日持続注入した後に1日ないし2日

中断した場合に，ほぼ確実に動脈管は開存していると

考えられる．古橋ら3）のlipo　PGE1についての動物実験

では，lipo　PGE1の1回の投与での動脈管に対する持

続効果は，PGE，－CDに比して長いが数十分程度であ

る．今回の症例では，数日間lipo　PGE1を持続注入す
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ることで，さらに動脈管拡張作用が延長しており，障

害血管へのターゲット効果9）や，血管内皮の貧食7）と併

せて考えると，蓄積性または動脈管へのターゲット効

果が推測される．

　lipo　PGE1に持続効果または蓄積効果があることが

ほぼ確実になり，従来のPGEI－CDとは異なる使用方

法がとられることになった．従来のPGE、－CDは静脈

内注射を中止すると30分程度で効果がなくなるの

で11），動脈管に依存性の先天性心疾患の新生児では，心

臓カテーテル検査や病院間の輸送の際にも，常に持続

注入が必要であった．lipo　PGE1を2～3日持続注入

している新生児では，1日以内は注入を中止しても，

動脈管開存効果は持続することが，丹羽らの3例の報

告4），私達の5例の報告でほぼ確実である．従って，lipo

PGE1では，従来のPGE1－CDほど心臓カテーテル検査

や病院間の輸送の際の注入中断の危険は大きくないは

ずである．一方肺動脈閉鎖の短絡手術の場合に，従来

はPGEI－CDを中止することにより短時間で動脈管が

閉じることを期待できたが，lipo　PGE1を数日以一ヒ

使った後では，lipo　PGE，を中止しても動脈管が閉じ

ず，高肺血流から心不全を生じることが予想される，

lipo　PGE1とPGE，－CDでは，この点をよく念頭におい

て，上手に使い分けることが必要である．

　　　　　　　　　　結　　語

　完全大血管転換症の新生児症例5例に対して，3

～ 7日間lipo　PGE1を使用した際に，漸減・中止し，

40時間～112時間後に全例に動脈管の開存を認めた．

従って，新生児動脈管に対して，lipo　PGE1が恐らく蓄

積効果により持続的に作用していると考えられた．
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Persistent　and　Cumulative　Dilating　Effect　of　Lipo　PGEI　to　Neonatal　Ductus　Arteriosus

Hideshi　Yamamura，　Yasuhisa　Odagawa，　Kiyoshi　Yasui，　Hideaki　Motomura，

　　　　　　　　　　　　Yoshiki　Mori，　Young　Chon　and　Kazuo　Monma

　　　　　　　Department　of　Pediatric　Cardiology，　The　Heart　lnstitute　of　Japan，
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　　　The　duration　of　effects　of　PGE1－CD（prototype　PGE1）is　relatively　short，　and　the　duration　of　effects

of　lipo　PGE1（a　new　preparation）remains　unclear．　In　this　study，　we　investigated　the　duration　of　the

dilating　effect　of　lipo　PGEI　in　5　neonates　with　transposition　of　the　great　artery　and　an　intact

ventricular　septum（dTGA－1）．　Infusing　of　lipo　PGEI　was　3－7　days（median：5days）．　Range　of

maximum　doses　of　lipo　PGEI　were　2．7－5　ng／kg／min（median：5ng／kg／min）．　Total　doses　were　1－44

micrograms／kg（median：14．8　micrograms／kg）．　All　cases　underwent　balloon　atriosceptostomy（BAS）．

Infusion　lipo　PGEI　was　stoPPed　40－112　hrs（median：5hrs）before　the　operation．　No　severe　hypoxemia

was　found　after　stoPPing　the　infusion　of　lipo　PGE1．　All　5　cases　underwent　the　Jatene　operation

successfully　at　ages　6－11days（median：9days）．　At　surgery，　patency　of　the　ductus　of　about　4－8　mm

in　outer　diameter　was　observed．　In　one　neonate　with　dTGA・I　who　received　no　surgical　proceudre

because　of　low－birth　weight　and　who　was　treated　with　lipo　PGEI　infusion，　the　ductus　closed　at　the　13th

day　after　stopping　the　administration　of　lipo　PGEI．　We　conclude　that　the　dilation　effect　of　lipo　PGEI　on

the　neonatal　ductus　arteriosus　continues　at　least　for　a　few　days　following　several　days　of　infusion．

Presented by Medical*Online


	0436
	0437
	0438
	0439
	0440



