
�院内肺炎（hospital-acquired�pneumonia：HAP）は入院 48 時間以後に新規に発症した肺炎と定義され，
人工呼吸器関連肺炎（ventilator-associated�pneumonia：VAP）�は人工呼吸管理開始 48 時間後に発症し
た肺炎と定義される。
�HAP/VAP は薬剤耐性菌の関与する可能性があり，また予後も悪い。
�HAP/VAP においては日和見感染を起こす微生物や薬剤耐性菌が原因となることがある。このため，可能な
限り起炎微生物検索のための検体採取に努める。
�治療においては薬剤耐性菌のリスクを評価し，適切な状況で抗緑膿菌薬や抗 MRSA 薬を使用する。
�特に VAP は予後が悪いため，予防策を講じる。

１　院内肺炎，人工呼吸器関連肺炎とは

　院内肺炎（hospital-acquired pneumonia：HAP）
は入院 48 時間以後に新規に発症した肺炎であり，
入院時すでに感染していたものは除かれる。院内肺
炎という概念が必要な理由は，市中肺炎の原因菌と
対比して，院内に蔓延っている薬剤耐性菌が原因と
なる頻度が高いこと，入院中患者では免疫力や全身
状態，基礎疾患などの状態が悪い場合が多く，した
がって予後が悪いためである。なお，院内肺炎のう
ち免疫不全状態に伴う日和見肺炎については，各論
Ⅰ-A-12 を参照のこと。
　 人 工 呼 吸 器 関 連 肺 炎（ventilator-associated 
pneumonia：VAP）の定義は，人工呼吸管理開始
48 時間後に発症した肺炎とされている。VAP は院
内で起こることがほとんどあり，HAP の一部とし
て扱われる。 

２　重症度分類

　2008 年に発行された日本の院内肺炎ガイドライ
ンにおいて，院内肺炎は重症度によって 3 つの群
に分類された1）。重症度を分類する目的は，予後を
ある程度予測することと，それを治療薬選択に反映
させることである。これにより「悪性腫瘍または免
疫不全状態」「意識レベルの低下」「SpO2 > 90 % を

維持するために FIO2 > 35 % を要する」「乏尿また
は脱水」に加え，「男性 70 歳以上，女性 75 歳以上」
が重症度の主要判定項目として選定された。また，
二次的判定項目として「CRP ≧ 20 mg/dL」「胸部
X 線写真陰影の広がりが一側肺の 3 分の 2 以上」
が設定され，図 1のように重症度分類が設定され
た。この重症度分類は「成人肺炎診療ガイドライン
2017」に踏襲された2）。

３　起炎微生物

　一般的な院内肺炎の起炎微生物は，良質の喀痰培
養や，血液培養，尿中抗原検査などを組み合わせて
検出する。特に VAP を起こした挿管患者や気管切
開患者からは容易に喀痰を採取することが可能であ
り，肺炎を疑って抗菌薬を投与する前には喀痰の検
査は必須である。ただし，気管内チューブからの吸
引喀痰からの培養結果であっても，口腔内常在菌に
よるコンタミネーションの可能性を考慮しておくべ
きである。気管支鏡を用いた侵襲的な検体採取方法
としては bronchoalveolar lavage （BAL）や pro-
tected specimen brushing （PSB）がある。一般的
には，挿管患者や，適切な気道分泌物が得られない
患者，耐性菌・抗酸菌・真菌の関与が疑われる患者
などに気管支鏡検査を行う。
　院内肺炎における検出菌の頻度を図 2に，VAP
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における検出菌の頻度を図 3に示す2）。院内肺炎で
は市中肺炎の起炎微生物に加え，さまざまな日和見
病原体が関与する。また，MRSA や緑膿菌など，
治療にあたっては薬剤耐性菌が問題となる場合もし
ばしばである。ある VAP の起炎微生物をみた論文
では，早期発症（ICU 入室 1 週間以内）よりも晩期
発症（ICU 入室 1 週間以後）のほうが，MRSA や緑
膿菌が原因菌となる可能性が上がると報告され
た3）。一般的な院内肺炎においても，入院早期発症
よりも晩期発症（入院 15 日以後）のほうが耐性菌の
可能性が上昇した4）。

４　治療

　日本呼吸器学会のガイドラインでは，院内肺炎，
人工呼吸器関連肺炎ともに先述の重症度分類に即し
て抗菌薬が推奨されている。院内肺炎の治療薬選択
の カ ギ と な る の は， 緑 膿 菌 を 含 め た 耐 性 菌 や
MRSA をカバーする必要性である。
　（1 ）敗血症がなく軽症（A 群）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。
　（2 ）敗血症があるか中等症（B 群）以上である，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 ）敗血症があるか中等症（B 群）以上であり，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。

５　VAPの予後因子

　VAP の死亡率は 20 ～ 50 % に達すると報告さ
れており，海外では VAP の予後因子に関する報告
がいくつかある。ある研究では，急速で致死的な基
礎疾患，肺炎による急性呼吸不全の悪化，敗血症性
ショックの存在，不適切な抗菌薬治療などが死亡と

①I（Immunode�ciency）：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

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

3項目以上が該当

該当なし

軽症群（A群） 中等症群（B群）

該当あり

①CRP≧20mg/dL

②胸部Ｘ線写真陰影の広がりが一側肺の 2/3以上

重症群（C群）

院内肺炎の重症度分類
（文献 2より改変引用）
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関連していた。また，全身状態との関係では，
SOFA スコアや APACHE II スコアと予後は関係
し，菌側の因子としては多剤耐性菌の存在，初期治
療における不適切な抗菌薬といったものが院内死亡
と関連した。つまり，感染症の状態そのものに加え，
併存疾患や全身状態が重要である。

６　VAPの予防

　気管内挿管は気道への唾液流入に対する生理的防
御機構が破綻している状態である。このため，人工
呼吸の日数が長くなるほど，その患者が VAP を発
症する累積確率は増加する。挿管人工呼吸中にブ
ラッシングを含めた口腔清掃を受けると，それを行
わない患者と比較して VAP の発生率が低かったと
される。これらは，入院後，特に挿管人工呼吸治療
中の口腔清掃の重要性を示しているが，口腔清掃だ
けではなく，頻回の口腔・声門下吸引などのケアと
合わせて行うことが重要である。表 1に挿管人工
呼吸患者の肺炎予防策につながる管理方法を挙げ
た。

（伊藤 功朗）
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図３

・手指衛生，手袋・ガウン着用による処置
・セミファーラー位（30～ 45度上体挙上）
・胃内容量の調整
・気管内挿管の方法
挿管期間の短縮，経鼻よりも経口挿管，声門下吸引
ポート付きチューブ，鎮静薬・筋弛緩薬の過剰投与
を避ける。

・口腔内保清，歯科的介入

気管内挿管下人工呼吸患者の肺炎予防策表１
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