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-短報

腸脱タンポナーデを発症した第 XII因子欠損症の猫の 1例

A Case of Bladder Tamponade with Factor X/I Deficiency in a Cat 
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Summary: A cas巴 ofb1addertamponade in a cat with coagulation factor XII deficiency. A 3l/2-year-old castrated mixed-breed 

cat exhibited dysuria and was refe汀 edto the Animal Medical Center ofYamaguchi University， Japan. The cat had a history of 

feIine lower urinary tract infection. Based on diagnostic imaging including X司 rayラultrasoundand computed tomography， a mass 

lesion was detected in the bladd巴rcausing slight dilation of the le丘ureter.Surgery was scheduled; however， severe prolongation 

of the activated partial thromboplastin time (APTT) was detected on pre-operative coagulation testing. Exploratory cystomy 

revealed massive blood clots within the bladder， allowing the definitive diagnosis of bladder tamponade to be made. Surgery 

was uneventful. Postoperative testing indicated coagulation factor XII deficiency. In this case， the likely cause ofthe intravesical 
hemorrhag巴 andbladder tamponade was iatrogenic i吋urycaused by urethral catheterization during the management of feline 

lower urinary tract infection， likely exacerbated by the incidental finding of coagulation factor XII deficiency. 

Key words: bladder tamponade， cat， coagulation factor XII deficiency 

要約:勝脱タンポナーデにより排尿困難を呈した 3歳 5ヶ月齢の去勢済み雑種猫において、争pi前の血液凝固系検査で著しい

APTTの延長が認められた。本症例は凝固因子活性検査の結果、第 XII因子欠損症と診断された。本症例における腸脱タン

ポナーデの原因として、 FLUTIやカテーテル挿入による医原性損傷が主たる要因として考えられたが、憎悪因子の lつとし

て第 XII因子欠損症が関与していた可能性が疑われた。

キーワード:勝脱タンポナーデ、猫、第 XII因子欠損症

はじめに

腸脱タンポナーデとは、泌尿生殖器系の腫蕩や

炎症、医原性損傷などに関連して腸脱内に凝血塊

を形成し、排尿困難を引き起こす疾患である 8，13)。

猫の排尿困難は、臨床の現場において一般的
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に認められる。その原因として最も一般的なも

のは、下部尿路炎症 (Felinelower urinary tract 

inflammation: FLUTI) に関連したものであり、尿

道栓子による閉塞が約60%、結石が約 10%、特発

性が約30%と報告されている 9，12)。猫では、腸脱

タンポナーデにより排尿困難を生じる症例は非常

に稀であり、ほとんど報告は見られないがFLUTI

に関連した腸脱壁からの出血や尿道カテーテル挿

入による尿路の医原性損傷が原因となり発症する

と考えられている。猫において、血液凝固機能異

常が原因と考えられる勝脱タンポナーデの発症は

報告されていないが、人医療においては抗凝固剤
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の内服やビタミンK欠損症が原因と考えられる腸

脱タンポナーデの症例が報告されており、血液凝

固機能異常は腸脱タンポナーデの原因の lつであ

ると考えられている 8，13)。

今回、我々は凝固因子欠損症の lつである第XII

因子欠損症が増悪因子の一因として関与したこと

が疑われた腸脱タンポナーデの猫と遭遇し、治療

する機会を得たため、その概要を報告する。

症例と治療経過

症例は3歳5ヶ月齢、去勢済みの雑種猫であ

り、排尿困難を主訴に山口大学動物医療センター

に紹介来院した。初診時の一般身体検査では高体

温、頻脈と呼吸速拍が認められた。血液生化学検

査では軽度な腎パネルの上昇が認められた(表

1)。尿検査では、アルカリ尿 (pH:7.5)、潜血反

応と尿タンパクを認め、尿培養・感受性検査では

Staphylococcus Sppが検出された。

腹部単純X線検査において左腎の腫大が認めら

れ、腹部超音波検査では、左側腎孟・尿管の拡張

および両側腎孟の輝度充進が認められた。さらに

勝脱壁の肥厚と、勝脱内に血流の無い層状の構造

表1 初診時血液生化学検査

CBC 

RBC 608 104/μ1 (500-1000) 

Hb 9.0 g/d1 (5.5-19.5) 

PCV 24 % (24-45) 

TP 7.4 g!d1 (6-8) 

MCV 40.6 fi (39-55) 

MCH 14.8 pg (13-17) 

MCHC 36.4 g!d1 (30ー36)
P1ate1ets + (凝集)

生化学検査

(17.6ー32.8)
(0.8-1.8) 

GOT 23 IU/1 (18-51) 

GPT 20 IU/1 (22-84) 

ALP 31 IU/1 (38-165) 

GGT 6.0 IU/1 (1-10) 

A1b. 2.9 g!d1 (2.3-3.5) 

T.Bil. 0.3 mg!d1 (0.1-0.4) 

T.Cho1 193 mg!d1 (89-176) 

軽度の腎パネルの上昇を認めた。
()内は基準値

物が確認された。これらの所見より、腸脱内構造

物による左腎の排世障害、および両側の腎孟腎炎

が示唆された(図 1)。そのため、追加検査として

X線腸脱造影検査、およびX線CT検査を実施し

た。勝脱二重造影X線検査では、勝脱壁の不整お

よび勝脱内の充填欠損像が確認された。 X線CT検

査において左側腎孟と尿管の拡張が確認され、勝

脱中心部に造影効果の無い構造物が認められた(図

2)。これらの検査結果より、本症例における排

尿困難の原因は腸脱内の構造物による尿道閉塞で

あると考えられたため、第4病日に跨脱切開術お

よび腸脱壁の生検を実施した。その際、術前のス

クリーニング検査として血液凝固機能検査を実施

したところ、活性化部分トロンボプラスチン時間

(APTT : Activated partial thromboplastin time) の

著しい延長口54.4sec (基準値:1-15 sec)J が認

められた。 APTT以外の凝固因子はすべて基準値

内であった。

定法に従い腹部正中切開にてアプローチし、勝

脱切開を実施したところ、腸脱内腔を充填し尿道

内まで陥入する巨大な血餅が認められた(図3)。

勝脱内容物および腸脱壁の全層生検の病理組織学

的検査の結果は、それぞれ赤血球、白血球、線維

WBC 17930 /μl (5500-19500) 

Seg 17392 (3300-15000) 

Lymph 538 (1100-10725) 

G1u 155 mg!d1 (71-148) 

Na+ 155 mEq!l (147-156) 

K+ 3.5 mEq/1 (3.4-4.6) 

C1司 125 mEq/1 (107-120) 

Ca 9.4 mg/d1 (8.8-11.9) 

IP 2.9 mg!d1 (2.ふる.0)

NH3 39μg!d1 (23-78) 
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図1 腹部超音波検査所見

A: 左腎長軸像、 B ・ 右腎長j~U像、 C 勝脱短軸像

左腎の腎孟拡張 (矢印)と両側腎孟の輝度充進 (丸印)、!期比内の層状構造物 (矢頭)

A 府 I殺 I

図2 造影X線およびX線CT検査所見

A:造影X線CT検査(左腎)、B 造影X線CT検査(右腎)、C:造影X線CT検査(勝脱)、0:造影

X線検査 (Lateral像)、 E:造影X線検査 (VD像)

左腎の腎孟およ び尿管の拡張(矢印)と血流を伴わない勝脱内構造物 (矢頭)

素、グラム陽性球菌塊、好塩基性塊状物で構成さ

れた凝血塊、重度の慢性化膿性腸脱炎であった(図

4)。術後は、ブプレノルフ イン10μg/kg、筋注、 1

日2回 (レペタン注、 大塚製薬株式会社、東京、

日本)にて痔痛管理を行い、 尿の感受性検査に基

づき クリンダマイ シン5mg/kg、筋注、 1日2回 (ダ

ラシン注、フ ァイザー製薬株式会社、東京、日本)、

セファゾリンNa30 mg/kg、静注、 l日2回(セフ ァ

メジンα注、アステラス製薬株式会社、東京、日本)

の投薬を行った。また、血液凝固異常を考慮しビ

タミンK0.1 mg/kg、皮下注、 l日2回 (ケイツー

N注、エーザイ株式会社、 東京、日本)の投薬も

行った。

症例は、術後3日目には食欲が回復し、術後5日

目には尿道カテーテルの抜去が可能となり、以降

は排尿困難も認められずに順調に回復した。術中・

術後経過の中で止血異常は認め られなかったが、

術前に認められたAPTTの著しい延長は、術後3日

目(183.2sec)および8日目 (172.4sec)に実施した

血液凝固系検査においても改善が認められなかっ

た。また、術後3日目.8日目の検査においても、

他の凝固因子の延長は認められなかった。そのた
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図3 手術所見

A : J.傍脱切開時所見、 B 摘出した勝脱内容物

勝脱内を充填し尿道内に陥入した血液様の内容物(矢印)は、勝脱墜との連続性はなく、容易に摘出できた。

図4 病理組織学的検査所見

A:勝目光内容物 (HE染色 x100)、8:勝脱壁 (HE染色 x400) 
赤血球、好中球、 繊維素、グラム陽性球菌塊で主に構成された凝血塊 (A)。好中球の浸潤と繊維芽細胞の増生(丸印)を
伴う、重度の化1慢性慢性勝目光炎 (8)。

め、凝固因子欠損症を疑い、正常血柴混和試験(補

正試験)にて、凝固因子活性を評価した。検査は、

まず血液凝固機能検査で異常が見られなかった2

頭の健常猫の血柴を混合しプール血紫とし、緩衝

液で5倍、 10倍、 50倍、 100倍に希釈して、それ

らと蒸留水で、溶解したヒト第XII因子欠乏血柴(シ

スメックス株式会社、神戸、日本)を同量で混和

し、 APTTを測定して検量線を作成した。次いで、

症例の血柴を緩衝液で5倍希釈し、同量のヒト欠

乏血紫と混和してAPTTを測定し、健常猫を用い

て作成した検量線と比較して凝固因子活性を求め

た。その結果、症例血禁中の第XII因子活性の低

下が確認されたため、第XII因子欠損症と診断し

た。同様の手技にて第四、医、盟国子の活性も測

定したが、いずれの凝固因子においても異常は認

められなかった(表2)。症例は現在、術後 14ヶ月

が経過するが排尿困難・血尿といった臨床症状の

再発や止血異常は認められず、良好な経過が得ら

れている。
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表2 正常血柴混和試験(補正試験)による凝固因子欠損症の

診断

活性(%)
.;舌性(%)

500 

400 

300 

200 

100 

。
第VIII[君子 第IX因子 第XI因子 第XII因子

凝圏菌子第VIII因 子 第IX因子第XI因子第XII因子

凝固活性(%) 205.92 220.79 433.44 45.6 

血液凝固機能検査を行い異常を認めなかった健常猫2頭をコ
ントロールとして、正常血紫混和試験 (補正試験)を行った
ところ、第XII因子活性が著 しく低く、本症例は第XII因子欠
損症と診断された。

考察

第XII因子欠損症は、猫において稀に認められ

る疾患であり、常染色体劣性遺伝に関連した先天

性の欠損症7)と、肝機能の著 しい低下や極度の飢

餓状態において発症する後天的な欠損症が知られ

ている 4)。本疾患は内因系凝固因子の lつである

第XII因子 (Hageman因子)が産生できず、血液

凝固系検査において APTTの延長を認めるが、出

血などの臨床症状を呈さないといった特徴を有す

る3，11)。猫において第XII因子欠損症のみでは止血

異常や重篤な症状を示すことは無いと報告されて

いるが、その一方で発情や生ワクチンの接種など

何らかの刺激による血小板機能不全や複数の凝固

因子欠損症などの要因が併発すると、深刻な止血

異常を引き起こすことも報告されている3，4，7，11)。

本症例は、既往歴としてFLUTIがあり紹介元動

物病院来院時には尿道閉塞を起こしていた。その

ため、尿道カ テーテルによる導尿処置と腸脱洗浄

をおこなっており、また当院でも検査・処置時に

尿道カテーテルの挿入を行っている。これらの治

療経過から、本症例の勝脱タンポナーデの直接的

な原因としては、FLUTIによ る勝脱壁からの出血

や、尿道カ テーテル挿入による医原性の尿路損傷

であると考えられた。

また、本症例は尿道閉塞で紹介元動物病院を受

診した際に尿毒症 (BUN:1 86.2mg/dl、Cre:12.4mg/ 

dl)を起こしていた。人医療において、尿毒症は

血小板機能異常を引き起こす疾患の lつとして知

られている 6，10)。尿毒素による血小板機能異常の

発症原因としては、内因性および外因性要因の

関与が考えられており、前者として血小板の凝集

の初期段階に重要な役割を果たす、 血小板蛋白

[glycoprotein (GP) Il b-m a]の欠乏2)、ADPやセロ

トニンなど血小板濃染頼粒減少や放出障害、血小

板内Ca2+動員の異常、 トロ ンボキサンA2産生障

害などのアラキドン酸代謝障害や血小板細胞骨格

の再構成障害などが挙げられ、後者としては、尿

毒素、貧血、異常フォン ・ヴイレブランド因子の

産生、血小板と血管壁聞の相互作用の障害が挙げ

られる 1，6，14)。尿毒素の lつであるグアニジノコハ

ク酸は、 血管内皮細胞からのNO産生を充進させ

血小板の凝集を抑制する事が知られている 5)。

本症例において、血中に増加した尿毒素は、血

小板機能を一時的に障害していた可能性が考えら

れた。一時的とは言え、血小板機能異常と第XII

因子欠乏症が併発したことにより、止血異常が引

き起こされ、勝脱内に充満するほど巨大な凝血塊

の形成に関与 した可能性が推測された。猫におい

て勝脱タンポナーデの発症と血液凝固機能異常の

関連性は報告されていないが、人医療で報告8，13) 

されているように、猫においても血液凝固機能異

常が、跨脱タンポナーデの発症や増悪因子の一因

として関与している可能性があると考えられた。

本症例の第XII因子欠損症は、手術前のスクリ ー

ニング検査として実施した血液凝固系検査におい

て偶発的に発見された。本疾患は猫においては数

例の症例報告を認めており 4，5，7，11)、症状も出ない

ことが多いと考えられていることから、猫での保

因頻度は高いものと思われた。本症例より、猫に

は臨床症状を示さない凝固因子異常を持つ個体が

いることを認識し、術前の血液凝固系検査を含め

た周術期計画を立てることが、安全な手術の実施、

飼い主へのインフォ ームド ・コ ンセン トを行う 上

で、非常に重要であると考えられた。
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