
�米国で 2005 年に提唱された医療関連肺炎（HCAP）を受けて，2011 年，わが国では医療・介護関連肺炎
（NHCAP）の概念が提唱された。在宅介護患者が多いわが国の実情を反映した概念となっている。

�NHCAP には，免疫抑制患者や ADL の低下した高齢者などが含まれる。
�NHCAP 患者が薬剤耐性菌を原因とするリスクは市中肺炎よりも高い。
�NHCAP の死亡率は市中肺炎よりも高い。
�活動度の低い高齢者が多い現状を考慮すると，治療の程度と場所の選択が重要なポイントであり，家族を含
めてよい選択へ導くことが重要である。

１　HCAPとNHCAPの概念

　日本は世界にも例をみない高齢化社会を迎えつつ
あり，高齢者における肺炎の診療方針の確立は重要
な課題である。ATS（米国胸部学会）/IDSA（米国感
染症学会）が 2005 年に出版した院内肺炎のガイド
ライン1）では，市中肺炎にも院内肺炎にも含まれず，
薬剤耐性菌のリスクが市中肺炎よりも高い新たな肺
炎のカテゴリーとしてhealthcare-associated pneu-
monia（HCAP：医療関連肺炎）が提唱された。そ
れを受けて，2017 年，日本呼吸器学会から医療・
介護関連肺炎（nursing and healthcare-associat-
ed pneumonia：NHCAP）の概念が提唱された2）。
　 ATS/IDSA のガイドラインにおける HCAP に
含まれる患者層は以下のとおりである1）。
　①過去 90 日間で 2 日以上の入院歴がある
　②老人ホームなどの長期療養施設にて発症した
　③ 過去 30 日以内に抗生剤や抗癌剤の点滴治療や

創傷治療を受けた
　④透析治療中である
　⑤多剤耐性菌の感染者が家族にいる
　かつての市中肺炎（community-acquired pneu-
monia：CAP）と院内肺炎（hospital-acquired pneu-
monia：HAP）だけの分類方法では，①③④⑤は
CAP と し て 扱 わ れ， ② は 介 護 施 設 関 連 肺 炎

（nursing home-acquired pneumonia：NHAP）

として CAP でも HAP でもないものとして扱われ
たものである。高齢になるほど基礎疾患を有する割
合が増え，施設入居者も増えることから，HCAP
に該当する患者が今後増加していくことは明らかで
ある。このような背景から，2011 年，日本呼吸器
学会から医療・介護関連肺炎（NHCAP）の概念が提
唱され2），2017 年の「成人肺炎診療ガイドライン
2017」でも継承された3）。
　日本のガイドラインにおける NHCAP の範囲は
以下のとおりである（表 1）2）。
　❶ 長期療養型病床群もしくは介護施設に入所して

いる（精神病床も含む）
　❷ 90 日以内に病院を退院した
　❸ 介護を必要とする高齢者，身障者（PS 3 を目安

とする）
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●❶長期療養型病床群もしくは介護施設に入所している

●❷ 90日以内に病院を退院した

●❸介護を必要とする高齢者，身障者（PS 3以上が目安）

●❹�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

以上を 1つでも満たせば NHCAPと診断する。
PS：performance status. （文献 2より改変引用）
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　❹ 通院にて継続的に血管内治療（透析，抗菌薬，
化学療法，免疫抑制薬などによる治療）を受け
ている

　まず，日米の医療事情の違いが背景にある。特に，
日本では平均入院期間が長く，長期療養型病院が存
在する。ここで発症した肺炎は，院内肺炎ではなく
nursing home-acquired pneumonia （NHAP）に
入るべきものである。したがって，NHCAP のガ
イドラインでは，こうした長期療養型病院発症の肺
炎が❶に含まれた。また，日本では米国と比べて，
在宅介護を受けている ADL の低い患者が多数存在
する。こうした人たちに発症した肺炎は CAP とい
うよりやはり NHAP に近いものである。そこで，
NHCAP のガイドラインでは，こうした在宅介護
者の肺炎が❸に含まれた。以上より，HCAP や
NHCAP は雑多な状態が一括りにされた概念であ
る。NHCAP には免疫抑制状態の患者と ADL の低
い高齢者が含まれる。
　また，ATS/IDSA の院内肺炎ガイドラインでは，
HCAP は HAP や人工呼吸器関連肺炎と同列に扱
われており，多剤耐性菌のリスクを有するとされ，
複数の抗菌薬で治療することを推奨された。しか
し，これが現実的に妥当かどうかについては，米国
内・米国外を問わず議論が交わされた。わが国の

「成人肺炎診療ガイドライン 2017」では，耐性菌
のリスク因子が挙げられている（表 2）3）。 

２　NHCAPの現状

　 NHCAP を市中肺炎と比較した報告はさまざま
ある3）。平均年齢は，市中肺炎に比して高齢である。
NHCAP の該当理由を図 1に示す（筆者らのデー
タ）。1 人で複数の該当理由をもつ場合もある。

PS 3 以上の在宅患者，3 ヵ月以内に入院歴のある
患者，介護施設などに入所中の患者が多かった。
NHCAP 患者の基礎疾患としては，脳血管障害，
心疾患，糖尿病，COPD，喘息，腎疾患，肝疾患
などがある。NHCAP には誤嚥性肺炎と診断され
る症例は 5 ～ 7 割程度にみられるとされる。
　図 23）に推定起炎菌の比較を示す。起炎菌ではい
ずれの肺炎でも肺炎球菌が最も多かった。また，非
定型病原体のうち，マイコプラズマは市中肺炎で頻
度が高い。MRSA や緑膿菌などの薬剤耐性菌が喀
痰などから分離される症例は NHCAP で頻度が高
い。重症度判定のよい指標はなく，市中肺炎の重症
度判定（A-DROP システム）がガイドラインでは推
奨されている。市中肺炎と比較して重症度が高く，
死亡率も高い。

３　NHCAPの治療

　抗菌薬治療が主体となるが，元々の全身状態が悪
いことが多く，呼吸・循環・栄養管理なども状況に
応じて必要となる。また，ADL の低下した患者や
終末期としての肺炎である場合は，積極的治療をど
の程度まで行うか，本人・家族を含めた十分な検討
が必要である。ガイドラインでは，積極的治療とし
ての抗菌薬の初期選択を以下のように推奨している。
　1） 敗血症がなく軽症から中等症で，耐性菌リス

クが高くない場合，市中肺炎に準じた，抗緑
膿菌作用のないβラクタム系抗菌薬。加えて，
必要に応じて非定型病原体の治療薬。

NHCAP の診断根拠
全 NHCAP症例のなかでそれぞれの因子をもつ割合を示す。
複数の因子をもつ症例が含まれている。
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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
（文献 3より改変引用）

NHCAP における耐性菌のリスク因子表２
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　2） 敗血症があるか重症である，または耐性菌リ
スクが高い場合，抗緑膿菌作用をもつβラク
タム系抗菌薬またはニューキノロン系薬。

　3） 敗血症があるか重症であり，かつ耐性菌リス
クが高い場合，抗緑膿菌作用をもつβラクタ
ム系抗菌薬，ニューキノロン系薬，アミノグ
リコシド系薬のうちからの 2 剤併用。加えて，
必要に応じ抗 MRSA 薬。

　ただし，1）を選択し無効の場合は，より広域の
カバーに escalation を，2），3）を選択し有効かつ
可能な場合は狭域のカバーに de-escalation を考
慮する。
　ただし，抗菌薬治療の対象として，検出された薬
剤耐性菌が真の起炎微生物であるかどうかは慎重な

判断を要する（Column 参照）。
（伊藤 功朗）
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日本の（N）HCAP 検出菌 
（各研究の平均と 95 % 信頼区間）

（文献 3より改変引用）
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Column NHCAPで分離される薬剤耐性菌は肺炎の真の起炎微生物か？

　 HCAP/NHCAP については，元々薬剤耐性菌が多く検出されるため，市中肺炎よりも治療薬は広域スペクトラム
のものにするほうがよい，というコンセプトから出てきた肺炎の概念である。これまでにさまざまな HCAP/
NHCAP のデータが出されてきたが，後ろ向き研究が多く，また，喀痰の質や菌量が考慮されていないものが多く
みられた。結果としては，緑膿菌や MRSA の分離率が高くなっている。米国などで騒がれるほど日本では耐性菌の
分離率や起炎菌としての頻度は高くなさそうである。また，欧州では HCAP のクライテリアが薬剤耐性菌を予測し
ない，と HCAP の概念そのものに懐疑的な意見が強く，薬剤耐性菌の関与もさほど高くないという報告がいくつか
出ている。実際，NHCAP をβ-ラクタム系抗生剤で治療していると，入院時の喀痰から MRSA が検出されている
のがわかったが，それを治療しないでも肺炎が改善した，という経験は誰でももっていることだろう。薬剤耐性菌
が分離されても，必ずしもそれをターゲットとして治療する必要はないので注意が必要である4）。
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