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用語の整理	

•  Pseudomembraneous	  coli8s	  
– 偽膜性腸炎	  

•  Clostridium	  difficile	  associated	  diarrhea	  (CDAD)	  
–  CD関連下痢症	  

•  Clostridium	  difficile	  coli8s	  (CDC)	  
–  CD	  (結)	  腸炎	  

•  Clostridium	  difficile	  enteri8s	  
–  CD腸炎：ニュアンス的には大腸以外の腸炎	  

•  Clostridium	  difficile	  infec8on	  (CDI)	  
–  CD感染症	  

2	



知っておいて損はない，	  
2000年以降の欧米のCDI事情	
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4	日本環境感染学会公表資料より	



5	日本環境感染学会公表資料より	



6	日本環境感染学会公表資料より	
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All-‐Cause	  and	  Disease-‐Specific	  Mortality	  in	  Hospitalized	  
Pa:ents	  With	  Clostridium	  difficile	  Infec:on:	  	  

A	  Mul:center	  Cohort	  Study	
Clin	  Infect	  Dis.	  2013;56:1108.	

•  CDI患者の死亡率は
高い	  

•  30日~1年まで，対
照と比較して死亡率
が高い	



•  ICUで48時間以上人工呼吸を要したCDI患者の疫学	  
•  死亡率は非CDI患者と同様 (25.1%	  vs.	  26.3%,	  P=0.638)	  
•  CDI患者でより介護施設退院が多かった (42.4%	  vs.	  31.9%,	  P<0.001)	  
•  CDI患者でより入院日数が長く (23日 vs.	  15日,	  P<0.001)，ICU滞在日数が

長かった (12日 vs.	  8日,	  P<0.001)	   8	

Clostridium	  difficile	  Infec:on:	  A	  Mul:center	  Study	  of	  
Epidemiology	  and	  Outcomes	  in	  Mechanically	  	  

Ven:lated	  Pa:ents	
Crit	  Care	  Med.	  2013;41:1968.	CDI	  

Non-‐CDI	   •  米国，後向き観察研究，
48時間以上人工呼吸を
要した5852例	  

•  そのうち386例 (6.6%)	  が
CDIを合併	  

•  Sep8c	  shockを合併した
CDIは34.7%	  



•  カナダの6病院，15か月の前向き観察研究	  
•  Health	  care関連CDIとcoloniza8onの危険因子	
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Host	  and	  Pathogen	  Factors	  for	  Clostridium	  difficile	  	  
Infec:on	  and	  Coloniza:on	

N	  Engl	  J	  Med	  2011;365:1693.	



Agenda	

•  Introduc8on	  
•  Mild,	  moderate,	  severe	  CDIの管理	  
•  Severe	  and	  complicated	  CDIの管理	  
•  再発性CDIの管理	  
•  CDIの診断	  
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新しいガイドラインが出た	

•  GRADE	  systemによる推奨度，エビデンスレベ
ルの記載	  

•  重症度分類の変更	

Am	  J	  Gastroenterol	  2013;108:478.	  
IF=7.282	  
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重症度分類 SHEA	  &	  IDSA	  2010	  
米国病院疫学学会 &	  米国感染症学会 2010	

Severity	  重症度	 Criteria	  	

Mild-‐to-‐moderate	  disease	  
  軽症~中等症	

WBC≤15,000/μL	  
かつ，血清Cr上昇が発症前から1.5倍未満	  

Severe	  disease	  
  重症	

WBC≥15,000/μL	  
または，血清Cr上昇が発症前から1.5倍以上	  

Severe	  and	  complicated	  disease	  
  重症かつ複雑性	

低血圧 OR	  ショック OR イレウス OR	  megacolon	  

Recurrent	  CDI	  
  再発性CDI	

記載なし	
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Infect	  Control	  Hosp	  Epidemiol.	  2010;31:431.	  



重症度分類 ACG	  2013	  
米国消化管学会 2013	

Severity	  重症度	 Criteria	  	

Mild-‐to-‐moderate	  disease	  
  軽症~中等症	

下痢 +	  	  
重症・複雑性の基準に当てはまらない症候	  

Severe	  disease	  
  重症	

血清Alb<3g/dL	  +	  以下のいずれか:	  	  
・WBC≥15,000/μL	  
・腹部圧痛	

Severe	  and	  complicated	  disease	  
  重症かつ複雑性	

以下のいずれか:	  	  
・CDIのためにICUに入室した	  
・昇圧剤の有無に関わらず，血圧低下があった	  
・発熱≥38.5度	  
・(麻痺性) イレウス，または著明な腹部膨満	  
・意識変容	  
・WBC	  ≥35,000/μL,	  または<2,000/μL未満	  
・血清Lac>2.2mmol/L	  
・臓器不全 (人工呼吸,	  腎不全,,,)	

Recurrent	  CDI	  
  再発性CDI	

治療完了後8週間以内に再発したCDI	

14	Am	  J	  Gastroenterol	  2013;108:478.	  



•  ACG2013ガイドラインでは先行研究を参照に，	  
– Severeの基準から血清Crを外した	  
– 低Alb血症を加えた	  
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Shigeki	  Fujitani,	  et	  al.	  Infect	  Control	  Hosp	  Epidemiol	  2011;32:220.	

Comparison	  of	  Clinical	  Severity	  Score	  Indices	  for	  	  
Clostridium	  difficile	  Infec:on	



Metronidazoleという薬	
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我が国におけるMetronidazoleの背景	

•  1957年フランス ローヌ・プーランローラー社研究所 
(現サノ フィ)	  で開発された抗トリコモナス剤メトロニダ
ゾールの経口用製剤である．国内では塩野義製薬が 
1961年輸入承認を受け，同年発売	  

•  2005年7	  月に日本ヘリコバクター学会からヘリコバク
ター・ピロリの二次除菌療法の保険適用に係る要望
書が提出されたことを受け，関連する会社が海外にお
ける承認状況及び国内外の公表文献等を科学的根
拠として臨床試験を実施することなく共同で申請し，
2007年8月追加承認	  

•  細菌性腟症は，学会等 (日本産科婦人科学会，日本
周産期新生児医学会，性の健康医学財団)	  から適応
追加の要望書が提出され，2011年8月公知申請が行
われ，2012年3月追加承認	  

17	



涙なしには語れない，我が国に	  
おけるMetonidazoleの背景	

•  嫌気性菌感染症，感染性腸炎，アメーバ赤痢，ランブ
ル鞭毛虫感染症は，学会等 (日本感染症教育研究会
=IDATEN，社団法人日本感染症学会，東京HIV	  診療
ネットワーク，厚生労働科学研究費補助金・政策創薬
総合研究事業「輸入熱帯病・寄生虫症に対する稀少
疾病治療薬を用いた最適な治 療法による医療対応
の確立に関する研究」班)	  から厚生労働省に対して適
応追加の要望書が提出され，厚生労働省が発出した
開発要請(2010	  年5月21日)に基づき塩野義が公知申
請を行い,	  2012年8月に「嫌気性菌感染症,感染性腸
炎,アメーバ赤痢,ランブル鞭毛虫感染症」の「効能・効
果」及び「用 法・用量」が追加承認された	  
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しかし，まだ足りない．	  
日本には，Metronidazole静注薬がない！	
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•  2012年8月の改訂で，CDIに対する適用が「ようやく」拡大された	  
•  これからは堂々と使えばよい	  
•  もう「トリコモナス膣炎」とか「トリコモナス尿道炎」と病名に書かなく

てもよい	
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しかし，まだ足りない．	  
日本には，Metronidazole静注薬がない！	



Metronidazoleという薬	

•  病原微生物のもつニトロ還元酵素系によって還元され，
ニトロソ化合物 (R-‐NO)に変化する．この変化体がDNA
二重鎖を切断し，殺菌作用を示すといわれている	  

•  日本では原虫症の薬というイメージが強いが，本剤の
最も注目すべきスペクトラムは，Bacteroides	  fragilis，
Clostridium	  difficileも含めたあらゆる嫌気性菌に対し
て有効である，という点である	  

•  静注薬と比較したbioavailabilityは100%であり，腸管
がintactであれば内服でも同等の効果が期待できる	  
→腸管吸収されない内服Vancomycinと異なり，	  

	  内服Metronidazoleは全身投与である	
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Metronidazoleの副作用	

•  メトロニダゾールは，アルコールの代謝過程
におけるアルデヒド脱水素酵素を阻害し，血
中アセトアルデヒド濃度を上昇させるため，い
わゆる「二日酔い・悪酔い」をひきおこす	  

•  高用量・長期投与による稀な副作用として，
末梢神経症状，小脳失調があるが，投薬を
中止することにより可逆性であると言われて
いる	  

•  Metronidazole-‐induced	  encephalopathy	  
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•  後向き7例の検討	  
•  典型的病変部位	  

–  延髄背側，橋背側，小脳歯状核，中脳 (中脳水道を囲む部位)，脳梁	  
•  必ず両側対称性	 23	

AJNR	  Am	  J	  Neuroradiol.	  2007;28:1652.	

MR	  Imaging	  of	  Metronidazole-‐Induced	  Encephalopathy:	  	  
Lesion	  Distribu:on	  and	  Diffusion-‐Weighted	  Imaging	  Findings	



•  神経症状が出現するまでのMetronidazoleの平均投与期間 25.4日 
(11-‐52日)	  

•  主な神経症状:	  	  構音障害 (N=7),	  歩行障害 (N=5),	  四肢脱力 (N=2),	  錯乱 
(N=1),	  視覚障害 (N=1),	  四肢の異常知覚 (N=1)	  

•  Metronidazole中止後，平均6.7日 (4-‐10日) 以内に全患者で神経症状が
改善した	
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AJNR	  Am	  J	  Neuroradiol.	  2007;28:1652.	



mild,	  moderate,	  severe	  CDIの	  
管理	
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Recommenda8on	

•  CDIの可能性が検査前から高いならば，検査
結果に関わらず，経験的治療 (empiric	  
therapy)	  を考慮すべき	  
– Strong	  recommenda8on,	  moderate-‐quality	  
evidence	  

•  可能であれば，誘因と考えられるあらゆる抗
菌薬を中止すべき	  
– Strong	  recommenda8on,	  high-‐quality	  evidence	  
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Recommenda8on	

•  Mild-‐to-‐moderate	  CDIでは，メトロニダゾール
500mg	  1日3回内服で10日間の治療を行うべ
き	  
– Strong	  recommenda8on,	  high-‐quality	  evidence	  

•  Severe	  CDIでは，バンコマイシン 125mg	  1日4
回内服で10日間の治療を行うべき	  
– Condi8onal	  recommenda8on,	  moderate-‐quality	  
evidence	  
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Metronidazole	  vs.	  Vancomycin,	  	  	  
Symptoma8c	  Cure	  minus	  recurrences	  

Outcome	  =	  症状の治癒 − 再発	

•  80-‐90年代の古いRCTでは，outcomeに差なし	  
•  2007年のZarのRCTでは，VCMで有意に良好な結果	

28	

Cochrane	  Database	  Syst	  Rev.	  2011	  Sep	  7;(9):CD004610.	



•  Background:	  	  
–  過去にMetronidazoleとVancomycinを比較した古いRCTは存在するが，重症度で層別化したRCT

はない	  
•  Objec8ve:	  	  

–  Mildまたはsevere	  CDIに対して，VancomycinはMetronidazoleよりも有効か	  
•  Design:	  a	  prospec8ve,	  randomized,	  double-‐blind	  controlled	  trial	  
•  Semng: 米国シカゴ大学関連病院 (200症)，1994年10月~2002年6月	  
•  Pa8ents:	  	  

–  下痢 (24時間で3回以上の無形便)	  がある患者をスクリーニングし，	  
48時間以内にCD	  Toxin	  A陽性が判明した患者,	  
OR	  内視鏡的に偽膜性腸炎が明らかとなった患者	  

–  重症度に応じてmildとsevereに層別化	  
–  Inclusion後以下のうち2つが当てはまればsevereとした	  
–  年齢>60歳，体温>38.3度，アルブミン<2.5，WBC>15,000	  

•  Interven8on:	  	  
–  metronidazole	  (内服250	  mg	  1日4回)	  10日間	  
–  or	  Vancomycin	  (内服125	  mg	  1日4回)	  10日間	  

•  Measurements:	  Primary	  outcome	  
–  治癒：day	  6までの下痢の改善，かつday	  6~10の間で確認するToxin	  Aが陰性	  
–  治療失敗：day	  6以降も下痢が持続し，Toxin	  A陽性が継続，または腸切除を要した，または死亡	  
–  再燃：初回治癒後21日までにCD	  Toxin	  A陽性下痢が再発	

29	

A	  Comparison	  of	  Vancomycin	  and	  Metronidazole	  for	  the	  
Treatment	  of	  Clostridium	  difficile–Associated	  Diarrhea,	  

Stra:fied	  by	  Disease	  Severity	
Clin	  Infect	  Dis.	  2007;45:302.	



Zar	  2007のRCT	  
Metronidazole	  vs.	  Vancomycin	

•  Severe群に限ると，Vancomycin群で治癒率が
高かった	  

•  Severe	  CDIではVancomycinがMetronidazole
に勝るという根拠として広く引用されている	  
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Clin	  Infect	  Dis.	  2007;45:302.	



Zar	  2007	  RCTの問題点	

•  Metronidazoleの投与量が250mg	  1日4回であり，2010
年ガイドラインでも推奨されている現在の標準量であ
る，500mg	  1日3回より少ない	  

•  サブグループ解析の結果である	  
•  治癒の判定に，Toxin	  A	  assayを用いている	  
–  治癒判定をToxin検査を用いることは推奨されない	  
–  後述	  

•  しかもday	  6から10までの間の検査で判定している	  
– Metronidazoleは，「細菌学的な」初回反応がVancomycin

よりも遅いことがわかっており，day	  10までの検査では真
の結果はわからない	  

–  次スライド参照	  
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•  52例の前向き観察研究	  
•  下痢の改善や細菌学的

治癒はVancomycinの方
が早いが，10日までで
結局Metronidazoleと同
等となる	  

•  2007年のZarのRCTのよ
うに，Day6から10までの
細菌学的治癒率では，
Metronidazoleに不利な
結果となりうる	  

•  逆に，severeであれば
いち早く利かせるため
にVancomycinを選択す
る根拠ともなりうる	

32	

Clin	  Infect	  Dis.	  2008;47:56.	

Comparison	  of	  Clinical	  and	  Microbiological	  Response	  to	  
Treatment	  of	  Clostridium	  difficile–	  Associated	  Disease	  with	  

Metronidazole	  and	  Vancomycin	



Recommenda8on	

•  Metronidazoleを5-‐7日間継続して反応が得ら
れない場合は，125mg	  1日4回のVancomycin
内服への変更を行うべき	  
– Strong	  recommenda8on,	  moderate-‐quality	  
evidence	  

33	

これまでの話と矛盾!?	



なぜ変更を推奨？	

•  Metronidazoleによる治療期間の延長で，結
果的には治癒が得られる可能性があるが，	  

•  「嘔気，嘔吐，味覚障害といった副作用が，
CDIが増悪したときの (麻痺性) イレウスの所
見と紛らわしいため，Metronidazoleの中止を
推奨する」	  

•  長期投与は稀な副作用である中枢神経系障
害 (てんかん発作，小脳失調)	  と関連する	  
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Recommenda8on	

•  Mild-‐to-‐moderate	  CDIでMetronidazoleの副作
用に耐えられない/アレルギーがある場合や，	  
妊婦/授乳中の女性には内服Vancomycin	  
125mg	  1日4回の投与を行うべき	  
– Strong	  recommenda8on,	  high-‐quality	  evidence	
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Recommenda8on	

•  内服抗菌薬が結腸に到達しない術後 (Hartman
術後，回腸瘻など)	  患者には，	  
改善するまでVancomycin注腸を加えるべき	  
–  Condi8onal	  recommenda8on,	  low-‐quality	  evidence	  

•  「Vancomycin	  500mgを100-‐500mLの生食に溶解
し，注腸として6時間毎に投与．生食の量は残存
した結腸の長さによる」	  
– 注腸に関しては，severe	  and	  complicated	  CDIで後述	  
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Recommenda8on	

•  (確定または疑いの)	  CDIによる下痢をコント
ロールするための抗蠕動薬の使用は避ける
べき	  

•  症状をわかりにくくし，複雑性CDIを誘発する
可能性があるため	  

•  CDIに対して使用するのであれば，CDIに対す
る必ず内科的治療を併用している状況で行う
こと	  
– Strong	  recommenda8on,	  low-‐quality	  evidence	
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•  Systema8c	  review	  
•  20報告 (1件のみ後向き観察研究で，その他は全てcase	  

reportsかcase	  series)	  が該当し，CDIで抗蠕動薬投与を受
けた患者が55例	  

•  19例 (35%)	  が改善	  
•  9例 (16%)	  が死亡，27例 (49%)	  は転帰不明	  
•  17例 (31%)	  はcolonが拡大し，うち5例が死亡	  
•  しかしこのような合併症を経験した，あるいは死亡した患

者は全て，適切な抗CDI抗菌薬を併用せずに抗蠕動薬の
みで初期治療を受けた患者だった	  

•  抗蠕動薬にMetronidazoleまたはVancomycinを併用した23
例では，合併症は一人も発生しなかった	  

38	

An:mo:lity	  Agents	  for	  the	  Treatment	  of	  	  
Clostridium	  difficile	  Diarrhea	  and	  Coli:s	

Clin	  Infect	  Dis.	  2009;48:598.	
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Recommenda8on	

•  全例でsuppor8ve	  care	  (輸液蘇生，電解質補
正，抗凝固薬によるVTE予防)	  を行うべき	  

•  (麻痺性)	  イレウスや著明な腹部膨満がなけ
れば，経口/経腸栄養を継続するべき	  
– Condi8onal	  recommenda8on,	  low-‐quality	  
evidence	
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Recommenda8on	

•  Complicated	  CDIでは，腹部骨盤CT撮影を推
奨する	  
– Condi8onal	  recommenda8on,	  low-‐quality	  
evidence	  

•  「colonの壁肥厚，腹水，megacolon，	  
(麻痺性)	  イレウス，または穿孔」	  
所見が見つかるかもしれない	  
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•  39例にCT撮影が行われ，臨床所見と合わせてCDIと診
断	  

•  その39例は最終的に腸切除や剖検で病理学的にCDI
と診断され，偽陰性0%	  

•  病理学的にCDIと診断された48例のうち，6例 (12.5%)	  
はToxin	  assay陰性だった	  

•  死後の病理 (つまり剖検)	  で診断された患者で，Toxin	  
assay偽陰性が多かった:	  	  	  
3/33	  (9.1%)	  vs.	  3/15	  (20%),	  P<0.05	   42	

Ann	  Surg.	  2002;235:363.	

Fulminant	  Clostridium	  difficile:	  An	  Underappreciated	  
and	  Increasing	  Cause	  of	  Death	  and	  Complica:ons	



43	

•  39例全例で (軽度から多
量までの) 腹水が見られ，
加えてcolonの壁肥厚ま
たは著明なcolonの拡張
が見られた	  

Ann	  Surg.	  2002;235:363.	



Recommenda8on	

•  著明な腹部膨満を合併していない	  
Severe	  and	  complicated	  CDIに対しては，	  
Vancomycin 内服 125mg	  1日4回，に加え	  
Metronidazole 静注 500mg	  1日3回	  
の投与が選択される	  
– Strong	  recommenda8on,	  low-‐quality	  evidence	
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Recommenda8on	

•  (麻痺性)	  イレウス OR	  toxic	  coli8s	  AND/OR	  著
明な腹部膨満を呈した	  
severe	  and	  complicated	  CDIに対しては，	  
Vancomycin 内服 500mg	  1日4回，及び	  
Vancomycin	  注腸 500mg を500mLに溶解して
1日4回を経直腸投与，に加え	  
Metronidazole 静注 500mg	  1日3回	  
の投与が選択される	  
– Strong	  recommenda8on,	  low-‐quality	  evidence	
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注腸時の注意点	

•  「上行・横行結腸に到達するには，	  
最低500mLを要すると考えられている」	  

•  「吸収により血中濃度上昇を来す可能性がある
ので，内服Vancomycinの量を減量する事があ
る」	  

•  「生食を溶解液に使用する場合は，電解質を密
にモニターする．	  
特に高Cl血症に注意し，生じた場合は乳酸リン
ゲル液のようなCl濃度がより低い溶解液への変
更を考慮する」	  
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Recommenda8on	

•  CDIに由来して以下のうち1つが当てはまれば手
術療法を考慮すべき：	  
– 昇圧剤を必要とする低血圧;	  
–  Sepsisと臓器不全の徴候；	  
– 意識変容；	  
– WBC	  ≥	  50,000/μL,	  Lactate	  ≥	  5mmol/L;	  	  
– 内科的治療を開始して5日間経っても改善しない
complicated	  CDI	  

–  Strong	  recommenda8on,	  moderate-‐quality	  evidence	
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手術の判断は難しい	

•  「内科的治療が失敗するかどうか，予測でき
ない」	  

•  「穿孔は例外として，手術の適応・タイミング
についてコンセンサスがない」	  
– 手術をしても死亡率は35~80%という報告もある	  
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•  Colectomyに至っても
死亡率は高いが，非
手術患者では更に死
亡率が高い	  

•  交絡因子調整後，	  
緊急colectomyは	  
内科的治療のみより
も死亡リスクが低い 	  
(OR	  0.22;	  95%CI	  
0.07-‐0.67;	  P<0.008)	  

49	

Ann	  Surg	  2007;245:	  267.	

Impact	  of	  Emergency	  Colectomy	  on	  Survival	  of	  Pa:ents	  
With	  Fulminant	  Clostridium	  difficile	  Coli:s	  During	  an	  

Epidemic	  Caused	  by	  a	  Hypervirulent	  Strain	



•  CD腸炎と診断された入院患者4796例を調査 (1996年1月~2007年
12月)	  

•  劇症型CD腸炎	  (=腸切除かICU入室を要したCD腸炎)	  を呈したのが
199例 (4.1%)	  

•  腸切除を施行された患者で死亡率が低い傾向 (OR	  0.49;	  95%CI	  
0.21-‐1.1;	  P=0.08)	  

•  入院理由が劇症型CD腸炎の患者では，外科に入院した患者の方
が手術率が高く (85.1%	  vs.	  11.2%;	  P<0.001)，死亡率も低かった 
(12.8%	  vs.	  39.3%;	  P=0.001)	  

•  外科に直接入院した患者の方が，入院してから手術に到るまでの
期間が短かった (0	  vs.	  1.7日;	  P=0.001)	   50	

Fulminant	  Clostridium	  difficile	  Coli:s	  PaPerns	  of	  Care	  
and	  Predictors	  of	  Mortality	

Arch	  Surg	  2009;144:	  433.	



危険因子を見極めることが，	  
手術の判断に有用かもしれない	

•  劇症型CD腸炎の院内死亡率は34.7%だった	  
•  死亡の独立した危険因子として以下の3つが挙げられた	  

–  70歳以上	  
–  高度の白血球増多 (≥35,000/μL)	  または白血球減少 (≤4,000/
μL)	  または幼弱化 (桿状≥10%)	  

–  心肺不全 (挿管または昇圧剤の使用)	  
•  3因子全て揃うと，死亡率は57.1%	  
•  3因子全て存在しなければ，死亡率は0%だった	   51	

Arch	  Surg	  2009;144:	  433.	



•  1996~2003年の間に劇症型CD腸炎に対して手
術が施行された14例について後向きに解析	  

•  CDIの診断が術前に得られたのはわずか7例 
(50%)	  

•  全死亡率は35.7%	  
•  Total	  colectomyはler	  hemicolectomy	  (左半結腸

切除)	  と比べて死亡率低下と関連	  
–  11.1%	  (1/9)	  vs.	  100%	  (4/4);	  P=0.001	  

•  術式としてはtotal	  colectomyを行うべき，と著者
らは結論	  
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The	  outcome	  of	  surgery	  in	  fulminant	  	  
Clostridium	  difficile	  coli:s	

Colorectal	  Dis.	  2006;8:149.	



•  2009年6月~2011年1月に，ピッツバーグ大学でfulminant	  
CDIと診断された全患者が対象	  

•  CDIと診断され，以下のいずれかが当てはまればfulminant	  
CDIとして手術適応となった：	  
–  腹膜炎	  
–  増悪する腹部膨満/疼痛	  
–  敗血症	  
–  新たに発症した呼吸不全	  
–  新たに開始された，または増量傾向の昇圧剤	  
–  意識変容	  
–  臨床経過の悪化が他に説明できない	  
–  適切な抗菌薬開始後96時間経っても白血球数が改善しない 
OR	  増悪傾向で，>20,000	  OR	  <3,000	  

–  適切な抗菌薬開始後96時間経っても幼弱化が改善せず，桿状
球>10%	

53	

Diver:ng	  Loop	  Ileostomy	  and	  Colonic	  Lavage	  
An	  Alterna:ve	  to	  Total	  Abdominal	  Colectomy	  for	  the	  Treatment	  of	  Severe,	  

Complicated	  Clostridium	  difficile	  Associated	  Disease	
Ann	  Surg	  2011;254:423.	



•  42症例が新しい術式を受けた	  
•  38例 (90%)	  が集中治療を要し，27例 (64%)	  が人工呼吸を要し，31

例 (74%)	  が昇圧剤を要した	
–  loop	  ileostomy	  
–  術中回腸瘻からcolonへ順行性洗浄8L	  
–  術後回腸瘻から順行性にVancomycin注入 500mg/乳酸リンゲル液

500mL	  	  8時間毎 x	  10日間	  
–  Metronidazole	  500mg静注 8時間毎 x10日間の治療は続行	  
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福音となるか？	

•  かつて同施設でcolectomyを行われた患者群
との成績比較	  

•  新しい治療群で30日死亡率減少 (19%	  vs.	  
50%;	  OR	  0.24;	  P=0.006)	  

•  93%	  (39/42)	  の患者で，colonを温存すること
ができた	  
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Agenda	

•  Introduc8on	  
•  Mild,	  moderate,	  severe	  CDIの管理	  
•  Severe	  and	  complicated	  CDIの管理	  
•  再発性CDIの管理	  
•  CDIの診断	  
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Recommenda8on	

•  1回目のCDI再発は，初回エピソードと同じレ
ジメで治療することができる	  

•  ただし，もしsevereであるならばVancomycinを
使用するべき	  

•  2回目のCDI再発は，Vancomycyinパルスレジ
メで治療するべき	  
– Condi8onal	  recommenda8on,	  low-‐quality	  
evidence	
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Recommenda8on	

•  3回目のCDI再発が，Vancomycinパルスレジメ
後にも関わらず発生した場合は，	  
FMT	  (fecal	  microbiota	  transplant	  =便移植)	  を	  
考慮するべき	  
– Condi8onal	  recommenda8on,	  moderate-‐quality	  
evidence	
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Duodenal	  Infusion	  of	  Donor	  Feces	  for	  	  
Recurrent	  Clostridium	  difficile	

•  Background: 再発性CDIはしばしば治療困難	  
•  Objec8ve:	   再発性CDI患者に対して健常人の便を十二指腸に注入する効果の検

討	  
•  Design:	  open-‐label,	  randomized,	  controlled	  trial	  
•  Semng: オランダ，アムステルダム大学病院	  
•  Pa8ents:	  2008年1月~2010年4月	  

–  Inclusion	  
•  18歳以上で最低3か月以上の生存が見込まれる	  
•  少なくとも1コースの抗菌薬治療 (Vancomycin	  125mg	  1日4回 OR	  Metronidazole	  500mg	  1日3回 10日

間)	  後のCDI再燃	  
–  Exclusion	  

•  最近の化学療法，CD4<240を伴うHIV感染症，1日60mg以上の長期PSL使用，CDI治療目的以外に抗
菌薬が投与中，ICU入室，昇圧剤が必要	  

•  Interven8on:	  3群比較	  
–  FMT群：Vancomycin内服500mg1日4回で4-‐5日間治療し，抗菌薬投与最終日に4Lのprepし，

翌日にドナーの便懸濁液を経鼻十二指腸チューブから注入	  
–  標準Vancomycin群：500mg内服1日3回14日間	  
–  標準Vancomycin+腸洗浄群 (day	  4	  or	  5)	  
–  1回目の便注入で再発性CDIとなった場合は，2回目は違うドナーの便で行う	  

•  Measurements:	  	  
–  Primary	  endpoint：10週間後再燃なくCDI関連の下痢が改善している	

59	

N	  Engl	  J	  Med.	  2013;368:407.	



•  各群40名のサンプルサイズを見積もったが，中間解析の結果 early	  termina8on	  
•  FMT群16例：1回目注入後13例 (81%)	  で下痢が改善，残り3例が別のドナー便で2

回目注入を受け，うち2例が改善	  
•  VCM単独群13例：4例で改善 (31%)	  
•  VCM+腸洗浄群13例：3例で改善 (23%)	  
•  副作用：下痢	  (94%),	  腹痛 (31%),	  げっぷ (19%),	  いずれも3時間以内に改善	   60	



Recommenda8on	

•  再発性CDI患者の再発を減らす目的でprobio8cs
を使用するには，限られたエビデンスしかない	  
– Moderate	  recommenda8on（原文のまま）,	  moderate-‐
quality	  evidence	  

•  「いくつかのメタ解析で，抗菌薬関連下痢症 
(an8bio8c-‐associated	  diarrhea)	  の予防に
probio8csが有用であるという結果が出ているが，
CDIの予防・再発予防に有効とする根拠はまだ
乏しい」	  
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•  2003年4月15-‐30日にSaccharomycesによる真菌血症で3名の患者がICU
に入室した	  

•  唯一の危険因子は，CDIの予防として投与されていたProbio8csに含まれ
ていたSaccharomycesだった	  

•  文献レビューでは，57例が報告され，うち17例が死亡	

62	

Probio8csの害	
Saccharomyces	  cerevisiae	  Fungemia:	  	  

An	  Emerging	  Infec:ous	  Disease	

Lactobacillus	  Bacteremia,	  Clinical	  Significance,	  and	  Pa:ent	  
Outcome,	  with	  Special	  Focus	  on	  Probio:c	  L.	  Rhamnosus	  GG	

Clin	  Infect	  Dis.	  2005;40:1625.	

Clin	  Infect	  Dis.	  2004;38:62.	
•  Lactobacillus菌血症89例の検討	  
•  1か月死亡率26%，1年死亡率48%	  
•  重篤な基礎疾患，免疫抑制状態，入院歴，抗菌薬治療歴，手術歴が主

な背景因子	  



Recommenda8on	

•  現時点で有効な免疫療法は存在しない	  
•  IVIGは再発性CDIの治療において，単独で有

用なものではない	  
•  ただし低ガンマグロブリン血症を伴う患者に

おいては，有用かもしれない	  
– Strong	  recommenda8on,	  low	  quality	  of	  evidence	
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特別注意すべき併存疾患	
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以下の患者であれば要注意！	

•  炎症性腸疾患 (IBD)	  患者	  
–  Colectomy後であっても要注意：	  

	  結腸がなくても腸炎を起こすことがある	  
	  Clostoridium	  difficile	  enteri8s	  	  

•  慢性肝疾患患者	  
•  臓器移植のレシピエント 	  
•  今現在悪性腫瘍がある患者で，特に化学療法施行中

患者	  
•  慢性的にステロイドを使用している患者	  
•  低ガンマグロブリン血症の患者	  
•  妊婦，周産期の妊婦・褥婦	  

65	



•  炎症性腸疾患で全結腸切除+回腸瘻手術後に
CD腸炎を生じた6例の検討	  

•  CDIの既往があったのは4例	  
•  全6例で回腸瘻排泄物からのCD	  Toxin陽性	  
•  IBD患者はリスクが高く，結腸切除後であっても
CD	  enteri8sの可能性を疑うことが重要，と著者ら
は結論	 66	

Clostridium	  difficile	  Enteri:s:	  An	  Early	  Postopera:ve	  
Complica:on	  in	  Inflammatory	  Bowel	  Disease	  Pa:ents	  	  

ATer	  Colectomy	
J	  Gastrointest	  Surg	  2007;11:138.	



Agenda	

•  Introduc8on	  
•  Mild,	  moderate,	  severe	  CDIの管理	  
•  Severe	  and	  complicated	  CDIの管理	  
•  再発性CDIの管理	  
•  CDIの診断	  
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Recommenda8on	

•  下痢をしている患者の便のみ，CD検査の検
体として提出するべき	  
– Strong	  recommenda8on,	  high-‐quality	  evidence	  

•  「稀に，(麻痺性)	  イレウスやcomplicated	  CDIと
なっている症例では有形便となることがあり，
その場合は考慮すべき」	  
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•  無症候性キャリアが存在するため，「臨床的
に著明な下痢」を呈した患者に限ってCDIの検
査をする事が重要	  

•  「臨床的に著明な下痢」とは，24時間以内に3
回以上，無形便が出ている状態	  

•  (麻痺性)	  イレウスの状態でCDIが強く疑われ
る状況では，便の固さに関わらず，直腸スワ
ブも含めて検査してもよい	  
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Clin	  Infect	  Dis.	  2013;57:1175.	

Laboratory	  Diagnosis	  of	  Clostridium	  difficile	  Infec:ons:	  	  
There	  Is	  Light	  at	  the	  End	  of	  the	  Colon	



•  治癒判定のためのCD検査は行わない	  
– Strong	  recommenda8on,	  moderate-‐quality	  
evidence	  

•  症状が改善し，治療終了30日後にも関わら
ずCD	  toxin陽性キャリアだった症例が30%存
在した	  
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Clin	  Infect	  Dis.	  1996;22:813.	

Recommenda8on	



Recommenda8on	

•  (PCRも含めた)	  CD	  toxin遺伝子の核酸増幅法 
(NAATs)	  は，Toxin	  A/B	  assayよりもCDIの標準的
診断検査として勝る	  
–  Strong	  recommenda8on,	  moderate-‐quality	  evidence	  

•  GDH抗原によるスクリーニングは，2ステップ法ま
たは3ステップ法に組み入れて使用してもよい	  
–  Strong	  recommenda8on,	  moderate-‐quality	  evidence	  

•  検査の繰り返しはやめるべき	  
–  Strong	  recommenda8on,	  moderate-‐quality	  evidence	
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複数回の検査は必要か？	
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•  現代的2ステップ法	  
– 1.	  GDH抗原 (EIA)	  によるスクリーニング	  
– 2.	  GDH陽性ならば，NAAT	  (PCR)	  に	  

•  現代的3ステップ法	  
– 1.	  GDH抗原 (EIA)	  によるスクリーニング	  
– 2.	  GDH陽性ならば，Toxin	  A/B	  (EIA)	  
– 3.	  Toxin	  A/B陰性ならば，NAAT	  (PCR)	  に	
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Laboratory	  Diagnosis	  of	  Clostridium	  difficile	  Infec:ons:	  	  
There	  Is	  Light	  at	  the	  End	  of	  the	  Colon	

Clin	  Infect	  Dis.	  2013;57:1175.	

NAATを利用すれば，GDHでスクリーニングして，	  
Toxinはもういらないという意見も	



1回目の検査で90%が診断	

Clin	  Gastroenterol	  Hepatol.	  2011;9:665.	

•  検査を繰り返すと感度は100%に近くなる	  
•  3回目以降はほぼプラトー	  
•  ただし，このキットにはGDHスクリーニングは含まれていない	

Repeat	  Stool	  Tes:ng	  to	  Diagnose	  Clostridium	  difficile	  Infec:on	  Using	  
Enzyme	  Immunoassay	  Does	  Not	  Increase	  Diagnos:c	  Yield	
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慈恵医大本院で	  
採用されているキット	  
	  
C.	  DIFF	  QUIK	  CHEK	  COMPLETE	  
	  
GDH抗原とToxin	  A/Bの両方を	  
検出可能	
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J	  Clin	  Microbiol.	  2010;48:603.	  	

•  174検体の検討	  
•  この研究ではGold	  standardと比較し，非CDI例は全例で

GDH陰性 (133/133)	  	  

C.	  Diff	  Quik	  Chek	  Complete	  Enzyme	  Immunoassay	  Provides	  a	  
Reliable	  First-‐Line	  Method	  for	  Detec:on	  of	  Clostridium	  difficile	  

in	  Stool	  Specimens	
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Evalua:on	  of	  the	  C.Diff	  Quik	  Chek	  Complete	  Assay,	  a	  New	  Glutamate	  
Dehydrogenase	  and	  A/B	  Toxin	  Combina:on	  Lateral	  Flow	  Assay	  for	  Use	  in	  

Rapid,	  Simple	  Diagnosis	  of	  Clostridium	  difficile	  Disease	

•  別のC.Diff	  Quik	  Chek	  Complete	  Assay	  (TechLab社)の検討 (284検
体)：Toxigenic	  cultureをgold	  standard	  

•  同社の既存のGDH	  
–  感度100%，特異度94.2%	  

•  同社の新製品C.Diff	  CompleteのGDH	  
–  感度97.6%，特異度94.6%	  

•  同社の既存のToxin	  A/B	  
–  感度59.5%，特異度99.2%	  

•  同社の新製品C.Diff	  CompleteのToxin	  A/B	  
–  感度61.9%，特異度99.2%	  

•  提唱するAlgrorithm	  (3ステップ)	  
–  C.Diff	  CompleteのGDHでスクリーニング	  
–  GDHの結果とToxinの結果が異なった場合に，PCRを提出	  
–  感度100%，特異度99.6%	  
–  日本だとPCRの代わりをどうするかが問題	
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•  GDHも，PCRも，	  
Gold	  standardである
Toxigenic	  cultureも，	  
治療開始後同じ様に検出
率が低下していく	  

治療開始後の検査は感度が下がる	
Does	  Empirical	  Clostridium	  difficile	  Infec:on	  (CDI)	  Therapy	  

Result	  in	  False-‐Nega:ve	  CDI	  Diagnos:c	  Test	  Results?	

Clin	  Infect	  Dis.	  2013;57:494.	

PCRの陰転化率：	  
治療後1日で14%，2日で35%，3日で45%	



複数回の検査は必要か？	

•  Toxinのみで検査せざるを得なかった時代で
は，複数回検査の意味はあったかもしれない	  

•  日本ではまだNAAT	  (PCRなど)	  が現実的では
ないので，今あるツールで代用するしかない	  

•  GDH抗原をスクリーニングに加えることで，追
加検査を省く事ができる	  

•  治療開始後の検査は感度が下がる	  
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CDは芽胞を形成しアルコール無効	  
CDI症例では手洗いをしよう	

御清聴ありがとうございました	  
おしまい	


