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Fournier’s gangrene は痔瘻，肛門周囲膿瘍や泌尿器科疾患が原因となる場合が多いが，直腸
癌を原因に発症した報告は少ない．今回，直腸癌の穿通によるFournier’s gangrene の 1 例を経
験したので報告する．症例は 56 歳の男性で，陰囊の腫脹・疼痛と尿閉を主訴に当院泌尿器科を
受診した．骨盤CTで尿道と陰囊に拡がる dirty fat sign と air density および直腸に腫瘍像を認
め，当科紹介となった．同日，緊急で膿瘍切開・ドレナージ，人工肛門造設術を施行した．ま
た，術中に直腸腫瘍より施行した生検結果はwell differentiated adenocarcinoma であり，直腸
癌の穿通によるFournier’s gangrene と診断した．Fournier’s gangrene の原因疾患として，直腸
癌も鑑別診断の一つとして考慮すべきと考えられた．

はじめに
Fournier’s gangrene は 1884 年 に Fournier１）が

初めて報告し，何らかの原因で発症した男子の外
陰部を中心とした壊死性筋膜炎とされている．
その原因のほとんどが痔瘻２），肛門周囲膿瘍３）４）で

あり，消化器癌が原因で発症したという報告は少
ない．今回，直腸癌の穿通によるFournier’s gan-
grene の 1 例を経験したので報告する．

症 例
患者：56 歳，男性
主訴：陰囊の腫脹・疼痛，尿閉
既往歴：平成 10 年，虫垂切除術．平成 10 年，

境界型糖尿病を指摘されるも，治療は食事療法の
みで経過観察．
現病歴：平成 17 年 12 月中旬より排尿障害が出

現するも放置していた．しかし，下旬頃より陰囊
の腫脹・疼痛と尿閉が出現し，当院泌尿器科受診，
尿閉に対して尿道カテーテルの挿入を試みるも困
難で膀胱瘻造設術を施行，精査の結果，直腸癌の
疑いで当科紹介となった．

入院時現症：身長 174cm，体重 65kg，体温 38.5
度，血圧 135�60mmHg，脈拍 76 回�分，整．腹部
所見では異常は認められなかった．会陰部では陰
囊を中心に腫脹，発赤，疼痛を認めた（Fig. 1）．
また，直腸指診で肛門縁より 4cmの直腸前壁に腫
瘤を触知した．
入院時検査所見：血液検査所見では白血球

23,000�mm3，CRP 19.6mg�dl，Hb 5.6g�dl で，炎症
反応の亢進と貧血を認めた．PT 58.0％，APTT
51.3 秒と凝固系の亢進を認めた．また，生化学検査
ではGOT，GPT，CPKの上昇と電解質異常が認め
られた．また，CEA 54.3ng�ml，CA19-9 43U�ml
と腫瘍マーカーの上昇を認めた（Table 1）．
腹部単純X線検査：小腸ガスが散在していた

が free air は認められなかった．
骨盤CT：直腸前壁に造影効果を示す腫瘍と壁

肥厚を認めた．腫瘍と前立腺の境界は不明瞭で前
立腺への浸潤が考えられた．また，その部位から
尿道，陰囊に広がる dirty fat sign と air density
を認めた（Fig. 2）．
以上より，直腸癌の穿通によるFournier’s gan-

grene と診断し，同日緊急手術を施行した．全身麻
酔下で陰囊から陰茎根部にかけて切開を行った．
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Fig. 1 Preoperative photograph demonstrating 
scrotal swelling and reddish.

Fig. 2 Upper figure showed enhanced rectal tumor 
and it invaded the prostate（arrow）. Lower figure 
showed air density in the scrotum and penis
（arrow）.

Fig. 3 Wide debridement of tissue of the scrotum 
and penis.

Table 1 Laboratory data on admission

mg/dl0.7T-Bil/mm323,000WBC
IU/l29AMY/mm3345×104RBC
mg/dl20BUNg/dl5.6Hb
mg/dl0.89Cr%20.0Hct
mg/dl91Glu/mm340.7×104Plt
IU/l1,283CPK
mEq/l136Na%58.0PT
mEq/l2.5Ksec51.3APTT
mEq/l95Clμg/ml5.2FDP
mg/dl19.6CRP
%5.0HbA1Cg/dl5.5TP

g/dl2.2Alb
ng/ml54.3CEAIU/l184ALP
U/ml43CA19―9IU/l76GOT

IU/l53GPT
IU/l395LDH
IU/l389ChE

炎症が尿道まで波及し尿道組織に壊死が認められ
たため，一部尿道を開放し，デブリードメントを
行った（Fig. 3）．陰囊を切開した際，灰色の特異
臭を放つ膿が少量排出された．また，便路変更の
ため横行結腸に人工肛門を造設した．
術中細菌培養で Escherichia coli，Morganella mor-

ganii，Enterococcus sp，Microaerophilic streptococcus，
Bacteroides fragilisが検出され，好気性・嫌気性混
合感染が認められた．また，術中に直視下に施行
した腫瘍生検の結果ではWell differentiated ade-
nocarcinoma の診断であった．
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Table 2 Reported cases of Fournier’ s gangrene cased by rectal carcinoma

OutcomeWound cultureComplicationDuration ＊Chief complainSexAgeAuthor

AliveKlebsiella, Pneumoniae 
Escherichia coliNone44 daysPain and swel

ling of scrotumMale56Futamura12）
（1995）

AliveEscherichia coli
EnterococciUnkown1 MounthPerianal painMale45Gamagami13） 

（1998）

AliveStaphylococcus aureusDiabetesUnkownDiscomfort in 
his penisMale65Eke14）

（1999）

UnkownStaphylococcus aureus 
Klebsiella, Escherichia coliDiabetesUnkownDiarrheaMale51Nakao15）

（1999）

DeathEscherichia coliNoneDeathMelenaMale75Fujisawa16）
（1999）

AliveUnkownNone63 daysAnal painMale60Saito17）
（2000）

UnkownUnkownNoneUnkownScrotal swellingMale33Ash18）
（2005）

Alive
Escherichia coli, Morganella 
morganii, Enterococcus sp, 
Microaerophilic streptococ
cus, Bacteroides fragilis

Diabetes112 daysScrotal swelling 
and painMale56Our case

＊Duration from diagnosis to radical operation

術後経過：術後，合併症もなくドレナージ良好
で，手術から 14 日目に炎症反応は正常化した．術
後，創部にMRSA感染を生じ，連日創部洗浄を施
行し経過観察した．経過観察の間，胸腹部CT，注
腸造影X線検査，大腸内視鏡検査を施行した．そ
の結果，下行結腸にも全周性の 2’type の腫瘍性
病変を認めた．生検の結果well differentiated ade-
nocarcinoma であった．また，直腸癌は肛門縁から
4cmに位置し，全周性 2’type であり前立腺へ直
接浸潤していた．遠隔転移は認めなかった．創部
感染が小康し，MRSA感染も消失したためデブ
リードメント術後 121 日目に直腸癌前立腺浸潤，
下行結腸癌の診断で骨盤内臓器全摘，回腸導管造
設，左結腸切除術を施行．病理組織学的検査結果
は直腸癌は 6.0×5.5cm，type3，moderately differ-
entiated tublar adenocarcinoma，ai，aw（－），ow
（－），ly1，v2 であり，下行結腸癌は 6.0×8.0×2.5
cm，type3，papillary adenocarcinoma，ss，aw（－），
ow（－），ly1，v1 であった．術後経過良好で現在，
入院加療中である．

考 察
Fournier’s gangrene は Fournier１）が 1884 年 に

若年男性の陰囊，陰茎に発症した突発性壊死性筋
膜炎と初めて報告した．その後，1924 年にはMe-

leney５）が壊死性筋膜炎の原因菌はA群 β溶連菌
であると報告し，また 1952 年にはWilson６）が ne-
crotizing fascitis の名称を提唱し，本疾患の解釈は
歴史的に少しずつ変遷してきた．そして，現在で
は外陰部・会陰部の皮下組織に生じ，急激に拡大，
進行，増悪する壊死性筋膜炎で，早期に適切な治
療を施さないと予後が不良となるまれな疾患であ
ると考えられている７）．
局所要因としては一般的に 1）局所の外傷，2）ヘ

ルニア，陰囊水腫，痔疾病，除睾術，経直腸的前
立腺生検，包茎，精管結紮などの外陰部の手術操
作，3）尿道狭窄，膀胱腫瘍，副睾丸炎，尿道カテー
テル操作，亀頭炎，尿浸潤などの尿路疾患，4）直
腸周囲炎，痔瘻，痔核根治術，痔核のゴムバンド
結紮，直腸粘膜の生検，外傷性直腸穿孔などが報
告されている８）．
Fournier’s gangrene に関して，欧米では 2000

年に Eke９）が 1,726 例を，本邦では 1990 年に山内
ら１０）が 76 例を，1991 年に若杉ら１１）が 68 例を集計
し報告している．しかし，自験例のように直腸癌
が直接の原因疾患である症例はまれである．我々
が Pub Med および医学中央雑誌で「Fournier’s
gangrene」「直腸癌」をキーワードとして 1983 年
から 2005 年までについて検索しえたかぎりでは，
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直腸癌が直接原因となった本疾患の報告は欧米で
4例，本邦で 3例のみであった．
今回，検索できた 7例に自験例を加えて検討し

た（Table 2）１２）～１８）．
発症年齢は平均 55.0 歳（33～75 歳）で，全例男

性であった．一般的な原因による本疾患の発症年
齢は，平均 59 歳（10～88 歳）で，性別も男性がほ
とんどであり１９）２０），同様の結果であった．
本疾患は，基礎疾患として悪性腫瘍，肝不全，

肝硬変，アルコール中毒，腎不全などの感染防御
機能低下状態や糖尿病，動脈硬化などの血管病変
を伴う症例に多いと報告されている２１）．特に，糖尿
病の併存が多いといわれており，63.6％と高率に
糖尿病を併存していたという報告もみられ１１），自
験例も食事療法のみ行われている糖尿病を併存し
ていた．
皮膚軟部組織感染症は，糖尿病患者に特有な感

染症ではない．しかし，糖尿病患者において，そ
の発症頻度は比較的高く，好気性菌と嫌気性菌の
混合感染や血管・神経障害を併存した場合には壊
死性蜂窩織炎に伸展する可能性が高い２２）．今回の
検討でも 8例中 3例（38％）と高率に糖尿病を併
存していた．
臨床症状は発熱，局所の疼痛や発赤などで特異

的なものはなく，検査所見においても白血球，CRP
の上昇などの非特異的なものとされている２３）．今
回の検討においても陰囊の腫脹や疼痛，肛門部痛
など局所の炎症を反映したものであった．自験例
でのみ排尿障害が認められているが，直腸癌の前
立腺への浸潤と炎症の波及によるものと考えられ
た．
診断には局所所見を正確に把握することが重要

であり，糖尿病をはじめとする易感染状態の患者
において，肛門周囲から陰囊にかけて蜂窩織炎に
よる急激な変化を認めた場合には本疾患を疑う必
要がある１０）．また，炎症が骨盤直腸窩，後腹膜腔，
腹壁に波及した症例の報告もあり２），CTを実施し
て病巣の広がりを的確に把握することが重要であ
る２４）．また，ガスが発生している場合は，局所の捻
髪感や単純XP，CTなどで異常ガス像が認められ
る１６）．今回の検討でも自験例をはじめ，ほとんどの

症例においてCTで異常ガス像を認めている．
一般的に，起因菌は好気性菌では E. coliが最も

多く，嫌気性菌では Bacteroides sp．が最も多いとさ
れている２５）．阿部ら２２）の報告では，多くの症例が好
気性菌と嫌気性菌との混合感染であり，嫌気性感
染が急速な壊死の進行に関与しているという 2相
性の感染（biphasic infection）が重要であると述べ
ている．最初好気性菌感染により感染組織の酸素
濃度が低下し，その嫌気的条件下で嫌気性菌の増
殖が始まる．好気性菌が血小板凝集の原因となり
血管内凝固を促進する一方，嫌気性菌によりヒア
ルロニダーゼ，ヘパリナーゼが産生され，さらに
凝血が促進する．この結果，皮膚および皮下組織
の虚血性壊死や壊疽が引き起こると考えられてい
る１７）．今回の検討では直接の原因が直腸癌でもあ
り，起因菌は Escherichia coli，Enterococciなど腸内
細菌を中心に Klebsiella，Staphylococcus aureusと多
岐にわたっている．自験例では Escherichia coli，
Morganella morganii，Enterococcus sp，Microaero-

philic streptococcus，Bacteroides fragilisが検出され
ており，混合感染であった．
今回の検討した症例のように直腸癌などによる

直腸穿孔，また肛門周囲膿瘍，痔瘻などで骨盤直
腸窩に本症が生じた場合，骨盤腔，後腹膜腔の解
剖学的理由により後腹膜腔，会陰部，臀部，大腿
や体幹へと広範囲に広がる２）．本疾患が会陰部に急
激な壊死性蜂窩織炎を生じやすい理由には，汗腺
に富む皮下組織が層状構造をなし，血行が比較的
乏しいこと，いったん皮下感染を生じると細菌の
増殖が容易であることなどが考えられている２６）．
本疾患の治療法は，感染が脂肪，筋膜を壊死さ

せながら速やかに進展することを考え，まず早期
に切開排膿を行い，広範に壊死組織を切除するこ
とが重要である．また，嫌気性菌と好気性菌の混
合感染が多く，起因菌は多岐にわたるため，薬剤
感受性を頻回に検査しペニシリン系以外にもセ
フェム系，アミノグリコシド系などの抗生物質を
早期より強力に投与し，糖尿病などの基礎疾患の
治療も行う必要がある１１）．また，嫌気性菌感染に対
して高圧酸素療法も有効とされている９）．今回の検
討でも炎症のコントロールのために，すべての症
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例において早期に切開排膿術が施行されていた．
そして，炎症の鎮静化が可能であった症例では 2
期的に直腸癌に対して手術が施行されており，1
期的に手術が行われた報告はなかった．直腸癌に
対する手術を施行するまでの期間は 2期的に手術
が施行でき，また記載のあった 4例で検討すると
最短で 1か月で最長で 112 日であり平均で 62.3
日であった．本症例は検討した中で最も長い 112
日の期間を要したが，その原因は最初の手術後に
創部にMRSA感染を生じたため創部の感染制御
に時間がかかったためで，最初の手術時により広
範かつ，十分なデブリードメントを行い，その後，
より厳重な創部の感染管理を行うことで 2回目の
手術までの期間を短縮できたと思われ，本症にお
ける反省点と考えられた．術式は記載のあった 6
例中，骨盤内臓器全摘術 2例（33.3％），Miles 手術
2例（33.3％），切除不能で S状結腸人工肛門造設
術 2例（33.3％）であった．最初の手術から直腸癌
に対する手術までの期間は炎症の鎮静化までの期
間と考えられ炎症の波及が高度であったことが考
えられる．また，術式に関しては直腸癌の穿通に
よるFournier 症候群のため癌の進行度が高度の
ため，骨盤内臓器全摘術，Miles 手術が施行され，
また切除不能例があったと考えられる．
予後に関しては，1764～1945 年の死亡率は 22％

であったが２１），その後 1945～1979 年では 13％と
改善が認められているが，いまだに死亡率は高い
疾患である２７）．今回の検討では，予後が明記して
あった 6例中，本疾患が原因で死亡した症例は 1
例（16.7％）であった．しかし，本症の原因となっ
ている直腸癌は進行度が高度であるため，予後不
良と考えられる．
Fournier’s gangrene はその致死率が高いこと

を念頭におき，診断がつきしだいCTで炎症の範
囲を確実に把握し，早期に十分な切開排膿，デブ
リードメント術を施行することが重要である．さ
らに自験例のように悪性腫瘍の合併が見られるこ
とがあるため，臨床診断，画像診断の際に，原因
疾患に対する診断が重要であると考えられた．
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A Case of Fournier’s Gangrene cased by Perforation of Rectal Carcinoma

Yutaka Kojima, Toshiki Kamano, Kazuhiro Sakamoto, Mitsuhiro Matsuda,
Hironobu Sengoku, Naohito Takita, Yukihiro Yaginuma, Eishin Nonaka,

Daisuke Kitamura and Seigo Ono
Department of Coloproctological Surgery, Juntendo University School of Medicine

Fournier’s gangrene is usually caused by an anal fistula, abscess around the anus, or urological disease, but
rarely by rectal cancer. We report such a case. A 56-year-old man seen for scrotal swelling and pain and uri-
nary retention was found in pelvic CT to have dirty fat signs and air density in the urethra and scrotum and a
tumor in the rectum. He underwent emergency surgery including abscess resection, drainage, and colostomy.
Intraoperative biopsy of the rectal tumor showed a well-differentiated adenocarcinoma, resulting in a defini-
tive diagnosis of Fournier’s gangrene caused by rectal cancer penetration. Rectal cancer must thus be kept
mind as a possible differential diagnosis in Fournier’s gangrene.
Key words：Fournier’s gangrene, rectal carcinoma
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