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総説 
 
 

重症急性膵炎における膵虚血・壊死の 

進展機序と vasospasm  
                           
武田和憲1)

1) 国立病院機構仙台医療センター 外科 
 
≪抄録≫                         
急性壊死性膵炎において、膵が壊死に至る過程に膵の虚血、または阻血が重要な役割を果たしている。急

性壊死性膵炎の血管造影所見は膵内動脈の vasospasm が特徴的で、vasospasm は造影 CT における膵の造

影不良域と一致しており、膵の虚血に関与すると考えられる。Vasospasm がおこる機序としてはショック

や血圧低下に伴う腹部交感神経優位の状態、血管攣縮物質であるエンドセリンの活性化等が関与する。また、

膵が壊死に至るには、vasospasm による血流障害に加えて重症膵炎に伴う凝固能の亢進、微小血栓形成な

どの関与が示唆される。こうした重症急性膵炎の病態解明は vasospasm の予防や膵局所の抗凝固療法など

の新たな治療法の開発に繋がるものと期待される。 
                  
キーワード： 急性膵炎 vasospasm 膵虚血 膵壊死 non-occlusive mesenteric ischemia (NOMI) 
（2010 年 1 月 4 日 原稿受領） 
英文タイトル：Role of vasospasm as a mechanism of pancreatic ischemia-necrosis in severe acute 
pancreatitis. 
 
 
はじめに 
 重症急性膵炎は複雑な病態を形成する。炎症性サ

イトカインによる全身の炎症反応、臓器障害がみら

れると同時に、高度の膵虚血・壊死、非閉塞性腸管

虚 血 症 (non-occlusive mesenteric ischemia, 
NOMI)など膵や腸管の虚血性の変化を伴う。急性

膵炎は膵腺房細胞内での膵酵素の活性化にはじま

るが、膵壊死に至る過程には膵の虚血や微小血栓形

成など膵の血流障害が関与する。これまで、動物実

験レベルでは、急性膵炎における膵壊死への進展過

程に vasospasm が関与することが報告されてきた

が、臨床的には十分な検討がなされていなかった。

近年、我が国から相次いで急性膵炎における血管造

影所見の報告がみられ、急性壊死性膵炎においては

vasospasm が特徴的であり、vasospasm は急性膵

炎の重症化機序のひとつとして膵の虚血や非閉塞

性腸管虚血症(non-occlusive mesenteric ischemia, 
NOMI)に関与することが明らかになってきた。我

が国ではこうした重症急性膵炎の発症早期の病態

に対する治療が開発されており、予後改善に役立っ

ている。 
 
造影 CT による膵微小循環障害の評価 
 急性膵炎に造影CT検査が適用されるようになっ
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重症膵炎における Vasospasm 

たのは 1980年代である。1983年、Kivissariら1)が、

壊死性膵炎ではCT検査における造影剤の急速静注

後の膵実質の造影がきわめて不良であることを報

告した。さらに翌年、造影後の膵のCT値を 5 分間

測定し、壊死性膵炎では造影後のCT値が 30HU以

下と低値のままであり、これらの症例は手術にて壊

死性膵炎であることが確認されたと報告している2)。

Schroderらは3)、ブタを用いた実験的急性膵炎モデ

ルにおいて、心拍出量や膵血流量が変わらない条件

下で造影後の膵実質のCT値が著明に低下したこと

から、造影CTによる造影不良（CT値の低下）は毛

細血管を中心とした膵微小循環障害によるもので

あろうと推察している。Nuutinenら4)は、造影CT
にて膵実質の造影不良と判定された壊死性膵炎症

例の切除標本でmicroangiographyを行った。正常

膵では細動脈、小葉間動脈、毛細血管ネットワーク

が十分に造影されるのに対して、壊死性膵炎の切除

標本ではとくに毛細血管ネットワークの減少が著

明であり、細動脈、小葉間動脈にも閉塞や造影剤の

血管外漏出がみられたと報告している。これらのこ

とは、造影CTによる低吸収域が膵実質の壊死部分

（膵血流の途絶）であることを示しており、造影CT
により膵壊死が診断できる根拠となっている。 
 しかし、造影CTにより壊死性膵炎と診断された

症例について、造影CTを行った直後に膵の血管造

影を行うと、急性膵炎早期では、造影CTで広範な

低吸収域と診断された部位でも早期から動脈が途

絶していることは少なく、動脈分枝の広狭不整や毛

細血管相における斑な造影所見mottled patternが
みられることが多い5)。Howard 6)も造影CTは膵

のperfusionの程度を表現しているが、低吸収域が

膵の壊疽(gangrene)と同義語ではないことを指摘

している。少なくとも、発症早期では造影CTでみ

られる低吸収域がそのまま膵壊死であると断定す

ることはできない。むしろ、膵の造影不良域poorly 
perfused areaと表現すべきであろう。膵の造影不

良域は虚血状態を示しており、一部は血流が途絶し

壊死に至り、一部は改善するものと考えられる。最

近では、MDCTを用いた膵のperfusion CTが急性膵

炎時の膵血流量を捉える手法として注目されてい

るが 7),8),9)、壊死性膵炎では発症早期から膵の

perfusionが著明に低下し、高度の膵虚血を示して

いることが指摘されている。また、perusion CTに
よる観察で、膵の虚血部分が時間経過とともに壊死

に至ることも示されている。 
 
血管造影による急性膵炎時の動脈変化と膵虚血 
 我々は、症状出現から 1 週間以内の発症早期に血

管造影が行われた急性壊死性膵炎において、造影

CTによる膵所見や予後と対比した結果を報告した

10)。急性壊死性膵炎で特徴的な血管造影所見は、膵

内動脈分枝の造影不良、狭細化、膵外動脈のびまん

性の広狭不整像、狭細化、血管攣縮像などである（図

1）。 

 
図 1 正常膵および重症急性膵炎における血管造影所見。正

常膵(A)では膵内動脈分枝が明瞭に描出されている。また、

分枝の途絶や膵周囲動脈系の広狭不整もみられない。重症急

性膵炎では膵周囲動脈の攣縮像、狭細化がみられ、膵内動脈

分枝も描出されない(B)。局所的な壊死性膵炎では膵内動脈

分枝の狭細化(sudden tapering, angulation)が特徴的であ

る(C, D)。 
 

毛細血管相では、斑状陰影として不均一に造影さ

れるか、あるいは造影されない。浮腫性膵炎では、

膵内動脈分枝は拡張し、毛細血管相でも膵全体が均

一に造影される。急性壊死性膵炎では造影 CT にお

ける膵の造影不良部位に一致して vasospasm の所

見がみられるが、造影 CT で膵が十分に造影される

領域には膵内動脈の狭小化はみられない(図 2)。 
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図 2 造影 CT 所見と血管造影所見の対比。造影 CT 所見で

は膵体尾部に広汎な造影不良域を認め（左）、これに一致し

て血管造影にて脾動脈の広狭不整、膵内動脈の狭細化がみら

れる（右）。 
 
膵全体に広汎な造影不良を認める症例では膵周

囲の脾動脈や総肝動脈のびまん性の狭細化がみら

れ、膵内動脈分枝も造影不良である（図 3）。 
 

 
図 3 造影 CT 所見と血管造影所見。造影 CT では膵全体に

びまん性の造影不良域が認められる（左）。これと一致して

膵周囲の脾動脈、総肝動脈のびまん性の狭細化と膵内動脈分

枝の造影不良がみられる（右）。 
 
急性膵炎における vasospasm は発症直後にも観

察される。図 4 は発症から１２時間後に行った血管

造影所見であるが、膵頭部の造影不均一な部位に一

致して胃十二指腸動脈の分枝に広狭不整、動脈分枝

の狭細化がみられる。このような早期にみられる所

見は、急性膵炎における炎症後の瘢痕性線維化によ

る狭細化ではなく、動脈自体の変化すなわち

vasospasm によるものであると思われる。 
造影CTでの造影不良域とvasospasmの出現部位

は一致しており、検討の対象とされた造影不良域が

30％以上の症例では、膵内動脈分枝のみでなく、膵

周囲動脈にもvasospasmがみられる。これらの観察

から血管造影におけるvasospasmは膵の虚血性変

化を示すものと考えられる10)。 

 Inoueら11)は、血管造影を行った 27 例の急性膵炎

症例について、腹腔内動脈の虚血性変化と重症度 

 
図 4 発症から 12 時間後（早期）の造影 CT と血管造影所

見。造影 CT では膵頭部に造影不良がみられる（左）。血管

造影所見ではこれと一致して膵内動脈の狭細化、広狭不整が

みられる（右）。Vasospasm の所見である。 
 
を検討した。Vasospasm などの虚血性変化がみら

れる割合は重症度が高くなるにつれて増加し、とく

に高度の虚血性変化（腹腔動脈領域、上腸間膜動脈

領域のびまん性の vasospasm や閉塞）がみられる

ものでは有意に重症度が高いと報告している。すな

わち、血管造影所見は急性膵炎の重症度と相関し、

びまん性の vasospasm など高度の虚血性変化は重

症化を示す所見であるとしている。 
 急性膵炎に伴うvasospasmは腹腔動脈領域のみ

ならず、上腸間膜動脈領域にもみられ、NOMIを合

併することもある。Hirotaら12)は、急性膵炎に

NOMIを伴った症例について検討し、NOMIは急性

膵炎全体の 6.7%にみられ、NOMI合併例の死亡率

は 63%と高いが、とくにNOMIから腸管壊死に至っ

たものでは死亡率 100%であったと報告している。

NOMIを伴った急性膵炎では腹腔内動脈、上腸間膜

動脈のびまん性のvasospasmが認められたが、動脈

の閉塞はみられなかった。NOMIを伴った症例では

disseminated intravascular coagulopathy (DIC)
とショックがみられ、MOFにより死亡している。

Yasudaら13)も、重症急性膵炎にNOMIを伴った 2
症例を報告し、腹腔動脈領域および上腸間膜動脈領

域のびまん性のvasospasmと膵壊死が認められ、1
例では門脈内血栓も認められたとしている。 
 
急性膵炎における vasospasm の発現機序と膵壊死 
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重症膵炎における Vasospasm 

 vasospasmはNOMI14）、子癇前症15）、狭心症16）

、遅発性脳浮腫17）などでみられる持続性の動脈の

攣縮である。急性膵炎のvasospasmにはNOMIとの

類似点もみられる。hypovolemic shockなど交感神

経系が優位になるような状態で高度のvasospasm
がみられること、また、腸管内、膵内のみならず腸

間膜や膵外の比較的太い動脈にもvasospasmの所

見がみられること、血栓による血流途絶など明らか

な上腸間膜動脈閉塞がみられないにもかかわらず

虚血壊死がみられることなどである。しかし、急性

壊死性膵炎における膵切除標本を検討すると、造影

CTにおける造影不良域に一致して小葉動脈に動脈

壁肥厚と内腔の狭細化、動脈周囲の出血がみられ、

クモ膜下出血後の遅発性脳浮腫にみられる脳血管

の所見と類似している所見も観察される。脳動脈の

vasospasmは出血を契機として、oxyhemoglobinや
血栓、endothelinなどにより惹起されると考えられ

ており、急性膵炎においても膵内外における微小血

管の破綻により出血が起こり、これが動脈の

vasospasmを惹起する契機となっている可能性も

ある。 
 また、Inoueらは動物実験および臨床例の検討か

ら、重症急性膵炎では組織破壊によりトロンビンが

活性化されるが、トロンビンは血栓形成を促進する

ばかりでなく、血管内皮からのエンドセリン-1 の放

出を促進し、血管攣縮を増悪するとしている18)。

Vasospasmは一過性の攣縮ではなく、動脈壁の肥厚

性変化を伴った動脈内腔の狭細化を示す持続的な

変化である。前述のYasudaらの報告でも、NOMI
を伴った急性膵炎症例の剖検において、動脈の壁肥

厚の所見が認められたとしている13)。 
 急性膵炎において膵が壊死に至る機序には様々

な因子が関与している。古くは活性化膵酵素による

膵の融解壊死を中心とした機序が考えられていた

が、最近の研究では、膵酵素の活性化は急性膵炎の

初発機序であり、急性膵炎を増悪し、壊死に至らし

めるのは膵の虚血、ischemia/reperfusion injury、
好中球浸潤と好中球エラスターゼや活性酸素によ

る障害などによると考えられている。こうした膵血

流障害は 1862 年にすでにPanumがwax（蝋）を膵

の動脈に注入し出血壊死性膵炎を作成した実験的

研究により示されている19)。Popperらも20)、急性浮

腫性膵炎に膵の血流障害を付加することで膵が壊

死に進展することを報告している。microsphereを
用いた実験では、Pfefferら21)が雑種成犬を用いた実

験を行っている。サイズの小さいbeadsを膵動脈に

注入すると壊死性膵炎が惹起されるが、サイズの大

きいものでは浮腫性膵炎が惹起されたのみである

とし、その機序として比較的太い動脈分枝の近位側

での閉塞では側副血行路から血液が流れ、高度の膵

虚血に至らないためと推察している。Gilsdorfら22)

は下垂体の刺激により交感神経を刺激することで

浮腫性膵炎から壊死性膵炎への進展を確認し、一方、

Goodheadら23)は雑種成犬の膵管内胆汁注入モデル

で、あらかじめ交感神経節を切除しておくことで浮

腫性膵炎から壊死性膵炎への進展が阻止されたと

報告した。これらのことは、急性膵炎が浮腫から壊

死へと進展する機序としての膵循環障害の重要性

を示している。 
 完 成 さ れ た 膵 壊 死 は interlobular artery, 
intralobular artery の 血 栓 形 成 が 著 明 で 、

microangiographyでも造影剤が流れる血管数の明

らかな減少がみられている4)。小葉内の動脈は他と

交通がなく24)、小葉内動脈の閉塞は容易にその灌流

域の阻血壊死を来すと考えられ、細動脈の閉塞や狭

窄などが生じるとarteriovenous shuntが増加し、

毛細血管への血流が著明に低下することになる。 
 重症膵炎では血管内凝固能が亢進しており、血栓

ができやすい環境にある。Vasospasm で狭くなっ

た動脈内を凝固しやすい血液が流れると容易に血

栓が形成され、膵内動脈分枝を閉塞し、膵壊死が惹

起されるものと推測される。 
 
重症膵炎における Vasospasm と微小血栓による膵

壊死の予防的治療 
 急性膵炎の重症化には様々な因子が関与するが、

特に膵局所については発症早期にみられる膵内動

脈の vasospasm による膵虚血、および微小血栓形
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成による阻血壊死を予防することが治療の目標と

なる。広汎な膵壊死は腸内細菌の bacterial 
translocation による感染（感染性膵壊死）を来た

し、重症膵炎後期死亡の最大の要因となるため、早

期に intervention を行い、可及的に膵壊死を防止す

ることが重要である。 
 Vasospasmによる血管内腔の狭小化、血流低下を

防ぐには血管を拡張させる薬剤として塩酸パパベ

リンやプロスタグランディンが考えられるが、急性

膵炎におけるvasospasmは一過性の機能的なもの

ではなく、一定期間動脈壁の肥厚を伴う構造的、形

態的変化である。一方、重症急性膵炎は炎症による

組織破壊のために組織因子が活性化され、血液は凝

固亢進状態がみられ、微小血栓が形成されやすい。

したがって、治療の標的は凝固亢進による微小血栓

形成の阻止すなわち膵局所の抗凝固療法にある。こ

れまで蛋白分解酵素阻害薬と抗菌薬の膵局所動注

療法を行うことで重症膵炎における疼痛の改善効

果、感染性膵壊死の抑止効果、死亡率の改善効果が

みられている5)25)。2010 年に報告された重症膵炎に

対する膵局所動注療法のrandomized controlled 
trialでも、感染率の低下、緊急手術頻度の低下、死

亡率の改善がみられている26)。また、膵局所動注療

法を行うことで、膵壊死を防止する効果もみられて

いる。図 5 は動注療法前後の血管造影所見を対比し

て示したものである。 
 

 
図 5 動注療法前後の血管造影所見。入院時の血管造影所見

では動脈相で膵内の動脈分枝がほとんど造影されず、背側膵

動脈の狭細化が顕著である（A）。また、毛細血管相でも膵

実質の造影はきわめて不良である（B）。一方、動注療法後

の血管造影（入院から 10 病日）では、膵内動脈分枝は明瞭

に描出されている（C）。また、毛細血管相でも膵全体が描

出されている（D）。 

 
発症早期の動注開始前には膵内動脈分枝の描出

は不良であり、とくに背側膵動脈の狭細化が観察さ

れる。しかし、動注終了後には動注施行前の膵動脈

の狭細化が改善し、膵内動脈分枝が明瞭に造影され

ている。これらの所見は膵局所動注療法による膵動

脈の阻血防止効果を示しているとともに、急性膵炎

にみられる可逆的な動脈の狭細化すなわち

vasospasmを示す所見でもある。また、Hirotaらは

NOMIを合併した急性膵炎の多くは腸管虚血また

は壊死とびまん性の膵壊死を認めたが、腹腔動脈か

らnafamostat mesilateを 7 日間動注した 2 症例で

は、剖検で膵はびまん性の壊死を免れたことを確認

できたとしている12)。一方、腹腔動脈からのみ動注

を行った症例は死亡したが、腹腔動脈と上腸間膜動

脈の両方から動注を行った症例は救命されたとし

ている12)。 
 膵局所動注療法の効果として、膵局所での膵酵素

阻害による炎症の抑制機序が検討されてきたが、

nafamostat mesilateやgabexate mesilateなどの膵

酵素阻害薬のもう一つの薬効は抗凝固作用であり、

膵局所に高濃度の膵酵素阻害薬を投与することで

膵局所での血流が改善し、微小血栓の形成が抑制さ

れる可能性もある。特に、nafamostat mesilateは 2
μg/ml以上の濃度で抗凝固作用を発揮する薬剤で

あり（2μg/ml以下では蛋白分解酵素阻害作用）、実

験的検討からは膵局所動注療法を行うことで膵組

織内でこれをはるかに凌駕する薬剤濃度が得られ

た27)。通常の経静脈的投与では 2μg/mlを越えるこ

とはできず、膵組織内で十分な抗凝固作用を発揮さ

せるには膵局所動注療法が最適であることを示し

ている。 
 
おわりに 
 急性壊死性膵炎の血管造影所見は vasospasm が
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重症膵炎における Vasospasm 

特徴的で、vasospasm は造影 CT における膵の造影

不良域と一致しており、膵の虚血に関与すると考え

られる。膵が壊死に至るには、vasospasm による

血流障害と重症膵炎に伴う凝固能の亢進、微小血栓

形成などの関与が考えられ、こうした病態の解明は

vasospasm の予防や膵局所の抗凝固療法などの新

たな治療法の開発に繋がるものと期待される。 
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