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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　要　　旨

　右心不全や低心拍出を合併した原発性肺高血圧症（PPH）の予後は極めて不良である．今回著者らは

持続的なプロスタグランジンE1（PGE，）静注療法により一時的な改善を得た症例を経験したので報告す

る．症例は11歳女児．Ca拮抗剤，抗凝固剤，経ロプロスタサイクリン（PGI2）および間欠的一酸化窒素

（NO）吸入療法等で治療するも徐々に心不全は増悪し，低蛋白血症，全身性の浮腫が著明となり難治性

の心嚢液，胸水，腹水も貯留した．PGE，－CD（5～17ng／kg／Mill）持続静注後，尿量増加，低蛋白血症の

改善，胸水の消失を認め，心エコー上の心係数は明らかに改善した．副作用として末梢静脈からの投与

による静脈炎，38℃台の発熱やcRP，　ALPの上昇，四肢痛，関節痛が出現した．そのためLipoPGE、3

ng／kg／minに変更したところ，副作用は軽快した．　PGE，持続静注はPPHの心不全増悪期に対する有効

な治療の一つと考えられる．

　　　　　　　　　　はじめに

　原発性肺高血圧症（PPH）は進行性の肺高血圧をき

たす原因不明の疾患であり，比較的若年の女性に多く

発症がみられ，診断確定後の平均余命は2～3年とさ

れ予後不良である1）一一4）．現在PPHには確立された治療

法はなく，一般的には酸素療法，抗凝固療法，血管拡

張療法，NO吸入療法などが行なわれ，米国ではこれら

内科的治療に反応しない例に対しては心肺同時移植が

行なわれている．今回著者らは重症右心不全および低

心拍出を合併したPPH症例に対し持続的なプロスタ

グランジン（PGE，）静注療法が奏効した症例を経験し

たので報告する．

　　　　　　　　　　症　　例

　症例：11歳女児．

　主訴：呼吸困難．

　家族歴：特記すべき事なし．

別刷請求先：（〒143）東京都大田区大森西6－11－1

　　　　　東邦大学第1小児科　　　　中山　智孝

　既往歴：特記すべき事なし．

　現病歴：8歳時に労作時息切れと失神発作を主訴に

某院受診し，心カテーテル検査を含む精査により，

PPHと診断された．診断確定時すでに肺動脈平均圧は

60mmHg，肺血管抵抗値は16単位・m2，肺体血管抵抗

比はo．96と高度の肺高血圧を呈し心係数は2．7L／min／

m2であった．　PGE、（50，100，200ng／kg／Mill）負荷試

験の結果では肺動脈平均圧は50mmHg（－17％），肺血

管抵抗値は14単位（－12％），肺体血管抵抗比は0．76，

心係数2．5L／min／m2であったため，アメリカのNIH－

Registryにみる肺血管拡張薬の評価基準5）で急性効果

不良と判定された．10歳までには徐々に心不全は増悪

し，NYHA　class　IIIとなったため当科紹介された．

利尿剤（フロセミド40mg／日，スピロノラクトン50mg／

日），カルシウム拮抗剤（ジルチアゼム60mg／口），抗凝

固剤（ワーファリンO．3mg／日），経ロプロスタグランジ

ン1，（PGI2）誘導体製剤（ベラプロスト40mg／日），持

続酸素吸入の治療に加えインフォームドコンセントの

もと間欠的NO吸入療法（20PPm，15分間，1ヒ13回）
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を施行し入退院を繰り返していた．今回平成7年10月

より入院加療中であったが，更に心不全は進行し低蛋

白血症，全身性の浮腫が著明となり難治性の心嚢液，

胸水，腹水も貯留したため，平成8年2月1日より

PGEI静注療法を開始した．

　臨床経過：Alprostadil　alfadex（PGE1－CD）5ng／

kg／minより開始した．血圧低下をきたさないことを

確認し1週間後10ng／kg／minへ増量した．第2週より

尿量増加（500～600ml／H→1，000ml／L｜）ならびに体重

減少（40kg→37kg）が認められた．第3週より15ng／

kg／minへ増量し最大17ng／kg／minで使用した．フロ

セミドの静注量は20mg／日より5mg／日へと漸減可能

となり低アルブミン血症は2．2g／dlから3．Og／dlへと
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改善した（図1）．胸部X線上，胸水の貯留は徐々に減

少しPGE1開始3週後には明らかな改善が認められた

（図2A，　B）．PGE1開始3週後の心エコーでも左室容積

の明らかな増加が認められた（図3A～F）．心エコー上

の心指標に対する効果を表1にまとめた．心係数，1

回心拍出量は変化率にしてそれぞれ＋170％，＋114％

へと明らかな改善が認められ，収縮期血圧は74mmHg

から94mlnHgへと＋20mmHg上昇した．血中ヒト心

房性ナトリウム利尿ペプタイドは540pg／m1から160

pg／mlへと著明に低下した．以上からPGErCD持続

静注の効果は明らかであったが，以下に述べるような

副作用が出現した（図4）．末梢静脈からの投与にて1

週間後より血栓性静脈炎による強い血管痛が出現し，
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　　　　図1　PGE，持続静注後の臨床経過
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　　　　　　　　　　　　図2　PGE，持続静注前後の胸部X線写真

A（PGEI投与前）：著明な心拡大を認める．また右肋骨横隔膜角は鈍（矢印）で大量の胸水貯留が示

唆される．B（PGE1投与3週間後）：右肋骨横隔膜角は鋭化しており胸水は消失している．

Presented by Medical*Online



478－（76） 日本小児循環器学会雑誌　第13巻　第3号

膓

詐RV噸勝〔∴壕ge

無⊇，
　　　　E“’PE　　、ロ

㌔

　　　　⇒　5

議　竺鞠。，

ろノ
　　ぐ　　　糠

　　　　　　　長

、
ぺ

ew

壷

匡

　　　　　　　㌻

RV認饗㌧為

ノ・x

・pm

〆
LV ∵

ぎ　9
螺ご

“一｝ ㍗ R．
・ 驚

叉磯輕・〆

＋「二勇

RV 潔

　　　　㍗糠華織㍉

灘　ザ
　　　　　　　LV　　　こ
　　　ぞ
　　　　曲　　　　　　　　　　　　ぶ　　轄

　　　　　　　　　遁’
　　　　　　縄《　＼

　　＿賑｝紗一
　鴻ふ

　　　　　　　　　　　　竃ゾ

　　　ド　き　。汽
　紬⊇　　　sL⊇’　　　th　ne　騨六

ち

噺
、

ぺ
ひ

V沿

べ
で

ぷ
、
㌫

｛己聯
］ 遠

ぷ罐
蕊
：轟

∪
　

櫛

ご
r
（
三
轟

【
【
嚥
』
・
・
ー を灘響

≠騰

　　　　　LV

　ポ　　　1⊇
夜　mu4・ab・ぷ　　　．　　　’s

　　・一洋　囎蝶’、
　　　　fi　　　　ぷ

　　　t1　　ざ、

ぺ・
∵一、，⌒己ぽ譲

懸s．．　二＾，撚ご←
　　　　　　ぷぷぺ

『v声轟鍬

　　　　　　　　　　　　図3A～F　PGE、持続静注前後の心エコー

図3A～CはPGE1投与前（順に左室短軸像収縮期，拡張期，　Mモード像），図3D～FはPGE，投与

3週間後（順に左室短軸像収縮期，拡張期，Mモード像）を示す，　PGE1投与前は心室中隔は左室側

へ突出し，RV圧＞LV圧である．左室拡張末期径（LVDd）は27．8mm．左室後壁から側壁にかけ

て心嚢液の貯留を認める．PGE、投与3週間後には心室中隔はほぼ平担でRV圧＝LV圧となり，

LVDdは44　．　3mmへと増加し，心嚢液は減少している．

RV：右室，　LV：左室，　PE：心嚢液

表1　PGE1持続静注前後の心指標（心エコーによる）

　（投与速度：15ng／kg／min）

前 後 変化率

心係数（L／min／m2） 1．7 4．5 ＋170％

心拍数（beats／lnin） 96 120 ＋25％

1回心拍出吊：（ml） 21 45 ＋114％

左室駆出率 0．86 〔〕．74
一 14％

右室圧（mmHg） 84 90 ＋7％

収縮期体血圧（mmHg） 74 94 ＋27％

ヒト心房性ナトリウム

利尿ペプタイド（p9／ml） 540 160 一 70％

第3週より中心静脈からの投与に変更した．第2週よ

り38℃台の発熱やCRP，　ALPの上昇が認められ，第4

週より強い四肢の痛み，関節痛が出現した．これに対

012345678910週ng／kg／mtn

ii　PGE1　”CD　　　　l、p。PGE1
　0

iii⊇㌫疏…一
血管痛一■■■■」↓

　　　　　　四肢痛∠■■L＿d■■■■■■L＿＿

1iii二≡／一一゜＼
CV　l中心静脈カテーテル、　PSL：プレドニゾロン、

図4　PGE，持続静注後の臨床経過（副作用）
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図5　PGE】投与5週間後のX線写真．大腿骨に帯状

　の骨膜反応が認められる．

しては鎮痛剤の効果はなくプレドニゾロン（40mg／口）

で一時軽快したが，肺移植術をひかえていたため中止

としたところ再燃した．そのため第9週より
LipoPGE、3ng／kg／minに変更したところ消失した．

また第5週に撮影した大腿骨のX－Pでは著しい骨膜

の肥厚が認められた（図5）．

　　　　　　　　　　考　　案

　PGE，はPGI，と同様，強力な血管拡張作用と血小板

凝集抑制作用をもち肺高血圧（以下PH）の治療に用い

られてきた6）．欧米ではより強力なPGI、が好んで用い

られ，その持続静注が心肺移植までの有効な橋渡しと

なっているが7），国内では認可されておらず入手は困

難である．本症例は経口PGI、投与下において心不全が

増強したため投与量の増量も考慮したが，過去に増量

により頭痛が出現したこと，全身の浮腫や腹水が認め

られており腸管からの吸収が低ドしており効果が不確

実になることが予想されたため中止した．そこで著者

らはPHに対するPGE1静注療法の報告例8）～13）（表2）

を参考にPGE1静注療法を行った．しかしPPHに対

して使用した報告は少なく8）12），また長期投与例につ

いての報告は見い出せなかった．PGEI－CDは肺を1

回通過すると70～95％不活化されるため14），体血管へ

の影響が少なく，低血圧を合併した本症例に対しても

安全に使用できると思われる．有効な投与量は平均30

ng／kg／minとする報告8）～11）が多かったが，安全性を見

込んで本症例では5ng／kg／minと少量から開始し漸増

する方針とした．低血圧をきたすことなく10ng／kg／

minまで増量した第2週より尿量増加や全身1生浮腫の

軽減などの明らかな効果が認められた．従来の投与量

より少量でも充分な効果が得られる可能性が示唆され

た．本症例では負荷試験による急性効果は明らかでは

なかったが，PGI2では急性効果がなくても持続効果で

投与が現れることもあると報告されており15），PGEI持

続静注においても同様の機序が考えられる．つまり血

管拡張作用と血小板凝集抑制作用が肺の側副循環を発

達させた結果，肺血流量が徐々に増加したと推測され

る．

　また一方でPGE1・CDの副作用として，末梢静脈か

らの投与では頻回に静脈炎が出現したこと，発熱や

CRP上昇，4週以降に出現した四肢の痛みや関節痛の

管理に難渋したことが問題となった．この副作用は容

量依存性で長期にわたると出現すると考えられてお

り16）17），減量ないし中止により軽快消失するといわれ

ている．またPGE，による骨膜の肥厚は新生児におけ

表2　肺高血圧に対するPGEI静注療法の主な報告と効果

報　告　者 疾　患 例数 年齢（yr） 　投与量
（n9／k9／min）

’r均PA圧
（mmHg）

pVR　l（L／mm／m2）
CI

SVR 平均AO圧
（mmllg）

Szczeklik（1978） Ms 20 19～59 20 一 24％ 一 33％ 一 13％

Watkills　（1980） PPH 1 8 50 一 7％ 一 44％ ＋80％

Barm　　（1982） PPH 1 25 1～32 PH　crisis に有効であった

Naeije　（1982） COPD 26 48～69 20 一 20％ 一 31％ ＋15％ 一 25％ 一 7％

40 一 24％ 一 41％ ＋21％ 3f）％
一 14％

D’Ambra　（1985） MS術後 5 34～69 30～150 一 33％ 一 85％ 」243％ 一 12％ 寸33％

Swal1　　（1986） PPH 1 11 30 一 34％ 一 8％

時岡　　　（1984） ARDS 8 54～74 25 ． 17％ 一 26％ ＋21％ 一 32％ 一 19％

渥美　　　（1987） Ms術後 1 46 0．1～1 一 29％ ±o％

井上　　　（］994） VSD術後 1 32 20～220 PII　crisis に有効であった

MS：僧帽弁狭窄，　COPD：慢性閉塞性肺疾患，　ARDS：成人呼吸窮迫症候群，　VSD：心室中隔欠損，　PA　l肺動脈，

PVR：肺血管抵抗，　CI：心係数，　SVR：体血管抵抗，　AO：大動脈
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る動脈管依存性先天性心疾患に対する使用でしばしば

認められ18），機序として肺でのPGE，クリアランスの

低下が関与しているといわれている．しかし成人でも

4週間を超える投与例では出現する’3）とされ，年長児

である本症例でも肺血流の減少した病態でかつ投与期

間が長期に及んだことがPGEエによる骨膜新生をきた

したと思われる．PPHに対してLipoPGE1静注療法を

行なった報告はないが，副作用軽減を目的にPGE「

CDと異なり肺で不活化されにくく，末梢血管拡張作

用が約1／6～1／8の投与量で済み，しかも血管への刺激

作用が少ない19｝LipoPGEiへの変更を試みたところ，

明らかに副作用が軽快ないし消失しPGEI－CD同様の

持続効果が確認された．LipoPGEI静注療法はPGE「

CDに比べ副作用が少なく治療が長期にわたる場合患

者への負担が減り有用と考えられる．根治的治療とは

言えないが，今後PPHの心不全増悪期に対して検討

されるべき治療法と思われた．

　　　　　　　　　　結　　語

　重症の心不全を呈したPPH症例に対し持続的な

PGE1静注療法を試みた．　PGErCD（5～17ng／kg／min）

開始後，明らかな心拍出量の増加が認められた．発熱，

四肢痛などの副作用が出現したため，LipoPGE1（3ng／

kg／min）に変更したが，同様の効果を維持し副作用は

軽快した．PGE1持続静注はPPHの心不全増悪期に対

する有効な治療の一つと考えられる．

　本論文の要旨は，第448回日本小児科学会東京都地方会講

話会（1996年5月）において発表した．
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　　　Continuous　intravenous　infusion　of　prostaglandin　El（PGE1）was　given　to　an　11－year－old　girl

with　severe　heart　failure　due　to　primary　pulmonary　hypertension（PPH）．　After　the　diagnosis　of

PPH　at　age　of　8　years，　she　has　recieved　several　medications　including，　oral　prostacyclin（bera－

prost）40μg／day，　calcium　antagonist（diltiazem）60　mg／day，　diuretics（furosemide　40　mg／day，

spironolactone　50　mg／day），　anticoagulants（warfarin）0．3mg／day　and　intermittent　nitric　oxide

inhalation（20　ppm，3times／day）．　Because　of　acute　deterioration　of　congestive　heart　failure　with

hypoproteinemia，　pericardial　effusion，　and　pleural　effusion，　PGEI－CD　was　started　at　a　dosage　of

5ng／kg／min；thereafter，　the　dose　was　gradually　increased　up　to　17　ng／kg／min　during　the　next

8weeks．　There　was　a　dramatic　effect　such　as　reducing　generalized　edema，　increasing　urinary

output　and　improving　hypoproteinemia．　Hemodynamic　parameters　were　also　improved．　After

PGEI　infusion　cardiac　index　increased　from　1．7to　4．51／min／m2，　and　systemic　blood　pressure

from　74　to　94　mmHg，　and　plasma　ANP　decreased　from　540　to　160　P9／ml．　Although　adverse

effects　consisting　of　severe　angialgia　at　LV．　route，　arthralgia　of　the　foot　and　continuous　pro－

longed　fever　were　developed　at　2nd　week　after　PGE，－CD　infusion，　these　improved　immediately

after　replacing　PGE，－CD（17　ng／kg／min）to　Lipo　PGEI（3　ng／kg／min）．

　　　We　conclude　that　intravenous　PGEI　is　an　effective　and　safe　therapy　in　patients　with　PPH

who　develops　critically　ill　state　or　severe　heart　failure，　and　who　have　no　response　to　conventionaI

therapy．　LipoPGEI　seems　to　have　less　adverse　effects　than　PGErCD．
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