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総 説

高齢者の結核の現状と治療の実際

赤川志のぶ

要 約 現在わが国の結核は，結核蔓延期に生を受けた年代である高齢者が患者の過半数を占めており，先
進国の中でも未だに高い罹患率をしめしている．結核の発症は主に免疫力の低下による内因性再燃によるが，
特に後期高齢者では基礎疾患・活動度低下・嚥下障害・低栄養等，様々な背景が関連しており，互いに影響
しあって予後不良の要因となっている．死亡率は年齢とともに急増し，後期高齢者では 3 割前後と著しく高
い．検診発見例は少なく，呼吸器症状も乏しい傾向にあり，胸部画像でも空洞形成が少なく非好発部位に陰
影がみられる等，非典型的な所見を呈しやすい．最初は嚥下性肺炎と診断されることが多いことから，確定
診断には喀痰抗酸菌検査が極めて重要である．抗結核薬治療は 2009 年改訂の新基準に則って行うが，80 歳
以上では PZA を含まない INH・RFP・EB または SM の 3 剤で行う．しかし，高齢者では基準どおりの治
療ですむことは少なく，投薬ルートの制限，副作用の出現，栄養状態の悪化等の問題をきたして，治療の中
断，変更，長期化を余儀なくされやすい．最近 NST の気運の高まりとともに，高齢者結核の治療における
栄養療法の重要性が再認識されつつある．
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わが国の結核疫学の動向

結核は，かつて国民病といわれ 1950 年まで常に我が
国死因のトップとして恐れられていたが，抗結核薬の進
歩により急速に死亡率・罹患率の低下をみた．その後も
順調に患者数は減少していったが，1980 年頃より減少
率が鈍化した．1998 年には微増に転じたことから翌年
厚生省（現厚生労働省）は結核緊急事態を宣言して広く
注意を喚起した．その後罹患率は再び減少しつつあるが，
2008 年においても人口 10 万対 19.4 と東欧並みの中蔓延
状態にある（図 1）１）．

2008 年の統計でみると，年齢・性別の結核罹患率は 19
歳以下の未成年は男女ともに欧米並みに低い．50 代以
上では加齢とともに高くなり，特に 65 歳以上の高齢者
では急上昇し，85～89 歳では人口 10 万対 193.2 と著し
く高い．女性は 60 代前半まで若年者と同様に低いが，65
歳以上で上昇に転じる．男性に比べ勾配は緩いが，85～
89 歳における罹患率は 62.9 と高い（図 2）１）．結核新規
登録患者数でみると，総数は 24,760 名（男性の 15,707
名，女性 9,053 名）で，65 歳以上の高齢者が 14,044 名

で 56.7％ と実に半数以上を占めている．さらに 75 歳以
上の後期高齢者は 38.9％，85 歳以上の末期高齢者は
13.6％ と高齢者に大きくシフトしている．女性に焦点を
あてると，65 歳以上 57.7％，75 歳以上 42.2％，85 歳以
上 17.1％１）とより高齢化が強い．結核死亡率でみると，
結核患者全体では人口 10 万対 1.8 と過去最低レベルで
あり，ここ数年ほとんど変化はないが，人口 10 万対 1.0
以下が多い欧米先進国に比べ未だ高率である（図 3）．
若年では罹患率と同様著明低値であるが，中年以降は次
第に上昇し，65～69 歳で 1.6，70～74 歳 2.3，75～79 歳
6.2，80 歳以上では 17.9 と極めて高い１）．以上のように
現在のわが国において結核は高齢者の疾患といっても過
言ではない．

結核の高齢化現象は欧米の低蔓延国２）においても，ま
た極東の高蔓延国３）においてもみられているが，わが国
ほど突出している国はない４）．その背景のひとつは，2008
年の平均寿命が男性 79.29 歳，女性 86.05 歳１），また web
上の総務省統計局 2008 年年報５）で 65 歳以上の人口割合
が 22.1％ であり，世界的にみても著しい高齢者社会に
突入していることにある．もうひとつは，わが国が欧米
先進国に遅れて 1900 年から 1950 年にかけ結核の高蔓延
状態にあったことがあげられる．現在わが国の高齢者は
この 20 世紀前半に生をうけており，結核既感染者であ
る確率が極めて高いからである４）６）．最近，大森らは結核
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図1 結核罹患率の推移
文献1）より
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図2 性・年齢階層別結核罹患率，2008年
文献1）より
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罹患率の将来予測を行い，低蔓延とされる人口 10 万対
10 以下に達するのは 2020 年頃と推測７）しているが，こ
れは高蔓延時代以降に生まれた世代が高齢者の主体とな
る時期に重なる．

高齢者の結核発症

高齢者に結核の発症が多い理由として，多くが結核既
感染者であり高齢のため容易に内因性再燃をきたしやす
いことがあげられる．また，かつて結核を発症しパラア
ミノサリチル酸（PAS）・ストレプトマイシン（SM）
等で治療され一旦治癒したが，高齢になっての再発も少
なくない．加齢に伴って免疫力は次第に低下するが，特

にリンパ球 T 細胞機能の質的・量的な低下が結核に対
する抵抗性の減弱の背景にあると考えられている８）９）．さ
らに高齢者では全身状態や免疫力を低下させるような基
礎疾患を有するものが多く，再燃に追い討ちをかけてい
る．代表的なものとして，脳血管障害，悪性腫瘍，肝疾
患，循環器疾患，COPD 等の慢性呼吸器疾患，上部消
化管切除術後，膠原病，糖尿病等があげられる１０）１１）．ま
た，抗腫瘍剤や免疫抑制剤による治療，活動度の低下（寝
たきり），嚥下障害，低栄養等も関連しつつ互いに足を
引っ張りあう状況にある．高齢者の結核では，前期高齢
者では生活習慣病，後期高齢者では活動度低下をきたし
やすい合併症が多くみられ１１），末期高齢者では特に脳血
管障害が多く，寝たきりも高率である１２）と報告されてい
る．

海外では結核蔓延地域における結核の外来性再感染を
示した報告が散見されるが１３）１４），わが国では否定的な見
解が主流であり，高齢者結核においても特別な合併症の
ない限り内因性再燃による発症と考えられていた．とこ
ろが最近，高齢者施設における集団発生の事例で，結核
菌 DNA を用いた RFLP（restriction fragment length
polymorphism）分析により外来性再感染による発症が
示され，これら患者に共通するデータとして低栄養，末
梢血リンパ球数減少が指摘された１５）．このように，抵抗
力の落ちた高齢者においては濃厚な接触があれば外来性
再感染をきたしうることを十分認識しておく必要があ
る．

臨床的特徴

1．症状・発見動機
一般に肺結核の発症初期は症状に乏しいことが多く，

進行すると呼吸器症状や全身症状が明らかとなる．呼吸
困難や血痰・喀血は少なく，咳・微熱・倦怠感・体重減
少等が比較的よくみられるが，いずれも結核に特有的な
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図3 結核死亡率の年次推移―各国の比較
文献1）より

症状とはいえない．むしろ慢性に経過することが特徴的
で，そのため患者および周囲がこれら症状を軽視しがち
であり，受診の遅れ（patient’s delay）の一因となって
いる．高齢者においては，若年に比べ検診発見例は少な
く，年齢がすすむ程呼吸器症状に乏しくなり，それ以外
の症状が前面に出て発見されることが多い（図 4）１）４）１６）．
症状がはっきりせず，元気が無い，食欲が低下した等の
様子を周囲に気付かれ，全身状態不良となって初めて医
療機関を受診することも少なくない．また，他疾患受診
中や入院中の発見も多く４）１１）１６），この場合は結核ハイリス
ク者とみなされるためか有症状受診よりも診断にかかる
期間が短い傾向がある１１）．佐々木らは前期高齢者では受

診の遅れ，後期高齢者では診断の遅れ（doctor’s delay）
が目立つと報告している１１）．

2．画像所見
通常，結核診断のきっかけとなるのは結核を示唆する

胸部 X 線画像であることが多い．すなわち，好発部位
（肺尖部と S6領域）に映し出される，いかにも結核を思
わせる結節・空洞・線維性収縮・石灰化等のシルエット
である．病変は経気道的に周囲肺や下方，対側肺に散布
性粒状影・結節影として拡大進展しやすく，慢性化する
と新旧の病変が混在するという特徴がある．時に air-
bronchogram を伴う肺炎様陰影主体のこともあるが，
通常の肺炎に比べ高濃度であり，周囲には散布性陰影も



日本老年医学会雑誌 47巻 3 号（2010：5）47 : 168

図4 肺結核中有症状の割合，2008年
文献1）より
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図5 肺結核中菌陽性・喀痰塗抹陽性・有空洞の割合，
2008年
文献1）より
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みられやすい１７）．しかしながら高齢者では，画像上空洞
を形成する率が年齢とともに低くなり（図 5）１）４），好発
部位でない中・下肺野にも病変がみられやすい３）等，非
特異的な肺炎像としてみられることが多い．特に後期高
齢者では，頻度的に圧倒的に多い嚥下性肺炎とまず診断
されやすく，また嚥下性肺炎を合併することも少なくな
い１８）．高齢男性にみられやすい気腫性変化の強い肺に発
症した結核では，非区域性に病変が拡がったり散布巣を
欠いたりと，極めて変則的な肺炎様画像を呈しやすい１９）．
肺炎様陰影を呈した例で，肺生検で病理学的に器質化肺
炎像がみられたため特発性器質化肺炎と診断され，ステ
ロイドを投与された結果，重症化した症例も時に経験さ
れる．また，肺結核既往者においては，再燃しても X
線写真で治癒所見と判定されることが往々にしてあるの
で，以前の X 線写真と比較することが不可欠である．
このように高齢者結核の画像診断は極めて困難なことが
多く，喀痰塗抹陽性あるいは培養陽性となって初めて診

断される割合が高く（図 4）１），診断の遅れ，重症化，感
染性の上昇を招きやすい．

3．免疫学的結核感染診断法
ツベルクリン皮内反応（以下ツ反と略）は，最近まで

結核感染の判定にかかせない免疫学的診断法であった
が，わが国では BCG 接種が普及しているため false posi-
tive となりやすい欠点があった．高齢者においては既感
染者が多いためツ反陽性率が高い反面，免疫能が低下し
ているため false negative も多いとされている８）２０）．最近
では BCG の影響を受けない QuantiFERON 第二世代

（QFT-2GⓇ）（以下 QFT と略）検査が普及し，結核感染
判定に関するツ反の意義が急速に失われている．しかし
ツ反と同様に，わが国の高齢者は結核既感染者が多いの
で発病していなくても QFT 陽性率が高い２１）ことや，発
病していても高齢なほど QFT 陽性率が低くなることも
示されている４）２１）．したがって高齢者における免疫学的
診断は，QFT をもってしてもあまり当てにはできない．

4．喀痰抗酸菌検査
結核菌の証明によって結核の診断は確定するが，喀痰

抗酸菌検査で塗抹陽性のみでは不十分であり，PCR（po-
lymerase chain reaction）等の核酸同定法２２）により速や
かに確認する必要がある．近年，MAC 症を主体とする
肺非結核性抗酸菌症が増加しており２３）検痰で抗酸菌塗抹
陽性をしめしうること，また高齢者結核では MAC 症の
好発部位である右中葉や左舌区にも病変をみることが少
なからずあることから，PCR で MAC と区別する必要
がある．臨床的に結核を疑う場合は，抗酸菌塗抹陰性で
あっても PCR を施行すべきである．抗酸菌検査は培養
検査まで必ず施行することが重要である．塗抹陽性・培
養陽性であれば生菌と確認され，塗抹陽性・培養陰性で
あれば死菌ないし塗抹判定ミスと判断される．そして培
養陽性の場合は，必ず薬剤感受性試験をオーダーするこ
とが重要である．過去に化学療法歴のある例ではイソニ
アジド（INH）や SM に耐性化をきたしている可能性が
あるので感受性試験は極めて重要な意味を持つ．高齢者
で結核が疑われる場合，菌検出の努力を惜しんではなら
ない．痰喀出困難例においては痰吸引や胃液採取を行い，
それでも塗抹陰性・PCR-TB 陰性の場合は，侵襲性が多
少問題とはなるが，気管支鏡検査も考慮すべきである．
他方，リファンピシン（RFP）と INH を含む化学療法
が確実に施行されたという病歴があり，臨床的にも活動
性結核と考えにくい例においては，塗抹陽性あるいは
PCR-TB 陽性でも培養陰性ならば死菌喀出と解釈され，
結核再発は否定的となる．
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図6 結核の初回標準治療
文献1）より

5．一般臨床検査
一般臨床検査所見は正常から異常値まで様々であり，

赤沈も通常は亢進するが，正常のこともある２４）．しかし
末梢血液検査においては，高齢者では若年者に比べ白血
球数増多や好中球増多を呈すことは少なく，リンパ球数
減少をきたしやすい１６）ことが示されている．また血清ア
ルブミン値（Alb）3 g�d l未満の低アルブミン血症を高
率にみとめる１６）．

予 後

疫学の動向の項で述べたように，高齢者では結核死に
よる結核死亡率は年齢に伴って急上昇１）する．山口らに
よると，後期高齢者では約 3 割が入院中に死亡し，約半
数は 2 カ月以内であり，全例結核死と判断されている．
それ以降の死亡例の多くは結核以外の死因が考慮されて
いる．入院時データでみると後期高齢者の死亡者は軽快
症例に比べ，脳血管障害，胸部 X 線上病変拡がり 3，高
熱，白血球増加，好中球増加，リンパ球減少，低アルブ
ミン血症，低 BMI，低食事量等の比率が有意に高いと
述べている１６）．諸家の報告でも後期高齢者の予後は極め
て不良であり，死亡率を 3 割前後とするものが多い４）１１）１２）．

治 療

1．結核医療の新基準
2009 年 2 月に結核医療の基準が改訂２４）となり，多剤併

用の標準治療においては 3 カ月以降の維持期は INH と
RFP の原則 2 剤でよいことになった．ただし，主要薬
剤に耐性がなく，菌陰性化が速やかであることが前提条
件である．標準療法には（A）と（B）があり，ピラジ
ナミド（PZA）を含む初期強化短期療法（A）6 カ月間

を原則とするが，PZA が使えない場合は（B）9 カ月間
である（図 6）１）．薬剤投与量については体重換算にて決
めることになっており，日本人の最大投与量も定められ
ている（表 1）２４）．また今回の改訂では，副作用や耐性等
の理由で主要薬剤の INH や RFP が使用できない場合の
治療期間が明示された（表 2）１）．

2．治療の実際
結核標準療法のうち PZA を含む（A）では副作用の

肝障害がおきやすいとの観点から，80 歳以上の高齢者
では PZA を含まない（B）を選択することが推奨され
ている２４）．しかし高齢であっても個人差があるので，十
分な注意のもとに（A）を試みてもよい．なお PZA の
有無とは別に，高齢による副作用の出現しやすさを考慮
して，体重換算した量のさらに 2�3 量に減量して投与す
ることが多い．

高齢者に対し上記のような配慮をもって治療しても，
治療薬の変更や中断の頻度は高い４）．その原因として以
下のような様々な問題点が横たわっており，実際にはそ
れらを解決しながら治療を行うことになる．

① 投薬ルート
全身状態不良や嚥下障害等の理由で抗結核薬の経口投

与が難しいことが少なくない．とりあえず経鼻経管で投
与することは可能であるが，意識ある患者に及ぼす苦痛，
逆流や口腔分泌物の気道内吸引による嚥下性肺炎のリス
ク等の問題がある．したがって長期投与の必要性や栄養
面も考慮するならば，胃瘻を介した投与が好ましい．

一方，消化管投与が不可能な場合，抗結核薬は内服が
多いので選択薬が少なくなる．やせて筋量の乏しい患者
では SM 等の筋肉注射もためらわれる．よく行われるの
が INH と SM またはカナマイシン（KM）の 2 剤によ
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表1 抗結核薬の序列と用法・用量

備考最大量
mg/body/day

標準量
mg/kg/day

薬剤名（略号）
製剤

RFPが使用できない場合にはリファプチン（RBT）
に代える
標準量は5 mg/kg，最大量は300 mg/day

60010リファンピシン（RFP）
経口剤（カプセル）のみ

間欠療法時の用量は3倍
小児の標準量は8～15 mg/kg/day
1日最大量は300 mgまで

300 5イソニアジド（INH）
経口剤（錠，散）
注射剤

1,500  25ピラジナミド（PZA）
経口剤（散）

週2回投与の場合は1,000 mgまで可
初期2カ月は毎日投与可
毎日投与の場合は750 mgまで

750（1,000）  15 ＊ストレプトマイシン（SM）
筋注用

最初の2カ月間は20 mg/kgを投与してもよいが， 
3カ月目以降も継続する場合には15 mg/kg 
（750 mg/day）とする

750（1,000）15（20） ＊エタンブトール（EB）
経口剤（錠）

週3回投与の場合は1,000 mgまで可
初期2カ月は毎日投与可
毎日投与の場合は750 mgまで

750（1,000）  15 ＊カナマイシン（KM）
筋注用

200 mg/dayより漸増する60010エチオナミド（TH）
経口剤（錠）

最初の2カ月間は毎日，以後は週2～3回投与する1,000    20 ＊エンビオマイシン（EVM）
筋注用

12 g200 パラアミノサリチル酸（PAS）
経口剤（散）

50010サイクロセリン（CS）
経口剤（カプセル）

小児・妊婦は禁忌
キノロン系の注射剤としてはシプロフロキサシン
が使用できる

600    8 ＊レボフロキサシン（LVFX）
経口剤

1．投与は1日1回を原則とする．TH，PAS，OSは分割投与とする．
2．高齢者，腎機能低下者では投与量の減量を検討する必要がある．
3．腎機能低下時には，特に＊の薬剤については減量，または投与間隔をあけることが必要である．
文献24）より

る経静脈投与で，INH は静注ないし点滴静注で，SM ま
たは KM は（本来の使用法にはないが）1 時間以上かけ
て点滴静注で行う．わが国では RFP の注射液が認めら
れず点滴静注不可能なことから，3 剤で治療する場合は
キノロン系のシプロフロキサシン（CPFX）２４）を追加する．
しかし CPFX は広域抗菌薬であり，カテーテル治療さ
れやすい高齢患者においては MRSA 等の感染リスクを
高めるのではないかと懸念する者もいる．なお，当然な
がら主要薬が限られると治療期間がさらに長期となる

（表 2）ので，機会をみて胃瘻等による経消化管投薬へ
の方向転換を試みるべきである．

② 副作用
副作用の出現は治療期間の延長や使用薬剤の制限等，

その後の治療に大きな影響を与える．山本ら２５）は抗結核
薬の副作用が 70 歳以上の患者の 33.6％ にみられたと

し，内訳として肝機能障害を筆頭に，消化器障害（食欲
低下等），薬疹，血液検査値異常等をあげている．この
ように高齢者における副作用を強調する報告が多いな
か，豊田ら４）は前期高齢者における出現頻度が 39.2％ で
あるのに比べ，後期高齢者では 24.8％ とむしろ低値で
あったと報告している．

副作用対策としては，検査値で判定できる場合は，1～
2 週毎に検査を行う．これにより早期に副作用を発見し，
疑い薬剤の中止，減感作や薬剤変更など今後の治療方針
を立て直す．一方，食欲低下については高齢や結核に伴
う症状のひとつとみなされて見過ごされやすい．放置す
れば治療のみならず栄養および全身状態の悪化を招くこ
とから，抗結核薬開始後に出現した場合は副作用の可能
性を考慮して速やかに対処すべきである．なお，抗結核
薬は 1 日 1 回内服が原則であるが，（有効血中濃度に達し
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表2 INH，RFPが使用できない場合の治療
・感受性を有する抗結核薬を4剤以上選んで併用療法開始
・治療期間：

治療期間
（菌陰性化＝結核菌培養検査陰性化）

使用できる薬剤

PZARFPINH

菌陰性化後18カ月○×○

菌陰性化後18カ月ないし24カ月××○

いずれか
長い期間

菌陰性化後6カ月間又は
治療開始後9カ月間○○×

いずれか
長い期間

菌陰性化後9カ月間又は
治療開始後12カ月間×○×

感受性のある薬剤を3剤以上併用することが
できる場合：菌陰性化後24カ月間

多剤耐性結核
（少なくともINHとRFPに耐性の結核）

文献1）より

券
犬
鹸
券
犬
鹸

にくくはなるが）2～3 回の分割投与や減量することに
より食欲が改善することもある．

③ 栄養
栄養状態は結核の重要な予後因子とされている．山口

らは後期高齢者の 3 割以上に低アルブミン血症がみら
れ，死亡者も有意に多かったと報告している１６）．低栄養
の背景として，結核による消耗以外に，寝たきり，嚥下
障害，合併症等，高齢者特有の様々な要因が複合的に関
連し，その後の経過にも負の影響を及ぼす．

結核患者の栄養改善については，かつては主要な治療
のひとつと目されていたが，強力な抗結核薬の出現以降
その重要性はうすれていた．しかし最近わが国における
NST（nutrition support team）の気運の高まり２６）ととも
に，栄養療法が高齢者結核にまつわる負の連鎖をたちき
るブレイクスルーとなるのではないかと期待されてい
る．佐藤ら２７）は経口摂取困難な結核患者について検討し，
多くは低アルブミン血症の高齢者であり，経静脈栄養に
比べ経管栄養の方が著明に予後良好であったことから，
経管栄養の重要性を指摘している．

われわれの病院では 2006 年度より結核病棟において
NST 活動性を開始した．2006 年度の全入院結核患者 389
例中入院時 Alb 3 g�d l未満は 100 例で，実際に NST 介
入し評価可能なのは 49 例（平均年齢 77.6 歳）であった．
単純には比較できないが，ほぼ同様の患者数・年齢構成
であった 2005 年度の結核患者のうち，Alb 3 g�d l未満
で評価可能な 87 例と 2006 年度に NST 介入した 49 例
とを比較した．平均 Alb は両年度とも 2.3 g�d lであっ
たが，2006 年度はより高齢で入院時 PS4（寝たきり）率
も高かった．死亡率は両年度とも 35％ 前後と差はない
が，生存退院例でみると平均年齢は 2005 年度 70.6 歳，
2006 年度 77.6 歳，PS4 率は各々 35.7％，77.4％ と 2006

年度 NST 介入例の方が有意に高かった．胃瘻栄養をみ
ると，2005 年度の 7 例に比べ 2006 年度は 19 例と増加
していた．以上より，NST はより高齢で ADL の低下
した患者に介入していたが，積極的な栄養療法により予
後の改善に寄与した可能性が示唆された２８）．

④ 積極的治療の是非
高齢者，特に後期ないし末期高齢者をめぐっては，結

核に限らず治療の是非が問われることがある．本来結核
は感染症なので積極的かつ適切な治療によって完治およ
び予後改善をめざすべき疾患である．しかし現実には患
者自身または家族が（最低限の抗結核薬投与以外は）積
極的な治療を拒まれるため，確実に死の転帰をとるケー
スがある．理由として，患者自身では治療拒否や認知症
等による治療困難，家族側としては余命短い故の姥捨て
山的発想や苦痛を伴う治療回避が多い．人生観等も関係
しており難しい問題ではあるが，適切な説明により積極
的治療への方向転換は十分可能と思われる．

⑤ 入院期間
高齢者では，短期のうちに死亡する重症例を除くと，

入院期間が長びく傾向が強い．平均在院日数について
佐々木らは，前期高齢者の治療完了例 164 日，転院例 157
日，後期高齢者の転院例 112 日と報告１１）している．原因
として，治療に難渋する場合もあるが，排菌消失し病状
が安定した時点において転出先の確保が難しい場合が多
い．主に ADL の低下や長期入院治療を要するため，自
宅や元の施設に戻れない患者である．排菌消失後は急性
期病棟に転棟となるので，病院経営にも影響を及ぼす．
ケースワーカーと協力して，入院直後より転出先を常に
念頭に入れておく必要があるが，現実にはなかなかス
ムーズにいかない．
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図7 85歳女性 入院時胸部画像

症例呈示

最後に，NST 開始前の症例であるが，極めて教訓的
な治療経過がみられたので提示する．

症例は，多発性脳梗塞とパーキンソン病を有する老人
ホーム入所中の 85 歳女性で，10 カ月前の肺炎罹患後に
急速に ADL が低下して歩行困難となり，嚥下障害も顕
在化した．1 カ月前に高熱で前医入院し嚥下性肺炎とし
て治療されたが，改善乏しく痰も多く，検痰で抗酸菌塗
抹（＋），PCR-TB（＋）と判明し，PS4 の状態で転入
院となった．

胸部画像（図 7）では左 S3
b縦隔側に結核主病巣と思

われる濃い浸潤影を認め，また両肺に広汎に小葉中心性
の粒状影が散在し，結核散布巣や誤嚥による細気管支病
変が疑われた．両下葉には気管支拡張像もみられた．CRP
2.7 mg�d l，WBC 2,900�μ l，Hb 9.2 g�d l，Alb 2.1 g�d l，
QFT（＋）．検痰で緑膿菌も検出し，慢性気道感染も考
慮された．

患者は治療拒否傾向にあったが，高カロリー輸液（850
cal�日），抗菌薬および INH＋SM（2�3 量）を開始した．
しかし，CV カテーテル感染頻発，検痰で MRSA 検出，
全感受性菌にもかかわらず結核菌排菌持続，心不全，全
身浮腫，意識レベル低下等をきたし重症化した．3 カ月
後の主治医交代を期に高カロリー輸液を徐々に強化した
ところ，2,000 cal�日となった頃より Alb 上昇，浮腫消
失，結核菌陰性化に転じ，カテーテル感染も消失した．
当初患者家族は高齢を理由に胃瘻造設を拒否していた
が，全身状態改善後に承諾した．全てに拒否的であった
患者も家族を交えた説得により同意したので，入院 5 カ

月後に胃瘻を造設し，慎重に経腸栄養を開始した．結核
治療を胃瘻で INH＋RFP＋EB（2�3 量）投与に変更し，
経腸栄養は 1,500 cal�日を維持量とした．その後の経過
は極めて良好で，抗菌薬なしに MRSA も完全に消失し
た．患者は PS4 ではあったが快活となり，家族共々円
満な状況で入院 7 カ月後（急性期病棟転出 2 カ月後）に
療養型病院に転院となった（CRP＞0.3 mg�d l，WBC
4,500�μ l，Hb 10.5 g�d l，Alb 3.1 g�d l）．

本例は NST 開始前 2004 年の症例で，最初は栄養学
的見地に欠けた治療が行われていた．身体計測（身長・
体重）をしていないので，基礎エネルギー消費量を算出
することはできない．しかし，〔1 日必要エネルギー量＝
基礎エネルギー消費量×活動係数×ストレス係数〕の
Long の式を用いて，活動係数が寝たきりでは 1.0，スト
レス係数が軽度～高度では 1.2～1.6，実際に治療がうま
くいった時点の投与エネルギー量を必要エネルギー量に
あてはめ，基礎エネルギー消費量を逆算したところ，
2,000 cal�日の時のストレス係数を 1.6，1,500 cal�日の時
を 1.2 とすると，いずれも基礎エネルギー消費量は 1,250
cal�日と算出され，妥当な数値と判断された．最初に投
与していた 850 cal�日は，NST 開始前の当院で高齢者
に対してよくオーダーされていた高カロリー輸液メ
ニューである．本例に限らず，基礎エネルギーにも満た
ない著しく不足した投与エネルギーのために全身状態の
悪化～重症化を招いた症例も多かったのではないかと推
測される．

本例は典型的な高齢者結核であり様々な問題点をかか
えていたが，栄養療法の強化を契機に劇的に臨床像が改
善した．このように，高齢者結核の治療における重要な
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ポイントのひとつに，適切な栄養学的見地にたった栄養
療法があることを強調したい．
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