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高齢者の結核に

結核予防会 複十字病院呼吸器センター
呼吸器内科 診療主幹

１ はじめに

佐々木 結花

2）いきなり重症結核（severeulmonarytuberculosis ，

本邦の2014年新規登録結核患者19,615例中，70歳以
上の患者は11,424例（58.2％）と，
過半数を占めており，

acute onset）
高齢者は結核発症時，呼吸器症状以外の症状を示す

最も実数の多い年齢層は80歳代である 。新たな発症

場合も多い 3）。自験例を示す。入所中，発熱と食欲不

者への徹底した接触者健診が行われるようになり新た

振があり，近医を受診し尿路感染症が疑われ抗生剤投

な感染者からの発病は減少し，既感染の高齢者におけ

与を受け，施設で経過観察をしていた80代女性であ

る内因性再燃による発病が高率となった。

る。約三週間後，意識混濁し救急搬送され，喀痰から

１）

結核菌ガフキー 10号が検出され，当院に搬送された。

2 高齢者における診断上の問題

当院入院時，急性呼吸速迫症候群（acute respiratory

1）いつの間にか結核（severe tuberculosis，onset

distreass syndrome:ARDS） を き た し， 日 本 救 急

unkown）

医 学 会 診 断 基 準 を 満 た す 汎 発 性 血 管 内 凝 固（acute

在宅で療養中に結核を発症する症例も少なくない。

intravascular coagulation:DIC）を認め，第7病日に

自験例を示す。間質性肺炎で長期に副腎皮質ステロイ

結核死された（Fig.2）
。筆者はこのように発見されて

ド剤を投与され，約1年前から在宅酸素療法を受けつ

2週間以内という短期間に死亡する症例を「いきなり

つ訪問診療を受けていた80歳代男性である。数カ月

重 症 結 核（severe pulmonary tuberculosis ，acute

前から食思不振を訴え，その後衰弱が進み救急搬送さ

onset）
」と分類している。

れた。肺炎の診断で抗生剤投与を行い改善がないため

高齢者は，身体能力の低下，可動域が狭く受診を頻

喀痰検査を施行，結核菌塗抹2+にて当院紹介。全身

回に行い難く，経過を見ざるを得ない場合もある。し

状態が悪化し，抗結核薬の内服も不可能で胃管から注

かし「経過観察期間」はどれだけなら適切なのであろ

入，しかし約3週間後に結核死された（Fig1）
。いつ

うか。

から排菌していたのか不明であり，筆者は結核発病時

3）高齢者の生活環境と結核発見

期が不明な肺結核症例を「いつの間にか結核（severe
tuberculosis，onset unkown）
」と分類している。

Fig1. 「いつの間にか結核」症例
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施設内入居者は入居前に健診を受け，結核発病の有
無有無を確認する必要がある。生活保護施設，養護老

Fig2. 「いきなり重症結核」症例

table 2013年新登録肺結核患者の年齢層別有空洞率

Fig3. INH，RFP，PZAを含んだ治療例における年齢別肝障害発症率
（人）
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人ホーム，特別養護老人ホーム，軽費老人ホーム，等，

使用について「なお，80歳以上であっても臓器障害が

高齢者が多い施設に入所・入居する場合は，施設長の

ない場合には，短期治療の観点から PZAを使用するこ

2）

責任下で年1回の定期健康診断を行う必要がある 。

ともよい選択肢である。
」と追記した 6）。

訪問診療は検査器具を運搬し行うことになり限界が

自験例 7）でも，INH，RFPにPZAを加えた治療にお

あり，画像診断は行いがたい。持ち運び可能なポータ

ける肝障害率は80歳代で約20％であった（Fig3）
。経

ブル吸引器は4万円程度から販売されているが，全て

過中注意していけば現行の標準治療Aを投与可能な症

の訪問診療医が有しているわけではない。最近便から

例も多く，年齢ではなく病状で投与を判断する必要が

結核菌を検出する方法について検討され有用な成績を

ある。

示した

3）

が，海外では汎用化されている迅速診断機器

Xpert MTB/Rifampicin Test®を用いており，同検
査の本邦の保険収載が望まれる。

4 おわりに
高齢者は適切な介護・療養環境が必要である。早期
に排菌を減じ適切な環境に復帰させることは，高齢者

3 高齢者結核の特徴

の生活の質（Quality of life:QOL）を改善し，ADLを

1）自覚症状

保つことに繋がる。治療は全身状態から選択すること

豊田らの報告では，後期高齢者と前期高齢者を比較

が重要である。

し，後期高齢者ほど呼吸器症状が少なく，呼吸器以外
の症状を有する割合が多かった 4）。高齢に至るほど，認
知障害や短期記憶の減衰が生じ，自覚症状が正しくそ
の時点の患者の症状を表しているかは疑問であり，受
診や診断の遅れにつながる可能性がある。
2）診断
結核の統計2015 １） より，2013年の新登録肺結核患
者の年齢層別有空洞率を算出した（table）
。高齢者ほ
ど有空洞率は低下しており，典型的な肺結核の画像を
呈さない場合もあると考えられる。また洞がない症例
における喀痰塗抹陽性率も高齢になるほど高く，肺炎と
して加療し後に結核と判明する場合があることに注意す
べきである。
3）高齢者の標準治療
高齢者におけるPZAを含んだ標準4剤治療の可否に

文献
1）公益財団法人結核予防会，結核の統計2015.東京．公益財団
法人結核予防会．2015．
2）結核院内（施設内）感染対策の手引き 平成 26 年版」．2014
年厚生労働省インフルエンザ等新興再興感染症研究事業「結核の革
新的な診断・治療及び対策の強化に関する研究（研究代表者 加藤
誠也）
」．
http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-10601000Daijinkanboukouseikagakuka-Kouseikagakuka/0000046630.pdf
3）Kokuto H，Sasaki Y，Yoshimatsu S，et al. Detection of
Mycobacterium tuberculosis（MTB）in Fecal Specimens
From Adults Diagnosed With Pulmonary Tuberculosis
Using the Xpert MTB/Rifampicin Test. Open Forum Infect
Dis. 2015,（http: //www. ncbi. nlm. nih.gov/pmc/articles/
PMC4462888/）
4）豊田恵美子，
町田和子，
長山直弘，
他．高齢者結核の臨床的検討．
結核，2010；85：655－660．
5）日本結核病学会治療委員会，結核医療の基準の見直し-2008,
結核，2008;83:529-535.
6）日本結核病学会治療委員会，結核医療の基準の見直し-2014,
結核，2014; 89 : 683-690.
7）佐々木結花．高齢者の結核〜地域で支えるネットワークづくり 医
師の立場から 保健師の結核展望，2015;27-32.

ついて，以前の結核医療の基準の見直し ‐ 2008年では
80歳以上にはPZAの投与を勧めていなかった 5）。しか
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