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肛門周囲膿瘍から敗血症性ショックを来した１例

発 表 者 加賀谷 結華 （秋田県：市立大森病院）

共同研究者 小野 剛
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【年齢】６３歳【性別】男性【主訴】意識障害

【既往歴】アルコール性認知症、アルコール性肝

障害、２型糖尿病、腰椎脊柱管狭窄症 （当院

整形外科通院中）

現在は飲酒しておりませんが、アルコール依

存症の既往があります。

【現病歴】H２４年１０月、腰椎脊柱管狭窄症で当院

整形外科定期受診。定期内服の鎮痛薬等処方さ

れて帰宅となりました。その２日後、近所の人

が自宅にて倒れているところを発見し救急要請

となりました。
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（一般）身長：１５５cm、体重：５１kg、収縮期血圧：

７４／－mmHgと低下し，脈拍が３０台／minと著

明な除脈を認めました。体温：３６℃、呼吸数：

２８／min，SpO２：１００％（４Lマスク）です。

意識：E４V４M５とレベルが低下し、また心音

の不整を認めました。

フォーレ留置にて尿流出なく、腹部エコーでも

無尿を確認しました。

モニター上除脈で心電図検査したところ、（心

電図）心拍数：３５－４０bpmと除脈があり、P波

の消失及び、房室結節以下補充調律を認めてい

ます。

―９８３―



ST�� ù½«

yøD�d8�

wÉ ¦È¤ ¤

w2�   £

w�  � ¢È¤

É2�¤5 �¢È�

/3 5��È¤

É�� ¢¡

0� �¤¡È 

Ô ¡È�¥

動脈血ガスでは、代謝性アシドーシスに呼吸性

代償が働いています。また、高 K血症を認めま

す。
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入院時血液検査です。WBC１３４００、CRP３２．４と

著明に炎症反応上昇を認めます。また、BUN７６、

Cre３．４３と腎機能障害あり、K値も５．８と高カリ

ウム血症を認めました。また、Plt７．２万と減少

あり、INR（１．２７）、FDP（２２．３）、フィブリノー

ゲン（５０４）、Dダイマーの異常あり、DICの診

断基準を満たします。

胸部 CTにおいても 肺野に明らかな感染を疑

う所見認めませんでした。

・入院時腹部 CT所見です。肝臓は以前のアル

コール中毒を反映してやや大きい印象ありま

す。

・胃内に残渣が多量に残っています。

・両側腎臓に水腎症認めませんでした。

・軽度の小腸ガス・二ボーを認めます。

・膀胱内に尿は確認できませんでした。

・また感染症のフォーカスとなるような病変は

胸腹部 CTにて認められませんでした。
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フォーカス不明の感染症にて敗血症性ショッ

ク、腎前性腎不全となり、K上昇。それにより

除脈となっていると判断し治療を開始しまし

た。

硫酸アトロピン（２A）投与で反応なく、K降

下療法開始しています。血圧は６０－８０台と低下

しており、除脈および敗血症性ショックによる

影響を考慮し、ノルアドレナリン投与、経皮的

ペーシングを開始した（４０／min）。

―９８４―



またフォーカス不明感染症については TAZ/

PIPC（４．５g×３回／day）投与、DIC治療に FOY

投与開始した。
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K降下療法にて Day２には４．２まで順調に低下

し、除脈も改善したため経皮的 Pacingも終了し

ています。それとともに血圧も入院時７０台から

１００台にまで改善し、尿流出も認められた。Day

２には血液透析も準備していましたが、尿流出

あり透析は回避されています。

フォーカス不明感染症に関しては抗生剤（TAZ/

PIPC）投与を継続し、炎症は一旦は改善傾向で

したが、Day７に再度WBC１５５００と炎症反応上

昇を認めました。腎機能が回復していたため、

この時に造影 CTを行いました。

・所見です。腹腔内には軽度の腹水を認めた他

異常所見はありませんでした。

・ところが、直腸後方から坐骨直腸窩、さらに

臀部から左大腿背面の筋膜に沿うように深部

にひろがる膿瘍を認めました。

同部位の皮膚を観察すると、左臀部から大腿背

面にかけて境界不明瞭な淡い発赤腫脹を認めま

した。膿瘍の透見は出来ませんでした。また、

触診にて同部位に板状の硬結を触知しました。

この時点で後方深部隙から深部に広がっていく

肛門周囲膿瘍からの筋膜炎と判断しました。
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切開排膿を考慮したが、膿瘍は範囲が広く、深

部の炎症であり、また抗生剤継続にて解熱傾向

で炎症はすでに鎮静化しつつあることを考慮

し、切開は回避されました。

Day１６ 膿瘍は縮小、炎症反応改善を認め、抗

生剤投与終了となっています。
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考察です。

肛門周囲膿瘍とは、肛門陰窩に開口する肛門腺

の感染などにより肛門直腸周囲に膿瘍が進展し

たものです。

症状：排便に関係のない肛門部痛、腫脹、有痛

性の腫瘤、膿の排出、発熱などがありますが、

膿瘍が深部の場合には皮膚表面に変化が見られ

ないことが多いです。

診断：膿瘍が皮膚表面であれば皮膚の腫脹や発
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赤、膿の透見などで診断は容易で、指診では圧

痛や波動を確認できます。補助診断として肛門

エコーやMRIなどが有効であることがありま

す。

治療：切開排膿ドレナージが基本となります。
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本症例において、発見が遅れた原因としては、

意識障害のため疼痛の訴えができなかったこと

です。不穏状態で四肢拘束などを行っており、

触診も含めた背面観察を怠ったことが大きな要

因と考えられます。また、深部の膿瘍であり、

体表の異常所見に乏しかったことも挙げられま

す。

ただし、深部の膿瘍で皮膚所見に乏しかったと

はいえ、よく確認すれば腫脹・軽度の発赤・板

状の波動を確認できました。特に糖尿病を背景

に持つ方であり、末梢循環不全があると栄養や

酸素の供給が障害されて、組織での免疫も低下

して、嫌気性菌などに感染しやすくなることが

あり、壊死性筋膜炎では８０％に基礎疾患として

糖尿病が見られるとの報告もあり、そういった

ことを考慮すれば、肛門周囲膿瘍も疑って、触

診も含めた全身診察をするべきでした。

本症例では診断が遅れてしまいましたが、幸い

ドレナージせずとも抗生剤のみで治療できまし

た。ただし、フルニエ壊疽となれば、局所の壊

死や血管閉塞が生じている為、患部に抗生剤が

有効に移行せず、外科的処置をしなければ、致

命的となっていたかもしれません。
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以上です。

―９８６―




