
東京医科大学茨城医療センター消化器外科主任教授
鈴　木　修　司

（聞き手　山内俊一）

　虚血性腸炎の患者さんで、念のために便培養を行うと、病原性大腸菌が検出
されることがたびたびあります。どういった因果関係が考えられるのでしょう
か。
 ＜福岡県開業医＞

虚血性腸炎と病原性大腸菌

　山内　まず、虚血性腸炎、虚血と名
がついていますので、やはり動脈硬化、
そういったものが原因かなと思いがち
なのですが、必ずしもそうでもないの
でしょうか。
　鈴木　虚血性腸炎の原因として、先
ほどお話があったように、動脈硬化以
外に高血圧や糖尿、ほかの諸要因、あ
といろいろな薬によってもなることが
ありますし、いろいろな原因がありま
す。
　山内　薬でなるケースもあるのです
ね。
　鈴木　はい。
　山内　今回の質問は、病原性大腸菌
というのが挙げられていますが、こう
いった感染も原因としてはありうるの
でしょうか。

　鈴木　感染性腸炎と虚血性腸炎の区
別には難しい部分がありまして、今回
の質問にあったような病態だと、２つ
のことが考えられるようです。
　一つは最初から無症候性に菌を持っ
ていた方がたまたま虚血性腸炎を起こ
して、便の培養が出る場合です。もう
一つは虚血性腸炎様の感染性腸炎が起
きる場合、つまり、病原性大腸菌なり、
いろいろな菌によって腸管粘膜の炎症
を起こして、虚血性腸炎のような病態
を起こすという場合とがあるのです。
　山内　病原性大腸菌に限らないかも
しれませんが、毒素が関連するような
ものがあるのかなという気もいたしま
す。このあたり、わかっているものは
あるのでしょうか。
　鈴木　病原性大腸菌の一部の菌には

毒素産生のものがあって、腸管粘膜を
壊すことで毒素が出てくる。ただ、毒
素を出さない病原性大腸菌もあります
から、そういうものは粘膜障害がもと
で血流障害を起こさせて毒素が出ると
いうことがいわれているようです。
　山内　虚血性腸炎と感染性腸炎の鑑
別は難しいという話ですが、例えば内
視鏡所見での見た目の違いといったも
のはないのですか。
　鈴木　こういう診断に最近では内視
鏡を初期にやることが多いのですけれ
ども、なかなか病態的に同じようなも
のを見てしまうので、カメラでは虚血
性腸炎というかたちで見てしまう場合
が多いです。
　山内　見た目での判断は難しいとい
うことですね。虚血性腸炎はたしか好
発部位は大腸下部でしたね。
　鈴木　下行結腸からS状結腸が多い
です。
　山内　そのあたりに多いという理由
はわかっているのでしょうか。
　鈴木　あまりはっきりしていないよ
うです。
　山内　本当に区別がつきにくいです
ね。もう一つは年齢ですが、動脈硬化
性のものですと、比較的高齢者に多い
かなという印象がありますが、これに
関してはいかがなのでしょうか。
　鈴木　報告では60歳前後の方が多く
て、若干女性のほうが多い傾向になり
ます。

　山内　ということは、年齢が増すご
とに率として多くなるというわけでは
ない。
　鈴木　これまでの調査ではそう報告
されています。
　山内　若年者にもけっこうあるので
しょうか。
　鈴木　時々いらっしゃるようです。
　山内　そうしますと、確かに動脈硬
化だけでは説明し切れないところもあ
るということですね。
　鈴木　はい。
　山内　次に診断についても少しうか
がいたいと思います。まず患者さんは
非常に痛くて苦しい状況にある。その
上に内視鏡はさらに苦しくするからと
いう感じで、最近はCTでの診断も多
いようですが、これはいかがなのでし
ょう。
　鈴木　初期の場合だと、CTを撮る
と腸管の壁が厚くなり浮腫状になって
いて、粘膜障害みたいな症状を認める
こともあります。ただ、早期に、今回
のような虚血性腸炎との鑑別で、特殊
な感染性腸炎もありますから、それを
含めて、カメラを入れる場合も最近で
は多いです。
　山内　やはり特殊なものとの鑑別と
いう意味でも、内視鏡は入れたほうが
いいということでしょうか。
　鈴木　無痛というか、麻酔を使いな
がらやると、患者さんも楽かと思いま
す。ほとんど下痢していますので、そ
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は多いです。
　山内　やはり特殊なものとの鑑別と
いう意味でも、内視鏡は入れたほうが
いいということでしょうか。
　鈴木　無痛というか、麻酔を使いな
がらやると、患者さんも楽かと思いま
す。ほとんど下痢していますので、そ

ドクターサロン64巻３月号（2 . 2020） （199）  3938 （198） ドクターサロン64巻３月号（2 . 2020）

2003本文.indd   39 2020/02/14   14:54



ういう場合は下剤もなしでやられる場
合が多いです。
　山内　前処置があまりいらないとい
う意味では、かえって患者さんにとっ
て苦しまないところもあるわけですね。
　鈴木　そうですね。ただ、問題は腹
膜刺激症状のような形や、おなかの症
状が強い場合は、虚血性腸炎でも壊死
型とか、血流障害の場合がありますか
ら、その場合は診断しないと危ないで
す。
　山内　少しリスクが高いと見てよろ
しいでしょうか。
　鈴木　症状がある場合は虚血性の中
でも一過性から壊死型まで幅がありま
すから、一過性であれば、本当に一過
性で、絶食、点滴で治っていきますけ
れども、壊死型に移行するようなタイ
プだと手術になる例もあります。そこ
は鑑別していかないといけないですね。
　山内　そういったものの治療予後を
決める上でも内視鏡、ということで、
今、便培養というのはルーチン化され
ているのでしょうか。
　鈴木　している場合が多いです。た
だ、お尻から出る場合だと量がある程
度必要になったりする場合もあります。
内視鏡のいい点は、入れたときに直接
その部分から培養が取れるという利点
もありますから、そういう意味でも鑑
別に必要な部分があります。
　山内　ルーチン化して広く検査され
ているとした場合、病原性大腸菌が出

てくる率といったものの報告はあるの
でしょうか。
　鈴木　前の報告になりますけれども、
だいたい虚血性腸炎様の感染性腸炎の
場合、８～９割は病原性大腸菌といわ
れています。
　山内　けっこうな率ですね。
　鈴木　そうですね。
　山内　そういったものからみると、
病原性大腸菌はかなり重要な役割を担
っている可能性があるのでしょうね。
　鈴木　保菌されている方もいらっし
ゃいますから。
　山内　単純に保有しているケースも
けっこう多いのですね。
　鈴木　どちらが先かというのは、先
ほど申し上げたように、２つのものが
ありますね。
　山内　虚血性腸炎を繰り返される方
もけっこういらっしゃるのでしょうか。
　鈴木　再発率がだいたい１割ぐらい
といわれています。
　山内　10％ぐらいということで、そ
ういった方々は動脈硬化がひどいなど
というのはわかっているのでしょうか。
　鈴木　そこははっきりしない部分が
あるようです。
　山内　危険因子についてもあまり解
明は進んでいないのでしょうか。再発
が多いケースがあるわけですね。
　鈴木　先ほど先生もおっしゃったよ
うな因子が一つです。動脈硬化を起こ
させるような基礎疾患を持っている方。

最近では抗凝固薬をのんでいる方も多
いですから、その辺は注意しないとい
けないですね。
　山内　ただし、だんだん年をとって
から増えるわけでもないというところ
がやや不思議ですね。動脈硬化を持っ
ている方すべてが起こすものでもなさ
そうですから、そういった意味でいろ
いろな因子が絡んでいることもありう
るのですね。
　ちなみに、この病気は以前からよく
知られていたものなのでしょうか。
　鈴木　最初の報告は1960年代です。
そういう疾患が確立されたのはそのあ
たりからなので、それほど古くはない
ようです。
　山内　増えているのか、それとも診
断がつくようになったのか、わかりに
くいと見てよろしいですか。
　鈴木　最近、実臨床ではかなり増え
ているのではないかと思います。
　山内　症状は出血が多いですからわ
かりやすいのでしょうか。
　鈴木　腹痛と下血が突然起きた場合、
この疾患や憩室出血をまず疑います。
　山内　症状上はかなりピンと来ても
いい病気ですね。
　鈴木　そうですね。
　山内　最後に治療に関してですが、
軽いものは基本的には経過観察的な対
応でよいのでしょうか。

　鈴木　そうですね。腸管の安静を保
つという意味で、基本的に絶食して補
液というかたちが多いです。
　山内　次の壊死型ですか、こういっ
たものは手術などになるというお話で
したけれども、こちらは大がかりな治
療になるのでしょうね。
　鈴木　腸を切って吻合するような手
術になります。ただ、壊死型の一部は
非閉塞性腸間膜虚血という病気との鑑
別が難しいので、その辺が今、話題に
はなっています。
　山内　かなり広範囲の切除になるの
ですか。
　鈴木　なる場合もあります。
　山内　例えば、大腸を半分取ってし
まうとか。
　鈴木　左半みたいなかたちで取る場
合もあります。
　山内　予防的な薬といったものは今
のところはないのですね。
　鈴木　ないですね。
　山内　先ほど抗凝固薬という話があ
りましたが、抗凝固薬を使っているほ
うがむしろ危険性、リスクがある可能
性もあるのでしょうか。
　鈴木　先ほど薬剤の話をしましたけ
れども、それも一つの要因といわれる
ものもあります。
　山内　なかなか難しいところが多い
ですね。ありがとうございました。
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ういう場合は下剤もなしでやられる場
合が多いです。
　山内　前処置があまりいらないとい
う意味では、かえって患者さんにとっ
て苦しまないところもあるわけですね。
　鈴木　そうですね。ただ、問題は腹
膜刺激症状のような形や、おなかの症
状が強い場合は、虚血性腸炎でも壊死
型とか、血流障害の場合がありますか
ら、その場合は診断しないと危ないで
す。
　山内　少しリスクが高いと見てよろ
しいでしょうか。
　鈴木　症状がある場合は虚血性の中
でも一過性から壊死型まで幅がありま
すから、一過性であれば、本当に一過
性で、絶食、点滴で治っていきますけ
れども、壊死型に移行するようなタイ
プだと手術になる例もあります。そこ
は鑑別していかないといけないですね。
　山内　そういったものの治療予後を
決める上でも内視鏡、ということで、
今、便培養というのはルーチン化され
ているのでしょうか。
　鈴木　している場合が多いです。た
だ、お尻から出る場合だと量がある程
度必要になったりする場合もあります。
内視鏡のいい点は、入れたときに直接
その部分から培養が取れるという利点
もありますから、そういう意味でも鑑
別に必要な部分があります。
　山内　ルーチン化して広く検査され
ているとした場合、病原性大腸菌が出

てくる率といったものの報告はあるの
でしょうか。
　鈴木　前の報告になりますけれども、
だいたい虚血性腸炎様の感染性腸炎の
場合、８～９割は病原性大腸菌といわ
れています。
　山内　けっこうな率ですね。
　鈴木　そうですね。
　山内　そういったものからみると、
病原性大腸菌はかなり重要な役割を担
っている可能性があるのでしょうね。
　鈴木　保菌されている方もいらっし
ゃいますから。
　山内　単純に保有しているケースも
けっこう多いのですね。
　鈴木　どちらが先かというのは、先
ほど申し上げたように、２つのものが
ありますね。
　山内　虚血性腸炎を繰り返される方
もけっこういらっしゃるのでしょうか。
　鈴木　再発率がだいたい１割ぐらい
といわれています。
　山内　10％ぐらいということで、そ
ういった方々は動脈硬化がひどいなど
というのはわかっているのでしょうか。
　鈴木　そこははっきりしない部分が
あるようです。
　山内　危険因子についてもあまり解
明は進んでいないのでしょうか。再発
が多いケースがあるわけですね。
　鈴木　先ほど先生もおっしゃったよ
うな因子が一つです。動脈硬化を起こ
させるような基礎疾患を持っている方。

最近では抗凝固薬をのんでいる方も多
いですから、その辺は注意しないとい
けないですね。
　山内　ただし、だんだん年をとって
から増えるわけでもないというところ
がやや不思議ですね。動脈硬化を持っ
ている方すべてが起こすものでもなさ
そうですから、そういった意味でいろ
いろな因子が絡んでいることもありう
るのですね。
　ちなみに、この病気は以前からよく
知られていたものなのでしょうか。
　鈴木　最初の報告は1960年代です。
そういう疾患が確立されたのはそのあ
たりからなので、それほど古くはない
ようです。
　山内　増えているのか、それとも診
断がつくようになったのか、わかりに
くいと見てよろしいですか。
　鈴木　最近、実臨床ではかなり増え
ているのではないかと思います。
　山内　症状は出血が多いですからわ
かりやすいのでしょうか。
　鈴木　腹痛と下血が突然起きた場合、
この疾患や憩室出血をまず疑います。
　山内　症状上はかなりピンと来ても
いい病気ですね。
　鈴木　そうですね。
　山内　最後に治療に関してですが、
軽いものは基本的には経過観察的な対
応でよいのでしょうか。

　鈴木　そうですね。腸管の安静を保
つという意味で、基本的に絶食して補
液というかたちが多いです。
　山内　次の壊死型ですか、こういっ
たものは手術などになるというお話で
したけれども、こちらは大がかりな治
療になるのでしょうね。
　鈴木　腸を切って吻合するような手
術になります。ただ、壊死型の一部は
非閉塞性腸間膜虚血という病気との鑑
別が難しいので、その辺が今、話題に
はなっています。
　山内　かなり広範囲の切除になるの
ですか。
　鈴木　なる場合もあります。
　山内　例えば、大腸を半分取ってし
まうとか。
　鈴木　左半みたいなかたちで取る場
合もあります。
　山内　予防的な薬といったものは今
のところはないのですね。
　鈴木　ないですね。
　山内　先ほど抗凝固薬という話があ
りましたが、抗凝固薬を使っているほ
うがむしろ危険性、リスクがある可能
性もあるのでしょうか。
　鈴木　先ほど薬剤の話をしましたけ
れども、それも一つの要因といわれる
ものもあります。
　山内　なかなか難しいところが多い
ですね。ありがとうございました。

ドクターサロン64巻３月号（2 . 2020） （201）  4140 （200） ドクターサロン64巻３月号（2 . 2020）

2003本文.indd   40-41 2020/02/14   14:54


	02-019-1
	02-019-2
	02-020-1
	02-020-2



