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当財団のマークの由来
　長寿科学振興財団の設立は、昭和天皇御長寿御在位６０年記念慶祝事業の一環として検討されました。
また、昭和天皇の一周年祭に当たり、天皇・皇后両陛下から、長寿科学研究推進に資する思し召しにより、
昭和天皇のご遺産から本財団に対してご下賜金が賜与されました。
　こうした経緯がありまして、昭和天皇の宮中での御印が「若竹」でありましたことに因み、いつまでもみず
みずしさと若 し々さの心を象徴する若竹を当財団のシンボルマークとしました。
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発刊にあたり
　
　我が国の高齢化率は 26.7％であり、今や、かつてどの国も経験したことのない「超
高齢社会」が到来しております。人々が健康に老い心豊かに、美しく天寿をまっとう
できるような超高齢社会を築くことが、日本の将来にとって非常に重要であります。
　これを実現することが長寿科学研究の主たる目的と言えます。
　そこで、この目的達成のために当財団では、長寿科学に関する情報提供事業の一
環として、長寿科学に関する研究成果を速やかに研究者や医療・看護・福祉関係等
に従事する方々に情報提供を行うため「長寿科学研究業績集（Advances in Aging 
and Health Research）」を毎年 1 回刊行しております。本年度は高齢者が抱える切
実な課題として感染症についてとりあげ、これまでの研究成果を基に編集、刊行す
ることになりました。
　これまでの業績集として以下のテーマのものを発刊し、それぞれ高い評価をうけ
ております。
　

2016 年　　高齢者の睡眠とその障害
2015 年　　高齢者の感覚障害：慢性疼痛を中心に
2014 年　　高齢者の不安とその対策－経済・健康・孤独－
2013 年　　在宅の高齢者を支える－医療・介護・看取り－
2012 年　　高齢期における生活習慣病
2011 年　　高齢者の視覚障害とそのケア
2010 年　　運動器疾患の予防と治療
2009 年　　高齢者の口腔機能とケア
2008 年　　高齢難聴者のケア
2007 年　　高齢者の排泄ケア
2006 年　　認知症の予防と治療
2005 年　　健康長寿と運動
2004 年　　のばそう健康寿命
2003 年　　高齢期をいかに生活するか
2002 年　　老年期痴呆の克服をめざして
2001 年　　骨粗鬆症の予防と治療
2000 年　　寝たきりの予防と治療

　
　今回のテーマであります感染症は、多くの高齢者が抱える問題であり、高齢者自
身の関心も高いものです。本書の研究成果が研究者の方々、医療関係者、公衆衛生
行政関係者、ボランティア活動者等の皆様方に広く活用され、素晴らしい長寿社会
の推進の一助となることを願ってやみません。そして関係者の皆様方の活躍が、他
の国々にまでよい影響を与えてほしいものと思います。
　終わりに、本書の編集にあたってご多忙のところ快くご協力をいただきました執
筆者各位に対し、衷心より感謝申し上げます。
　
平成 30 年 3 月

公益財団法人  長寿科学振興財団
理事長　祖父江　逸郎　
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　わが国では、明治、大正、昭和、平成へと
約150年程の時代の流れと共に、人口動態の
変貌、社会の大きな変化、ことに西欧文化、
文明の導入に伴い、社会環境が激変した。こ
の間、住居、食生活などの大変革があり、一
方では医療内容の急速な進歩、医療保険など
の制度改革も行われ、衛生状態を始めとする
生活環境も様変りしてきた。こうした変貌と共
に疾病内容にも大きな変革がみられ、一時猛
威を振った種々感染症も影を潜め、それに代
わり新たな生活習慣病を中核とした新しい疾病
時代に移行した。感染源としての種々の細菌、
ウイルス、リケッチアなどの微生物側にもそれ
ぞれの時代に応じた変化が認められた。その
中には、全く影を潜めたかに思われたものもあ
るが、抗生物質の乱用により耐性菌として新た
な装いで再出現したもの、人体や各種動物体
内に潜み、環境変化の情況をうかがいながら、

再び人類を対象に襲いかかってきたものもあ
る。これらとは、全く異なり、わが国では、こ
れまでほとんど発見されなかったものが、世界
を通じてのコミュニケーションの急速な進展に
より、新たにわが国に持ち込まれたものもあり、
その内容は実に多彩である。一方、わが国に
おける死因別死亡率では、各種がんが第一位
を占め、それに続いて心臓病、脳卒中などが
挙げられる。これらの疾病に続くものが肺炎で
ある。新聞紙上の死亡広告では、やはり肺炎に
よる死因が目立っている。循環器障害による多
臓器不全を原因とする死因と共に、内因的な多
種起炎菌による多臓器感染によるものもかなり
含まれていると思われる。
　肺炎といえば、高齢者では誤嚥性肺炎が注
目の的になっている。高齢者では身体各種機
能の低下に伴い嚥下機能にも低下がみられる。
高齢者でも、最近話題になっているサルコペニ

公益財団法人長寿科学振興財団　理事長
名古屋大学　名誉教授

祖父江　逸郎
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学専攻　1975 年　名古屋大学教授医学部内科学教授　1976 年　名古屋大学医学部付属病院長　1978 年　名古屋大学医学部長　
1980 年　名古屋大学医学部付属病院長　1984 年　名古屋大学名誉教授、国立療養所中部病院（現：国立長寿医療研究センター）院
長　1991年　愛知医科大学学長　2011年　公益財団法人長寿科学振興財団理事長　現在に至る

高齢社会と感染症
－現状と問題点－
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アからフレイルといった一連の概念の導入によ
る全体像からすれば、嚥下機能も予想以上に
障害されていることが考えられ、したがってこう
した生活機能全般の低下状態に追い込められ
た段階では、誤嚥性肺炎の発生が生じ易いこ
とは容易に理解される。誤嚥性肺炎の発現に
はこうしたことが大きな要因になっていることは
確かであるが、高齢者にみられる逆流性胃炎に
伴う胃内容物の逆流により口腔内からの咽、喉
頭近傍に巣食っている各種細菌類、微生物類
の汚物を巻き込んで誤嚥に関与している可能性
が考えられる。口腔内清掃、消毒を励行するこ
とで嚥下性肺炎の発生をかなり予防できると指
摘されており、上記のような肺炎発生機序も考
慮しておく必要がある。このことについては従
来からあまり指摘されていない感があるが、注
意すべき事項であろう。逆流性胃炎で逆流の可
能性がある場合には、就寝時の体位などにつ
いても格別の注意を払う必要がある。
　世界保健機関によれば感染症については、

「かつて知られていなかった新しく認識された
感染症で、局地的あるいは国際的に公衆衛生
上の問題となる」新興感染症と「既知の感染症
で、すでに公衆衛生上問題とならない程度にま
で患者数が減少していた感染症のうち、ふたた
び流行しはじめ患者数が増加しはじめている」
再興感染症に分かれている。前者には、レジ
オネラ症、新型コレラ、病原性大腸菌O-157感
染症などが含まれているが、わが国ではHIV
感染症、ヘリコバクター、ピロリ感染症、C型
肝炎などがあり、さらに成人T細胞白血病、ウ
シ海綿状脳症なども問題とされている。後者
には、劇症型A群レンサ球菌感染症、ペスト、
ジフテリア、結核、百日咳、サルモネラ症、コ
レラ、狂犬病、デング熱、トキソプラズマ症な
どが含まれる。

　最近の世界情勢からすると、人の動きがグ
ローバルになり、しかも航空機によるスピード
化なども拍車をかけ、感染症問題は今や局地
化で考えることはかなり無理があり、よりグロー
バル化、国際化の時代となり、感染予防、防
止について、より迅速化、適正化が必要で、こ
とに時間との戦争情態にあり、一層困難な局面
に突入している。これらの感染症がいつ、どこ
で新たな火種になったかについての最新情報
の交換が必須の時代となった。
　再興感染症とされている結核は、これまで全
国いたるところで、各年代層にわたる国民病的
性格を有し、つい最近まで通常の臨床ではい
つも念頭においておくべき重要疾病の一つとさ
れていたが、各種特効薬の開発、服薬実施対
策など全般的な対策の励行などにより、その影
を潜めたかに見えた。しかし高齢社会の到来と
共に休眠状態で体内に潜んでいた結核菌が高
齢期免疫力低下で発症、再興感染症としての
地位に位置付けられ、長寿社会での臨床では、
絶えず念頭においての診療が強調されている。
　高齢社会での感染症については、以下のよう
に整理して考えてはどうかと思われる。

①すでに述べたように、新興感染症、再興感
染症に種分けし、それらの内容疾病につい
て実態、現状などを明らかにする。

②高齢者施設入所者を対象に血液検査を実
施。その結果によると、a. アルブミンの低
値、b. ヘモグロビンの低値、c. CRPのやや
高値などの結果がみられた。この所見から高
齢者では、軽い低栄養状態、軽度の貧血状
態、何らかの慢性炎症状態などの存在が考
えられる。したがって高齢者では、副鼻腔
炎、歯肉炎、胆のう炎、尿道炎、咽喉頭炎、
扁桃腺炎、気管支炎、関節炎、卵巣卵管炎、

高齢化会と感染症－現状と問題点－
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その他各種消化器系臓器炎症などが推定さ
れる。これらの各局所での慢性炎症状態の
存在である。

③一方、高齢者では加齢に伴い、各種臓器、
組織の機能低下があり、ことに80歳以上で
はその程度が著明化する傾向がある。人体
は約90兆の各種機能に分化した細胞で形成
されており、それらがさらに統括され、個体
全体として調和を保ちつつ、生体の恒常性、
ホメオスタシス機能を維持している。その制
御システムとして、心－神経－内分泌－代謝
－免疫機能があり、これらの制御機能を介
し、90兆の細胞全体としての統括的活動が
バランスよく調整されていると理解される。
これら脳を含めてのより高次の機能の働きに
より、免疫機構も制御されている可能性が考
えられる。高齢になるにつれ、これら全体と
しての統括、制御機能にも何らかの齟齬が生
じ、機能不全を呈することが推測される。し
たがって、高齢者では、何らかの形で免疫
機能にも不全が生ずる傾向があると考えられ
る。このような情況から高齢者では、感染症
に罹患し易い傾向があるとされている。

④最近、高齢者での身体各部での帯状疱疹の
罹患が目立ってみられる。これも何らかの身
体負荷に伴う高齢者の免疫機能低下の結果、
過去に罹患した水痘ウィルスによる発症と考
えられている。一種の再興感染症の一つで
もある。発疹の消退後神経痛の出現が問題
視されている。

⑤各種消化管感染症、呼吸器感染症などでの
各種変異菌が次々に発現、全世界的に新た
な流行の兆しが報告されている。これらの新
しい感染症は短期間に全世界各地で流行す
る可能性があり、最近の高齢社会での対策
の一環として多くの高齢者を収容する施設が

全国各地に多数存在する高齢社会では、こ
れらの新興感染症に対する備えがどれくらい
実施されているかということも大きな課題と
なっている。

⑥各種感染症の治療について、現段階では、
様々な治療が実施されているが、従来から問
題にされているのは、種々の抗生物質の乱
用である。これら抗生物質に関しては、そ
れぞれの菌に対する選択適応性が十分検討
されないまま乱用されがちであることは耐性
菌の出現を促す点で問題を提起している。抗
生物質の使用にあたっては、十分その効果
について検討し、見極めた上で慎重に使用
すべきである。安易に抗生物質を使用する
ことで耐性菌を新たに発現させることには大
きな問題を残すことになるので、注意が必要
である。また、これら新しい変異菌について
は、それまでのワクチン療法では有効でなく、
新たな流行に対し、新しくワクチンを用意す
べきである。ワクチンの準備にはある程度の
準備と時間を要することであり、予め流行の
情況を十分分析しながら準備をすべきである
が、実際の流行にあたっては、なかなかそ
こまで当を得た準備が整わないのが実状で、
進行しつつある新たな流行に対しては間に合
わないまま過ぎてしまうことも少なくない。こ
れまでの情況からしてもこうした点が十分予
知されることで、絶えず新たな流行を見越し、
先手を打つくらいの用意周到さが必要であろ
う。

⑦これまで経験したことのない新しい感染源に
よる特種で新たな感染症の出現に対しては、
感染、罹患により発症する新感染症の症状、
病態、経過、予後、治療法とその結果など
に関し、できるだけ迅速に情報を解り易く解
説を加えながら広く啓蒙活動を実施すること

高齢社会と感染症－現状と問題点－
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が重要である。これまでの新種感染源に対
しその内容を詳しく解説し、広く住民にゆき
届くよう広報活動や情報メディアを動員、活
動を行い住民の不安を一早くとり除く努力が
是非必要であろう。適格で有効な内容の情
報であることが望ましいが、これまでの流行
ではあまりこうした点に力を入れていない感
がある。ことに感染の仕方、様式などを中
核とし、感染予防の方法を明示することが一
般の不安対策としては重要であろう。感染の
目安、感染が疑われる場合の注意事項、流
行に伴う生命予後などを明示することは、不
安対策として極めて重要なポイントであろう。
新しい感染症の流行が身近に迫った場合の
不安は極めて大きいので、できるだけ早い時
期にその不安解消の対応策を講ずべきであ
ろう。これまでに流行が身近に迫った新しい
感染症の場合、高齢者ではすでに述べたよ
うな免疫力のことや、身体防衛力の脆弱性な
どのこともあり、より一層正しい報道と啓蒙
活動による人心の動揺を防ぐことが必要であ
ろう。

高齢社会と感染症－現状と問題点－
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Ⅰ．はじめに

　社会的な衛生状態の改善と医療の発展に伴
い世界的に平均余命が延長している。2030年
までには、60歳以上の高齢者が全人口の25%
以上となり、そのうち75%が発展途上国に住む
ということになる。高齢化は世界的な傾向であ
るが、我が国は高齢化社会を過ぎ、高齢、い
や超高齢社会に突入している。高齢者は、加
齢による生理学的変化、免疫学的変化、合併
する慢性疾患及びその治療などによって感染症
に罹患しやすくなり、また重症化しやすくなっ
ている。感染症で命を落とさなくても、入院治
療などで身体的能力が低下することも多く、健

康長寿の延伸には、高齢者の感染症の予防・
克服が重要課題となる。本稿では、高齢者の
感染症に対する感受性の変化をきたす要因な
どについて概説する。

Ⅱ．高齢者と感染症の疫学

　「肺炎は老人の友である」と言ったのは、優
れた臨床家であるWilliam Oslerであった。確
かに我が国でも肺炎が死因の第3位となり、死
亡する大部分は65歳以上の高齢者であるので、
高齢社会となった我が国で肺炎の持つ社会的
インパクトは大きい。高齢者では若年者と比べ
ると、市中肺炎の発生率が3倍高く、尿路感
染症の頻度が約20倍高い。他にも、憩室炎、

名古屋大学大学院医学系研究科 生体管理医学講座
臨床感染統御学分野 教授
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Tetsuya Yagi
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菌血症、心内膜炎、糖尿病性足感染症に代表
される皮膚軟部組織感染症が高齢者で見られ
る頻度が高くなる1）。尿路感染症では、若年者
では女性に多いが（頻度は女性：男性＝約30：
1）、高齢になると男性の頻度も上昇する（女性：
男性＝約2：1）2）。また、高齢者では様々な人
工物（ペースメーカーや人工関節など）が使用
されていることが多く、そうした人工物に関連
する感染症の頻度も増加する。
　院内感染症も高齢者で多くなる。これは単
に入院率が高くなるだけでなく、入院一日あた
りの感染症発症リスクが高まっていることによ
る。また、居住する環境（自宅か介護施設か
など）によっても、感染症の種類や発生しやす
さが異なるのも高齢者の特徴である。世界的
にみると、発展途上国での高齢者の低栄養が、
免疫力や皮膚、粘膜の防御力も低下させるこ
とになり、より高齢者の感染症リスクを増大さ
せており、問題となっている。この栄養障害と
感染症についての問題は別章で詳しく解説され
る。

Ⅲ．加齢による生理学的変化と
　　感染症リスク

　高齢者の感染症リスクの増大には、生理学
的変化、免疫学的変化、合併する慢性疾患及
びその治療の影響の面から考えなければなら
ない（図1）3）。問題は多面的であるが、ひとつ
ずつ整理してみていこう。
　高齢者の身体的機能の変化を表1に示す。
中でも加齢に伴う様々な生理機能の変化は概し
て感染症発症のリスクを増大させる方向に働く
ことが多い。例えば、呼吸器系の変化としては、
気道粘膜の分泌能や線毛運動能力の低下、咳
嗽反射の低下は、高齢者肺炎の特徴である誤
嚥性肺炎のリスクになる。誤嚥の生じる生理学

的メカニズムを、もう少し詳細に示すと図2のよ
うになる。咳及び嚥下反射の低下は、舌咽神
経及び迷走神経知覚枝末端にあるサブスタン
スPの放出低下が原因で、それを引き起こすの
は大脳基底核の脳梗塞であり、それによって基
底核でのドーパミン産生が低下するため、舌咽
神経及び迷走神経知覚枝でのサブスタンスPの
産生が低下すると考えられている4）。口腔・消
化管機能では、まず唾液分泌の低下による口
腔内乾燥や自浄能力の低下は歯周病疾患の原
因となり、菌血症や心内膜炎、肺炎のリスクと
なる。また胃液分泌の低下は、胃酸によるバリ
アの低下により腸内に病原細菌の侵入を許し、
腸管の運動能の低下も相まって腸管感染症の
リスクが高まると同時に、胃内容物逆流による
誤嚥のリスクも増すことになる。泌尿器系では、
加齢による尿路の上皮細胞の変化により、菌が
より接着しやすくなる。男性では前立腺肥大に
より尿の通過障害や排尿障害が生じ、これは
尿路感染症のリスクを増大させる。皮膚・軟部
組織では、皮脂の分泌能や水分保持能力の低
下による皮膚の乾燥、菲薄化・脆弱化は皮膚・
軟部組織感染症のリスクであり、また創傷治癒
遅延に繋がる。心臓のポンプ機能の低下や動

図1　高齢者の易感染性に影響を及ぼす因子
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脈硬化などによる末梢循環障害も同じように皮
膚・軟部組織感染症及び創傷治癒遅延のリス
ク因子となる。

Ⅳ．加齢による免疫学的変化と
　　感染症リスク

　高齢者では加齢により生じる様々な免疫学
的変化が、感染症に対する感受性やワクチン
効果の低下につながることが最近の研究で明ら
かになってきている。その知見をまとめると表
2のようになる。加齢による免疫学的反応の変
化は、獲得性免疫能の変化が主体と考えられ
ていたが、自然免疫にも変化があることが判っ
てきている。好中球には遊走化能の低下、細
胞内の活性酸素産生能の低下（細胞内殺菌能
の低下）がみられ、Toll-like receptorを介し
た反応性の低下によって、樹状細胞の活性化
の低下、それに続くT cellの活性化が低下し
初期の炎症反応、防衛反応が十分に生じない

図2　誤嚥性肺炎発生のメカニズム
（Yamaya, et al., 20014）より作成）
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表1　高齢者の身体的機能の変化
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ことになる5）。
　獲得性免疫の加齢による変化として液性免
疫も低下する。その結果、新規の病原体に対
する感受性が低下し、ワクチンの効果が低下、
癌や慢性炎症の頻度が高くなり、自己免疫疾
患の頻度も増加することになる。高齢者では末
梢のリンパ組織中のB細胞の数自体には変化は
ないが、その機能的分画の多様性が低下して
いる5、6）。つまり、新規抗原に反応する新たな
B細胞ではなく、これまでに抗原刺激を受けた
メモリー B細胞の集団が多くなるのである。そ
の結果、産生される抗体は新規抗原に対して
親和性が低下し、より防御能の低いものとなる。
インフルエンザワクチンの防御効果は若年成人
では65－80%であるが、高齢者では30－50%程
度である。佐々木らの研究では、若年と高齢
のワクチン接種者の産生する抗体のaffinityを
解析すると、若年者の方が高齢者よりも高い
affinityの抗体が産生されており、高齢者に産

生された抗体はワクチン株とは同じH1N1の過
去のパンデミックウイルス株との交差反応性が
高いことを示している7）。また23価の肺炎球菌
ワクチンを接種した場合、高齢者と若年者では
産生されるIgGのレベルには差はないが、抗体
の肺炎球菌のオプソニン化能（好中球に貪食さ
せ殺菌させる能力）を比較すると高齢者の抗体
は若年者のものに劣ることが報告されている8）。
　高齢者ではT細胞を介した細胞性免疫が低
下し、細胞内寄生病原体の感染症に対する防
御能が低下し、結核の再燃や帯状疱疹の発症

（水痘・帯状疱疹ウイルスの潜伏感染後の再燃）
が見られやすくなるのは良く知られた事実であ
る。これは、胸腺の退縮による新しいnaïve T
細胞の減少、メモリーT細胞の増加からくるT
細胞の多様性の低下、T細胞受容体からのシ
グナル伝達能の低下、CD4細胞の刺激による
分化・増殖能の低下、CD8細胞の多様性の低
下などからもたらされる。CD8細胞では特に、

表2　高齢者の免疫学的機能の変化表 高齢者の身体的 能の変化
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高分化型のCD8+CD28－細胞が年齢と共に増
加し、これがヘルペス属ウイルスの一つである
サイトメガロウイルスの潜伏感染によって加速化
され、それによりT細胞の多様性が失われてい
くことが示され注目されている5、9）。サイトメガ
ロウイルスはヒトの造血幹細胞、骨髄細胞、血
管内皮細胞など感染部位が広範なため、免疫
系への影響が大きくなるのである。ヒトではヘ
ルペス属を含む8－12種類のウイルスが潜伏感
染しており、そうしたウイルスとの免疫学的反
応を通じて、ヒトの免疫系の老化現象、特定の
メモリーT細胞の増加による多様性の低下が生
じていくと考えられている10）。

Ⅴ．合併する慢性疾患の影響

　加齢に伴い様々な所謂「生活習慣病」など
の慢性の合併症が増加する。心臓病や動脈硬
化、脳血管障害、糖尿病、慢性閉塞性肺疾患

（COPD）、そして前立腺肥大症などである。こ
うした基礎疾患を持つことは、感染症を引き起
こすリスクを高めることとなる。ここでは、糖尿
病を例にとってみよう。
　糖尿病は2014年の世界のデータを見ると、
12人に1人が罹患しており、日本では2013年
の国民健康・栄養調査によれば男性の16.2%、
女性の9.2%を占めており、30歳以上で加齢と
ともに有病率が増加していく。糖尿病では、そ
れに伴う様々な免疫機能の変化や、神経障害
などの合併症や糖尿病治療により、感染症のリ
スクが増加することが知られている。まず免疫
機能の変化としては、好中球機能の低下がみら
れる。抗原刺激のないベースラインの状態では、
好中球の接着能や殺菌能などが亢進している
が、抗原刺激すると非糖尿病者と比べ遊走能
や貪食能、殺菌能は低下している11）。獲得性

免疫機能では、抗体の糖化が生じるため抗体
機能が低下すると言われているが、糖尿病患
者のワクチンに対する抗体反応はコントロール
群と変わらない。血糖コントロールの悪い1型
糖尿病患者ではT細胞機能が低下するが、血
糖コントロールが改善するとT細胞機能も改善
することが知られている12）。糖尿病性の合併
症では、末梢神経障害による感覚障害や、末
梢血管障害による循環障害は皮膚・軟部組織
感染症のリスクを上げる。糖尿病患者では抗
MRSA薬であるバンコマイシンの組織移行が
低下するとの報告もあり感染症の治療成績にも
影響があると考えられる13）。これらの影響で高
齢者に多い2型糖尿病患者では、コントロール
と比べて下気道感染症、尿路感染症、細菌性
皮膚・軟部組織感染症、真菌性皮膚・軟部組
織感染症のリスクが、それぞれ1.32倍、1.24倍、
1.33倍、1.44倍有意に増加すると報告されてい
る14）。また、糖尿病患者では、気腫性腎炎や
気腫性胆嚢炎、緑膿菌による侵襲性外耳道炎、
鼻脳型ムコール症など特徴的な重症の感染症
を引き起こしやすいことが知られている。

Ⅵ．慢性基礎疾患の治療による影響

　前項では加齢に伴い生じてくる慢性疾患その
ものの影響について、糖尿病を例にして解説し
たが、様々な慢性疾患の治療が感染症リスクに
影響する場合もある。そうした薬剤治療と特定
の感染症リスクとの関係を表3に示す。ステロイ
ドや免疫抑制剤の使用では細胞性免疫能が低
下して、ニューモシスチス肺炎のリスク、結核
再燃のリスク、帯状疱疹などヘルペス属のウイ
ルス感染症のリスクが増大する。悪性腫瘍に対
する抗がん剤の使用は、その種類により程度に
差はあるが、骨髄抑制の副反応が生じ好中球
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減少を通じて、一般細菌感染症、カンジダやア
スペルギルスなどの真菌感染症のリスクが上が
る。特異的な抗腫瘍剤としてB細胞性非ホジキ
ンリンパ腫などに使用されるリツキシマブがある

（この薬剤はANCA関連血管炎など自己免疫
性疾患にも使用される）。この薬剤は抗CD20
モノクローナル抗体でB細胞機能を低下させ
る。B細胞機能低下では、肺炎球菌、インフル
エンザ菌などの莢膜を持つ菌による侵襲性感
染症のリスクが上がるため、注意が必要である。
PPIなどの制酸剤や向精神薬の使用は肺炎のリ
スクを上げ15、16）、前者はクロストリジウム・ディ
フィシル感染症のリスクも上げることが知られて
いる17）。糖尿病治療薬で尿細管からの糖の再
吸収を抑えるSodium-glucose cotransporter 2

（SGLT2）阻害薬では、尿路感染症や性器感
染症が増加することが報告されている18）。また
抗菌薬の使用によって、腸内細菌のフローラが
変化しClostridium difficile 感染症のリスクが
増大する19）。
　広い意味での免疫抑制剤には、近年慢性関
節性リウマチの治療に使用されるTNF－α阻害
薬やIL－6阻害薬などがある。これらの薬剤も

一般細菌による感染症以外にも、結核症など
の抗酸菌感染症、ニューモシスチス感染症の
リスクを上げることが報告されている。特に結
核では、こうした薬剤を使用する前に、IFN－
γ放出検査（クオンティフェロンやT-SPOT TB
検査）で結核の既感染の有無を調べる必要が
ある。IFN－γ放出検査が陽性であれば胸部レ
ントゲンなどの画像検査を行い、発症の有無を
チェックする。活動性病変がなく潜在性感染症
であれば、イソニアジド内服などによりその治
療を先行させることが必要である。このことに
よりTNF－α阻害薬やIL－6阻害薬で治療中の
結核の再燃のリスクを下げることができる20）。
今後もこうした免疫系のメディエーターを特異
的に阻害するような治療薬が開発されてくると
考えられるが、副反応として感染症のリスクが
増大する可能性があり、注意深く使用する必要
があると考えられる。
　こうした薬物治療だけでなく、高齢者ではカ
テーテルなどの様々な人工物を治療に使用する
機会が増加し、カテーテル関連の血流感染症
や尿路感染症を引き起こしたり、治療が難しい
人工物感染症を引き起こすリスクが高くなる。

ロ

（
）
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性

尿

ロ

（
）

菌 菌（
）
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Clostridium difficile 

）
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表3　感染症リスクが高くなる薬剤
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　Ⅶ．高齢者感染症の臨床的特徴

　高齢者は様々な生理的変化や慢性の基礎疾
患の合併により、感染症のリスクが高まること
が判った。では、実際の高齢者の感染症の臨
床的な特徴には、どのようなものがあるだろう
か。
　まず第一に、高齢者ではその置かれた状況
により起こる感染症が異なることが挙げられ
る。つまり元気に独立して健康に暮らしている
高齢者は、若年者と同様にインフルエンザや
気管支炎、市中肺炎などの気道感染症や、尿
路感染症、胆嚢炎や憩室炎などを含む腹腔内
感染症などに罹患しやすい。しかし、介護施
設に入所している高齢者では、誤嚥性肺炎や
尿路感染症、そして皮膚軟部組織感染症に罹
患しやすい。尿路感染症では起炎菌は、前者
は市中感染症で見られる大腸菌によるものが多
く、後者ではカテーテルが留置されている例も

多く、起炎菌も大腸菌以外の腸内細菌科細菌
や緑膿菌など様々である。
　もうひとつの特徴は、感染症の典型的な症
状が出にくいということである21）。そのような高
齢者の特徴をまとめると表4のようになる。高
齢者では、若年者で見られるような感染症の
典型的な症状が揃わない場合も多く、診断に
より注意が必要である。感染症の主徴の一つ
である発熱を欠く場合も多く、これは診断を困
難にするばかりではなく、炎症反応性の低下を
示し感染症の予後不良因子の一つとも考えられ
る。高齢者では基礎体温が低下しており、元々
のベースラインからどれほど体温が上昇してい
るかを確認することが重要となる。
　また高齢者の感染症治療では、治療に使用
する抗微生物薬の薬力学/薬物動態学的な変
化により副反応が出やすくなったり、慢性の合
併疾患の治療薬と抗微生物薬との相互作用に
十分注意を払う必要がある。

表 高齢者の感染症における非典型的な症状（文献 より改変）

感染症全般でみられるもの 特定の感染症でみられるもの

認知能力の変化（せん妄や興奮など）
転倒
全身倦怠感
食欲不振
栄養障害
基礎体温の変化（もともと高齢者では
基礎体温が低くなっており、そのベ
ースラインからの体温上昇を考える
ことが必要）

菌血症
・呼吸困難、混乱、転倒、低血圧など
・発熱がないことも

肺炎
・頻呼吸
・発熱、咳、痰の症状がないことも

腹腔内感染症
・食思不振
・発熱や腹膜刺激症状が見られないことも

髄膜炎
・混乱、意識状態の変化
・頸部硬直がみられないことも

結核症
・体重減少、全身倦怠感、栄養障害
・発熱は見られないことも

尿路感染症
・排尿障害、頻尿、側腹部痛や発熱がみられないことも

表4　高齢者の感染症における非典型的な症状（Norman, 200921）より改変）
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Ⅷ．おわりに

　高齢者のもつ感染症のリスクについて様々な
面から解説した。加齢による変化を背景にした
高齢者の持つ感染症リスクを十分に理解するこ
とが重要と考えられる。また、加齢による免疫
能の変改などの研究から、高齢者の感染症リ
スクを克服する新たな治療法などが、今後発見
されることを期待したい。
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Ⅰ．はじめに

　栄養障害とは健康を維持または成長を支え
る上で必要な栄養素と実際の摂取量の不均衡
が生じ、何らかの健康障害を引き起こしやすい
状態、と定義することができる。この障害は大
きく分けて二種類存在し過栄養を基盤とするも
のと低栄養を基盤とするものがある。感染症へ
の影響は過栄養と低栄養状態のいずれにも起
こるが、高齢者では低栄養によるものが多いと
思われ、今回は低栄養、栄養素欠乏に焦点を
当てた。

Ⅱ．高齢者の低栄養要因

　高齢者の低栄養の要因は複雑であるが、少
なくとも若年成人と比較し、圧倒的に低栄養

リスクが存在する。その最たるものは老化そ
のものである。表１に主な要因を挙げた1）。疾
病が関与するものも存在するが、社会的要因、
ADL障害、口腔・嚥下の問題、疼痛、薬剤の
副作用などは頻度が多い要因である。

Ⅲ．免疫老化と栄養

　加齢により免疫機能が変化することは免疫
老化（immunosenescence）とも呼ばれ、その
中でも特に獲得免疫機能の低下が良く証明され
ている。この加齢に伴う免疫機能の低下は細
胞性免疫、液性免疫の両者でみとめるが、特
に細胞性免疫での低下が免疫老化の中心であ
ることが知られる。
　加齢とともに起こる免疫力の低下に伴い、感
染症に対する脆弱性が起こることが知られ、
若年者に比べて感染症に罹患しやすく、さらに
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感染症による死亡が多くなる。日本人の死因の
第三位が肺炎になったことも超高齢社会を反映
し、この高齢者の易感染性と関連している可
能性がある。また健全な栄養状態が正常な免
疫システムを維持する上で重要であることもよく
知られているが、栄養状態、ならびに個々の栄
養素がなぜ免疫機能に影響を与えるかはなお
不十分な情報しかなく、未解決な部分も多い。
高齢者では要介護高齢者など栄養不良状態に
陥っている高齢者も多く、低栄養状態さらには
ある種の栄養素の低下が、さらに免疫老化に
影響を与えていることも知られる2）。

Ⅳ．PEMの免疫ならびに　　
　　感染症への影響

　Protein energy malnutrition（PEM） とは
長期間のタンパク質ならびにエネルギー摂取不
足状態を言う。臨床的にもインフルエンザや他
の感染症に対する易感染性の要因として最も重
要視され、その原因は免疫機能の低下に起因
する。一般にはPEMではリンパ球数の減少、
分裂刺激や抗原によるリンパ球増殖活性が低

下する。また、細胞障害性Tリンパ球の減少、
サイトカイン産生の変化、ワクチンに対する抗
体産生の低下などが知られる。またナイーブT
リンパ球の増加、ナチュラルキラー細胞 (NK
細胞)の活性低下などによる自然免疫能の低下
も報告される3）（表２）。
　歴史的には、以前よりPEMでは結核などに
掛かりやすいと言われてきたが、これらの根拠
は多くの疫学的な報告をベースにしており、無
作為化比較試験が行われたわけではなく決し
て科学的な証拠があってではない。しかし、
動物モデルを使用した実験ではPEMの存在が
結核の発症並びに進行に負の影響を与えること
はわかっているし、BCGワクチン接種による免
疫獲得も抑制されることもわかっている。ヒト
に関してもPEMの存在は遅延型アレルギー反
応、IL-2産生、T細胞増殖、抗体産生の低下
が以前に報告されている4）。
　また栄養状態は感染症の予後にも大きく影
響を与えることは知られている。体格指数（body 
mass index：BMI）は決して栄養状態を示す
絶対的指標ではないが、一般によく栄養状態

表１　高齢者低栄養の要因
（葛谷雅文，20071）より改訂）

社会的要因
　　貧困
　　独居（孤食）
　　介護不足
　　孤独感

疾病要因
　　臓器不全
　　炎症・悪性腫瘍
　　薬物副作用
　　歯科的、咀嚼の問題
　　摂食・嚥下障害
　　ADL 障害
　　疼痛
　　消化管の問題（下痢・便秘）

精神的心理的要因
　　認知機能障害
　　うつ
　　誤嚥・窒息の恐怖

加齢の関与
　　臭覚、味覚障害
　　食欲低下
　　（中枢神経系の関与）

その他
　　食形態の問題
　　栄養に関する誤認識
　　医療者の間違った指導

表２　PEM による免疫への影響

リンパ球数の減少

リンパ球増殖の低下

IL － 2 の減少

ワクチンに対する抗体産生の低下

細胞傷害性 T 細胞の活性化低下

ナイーブ CD4+, CD8+ の増加

自然免疫低下

ナチュラルキラー細胞活性の減少
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のマーカーとして汎用されている。図1は20の
研究、計19,538名の施設入所中の高齢者の前
向き研究のメタ解析で、BMIと感染死との関係
を示している。BMI=18.5 ～ 24.9kg/m2を対照
とした場合、BMI<18.5kg/m2 では明らかに感
染死のリスクが上昇し（相対リスク：1.47）、逆
にBMIが高いほど死亡リスクが低下することを
表している5）。
　高齢者ではもともとワクチンによる免疫獲得
反応が低下していることが知られる。実際、高
齢者を対象にしたいくつかの研究で、ワクチン
による免疫獲得が不良な要因として低栄養がそ
の一つとして報告されている6）。

Ⅴ．微量栄養

1．亜鉛
　亜鉛は様々な免疫機能に関与している（表
３）。亜鉛欠乏により胸腺の萎縮が起こり、
Th1細胞の数が減少する。さらにはリンパ球の
増殖が抑制され、IL-2の産生が低下し、遅発
性免疫反応、抗体産生の低下、NK細胞の活

性化低下、マクロファージの貪食能の低下が起
こる。亜鉛欠乏の典型例としては、臨床的には
まれな遺伝性疾患であるが、亜鉛の腸管での
吸収障害が起こる腸性肢端皮膚炎がある。こ
の患者は胸腺萎縮を伴い、リンパ球数の減少
のみならず、細胞性免疫の機能低下による併発
感染を頻繁に起こす。これらの症状は亜鉛を
補充することにより改善を認める7）。
　高齢者、特に入院中、または施設入所中の
高齢者では亜鉛欠乏に陥りやすい。欠乏して
いる場合、亜鉛の補給により遅延性過敏反応
の改善、ワクチンでの抗体産生の改善、好中
球でのIL－2ならびにIL－2受容体の発現の亢
進、NK細胞の活性化など免疫機能が改善す
ることが報告されてはいるが、なお報告によっ
ては一致しない結果もあり、さらなる研究が望
まれる。
　亜鉛補給の感染症発症への効果に関して
は、亜鉛とセレニウムを長期間補給することに
より、高齢者の呼吸器感染症が軽減する、ま
たワクチン接種後の抗体価の上昇が報告されて
いる8）。また、老人ホーム入所中の亜鉛欠乏が
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  図１　BMI と感染死との関係（メタ解析）（Veronese, et al., 20155）を参考に作図）
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無い高齢者では欠乏者に比べ、肺炎の罹患率
が低く、抗生剤の使用日数も少ないとの報告が
ある9）。
　これらの報告より、少なくとも亜鉛欠乏のあ
る高齢者では亜鉛を補給することが感染予防
につながる可能性がある。

2．ビタミンE
　脂溶性、抗酸化作用のあるビタミンＥは免疫
反応を増強させる作用があることが知られる

（表３）。ビタミンＥ欠乏では細胞性ならびに液
性免疫も低下する。また欠乏状態の高齢者に
ビタミンＥを補給することにより病原体に対する
抵抗力が増加することが知られる。無作為比
較試験では高齢者へのビタミンＥの6週間の投
与により、プラセボに比較し遅発性過敏反応
が改善し、Tリンパ球の増殖、IL－2の産生が
増加し、血液中の過酸化脂質濃度やプロスタグ

ランジンE2の産生が著しく低下することが報告
されている10）。さらに最近の研究ではビタミン
Ｅの3か月の投与により、リンパ球の増殖能の
改善、IL－2の産生増加、NK活性の増加、好
中球の遊走能ならびに貪食能の増加などが報
告されている11）。ただ、血中のビタミンＥ濃度
が25 μmol/Lまでは直線的に免疫機能の改善
を認めるものの、血中濃度がさらに上昇しても
それ以上の免疫に対する効果は期待できないと
される12）。
　ビタミンEの感染症への影響は、動物実験
ではビタミンE投与によりインフルエンザ感染
に対して防御的に働くとの報告が複数存在する
が、ヒトを対象としたビタミンEの感染症に対
する効果は限られたものしか無い。大規模二
重盲検化ランダム化比較試験ではビタミンE投
与群でプラセボに比較し呼吸器感染症の発症
や感冒発症が有意に減少したと報告されてい

表 3　微量栄養素補給と免疫に与える効果
　　　（ヒトを対象とした研究より）
亜鉛 血中 T リンパ球の増加

リンパ球の増殖効果
遅発性過敏反応の増強
ワクチン接種後の抗体価の上昇
NK 細胞活性の一過性増加
胸腺液性因子の増加
IL-2 の増加ならびに IL－ 2 受容体発現亢進

ビタミンＥ リンパ球の増殖効果
遅発性過敏反応の増強
IL-2 の増加
IFN －γの低下
活性酸素産生低下
NK 細胞活性の増加
好中球の遊走能や貪食能の増強

魚油・n － 3PUFA 単核球増殖抑制
IL－ 2 産生抑制
炎症性サイトカイン（IL － 1 β , IL － 6, TNF －α）の産生低下
リンパ球増殖抑制

ビタミンＤ ナイーブ CD8+ の割合の減少とエフェクター CD8+T 細胞の増加
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る13）。しかし、その後のビタミンEの感染症に
対する効果に関するいくつかの報告では必ずし
も一致した結果ではない14）。

3．魚油・n－3系多価不飽和脂肪酸
　（polyunsaturated fatty acid：PUFA）
　n－3系PUFAは動脈硬化疾患、神経変性疾
患、炎症性疾患や自己免疫疾患に対しての治
療、予防効果が報告されてきた。これらの効
果のメカニズムの多くはn－3系PUFAの抗炎症
作用によることが指摘されている。表３にある
様にn－3系PUFAは免疫反応を抑えることが知
られる。しかし、これが易感染性につながる
かどうかは十分検証がされていない。看護師を
対象とした疫学調査では血液中のn-3系PUFA
濃度が高いと 市中肺炎のリスクが上昇すると
報告されたが15）、一方で男性を対象とした調査
ではn－3系PUFAと肺炎発症との関連は認め
ていない16）。動物実験の報告でも一定の結果
が得られているわけではなく、十分な結論には
至っていない。

4．ビタミンD
　ビタミンDは自然免疫ならびに獲得免疫とも
に重要な役割を果たしていることが知られる。
実際、基礎的研究では活性型ビタミンＤ（1,25－

（OH）2D）が幼弱な単球から成熟した貪食能を
持つマクロファージへの分化を促進すること、
T細胞、単球などではビタミンDの受容体が存
在し、様々な刺激によりその発現が増加するこ
とが知られる。一方で、活性型ビタミンＤはT
細胞、 特にCD4＋ エフェクターT細胞のサブ
セットであるTh1細胞の増殖を抑制する。これ
らの基礎研究からはビタミンＤは自然免疫を刺
激し、病原菌やウイルスを除去するのに役立つ
一方で、T細胞の抑制に働くことで、自己免疫

反応による炎症性疾患を予防することに関わっ
ている可能性が示唆される17）。
　しかし、ヒトを対象としたビタミンDの免疫
に及ぼす影響を検討した報告は多くない。疫
学研究では高い25（OH）D血中濃度ではナイー
ブCD8＋T細胞の割合が少なくCD＋エフェク
ターT細胞の割合が高いことが報告されている

（表３）。しかし、25（OH）Dの濃度の相違によっ
て、血中の炎症性サイトカインなどのレベルに
は違いを認めていない。
　一方でビタミンDの感染症に対する疫学研究
はいくつか報告され、25 （OH）Dの血中濃度が
低いと感染リスクが増えるとの報告が多い。最
近、ビタミンDの感染症に関するメタ解析が報
告されている。それによると５つの研究、計1,967
名の参加者の解析では、血中25（OH）D濃度
が低い（50 nmol/L未満）と感染症の相対リス
クが1.49 (95% confidence interval （CI）：1.12
－1.99）であり、さらに敗血症に対しては７つの
研究、計3,844名の解析では血中25（OH）D濃
度が低い対象者のリスクは1.46 （95%CI：1.27－
1.68）であった18）。
　ビタミンDの介入研究もいくつか行われ、最
近ビタミンD（D2またはD3）投与による呼吸
器感染症に関するメタ解析が報告された。25
の研究が組み込まれ（合計11,321名、0 ～ 95
歳）、ビタミンD投与群で呼吸器感染症発症の
リスクが有意に低下した（調整オッズ比：0.88, 
95%CI：0.81－0.96）。ビタミンDの介入効果は
登録時に25（OH）D血中濃度が25nmol/L未
満の対象者で、25nmol/L以上の対象より顕著
であった（調整オッズ比：0.30，95%CI：0.60－0.95 
vs 0.75：95%CI：0.60－0.95）19）。年齢でも層
別化され解析されているが、明らかな年齢によ
る相違は認めていない。
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Ⅵ．おわりに

　臨床の現場で見る高齢者、特に要介護高齢
者では個々の微量栄養素の欠乏もさることなが
らPEMが圧倒的に多いように感ずる。PEMが
存在する高齢者では亜鉛などの微量栄養素の
欠乏は高頻度で起こる。さらに高度の栄養不
良状態に陥ってしまうと感染症を容易に起こす
のみならず、感染症に対する抗菌薬の効果も限
定的である。また、その時点で栄養療法を実
施したとしても手遅れであり、その効果も同じ
く限定的で、患者自体を救うことは極めて難し
い。PEMに陥る前に栄養に関する適切な介入
が医療者には求められる。
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Ⅰ．はじめに

　「高齢者」ということばの与える印象は様々
である。ベッドに寝たきりで意思の疎通も困難
な状態の患者を想像する者もいれば、杖をつき
ながら近所の診療所に通って待合室で井戸端
会議に花を咲かせる患者を想像する者もいるか
もしれない。しかしそもそも、「患者像」とい
う問いかけそのものが、「高齢者はみなすべか
らく患者である」という先入観に基づいたもの
であるかもしれない。高齢であっても、病院に
お世話になることなく日々を元気に過ごしてい
る方々もたくさんいる。「高齢者」＝「何らかの

疾患を抱えた患者」という先入観を抱いたまま
だと、治療方針を適切に決定できない可能性が
あるだけでなく、本人や家族の意思をきちんと
汲み取れない状況に直面してしまう。

Ⅱ．高齢者でも、感染症診療の
　　原則は変わらない

　さきほども述べた通り、「高齢者」という言
葉に対して無意識に抱く先入観により、「高齢
者の感染症診療」「高齢者の抗菌薬治療」は、
一般に日常における感染症診療・抗菌薬治療
と大きくかけ離れたものと考えられがちである。
老年内科という領域が以前から注目を浴びてい
るように、年を重ねることで身体におきる変化
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を考えれば、その考え方はある部分では正しい。
一方で、感染症診療の根幹を支える原則1）は、
対象が高齢者であっても変わることはない。基
本原則に沿う中で、特に高齢者で気をつける
べき点は以下である。
 
1．背景因子
　高齢者の抗菌薬治療を考えるうえで、背景因
子の検討がもっとも重要である。併存疾患（糖
尿病、悪性腫瘍、膠原病など）や治療薬（抗
がん剤、免疫抑制剤、副腎皮質ステロイド）に
よる免疫機能の低下があれば、感染症が重症
化しやすい背景として注意が必要である。最近
の抗菌薬使用歴や入院歴があれば、いわゆる
耐性菌のリスクが高くなる2、3）。また、普段から
さまざまな疾患に対して多くの薬剤を使用して
いる場合、新たに使用する抗菌薬との相互作用
も考える必要がある。さらに、普段のADLや
そこから推測される健康状態、付き添える家族
や介護スタッフはいるのかといった社会的な要
因を把握することで、外来での治療が可能か、
入院で治療するほうが望ましいのかを判断する
要素にもなる。

2．感染臓器
　通常の感染症診療では、病歴や身体所見か
ら想定する感染臓器を絞り込み、その仮説に
そって必要な検査を進めることになる。しかし
高齢者においては、本人の認知機能が低下し
ていると病歴を確認することも困難となる。付
き添いのスタッフや家族が最近の様子や発症
時の状況を把握できていないことも少なくない
ことから、そもそも信頼できる病歴を確認でき
ないことも多い。また身体所見においても、寝
たきりで関節が拘縮していたり、診察に協力が
得られなかったりするような患者では、聴診や

触診が思うようにできないことがある。そのた
め、ともすると「発熱しているから念のために
抗菌薬を使用する」という気持ちに傾いてしま
いがちである。しかし、感染臓器を推定でき
なければ、適切な抗菌薬を選び、適切な治療
期間を設定することが難しくなる。エコーやCT
などの画像検査を可能な限り活用して感染臓器
を特定する努力が大切である。

3．原因微生物
　感染臓器が絞り込めていれば、その臓器に
感染症を起こしやすい微生物を想定すればよ
い。年齢そのものが耐性菌の保菌および感染
のリスクであるという報告もある2）が、現実的
には医療との接点の多さや濃密さ（＝医療曝
露の程度）や、以前に耐性菌が検出されたこ
とがあるか（＝培養検出歴）といった情報も踏
まえて、個々の症例ごとに検討すべきである。
また、原因微生物の特定を可能にするために、
抗菌薬開始前に必要な培養検査を提出するこ
とが必要である。医療機関の設備や状況によっ
ては、例えば血液培養の採取が困難な環境も
あるかもしれない。そのような状況でも想定し
ている感染臓器に対応して、肺炎であれば喀
痰培養、腎盂腎炎などの尿路感染症では尿培
養だけでも採取しておくことで、その後の治療
方針を大きく左右する重要な情報を得ることが
できる。

4．抗菌薬選択と用法用量の調整
　高齢者に抗菌薬を使用する場合、いくつか
の点に注意を払う必要がある。多くの抗菌薬は
腎機能に応じた投与量調整が必要となるが、高
齢者の場合、見かけの腎機能が正常にみえて
も、実際の腎機能は低下していることがあり、
クレアチニンクリアランスに基づいて、適切に
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投与量を調整する必要がある4）。また、抗菌薬
に限らず高齢者は薬剤の副作用が出やすい5）。
特に抗菌薬に関連して起きるクロストリジウム・
ディフィシル感染症は、高齢であることそのも
のがひとつのリスクといわれている6）ことから、
高齢者ほど、不必要な抗菌薬は使用しないよう
にしたい。一方で腎機能や副作用を気にするあ
まり、腎機能が保たれた症例や、本来は減量
する必要がない肝排泄型の抗菌薬を処方する
症例でも、本来必要な量よりも低用量で処方す
るケースも見られる。そのような処方は抗菌薬
の効果を十分に得られないばかりか、有害事
象だけを引き起こす可能性、薬剤耐性菌の出
現を助長する可能性があり、注意が必要であ
る。さらに薬剤相互作用も考慮しておく必要が
ある。多くの基礎疾患を持っていればいるほど、
必然的に普段から使用する薬も多くなる。ワル
ファリン内服中の患者では、抗菌薬を使うこと
でワルファリンの作用が普段より強くなったり、
弱くなったりすることがある。慢性的な便秘に
対して酸化マグネシウムを内服している高齢者
も多いが、そのような患者ではレボフロキサシ
ンなどの抗菌薬の吸収が阻害されるため、期待
した効果を得られないこともある。

5．適切な経過観察
　抗菌薬の治療経過は、たとえば肺炎患者に
おける呼吸状態のように、適切な指標を用いて
評価すべきである。しかし高齢者の場合、そ
もそも当初から食思不振や倦怠感のように非特
異的な症状のみを示していることも多く、治療
経過が良好なのかどうなのかを判断する基準に
悩むことがある。そのような場合でも、たとえ
ば食事摂取量が改善していたり、ADLが改善
していたりといった、いわゆる「全身状態」が
ひとつの指標になるだろう。また、急性期の病

院などで診療する場合、患者の普段の状態が
わからないために、状態が改善しているのか、
していないのかの判断に頭を悩ませることがあ
る。普段の様子を知る家族や介護者の視点も、
治療がうまくいっているのかどうかを判断する
指標として参考にしたい。

Ⅲ．常に結核の可能性を念頭に置く

　高齢者に抗菌薬を投与する場合、結核の可
能性を一度は検討しておくことが望ましい。高
齢者の場合、本人に明確な記憶がなくても、
以前結核に感染している頻度が高い。レボフ
ロキサシンに代表されるフルオロキノロン系抗
菌薬は、さまざまな菌に効果をもっていること、
内服でも十分な効果を得られること、1日1回内
服であることなどの理由から、多用されている。
しかし結核に対しても部分的に効果があること
から、結核の診断や治療を困難にしてしまうこ
とがある。特にデイケアを利用していたり、老
人ホームに入居していたりと集団生活をしてい
る患者の結核の診断が遅れると、患者本人の
治療が遅れるというデメリットだけでなく、結
核の集団発生などのリスクを増加させてしまう
ことになる。

Ⅳ．外来での抗菌薬治療

　感染症診療や抗菌薬について考えるとき、ど
うしても施設や資源に恵まれた急性期病院での
診療を前提としてしまうことが多い。しかし高
齢者をとりまく環境は多様である。使用できる
抗菌薬が限られている病院や、そもそも1日数
回の点滴が実現困難な在宅医療の現場までさ
まざまである。内服薬に頼らざるをえない状況
も多いと思われる。内服抗菌薬を選択する場
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合、その抗菌薬がどの程度体内に吸収されて
実際に効果を発揮するか、いわゆる「バイオア
ベイラビリティ」が大切である。
　アモキシシリンやセファレキシン、クリンダマ
イシンなどはバイオアベイラビリティが比較的高
く7）、内服でも一定の効果が期待できる。レボ
フロキサシンに代表されるニューキノロン系抗
菌薬もバイオアベイラビリティは高いが、先ほ
ど述べた通り結核への配慮が必要である。点
滴では活躍する場面の多い第3世代セフェム系
抗菌薬は、十分なバイオアベイラビリティを持っ
た内服抗菌薬の選択肢が乏しく7）、外来での抗
菌薬選択に苦慮することが多い。バイオアベイ
ラビリティがよく、同様の菌に効果があるという
点で、ST合剤やアモキシシリン・クラブラン酸
が代替案になりえる。
　点滴のセフトリアキソンは1日1回の投与でも
効果が期待できるという特徴から、連日外来
通院をしてもらって外来点滴で治療を継続する
こともできる。在宅医療の現場をはじめ、すで
に活用されている方法であると思われるが、活
用すべき場面はもっと多いのではないだろうか。
たとえば高齢者はせん妄を起こしたり、それ
による身体拘束により歩行能力をはじめとする
ADLの低下を招いたりして、入院前と比較して
身体機能が著しく低下してしまうことがある8）。
点滴抗菌薬を使うためだけに入院を選択するこ
とで患者本人の生活を犠牲にするくらいなら、
内服抗菌薬や外来点滴抗菌薬治療を有効活用
していきたい。

Ⅴ．終末期の抗菌薬

　緩和医療の領域では、抗菌薬を使いはじめ
るべきかどうか、使い続けるべきかどうかに悩
むことがある。特に予後が週単位から日単位の

患者では、感染症そのものが予後を規定してい
るわけではない状況が多く、抗菌薬を使用して
も最終的な予後は変わらないという考え方もあ
る。一方で、抗菌薬の投与により、限定的にで
も発熱や呼吸困難による苦痛を緩和したりする
ことができるのであれば、緩和医療における抗
菌薬使用は十分に意義深いものであるだろう。
このように、高齢者の抗菌薬治療は、その最
終的な目標をどこに設定するかによって、何が
適切か否かという判断基準が変わることがあ
る。基本的な感染症診療の原則にそって対応
するとともに、その目標を達成するためにどの
ような種類の抗菌薬をどのように投与するか、
臨床医の腕だけでなく、家族や介護スタッフの
理解や設備・環境など、まさに高齢者をとりま
く環境の総合力が求められることになる。
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Ⅰ．はじめに

　日本における人口の高齢化は先進国の中で
も急速に進んでいる。この人口構成の変化に
伴い様々な社会問題が出てきており、その対策
に追われているのが本邦の現状であろう。また
医療を取り巻く環境は日々変わりつつある。患
者の高齢化に、医療技術の進歩、新薬開発等
による各種疾患に対する治療戦略の変化が目
まぐるしい。その中で呼吸器感染症患者の特
徴も時代の流れに伴い変貌してきているのが現
状である。呼吸器感染症の中でも肺炎に罹患
する患者数は、人口の高齢化に伴い増加傾向
にあり、本邦における主要死因別死亡率では、

肺炎は脳血管疾患を抜いて現在第3位になって
いる（図1）。
　加齢に伴い身体機能、日常生活動作（ADL）
が低下し、嚥下障害が多くの高齢者でみられ
る。これに伴い誤嚥性肺炎が増加し、一旦治
癒しても嚥下障害は続くために再度肺炎に罹患
し、繰り返し抗菌薬が使用されることになり、
耐性菌も増加していくという負のスパイラルが
生じる。こうした中、2015年5月の世界保健総
会で、薬剤耐性（AMR）に関するグローバル・
アクション・プランが採択され、本邦において
も2016年4月にAMR対策アクションプランが
採用され、適切な感染予防・管理の実践により
薬剤耐性微生物の拡大を阻止、抗微生物薬の
適正使用の推進等が盛り込まれた取り組みがな
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されている。この国のAMR対策から考えても、
高齢者における肺炎の治療・予防を効率的か
つ効果的に進めていくことは非常に重要な課題
である。
　本稿では、我々が行った成人肺炎患者を対
象とした多施設共同前向き観察研究結果を紹
介しながら1 ～ 4）、高齢者肺炎の特徴と国際的
な潮流も踏まえた肺炎治療戦略を論じていく。

Ⅱ．高齢者肺炎の特徴

　まず成人肺炎患者全体における年齢分布は
どのようになっているのか？我々は2010年に国
内10施設において20歳以上の成人肺炎入院
患者を前向きに調査した。表1に示す各肺炎カ

テゴリーの中で、病院外で発症した市中発症
肺炎（community-onset pneumonia: COP）入
院症例における年齢分布および入院死亡例の
年齢分布を図2に示す。まず全体の年齢分布
では、30歳台後半に1つ目のピークがあり、60
歳を超えると急激に患者数が増加、2つ目の大
きなピークが80歳付近にあることがわかる。一
方、死亡例は70歳を超えると増え始める傾向
がある。平均年齢は生存退院例で73歳、死亡
退院例で80歳であった（図2）。
　次に、原因菌分布はどのようになっているだ
ろうか？臨床医の大きな興味としては、肺炎球
菌、インフルエンザ菌、マイコプラズマ、クラミ
ドフィラなどの市中肺炎（community-acquired 
pneumonia: CAP）でよくみられる原因菌をター

図 1　主要死因別死亡率（人口 10 万人対）の長期推移（～ 2016 年）
（社会実情データ図録より引用）

http://www2.ttcn.ne.jp/honkawa/2080.html. 

  4 

   

  
1 要 率（人 10 人対）の 期  （ 2016 ）  

（ ー  http://www2.ttcn.ne.jp/honkawa/2080.html. より ） 4 
5 
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ゲットにした抗菌薬（例：非抗緑膿菌βラクタム
薬＋マクロライド薬併用療法、呼吸器キノロン
薬単剤療法）と緑膿菌や基質特異性拡張型β
ラクタマーゼ（ESBL）産生腸内細菌、MRSA
などの耐性菌をターゲットにした抗菌薬を診断
時にどのような考え方で使い分けるべきかとい

う点が大切である。そのため、我々の研究に
おいては、薬剤感受性結果を重視した耐性菌
の定義を用いた。CAPで頻用される抗菌薬3
系統（①非抗緑膿菌βラクタム薬（セフトリアキ
ソンまたはスルバクタム・アンピシリン）、②マク
ロライド薬（アジスロマイシンまたはクラリスロ

図 2　成人肺炎入院患者の年齢分布と入院死亡（Shindo Y, 2013 1) より作成）
病院外で発症した成人市中発症肺炎 1413 例の年齢分布

  5 

   

  
2 成人 患者の 齢分 と （Shindo Y, 20131)より 成）  

病 で発症した成人 発症 1413 の 齢分 。 4 
  5 

表 1　肺炎分類の定義
▶人工呼吸器関連肺炎 （VAP: Ventilator-Associated Pneumonia）
　　　気管挿管・人工呼吸器開始後 48 時間以降に発生した肺炎。
▶院内肺炎（HAP: Hospital-Acquired Pneumonia）
　　　入院後 48 時間以降に新たに発生した肺炎のうち VAP を除いたもの。
▶市中発症肺炎（COP: Community-Onset Pneumonia）
　▶医療ケア関連肺炎（HCAP: Health-Care-Associated Pneumonia）
　　以下のいずれかの項目を満たす人に発症した肺炎。CAP との区別が必要。
　　　　1.　過去 90 日以内に、2 日以上の病院への入院歴がある
　　　　2.　介護施設・長期滞在型療養施設入所者
　　　　3.　在宅注射患者（抗菌薬投与・化学療法含む）
　　　　4.　30 日以内の維持透析歴（血液透析・腹膜透析含む）
　　　　5.　在宅での創傷治療
　▶市中肺炎（CAP: Community-Acquired Pneumonia）
　　上記以外（病院外で HCAP の項目をいずれも満たさない）の人に発症した肺炎。

肺炎（1）高齢者の肺炎



44

マイシン）、③呼吸器キノロン薬（モキシフロキ
サシン、レボフロキサシン、またはガレノキサ
シン））のすべてに低感受性となる菌（感受性
がIntermediate または Resistant）を耐性菌

（CAP drug-resistant pathogen: CAP-DRP）
と定義した。表 2に高齢者区分別のCAP-DRP
の検出割合を示す。高齢者（75 ～ 89歳）群で
CAP-DRP検出割合が17.7%とやや高めである
が、非高齢者群（≦64歳）、准高齢者群（65
～ 74歳）、超高齢者群（≧90歳）ではCAP-
DRP検出割合は13.6 ～ 14.9%と同様の割合で
あり、年齢と耐性菌検出の間に強い関連性はな
いことがわかる。

Ⅲ．高齢者肺炎の治療

1．初期抗菌治療：耐性菌（CAP-DRP）
リスクを評価する

　高齢者の肺炎では、様々な用語による治療
戦略が議論されてきた。例えば、「誤嚥性肺

炎」、「医療ケア関連肺炎（healthcare-associated 
pneumonia: HCAP）（本邦では医療・介護関
連 肺 炎（nursing and healthcare-associated 
pneumonia: NHCAP）の用語が使用される）」
などである。70歳以上の肺炎入院患者では
80%が誤嚥性肺炎と診断されると報告されてい
るが5）、表 2からもわかるように耐性菌検出割
合は20%以下である。従って、誤嚥の定義が
曖昧で臨床医の間で判定にばらつきが生じやす
い現状と、誤嚥の有無だけを考えても抗菌薬の
使い分けに関連する耐性菌検出を予測すること
ができないことから、「誤嚥性肺炎」と診断し
てひとくくりに同様の抗菌薬を使用することは
避けるべきである。
　では、臨床医が肺炎患者に対して初期抗菌
薬を決定する際に考慮するべきことは何であろ
うか？上記で示した耐性菌（CAP-DRPs）のリ
スク因子が重要である。表3の上段に我々の研
究で明らかになったCAP-DRP検出に対する独
立したリスク因子を示す。年齢よりもこれら6つ

表 2　市中発症肺炎 （community-onset pneumonia）＊ 1 における
　　　高齢者区分別の耐性菌検出割合（Shindo Y, 2013 1）より作成）

高齢者区分 耐性菌 （CAP-DRPs）＊ 2 検出
n （%）

検出菌判明例
n

非高齢者 （≦ 64 歳） 18 （14.4） 125
准高齢者 （65 ～ 74 歳） 22 （13.6） 162
高齢者 （75 ～ 89 歳） 68 （17.7） 385
超高齢者 （≧ 90 歳） 11 （14.9） 74
全体 119 （16.0） 746

＊ 1 市中発症の肺炎 (community-onset pneumonia)：
市中肺炎 (community-acquired pneumonia: CAP) と医療ケア関連肺炎 (healthcare-associated 
pneumonia: HCAP) を合わせた肺炎

＊ 2 薬剤耐性菌 (CAP drug-resistant pathogen: CAP-DRP) の定義：
CAP で頻用される抗菌薬 3 系統（①非抗緑膿菌βラクタム薬（セフトリアキソンまたはスルバクタム・
アンピシリン）、②マクロライド薬（アジスロマイシンまたはクラリスロマイシン）、③呼吸器キノロン
薬（モキシフロキサシン、レボフロキサシン、またはガレノキサシン））のすべてに耐性となる菌（感受
性が Intermediate または Resistant）

＜代表的な CAP-DRPs ＞　緑膿菌、MRSA、基質特異性拡張型βラクタマーゼ (ESBL) 産生腸内細菌
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の因子（①過去の入院歴、②免疫不全、③抗
菌薬使用歴、④制酸剤（H2ブロッカーまたは
プロトンポンプ阻害剤）の使用、⑤経管栄養、
⑥ADL不良（自力歩行困難））の有無を考える
ことが肺炎患者に適切な初期抗菌薬を選択す
る際に重要となる。さらに、MRSAに対しては
処方される抗菌薬が異なるため、MRSAのリス
ク因子も解析した。その結果、表3の下段に示
される通り、CAP-DRP全体（緑膿菌、ESBL
産生腸内細菌、MRSA含む）に対するリスク
因子として挙がった①過去の入院歴、②抗菌
薬使用歴、③制酸剤の使用のほかに、MRSA
特異的な3つのリスク因子：維持透析歴、うっ

血性心不全、過去のMRSA検出歴が明らかに
なった。
　CAP-DRP検出を診断時に予測する方法とし
ては、表3上段で示されるCAP-DRPのリスク
因子のオッズが2.0 ～ 2.5で近似していること
から、CAP-DRPリスク因子の単純な累積数が
CAP-DRP検出予測に役立つと考えられる。肺
炎患者が保有するCAP-DRPリスク因子合計
数別のCAP-DRP検出割合を図3に示す。リス
ク因子合計数が1個以下であれば、CAP-DRP
検出割合は10%以下で耐性菌低リスクと考え
られるが、3つ以上になると40%以上のCAP-
DRP検出割合となり耐性菌高リスクとなる。

＊ 1 市中発症の肺炎 (community-onset pneumonia)：
市中肺炎 (community-acquired pneumonia: CAP) と医療ケア関連肺炎 (healthcare-associated 
pneumonia: HCAP) を合わせた肺炎

＊ 2 薬剤耐性菌 (CAP drug-resistant pathogen: CAP-DRP) の定義：
CAP で頻用される抗菌薬 3 系統（①非抗緑膿菌βラクタム薬（セフトリアキソンまたはスルバクタム・
アンピシリン）②マクロライド薬（アジスロマイシンまたはクラリスロマイシン）③呼吸器キノロン薬

（モキシフロキサシン、レボフロキサシン、またはガレノキサシン））のすべてに耐性となる菌（感受性
が Intermediate または Resistant）

＜代表的な CAP-DRPs ＞　緑膿菌、MRSA、基質特異性拡張型βラクタマーゼ (ESBL) 産生腸内細菌
＊ 3 MRSA に特異的なリスク因子

表 3　市中発症の肺炎（community-onset pneumonia）＊1 における
　　　耐性菌（CAP-DRP）＊ 2 のリスク因子（Shindo Y, 2013 1）より引用改変）

耐性菌（CAP-DRP ＊ 2）リスク因子 多変量解析
オッズ比（95% 信頼区間）

●過去 90 日以内に 2 日以上の入院歴
●免疫不全
●過去 90 日以内の抗菌薬使用歴
●制酸剤（H2 ブロッカーまたはプロトンポンプ阻害剤）の使用
●経管栄養
● ADL 不良（自力歩行困難）

2.1 （1.2‒3.4）
2.3 （1.1‒5.1）
2.5 （1.5‒4.0）
2.2 （1.40‒3.6）
2.4 （1.2‒5.0）
2.5 （1.4‒4.3）

MRSA のリスク因子 多変量解析
オッズ比（95% 信頼区間）

●過去 90 日以内に 2 日以上の入院歴
●過去 90 日以内の抗菌薬使用歴
●制酸剤（H2 ブロッカーまたはプロトンポンプ阻害剤）の使用
◆ 30 日以内の維持透析歴＊ 3
◆うっ血性心不全＊ 3
◆過去 90 日以内の MRSA 検出歴＊ 3

2.1 （1.2‒3.7）
2.3 （1.28‒4.00）
1.75 （1.0‒3.0）
4.7 （1.1‒18.4）
2.4 （1.2‒4.5）
4.8 （1.7‒13.7）
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2．初期抗菌治療ストラテジー
　我々の研究のおけるCAP-DRPリスク因子
に関する知見において、重要な点のひとつ
はCAP-DRPリスク因子（ 表3） はCAP群と
HCAP（本邦ではNHCAP）群で同じであっ
たことである1）。つまり、耐性菌リスク評価は
CAPと（N）HCAPに分ける必要がなく、この
2群をまとめた病院外で発症した市中発症肺炎

（COP）として初期抗菌薬を決定する考え方が
国際的にも主流になってきている6 ～ 9）。我々の
研究結果、国際的な潮流を踏まえたCOPにお
ける初期抗菌薬選択ストラテジーは図4の通り
である4、7）。我々の研究結果から考えると、表
3に示すCAP-DRPリスク因子合計数が1個ま
での場合は、耐性菌低リスク群であり、CAP
でよく頻用される治療レジメン（例：非抗緑膿菌
βラクタム薬＋マクロライド薬）が推奨される。

一方、表3に示すCAP-DRPリスク因子合計数
が3個以上の場合は、緑膿菌やESBL産生腸
内細菌などの耐性菌が検出されるリスクが高い
ので、抗緑膿菌活性を有する抗菌薬を処方す
るべきである。また、CAP-DRPリスク因子合
計数が2個以上かつ表3に示すMRSA特異的
なリスク因子がある場合は、喀痰などの培養検
体のグラム染色の所見も考慮して抗MRSA薬
を考慮してもよい。
　この耐性菌リスクを考慮した抗菌治療ストラ
テジーの実際の運用においては、耐性菌のリス
ク因子は各地域・各施設で違いが生じる可能
性があることに留意するべきである4）。図5左
方に耐性菌リスクの構造図に示したように、耐
性菌リスクの候補因子は宿主因子、環境因子、
抗菌薬の選択圧の3つに分類することができ、
それらの中でどの因子の影響力が強いかは各

図 3　耐性菌（CAP-DRP）リスク因子合計数別 CAP-DRP 検出
（Shindo Y, 2013 1) より引用改変）

＊耐性菌（CAP-DRP）リスク因子は表 3 上段参照

  6 

  
3 性菌（CAP-DRP）リスク 合 数 CAP-DRP   

（Shindo Y, 20131)より ）  
性菌（CAP-DRP）リスク は表 3 。 4 

 5 
  6 
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図 5　耐性菌リスクと予後リスクの構造の違い
薬剤耐性菌のリスクは、①内因性である宿主因子、②外因性である環境因子、③抗菌薬の選択圧、の 3 つ
の構成要素に関わる因子の累積により成り立つが、肺炎患者の死亡、重症化に関わるリスクは主に宿主因子
で構成される

   

   

  
  

5 性菌リスクと 後リスクの の い 4 
薬 性菌のリスクは、 内 性である 、 性である 、 抗菌薬の選5 
択 、の 3 の 成要 に関 る の により成り が、 患者の 、重症化に6 
関 るリスクは に で 成される。  

図 4　市中発症肺炎（Community-Onset Pneumonia）における初期抗菌治療ストラテジー 
（Shindo Y, 2017 4) より引用改変）

   

  
4 発症  (Community-Onset Pneumonia) における 期抗菌治 ストラテ 
ー (Shindo Y, 20174)より ）  

4 
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地域・各施設で異なる。従って、理想的に各地
域・各施設でこれらの候補因子の中でどの因子
を強く考慮して初期抗菌薬を決定するべきかを
検討して抗菌治療ストラテジーを決めるとよい
4）。

3．抗菌薬以外の補助療法
　感染症患者の中には、適切に抗菌治療を行っ
ても予後不良となる患者群が存在する。我々
の研究においては、適切に抗菌治療を受けた
成人肺炎患者のうち、11%の患者は30日以内
に死亡の転帰をとっていたことが明らかになっ
た2）。適切に抗菌治療を受けた患者群におけ
る30日死亡と有意に関連した診断時の因子は、
① 血清アルブミン値 < 3.0mg/dl、② ADL不
良（自力歩行不能）、③pH < 7.35、④呼吸数 
≧ 30/min、⑤ BUN ≧ 20mg/dl の5つの因
子であった。患者が保有するこれらの死亡リス
ク因子が1個までであれば30日死亡割合は2%
未満であったが、複数の死亡リスク因子を有し
ていた場合は30日死亡割合は15%以上であっ
た2）。つまり、これら5つの死亡リスク因子を有
する肺炎患者に対しては抗菌治療のみでは予後
を改善できないため、抗菌薬以外の補助療法

（例：適切な呼吸管理、循環管理、栄養管理、
口腔ケア、理学療法、症例によってはステロイ
ド投与 など）も重要である。

Ⅳ．高齢者肺炎の予防

　高齢の肺炎患者の治療にあたる際、医療者
はその患者が次に肺炎を起こさないようにする
努力が必要である。その努力には様々なもの
が含まれるが、とりわけ口腔ケア（患者指導含
む）、誤嚥の有無や程度を評価し適切な食事形
態や食事の摂り方などを検討・指導すること、

そして肺炎球菌ワクチン、インフルエンザワクチ
ンの接種を促すことが重要である（本章（2） 誤
嚥性肺炎、（4） 肺炎の予防ワクチン を参照）。

Ⅴ．おわりに

　高齢化が進む社会、医療を取り巻く環境の
変化に伴い、肺炎の治療概念も変わってきた。
我々の研究結果も踏まえ、表3に示した耐性菌
リスク因子を見極めて初期抗菌治療を決めてい
く考え方は新たな国際的なトレンドである8、9）。
しかし、この耐性菌のリスク因子は各地域・各
施設によって異なることが予想される。各地域・
各施設で耐性菌リスク因子を調査するサーベイ
ランスを行っていくことが肺炎患者に対してより
適切な治療を提供することができると考える。
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Ⅰ．はじめに

　誤嚥性肺炎は、日本ではなじみの深い疾
患だが、欧米ではその認識が高いとは言えな
い。これは、誤嚥によっておこる肺炎という
病態による病名が、肺炎の発生場所で二つに
大 別する、 市中肺炎（community acquired 
pneumonia：CAP） と 院 内 肺 炎（Hospital 
acquired pneumonia：HAP）という分類とはまっ
たく異なる定義のためである。したがって、世
界の最長寿国となった日本の医療のモデルを海
外に探すことは困難であり、日本の医療体制の
中で、この難治性肺炎に対し、独自に取り組
む必要があり、疾患名のイメージによる誤解を
排除して、正しい病態理解をすることが、誤嚥
性肺炎の適切な治療、管理、予防に必要となる。
本稿では、誤嚥性肺炎の定義、重要性、治療

法、予防法などについて解説した。

1．疾病構造の変化と誤嚥性肺炎
　65歳の人口比率が25%を上回る超高齢化社
会が到来し、日本人の疾病構造も大きく変化し
た。これは、癌と慢性疾患の増加であり、そ
の中に占める老年病の増加である。肺炎が、
全死亡原因の3位となったが、これは、肺炎自
体の増加と誤嚥性肺炎の増加によるものであ
る。全肺炎症例の治療成績は改善しており、肺
炎死亡の多くは、誤嚥性肺炎死亡である。つま
り、疾病構造が変化して、高齢者疾患が増え、
その中でも、高齢者に多い誤嚥性肺炎が多く
なったことが、肺炎死亡者数の増加、全死亡
に占める肺炎死亡の増加につながっている。実
際、入院肺炎症例の大半を70歳以上の高齢者
が占めるようになっている1 ～ 3）。
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2．肺炎診療における誤嚥性肺炎の
重要性

　序文に記したように、海外、特に米国におい
て誤嚥性肺炎は重要視されていない。これは、
自己責任としての医療を追及する米国では、す
べての高齢者を手厚く診療する医療体制にない
ことと、肺炎医療の歴史的経緯と誤嚥性肺炎
という分類が相容れない二つの理由による。
　米国では、高齢者に対する尊敬はあっても、
すべての高齢者が十分な医療を受けられる体
制になっていない。したがって、人生の終末
期の肺炎である誤嚥性肺炎は重要な診療課題
としては取り扱われないことが多い。一部の
ホスピスでは、感染症が疑われた時に抗菌薬
治療を拒否することができる事前指示が存在
し、酸素投与、麻薬投与と同等に扱われてい
る場合すらある。介護施設患者の肺炎などの
新分類である医療ケア関連肺炎（Healthcare 
associated pneumonia：HCAP）についても、
誤嚥性肺炎という病態や治療困難性という視
点ではなく、医療機関に耐性菌を持ち込む
耐性菌肺炎リスクという側面から注目されて
いた4）。
　さらに、肺炎診療は、抗菌薬選択をより適切
に行うという観点から、肺炎を分類する必要が
あり、肺炎の発生場所によって病院外で発症す
る市中肺炎（CAP）と病院内で発症する院内
肺炎（HAP）に大別しながら、研究も診療も
進められてきた。IDSAとATSが合同で発表
する肺炎診療ガイドラインのこの流れを世界も
踏襲している。そこでは、発生機序に分類はな
く、誤嚥性肺炎は、CAP、HAPどちらにも含
まれる特殊な肺炎という扱いであり、特別の関
心を持たれていなかった。
　しかし、急速な人口の高齢化と医療の進歩
による長寿化によって高齢発症の肺炎が著しく

増加した。そして、この高齢者肺炎は、高齢に
なるほど誤嚥性肺炎頻度が増えることが判明
した。そこで、高齢者にたいしても十分な医療
を実践する日本において、肺炎診療の中に占め
る割合が圧倒的に増え、その臨床的重要性が
増したのである。患者数の増加が、その重要
性を高めたといって過言でない。さらに、誤嚥
性肺炎が、従来の病原体を確認、早期診断し、
抗菌薬を適切に使うという疾病治療モデルが当
てはまらない難治性肺炎であることも、未解決
な問題としての誤嚥性肺炎の重要性を高めた。
つまり、臨床的に未解決な疾病として誤嚥性肺
炎が重要となった。

3．誤嚥性肺炎の定義
　誤嚥性肺炎は、海外では、十分に定義され
ているとはいいがたい。これは、現在の誤嚥
性肺炎の主体が、夜間の微量誤嚥（マイクロア
スピレーション）による肺炎であり、メンデルソ
ン症候群などの胃内容物の大量誤嚥（いわゆる
顕性誤嚥）などはまれだからである。この夜間
の微量誤嚥、すなわち不顕性誤嚥による肺炎
が海外ではあまり重視されていないため、海外
文献の引用による誤嚥性肺炎は、日本の現実
を反映しないものになっている5）。
　そこで、もっとも妥当な定義は、日本の院内
肺炎診療ガイドラインと医療介護関連肺炎ガイ
ドラインに記されている、明らかな誤嚥を認め
る患者、または誤嚥のリスクを有する患者に発
症した肺炎を誤嚥性肺炎とする、というもので
ある4）。
　同様に、誤嚥性肺炎の基礎疾患とリスク因子

（表1）を有する患者に発症した肺炎についても、
原則として誤嚥性肺炎として診断してよい。
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4．誤嚥性肺炎の分類
　誤嚥性肺炎は、口腔内雑菌を含む微量の誤
嚥を夜間に繰り返すことによって発症する場合
が最も多い。これを嚥下性肺炎（通常型）（あ
るいは、誤嚥性肺炎）と呼ぶ。これ以外にも、
胃内容物を大量に誤嚥するメンデルソン症候群

（Mendelson syndrome）、胃切除後に下部食
道括約筋（LES）機能障害による消化管から
の逆流性誤嚥よって生ずる胃切除後誤嚥性肺
炎（post-gastrectomy aspiration pneumonia：
PGAP）、食事の誤嚥を繰り返すが肺炎にはな
らず細気管支炎を反復するびまん性嚥下性細
気 管 支 炎（diffuse aspiration bronchiolitis：
DAB）などがあるの（図1）6）。

5．医療・介護関連肺炎（NHCAP）　
　　と誤嚥性肺炎
　前述したように世界の感染症の常識では、肺
炎は市中肺炎（CAP）と院内肺炎（HAP）に
大別する。しかし医療の進歩と共に耐性菌が

出現し、耐性菌保有患者リスクを検出するこ
とが課題となった。これらの時代的要請のも
とに米国で提唱されたのが、医療ケア関連肺
炎（HCAP）である。さらに高齢者の医療が
充実している日本の状況に適応する形でHCAP
を再定義した肺炎がNursing and Healthcare 
associated pneumonia：NHCAPで あ る。 そ
の定義は、表２のごとくであり、介護を受ける
日本の高齢者医療の状況を反映している。こ
れらの患者が肺炎で救急外来を受診した場
合、従来は、CAPと診断していたが、現在は
NHCAPと診断される。このNHCAPは、ほと
んどが誤嚥性肺炎である。事実、日本呼吸器
学会のNHCAPガイドラインでは、誤嚥性肺炎
を独立した一章で扱っている。要介護高齢者
は、ほぼすべてで嚥下障害を有しており、誤
嚥が認められる。したがって、NHCAPの多く
は誤嚥性肺炎であり、NHCAPの治療対策が
そのまま高齢者誤嚥性肺炎と重なると言ってよ
い。

表１　誤嚥性肺炎の基礎疾患とリスク因子
リスク因子
加齢（高齢）
嚥下障害
咳反射の低下（脳梗塞、パーキンソン病など）
寝たきり状態、長期臥床
意識障害 ( 認知症 )
インフルエンザ感染後（風邪症候群発症後）
筋力低下（筋無力症、多発性筋炎、など）
鎮静薬、睡眠薬内服
口腔乾燥、歯牙異常
喫煙
免疫不全（糖尿病、免疫抑制剤使用など）
腹部手術後、股関節手術後
咽頭・喉頭手術後
胃食道逆流症（胃全摘術後）
胃瘻留置
気管切開後（気管カニューレ留置）
誤嚥性肺炎の既往
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6．誤嚥性肺炎の治療
　誤嚥性肺炎の治療は、感染症としての細菌
性肺炎の治療と老年病としての嚥下障害に対す
る治療を併行して行う必要がある（図2）。これ
は、肺炎治療のみでは、治療中に繰り返す誤
嚥による続発性の誤嚥性肺炎を予防できない
からである。抗菌薬治療と嚥下障害をとりまく
周辺状況の調整、治療が必要である（表３）。

1）誤嚥性肺炎に対する抗菌薬治療
　肺炎に関与する細菌は、肺炎球菌、インフル
エンザ桿菌、黄色ブドウ球菌、肺炎桿菌などの
主要な下気道感染症の原因菌に加え、腸球菌、
肺炎桿菌、口腔レンサ球菌、嫌気性菌が重要
である。これらの中に、メチシリン耐性ブドウ

球菌などの耐性菌が含まれることもあるが、そ
の頻度は、それほど高いものではなく、初期治
療において、耐性菌に配慮した抗菌薬選択は
ないことが判明している。誤嚥性肺炎が難治
な理由は、耐性菌ではなく、患者の背景疾患
や嚥下障害が完全には治癒しないことによる。
したがって、多くの誤嚥性肺炎は、βラクタマー
ゼに対して安定化されたペニシリン製剤（SBT/
ABPCなど）で治療可能である1、7）。ただし、
SBT/ABPCは、レジオネラ肺炎や非定型肺炎
には無効である。温泉旅行の既往など、家族
も含めたの病歴把握が必要である。
　ただし、誤嚥の程度や口腔衛生の状態によっ
ては、より嫌気性菌の関与が大きくなるので、
嚥下障害の程度をはかる問診を行いつつ、口

図１　嚥下性肺疾患の分類と診断アプローチ
（嚥下性肺疾患研究編集，20136）より引用）

発熱、喀痰、咳嗽、頻呼吸、頻脈

胸部X線
胸部CT（多くは両側性肺炎像）
末梢血WBC高値（CRP高値）

高齢者では
　食欲不振　日常活動低下
　意識障害　失禁

肺炎所見（＋）

嚥下障害リスク（＋）

肺炎所見（ー）

（微量誤嚥） （胃内容物大量嘔吐・大量誤嚥） （胃切除後）

嚥下性肺炎
（通常型）

胃切除後嚥下性肺炎
（PGAP）

びまん性嚥下性細気管支炎
（DAB）

メンデルソン症候群

誤嚥の直接観察

確実例

嚥下機能障害の存在

ほぼ確実例

嚥下機能障害の可能性

疑い例
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腔や歯周の状態を確認し（残歯の数や状態を
把握して）、抗菌薬選択を行う必要がある8）。
　また、誤嚥性肺炎は、在宅治療、施設内治
療などの可能性もあり、注射薬の使用が難しい
場合がある。また、老老介護の場合を含め、
介護者の理解力も、さまざまである。そこで、
一回の往診で完結するような治療法や服用し
やすい抗菌薬選択などの工夫を行う必要があ
る9、10）。

2）嚥下障害対策としての抗菌薬以外の治療
　嚥下機能は、肺炎で全身炎症が生じている
場合、さらに悪化する。そこで、肺炎治療中
の誤嚥が、さらなる気道炎症をおこさないよう
に、口腔内清拭、義歯のケア、歯周・舌を含ん

だ口腔ケアを早期に開始する必要がある。また、
頭部や上半身を挙上する体位での管理を心がけ
て、胃からの逆流予防、顎を引いて、嚥下を意
識させ、嚥下訓練を行うことが大切である。
　重要な点は、経口摂取の有無にかかわらず

表２　医療・介護関連肺炎（NHCAP）の定義
（日本呼吸器学会，20114）より引用）

1. 長期療養型病床群もしくは介護施設に入所し
ている *

2. 90日以内に病院を退院した
3. 介護 ** を必要とする高齢者、身体障害者
4. 通院にて継続的に血管内治療（透析、抗菌薬、

化学療法、免疫抑制薬等）を受けている

* 精神病床も含む
** 介護の基準（PS>3）：限られた自分の身の回

りのことしかできない。日中の 50％以上を
ベッドか椅子で過ごす。

表３　誤嚥性肺炎の治療戦略
A) 抗菌薬による細菌性肺炎の治療

（嫌気性菌の混合感染にも配慮してβラクタ
マーゼに対して安定化されたペニシリン製剤

（SBT/ABPC など）を中心とした治療を行う）
入院、外来、在宅などで適切な抗菌薬を選ぶ

B) 抗菌薬以外の治療
①嚥下訓練、嚥下指導、嚥下リハビリテーショ

ンの早期導入
②口腔内清拭、義歯のケア、歯周・舌を含んだ

口腔ケア
③脱水状態の改善 ( 適切な輸液 ) と心不全の管理
④胃側道逆流による嚥下障害の悪化防止（上半

身の挙上）
⑤肺理学療法の早期導入、胸壁タッピング、排痰・

体位変換、体位ドレナージ
⑥ COPD、肺結核後遺症などの呼吸器疾患の適

切な治療
⑦職員による水平感染の防止対策の実施、手洗

い、マスク装着など
⑧過鎮静の回避、睡眠薬、鎮静剤の減量　
⑨胃側道逆流による嚥下障害の悪化防止
⑩栄養の改善、経口摂取の再開を試みる
⑪嚥下反射を改善する薬物 (ACE 阻害薬など )

による治療の併用

抗菌薬治療 非抗菌薬治療（予防）

ペニシリン系抗菌薬
（PK/PDを考慮し適量を
適切な時間間隔で）

嚥下指導 嚥下リハビリテーション 口腔ケア GERD対策 嚥下改善薬

禁煙 呼吸器疾患治療 ワクチン接種 耳鼻科手術
（咽頭閉鎖など）

栄養改善

図２　誤嚥性肺炎の治療戦略
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口腔ケア、嚥下訓練を行うことである。間接法
・直接による摂食嚥下リハビリテーションも早
期に導入する。胃瘻留置患者についても、口腔
内内容物の微量誤嚥の予防のために、口腔ケ
ア、嚥下訓練が必要である。
　また、肺理学療法を早期から行うことも薦め
られる。70歳以上の誤嚥性肺炎症例について、
肺理学療法を入院3日以内に開始し、7日間以
上継続すると予後を改善することが報告されて
いる11）。
　高齢者では、複数の薬剤が処方されている
場合が多いが、薬剤は整理して、最小限にし
たい。過剰な鎮静は嚥下障害を悪化させ、誤
嚥頻度を増加させる。したがって、睡眠薬、鎮
静剤の適正使用を心がける。一方で、アンジオ
テンシン変換酵素（ACE）阻害薬やシロスタゾー
ルのように嚥下反射の改善が確認されている薬

剤があるので、適応のある患者では、これらの
薬の開始を検討する。

7．誤嚥性肺炎の予防
　誤嚥性肺炎を治療したのちも、嚥下障害の
背景疾患は完治していない場合が多い。誤嚥
性肺炎では、予防対策を治療と併行しないと、
肺炎自体の治癒、回復が遅れ、入院期間の延
長につながる。そこで、続発肺炎の予防のた
めの対策が必要である（表４）。第一に、嚥下
障害の原因となる疾患を適切に治療することで
ある。脳梗塞を初めとする神経疾患が嚥下障
害の重要な原因であるため、再発予防を図り、
治療が可能な場合は、治療を継続する。パー
キンソン病などは、その病状のコントロールが
重要である。COPDなどの呼吸器疾患が嚥下
障害を生じさせている場合があり、この場合は、

表４　誤嚥性肺炎の予防戦略
A)　嚥下障害の原因疾患（脳梗塞、パーキンソン病、筋疾患など）の治療

（神経症状の改善、意識障害の改善をはかる、嚥下障害の原因疾患は多岐にわたるので、専門家にコ
ンサルトする）

B)　肺炎予防対策
　　摂食・嚥下リハビリテーションの実施
　　嚥下指導（どのように嚥下すればよいか、食事形態、体位、などを指導）
　　定期的な口腔ケア（口腔内清拭、義歯のケア、歯周・舌のケア
　　歯科受診（コンサルテーション）
　　耳鼻咽喉科受診（コンサルテーション）
　　多剤服用の見做し（嚥下障害悪化薬物の中止・減量（睡眠薬、三環系抗鬱薬、抗コリン薬など））
　　胃側道逆流による嚥下障害の悪化防止（食事摂取法の工夫 ( 分食、就寝 2-3 時間前にはすべての飲

　食終了
　　胃食道逆流（GER）の予防、上半身の挙上を心がける
　　禁煙（受動喫煙も禁）
　　嚥下反射を改善する薬物療法（ACE 阻害薬など）
　　ワクチン接種 ( 肺炎球菌ワクチン (PCV13 または PPSV23) 接種、インフルエンザワクチン接種 )
　　呼吸齲歯疾患（COPD など）の適切な治療、肺機能改善と喀痰排出能の改善
　　腸管蠕動改善、便秘予防
　　就寝中の不顕性誤嚥の回避（頭部を挙上、胃食道逆流予防、睡眠時無呼吸治療）
　　会話の励行、発声による口腔内分泌の改善と嚥下訓練
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呼吸器疾患の治療も必要である12）。
　誤嚥予防も必要である。まず嚥下リハビリ
テーションである。嚥下機能は使われないと退
化する。嚥下リハビリテーションには、食物を
用いた直接訓練と食物を用いない間接訓練とが
ある。嚥下機能を評価しながら、安全性を担
保しつつ嚥下訓練をステップアップする。言語
聴覚士や摂食嚥下専門ナースなどに相談できる
施設では、相談の上、プログラムを実施すれば
よい。口腔ケアも並行して行う必要がある。口
腔内、歯周には、多数の雑菌が存在し、完全
には除菌できないので、定期的に行う必要があ
る。また、細菌は、舌周囲、咽頭、鼻腔にも
存在する為、歯科専門医にコンサルトするだけ
でなく、耳鼻咽喉科の専門医にもコンサルトす
ることが望ましい。
　誤嚥したのち、肺炎に進展するのを防ぐため
には、気管や細気管支が空気の通り道として開
通していることが重要である。そこで、気道閉
塞を生じやすい呼吸器疾患であるCOPD、喘
息、気管支拡張症、肺結核後遺症などを適切
に治療する。また禁煙が必須である。これは、
本人も周囲も遵守する。喫煙は肺炎のリスクで
あり、受動喫煙でも肺炎リスクが増加する。
　誤嚥を肺炎に結びつけない対策としてワクチ
ン接種の有用性が示唆されている。上気道に
定着菌の代表で、誤嚥性肺炎の原因菌として
重要な肺炎球菌に対するワクチンを接種して抗
体価を上げておくことで、肺炎球菌の誤嚥性肺
炎の重症化抑制が可能である。また、インフル
エンザワクチン接種も毎年行うべきである。イ
ンフルエンザウイルス感染後は、全身の消耗が
著しく、嚥下機能も悪化し、誤嚥頻度が増加
する13）。インフルエンザウイルス感染後の誤嚥
性肺炎は、臨床的に極めて重要である。
　胃液には、細菌はいないため、胃液の誤嚥

では肺炎を生じない。しかし、胃液の誤嚥によっ
て気道上皮細胞の接着分子（ICAM-1）の発
現が亢進し、ウイルス感染しやすくなり、その
後の誤嚥性肺炎を助長する。また、胃液の逆
流が生じている患者では、誤嚥の頻度が高く、
呼吸状態も悪化する。そこで、なるべく消化管
液の逆流を予防することが大切である。食後
から就寝までの時間を少なくとも2時間（でき
れば3時間）は確保し、ある程度食物が消化
されて胃内に内容物がない状態で就寝すること
が望ましい。H2ブロッカーやPPIなどの制酸剤
は、GER症状の改善には有用であるが、GER
頻度を減らすものではない。食事指導と少し上
半身を挙上するような体位指導を優先する。便
秘は、GERを悪化させるので、便秘にならな
い対策が必要である。
　既往歴の中で、消化管や腹部の手術歴に配
慮する必要がある。胃の手術後患者では下部
食道括約筋（LES）機能が障害されるため、消
化液の逆流が容易に生じ、逆流液の誤嚥の可
能性が高い14）。これ自体が、肺炎を生ずるわ
けではないが、これらの患者は嚥下自体も障害
されていることが多く、口腔内雑菌を一緒に誤
嚥していると考えて対策を講じる必要がある。
　誤嚥に配慮するあまり長期に絶食すると栄養
不良となる。栄養不良は、嚥下障害をさらに悪
化させる。そこで、経鼻胃管、胃瘻による栄養
療法が必要である。可能であれば、なるべく食
べることを再開するほうがよい。多少むせなが
らでも、食事をして腸管吸収による栄養改善が
嚥下機能に寄与する。「食べながら治す」とい
う積極的アプローチも症例を選んで行うべきで
ある。
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Ⅱ．おわりに

　誤嚥性肺炎は、誤嚥で起こるが、その誤嚥
は夜間の不顕性誤嚥であり、食事の誤嚥では
ない。その治療は、細菌性肺炎の治療と嚥下
障害の改善という二つのアプローチを並行して
行うことが必須である。老人科、内科、神経
内科、耳鼻科、リハビリテーション科、歯科な
どの診療科だけでなく、栄養チーム、摂食嚥
下チーム、口腔ケアチーム、理学療法チームな
ど多職種が協働して初めて有効な治療を実践
できる。誤嚥性肺炎は、全人的アプローチを
必要とする典型的な老年医学的な疾患である。
超高齢社会の中で極めて重要な疾患となった
誤嚥性肺炎に対する正しい理解と適切な治療
が求められている。
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Ⅰ．はじめに

　「肺炎」は特に高齢者において頻度が高い
疾患であり、一般診療において呼吸器内科医
や感染症内科医のみならず、非専門医でも治
療に携わる機会が多い。第二次世界大戦前の
本邦における死亡原因の多くが、肺炎、結核、
胃腸炎などの感染症であったが、戦後、これ
らの感染症での死亡率は抗菌薬の開発によっ
て激減していった。しかし、肺炎だけが80年
代より再び増加傾向となり、遂に2011年には

本邦の死亡原因の3位となった。この死亡者増
加の原因としては「高齢者の増加」、「医療の進
歩による免疫不全状態の患者の増加」、「肺炎
の原因菌の薬剤耐性化」などが挙げられるが、
特に重要なのは「高齢者の増加」である。実
際、肺炎の死亡率は65歳を超えると急速に増
加し、肺炎死亡者数に占める65歳以上の高齢
者は95％を超えるとされる（図1）。2060年に
は65歳以上の人口割合が40％に達するとの予
想もあり、今後、日本においては高齢者におけ
る肺炎診療がますます重要となってくることが
明らかであり、高齢者肺炎への診療のあり方や
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肺炎自体の予防に関することなどを明確に示す
必要があった。肺炎のガイドラインとしては、日
本呼吸器学会から「市中肺炎（CAP）診療ガイ
ドライン（2000年、2007年改訂）1）」や「院内
肺炎（HAP）診療ガイドライン（2002年、2008
年改訂）2）」に加え、2011年に高齢者肺炎が主
である「医療・介護関連肺炎（NHCAP）診療
ガイドライン3）」（表1）が作成されていた。こ
の3つの成人の肺炎に対する診療ガイドライン
が現在までに果たしてきた役割は大きいが、3
つに細分化されていることで、非専門医には分
かりにくいという問題があった。また、この3つ
のガイドラインの作成時期が異なることで、新
しい薬剤やエビデンスが出てきた時にガイドラ
インごとに記載が異なってしまう問題点も指摘
されていた。そのために、それぞれのガイドラ
インを改訂すべき時期となった今回、利便性や
統一性を考慮したガイドラインを目指して、こ
の3つの肺炎ガイドラインを1つにまとめること
となった。今回、この新しい肺炎診療ガイドラ
インである「成人肺炎診療ガイドライン2017」4）

が作成されたが、今回の改訂により、より高い
肺炎の治療効果が期待され、更に、薬剤耐性

菌の蔓延抑制、医療資源の節約、終末期肺炎
における倫理的配慮といった問題に対しての対
応が進むことが期待される。本稿では今回新し
く改訂されたガイドラインの作成方法や推奨す
る診療の流れについて概説したい。

Ⅱ．今回のガイドラインの主な特徴

　今回の改訂のポイントとしては、①より単純
に、使いやすくするため3つのガイドラインを一
つにまとめる、②Mindsの「ガイドライン作成
の手引」に準拠し、適切なクリニカルクエスチョ
ンを設定し、エビデンスと実地医療に則した推
奨を掲げる、③日本の肺炎診療で現在問題に
なっている高齢者肺炎、特に誤嚥性肺炎や終
末期肺炎への対応を検討する、ということを取
り上げ、それに沿ったガイドラインとなった。

1．3つのガイドラインを一つにまとめた
　今回、日本呼吸器学会から発刊されていた
CAP、HAP、NHCAPの3つの成人肺炎診療
ガイドラインを1つに統合した。また、今回の
ガイドラインでは診療の流れがわかりやすいよ

厚生労働省：人口動態統計（2015年）より作成
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うに、一つにまとめた診療のフローチャート（図
2）を作成したが、NHCAPをCAP、HAPの
どちらに加えるかが最初に問題となった。そこ
で現在の日本において肺炎診療上、特に重要
なものとして、①疾患終末期や老衰状態ではな
いか、誤嚥性肺炎を繰り返していないか、②
耐性菌リスクを有していないか、③重症度が高
くないか、敗血症ではないか、予後不良ではな
いか、の3つの問題点を挙げた。これに関して
疾患終末や老衰状態、誤嚥性肺炎を繰り返す
のはHAPやNHCAPに多いこと、耐性菌のリ
スクが高く、また重症度が高く、予後が悪いの
もHAPやNHCAPで多いとの結果から、今回
のフローチャートではまず、「CAP」と「NHCAP/
HAP」を分けることとなった。特にNHCAP/
HAPでは下記に記載するように高齢者肺炎の
対応が大切であるために、まずは患者背景を
評価するなどの新しい視点が盛り込まれた。

2．Minds 診療ガイドライン作成の
手引きに準拠

　日本で最初の肺炎診療ガイドラインは、2000
年に作成された「成人CAP診療の基本的考
え方」である。このガイドラインが作成された
時代にはガイドラインの基礎となる国内の肺炎
診療に関するエビデンスが十分ではなく、エキ

スパートらの合意による教科書的な内容が主
であった。しかし、現在のガイドライン作成に
関しては科学的根拠に基づいた作成方法が要
求されるようになってきた。そのために世界的
に確立してきた最新のガイドライン作成方法に
則って作成することを目指し、日本医療機能評
価機構から発行されている「Minds 診療ガイド
ライン作成マニュアル」に準拠してガイドライン
作成を行う方針となった。このマニュアルにお
ける診療ガイドラインの定義は「診療上の重要
度の高い医療行為について、エビデンスのシス
テマティックレビュー（SR）とその総体評価、
益と害のバランスなどを考量して、患者と医療
者の意思決定を支援するために最適と考えら
れる推奨を提示する文書」とされているが、こ
れまでの肺炎診療ガイドラインではエビデンス
のSRを厳密には行っていなかった。そのため、
今回のガイドラインでは、まず肺炎診療ガイド
ライン作成委員会で現在の肺炎診療で重要な
診断や治療、予防に関わる、例えば「CAP治
療において、抗菌薬投与に全身投与ステロイド
薬を補助療法として併用することは、抗菌薬の
みでの治療よりも推奨されるか」などの25の「ク
リニカルクエスチョン（CQ）」を決定し、下部
組織として日本呼吸器学会員の応募者から結
成されたSRチームがそれぞれのCQに対する

表1　医療・介護関連肺炎（NHCAP）の定義（日本呼吸器学会，20113）より引用）

１、長期療養型病床群もしくは介護施設に入所している＊

２、90 日以内に病院を退院した
３、介護＊＊を必要とする高齢者、身障者
４、通院にて継続的に血管内治療（透析、抗菌薬、抗癌化学療法、免疫抑制薬等による治療）を受けている

* 精神病床も含む
** 介護の基準

PS3：限られた自分の身の回りのことしかできない。日中の 50％以上をベッドか椅子で過ごす
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エビデンスの収集、評価、統合を行った。SRチー
ムはそのデータをもとにサマリーレポートを肺
炎診療ガイドライン作成委員会に提出し、委員
会では委員による無記名投票を行うことでCQ
に対する推奨度を決定した。なお、このSR検
討時のデータは数編の英文原著として報告され
ている。投票にあたっては、委員の利益相反に
注意を払いながら、エビデンスのみならず、益
と害のバランス、患者の価値観や好み、コスト
も評価の対象とした。このため、今回のガイド
ラインでは従来通りの教科書的な肺炎の基本

的特徴や診療の流れを示したパートに加えて、
このCQに対する推奨のパートが加わった構成
となっている。

3．高齢者肺炎（誤嚥性肺炎、終末期肺炎）
への対応

　前述したように、わが国での肺炎に関する重
要な問題の一つが高齢者の肺炎であり、繰り
返す誤嚥性肺炎や疾患末期の肺炎がその中で
特に問題となっている。高齢になるほど身体機
能の低下に伴って嚥下機能も低下し、また、脳

図2　「成人肺炎診療ガイドライン」フローチャート
( 日本呼吸器学会「成人肺炎診療ガイドライン 2017」より引用 )

肺　　炎

市中肺炎（CAP） 院内肺炎（HAP）
医療・介護関連肺炎（NHCAP）

治療の場と治療薬の決定

・誤嚥性肺炎のリスクの判断
・疾患終末期や老衰状態の判断

・軽症～中等症 ・中等症～重症
・敗血症
・重症～超重症

患者背景のアセスメント

・易反復性の誤嚥性肺炎のリスク（＋）
  または
・疾患末期や老衰の状態

・左記に該当しない

外　来 一般病棟
入院

ICUまたは
これに準ずる
病室へ入室

個人の意思や
QOLを考慮した治療・ケア

外来患者群
治療

一般病棟入院
患者群治療

ICU入室
患者群治療

治療薬の決定

・敗血症の有無の判断
・重症度の判断※2※3

・耐性菌リスクの判断

・重症度が高くない※2

  かつ
・耐性菌リスク※4（－）

・重症度が高い※3

  または
・耐性菌リスク※4（＋）

・重症度が高い※3

  かつ
・耐性菌リスク※4（＋）

escalation
治療

de-escalation
単剤治療

de-escalation
多剤治療

※1：市中肺炎の重症度判定：市中肺炎では A-DROP により重症度を判定する。
※2：敗血症の状態ではなく、医療・介護関連肺炎では A-DROP で中等症以下、院内肺炎では I-ROAD で軽症。
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卒中などの神経疾患を中心に嚥下機能の著し
い低下を伴う基礎疾患を有する割合も増加す
る。実際に、高齢になればなるほど誤嚥性肺
炎の割合が高くなり、80代、90代ではほぼ全
例が誤嚥性肺炎という報告もある5）（図3）。誤
嚥性肺炎の原因となる嚥下機能低下は不可逆
性であることが多いことに加え、肺炎治療時
の絶食により嚥下機能はますます低下する。さ
らに、肺炎により栄養状態やADLも肺炎によ
り低下するため、一度誤嚥性肺炎を発症する
と、その後も誤嚥性肺炎を繰り返す悪循環に
陥る可能性も高い。この様な場合では、原因
菌に有効な抗菌薬による治療で一時期は軽快
していても、肺炎を繰り返すことも多く、また
定着菌や肺炎の原因菌が耐性菌へと変化して
いくことも考えられる。加えて、原因菌に感受
性がある抗菌薬を投与したとしても宿主の状態
によっては効果が出にくい場合も多い。この様
に、呼吸困難の継続、長期臥床や絶食等によ

りquality of life （QOL）が著しく低下した状
態が続くことは患者としては大変辛いことが推
測される。また、医学的に重症肺炎だからと
いう単純な理由だけで、人工呼吸器装着や強
力な抗菌薬治療を行うことは、患者のQOLを
考慮すると逆にマイナスになる可能性もある。
CAPやHAPでは重症度判定という医学的な判
断のみで治療方針を決めることを推奨してきた
が、2011年のNHCAP診療ガイドラインでは初
めて倫理的な側面が考慮され、主治医が患者
や家族の意思に配慮した「治療区分」の決定
を行うことが推奨された3）。これをきっかけに
日本での高齢者肺炎の重要性とその問題点が
浮き彫りにされたことは間違いない。今回のガ
イドラインではこの様な問題を考慮し、肺炎診
療のフローチャート（図2）では、まず「CAP」
と「NHCAP/HAP」の2つのグループに大別
し、「NHCAP/HAP」ではまず「易反復性の誤
嚥性肺炎のリスクまたは疾患末期や老衰の状

対象 ： 全国 22病院の 589例の肺炎患者（72.6±28.32 歳、男性：377例、女性 212例）
期間 ： 2004 年 4月～2005 年 5月
誤嚥の診断 ： 水のみ試験、反復唾液嚥下試験、簡易嚥下誘発検査、嚥下造影検査で陽性と判定、
あるいは臨床的に明らかな誤嚥が直接確認された（食物，吐物）場合
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図３　年齢毎の入院肺炎に占める誤嚥性肺炎の割合
（Teramoto S, et al. J Am Geriatr Soc 56: 577, 2008より引用）
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態であるか」の患者背景の評価を行うこととなっ
ている。もし、これに合致する患者であれば、
適切な情報の提供と説明に基づく個人の意思
やQOLを考慮し、人工呼吸器による管理や広
域抗菌薬を用いた強力な肺炎の治療ではなく、
患者の苦しみをとる緩和医療を優先して行う治
療・ケアも選択肢に組み込まれた。また、個人
の意思に沿った肺炎治療の開始や不開始、選
択する抗菌薬の決定は決して医師一人で行うべ
きではなく、多職種によって構成された医療チー
ムで決定する必要性がある。この様な終末期医
療も含む肺炎診療をこのガイドラインで提言す
ることで、社会全体においても様々な施設にお
いても、この問題を十分議論していく必要があ
るということを再認識していただきたい。

Ⅲ．その他の改訂のポイント

　前述したように、肺炎の基本的特徴のパー
トでは、肺炎診療の流れがひと目でわかるフ
ローチャートを作成し、「CAP」と「NHCAP/
HAP」の2つのグループに大別した診療方
針 を 推 奨して い る（ 図2）。CAPで は、 従
来、A-DROPによる重症度判定により治療の
場や使用する抗菌薬が決定されてきた。年齢

（Age：男性70歳以上、女性75歳以上）、脱水
（Dehydration：BUN 21mg/dL以上もしくは脱
水あり）、呼吸（Respiration：SpO2［室内気］ 
90％以下）、見当識（Orientation：意識障害あ
り）、血圧（Pressure：収縮期血圧90mmHg以
下）の5つを評価するもので、1つも該当しな
ければ軽症、1から2つ該当すれば中等症、3
つ該当すれば重症、4から5つ該当すれば超重
症で、ショックがあればその時点で超重症とす
る。しかし、CAPの中ではレジオネラ肺炎のよ
うに初診時はさほど重症度が高くなくても急速

に重症・劇症化する肺炎が少なからずあること
が問題点として指摘されていた。そこで、今回
のガイドラインでは2016年に改訂されたquick 
SOFA（qSOFA：呼吸数 22回/分以上、精神
状態の変化、収縮期血圧100mmHg以下の3
点について、2点該当すれば敗血症を疑う）に
よるスクリーニングと、SOFAスコアによる臓
器障害評価に基づく新しい敗血症の基準 6）も
A-DROPに加えて評価する方針とし、重症肺
炎のスクリーニングを強化した。A-DROPによ
る重症度と敗血症の有無によって、軽症～中等
症では外来治療、中等症～重症では一般病棟
での入院治療、重症～超重症または敗血症で
はICUやそれに準ずる病室での治療を推奨した

（図4）。また、エンピリックに使用する抗菌薬
は基本的には従来から推奨されてきた抗菌薬
が主であるが、CAPの診療ガイドライン以降に
発売された抗菌薬なども選択できるように新し
い薬が追加された。さらに、従来では内服薬
は細菌性肺炎と非定型肺炎の鑑別により、前
者ではペニシリン系薬を、後者ではマクロライ
ド系薬を第一選択薬として推奨し、経口抗菌
薬の切り札であるキノロン系薬の乱用を抑止し
てきた。しかし、実臨床の場では抗菌スペクト
ラムと組織移行性の良さからレスピラトリーキノ
ロンが結果的には最も使用されているというガ
イドラインの推奨との乖離があったため、今回
はレスピラトリーキノロンも結核に注意する必要
性を指摘しながら、第一選択の一つとなってい
る。
　「NHCAP/HAP」では、前述したように老
衰・疾患末期や誤嚥性肺炎を繰り返していな
いかを評価し、該当する場合は個人の意志
やQOLを尊重した治療を行うことを推奨した

（図2）。これらに該当しない場合は、耐性菌
リスクと重症度（NHCAPはA-DROPにより、
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HAPはI-ROADにより判断）・敗血症の有無
を判定し、escalation治療またはde-escalation
治療を選択する（図5）。de-escalation治療は、
まず想定される原因菌をカバーする広域抗菌薬
を選んだ後、原因菌が判明したら挟域/単剤に
よる最善の治療に移行することを指し、一方、
escalation治療は、原因菌を想定して選んだ狭
域抗菌薬が有効でない場合により広域の抗菌
薬を選ぶ治療となる。これまでのHAPのガイド
ラインでは、エンピリック治療薬の選択時に耐
性菌リスク評価が十分ではなかったために、今
回、最近のエビデンスを基に新しい耐性菌リス
ク因子評価法を作成した（表 2）。しかし、ま
だこの評価法の有用性は定まっておらず、今後
の臨床的検討が望まれる。また、誤嚥性肺炎

のリスク評価も重要と考えられるが、今回のガ
イドラインではリスク因子の点数化による評価
を試みたものの、誤嚥性肺炎には様々な要素
があり、単純なスコア化は困難であった。今回
は誤嚥のリスク因子と、誤嚥により肺炎を起こ
しやすいリスク因子を記載するにとどめたが、
将来これもスコア化が可能になればと考える

（表3）。
　その他、今回は第1章であるSCOPE-肺炎
の 基 本 的 特 徴の中に「CAP」 と「NHCAP/
HAP」に加え、人工呼吸器関連肺炎（VAP）
と肺炎予防の各論を作成しており、VAPへの
対応と口腔ケアの重要性に加えて、肺炎球菌ワ
クチンやインフルエンザウイルスワクチンなどに
よる肺炎予防の重要性も示している。

外来患者群
内服薬
・ β- ラクタマーゼ阻害薬配合
   ペニシリン系薬＊1

・ マクロライド系薬＊2

・ レスピラトリーキノロン＊3,＊4

　注射薬
・ セフトリアキソン
・ レボフロキサシン＊4

・ アジスロマイシン

一般病棟入院患者群
注射薬
・ スルバクタム・アンピシリン
・ セフトリアキソン or セフォタキシム
・ レボフロキサシン＊4

　※非定型肺炎が疑われる場合
・ ミノサイクリン
・ レボフロキサシン＊4

・ アジスロマイシン

集中治療室入室患者群
注射薬
A 法 ： カルバペネム系薬＊5 or 
         タゾバクタム・ピペラシリン
　B 法† ： スルバクタム・アンピシリン or
            セフトリアキソン or  セフォタキシム
　C 法 ： A or B 法＋アジスロマイシン 
　D 法 ： A or B 法＋レボフロキサシン＊4,＊6

　E 法 ： A or B or C or D 法＋抗 MRSA 薬＊7

＊1：細菌性肺炎が疑われる場合：スルタミシリン、アモキシシリン・クラブラン酸

＊2：非定型肺炎が疑われる場合：クラリスロマイシン、アジスロマイシン

＊3：慢性の呼吸器疾患がある場合には第一選択薬：ガレノキサシン、モキシフロキサシン、レボフロキサシン、シタフロ

キサシン、トスフロキサシン

＊4：結核に対する抗菌力を有しており、使用に際しては結核の有無を慎重に判断する

＊5：メロペネム、ドリペネム、ビアぺネム、イミペネム・シラスタチン

＊6：代替薬：シプロフロキサシン＊4 or パズフロキサシン＊4

＊7：MRSA 肺炎のリスクが高い患者で選択する：リネゾリド、バンコマイシン、テイコプラニン、アルベカシン

†：緑膿菌を考慮しない場合

図4　市中肺炎のエンピリック治療抗菌薬
（日本呼吸器学会「成人肺炎診療ガイドライン2017」より引用）
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Escalation 治療
・敗血症（－）で，重症度が高くない＊1

かつ
・耐性菌リスク（－）
　
内服薬（外来治療が可能な場合）
・β-ラクタマーゼ阻害薬配合ペニシリン
系薬＊2 ＋マクロライド系薬＊3

・レスピラトリーキノロン＊4、＊5

　
注射薬
・スルバクタム・アンピシリン
・セフトリアキソン＊6、セフォタキシム＊6

　
【非定型肺炎が疑われる場合】
・レボフロキサシン＊5、＊6

De-escalation 単剤治療
・ 敗血症（＋）、または、重症度が高い＊1

  または
・ 耐性菌リスク（＋）
　
注射薬（単剤投与）
・ タゾバクタム・ピペラシリン
・ カルバペネム系薬＊7

・ 第四世代セフェム系薬＊6、＊8

・ ニューキノロン系薬＊5、＊6、＊9

De-escalation 多剤治療
・ 敗血症（＋）、または、重症度が高い＊1

  かつ
・ 耐性菌リスク（＋）
　
注射薬（2 剤併用投与、ただしβ- ラクタ
ム系薬の併用は避ける）
・ タゾバクタム・ピペラシリン
・ カルバペネム系薬＊7

・ 第四世代セフェム系薬＊6、＊8

・ ニューキノロン系薬＊5、＊6、＊9

・ アミノグリコシド系薬＊6、＊10、＊11

　
【MRSA 感染を疑う場合＊12】
　　　＋
・ 抗 MRSA 薬＊13

HAP/NHCAP のエンピリック治療抗菌薬
＊1 ：重症度が高い：NHCAP では A-DROP で重症以上、HAP では I-ROAD で中等症（B群）以上
＊2  ：スルタミシリン、アモキシシリン・クラブラン酸（いずれも高用量が望ましい）
＊3 ：クラリスロマイシン、アジスロマイシン
＊4 ：ガレノキサシン、モキシフロキサシン、レボフロキサシン、シタフロキサシン、トスフロキサシン
＊5  ：結核に対する抗菌力を有しており、使用に際しては結核の有無を慎重に判断する
＊6 ：嫌気性菌感染を疑う際には使用を避けるか、クリンダマイシンまたはメトロニダゾールを併用する
＊7 ：メロペネム、ドリペネム、ビアペネム、イミペネム・シラスタチン
＊8  ：セフォゾプラン、セフェピム、セフピロム
＊9  ：レボフロキサシン、シプロフロキサシン、パズフロキサシン（パズフロキサシンは高用量が望ましい）
＊10 ：アミカシン、トブラマイシン、ゲンタマイシン
＊11 ：腎機能低下時や高齢者には推奨されない
＊12 ：以前に MRSA が分離された既往あり、または過去90日以内の経静脈的抗菌薬の使用歴あり
＊13 ：リネゾリド、バンコマイシン、テイコプラニン、アルベカシン

図5　院内肺炎、医療・介護関連肺炎のエンピリック治療抗菌薬
（日本呼吸器学会「成人肺炎診療ガイドライン2017」より引用）

表2　院内肺炎/医療・介護関連肺炎における耐性菌リスク
（日本呼吸器学会「成人肺炎診療ガイドライン2017」より引用）

1. 過去90日以内の経静脈的抗菌薬の使用歴
2. 過去90日以内に2日以上の入院歴
3. 免疫抑制状態
4. 活動性の低下（PS＞3、バーセル指数<50、歩行不能、経管栄養/中心静脈栄養法

上記の 2 項目以上に該当した場合、耐性菌の高リスク群と判断する
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Ⅳ．おわりに

　これまで述べてきたように、新しい成人肺炎
診療ガイドラインは日本の社会的、医療事情の
変化に対応し、新たなエビデンスを基に、最
新のガイドライン作成方法に従って作成された。
これらの背景や変更点に留意しながら、日常の
肺炎診療にこのガイドラインを利用して頂けれ
ば幸いである。

表3　誤嚥の危険因子（上表）と誤嚥による肺炎の危険因子（下表）
（日本呼吸器学会「成人肺炎診療ガイドライン2017」より引用）

文　献

１）日本呼吸器学会呼吸器感染症に関するガイ
ドライン作成委員会（編）：成人市中肺炎診療
ガイドライン．日本呼吸器学会，東京，2007.
２）日本呼吸器学会呼吸器感染症に関するガイ
ドライン作成委員会（編）：成人院内肺炎診療
ガイドライン．日本呼吸器学会，東京，2008.
３）日本呼吸器学会呼吸器感染症に関するガイ
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Ⅰ．要　旨

　肺炎の予防ワクチンとして成人に使用される
ワクチンには、23価莢膜多糖体型肺炎球菌ワ
クチン（PPSV23） と13価蛋白結合型肺炎球菌
ワクチン（PCV13） の2種類あり、各々に長所
と短所を有する。PPSV23は23種類の莢膜型
が含まれるため、広範囲の莢膜型をカバーでき
るが、T細胞を介さずB細胞を直接刺激するた
めに免疫記憶が得られず免疫効果は弱い。一
方、PCV13の免疫機序はT細胞を介すること
で免疫記憶が得られ、免疫効果も強いが、含
まれる莢膜型は13種類とPPSV23よりも10種
類少なく、カバー率が低い。米国では両ワクチ

ンを組み合わせた接種法が推奨されているが、
現在のところ臨床的な予防効果は検証されてい
ない。また、インフルエンザは肺炎球菌の2次
感染で重症化することが知られており、特に65
歳以上の高齢者ではインフルエンザワクチンと
肺炎球菌ワクチンを両方接種することが重要で
ある。

Ⅱ．肺炎の原因微生物

　 肺炎は高齢になるにつれて発 症する頻
度、重症化するリスクは高くなり、死亡者
の95％以上を65歳以上の高齢者が占めてい
る。高齢者肺炎は主に在宅で発症する市中
肺炎と高齢者施設などで発症する医療・介
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護関連肺炎に分類されるが、原因微生物の
中で最も頻度が高いのはいずれも肺炎球菌
である（表1）1）。肺炎球菌はグラム陽性双球
菌に分類される上気道の常在菌であり、成
人の保菌率は低いが、小児は20 ～ 40%と
高率に保菌している。小児から成人、特に
高齢者や基礎疾患を有する人へ伝播すること
により、肺炎を発症することが多い。肺炎球
菌は莢膜の性質により90種類以上に分類され、
予防には各々の莢膜ごとに免疫を付与する必要
がある。

Ⅲ．肺炎球菌ワクチン

　成人に使用できる肺炎球菌ワクチンには2
種類ある。1つは、65歳以上の高齢者と2 ～
64歳のハイリスク群を対象に1988年から使
用されている23価莢膜多糖体型肺炎球菌ワ
ク チ ン（PPSV（pneumococcal polysaccharide 
vaccine）23）、もう1つは、2014年から65歳以
上の高齢者に使用できるようになった13価蛋白

結合型肺炎球菌ワクチン（PCV（pneumococcal 
conjugate vaccine）13）で、いずれも不活化
ワクチンである。
　両ワクチンの特徴を表に示す（表 2）2）。

Ⅳ．PPSV23とPCV13の
　　カバーできる莢膜型

　PPSV23には23種類の莢膜型（1，2，3，4，
5，6B，7F，8，9N，9V，10A，11A，12F，
14，15B，17F，18C，19A，19F，20，22F，
23F，33F）が含まれるため、広範囲の莢膜型
がカバーできる。
　一方、PCV13には13種類の莢膜型（1，3，4，
5，6A，6B，7F，9V，14，18C，19A，19F，
23F）が含まれるが、PPSV23よりも10種類少
ないため、カバー率は低い。2013年～ 2015年
に日本（1道9県）で発症した成人の侵襲性肺
炎球菌感染症（IPD）の莢膜型を調査した結果、
PCV13のカバー率は46％、PPSV23は66％で
あった3）。

表1　肺炎の原因微生物（日本）（Maruyama, et al., 2013 1）より引用）

n=445 市中肺炎
n=124（%）

 医療 . 介護関連肺 *
n=321（%） p-value

肺炎球菌
黄色ブドウ球菌
   メチシリン耐性 （MRSA）
腸内細菌科
緑膿菌
インフルエンザ桿菌
多剤耐性菌
クラミドフィラ . ニューモニエ
クラミドフィラ . シッタシ
マイコプラズマ . ニューモニエ
レジオネラ . ニューモフィラ
インフルエンザウィルス
RS ウィルス
パラインフルエンザ 3 型

31（25）
1（0.8）

0
3（2.4）
1（0.8）
8（6.5）
1（0.8）
5（4.1）

0
11（8.9）
1（0.8）
6（4.8）

0
1（0.7）

106（33）
37（11.5）
22（6.9）
25（7.8）
22（6.9）
11（3.4）
49（15.3）
16（5）
3（0.9）
12（3.7）

0
9（2.8）
4（2.4）
3（1.8）

0.1
<0.001
0.004
0.037
0.001
0.157

<0.001
0.758
－

0.013
－

0.215
0.077
0.357

*：原著では HCAP（医療ケア関連肺炎）として報告
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Ⅴ．PPSV23とPCV13の
　　免疫機序

　PPSV23はT細 胞を介さずB細 胞を直 接
刺激するために免疫記憶が得られず、追加接
種によるブースター効果が得られない。一方、
PCV13は肺炎球菌多糖体にキャリア蛋白として
非病原性ジフテリア蛋白（CRM197）を結合さ
せることによって多糖体はT細胞依存性に変換
される。これにより免疫記憶が得られ、追加
接種によるブースター効果が得られる。
　各々のワクチンの長所としてPPSV23は莢膜
型のカバー率が高いこと、PCV13は免疫力が
強いことが挙げられる。

Ⅵ．PPSV23とPCV13の
　　接種対象者

　PPSV23の接種対象は65歳以上の高齢者と
2歳～ 64歳の肺炎球菌感染のハイリスク群と適
応範囲が広く、特に脾摘患者に対しては保険
給付の対象となる。2014年（平成26年）10月
1日から、65歳以上の高齢者と60歳以上65歳
未満で心臓、腎臓もしくは呼吸器の機能または
HIV（human immunodeficiency virus）によ
る免疫の機能に障害を有する人に対して定期接
種が開始されている。2019年（平成31年）3月
31日までは経過措置として、65歳、70歳、75歳、
80歳、85歳、90歳、95歳、100歳の年齢とな

表2　PPSV23とPCV13の特徴
（日本内科学会成人予防接種検討ワーキンググループ, 2016 2）より引用）

ワクチン名（商品名）

ワクチンの種類
日本承認時期
製造販売会社
接種年齢
価格

定期接種

接種方法

含有莢膜型

日本の成人IPDの
カバー率
免疫様式

免疫原性

副作用

PPSV23（ニューモパックス®NP） PCV13（プレベナー13®）

莢膜多糖体型（ポリサッカライド）ワクチン
1988年
MSD株式会社
2歳以上65歳未満の高リスク者，65歳以上の高齢者
4，666円（薬価）

皮下注射または筋肉内注射

2014（平成26）年10月より，65歳以上の高齢者と
60歳以上65歳未満で心臓，腎臓もしくは呼吸器の機
能またはHIVによる免疫の機能に障害を有する人
（ただし，対象者の制限あり）

23種類
1，2，3，4，5，6B，7F，8，9N，9V，10A，
11A，12F，14，15B，17F，18C，19A，19F，
20，22F，23F，33F

13種類
1，3，4，5，6A，6B，7F，9V，14，18C，
19A，19F，23F

69.6%（文献29）

B細胞（免疫記憶：なし） B細胞＋T細胞（免疫記憶：あり）

65歳以上の高齢者を対象としたPCV13とPPSV23
のRCT
3血清型で非劣性，9血清型でOPAの有意な低値
国内第Ⅲ相試験（B1851088試験）

65歳以上の高齢者を対象としたPCV13とPPSV23
のRCT
12血清型で非劣性，9血清型でOPAの有意な高値
国内第Ⅲ相試験（B1851088試験）

局所反応全般45％，全身反応全般34.7％
国内第Ⅲ相試験（B1851088試験）

蛋白結合型（コンジュゲート）ワクチン
2014年
ファイザー株式会社
2ヵ月以上6歳未満の小児，65歳以上の高齢者
7,200円（希望納入価格）

なし

筋肉内注射

48%（文献29）

局所反応全般55.8％，全身反応全般37.9％
国内第Ⅲ相試験（B1851088試験）

＊：2019（平成31）年3月31日までは経過措置として，65歳，70歳，75歳，80歳，85歳，90歳，95歳，100歳の年齢となる日の属する年度の初日か
ら当該年度の末日までの間にある人が対象。2019（平成31）年4月1日以降は65歳の人のみ対象。
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る日の属する年度の初日から当該年度の末日ま
での間にある人が対象、平成31年4月1日以降
は65歳のみ対象として、1回の接種が国の費用
補助で受けられる。
　PCV13の接種対象は65歳以上の高齢者に
限られ、65歳未満の成人には使用できない。
現在のところは定期接種化されていないため、
接種費用は自己負担である。

Ⅶ．PPSV23とPCV13の
　　接種方法

　PPSV23は1回 0.5 mlを筋肉内または皮下に
接種する。
　PCV13は1回 0.5 mlを筋肉内に接種する（皮
下の接種は認められていない）。

Ⅷ．PPSV23とPCV13の
　　副反応

　日本国内で肺炎 球菌ワクチン未 接種の
65歳 以 上の 高 齢 者764例を 対 象にPCV13
とPPSV23を比 較した 無 作 為 化 比 較 試 験

（randomized controlled trial：RCT） で は、
接種後14日間に認められた主な副反応は、
PCV13群では疼痛などの局所反応全般55.8%、
発熱などの全身反応全般37.9％であった。一方、
PPSV23群では局所反応全般45%、全身反応
全般34.7％となり、いずれのワクチンでも重篤
な副作用は認められず、同等であった（国内第
Ⅲ相試験：B1851088試験）。

Ⅸ．PPSV23とPCV13の
　　免疫原性

　この試験では、ワクチン接種1カ月後に免
疫原性の指標としてオプソニン活性（opsonic 
activity：OPA）が測定され、PPSV23との共
通型の12血清型で非劣性、9血清型でOPA

の有意な上昇が示された（国内第Ⅲ相試験：
B1851088試験）。これらの結果から免疫原性
は、PCV13がPPSV23を上回るものと考えられ
る。

Ⅹ．PPSV23の再接種と副反応

　PPSV23は約5年で効果が減弱するため、初
回接種から5年経過した症例に対しては再接種
が推奨される。Ohshimaらは40例の慢性肺疾
患を有する高齢者に対して初回接種から平均
7.7年後に再接種を施行し、免疫反応の指標と
して6B、14、19F、23Fに対するオプソニン活
性（OPA）の推移と副作用の出現頻度を評価
した。初回接種より平均7.7年後にはオプソニ
ン活性（OPA）は低下するが、再接種により初
回接種と同レベルにまで上昇することが報告さ
れた。なお、再接種時に初回接種時よりも発熱、
接種部位の発赤、疼痛などの軽度の副反応は
多く見られたが重篤な副反応は認められず、再
接種の必要性と安全性を支持する結果であっ
た 4）。
　これらの研究結果から、PPSV23は、初回
接種より5年以上経過した症例に対して再接種
が推奨される。

Ⅺ．PPSV23とPCV13の
　　臨床的予防効果
1．PPSV23
　PPSV23の予防効果は、インフルエンザワク
チンと併用接種することで、より良好な予防効
果が報告されている。スウェーデンで行われた
25万例以上の65歳以上の高齢者を対象とした
観察研究では、PPSV23とインフルエンザワク
チンを併用接種した場合、非接種群と比較し、
全肺炎、肺炎球菌性肺炎、IPD、肺炎による
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死亡率を低下させることが報告された5）。香港
で行われた、65歳以上で心疾患や脳血管障害
などの慢性疾患を有する3万例以上を対象とし
た観察研究でも同様に、両ワクチンの接種群に
おいて全肺炎、肺炎球菌性肺炎、IPD、全て
の原因による死亡の削減効果が報告された6）。
　日本人を対象とした試験では、3つの無作為
化比較試験（RCT）が施行されている。1つ目
は167例の慢性呼吸器疾患を有する症例を対
象としたRCT （オープンラベル）で、COPDの
急性増悪を抑制するという結果を報告した7）。
2つ目は慢性の基礎疾患を有する高齢者786例
を対象に施行されたRCTで、PPSV23とインフ
ルエンザワクチンの併用群では、インフルエン
ザワクチン単独群に比べて75歳以上の症例と
歩行困難な症例に対して肺炎の入院を抑制した
ことが報告された8）。3つ目は1,006例の高齢者
施設の入所者を対象に施行されたRCTで、肺
炎球菌性肺炎を63.8%、肺炎全体を44.8％抑
制し、肺炎球菌性肺炎の死亡率を下げること
が報告された9）（表3）。いずれの研究でも、ほ
ぼ全例にインフルエンザワクチンが接種されて
おり、これらの結果はインフルエンザワクチン
とPPSV23の併用効果と考えられている。

　厚生労働省は，これらの日本人を対象とした
臨床試験から得られた医療費削減効果を評価
し、2014年（平成26年）10月より、65歳以上
の高齢者に対する定期接種を開始した。その
結果、65歳以上の接種率は定期接種前の2014
年3月約20％から2017年3月には54％と34ポ
イント上昇し、欧米なみの接種率に到達した。
　なお、日本呼吸器学会肺炎診療ガイドライン
作成委員会ではインフルエンザワクチンと肺炎
球菌ワクチンの併用接種の有効性についてシス
テマティック.レビュー（SR）を実施した。その
結果、上記の日本人を対象とした3つのRCT
が選択され、「肺炎発症」、「肺炎球菌性肺炎
の発症」に対する有意な抑制効果が検証され
た（表4）10）。

2．PCV13
　現在のところ、日本人を対象とした試験は
ない。オランダで健常高齢者84,496例を対象
としたRCTが施行され、PCV13がカバーす
る莢膜型について、非侵襲性肺炎球菌性肺
炎を45%、侵襲性肺炎球菌感染症（invasive 
pneumococcal disease：IPD）を75%削減し、
全ての莢膜 型でも肺炎球菌性 肺炎全体を

表3　PPSV23の予防効果（Maruyama, et al., 2010 9）より引用）

.

人（1000人 ） 率
(95% )

P

菌性 12 32 63.8% (32.1 - 80.7) 0.0015

菌 43 59 29.4% (-4.3 - 52.3) 0.0805

55 91 44.8% (22.4 - 60.8) 0.0006

(Maruyama T et al. 2010)

1006 （ ）
重

全体の99%がインフルエンザワクチンを接種

対象：　高齢者施設の入所者：　1006例（日本）

方法：　二重盲験無作為化比較試験
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30.6％、IPDを51.8%削減するという良好な予
防効果が報告された （表5） 11）。

Ⅻ．インフルエンザウイルスと
　　肺炎球菌

　インフルエンザウィルスは気道上皮細胞を強
く障害するため、二次性の細菌感染を引き起こ
しやすく、その中でも特に肺炎球菌感染を合
併する頻度が高い。過去の世界的なインフルエ
ンザの流行においても、インフルエンザ単独に
比べて、肺炎球菌の二次感染で重症化する頻
度が高かったことが判明している。1910年代の
スペインかぜ、1950年代のアジアかぜ、1960
年代の香港かぜによる死亡例の剖検例からの

調査によると、96％が細菌性肺炎、約70％が
菌血症を合併し、その原因微生物で最も頻度
が高かったのが肺炎球菌であった12）。2009年
にインフルエンザA（H1N1）が流行した際には、
死亡が確認された患者の肺組織標本77例中、
10例から肺炎球菌が検出されている13）。季節
性インフルエンザに関しては、著者らは2010年
～2013年にかけて国立病院機構25施設でイン
フルエンザの入院症例の疫学調査を実施した。
成人の入院症例579例のうち65歳以上の高齢
者が80％以上を占め、約40％が肺炎を合併
し、インフルエンザとの混合感染の原因微生
物で最も頻度が高かったのは肺炎球菌であっ
た（表 6）。24例が死亡したが、その内の20例

表5　PCV13の予防効果（Bonten, et al., 2015 11）より引用）

. C

n=84496 数 (人)
(95% CI)

P

菌性 49 90 45.6% (21.8 – 62.5) <0.001

性 菌性 33 60 45% (14.2-65.3) 0.007

IPD 7 28 75% (41.4 – 90.8) <0.001

菌性 100 144 30.6% (9.8 - 46.7) 0.008

性 菌性 66 87 24.1% (-5.7 - 45.8) 0.11

IPD 27 56 51.8% (22.4-70.74) 0.004

(Bonten MJ et al, E , 2015)

65 84,496 （ ）

重

対象：65歳以上の健常高齢者：　84,496例　（オランダ）

方法：二重盲検無作為化比較試験

PPSV23接種 プラセボ RR RR
研究またはサブグループ イベント数 症例数 イベント数 症例数 比重 M-H,Random,95%CI M-H,Random,95%CI
Furumoto 2008
Kawakami 2010
Maruyama 2010

合計（95％CI）
総イベント数

13
67
63

143

87
391
502

980

12
81
104

197

80
387
504

971

10.9%
44.2%
44.9%

100.0％

1.00 [0.48-2.05]
0.82 [0.61-1.10]
0.61 [0.46-0.81]

0.73 [0.57-0.94]

異質性評価 ： Tau2＝0.02; Chi2＝2.84, df＝2（p＝0.24）; I2＝30%
全体的効果に対する検定 ： Z＝2.44（p＝0.01） 0.05 0.2 1 5 20

PPSV23接種優位 プラセボ優位

表4　インフルエンザワクチンとPPSV23の肺炎予防効果日本人を対象とした3編のRCTの
　　  メタアナリシス（日本呼吸器学会成人肺炎診療ガイドライン2017作成委員会,201710）より引用)
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（80％）が肺炎を併発しており、多変量解析の
結果、最も予後に影響を与えた因子は肺炎の
合併であった（表7）。これらの結果からも、高
齢者にはインフルエンザワクチンと肺炎球菌ワ
クチンの両接種が重要であることが示唆され
る 14）。

ⅩⅢ．インフルエンザワクチンと　　
　　  PPSV23の同日接種の安全性

　インフルンザワクチンとPPSV23は、同じ日
に接種しても効果、安全性ともに問題はない。
米国からの報告ではPPSV23の単独接種群と
両ワクチンの同日接種群では一時的な局所反応

表6　インフルエンザ関連肺炎の原因微生物
（Maruyama, et al, 2016 14）より引用）

n=211

菌 26(12.3)

菌 23(10.9)

MRSA 7(3.3)

菌 17(8.1)

膿菌 7(3.3)

菌 4(1.9)

タ 1(0.5)

菌 5(2.4)

菌 2(0.9)

耐性菌 14(6.6)

1(0.5)

135(64)

.

(Maruyama T et al , CHEST, 2016)

*: n=579  （30 n= 24 vs n=555）

95% CI p 95% CI p 

( ) 1.019 0.993-1.045 0.158

菌 7.081 2.112-23.746 0.002

性 ( 性) 2.660 1.103-6.413 0.029 2.180 0.898-5.295 0.085

重 (A-DROP 3) 6.747 2.887-15.766 <0.001 3.710 1.531-8.986 0.004

(albumin<3.0g/dl) 6.074 2.697-13.677 <0.001 3.133 1.352-7.264 0.008

9.055 3.095-26.492 <0.001 4.485 1.441-13.960 0.010

7. 人

Cox

(Maruyama T et al, CHEST, 2016)

＊: n=579  （30日以内の死亡n= 24 vs 生存例 n=555）

表7　成人インフルエンザの予後規定因子～単変量、多変量Cox比例ハザードモデル～
（Maruyama, et al, 2016 14）より引用）
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を除き、副反応の発現頻度には差がなく、抗
体上昇率も同様に差がないことがRCTにより
検証されている15）。日本人を対象とした同日接
種の安全性については、「日本赤十字社・宮城
県医師会共同事業による高齢者肺炎球菌ワク
チン接種」の中で、4,665人が同日接種を受け
たが、重篤な副反応は認められなかったことが
報告されている 16）。　

ⅩⅣ．肺炎球菌の莢膜型の置換

　肺炎球菌は小児から高齢者へ接触により感
染する。米国では小児に対して蛋白結合型肺
炎球菌ワクチン（2000年にPCV7、2010年に
PCV13）が導入されて以来、小児のIPDが減
少し、それに伴い高齢者のIPDも減少している
17）。小児のPCV接種率が向上したことで小児
の肺炎球菌感染が強力に予防され、間接的に
高齢者の感染も予防する結果となった。その一
方でPCVではカバーされない莢膜型が増加し
ていることが大きな問題となっている（莢膜型
の置換）。米国CDCからの報告では、65歳以
上の高齢者のPCV13とPPSV23のカバー率は
年々低下しており、PCV7の導入前1998年には
PCV13のカバー率：75.5%、PPSV23：84.1%
で あ った の が、2008年 に はPCV13：44%、
PPSV23：66%まで減少し、2010年にPCV13
が小児に導入されてからは2013年PCV13（20
～ 25%）、PPSV23は（58 ～ 63%）と、更にカ
バー率が下がっていることが報告されている17

～ 20）。日本では厚生労働省の研究班が1道9県
を対象に調査しており、小児に対する2010年
のPCV7導入、2013年11月からのPCV13の導
入に伴うIPDの莢膜型の推移がモニタリングさ
れている。小児では米国と同様にIPDの減少と
PCVでカバーできないタイプの莢膜型の増加が

報告された21）。成人では、2013 ～ 2015年度の
IPDの莢膜型が報告され、PCV13のカバー率
は46%、PPSV23のカバー率は66%であった
3）。PCV7導入前年の2009年には、PPSV23の
カバー率は80%以上であったとの報告があり、
米国と同様に小児のPCV普及の影響を受けて
いるものと考えられている22）。

ⅩⅤ．PCV13とPPSV23（PCV
　　　13/PPSV23）の連続接種

1．免疫抑制患者
　2012年、米国予防接種諮問委員会（Advisory 
Committee on Immunization Practices：
ACIP）は、19歳以上の免疫抑制状態の患者と、
肺炎球菌感染症のハイリスク群に対し、PCV13
の高い免疫原性とPPSV23の高いカバー率を
有効に活かすため両者を組み合わせて接種す
ることを推奨した（PCV13とPPSV23の連続接
種：PCV13/PPSV23）23）。現在では多くの先
進諸国がPCV13/PPSV23を国策として推奨し
ているが、日本では65歳未満の若年成人に対
するPCV13の適応が無く、PPSV23の単独接
種が推奨されている状況である（表8）。免疫
抑制状態の患者では通常の20倍以上肺炎球菌
感染症のリスクが高いとされ23、24）、わが国で
もPCV13/PPSV23の推奨を検討する必要があ
る。

2．免疫力正常の65歳以上の高齢者
　2014年、ACIPは、 全 ての65歳 以 上の高
齢者に対してPCV13/PPSV23を推奨した25）。
我が国では、日本呼吸器学会と日本感染症
学会の合同委員会から、定期接種制度による
PPSV23の接種を優先し、PCV13/PPSV23は
可能な範囲で検討することが示されている 26）。
日本呼吸器学会肺炎診療ガイドライン作成委員
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会では、PCV13/PPSV23とPPSV23の予防効
果を比較するため、SRを実施した。その結果、
PCV13/PPSV23の臨床的な予防効果を検証
した報告は存在しなかったが、オプソニン活性

（OPA）を指標とする免疫原性を比較した2編
のRCT 27、28）が抽出され、メタアナリシスの結
果、PCV13/PPSV23群でPPSV23群より免疫
原性は有意に高いことが示された10）。
　PCV13/PPSV23はPPSV23より免疫原性が
高いことから強力な予防効果が期待されるが、
臨床的な予防効果は報告されていない。また、
日本人を対象とした安全性と免疫原性のデータ
も存在せず、今後データを蓄積する必要がある。
また、ACIPは施行から4年後の2018年には
現在の推奨を見直すことを決めており、日本に
おいても引き続き肺炎球菌感染症の原因菌の血
清型分布の推移を監視し、有効性や安全性に

関するデータと合わせ、最適な接種方法を検証
していく必要がある。なお、免疫抑制患者とは
異なり、現在のところ免疫力正常の65歳以上
の高齢者に対するPCV13/PPSV23を国策とし
て推奨しているのは米国のみである（表8）。

ⅩⅥ．まとめ

　成人の肺炎予防にはインフルエンザワクチン
と肺炎球菌ワクチンを両方接種することが重要
である。PCV13/PPSV23は、両ワクチンの長
所を生かすことでより強力な予防効果が期待さ
れるが、現在のところ臨床的な予防効果は報
告されていない。また、日本人を対象とした安
全性と免疫原性のデータが無いため、今後デー
タを蓄積する必要がある。

メ 合
ACIP (2017) 1

65 PCV13/PPSV23
人 PCV13/PPSV23

JCVI（2017） 2
65 PPSV23

人 PCV13/PPSV23

STIKO（2016） 3
60 PPSV23

人 PCV13/PPSV23

ATAGI（2017） 4
65 （ 50 ）

PPSV23

人 PCV13/PPSV23

NACI（2016） 5
65 PPSV23

人 PCV13/PPSV23

(2014) 6
65 PPSV23

人 PPSV23

1. MMWR, 2017; 66（5）: 136-138
2. https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/263318/Green-Book-Chapter-25-v5_2.pdf
3. http://www.rki.de/EN/Content/infections/Vaccination/recommandations/34_2016_engl.pdf?__blob=publicationFile 
4. http://www.immunise.health.gov.au/internet/immunise/publishing.nsf/Content/Handbook10-home~handbook10part4~handbook10-4-13#4-13-7
5. https://www.canada.ca/en/public-health/services/publications/healthy-living/canadian-immunization-guide-part-4-active-vaccines/page-16-pneumococcal-vaccine.html
6. http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/kenkou/kekkaku-kansenshou/haienkyukin/index_1.html

1. MMWR, 2017; 66（5）: 136-138
2. https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/263318/Green-Book-Chapter-25-v5_2.pdf
3. http://www.rki.de/EN/Content/infections/Vaccination/recommandations/34_2016_engl.pdf?__blob=publicationFile 
4. http://www.immunise.health.gov.au/internet/immunise/publishing.nsf/Content/Handbook10-homẽhandbook10part4̃handb

ook10-4-13#4-13-7
5. https://www.canada.ca/en/public-health/services/publications/healthy-living/canadian-immunization-guide-part-4-active-

vaccines/page-16-pneumococcal-vaccine.html
6. http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/kenkou/kekkaku-kansenshou/haienkyukin/index_1.html

表8　成人用肺炎球菌ワクチン接種（主要先進国での推奨）
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Ⅰ．はじめに

　抗菌薬の開発が目覚ましい現在でも、肺炎
による入院および死亡者数は高値を示し、2011
年以降肺炎死は疾患別死亡の第3位を占めて
いる。また、2014年の人口動態統計によれば、
肺炎による死亡者の中で65歳以上の高齢者が
占める割合は96％と極めて高い。諸家の報告
によって若干異なるが、高齢者の肺炎のおよそ
7割以上が誤嚥性肺炎であると言われており、
今後、患者相の高齢化に伴いその割合は益々
増加すると予想される。本稿では、初めに高
齢者肺炎の大部分を占める誤嚥性肺炎の発症
機序について解説し、次にその予防策の中で
薬物療法についてこれまでのエビデンスを紹介

しながら解説したい。

Ⅱ．誤嚥性肺炎の概念

　諸家の報告により異なるが、高齢者の肺炎
のおよそ70％以上が誤嚥性肺炎であるといわ
れている１）。誤嚥（Aspiration）とは、雑菌を
含む唾液などの口腔・咽頭内容物、食物、ま
れに胃内容物を気道内に吸引することで、結
果として生じる肺炎を広義の誤嚥性肺炎とい
う。誤嚥性肺炎（広義）は、臨床上おおまか
にAspiration pneumonia（ 通 常の誤 嚥 性 肺
炎）とAspiration pneumonitis（誤嚥性肺障
害：メンデルソン症候群も含む）に分けられ
るが、両者はオーバーラップする事もある（表
１）2、3）。Aspiration pneumoniaは、 不 顕 性

東北医科薬科大学医学部 内科学第一講座（呼吸器内科学） 教授

大類　孝

プロフィール
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誤嚥（Silent aspiration：無意識のうちに細菌
を含む口腔・咽頭分泌物を微量に誤嚥する
現象）を基にした細菌性肺炎であり、 一方、
Aspiration pneumonitisは、意識障害時の嘔
吐物（胃液を含む食物）の顕性誤嚥（Witnessed 
aspiration：周囲の者が明らかにそれと認識で
きる誤嚥）を基にした急性肺障害であり重症
度が高い。他に、誤嚥性肺炎（広義）の中に
びまん性嚥下性細気管支炎および人工呼吸器
関連肺炎が含まれる4）。

Ⅲ．誤嚥性肺炎（通常型）の　
　　危険因子

　高齢者の肺炎の多くはAspiration pneumonia
であり、その危険因子として重要なものは不
顕性誤嚥を併発し易い大脳基底核の脳血管障
害、脳変性疾患および認知症などの脳疾患で
ある（表２）。その他の危険因子として、寝たき
り状態（bed-ridden condition）、 口腔内不衛

生、胃食道逆流、抗精神病薬の多剤使用など
が重要である。
　
Ⅳ．誤嚥性肺炎（通常型）の　
　　発症機序

　肺炎を繰り返す高齢者の多くは、不顕性誤
嚥によって口腔内雑菌を気管や肺に吸引し、肺
炎を発症するのではないかと考えられる。現在、
肺炎の中で最も頻度が高いと言われる医療・
介護関連肺炎（NHCAP）の発症にも誤嚥が関
与する割合が高く（図１）、その重要な起炎菌
が肺炎球菌であり検出頻度は5.5 ～ 41.2％とそ
れぞれの国で差があるが、わが国では24.7％と
報告されている５）。肺炎球菌は咽頭および口腔
の常在菌としてみられ、健常成人の5 ～ 10％、
小児の20 ～ 40％から分離される。実際に当教
室の研究によって、高齢の市中肺炎患者でも
不顕性誤嚥が高率に認められる事が明らかに
されている3）。さらに、通常、口腔・咽頭内容

性 （ ）

（ ）

Aspiration pneumonia
（ 性 ）

Silent aspiration （ 性 ）

菌

菌性

菌（ 菌 菌 性
菌 ）

血
複数

菌 液

Aspiration pneumonitis
（ 性 メ ）

Witnessed aspiration （ 性 ）

（ ）

液 （ 菌 ）

性 （ 性 ）

（ 菌）

血

液 菌
（ ）

表１　誤嚥性肺炎（広義）の疾患概念（Marik, 20012）; Ohrui, 2005 3）より引用）
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3

Community-acquired pneumonia

菌
菌 菌

Nursing & Healthcare-associated pneumonia

90 あ

血

菌

菌 菌
膿菌

Hospital-acquired pneumonia

48

菌
菌 膿菌

菌 性菌

耐性菌

CAP NHCAP HAP

図１　発症状況からみた高齢者肺炎の概念

2

（ り ）

1) 4)

血 性 （ 性 性 ）

性 性 （ ）

性

（ 血 性 ） （ ）

2) り （ ）

（ ） 性 ※

3) 5) 性

合 （ 合 ）

性 ※

表 2　誤嚥をきたしやすい病態
（日本呼吸器学会 ｢医療・介護関連肺炎診療ガイドライン｣ より一部改変）

肺炎の発症状況による分類・定義・起炎菌と誤嚥の関与 : 肺炎は発症状況によって、市中肺炎（CAP）、医療・
介護関連肺炎（NHCAP）、院内肺炎（HAP）に分けられる。それぞれの定義および高頻度に検出される起
炎菌を図示した。また、疾患概念のうち、右に行けば行くほど、誤嚥ならびに耐性菌の関与が強くなり、死
亡率も高くなる。
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物が気道内に侵入すると、健常人では激しい咳
によってこれを排除しようとする咳反射が働く
が、肺炎を繰り返す高齢者ではこの咳反射の
低下もしばしば認められる（図２）3）。不顕性誤
嚥は、脳血管障害の中でも特に日本人に多い
大脳基底核病変を有している人に多く認められ
る。大脳基底核は穿通枝領域にあり、もともと
脳梗塞を起こしやすい部位であるが、その障
害はこの部位にある黒質線条体から産生される
ドーパミンを減少させる。ドーパミン産生の減
少は、迷走神経知覚枝から咽頭や喉頭・気管
の粘膜に放出されるサブスタンスＰ（SP）の量
を減少させる3）。SPは嚥下反射および咳反射
の重要なトリガー（引き金）であるため、SPの
減少は嚥下反射と咳反射を低下させる。実際
に、繰り返し肺炎を起こす高齢者から得られ

た喀痰中のSPの量は、健常高齢者に比べて
減少していた（図３）3） 。高齢者肺炎患者では
嚥下反射と咳反射の低下が認められ、不顕性
誤嚥をベースに肺炎を発症するものと考えられ
る。 

Ⅴ．不顕性誤嚥の予防策（表３）3、6）

　誤嚥性肺炎の最良の予防法は、脳血管障害
ならびに脳変性疾患の適切な予防ならびに治
療であるが、他に、降圧剤のACE阻害薬、ドー
パミン作動薬のアマンタジン、抗血小板薬のシ
ロスタゾール、漢方薬の半夏厚朴湯、クエン酸
モサプリドなどの不顕性誤嚥の予防薬は肺炎
のハイリスク高齢患者において肺炎の予防効果
を有する6）。

0
0

5 10 15

1.0

2.0

（
）

 

図 2　高齢肺炎患者では、嚥下反射および咳反射のいずれも低下している事が多い
（Nakazawa H, et al. : Chest 1993; 103: 1636-1637. より引用）

高齢者における嚥下機能ならびに咳閾値の同時プロット：高齢者における嚥下機能（蒸留水１ml を咽頭に
注入後嚥下反射が生じるまでの時間：横軸（秒））ならびに咳閾値（咳反射が引き起こされる吸入クエン酸
濃度：縦軸（log mg/ml））の関係を示した。高齢肺炎患者では、健常高齢者に比して嚥下反射時間が延長
し咳反射が鈍っている事が多い。
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表 3　不顕性誤嚥の予防法
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Ｐ
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図３　肺炎患者および健常人における喀痰中のサブスタンス P 濃度
（Nakagawa T, et al. : Lancet 1995; 345: 8962. より引用）

健常高齢者ならびに再発性誤嚥性肺炎患者における喀痰中サブスタンスＰ濃度の比較：再発性誤嚥性肺炎患
者から得られた喀痰中のサブスタンスＰ濃度は健常高齢者と比較して有意に低下していた。
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１．アンジオテンシン変換酵素（ACE）
阻害薬

　ACEはSPの分解酵素の一つであり、降圧
剤のACE阻害薬を投与すればSPの分解も阻
害される。そのため、咽頭および喉頭・気管
粘膜のSPの濃度が高くなり、嚥下反射および
咳反射が改善し肺炎の発症を抑制する3、6）。

２．ドーパミン作動薬
　嚥下反射の低下した脳血管障害患者に
L-DOPAを点滴投与したところ嚥下反射が著明
に改善した。また, 大脳基底核からのドーパミ
ン遊離促進薬であるアマンタジンには、肺炎の
抑制効果が確認されている3、6）。

３．シロスタゾール
　シロスタゾールは、抗血小板作用と共に脳血
管拡張作用を持つ日本で開発された薬剤であ
り、その投与が脳梗塞の再発を予防し、さ
らに脳血管障害を有する患者における肺炎発
症率を40％に低下させることが確認されてい
る3、6）。

４．半夏厚朴湯
　漢方薬の半夏厚朴湯を脳変性疾患患者に投
与すると、嚥下反射時間が改善する事が明らか
にされている。また、長期療養型病院に入院中
の患者に半夏厚朴湯を投与した結果、非投与
群に比べ肺炎の発症が有意に抑制される事が
明らかにされた3、6）。

５．クエン酸モサプリド
　消化管の運動を改善し食物の胃食道逆流を
予防するクエン酸モサプリドの食前投与が、経
皮内視鏡的胃瘻造設術（PEG）施行患者にお

いて、肺炎の予防効果を有しかつ生命予後も
有意に改善させた3、6）。

Ⅵ．その他の予防法（表３）

　その他の予防として, 食後1 ～ 2時間の座位
保持および抗精神病薬の使用頻度の抑制が有
用である。これらの方法および口腔ケアやリハ
ビリテーションを積極的に組み合わせて用い、
不顕性誤嚥からの肺炎を予防する3、6）。

１．食後の座位保持
　高齢者では下部食道括約筋の機能不全に
よって胃食道逆流が高頻度に見られ、これも誤
嚥性肺炎の引き金になり得る。よって、食後す
ぐに臥床せず１～２時間の座位保持を行うこと
によって誤嚥によると考えられる発熱を予防で
きる3、6）。

２．抗精神病薬の使用頻度の抑制
　抗精神病薬の使用は嚥下機能の低下をもた
らし、誤嚥性肺炎の発症に関与する。よって、
ADLの低下した高齢者では、抗精神病薬の使
用は必要最低限にとどめ、状況が許せば代替
薬の使用を考慮する3、6）。

Ⅶ．おわりに

　近年、MRIによる脳ドック検診の普及に伴
い、65歳以上の健常人の約２割に大脳基底核
のロイコアライオーシスなどの脳虚血所見が認
められると報告されており、このような人では大
脳基底核のドーパミンの減少があり、不顕性誤
嚥から肺炎発症の可能性が高いと考えられる。
肺炎は日本のような超高齢社会ではより身近な
疾患であり、再発性かつ難治性である一方かな
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りの程度予防が可能である事が明らかにされ、
今後は、ハイリスク群を早期に同定し積極的に
予防策を講じることが重要と考えられる。
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Ⅰ．はじめに

　わが国は高齢化率が27.3％（2017年度）と
世界に類をみない超高齢社会を迎えており、高
齢化率は上昇を続け、2035年に33.4％で3人
に1人となり2060年には39.9％に達して、国民
の約2.5人に1人が65歳以上の高齢者となる社
会が到来すると推計されている。社会構造の変
化、医療に対する価値観の変化、医療・看護・
介護提供体制の整備、要介護高齢者・要支援
者の増加、疾病構造の変化、認知症患者の増
加、医療技術の進歩､ 医療情報の普及などに
より医療の現場でも構造変化が現れ、病院、
施設、看護・介護の現場で求められるものは高
度化・多様化している1）。医療は高齢者の「死」
とそれに結びつく疾病の治療を主体とする医療
から、「介護・福祉」を主体とする高齢者の「快

適な生活」、すなわちQuality of Life（QOL）
の維持・向上を目的とする医療へ移行している。
高齢者のQOL維持のためには、楽しく安全で
美味しい食事ができることは欠かせない条件で
ある。「要介護高齢者の日常生活における関心
事」という調査では、特養、老健、病院など、
どこでアンケート調査をしても、高齢者の楽し
みの第1位は「食事」であった2）。このような背
景のもと、高齢者の『食』を守る口腔機能の維持・
向上が重要になり、高齢者の栄養摂取におい
て口腔機能の維持はきわめて重要な意義をもつ
ことからも、歯科治療だけでなく、口腔ケアの
重要性が高まってきた。継続的な口腔ケアを行
うことで、誤嚥性肺炎 3）や低栄養の予防4）が
できることも報告され、口腔ケアは単に口腔衛
生の予防的手段ではなく、高齢者のQOLの維
持向上や全身疾患の改善や健康増進に向けた
医療の一環と考えられるようになり、病院、施
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設、看護・介護の現場で口腔ケアは重要視さ
れるようになった。
　要介護高齢者はほぼ全例に嚥下障害があ
り、誤嚥性肺炎予備軍である。今後も増え続
ける誤嚥性肺炎に対し、元気な高齢者に対す
る予防策の実施が急務と考えられる。高齢者
は加齢とともに様々な機能障害を起こしてくる
が、口腔も例外ではなく口腔機能障害が生じて
くる。多くの高齢者は口腔状況の崩壊も顕著に
みられ、口腔管理を怠れば口腔機能は低下す
る。低下して使われなくなった機能は廃用症候
群として失われ、口腔機能の低下に伴って咳反
射や嚥下反射も低下して誤嚥を起こす。その中
でこうした口腔機能障害の維持・回復に口腔ケ
アは有効な手段である。
　月刊誌『プレジデント』の2012年11月12日
号に「『健康』の後悔トップ20」について、55
歳～ 74歳までの男女1000人に行ったアンケー
ト調査の結果が掲載され、その声の第1位は

「歯の定期検診を受ければよかった」と紹介さ
れている。口腔管理をすることはう蝕や歯周病
などの口腔疾患を予防するのみならず、誤嚥性
肺炎、心筋梗塞、脳梗塞、がんのリスクを減
らす可能性があるので、要介護高齢者のみな
らず健康な人々にとっても重要である。特に、
誤嚥性肺炎のリスク低減に口腔ケアは重要であ
る。平成23年に肺炎が脳血管疾患を上回って
日本人の死因の第3位となった。脳血管疾患は、
かつては死因の第1位であったが、昭和45年
をピークに低下し、死亡数が低下している。し
かし、後遺症を残して慢性期に移行する脳梗
塞患者が増えている。そこで、脳梗塞後合併
症の管理が重要となるが、最も頻度の高いの
が肺炎である。これまでこの肺炎は、脳梗塞
後の肺炎と理解されてきたが、これは誤嚥性
肺炎にほかならない。口腔衛生状態は、誤嚥

性肺炎と密接に関係していると考えられており、
誤嚥性肺炎への対策は高齢者医療の最重要課
題のひとつである。要介護高齢者のデンタルプ
ラークからは肺炎起炎菌が高い確率で検出され
ており、プラークが肺炎起炎菌のリザーバーと
なっている可能性が強く示唆されている5）。つま
り、誤嚥性肺炎の予防には、口腔ケアの実施
による口腔衛生状態の改善が極めて重要であ
り、実際に口腔ケアにより誤嚥性肺炎のリスク
を低下させることが可能であると報告されてい
る3）。高齢者の誤嚥性肺炎は咳反射、嚥下反
射が低下しているために再発を繰り返す傾向が
あり、さらに、加齢による免疫力の低下のため、
多くの高齢者が死亡する原因となっている。高
齢者の誤嚥性肺炎は時に死因となるばかりで
はなく、寝たきりの原因となったり長期臥床に
よる機能回復を妨げたり遅延させる原因となり、
口腔ケアを行うことは、細菌の誤嚥や低栄養を
防ぎ4）、誤嚥性肺炎や他の疾病の予防や治療
に貢献し、合併症を減らして早期退院の達成
につながると期待されている。
　高齢者の誤嚥性肺炎の原因は、大別して3
つあり、①嚥下反射・咳反射の低下による誤嚥、
②免疫機能の低下、③口腔内が汚れているこ
とである。嚥下反射や咳反射、免疫力の低下は、
加齢や疾病に伴う不可逆的な現象の一つと考え
られるので、誤嚥性肺炎予防の現実的で有効
な対処方法として口腔ケアに力を入れることが
重要である（図１）。
　さらに、加齢や疾病に伴う不可逆的な現象
の一つと考えられる嚥下反射や咳反射について
は、口腔ケアによる機械的刺激で改善されるこ
とが示唆されており6、7）、口腔ケアは誤嚥対策
として気道防御反射に対する有効な方法である
と考えられる。また、免疫力の低下についても、
口腔ケアを行うことで低栄養の予防4）ができる
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ことも報告され、口腔ケアは単に口腔衛生の予
防的手段ではなく、高齢者のQOLの維持・向
上や全身疾患の改善や健康増進に向けた医療
の一環と考えるべきであろう。

Ⅱ．誤嚥リスクを低減する新しい
　　口腔ケア方法の開発へ

　口腔ケアの重要性については前項で述べた
が、その手技については各施設・病院で様々な
方法で実施されているのが現状である。一般
的に実施されている口腔ケアの多くは、汚染物
を口腔外へ排出するために水を使用している。
口腔ケアを必要としている要介護高齢者は、嚥
下反射、咳反射や口腔機能の低下や麻痺によ
り、自分でうがいができない方がほとんどであ
り、口腔ケアで使用した水が喉の奥に流れ込
んで生じる誤嚥リスクが常に存在する。すなわ
ち、口腔ケアの方法によっては、口腔ケアが誤
嚥の原因となり、医原性の誤嚥性肺炎を引き
起こす場合もある。特に、水を使って洗浄する
口腔ケア方法では誤嚥性肺炎起炎菌を含む洗

浄水を誤って誤嚥させるリスクがあり、誤嚥性
肺炎発症を惹起させる可能性があると考えられ
る。つまり、要介護高齢者の口腔ケアに水を使
うことはリスクがあり、『水に代わる物』を検討
する必要性がある。
　一般的に実施されている口腔ケア前後の唾
液中の細菌数を細菌カウンターによって測定し
た結果、唾液中の細菌数が10倍から100倍に
増加したと報告されている8）。すなわち、通常
の口腔ケアでは歯に付着した細菌が作り出すバ
イオフィルムと呼ばれる防御膜を破壊し、結果
として口腔細菌を口中にまき散らしていただけ
と考えられ、口腔外に除去するものではないこ
とが判明した。バイオフィルムを破壊して、内
部の細菌を口腔内組織から分離することは確
かに必要である。しかし、そのままでは却って
悪影響を与える可能性がある。従って、口腔ケ
アにおいては、剥離上皮の軟化やバイオフィル
ムの破壊にとどまることなく、分離された汚染
物を拡散させずに、誤嚥リスクを低下させて口
腔外に排出できる汚染物の『回収』方法の確

図１　高齢者の誤嚥性肺炎の原因と予防方法

21 3
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免疫力の回復
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立が必要なのである。実際に、口腔ケア時の
インシデントも複数報告されており、口腔ケア
直後の死亡事故が訴訟となり、医療提供側が
敗訴した事例も存在する9）。口腔ケアは決して
安全な医療行為とは言えず、リスク管理を怠る
べきではない処置である。
　われわれは、医原性とも言うべき口腔ケア時
の誤嚥リスクを低減させる目的で『水に代わる
物』と『回収』方法について検討を重ねた結果、
口腔ケア専用ジェルの開発と吸引方法を併せた
システムである『水を使わない口腔ケア』の開
発を行ってきた。

Ⅲ．口腔ケア専用ジェルの開発

　従来から、国立長寿医療研究センターでは
口腔ケア時の水による誤嚥の危険性に気づい
ていたため、歯科医師・歯科衛生士が行う専
門的口腔ケアでは、洗浄水の代わりに口腔保
湿剤を使用していた。菅らも、口腔用湿潤剤を
歯磨剤に準じて用い、ブラッシングで遊離させ
たプラークを湿潤剤で保持し、湿潤剤ごと口腔
外に回収するという口腔ケア手法を提唱してい
る10）。現在では多くのジェル状の口腔保湿剤が
販売されており、主に口腔内の乾燥を防ぐため
の口腔保湿を目的として使用している。しかし、
口腔保湿剤はその名のとおり、保湿を目的とし
ているので、べたべたした粘性の高い性状のも
のが多かった。汚れを軟化して絡め取りながら、
汚れとともに素早く口腔外へ吸い出すには必ず
しも適している物性とは言えなかったので、口
腔ケア専用のジェルの開発に着手した。
　口腔ケア専用ジェルに必要な性状として、乾
燥した口腔粘膜への刺激を抑え出血を予防する
保湿力、汚れをジェルに内包し一塊として口腔
内にとどめ咽頭に流入しにくい適度な粘性、口

腔乾燥により歯や粘膜に固着した痰や剥離上
皮をジェルで素早く加湿して柔らかくする浸透
性など表1に示す特徴を挙げ、これらを満たす
性状を持つ口腔ケア専用ジェルを開発し「お口
を洗うジェル」として製品化を行った（図2）。
期待通りの性状を確保することができ、我々は
日常臨床で「お口を洗うジェル」を使用してい
る11）。
　これらの特徴は相反するものもあり、日常臨
床で多数の症例の口腔ケアを行っている専門職
が検討を繰り返し、多くの実験を行い適切なス
ペックの口腔ケア専用ジェルとして「お口を洗う
ジェル」を開発した。
　「お口を洗うジェル」は、従来の口腔保湿剤
とは異なるコンセプトで「口腔ケアに適した特
性を追求したジェル」である。すなわち、口腔
内に塗り広げやすく、流入しにくい適度な流動
性と粘度を持ち、汚れをふやかし、絡め取りな
がら吸引・除去しやすい性状を有している。そ
のため、口腔ケア中の誤嚥のリスクは低減する
のみならず、より効果的に口腔内を清潔にする
ことができるようになった。

表1　口腔ケア専用ジェルに必要な特徴　

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 

10. 
11. 

咽頭に流れ込まないような流動性
吸引嘴管で吸引できる粘稠度
剥離上皮や痰を柔軟化できる浸潤度
粘膜へ塗布する際の広がりやすさ
汚染物と共に回収できるまとまりやすさ
プラークや汚染物を絡め取れる性状
口腔内で安全なpH
カンジダなどへの静菌力
口腔内に残遺しても除去しやすい性状
爽快感・清涼感・後味・舌触り
口腔内で見分けられる色調

肺炎（6）口腔ケア
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　看護師や介護者からは口腔ケアは負担の大
きい処置であるとの声を聞くため、現場では効
率の良い、安全で効果的なケア方法が求めら
れている。水ではなく、口腔ケア専用ジェルを
用いることで、日常のケアの負担が軽減でき、
また口腔ケアを効果的に行うことができるた
め、誤嚥性肺炎の予防や治療の一助になると
期待している。

Ⅳ．『水を使わない口腔ケア』　
　　の方法

　口腔内細菌を含む汚染物を水で洗浄するの
ではなく、口腔内に飛散するのを予防しつつ前
述の口腔ケア専用ジェルで絡め取り、さらに回

収方法として吸引器と吸引嘴
し

管
かん

（後述）を使っ
て、素早く口腔外へ除去することが大きな特徴
である。本法では、水は器具を洗う目的以外で
は使用していない。
　『水を使わない口腔ケア』の手技を簡潔に記
載する12）。①スポンジブラシを使って「お口を
洗うジェル」を口腔内全体に乾燥した汚れを十
分に軟化させる目的で塗布する。②吸引嘴管
と歯ブラシを持ち、ブラッシングでジェルと共
に絡め取ったプラーク等の汚染物を常に吸引
嘴管で口腔外へ吸い出す。「お口を洗うジェル」
と吸引嘴管を使用することで口腔内の汚染物を
拡散させることなく、すばやく回収することがで
きる。このように口腔内細菌を含む汚染物を水
で洗浄するのではなく、ジェルで絡め取り吸引
嘴管を使って、素早く口腔外へ除去し、咽頭へ
の流入を予防することが大きな特徴である（図
３、４）。　
　吸引嘴管については、同じ吸引器を用いても
形状によって大きく吸引力が変わることが判明
している。吸引嘴管の先端の横に穴が開いて
いないものを選ぶのが重要なポイントである（図
3、4）。国立長寿医療研究センターでは「吸引
管 への字型 No.6長型（第一医科製）」（図5）
を使用している。また、『水を使わない口腔ケア』
で接続する吸引器は、病棟にある吸痰用吸引
器が使用可能であり、－30kpaに設定して使用
している。なお、使用する吸引嘴管、吸引器
によって吸引力が異なるので、事前に組み合わ
せて使用に問題がないかを十分確認する必要
がある。
　図5に『水を使わない口腔ケア』において使
用する口腔ケア器具一式を記載したので、参考
にしていただきたい。図2　口腔ケア専用ジェルとして開発された

「お口を洗うジェル」
（日本歯科薬品株式会社 製）

http://www.nishika.co.jp/okuchiwoaraugel/
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図3　病棟での『水を使わない口腔ケア』の実際
ヘッドライトと口角鈎で明視野を保ち、右手で歯ブラシ、左手で
吸引嘴管を操作でき、十分な口腔ケアを行うことができる。

図4　『水を使わない口腔ケア』の実際
要介護高齢者や誤嚥性肺炎に罹患している患者では、乾燥した口腔粘膜上皮が唾液や痰、細菌と混じり合
い、カサブタ様の剥離上皮を形成することが多い。口腔ケア専用ジェルを口腔内全体に塗布し、カサブタ様
の剥離上皮を十分軟化させ、粘膜用の軟毛ブラシを使って一塊に絡め取り、素早く吸引嘴管で吸い取る。

肺炎（6）口腔ケア
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Ⅴ．『水を使わない口腔ケア』　
　　の実際の手順

　水を使わない口腔ケアの実際の手技や手順
は以下の通りである。（図6）
①全身状態の確認をする。
リスク管理のため、患者の状態を把握する。口
腔ケア中も常時患者の状態変化には注意する。
②適切な体位の選択をする。
患者の全身状態に応じて適切な体位に整える。
誤嚥を防ぐため、起こせる範囲でなるべく起こ
すが、患者の状態により限界があるため適切な
位置に設定し、術者にとっても安全にケアを行
える体勢でケアを始める。
③口唇周囲の消毒を行う。
1％のポビドンヨードに浸したガーゼを固く絞り、
口唇周囲の清拭を行い、口腔外の細菌を口腔
内に持ち込まない。 
また、口唇周囲を刺激することにより覚醒や注

意を促し、口腔ケアの開始合図も含める。
④口唇にジェルを塗布する。
口唇が乾燥していると開口させた時に出血する
恐れがあるため、口唇にジェルを塗布して裂傷
などを予防する。
⑤口角鉤を装着する。
口唇や頬粘膜を排除し視野を確保する。
⑥吸引嘴管で吸引する。
痰や唾液、食物残渣など比較的簡単に除去可
能な汚染物を吸引嘴管にて口腔外へ吸引し、
口腔内細菌の絶対数を減少させる。
⑦ジェルを口腔内全体に塗布する。
口腔粘膜や歯に張りついているカサブタ様の痂
皮を、スポンジブラシを使ってジェルを口腔内
全体に塗布し、十分に軟化させる。
⑧ブラッシングを実施する。
痂皮にジェルが浸透し軟化する時間を利用し
て、残存歯のブラッシングと歯間の清掃を行う。
利き手には歯ブラシ、もう一方の手には吸引嘴

図5　『水を使わない口腔ケア』使用物品
①吸引嘴管　への字型 No.6長型（第一医科製）　②口腔ケア専用ジェル（お口を洗うジェル®）
③口角鉤　　④ヘッドライト　⑤パルスオキシメーター　⑥スポンジブラシ　⑦歯ブラシ
⑧粘膜用軟毛ブラシ　⑨歯間ブラシ　⑩電動ブラシ

肺炎（6）口腔ケア
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管を持ち、ブラッシングで浮かせたプラーク等
の汚染物を常に吸引嘴管で口腔外へ吸い出す。
歯間ブラシの使用の際にも同様である。
⑨軟毛ブラシを使用する。
痂皮へジェルが浸透し軟化してきたら、粘膜用
の軟毛ブラシを使って一塊にまとめて絡め取り、
常に吸引嘴管で吸い取る。口蓋や舌等の軟組
織が脆弱となっている患者も多いため、粘膜用
の非常に柔らかい軟毛ブラシを用いる。軟毛ブ
ラシの動かし方は、口腔内の「奥から手前へ」
が基本であり、汚染物を決して咽頭に押し込ま
ない。このようにジェルと吸引嘴管を使用する
ことで、粘膜に傷をつけることなく、誤嚥を防
ぎながら安全に口腔ケアを行うことができる。
⑩口腔内をスポンジブラシで拭う。
口腔内の汚染物の除去が終了した後、きれい

なスポンジブラシで口腔内を清拭し、保湿目的
で口腔粘膜にジェルを薄く塗布する。
⑪口角鉤を外し、頬粘膜をスポンジブラシで拭
う。
口角鉤がかかっていた頬粘膜や口唇も忘れずに
スポンジブラシで清拭し、同様に保湿する。
⑫口唇周囲をガーゼで拭く。
はじめに口唇周囲の清拭において付着した消毒
薬をきれいに拭い取る。
　以上が、水を使わない口腔ケアの手技であ
る。この水を使わない口腔ケアの動画は、国立
長寿医療研究センターのホームページでも閲覧
できる。 
http://www.ncgg.go.jp/dental/sentanshinryo/
index.html
　『水を使わない口腔ケア』は完成されたシス

図6　『水を使わない口腔ケア』の実際の手順
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テムであるので、推奨する方法を遵守し、使用
器具は指定のものを用いることにより有効性が
発揮できる。例えば吸引嘴管の選択は、十分
に口腔の汚れを口腔外に排出できる形状と口
径を定めている。異なる形状の吸引嘴管を用い
ると口腔ケア専用ジェルや汚れを十分吸引でき
なかったり、強過ぎて粘膜を痛めたりする。『水
を使わない口腔ケア』を行う場合は、必ず記
載どおりの方法と器具を使用してほしい。詳し
くは書籍に記載されている12）。また、講演等の
普及活動も行っているので、国立長寿医療研究
センター歯科口腔先進医療開発センターにお問
い合わせいただきたい。正しい方法での口腔ケ
アの介入により、高齢者のQOLの維持・向上
や全身疾患の改善や健康増進に向けた医療の
一部を提供できるよう、今後も活動を広げてい
きたいと考える。
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Ⅰ．はじめに

　結核は2016年には世界中で1,040万人が新
たに発病し、170万人が死亡しており1）、HIV/
AIDS、マラリアと並ぶ世界3大感染症の一つ
である。日本においては、戦前・戦後の結核
高蔓延時代を経て、ストレプトマイシン（SM）、
パラアミノサリチル酸（PAS）、イソニアジド

（INH）など、次 と々抗結核薬が開発され化学
療法が確立していくと同時に、法律整備や患
者登録・管理などの対策もすすみ、世界でも
類をみない速度で結核罹患率が下がっていっ
た。1980年頃より罹患率の減少速度が鈍化し、
1998年には微増がみられたものの、それ以降
は減少傾向が現在まで続いており、2016年時

点で罹患率は13.9となり、10未満の低蔓延時
代が日本においても現実的となってきている。
年齢階級別罹患率をみてみると、50歳代以下
では低蔓延の基準である罹患率10を下回って
いるが、60歳代では12.0、70歳代では24.5、
80歳代では60.8、90歳代では96.3と高齢にな
るに従って罹患率が上がっている。これは戦前
終戦直後の結核高蔓延時代を経験し、濃厚に
感染を受けている世代が高齢となり免疫力が
低下し、様々な基礎疾患を背景に発病している
ことを反映している。結核の電子サーベイラン
スが確立した1987年以降、新登録結核患者に
おける高齢者の割合は一貫して増加しており、
2016年には全登録結核患者の内、70歳以上の
割合は59.0％であった。高齢者の中でも80歳
以上のより高齢者の割合がほぼ4割まで増えて
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おり、70歳代は減少傾向に入っている（図１）。
本稿では、高齢者結核の特徴、結核の診断、
治療・管理、注意点について述べる。

Ⅱ．高齢者結核の特徴

　結核年報2014 2）のデータを元に15 ～ 64歳
の青壮年者との比較をすることで、高齢者結
核の特徴をまとめる（表１）。発見時に何らか
の症状が認められた肺結核患者の割合は青壮
年者では62.2％であったが、高齢者全体では
80.7％と高齢者の方が症状を有する割合が高
く、高齢者の中でもより高齢であるほど有症状
割合が高かった。また、症状がある患者のうち、
呼吸器以外の症状のみ（発熱など）の割合は
青壮年者では19.4％で85歳以上では28.5％と
こちらも高齢であるほど高かった。結核に典型
的な画像所見である有空洞の割合は、青壮年
者では34.8％で、65 ～ 74歳では34.2％と違い
がみられなかったが、75 ～ 84歳では29.7％、

85歳以上では24.3％と、高齢になるほど少な
かった。以上のように、高齢者は非典型的な
症状、画像所見を呈することが多いため、診断
の遅れにつながりやすいとされる。実際に受診
の遅れ（症状出現から受診まで2カ月以上）は
青壮年者の方が高齢者に比較して多いが（それ
ぞれ28.2％、14.5％）、診断の遅れ（受診から
診断まで1カ月以上）は青壮年者の19.5％に対
して高齢者では22.6％と高齢者で診断が遅れ
やすい傾向がみられた。診断時の喀痰抗酸菌
塗抹陽性の割合は青壮年者では40.7％に対し
て、65 ～ 74歳で50.0％、75 ～ 84歳で57.7％、
85歳以上で59.4％とより高齢であるほど高かっ
た。
　以上の高齢者結核の特徴をまとめると、発見
時に症状があることが多いが、典型的症状に
乏しく、画像所見が非典型的なため診断の遅
れにつながりやすい。また、診断時に喀痰抗
酸菌塗抹陽性割合が高いこともあり、感染対
策上も重要である。

は 分

 は が て に れる
 は が て に れる

人 報 ン ー
より

齢 患者 率

図１　年齢階級別新登録結核患者比率年次推移
（公益財団法人結核予防会結核研究所疫学情報センターより作図）

http://www.jata.or.jp/rit/ekigaku/
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Ⅲ．結核の診断

　診断の遅れとならないためにも、結核を確実
に診断することは重要である。結核の診断を行
うにあたり、まず「感染と発病は異なる」こと
を理解する必要がある。すなわち感染が成立し
ても発病していない状態（これを潜在性結核と
いう）があるため、感染診断を目的とした検査
と発病診断を目的とした検査とでは意義と解釈
が異なるので両者を整理する。

1．感染診断を目的とした検査
　結核菌の感染を診断する検査にはツベルクリ
ン反応、インターフェロンγ遊離試験（interferon 
gammarelease assay：IGRA）がある。ツ反、
IGRA両者ともその検査結果が陽性になった場
合に、それが過去の感染によるものなのか最
近の感染によるものなのか区別はつかないこ
と、また免疫抑制状態（HIV/AIDS、ステロイ
ド使用、免疫抑制剤使用、胆癌患者、高齢者

など）では、その感度が低下するため偽陰性
になってしまう危険があることに注意が必要で
ある。

1）ツベルクリン反応（ツ反）
　精製ツベルクリン（PPD）液を前腕屈側中央
部に0.1mL皮内に注射し、48ないし72時間後
に発赤、硬結の径を計測し判定する。ツ反は
BCG接種により陽性となってしまうため、BCG
接種者においては新規の結核感染との鑑別が
困難となる。また、接種者、判定者によって技
術差があるため結果の解釈に注意を要する。

2）インターフェロンγ遊離試験（IGRA）
　被験者の血液検体を用いて、結核菌に特異
的な蛋白を抗原として刺激し、インターフェロン
γ（IFN-γ）放出の程度を測定する方法で、本
邦では現在、IFN-γの量を測定するクォンティ
フェロン®TBゴールドとIFN-γを産生するTリ
ンパ球数を算定する、T-SPOT®.TBの２種類
を使用することができる。IGRAではBCGワク

高齢者と 者との

者 高齢者 体

発 有症 合      

の症 の
合

     

有 合      

の れ
（ か ） 合

     

の れ
（ か ） 合

     

抗 菌 性
合

     

報 より 成

表表１　高齢者と青壮年者との疫学指標比較（結核年報 2014 より作成）
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チン株には含まれない結核菌に特異的抗原蛋
白を用いており、ツ反で問題となる偽陽性の問
題が解消されていることもあり、現在はツ反よ
りIGRAの方が主流となってきている。

２．発病診断を目的とした検査
　発病の有無を診断するには、細菌学的検査

（抗酸菌塗抹・培養、核酸増幅法）、画像検査（胸
部Ｘ線・ＣＴ検査など）が必要である。

1）抗酸菌塗抹
　チール・ニールセン染色あるいは蛍光染色に
より顕微鏡で検体中の抗酸菌を確認する。最
も迅速に行うことができ、感染性の指標にも
なる検査であるが、非結核性抗酸菌との鑑別、
生菌・死菌との鑑別はできない。従来は検体を
そのままスライドに塗る直接法が用いられてい
たが、近年は集菌法で報告するようになってい
る。検出菌数の表記方法として従来はガフキー
号数が汎用されていたが、現在は、－、±、１
＋、２＋、３＋という簡便な記載法が一般的と
なっている。

2）抗酸菌分離培養
　確定診断のためには必須の検査で、培養に
より菌が発育すれば、菌種の同定・薬剤感受
性検査を行うことができる。しかし、結核菌は
培養に要する時間が非常に長い事が難点であ
る。培地には固形培地と液体培地があり、液
体培地は固形培地に比べて、迅速性・感度に
優れており早期の診断に有用だが、他の微生
物による汚染も起こりやすいことに注意が必要
である。

3）核酸増幅法
　検体から結核菌特異的な遺伝子の有無を

検出する。菌量が少ない抗酸菌塗抹陰性検
体でも遺伝子増幅により検出できることがあ
る。抗酸菌塗抹陽性例では、結核菌群と非結
核性抗酸菌の迅速な鑑別に有用である。菌の
DNAを増幅検出するPCR（Polymerase Chain 
Reaction）法が一般的であるが、さらに診断ま
での時間が短縮されたLAMP（loop-mediated-
isothermal amplification）法が2011年に保険
収載され普及してきている。核酸増幅法は死菌
でも遺伝子を増幅するので、排菌陰性化後も
陽性が持続することがあり、結果の解釈に注
意が必要である。

4）画像検査（胸部Ｘ線、ＣＴ検査）
　空洞性病変や粒状影など肺結核として典型
的な所見があっても、画像検査のみでは結核と
断定することはできない。しかし、たとえ結核
菌が検出されなくても、問診で結核患者との接
触歴が確認されたり、IGRA検査など結核感染
に関する検査と合わせて、画像所見から医師
が結核と診断するに足る判断がされる場合は
結核確定例として診断できる。

Ⅳ．結核の治療・管理

１．治療・管理の目標
　結核治療・管理の目標は、①結核患者が治
癒すること、②他者への感染拡大を予防する
こと、③不適切な治療により耐性を誘導しない
こと、④治療終了後の再発を防ぐこと、⑤後
遺症を最小限に抑えること、にある。そのため
には、早期診断、早期治療が最も有効であり、
他者への感染する危険が高い患者の入院適応
の判断とその管理、多剤併用化学療法を定め
られた期間確実に遂行することが重要である。

高齢者の結核症
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２．入院適応
　肺結核、咽頭結核、喉頭結核又は気管・気
管支結核の患者で、喀痰抗酸菌塗抹陽性の場
合、入院勧告の対象となる。喀痰抗酸菌塗抹
が陰性の場合でも、胃液や気管支鏡検体を用
いた塗抹検査、培養検査、核酸増幅法検査の
いずれかが陽性であり、激しい咳などの症状
があり感染性があると判断される場合、外来治
療中に排菌量が増加する場合、不規則治療や
治療中断により今後排菌の可能性が高いと考え
られる場合にも入院勧告の対象となる。また、
高齢、基礎疾患を有するなどで抗結核薬の副
作用リスクが高い場合も入院で治療を開始する
ことが望ましいが、施設の実情に合わせて治
療の場を判断する必要がある。

３．薬物療法
　抗結核薬はその抗菌力の強さよりFirst-line 
drugsとSecond-line drugsに分類され、多剤
耐性肺結核に用いられる新薬を加えた一覧を

表２に示す。結核に対しては標準治療法が確
立されており、耐性を誘導しないように多剤併
用による化学療法を必要な期間行うことが原則
である。結核の可能性が否定できず、念のた
めに治療を行うなどの理由で結核に感受性の
ある薬剤（INHやレボフロキサシンなど）によ
る単剤治療は決して行ってはならない。潜在性
結核感染症の場合のみ、菌量が極めて少ない
と考えられ、INHもしくはリファンピシン（RFP）
による単剤治療を行う。治療は内服薬が基本
となり、投与方法は、服薬を確実に行うため、
1日1回投与が原則であるが、副作用対策として
分割投与する場合もある。初回治療患者には
原則として図２に示す（Ａ）法を用いるが、副
作用などでピラジナミド（PZA）が投与できな
い場合や80歳以上の高齢者や肝硬変もしくは
慢性Ｃ型肝炎、痛風などがある場合にはPZA
を含まない（Ｂ）法を用いることを考慮する。
わが国ではSMの薬剤耐性率がエタンブトール

（EB）に比べて約5倍高いため、EBが選択さ

表は から下に 選択す き薬 の に
と の併 は不 、 と と の併 は不 ）

の の し より一部

抗 薬の分

特性 薬

 
 

も な抗菌 を し、
菌の に必 の薬

 は 菌 、 は
菌 に する

リフ ン シン
リフ チン
イ ニア

ラ

 
 

  との併
で が期 される薬

は 菌 、 は に 菌

ストレプトマイシン
ン トール

  に し抗菌
は るが、多 併 で が期

される薬

レ フロ サシン
マイシン

チ
ンビ マイシン
ラア サリチル

サイクロ リン

薬 対 は多 性 の ラマニ

表
表 2　抗結核薬の分類（「結核医療の基準」の見直し 　2014 年より一部改変）
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れることが多いが、眼疾患や副作用のためEB
が使用できない場合はSMが選択される。SM
もしくはEBは、INH、RFP両薬剤に感受性で
あることが確認できていれば、初期2か月以降
に有効という根拠はないので、副作用も考慮し
て終了する。しかし、感受性が不明で、臨床
的に改善傾向がはっきりしない場合は、耐性菌
である可能性を念頭に、全治療期間を通じて
併用することも考慮するが、SMは聴力毒性も
考慮して6か月を超えないようにする。治療期
間は、再治療例、糖尿病、塵肺、HIVなどの
免疫低下をきたす疾患の合併例、ステロイドや
生物学的製剤の使用例、治療開始後2 ヶ月経
過しても喀痰培養陽性が持続する例、学会分
類でＩ、II型の有空洞例、粟粒結核、結核性
髄膜炎、結核性脊椎炎など複数臓器に病変を
認める重症例などでは3 ヶ月ずつ治療期間を延
長することを考慮する。高齢者においては一般
に老化に伴う諸臓器（特に肝臓、腎臓）の機
能低下が指摘されており、注意深く投与量設計
を行う必要がある。

４．治療開始後の管理
　治療開始後は、副作用の有無、服薬遵守の
確認をすることが最も重要なポイントである。
外来で治療を行う場合、最初の2 ヶ月間は1 ～
2週間ごとの血液検査で副作用の確認を行う。
肝機能障害は時に致死的となることもあり特に
注意を要する。吐き気、食欲不振など自覚症
状がある場合は、AST、ALTの異常が軽度
でも全抗結核薬を中止する。自覚症状がない
場合でもASTもしくはALTが正常上限の5倍
以上（概ね150 IU/L）となる場合や、AST、
ALTにかかわらず総ビリルビン値が2mg/ml以
上となった場合には同様に全抗結核薬を中止す
る。EBに特徴的な副作用として視力障害・視
野障害があるが、副作用発現早期に中止をす
れば回復が期待できるので、患者への説明、
指導が重要である。また月に1回を目安に喀痰
抗酸菌検査、胸部Ｘ線検査を行い、培養の陰
性化がみられない場合や画像が悪化する場合
は薬剤感受性を再確認する必要がある。表３
に主な抗結核薬の代表的な副作用をまとめてお
く。

図 2　結核の初回標準治療（「結核医療の基準」の見直し 　2014 年より作図）
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５．薬剤感受性検査
　治療薬の選択、治療期間の決定のために薬
剤感受性検査は重要であり、培養検査で菌が
発育すれば、初回は必ず行っておくべき検査で
ある。また、治療経過中に排菌が陰性化しな
い場合や、一旦陰性化した後に再排菌するよう
な場合には感受性を再確認することは重要で
ある。各メーカーから薬剤感受性試験用体外
診断薬が市販されており、それらを組み合わせ
れば日常的に用いられている全ての抗結核薬
の感受性検査を行うことができる。最近では、
リファンピシン（RFP）の耐性遺伝子(rpoB遺
伝子)を直接検出する検査Xpert®MTB/RIF

（Cepheid, USA）も保険適応となっている。

６．服薬支援
　1995年にWHO（世界保健機関）により提唱
され たDOTS（directly observed treatment, 
short-course）戦略に基づき、本邦では2003
年に日本版 DOTSとして、医療機関、行政（保

健所）による服薬支援がなされている。院内
DOTSは入院患者全員を対象として看護師な
ど医療従事者が患者の服薬を見届け、患者本
人および服薬確認者が服薬手帳などに記録す
るという方法で行われている。また、医師、看
護師、薬剤師、ソーシャルワーカー、保健師な
どを構成員として個別患者支援計画の作成・評
価・見直しをするDOTSカンファレンスが行わ
れる。退院後、または通院中の患者に対して
は保健所が中心となり服薬支援・患者支援とし
て地域DOTSが行われる。患者の個別支援だ
けではなく、患者にかかわる療養施設など様々
な関係機関の連携など地域の実情に応じた効
果的なDOTS推進地域ネットワークが構築され
ている。

Ⅴ．高齢者結核の注意点

　先に挙げた高齢者結核の特徴として、診断
の遅れが生じやすく、診断時に感染性が高い
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症例が多いため、感染拡大を防ぐためにも、
早期発見が重要である。現在本邦では、高齢
者施設への入居者が増えており、結核発病のハ
イリスク集団の集まる場所となっている。高齢
者施設のうち感染症法のなかで年に1回の健康
診断が義務付けられている特別養護老人ホー
ムなどがある一方で、健康診断が義務付けられ
ていない介護老人保健施設（老健）や認知症
対策型共同生活介護（グループホーム）、介護
付き有料老人ホーム、住居型有料老人ホームな
ども増えてきており、実際に結核集団感染事例
の報告もみられる3）。様々な問題はあるが、利
用者に対して定期健康診断が義務付けられて
いない高齢者施設でもなんらかの方法で健康
診断を行うことは検討課題と考える。

文　献

1）WHO Global tuberculosis report 2017: 
http://www.who.int/tb/publications/global_
report/MainText_13Nov2017.pdf?ua=1
2）結核研究所疫学情報センター：結核年報
2014（2）小児結核・高齢者結核．結核 2016；
91：481－487.
3）岩本信一：高齢者での外来性再燃が確定で
きた老人福祉施設における結核集団感染事例
の検討．結核 2016；91：451－455.
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Ⅰ．はじめに

　インフルエンザは前世紀までは、症状診断、
対症療法が中心で、特に高齢者ではしばしば
診断に困難を伴い、また時に致死的となる疾
患であった。しかし今世紀に入って、迅速診断
キットによる診療現場での病原体診断と、ノイ
ラミニダーゼ（NA）阻害薬を中心とした抗イン
フルエンザ薬（抗イ薬）治療が発達普及し、イ
ンフルエンザ診療は大きく変わった1 ～ 4）。著者
が班長を務める日本臨床内科医会（日臨内）イ

ンフルエンザ研究班では2000－01年シーズン
からインターネットを使用し、また2002－03年
シーズン以降はウイルス分離、PCR検査等も併
用して、毎年、流行状況、ワクチンや抗インフ
ルエンザ薬（以下、抗イ薬）の有効性等に関す
る調査研究を小児、高齢者を含めた全年齢で
行っている5 ～ 8）。ここでは日臨内研究データを
基に、近年のインフルエンザの流行状況と診断、
ワクチン等による予防、ならびに治療の概要に
ついて述べるとともに、入院・重症例に関する
国立感染症研究所（感染研）のデータも紹介
しつつ、高齢者のインフルエンザ診療の特徴、
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留意点にも焦点を当てて述べる。

Ⅱ．近年のインフルエンザの　
　　流行状況と高齢者の特徴

　2008－09年以前はA型の香 港型（H3N2）
とソ連型(H1N1)の両亜型、および B型の3（亜）
型が繰り返し混合流行を起こしていたが、2009
－10年は新たに登場したH1N1pdm亜型一色
の流行となり、以後、ソ連亜型は消失した（図1）。
翌2010－11年シーズンはH1N1pdm型、香港
型、Ｂ型の混合流行であったが、2011－12年
と2012－13年はH1N1pdm型が姿を消して香
港型とＢ型の混合流行となった。しかしその
後A型はH1N1pdm型が2013－14年、2015－
16年、香港型は2014－15年と2016－17年と
交互に大流行して現在に至っている1）。またB
型もほぼ毎年流行しているが、特に2013－14、
2015－16年には大流行した（図1）。なおB型
には山形系統とビクトリア系統の2系統があり、
ここ２、３年は両系統がほぼ半々の割合で流行
している。

　インフルエンザ患者の年齢をみると、感染研
の全国定点データでは70歳以上の患者割合は
最近3シーズン（2014－15、2015－16、2016－
17年）各 、々8、5、9％と特に香港型が流行し
た2014－15、2016－17の2シーズンは多い傾
向にあった（図2上段）9）。日臨内における過去
2シーズンの各（亜）型別の調査では60歳以上
の患者割合は、2016-17年の香港型では22.3％
を占め、2015－16年のH1N1pdm型流行時の
11.4％や2015－16年に流行したB型における
15.1％よりも多かった（図2下段）1）。すなわち高
齢者では香港型の罹患患者が多く、香港型が
流行すると高齢者の患者割合が多くなるという
特徴がみられる。これはH1N1pdm型やB型
に比し香港型は連続変異が早いため、過去に
何回もインフルエンザに罹患したことがある高
齢者でも香港型には繰り返し罹患する可能性
が高いためと思われる。
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図 1　パンデミック以降の各シーズンに流行した型・亜型別、および B 型の系統別内訳
（日本臨床内科医会インフルエンザ研究班 編，2017 1）より引用）
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Ⅲ．症状、診断と高齢者の特徴

　インフルエンザは、突然に38℃を超えるよう
な高熱や、悪寒、頭痛、全身倦怠感等の全身
症状をもって発症し、咽頭痛などの上気道炎症
状、咳などの呼吸器症状を伴うことが多い1、2）。
ただこれらの症状は年齢によって若干異なり、
高齢者では高熱が出にくいことがあり、食欲が
なく、ぐったりしているだけの状態で念のため
後述の迅速診断キット検査をしたらインフルエ
ンザであった、ということもまれではない。
　具体的に、図3は各年齢層の2010－11年シー
ズンにおける亜型別のインフルエンザ罹患中の
最高体温を示す1）。このシーズンのA型はほと
んどが香港型であったが、65歳以上では小児

や成人よりも38.5℃や39℃を超える患者は明ら
かに少なく、37.5℃以下の患者もみられた。ま
た同じシーズン、B型でも65歳以上では最高
体温が38.5℃を超える患者は若年者よりも少な
く、また同じ65歳以上のA型よりも少なかった。
さらに37.5℃以下の患者が20％もあったことは
特筆される。このように高齢者では若年者より
も体温上昇の程度が軽く、必ずしも高熱を出さ
ない患者も少なくないことに留意する必要があ
る。
　インフルエンザの診断は、流行時期に高熱、
全身症状、咳などの典型的な症状を呈する場
合には、症状からある程度可能である。ただ、
インフルエンザは周囲への感染力が強く、特に
高齢者では後述のような重篤な合併症をきたす
ことも少なくないことから、迅速診断キットを用
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図 2　患者の年齢構成（上段）と各亜型の年齢構成（下段）
（上段：国立感染症研究所，2017 9） ；下段：日本臨床内科医会インフルエンザ研究班 編，2017 1）より引用）
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いて早めに正確な診断をすることが望ましい。
迅速診断キットは主に免疫クロマト法を用いて
おり、A型、B型の診断が可能であるばかりで
なく、キットによっては香港型とH1N1pdm型
の亜型の鑑別が可能なものもある1、4）。日臨内
研究でPCRと比較したキットの陽性一致率は
90％以上あり1）、キットで陽性であればインフ
ルエンザと診断してほぼ問題ない。ただ発症ご
く早期のウイルス量が少ない時期にはキットが
陰性を示しても、半日程度経過すると陽性化す
る場合があるので、キット陰性でもインフルエ
ンザが強く疑われる場合はキットの再検を行う
か、症状診断で抗イ薬投与を開始する場合が
ある。

Ⅳ．ワクチンによる予防

　予防には一般的なマスク着用、うがい、手洗
いなどの他に、65歳以上の高齢者は予防接種
法による定期のインフルエンザ予防接種の対象

になる。ワクチンは長年、エーテル処理でウイ
ルス粒子の形態を壊して不活化したスプリット
ワクチンが使われ、かつ2015/16年シーズン用
から3価から4価に変更された1）。日臨内研究
では毎年、前向き試験によりワクチンの有効性
を検討しているが、最近ではH1N1pdmの流行
時には比較的ワクチンの有効性は高いが、香港
型流行ではやや有効性が低く、B型はその中間
位の効果と思われる。なお米国CDC（疾病予
防管理センター）によれば16/17シーズンのワク
チン有効率は全体で42％、香港型34％、B型
50％とやはり香港型の有効性の低さが指摘され
ている10）。この理由として、香港型では連続変
異のスピードが早く、かつ最近、孵化鶏卵によ
るワクチン製造過程における抗原性変異（卵馴
化）の問題が指摘されている。特に高齢者で
はワクチン接種による抗体価上昇が若年者より
も悪いため、米国では65歳以上の高齢者では
免疫原性を高めるために抗原量を増やした3価
高力価ワクチンも導入されている。

（2010－11年シーズン）

≦37.5℃ ＞37.5℃ ＞38℃ ＞39℃＞38.5℃
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16～64歳
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０～6歳

7～15歳

16～64歳

65歳以上

B型
（239例）

A型
（748例）

図 3　A 型および B 型インフルエンザの最高体温
（日本臨床内科医会インフルエンザ研究班 編，2017 1）より引用）
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Ⅴ．NA阻害薬による治療

　抗イ薬として現在、日本で使われているのは
増殖したウイルスが細胞から遊離するのを阻害
するNA阻害薬であり、これには内服薬のオセ
ルタミビル（タミフル®）、吸入薬のザナミビル

（リレンザ®）とラニナミビル（イナビル®）、点
滴注射薬のペラミビル（ラピアクタ®）の4剤が
あるがこれらは有効性、安全性に大差ないた
め、患者の年齢や全身状態を勘案して選択す
る（表１）。日臨内での使用調査では、4歳位
まではほとんどの症例でオセルタミビル（ドライ
シロップ剤）、10代はオセルタミビルが異常言
動の懸念から使用困難なため吸入薬が中心で、
20代以上ではいずれの薬剤も使用されている
が、内服も吸入も困難な患者、重症例、肺炎
例等では点滴静注のペラミビルが適している。
特に高齢で吸入がきちんとできない場合はオセ
ルタミビルや、場合によっては点滴のペラミビル
が推奨される。

　投与開始から37.5℃未満に解熱するまでの
解熱時間に関する日臨内研究で、H1N1pdm
型とB型の流行した2015/16年シーズンと香
港型の流行した2016/17年シーズンについて、
H1N1pdm型、香港型、B型における4種類の
NA阻害薬の平均解熱時間を図4に示す。解熱
時間はいずれの薬剤もA型（H1N1pdm型また
は香港型）ではおおよそ30時間前後で、B型
ではこれより若干長い。特にオセルタミビルで
はB型の解熱時間は40時間前後と他剤よりも
長い傾向がみられた1）。

Ⅵ．その他の治療、予防投薬、
　　耐性ウイルス等

　このほかの抗イ薬としては、A型ウイルスが
脱核する際に働くM2蛋白阻害薬としてアマン
タジンがあるがA型が現在ほぼ同薬に耐性化
しているため推奨されない。細胞内におけるウ
イルスRNA合成を阻害するポリメラーゼ阻害薬
のファビピラビル（アビガン®）は従来の抗イ
薬が無効または効果不十分な新型または再興

1回75mg（1Cap）
幼小児ドライシロップ（DS）
    1回2mg/kg (75mgまで)
新生児・乳児 同1回3mg/kg  

（成人・小児）
40mg（２容器）を１回、または
20mg（１容器）を1日1回2日間
 
（10歳未満）
20mg（１容器）を１回

（成人・小児）
1日1回成人は75mgを7
～10日間、幼小児は2mg/
kg（最高75mgまで）を
10日間

（成人・小児）
1日1回10mg 10日間

未承認

一般名 オセルタミビル ザナミビル ラニナミビル ペラミビル

商品名

投与経路

用法

用量

予防投薬
（保険適用外）

タミフル リレンザ イナビル ラピアクタ

点滴静注吸入吸入内服

1日2回5日間 1日2回5日間 単回吸入 単回点滴（複数回可）

1回10mg
（2ブリスター）

40mg（2容器）
10歳未満20mg（1容器）

300mg
小児 10mg/kg
（600mgまで増量可能）

表 1　ノイラミニダーゼ（NA）阻害薬の概要
（日本臨床内科医会インフルエンザ研究班 編，2017 1）より引用）
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型インフルエンザが発生して国が必要と判断す
るまでは製造されない1）。なお、これらの抗イ
薬とは全く作用機序の異なるキャップ依存性エ
ンドヌクレアーゼ阻害薬として塩野義製薬が開
発したS－033188の臨床試験が終了して、第Ⅲ
相臨床試験で高い有効性と安全性が得られた
ことから2017年10月に承認申請が出されてお
り、かつ厚生労働省から先駆け審査制度対象
品目に指定されていることを考えると、日本で
は1年後の18/19シーズン前に臨床導入される
可能性が高い11）。
　また抗イ薬以外の治療としては、漢方薬の麻
黄湯が初期のインフルエンザに対して保険適応
があり、発熱や症状の緩和作用はあるものの、
抗ウイルス作用はそれほど強くないと思われる。
また解熱剤のアセトアミノフェンの適宜使用や、

鎮咳剤、去痰剤等の使用は問題ない。
　なおNA阻害薬のうち、ペラミビル以外は予
防投薬の承認も得られており（自費診療）、高
齢者向けの病院や施設等では患者発生時に、
本人の治療に加えて、他の収容患者にも予防投
薬を行う場合があるが、詳細は日本感染症学
会の提言等12）を参照していただきたい（表1）。
またH1N1亜型では2008-09年シーズンのソ
連型ではほぼ100％のウイルスがH275Y変
異を起こしてオセルタミビルに耐性化し8、13）、
H1N1pdm型についても2013－14年シーズン当
初に北海道等の一部地域で高い耐性化が報じ
られたが、その後は全国の耐性化率は低下し
ており2015－16年シーズンも国立感染症研究
所の発表で1.8％と低く、現在は大きな問題に
はなっていない。

50

40

30

20

10

0

2015－16 年

オセルタミビル
（100, 7, 73）

ザナミビル
（8, 0, 28）

ラニナミビル
（61, 8, 73）

ペラミビル
（10, 1, 11）（n）

H1N1pdm
H3N2
B

40

30

20

10

0

2016－17 年

オセルタミビル
（2, 85, 11）

ザナミビル
（0, 10, 0）

ラニナミビル
（8, 177, 13）

ペラミビル
（0, 23, 1）（n）

H1N1pdm
H3N2
B

図 4　ウイルス分離で確定した A 亜型、B 型における平均解熱時間（直近２シーズン）
（日本臨床内科医会インフルエンザ研究班 編，2017 1）より引用）
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Ⅶ．入院・重症例について

　感染研では2009年のパンデミック以降、全
国の主要な基幹病院等において入院サーベイラ
ンスを行っている。この過去3シーズンの報告
数を図5に示す9）。入院患者数は70歳以上で
圧倒的に多く、かつ香港型が流行した2014－
15、2016－17年シーズンで特に多かった。この

原因としては香港型では高齢者で二次性細菌
性肺炎が多いことが指摘されている。
　表 2は香港型が流行した2002－03年シーズ
ンにおける肺炎合併率に関する日臨内データを
示す1）。このデータをみると特に80歳以上で肺
炎の合併率が極めて高いことがわかる。特に
香港型では病院内や施設内で高齢者の患者が
発生すると、集団感染し、多数の死亡例が出
ることがある。
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図 5　各シーズンのインフルエンザ入院サーベイランスにおける
　  年齢群別報告患者数（各シーズン第 17 週までの集計）

( 国立感染症研究所 2017 9）より引用）

表 2　A 型インフルエンザの肺炎合併率 (2002 － 03 年シーズン )
　（日本臨床内科医会インフルエンザ研究班 編，2017 1）より引用）

年齢層 対象者数 肺炎合併例数 合併率（％）
0 ～ 15 歳 729 1 0.14

16 ～ 64 歳 969 8 0.83
65 ～ 79 歳 97 2 2.06
80 歳以上 30 4 13.33

合計　 1825 15 0.82
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　図6は1987－88年以降の毎シーズンに感染
研が集計した全国全年齢全死因による超過死
亡数を示す。超過死亡はインフルエンザの流行
によってインフルエンザ・肺炎死亡がどの程度
増加したかを示す推定値であり、直接および間
接にインフルエンザの流行によって生じた死亡
数を示す14）。2000年以前は超過死亡が1万人
を超すことがしばしばであった。2000年代に
入って2002－03、2004－05の2シーズンは超
過死亡が1万人を超えたが、2006－07年シー
ズン以降は超過死亡は5千人以内にとどまって
おり、これはインフルエンザ診療の目覚ましい
進歩によって、特に高齢者の死亡の減少が貢献
している可能性がある。なお別の章に取り上げ
られているように、2013－14年シーズンから肺
炎球菌ワクチンの一部公費負担制度が始まって
高齢者の肺炎球菌ワクチン接種率が年々向上し

ていることから1）、今後さらに高齢者の二次性
細菌性肺炎による死亡の減少が期待される。

Ⅷ．おわりに

　近年のインフルエンザの流行状況、症状、抗
イ薬の有効性等について、高齢者に焦点を当て
ながら述べた。特に最近数シーズンはA型で
は香港型とH1N1pdm型が交互に流行する傾
向にあるが、高齢者では特に香港型で二次性
細菌性肺炎の合併などにより、重症になる傾向
があり、注意が必要である。インフルエンザが
疑われたら、迅速診断キット等によりなるべく
早く診断し、抗イ薬による的確な治療の開始が
重要であるとともに、周囲への感染予防にも最
大限の注意を払う必要があることを強調して稿
を終えたい。
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図 6　各シーズンの超過死亡者数の推定値（感染研モデル）
（国立感染症研究所疫学センター 14）より引用）
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Ⅰ．要　旨

　高齢者の尿路感染症の特徴として、①前立
腺肥大症や過活動膀胱など年齢と共に合併率
が上がる基礎疾患がリスク因子となる、②生体
反応の低下から典型的な臨床症状を呈さない
ことがある、③コミュニケーションエラーで診
断が遅れ、敗血症を合併し重症尿路感染症へ
移行することがある、④抗菌薬服用歴を有する
高齢者では耐性菌による尿路感染症や基礎疾
患に伴う複雑性尿路感染症の可能性が高く難
治性となる、⑤尿路カテーテル留置率が高いた
めカテーテル関連尿路感染症を考慮する必要
がある、⑥無症候性細菌尿の頻度は年齢に比
例して増加するが抗菌化学療法は禁忌である、

⑦治療には腎排泄性抗菌薬を選択されること
が多いが腎機能低下の患者には用量調節が必
要となるなどがあげられる。
Key words：尿路感染症、高齢者、カテーテ
ル関連尿路感染症、無症候性感染症

Ⅱ．緒　言

　厚生労働省は、感染防止対策加算を設定す
るなどして医療関連施設に感染対策の更なる
強化を求めている。その主たる業務内容には、

「抗菌薬適正使用の指導」や「近隣の医療施設
との地域連携」などが盛り込まれている。地域
連携を牽引する感染防止対策加算１の医療施
設には、近隣の施設からしばしば、次のような
問い合わせがある。「尿道カテーテルが留置さ
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れている寝たきりの高齢の患者さんの尿から培
養検査で緑膿菌が分離されました。発熱など
の全身症状や残尿感などの局所症状はないの
ですが、緑膿菌は院内感染の原因になるので、
緑膿菌に対する抗菌薬を投与した方がいいで
しょうか？」当院では、「抗菌薬投与により患者
さんに利益をもたらすことはありません。医療
施設関連感染防止のため接触感染予防策を徹
底することのほうが重要です」と回答している。
　この相談のように高齢者の尿路感染症は必
要以上に治療のハードルを下げる、つまり安易
に予防抗菌薬を投与する傾向があり、それが逆
に患者のADLを下げる耐性菌感染の発症を助
長することさえある。本稿では高齢者尿路感染
症の特徴を述べ、さらに抗菌薬の適正使用に
つき解説する。

Ⅲ．高齢者の感染症に影響を　
　　及ぼす因子

　ヒトは誕生の瞬間から時間の経過とともに成
長と臓器の発達を続け成熟期を迎える。その
後、生物として衰退が始まり、最後には死を迎
え生命は消滅する。当然、成長とともに臓器の
機能は変化し、一般的には高齢になるに従い
その機能は低下する。
　生物学的機能が低下した高齢者で考慮すべ
きポイントは、①加齢による免疫能の低下、②
薬物代謝に関与する肝腎機能の低下、③糖尿
病・動脈硬化・脳血管障害・悪性腫瘍などの
基礎疾患の合併などである。感染症の観点か
らすれば、これらすべての要因は易感染性や
難治性や重症化につながる。尿路感染症に言
及すれば、前立腺肥大症など高齢者特有の基
礎疾患を有する複雑性尿路感染の頻度が高く
なる。また、高齢が関与する様々な理由により
ADLは低下し、尿道カテーテルが留置されて

いる高齢者も少なくない。医療施設関連感染
症の約40％を尿路感染症が占めると言われて
いるが、そのうち60 ～ 80％が尿道カテーテル
留置患者である。
　さらに、高齢になれば様々な感染症を既往
歴にもつ者が増え、それに伴い抗菌薬投与歴
の頻度も増し、これがリスク因子となる。高齢
者では度重なる抗菌薬投与により耐性菌が誘
導され、感染症治療を困難とするばかりか多剤
耐性菌の水平伝播からアウトブレイクの誘因と
なる場合も少なくない。

Ⅳ．加齢に伴う排尿状態の変化

　ヒトは加齢とともに排尿状態も変化し個人差
はあれ一般的には悪化する。排尿障害には、
排出障害と蓄尿障害の2種類が存在する。排
出障害は「排尿を試みるもなかなか尿が出な
い」、「尿が勢いよく出ない」、「尿が途切れてし
まう」、「排尿後もすっきりしない」などの症状を
呈し、前立腺肥大症などが原因となる下部尿
路通過障害と、糖尿病・脊髄損傷などの神経
障害に起因する排尿筋の収縮力低下により出
現する。一方蓄尿障害は「排尿後もすぐに尿意
を感じトイレに行く」、「尿意を我慢することが
出来ない」、「トイレに着くまでに漏れてしまう」
などの症状を呈し、年齢と共に頻度が増加する
過活動膀胱や神経因性膀胱などが原因となる。
　このように加齢は排尿障害を引き起こす原疾
患（前立腺肥大症や過活動膀胱）のリスク因子
であることは間違いないが、この原疾患による
一般的な排尿状態の悪化が尿路感染症の発症
に直接結びつくとは断言できない。排尿状態
の悪化と尿路感染症との間を取り持つのは「残
尿」と「留置カテーテル」である。「残尿」が
存在すれば、ひとたび膀胱炎に罹患すると、
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排尿後も膀胱内の細菌尿がリセットされること
なく、細菌はいつまでも膀胱内に留まり膀胱炎
は継続され一部は慢性化する。また高齢者は、
日常のADLが低下すると長期臥床に陥りやす
く、しばしば膀胱内にカテーテルが留置され
る。留置期間が長期にわたれば感染のリスクは
増加し、閉鎖式ドレナージシステムを用いても
留置期間7 ～ 10日で50％、30日以上ではほぼ
100％の患者で細菌尿が出現する1）。さらにカ
テーテルというデバイス表面に形成されるバイ
オフィルムにより除菌はさらに困難となる。
　高齢者の排尿管理で「留置カテーテル」は、
可能であれば避けるべき「最後手段である」と
認識することが大切である。医療従事者や介
護者の都合で高齢者にカテーテル留置を強い
るのは厳に慎むべきである。留置カテーテルの
管理にはいくつかの注意すべき点があり、表１
に列記しておく。

Ⅴ．高齢者尿路感染症の特徴

1．加齢にともなう基礎疾患
　年齢とともに頻度が高くなる疾患には認知
症・脳梗塞・肺炎・骨粗しょう症などがある。
認知症にはアルツハイマー型と脳血管性があ
り、後者は動脈硬化との関連が深い。脳梗塞
のリスク因子は高血圧や糖尿病や高コレステ
ロール血症であり長年の生活習慣が要因と言え
る。
　男性では前立腺肥大症や前立腺癌などによ
る排尿障害で残尿が出現し、複雑性尿路感染
症の原因となる。さらに糖尿病や脳血管障害、
骨盤内臓器の手術の影響による神経因性膀胱
なども同様の病態を示す。女性では腹圧性尿
失禁や便失禁などによる会陰部の汚染や加齢
に伴う腟環境の変化などは易感染性の原因とな
りうる。

表 1　尿道留置カテーテルの管理上の注意点

①カテーテルの留置期間は短ければ短いほどよい（理想的には留置しない）

②無菌的手技と滅菌器具を用いて留置する

③留置カテーテル～集尿袋は閉鎖式とする

④尿道口周囲を抗菌薬含有軟膏あるいは消毒薬で処置する必要はない（尿
道口からの膿性分泌物で周囲を汚染しないためにガーゼなどで保護する
ことは構わないが、感染予防効果は不明である）

⑤出血などでカテーテルの閉塞がなければ、膀胱洗浄（抗菌薬、消毒薬、
滅菌水などによる）はおこなわない

⑥尿路感染予防のため、あるいはカテーテル留置中の無症候性細菌尿消失
のための抗菌薬の投与はおこなわない

⑦尿路感染が原因となっている全身症状（発熱など）が出現した場合には
適切な抗菌薬による治療をおこなう

⑧手指衛生の徹底により、カテーテルを介した接触感染の防止に努める
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2．細菌学的特徴
　熊澤浄一や松本哲朗らにより尿路感染症と
診断された65歳以上の1,699例を対象とした

「高齢者尿路感染症の起因菌に関する全国調
査」が1993年に実施された2）。各年齢群での
細菌尿陽性率は60歳代で67.2%、高齢化とと
もに陽性率は高くなり、90歳以上では80.6%で
あった。分離菌種は各年齢群ともEscherichia 
coli が15.4 ～ 39.1%で最高頻度であったもの
の、高齢化に伴いE. coli の分離率は低くなり、
それ以外のグラム陰性桿菌の分離率が高くなっ
た。とくにPseudomonas aeruginosaを含めた
ブドウ糖非発酵グラム陰性桿菌でその傾向が
顕著であった。
　この検討では閉経前の女性から分離された
E. coli のキノロン薬に対する感受性の割合が
94.4％であるのに対して、閉経後の女性から分
離されたE. coli では89.4％と感受性の悪化が
みられた。
　カテーテル非留置症例ではE. coli が38.7%
と最も高頻度で、E. faecalis およびコアグラー
ゼ陰性ブドウ球菌が10%以上の分離率であっ
た。一方、留置症例ではE. coli の分離頻度は
7.8%と低頻度であり、E. faecalis、プロテウス属、
P. aeruginosa およびその他のブドウ糖非発酵
グラム陰性桿菌が10%以上分離された。しか
しながら全体としてみれば、高齢者の尿路感
染症で分離される細菌分布は成人の場合と大
差がないと言える。

3．診断における留意点
　高齢者は排尿機能障害から尿を採取するこ
とが困難な場合がしばしばみられる。また、正
しい方法で採取出来ていないことも多い。検査
結果を正確に判断するには採尿時の様子にも
気を配る必要がある。

　また高齢者では認知症や脳血管障害後の言
語障害や構音障害を有する患者が多く、介護
者や医師とのコミュニケーションが上手にとれ
ず、適切に自覚症状を伝えられない場合がある。
また医師や周りの人間が尿路感染に関する訴え
を一般的な不定愁訴と勝手に判断し、尿路感
染症を見落す場合もある。逆に尿路感染症以
外で「尿路感染様症状：例えば頻尿や下腹部
不快感」を来す他の疾患を誤って「尿路感染症」
と診断する場合がある3）。
　さらに基礎代謝機能の低下や低栄養などか
ら発熱等の臨床症状に乏しいことがあり、これ
らの要因から診断が遅れ尿路性敗血症など重
症感染症にいたる患者も少なくない。
　高齢者では前述した理由により正確な尿路
感染症の診断がつきにくい。そこで高齢者に対
する尿路感染症の診断基準や治療ガイドライン
は必要であり、図1や図2で示すような高齢者
の尿路感染症の診断と治療開始のアルゴリズム
や基準がいくつか提唱されている4）。

Ⅵ．上部尿路感染症

　60 ～ 79歳の高齢者の急性腎孟腎炎の年間
発生率は外来患者において1万人当たり男性で
約21人、女性で約57人と報告されており、若
年成人の頻度に比べ明らかに高い5）。しかしな
がら、高齢者の急性腎孟腎炎の特徴として20
～ 30％の症例では微熱か発熱を認めない6）。
さらに、他の腰痛や関節痛の原因となる疾患を
合併症として持ち、それに対し解熱鎮痛薬を内
服している場合、この傾向がさらに顕著となる。
また介護施設の入居者では腎盂腎炎に特異的
な腰背部痛、悪心や嘔吐などの後腹膜刺激症
状、サイトカインの過剰産生による悪寒戦傑や
血圧低下、肋骨脊柱角叩打痛などの臨床症状
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図 1　介護施設の入居者の尿培養検査のための診断アルゴリズム（Loeb, et al.,20054) より引用改変）
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図２　介護施設の入居者の抗菌薬処方のための治療アルゴリズム（Loeb, et al.,20054) より引用改変）
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を呈さず、むしろ精神状態の変化、意識レベル
の低下、全身倦怠感や衰弱、腹痛などの非定
型的な症状や所見を呈することが多い6）。
　また免疫能の低下や基礎疾患を有する高齢
者は上部尿路感染症から敗血症：Urosepsisに
移行しやすく7）、この診断には急性腎孟腎炎の
症状や所見のみならず、バイタルサインにも注
意が必要である。急性腎孟腎炎を疑った場合
には抗菌薬投与前に尿培養検査と抗菌薬感受
性試験に加えて、血液培養検査をおこなうよう
心掛ける。実際に急性腎孟腎炎患者の21 ～
42％で血液培養が陽性となる8、9）。血液学的検
査では白血球数やCRPやプロカルシトニン10）

などの炎症反応の検索とともに、抗菌薬の用量
調整を見越して腎機能にも注意が必要である。
単純性と複雑性腎盂腎炎を鑑別するために低
侵襲の超音波断層検査や単純CT検査が必要
となる。
　治療は後述する抗菌薬投与とともに、尿流の
確保に努める。特に尿管結石や外部からの圧
迫や手術後の癒着に伴う尿管狭窄などで水腎・
水尿管を呈する症例では、上部尿路の尿流の
確保のために尿管ステント留置や経皮的腎痩造
設術の外科的処置を必要となる場合も少なくな
い。超音波検査で水腎症を認める高齢の腎盂
腎炎患者を診察した場合は可及的速やかに泌
尿器科専門医に相談していただきたい。

Ⅶ．下部尿路感染症

　一般的な膀胱炎症状は排尿時痛・頻尿・尿
意切迫感・残尿感・下腹部痛などがあげられる
が、高齢者の場合は細菌性膀胱炎が存在しな
くてもしばしば同様の訴えである。そのような
ケースでは「治療が要らない膀胱炎」に抗菌薬
が投与されることになる。余分な医療費が掛か

るばかりか、抗菌薬により正常な腸管細菌叢が
破壊され、腸管内で耐性菌が選択されることに
よりMRSA腸炎やクロストリジウムディフィシル
腸炎など抗菌薬関連下痢症が誘導される。ま
た逆に典型的な膀胱炎症状を欠き、食思不振
などの非定型的な症状が出現するために診断
が困難となる場合も多い。さらに高齢者では後
述する無症候性細菌尿を認めることがあるが、
原則的に抗菌化学療法の適応にならないこと
から注意が必要である11）。

Ⅷ．カテーテル関連尿路感染症

　高齢者では基礎疾患による尿閉や正確な尿
量や腎機能の把握、創部の尿汚染回避など様々
な理由により尿道カテーテルを留置される患者
が多い。実際に、介護施設の入所者においては、
4.5 ～ 10％に尿道カテーテルが留置されている
12）。尿道留置カテーテルに伴う細菌尿は一般的
には無症候であり、細菌尿の有無による生命予
後への影響はないとされている。しかしながら、
カテーテル関連の無症候性細菌尿患者の1 ～
4％が菌血症を経験する1）。90日を超える尿道
カテーテル患者の剖検例では9.6％に慢性腎盂
腎炎の所見が観察されており、カテーテル関連
細菌尿の腎への影響が示唆される13）。
　これらカテーテル関連尿路感染症（Catheter-
associated urinary tract infection：CAUTI）
は医療施設関連感染の約40%を占めると言わ
れている5）。CAUTIでは、抗菌薬の投与によ
り一時的に菌数は減少するものの、終了後3 ～
4日目には再び細菌尿が出現する。加えて再出
現時の細菌は、先行投与された抗菌薬の耐性
化を示す菌種に菌交代していることが多い。さ
らに高齢者では若年者に比して肝腎機能が低
下している場合が多く、副作用の発現を来す
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可能性が高いため、とくに無症候性の症例で
は抗菌薬による除菌をおこなうべきではない
10）。一方、発熱など臨床症状を有する患者の場
合、重症化のリスクが高いという高齢者の特性
から抗菌化学療法は必要と考える。注意点とし
ては複雑性で複数菌感性の可能性を秘めてい
るため、抗菌薬投与前に必ず尿培養を提出し、
長期間カテーテル留置中の患者であればバイ
オフィルムを形成している可能性があるためカ
テーテルを交換した後、培養検体を採取するこ
とが推奨される14）。またウレアーゼ産生菌では
尿中尿素の分解により尿pHが上昇し、膀胱結
石の形成や塩類の析出によるカテーテルの閉塞
を来しやすいので注意が必要である。

Ⅸ．無症候性細菌尿

　65歳以上の男性の少なくとも10％、女性の
20％以上に細菌尿を認めるといわれており、こ
れらの大部分は無症候である。加齢やADLの
低下とともに細菌尿保有率は上昇するため細菌
尿のリスク因子といえる。さらに無症候性細菌
尿を認める高齢者を経時的に観察すると、持続
的に細菌尿を認める群はそのうちの一部であり
多くの高齢者は細菌尿の自然消失と再発を繰り
返していることが判明したが、無症候性細菌尿
から症候性尿路感染症へ移行する割合は決し
て高くない。
　治療も過去のランダム化比較試験において
療養施設における無症候性細菌尿患者に対す
る抗菌薬治療が細菌尿や症候性尿路感染症の
発生頻度を低下させ、さらには生命予後を改
善するというエビデンスは存在せず、逆に抗菌
薬治療により副作用のリスクや耐性菌出現のリ
スクが増すとされている10）。以上の理由より長
期療養施設入所患者における無症候性細菌尿

に対する抗菌薬治療を行うべきではないと思わ
れる。ただし経尿道的前立腺切除術など尿路
への侵襲を伴う外科的処置をおこなう際には抗
菌化学療法の適応はあり、抗菌薬投与により
症候性尿路感染症および敗血症が予防される。
さらに慢性炎症が急性増悪し、症候性となった
下部尿路感染症の高齢者には7日間、上部尿
路感染症の高齢者には2週間の抗菌化学療法
を後述の注意点を踏まえながら行うべきである
7）。

Ⅹ．抗菌化学療法

　高齢者の尿路感染症は複雑性、複数菌性、
難治性で、抗菌薬の投与歴があれば耐性菌に
よる感染症の可能性が高いため、JAID/JSC
感染症治療ガイド15）を参考に可能であればそ
の施設でのサーベイランスの結果から想定され
る菌種に有効な抗菌薬を選択することが推奨さ
れる。投与量に関しては一般成人に比して低体
重の高齢者が多いので、その場合は適宜投与
量を減らす必要がある。また加齢にともなう腎
機能の低下も考慮する必要がある。高齢者に
おける抗菌薬の体内動態の特徴は成人と比較
して①血中半減期の延長、②血中濃度時間曲
線下面積（AUC：area under curve）の増大、
③尿中排泄率の低下などである。したがって
腎排泄型の抗菌薬を使用する場合には1回投
与量を減ずる、あるいは投与間隔を延長するな
どの工夫が場合によっては必要で、この点は副
作用を防止する上でも重要である。
　また高齢者は他の薬剤を内服していることが
多いため、その相互作用についても考慮する必
要がある。免疫能の低下、基礎疾患の合併、
診断の遅れなどから重症化のリスクがあるた
め抗菌化学療法中も十分な観察が必要であり、
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重症化した場合は急速に病態が悪化すること
も多いので、必要に応じて感染コントロール目
的で外科的処置も考慮し、さらにそのタイミン
グを逸しないことが重要である。

ⅩⅠ．尿路感染症の予防

　最後に、一般的に推奨されている予防法をあ
げておきます。尿路感染症にかからないために
は、「心にゆとりを持って、体に無理をさせない
こと」が第一です。次のことに注意しましょう。

①からだ、特に下半身を冷やさないこと。
②体調に合わせて適度に運動し、疲れすぎ

ないこと。
③水分は日中多目に、でも夕方からは控え目

にしましょう。
④尿意を我慢しすぎないこと。
⑤食事はバランス良くとり、便通を整えるこ

と。
⑥アルコールは控えめに。
⑦不必要なオムツ使用やカテーテル留置はし

ないこと。
⑧全身性疾患や尿路の基礎疾患の治療は正

しく、しっかりと受けること。
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Ⅰ．褥瘡の定義と診断

　「身体に加わった外力は骨と皮膚表層の間の
軟部組織の血流を低下、停止させる。この状況
が一定時間持続されると組織は不可逆的な阻
血性障害に陥り褥瘡となる」と褥瘡は定義され
ている。よって荷重部位である骨突起部の上に
みられる虚血性の所見は褥瘡を考慮する。当
然そのような部位には他の皮膚疾患も発症する
ため、適切な鑑別診断が必要である。

Ⅱ．褥瘡の病態と病期

　褥瘡は発症2－3週間後までの急性期とそれ
以降の慢性期に分類される。急性期褥瘡では
紅班に引き続いて水疱や紫斑などの所見を呈す
る。急性期では虚血性の変化が深部に存在し

ても最初は皮膚潰瘍をきたさない。
　真皮までの浅い褥瘡と皮下脂肪組織に達す
る深い褥瘡では経過・治療が大きく異なる。真
皮までの浅い褥瘡は毛包組織や汗腺などに皮
膚附属器から再生する。いっぽう皮下脂肪組
織や腱、骨、筋肉に達する深い褥瘡は肉芽形
成を経過して瘢痕治癒する１）。深い褥瘡におけ
る治癒経過は創面の色調に注目した色分類と
よばれる病期分類が用いられる（図１）。色分
類の病期は黒色期～黄色期～赤色期～白色期
と経過し、理想的には赤色の肉芽組織が増生
した後に治癒に向かうが、病態は変化しやすい
ため特定の病期で遷延することがある。褥瘡に
合併する感染症の多くは皮下組織より深部まで
達する深い褥瘡の黒色期でみられるため、初
期の適切な対応が必要である。
　深い褥瘡の前半ではwound bed preparation

（創面環境調整）を目的とした診療、つまり創
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傷治癒の環境を整えることを主目標とする。以
下に示すようにＴＩＭＥ２）と呼ばれる創面環境
調整のためのコンセプトに基づいての診療が推
奨され、日本皮膚科学会のガイドライン３）にも
採用されている。T：壊死組織の除去：Tissue 
non-viable or deficient、I：感染の制御･除去：
Infection or Inflammation、M：湿潤環境の
保持：Moisture imbalance、E：創辺縁の管
理Edge of wound：non-advancing or under-
mined epidermal margin。深い褥瘡の後半で
はmoist wound healingの概念に基づいて適
切な湿潤環境で治療をすすめる１、２）。また日本
褥瘡学会では褥瘡評価スケールとして、ＤＥＳ
ＩＧＮ分類（Ｄ：深さ、Ｅ：浸出液、Ｓ：大きさ、
Ｉ：感染、炎症、Ｇ：肉芽組織、Ｎ：壊死組織）
が提唱されている４）。

Ⅲ．高齢者医療現場での褥瘡に
　　伴った感染症の課題

　定義にも記述されているように、褥瘡は骨上
への圧力によって引き起こされる皮膚・軟部組
織の虚血性潰瘍であり、感染症ではない。し
かし、高齢者の感染症において褥瘡から続発

した感染症は避けて通れない。高齢者の感染
症診療のピットフォールとして「褥瘡感染」が
挙げられる理由は以下のようである。
●褥瘡では虚血による壊死組織が出現する。

一般に放置された虚血組織は細菌感染の母
地となりやすい。

●褥瘡ではポケット（英語ではundermining 
lesionと呼ぶ）を伴う下掘れ領域を伴うこた
め深部での感染症が発見されにくい。

●褥瘡は仙骨部、尾骨部など通常の診療では
観察されにくい部位に発症するため、初期に
発見されにくい。

●認知症や神経障害など疼痛の症状を訴えにく
い高齢者が褥瘡に罹患しやすい。

　上記の要素は高齢者医療の中で「褥瘡感染」
に対応するにあたって重要な視点である。

Ⅳ．褥瘡に伴った感染症の分類
　　～主病変の組織に注目して～

　褥瘡に伴った感染症は感染の波及した組織
とその様式によって分類する（図２）。局所病変
を適切に診断することで病態や治療が予測でき
る。

性

液

（ 合 ）

り
液

図１　深い褥瘡の病期を簡便に示した色分類
黒色期に褥瘡に合併する感染症はおこりやすい。一方、黄色期～赤色期では炎症病態がみられる。
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●蜂窩織炎（瀰漫性軟部組織感染、細菌による）
●壊死性軟部組織感染症（壊死性筋膜炎、ガ

ス壊疽）
●骨髄炎
●敗血症
　またいわゆる褥瘡感染ではないが、褥瘡好
発部位や褥瘡周囲にみられる皮膚感染症として
カンジダ性間擦疹、膿痂疹がある。また単純
疱疹、帯状疱疹はしばしば褥瘡と誤診されて
いる（他章参照）。さらに感染症以外にも様々
な皮膚潰瘍を引き起こす疾患が存在し、潰瘍
部から細菌検査をおこなうと細菌が検出され
る。しかし、後述するように褥瘡に伴った感染
症とは病態が異なる。褥瘡感染を適切に診療
するためには皮膚・骨・軟部組織感染症の知
識と技術が必要であり、また他の皮膚疾患を
鑑別することも求められる５、６）。

Ⅴ．褥瘡に伴った感染症の　　
　　診断と治療
1．蜂窩織炎
　蜂窩織炎は皮膚軟部組織に瀰漫性に発症す
る細菌感染症である（図２）。皮下脂肪組織に

細菌が侵入して発症するとされ、浅い褥瘡、深
い褥瘡のいずれからも合併し得る。圧迫が原
因のうっ滞による紅斑を鑑別することが重要で
ある。所見は褥瘡に隣接する部位での境界不
明瞭な紅斑で、腫脹、熱感、疼痛（基礎疾患
によってはないこともある）を伴う。ＣＴ検査
では皮下組織の炎症所見を認めるが、ガス像
はない。臨床検査では白血球、ＣＲＰの上昇を
認めるが、筋に波及しなければ血清クレアチン
キナーゼやアルドラーゼの上昇は少ない。罹患
部位の脂肪組織からの細菌培養は通常困難で
あることが多いため、褥瘡部位から細菌培養
をおこなう。起炎菌は連鎖球菌、ブドウ球菌、
大腸菌などが多い。
　実臨床では発症部位と臨床所見から起炎菌
を推定して経験的に治療する。第１世代のセ
フェム系の抗生物質がよく使用される。通常は
外科的デブリードマン（壊死組織除去）の適応
になることは少ない。

2．壊死性軟部組織感染症
　　（壊死性筋膜炎、ガス壊疽）
　褥瘡に伴った最重症でかつ、緊急性の高い

図２　褥瘡に伴った感染症の進展様式
褥瘡に伴った感染症の代表的なものである蜂窩織炎、壊死性軟部組織感染症、骨髄炎を模式的に示す。
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（ ）

性
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感染症として壊死性軟部組織感染症（壊死性
筋膜炎、ガス壊疽）がある７、８）。深い褥瘡の
周囲を触診して、握雪感がある時には第一に疑
う。細菌感染による血管閉塞性壊死が疾患の
本態であり、軟部組織から筋膜・筋肉が主病
変となるために（図２）、真皮、脂肪組織の厚
みのある部位（臀部など）では体表から紅斑
が判別しにくい場合がある。触診での握雪感
や、褥瘡のポケット部位にゾンデが皮下組織～
筋膜を裂くように挿入されることが診断の参考
になる。臨床検査では白血球、ＣＲＰの上昇な
どの炎症反応を示す。時にDIC（disseminated 
intravascular coagulation）の病態となり出血
傾向になることがある。筋への感染波及のた
めクレアチンキナーゼやアルドラーゼの上昇を
伴う。しかし、クレアチンキナーゼは高齢であ
ることや、そもそも筋肉が減少した部位に褥瘡
発症部位におこることを反映してか、上昇しに
くい。よって壊死性筋膜炎の重症度スコアで
あ るLRINEC （laboratory risk indicator for 
necrotizing fasciitis） scoreは褥瘡に関連しな
い壊死性筋膜炎よりも低値の傾向がある９）。画
像診断、特にＣＴが有用であり、皮下脂肪組
織の炎症像・ガス像や骨変化、病変の拡がり
についてデブリードマン前に評価する。
　図３A、Bのように褥瘡ポケット形成の最深
部を手術的に展開すると、黒色～灰色の壊死
組織がみられ、感染よって血管閉塞がおこった
結果の壊死の所見である。この手術時の所見
は感染が起こっていない深い褥瘡にみられる
自己融解による黄色壊死組織とは異なっている

（図３C、D）。細菌学的にも一般に壊死性筋膜
炎などと異なる特徴が、我々が経験した褥瘡
から続発した壊死性軟部組織感染症24例の解
析で見いだされた。デブリードマン時の壊死組
織からの嫌気性菌を含めた細菌培養において

は複数の細菌が検出される混合感染、とりわ
け嫌気性菌と好気性菌の両者の存在が多かっ
た。また30日以内の死亡は８％であった９）。
　治療に際しては迅速な壊死組織のデブリー
ドマンと適切な抗菌剤治療の両者が必要であ
る。デブリードマンは１）膿瘍形成する感染に
対する切開排膿、２）嫌気性菌感染に対する
開放処置、３）骨髄炎に対する腐骨除去、４）
壊死組織を除去するためのポケット切開という
要素を含んでいる。壊死性軟部組織感染症を
きたした患者の全身状態は不良であるが、工夫
をすれば局所麻酔下に少ない手術侵襲で効果
的に感染症を制御できる。全身状態や手術侵
襲、そして感染症の拡がりを考慮しておこなう
が、各々の例のどの病態に効果があるのかを
十分判断しながらおこなうべきであり、外科的
処置の適応と侵襲の評価に関して専門医に相
談する。
　抗菌薬の全身的投与の治療は外科的治療と
並行しておこなう。複数の細菌が検出され、ガ
ス産生菌を含む嫌気性菌と好気性菌の両者の
存在が多いことを考慮してペネム系などの広域
スペクトラムの抗菌薬を使うことが多い９）。しか
し壊死組織に対して外科的治療を十分検討せ
ずに抗菌薬治療のみをおこなうことは好ましく
ない。また局所への抗生物質の投与（ゲンタシ
ン軟膏など）の適応はなく、効果はない３）。褥
瘡に伴った感染症では病態評価に基づいた外
科的介入、抗菌剤治療に関して全身状態を考
慮しつつ、患者や家族に説明する必要がある。

3．骨髄炎
　骨と皮膚表層間の軟部組織の虚血病変とい
う褥瘡の定義によると、骨への感染の波及は
当然起こりやすい（図２）。上記のような、壊死
性軟部組織感染症と一連の病態としての骨髄

高齢者の皮膚・軟部組織感染症　（１）褥瘡



131

炎はしばしば褥瘡に伴う感染症となる。また褥
瘡発症時の圧迫によって骨折が起き、２次的に
骨髄炎となったと考えられる場合もあるが、発
症機転は不明であることも多い。このように褥
瘡の伴った骨髄炎は開放創であり、また直視
下に処置が可能であることが多いため、抗菌
薬の長期全身投与に頼らずに治療すべきと考え
られる。開放創のため腐骨は外用処置や外科
的デブリードマンによって除去できる場合が多
い。褥瘡に伴った骨髄炎の合併は疾患の特殊
性もあり、実態が明らかとはいえない。

4．敗血症
　褥瘡にともなう感染症から敗血症を伴うこと
がある。我々の報告でも褥瘡に合併した壊死
性軟部組織感染症のうち29％に血液中細菌培

養が陽性であり、このような症例のほとんどが
敗血症の臨床的な概念を満たしていた９）。
　いっぽう軟部組織感染症を併発してしない
褥瘡で、血液培養が陽性の場合は褥瘡感染に
伴う菌血症の診断は難しい。褥瘡から発症し
た敗血症・菌血症と診断するには軟部組織感
染症の系統的な理解と他臓器病変の十分な検
索が必要と考えられる。

Ⅵ．褥瘡に伴った感染症の看護ケア

　褥瘡に伴った感染症の患者には褥瘡自体へ
の基本的な看護ケアも重要である。適切な体
圧分散寝具や座位用クッションなどの使用、ポ
ジショニングの工夫によって創への外力を軽減
させて褥瘡の拡大を防ぐ。特に深い褥瘡のポ

A B

C D

図３　褥瘡に伴った壊死性軟部組織感染症と感染を伴わない重度褥瘡の手術前後の所見
Ａ，Ｂ　褥瘡に伴った壊死性軟部組織感染症。Ａの点線のところを展開すると、Ｂの所見がみられる。黒色

～灰色の組織壊死がみられる。
Ｃ，Ｄ　感染症を伴わない重度褥瘡。Ｃは黒色期に該当する。デブリードマン後の所見は黄色の脂肪組織の

虚血性壊死所見である。
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ケットの拡大は壊死組織のさらなる増大につな
がるため予防すべきである。しかし褥瘡を有す
る高齢者では基礎疾患としての麻痺や神経疾
患、体の変形などの理由でこれらの外力の軽
減が画一的なケアでは難しいことをよく経験す
る10）。対策として創部の位置と基礎疾患を十分
把握し、食事やリハビリテーション場面におけ
る創への外力を考えてポジショニングと体圧分
散を検討する。このためには包括的な視点での
高齢者看護を必要とする。

Ⅶ．褥瘡における感染と炎症の関係

　褥瘡に伴う感染症に関して医療現場で十分
認識されていない点として、深い褥瘡の治癒過
程における炎症をともなう病期の存在がある。
創傷治癒の過程はhaemostasis, inflammation, 
repair, remodelingのプロセスで移行し、inflam-
mation（炎症）は創傷治癒過程において必要
不可欠である。創傷治癒過程は ｢壊しながら
再建する｣ ためのダイナミックな組織の改変の
ための生物学的な反応を必要としており、残存
している壊死組織を蛋白分解酵素などで消化
して組織のリモデリングをおこなう黄色期、赤
色期では炎症反応がおこる（図１）。それらの
病期には細胞外マトリックスを分解するmatrix 
metallo-protease（MMP）や好中球由来エラス
ターゼ、そして血漿由来のプラスミンなどの酵
素群が重要な役割を果たす。その過程で過度
に増殖した細菌は炎症性細胞が分泌する酵素
活性を上昇させ、炎症期をより持続しやすくす
るとされる。バイオフィルムが慢性創傷におい
て炎症を惹起して創傷治癒を妨げているという
考えも同様である11）。
　実臨床では炎症が「感染症」が由来か、そ
れとも「組織修復」由来なのかを判断して対

応する必要がある。よって創傷治癒と軟部組
織感染診療に関するスキルは「感染症に伴う炎
症」と「組織修復に伴う炎症」の鑑別に必要
である。しかし、ＴＩＭＥコンセプトや日本褥
瘡学会の創評価ツールDESIGN－Rにおいて、
Ｉ（infection/inflammation）と表されるように、
感染と炎症が一連のスペクトラムかのように用
いられていることは認識されるべきである。ま
た当然ながら、真皮浅層までの浅い褥瘡は肉
芽形成過程がなく表皮の再生のみがおこるため
炎症をともなう病期はない。

Ⅷ．褥瘡におけるCritical　　　
　　colonizationという概念　
　　～褥瘡の潰瘍部位からの細菌検査の解釈

　さらに「褥瘡感染」の理解を複雑にしてい
ることが、褥瘡創部からの細菌培養陽性で創
傷治癒の炎症期の病態がCritical colonization

（限界保菌状態）という概念で提唱されている
ことである。いわゆる慢性創傷に分類される褥
瘡（肉芽形成時期）を細菌培養すると陽性にな
ることが多いが、それは褥瘡に合併した感染
症を意味しない。例えば血液のような無菌的で
あるべき部位からの検体であれば、細菌培養
陽性は臨床的に重要な意味をもつ。しかし慢
性創傷である褥瘡は創部から細菌が検出され
ることは普通である。
　ＴＩＭＥコンセプトでのＩ（infection/inflam-
mation）は臨床的、病理学的に肉芽組織を形成
した創の過剰かつ不適切な炎症と捉えられてお
り、バイオフィルム形成やcritical colonization
も類似する病態と考えられる。永井らが提唱し
た記載潰瘍学では浮腫性肉芽や偽膜の所見が
これらに相当すると思われる12）。色分類の黄色
期から赤色期にかけてこのような病態が観察さ
れる。
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　Leaperらは創傷感染と細菌負荷の関連を図
４のようにとらえる概念を提唱している2）。しか
し、我々は当施設の24例の検討では肉芽形成
にcritical colonizationを呈する病態の褥瘡か
ら壊死性軟部組織感染症を併発した例はなく、
逆に壊死性軟部組織感染症を併発した褥瘡全
例で深部の壊死組織を有していた９）。すなわち
全ての壊死組織が消失して肉芽組織に置換さ
れた状態からの壊死性軟部組織感染症はなく、
壊死組織が存在した状態で発症していた。逆
にcritical colonizationを制御したとしても壊
死性軟部組織感染症を予防できないことを示し
ており、critical colonizationと軟部組織感染
症は一連のスペクトラムと考えることは無理があ
る。

Ⅸ．褥瘡に伴う感染症と　　　
　　高齢者医療の関連

　褥瘡に伴う感染症は「感染症に伴う炎症」と
「組織修復に伴う炎症」という、似て非なる炎

症病態が共存している。このような病態の褥瘡
との関連性は褥瘡の立体的な拡がりや病態に
依存しており、局所病変の正しい把握が必要で
ある。さらに感染だけでなく、組織修復過程
でも炎症病態が持続する。そのため、せん妄
や創傷からの漏出による血清蛋白の低下がみら
れることは高齢者診療の中で認識されるべきで
ある。
　褥瘡に伴った感染症は系統的に研究される
ことが少なかった領域である。実臨床におい
ても、創傷治癒・軟部組織感染症・高齢者医
療という要素が複雑に絡み合っているために、
今日の細分化された医療でのピットフォールに
なっているのかもしれない。
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Ⅰ．はじめに

　疥癬は、高齢者を中心に流行をしている。老
人病院や老人施設で集団発生をすることがあ
る。集団発生をすると、感染の収束には多大
な労力を要する。インフルエンザのように、単
に隔離や閉鎖を一時期行うと、感染がおさまる
というものではない。疥癬は、治療をしないと
治癒しないことが多く、患者を残らず治療をし
ないと集団発生は続く恐れがある。潜伏期が
長いのも課題である。接触してから発症まで1ヶ
月以上を要する。疥癬がうつっていないと思わ
れた人にも、忘れた頃に発症する。職員もうつ
る。看護者、介護者、場合によっては事務員
もうつることがある。職員にうつると、家庭に
持ち帰り、配偶者や子供へと感染は拡大する。
疥癬は治療をすると、たいていは治る疾患であ

る。ただ、知らない間に集団発生をきたす恐れ
がある。疥癬の原因は何か、疥癬がどういっ
た経路で感染するのか、どのように診断をして、
治療をするのか、集団発生を予防するのかに
ついて述べたい。

Ⅱ．疥癬とは

　疥癬は、ヒゼンダニという微細なダニが皮膚
に寄生して生じる伝染性皮膚疾患である1 ～ 5）。
ヒゼンダニの大きさは、約0.4mmである（図１）。
肉眼ではほとんど見えない。ダニというと、家
の畳やじゅうたんにも住んでいる。これらはヤ
ケヒョウヒダニ、コナヒョウヒダニと呼ばれるも
ので、室内環境に生息する。ヒゼンダニは、室
内環境には住まず、ヒトの皮膚の中だけで生息
する。皮膚角層の中で産卵し、幼虫、若虫を
経て成虫になる。いずれも皮膚表面が生息地
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である。ヒトの体から離れると、２～３日以内
に死んでしまう。疥癬治療としては、室内環境
を整えるというよりは、疥癬患者を治療するこ
とが大切となる。

Ⅲ．ヒゼンダニの生態

　ヒゼンダニの生態について、みてみよう2、3）。
ヒゼンダニは、ヒトの皮膚につくと皮膚表面を
這い回る。気に入った場所を見つけると、角質
層に穴をほり自分の体を潜り込ませる。その後、
水平方向に掘り進む。１～ 2週間すると、ヒゼ
ンダニが潜り込んだ巣穴が、線状の皮疹として
見えるようになる。これが疥癬トンネルと呼ば
れるものである（図２）。ヒゼンダニのえさ場で
あり産卵場所であり生涯の住処である。
　疥癬トンネルは、診断上、重要である。理由
は２つある。一つは、疥癬トンネルは肉眼で見
えるからである。ヒゼンダニは0.4mmと微細で
肉眼では見つけにくい。疥癬トンネルは長さが
5mm前後と肉眼で見える。もう一つは、疥癬ト
ンネルの中に、ヒゼンダニが住んでいるからで
ある。疥癬トンネルは、ヒゼンダニの生涯の住
処であり、疥癬トンネルが見つかるとその中に
ヒゼンダニが見つかる。

Ⅳ．疥癬の分類

　疥癬の病型分類である。重症度に応じて２
つある。軽症が通常疥癬（図３）、重症が角化
型疥癬（ノルウェー疥癬）（図４）である。通
常疥癬のとき、寄生する虫体数は数十匹くらい
までであるのに対し、角化型疥癬では虫体数
は数百万匹に及ぶ。
　疥癬の対策の上で重要なのが、角化型疥癬
である。角化型疥癬は感染力が強く、まわりの
人たちに容易に感染を来す。疥癬の集団発生
を予防する上で、角化型疥癬の早期発見が大
切となる。

図１　疥癬雌成虫（右）と虫卵（左）（ ） （ ） 図2　手指間の疥癬トンネル

2
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Ⅴ．角化型疥癬（ノルウェー疥癬）

　角化型疥癬について、より詳しく述べる。図
４は、角化型疥癬の患者である。手には垢が
こびりついたようになっている。垢の拡大写真
を示す（図５）。おにぎりの拡大写真のようであ
るが、ご飯粒一つ一つにみえるのが、ヒゼンダ
ニ虫体である。視野の中に、おおよそ200匹の
虫体がいる。これは5mm四方の痂皮である。
１cm２あたりに換算すると、800匹いる計算と
なる。てのひらを100cm２と仮定すると、手の
ひらに8万匹くらいいると推測される。これは

薄い痂皮をあえて選んだものである。実際の痂
皮の厚さや、足にもいることを考えると、全身
の虫体数は、その数十倍になる。すなわち体
全体で数百万匹いる計算となる。角化型疥癬
に注意がいるのは、このおびただしい数の虫体
による。ヒゼンダニは、たとえ一匹だけであっ
ても、他の人に乗り移ると、感染が成立するこ
とがある。こぼれおちた小さい痂皮にも虫体が
多数あるため、容易に伝染する。この感染力
の強さが、角化型疥癬に注意がいる所以であ
る。

Ⅵ．疥癬の診断

　疥癬の診断は、虫体を見つけることであ
る 4、5）。①通常疥癬、②角化型疥癬の２つに
分けて述べる。

１．通常疥癬
　通常疥癬は、虫体数が少ないため、見つけ
ることは難しい。見つけるには、２つのステッ
プがある。①疥癬トンネルを探す、②ルーペ

（ダーモスコピー）で疥癬トンネルの先端部の
黒点を探す、である。図３　通常疥癬

図４　角化型疥癬（ノルウェー疥癬）（ ）
図５　角化型疥癬患者の痂皮

痂皮の中には，ヒゼンダニ虫体が多数みられる。
数
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１）疥癬トンネルを探す（図６）
　疥癬トンネルには、好発部位がある。手、足、
男性の外陰部である。疥癬トンネルは線状皮疹
である。線状皮疹といっても、近くでよく見な
いと分からない。一見すると、単なる小さいサ
サクレにしか見えないことも多い。手足に微細
な皮疹があれば、それをダーモスコピーで観察
する。

２）ダーモスコピーによる観察
　ヒゼンダニは、疥癬トンネルの先端に黒点と
して見える。ダーモスコピーを用いると、黒点
がはっきりと識別できる。
　ダーモスコピーとは、皮膚科でよく使われる
ルーペである。主に、悪性黒色腫などの、皮
膚癌の鑑別に用いられる。ライト（光源）がつ
いている。ライトは、偏向と特殊で、皮膚の角
層を見透かすことができる。そのため、角層に
潜ったヒゼンダニを見つけやすい。倍率は10倍
のものが多い。0.1mmくらいまで識別できるた
め、ヒゼンダニを直視下に観察できる。
　ヒゼンダニが黒点として見える理由を述べる。
ヒゼンダニを実態顕微鏡下で観察したのが図７
である。ヒゼンダニは、その体の前端に口器が

ある。口器に隣接して２対の前脚がある。いず
れも黒い。口器と前脚が一塊となって微細な黒
点として見える。ダーモスコピーを用いると、小
さい二等辺三角形の黒点として識別できる。
　ダーモスコピー所見を図８に示す。線状皮疹
の先端に、小さい黒点があり、それがヒゼンダ
ニの口器・前脚である。黒点は、ヒゼンダニを
見つけるよい目印となる。

図６　疥癬トンネル写真
デジカメの写真であるが、先端の黒点が写っている。

り

メ あ

図７　ヒゼンダニの外観

図８　手指間の疥癬トンネル
ダーモスコピー所見
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２．角化型疥癬
　角化型疥癬の診断は、落屑を採取し、顕微
鏡検査をするとよい。落屑の中には、おびただ
しい数の虫体がいるため、顕微鏡でのぞくと多
数の虫体を認める。疑いを持ちさえすれば、容
易に診断がつく。
　課題は、角化型疥癬を疑うかどうかである。
単なる垢がついているようにしか見えないこと
もある。高齢者で、手足などに垢がこびりつい
ているようなら、角化型疥癬の可能性も考えて、
検査を行うとよい。

Ⅶ．疥癬の治療

　疥癬の治療には、2種類ある1､6）。イベルメク
チン内服とフェノトリンローション外用である。
軽症であれば、いずれかを使用する。重症で
あれば、両者の併用も考慮する。

１．イベルメクチン（ストロメクトー
ル錠（3mg））内服

　イベルメクチンは、体重に応じて（200μg/
kg）、１回あたりの内服量を決める。例えば体
重30kgであれば、3錠である。空腹時に1週
間間隔で２回投与する。
　1週間間隔で投与する理由は、ヒゼンダニの
生活史と関連する。イベルメクチンは、卵には
効かない。そのため、卵がふ化する頃合いを
見計らって、再投与する必要がある。卵は２～
3日でふ化し、ふ化した幼虫が成虫になるには、
２～４週間かかる。イベルメクチン再投与時期
は、卵がふ化して成虫になるまでの間である。
そのため、1週間間隔での投与が推奨されてい
る。

２．フェノトリンローション（スミス
リンローション）外用

　フェノトリンローションは、首から下の全身に
塗布する。1週間間隔で2回塗布する。1週間
間隔で2回塗布する理由は、イベルメクチンの
ときと同じである。
　フェノトリンローションの塗り方であるが、手
足やかゆいところだけに塗ると、治療に失敗す
る。ヒゼンダニは、手足や陰部に寄生すること
が多いが、それ以外の目に見えない部位に生
息していることもある。そのため、首から下の
全身にくまなく塗り残しのないように塗布する。
ヒゼンダニは、一般的には顔には寄生しないこ
とが多い。そのため、外用剤は顔以外に塗布
する。ただし、高齢者では頬部や耳に疥癬トン
ネルを認める例もある。高齢者の疥癬で、顔
面からも虫体を認める場合には、顔面も含めた
全身に外用剤を塗布する。

Ⅷ．集団発生の予防と対策

　集団発生を予防するには、角化型疥癬を早
期に診断することである7、8）。角化型疥癬患者
が施設や病院に入ると、その日のうちから、集
団発生が始まる。高齢者で、皮膚に垢がこび
りついているような方があれば、皮膚科を受診
する。皮膚科医が不在の場合には、垢を採取
し顕微鏡検査に提出し、虫体の有無をみてもら
うとよい。もし、角化型疥癬と診断がついたな
ら、直ちに隔離の上、治療を行う。
　集団発生が生じた場合には、感染の広がり
を把握すること、接触者のスクリーニングを経
時的に行うことの２つが必要となる。感染の収
束には数ヶ月以上を要することがある。疥癬は
診断が難しく、潜伏期間も長いからである。当
初、疥癬ではないと言われた人たちから、あと
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になって、次 と々患者がでてくることもある。そ
うなると施設の職員もパニックに陥る。いつに
なったら疥癬は収束するのか、自分たちは大丈
夫なのか。疥癬は、特に熱心に看護や介護を
している職員にうつりやすい。接触感染である
ため、患者と接する時間の長い、熱意のある職
員ほど罹患しやすい。まだ発症していない職員
も、うつっているのではないかと疑心暗鬼にな
る。集団発生の制圧には、皮膚科専門医の協
力を仰いだほうがよい。専門的知識をもっても、
疥癬集団発生の対応には苦慮することがある。

Ⅸ．おわりに

　疥癬の診療は、大きく３つの進歩がある。１
つめは診断技術の向上である。ダーモスコピー
というルーペが登場して、ヒゼンダニを寄生し
た状態で見つけることができるようになった。2
つめは、イベルメクチン内服の保険適用である。
疥癬は、内服薬を飲んで治せる時代になった。
ただ、イベルメクチンは妊産婦や乳幼児に使用
できないという欠点があった。３つめは、フェ
ノトリンローション外用剤の開発である。海外
での疥癬治療の第1選択薬はペルメトリン外用
剤である。日本では、世界に先駆けて、フェ
ノトリンローションが用いられるようになった。
フェノトリンは、ペルメトリンと同じくピレスロイ
ド系殺虫剤である。けれども、フェノトリンは、
ペルペトリンより安全性が高く、効果は同等と
推測され、日本ではフェノトリンが治療薬とし
て用いられている。このように疥癬の診療は、
診断技術の向上、２種類の新規治療薬の登場
があり、より容易になった。
　診療技術の向上にもかかわらず、集団発生
が生じると、その対応は難しいものがある。高
齢者施設での疥癬集団発生は、今なお大きな

課題である。
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Ⅰ．はじめに

　高齢者が高熱で救急外来に搬送されて来る。
バイタルサインをチェックし、理学的所見を取り、
諸検査を進めながら、肺炎や尿路感染症など
のcommon diseaseが鑑別されていく。そして
熱源を考えていくうちに、感染症以外に思考が
働けば、悪性腫瘍、膠原病やベーチェット病、
血管炎症候群、成人発症スチル病など、さまざ
まな疾患が想定される。そして、足を見ると赤
く腫れていたなら… 患者さんもご家族も足を見
ていなかったり、疼痛の訴えがないこともある。
特に高齢者の感染症ではバイタルサインの変化
が乏しいことも多い。採血結果では、好中球優
位で白血球が増加し、CRPが高値を示してい
る。そして丹毒または蜂窩織炎という診断が明
らかになる。よくあるエピソードではないでしょ

うか。
　筆者の所属する皮膚科入院患者を振り返る
と、2016年度はのべ77名、そのうち深在性皮
膚感染症が14名（18.2%）であった（表1）。平
均年齢が高く、また繰り返し入院する例もある。
褥瘡の入院が多いのは、当科は地域の重度褥
瘡を管理する責務を担っているからであろう。
褥瘡を主訴として入院する症例の多くは感染を
伴っていた１）。病院皮膚科で皮膚・軟部組織感
染症の入院が多いのは一般的な傾向と思われ
る。
　超高齢社会の今、免疫不全や低栄養の高齢
者が各種の感染症で医療機関を訪れる。本項
では皮膚・軟部組織感染症について概説する。
高齢者ゆえに感染症が生命に関わることがあ
り、診断の遅れは許されない。入院が長期化
すれば、患者の自立度が下がり、日常生活へ
の復帰が困難になる。
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Ⅱ．皮膚・軟部組織感染症とは？

　皮膚はさまざまな生理機能を持つ人体最大の
臓器であり、表皮・真皮・皮下組織（脂肪織）
の3層から構成される（図1）２）。そして軟部組
織とは皮膚に加えて、筋肉および筋膜、腱、靭
帯などの結合織、血管、神経を包含したもので
あり、骨組織を含まない。
　皮膚の細菌感染症には種々の分類があるが、
感染の主座となる病理学的部位で分ければ、
表在性皮膚感染症と深在性皮膚感染症の2つ
になる。本項では真皮以下で感染を来す深在
性皮膚感染症について論述する。軟部組織感
染症となると、さらに深層に至る細菌感染症と
なり、浅筋膜が感染の主座となる壊死性筋膜
炎、筋層にまで至る可能性のあるガス壊疽があ
る。さらに深くなると滑液包炎、感染性の関節
炎や椎体椎間板炎、骨髄炎などがあるが、こ
こでは言及しない。

　皮膚・軟部組織感染症をみた時、細菌感染
の場がどこなのか考えなくてはならない。それ
により皮疹の臨床像、経過、予後、治療方針
が異なってくる。丹毒、蜂窩織炎は、黄色ブ
ドウ球菌（Staphylococcus aureus）ないしβ
溶血性連鎖球菌（β溶連菌、beta hemolytic 
Streptococcus pyogenes）が主たる原因菌であ
り、それをターゲットとする抗菌薬に習熟しなく
てはならない。壊死性筋膜炎、ガス壊疽は種々
の細菌が原因となり得るうえ、経過が急である
ので、慎重かつ迅速な対応が不可欠である。

Ⅲ．丹毒
　　（erysipelas 英、Erysipel 独）

　特徴的な臨床像は「板状硬結を伴う境界明
瞭な紅斑」である（図2a）。感染を起こしてい
る深さは真皮から脂肪織浅層までの浅い範囲
であり、強い炎症と浮腫のために板状硬結を生
じる。「丹」は硫化水銀化合物から成る辰砂と
いう鉱物の赤い色を指す。すなわち、病原体の

表 1　当科における入院患者の内訳（2016 年 4 月～ 2017 年 3 月）
深在性皮膚感染症 14 名（男 5 名、女 9 名）の平均年齢は 73.7 歳と高齢者が主体である。

患者数
褥瘡 19 人 （24.7%）

深在性細菌感染症
患者数：14 名（18.2%）

丹毒 7 人 （9.1%） 入院時平均年齢 
72.0 歳

蜂窩織炎 6 人 （7.8%） 78.2 歳
癰 1 人 （1.3%） 59 歳

腫瘍 14 人 （18.2%）
帯状疱疹 7 人 （9.1%）
水疱症 8 人 （10.4%）
皮膚潰瘍（熱傷を含む） 5 人 （6.5%）
乾癬 3 人 （3.9%）
薬疹 3 人 （3.9%）
その他 4 人 （5.2%）
合計 77 人
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毒により赤くなると考えられていたのであろう。
　しばしば遭遇するのは、顔面の一部が赤く
なって、急に高熱を発する例ではないだろうか。
顔面丹毒である。筆者の考える鑑別診断（表 2）
は、皮膚科専門医であれば判断できることが多
いが、経験の積み重ねが皮疹の認識につながっ

ていく（図2b～d）。下肢に出現することも多く、
この場合は後述する蜂窩織炎との鑑別が問題
になる。区別が難しいことも多く、どちらかに
決める必要はない。丹毒と蜂窩織炎は、最近
では一つにまとめて扱われている３）。丹毒と診
断されれば、起炎菌はβ溶連菌と考えるが、ブ

図1　皮膚模式図（清水宏，20112）より引用）
表皮、真皮、脂肪織のうち、真皮以下に感染の主座があるものが深在性皮膚感染症である。
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図 1.1　皮膚模式図

ヒトの身体全体を覆う皮膚は，成人で面積が 1.6 m2，重量は体重の約 16％を占める人体で最大の臓器である．

外界と直接触れるため，①水分の喪失や透過を防ぐ，②体温を調節する，③微生物や物理化学的な刺激から生体

を守る，④感覚器としての役割を果たすなど，生命を維持するための必要不可欠なさまざまな機能をもっている．

そして，生体保持には角層が最も重要な役割を果たす．皮膚の病態を理解するうえで，正常皮膚の構造や機能を

正しく把握することは大変重要である．本章では，正常皮膚と付属器の構造と機能，および皮膚を主体とする免

疫機構の基礎について述べる．

 1章 皮膚の構造と機能
Structure and function of the skin

図2　顔面丹毒の鑑別診断
a：丹毒　紅色の板状硬結。高熱を発し、CRP高値、好中球増多を来す。
b：異型白癬　炎症は強くなく、中心治癒傾向を示す環状の紅斑。
c：帯状疱疹　通常、発熱は来さない。神経支配領域に浮腫性紅斑、水疱、時に血疱や膿疱がみられる。
d：全身性エリテマトーデス　浸潤のある紅色～紫紅色斑。必ずしも蝶形ではないが、基本的に鼻唇溝は越えない。

a b c d
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ドウ球菌性丹毒もある。蜂窩織炎との比較を
示すが（表3）４）、その臨床的な鑑別は難しく、
また原因菌の同定も困難である。

1．治療
　外来通院とするか、入院とするか、全身状態
も考慮して決める。一般に、高齢者では高熱
による脱水、せん妄、電解質異常、摂食障害
などを来しやすい。ただ、短期間であっても入
院による環境変化が精神の変化、自立度の低
下につながるため、リスク＆ベネフィットを考慮
したい。
　基本はβ溶連菌をターゲットにした抗菌薬投
与である。経口薬ならアモキシシリン／クラブラ
ン酸（AMPC/CVA：オーグメンチン®配合錠
250RS）を3 ～ 4錠/分3 ～ 4、AMPC1,500mg

の1日投与量を目指して、オーグメンチン®配合
錠250RS 3錠＋サワシリン®250mg 3Ｃ/分3
としてもよい。ブドウ球菌性の丹毒を考えるな
ら、後述の蜂窩織炎と同様の処方となる。注
射薬なら、ビクシリン®（ABPC）またはセファ
メジン®（CEZ）の十分量を3分割で投与する。
確実に内服できれば経口薬として外来通院でよ
いが、腎機能低下の有無などスクリーニング検
査をしておくのは基本である。投与期間は7 ～
14日とする。

2．習慣性丹毒
　抗菌薬が適切かつ十分に投与されても、再
発を繰り返すことがある。基盤にリンパ浮腫、
慢性静脈機能不全、肥満などがあればなおの
ことである。特異な生活習慣で、椅子に座り続

表 2　顔面丹毒の鑑別診断
皮疹の特徴 治療

脂漏性皮膚炎 脂漏部位に油性光沢のある紅斑、時に落屑
が多い。

ケトコナゾールクリームを基本に、
症状が強ければステロイド薬の外用。

接触皮膚炎 原因の究明が必要。紅斑に加えて漿液性丘
疹や小水疱がみられる。

症状に応じた強さのステロイド薬の
外用。

酒皶様皮膚炎 ステロイド長期外用による副作用。熱感を
伴う紅斑、毛細血管拡張を伴う。

ステロイド外用を中止。塩酸ミノサ
イクリン内服（めまいに注意、保険
適応外）、亜鉛華単軟膏で収斂を図る。

帯状疱疹
神経領域に一致して浮腫性紅斑を生じ、斑
上に小水疱を生じる。痛みの発症より数日
遅れて発疹することが多いので注意。

水痘帯状疱疹ウイルスに対する抗ウ
イルス薬の投与。疼痛に対してはア
セトアミノフェン、プレガバリン、
高齢者であれば神経ブロック。

異型白癬 落屑性紅斑が環状を呈し、中心治癒傾向が
ある。時に小水疱や膿疱を混じる。 抗真菌薬の外用。

皮膚筋炎
よく知られるのはヘリオトロープ疹、上眼
瞼に紫紅色の紅斑がみられる。びまん性に
全体が赤いこともある。

専門医による全身精査。気づくこと
が大切である。

全身性
エリテマトーデス

蝶形紅斑。血管炎を伴うために浸潤を触れ
る。必ずしも左右対称ではないが、鼻唇溝
は越えない。

〃

癌皮膚転移 丹毒様癌という皮膚転移の分類がある。炎
症が強く、乳癌の皮膚転移でみられる。 専門医に委ねる。
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ける時間が長いと大きなリスクがある。基盤を
改善しなくては、習慣性丹毒の治療にはならな
い。

Ⅳ．蜂窩織炎
　　（cellulitis 英、Phlegmone 独）

　真皮深層から脂肪織にかけてが病変の主座
で、原因菌はさまざまである。丹毒と同様に
β溶連菌のこともあるが、黄色ブドウ球菌が主
体である。その場合、MSSA（methicillin－
susceptible Staphylocuccus aureus、メチシリ
ン感性黄色ブドウ球菌）か、MRSA（methicillin
－resistant Staphylocuccus aureus、メチシリ
ン耐性黄色ブドウ球菌）か、臨床像は変わら
ないので、治療に対する反応により判断せざる
を得ない。
　潰瘍を形成した場合、さまざまな細菌が擦
過培養で検出される。皮膚・軟部組織という
感染の場を考えると、ブドウ球菌や溶連菌以
外は汚染や保菌の可能性があるので惑わされ
てはならない。潰瘍形成のない場合、筆者は

生理食塩液を10mLほど皮下注射した後、吸
引して検体とする方法を提示したが５）、なかな
か再吸引は難しいと考えている。Gunderson 
& Martinelloはシステマティックレビューの中
で、丹毒と蜂窩織炎で血液培養を行った2,731
例中、陽性であったのは179例（6.5％）と報
告している６）。真の起炎菌を見出すのは難しく、
empiricに抗菌薬を定めることになる。

1．鑑別診断
　深部静脈血栓症（DVT：deep vein thrombosis）
を考える必要がある７）。DVTでは蜂窩織炎に
比べて発赤は弱く、発赤以外の部分まで腫脹
が及ぶことが多い。血管エコーは有用であるが、
手技により血栓を飛ばして肺塞栓を起こさない
よう注意が必要である。造影CTによる静脈血
栓の確認が確定診断となる。DVTであった場
合、循環器内科や血管外科などへ緊急に治療
をお願いする。そうと知らずに時間が経過した
り、圧迫を加えることにより肺塞栓症を来すと
致死的である。

表 3　丹毒と蜂窩織炎の区別（檜垣修一，西嶋攝子，2003 4）より引用）

丹毒 蜂窩織炎

主因菌 Streptcoccus pyogenes Staphylococcus aureus

ASO ※ , ASK ※※ 値の上昇がよくみられる 正常値の場合が多い

病変部位 真皮主体 真皮深層から皮下組織

好発部位 下腿や顔面 四肢

皮疹の境界 明瞭 比較的不明瞭

皮疹の進行度 急性 やや急性ないし慢性

病変の進行方向 水平 水平

リンパ管炎の合併 あり あり

※ ASO（ASLO）：antistreptolysin O
※※ ASK：antistreptokinase
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　静脈瘤がある場合、うっ滞性脂肪織炎（stasis 
panniculitis）を来すことがある。これは硬化
性脂肪織炎（sclerosing panniculitis）とも呼
ばれ、脂肪織が線維化して硬化し、時に難治
な潰瘍を生じる。炎症を伴ってくると、蜂窩織
炎との鑑別が必要であるが、併発することもあ
る。CVIがあれば、血管外科や循環器内科と
連携して治療を図りたい（図3）。

2．治療
　黄色ブドウ球菌をターゲットに、経口薬なら
セファレキシン（CEX：ケフレックス®250mg）
3 ～ 4C/日、6 ～ 8時間ごとの内服を推奨する。
睡眠中には内服できないので、起きている間
を4等分してもらうか、毎食後と寝前と指示す
ることもある。またはセファクロル（CCL：ケフ
ラール®250mg）、十分な血中濃度を得るため
6C/日、8時間ごとの内服とする。ペニシリン系
薬は時間依存性の抗菌薬なので、確実な分割
投与が効果を上げる。第3世代セフェム系薬を
投与することは推奨しない。バイオアベイラビリ
ティが極めて低いからである（表4）８）。注射薬
ならばセファメジン®（CEZ）が適当であろう。
後述する壊死性筋膜炎を疑った場合は別だが、
不必要な広域抗菌薬の投与することは厳に慎

みたい。当科における丹毒・蜂窩織炎の治療
を振り返ると（表5）、丹毒においてはABPC/
CVAの投与を増やすこと、蜂窩織炎に対する
CFDN（セフジニル）の投与を避けることが課
題と思われた。

図3　CVIに伴ううっ滞性脂肪織炎と静脈性潰瘍
a：潰瘍は不整形で滲出も多い。周囲が線維化を来

して硬化するとともに、ヘモグロビンが変性し
た褐色色素のヘモジデリンが沈着している。さ
らに周囲は外用薬による接触皮膚炎を伴ってい
る。

b：血管外科での静脈瘤手術の1ヵ月後。圧迫や創
傷被覆材も合わせて使用し、潰瘍は著明に縮小
し、現在は治癒して硬化性変化も軽微となって
いる。

a b

表 4　経口抗菌薬のバイオアベイラビリティ（経口薬の健常状態での吸収率）
（菊池賢，橋本正良　監修，2017 8）より作成）

略号 一般名 商品名 % 単回投与量
CEX セファレキシン ケフレックス ® 90 500mg
CCL セファクロル ケフラール ® 93 500mg
CPDX-PR セフポドキシム プロキセチル バナン ® 46 200mg
CFDN セフジニル セフゾン ® 25 300mg
CDTR-PI セフジトレン ピボキシル メイアクト MS ® 16 400mg
AMPC アモキシシリン サワシリン ® 80 500mg
AMPC/CVA アモキシシリン / クラブラン酸 オーグメンチン ® 30-98 125mg
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3．CA－MRSA（community－associated 
MRSA、市中感染型MRSA）

　医療機関では、抗菌薬投与による菌交代で
生じたMRSA（hospital－acquired MRSA：HA
－MRSA）が医療関連感染対策の重要なター
ゲットである。それとは別に市中でもMRSA

（CA－MRSA）は検出され、この2つは遺伝子
型が異なる９）。皮膚科領域の皮膚・軟部組織
感染症でMRSAが原因となる場合、入院、外
来を問わず、ほとんどがCA－MRSAとされる
10）。筆者は2008 ～ 2011年の4年間、伝染性
膿痂疹の細菌培養結果を検討したが、98検体
の菌 種はMSSA66株（67.3%）、MRSA28株

（28.6%）、A群溶連菌5株（重複あり）、MRSA
28株 の 感 性 率 はMINOが100%、LVFXが
96.4%であった11）。このMRSAの感受性パター
ンからCA－MRSAと考えられた。原因菌が
MSSAでもMRSAでも臨床症状に差はない。
MSSAとして治療していて経過が思わしくない
場合、CA－MRSAの可能性も考える必要があ
る。抗菌薬の選択として、経口薬ならミノサイ
クリン（MINO）かドキシサイクリン（DOXY）、
ST合剤（バクタ®）、注射薬ならMINOまたは
抗MRSA薬（塩酸バンコマイシン、ダプトマイ
シンなど）を選択することもある。

Ⅴ．壊死性筋膜炎
　　（necrotizing fasciitis）

　感染の主座は、脂肪織深層にある浅筋膜
（superficial fascia）から深筋膜（deep fascia）
に至るが、通常筋層は侵されない。疾患群の
幅を広げれば、壊死性脂肪織炎、壊死性筋膜
炎、壊死性筋炎を含めて壊死性軟部組織感染
症（necrotizing soft tissue infection）と包括
される12）。
　皮膚科領域においては、救命が第一となる重
篤な疾患の一つであり、高齢者ならずとも診断
の遅れは許されない。浅筋膜およびその周辺
組織が感染により融解し、さらに浅層は微小
血栓を生じて急速に壊死に陥る（図4）。39℃以
上の高熱、意識混濁、ショック症状などを呈し、
全身管理も必須である。皮膚所見は種々であり、
紅斑、紫斑、水疱が混在する（図5）。試験切
開により、浅筋膜の位置から水平に指が挿入さ
れることを確認する。皮下でガスが産生される
ため、局所を圧迫すると握雪感がある。CTが
有用であり、筋肉周囲の膿や滲出液の貯留、そ
してガス像を確認する（図6）。陰部に生じると
フルニエ壊疽と呼ばれ、泌尿器科との連携が
必要である（図7）。いずれにせよ、複数の診
療科、メディカルスタッフによる真のチーム医療、
医療連携が不可欠となる。

患者数 内訳

丹毒 21 外来 14
入院 7 再発 3

蜂窩織炎 19 外来 15
入院 4 再発 1

合計 40 平均年齢 69.3 歳
（男 22 女 18）

2016 年度（2016.04 ～ 2017.03）　

丹毒 蜂窩織炎
AMPC 12 3
AMPC/CVA 1 0
CCL 1 8
CFDN 0 4
ABPC div 7 1
CEZ div 0 3

表5　当科における丹毒・蜂窩織炎のまとめ（2016年4月～2017年3月）
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図4　壊死性筋膜炎（腹部）
a：初診時臨床像。皮表の発赤は強くはない。
b：手術室で全身麻酔下に切開すると、脂肪織およ

び浅筋膜は融解、深筋膜は保たれて、筋肉が透
見されている。

a

b

図5　壊死性筋膜炎（大腿）
犬の散歩をしていて痛くなってきたと、夕方に救急
外来を受診した。その後、整形外科で広範囲にデブ
リードマンをお願いし、当科で分層植皮を行った。
スピーディかつ緊密に連携を取って診療にあたるこ
との重要性が実感された。

図6　壊死性筋膜炎（腹部～背部）
a：脊髄損傷で下半身麻痺あり。救急外来で緊急切

開を行った。泌尿器科の診察で陰嚢に異常はな
く、フルニエ壊疽ではない。

b：左背部にまで発赤が至り、握雪感がある。後に
群馬大学皮膚科に転院して加療、最終的に分層
植皮で閉創されて経過良好。

c：CTで広範囲にガス像がみられる。
（土岐清香ら：第61回日本皮膚科学会群馬地
方会 2008.9.10）

a

b

[胸腹部CT]
左胸壁～腹壁、鼡径部に
かけ炎症と思われる浮腫
とガス像(矢印)あり

画像所見

c
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Ⅵ．ガス壊疽（gas gangrene）

　ガス壊疽はクロストリジウム性と非クロス
トリジウム性があり、特に前者は緊急を要す
る。自験例（図8）では細菌培養でガス壊疽菌

（Clostridium perfringens）が検出された13）。
幸い局所治療で治癒したが、必要に応じて緊
急の下肢切断を行う覚悟がいる。病態によって
は治療可能な医療機関への緊急搬送を念頭に
置かなくてはならない。

Ⅶ．特殊な細菌

1．Vibrio vulnificus
　海水ないし汽水に生息する細菌であり、感
染経路は生の魚介類の摂取と塩水との接触で
ある。蜂窩織炎と類似の病態だが、急速に進
行して重篤になる。特に肝硬変患者で重症化
が多い14）。自験例（図9）はアルコール性肝硬

変があり、数日前に魚介類を生食したとのこと
でビブリオ感染症を疑い、皮膚組織を採取して
細菌培養を行ったが検出されなかった。念のた
め、注射薬をセファゾリン（CEZ）＋セフトリア
キソン（CTRX）として軽快した。

2．Pasteurella multocida
　犬や猫の咬傷によるが、やはり肝硬変患者
で重篤例が報告されている15）。両菌とも高齢
者、糖尿病患者において注意が必要である。
自験例（図10）では犬咬傷から本菌が検出さ

図7　フルニエ壊疽
初診時は全身状態不良、プレショック状態であった
が、泌尿器科にて保存的に加療し、経過良好であっ
た。

図8　ガス壊疽
糖尿病を有する症例。幸いにも下肢切断せずに保存
的に治療が可能であった。介護施設に入所してお
り、褥瘡ではないかと考えられていた。

図9　ビブリオ感染症の疑われた蜂窩織炎

a b
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れ、ABPC/CVAで速やかに軽快した。一般に、
嫌気性菌の増殖を抑えるため、動物咬傷では
縫合せずに開放創としておく。

Ⅷ．炎症性粉瘤

　深在性細菌感染症と考えられやすいので、こ
こに記しておく。粉瘤は、表皮が真皮内に陥入
して生じる嚢腫で、内腔に角化物を容れる。炎
症を来すと炎症性粉瘤と呼ぶ（図11）。波動を
触れることもあるが、ほとんどは細菌感染では
なく、嚢腫内容が真皮～脂肪織に漏出して生じ
る、ケラチン蛋白に対する異物反応である。融
解したものが膿様となり、感染症と考えられて
しばしば抗菌薬が投与されるが、その嚢腫内
容の細菌培養で有意な起炎菌は検出されない。
毛器官に分布し、抗炎症作用を持つドキシサイ
クリン（ビブラマイシン®）ないしミノサイクリ

ン（ミノマイシン®）が推奨される。ただし「炎
症性粉瘤」の病名では保険適応外使用なので
留意する。基本的には細菌感染ではないため、
筆者はミノサイクリンを50 ～ 100mg/日の内服
としている。必ずめまいや色素沈着16）の可能
性を説明しておく。

Ⅸ．局所処置

　炎症を来して熱感を伴う発赤にアクリノール
湿布が行われるが、アクリノールによる接触
皮膚炎のリスクがある。血管外漏出による炎
症に対しては、効果に差がないとする報告も
ある17）。アクリノールの使用を筆者は推奨して
いないが、冷罨法としてタオルにくるんだ保冷
材を当てることがある。自らやってみると苦痛
がわかると思うが、冷やし過ぎには注意したい。
筆者は、患者さんが気持ち良いと思える範囲で

図10　犬咬傷

図11　炎症性粉瘤
通常、粉瘤の炎症は嚢腫内容のケラチン蛋白が漏出
することによって生じる異物反応であり、細菌培養
をしても有意な細菌は検出されない。
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行うよう指導しており、たいていの場合は水の
温度で十分であろう。
　潰瘍形成を伴っている場合、十分な洗浄が
極めて重要である。また、特に足で潰瘍形成
を伴っている場合、静水での足浴は、腱に沿っ
て汚染が逆行性に拡大する可能性があるので、
必ず流水による洗浄を行う。また、足浴でしば
しば用いられるポピドンヨードやグルコン酸クロ
ルヘキシジンの希釈液は、消毒としての作用に
は不十分であり、臨床的意義は乏しい。

Ⅹ．おわりに

　発熱の治療の原則は、きちんと原因を判明
させてから、原因に合った治療を行うことで
ある18）。皮膚・軟部組織感染症で言えば、早
期の診断を経て、適切な抗菌薬を投与するこ
とであろう。目に見えない細菌をターゲットに、
臨床医はみる目を磨き、メディカルスタッフの
専門性も生かして取り組まなくてはならない。
そのためにこの本書がお役に立てれば幸いで
ある。
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Ⅰ．はじめに

　消化管感染症（感染性胃腸炎）は、主に外
因性感染症として発症する。高齢者においては、
加齢に伴う胃酸の低下や免疫老化、様々な基
礎疾患が消化管感染症原因病原体の易感染
性に関連し、予後悪化要因として、脱水が関
連しているとされる1）。2015年のICD基本分類
による年次別死亡数データ（http://www.hws-
kyokai.or.jp/information/mortality.html） か
らは、感染症による死因に占める腸管感染症
の割合は、9.2％であるが、人口動態統計に基
づいた人口10万人あたりの腸管感染症死亡率
は、59歳以下では0.14と非常に低い。一方、
65 ～ 69歳以後加齢とともに急激に上昇し、
100歳以上では84.21と59歳以下と比較して、
約600倍の高値となる（図1）。結果的に、全腸

管感染症死亡のうち、93％を65歳以上の高齢
者が占めていた。
　2015年死亡の原因となった腸管感染症の最
も多い起因病原体はClostridium difficileであ
り、次にノロウイルスの順となっている。特にC. 
difficile は件数が最も多く、全体の22％を占め
ている。この両病原体以外に、死亡の原因と
なった腸管感染症の報告は非常に少ない。同
じウイルス性腸炎の原因病原体であるロタウイ
ルスは小児における死因として報告されている
が、高齢者における死因としては報告されてい
ない。
　高齢者の感染性胃腸炎の原因病原体は、非
高齢者と同じく多岐に亘るが、我が国において
C. difficileとノロウイルスは予後に関わる重要な
病原体であり、本稿ではこの両病原体を中心に
解説を行うこととする。

金沢医科大学臨床感染症学講座 教授

飯沼　由嗣

プロフィール
Yoshitsugu Iinuma
最終学歴　1986 年　名古屋大学医学部卒　1997年　医学博士取得（名古屋大学医論博2562号）　主な職歴　1986 年　名古屋大学
医学部第一内科入局（呼吸器内科専攻）　1998 年　名古屋大学医学部附属病院検査部助手　2002 年　京都大学医学部附属病院検査
部講師　2004 年　京都大学大学院医学研究科臨床病態検査医学助教授　2010 年　金沢医科大学臨床感染症学講座・感染症科教授　
現在に至る　専門分野　病院感染制御、薬剤耐性機構の解析、免疫不全者の感染症の診断と治療、臨床微生物学
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Ⅱ．ノロウイルス

1．ウイルス学的特徴
　ノロウイルスは、カリシウイルス科ノロウイル
ス属に属する。カリシウイルス科には、ほかに
サポウイルス属、ベジウイルス属などが存在す
るが、ヒトに病原性を有するものはノロウイル
スとサポウイルスの2つのみである。ノロウイル
スの粒子は比較的小さく、直径30 ～ 40nm前
後で球形を呈しており、遺伝子構造として一本
鎖（+）RNAを有する。ノロウイルス粒子の表
面の突起は、Protruding domain（Pドメイン）
と呼ばれ、アミノ酸配列が多様性に富み、様々
な抗原性を示すと考えられている。ノロウイル
スは2013年より新規遺伝子型分別法により分
類されるようになり、GI ～ GVにまで分類され、
ヒトに感染するのはGI、GII、GIVである。GI
は9種類、GIIは22種類の遺伝子型に分類さ
れ、近年の流行ではGII特にGII.4が多く検出
されてきた。ところが2015年1月になり、日本

各地でGII.P17－GII.17型（以下GII.17型）の
流行が報告された。GII.17型は健康被害事例
として報告数が多いが、小児からの検出報告
例は比較的少なく、成人間での流行の可能性
が示唆されている。
　2016/17シーズンは、GII.17型による大規模
な流行が懸念されたが、実際には流行はみら
れず、かわりにGII.2型の流行がみられた。臨
床分離されたノロウイルスの遺伝子解析結果か
ら、検出されたウイルスはGII.P16－GII.2に分
類され、過去に検出されたものと同遺伝子型の
ウイルスであるが、遺伝学的性状が異なる変異
株（GII.P16－GII.2 variant strain）であるこ
とが示唆されている2）。

2．ノロウイルス胃腸炎の疫学
　ノロウイルス胃腸炎は季節性の流行がみられ
る。通常43 ～45週頃（10月下旬～11月上旬頃）
より流行が始まり、47 ～ 50週前後（12月上～
中旬）に患者数はピークを迎える。その後4月
にかけて徐々に減少する流行を毎年繰り返して

1 人 10 人あ り 率（2015 ）
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図 1　人口 10 万人あたりの腸管感染症死亡率（2015 年）
（2015 年人口動態統計より作図）
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いる。5類定点感染症の統計資料より、わが国
におけるノロウイルス胃腸炎患者は年間数百万
人程度と推計される。
　ノロウイルスは様々なルートで人に感染する。
特に、二枚貝や食品の汚染など、主要な食中
毒原因病原体として報告されている。2012年～
16年までの食中毒統計によれば、事件数では、
カンピロバクターとノロウイルスがともに約30％
と最も多い原因微生物となっている。患者数で
はノロウイルスが63％を占め、冬期（11 ～ 2月）
に66％発生し、食中毒1件当たりの患者数は
36.0人とその他の病原体の12.3人と比較すると
大規模な食中毒の原因となりやすい3）。
　ノロウイルスの感染経路としては、食中毒以
外に患者の排泄物への接触感染の他に飛沫感
染や塵埃感染などの報告もある。また、ウイ

ルスに汚染された環境から感染することもある
（図2）。ノロウイルス感染集団発生の伝播経路
別推移統計からは、約55％が人－人伝播の疑
いと報告されている4）。このことから、ノロウイ
ルス胃腸炎予防のためには、食品衛生管理も重
要であるが、手洗いなどの日常的な衛生行動も
非常に重要であるといえる。また集団感染の推
定感染経路として、人－人伝播の疑いでは、保
育所が最も多く、次に小学校、老人ホームの順
となっている。高齢者施設では、閉ざされた空
間内で日常生活を共有しており、人－人伝播が
起こりやすい環境にあるといえる。高齢者施設
入所者は、脳血管障害などの基礎疾患や認知
症などの合併により手指衛生などの衛生行動の
徹底が困難なことも多く、これも伝播の要因と
なる。

2 ロ

H27 ロ
ロ り

http://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_safety/food_safety/pdf/risk_commu_norovirus_shiryou1.pdf

図 2　ノロウイルスの感染経路
（H27 年度消費者庁開催食品に関するリスクコミュニケーション～ノロウイルスによる食中毒を予防しましょう～
配付資料　ノロウイルス食中毒の現状と対策について　より引用）
http://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_safety/food_safety/pdf/risk_commu_norovirus_shiryou1.pdf
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3．ノロウイルスの感染伝播要因
　ノロウイルスは表1に示すような感染伝播を
起こしやすい様々な微生物学的特徴を有してい
る5、6）。ノロウイルスはヒトの体内でのみ増幅可
能なウイルスであり、環境汚染の要因は患者の
便や吐物などの排泄物に含まれるノロウイルス
によるものである。少量のウイルスで感染が成
立し、感染極期には多量のウイルスが排泄され、
ウイルス排泄は比較的長期間にわたる。遺伝学
的に多様性があり、さらに同じウイルス型でも
変異を繰り返し、流行が発生する。遺伝学的
多様性とともに、感染後の免疫維持が短期間
にとどまる（6 ヶ月～ 2年程度）とされ、これも
流行の原因と考えられている。
　ノロウイルスはエンベロープを有しておらず、
アルコール抵抗性と考えられている。アルコー
ルによる不活化効果については報告により違い
が大きく、信頼性の高い消毒薬とは言いがた
い。一方、アルコール配合速乾性手指消毒薬に、
有機酸を添加代替ウイルスに対する消毒効果を

上昇させることができたとの報告があり、ノロ
ウイルスにも有効性が期待される手指消毒薬が
発売されている。

4．高齢者における重症化・複雑化の要因
　加齢に伴う免疫力の低下、様々な合併症、
低栄養状態、胃酸低下（PPIやH2ブロッカー
などの使用）、抗菌薬、スタチン製剤の使用7）

などが重症化の要因と考えられている。高齢者
は、胃腸炎症状が長期化する傾向があり、ノ
ロウイルス胃腸炎に伴う電解質異常、急性腎障
害、不整脈などの合併症のリスクを有する。ま
た、急性症状からの回復も遅く、発病前の状
態に戻るまでに1ヶ月以上要することもある。
胃腸炎症状以外の、頭痛やめまい、のどの渇
きなどの非特異的な症状を訴える場合もある。
回復までに長時間を要することや、胃腸炎以外
の非特異的症状のために、罹病期間中に転倒
のリスクが上昇することが報告されている8）。

表 1　感染伝播に関連するノロウイルスの微生物学的特徴
特徴 解説
少量のウイルスで感染が成立 18 ～ 103 コピー数のウイルス粒子で感染が成立す
多量のウイルス排泄 便 1g あたり最大 105 ～ 109 コピー数のウイルス粒子が排泄される

長期のウイルス排泄
症状出現後 8 週間まで（平均 4 週間）ウイルスが排泄される
易感染性宿主や小児ではより長期の排泄がみられる

遺伝学的多様性
30 以上の遺伝子型が人に感染する
免疫が長期に維持されない

環境中での生息 環境表面中で 2 週間、水中では 2 ヶ月以上感染性が維持される

消毒薬抵抗性
アルコール抵抗性であり、環境消毒には次亜塩素酸ナトリウムが用い
られる
代替ウイルスによる評価は、消毒薬の効果を過大評価している可能性あり

嘔吐
嘔吐はノロウイルスの効果的な感染ルートである
排泄物による直接の伝播の他、環境汚染により感染伝播がおこる

多様なルートからの感染伝播 糞 - 口感染、嘔吐物 - 口感染、食物媒介、水系感染、汚染環境からの感染、
ヒト－ヒト（接触）感染など
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5．診断
　ノロウイルスは、ヒトの小腸上皮細胞内だけ
で増殖し、胃腸炎症状を起こす。24 ～ 48時間

（最大12 ～ 72時間）の潜伏期の後、胃腸炎症
状で発症する。発症は、突然起こり、下痢およ
び嘔吐が主症状であるが、どちらか一方のみ
出現することもある。嘔吐は、すべての年齢層
において他のウイルス性胃腸炎と比較して、特
徴的な臨床症状である。吐物中にもウイルスが
排出され、感染伝播や施設内アウトブレイクの
要因となる。下痢は中等度であり（1日あたり4
～ 8回程度）、非血性、非粘液性、軟便から水
様便であり、便中に白血球はみられない。全身
倦怠感、頭痛、腹部疝痛などもみられる。発
熱は約半数にみられる。血液検査では、白血
球数は正常かやや上昇する。
　胃腸炎症状は、48 ～ 72時間ほど続き、そ
の後急速に回復に向かうが、高齢者では、健
常者よりも長引くことが多い。結果的に、重度
の脱水や電解質異常、不整脈、慢性的な下痢
などにより入院や死亡に至る場合もある。高齢
者では、発症後4日目に症状の再燃を見ること
が多いともされる9）。
　ノロウイルス胃腸炎の診断の基本は、便から
のノロウイルスの検出である。我が国では簡便
かつ迅速診断が可能なイムノクロマト法（IC法）
が広く用いられている。65歳以上の高齢者で
は、保険適用となっている。数社からIC法の
検査キットが市販されているが、感度は十分と
は言えない。1010コピー数/mL以上あれば IC
法でほぼ確実に検出可能である。106 ～ 109コ
ピー数/mLでは概ね検出が可能だが、105コ
ピー数/mLでは半数程が検出できないとの報
告がある10）。近年流行がみられた、GII.17型
やGII.2型では、既存のIC法キットでは、最小
検出感度が108 ～ 109コピー数/mLとより低感

度であるとの報告11）や、GII.2型ではほぼ同等
との報告もある12）。いずれにせよ、偽陰性の判
定結果には十分な注意が必要である。

6．予防（おもにワクチンについて）
　医療施設あるいは高齢者施設内移動等での
感染防止対策については本書の他稿や成書を
ご参照いただきたい13）。ロタウイルスは、ノロ
ウイルスと同様に大規模な流行を起こし、特に
小児において重篤な胃腸炎を発症するが、有効
なワクチンの開発により、入院を必要とする重
症患者の激減が報告されている。一方、ノロ
ウイルスに関しては、感染性ウイルスと同じ抗
原性を持つと考えられるウイルス様粒子（virus 
like particles: VLPs）を利用したワクチンが
開発段階にある。ノロウイルスGI.1、GII.4の
VLPsを含む2価のワクチンは、ボランティア
に依頼した実際のウイルスチャレンジ試験に
おいて、 プラセボ群に対するワクチン接種群の
感染率の低下と重症化率の低下が報告された
14）。この結果を受けて、臨床第2相後期有効
性フィールド試験が開始されたことが公表され
ている。一方で、ノロウイルスの著しい抗原性
の変化や免疫維持が短期間であることなどによ
り、より多くの種類のVLPsを含むワクチンや、
インフルエンザウイルスワクチンのように流行株
の予測に基づくワクチンの開発なども検討する
必要がある。

Ⅲ．Clostiridium difficile　
　　感染症（CDI）
1．CDIの病態生理（図3）15、16）

　Clostridium difficile（C. difficile）は 芽 胞 形
成性の偏性嫌気性グラム陽性桿菌である。C. 
difficile感染症（CDI）は、様々なリスク因子に
より、毒素産生性C. difficileが大腸に定着し、
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産生された毒素により発症する感染症である。
毒素に対する免疫反応が不十分な宿主（感受
性宿主）ではCDIを発症するが、免疫反応が
良好な場合は、無症候性保菌者となる。CDIに
対する治療の過程で良好な免疫反応が得られ
れば大腸細菌叢の修復ともに治癒に至るが、リ
スク因子の存在及び免疫反応が不十分な場合
には、CDI再燃リスクがある。C. difficileが産生
する毒素として、トキシンAとトキシンBおよび
第3の毒素であるバイナリー・トキシンが知ら
れている。トキシンA非産生株によるCDIの報
告もあり、CDI発症にはトキシンBが必須であ
ると考えられている。近年欧米で問題となって
いるC. difficileの強毒株は、毒素の産生量が多
く、トキシンAおよび Bとともにバイナリー・ト
キシンを産生することが知られている。我が国
においては、典型的な強毒株の検出は稀であ
る。

2．CDIの重症度とリスク因子（表 2）
　表 2にCDIの重症度分類と、臨床症状およ

び検査所見、治療法のまとめを示す。内視鏡
的なCDIの初期像はアフタ様大腸炎であり、病
状の進行とともに壊死物質からなる白色小円形
の膜を呈する（偽膜性腸炎）。好発部位は直腸、
S状結腸である。CDI発症の最も重要なリスク
因子は、抗菌薬使用である。クリンダマイシン、
アンピシリン、アモキシシリン、セファロスポリン、
フルオロキノロンなどの使用時に頻度が高い。
これらの薬剤は、我が国においては、感染症
の外来治療の目的で経口抗菌薬として処方され
る機会が多く、結果的に病院外でのCDI発症
リスクとなっている可能性がある。高齢者や高
齢者施設入所も有意なリスク因子である。CDI
のリスクと重症度は加齢とともに上昇し、アウト
ブレイク発生時に65歳以上の高齢者では若年
者と比して罹患リスクが10倍以上上昇したとの
報告がある16）。加齢とCDIリスクについては、
表 2に示す様々なリスク因子を複数保有するこ
とに加えて、胃酸の低下、抗C. difficile毒素抗
体の減弱、C. difficile特異的な好中球貪食能の
低下などの加齢に伴う宿主防御システムの機能

3 Clostridium difficile （CDI）

CDI
菌

性

菌

性C  difficile

分

性 菌 CDI（ ）

菌

分

CDI

図 3　Clostridium difficile 感染症（CDI）の病態生理
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低下も関与していると考えられている17）。

3．CDIの診断
　CDIは一般的に、「下痢などの症状を呈し、
直接糞便検査でC. difficile毒素ないし毒素産生
性のC. difficileが陽性、または内視鏡的あるい
は病理学的に偽膜性腸炎の所見を認めるもの」
と定義される。C. difficileには、毒素産生株と
非産生株があり、CDIの原因となるのは毒素産
生株のみである。便から直接毒素および菌体
抗原（GDH抗原）を検出可能な迅速キットが
我が国では広く使用されている。GDH抗原の
感度は良好であるが、毒素抗原の感度は不十
分であり、GDH抗原陽性/トキシン陰性の場
合には、分離菌の毒素産生性を確認（Toxigenic 
culture）し診断する2 段階アルゴリズムが提唱
されている（図4）18）。しかしながら、C. difficile
は嫌気性菌であり、培養の手間や結果判定ま
でに数日要することなどから、分離培養は積極
的に実施されていない。これに対して、糞便か
ら直接C. difficile特異的毒素遺伝子を検出可能
な検査機器・試薬が開発された。その多くは、
検体の前処理以後の核酸抽出から増幅・検出・
判定まで全自動で行うシステムとして開発され
ており、便中の毒素産生C. difficileが1 ～ 2時
間以内に検出可能である。このシステムは、感
度87 ～ 100％、特異度98.8 ～ 100％と極めて
良好な検査特性を示すことが報告されており
19）、我が国においても保険収載に向けて治験
がすすんでいる。しかしながら、検査費用が
高いことや、感度が非常に良好であるために偽
陽性結果に基づく過剰診療などの懸念があり、
関連学会より適切な検査診断活用のための2 段
階アルゴリズムなど効率的な検査の利用が提
唱されている20）。さらに、多項目同時測定可能
な遺伝子機器・試薬も開発されてきており、C. 

difficileトキシン、カンピロバクター、サルモネラ、
腸管出血性大腸菌などの細菌の他に、ノロウイ
ルスやロタウイルスなどのウイルス、アメーバや
ジアルジアなどの寄生虫など腸管感染症起因
病原体を網羅的に一度に診断可能な検査機器・
試薬も開発されており、小児や高齢者など非特
異的な症状を示す腸管病原体の早期診断に有
用となる可能性がある21）。

4．CDIの治療（表 2）
1）抗菌薬による治療
　高齢者は、重症、重症・複雑性、再発性
CDIのリスク因子となっている。このため、高
齢者で再発リスク因子を複数持つ場合など、再
発リスクが有意であると考えられる場合には、
バンコマイシン（VCM）内服またはフィダキソ
マイシン（FDX）内服が推奨されている。FDX
は、C. difficile に対して特異的な抗菌活性を有
するマクロサイクリック系の新規の経口抗菌薬
である。腸管から殆ど吸収されず、腸内細菌
叢への影響が殆ど無く、芽胞形成および毒素
産生抑制作用も有するとされる。欧米では既に
実臨床の場面で使用されているが、我が国に
おいても近日使用可能となる予定である。FDX
とVCMのCDIに対する治療効果を評価した
第3相試験 22）では、FDXはVCMとほぼ同等
の治療成績が示された（modified intention-
to-treat［mITT］解析：FDX, 88.2％ vs VCM, 
85.8％）。さらに再燃率では、FDX群がVCM
群と比較して優位に優れていることが示された

（mITT解析：FDX, 15.4％ vs VCM, 25.3％、
p=0.005）。また、下痢症状改善までの期間
もFDXがVCMと比べて、短い傾向があるこ
とも示された（mITT解析：FDX, 58時間 vs 
VCM, 78時間）。高齢者（65歳以上）におい
ても、治癒率は両群でほぼ同等の成績であっ
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たが、再燃率については、FDXで低かった
（mITT解析：FDX, 19.4％ vs VCM, 30.5％、
p=0.05）。また強毒株（NAP1/BI/027）感染
症では再燃率に有意差は見られなかったが、
強毒株以外の株では、FDX群で有意な再燃率
の低下がみられた（mITT解析：FDX, 10.3％ 
vs VCM, 28.1％、p<0.001）。重症あるいは重
症・複雑性を比較的多く含むFDXのcohort研
究においても、高い治癒率（90％以上）、低い
再燃率（16.7％以下）が示されている23）。これ
ら結果より、強毒株の少ない我が国において、
FDXは高齢者のCDI再燃率を下げる、あるい
は症状の改善が早いことから感染伝播防止対
策としても期待できる治療薬と考えられる。

2）モノクローナル抗体による治療
　CDIの再発防止のための薬剤として、抗体製
剤の開発も進んでいる。ベズロトクスマブ（ジー
ンプラバ®）は、抗C. difficileトキシンBヒト
モノクローナル抗体製剤であり、2017年秋国内
でも製造販売承認が取得された。ベズロトクス
マブとともに、トキシンA抗体製剤であるアクト
クスマブによる二重盲検無作為化プラセボ対照
第3相試験結果が報告された24）。治療終了後
12週目の再発率で評価した結果、アクトクスマ
ブ単剤での再発予防効果は認められなかった。
ベズロトクスマブ単剤およびベズロトクスマブと
アクトクスマブ併用群では、プラセボ群と比較
して有意な予防効果が認められ、再発率はそ
れぞれ、介入群（単剤）16.5％ vs  介入群（併用） 
15.3％ vs プラセボ群26.6％（p<0.001）となっ
た。この結果、トキシンB抗体製剤であるベズ
ロトクスマブ投与は、プラセボよりも再発率が
有意に低くなり、トキシンA抗体製剤の追加効
果の向上は無かったと結論された。サブグルー
プ解析では、65歳以上高齢者において、ベズ

ロトクスマブ単剤治療群とプラセボ群の再発率
の比較は、介入群15.4％ vs プラセボ群31.4％
と有意に低い結果となっている。

3）便細菌叢移植
　 （Fecal microbiota transplantation: FMT）
　CDIは、抗菌薬等による腸内細菌叢の撹
乱がその主な発症要因となっており、たとえ
抗菌薬による治療が奏功したとしても、腸内
細菌叢が修復されなければ、再燃のリスクは
高い。プロバイオティックス投与による再燃予
防も試みられてきているが、特に強毒株によ
るCDIの制御は困難と考えられており、健常
人の便中の健全な腸内細菌叢を移植する便細
菌叢移植（FMT）が、再発性CDIの治療とし
て行われるようになってきた。近年発表された
systematic review25）では、高齢者が主な対
象であり、85％で症状の改善を見たと報告され
ている。高齢者におけるFMTのreview 26）で
は、年齢60歳から101歳までの115例におい
て、103例（89.6％）が恒常的な寛解を示し、
若年者との差は無かったと報告されている。ま
た最近発表されたメタ解析27）では、65歳以上
高齢者と、65歳未満若年者との比較において、
FMT90日以内の寛解率は若年者 vs　高齢者
=99.4％ vs 87.0％（p<0.0003）と有意に若年
者が良好となった。再燃率は、若年者 vs 高齢
者=4.6％ vs 9.3％であり、FMTは高齢者にお
いても再発性CDIに対する有効な治療法であ
るが、高齢は再燃（治療失敗の）リスク因子と
なると結論されている。
　FMTの治療法としての有効性は証明されつ
つあるが、FMTの欧米のガイドラインでの位
置づけは様々である。ESCMIDのガイドライン
28）では、再発性のCDIに対して、FMTを強く
推奨している。一方、ACGのガイドライン29）で
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は、3回目の再燃でのFMTの実施を推奨して
いる。この背景には、FMTの方法や適応など
の標準化や長期安全性など未解決の問題があ
ることが関係している30）。我が国では、臨床
研究として一部の施設での実施にとどまってい
る。経口の凍結FMTカプセルを用いた報告が
あり、注目される31）。再発性CDI20例中14例

（70％）が初回治療で症状が軽快し、初回治
療が無効の6例に再治療を行ったところ4例が
軽快した。結果的に90％の有効率が示された。
また、高齢であることと再燃との関係は無かっ
たと報告されている。投与法が簡便で、投与に
伴う合併症のリスクが低いカプセル製剤の開発
は、高齢者におけるFMT治療においてメリッ
トが大きいと考えられる。

5．予防
　高齢者あるいは高齢者施設入所は、CDI発
症あるいは重症・複雑性・再発性CDI発症の
リスク因子となっている。C. difficileは芽胞形
成性であり、アルコールなどの消毒薬耐性のた

め、環境汚染の除去は困難である。このため、
急性期病院においては症状のあるCDI患者は、
院内伝播防止のため厳重な隔離予防策（接触
予防策）が必要である32）。しかしながら発症
要因として最も重要なリスク因子は抗菌薬投与
であり、CDI発症防止のために抗菌薬適正使
用は必須のストラテジーである。入院患者にお
ける薬剤耐性菌やCDI発生予防に関する抗菌
薬適正使用プログラムの効果についてのメタ解
析では、プログラムの実践によりCDIの発生率
が32％と有意な減少を示したと報告されている
33）。高齢者、とくに施設入所者はCDI発症の
ハイリスクグループと考えられ、抗菌薬適正使
用がより厳格に適用される必要がある34）。我が
国においても薬剤耐性（AMR）対策アクショ
ンプランが2016年策定され、その中の取り組
みの一つに抗菌薬適正使用が挙げられている。
特に軽微な市中感染症に対する不必要な抗菌
薬投与は、耐性菌の蔓延のみならず、CDI発症
リスクを上昇させることにもつながり、適応の
遵守が求められる35）。4 Clostridium difficile （CDI）

GDH A/B

GDH 性/ 性 GDH 性/ 性 GDH 性/ 性

CDI 合CDI

Toxigenic culture

性 性

図 4　Clostridium difficile 感染症（CDI）の検査診断
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Ⅳ．おわりに

　本稿では、高齢者において予後に関わる重
要な消化管感染症であるノロウイルス胃腸炎と
CDIについて解説を行った。ノロウイルスにつ
いては、ワクチンの開発による予防が期待され
る。CDIについては、治療薬、再発予防薬、
遺伝子診断検査など新たな治療薬や診断技術
が我が国でも実診療において用いられること
になり、予後の改善が期待される。また、抗
菌薬適正使用の推進が、特に高齢者における
CDI発生率の低下につながることが期待され
る。
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Ⅰ．はじめに

　高齢者の骨・関節感染症は発症すると難治
性であり、時に重篤な経過をたどるため、早期
診断、早期治療が大切となる。これは高齢者
が主要臓器の機能低下に加え、併存疾患、低
栄養状態を伴うことが多いためとされている。
高齢者特有の問題として、細胞性免疫の低下、
皮膚の脆弱性、嚥下機能の低下、服用薬によ
る免疫抑制、その他多種多様の機能低下が挙
げられる。治療期間は4－6週間の抗菌薬投与
が必要とされている 1）。

Ⅱ．骨髄炎

　血行性骨髄炎は、中高年においても、ステロ
イド剤、抗がん剤、免疫抑制剤、透析療法な

どを受け、抵抗力が減弱した患者が罹患しや
すい。

Ⅲ．化膿性脊椎炎（椎体椎間板炎）

　しばしば腰痛、背部痛にて発症する。高熱
が出ることもあるが、高齢者では非典型的な、
微熱があって腰痛が続いている旋光性の発症
様式が多いといわれている。以前から腰痛を
伴っていることもあり、加齢性変化と見逃され
診断が遅れる問題点が指摘されている。初期
にはX線像の変化は認められず、退行変性が
もともとあるため有用な所見が得られにくいた
め、MRI検査が有用である。感染を疑った場
合、血液検査を行うことが有用である。診断確
定には局所の組織培養検査が必要であるが、
菌の検出率は50％ほどとあまり高くない。起因
菌は黄色ブドウ球菌が多い。最近は耐性菌で
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あるMRSAが増えているという報告もある。治
療は骨髄炎に準じて抗生剤投与が行われる。
治療期間中は骨の圧壊を予防するため、硬性コ
ルセットなどの外固定と症状安静による局所の
安静が基本となる。先行する感染症や化膿性
心内膜炎が合併している場合があり、全身検
索が必要である2）。 血行性骨髄炎では血液培
養は診断に重要である。腸腰筋膿瘍を合併し
ていたり椎体周辺に膿瘍形成を認めたりしてい
る場合、穿刺して検体を取ることが肝要である。

Ⅳ．化膿性関節炎

　最も多いのは膝関節である。診断は、臨床
所見、血液検査での炎症所見、画像所見によ
る。進行すると関節軟骨の消失による関節列劇
の狭小化、軟骨下骨の萎縮増が認められるよ
うになり、やがて骨破壊へと至る。関節組織は
無菌組織であり、関節液から細菌が証明され
れば診断は確定する。高齢者ではピロリン酸カ
ルシウムの結晶による結晶誘発性の関節炎、い
わゆる偽痛風との鑑別が重要になる。関節液

検査でピロリン酸カルシウムの結晶や尿酸結晶
を同定する。時に関節内へのステロイドやヒア
ルロン酸注射による医原性感染がおこることが
あり、高齢者、免疫抑制状態の患者には要注
意である。
　治療は診断確定後、直ちに手術的に洗浄す
る。骨髄炎が起こってしまった場合は、治療期
間が長期化するため、できるだけ早期に手術、
抗生剤投与を行うことが必要である。

Ⅴ．人工関節周囲感染

　変形性関節症は疼痛を伴い、著しく患者の
生活機能障害を来す疾患である。
　その治療方法として、人工関節置換術は最も
成功を収めた手術の一つである。
　日本は、2025年には5人に1人が75歳以上、

図 1　手術群と保存治療群の比較
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図 2　人工関節手術件数の推移
株式会社矢野経済研究所「2016 年版メディカル
バオニクス（人工臓器）市場の中期予測と参入企業
の徹底分析」のメーカー出荷ユニットベースをもと
に関節ライフ（http://kansetsu-life.com）が手
術件数として作成
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2035年には3人に1人が65歳以上という超高
齢社会を迎える。近年、人工関節手術症例は
増え続けている。患者の機能回復を図り、除
痛を得ることができ、患者満足度の非常に高
い手術である3）。
　合併症としての感染は、人工股関節置換術後

（THA）に0.8－2％、人工膝関節置換術（TKA）
術後に1－3％程度とされている4）。
　ある一定の確率で（0.4 %）人工関節周囲感
染（Periprosthetic Joint Infection:PJI） が 発
生しており、人工関節置換術の件数が増え続
けており、その分感染も増えている。術後 感
染症を生じると、患者のQOLは著しく低下し
成績不良となる。

Ⅵ．高齢者における周術期の　
　　問題と対策

　高齢者の周術期管理では、術前、すでに複
数の慢性疾患を有する場合が多く、特に糖尿
病に対する対策は重要である。フレイル、サル
コペニアは栄養障害と密接な関係にあり、感染
症をはじめとする術後合併症を回避するという
観点から、術前および術後における適切な栄
養管理とリハビリテーションを行う必要がある。

　高齢者であることはすでに手術部位感染
（SSI）の高リスクであることを念頭に置き、手
術侵襲に応じた抗菌薬の選択と投与期間を設
定する必要がある5）。
　特に人工関節などの金属製のインプラントを
体内に留置するという行為により、一度感染を
すると、難治化、遷延化しやすい。

Ⅶ．患者選択

　一般に低栄養、肥満、喫煙、コントロール不
良の糖尿病、関節リウマチ患者などでは感染
率が高いことが報告されている。（表１）6）

  高齢者は併存症が多く、手術をするのにもリ
スクが多い。しかし、高齢者に特有の周術期
管理はなく、CDCのSSI防止ガイドラインを遵
守することが重要である。

Ⅷ．高齢者の鼻腔・口腔内感染対策

　血行感染の一因として歯周病が考えられる。
口腔内管理をしっかりと行うことにより、感染
が抑えられる。
　鼻腔での黄色ブドウ球菌のキャリアと術後感

表 1　SSI 高リスク因子
　　　 （Daines, et al., 2015 6）より引用）

SSI 高リスク因子：以下のいずれかに該当する場合
① 米国麻酔学会術前状態分類≧ 3
② 創クラスⅢ
③ 長時間手術
④ Body mass index ≧ 25
⑤ 術後血糖コントロール不良（>200mg/dl）
⑥ 術中低体温（<36℃）
⑦ 緊急手術
⑧ ステロイド・免疫抑制剤の使用
⑨ 術野に対する術前放射線照射
⑩ 高齢者

表 2　米国麻酔学会術前状態分類
　　    ［ASA physical status classification］

手術患者の全身状態を 6 クラスに分類する。
class 1：（手術となる原因以外は）健康な患者
class 2：軽度の全身疾患をもつ患者
class 3：重度の全身疾患をもつ患者
class 4：生命を脅かすような重度の全身疾患をもつ

患者
class 5：手術なしでは生存不可能な瀕死状態の患者
class 6：脳死患者
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染との間には強い相関がある。キャリアはノン
キャリアと比べ2－9倍のブドウ球菌感染を生
じ、感染患者の30％に鼻腔に同じ菌が同定さ
れるといわれている。

Ⅸ．術前管理

　術前の栄養障害は、術後合併症の増加と入
院期間の長期化及び予後の悪化に繋がる。し
たがって、高齢者では栄養アセスメントを行う
ことが必要である。
　糖尿病患者では血糖管理を十分に行い、血
糖値が200mg/dL以上にならないようにする。
　少なくとも30日前の禁煙をおこなう、術前入
院期間を短縮する、剃毛の禁止など標準的な
ガイドラインを遵守する。

Ⅹ．術中対策

　周術期の適切な抗菌薬使用により、SSIの発
生率は低下できる。執刀開始30分前までに抗
菌薬を経静脈投与することで、骨組織に十分な
移行が得られる。TKAの場合、駆血帯を入れ
るタイミングを抗菌薬を投与してから20分程度
間隔をあけて使用する必要がある7）。
　SSI予防のために第一選択とする抗菌薬はセ
フェム系である。
　手術時間が長くなれば、落下細菌も増え、
感染の危険も高くなるため、可能な限り手術時
間を短縮するようにする。
　まだ一定の見解は得られていないが、術中に
使用するセメントに抗菌剤を含有させる試みも
行われている。
　手術室の空気の汚染はドアの開放や室内の
人員数に影響されるため、手術中の人の出入り
は最低限にする。

　最近ではSSI予防のためモノフィラメントの
吸収糸の使用が推奨されている。抗菌加工さ
れた糸も販売されており、状況が許す限り感染
リスクの少ない糸を使用すべきである。
　外皮用消毒薬は術後感染防止対策に重要な
役割を担っているが、近年ではメチシリン耐性
黄 色ブドウ球菌（MRSA）、バンコマイシン耐
性腸球菌（VRE）、緑膿菌など外皮用消毒薬に
抵抗性を示す菌が報告され、これらの菌にも
効果を示す新たな外皮用消毒薬の開発が望ま
れている。2015年に発売となったオラネキシジ
ングルコン酸塩は、新規ビグアナイド系殺菌消
毒薬であり、各種のグラム陽性及び陰性の一
般細菌のみならず、 MRSA、VRE、緑膿菌、
更にはセラチア菌、セパシア菌など外皮用消毒
薬に抵抗性を示す細菌に対しても強い殺菌力を
有し、SSI予防に有用なのでは、と期待されて
いる。
　人工関節置換術においてはクリーンルームの
使用が推奨されている。
　Agイオン含有インプラントも開発されており、
金属製品でありながら、体内での長期に渡る抗
菌作用を期待できるものが開発されてきた。

ⅩⅠ．術後対策

　術後の不要なドレッシング交換を避け、術中
に留置したドレーンは48時間以内に抜去する。
手術創部のドレッシング材の交換は可能な限り
回数を減らした方がよい。イソジンには細胞毒
性があり、創傷治癒遅延が起こるため使用し
ないようにする8）。

ⅩⅡ．感染の診断とマネジメント

　2011年にMSIS（Musculoskeletal Infection 
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Society）のPJI定期が制定された（表3、4）。
　大基準のいずれかを満たす場合、または小
基準のうち少なくとも3項目以上を満たす場合
をPJIとする 。

ⅩⅢ．人工関節感染の診断

1．臨床所見、血液検査所見、画像所見
　人工関節部位の瘻孔の損自文創部からの背
嚢が続く場合、急性発祥の人工関節部の痛み
を認める場合、人工関節置換術後に時期に関
わらず痛みが持続する場合はPJIを疑う。
　骨の変化を単純X線像でとらえるには10日
以上かかるとされている。

2．α-ディフェンシンキット
　　新しい感染診断マーカー
　多くの場合ははっきりせず、従来の白血球数
や血清CRPでは感度、特異度が高くないため
に、往々にして明確な判定や治療方針を立てる
ことができなかった。整形外科に特化したPJI
のバイオマーカーの開発が必要とされていた。

Synovasure＠α-ディフェンシンキットが研究
用試薬として開発された。感度96.5%－100%、
特異度 94.5% - 98.1%と非常によい結果が出て
おり、今後の臨床応用が期待される11）。

3．造影CT
　インプラント周囲の膿瘍や関節液の貯留の有
無の診断に有用である。

4．超音波検査
　人工関節周辺はMRI検査、CT検査では金
属アーティファクトのため、有用な画像所見が
得られないことがある。超音波検査では金属
アーティファクトの影響を受けず、簡便、即座
に膿瘍や関節液の貯留の有無が診断でき有用
である。
　細菌が証明されれば診断が確定するが、穿
刺液の細菌培養の感度は50－93％、特異度は
82－97％と報告により幅がある。関節穿刺の
信頼性を上げるためには一時的な抗菌薬を中止
など様々な努力が必要である。可能であれば、
穿刺前2週間の抗菌薬投与の中止で検出率を

表 3　MSIS 基準の大基準と小基準

大基準 • 2 検体以上からの同一菌種の
細菌培養陽性

•関節に到達する瘻孔の形成
小基準 •血清 CRP 値および ESR の上昇

•関節液中白血球数の上昇また
は白血球エステラーゼ（白血
球試験紙）検査用陽性（＋＋）

•関節液中好中球分画（％）の
上昇

•人工関節周囲組織の病理組織
学的評価陽性（好中球浸潤）

• 1 検体のみの細菌培養陽性

表 4　MSIS 基準のカットオフ値

術後 6 週
以内の
急性感染

・CRP > 10mg/dL
・関節液白血球数 > 10,000 / μL
・関節液好中球 % > 90%

術後 6 週
以降の
遅発性感染

・CRP > 1mg/dL
・ESR > 30mm/hr
・関節液白血球数 > 3,000 / μL
・関節液好中球 % > 80%

（表）感染の診断基準 10）
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高めることができる12）。
　術中採取した組織の迅速凍結標本による病
理組織診断は非常に信頼度の高い検査である。
血行性感染では血液培養が診断に重要であ
る。
　早期感染と遅発性感染に大別される。
　早期感染では、術中の細菌混入や皮膚汚染、
落下細菌が原因とされている。骨髄炎を起こす
前に早期診断早期治療のために、組織のサン
プリングとデブリドマンが必要となる 。
　遅発性感染は、もっとも多い感染様式であ
る。体内の他部位から血流にのって細菌感染
を来す。股関節痛、発熱が症状となる。肺炎、
尿路感染、カテーテル部位感染などが原因とな
りうる13）。

ⅩⅣ．人工関節感染の治療

　人工関節などのインプラントは異物である。
一度感染を起こすとインプラントに付着した細
菌はバイオフィルムを形成し、抗菌薬に対して
抵抗性を示し難治性となる。そのため、できる
だけ早期に診断し、診断確定後、直ちに手術

（病巣そうは）する。
　インプラントに緩みがない場合は、DAIR

（debridement, antibiotics , and implant 
retension）にて温存するが、交換可能な部品
は新たな部品に交換する14）。
　抗菌薬の使用は化膿性骨髄炎に準じて使用
する。
　遅発性感染では鎮静化するためにせっかく
いれた人工関節を抜去せざるを得ない場合
がある。しかしながら、高齢者では人工関節
を抜去して、2期的に再置換術を行うと、治
療までに要する期間が長くなり、感染の鎮静
化を得られてもADLの低下を来す場合がある。

トータルでかかるコストはデブリドメマン人工
関節温存の場合と変わらないといわれている 。
残された人生を有意義に生活していただくため
には人工関節抜去ではなく、あえて温存する選
択肢をとった方がよい場合がある15）。

ⅩⅤ．おわりに

　人工関節感染症における深部感染は、患者
の人生を大きく狂わせる合併症であり、診断と
治療に関しては細心の注意を払うことが必要で
ある。

文　献

1）松下和彦：骨関節感染症の現状．ドクター
サロン2015；59：42－45.
2）日本整形外科学会診療ガイドライン委員
会：骨・関節術後感染予防ガイドライン〈2015〉 
2015/5．
3）Skou, et al.: A Randomized, Controlled 
Trial of Total Knee Replacement. N Engl J 
Med. 2015; 373: 1597－160.
4）厚生労働省院内感染対策サーベイランス事
業 https://janis.mhlw.go.jp
5）松本秀男：若手医師のための基本から理解
する人工膝関節置換術［TKA］．メディカ出版，
2017．
6）Daines BK, et al.: Infection prevention in 
total knee arthroplasty. J Am Acad Orhop 
Surg. 2015; 23: 356－64.
7）松下和彦，他: 整形外科領域の周術期感染
予防．日本化学療法学会雑誌 2012；315－326.
8）徳原義雄：感染予防からみた術後創処置の
ポイント．整形外科看護 2010；15 （3） 17－24.
9）Segawa H, et al.: Infection after total 

高齢者の骨・関節感染症（人工関節感染症）



173

knee arthroplasty. A retrospective study of 
eighty-one infections. J Bone Joint Surg Am. 
1999; 81（10）: 1434－45.
10）Parvizi J, et al. : New definition for 
periprosthetic joint infection: from the 
Workgroup of the Muscloskeletal infection 
society. Clin Orhop Relat Res. 2011; 469 （11）: 
2992－4.
11）Synovasure開発秘話 Zimmer Biomet style 
2017; 4－7.
12）久保健児：人工関節感染の診断と治療：
米国感染症学会による実践的臨床ガイドライン.
13）Hernigou, et al.: Treatment of Infected 
Hip arthroplasty. The open orthopedics 
journal 2010; 4: 126－131.
14）二木芳久，他：MRSA感染症の治療ガイ
ドライン．感染症学会誌 2017；91（3）：326－
329.
15）Fisman, et al.: Clinical Effectiveness 
and Cost-Effectiveness of 2 Management 
S t r a t eg ie s  fo r  I n fec t ed  Tot a l  H ip 
Arthroplasty in the Elderly. Managemenet 
of Infected Arthroplasty 2001; 32: 419－430.

高齢者の骨・関節感染症（人工関節感染症）





175

Ⅰ．はじめに　中枢神経の感染症　

　感染症診療は「どの臓器・解剖が、どの微
生物により、感染症を起こしているか」を診断
し、適切な治療薬を選択する事が原則とされ
る1）。 
　また、神経疾患においては、神経診察をもと
に「神経系のどこが悪いのか（解剖学的診断）」
を検討し、病歴聴取をもとに 「なぜ悪いのか（病
因的診断）」と病態を推測し、これらの情報を
組み合わせて「診断は何か（臨床診断）」を考
える3 段階診察法が有用とされる。中枢神経感
染症は感染症のみならず神経疾患としての側面
があるため、冒頭の感染症診療の原則に加え、

この「神経系のどこが悪いのか（解剖学的診
断）」という神経内科的思考を働かせる必要が
ある。 例えば、ひとえに中枢神経といっても主
な病変が髄膜腔、大脳、脳幹、小脳、脊髄の
どこに存在するかによって、依頼する検査条件
や鑑別すべき疾患が異なってくる。丁寧な病歴
聴取、一般身体診察、神経診察を行いその結
果をよく検討することで、初めて的確な検査や
診断が可能となる。 
　また、「なぜ悪いのか（病因的診断）」という
観点からは、中枢神経感染症、特に脳炎は非
感染症である自己免疫疾患との鑑別診断が重
要となる。感染症では体内に侵入した病原体に
対する免疫応答の結果として炎症が引き起こさ
れるが、自己免疫疾患においては正常な自らの
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組織に対して免疫系が反応し炎症が起こる。 
過程は異なるものの最終的に炎症により組織が
破壊される点においては共通しており、実臨床
において感染症と自己免疫疾患の鑑別に悩む
状況は少なくない。
　本稿では代表的な中枢神経感染症である髄
膜炎と脳炎の基本事項、鑑別すべき非感染症

疾患の解説に加え、神経内科で扱う特殊な感
染性疾患であるプリオン病に関しても記載する。

Ⅱ．髄膜炎

1．症状/疫学
　髄膜炎は主に髄膜腔の炎症により頭痛、発
熱、嘔吐、痙攣などの臨床症状を来す（図2）。 
また、炎症の脳実質内への進展（髄膜脳炎）
や種々の脳症の合併などによる意識障害、炎
症による脳神経障害など多彩な症状を起こしう
る。これらの症状がどのような経過で出現して
いるのかは原因微生物を推測する上で参考に
なり、例えばウイルス性髄膜炎や細菌性髄膜炎
は急性経過となるのが一般的で、結核、真菌、
スピロヘータなどによる髄膜炎では亜急性から
慢性の経過となりうる。
　 神経 診 察では項部 硬直、Kernig 徴候、
Brudzinski徴候などの髄膜徴候を認める場
合がある。ただし、これら3つの所見は感

図 1　神経内科 3 段階診察法 + 感染症診療の原則

2 
ADEM NMO 

( 2 medicina )

図 2　髄膜炎・脳炎の病変部位と臨床症候
ADEM 急性散在性脳脊髄炎、NMO 視神経脊髄炎

（安藤孝志，勝野雅央：デキる内科医の神経内科コンサルト 髄膜炎・脳炎．medicina 2018；55（2）：273 － 278．より転載）
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度が低く特異度が高いという共通の特徴があ
り、たとえ陰性でも髄膜炎の除外には役立
たない2 ～ 4）。 また、髄膜徴候の他の診察手
技としてjolt accentuation testがある。 jolt 
accentuation testは1秒間に2－3回の速さで
左右に首を振り、頭痛が増悪したら陽性とする
ものである。1991年のUchiharaらの報告では
髄膜炎に対して感度 97%と報告され除外診断
に有用とされていたが2）、 その後の追試では感
度が低く特異度がやや高い5）、感度・特異度共
に低いなどと報告された6、7）。ただ、これらの
追試の対象症例は様々であり、Uchiharaらは
1991年の原著と同様に「37℃以上の発熱、2週
間以内に発症した頭痛、意識声明で局所神経
症状がない」症例群においてjolt accentuation 
testの診断能が高まる可能性を述べている8）。
　これらの典型的な症候が揃わない症例も多
く存在し、重症化しやすい細菌性髄膜炎にお
いてさえ発熱、頭痛、意識障害、項部硬直の4
徴候のうち2つ以下しか見られない場合もある

ため注意が必要である9、10）。特に高齢者や免
疫能が低下している症例において臨床症候が
乏しくなりやすいとされる。
　欧米の成人10万人あたりの感染性髄膜炎の
年間発生数は、ウイルス性 7.6人11）、細菌性 0.66
－1.92人12）、結核性 0.06人 真菌性 0.08人13）

と報告され、実臨床で遭遇するのはウイルス性
髄膜炎が圧倒的に多い。 

2．診断
　病歴や症状から髄膜炎の可能性が考えられ
る場合、頭蓋内圧亢進や出血傾向など腰椎穿
刺の禁忌事項がなければ髄液検査は必須であ
る。髄液検査の初回項目として髄液一般検査

（初圧、白血球数、赤血球数、蛋白、糖）、グ
ラム染色/細菌培養検査、抗酸菌染色/抗酸
菌培養検査、墨汁染色/真菌培養検査などを
提出する。髄液細胞数の増加を認め、かつ病
原体の存在を検出出来た際に感染による髄膜
炎の診断を確定できる。 

図 3  髄膜徴候の診察（医療情報科学研究所，201114）より引用）
■用語解説
・項部硬直：仰臥位で患者の頭部を受動的に前屈させた際に明らかな抵抗や疼痛があり、 屈曲が十分に出来

ない場合は項部硬直があると判定する。なお、頚椎症、 パーキンソン関連疾患による筋強剛などの疾患で
も似たような症状を認める場合があるが、 項部硬直では前屈した際のみに抵抗がみられる。

・Kernig 徴候：仰臥位で片側の股関節、膝関節を伸展させた際に、 膝関節が抵抗のため伸ばせないのをいう。
・Brudzinski 徴候：仰臥位の患者の頭部を受動的に屈曲させると、 抵抗が増強していくと共に両側の股関節

と膝関節が屈曲してくる。
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　細菌性髄膜炎は年齢と臨床状況から原因菌
の推測がある程度可能であり、グラム染色の所
見と組み合わせれば培養結果が出る前でも診
断の確実性を高めることが出来る（表1）。米国
における成人の細菌性髄膜炎の報告では、原
因菌として肺炎球菌（S. pneumoniae）が全体
の約71%、髄膜炎菌（N. meningitidis）が約
12%、B群溶連菌（Streptococcus agalactiae）
が約7%、インフルエンザ桿菌（H. influenzae）
が約6%、リステリア菌（L. monocytogenes）
が約4%を占めるとされた12）。また、高齢にな
るほどリステリア菌が占める割合が増加する傾
向にあった。
　頭部画像検査では脳膿瘍の合併がないか、
髄膜炎と関連する副鼻腔炎や頭部外傷がない
かなどの確認をする。もちろん、全身検索のた
めの血液一般検査、血液培養を含めたスクリー
ニング検査なども忘れずに行う必要がある。 
　感染症以外に膠原病、腫瘍、薬剤などが髄
膜炎の稀な原因となりうるため、病歴、身体診

察、検査所見でこれらの非感染症を疑う情報
がないか確認をすべきである（表 2）。 
　主に慢性経過の髄膜炎において非侵襲的な
検査で診断困難な場合は、髄膜脳生検が有用
であったとする報告もある20）。

3．治療/予防
　髄膜炎が疑われる場合、原因として可能性
のある全ての病原体をカバーして経験的治療

（empiric治療）を開始し、診断が確定し次第
治療内容を最適化する（de-escalation）。
　細菌性髄膜炎は「内科的エマージェンシー」
と表現される治療緊急性の高い疾患であり、予
後改善のために疑った時点から可能な限り早く
適切な抗生剤治療を開始する必要がある。 ま
た、市中感染の細菌性髄膜炎においては抗生
剤投与直前に副腎皮質ステロイドの使用が推奨
されている9）。
　臨床的に高頻度であるウイルス性髄膜炎は数
日～数週の自然経過で寛解していく良性疾患で

表 1　年齢や臨床状況による細菌性髄膜炎の起因菌（Tunkel, et al., 2004 15）より引用）

予測因子 頻度の多い起因菌
年齢
＜1ヶ月 Streptococcus agalactiae, Escherichia coli, Listeria monocytogenes,  Klebsiella species

1－23か月 Streptococcus pneumoniae, Neisseria meningitidis, S. agalactiae, Haemophilus 
influenzae, E. coli

2－50歳 N . meningitidis, S. pneumoniae
＞50歳 S. pneumoniae, N. meningitidis, L. monocytogenes,  aerobic gram-negative bacilli
頭部外傷
頭蓋底骨折 S. pneumoniae, H. influenzae, group A β-hemolytic streptococci

穿通性外傷
Staphylococcus aureus,  coagulase-negative staphylococci

（特にStaphylococcus epidermidis）, aerobic gram-negative bacilli（Pseudomonas 
aeruginosaを含む）

脳神経外科術後 Aerobic gram-negative bacilli（P. aeruginosaを含む）,
S . aureus,  coagulase-negative staphylococci （特にS. epidermidis）

中枢神経
シャント術後

Coagulase-negative staphylococci （特にS. epidermidis）,
S. aureus, aerobic gram-negative bacilli（P. aeruginosaを含む）, Propionibacterium acnes
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ある。他の病原体による髄膜炎の可能性が除
外できない初期には抗生剤などを使用すること
もあるが、各種検査が出揃いウイルス性髄膜
炎の可能性が高まれば治療は対症療法が中心
となる。単純ヘルペスウイルスや帯状疱疹ウイ
ルスが原因と考えられる髄膜炎の入院症例に対
してはアシクロビルの点滴静注を行う事が多い
が、脳炎とは異なり髄膜炎に対する抗ウイルス
薬使用の意義は明確ではないとされる21）。 　
また、HIVウイルスがウイルス性髄膜炎の原因
となる場合があり、この場合はHIV感染症自
体に対する治療が必要になるため、性感染症
のリスクがある症例では注意が必要である。
　日本で高齢者の髄膜炎予防に使用可能なワ
クチンとして、肺炎球菌ワクチンがある。適切
な接種を行う事で、成人の細菌性髄膜炎で最
も多い肺炎球性髄膜炎の発症を予防する事が
できる9）。

Ⅲ．脳炎

1．症状/疫学
　脳炎は主に脳実質が炎症により障害されるこ
とで、様々な神経症候が出現する22）。 
　厳密には脳組織の病理所見により診断が確
定するが、実臨床において脳生検の施行は容
易ではなく、基本的には臨床症状や検査所見
から診断を考えることになる。どのような症例
において脳炎を鑑別として考えるかは診断基準
を参照に理解をしておく必要がある（表3）。ま
た、特定の神経系優位に障害を来し、特徴的
な症状を呈する脳炎として辺縁系脳炎、脳幹脳
炎、小脳炎、脳脊髄炎などがある（図2）。臨
床症状や画像所見からこのような病変局在が判
明すれば、広範な脳炎の鑑別疾患を多少なりと
も絞り込める可能性がある。
　脳炎と髄膜炎双方の特徴を有す症例はどち
らの症候が優位かで病名を決めるが、厳密に

表 2　髄膜炎 / 脳炎の代表的な原因疾患
（Graus, et al.,2016 16） ; Sexton, 2017 17）; Granerod, et al.,201018）; Jolles, et al.,2000 19）を参考に作成）

髄
膜
炎

感染症 ウイルス、 細菌、 スピロヘータ、 抗酸菌、 真菌、 寄生虫

非感染症
膠原病関連

全身性エリテマトーデス、 シェーグレン症候群、多発血管炎性肉芽腫
症、 神経ベーチェット病、 サルコイドーシス、 Fabry 病、 中枢神経血管
炎、 フォ - クト・小柳・原田病

腫瘍 癌性髄膜炎、 悪性リンパ腫
薬剤性 NSAIDs、 免疫グロブリン静注療法、 一部の抗生物質

脳
炎

感染症 ウイルス、 細菌、 スピロヘータ、 抗酸菌、 真菌、 寄生虫

非感染症

免疫介在性

急性散在性脳脊髄炎、 細胞内抗原に対する抗体（Hu、 Ma2、 Cv2、 
GAD）、シナプス受容体に対する抗体（NMDA 受容体、 AMPA 受容体、 
GABAB 受容体、 GABAA 受容体、 mGluR5）、 イオンチャネルやその他
の細胞表面蛋白に対する抗体（LGI1*、 CASPR2*、 DPPX、 アクアポリ
ン 4、GQ1b）

膠原病関連 全身性エリテマトーデス、 シェーグレン症候群、 神経ベーチェット病、 
サルコイドーシス、 再発性多発性軟骨炎

腫瘍 傍腫瘍性脳脊髄炎 / 辺縁系脳炎 / 小脳変性症（免疫介在性と大部分が
オーバーラップする）

＊ LGI1 と CASPR2 は VGKC の複合体の主要抗原である
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区別できない場合は髄膜脳炎と呼称する事も
ある24）。
　脳炎の年間発生数は欧米の成人10万人あた
り0.7 ～ 12.6人と報告によって幅がある22）。 
　脳炎の原因としては病原体の脳内への直接
感染以外に、自己免疫機序が関与するもの、
膠原病に伴うものなどがある（表 2）。脳炎を来
しうる病原体は稀なものを含めると100種類以
上とされるが18）、臨床的に問題となる病原体の
数は限られている。 英国からの報告では特定
できた感染による脳炎の原因として、単純ヘル
ペス脳炎19%、帯状疱疹ウイルス脳炎5%であっ
た25）。また、結核菌が原因の5%を占めていた
とされ、重要な鑑別疾患であることが分かる。 
ただ、結核菌の場合は純粋な脳炎というより
も髄膜脳炎と表現した方が正確かもしれない。
非感染症である自己免疫性脳炎も一定の割合
を占めており、急性散在性脳脊髄炎（ADEM） 
11%、抗NMDA受容体脳炎 4%であった。精

査にもかかわらず脳炎症例の約50%が原因不
明であったとする報告もあり、脳炎診療におい
て病因を特定する事の難しさが示唆される26）。

【用語解説】
・大脳辺縁系：大脳辺縁系には海馬、扁桃体、

帯状回、乳頭体などが含まれ、記憶、情動、
自律神経といった人間の本能的な働きを司っ
ている。大脳辺縁系が中心に障害される脳
炎は辺縁系脳炎と呼ばれ、記憶障害、精神
症状、意識障害、自律神経障害などの症状
が出現する。辺縁系脳炎の原因として単純ヘ
ルペス脳炎や、また抗NMDA受容体脳炎に
代表される自己免疫機序の脳炎が多く知られ
ている16）。

・単純ヘルペス脳炎：単純ヘルペスは脳炎の
原因として最も高頻度であり、1週間以内の
急性の経過で意識障害、脳神経症状、運
動麻痺、失語、痙攣といった症状が出現す

表 3　2013 年国際脳炎コンソーシアムによる感染性もしくは
　　　自己免疫性脳炎の診断基準（Venkatesan, et al, 2013 23）より引用）

大基準 ( 必須 )
・24 時間以上持続する他の原因では説明できない意識障害、傾眠、性格変化
小基準
・受診の前後 72 時間以内に 38℃以上の発熱がある
・既往からは説明できない全般性もしくは部分痙攣
・新たに出現した局所神経症状
・髄液白血球数が 5 / mm3 以上
・過去の検査と比較して新たに出現している、もしくは急性期が疑われる、脳炎を

示唆する脳実質の異常所見を画像検査で認める
・脳炎として矛盾せず、 他疾患では説明できない脳波異常
※大基準に加え、 小基準 2 個で脳炎の可能性あり（possible）、小基準 3 個以上で脳

炎の疑い（probable）。
※脳炎の疑い（probable）例に 1）中枢神経病理で脳炎に合致する炎症所見を認める、

2）適切に提出された検体において、病理学的、微生物学的、血清学的に脳炎と
強く関連する病原体が検出される、 3）脳炎と強く関連する自己免疫疾患の検査
が陽性となる、のうち 1 つがあれば確定診断
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る。頭部MRIでは病変は側頭葉、前頭葉眼
窩部、帯状回、島回などに進展し、一側性
あるいは両側性となるが両側性の場合は必ず
非対称となる27）。診断においては髄液の単
純ヘルペスDNA PCR法が最も重要な検査
で、2－10病日では感度/特異度ともに95%
以上である22）。

・急性散在性脳脊髄炎 （ADEM）：ADEMは
典型的にはウイルス感染またはワクチン接種1
－28日後に大脳、脳幹、小脳、脊髄などに
多巣性の病変を来す。髄液細胞数増多、髄
液ミエリン塩基性蛋白上昇、頭部MRIでの
白質優位の病変などが特徴とされる16）。

・抗NMDA受容体脳炎：抗NMDA受容体脳
炎は発熱などがみられる先行症状期、記憶
障害や精神症状が目立つ辺縁系症状期、痙
攣や不随意運動が目立つ意識障害期、回復
期という特徴的な臨床経過を来す。NMDA
受容体抗体を血清・髄液で認め、本抗体に
より神経細胞表面のNMDA受容体が細胞内
に取り込まれ細胞機能低下を引き起こすため
に神経症状が出現するとされる。女性では
卵巣奇形腫を合併する場合がある28）。1970
年代にアメリカで制作されたホラー映画「エ
クソシスト」は本疾患の臨床症状がモデルに
なったと考えられている29）。

2．診断
　脳炎が疑われる症例においても、髄液検査
を行う必要がある。 前述の髄膜炎における検
査項目に加え、単純ヘルペスDNA PCR法、
IgG index/オリゴクローナルバンドの施行が推
奨されている22、23） 。
　また、可能な限り頭部MRI検査を施行し、
脳実質内病変の有無や分布を評価する。脊髄
炎を合併している場合は脊髄MRI。傍腫瘍性

脳脊髄炎などが鑑別になる場合は全身検索の
画像検査を行う。各種感染症検査が陰性で
あった場合は自己免疫性脳炎の可能性を考え、
脳炎と関連する自己抗体の測定が可能な施設
への検査依頼を検討する。

3．治療
　脳炎が疑われた時点で、単純ヘルペス脳炎
を念頭にアシクロビルの点滴静注を開始し14－
21日間継続する。臨床症状、髄液単純ヘルペ
スDNA PCR法、MRI所見などから診断が否
定的となれば中止可能である22）。また、細菌や
結核など他の病原体が原因である可能性が否
定できない状況であれば、抗菌薬や抗結核薬
などとアシクロビルを併用する場合もある。各
種培養検査やPCR検査の結果が出揃い次第、
治療内容を最適化する。
　感染症による脳炎を否定できた時点、もしく
は自己免疫性脳炎を疑った時点から副腎皮質ス
テロイド治療、免疫抑制剤、血液浄化療法な
どが治療選択肢となる。

Ⅳ．プリオン病

1．症状/疫学
　プリオン病は感染因子プリオン（prion）によ
る感染性で致死的な神経変性疾患の一群であ
り、種の壁を越えて伝播する人畜共通感染症で
ある30）。健常人の脳にも発現している正常プリ
オン蛋白が何らかの原因により伝播性を有する
異常プリオン蛋白に変化し、主に中枢神経内に
蓄積することによって急速に神経障害を来す。
　クロイツフェルト－ヤコブ病 （Creutzfeldt-
Jakob病：CJD）がプリオン病の中では最も高
頻度であり、孤発性CJD、家族性CJD、医原
性CJD、変異型CJDなどの存在が知られてい
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る。孤発性CJDはCJD全体の85-95%程度を
占め、100万人に1人の割合で発症するとされ
る31）。
　孤発性CJDはプロテアーゼ抵抗性プリオン
蛋白のウエスタンブロット解析とプリオン蛋白コ
ドン129多型の組み合わせにより6つのサブタ
イプに分類される32）。サブタイプによって臨床
経過は異なるものの、典型例ではまず倦怠感、
ふらつき、めまい、活動性の低下、視覚異常、
抑うつ傾向などの非特異的症状がみられ（第1
期）、その後急速進行性の認知症やミオクロー
ヌスが出現し（第2期）、最終的には無動性無
言で寝たきり状態となる（第3期）30）。 

2．診断
　現在、日本のCJDサーベイランスでは孤発
性CJDに関してWHO診断基準を採用してお
り、神経症候、検査所見をもとに診断を検討
する（表4）。診断のために必須の検査として、
頭部MRI検査、髄液検査、脳波検査がある。
頭部MRIは典型例では拡散強調像で大脳皮質
や基底核が高信号となり、CJDを疑う契機とな
る重要な所見である34）（図4A）。 髄液検査で
は、脳脊髄液中の14－3－3蛋白が診断に有用
とされる35）。脳波検査では周期性同期性放電
が経過中に出現する場合がある36）。これらの
検査の感度が前述のサブタイプによって異なる

図 4　クロイツフェルト－ヤコブ病の頭部 MRI 所見 / 中枢神経病理所見
A：頭部 MRI 拡散強調画像で左前頭葉優位の大脳皮質に沿った高信号や大脳基底核の高信号を認める（自験例）
B：HE 染色 . 大脳皮質に小さな穴があいて海綿状になっているのが特徴である（愛知医科大学加齢医科学研究所 吉

田眞理先生のご厚意により転載）

表 4　孤発性 Creutzfeldt-Jakob 病の診断基準（Zeidler, et ai., 1998 33）より引用）

1. 確実例
特徴的な病理所見を有する又はウェスタンブロット法や免疫染色法で脳に異常 PrP を検出。

2. ほぼ確実例
病理所見がない症例で、進行性認知症を示し、脳波で周期性同期性放電（PSD）を認める。 
更に、ミオクローヌス、錐体路 / 錐体外路障害、小脳症状 / 視覚異常、無言・無動状態の
うち 2 項目以上示す。
あるいは、「3. 疑い例」に入る例で、髄液 14 － 3 － 3 蛋白陽性で全臨床経過が 2 年未満。

3. 疑い例
ほぼ確実例と同じ臨床症状を呈するが，PSD を欠く
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点には注意が必要である。病理学的には肉眼
的に脳の萎縮、特に大脳皮質の萎縮がみられ、
組織学的には著明な神経細胞脱落を伴う海綿
状態を呈するのが特徴である（図4B）。

3．治療
　プリオン病の治療は対症療法のみであり、進
行を抑制すると証明された治療法は現時点では
ない。一度発症すると症状は一貫して進行性で
あり、患者・家族には専門職による適切な心理
社会学的サポートが提供される必要がある。

Ⅴ．おわりに

　髄膜炎/脳炎は原因によっては急性期に重
篤な症状を呈する場合があるが、適切に診断、
治療をすれば寛解する症例も多く、高齢者救
急における重要な疾患群である。プリオン病は
稀な疾患ではあるが認知症の鑑別疾患の1つで
あり、今後社会の高齢化に伴い発症率が増加
していく可能性がある。 治療法がない進行性
の疾患であるが、医療者として苦悩や不安を抱
える患者・家族を支えていく必要がある。
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愛知医科大学 皮膚科学講座 教授

渡辺　大輔

Ⅱ．帯状疱疹の疫学

　帯状疱疹はヘルペスウイルス属に属する水
痘・帯状疱疹ウイルス（varicella-zoster virus 
：VZV）の再活性化による病態であり、片側
の支配神経領域に一致した疼痛と小水疱の帯
状の集簇を特徴とする。帯状疱疹は高齢者に
多い疾患であるが、日本皮膚科学会が行った
皮膚科受診患者の多施設横断調査においても、
55歳以上で患者数の著明な増加がみられた1）。
宮崎県での10年間にわたる大規模疫学調査で
は、帯状疱疹患者数は10年間で23%増加して
いたが、その要因として、50歳代以下での発
症率がほとんど変わらない一方で、60歳以降
での発症率の顕著な増加があるためと考えられ
た2）。加齢による帯状疱疹発症の増加の原因と

Ⅰ．はじめに

　帯状疱疹（herpes zoster）は水痘・帯状疱
疹ウイルス (varicella-zoster virus: VZV) の再
活性化で生じる皮膚疾患で、体の片側の神経
支配領域に沿って水疱病変が帯状に配列する
有痛性の疾患である（図１）。帯状疱疹は高齢
者での発症が多くなるだけではなく、重症化に
よる合併症発症や後遺症である帯状疱疹後神
経痛（postherpetic neuralgia: PHN）のリスク
が高まる。本稿では最近の調査を基にした帯
状疱疹の最新の疫学動向、帯状疱疹の診断、
また高齢者での帯状疱疹の特徴や治療の注意
点を急性期治療および疼痛管理に関して述べる
とともに、ワクチンによる帯状疱疹の予防につ
いても触れたいと思う。
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しては、 VZV特異細胞性免疫が低下する事が
その原因であると考えられている。また、この
細胞性免疫低下は帯状疱疹の重症化や帯状疱
疹後神経痛（PHN）の発症に関わっている事
が明らかになってきている3 ～ 5）。

Ⅲ．帯状疱疹の診断

　典型的な帯状疱疹は有痛性の紅斑、丘疹、
水疱が支配神経領域に片側に出現するといっ
た現症から視診及び問診で診断可能であるが、
虫刺症、接触皮膚炎、丹毒等との臨床的鑑別
が必要な時がある。臨床的に診断が困難な場
合、以下に挙げる検査を組み合わせて行ってい
く。

1．Tzanck試験
　Tzanck試験はウイルス感染した表皮角化細
胞を検出する検査である。外来で簡便にでき、
ヘルペス性の皮膚病変の確認には非常に力を
発揮する。ただし、単純疱疹と帯状疱疹の鑑
別はできない。
　具体的な方法だが、剪刀、摂子などで水疱
蓋を一部切除し、内側をスライドガラスにスタ

ンプする。びらん面の場合は綿棒でびらんをこ
すり、スライドグラスに接触させる。自然乾燥、
もしくはライターでごく軽くあぶって乾燥させ、
メタノール固定、ギムザ染色を行うが、ギムザ
原液を用いれば数分で固定、染色が可能であ
る。水洗後、顕微鏡で多核巨細胞の有無を観
察する（図2）。慣れないうちは周囲にあるリン
パ球と大きさを比べると見つけやすい。
　PCR法と比 較したTzanck試 験の感 度は
76.9%、特異度は100% と報告されている6）。
水疱病変では検出率が高いが、びらん、痂皮
病変、また日数が経った病変では検出感度が
落ちる。

2．蛍光抗体法
　水疱性病変から単純疱疹、帯状疱疹を鑑別
したい時に用いる。またHSVの型判定も可能
である。Tzanck試験と同様に検体を採取した
後にアセトン固定し、ウイルス抗原（HSV－1、
2あるいはVZV）に対するFITC 標識モノク
ローナル抗体を用いて染色し、蛍光顕微鏡で
ウイルス抗原陽性細胞を検出する。30分程度
で診断可能であるが、検査の感度があまり高く
ない事もあり、細胞量をある程度確保しないと
偽陰性となる場合がある。保険適用もあり、蛍

図１　帯状疱疹の臨床像 図２　Tzank試験でみられるウイルス性巨細胞
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光顕微鏡が無い場合は検査受託会社への外注
が可能であるが、検査結果の報告までには2
～ 3日ほど必要である。

3．迅速VZV抗原検出法
　イムノクロマトグラフィーを用いてVZV抗原
を迅速に検出できるキット（「デルマクイック® 
VZV」）が2018年初頭に販売開始となる予定
である。検査は10 ～ 15分ほどで完了し、臨
床診断に対する本キットの有病正診率、無病
正診率、診断効率はそれぞれ85.0%（68/80）、
97.4%（76/78）、91.1%（144/158）と信頼度が
高い7）。またHSVや皮膚常在菌とも交差反応
性は無く、特異度の高い検査と言える。 

4．血清学的診断
　抗体価測定はウイルス感染症の診断に用いら
れるが、 VZVを含むヘルペスウイルスは宿主に
潜伏感染するウイルスであり、帯状疱疹は再活
性化による病変であるため、抗体価による診断
は慎重に判断する必要がある。つまり、抗体価
が陽性になったからといっても、それは単に過
去に感染既往歴があったことを証明するだけに
過ぎず、現在の感染を示すものではない。あく
までペア血清による抗体の有意上昇をみること
で直近の感染の証明が可能になるという事を
念頭に置いておかねばならない。つまり、1回
の抗体価測定のみで、現在の感染を証明する
事は困難である。また、HSVとVZVの抗体価
測定には交差反応があり、HSV初感染の場合、
VZV既感染患者においてVZV抗体が先に上
昇を示す事があったり、VZV初感染の場合に、
HSV既感染者ではHSV抗体価が上昇する事が
ある8）。さらに、再活性化の場合血清抗体価
が早期に上昇するためペア血清での有意上昇
が把握できないこともある。HSV、VZVの血

清診断には種々の方法があるがいずれにしても
以上のような事を念頭に置いた上で検査を選択
し、結果を判断していく事が重要である。 

5．病理学的検査および免疫組織染色
　迅速性には欠けるが、ヘルペス性毛包炎など
非典型的病変の診断には生検による病理学的
検査や、免疫組織染色によるウイルス抗原の
同定が診断に有用である。 VZV感染における
表皮の変化としてはウイルス感染細胞の空胞変
成や網状変性があり、表皮内水疱を形成する。
また、核内にfull型やCowdry A型の核内封
入体がみられ、互いに融合して多核巨細胞を形
成し、水疱内に脱落する（図3）。角化細胞の
これらの変化はTzanck試験で塗抹細胞に見ら
れる変化と同様である。免疫組織染色ではこ
れらの変性した角化細胞に一致してウイルス抗
原が陽性となる。VZV感染では表皮だけでな
く真皮上層の結合織細胞、血管・リンパ管の
内皮細胞、脂腺上皮細胞や神経周膜にも感染
が認められる事が多い。また、リンパ球、好中
球の血管周囲性浸潤が真皮網状層深部に及ん
だり、フィブリノイド壊死を伴う好中球核破砕
性血管炎がみられたりすることがある9）。

図３　帯状疱疹の組織像
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Ⅳ．帯状疱疹の合併症

　帯状疱疹の合併症は中枢神経系、血管系、
末梢神経系、眼科系、耳鼻科系のものがあり、
特に頭頚部の帯状疱疹では注意すべきである

（表１）。合併症を疑った際には、原疾患である
帯状疱疹の治療とともに、関連他科と連携して
合併症の治療も行っていく必要がある。 

1．中枢神経系合併症
　帯状疱疹脳炎は帯状疱疹の稀な合併症であ
る。皮疹出現後1 ～ 2週間で発症することが多
いが、皮疹出現3 ～ 6週間前に発症する事もあ
る。また皮疹の出現なく、脳炎を発症する事も
ある。致死率は10%程度といわれている。時
に抗ウイルス薬による脳症との鑑別が必要な場
合があるが、画像診断や髄液検査によるウイル
スDNAの検出とともに発熱や頭痛、髄膜刺激
症状といった症状の有無が鑑別の手がかりとな
る。脊髄炎は水痘・帯状疱疹ウイルス（VZV）
の皮疹部知覚神経から脊髄への直接浸潤によ
り発症する。胸部帯状疱疹で多く、皮疹出現

後平均12日で発症する。また、免疫抑制患者、
AIDS患者での発症が多い。臨床症状としては
下肢の感覚障害を伴う排尿障害で初発する事
が多く、中には後遺症を残す例もある。

2．血管系合併症
　血管系の合併症は帯状疱疹後の脳梗塞とし
て知られる。VZVの脳血管への侵入により、
壊死性血管炎から血管塞栓や血栓を形成する
と考えられ、致死率は20－25% である。臨床
症状としては眼部帯状疱疹後の頭痛と片麻痺
がある。帯状疱疹発症7週までに症状が出現す
ると言われているが、6 ヶ月後に出現した例も
存在する。

3．運動神経麻痺
　三叉神経と頚神経、腰神経で問題となること
が多い。最も罹患率の高い胸神経では、腹筋
麻痺のため腹壁の膨隆をきたすことがあるが、
患者も医師も見過ごすことが多い。通常は3 ～
6カ月の経過観察のみで症状はほぼ正常に回復
する。S3－4領域の帯状疱疹では排尿、排便
障害をきたす場合がある。

表１　帯状疱疹の合併症

○中枢神経系
　○脳髄膜炎
　○脊髄炎
○血管系
　○脳血管障害
○末梢神経系
　○運動神経麻痺
　○帯状疱疹後神経痛

○眼科系
　○眼瞼結膜炎
　○角膜炎
　○ぶどう膜炎
　○網膜炎
○耳鼻科系
　○耳鳴
　○目眩
　○顔面神経麻痺
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4．眼科系合併症
　帯状疱疹の眼科系合併症として眼瞼結膜炎、
角膜炎、虹彩毛様体炎、網膜炎があり、視力
低下などに注意が必要である。三叉神経第１
枝領域の帯状疱疹で、鼻尖部、鼻背部にも皮
疹が認められる場合、高率に眼科系合併症を
きたす事が知られている（Huchinsonの法則、
図4）。

5．耳鼻科系合併症
　耳鼻科系の合併症としてHunt症候群が知ら
れている。耳介の帯状疱疹、顔面神経麻痺、
耳鼻科的症状（耳鳴、目眩、難聴）が三主徴
であるが、すべてがそろわなかったり、時期が
ずれて出現する事も多い（図5 a、b）。耳介周
囲のわずかな発赤や腫脹（左右差を注意深く
観察する）耳痛・後頭部痛、味覚障害や舌の
痺れなどを観察する事が診断に有用である。

Ⅴ．帯状疱疹の治療

　一般に、高齢者の帯状疱疹は皮疹や急性
期痛など急性期の症状が重症であるとともに、
帯状疱疹後神経痛（postherpetic neuralgia: 
PHN）発症のリスクも高まるため、重症度や合
併症に応じた抗ウイルス薬による全身治療を出
来るだけ早期から行う必要がある。抗ウイルス
薬は腎排泄性の薬剤であるため、腎機能に応
じた適切な減量を行う。最近、従来の核酸ア
ナログとは作用機序の異なる、ヘリカーゼ・プ
ライマーゼ複合体阻害薬が使用可能になった。

1．抗ウイルス薬（核酸アナログ製剤）
による治療

　帯状疱疹の治療の基本は、抗ヘルペスウイ
ルス薬の全身投与である。日常臨床では経口
抗ヘルペスウイルス薬が主に用いられる。現在
承認されている核酸アナログ製剤の経口抗ヘ

図４　Hutchinsonの法則 図5  Hunt症候群

a：右耳介の帯状疱疹
b：同側の顔面神経麻痺
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ルペスウイルス剤にはアシクロビル（ゾビラック
ス®）、バラシクロビル（バルトレックス®）、ファ
ムシクロビル（ファムビル®）の3種類がある。
バラシクロビル、ファムシクロビルはそれぞれア
シクロビル、ペンシクロビルのプロドラッグのた
め高い血中濃度が得られ、抗ウイルス作用を発
揮する上で効果的である。核酸アナログ製剤
は腎排泄性であり、用量依存性に腎障害や精
神神経系の障害（脳症、構語障害、幻覚、譫
妄など）を引き起こす可能性のある薬剤である
ため、腎機能に応じた減量投与を行う（表２）。
一方、加齢により腎機能は低下する。70歳以上
の高齢者では推算糸球体濾過量（eGFR）の平
均は50ml/min/1.73m2と若年正常者の50%程
度まで低下している10）。そのため、腎機能障害
がないと思われる場合でも、70歳以上の高齢
者に対しては、はじめから抗ウイルス薬の減量
投与を考えた方がよい。また、一般に高齢者は
水分摂取量が低下しているため、抗ウイルス剤

内服中は飲水を促した方がよい。また、重症例、
合併症を持つ症例では入院で点滴静注を行う
とともに、必要に応じて他科と連携した治療を
行う。

1）新規抗ヘルペスウイルス薬アメナリーフ
　アメナメビル（開発名ASP2151、商品名アメ
ナリーフ®）はアステラス製薬が開発し、マル
ホが臨床試験を実施して2017年7月に認可さ
れ、2017年9月に発売開始された新規抗ヘル
ペスウイルス薬である。アメナメビルはヘリカー
ゼ・プライマーゼ阻害薬として抗ヘルペスウイ
ルス作用を発揮する。ヘリカーゼ・プライマー
ゼとは、VZVではhelicase ORF55、primase 
ORF6、cofactor ORF52の3つの蛋白の複合
体酵素である。この酵素は、ウイルスの2本
鎖DNAをほどいて2本の1本鎖にするヘリカー
ゼ活性、そしてそれぞれの1本鎖となった鋳
型DNAにDNA複製の起点となるRNAプライ

CCr(ml/
min)

アシクロビル
錠

アシクロビル
注射用

CCr(ml/
min)

バラシクロビル
錠

CCr(ml/
min)

ファムシクロビル
錠

>50 1回800mgを
1日5回

8時間ごと
5mg/kg ≧50 8時間ごと

1000mg ≧60 1回500mgを
1日3回

25〜50 1回800mgを
1日5回

12時間ごと
5mg/kg 30〜49 12時間ごと

1000mg 40〜59 1回500mgを
1日2回

10〜25 1回800mgを
1日3回

24時間ごと
5mg/kg 10〜29 24時間ごと

1000mg 20〜39 1回500mgを
1日1回

<10 1回800mgを
1日2回

24時間ごと
2.5mg/kg <10 24時間ごと

500mg（※） <20 1回250mgを
1日1回（※2）

※ 血液透患者では24時間ごと250mg（血液透析日は透析後に投与）

※2 血液透患者には250mgを透析直後に投与する．なお次回透析前に追加投与は⾏わない

表2　腎機能障害帯状疱疹患者における抗ウイルス薬の用量

※ 血液透析患者では 24 時間ごと 250mg（血液透析日は透析後に投与）
※ 2 血液透析患者には 250mg を透析直後に投与する．なお次回透析前に追加投与は行わない
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マーを合成するプライマーゼ活性を持つ。RNA
プライマーが合成されると、それを起点として
ウイルスのDNAポリメラーゼが働き、相補的ウ
イルスDNA伸長を開始する11）。このようにアメ
ナメビルは既存の核酸アナログよりもより早い
段階でウイルスDNAの複製を阻害する。
　アメナリーフの特徴としては、VZV DNA複
製阻害作用の強さと、薬物動態の良さから、1
日1回投与で十分な抗ウイルス作用を発揮する
こと、既存の抗ヘルペスウイルス薬と作用機序
が異なるため、交差耐性を示さないこと12）、さ
らに、前述のように既存の経口抗ヘルペスウイ
ルス薬は全て腎排泄性のため、腎機能の程度
に応じて投与量を調節する必要があるが、本剤
は主として胆汁から糞便に排泄されるため、容
量調節の必要はないという３点が挙げられる。
　帯状疱疹患者に対するアメナメビルの有効
性及び安全性について、VACVを対照に多施
設共同で第Ⅲ相二重盲検比較試験が実施さ
れた13）。20歳以上80歳未満、皮疹発現後72
時間以内の帯状疱疹患者751例をアメナメビ
ル200mg、400mg（1日1回、７日間）および
VACV（3000mg分3、７日間）の３群に分け
検討したところ、投与開始4日目までの新皮疹
形成停止率は、アメナメビル 200mg群69.6% 

（172/247例）、アメナメビル 400mg群81.1％
（197/243例 ）、VACV群75.1 ％（184/245例 ）
だった。アメナメビル 400mg群とVACV群の
差の推定値［両側95％信頼区間］は7.1％［－
0.2 ～ 14.4％］であり、アメナメビル 400mg群
のVACV群に対する非劣性が検証された（P＜
0.0001）。
　臨床検査値異常を含む副作用は、アメナ
メビ ル 400mg群 で249例 中25例（10.0 ％）、
VACV群で249例中30例（12.0％）に認めら
れた。アメナメビル400mg群の主な副作用は、

フィブリン分解産物増加5例（2.0％）、心電図
QT延長4例（1.6％）、β－NアセチルDグルコ
サミニダーゼ増加3例（1.2％）、α1ミクログロ
ブリン増加3例（1.2％）等であり、死亡例を含
む重篤な副作用および投与中止に至った副作用
は認められなかった。

2．疼痛治療
　急性期痛に対しては非麻薬系鎮痛薬の内服
が第一選択となる。NSAIDsはCOX阻害作用
を有するため、胃粘膜障害や腎血流量減少と
いった副作用があり、特に高齢者に多く、また
腎排泄性の薬剤である抗ウイルス薬を投与中の
急性期帯状疱疹患者では慎重に投与すべきで
ある。また最近では、NSAIDsによる脳血管
イベントの発症率増加も懸念されていることを
知るべきである14）。米国老年医学会による高
齢者の疼痛治療ガイドラインにおいても、アセ
トアミノフェンが第1選択薬として推奨されてい
る15）。また、急性期の高度な持続痛や電撃痛
など患者のQOLが著しく低下している場合に
は、急性期からのオピオイドの使用は効果があ
る16）。 
　PHN治療に関しては、近年、様々な疼痛治
療薬について、無作為化対照試験が行われる
とともにmeta-analysisを用いた有効性の解析
がなされ、それらのエビデンスに基づき、 2007
年に国際疼痛学会(International Association 
for the Study of Pain:IASP)より神経障害性
疼痛の薬物療法指針が提示された17）。また、
我が国においても2011年に日本ペインクリニッ
ク学会から神経障害性疼痛薬物療法ガイドライ
ンが発表され、2016年には改訂第二版が発表
されている （図6）18）。
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Ⅵ．帯状疱疹の予防

1．帯状疱疹生ワクチンについて
　ワクチン接種によりVZVに対する特異的細
胞免疫を誘導することで帯状疱疹発症の予防
や重症化の阻止が期待できる。米国での、60 
歳以上の約4万名を対象とした大規模な無作
為化二重盲検プラセボ対照試験では、帯状疱
疹ワクチン接種後平均 3.12 年の追跡期間中、

帯状疱疹発症頻度はワクチン群がプラセボ群
に比して 51.3%減少、PHNは 66.5%減少、重
症度も61.3%減少したことが報告されている
19）。ワクチンの副反応は接種部の局所反応が主
体で、重篤なものは見られなかった。また、そ
の後のサブ解析で、60歳代接種群の方が70歳
以上接種群に比べワクチン効果が高いことが明
らかとなった20）。米国では 2006年5月より免
疫能正常な60歳以上を対象として帯状疱疹ワ
クチンの接種が推奨されていたが、2011年3月	図6	
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図6　神経障害性疼痛薬物療法アルゴリズム
（神経障害性疼痛薬物療法ガイドライン改訂第2版,201618）より引用）
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からはその年齢が50歳以上に引き下げられた。
　わが国でも水痘ワクチンは1986年に認可
され、2014年に 小児に対 する水 痘予防の
定 期 接 種 が 開 始 され た が、2016年3月に
ZOSTAVAX®と本質的に同じワクチンである
ことに基づき、帯状疱疹に対する予防効果は
医学薬学上公知であるとして、「50歳以上の者
に対する帯状疱疹予防」の効能追加が認めら
れた。

2．帯状疱疹生ワクチンの問題点
　帯状疱疹生ワクチンの問題点として、効果減
弱と摂取不適格者の問題が挙げられる。臨床
治験後の長期追跡調査により、ZOSTAVAX®
のワクチン効果は8年、疾病負荷に対する効果
は10年で統計学的に有意な効果が消失するこ
とが判明している21）。また生ワクチンのため、
妊婦、非寛解状態の血液がん患者、造血幹細
胞移植後、固形がんで3か月以内に化学療法施
行の患者、免疫抑制療法施行中の患者やHIV
患者など帯状疱疹発症リスクが高いと思われる
患者には禁忌であることが問題点としてあげら
れる。 

Ⅶ．新規帯状疱疹ワクチンの　
　　開発状況

　新規ワクチン候補として、VZVの糖タンパク
gEとアジュバントAS01Bとから構成されるサブ
ユニットワクチンであるHZ/suの開発が進めら
れている。HZ/suは第I、II相試 験 で、HIV 
患者など免疫抑制患者での安全性と22）、高齢
者において少なくとも３年間の強い免疫誘導能
が確認されている23）。
　HZ/suの第III相試験は、国際共同プラセボ
対照研究として日本を含むアジア、アメリカ、ヨー
ロッパ18カ国、50歳以上の健常人（帯状疱疹

の既往もしくはワクチン接種歴のあるものは除
外）15,411人を対照に行われた24）。平均3.2年
間の観察期間中、ワクチンによる帯状疱疹発症
阻止効果は97.2%と驚くべき結果が得られた。
また年齢による効果の差も見られなかった。プ
ラセボに比べ副反応の発現率は高かったが、
軽度～中程度であり一過性のものであった。ま
た、平行して行われた試験とのプール解析（70
歳以上、計16,596例）をしたところ、帯状疱
疹に対するワクチン有効率は91.3％、帯状疱疹
後神経痛への有効率は88.8％であり、PHNに
対する高い有効性も証明された25）。本ワクチン
は米国、カナダで認可されたが、現在我が国
でも認可申請中である。

Ⅷ．おわりに

　以上帯状疱疹の診断、治療、予防について、
特に高齢者に多い疾患であるということを念頭
に置いて解説した。
　今後は新薬による治療もそうだが、ワクチン
による予防が重要になってくると思われる。本
稿が今後の帯状疱疹診療の一助になれば幸い
である。
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Ⅰ．わが国の超高齢化社会と介護　
　　サービスの現状から見える課題
1．超高齢化社会の現状と今後
　2016年11月1日現在のわが国の総人口は1
億2,673万7千人で、2013年以降わずかずつ減
少傾向にある。一方、65歳以上は3,463万3千
人（総人口に対して27.3％）で第2次世界大戦
後増加の一途を辿っている1）。これは2010年
の諸外国の高齢化率（アメリカ；13.1％、イギ
リス；16.6％、フランス；16.8％、ドイツ；20.8％、
韓国；11.1％、中国；8.4％、インド；5.1％）
に比し、群を抜いて高く、2042年頃には高齢
者数はピークを迎えるものの、総人口の減少に
より高齢化率はさらに上昇を続け、2060年に
は39.9％に達すると推計されている2）。また、
65歳以上の高齢者と15 ～ 64歳 （現役世代）

の比率では、1950年には1人の高齢者に対して
12.1人の現役世代がいたのに対し、2015年に
は2.3人、さらに2060年には1.3人までに低下
するとされている2）。今後は高齢化がさらに進
み、厚生労働省が提唱する地域包括ケアシステ
ムに示されている、高齢者の医療・介護・予防・
住まい・生活支援を、全国民が常に意識して日
常生活を送らなければならないことが明白であ
る。

2．介護サービス・高齢者向け住宅の
　　現状と今後の課題
　介護保険を利用した介護サービスは、要支
援1 ～ 2と認定された方が利用できるサービス：
予防給付と要介護1 ～ 5と認定された方が利
用できる介護給付に大別され、予防給付では、
介護予防サービス事業所、地域密着型介護予
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防サービス事業所、介護予防支援事業所（地
域包括支援センター）、介護給付では、居宅サー
ビス事業所、地域密着型サービス事業所、居
宅介護支援事業所に加え、介護保険施設があ
り、それぞれの事業所が利用者に適した訪問、
通所、短期入所、入所のサービスを提供する
システムである。2015年10月1日の時点で介護
サービス事業所として、訪問介護が34,823事
業所、通所介護が43,406事業所、介護保険施
設として「介護老人福祉施設（＝特別養護老人
ホーム：特養）」が7,551施設、「介護老人保健
施設（老健）」が4,189施設、「介護療養型医療
施設（療養病床）」が1,423施設で、療養病床
を除き毎年大きくその数が増えている3）。
　次に高齢者向け住宅というカテゴリーでみる
と、老人ホームや介護施設は、利用者の医療
依存度や介護度によってさまざまなものがある。
上記の介護保険施設である公的な3つの施設
はいずれも医療依存度、介護度とも高い利用
者が利用できるが、その他様々なタイプの有料
老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅、認
知症高齢者グループホームなどがある。高齢者
向け住宅の定員数の動向では、療養病床（介
護療養）を除き、右肩上がりで定員数が増えて
おり、特に特養と有料老人ホームの伸びが大き
い4）。2014年10月の時点での総定員数は約169
万人に上り、大きな増加傾向が継続している。
2000年と2014年で比較してみると、とくに特
養で1.8倍、有料老人ホームで10.5倍、認知症
高齢者向けグループホームでは実に33.9倍の
伸びを示している。
　一方、同時期の病院および一般診療所の病
床総数は1,680,712であり5）、これは徐々に減
少しつつあるため、現状ではすでに高齢者向
け住宅の定員総数が病床数を上回って、今後
その差が広がってゆくことは明らかである。た

だし、従業者数を比べてみると病院では1.22
人/1ベッドであるのに対し、介護保険施設で
は0.64人/1ベッドと約半数であり、介護現場
でのケア量も踏まえると、従業員一人当たりの
負担がより大きいことがわかる。この計算は病
院では常勤職員換算での数値だが、介護保険
施設では常勤：非常勤が87：13であり、介護
現場での業務負担はそういう意味でも高い状
況 6）であるとともに、このままではさらに負担
は増えるばかりであることが懸念される。これ
を打開するためには十分な数の従業員の確保と
待遇改善が最重要課題となっている。当然のこ
とながら、感染対策の質の担保という意味でも
大きな課題である。

Ⅱ．介護施設における医療・ケア内容
　　の特徴と医療関連感染のリスク
1．介護施設を利用する高齢者の特徴
　高齢者は一般に易感染状態にあり、感染症
に罹患しやすく重症化しやすいと言われてい
る。この背景として、加齢そのものによる免疫
機能低下はもちろんあると考えられるが、むし
ろ悪性腫瘍や脳血管障害後遺症、慢性呼吸器
疾患、糖尿病、などの基礎疾患や低栄養の影
響が大きいと思われる。また、ADL低下者が
多いこと、感染症を発症しても典型的な症状が
現れずに診断が難しい場合があることに加え、
病院入院患者よりは数は少ないが、病原微生
物の侵入を防ぐ皮膚・粘膜バリアの破綻（静脈・
気道・尿道・経腸栄養ルートの確保などの体内
留置医療器具使用や褥瘡発生等）がある場合
も多く、感染症が発症すれば生命予後に係る
状態に陥ることも少なくない。

薬剤耐性菌対策



203

2．介護施設における医療・　　　　
　　ケアサービス内容の特徴
　介護施設における日常の医療・サービス内容
としては、いわゆる介護サービスである食事・
排泄・入浴・機能訓練・褥瘡予防（皮膚圧迫・
床ずれなどの外力解除や体位変換、スキンケア
など）・肺炎予防（口腔ケア、気道・口腔吸引
処置など）・胃瘻や経腸栄養チューブ管理・人
工肛門管理が代表的なものである。すなわち、
入所者の体表面や体液に職員が直接触れる機
会および時間が病院での医療・ケアより相当多
いということを認識しなければならない。また
職員と入所者が各居室で接することに加え、そ
の人らしい生活を支援するための様々な触れ合
い、たとえば集団でのイベント（カラオケ、テレ
ビ観賞、ゲーム大会など）における、入所者同
士の交流・接触の機会が数多いことも病院との
大きな違いとなる。

3．介護施設における医療関連感染の
　　リスク
　介護施設入所者の易感染性、職員と入所者
の触れ合う機会や入所者同士が一堂に会する
時間が多いことを勘案すれば、実は介護施設
における感染症伝搬のリスクは病院にもまして
高いと考えられる。すなわち感染症伝搬の鎖が
ありとあらゆる場面に張り巡らされていると言っ
て良い。集団感染やアウトブレイクも簡単に起こ
りうるという認識を持って対策に当たらなけれ
ばならないことを、全職員がしっかり共有する
必要がある。またいくら職員が感染予防策を遵
守していても、入所者によってはその認知機能
の低下から協力や理解が得られなかったり、特
に清潔・衛生管理の認識ができずに不潔行動
をとってしまったりするケースもあり、環境整備
のレベルを適切に保ちつつ、入所者や家族の

協力も得ないと感染伝搬のリスク回避ができな
いという現実に向き合わなければならない。一
方、先に述べたように病院に比し介護サービス
現場ではひとりの利用者を担当する職員が少な
い現状、また病院職員のようにある程度医療関
連感染対策の教育・研修を受ける機会が少な
かったり、感染対策のキーパーソンが不在だっ
たり、ICT活動、地域連携など医療関連感染
対策の体制整備が必ずしも十分ではない状況
もリスクであると言える。現場職員もこれらのこ
とを十分認識しており、不安を抱えて日常業務
を行っていると推察される。
　実際に、厚生労働科学研究費補助金、新
興・再興感染症及び予防接種政策推進研究事
業「地域連携に基づいた医療機関における薬
剤耐性菌の感染制御に関する研究」で2016年
度に行った「介護保険施設における薬剤耐性
菌対策に関するアンケート調査報告」7）によれ
ば、介護保険施設においては、標準予防策（手
指衛生、各種PPE使用、食器・リネンの取り
扱いなど）が十分実施されているとは言い難く、
薬剤耐性菌対策の知識・技術・専門職の不足
や連携施設とのネットワーク未整備などに大き
な課題が浮き彫りになり、現場職員の不安の現
実が明らかになっている。薬剤耐性菌保菌者の
施設利用制限の実態や感染防止対策物品のコ
スト問題なども改善点として指摘されている。

Ⅲ．介護施設における薬剤耐性
　　菌の疫学
1．わが国における薬剤耐性菌分離率
　図1は厚生労働省院内感染対策サーベイラン
ス事業（JANIS）検査部門一般向け期報・年
報 8）の情報をもとに作図した、過去10年間の
特定の薬剤耐性菌分離率年次推移を示す。薬
剤耐性菌として最も広く認知されているメチシリ
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ン耐性黄色ブドウ球菌（MRSA）はこの10年
右肩下がりの減少傾向にあり、同様に1例でも
検出されると院内感染対策上大きな負担となる
多剤耐性緑膿菌（MDRP）、カルバペネム耐性
緑膿菌やペニシリン耐性肺炎球菌（PRSP）な
ども減少してきている。一方でフルオロキノロ
ン耐性大腸菌や第3世代セファロスポリン耐性
大腸菌が右肩上がりに上昇しつつある。さらに
2015年から正式に集計対象となったカルバペネ
ム耐性腸内細菌科細菌（CRE）はまださほど多
くないものの、目立つようになってきており、今
後の動向に注意が必要である。

2．基質特異性拡張型βラクタマーゼ
産生菌（ESBL）の動向

　上記JANISや感染症法による感染症発生動
向調査でリストアップされない薬剤耐性菌とし
て、最近急性期病院や高齢者施設でMRSA同
様に数多く分離されるものとして基質特異性拡

張型βラクタマーゼ産生菌（ESBL）に注目した
い。以下に健常人及び高齢者施設における保
有状況をまとめてみた。

1）健常人におけるESBL産生菌保有率
　ESBL産生菌は世界中で急速に増加してお
り、家畜、愛玩動物や市中環境などにも広く拡
散している状況と言える。健常人糞便における
保菌率の検討では、2010－2011年では北南米、
欧州ではほぼ数～ 10％以内であったが、東南
アジアで69.3％、中東で63.3％、東アジアで
50.0％、アフリカで30.9％と地域によって大き
な差があるものの全世界的に徐々に高定着率
化してきている状況である9）。わが国の同時期
の調査では、単回検査では3.1％であったが、
糞便検体検査の検出限界を考慮して複数回検
査を実施した結果15.6％であり、この数値がよ
り正確な保有実態を表しているのではないかと
している10）。図1：JANIS検査部門公開情報による特定の耐性菌分離率年次推移
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https://janis.mhlw.go.jp/report/index.html より作図

分離率＝(対象菌の分離患者数)÷(検体提出患者数)×100(％)(％)

図 1　JANIS 検査部門公開情報による特定の耐性菌分離率年次推移
（厚生労働省院内感染対策サーベイランス事業ホームページより作図）

https://janis.mhlw.go.jp/report/index.html
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2）介護施設におけるESBL産生菌保有率
　介護施設におけるESBL産生菌保有率の検
討では、台湾で尿検体の36％ 11）、レバノン
で糞便検体の48.6％ 12）、米国でスワブ検体の
17％ 13）、スウェーデンで糞便検体の11％（在宅
高齢者では8.7％）14）と、健常人同様地域差が
あるものの、かなり頻度は高いことが分かる。
わが国の介護保険施設からの報告では、4つ
の施設の糞便検体で9.3％（3.4 ～ 21.0％）となっ
ており15）、他の2つの報告16、17）でも約22％で、
やはり入所者が相当高率に保菌している実態が
浮かび上がってきた。

Ⅳ．介護施設における薬剤耐性
　　菌感染対策 18）

1．一般的な感染管理体制
　介護施設では、MRSA、ESBLなどの薬剤
耐性菌対策はもちろんだが、インフルエンザ、
ノロウイルス関連胃腸炎、結核、疥癬などに代
表される集団感染予防対策を平素から確実に
実施しておく必要があり、まずは病原微生物の
種類にかかわらず、一般的な感染管理体制を
確認しなければならない。

1）感染対策委員会の設置
　入所者および職員の感染症発生状況・動向
の把握（サーベイランス）、入所者の感染症の
既往把握と部屋や感染予防策の指示、指針や
マニュアルの策定、職員研修会の実施、アウト
ブレイクの際のコントロールタワーの役割、情
報共有と職員への周知徹底などを担う、感染
対策委員会設置が必要である。メンバーは施
設長、事務長、医師、看護師、介護職員、生
活相談員、栄養士などの各職種の責任者で構
成されることが望ましく、定期的に、特に冬
場は最低月1回程度開催するべきだと考えられ

る。また委員会メンバーでも、それ以外の職員
から選任しても構わないが、医師、看護師、介
護職員などの中から感染制御チーム（Infection 
Control Team：ICT）を結成し、感染対策の
実働部隊を作っておくことも重要である。ICTメ
ンバーにInfection Control Doctor（ICD）や感
染管理認定看護師（Certified Nurse Infection 
Control：CNIC、いわゆるICN）の資格をもっ
た者がいれば理想的だが、少なくとも院内感
染対策に係る厚生労働省などの講習会などを
受講した職員が担当することが望ましい。

2）指針とマニュアルの策定
　「指針」は職員のみならず、広く入所者や家
族にも施設の方針を示すために必要である。ま
た「マニュアル」を策定して、具体的に職員が「い
つ」、「誰が」、「どのような方法で」対策を実施
すればよいかを明確に示し、特に環境整備を
担当する清掃職員・看護助手等には、「手順書」
の形でよりわかりやすく作業を確認してもらう必
要がある。マニュアルには感染管理の基本的考
え方と感染対策委員会の組織体制、平常時の
対策として標準予防策の徹底（手指衛生と適切
な個人防護具の使用）、食事・排泄・吸引・そ
の他の医療処置の際の注意点、感染症の早期
発見方策、環境整備と吐物・汚物を含めた血液・
体液の処理、また感染症発生時の発生状況把
握、拡大防止策、医療提供、保健所や行政へ
の報告、地域医療機関との連携などを盛り込ま
なければならない。また、必要に応じて実情に
あったタイムリーな見直しも必要になる。

3）職員の健康管理と研修
　定期健康診断やワクチン接種（B型肝炎、イ
ンフルエンザ、麻しん、風しん、水痘、おたふ
くかぜ）の徹底、職業感染防止策（針刺し・
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切創、皮膚・粘膜曝露などの感染症曝露後対策）
の整備、体調不良の際に速やかに職務を外れ
て帰宅できる（Sick leave）体制の徹底と勤務
シフト作りなどの対策もマニュアルに盛り込む必
要がある。また、入職時はもちろんのこと、そ
の後も定期的に全職員が必ず受けるべく感染対
策に係る各種研修の計画と実施を行わなけれ
ばならない。その際には積極的に連携医療機
関の協力を求めると良い。

2．薬剤耐性菌感染対策
1）薬剤耐性菌の伝搬様式
　各種薬剤耐性菌においては、保菌あるいは
感染している患者の体表面から細菌が自走する
ことはないので、基本的には寝たきりの入所者
であれば、職員や家族が直接接触することに
より伝搬拡大しうるし、またADLの自立した人
であれば、その入所者が触れた環境表面を介
して広がる。すなわち「接触感染」で広がるこ
とになる。したがって、直接・間接の接触の鎖
をどう断ち切るかが課題である。

2）薬剤耐性菌の伝搬リスクと居室管理
　病院では入院患者が介護施設利用者に比
し、さまざまな医療器具挿入による皮膚・粘膜
バリアの破たんの頻度が高く、より易感染性状
態にあることから、感染したら保菌のみでなく
発症のリスクが高い状態である。また薬剤耐
性菌であるからこそ使用できる抗菌薬が限定さ
れ、場合によっては予後に大きな影響を与える
ため、厳重な病室管理と標準予防策および接
触予防策の徹底遵守が求められる。一方、介
護施設では高齢者であるからこそ易感染状態
の入所者が多いのは確かだが、皮膚・粘膜バ
リアの破たんを来している人はある程度限定さ
れ、薬剤耐性菌が伝搬する場合も、次々に感

染症を発症して診療が必要になったり、予後に
影響が出てしまったりすることはより少ない。し
かしながら、薬剤耐性菌の立場になってみれば、
急性期病院ではその感染伝搬力が強く、介護
施設では伝搬しにくいのではなく、感染の鎖が
つながれば同様のリスクで伝搬することは忘れ
てはならない。
　したがって、介護施設においても感染予防
策を講じない場合には少なくとも入所者の間
で薬剤耐性菌の保菌者は増加してしまい、結
果的にそれらの患者自身がすぐに発症しなくて
も、急性期病院に転院になった場合はその病
院に薬剤耐性菌を持ち込む形となって、本人の
発症ばかりか、他の患者へのリスクも持ち込む
ことになるため、基本的には標準予防策および
接触予防策を遵守しなければならない。とくに
VRE、MDRP、MDRA、VRSA、CREなどは
薬剤耐性菌の中でもより使用できる抗菌薬はご
くわずかに限られるため、介護施設においても
1例でも検出したら原則個室管理など、急性期
病院と同様の対応が必要である。
　一方、MRSA、ESBL産生菌など、他の薬
剤耐性菌よりはまだ使用できる抗菌薬が残って
おり、健常者でも介護施設入所者でもある程
度無症状保菌者が存在する細菌においては、
現場での個室あるいはコホーティング管理を徹
底し、厳重な接触予防策をとることは現実的に
は不可能であろう。このような場合は、その患
者さんの体液の飛散状況を勘案して、個室管
理などの対策をとるべきか否かを判断すべきで
ある。すなわち、全身の熱傷、難治性の下痢、
喀痰吸引を頻繁にしなければならないような状
況などは、原則個室管理が対応しやすいが、
菌の拡散度が低く、排出される部分を覆うこと
ができる場合は、部屋の管理で特別な配慮の
必要はないと考えられる。
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　また、介護施設では居室のみならず、その人
らしい生活を支援するための様々な集団でのイ
ベント（カラオケ、テレビ観賞、ゲーム大会など）
があり、入所者同士の直接あるいは間接の接
触には少し配慮をする必要がある。薬剤耐性
菌保菌者をこのようなふれあいの機会から排除
することはやってはならないと思われ、現実的
には体液が飛散するような状況でなければ、入
所者自身に手指衛生などを遵守したうえで、参
加を許可すべきである。

3）介護施設利用の可否判断
　薬剤耐性菌保菌者を介護施設利用不可にす
ることは、人道的には許されることではない。
したがって、紹介元からすでに有る薬剤耐性
菌検出状況の情報は入手して、そのうえで適切
に部屋の選択や感染予防策の計画を立てるべ

きである。その場合、担当する全職員に情報
共有して、マニュアルを確認したうえで管理し
なければならない。また、入院時にスクリーニ
ング培養検査を実施するなどの対応は現実的
ではない。すでに検出されている情報の中で対
応することで、必要にして十分である。ただし、
体液飛散のリスクが高い患者においては、あら
かじめ紹介元と連携して、薬剤耐性菌保菌状
況を確認すべきである。

4）薬剤耐性菌感染対策のポイント
　介護施設における薬剤耐性菌感染対策のポ
イントを表1に示す。実際の現場では利用者の
薬剤耐性菌保菌状況をすべてスクリーニングし
ているわけではなく、薬剤耐性菌保菌者と認識
せずケアに当たっているケースがほとんどであ
る。一方で、薬剤耐性菌保菌者であれば、む

表 1　介護施設における薬剤耐性菌感染対策のポイント
•標準予防策の徹底遵守
　　手指衛生の徹底
　　血液・体液に触れることが予想される場合は患者毎の PPE（使い捨て手袋・ビニールエプロン）の交換
•接触予防策（体液拡散のリスクが高い場合（菌量が多い場合で、多量の喀痰・皮膚浸出液、下痢など）に追加実施）
　　使い捨て手袋・ビニールエプロンの使用、専用の体温計や血圧計の使用
•個室管理の考え方
　　単なる保菌のみでは配慮不要、体液拡散のリスクが高い場合は個室またはコホーティング、
　　大部屋で同室者の感染リスクが高い場合は配慮　　　　　
•環境整備
　　1 日 1 回以上実施、通常の環境整備用消毒剤で十分
•入所・リハビリテーション・イベント参加・その他行動制限は不要
　　保菌のみの理由での制限は禁止
•食器、リネンの特別扱いは不要
　　汚染されたリネンは他のリネンと分別し一次消毒（次亜塩素酸ナトリウム）後通常処理
•入浴は通常通り可能
　　保菌のみでの制限なし、体液拡散リスクが高い場合は最後に入浴、入浴後は通常洗浄で十分
•排泄介助
　　患者毎の PPE（使い捨て手袋・ビニールエプロン）交換、外した後の手指衛生、
　　おむつ交換車は推奨しない、陰部洗浄ボトルの共用禁止
•陰性化の判断
　　1 週間以上の間隔で 2 ～ 3 回陰性確認方策もあるが、陰性結果は菌消失の証拠でないことに注意
　　むしろ、体液拡散のリスク評価で管理方法をアレンジすべき
•入所者・家族の協力依頼
　　とくに手指衛生の徹底
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しろ過剰な予防策をとったりすることも多いと
思われる。現実に現場で実施できる対策は「標
準予防策の徹底遵守」であることには異論が
ない。保菌者だから厳重に行って、そうでない
から行わなくてもよい対策に注力するより、と
くに手指衛生の遵守率向上にポイントを置い
た、感染対策の見直しを図るべきである。同時
に単に保菌者であるから入所を断ることがない
ようにしなければならない。
　薬剤耐性菌保菌がはっきりしている利用者、
今のところまだ検出がまれな薬剤耐性菌であ
るVRE、MDRP、MDRA、VRSA、CREな
どの保菌者には急性期病院に準じた接触予防
策をとるべきであるが、とくにMRSAやESBL
産生菌などのように、すでに市中にある程度拡
散している菌の保菌者については、単に菌が
陽性か陰性かで対策を変えるのではなく、体
液拡散のリスクが高いか否かで対策に変化を
つける方法がわかりやすい。菌量が多い場合
で、多量の喀痰や皮膚浸出液、嘔吐・下痢な
どがある場合に接触予防策を追加し、一方で
体液拡散のリスクがさほどでないような場合は、
非保菌者と同様に日常的な標準予防策の徹底
遵守で必要にして十分である。個室管理か多
床室管理かを決定する際も、同様に体液拡散
のリスクで判断すればよい。なお、環境整備
は通常の環境整備用消毒薬を1日1回以上確実
に行うことで十分である。
　また、その人らしい生活を支援するイベント、
リハビリテーションやその他の行動制限は保菌
者であるからという理由で禁止してはならない。
食器、リネンの特別扱いも不要であるが、体液
で汚染されたリネンは分別して消毒処置が必要
になる。入浴も保菌者であるのみでの制限をす
るべきではないが、ただし体液拡散リスクが高
い場合は、最後に入浴してもらうなどの配慮は

必要である。入浴後の浴室の洗浄は通常通りで
よい。排泄介助には、PPEの適切な使用、手
指衛生の遵守が必須であり、おむつ交換車の
共用はリスクが高いので推奨しない。また陰部
洗浄ボトルの共用は避けるべきである。
　菌の陰性化の判断は簡単ではない。陰性結
果はその利用者の体内に全く当該の菌がいなく
なったことの証拠にはならないことを覚えておく
べきである。とは言え、現実的には1週間以上
の間隔で2 ～ 3回陰性を確認して陰性化と判断
するのはひとつの方策である。ただし、ここで
も常に体液拡散リスクを評価して、感染対策の
方法をアレンジすることを忘れてはならない。
　入所者本人、家族の協力も重要である。具
体的には手指衛生の必要性を丁寧に説明して
徹底すべきである。

Ⅴ．まとめ

　一般社会において薬剤耐性菌の保菌者は一
定数存在し、介護施設やリハビリテーションな
どを受けられないなどの差別があってはならな
い。ますます高齢化が進み、介護を必要とす
る人口が増える中で、現場での感染対策の正し
い知識と技術をもった職員を養成し、利用者や
家族と協力して介護施設内で感染対策を実施し
て、拡大を防止しながらよりよい介護サービス
を提供することが求められている。
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Ⅰ．はじめに

　少子超高齢化社会を迎えるなか、住み慣れ
た地域で包括的にサービスを提供するために
地域包括ケアシステムが進められている。高齢
者は、あらゆる疾患を抱え、また高齢者特有の
病態により、急性期病院そして高齢者施設や在
宅療養と医療、介護両方のサービスが必要とな
る。つまり、感染対策は地域で耐性菌の拡大
を防止するために、これまでの医療機関連携だ
けでなく、地域でコントロールする必要がある。
ここでは、高齢者施設で実践する感染対策を
述べる。

Ⅱ．地域包括ケアシステムと　
　　感染対策

　2025年までに高齢者がサービスを受けなが
ら住み慣れた地域で、日常生活を送ることがで
きるよう医療、介護、住まいを包括的に確保す
るシステムつまり地域包括ケア体制の構築が目
標とされている。例えば、A病院で急性期医療
を受けた高齢者が尿道カテーテルを留置した
状態で在宅医療を受けながら自宅で生活をす
る計画が立てられ退院となった。しかし、排泄
や食事の自立が難しくなったため一時的にB高
齢者施設へ入所することになる。入所数日後、
発熱し尿路感染症と診断を受け抗菌薬が投与

公益社団法人日本看護協会 神戸研修センター 教育研修部
認定看護師教育課程 特定行為研修担当 教員
感染管理認定看護師
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されたが、症状は軽減せずC病院へ入院となっ
た。C病院では尿の細菌検査の結果、耐性菌
が起因菌であることがわかり抗菌薬が変更され
個室隔離とした。その後、状態が良くなりB高
齢者施設へ戻るといった医療機関と高齢者施
設の連携は行われてきた。しかし、この事例
において考えることは、C病院で行われた感染
対策がB高齢者施設でも実践可能かというこ
とである。地域包括ケアシステムが始まるとこ
のような事例は増え、高齢者施設で感染症が
拡大した場合には、すぐに地域へ拡大すること
が推察できる。これからは、1施設の問題では
なく感染対策は、自宅も含め全ての場所で行
わなければならない。

Ⅲ．高齢者施設とは

　介護保険で受けることができるサービスは、
42種類あり在宅系と入居系があり、入居でき
る高齢者施設のうち、福祉系サービスと医療系
サービスに分けることができる。表1に主な高
齢者施設を示す。

　高齢者施設は、患者の介護度や病態に応じ
て分けられ各々サービス内容が異なる。そのた
め、患者が受ける介護や医療内容から感染リ
スクを考えることが重要となる。また、患者の
直接的ケアを行い感染対策を行うのは多職種
であることも高齢者施設における感染対策の特
徴である。

Ⅳ．高齢者施設における感染　
　　リスクと感染対策

　感染の拡大を防止する基本的な考え方は感
染源、感受性宿主（患者や利用者）、感染経
路の連鎖を切ることである。医療機関では、
カテーテルを体内に挿入することや手術、気管
内吸引などの侵襲的処置が行われるが、高齢
者施設では侵襲的な処置が限られているため
医療機関と比較すると感染対策のリスクは低い
と考えられる。
　しかし、施設は高齢者が集団で生活し排泄
物の介助も多いためインフルエンザやノロウイル
スによる感染性胃腸炎など流行性の感染症が
施設内に持ち込まれると拡大する可能性が高

表 1　主な入居可能な高齢者施設（藤井賢一郎，2017 1）より引用改変）

福祉系サービス 医療系サービス医師や
看護師の配置条件がある

認知症対応型共同生活介護
（認知症高齢者グループホーム）

特定施設入居者生活介護
（介護付き有料老人ホーム介護付きケアハウスなど）

介護老人福祉施設
（特別養護老人ホーム）

介護老人保健施設（介護保険で医療を行う）

介護療養型医療施設
（病院内にある介護病棟）
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い。また、高齢者は感染症を発症すると重症
化になりやすいため感染症の持ち込み防止は
重要な感染対策のひとつである。具体的には、
細菌やウイルスが医療処置やケアにより患者の
体内に侵入させないために平常時から行う感染
対策（標準予防策）と感染症の疑いから標準
予防策に追加する感染対策（感染経路別予防
策）を実践することである（図1）。

１．平常時から行う標準予防策
　標準予防策とは、感染対策の有無にかかわ
らず全ての人の血液・体液・汗を除く分泌物、
排泄物、傷のある皮膚、粘膜を感染の可能性

があるものとして取り扱うことである。
　例えば排泄物は、尿も含まれているため排泄
の介助やオムツ交換、尿道バルーン留置カテー
テル中患者の定期的な尿の回収時には、標準
予防策を守るために手袋や使い捨てエプロン

（ガウン）を装着し患者ごとに交換し手指衛生
を行わなければならない。また、発疹やかぶ
れは傷のある皮膚であるため、軟膏やクリーム
を塗布する時は手袋を装着し、そのクリームも
共有は避けるべきである。
　表 2に標準予防策の具体的な項目を上げた。
これらを常に多職種全員ですべての患者に行う
ために教育や啓発、環境の整備が必要となる。

図 1　感染対策の基本的な考え方

感染症疑い時から

病原体に応じて行う

平常時から行う

接触感染

予防策

飛沫感染

予防策

空気感染

予防策

標準予防策

感染経路別予防策

表 2　高齢者施設における標準予防策（松本哲哉編，2016 2）より引用改変）

項　目 具体的な方法
手指衛生 ケアの前後の手洗いや手指消毒

個人防護具の使用 手袋、エプロンやガウン、マスクの装着
患者配置 失禁や排膿などにより汚染が拡大する時
環境整備 患者周辺環境の清掃

呼吸器衛生 / 咳エチケット 咳やくしゃみがある人はマスクの装着
患者ケアに使用した器材の取り扱い ポータブルトイレ、吸引ビンなどの処理

リネンの取り扱い 排泄物で汚染したリネンや洗濯物の処理

針刺し切創粘膜暴露防止 医療機関と同じ針容器、安全装置付き器材、ゴーグ
ルなどを用いて血液体液暴露を防止する

安全な注射手技・腰椎穿刺時の感染予防策 高齢者施設では対象外
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214

１）手指衛生
　手指衛生は、目に見えて手が汚れている特
に血液や体液により汚れた時は、流水と石鹸
で手を洗いペーパタオルで水分を拭きとらなけ
ればならない。そのためには、患者の危険性
がないことを確認した場所に石鹸とペーパタオ
ルの設置が必要となる。また、手が汚れてい
なくてもアルコールベースの手指消毒剤を用い
てWHOによる5つのタイミングで手指を消毒す
る。5つのタイミングとは、①患者に触れる前②
患者に触れた後③清潔/無菌操作をする前④
患者周辺の物品や環境に触れた後⑤体液・汚
染物に触れるリスクの後である。注意するべき
ことは、高齢者施設では患者が誤って手指消
毒剤に触れる、誤飲することのないよう手指消
毒剤の設置場所を決める時には慎重に行わな
ければならない。筆者は、携帯型の手指消毒
剤を個人に配布する方が安全であると勧めてい
る。

２）個人防護具の使用
　ケアや汚染器材の処理など自分の手が汚染
すると予測すれば手袋を装着し衣服が汚れそ
うなときはエプロンまたはガウンを装着する。ま
た、処置に応じて目や鼻を守るためにはゴーグ
ルやマスクを装着する時もある。すべての個人
防護具は、患者ごとに交換し必要がなくなれば
直ぐに外さなければならない。つまり汚染する
可能性があると考えエプロンを装着したにも関
わらず外さずに動くことは周辺の環境を汚染す
ることになる。
　図2に、高齢者施設で頻繁に行われるオムツ
交換時の手指衛生と個人防護具装着の例を示
す。

３）患者配置、呼吸器衛生/
　　咳エチケットの工夫
　高齢者施設では、尿や便の頻回な失禁や患
者の行動を制限することができない場合が多

図 2　オムツ交換時の手指衛生と個人防護具装着の例

必要物品を持って部屋
に入る前に手指衛生

手袋を外し手指衛生、
患者の周辺を整え
手指衛生し退室

汚染物を片づける前に
手袋を装着して
指定通りに廃棄し
手袋を外す

患者のベッド柵、布団、
衣服を外し手指衛生

手指衛生を行い新しい
手袋を装着して

清潔なオムツを装着

石鹸と流水で手を洗い
ペータオルで水分を

拭きとる

手袋を装着
衣服が汚れそうであれば
エプロンも装着

汚れたオムツを外し
清拭や洗浄を行い
手袋を外す
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く、感染拡大のリスクが高いとわかっていても
患者配置を検討し実行することが難しい。例え
ば、ノロウイルスによる感染性胃腸炎がアウト
ブレイクした時には、おう吐や下痢が続く患者
の行動をどのように制限し、拡大させないため
の方法について悩むこともある。
　アウトブレイク前に施設の委員会で、インフ
ルエンザやノロウイルスによる感染性胃腸炎な
どの流行時は、高齢者が集まり日中過ごす食堂
や談話室の運用や患者の配置、共有で使用す
るトイレの運用について検討する。図3は、イ
ンフルエンザの有無に関わらず流行時は、椅子
を減らし4人席を2人席として患者間を2m離
す、感染症疑いとそうでない人を分けるなどの
工夫をした例である。これらの方法は、呼吸
器衛生/咳エチケットにおいても咳がある高齢
者へ長時間正しくマスクを装着することは困難
であるため集団で生活をする場所の使い方を考
えることで標準予防策を実践している。

４）環境整備
　患者周辺において特に人が触れる場所を中
心に1日1回以上消毒剤が入った洗剤を用いて
清拭清掃を行う。使い捨てのワイプを使用する
が最近では消毒剤が入った環境ワイプが便利
であり種類も豊富である。床は、ほこりが舞わ
ないよう掃除機の使用は避けダストワイパーで
ごみを集め、転倒防止のためにも床全体を濡れ
たモップで拭くのではなく、汚れた場所だけを
洗剤で清拭する。しかし、血液や体液、排泄
物により汚染した環境は、汚染物を除去し0.1%

（1000ppm）次亜塩素酸ナトリウムでふき取る。
次亜塩素酸ナトリウムは、霧吹きなどに入れス
プレーをしてはいけない。ノロウイルスが流行
する時に、次亜塩素酸ナトリウムを入れた容器
で空中や環境にスプレーしている場面を見たこ
とがあるが、毒性が高い消毒剤を霧状にして
噴霧するのは危険な行為であることを職員へ周
知する。

図 3　感染症流行時の患者配置の例

感染症疑い
専用トイレ

4人席を減らし斜めに座る

風邪症状があれば2m離す

下痢や嘔吐がある人はトイレを専用にする

隔離のスペースを作る
・観葉植物やソファーで囲む

発熱や同じ症状の人を集め
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　また、水回りは細菌が増殖するため手洗い
シンクや周辺、入浴に用いた共有の物品やシャ
ワーチェアーは常に乾燥させる。高齢者施設は、
入浴施設の管理方法も重要な感染対策である。

（表3）

５）ケアに使用した器材や汚染リネンの処理
　医療機関のように汚染器材は多くはない。滅
菌が必要な機材はディスポ製品を導入する方が
安価である。高齢者施設では主に処理をしな
ければならないのは、ケアに使用した器材で
ある。例えば、吸引ビンや吸引チューブ、便器
や尿器、ポータブルトイレ、ガーグルベースン、
体温計などであり、これらはすべてセミクリ
ティカルからノンクリティカル器材である。吸引
チューブは、ディスポであるが口腔内であれば1
日1本を使用して廃棄する施設が多いと思われ

る。表4は、高齢者施設で用いる物品を汚染
器材の処理方法の分類表に当てはめ整理した。
ディスポ製品以外のすべての共有物品は、患者
毎に洗浄、消毒をしなければならない。そのた
め、使用頻度が少ない挿管セットの物品や蘇
生バッグはディスポの方が費用対効果は高い場
合がある。
　汚染器材やリネンの処理は、多職種が行うた
め可能な限り誰もが正確に消毒ができる方法を
選ばなければならない。多くの消毒薬を準備し
ても管理が難しいばかりでなく正確な濃度や温
度が守られなければ消毒の効果は期待できず
危険である。また、表4に示す分類は、処理
方法のレベルを上げてもよいが、下げてはいけ
ない。例えば、ノンクリティカル器材を高水準
消毒で処理をしてもよいが、セミクリティカル器
材を低水準消毒で処理をしてはいけない。

表３　浴室の管理方法（辻明良 他 , 2013 3）より引用改変）

毎日実施する清掃 定期清掃

•脱衣室の清掃
•浴室内の床、浴槽、シャワーチェアー
•浴槽の湯の交換（非循環型は毎日、循環型は 1

週間に 1 回）
•残留塩素濃度の測定と記録
•機械浴の次亜塩素酸ナトリウム残量の確認と補充

•循環型は、1 週間に 1 回以上ろ過機を逆洗し消毒
する

• 1 年に 1 回以上レジオネラ属菌の検査
•浴槽、循環ろ過機、循環配管設備の点検と洗浄、

消毒を年に 1 回
•貯湯タンクの洗浄と点検を年に 1 回以上

表４　高齢者施設における汚染器材の処理方法（Rutala,1996 4）より引用改変）

分類 主な物品 処理 方法

〈クリティカル〉
無菌の組織や血管に使用する器材 尿道バルーン・カテーテル針 使い捨て

〈セミクリティカル〉
粘膜に触れる器材

挿管セット
超音波ネブライザー
陰部洗浄ボトル

高水準消毒
中水準消毒

機械による熱水消毒・
次亜塩素酸ナトリウム

〈ノンクリティカル〉
正常な皮膚に触れる器材

便器、ポータブルトイレ、体
温計、聴診器、吸引ビン、ガー
グルベースン

低水準消毒 アルコール綿の清拭、
消毒薬の浸漬
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　写真1は、吸引ビンや便器、尿器、ポータブ
ルトイレなど体液が入ったまま機械へ入れ自動
で洗浄し熱水消毒ができるフラッシュディスイン
フェクターである。排泄物の処理が簡単であり
シンクや便器に廃棄する際の飛び散りによる汚
染の拡大が防止できる。
　また、排泄物や体液に汚染された洗濯物の
処理がたびたび問題となる。個人持ちの衣服
やクッションカバー、体交枕、食事用エプロン
など様々な種類の洗濯物がありノロウイルスに
よる感染性胃腸炎患者の吐物や便により汚染
した洗濯物や疥癬症患者の衣服の処理に困る
ことがある。これらは、洗浄後次亜塩素酸ナト
リウムで浸漬消毒をするが、色が抜けることも
多いため、可能であれば廃棄も検討した方が良
い。なぜなら、大量に汚染した洗濯物を手で
洗浄する行為は、周囲に汚染を拡大させるリス

クがあるためである。写真2は、汚染物を取り
除かないまま自動で洗浄し熱水消毒後乾燥で
きる洗濯機であり安全に洗濯物の処理ができ
る。

Ⅴ．おわりに

　高齢者施設における感染対策の基本は、標
準予防策であるが施設特有のリスクを考え、高
齢者のくらしを尊重した工夫が必要である。ま
た、多職種全員が正確に実行できる方法を委
員会で検討し研修会を企画して教育を行うこ
とも医療機関と同じである。筆者は、多職種
を対象とした感染対策の研修会を行う場合は、
日頃の業務と感染対策がつながるよう実践的な
トレーニングを企画してきた。今後は、地域包
括ケアシステムが進むと患者や家族、施設以外
のサービス事業所で働く人が実践できるわかり
やすい感染対策が求められる。

写真 1　高齢者施設に設置したフラッシュ
　　　　ディスインフェクター

写真 2　高齢者施設に設置した熱水消毒が
　　　　可能な洗濯機
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沖縄県立中部病院感染症内科・地域ケア科 医長

高山　義浩

ラインでは、多剤耐性菌について徹底した接触
感染対策をとるよう求めている。それに準じた
対応を暮らしのなかで実践するとなると、保菌
する利用者がデイケアで食事をしたり、トイレ
を共用したり、レクリエーションに参加すること
ができなくなってしまう。しかし、これらは過
剰な感染対策である。
　基礎疾患のある学童でも同じことだ。たとえ
耐性菌を保菌していたとしても、学校のトイレ
使用を禁じたり、体育への参加を認めなかった
り、教師が手袋を着用して触れるといったこと
が許されるべきではない。
　感染対策（とくに保菌者の隔離）とは、科学
的なエビデンスだけでなく、感染症に対する「不
安」によっても決定されることがある。そして、
不安だけが暴走してしまうと、過剰な感染対策
を暮らしに求めるようになり、抵抗できない弱

Ⅰ．在宅ケアの特性を理解する

　急速な高齢化とともに、慢性疾患を抱えなが
らも自宅で生活する患者が増えてきている。医
療的なサポートを含む在宅ケアの重要性が高
まっており、経管栄養や気管切開、ストーマ
などの管理が在宅で求められるようになってき
た。それとともに、在宅ケアにおいて求められ
る感染対策も複雑化してきているようだ。
　しかしながら、手洗いの指針、環境整備、
隔離対策、多剤耐性菌の制御など、多々ある
感染対策ガイドラインの多くが、急性期医療の
現場で使われるために設計されている。よって、
これらを在宅ケアへ適用することについては慎
重であるべきだ。
　たとえば、病院向けに設計されているガイド

プロフィール
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者において、身体的・精神的な虐待となりうる
ことに気がついておく必要がある。
　病院内の感染対策であれば、患者には病院
内のルールに従っていただくことになる。しか
し、こうしたルールが適用できるのは病院内に
限ったことだ。感染対策の名のもとに生活の営
みまでを制限しようとするならば、もはや人権
に挑戦していることに私たちは気づかなければ
ならない。
　もちろん、患者に「協力を求める」ことはある。
ただし、患者や家族が抵抗できない状況にな
いかを冷静に見ること。最悪なのは、エビデン
スもないのに「不安だから」という現場判断で、
日常生活における行動制限を一方的に宣告して
しまうことだ。
　暮らしとは絶妙なバランスをとりながら安定し
ているシステムである。いま、そのバランスがと
れているのなら、リスクを見守る体制を整えつ
つ、そっとしておいた方がよいことも多いだろう。
実際、在宅患者の暮らしは、私たち医療者が
想像できる以上に多様なものだ。ひとつの生活
習慣の背景には、いろいろな歴史や事情が詰
め込まれている。暮らしに伴走する医療者は柔
軟であるべきで、ただ理想を掲げていても仕方
がない。
　お手伝いさんがいるような裕福な高齢者もい
れば、いわゆるゴミ屋敷に暮らしている人もい
る。同じ病原体への感染対策だとしても、そこ
でやるべきこと、やれることは全く異なる。も
ちろん、病院で行う感染管理とも大きく違うこ
とは言うまでもない。
　孫が遊びに来て風邪をもらう。娘が作った手
料理で下痢をする。そういうことが起きるのが
家庭である。在宅患者と家族間の伝播につい
ては、完全には防ぎきれないという覚悟がなけ
れば在宅療養は続けられない。その共通理解

のもとに病院レベルの感染対策を暮らしへと押
し付けないよう、医療者サイドも心掛ける必要
がある。
　ただし、訪問スタッフは手指衛生など標準予
防策を遵守し、防護用具を適切に使用し、他
の在宅患者へと伝播させないよう注意しなけれ
ばならない1）。これは在宅医療であっても譲れ
ぬところだろう。

Ⅱ．手指衛生と防護用具の使用

1．標準予防策
　在宅ケアにおいても、標準予防策は遵守され
る必要がある。すなわち、血液、体液、汗以
外の分泌物、排泄物、損傷のある皮膚・粘膜
に触れるときに、感染性の病原体の可能性を
考慮し、手洗いなどの手指衛生を行うとともに、
適切な個人用防護具を着用して、確実な感染
対策を行うことが求められる1）。
　身体ケアに関わる病原体の伝播は、手指を
介する経路が最も重要である。擦式アルコール
製剤による手指衛生を基本とし、血液や体液な
ど目に見える汚れが見られるときには、流水と
液体石鹸による手指衛生を行う2）。
　手袋の着用については、過剰に行われていた
りと混乱のみられる感染対策である。表1に整
理している。なお、手袋を外すときに病原体に
手指が汚染される可能性があるため、適切な
着脱をするとともに、直後の手指衛生が必要で
ある。
　口腔内の吸引、オムツや尿の処置など、介護
者の衣類や露出部位が汚染される危険性があ
るときには、使い捨てのエプロンを着用する。
エプロンを脱ぐには、露出している上腕の汚染
も考慮した、適切な手指衛生が必要である。
　そして、利用者に咳やくしゃみなどの呼吸器
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感染症状を認めるときには、サージカルマスク
を着用してからケアを実施する。

2．接触感染予防策
　標準予防策は、すべての利用者のケアにあ
たって心がけるべき感染対策だが、接触感染す
る病原体や感染症を利用者が有するときには、
これに加えて接触感染予防策を行う。
　接触感染する病原体や感染症として、ノロウ
イルスやロタウイルスによる感染性胃腸炎、クロ
ストリジウム・ディフィシル、疥癬、流行性角結
膜炎が挙げられる。多剤耐性菌に求められる
接触感染予防策については、次項で紹介する。
　接触感染予防策では、あらかじめ使い捨て
の手袋とエプロンを着用してからケアを実施す
る。前腕まで汚染されるリスクがあるときには、
袖のある使い捨てのガウンの着用が必要とな
る。利用者との接触による感染だけでなく、利
用者周囲の環境表面にも微生物が付着してい
る可能性を考慮する。
　ケアに用いる器材（体温計、自動血圧計、食
器、タオルなど）は利用者専用とすることが望

ましく、やむをえず複数の利用者に使用すると
きには、利用者ごとに必ず洗浄または消毒する。

Ⅲ．咳嗽や喀痰を認めるとき

1．一般的な対応
　咳や痰など呼吸器症状を認めるときは、診断
によらず飛沫予防策と接触予防策を実施する。
すなわち、訪問スタッフはサージカルマスクとグ
ローブを着用してからケアを提供する。また、
協力が得られるのであれば、本人にもサージカ
ルマスクを着用していただくのがよい。しぶき
が飛び散るほどの状況でなければ、ガウンを着
用する必要はない。
　本人が使用したサージカルマスクは、とくに
接触感染のハイリスクである。使用後はテーブ
ル上などに放置せず、すぐにゴミ箱に捨てるよ
うに指導する。また、食器やタオル、リネン類
を共用すると接触感染のリスクが高まるため、
家族には共用しないようにアドバイスする。な
お、これらの洗浄は通常の方法でよい（分別や
加熱などは不要）。

表１　在宅における身体ケアと手袋着用の要否

表１ 在宅にお ケア の

人
タ

あ
（ ）

※あり （ ）

あ

※ 性 （ ロ ） 水 （ ）
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　同居する家族など周囲にも発症している人が
いる場合には、インフルエンザやマイコプラズ
マ、百日咳など流行性の疾患である可能性が
高まるため、ケアのときだけでなく、訪問する
ときから（玄関に入るときから）サージカルマス
クを着用するのがよい。とくに、地域的にイン
フルエンザが流行しているときは、患者や家族
の症状の有無によらず、業務中は常にマスクを
着用しておくのもひとつの考え方である。ただ
し、違和感を訴える家庭もあるかもしれないの
で、一律の対応にはできないと思われる。
　数週間以上にわたって呼吸器症状を認めて
おり、かつ原因が明らかでない場合には、肺
結核、悪性腫瘍などが鑑別にあがってくる。と
くに活動性結核については隔離が必要であり、
感染対策上も速やかな診断が求められる。早
めに医師に相談して、胸部レントゲンの撮影や
喀痰検査の提出を検討する。

2．インフルエンザ
　インフルエンザは、非常に感染性の高いウイ
ルス性疾患である。毎年の流行では国内で600
～ 1200万人（国民の5 ～ 10%）が発症し、5,000

～ 20,000人が死亡する。これら死亡者の約9
割が65歳以上と言われている。健康な人にとっ
ては「寝てれば治る病気」にすぎないが、高
齢者や免疫力の低下している在宅患者は十分
に注意しなければならない。インフルエンザで
体力を奪われたあとに、二次性肺炎を続発す
ることで多くの命が奪われている。

1）在宅患者が発症しているとき
　訪問スタッフはサージカルマスクを着用してケ
アにあたる。他の同居者が発症していたり潜伏
期にある可能性に配慮し、玄関に入る前からマ
スクをつけるようにする。とくに、地域的にイン
フルエンザが流行しているときは、患者さんの
症状の有無によらず、業務中は常にマスクを着
用しておくのもひとつの考え方である。
　また、ケアの提供にあたっては接触感染対
策も実施する。すなわち手袋を着用するが、ガ
ウンについては、患者がマスクを着用できるの
であればガウンを着用する必要はない。食器や
タオル、リネン類を共用すると接触感染のリス
クが高まるので、家族には共用しないように指
導する。

図１　インフルエンザの臨床経過

１ の

症

ル している
は感染 る る。

ル 感染 る る 間
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　こうした対策の実施期間は、患者さんが「発
症してから5日間が経過し、かつ発熱などの症
状が消失するまで」とする。 

2）同居する家族が発症しているとき 
　症状を認めている家族は身体ケアに関わらな
いのが理想であり、可能なら別の部屋で過ごし
ていただきたいところ。とはいえ、核家族化が
すすんだ現在において、発症した家族を完全に
分離することなど不可能なことが多い。なかに
は、インフルエンザを発症させながらも、介護
から離れるわけにはいかないこともあるだろう。
在宅患者をショートステイなどに避難させること
も検討したいが、それでもダメなときは腹をくく
るしかない。 
　最低限、発症した家族に心がけていただき
たいのは、次の3点である。 
　まず、咳エチケットを守ること。在宅患者に
咳やくしゃみの飛沫を浴びせないように注意し
ていただく。飛沫は約2メートル飛ぶと言われ
ている。よって、在宅患者の部屋に入るときは
常にマスクを着用していただく。そして、使用
後のマスクは放置せず、ゴミ箱に捨てるように
指導する。 
　次に、手をこまめに洗うこと。在宅患者に触
れる前に、石鹸による十分な手洗いを心がけて
いただく。これは擦式消毒用アルコールで代用
することもできる。とくに咳やくしゃみを素手で
覆ってしまったら、ケアの前後に関わらず、すぐ
に手を石鹸で丁寧に洗うように心がけていただ
く。 
　最後に、頑張りすぎないこと。いくら健康な
人でも、インフルエンザをこじらせると重症にな
ることがある。介護への責任感で頑張りすぎな
いよう、介護者が発症しているあいだは訪問ス
タッフによる見守りが必要である。場合によっ

ては、リングサイドからタオルを投げこむことも
訪問スタッフの役割だろう。

3）訪問スタッフが発症しているとき 
　言うまでもないが、仕事を休むこと。訪問ス
タッフがインフルエンザを地域で拡げるようなこ
とは絶対にあってはならない。就業停止の期間
は、「発症後5日間が経過し、かつ発熱などの
症状が消失するまで」とする。ただし、ワクチ
ン接種者などでは、症状が1日だけで軽快して
しまうこともあるだろう。そのようなときは、マ
ンパワーの確保にも配慮しつつ、柔軟に判断す
ることがある。ただし、できるだけ在宅患者と
の接触を避け、デスクワークなどへのシフトを
管理者は検討する。
　ところで、自分の家族がインフルエンザを発
症しているなど訪問スタッフ自身が濃厚接触者
である場合には、どのような対応をすればよい
だろうか? 
　濃厚接触者については、基本的には就業制
限をかける必要はない。ただし、最後の暴露日

（つまり同居する家族の症状を最後に認めた日）
から5日間は観察期間とする。この期間におい
てはマスクと手袋を必ず着用し、手洗いも励行
しながら業務にあたること。また、毎朝の検温
も実施する。そして、発熱やインフルエンザ様
症状を認めた場合には、勤務中でも管理者に
報告するとともに、すぐに業務から外れなけれ
ばならない。

4）インフルエンザワクチンの接種 
　ここまで紹介したような心労を少しでも減ら
すために、在宅患者やその介護者にはインフル
エンザワクチンを接種するよう呼びかけていた
だきたい。もちろん、訪問スタッフが接種して
おくことも忘れないでほしい。
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　なお、ワクチンの効果が期待できるまでには
接種後2週間程度が必要で、その効果の持続
は接種後から5ヶ月程度と考えられている。よっ
て、流行がはじまる前に先手を打つように接種
しておくことが望ましい。インフルエンザの流行
が例年11月頃からはじめることを考え、毎年10
月には接種するのがよいだろう。

Ⅳ．嘔吐や下痢を認めるとき

1．一般的な対応
　嘔吐や下痢といった消化器症状を呈するとき
は、必ずしも感染症とは限らず、薬剤や食事（と
くに経管栄養）、精神的なストレスなど、様々
な要因が背景として考えられる。ただし、診断
がついていない限りは感染性があるものとして、
訪問スタッフは以下の接触予防策を実施するべ
きである。
　まず、ケアを提供するあいだは、汚物に触れ
るか否かに関わらずグローブを着用する。さら
に、ガウンを着用するが、できるだけ袖まであ
るものが望ましい。ケアが終了したら、丁寧な
ガウンテクニック（汚染された外側を触れないこ
と）に従って、グローブとガウンを脱ぎ、最後

に手洗いを行う。この手洗いは、擦込み式アル
コールで代替できるが、ノロウイルスとクロスト
リジウム属はアルコールで不活化されないため、
これらによる下痢症では流水による手洗いとす
る必要がある。つまり、はっきりしない間は流
水による手洗いとするのがよい。

2．ノロウイルス
　急性胃腸炎を引き起こす病原体のうち、とく
に問題になるのはノロウイルスである。非常に
感染力が強く、嘔吐物や排泄物を介して感染
伝播してアウトブレイクを引き起こすことがあ
る。
　ノロウイルスに感染すると、1日か2日の潜伏
期を経て、嘔吐や下痢、腹痛、発熱などで急
性胃腸炎を発症する。通常は2、3日で軽快す
るが、感染後2週間は便からウイルスを排出し
ているとされる3）。一度感染すると免疫が獲得
されるが、その効果は半年ぐらいで低下し、2
年後には完全に消失してしまう。また、いくつ
もの亜型があり、遺伝子型を変異させることも
あるため、獲得免疫で完全に防ぐことは期待で
きない。
　健康な人にとっては、水分を摂取しながら「寝

感染後約２週間は便からウィルスを排出している。

潜伏期 有症期 ウイルス排出

１〜２⽇ ２〜３⽇ 約１４⽇

２ の

図２　ノロウイルス感染症の臨床経過
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てれば治る病気」だが、障害のある人や高齢
者では、脱水がすすんで多臓器不全を来たし
たり、吐瀉物を喉に詰まらせて窒息したりする
ことがあるので注意が必要である。また、誤
嚥性肺炎を続発することもあり、体力の衰えた
人では消化器症状がおさまってからも見守りが
必要となる。
　ノロウイルスは感染している人の腸内で増殖
し、その嘔吐物や排泄物を介して感染伝播す
る。具体的には、感染している人が調理した
食品を食べることによる伝播（食中毒）と、感
染している人の嘔吐物や排泄物を直接触れてし
まうことによる伝播（接触感染）と、嘔吐物や
排泄物が乾燥して飛散することによる伝播（空
気感染）とに大別される。
　在宅医療における感染対策としては、感染
者の嘔吐物や排泄物を確実に処理することと食
べ物の安全を確保することが重要である。なお、
エタノールではノロウイルスを不活化することは
できないため、次亜塩素酸ナトリウム溶液を活
用する。
　ノロウイルスの感染経路で、とくに厄介なの
が、嘔吐物や排泄物が乾燥して飛散することに
よる空気感染である。伝統的な湿式清掃（水
洗い、水拭き）であれば、乾燥させずに清掃
できるので空気感染のリスクは高くはない。し
かし、現代は乾式清掃（ほうきで掃いたり、掃
除機で吸引したり）をする家庭が一般的である
ため、嘔吐物や排泄物を洗い流すことができ
ず、拭っても最後は乾燥させてまき散らしてい
る。つまり、空気感染のリスクが高い。このた
め、洗い流すという方法がとりにくい家庭では、
汚染された嘔吐物や排泄物が乾燥して飛散す
る前に処理することが肝要である。
1）在宅患者が発症しているとき
　訪問スタッフは、厳格な接触感染対策をとっ

てケアにあたる。すなわち、手袋と袖まである
ガウンを着用する。ケアが終了したら、丁寧な
ガウンテクニック（汚染された外側を触れないこ
と）に従って手袋とガウンを脱ぎ、家庭の洗面
台をお借りして流水による手洗いを行う。
　環境が嘔吐物や排泄物で汚染されている場
合には、乾燥して飛散する前に処理することが
大切である。家庭における具体的な手順は次
にようになる。

在宅ケアにおける嘔吐物や排泄物の処理方法 4）

1）処理する人は使い捨ての手袋とマスクを
着用する 

2）嘔吐物や排泄物をペーパータオルなどで
静かに集めてビニール袋に入れる

3）嘔吐物や排泄物で汚染された場所を塩
素系消毒液でひたすように拭き、その後、
水で拭う

4）使ったぺーパータオル、手袋とマスクはビ
ニール袋に入れ、全体がひたる量の塩素
系殺菌剤をかけてから、しっかり縛って
廃棄する

5）最後に流水と石けんでよく手を洗う

　血圧計のマンシェットや聴診器といったノンク
リティカル器材については、可能なら本人専用
として、他の利用者と共用しないことが望まし
い。繰り返すが、エタノールで清拭してもノロウ
イルスは不活化できない。どうしても共用せざ
るをえない場合には、次亜塩素酸ナトリウム溶
液で消毒する。
　こうした対策の実施期間については、いま
だ考え方は定まっていない。厳格な立場をとろ
うとすると、ウイルスが排出されている可能性
のある2週間以上は続ける必要があることにな
る。しかし、排出されていることと感染性があ
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ることは必ずしも一致しないと考えられる。た
とえば、トイレが自立している在宅患者とオム
ツ介助が必要な在宅患者では感染対策の期間
は変わってくるだろう。
　米国CDCのガイドラインでは、ウイルス排出
が「高水準」である期間は隔離を行うことが望
ましいとし、その期間について「通常は症状が
軽快した後の24 ～ 72時間」という考え方を示
している。ちなみに、当院では、少し長めにとっ
て「症状が軽快してから5日間」を接触感染対
策の期間としている。
　なお、症状を認める在宅患者さんのケアを
担当した訪問スタッフは、急性胃腸炎の濃厚接
触者となる。これはスタッフの家族に症状を認
めているときも同様である。接触後3日間は施
設の責任者が症状を確認するようにし、症状出
現があれば、すぐに就業停止とする。

2）同居する家族が発症しているとき
　ノロウイルスの家庭内における感染拡大を確
実に防ぐことは困難である。しかしながら、腎
不全など基礎疾患のある在宅高齢者にとって、
急性胃腸炎は命に関わりかねない感染症であ
る。現実的な範囲での対策について、家族に
提案してゆくしかないだろう。
　まず、症状のある家族は、在宅患者さんに
提供する食事の準備に関わらないことが原則で
ある。他の家族に頑張っていただくか、ヘルパー
に集中的に入っていただくなどの対応を検討す
る。どうしても症状のある家族が食事の準備を
しなければならないときは、すべての手順にお
いて手袋を着用し、サラダなどの生モノの提供
は避けるようにし、85℃以上かつ1分以上の加
熱調理を原則とする。食器を共用しないことも
大切である。とくに症状のある家族が箸をつけ
た惣菜を、在宅患者さんが後から口にしないよ

う、あらかじめ取り分けておくよう指導する。
　こまめに手を洗っていただくことも重要であ
る。とくにトイレの後とケアを開始する前には、
石鹸を使って丁寧に洗うように伝える。また、
入浴については在宅患者よりも後に入るように
し、リネン類は共用しないようにする。症状の
ある家族がトイレや風呂を使用した後には、次
亜塩素酸ナトリウム溶液で清拭した方がよいか
もしれない。ただし、どこまでやれるかは家族
次第であろう。現場で続けられず、破綻するこ
とが明らかな対策を専門家として提案すべきで
はない。家族に挫折感や罪悪感を残すことが
ないよう、家族ごとに「可能な感染対策のレベ
ル」と「対策疲れに陥らない期間」とを見極め
たい。

3）訪問スタッフが発症しているとき
　嘔気や下痢、発熱などの症状を認めるあいだ
は、診断が確定しているか否かに関わらず、症
状が消失するまで仕事を休むこと。感染対策
が励行できることを前提として、症状が消失す
れば就業することは可能である。すなわち、ケ
アの前に手を洗い、手袋を着用するなど接触感
染対策を行う。こうした対策は、少なくとも症
状が消失してから5日間は徹底するようにする。

3．クロストリジウム・ディフィシル
　クロストリジウム属による下痢症のうち、ディ
フィシル菌による偽膜性腸炎は、高齢者におい
て頻度の高い感染症である。とくに数日～数週
間前に抗菌薬が投与された既往がある患者で、
発熱を伴う下痢を認めるときには疑う必要があ
る。毒素を検出する簡便な検査キットがあるの
で、医師に相談して便検体を提出する。偽膜
性腸炎は内服による治療が可能であり、速や
かに軽快することが多いが、逆に本疾患を見逃
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したり、診断が遅れると重篤になることがある。
　健康な成人がディフィシル菌に暴露しても発
症するリスクはほとんどないが、訪問スタッフ
の手指を介して他の利用者へ拡げる可能性は
ある。よって、他の胃腸炎同様に接触予防策を
実施する。なお、空気感染の恐れはない。
　こうした対策の在宅ケアにおける実施期間に
ついては、いまだ考え方は定まっていない。私
たちは、ノロウイルスであれば「症状が軽快し
てから5日間」とし、クロストリジウム属やその
他の感染性下痢症であれば「症状が軽快する
まで」としている。もっとも、適切に排泄物の
処理を本人ができないような状態であれば、さ
らに延長する必要があるかもしれない。現実的
な対策について患者ごとに決めていただくのが
よいと思う。

Ⅴ．薬剤耐性菌が指摘されて　
　　いるとき
1．拡大する薬剤耐性菌
　薬剤耐性菌の脅威が増加している。我が
国においても、メチシリン耐性黄色ブドウ球菌

（MRSA）に始まり、ESBL産生菌、Amp C

型βラクタマーゼ産生菌、メタロβラクタマーゼ
産生菌、多剤耐性緑膿菌（MDRP）といった
薬剤耐性菌による院内感染が広がっており、手
術や医療機器に関連した医療関連感染症が大
きな問題となっている。
　さらに最近では、様々な慢性疾患を抱えな
がらも自宅や施設で生活する高齢者が増えてお
り、経管栄養や気管切開、ストーマなどの管
理が在宅で行われるようになってきている。さ
らに、こうした感染症に対する抵抗力が低下し
ている高齢者が、デイケア、デイサービスを集
団で利用していたり、介護施設などで生活して
いたりすることもあり、医療機関外での市中感
染型の薬剤耐性感染症が増加していることに
気づかれるようになってきた。
　当院の地域ケア科では、5年間に161人の
在宅看取りを支援したが、そのうちMRSA 9
人（5.6%）、ESBL 8人（5.0%）、AmpC 6人

（3.7%）、メタロβ 2人（1.2%）が分離されていた。
VRE、MDRP、MDRAについては認めなかっ
たが、24人、すなわち全体の14.9%は何らか
の薬剤耐性菌を保菌した状態で在宅医療を提
供していたことになる。

表２ 沖縄県立中部病院地域ケア科において

在宅看取りを支援した患者の耐性菌分離状況
（ｎ＝１６１, 2012年9月－2016年8月）

※ 血液には、血管内カテを含む。喀痰には、鼻腔ぬぐい液、BAL液を含む。

人数 （重複あり） 耐性菌
分離率血液 喀痰 尿 胆汁 腹水 膿

MRSA 9 4 6 1 3 5.6 %

ESBL 8 1 7 1 5.0 %

Amp C 6 1 1 2 1 2 1 3.7 %

メタロβ 2 1 1 1.2 %

合計
（重複あり）

24 5 9 11 1 2 5 14.9 %

表２　沖縄県立中部病院地域ケア科において在宅看
取りを支援した患者の耐性菌分離状況
（ｎ＝１６１, 2012年9月－2016年8月）

在宅医療における感染対策



228

2．求められるルール作り
　薬剤耐性菌への対策について、在宅ケアの
現場一律のルールを設けることは困難だと考え
られるが、地域ごとに多職種で話し合いながら、
一定の感染対策のルールを形成してゆく必要は
あるだろう。以下、厚生労働省のウェブサイトで
公表されている「高齢者介護施設における感染
対策マニュアル」5）を参考として、当院が地域
の介護施設等に提案している対策を紹介する。
地域における議論の参考としていただけると幸
いである。

1）保菌者への対応
　利用者に感染徴候を認めておらず、保菌して
いるだけと考えられる状態では、一般的な標準
予防策を実施することで十分であり、隔離や利
用制限等を実施する必要はない。また、症状
のない入所者について、薬剤耐性菌の保菌の有
無を調べる必要はない。保菌者に対して除菌目
的で抗菌薬を投与することは、一般的には不要
とされている。事例ごとに主治医と相談して判
断することが望ましい。

2）発症者の対応
　薬剤耐性菌による感染徴候を認めており、
喀痰、下痢、膿尿、褥瘡からの排膿など周囲
への伝播のリスクが高いと考えられる場合に
は、当該利用者に対する接触感染予防策を施
設職員は実施する。また、個室での療養、専
用トイレの設置、入浴順序を最後とする等につ
いて、可能な範囲での実施を検討する。一方、
当該利用者の家族等に接触感染予防策の実施
を求める必要はないが、手洗いの励行などを
呼びかけることが望ましい。主治医に連絡して、
感染症の治療を早期に開始することも必要であ
る。

3）解除の判断
　感染症の徴候が消失したことをもって接触感
染予防策を終了する。培養検査によって菌の陰
性化を確認する必要はない。

【参考】発症時に接触感染予防策を実施す
る必要がある薬剤耐性菌
1）ESBL産生菌
2）AmpC産生菌
3）メタロβラクタマーゼ産生菌
4）多剤耐性緑膿菌（MDRP）
5）バンコマイシン耐性腸球菌（VRE）
6）多剤耐性アシネトバクター
7）その他、地域において脅威と考えられる

耐性菌
※MRSAについては、すでに市中における
定着が進行していることから、判明している
利用者のみに接触感染予防策を実施するこ
との効果には限界があると考えられる。この
ため通常は標準予防策の実施とするが、予
測される汚染の程度によっては、接触感染
予防策の実施を検討する。

Ⅵ．おわりに

　本稿では、在宅医療における感染対策につ
いて紹介した。最後に、こうした考え方をもと
に現場にアドバイスを行ううえで心がけたいこと
を述べておく。
　それは、感染対策のアドバイスを行うにあたっ
て、絶対にダメ出しをしないことである。やろう
と思っていても、できない事情があることも少
なくない。多様な暮らしを支えている在宅療養
に対する敬意を忘れないようにしていただきた
い。

在宅医療における感染対策
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　相談すればするほど、やるべきことが増える
ような専門家は敬遠されるだけである。どのよ
うな対策を行ってきたかを確認して、できれば

「引き算」から示すのが良い。つまり、やらなく
てよいような過剰な感染対策があれば、そこか
ら伝えてゆくようにしたい。専門家として「相談
すると楽になる」と思ってもらうことこそが大切
である。そのうえで、やった方がよい対策を「足
し算」していきたい。
　在宅医療の感染対策とは、専門家によって一
方的に指導されるものではなく、患者、家族、
支援者らの参加によって共通の価値観として形
成されてゆくべきものだ。暮らしとは素晴らし
い多様性をもっている。在宅患者や支援者が
培ってきた暮らしのなかにこそ、疾病を抱えな
がらも豊かに生きるための答えがあるはずだ。
そこを感じとれるセンスが求められている。
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