
はじめに

　2011年に日本呼吸器学会は
医療・介護関連肺炎 :Nursing 
and Hea lthcare assoc iated 
pneumonia（NHCAP）診療ガイ
ドラインという新しいガイドライン
を発表した。これは、「介助や介
護を要する」高齢者は肺炎リスクで
あり、従来の市中肺炎（CAP）と
は同一ではないことを示している。
HNCAPに分類される高齢者肺炎
患者の多くは、何らかの嚥下障害
を伴っている可能性が高く、誤嚥
性肺炎リスクの高い患者群である。
本稿では、NHCAPという新しい
肺炎の概念を明らかにし、その対
策を解説する。

１.ＮＨＣＡＰという　　 
　新しい概念の必要性

　肺炎は、これまで発生場所によっ
て、市中肺炎（CAP）と院内肺炎
（HAP）に分類して治療を行なっ
てきた。しかし、人口の高齢化に
伴って日本独自の医療制度が構築
され、老健施設や介護施設入所者
が増加し、在宅医療を受ける患者
が増加するにつれて、救急外来に
受診する肺炎患者を中心に、従来
の分類ではCAPに診断される症
例の中にHAPの病態に近い患者
群が含まれるようになった。これら

の患者群の中で、介護施設に入所
している患者、90日以内に病院を
退院したばかりの患者、介護を必
要とする高齢者、身体障害者の肺
炎をNHCAPと定義している（表１）。
つまり、日本の入院を受け入れてい
る病院の実情からは、これらの患
者群の肺炎が、高齢者入院市中肺
炎症例であり、その病態としては
誤嚥性肺炎が最も疑わしい患者群
である。
　我々が2004 年から2005 年に
行った前向き研究では日本で入院
加療が行われている肺炎症例の多
くは高齢者であり、誤嚥性肺炎か、
誤嚥とは関連性がない肺炎かで分
類すると、高齢者肺炎の大多数は
誤嚥性肺炎であることが判明して
いる1）。2005年にATS/IDSAの
HAPガイドラインで示されたリスク
としてのHCAPの定義よりも、日
本のNHCAPのほうが、患者背景
として、誤嚥が強く関与する病態が
含まれている2）。

２．NHCAPでは　　　 
　誤嚥性肺炎が多い

　NHCAPに相当する患者の背景
因子として、嚥下障害や嚥下障害
を来す病態が深く関与している。
基礎疾患として中枢神経疾患の合
併が多く、治療の成否に関与する
因子として、誤嚥の評価（嚥下機
能評価）をしていないことが指摘

されている3）。日本のNHAPにつ
いても基礎疾患として誤嚥と関連
の深い中枢神経疾患、認知症の頻
度が高く、胃ろう造設群が多いと
報告されている４）。日本のHCAP
の検討例でも、中枢神経疾患の
合併が40％以上、経管栄養患者
が10％であったと報告されており、
不顕性誤嚥を含む誤嚥が肺炎の
原因とし関与している可能性が高
い５）。したがって、誤嚥の原因で
ある嚥下障害、誤嚥が深く関与す
る経口摂取困難がATS/IDSAの
定義するHCAPならびに本邦の
NHCAPの危険因子として重要で
あると推測される。

３.誤嚥性肺炎の 
メカニズム

　誤嚥性肺炎は、誤嚥あるいは嚥
下障害の存在が確認された患者に
発症した肺炎と定義される1）。高齢
者では加齢に伴い気道防御反射（嚥
下反射、咳反射）が抑制され、喉
頭の解剖学的変化や脳の老化によっ
て、食事摂取が可能な症例でも潜
在的な嚥下障害の頻度が高い。軽
度の嚥下障害患者も夜間に不顕性
誤嚥を生ずる可能性が高い。この
微量誤嚥に含まれる異物や細菌が
肺炎発症を惹起する。誤嚥量自体
は微量であるため、一度の不顕性
誤嚥によって、すぐに肺炎が発症す
るわけではないが、風邪症候群の
ような上気道感染や飲酒などさら
なる増悪因子が加わることによって、
誤嚥性肺炎発症リスクが増大する。
したがって、正しい抗菌薬選択を
おこなっても嚥下障害が改善しな
い限り、誤嚥性肺炎は治癒しない。

４.誤嚥性肺炎の診断

　現在のところ誤嚥性肺炎を明確
に規定したガイドラインは本邦の院
内肺炎のガイドラインのみであるた

め、本ガイドラインでも、この定義
を踏襲し、嚥下障害ならびに誤嚥
が証明された（あるいは、強く疑わ
れた）症例に生じた肺炎を誤嚥性
肺炎とする6）。この際、嚥下障害、
誤嚥を検出するよう嚥下機能検査、
食事後の誤嚥の有無を確認するこ
とが大切である7）。

５.治療（表２）

　NHCAPでは、患者の肺炎因子
がさまざまであるため、患者の主
治医や家族、本人と相談の上、治
療戦略を決めることを勧めている（図
１）。誤嚥性肺炎の抗菌薬治療に
ついては、誤嚥リスクのない患者群
よりも口腔常在菌、嫌気性菌の関
与が強くなるため、これらに有効
な薬剤が選択される。しかし、誤
嚥性肺炎の診断名で治療するわけ
ではなく、なるべく起因菌を同定し、
有効性の高い薬剤を選択する。また、
起因菌が判明し、病状の改善が得
られる場合は、de-escalationを実
施する。
　起因菌の多くは、上気道定着
菌であるため、内因性肺炎であ
り、肺炎球菌は重要な感染源で
ある。NHAPに対して肺炎球菌
ワクチン接種が発症予防に寄与し
たデータが本邦から示されており、
NHCAP誤嚥性肺炎の予防に肺炎
球菌ワクチン接種が有効である8）。
　このほかに誤嚥性肺炎の治療と
して、口腔ケアが有効である。こ
れは、起因菌に口腔内常在菌があり、
誤嚥内容物の質の改善に寄与する。
さらに嚥下機能の回復のため嚥下
リハビリテーションを行う。経皮胃
ろう造設術を行うことは、大量誤
嚥の予防として有効であるが、微
療誤嚥は継続するため、肺炎予防
の役割は限定的である。
　薬物療法として、脳梗塞後で誤
嚥リスクの高い患者群について、
ACE阻害剤、シロスタゾールが肺
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表２　NHCAPにおける誤嚥性肺炎の治療方針
1）　抗菌薬治療
2）　肺炎球菌ワクチン接種は可能であれば実施
　　（重症化を防ぐためにインフルエンザワクチンも接種が望ましい）
3）　口腔ケアを行なう
4）　摂食・嚥下リハビリテーションを行う
5）　嚥下機能を改善させる薬物療法を考慮（ACE 阻害剤、シロスタゾール、など）
6）　意識レベルを高める努力（鎮静剤、睡眠剤の減量、中止など）
7）　嚥下困難を生ずる薬剤の減量、中止
8）　栄養状態の改善を図る
9）　就寝時の体位は頭位（上半身）の軽度挙上が望ましい

表１　医療・介護関連肺炎（NHCAP）の定義
1.　長期療養型病床群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、免疫抑制薬等）を受けている

* 精神病床も含む
** 介護の基準（PS　3）：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。

図１　NHCAPの治療戦略の意思決定フローチャート
　　　（「治療区分」によるNHCAPの治療方針の決め方）

（医療・介護関連肺炎診療ガイドライン．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、2011年、日本呼吸器学会より引用）

（４面下へつづく）



炎発症を予防する。脳梗塞後の患
者で適応があれば投与する意義が
ある。

おわりに

今回新たに定義されたNHCAP
症例は、市中肺炎の中から誤嚥性肺
炎リスクの高い患者を抽出した可能性
が高い。その患者群は、年齢も、基
礎疾患も、介護レベルもさまざまで、
家族環境も異なっている。これらの
患者群を一律に治療できるわけでは
ないので、主治医の意見を中心に、
どこまでの治療を、どこでするのかを
決めた上で、患者、家族との診療へ
の意識を共有して、治療を行う必要
がある。NHCAPの多くは、内因性
肺炎であり、肺炎球菌ワクチン接種
の予防価値があると推定される。
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