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Fig. 1. Chest X-ray showed left pleural fluid.

膿胸を来たした膿腎症の 1 例

飯沼 光司，加藤 成一，増栄 孝子

増栄 成泰，宇野 雅博，藤本 佳則

大垣市民病院泌尿器科

A CASE REPORT OF PYOTHORAX DUE TO PYONEPHROSIS

Koji Iinuma, Seiichi Kato, Takako Masue,
Naruyasu Masue, Masahiro Uno and Yoshinori Fujimoto

The Department of Urology，Ogaki Municipal Hospital

A 77-year-old woman was referred to our hospital with complaints of fever and left chest pain.

Computed tomography showed left pyothorax and left pyonephrosis with left ureter calculus. After

admission, drainage of the left thoracic cavity was performed and she was treated with antibiotics. On the

third hospital day, debridement for pyothorax was performed because her condition had not improved.

During surgery, we found perforation of the diaphragm, and abscess appeared from the perforated area.

We suspected that perforation of the diaphragm from the left pyonephrosis caused left pyothorax, and

performed left nephrectomy. After the operation, relapse of the pyothorax and surgical wound infection

occurred, but her condition improved and she discharged on the 46th hospital day. Relapse of the abscess

has not occurred.

(Hinyokika Kiyo 61 : 433-436, 2015)
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緒 言

膿腎症はしばしば遭遇する疾患だが，横隔膜穿孔を

来たし膿胸を発症する症例は稀である．今回われわれ

は膿腎症から横隔膜穿孔し，膿胸を来たした症例を経

験したので報告する．

症 例

患 者 : 77歳，女性

主 訴 : 発熱，左胸部痛

既往歴 : 鬱病

現病歴 : 2013年 6月頃より左腰痛あり，その後徐々

に増悪あり．2013年12月，発熱，左胸部痛が出現した

ため当院救急外来を受診した．

入院時現症 : 身長 146 cm，体重 45.9 kg，血圧 71/

38 mmHg，脈拍 105/分，体温 37. 8°C，SpO2 : 97％

（リザーバーマスク 10 L），左肺野の呼吸音の減弱，

左肋骨脊柱角叩打痛を認めた．

血液検査所見 : 白血球 16,390/μl（好中球88.1％），

Hb 5.6 g/dl，血小板 71.2万/μl，Cre 1.01 mg/dl，K

2.9 mEq/l，Alb 1.5 g/dl，CRP 12.6 mg/dl．

尿検査所見 : pH 6.0，蛋白（1＋），潜血（3＋），

白血球（−）

画像検査所見 : 胸部 Xp では左肺野の透過性は低下

し，左胸水を認めた（Fig. 1）．胸腹部 CT では左尿管

に 10×11 mm の結石，腎周囲および肺野に膿瘍を疑

う低吸収域を認めた（Fig. 2a）．また膿瘍腔の隔壁の

連続性が一部途切れ，後腹膜と胸腔の交通を疑う所見

を認めた（Fig. 2b）．

以上より左結石性腎盂腎炎からの膿腎症，左横隔膜

穿孔による膿胸の疑いと診断した．

入院後経過（Fig. 3) : 入院時よりメロペネム（以下

MEPM）3 g/day の点滴投与を開始した．呼吸状態が

悪かったため，まずは呼吸状態の改善を目的に左胸腔

ドレナージチューブを留置した．排液は白色の膿汁で

あった．血液および胸水培養検査からは Streptococcus

salivarius を認めた．抗生剤の感受性に関しては Table

1 に示すとおりであった．第 3病日に膿胸の改善が乏
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Fig. 2. a. Enhanced CT showed a left ureter
calculus (white arrow) and abscess around
the left kidney (circle). b. Enhanced CT
showed a defect of the abscess matrix (white
arrow) and abscess in the pleural space.
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Fig. 3. The course of treatment.

しいため，呼吸器外科で醸膿胸膜および胸膜胼胝切除

術を施行した．左上側臥位で体位を固定し，第 5肋間

後側方開胸アプローチで行った．第 5肋間の胸膜を切

開すると，膿性胸水が排出した．胸腔内を用手的に剥

離すると，横隔膜の穿孔を認め，同部位から膿汁の流

出を認めた．左膿腎症の横隔膜穿孔による膿胸と診断

し，横隔膜穿孔部を縫合後，閉胸し，当科で左腎摘除

術を行った．手術時間は 3 時間50分，出血量は 100

ml であった．切除標本では，正常な腎実質はほとん

ど認めず，腎全体に膿瘍の形成を認めた（Fig. 4）．術

後は挿管したまま HCU に入室となった．第5病日に

HCU を退室し，第 7病日に抜管した．その後は順調

に CRP，白血球数が改善したため第11病日に抗生剤

の投与を終了した．第17病日に開胸部，開腹部の創部

の発赤，熱感を認めたため，切開排膿し洗浄処置を開

始した．第23病日に CRP，白血球数の上昇を認めた．

CT を施行すると左膿胸の再発を示唆する所見を認め

たため，再度 MEPM 3 g/day の投与を開始した．第

30病日に MEPM による薬疹と思われる皮疹が出現し

たためミノサイクリン 200 mg/day に変更した．第35

病日には CRP，白血球数が改善したため抗生剤投与

を終了し，第49病日に退院となった．その後再発は認

めていない．

考 察

膿腎症は腎実質の化膿性破壊を伴う感染性水腎症

で，その腎機能はほとんどあるいは完全に廃絶した状

態と定義される1)．一方，感染性水腎症は拡張した腎

盂・尿管内の尿が感染した状態を指すが，膿腎症は感

染性水腎症としてはじまるため，両者を臨床的に区別

することは困難である．膿腎症は urosepsis を併発す

る重症尿路感染症の 1つであり，早急な診断および外

科的処置を必要とする．診断，治療が遅れると膿腎症

から腎周囲膿瘍となり，Gerota 筋膜を超えて背側に

拡がると腸腰筋膿瘍，腰部皮下膿瘍が形成されること

もある2)．背側に炎症が波及し膿瘍が形成される症例

はしばしば見られるが，横隔膜を穿孔し膿胸を来たし

た症例はわれわれが検索した範囲では認めなかった．
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Table 1. Antiobiotic sensitivity of Streptococcus
salivarius

薬剤名

PCG S≦0.06

ABPC S 0.25

CTRX S≦0.25

CFPM S 0.5

CDTR S≦0.12

CFPN S≦0.12

PAPM S≦0.12

MEPM S 0.12

AMK ＞32

CAM S≦0.25

CLDM S≦0.12

MINO S≦0.25

VCM 2

TFLX S 0.5

GRNX S≦0.25
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Fig. 4. Macroscopic view of left kidney. Circle
shows normal kidney. The abscess sur-
rounds the circled area.

周辺臓器への炎症の波及を認めた報告によると，腹膜

炎を来たした症例が 8例3~10)，脾膿瘍を来たした症例

が 1 例11)であった．腹腔内と腎臓，胸腔内と腎臓の

間にはそれぞれ結腸間膜，横隔膜が介在している．結

腸間膜に比べ横隔膜は厚く，炎症が波及しにくいた

め，膿胸の報告は腹膜炎の報告に比べ少ないと推察さ

れる．また症状が発現してから泌尿器科を受診するま

でに要した期間が腎盂腎炎で平均1.7日に対して，膿

腎症では 6∼12日要したとの報告がある12)．本症例

では腰痛を自覚後，当院受診までに約 6カ月と時間を

要しておりその結果重症化したと考えられる．

膿腎症の画像所見においては，超音波検査で拡張し

た腎盂腎杯内の debris echo や debris による液面形成

あるいはガス発生による音響陰影などが特徴的な所見

であるとの報告がある13)．しかし水腎症との鑑別が

困難であるとの報告もある13)．一方 CT では拡張し

た腎盂腎杯内の CT 値が単純性水腎症に比べ高いとの

報告がある14)．本症例でも CT 値は 10 Hounsfield 以

上に増加しており水腎症との鑑別に有効であった．ま

た本症例のように周辺臓器への炎症波及，膿瘍の穿孔

がある場合には CT は有用である．

膿腎症は重症化し，敗血症に至ることもあるため，

治療は抗生剤投与に加え，経皮的腎瘻造設術，経尿道

的尿管ステント留置術，腎摘除術などを考慮する必要

がある．膿腎症の96％に外科的治療を要し，57.7％は

抗生剤投与による保存的加療のみでは治癒せず，外科

的ドレナージを要したとの報告もある12)．本症例で

は，入院時は呼吸状態，全身状態が悪く，膿胸に対す

るドレナージのみ行ったが，最終的には腎摘除術を要

した．入院時に胸腔ドレーンの留置のみならず経皮的

腎瘻造設術などのドレナージを行うことにより治癒ま

での期間を短縮できた可能性は考えられる．また近年

では経皮的腎瘻造設術により腎機能の回復を待ち，可

及的に腎を温存することが原則である15)が，本症例

では画像上腎実質は破壊されており腎機能の回復は困

難であり，腎摘除術の選択は妥当であったと考えられ

る．

結 語

横隔膜穿孔し膿胸を来たした膿腎症の 1例を経験し

た．膿腎症では周辺臓器への炎症の波及，膿瘍の穿孔

の可能性を念頭におき，早期に外科的ドレナージを含

む治療を開始することが重要である．
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