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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　要　　旨

　8歳の原発性肺高血圧症の女児における肺高血圧の進行による心不全にミルリノンを使用した．0．5

μg／kg／分のミルリノンによって脈圧の増加とチアノーゼの改善，四肢末梢の循環不全の改善が得られ，

尿量も増加した．ミルリノンは肺血管抵抗の低下と心拍出量の増加が得られる新しい心不全治療薬とし

て注目されており，本症例においても有効であった．原発性肺高血圧症による心不全の増悪した場合の

薬物治療の一つとして選択されるべきであると思われたので報告する．

　　　　　　　　　　はじめに

　原発性肺高血圧症（Primary　Pulmonary　Hyper－

ytension，　PPHと略す）は，原因不明の進行性の肺高

血圧によって，内科治療効果不良例では発症後2～3

年で死に至る極めて予後不良の疾患である1）．これま

で，PPHの内科治療はCa拮抗剤，経口PGI2analog

などが中心であった2）3）．しかし，これらの薬物でもPH

は進行し，患者は不幸な転帰をたどることも多い．近

年，静注PGI2製剤，　NO吸入療法が行われるようにな

り，PPHの内科治療にも新たな進歩が見られてい

る4）5）．最近，欧米では部分生体肺移植も行われ，今後

の患者の予後改善が大いに期待されている6）．

　今回，われわれは8歳のPPHの女児で，　PPHの進

行によるPHの急性増悪に伴う心不全にphos－
phodiesterase　III阻害剤であるミルリノンを用いて，

心不全の改善を得たので報告する．

　　　　　　　　　　症　　例

　症例は8歳の女児．6歳の小学校1年時の心電図健

診にて右脚ブロックを指摘され，精査となった．心エ

コー検査にて肺高血圧と診断され，心臓カテーテル検

査を施行された．心臓カテーテル検査の結果で，心奇

形のないPPHと診断された（肺血管抵抗19単位・m2，

表1）．以後，ベラプロスト，ニフェジピン，利尿剤の

内服使用によって外来通院となった．患児は初診時よ

り夜間に非閉塞性の無呼吸発作があったため，無呼吸

とPPHの関連について検索したが，無呼吸は軽度で

肺高血圧を招来する原因とはなりえないと判断され

た．PPHの治療の1つとして在宅酸素療法も薬物療法

と同時に行った．診断されて1年後，階段を昇った後

や少し遊んではしゃいだ後に気分不快となり，失神も

出現した．胸部レントゲン上の心拡大（図1A），心エ

コー検査では肺高血圧の進行と三尖弁逆流の増加，右

室，右房の拡大が認められた（図IB）．従来までの内

科治療は限界と判断し，PGI、持続静注，生体部分肺移

植を行う準備を開始した．診断後2年目の冬に，急性

表1　心臓カテーテル検査所見

別刷請求先：（〒430－8558）静岡県浜松市住吉2

　　　　　－12－12
　　　　　聖隷浜松病院小児科小児循環器部門

　　　　　　　　　　　　　　　　　瀬口　正史

部　　位 圧（mmHg） 酸素飽和度（％）

右房 1⑪／6（5） 68

ヒ大静脈 9／5（5） 70

ド大静脈 10／6（6） 69

右室流入路 88（EDP12）

右室流出路 90（EDP10）

主肺動脈 80／35（55） 71

大腿動脈 97／50（65） 93
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図1　A：胸部レントゲンの変化．左は初診時，右はミルリノン使用直前．心拡大が進

　行したことがわかる．B：心エコー検査の左室短軸像（拡張期）．初診時（左）に比

　べて，ミルリノン使用直前では，右室圧のL昇と右室の拡大が認められる．

表2　ミルリノン投与前後の血行動態の変化

心拍数
（／分）

　血圧
（mmHg）
収縮期／

拡張期

　尿吊
mレkg塒 NYHA LVSTI RVSTI Tei　index

　（LV）
Tei　index
　（RA） LVDd LVDs LVSF

投与前 83 82／70 0．8 III 0．49 0．52 0．31 0．38 18 13 ⑪．27

投与後24時間 100 100／60 2．1 I
I

0．41 0．44 0．32 0．39 22 8 ｛｝．63

上気道炎を契機に悪心，嘔吐，食欲不振となり，呼吸

困難，チアノーゼが出現して，緊急入院となった．た

だちに酸素吸入，輸液療法を開始し，安静保持とした．

しかし，悪心のために血管拡張剤の内服が十分できず，

入院6時間後には顔面蒼白，苦悶状となり，脈拍触知

不良，乏尿，心音微弱となった．PPHの急性増悪によ

る心不全と判断した．血管拡張剤のうち，心臓カテー

テル検査ではPGE1の効果は不良だったので，肺血管

拡張作用と心拍出量増加作用を有するとされるミルリ

ノンを使用することとした．

　　　　　　　　　　臨床経過

　入院6時間後では，維持輸液60ml／kg／時投与で，フ

ロセミド10mg静注でも尿量は0．8ml／kg／時と乏尿で

あった．4L／分の100％酸素を経鼻カニューレで使用し

ても経皮的酸素飽和度（SpO、）は82％と低値であった．

血圧は82mmHg／70mmHgと脈圧は狭小化しており，

心エコー検査では，表2に示すように左室収縮時間

（LVSTI），右室収縮時間（RVSTI）ともに延長してい

た．ミルリノンを50μg／kg／分を1時間，その後0．5μg／

kg／分で持続静注したところ，血圧は100／70mmHgと
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上昇し，脈圧も広くなり，脈拍の触れは改善し，SpO2

は94％まで上昇し吐気は消失，不快感も減弱した．利

尿をつける目的でドパミン2μg／kg／分を追加した．ミ

ルリノン開始24時間後には尿量2．1ml／kg／分まで増加

した．LVSTI，　RVSTIともに改善が得られた．　Tei

index’）に大きな変化はなく，左室短縮率（LVSF）はミ

ルリノン使用前0．27から使用後は0．63とむしろ左室は

hyperdynamicに動いていた．ミルリノン，ドパミンを

72時間使用した後，1日毎に使用量を半減し，5日間

で中止した．中止以後も全身状態は安定し，発作以前

のNYHA機能分類II度で推移していた．

　　　　　　　　　　考　　察

　原発性肺高血圧症（PPH）は従来から原因不明で予

後不良の疾患であり，薬物治療反応不良群では診断後

2～3年で死に至るとされ，5年以上の生存は稀と考

えられる．近年，わが国では血管拡張剤治療によって，

肺高血圧の進行がある程度は遅くなり，生存期間の延

長した症例も報告されているが8），依然として内科治

療には限界がある．本例でも診断と同時にベラプロス

ト，ニフェジピンの内服を開始し，在宅酸素療法も行っ

ていた．発症後1年ではNYHA　II度の運動機能を

保っていた．しかし，1年半ほどしてからは学校，も

しくは自宅での運動時にめまい，失神をきたすように

なり，NYHA　III度となった．夜間の非閉塞性無呼吸

については耳鼻科的，脳波学的には肺高血圧の原因と

はなりえないと結論された．在宅酸素療法をはじめて

からは，無呼吸は認めていなかった．

　発症2年目の冬季に急性上気道炎をきっかけとした

肺高血圧発作に見舞われた．肺高血圧とそれに伴う心

不全をコントロールするためには心筋収縮力を持ち，

加えて血管拡張作用のある薬物が選択されるべきと考

えられた．ニフェジピンはCa拮抗剤のなかではPPH

に比較的効果があると報告されているため，当初より

使用していた．ニトロ化合物，ACE阻害剤は肺動脈拡

張作用が強くないため，PPHの治療効果が上がるとは

考えにくかった．このため，肺血管拡張作用と心拍出

量増加作用を有すると報告されているミルリノンを

PPHで使用してみた．ミルリノンはphosphodiester－

ase　III阻害剤で，心筋陽性変力作用と直接血管拡張作

用を有するとされ9），心臓手術後の新生児の肺高血圧

にも有効であったとの報告もある1°）．Givertzら11）は

心臓移植の適応と考えられた肺高血圧を有する27例の

心不全患者にミルリノンを使用した．使用後5分で，

心拍出量は平均42％増加し，平均肺動脈圧は12％低下，

51－（51）

肺動脈の模入圧も16％低下し，体血圧は変化しなかっ

たという．体血管抵抗，肺血管抵抗のいずれもが低下

したことから，ミルリノンが血管拡張作用と心筋陽性

変力作用の両方を有していることが推測される．ミル

リノンの肺血管抵抗下作用はまだ十分には理解されて

いないが，ミルリノンはphosphodiesterase　III阻害剤

として心筋と血管壁に作用して，cyclic　adenosine

monophosphateを直接上昇させるという11）．本例では

ミルリノン使用によって脈圧の増加が得られ，SpO、の

上昇，臨床上の心不全症状の改善が得られた．ドパミ

ン2μg／kg／分を併用することによって血圧の維持と利

尿効果が得られた．本例は心臓カテーテル検査での圧，

心拍出量，血管抵抗の測定は行っていないため，ミル

リノンが血行動態にどのように作用したかを正確には

把握できなかったが，心エコー検査でLVSTI，　RVSTI

の改善，左室拡張末期径（LVDd），　LVSFの増加が得

られ，Tei　indexの値が大きくは変化しなかったこと

から，ミルリノンの心筋に対する陽性変力効果と血管

拡張作用によって，心拍出量が増加したと推測される．

このようにPPHのPH進行による心不全にもミルリ

ノンは有効と判断された．本例では3日間，0．5γ／kg／

分を持続点滴にて使用した後，0．25γ／kg／分，0．125γ／

kg／分に漸減し，5日間のみ使用した．ミルリノンの副

作用としては，心室性不整脈12），血小板減少’3）などが報

告されている．本例ではこれらの副作用は認めなかっ

たが，長期に使用する場合には注意が必要となるであ

ろう．phosphodiesterase　III阻害剤としてはミルリノ

ン以外にもアムリノンがあるが，肺高血圧に対する効

果は十分ではないという14）．PPHに用いられた報告は

ないため，今後の検討が必要になるであろう．患児は

PPHによる心不全を一時的には乗り切ったが，ミルリ

ノンがPPHの心不全を長期に改善するとは考えにく

く，今後，PGI、の持続静注療法，生体部分肺移植など

を考慮していく方針である．

　　　　　　　　　　まとめ

　8歳女児のPPHの1例を経験した．患児は急性上

気道炎を契機にPH　crisisとそれに伴う急性心不全と

なったため，phosphodiesterase　III阻害剤のミルリノ

ンとドパミンを点滴持続静注した．血圧は維持され，

脈圧の増加，臨床症状の改善，利尿が得られ，ミルリ

ノンは血管拡張作用による肺血管抵抗の低下と心筋へ

の陽性変力作用によって効果を発揮したものと考えら

れた．ミルリノンはPPHの心不全の治療に有用であ

ると思われた．
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Effect　of　Milrinone　in　Acute　Heart　Failure　in　a　Patient　with　Primary

　　　　　　　　　　　　Pulmonary　Hypertension：ACase　Report

Masashi　Seguchi，　Kimio　Nishio，　Takehiko　Yokoyama，　Hideyuki　Kito

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　and　Masami　Nagashima＊

　　　　　Department　of　Pediatrics，　Seirei　Hamamatsu　General　Hospital

　　　　　　　　　　　＊Department　of　Pediatrics，　Nagoya　University

　　　We　evaluated　the　effect　of　milrinone，　a　phosphodiesterase　III　inhibitor，　in　a　patient　with

acute　heart　failure　due　to　primary　pulmonary　hypertension（PPH）．　The　patient　who　was

diagnosed　as　PPH　at　6　year　of　her　age　and　has　been　treated　with　oral　prostacycline，　nifedipine，

diuretics，　aspirin　and　home　oxygen　inhalation　therapy　for　one　and　a　half　year．　At　8　year　of　her

age，　clinical　symptoms　of　the　pulmonary　hypertension　gradually　developed　and　she　had　a　severe

congestive　heart　failure　due　to　pulmonary　hypertension　followed　by　an　upper　respiratory　infec－

tion　and　urgently　admitted　to　our　hospital．　In　clinical　findings，　oxygen　saturation（SpO2）was

below　90％on　100％of　oxygen　inhalation　and　urination　was　poor（less　than　2　ml／kg／hr）．　Fifty

μg／kg　of　milrinone　was　infused　intravenously　during　the　initial　l　hour　and　O．5μg／kg／min　of

milrinone　was　started　for　continuous　infusion．　The　systemic　blood　pressure　changed　from　82／70

mmHg　to　100／60　mmHg　and　SpO2　increased　to　over　94％，　and　urination　also　increased　to　more

than　2　ml／kg／hour　at　24　hours　after　the　injection．　Any　adverse　effect　such　as　arrhythmias　or

thrombocytopenia　was　not　observed．　We　conclude　that　milrinone　is　one　of　the　most　effective

drugs　in　the　treatment　of　acute　heart　failure　in　patient　with　PPH．
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