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胃癌術後にToxic Shock Syndrome (TSS) を

併発 し重篤化 した 1例

清 水 孝 王

新潟大学大学院医歯学総合研究科

消化器 ･一般外科学分野 (第-㌧外科)

(主任 :畠山勝義教授)

A case of Toxic Shock Syndrome (TSS) induced by MRSA in Post Operation 
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旨

ToxicShockSyndrome(TSS)はMRSAを含む黄色ブドウ球菌が産生する毒素怪ショック症

候群毒素 (TSST-1)やエンテロトキシンなどの外毒素によって惹起 される症候群である.栄

熱 ･血圧低下 ･全身紅斑 ･下痢が突然班現し,敗血症性ショック ･DICへと進行し,重篤な多

臓器不全をきたし,死に至ることも多いが,消化器手術後のTSS例の報告は少射 1.今里乳 胃癌

術後にMRSA腸炎となり,さらにTSSを併発し重篤化したが,早期の集中治療の開始により,

救命し得た1例を経験したので報告する.59歳男性.進行胃癌にて腎全摘術後,第3病日に激

しい下痢 ･発熱があり,翌日に敗血症性ショックから急性腎不全を併発し,王CU管理となった.

同日に採取した便培養からはMRSAが検出された.直ちに,VCM ･TEICの投与,エンドトキ

シン吸着 ･血液透析を含めた集学的治療を開始した.皮膚所見は3日目から紅斑が出現 し全身

に広がり,7日冒頃から落屑が認められ,その後は消遺 していった.便培養から検出された

MRSAは,後日TSST-1およびエンテロトキシンC産生株であることが判明した.TSSにみら

れる臨床症状は多彩で,臨床経過としてきわめて突然に発熱 ･血圧低下 ･全身紅斑 ･下痢が出

現するのが特徴であり,また皮膚所見も非常に特徴的であるが,臨床上数日経過してから認め
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られるため,発症時の診断の決め手になりにくい.TSSを発症したときには,既に敗血症性ショ

ック･DICに陥っていることが多く,過去の報告例からも早期の集学的治療導入が救命対策と

して東要であると考えられた.

キ-ワ-ド:toxieshocksyndrome(TSS),胃癌術後 MRSA感染症

は じ め に

ToxicShockSyndrome廿SS)は MRSAを含

む黄色ブ ドウ球菌が産生する毒素性ショック症候

群毒素 (TSST-1)やエンテロ トキシンなどの外

毒素によって惹起 される症候群である,発熱 ･血

圧低下 ･全身紅斑 ･下痢が突然出現 し,敗血症性

ショック ･DICへと進行 し,重篤な多臓器不全を

きたし,死に至ることも多い.報告例のほとんど

は,産裾期に発生 した婦人科症例であり,消化器

手術後のTSS例の報告は少ない.

今回我々は,腎癌術後にMRSA腸炎となり,さ

らにTSSを併発 し重篤化 したが,エンドトキシン

吸着 ･24時間持続血液透析 ･人工呼吸器装着な

ど,早期の集中治療の開始により,救命 し得た 1

例を経験 したので文献的考察を加えて報告する.

症 例

患者 :59歳,男性.生来健康であった.

主訴 :季肋部痛.

既往歴 :特記すべきことなし.

家族歴 :特記すべきことなし.

現病歴 :2003年 6札 季肋部痛 を主訴に近医

を受診.上部内視鏡検査にて胃癌の診断を受け,

2003年 7月,当科紹介入院.上部内視鏡 ･腹部

CT検査など精査にて,高度進行胃癌 (4型 ･リ

ンパ節転移あり)の診断となった.

手術所見 :2003年 7月末,牌臓合併胃全摘出

術 ･横行結腸部分切除術 ･2群 リンパ節部活を施

行 した.

術後経過 :術後,第 3病 日に激 しい下痢 ･発熱

があり,翌 日に敗血症性ショックから急性腎不全

を併発 した.MRSA肺炎 ･腸炎 を疑 い直 ちに

VCMの投与を開始 し,ICU管理となった.術後 3

日目の検査デ-タでは,動脈血液ガス分析では代

謝性 アシ ドーシスが認められ,また白血球増加

30500･CRP29.1高値の炎症所見が認められ,肝

機能障害 ･腎機能障害 も認めた.またPlt4.1万と

著明な減少を認めた (表 l).

胸部X線 :術後第 1病目には,樽に異常所見を

認めなかったが,第 4病日の再挿管複の写黄では,

高度の肺炎像を認めた (図l).また同日に採取 し

た下痢便培養 ･疾培養からはMRSAが検出 され

たが,動脈血培養 ･静脈血培養 ･尿培養はともに

陰性だった.

皮膚所見は,術後第 7病 日から四肢遠位側から

体幹へと広がる,一部点状出血を伴 う紅斑が出現

し,全身に広がっていった｡この紅斑は術後第 11

病 日頃には体幹を中心に枇糠様落屑が,さらに術

後第 18病 日頃には指祉撃厳に膜様落屑が認めら

れ,その後は消退 していった (図2).便培養から

検出されたMRSAは,後日TSST-1およびエンテ

ロ トキシンC産生株であることが判明 した (図

3).

敗血症性 シ ョックに起因する腎不全の診断に

て,直ちに ド-パ ミン ･TEIC･VCM ･メシル

酸ガべキサー トの投与を開始 し,早期の人工呼吸

器装着 ･エン ドトキシン吸着 ･24時間持続血液

透析などの集学的治療を行った.

その後は,第 14病 日に,呼吸器から離脱でき,

徐々に炎症所見,種々の臨床症状は回復 していっ

た.第 18病 日にはⅠCUから退室 し病棟管理 とな

り,第 64病 目に退院 した.

考 察

TSSは黄色ブ ドウ球菌が産生するス-パ-抗原
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嚢 l 検査所見 :術後経過

Bloodtests

3POD 5POD 18POD

WBC 7500 30500 10000/FLI
RBC 333 271 276×104/〟l
Hb 10.2 8.1 8g/dI
Ht 29.9 24.3 24.4%

Plt 19.7 4.1 38.6×104/〟l

AST 52 1238 38IU/I
ALT 118 529 33IU/I
LDH 257 1353 294IU/I
T -Bi1 1 .2 3 1.1mg/dl
D-Bi1 0 .9 1.4 0.6mg/dl
Amy 19 126 63mg/dl
BUN 40 132 39mg/dl
Ore 0.6 3.7 1.2mg/dl
CRP 29.1 10.8

第 1病日

183

性蛋tl--1毒素 (TSST-1)によるT細胞の過剰活性

化により発症 し,急激な経過をたどり,診断が遅

れると,ときに死に至ることもある.TSSは ま978

年小児科医 Toddによりtoxkshocksyndrome

assoeiatedwithphage-group-Istaphylococciと

して7例の小児例を最初に報告している1).1980

年代になると高吸収性タンポンを使用している女

性に好発することが報告され 2)3),その使問が米

国内では問題になったこともある4)5).近年では,

膿癌,骨髄炎,術後感染症など,小児科 ･産婦人

科領域だけでなく,整形外科 ･耳鼻科 ･外科領域

でも発症することが報告されてきている7ト 10)

TSSの本邦報告例は,医学中央雑誌にて 1978

年 か ら2007年 までに ｢ToxicShockSyndrome

(TSSH ｢術後感染症｣をキ-ワ- ドに検索 した

ところ,自験例も含めて26例であった6ト 20).な

第4病日

図1 胸部Ⅹ線写莫

術後第1病日には,特に異常所見を認めないが,第4病目の再挿管後では,両肺に高度の肺炎

像を認めた.
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図2 下肢皮膚所見の写貴

術後第7病目から四肢遠位側から体幹へと広がる,一部点状出血を伴う紅斑が班現し,全身に

広がっていった.この紅斑は術後第 11病日頃には体幹を中心に枇糠様落屑が,さらに術後第18

病日頃には指馳掌折に膜様落屑が認められ,その後は消退していった.

かでも石川 らによる1983-1999年の本邦報告

83例の検討によると15),外科手術後が 16例と最

も多く,次いで分娩後,藤袴期が14例,熱傷 7例,

タンポン使用例 6例などとなっている20).外科

手術後のなかでも胃癌術後の報告例が多く18),3

例もあった 平均年齢は56歳であった.

TSSとエンドトキシンショックの発症機序につ

いては,大きく次の二つが考えられている.

まず,ス-パー抗原による感染症の発症機序と

して考えられるものとしては 19),

(1)黄色ブ ドウ球菌による感染 (2)TSST-1

の産生 (3)抗原提示細胞上のMHCクラスⅢへ

の統合 (4)TSST-1応答性Vβ2+T細胞のTCR

による認識 (5)vf92+T細胞の活性化 (6)大量

のTNF-α,IFN-γらの産生 (7)ショックの誘

導が挙げられる.

次いで,エンドトキシンショックの発症機序と

して考えられるものとしては11),

(1)グラム陰性梓菌による感染 (2)エンドト

キシンの放出 (3)血清中の LBPへの結合 (4)

マクロプア-ジ上の CD14への結合 (5)TLR-4

を介 した細胞内への活性化シグナルの伝達 (6)

マクロファージの活性化 (7)大農のTNF-段,

IFN-γらの産生 (8)ショックの誘導が挙げられ

る.那,これらが複雑に関連 して発症する病態で

あるとされている.

また,外科手術後のTSSの発症については,

1995年のアメリカの報告では,外科的処置を施行

した患者 390,000例の検討の結果,TSSを発症す

る頻度は0.003%程度であり,1999年の CDCの

報告によると6),術後TSSの死亡率は6%である

と報告 されている.CDCの診断基準では,①

38.9℃以上の発熱,②紅皮症,③皮膚落屑,④収

縮期血圧 90mmHg未満,⑤消化器 ･筋 ･粘膜 ･

肝臓 ･腎臓 ･血液 ･中枢神経のうち3つ以上の多

臓器障害がみられ,⑥血液 ･咽頭 ･脳脊髄液培養

は陰性で,ロッキー山紅斑熱,レプ トスピラ症,

麻疹の血清反応は陰性であるという上記 6項目す

べてを満たす症例のみをTSSとしている (蓑2).

TSSにみられる症状はこの他にも全身倦怠感,

めまい,悪寒,頭痛などきわめて多彩である.こ

のうち典型的発疹は日焼け様紅斑 (sunburnrash)

あるいは狸紅熱様発疹 (scarlatiniformrash)と

呼ばれる紅斑紅皮症で,-一般的に掻輝感はなく,

1-2週間後に落屑をきたすのが特徴である.ま

たその重症度は,手術侵襲や感染の程度にはよ
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図3 便培養から検出されたMRSAは,後日TSST-1およびエンテロトキシンC産生株であるこ

とが判明した.

らず原因の早期診断はときに困難なことがある.

このため,発症急性期に診断することはむずかし

いが,術後に40℃におよぶ発熱,および体幹に

sunburn様の皮疹が出現した場合には,TSSを念

頭において鑑別診断を進め,下痢 ･噛畦などの消

化器症状が強い場合には,積極的にTSSを疑うぺ

きと思われる.

自験例でも当初はMRSA腸炎 ･肺炎による敗

血症を疑い,血液培養 ･噂疾培養 ･便培養を行い,

MRSAを検出している.TSSを疑ったときの治療

法は,多臓器障害を予防するため大量輸液やカテ

コラミンの投与により循環状態を安定させ,原因
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表 2 CDCによるToxicShockSyndrome(TSS)の診断基準

く1〉発熱:38.9oC以上の発熱
く2〉皮疹:広範な紅斑性発疹
･･:ト 発症後lないし2週間で出現する特に手等.足底にみられる皮膚の落居
(4〉低血圧:血圧低下(成人の場合収縮期血圧が90mmHg以下)

血圧の起立性変化､起立性の失神または旺霊
∫.r)､多臓器障害(以下の3つ以上あてはまるもの)

消化器:曝吐･下痢
筋･骨格:激しい筋肉痛､正常値の2倍以上のCPK値の上昇
粘睦:睦､口腔､咽頭あるいは結膜の充血
腎臓:正常値の2倍以上のBUNとクレアチニン値の上昇

または尿路感染を伴わない膿尿
肝臓:正常値の2倍以上の総ビリルビン､GOT､GPT値の上昇
中枢神経系:発熱および血圧低下を認めないときに､神経学的巣症状

を伴わない朱見当紘あるいは老練障音がある
血液:血小板散が100.000/u以下

く6〉ロッキー山紅斑熱､レプトスピラ症､麻疹に関する検査の結果が陰性

以上の6項目を溝足した際に TSSと診断する

となる感染巣の検索と適切な抗生物質の投与が重

要である.感染巣が不明な場合にはγグロブリン

や新鮮凍結血梁が毒素に対する中和抗体を有して

おり,有効であるとも報告されている16).また,

早期のステロイド投与がサイトカインの作用を抑

制して病態の悪化を防ぐとする報告もある13)

近年,TSST-1を産生する黄色ブドウ球菌が増

加しており,特にMRSAでは80%以上がTSST-

1産生棟との報告もある1畑 また,外科領域で発

症するTSSの起因菌のうち大部分はMRSAであ

り,術後 MRSA感染症のうち約 1%にTSSが発

症するといわれていることから12),術後の重篤

な合併症のひとつとして,TSSを念頭に置いた治

療を考える必要があると思われる,

結 語

TSSにみられる臨床症状は多彩で,臨床経過と

してきわめて突然に発熱 ･血圧低下 ･全身紅斑 ･

下痢が出現するのが特徴であり,また皮膚所見は

点状出血斑を伴う紅斑で始まり,紅斑消退後の落

屑も非常に特徴的であるが,臨床上数週間経過し

てから認められるため,発症時の診断の決め手に

なりにくい.

TSSを発症したときには,既に敗血症性ショッ

ク･DICに陥っていることが多く,過去の報告例

からも早期の薬学的治療導入が救命対策として重

要であると考えられた.
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