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プロテインC（以下，PC）欠損症に起因する上腸間膜動脈血栓症により発生した腸管狭窄の
1例を経験した．症例は 49 歳の男性で，1990 年に PC欠損症と診断され当院に通院していた．
2002 年 3 月，ワーファリン（8mg�日）の自己中止を契機に強い腹痛を訴え緊急入院となる．造
影CTで上腸間膜動脈血栓症を疑われ，当科に紹介された．腸管壁は造影されており，また腸管
壊死を示唆する理学所見もなかったため，まず血栓溶解および抗凝固療法を開始．約 3週間後
のCTで血栓は消失していたが，その後 2か月間，経口摂取に伴い腹痛と発熱を繰り返した．大
腸内視鏡，イレウス管造影検査で，遠位回腸から横行結腸中央部にかけて狭窄を認めた．狭窄
は不可逆性と判断し，結腸右半および回腸部分切除，回腸瘻造設術を施行した．術後の経過は
良好で，回腸瘻閉鎖術後に退院となった．PC欠損に伴う血栓症の多くは静脈血栓症であり，上
腸間膜動脈血栓症の報告は過去に 3例のみとまれであるため文献的考察を加え報告する．

はじめに
プロテインC（以下，PC）欠損症に起因する血

栓症のうち，静脈血栓症に関する報告は数多くみ
られるが，動脈血栓症のものは少ない．また，そ
のほとんどが脳梗塞や急性心筋梗塞を発症したも
ので，上腸間膜動脈（superior mesenteric artery；
以下，SMA）血栓症は極めてまれで，本邦，海外
を含めこれまで報告例は 3例を数えるにすぎな
い１）～３）．今回，PC欠損症に起因する SMA血栓症に
より発生した腸管狭窄の 1例を経験したので報告
する．

症 例
患者：49 歳，男性
主訴：下腹部痛，両下肢のしびれ
既往歴：平成 2年，左下肢深部静脈塞栓症

（deep venous thrombosis；以下，DVT）の発症を
契機に先天性 PC欠損症と診断．平成 7年，8年に

肺塞栓症（pulmonary embolism；以下，PE），平
成 13 年に右下肢DVTを発症．
家族歴：父に脳梗塞，肺癌，DVT．弟 2人に

DVTが発症し PC欠損症と診断．息子が PC欠損
症と診断．
現病歴：平成 2年，先天性 PC欠損症と診断さ

れて以来当院に通院していた．抗凝固療法として
ワーファリン 8mg�日を通年内服していたが，平
成 14 年 3 月，約 1週間の薬剤の自己中止を契機
に，突然の下腹部痛と両下肢のしびれが出現し歩
行不能となった．当院に救急搬送され緊急入院．
造影CTにて胸腹部大動脈血栓症および SMA血
栓症と診断されたため，当科に紹介された．
入院時現症：身長 167cm，体重 52kg，体温

37.4℃，血圧 108�58mmHg．眼瞼・眼球結膜に貧
血・黄染なし．胸部打聴診上異常なし．腹部は平
坦，軟で下腹部に圧痛を認めたが，筋性防御，反
跳痛など明らかな腹膜刺激症状は認められなかっ
た．両下肢にチアノーゼを認めた．
入院時血液検査所見：白血球数 6,800�mm3，
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Fig. 1 a：Enhanced CT showed thrombus of a supe-
rior mesenteric artery in the origin. b：Enhanced 
CT showed thrombus of an aorta in the origin. c：
Multi-planar reformation showed a complete occlu-
sion of a SMA in the origin by thrombus.

b
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CRP 0.5mg�ml と正常範囲内であったが，base ex-
cess －3.8mmol�lと軽度のアシドーシスを認め
た．PC抗原は 13％，PC活性は 21％とともに著明
に低下していた．
また，AST 35，ALT 14，LDH 419，CPK 62

と正常範囲内であった．
胸腹部造影CT像：胸部大動脈から大動脈分岐

部にいたる大動脈と SMA起始部の血管内腔に広
範な血栓が認められた（Fig. 1a～c）．ただし，SMA
の末梢は造影されており腹腔動脈系からの側副血
行の存在が推測された．また，遠位回腸に軽度の
壁肥厚を認めたが，造影効果は保たれていた．
臨床経過：腹部理学検査所見にて腹膜刺激症状

は明らかでなく，血液検査，CTの結果から腸管壊
死の存在は否定的で緊急手術の適応はないと判断
した．PCの補充療法とへパリン 2万単位�日，ウ
ロキナーゼ 24 万単位�日，プロスタンジン 360µg�
日による抗凝固療法，血栓溶解療法，抗血小板療
法が開始された．その結果，治療開始から約 3週
間後の造影CTで血栓はほぼ消失していた（Fig.
2a，b）．腹痛と泥状の下血は約 10 日間続いていた
が，茶色の水様便に変化してきた．そのため，1
か月後より流動食を開始したが，発熱が続き，中
止した．さらに，その翌週から食事を再開するも，
再度，発熱と炎症所見の上昇を認め，中止した．
5月初旬頃より強い腹痛と間歇熱を繰り返すよう
になり，血便もみられたため大腸内視鏡検査を施
行した．
大腸内視鏡検査：横行結腸中央部から口側に狭

窄が認められ，上行結腸では狭窄が高度なためス
コープは通過不可能であった（Fig. 3）．
内視鏡検査所見より何らかの原因による亜イレ

ウスと診断し，腸管の狭窄範囲の診断と治療目的
でイレウス管を挿入した．
イレウス管造影検査：造影剤は速やかに大腸ま

で到達するが，空腸の拡張と回腸の狭窄像が認め
られた（Fig. 4）．
腹部MRI：遠位回腸に著明な壁肥厚像が認め

られた（Fig. 5）．
以上の臨床経過，検査結果より，PC欠損症を背

景に SMA血栓症が発生し，慢性的な虚血状態に
よる遠位回腸から右側結腸にかけての腸管狭窄と
診断した．経口摂取により腹痛と発熱を繰り返し
ているため狭窄は不可逆的な変化であると判断
し，十分な informed consent を行ったうえ，5月下
旬に手術を施行した．
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Fig. 2 a, b：After three weeks of the conservative 
therapy, enhanced CT showed thrombus had 
disappeared.

b

a

Fig. 3 Colonoscopy showed severe stricture in the 
ascending colon.

Fig. 4 Contrast study with Gastrografin through a 
long tube identified extensive stricture of the dis
tant ileum and dilatation of the jejunum.

手術所見：腹水貯留はなく，明らかな虚血性変
化を思わせるような腸管の色調変化を認めなかっ
た．横行結腸中央部付近からバウヒン弁より約
100cm口側の回腸にかけて伸展性のない腸管壁
の肥厚を認めた．SMAの回腸枝，中結腸動脈左枝
の拍動を確認して腸管切除範囲を決定し，回腸切
除，結腸右半切除，ループ式回腸瘻造設術を施行
した．
切除標本の肉眼検査所見：回腸の近位側には腸

間膜対側に浅い縦走潰瘍が認められ，遠位側にな
るにつれ全周性潰瘍に移行して回盲弁まで続いて

いた．盲腸と近位上行結腸の一部には伸展性の保
たれた粘膜ひだもみられるが，上行結腸中央部に
高度の狭窄が存在し，さらに横行結腸中央まで肥
厚した浮腫状粘膜が見られた（Fig. 6）．
病理組織学的検査所見：腺管上皮が広範に脱落

しており，粘膜下層に炎症細胞浸潤と浮腫，著明
な線維組織の増生を認め，著明な腸管壁の肥厚が
みられた（Fig. 7）．
術後，ワーファリンによる抗凝固療法を再開し



2009年 8 月 75（1427）

Fig. 5 MRI revealed marked wall thickness of the 
distant ileum.

Fig. 6 Macroscopic specimen revealed shallow ul-
cer in the anti-mesenteric site of the proximal il-
eum and circular ulcer in the distant ileum. Severe 
stricture in the ascending colon was indicated by 
the arrow and mucosa was markedly edematous 
from the distant ascending colon to the mid-trans-
verse colon.

Fig. 7 Histological findings showed U1-I I wide-
spread ulcer, and the infiltration of inflammatory 
cells and severe fibrosis in submucosal layer（HE,
×40）．

たところ，経過良好で腹部症状の再燃はみられず，
7月に回腸瘻閉鎖術を施行した後に退院となっ
た．

考 察
急性上腸間膜動脈閉塞症（以下，SMA閉塞症）

は急性腹症のなかでも重篤な疾患で，死亡率はい
まだに 60～90％４）と報告されている．SMAは血流

量も多く，空腸近位から横行結腸にいたる広い範
囲を灌流しているため，特に SMAの起始部で完
全閉塞した場合側副血行路では血流低下を代償で
きず，広範囲な腸管梗塞を来すため予後不良であ
る５）．SMA閉塞症を来す原因は約半数が血栓，約
1�3 が塞栓である６）．血栓症は多くの場合，粥状動
脈硬化症を基礎疾患として発症するが，まれに抗
リン脂質抗体症候群や遺伝性の血液疾患である先
天性アンチトロンビン III 欠損症，先天性 PC欠損
症，先天性プロテイン S欠損症に合併することが
ある．
PCは肝臓で合成される分子量約 62,000 のビタ

ミンK依存性蛋白質であり，活性第V，VIII 因子
を分解し凝固を制御する作用がある．したがって，
その活性低下は凝固亢進状態や血栓症を引き起こ
すと考えられている．先天性 PC欠損症は常染色
体優性遺伝の形式をとり，PC活性が正常の 0～
10％のホモ接合体型では出生後まもなく広範な
血栓症により死亡するため，本症と診断されるも
のはすべてへテロ型と考えられる７）．へテロ型の
PC欠損症に起因する発症疾患は大部分が下肢の
深部静脈血栓症であり，上腸間膜静脈血栓症の報
告は山川ら８）によると過去 35 例のみである．一方，
PC欠損症と動脈閉塞症との関連性についての報
告は少なく，いまだ controversial であるが，心筋
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梗塞，脳梗塞の発症年齢が PC欠損症患者で健常
者に比べ若年での発症が増加することを示唆する
報告もある９）．医学中央雑誌で「PC欠損」「腸間膜
動脈血栓症」，PubMed で「protein C deficiency」
「superior mesenteric arterial thrombosis」をキー
ワードに 1988 年から 2007 年の期間で文献を検索
したところ，PC欠損症に起因する SMA血栓症の
報告は会議録を除いて 3例のみであった１）～３）．本例
は先天性 PC欠損症と診断されDVTの既往もあ
る患者が抗凝固療法の自己中止を契機に SMA血
栓症を来した．発症当初からCT上 SMA末梢の
血流は保たれており腸管壊死を示唆する理学所見
も認められなかったため第 1に保存的治療を選択
したが，結果的には腸管の慢性的な虚血状態によ
り腸管狭窄を来したため外科的切除を要した．
また，遠位回腸から右側結腸が虚血になった原

因としては，経過の途中で SMA起始部に出来た
血栓が末梢側に移動したためにこの領域の虚血の
みが高度になったものと思われる．側副血行路に
より SMA起始部が完全閉塞していたにもかかわ
らず腸管壊死には陥らなかったが，血栓溶解療法
の途中で血栓の移動があったため，微小な血栓が
末梢に流れた可能性もあると思われた．PC欠損
症に起因する SMA血栓症で，過去にこのような
経過をたどったとの報告はなく本例が初めてであ
る．PC欠損症では静脈血栓症が動脈血栓症に比
べ多いが，この頻度の差についてはいまだ解明さ
れておらず，今後さらに PC抗凝固機構と血栓症

の研究が進むことが望まれる．PC欠損症患者で
は静脈血栓症のみならず動脈血栓症が発生する可
能性も常に念頭におくべきであり，さらには薬剤
による凝固系の厳重なコントロールの重要性が示
唆された．
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A Case of the Bowel Obstruction due to a Superior Mesenteric Arterial Thrombosis caused by
Protein C Deficiency

Kazumi Ikenishi, Tomohide Mukogawa, Hisao Fujii,
Michinori Hisanaga, Fumikazu Koyama, Hiroshi Matsumoto,
Hidehiko Shimatani, Taku Takeuchi and Yoshiyuki Nakajima

Department of Surgery, Nara Medical University

We report a case of bowel obstruction due to superior mesenteric artery（SMA）thrombosis caused by Protein
C deficiency. A 49-year-old man admitted to emergency room for severe abdominal pain in March 2002 after
stopping warfarin treatment（8mg�day）on his own. He had been diagnosed with Protein C deficiency in 1990
and had continued under outpatient follow-up. Computed tomography（CT）indicated possible superior mesen-
teric artery thrombosis. Contrast-medium bowel wall enhancement indicated no sign of bowel necrosis, so we
undertook thrombolytic and anticoagulant therapy, with the thrombus disappearing, three weeks later. Dur-
ing the next two months, with oral ingestion, he had a fever and abdominal pain repeatedly. Colonoscopy and
gastrografin contrast study through a long tube, which indicated extensive stricture from the distant ileum to
the transverse colon. Diagnosing the ischemic stricture as irreversible, we conducted right hemicolectomy,
partial distant ileal resection, and loop ileostomy. The postoperative course was uneventful and the man was
discharged once the loop ileostomy was closed. We review three cases of SMA thrombosis coused by protein
C deficiency reported in the literature, and report our case to broaden knowledge on this subject.
Key words：protein C deficiency, superior mesenteric arterial thrombosis, bowel obstruction
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