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要旨：日本結核病学会分類の病変の拡がり 1 に相当し，空洞や気管支拡張像のない病変軽微な肺 Mycobac︲
terium avium complex（MAC）症 21 例の長期経過を胸部 X 線写真の変化をもとに検討した．診断時と比
較した「悪化」例は 5 年後から増加し，8～10 年後には 66％となった．治療された症例では，治療後 1～2
年経過時には「軽度改善」
「改善」例が 55％あったが，以後経年的に減少し，「悪化」例が多くなっていた．
このような臨床経過を知り，治療する際にはその効果を持続させる試みが必要である．
キーワード：肺 Mycobacterium avium complex（MAC）症，胸部 X 線写真，長期経過
Pulmonary Mycobacterium avium complex（MAC）disease, Chest radiograph,
Long-term clinical course

緒
肺

央値 68 歳），男性 1 例，女性 20 例を対象とした．全症

言

例の経過観察期間は，5 年：7 例，7 年：2 例，8〜9 年：

complex（MAC）症におい

3 例，10 年以上：9 例であった．これらの症例の内訳は，

ては，化学療法をいつ開始するのが妥当なのかは明確な

診断時喀痰塗抹陽性：7 例に対し陰性または検査不能

根拠がいまだなく，臨床医の総合的な判断に依存する

例：14 例，有症状発見：8 例に対し検診や他疾患経過中

とされている．本症の進行は一部を除いて緩徐である場

に偶然発見されたもの：13 例，治療を実施された症例：

合が多く，そのため病変が軽微な症例に対しては治療せ

9 例であった．治療は，リファンピシン（rifampicin）
，

ず経過観察することも少なくない．しかし，その場合で

クラリスロマイシン（clarithromycin），エタンブトー

も，予想される長期の経過について知っておくことは診

ル（ethambutol）の 3 剤で行われた症例が 6 例，以上

1）

療上有用と考えられるが，病変が軽微な症例の経過や予

の薬剤にストレプトマイシン（streptomycin）が併用さ

後に関する報告は少ない．そこで，胸部 X 線写真の経

れた症例が 3 例あった．9 例すべてで 1〜2 年間の治療

年的変化をもとに，主として画像所見の面から病変軽微

が行われていた．

な本症の長期経過，治療について検討した．

方

法

対象とした胸部 X 線写真での「病変軽微」な症例とは，

対象となる時点と比較した胸部 X 線写真の変化を呼
「軽度改善」
「不変」
「軽
吸器内科医 5 名が読影し，
「改善」
度悪化」
「悪化」に分類した．
「改善」
「悪化」の判断の目
安は画像をみて数秒以内に変化を判定できるもの，また

病変の範囲が日本結核病学会分類の拡がり 1 に相当し，

「軽度改善」
「軽度悪化」の判断はその変化の判定にそれ

明らかな気管支拡張像や空洞を指摘できないものとした．

以上の時間を要したものとした．なお，これらの判定は

初診時にこれらの所見を呈する肺 MAC 症例のうち，

臨床経過の情報抜きになされ，最も良い判定と最も悪い

2000 年以降に国立病院機構愛媛病院で診断し，胸部 X

判定を除いた中間の判定を採用した．この方法による読

線写真の経過を 5 年以上観察できた 21 例，
35〜84 歳（中

影者間での判定の一致率は 86％であった．その判定を
基に，胸部 X 線写真での「病変軽微」例の画像所見の
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推移を後ろ向きに検討した．

結

果

1．全症例の胸部 X 線写真の経過（Fig. 1）
全21症例のうち，
診断時と比較した胸部X線写真が「悪
化」と判断された症例の占める割合は 1 年後：19 例中 1
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Fig. 1
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Clinical course of the disease on chest radiographs of all patients（n＝21）
.

Fig. 2 Exacerbation seen on chest radiographs after 8 to 10 years（n＝8）
. *According to the pulmonary tuberculosis classification specified by the Japanese Society for Tuberculosis

例（5％），3 年 後：18 例 中 1 例（6％） で あ っ た が，5

のは 1 例，不変もしくは判定不能 8 例，悪化 3 例であっ

年後：20 例中 6 例
（30％）
，
8〜10 年後：12 例中 8 例
（66％）

た．呼吸不全など重篤な症例はなかった．

と増加していた．そのうち 10 年経過例に限れば，9 例

4．発見動機，塗抹所見による画像の経過（Fig. 3）

中 8 例（89％）が「悪化」例であった．

検診や他疾患経過観察中に発見され，喀痰の抗酸菌塗

2．悪化例の胸部 X 線写真所見（Fig. 2）

抹陰性であった 10 例（1 例は 5 年目の画像比較できず

次に，8〜10 年後の胸部 X 線写真が「悪化」していた

除外）と有症状発見例や喀痰抗酸菌塗抹陽性であった

8 例について，診断時と比較した病巣の拡がりの変化，
空洞形成の有無，気管支拡張像の有無を検討した．なお，

10 例に分けて，画像経過を検討した．
有症状発見例や初診時喀痰塗抹陽性であった 10 例の

病巣の拡がりの判断については，日本結核病学会病型分

うち，6 例が経過観察中に治療を受けていた．5 年目の

類を用いた．拡がりの拡大は全例でみられ，拡がり 2 が

胸部 X 線写真（n＝10）で「悪化」4 例（40％），「軽度

6 例，3 が 2 例であった．気管支拡張の出現が疑われた

悪化」1 例（10％）であったが，8〜10 年後（n＝6）に

のは 6 例，なしと判断されたものが 2 例で，空洞形成が

はそれぞれ 4 例（66％），1 例（17％）となった．

みられたのは 1 例のみであった．

一方，検診や他疾患経過中に発見された症例で初診時

3．8〜10 年後の症状の変化

塗抹陰性であった 10 例のうち，3 例が経過観察中に治

診断時と比較した 8〜10 年後の症状が改善していたも

療を受けていた．5 年目の胸部 X 線写真（n＝10）で「悪
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Fig. 3 Clinical courses of the disease on chest radiographs, based on detections of symptoms and sputum
smear results.

Fig. 4 Pulmonary changes detected on chest radiographs that were compared with those
taken before treatment.

化」と判断された症例は 2 例（20％）
，
「軽度悪化」が 3

1〜2 年後，5 年後，7〜10 年後の胸部 X 線写真を比較し，

例（30％）であったが，8〜10 年後（n＝6）にはそれぞ

その変化を検討した．9 例中 6 例が症状発見例や塗抹陽

れ 4 例（66％），1 例（17％）となっていた．

性例で，治療開始時期は，診断時：4 例，1 年後：2 例，

5．治療前後での胸部 X 線写真の変化（Fig. 4）

3 年後：1 例，5 年後：2 例であった．これらのうち 3 例

治療が胸部 X 線写真所見に与える影響について検討

は画像所見悪化時から治療開始されていた．

するために，治療例 9 例について治療前と治療開始から

治療後 1〜2 年経過時には，
治療前と比べて
「軽度改善」
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「改善」と判断された症例が 55％あったが，5 年後には

改善率の報告例は少ないが，佐藤と江部3）による 41％や

33％と減少し，7〜10 年後 17％となっていた．治療前と

小橋と岡6）が自覚症状と画像所見にも重点をおいて判断

比べた「悪化」は治療後 1〜2 年ではみられなかったが，

した臨床的改善 39％に比べて低いものではなかった．

5 年後 22％，10 年後 50％の症例でみられた．なお，1〜

しかし，本症での再燃，悪化はしばしばみられ6）7），過半

2 年間の治療により，喀痰 MAC 培養陽性 7 例中 6 例で

数の症例は，化学療法がある程度奏効するものの，治療

菌陰性化，1 例で再排菌がみられていた．

をやめると徐々に再悪化するエピソードを繰り返しなが

考
広範な病巣や空洞

らゆっくり進行する経過をとる8）とされている．今回検

察

討した「病変軽微」な症例においても，胸部 X 線写真

，気管支拡張 などは予後不良因

所見における化学療法の効果は持続的ではなく，最終的

子であるとの報告があるため，
今回検討の対象とした
「病

に治療前より「悪化」していた症例は 50％あった．治

変軽微」な症例はそれらの所見を胸部 X 線写真上認め

療後の画像の経過は必ずしも菌陰性化とは並行しないこ

ない症例とした．このような症例について，伊藤ら は

と2）や，治療によって必ずしも画像所見の改善が得られ

約 5 年間の CT 経過の検討から，空洞を認めず症状も軽

ないこと9）は，すでに知られており，本症によって起こっ

微な症例のなかには，進行をしないかもしくは進行が非

た既存構造を破壊する病変の自然経過や二次感染，

常に緩徐な一群が含まれている可能性があるとしている．

MAC による再感染，潜在している MAC の再活動，既

しかし，どのくらいの症例が悪化せずに経過するか，あ

存の肺病変の関与などがその原因と推測されるが，予後

るいは悪化する症例にしてもその経年的変化については

の改善のためには，画像の改善を一過性のものとしない

2）〜4）

4）

5）

明らかではない．我々の検討では，そのような症例での

ような工夫が必要である．そのためには，①病変が進行

画像所見の「悪化」は，3 年経過時点までは少数であっ

していない時期の早期治療の有効性，②治療効果を持続

たが，5 年経過時点から増加し始め，8〜10 年経過時点

させるために治療期間を長くすること6）の有効性，③再

では多くの症例で悪化がみられていた．これらのうち重

燃の傾向がみられた時にその都度治療を行い肺の組織破

症例はなかったが，予後不良因子である病巣の拡大，気

壊をできるだけ少なくすること2）の有効性，④定型的な

管支拡張像などがみられるようになるため，将来の病状

治療の後の再感染予防の方法などについても検討すべき

悪化が懸念される．なお，気管支拡張については，胸部

であろう．

X 線写真での判断であり，実際はより多くの症例でより
早期から発生している可能性がある．理想的には，病巣
の拡大や気管支拡張，空洞など予後不良と考えられる変

著者の COI（conﬂicts of interest）開示：本論文発表内容
に関して特に申告なし．

化の出現前の早期診断，早期治療が望ましいが，今回の
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Abstract

Long-term clinical course of mild pulmonary Mycobacterium avium complex disease:
A study based on chest radiographs
Hiraku Ichiki a, Akira Watanabe b, Seiya Ueda b, Chika Sato b and Masahiro Abe b

Department of Internal Medicine, National Hospital Organization Ehime Medical Center
Department of Respiratory Internal Medicine, National Hospital Organization Ehime Medical Center
a

b

We examined the long-term clinical course of mild pulmonary
complex（MAC）disease based on pulmonary changes detected on chest radiographs. The study involved 21 patients who could be
followed up for more than 5 years, and their lesion extensions corresponded to extension type 1, according to the
classification of pulmonary tuberculosis designated by the Japanese Society for Tuberculosis. These patients had
no cavity or bronchial dilation. The percentage of patients with exacerbation was compared with those seen at
the time of diagnosis and was found to be 5％ after 1 year and 6％ after 3 years. However, the percentages increased to 30％ after 5 years and 67％ after 8 to 10 years. Among the treated patients, the percentage of patients
whose chest radiographic findings mildly improved or improved 1 to 2 years after treatment, as compared to
their condition before treatment, which was 55％. Following that, however, the percentage of patients with mild
improvements and normal improvement decreased over time, and that of patients with exacerbation increased.
It is useful to know these clinical courses in examining patients with mild pulmonary MAC disease. Moreover,
treatment efficacy needs to be sustained if the disease is treated.

