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一般募集論文 

初診時に CRPが陰性であった骨盤内炎症性疾患の 3例 
 

共愛会病院 産婦人科  ○佐 藤 賢一郎・福 島 安 義 

 

【要旨】 

 初診時に CRPの上昇を認めず，1例では白血球の増多も認めなかった骨盤内炎症性疾患の 3例を経験した。CRP

と白血球，好中球分画には炎症開始後から上昇を示すまでに時間差が存在することが知られているが，骨盤内炎症

性疾患で腹痛を発症してからでもCRP陰性例が認められ，白血球の上昇を認めない例も存在する。今回の3例中全

例で好中球分画の上昇は認められており，骨盤内炎症性疾患の付加診断基準に好中球分画の上昇を加えることを検

討すべきであると思われた。 

 

【キーワード】：骨盤内炎症性疾患、炎症マーカー、CRP、白血球、好中球分画 

 

【はじめに】 

 骨盤内炎症性疾患(以下PID)は，子宮内膜炎，子宮留

膿腫，付属器炎，卵管卵巣膿瘍，骨盤腹膜炎などの女

性の子宮頸管より上部の生殖器に発生する炎症性疾患

の総称である 1)。米国では生殖年齢の女性の10人に1

人が罹患するとされ 2)，日常診療で遭遇する頻度の高

い疾患である。炎症性疾患であるため通常はCRP，白血

球の上昇などの炎症所見を伴うはずであるが，今回，

初診時に CRP の上昇を認めず，1 例では白血球の増多

も認めなかった骨盤内炎症性疾患の 3例を経験したの

で報告する。 

 

【症例】 

症例1：52歳，美容師 

主 訴：下腹部痛，不正性器出血，過長月経 

月経歴：初経 15歳，月経周期は整順 30日型 

最終月経は2018年8月10日から10日間 

妊娠分娩歴：3妊2産 (人工妊娠中絶1回) 

現疾患・既往歴：14歳時に鼠径ヘルニア手術既往 

家族歴：特記事項なし 

嗜好品：喫煙歴なし，アルコール飲む 

現病歴：2018年 8月 10日より月経が開始したが，止

血せず少量出血が続いていた，同年9月29日18:30頃

より下腹痛を認め，増悪するため同年9月30日2:00am

頃に当院救急外来を受診した。血圧 138/83mmHg，脈拍 

86/分，呼吸数 18/分，体温 37.0℃，SpO2 100% (酸素

投与無)，意識は清明で，腹部の触診にて筋性防御，反

跳痛は認めないが下腹部全体に圧痛を認め，腹部CT検

査で両側卵巣の嚢胞性腫瘤とダグラス窩に少量の液体

貯留所見を認めた（図1）。白血球 10,800/μL，白血球

分画 84.0%，CRP 0.2mg/dL，血色素 7.5 g/dL（表1）

で卵巣出血を疑われ，当日に産婦人科を紹介された。 

初診時診察所見：腟鏡診では少量の淡黄色帯下を認め

るのみで，明らかな出血はなかった。内診にて，子宮

は正常大で圧痛と子宮頸部の移動痛を認めた。両側付

属器腫瘤を触知したが，圧痛はなかった。経腟超音波

にて，子宮筋腫と両側卵巣に嚢胞性腫瘤を認めた。MRI

検査では，長径約50mmの粘膜下筋腫と漿膜下筋腫を1

個ずつ，及び10mm前後の子宮筋腫を計6個認め，少量

の腹水貯留を認めたが，血液貯留は認めなかった（図

2）。また，約50mmの単房性の右卵巣嚢胞性腫瘤，及び

約35mmの単房性の左卵巣嚢胞性腫瘤を認めた（図3）。

診察所見と白血球の高値より骨盤内炎症性疾患と診断

し，症状が強いため入院治療とした。 

入院後経過：安静およびCMZとMINOの点滴投与，NSAIDs

内服投与を開始した。第 2 病日の血液検査では CRP 

19.7mg/dL，白血球 16,400/μL，好中球分画 94.0%で

あった。第２病日に右上腹部痛も出現し，Fitz-Hugh-

Curtis症候群が疑われた。入院当日は，体温が38.8℃

まで上昇したが，第１病日には38.3℃，第2病日には

37.1℃に解熱した。また，第 2病日に月経が開始し，

血色素 6.3g/dLのため同日に 4単位の輸血を施行し，

鉄剤，止血剤の点滴投与も開始した。第5病日には36℃

に解熱し，第７病日には痛みも自制内，第 9病日には

月経も付着程度となり，第10病日の血色素 10.2g/dL，

CRP 0.9mg/dL，白血球 6,500/μL，好中球分画 76.9%

であったため第11病日に退院とした（図4）。なお，第

４病日に施行したクラミジア・淋菌抗原 陰性，帯下の

細菌培養検査は陰性であったが，第10病日に検査した

クラミジアIgA抗体 陽性，IgG抗体 陰性であった。 

 

症例2：47歳，接客業 

主 訴：突然の下腹部痛 

月経歴：初経 12歳，月経周期は整順 30日型 

 最終月経は2018年9月15日から3日間 

妊娠分娩歴：5妊3産 (人工妊娠中絶2回) 
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現疾患・既往歴：特記事項なし 

家族歴：特記事項なし 

嗜好品：喫煙歴なし，アルコール飲む 

現病歴：2017年9月30日0:00am頃，勤務中に突然の

下腹部痛を認め，同日1:00頃に当院救急外来を受診し

た。血圧 140/99mmHg，脈拍 74/分，呼吸数 17/分，体

温 36.2℃，SpO2 100% (酸素投与無)，意識は清明で，

CRP 0.3mg/dL，白血球 15,900/μL，好中球分画 88.7%

であった（表2）。腹部の触診にて筋性防御，反跳痛は

認めないが右下腹部の圧痛を認め，腹部超音波では虫

垂の腫大は認めず，痛みの部位は子宮およびその周囲

と思われたため(図5)，当日に産婦人科を紹介された。

初診時診察所見：腟鏡診では帯下は黄色で，炎症性の

印象であった。子宮頸管は，綿球による擦過で容易に

出血し，易出血性の印象であった。内診にて，子宮は

軽度腫大し，圧痛と子宮頸部の移動痛を認めた。付属

器腫瘤は触知せず，圧痛はなかった。経腟超音波にて，

子宮筋腫，卵巣腫瘍，腹水貯留は認めず，子宮内膜は

薄く，発育卵胞も認めなかった。診察所見と白血球が

高値であることより骨盤内炎症性疾患と診断した。症

状が強かったため入院治療とした。 

入院後経過：入院後は，安静およびCMZ点滴投与とMINO

内服投与，NSAIDs内服投与で治療を行なった。第２病

日の血液検査ではCRP 4.5mg/dL，白血球 5,100/μL，

好中球分画 46.7%であった。入院後は，体温は36℃台

で，下腹部痛も軽減したため第 2 病日に退院とし(図

6)，外来治療に切り替えたが，その後受診はしていな

い。なお，入院時検査にてクラミジア抗原 陰性，帯下

のグラム染色ではグラム陽性球菌2+，グラム陽性桿菌

2+，グラム陰性桿菌3+，帯下の細菌培養検査ではGram 

positive bacilli 2+であった。 

 

症例3：33歳，保育士 

主 訴：下腹部痛，帯下異常 

月経歴：初経 12歳，月経周期は整順 28日型 

    最終月経は2015年6月10日から5日間 

妊娠分娩歴：3妊1産 (人工妊娠中絶2回) 

現疾患・既往歴：特記事項なし 

家族歴：父が高血圧，母が子宮筋腫 

嗜好品：喫煙歴あり，20本/日・10年間 

    アルコール飲む 

現病歴：2015年 6月 16日に下腹痛を認め，増悪する

ため同年6月20日に産婦人科を受診した。また，帯下

も多く，臭いも気になるとのことであった。 

初診時診察所見：腟鏡診では帯下は黄色で，炎症性の

印象であった。帯下の顕微鏡検査では，lactobacillary 

grade Ⅲで細菌性腟症と考えられた。内診にて，子宮

は前傾前屈で鶏卵大，圧痛と子宮頸部の移動痛を認め

た。付属器腫瘤は触知せず，圧痛はなかった。経腟超

音波にて，子宮筋腫，卵巣腫瘍は認めず，ダグラス窩

と膀胱子宮窩に通常よりもやや多めの腹水貯留を認め

た(図7)。血液検査では，CRP 0.1mg/dL，白血球 6,600/

μL，好中球分画 80.8%と好中球分画が高めであったが

CRP，白血球は基準範囲内であった(表3)。血液検査で

は炎症所見は認めなかったが，診察所見より骨盤内炎

症性疾患の可能性が高いと判断し，抗生剤および

NSAIDsの投与を開始した。 

経過：抗生剤内服は，セフジニルとアジスロマイシン

の併用投与とした。初診後 2日目の外来受診時には疼

痛は同じ状態であったが，初診後12日目の外来受診時

には腹痛は軽快していた。また，初診時に施行したク

ラミジア抗原は陽性，淋菌は陰性で，帯下の細菌培養

検査では B 群溶血性レンサ球菌，Gardnerella 

vaginalis が検出された。治癒判定の目的でクラミジ

ア抗原を再検査したところ陰性であったため終診とし

た。なお，患者の要望で採血はなるべく控えてほしい

とのことで初診後は施行していない。 

 

【考察】 

 産婦人科診療ガイドライン婦人科外来編20171)によ

ると，診断基準は下腹痛，下腹部圧痛，子宮，付属器

の圧痛を必須診断基準，体温が38℃以上，白血球増加

，CRPの上昇を付加診断基準，経腟超音波やMRIによる

膿瘍像確認，腹腔鏡による炎症の確認を特異的診断基

準としている。症例2，3ではCRPの上昇は伴わなかった

が，白血球の増多は認められていた。白血球の増多とC

RPの上昇の間には時間差があることが知られており，

CRPは炎症が始まって肝臓で産生されるまで4～6時間

を要し3)，明らかに増加するのには少なくとも12時間か

かり4)，白血球はCRPに先立ち上昇を示す。従って，炎

症の初期段階ではCRPが陰性で白血球の増多のみが認

められる場合があり得る。しかし，実地臨床の場で実

際に腹痛の症状が認められて受診した状態でもCRPが

上昇していない場合があり得るのかどうかは興味のあ

るところであるが，それについての知見は乏しい。以

前，我々が行った卵巣出血を対象にしたデータでは，

腹痛発症後3時間未満では白血球数が基準値を超える

例が60%(3/5例)存在し，3時間以降では100%の症例が基

準値を超えていた。CRPは，腹痛発症12時間未満では基

準値を超える例はなく，12時間以降で上昇を示す例が

認められるようになったが，上昇しない例も少数存在

した5)。症例1は腹痛発症から採血まで約7時間30分の時

間差があり，症例2では3時間であった。また，症例3で

は腹痛発症後4日間経過していたが，CRPも白血球もと

もに基準範囲内で好中球分画のみが上昇しており，最

終的にクラミジアを起因菌とする骨盤内炎症性疾患と
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診断された(表4)。好中球分画は炎症性疾患に対する特

異性は低いものの白血球とともに最も早い炎症マーカ

ーとされており6)，骨盤内炎症性疾患の疑いが強い場合

には判断材料の一つとして有用ではないかと考えてい

る。骨盤内炎症性疾患は，生殖年齢の女性に発症する

ことが多いため，続発する不妊症や異所性妊娠などの

深刻な後遺症の可能性を考えれば早期の診断，治療が

望まれる7)。米国CDCガイドライン8)では若年女性や性感

染症既往を有するハイリスク女性が子宮頸部移動痛や

子宮圧痛または付属器圧痛があればPIDとして治療を

開始することを勧めている。我々も早期治療が重要と

の観点から，CRPが陰性であったが骨盤内炎症性疾患と

して早期に治療を開始し良好な結果を得た。後方視的

にみて3症例とも骨盤内炎症性疾患と診断され，初期診

断が誤りではなかったことが確認された。自験例のよ

うに，血液検査で炎症所見に乏しい骨盤内炎症性疾患

の存在を知っておくことは産婦人科日常診療に重要と

考えられる。そして，超早期に変化を認める付加診断

基準として好中球分画の上昇を加えることを提案した

い。 
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