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はじめに

結核は，いまなお全世界中で18億人が感染しており，1 年間に約

1,000 万人が新規に発症しています．その 8 割が発展途上国に

おいてであり，栄養や衛生などを含めた社会経済の安定が結核疫

学に影響していると考えられます．一方，減少したとはいえ，本邦

でもいまだ「人口 10 万人対 16.1 人／年（2013 年）」の新規発

症をみており，注意が必要です．

一方，肺炎は，2011年の厚生労働省の統計情報・白書の死因では，

悪性新生物，心疾患に次いで 3 位となり，死亡率は人口 10 万人

対 98.8 人／年ですが，65 歳以上では指数関数的に増加すること

が知られています．

本誌では，抗 TNFα製剤が結核及び肺炎に及ぼす影響とその留

意点について，ご理解いただけるよう解説しています．日常の診

療において，より安全にアダリムマブを含む抗 TNFα製剤をご使

用いただけることを願っております．

● 結核の届出基準については，厚生労働省のHP等でご確認いただけます.

厚生労働省　感染症法に基づく医師の届出のお願い 　結核
http://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/kekkaku-kansenshou11/01-02-02.html
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結核とTNFαの関連

結核は結核菌Mycobacterium tuberculosisを原因菌とする，全身（主に肺）に発症する慢性の感染症で空気感染（＝
飛沫感染）します．結核は感染後，免疫能低下に伴い発症しますが，発症率は約 10％で，残りの感染者はツベルクリン
反応が陽性であっても発症することはありません．結核感染者の約 5％は感染後すぐから 1 年程度までに，長くても 1 年
半くらいまでに発症しています【一次結核】．残りの約 5％は，感染後結核菌は冬眠状態（dormancy）となり，多くは 5
～ 50年後に目覚め，菌の増殖（内因性再燃）を引き起こして発症します【二次結核】．

結核菌は気道から気管支，肺門部に侵入し，胸膜の直下に定着します．食菌作用を示す肺胞マクロファージに自ら侵入し
増殖を繰り返すことにより，マクロファージをアポトーシスに陥れ，また肺胞に感染増殖し，滲出性病巣（初感染原発巣；
図1-①）を作ります．その後，結節が形成され，初期免疫により結核菌は結節内に閉じ込められ，菌の増殖が阻止され
ます（通常はこの時点で発症は抑制されます）．結核菌は空気が遮断された状態では増殖はしませんが，結核菌を持った
マクロファージは一部リンパ行性に肺門リンパ節に移行し（図1-②），そこでマクロファージのアポトーシスが起こり，感
染病巣が形成されます（初期変化群）．さらに一部の菌はリンパ血行性に肺尖部に到達します．肺尖部は脆弱ですので，
結核菌は宿主の細胞性免疫から逃れ，あるいは形態を変えて生存し続け，いわゆるパーシスター（冬眠状態の菌）となり
ます（図1-③）．一般に発症は肺結核にとどまりますが，細胞性免疫の成立が不十分な場合はリンパ行性の進展により，
肺門リンパ節結核，頸部リンパ節結核及び結核性胸膜
炎の肺外結核が起こります．また，血行性に散布すると
粟粒結核（早期蔓延）となり，結核性髄膜炎へと進展
します．この場合，肺間質病変が隣接する肺胞内にま
で波及し，管内性進展を引き起こす可能性もあります．
この時期に発症する結核が一次結核で，結核菌の病勢
が強いときに起こります．
二次結核は年余のdormancyから内因性再燃が起こり，
病変が管内性に進展したものをいいます．通常遅延型
アレルギーを引き起こし，組織の壊死と乾酪化がみられ
ます．隣接する気管支が破壊した場合，空洞が形成さ
れ（空洞性病変），さらに結核菌が増殖します．

TNFαは結核菌感染に対する細胞免疫応答において中心的役割を担っています（図2）．
① 結核菌に感染すると肺胞マクロファージは結核菌を貪食し TNFαを遊離．
② 遊離した TNFαは自己あるいは周囲のマクロファージを刺激し，それらの刺激を受けた細胞が活性化．
③ 活性化した細胞はサイトカインやケモカインを遊離し，CD4＋細胞，CD8＋細胞，γ/δリンパ球を遊走させ，活性化．
また，T細胞も接着能が亢進し，マクロファージが T細胞に抗原を提示．

④ T細胞，B細胞は活発に増殖し，活性化 T細胞は IFN（インターフェロン）-γを遊離し，さらにマクロファージを活性化．
⑤ 活性化マクロファージは貪食能を亢進させ，細胞内寄生結核菌を殺菌あるいは肉芽腫を形成．
⑥ 肉芽腫形成および維持に TNFα産生は必須であり，肉芽腫は結核菌を周囲から隔絶し，その播種を阻止．結核の感染と発症機序

結核の概要

図1．結核菌の感染から発症までの経路

図2．結核菌感染に対する細胞免疫応答におけるTNFαの中心的役割

露口泉夫．結核の感染と発症．結核（光山正雄編）, 医薬ジャーナル社 , 大阪 , 2001, p.137．

江口勝美．呼吸器科. 2008; 13（1）： 84-91．（一部改変）
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肺結核の症候

抗 TNFα製剤投与時の合併結核は，一般の結核と AIDS 合併結核の中間的な病像であり，比較的 AIDS 合併結核に近
いと考えられます．一般の結核では肺結核が 90％を示しますが，AIDS合併結核では肺外結核（特に胸膜炎，粟粒結核，
結核性リンパ節炎）が 50％以上を示し，抗 TNFα製剤投与時の合併結核でも約半数を示します．肺内病変の局在部位
は一般の結核では肺尖部，S6 に，AIDS 合併結核では下肺野，抗 TNFα製剤投与時の合併結核では上肺野に多くみら
れます．空洞形成は AIDS合併結核，抗 TNFα製剤投与時の合併結核とも免疫能の低下によるため少ないのが特徴です．

呼吸器系
病態の進展につれて，咳嗽，喀痰，血痰や喀血，胸痛などの呼吸器症状が出現します．高度進展例では，呼吸不全を呈
します． 
結核に特有の呼吸器症状はありませんが，咳や痰が 2 週間以上持続するときは，肺結核を念頭に諸検査を進めることが
大切です． 

その他一般症状
発熱（必ずしも微熱とは限らない），発汗，体重減少，食欲不振，倦怠感など
　

遷延性の不明熱と髄膜炎症状，脊髄神経病変（Pott 病），腹水，皮膚病変，心雑音（心外膜炎），リンパ節腫脹といった
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治療前のスクリーニングにより既感染の有無を確認し，抗 TNFα製剤療法が適切か判断することが重要とされています．
十分な問診，インターフェロン -γ遊離試験（IGRA）やツベルクリン反応検査，胸部 X 線検査あるいは胸部 CT 検査を
行います．

● 問診
　　 下記を参考に問診を行ってください．

● インターフェロン -γ遊離試験（Interferon-Gamma Release Assays：IGRA）
　 BCG にはない結核の特異抗原で血液中のリンパ球を刺激し，放出されるインターフェロン -γによって結核感染の
　 有無を診断する血液検査です．このため BCG 接種の影響を受けない検査としてその有用性が報告され，感染症法
　 では潜在性結核感染症（従来の化学予防の適応例）の診断法として使用が勧められています．日本においては，クォ
　 ンティフェロン検査，T-スポット検査が用いられています．

● ツベルクリン反応
　 ツベルクリン反応では，結核菌感染か，類似の非結核性抗酸菌感染か，BCG 接種の影響であるかの判断はできま
　 せんが，発赤や硬結があらわれるのは結核菌の感染や BCGを接種した場合と考えられます．
　 本邦では発赤の長径が 10mm 未満を陰性，10mm 以上を陽性と判定しています．問題点としては，ヒト型結核菌
　 と類似の非結核性抗酸菌に感染した場合にも陽性を示すことがあります．細胞性免疫が低下した状態ではツベルクリ
　 ン反応が陰性になることがあります．高齢者においては，ツベルクリン反応の感受性が十分ではない可能性がありま
　 すので，画像診断を重視する必要があります＊．

結核スクリーニング（診断）

（参考）結核に関する問診例

□ 家族に結核を患った方はいらっしゃいませんか？
□ 結核を患ったことのある方と接触したことはありませんか？
□ 以前に行ったツベルクリン反応検査の結果はどうでしたか？
□ BCGを接種したことがありますか？
□ 10～ 20歳で肺炎が長引いた，もしくは咳，痰が治らなかったことはありませんか？
□ 過去に熱が続き，薬ですぐには治らなかったことはありませんか？
□ 肺浸潤と診断されたことはありませんか？
□ 療養所に長期間入所し，化学療法を受けたことはありませんか？

＊日本結核病学会予防委員会, 日本リウマチ学会（共同声明）.結核. 2004; 79: 747-748．

● 画像診断（TNFα製剤投与前の所見は， TNFα製剤投与下での所見との比較に重要）
　 胸部 X 線検査は肺結核の診断に際し感度の高い検査法であり，現在でも主たる検査として使われています．しかし，
　 肺結核は胸部 X 線像において多彩な像を示し，非典型例では診断は非常に難しいとされています．画像所見の把握
　 は極めて重要なため，疑わしい場合は，呼吸器専門医あるいは放射線専門医に相談することが勧められます．また，
　 胸部 CT 検査は，広範な病変がみられる場合，複雑な気道病変や縦隔病変を伴う場合などに非常に有用とされてい
　 ます．特に高分解能 CT（HRCT）は，空洞の有無や活動性の評価，感染ルートの検索に有用です．最近では胸部
　 CT検査を比較的容易に行うことができますので，できるだけ胸部 CT検査をされることが望まれます．
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図4．生物学的製剤投与時の結核予防対策

日本呼吸器学会（編）．生物学的製剤と呼吸器疾患・診療の手引き．2014．

十分な問診，胸部 X線検査，胸部 CT検査，IGRA and/orツベルクリン反応検査

結核に関する総合的評価

診断結果

結核既感染（疑いを含む）

疑わしいもしくは不明

活動性結核

活動性結核に
対する治療開始

抗結核薬＊

予防投与開始

＊TNF阻害薬投与に先立つ 3週間，
抗結核薬（INH等）の投与を行い，
以後も計6～9ヵ月間並行して投与．

評価可能

呼吸器／放射線専門医の評価

TNF阻害薬投与開始

結核の既往歴は
認められない．
あるいは，結核の
確実な治療歴あり

抗結核薬の予防投与

2007 年 4 月に結核予防法が廃止され，結核対策は改正感染症法により進められています．この中で，従来のイソニアジ
ド（INH）予防投与は「潜在性結核感染症の治療」と位置付けられています．潜在性結核に対する抗結核薬の予防投与
の効果は 100%ではないことに留意すべきですが，INH予防投与の有用性を支持するエビデンスは存在します．
胸部 X線写真で治癒所見あるいは不活動性所見を持つ 28,000名を以下のように各7,000名ずつ 4群に分類しました．
① INH投与なし
② INH 12週間投与
③ INH 24週間投与
④ INH 52週間投与

5年間の結核発病率を比較した International Union Against Tuberculosis（IUAT）の成績＊では，結核発病率は，
① 14.3%
② 11.3%
③   5.0%
④   3.6%
となり，INH予防投与の期間に準じて発病予防効果が高くなる結果を示しました．

米国やカナダでは INH300mg/ 日の 9ヵ月間投与が勧められていますが，IUAT の結果では③INH 24 週間投与群と④

INH 52週間投与群との間で発病予防効果（24週間投与群 65%，52週間投与群 75%）に有意差が認められなかったこ
ともあり，わが国の指針は 6ヵ月間投与が勧められています．
ただし生物学的製剤投与のように結核併発危険因子を有する場合には 9ヵ月間の INH 予防投与も考慮されるべきです．
なお，IUATの成績では，INHの服薬コンプライアンスの良好な症例では、発病予防効果が高いことが示されていますので，
活動性結核治療の場合と同様に，潜在性結核治療でも抗結核薬の服薬遵守を推奨しなければなりません．

これらより抗結核薬の予防投与は重要であると考えられ，画像診断で問題のない症例をも含めて，「結核発病患者との接
触歴あり」，IGRA「陽性」，ツベルクリン反応「発赤 20mm 以上」「硬結あり」，胸部画像所見「異常陰影あり」など結
核の既感染が疑われる場合には，抗結核薬の予防投与を行うことが勧められます（図4）．
日本結核病学会予防委員会・治療委員会の潜在性結核感染症治療指針等では，抗 TNFα製剤投与開始 3 週間前より

INH内服（原則として 300mg/日，低体重者には 5mg/kg/日に調整）を 6～ 9ヵ月行うことが推奨されています．
しかしながら，アダリムマブ投与症例においては、INH予防投与終了後に結核を発病した症例の報告があり，抗 TNFα製
剤投与中には結核に対する注意が必要となります（HUMIRA安全性情報市販後における結核発病症例の検討参照）．

＊IUAT Committee on prophylaxis． Bull World Health Organ 1982; 60: 555-564．
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6ヵ月短期化学療法は現在，最も強力といわれており，治療開始 2ヵ月後の菌陰性化率は 70～ 90％，治療終了後の再
発率は 0～ 4％と報告されています．しかし，まだ治療期間が長く，治療中断や脱落が多く，薬剤耐性菌の出現が懸念さ
れます．そのため DOTS（直接監視下短期化学療法）＊が推奨されています． 

＊DOTS（Directly Observed Treatment,short course）:結核感染者が抗結核薬を服用するところを ,保健医療従事者
などが直接監視・記録して，結核治療を完了させる治療法 .

ステロイド剤は免疫抑制作用がある薬剤であることから，結核発病時には中止すべきであるという意見がありますが，次
の理由から「継続」すべきと考えられます．
（1）発病した結核の病態の悪化（免疫再構築症候群が考えられる）を来し，予後不良となるため．特に，粟粒結核など
　　の重症結核の治療に際して，ステロイド剤の併用で免疫再構築症候群の発現を抑制するため．
（2）過剰免疫が病態の本質である関節リウマチ等の自己免疫疾患では，ステロイド剤の中止により，それまで抑制されて
　　いた過剰な生体反応を惹起するため．
（3）抗結核薬の 1つであるリファンピシンにより，ステロイド剤の効果が減殺されるため．

（参考）主な抗結核薬の投与量 （連日投与）

上段：成人投与量，下段：最大投与許容量
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中枢神経障害

肝炎，胃腸不快，発疹

肝炎，胃腸不快，高尿酸血症

視神経炎

聴神経障害，腎毒性

その他

末梢神経炎の予防にピリドキシン有効

尿など体液の橙変

胎児への影響が未知のため，妊婦には禁忌

視力低下を訴えられない小児には禁忌

妊婦には禁忌
腎機能の低下した者や高齢者には減量

併用ステロイド剤の処置

結核菌には自然耐性菌がありますので，通常，作用機序の異なる薬剤を併用します．本邦における初回化学治療の標準
療法としては，6ヵ月短期化学療法が推奨されています．これはイソニアジド（INH），リファンピシン（RFP），ピラジナ
ミド（PZA）とエタンブトール（EB）又はストレプトマイシン（SM）の 4 剤を 2ヵ月間投与し，その後 4ヵ月間は INH
及び RFP の 2 剤を併用する治療法です（図5）．副作用等で PZA が服用できない場合は，INH，RFP，EB あるいは

SM の 3 剤を 6ヵ月投与し，その後３ヵ月間，INH 及び RFP を投与します（EB を加えてもよい）．抗 TNFα製剤投与
時の合併結核でも，この６ヵ月短期化学療法が有用と確認されています（p5 表1参照）．
再治療では，今までに未使用の抗結核薬を３剤以上，できれば４剤以上併用します．再治療は治療法を誤ると多剤耐性
結核を出現させるおそれがありますので，結核専門医に相談することが必要です．
肺外結核の治療は基本的に肺結核と同様です．

結核の治療

図5．6ヵ月短期化学療法スケジュール
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日本呼吸器学会（編）．生物学的製剤と呼吸器疾患・診療の手引き（2014年）より引用

日本結核病学会（編）　結核症の基礎知識（改訂第 4版）　Ⅲ結核の治療より引用
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抗 TNFα製剤による免疫能低下により，結核発病あるいは再燃のリスクが高まる可能性があります．しかし，投与前の
スクリーニングや INH予防投与，投与後の経過観察で，最小限に抑えることは可能です．

● 抗 TNFα製剤の投与前の注意点
・ 十分な問診，IGRA検査またはツベルクリン反応検査，胸部画像診断を必ず行ってください（p7～ 8参照）．
胸部 CT検査も有用ですので，実施が望ましいです．
なお，高齢者，ステロイド剤投与などにより免疫抑制状態にある患者においてはツベルクリン反応等が減弱するこ
とが知られていますので，判定には注意が必要です．
・ 胸部画像の読影は，呼吸器専門医あるいは放射線専門医を含めたダブルチェック体制をとることが重要となります．
・ 潜在性結核及び疑わしい患者には抗結核薬の予防投与を行ってください（p9～10参照）．
・ 活動性結核が認められた場合は，専門医との連携のもと治療を行い（p11参照），抗 TNFα製剤の投与は，活動
性結核が完治した後に考慮してください．

● 抗 TNFα製剤の投与開始後の注意点
・ 肺結核及び肺外結核の症候に十分注意し観察を行ってください（p6参照）．
・ 定期的な胸部画像検査を実施してください．
・ 結核の発病が疑われる場合には IGRA検査を実施してください．

結核に関する抗 TNFα製剤の投与上の注意

潜在性結核
 スクリーニング（問診・IGRA検査または
ツベルクリン反応検査・胸部画像検査など）

 抗結核薬の 
 予防内服 

イソニアジド（INH）またはリファンピシン（RFP）により，発熱あるいは発疹の副作用が出現した場合には，以下の
方法により減感作療法を行います．

まず速やかに当該薬剤を中止し，副作用に対する適正な治療を行います．結核治療のため重要な薬から試しに使用して，
アレルギーの原因でなければ使用継続，アレルギーの原因であればその薬の中止か減感作療法を選択します．
すなわち標準治療を開始しアレルギー反応が起こり薬を中止した場合，アレルギー反応が完全に落ち着いてから，例えば，

RFP，INH，ピラジナミド（PZA）等の順に薬を 1 剤ずつ追加し，使用可能かどうかを検討します．RFP もしくは INH
が使用不可能な場合は，減感作療法が必要となります（表 2）．なお，両剤に対して副作用がみられる場合には 1 剤ずつ
減感作療法を行います．

1. 減感作は，発熱あるいは発疹が対象である

2. 上記の方法によっても，同様の副作用が発現し不成功な場合もある

3. 減感作時，以下の副作用が出現した場合には，以後当該薬剤は使用しない
　 ショック，溶血性貧血，間質性肺炎，腎不全，紫斑

減感作療法

結核 Vol.72 No.12 697-700, 1997. 日本結核病学会治療委員会：抗結核薬の減感作療法に関する提言

表2．　INH，RFPの減感作療法

INH（mg）

25

50

100

200

300

標準量

RFP（mg）

25

30

100

200

300

標準量

1～3日

4～6日

7～9日

10～12日

13～15日

16日
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1. 減感作は，発熱あるいは発疹が対象である
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　 ショック，溶血性貧血，間質性肺炎，腎不全，紫斑

減感作療法

結核 Vol.72 No.12 697-700, 1997. 日本結核病学会治療委員会：抗結核薬の減感作療法に関する提言

表2．　INH，RFPの減感作療法

INH（mg）

25

50

100

200

300

標準量

RFP（mg）

25

30

100

200

300

標準量

1～3日

4～6日

7～9日

10～12日

13～15日

16日
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本報告例のような高齢者やステロイド剤または免疫調整薬を使用中等の感染リスクの高い症例では，抗 TNFα製剤投与
前に必要に応じて胸部 CT 検査や IGRA を実施し，投与中も問診及び胸部 X 線検査等を実施する等により，より注意が
必要です．

結核の症例概要

【有害事象名】
結核
【患者背景】
60歳代，男性，体重：80.6kg，身長：178cm
合併症：なし
併用薬：リン酸ベタメタゾンナトリウム（被疑薬），プレドニゾロン（被疑薬），酢酸プレドニゾロン（被疑薬），メサラジン，
ロキソプロフェンナトリウム，ラベプラゾールナトリウム，アルファカルシドール，スルピリン
【経過】

投与約 3.5年前

投与約 5ヵ月前

投与 29日前

投与 14日前

投与開始日

投与 14日後

投与 28日後
（最終投与日）

最終投与 9日後

最終投与 14日後

最終投与 19日後

最終投与 21日後

最終投与 23日後

～

最終投与 43日後

最終投与 44日後
（発現日）

発現 3日後

発現 5日後

発現 6日後

発現 7日後

発現 8日後

発現 11日後

発現 17日後

潰瘍性大腸炎を発症（病型：全大腸炎型）．

リン酸ベタメタゾンナトリウム 3mg/隔日注腸開始．

リン酸ベタメタゾンナトリウム中止し，プレドニゾロン 20mg内服開始．

ツベルクリン反応検査：発赤 10×8mm（硬結，水疱，壊死，二重発赤等はなし）．胸部 X線検査【所見】異常なし．
結核治療歴，家族歴，接触歴はなし．

アダリムマブ 160mg投与．

アダリムマブ 80mg投与．

アダリムマブ 40mg投与．

37℃台の発熱あり．

37.8℃　胸部 X線検査【所見】異常なし．

38℃台の発熱持続．血便・便回数増加のため受診．内視鏡検査【所見】RS越えた付近よりMatts3度．潰瘍性大腸炎
の悪化と判断．リン酸ベタメタゾンナトリウム 3mg注腸を再開し，プレドニゾロン 20mg内服は中止．

症状の改善なく，潰瘍性大腸炎悪化の治療目的で入院．胸部 X線検査【所見】異常なし．

潰瘍性大腸炎の悪化に対し，症状に応じ酢酸プレドニゾロン 30～50mg静注，　リン酸ベタメタゾンナトリウム 3mg注
腸などで治療するも，37～38℃台の発熱を繰り返す．

38℃台の発熱あり．

結核専門病院へ転院．ストレプトマイシン投与開始．

イソニアジド投与開始．

咳嗽出現．胸部 X線検査【所見】異常なし．　血液培養検査：陰性．　酢酸プレドニゾロン静注中止し，プレドニゾロン
40mg内服に変更．

呼吸器内科へ紹介．気管支鏡検査【所見】明らかな内腔所見なし．喀痰・気管支洗浄液の塗沫検査で抗酸菌陽性，尿
からガフキー 1号，結核 PCRが陽性．「粟粒結核」と診断．プレドニゾロン 10mg内服へ減量．

結核からDIC，多臓器不全，ARDSを来たし 3日前より呼吸状態の急速な悪化（O215L下にてSpO280%）をきたし，
エラスポール投与開始するも改善みられず永眠．

クォンティフェロン検査：判定不可

38～39℃台の発熱持続．栄養状態不良にて IVH管理開始．胸部 CT【所見】両肺びまん性に小粒状影が血行性に分布．
周囲にスリガラス状陰影・浸潤影は認めない．空洞性病変・石灰化病変は認めない．縦隔リンパ節腫大・石灰化なし．
胸水なし．脾臓：多発性の Lowな SOLを認める．胸部 X線検査【所見】上肺野に粒状影が目立つ．粟粒結核の疑い．
喀痰処理による集菌法の塗沫標本で抗酸菌陽性．
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抗 TNFα製剤投与中の免疫能低下状態では感染症の発症や再燃の可能性があり，副作用として，肺炎などの重篤な感染
症が報告されています．肺炎は原因別に表1のように分類されます．
日常，多くみられる肺炎の病原体には細菌，ウイルス，マイコプラズマ，クラミジアなどがあります．

市中
肺炎

細菌性肺炎

非定型肺炎（ニュー
モシスティス肺炎，
真菌性肺炎を含む）

ウイルス性肺炎

分類

院内肺炎

嚥下性肺炎

病原菌

肺炎球菌，インフルエンザ菌，
モラクセラ，黄色ブドウ球菌な
ど

口腔内常在菌（連鎖球菌，嫌
気性菌，グラム陰性桿菌など）

グラム陽性菌，緑膿菌，クレ
ブシエラをはじめとするグラ
ム陰性桿菌など

マイコプラズマ，クラミジア，
レジオネラなど

RS ウイルス，インフルエンザ
ウイルス，アデノウイルス

特徴

• 通常の社会生活を送っている中で罹患した肺炎

• 入院 48時間以降に発症する肺炎 
• 米国では院内感染症の 15％を占め，死亡率は 22   
　～ 30％と高く，病院感染死亡の 60％を占める
• 日和見感染が高頻度

• 誤嚥により続発
• 高齢者及び術後患者に多い
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細菌性肺炎の危険因子

関節リウマチ患者において入院に至った肺炎の発症危険因子として，
① ステロイド剤（プレドニゾロン）の服用
② 年齢
③ 慢性呼吸器疾患
④ 糖尿病
⑤ HAQ（日常動作評価）
などが挙げられます．これを関節リウマチ治療薬別（抗 TNFα製剤，DMARDs 等）に比較したところ，プレドニゾロン
で有意にリスクが高いことが認められ，さらに用量依存的にリスクは高くなりました．
ステロイド剤は少量でもリスクがあることから，抗 TNFα製剤の使用においてステロイド剤と併用する場合，細菌性肺炎を
発症する可能性が高くなることを念頭に置く必要があります．その他の危険因子に関しても十分考慮した上で経過観察を
行ってください．

肺炎の分類

表1．原因別肺炎の分類

細菌を原因とした肺の急性炎症で，ほとんどが肺胞性肺炎です．
原因菌は，市中肺炎では主に肺炎球菌，インフルエンザ菌，モラクセラ，黄色ブドウ球菌などがあり，院内肺炎では緑膿
菌やクレブシエラの比率が高くなります．
肺炎は罹患率が高く，また死亡率も高く，極めて重要な疾患です．本邦における肺炎による死亡率は人口 10 万人に対し
約 100人で，65歳を超えると指数関数的に高くなります（表2）．

細菌性肺炎の概要

表2．本邦における肺炎の年齢階級別死亡率（人口 10万人対，2012年）
年齢階級

死亡率

総数 40～44 45～49 50～54 55～59 60～64 65～69

108.2

89.0

98.4

男

女

総数

1.7

1.0

1.4

4.1

1.4

2.8

7.7

2.5

5.1

14.7

4.9

9.8

33.0

8.6

20.6

64.1

17.8

40.0

国民衛生の動向 2014/2015より一部改編

年齢階級

死亡率

総数 75～79 80～84 85～89 90～94 95～99 100歳以上

108.2

89.0

98.4

男

女

総数

349.0

115.8

218.0

852.1

316.0

527.5

1872.4

795.4

1144.3

3630.2

1738.5

2177.1

6360.0

3228.5

3797.9

8871.4

5275.0

5768.6

70～74

144.3

43.0

90.2

35～39

1.2

0.8

1.0

適切な治療方針を定めるために，重症度分類を行います．最近では積極的に外来で治療する方向にありますので，重症
度は入院の有無で判定せず，表3の分類より判定します．

表3．肺炎の重症度分類

細菌性肺炎の重症度分類

日本呼吸器学会「呼吸器感染症に関するガイドライン」成人市中肺炎診療ガイドライン , 2007, p12．（一部改変）

1. 男性 70歳以上，女性 75歳以上
2.  BUN 21mg/dL以上又は脱水あり
3.  SpO2  90%以下（PaO2  60Torr以下）
4. 意識障害
5. 血圧（収縮期）90mmHg以下

0
1 or 2

3
4 or 5

軽症
中等症
重症
超重症

外来治療
外来又は入院治療

入院治療
ICU入院

重症度 治療場所該当項目数
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細菌性肺炎

非定型肺炎（ニュー
モシスティス肺炎，
真菌性肺炎を含む）

ウイルス性肺炎

分類

院内肺炎

嚥下性肺炎

病原菌

肺炎球菌，インフルエンザ菌，
モラクセラ，黄色ブドウ球菌な
ど

口腔内常在菌（連鎖球菌，嫌
気性菌，グラム陰性桿菌など）

グラム陽性菌，緑膿菌，クレ
ブシエラをはじめとするグラ
ム陰性桿菌など

マイコプラズマ，クラミジア，
レジオネラなど

RS ウイルス，インフルエンザ
ウイルス，アデノウイルス

特徴

• 通常の社会生活を送っている中で罹患した肺炎

• 入院 48時間以降に発症する肺炎 
• 米国では院内感染症の 15％を占め，死亡率は 22   
　～ 30％と高く，病院感染死亡の 60％を占める
• 日和見感染が高頻度

• 誤嚥により続発
• 高齢者及び術後患者に多い
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細菌性肺炎の危険因子

関節リウマチ患者において入院に至った肺炎の発症危険因子として，
① ステロイド剤（プレドニゾロン）の服用
② 年齢
③ 慢性呼吸器疾患
④ 糖尿病
⑤ HAQ（日常動作評価）
などが挙げられます．これを関節リウマチ治療薬別（抗 TNFα製剤，DMARDs 等）に比較したところ，プレドニゾロン
で有意にリスクが高いことが認められ，さらに用量依存的にリスクは高くなりました．
ステロイド剤は少量でもリスクがあることから，抗 TNFα製剤の使用においてステロイド剤と併用する場合，細菌性肺炎を
発症する可能性が高くなることを念頭に置く必要があります．その他の危険因子に関しても十分考慮した上で経過観察を
行ってください．

肺炎の分類

表1．原因別肺炎の分類

細菌を原因とした肺の急性炎症で，ほとんどが肺胞性肺炎です．
原因菌は，市中肺炎では主に肺炎球菌，インフルエンザ菌，モラクセラ，黄色ブドウ球菌などがあり，院内肺炎では緑膿
菌やクレブシエラの比率が高くなります．
肺炎は罹患率が高く，また死亡率も高く，極めて重要な疾患です．本邦における肺炎による死亡率は人口 10 万人に対し
約 100人で，65歳を超えると指数関数的に高くなります（表2）．

細菌性肺炎の概要

表2．本邦における肺炎の年齢階級別死亡率（人口 10万人対，2012年）
年齢階級

死亡率

総数 40～44 45～49 50～54 55～59 60～64 65～69

108.2

89.0

98.4

男

女

総数

1.7

1.0

1.4

4.1

1.4

2.8

7.7

2.5

5.1

14.7

4.9

9.8

33.0

8.6

20.6

64.1

17.8

40.0

国民衛生の動向 2014/2015より一部改編

年齢階級

死亡率

総数 75～79 80～84 85～89 90～94 95～99 100歳以上

108.2

89.0

98.4

男

女

総数

349.0

115.8

218.0

852.1

316.0

527.5

1872.4

795.4

1144.3

3630.2

1738.5

2177.1

6360.0

3228.5

3797.9

8871.4

5275.0

5768.6

70～74

144.3

43.0

90.2

35～39

1.2

0.8

1.0

適切な治療方針を定めるために，重症度分類を行います．最近では積極的に外来で治療する方向にありますので，重症
度は入院の有無で判定せず，表3の分類より判定します．

表3．肺炎の重症度分類

細菌性肺炎の重症度分類

日本呼吸器学会「呼吸器感染症に関するガイドライン」成人市中肺炎診療ガイドライン , 2007, p12．（一部改変）

1. 男性 70歳以上，女性 75歳以上
2.  BUN 21mg/dL以上又は脱水あり
3.  SpO2  90%以下（PaO2  60Torr以下）
4. 意識障害
5. 血圧（収縮期）90mmHg以下

0
1 or 2

3
4 or 5

軽症
中等症
重症
超重症

外来治療
外来又は入院治療

入院治療
ICU入院

重症度 治療場所該当項目数



典型的には急速に出現する発熱，咳嗽，膿性痰，全身倦怠，胸痛，食欲不振，呼吸困難などを呈し，末梢血白血球数増加，

CRP 陽性，ESR（赤沈値）亢進などの検査所見，胸部 X 線写真上に異常陰影を呈します．重篤感が強く，高熱や食事
摂取不良により脱水症状がみられやすくなり，また菌血症から敗血症に至るとショック，急性呼吸促迫症候群，多臓器不
全などを併発する場合もあります．一般に高熱が認められますが，高齢者やステロイド剤服用中の症例などでは，発熱を
認めないことがあります．診断には，結核を含む抗酸菌症，真菌症（ニューモシスティス肺炎，アスペルギルス症，クリプトコッ
カス症など），薬剤性肺炎等の間質性肺炎などの可能性がないかを考慮する必要があります．
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細菌性肺炎の症状と診断

図1．生物学的製剤投与中における発熱，咳，呼吸困難に対するフローチャート
　　  （関節リウマチに対するTNF阻害薬・トシリズマブ・アバタセプト使用ガイドラインを一部改定）

日本呼吸器学会（編）．生物学的製剤と呼吸器疾患・診療の手引き．2014，p39.より改変
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呼吸器内科医，放射線専門医の読影

いずれかで陽性
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PCRとも陰性
ほかの病原体
検査で陽性

β-Dグルカン
または
PCR陽性

細菌性肺炎
または結核

薬剤性肺炎
リウマチ肺など ニューモシスティス

肺炎（PCP） PCP以外の非定型肺炎

喀痰培養，血液培養
抗酸菌染色・培養

血中β-Dグルカン測定．可能なら
誘発喀痰ないしBALで Pneumocystis
菌体染色・PCR．
インフルエンザ，マイコプラズマ，
クラミジア，レジオネラの検査

胸部 X線，胸部 CT，身体所見，臨床検査
生物学的製剤いったん中止

細菌性肺炎の治療

肺炎診断後の治療について，治療管理場所と緑膿菌リスク因子の有無で A～ Dの 4群に分類し，抗菌薬の投与を行いま
す（図2）．いずれの群に分類されても，インフルエンザ迅速診断キット陽性例では，抗インフルエンザ薬を投与してください．

AMPC／ CVA：アモキシシリン／クラブラン酸，SBTPC：スルタミシリン，CAM：クラリスロマイシン，AZM：アジスロマイシン，GRNX：ガレノキサシン，
MFLX：モキシフロキサシン，LVFX：レボフロキサシン，CTRX：セフトリアキソン，SBT／ ABPC：スルバクタム／アンピシリン，PAPM／ BP：パ
ニペネム／ベタミプロン，TAZ／ PIPC：タゾバクタム／ピペラシリン，IPM／ CS：イミペネム／シラスタチン，MEPM：メロペネム，DRPM：ドリペネム，
CFPM：セフェピム，CPR：セフピロム，CPFX：シプロフロキサシン，PZFX：パズフロキサシン．

図 2．生物学的製剤投与中の肺炎における抗菌薬選択の実際

日本呼吸器学会（編）．生物学的製剤と呼吸器疾患・診療の手引き．2014，p41.
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肺炎診断：インフルエンザ流行期では迅速診断キットで検査を行い陽性なら下記薬剤に抗インフルエンザ薬を加える

重症で，人工呼吸器装着などの集中治療を考慮する状況

なし あり

●過去 90 日以内に抗菌薬の投与がなく，既存肺疾患の
ない場合は，緑膿菌のリスクなし群と判断．
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ニューモシスティス肺炎の診断

発熱，乾性咳嗽，呼吸困難に加えて，PaO2 あるいは動脈血ガス分析又は SpO2（動脈血酸素飽和度）の急激な低下が
みられた場合，胸部 X 線検査を行います．画像所見にスリガラス様の陰影がみられた場合，MTX 及び TNF 阻害薬の治
療を中止し，PCP の判定にβ-Dグルカンを測定します．これが陽性であれば PCR（Polymerase chain reaction）を
測定し，PCPと診断します（p19 図1 参照）．なお，β-Dグルカンは PCP 及び真菌症では増加しますので，TNF 阻害
薬投与後のチェックのためにも，投与前値を必ず検査しておきます．

PCP は，早期診断が重要です．患者のうったえがなくても疑わしい場合は積極的に検査を行うことが勧められます．無治
療では極めて死亡率が高いため，確実な診断と適切な治療が必要とされます．

ニューモシスティス肺炎の概要

ニューモシスティス肺炎の自覚症状と臨床症状

ニューモシスティス肺炎（Pneumocystis pneumonia; PCP）は酵母様真菌である Pneumocystis jirovecii によって引
き起こされる肺炎です．免疫能低下時に発症する日和見感染の一つで，不適切な治療を行うと，致死的状態に陥ります．

PCP の背景としては，ステロイド剤中等量以上の投与，あるいは免疫抑制薬の併用があり，強力な免疫抑制療法は重要な
要因と考えられています．PCP のその他の発症危険因子は細菌性肺炎とほぼ同様と考えられています．なお，抗 TNFα
製剤合併ニューモシスティス肺炎の二次予防（1回以上PCPを発症したことのある患者のPCP予防）の有無と予後とには，
明らかな関連がみられています．

呼吸困難，乾性咳嗽，発熱が主な症状です．同時に PaO2（動脈血酸素分圧）が大きく低下します．胸部Ｘ線写真では
両側の肺全体に霞がかかったようなスリガラス様の陰影を生じます． ST合剤（スルファメトキサゾール /トリメトプリム）が第一選択薬となります．副作用等で投与不可能の場合は，ペンタミ

ジンを投与します．低酸素血症を呈している症例，呼吸不全を合併している症例では，ステロイド剤の併用が推奨されて
います．
呼吸不全例では予後は悪く，早期診断，早期治療が重要です．疑いが強ければ，確定診断を得られなくても，β-Dグル
カン陽性と判定した時点で，治療の開始が考慮されます．
特に，PCP治療後や高齢・既存の肺疾患・ステロイド剤併用などのリスクを有する場合には，ST合剤などの予防投与が
望まれますが，具体的な適応や投与期間などについてのコンセンサスは得られていません．

ニューモシスティス肺炎の治療

症例は 50 歳代，男性，肺がんに対する抗癌剤とステロイド剤投与中にニューモシ
スティス肺炎を発症したものです．左中・下肺野と右下肺野を中心に広範なスリガ
ラス様陰影が広がっており，胸部 CTでは胸膜直下が温存されている特徴的な所見
がみられます．この例では血中β-D グルカン値が 12.8pg/mL と上昇は弱いもの
の，呼吸器由来検体を用いた PCR 検査でニューモシスティスが陽性でした．抗癌
剤やステロイド剤，抗 TNFα製剤などの免疫能を強く抑制する医薬品の投与中に
強い呼吸困難や発熱がみられ，さらにこの写真のような所見がみられた場合は，本
症を疑う必要があります．

（渡辺先生ご提供）
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抗TNFα製剤を含む生物学的製剤に報告されている細菌性肺炎の1つに，重症レジオネラ肺炎があります．レジオネラは，
土壌，クーリングタワー，温泉などの水の中に生息し，エアロゾルとして肺胞で吸入され，肺胞マクロファージや好中球中
で増殖し，肺炎を引き起こします．
レジオネラ肺炎は，抗TNFα製剤の投与により発現リスクの上昇が指摘され，フランスでは，抗TNFα製剤投与による

SIR（標準化罹患比）は 1.31（95%信頼区間：9.0-19.1, P＜0.0001）と報告されています．

レジオネラ肺炎の臨床症状は，他の細菌性肺炎と同様に全身性倦怠感，頭痛，食欲不振，筋肉痛などの症状，乾性咳嗽，
高熱，悪寒，胸痛，呼吸困難がみられます．特徴的な症状として，傾眠，昏睡，幻覚，四肢の振せんなどの中枢神経系
の症状があります．
また，病状の進行が速いことが本症の特徴です．

レジオネラ肺炎の原因の約半数を占めるレジオネラ・ニューモフィラ血清型群 1 の尿中抗原キットは，特異性が高く簡便
迅速なためよく普及しています．また， LAMP 法による喀痰中の菌の遺伝子を検出する迅速診断は，レジオネラ・ニュー
モフィラ血清型群 1以外のレジオネラ属菌も検出できるので，尿中抗原陰性の場合の診断を含め，非常に有効です．

レジオネラ肺炎の治療で留意すべき点は，細胞内増殖細菌であるため臨床で汎用されるペニシリン系，セフェム系，カル
バペネム系などのβ- ラクタム系抗菌薬は細胞内に移行しにくいため無効という点です．細胞内への移行が良好なマクロ
ライド系，フルオロキノロン系を選択しなければ重症化し，致死的となります．そのため初期治療時の経験的抗菌薬選択
には，レジオネラ肺炎を考慮してマクロライド系，フルオロキノロン系抗菌薬の併用が推奨されます．
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レジオネラ肺炎の概要

レジオネラ肺炎の臨床症状

レジオネラ肺炎の診断・治療

抗 TNFα製剤による免疫能低下により，肺炎発症のリスクが高まる可能性はあります．しかし，投与前のチェックや処置，
投与後の経過観察で，最小限に抑えることは可能です．

● 抗 TNFα製剤の投与前の注意点
・ 危険因子（ステロイド剤服用，高齢，慢性呼吸器疾患，糖尿病など）の有無を確認し，リスク＆ベネフィットを   
　十分考慮してください．
・ PCP 治療後，高齢，既存の肺疾患，ステロイド剤併用などのリスクを有する場合は，ST 合剤等の予防投与を
　ご検討ください．

● 抗 TNFα製剤の投与開始後の注意点
・ 肺炎の症候に十分注意し観察を行ってください（p19参照）．
・ 特にステロイド剤を併用する場合は，十分な経過観察を行い，肺炎の症候に注意してください．
・ 高齢者は発熱がない場合がありますので，十分注意してください．
・ PaO2などの急激な低下がみられたときは，必ず胸部 X線検査を行い，診断を行ってください．
・ ニューモシスティス肺炎が疑わしい場合は，積極的に検査を行ってください．β-D グルカン陽性の場合は，治療開
始を考慮してください．

・ 患者に対し，次回来院までの経過中に異常を感じた場合，直ちに主治医に連絡するように指導してください．

肺炎に関する抗 TNFα製剤の投与上の注意

感　染　症 危険因子の把握 / 早期診断・治療
予防的な措置

患者教育
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肺炎球菌，インフルエンザのワクチン接種について

アダリムマブ投与中の肺炎球菌やインフルエンザのワクチン接種については，関節リウマチ（RA）患者を対象とした臨床
試験において，アダリムマブ投与後，1 週間の間隔を空けて肺炎球菌とインフルエンザワクチンを同時投与したところ，
アダリムマブはワクチンの効果を減弱させなかったと報告されています 1）．このため，アダリムマブ投与 1 週間後に不活
化ワクチンを接種することをお勧めします．また，日本リウマチ学会の RA に対する TNF 阻害薬使用ガイドライン
（2017 年 3 月改訂版）でも，「呼吸器感染症予防のために，インフルエンザワクチンは可能な限り接種すべきであり，肺
炎球菌ワクチン接種も考慮すべきである．」と記載されています．ただし，アダリムマブ投与中の生ワクチンの接種は避け
てください．

● 参考
　 ■生ワクチン接種について
　 　生ワクチン接種に関するヒュミラ ®（アダリムマブ）添付文書の記載

　　
　　関節リウマチ（RA）に対する TNF阻害薬使用ガイドライン 2）（日本リウマチ学会）の記載

1）Ding T, et al. Rheumatology. 2010; 49: 2217-2219.
2）一般社団法人　日本リウマチ学会　2017年 3月 改訂第 8版 
3）Kobayashi I et al. Mod Rheumatol 2015, 25(3): 335-343

帯状疱疹（水痘），麻疹，風疹，おたふくかぜ，BCGなどの生ワクチン接種は，TNF阻害薬投与中は禁忌である．
また，生ワクチン接種は，本剤投与中止後，３～６ヶ月の間隔を空けることが望ましい．接種に際しては併用
薬剤や年齢・肝，腎機能障害など患者背景を考慮する必要がある．特に妊娠後期に本剤を投与した場合は，
乳児の生ワクチン接種で感染のリスクが高まる可能性があるので，少なくとも生後 6ヶ月頃までは生ワクチンを
接種しないことが望ましい 3）．

■使用上の注意
2.重要な基本的注意
（5）本剤投与において，生ワクチンの接種に起因する感染症を発現したとの報告はないが，感染症発現のリス

クを否定できないので，生ワクチン接種は行わないこと．小児患者には本剤投与前に必要なワクチンを接
種しておくことが望ましい．
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