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Pneumocystis jirovecii
•真菌の一種（子嚢菌門タフリナ菌亜門）

•生活環には有性生殖と無性生殖があり、栄養型
（trophozoite)、スポロゾイド、嚢子（cyst)の形態をとる。

•培養できない。

•かつてはPneumocystis cariniiと呼ばれていたが、ヒト
に感染するPneumocystisとは種類が異なることが分
かって、現在はPneumocystis jiroveciiがヒトに感染す
る菌であることが分かっている。

•ほとんどのヒトは生後間もなく、Pneumocystisに曝露
されている。

•日和見病原体であり、基本的には健常者に対して感
染症を発症することはない。



Pneumocystis肺炎
• Pneumocystis cariniii Pneumoniaの略でPCPと呼ば
れていたが、現在はPneumocystis Pneumoniaの略。

•細胞性免疫不全者に発症しやすい。

•肺に対する親和性が高く、肺炎以外の感染症は稀。

• Pneumocystis自体に組織障害性は少なく、免疫反
応によって、肺組織が障害される。

• HIVとnon-HIVで、臨床像が異なる。

• HIV感染者は菌量は多いが、緩徐に進行し、典型的
な経過や画像で、菌も検出されやすい。

• Non-HIVは菌量が少ないが、急性の経過で、経過、
画像は非典型的になりやすく、菌が検出されにくい。



HIV患者の危険因子

•CD4<200cells/ml
•他の危険因子：ART開始前、
CD4%<14%、PCPの既往、口
腔内カンジダ症の既往、繰り
返す細菌性肺炎、体重減少、
高ウイルス量

（MMWR Recomm Rep. 2009;58:1）



non-HIVの危険因子

•免疫不全患者以外の患者がPCPを発
症することは極めて稀。

•血液悪性腫瘍、移植後、ステロイド、免
疫抑制剤使用などの危険因子を有す
る患者が99%以上を占めていた。

（N Engl J Med. 1991;324:246）



基礎疾患の内訳

•血液悪性腫瘍：32.5%

•固形癌：18.2% 

•炎症性疾患：14.9% 

•固形臓器移植 ：12.3% 

•血管炎 ：9.7% 
（Am J Med 2014;127:1242.e11）



（Am J Med 2014;127:1242.e11）



ステロイドのリスク
non-HIV患者を対象にした後ろ向き調査

• 91％にステロイドの使用歴

•投与量の中央値は30mg/日（25％は16mg/日）

•投与期間の中央値は12週間（25％は8週間以内）

（Mayo Clin Proc 1996;71:5）

• 92％にステロイドの使用歴

•平均投与量は33mg/日

•投与期間が7ヶ月（1-154ヶ月）

（Arch Intern Med 1995；155：2436）

• 87%にステロイドの使用歴

•投与量中央値は80mg（15～480mg）

•期間の中央値は3ヶ月（1～48ヶ月） （JAMA 1992;267:832）



•基礎疾患の違いがあるので、ステロ
イドだけでは決められないが、最低
量15mg/日、最短で1カ月でも発症
するリスクはある。

•逆に、 15mg/日未満、1か月未満で
あればPCPを発症するリスクは低い。



臨床像
•症状は発熱、咳、労作時呼吸困難。

•HIV患者では亜急性に進行し、non-
HIV患者では急性の経過をとること
が多い。



HIV患者の特徴
HIV患者に特徴的なPCPの臨床像

（細菌性肺炎、結核との比較）

•間質影(OR 10.18, 95% CI 4.71-21.97) 

•労作時呼吸困難(OR 4.91, 95% CI 2.2-10.95) 

•口腔内カンジダ (OR 2.85, 95% CI 1.35-6.02) 

（AIDS 1998;12:885）



HIVとnon-HIVの比較
• HIVと比較するとnon-HIVは咳、胸痛、体重
減少が少ない

•症状 non-HIV vs. HIV
•咳：68% vs. 87% (p = 0.03) 
•呼吸困難感：75% vs. 83% (p = 0.36) 
•発熱：66% vs. 75% (p = 0.33) 
•胸痛：6% vs. 28% (p = 0.01) 
•体重減少：9% vs. 28% (p = 0.03) 

（Transpl Infect Dis 2012;14:510）



症状の期間 non-HIV vs. HIV

HIVの方が、有症状期間が長い

•咳 9.86日 vs. 15.2日 (p = 0.08) 
•呼吸困難感 9.88 日 vs. 17.3日 (p = 0.02) 
•発熱 8.05日 vs. 15.4日 (p = 0.02) 
•胸痛 1日 vs. 9.55日 (p = 0.02) 
•体重減少10.3日 vs. 110日 (p = 0.04) 



死亡率

HIVの方がnon-HIVよりも死亡率が低い

•HIV： 10%-20% 

•non-HIV： 35%-50% 



診断
どのような時に疑うか？

HIV患者

•CD4<200 cells/μLで、進行性の労作
時呼吸困難感、乾性咳嗽、発熱の
時に疑う



免疫不全患者の肺病変の鑑別
•感染症

•細菌性肺炎
•真菌(特にアスペルギルス、クリプトコッカス）
•結核、NTM
•ウイルス性肺炎（特にCMV）

•非感染性呼吸器疾患
•間質性肺炎（特発性、薬剤性、放射線など）
•肺胞出血
•癌性リンパ管症
•肺移植後の拒絶反応



HIV患者の肺病変の鑑別
HIV患者はCD4の値によって、感染しやすい
病原体を予測できる。
•CD4>200：インフルエンザ、肺炎球菌、結核
• CD4 50-200：PCP、クリプトコッカス、ヒストプ

ラズマ、コクシジオイデス、ノカ
ルジア、カポジ肉腫

•CD4<50：緑膿菌、アスペルギルス、MAC、
CMV



胸部画像
HIV

胸部X線

•4分の１は正常にみえる

•典型例は肺門中心に拡がる両側びま
ん性間質性陰影

•非典型例は片側性、大葉性または区
域性、結節影、空洞、胸水

•胸部X線が正常かはっきりしない時は
胸部CT（HRCT）を撮影する。



胸部CT
•HRCTの感度は高い。
•斑状または結節状のスリガラス影の
感度100%、特異度89 %

（AJR Am J Roentgenol. 1994;162:547）

•別の研究でもHRCTの感度、特異度
は100%、83.3%

（Eur Radiol 2003;13:1179）

•HRCTで所見がなければ否定できる。



胸部CT所見

•典型例は両側小葉中心性のスリガラス
陰影（胸膜直下に陰影がない）



（Intern Med. 2010;49:273）

non-HIV vs. HIV



non-HIV

• HIV患者と異なり、非典型的な陰影を占め
すことが多い。

• HIV患者では全例が二次小葉に無関係な
不均一な分布のびまん性の陰影を認めた
が、non-HIVでは半数位だった。

• HIV患者ではconsolidationを示す患者はい
なかったが、non-HIVでは半数がGGOと共
にconsolidationを示した。

•気管支血管束に沿った陰影がHIVでは5％
だったが、non-HIVでは半数位あった。

（Intern Med. 2010;49:273）



HIV：diffuse GGO with inhomogeneous 
distribution unrelated to secondary
lobules



non-HIV:
sharply demarcated panlobular/multilobular GGO(左)
consolidation with GGO(右)



non-HIV: Consolidation along 
the bronchovascular bundle



診断

•確定診断は病原体の検出である。

•喀痰検査の感度は低いので、気管支
鏡が望ましいが、侵襲的である。



•労作時呼吸困難と間質影(感度58%, 特異度92%; 
OR, 16.29)

•間質影と口腔内カンジダ(感度36%, 特異度95%; 
OR, 11.81)

（AIDS 1998;12:885）

• HIV患者では、臨床診断のみで診断可能かもし
れない。

• non-HIVでは、非典型的な経過、所見が多く、急
性の経過をとるため、他疾患との鑑別が難しい。



病原微生物の検出
鏡検

•確定診断は気道検体からPneumocystis jiroveciiを
鏡検で証明すること

①HIV

• BAL：感度80-98%、特異度> 90%

（Am Rev Respir Dis. 1992;146:838）

•喀痰：感度55.5%、特異度98.6%

（Eur Respir J 2002; 20: 982）

②non-HIV

• HIVよりも菌量が少ないので感度は劣る



PCR

•感度、特異度ともに高い。特に、陰性
の場合は除外には役立つ。

•陽性の場合は保菌の場合もあるので、
必ずしもPCPとは限らないので、他の所
見と合わせて考える。



システマティックレビュー（16件中 HIVのみ8件、
HIV+non-HIV 6件、non-HIVのみ2件）

•感度 98.3% (95% CI 91.3%-99.7%) 
•特異度 91.0% (95% CI 82.7%-95.5%) 
•陽性尤度比 10.9 (95% CI 5.569-21.309) 
•陰性尤度比 0.02 (95% CI 0.003-0）

（PLoS One 2013;8:e73099）

•ただし、non-HIVでは感度、特異度ともに下がる。

• non-HIVの感度、特異度は87.2%、92.2%

（Chest. 2009;135:655）



β-Dグルカン
•感度が高く、陰性の場合、HIV患者では除外
に役立つが、non-HIVでは感度が下がる。

1. 全体
•感度 91% (95% CI 88%-93%) 
•特異度 75% (95% CI 68%-81%) 

2. HIV 

•感度92% (95% CI 88%-95%) 
•特異度78% (95% CI 64%-92%) 

3. non-HIV

•感度85% (95% CI 77%-94%) 
•特異度73% (95% CI 61%-85%) 

（Ｊ Thorac Dis 2015;7:2214）



治療の概要

•HIV、non-HIVともに、抗菌薬は同じ。

•重症、軽症ともに第１選択薬はST
合剤。代替薬に若干の相違がある。

•重症例に対してはステロイドを併用
する。ただし、non-HIVでは有効性
を示すデータが少ない。



抗菌薬の選択
軽症：PaO2 ≥70 mmHg
•第1選択：ST
•第2選択：CLDM+プリマキン、アトバコン

（ダプソン＋トリメトプリム）
•ステロイド不要

重症：PaO2<70 mmHg
•第1選択：ST
•第2選択：CLDM+プリマキン、ペンタミジン
•ステロイド併用



J Acquir Immune Defic Syndr 2008 ;48:63

代替薬についてのシステマティックレビュー



•Response rate
•CLDM+プリマキン73%
• ST 68%
•ペンタミジン 44%

• STで治療失敗した場合→CLDM+プリマキン

• ST以外で治療失敗した場合→ST
(J Acquir Immune Defic Syndr 2008 ;48:63)



•プリマキンはPCPに保険適応がなく、
G6PD欠損の検査も保険適応がない。

•重症でなければ、アトバコンでいいかも
しれない。



治療失敗

•治療開始3～5日後に呼吸状態が悪化
することがある（特にステロイド未使用）。

•原則的に4～8日間は治療を変えずに
効果を待つ。

•薬剤無効による治療失敗は少ない。

•他の原因も考える。



治療失敗の原因の鑑別
•PCPではなかった

•他の感染症の合併（細菌性肺炎、CMV、ア
スペルギルス、クリプトコッカス、結核、MAC、
カポジ肉腫など）

•免疫再構築症候群（ART開始の場合）

•非感染性の合併症（肺水腫〔輸液過剰〕、気
胸など）

•薬剤の副作用、アレルギー



STの副作用

STは副作用による中断が多い

•皮疹（時にStevens-Johnson syndrome)

•発熱

•血球減少

•腎障害

•肝障害

•電解質異常（低Na血症、高K血症）



STの減量
• STの標準投与量は15～20 mg/kg/日

•途中で4〜6mg/kg/日に減量しても有効だと
いう報告がある。

• ST10〜15mg/kg/日で開始して、4.5日後（中
央値）に4〜6mg/kg/日に減量。

•死亡率に差がなかった。

•減量群 vs. 中間用量群
• 30日死亡率：4％ vs. 16％(P=0.13) 
• 100日死亡率：8％ vs. 25％(P=0.08）

（Infection 2016；44:291）



エキノキャンディン

•理論上はニューモシスチスのシストには有効。

• ST治療失敗後のサルベージ療法としての報告が
ある。

•スイッチするまでの中央値は9.0日

• 70.6％の患者が中等症～重症のPCP

•総死亡率：20.6％。PCP関連院内死亡率：14.7％

•院内総死亡率軽症：0％、中等症～重症：29％

（AIDS. 2019;33:1345）



治療期間

•HIV患者では21日間。

•non-HIV患者は菌量が少ないため、
14日間で良いとされていたが、最
近はHIVと同じ21日間という推奨も
ある。



１）Mandell

• non-HIV はHIVよりも菌量が少ないため最低14日間

２）ATS statement 2011

• HIVとnon-HIVの区別なし。 21日間を推奨

３）サンフォード

• HIVとnon-HIVの区別なし。 21日間を推奨

４）Johns Hopkins

• HIVとnon-HIVの区別なし。 21日間を推奨

５）up to date

•十分なデータがないのでHIVに準じて21日間を推奨



ステロイド

•HIV、non-HIVともに重症PCPに対しては
ステロイド併用を推奨している。
•40 mg 1日2回 5日間
•40 mg 1日1回 5日間
•20 mg 1日1回 21日間

•HIVに対しては死亡率を減らすデータが
ある。

•non-HIVに対しては十分なデータがない。



HIV患者に対する報告
• 333人のAIDS患者を対象にしたRCT。

•プレドニン80mg(40mg×2)5日間、40mg5日間、残りの
期間20mg（現在の標準的投与法の元になっている）

• 31日目の呼吸不全（0.14vs.0.30,P=0.004）、死亡(0.11 
vs. 0.23, P=0.009）、84日目の死亡（0.16 
vs.0.26,P=0.026）がステロイド投与群で有意に低かっ
た。呼吸不全がない例（PaO2>75）についてはメリットは
なかった。

•有害事象についてはステロイド群でHSVまたはVZVの

皮膚病変と口腔内カンジダ症の増悪が有意に多く見
られた。他の感染症については差がなかった。

（N Engl J Med 1990;323:1451）



メタアナリシス

•対象はHIVのPCPで重症例（PaO2<70）

•2029人が対象。

•1か月後の死亡率を減らした。RR 0.56 
(95% CI 0.32-0.98) 
（Cochrane Database Syst Rev. 2015;4:CD006150)



non-HIVとステロイド

• HIVに準じて、重症例ではnon-HIVもステロイドの
併用が推奨されているが、臨床データは少ない。

• 1つの臨床試験では高用量のステロイドが低用量
のステロイドよりも、一部の臨床データの改善を
認めているが、死亡率の改善はない。

•メタアナリシスでも死亡率に改善がない。しかし、
いずれも小規模。

•メタアナリシス後の最も症例数が多い比較試験で
も死亡率に有意差はなし。



•重症non-HIV PCP患者が対象。

• 60mg以上（高用量群）と30mg以下のPSL（低用量
群）の比較

•高用量群の方が人工呼吸器装着期間が短い
(6.3±6 days vs 18.0±21 days; P=0.047)

• ICU滞在期間も短い(8.5±7 days vs 15.8±8 days; 
P=0.025)

•酸素供給期間も短い(10.0±4 vs 32.2±33; 
P=0.05)。

•挿管された比率、死亡率は同等。

（Chest 1998; 113:1215）



non-HIV PCPに対するステロイドのメタアナリシス

• 6つの比較試験が対象。4つが重症PCP

•症例数は30～139で、小規模比較試験が多い。

•生存率に有意差なし(OR0.66; 95%CI, 0.38-1.15; 
P=0.14)

（Transplant Direct. 2017;3:e137）

メタアナリシス後の比較試験

• 323人が対象。早期（48時間以内）ステロイドの使
用の有効性を検証。

• SOFA scoreの改善、死亡率に差はなかった。

（CHEST 2018; 154:636）



（CHEST 2018; 154:636）



ARTの開始時期
•2週間以内にARTを開始する。

• early (median12日） VS. deferred ART(median45日）

• 63%が PCP 

• AIDS 発症または死亡 early 14.2%, deferred 24.1% 
(p = 0.035) 

• CD4 >100 になるまでの期間 4.3週間 vs. 12週間
(p < 0.001) 

•免疫再構築症候群 5.7% vs. 8.5% (not significant) 

（PLoS One 2009;4:e5575）



予防の適応
HIV

• CD4<200

•その他、考慮してもいい状況
• CD4％ <14%
• CD4 200～250でART開始が遅れるか、CD4を
頻回（3か月毎）に測定できない

• CD4＞200 3か月以上で中止



non-HIV（NCCN guideline 2018の推奨）

•同種造血幹細胞移植後、最低6か月以内で免疫抑制療
法中

• ALLで抗白血病薬投与中

• アレムツズマブ使用患者は使用後最低2か月経って、
CD4≧200

• イデラリシブ±リツキシマブ使用患者は最低、活動性の
治療が終わるまで。

•悪性腫瘍患者でステロイド治療を受けている（20㎎以上
を4週以上）

• テモゾロミドと放射線療法

• プリンアナログと他のT細胞抑制薬で治療を受けている
患者でCD4≧200まで



予防薬

• ST1錠1日1回または２錠隔日（週３回）

•アトバコン1500㎎1日1回

•ペンタミジン吸入月1回

•ダプソン 100mg 1日1回または50㎎1日2回



ST vs. ペンタミジン吸入

CD4<200、36か月後の発生

• ST内服18% 

• ペンタミジン吸入21% 

予防効果

• ST内服 100%

• ペンタミジン吸入89%

(p = 0.002)

CD4<100

• ST内服19% 

• ペンタミジン吸入33% 

• (P = 0.04).

(N Engl J Med 1995;332:693)

副作用

• ST内服 single-strength 21%

• double-strength 26%

• ペンタミジン吸入 0% (p < 
0.001)

(N Engl J Med 1992;327:1836)



アトバコン vs. ペンタミジン吸入

•アトバコン750 mg 26% 

•アトバコン1,500 mg 22% 

•ペンタミジン吸入17% 

•効果は同等で、治療中止となる副作用はアト
バコンの方が多かった。 (p < 0.01) 

(J Infect Dis 1999;180:369)



non-HIVの予防効果

•non-HIV患者に対するSTの予防投与は、
PCPを予防する。

•PCPを減らした
•RR 0.15 (95% CI 0.04-0.62) 、NNT 18-44 

•PCP関連の死亡率も減らした。
•RR 0.17 (95% CI 0.03-0.94) 、NNT 58-926

（Cochrane Database Syst Rev 2014;10:CD005590）



ST予防中の発症
• ST予防内服中のPCPでも、治療はSTで可。

• ST予防内服をすると耐性遺伝子変異が増える。

•サルファ剤使用中はdyhydropteroate synthase 
(DHPS)遺伝子変異が増える。

• 76% vs. 23%(P=.001)

（J Infect Dis. 2000;182:551）

• しかし、遺伝子変異は治療失敗とは関連しない

• DHPS変異 vs. 野生株

•死亡率：DHPS変異14%、野生株25%(P=0.15)

•治療失敗：DHPS変異15%、野生株36% (P=0.02)

（Lancet. 2001;358:545）



まとめ
• HIV感染者では、CD4<200で、亜急性に進行する労作
時呼吸困難感があって、CTで両側びまん性スリガラ
ス影を呈して、βDグルカンが陽性であれば、PCPを強
く疑う。

•ステロイドを15㎎以上、4週間以上使用していれば、
PCP発症のリスクがある。

• non-HIVは急性発症することが多いが、経過、画像が
非典型的で菌量も少ないので、診断が難しい。

•抗菌薬の第1選択薬はHIV、non-HIVともにSTである。

•重症例ではステロイドを併用するが、non-HIVではエ
ビデンスが乏しい。

•予防の第1選択薬もST。ST予防内服中に発症しても、
治療はSTで行ってよい。




