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肝膿瘍の経皮的ドレナージ後に右膿胸と急性呼吸急迫症候群を併発した 1 例
大畑

善寛ａ

中野

剛ａ

上畠

寧子ｂ

要旨：45 歳男性．発熱と食思不振で苫小牧市立病院救急外来を受診し，胸腹部 CT にて肝膿瘍と右胸水貯
留を認め入院．抗菌薬投与と経皮的肝ドレナージを施行されたが，右胸水の急速な増加と両肺野のすりガラ
ス影が出現し急性呼吸不全となった．人工呼吸管理，胸腔ドレナージおよび洗浄，好中球エラスターゼ阻害
薬の投与で改善した．肝膿瘍と右膿胸からともに Bacteroides fragilis が検出されたことや，胸腔洗浄中に
肝ドレーンから洗浄液の流出を認めたことから，肝膿瘍腔と右胸腔が交通しているものと判断された．経皮
的肝ドレナージの合併症として，膿胸・急性呼吸窮迫症候群の併発が起こりうることへの認識が重要と考え
られた．
キーワード：肝膿瘍，膿胸，急性呼吸窮迫症候群，経皮的ドレナージ
Liver abscess，Pyothorax，Acute respiratory distress syndrome，Percutaneous drainage

緒

言

肝膿瘍に対する経皮的ドレナージ術は今日広く用いら

入 院 時 現 症： 身 長 160 cm， 体 重 42 kg， 血 圧 72/48
mmHg，脈拍 120 回/min・整，呼吸数 30 回/min，SpO2
94％（室内気），体温 39.4℃．眼瞼結膜に軽度貧血あり，

れる治療法であるが，横隔膜直下の肝右葉に発生した膿

眼球結膜に黄疸なし．胸腹部に診察上異常を認めず．表

瘍に対するドレナージの際，上位肋間からの穿刺経路を

在リンパ節触知せず．神経学的所見を認めず．

選択した結果，経胸腔穿刺となって膿胸を合併すること

入院時検査所見（Table 1）
：好中球優位の白血球増多，

がある．今回我々は，肝膿瘍に対する経皮的ドレナージ

CRP の著明な上昇，貧血，軽度の肝機能異常および低

を施行後に右膿胸と急性呼吸窮迫症候群（acute respi-

ナトリウム血症を認めた．

ratory distress syndrome：ARDS）を併発した 1 例を
経験したので，若干の文献的考察を交えて報告する．

症

例

胸腹部 CT（Fig. 1）
：中等度の右胸水貯留（Fig. 1A）
と肝右葉 S7 に辺縁に造影効果を伴う 5 cm 大の低吸収
域（Fig. 1B）を認めた．
入院後経過：入院日に右第 8 肋間中腋窩線上より経皮

患者：45 歳，男性．

的肝膿瘍ドレナージを施行し 450 ml の腐敗臭を伴う黄

主訴：発熱，右側胸部痛，食思不振．

白色膿汁を排液した．また細菌性ショックに対して大量

既往歴：42 歳時よりアルコール性肝障害．

，ウリナスタチン（ulina補液とドパミン（dopamin）

飲酒歴：焼酎 4 合/日を 25 年間．

statin），抗菌薬の投与を行った（Fig. 2）．入院時の肝膿

喫煙歴：30 本/日を 25 年間．

汁培養から Bacteroides fragilis が検出され，血液培養か

家族歴・職業歴：特記すべき事項なし．

らも B. fragilis が検出され，敗血症と診断した．第 3 病

現病歴：2010年3月初旬より39℃の発熱と右側胸部痛，

日に呼吸困難の訴えがあり，胸腹部 CT にて大量の右胸

食思不振を訴え 3 月 8 日苫小牧市立病院救急外来受診．

水貯留と（Fig. 1C），肝ドレナージチューブが胸腔・横

全身の画像検索で肝右葉の異常影と右胸水貯留を認めた

隔膜を貫いて肝膿瘍腔に達するのを認めた（Fig. 1D）
．

ため急性肝膿瘍の診断で消化器内科に入院となった．

第 4 病日に胸部 X 線画像上で左肺野にすりガラス陰影
が出現し（Fig. 3A），第 6 病日には全肺野に拡大（Fig.

連絡先：大畑 善寛
〒053‑8567 苫小牧市清水町 1‑5‑20
ａ

苫小牧市立病院呼吸器内科

ｂ

同 消化器内科
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3B）．リザーバーマスク 10 L/min の酸素投与下で SpO2
92％の呼吸不全を呈した．この際の動脈血ガス分析で
PaO2 78.2 Torr，FiO2 はおよそ 0.99 で，PaO2/FiO2 78.9
Torr となるため ARDS と診断した．呼吸器内科に転科
となり気管挿管と人工呼吸管理を開始した．膿胸に対し
ては右胸腔ドレナージを施行，腐敗臭を伴う白色膿汁
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Table 1
Hematology
WBC
Neut.
Lymph.
Mono.
Eosino.
Baso.
RBC
Hgb
Hct
Plt
Biochemistry
TP
Alb
T-bil
AST
ALT
γ -GTP
LDH
ALP

20,010/mm3
90.7％
5.7％
3.0％
0％
0％
268×104/mm3
8.8 g/dl
25.5％
55.1×104/mm3
7.2 g/dl
3.1 g/dl
0.5 mg/dl
56 IU/L
75 IU/L
191 IU/L
195 IU/L
783 IU/L
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Laboratory data on admission

ChE
44 IU/L
BUN
12.2 mg/dl
Cre
0.82 mg/dl
Na
127 mEq/L
K
4.5 mEq/L
Cl
94 mEq/L
TC
84 mg/dl
HbA1c（JDS） 5.8％
Serology
CRP
18.9 mg/dl
HBs-Ag
（−）
HCV-Ab
（−）
KL-6
420 U/ml
β -D-glucan
4.5 pg/ml
Tumor marker
CEA
6.6 mg/dl
CA19-9
0 U/ml
AFP
2.4 ng/ml

BGA（nasal O2 2 L/min）
pH
7.448
PaCO2
29.6 Torr
PaO2
125.0 Torr
HCO3−
20.0 mmol/L
BE
−3.3 mmol/L
Sensitivity test
ABPC
resistant
PIPC
sensitive
CTX
sensitive
CAZ
intermediate
CFPM
sensitive
FMOX
sensitive
IPM/CS
sensitive
SBT/CPZ
intermediate
CLDM
intermediate
EM
resistant

A

B

C

D

Fig. 1 （A）A chest CT scan on admission shows pleural effusion in the right thorax.（B）An
abdominal CT scan on admission shows an abscess in the right lobe of the liver.（C, D）CT
images 6 days after admission show massive pleural effusion in the right thorax, and a pericutaneous drainage tube going into a liver abscess through the thoracic space.

1,200 ml が排液されその培養からも B. fragilis が検出さ

た．一方 ARDS に対してはシベレスタットナトリウム

れた．生理食塩液で胸腔内を洗浄したが右肺が十分に再

水和物（sivelestat sodium hydrate）を投与した．第 9

膨張せず，胸膜癒着の解除を期待してウロキナーゼ

病日より胸部 X 線画像上ですりガラス陰影の改善を認

（urokinase）を胸腔内に追加投与した結果，良好な右肺

め（Fig. 3C）
，PaO2/FiO2 も順調に改善し，第 16 病日に

の再膨張が得られた．また，胸腔洗浄中に肝ドレーンか

抜管，人工呼吸から離脱した．排液の減少を確認しつつ

ら洗浄液の流出を認め胸腔と肝膿瘍腔の交通が示唆され

胸腔ドレーンと肝ドレーンを順次抜去し，経過良好にて

肝膿瘍ドレナージに続発した膿胸と ARDS

Fig. 2
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Clinical course of the case regarding treatments and laboratory data.

A

B

C

Fig. 3 Chronological changes on chest X-ray films. Massive pleural effusion appeared in the right thorax on day 4（A）
,
and diffuse ground-glass opacities in bilateral lung fields on day 6（B）.After treatments, both improved on day 9（C）
.

第 46 病日に退院となった．

考

に右胸水を認めた．これに関しては当時のエコー検索で
十分な穿刺スペースがとれず試験穿刺が不可と考えられ

察

たため検体を得られず，確証はできないもののすでに軽

肝膿瘍には 1.7〜4.2％の頻度で膿胸が合併すると報告

度の膿胸を発症しており，肝ドレナージにより経胸腔穿

されており ，その機序としては 2 つの仮説がある．第

刺となって右胸腔内への膿汁流入を招いて急速に病状を

一は肝膿瘍が横隔膜を穿破して右胸腔内に炎症が波及し

悪化させたという機序の可能性が考えられた．

1）

て起こる自然経過としての説で，アメーバ性肝膿瘍や大

肝穿刺を行う場合は右中腋窩線上からがよく選択され

腸菌による肝膿瘍においてこの機序による膿胸発症の報

るが，この部位における壁側胸膜の反転は 14 剖検体中

告がある ．第二は経皮的肝膿瘍ドレナージの医原性合

11体で第10肋骨に一致したとNeffらが指摘する5）ように，

併症として膿胸が続発するとする説である．中澤らは本

元来この部位は経皮的穿刺の際に胸腔の下端を貫きやす

例と同様，横隔膜直下の肝右葉に発生した肝膿瘍に対し

い．ただ，胸膜の折り返し部位は密着性が高いため仮に

て経皮的ドレナージを実施した結果，経胸腔穿刺となり

胸腔穿刺となっても胸腔内に膿汁は移行しにくいとされ

膿胸に至った症例を報告している ．本症例では初診時

る．しかし穿刺前に既に胸水が存在していたり，穿刺後

2）
3）

4）
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の膿瘍改善に伴って肝の縮小や横隔膜の下方移動が生じ

見されるが，肝膿瘍ドレナージの合併症としての膿胸に

たりすれば，この密着性は失われるため，膿汁が流入し

続発したという報告は検索した限りではなく，貴重な症

やすくなるため膿胸発症，あるいは増悪させることにつ

例と考え報告した．肝膿瘍に対する経皮的肝ドレナージ

ながるものと考えられた．しかし，胸腔の経由を避ける

の際には，その合併症として膿胸と ARDS が起こりう

目的でそれ以外の穿刺部位を選択することは解剖学的に

ると認識することが重要と考えられた．

肝を直接穿刺する距離が長くなり，二次的な肝損傷リス
クが高くなるため不可能である．したがって治療上の必

本報告の要旨は，第 100 回日本呼吸器学会北海道地方会
（2010 年 9 月 11 日，札幌）にて発表した．

要性として肝ドレナージが最優先された当時の状況を考
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Abstract

A case with right pyothorax and acute respiratory distress syndrome induced by percutaneous
liver drainage
Yoshihiro Ohata a, Tsuyoshi Nakano a and Yasuko Uehata b

Department of Respiratory Medicine, Tomakomai City Hospital
Department of Gastroenteronomy Medicine, Tomakomai City Hospital
a

b

A 46-year-old man with a history of massive alcohol consumption was admitted to our hospital with fever and
anorexia. Chest and abdominal computed tomography showed liver abscess and right pleural effusion. Acute respiratory distress syndrome and a massive increase in right pleural effusion developed 6 days later, following percutaneous drainage for liver abscess. Bacteroides fragilis was cultured from liver abscess fluid. Right pleural space
drainage and administration of antibiotics, sivelestat sodium hydrate, and urinastatin were performed under artificial respiration, allowing the patient to recover from acute respiratory distress syndrome and pyothorax. Pyothorax and acute respiratory distress syndrome need to be recognized as potential complications of percutaneous liver drainage for liver abscess.

