
134

　北里大学病院CPC 北里医学 2015; 45: 134-137　

第313回: 上行結腸穿孔が疑われ，急性肝不全を併発した一症例
(H27.6.2)

樫見　文枝 (司会・主治医，救命救急医学)，増田　智成 (救命救急医学)，

鈴木　エリ奈、秋谷　昌史、蒋　世旭 (病理学)

臨床経過及び検査所見

症例: 65歳男性

主訴: 腸管穿孔疑い

現病歴

　○○年○月○日に右肋骨下痛が出現した。11日後の

会社の健診で便潜血陽性であり近医を受診した。大腸

内視鏡を施行したが結果は聞きに行かなかった。

　13日後の夕食後から数回の嘔吐と腹痛を認め翌日に

いちょう内科を受診し，イレウスと診断されA病院を

紹介受診した。腹部CTで上行結腸狭窄 (憩室炎疑い) に

よる大腸イレウスと診断し緊急入院した。禁食管理と

FMOX投与を開始したが改善せず18日後にイレウス管

を挿入した。腹部膨満感は軽減したが，患者が耐えら

れずに21日後にイレウス管を抜去しステントを留置し

た。同時に施行した大腸内視鏡では上行結腸狭窄が強

く観察は困難だった。同部位の生検で悪性所見は認め

なかったが，CEAの軽度上昇 (7.4 ng/ml) があり，上行

結腸癌も否定出来なかった。23日後から食事を開始し

たが29日後から37℃台の微熱が継続し食欲も低下し

た。32日後のGFでは食道静脈瘤 (F2，RC sign-) と十二

指腸潰瘍 (A1) を認めた。33日後から体動時の息切れを

認め，心不全による肺うっ血と判断し酸素投与と利尿

剤投与を開始した。36日後に急激な肝機能障害 (AST

84→823 u/l，ALT 52→216 U/l) と血小板低下 (13.1 ×

104/μl→5.1 × 104/μl) と凝固異常 (AT III 31%，PT-T 17.8

sec，PT-INR 1.56，APTT 51.2 sec，FIB 182 mg/dl，FDP

104μg/ml) を認めた。腹部CT上，上行結腸周囲の炎症

の増強と少量の腹水を認め，ステント留置後のmicro

perforationによるsepsis，DIC，多臓器不全と診断し禁

食管理，MEPMやFFP投与等を行ったが状態は改善せ

ず，当センターに搬送された。

既往歴: 虫垂炎; 28歳時手術，腎結石; 35歳

生活歴: 飲酒; なし

来院時現症

　意識: E4V5M6。Vital sign: BP 158/67 mmHg，HR 101

回/分，RR 25回/分，SpO2 95% (O2 5 l/分)，BT 37.2℃。

眼球結膜黄染，前胸部くも状血管腫，腹部膨隆著明・

軟，右下腹部手術痕，腸蠕動音軽度亢進，腹部圧痛な

し，反跳痛なし，肝4横指触知，排ガスあり，排便-4日

検査所見

(L/D) WBC 10,500，Hb 14.7 g/ml，Ht 42.5%，Plt 4.1 ×

104/l，PT-T 21 sec，PT-% 33%，PT-INR 1.80，APTT

52 sec，FIB 141 mg/dl，HT-% 38%，FDP 115μg/ml，

DD 54.8μg/ml，Alb 2.8 g/dl，T.Bil 9.3 mg/dl，D.Bil

6.4 mg/dl，BUN 30.6 mg/dl，Cr 1.02 mg/dl，GFR 57.3

ml/min，AST 1,299 U/l，ALT 299 U/l，ALP 507 U/l，

γGTP 111 U/l，LDH 3,987 Ul，CK 928 U/l，Na 129

mEq/l，K 5.7 mEq/l，Cl 96 mEq/l，Ca 8.5 mg/dl，NH3

56μg/dl，CRP 9.39 mg/dl，BNP 12.5 pg/ml，PCT 0.57

ng/ml，βDグルカン < 6.0 pg/ml，AKBR 0.13，3-HB

310.8μmol/l，HDL-C 13 mg/dl，LDL-C 34 mg/dl，TG

149 mg/dl，HBc抗体 (-)，HBs抗原 (-)，HBs抗体 (+)，

pH 7.453，PaCO2 28 Torr，PaO2 69.6 Torr，HCO3- 19.2

mmol/l，BE -3.3 mmol/l，Lact 84.4 mg/dl，尿中ウロ

ビリノゲン2+，尿中ビリルビン2+，尿潜血2+

(ECG) sinus rhytm，HR 120 bpm

(体幹CT) 胃食道静脈瘤，小腸・大腸ガス，腹水，肝腫

大，肝まだらにenhanceあり，門脈本幹閉塞なし，門

脈右枝・左枝閉塞，脾腫，上行結腸周囲炎症所見，

ステント留置後

(腹部エコー) 門脈本幹閉塞，門脈右枝血栓，肝内腫瘤

なし

入院後経過

　腹部CTで小腸ガスを認め，数日間排便を認めず腹部

膨隆も著明であり，減圧のため内視鏡透視下でイレウ

ス管を挿入し，SW血流の上昇による門脈血流の確保

を試みた。

　肝硬変の既往があるが，○月○日のCTに比べて明ら

かに肝臓が腫大しており，○月○日から急激に肝機能

酵素が上昇した。造影CTでは肝臓がまだらに染まり血

流障害を疑う所見であり，門脈右枝・左枝は閉塞が疑

われた。腹部エコーでは門脈本幹から血流が低下して

おり，右枝に血栓を疑う所見を認めた。何らかの原因

で門脈が圧迫されている状態と考えられた。門脈の圧
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排のみでは肝機能酵素上昇を説明出来ず，腫瘍性病変

の関与が疑われた。前医での診断であるm i c r o

perforationからのsepsis，多臓器不全の状態はPCTや炎

症反応からは否定的だった。上行結腸の狭窄も腫瘍の

可能性は否定出来ず，各種腫瘍マーカーの検査を施行

した。

　入院後はネオファーゲンとFFPを投与し対症療法を

行った。翌朝の血液検査で血中K値の上昇 (6.8 mEq/l)

を認め，脈ありVTの状態となったためDC 150Jを施行

し，カルチコールやGI，CHDFを施行した。FFPを投与

しても凝固異常は改善せず，肝機能酵素は右肩上がり

に上昇し，アンモニアも400μg/dl台まで上昇した。高

度の代謝性アシドーシスのためKusmaul呼吸となり，

意識状態は悪化した。入院時の血液検査でCEAは590

ng/mlまで上昇しており，上行結腸癌による転移性肝

癌，門脈血栓症が考えられた。病状は急速に悪化して

おり，悪性腫瘍とすると末期で根治療法は困難である

と判断し，ご家族と相談した上でDNRの方針となり，

○月○日○時○分に死亡確認とした。

診断名

#1. 急性肝不全 (転移性肝癌疑い)

#2. 腸閉塞

#3. 肝硬変 (脾腫，食道静脈瘤)

#4. 門脈血栓症

#5. DIC

#6. 上行結腸穿孔疑い

臨床上の問題点

1. 短期間 (1か月以内) での肝臓内の変化 (CT上は転移

性肝癌を疑う所見) が起こりうるのか。

2. 前医で敗血症によるDICが疑われており，上行結腸

の穿孔を疑うCT所見であった。しかし，プロカルシ

トニンの上昇は認められず，血液培養も陰性であ

り，感染症による多臓器不全とは臨床的に合わない

所見であった。

病理所見

A. 主病変
1. 上行結腸癌 (pT4aNXM1b (H3，PLU2，ADR，OTH)

stage IV

1) 肉眼所見

　結腸: 上行結腸ステント留置 (+)。同領域と周囲腸管

〜後腹膜までが一塊となっていた (全体約15.0 ×

13.0 × 7.5 cm大) (図1a，b)。

北里大学病院CPC (第313回)

図1
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2) 組織所見

　　上行結腸ステント留置挿入部を中心とした腸管

と，それと癒着している周囲腸管〜漿膜〜直腸周囲

を 含 む 後 腹 膜 に 中 分 化 〜 低 分 化 相 当 の

adenocarcinoma (tub2 > por) のび漫性増殖・浸潤を認

めた。変性・凝固壊死顕著で，腫瘍は非常に高度な

脈管侵襲を伴っていた (図2a，b)。

3) 遠隔転移

　肝臓 (3,460 g): 肝臓全体に極めて高度のび漫性転移

とそれによる肝実質の高度破壊を認めた (図3a)。

また，腫瘍成分の変性・壊死も著明であった。門

脈右枝に腫瘍塞栓 (+)，肝全体に於いても大小不

同，極めて多数の血管内に腫瘍塞栓を認めた (図

3b)。高度の腫瘍塞栓は腫瘍の変性・壊死及び肝細

胞の急性変性・壊死の原因と考えられた。門脈主

幹内には腫瘍塞栓を認めなかった。

　左右肺 (左841 g/右685 g): 右肺は下葉・中葉を中心

に最大径1.0 cm大の結節と，左肺は下葉を中心に

数mm大で散在性の結節を認めた。組織学的に

は，全て上記上行結腸癌の転移巣と判断された

(図4a)。更に，両側肺全体に於いて，多数のリン

パ管・小血管内にも腫瘍成分を認めた (図4b)。

　両副腎 (左23 g・右15 g)

2. 前立腺癌 (latent carcinoma): 高度PINを背景として，

Gleason score 4 + 3 = 7相当のadenocarcinomaを小範囲

に認めた (図5a，b)。

図2

図3
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B. その他の所見
1. 肝硬変 (HBs抗原陰性，HCV抗体陰性): 腫瘍塞栓に

よる肝実質の壊死が顕著で，腫瘍のび漫性転移に

よる肝既存構造の破壊も著明であるが，残存する

肝組織は線維性架橋が完成した肝硬変の所見が見

られた (図3c)。一部の肝細胞には脂肪滴が残存し

ていた。

2. うっ血脾腫大 (340 g)，肝硬変による変化と考えた。

3. 食道静脈瘤。下部食道に於いて，粘膜下層に拡張し

た静脈をしばしば認めた。また，一本の静脈内に腫

瘍成分も見られた。

4. 腔水症: 左胸水400 ml，右癒着，腹水300 ml

5. 過形成骨髄: C : F = 7 : 3，M : E = 2 : 1

6. 十二指腸潰瘍: 十二指腸球部に2 cm大のulcer。組織

学的に固有筋層一部の欠損を示すUL-III相当の潰

瘍を認める。

7. 心臓 (458 g): 右室の軽度拡大を認めた。

8. 直腸粘膜出血・びらん

9. 虫垂炎術後，右下腹部に6 cm長の手術瘢痕を認め

た。

10. 身長180 cm，体重93.7 kgの一男性屍 (BMI 29.1)

考　　察

　剖検では，上行結腸と周囲は高度に癒着しており，

組織学的にに，中分化〜低分化相当のadenocarcinoma

の増殖・浸潤が広がっていた，腫瘍は高度の脈管侵襲

を伴い，多臓器に転移を示した。特に肝臓はその全体

に腫瘍のび漫性転移，門脈右枝はじめ，高度の腫瘍塞

栓を認めた。

　直接死因は，肝硬変が基盤にあったことに加え，高

度の腫瘍転移と腫瘍塞栓による肝実質の高度変性・壊

死に起因する肝不全と考えられた。

図4

図5.  (a) H&E染色，(b) P504S + p63免疫染色
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