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症例 77歳 男性

【主訴】右上腹部痛

【現病歴】

受診5日前から間欠的腹痛が出現
食事量も減り、家族の勧めで受診

嘔吐なし、下痢なし

【既往歴】高血圧

【現症】体温37.2℃、他のvital安定
右下腹部に圧痛
限局的な反跳痛あり、
採血：WBC15800/CRP23.8

【造影CT】上行結腸に壁肥厚、周
囲の脂肪織濃度上昇→憩室炎s/o



?? Clinical question ??

• 外来治療か？入院治療か？

• 抗菌薬の選択は？

• いつ外科コンサルトすべきか



外来治療か？入院治療か？

• 近年、「単純型」の憩室炎では外来治療が入院と比較

しても安全かつ安価である事が証明されている

外来治療外来治療外来治療外来治療 入院治療入院治療入院治療入院治療

軽症 高齢(特に75歳以上)

自力での水分摂取可能 免疫抑制や重篤な併存疾患がある

内服治療遵守が可能 経口摂取不良

症状が安定 症状や炎症所見が顕著

Vital Signが安定 複雑型(膿瘍・穿孔・閉塞・瘻孔)

病院勤務医の技術ホスピタリスト養成講座(日経BP) 

Dig Dis 2007;25:151–159 Diverticular Disease in the Elderly を参考に作成

(Ann Surg 2013;00:1–7)
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まず、関与する細菌について

� 好気性菌

・Escherichia coli 

・Streptococcus spp.

� 嫌気性菌

・Bacteroides

・Peptostreptococcus

・Clostridium

・Fusobacterium spp. J Med Microbiol. 2000 Sep;49(9):827-30.

Aerobic and anaerobic microbiology in 

intra-abdominal infections associated 

with diverticulitis.  より

※単純型憩室炎において、抗菌薬の使用有無は穿孔や再発率に差がないとする報告もある。
Br J Surg. 2012 Apr;99(4):532-9. Epub 2012 Jan 30.

しかし、膿瘍形成した患者数に差があったりと、本当に必要がないのかは結論が出ていない。



抗菌薬の一長一短

腸内細菌群腸内細菌群腸内細菌群腸内細菌群
(大腸菌など大腸菌など大腸菌など大腸菌など)

嫌気性菌嫌気性菌嫌気性菌嫌気性菌
(Bacteroides)

ABPC/SBT △ ◎

CMZ ◯ △〜×

CLDM × △〜×

しかし上記のように両方の起因菌を網羅できているわけではない！
IDSAの腹腔内感染症ガイドラインでも
ABPC/SBTがE.coliへの、嫌気性cephやCLDMがBacteroidesへの耐性
懸念から使用を推奨されていない(B-Ⅱ)

� 実臨床において以下の抗菌薬がよく用いられる



抗菌薬選択 (一般論)

IDSAガイドラインでは

静注治療の場合

• Metro + (CPFX or 3rd ceph)
• PIPC/TAZ or MEPM (重症例)
※日本にはメトロニダゾールの静注薬はまだなく、絶食中にMetro内服をさせる
のかがやや悩ましい選択となる。

内服治療の場合
※ただし初回投与は静注が望ましい(Ann Surg 2013;00:1–7)
• Metro + (CPFX or ST )
• AMPC/CVA

• いずれも合計合計合計合計7-10日間日間日間日間が目安



抗菌薬選択 (我々案)

• 市中発症かつ軽症例

→ABPC/SBT や CMZ から開始・継続か内服で継続
(実臨床では上手く行くケースをしばしば経験する)

• 易感染性/直近に抗菌薬暴露あり/
上記の初期治療に反応がない/敗血症のような重症例

→PIPC/TAZ やその他、広域抗菌薬を考慮

※抗菌薬のみならず、外科的治療の必要性を常に考慮する
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こんな時は外科に相談

• 敗血症
→source controlを考慮

• 止血困難な憩室出血を
伴う場合

• 複雑型に分類される場合

・穿孔/腹膜炎

・膿瘍

・瘻孔
(例：腸膀胱瘻→気尿症)

・狭窄や閉塞

入院した憩室炎の10%は外科的処置が必要とも言われる

• 初期治療から2-3日以内に改善が見られない場合

→CT含め再評価し、Hinchey分類を確認する。



Hinchey 分類
• Stage 1：
憩室炎,傍結腸or間膜内膿瘍形成
→膿瘍が5cm未満＝保存的
→膿瘍が5cm以上＝ドレナージ

(可能なら経皮的に)

• Stage 2：
後腹膜or骨盤内膿瘍形成
→ドレナージが必要
(経直腸的,経腟的,開腹)

• Stage 3 →緊急手術の適応
膿性腹水を伴う汎発性腹膜炎
• Stage 4 →緊急手術の適応
糞便性腹膜炎

限局的限局的

汎発性汎発性

N Engl J Med 2007;357:2057-66. より引用



症例の経過

• 高齢と顕著な炎症所見も踏まえ入院加療

• 腸管安静とABPC/SBT3g q6hで治療開始

• 第3病日には所見は改善

• 経口摂取再開後も増悪がない事を確認して
退院となった



Take Home Message

• 憩室炎を診たら、まず「単純型」か「複雑型」かを
分類し、次に入院治療の必要性を検討する

• 抗菌薬は腸内細菌(大腸菌)と嫌気性菌
(Bacteroides)へのカバーを念頭に置き、
重症度に応じて選択する

• 外科へ相談する展開を知りつつ内科的治療に
あたる



Abbreviations

• ABPC/SBT：アンピシリン/スルバクタム

• AMPC/CVA：アモキシシリン/クラブラン酸

• ceph：セファロスポリン
3rd ceph 第3世代セファロスポリン

• CMZ：セフメタゾール

• CLDM：クリンダマイシン

• CPFX：シプロフロキサシン

• MEPM：メロペネム

• Metro：メトロニダゾール

• PIPC/TAZ：ピペラシリン/タゾバクタム

• ST：スルファメトキサゾール・トリメトプリム


