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はじめに

手術施行をした。術後経過は良好であったが、

メチシリ ン耐性黄色ブドウ球菌(以下
,MRSA の全国的蔓延は、外科領域においても

術後1週間目に術後膿胸となり、開胸ドレナ‑
ジを行なった。起炎菌はMRSAであった。その
後順調に回腹し、 5月29日、退院となった。

重要な問題となっており、特に、心臓、胸部、
腹部の大手術後感染の起炎菌としては、難治性
でかつ致命率が高い1.2)。今回、我々は

入院時現症:身長149cm、体重54kg。脈拍72
/分、整、血圧110/60mmHg。肝・牌は触知し
なかったが、腹壁皮静脈の怒張を認めた。左下

Budd‑Chiari症候群に対する直達手術後に続発
したMRSA膿胸に対し、ポピドンヨードによる
胸臆内持続洗浄、 VCMの点滴静注、 OFLXの内
服併用にて治癒し得た症例を経験した。術後

腿に植皮のあとを認めた。胸部の理学的所見お
よび神慮学的所見は正常であった。
入院時検査: CBCと腎機能に異常はなかった

MRSA膿胸に対する一つのアプローチとして胸
腔内持続洗浄とvcMの使用方法を中心に考察
を加え、報告する。
症例
症

例:49歳、男性

主 訴:肝機能障害
既往歴:冒切除術(20歳)。平成4年1月10日、
左下腿MRSA潰傷の植皮術(その後、 MRSAは

が、肝機能検査で はT.B=1.5rag/dl,
TTT=14.3KU,ZTT=17.3KUと比較的高値で、
またICG15分停滞率は22.9%と排池障害を示
し、慢性の肝機能障害を示した。血小板数は正
常であったが、トロンポテストは44%と凝固因
子の障害を認めた。
下大静脈造影:肝部下大静脈は完全に閉塞
し、右房へは発達した半奇静脈等の側副血行路
にて還流していた。下大静脈と右房との庄較差

陰性化した)0
家族歴:特記すべきことなし。
臨床経過:平成元年より肝硬変にて当院第一
内科で通院加療を受けていた。平成4年1月、

は12.5mmHgであった。造影にはみられなかっ
たが、腹部エコー上、 3本の主要肝静脈は開存
し、肝内側副路により相互の交通が見られた。
手術所見:右斜切開による開胸、開腹にて下
大静脈を露出した。拡大材料として心膜パッチ

腹部エコーにて肝部下大静脈の狭窄を認めたた
め、 2月24日当科に紹介入院した。下大静脈造
影にて、肝部下大静脈の完全閉塞を伴う
Budd‑Chiari症候群と診断し、 3月12日、直達

を採取し、一辺を連着後F‑Fバイパス下に病変
部下大静脈を縦切開し、線維化血栓を除去、さ
らに、肝実質を一部切除して、閉塞主要肝静脈
を開口させ、拡大再建を行なった。

MRSA膿胸

Fig. 1. Chest X‑ray film in the 19th POD showing a large tumoruos shadow in
the right lower lung field.

術後経過:術後経過は良好であったが、術後
1週目に38.5℃の発熱とともに白血球増多、
cRP上昇を認め、 1病日日と8病日日の暗疲培
養からMRSAを検出した。胸部単純Ⅹ線像
(Fig.1)では、右下肺野に腫癖陰影がみられ、
側面ではS、 S10の広範囲にまたがっていた。胸
6

部CTscan(Fig.2)では, ringed enhanceされる巨
大な膿胸を認め、さらに皮下膿傷も形成してい
た。術後膿胸と診断し、19病日日に開胸ドレナ‑
ジを施行した。大量の膿汁が排出し、起炎菌は
暗痕と同じMRSAであった。
治療経過(Fig.3) :術後1週目より始まった弛
張熟に対し、 MINO, IPM/CS, ABKなどを使用
したが全く効果なく、白血球は2万から2万3
千、 cRPも12.12mg/dlと著明に増加していた。
しかし、開胸ドレナ‑ジ後、下熱傾向が見られ、
さらに、 1%ポピドヨード100cc+生理食塩水
500ccで胸腔内持続洗浄、 vcMの点滴静注

abscess in the pleura! cavity and

(1.5g/d)、 OFLXの内服(600mg/d)により5日
後には平熱となり、白血球数も正常に復した。
膿汁の減少および膿胸膝の著明な縮少とともに
ポピドヨード、 VCM.OFLXの投与量を漸減し、

in the subcutaneou tissue.

40病日と60病日日の培養ではMRSAは陰性化

Fig. 2. Chest CT scan showing a large
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Fig. 4. Change of the liver and renal function during the chemotherapy to MRSA.
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肝・腎機能推移(Fig.4) : VCMを長期にわた
り、投与し、かつ基礎疾患に肝硬変があるため、
腎機能とともに肝機能の変動に留意した。投与
後2週目よりGOT,GPTの上昇をみとめ、減少
傾向がないため、 3週目にFOMに変更したと
ころ、 GOT,GPTは正常化した。 FOM使用中、
一時的に38℃の発熱があり、白血球増多は見ら
れなかったが、VCMを1週間投与した。経過中、
BUN,Crの上昇はみられなかった。
開胸ドレナ‑ジ後37日目、ドレーン抜去直前
の胸部CT scan(Fig.5)では膿胸脛は完全に虚
脱し、また、退院時の胸部単純Ⅹ線像(Fig.6)
では右下肺野の陰影は消腿し、再発も認めない。
退院時に行なった下大静脈造影ではパッチ拡
大された下大静脈は良好に開存し、また、主要
肝静脈も下大静脈に良好に開口していた。下大
静脈と右房との庄較差は5mraHgで、術前の
12.5mmHgに比べ低下していた。

ォ%

メチシリン耐性黄色ブドウ球菌(以下、 MRSA)
よる感染症は本邦においては、いわゆる第2世
代および第3世代のセフェム系薬剤が汎用され
るようになってから分離頻度とともに問題視さ
れるようになってきた州。この菌の問題点は
有効な単独薬剤が少ないことに加え、感染症患
者は比較的基礎疾患を患っている者が多いた
め、菌交代症を引き起こし易いこと、あるいは
病巣に膿癌を形成し易いことなどである。
外科領域におけるMRSA感染症のほとんどが
術後感染であり、特に、心臓、胸部、腹部の大
手術後の抵抗力の減弱した状態では、その予防
と対策が予後を左右する重要な問題となってい
る。本症例においても慢性の肝機能障害(肝硬
変)を有し、さらに、開胸・開腹という大きな
手術侵製が加わって易感染性宿主であった。
本症例の感染経路を考えると1月に施行され
た左下腿潰蕩(MRSA潰蕩)の植皮術との関係
が示唆される。植皮後、潰癌は治癒し、 MRSA
は陰性化したが、念のため直達手術まで、 2ヶ
月間の間隔をもうけ、さらに、抗生剤の術前予
防投与を極力控えた。しかし、術後1病日日と
術後7病日日に既に暗痕からMRSAが検出され
ている。既に感染が治癒したと思われる時期に
再感染を来たしていることから、 MRSAの常在
化の可能性が考えられる。現在、 MRSAの既感
染者に対しては菌の陰性化をまって手術を施行
しているが、このようなMRSAの常在化、ある
いはキャリヤー化は手術までの安全許容期間を
どこに設定すべきか多くの問題がある。
通常の膿胸は抗生剤投与と胸腔ドレナ‑ジで
軽快することが多いが、起炎菌がMRSAである
場合、抗生剤が効きにくいだけでなく、強毒で
組織破壊力が強く、かつ複合菌感染である場合
が多いため早急に適切な処置と工夫を要する。
膿胸腔の縮膝をはかるため、湯浅ら6'はClagett
変法を、また平松ら7'は大胸筋弁移植術を施行
し、目的を達成しているものの、治療に難渋し、

Fig. 5. Chest CT scan showing reduction
of pyothorax.

治療期間もそれぞれ7カ月、 4カ月の長期に
渡っている。本症例では胸腫ドレナ‑ジにダブ
ルルーメンチューブを使用し、ポピドンヨード
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Fig. 6. Chest XTay film on dischage showing disappearance of pyothorax in the right
lower

一ung

field.

にて24時間の持続胸艇内洗浄を6週間続行し、
さらに肺・肝の波出液防止のため、新鮮凍結血
楽投与にて血柴浸透圧を高値に保ち、カロリー
補給を促進して全身状態の改善維持に努めた。
抗生剤ではVCM (点滴静注)とoFLX (内服)
の併用療法が有効であった。
vcMは副作用が強いことから、その投与法

結

語

1. MRSA膿胸に対し、ポピドンヨードによる
持続胸腔内洗浄とvcMの点滴静注、 OFLXの
内服併用が有効であった。
2. MRSA感染症治療にあたっては、抗生剤療
法はもとより、栄養状態の改善と維持が重要

については血中濃度モニタリングやクレアチニ
ンクリアランスによる修正など種々の投与法が

である。
3. Budd‑Chiari症候群に対する直達手術の拡

試みられており、長期投与を可能にしつつある0
本症例では投与2週間目にGOT.GPTの上昇が
みられたが、 VCMの中止のみで正常化した。
基礎疾患に慢性肝障害があるためと思われた
が、臨床症状や血清酵素の変動に留意すれば、

大材料として、自家心膜は長期の開存性およ
び感染制御のうえからも優れている。

vcMも比較的安全に使用できる薬剤と思われ
る。
感染巣に人工物があると感染を管理しにく
く、摘出を余儀なくされることも少なくないが、

1)岩井重富、田中日出和、阿久津昌久:外科
でのMRSA感染症の実態。外科53 :

自家心膜を使用することで長期の開存性8)はも
ちろんの.こと感染制御のうえからもあらためて
優れた拡大材料であると思われた。
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Methicillin‑Resistant Staphylococcus aureus Pyothorax Following
Radical Corrector! of Budd‑Chiari Syndrome
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ABSTRACT

Pyothorax due to methicillin‑resistant Staphylococcus aureus was found on the seventh postopera‑
tive day after radical corrector! of Budd‑Chiari syndrome in a fourty‑nine‑old man. Intravenous
admistration of vancomycin, oral admistration of ofloxacin and contineous thoracic irrigation with

povidone lodoine solution led to remission of pyothorax. Without recurrence of infection, the wound
was

hea一ed

comp一etely

on

the

44th

postoperative

day.

