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【症例報告】

繰り返す喀血の治療中に脳梗塞を発症した Fontan術後例

三木 康暢，田中 敏克，城戸 佐知子
兵庫県立こども病院循環器内科

要 旨

Fontan術後患者では，血栓塞栓・出血性合併症は死亡原因として重要である．今回我々は，
繰り返す喀血の治療中に脳梗塞を発症した Fontan術後例を経験したので報告する．症例は30
歳男性．9歳時に開窓付 Fontan手術が行われた．19歳，26歳時に喀血に対してコイル塞栓術が
行われた．30歳時に大量喀血のため入院となり，第1病日に緊急コイル塞栓術を行った．喀血を
繰り返したため，第16・45病日にコイル塞栓術を追加した．抗血小板薬・抗凝固薬は継続的に
使用できなかった．喀血に伴う D-dimerの変動は大きく，40.9 µg/mlまで上昇し，4か月間正常
化しなかった．第55病日に脳梗塞を発症し，右半身麻痺となった．心内，深部静脈血栓はエコー
では指摘できなかった．血栓溶解療法は行えず，エダラボン投与のみ行った．Fontan術後患者
では血栓塞栓・出血性合併症は致死的となる．出血性合併症は線溶凝固系に影響を及ぼすため，
血栓塞栓合併症の発症にも注意が必要である．
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I．はじめに
Fontan術後患者では，抗凝固因子の低下，血小板
機能の亢進，血液鬱滞などのために血栓形成傾向にあ
り，血栓塞栓症の合併症をきたすことがある．一方
で，大動脈肺動脈側副血管が原因となる喀血もしばし
ば経験する．Fontan術後遠隔期の死亡原因として，
血栓塞栓・出血性合併症が約10%を占めており1），そ
の対策は重要である．今回我々は，繰り返す喀血の治
療中に脳梗塞を発症した Fontan術後例を経験したの
で報告する．

II．症例
症例：30歳男性
既往歴：生後チアノーゼを認め，右側相同，右室型
単心室，肺動脈狭窄症と診断された．3歳時に体肺動
脈短絡術（Golaski® 5 mm）・肺動脈弁閉鎖術，9歳時
に開窓付 Fontan手術（心内導管 Gore-Tex® 22 mm）
が施行された．

19歳時に初回の喀血を認め，大動脈肺動脈側副血
管に対してコイル塞栓術が施行された．26歳に再
度喀血を認め，全身麻酔下で心臓カテーテル検査・
コイル塞栓術が行われ，以下の結果であった．中心
静脈圧10 mmHg，肺動脈圧9 mmHg，肺動脈楔入
圧7 mmHg，体血流量3.1 l/min/m2，肺血流量2.4 l/
min/m2，肺／体血流比0.80，肺血管抵抗0.83 Wood 

unit·m2，体血管抵抗11.6 Wood unit·m2（Fick法）
であった．以降，年1回の喀血があったが，経過観察
のみで軽快した．

0歳時に食道裂孔ヘルニア，1歳時に口唇・口蓋裂
に対する手術が行われた．
生活歴：喫煙，飲酒歴はなし．週5回事務職として勤
務している．平時の SpO2は88%（室内気）であった．
内服：ワルファリン，アスピリン，リシノプリル，L-
カルボシステイン

26歳時の喀血後はワルファリンの中止も検討した
が，PT-INR 1.2‒1.7を目標にワルファリンを減量し
て，アスピリンとの併用を続けていた．
現病歴：入院数日前から軽度の咳嗽を認めていた．入
院当日から発熱を認め，インフルエンザ A型陽性と
診断された．その後，大量の喀血を認め，気管挿管の
後に，当院に転院搬送となった．
現症：身長164.5 cm，体重47.9 kg, BMI 17.6，血圧
120/82 mmHg，心拍数110 /分，呼吸数22 /分であっ
た．人工呼吸管理下で SpO2 70%（FiO2 1.0）と低下
を認めた．また咳嗽のたびに気道出血を認めた．胸郭
挙上に左右差を認め，右の胸郭の挙上が乏しかった．
呼吸音は右肺で水泡音を認めた．心音は II音が単一
であり，心雑音は聴取しなかった．末梢冷感を認め
た．肝臓・脾臓は触知しなかった．
検査所見：胸部レントゲンでは右下肺野で透過性低
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下を認め，胸部 CTで右肺を中心に肺出血，胸水を認
めた（Fig. 1a‒c）．血液検査では呼吸性アシドーシス
を認め，PT-INRは2.46と延長し，D-dimerの軽度
上昇を認めた．肝線維マーカーの上昇は認めなかった
（Table 1）．心エコーでは右室面積変化率42%，房室
弁逆流軽度であった．
入院後経過（Fig. 2）：筋弛緩薬を投与したが，自発呼

吸の消失とともに SpO2 30%に低下したため，筋弛
緩薬を中止せざるを得なかった．high PEEP療法，
深鎮静のみでは止血は得られず，右外側胸動脈，左肋
間動脈の側副血管に対して12個のコイルで緊急塞栓
術を行った（Fig. 3a）．術後から筋弛緩薬を再開し，
新鮮凍結血漿の輸血を行い，徐々に止血が得られた．
第7病日に筋弛緩薬を中止，再度左肺から喀血したた

Fig. 1　(a) A chest radiograph shows consolidation in the right lung. (b), (c) CT reveals pulmonary hemor-
rhage and pleural e�usion in the right lung.

Table 1　Laboratory data.

Fig. 2　Clinical course.
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め，第16病日に左内胸動脈，左甲状頸動脈の側副血
管に対してコイル20個で塞栓を行った（Fig. 3b）．第
23病日に気管切開を行い，鎮静，人工呼吸管理を中
止した．その後も咳嗽を契機として間欠的に少量から
中等量の喀血が続き，筋弛緩薬や鎮静，high PEEP
療法の再開・中止を繰り返した．また喀血が24時間
以上なければヘパリン投与を再開としていたが，断続
的に喀血が続くため，2日以上の継続的な使用は困難
であった．第45病日に右外側胸動脈，右甲状頸動脈
に対して20個のコイルを用いて3回目の塞栓術を行
い（Fig. 3c），徐々に喀血は収まった．
第55病日に，右上下肢の運動・感覚麻痺，右口角
下垂を生じた．頭部 CTでは出血は認めず，MRIで
左中大脳動脈領域の脳梗塞，左内頸動脈閉塞が判明
した（Fig. 4a, b）．深部静脈塞栓症の予防として，第

1病日から第108病日まで，鎮静下では間欠的空気圧
排法，非鎮静下では弾性ストッキング着用を行ってい
た．血栓の検索を行うも，エコーでは心内血栓，下肢
静脈血栓ともに認めなかった．血栓溶解療法，血栓回
収の適応はないと判断され，脳梗塞に対してはエダラ
ボンの投与を行った．ヘパリン投与を再開したが，再
度喀血を認めたため，3日間のみに留まった．抗血小板
薬の投与は行わなかった．D-dimerは喀血時に大きく
変化し，最大40.9 µg/mlまで上昇し，第128病日まで
D-dimerは正常化しなかった（Fig. 5）．6か月のリハビ
リテーションを行い，自力での経口摂取可能，介助下
での歩行可能まで回復し，第235病日に退院となった．
退院時までワルファリン・アスピリンは投与しなかっ
た．血栓形成の予防のため，退院後2か月後からワル
ファリンを再開した．アスピリンは再開していない．

Fig. 3　(a) 1st Coil embolization of collateral vessels was performed from the right thoracic and left inter-
costal arteries. (b) 2nd Coil embolization of collateral vessels was performed from the left inner tho-
racic and thyrocervical arteries. (c) Additional coils placed in the right lateral thoracic and thyrocer-
vical arteries at 3rd session.

Fig. 4　(a) Di�usion-weighted MRI shows high intensity in the left middle cerebral artery area. (b) MRA 
reveals occlusion of the left internal carotid artery.
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III．考察
Fontan術後の生命予後に関わる合併症として，蛋
白漏出性胃腸症や肺動静脈瘻，血栓塞栓，出血，肝機
能障害，腎機能障害などが挙げられる．本症例では，
血栓による脳梗塞・喀血のいずれも死亡に至る可能性
があった．また出血性合併症が線溶凝固系に大きな影
響を及ぼし，血栓塞栓合併症の発症にもつながった．

Fontan術後遠隔期の血栓塞栓・出血性合併症は致
死的となる．Fontan術後遠隔期の死亡原因は，心不
全や Fontan循環不全が22%，不整脈が16%と主に
循環器系に関わるものであるが，血栓塞栓・出血性合
併症も10%を占めており，決して少なくはない1）．一
般的に Fontan循環では，抗凝固因子の低下，血小板
機能の亢進，血液鬱滞などのために血栓形成傾向にあ
る2）．抗血小板薬・抗凝固薬の投与については，いず
れか単剤，あるいは併用が良いのか議論が分かれると
ころであり，一定の見解は得られていない3）．当院で
は Fontan術後は基本的に抗血小板薬・抗凝固薬の併
用を行っているが，施設によって異なるのが現状であ
る 4, 5）．Fontan術後の血栓形成に関与する要因とし
て，術式，静脈圧，心機能，不整脈，術後経過年数な
ど様々な報告がある．高い中心静脈圧，低心拍出，不
整脈，Fontanルートの狭窄，右左短絡，肺動脈弁閉
鎖に伴う盲端などは血栓形成のリスクファクターとさ
れ，抗凝固薬の使用が推奨されている2）．一方で，抗
凝固薬の内服により出血性合併症の事故が多く，死亡
率が高かったとの報告もある4）．大動脈肺動脈側副血
行路の破綻による喀血はよく経験され，時に致死的と
なる．Ohuchiらは Fontan術後遠隔期の出血性合併
症のリスクファクターとして内臓錯位症候群，男性，
SpO2低値を挙げている4）．血栓塞栓・出血性合併症
の既往，リスクファクターなどの患者特性を考慮し，

Fontan関連肝疾患や術後経過年数に応じて抗血小
板・抗凝固薬を流動的に変更するのが理想的ではある
が，現実的には難しい．
本症例では血栓形成のリスクファクターとして右
左短絡，肺動脈弁閉鎖に伴う盲端を認める一方で，
Ohuchiらの挙げた出血性合併症のリスクファクター
のいずれにも合致していた．また，喀血に伴う長期臥
床も血栓形成に寄与したと考えられる．血栓形成のリ
スクは高いと認識しており何度もヘパリンの再開を試
みたが，肺の異なる部位で喀血が再燃し，治療に時間
を要した．喀血も死亡に至る可能性が十分あったた
め，止血の得られていない状況でヘパリンの使用がで
きず，のちに脳梗塞を発症し，血栓塞栓・出血性合併
症がいずれも生じる結果となった．

Fontan術後遠隔期には抗凝固因子であるプロテイ
ン Cや S，アンチトロンビンの低下を認め，凝固能
亢進から血栓塞栓合併症のリスクが高まる6）．一方で
Fontan関連肝疾患の進行は，von Willebrand因子以
外の凝固因子の産生低下から出血性合併症にもつなが
り，線溶凝固系は複雑かつ経時的に変化すると考えら
れる．Fontan術後患者では肝硬変患者と同様に線溶
凝固系の buffering capacityが狭く，感染や手術など
のストレスを契機として容易に出血あるいは凝固症状
を呈すると考えられている7）．線溶凝固系の変動が大
きいと考えられる妊娠・出産でも，Fontan術後患者
では出産後に血栓塞栓合併症が増加することが指摘さ
れている8）．本症例では抗凝固因子の測定は行ってい
ないが，喀血を契機として止血機構が働き一連の凝固
因子が活性化された一方で，血管損傷部位以外で抗凝
固因子として作用するはずのアンチトロンビンやプロ
テイン Cなどの働きが不十分であったことが血栓形
成につながったと推測される9）．喀血時の D-dimer上

Fig. 5　The levels of D-dimer fluctuate with hemoptysis.
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昇はそれを示唆しており，Fontan術後患者では出血
性合併症が血栓塞栓合併症の発症にも影響を及ぼしや
すいと考えられる．

Takeuchiらは定期的な D-dimerの測定が心内血栓
のスクリーニングになりうることを報告しており，
1.8 µg/dlが cut offになるとしている10）．また深部静
脈血栓の除外診断にも D-dimerは用いられており，
0.5‒1.0 µg/mlが基準値とされている．D-dimerの測
定法や病状安定時ではないなどの相違点はあるが，
本症例では入院後から4か月間は1.8 µg/mlを超える
D-dimer値で推移しており，血栓のリスクは常在し
ていたと考えられる．

Fontan術後遠隔期の血栓塞栓・出血性合併症は死
亡原因の一つとして重要である．特にストレス時の線
溶凝固系の変動には注意が必要である．Fontan術後
では，血栓塞栓・出血性合併症など全身臓器にも目を
向けた管理が重要となる．
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Cerebral Infarction during Treatment of Recurrent 
Hemoptysis in a Fontan Patient

Yasunobu Miki, Toshikatsu Tanaka, Sachiko Kido
Department of Cardiology, Kobe Children’s Hospital

Abstract

Thromboembolic or hemorrhagic complications are important causes of morbidity in 
Fontan patients. Herein, we report a 30-year-old Fontan patient suffering from cerebral 
infarction during treatment of recurrent hemoptysis. The patient was admitted following 
massive hemoptysis triggered by respiratory infection at 30 years old. A fenestrated Fontan 
procedure was performed at 9 years old. Coil embolization for hemoptysis was performed at 19 
and 26 years old. On this visit, emergent coil embolization was performed on the first day of 
admittance, with further coil embolization procedures on the 16th and 45th days for recurrent 
hemoptysis. Antiplatelet or anticoagulant agents were stopped. Hemoptysis caused fluctu-
ations in D-dimer levels, which elevated to 40.9 µg/ml, and did not normalize for 4 months. 
On the 55th day, the patient developed right hemiplegia caused by cerebral infarction. The 
intracardiac or deep vein thrombosis was not detected by echocardiography. Thrombolytic 
therapy could not be initiated, and Edaravone only was administered. Thromboembolic and 
hemorrhagic complications are lethal in Fontan patients. Since hemorrhagic complications 
have significant impacts on the coagulation and fibrinolytic systems of Fontan patients, clini-
cians must be aware that thromboembolic complications might co-occur.

Key words : Hemoptysis, Cerebral infarction, Fontan
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