
　齊藤　Clostridium diffi cile感染症に
ついてうかがいます。
　これはどういったものなのでしょう
か。
　森　Clostridium difficileは、グラム
陽性桿菌で、嫌気性菌ですが、環境、
ヒトや動物の腸管内にいる微生物です。
　齊藤　ヒトの腸にも普通にいるので
すか。
　森　健康の方で２％ぐらい保菌して
いる方がいらっしゃるといわれている
のですが、特に入院などを経験された
方などは２～３割ぐらい腸管内に保菌
しているといわれています。
　齊藤　子どもではどうですか。
　森　特に２歳未満のお子様ではほと
んどの方が保菌しているといわれてい
ます。ただし、Clostridium difficile感
染症にはほとんどならないといわれて
います。
　齊藤　どういった感染症なのでしょ
うか。
　森　一般的には抗菌薬関連腸炎とい
われていまして、抗菌薬を使うことに

よって腸管内の常在細菌叢の菌が死ん
でしまって、その中で抗菌薬が効かな
いClostridium difficileが増殖します。
そして毒素を出すことによって腸炎を
引き起こすといわれています。
　齊藤　通常は下痢症状ですか。
　森　主には下痢症状がメインになっ
てきます。ただし重症化してきますと、
イレウスになって、便が出ないという
こともあります。
　齊藤　抗菌薬使用となると、院内で
起こることが多いのですか。
　森　そうですね。もともとは病院内
で発症する下痢症の多くがこのClostri-
dium difficile感染症といわれています。
特に、アメリカでは、過去にはMRSA
が院内の感染症の一番多い原因菌とい
われていたのですが、今はClostridium 
difficileが院内感染で一番多い原因菌
といわれています。
　齊藤　院外もありうるのでしょうか。
　森　Clostridium difficileはもともと
院内の感染が主だったのですが、最近
市中での発症も多いといわれていて、

海外のデータになりますが、Clostri-
dium difficile感染症の中で２～４割は
市中発症といわれています。
　齊藤　その場合も抗菌薬関連なので
すか。
　森　抗菌薬関連のものもありますが、
病院内の発症と異なり、抗菌薬を使っ
ていない患者さんで発症したり、あと
は若年者での発症も市中発症の特徴と
いわれています。
　齊藤　感染経路はどうですか。
　森　幾つか推測されているものがあ
るのですが、一つは先ほどお話しした
小児との接触、特に２歳未満の小児と
の接触はClostridium difficile感染症の
リスクといわれています。あとは、食肉
などの食べ物です。ヨーロッパでは家
畜から分離されるClostridium difficile
と、ヒトから分離されるClostridium 
difficileが同じ遺伝子といわれていて、
食肉からヒトに伝播していることも推
測されています。
　齊藤　Clostridium difficileも病原性
が強いものと、そうではないものがあ
るのでしょうか。
　森　Clostridium difficileは非常にた
くさんの種類があるといわれています。
中でも2000年以降、カナダのケベック
州でアウトブレークをしたBI/NAP1/ 
027という強毒素産生株があるのですが、
非常に重症化するといわれていて、こ
こ10～20年の中で、Clostridium diffi-
cileの罹患率や死亡率が増えている原

因といわれています。
　齊藤　症状があって疑った場合、ど
ういう診断法があるのでしょうか。
　森　まずは疑うのが非常に大事で、
診断するためには、日本ですと診断キ
ットを使うことになります。GDH抗
原といいまして、Clostridium difficile
の抗原を検索するもの。それから、
Clostridium difficileが出すトキシンを
調べる検査がありますので、これを使
用するのが一般的になります。
　齊藤　これは簡単にできるのでしょ
うか。
　森　比較的簡単にできるキットにな
っていて、外来や入院中でも数時間で
結果が出ます。
　齊藤　便を用いるのですか。
　森　基本的には下痢便を用いて検査
を行います。
　齊藤　どんな結果が得られるのでし
ょうか。
　森　一つは、Clostridium difficileが
存在する場合はGDH抗原が陽性にな
ります。もう一つ、トキシンですが、こ
れはClostridium difficileが毒素を出し
ていれば陽性になりますし、Clostri-
dium difficileの中には毒素を出さない
ものもありますので、その場合は陰性
になります。
　齊藤　毒素が悪いことをするのでし
ょうか。
　森　基本的には毒素が腸管に働いて
腸炎を起こすといわれています。
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　齊藤　いわゆる遺伝子を見る検査な
どはどうなのでしょうか。
　森　基本的には、菌ですので、PCR
法など海外で行うような検査もありま
すが、日本ではまだ一般的には使われ
ていません。実際にはこのキットを使
うのが一般的になります。毒素に関し
ては感度が低いといわれていますので、
陰性と出たとしても、実際には陽性の
ものが隠れている場合もあります。
　齊藤　疑ってみることが重要なので
しょうか。
　森　まずは疑わないとこの検査がで
きませんので、疑うのが一番大事にな
ってきます。医療従事者がClostri dium 
difficile感染症に対する知識を持って
いないと検査ができません。日本では
疑って検査をする頻度が非常に低いと
いわれていますので、実際にはもう少
したくさんの患者さんがいらっしゃる
可能性があるかと思います。
　齊藤　季節はあるのですか。
　森　季節は特定のものはないかと思
います。
　齊藤　診断のあとはどうなるのでし
ょうか。
　森　一般的には、もし抗菌薬を使わ
れている患者さんの場合は、可能であ
れば使っている抗菌薬を中止するのが
一つ。そして治療薬としては、メトロ
ニダゾールという薬とバンコマイシン
という薬があります。中等症以上のも
のに対してはバンコマイシンが優先し

て使われますが、一般的にはメトロニ
ダゾールが第一選択薬として使われて
います。
　齊藤　日本ではその２種類というこ
とですね。
　森　はい。
　齊藤　これはかなり以前から使われ
ているものですね。
　森　そうですね。Clostridium diffi-
cile感染症が臨床で重要といわれだし
たのが1970年代になりますが、それ以
降、30～40年はこの２種類の薬が使わ
れてきている状況です。
　齊藤　新しい薬もあるのですか。
　森　海外ではフィダキソマイシンと
いうものが新しい薬として使われるよ
うになってきていますが、まだ日本で
は治験の段階です。
　齊藤　薬を使わない治療もあるので
すか。
　森　Clostridium difficileは腸管の感
染症ですので、通常の常在細菌叢に戻
すのが非常に大事といわれています。
そのため整腸剤を使ったり、あと最近
はふん便移植療法といいまして、健康
な方のふん便を腸管内に移植するとい
うか、入れる治療が盛んに海外では行
われて、非常によい成績をおさめてい
ます。
　齊藤　これはまだ日本では行われて
いないのですか。
　森　実際に治療法として認可もされ
ていませんので、行われている施設は

ほとんどないかと思われます。
　齊藤　予防対策はどうでしょうか。
　森　この菌は、芽胞を形成する特徴
がありますので、手洗いや、特に病院
内では医療従事者を介した感染が非常
に問題になっています。適正な感染対
策が大事かと思われます。
　齊藤　手洗いはどんな方法で行うの
ですか。
　森　この菌はアルコール消毒が効き

ませんので、しっかりと石けん、流水
で手を洗うことが大事です。環境の場
合は次亜塩素酸で消毒するのが非常に
重要です。
　齊藤　ふん便から出てくるというこ
とになるのですね。
　森　基本的にはそうです。ふん便が
ついた物品や環境にも注意が必要です。
　齊藤　どうもありがとうございまし
た。
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