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症例から学ぶ周産期医学

2）妊娠中毒症（妊娠高血圧症候群）
HELLP 症候群
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HELLP 症候群（HELLP）
は妊産褥婦が溶血（Hemolysis）
，肝酵素上昇（Elevated Liver
enzymes）
および血小板減少（Low Platelet）をきたす疾患で，妊娠高血圧症候群の一病
型として知られている1）．本症候群の患者管理に際しては，病初期における迅速な対応と
他疾患との鑑別を念頭においた詳細な病態評価が求められる．

症例 1
40歳，既往歴および家族歴：特記事項なし．既往妊娠歴：4 経妊 2 経産（ 2 回人工流産，
妊娠高血圧症候群の既往なく，2 回の分娩は CPD のため帝王切開術）
．現病歴：妊娠成
立後，近医で健診を受けていた．妊娠27週まで特に異常なく経過．妊娠29週に尿蛋白陽
性となり，1 週間後に蛋白尿は増悪し，高血圧が出現したため入院．しかし，血圧は安定
せず頭痛が出現，持続したため，妊娠30週 4 日に当科に母体搬送された．入院時，高血
圧および蛋白尿はいずれも重症で，強い浮腫も認められた．児は発育が軽度遅延していた
が，モニタリング上 reassuring pattern であった．検査所見では腎機能は正常で，他に
HELLP 症候群を示唆するものはなかった．メチルドパと硫酸マグネシウム併用により適
切な降圧が得られ，症状は消失した．その後，硫酸マグネシウムをヒドララジン（経口）
に
変えメチルドパ併用の薬物療法を続けたが，妊娠34週 3 日に胎児が non-reassuring
status となり，帝王切開術にて分娩（児は1,264g 女児，アプガースコア 1 分後 6 点，5
分後 8 点）
に至った．術直後より高血圧に対しニカルジピンの持続静注を開始した．術後
12時間では FDP と LDH の軽度上昇を認めるのみで特に症状はなかったが，術後30時
間で突然心窩部痛と腹部膨満感が出現した．腹部単純エックス線写真では腸管ガスの著明
な貯留像が，腹部 CT では大量の腹水が認められた．肝臓出血や肝破裂は否定された．こ
の時点での検査所見は，溶血を示唆する LDH と総ビリルビンの上昇ならびに肝酵素上昇
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であり，その後，血小板減少が出現
した（図 1 ）
．治療として初発症状
発現時よりただちに硫酸マグネシウ
ムと蛋白分解酵素阻害薬に降圧療法
を併用したところ，発症後72時間
で症状は消失し，検査所見は正常化
した．

本症例より学ぶこと
1）HELLP 症候群の初発症状
本症例のように突然，心窩部痛や
腹部膨満などの腹部・消化器症状を
（図 1 ） 症例 1 の臨床検査成績の推移
初発として HELLP 症候群が発症す
る例は多く，奈良医大の成績では86％と高頻度である2）．他に重要な症状として，肝機能
障害による黄疸，血小板減少に伴う出血症状，子$発作の前駆症状として知られる頭痛や
眼症状，あるいは全身症状として倦怠感，浮腫増悪，発熱などが知られている．妊産褥婦
がこれらの症状を訴えた場合や，妊娠高血圧症候群の症候が増悪したときは，HELLP 症
候群の可能性を認識してただちに血液検査による早期診断に努めなければならない．
2）妊娠高血圧症候群との関連性
HELLP 症候群が妊娠高血圧症候群に続発しやすいことは周知の事実であるが，およそ
2 割弱の症例はその発症前に妊娠高血圧症候群の診断を受けていない．正常血圧妊婦で
あっても，上記症状を呈する場合は積極的に HELLP 症候群を疑う必要がある．
3）HELLP 症候群の発症時期
約 3 分の 1 の HELLP 症候群症例は産褥期に発症する．教室の成績では，子$の他，
DIC，肺水腫，肝不全，腎不全，重度腹水など母体合併症の発現頻度は産褥期発症例では
91％で，分娩前発症例の44％に比べ高い2）．妊娠高血圧症候群患者における産褥早期の
管理の重要性がうかがえる．一方，児予後不良例の頻度は，分娩前発症例の方が分娩後発
症例に比べ高い．発症時期による病態の差が示唆される．

症例 2
22歳，家族歴：高血圧（父）
．既往歴：特記事項なし．既往妊娠歴：1 経妊 1 経産（20
歳時早期発症型重症妊娠高血圧腎症のため妊娠32週にて人工早産）
．現病歴：前回分娩後
6 カ月にて妊娠成立．妊婦初診時，血圧正常，蛋白尿陰性であった．その後妊娠29週ま
で特に異常なく経過．妊娠32週になり高血圧（150"
100mmHg），蛋白尿（ 3＋）
，下腿浮
腫が出現したため，入院管理となった．血液検査で HELLP 症候群や腎障害を示唆する所
見はなかった．児は発育が軽度遅延していたが，モニタリング上異常所見はなかった．安
静のみで観察していたところ，入院後一週間で常位胎盤早期#離を発症し，緊急帝王切開
にて分娩に至った（児は1,562g 女児，1 分後 2 点，5 分後 4 点）
．術中出血量は羊水を含
め約700ml であったが，術中より尿量は著明に減少していた．術後も利尿薬，DIC 治療
薬を使用したが，乏尿は持続して腎不全は進行した．次いで，貧血と血小板減少が現れる
とともに溶血の所見が確認され，分娩後48時間の時点で肝酵素上昇が認められた．この
時点で血漿交換による積極的な加療の適応と考え，二回の血漿交換を実施し，速やかに病
態の改善が得られた．
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（表１） HELLP 症候群と鑑別を要する疾患
1) 症状 （腹部症状：上腹部痛，悪心・嘔吐）の面から
急性腹症：急性虫垂炎，急性胆 炎，腎・尿管結石
胃・十二指腸潰瘍，急性膵炎，腎盂腎炎
2) 検査所見：溶血の面から
自己免疫性溶血性貧血
原発性（特発性）
症候性：血液疾患，自己免疫疾患，感染
全身性エリトマトーデス
薬剤性溶血
溶血性貧血
溶血性尿毒症症候群（hemolytic uremic syndrome：HUS）
3) 検査所見：肝酵素上昇の面から
急性妊娠性脂肪肝（肝機能障害がより強いとされる）
胆道疾患
ウィルス性肝炎
薬剤性肝障害
4) 検査所見：血小板減少の面から
特発性血小板減少性紫斑病（idiopathic thrombocytopenic purpura：ITP）
血栓性血小板減少性紫斑病（thrombotic thrombocytopenic purpura：TTP）
全身性エリトマトーデス
抗リン脂質抗体症候群
敗血症

本症例より学ぶこと
1）鑑別診断
本症例は，はじめに溶血と腎不全が強くあらわれたことと，分娩後48時間を経ても病
態が進行性であった中で肝酵素異常が出現した．この臨床経過は，DIC にともなう腎不
全に二次的な肝機能障害が出現したと考えられる他，溶血性尿毒症症候群（HUS）
あるい
は血栓性血小板減少性紫斑病（TTP）
といった病態が想定され，HELLP 症候群ではない可
能性が強く示唆される．通常，HELLP 症候群というだけでは血漿交換の適応にならない
が，本症例に関しては特に後二者の可能性を考慮し，血漿交換による積極的な治療を選択
した．これら病態の鑑別はしばしば困難だが，近年 TTP については von Willebrand 因
子 cleaving protease 活性の著明低下による診断が可能となった．TTP は血漿交換が
第一選択で著効を示すことから，特に鑑別の意義は大きい．なお，本症例の同酵素活性は
わずかな低下であり，TTP ではないことが後に判明した．
HELLP 症候群と鑑別を要する疾患を表 1 にあげる．
2）partial HELLP 症候群
HELLP 症候群の三徴候のうち 1 〜 2 つを満たす病型を partial HELLP 症候群と称す
ることがある．本症例で術後しばらくの間観察された血小板減少と溶血の状態は，partial
HELLP と鑑別がつかない状態である．梅影らによれば，溶血を呈する partial HELLP
は妊娠高血圧症候群と比べて母体合併症比率や IUGR 比率が高い3）．異常症候を呈する産
褥婦を管理する上で，血液検査により溶血の有無を検索することを忘れてはならない．
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管理の問題
分娩前に HELLP 症候群の診断が
確定した場合原則として速やかな
ターミネーション適応にするとの方
針は，一般的に異論のないところと
思われる．しかし，妊娠24〜36週
の重症妊娠高血圧症候群（severe
preeclampsia）
における児の予後
は，
HELLP
（または partial HELLP） （図 2 ） HELLP 症候群の管理を中心においた妊娠
高血圧症候群妊婦への対処
症候群の有無ではなく，妊娠週数に
4）
よって決まるとの成績 があり，実
際に妊娠週数の早い HELLP 症例に
対する待期的管理の成績も発表され
ている5）．妊娠34週未満の症例で母
児の生理機能が安定しているのであ
れば，厳重な監視の下で待期療法を
とることも許容されよう．
図 2，
3に
HELLP 症候群管理の概略を示す．
治療上の問題点として，早産期
HELLP 症例へのステロイド投与の
有用性が近年論議されており，現在
のところ母体血小板数の増加や児出
（図 3 ） HELLP 症候群の管理を中心においた妊娠
生体重増加が認められるとの報告が
高血圧症候群褥婦への対処
ある．ただし，母児予後の改善効果
はエビデンスとしては未だ確立して
いない6）．今後の大規模な比較検討試験が待たれる．
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