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世界における結核	

•  日本の新規結核発生率は一見低いように見える	
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WHO	  Global	  Tuberculosis	  Report	  2013	
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日本は「結核中蔓延国」である	  
とよく言われますが	
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WHOの定義	

•  低蔓延国	  
– 罹患率が人口10万人当たり10以下	  

•  結核高負担国	  
– 患者数の多い22の指定する国	  

•  制圧	  
– 罹患率が人口100万人当たり1人以下	
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「中蔓延国」？	

•  UpToDateでは	  
– 高蔓延	  =	  10万人対100以上	  

•  サハラ以南アフリカ,	  インド,	  中国,	  東南アジア島嶼国,	  ミクロ
ネシア	  

– 中蔓延 =	  10万人対26-‐100	  
•  中央・南アメリカ,	  東欧,	  北アフリカ	  

– 低蔓延 =	  10万人対25以下	  
•  米国,	  西欧,	  カナダ,	  日本,	  オーストラリア	  

•  「中蔓延国」の定義ははっきりしないが,	  	  
他の先進国から見ればそれなりに蔓延している
国,	  という意味か？	
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•  日本の新規発症結核は高齢になるほど右肩上がり	
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都道府県別活動性結核発生状況	

8	特に大都市で罹患率が高い	

「結核の統計」より	



最近の報道ケース	

•  2013年朝日新聞「●大付属病院の医師が結
核発症　患者ら１８７人と接触」	  

•  2013年産経新聞「医大病院看護師が結核発
症　新生児患者ら８４０人　感染の恐れ」	  

•  2013年読売新聞「結核発病の男性医師、マ
スクせず６３５人診察」	
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テーマに選んだ理由	
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対岸の火事では済まされない	

•  結核は決して過去の病気ではない	  
•  東京を含めた都会はリスクファクター	  
•  内科医ですら用語の区別ができていない事

が多い	  
•  2013年度は慈恵医大ICUでも多くの活動性結

核患者を経験した	
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これらの用語を正しく使えるように	

•  肺結核	  
•  肺外結核	  

•  粟粒結核	  

•  活動性結核	  
•  潜在性結核感染症	
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結核を診断する意義	

•  (特に排菌している肺結核では)	  
自分と仲間を感染曝露から守る事ができる	  

•  結核は治療可能な疾患である	  

•  疑わなければ決して診断できない疾患である	
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潜在性結核感染症とは？	
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潜在性結核感染症 LTBIとは？	
•  LTBI:	  latent	  tuberculosis	  infecIon	  
•  結核に感染しているけれども,	  発病していない状態	  
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ツ反陽性者の発病率	

Am	  J	  Respir	  Crit	  Care	  Med.	  2000;161:S221.	
背景リスクに応じて,	  後に活動性結核を発病するリスクがある	



潜在性結核感染症の診断	

•  ツベルクリン反応 (ツ反)	  
– BCG接種を受けているもので偽陽性	  
– 法律の改正で,	  法律の定めにより定期的に行わ

れるツ反は全くなくなってしまった	  
– 現在では小児の感染診断に用いられる程度	  

•  インターフェロンγ放出試験	  
–  IGRA:	  Interferon-‐gamma	  release	  assay	  
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IGRAとは？	

•  ツ反におけるBCG偽陽性を解決するために考案された	  
•  結核菌に特異的な抗原でリンパ球を刺激して産生さ

れるIFN-‐γを測定する検査法	  
•  QuanIFERON®:	  QFT	  
–  現在はQuanIFERON®-‐TB	  Gold:	  QFT-‐3G	  
–  3Gは2012年4月から保険収載:	  630点	  

•  T-‐SPOT®.TB:	  T-‐SPOT	  
–  2012年11月保険収載:	  630点	  
–  QFT法より感度が高いとする報告が多く,	  HIV感染など細

胞性免疫能が低下した状態でも利用できることが期待さ
れている	
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潜在性結核感染症の治療	

•  1950-‐60年代に行われた大規模研究で,	  ハイ
リスク群にLTBIの治療を行うと結核の罹患を
50-‐75%減らすことができると考えられた	  

•  Isoniazid:	  INH	  5mg/kg/d	  (1日最大投与量
300mg)	  を6-‐9か月間内服	  

•  活動性結核に対して1剤治療は禁忌！	  
= 耐性を誘導するだけ	  
– 活動性結核を発症していない事を必ず確認しな

ければいけない	
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ICUで診る結核	
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活動性結核発病のリスク因子	

•  ICU的には縁深いものばかり	
20	

結核.	  2013;88:497.	



•  こんなレビューが最近出ています	  
•  ICUで診る代表的結核として以下を紹介して

いる	  
– 肺結核	  
– 粟粒結核	  
– 結核性髄膜炎	  
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集中治療を要した活動性肺結核患者の予後	

•  Design:	  カルテレビューによるコホート内ケースコントロール研究	  
•  Secng: ベルリンの呼吸器病院ICU	
•  PaIents:	  1990年1月から2001年12月までにICU入室した成人肺結

核患者58症例	  
•  Primary	  outcome:	  病院死亡の有無	
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CharacterisIcs	  and	  outcome	  of	  paIents	  with	  acIve	  pulmonary	  
tuberculosis	  requiring	  intensive	  care	

Eur	  Respir	  J.	  2006;27:1223.	

•  平均APACHEIIスコア:	  13.1	  
•  ICUに入室した肺結核患者の	  
25.9%が病院で死亡	



•  多変量解析における院内死亡の予測因子	  
– 急性腎不全,	  人工呼吸,	  慢性膵炎,	  敗血症,	  ARDS,	  院

内肺炎	  
•  当然と言えば当然の結果だが,	  とにかくICU入室

を要した結核患者は予後が悪い	  
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Eur	  Respir	  J.	  2006;27:1223.	



急性呼吸不全を呈した肺結核患者の予後	

•  Design:	  カルテレビューによるコホート内ケースコントロー
ル研究	  

•  Secng: フランスの2つの大学病院	  
•  PaIents:	  1990年1月から1997年1月 (7年間)	  に重症肺結核

でICU入室した患者で,	  細菌学的に確定した99症例	  
•  Primary	  outcome:	  30日時点の死亡	
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Delayed	  treatment	  contributes	  to	  mortality	  in	  ICU	  paIents	  with	  severe	  acIve	  
pulmonary	  tuberculosis	  and	  acute	  respiratory	  failure	

Intensive	  Care	  Med.	  2001;27:513.	

Disseminated	  TB:	  	  
肺結核+肺外2臓器以上の浸潤	



•  多変量解析	  
– 症状	  (体重減少,	  咳,	  盗汗,	  発熱)	  発現から	  

治療開始までに	  
1か月以上要すると死亡と関連	  
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Intensive	  Care	  Med.	  2001;27:513.	



•  治療開始が遅れると死亡と関連	  
•  体重減少,	  咳,	  盗汗,	  発熱があるICU患者で他に原因

感染症が明らかでない場合は,	  診断結果を待たずに
抗結核療法を開始するべき,	  と著者らは述べている	
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Intensive	  Care	  Med.	  2001;27:513.	



結核性敗血症性ショック患者の予後	

•  Design:	  コホート内ケースコントロール研究	  
•  Secng:	  3か国 (カナダ,	  米国,	  サウジアラビア)	  のICUにおけるsepIc	  shock

患者のデータベース	  
•  PaIents:	  1996年から2007年までのsepIc	  shock患者データベースで収集

した8670症例のうち結核性sepIc	  shockと診断された53症例	  
•  Primary	  outcome:	  病院死亡の有無	  
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Mycobacterium	  tuberculosis	  SepIc	  Shock	
Chest.	  2013;144:474.	  	



•  同程度のAPACHEIIスコア
でも,	  結核菌性sepIc	  shock
患者は,	  細菌性sepIc	  
shock患者よりも死亡率が
高い	  

•  生存群で比較しても,	  抜管
までにより時間を要する	

28	

Chest.	  2013;144:474.	  	
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•  結核性sepIc	  shock
も細菌性sepIc	  
shockも,	  24時間以
内に治療が始まる
かどうかで予後に影
響する可能性	  

Chest.	  2013;144:474.	  	

•  初期投与が適切	  
(=結核に対しては
INHとRIFの2剤が投
与されている事と定
義)でない場合は生
存率が極めて低い	  



ICUで診る結核:	  総論	

•  集中治療・呼吸管理を必要とする結核患者は
予後が悪い	  

•  早期に診断して早期に適切な抗結核療法を
開始できるかが重要	
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肺結核を疑う所見	

•  空洞影	  
•  石灰化を伴う結節影	  
•  両側に多発する陰影	  
•  浸潤影だが上葉や下葉上区 (S6)	  が主体	  
•  Tree-‐in-‐bud	  appearance	
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肺結核	

•  Tree-‐in-‐bud	  
appearance	  
– 木の芽サイン	
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粟粒結核 Milliary	  tuberculosis	

•  かつては肺結核として取り扱われたが,	  もともと
結核菌が血行性に散布されて起こる全身結核な
ので,	  現在は「肺外結核」として扱われる	  

•  髄膜炎その他を伴うこともある重症結核で,	  不明
熱の原因疾患としても重要	  

•  「播種性結核:	  	  
disseminated	  tuberculosis」とも	  
呼ばれる	  

•  副腎不全を起こすことがあり,	  	  
難治性低血圧や低ナトリウム血症	  
を伴う場合は考慮した方がよい	  
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•  粟粒結核は血
行性に全身に
播種する「播種
性結核」	

34	
Lancet	  Infect	  Dis.	  2005;5:415.	



•  眼底で結核結節
があれば診断に
近づく	

35	
Lancet	  Infect	  Dis.	  2005;5:415.	



•  これがいわゆる	  
”milliary	  pajern”	  

•  “milliary	  pajern”	  
=粟粒結核,	  ではない	  

•  「粟粒結核」=「播種
性結核」	

36	
Lancet	  Infect	  Dis.	  2005;5:415.	



粟粒結核の診断	
•  喀痰や胃液の抗酸菌染色・PCRで診断がつかない場合は,	  生

検による培養・組織診が極めて需要	  
•  肝生検・肺生検の感度は高いがICUのベッドサイドで行うの

は困難	  
•  骨髄は感度は劣るが侵襲性が低く,	  ベッドサイドでも容易に

施行可能なので行う価値がある	
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Dr.	  Lawrence	  Tierney	

Tissue	  is	  issue!	

骨髄生検をすり潰して抗酸菌染色	



結核性髄膜炎	

•  血行性に散布された結核菌が髄膜や脳実質
に達して発症するものと考えられており,	  粟粒
結核を伴う例が多い	  

•  脳底部を主体として炎症を起こす (脳底髄膜
炎)	  ので,	  髄液の循環障害によって水頭症が,	  
脳底動脈の血管炎で多発性脳梗塞を起こす	
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•  ガドリニウムによる
脳底部の造影効果
が著明	
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Lancet	  Neurol.	  2013;12:999.	



症状・髄液所見	

•  週単位で徐々に増悪する頭痛	  
•  脳神経麻痺 (VI>III>IV>VII)	  
•  一肢麻痺,	  片麻痺,	  対麻痺	  
•  教科書に書かれているような髄液所見	

40	

Lancet	  Neurol.	  2013;12:999.	



41	
Clin	  Infect	  Dis.	  2011;53:915.	



•  髄液抗酸菌染
色・培養共に1
回では感度が
低い	  

•  せめて3回は
繰り返すべき	  

•  PCRも感度は
かなりばらつ
きあり信頼で
きない	

42	
Clin	  Infect	  Dis.	  2011;53:915.	



•  髄液IGRAは有用かもしれない	  
•  髄液ADAは感度は低いが高値であれば診断に

は役立つかも	  
43	

Clin	  Infect	  Dis.	  2011;53:915.	



活動性結核の治療	

•  どの病態でも基本的に同じ	  
•  Rifampicin	  (RFP)	  >	  Isoniazid	  (INH)	  の2剤が最

重要薬,	  治療期間中最後まで継続	  
– 肝障害が最も懸念	  
– Rifampicinは「薬物相互作用の王様」,	  多くの薬が

「効かなく」なる	  
– Rifampicinが日本で保険収載されたのが1971年

なので,	  それ以前に行われた治療は不十分であ
る可能性を考える	  
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Clinical	  QuesIons	

•  活動性結核の治療にステロイドは有効か？	  
•  Paradoxical	  reacIonsとは？	

•  活動性結核の診断にIGRAは有効か？	  
•  キノロンを使用すると結核の感度は下がるの

か？	  
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Clinical	  QuesIons	
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結核性髄膜炎にステロイドは有効か？	

•  Background:	  小児の結核性髄膜炎ではステロイド投与が有効であ
ると考えられているが,	  15歳以上の患者では研究が不十分	  

•  ObjecIve:	  (HIV感染の有無を問わず)	  15歳以上の結核性髄膜炎患
者へのステロイド (Dexamethasone)	  投与が予後を改善するかどう
かを調べる	  

•  Design:	  randomized,	  double-‐blind,	  placebo-‐controlled	  trial	  
•  Secng: ベトナムの2施設 (呼吸器専門病院と熱帯疾患専門病院)	
•  PaIents:	  臨床的に髄膜炎と診断した15歳以上の患者のうち,	  結核

性髄膜炎の可能性がある患者	  
–  髄膜炎の定義:	  項部硬直と髄液異常所見	  

•  IntervenIon:	  標準治療レジメ (INH,	  RIF,	  PZA,	  SM)	  単独 vs.	  
Dexamethasone	  0.3-‐0.4mg/kg/dを加えて漸減	  

•  Primary	  outcome:	  9か月時点の死亡または重篤な後遺障害	  

47	

Dexamethasone	  for	  the	  Treatment	  of	  Tuberculous	  MeningiIs	  
in	  Adolescents	  and	  Adults	

N	  Engl	  J	  Med	  2004;351:1741.	



•  結核性髄膜炎の診断はとても難し
いので,	  以下のよう
に”probable”や”possible”も結核性
髄膜炎として扱った	  
	  
(我々の診療でも参考になるはず)	  

–  “definite”	  :	  髄液抗酸菌染色で確認
できた	  

–  “probable”:	  以下の所見のうち1つ
以上満たすもの	  
•  胸部X線上活動性肺結核が疑われ

る,	  	  
•  髄液以外の検体で抗酸菌染色陽性,	  	  
•  肺外結核が臨床的に確定された	  

–  “possible”:	  以下の所見のうち少な
くとも4つを満たすもの	  
•  結核の既往,	  	  
•  髄液でリンパ球優位,	  	  
•  発症して5日を超えている,	  	  
•  髄液/血漿グルコース比<0.5,	  	  
•  意識変容,	  	  
•  髄液が黄色,	  	  
•  神経巣症状	  

48	N	  Engl	  J	  Med	  2004;351:1741.	



•  ステロイド群で死亡が少ない	  
•  ただし重篤な後遺障害はステロイド群で多かった	  

–  死亡が減った分障害は増えた可能性	  
•  複合アウトカムでは有意差なし	

49	

N	  Engl	  J	  Med	  2004;351:1741.	



•  HIV患者ではステロイドの	  
効果が明らかでない	

50	N	  Engl	  J	  Med	  2004;351:1741.	



•  重篤な有害事象は
ステロイド投与群で
少なかった	  
(特に肝炎の発症)	

51	N	  Engl	  J	  Med	  2004;351:1741.	



肺結核にステロイドは有効か？	

•  ObjecIve:	  1)	  人工呼吸を必要とする
急性呼吸不全を呈した結核症の特
徴,	  2)	  病院死亡率とその予測因子,	  
3)	  ステロイドの使用が予後に与える
影響,	  を調べる	  

•  Design:	  カルテレビューによるコホー
ト内ケースコントロール研究	  

•  Secng: ソウルの単施設	
•  PaIents:	  1989年3月から2006年12

月までに結核に関連した急性呼吸
不全でICUに入室した115症例のう
ち,	  以前の結核症で肺に広範な障害
が残った25症例を除外し,	  90症例を
対象とした	  

•  Primary	  outcome:	  病院死亡の有無	   52	

Pulmonary	  tuberculosis	  with	  acute	  respiratory	  failure	
Eur	  Respir	  J	  2008;32:1625.	



•  ステロイド使用方法	  
–  90人中44人 (49%)	  でステロイド全身投与が行われた	  
–  平均使用量はPSL換算で59mg	  
–  ステロイド使用期間は中央値で20日 (7-‐120日)	  
–  この44人中36人 (81.8%)	  で,	  結核によるARDSがステロイド使用

理由だった	  
–  抗結核療法開始からステロイド開始までの間隔は中央値で2

日 (0-‐12日)	  
•  実質性肺炎パターンを呈した (Milliary	  pajernではない)	  

66症例で見ると,	  ステロイドの使用は予後良好な因子	  
53	
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活動性結核にステロイドは有効か？	

54	

CorIcosteroids	  for	  prevenIon	  of	  mortality	  in	  people	  with	  
tuberculosis:	  a	  systemaIc	  review	  and	  meta-‐analysis	

Lancet	  Infect	  Dis.	  2013;13:223.	

•  2012年9月までに行われた
41のRCT	  or	  非ランダム化介
入研究	  

•  Rifampicinを含んでいたか
どうかでサブ解析	  

•  Primary	  outcome:	  1年死亡
の有無	  



55	

•  あらゆる結核症で見ると,	  ステロイドの使用は予後改善と関連あり	  
•  肺結核に限ると,	  ステロイドが有効であるという結論は下せない	  

Lancet	  Infect	  Dis.	  2013;13:223.	



Rifampicinを含んだレジメに限ると	

•  肺結核の研究はたった1つしか存在しない！	

56	

Lancet	  Infect	  Dis.	  2013;13:223.	



•  Rifampicinを含んだレジメに限っても,	  結核症全体で見ると有効そう	  
•  髄膜炎には有効な傾向,	  心外膜炎には有効	   57	

Lancet	  Infect	  Dis.	  2013;13:223.	



活動性結核にステロイドは有効か？	

•  結核性髄膜炎や結核性心外膜炎であれば初
期から積極的に使用を考慮	  

•  肺結核では不明	

58	



Clinical	  QuesIons	

•  活動性結核の治療にステロイドは有効か？	  
•  Paradoxical	  reacIonsとは？	

•  活動性結核の診断にIGRAは有効か？	  
•  キノロンを使用すると結核の感度は下がるの

か？	  

59	



Paradoxical	  reacIonsとは？	

•  非HIV患者の結核治療中に見られることがあ
り,	  良く知られている	  
– HIV患者で見られた場合は免疫再構築症候群:	  
IRISと表現する	  
•  immune	  reconsItuIon	  inflammatory	  syndrome	  

•  適切な抗結核療法が行われているにも関わ
らず,	  臨床的または画像的に元の結核病変
が増悪したり,新たな病変が出現する病態	  

60	



HIV陰性患者におけるparadoxical	  reacIons	

•  Design:	  結核データベースから得られたコホート内ケースコントロー
ル研究	  

•  Secng:	  台湾の1施設	
•  PaIents:	  2005年から2006年までに肺結核と診断された659症例,	  

そのうちparadoxical	  reacIonsを発症したのが16例	  
•  Primary	  outcome:	  Paradoxical	  reacIonsの発症	  

•  発生率 2.4%	  
•  平均年齢 49.4歳	  
•  抗結核療法開始から発症までの中央値 26日 (3-‐100日)	  	  
•  再発性の発熱が最もcommonな症状だった	  
•  ステロイド開始からparadoxical	  reacIonsが回復するまで平均21日 

(10-‐49日)	  

61	

Paradoxical	  response	  during	  anI-‐tuberculosis	  treatment	  in	  HIV-‐
negaIve	  paIents	  with	  pulmonary	  tuberculosis	

Int	  J	  Tuberc	  Lung	  Dis.	  2007;11:1290.	



•  Paradoxical	  
reacIons発症
との関連因子	  

•  多変量解析	  
–  Hb<11,	  

Alb<3.0	  
–  ベースライン

のリンパ球数
が<800	  

–  リンパ球数の
変化が300	  
以上	

62	Int	  J	  Tuberc	  Lung	  Dis.	  2007;11:1290.	



Clinical	  QuesIons	

•  活動性結核の治療にステロイドは有効か？	  
•  Paradoxical	  reacIonsとは？	

•  活動性結核の診断にIGRAは有効か？	  
•  キノロンを使用すると結核の感度は下がるの

か？	  

63	



活動性結核の診断にIGRAは有効か？	

•  活動性結核に対するT-‐SPOTとGFT-‐2Gの感度
を直接比較した研究は4つ	  
– 3つがHIV感染患者の研究,	  1つのみ非HIV感染患

者の研究	  

•  T-‐SPOTの感度がQFTよりも高かったが (19%,	  
P=0.3), 有意ではない	  

64	

Interferon-‐c	  Release	  Assays	  for	  AcIve	  Pulmonary	  Tuberculosis	  Diagnosis	  in	  Adults	  in	  
Low-‐	  and	  Middle-‐Income	  Countries:	  SystemaIc	  Review	  and	  Meta-‐analysis	

J	  Infct	  Dis.	  2011;204:S1120.	



HIV(+)活動性結核における感度	

•  T-‐SPOTの感度68%,	  QFTの感度65%	
65	



•  T-‐SPOTの感度88%,	  QFTの感度84%	
66	

HIV(-‐)活動性結核における感度	



•  ツ反と比べてT-‐SPOTは感度+23%	  (P=0.05),	  QFT
は感度+7%	  (P=0.37)	  

67	

活動性結核における感度:	  ツ反との比較	



活動性結核の診断にIGRAは有効か？	

•  IGRAも活動性結核に対する感度は不十分と
言わざるを得ない	  

•  LTBIと活動性結核は別物	  
•  数ある診断ステップの中で補助的に用いる	  

べき	
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Clinical	  QuesIons	

•  活動性結核の治療にステロイドは有効か？	  
•  Paradoxical	  reacIonsとは？	

•  活動性結核の診断にIGRAは有効か？	  
•  キノロンを使用すると結核の感度は下がるの

か？	  

69	



結核診断前のキノロン投与は診断を遅らせる？	

•  Design:	  入院外来全患者のカルテレビューによるコホート内ケース
コントロール研究	  

•  Secng:	  Johns	  Hopkins	  Hospital	
•  PaIents:	  1998年1月から2001年4月までに培養で確定した全結核

患者のうち,	  呼吸器症状があり抗菌薬情報が得られた33症例	  
•  Primary	  outcome:	  結核と診断されるまでの期間	  

•  キノロンによる肺炎に対する経験的治療が,	  抗結核療法開始を遅
らせるかどうかを検討した最初の研究	  

•  病院受診から抗結核療法開始までの中央値	  
–  キノロン群	  21日 (5-‐32日)	  vs.	  非キノロン群 5日 (1-‐16日):	  P=0.04	  

•  キノロン投与は,	  結核の診断を遅らせることと関連	  

70	

Empiric	  Treatment	  of	  Community-‐Acquired	  Pneumonia	  with	  
Fluoroquinolones,	  and	  Delays	  in	  the	  Treatment	  of	  Tuberculosis	

Clin	  Infect	  Dis.	  2002;34:1607.	



結核診断前のキノロン投与は診断を遅らせる？	

•  Background:	  2002年米国の研究 (先ほどのCIDの研究)	  では,	  キノ
ロンの使用と抗結核療法開始の遅れには関連があると報告され
た	  

•  ObjecIve:	  蔓延地域において,	  キノロンの使用が抗結核療法開始
に与える影響と,	  結核患者の予後に与える影響を調べる	  

•  Design:	  カルテレビューによるコホート内ケースコントロール研究	  
•  Secng:	  台湾の1500床の病院	
•  PaIents:	  2002年7月から2003年12月までに新規に培養陽性で確

定した15歳以上の結核患者548症例	  
•  Primary	  outcome:	  フォロー完了 (治療完了または2005年6月まで) 

時点の死亡の有無	  

•  初回受診から抗結核療法開始までの期間 (中央値)	  	  
–  キノロン群 vs.	  キノロン以外の抗菌薬群 vs.	  抗菌薬なし群	  
–  41日 vs.	  16日 vs.	  7日	  

71	

Empirical	  treatment	  with	  a	  fluoroquinolone	  delays	  the	  treatment	  for	  
tuberculosis	  and	  is	  associated	  with	  a	  poor	  prognosis	  in	  endemic	  areas	

Thorax	  2006;61:903.	



•  併存疾患が
あった患者を
除外した318症
例で多変量解
析 (Cox比例ハ
ザード)	  	  

•  結核診断前の
キノロン使用で
死亡ハザード
比4.22	  

•  抗結核療法開
始が初診から
14日以内だと
死亡ハザード
比0.70	

72	Thorax	  2006;61:903.	



キノロンを使用すると結核の感度は下
がるのか？	

•  キノロンの使用で結核の診断が遅れる可能
性	  

•  診断の遅れが治療の遅れにつながり,	  予後を
悪化させる可能性	  

•  レジオネラを考慮する場合にはマクロライドが
無難？	
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Take	  home	  message	

•  月並みですが	  
– 結核は今でもcommon	  disease	  
– いきなり結核で入室する症例で我々の診断能力

が試される,	  特に肺外結核の診断はchallenging	  
– 疑いの目をもって対応する事が重要	  
– 適切な診断が自身と仲間を守ることにつながり,	  

患者の治療にもつながる	  
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御清聴ありがとうございました	


