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潰癌性大腸炎の治療はこれまでサラゾピリソ

とステロイド剤が主として使用されてきた.し

かし,最近では潰癌性大腸炎患者の糞便中の細

菌叢の変動が注目され,メトロニダゾールの投

与も検討されている.今回我々は他剤無効の潰

癌性大腸炎患者にメトロニダゾ-ルの投与を試

み,良好な成績を得たので報告する.

症例1は37才の女性であり,全結腸炎型潰癌

性大腸炎の患者である.ステロイド剤が無効で

あったが,メトロニダゾールの併用により緩解

となった.

症例2は74才の女性でサラゾピリソ投与中に

症状の増悪をきたしたため,メトロニダゾール

を単剤で使用し,症状の緩解が得られた.

症例3は32才の女性である.ステロイド剤の

注腸による治療が無効であったが,サラゾピリ

ソとメトロニダゾールを併用し,緩解した.他

剤無効例に対してメトロニダゾ-ルの投与は有

用だと思われた.

I.はじめに

本邦においても非特異性炎症性腸疾患と呼ば

れる潰癌性大腸炎やクローソ病が増加している.

本邦におけるクローソ病の治療はbowel restを

主目的としたTPNないしは成分栄養法が主体

となってきた.薬物療法としてはサラゾピリソ,

ステロイド剤,免疫抑制剤に加えて,最近にな

りメトロニダゾー)Vが使用されており,その効

果が明らかにされてきている1)　方,潰癌性

大腸炎においては, TPNの効果は否定的で

あり2),薬物療法においてはステロイド剤とサ

ラゾピリソが主体に使用され,免疫抑制剤やク

ロモグリク酸ナトリウムの投与も試みられてい

る3).また,最近潰癌性大腸炎においてもメト

ロニダゾ-ルの投与が検討されており,有効で

あった症例の報告も認められる4).

我々もサラゾピリソやステロイド剤が無効で

あった症例にメトロニダゾールを投与し,臨床

効果を認めたので,これらの症例についてその

概要を報告する.

II.症　　例

症　例: 1　37才,女性

主　訴:貧血

家族歴・既住歴・生活歴:特記事項なし

現病歴:昭和51年より血便,発熱,皮膚症状

等が出現した.近医にて潰癌性大腸炎の診断を

受け,入退院を繰り返してきたが昭和60年7月

より皮膚症状が増悪したため当院皮膚科を受診

し,壊症性膿皮症の診断を受けた.また同科に

て高度の貧血を指摘されたため同年9月17日当

科に入院となった.

入院時現症:体格中等度,体温37.5℃,血圧

150/80mmHg (膝窟動脈) ,脈拍136/分・

餐,両側上肢の脈拍は触知できず,顔面,胸部,

両上肢,両下肢に潰疹および潰痴癖痕が散在し

た.胸部では呼吸音に異常を認めなかったが胸

骨右縁に収縮期及び拡張期心雑音(Levinell

皮)を聴取した.腹部では肝を肋弓下に3横指

触知し,また旺門部に外痔核を認めたが,直腸
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指診では異常所見を認めなかった.

入院時検査成績:高度の貧血と白血球増多,

血沈克進, CRP強陽性等の炎症所見が認めら

れた(Tablel) .また,胸部Ⅹ線では左第-

弓の突出を認め,大動脈造影にて上行大動脈か

ら下行大動脈にかけての大動脈癌を認めた.注

腸造影では,直腸から右結腸曲におよぶ炎症性

ポリープの所見を認めた(Fig.1) .

入院後経過(Fig.2) :壊痘性膿皮症および

大動脈炎症候群という稀な合併症をもつ全結腸

炎型潰癌性大腸炎として,サラゾピリソとプレ

ドニゾロソ1日30n甘内服による治療を開始した.

臨床症状並びにC R P等の炎症所見は速やかに

改善し,プレドニゾロソは1日10�"}まで減量で

きた.しかし,昭和61年8月,外泊をきっかけ

に下血と発熱をきたし,再燃した.ステロイド

剤を増量し,これを注腸および静江にて投与し

たが,症状の改善がみられず,メトロニダゾ-

ル1日1.09を経口授与したところ,臨床症状

および炎症所見の著明な改善が得られた.なお,

メトロニダゾール投与後知覚異常(足先のしび

れ感)が出現したが,減量により軽快した.

Table 1 Laboratory data on admission of case 1

CBC

RBC　256 xlOVmnf

Hb　　　　4.5 g/dl

Ht　　　　18.2 %

Pit　26.6 xlO▲/Ⅶm'

WBC　13500 /mm3

ESR　　　　160　tnm/hr

Serol ogy

CRP　　　　6+

ANA　　(-)

IgG　1800 mg/dl

IgA　　780 mg/dl

IgM　　340 mg/dl

Feces ana一ysis

Occult blood (-)

Paras i tes　　(-)

CuIturelCandidaC什)

Unnalysis

Tuberculin test (-)

Blood chemistry

T P　　7.0 g/dl

A1　　　45.8 %

αi-g1　5.i

αz-gl 15.8%

β一g1 12.35!

γ-gl　20.5%

Glu　　　78 mg/dl

BUN ll mg/dl

Crtn 0.84 mg/dl

T-Bit 0.7mg/dl

GOT　　13 IU/l

GPT　　　22 IU/1

Al-P　　21.　KA.U

LDH　　　282 I〕/I

t-GTP 104 IU/1

ch-E 0.36　4PH

Fe　　　21 ug/dl

Coagulation N P

29

症　例: 2　74才,女性

主　訴:粘血便

家族歴・生活歴:特記事項なし

既住歴:昭和59年,変形性膝関節症

現病歴:昭和55年より粘血便が出現し,近医

にて潰癌性大腸炎の診断を受けた.以後サラゾ

ピリン1日1.5サないし3.09の経口投与により

比較的良好にコソトロールされていた.しかし,

昭和60年5月頃から下痢と粘血便による症状が

増悪し,全身倦怠感や発熱を伴うようになった

ため当科を紹介され,同年8月入院となった.

なお, 3ヶ月で6k甘の体重減少があった.

入院時現症:体格中等度,体温36.3℃,血圧

94/62mmHg,脈拍80/分・整,眼喰結膜に

貧血なく,眼球結膜に黄症を認めなかった.口

腔内には,アフタが散在した.胸部では心音,

呼吸音に異常を認めず.腹部では肝牌を触知せ

ず,圧痛も認めなかった.直腸診にて指嚢に血

液の付着を認めた.

入院時検査成績(Table　2) :貧血と低蛋白

血症および白血球増多,血沈元進, CRP強陽

Fig.l Barium enema of case 1 showing a loss

of haustra and inflammatory polyps in the rectum

to the hepatic flexure.
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性などの炎症所見を認めた.検便では潜血が強

陽性であったが,アメーバ原虫は陰性,結核菌

は培養陰性であった.また血清赤痢アメーバ抗

体や, PPD反応も陰性であった.注腸造影

(Fig.3)では,大腸全体の連続性額粒状陰影

と小猿癌を認めた.大腸内視鏡(Fig.4)では,

縦走傾向のある潰疫と,円形から不整形の下掘

れ傾向のある潰癖を認め,腸結核,赤痢アメー

バ症,クローソ病と鑑別を要する所見であった.

Table 2　Laboratory data on admission of case 2

CBC

RBC　346 xlOVmnf

Hb　　　　9.9 g/dl

Ht　　　　　31.9 %

Plt　59.2 xlO▲/¶m)

WBC　　　7100 /mm3

ESR　　　　　58　mm/hr

Serol ogy

CRP　　　　　5+

IgC　1405 mg/dl

IgA　　384 mg!JI

IgM　　　38 mg/dl

E.histolytica Ab (-)

Feces analysis

Occult blood (冊)

E.histolytica (-)

Cul ture:

normal flora

Tbc　(-)

Blood chemistry

TP　　　5.7 6/dl

Alb　　3.3 g/dl

Glu　　83 rug/dl

BUN l昭/d I

Crtn 0.91 mg/dl

T-Bi1 0.3mg/dl

GOT　　　25 IU/I

GPT I 〕/I

Al-p　　5.0 KA.U

LDH　　　318 IU/1

T-chol 152 mg/dl

TG　　　82 mg/dl

Coagul ation

PT　　　15.0 sec

PTT　　　44.0 sec

Fbn　　462 mg/dl

〕rinalysis N P

Tubercul in test(-)

なお,潰揚部からの生検組織では赤痢アメーバ

は陰性であり,結核菌の培養も陰性であった.

入院後経過(Fig.5) :診断的治療を兼ねて

抗結核薬を投与したが効果なく,また,抗結核

薬によると思われる発疹が全身に出現したため,

抗結核薬は中止とし,メトロニダゾ-ル1日

1.0?を経口投与したところ,臨床症状および

検査所見の著明な改善が得られた.本例は当初

病変部位が右側結腸のみであったことより潰癌

性大腸炎は否定的であった.しかし,最終的に

は直腸からの連続性病変であり,抗結核薬が無

効で,便中および潰窟部のアメーバ原虫および

血清アメーバ抗体も陰性であり,且つ,前医で

の経過等によりクローソ病や腸結核は完全には

否定できないまでも潰癌性大腸炎の可能性が高

いと思われた.

症　例: 3　32才,女性

家族歴・既住歴・生活歴:特記事項なし

現病歴:昭和56年より粘血便があったが放置

していた.昭和57年7月下痢が増悪したため近

医受診し,潰癌性大腸炎の診断を受けた.サラ

ゾピリソの投与にて緩解し,翌58年2月頃まで

通院加療を続けた.転居のため一時治療を中断

していたが,昭和58年7月より再び血便が出現

し,同年9月当科外来に紹介となった.

現　症:体格中等度,体温36.8℃,脈拍60/

分・整,眼険結膜に貧血なく,眼球結膜に黄垣

を認めなかった.心音,呼吸音に異常なく,顔
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Fig.5 Clinical Course of Case 2

部では左下腹部に索状物を触れたが圧痛はなかっ

た.肛門部および直腸診では異常を認めなかっ

た.

検査成績:検便で潜血反応が陽性であった以

外血液,生化学,血清,検尿等で異常所見を認

めなかった.注腸造影では全結腸に微細類粒状

陰影を認めた.

臨床経過(Fig.6) :サラゾピリンを主に,

増悪時にはベタメサゾソ坐薬を併用して比較的

良好な経過であったが,昭和60年9月服薬中断

をきっかけに下血をきたし,再燃した.サラゾ

ピリソに加えてステロイド剤の坐薬および注腸

を行ったが効果なく,メトロニダゾ-ル1日

1.09を経口投与したところ,臨床症状は軽快

した.

III.考　　察

メトロニダゾ-ルは抗トリコモナス剤として

合成された化学療法剤であるが, 1969年Princes

ら5)が嫌気性菌に対する抗菌効果を明らかにし

て以来,抗嫌気性菌剤としても注目されてきた.

炎症性腸疾患に対しては1975年Ursingら6)によ

るクローソ病における有効例の報告以来,クロー

ソ病に対するメトロニダゾ-ルの効果は次第に

明らかになってきた1).メトロニダゾ-ルのク

ローソ病に対する作用機序としては,腸管内細

菌叢に対する抗菌作用が主なものであると考え

られている.メトロニダゾ-ルはクローン病患

者のBacteroides floraを減少させるとの報告

があるが7.8)病因との関係は明確ではない.普

た,抗菌作用のほかにも好中球の遁走能を高め,
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Fig.6 Clinical Course of Case 3

免疫賦活作用を有し9),さらにある種の細胞性

免疫を抑制すること10)が知られているが詳細は

なお,明らかではない.

一方,潰癌性大腸炎の薬物治療に関しては従

来よりサラゾピリソとステロイド剤が主であり,

メトロニダゾールの本症に対する効果はこれま

で知られていなかった.しかし, 1970年代になっ

て嫌気性菌の培養が広く行われるようになり,

潰癌性大腸炎の病因と腸内細菌叢の関係が注目

されてきた.今回の我々の症例においては腸内

細菌叢の検索はおこなわれていないが,一般に

潰癌性大腸炎患者の腸内細菌叢の特徴は,総菌

数および嫌気性菌の減少と好気性菌の増加が知

られている1ト13)しかし,その発症に関して特

定の菌種は兄いだされてなく,現在では腸内細

菌叢の異常が関係するなんらかの免疫学的異常

が関与して発症すると考えられている-3).普

た,実験的潰傷性大腸炎頬似病変においては

Bacteroides　との関連が注目されており,その

発症に関してメトロダゾールの予防的効果を認

めた報告もなされているM)

従来より激症型潰癌性大腸炎に対してステロ

イド剤に加えてメトロニダゾ-ルの静脈内投与

が行われてきたが-5),その効果には否定的な報

告もある16)しかし,今回の我々の症例ではい

ずれもメトロニダゾ-ルの経口投与により緩解

に導き得た.従ってメトロニダゾ-ルの潰癌性

大腸炎に対する効果は腸管内局所での作用が主

であると思われ,腸内細菌叢への影響が示唆さ

れた.また,症例1ではステロイド剤に併用し,

症例2ではメトロニダゾ-ル単独で,症例3で

はステロイド剤注腸が無効でサラゾピリソと併

用していずれも効果が認められた.初回投与量

はいずれも1日1.09と比較的少量で開始し,

緩解後の漸減も可能であった.また,副作用は

症例1で知覚異常(足先のしびれ感)を認めた

のみで,これは減量により軽快した.以上より

濃癌性大腸炎の薬物療法に関して,メトロニダ

ゾ-ルはサラゾピリソやステロイド剤無効例に

対しても効果が期待でき,比較的安全に投与可

能な薬剤であると思われた.

Ⅳ.結　　語

メトロニダゾ-ルが有効であった濃癌性大腸

炎3例を報告した.
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Abstract

Sulfasalazine and corticosteroids have been used for the treatment of ulcerative colitis. Recently,

it is investigated to use metronidazole for treatment of ulcerative colitis. We tried to use metronidazole

for three patients with ulcerative colitis , to whom neither sulfasalazine nor corticosteroids were effective.

In case 1 the patient was 37-year-old female,to whom conticosteroids had t治en ineffective. After

treatment by metronidazole together with corticosteroids, the symptoms were improved. In case 2

the patient was 74-year-old female, who had relapsed during treatment with sulfasalazine. Treatment

with metronidazole alone resulted in the remission of disease. In case 3 the patient was 32-year-

old female, to whom the treatment with sulfasalazine and corticosteroids enema had been ineffecitve.

By use of metronidazole together with sulfasalazine, she had remission.

It seems that metronidazole is useful for the treatment of ulcerative colitis, especially in patients

who did not respond to other drugs.
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