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内臓逆位症に併存した巨大眸腎静脈短絡路の 1治験例

大阪市立大学第 1外科

永井 裕 司  吉 川 和 彦  東   雄 三

山田 靖 哉  有 本 裕 一  石 川 哲 郎

西野 裕 二  山 下 隆 史  曽 和 融 生

症例は71歳の男性.以 前より完全内臓逆位症を指摘されていた。 6年 前に某院で胃切除術を受け,
このとき肝機能障害を指摘され,治療を受けていたが,高 アンモニア血症が出現し,当 院に入院した。
血清アンモニア値は最高274″g/dlを示した。脳波には異常を認めなかったが,傾眠傾向がみられた。

腹部血管造影,経 皮経肝門脈造影で最大径20mmの 巨大な陣腎短絡路が認められた。超音波誘導下肝

生検では肝線維症の所見であった,非肝硬変性のsplenorenal shuntと診断し,短絡路閉鎖術を施行し

た。術中,右 膵尾部近くに母指～示指頭大の副陣を3個認めた。術前後で門脈圧の上昇はほとんどな

く,術 後血中アンモニアは正常範囲内となり,傾 眠傾向も消失した.内 臓逆位症と門脈下大静脈短絡
の合併例の報告はなく,興 味ある症例と思われたので報告した。
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はじ8めに

内臓逆位症は内臓の一部または全部が正常位に対し

て鏡 像 的 位 置 関 係 に あ る もの で,そ の 頻 度 は

5,000～10,000人に 1人 といわれる比較的まれな奇形

疾患で,心 血管系,腸 管,陣 ,胆 道系などの奇形を合

併することが多い1)2).

一方,門 脈圧元進症ではしばしば門脈系と全身循環

系 との間に種々の短絡が形成されるが, この うち巨大

な短絡路は肝性脳症 (いわゆる猪瀬型脳症)の 原因と

なる。.今 回われわれは全内臓逆位症 と肝線維症に伴

う巨大な障腎静脈短絡路を合併した極めてまれな症例

を経験 したので,若干の文献的考察を加えて報告する。

症  例

患者 :71歳,男 性

主訴 :肝機能障害および高アンモニア血症の精査

家族歴 i特記すべきことなし,

既往歴 :22歳の時,内 臓逆位症を指摘され,66歳 の

時,胃 漬瘍にて楽医で胃切除術を受けた。 こ のとき同

時に肝機能障害を指摘された。なお20歳から60歳まで

日本酒約 5合 の飲酒歴を有していた。

現病歴 :昭和61年より,肝 機能障害の治療のため,

近医に入退院を繰 り返 していたが,平 成 3年 10月,高
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polysplenia

アンモニア血症を指摘され,精 査 目的で当院内科に入

院した。

入院時現症 :体格栄養中等度,貧 血,黄痘を認めず,

くも状血管腫,手 掌紅斑 も認めなかった。脊柱の変形

を認める以外,胸 部に異常所見なく,上 腹部正中に手

術痕を認めたが,肝 陣 とも触知されなかった。腹水は

なかった。神経学的には異常を認めないが,傾 眠傾向

が見られた。

検査所見 :生化学検査で肝機能はほぼ正常範囲に

あったが,ICGR15が 32%と 高値を示 し,また血中アン

モニア値の上昇も認められた。HCV抗 体陽性であっ

た (Table l)。

脳波検査を施行したが, 3相 波は認められず,ほ ぼ

正常であった。

胸部 X線 撮影では右胸心がみられた (Fig.1).

腹部超音波検査では肝臓は左側に位置 し,内 部エ

コーはやや粗大不整で,肝内門脈枝は不明瞭であった。

胆襲には異常はなかったが,陣 臓は描出されず,膵 臓

も腸管ガスのため描出されなかった。

上部消化管 X線 検査および内視鏡検査では内臓逆

位がみられ,胃は幽門側切除がされてお り,Billroth II

法で再建 されていた。食道や残 胃に静脈瘤を認めな

かった。

超音波 カラー ドップラー検査で門脈は径6mmと や

や細いが,順 行性の血流波形がえられた。流量は角度



GOT          31 1U/L

CPT         15 1U/L

ALP         240 1U/L

LDH         503 1U/L

LAP         132 GRU

γ‐GTP       ll U/L

T‐Bi1       0 7mg/dl

ChE          0 62″ pH

TP         64g/dl

Alb        3 65g/dl

TTT        26U

ZTT       14 2U
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Table l  Laboratory data on ad■lission
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WBC       6,100/1111n3

RBC      455× 104/.lm3

Hb         ll lg/dl

H t       3 7  2 %

Pit     27 1× 104/mm3

PTT       50%

HPT      102%

HBs‐Ag        (― )

HCV‐ Ab        (十 )

AFP        <50

NH3       139″ g/dl

ICGR15      32%

BUN

UA

CRE

Na

K

Ci

Ca

Chol

FBS

s‐Amy

u Amy

6 1ng/dl

2 4mg/dl

0 8rng/di

140 mEq/L

4 4 mEq/L

108 mEq/L

8 3mg/dl

146 mg/dl

97 mg/dl

31l IU/L

4201U/L

The chest X-ray showing dextrocardia

がとりにくく,正 確に測定できなかった。

腹部 CT検 査では牌臓はみられず,牌 静脈近傍に拡

張 した血管像が認められ,門 脈大循環短絡路の存在が

疑われた。

腹部血管造影検査では腹部大動脈の屈曲,蛇 行が強

く,肝 内動脈末梢枝はヨイル様であった。静脈相では

陣静脈から下大静脈に向かう巨大な短絡路が描出され

た。

さらにこの短絡路を詳細にみるため門脈踏部からの

経皮経肝門脈造影 (PTP)を 施行したところ牌静脈か

ら右腎静脈 (正常人の左腎静脈にあたる)へ 流れる径

20HIInのsplenorenal shuntがみられた。肝内門脈枝

の造影は極めて不良で,門脈本幹は径8mmと 細 く,障

静脈は径16mmと 払張していた.ま た右胃静脈 より傍

食道静脈に向か う径10mmの 遠肝性の側副血行路が認

め られた (Fig。2).同 時に測定 された門脈圧は110

Fig. 2 Preoperative PTP showing a giant splenor-

enal shunt (above). Postoperative PTP showing

disappearance of a splenorenal shunt and throm-

bosis of splenic vein (below)

mmH20で 門脈圧元進は認められなかった.

超音波ガイ ド下肝生検の組織像は門脈域が中等度拡

大 し, リンパ球の軽度浸潤を伴 う線維の増生 と肝細胞

に軽度の脂肪化を認めるものの,pieCemeal necrosis

や巣状壊死はなく,中 程度の肝線維症 と診断された。

以上の検査結果から,非 肝硬変性の陣静脈.右 腎静

脈巨大短絡路による門脈血行異常と診断し,短 絡路閉

鎖術を施行した.
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its'schema t a giant shunt and three spleens、vereFig. 3 Operative findings and
r^ f^d^ i ,aA

手術所見 :両側肋骨弓下切開にて開腹 した。肝臓は

表面平滑で,辺 縁はやや鈍であったが,肝 硬変の所見

はみられなかった。残胃の背側で,陣 静脈の頭側に約

2cmに 拡張した短絡路が蛇行しているをを確認し,こ

れを結紫切離した.結繁切離前に測定 した門脈圧は195

mmH20で ,術 前 PTP施 行時に測定 した門脈圧より

高かったが,門 脈圧元進はみられなかった。結繁切離

後は235mmH20と 門脈圧の軽度上昇がみられた。ま

た膵尾部近 くの後腹膜に3 5Xl.Ocm,2.0× 1 5cm,

25× 1.5cmの 3個 の小さな副陣が認められ,最 大の

もの 1個 を摘出し, さらに,肝 生検を施行した (Fig.

3 ) .

病理組織学的所見 :術中生検肝の組織像は術前施行

された針生検 と同様,門 脈域にごく軽度の線維化 とリ

ンパ球の浸潤ならびに肝細胞に軽度の脂肪化がみられ

た.牌 臓は陣柱が目だち,実 質は全体に小さく,低 形

成であるが, リンパ濾胞,赤 陣髄が存在 し,陣 の構造

は保たれていた (Fig。4),

術後経過 :術前にみられた傾眠傾向は消失し,行 動

にも積極性がみられるようになった。検査成績でも血

中アンモニアは52.4″g/dlと正常範囲内に低下 し,

ICGR15も 術前の32%か ら18%に 改善 した。肝機能に

も異常はみられなかった.

術後約 1か 月日に上部内視鏡検査ならびに PTPを

施行した。内祝鏡的に食道,残 胃に静脈瘤の出現はみ

Fig. 4 Historogical findings of the liver showing

fibrosis (above, HE, x100).

Historogical findings of the spleen showing nor'

mal structure but hypoplasia (below, HE. x 100)

られなかった。PTPで 陣静脈からの短絡路は完全に消

失しており,上 腸間膜静脈は求肝性に流れていた。肝

華

撤

叫岬

鵠
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内門脈枝は術前より明瞭に造影され,門 脈本幹の径は

12mmに 拡張していた(Fig,2).門脈圧は125mmH20

であった,

術後経過順調で,現 在外来にて経過観察中である。

考  察

内臓逆位症は胎生初期に内臓の時計方向回転を起こ

すことによって正常人の内臓 と鏡面像を呈するように

なったもので,内 臓全部が逆位する完全内臓逆位症 と
一部臓器が逆位をとる部分内臓逆位症がある。本邦で

はわれわれの症例のような完全内臓逆位症が多いとい

われている力.

完全内臓逆位症の発生頻度は本邦では5,000人に 1

人,欧 米では6,000～8,000人に 1人 の頻度でみられ,

やや男性に多い といわれている1ン)。.内 臓逆位症は

種々の奇形合併率が高いが,心 臓または大血管などの

循環器系の奇形が最も多 く,他に腸管や胆道系の奇形,

無搾症あるいは多牌症などの報告がみられる分。これ

らの合併奇形は完全内臓逆位症に比べ部分内臓逆位症

に多いといわれている。.わ れわれが検索 したかぎり

では自験例のような門脈系の異常ことに問脈下大静脈

短絡の合併を示す例の報告はみられなかった。さらに

自験例では母指頭大～示指頭大の陣臓が 3個際尾部近

くに存在し,多 陣症を合併していた。

肝疾患に伴 う脳症の うち,門 脈下大静脈短絡による

脳症は猪瀬により報告されて以来,多 数報告されてい

るが,志 方のは慢性再発性肝性昏睡を短絡路型 と栄養

型に分類 し,短 絡路型を肝脳疾患特殊型 としてあつ

かっている。短絡路型の肝組織像には線維症から肝硬

変症にいたるまで種々の程度の肝病変がみ られてい

る。

自験例は splenorenal shuntによる高アンモニア血

症が認められたが,傾 眠傾向を示す程度で,高 度な肝

性脳症の発現はなく,肝 組織像も肝線維症程度であっ

た。肝性脳症の発現には脳症発現物質の濃度,脳 細胞

内の受容体の感度の問題が大きいといわれているが,

それ以外に,大 量の門脈血が肝を迂回するように体循

環に流入することが大きく,小 さな短絡路では脳症の

出現はみられない。一方,肝 への門脈血流の低下に伴

い,一 般に肝動脈血流量の増大がみられることが多い

が,肝 動脈血流の増大がなければ有効肝血流量の低下

による肝容積の減少が起こり,肝 機能の低下さらには

肝線維症あるいは肝硬変症へと進行する。

Splenorenal shuntの発生原因については,1)胎 生

期脈管の開存,2)腹 部外科手術などによる腸間膜の癒
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着による短絡形成,3)P弓 脈圧元進に伴い新生される,

などが考えられているが,不 明な点が多い。安賀"はバ

ンチ症候群 と診断され,食 道静脈瘤からの吐血を繰 り

返 していたが,数 年の無症状期間が経過 したのち典型

的な異常行動型脳症の発現をみた門脈圧元進に伴 う

splenorenal shunt症例を報告している。一方,先 天性

肝外短絡による脳症 も大久保 らゆ,乗 本 らり,Kerlan

ら1の,松室ら11)により報告されているが,これら先天性

肝外性短絡の臨床的特徴は中年以降に繰 り返す意識障

害で発見されることが多く,門 脈圧充進の所見がなく

肝機能検査も一般に正常であるが,色 素排泄試験の著

明な遅延がみられるといわれている.先 天性の短絡路

があ りながら神経症状の発現が中年以降に出現する原

因は明らかではないが,加 齢に伴 う肝機能の低下や門

脈血流動態の変化に加え,高 アンモニア動脈血による

慢性的な脳障害がその基盤の 1つ となっている可能性

も推測されている。自験frlは上腹部の手術既往がみら

れることや門脈圧克進症にしばしば合併する部位に短

絡路がみられたことなどより後天性の可能性が否定で

きないが,門 脈圧元進が過去に存在 したと思われるほ

ど肝病変がさほど進行 しておらず,巨 大な短絡路閉鎖

術後もPTPで 新たな短絡路が存在 しなくても門脈圧

がさほど上昇しなかったこと, さらに内臓逆位症が存

在 した ことなどから先天性成因の可能性が考 えられ

る。

門脈大循環系短絡による高アンモニア血症あるいは

脳症を呈する症例では, この閉鎖術が試みられ,脳 症

の消失または改善がみられている。ただ,門 脈圧克進

により2次 的に生じた短絡路であれば短絡路閉鎖の結

果門脈圧が上昇し,新 たな短絡路 とくに食道静脈瘤の

形成あるいは増悪をきたす可能性がある。中山ら1分も

ある程度までは門脈圧の上昇 と総短絡率は平行する

が,短 絡量が増えるにつれて門脈圧は逆に低下すると

報告している。われわれは術中に門脈圧を淑J定し,ほ

とんど圧上昇のないことを確認したが門脈圧の上昇が

みられる場合は短絡路の縫縮にとどあるべきと思われ

る。今後さらに長期にわた り,経 過観察する予定であ

るが,本 症例は術 1か 月後の PTPで は短絡路が消失

し,上 腸間膜静脈血が求肝性に流れ,門 脈本幹の拡張

がみられた。また門脈圧は術前 とほとんど変化がない

ことを確認した。また食道胃内視鏡検査でも静脈瘤を

認めなかった.
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A Case of Spontaneous Giant Splenorenal Shunt with Situs Inversus

Yuji Nagai, Kazuhiko Yoshikawa, Yuzo Higashi, Yasuya Yamada, Yuichi Arimoto,

Tetsuro Ishikawa, Hiroji Nishino, Takafumi Yamashita and Michio Sowa

First Department of Surgery, Osaka City University School of Medicine

There are few case reports of a portocaval shunt with situs inversus. Here we report on a 7l-year-old man with

a splenorenal shunt and complete situs inversus. The patient had a gastrectomy for a benign gastric ulcer 6 years

earlier. After gastrectomy, he was found to have developed liver dysfunction, and he received treatment for it.

Recently he was admitted to our hospital because of hyperammonemia. His serum ammonia level rose to a

maximum of 274 pg/dl. Although he had a tendency toward sleepness, there were no abnormal findings by EEG.

Abdominal angiography and percutaneous transhepatic portography revealed a spontan@us giant splenorenal

shunt (2.0 cm in diameter). Neither abdominal CT nor ultrasonography showed the spleen. The histological

findings of a liver needle biopsy showed fibrosis of the liver. On diagnosis of the splenorenal shunt without liver

cirrosis, the shunt was ligated. At that time, three small spleens were found near the pancreas tail. The

postoperative portal vein pressure did not show any appreciable increase compard with the preoperative level

(110 mmH2O-125 mmH2O). The preoperative high level of serum ammonia decreased to the normal range after the

operation.
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