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【要旨】 

フルニエ壊疽は会陰部を主病変とする壊死性筋膜炎で、原因としては痔瘻や肛門周囲膿瘍が多く、直腸癌

が原因となることは稀である。フルニエ壊疽を契機に発見された直腸癌の一例を経験したので報告する。症

例は73歳男性で、食欲不振と歩行困難を主訴に当院へ救急搬送され、入院となった。会陰部と右臀部から大

腿にかけて腫脹と疼痛、臀部皮膚の壊死を認め、CTで同部位に皮下気腫と高度の炎症所見、下部直腸に腫瘤

像を認め、進行直腸癌を原因としたフルニエ壊疽の診断で入院となった。入院時は敗血症による著明なアシ

ドーシスと急性腎障害があり非常に重篤な状態であったため、ベッドサイドでデブリードマンとドレナージ

を行った。同時にエンドトキシン吸着療法、持続式血液透析濾過、抗生剤投与などの全身管理も開始した。

集中治療により全身状態が安定したため、第７病日に腹腔鏡下S状結腸人工肛門造設と追加のデブリードマ

ンとドレナージを施行した。同時に直腸腫瘍の生検も行い、直腸癌の確定診断を得た。前立腺、仙骨へ進展

する局所進行直腸癌であるため、術前化学放射線療法を行い、初回入院から約4か月後に腹腔鏡下腹会陰式

直腸切断術を施行した。病理学的検査ではypT2N0M0、ypStageⅠ、ypRM0（6㎜）でR0切除の結果となり、術

前治療の組織学的治療効果はgrade2であった。術後13ヵ月で局所再発による回腸浸潤をきたし、切除を施

行した。術後30ヵ月が経過した現在、腹膜転移に対して全身化学療法を行っている。 

 

【キーワード】：フルニエ壊疽、直腸癌 

 

【はじめに】 

 フルニエ壊疽は会陰部を主病変とする壊死性筋

膜炎 1)で、早期に適切な治療を行わないと予後不良

となる疾患である。原因疾患としては痔瘻や肛門周

囲膿瘍が多く、直腸癌が原因となることは稀である
2）。今回われわれは、フルニエ壊疽を契機に発見され

た直腸癌の一例を経験したので、文献的考察を加え

て報告する。 

 

【症例】 

患者：73歳、男性。 

主訴：食欲不振、歩行困難。 

既往歴：60歳代 胆石胆嚢炎で腹腔鏡下胆嚢摘出術

を施行。 

現病歴：3 日前より発熱と食欲不振が出現し、急激

に増悪を認めた。体動困難となったため、当院へ救

急搬送され、入院となった。 

入院時現症：身長155.8cm、体重62.0㎏、体温38.

0℃、血圧118/81㎜Hg、脈拍80回/分、意識清明。

会陰部と右臀部から大腿にかけて腫脹と疼痛があ

り、右臀部皮膚の壊死を認めた。（Fig.1） 

入院時検査所見：pH7.003、PCO₂23.0mmHg、HCO₃7.5

mmol/L、BE-24.2mmol/L と著明な代謝性アシドーシ

スを認めた。また、白血球数は25.5×10³/μlと増

加し、FDP44.2μg/ml と凝固異常を認め、尿素窒素

が91.2㎎/dl、クレアチニンが2.94㎎/dlと腎機能

障害を認めた。 

腹部 CT 検査所見：会陰部、右臀部に皮下気腫と皮

下脂肪織の濃度上昇、臀部の筋肥厚を認め、同部位

に高度の炎症の存在が示唆された。(Fig.2 a,ｂ)。

直腸壁は肥厚し、腫瘍の存在が疑われた。周囲のリ

ンパ節は複数腫脹しており、転移が疑われた(Fig.2

 c)。前立腺や仙骨とは一部境界不明瞭であり、周囲

組織への浸潤を伴う局所進行直腸癌を疑う所見で

あった。（Fig.2 d） 

入院後経過：進行直腸癌を原因としたフルニエ壊疽

と診断した。入院時の全身状態は不良で、敗血症に

より著明なアシドーシス、急性腎障害をきたしてい
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た。 

入院当日にベッドサイドで臀部壊死皮膚の除去、

ドレナージを施行し、同時にエンドトキシン吸着療

法、持続式血液透析濾過、抗生剤投与などの全身治

療も開始した。集中治療により全身状態は安定し、

入院第７病日にフルニエ壊疽に対する治療目的に

腹腔鏡下S状結腸人工肛門造設し、右臀部と会陰部

のデブリードマンを追加し、皮下の筋膜前面に2本、

大殿筋下に1本、陰嚢から鼠径部にむけて1本ドレ

ーンを留置し、ドレナージを行った（Fig.3）。術中

に直腸腫瘍の生検も行い、直腸癌の確定診断を得た。

遠隔転移は認めないが、前立腺、仙骨へ進展する局

所進行癌であり、臀部と会陰部の創がある程度改善

した時点で術前化学放射線療法を行う方針とした。 

入院後第 32 病日に腫瘍部を含む小骨盤腔への外

照射（45Gy/25fr）と S-1 内服による化学放射線療

法を開始し、腫瘍と周囲リンパ節の縮小を認め、PR

の治療効果が得られた（Fig.4）。初回入院から 116

日後に腹腔鏡下腹会陰式直腸切断術を施行した。 

摘出標本肉眼所見：下部直腸に 67×65 ㎜大の全周

性3型腫瘍が認められ腫瘍周囲の組織は術前治療の

影響で線維化による硬化が強く認められた。（Fig.

5）。 

病理組織学的検査所見：Tub1、ypT2、INFb、Ly0、V

0、BD1、Pn0、pN0(0/6)、M0、ypStageⅠPM0(13.0cm)、

DM0(4.0cm)、RM0(6㎜)、R0、CurAの所見であった。

固有筋層内に少量の残存腫瘍を認め、組織学的治療

効果は Grade2 であった（Fig.6）。一部に直腸周囲

の横紋筋に及ぶ線維化が認められ、その近傍は石灰

沈着が認められることから、術前治療前は腫瘍が直

腸を超えて周囲の横紋筋に直接浸潤していたと可

能性が高く、深達度は T4b であったと考えられた。

断端や剥離面はすべて陰性で病理学的に R0 切除と

診断された。 

術後経過：術後XELOX療法を開始したが副作用と経

済的事情を理由に本人の希望により1コースで中止

した。術後 13 ヵ月に局所再発、回腸浸潤に対して

回腸切除を行った。術後 29 ヵ月経過した現在、腹

膜転移に対して全身化学療法を行っている。 

 

【考察】 

フルニエ壊疽は陰嚢・会陰部・下腹部等に生じた

壊死性筋膜炎であり 1）、早急に適切な治療が行われ

ないと予後不良となる。原因としては痔瘻や肛門周

囲膿瘍が多く、直腸癌が原因となることは比較的稀

な疾患である 2）。糖尿病、肝硬変、長期ステロイド

投与例などの免疫機能低下や易感染を伴う基礎疾

患を持つ症例に発症が多い 3)。 

自験例ではそれらの既往は認められなかったが、

前立腺浸潤や仙骨浸潤を伴う局所進行直腸癌によ

って腸内細菌が皮下組織や筋膜に波及し、フルニエ

壊疽へと至ったと考えられた。 

フルニエ壊疽の治療は①適切なドレナージやデ

ブリードマン、②嫌気性菌との混合感染を考慮した

広域スペクトラムな抗菌薬の投与、③敗血症、DIC、

多臓器不全などの状況に応じた全身管理、④洗浄な

どの創部の感染予防が重要であり 4）、それに加えて

原疾患の治療を行う。本症例のように直腸癌を合併

している場合は直腸癌に対する治療も時期を逸せ

ずに施行する必要がある。 

医学中央雑誌にて「直腸癌」「フルニエ壊疽」をキ

ーワードに1983年から2019年までの期間で検索し

たところ、本邦報告例は自験例を合わせて 28 例で

あった（Table1）2）～28）。深達度の記載のある 14例

のうち 12 例が固有筋層を超えて浸潤しており、残

りの2例は術前治療後の切除で深達度が固有筋層内

と診断されたものであった。さらにその 14 例のう

ち9例が多臓器浸潤を認める進行癌であり、癌に対

して早期に治療介入する必要があると考えられた。

診断から直腸癌治療開始までの期間は最短で 0 日、

最長で 121 日であり、期間の平均値は 42.5 日であ

った。直腸癌に対する治療内容の内訳は、外科的治

療のみが 17 例、非外科的治療のみが 4 例、治療な

しが4例、不明が1例であった。外科的治療の内訳

は直腸切断術が14例、骨盤内臓全摘が3例であり、

非外科的治療の内訳は化学療法が3例、化学放射線

療法が1例であった。術前治療後に手術を行った症

例は、化学療法後に直腸切断術を行った1例と、化

学放射線療法後に直腸切断術を行った自験例の2例

のみであった。 

自験例はフルニエ壊疽の診断後、救命を優先し速

やかにデブリードマン、ドレナージ、人工肛門造設

により局所の感染のコントロールを図るとともに、

抗生剤投与、エンドトキシン吸着療法、持続式血液

透析濾過などの全身管理も行うことで、入院後31日

と比較的早期に直腸癌の治療を開始することでき

た。周囲への進展を伴う局所進行癌であり、腫瘍縮

小により R0 切除の可能性が高くなることを期待し

て，術前化学放射線療法を選択した。術前治療が奏

効し、結果的に局所再発はきたしたが、腹腔鏡下腹

会陰式直腸切断術により R0 切除を行うことができ

た。 

 

【結語】 

フルニエ壊疽を契機に発見された直腸癌の一例

を経験した。フルニエ壊疽は早急に適切な治療が行
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われないと予後不良な疾患であり、診断と同時に救

命を優先した治療を開始する必要がある。同時に直

腸癌を伴う症例については、進行度などを考慮した

上で治療のタイミングを逸しないよう適切な治療

計画を立てる必要があると考えられた。 
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本論文内容に関連する著者の利益相反なし 

 

 

 

Table1 フルニエ壊疽を合併した直腸癌の本邦報告例 
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Fig.1 入院時の臀部皮膚の所見：右臀部の発赤、腫脹、皮膚の壊死を認めた。写真上が頭側。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig2 入院時のCT所見 

a,ｂ：会陰部、右臀部に皮下気腫と皮下脂肪織の濃度上昇（矢印）、臀部の筋肥厚（矢頭）を認め同部位に

高度の炎症の存在が示唆された。 

c：直腸壁は肥厚し、腫瘍の存在が疑われた。周囲のリンパ節は12㎜大に腫脹しており、転移が疑われた

（矢印）。 

d：直腸腫瘍は前立腺や仙骨面と一部境界不明瞭であり（矢印）、周囲組織への浸潤を伴う局所進行直腸癌

が示唆された。 

a b

c d 
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Fig.3 追加のデブリードマン時の術中所見：第７病日に腹腔鏡下S状結腸人工肛門造設し、右臀部と会陰部

のデブリードマンを追加した。皮下の筋膜前面に2本、大殿筋下に1本、陰嚢から鼠径部にむけて1本ドレ

ーンを留置しドレナージを行った。写真上が背側。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.4 骨盤腔 CT 所見：上が治療前、下が術前化学放射線療法後である。腫瘍と周囲リンパ節の縮小を認め

（矢印）、PRの治療効果が得られた。 

 

治療前 

治療後 
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Fig.5 摘出標本肉眼所見：下部直腸に67×65㎜大の全周性3型腫瘍が認められ、腫瘍周囲の組織は術前治

療の影響で線維化による硬化が強く認められた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.6 病理組織学的所見：固有筋層内に少量の残存腫瘍を認めた。組織学的治療効果判定はGrade 2の診断

であった。 

 


