
溶血性尿毒症症候群 
Hemolytic uremic syndrome(HUS) 

プロトコール ver0130525 



定義 

腸管出血性大腸菌感染に伴う溶血性尿毒症症候群(HUS)の診断・治療のガイドライン 
日本小児腎臓病学会（平成１２年６月改定） 

　溶血性尿毒症症候群(HUS)は,主に志賀毒素Stx、ベロ
毒素VTによって惹起される血栓性微小血管障害で、臨
床的には以下の3主徴をもって診断する。 

3主徴  
1.溶血性貧血(破砕状赤血球を伴う貧血Hb10g/dl以下) 
2.血小板減少(血小板数10万/µl以下) 
3.急性腎機能障害(血清クレアチニン濃度が、年齢別 
　基準値の97.5％値)以上で、各個人の健常時の値の 
　1.5倍以上) 



定義 
　主に腸管出血性大腸菌が原因となり下痢を伴うD+HUSと遺
伝性や薬剤性などが原因となるD-HUS(aHUS)に分けることが
でき、両者では治療法や予後が大きく異なる。

・生後6か月未満の症例  
・潜在性の発症  
・HUSの既往がある症例(再発症例)  
・原因不明の貧血の既往  
・腎移植後HUSの再発  
・HUSの家族歴（食中毒事例は除外する） 

 HUSの病態を呈し、以下の状況にある場合は、 
aHUSを考慮する(下痢の有無にとらわれない） 

→aHUSのプロトコール
へ  



　O-157感染症うち9-30％がHUSを発症する。15歳未
満が80％を占め、その半分が5歳未満であり乳幼児に
多い。北欧・西欧の報告では5歳未満10万人に2-3人の
発症頻度である。 

疫学 

(O-157の他、O-26,O-91,O-103,O-111,O-121などの報告がある) 

　食中毒が原因であり、夏に多く生肉や汚染された生
野菜が原因となることが多い。 

　ベロ毒素産生菌感染症は三類感染症であり、直ちに
保健所に届出を行うことが規定されている。 

(HUS発症例では菌が分離されなくてもVTが検出されれば届け出対象であ
る) 



　食物を介して体内に取り込まれた病原性菌は腸粘膜に付着し
コロニーを形成する。産生蛋白によって微絨毛が破壊され水様
性下痢、血便を起こす。産生蛋白はトランスロケーションに
よって細胞内へ移動し腸壁細胞骨格の破壊などを起こす。産生
されたSTx、VTは、腸管に吸収された後、血管内皮細胞と単球
などに存在するGb3(グロボトリアロシルセラミド)レセプター
と結合する。特に腎の毛細血管および細動脈の内皮障害を引き
起こす。単球から放出されたサイトカインも血管内皮障害の引
き金となりサイトカイン作用と相まって血小板血栓が生じる。
微小血管障害性貧血は内皮が障害された脈管を赤血球が通過す
る際の機械的損傷によって起こる。Gb3レセプターは糸球体内
皮細胞、脳、膵で多く発現しているため、これらの臓器が障害
されやすい。 

病因・病態 



　原因食品への暴露から3-9日で腹痛、嘔吐、下痢(主に血便)
が出現し、発熱、顔色不良、傾眠傾向などを認める。さらに
4-15日後にHUSを発症する。 

　軽度中枢神経障害(傾眠傾向や軽度意識障害)から昏睡、痙攣
などを約25％に認め、痙攣は重積する傾向がある。 

　脳症は血便出現から4日以内の早期に認める。 
　重篤な合併症として腎不全(乏尿・無尿)、脳症(意識障害・
痙攣重積)、重症膵炎などがある。 

　心筋障害、耐糖能異常、腸穿孔などの報告もある。 
鑑別疾患としてはサルモネラなど細菌性腸炎、虫垂炎、腸重
積、潰瘍性大腸炎などがある。 

症状 



病歴聴取：発症・経過 

・消化器症状の出現状況、水分摂取と排尿の有無 

・生食物・肉類の摂取歴 

　(腸炎症状出現から3-9日前までさかのぼって聴取) 

・生食、焼肉、バーベキューなど 

・農場動物・家畜との接触歴 

・周囲の同症状者の有無 

・家族歴、既往歴も 

病歴聴取/検査項目 



検査 
・血算・像(PLT目視含む）、破砕赤血球の有無、血型　 
・Na,K,Cl,Ca,P,TP,ALB,T-Bil,D-Bil,γ-GTP, LAP, Lipase  
  AST,ALT,LDH,BUN,Cre,Amy,Glu,ハプトグロビン,血ガス 
・IgG,A,M,C3,C4,CH50,BNP,HANP,Cys-C,β2mg,血清保存 
・PT,APTT,AT-Ⅲ,FDP,D-Dimer,Fib 
・O-157迅速,VT迅速,血清LPS抗体 
・尿一般定性・沈査,尿蛋白定量,尿電解質,尿Cre・BUN 
・培養(便・尿・血液) 
・STEC/VTEC血清学的に 
・胸部・腹部Xp、 
・エコー(心・腹部(腸管粘膜肥厚,腎血流も,膵,肝,IVC径)） 
・脳MRI(中枢神経症状があれば) 

病歴聴取/検査項目 



HUSの重篤化因子（リスクファクター）として下記
の検査項目が挙げられる。  
　1)腸管出血性大腸菌感染症時；白血球数の増加 
　2)HUS診断時： 
　　白血球数の増加(≧20000 /µl) 
　　低Na血症　　  (＜130 mEq/l) 
　　低蛋白血症　  (＜5.0 g/dl) 
　　ALT(GPT)上昇  (≧100 IU/l)  
 *HUS発症時から、sCreが2.0 mg/dl以上の症例は、
早期に血液浄化療法（血液透析あるいは腹膜透析）
が必要になる可能性が高い。 

HUSの重篤化因子（リスクファクター） 



・厳重な水・電解質の管理 
　HUS発症時、乏尿・無尿期には強い脱水は少ない。 
　溢水の場合が多く、過剰な輸液には注意！ 

・血管内正常水分量を目標とする 
　水分量IN：不感蒸泄と前日尿量より推測 
　　　　　(直近数時間の尿量などからも推測する） 
　水分量OUT：バル－ン留置し尿量を確実に測定 
　その他、体重、血圧、CTR、IVC径なども参考に 

○支持療法 
(1)輸液   

支持療法と特異的療法に大別される 

治療 



絶対的適応：乏尿(≦10ml/m2/hr)、無尿の時 
　　　　　　他の方法でコントロールできない溢水、高血圧、 
　　　　　　電解質異常、アシドーシス 

治療 
○支持療法 
(2)透　析  

透析の中止時期：利尿を認めた時(または利尿剤に反応する時) 
方法：施設によって慣れた方法を用いる。一般的には次の方法 
　　　が選択される。  

<透析施設への転院時期> 
　HUSは急速に進行する可能性があり、事前に血液浄化療法が 
可能な施設にコンサルトしておく。 
特に、乳幼児は小児の透析が可能な施設にコンサルトする。  

年長児：血液透析(HD)または腹膜透析(PD) 
乳幼児：腹膜透析(PD) 



　・ラシックス 1～2mg/kg/回   を使用 
　　(反応乏しい場合反復使用は避け透析考慮) 
　・ペルジピン 2-10µg/kg/min を使用 
　　注)年齢別の高血圧基準は以下を参照 
　　　 小児CKDガイドライン2009 

(4)輸血 
　 輸血による溢水・高血圧に注意  
　 ・赤血球輸血：Hbを5g/dlを切る場合に輸血を考慮 
　 ・血小板輸血：一般的には不要 
　　　　　　　　 出血傾向の場合、外科的処置の前などに考慮 

治療 
○支持療法 
(3)高血圧に対する治療(HUSに伴う高血圧は溢水の場合が多い) 



高血圧基準 

小児CKDガイドライン2009より 



痙攣に対して：抗痙攣薬 
　・セルシン 　　0.3mg/kg 静注　 
　・アレビアチン 20 mg/kg 緩徐に静注 
その後呼吸器管理下にdeep sedation 
　・イソゾール   1-5mg/kg/h 
　・ラボナール   1-5mg/kg/h 
　・ドルミカム　 0.1-0.5mg/kg/h　ただし腎代謝(66.1～87.8%) 
　　　　　　　　 Ccr<10ml/minでは50%に減量) 

治療 
○支持療法 
(5)脳症に対する治療 

　HUS脳症で予後の悪い症例を経験しており、痙攣のコント
ロールが予後改善につながると考えられる 



　脳浮腫に対して、除水(透析)、グリセオール 
（溢水状態を悪化させる可能性があり注意して使用） 

　マンニトールは腎排泄のため適さない。 
　MRI（ diffusion 、ADCmapping),EEGも行う。 
（小児神経科医のコンサルトを求めることが望ましい） 

治療 
○支持療法 
(5)脳症に対する治療 



　DICの診断基準を満たす場合、 
　フサン(メシル酸ナファモスタット) 
                              0.06～0.20 mg/kg/hで持続投与 
　FOY(メシル酸ガベキセート) 20～39mg/kg 24時間かけ持続投与 
　リコモジュリン(トロンボモデュリンアルファ) 
                       380 U/kg 約30分かけて1日1回点滴静注 
                       血液透析療法中130U/kgに減量 
　ノンスロン(アンチトロンビンⅢ)     30 U/kg1日1回点滴静注 
などを使用する。 

６）中心静脈栄養 
１週間以上絶食の場合には考慮する。  

治療 
○支持療法 
5)DICに対する治療 



○特異的療法 
治療 

以下の治療法は、「腸管出血性大腸菌による HUS」に対しての有効性は
確立されていない。  

1)血漿交換療法 
　腎機能障害などの進展に対する有効性は認められない。 
　中枢神経症状・急性脳症に対する効果は、現在までに不明。 
　血漿交換を行う場合、溢水の悪化を防ぐため透析を併用する。 
2)γ-グロブリン製剤　 
　腎機能障害、血小板減少などの進展阻止効果は認められない。 
3)抗生剤 
　HUSを発症している時期では一般的には使用しない。 
4)その他：抗血小板剤、プロスタグランデインＩ２（PGI2)、血 
　漿輸注、ビタミンE、ハプトグロビンなどもHUSに対する有効
性 
　は証明されていない。 



経過観察の指標 

１）尿検査および腎機能検査  
　検尿(尿蛋白/Cre、尿生化,尿β２MG含む)、腎機能(Cre,　
Cys-C,クレアチニン・クリアランス), 血圧,DMSAｼﾝﾁなど 

２）腎生検(回復期) 
　適応：●透析を行った症例は基本的に施行 
　　　　●長期に無尿の持続した例 
　　　　●回復期に中等度以上の蛋白尿や腎機能低下、高血　 
　　　　　圧持続例 
　判定の指標：硬化糸球体,血管病変,腎皮質壊死の有無・程度 

３）神経系検査　　 
　　脳波、CT、MRI、(眼底所見) 
　（神経症状を認めた症例は少なくとも１回は行う）  



非典型溶血性尿毒症症候群 
Atypical hemolytic uremic syndrome 
(aHUS) 

プロトコール ver0130525 



定義 
　非典型溶血性尿毒症症候群（aHUS）は、血栓性微
小血管障害(thrombotic microangiopathy, TMA)で、溶血
性貧血・血小板減少・急性腎障害を3主徴とする疾患
であり、志賀毒素によるHUSとADAMTS13活性低下に
よる血栓性血小板減少性紫斑病(thrombotic　
thrombocy-topenic purpura, TTP) を除外する。 

　aHUSは全HUSの約10％存在する。典型HUSが比較
的予後が良いのに対し、aHUSでは急性期致死率が約
25％と予後不良である。毎年100万人に2人発症。小
児では100万人に7人発症。（ヨーロッパからの報
告） 

疫学 



診断基準(日本腎臓学会より) 

Definite:  
　3主徴がそろい、志賀毒素に関連するものでないこと。血栓性
血小板減少性紫斑病(TTP)でないこと。  
　微小血管症性溶血性貧血；Hb 10g/dl未満  
　血小板減少；PLT 10万/µl未満  
　急性腎障害；  
小児例：年齢・性別による血清クレアチニン基準値の1.5倍  
（血清クレアチニンは、小児腎臓病学会の基準値を用いる。）  
成人例：AKIの診断基準を用いる  

Probable:  
　急性腎障害、微小血管症性溶血性貧血、血小板減少の３項目
のうち2項目を呈し、かつ志賀毒素に関連するものでも、血栓性
血小板減少性紫斑病でもないこと。 



付則事項  
① 志賀毒素産生性大腸菌感染症の除外診断：  
大腸菌の関与を確認する方法：培養検査・志賀毒素直接検出法
（EIA）・ 抗LPS-IgM抗体など 

② 血栓性血小板減少性紫斑病(TTP)の除外診断：  
　ADAMTS13活性著減例(<5%) はTTPと診断し、aHUSから除外
する。 
　ただし日本におけるaHUS症例にADAMTS13活性10％未満の
例はないため、本aHUS診断基準ガイドラインではADAMTS13
活性のカットオフ値の目安を10%と定める。 

　※ADAMTS13活性5～10％を示す患者については臨床的5徴候
も加味してaHUSであるかTTPであるかを判断する。 

診断基準(日本腎臓学会より) 



③ 他の原因によるTMAの除外：  
  DIC,硬化症腎,悪性高血圧,APSなど,TMAを生じうる疾患を除外。  

⑤ HUSの病態を呈し、以下の状況にある場合には、下痢の有無 
  にとらわれずaHUSを考慮する。  
  ・生後6か月未満の症例  
  ・潜在性の発症  
  ・HUSの既往がある症例(再発症例)  
  ・原因不明の貧血の既往  
  ・腎移植後HUSの再発  
  ・HUSの家族歴（食中毒事例は除外する）  

④ Probableに該当すれば、aHUSの可能性を念頭に,鑑別に必要  
  な検体の採取に努める。  
  小児腎臓専門施設にコンサルトし治療方針を決定する。  

診断基準(日本腎臓学会より) 



原因 
aHUSの病因分類  
(１)補体制御因子異常＊1 ：  
　 (ア)先天性  
　 　　補体蛋白の遺伝子変異：H因子,I因子,MCP(CD46),C3, 
       B因子,トロンボモジュリン 

   (イ)後天性  
       抗H因子抗体産生(ELISA、ウェスタンブロット法) 

(２)コバラミン代謝異常症(発症生後６か月未満で考慮) 
　　血漿アミノ酸分析で高ホモシステイン血症、低メチオニン血症  

(３)感染症(血清学的に証明) 

     (ア)肺炎球菌　(イ)HIV　(ウ)百日咳　 
   (エ)インフルエンザ　   (オ)水痘  



原因 
aHUSの病因分類 つづき  
(４)薬剤性 

     (ア)抗悪性腫瘍薬 　(イ)免疫抑制薬 　(ウ)抗血小板薬  

(5)自己免疫疾患・膠原病*6  
  (ア)SLE  
  (イ)抗リン脂質抗体症候群  

(6)骨髄移植・臓器移植関連  

*1：溶血試験、補体蛋白・制御因子の蛋白量定量、遺伝子解析。 
    ただし、補体蛋白や補体制御因子の蛋白量が正常範囲内であっても、補 
    体関連のaHUSを否定する根拠にはならない。  



病歴聴取：発症・経過 
　消化器症状の出現状況、水分摂取と排尿の有無 
　先行感染の有無 
　家系内の同症状者、病歴など家族歴 
　薬剤内服歴・予防接種歴 
検査 
・血算・像、破砕赤血球の有無、血型　 
・Na,K,Cl,Ca,P,TP,ALB,AST,ALT,LDH,T-Bil,D-Bil,γ-GTP,LAP,  
  Amy,Lipase,Glu,ハプトグロビン,血ガス 
・IgG,A,M,C3,C4,CH50,BNP,HANP,抗核抗体 
・PT,APTT,AT-Ⅲ,FDP,D-Dimer,Fib 
・尿一般定性・沈査、尿蛋白定量、尿電解質、尿Cre・BUN 
・培養(便・尿・血液・鼻咽頭)、尿中肺炎球菌抗原 
・胸部・腹部Xp,エコー(心,腎,膵,肝),中枢症状あれば脳MRI 
・Factor H濃度/活性、血漿vWF活性、 
・補体制御因子の遺伝子解析 

病歴聴取/検査項目 



○特異的療法 
  血漿輸注または血漿交換 
  aHUSと診断された時のfirst line therapyとなる。 

治療 

血漿交換：FFP：60-75 ml/kg　 
　血小板数の正常化、溶血の改善、腎機能改善まで連日施行 

血漿輸注：FFP 10-20 ml/kg(血漿交換が困難な場合) 
　血圧・心機能が正常であることを確認すること　 

S. pneumoniae-induced HUS の場合、PEは病態を悪化させるため避ける 

○aHUSの支持療法はHUSに準じる。 

  現時点での有効な治療法として、血漿療法(血漿交換・輸注)がある。 
血漿療法は1970年代後半から導入され、死亡率は50%から25%まで低下
した。

Loirat C et al.Presse Med.2012 Mar;41:e115-35  
Management of hemolytic uremic syndrome. 



エクリズマブ eculizumab(ソリリス®)について 
エクリズマブ(ソリリス® アレクシオン)は、発作性夜間ヘモグ
ロビン尿症（PNH）の治療薬で終末補体(C5)阻害剤。 
aHUSには現在のところ適応はない。 

治療 

補体（C5）に対して高い親和性を示す
ヒト化モノクローナル抗体である。補
体（C5）の作用を抑制することで、赤
血球の血管内溶血を抑制する。 



治療 



その他 
Table III 
aHUS患者における補体(制御)因子の遺伝子異常頻度、予後、再発率、移植後再発率など 

Gene
or
subgroup

Frequency in
aHUS

Risk of death or 
ESRD at 1st
episode or within < 
1year

Risk of
relapses

Risk of recurrence 
after
renal transplantation

CFH 20‒30% 50‒70% 50% 75-90%

CFI 4‒10% 50% 10-30% 45-80%

MCP 5‒15% 0‒6% 70-90% < 20%

C3 2‒10% 60% 50% 40‒70%

CFB 1‒4% 50% 3/3 not in ESRD 3/3

THBD 3‒5% 50% 30% 1 patient

Anti-CFH antibodies 6% 30‒40% 40‒60% Yes if high antibody 
titer

CFH/I/B: complement factor H/I/B; MCP: membrane cofactor protein; THBD: 
thrombomodulin; ESRD: end-stage renal disease 

Management of hemolytic uremic syndrome  Presse Med. 2012 Mar;41(3 Pt 2):e115-35 
Chantal Loirat1, Jeffrey Saland2, Martin Bitzan3 



HUS診断のフローチャート 
・溶血性貧血 
・血小板減少 
・腎機能障害 

病歴・既往歴・家族歴確認 

Typical　
HUS疑う 

Atypical　
HUS疑う 

□生後6か月未満  
□潜在性発症  
□HUSの再発  
□原因不明貧血の既往  
□腎移植後HUS 
□HUSの家族歴 

□生食物・肉類の摂取歴 
　(腸炎症状の3-9日さかのぼって聴取) 
□農場動物・家畜と接触　 
□周囲の同症状者 

あり 

あり 

なし 

なし 


