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緒 言

門脈血栓症は外傷，腹部外科手術後，肝硬変

症，腫瘍，感染症など種々の疾患に合併する。成

人における門脈血栓症の原因の１０～２５％は膵炎を

はじめとする腹腔内感染症であるが１），細菌性肝

膿瘍に合併したそれは比較的まれである。今回

我々は細菌性肝膿瘍に合併した門脈血栓症に対し

て，低分子ヘパリン製剤 delteparin sodiumの持

続静注療法が有効であった一例を経験したので文

献的考察を含めて報告する。

症 例

患者：４０歳，男性。

主訴：黄疸，食欲不振。

家族歴：特記すべきことなし。

既往歴：特記すべきことなし。

嗜好：喫煙１０本／日×１年。

現病歴：生来健康。１９９７年３月中国を旅行，帰国

後も特に著変は認めなかった。７月下旬より食欲

不振，全身倦怠感を自覚するようになった。８月

２２日に近医を受診，肝機能障害を指摘され当科に

紹介入院した。

入院時現症：身長１６７cm，体重４９kg，るいそう著

明，血圧１３６／６８mmHg，脈拍１３２／分整，体温

３７℃，眼瞼結膜貧血あり，眼球結膜黄疸あり，舌

乾燥著明，甲状腺腫触知，弾性硬，圧痛なし，頸

部リンパ節触知せず，心音純，肺野清，腹部平坦

かつ軟，右季肋部および心窩部に圧痛あり，反跳

痛なし，肝を右季肋部で４横指，正中で２横指触

知，脾触知せず，腹水徴候あり，下腿浮腫あり。

入院時検査所見（表１）：高度の炎症反応および貧

血を認めた。血小板数は軽度減少し，プロトロン

ビン時間は延長していた。生化学検査では，総蛋
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白，アルブミン，コリンエステラーゼおよび総コ

レステロール値は低下し，直接型優位のビリルビ

ン値および胆道系酵素の上昇を伴う肝機能障害を

認めた。さらに，血中甲状腺ホルモン検査におい

ては甲状腺機能亢進を呈していた。肝炎ウイルス

マーカー，HIV抗体，血中赤痢アメーバー抗体

は陰性であった。経過中の血液培養はすべて陰性

であった。

臨床経過（図１）：入院時の腹部CTおよび超音波

検査（図２）にて腫大した肝右葉内に低濃度，低エ

コーの占拠性病変を多数認め肝膿瘍と診断した。

門脈臍部に血栓を認め，肝右葉にはこれによる門

脈血流低下を示唆する区域性の造影不良域を伴っ

ていた。第２病日より Plt は７．６×１０４／µl と著明

Table１：入院時検査所見。

Figure１：臨床経過。
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な血小板低下を認め，播種性血管内凝固症候群

（DIC）の合併が疑われた。gabexate mesilate（１２００

mg／日），ulinastatin（３０万単位／日）の投与を開

始するとともに，第３病日に肝膿瘍部に対してド

レナージを施行した。チーズ臭を呈する黄白色混

濁の膿汁が得られ，細菌培養検査でBacteroides

が検出された。検鏡では赤痢アメーバーは認めな

かった。抗生剤の投与を開始したがDIC の進行

と肝不全傾向を認めたため，門脈血栓に対して

delteparin sodiumの持続投与（７５単位／Kg／日）

を開始した。これらの治療により門脈血栓は消退

傾向を示し，肝機能および炎症反応は徐々に改善

した。肝膿瘍は器質化し，臨床症状も軽快した。

経過中にドレナージを自己抜去したため，肝内に

血腫の形成を認めたが，その後は順調に経過し

た。６ヵ月後の腹部CTおよび超音波検査（図３）

で，血栓の完全消失を認め，その後の経過は良好

である。

考 察

門脈血栓症は外傷，腹部外科手術後（特に脾摘

出術後），肝硬変症，腫瘍，感染症などの疾患に

合併する。成人における門脈血栓症の原因の１０～

Figure２：入院時腹部CT所見（左）および超音波検査所見（右）。矢印：門脈血栓。

Figure３：退院６ヵ月後の腹部CT所見（上段）および
超音波検査所見（下段）。門脈血栓は完全に消
失している。
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２５％が腹腔内感染症，炎症性疾患とされており，

特に急性あるいは慢性膵炎に続発することが多

い１）。膵炎の他には急性虫垂炎，胆のう炎ならび

に胆管炎などの胆道系感染症，腹部手術後の敗血

症などが挙げられている１，２）。

今回我々は細菌性肝膿瘍に合併した門脈血栓症

を経験した。本症例では胆道系を含めて腹腔内に

感染源は認めず，肝膿瘍を引き起こした原因に関

しては不明であった。門脈血栓症の発症機序につ

いては，肝膿瘍以外にはこれを引き起こしうる疾

患はなく，肝膿瘍に続発したものと考えられた。

本症例では肝膿瘍に対する治療として，経皮的

ドレナージ，抗生剤の多剤併用療法を行い，門脈

血栓症に対しては，低分子ヘパリン製剤 deltepa-

rin sodiumの持続静注療法を行った。これらの

治療により，経過中に認められたDIC および肝

不全は速やかに改善し，６ヵ月後には血栓は完全

に消失した。

細菌性肝膿瘍に門脈血栓症を合併した症例はま

れである。他の腹腔内感染症から肝膿瘍と門脈血

栓症を併発した症例はいくつか報告されている

が３，４），本症例のような肝膿瘍と門脈血栓症のみの

合併例は極めてまれである５，６）。本症例では甲状腺

機能亢進症を合併していたが，肝膿瘍と甲状腺機

能亢進症との合併については，Steuerwald らが

報告しているもののその因果関係は明らかではな

い７）。

門脈血栓症の病態は原因疾患により異なるが，

基本的には血栓形成の速度と範囲による。長期に

わたって血栓形成が進行する場合は門脈圧亢進症

状が前面に現れ，食道静脈瘤を中心とした消化管

出血，脾腫，脾機能亢進症状，腹水を認める。一

方，急速に血栓が形成され，特に門脈本幹内腔が

閉塞した場合にはショック，DIC，肝不全といっ

た重篤な状態になりうる８）。また，血栓が上腸間

膜静脈に波及すると腸管壊死を生じ，その頻度は

１６～６７％と報告されている９）。このような症例で

は，血栓摘出術，腸切除といった外科的治療の適

応となるが，腸切除にまで至った症例の予後は極

めて不良で致死率は５０％以上に及ぶ１，１０）。本症例

では臨床経過と画像所見より，比較的急速に血栓

が形成され，門脈本幹を閉塞したと考えられ，急

性期の治療が予後に影響を与えたと思われた。

原因疾患にかかわらず急性門脈血栓症において救

命され得た症例では，早期に抗凝固療法や血栓溶

解療法が開始されていた１１，１２，１３）。しかし，基礎疾

患の治療のみで血栓が自然消失する例もあ

り３，５，１４），抗凝固，血栓溶解療法の適応，開始時期

については確立されていない。Suzuki らは，脾

摘出術後の門脈血栓症に対して urokinase, hepa-

rin を短期間投与した結果，出血などの副作用な

く血栓の消失を認め腸管壊死を防ぐことができた

と報告している１１）。Tsujikawa らはクローン病に

合併した門脈血栓症に対して上腸間膜動脈より

urokinase, tissue plasminogen activater，経静脈

的に heparin の全身投与を施行し血栓の消退をみ

たと報告している１５）。Plemmons らは敗血症によ

る門脈血栓症における抗凝固療法について，hepa-

rin 投与群は１００％の生存率であったのに対し，

非投与群では６０％の生存率であったと報告してい

る４）。ただし死亡例では敗血症がより重篤であ

り，敗血症自体の重症度がその予後に影響を与え

たことも考えられる。これらの症例に対する抗凝

固療法による副作用による死亡例の報告はない。

抗凝固療法や血栓溶解療法の際の投与経路に関

しては，全身投与１１，１３），上腸間膜動脈１２），経皮経

肝門脈内投与１６）などが試みられているが，投与経

路の違いによる治療効果の差は明らかではない。

本症例では，抗凝固療法として delteparin so-

dium の持続静注療法を行い，血栓の消退を認め

肝不全の進行を免れた。急性門脈血栓症に対して

は肝不全や腸管壊死などの重篤な合併症を回避す

るために，早期より積極的に抗凝固療法や血栓溶

解療法を試みるべきであり，その有効性は高いと

考えられた。

結 語

門脈血栓症を合併した細菌性肝膿瘍の一例を経

験した。本症例の門脈血栓症に対して低分子ヘパ

リン製剤 delteparin sodiumの持続静注療法が有
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効であった。

本論文の要旨は第２５１回日本消化器病学会関東支部例会
（１９９８年９月１９日，東京）において発表した。
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A Case of Bacterial Liver Abscess Associated With Portal Vein Thrombosis
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Abstract : A４０－year－old man was admitted to the hospital because of anorexia, general malaise

and liver dysfunction. He was diagnosed with multiple liver abscesses caused by Bacteroides and com-

plicated by portal vein thrombosis. The treatments with drainage and antibiotics were performed, but

the patient went on to develop disseminated intravascular coagulation（DIC）and hepatic failure. Con-

tinuous intravenous infusion of delteparin sodium was started to treat the portal vein thrombosis,

resulting in a gradual decrease in thrombosis and recovery of the general conditions. The portal vein

thrombosis had completely disappeared by６months after the start of the treatment, indicating that

continuous intravenous infusion of delteparin sodium is effective in treatment of portal vein thrombosis.

（The Shikwa Gakuho，１０１：２２９～２３３，２００１）
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