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We report on thrombolytic therapy with a recombinant tissue plasminogen activator (rt-PA) for prosthetic valve thrombosis in 
a two-year-old boy with a single ventricle after an atrioventricular valve replacement (SJM Regent, 23 mm). An increase in 
urine volume and improvements of symptoms and signs of congestive heart failure were observed about 30 minutes after an 
intravenous injection of rt-PA (alteplase 40,000 I.U./kg of body weight). Fluoroscopy showed that an immobile leaflet 
remained fixed in the closed position before and after the therapy, while the other leaflet, which was hypomobile, improved to 
the normal range. Only slight nasal bleeding was observed as an adverse effect. After some improvement of congestive heart 
failure, he underwent atrioventricular valve replacement again, this time using an On-X mitral 23-mm valve. We conclude that 
thrombolytic therapy with rt-PA for the prosthetic valve thrombosis in this patient with a deteriorated hemodynamic condition 
was effective as a bridge therapy toward the valve re-replacement.

要　　旨
　右心バイパス術前の単心室男児（2歳）に生じた房室弁置換（SJM Regent 23 mm）術後の血栓弁に対して，recombinant 

tissue plasminogen activator（rt-PA）による血栓溶解療法を行った．rt-PA（アルテプラーゼ）40万国際単位 /kgを静脈内
投与し，開始後 30分頃から尿量が増加，うっ血性心不全の症状は軽減した．X線透視では，閉鎖位で固定してい
た一葉は治療後も固定したままであったが，わずかな可動性を有していたもう一葉はその可動制限を排除できた．
本治療法の副作用としてごく軽微な鼻出血を認めたが，患者の循環動態が改善したのち，より安定した状態で再房
室弁置換術（On-X mitral 23 mm）を施行しえた．rt-PAによる血栓溶解療法は循環動態の悪化した本症例において，
再弁置換術への bridge therapyとして有用であった．
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在胎 33週 5日に自然経膣分娩（出生体重 2106 g）にて出
生した．生後診断は，心房内臓錯位症候群（右側相同，
無脾症），右室型単心室，単心房，共通房室弁，肺動
脈狭窄，総肺静脈還流異常（Darling分類 Ib型）であった．

2．病歴
　出生時より共通房室弁閉鎖不全は I度であったが，
日齢 57に右 BTシャント術変法（3.5 mm）にて必要な肺
血流量を確保し，月齢 7カ月に総肺静脈還流異常修復術
を施行した．1歳 2カ月時の心臓カテーテル検査では，
肺血流量 4.22 L/min/m2，体血流量 6.69 L/min/m2，肺体
血流比 0.63，平均肺動脈圧 24 mmHg，肺血管抵抗 3.8 

Wood単位，心室拡張末期容積 319％（正常右室比），
心室駆出率（EF）67％，心室拡張末期圧 13 mmHg，房
室弁閉鎖不全 II～III程度であった．肺動脈圧および肺
血管抵抗値が高く，また心室機能も不良と判断された
ため，内科的肺高血圧治療・心不全治療（在宅酸素療
法，アンジオテンシン II受容体拮抗薬およびエンドセ
リン受容体拮抗薬，利尿剤内服）を優先し，グレン循
環により適した条件になるまで待機する方針とした．
しかしその後，房室弁閉鎖不全悪化（エコー上，IV度）
により心不全症状が増悪し，1歳 6カ月時に房室弁置換
術（SJM Regent 23 mm）を施行した．ワーファリンとア
スピリン内服による抗血栓療法を行い，退院時の PT-INR 

2.51，FDP 1.5 μg/ml，d-dimer 0.8 μg/mlであった．経
胸壁エコーでは，最大心室流入血流速は 2.0 m/sで，X

線透視下で人工弁葉の可動性は良好であった（Fig. 1A）．
　房室弁置換術後 4カ月（1歳 11カ月）の外来受診時の
PT-INRが 1.56に低下していたが，この時点では心不

はじめに

　人工弁置換術後の人工弁機能不全は，急速な循環不
全を来しうる致死的合併症である．従来は緊急手術の
適応とされてきたが1），重症心不全症例では術後死亡
率が高い2–4）．人工弁機能不全の原因としては人工弁縫
着部位の線維組織増殖や血栓などが指摘されている
が，血栓である場合は血栓溶解療法が奏功するとの報
告がみられる5–7）．しかし，血栓溶解療法は出血や遊離
血栓による塞栓症などの合併症を来しうるため，特に
左心系人工弁では血栓弁に対する治療の第一選択とし
ては意見が分かれている8，9）．
　チアノーゼ型心臓病患者では血栓症を合併すること
が知られ，低酸素血症や多血症などが向血栓性の誘因
とされている10–12）．また近年，右心バイパス術の適応
が拡大するにつれ，高度な房室弁閉鎖不全を合併する
症例に対しても人工弁置換術を併用した Fontan型手
術を行う例が散見されるが13，14），このような症例では
血栓症のリスクはより高いと考えられる．今回われわ
れは，右心バイパス術前の単心室幼児例（2歳男児）に
生じた房室弁置換術後の血栓弁に対して，recombinant 

tissue plasminogen activator（rt-PA）による血栓溶解療法
を行った．その適応や方法，効果について検討したの
で報告する．

症例提示

1．症例
　2歳 1カ月（血栓溶解療法施行時）の男児．在胎 30週
の胎児超音波検査にて単心室，内臓逆位と診断された．

Fig. 1 Fluoroscopy showing that A) both leaflets functioned well after the first atrioventricular 
valve replacement; B) one leaflet was fixed at the closed position, and the other leaflet 
was hypomobile due to valve thrombosis; and C) after thrombolytic therapy, the hypomobile 
leaflet was normalized, but the immobile leaflet remained fixed.

A B C
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全症状はなく，聴診上機械弁音の消失には気づかれな
かった．心エコーでの最大心室流入血流速は 1.7 m/s

で，流速の増加を認めなかった．ワーファリンを増量
し，2週後には PT-INR 3.08まで上昇，以後 3.03～3.30

で推移した．房室弁置換術後 7カ月（2歳 1カ月）時に
頻回の水様便を発症し，徐々に活気が低下し，食事・
水分摂取不良，尿量減少を来した．急性胃腸炎および
脱水症として，水様便発症後 2日で入院管理となった．

3．入院時現症，検査所見
　身長 81 cm，体重 10.4 kg．顔色不良で活気は乏し
かったが，呼吸窮迫症状は認めなかった．聴診所見で
は呼吸音は清でラ音や喘鳴を聴取せず．胸骨左縁第 2

肋間に Levine III/VIの収縮期雑音を聴取するも，機械
弁音は不明瞭であった．腹部は膨満なく柔らかく，肝
を剣状突起下に 3 cm触知した．末梢冷感は認められ
なかった．皮膚の緊張は軽度低下していたが，口腔粘
膜は湿潤であり，体重の明らかな増減はなかった．
　血液検査は以下の通りで，心負荷，血管内脱水，
ワーファリン効果過剰を示唆するデータであった：WBC 

8030/μl，RBC 574万/μl，Hb 10.7 g/dl，Ht 36.6％，Plt 

48.5万/μl，PT-INR 5.35，Fib 277 mg/dl，AT3 61％，
FDP 0.7 μg/ml，d-dimer 0.5 μg/ml，TP 6.7 g/dl，Alb 4.2 

g/dl，BUN 54 mg/dl，Cre 0.6 mg/dl，UA 15.2 mg/dl，Na 

133 mEq/l，K 6.2 mEq/l，Cl 101 mEq/l，AST 38 U/l，
ALT 13 U/l，LD 836 U/l，γGTP 19 U/l，CK 76 U/l，TB 

0.7 mg/dl，CRP 0.54 mg/dl，ANP 1220 pg/ml，BNP 1460 

pg/ml．便のロタウイルスおよびアデノウイルス迅速
診断はともに陰性で，便培養においても有意な菌は検
出されなかった．

4．入院後経過
　入院当初，急性胃腸炎，脱水症として輸液療法（ソ
リタ®-T1号液，のちにソリタ®-T3号液）を施行し，
ワーファリン内服を中止した．その後，便性は水様から
有形となり，排便回数も減少，活気も改善した．一方，
輸液に伴い浮腫が出現し，肝腫大の増大（剣状突起下 6 

cm），胸水貯留，体重増加（最大 11.5 kg，入院時体重
+1.1 kg）を来した．入院第 3日からフロセミド静注
を，入院第 5日からドパミン持続静注を開始したが薬
剤投与に対する反応性は乏しかった．入院第 7日の心
エコーで心房，下大静脈，肝静脈の著明な拡大を認
め，人工弁葉の開閉は不明瞭であった．最大心室流入
血流速は 2.5 m/sに達したため，人工弁機能不全を
疑った．X線透視にて，一葉が閉鎖位で固定（immobile 

leaflet）され，他葉も明らかに開閉制限（hypomobile leaf-

let）されている所見を観察した（Fig. 1B）．この時点で，
一連の症状は人工弁機能不全による循環障害に起因す
るものと診断した．後方視的にこの人工弁機能不全の
はじまりは，PT-INR低値の時期，家族が「機械弁音が
気にならなくなった」と感じ始めた時期と判断し，人
工弁機能不全の原因は血栓によるものと推察した．患
児は以前の心臓カテーテル検査にて心室機能不良と判
断されていたこと，この時の心エコーでの EF=50％程
度であったことなどから，外科手術より内科的治療が
望ましいと考えた．よって，出血や遊離血栓による塞
栓症など合併症のリスクを説明し，ご家族の同意を得
たうえで血栓溶解療法を行う方針とした． 

5．血栓溶解療法
　ウロキナーゼよりフィブリンとの親和性が高く，副
作用である出血のリスクが低い rt-PA（アルテプラーゼ）
を投与することとした．用法・用量は急性心筋梗塞に
おける冠動脈血栓溶解法に準じ，アルテプラーゼ 40

万国際単位（約 0.7 mg）/kgを，総量の 10％を 2分で，
残り 90％を 1時間で静脈内投与し，終了後 1時間か
らヘパリンの持続静注（400単位 /kg/day）を開始した．
入院第 3日より再開されていたワーファリンの内服は
中止した．アルテプラーゼ投与開始後 30分頃から尿
量は増加し，聴診上の機械弁音が明瞭となった．心エ
コーにおける最大心室流入血流速は 2.5 m/sで不変で
あったが，人工弁葉の可動性は明らかに改善し，患者
の心不全兆候も軽快した．翌日もアルテプラーゼを初
回の半量，20万国際単位（約 0.35 mg）/kgを同様の方
法で投与し，これを 1クールとした（Fig. 2）．1クール
終了後，ある程度軽減したものの浮腫，肝腫大（4～5 

cm）は残存した．5日後にさらに 1クール追加したが，
第 2クールの前後で，臨床症状および検査所見にさら
なる改善は認められなかった．アルテプラーゼ 2クー
ル（計 4回）終了後の X線透視で，治療前は開閉制限の
あった hypomobile leafletの可動性改善を確認したが，
他方の immobile leafletは閉鎖位で固定のままであった
（Fig. 1C）．一連の副作用として，初回投与後にごく軽
微な鼻出血を認めたが，容易にかつ速やかに止血した．

6．再弁置換術
　血栓溶解療法によるうっ血性心不全症状の軽減に伴
い，血漿 ANP，BNP値はそれぞれ 715，567 pg/mlに
低下した（Fig. 3）．しかし効果は限定的で浮腫や肝腫
大は残存したため，血栓溶解療法終了後 5日（入院 19

病日）に再房室弁置換術（On-X mitral 23 mm）を施行し
た．術中所見および病理所見から血栓付着による人工



46 日本小児循環器学会雑誌　第27巻　第 1 号

 46

弁機能不全（血栓弁）と確定診断した（Fig. 4）．再弁置
換術後の機械弁音は明瞭に聴取された．心エコーで弁
葉の完全な開閉を確認でき，最大心室流入血流速は
1.9 m/sであった．血漿 ANP，BNP値はそれぞれ
198，297 pg/mlとさらに低下した（Fig. 3）．

考　　察

　人工弁置換術後，血栓による弁機能不全から循環障
害を来すことがある．特に急性の血栓弁は致死的合併
症であり緊急手術の適応とされてきたが1），循環動態
が悪化した症例では術後死亡率は高いことが報告され
ている2–4）．一方，血栓溶解療法は手術侵襲を避けられ
るが，出血や遊離血栓による塞栓症などの合併症を来
しうるため，左心系の血栓弁に対しては脳血栓塞栓症
のリスクを考慮する必要があり，NYHA classの低い
例や大きな血栓の症例に対しては外科的血栓除去およ
び再弁置換術が行われてきた．最近では左心血栓弁に
対する血栓溶解療法の成功率は向上し，死亡率・合併
症罹患率が低下していることから，NYHA classや血栓
サイズにかかわらず血栓溶解療法を第一選択として位
置づける報告もあるが，いまだ意見の相違がある8，9）．
　チアノーゼ型心臓病患者では低酸素血症や多血症な
どにより血栓症を合併しやすく10–12），特に人工弁置換
術を併用した症例ではリスクは高い．本症例は右心バイ
パス術前の単心室患者で，房室弁置換術後の血栓弁，
つまり左心系血栓弁により NYHA class III–IV相当の
循環不全を有していた．心室機能障害を有する症例で
外科手術のリスクが高いと判断されたこともあり，内
科的血栓溶解療法を第一とした．
　小児の動脈および静脈血栓症に対して血栓溶解薬が

使用される頻度は増加しているが，米国においてはス
トレプトキナーゼやウロキナーゼは安全性と副作用の
問題で避けられ，rt-PAが選択されることが多い15，16)．
本邦で使用可能な血栓溶解薬はウロキナーゼと t-PA

製剤であるが，いずれもプラスミノーゲンをプラスミ
ンに変換・活性化し，フィブリンを分解することで血
栓溶解作用を発揮する．t-PAおよびプラスミノーゲン
はフィブリンとの親和性が高いため，血栓のフィブリ
ン表面で両者は濃縮する．そこで生じたプラスミンが
フィブリンを分解するため，t-PA製剤の血栓溶解効果
は高い．一方，ウロキナーゼは t-PAと異なりフィブ
リンとの親和性が低いため，大量でないとフィブリン分
解作用，血栓溶解作用は弱い．また大量に存在すると，
フィブリンのみならずフィブリノーゲンなど循環血液

Fig. 2 Time course of thrombolytic therapy and findings of Doppler echocardiography and fluo-
roscopy. Doppler echocardiography revealed that the peak velocity (Vp) across the pros-
thetic valve into the ventricle decelerated after thrombolytic therapy. Fluoroscopy before 
thrombolytic therapy (F*) showed that one leaflet was hypomobile and the other leaflet 
was immobile at the closed position. After the therapy (F**), the motion of the hypomobile 
leaflet improved to normal, but the other was still immobile.

Fig. 3 Changes in plasma levels of atrial natriuretic peptide 
(ANP) and type B natriuretic peptide (BNP).
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診断された 17例 24葉に対して rt-PAによる血栓溶解療
法を行ったところ，24葉中 19葉の動きが正常化した．
発症後 21日以内の症例では hypomobileか immobileか
にかかわらずすべての弁葉の可動性が改善した．それ
に対し，発症後 21日を超えた症例では hypomobile 

leaflet 8個のうち 7個で可動性が改善したが，immobile 

leafletには無効であった．発症後 21日を超え，二葉弁
の一方が immobile，他方が hypomobileの症例（NYHA 

class IVの 2例）では，immobile leafletには無効であっ
ても hypomobile leafletの可動性回復とともに臨床症状
の改善が得られ，より安定した血行動態で再弁置換術
を施行できたと報告している．以上より，彼らは血栓
弁発症後の期間および弁透視所見から血栓溶解療法の
適応を決定する治療戦略を提案し，血栓溶解療法は血
栓弁治療の第一選択として，また術前状態改善目的で
の再弁置換術への bridge therapyとして有用であると
結論している．
　われわれの症例は発症後 2カ月程度経過していたと
推察され，Montorsiらの報告と同様，血栓溶解療法後
も immobile leafletの回復は得られなかった．しかし悪
いながらも可動性が残っていた hypomobile leafletには
有効であり，結果として心不全症状の改善が得られた
ものと判断している．血栓弁が疑われる症例に対する
血栓溶解療法の適応・方法について，われわれは以下

中の凝固因子をも分解するため，出血のリスクが高く
なる17）．したがって本症例では保険適応外使用ではあ
るが，より効果が高くリスクの低い rt-PA（アルテプ
ラーゼ）を選択した．
　小児の rt-PAの投与方法はいまだ確立しておらず，
低用量（0.03–0.1 mg/kg/h）を比較的長時間（6時間から 4

日間）投与する方法や，高用量（0.5–0.6 mg/kg/h）を短時
間（6時間）投与する方法などが報告されている15，16）．
高用量投与法は早急に血栓溶解を要する症例に適応さ
れるが，出血リスクも増加する．American Society of 

Hematologyでは rt-PAを初期投与（0.1–0.2 mg/kg/10 

min）したのち，未分画ヘパリン（5–10 unit/kg/h）を併用
しながら維持量（0.8–2.4 mg/kg/24 h）を投与する方法を
推奨し，出血や大手術後 10日以内，重症仮死後 7日
以内，侵襲的処置後 3日以内の症例などは禁忌として
いる18）．本症例ではアルテプラーゼ投与の保険適応の
ある急性心筋梗塞における冠動脈血栓溶解法に準じて
投与したが，これは上述した高用量・短時間での投与
法に相当するため，急を要する症例に試みる一つの方
法と思われる．
　Montorsiらは僧帽弁置換術後血栓弁を呈した成人例
において，弁透視所見から血栓溶解療法の有効性を予
測できるのかを検討している19）．X線透視にて弁葉の
可動性低下（hypomobile）または可動性なし（immobile）と

Fig. 4 A white thrombus was macroscopically observed around the hinge of one leaflet (arrows), 
and the diagnosis of a white thrombus was confirmed microscopically.
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のように考えている．
1．発症後間もない症例や弁透視にてわずかでも leaflet

の可動性を確認できる症例は，禁忌項目が除外さ
れれば rt-PA投与の適応である．

2．高度の循環不全を伴う例では上述の高用量・短時間
で rt-PAを投与し，その後ヘパリンを併用する．
翌日，効果判定を行い，場合によっては再投与も
検討する．

3．高度の循環不全がなければ，低用量・長時間投与法
を開始（ヘパリン併用）し，効果をみながら高用量・
短時間投与法への変更を検討する．

4．これらの血栓溶解療法で効果が得られない場合は
外科的血栓除去および再弁置換術を検討する．

結　　語

　房室弁置換術後の血栓弁に対する rt-PAによる血栓
溶解療法は，その投与方法に検討の余地はあるが，発
症後早期の症例および可動性が残存する hypomobile 

leafletの機能改善に効果を期待できる．血栓弁治療の
第一選択として，また術前状態改善を目的とした再弁
置換術への bridge therapyとしても有用であると考え
られる．
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