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先天性心疾患児におけるパリビズマブの使用に関するガイドライン
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委員会報告

はじめに

　RSウイルス（respiratory syncytial virus）は，乳幼児の気道感

染症の主要原因ウイルスであり，重篤な下気道感染症は，
この年齢層において入院治療を要する最も頻度の高い疾患

の一つである．特に，早期産，慢性肺疾患1，2），先天性心疾

患等のリスクファクターを持つ乳幼児では重症化しやす
い．なかでも先天性心疾患を有する乳幼児では，RSウイル

スに感染すると重症化するだけでなく，外科的治療の適切な

機会の延期や中止を余儀なくされることがある．また，術後
に肺障害が残存し，長期の呼吸障害を来すことがある3–10）．

したがって，先天性心疾患を有する乳幼児では，RSウイル

ス感染を予防ないし軽減することが，管理上重要なポイン
トとなる．

　本邦においては，早期産や慢性肺疾患を有する乳幼児に

対しては，抗RSウイルスモノクローナル抗体であるパリビ
ズマブの使用が2002年 4 月に正式に認可されており，その

使用に関するガイドライン11）も作成されている．しかし，先

天性心疾患を有する乳幼児に対しては，いまだ承認されて
いない．一方，欧米ではすでに承認され，2003年のRSウイ

ルス感染の流行シーズンより「先天性心疾患児に対するRSウ

イルス感染による重症化の抑制」を目的として，パリビズマ
ブ投与による感染予防が実施されている12，13)．最近，日本

においても先天性心疾患児を対象とした臨床試験が実施さ

れ，海外と同様の成績が得られた．
　このような状況を鑑み，欧米における成績14)と日本におけ

る調査結果15，16)を考慮して，日本小児循環器学会は先天性

心疾患児に対するパリビズマブ使用のガイドラインを作成

することとした．
　本ガイドラインは，日本においても，先天性心疾患を有

する乳幼児に対してRSウイルス感染による感染予防と重症

化抑制の手段として，パリビズマブによる受動免疫を行う
ことが可能になった際に，小児循環器の診療に関わる医

師，新生児科医，小児科医がパリビズマブを適正に使用で

きることを目的に作成されたものである．

適　　応

　先天性心疾患を有するRSウイルス感染ハイリスク児を以

下に定義し，RSウイルス感染の重症化抑制を目的にパリビ

ズマブの投与を推奨する．
　1）投与対象患者

　① RSウイルス感染流行開始時に生後24カ月齢以下の先天

性心疾患児で，以下の症状等が認められる場合．
i．明らかに循環動態の異常を示す．

ii．未手術のもの，もしくは部分的修復術や姑息術を受

け，症状が残存している．
iii．術前または術後において肺高血圧症を有している．

iv．手術（心臓または心外手術），心臓カテーテル検査が予

定されている．
v．循環動態の異常は軽度だが，呼吸器疾患を合併してい

る．

　② RSウイルス感染流行開始時に生後24カ月齢以下の先天
性心疾患児で，有意な症状を認めない，もしくは完全修復

術を施行された乳幼児において，以下の症状/症候群を有す
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る場合．

i．染色体異常，遺伝子異常を有する．
a．21トリソミー（Down症候群）

b．他のトリソミー

c．22q11.2欠失症候群等
ii．その他の先天奇形を伴い，呼吸器系の機能的，器質的

異常を有する．

　③ RSウイルス感染流行開始時に生後24カ月齢以下の乳幼
児で心筋症，不整脈等を有し，明らかに循環動態の異常を

示す場合．

　2）除外患者
　RSウイルス感染流行開始時に生後24カ月齢以下の先天性

心疾患を有する乳幼児であっても，以下の状態の場合は適

応に含まれない．
i．循環動態の異常を認めない心疾患．

a．小さな体肺短絡性疾患（心房中隔欠損，心室中隔

欠損，動脈管開存等）
b．軽症の弁狭窄，弁逆流

ii．手術およびカテーテル治療により完全修復された場

合．

用量と投与計画

　1）パリビズマブの初回投与月と投与期間

　パリビズマブの有効性を高めるためには，RSウイルス感

染の流行が始まる前に血清中濃度を有効濃度以上に高めて
おく必要がある．したがって，初回投与はRSウイルス感染

の流行が始まる前に行い，流行が終了するまで継続する必

要がある．
　日本国内では，RSウイルス感染の流行期は，通常10～12

月に始まり，3～5 月に終了する．パリビズマブの投与を考

慮する場合，流行期間を通じて月 1 回投与を行う．しかし，
RSウイルス感染の流行期間には地域差があり，流行開始時

期，終了時期にばらつきがあるため，投与にあたっては，

それらの情報を参考にし，投与期間の短縮，延長を考慮しな
がら，投与開始時期と終了時期を決定することが望ましい．

　乳幼児がすでに退院している場合には，RSウイルス感染

流行開始前に初回投与を行い，その後も月 1 回投与を繰り
返す．RSウイルス感染流行期あるいは流行開始直前に退院

する乳幼児については，退院の約 3～5 日前に初回投与を行

い，退院時にパリビズマブの血清中濃度が有効濃度に達す
るようにする．

　2）体外循環による手術を行った場合の投与

　体外循環による手術を行った場合，血清中パリビズマブ
濃度が有意に低下することが報告されている13)．手術後も

RSウイルス感染予防が必要な乳幼児に対しては，術後の状

態が安定した時点で直ちにパリビズマブの投与を考慮すべ
きである．

　3）投与量と投与スケジュール

　パリビズマブとして体重 1 kgあたり15mgを月 1 回筋肉内
に注射する．なお，注射量が 1mlを超える場合には分割して

投与する．

　4）パリビズマブ筋肉注射時の注意事項
　① 筋肉内投与のみ．決して静脈内投与とならないことを

確認する．

　② 他の薬剤との混合注射をしないこと．
　③ 投与部位は大腿前外側部とする．臀筋への投与は坐骨

神経を損傷する危険性があるため，避けること．

　④ 神経走行部位を避けるように注意して注射すること．
　⑤ 同一部位への反復投与は行わないこと．

　⑥ 注射針を刺入したとき，激痛を訴えたり，血液の逆流

をみた場合は，直ちに針を抜き，部位を変えて注射するこ
と．

注意事項

　1）血小板減少症，あるいはその他の凝固障害等により出

血傾向のある患者，または，血液凝固抑制薬としてワル
ファリン，アスピリン等を使用している乳幼児に投与する

場合には，出血により重篤な状態を招くおそれがあるた

め，止血を確認できるまで投与部位を押さえるなど慎重に
投与すること．

　2）循環器系もしくは呼吸器系の状態が不安定な場合，パ

リビズマブの投与による有益性が危険性を上回ると判断し
た場合を除いて，投与の延期を考慮すること．

　3）中等度から重度の急性感染症または発熱性疾患がある

場合は，パリビズマブの投与による有益性が危険性を上回
ると判断した場合を除き，本剤の投与を延期すること．な

お，上気道感染症等の軽度な発熱性疾患は本剤の投与延期

の理由とはならない．
　4）すでに発症したRSウイルス感染症に対するパリビズマ

ブの治療効果は確立されていない．

既存の疾患ないし他の薬剤などとの関連

　1）以下の状態にある乳幼児に対するパリビズマブの投与

については，現在までに薬剤と関連する有害事象は報告さ

れていない．
　① 食物アレルギーを有する乳幼児

　② 免疫グロブリン製剤を投与された乳幼児（川崎病など）

　③ 開心術後の乳幼児
　④ 前シーズンにパリビズマブの投与を受けた乳幼児

　⑤ RSウイルス感染症の既往歴を有する乳幼児

　2）国内外における臨床試験時において，他の薬物療法に
影響して副作用が認められたとの報告はない．

　3）海外臨床試験において不活化ワクチンおよび生ワクチ

ンと併用されているが，有害事象の増加は認められていな
い．また，RSウイルスに特異的に作用するため，ワクチン
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接種による免疫応答を妨げないものと考えられる．した

がって，予防接種のスケジュールを変更する必要はない．

基本的な感染予防対策の重要性

　パリビズマブを投与した場合でも，基本的な感染予防対

策を実施することが重要である．特に，ハイリスク児の管

理においては保護者の協力が不可欠であることから，保護
者に対する教育が重要となる．その際，RSウイルス感染の

みならず，呼吸器感染症全般を予防するための基本的事項

について指導する．また，パリビズマブの効果を維持する
ため，投与間隔を遵守するように十分な指導がなされるこ

とが望ましい．
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