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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　要　　旨

　日齢46日に発見された原発性肺高血圧症（PPH）の1例について報告した．理学的所見としては心雑

音とチアノーゼを認め，心エコー検査により，三尖弁逆流，卵円孔を介しての右左短絡を認めた．心臓

カテーテル検査では，肺動脈圧は体動脈圧を凌駕していた．治療として，バルーン心房中隔裂開術を施

行し，血管拡張剤の投与，呼吸管理などを行ったが，患児は日齢75日に死亡した．

　経過中は動脈ラインを留置して血液ガス分析を繰り返した．その結果，チアノーゼ，徐脈・血圧低下，

心停止前などの症状に対応して，低酸素血症，低酸素血症と代謝性アシドーシス，さらに呼吸性アシドー

シスが加わったガス分析結果が得られた．これら循環動態の変化は急激かつ重篤なため，乳児期PPH例

が突然死する可能性が示唆されたが，その管理に際しては留置動脈ラインを用いた循環動態の迅速かつ

正確な評価が必要である．

　　　　　　　　　　はじめに

　乳児期の原発性肺高血圧症（primary　pulmonary

hypertension：PPH）は稀な疾患であるが，突然死例

も多く，その予後は非常に重篤であることが知られて

いる1）2）．筆者らは乳児期PPHの3例について既に報

告したが2）．今回さらに1症例を経験し，留置動脈ライ

ンからの血液ガス分析を反復して行った．その結果，

ニアミス，突然死の発症に関与すると思われる若干の

知見を得ることができたので，管理・治療上の注意点

と合わせて報告する．

　　　　　　　　　　症　　例

　症例：日齢46，男児．

　主訴：顔色不良，体重増加不良．

　現病歴：在胎週数38週，3，156gにて出生，妊娠中，

周産期に特記事項を認めなかった．1週間で産科を退

院したが，生後2週頃より哺泣時にチアノーゼを認め
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るようになった．その後，チアノーゼが徐々に増強，

哺乳量も減少したため近医を受診したところ，先天性

心疾患を疑われて当科を紹介された．

　入院時理学的所見：体重は3，970g（日齢46）で，産

科退院後の体重増加は平均21g／日であった．呼吸数は

50～60／分，安静時にも四肢末梢，口唇周囲に軽度のチ

アノーゼを認めた．肺野に水泡性ラ音は聴取しなかっ

た．胸骨左縁第4肋間にはLevine　III／VIの汎収縮期

雑音を聴取し，II音・肺動脈成分は充進していた．肝

臓は右季肋下乳頭線上に2．5cm触知した．

　入院時血液検査所見：末梢血液検査，（Hb14．4g／dl，

Ht　42．2％，　Plt　35，7×104／μ1）生化学検査（CPK　47

1U〃，　GOT　231U〃，　GPT　161U〃，　BUN　7．2mg／d1）

には異常を認めなかった．動脈血ガス分析では，pH

7．36，PCO238mmHg，　PO2　56mmHg，　BE－4mEq／

1と，低酸素血症の状態であったが，換気不全の所見は

なかった．また肺高血圧との関連が報告されている

prostanoidは，血漿thromboxan　B2（TxB2）76pg／ml，

6－keto　prostaglandine　Fα（6－keto－PGFiα）23pg／ml
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図1　入院時心電図：高度右室肥大の所見を呈してい

　た

と正常であった．

　胸部X線所見：心胸郭比はO．55，左第二弓の突出も

なく，心陰影・肺血管陰影に異常所見を認めなかった．

　心電図所見：QRS平均電気軸は150°，　P波は尖鋭で

あった．右胸部誘導では高いR波，左胸部誘導で深い

S波を認めた．STはV1－3で低下（strain　pattern），　Vi

のT波も陽性であり，高度右室肥大の所見であった

（図1）．

　入院時心エコー所見：肺動脈狭窄，僧帽弁狭窄，三

心房心などを含め，心奇形は認めなかった，四腔断面

で右室は大きく，右房から左房側に突出した卵円孔を

認めた．心室の短軸断面で左室は三日月様に圧排され

ていた（図2）．m・モード法で求めた右室収縮期時相

（preejection　period／ejection　time）は0．41（左室収縮

期時相0．42）と高値で，パルスドプラ法により右室流

出路内・肺動脈弁直下で求めた加速時間／駆出時間

（acceleration　time／ejection　time：AT／ET）は0．23

と低値であった．また三尖弁逆流は高度で流速は4．2
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　　　　　　図2　断層心エコー図

2－1）四腔断面：拡大した右室と，左房側に突出した卵

円孔を認めた．

2－2）心室短軸断面：左室は三日月型に圧排されてい

た

m／秒，卵円孔を通る血流は右左短絡と，いずれも高肺

血管抵抗の存在を示していた，大動脈短軸断面で拡張

期にサンプルして得た左冠動脈内血流（segment　6）

と，右冠動脈内血流（segment　1）の比較では（連続5

心拍の平均値），冠動脈内血流が頂値に達するまでの時

間は前者で0．07秒，後者で0．06秒であり後者で短かっ

た（図3－1，2，3）．

　その他，カラードプラ法を用いておこなった肝臓，

頭部（脳）のエコー検査でも，動静脈痩などの異常所

見は認めなかった．

　心臓カテーテル検査・心血管造影所見（表1参照）．：

肺動脈圧92／54mmHg（平均圧62mmHg），左室圧68／－

2mmHg（拡張末期圧7mmHg），血圧70／44mmHg（平

均圧55mmHg）であり，肺動脈圧は大動脈圧を凌駕し

ていた．左房平均圧は3mmHg，肺静脈は平均圧3

mmHg，酸素飽和度97％と正常であった．卵円孔を介
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　図3　パルスドプラ所見：（図中1目盛り0．25m／s）

3－1）卵円孔での短絡流（治療前）：右左短絡が主体で

　あった．

3－2）右冠動脈内血流：大動脈短軸断面でサンプルボ

　リュームが拡張期に右冠動脈内（segment　1）に位置す

　るようにして検出した

3－3）左冠動脈内血流：大動脈短軸断面でサンプルボ

　リュームが拡張期に左冠動脈内（segment　6）に位置す

　るようにして検出した

3－4）卵円孔での短絡流（治療後）：左右短絡主体に変

化していた

しての右左短絡率は50％，肺血管抵抗は30単位と計算

された．イミダリン・100％酸素による負荷テストも施

行したが，負荷後の肺血管抵抗はともに23単位であり，

わずかな低下にとどまった（100％酸素吸入時の肺胞酸

677　（89）

表1　心臓カテーテル検査結果

部　位

SVC
RA
IVC

RV
mPA
rPA

LA
PV
LV

圧［平均圧］

　（mmHg）

（拡張末期圧

血圧

　　　　［4］

　　　　［4］

　　　　［4］

　95／－4　［35］

　92／54　　〔62］

　90／26　　［58］

　　　　［3］

　　　　［3］

　68／－2　［23］

　　　7）
170／44［55］

右左短絡率

PAR 負荷前

100％酸素負荷後

イミダリソ負荷後

酸素飽和度
　（％）

7
1
1
7
7
6
8
7
8

5
6
6
5
5
5
6
9
7

50％

30単位・m2

23単位・　M2

23単位・M2
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図4　肺動脈造影所見：肺動脈狭窄，肺内肺動脈の拡

　張・蛇行なども認めるず，肺静脈から左房へのwash・

　outも良好であった，

素分圧は，約670mmHgであり3），この時肺静脈血の溶

存酸素2．Oml／dlは無視できない．したがって，肺静脈

血の血液酸素含量はヘモグロビン結合酸素19．3ml／dl

に2．Oml／dlを加えた値になり，肺血管抵抗を計算する

際，肺静脈酸素飽和度を110％として計算した）．心血

管造影は，循環動態の悪化が危惧されたため肺動脈造

影のみにとどめたが，肺内肺動脈中枢部の拡張・蛇行

は認めず，末梢肺動脈の狭窄もなかった（図4）．その

他，肺静脈・左房間の還流障害も認めず，造影剤の肺

静脈からのwashoutは良好であった．なお，卵円孔の

縮小・閉鎖は患児の血行動態上不利と考え，バルーソ

心房中隔裂開術（balloon　atrial　septostomy：BAS）
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を加えた．その前後で，右房・左房間に存在した平均

圧較差（1mmHg）は消失した．

　以上より本症例は肺高血圧の状態下にあり，心奇形，

肺性心の他，脳内・肝臓内の動静脈痩，肝硬変，多血

症なども認めず，PPHと診断した．

　入院後の経過：治療として，プロスタグラソジンEl

O．05μg／kg／分，クロルプロマジン0．05mg／kg／時の点

滴投与，塩酸ブナゾシン50μg／kg／日の経口投与，外用

硝酸イソソルピドの使用，およびヘッドボックスにて

酸素投与（FiO240％）を行った．しかし，入院3日目

に突然徐脈から心停止に陥ったため，人工呼吸器によ

る呼吸管理を行い，静注用ニトログリセリン1μg／kg／

分の投与を開始した．以後プロスタグランジンE10．1

μg／kg／分，静注用ニトログリセリン4μg／kg／分，塩酸

ブナゾシン150μg／kg／日にまで増量した結果，徐脈に

陥る回数は一時減少した．日齢52日に施行した心エ

コー 検査では，左右冠動脈の血流パターンに変化はな

かったが，右室流出路におけるAT／ET値は0．34と改

善した．その他，三尖弁逆流もやや減少し（流速：3．6

m／秒），卵円孔での短絡は左右方向主体へと変化した

（図3・4）．しかし，日齢67日頃より徐脈・血圧低下に陥

る頻度が再び増加し，日齢77日（入院・診断後31日），

酸素飽和度の急激な低下から徐脈・心停止に陥り死亡

した．剖検は施行できなかった．

　経過中の循環動態は，ある程度スペクトラム的に変

動はしたものの，1）チアノーゼを認めるが，徐脈・血

圧低下を伴わない段階，2）徐脈・血圧低下を伴ったが，

過換気療法，心マッサージなどにより改善した段階，

および，3）蘇生にも反応しなかった死亡前の3段階に

大別された．1），2），3）それぞれの段階における代表

的な動脈血のガス分析結果を表2に示した．1）は低酸

素血症のみの段階であり，2）は代謝性アシドーシスに

よる酸血症も合併していた．日齢67日以降には，それ

表2　経過中に見られた代表的状態と動脈血ガス分

　析結果

段　階 1） 2）＊ 3）＊

症状（循環動態） チアノーゼ
チアノーゼ

徐脈，低血圧
死亡前

pH
PaO、（mmHg）

PaCO、（mmHg）
B．E．（mEq／1）

SO2（％）

7．38

37．3

38．1

－ 2．3

69．7

　7．32

　23．9

　29．2

－ 10．2

　36．9

　6．83

　16．8

108．4

－ 22．0

　7．8

・100％酸素投与で呼吸・循環管理下

日本小児循環器学会雑誌　第8巻　第5号

以前の一時状態が改善していた時期に比して，2）の段

階に陥る頻度が高率であった．1）から2）の段階には突

然に変化し，睡眠中・呼吸管理下で特別な誘因を伴わ

ないことも少なくなかった．3）では低酸素血症はより

強く，混合性アシドーシスによる高度の酸血症も認め

たが，そのわずか20分前には，pH　7．39，　PCO224

mmHg，　PO、23．9mmHg，　BE－8．6mEq〃と，代謝

性アシドーシスは過換気により補正されていた．

　　　　　　　　　　考　　案

　PPHはいくつかの異なった病因に基づく予後不良

な疾患群であるが4｝，乳児期のPPHは臨床経過・組織

学的所見などに関して，年長児例・成人例と異なった

特徴を有し，別の疾患単位である可能性が示唆されて

いる2）5｝．最近，persistent　pulmonary　hypertension　of

newborn（PPHN）6），および先天性心疾患例7）の肺血管

萎縮に，血管作動性プロスタノイドが関与している可

能性が報告されているが，本症例ではTxB2値，6－

keto・PGF1α値，および両者の比は，すべて正常であっ

た．しかし，乳児期PPH自体が単一の疾患とは言えな

いため4）．乳児期PPHと血管作動性プロスタノイドの

関連については，症例の集積を待つ必要がある．

　PPH例は，運動量の増大に伴って心拍出量を十分に

増加さすことができないため，突然死の危険にさらさ

れている8）．以前報告したように乳児期PPHでは成人

例に比して経過が短く，より重篤な傾向があるが2｝，本

症例も含め筆者らの経験した乳児期PPHの4例
は2），日齢29～82（平均55．5日）にPPHと診断され，

治療開始後13～40日（平均26．8日）の極めて短期間で

死亡した．その間に全例がニアミスの状態に陥り，ニ

アミスで発見された症例もあった．

　Paridon9）は肺高血圧例の治療に際して，呼吸管理と

動脈血ガス分析のモニタリングの重要性を説いている

が，筆者らも動脈ラインを留置して治療・管理を行い，

その結果より乳児期PPH例が急激に悪化・死亡して

ゆく病態を推測してみた．まず，状態が悪化する際に

は，1）酸素飽和度が低下するものの血圧などの循環動

態は保持されている場合，2）徐脈・血圧低下など循環

動態の悪化を伴う場合，および，3）治療にも反応しな

い場合の3段階が認められた．1）の多くの場合には高

濃度の酸素投与が有効であったが，それでも酸素飽和

度が改善しなかった場合には2）の段階に陥り，過換気

療法（しばしば，PCO2＜20mmHg），心マッサージ，

カテコラミン，炭酸水素ナトリウムの投与などを必要

とした．
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　乳児期PPHに関しては，肺細小動脈の中膜肥厚が

主要な組織所見であることより，vasoconstrictive

mechanismが提唱されている1°）．1）の状態は肺細小動

脈攣縮の結果，機能的に開存している卵円孔を介して

静脈血が左心系に流入するためと考えられる2）．この

ことは，本症例においても状態が改善した際には，三

尖弁逆流の軽症化とともに，卵円孔での短絡血流が右

左から左右方向主体へと変化したことに裏づけられて

いる．また，1）の段階が早期に改善されない場合には，

2）の段階へと進行したが，乳児期PPHにおける循環

動態の悪化に関しては，複数の因子が関与しているも

のと思われる．

　すなわち，肺細小動脈の攣縮が強い場合，右室から

肺動脈に駆出される血流は減少し，体循環血流量（冠

循環も含めて）は卵円孔を短絡してくる静脈血に依存

するようになる．この際，卵円孔が小さいことは循環

動態の保持にとって不利であり，低心拍出状態から

2）・3）の段階，ニアミス・突然死に陥いる可能性があ

る．文献上もPPH例（特に突然死）に対する心房中隔

欠損作成術の有効性が報告さられているが9），BASが

容易に施行できることは，乳児期PPHの治療上，特徴

のひとつと言えよう．

　しかし，最小限の循環血液量がBASにより保持さ

れたとしても，肺血管抵抗が低下しない場合，左室圧

以上に高圧となる右室心筋への酸素・血流供給は不足

し11），肺動脈への駆出はさらに低下，低酸素状態は悪循

環を形成して進行することになる．左冠動脈内・拡張

期血流の加速時間が，右冠動脈内血流の加速時間より

短かったことは，右冠動脈の血管抵抗がより高いこと

を裏づけるものと考えられた．また，心臓カテーテル

検査時に左室拡張末期圧は正常であったが，右室に急

性圧負荷が加わる場合，左室拡張末期圧は上昇するこ

とが知られており12），2），3）の段階では左室への酸素供

給も低下していた可能性がある．本症例でも死亡直前

には，呼吸管理下にもかかわらず，低酸素血症，代謝

性アシドーシスの状態から，高度混合性アシドーシス

の状態にまで急激に悪化した．この状態では，肺胞で

のガス交換が成立しない程，肺血管は攣縮していたも

のと考えられ，低酸素血症も著明で，右室の急性圧負

荷は左室への冠血流・酸素供給を減少さすに充分で

あったものと推測された．そして，ニアミスで発見さ

れる症例もあるように2），乳児期PPH例では循環動態

の変化が急激かつ重篤であり，家庭で突然2），3）の段

階き進行した場合など，徐脈から心停止の状態に陥り，
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突然死の形を取る危険性がある．

　PPHの治療に関しては，いくつかの血管拡張剤の有

効性が報告されている13）．乳児期PPHでは，成人例に

比してvasomotor　toneの尤進が強く重篤な2）一方で，

組織学的には肺細小動脈中膜筋層の肥厚が主体であ

り，内膜の肥厚，叢状病変などを伴わないことが多

い10），そのため，血管拡張剤・過換気療法などが有効な

らぽ，PPHNのように治癒する可能性もある．本症例

でも，肺動脈弁下・右室流出路でのAT／ET値は，治

療前には0．23と低かったが，血管拡張剤・呼吸管理な

どによる治療後には0．34と改善していた，さらに本症

例も含め筆者等の経験した2）4例について，発見時日

齢と死亡までの期間（〔〕内）は，日齢23〔46日〕，

日齢46〔31日〕，日齢70〔20日〕，日齢77（18日）であ

り，血管拡張剤を使用した前2者で経過は長く，ある

程度の有効性が期待される（早期発見も重要か）．

　したがって，乳児期PPHの診断・治療に際しては，

以下の項目に注意すべきである．

　1）哺乳・体重増加不良を認め，いわゆる顔色の悪い

乳児に対しては，心エコー検査を施行し早期発見に努

める．

　2）乳児期PPHと考えられた場合，心臓カテーテル

検査時には可及的BASを施行し，循環動態の保全，突

然死防止に努める．

　3）急激に変化する循環動態に対処するため，可能な

限り動脈ラインを留置して管理を行う．

　4）血管拡張剤（例えばPPHNなどで有効性が報告

され，しかも冠動脈の血流を増加させるニトログリセ

リン14りなどの薬剤投与13），適切な呼吸管理9）を早期よ

り行う．

　そして，これらの実施により乳児期PPH例の延命

効果を期待するとともに，根本的な治療・予防法を発

見すべく，その病因の早期解明がのぞまれる．

　　　　　　　　　　結　　語

　動脈ラインを留置して管理を行った乳児期PPH例

の治療経験から，乳児期PPH例が突然死に陥る危険

性・機序，およびその管理上の注意点について報告し

た．
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Primary　Pulmonary　Hypertension　in　Infancy：Case　Report

Masahiro　Kamada＊，　Yasuko　Satou＊，　Kouji　Narahara＊，　Yoshiki　Seino＊and　Kazuma　Tateishi＊＊

　　　　　　　　＊Department　of　Pediatrics，　Okayama　University　Medical　School，　Okayama，Japan

　　　　　　　　　　＊＊Department　of　Pediatrics，　Okayama　National　Hospital，　Okayama，Japan

　　　Primary　pulmonary　hypertension　in　infancy（PPHI）is　a　rare　and　serious　disease．　We　describe　a

46－day・old　boy　with　PPHI．

　　　He　presented　with　heart　murmur　and　cyanosis．　Echocardiography　demonstrated　a　reversed　shunt

through　a　patent　foramen　ovale，　and　tricuspid　regurgitation．　Cardiac　catheterization　disclosed　that

pulmonary　artery　pressure　was　higher　than　systemic　pressure（mean　pressure　in　pulmonary　artery：78

mmHg，　in　aorta：55　mmHg）．　In　accordance　with　clinical　symptoms，　including　cyanosis，　bradycardia

with　hypotension，　and　cardiac　arrest，　we　found　3　different　patterns　of　the　blood　gas　analysis：

hypoxemia，　hypoxemia　with　metabolic　acidosis，　and　hypoxemia　plus　hypercapnea　with　metabolic

acidosis．

　　　In　spite　of　therapy　with　diuretics，vasodilator　agents　and　hyperventilation，　the　patient　died　at　the

age　of　75　days　with　sudden　change　in　blood　gas　analysis．　We　discuss　the　risk　of　sudden　death　in　PPHI，

and　the　usefulness　of　careful　monitoring　of　systemic　arterial　blood　gas　data　for　evaluating　and

accurately　predicting　circulatory　changes．
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