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Background: An increasing number of reports have shown that sildenafil is a strong pulmonary vasodilator that increases the 
intracellular cGMP concentration through the inhibition of phosphodiesterase 5. An institutional retrospective cohort was creat-
ed to assess the benefit of oral sildenafil treatment for persistent pulmonary hypertension early after congenital cardiac surgery.

Methods: After obtaining consent from parents or guardians, sildenafil was administered through a nasogastric tube at a start-
ing dose of 0.5 mg/kg. With careful monitoring of hemodynamics, the dose of sildenafil was increased stepwise by 0.5 mg/kg 
every 4 to 6 hours up to a maximum dose of 2.0 mg/kg. When patients were successfully weaned from ventilator and other 
vasodilators, the dose of sildenafil was gradually reduced and discontinued during the next 5 to 7 days. Medical records of 
90 cases were retrospectively reviewed.

Results: Age distribution; <1 month: 25, 1 to less than 6 months: 29, 6 to less than 12 months: 17, 1 to 3 years: 8, 3 to 9 years: 
9, >10 years: 2. Operations performed; VSD closures: 16, arterial switches: 30, truncus repairs: 10, complete AVSD repairs: 
10, TAPVD repairs: 6, ASD + VSD closures: 2, other open heart: 16. Concomitant administration with inhaled nitrous oxide: 
64. Changes in pulmonary arterial pressure (monitored in 26 cases); decreased: 20, unchanged: 5, elevated: 1. Bosentan was 
added in 2 extubated cases with persistent symptoms due to pulmonary hypertension despite oral sildenafil. Oxygen desatura-
tion after sildenafil administration: 7 (lobar atelectasis: 1, lobar pneumonia: 6). No ‘rebound’ pulmonary hypertension after 
sildenafil discontinuation and no significant adverse events occurred during sildenafil treatment.

Conclusions: Our results suggest that oral sildenafil treatment is a safe, simple, and effective alternative for persistent pulmo-
nary hypertension after congenital heart surgery in children.

要　　旨
背景・目的：Phosphodiesterase 5 型を選択的に阻害し肺組織および細胞内cGMP濃度を維持することにより一酸化
窒素吸入に匹敵する肺血管拡張作用をsildenafilが有する報告が近年増加している．2003年からわれわれは先天性心
疾患に対する開心術後急性期にしばしば発生する遷延性肺高血圧に対する治療に経口sildenafilを用いてきた．本研
究ではこの治療の有効性につき経口sildenafi lが投与された90例の記録を後方視的コホート調査した．
対象・方法：年齢分布；1 カ月未満25例，1～6 カ月未満29例，6～12カ月未満17例，1～3 歳 8 例，3～9 歳 9 例，
および10歳以上 2 例．施行手術；心室中隔欠損（ventricular septal defect：VSD）閉鎖16，大動脈スイッチ30（うち
VSD閉鎖施行17），総動脈幹修復10，完全房室中隔欠損修復10，総肺静脈還流異常修復 6，心房中隔欠損（atrial sep-

tal defect：ASD） + VSD閉鎖 2，両方向性Glenn術 2，大動脈肺動脈中隔欠損修復 1，Fontan手術 1，その他開心術
12．患者家族の同意の下 1 回量0.5mg/kgのsildenafilを経鼻胃管から注入を開始．厳重な監視下に 4～12時間ごとに
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にSILの漸減を開始した．SIL 1 回投与量を1.0mg/kgに
減量し 4～6 時間間隔で投与を維持し，循環動態の悪
化（血圧低下を伴う肺動脈圧や中心静脈圧の高値）およ
び肺高血圧関連症状の発生や再燃（尿量低下，哺乳時
や息こらえ時の網状チアノーゼや低酸素血症など）が
なければSIL 1 回投与量1.0mg/kgを 1 日 3 回の投与に
減量し，以後同様に臨床症状に注意しながら数日ごと
に 1 回投与量を半減させ終了した．このプロトコルは
大阪医科大学，京都大学，天理よろづ相談所病院，お
よびマレーシア心臓病研究所病院の各施設の倫理委員
会が承認し，SIL費用はすべて各施設が負担した．

2．対象
　上記 4 施設で2003年より施行の体外循環を使用した
小児先天性心臓血管手術後に集中治療室（ICU）に収容
され，以下の条件を満たし経口SIL投与が行われた自
験症例を対象とした．この期間に施行された体外循環
使用手術症例は全体で736例（うちマレーシアでの症例
は604例）であった．なお，進行性の全身状態の悪化を
理由として施行された緊急手術症例と単心室症に準ず
る血行動態に対し体外循環下に初回姑息術が施行され
た新生児，乳児症例，および有意な病変（肺体血流量
比1.5以上，肺動脈狭窄病変）が遺残した症例はSIL投
与の対象外とした．

3．経口SIL投与の適応条件
　① CHD-PHで，肺動脈圧が恒常的に体血圧の50％以
上または等圧発作を来し投与酸素濃度の上昇によって
も酸素飽和度不良が遷延するなどの臨床症状を有する
場合（肺動脈圧モニター用カテーテルの挿入されてい
ない症例は心エコー所見から判断），加えて静注血管
拡張薬とiNOによっても上記肺動脈圧所見と臨床症状
が改善しない場合，② 呼吸器離脱（気管チューブ抜
去）後に肺動脈圧の上昇と臨床所見が有意となった

はじめに

　先天性心疾患に随伴する肺動脈性の肺高血圧症
（congenital heart disease/pulmonary hypertension：CHD-

PH）の多くは，原因となる左－右短絡により著しく増
加した肺血流により生じた肺血管壁ストレスの上昇に
よる各種分子生物学的修飾因子の増減により引き起こ
される．組織学的には肺動脈の中膜平滑筋の肥厚，血
管内皮の肥厚と破壊，そして血球成分の沈着などの増
殖性変化がさまざまな程度に折り重なる所見が特徴で
あり，病因の違いがあるものの共通に認められる．さ
らに遺伝子的素因を背景とし，さまざまな程度の細
胞・組織機能障害が加わるため臨床表現や治療反応性
が多様となる．よってCHD-PHの治療では原因である
血行動態の修復に加え，術後に遷延する肺高血圧の重
症発作の予防と治療が重要であり，複雑な病態背景に
対応した総合的薬物治療を展開する必要性がある．わ
れわれは従来の術後急性期の肺高血圧治療に加え経口
sildenafil citrate（SIL）の応用を開始した．本研究では術
後に遷延するCHD-PHに対する治療の一選択肢として
のSILの有用性を，現在までの治療経験を後方視的に
調査し検討した．

方　　法

1．Sildenafi l（SIL）投与プロトコル（Fig. 1）
　書面および口頭によるインフォームド・コンセント
を行い患者家族の同意の下，SIL 0.5mg/kgを初期投与
量と設定し経鼻胃管より注入を開始した．以後厳重な
循環モニター監視および全身状況観察下に 4 時間ごと
に投与を継続し，最大 1 回投与量が2.0mg/kgに到達す
るまで 1 回投与量を0.5mg/kgずつ増量した．最大投与
量に到達の後は 4～6 時間間隔で投与（経鼻胃管または
経口）を維持し，併用している一酸化窒素吸入（inahaled 

nitric oxide：iNO）および静注血管拡張薬を離脱した後

0.5mg/kgずつ段階的に増量し，最大2.0mg/kgを 4～6 時間ごとに注入．呼吸器離脱・併用静注薬終了後段階的に
sildenafi lを漸減終了した．64例に一酸化窒素吸入が先行投与されていた．
結果：肺動脈圧の連続モニターが可能であった26例では，sildenafilの投与後に同圧の降下20例，不変 5 例，上昇 1 

例であった．sildenafil投与後に一酸化窒素吸入と静注血管拡張薬の減量もしくは中止が可能であった．一方呼吸器
離脱後にsildenafi l投与にかかわらず肺高血圧関連症状の残存する 2 例でbosentanの追加投与を必要とした．sildenafi l

投与後の 7 例に一過性であるが軽度の低酸素血症（全例 1 葉以上の無気肺または肺炎を合併）を来したものの，他
の重篤な副作用や中止後の肺高血圧リバウンドの発生はなかった．
結語：経口sildenafilは術後急性期肺高血圧治療における簡便，有効かつ安全な選択肢の一つとなり得た．小児にお
けるsildenafil投与の薬物動態研究の進展と遠隔期への影響の検討により，より完成度の高いプロトコルを確立する
必要性が考えられた．
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CHD-PHで，呼吸状態そのものには問題がないが肺高
血圧関連症状の治療を必要とする場合，そして③ iNO

治療で呼吸・循環状態が安定した後に覚醒とそれに引
き続く呼吸器離脱に際しiNOの離脱による肺高血圧の
リバウンドを回避する場合を設定した．

4．調査項目
　① SIL治療前後における血行動態の変化（肺動脈圧
モニター用カテーテル挿入例ではその推移），② 肺酸
素化の状況（経皮的酸素飽和度），③ 併用薬使用状
況，④ SIL投与終了後の状況，および⑤ 有害事象の発
生状況を調査した．さらにSIL治療限界例を抽出する
とともに，この領域におけるSIL治療の臨床像を把握

手術の右心バイパス術にSILが投与された．
　手術は全例fentanylとmidazolamを用いたNLA変法に
よる全身麻酔下に施行された．開心術では，軽度～中
等度低体温を併用した高流量（150ml/min/kg前後）体外
循環を用いた．修復術に心停止を必要とした症例では
体外循環血液と市販のSt. Thomas晶質液を 1：1 に混合
した冷却心筋保護液を間歇的に投与した．体外循環離
脱後に全例でmodified ultra-filtrationを適宜行った．手
術操作終了時に経右心室流出路経由で肺動脈圧モニ
ター用カテーテルを挿入した（カテーテル挿入はそれ
ぞれの術者の判断に従った）．全例挿管のままICUに入
室し，midazolamとmorphine chlorideの持続投与（2004

年後期からdexmedetomidineの持続投与を追加併用）で

2.0 mg/kg
1.5 mg/kg 1.0 mg/kg

1.0 mg/kg
0.25 mg/kg

0.5 mg/kg

0.5 mg/kg

Start Every 4-6 hours 3 times per day

withdrawal

Fig. 1 Protocol of oral sildenafi l administration for persistent 
postoperative pulmonary hypertension.

 Each dose was given via a nasogastric tube or orally 
after obtaining consent from the parents or guardians.

30

25

20

15

10

5

0
< 1 1-5 6-12 1-3 3-9 > 10

month months months years years years

Number of patient
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Fig. 3 Operations performed.
 VSD : ventricular septal defect, AVSD: atrioventricular septal de-

fect, TAPVD: total anomalous pulmonary venous drainage, ASD: 
atrial septal defect, BCPS: bidirectional cavopulmonary shunt, AP: 
aortopulmonary

し，有効性と安全性を主眼とし検討した．

結　　果

1．SIL投与患者の背景
　2006年12月までに経口SILが投与された90例を
対象．その年齢分布をFig. 2に示す．6 カ月未満
は全体の60.0％で，78.8％の 1 歳未満の乳児にSIL

が投与された．一方，1 歳以上の症例が21.1％あ
り，内訳は肺動脈成長の境界型低形成に対して
施行された根治手術後症例が 9 例（1 歳 3 カ月～6 

歳 5 カ月），Eisenmenger化が懸念された境界型肺
高血圧症を呈する左右短絡疾患に対する手術が
10例（1 歳 1 カ月～23歳）であった．主要施行手術
（Fig. 3）は，新生児，早期乳児期に外科介入を必
要とした大動脈スイッチ手術，総動脈幹修復，
完全房室中隔欠損修復，総肺静脈還流異常修
復，大動脈肺動脈中隔（AP window）欠損修復が
80％を占めた．狭義のCHD-PHではないものの上
昇した肺血管抵抗による肺循環不全の制御を理
由に 2 例の両方向性Glenn手術と 1 例のFontan型
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適切な鎮静度を維持した．開胸のまま入室した症例で
は，fentanylまたはmorphine chloride，midazolamに筋弛
緩薬を併用投与し，閉胸の後は上記の鎮静に変更し
た．適宜血液ガス分析を行い，iNOおよびSILの投与に
かかわらず動脈血酸素分圧100～120mmHg，二酸化炭
素分圧35～45mmHgを目安に投与酸素濃度と換気条件
を設定した．等圧発作等に伴う低酸素血症には，動脈
血酸素分圧を維持するように投与酸素濃度の設定を
行った．従来行っていた過換気および過量の吸入酸素
濃度を回避した．循環管理はdopamine 3～10�g/kg/

min，milrinone 0.25～0.75�g/kg/minを基本投与とし，さ
らに心収縮力増強を必要とする場合にadrenaline 0.05～
1�g/kg/minを追加した．目標尿量が利尿薬投与でも確
保できない新生児症例では適宜腹膜透析を使用した．
　1 例（術前長期挿管，DiGeorge症候群，総動脈幹症の 

2 カ月男児．修復術後14日目に高度肺気腫，劇症型肺
炎で死亡）を除いた全例が退院した．プロトコル模索
段階の初期10例に従来投与していたnitroglycerineと
prostaglandin E1の投与が，また64例にiNO（5～20ppm）
がSILに先行して投与されていた．

2．SIL治療前後における血行動態の観察
　術後に良好な肺動脈圧波形の連続モニターが可能で
あった26例での収縮期肺動脈圧の推移（SIL投与前およ
びSIL最大投与量達成の 6 時間後）をFig. 4に示す．SIL

投与後の肺動脈圧の上昇を 1 例に生じた．この 1 例は
重症肺炎を合併した症例であり肺病変の改善に伴い肺
動脈圧は低下した．また 5 例で肺動脈圧が不変であっ
たが，SIL投与前に存在した等圧発作は消失した．2 

例の両方向性Glenn手術と 1 例のFontan型手術での肺動
脈－左心房圧較差〔transpulmonary gradient（TPG），
mmHg〕はSIL投与前後でそれぞれ12，18，20から 7，
8，10へと低下した．その他の肺動脈圧モニターが不
可能または行わなかった症例では，SIL投与後に肺高
血圧関連症状（低酸素血症，中心静脈圧の異常高値，
血圧および尿量低下等）が改善し，iNO先行投与例では
iNOの順調な離脱が可能であった．
　動脈圧（体血圧）は，SIL投与前が83 � 13/48 � 

11mmHg，投与後が90 � 14/51 � 12 mmHgであった．
10例にSIL投与後に動脈圧の低下が生じたが変化率は
−8.3 � 4.8％と軽微であり臨床上有意な変化ではなかっ
た．SIL投与前後での心拍数の変化は生じなかった．
　SIL投与により経皮的酸素飽和度が低下した症例が 

7 例あり，その減少は10％以内であった．全例 1 葉以
上の無気肺（1 例）または肺炎（6 例）を合併していた．
ただちにSIL投与の中止を考慮する必要はなく，前出
の 1 例が死亡したが，そのほかの 6 例は肺合併症の回
復とともに酸素飽和度は改善した．
　呼吸器離脱後にSIL投与にもかかわらず肺高血圧関
連症状（肺動脈圧等圧発作，中心静脈圧の高度上昇，
酸素飽和度の低下，血圧・尿量の低下，乳び胸等）が
発生または改善しなかった 2 例（9 カ月女児：心室中
隔欠損孔閉鎖，動脈管結紮術を施行．術前肺体血流量
比2.92，肺血管抵抗値8.24 wood unit・m2．4 カ月Down

症女児：完全型房室中隔欠損症修復術を施行．術前肺
体血流量比1.93，肺血管抵抗値3.3 wood unit・m2）に対
し，bosentanを追加投与し，症状の改善が得られSILの
順調な離脱が可能であった．
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　SIL投与終了後に有意な肺動脈圧上昇のリバウンドは
なかったものの，3 例（14カ月Down症女児：心室中隔欠
損孔閉鎖を施行．3 カ月男児：心室中隔欠損孔閉鎖を施
行．5 カ月Down症女児：完全型房室中隔欠損症修復術
を施行）に退院時に肺血圧再上昇が確認されため在宅酸
素療法に移行した（bosentan保険適応認可以前の症例）．
　SIL投与後に顔面紅潮が 5 例に発生したが，そのほ
かに有意な副作用の発生はなく，血行動態や呼吸状態
の悪化を理由とした投与中止はなかった．また投与終
了中期の現時点でSILに起因すると考えられる副作用
の発生はない．SIL投与費用は 1 症例当たり平均8,000

円前後（国内 3 施設での投与例）であった．

考　　察

　本研究の結果から以下の 5 つの所見が得られた．経
口SIL投与は小児先天性疾患に対する開心術後急性期に
おいて，① 肺動脈圧降下作用または等圧発作抑制作用
を有し，併用iNOや他の血管拡張薬の離脱を容易とし，
② その投与に際し特別な投与方法を必要とせず，③ 

重篤な副作用の発生はなく，術後急性期に発生する重
症肺高血圧に対する治療に有効であった．一方で，④ 

広範囲にわたる肺合併症の存在下ではSIL投与で低酸
素血症を生じること，⑤ SILの効果が部分的または無
効でありbosentanの併用療法が必要な症例が存在した．
　乳児開心術後の急性期遺残肺高血圧に対する治療と
その成績の向上は近年目覚ましいものがある．しかし
ながら術後に遷延する肺高血圧は今なお術後morbidity

に大きく影響を与える因子である．筋弛緩を併用する
厳重な鎮静下に純酸素，過換気管理からこの領域での
肺高血圧治療の歴史が始まり1），tri-nitroglycerineや
prostaglandin E1（のちにprostacyclineが加わった）等の血
管内皮依存型血管拡張薬の静注の導入を経由し，肺選
択性の高い血管内皮非依存型のiNO療法に至り段階的
にその成績が改善された2，3）．一方で，NOは医療用ガ
スとして本邦では認可されていないこと，吸入投与に
は特殊な閉鎖回路を必要とすること，一酸化炭素中毒
に類するメトヘモグロビン血症を発生する危険性があ
ること，および投与終了後に肺動脈圧の有意な再上昇
“リバウンド”が生じ4，5），結果的に人工呼吸器離脱に
難渋し長期挿管状態に陥ってしまう可能性があるなど
の問題5，6）を有している．iNO療法登場までに至る肺動
脈中膜平滑筋の弛緩を誘導するcyclic GMP（cGMP），
cyclic AMP（cAMP）産生促進療法に加え，1990年代後
半にはcGMP，cAMPを分解するphosphodiesterase

（PDE）酵素活性を阻害する薬剤が登場し，組織および
血液中のcGMP，cAMP濃度の高度維持による肺動脈中

膜平滑筋弛緩を増強する新しい世代の血管内皮非依存
型血管拡張治療法となった．なかでもSILは肺と陰茎に
分布する 5 型のPDEを阻害し，iNO療法に匹敵する選
択的肺血管拡張作用を示すことが明らかにされた7）．
欧米ではSILによる治療がこの分野ですでに臨床応用
されており6–12），米国では2005年 6 月 6 日には肺高血
圧症の治療へのSILの処方をFDA（米国食品医薬品局）
が認可するに至った．
　われわれは2003年よりSILの使用を開始し，iNOの効
果が不良な例13），呼吸器離脱前のiNO離脱の際14），そ
して呼吸器離脱後の肺動脈圧高度再上昇例への投与15）

を中心に投与を行った．しかしながら使用開始時点で
は乳児へのSIL投与プロトコルは静注薬によるものが
海外より報告があったが7，8），わが国では経口薬のみ
が入手可能であり文献上の報告もなかったため独自の
プロトコルの作成が必要であった．経口投与による効
果の報告と9，12），健常成人での血中半減期を参考にし 

1 回投与量と投与間隔の設定を行った．さらに厳格な
循環動態モニターの下，副作用発見に努め，血圧や尿
量の低下を来すことなく肺動脈圧効果作用が認められ
るまで 1 回投与量を漸増し安全と判断される最大量を
決定した．初期10例の経口SIL治療奏効例から現在の
プロトコルが導き出された．図らずも欧米からの報告
と一致したプロトコルとなり10），限局的ではあるもの
の臨床上使用可能である普遍性が示された．今後は安
全性および有効性を担保するために小児における薬物
動態が明らかにされ，より最適なプロトコルの確立が
なされる必要がある．
　肺動脈圧の継続モニターが可能であった症例の
76.9％（20/26）ではSIL投与により肺動脈圧の降下を得
ることが可能であり，また19.2％（5/26）の症例では肺
動脈圧は不変であったものの等圧発作は消失したた
め，合計96.1％（25/26）の症例でSIL投与は肺動脈圧コ
ントロールに有効であったと考えられた．また全例で
有意な血行動態や酸素飽和度の悪化を理由としたSIL

投与の中止はなかった．iNO併用例では有意な肺動脈
圧再上昇“リバウンド”のないiNOの離脱が可能とな
り，SILの良好なcGMP維持能力によりiNO使用でしば
しば長期化する人工呼吸器管理時間の短縮が可能と考
えられた6，9）．このわれわれのSIL投与実績は欧米から
の多くの報告に匹敵するものであり6–12），この領域で
のSILの効果の普遍性が示唆された．また術前左右短
絡増多疾患の術後遷延肺高血圧ばかりでなく，今回の
研究では 3 例と少なかったものの右心バイパス術後の
急性肺循環不全に対してもSILは肺動脈－左心房圧較
差（TPG）を正常化させるなど有効であったため今後こ
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の領域での適応の拡大も期待される15）．
　今回の研究には肺動脈成長の境界型低形成が危惧さ
れたチアノーゼ性心疾患に対する根治術が 9 例あり，
7 例にiNOが先行投与されていた．SIL投与によりiNO

が安全に離脱可能でありかつ肺動脈圧モニターが可能
であった 5 例のうち 4 例に肺動脈圧降下作用が得られ
た．このことは，このような患者群においても開心術
後の肺循環改善作用にもSILは有効である可能性が示
唆された．一方，Eisenmenger化が懸念された左右短絡
疾患の閉鎖術10例では，6 例にiNOが先行投与され，
SIL投与によりiNOの離脱が可能であったものの肺動脈
圧モニターが可能であった 5 例では 2 例に肺動脈圧の
降下が得られたが 3 例は不変であった．この現象の詳
細な原因は不明であるが，このような患者群では組織
学的肺動脈硬化病変の進行の合併が考えられるため，
術後急性期の肺高血圧に対するSILの効果は限定的で
後述するbosentan投与への移行または併用を考慮する
必要性が考えられた．今回の研究では施行しなかった
が，肺生検を組み合わせることによりSILやbosentanの
治療有効性が予測可能となる適切な術後治療アルゴリ
ズムの構築が望まれた．
　本研究ではSIL投与中は顔面紅潮以外に有意な副作
用の発生はなかった．一方で遠隔期への影響は本研究
では明らかとされていないため今後の厳重な経過観察
が必要である．また投与終了後には肺動脈圧の再上昇
“リバウンド”現象の発生はなく，iNOにはない利点（安
全性）の一つと考えられた11）．一方 1 葉以上の無気肺
と肺炎を来した 7 例にSIL投与開始後に有意ではない
ものの低酸素血症が生じた．この動脈血酸素分圧低下
作用は本研究と同様なプロトコルでSILが投与された
他の研究で 2mg/kgのSIL投与後に発生したとの報告が
ある10）．詳細な原因は不詳であるが，換気が不十分な
肺葉でのSILによる血流増加により換気血流比の不均
衡が招来されたことによる低酸素血症と考えられた．
事実，SIL投与継続にもかかわらず無気肺や肺炎が改
善した症例では酸素飽和度が改善した．
　この領域での肺高血圧治療としてのSILは有効かつ
安全な一選択肢と考えられる一方でSIL，milrinone（3 

型のPDEを阻害によりcAMPの分解を阻害し，その組
織・血中濃度を維持）を投与されているにもかかわら
ず，呼吸器離脱後に肺高血圧による症状が再発，遷延
する 2 症例を経験し，cGMP，cAMP依存型の肺血管拡
張療法の限界も存在することが示唆された16）．この領
域で問題になるCHD-PHの病態生理は，① 一般的かつ
普遍的な肺高血圧症に特徴的な肺動脈硬化性病変（内
膜，中膜の肥厚と血管内腔狭小化）がさまざまな程度

に存在，② 基礎疾患および体外循環による血管内皮
細胞障害による化学反応性の低下，そして③ 術前か
ら体外循環後にわたり高度な血中レベルの持続が遷延
する血管作動性ペプチドであるendotheline-1（ET-1）が
惹起する肺動脈平滑筋の収縮作用や炎症作用が加わっ
たものである17–19）と報告されている．この病態を考慮
し，SIL療法までの各種血管拡張療法に加えて，抗肺
血管収縮による血管拡張と抗炎症療法の必要性から上
述の③に着目した．近年市場入手可能となったET-1の
AおよびB受容体に拮抗しET-1の薬理活性を阻害する
bosentanによる治療を前出の 2 症例に応用し肺高血圧
関連症状の改善と円滑なSILの離脱を得た16）．またiNO

によるET-1血中濃度の上昇がiNO投与中止後の“リバ
ウンド”の一要因との報告もあり5），この 2 症例の経験
からSIL投与もiNO療法と同様にET-1動態に有意に影
響を与える可能性が症例によっては存在することが示
唆された．bosentanは現在までさまざまな原因による
肺高血圧，なかでもEisenmenger症候群に対する有効性
が報告され20），CHD-PHに対しても次世代の治療薬と
しての応用に大きな期待が持たれている．
　本研究では以下の 3 つの議論について明らかにされ
なかった．第 1 に当該領域での治療における有効血中
濃度とそれを得る至適投与方法である．本研究では，
厳重な循環呼吸モニター下での段階的投与による臨床
的効果から導き出されたプロトコルであり，SIL血中
濃度測定に基づくものではない．正常では，SILは
十二指腸，空腸および回腸より吸収されることが明ら
かとされているが術後急性期での吸収動態は不明であ
る．今後はSIL血中濃度の測定と小児術後急性期のSIL

薬物動態の調査から本プロトコルの有用性についての
再検討が望まれる．第 2 にSILによる肺動脈圧低下作
用と開心術後自然経過での肺動脈圧低下作用の判別で
あり，術後急性期での肺血管拡張薬の投与と効果を否
定する立場から指摘を受ける問題である．当研究での
肺動脈圧モニターではSIL最大投与量到達後 6 時間後
（SIL投与開始後22～30時間）に96.1％の症例で肺動脈
圧の低下または等圧発作の消失を得た．一方で本研究
同時期の無治療，自然経過での肺動脈圧の推移データ
を有していないため，この疑問への比較検討はできな
かった．一般的に肺高血圧の各種治療への反応は対象
疾患の年齢，重症度，合併病変により多様であると考
えられるため，本研究のような少人数患者を対象とし
投与量・方法を変化させ，安全性と薬効の初期指標を
検討するオープンラベル試験でこの問題を明らかにす
るのは困難である．よって今後は多施設の協力で行わ
れる二重盲検テストで明らかにさせていく必要があ
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る．第 3 にSIL投与による術後経過の改善でICU滞在日
数を短縮できるなどの効果が生み出されているかとい
う疑問である．新しい治療法を薬剤経済学という観点
から評価するという近年着目されてきた重要な課題で
ある．一般的にICU滞在は肺高血圧の有無のみなら
ず，心機能の推移，他臓器合併症の有無，呼吸器使用
の有無，そして病院や地域による社会的要因の組み合
わせにより決定されることが多く，わが国ではICU治
療の適応基準が明確でない施設が多数である．よって
本問題に当たっては，まずこの明確な基準の設定を行
い，上記多施設二重盲検テストの施行で明らかにさせ
る必要がある．本研究で明らかとなったことはSILの
導入によりiNOを安全に短期間に離脱可能となったこ
と，そして血管拡張薬の併用投与の必要性がなくなっ
たことであり薬剤経済学での優位点が示唆された．
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