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小児の原発性肺高血圧症

（平成10年3月9日受付）

（平成10年9月14口受理）

　　　　東京女子医科大学日本心臓血圧研究所循環器小児科
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　要　　旨

　1966年乃至1997年に入院した小児原発性肺高血圧の28例について自然歴を調べた．1例は発症後4年

で生存中であるが18例は死亡が確認された．発症後の1年生存率は56％，3年生存率は33％．5年生存

率は17％であった．発症年齢と生存年数は相関し，4歳以下の発症例は1年以内（6±2カ月；平均±標

準偏差）に死亡し，予後不良であった．5歳以後の発症例の経過はやや長く，最長19年の経過で26歳で

死亡した症例があった．血行動態の数値は生存年数と相関し，右心房圧の高い例，肺動脈圧の高い例，

混合静脈血酸素飽和度の低い例は早期に死亡した．NYHA　II度からIII度への移行は死亡する約1カ月

前（5カ月乃至3日前）であり，IV度への移行は死亡前平均4日（17－　2口）前であり，経過は急速であっ

た．24回の心臓カテーテル検査で7回の右心不全の増悪があり，3例はisoprotereno1，1例は

dobutamineの静脈内注入で回復したが，3例が死亡した．3例が死亡した．安全なカテーテル検査への

対策を論じた．

　　　　　　　　　　はじめに

　原発性肺高血圧症は肺高血圧と右心不全を生じる原

因不明の肺血管閉塞病であり1）～3）自然歴上極めて予後

不良である4）～6）．その治療は従来困難であったが，最近

になりprostacyclin（PGI，）の持続静脈内注入法7）～’°），

Ca遮断薬の大量療法11），　warfarinによる抗凝固療

法4）12）等の治療効果が報告され始めた．また本症にも

肺移植が行われ13）一一15），特に我国の小児例に対してLos

Angeles小児病院で行われた両親からの生体部分肺移

植が注目されている16）17）．

　我国の心臓と肺の移植は1997年の臓器移植法の施行

により実施可能となった．肺移植を含む治療法を選択

する際には，この疾患の重症度の診断，特に心臓カテー

テル法による診断が重要である2｝7）．ところが本症では

心臓カテーテル法が急性増悪と急死をおこす危険があ

り2），その予防対策を充分に立てる必要がある．また移

植の時期を決めるためには病気の経過と重症度を明ら
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かにする必要がある．この論文ではこの2つの必要か

ら次の研究を行った．

　　　　　　　　　対象と方法

　東京女子医科大学日本心臓血圧研究所小児科に1966

年から1997年の問に入院した原発性肺高血圧の小児28

例を対象とした．入院時年齢は7カ月ないし14歳で，

男子6人，女子22人であった．先天性心疾患を合併し

た例は除いた．心臓カテーテル検査は23例に行われた．

　原発性肺高血圧の診断は肺高血圧の存在，先天性心

疾患の合併の除外，肺血栓塞栓症の除外，その他肺高

血圧を生じる原疾患の除外によりなされた．鑑別診断

のためのおもな検査は1978年以前の12例では全例心臓

カテーテル検査であり，1978年以後の16例では心臓カ

テーテル検査（12例），心エコー法（全例）と肺血流シ

ンチ検査（10例）であった．発症時期は易疲労性，運

動能力低下，運動時の失神発作などの開始の時期とし

た．心臓カテーテル検査の前投薬と鎮静法18）に従い，

pethidine　hydrochloride　（Opystan），　hydroxyzine

pamoate（Atarax・P），　diazepam（Cercine）を用いた．

1980年以前にはThermodilution法がなく，酸素消費
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量も実測されていないのでFick法による肺血流の測

定が出来ず，混合静脈血の酸素飽和度を心拍出量の1

指標に用いた．カテーテル検査を行った24例中18例で

造影剤を右室，または肺動脈へ注入して造影が行われ

た．造影剤は1980年以前はmeglumine　iotalamate

injection（Conrey　60％），　meglumione　sodium

amidotrizoate（Urografin　60％），1980年以後は低浸

透圧造影剤を用いた．9例でカテーテル検査中に塩酸

tolazoline（Priscoline，1mg／kg，肺動脈内注入，8例）

またはberaprost　sodium（Procylin）（0．7mg／kg，経

口，1例）に対する反応をしらべ，肺動脈圧または肺

血管抵抗の20％以上の低下のある場合に反応陽性とし

た．

　治療法は心不全に対してdigoxin，　furosemide，　spir・

onolactonが投与された．血管拡張薬は1980年代以後，

alpha－blocker，　Ca遮断薬，亜硝酸薬，　Prostacyclin誘

導体経口薬（beraprost　sodium）19）2°）が投与された．

prostacyclin誘導体経口薬を投与したのは2例で，4

歳の男児ではprostacyclin誘導体経口薬の投与で運

動能力の著しい改善，NYHA　III度からII度への改善

が得られたが，この薬剤の服用開始後2カ月で死亡し

た．別の10歳で発症した女子ではberaprost　sodiumの

投与で運動能力の著しい改善，NYHA　III度からII度

への改善が得られ，14歳現在生存中である．

　心臓カテーテル検査により生じた右心不全の増悪に

対しては1975年以降isoproterenol21）又はdobutamine

の静脈内持続注入が行われた．

　　　　　　　　　　結　　果

　28例中18例は死亡し，死亡口と死亡状況が判明した．

9名は手紙により問いあわせたが，生死不明であった．

1例は発症4年の現在，14歳で生存中である．

　1．発症後の生存年数．

　発症後の生存年数は図1のごとくである．生存率は

発症後1年で56％，3年で33％，5年で17％であり，

おおよそ1年，3年，5年で生存者は半減した．例外

的に10年，19年生存した例があった．

　肺血管の血管拡張剤に対する反応性は表1に示す如

くで，死亡まで観察した9例中2例で反応があり，7

例で無かった．反応のあった2例は5年と13年生存し，

反応の無かった例の平均2年より長く生存した．

　図2に発症の年齢と生存年数を示す．4歳以下で発

症した7例は全て半年ないし1年で死亡した．5歳以

上で発症した9例は全て1年以上生存した．

　薬物治療だけで死亡した症例で死亡前の心不全の状
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　図1　小児原発性肺高血圧の発症後の生存年数．

死亡例18例の生存年数を示す．1年生存率は56％で
あった．

表1　肺血管拡張反応の有無と生存年齢．心臓カテー

　テル検査時の反応試験陽性（反応有り）例2例と陰性

　（反応無し）例7例の比較

例数 年齢 肺動脈収縮期圧＊
　　（前一後） 生存年数

反応陽性例 2 9．13 100－80，125－100 5．3

反応陰性例 7 3－14 94±19－91±13 2（0－8）
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図2　小児原発性肺高血圧の発症年齢と発症後の生存

　年数．

　4歳以下の発症例は全て1年以内に死亡した．回帰

　直線はY＝0．26＋O．48Xとなり，相関係数はr＝
　O．44であった．

況が判明している8例について，心不全の進行を

NYHA旧分類で示すと次のようになる．　NYHA　II度
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図3　小児原発性肺高血圧の血行動態の数値と検査後

　の生存年数

　肺動脈収縮期圧の回帰直線はY＝110－1．4X，相関

　係数は一一〇．23，右心房平均圧の回帰直線はY＝

　10．6－（1．5X，相関係数はr＝－O．43，混合静脈血酸

　素飽和度の回帰直線はY＝54＋1．5X，相関係数は

　r＝0，46であった．

の状態は発症から死亡する数カ月，乃至数日前まで続

いた．NYHA　III度になったのは，死亡する5カ月な

いし3日前，平均1カ月前であった．NYHA　IV度に

なったのは死亡する17日ないし2日前，平均4日前で

あった．但し2例では死亡する4カ月前，2年前に一

過性の発作性上室性頻拍，心房細動を生じてNYHA

IV度に相当する心不全を生じた．

　心臓カテーテル検査でえられた血行動態の数値と検

査後の生存年数を図3に示す．肺動脈収縮期圧140

mmHg以上，右房平均圧10mmHg以上，混合静脈血の

酸素飽和度が55％以下の例は通常検査から1年以内に

死亡した．

　2．心臓カテーテル検査の影響．

　23症例に24回の心臓カテーテル検査を行い，その7

回で右心不全が増悪し，内3例が死亡した．これらの

7症例の臨床像と検査所見を表2に示す．これらの例

はいずれも入院時肝腫大があり，右心不全が強かった．

カテーテル操作は右房拡大と三尖弁閉鎖不全のため困

難であった．症例1，4は造影前に状態が悪化した．

日本小児循環器学会雑誌　第］4巻　第4号

症例5は60％Conreyによる肺動脈造影で肺動脈圧が

急に上昇し，高度の右心不全を生じた．症例2，3，

6も造影が右心不全増加の一因と推定された．症例4，

5，6には，右心不全の治療にisoproterenolが，症例

7にはdobutamineが静脈内投与され，有効であった．

これら7例と右心不全の増悪を生じなかった17例の血

行動態の指標を表3に示す．増悪例で失神発作，心拡

大，右心房圧上昇，混合静脈血酸素飽和度低下がある．

　　　　　　　　　　考　　察

　原発性肺高血圧症は予後不良であり，成人での生存

率は中央値で3年乃至4年であり5）22），小児は文献上

発症乃至診断が確定してから1年で半数が死亡す

る2）7｝．この研究の結果も同様で，特に4歳以下の発症

例の予後が不良であった．この結果からは小児，特に

4歳以下の原発性肺高血圧症は肺移植の適応になるこ

とになる．ところが最近のprostacyclin持続静脈内注

入療法がむしろこれらの乳幼児で極めて有効なことが

報告され始めた．すなわちBarstによると，原発性肺

高血圧症に於いてprostacyclinによる肺動脈圧低下

は年齢の低い程大きい7）．又prostacyclinの持続静脈

内注入治療による生存率も年齢の低いほどよく，6歳

以下では10年生存率が約70％である7）．この治療法は

米国ではFDAが1997年に認可し，広く行なわれ始め

た．わが国からも10歳台の女子3人が渡米してこの治

療法を開始し，2年までは良好な経過が得られてい
る17）．

　prostacyclin経口薬の本症での治療成績はまだ不明

である．従って原発性肺高血圧症の肺移植の適応

prpostacyclin誘導体経口薬，あるいはprostacyc］in

持続静脈内注入療法の無効な例になるであろう．但し，

口本はprostacyclin静脈薬は入手出来ず，　prostacy－

clin誘導体経口薬は肺高血圧に対してはorfan　drug

扱いで保険の適応が未だ認められていない．

　本症の診断は肺高血圧を生じる先天性心疾患，肺動

脈血栓塞栓症，肺性心などを鑑別して行なわれる．近

年の心エコー図法の発達により，多くの症例で先天性

心疾患の合併の有無はカテーテル検査無しで可能と

なった．肺静脈血栓塞栓症の鑑別も肺血流シンチで鑑

別が可能である．従って現在では鑑別診断上の心臓カ

テーテル検査の役割はこれらの非侵襲的検査で診断が

不確実な点を調べることにある．

　本症に於ける心臓カテーテル検査の主な役割は血管

拡張薬への反応性と重症度の診断にある．prostacy－

clin，　nifedipineの本症に対する有効性が報告され始め
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表2　心臓カテーテル検査による右心不全憎悪例（死亡3例と回復4例）

症例 年齢　性 右心不全 失神発作 XP　CTR 右房圧 肺動脈圧
混合静脈血
酸素飽和度 重症化の原因，経過，治療

（死亡例）

1 0．6男 十 　十
蹄泣時

77％ 8 93／60 45％ 右房内カテーテル操作中に徐脈，2
度房室ブロック，ST低下を生じ心
室頻拍，心室細動で死亡

2 3女 十 　十
運動時

14 104／61 34％ 造影検査後覚醒飲水し2時間後に急に意識無くなり，痙攣，心停止を生

じて死亡

3 5　女 十 一 60％ 12 100／15 57％ 造影検査後高度の右心不全続き，16
時間後に死亡

（回復例）

4 5　女 十 　十
運動時

81％ 19 113／60 64％ 検査中に出血，期外収縮で血圧低下し，輸液とイソプロテレノール静脈

内投与で回復，2回造影した

5 6　女 十 　十
運動時

　9
造影後

71／49

115／59
57％ 肺動脈造影後右心不全増加しイソプロテレノール投与10日で回復

6 ll　女 十 　十
運動時
蒼白

71％ 12 110／14 73％ 造影無しの検査後右心不全増加し無
尿となったが，イソプロテレノール
静脈内投与2日で回復

7 14　男 十
一 69％ 15 150／80 45％ 造影無しの検査後右心不全増加した

が，ドブタミンの静脈内投与で回復

表3　心臓カテーテル検査による右心不全憎悪例と非憎悪例の比較

年齢 失神発作 心胸比
　％

右房圧

mmHg
肺動脈

収縮期圧mmHg
混合静脈血
酸素飽和度
　　％

生存年数

憎悪例

非憎悪例

6．4±4．2

9．2±5．1

5／7

2／9

72±3

58±8

13±3

7±2

106±22

113±22

53±12

61±9

1．0±0。3

3．8±4．3

平均±標準偏差．憎悪例の生存年数は回復例の生存年数．

た現在，これらの治療を始めるにあたり，先ず心臓カ

テーテル検査でその急性効果を調べておくことが望ま

しい7）．成人のデーターでは本症の予後が平均右心房

圧，心拍出量，平均肺動脈圧とよく相関することが判

明している5）．また血管抵抗が血管拡張薬に反応する

例では生存年が長く，さらにprostacyclin静脈内注入

治療の有効なことが判明しつつある7）8）．またカテーテ

ル検査時に反応性が証明されない例でもprostacyclin

静脈内持続注入治療の有効な例があることも判明しつ

つある7）．

　本症のカテーテル検査では急性増悪と急死が多い．

われわれは次の注意をしながらカテーテル検査を行っ

ている．まず本症では右心不全が強い例で事故が起こ

り易いので，浮腫，肝腫大のある症例では要注意であ

る．心臓カテーテル検査をはじめて，右心房圧が高く，

その酸素飽和度が低い例は要注意である．呼吸抑制に

注意し，必要なら35％酸素の吸入を行う．期外収縮や

上室性頻拍で心原性shock状態になることがあるの

で，これらの不整脈を出さないよう注意する．造影は

肺動脈圧を上昇させるので，行わないほうが安全であ

る．血圧をモニターし，必要に応じてdobutamine，

isoproterenolなどの静脈内注入を行う．右心不全の強

い症例では検査後安定するまではICU管理が必要で

あろう．

　　　　　　　　　　　結　　語

　prostacyclin治療以前の小児原発性肺高血圧の自然

歴は不良で，発症後の1年生存率は56％，3年生存率

は33％，5年生存率は17％であった．NYHA　II度から

III度への移行は死亡する約1カ月前（5カ月乃至3日

前）であり，IV度への移行は死亡前平均4日（17－2日）

前であり，本症末期の経過は急速であった．肺移植の

適応はprostacyclin治療の効果の無い重症例になろ
う．
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Primary　Pulmonary　Hypertension　in　Children

Kazuo　Momma，　Junya　Iwasaki，　Makoto　Nakazawa　and　Toshio　Nakanishi

　　　　　Department　of　Pediatric　Cardiology，　The　Heart　Institute　of　Japan，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Tokyo　Women’s　Medical　College

　　　The　natural　history　of　28　pediatric　patients　with　primary　pulmonary　hypertension，　who　were

admitted　from　1966　through　1997，　was　studied．　In　18　patients，　survival　years　were　confirmed．　The

survival　rate　was　56％at　l　year，33，　at　3　years　and　17％at　5　years　after　the　onset　symptoms．

　　　The　survival　rate　was　related　with　the　age　of　the　onset：all　patients　under　the　age　of　4　years

died　within　l　year　after　the　onset　of　the　symptoms．　Patients　who　developed　symptoms　after　the

age　of　4　years　survived　longer．　Hemodynamic　data　were　related　with　the　Iength　of　survival．

Shorter　survival　was　associated　with　higher　right　atrial　pressure，　higher　pulmonary　arteriall

pressure　and　lower　oxygen　saturation　of　the　mixed　venous　blood．

　　　Progress　of　right　heart　failure　was　rapid　in　these　patients．　The　progress　of　NYHA　grade　II

to　grade　III　was　l　month　before　death，　and　progress　from　NYHA　grade　III　to　grade　IV　was　4

days　before　death，　on　average．　Cardiac　deterioration　occurred　in　7　catheterization　studies．　Three

patients　recovered　after　intravenous　infusion　of　isoproterenol，　and　one　patient　after　dobutamine

infusion．　However，　another　3　patiens　died　within　16　hours　after　the　study．　Care　to　prevent　these

accidents　was　discussed．
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