
症例報告

術後直腸膀胱窩膿瘍に対し経皮経膀胱膿瘍穿刺吸引が奏功した 1例
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術後直腸膀胱窩膿瘍に対し，経皮経膀胱膿瘍穿刺吸引が奏功した 1例を報告する．症例は 84
歳の男性で，腹痛，嘔吐を主訴に来院した．小腸腫瘍による不全イレウスと診断し小腸部分切
除術を施行した．術後第 17 病日，下腹部不快感と血液検査上炎症所見の増悪を認めたため腹部
造影CTを施行し，術後腹腔内膿瘍が疑われた．経皮経膀胱的に膿瘍を穿刺し十分洗浄後穿刺針
は抜去した．処置翌日より臨床症状の改善を認め，術後第 30 病日，処置後第 14 病日退院となっ
た．術後直腸膀胱窩膿瘍は具体的報告例が少なく，文献的考察を加え報告する．

はじめに
腹腔内膿瘍は重篤な術後合併症の一つである．

経皮的穿刺ドレナージなどによって治療されるこ
とが多い．今回，我々は直腸膀胱窩膿瘍に対し，
経皮経膀胱膿瘍穿刺吸引（percutaneous trans-
vesical abscess aspiration；以下，PTAAと略記）
によって良好な結果を得られた 1例を経験したの
で報告する．

症 例
症例：84 歳，男性
主訴：腹痛，嘔吐
家族歴：特記事項なし．
既往歴：83 歳から前立腺癌のためホルモン療

法を施行中．
現病歴：平成 14 年 7 月中旬早朝，腹痛と嘔吐を

主訴に救急外来を受診．腹部単純X線検査，腹部
CTの結果，腸閉塞と診断され入院となった．イレ
ウス管造影検査所見より小腸腫瘍による腸閉塞と
診断し，小腸部分切除術を施行した．ドレーンは
留置せずに閉腹した．病理組織学的検査所見より
Inflammatory fibroid polyp と診断された．
術後経過：抗生剤は執刀直前から術後 3日間セ

フォチアムを使用した．4日目より経口摂取を開
始した．5日目には創感染が明らかとなり，尾側を

一部抜糸して排膿したが，その後は順調に経過し
た．創の培養検査は行わなかった．術後第 17 病日
目に下腹部違和感と頻尿を訴え，血液検査上白血
球 13,300�µl，CRP 7.40mg�dl と炎症所見の悪化
を認めたため腹部造影CTを施行した．
腹部CT：骨盤腔内に周囲に造影効果を持つ低

吸収域を二つ認めた．辺縁不整な腹側の領域を膿
瘍腔と考え創感染部からもともと連続していた場
所が途中で交通を失ったものと考えた．術前の
CTと比較検討して辺縁平滑な背側の領域を膀胱
と考えた（Fig. 1）．この領域は直径約 5.5cmの球
形を呈していた．
腹部超音波検査：翌日確定診断，治療のためエ

コー下穿刺を施行した．超音波検査ではCT上，不
整な低吸収域として描出された腹側の低吸収域は
膀胱様の無エコー域として描出されたが確定診断
には至らなかった（Fig. 2）．正中恥骨頭側 2cm
の辺りから 21Gの穿刺針で腹側の無エコー域を
穿刺したところ尿が採取された．続いて，穿刺を
エコー下にすすめて背側の無エコー域を穿刺する
と粘稠な膿汁が約 10ml 吸引できた．針の先端を
膿瘍腔の中心部に留置して，生理食塩水で約 10
ml ずつ，合計 200cc で洗浄し可及的に内容を吸引
後，針を抜去した．膿瘍腔の造影は施行しなかっ
たが，臨床経過から消化管との交通はないものと
考えた．
細菌学的検査：穿刺した膿汁からは塗沫標本で
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Fig. 1 Postoperative abdominal CT revealed round-
shaped low density area with ring enhancement
（arrow），which was rather thought to be a blad-
der compared with preoperative CT．

Fig. 2 Ultrasonography demonstrated two echo 
free spaces．The one on the ventral side was sus
pected to be a bladder（arrow），and the other was 
suspected to be an abscess cavity（arrowhead）．

グラム陰性桿菌が検出されたが，培養では菌の発
育を認めなかった．嫌気性培養も施行したが菌の
発育は認めなかった．
穿刺後経過：嫌気性菌の関与を念頭に，穿刺前

日よりイミペネム�シラスタチンを 2週間使用し
た．穿刺翌日には下腹部違和感，頻尿ともに消失
し，2週間経過観察の後に退院となった．

考 察
男性における膀胱の後方と直腸の間にある直腸

膀胱窩は，臨床における日常では，ダグラス窩と
呼ぶことが多い１）．正確にはダグラス窩とは James
Douglas（1675～1742 年）が，女性における直腸子
宮窩，すなわち子宮の後方で直腸との間の腹膜の
深い下方への凹みとなった部位に名付けた名称で
ある．
医学中央雑誌で「直腸膀胱窩」をキーワードと

して 1983 年から 2006 年 1 月まで検索したとこ
ろ，術後膿瘍に関する報告は認めなかった．「ダグ
ラス窩膿瘍」をキーワードとして会議録を除き同
期間で検索を行うと，53 編を認めたが，多くは婦
人科領域あるいは発症時に関するものであり，術
後合併症に関するものは 7編 16 例であった２）～８）

（Table 1）．
診断は画像技術の発達した現在，超音波，CT

などから比較的容易に診断され，CTでは ring en-
hancement を伴う不整な low density area として

描出される．しかしながら，本例はむしろ膀胱が
不整な low density area として描出され，膿瘍は
境界明瞭な円形の low density area として描出さ
れていたこと，膿瘍腔が術前CTにおける膀胱と
酷似していたこと，などから穿刺するまで確定診
断には至らなかった．
具体的治療法が記載されている本邦報告例は保

存的療法 2例，超音波ガイド下経直腸的切開排膿
術 3例，CTガイド下経直腸的ドレナージ 1例，超
音波誘導下経直腸ドレナージ 1例，再手術 7例で
あった．経直腸的に治療された 5例は，いずれも
全身麻酔下に治療が施行されていた．そのうちド
レナージされた 2例はドレーン留置期間がそれぞ
れ 3日，5日であった．PTAAは局所麻酔下に仰
臥位で実施可能であり，手技的にも非常に簡便な
ものであった．ドレーン留置による煩わしさもな
く，翌日には臨床症状の改善を認めた．
起炎菌は 3例のみに記載があり，2例は嫌気性

菌が関与していた．本症例は塗抹標本でグラム陰
性桿菌を認めたが，培養では菌の発育を認めな
かった．膿瘍の培養は膿瘍腔の中心部では壊死組
織によって占められるため陰性となることが多
く，膿瘍壁近くでの検体の採取が望ましいとされ
ている９）．本例においては検体の採取は膿瘍腔の中
心部で行われていた．周術期に使用した抗生剤も，
下部消化管手術に準じて嫌気性菌にも抗菌力を有



2007年 5 月 135（663）

Table 1 Postoperative Douglas’  abscess in Japan

StrategyBacteriaOperationAge/SexYearAuthor

6cases：colostomyNS5cases：anterior resection52～80/2 males, 
3 females

1987Nagamachi2）

1case：colectomy60/male
US-guided transrectal drain-

age
anaerobic bacteriaappendectomy7/female1988Ando3）

2cases：conservative therapyNSappendectomy6～11/NS1990Ogasawara4）
3cases：US-guided transrectal 

incision
drainageNSpartial resection of the ileum58/female1996Nakamura M5）

CT-guided transrectal drain-
age

NSappendectomy9/female2000Hatanaka6）

NSE.coli, P. aeruginosaHartmann’ s operation85/female2001Nakamura T7）
operationBacteroides fragilistransverse colectomy58/female2002Kimura8）

Percutaneous transvesical ab-
scess aspiration

Bacteroides fragilistransverse colectomy84/maleOur case

NS：not stated

する薬剤を最初から使用すべきであったと反省し
ている．
PTAAに考えられうる合併症として，出血の問

題がある．経皮的膀胱穿刺は穿刺点が恥骨に近
かったり，穿刺方向があまり尾側方向であったり
すると Santorini 静脈叢や前立腺を穿刺し出血を
生じるが，カテーテル挿入に伴う出血は一般に程
度が軽いことが多いとされている１０）．PTAAはそ
れに加えて，背側の膀胱壁からの出血が危ぐされ
るが，解剖学的にダグラス窩近傍の膀胱壁は左右
の内腸骨動静脈からの血流支配であり，正中は比
較的安全な場所と考えられる．本例においては導
尿し尿に血液が混入しないか一晩経過観察した
が，異常を認めなかった．
PTAAは簡便であり，比較的安全であると考え

られるため，術後直腸膀胱窩膿瘍に対する治療と
して考慮して良い手技であると思われた．
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A Case of Postoperative Abscess of Rectovesical Pouch treated by Percutaneous
Transvesical Abscess Aspiration

Ei Sekoguchi, Shinji Kondo and Shogo Tokumaru
Department of Surgery, National Health Insurance Sakashita Hospital

We report a case of effective percutaneous transvesical aspiration for a postoperative abscess of rectovesical
pouch. An 84-year old man was admitted to our hospital for abdominal pain and vomiting. He was diagnosed
with ileus caused by a tumor of the small intestine, and partial resection of the small intestine was performed.
On postoperative day 14, he complained of lower abdominal discomfort, and the laboratory data became
worse. Enhanced computed tomography indicated an abdominal abscess, 5.5cm in diameter, occupying the
rectovesical pouch. Percutaneous transvesical abscess aspiration was performed, and his clinical conditions
began to improve the next day. He was discharged from the hospital 14 days after treatment. Postoperative
abscess of rectovesical pouch is comparatively rare. We report this interesting case with some discussion
based on the literature.
Key words：abdominal abscess, percutaneous transvesical abscess aspiration, inflammatory fibroid polyp
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