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緒　　　言

　放線菌症（actinomycosis）は主に Actinomyces israelii
の感染による，膿瘍形成を伴う慢性化膿性肉芽腫性疾患で
ある1-3）．放線菌症の病巣は一般的に肉芽腫として認識され
ることが多い．内部には膿瘍形成と繊維増生が著しく，外
部へ粘質膿を排出しながら周辺組織を破壊していくため，
慢性破壊性膿瘍などと表現される1，2）．また培養での検出率
が低く，診断に苦慮することが多い4，5）．今回我々は，腹部
放線菌症による二次性虫垂炎術後に，難治性皮膚直腸膀胱
瘻を形成した症例に対し，完全中心静脈栄養及び抗菌化学

療法による保存的加療が奏効した 1 例を経験したので文献
的考察を加え報告する．

症　　　例 

症　例：35歳，男性．
主　訴：発熱，右側腹部痛．
既往歴・家族歴：特記事項なし．
現病歴：右側腹部痛にて当院を受診し，CT 検査にて膿瘍
形成を伴う，急性虫垂炎と診断され，緊急入院となった．
入院時現症：身長：177㎝，体重：57㎏，BMI：18.2，体
温：38.5℃，血圧：108/62㎜Hg，HR：98/min，SpO2：98
％（room air）．
腹　部：平坦，軟，右下腹部に圧痛を認めるも，腹膜刺激
症状は認めなかった．
血液検査所見：RBC 385×104/µg，WBC 12.2×103/µg，
Hgb 12.3ℊ/竕，PLT 43.2×104/µg，CRP 13.7㎎/竕と炎症

抗菌化学療法で保存的に閉鎖した放線菌症による 
難治性皮膚直腸膀胱瘻の 1 例
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A refractory cutaneous-rectovesical fistula complicated with abdominal  
actinomycosis successfully treated with antibiotic therapy
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　The patient was a 35-year-old Japanese man diagnosed with appendicitis with abscess formation. An appendectomy 
was performed, but a refractory surgical wound infection developed, and eventually a cutaneous-rectovesical fistula was 
detected. In a review of the first-time CT scan, a small high-density construction resembling a bone from a fish was 
detected in the ileum. The histopathological examination revealed granules of actinomyces. These findings suggested 
that abdominal actinomycosis due to intestinal mucosal breakage by the fish bone caused the secondary appendicitis, 
and that after the appendectomy, residual actinomyces caused the cutaneous-rectovesical fistula.
　After the diagnosis, total parenteral nutrition and a long-term administration of antibiotics improved the patient’s 
clinical symptoms, and the fistula closed within a month. Antibiotics were administered for 6 months, and there has 
been no recurrence for 6-1/2 years. Because actinomycosis is difficult to diagnose based on the typical clinical features, 
a direct identification of the infecting organism from a tissue sample or from sulfur granules is required for the 
definitive diagnosis. Actinomyces is also known to cause fistula formation, and intestinal penetration caused by a fish 
bone may indicate abdominal actinomycosis. A rectovesical fistula requires surgical intervention in most cases, but in 
cases caused by abdominal actinomycosis, such a fistula may be cured by conservative therapy, as in our patient’s case. 
It is important to consider the possibility of actinomycosis when a refractory rectovesical fistula is observed.
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反応上昇を認めた．
CT 検査所見：腫大した虫垂及び，その周囲に境界不明瞭
な，造影効果を伴う腫瘤影を認めた（図 1ａ）．
　以上より，膿瘍形成を伴う急性虫垂炎と診断し，緊急手
術を施行した．
手術所見：交叉切開法にて開腹し，肉芽の増生を周囲に伴
う腫大した虫垂を認め，虫垂切除術を施行した．直腸膀胱
窩にも汚染腹水を少量認めたため，腹腔内を十分に洗浄後，
直腸膀胱窩にドレーンを留置した．
摘出標本所見：虫垂は浮腫状に腫大し，虫垂先端を中心に
肉芽の増生を認めた（図 2ａ）．
病理組織所見：虫垂遠位側を中心に虫垂全体へ広がる肉芽
組織を認め，肉芽組織内は著しい線維増生を認めた．好中
球を伴う活動性の炎症を虫垂全層に認め，脂肪織にも炎症
が及んだ蜂窩織炎性急性虫垂炎の診断であった．また検索
範囲に悪性所見は認めなかった．
術後及び再入院までの経過：術中所見で腹腔内の汚染を認

めたため，術中より投与したセフメタゾール（cefmetazole：
CMZ）を術後も継続投与とした．術後 2 日目にドレーンを
抜去し，炎症反応は緩やかに改善を認めた．
　しかし，術後 9 日目にドレーン抜去部より膿汁排出を認
めた．血液検査で CRP 11㎎/竕と炎症反応の再上昇を認め
たが，CT 検査では腹腔内膿瘍は認めなかった．また創部
よりドレーンを再挿入して造影検査を施行しても消化管と
の交通は認めなかった．腹腔内感染遷延及び創感染と診断
し，ドレーン留置継続のまま創処置及び CMZ 投与を継続
した．
　本人の希望もあり，ドレーン留置のまま術後13日目に退
院とした．抗菌剤を経口のクラリスロマイシン（clarithromycin： 
CAM）に変更したところ，排膿は改善し，ドレーン抜去の
後，術後20日目に終診となった．しかし 2 ヵ月後，創部か
らの排膿と排尿時の腹痛を主訴に再度受診．外来にて 2 ヵ
月間創処置を継続したが改善に乏しく，難治性創感染であ
った．画像評価を行ったところ，創部からの造影検査にて

ａ ｂ

図 1 　Contrast enhanced abdominal CT examination
Contrast enhanced abdominal CT examination shows a swollen appendix surrounded by enhanced solid mass which border was 
unclear （a）. A small high density construction （arrowhead） like a fish bone was detected in ileum （b）.

ａ ｂ
図 2 　The resected specimen of appendix and histological examination
Resected specimen shows a swollen appendix, surrounded by remarkable inflammatory thickening and sclerosing granules （arrow） 

（a）. Histological examination shows Drüse surrounded by inflammatory cells （b）.
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腹腔内へ続く瘻孔を認め，さらにその直後の CT 検査で直
腸ならびに膀胱が描出され，皮膚直腸膀胱瘻の診断の下，
虫垂炎術後 4 ヵ月目に再入院となった．
再入院後血液検査所見：RBC 351×104/µg，WBC 14.0×
103/µg，Hgb 10.1ℊ/竕，PLT 39.7×104/µg，CRP 7.0㎎/竕
と炎症反応の上昇を認めた．
創部からの造影所見：創部よりドレーンを挿入し，造影す
ると，まず膿瘍腔から連続して腸管内腔が描出され，続い
て膀胱が描出された（図 3ａ，ｂ）．
腹部単純 CT 検査所見：瘻孔造影直後の腹部単純 CT 検査
にて直腸及び膀胱内に造影剤の貯留を認めた（図 3ｃ，ｄ）．
再入院後経過：瘻孔造影ならびに CT 検査より，皮膚直腸
膀胱瘻と診断した．虫垂切除時の CT 画像，病理画像を再
評価したところ，CT 検査では虫垂近傍の回腸に魚骨を疑
う鋭利な高吸収域を数ヵ所認めた（図 1ｂ）．また虫垂切除
標本の再鏡検では，HE 染色で膿瘍様の好中球浸潤を見る
部分にフィラメント状の菌体が放射状に菌塊（Drüse）を

形成しているのを認め，放線菌症を強く疑う所見であった．
（図 2ｂ）．
　以上より，腹部型放線菌症による皮膚直腸膀胱瘻と診断
し，絶飲食のもと，中心静脈栄養，スルバクタム・アンピ
シリン（Sulbactam/Ampicillin）の投与を1.5ℊ× 3 回/日に
て開始した． 3 週間の完全中心静脈栄養と抗生物質の投与
で徐々に瘻孔の閉鎖（図 4 ）と炎症反応の改善を認めた．
加療開始 1 ヵ月後で皮膚直腸膀胱瘻の閉鎖を確認できたた
め，食事を開始した．食事開始後も再発を認めず，治療開
始後第44病日に退院となった．退院後に，再発予防目的に
CAM を 6 ヵ月間長期投与した．術後 6 年 6 ヵ月間無再発
経過中である．

考　　　察

　放線菌症は，グラム陽性嫌気性桿菌である Actinomyces 
israelii などの Actinomyces 属による慢性化膿性肉芽腫性
疾患である1-3）．口腔や消化管に常在する放線菌が，外傷，

　 放線菌症による難治性皮膚直腸膀胱瘻の 1例：桂　佑貴，他 5名 　

a b

c d

図 3 　Fistulogram（a, b） and plain CT just after fistulogram（c, d）
Contrast material in the rectum （arrow） and urinary bladder （arrowhead） reveals cutaneous-rectovesicular fistula （a, b）. CT scan 
after the fistulogram shows contrast material in the rectum （arrow） and urinary bladder （arrowhead） （c, d）.
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手術などを契機に組織へ侵入し，慢性炎症を惹起すると考
えられている3）．また魚骨の穿通や子宮内避妊具の長期留
置が原因となることも報告されている1，3）．放線菌症の病巣
は一般的に肉芽腫として認識され線維増生が著しく，自壊
し，瘻孔形成しながら，硫黄顆粒（sulfur granule，Drüse）
を含む粘質膿を排出する慢性破壊性膿瘍である1，2）．発生部
位により，顔・頸部型（顎放線菌症），胸部型，腹部型，限
局性骨盤型に分類される2）．頻度としては顔・頸部型が最
も多く約半数を占める．腹部型における好発部位は回盲部，
横行結腸とされている1-3）．
　臨床症状は，発熱，腹痛，腹部腫瘤などが多いが特異的
ではない．画像所見では，CT 画像にて境界不明瞭，内部
不均一な腫瘤像を呈するが，これも特徴的ではなく，悪性
疾患との鑑別が困難となることも多い1-6）．確定診断は，組
織学的な放線菌の証明，膿汁中の放線菌塊の証明，培養に
よる放線菌の同定のいずれかによりなされるが，培養での
検出率は低いとされている1-3）．
　自験例では，虫垂炎術後に創感染が遷延し，皮膚直腸膀
胱瘻を形成するというあまりにも奇異な経過を辿った．消
化管瘻孔形成を生じうる疾患として，慢性炎症性腸疾患で
ある Crohn 病ならびに腹部放線菌症を疑い，CT 所見と摘
出標本の再評価に至った．摘出標本の再鏡検では，膿瘍様
の，好中球が浸潤した活動的な炎症像が認められた．しか
し炎症像は虫垂自体よりも周囲脂肪織に強く，同時に膠原
線維の増生を伴っており，通常認められる急性虫垂炎の像
とは異なっていた．さらに，膿瘍様の好中球浸潤の強い部
位にフィラメント状の菌体が認められ，放線菌症を強く疑
った．また虫垂炎診断時の CT 所見を再評価すると，虫垂
周囲に魚骨と思われる所見を認めた．本症例は魚骨の穿通
により腹部型放線菌症を生じ，慢性炎症性肉芽腫が形成さ
れ，炎症が虫垂へ波及し二次性虫垂炎を生じたと考えられ

た．虫垂切除後も菌塊の遺残により，慢性進行性の化膿性
肉芽腫性炎症が遷延し，直腸～膀胱へ瘻孔を形成し創部よ
り排膿したと考えられた．
　放線菌症が原因となり，皮膚直腸膀胱瘻を形成した症例
の既報は，筆者が調べた限りなかった．また直腸膀胱瘻も
比較的稀な疾患であり，放線菌が原因となり，直腸膀胱瘻
を形成した報告例を調べるべく，2016年 8 月までに医学中
央雑誌で「放線菌症」と「直腸膀胱瘻」をキーワードに検
索したところ，報告例は医学中央雑誌での 2 例（本文あり
1 例6），会議録 1 例）のみであった．以上より本症例は非
常に稀な病態であったと言える．
　放線菌症の治療はペニシリン系抗菌剤投与が基本とされ
ているが，先述のように診断が困難であり，外科的に膿瘍
切除後，確定診断がつき，抗菌剤投与を行っている報告が
多い4-7）．外科的切除のみで約50％，抗菌剤のみで50％，併
用で90～95％が治癒するとされている6）．病巣が乏血性で
抗菌剤が浸透しにくいため，短期間投与では再発の報告例
もあり，投与期間としては 6 ～12ヵ月間の長期投与が推奨
されている4-10）．
　本症例は，放線菌症と診断した直後からペニシリン系製
剤による高用量の抗菌化学療法を開始したところ，感染の
改善，瘻孔閉鎖が得られ，手術を回避することができた．
通常直腸膀胱瘻は保存的加療で治癒することは困難であ
り，外科的手術が選択されることが多い11-14）．しかし，腹
部放線菌症の場合，適切な診断・治療が得られれば，過度
な手術を回避できるとされている15）．放線菌症に伴う直腸
膀胱瘻であれば，抗菌剤投与により手術介入なく治癒する
可能性がある．他に瘻孔形成を来す疾患の併存なく，直腸
膀胱瘻を認めた場合は，鑑別の一つに放線菌症も疑うこと
が必要と考えられる．本症例では，虫垂炎術後，皮膚直腸
膀胱瘻形成に至るまでの間に，難治性創感染が生じている

ａ ｂ

図 4 　Fistulogram （a） and CT scan （b） after 3 weeks after total parental nutrition and antibiotic therapy
Fistulogram and CT scan shows the closure of rectovesical fistula.
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時点で，不自然な経過に疑問を抱き，放線菌症も鑑別に挙
げ，CT，摘出標本の再評価を行うべきであった．また退院
時より一旦終診となる外来通院期間中に，結果的に放線菌
に感受性がある CAM を投与し，臨床症状の改善を認めた
が，その後，難治性創感染の再燃ならびに皮膚直腸膀胱瘻
が発生した．放線菌感染症の治療における長期間の抗菌剤
投与の重要性が示唆された．

結　　　語

　腹部放線菌症による二次性虫垂炎術後に，難治性皮膚直
腸膀胱瘻を形成した 1 例を経験した．腹部放線菌症の腹部
の難治性感染，瘻孔形成を含む慢性肉芽腫性病変を認めた
場合，腹部放線菌症を鑑別に挙げ診断治療を行う事が重要
である．また腹部放線菌症が原因の消化管膀胱瘻は外科的
介入なく抗菌剤により治癒できる可能性があると思われた．
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