
　池田　まず１つ目の質問ですけれど
も、蜂窩織炎、骨髄炎、ガス壊疽など、
鑑別が必要だと思うのですけれども、
それぞれの症状、特徴、画像診断等で
鑑別ができるかという質問ですけれど
もいかがでしょうか。
　法月　これらのいわゆる皮膚軟部組
織感染というものに関しては、病歴と
身体所見が診断の中心になります。ま
ず病歴と身体所見のポイントとしては、
解剖学的にどのように分類していくか
という点と、重症なものをいかに除外
していくかという点がポイントになる
かと思われます。
　まず解剖学的な面からということに
関しては、一つは表皮を中心とした浅

い組織に感染を起こすものとしては、
（せつ）とか、癰（よう）とか、丹
毒です。表面に近いため赤みも非常に
強く出ます。それが少し深くなった、
真皮を中心とした組織に感染を起こす
ものとしては蜂窩織炎で、丹毒に比べ
ると少し発赤が弱くなります。そのさ
らに深い筋膜や筋にいくと、壊死性筋
膜炎、筋炎、筋壊死、骨髄炎になりま
す。皮膚の所見が乏しくなり、痛みが
中心になります。
　解剖学的には、どういうところに出
てくるか、色の濃さだったり、症状の
あたりが変わってくるという点と、壊
死性筋膜炎、ガス壊疽などの重症な疾
患を、いかに除外していくかという点
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がポイントになるかと思います。
　一般的には重症感染症とは言いにく
い蜂窩織炎に関しても、感染する部位
によって重篤になります。口蓋底に起
こせばLudwig’s anginaということにな
りまして、窒息のおそれもありますし、
眼窩周囲に蜂窩織炎が起こり、orbital 
cellulitisであれば入院適応であり、海
綿静脈洞血栓症や髄膜炎を合併する可
能性もあります。また最も重篤になり
うる壊死性筋膜炎、これは早期の場合
には蜂窩織炎との鑑別が非常に難しい
疾患の一つかなと思います。
　池田　一番難しい蜂窩織炎と壊死性
筋膜炎の鑑別ということが質問の趣旨
だと思うのですけれども、症状として
どのような点に最も留意すべきなので
しょうか。
　法月　早期の壊死性筋膜炎を見つけ
るというのは非常にチャレンジングな
問題かなと思います。いわゆる典型的
な壊死性筋膜炎といいますと、血疱が
できたり、皮膚も麻痺してしまって、
皮膚までも壊死してしまっている状態、
これは誰が見ても壊死性筋膜炎という
状況です。
　この状況を見つけるのは比較的簡単
なのですが、ステージ１といわれてい
る、ただ単に痛みだったり、紅斑だっ
たり、腫脹だったり、熱感、こういっ
た症状しかないものは非常に蜂窩織炎
との鑑別が難しくなります。そこで、
どうやって蜂窩織炎と鑑別していくの

か。これは臨床現場では非常に大事に
なってきます。これを見分けるポイン
トは３つあります。
　１つは、バイタルサインが崩れてい
る。普通、蜂窩織炎でショックになる
ことはあまりないので、バイタルがお
かしい蜂窩織炎というのは、これはま
ずいと思っていただいたほうがいいで
す。
　２つ目は発赤のわりに痛みが非常に
強い場合です。壊死性筋膜炎は炎症の
主座が蜂窩織炎に比べて深い位置にあ
るので、初期には発赤などの皮膚所見
に乏しいことがあります。その代わり、
発赤に比べ、非常に痛みが強いことが
あります。ただし、高齢者などでは痛
みを訴えられないことも多いので、こ
れだけでは難しい部分があります。
　３つ目は、時間経過でフォローする
ということです。どんどん広がってい
く、時間単位で広がっていく、これが
壊死性筋膜炎の一つの大きな特徴です。
ですので、最初に来て蜂窩織炎かもし
れないと思ったとしても、マジックで
マーキングをして、それが時間単位に
広がっていかないかどうかをフォロー
していくことが大切です。
　池田　２番目の質問の壊死性筋膜炎
と疑わしき予兆的症候、それが指摘さ
れた３つの兆候ということですけれど
も、痛みが強い患者さんが来られたら、
まずはマーキングをする。それからバ
イタルサインを見ていくということに
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なりますけれども、３つ目の質問、de-
bridementの施行の時期、タイミング
とその範囲ということと関係すると思
うのですけれども、どの時点で壊死性
筋膜炎と診断をつけて、debridement
をやるのか。その際にどのくらいの範
囲までやるのかという切実な質問です
けれども、これはいかがですか。
　法月　いわゆるデブリとなると、通
常、オペ室で手術をしなければいけま
せんし、当然搬送しなければいけない
し、かなり大それたことになると思う
のです。しかし、そうなる前にいかに
早期のものを見つけていくかという 
のはすごく難しい問題だと思います。
我々の施設では、疑わしい先ほどの３
つの兆候があった場合には、筋膜を直
視することを推奨しています。
　池田　直視といいますと。
　法月　皮膚を切開するのです。一番
痛みが強い部分にまず小切開を加える。
これはオペ室ではなくて、いわゆる外
来ベース、我々は救急外来などでやっ
ています。小さく切開して、実際、筋
膜がどうなっているのか、皮膚の下が
どうなっているのかをまず見るという
ことがよく行われています。
　だいたい切開すると、dish waterと
いう、下水の水みたいな意味ですが、
膿ではなく、やや赤みがかった薄い液
体が壊死性筋膜炎の場合は出てきます。
その液体をグラム染色してみると、グ
ラム陽性球菌などの細菌が見えること

もあります。
　さらにそこからもう少し深く皮下を
見ていきますと、筋膜が出てくるので
すが、いわゆるステージ３といわれて
いる重症の場合には、筋膜が壊死して
しまって、色も非常に悪くて、すぐぼ
ろぼろと取れてしまうような筋膜、こ
うなってしまったら血流も低下してい
るため、すぐにオペ室にそのまま直行
して、大きくdebridementしていく必
要があります。
　これはステージによって微妙な段階
があって、先ほどのdish waterが出て
くるけれども、筋膜自体は比較的保た
れて弾力もあり、白く輝いているとい
うステージもあって、そういうときに
は、大きくデブリはせず病変の拡大が
ないか注意深くフォローします。
　ただし、一部の筋膜を切除して、筋
膜自体をグラム染色したり、迅速病理
などに出してみたりして筋膜に炎症細
胞がどれだけ出ているか確認し、早期
の壊死性筋膜炎の診断を行います。
　池田　設備が整った施設ではできる
のでしょうけれども、なかなかそこま
で、直ちに切開をして、グラム染色を
して、病理にも出すというのは難しい
ですね。
　法月　ただ、特別な設備がいるわけ
ではなくて、小さく切開をして、実際、
筋膜を見てみるというローテクなこと
が一番大事です。MRIなどを早期診断
に使えるかという論文もありますけれ
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ども、筋膜を直視することには及びま
せん。３つの兆候があった場合には、
経験がある整形外科医などに速やかに
コンサルトするということが大切だと
思います。
　池田　質問された先生は北海道なの
ですけれども、おそらくいろいろな疾
患をお一人でカバーしているという状
態で、こういった患者さんが来たとき
にどういったポイントに注目して、専
門医に回す、あるいは大きな病院に回
すか、ということですけれども、先生
がおっしゃった３つの兆候、これに尽
きるのでしょうか。
　法月　そうですね。この３つは非常
に重要なポイントになってくるかなと
思います。ただ、我々の経験では、壊
死性筋膜炎を疑って、皮膚の切開をし
て筋膜を見にいっても、10人やって１
人、壊死性筋膜炎の診断がつく程度で
す。ですので、これくらいやらないと
早期の壊死性筋膜炎はなかなかつかま
らないというのが現状です。筋膜の直
視は小切開ですみます。壊死性筋膜炎
は非常に重篤な疾患なので、ほかの９
人には申し訳ないのですけれども、早
期に見つけていくにはこのぐらいのア
グレッシブなことをしなければいけな
いと思います。
　先ほどdebridementの範囲をどこま
で行うかについて言っていなかったの
ですけれども、小切開で筋膜が壊死し
ているだろうというふうになった場合

には、さらに大きく開いていく必要が
あります。基本的に壊死性筋膜炎を起
こしている部位は血流も乏しくて、静
脈に血栓ができてしまっていることも
多く、そういう血流がないようなとこ
ろはできるだけ十分にデブリをし、で
きるだけ正常な組織が残る程度までデ
ブリをするというのが基本になります。
さらに、１回の手術で終わることはな
かなか難しくて、２回、３回、日を分
けて追加のdebridementをしていくと
いうことも多いです。
　池田　重症度とdebridementの範囲
というのは、感染する菌種によっても
違う可能性が大きいのでしょうか。
　法月　そうですね。いわゆる２型の
壊死性筋膜炎といわれているグループ、
A群β溶連菌に関しては若い方でも起
こりますが、トキシンの産生もあって、
非常にアグレッシブにどんどん症状が
進んでいくということがあります。細
菌の要素だけではなく、免疫状態によ
って非常に重篤に進むこともあれば、
免疫反応が弱すぎて急速には症状が進
まないというものもあります。
　いずれにせよ、時間単位でどんどん
悪くなる病気なので、早めに判断をし
て、できるだけアグレッシブな治療を
していくことが、機能予後、さらには
生命予後に関してすごく大事になって
くると思います。
　池田　そういう意味では、患者さん
の合併症にも注意を払いながら、高齢
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者であるのか、若年者であるのか、そ
ういったことも判断材料になりますね。
　法月　そうですね。
　池田　起因菌の同定というのは、主
にグラム染色等で行われるのでしょう
か。
　法月　グラム染色で筋膜、先ほどの
dish waterを出すというのも一つ大事
ですけれども、それをやる前に、まず
来院後すぐに血液培養を２セット取っ
ていただいて、そのうえですぐに静注
の抗菌薬を先に落として、それから準
備をして開く。いわゆる髄膜炎と同じ
ような治療のアプローチでもいいかな
と思います。もしほかの病院に送る場
合でも、血液培養さえ取っていれば問
題ないと思いますので、血液培養を取
ったうえで抗菌薬を落とす。そのうえ
で必要な組織を取っていくということ

が大切かなと思います。
　壊死性筋膜炎は非常に致死的な疾患
で、だいたい20～30％の方が亡くなっ
てしまう病気ですので、まず命を救う
というのが基本になります。できるだ
けアグレッシブな治療を早期から行わ
なくてはなりません。壊死範囲が広く
アグレッシブなdebridementをしてし
まうと、皮膚がほとんどない状況にな
ってしまい、植皮を行って命は助かっ
ても、機能的な予後的には厳しい状況
になってしまうことが多いです。ただ、
これを早期で見つけてあげると、de-
bridementをそこまでやらなくても助
かることも多いので、非常に患者さん
にとってもメリットが大きい病気かな
と思います。
　池田　どうもありがとうございまし
た。
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