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脳動脈瘤術後8日目に硬膜外血腫を生じた

先天性第 7因子欠損症の 1例
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Postoperative epidural hematoma in congenital factor Ⅶ 

deficiency. Report of a case.
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Department of Internal Medicine, Nagaoka Red Cross

Hospital, Nagaoha, Japan

AcaseofpostoFX!rativeepiduralhematomaduetocongenitalfactorⅦ deficiencywas

experlenCed. Thepatientwasa62-year-oldman,whohadbandiagnosedasreversible

intermittentneurologicaldeficits(RIND)andhadt#nadministratedTiclopidineforthree

months. Hepresentedtransientconsciousnessdisturbanceandmildhemiparesisonthe

leftwithsevereh姐dBLCl裾arklvomltlngWhichwascausedbysubarachnoidhemorrhage.

Cerebralang10graphydemonstratedarightmiddle伐rebralaneurysm. ClipplngOfthe

aneurysm through rightfrontotemporo-craniotomywassuccessfullycarriedoutwithout

replacememttherapy.At8thpostoperativeday,removalofthehematomawasFX!rformed

underadministrationoffreshfrozenplasmabecausebleedingtoepiduralspacewasre-

cognizedbyCT.FurtherinvestigationrevealedacongenitalfactorⅦ deficiency.

PostoperativebleedinginpatientwithcongenitalfactorⅦ deRciencyhawbeenrepor-

tedinfewcases.OurcasehadingestedTiclopidineshortlyt治foresurgeryandwasadmi-

nistrated20% albumin,cefmeta101eandlatamoxefaftersurgery. Administrationof

theseagentsseemedtotriggero打 postoFN!rativebleeding. Wheneverapatientwith

intracranialhemorrhageisencountered,thesurgicaltreatmentshouldbecarriedoutunder

replacementtherapyoffactorⅦ concentrate,prothrombincomplex orfreshfrozen

plasma.

Keywords:congenitalfactorⅦdeGciency,epiduralhematoma,RIND,antiplatelet

therapy
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1. は じ め に

'k天性邦 7E勺f欠損症は.1951咋 Alexandpr:'l'に

より最抑 こ報告されて以来. lOO例を超す鰍告か基i),

手術例も散見されるが脳外科領域の手術例は兇あたらな

い.我 は々.抗血中肘桁土中に脳動脈将破裂にlJtる')モ

膜 下目J.lfllをきた1...術後 8日日に急性硬膜外Efrt仲を佃発

したIJL人111=.第7Lぺ圧･失fii症LIう1例を経験 したLnでここに

報･71.I-する.

2. 症 例

,･tiI･I 帯:Y.九,i.621-.リ川∴

朋痛Ff-.撃:1恥61I:･.･1月9II,品'ilT.1申.急LI_Lll‖佃'ゝ回｢言亡
く在り. 翌rl､l沌i潮甘辛内科を::i･診し/∴ 血圧 15(卜90

mm相好,構語障害と軽度の左不全麻輝を認め サ 同仁臓

(lT sL.an 上 左披拙 ∴ 1こ1ぐunとIrinrl-lr(･t.i()n か (,iL■-わ

く,血小板凝緊能に中等渡の克腰が認められた た め曹

tiLllopidinp12OOmg Jiび nir(､dipin'一･･IOmg 吊 ''L'パ

畑 神経症粕.ま3週問;:L!:ごて軽快し仁 rl)'J隼 7H2()I7.

入浴後意識を喪失し倒れ,10分ほどで繋がりいたが激 し

い頭痛を訴え,喉畦を操り返すため当科をこ搬入された専

入院時所見 :意識 レベルは ま現 ,軽度の左不全麻輝を

呈L.(｢Tseanでは. /け JL,ヒ.'l)二く裂かと-一触庄槽を i:.

†本に ツモ膜 卜日日rrけ潤.ド.)れ (Fig.2),脳l侶Ir･.:撮甘三で(.L

申大脳動脈分岐部に動脈櫛を認めた (Fill.3).ln漉･

Ⅰ-1t3H.7ri),WBC 12,5uO/mm二t,Pl19.2)j/mmニトご肝･

胃相能に異常を認けTl.出【(11時間3分,凝l.I;川馴り7分と

直納紺tで予- 上.:Li溝 は3か川 吊tielopidinpを榔 H

Lでいたが書 望日間の体薬で血小板凝集能も固複 したた

め.[)a.yJ2にHIFlを行-.!こ. 射こ.A.院時よi)vita-

minlく,tr羊lnfLtX壬lmiぐ EICi(i,(TIPrOtininを牲与した.

(1'前 側 州 削fHこて動脈 廟 を clip した､術中,特に止.

血の困難は感じられなか っ た ,

術後.感染J'･防し'､亘ニム') cermet,qzolt).earbpnieillin

しい頭痛を訴:i,dt-､lir･ious 王 立rl上.(TTscilnを他

行すると厚い皮下血腫ととも に , Niv紺uを形成する硬

膜外血腫が認められたため ば呈好,紙 ただちをこ再手術

を行い血腫を除去した,術中や側頭筋や桐快勝膜からの

oozingか即 lIでr=rllにJr'-'鶴こ時間を要し/∴ 術後(,'1.LfJ.

血 ･凝冊 醐 口証 常域内で▲,lTL,たれ prothr(川lt-intト

mp(PTlば17.0秒上廷良しで†LiE),(letivatL(ldpart･ial

thrombopl(lStintime(aPTT)は26.3秒._il日;ドll-千--

た.術胤 tJLt_'1滴Jを latamoxprに変更し新鮮凍結rfll'雫

L,+LJ持L)-,した.na.V-13かL吊ヒ刷引人態と左i).′7モ膜 卜出

Eftt掩い lzltP～,aSOSPaSm と判断し,2O･l:垂Jtilt)tH11in製

剤を含む h.vp(汀VOlenlich),pert-ensi､,etherapyをriftl]

Fig.1 (｢omputt,dt･omographi(,scflnShowsspotty low densityareainthe
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tllig.2 (ーomputpdtomogr,1PhiLIS…nSht…･rshighdHIShyヱItlt.ilinthetlL-lS;ll
L･istt11-niln(1rig･htLi.vl＼.i=.川 rlSSunゝ.

Fig.3 Rightcarotidangiogr王Im Showsamiddtpct.!rebnllanpurysm.
NostpnoticlesionnoroぐL11usionisobservt･Td.
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Fig.Ll (｢omputt?d1.､omogr壬IPhieLieandemonstratessubcutaneousandepidtト
1-Ellht･mとItOn･川 Withniv…urornl壬Ition8da.vsartprsurg.tIry.

こ7,.5E~!後に急に等別邸か｢､ハ射it(71日'.lruが起こi'l,

車釦rlLを紫した.この上き.HHtll時間5!))3O抄.甜l岬 i問

8/))30秒で,PT16..1秒.aPTT39.9秒,thrombot(ゝst

2O'',,rlbrinogen88tl~1g/dl,FnP 5/Eg/mlでも̀ー,守二

が.aIITT の延長と hypofibrinogenemiai_･〔一過性

LJ)もLlうで矧Lt;7rqJr･い e()nsumptionによると考/･trlわ

た.I.･']H<Lり.新鮮凍結恩 とt:1tlI-inogt,n(.oncent､Ⅰ･ate

L')f･ltLlj･を行い.1二月七日涌lに_上る troublp も左 上 9月

161仲巨一神経症状左tく独!Li-退院 した.

l二日､一.1Ⅶ(.対'･JlLノ,1＼･17/㌔. 打 二線溶糸では.plasmino一

gen61'嵩.ぺ紬朋†棚j京で沃 llntithr(.)nlbinnlg7'','であ

り,ramil.vstuゎ,,'1,行･-仁さここ,2人ハ召jtL'う第71q

性第7因子欠損症し'lhomozygot.(ユでì')るし㌦今断し.'i

3.考 案

兜義隆第7因子欠損症は常染色体不完全劣性の遺伝形

式をLt.る2)と考えr'′h.粗度は1/5OJjとも:l'言トナT･う.

homozygoteでは第 7閃辛冊 ′侶 25{;;ノ1TJ.fruILr.特発I′巨)

拙tl.価,関節再出TfTl.消化管-.LH血や頭蓋内,Ll=f]1を牛守る

ほとんどが無症候である.先天性第 7因子究損症をこおけ

る頭蓋内仙lllL.71軸度はI,XIIIを除 く他の凝(刷対f･失f脚;I:I

に比 し高いとされ このことは vitaminfく架之症LT)節

ことと呼応する.Lうに思える.

第7FqJ'一矢F.i抽-:.を~fj-ITる患抑I_対してT-･術を行うにあ

た り. 術前 ･術撤L'lI･PPlaePnlenttherfllm,が必要か

ど うかiL=/_)いてi:こいまた controvprsialでtfr)ら.他(･7)

凝 卜ll-1囚 [一矢才王i症に対する(/1土同様に.新郎凍結rf71--雫や

prothronlbineomplt,X,Factor～lleonccntrate等

を 捜 与 す べ きたとするもLりもいる.Zimm(汀Inan1㌦.~仁Ll',

和 li 三 矢 托i例に対し.術後3日間は 2-Gtf.lifl''に とに耶7

囚 丁･を 1O-15U/kg投与し. 第71人='･活性を少在く上

らlo-1.C/J,,以 卜に保つべきた上してし､る. ･Jj.Yorkf-

2例に術中出血を認済)I.二!)Li.出rrll(ノりlj-,1粥と第7囚1㌦fi一作

とに相関はみられず, 止血困難な例が少ないことから

rout･inf▲にば rpplacempntは必要ないとしてし､る.そ

あるが,いずれも血豊製剤投与による循環系-の負荷 の

問也や.人的Lnplasmapoolか(,作吊 lる prothro一

mbincomplexや Faetor＼¶coneentratpによる肝

尖等L')riskを指摘し,YorkeL､'に肯定的で香る. し
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かし,これらには脳外科領域の手術は含まれておらず.

本領域での術中 ･術後出血のもたらす重大な demerit

を考慮すると. replacementを行い安全に手術を行う

のが望ましいと考える.

本例の術後硬膜外血腫の発生に,PIVKA-Ⅱ の形成

に関係する cefmeta2;0leを用いたことが関与したLjJ能

性も考えられる. また, 血管撮影後の穿刺郡山血には

albumin製剤8)や latamoxerが誘因として働いた可

能性が高い.

本例がそうであったように homozygoteの第 7因子

欠損症でも長く無症候性でありうるわけで.これまで考

えられていたより多くの潜在例がいると思われ,血小板

機能及び凝固系に影響を及ぼす薬剤の使用にあたってほ

本疾患も念頭に置き Screeningを行う必要がある.

また, 本例のように凝固因子欠損例が thromboem-

bolicdiseaseを生 じた場合,どう治療 し,どう再発を

防いでいくかは難しい問題であり.これについて言及さ

れた論文は見あたらない.抗血小板剤の投与により,無

症候性の凝固因子欠損症が出血傾向等を現わしてくる可

能性があり. 凝固系及び血小板機能両面からの充分な

follow upが必要となろう.

4. ま と め

1) 脳動脈癖手術後 8日Pに硬膜外血腫を,また血管

撮影後5日目に穿刺部出血をきたした先天性第7因子欠

損症の 1例を報告 した.

2) 本例の出血傾向の発現には,PIVKA一皿 に関係

する抗生剤及び albumin製剤の関与が考えられた.

3) 本症の手術に際し.少なくとも脳外科領域におい

ては replacementtherapyを行う､のが望ましいと考

える.
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