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Remarkabledecreaseintheincidenceortetanusduringthepast40yearsin Japan

dependsonthedecreaseofneonatal tet,anusresultedfrom thepopularizationofhospital

deliveryandonthedecreaseamongtheyoungwhoreceivedprlmaryVaccination.

Today,approximately50fatal cases or tetanusareannuallyreportedinJapan.

Mostorthesecasesareelderly,previouslynonimmunizedpatientswhodidnotexperi-

enceprlmaryVaccinationintheiryouth.

Deathfrom tetanusresultsmostcommonlyfrom suchcomplicationsaspneumonia,

cardiovascularinstability,renalFailure,gastrointestinal hemorrhage, ande上c. during

thelongcourseofintensivecare,while.recently,deathfrom asphyxiaisrare.

Sympatheticoveractivltyisacharacteristicsyndromewhosefeaturesincludelabile

hypertension,tachycardia,arrythmia.profusesweatlngandpyrexia.Thissyndromeis

stillresistanttoconventionaltherapyandisoneorthemajorCausesOrdeath.

Prophylaxistreatmentinthewoundedpatients,particularlyintheelderly,nonim-

munizedpatientswhohave"tetanus-prone"woundshastobeemphasized.

Keywords:tetanus,tetanus-pronewound,prophylaxisagainsttetanusinwound

management,sympatheticoveractivity.

破傷風,tetanus-pronewound,

破傷風はガス壌Jfl-_とともに外科的嫌気性感染症の双壁

と目される疾患である.現在本邦では免疫学的予防措置

の普及などにより激減しややもすれば忘れ勝ちな疾患で

あるが,とくに高令者における本症の発生の問題が最近

内外でとりあげられ‖【4),本県においてもなお散発的な

発生がみられる.

免疫学的予防措罪,交感神経過興奮.

破傷風はいったん発生すれば時として致命的であり.

またその集中治療には碇大な労力が要求される疾患であ

る.

一方,破傷風 トキソイドにより発生の予防が可能であ

ることは第二次世界大戦から戦後にかけての米国軍隊を

対象とした広範な研究5Jにより実証されている.従って
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破傷風は治療の対象とすべき疾患ではなくその予防に力

を注ぐべき疾患であることは明らかである.

以上のような背景よりここでは破傷風全般についてと

くにその予防の立場において述べるとともに破傷風をめ

ぐる最近の話題についても言及することとしたい.

1. 原因菌,発症までの経過および病態の出現

梯序 2日 )

破傷風は1889年北里柴三郎によってはじめて分離,培

養された破傷風菌 (Clostridium tetani)による感染症

である.本菌は極めて強い嫌気性を有する梓菌(strictly

anaerobicbacillus)で広 く土壌中に棲息あるいはウ

シ,ウマ怖れにヒトの下部腸管にも生存している.破傷

風が先進国に少なく開発途上国に多い現象は医療水準と

くに予防処置の普及程度の差違によるもので土壌中の破

傷風菌が先進国で著しく少ないからではない6㌧

破傷風菌が芽胞 (spore)の状態で刷から体内に侵入

すると発育型に変化.増殖して菌体外毒素 (exotoxin):

tetanospasmin が産生される.この毒素が血流に乗っ

て全身に拡がり.その大部分は運動ニューロンの終末に

取り込まれ.ここから神経線維を伝って中枢神経系に至

るといわれている.また毒素の一部は感覚神経線維,自

律神経線維にも取り込まれるといわれる.毒素が脊髄に

到着すると特有の強直性嘩撃が惹起される一方.交感神

経過興奮 (sympatheticoveractivity)の原因になると

もいわれている. もう一種 tetanolysin という毒素も

産生され, これは溶血の原因となる他心筋に対 しても

toxicに作用するといわれ,突然の心停止･jLとにも一部

関与 しているといわれている.

2. 感染成立の諸条件といわゆる "tetanus-

pronewound''

どのような別が破傷風の侵入門となり易いのか,すな

わちどのような創をいわゆる"tetanus-pronewound''

と見倣すべきかを判断する上で破傷風感染の成立を助長

する諸条件を知ることは電要である.1)刷に壊死組織,

挫城組織,血腫などが存在すること,2)剤に木片,竹,

Lなどの異物があること. 3)他の細菌とくに好気性菌

が繁殖 して酸素を奪取 して嫌気的条件をつ くること,

〔好気性菌との共棲 (symbiosis)〕などが重要な因子と

されている.

創の種類では挫創,刺創,開放性骨折,熱傷に破傷風

の続発が多くみられる4㌧同じClostridium 鴎の Clo_

stridium welchiiなどの感染症であるガス壊nJ_(gas

gangrane)が広範な壊死組織を有する大き目の別に発

/j=.し易いのと対照的に破傷風では比較的小さな,とるに

足りない,時には不明瞭な別に伴い易いことも特徴とさ

れ.外傷歴のはっきりしない破傷風も10-15% 4Iと報告

されている.また外傷のほか静脈塀による下肢の潰癌か

ら破傷風菌が浸入し発症した例7)も報告されている.人

工妊娠中絶,流産および子宮内膜掻雌などを契機に女性

生殖器が侵入門戸となって破傷風が発生することは従来

よりよく知られている8)那,最近でも帝王切開術に続発

した破傷風が報告されている91.昭和58年に同一クリ

ニックでの包葛手術後患者7例,両側精管結集術後患者

1例に相次で破傷風が発生 したという報告8Iは記憶に新

しい.締れなものとしては気管支癌による上葉気管支の

狭窄.これによる右上葉の化膿病巣が原因と考えられる

破傷風10)も報されている. さらに胆褒摘除術などの待

機手術後の破傷風IlIも報告されており, 待機手術前の

患者に対しても必要に応じて破傷風の予防措置をとるべ

きであるとする報告121さえもみられる.

3.破傷風の症状と経過

通常6-14日の潜伏期の後節 Ⅰ期の前駆症状期 (pro-

dromalperiod)に移行する.全身倦怠感,肩こり,

不眠などの不定愁訴のほか時に受傷側の四肢の異和感な

ども訴えられるが,一般にこの時期に破傷風の診断が得

られることは怖れである.第 2期は開口障害をはじめと

する破傷風の固有症状が出現してから全身嘩撃に移行す

るまでの期間をいう.喫唾 (牙関緊急)(trismus,lock

jaw),嘩買 (risussardonicus),破傷風様顔貌 (facieeL

tetaniea),項部強直 (nuchalrigidity)などの破傷風

に特徴的な症状がみられる.この第 2期の期間は後述す

るように onsettime4)と呼ばれ, この期間が短いほど

予後は不良であるとされている.第 3期は全身嘩撃の時

期であり躯幹は特徴的な前方凸の後弓反張 (opisthoto-

nus)を呈し, 呼吸筋の強虎性嘩撃による呼吸困難,呼

吸停止を来し.気管内挿管による呼吸管坤が必要とされ

る.またこの時期では多くの場合血圧の激しい動揺,柿

派,不整脈,突然の心停止などの循環系の著しい不安定

状態が認められる.第 3期は通常 1-4週間持続すると

いわれている.第4期は治癒に向う時期であるが破傷風

毒素が代謝され消失していく機序は必ずしも明らかでは

ない.ちなみに Edmondsonら7)によれは lCUで管

押され治癒した破傷風患者81名の平均収容期間は31E]で

あったという.また破傷風患者の5-10%は第2期から

全身嘩撃 (generalizedtetanus)を経ずにそのまま治

癒に向うことも知られている.

4. 診 断

破傷風の診断はほとんどの場合特有な第 2期における
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破傷風の固有症状によってなされる.従ってこれらの症

状をよく知っておくことはもちろん常に破傷風という疾

患を念頭におくことが何よりも大切である.鑑別すべき

疾患はテタニー.狂犬病.髄膜炎,嘆筋炎,ヒステリー

などであるが,いずれも病歴聴取と症状により鑑別がr】J

能である.臨床検査としてはテタニーや髄膜炎を除外す

るため血中カルシウム値の測定や脳布髄液検査が行われ

る.

5.本邦および諸外国における破傷風発生の

現状

表 1に本邦における破傷風による死亡数の変遷を示し

た13).明らかに最近の死亡数は激減しているが,この減

少は第 1に施設内分娩の普及に伴い所帯切断部からの感

染による新生児破傷風 (tetanusneonatorum)による

死亡数が著しく減少したこと,第2に予防接種の実施の

効果として若年者層の患者が減少したことによるもので

ある13㌧予防接種の恩恵に浴さない壮年一高令者層すな

わち ｢破傷風非免疫者｣における死亡数は1980年以降は

ほは横iaい状態にある点に注意しなければならない.破

傷風は届出伝染病であるがこれが全国の第一線の医師に

表 1 本邦における破傷風による叱亡数

Year No.of Year No.offatal fatal

Cases Cases

1947 2221 1966 318

l918 2138 1967 300

1919 1958 196～i 2.19

1950 15.tp-)とi 196リ 231

1951 14.39 1970 160

1952 1353 1971 152

1953 lltiH 1972 138

1954 1020 1973 123

1955 887 1974 105

1956 869 1975 85

1957 755 1976 82

1958 64と与 1977 79

19.r=jg 633 197とi 63

19 60 605 1979 51

1961 592 1980 LIB

1962 498 1981 50

1963 485 1982Total 2621,916

1964 448

1965 384

(海老tJiら13)より引用)
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浸透 しておらず,治療により治癒 してしまうと破傷風発

生が報告されない傾向にあり死亡診断書から死亡数を算

出せさるを得ない現状である.破傷風の発生数は死亡数

の3- 5倍であろうと考えられている.

1970年米国の Furste14)は ｢1980年代までには破傷風

は "歴史上の疾患"になっているであろう.｣と破傷風

の絶滅を予告した.しかしながら1980咋以降も米国では

依然として毎年的 100名の破傷風患者が報告15〉されてい

る (蓑2).また最近の破傷風患者の'lT:･令分布をみると】SJ

(表 3),約紳%が40才以上の患者であることがわかる.

Percy2Jらによれは最近の破傷風患者の68%は予防処置

を受けたことのない ｢破傷風非免疫者｣での発生である

という.

表 2 米国における破傷風の粗曜患率の変遷
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(才AMA.254:2873,2877-2878,1985より15)引用)

表 3 米国における破傷 風船肴の年齢分布

UnLltedS由tes,15岨2-1984.

Agetyr) No.(% )

0-4

5-19

20-29

30-39

4O-.19

50-.r=)9

SOLGt1

70-7tI

∠8O

Subtotal

Unknown

Total

5●(2.2J

JLl.H)

16し7.1)

21(リ.4)

19川.5)

27(12.1)

19(21.9)

51(22.ti)

32(14.3)

224(100.1)

ro

234

●Includesthreecasesinneonates.

(JAMA.254:2H73,2H77-2H78,1‡IH5.15Iより･ll川)
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海老沢 ら )3)は本邦においても1971年以降破傷風患者

の高令化が明らかであると報告 している.英国‖その他

の先進国からも同様に壮年一高令者層の ｢非免疫者｣で

の破傷風発生の問題をとりあげた論文が発表されている.

6.本邦での破傷風予防接種の現況16I

本邦では昭和43年にジフテリア,百日咳,破傷風ワク

チン (DPT三混ワクチン)による予防接種が開始され,

この普及と環境衛生の向上 抗生剤の開発などに伴いこ

れらの疾患の催患率,死亡率が一時著 しく低下 した.し

かしながら昭和49年,50年と岐阜,愛知で DPTワクチ

ン投与後の死亡事故が相次で報 じられると,この時期で

は既にこれらの疾患の発生や死亡が著しく低率となって

いたことも手伝い,これらの事故を契機に予防接種率が

激減する結果となって しまった.このため昭和52,53年

と百日咳の発生は再び急激に増加 し,昭和54年にピーク

に連した.また百日咳による死亡例も報告されるに至っ

た.これ らの副反応は DPTワクチンの うち百日咳ワク

チンによるものであったと考えられており,耶和56年秋

からは改良型百日咳ワクチンを用いた新三混ワクチンに

切 り換えられている.新潟県における第 1軌 第 2期の

三混ワクチンの接種率の推移を蓑4に示すが,最近よう

や く接種率の増加傾向が出は じめている.破傷風の予防

接種が DPT三混ワクチンとして広 く乳幼児期に定期接

種の形で行われるようになったのは昭和43年tfiからであ

る.従って現在の約20才以上の年令層は職業上の必要性

などから進んで予防接種を受けた者を除きすべて ｢破傷

風非免疫者｣ということができる.

衰4 lJ'臼せ き, ジ7テ リア.破傷風千防接帥

実施率(%)一新潟県)

56 57 58 S.59年度

節Ⅰ糊 第 1LEll 75.翁0/a 81.10/a 85.10/o 84.70/o

第2担】 71.1 78.√1 H1.5 82.7

第3担l 61.5 tiu.A 72.1 74.2

(斬首fLl県公衆衛生課溌料より)

7. 破傷風に対する免疫状態の達成

破傷風に対する基本的予防措置は表 53)の如 くである.

すなわち破傷風 トキソイ ド 0.5mlずつの 3回投与で破

傷風の発生を予防する能動免疫が得 られる. ちなみに

DPT三混ワクチンによる場合は第 1期の 3回の トキソ

イ ドの接種により基礎免疫が得られ,続いて 6才までの

表5 破傷風の基本的予防用'u艶

1. 破似岨沈降 トキソイドの使用巌は年齢,悼,担j数

にI馴系なく0.5mゼを皮下ないし筋肉内に注射する

2.

鵜健免婚

邪 1桓1積和

第2回接柚 (4-6週間後)

荊3担】棲椎 Hi-12ヵ月後)

節 3LL)Juのirj=.射により鵜礎免権完了とする｡この能

動免疫により. 5年H糾ま破悔凪に対L免疫があると

考えられる

.'i. 追加免栂 :外侮を一受けやすい仕事に従事している

肴は.4-5年ごとに追加免疫として トキソイド0.5

m七を受けてもよいが,J空似後に用いても予防しうる

といわれている

(益 (･ら,.i)より･j川J)

トキソイド トキソイド トキソイド
0.5m1 0.5m1 0.5ml

流血 中抗体(抗毒 素)量 を0.01単 位/ml以上 に保 つ こ とが

先 決間埋

0.01単 位 /ml-m■n'malprotect･veleveIと呼 ･i:

TIG 250単 位 砺 注捷peakleveH=達 す る (=は的2E]か か る

図 1 破傷風における免疫状態の達成

(益子ら31より引用)

間に第 2期日の 1回が追加接種され さらに第 3期の ト

キソイドがジフテリア･破傷風ワクチン (Tdワクチン)

の形で接種されている.図 13)は トキソイ ド投与後の血

中抗体量の時間的推移を模式的に示している.3回の ト

キソイドの接種により基礎免疫が完了した後でも時間の

経過とともに抗体量が減少 していくことに留意しなけれ

ばならない.しかしながら,基礎免疫が完 了している場

合には追加の トキソイ ドの投与により速やかな免疫応答

がみられる-"booster効果"- ことも知 られており,

欧米ではこの効果を得る目的で 5-10年間隔での追加免

疫の必要性を主張する15)者 も多いようである.また図 1

の横線で示した血中抗体量 :0.011U/mlが破傷風の発

生を予防する破傷風予防最小必要量 (minimalprote-

ctivelevel:以下 MPlevelと略す)といわれている.

図 1のように破傷風 トキソイ ドの初回 1回の接種では



吉川 :破傷風をめぐる最近の話題

MPlevelの血中抗体量を速やかに獲得することは不可

能である一方,外傷部位に破傷風菌が感染した場合 6-

12時間で致死量の毒素が産生され得るといわれている.

従って "tetanus-pronewound"を有する ｢破傷風非

免疫者｣に対しては トキソイドと同時に抗破傷風ヒト免

疫プロプリン:tetanusimmuneglobulin(TIG)250

単位を投与することが勧められている.ただしこの MP

levelは主としてモルモットなどの動物実験の成績17)か

らヒトについても演揮的に設定されたもので, 1978年

Bergerら18),1986年 passen ら 19)によりそれぞれ

MPl即elよりはるかに高い血中抗体量を有する成人で

の破傷風発生が報告されており,将来この MPlevelに

ついては再検討されるかもしれない.

8. 受傷時に行う破傷風予防措置の実際

表 6のように剤がいわゆる "tetanus-pronewound〝

であるか否か,および過去に患者-の基礎免疫措置が施

されているか否かの組合せによって 1)無処置.2)破傷

風 トキソイドの単独投与,3)トキソイドと TIG の両

者の投与,のうちのいずれかが選択される.米国の予防

接種諮問委員会 (ACIP:lmmuniヱation Practices

Ad~visoryCommittee)の日常の創治療に際しての破

傷風に対する予防措置に関するガイドラインも表 6と類

似したものである.表面的には本邦と米国の予防措置ガ

イドラインは非常に似通ってはいるものの,米国でのガ

イドラインは万一の破傷風発生時の訴訟を恐れるあまり

不必要な破傷風予防処置が行われる傾向にあるためこれ

を戒めることを主たる目的として作られたものであるの

とは対照的に本邦のそれは予防措置の必要性を啓蒙する

表 6 受侮時に行 うトキソイ ドないしTIGによる

免噴嘩法

別の状 況 食傷後6時間以内 食傷後6時間以上

予防 で.満潮かつ衷イL-:経過し,深 く,挫減
横棒歴 性の創 や汚染の苦しい8IJ

未施行 トキソイド0.5mゼ トキソイド0.5mゼ
または不明 TⅠG250-500単位

I-2匝】施行 トキソイド0.5mゼ トキソイド().5mtTⅠG250-500単位

3也以上施行 最後の注射から3年以上経過 トキソイド0.5mg トキソイド0.5mゼTⅠG250-500単位

(益 (･ら.3)より引開)
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ことを主たる目的に作成されたと言えよう.

9.破備風が発症 した場合の治療 (蓑7)

破傷風はいったん発症すれば Iire-threateningな疾

患である.まず鎮静 ･鎮痛剤.筋弛緩剤の投与に引き続

き気管内挿管を行い,ベンチレータ-による呼吸管理を

開始する.長期人工呼吸管理が必要とされる場合は適宜

気管切開術も行われる.免疫療法としては破傷風 トキソ

イドでは速やかかつ必要,十分な血中抗休量の増加が得

られないため大量の抗破傷風ヒト免疫グロブリン(TIG)

が用いられ3)る.欧米ではこれをステロイ ドホルモンと

いっしょにしてクモ膜下腔に注入する方法2)も行われて

いるようであるが.本邦では筋注が一般的である.最近

は静注用の製剤も市販21)されている. 表 8は破傷風菌

に対する各種抗菌薬の MICを一覧にしたものである3).

従来よりペニシリン G の大量投与が慣例的に行われて

表7 破傷風が発症 した場合のifi樺法

1.創侮処理

2.免痩療法

TIG5000単位 筋注

3.抗生物質

1.鎮静薬,抗唾撃典,筋弛緩剤

5.呼吸管理

Ii.循環管理

sympatheticoveractivity

リドカイン,P･プロ.I/か-,硬膜外ブロック

7.栄養管理

中心静脈栄養法 (ⅠVH)

衰 S CIostridium tetaniに対する杭頻発の

MIC (Jig/mE)

PCs,PCG (I.01-0.1

ABPC0.09-0.39

CBPC o.19-0.39

SBPC (I.19

TIPC 0.39

MZPC0.19

AGs,KM 50

GM 25->100

TOB 25

AMK 50

SISO 12.5

CEFs,CET ().39

CER tI.09

CEX 3.12-25

CED 3.12

CEZ o.19-1.5G

CTM 1.56

CMZ0.39

CFX 0.19

CTX I).2

CPZ o.39

CMX().39

ccL 0.78

(益十 ら3)より引用)
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表9 鎮 静基.抗痘撃薬の牡用法

病期選別 節 2 剃 箭 3 糊

フエ ノ′ヾル 2mg/kg執臼--_

ビター ル (川割判ごと

クロルプロマジン ().3-O.5mg/ItEf ().()5-0.1mtt/症
筋注,-1-6時 静ii=_.1-2時間

聞ごと ごと

ジアゼ-ム lOng静i:i三.3O-6OLJ>ごと り ～lOmt!/Lg/day)'

し益 (･ら3)より引用 )

きたが.その直接的な効果に関しては確たる証拠が無く,

むしろ後述のように最近では長期管理中の呼吸器感染症

などの他の感染症の併発が問題とされており,むしろこ

れらの合併感染症に対する抗生物質の予防上.治療上の

意義が唱えられているようである2).蓑9ほ破傷風の第

2期,第 3期で用いられる代表的な鎮静薬,筋弛緩剤の

投与法を示している.最近では唾撃の重積状態に対して

はジアゼパム (セルシン, ホリゾン), 臭化パンクロニ

ウム rミオブロック)の組合せがよく用いられるようで

ある.この時期における循環動態の動揺も管理上のポイ

ントとして最近注円されており.これについては後に詳

しく述べたい.中心静脈路の確保は経中心静脈高カロ

リー輸液 (lVH)による栄養管理の点からだけでなく循

環管確の観点からも椎だ重要である.一方,原因となっ

た創そのものへ適切な処置を加えることも非常に大切で

ある.挫減刑などの場合十分な d占bridementが必要で

ある.また刺創に対しては異物の残留の有無を再度確認

し,万一残存している場合はこれを除去しなければなら

ない.挫減が著しい指などはむしろ切断 (amputation)

する方が破傷風の重篤化を防ぐので有利であるとされて

いる.

10. 破傷風の治療成札 合併症および死因

1) Onsetimeと予後

従来より潜伏期の長さが破傷風の予後との関連におい

て重要視されてきたが.実際潜伏期の決定は困難なこと

も多く,最跡 まむしろ onsettime4)が予後を推定する

上で重要視されている.開口障害の出現から全身嘩撃に

至るまでの時間すなわち第2期の長さが onsettimeと

呼ばれ.これが短いほど死亡率が高くなることが知られ

ている.図 2は onsettimeと死亡率との関係を年代別

にみたものである川 .最近は48時間以下の onsettime

の症例でも死亡率はかなり低くなったがなお10%以上の

Onsettimevscasefatality

図 2 0nsettimeと死亡率の関係一年代別推移-
(海老沢ら13Jより引用)

表10 酔 い拾樺,U=枇こおける合併症 と叱囚

Nonfatalcomplication

Pneumonia
No.(JfJxltienb-

こ)

Renalfailure･･･-=･--･･----･-= 3

Gastrointestinalhemorrhage･･･.I-･･･ 2

Cardiacarrest･･-･･--=-･･---･･ 2

ExtremltyCOntraCture----･-- 2

Residualmentalobtundation･･･--- 2

VocalcordparalysisW ･･･････-仙 川

Causeofdeath

Cardiacarrest---･-･-･･･-･･･ ･ ･ ･ -

Pulmonaryembolus--･--

Perforatedduodena一ulcer･･･

Renalfailureandcongestive

heartfailure

L

J

3

3

1

tl

(Per°y,A.S.ら2)よりLIIfIJ)
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死亡率を呈している.

2) 集中治療時における合併症と死因

集中治療期間における合併症および死因に関して米国

の論文21より引用した (表10).呼吸管理技術の進歩に

より窒息などの急性呼吸不全による死亡は皆無となった

反面急性循環不全や集中管理中に併発する肺炎などの感

染症,消化管出血などの合併症が死因として相対的に増

加してきていることがわかる.心停止例の中には後述の

交感神経過興奮によるものも多く含まれているものと推

定される.

11. 交感神経過興奮

主として第3期にみられる発熱.発汗を伴った血圧の

著しい動揺,突然の頻脈,不整脈などの循環系の著しい

不安定状態は交感神経過興奮22)(sympatheticovera-

ctivity23I26I,adrenergichyperactivlty24),tetanus-

inducedautonomicnervoussystemdysfunctionm))

などと呼ばれ.現在なお全身管理を行う上で難渋する病

態で重大な死亡原因のひとつともなっている.本病態で

は血中カテコラミン値の上昇24)25㌧尿中カテコラミン排

滑の増加22)26)が確認されている.心カテーテル検査で

は心拍出量が著しく増加するという報告22)や,心拍出量

の変化よりもむしろ全身血管抵抗の変動が著明であると

する報告10)があり一定しない.ジアゼパム22㌧ モル ヒ

0

0

0

0

6

2

8

一

日‖_=

==

(B
H
E∈
)
d
g
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ネ27J28)などが循環系の安定化に有効であるとする報告

がある一方.殆んど無効であった例も報告されており241,

β-ブロッカーの使用についてはこれによる死亡例が報

告29)され,いずれも決定的な治療法とは言い難いようで

ある.筋弛緩剤に関しては臭化パンクロニウム (ミオブ

ロック)が頻脈と高血圧を助長する点で不利であり,塩

化ツボクラリン (アメリゾール). 塩化アルクロニウム

(ディアルフエリン)がより適当な筋弛緩剤であろうと

する報告28)もなされている.最近このような難治性の交

感神経過興奮に対して持続硬膜外ブロックが有効であると

いう報告10)24)が散見され. 試みる価値のある方法と思

われる.Southornら10)の一例を図3に掲げるが, 上

段に示した硬膜外ブロック施行前では5ないし10分間隔

で血圧の激しい上下動がみられるが,下段のブロック施

行中では非常に安定した血圧が得られていることがわか

る.

12. 症 例

最後に最近関連病院で経験された症例を供覧する.忠

者は56才女性.昭和60年 9月6日農作業中に右第 4鮎に

木片が突き刺さり,某病院外来を受診,創部処置を受けた.

この際破傷風に対する免疫学的予防措置はとられなかっ

た.受傷後 5日目, 9月11日開口障害が出現,翌日同院

内科に入院した.この際 "心筋硬竃の疑い"という診断

1400 1415 1430

0

0

0

0

0

一b

2

8

2

1

●l

(a
HE
∈

V
d凸

0015 0030 0045 0100

Systolic,mean,anddiastolicBPsplottedagalnStlime
before(above)andaRer(below)epidumlbl∝kade.
図 3 持続硬膜外ブロック (continuousepiduralblockade)に

よる交感神経過興奮の治療

(Southorn,P.A.らlo)より引用)
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テクノプリン
:6000.9500単位▼▼

1315 2t) 25

気管内挿管 :

JlJよ り木片排出

1ロ月

30 1 5 10 15

梗di性虐輩

呼吸管理 (サーボペンチL,-ター )

交番神経過興奮扶想(5-lo因/日 の高血圧発作)

降圧剤 ‥ トア竺 十 雪 錠 ㌣ 与

PC-ら l00 万

捷中心付点高カロリーI貞演 目 VH)

戚jl柴t法 (ED)

図 4 全身性破傷風 (genralizedtetanus)症例の治療経過

がなされている.9月13日興型的な固有症状のJli現によ

り破傷風と診断されたが,同院のベンチレーターが空い

ておらず.他院に転送された.転院後の経過を図 4に示

した.ただちに気管内挿管による呼吸管用が開始され.

同時に TIG も大量に投与されている.以後34日間ベン

チレーターによる呼吸管理が行われ,この間各種の鎮静

剤と大量の筋弛緩剤がほは持続的に授与されている.栄

養管伸は経中心静脈高カロリ-輸液および Elemental

Dietにより行われている.経過中交感神経過興奮によ

ると思われる急激.突発的な血圧上昇も観察され,これ

に対 しては二フェジピン(アダラート),カンシル酸 トリ

メタファン(アルフォナー ド),ニ トログリセ リン (ミリ

スロール)などが随時使用されている.転院後27日目に

創より木片が自然排出し,その後漸次一般状態の改善が

得られ.34日目には気管内チューブの抜去が行われた.

患者は全く後遺症を残さずに退院した.

この患者における破傷風は臨床経過から重症の全身性

破傷風 (generalizedtetanus)であることは明らかで

あり.受傷から関目障害のlti現までは約 5日間,onset

timeも約48時間といずれも短時間で経過 している.玩

院後も創部の処置が幾度となく行われたにもかかわらず

不幸にも創内の木片を兄い出し得なかった点を除いて転

院後の全身管矧 まほぼ完壁に行われたと言えよう.気管

内挿管,人工呼吸下の長期管用にもかかわらず肺炎.棉

∠覇

剤などの合併症もみていない.

初診時に破傷風を念頑においた問診,別の観察および

処置が行われ.破傷風に対する免疫学的予防措置がとら

れていたならばあるいは発症を未然に防ぎ得た症例と思

われる.

ま と め

破傷風はいったん発症すれば "lire-threatening"皮

疾患であり.また現在本邦成人の殆んどが破傷風非免疫

者であることを考慮するならば傷治療に携わる医師はと

くに tetanus-pronewoundを処置する場合破傷風に

対する免疫学的予防措置を忘れてはならないであろう.

下顎部の異相感.緊張感,髄膜炎類似の症状を有する患

者をみた場合,外傷歴の有無にかかわらず常に破傷風を

念頭におきこれを疑って経過観察を行うことが大切であ

ろう.

以上最近の破傷風について トピックスも交えてその概

要を述べた.

稿を終るにあたり御協力をいただいた燕労災病院

外科小柳隆介博士に深く感謝の意を衷するものであ

る.
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