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フォンタン術後患者の COVID-19肺炎に対して陽圧換気で 
循環動態の破綻と低酸素血症を来した症例 

～救急医の立場から： 
フォンタン循環患者カードの作成の提言について～

大江 将史，井手 博敏，柴田 裕介，丸山 尊，岩本 桃子，島 惇，上田 剛士
洛和会丸太町病院救急総合診療科

要 旨

フォンタン術後の患者は，体静脈循環が肺動脈へ直接還流する血行動態を有しており，高い陽
圧換気では循環動態が容易に破綻する．
今回，フォンタン術後であることが事前に判明していなかった COVID-19肺炎の20歳代男性
に対して陽圧換気を行ったところ，循環動態が破綻し低酸素血症を来し，VA-ECMOで救命し得
た症例を経験した．

2019年に COVID-19が蔓延して以来，本症例のようにフォンタン術後患者を内科医・救急
医・集中治療医が診療するケースは増えている．しかし，フォンタン循環に対する高い陽圧換気
の危険性についてはあまり知られていない．本症例を通じて，フォンタン術後患者で希望される
方には，フォンタン循環の治療における注意点等が記載された『フォンタン循環患者カード』（別
記）を携帯できるように提言する．

キーワード： フォンタン循環，COVID-19肺炎，高 PEEP，フォンタン循環患者カード

I．はじめに
フォンタン循環は体静脈循環が肺動脈へ直接還流す

る血行動態を有しており，高い陽圧換気では循環動態
が容易に破綻することは，小児循環器科医・麻酔科医
などの専門家の中ではよく知られている事実である．
しかし，今回日常診療でフォンタン循環に関わる機会
がほとんどない救急医療の現場で，COVID-19肺炎に
よる酸素化不良へ緊急挿管を実施し高い陽圧換気で循
環動態が破綻した一例を経験した．
本論文の目的は，救急医療現場でのフォンタン循環に
対する高い陽圧換気の危険性の啓発と，患者用の『フォ
ンタン循環患者カード』の作成を提言することである．

II．症例
患者：20代男性
現病歴：来院6日前に友人と会食した．来院4日前
に鼻汁・全身倦怠感・咳嗽が出現した．同日友人が
COVID-19が陽性と判明した．来院前日から39°Cの
発熱・頭痛を認めたため，当日発熱外来を受診した．
呼吸困難，咽頭痛，味覚障害，嗅覚障害はいずれも認
めなかった．
既往歴：先天性心疾患術後（心室中隔欠損・肺動脈狭

窄・大血管転位に対して手術歴があり，A病院循環器
内科を年1回定期受診している．来院時点では，本人
は自らがフォンタン循環であることを把握していな
かった．）
内服・アレルギー：なし
生活歴：たばこ20本／日・18歳～
ワクチン：COVID-19ワクチン接種歴なし
来院時バイタル：意識清明，体温38.0°C，血圧
116/77 mmHg，脈拍数80回／分・整，呼吸数16回／
分，SpO2 86～89%（室内気，普段の SpO2は不明）
身体診察：前胸部正中に手術痕あり（Fig. 1），肺音：
清，心音：心雑音なし，指趾にばち指あり（Fig. 2）．
検査：
・鼻咽頭拭い液：COVID-19 NEAR法 陽性
・胸部レントゲン：両側下肺野にすりガラス陰影あ
り（Fig. 3）
・血液検査所見：WBC 2700/μl, Hb 20.3 g/dl, Plt 

14.9万/μl, CRP 0.24 mg/dl未満 , D-dimer 0.5 μg/
ml未満
・心電図：HR 75回／分洞調律，II III aVf V2‒6で
深い S波（Fig. 4）

診療情報問い合わせ：入院当日にかかりつけの A病院
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に定期外来での SpO2を問い合わせたが，普段 SpO2を
測定していないとのことであった．先天性心疾患術後
の既往歴に関しては，診療情報提供書を依頼した．
治療：レムデシビル初日200 mg（翌日から100 mg）・
デキサメタゾン6 mg/日内服・ヘパリンカルシウム
5000単位皮下注射1日2回で治療を開始した．
入院後経過：入院2日目には呼吸数14～19回／分・
SpO2 91～96%（O2 4～5 L/分）と酸素化は悪化し，

腹臥位療法を行っても改善しなかった．入院3日目に
リザーバーマスク10 LでもSpO2 80%後半に低下し，
Nasal High Flow （流量：40 L/分，FiO2：70%）でも
SpO2 90%前半であったため，本人・家族の承諾の
上，緊急挿管の方針とした．しかしながら，この挿管
直前でも呼吸困難の訴えは全くなかった．
挿管後の急変：フェンタニル・ミダゾラム・エス
ラックスを前投薬後，二人法でマスク換気を行った

Fig. 1　 Surgical scar in the midline of the anterior 
thoracic region.

Fig. 2　Clubbed fingers.

Fig. 3　 Ground-glass opacities in both lower lung 
fields.
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が，SpO2 86%までしか上昇せずそのまま挿管を実
施した．人工呼吸器（VCVモード：FiO2 100%，
PEEP 5 cmH2O, RR 15回／分，TV 500 ml）に接続
しても SpO2 80%台と低かったため，徐々に PEEP
を上昇し，最終的には PEEP 15 cmH2Oまで上げた．
挿管直後の胸部レントゲン（Fig. 5）では気胸や肺炎
の増悪は認めなかった．経胸壁心臓エコーは，極めて
描出不良であり，右心負荷所見の有無は不明であっ
た．PEEPを高くしても，収縮期血圧80 mmHg以
下・SpO2 80%以下と更に血圧と酸素化が悪化した．
低酸素血症に対してはジャクソンリースに変更し手動
で更に気道内圧を高め，低血圧に対してはノルアドレ
ナリンを開始したが血圧がほとんど保てなかった．
VA-ECMOの挿入：緊急で循環器内科に連絡し，
VA-ECMOを挿入した．その後，SpO2 90%台に改善
した．同日，原因不明の低酸素血症と低血圧として高
次病院へ転院搬送となった．
その後の経過：後日，幼少期に左室低形成と完全大
血管転移症に対してフォンタン手術（Total Cavopu-
lonary Connectionの側方トンネル法）が実施されて
いたことがかかりつけ医からの診療情報で判明した．
転院先の病院にて，数日後に VA-ECMOを離脱し，
後遺症なく退院された．

III．考察
今回，フォンタン術後の既往歴が事前に判明しな

かった COVID-19肺炎に対して，緊急挿管後に高い
陽圧換気を行ったところ，循環動態が破綻し低酸素血

症を来し，辛うじて VA-ECMOで救命し得た症例を
経験した．
これまで陽圧換気で循環動態が破綻したフォンタン
循環の症例報告1）はあるが，本症例はCOVID-19肺炎
に罹患したフォンタン循環に対して高い陽圧換気で循環

Fig. 4　II III aVf and V2‒6 with deep S wave.

Fig. 5　 Chest X-ray just after intubation. Lung 
permeability is increased with high PEEP. 
There is no evidence of pneumothorax or 
worsening pneumonia.
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動態の破綻と低酸素血症を来した初めての報告である．
フォンタン循環（両大静脈−肺動脈吻合術）とは，

機能的な心室が1つであるチアノーゼ性先天性心疾患
患者に行われる血行動態修復術である．本症例では，
完全大血管転位（III型）と左室低形成に対して，側
方トンネル法が行われていた．これは，3‒5 mmの
fenestration（開窓）という小さな孔を作成すること
で，肺高血圧などによって肺静脈還流が減った場合で
もこの fenestrationを介して体静脈還流が加わり，
心拍出量を維持することができる（Fig. 6）．
また fenestrationによる右左シャントによって，

フォンタン術後患者は普段から低酸素血症（SpO2

が90～95%）になっている．このため，健常人では
COVID-19肺炎の重症度は酸素飽和度で評価される
が，フォンタン術後患者では酸素飽和度は重症度の指
標として適していない．
日本成人先天性心疾患学会は，新型コロナウィルス

感染対策として「Fontan術後患者が COVID-19感染
を起こした場合の対策について」というガイドライン
を提言しており，その中では，フォンタン術後患者に
おける肺炎の診断や重症度評価はバイタルの変化・画
像の変化・血液所見（乳酸値など）で包括的に評価す
ることが重要としている2）．

海外の COVID-19下における成人先天性心疾患の
ガイドライン3）では，フォンタン循環では安静時に
SpO2<90%はよくあり，指趾のばち指・チアノーゼ
が目立つとされ，治療は普段のベースからどれくらい
SpO2が低下するかで判断し，呼吸数や乳酸値の方が
SpO2の絶対値よりも酸素投与量や挿管の適応には有
用としている．
フォンタン循環では，人工呼吸管理では PEEPによる
胸腔内圧の上昇で静脈還流が低下し，心拍出量が低下
するためできるだけ低いPEEPで管理する必要がある3）．
しかしながら，本症例では，本人からもかかりつけ
病院への問い合わせからも事前にフォンタン循環であ
ることが判明しなかった．ばち指や多血症から慢性低
酸素血症であったことは想定されたが，本人が無症状
にもかかわらず，結果的には軽症の COVID-19肺炎
に対して挿管するという早計な判断となった．その後
陽圧換気で fenestrationからのシャント血流が増加
したため酸素化も増悪したが，PEEPを更に高めなけ
ればならないと誤解した．PEEPで胸腔内圧が上昇す
ることで静脈還流量が更に低下し，最終的に循環動態
の破綻に至った（Fig. 7）．
フォンタン循環は成人先天性心疾患の中でも特に死
亡率が高いことが知られており4），その理由のひとつに

Fig. 6　 Lateral tunnel Fontan operation for complete great vessel transposition (type III) and left ventricular 
hypoplasia.

Fig. 7　 In the Fontan circulation, high PEEP causes a decrease in venous return and cardiac output. At the 
same time, right-left shunt blood flow increases due to fenestration, resulting in hypoxemia.
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この特異的な血行動態が関与していると思われる．先
天性心疾患を日常的に診療している現場では「フォン
タン循環には高 PEEPは禁忌である」という事実はよ
く知られているが，コロナ診療に主に従事している救急
外来の現場ではこのことはほとんど知られていない．ま
た患者本人がフォンタン循環であることを把握していな
かったことも，今回の事態の誘因のひとつとなった．
本症例を通じて，今後同じようなケースを防ぐため

にも，副腎皮質機能低下症患者の携帯用カード5）と同
様に，フォンタン循環にも Fig. 8, 9のようなフォン
タン循環患者カードを携帯できるように提言したい．

IV．結語
COVID感染に対して挿管・高 PEEPで循環動態が

破綻し，VA-ECMOで救命できた一例を経験した．
本人も救急医もフォンタン循環であることを事前に把
握できていなかったことが今回の誘因のひとつである

と考え，本症例を契機にフォンタン循環患者カードの
作成を提言する．
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A Case of Circulatory Collapse and Hypoxemia with High 
Positive Endo-Expiratory Pressure Ventilation for COVID-19 

Pneumonia in a Postoperative Fontan Patient  
Who Was Not Known in Advance  

̶Recommendations for the Fontan Circulation Patient Card̶

Masashi Oe, Hirotoshi Ide, Yusuke Shibata, Takeru Maruyama,  
Momoko Iwamoto, Atsushi Shima, Takeshi Ueda

Emergency and General Internal Medicine, Rakuwakai Marutamachi Hospital

Abstract

Patients with the Fontan circulation have hemodynamics in which the systemic venous 
circulation is connected directly to the pulmonary arteries, and high positive pressure ventila-
tion can easily increase pulmonary vascular resistance and disrupt the circulatory dynamics.

In this case report, a 23-year-old man with COVID-19 pneumonia, whose past medical 
history of Fontan circulation was not known beforehand, was urgently intubated and given 
high positive pressure ventilation after worsening pneumonia, which deteriorates circulatory 
dynamics. VA-ECMO was subsequently introduced for the patient.

Since the spread of COVID-19 in 2019, The number of COVID-19 pneumonia with Fon-
tan circulation treated by internists, emergency physicians, and intensivists is increasing. 
However, the risks of high positive pressure ventilation for the Fontan circulation are still 
poorly known.

Through this case report, we recommend that patients with Fontan circulation have a 
“Fontan circulation patient card”, which contains precautions for treating them.

Key words : Fontan circulation, COVID-19 pneumonia, High positive end expiratory pressure, 
Fontan circulation patient card
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