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【はじめに】�
　わが国の結核罹患率は年間10～11%の減少率で順調

に経過してきたが，1977年頃より減少率が縮小し，

1997年の結核罹患率は人口10万対33.9と43年ぶりに増

加に転じた。その後の結核対策により，2004年の結

核罹患率は10万対23.3に低下したが，欧米先進国の結

核罹患率は10以下であり，北欧では５以下である。

わが国の結核罹患率は依然として高値である。また，

HIV感染者数は年々増加しており，2004年は初めて

1000人を越えた。このような状況下では，HIV感染症

合併結核例が増加することは容易に想像できる。�

　しかし，強力な抗HIV療法（highly active antiretroviral 

therapy : HAART）が行われるようになってからHIV感

染症の予後は著明に改善し，エイズ関連疾患の減少

とHIV感染者の死亡率の減少が認められている。�

�
【HIV感染症合併結核の治療上の問題点】�
　HIV感染症合併結核の治療を行う上で注意すべき点

としては，主に以下の３点がある。�

１．薬剤の副反応が起こりやすい。�

　HIV感染症では薬剤の副反応が起こりやすいといわ

れており，細心の注意を払う必要がある。抗結核薬

と抗HIV薬を同時に内服する場合は両者の副反応を生

じる可能性が高く，原因薬剤の同定が困難となるだ

けでなく，すべての治療を中断せざるを得ない状況

に追い込まれることがある。�

２．rifamycin系薬剤と抗HIV薬との薬剤相互作用がある。�

　rifampicin（RFP）は結核の治療では欠くことので

きない薬剤であるが，rifamycin系薬剤（RFP，rifabutin，

rifapentine）は抗HIV薬であるプロテア－ゼ阻害薬お

よび非核酸系逆転写酵素阻害薬との間に薬剤相互作

用があるので注意が必要である。Rifamycin系薬剤は

腸壁と肝臓において強力なCYP3A4誘導作用を持つの

で，CYP3A4により代謝されるプロテア－ゼ阻害薬や

非核酸系逆転写酵素阻害薬の血中濃度は著しく低下し，

抗HIV作用は低下する。また，逆にプロテア－ゼ阻害

薬は強力なCYP3A4抑制作用を持つ。 �

 上記の理由から，プロテア－ゼ阻害薬および非核酸

系逆転写酵素阻害薬は，かつてRFPとの併用は禁忌

　�

エイズ合併結核の治療�

とされていた。結核の治療中に上記２系統の薬剤を

開始する場合は，RFPをrifabutin〔本邦では承認され

ておらず，エイズ治療薬研究班(東京医大臨床病理科）

より譲り受ける〕に変更する 。RifabutinはRFPに比

較し，CYP3A4の誘導が弱いからである。RFPを

rifabutinに変更して２週間のwash out期間（薬を何も

投与しない期間）をおいてから開始する。核酸系逆

転写酵素阻害薬はrifamycin系薬剤との相互作用はほ

とんどないのでRFPと併用してよい。�

　しかし，2000年３月，CDC はRFPとritonavir，

ritonavir＋saquinavir，efavirenzとの併用を可能とし

たため選択肢が増えた。当院ではRFPとefavirenzの

併用を行っているが，efavirenzの血中濃度の測定を

行い，有効性を確認している。�

３．免疫再構築症候群が起こることがある。�

　HIV感染症合併結核に対してHAARTを行った場合，

約２週間後に一過性に症状の悪化を認めることがあ

る　。症状・所見としては高熱，リンパ節腫脹，肺野

病変および胸水の増悪あるいは新たな出現などが見

られる。これは細胞性免疫能が回復し，生体側の反

応が強くなったために引き起こされると考えられて

おり，免疫再構築症候群といわれている。免疫再構

築症候群と診断された場合は抗結核薬の変更は必要

ないが，症状が強い場合は短期の副腎皮質ステロイ

ドの投与や抗HIV薬の中止が必要になることがある。�

�
【結核の治療】�
　結核菌が耐性菌でなければ，エイズ合併結核であっ

ても，HIV非感染者における結核と同様に抗結核薬に

よく反応する。治療法としては，isoniazid（INH），RFP，

ethambutol（EB），pyrazinamide（PZA）の４剤を２カ

月間投与し，その後INH，RFPの２剤（あるいはEB

を加えて３剤）を４カ月継続して，全治療期間を６

カ月とする，いわゆる短期療法でよい 。しかし，臨

床的に効果の遅い症例や３カ月以上結核菌の喀痰培

養が陽性の症例では治療期間を延長すべきである。�

　ただしエイズ合併結核では多剤耐性菌の場合は，

きわめて予後不良である。感受性の残った薬剤とニ
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ューキノロン製剤などを用い，長期に治療する必要

がある。�

�
【HIV感染症の治療】�
　結核の診断がついたときにすでに以前よりHAART

を行っている患者では，HAARTが有効であれば抗

HIV薬はそのまま継続し，結核の治療を開始する。　

　HAARTが有効でなければ中止し，結核の治療が２

カ月終了した時点で新たなHAARTを開始する。�

　結核の診断がついた時点で抗HIV薬の投与を行って

いない症例については，結核の治療を優先する。結

核の治療を失敗した場合，死に至る可能性があるた

めだけでなく，周囲への二次感染を引き起こし，多

剤耐性結核菌の出現をもたらす可能性があるからで

ある。�

　結核の治療開始後に新たにHAARTを開始する場合

は，上記の３点について配慮が必要であり，いつか

らHAARTを開始すべきか悩む症例が多い。HAART

の開始時期について，evidenceの明確な推奨はない。�

　HAART開始時期はCD4陽性Ｔリンパ球（CD4）数

により以下の３つに分けられる。�

（１） CD4数が極めて少ないためにできるだけ早急　

　　　に始める。�

（２）CD4数に余裕があり，２カ月間，結核の治療を

　　　行い，その後HAARTを開始する。２カ月後で

　　　はPZAが終了し薬剤数が減り，さらに免疫再

　　　構築症候群が起こりにくくなり，HAARTを開

　　　始しやすくなる。�

（３）CD4数が多いので結核の治療が終了してから　

　　　HAARTを開始する。�

　この３パターンを選択するCD4陽性Ｔリンパ球数の

基準が，表１のように種々のガイドラインで異なる。�

　筆者はできるだけHAARTを遅らせるという方針を

とっており，CD4数が200 /mm 以下あれば２か月後

にHAARTを開始し，それ以上であれば結核の治療終

了後としている。ところが，抗結核薬の副作用やそ

の他の合併症のために，予定通りHAARTを開始でき

ない例が多いのが実情である。�

【予防】�
　CDCはHIV感染者に対してはルーチンにツベルク

リン反応（ツ反）を行い，硬結が５mm以上を陽性と

し，結核の感染ありとした。これらの患者では活動

性結核を合併しているかどうかの精査を行い，活動

性結核がない場合はINHの予防投与（300mg　９カ月

間）を行うべきだとしている 。しかし，わが国では

BCGの施行例が多く，HIV感染者の場合どの程度のツ

反陽性でINHの予防投与を始めれば良いのか検討はな

されていない。�

　HIV感染者では，BCGによる予防は禁忌である。播

種性のM.bovis症を合併した症例があるからである。�

�
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