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旨

的：維持透析患者の感染症による死亡原因の約半数は肺炎だが，起因菌が同定できることは少ないとされて

いる。また，起因菌と予後との関係も不明である。そこで肺炎発症時の培養でどの程度起因菌が判明するか，ま
た，起因菌検出の因子について検討した。
対象と方法：2005 年 10 月から 2013 年 3 月に当院へ入院となった外来維持血液透析患者（全 3,032 例）のうち，
CT と臨床症状にて肺炎と診断した 44 例を対象に横断研究を行った。肺炎の重症度は pneumonia severity index
（PSI）
で評価した。全例入院時に喀痰，血液培養を採取しており，これを基に起因菌および菌検出の因子を検討し
た。
結

果：対象患者の年齢は 74 歳（interquartile range：IQR，68〜78）
，男性は 90.9 %，慢性肺疾患は 22.7 %，糖尿

病の合併は 61.4 %であった。PSI は入院が必要な class Ⅳが 45.5 %，class Ⅴが 50.0 %であった。血液培養は全例
陰性だが，喀痰培養では 36.4 %が陽性であった。起因菌は Staphylococcus aureus
（13.6 %）
，Pseudomonas aeruginosa
（6.8 %）
，Chlamydophila pneumonia
（4.5 %），Escherichia coli
（4.5 %）
の順に高頻度であった。喀痰培養は Geckler 分
類の Group 4 および 5 で陽性率が高率であった（p＝0.013）
。また，起因菌検出率は喀痰採取日が透析日の透析前
で 61.5 %，透析翌日で 36.8 %と高率であったが，透析日の透析後では 16.7 %と低かった。
考

察：透析患者では透析日の透析前に喀痰培養を行うと起因菌の検出率が上昇すると考えられた。今後，症例

数を増加させた前向きの検討が期待される。

Purpose：Previous studies have demonstrated that almost half the deaths caused by infection in hemodialysis
patients are due to pneumonia. Causative organisms in pneumonia are not defined. We assessed the positive rate
of blood and sputum cultures in a cohort of dialysis patients admitted with pneumonia.
Methods：We retrospectively enrolled 44 consecutive pneumonia patients on maintenance hemodialysis attending on outpatient clinic at a single department of nephrology between October 2005 and March 2013. Pneumonia was defined by the chest computed tomography findings and clinical status. The severity of pneumonia was
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scored using the pneumonia severity index（PSI）and the presumed causative organisms were identified.
Results：Among the 44 subjects, median age was 74（interquartile range, 68〜78）years, 90.9 % were men,
28.4 % had chronic obstructive pulmonary disease, and 61.4 % had diabetes mellitus. Almost all patients
（95.5 %）were class Ⅳ or Ⅴ on PSI. Blood cultures were all negative, but 36.4 % of sputum cultures were positive for causative organisms. The most common pathogens were Staphylococcus aureus（13.6 %）, Pseudomonas
aeruginosa（6.8 %）
, Escherichia coli（4.5 %）
, and Chlamydophila pneumonia（4.5 %）
. The detection rate of
causative organisms was related to the quality of the sputum（Group 4 and 5 of the Geckler classification）and
was 61.5 % in samples collected before dialysis on a day of dialysis, and 36.8 % in samples collected on the
day before a day of dialysis. In contrast, the detection rate was low（16.7 %）when the samples were collected
after dialysis on a day of dialysis.
Conclusion：In hemodialyis patients, the detection rate of causative organisms is elevated if sputum samples
are collected before undergoing dialysis on a day of dialysis. Prospective confirmation in a larger number of
patients is warranted.
Jpn J Nephrol 2014；56：524−531.
Key words：pneumonia, hemodialysis, sputum

たは胸部 CT による浸潤影の出現，かつ炎症反応の上昇

はじめに

（WBC≧10,000／μL，CRP＞0.3 mg／dL）とした。肺炎の重症

透析患者の呼吸器感染症による死亡は一般患者に比べ

6）
度は Pneumonia Severity Index（PSI）
，A-DROP7）を用いて評

16.2 倍高いとされている1）。実際，わが国の透析患者にお

価した。A-DROP の 5 つの評価項目
（age，dehydration，res-

ける死因として，感染症は心不全に次いで第 2 位の 20.3 %

piratory failure，orientation disturbance，and low blood pres-

を占め，その約半数が肺炎による死亡である2,3）。

sure）のうち，dehydration は BUN≧21 mg／dL または脱水と

肺炎は透析患者の予後に重大な影響を与えているが，そ
4,5）

の起因菌が同定されることは 14.6〜18.2 %と少ない

定義されているが，対象が透析患者で評価困難なためこの

。た

項目は除外した。誤嚥性肺炎は嚥下障害ならびに誤嚥が証

だこれは大規模臨床研究での結果である。こうした研究で

明された（あるいは強く疑われた）症例に生じた肺炎で8），

は全症例に培養を実施していないため，実際の検出力とは

かつ CT で肺下葉の浸潤影を認めた症例とした9）。合併症

異なる可能性がある。

は Charlson comorbidity index scoring（CCI）10）を用いて評価

一方，当院では透析患者のあるなしにかかわらず，肺炎

した。

での入院時には全例喀痰，血液培養を実施している。そこ

評価項目は肺炎の起因菌，およびその寄与因子とした。

で，肺炎発症時の培養で実際どの程度起因菌が判明するか

起因菌は培養結果および臨床症状から決定した。臨床的に

を検討した。

は誤嚥性肺炎で，喀痰から口腔内常在菌を検出した場合は
起因菌としなかった。喀痰の質も Geckler 分類で評価し

方

法

た11）。初期治療失敗は起因菌検出による de-escalation 目的
以外で，入院時に投与した抗生物質の変更とした。

2005 年 10 月から 2013 年 3 月に当院へ入院した外来維

データは二分変数を number（%）
，正規分布の連続変数を

持血液透析患者（全 3,032 例）のうち，肺炎の加療目的で入

平均±SD
（range）
，非正規分布を中央値，四分位値
（interquar-

院となった血液透析患者 51 例のなかから，すでに前医で

tile range：IQR）で表記した。2 群間の比較はχ2検定，正規

抗生物質を投与された状態での転院となった 7 例を除外

分布する変数については t 検定，非正規分布する変数につ

した 44 例を観察対象とし，横断研究を行った。本研究は

いては Mann-Whitney の U 検定を用いた。喀痰培養陽性の

大阪厚生年金病院の倫理委員会で承認されている。

予測因子の決定には Hosmer-Lemeshow と尤度比検定でモ

観察対象には来院時に肺炎の診断後，抗生物質投与前に

デルがフィットしていることを確認した後，ロジスティッ

喀痰培養を 1 セット，血液培養を 2 セット以上採取し，起

ク回帰分析を用いた。すべてのデータは STATA version12

因菌の同定を行った。喀痰排出が困難な患者では 3 %の高

ソフトウエアを用いて解析した。

張食塩水での吸入を行った。それでも喀痰排出が困難な際
のみ吸引での喀痰採取を行った。肺炎の診断は胸部 X 線ま
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Table 1.

Baseline characteristics
（n＝44）

40
（90.9）
Male gender n
（%）
74
（68〜78）
Age
（years）
32
（74.4）
Current smoking n
（%）
Primary renal disease
25
（56.8）
Diabetic nephropathy n
（%）
9（20.5）
Nephrosclerosis n
（%）
8（18.2）
Chronic glomerulonephritis n
（%）
2（4.6）
Others n
（%）
Comorbidities
10
（22.7）
Chronic pulmonary disease n
（%）
28
（63.6）
Chronic heart failure n
（%）
27
（61.4）
Diabetes mellitus n
（%）
18
（40.9）
Cerebrovascular disease n
（%）
7（15.9）
Malignancy n
（%）
12
（27.3）
History of pneumonia
Charlson comorbidity index n
（%）
2（4.5）
0〜2
17
（38.7）
3〜4
25
（56.8）
≧5
2.9
（1.1〜7.3）
Duration of dialysis
（years）
1.32±0.23
Kt／V
Date of admission
before dialysis on a day of dialysis n（%）
13
（29.5）
after dialysis on a day of dialysis n（%）
12
（27.3）
on the day before a day of dialysis n
（%）
19
（43.2）

結

果

対象患者の患者背景を Table 1 に示す。年齢は 74 歳
（IQR，68〜78），男性が 90.9 %，喫煙は 74.4 %，糖尿病の
合併は 61.4 %，慢性肺疾患の合併は 22.7 %，脳血管障害の

Table 2.

Laboratory data on admission
（n＝44）

Systolic blood pressure
（mmHg）
Diastolic blood pressure
（mmHg）
Heart rate
（beat per minute）
Respiratory rate
（／min）
Body temperature
（degrees C）
Body mass index
（kg／m2）
Ratio of weight gain from dry
weight
（%）
WBC count
（／μL）
Hemoglobin
（g／dL）
Platelet count
（×104／μL）
C-reactive protein
（mg／dL）
BUN
（mg／dL）
Creatinine
（mg／dL）
Albumin
（g／dL）
Total cholesterol
（mg／dL）
Pulmonary infiltrative shadow on
chest radiography
None n
（%）
One side n
（%）
Both sides n
（%）
Pulmonary infiltrative shadow on
chest computed tomography scan
None n
（%）
One side n
（%）
Both sides n
（%）
Pneumonia severity index n
（%）
ClassⅠ〜Ⅲ
Class Ⅳ
Class Ⅴ
A-DROP n
（%）
0〜2
3〜4

140.4±29.8
71.9±16.7
84.4±14.7
16.2±6.4
36.9
（36.6〜37.6）
20.5
（19.1〜23.5）
3.5
（1.3〜4.1）
9,650
（7,300〜14,100）
10.7
（9.7〜11.6）
16.7
（10.5〜23.6）
6.58
（3.13〜13.58）
38
（28〜59）
6.13
（4.21〜7.63）
3.4±0.7
153
（120〜177）

2
（4.6）
32
（72.7）
10
（22.7）

0
（0）
15
（34.1）
29
（65.9）
2
（4.5）
20
（45.5）
22
（50.0）
39
（88.6）
5
（11.4）

合併は 40.9 %。CCI は score 5 以上が 56.8 %と高率であっ
た。慢性腎不全の原疾患は糖尿病性腎症が 56.8 %と最多
で，次いで良性腎硬化症 20.5 %，慢性糸球体腎炎 18.2 %で

肺炎の起因菌検出率は 43.2 %であった。起因菌はグラム

あった。透析期間は 2.9 年
（IQR，1.1〜7.3）
。入院日は透析

陽 性 球 菌， 陰 性 桿 菌 が と も に 18.2 %で， Staphylococcus

日が 56.8 %と多く，透析前が 29.5 %，透析後が 27.3 %で

aureus（13.6 %）が最も多く，その内訳は methicillin-resistant

あった。透析前日が 43.2 %と続いた。

Staphylococcus aureus（MRSA）
（9.1 %）
， methicillin-sensitive

来院時の血清 Albumin 値は 3.4±0.7 g／dL，CRP は 6.58

Staphylococcus aureus（MSSA）
（4.5 %）であった。その他は

mg／dL
（3.13〜13.58）
であった。画像所見は胸部 X 線での片

Pseudomonas aeruginosa（6.8 %）
，Escherichia coli（4.5 %），

側浸潤影が 72.7 %，両側浸潤影が 22.7 %，浸潤影がないも

Chlamydophila pneumonia（4.5 %）が 高 頻 度 で あ っ た（Fig.

のも 4.6 %に認めたが，CT では片側浸潤影が 34.1 %，両側

1）。誤嚥性肺炎は 25.0 %に認めた。培養陽性でも口腔内常

浸潤影が 65.9 %であった。

在菌を認めていたため，全例起因菌としなかった。

肺炎の重症度を示す A-DROP は入院が必要とされる

培養陽性群と陰性群の比較では，慢性肺疾患とドライウ

score 3 以上は，dehydration の項目を除外したため 11.4 %に

エイトからの来院時の体重増加比のみが有意な因子であっ

しか認めなかったが，PSI では入院が必要な Class Ⅳが

た
（p＝0.020，0.004）
（Table 3）
。

45.5 %，Class Ⅴが 50.0 %であり，重症肺炎を多数認める症
例が対象であった（Table 2）。

喀痰は Geckler 分類にて Group 4，5 での起因菌検出率が
各々 77.8 %，45.5 %と良好な喀痰での起因菌検出率が高く
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Fig. 1. Causative organisms in pneumonia in hemodialysis patients
（n＝44）
MRSA：methicillin-resistant Staphylococcus aureus, MSSA：methicillin-sensitive Staphylococcus
aureus

（Table 3），Group 4，5 では他の Group に比べて統計学的に

例（全 1 例中）
，起因菌不明 4 例（全 25 例中）
であった。

も 単 変 量 解 析 で 有 意 に 起 因 菌 検 出 率 が 高 か っ た（p＝
0.020）
。ドライウエイトからの来院時の体重増加比とは相

考

関が強いため除外し，入院時の各種因子を表わす PSI と，

察

合併症を示す CCI を調節因子として多変量解析を行って

従来，透析患者における肺炎の起因菌検出率は一般患者

も，有意に起因菌検出率が高かった
（p＝0.013）
（Table 4）
。

の 65.5〜76.3 %に比して著明に低いとされていたが8），そ

また起因菌検出率は喀痰採取日が透析日の透析前で

の原因は明らかではない。透析患者では液性免疫はほぼ正

61.5 %，透析翌日で 36.8 %と高率であったが，透析日の透

常だが，リンパ球数の減少，CD4／CD8 比の低下，リンパ

析後では 16.7 %と低かった
（Fig. 2）
。透析日の透析前や透析

球幼弱化反応の低下などにより細胞性免疫が低下してい

翌日での喀痰では Geckler 分類で Group 4，5 が高率であっ

る12,13）。細胞性免疫の低下ではウイルス感染，結核菌感染

た（Fig. 3）
。なお血液培養は全例陰性であった。

症，真菌感染症などが生じやすいため，検出困難なこれら

治療は単剤投与が 93.2 %で，その大半は ampicillin／sul-

による感染が起因菌判明率低下の原因となっていた可能性

bactum（59.1 %），ceftriaxone（22.7 %）
であった。初期治療失

もある。ただ，本研究以外にも肺炎患者全症例に培養を実

敗例は 31.8 %と高値であったが，30 日死亡は 18.2 %まで

施した報告では，起因菌検出率が 52.1〜73.9 %と高値の文

改善しており，想定した起因菌と異なる起因菌であったと

献があるにもかかわらず14,15），ウイルス感染，結核菌感染

しても抗生物質の変更によりその後の治癒率は高かった

症，真菌感染症の検出率が 0〜2.1 %ときわめて低かったこ

（Table 5）。
入院 30 日以内に死亡した症例は 8 例あり，全例肺炎で

とを考慮すると，細胞性免疫の低下のみでは起因菌検出力
の差を説明できない。

死亡した。その起因菌は MRSA 2 例（全 4 例中）
，Pseud-

本研究では喀痰の採取日による起因菌検出率を検討した

monas aeruginosa 1 例
（全 3 例中）
，Haemophilus influenzae 1

が，透析日の透析前が 61.5 %と最も高く，次いで透析前日
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Table 3.

Laboratory data on admission
（n＝44）
Positive cultures
（n＝17）

Male n
（%）
Age
（years）
Current smoking n
（%）
Comorbidities
Chronic pulmonary disease n
（%）
Chronic heart failure n
（%）
Diabetes mellitus n
（%）
Cerebrovascular disease n
（%）
Malignancy n
（%）
History of pneumonia
Charlson comorbidity index
Duration of dialysis
（years）
Systolic blood pressure
（mmHg）
Diastolic blood pressure
（mmHg）
Body mass index
（kg／m2）
Ratio of weight gain from dry weight
（%）
WBC count
（／μL）
Platelet count
（×104／μL）
C-reactive protein
（mg／dL）
Albumin
（g／dL）
Total cholesterol
（mg／dL）
Pneumonia severity index
A-DROP
Geckler classification
（%）
Group 2 n
（%）
Group 3 n
（%）
Group 4 n
（%）
Group 5 n
（%）
Group 6 n

Negative cultures
（n＝27） p value

16
（94.1）
76
（71〜78）
15
（88.2）

24
（88.9）
74
（67〜77）
17
（63.0）

0.557
0.271
0.185

7
（41.2）
10
（58.8）
11
（64.7）
6
（35.3）
3
（17.6）
6
（30.0）
5
（3〜6）
5.7
（1.5〜7.5）
140
（110〜150）
68
（56〜82）
20.0
（18.3〜21.7）
3.8
（3.6〜4.5）
10,800
（7,800〜13,300）
14.5
（12.1〜24.5）
9.83
（4.27〜16.90）
3.4±0.6
156
（120〜161）
136
（117〜158）
3
（2〜3）

3（11.1）
18
（66.7）
14
（51.9）
12
（44.4）
4（14.8）
6（25.0）
4（4〜6）
2.4
（0.8〜7.1）
142
（127〜171）
77
（63〜90）
19.4
（17.8〜22.7）
2.7
（0.7〜3.8）
9,400
（7,000〜14,400）
20.4
（9.7〜23.0）
4.73
（1.68〜11.30）
3.3±0.8
153
（125〜188）
127
（107〜150）
2（2〜3）

0.020
0.598
0.402
0.548
0.803
0.343
0.234
0.242
0.174
0.173
0.933
0.004
0.942
0.952
0.144
0.462
0.525
0.588
0.665

1
（16.7）
2
（28.6）
7
（77.8）
5
（45.5）
2
（18.2）

5
（83.3）
5
（71.4）
2
（22.2）
6
（54.6）
9
（81.3）

0.050

Table 4. Contributions to positive cultures
（Univariate and multivariate logistic regression model）
Univariate model
Geckler
（Group 4 and 5）
Ratio of weight gain from dry weight
Charlson comorbidity index
Pneumonia severity index
Age
Male gender

Multivariate model

Odds ratio
（95 % CI）

p value

Odds ratio
（95 % CI）

p value

5.682
（1.506〜21.57）
1.841
（1.136〜2.983）
2.649
（0.916〜2.094）
1.008
（0.986〜1.030）
1.031
（0.958〜1.110）
2.214
（0.191〜20.97）

0.010
0.013
0.123
0.462
0.403
0.563

5.619
（1.429〜22.09）

0.013

Multivariable models were developed by simultaneously taking other clinically relevant variables（Charlson
comorbidity index, pneumonia severity index）into consideration.
CI：confidence interval

が 36.8 %と続いた。培養陽性群と陰性群の比較で，ドライ

がある。透析後は特に吸引痰でしか喀痰を採取できないこ

ウエイトからの来院時の体重増加比が有意な因子であった

とも多かったため，陽性率が低かった可能性もあるが，体

ことも考慮すると，体液量が検出率に関与している可能性

液量が過剰な透析日の透析前，透析前日で陽性率が高いた
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Time of sampling and the positive rate of sputum cultures

Fig. 3.

Time of sampling and Geckler classification

め，可能ならば透析後よりも透析前に喀痰採取を検討して

は 20.6 %に誤嚥性肺炎を認めたと報告されており高値で

みる余地はある。

はない18）。誤嚥性肺炎では起因菌の同定が経気管支吸引法

また喀痰の質も起因菌検出に関与している可能性があ

や経皮的肺穿刺吸引法以外では困難なため8），本研究では

る。Geckler 分類で Group 4，5 の喀痰は各々 20.5 %，25.0 %

菌を検出しても起因菌とはしなかった。その結果，起因菌

しか採取できていないが，その起因菌検出率は 77.8 %，

の同定率は 43.2 %と低下したが，誤嚥性肺炎を検討せずに

45.5 %と高率である。Geckler 分類で Group 4，5 の検体は

口腔内常在菌や真菌も起因菌と診断して，52.1〜73.9 %と

透析日の透析前に採取できることが多いため，肺炎を疑っ

高い検出率を示した他の研究14,15）より正確な起因菌の同定

た際は透析後より透析前に喀痰培養を行ったほうがよいの

率を示している可能性がある。

かもしれない。

本研究での起因菌は MRSA，Pseudomonas aeruginosa が

本研究では誤嚥性肺炎が 25.0 %と多いが，透析患者以外

最も多く，
これは，
透析患者の肺炎に対して全例培養を行っ

も含めた HCAP（health-care associated pneumonia）の研究で

た小規模ないくつかの報告14〜16）と同様に，通常の市中肺炎

維持透析患者の肺炎の検討
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Table 5.

Antibiotic treatment and clinical outcomes
（n＝44）

Initial antibiotics
Monotherapy n
（%）
（%）
Ampicillin／sulbactam n
（%）
Piperacillin／tazobactam n
Piperacillin n
（%）
Ceftriaxone n
（%）
Levofloxacin n
（%）
Azithromycin n
（%）
Combination therapy n
（%）
Ampicillin sulbactam＋Azithromycin
Piperacillin＋Azithromycin n
（%）
Length of hospital stay
（day）
Initial treatment failure n（%）
（%）
30−day mortality n
In-hospital mortality n（%）

抗生物質を多剤投与したほうがよいのかもしれない。
本研究の限界として，肺炎の診断は画像診断や臨床症状

n
（%）

41
（93.2）
26
（59.1）
1
（2.3）
1
（2.3）
10
（22.7）
1
（2.3）
2
（4.5）
3
（6.8）
2
（4.5）
1
（2.3）
16
（7〜24）
14
（31.8）
8
（18.2）
11
（25.0）

だけで正確に行うことが困難な場合が多い。CT で診断で
きた肺炎のうち 31 %は胸部 X 線では診断できないと報告
されている21）。このため，われわれは肺炎を疑った症例で
は全例胸部 X 線だけでなく CT による画像診断も行って
いる。実際，本研究でも胸部 X 線より胸部 CT のほうが検
出率は高く，これまでの報告より肺炎を正しく診断してい
る可能性がある。
次に，単施設による横断研究による検討のため症例数が
少なく，母集団
（特に性差，喫煙率など）
や治療に偏りがあ
る。またロジスティック回帰分析を行ったが，解析症例数
が少ないため誤った結論を導き出す可能性がある。
さらに肺炎の重症度評価として A-DROP を使用してい
る。A-DROP の 5 つの評価項目のうち dehydration は BUN

の起因菌と明らかに異なる結果であった。死亡例での起因

≧21 mg／dL または脱水と定義されているため，この項目は

菌も MRSA や Pseudomonas aeruginosa を認めるため，従来

全患者で除外としたが，重症度評価として必要な脱水を除

から付着している菌を検出している可能性は低い。実際，

外しているため，A-DROP を重症度評価として使用すべき

維持血液透析を施行している患者は透析施設を利用してい

か議論の余地がある。ただ，同様に重症度を評価した PSI

るため，米国胸部疾患学会，米国感染症学会では透析患者

も併用することにより重症の程度をより明確なものとし

の肺炎は単なる市中肺炎ではなく，医療関連肺炎 HCAP と

た。

定義しており，入院していない患者で発症した肺炎でも耐
17）

また肺炎発症因子についても検討できていない。多施設
の維持透析患者を対象に研究したため，未発症群との比較

性菌の可能性が高いとされている 。
初 期 治 療 が ampicillin／sulbactum（59.1 %）
， ceftriaxone

ができていない。
市中肺炎
（community acquired pneumonia：

（22.7 %）が大半を占めており，耐性菌をカバーしていない

CAP）と比較して，HCAP では高齢，低アルブミン，脳血管

ため，初期治療失敗例が 31.8 %と高率であった。また，

障害の合併率，重症度が高いことが報告されており19），本

MRSA を含む Staphylococcus aureus による敗血症では死亡

症例でも同様な背景因子であった。HCAP のなかでも透析

19）

率が他の起因菌に比較して高いとされている が，本研究

患者に限定した肺炎の発症因子についてはこれまで報告さ

でも死亡例に MRSA 発症例が多かった。ただ MRSA や

れていないため，今後さらに検討する必要がある。

Pseudomonas aeruginosa をターゲットに vancomycin に加

今回の検討の結果，透析患者での肺炎でも全例に培養を

え quinolone または piperacillin／tazobactam を入院時より投

行うと起因菌の検出率は上昇するが，特に透析日の透析前

与している群は，ceftriaxone に加え azithromycin または

に喀痰を採取することにより起因菌検出率が上昇する可能

quinolone 投与群より，点滴での抗生物質投与期間や入院期

性が示唆された。また，MRSA や Pseudomonas aeruginosa

16）

間が延長したという報告もある 。本研究では，初期治療

を認めることも多いが，入院時から広域スペクトルの抗生

失敗例が 31.8 %にもかかわらず 30 日死亡は 18.2 %であっ

物質を投与しなくても，
初期投与の抗生物質加療失敗時に，

たことを考慮すると，初期治療が失敗例でも，その後の抗

抗生物質変更にて十分治療が可能なことも示唆された。

生物質変更にて救命率が良好となるため，広域スペクトル

今後，症例数を増加させた前向きの検討が期待される。

の抗生物質を入院時から多剤使用するメリットは少ないの
かもしれない。
ただ他の透析患者を対象とした肺炎の研究では，30 日死

結

語

亡が 11.6%20），12 週死亡が 19.7%19）と報告されており，本

透析患者でも透析日の透析前に喀痰培養を行うと起因菌

研究の 30 日死亡が 18.2 %という数字は若干高値であっ

の検出率が上昇すると考えられた。今後，症例数を増加さ

た。重症症例に限定すれば，入院時から広域スペクトルの

せた前向きの検討が期待される。
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