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Fontan手術後遠隔期に多彩な続発症を認めた1例
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　要　　旨

　弁なし導管を使用したFontan型手術後14年になる25歳の三尖弁閉鎖の男性に，巨大右房内血栓，心房

粗動，2次性脾機能充進による汎血球減少症，食道静脈瘤，上大静脈一左房側副血行路（胎生期体静脈

の再開存の可能性）など，多彩な続発症を経験した．本症例にみられる続発症は，主に右房一肺動脈導

管の内腔の狭小化による慢性静脈還流障害に起因し，心房粗動がさらに血行動態を悪化させたために生

じたと考えられた．右房内血栓の診断には経食道心エコー，胸部CT，　MRIが有用であった．2次性脾

機能充進，食道静脈瘤，体静脈系一左房側副血行路などの続発症は文献上，はじめての報告と考えられ

た．

　Fontan型手術は，両心室を使用した心内修復術が

施行出来ない複雑心奇形に対して，広く行われ，長期

生存者が増加している’）2）．本術式では肺循環へのポン

プ作用は殆ど期待出来ず，中心静脈圧が高いために，

術後遠隔期に心房性不整脈「）3＞一’5），心房内血栓形成6）～9）

などの続発症を生じ得る．また最近の経食道心エコー

の知見では右心系に生じる血栓形成は，以前に考えら

れていたよりも高頻度であることが指摘されてい

る6｝7）．著者らは最近，Fontan手術後14年になる25歳の

男性に，巨大右房内血栓，心房粗動，2次性脾機能充

進による汎血球減少症，食道静脈瘤，胎生期体静脈の

再開存など，多彩な続発症を経験したので，文献的考

察を加え報告した．

　症例：25歳，男性．

　主訴：下肢浮腫．

　家族歴：特になし．

　現病歴：1966年10月18日，在胎43週，3，100g正常分

娩にて出生．生後すぐに心雑音を指摘され，生後1カ
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月からチアノーゼ発作を認めた．生後6ヵ月に当科受

診し，以後三尖弁閉鎖（Ib），右大動脈弓の診断で経過

観察されていた．3歳時に左Blalock－Taussig短絡術

を施行された．11歳時に弁なし導管（径20mm　PTFE

人工血管）を用いたFontan手術を施行された．19歳頃

から下肢の色素沈着，血小板減少が認められるように

なり，23歳から発作性上室性頻拍がみられるように

なった．24歳からは持続性心房粗動になった．25歳か

ら左下肢の浮腫に気付かれ，次第に両側，上方に増悪

してきたために，1991年10月25日に入院した．

　入院時現症：身長171cm，体重57cm，血圧110／70

mmHg，心拍数84bpm，不整であり，軽度チアノーゼ

を認めた．頸静脈は高度に怒張していた．眼瞼浮腫は

なく，眼瞼結膜に軽度貧血を認めた．聴診上，心音は

II音が単一で，軽度元進し，胸骨左縁第3肋間にコマ

音様のLevine　1／6の連続性雑音を認めた．これは吸気

時により増強し，心外導管狭窄に由来するものと考え

られた．肺野は正常肺胞音．肝を7cm，脾を6cm触知

し，下肢に高度の浮腫と暗赤色の色素沈着を認めた．

　胸部X線（図1）では内蔵心房位は正常，右大動脈

弓，肺血流量はやや減少し，心胸郭比56％と軽度心拡
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図1　胸部X線では右大動脈弓，心胸廓比56％と軽度

　心拡大を認めた，心電図では心室拍数84bpmの心房

　粗動であった．

大を認めた．心電図（図1）では心室拍数84bpmの心

房粗動であり，QRS電気軸は一30°の左軸偏位であっ

た．血清生化学検査（表1）は汎血球減少と胆汁うっ

滞を示す所見であった．骨髄穿刺では正常骨髄像を呈

し，造血機能に異常はなかった．

　経食道心エコーを含む超音波心エコー所見（図2）

では，右心房，下大静脈，左心室は拡大し，左室短縮

率は31％であった．右心房後方には非常にゆっくりと

した血流による自然のコントラストエコーが認められ

た．右心房前方に約5cmの血栓が，経食道心エコーに

よって明瞭に描出された．この血栓は胸壁からのアプ

ローチでは検出出来なかった．右下肢からのコントラ

ストエコーでは明らかな右左短絡は認めなかったにも

かかわらず，右上肢からのコントラストエコーでは中

等度の右左短絡を認め，側副血行路の存在を示唆する

所見であった．

　右房内巨大血栓は他の検査法により明瞭に局在と性

状が明らかにされた．胸部CT像（図3）では，右房

前下方（心耳下位）で中心にhigh　density　areaをもつ

4×3cmのlow　density　areaがあり，石灰化を伴う血

栓と考えられた．その他に右房側心房中隔と左房側壁

に沿って薄い血栓を認めた．

　MRI（Tl強調画像）では胸部CTと同様の部位に巨

大な血栓があり，このsignal　intensityが明るいことか

ら，比較的新しい血栓と考えられた，またこの周囲に

flow　signalがあり，ゆっくりとした血流の存在がある

と考えられた（図4）．血栓シンチ（1111n一血小板）でも

右房内に取り込みを認め，一次血栓の存在が確認され

た（図4）．

　肺血流シンチでは左肺のuptakeが右肺に比べ全体

に低下しているが，肺梗塞を疑わせる明らかな灌流欠

表1　入院時検査成績

白血球数　　　　　1630／mm3 BUN　　　　　　　　　　　　15．5mg／dl

赤血球数　　　　　　389万／mm3 クレアチニン　　　　　　　　　0．5mg／dl

ヘモグロビン　　　12．3g／dI クレアチニンクリアランス　　　88ml／min／m2

ヘマトクリット　　34．0％ 血清鉄　　　　　　　　　　　　　　　　　60μg／dl

血L小板　　　　　　5．6万／mm3 TIBC　　　　　　　　　　　　　　　335μg／d1

網状赤血球数　　　　3．8％o

総ピリルビン　　　　　2．4g／dl PT　　　　　　　　　　　　12．5秒

直接ビリルビン　　　1．6g／dl APTT　　　　　　　　　　45．2秒
総胆r†酸　　　　　95．1μmol／1 ヘパプラスチン　　　　　　　　42．7％

GOT　　　　　　　　18　KU フィブリノーゲン　　　　　　　163mg／dl

GPT　　　　　　　　　13KU

LDH　　　　　　　　197　mU／mI

ALP　　　　　　　　　1991U

LAP　　　　　　　　184　GU

γ一GTP　　　　　　　48　mU／ml

TTT　　　　　　　　3．3KU

ZTT　　　　　　　　17．8KU
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図2　経食道心エコーでは，右心房後方には非常に

　ゆっくりとした血流による自然のコントラストエ

　コーが認められた（矢印）．右心房前方に約5cmの

　血栓がみられた（Th）．この血栓は胸壁からのアブ

　P一チでは検出出来なかった．
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図3　胸部CT像．右房前下方（心耳下位）に中心に

　high　density　areaをもつ4×3cmのlow　density

　areaがあり，石灰化を伴う血栓と考えられた．

損部位はなかった．

　心臓カテーテル検査では右房内に血栓があるため，

カテーテルを右心房内に進めなかった．中心静脈圧は

19mmHgと上昇しており，左心室一左心房経由から挿

入した肺静脈模入圧は13mmHgであり，中心静脈圧と

6mmHgの圧較差を認めた．大動脈酸素飽和度は95％，

混合静脈血酸素飽和度は76％であった．Fick法で求め

た体血流量は4．4／／min／m2であった．肺動脈酸素飽和

度が不明だが，左右短絡がないと仮定すれぽ，肺血流

量は3．81／min／m2であり，肺体血流比O．9，右左短絡率
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図4　上段はMRI（T1強調画像）．右心房前下方に巨

　大な血栓があり，signal　intensityが明るく，比較的

　新しい血栓と考えられた．またこの周囲にfiOW　sig－

　nalがあり，ゆっくりとした血流の存在が示唆され

　た．下段は血栓シンチ（iiiln一血小板）．右房内に血小

　板性血栓へのuptakeが認められた．

14％，肺血管抵抗は0．8units・m2であった．

　下大静脈からの造影所見では，右房一肺動脈心外導

管径は13mmであり，手術時の20mmに比べ，内腔の

狭小化がみられた（図5下段）．上大静脈からの造影で

は蛇行しながら左心房へ流入する異常体静脈を認め，

これが右左短絡の原因と考えられた（図5上段）．左室

造影では1度の僧帽弁逆流があり，左室拡張末期容量

は対正常比102％であり，左室駆出率は52％であった．

　腹部超音波検査では，肝臓，脾臓は腫大し，肝表面

は不整で凹凸があり，内部エコーは不均一であった．

門脈周囲のエコー輝度が増強しており，線維化の所見

がみられた．肝静脈内に血栓はなかった．門脈血行に

大きな側副血行はなかったが，贋静脈の再疎通がみら

れた．胆嚢内に中等度の胆砂を認めた．

　上部消化管内視鏡では，食道胃接合部付近に発赤所

見のない，F1形態（直線的拡張，蛇行した静脈瘤）の

食道静脈瘤を認めた．胃には軽度びらんを認めるのみ
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図5　上段は上大静脈からのDSA造影．蛇行しなが

　ら左心房へ流入する異常体静脈を認め，これが右左

　短絡の原因と考えられた．下段は下大静脈からの

　DSA造影．右房一肺動脈導管径は13mmであり，手

　術時の20mmに比べ，内腔の狭小化がみられた．

であった．

　入院後，ジゴキシン，利尿剤を投与し，3：1伝導

の心房粗動（心室拍数75bpm）となり，右心不全症状

は軽度軽快した．心外導管の狭小化を解除し，血行動

態を改善させ，さらに血栓除去を目的として，total

cavopulmonary　connection型の再手術を施行した．

術中40mmの血栓を右房前下壁の下大静脈に接する部

位で認めた．上大静脈から左房への異常体静脈は3カ

所で結紮した．術後は出血のコソトロールに難渋した

こと，心房粗動のため除細動が必要であったこと以外

は比較的順調に経過した．その後下肢の浮腫は消失し，

肝脾腫は術前に比して軽減したが，脾機能充進症は改

日本小児循環器学会雑誌　第9巻　第3号

善せず，発作性心房粗動を時々生じるため，現在慎重

に外来で経過観察中である．

　　　　　　　　　　考　　察

　本患者にみられる様々な続発症は，主に右房一肺動

脈導管の内腔の狭小化による慢性静脈還流障害に起因

し，心房粗動がさらに血行動態を悪化させていると考

えられた．Fontan術後の長期成績が明らかになるに

伴い，心房性不整脈1）3）～5），右心系血栓6）A’9），蛋白漏出性

胃腸症’）’°），肺動静脈fi　11）など多彩な続発症が知られる

ようになった．その原因は，本術式の特徴として，肺

循環へのポンプ作用は殆ど期待出来ず，中心静脈圧は

高く，血流速度が遅いことに起因する場合が多い．特

に本症例のように，心外導管を使用した場合は肺循環

ルートに狭窄や閉塞を来たし易く，再手術になる率が

高いといわれ1）2），続発症を来す頻度も多くなると考え

られる．従って近年では殆どが心外導管を使用しない

術式になっている2）．

　1．右心系血栓

　右心系血栓症は，稀な合併と考えられていたが，経

食道心エコー法などの診断手段の発達に伴い，従来考

えられていたよりも高い頻度でみられる，Fyfeら6）は

30例中4例，Stumperら7）は18例中3イ　1に血栓を，経食

道心エコーによって診断した．さらにFyfeらは血行

動態上何等かの問題点を有する症例に多くみられたと

指摘し，Petersら3）は心房性不整脈のある患者では右

房内血栓の存在を考えて，早期から抗凝固療法を施行

すべきとしている．またFontan手術後には凝固系因

子の異常が多くみられ8），林ら9）は血行動態上，凝固能

が元進し，血栓形成をきたしやすいことを指摘し，抗

凝固，抗血小板療法の必要性を説いている．本症例は

心外導管狭窄に伴い，徐々に右心系に血流うっ滞が進

行し，心房粗動を併発することによって，一層血栓が

形成され易い状態になったと考えられる．Fontan術

後患者で血行動態の悪化が認められた場合，右心系で

の血栓形成は常に念頭におき，積極的に検索する必要

がある．その際，経食道心エコー6）7），CT，　MRI12）が有

用である．

　2．食道静脈瘤

　Fontan術後に食道静脈瘤を認めたという報告は著

者らの知る限りないが，本症例のようにうっ血肝から

肝臓の線維化が進行して，門脈圧が上昇すれぽ，起こ

り得る続発症であろう．本症例の食道静脈瘤は軽度で

あり，破裂の危険は少ないと考えられるが，血栓の検

索のために経食道心エコーを施行する際には，十分注
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意する必要がある．

　3．二次性脾機能充進による汎血球減少症

　著しい脾腫と二次性脾機能尤進による汎血球減少症

は，同様に門脈圧の上昇によると考えられた．うっ血

性心不全によって脾機能元進症がきたされることは，

以前から知られているが，Fontan手術後では，当施設

での200例以上の経験において第一例目であり，文献上

においても報告はないと思われる．治療は静脈還流を

改善させることが第一であるが，肝の線維化の進行度

によっては門脈圧充進は改善しにくいため，摘脾も考

慮される．

　4．不整脈

　Fontan術後には心房圧が高くなるため，上室性頻

拍や心房粗細動を来たし易いといわれる1）3）～5）．こうし

た頻脈性不整脈はFontan手術後の血行動態に対し，

極めて不利であり，致死性となる場合もあり得る2）3）の

で，その診断と治療は重要である．本症例のような慢

性心房粗動は心室拍数のコソトロールをすることが大

切であり，心室拍数が高い場合は積極的な薬物治療が

必要であろう．

　5．胎生期体静脈の再開存

　本症例でみられた異常な側副血行は，Fontan手術

前には認められなかったので，おそらく中心静脈圧が

高いために，胎生期体静脈が再開存したものと推測さ

れる．当科では本症例を含め，Fontan型手術後に，術

前にはみられなかった体静脈系一左房・肺静脈への側

副血行路を3例に認めた13）．本症例はlevoatrio・

cardinal　veinが再開存して，左房へ還流した可能性を

考えた．こうした現象は従来報告されていないが，臨

床的には次の点で重要と考えられる．第一に心内で明

らかに右左短絡がないにもかかわらず，体動脈酸素飽

和度の低下している症例では，従来は肺動静脈痩に起

因するとされていたが，一部には，体静脈からの側副

血行によって右左短絡になっている症例が含まれてい

た可能性があること．一ヵ所からだけでなく，両上肢

と下肢からのコントラスト心エコーを施行することに

よって，体静脈からの側副血行による右左短絡の存在

を疑うことが出来る．第二にこうした側副血行では血

流速度は遅く，血管は蛇行していることが多いため，

血栓を形成しやすいと考えられる．Fontan手術後の

脳塞栓は今までに5例報告されているが，原因は明ら

かでない14）15）．明らかな右左短絡の存在が確認されて

いないにもかかわらず，左心系の塞栓症を起こす，い

わゆるparadoxical　embolismは，こうした異常血管

495－（105）

を介して右心系でできた」血栓が原因となり得ると考え

る．

　本症例は術後5年ほどから徐々に下肢の色素沈着，

血小板減少などに気付かれており，早期に心外導管狭

窄を疑った検索が必要であり，反省すべき点であった．

　本稿の要旨は143回日本循環器学会関東甲信越地方会に

て発表した．
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ACase　Report：Various　Late　Complications　after　the　Fontan　Operation　for　Tricuspid　Atresia

Susumu　Minamisawai｝，　Hitoshi　Tomita1），　Chisato　Kondol），　Sumi　Aiba1），　Genji　Satomi1），

　　　　　Makoto　Nakazawa1｝，　Kazuo　Momma1），　Koujirou　Kodera2），　Kazuo　Sawatari2｝，

　　　　　　　　　　　Kazuaki　Ishihara2），　Shuuichi　Hoshino2｝　and　Yasuharu　lmai2）

Department　of　Pediatric　Cardiology1｝，　Pediatric　Cardiovascular　Surgery2），　Heart　Institute　of　Japan，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Tokyo　Women’s　Medical　College，　Tokyo，　Japan

　　　A25－year－01d　patient　with　tricuspid　atresia　after　the　Fontan　operation　manifested　various　late

complications，　such　as　giant　thrombi，　atrial　flutter，　pancytopenia　due　to　hypersplenism，　esophageal

varix，　collateral　circulation　from　the　superior　vena　cava（SVC）to　the　left　atrium（LA）．　Chronic

systemic　venous　congestion　and　these　complications　were　mainly　due　to　the　stenosis　of　conduit

between　the　right　atrium　and　the　pulmonary　artery．　The　giant　right　atrial　thrombi　were　clearly

documented　by　transesophageal　echocardiography，　thoracic　CT，　and　MRI．　This　is　a　first　report　of

hypersplenism，　esophageal　varix　and　collateral　circulation　from　SVC　to　LA　after　the　Fontan

procedure．　These　late　complications　in　the　patients　after　the　Fontan　operation　should　be　carefully

examined．
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