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Foxらの報告につづいて,国内でも短期化学療法に

ついて数々の試みがなされ,INH,RFPを主軸とする

化学療法が普及しつつある.

私達も,昭和52年よりINH,FRPを主軸とする化学

療法をはじめている.

しかし,菌陰性化と Ⅹ 線陰影の安定を化学療法終了

の示標としていた従来の方法から,検癖だけで化学療法

の効果を判定するということには一抹の不安をいだいて

いることも事実である.

そこで,当院の現状を従来の化学療法との比較におい

て分析してみることとした.

対 象

昭和47年 1月から昭和56年12月までの新入院患者270

名の中,化学療法 (以後化療と訳す)終了後3年以上経

た246名を対象とし,これを2群に分けた.

Ⅰ群は138名で,INH,RFPを主軸とし,SM また

は EBを加わえ,少なくとも2クール行ない, その後

の化癖は主治医の判断によった.

退院は連続3ケ月,菌培養陰性であることを条件とし

た.

Ⅰ群は108名で,従来の SM,FAS,INHを主軸と

する化癖である.

結 果

先 見 動 機

検診発見例が68名 (25.3%)で,他はなんらかの自覚

症状をもち医療機関を訪ずれている.

前記期間内での再入院患者72名の入院経過をみると,

前回化療終了後 5年以内のものでは,経過観察中にみつ

かったもの20名, 自覚症状で受診したもの6名であっ

た .

5年以上経たものでは, それぞれ19名と27名であっ

た.

初 回 耐 性

排菌は Ⅰ群で124名,Ⅰ群で58名あ り,その耐性検査

成績は表 1のごとくであった.

耐性基準は INH 0.1,SM 20,EB2.5,RFP50

meg/mlとした.

RFPについては耐性基準を 10mCg/mlとすると84

例が耐性を示した.

表 1 入 院 時 耐性
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治 療 期 間

全治療期間は,昭和47年は5.6年,昭和56年は1.7年

であり,その中の入院期間は,それぞれ 16.0カ月,5.8

カ月であった.

菌 陰 性 化

暗暁中の結核菌培養陰性化は表2のような経過であっ

た.

化療開始2,3,4カ月日では Ⅰ群の方に有意の陰性化

がみられたが,6カ月目では両群問に差はなかった.

6カ月以内に陰性化の得られなかった症例は,各群に

7例づっあった.

その内容をみると,Ⅰ群では病型 Ⅰが1,Ⅰが4, Ⅲ

が2例であ り,糖尿病,珪肺の合併が 1例づつあった.

耐性では6例が,RFPIOmcg/ml耐性,1例は感性

であったが4カ月後には 50mcg/ml耐性となっていた.

5例は INH 耐性であった.

Ⅰ群については,病塑Ⅰが6, Ⅲが 1例であった.

表 2 菌陰性化に要した期間

悪 化

化療終了後の再排菌は, Ⅰ群で2例あり,2年後と5

年後であった.

いづれも病型は Ⅱであ り,前者は RFP感性,後者

は RFP50mcg/ml耐性となっていた.

Ⅱ群では,5,16,19,40,48,70カ月目に再排菌を

みた.

病型はⅠが4, Ⅲが2例であった.

X 線陰影悪化は Ⅰ群で3例,Ⅱ群で1例であった.

いづれも両群問に有意差はなかった.また,排菌陰性

化に6カ月以上を要した例との重複はなかった.

考 察

結核の化療期間を短縮する試みが東アフリカで行なわ

れ,その研究結果が発表される1)と,各国で短期化療の

研究がさかんとなった.

国内でも INH,RFPを主軸とする治療が追試され,

化癖を強化すれば治療期間が短縮できることが推定され

た2).

そして,昭和55年には日本結核病学会が,肺結核化学

療法の期間に関する見解を発表した3).

私どもも昭和52年より,前記見解に示された短期化癖

を参考にして,INH,RFPを主軸とする化療を開始し,

治療期間が約 4年短縮するという結果を得ている.

厚生省の調査に よると,登録者全体の平均治療期間

は,昭和48年には4.1年であったが昭和57年には2.9年

になっている4).

短期化療であっても,これまでの長期化療に劣らない

菌陰性化が得られなければならない･

羽曳野病院 5),長崎大学第二内科6)では4カ月で 100

%,国療刀根山病院7)では6カ月で97.2% の菌陰性化

を得ている.

当院では化療開始2,3,4カ月では,INH,RFPを

主軸とする群で菌陰性化がまきっていたが,6カ月の時

点では93.5D/Oと86.2%で両群間に差はなく,1009三日こ達

することができなかった.

治療効果を左右する田子としての初回耐性について

は,療所の報告では INH 4.2,SH 8.8,EB6.8,REP

0.9% であったとしている4).

当院の成績では INH 59.8,RFP3.8% と高い値を

示した.

佐々木は1972年から1982年の11年間における耐性結

核菌排出例の変化について検索し,RFPIOmcg/ml完

全耐性以上を示す菌の増加して いることを指摘してい

る8).

山崎は RFPを含む治療 108例で,SM,INH耐性を

示す2例は菌陰性化が得られなかったことから,初回治

療では INH 耐性の 占める位置は大であると述べてい

る7I.

Foxも INH 初回耐性例では失敗率が 高くなるとし

ている9).

さらに,療研のRFP不成功197例の検討では,INH

耐性例は75.8%,RFP耐性例58.1%で,病型は有空洞

例が93.8%であった.

そして,RFP不成功の原田の中で,耐性 ･病型の重

症度 ･合併症といった因子が41.1%を占めていたと報告

している10).

これらのことを考えると,6カ月以内に菌陰性化の得

られなかった私どもの7例は当然の結果とも思える.

化療終了後の再排菌について, Foxは HSR6カ月

化療終了後2年で3%9), 国療中野病院 では 1年で2.8

%であった11).

国療化研 では HSR3カ月治療後に SM を週2回と
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した 128例の追跡で,50カ月までに2.3% の再排菌をみ

た12).

RFPが優れた薬剤であることは,療研のおこなった

切除肺病巣の結核菌の検索成績に示されている.

すなわち, RFPを含む治療で培養陰性6カ月以上

続いた肺病巣からは,培養で陽性菌が 検出されなかっ

た18).

しかし,INH,RFPを主軸とする治療でも,終了後

1年以内にみられる早期再発と,3年以上経てからみら

れる晩期再発のあることは知られている.

その理由として,強力な化癖でも分裂休止菌には無効

であり,最終的な菌の処理は宿主の防禦機能によると考

えられることから,早期再発は化療期間が短かすぎて,

菌が再び繁殖力をとりもどしたこと,晩期再発は宿主の

免疫力が低下することに よって起こると考えられてい

る12)14日 5)

私達は,化療終了後2年と5年に1例づつ再排菌をみ

ているほかに,3例の Ⅹ 線陰影の悪化をみている.

亀田は Ⅹ 線陰影悪化について,排菌を伴 うものを真

の悪化とし,排菌を伴なあずに2,3カ月以内に著明改

善を示す場合は,臨床的に重要な意味をもたない悪化と

して取 り扱うのが 妥当であるとしている16)が,統一し

た基準はないようである.

化療終了後の観察期間をどのくらいにするかについて

は,Fox14),化研 12)は問題になるのは早期再発である

ことから1年としているが,6カ月17),7年 15)という意

見もある.

私達は当院の症例で初回耐性が高率であること,再入

院例の分析で前回化療終了後 5年以内のもの25例中20例

が経過観察中にみつかっていることから,1年という期

間には不安を感 じている.

当面は5年の経過観察としてみたいと考えている.

結 語

1. INH,RFPを主軸とする化癖で,治療期間は大

幅に短縮されたが,菌陰性化,再排菌については従来の

方法との間に差はなかった.

2･ 初回耐性が高率であったことは今後の注意すべき

点と考える.

3. 化療終了後の観察期間は,現時点では5年は必要

と考えている.

最後にご協力を頂きました新発田保健所に深謝致

します.
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