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【総説】

Fontan術後の肝疾患
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はじめに
　肝臓は門脈と肝動脈からの血流を受けており，全
身の循環系と関連が深い．肝臓は全心拍出量の約
25%の血流が灌流しており，種々の循環障害に対し
影響を受けやすい臓器である．肝の循環障害として
は先天性心疾患の中では虚血性肝障害とうっ血肝
に分けられる．うっ血肝としては，僧房弁狭窄症，
三尖弁閉鎖不全症，肺性心，心筋炎，収縮性心内膜
炎など，すべての右心不全が原因となる．うっ血肝
では肝静脈圧上昇により肝類洞周囲の浮腫を来た
し，肝細胞への酸素拡散が低下し，炎症を伴わない
虚血性の小葉中心性の線維化を来すことが，主な原
因と考えられる．

I. FALDに関する主な報告
　単心室症例に対するFontan手術の成績が向上し
ているが，遠隔期における多くの問題点が浮上して
いる．Fontan循環の生理学的特徴である高い中心静
脈圧 (以下CVP) が原因でうっ血肝に起因する肝障
害の代表はFontan associated liver disease (以下
FALD) である．1981年にStantonらがFontan術後
の剖検例で肝硬変があったことを報告して以来，多
くの報告があるが，2010年までに報告されたFALD

に関する主な報告例を表1に示した1)．FALDには肝
線維化のみならず，肝硬変，限局性結節性過形成
(Focal nodular hyperplasia以下FNHと略)，肝腺
腫，肝細胞がんの報告がある2)．

表1　Fontan術後の肝合併を報告した主な論文（2010年までに限った）

（各論文に関しては文献1を参照されたい）

, 

Stanton RE, 1981 Fontan 21 .

Lemner JH,1987 15 . Fontan 5 . .

van Nieuwenhuizen RC, 
1999 

Fontan 20 γGTP

Narkewics MR, 2003 Fontan 12 4 11 , 2 . 
. 

Ghaferi AA, 2005 Fontan 18 9 .7 CPC, 5 CLN, 4 , 1 .

Kisewetter CH, 2005 Fontan 12 11/12 CT , 4/12 , 7/12
, .

, 2007 Fontan 16 . .

Kendall TJ, 2007 Fontan 18 , , 14 , 2 . .

Composilvan S, 2008 Fontan 34 , .

Friedrich-Rust M, 2008 Fontan 39 FibroScan elastrography , 37 .

Saliba T, 2010 Fontan 2 . 

Babaogu K, 2010 Fontan 7 MRI .

Baek JS, 2010 Fontan 139 57 (41%) . (26%), (7%),
(21%), (3%) .

CPC: chronic passive congestion, CLN: centrilobular necrosis
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　FALDの病態はCVPの慢性的な上昇，およびそれ
に伴う下大静脈，肝静脈のうっ血に起因し，肝線
維化が進行するとうっ血性肝硬変になると考えら
れる．しかし，Fontan術の術式，心房中隔開窓術
(fenestration) の有無，CVP上昇がどのように肝臓
に影響し，肝線維化を進展させ肝硬変に至る過程な
どに関する検討もされているが，まだ不明な部分が
少なくない肝組織所見では肝小葉の中心静脈周囲
に放射線状の線維化，中心静脈間の線維性隔壁の形
成，類洞の著明な拡大がみられる．またFALDの中
にはうっ血肝にとどまらず，肝線維化に関して，
Fontan術後のうっ血性肝性硬変例において，血清線
維化マーカーが肝線維化の進行に関連している3)．
この点に関して筆者らは肝組織や超音波から肝硬
変と非肝硬変例の線維化マーカーを比較したが有
意差はなかった (表2)．2010年以以降の重要な論文
として，類洞の線維化にとどまらず，小葉内の門脈
域にも線維化が半数の症例にみられる．また肝針生
検による肝組織を検討ではほぼ全例に肝類洞の線
維化がみられ，高率に小葉の門脈域の線維化があ
る．心機能と肝組織に関しては，肝線維化とCVPは
相関している6)．また類洞の圧負荷のみならず，前
述したような心拍出の減少による酸素供給の低下
も肝線維化の一因と考えられている．さらに，うっ
血性肝硬変は類洞内に血栓が増加し，小葉内の中心
静脈から肝静脈に波及し，虚血性の変化により実質
細胞量の減少することが線維化に関与している．

II. FALD発症のメカニズム
　FALDの頻度に関して，欧米ではFontan術後に
約50%にFALDがみられるとされている．Pundiら
は195例のFALDを調査しているが，肝組織所見な
どから40例 (21%) が肝硬変であったと報告してい
る3)．またLindsayらはFontan術後，平均18年後で
は53例中29例 (55%) が肝硬変であるとしている4)．
本邦におけるFALDの頻度に関する報告はきわめて
少ない．FALDはまだ一般の小児科医や内科医に知
られていないためである．
　一般に肝線維化の原因は肝炎ウイルス感染，アル
コール過剰摂取，メタボリック症候群，うっ血肝な
ど多岐にわたっている．この中で肝炎ウイルス感染
における肝線維化のメカニズムは炎症により肝内
マクロファージであるKupffer細胞が活性化すると
Transforming growth factor-β (TGF-β) などのサ
イトカインやMatrix metalloproteikinase (MMP)

などの蛋白分解酵素が産生される．TGF-βなどのサ
イトカインは類洞内皮細胞と肝細胞間のDisse腔
(類洞周囲腔) に存在する肝星細胞 (伊東細胞) を活
性化し，筋線維芽細胞へと形質転換させる．活性化
された肝星細胞は細胞外マトリックスであるコ
ラーゲンを産生する．また同時にMMPはコラーゲ
ンの分解を促進するが，肝組織中のMMPの抑制因
子が動員されないと線維産生が優位になると考え
られる．結局，肝線維化はこの線維合成系と分解系
の平衡が破綻することによると考えられている．
肝線維化の要因として肝炎ウイルス感染以外には
アルコールや類洞内圧に増加も原因となることが
報告されている．動物実験では肝静脈を結紮して

表2　Comparison of blood tests between non-LC and LC

LC(-) n=33 LC(+) n=8 
PT-INR 1.19  0.01 1.26  0.19 n.s. 

TBil 1.19  0.50 1.79  0.95 n.s. 
ALT 20.1  8.1 28.0  24.5 n.s. 
Plt 16.0  6.5 13.6  6.6 n.s. 

WBC 5100  1300 4300  1000 n.s. 

BNP 46.5  77.0  87.8  126.6 n.s. 

P-III-P 0.73  0.21 0.60  0.13 n.s. 

IV Collagen 186.1  59.3 199  61 n.s. 

Hyaluronic a. 50.6  30.1 78.5  46.1 n.s. 

(Tanaka Y, et al. Hepatic complications in adult patients after Fontan operation, 2009)
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うっ血肝を作成すると肝星細胞が筋線維芽細胞に
形質転換しコラーゲンなどのマトリックス蛋白を
産生されることを確認されている．また最近，
Simonettoらはうっ血肝をマウスの肝臓直下の下
大静脈を結紮して作成し，詳細に検討している
が，類洞の周期的な機械的な拡張により，類洞内
に血栓 (thrombosis) が発生し，これが星細胞から
fibronectionのreleaseを促進することを証明した7)．
　このように，現時点ではFALDは肝静脈圧の上昇
による肝類洞の拡張による機械的刺激，血栓形成，
虚血により肝細胞への酸素供給の低下により肝類
洞の線維化がみられ，さらに門脈域の線維化が加わ
ることで肝硬変に進展すると考えられる．このよう
にFALDでは肝類洞の線維化に留まらず門脈域の線
維化があることが肝硬変に進展ことはFontan術後
の管理上，重要であり，いったん肝硬変が完成すれ
ば著明な肝機能低下に伴う慢性肝不全や血行動態
の変化によって脾腫，門脈体静脈シャント，血小板
減少，消化管静脈瘤など門脈圧亢進症状が発現す
る．さらに肝硬変まで進行すると肝細胞がんの発生
する頻度は高くなる．

III. FALDの臨床診断
　ASTやALTなど一般的な肝機能検査では肝の予
備能，慢性的な肝障害を十分に反映しない．肝病変
を示す検査としてはプロトロンビン時間，血小板値
が有用である．プロトロンビン時間は肝予備能を判
定するには良いので，経時的に測定すべきである．
さらに一部は肝硬変に進展しており，門脈域の線維
化と血液検査では血小板減少が相関している．血小
板減少は肝線維化が進行すると門脈圧亢進による
脾機能亢進と肝実質細胞の減少によるトロンボポ
エチン産生の低下が原因と考えられる．しかし，
Fontan術後ではアスピリンやワーファリン®など
を服用している例が多く，慎重に評価すべきであ
る．またIV型コラーゲン，ヒアルロン酸，プロコ
ラーゲン-III-ププチド (P-III-P) などの線維化マー
カーがFALDの評価には有用であるが，前述したよ
うに肝硬変と非肝硬変の区別はこれらの線維化
マーカーだけでは困難である．また血小板数も重要
であり肝線維化が進行すると血小板数は減少する．
血小板数はワンポイントでの判断や無脾症候群での
評価は難しいが，経時的に検査すべき項目である．
　一方，肝線維化が進展した場合は常に肝細胞がん
などの発生に注意すべきでありアルファフェトプ
ロテイン (AFP) やPIVKA-IIも定期的に検査すべき
であるが，ワーファリン®使用時では変性ビタミン
Kが増加するために後者は疑陽性になるので注意す
る必要がある．最近，C型慢性肝炎の線維化の程度

を血清中のMac-2Binding Protein (M2BP) 糖鎖修
飾異性体 (M2BPGi) を測定することにより推測す
ることが可能になり，C型肝炎以外の慢性肝疾患に
おいても応用ができるか検討されている．筆者らも
FALD例にM2BPGiを測定したが，肝生検による線
維化とM2BPGiは有意な相関はなかったが，心不全
の指標であるBNPとM2BPGiは有意な相関がみら
れた (未発表)．

IV. FALDの画像診断

1. 画像
　超音波検査は肝表面の凹凸，辺縁，肝静脈の拡張，
占拠性病変などを観察する．肝硬変になれば超音波
検査の診断は比較的容易であるが，肝線維化の進展
度の判断は難しい．超音波所見の中では実質内の
hyperechoic spots (HES) が注目されている (図1)．
線維化を定量的に評価するのは困難であるが，超音
波装置を用いた肝の線維化による弾性診断が可能
となっている．すなわちFibroScan®弾性波が肝を伝
搬する速度を計測することにより肝の弾性値を測
定することが可能になった．またMR elastography

はMRIを用いて非侵襲的に物体の硬さを定量する
方法であり客観的評価に優れている．造影CT所見
として造影効果を有する網目状陰影，表面の凹凸，
hypervascular mass，腫瘍形成などを重視している
が，とくに肝硬変になる前の重症な肝線維化例にお
いてZonal enhancementの頻度が高い．画像診断は
肝硬変にとどまらずHCC，肝腺腫，FNHなどの腫
瘤性病変の診断や鑑別診断に重要である．

2. 肝組織
　肝生検はサンプリングエラーの可能性はあるが，
現時点では最も信頼できる肝線維化の診断手段で
ある．多数例の検討では，ほぼ全例が肝類洞線維化
と中心静脈の線維化がみられ，その他には中心静脈
壊死，門脈域の線維化がみられる．図2にFALDの肝
組織を示した．
　肝生検を行えば肝線維化の評価は可能となるが，
Fontan術後では肝静脈圧が高く，血栓予防のため抗
凝固療法をしている場合があるので通常の肝針生
検は出血のリスクが高くなる．経頸静脈経由のカ
テーテルを用いた肝生検は比較的安全であるが，
Fontan循環の解剖学的特性から肝静脈wedge肝生
検は困難な場合もある．

V. FALDの治療と管理
　肝線維化から肝硬変に至るまでの経過を表3に示
すが，重要な点は，いかにして肝線維化から肝硬変
への進展を防ぐことであり，肝硬変への進展を防ぐ
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図1
11歳，女児．無脾症候群．単心室であり3回の心臓手術を経て2歳9か月にFontan術を受けた．精査入院した．

AST 27 IU/l，ALT 18 IU/l，GGT 127 IU/l，ヒアルロン酸，P-III-Pは高値，%PTは74%であった．
超音波では右葉全体にHyperechoic spotsがみられた．

図2
図1と同一症例であり，でHESの見られた部分をエコーガイド下で狙撃肝臓針生検査をした．

門脈域には炎症を伴わない線維化（A），中心静脈周囲の類洞の著明な拡張（B），
架橋形成（C），偽小葉形成（D）がみられ，肝硬変と診断した．

A. HE B. HE

C. AM D. Ret 

肝組織１
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表3　FALDが肝硬変に至るまでのメカニズム

ことができれば，肝細胞がんの予防も可能と考えら
れる．FALDの予防は確立していないが，右房圧を
軽減するための心房中隔の開窓術 (fenestration) が
効果的とする報告もあるがコンセンサスは得られ
ていない．欧米における成人の多数例の検討では胃
食道静脈瘤，腹水，肝硬変などは重要である．肝硬
変では肝細胞がんの発生リスクは増加してQOLは
著しく悪化する．今後，本邦でもFontan遠隔期にお

けるQOLの調査や肝硬変の実態を調査する必要が
ある．また同時に，成人に達する例では禁酒の指導
やメタボリック症候群の予防も重要である．さらに
本邦の小児科医や内科医の多くはこのFALDの存在
を知らないので，この病態の存在を広く啓発する必
要がある．
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Fontan associated liver disease

Tomoo Fujisawa1), Yasuhiko Tanaka2)
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Abstract

Recently, hepatic complications have been increasingly reported in patients who
underwent Fontan surgery for serious complex congenital heart diseases, especially for single
ventricle. Hepatic complications are those of liver fibrosis, liver cirrhosis, liver tumors, etc.
The sinusoidal fibrosis is common feature in Fontan associated liver disease (FALD). A
speculation of sinusoidal fibrosis related the mechanical expansion of liver sinusoid causes
thrombosis in sinusoid, and stimulating fibronectin release from Ito cells (hepatic satellite
cells). In FALD, hepatocytes are not destroyed, so the levels of transaminase heard to rise.

Key words：Fontan circulation, Fontan associated liver disease, Liver fibrosis, Liver tumor, 
Central venous Pressure
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