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アルゴリズム 次頁

2 成人肺炎（市中肺炎，院内肺炎，医療・介護関連肺炎）
■ 成人肺炎診療ガイドライン 2017（2017）

これまで，市中肺炎（CAP），院内肺炎（HAP），医療・介護関連肺炎
（NHCAP）と分かれていたガイドラインが 2017 年に一本化され，それぞ
れのCQに対するシステマティックレビューが行われ，エビデンスレベ
ルの高い内容となった。
CAPでは敗血症の有無とA-DROPによる重症度により，外来患者群，
一般病棟入院患者群，集中治療室入室患者群に分類され，それぞれに対す
る治療法が推奨された。
HAP，NHCAPでは，誤嚥性肺炎を反復するような疾患終末期や老衰状
態の場合，個人の意思やQOLを考慮した治療・ケアが新たに設定され，
それに該当しない場合の治療として escalation または de-escalation 単
剤／多剤治療の区分に変更された。
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アルゴリズム 「成人肺炎診療ガイドライン 2017」のフローチャート

肺　炎

市中肺炎（CAP）

治療の場と治療薬の決定
❶敗血症の有無の判断
❷重症度の判定＊1

院内肺炎（HAP）
医療・介護関連肺炎（NHCAP）

患者背景のアセスメント
・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

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

・重症度が高い＊3
　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（＋）

・重症度が高くない＊2
　かつ
・耐性菌リスク＊4（－）

de-escalation
多剤治療

de-escalation
単剤治療

escalation
治療

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 一般病棟

入院

ICU入室
患者群治療

外来患者群
治療

一般病棟入院
患者群治療

・敗血症
・重症～
超重症

・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

・軽症～
中等症

・中等症～
重症

（日本呼吸器学会成人肺炎診療ガイドライン ㆓₀㆒柒 作成委員会（編）．成人肺炎診療ガイドライン ㆓₀㆒柒．日本呼吸器学会；
㆓₀㆒柒．より許諾を得て転載）

＊ 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。
＊ 3：�敗血症の状態，または，院内肺炎では I-ROADで中等症以上，医療・介護関連肺炎ではA-DROPで重

症以上。
＊ 4：�耐性菌リスクあり：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，のうち 2項目を満たす。

総説
	 定義
❶CAPは病院外で日常生活をしている
人に発症する肺炎であり，NHCAPお

よびHAPを含まない。
❷NHCAPは，医療ケアや介護を受けて
いる人に発症する肺炎であり，表 1の
項目を 1つ以上満たす。
❸HAPは，入院 48 時間以上経過した患
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1）年齢 60 歳未満
2）基礎疾患がない，あるいは軽微
3）頑固な咳がある
4）胸部聴診上所見が乏しい
5）�痰がない，あるいは迅速診断法で原因菌が証
明されない
6）末梢血白血球数が 10000/μL未満である

（日本呼吸器学会成人肺炎診療ガイドライン ㆓₀㆒柒 作成委員会
（編）．成人肺炎診療ガイドライン ㆓₀㆒柒．日本呼吸器学会；
㆓₀㆒柒．より許諾を得て転載）

表 3　	市中肺炎における細菌性肺炎と非定
型肺炎の鑑別項目

肺炎マイコプラズマおよびクラミジア属で検討された
もの。

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，経管栄養または中心静脈栄養法

→　2項目以上で耐性菌の高リスク群

（日本呼吸器学会成人肺炎診療ガイドライン ㆓₀㆒柒 作成委員会
（編）．成人肺炎診療ガイドライン ㆓₀㆒柒．日本呼吸器学会；
㆓₀㆒柒．より許諾を得て転載）

表 4　耐性菌のリスク因子

＊：�バーセル指数：1．食事，2．移動，3．整容，4．
トイレ動作，5．入浴，6．歩行，7．階段昇降，
8．着替え，9．排便，10．排尿について各々 0～
15 点で評価し，0～100 点でスコアリングする。

1．�療養病床に入院している，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，免疫抑制薬など）を受けてい
る

（日本呼吸器学会 医療・介護関連肺炎（NHCAP）診療ガイド
ライン作成委員会（編）．医療・介護関連肺炎（NHCAP）診療
ガイドライン．日本呼吸器学会；㆓₀㆒㆒．より改変）

表 1　NHCAPの定義

＊：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，以上を目安とする

1．には精神病床も含む

A（Age）：男性 70 歳以上，女性 75 歳以上
D（Dehydration）：�BUN�21�mg/dL 以上また

は脱水あり
R（Respiration）：�SpO2�90％以下（PaO2�60�torr

以下）
O（Orientation）：意識変容あり
P（Blood�Pressure）：�血圧（収縮期）90�mmHg

以下

（日本呼吸器学会成人肺炎診療ガイドライン ㆓₀㆒柒 作成委員会 
（編）．成人肺炎診療ガイドライン ㆓₀㆒柒．日本呼吸器学会；
㆓₀㆒柒．より許諾を得て転載）

表 2　A-DROPシステム

軽　症：上記 5つの項目のいずれも満たさないもの。
中等症：上記項目の 1つまたは 2つを有するもの。
重　症：上記項目の 3つを有するもの。
超重症：上記項目の 4つまたは 5つを有するもの。
　　　　�ただし，ショックがあれば 1項目のみでも

超重症とする。

者に新たに出現した肺炎である。

	 診断
❶発熱や咳嗽，喀痰，呼吸困難あるいは
胸痛などの呼吸器症状と臨床検査で急
性の炎症反応を呈し，胸部画像上新し
い異常陰影が出現した場合，上記定義
に応じて診断する。
❷抗菌薬投与前には，必ず病原微生物を
同定するための培養などの検査を提出
し，できる限り原因菌の推定および検
索を行う。また，結核の鑑別も必要に
応じて考慮する。
❸CAPの重症度の評価は，敗血症の有
無と A-DROPによって行われる。敗
血症は，臓器障害の評価を行って

SOFAスコアがベースラインから 2点
以上増加すれば診断される。A-
DROPは表 2を用いて，軽症～超重
症に分類される。細菌性肺炎と非定型
肺炎の鑑別は，表 3の鑑別項目を用い
る。6項目中 4項目以上合致すれば非
定型肺炎が疑われ，3項目以下の合致
であれば細菌性肺炎が疑われる（感度
78％，特異度 93％）。

❹HAPおよびNHCAPの重症度評価に
おいては，積極的な肺炎治療が必ずし
も生命予後やQOLを改善するとは限
らないという近年の集積されたエビデ
ンスから，まずはその対象となる誤嚥
性肺炎のリスクの判断，疾患終末期や
老衰状態の判断を行う。

❺上記に該当しない場合，または本人およ
び家族が積極的治療を希望した場合，
治療薬の決定のための評価を行う。
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外来患者群 一般病棟入院患者群 集中治療室入室患者群
内服薬
・β-ラクタマーゼ阻害薬配合
　ペニシリン系薬
・マクロライド系薬
・レスピラトリーキノロン

注射薬
・セフトリアキソン
・レボフロキサシン
・アジスロマイシン

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

※�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
・アジスロマイシン

注射薬
A法：�カルバペネム系薬�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

E法：�A�or�B�or�C�or�D法＋抗MRSA薬
（日本呼吸器学会成人肺炎診療ガイドライン ㆓₀㆒柒 作成委員会（編）．成人肺炎診療ガイドライン ㆓₀㆒柒．日本呼吸器学会；
㆓₀㆒柒．より許諾を得て転載）

表 5　CAPのエンピリック治療抗菌薬

図 1　HAPの重症度分類

①I（Immunodeficiency）：悪性腫瘍または免疫不全状態
②R（Respiration）：SpO2＞90％を維持するために FiO2＞35％を要する
③O（Orientation）：意識レベルの低下
④A（Age）：男性 70 歳以上，女性 75 歳以上
⑤D（Dehydration）：乏尿または脱水

①CRP≧20 mg/dL
②胸部X線画像陰影の拡がりが一側肺の 2/3 以上

軽症群（A群） 中等症群（B群） 重症群（C群）

3項目以上が該当

1．生命予後予測因子（I-ROAD）

2．肺炎重症度規定因子

該当項目が 2項目以下

該当あり該当なし

（日本呼吸器学会成人肺炎診療ガイドライン ㆓₀㆒柒 作成委員会（編）．成人肺炎診療ガイドライン ㆓₀㆒柒．日本呼吸器学会；
㆓₀㆒柒．より許諾を得て転載）

NHCAPではA-DROP（表 2），HAPで
は I-ROAD（図1）で行い，同時に敗血症
の有無や耐性菌リスク（表 4）の判断を行
う。

	 治療方針
❶CAPでは，軽症～中等症であれば外
来患者群として治療を行い，中等症～
重症であれば一般病棟入院患者群とし
て治療を行う。また，敗血症や重症～

超重症に該当する場合は，ICU入室
患者群として治療を行う（表 5）。
❷HAP，NHCAPでは，易反復性の誤
嚥性肺炎のリスクがある，または疾患
終末期や老衰の状態と考えられる場合
は，個人の意思やQOLを考慮した治
療・ケアを優先する。
❸HAP，NHCAPで上記に該当しない
場合，重症度が高くなくかつ耐性菌リ
スクがない場合は escalation 治療，
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表 6　HAP/NHCAPのエンピリック治療抗菌薬
Escalation 治療 De-escalation 単剤治療 De-escalation 多剤治療

・�敗血症（－）で，重症度が高く
ない

　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＋マクロライド
系薬

・�レスピラトリーキノロン

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

非定型肺炎が疑われる場合
・レボフロキサシン

・�敗血症（＋），または，重症度
が高い
　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
・第四世代セフェム系薬
・ニューキノロン系薬

・�敗血症（＋），または，重症度
が高い
　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
・第四世代セフェム系薬
・�ニューキノロン系薬
・�アミノグリコシド系薬

MRSA感染を疑う場合
＋

・抗MRSA薬

（日本呼吸器学会成人肺炎診療ガイドライン ㆓₀㆒柒 作成委員会（編）．成人肺炎診療ガイドライン ㆓₀㆒柒．日本呼吸器学会；
㆓₀㆒柒．より許諾を得て転載）

最 近 の 話 題
　「成人市中肺炎診療ガイドライン 2017」では，日本の超高齢社会を背景に誤
嚥性肺炎を繰り返すような疾患終末期や老衰の状態の場合，個人の意思や
QOLを考慮した治療・ケアを検討することを日本呼吸器学会として初めて記
載した。しかし，このことは決して誤嚥性肺炎の診断を軽んじる意味ではな
く，その鑑別診断はより慎重に行う必要がある。特に，誤嚥性肺炎と誤診され
る肺結核は公衆衛生上の問題である。肺結核が疑わしい場合には複数回の抗酸
菌喀痰検査を行い，レスピラトリーキノロンを選択する場合は結核菌をカバー
しないトスフロキサシンの選択が望まれている。しかし，高齢者の結核は一般
細菌との混合感染が示唆されている（Fujishima N, et al. Intern Med. 2019；
58：263-6／Attia EF, et al. BMC Pulm Med. 2019；19：60.）。抗結核作用の
ない抗菌薬の投与で改善しても，肺結核の可能性は常に念頭に置く必要がある。

重症度が高いまたは耐性菌リスクがあ
る場合は de-escalation 単剤治療，重
症度が高いかつ耐性菌リスクがある場
合は de-escalation 多剤治療を行う
（表 6）。

専門医へのコンサルト
以下の場合には専門医への紹介が望ましい。
①集中治療が必要と判断される。
② 抗菌薬不応性の発熱，咳嗽などが持
続する。
③ 呼吸困難や経皮的動脈血酸素飽和度
が低下している。
④敗血症性ショックが疑われる。
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具体的処方具体的処方
病型分類 処方例 ポイント

▶CAP
ⅰ） 外来患者群 内服薬

①オーグメンチンRS
【適応外処方】
叅柒⓹ mg×叅～㆕ 回/日

①2倍の高用量が必要であるが保
険適用外である。

②ジスロマックSR
㆓ g/回，単回
③クラリス

㆓₀₀ mg×㆓ 回/日
④ジェニナック

㆕₀₀ mg×㆒ 回/日
④～⑦レスピラトリーキノロン。
金属イオンを含む制酸剤や鉄剤と
の併用で吸収が阻害される。

⑤アベロックス
㆕₀₀ mg×㆒ 回/日

⑤腎機能低下症例にも用量調節を
要しないため使用しやすい。

⑥グレースビット
⓹₀ mg×㆓ 回/日
または ㆒₀₀ mg×㆒～㆓ 回/
日

⑥緑膿菌にも抗菌力が優れている。

⑦クラビット
⓹₀₀ mg×㆒ 回/日

⑦嫌気性菌に抗菌力が不十分であ
る。

注射薬
①ロセフィン

㆓ g×㆒ 回/日
または ㆒ g×㆓ 回/日，点
滴静注

①血中半減期が長いため，外来で
点滴を行う場合に適している。嫌
気性菌には抗菌力が不十分である。

②クラビット
⓹₀₀ mg×㆒ 回/日， 点 滴
静注

②嫌気性菌に抗菌力が不十分であ
る。

③ジスロマック
⓹₀₀ mg×㆒ 回/日， 点 滴
静注

ⅱ） 一般病棟入院患者
群

注射薬
①ユナシン-S

叅 g×㆓～㆕ 回/日， 点 滴
静注
②ロセフィン

㆓ g×㆒ 回/日
または ㆒ g×㆓ 回/日，点
滴静注
またはクラフォラン
₀.⓹～㆒ g×㆓ 回/日，点滴
静注

②③嫌気性菌に抗菌力が不十分で
ある。

③クラビット
⓹₀₀ mg×㆒ 回/日， 点 滴
静注

【治療方針】可能な限り原因微生物を推定または同定する努力を行い，CAPのそれぞれ
の患者群，HAP/NHCAPの治療群の分類に従って抗菌薬を選択する。
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病型分類 処方例 ポイント

非定型肺炎が疑われる
場合

①ミノマイシン
㆒₀₀ mg×㆓ 回/日， 点 滴
静注

①腎機能障害が生じる可能性があ
るため高齢者には使いにくい。

②クラビット
⓹₀₀ mg×㆒ 回/日， 点 滴
静注
③ジスロマック

⓹₀₀ mg×㆒ 回/日， 点 滴
静注

ⅲ） 集中治療室入室患
者群

注射薬
A法： カルバペネム系薬 

or タゾバクタム・
ピペラシリン

①メロペン
㆒ g×㆓～叅 回/日， 点 滴
静注

①②耐性菌や嫌気性菌を含めて広
域にカバーする。

②ゾシン
㆕.⓹ g×叅～㆕ 回/日，点滴
静注
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

③ユナシン-S
叅 g×㆓～㆕ 回/日， 点 滴
静注
④ロセフィン

㆓ g×㆒ 回/日
または ㆒ g×㆓ 回/日，点
滴静注

④⑤嫌気性菌に抗菌力が不十分で
ある。

⑤クラフォラン
₀.⓹～㆒ g×㆓ 回/日，点滴
静注
C法： A法またはB法に

加えて
⑥ジスロマック

⓹₀₀ mg×㆒ 回/日， 点 滴
静注

D法： A法またはB法に加
えて

⑦クラビット
⓹₀₀ mg×㆒ 回/日， 点 滴
静注

⑦嫌気性菌に抗菌力が不十分であ
る。

E 法： A～D法のいずれか
に抗MRSA薬を追
加

⑧塩酸バンコマイシン
㆒ g（ ま た は ㆒⓹ mg/kg）
×㆓ 回/日，点滴静注

トラフ値が⑧10～20 μg/mL，⑨
15～30 μg/mL になるよう TDM
を施行する（「MRSA感染症の治
療ガイドライン─改訂版─2017」
より）。
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病型分類 処方例 ポイント

⑨タゴシッド
初日：㆕₀₀ mg×㆓ 回/日，
㆓ 日目以降：㆕₀₀ mg×㆒
回/日，点滴静注
⑩ザイボックス

⓺₀₀ mg×㆓ 回/日， 点 滴
静注または経口

▶HAP/NHCAP
ⅰ） Escalation 治療 内服薬

①オーグメンチンRS
【適応外処方】
叅柒⓹ mg×叅～㆕ 回/日
＋ジスロマックSR

㆓ g/回，単回
またはクラリス
㆓₀₀ mg×㆓ 回/日

①オーグメンチン RSは 2倍の高
用量が必要であるが保険適用外で
ある。

②ジェニナック
㆕₀₀ mg×㆒ 回/日

②～⑤レスピラトリーキノロン。
金属イオンを含む制酸剤や鉄剤と
の併用で吸収が阻害される。

③アベロックス
㆕₀₀ mg×㆒ 回/日

③腎機能低下症例にも用量調節を
要しないため使用しやすい。

④グレースビット
⓹₀ mg×㆓ 回/日
または ㆒₀₀ mg×㆒～㆓ 回/
日

④緑膿菌にも抗菌力が優れている。

⑤クラビット
⓹₀₀ mg×㆒ 回/日

⑤嫌気性菌に抗菌力が不十分であ
る。

注射薬
①ユナシン-S

叅 g×㆓～㆕ 回/日， 点 滴
静注
②ロセフィン

㆓ g×㆒ 回/日
または ㆒ g×㆓ 回/日，点
滴静注

②③嫌気性菌に抗菌力が不十分で
ある。

③クラフォラン
₀.⓹～㆒ g×㆓ 回/日，点滴
静注

非定型肺炎が疑われる
場合

①クラビット
⓹₀₀ mg×㆒ 回/日， 点 滴
静注

①嫌気性菌に抗菌力が不十分であ
る。

ⅱ） De-escalation 単
剤治療

注射薬（単剤投与）
①ゾシン

㆕.⓹ g×叅～㆕ 回/日，点滴
静注
②メロペン

㆒ g×㆓～叅 回/日，点滴静
注
③マキシピーム

㆒～㆓ g×㆓～㆕ 回/日， 点
滴静注

③④嫌気性菌に抗菌力が不十分で
ある。
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99Ⅱ−2 成人肺炎（市中肺炎，院内肺炎，医療・介護関連肺炎）

呼
吸
器
疾
患

Ⅱ

病型分類 処方例 ポイント

④クラビット
⓹₀₀ mg×㆒ 回/日， 点 滴
静注

ⅲ） De-escalation 多
剤治療

注射薬（2剤併用投与，た
だし β-ラクタマーゼ系薬
の併用は避ける）
①ゾシン

㆕.⓹ g×叅～㆕ 回/日，点滴
静注
②メロペン

㆒ g×㆓～叅 回/日，点滴静
注
③マキシピーム

㆒～㆓ g×㆓～㆕ 回/日，点滴
静注

③④嫌気性菌に抗菌力が不十分で
ある。

④クラビット
⓹₀₀ mg×㆒ 回/日， 点 滴
静注
⑤アミカシン

㆒₀₀～㆓₀₀ mg×㆓ 回/日，
点滴静注

MRSA感染を疑う場合 抗MRSA薬
①塩酸バンコマイシン

㆒ g（または ㆒⓹ mg/kg）×
㆓ 回/日，点滴静注

トラフ値が①10～20 μg/mL，②
15～30 μg/mLになるようTDMを
施行する（「MRSA感染症の治療
ガイドライン─改訂版─2017」よ
り）。

②タゴシッド
初日：㆕₀₀ mg×㆓ 回/日，
㆓ 日目以降：㆕₀₀ mg×㆒
回/日，点滴静注
③ザイボックス

⓺₀₀ mg×㆓ 回/日， 点 滴
静注または経口

【大分大学呼吸器・感染症内科学　小宮　幸作・門田　淳一】
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