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卵円孔開存による奇異性脳塞栓症の１例
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We report a case of paradoxical cerebral embolism caused by a patent foramen ovale. A 38‑year‑old
woman was admitted to our hospital with left hemiplegia. As MRA showed right mid‑cerebreral artery
occlusion, emergency catheter thrombolysis using 60,000 IU urokinase was performed. Recanalization was
achieved about 3.5 hours from onset, and the patient recovered without sequelae. The patent foramen ovale
detected by echocardiography, was closed directly by cardioplumonary bypass. There was no recurrence.
Among the choices of antithrombotic medication using wafarin or antiplatelet drugs, surgical closure, and
transcatheter closure for paradoxical cerebral embolism,minimally invasive surgical closure was considered
to be the most reliable option. Shinshu Med J 51 : 211―213, 2003
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はじめに

既往歴：特記すべきことなし。流産（‑）
。
経口避妊薬の使用（‑）
。

心疾患を持たない成人でも，卵円孔は10〜20％開存

現病歴：2002年４月19日23時30分，突然左片麻痺が

しており，怒責などで右房圧が上昇したとき，右‑左

出現したため，４月20日１時救急車で当院受診した。

短絡が発生し，奇異性血栓塞栓症を引き起こすと報告

MRI，MRA で右中大脳動脈の閉塞による右脳梗塞

されており ，若年者脳梗塞と卵円孔開存は有意に関

と診断し，緊急脳血管造影を施行した。ウロキナーゼ

連するとの報告もある 。今回われわれは，卵円孔開

６万単位で血栓溶解術を施行し，発症から3.5時間で

存により発症した若年者奇異性脳塞栓症の１例を経験

血流が再開され，症状は改善した。心電図では洞調律

したので，若干の文献的考察を加えて報告する。

であった。リハビリ中の心エコー検査で，卵円孔開存

症

例

症例：38歳，女性。
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ァリン内服の後，手術目的で入院した。
入院時現症：身長165cm，体重50.8kg。脈拍62回/

主訴：左不全片麻痺。
別刷請求先：後藤

を認め，奇異性脳塞栓症と診断した。１カ月のワーフ

分，血圧100/64mmHg，心雑音は聴取せず，肝脾触知
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せず。
検査所見：凝固機能に異常なく，β2GP1抗体陰性，
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図１

経食道心エコー検査

Ａ：卵円孔開存が認められる。
Ｂ：レボビストにより卵円孔を介して左心房が描出される。
LA：左心房，RA：右心房，PFO：卵円孔開存

カルジオリピン抗体低力価であった。
経食道心エコー検査：心房中隔に卵円孔開存を認め，

必須である。
脳梗塞発症時の急性期治療としては，閉塞部位にも

超音波診断用造影剤のレボビストによる経静脈コント

よるが，発症から６時間以内であれば，血栓溶解療法

ラストエコーでは，怒責により右‑左シャントが認め

により症状が改善する可能性があり ，M RI，MRA

られた（図１）。

による早期の診断，血栓溶解療法による早期の治療が

以上より，卵円孔開存による奇異性脳塞栓症と診断
し，卵円孔閉鎖手術を施行した。
手術所見：前胸部に約15cm の切開をおく皮膚小切

重要である。本症例も，発症3.5時間で血流が再開さ
れ，後遺症なく治癒した。
奇異性脳塞栓症の治療としては，抗血小板薬や抗凝

開 full sternotomy法で心臓に到達した。上行大動脈

固薬による内服治療 ，手術による卵円孔閉鎖

，

送血，上下大静脈脱血による体外循環下に心停止とし

カテーテルによる卵円孔閉鎖が選択される

た。右心房を切開し，心房中隔を観察すると，約15

治療では，ワーファリンによる抗凝固の方が抗血小板

mm のスリットがあり，左心房よりの血流を認めた。

薬よりも有意に再発が少なく，手術に匹敵するとの報

4‑0モノフィラメント糸の連続縫合で同部を直接閉鎖

告がある が，有意差は認められなかったとの報告も

した。

ある 。 妊娠を望む若年女性には，催奇形性の問題

。内服

経過：術後経過は良好で，心エコー検査でも怒責に

もあり，ワーファリンは使用しづらい。また，一生涯

よる右‑左シャントは消失し，第12病日退院した。術

内服を続行しなければならないという問題，ワーファ

後６カ月間のワーファリンによる抗凝固療法の後，

リンの場合，コントロールのための定期通院の問題も

drug free となり，以後脳梗塞の再発を認めていない。

発 生 す る。カ テ ー テ ル 治 療 の 場 合 は，初 期 成 功 率

考

察

86〜98％

といまだ確立されたとはいいがたく，本

邦ではまだ認められていない。しかし，デバイスの改

若年者脳梗塞の原因は，心原性脳塞栓症，奇異性脳

良や手技の向上などにより，治療の主流となる可能性

塞栓症が多いといわれており，その頻度は，22％〜57

があり，今後の発展に期待したい。一方で，手術によ

％と高率である

。特に臨床病型の不明な脳梗塞の

る卵円孔閉鎖は確実な手技であり，合併症の危険性も

場合は，卵円孔開存を伴う奇異性脳塞栓症であること

極めて低い。手術後脳梗塞の再発はないとの報告があ

が多く ，最近注目されている疾患であり，その報告

り

も散見されるようになった

。さらに，卵円孔が大

術も普及してきている。従来の手術より術後の回復も

きいものや心房中隔瘤が存在すると，脳梗塞の割合が

早く，美容上の利点もある。現時点での最も有効な治

高くなるとの報告もある

。脳梗塞発症若年者に対

療手段と考えられる。本症例では術後６カ月間のワー

しては，凝固機能等の検索とともに，心エコー検査は

ファリン内服を行い，以後 drug free としたが，いず

212

，皮膚小切開や胸骨部分切開等による低侵襲手
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れの治療法によっても治療後の TIA 発生は認められ
るといわれており

結

，今後も注意深い経過観察が必

要である。

語

卵円孔開存により発症した若年者奇異性脳塞栓症に
対し卵円孔閉鎖術を施行し，良好な結果をえた。
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