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今翻，衛前に敗撫症を呈した亜急性型劇漉肝炎に対し脳死肝移樵を施行し救命し得た症剥を
経験したので文献的考察を加えて報告する．癒欄は龍歳，男性．薬剤性亜急性型劇症肝炎とし
て近1熟にて加療されるも改善なく，肝移植日約に当院に転院した．転院4日目に脳癒の増悪を
認め緊急生体肝移楠の方針となったが，カテーテル感染による敗血症性ショック，叢度の呼鞭
不全，腎不全のため手術を延期し，保存的に癩療を継続した．その後ショックから離脱し，血液

培養の陰性化を確認した．転院甜日口に脳死ドナーが発生したため脳死全肝移植を施行した．
手術直欝奪に採取した醗液培養検査が陽性であったため結果的には菌血癒状態での肝移植となっ

た術後早糊より持続的晦液濾過透析，エンドトキシン吸着療法を開始し，タクロリムス甑中濃
度を抵纏に抑えることで金身状態は比較的速やかに改善した。その後重篤な合併症なく第憩病
日にICU退室した．術潮に顕血癒を繋した症擁に対する騨移植の成績は極めて不良であるが，
術後の集中菅理により救命し得たので報告する．
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はじめに

移植前に敗灘症を謹した症例では移植成績が極め
て不良であり，手術を回避せざるを得ない場合が

亜急性型劇症肝炎に対しては肝移植が唯一有

多い．今回，術前に敗血症を墨した亜急樵型劇症

効，かつ簸終的な治療法として確立している1），

肝炎に対し脳死肝移植を施行し救命し得た症例を
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経験したので文献的考察を加えて報告する．
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者：61歳，男性．

2．67と肝機能障審，凝固能障害

を認めた．Chi蓋d−Pugh分類はc（11点）で

主訴：発熱全身倦怠感，黄疸．

MELD

家族歴1特記すべきことなし．

scoreは27であった．

腹部骨盤部造影CT検査所見：肝は著明に萎縮

既往歴：高血圧，糖尿病にて内服加療中．

し，前医でのCT画像との此較では，1週間で約

現病歴：7目初旬に発熱を主訴に近医を受診し

55％の肝容樵の滅少を認めた（図1）．

ガレノキサシン，サリチルアミド，アセトアミノフ

入院後経過1生体および脳死肝移植の準備を進

ェン，ゴロメタジンメチレンジサリチル塩酸が処

めるとともに血漿交換等の入ぶ肝補助療法ならび

方された．一度解熱するも数B後に馨度発熱し，

に全身管理を継続した．手術予定昌の前日（入院

全身倦怠感，黄療が顯現した．他院へ紹介となり，

7日自）に39℃の発熱を認め，さらに腎不驚，呼

精査したところ著明な肝機能障害と黄疸を認め，

吸不全の出現と肝性脳症の増悪を認めた．中心静

急性肝不全の診断で入院となった．入院後も肝不

脈カテーテルからの感染による敗血症性ショック

全が進行したため血漿交換等施行されるも改善な

の診断で手術を癒期した．抗生剤・抗真菌剤の投

く，さらに肝牲脳症が出現した．内科的治療では

与，持続的血液濾過透析（CHDF），人工呼級器管

救命困難と判断され，肝移植濁的に当科転院とな

理などの集中治療を施行し，ショックからの離脱

と血液培養の陰性化を確認した．入院欝日目に

った．

入院時現症：身長161cm，体重56．1

kg，漁圧

脳死ドナーが発生し，脳死全肝移植術を施行した．

130／75mmHg，脈拍130掴／分・整，体温36．8℃，

手術時聞11時閥1分，出血量6，445mlで，術後集

意識灌明，眼球結膜に黄染を認めた，羽ばたき振

中治療室淀U）に帰室した．手術直前に採取し

戦を認めた．

た血液培養が陽牲と術後に判明したため，以下の

図1
（A）前癒入続時の腹部造影CT画像．

（B）1週閥後の当院入院時の腹部単純CT繭像，肝容穣は融5m茎．1週間で騒％
の急激な肝萎縮を認めた．
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肝移糠後の漉療経過

対策を行った，①カテーテル類の長期留置回避

下を示すものと定義される2）

（畢期抜去，頻圏交換），②タクロリムス藪申濃度

因はウィルス性，薬物性，鶴己免疫性など組織学

4）．劇症肝炎の成

の調整（トラフを低値に鐸えステロイドを併用）

的に肝炎像を呈するものに隈られ，薬物中毒や循

③頻蝋の培養検査と適正な抗生遡の使用を徹底．

環不全などその他の成憎や先行する肝疾患がある

治療が奏効し術後第6病日に人工呼吸器から離

場合は対象とならない．症状発現後10日以内に

脱，第甜病日に玉CUを退憲した（図2）．

脳症が出現する急性璽，且巳以後に発現する亜急

性型に分類される．また，症状発現後8週から雄
考

察

週の問に肝性脳症をきたすものは遅発性肝不全と
分類される5），

劇漉肝炎は肝炎のうち初発症状出現後8週以内

劇症肝炎は内科的治療に反応しないと判断され

に高度の肝機能巽常に基づいて昏睡鉦度以上の肝

た段階において緊急肝移植の適応となり得る．適

性脳症をきたしきプロトロンビン時間が40％以

応纂準に関して本邦ではいくつかのガイドライン
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が提唱されているが，日本急性肝不全研究会によ

結

語

る肝移植適応のガイドライン6）が頻用されてい
る．本邦における劇症肝炎に対する内科的治療の

術前に敗血症を呈した薬剤性亜急性型劇症肝炎

救命率は，急性型で56．8％，亜急性型で32．1％で

に対し，敗血症治療後に脳死肝移植を施行し救命

あるのに対し7）肝移植ではπ5％と良好な成績

し得た症例を経験した．劇症肝炎の進行の予測は

が報告されている8）．

困難であり，適切な周術期管理を行いつつ，限ら

劇症肝炎における脳症の進行を予測することは

極めて困難である．とりわけB型劇症肝炎の超急

れた時間の中で慎重に判断し適応を決める必要が
ある．

性型などでは，発症より数日で内科的治療での救
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