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腎動脈血栓による腎血管性高血圧の1例
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　要　　旨

　症例は2歳1ヵ月，男児．高血圧，心不全のため入院．腹部CT及び腹部大動脈造影で，右腎腹側に

造影不良部分を認めた．分腎静脈サンプリングでは，右腎で有意に血漿レニン活性が高値であった．右

腎摘除術を施行後，血圧は正常化し，心機能も改善した．腎動脈内腔に多発性の器質化血栓を認めたが，

血管壁には著変を認めなかった．また，腎の一部に凝固壊死巣を認めた．右腎動脈血栓による腎血管性

高血圧と診断したが，血栓形成の原因は不明であった．

　　　　　　　　　　緒　　言

　小児の高血圧症はまれであり，またその多くは無症

状であるため高血圧性緊急症や不可逆的な腎障害に至

るまで気付かれないことが多い．各種診断法や外科治

療の進歩に伴い，われわれ小児科医が早期に診断を下

し，原因を検索することがますます重要になってきて

いる．今回腎動脈血栓による腎血管性高血圧の症例を

経験し，腎摘除により血圧を正常化することができた

ので報告する．

　　　　　　　　　　症例報告

　症例：2歳1か月，男．

　主訴：多呼吸，乏尿．

　家族歴：高血圧の家族歴はない．

　既往歴：1歳10か月時，EBウイルスによると考え

られる急性肝炎のため，2週間入院加療をうけている．

2歳時，手足口病に罹患．外傷の既往はなかった．

　現病歴：昭和63年7月11日，38℃の発熱と日区吐，15

日には咳歎が出現し，近医受診．胸部に湿性ラ音を聴

取し，同病院に入院．入院時に初めて血圧を測定し160／

130mmHg，また肝を4cm触知し，蛋白尿を認めた．利

尿剤（furosemide，　potassium　canrenoate），　hydral・

azine　HCIの投与が開始されたが，高血圧は持続し，

7月19日尿量減少，多呼吸，心拡大が生じ，7月20日
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当科に紹介入院となった．

　理学的所見：身長82．Ocm，体重10．Okg，体温

38．7℃．血圧は右上肢で170／114mmHg．呼吸数72回／

分，全肺野に湿性ラ音を聴取し，陥没呼吸を認めた．

心拍数168／分，奔馬調律であったが，心雑音を聴取し

なかった．浮腫は認めなかった．咽頭は軽度発赤して

いた．腹部は平坦で，肝を右鎖骨中線で6cm触知し，

軽度弾性硬で表面は平滑であった．脾，及び腎は触知

しなかった．腹部に血管性雑音は聴取されなかった．

神経学的異常はなかった．

　一般検査所見（表1）：胸部X線写真で肺うっ血像

を認め，心胸郭比は0．62と拡大していた．心電図では，

左房・左室負荷を認めた（図1A）．心エコー図で左心

室の拡大があり，駆出分画は0．08と低下していた．末

梢血白血球数は9，400／mm3で核の左方移動があり，

CRP強陽性，低K血症，低Cl性代謝性アルカローシ

スを認めた，蛋白尿を認めたが，沈査は異常なかった．

　臨床経過（図2）：心筋炎，敗血症その他の重症感染

症による心不全と考えて，水分を制限し，酸素・

dopamine　HCI・digoxin・ubidecarenone・利尿剤・

isosorbide　dinitrate・tape・captopril（20mg／日）・抗

生物質の投与を開始した．咽頭粘液培養で，インフル

エンザ菌が検出されたが，血液培養やウイルス抗体価

では，有意な結果は得られなかった．

　captopril　5mg／doseの内服に反応して80分後血圧

が170／110mmHgから140／70mmHgに低下した．血圧
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表1　入院時検査所見と回復期のウイルス抗体

WBC
　Stab

　Seg

　Lymph

　Mono
RBC
Hb
Ht

PLT

　9，400／mm3

　　17％

　　61％

　　16％
　　　6％

500×lO4／mm3

　12．4g／dl

　39．6％

22．3×104／mm3

P
O
R
S
C
A

23．2mg／dl

＜20

Na
K
Cl

GOT
GPT
Glu

ALP
T．Bil

TP
CPK

125mEq／L

2．8mEq／L

76mEq／L

561U／L

441U／L

124mg／dl

1191U／L

O．6　mg／dl

5．49／dl

1811U／L

細菌培養

　血液（一）　尿（一）

　咽頭粘液（Haemophilus　influenzae）

尿蛋白量

Ccr

尿中VMA
　　HVA
　　NA
　　A

1．319／日

103．3ml／分／1．73m2

　3．7mg／日（HPLC法）

23．Omg／日（HPLC法）

90．8μg／日（HPLC法）

18．3μg／日（HPLC法）

血液ガス（FIO20．3）

PH
PAO2

PACO2

HCO3
BE
Sat

7．579

90　．　0　mmHg

33．9mmHg
31．8mEq／L

十9．OmEq／L

97．3％

検尿

　蛋白　　（＋）

　潜血　　（一）

比重　　1．004

沈査　　clear

ウイルス抗体（回復期）

　エコー（3，7，11，12）（HI）　　　〈8

　コクサッキー（A9，　Bl，　B2，　B3，　B4）

　　（CF）　　　　　　　　　　＜4

　アデノ（CF）　　　　　　　〈4

　マイコプラズマ（PHA）　　　＜40

VCAIgM＜10　　　VCAIgG×160

　EBNA　　×160
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図2　臨床経過

は120分後には再び150／92mmHgと上昇したが，この

結果から腎血管性高血圧が疑われた．captopril投与後

5時間の時点での末梢血レニン活性（PRA）は165．9

ng／ml／h，血中アルドステロン濃度（PAC）3，468pg／

mlと異常な高値を示した．

　心不全・CRPは徐々に改善したが，高血圧が持続し，

7月24日からは，nitroglycerinの持続点滴を開始し，

captoprilを増量（40mg／日）した．レノグラムや経静

脈性腎孟造影（intravenous　pyelography，以下IVPと

略す）を行ったが有意な所見を得られず，8月10日，

分腎静脈レニン活性検査，及び腎動脈造影を行い，同

時に心カテーテル検査，心筋生検も施行した．

　腎血管性高血圧に対する検査（図3）：左右腎静脈レ

ニン値の比（renal　vein　renin　ratio，以下RVRRと略

す）は1．52であり，右腎静脈と循環血中レニンの比

V1（右腎静脈）　　64．1

V2（左腎静服）　　42．3

V3（下大静脈）　　43．4

V4（上大静脈）　　45．6

L，471

t，661

1，950

1，760

図3　分腎静脈レニン活性及び総レニン濃度（TRC）

　と活性型レニン濃度（PRC）の比

（renal　to　systemic　renin　index，以下RSRIと略す）

は0．42，左腎のRSRIはほぼ0であった．総レニン濃

度に占める活性型レニン濃度の比率は，77．3％であっ

た，

　DSAによる腎動脈造影（intra　arterial　digital　sub・

traction　angiography，以下IA－DSAと略す）では，

動脈相で右腎動脈本幹がやや不整で，左に比して少し

細く，また右腎の一部で動脈の分布が認められなかっ

た．実質相で同部に欠損が認められ，左腎に比べて右

腎のサイズが小さかった（図4）．

　腹部造影CTでも同様に右腎腹側にenhanceが不

A

図4　下行大動脈造影所見（IA・DSA）Aは動脈相，　Bは実質相を示す．
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　　　　　　　図5　腹部造影CT
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十分な部分を認めた（図5）．

　手術所見：右腎硬塞の診断下に，8月29日泌尿器科

で右腎摘除術を施行した．右腎は7×3cmと正常大

で，前上方1／3の領域で，実質が地図上に萎縮し，黄白

色を帯び，表面は穎粒状凹凸不整に変化していた．境

界は明瞭で他の部分は見かけ上は全く正常であった

（図6）．

　病理所見：腎動脈主幹部の腎門付近には，器質化し

た血栓と再疎通がみられ，内膜に軽度の肥厚を認める

以外は動脈壁に異常がなかった（図7）．肉眼的に地図

上に陥凹した部分では，糸球体及び尿細管は，ともに

壊死していた．心筋生検では，炎症所見はなく，その

ほか内膜に目立った変化を認めなかった．

s蘂聯

『
図6　摘出した右腎とその断面

図7　病理所見（Hematoxylin・Eosine染色，×20）

　術後経過：レニン及びアルドステロンは，ともに術

前から低下傾向にあったが，術後約1か月で正常化し

た．また，血圧は術直後から下降がみられ，心エコー

図上，高血圧の持続のために肥厚していた左室壁も，

術後徐々に正常化し（図8），左心機能も回復した．心

電図上の左房左室への負荷所見も消失した（図1B）．

現在外来で無投薬で経過観察中であるが，血圧の再上

昇は認めていない．

　　　　　　　　　　考　　察

　小児期の高血圧の65～80％は2次性高血圧であり，

このうち最も多いのは，慢性糸球体腎炎などによる腎

実質性高血圧である．腎血管性高血圧は，腎動脈に狭

窄病変が生じた結果，腎の灌流圧が低下し，レニン分

泌が充進して高血圧が発症する．若年者でレニンーア

Presented by Medical*Online



452－（98） 日本小児循環器学会雑誌　第7巻　第3号

7／22

FS＝0．08

815

FS＝O．22

10／31

FS＝0．34

図8　Mモード心エコー図の変化．IVS：心室中隔LV：左心室，　FS：左室径短縮率，

LVPW．左室後壁

表2　急性腎動脈閉塞の原因

①左心系の壁在血栓由来

　　リウマチ性心疾患

　　心筋梗塞

　　心房細動

　　細菌性心内膜炎

②奇異性塞栓（右心系血栓）

③血栓以外の塞栓

　　空気

　　脂肪滴

　　左房粘液腫

　　アテP一マ塞栓

①腎動脈壁の変化

　　外傷

　　粥状硬化

　　線維増生病変の一部

　　腎動脈でのカテーテル

　　操作

　　動脈瘤・動静脈痩

②血流のうっ滞

　　周囲からの圧迫

　　先天的な狭窄

　　血液量の減少

③血液の性状変化

　　真性多血症

　　凝固・線溶系異常

④その他
　　経口避女壬薬，　感電

⑤不明，自然発生

ンギナテソシン系の充進した高血圧をみた場合，腎血

管性高血圧のほかに，レニン産生腫瘍，ウイルムス腫

瘍やその他の腎実質性疾患を鑑別しなけれぽならな

い．腎血管性高血圧の成因は，欧米では粥状硬化，線

維筋性過形成によるものが多く1），本邦では，大動脈炎

症候群，線維筋性過形成によるものが多い．血栓及び

塞栓も頻度は低いながら，腎血管性高血圧の原因とな

り得る（表2）．

　血栓症（thrombosis）と塞栓症（embolism）は，原

因を異にする疾患である．前者は，局所の因子，特に

血管壁の異常などのために，その部位に血栓を生じ動

脈閉塞を来すものである2）．局所に血栓を形成しやす

い状態としては，1）血管壁の異常，2）血流のうっ滞，

3）血液性状の変化の3つの要因が考えられる．

　血管壁の異常を起こす原因としては，腰腹部の鈍的

な外傷（受傷後急性期だけでなく，遠隔期でも3））が多

いとされる．その他には，成人例では腎動脈の粥状硬

化が多い．小児例では，線維増生病変のうち，特に内

膜線維増生intimal　fibroplasiaで，病変が進行して腎

動脈分枝や主幹部にも血栓を起こし得る1）．内膜線維

増生は，原発性の他に，外傷・動脈炎・腎疾患・rubella

などのウイルス感染・胎生期の内膜組織の遺残などに

より2次的に起こることもあり4）5），年齢的には，乳児

例や新生児例の報告もある．一方，成人で最も多い中

膜線維増生medial　fibroplasiaは，小児では少なく，

また主幹部の血栓は極めてまれである．その他，新生

児期の膀カテーテル6）や腎動脈に対するカテーテル操

作後の血栓や塞栓が報告されている．また，腎動脈瘤・

動静脈痩などでも血栓がみられる．

　血流のうっ滞は，血管壁の異常の他に，神経線維腫

症やウイルムス腫瘍などによる周囲からの圧迫や胎内

での発育異常による腎動脈の狭窄，血液量の減少など

が原因となる．

　血液の性状の変化には，真性多血症，凝固・線溶系

の異常などがある．異常に血栓を生じやすい病態に凝

固冗進状態といわれるものがある．この状態下では，

血管内皮の傷害，血小板凝集・粘着能の充進，凝固の

活性化，線溶系の抑制などが存在する．また近年血栓

形成抑制機構の低下が重要視されている．すなわち血

小板凝集は，血管壁でつくられるPGI2をはじめとする

プロスタノイドにより抑制され，凝固系は，アソチト
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表3　凝固系検査所見

血漿プロトロンビン時間（PT）

活性部分トロンボプラスチン

　時間（APTT）

トロンボテスト（TT）

ヘパプラスチンテスト（Hpt）

血漿フィブリノーゲン

血漿FDP
AT・III

プロテインC活性

プロテインC抗原量

プロテインS抗原量

10．7sec　　　　100％

33．2sec

　（コントロール　32．5sec）

94％

116％

195mg／d1

6．4μg／m1

116％

107％（基準値　55～140％）

138％（基準値　70～150％）

104％（基準値　66～134％）

ロンビンIII，プロテインCにより抑制されるが，これ

らの減少は血栓を形成しやすい状態となる7）．先天性

プロテイソC欠乏症，先天性アンチトロンピンHI欠乏

症，アンチトロンピンIII異常症，プラスミノーゲン異

常症，フィブリノーゲン異常症などの血液凝固異常症

では，表在静脈血栓症，深部静脈血栓症，肺血栓塞栓

症などの多発性の血栓症を発症し，その後これらを反

復することが知られている．先天性プロテインC欠損

症に伴う心筋梗塞の報告もある8）．

　一方，塞栓症は中枢側にできた塞栓が血流に運ぼれ，

動脈分岐部や動脈の狭小化部位を閉塞するものであ

る2）．塞栓による腎動脈閉塞は，リウマチ性心疾患，心

筋梗塞，心房細動，細菌性心内膜炎等の心疾患のある

患者で最もよく見られる9）10）．しかし腎梗塞には，これ

らの原因の明らかでない特発性と思われる症例の報告

もある1°）一’12）．

　われわれの症例は，腎梗塞による腎血管性高血圧で

あったが，血栓及び塞栓の原因となるような，外傷，

心疾患，血管病変を認めなかった．また，急性期には

血液凝固系の検査を行わなかったが，回復期に行った

検査の結果は表3のごとくであり，遺伝性血栓性素因

の疑いは低いと考えられる．腎梗塞の69％の患者では

他の臓器にも梗塞がみられ，205人中91人が脾，51人が

脳，50人が肺に梗塞がみられたとの報告がある13）14）．本

症例では脾に関する検索は不十分であるが，頭部造影

CTや肺動脈造影では異常を認めなかった．また眼底

の検査では，高血圧性の変化は認められなかった．腎

動脈の側副血行路の発達もなく，比較的急性に発症し

たものと考えられる．入院時に発熱・CRP強陽性など

の所見があったが，急性感染が原因となり血管壁の損

傷などがおこり，2次的に血栓が生じて腎動脈に血栓

塞栓症を起こしたものかも知れない．しかし心筋生検

では内膜に異常がなく，血管炎や腎以外の臓器に塞栓
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症が存在したという所見は認められなかった．結局，

腎梗塞の原因は不明であった．

　腎梗塞の大きさは，径が1cm以下のものから腎全体

に及ぶものまであり，その症状はさまざまである．高

血圧以外に症状のない人もいれば，急性腹症になる人

もいる．一般に塞栓は末梢側の血管に陥入することが

多く，このような小さな梗塞でも，腎血管性高血圧が

発症する場合もあるが’5），側副血行路が形成され，高血

圧が発症しないことが多いようである11）16）．広範囲の

梗塞では，以下のような典型的な症状がみられる．す

なわち，激烈な背部痛と側腹上部に拡がる肋骨脊椎角

の圧痛が突然起こり，初期には悪心ロ区吐を伴う．短期

間の乏尿があるが，肉眼的血尿はまれである．白血球

増多，蛋白尿，さまざまな程度の膿尿，顕微鏡的血尿

が見られることが多い17）．

　狭窄病変の機能的な意義を確かめるためにカテーテ

ルで左右の腎静脈血を採血しそのレニソ活性を比較す

る方法が，最も実際的で診断を確立し手術適応を決め

る意味で最も良い方法であると考えられている1｝．手

術適応となる左右腎静脈レニン値の比RVRRは，1．5

以上が妥当であるとする報告が多い18）．両側の腎動脈

狭窄があると左右の腎静脈レニンに左右差がなくなる

ことがあるが，こういう例で手術適応を決めるために

は，レニン分泌の抑制の有無を検索するのが最も良い

方法である．腎静脈と循環血中レニンの比RSRIは，

0．24以上がその腎臓からのレニン分泌が充進している

ことを意味し，それ以下はレニン分泌が抑制されてい

ることを意味する指標である19）．

　われわれの症例では，IVPやレノグラムは診断の決

め手とはならず，腎動脈造影（IA－DSA）が病変部を明

確に示すのに有用であった．動脈性のDSAは造影剤

の量も少なくて済み，画像も通常の腎動脈造影と全く

同様に得られる1）．造影CTでも同様の病変が認めら

れたが，レニン産生腫瘍との鑑別は困難であった．Bar・

uchら2°）は，レニン産生腫瘍では総レニン濃度に占め

る活性型レニン濃度の比率が90％以上であると報告し

ているが，われわれの症例では77．3％であり，鑑別に

有用であった．また，左右腎静脈レニン比は1．52であ

り，右腎でのRSRIは0．42，左腎ではほぼ0であった．

これは右腎でのレニン分泌充進と左腎での分泌抑制を

示し，純型の一側腎動脈狭窄のパターンに相当すると

考えられた．手術により治癒する可能性が示唆された．

理想的にはcaptoprilやfurosemideの投与を中止し

た状態で，レニン活性その他の検査を行うべきである
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が，本症例では好ましくないと判断した．

　診断が確定すれぽ，バルーンカテーテルによる腎動

脈拡大術percutaneous　transluminal　angioplasty（以

下PTAと略す）または外科的治療が行われる．　PTA

は線維筋性過形成や粥状硬化で良好な結果が報告され

ているが，腎硬塞のような完全閉塞では適応となり難

い．腎梗塞では病変が部分的であれぽ，抗血栓療法が

行われることもあるが，腎動脈の主幹部や分岐部の完

全閉塞は出来るだけ早く血栓除去術，血行再建術を行

うべきである14）．腎動脈の完全閉塞の時間は，腎機能の

回復の可能性にかかわるが，Libertinoら21｝は，腎動脈

の完全閉塞56日後に血行再建によって腎機能が回復し

た例を報告し，側副血行路の可能性があるので診断が

遅れても侵襲的な外科的治療は避けるべきであると述

べている．また，一般に小児の腎血管性高血圧は局所

の線維増生病変によるものが多く，この病変は反対側

の腎動脈にも発生する可能性があるため3）6），腎の一部

あるいは全部を残しておく治療法が優れているのは言

うーまでもない．しかし，治療が遅れ永続的な間質の傷

害に至ると，血行を再建しても慢性の高血圧に至る17）．

それゆえ，血行再建が無意味あるいは不可能な本例で

は，腎摘除術を余儀なくされた．

　　　　　　　　　　結　　語

　原因不明の腎梗塞による高血圧，心不全を生じた2

歳男児例に対し腎摘除術を行い，血圧の正常化と心機

能の回復が得られたので報告した．

　本報告の要旨は，平成元年3月5日，第2回近畿小児科学

会（西宮）で発表した．
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ACase　of　Renovascular　Hypertension　Caused　by　Idiopathic　Renal　Artery　Thrombosis

Hitoo　Fukuhara，　Toshiharu　Miyake　and　Tatsuo　Yokoyama

Division　of　Pediatric　Cardiology，　Kinki　University　School　of　Medicine

　　　A2－year・old　boy　with　sudden　onset　of　hypertension　and　heart　failure　was　reported．　Renovascular

hypertension　was　suspected　by　high　plasma　renin　activity　and　blood　pressure　reduction　in　response　to

captopri1．　Renin　activity　from　venous　blood　of　right　kidney　was　significantly　elevated　in　comparison

with　that　of　left　kidney．　Renal　arteriogram（intra・arterial　digital　subtraction　angiography）was　the

most　effective　method　for　diagnosing　the　lesion　and　evaluating　the　etiology，　preoperatively．　The

patient　underwent　right　nephrectomy　and　a　diagnosis　of　renal　infarction　was　made　at　the　operation．

His　blood　pressure　returned　to　normal　values　immediately　after　the　operation，　and　has　stabilized

within　normal　levels　since　then．　Causes　of　renal　artery　thrombosis　were　unknown．
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