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緒　　言

感染性大動脈瘤は全大動脈瘤の 0.5～1.3％と比較的ま
れな疾患である1）．しかし，敗血症による多臓器不全，大
動脈瘤破裂などが原因となり，非感染性大動脈瘤と比べ
いまだ死亡率が高い重篤な疾患である．また喀血を主訴
とすることはまれである．我々は，メチシリン感受性黄
色ブドウ球菌（methicillin-susceptible Staphylococcus 
aureus：MSSA）による菌血症から下行大動脈の感染性
動脈瘤が形成され，大量喀血をきたした 1 例を経験した
ので報告する．

症　　例

患者：80 歳，男性．
主訴：発熱，喀血．
既往歴：慢性心房細動（76 歳～）．動脈瘤や糖尿病の

指摘なし．
生活歴：喫煙：20 本/日（19 歳～）．飲酒：日本酒 1

合/日．
内服薬：ジゴキシン（digoxin）．抗凝固療法なし．
現病歴：受診 1 週間前から湿性咳嗽と喀血がみられる

ようになった．2 日前から 38℃の発熱も伴い救急外来を
受診した．精査治療目的に緊急入院した．

入院時現症：意識清明，体温 38.0℃，脈拍 108 回/
min・不整，血圧 140/109 mmHg，経皮的動脈血酸素飽
和度（SpO2）94％（室内気下），呼吸数 20/min，眼球結
膜に黄疸なし，眼瞼結膜に貧血なし，口腔内に明らかな
出血点なし，排膿を伴う齲歯数本あり，頸部リンパ節腫
大なし，心雑音なし，呼吸音清，腹部に異常所見なし，
四肢に浮腫や皮疹なし．

胸部X線写真（図 1A）：左肺門部にシルエットサイン
陰性の腫瘤影を認めた．

胸部造影 CT（図 1B，C）：左 S6 から S10 にかけて連
続して浸潤影がみられ，内部濃度は不均一で低吸収域の
内部に数珠状の高吸収域がみられた．大動脈の径拡大は
なく壁に石灰化がみられた．上肺野優位に肺気腫と考え
られる低吸収域が広範囲に認められた．

入院時検査所見（表 1）：白血球増加，CRPとLDH上
昇，正球性正色素性貧血，細菌尿を認めた．凝固異常は
軽度で，感染による線溶系の亢進によるものと考えられ
た．のちに入院時に採取した血液培養 2 セット中 1 本，
喀痰培養，尿培養から MSSA が同定された．

臨床経過：入院直後に咳嗽を契機に大量に喀血した．
同時に SpO2 69％（酸素 5 L/min 吸入下）の著明な低酸
素血症と不穏が出現したため，ただちに気管挿管を行い
人工呼吸器管理となった．ショック状態となり輸液，輸
血を行ったがショックは改善せず，昇圧剤も使用し循環
動態を安定させたあとに血管造影検査を施行した．大動
脈，気管支動脈，肺動脈いずれの造影でも動脈瘤はみら
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れず，左下葉に造影剤の漏出は認めなかった（図 2A）．
また気管支鏡検査で左下葉気管支付近に多量の凝血塊を
認めたが活動性の出血はみられず，出血源は同定できな
かった．感染症が疑われ頻脈，不穏，CRP上昇，低酸素
血症に対し初期輸液と輸血を行ったがショックは改善せ
ず，2001 年の International Sepsis Definitions Confer-
enceの敗血症の診断基準に則って，敗血症性ショックと
診断した．この時点では細菌性肺膿瘍に敗血症と肺実質
からの出血を合併していると考え，アンピシリン/スル
バクタム（ampicillin/sulbactam：ABPC/SBT），カルバ
ゾクロム（carbazochrome），トラネキサム酸（tranexam-
ic acid）を投与開始した．

第 2 病日以降いったん喀血は消失した．第 3 病日に血
液培養で，第 5 病日に喀痰・尿培養でそれぞれMSSAが
同定され，MSSAの菌血症と判明した．経胸壁心臓超音

波検査，腹部超音波検査，造影 CT でほかの感染源は指
摘できず，排膿を伴う齲歯が MSSA の侵入門戸になり，
菌血症を発症し肺膿瘍も合併したと考えた．抗菌薬をセ
ファゾリン（cefazolin：CEZ）に変更し，全身状態の改
善を待ち第 6 病日に抜管した．

炎症反応は順調に低下し肺膿瘍も縮小したが，第10病
日から数日ごとに少量の喀血を繰り返した．第 21 病日
に再度気管支鏡検査を行うも気管支内腔に血管腫などの
出血源はみられず，第 33 病日の造影CTで第 8 胸椎レベ
ルの下行大動脈から背側へ突出する，径 7 mm 大の嚢状
動脈瘤（図 2B）が認められた．同部位から肺実質に出血
を繰り返していると考えられ，最終的にMSSAによる感
染性大動脈瘤と診断した．

合計 4 週間の抗菌薬治療後，感染再燃の所見はみられ
なかったが喀血が持続したため，手術が考慮された．し

図 1　入院時画像所見．（A）胸部単純 X 線写真．左肺門部にシルエットサイン陰性の腫瘤影を認める．
（B，C）胸部造影CT肺野条件および縦隔条件．左S6 からS10 にかけて連続して浸潤影がみられ，内
部濃度は不均一で低吸収域の内部に数珠状の高吸収域が散見される．大動脈壁の石灰化と肺気腫と考
えられる低吸収域が広範囲に認められる．

表 1　検査所見

Hematology Biochemistry Coagulation
WBC 9,700/μl TP 7.9 g/dl PT 58.2％

Neut 82％ Alb 3.4 g/dl APTT 32.3 s
Lym 11％ BUN 17.2 mg/dl Fibrinogen 427 mg/dl
Mon 7％ Cr 0.63 mg/dl FDP 8.2 μg/ml
Eos 0％ T-Bil 0.9 IU/L
Bas 1％ AST 23 IU/L Urinalysis

RBC 393×104/μl ALT 10 IU/L Protein （3＋）
Hb 11.4 g/dl LDH 250 IU/L Sugar （－）
Ht 34％ ALP 309 IU/L Blood （3＋）
Plt 21.4×104/μl Na 135 mEq/L WBC （2＋）

K 4.4 mEq/L
Serology Cl 100 mEq/L Blood, sputum and urine culture MSSA

CRP 3.88 mg/dl HbA1c （NGSP） 6.1％

MSSA：methicillin-susceptible Staphylococcus aureus．
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かし広範な肺気腫があるため高度の閉塞性換気障害が存
在すると考えられ，開胸手術は高リスクと判断し，第 39
病日にステントグラフト内挿術を施行した．その後喀血
はみられず，抗菌薬はクラリスロマイシン（clarithromy-
cin：CAM）400 mg/日内服に変更し第 50 病日に退院し
た．侵入門戸と考えられた齲歯は退院後に根尖性歯周炎
の診断で抜歯治療を行った．第 44 病日のステントグラ
フト挿入後の CT で動脈瘤は消失していることが確認さ
れた（図 2C，D）．CAMは現在まで約 2 年間継続し，再
発はみられていない．

考　　察

本症例は当初左下葉の内部吸収域を伴う浸潤影と敗血

症を考える状況から，細菌性肺膿瘍に敗血症と肺実質か
らの出血を合併し喀血をきたしたと考えた．その後，
MSSA の菌血症と浸潤影に一致したレベルの下行大動
脈の嚢状動脈瘤が判明し，MSSAによる感染性大動脈瘤
と動脈瘤の破綻による肺実質への出血と診断した．肺実
質に動脈瘤破綻による出血と同時に細菌や炎症成分が流
入し，二次的に肺膿瘍を生じたと推測された．

喀血例においては，すべての出血が喀出されることは
なく喀血量の厳密な測定は困難なため，出血速度や基礎
疾患，気道クリアランス能力，出血そのものが与える呼
吸や循環への影響などを考慮し管理すべきである．大量
喀血は凝血塊による中枢気道閉塞から窒息を生じやす
く，本症例のように時期を逸せず気管挿管に踏み切る必

図 2　第 8 胸椎レベルの胸部CT（A，B，D：造影CT，C：単純CT）の時系列画像．（A）入院
時．（B）第 33 病日．（C，D）第 44 病日（ステントグラフト挿入後）．入院時に動脈瘤は指摘
できないが，第 33 病日において径 7 mm大の背側に突出する嚢状動脈瘤を認める．ステントグ
ラフト挿入後，D の動脈相において動脈瘤は消失している．
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要がある．血管造影時に止血していた理由は，自然止血
以外に人工呼吸器管理による持続陽圧下での止血効果や
止血剤の影響が考えられた．

感染性大動脈瘤は 1885 年に Osler2）が感染性心内膜炎
に合併した大動脈瘤について報告して以来，いまだ合併
症罹患率，死亡率の高い重篤な疾患である．原因菌はS. 
aureus，Salmonella 属が多く，頻度は下がるが Strepto-
coccus pneumoniae，真菌，抗酸菌などがみられる3）～6）．
Macedoらによる部位別の頻度は上行部 6.5％，胸部下行
部 22.6％，胸腹部 19.4％，上腸間膜動脈・腹腔動脈分岐
部 6.5％，腎動脈および腎動脈分岐部直下 12.7％，腎動脈
より遠位に 32.3％で，動脈硬化による大動脈瘤の 90％が
腎動脈より遠位にみられるのと比べさまざまな部位に形
成される7）．以前は感染性心内膜炎からの菌血症や感染
性塞栓が主因であったが，近年は動脈硬化や血管内カ
テーテル操作，免疫機能低下に由来する例が増加してい
る5）8）9）．死亡率は 23.5～37％と非感染性動脈瘤に比較し
て高く10），主な死因は大動脈瘤破裂や多臓器不全で，死
亡リスクとして広範囲な傍大動脈領域の感染，女性，S. 
aureus感染，大動脈破裂，腎より頭側の大動脈感染が報
告されている11）．治療は抗菌薬に対する反応が良好な場
合，二次的なグラフト感染を避けるため炎症反応が陰性
化してからの外科的切除術が望ましいとされている．術
式は動脈瘤切除と人工血管での再建や症例により大網充
填などが行われている．しかし，全身状態不良の場合外
科的切除術は行えず，低侵襲なステントグラフト内挿術
で治癒した報告が散見されるようになってきた12）13）．一
方でステントグラフトに S. aureus などの感染を生じる
場合もあり14），挿入後の再発がないか経過観察を必要と
する．ステントグラフトに感染が生じた場合，初期には
感染性心内膜炎に準じて 4～6 週間の静注抗菌薬治療が
推奨されており，その後手術による抜去が望ましいとさ
れている14）．本症例は広範な肺気腫から高度の閉塞性換
気障害が存在すると考えられ外科的切除はリスクが高
く，抗菌薬を十分な期間投与したあとも喀血が続くため
ステントグラフトを挿入した．現在まで喀血はなく，
6ヶ月ごとのフォローCT でもステントグラフト周囲の
明らかな感染はみられていないが，今後も定期的な観察
が必要である．

S. aureusはさまざまな感染症を起こし，時に難治性で
致死的となる．歯のバイオフィルム内に存在する一般的
な細菌は Streptococcus mutans だが，難治性根尖性歯周
炎を有する患者の根管からは S. aureus や Enterococcus 
faecalis，Candida albicans などが検出される15）．歯科治
療や口腔ケアが不十分であれば誤嚥による肺炎リスクだ
けでなく，歯肉溝から細菌が血流に入り菌血症を生じる
リスクが高くなる．本症例でも排膿を伴う根尖性歯周炎

がみられたあとに抜歯治療を受けたことから，膿の培養
は行えていないが S. aureus の侵入門戸になったと推測
された．また，S. aureusは菌血症に加え，さまざまな臓
器に化膿巣を形成する傾向がある．動脈硬化で内膜に障
害が生じている血管壁は菌塊が定着しやすく，動脈硬化
が進行した下行大動脈に化膿巣を形成したと考えられた．
S. aureusによる感染性動脈瘤への抗菌薬治療は，4 週間
以上の経静脈的投与となる．本症例も同様の治療を行い
炎症反応は陰性化したが，動脈瘤からの間欠的な出血に
よる喀血は防げなかった．低侵襲なステントグラフトを
選択することは，動脈瘤による喀血の一治療として有効
と考えられた．

著者のCOI（conflicts of interest）開示：本論文発表内容に
関して特に申告なし．
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Abstract

Massive hemoptysis resulting from an infected aortic aneurysm  
caused by Staphylococcus aureus

Shouichi Okamoto a, Mikio Takamori b, Yukiko Takahashi b,  
Miake Yamamotob, Kengo Murata b and Akihiko Wadab

aDivision of Respiratory Medicine, Juntendo University Faculty of Medicine and Graduate School of Medicine
bDepartment of Respiratory Medicine and Medical Oncology, Tokyo Metropolitan Tama Medical Center

An 80-year-old man was admitted to our hospital with complaints of productive cough, bloody sputum, and 
fever. He was intubated after experiencing massive hemoptysis while coughing. Staphylococcus aureus sepsis 
with hemorrhaging from an infected aneurysm in the descending aorta was diagnosed. Although the hemoptysis 
disappeared, it recurred one week later and every few days thereafter. After the aneurysm was repaired by an 
endovascular stent graft, the recurrences ceased. Patients having an infected aortic aneurysm with high blood 
pressure may cough up excessive blood; therefore the prognosis seemed to be poor. Although rare, infected aor-
tic aneurysms should be considered as a possible cause of hemoptysis.
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