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抄録：透析患者では膵疾患の合併が高頻度であるこ

とが剖検例において報告されているが，急性膵炎の

報告は散見されるにすぎない。維持血液透析患者に

発症した急性膵炎の３症例を提示するとともに，そ

の病態・診断・治療について検討する。症例１：２９

歳男性。主訴；上腹部痛。血清アミラーゼ４５３６IU/l

（基準値１２０－４００IU/l）。CRP３２．２mg/dl。症例２：

７８歳女性。主訴；上腹部痛。血清アミラーゼ３８２４IU

/l。CRP２１．７mg/dl。症例３：８５歳女性。主訴；上

腹部痛。血清アミラーゼ３６０２IU/l。CRP９．５mg/dl。

３例とも絶食とし，補液，蛋白分解酵素阻害剤，抗

菌剤，プロトンポンプ阻害剤等の投与を行った。症

例１および症例３は経過良好。症例２は第６病日に

急性循環不全のため死亡した。透析患者において急

性膵炎は発生頻度は高くはないものの重症化する例

が多く，死亡率も高い。高齢化，糖尿病性腎症の増

加などにより，年々増加しさらに重症化することが

予想され注意を要する合併症と考えられる。

緒 言

維持血液透析中の患者において臨床的に問題にな

る膵疾患の頻度は，それほど多いものではない１）。

しかし，末期腎不全患者の剖検例では高率に膵障害

が認められ２），症状の認められない潜在性の膵病変

は少なからず存在するものと思われる。また透析患

者では，嘔気，食欲不振，腹痛などの消化器症状が

まれでなく，腎不全そのものにより膵酵素も高値を

呈することが多く，膵疾患の診断が健常人より困難

となる。さらに，急性膵炎をおこすと重症化し，死

亡率も高い３）。今回我々は，平成９年から平成１６年

の７年間の間に当施設で経験した，維持血液透析患

者に発症した急性膵炎３例を提示し，透析患者の膵

炎発症の病態や特徴について検討する。

症例提示

症例１：２９歳，男性

主 訴：上腹部痛

既往歴：虫垂炎手術（２３歳）

家族歴：特記すべきことなし

生活歴：喫煙なし，飲酒なし

現病歴：１４歳時に慢性糸球体腎炎の診断を受け，平

成８年（２３歳）血液透析を導入された。平成１４年７月

１６日夕食後に上腹部痛出現，同日当院に救急搬送さ

れた。血清アミラーゼ４５３６IU/l と高値であり，急

性膵炎を疑われ入院した。

入院時現症：体温３７．２度，血圧１６２／１１６mmHg，脈

拍９６回／分，整。眼瞼結膜貧血あり，眼球結膜黄染

なし，咽頭発赤腫大なし，頚部リンパ節触知せず，

心音純，呼吸音清，腹部平坦軟，心窩部に圧痛あ

り，筋性防御なし，反跳痛なし，下腿浮腫なし，意

識清明，神経学的所見異常なし

入院時検査成績：血液検査では WBC１３９００/µl と炎

症所見を，また血清アミラーゼ４５３６IU/l（基準値１２０

－４００IU/l），リパーゼ９１０IU/l（基準値５－３５IU/l），
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トリプシン２１０００ng/ml（基準値１００－５５０ng/ml），エ

ラスターゼ１ １５３０ng/dl（基準値－４００ng/dl）と膵酵

素の上昇を認めた（表１）。腹部 CT では膵全体の腫

大，膵周囲の脂肪織の濃度上昇をみとめた（図１）

（CT Grade 分類１５）Grade Ⅲ）。

臨床経過：絶飲食として，補液，メシル酸ナファモ

スタット２０mg/day・イミペナム／シラスタチンナ

トリウム１g/day・シチコリン２５０mg/day・オメプ

ラゾール２０mg/day 点滴静注を行った。CRP は入

院３日目に３２．２mg/dl を呈したが，その後膵炎は

軽快し入院２１日目に上腹部痛消失，２２日目より食事

開始。４９日目に退院。

症例２：７８歳，女性

主 訴：上腹部痛

既往歴：胆石・胆嚢摘出術（５２歳）

家族歴：特記すべきことなし

生活歴：喫煙なし，飲酒なし

現病歴：５６歳時より大動脈弁閉鎖不全症のため近医

に通院していた。平成１１年（７５歳）より腎障害を認

め，平成１４年１月（７７歳）に腎硬化症のため血液透析

導入。平成１４年１０月２６日昼食後，上腹部痛出現し，

同日当院に救急搬送。血清アミラーゼ１８１１IU/l と

高値であり，急性膵炎を疑われ入院した。

入院時現症：体温３５．５度，血圧１０６／５４mmHg，脈拍

９６回／分，整。眼瞼結膜貧血あり，眼球結膜黄染な

し，咽頭発赤腫大なし，頚部リンパ節触知せず，心

音純，呼吸音清，腹部平坦軟，心窩部に圧痛あり，

筋性防御なし，反跳痛なし，下腿浮腫なし，意識清

明，神経学的所見異常なし

入院時検査所見：血液検査では WBC１５６００/µl，血

清アミラーゼ１８１１IU/l，エラスターゼ－１８４７ng/dl

と膵酵素の上昇を認めた（表２）。腹部 CT では膵全

体が軽度に腫大，膵実質内部は均一で膵周囲への炎

症の波及は見られない（図２）（CT Grade 分類１５）Gra-

de Ⅲ）。

臨床経過：絶飲食とし，補液，メシル酸ナファモス

タット１０mg/day・イミペナム／シラスタチンナト

リウム１g/day・シチコリン１０００mg/day・ファモ

チジン２０mg/day 点滴静注。入院４日目に血清アミ

ラーゼ３８２４IU/l，CRP２１．７mg/dl に上昇。入院後

徐々に腹痛は軽快していたが，入院６日目の朝より

再び心窩部痛の増悪あり，同日透析終了後より

ショック状態となり死亡した。

症例３：８５歳，女性。

主 訴：上腹部痛

既往歴：子宮外妊娠（３０歳）

家族歴：特記すべきことなし

生活歴：喫煙なし，飲酒なし

現病歴：７９歳時より慢性糸球体腎炎のため血液透析

導入。平成１５年１１月９日，上腹部痛出現。翌日当院

を紹介され受診。血清アミラーゼ３６０２IU/l と高値

表１ 症例１の入院時検査所見

血算
WBC １３９００/µL BUN ６０mg/dL

Neutro ９３．５％ Cre １２．９mg/dL
Eosino ０．０％ UA ４．０mg/dL
Baso ０．０％ Na １４２mMq/L
Lymph ３．５％ Ｋ ６．５mMq/L
Mono ３．０％ Cl ９８mMq/L

RBC ３７６万/µL Ca １０．９mg/dL
Hb １２．２g/dL Ｐ ３．７mg/dL
Hct ３５．９％ CK ３４８IU/L
Plt ２８．６万/µL TC １８０mg/dL

生化学 TG ８８mg/dL
TP ８．３g/dL BS １２３mg/dL
Alb ４．９g/dL CRP ０．３mg/dL
T-bil ０．８mg/dL AMY ４５３６IU/L
AST ５０IU/L リパーゼ ９１０IU/L
ALT ２１IU/L トリプシン ２１０００ng/mL
LDH ８１２IU/L エラスターゼ１ １５３０ng/dL
ALP ２８２IU/L
γ-GTP １０６IU/L

図１ 症例１の腹部 CT（CT Grade 分類１５）Grade Ⅲ）
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であり，急性膵炎を疑われ入院した。

入院時現症：体温３７．０度，血圧１３８／５２mmHg，脈

拍８４回／分，整。眼瞼結膜貧血あり，眼球結膜黄染

なし，咽頭発赤腫大なし，頚部リンパ節触知せず，

心音純，呼吸音清，腹部平坦軟，心窩部に圧痛あ

り，筋性防御なし，反跳痛なし，下腿浮腫なし，意

識清明，神経学的所見異常なし

入院時検査所見：血液検査では WBC１３０００/µl，CRP

９．５mg/dl，血清アミラーゼ３６０２IU/l，リパーゼ８２０IU

/l，トリプシン８２４０ng/ml，エラスターゼ－１３７００

ng/dl と膵酵素の上昇を認めた（表３）。腹部 CT で

は膵体部の腫大を認めた。膵実質の融解や膵周囲脂

肪濃度上昇は認めない（図３）（CT Grade 分類１５）Gra-

de Ⅱ）。

臨床経過：絶飲食として，補液，メシル酸ナファモ

スタット２０mg/day・イミペナム／シラスタチンナ

トリウム０．５g/day・シチコリ２５０mg/day・ファモ

チジン２０mg/day 点滴静注。入院後腹痛は消失し，

膵酵素も正常化した。入院１７日目に食事開始され，３３

日目に軽快退院。

表２ 症例２の入院時検査所見

血算
WBC １５６００/µL BUN ６８mg/dL

Neutro ８９．０％ Cre ７．１mg/dL
Eosino ０．０％ UA ８．８mg/dL
Baso ０．０％ Na １３７mMq/L
Lymph ９．０％ Ｋ ５．２mMq/L
Mono ２．０％ Cl ９６mMq/L

RBC ３８６万/µL Ca ８．４mg/dL
Hb １２．１g/dL Ｐ ８．２mg/dL
Hct ３８．１％ CK ９７IU/L
Plt ２９．８万/µL TC １７２mg/dL

生化学 TG １１９mg/dL
TP ７．５g/dL BS １１２mg/dL
Alb ３．９g/dL CRP ０．８mg/dL
T-bil ０．３mg/dL AMY １８１１IU/L
AST ２５IU/L エラスターゼ１ ８４７ng/dL
ALT １７IU/L
LDH ３２８IU/L
ALP ２６８IU/L
γ-GTP ３４IU/L

表３ 症例３の入院時検査所見

血算
WBC １３０００/uL BUN ２８mg/dL

Neutro ８０．９％ Cre ５．２mg/dL
Eosino ２．２％ UA ２．８mg/dL
Baso ０．１％ Na １４０mMq/L
Lymph １０．９％ Ｋ ３．８mMq/L
Mono ５．９％ Cl １０４mMq/L

RBC ２５０万/µL Ca ９．１mg/dL
Hb ９．２g/dL Ｐ ２．７mg/dL
Hct ２８．７％ CK ８１IU/L
Plt １５．０万/µL TC １６１mg/dL

生化学 TG ６５mg/dL
TP ６．９g/dL BS ８４mg/dL
Alb ３．７g/dL CRP ９．５mg/dL
T-bil １．２mg/dL AMY ３６０２IU/L
AST ８４IU/L リパーゼ ８２０IU/L
ALT ８５IU/L トリプシン ８２４０ng/mL
LDH １８８IU/L エラスターゼ１ ３７００ng/dL
ALP ６６６IU/L
γ-GTP １３７IU/L

図２ 症例２の腹部 CT（CT Grade 分類１５）Grade Ⅲ） 図３ 症例３の腹部 CT（CT Grade 分類１５）Grade Ⅱ）
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考 察

全国調査によると，わが国の急性膵炎の年間の発

症頻度は，重症例約１５００例，中等症例約３０００例，軽

症例約１００００例，計約１４５００例と推定されている４）。

血液透析患者における合併症としての急性膵炎発症

は一般健常人の頻度と差を認めないと報告されてい

る１，５）。Rutsky ら１）は，末期腎不全の血液透析患者９１４

例のうち１６例に急性膵炎の発症を報告している（発

生率０．０１％／年）。腹腔内に直接カテーテルを挿入す

る CAPD 症例では膵炎が腹膜炎に合併あるいは続

発することがあり，以前よりその関連が指摘されて

いるが１），血液透析と急性膵炎との関連は明らかで

はない。著者らの施設でも７年間に入院した維持血

液透析患者９８６例のうち急性膵炎のため入院したの

は３例のみで，比較的稀な合併症である。

急性膵炎の成因に関して，一般的には胆石を含む

胆道疾患やアルコールに起因するものがよく知られ

ている。そのほかに代謝性の高トリグリセライド血

症１），高カルシウム血症６）やある種の薬剤７，８）（利尿

剤，免疫抑制剤等）が危険因子として指摘されてい

る。しかし明らかな誘因なく急性膵炎を生じる特発

性の頻度も高いことが知られており９），著者らの症

例は３症例とも特発性の急性膵炎と考えられた。以

前より高カルシウム血症は膵液中のカルシウム濃度

上昇から膵石灰化が起こり，膵炎発症に関与し，ト

リプシンの活性化が膵炎を進展させると考えられて

きたが，その後の報告では原発性副甲状腺機能亢進

症のうちわずか１．５％にのみ膵炎が合併２０）と従来信

じられていた値より少なく，稀な合併症と考えられ

ている。また膵石も膵炎のむしろ結果であると考え

られている。

Avram２）は，長期の血液透析患者の剖検例２１例を

検索し，１２例（５６．８％）に中等度以上の膵病変を認

め，一方対照群６０例の剖検では，膵病変は７例

（１１．６％）であったとしている。Vaziri ら１０）も，７８例

の長期透析患者剖検例６０％に膵の異常が認めら

れ，２２例（２８％）に膵炎の所見を認めたとしている。

このような剖検例の報告より，生前に診断されな

かった膵炎例も多く，実際の発生率はより高い可能

性も示唆されている。しかし，剖検例に認められる

組織学的な膵の異常がどのような病態を反映したも

のであるのかは，今後の検討が必要である。

アミラーゼ，リパーゼ，トリプシンなどの膵酵素

は急性膵炎の診断に用いられるが，主に腎臓から排

泄される。そのため腎不全時には，酵素値が上昇し

ている１１）。しかし，腎全摘しても血清アミラーゼは

正常上限の２．５倍以下であるといわれており１２），血

清アミラーゼが正常の３倍を越えたら膵炎を疑うべ

きとされている１３）。今回の著者らの症例は，自覚症

状として腹痛を，血液検査上膵酵素の有意な上昇を

認め診断は比較的容易であったが，透析患者の急性

膵炎の診断は，臨床症状，腹部 CT など画像診

断１４），アミラーゼなどの膵酵素を総合的に判断し診

断することが重要である。また，膵炎の重症度は厚

生労働省の重症度分類が用いられることが多い

が１５），腎不全患者は貧血，高窒素血症，アシドーシ

ス，CaP 代謝の異常，低蛋白血症などが恒常的に

認め得るため判定は困難となる。急性膵炎では，血

清カルシウムが低下することが知られている。特に

重症のものにみられ，予後不良を示すとも言われて

いる。脂肪壊死のため大量のカルシウムが脂肪と結

合して血中から失われるため２１）ともいわれるが機序

は不明である。一方慢性腎不全では活性型ビタミン

Ｄの産生減少による腸管からのカルシウム吸収減少

や，リンの腎よりの排泄減少による高リン血症のた

め低カルシウム血症の電解質異常を認めうる。その

ため膵炎発症時に低カルシウム血症を認めても重症

度の判定が困難となる。また，いかなる要因が透析

患者における急性膵炎の重症化に関与しているかは

議論のあるところであるが，腎以外の多臓器の障害

や，CT 上の grade Ⅲ／Ⅳ以上の画像所見１４）などが

重要と考えられる。

膵炎の治療は近年多様化しており，その治療成績

も向上しつつあるが，重症急性膵炎の死亡率はなお

１７．８％と高い１６）。また，透析患者では，急性膵炎を

発症すると重 症 化 し 致 死 的 に な る 場 合 も 多

く，２０．８％という高い死亡率の報告１）もある。自験

例でも３例中１例が死亡されている。重症急性膵炎

の合併症は多臓器不全を中心とする前期合併症１７）と

感染を主とする後期合併症にわけて考えられること

が多い。Rutsky ら１）は透析患者急性膵炎合併例の死

因の検討を行った。５症例（２４症例中）の死亡例の死

因の内訳は４症例が仮性嚢胞に関連した後期合併症
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（破裂，感染等），１症例は膵炎に関連しない転移性

腫瘍であった。透析患者は一般に免疫力が低下した

状態にあり，感染を主とする後期合併症が通常より

も重症化，遷延化しやすいと考えられ，Rutsky ら

の検討の結果は，これを反映するものと考えられ

る。また重症急性膵炎の死因との関連で，膵以外の

臓器の障害が重要であり，多臓器不全合併により死

亡することが多い１８）。特に心，腎，肺が急性膵炎で

障害を受けやすく，また早期死亡の原因として重要

であることが知られている１７）。自験例の症例２も既

存の大動脈弁閉鎖不全症も関与したと思われるが，

急性循環不全で死亡している。

腎不全の原因疾患と急性膵炎の発症頻度またその

際の死亡率との関係は不明であるが，急性膵炎が軽

快に向かった自験例の症例１，３の腎不全の原疾患

は慢性糸球体腎炎であり，死亡した症例２は腎硬化

症であった。腎硬化症や糖尿病性腎症による血液透

析患者は心血管系の合併症が高頻度に認められ１９），

また免疫抑制状態にあると思われる。そのため，発

症早期に心障害など多臓器不全を合併し致死的とな

る可能性，また発症後期に感染が重症化，遷延化す

る可能性があり，急性膵炎発症の際に死亡率が高い

可能性がある。

近年，本邦の血液透析患者の平均年齢は年々上昇

し，また糖尿病性腎症による透析患者が増加してい

る１９）。これらの患者が急性膵炎を合併する頻度は比

較的少ないとはいえ，前述のごとくひとたび発症す

ると重症化する可能性があり，その診断，治療に十

分な注意を払う必要があると思われる。

結 論

血液透析患者の合併症として急性膵炎は，その発

症頻度は高くないが，早期診断が困難な場合があ

り，発症した場合致死的になることも多い。血液透

析患者の上腹部痛を来たす急性腹症の鑑別疾患の一

つとして急性膵炎を念頭に置く必要がある。また今

後透析患者の増加とともにその発生頻度が増す可能

性があり注意が必要である。

本論文の要旨は第４９回日本透析医学会学術集会・総会
（２００４年６月１９日，神戸）において発表した。
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Acute pancreatitis in chronic renal failure patients on hemodialysis
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Although several investigators have reported pathologic abnormalities of the pancreas in postmorfem

examinations of patients who had received hemodyalysis，few reports have suggested an association be-

tween acute pancreatitis and hemodialysis． This report describes 3 cases of severe acute pancreatitis

among 986 patients undergoing hemodialysis over a seven-year period at our hospital． We discuss the di-

agnosis，treatment and etiology of acute pancreatitis associated with chronic renal failure under hemodialy-

sis，and review the existing literature． Acute pancreatitis in patients with chronic renal failure is difficult

to diagnose due to the atypical nature of its clinical course and high mortality rate owing to infectious com-

plications． Clinicians should be aware of acute pancreatitis as a possible diagnosis where patients on

hemodialysis with chronic renal failure present with abdominal pain． It is a rare，but fatal complication．

（The Shikwa Gakuho，１０５：４７３～４７８，２００５）
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