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ある日の初診外来で…

看護師)すいません、妊娠23週の妊婦さんがい

るんですけど、調子悪そうなんで早めにみて

もらえませんか?

私)(えー、今日初診だいぶ混んでるし、先に

来てる患者さんもけっこう多いけど…)

わかりました。混んでるので先に採血だけお

願いします。



症例
38歳 女性

妊娠23週(当院体外受精-胚移植(IVF-ET)妊娠中)

2G0P(SA1 AA1)

*SA(Spontaneous Abortion)：自然流産

*AA(Artificial Abortion)：人工妊娠中絶

【主訴】発熱､頭痛､嘔気､心窩部不快感、左耳の痛み

【現病歴】来院前日 朝から倦怠感が出現。

同日昼～ 37.5℃の発熱あり、その後体温38.4℃まで

上昇したため当院ER受診。カロナール処方で帰宅｡

来院当日 症状改善せず、内科初診外来受診。



【ROS】

(+)頭痛､咽頭痛､嘔気、左耳の痛み

(-)嘔吐､鼻汁､咳嗽､腹痛､膣からの出血､悪寒戦慄、

排尿時違和感、排尿時痛

【既往】 なし

【薬剤】 なし

【アレルギー】 NKDA

【生活歴】 夫と2人暮らし

【嗜好】 酒-、たばこnever

【Vital signs】

BT38.4℃ BP102/63mmHg P98/min,整 RR12/分

症例



やっと初診も少し目処が付いてきたし、

さっき言われてた妊婦さん見に行くか。

その前に採血結果出たかな?

見てみよう…

その後



採血結果(初診時)
【血算】

WBC 4000 /μl

Neut 84 ％

Lymp 16.5 ％

RBC 378 万/μl

Hgb 11.7 g/dl

HCT 34.3 ％

MCV 90.7 μ3 

MCH 30.2 Pg

MCHC 34.5 g/dl

PLT 12.1 万/μl

【生化学】

TP 5.9 g/dl

Alb 2.9 g/dl

T.Bil 0.5 mg/dl

GOT 91 U/L 

GPT 53 U/L 

LDH 292 U/L 

ALP 131 U/L 

γ-GTP16 U/L  

CPK 53 U/L  

Amy 50 U/L

BUN 4 mg/dl 
CRE 0.42 mg/dl 

Na 128 mEq/l
K 3.3 mEq/l
Cl 99 mEq/l
Ca  7.5 mg/dl

CRP 3.89 mg/dl 



あれっ、肝酵素がちょっと高い?

Naもちょっと低めだけど…intake不足?

うちの産婦人科にかかってるみたいだし、

以前のデータと比較してみるか。



・以前の肝酵素のデータはない…

・末血だけ以前のデータがあるけど、

汎血球減少が進んでる?

中でも血小板は随分下がってる

・ Viral infectionでも矛盾しないけ

ど、妊娠中で肝障害+血小板減少だ

とHELLP症候群はこわい…

・でも実際にHELLP症候群をみたこ

とがないから自信がない…

・産婦人科の先生にもみてもらった

方が無難かな…



【来院時現症】

general:ややぐったりしている

BT38.4℃ BP102/63mmHg P98回/分、整

RR12回/分

意識レベル:Clear

結膜:蒼白-、黄染-、充血-

咽頭:軽度発赤 頸部LN:腫大-、圧痛-

項部硬直なし

心雑音なし 呼吸音:清

症例



症例
【腹部所見】

心窩部不快感の訴えあり
soft、flat、圧痛なし

下腹部は妊娠中のため
やや膨満



問診、診察を終えて
• ウイルス性の胃腸炎でもよさそうだが、やはり

HELLP症候群は否定しきれず

⇨当院産婦人科かかりつけ医に連絡

胎動あることを確認され、3日後再診予定となった

• 左耳の痛み;同日耳鼻科受診、中耳炎の診断

産婦人科に確認されCTRX点滴,メイアクト内服処方

• 採血で低Na血症あり

病歴からはintake不足が考えやすかったが尿酸低値

追加で甲状腺機能を測定したが正常

内科も産婦人科と同日に再診予約



翌朝5時 当院ERに搬送
【主訴】発熱、意識障害、痙攣

【現病歴】

来院当日 AM3時頃 頭痛あり、トイレで嘔吐し、

その後ベッドで横になって休んでいた。

AM4:20頃 就寝中に本人が突然奇声をあげ、夫が

ベッド上で全身が痙攣しのたうち回っている本人を

発見。

意思疎通も出来ない様子⇨救急要請

意識混濁あり意思疎通不可､開眼あり､痛み刺激に反

応あり、痙攣発作は認めず



【来院時現症】

JCS:I-3 GCS:E4V1M4

血圧:115/78mmHg 脈拍:162回/分

体温:38.0℃ SpO2:95% 呼吸:40回/分

瞳孔:R3.0mm L3.0ｍｍ 対光反射:+/+

◯中耳炎で加療中⇨細菌性髄膜炎を念頭に精査加療

• 末梢2ルート確保､輸液全開

• 採血､血培2セット

• デキサメサゾン125mg CTRX2g VCM1g開始

• 頭部CTオーダー

◯妊娠中であり胎児の状態確認必要;産婦人科コール



[頭部CT] 出血を疑う所見なし

[TAUS]

胎児心拍確認:130-150bpm

胎動確認

胎盤後壁付着､血腫等の明らかな異常なし

[内診]

出血なし

頚管長:30mm､funneling(－)

→胎児や胎盤に異常なし､切迫早産の所見なし



採血結果(搬送時)
【血算】
WBC 12060/μl

RBC 558 万/μl

Hgb 18.1 g/dl

HCT 50.5 ％

MCV 90.5 μ3 

MCH 32.4 Pg

MCHC 35.8 g/dl

PLT 3.5 万/μl

【生化学】

TP 5.8 g/dl BUN 13 mg/dl 

Alb 2.6 g/dl CRE 1.05 mg/dl 

T.Bil 1.4 mg/dl UA 7.2 mg/dl

GOT 289 U/L Na 127 mEq/l

GPT 87 U/L K 3.3 mEq/l

LDH 1133 U/L Cl 101 mEq/l

ALP 231 U/L Ca  7.5 mg/dl

γ-GTP 38 U/L  

Amy 277 U/L CRP 13.4 mg/dl 

PT 36.6 %
PT-INR 1.76
APTT 59.4 sec
D-dimer 307.9μg/ml

【凝固】



• ICU入室後間もなく、痙攣発作が出現

⇨セルシンを使用し気管挿管+人工呼吸管理

ミダゾラム、フェンタニルで鎮静・鎮痛

• 痙攣発作の原因として、髄膜炎の可能性が

否定的であればHELLP症候群を考慮

• HELLP症候群であれば、治療は妊娠終了



耳鼻科診察
• 外耳道;びまん性にびらん

• 左鼓膜;発赤あり､膨隆なし

• 中鼻道からはpusなし

• CT

– 中耳腔、乳突蜂巣、副鼻腔に軟部影なし

– 頚静脈弓周囲の骨欠損なし

• 初診時左耳漏培養:GPR2+、酵母様真菌3+

→鼓膜炎+外耳炎…中耳炎はなさそう



髄膜炎除外目的に腰椎穿刺を施行したい
…しかし血小板低値

⇨血小板輸血(10単位)直後に腰椎穿刺

【髄液所見】初圧23cmH2O、無色透明

蛋白 135
糖 66
Cl 119
細胞数 0
単核球 0
多核球 0

髄膜炎もなさそう



症例の転帰

• 当院で緊急帝王切開施行、合併症なく終了

その後母体は後遺症なく治癒

• 胎児は高度医療機関へ搬送されたが

検査結果;Hb2g/dl

約1ヶ月後に死亡

診断;HELLP症候群+子癇



Clinical Question

• HELLP症候群について知りたい

• 子癇について知りたい(初期対応を中心に)



知らないことが多すぎたので
基本的な知識をまとめてみた



用語の定義
• eclampsia=子癇

妊娠20週以降に初めて痙攣発作を起こし，

てんかんや二次性痙攣が否定されるもの

• preeclampsia≒妊娠高血圧腎症

妊娠20週以降に初めて高血圧が発症し，か

つ蛋白尿を伴うもので分娩後12週までに正常

に復する場合をいう

＊preeclampsiaは「子癇前症」とは呼ばない

＊preeclampsiaと妊娠高血圧腎症;完全に=ではない

妊娠高血圧症候群. 日本産科婦人科學會雜誌. 2007;59(12):“N-697"-"N-706.”



用語の定義-日本-

妊娠高血圧症候群と腎：定義，病態，治療. 
日本内科学会雑誌. 2012;101(1):172-178.



用語の定義-海外-
Preeclampsia診断基準

Hypertension in pregnancy. Report of the American College of Obstetricians and 
Gynecologists’ Task Force on Hypertension in Pregnancy. 
Obstet Gynecol. 2013;122(5):1122-1131. 

妊娠20週以降 新たに高血圧が出現(4h以上あけて2回確認) 
sBP≧140mmHg or dBP≧90mmHg

上記に加え、下記のいずれかが新たに出現

蛋白尿
24h蓄尿≧0.3g 

or スポット尿蛋白/Cr≧0.3g/gCr
*定量できない場合、定性で+1以上

血小板減少
<10万/μL

腎障害
Cr>1.1mg/dL or >普段の2倍

(他の腎疾患がない)

肝障害
肝酵素≧正常上限の2倍

肺水腫

脳や視覚の症状 鎮痛薬が効かない頭痛、霧視、光過敏、暗点



HELLP症候群
(Hemolytic Elevated Liver enzymes Low Platlet)

• 血液検査で下記所見が見られるのが特徴

– 微小血管内の溶血

– 肝酵素上昇

– 血小板数減少

• 有病率

– 妊娠全体の約0.1-0.8％

– 重症preeclampsia/eclampsia症例の10-20％



HELLP症候群
(Hemolytic Elevated Liver enzymes Low Platlet)

• リスクファクター

– preeclampsiaまたはHELLPの既往

– HELLP症候群の既往がある患者の姉妹や子供

– 種々の遺伝子異常

＊未産婦はリスクファクターとはならない



病態生理
病因は不明

• preeclampsiaの重症型かもしれないが…

患者の15-20％で先行する高血圧や蛋白尿なし

⇨HELLP症候群はpreeclampsiaとは別の障害？

• preeclampsiaの重症型とすれば、おそらく胎盤の

発育や機能の異常から生じる

• エクリズマブ（補体C5に対するモノクローナル抗

体）で著しく改善した、という症例報告あり

→補体カスケードが発症に関与?

• 長鎖3-ヒドロキシアシルCoAデヒドロゲナーゼ

（LCHAD）欠乏との関連も指摘



症状
右上腹部痛 or 心窩部痛 65%

嘔気・嘔吐 36%

頭痛 31%

視覚異常 10%

腹腔内出血(肝血腫含む) 9%

黄疸 5%

下痢 5%

肩 or 頸部の痛み 5%

Maternal morbidity and mortality in 442 pregnancies with hemolysis, elevated liver 
enzymes, and low platelets (HELLP syndrome). 
Am J Obstet Gynecol. 1993;169(4):1000-1006. 



症状
• 悪心、嘔吐、倦怠感

⇨非特異的なウイルス感染やウイルス性肝

炎と間違えやすい

妊産婦死亡、重篤な合併症発生につながる

よくあるピットフォール

• 高血圧(>140/90mmHg)/蛋白尿;85％

⇔しかし重症のHELLPでも、高血圧と蛋白尿

のどちらか一方 or どちらもないこともある



レジデントノート / 羊土社 [編] 14(16):2013.2



発症時期

Maternal morbidity and mortality in 442 pregnancies with hemolysis, elevated liver 
enzymes, and low platelets (HELLP syndrome). 
Am J Obstet Gynecol 1993; 169:1000.

11%

71%

18%

HELLP症候群437人 (妊娠数442)

<27週

27-36週

37-42週

*17-20週での発症は2.5％
*分娩後発症は48時間以内が多いが、7日後発症した例もある



発症時期

Maternal morbidity and mortality in 442 pregnancies with hemolysis, elevated liver 
enzymes, and low platelets (HELLP syndrome). 
Am J Obstet Gynecol 1993; 169:1000.

分娩後にHELLP症候群をきたした133例

• 分娩前にpreeclampsiaの所見 80％

• 分娩後にpreeclampsiaの症状出現 20％



妊娠後半 or 分娩後1週間以内で、

以下の症候があれば検査を推奨

• 新規発症の高血圧

and/or

• 特徴的な症状

– 右上腹部痛、心窩部痛

– 悪心、嘔吐

– 易疲労感、倦怠感

診断



検査(スクリーニング)

• 血算(血小板数、必要なら目視も)

• 生化学(肝機能,腎機能, UA ,血糖)

• 凝固

（PT,APTT,フィブリノゲン）

（必要ならAT活性も）

• 尿(蛋白定量含む)

診断



診断基準
Tennessee classification;Sibaiの基準ともいう

– 溶血性貧血;末血塗抹で特徴的な分裂細胞(Helmet cell)

その他溶血の徴候;間接Bil上昇、ハプトグロビン低値

– 血小板数≦10万/μL

– 総ビリルビン≧1.2mg/dL

– AST＞正常上限の2倍(肝細胞壊死と赤血球溶血を反映)

*上記全て満たせば診断

*一部しか基準を満たさない⇨partial HELLPを考慮

(後から所見が全て揃うこともある)

• 血清Cr、尿蛋白/Cr比も推奨

*LDH上昇は非特異的⇨基準に採用されていない
Sibai BM, Ramadan MK, Usta I, Salama M, Mercer BM, Friedman SA. 
Am J Obstet Gynecol. 1993;169(4):1000-1006.



診断基準

18) HELLP 症候群, 急性妊娠脂肪肝 (6. 異常分娩の管理と処置)(C. 産科疾患の診断・治療・
管理)(研修医のための必修知識). 
日本産科婦人科学会雑誌. 2004;56(6).



Mississippi classification
診断基準

(1)HELLP症候群の発症予測の対応(3)重症妊娠高血圧症候群対策,2.症例から学ぶシリーズ-妊産婦
救急疾患の管理-,日本産婦人科医会共同プログラム,公益社団法人日本産科婦人科学会第65回学
術講演会). 
日本産科婦人科学会雑誌. 2013;65(2):453. 
HELLP syndrome and composite major maternal morbidity: importance of Mississippi 
classification system. 
J Matern Fetal Neonatal Med. 2013;26(12):1201-1206. 

classⅢを満たすようであれば、
重症化する可能性を念頭において
管理することが望ましい



鑑別診断
妊娠と関連

急性妊娠脂肪肝（AFLP）

妊娠関連の良性血小板減少

感染、炎症
(妊娠と関連しない)

ウイルス性肝炎
胆嚢炎、胆管炎
(上部)尿路感染
胃腸炎
胃潰瘍
急性膵炎
虫垂炎

HELLPと紛らわしい
(稀だが見逃したくない)

TTP
HUS

血小板減少
ITP
SLE
APS
葉酸欠乏

The HELLP syndrome: Clinical issues and management. A Review. 
BMC Pregnancy Childbirth. 2009;9(1):8.



• 発症時期 妊娠後期（平均37週頃）

• 頻度 7000-16000妊娠に1例;HELLPの1/20

• リスク 初産婦、多胎、男児妊娠例

• 診断 Swansea criteria(次のスライド)

• 治療 妊娠の終了

(妊娠を終了しないと肝不全→母児ともに予後不良)

• 次回妊娠では繰り返す可能性は稀

• 約半数に妊娠高血圧症候群が合併

鑑別診断- AFLP -

18) HELLP 症候群, 急性妊娠脂肪肝 (6. 異常分娩の管理と処置)(C. 産科疾患の診断・治療・
管理)(研修医のための必修知識). 
日本産科婦人科学会雑誌. 2004;56(6). 
http://www.jsog.or.jp/PDF/56/5606-107.pdf.



Swansea criteria
鑑別診断- AFLP -

• 嘔吐

• 腹痛

• 多飲/多尿

• 脳症

• ビリルビン上昇

• 低血糖

• 尿酸高値

Prospective study of liver dysfunction in pregnancy in Southwest Wales.
Gut. 2002;51(6):876-880. 
How accurate are the Swansea criteria to diagnose acute fatty liver of pregnancy in 
predicting hepatic microvesicular steatosis?
Gut. 2011 Jan;60(1):138-9; author reply 139-40. Epub 2010 Oct 11.

• 白血球増加

• エコーで腹水 or 肝高輝度

• トランスアミナーゼ上昇

• アンモニア上昇

• 腎障害

• 凝固異常(PT、aPTT延長)

• 肝生検で微小な脂肪滴
*上記のうち6項目以上で診断

*6項目以上陽性の患者で陽性適中率85%、陰性適中率100%



• Swansea criteria

下記条件での使用が意図されている→使いづらい
– AFLP以外の肝疾患がない

– 溶血がない

– 血小板数低値がない

– preeclampsiaがない

• HELLPとAFLPを臨床的に区別するのは困難

– どちらも同様の妊娠期間中に発症

– 臨床的特徴も共通点が多い

• しかし、HELLPとAFLPの鑑別は重要

– AFLPでは肝不全と脳症が急速に発症するため

鑑別診断- AFLP -



• 鑑別に有用な検査(とくにAFLPにみられやすい)

– PT、aPTT延長

– 重篤な低血糖

– クレアチニン上昇

• 高血圧はAFLP<HELLP(26-70％ vs 80-100％)

*肝生検;AFLPを確定診断,しかしほとんど行われない

– 生検の結果でマネージメント(=胎児娩出) 不変

– 肝生検の処置自体が母体と胎児にリスク

鑑別診断- AFLP -



鑑別診断

妊娠と関連

急性妊娠脂肪肝（AFLP）

妊娠関連の良性血小板減少

感染、炎症
(妊娠と関連しない)

ウイルス性肝炎
胆嚢炎、胆管炎
(上部)尿路感染
胃腸炎
胃潰瘍
急性膵炎
虫垂炎

HELLPと紛らわしい
(稀だが見逃したくない)

TTP
HUS

血小板減少
ITP
SLE
APS
葉酸欠乏

The HELLP syndrome: Clinical issues and management. A Review. 
BMC Pregnancy Childbirth. 2009;9(1):8.



• 妊娠後期の血小板減少、貧血、腎障害
⇨HUS/TTPでも生じる

• TTP/HUS;以下の症候のある妊婦全てで考慮

– ASTの軽微な上昇

– 血小板減少

– 貧血

– LDH上昇

• TTP、HUS、重症preeclampsia、HELLPの違い
⇨治療や予後を考える上で重要

– しかし臨床/組織所見が非常に類似

– 併発もしばしばあり

鑑別診断- TTP -



発症時期による推定

鑑別診断- TTP -

Thrombotic thrombocytopenic purpura in 166 pregnancies: 1955-2006. 
Am J Obstet Gynecol. 2008;199(2):98-104.

TTP;HELLPより早期に発症しやすい

12%

55%

33%

妊娠中のTTPの発症時期

第 1トリメスター(1-13週)

第 2トリメスター(14-27週)

第 3トリメスター(28-40週)



発症時期による推定

– HELLPは妊娠20週より前の発症はほとんどなく、
大部分の症例が第三トリメスターに診断

– 溶血、肝機能異常、血小板減少より先に

蛋白尿、高血圧が出現

⇨preeclampsia/HELLPの可能性が高まる

鑑別診断- TTP -



採血;TTP/HUS/HELLPの鑑別に有効

• 凝固異常

– HELLP;血小板減少

+重症例でPT/aPTT延長を伴うDIC,Ⅴ/Ⅷ因子↓

– TTP/HUS;血小板減少はあるが

(典型的には) PT/aPTTの延長はない

• 破砕赤血球 HELLP(1％未満)<TTP(2-5％）

• ADAMTS13欠乏(活性<10％)

– TTPの診断に使えるが、即日結果が出ない

• AST軽度上昇,LDH高値のみ HELLP<TTPを疑う

鑑別診断- TTP -



TTPのマネージメント

• TTPと推定的に診断

⇨血漿交換による緊急治療

• 発症早期に、血液内科医に診断とマネージメ

ント(血漿交換を行える施設への転送を含む)

についてコンサルトすることを推奨

鑑別診断- TTP -



• 重篤な腎障害; HUSを示唆

• 原因

– 志賀毒素を産生する微生物

– 補体調節の障害（先天性ないし後天性）

– 薬剤

など

鑑別診断- HUS -



日本妊娠高血圧学会. 妊娠高血圧症候群の診療指針 2015 -Best Practice Guide-
http://minds4.jcqhc.or.jp/minds/hypertension_in_pregnancy/hypertension_in_pregnancy.pdf



マネージメント

日本産科婦人科学会雑誌. 2013;65(2):453. 



マネージメント
最初のアプローチ

• 最初のステップ

– 母体の安定化

– 胎児の状態を評価

– 緊急分娩の適応を判断

• 以下の場合、母体-胎児の専門医と協議

– 妊娠34週未満

– 母体が不安定



マネージメント
• 降圧薬;重篤な高血圧の治療

– 通常はニフェジピン、ヒドララジン

(海外はラベタロール静注が第一選択;日本にない)

– 具体的な用量は後述(子癇の初期対応を参照)

• 硫酸マグネシウム

– 原則静注で投与

– 痙攣予防、妊娠24-32週の胎児の神経保護

– 具体的な用量は後述(子癇の初期対応を参照)



分娩

• 治癒が期待できる、唯一の効果的な治療

• 以下に一つでもあてはまれば緊急分娩

– 妊娠23週未満 or 34週以上

– 胎児死亡

– 胎児の状態が不安定

• biophysical profile(エコーでの胎児の呼吸様運動，

胎動，筋緊張，羊水量)

• 胎児心拍数

– 母体が重症：多臓器障害、DIC、肝梗塞/出血、

肺水腫、腎障害、常位胎盤早期剥離

マネージメント



待機的管理

• 妊娠中のいかなるタイミングでも、

48時間以上の待機的管理は推奨されない

– 待期的管理群⇨検査異常が悪化

– 母体のモニタリングとタイムリーな介入を行った群

⇨重篤な母体合併症の頻度が低かった

マネージメント



ステロイド

• 母体のアウトカムへの有益性なし

(妊産婦死亡率、母体の合併症発生率)

⇨母体の治療目的での使用は推奨されない

• しかし下記条件では

胎児のRDS予防目的でステロイド使用を推奨

「23週≦妊娠<34週」+「母体/胎児の状態が安定」

• 実際の投与方法

– ベタメタゾン12mg 筋注 24時間おきに2回

or

– デキサメタゾン6mg 筋注 12時間おきに4回

マネージメント



血小板輸血

• 絶対的適応

– 活動性出血のある患者

– 血小板数≦2万/μL;分娩中の過剰な出血を予防

• 上記以外の場合、患者個別の要因で決める

– 血液内科医との協議は有効

– 帝王切開の場合、血小板輸血が必要となりうる

– 術前の血小板4-5万/μL以上にするよう
輸血を勧める専門家もいる

– 硬膜外麻酔前の最低限の血小板はcontroversial
血小板数以外の要因に依存

マネージメント



肝合併症-肝血腫と肝破裂-

– preeclampsiaまたはHELLPが明らかに生じてい
ない状況では、肝血腫は稀

– 肝血腫の症状

• 典型的には上腹部痛

• 多くは重篤な血小板減少、肩痛、悪心、嘔吐を伴う

– 肝破裂の症状

• 腹腔内出血→腹部膨満とショックが急速に出現

– アミノトランスフェラーゼ上昇

• 通常軽度

• 4000-5000IU/Lまで上昇することもある

– 画像診断;CT or MRI(エコーより信頼できる)

マネージメント



肝合併症-肝血腫と肝破裂-

肝血腫の治療

• ボリューム補充や輸血など支持治療がメイン

• 血腫の大きさが安定し、検査結果異常が改善
していれば外来フォロー可能

• 血腫が消失するまで数ヵ月かかることもある

マネージメント



肝合併症-肝梗塞-

• HELLP症候群では稀

• 基礎にある過凝固状態と関連(特にAPS)

• 臨床所見

– 右上腹部痛

– 発熱

– AST、ALTの著しい上昇（≧1000-2000IU/L）

• 梗塞後に出血が続発することがある

• 診断;MRI or CT

マネージメント



母体

• 合併症の発生率

– 輸血/分画製剤を投与 55％

– 腹腔内出血に対し開腹手術 2％

– 死亡 1％(4例)

• 合併症は相互依存している

常位胎盤早期剥離→DIC→急性腎障害→肺水腫

DIC 21％
常位胎盤早期剥離 16％
急性腎障害 8％

肺水腫 6％
肝被膜下血腫 1％
網膜剥離 1％

アウトカムと予後

Maternal morbidity and mortality in 442 pregnancies with hemolysis, elevated liver 
enzymes, and low platelets (HELLP syndrome). 
Am J Obstet Gynecol. 1993;169(4):1000-1006. 



母体

• 以降の妊娠中の再発

HELLP発症後に再び妊娠した512症例

–HELLP再発 7％

–preeclampsia 18％

–妊娠高血圧 18％

• 再発予防; エビデンスが確立した治療なし

(データは少ないが)

アウトカムと予後

Recurrence of hypertensive disorders of pregnancy: an individual patient data metaanalysis. 
Am J Obstet Gynecol. 2015;212(5):624.e1-17. 



胎児

• 長期予後と強く関連する要因

– 分娩時妊娠週数

– 出生時体重

• 周産期死亡率 7-20％

– 主な死因;早産,IUGR,胎盤早期剥離

• 早産 70％ そのうち15％は27週以前

*母体の検査結果-胎児死亡率と相関なし

*母体のHELLP-胎児/新生児の肝障害と相関なし

アウトカムと予後



Clinical Question

• HELLP症候群について知りたい

• 子癇について知りたい(初期対応を中心に)



• 妊娠20週以降に初めて痙攣発作を起こし，

てんかんや二次性痙攣が否定されるもの

• preeclampsiaの痙攣としての症状

• preeclampsiaの症状で最重症なものの1つ

• 診断やマネージメントは進歩しているが、

母体の合併症発生率や死亡率は減少せず

子癇



• 重症のpreeclampsiaがあり、

てんかん発作予防を受けていない患者;2-3％

• 重症でないpreeclampsia患者;最高で0.6％

• 先進国 1.5-10例/10000分娩

• 発展途上国 6-157例/10000分娩と幅広い

発生率



リスクファクター

• preeclampsiaと類似

• 最もハイリスク

– 白人以外

– 未経産婦

– 社会経済的に下位

好発年齢

• 青年期と20代初期がピーク

• 35歳以上で発生率が上昇

リスクファクター、好発年齢



痙攣の病態生理
• 正確には不明 2つのモデル仮説

*脳の炎症が関与している可能性もある



症状
• 大部分の患者は発作前に予告症状を呈する

• 59の研究のレビュー(26カ国,21000人以上)
予告症状 頻度

高血圧 75%

頭痛(持続性の前頭部or後頭部痛、雷鳴頭痛) 66％

視覚障害(暗点、失明［皮質盲］、霧視、複視、
視野欠損［同名半盲など］、羞明)

27%

右上腹部 or 上腹部痛 25%

無症状 25%

*足クローヌスもよくみられる所見



全身性強直間代発作 or 昏睡

突然の意識消失

(しばしば絶叫や悲鳴を伴う)

発症時
上下肢、胸部、背部の筋肉が硬直

チアノーゼが見られることもある

強直相

強直相の約1分後に筋痙攣

→さらに1分後に全身性の痙攣

舌を噛み、泡沫状や血性の痰が

口から出てくることもある

間代相

最初に深昏睡→呼吸が深くなる→段階的に目覚める

しばしば頭痛を訴える

発作後相

症状

• 多くの患者は痙攣10-20分以内に回復し始める
• 限局的な神経所見は通常みられない
• 少なくとも3-5分間の胎児徐脈が発作中、発作直後によくみられる
• 母体のてんかん回復時に胎児の頻脈、心拍変動消失、一過性徐脈を伴う
• 再発性、反復性の徐脈が10-15分以上持続=潜在性胎盤剥離を示唆



検査所見
• 脳波;報告は少ない

– レビュー

• 発作後はEEG異常がみられることが多い

• 分娩後の長期フォローでEEG異常は正常化

– しかし、レビューされた研究は方法論的に質が

低く、古い(1955～1984年)

• MRI*可逆性後白質脳症症候群(RPLS)と類

似の画像所見が特徴

*後部可逆脳症症候群(PRES)とも呼ばれる

– RPLSのMRI所見;T2、FLAIRで頭頂葉-後頭葉の

皮質下白質+隣接した灰白質に斑状高信号域



(A)CT
後頭葉白質に低吸収域

(B)MRI(T2強調)
後頭葉白質に高信号域

(C)MRI(FLAIR)
前頭葉、後頭葉に高信号域が
多発
白質だけでなく灰白質にも高
信号域

(D)MRI(T1強調)
後頭葉に渦形および結節
形の増強;BBB崩壊と一致

RPLSの画像所見



(A)MRI(DWI)
FLAIRでの高信号域と同一
部位に淡い高信号域

(B)MRI(ADC map) 
DWIと同じ領域に高信号域
を認める
=水分の拡散促進や血管性
浮腫を示唆

(C)MRI(T2,2週間後)
(D)MRI(FLAIR,2週間後)
高信号域は消失

RPLSの画像所見



診断
子癇は臨床診断

• 典型的にはpreeclampsiaのある女性で

新たに全身性強直・間代発作が発症

• preeclampsiaの所見(高血圧、蛋白尿)が

なくても、RPLSの症状や検査所見が出現

⇨子癇を示唆することもある

– RPLSの症状;頭痛、錯乱、視覚症状、てんかん

– RPLSの検査所見;MRIで大脳半球後方を主とす

る血管性浮腫



診断
非定型症例

⇨てんかんの原因精査(画像検査)が必要

– preeclampsiaの診断基準を満たさない

– 持続性の神経脱落症状

– 意識障害が遷延

– 分娩後48時間以降のてんかん発作

– 妊娠20週以前のてんかん発作

– MgSO4での治療後にもてんかん発作



鑑別診断
• 妊娠20週より前のpreeclampsia/子癇は稀

→以下を考慮

– 奇胎妊娠;完全奇胎妊娠はエコーでわかる

– 妊娠とは無関係なてんかん発作

• 神経学的障害が持続=解剖学的な異常を示唆

• 急性の神経学的症状をきたす疾患

⚫ 脳卒中
⚫ 頭蓋内出血
⚫ 脳腫瘍
⚫ 中毒性および代謝性脳症

⚫ RPLS(PRES)
⚫ TTP
⚫ 中枢神経系感染



鑑別診断

神経学的障害がないてんかん発作

– 代謝異常（低Ca血症、低Na血症、低血糖）

– 毒素(薬物orアルコールの離脱症状、薬物中毒)

– 感染(髄膜炎、脳炎、敗血症)

– 最近の頭部外傷

電解質

血糖

Ca、Mg

末梢血

腎機能

肝機能

毒物/薬物スクリーニング

初発のてんかん発作の評価



子癇の初期対応

Eclampsia and hypertensive 
emergency in pre-eclampsia. 
Women’s Heal. 2017;19(2).

産婦人科診療ガイドライン
―産科編2017



マネージメント

Key Principle

• 差し迫った問題

– 低酸素と外傷

– 重篤な高血圧の治療

– 再発性てんかん発作の予防

– 緊急分娩のための評価

• 以下の場合は神経科医による評価が必要

– 高血圧/てんかんの治療開始後すぐに改善しない

– 限局性の神経学的徴候が出現



子癇の初期対応

Eclampsia and hypertensive 
emergency in pre-eclampsia. 
Women’s Heal. 2017;19(2).

産婦人科診療ガイドライン
―産科編2017



マネージメント

てんかん再発の予防

• 抗痙攣薬はまず硫酸マグネシウム(MgSO4)

• 治療の目的

–初期のてんかん発作のコントロールよりも

むしろてんかん再発予防がメイン

• 初期のてんかん発作;通常持続時間が短く、

静脈路もない

⇨薬が直ちに利用できない状況で生じる



マネージメント
再発性てんかん発作の予防

MgSO4を選択する根拠

• てんかん発作再発率 1/2-2/3

• 妊産婦死亡率 1/3
Magnesium sulfate prophylaxis in preeclampsia: Lessons learned from recent trials. 

Am J Obstet Gynecol. 2004;190(6):1520-1526. 

• 他剤より安全かつ効率的にてんかん再発予防

-フェニトイン、ジアゼパム、混合遮断薬との比較
Cochrane Database Syst Rev 2001; :CD002960.

Cochrane Database Syst Rev 2003; :CD000127.

Cochrane Database Syst Rev 2003; :CD000128.



マネージメント
再発性てんかん発作の予防

MgSO4を選択する根拠

長所

• ローコスト

• 投与が容易（心臓のモニタリングが不要）

• 鎮静作用がない

• 子宮内にも薬剤が到達

⇨早産の新生児において、脳性麻痺と重篤な

運動障害のリスク低下



マネージメント

MgSO4の投与方法-Loading dose-

MgSO4 4g(海外では6g) 15-20分で静注

この用量で急速に治療域に到達する

Loading doseの投与は、通常は静注で行う

Loading doseは腎障害があっても安全に投与可能

*ルートがとれない場合筋注も可能だが、日本の添付文書に

は記載なし

*筋注で投与する場合 MgSO4 5gずつ 両側臀部(合計10g)

*筋注;治療効果の発現は緩徐、痛みを伴う

https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r9852000002l104-att/2r9852000002l158.pdf

産婦人科診療ガイドライン―産科編2017 www.jsog.or.jp/activity/pdf/gl_sanka_2017.pdf



マネージメント

MgSO4の投与方法-Maintenance dose-

• 腎機能正常:MgSO4 1g/h 持続静注

• 症状に応じ0.5g/hずつ増量，最大2g/hまで

*海外では2g/hから開始

*海外ではルートがない場合:MgSO4 5g筋注 4h毎

• Maintenance doseを継続できる条件

– 膝蓋腱反射がある
(深部腱反射消失=高Mg血症の初発症状)

– 呼吸数>12/min

– 尿量≧100mL/4h



マネージメント

MgSO4の投与方法-Maintenance dose-

• 投与期間;明確には決まっていない

日本 24時間程度

海外 分娩後24h or 最終痙攣後24hまで

• 以下の場合、血清Mgのフォロー不要

– 腎機能良好

– 臨床状態が緊密にモニターされている

– 潜在的高Mg血症の所見がない

産婦人科診療ガイドライン―産科編2017



マネージメント

MgSO4の投与方法-Maintenance dose-

腎障害時の維持投与

• 減量が必要

– 腎臓内科医や薬剤師と相談し投与量を決定

– 血清Mgのモニターも必要

• 血清Cr>1.5mg/dl or 尿量＜20mL/h

– 維持投与は保留、6h後に血清Mg再検

• 血清Cr 1.0-1.5mg/dl かつ 尿量が十分

– 維持投与は通常の半量,6h後血清Mg再検



マネージメント

MgSO4の投与方法

• てんかんを確実に予防できるMg濃度は不明

• 血清Mg濃度 4.8-8.4mg/dLが推奨

(てんかん発作再発やMg中毒の懸念)

• 個々の患者の臨床効果によって用量調整

• Mg中毒の症状出現⇨グルコン酸Ca 1g i.v.

• 重症筋無力症では禁忌

(重篤な筋無力症クリーゼを誘発)



子癇の初期対応

Eclampsia and hypertensive 
emergency in pre-eclampsia. 
Women’s Heal. 2017;19(2).

産婦人科診療ガイドライン
―産科編2017



マネージメント
高血圧の治療

• 脳卒中予防目的(子癇による死亡の15-20％)

• 降圧治療を開始する閾値

– 収縮期≧160mmHg

– 拡張期≧105-110mmHg

*これらの閾値の前向き検証はされていない

• 軽症の高血圧;薬物治療は推奨されない

– 周産期合併症や死亡率は減少しない

– 母体にも胎児にも有益性が証明されていない



子癇の初期対応

Eclampsia and hypertensive 
emergency in pre-eclampsia. 
Women’s Heal. 2017;19(2).

産婦人科診療ガイドライン
―産科編2017



マネージメント

持続性のてんかん発作のマネージメント

• 維持量のMgSO4投与中にてんかん再発

–MgSO4 2g 5-10分で追加投与

–Mg中毒の徴候を頻回にモニター

• 膝蓋腱反射の消失

• 呼吸数＜12/min

など

• 上記ボーラス投与を2回行っても
てんかん発作がおさえられない

⇨ジアゼパム or ロラゼパムを使用



マネージメント

持続性のてんかん発作のマネージメント

ジアゼパム

• 静注;5-10mg ≦5mg/min 5-10分毎
最大量30mgまで

• 患者の80％以上で、5分以内にてんかん発作
をおさえることが可能

*ジアゼパム・ゲル0.2mg/kg 直腸内投与も使用可
だが日本にない

*ベンゾジアゼピンの使用回避を勧める専門家もいる

-胎児と母体に対し、潜在的に重大な鎮静作用?



マネージメント

持続性のてんかん発作のマネージメント

ジアゼパム

• 母体への総投与量が30mgを超えると、
鎮静作用は臨床的に重大

• 脂肪組織へ薬物が再分布
⇨急性の抗けいれん効果の持続は20分未満



マネージメント

持続性のてんかん発作のマネージメント

ミダゾラム

• 1-2mg 2mg/min ボーラス投与

• 発作が止まるまで5分毎にボーラス投与追加
(最大2mg/kgまで)

• 長所:作用時間が短い
⇨母体の発作後錯乱や胎児への影響が最小化



マネージメント

治療に対する反応

神経科医による評価が必要な状況

• 高血圧とてんかん発作の治療開始後
10-20分以内に症状が改善しない

• 神経学的障害がある

*上記の場合

-進行中の非けいれん性てんかん発作

-背景に器質的疾患（脳出血など）

が存在する可能性がある



マネージメント

治療に対する反応

• 子癇の治療ではマンニトールは禁忌

BBB損傷
⇨脳に入り浸透圧勾配を逆流
⇨頭蓋内圧上昇

• 頭蓋内圧亢進を疑う症状;神経科医に相談

–意識低下

–乳頭浮腫

–呼吸抑制



マネージメント
胎児の蘇生

• 胎児徐脈

–子癇発作中および発作直後によくみられる

–持続時間が3-5分;緊急帝王切開は不要

• 胎児心拍数が治療後10-15分で改善しない
⇨潜在性剥離の可能性あり、緊急分娩を考慮



マネージメント
緊急分娩の必要性の評価

• 通常、待機的管理は絶対的禁忌

• 分娩誘発は下記状況なら考慮

– 妊娠32-34週以上

– 子宮頸管の状態(=Bishop score)が良好

• 上記以外の場合、分娩誘発は非推奨
⇨帝王切開を考慮



分娩後のアウトカム

母体

• 合併症;最大で70％

• その他の合併症

脳出血、一過性失明も

合併症 頻度

早産 50%

HELLP 10-15%

DIC 7-11%

周産期死亡 5.6-11.8%

胎盤早期剥離 7-10%

急性腎障害 5-9%
肺水腫 3-5%
誤嚥性肺炎 2-3%

心肺停止 2-5%

肝血腫 1%

Sibai, BM. Obstet Gynecol 2005; 105:402.



分娩後のアウトカム

母体

• 分娩後数時間-数日で(典型的には)回復

–肝障害

–腎障害

–凝固異常

–高血圧

–神経学的異常

• 出血 or 虚血による脳障害-永続的な後遺症
⇨子癇で最も多い死因



分娩後のアウトカム

母体

• 死亡率;ここ数十年の報告では0～14％

• 死亡率、重症合併症の発生率

–三次医療機関で出生前から定期的にケア

⇨死亡率は最低（0～1.8％）

–低収入の国;死亡率が高い

分娩時の胎児検診と新生児治療の資源が

限られているため



長期予後

再発リスク

• 以降の妊娠における子癇再発は2％

• preeclmpsiaを呈する場合、母体の緊密な

モニタリングとタイムリーな介入によって

リスクが低下するように見える

• しかし、ほとんどの場合予防できない



長期予後
子癇発作の予測や予防は可能か?

• preeclampsiaと診断された場合

⇨ MgSO4で通常てんかん発作を予防可能

• しかしてんかんが予防できないこともある

–突然発症のpreeclampsia

–妊娠早期の発症

–分娩し退院した後の発症



長期予後
子癇発作の予測や予防は可能か?

先行症状

• 子癇発作の数時間前に、先行症状が一つ以

上みられることが圧倒的に多い

• 先行症状が出現した場合、すぐに医療機関

に相談するよう事前に指導するのが大事

• しかし子癇発作の40％は先行症状なく発症



長期予後
子癇発作の予測や予防は可能か?

血圧/蛋白尿

• 血圧上昇の程度

– 子癇の発生との関連なし

– 脳卒中の発生率とよく相関

• 血圧/蛋白尿が発作に先行しないこともある

– 子癇発作前に血圧140/90mmHg未満 20-38％

– 子癇発作前に蛋白尿なし 20％



Take Home Message
• 妊婦の胃腸炎様症状をみたら

-HELLP、TTP、AFLPなどを疑い検査する

(採血、採尿)

• 子癇発作に

+αの症状が合併すると(本症例では中耳炎) 

鑑別に苦慮する (本症例では髄膜炎)

• 内科でも子癇の対応を迫られることがある


