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A F 11 UC 0 E3 , S0 1 0 6NA NA NO NO NO
B M 14 UC 0 E4 , S0 1 0 NA NA NO YES NO
C F 14 UC 0 E4 , S1 2 1 A-B-CDT- MI1618 NO NO NO

D F 6 UC 0.79 (0-15） E4 , S0 19 15 A-B-CDT- MI1501/MI1612/
MI1701/MI1705 NO YES YES

E M 8 UC 15 E4 , S0 1 0 NA NA NO YES NO
F M 13 UC 15 E4 ,   -  2 1 A-B-CDT- MI1609 NO YES NO
G F 10 UC 30 E4 , S1 1 0 NA NA NO YES YES
H M 13 UC 35.9 (0-70) E4 , S1 12 0 NA NA NO YES NO
I F 10 UC 40 E4 , S1 1 0 NA NA NO YES YES
J M 5 UC 85 E4 , S1 2 0 NA NA NO YES NO
K F 5 UC - - 4 0 NA NA NO NO NO
L M 13 CD 15 A1b , L2 , B2 , G1 2 1 A+B+CDT- type 014 NO YES NO

Clinical background of 12 patients and C. difficile  isolation

1Sex(F,Female; M,Male);  2Diagnosis(UC,ulcerative colitis; CD,Crohn's disease); 3PUCAI,Pediatric Ulcerative Colitis Activity INdex; 4PCDAI,Pediatric Crohn 's Disease Activity INdex; 5toxin-producing type
(A-B-CDT-, toxin A-negative, toxin B-negative, binary toxin-negative; A+B+CDT-, toxin A-positive, toxin B-positive, binary toxin-negative); 6NA, not applicable.
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Background
Clostridioides difficile infection (CDI) has been reported to complicate the course of inflammatory bowel diseases (IBD) such as ulcerative 

colitis (UC) and Crohn's disease (CD). Pediatric IBD patients have more aggressive and extensive diseases than the adults, and consequently 
they require more antibiotics, corticosteroids and immunosuppressive drugs.  The management of CDI may be more crucial in children with 
IBD, however, there are few studies about the role of C. difficile in pediatric IBD in Japan.

Purpose
We investigated intestinal colonization of C. difficile in pediatric IBD patients, and its correlation with disease activity of IBD.

Summary
• A total of 48 stool specimens were obtained from 12 IBD pediatric patients. 
• Disease activity index ranged 0 to 85 points (average 17.5 points) among 11 UC patients, and was 15 points in one CD patient.
• Of 46 specimens from UC patients, 17 were positive for C. difficile.
• Among 17 isolates recovered from 3 UC children, 6 different PCR-ribotypes were identified. The child with CD was examined twice, and 

C. difficile was recovered on one of the occasions. 
• Of 18 isolates obtained, only one from a UC patient was toxin A-positive, toxin B-positive binary toxin-negative and typed as PCR-

ribotype 014, and the remaining 17 were all non-toxigenic. 
• The disease activity scores in 4 patients when C. difficile was isolated were low from 0 to 15 points.2015

Materials and Methods
Eleven UC patients and one CD patient (5-15 years of age, average age: 10.7 years) were examined. C. difficile was cultured from their 

stool specimens and toxin-producing type of recovered isolates was tested by PCR detecting the genes encoding toxin A, toxin B and 
binary toxin. The isolates were analyzed by PCR ribotyping. Pediatric Ulcerative Colitis Activity Index and Pediatric Crohn 's Disease 
Activity Index were used to categorize the IBD condition in patients with UC and CD, respectively, when stool specimens were collected.

Results

Clinical course and C. difficile isolation in cases D and H

C. difficiIe isolation＊ (◆, toxin A-negative, toxin B-negative, binary toxin-negative; The same type of isolates is  shown in the same color ; －,C. difficile culture negative) .
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プレゼンター
プレゼンテーションのノート
VCR  （オンコビン） PSL  (プレドニン) CPA  (エンドキサン)  THP  (ピノルビン) CA  (キロサイド)  it　(MTX,CA,HDC) Vp-16  (ラステット) MTX  (メソトレキセート) FLCZ（プロジフ(iv)） CPR  （ブロアクト） CZOP  (ファーストシン) 　DRPMﾌｨﾆﾊﾞｯｸｽ5/27-6/2　CTXｸﾗﾌｫﾗﾝ6/3-6/5　　CTMｾﾌｫﾁｱﾑ6/21-6/22　　　　MEMPﾒﾛﾍﾟﾝ　6/23-6/29FOM(ホスミシン）　バクタ


IBD

		JND No.		MC　No.		pt		名前 ナマエ		採取日 サイシュ ヒ		Stool		C.difficile		PCR		GDH		toxin		CD check		binary toxin		ribotyping		備考 ビコウ

		17-014		MI1501		0101				2015.9.6				p		A-B-		p		n				n		MI1501		外来通院時 ガイライ ツウイン ジ

		17-015		MI1503		0102				2015.10.6				p		A-B-		p		n				n		MI1501		外来通院時 ガイライ ツウイン ジ

		17-016		MI1504		0103				2015.11.8				p		A-B-		p		n				n		MI1501		外来通院時 ガイライ ツウイン ジ

		17-017		MI1506		0104				2015.12.8				p		A-B-		p		n				n		MI1501		外来通院時 ガイライ ツウイン ジ

		17-018		MI1602		0105				2016.1.7				p		A-B-		p		n				n		MI1501		外来通院時 ガイライ ツウイン ジ

		17-020		MI1606		0106				2016.2.8				p		A-B-		p		n				n		MI1501		外来通院時 ガイライ ツウイン ジ

		17-021		MI1608		0107				2016.3.12				p		A-B-		p		n				n		MI1501		外来通院時 ガイライ ツウイン ジ

		17-023		MI1612		0108				　2016.4.17				p		A-B-		p		n				n		単独 タンドク		外来通院時 ガイライ ツウイン ジ

		17-024		MI1614		0109				2016.5.15				p		A-B-		p		n				n		MI1501		外来通院時 ガイライ ツウイン ジ

		17-025		MI1617		0110				2016.7.4				p		A-B-		n		n				n		MI1501		外来通院時 ガイライ ツウイン ジ

		17-027		MI1619		0111				2016.8.21				p		A-B-		p		n				n		MI1501		外来通院時 ガイライ ツウイン ジ

		17-028		MI1621		0112				　2016.9.16				p		A-B-		p		n				n		MI1501		外来通院時 ガイライ ツウイン ジ

		17-029		MI1625		0113				2016.11.3				p		A-B-		p		n				n		MI1501		外来通院時 ガイライ ツウイン ジ

		17-030		MI1701		0114				2017.2.26				p		A-B-		p		n				n		MI1701		健康小児1名と同じタイプ ケンコウ ショウニ メイ オナ

		未送 ミ ソウ		MI1705		0115				2017.5.7				p		A-B-		p		n				n		MI1705		外来通院時 ガイライ ツウイン ジ

		ND		MI1706		0116				2017.7.21				n		ND		n		n		ND		ND				外来通院時 ガイライ ツウイン ジ

		ND		MI1710		0117				2017.10.16				n		ND		n		n		ND		ND				外来通院時 ガイライ ツウイン ジ

		ND		MI1716		0118				2017.12.27				n		ND		ND		ND		ND		ND				外来通院時 ガイライ ツウイン ジ

		ND		MI1801		0119				2018.3.26				n		ND		ｎ		ｎ		ND		ND				外来通院時 ガイライ ツウイン ジ

		ND		MI1502		0201				2015.9.25				n		ND		n		n		ND		ND				外来通院時 ガイライ ツウイン ジ

		ND		MI1611		0202				　2016.4.26				n		ND		n		n		ND		ND				外来通院時 ガイライ ツウイン ジ

		ND		MI1626		0203				2016.11.24				n		ND		n		n		ND		ND				外来通院時 ガイライ ツウイン ジ

		ND		MI1703		0204				2017.2.27				n		ND		n		n		ND		ND				外来通院時 ガイライ ツウイン ジ

		ND		MI1505		0301				2015.11.10				n		ND		n		n		ND		ND				入院中 ニュウインチュウ

		ND		MI1601		0302				2016.1.5				n		ND		n		n		ND		ND				外来通院時 ガイライ ツウイン ジ

		ND		MI1607		0303				2016.3.8				n		ND		n		n		ND		ND				外来通院時 ガイライ ツウイン ジ

		ND		MI1615		0303.5				2016.5.31				n		ND		n		n		ND		ND				外来通院時 ガイライ ツウイン ジ

		ND		MI1616		0304				　2016.6.28				n		ND		n		n		ND		ND				外来通院時 ガイライ ツウイン ジ

		ND		MI1620		0305				2016.9.6				n		ND		n		n		ND		ND				外来通院時 ガイライ ツウイン ジ

		ND		MI1624		0306				2016.10.25				n		ND		n		n		ND		ND				外来通院時 ガイライ ツウイン ジ

		ND		MI1702		0307				2017.2.28				n		ND		n		n		ND		ND				外来通院時 ガイライ ツウイン ジ

		ND		MI1704		0308				2017.4.25				n		ND		n		n		ND		ND				外来通院時 ガイライ ツウイン ジ

		ND		MI1707		0309				2017.7.25				n		ND		n		n		ND		ND				外来通院時 ガイライ ツウイン ジ

		ND		MI1711		0310				2017.10.24				n		ND		n		n		ND		ND				外来通院時 ガイライ ツウイン ジ

		ND		MI1715		0311				2017.12.26				n		ND		ND		ND		ND		ND				外来通院時 ガイライ ツウイン ジ

		ND		MI1604		0401				2016.1.29				n		ND		n		n		ND		ND				入院中 ニュウインチュウ

		17-019		MI1605		0402				2016.2.7				p		A+B+		n		n				n		type 014		入院中 ニュウインチュウ

		ND		MI1603		0501				　2016.1.29				n		ND		n		n		ND		ND				入院中 ニュウインチュウ

		17-022		MI1609		0502				20163.11				p		A-B-		p		n				n		単独 タンドク		入院中 ニュウインチュウ

		ND		MI1610		0601				20163.11				n		ND		n		n				ND				入院中 ニュウインチュウ

		ND		MI1613		0602				2016.4.21				n		ND		n		n		ND		ND				入院中 ニュウインチュウ

		17-026		MI1618		0701				2016.7.4				p		A-B-		p		n				n		単独 タンドク		外来通院時 ガイライツウインジ

		ND		MI1623		0701				2016.10.23				n		ND		p		n				n				外来通院時 ガイライツウインジ

		ND		MI1622		0801				2016.10.19				n		ND		n		n		ND		ND				入院中 ニュウインチュウ

		ND		MI1708		0901				2017.8.5				n		ND		n		n		ND		ND				入院中 ニュウインチュウ

		ND		MI1709		1001				2017.8.30				n		ND		n		n		ND		ND				外来通院時 ガイライツウインジ

		ND		MI1712		1101				2017.11.5				n		ND		n		n		ND		ND				入院中 ニュウインチュウ

		ND		MI1713		1201				2017.11.6				n		ND		n		n		ND		ND				入院中 ニュウインチュウ

		ND		MI1714		1301				2017.11.12				n		ND		n		n		ND		ND				入院中 ニュウインチュウ

		ND		MI1802		0312				2018.2.20				n		ND		n		n		ND		ND				外来通院時 ガイライツウインジ

		ND		MI1803		0205				2018.4.23				n		ND		n		n		ND		ND				外来通院時 ガイライツウインジ

		ND		MI1804		1401				2018.5.4				n		ND		n		n		ND		ND				入院中 ニュウインチュウ

		ND		MI1805		1501				2018.5.4				n		ND		n		n		ND		ND				入院中 ニュウインチュウ

		ND		MI1806		0313				2018.5.7				n		ND		n		n		ND		ND				外来通院時 ガイライツウインジ

		ND		MI1807		1402				2018.6.28				n		ND		n		n		ND		ND				入院中 ニュウインチュウ

		ND		MI1808		0313				2018.7.30				n		ND		n		n		ND		ND				外来通院時 ガイライツウインジ

				MI1809
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		調査期間 チョウサ キカン		2015年9月～2018年3月 ネン ガツ ネン ガツ

		　対象患者 タイショウ カンジャ		12名 メイ

		ID		患者氏名 カンジャ シメイ		提出検体数 テイシュツ ケンタイ スウ		培養陽性数 バイヨウ ヨウセイ スウ		毒素産生性 ドクソ サンセイ セイ		PCR ribotyping

		1				19		15		A-B-CDT-		MI1501：12株・MI1701：1株・単独1株・(＋1株未実施） カブ カブ タンドク カブ カブ ミジッシ

		2				4		0		ND		ND

		3				12		0		ND		ND

		4				2		1		A+B+CDT-		type 014

		5				2		1		A-B-CDT-		単独 タンドク

		6				2		0		ND		ND

		7				2		1		A-B-CDT-		単独 タンドク

		8				1		0		ND		ND

		9				1		0		ND		ND

		10				1		0		ND		ND

		12				1		0		ND		ND

		13				1		0		ND		ND

				合計 ゴウケイ		48		18

														赤文字は推定（医師フォームなし） アカ モジ スイテイ イシ

		三重No. ミエ		患者ID カンジャ		検体採取日 ケンタイ サイシュ ビ		毒素産生性 ドクソサンセイセイ		PCR ribotyping		採取時期 サイシュ ジキ		病変の進展 ビョウヘン シンテン		重症度 ジュウショウ ド		PUCAI/PCDAI

		MI1501		0101		2015.9.6		A-B-CDT-		MI1501		外来通院時 ガイライ ツウイン ジ		E4		S1		0		寛解期（10未満） カンカイ キ ミマン

		MI1503		0102		2015.10.6		A-B-CDT-		MI1501		外来通院時 ガイライ ツウイン ジ		E4		S1		15

		MI1504		0103		2015.11.8		A-B-CDT-		MI1501		外来通院時 ガイライ ツウイン ジ		E4		S1		0		寛解期（10未満） カンカイ キ ミマン

		MI1506		0104		2015.12.8		A-B-CDT-		MI1501		外来通院時 ガイライ ツウイン ジ		E4		S1		0		寛解期（10未満） カンカイ キ ミマン

		MI1602		0105		2016.1.7		A-B-CDT-		MI1501		外来通院時 ガイライ ツウイン ジ		E4		S1		0		寛解期（10未満） カンカイ キ ミマン

		MI1606		0106		2016.2.8		A-B-CDT-		MI1501		外来通院時 ガイライ ツウイン ジ		E4		S1		0		寛解期（10未満） カンカイ キ ミマン

		MI1608		0107		2016.3.12		A-B-CDT-		MI1501		外来通院時 ガイライ ツウイン ジ		E4		S0		0		寛解期（10未満） カンカイ キ ミマン

		MI1612		0108		　2016.4.17		A-B-CDT-		MI1612		外来通院時 ガイライ ツウイン ジ		E4		S0		0

		MI1614		0109		2016.5.15		A-B-CDT-		MI1501		外来通院時 ガイライ ツウイン ジ		E4		S0		0

		MI1617		0110		2016.7.4		A-B-CDT-		MI1501		外来通院時 ガイライ ツウイン ジ		E4		S0		0

		MI1619		0111		2016.8.21		A-B-CDT-		MI1501		外来通院時 ガイライ ツウイン ジ		E4		S0		0

		MI1621		0112		　2016.9.16		A-B-CDT-		MI1501		外来通院時 ガイライ ツウイン ジ		E4		S0		0

		MI1625		0113		2016.11.3		A-B-CDT-		MI1501		外来通院時 ガイライ ツウイン ジ		E4		S0		0

		MI1701		0114		2017.2.26		A-B-CDT-		MI1701		外来通院時　　健康小児1名と同じタイプ ガイライ ツウイン ジ ケンコウ ショウニ メイ オナ		E4		S0		0

		MI1705		0115		2017.5.7		A-B-CDT-		MI1705		外来通院時 ガイライ ツウイン ジ		E4		S0		0

		MI1706		0116		2017.7.21		n		ND		外来通院時 ガイライ ツウイン ジ		E4		S0		0

		MI1710		0117		2017.10.16		n		ND		外来通院時 ガイライ ツウイン ジ		E4		S0		0

		MI1716		0118		2017.12.27		n		ND		外来通院時 ガイライ ツウイン ジ		E4		S0		0

		MI1801		0119		2018.3.26		n		ND		外来通院時 ガイライ ツウイン ジ		E4		S0		0

		MI1502		0201		2015.9.25		n		ND		外来通院時 ガイライ ツウイン ジ		評価不能 ヒョウカ フノウ		評価不能 ヒョウカ フノウ		評価不能 ヒョウカ フノウ

		MI1611		0202		　2016.4.26		n		ND		外来通院時 ガイライ ツウイン ジ		評価不能 ヒョウカ フノウ		評価不能 ヒョウカ フノウ		評価不能 ヒョウカ フノウ

		MI1626		0203		2016.11.24		n		ND		外来通院時 ガイライ ツウイン ジ		評価不能 ヒョウカ フノウ		評価不能 ヒョウカ フノウ		評価不能 ヒョウカ フノウ

		MI1703		0204		2017.2.27		n		ND		外来通院時 ガイライ ツウイン ジ		評価不能 ヒョウカ フノウ		評価不能 ヒョウカ フノウ		評価不能 ヒョウカ フノウ

		MI1505		0301		2015.11.10		n		ND		入院中 ニュウインチュウ		E4		S1		70

		MI1601		0302		2016.1.5		n		ND		外来通院時 ガイライ ツウイン ジ		E4		S1		30

		MI1607		0303		2016.3.8		n		ND		外来通院時 ガイライ ツウイン ジ		E4		S1		35		人工肛門閉鎖 ジンコウ コウモン ヘイサ

		MI1615		0303.5		2016.5.31		n		ND		外来通院時 ガイライ ツウイン ジ		E4		S1		35

		MI1616		0304		　2016.6.28		n		ND		外来通院時 ガイライ ツウイン ジ		E4		S1		35

		MI1620		0305		2016.9.6		n		ND		外来通院時 ガイライ ツウイン ジ		E4		S1		35

		MI1624		0306		2016.10.25		n		ND		外来通院時 ガイライ ツウイン ジ		E4		S1		35

		MI1702		0307		2017.2.28		n		ND		外来通院時 ガイライ ツウイン ジ		E4		S1		30		3期分割後 キ ブンカツゴ

		MI1704		0308		2017.4.25		n		ND		外来通院時 ガイライ ツウイン ジ		E4		S1		30

		MI1707		0309		2017.7.25		n		ND		外来通院時 ガイライ ツウイン ジ		E4		S1		30

		MI1711		0310		2017.10.24		n		ND		外来通院時 ガイライ ツウイン ジ		E4		S1		30

		MI1715		0311		2017.12.26		n		ND		外来通院時 ガイライ ツウイン ジ		E4		S1		0

		MI1604		0401		2016.1.29		n		ND		入院中 ニュウインチュウ		Paris分類：A1b、L2、B2、G1 ブンルイ				15		10未満:寛解期、　軽症0-10　中等症 ミマン カンカイ キ ケイショウ チュウトウ ショウ

		MI1605		0402		2016.2.7		A+B+CDT-		type 014		入院中 ニュウインチュウ		Paris分類：A1b、L2、B2、G1 ブンルイ				15		軽症 ケイショウ

		MI1603		0501		　2016.1.29		n		ND		入院中 ニュウインチュウ		E4		-		15

		MI1609		0502		20163.11		A-B-CDT-		単独 タンドク		入院中 ニュウインチュウ		E4		-		15

		MI1610		0601		20163.11		n		ND		入院中 ニュウインチュウ		E4		S1		85

		MI1613		0602		2016.4.21		n		ND		入院中 ニュウインチュウ		E4		S1		85

		MI1618		0701		2016.7.4		A-B-CDT-		単独 タンドク		外来通院時 ガイライツウインジ		E4		S1		0

		MI1623		0701		2016.10.23		n		ND		外来通院時 ガイライツウインジ		E4		S1		0

		MI1622		0801		2016.10.19		n		ND		入院中 ニュウインチュウ		E4		S0		15

		MI1708		0901		2017.8.5		n		ND		入院中 ニュウインチュウ		E4		S1		30

		MI1709		1001		2017.8.30		n		ND		外来通院時 ガイライツウインジ		E3		S0		0

		MI1713		1201		2017.11.6		n		ND		入院中 ニュウインチュウ		E4		S1		40

		MI1714		1301		2017.11.12		n		ND		入院中 ニュウインチュウ		E4		S0		0

		n：培養陰性 バイヨウ インセイ

		A-B-CDT-：toxin A陰性 toxinB 陰性 binary toxin 陰性 インセイ インセイ インセイ

		A-B+CDT-：toxin A陰性 toxinB 陽性 binary toxin 陰性 インセイ ヨウセイ インセイ

		ND：実施せず ジッシ

		単独：メジャーな株ではない タンドク カブ





table (2)

		Ver.3
（年齢順） ネンレイ ジュン		Clinical background of 12 patients and C. difficile isolation



				Case		1Sex		Age
(year)		2Diagnosis		Paris
classification		3PUCAI/4PCDAI
average(range)		No. of stool samples tested		No. of
C. difficile-positive samples		5toxin-producing type		PCR ribotype		CDI occurred		Antibiotics exposure		Cortico-Steroids exposure		Antibiotics exposure of the past 3 months		Cortico-Steroids exposure of the past 3 months

		K		A		F		5		UC		-		-		4		0		NA		NA		NO		YES		YES		NO		NO

		B		B		M		5		UC		E4 , S1		85		2		0		NA		NA		NO		YES		YES		YES		NO

		G		C		F		6		UC		E4 , S0		0.79 (0-15）		19		15		A-B-CDT-		MI1501/MI1612/
MI1701/MI1705		NO		YES		YES		YES		YES

		F		D		M		8		UC		E4 , S0		15		1		0		NA		NA		NO		YES		YES		YES		NO

		A		E		F		10		UC		E4 , S1		40		1		0		NA		NA		NO		YES		YES		YES		YES

		D		F		F		10		UC		E4 , S1		30		1		0		NA		NA		NO		YES		YES		YES		YES

		J		G		F		11		UC		E3 , S0		0		1		0		6NA		NA		NO		YES		YES		NO		NO

		C		H		M		13		UC		E4 , S1		35.9 (0-70)		12		0		NA		NA		NO		YES		YES		YES		NO

		E		I		M		13		UC		E4 , 7-		15		2		1		A-B-CDT-		MI1609		NO		YES		YES		YES		NO

		H		J		F		14		UC		E4 , S1		0		2		1		A-B-CDT-		MI1618		NO		YES		YES		NO		NO

		I		K		M		14		UC		E4 , S0		0		1		0		NA		NA		NO		YES		YES		YES		NO

		L		L		M		13		CD		A1b , L2 , B2 , G1		15		2		1		A+B+CDT-		type 014		NO		YES		NO		YES		NO

				1Sex(F,Female; M,Male);  2Diagnosisi(UC,ulcerative colitis; CD,Crohn's disease); 3PUCAI,Pediatric Ulcerative Colitis Activity INdex; 4PCDAI,Pediatric Crohn 's Disease Activity INdex; 5toxin-producing type (A-B-CDT-, toxin A-negative, toxin B-negative, binary toxin-negative; A+B+CDT-, toxin A-positive, toxin B-positive, binary toxin-negative); 6NA, not applicable; 7-, not evaluate.



		Ver.2
(PUCAI高い順） タカ ジュン		Clinical background of 12 patients and C. difficile isolation



				Case		1Sex		Age
(year)		2Diagnosis		Paris
classification		3PUCAI/4PCDAI
average(range)		No. of stool samples tested		No. of
C. difficile-positive samples		5toxin-producing type		PCR ribotype		CDI occurred		Antibiotics exposure		Cortico-Steroids exposure		Antibiotics exposure of the past 3 months		Cortico-Steroids exposure of the past 3 months

		J		A		M		5		UC		E4 , S1		85		2		0		NA		NA		NO		YES		YES		YES		NO

		I		B		F		10		UC		E4 , S1		40		1		0		NA		NA		NO		YES		YES		YES		YES

		H		C		M		13		UC		E4 , S1		35.9 (0-70)		12		0		NA		NA		NO		YES		YES		YES		NO

		G		D		F		10		UC		E4 , S1		30		1		0		NA		NA		NO		YES		YES		YES		YES

		F		E		M		13		UC		E4 , 7-		15		2		1		A-B-CDT-		MI1609		NO		YES		YES		YES		NO

		E		F		M		8		UC		E4 , S0		15		1		0		NA		NA		NO		YES		YES		YES		NO

		D		G		F		6		UC		E4 , S0		0.79 (0-15）		19		15		A-B-CDT-		MI1501/MI1612/
MI1701/MI1705		NO		YES		YES		YES		YES

		C		H		F		14		UC		E4 , S1		0		2		1		A-B-CDT-		MI1618		NO		YES		YES		NO		NO

		A		I		F		11		UC		E3 , S0		0		1		0		6NA		NA		NO		YES		YES		NO		NO

		B		J		M		14		UC		E4 , S0		0		1		0		NA		NA		NO		YES		YES		YES		NO

		K		K		F		5		UC		-		-		4		0		NA		NA		NO		YES		YES		NO		NO

		L		L		M		13		CD		A1b , L2 , B2 , G1		15		2		1		A+B+CDT-		type 014		NO		YES		NO		YES		NO

				1Sex(F,Female; M,Male);  2Diagnosisi(UC,ulcerative colitis; CD,Crohn's disease); 3PUCAI,Pediatric Ulcerative Colitis Activity INdex; 4PCDAI,Pediatric Crohn 's Disease Activity INdex; 5toxin-producing type (A-B-CDT-, toxin A-negative, toxin B-negative, binary toxin-negative; A+B+CDT-, toxin A-positive, toxin B-positive, binary toxin-negative); 6NA, not applicable; 7-, not evaluate.



		Ver.1（PUCAI低い順 ヒク ジュン		Clinical background of 12 patients and C. difficile isolation



				Case		1Sex		Age
(year)		2Diagnosis		Paris
classification		3PUCAI/4PCDAI
average(range)		No. of stool samples tested		No. of
C. difficile-positive samples		5toxin-producing type		PCR ribotype		CDI occurred		Antibiotics exposure		Cortico-Steroids exposure		Antibiotics exposure of the past 3 months		Cortico-Steroids exposure of the past 3 months

				A		F		11		UC		E3 , S0		0		1		0		6NA		NA		NO		YES		YES		NO		NO

				B		M		14		UC		E4 , S0		0		1		0		NA		NA		NO		YES		YES		YES		NO

				C		F		14		UC		E4 , S1		0		2		1		A-B-CDT-		MI1618		NO		YES		YES		NO		NO

				D		F		6		UC		E4 , S0		0.79 (0-15）		19		15		A-B-CDT-		MI1501/MI1612/
MI1701/MI1705		NO		YES		YES		YES		YES

				E		M		8		UC		E4 , S0		15		1		0		NA		NA		NO		YES		YES		YES		NO

				F		M		13		UC		E4 , 7-		15		2		1		A-B-CDT-		MI1609		NO		YES		YES		YES		NO

				G		F		10		UC		E4 , S1		30		1		0		NA		NA		NO		YES		YES		YES		YES

				H		M		13		UC		E4 , S1		35.9 (0-70)		12		0		NA		NA		NO		YES		YES		YES		NO

				I		F		10		UC		E4 , S1		40		1		0		NA		NA		NO		YES		YES		YES		YES

				J		M		5		UC		E4 , S1		85		2		0		NA		NA		NO		YES		YES		YES		NO

				K		F		5		UC		-		-		4		0		NA		NA		NO		YES		YES		NO		NO

				L		M		13		CD		A1b , L2 , B2 , G1		15		2		1		A+B+CDT-		type 014		NO		YES		NO		YES		NO

				1Sex(F,Female; M,Male);  2Diagnosisi(UC,ulcerative colitis; CD,Crohn's disease); 3PUCAI,Pediatric Ulcerative Colitis Activity INdex; 4PCDAI,Pediatric Crohn 's Disease Activity INdex; 5toxin-producing type (A-B-CDT-, toxin A-negative, toxin B-negative, binary toxin-negative; A+B+CDT-, toxin A-positive, toxin B-positive, binary toxin-negative); 6NA, not applicable; 7-, not evaluate.





table



				Clinical background of 12 patients and C. difficile isolation



				Case		1Sex		Age
(year)		2Diagnosis		3PUCAI / 4PCDAI
average(range)		Paris
classification		No. of stool samples tested		No. of
C. difficile-positive samples		5toxin-producing type		PCR ribotype		CDI occurence		Antibiotic
exposure in previous 3 months		Cortico-Steroids exposure in previous 3 months

				A		F		11		UC		0		E3 , S0		1		0		6NA		NA		NO		NO		NO

				B		M		14		UC		0		E4 , S0		1		0		NA		NA		NO		YES		NO

				C		F		14		UC		0		E4 , S1		2		1		A-B-CDT-		MI1618		NO		NO		NO

				D		F		6		UC		0.79 (0-15）		E4 , S0		19		15		A-B-CDT-		MI1501/MI1612/
MI1701/MI1705		NO		YES		YES

				E		M		8		UC		15		E4 , S0		1		0		NA		NA		NO		YES		NO

				F		M		13		UC		15		E4 ,   -  		2		1		A-B-CDT-		MI1609		NO		YES		NO

				G		F		10		UC		30		E4 , S1		1		0		NA		NA		NO		YES		YES

				H		M		13		UC		35.9 (0-70)		E4 , S1		12		0		NA		NA		NO		YES		NO

				I		F		10		UC		40		E4 , S1		1		0		NA		NA		NO		YES		YES

				J		M		5		UC		85		E4 , S1		2		0		NA		NA		NO		YES		NO

				K		F		5		UC		-		-		4		0		NA		NA		NO		NO		NO

				L		M		13		CD		15		A1b , L2 , B2 , G1		2		1		A+B+CDT-		type 014		NO		YES		NO

				1Sex(F,Female; M,Male);  2Diagnosis(UC,ulcerative colitis; CD,Crohn's disease); 3PUCAI,Pediatric Ulcerative Colitis Activity INdex; 4PCDAI,Pediatric Crohn 's Disease Activity INdex; 5toxin-producing type (A-B-CDT-, toxin A-negative, toxin B-negative, binary toxin-negative; A+B+CDT-, toxin A-positive, toxin B-positive, binary toxin-negative); 6NA, not applicable.
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						A-B-CDT-																												A-B-CDT-		陰性 インセイ						陰性 インセイ

						MI1501												MI1501		MI1612		MI1501								MI1501		MI1701		MI1705		ND		ND		ND		ND

		2-1潰瘍性大腸炎 カイヨウセイ ダイチョウエン		病変の進展 ビョウヘン シンテン		E4（全結腸炎） ゼン ケッチョウ エン

				重症度 ジュウショウ ド		S1（重症既往あり） ジュウショウ キオウ

				PUCAIの合計 ゴウケイ		0		15		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		父の兄弟UC チチ キョウダイ		腹痛 フクツウ				5

		2011.1診断 シンダン		下血 ゲケツ				0

		2014.12.5悪性リンパ腫精査入院 アクセイ シュ セイサ ニュウイン		便性 ベン セイ				5

		B細胞性リンパ腫 サイボウセイ シュ		便回数（24H) ベン カイスウ				0

		2015.6.29退院 タイイン		夜間の排便 ヤカン ハイベン				0

				活動性 カツドウセイ				5

		質問８ シツモン		下痢症状 ゲリ ショウジョウ		有 アリ		有 アリ		有 アリ		有 アリ		-		-		有 アリ		有 アリ		有 アリ		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		1：水様 スイヨウ		便性 ベン セイ		２～３		2		２～３		２～３						3		１～２

		2：泥状 ドロ ジョウ		回数（/1日） カイスウ ニチ		０～１		0～１

User: User:
1回/3-4日
		0～１

User: User:
1回/3-4日
		0～１

User: User:
1回/3-4日
								2

		3：軟便 ナンベン		持続日数 ジゾク ニッスウ		ときどき														３～４

		質問７ シツモン		入院歴 ニュウイン レキ		有 アリ		有 アリ		有 アリ		有 アリ		有 アリ		有 アリ		有 アリ		有 アリ		有 アリ		有 アリ		有 アリ		有 アリ		有 アリ		-		有 アリ		-		有 アリ		-		有 アリ

				病名 ビョウメイ		UC		UC		UC		UC（大腸内視鏡） ダイチョウ ナイシキョウ		UC（大腸内視鏡） ダイチョウ ナイシキョウ		UC（大腸内視鏡） ダイチョウ ナイシキョウ		UC（大腸内視鏡） ダイチョウ ナイシキョウ		UC（大腸内視鏡） ダイチョウ ナイシキョウ		ロタウイルス		UC（大腸内視鏡） ダイチョウ ナイシキョウ		UC（大腸内視鏡） ダイチョウ ナイシキョウ		UC（大腸内視鏡） ダイチョウ ナイシキョウ		UC（大腸内視鏡） ダイチョウ ナイシキョウ				UC（大腸内視鏡） ダイチョウ ナイシキョウ				UC（大腸内視鏡） ダイチョウ ナイシキョウ				UC（大腸内視鏡） ダイチョウ ナイシキョウ

				点滴の有無 テンテキ ウム		有 アリ		有 アリ		有 アリ		有 アリ		有 アリ		有 アリ		有 アリ		有 アリ		有 アリ		有 アリ		有 アリ		有 アリ		有 アリ				有 アリ				有 アリ				有 アリ

				内服の有無 ナイフク ウム		有 アリ		有 アリ		有 アリ		有 アリ		有 アリ		有 アリ		有 アリ		有 アリ		有 アリ		有 アリ		有 アリ		有 アリ		有 アリ				有 アリ				有 アリ				有 アリ

		質問６ シツモン		受診歴 ジュシン レキ		全てあり スベ

				病名1 ビョウメイ		全てUC スベ

				病名２ ビョウメイ		悪性リンパ腫(バクタ） アクセイ シュ																						風邪 カゼ		風邪 カゼ		風邪 カゼ				風邪 カゼ		風邪 カゼ		風邪 カゼ

				薬の有無 クスリ ウム		全てあり スベ

				投薬状況（直近90日間） トウヤク ジョウキョウ		DRPM
CTX
CTM
MEMP
TMP/SMX		TMP/SMX		TMP/SMX
ELENTAL®
BIO-THREE®
Biolactis		TMP/SMX
BIO-THREE®
Biolactis		TMP/SMX
BIO-THREE®
Biolactis		TMP/SMX
BIO-THREE®
Biolactis		TMP/SMX
BIO-THREE®
Biolactis		TMP/SMX
BIO-THREE®
Biolactis		TMP/SMX
BIO-THREE®
Biolactis		TMP/SMX		TMP/SMX		nothing		nothing		nothing		nothing		nothing		nothing		nothing		nothing



		質問２ シツモン		同居家族１ ドウキョ カゾク		両親 リョウシン

				同居家族２ ドウキョ カゾク		弟 オトウト

				2-年齢１ ネンレイ		4																5												6								6

		質問３ シツモン		ペット		全てなし スベ

		質問４ シツモン		砂遊び スナアソ		全てなし スベ

		質問５ シツモン		スポーツ		全てなし スベ

		質問９ シツモン		家族受診歴 カゾク ジュシン レキ		-		-		有 アリ		有 アリ		有 アリ		-		-		有 アリ		有 アリ		-		-		有 アリ		有 アリ		有 アリ		有		-		有		-		-

		質問10 シツモン		家族入院歴 カゾク ニュウイン レキ		全てなし スベ

		質問11 シツモン		家族下痢症状 カゾク ゲリ ショウジョウ		全てなし スベ

		質問１ シツモン		身長 シンチョウ		　						108						110.2						110				114.4		114.4						117.3				118.3		120.2

				体重 タイジュウ								18.1						18.35		18.35				18		18.8		18.6		18.6						21.1				20.6		20.3
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		検体番号 ケンタイ バンゴウ		とりあえず空欄 クウラン

		登録患者番号 トウロク カンジャ バンゴウ		001		002		003		004		005		006		007		008		009		010		011		012		012		013		014		015

		名前 ナマエ

		医師名 イシ メイ		松下航平 マツシタ コウヘイ		内田恵一 ウチ タ ケイイチ		松下航平 マツシタ コウヘイ		松下航平 マツシタ コウヘイ		松下航平 マツシタ コウヘイ		松下航平 マツシタ コウヘイ		内田恵一 ウチ タ ケイイチ		松下航平 マツシタ コウヘイ						松下航平 マツシタ コウヘイ		井上幹大 イノウエ ミキ ダイ		松下航平 マツシタ コウヘイ		松下航平 マツシタ コウヘイ

		医療機関名 イリョウ キカン メイ		三重大 ミエ		三重大 ミエ		三重大 ミエ		三重大 ミエ		三重大 ミエ		三重大 ミエ		三重大 ミエ		三重大 ミエ		三重大 ミエ		三重大 ミエ		三重大 ミエ		三重大 ミエ		三重大 ミエダイ		三重大 ミエ		三重大 ミエ		三重大 ミエ

		診療科 シンリョウ カ		小児外科 ショウニ ゲカ		小児外科 ショウニ ゲカ		小児外科 ショウニ ゲカ		小児外科 ショウニ ゲカ		小児外科 ショウニ ゲカ		小児外科 ショウニ ゲカ		小児外科 ショウニ ゲカ		小児外科 ショウニ ゲカ		小児外科 ショウニ ゲカ		小児外科 ショウニ ゲカ		小児外科 ショウニ ゲカ		小児外科 ショウニ ゲカ		小児外科 ショウニ ゲカ		小児外科 ショウニ ゲカ		小児外科 ショウニ ゲカ		小児外科 ショウニ ゲカ

		性別 セイベツ		女 オンナ		女 オンナ		男 オトコ		男 オトコ		男 オトコ		男 オトコ		女 オンナ		男 オトコ		女 オンナ		女 オンナ		女 オンナ		女 オンナ		女 オンナ		男 オトコ		女 オンナ		男 オトコ

		生年月日 セイネン ガッピ		20090401		20100302		20020814		20020714		20100712		20041129		20020117		20071114		20070208		20060108		20170211		20070320		20070320		20030508		2006.1.24		20110702

		診断名 シンダン メイ		UC		UC		UC		CD		UC		UC		UC		UC		UC		UC		UC		UC		UC		UC				UC

		確定診断日 カクテイ シンダン ビ		2011.01		20120601		2012.04		2002		2013.1		2015.1		20150729		20150501								20170922		20170922

		通院状況 ツウイン ジョウキョウ		外来通院中 ガイライ ツウインチュウ		外来通院中 ガイライ ツウインチュウ		入院中 ニュウインチュウ		入院中 ニュウインチュウ		入院中 ニュウインチュウ		入院中 ニュウインチュウ		外来通院中 ガイライ ツウインチュウ		入院中 ニュウインチュウ		入院中（手術） ニュウインチュウ シュジュツ		外来 ガイライ		外来 ガイライ		入院中 ニュウインチュウ		入院中 ニュウインチュウ		入院中 ニュウインチュウ		入院中 ニュウインチュウ		入院中 ニュウインチュウ

		入院年月日 ニュウイン ネンガッピ						20150827		20160104		20160122		20160212				20160920												20171026

		過去3ヶ月の抗菌薬使用 カコ ゲツ コウキン ヤク シヨウ		有 アリ		無 ナシ		有 アリ		有 アリ		有 アリ		有 アリ		無 ナシ		有 アリ						有 アリ		有 ア		無 ナ

		使用薬剤名 シヨウ ヤクザイ メイ		バクタ				セフメタゾールNa		テイコプラニン		メイアクト		メロペン				ｾﾌﾒﾀｿﾞｰﾙNa						ﾊﾞｸﾀ		ﾌﾗｼﾞｰﾙ				ｼﾌﾟﾛｷｻﾝ

				メロペン				ゾシン				セフメタゾール		フィニバックス										ｾﾌﾀｼﾞｼﾞﾑ

				セフォチアム										フルマリン										ﾌｧﾝｶﾞｰﾄﾞ

				クラフォラン																				ﾀｿﾞﾋﾟﾍﾟ

				フィニバックス																				ﾃｲｺﾌﾟﾗﾆﾝ

		既往歴 キオウ レキ		悪性リンパ腫 アクセイ シュ		無 ナシ		無 ナシ		有 アリ		有 アリ		有 アリ		無 ナシ		有 アリ						有 アリ

		疾患名 シッカン メイ								髄膜炎 ズイマクエン		喘息 ゼンソク		5-ASAアレルギー				アトピー						ﾍﾙﾊﾟﾝｷﾞｰﾅ						有 アリ

										左下肢不全マヒ ヒダリ カシ フゼン								副鼻腔炎 フクビクウエン												結核 ケッカク

																		鼻炎 ビエン

		入院歴 ニュウイン レキ		有 アリ		有 アリ		有 アリ		有 アリ		有 アリ		有 アリ		有 アリ		無 ナ		有 アリ		有 アリ		有 アリ		有 ア		有 ア		有 アリ

		手術歴 シュジュツ レキ		無 ナシ		有 アリ		有 アリ		有 アリ		有 アリ		有 アリ		無 ナシ		有 アリ		有 アリ				有 アリ		無 ナ		無 ナ		有 アリ

		エントリー時年齢 ジ ネンレイ		6y5m		5y6m		13y3m		13y5m		13y5m		5y8m		14y6m		8y11m		10y5m		11y7m				10y7m				14y5m

		エントリー年月日 ネンガッピ		2015.9.6		2015.9.24		2015.11		2016.1		2016.3		2016.3		2016.7		2016.10.		2017.7.28		2017.8.30		2017.11.5		2017.11.6		2017.11.6		2017.11.6

		2018.8.29カルテ閲覧 エツラン		2018.8.23-24入院し、CS ニュウイン		愛媛県松山市在住


2期目手術の日程検討 エヒメケン マツヤマシ ザイジュウ キ メ シュジュツ ニッテイ ケントウ		次回2018.10.29　12：30外来受診 ジカイ ガイライ ジュシン		2013 イムラン投与
2013.10 フルマリン投与
2016.1.4-2.12入院
2017.4.25入院
2017.7.21あいち小児へ転院
以後、当院受診歴なし トウヨ トウヨ ニュウイン ニュウイン ショウニ テンイン イゴ トウイン ジュシン レキ		愛媛県今治市在住
2012.10診断（全大腸型）PUCAI：55

2013.10大腸亜全摘・S状結腸粘液瘻造設・回腸人工肛門造設（3期分割1期目）11/14退院

2015.916 2期目手術 9/25人工肛門再造設

2016.1/22　ヘリ入院
ストマ脱出オペ、2/6人工肛門閉鎖

2018.710外来受診
次回2019年7月予定 エヒメケン イマバリシ ザイジュウ シンダン ゼン ダイチョウガタ ダイチョウ アゼンテキ ジョウ ケッチョウ ネンエキ セムシ ゾウセツ カイチョウ ジンコウ コウモン ゾウセツ キ ブンカツ キ メ タイイン キ メ シュジュツ ジンコウ コウモン ニュウイン ダッシュツ ジンコウ コウモン ヘイサ ガイライ ジュシン ジカイ ネン ガツ ヨテイ		あいち小児センターから紹介
碧南市在住


2016.12.28 回腸人工肛門閉鎖

2018.8.9外来受診すみ

次2019年3月28日12時外来受診
現在、ミヤBMのみ

 ショウニ ショウカイ ヘキナンシ ザイジュウ カイチョウ ジンコウ コウモン ヘイサ ガイライジュシン ツギ ネン ガツ ニチ ジ ガイライ ジュシン ゲンザイ		リアルダ治験参加中
9月3日12：30受診便検査あり チケン サンカチュウ ガツ ニチ ジュシン ベン ケンサ		9/23IAA(回腸嚢肛門吻合術)

年1回フォローup、信州大学病院フォロー
2015.4月発症
2018.3.22：PUCAI30-40 ネン カイ シンシュウ ダイガク ビョウイン ガツ ハッショウ		石垣島在住八重山病院フォロー

2018年3月27日外来受診、年1回フォロー
2017年6月2日腹鏡下大腸全摘、J型回腸瘻肛門吻合、回腸人工肛門造設
2017年7月26日入院（PUCAI：30-40）、7月28日人工肛門閉鎖医術

2018.3.27外来受診、次回1年後 イシガキジマ ザイジュウ ヤエヤマ ビョウイン ネン ガツ ニチ ガイライ ジュシン ネン カイ ネン ガツ ガイライ ジュシン ジカイ ネンゴ		全大腸炎型、再寛解型、父15歳でUC発症
本児1歳5カ月で診断、内服治療
春・冬休みに外来受診、夏休みに入院しCS
イムラン、アサコール、ビオスリー

2018年8月16－17日入院、次回11月受診予定 ゼン ダイチョウエン ガタ サイ カンカイ ガタ チチ サイ ハッショウ ホンジ サイ ゲツ シンダン ナイフク チリョウ ハル フユヤス ガイライ ジュシン ナツヤス ニュウイン ジカイ ガツ ジュシン ヨテイ				2018.8/2-4　CS入院

次回外来9月25日 ニュウイン ジカイ ガイライ ガツ ニチ				半田市民病院から紹介
8月2日外来受診


次回2018.9.6　14：30外来受診 ハンダシミン ビョウイン ショウカイ ガツ ニチ ガイライ ジュシン ジカイ ガイライ ジュシン		あいち小児センターから紹介

大腸亜全摘、回腸人工肛門造設、7-31-8/14入院し2期目手術

3期目は冬休みに

9月20日外来 ショウニ ショウカイ ダイチョウ アゼンテキ カイチョウ ジンコウ コウモン ゾウセツ ニュウイン キ メ シュジュツ キ メ フユヤス		香川大学より紹介

2018.4.25-5.22入院大腸全摘、回腸人工肛門造設、胃瘻造設、胆のう摘出、香川大学病院へ転院 カガワ ダイガク ショウカイ ニュウイン ダイチョウ ゼンテキ カイチョウ ジンコウ コウモン ゾウセツ イロウゾウセツ タン テキシュツ カガワ ダイガク ビョウイン テンイン



		2018年8月検査依頼 ネン ガツ ケンサ イライ		1月に依頼 ガツ イライ		9月10日12時外来受診、その前に到着予定 ガツ ニチ ジ ガイライ ジュシン マエ トウチャク ヨテイ		12月頃送付依頼 ガツ コロ ソウフ イライ				8月30日発送、検査依頼
2019年7月受診前に依頼すること ガツ ニチ ハッソウ ケンサ イライ ネン ガツ ジュシン マエ イライ		2019年3月受診前に依頼すること ネン ガツ ジュシン マエ イライ		8月30日発送、検査依頼 ガツ ニチ ハッソウ ケンサ イライ		2019年3月受診前に依頼すること ネン ガツ ジュシン マエ イライ		2019年3月受診前に依頼すること ネン ガツ ジュシン マエ イライ		2018.11月受診前に依頼すること ガツ ジュシン マエ イライ				43368						9月20日外来 ガツ ニチ ガイライ
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