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症例提⽰ 92歳⼥性
【主訴】発熱
【現病歴】ADL⾃⽴で特記すべき既往のない92歳⼥性。

来院4ヵ⽉前に転倒し腰椎圧迫⾻折を受傷した。
他院で保存的加療後、リハビリ継続⽬的に当院へ転院した。
⼊院中にクロストリジウム・ディフィシル感染症（以下CDI）
を発症したが、経⼝バンコマイシンの投与を10⽇間⾏い
改善を得たため、⾃宅退院とした。
しかし退院後3⽇で38度台の発熱と⽔様便を認め、再来院した。

【既往歴】上記以外の特記事項なし



【現症・検査所⾒】
BP 90/50mmHg、HR 98/分、RR 24-28/分、
SpO2 95%(O2 10L)、 BT 37.1℃
⼝腔内乾燥あり、頸部に痰がらみ⾳を認める
肺⾳：明らかな異常所⾒を認めない
腹部所⾒：平坦、軟・明らかな圧痛を認めない

【⾎液所⾒】WBC 7600/μL、BUN 44.5 mg/dL、
Cre 0.87mg/dL、Na 160mEq/L、K 2.4mEq/L、
Cl 113mEq/L、CRP 15.0mg/dL

【CD 抗原・toxin 検査】ともに陽性
【喀痰Gram染⾊】GPCを中⼼としたPolymicrobial pattern
【胸部CT】両側上〜下葉背側に浸潤影およびスリガラス影あり



【経過①】
・CDI再燃および誤嚥性肺炎の合併と判断し、

経⿐胃管よりバンコマイシンン投与と、
ABPC/SBT静注投与による治療を開始した。

・呼吸状態の改善とともにABPC/SBTを終了し、
バンコマイシンのみ継続した。

・CDIは再発であったため
バンコマイシン漸減療法を⾏う⽅針とした。



【経過②】
・漸減療法として8⽇⽬から

バンコマイシンを半量投与とした。

・しかし治療開始後14⽇⽬に
再度38℃台の発熱と⽔様便を認めた。



【考察】
・バンコマイシン内服漸減療法中のCDI再発

（2回⽬）と考え、2nd lineの治療を
IDSAガイドラインにて調べた。

https://academic.oup.com/cid/article/66/7/e1/4855916



症例の疑問点

CDIに対して
フィダキソマイシンは

バンコマイシンに⽐べて有効か



EBMの5STEP

STEP1 疑問の定式化(PICO)
STEP2 論⽂の検索
STEP3 論⽂の批判的吟味
STEP4 症例への適応
STEP5 STEP1-4の⾒直し
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臨床的疑問

PICO
P：CDIの患者
I：フィダキソマイシン内服
C：バンコマイシン内服
O：有効性はどうか？
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IDSAガイドライン

前述したIDSAガイドラインを参照し、Referenceの中から
フィダキソマイシンとバンコマイシンを直接比較している
本論文を選択した。

https://academic.oup.com/cid/article/66/7/e1/4855916
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論⽂

N Engl J Med 2011;364:422‐31.

CDI患者における
フィダキソマイシン vs バンコマイシン

の⽐較試験（⾮劣勢試験）



論⽂の背景

・近年、CDIの増加が著しく、若く健康な⼈でも
市中発症が⾒られるようになった。
また、NAP1/BI/027といった強毒株の出現が⾒られ、
治療反応性の低下と再発の増加が⽬⽴つようになった。

・フィダキソマイシンはin vitroでバンコマイシンに⽐べ
強毒株に対して反応良好であり、Open-labelで⾏った
phase 2 trialでは治療反応性と再発の少なさにおいて
バンコマイシンよりも優れた結果が既に報告されていた。



論⽂のPICO

P：16歳以上のCDI患者
I：フィダキソマイシン内服
C：バンコマイシン内服
O：臨床的治癒



Patient
<Inclusion criteria>
・16歳以上
・アメリカの52医療機関、カナダの15医療機関で

CDIと診断された
・ランダム割り付けされる24時間以内に3⾏の下痢、

48時間以内にCDトキシンA or Bが陽性
・24時間以内にメトロニダゾールorバンコマイシン

の内服を⾏っていてもよい
・ただしその他のCDI治療薬
（bacitracin, fusidic acid, or rifaximin）は内服していない



Patient
<Exclusion criteria>
・Life-threatening or Fulminant CDI
（WBC3万以上、体温40℃以上、収縮期⾎圧<90mmHg、

敗⾎症性ショック、腹膜刺激兆候陽性、重度の脱⽔）
・中毒性巨⼤結腸症
・フィダキソマイシン投与歴
・潰瘍性⼤腸炎/クローン病の既往
・3カ⽉以内に2回以上のCDIを発症
・妊娠中/授乳中



Intervention/Comparison
両群とも6時間ごとに⾒た⽬が同じ錠剤を
10⽇間内服する

<Intervention>
12時間ごとにフィダキソマイシン200mg内服+その間の6時間
おきにプラセボ内服
<Comparison>
6時間ごとにバンコマイシン125mg内服

0ｈ 6ｈ 18ｈ 24ｈ

Intervention

Comarison バンコマイシン バンコマイシンバンコマイシンバンコマイシン

フィダキソマイシン フィダキソマイシンプラセボ プラセボ



Outcome
<Primary outcome>
・臨床的治癒
（⼆⽇続けて軟便が3⾏以下になり、

追加の治療が不要と担当医師から判断される）

<Secondary outcome>
・治療終了から4週間以内の再発
・Global cure（再発の⾒られない治癒）



批判的吟味

①結果は妥当か
②結果は何か
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①結果は妥当か

・患者はランダム割り付けされていたか
・ランダム化割り付けは隠蔽化されていたか
・Base lineは同等か
・研究はどの程度盲検化されていたか
・患者はIntention to treat解析されたか
・追跡率・脱落率はどうか
・試験は早期中⽌されたか
・サンプルサイズはどうか



患者はランダム割り付けされていたか

・ランダム化されている
・コンピュータを使ってランダム化
・CDIが初発か再発かで層別化がなされている
・隠蔽化についてはInteractive Voice Response System company

のみがランダム割り付けを分かっているとprotocolに記載あり



Base lineは同等か

・両群のベースラインはほぼ同等
・若く、かつ外来患者が多い



研究はどの程度盲検化されていたか

・対象者は実薬＋偽薬両⽅内服しており、
対象者・現場担当者ともに盲検化されている

・Interactive Voice Response System
companyのみがランダム割り付けを
分かっていると記載があるため、
解析者に関してもおそらく盲検化されている



追跡率・脱落率はどうか

・追跡率は
介⼊群で100%
(1名評価できず)
対象群で100%
(1名評価できず)

・脱落率は
介⼊群で13%
(17名治療完遂できず、
4名プロトコル違反)

対象群で14%
(21名治療完遂できず、
4名プロトコル違反)



患者はIntention to treat解析されたか

Intention-to-treat解析及び
Per-protocol解析を⾏っている



試験は早期中⽌されているか

・早期中⽌はされていない



サンプルサイズはどうか

・90％の検出⼒、有意⽔準⽚側2.5％、
⾮劣性マージン10％、バンコマイシンの治癒率
85％とすると各群265名が必要である

・両群ともに265名以上確保できている
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②結果は何か

・結果はどのように示されたか

・副作用の大きさはどれくらいか



結果はどのように⽰されたか
<Primary outcome>

臨床的治癒は両群で差がなく、
⾮劣勢であることが⽰された



結果はどのように示されたか

<Secondary outcome>

・再発はフィダキソマイシン
で少ない

・Global cureは有意差なし



副作⽤の⼤きさはどれくらいか

・重⼤ではない副作⽤は概ね同等

・悪寒がバンコマイシン群で多い

・めまいと発疹は
フィダキソマイシン投与群で多い
ただし投与薬と関係なさそう
との記載あり



副作⽤の⼤きさはどれくらいか

・重⼤な副作⽤は概ね同等

・⾎液検査異常が
フィダキソマイシン群で多い
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結果を本患者にどのように適⽤できるか

✔研究結果は⾃⾝の診療における患者に適応可能か
本症例は研究対象よりも若年者であり、⽇本では
アメリカ・カナダに⽐べ強毒株C.difficileは少ないとされる。
また、本研究の対象は本症例のような治療後の再発を含んで
いるものの、初発も多数含んでおり、注意すべきである。

✔研究結果は患者に利益をもたらすか
本論⽂で証明されているのはフィダキソマイシンの有効性が
バンコマイシンに⽐べ⾮劣勢であること。
それでも⼆次アウトカムの再発の少なさと合わせ、
バンコマイシンに治療抵抗性を⽰した場合の
2nd-lineとして期待できる。
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STEP5 STEP1-4の⾒直し

Step1
疑問の定式化は特に問題なかったと考える。

Step2
適切に論⽂選択ができた。

Step3
・あくまで⾮劣勢試験である。
・再発症例と初発症例が混じっている。
・10⽇間投与での⽐較であり、

バンコマイシン漸減療法との⽐較ではない。



STEP5 STEP1-4の⾒直し
Step4
・バンコマイシンと同等の治療有効性が期待できるため、

バンコマイシン治療後の再発に対する2nd-lineとして
期待できる。

・ただし⽇本では強毒株であるBI/NAP1/027 strainは少ない
とされており、薬価（バンコマイシン（ジェネリック）
約1100円/⽇vsフィダキソマイシン約7800円/⽇）を
考慮するとCDIに対する1st-lineとしては合理性に⽋ける。

・バンコマイシン漸減療法は⼊院の⻑期化と治療コストの
⾼騰化につながる場合が多く、再発症例に対する2nd-line
を考える場合はそれぞれのメリットとデメリットを考えて
選択する必要がある。



本症例のその後

✔バンコマイシン漸減療法に治療抵抗性を⽰し、
⼊院14⽇⽬よりフィダキソマイシンに変更し、
10⽇間の投与を⾏った。

✔症状の改善を得たものの、廃⽤の進⾏により
経⼝摂取が困難となった。

✔ご家族と終末期に関する話し合いを⾏い、
年齢等も考慮し当院で看取りを⾏った。



結語

✔CDIに対するフィダキソマイシン投与は、
バンコマイシンと同等の治療有効性を⽰す。

✔再発が少ないとされる結果も出たが、あくまで
⼆次アウトカムであり、追試での確認が必要。

✔薬価を考慮すると1st-lineではなく
2nd-lineとしての使⽤が望ましい。


