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＜Editorial　Comment＞

「小児原発性肺高血圧症に対するミルリノンの急性効果」に対するEditorial　Comment

東邦大学第一小児科　佐地　　勉

　緒　言

　瀬口論文はPDE　III阻害剤milrinoneの原発性肺高血圧（PPH）に対する臨床効果を観察したものである．

これまで開心術後や左心不全に伴う肺高血圧（PH）に対する効果は報告されていたが，　PPHの急性増悪期，

緊急発作（PH　crisis）における心不全治療薬の一つとして今後考慮されるべき新しい選択であると思われる．

PDE阻害剤は1970年代から薬理学的な基礎研究が行われており，1986年には欧米からの治療成績が報告され

ていた．Milrinoneは当初からPH，肺動脈模入圧上昇を合併した術後心不全，左心不全，肺響血には極めて効

果が有るとされてきた1）”v3）．

　右心不全に関しては，強心作用に比し肺血管拡張作用が強いことが，PHを伴う状況では効果を発揮する最

大の理由である．その主な臨床的効果は全身血管抵抗や肺血管抵抗を低下させ，心拍数，心係数を増加させる

ことである．PPHに関してはPDE　III阻害剤として，　milrinone，　amrinone，　vesnarinoneなどの効果が以前

から期待されてはいた4）．また著者の経験した範囲では，米国では生体肺移植後の術後急性期や，PGI2持続静

注療法を開始した直後の不安定期の支持療法としても，milrinone＋dobutamineの併用が用いられている（私

信）．

　A．Phosphodiesterase（PDE）阻害剤

　PDEは細胞内でcAMP，　cGMPを加水分解してその濃度を調節している酵素であり，PDEを阻害すること

は結果的にcAMP，　cGMPを増加させ，　Ca2＋イオンの取込み，流入，感受性の調節に作用し，心筋収縮力増強，

ならびに平滑筋細胞の弛緩，血小板凝集抑制に作用する．PDEには現在7種のアイソザイムが判明しているが

（表1）これらの選択的阻害剤のうち心臓血管系に特異的に作用するものは心不全治療薬として臨床家が長年

待ち望んでいた薬剤である5）．しかし結果的にcAMPの濃度が上昇するため，一方で細胞内Ca2＋濃度が高まる

ため，異所性自動能が元進し，不整脈の発生も増加する可能性もある．以下に関連薬剤の特徴を述べる．

　1．ミルリノン（商品名ミルリーラ）6）“－9）

　次に述べるアムリノンの後継薬として開発されたビピリジン誘導体であり，選択的PDE　III阻害剤である．

弱い陽性変力作用と血管拡張作用を有している．結果的に心筋収縮力増強作用と，前負荷，後負荷軽減作用に

表1　Phosphodiesterase（PDE）のアイソザイムとその阻害剤（文献5参照）

名称 特　　徴 存在部位 循環器系のPDE阻害剤

PDE］ cAPM．　cGMPを等しく分解（心，腎） 脳，心筋，平滑筋，肺 （脳循環）ビンポセチン

Ca2＋一カルモジュリンにより活性化
（Ca2＋／CaM依存性酵素）

PDE　2 cAMPを分解 心筋，副腎，脳，肝
cGMPにより活性化される
（cGMP刺激酵素）

PDE　3 cGMP．　cAMPを分解 心筋，血小板，脂肪組織 （強心）アムリノン，ミルリノン，ベスナリノン

cAMP分解はcGMPにより阻害される 平滑筋 塩酸オルプリノン，ピモベンダン，エノキシモン
（cGMP阻害酵素） （抗血栓）シロスタゾール

PDE　4 cAMPを特異的に分解 脳，精巣，血液細胞 ロリプラム，Ro－210724
（cAMP特異性酵素）

PDE　5 c－GMPを特異的に阻害 肺，血小板，（平滑筋） （抗血小板）ジピリダモール

心筋に存在しない ザプリナスト，E－4021
（cGMP特異性酵素）

PDE　6 c・GMPを特異的に阻害 網膜，（骨格筋）

PDE　7 PDE　4に類似 骨格筋，T細胞
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より急性心不全に効果がある．一般的には初期量のloading　dose（25～50μg／kg／min）を10～15分間で静注す

ると記載されているが，これは極めて緩徐か，もしくは維持量（o．25～o．5μg／kg／mil〕）から開始するのも安

全かと思われる．

　乳児では小児，成人に比し，半減期が有意に長く，分布容積が大きく，クリアランスも高値を示す．3～27

日齢の新生児10例（うちTGA　6例）の術後低心拍出状態における検討では，全身血圧は66±12から57±10

mmHg，　C］は2．1±0．5から3．0＋0．8L／min／m2，平均SVRは2，136から1，336dyne・sec・cm5・m2へ，平均PVR

は488から360dyne・sec・cm5・m2へと低下している1°）11）．その他，　Fontan術後のPH，強度の左室機能不全に伴

うPH，実験的塞栓症誘発性PH等で改善が見られている．但し，非可逆的なPHに対する効果は不明である．

　milrinoneは単独使用でも効果は期待できるが，血圧が低下したり，血圧上昇作用が弱い場合も予想される

ため，個人的には肺循環に悪影響を与えないdobutaminを少量（3～5μg／kg／分）重ねて併用で用いるのも良

いと思われる．ただし頻脈，強心作用が増強する場合は併用を控えねばならない．PPHに対しては，合併症と

してのPHに比し，20～60単位とはるかに高い肺血管抵抗値を示すためその効果に関しては不明な点が多い．

本症例はこの2カ月後にPGI2持続静注療法を開始した時点での肺血管抵抗が60単位であったことから，著し

く高い肺血管抵抗に対しても一時的ではあるにせよ効果が期待できると考えられる．今後の症例の蓄積結果が

待たれる．強心剤の長期投与による生存率の改善については未だ充分な結果が報告されていないが，milrinone

の長期投与の影響は急性効果に比し，慢性心不全に対してはむしろ生存率を低下させている12）．

　2．アムリノン（商品名カルトニック，アムコラル）

　PDE　III選択的阻害剤であり細胞内cAMPを上昇させ，心筋陽性変力作用と肺および体血管（動静脈）の強

い拡張作用（ino－dilator）を示す’3）．一方心拍数の増加は少ない．使用は急性心不全の短期投与に限られる．

成人では初回0．75mg／kgを数分間かけて緩徐に静注した後，5～IOμg／kg／分で持続投与する14）．小児期におい

ては初回投与量3～4．5mg／kg（分2～4／1時間以内）の後，5～10μg／kg／分（新生児3～5μg／kg／分）で維持し，

左右短絡性心疾患のPH15），術後PH16）17），　Fontan手術後の心拍出量維持18），新生児遷延性PH’9）での肺血管

抵抗減少等の治療効果が報告されてきた．副作用としての血小板減少は，ミルリノンでは殆んどみられず，ア

ムリノンでは頻度が高い．ミルリノンとの使い分けに関しては，同じrnax＋dp／dtでは，アムリンの方が心泊

数上昇作用が大きく，全身血圧低下作用が強い．つまりミルリノンは陽性変力作用が強く，アムリノンはより

血管拡張作用が強いと考えられる．

　3．塩酸オルプリノン（商品名コアテック）2°）21）

　同様にPDE　IIIを特異的に阻害し心筋や血管のcAMPを増加させ，　cAMP依存性蛋白質リン酸化酵素（A一

キナーゼ）が活1生化される．活性化されたA一キナーゼは形質膜の電位依存性Ca2Tチャネルを介するCa2一の流

入を促進し，収縮力増強をもたらす．また，A一キナーゼの活性化は筋小胞体へのCa2斗取込みを促進し，心筋弛

緩速度を促進する．一方血管平滑筋細胞では細胞内Ca2＋レベルの低下を引き起こし，ミオシン軽鎖キナーゼを

不活化し，血管拡張作用をもたらす．心筋酸素消費量をそれほど増加させずに心拍出量を増加，肺動脈模入圧

を低下させるため，肺薔血の改善に有効である．投与量は10μg／kgを5分間で緩徐に静注し，その後0．1～0．3

μg／kg／分で点滴静注する．

　4．ピモベンダン（商品名アカルディ）

　PDE　III選択的阻害に加え，従来の強心薬にはない心筋収縮調節タンパクであるトロポニンCのCa感受性

増強作用（Ca2＋sensitizer）を持つのが特徴である．これは細胞内cAMPやβ受容体を介さない作用であ

る22）23）．ピモベンダンは頻拍作用がなく血管拡張作用による減負荷作用のため，心筋酸素消費量を増加させな

い．またCa感受性を増加させ強心作用を発揮するためCa2＋濃度の増加は伴わない．臨床適応は急性および慢

性心不全で認められているが，慢性心不全への3カ月長期投与では運動耐容能とQOLを改善した24）25）．長期投

与における生存率の改善の結果が待たれる．成人では経口で1．25～2　．　5mg／日／分2より開始する．

　5．ベスナリノン（商品名アーキンZ）

　PDE　III選択的阻害作用の他，細胞内Naイオンを増加させ，　Caチャンネルの開大頻度を増加させ，　Kチャ

ンネルを抑制する．強心作用を発揮する用量でも，心拍数には抑制効果があり，殆ど影響しない．最近ではサ
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表2　心不全治療薬の血行動態におよぼす作用の比較

心拍数
収縮期
血圧

拡張期
lll旺 心係数 一回拍出

　係数
肺動脈
模入圧

肺血管
抵抗

末梢血管
　抵抗

ミルリノンD ～ ～ ～

↑
↑ ↑～↑↑

↓
↓

↓
↓

↓
↓

オルプリノン2） ～ ～ ～ ↑ ↑～＾＾
↓
↓ ↓↓ ↓↓

ピモベンダン3｝ ～ ～ ～
↑↑ ↑↑ ．↓

↓
↓ ↓↓

アムリノン4） ～ ～ ～
↑ ↑ ↓↓

↓
↓ ↓

ハンプ5） ～ ～ ～ ～
↑ ↑ ↓

↓
↓ ↓

デノパミン6） ～ ～ ～
↑↑

↑
↑

↓
↓ ↓↓ ↓↓

ドパミン ～
↑

～

↑
↑ A

～
↓ ↓

ドブタミン ↑
↑
↑ ↑ ↑↑ A

～ 十∀
↓

1）12．5～75μg／kg／min，　bolus静注後，0．5～0．75μg／kg／min　DIV，20～180分後，

2｝Ol．～0．3μg／kg／min、静注2時間後

3）2．5mg経口3時間後，

4［lmg／kg，静注10分後

5｝0．1μg／kg／min，60分後，

G｝10mg経口，1～2時間後

　　（～：変化率7．5％末満，↑，↓：7．5％以上2．0％未満，↑↓↓↓：20％以ヒ）

イトカインの産生も抑制し，その心筋への障害作用を減弱したとする報告もある26）．大規模試験では慢性心不

全のQOLと生命予後の改善が報告された27）．しかし副作用として重症の無頼粒球症があり，可逆的ではあるが

使用に際し細心の注意が必要である．

　6．その他のPHに対する薬剤として，ヒト心房性Na利尿ペプチド（hANP）（商品名ハンプ）がある．hANP

は主に心房から分泌されるホルモンの一つで，体液量および循環調節を担っている．心機能低下時にはその分

泌が増加し，グアニル酸シクラーゼーA受容体に結合し，cGMPを上昇させ，　Gキナーゼの活性化を介して細

胞内Ca濃度低下，ミオシン軽鎖のリン酸化抑制をきたす．近年開発された遺伝子組換え型α型ヒト心房性

Na利尿ペプチド（カルペリチド）は，①動静脈血管拡張作用，②利尿作用を持ち，急性心不全においては前

負荷軽減による肺霞血の改善と，アルドステロン抑制，後負荷軽減による心拍出量増大が得られる．心拍数は

上昇せず，心筋酸素消費量は増大しない．さらに肺動脈模入圧，右房圧，末梢血管抵抗の低下と，心係数，一

回拍出量の増加がある．腎臓に対しては腎血流量，糸球体濾過値の増加，RAA系の抑制，尿中Na排泄を増加

させる．投与量は通常0．1μg／kg／分（最大0．2μg／kg／分）である．使用上の注意点としては特に右房圧正常例

や利尿剤併用例に多い血圧低下，徐脈であり，また24時間以上の長時間投与は原則的にさけるのが良い28｝．

　おわりに

　PPHの治療戦略は現時点ではPGI2持続療法をまず開始し，効果のない症例には生体肺葉移植を待機する方

針が最善と思われる．しかし双方とも渡航の上でのみ可能であり，我が国での治療選択には制限がある．国内

での治療が開始されるまで，急性増悪期やPHクリーゼをなんとか内科的に乗り切ってゆく必要がある28）．最

後にPHを伴う心不全に用いられる薬剤の効果の比較を表2に示す．
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