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はじめに

非弁膜症性心房細動患者に発症した心原性脳塞栓症患者で
は，発症後の心臓超音波検査においてしばしば左房内可動性
血栓を認める．脳梗塞再発を予防するための手術療法の適応
や脳梗塞急性期の手術療法の是非については一定の見解が得
られておらず，手探りの状態であることが多い．今回われわ
れは左房内血栓由来の脳塞栓症患者に対して急性期に血栓摘
出術を計画し，手術直前に脳塞栓症を再発した症例と，無事
手術が実施できた症例を続けて経験した．ともに血栓のサイ
ズが大きく可動性を認め，結果的に早期の脳梗塞再発を生じ
たことからも手術適応であったと考えられた．これらの経験
をもとに文献的考察を交え報告する．

症　　例

症例 1：74歳，男性
主訴：右半身が動かしにくい
既往歴：右上肢動脈塞栓症に対し 71歳時血管内治療が施 

行された．心房細動，高血圧症に対しダビガトランなどを内
服していたが自己中断していた．
現病歴：2015年 9月某日，仕事の休憩中に座っていたと 

ころ，突然右半身に力が入りにくくなり，話しにくさも自覚し
た．独歩で当院を受診し，急性期脳梗塞の診断で入院となった．
入院時現症：身長 165 cm，体重 48 kg，血圧 178/128 mmHg，

脈拍 61 bpm・不整，心音：不整・心雑音なし．JCS 2で運動
性失語と右上肢不全麻痺を認め，構音障害と右顔面・上下肢

の触覚・温痛覚の低下を認めた．来院時 National Institutes of 

Health Stroke Scale（NIHSS）3点であった．
入院時検査所見：血液検査では赤血球 584 × 104/μl，Hb 

17.7 g/dlと血液濃縮があり，生化学では BUN 26.4 mg/dl，Cr 

1.33 mg/dlと腎機能障害を認め，BNP 134 pg/mlと高値であっ
た．凝固系は D-dimer 5.2 μg/mlと高値であった．心電図で心
房細動を認めた．頭部MRIでは，拡散強調像で左頭頂葉に高
信号域を認めた（Fig. 1A）．MR angiographyで左中大脳動脈の
M2以遠の描出がやや不良であった（Fig. 1B）．頸動脈エコー
では異常を認めなかった．
入院後経過：NIHSS 3点と軽症であり rt-PA静注療法は適
応外と考え，保存的に加療し症状は軽快した．入院同日より
ヘパリン持続投与を開始した．第 3病日に施行した経胸壁 

心エコー（transthoracic echocardiography; TTE）では左房径
41 mmの軽度拡大と左心耳内に可動性血栓が疑われ（Fig. 

2A），第 6病日に施行した経食道心エコー（transesophageal 

echocardiography; TEE）で左心耳内もやもやエコーと 20 mm

大のボール状可動性血栓を認めた（Fig. 2B）．第 8病日に血栓
摘除術の予定としたが，手術当日朝に右片麻痺と失語症状が
出現し NIHSS 22点となった．MRIで左中大脳動脈領域に散
在性の急性期梗塞を認め，MRAで左中大脳動脈M1遠位の描
出が不良であった（Fig. 3A, B）．緊急脳血管造影検査にてM1

は再開通していたがM3以遠での途絶所見を認めた（Fig. 3C）
ため，ウロキナーゼ局所動注を実施した．治療後も症状の改
善は得られなかった．ヘパリン投与を継続し，その後アピキ
サバン内服へ変更とした．第 36病日に転院したが，転院時も
運動性失語，右不全片麻痺が残存し，NIHSS 14点であった．
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症例 2：65歳，男性
主訴：右上肢の力が入りにくい
既往歴：21歳時に心房中隔欠損症に対し閉鎖術を施行され

た．慢性心房細動に対しワルファリンを内服していたが自己
中断していた．
現病歴：2018年 3月某日，突然右上肢に力が入りにくく

なった．独歩で近医を受診したところ右口角下垂も指摘され
当院を紹介受診し，急性期脳梗塞の診断で入院となった．
入院時現症：身長 159 cm，体重 62 kg，血圧 188/105 mmHg，

脈拍 84 bpm・不整，心音：不整・心雑音なし．意識清明，聴
覚・触覚の右消去現象を認めた．右顔面と上肢に不全麻痺が
あり，右上肢の異常感覚と触覚鈍麻を認めた．来院時 NIHSS 

4点であった．
入院時検査所見：血液検査では白血球 12,100/μl，赤血球 

473 × 104/μl，Hb 15.0 g/dlと軽度血液濃縮を認めた．生化学で
はBNP 114 pg/mlと高値であった．凝固系は正常であった．心
電図で心房細動を認めた．頭部 CTで左島皮質および左中心
後回下部～上・中側頭回皮質に内部の高吸収域を伴う低吸収

Fig. 1　Brain MRI findings on admission on day1, Case 1.

(A) Diffusion weighted images revealed high intensity lesions on the left parietal white matter. (B) MR  

angiography showed the blood flow signal was slightly poor in M2 portion of the left middle cerebral artery.

Fig. 2　Thrombus in the left atrial appendage, case 1.

(A) Transthoracic echocardiography (TTE) on day 3 revealed left atrial expantion (41 mm) and a mobile 

thrombus in the left atrial appendage. (B) Transesophageal echocardiography (TEE) on day 6 revealed  

spontaneous echo contrast and a mobile ball thrombus of 20 mm size in left atrial appendage.
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Fig. 3　Brain MRI and cerebral angiography findings on admission on day8, Case 1.

(A) Diffusion weighted images revealed high intensity area in the left middle cerebral artery territory.  

(B) MR angiography showed M1 distal was poorly dipected. (C) Lateral view angiography showed some  

occlusions in M3 and more distal segment of the left middle cerebral artery.

Fig. 4　Brain CT and MRI findings on admission on day 1, Case 2.

(A) Brain CT image revealed a fresh hemorrhagic infarction in the left middle cerebral artery territory.  

(B) Diffusion weighted images revealed high intensity area in the same territory. (C) MR angiography 

showed recanalization of the left middle cerebral artery.
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域を認めた（Fig. 4A）．頭部MRIでは拡散強調像で同部位の
異常高信号を認めた（Fig. 4B）．MRAでは主幹動脈の閉塞を
認めなかった（Fig. 4C）．頸動脈エコーで異常を認めなかった．
入院後経過：左中大脳動脈領域の出血性梗塞を認め，塞栓

の再開通後と考えエダラボンで保存的加療とした．第 2病日
に施行した TTEでは左房径が 50 mmと拡大し，左心耳内血
栓が疑われた（Fig. 5A）ため，ヘパリンの持続投与を開始し
た．緊急で TEEを施行したところ，左心耳内に 20 mm大の

ボール状可動性血栓を認めた（Fig. 5B）．第 7病日の TEE再
検では，血栓の一部が低エコーへ変化し可動性の増大が疑わ
れた（Fig. 5C）．また，同日のMRIでは左前頭葉・頭頂葉皮
質下に無症候性の小梗塞が新たに出現していた（Fig. 6）．以
上より早期の外科的治療が必要と判断し，第 8病日に左房内
血栓摘除術・左心耳閉鎖術を実施した．摘出した血栓はフィ
ブリン，赤血球，白血球，血小板成分が混在する血栓組織で
あり，器質化を認めた．術後にアピキサバン内服を開始し，

Fig. 5　Thrombus in the left atrial appendage, case 2.

(A) TTE on day 2 revealed left atrial expantion (50 mm) and a mobile thrombus in the left atrial appendage. 

(B) TEE on day 2 revealed a mobile ball thrombus of 20 mm size in left atrial appendage. (C) TEE on day 7, 

a part of the thrombus changed low echo, and increased mobility.

Fig. 6　Brain MRI findings on admission on day 7, Case 2.

Diffusion weighted images revealed multiple acute cerebral infarctions in the left middle cerebral 

artery territory.
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出血病巣の拡大や新規脳梗塞を認めず第 22病日に自宅退院
した．退院時には軽度の構音障害のみでNIHSS 1点と転帰良
好であった．

考　　察

左心耳内に可動性血栓を有した心原性脳塞栓症の 2症例を
経験した．いずれも非弁膜症性心房細動を有し抗凝固薬を自
己中断後の発症であった．2症例とも血栓摘除術を行う予定
となったが，1例目は手術直前に脳塞栓症が再発し，後遺症
を残す結果となった．2例目では 1例目の反省も踏まえ心臓
血管外科医と十分に検討を行い，TEEやMRIを計画的に再
検し，その結果を踏まえて手術を行い良好な結果が得られた．
今回の症例からは可及的速やかな手術が望まれる結果であっ
たが，現状ではその十分な根拠がないことから検討を要する
課題であると考えた．
栗城ら 1）は，病型不明または塞栓性機序が疑われる急性期

脳梗塞患者の 11.7％に TEEで心内血栓を検出したと報告し
た．また，心房細動を有する血栓塞栓症患者が急性期の TEE

で心内血栓を有した割合は，Manningら 2）の報告で 43％，中
島ら 3）の報告で 31％とされた．このように，心房細動例の割
合や抗凝固療法の有無により検出率は若干異なるものの，日
常診療において脳梗塞患者に心内血栓を経験することは多
い．また，抗凝固療法中の非弁膜症性心房細動患者における
左房内血栓陽性例において，脳梗塞発症率は血栓陰性例の2.7

倍 4）とする報告もあり，血栓を有する症例では当然のことな
がら脳梗塞発症リスクが高い．
左房内血栓への対応としてまず抗凝固療法を行うことが一

般的である．中島ら 3）の報告では，抗凝固療法未実施の左房
内血栓陽性例の塞栓症再発率は 24.1％と高率だが，ヘパリン，
ワルファリン，ダビガトランの抗凝固療法では再発率5.0％と
有意に低値であった．近年にはDOACによる左房内血栓の溶
解効果の報告も散見される 5）～8）．しかし，ワルファリンコン
トロール良好群で脳塞栓症を発症した 29例中 5例（17.2％）
において左心耳血栓を認める 9）など，抗凝固療法に抵抗性の
血栓の存在も示唆される．今回の 2症例においても，抗凝固
療法開始後に脳塞栓症再発や血栓増大を認めており，薬剤抵
抗性であったと考えられる．また，症例 2において病理所見
で血栓の器質化が進んでおり，抗凝固療法のみでは血栓消失
は困難であったと推測された．
血栓の大きさ・形状と，抗凝固療法への反応性や塞栓症と

の相関についても検討されている．Bernhardtら 10）は左房内
血栓を有する心房細動患者への抗凝固療法を検討している
が，血栓消失群と未消失群とでは発症前の血栓の大きさに有
意差があった．左房内血栓の形状について検討した Abeら 11）

は，可動性のあるボール型血栓は，可動性のないボール型や
山型血栓と比較し塞栓症を生じやすいと報告している．今回
の症例においても，ともに 20 mm大と比較的大きく可動性の
あるボール型であったため，塞栓症発症リスクの高い症例で
あったと考えられる．また，血栓の形状は変わりやすいといっ

た報告 12）もあり，頻回なエコー検査による観察が必要と考える．
脳梗塞後の開心術の手術時期については，左房内血栓症 

のみでの詳細な検討はなく，感染性心内膜炎（infective 

endocarditis; IE）における報告が主である．IEに対する早期
手術では，体外循環中の血圧や灌流量の急激な変化による脳
浮腫悪化，ヘパリン投与による脳出血が懸念される．このた
め，早期手術例で院内死亡や中枢神経合併症の割合が高いと
いう報告 13）～16）が多数あり，中枢神経合併症を生じた IEに対
しては 4週間以降での手術が推奨されてきた．しかし近年で
は発症早期の手術は術後の脳合併症が少ないとする報告 17）

や，早期手術を行った群でもその後の梗塞内出血性変化を生
じることはまれとする報告 18）もみられる．このため本邦の IE

ガイドライン 19）においては，中枢神経合併症を有する場合
も，昏睡や脳ヘルニアなどの重症な神経学的所見がない限り
手術を延期すべきではないとしている．特に 10 mm以上の可
動性疣贅や 30 mm以上の疣贅では抗菌薬投与数日以内の準
緊急手術が推奨されている．また，欧米のガイドラインにお
いても中枢神経合併症を有しても重症度に応じて遅滞なく手
術を行うよう推奨されている 20）21）．外科の立場からも，非出
血性脳卒中患者で 1～2週間，出血性脳卒中患者で 3～4週間
の待機手術を推奨されているが，早期の手術と死亡率とは関
連がないとされている 22）．症例 2においては，出血の範囲が
狭く拡大も認めなかったため早期の手術を実施したが，術後
も出血の拡大はなかった．
桝田ら 16）の報告では，脳梗塞発症早期の開心術において，
非感染性弁膜疾患症例では術後の悪化は認めなかったが，一
方で IE症例は 5例中 3例が死亡し，転帰に解離がみられた．
このように，心房細動に生じた左房内血栓をそのまま IEの評
価と同様に扱うことには疑問が残る．
今回われわれは，心原性脳塞栓症発症急性期に左房内可動
性血栓を認め外科的治療を検討した 2症例を経験した．心原
性脳塞栓症患者において左房内血栓の検出率は比較的高い
が，個々の症例で脳梗塞の大きさや出血性梗塞の合併の有無，
心内血栓の大きさや形態，可動性の有無などに応じ，心臓血
管外科医と逐次評価して可及的速やかな手術の必要性につい
て検討する必要がある．このため平素から連携を緊密に行 

い評価法や検討事項について意見交換をしておくことが望ま
しい．
さらに，心内血栓を原因とする脳塞栓症において血栓の性
状や抗凝固療法の選択，手術の時期や予後に関するデータの
集積を行い脳神経内科医と心臓血管外科医がともに治療指針
としうるガイドラインの作成が望まれる．
本報告の要旨は，第 104回日本神経学会中国・四国地方会で発表
し，会長推薦演題に選ばれた．
※著者全員に本論文に関連し，開示すべきCOI状態にある企業，組
織，団体はいずれも有りません．
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Abstract

Surgical considerations for two patients with cardioembolic stroke and mobile thrombus  
in the left atrium appendage

Mayuko Sakuwa, M.D.1), Yuki Aozasa, M.D.1), Yutaka Suto, M.D., Ph.D.1) and Hiroki Fukuda, M.D., Ph.D.1)

1)Department of Neurology, Japanese Red Cross Matsue Hospital

Two men (Case 1, 74 years old; Case 2, 65 years old) developed cardioembolic stroke due to self-interruption of 
anticoagulants for treating atrial fibrillation. They both had mobile thrombus in the left atrial appendage. In Case 1, a left 
atrial thrombectomy was scheduled on day 8, but infarction re-occurred on the morning of the the surgery, producing 
neurological sequelae. In Case 2, left atrial thrombectomy and left atrial appendage closure were performed successfully 
on day 8. The indication and timing of cardiac thrombectomy after the onset of cerebral infarction have not been 
standardized, and they seem to differ among individuals. Therefore, in the future, the optimal timing of left atrial 
thrombectomy should be decided based on the size and morphology of the left atrial thrombus, the size of the cerebral 
infarction and the presence or absence of hemorrhagic infarction.

(Rinsho Shinkeigaku (Clin Neurol) 2020;60:278-284)
Key words:  left atrial thrombus, cardioembolic stroke, atrial fibrillation, anticoagulation


