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講習会 

テ− マ ：～結核検査の現状と将来～ 

講 師 ：（財）化学及血清療法研究所 正木 孝幸 先生先生 

日 時 ：平成 18 年 10 月 24 日（火） 18：30～20：00 

会場 ：あべのメディックス７階研修室 

参加費 ：会員 500 円、非会員 3000 円（会員証を御持参下さい） 

主催 ：大阪府臨床検査技師会学術部微生物検査部門 

生涯教育研修Ｃ・臨床専門 10 点 

連絡先 ：財団法人阪大微生物病研究会 坂本雅子 

E-mail ： msakamoto@mail.biken.or.jp 

“大阪は結核が多いいんだって？” という会話と共に結

核が再興感染症としてクローズアップされ，結核菌検査指針

が改訂されて数年が過ぎようとしています。その間には｢よ

り早く，正確に｣をモットーに液体培地をはじめ遺伝子検査

などいろいろな試験方法や培地，試薬が開発されました。今

回は長年にわたって結核菌をはじめとする抗酸菌検査を中心

に検査ご研究されている正木先生をお迎えして，現在の結核

菌検査の現状を新しい試験方法・試薬と臨床の整合性につい

て整理しながらご講演いただきます。感染症検査としての知

識は必要です。｢うちんとこは抗酸菌は外注だし。。。｣と言わ

れる方も，皆様奮って是非ご参加ください。 
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～RNAを標的としたTRC法による迅速な遺伝子検査～ 
東ソー株式会社 バイオサイエンス事業部 林 俊典 

Ⅰ．はじめに 
感染症の迅速検査法として PCR 法が普及している。標的核酸の増幅反応や増幅産物

の検出という多段階に渡る操作の煩雑性は自動化によって克服されているものの，臨

床検査の現場では，当日報告ができないなど，結果を得るまでの所要時間に不満も多

い。リアルタイム PCR の臨床機器も登場し，今後普及していくと予想されるが，原理

的に温度サイクルという物理量の変化を伴う PCR 法では迅速化に自ずと限界がある。

我々は，遺伝子検査の迅速化を追及し，そのためには一定温度の核酸増幅法が有利で

あるとの認識から TRC 法を開発した。 
TRC 法は，TRC 反応と INAF プローブを組合せた RNA 増幅のリアルタイム検出法

1）である。TRC 反応では，43℃の一定温度下で逆転写酵素と RNA ポリメラーゼが協

奏的に作用して逆転写反応と転写反応のサイクルを形成し，指数関数的な RNA の複写

増幅が速やかに達成される。INAF プローブは増幅 RNA と特異的に相補結合したとき

に蛍光増感を示すことから，TRC 反応の初期段階から共存させておけば，RNA の複

写増幅をリアルタイムにモニターすることが可能となる。 
TRC 反応 ：Transcription Reverse-transcription Concerted reaction 
INAF プローブ ：Intercalation Activating Fluorescence probe  

Ⅱ．TRC 法の原理 
TRC 法は，標的 RNA の「トリミング」，「増幅サイクル」，「測定」の 3 つの工程か

ら構成される（図 1）。すべての反応工程は，一定温度下（43℃），1 本の密閉チューブ

内で連続的かつ同時並行で進行する。以下，各工程について詳述する。 
(1) トリミング  
標的 RNA の特定位置に DNA オリゴマー（シザープローブ）が結合する。逆転写酵

素の RNaseH 活性によって DNA-RNA ハイブリッド部位の RNA を消化し，これによ

り標的 RNA は増幅領域の 5’末端でトリミングされる。 
(2) 増幅サイクル 

5’末端がトリミングされた RNA は，逆転写反応と転写反応が協奏的に進む増幅工程

に入る。 
まず，アンチセンス・プライマーを起点とした DNA 相補鎖の伸長と RNaseH 活性

による標的 RNA の消化により，cDNA が合成される（逆転写反応）。このとき，cDNA
の 3’末端は前工程でトリミングされた標的 RNA の 5’末端に一致することになる。この

cDNA の 3’末端にプロモーター・プライマーが結合し，両鎖の伸長反応によって二本

鎖 DNA が合成される。この二本鎖 DNA はリーディング鎖の 5’末端に T7 プロモー

ター配列を持つことから，T7 RNA ポリメラーゼの作用により標的と相同的な RNA
が次々と転写合成されていく（転写反応）。 
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合成された RNA の各々は，新たな cDNA 合成およびそれに続く二本鎖 DNA 合成の

鋳型となることから，増幅サイクルが形成され，RNA の指数関数的な増幅が進行して

いく。 

(3) 検出 
増幅された RNA の一部は INAF プローブと特異的に結合する。INAF プローブは，

インターカレーター性蛍光色素がリンカーを介してオリゴヌクレオチド鎖リン酸ジエ

ステルのリン原子に結合した構造をとる（図 2）。水溶液中でフリーの INAF プローブ

は水分子の衝突により蛍光が消光された状態にある。標的核酸と結合すると，蛍光色

素が二本鎖内にインターカレーションして衝突消光を逃れ，本来の蛍光特性が発揮さ

れるようになり，蛍光強度が増加する。 

したがって，TRC 反応を通して経時的に蛍光計測することでインターカレーション

した蛍光色素の量を通じて RNA 増幅量をリアルタイムに追跡できる。さらに，インタ

ーカレーターの種類を変えることによって異なる蛍光波長での同時測定が可能であり，

内部標準および複数項目の同時測定への適用が可能となる 5）。 

 

以上のように，TRC 法は，RNA 増幅・検出を一定温度・一段階で，かつ一本の密

閉チューブ内で実現する新しい遺伝子検査法である。 
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図 1  TRC 法の原理 
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Ⅲ．TRC 法の測定 
TRC 法の操作は，基質試薬とプライマー試薬を等量混合した試薬ミックスに抽出

RNA を添加し，2～3 分間のプレインキュベーションののち酵素試薬を添加して，

TRCRapid-160（東ソー社製）にセットすることで完了する（図 3）。測定項目によっ

て反応時間は異なるが，20 分～60 分後には自動的に結果を得る。 
TRCRapid-160 は，43℃のインキュベータと 2 基の蛍光検出器を併せ持ち，16 テス

トの同時処理が可能である。TRC 反応による RNA 増幅はオキサゾールイエロー結合

INAF プローブの蛍光検出（520nm）により 30 秒間隔で経時的に追跡する。また，結

核菌 rRNA 検出試薬では，増幅阻害や操作ミスに起因する偽陰性判定を防止する目的

で内部標準核酸の同時増幅を実施しており，エチジウムブロマイド結合 INAF プロー

ブの蛍光（610nm）を同時検出する。また，検査項目ごとに測定条件や判定基準を定

めたファイルが添付されており，16 個のサンプルごとに検査項目を個別設定すること

ができる。 
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図 2  INAF プローブの構造 

RNA抽出液
5μl

TRCリアルタイムモニター
TRCRapid-160

酵素試薬
5μl

試薬ミックス
20μl

基質試薬 ﾌﾟﾗｲﾏｰ試薬

RNA抽出液
5μl

TRCリアルタイムモニター
TRCRapid-160

酵素試薬
5μl

試薬ミックス
20μl

基質試薬 ﾌﾟﾗｲﾏｰ試薬

図 3  TRC 法の操作手順 
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Ⅳ．TRC 法の試薬 
RNA を標的とする感染症検査には，(1)RNA ウイルスの検査のみならず，(2)rRNA

を標的とした高感度検出 2,3），(3)mRNA を標的とした毒素遺伝子の発現検出 2,4）や生

菌検出 5）などの用途が考えられる。現在，それぞれの用途に対して，図 4 に示した TRC
試薬を販売中又は開発中である。 
さらに，感染症以外にも，癌胎児性抗原 CEA mRNA 測定試薬 6）など癌細胞の微小

転移診断や ITC（Isolated Tumor Cell）検出の分野にも TRC の応用を拡大してきた。

今後も，RNA の迅速かつ簡便な検査法という特長を活かし，臨床現場に役立つ試薬開

発を継続していきたい。 
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 6

基礎技術講座（呼吸器編）インプレッション1 
～平成18年度第2回基礎技術講座 呼吸器感染症編に参加して～ 

 

鳥取市立病院 小林 香織 

私は鳥取の病院で働いていますが微生物検査室に異動になって数ヶ月，毎日わから

ない事ばかりです。そんなとき先輩から，大臨技の HP で基礎講座を見かけたから県

外の会員でも参加できるか問い合わせてみたら？と教えてもらいました。実習もある

し，初心者でも構わないと書いてあるし，なんてぴったりな研修会だろうかとさっそ

く問い合わせをしてみると，毎年県外の方も参加されていますしと快く承諾して頂き

ました。鳥取県の技師会では大阪府と比べて鳥取県は病院も会員数も少なく，人の入

れ替わりが激しくないため，初心者向けの講習会というのがあまり開催されていない

のです。 
この度の実習では日常のルーチン検査の流れに基づいて，グラム染色から同定，感

受性までひとつひとつ丁寧に教えて頂きました。普段何気なく行っている事でもその

理由を改めて聞いて納得したり，基本の技術を教えてもらったり，その都度思いつく

いろいろな質問にも丁寧に答えて頂きました。実習の過程で世話人の先生方や同じ班

の技師さん達と「うちではこうしてる」とか「こういう方法もあるよ」などとわいわ

い話をするところからいろんなテクニックを発見したり，うちも他施設と同じだと安

心したり，とても有意義な 2 日間を過ごすことができました。 
また私と同じく微生物を始めて数ヶ月という技師さんが随分いろいろな事を知って

おられて，勉強されているのだろうと感じました。自施設にいると同じスタートの人

はなかなかいませんから気が付かなかった事ですが，私も負けずに勉強して早くルー

チンをこなせるように頑張ろうと心新たに帰ってきました。 
分からないことがたくさんで講師の先生や同じ班の方達の手を止めてばかりいた私

ですが， 後までみなさんに親切に教えて頂き多くの事を学ぶ事ができました。微生

物を勉強する人たちにとって基礎から丁寧に教えてもらえる貴重な講座だと思います

のでこれからもずっと続いてさらに繁栄していかれることと願っています。また機会

があれば他の勉強会や研修会などにも参加させて頂ければなあと思います。本当に有

難うございました。 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

テ− マ ：ウイルス性腸炎のすべて～ノロウイルスを中心に～ 
講 師 ：大阪府立公衆衛生研究所 山崎 謙治 先生 
日 時 ：平成 18 年 11 月 28 日（火） 18：30～20：00 
会場 ：あべのメディックス７階研修室 
参加費 ：会員 500 円、非会員 3000 円（会員証を御持参下さい） 
主催 ：大阪府臨床検査技師会学術部微生物検査部門 
生涯教育研修Ｃ・臨床専門 10 点 
連絡先 ：財団法人阪大微生物病研究会 坂本雅子 
E-mail ： msakamoto@mail.biken.or.jp 
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基礎技術講座（呼吸器編）インプレッション2 
～呼吸器感染症編に参加して～ 

 

住友病院 前田 路実 

7 月に行われた基礎技術講座＜腸管感染症＞に続いて，今回基礎技術講座＜呼吸器感

染症＞にも参加させて頂きました。 
今回呼吸器感染症を起こす主な起炎菌の種類だけでなく，喀痰の性状による分類

（Miller&Jones の分類），品質管理の重要性（Geckler の分類）について，また検査を

行うにあたり患者様に検査の必要性について十分理解して頂いたうえで，いかに検査

に適した材料を提出してもらえるか。検体の保存.処理方法で注意すべきポイント，塗

抹鏡検をただ行うだけでなく一人一人の患者背景なども考慮して起炎菌を推定するこ

との大切さ・・・などを学びました。 
さらにグラム染色について何故グラム陽性菌と陰性菌の染め分けができるのかとい

う基本的な原理から教えて頂いたのと同時に，グラム染色の難しさも改めて実感でき

ました。 
実習としては実際にHaemophilus influenzae とStreptococcus pneumoniaeを用い

て塗抹鏡検を行い，それぞれのコロニーの形状や匂いなどの特徴，確認培地などを用

いた同定検査法，薬剤感受性（PISP・PRSP）とその判定方法を詳しく教えて頂きま

した。 
その他にも普段滅多にみる事ができない Legionella 属や Aspergillus 属などの培地

や塗抹も見ることができ，とても興味深かったです。 
また今回，他施設の方達と色んな情報交換を行えたことによって，親睦を深められ

ただけでなく，他施設ではどのような培地が用いられているか，どのように検査が進

められているのかを聞くことができてとても参考になりました。自施設での抗酸菌の

検査は，塗抹鏡検のみでその先の検査はすべて外部で行われている・・・・というの

が現状なので，詳しいことはあまりよく分からなかったのですが，その話も聞かせて

もらうことができ，とても勉強になりました。 
この基礎技術講座で，お世話をして下さった先生方にもとても分かりやすく丁寧に

教えて頂いたので，とても楽しく勉強でき，有意義な時間を過ごすことができました。

基礎や原理をきちんと理解したうえで検査を行うことの大切さや院内感染の恐ろしさ

を改めて認識できました。そのおかげで，以前より細菌検査に対する興味が増した気

がします。 
細菌検査は経験ももちろんですが，臨機応変に対応できるということが問われる難

しい分野なので，これからもっとたくさん勉強，経験をしていきたいと思います。ま

たこのような勉強会があればぜひ参加させて頂きたいと思います。本当にありがとう

ございました。 
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～主 な 学 校 伝 染 病 一 覧～ 
大阪市環境協会 福山博文 

◎出席停止となる伝染病 
感染症法の一類感染症，二類感染症及び指定感染症 

＊下記の病気については，集団で生活する学校において出席停止扱いとなる伝染病

です。病気が疑われる場合はただちに受診し，診断された場合は速やかに学校に報

告し，医師の許可があるまで登校できません。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

《第１種学校伝染病》
病　　　名

エボラ出血熱、クリミア・コンゴ出血熱、ペスト、マールブルグ病、ラッサ熱、、痘そう

急性灰白髄炎、コレラ、細菌性赤痢、ジフテリア、腸チフス、パラチフス、 入院治療を要する 新型インフルエンザ

重症急性呼吸器症候群（病原体がSARSコロナウイルスであるものに限る）新型インフルエンザ（Ｈ５Ｎ１型）

《第２種学校伝染病》
侵入経路 潜伏期間 伝染期間 予防方法 好発季節

インフルエンザ 解熱後２日を経過するまで 急激な発熱、頭痛、咽頭通 気道 １～３日 発病後 うがい、手洗い 冬

全身倦怠感、嘔吐、下痢 3～4日 マスク、予防接種 １２～３月

　百　日　咳 のどの発赤 軽い咳１週間 気道 １～２週 発病後28日 予防接種 夏

位でコンコンと独特な咳 飛沫 百日咳菌

　麻　　　疹 解熱したあと 高熱・全身発疹・頬の内側 気道 ９～１２日 発疹前５日 予防接種 冬～春
３日を経過するまで に白い斑点コプリック斑 飛沫 麻疹ウイルス ～後4日間

流行性耳下腺炎耳下腺の腫脹が 耳下腺の腫脹 飛沫 １～２週 発病7日前～ 予防接種 冬～春
(おたふくかぜ) 消失するまで ムンプスウイルス 発病後9日間

　風　　　疹 発疹が消失するまで バラ紅色の発疹 気道 ２～３週 発疹出現7日 予防接種 春～夏
( ３日ばしか ) リンパ節の腫脹 飛沫 風疹ウイルス 前～後7日間

　水　　　痘 すべての発疹が 紅斑、丘疹、水疱、膿疱、 気道 ２～３週 発疹出現1日 ワクチン 冬～春
(みずぼうそう) 痂皮化するまで 痂皮の順に進行する発疹 前～後6･7日間

　咽頭結膜熱 主要症状が消退した 発熱 気道・結膜 ５～７日 発病後 水泳後、流水で 夏～秋
　(プール熱) 後２日を経過するまで 咽頭炎、結膜炎 接触・汚染物 アデノウイルス 2～3週間 洗う。水泳禁止

　結　　　核 伝染のおそれがなくなるまで肺に病変を起こすことが多い 飛沫 １～２ヵ月 BCG接種 なし

　　　　（２週間以上続く咳、痰、微熱、倦怠感全身性感染症 結核菌 Ⅹ線・早期発見

《第３種学校伝染病》
侵入経路 潜伏期間 伝染期間 予防方法 好発季節

腸管出血性 病状により、医師によって 経口感染 4～8日 トイレ消毒・手洗い 春～夏
　大腸菌感染症 食品の加熱 ５月頃

流行性角結膜炎伝染のおそれがないと 結膜接触、 1週間以上 発病後 手洗い・個人タオル 春～夏
結膜充血 汚染物 アデノウイルス 2～3週間 水泳禁止

急性出血性 認められるまで 結膜接触、 24～36時間 発病後 手洗い・個人タオル 夏

　　　　　結膜炎 汚染物 エンテロウイルス 5～7日間 水泳禁止

その他の感染症 広汎性で重い症状を呈するもの

出席停止期間 その他備考

治癒するまで 重症急性呼吸器症候群

病　　　名 出席停止期間 主な症状

飛沫　　　　インフルエンザウイルス

特有の咳が消失するまで

　(はしか)

飛沫　　　水痘帯状疱疹ウイルス

病　　　名 出席停止期間 主な症状
激しい腹痛、下痢、血便

腸管出血性大腸菌(ベロ毒素産生性大腸菌)

涙、目やに、異物感、

充血、結膜下出血
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◎出席停止でない伝染病 
＊下記の病気は，学校において出席停止ではありまんが，医師の指示に従い，適切

な治療をうけてください。 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
＊学校において出席停止ではありませんが，医師の指示を受け，登校しながらの治

療が可能です。 
 
 
 
 
 
 
 
＊すべての疾患において感染予防のための注意が児童・生徒に差別的な感じを与え

ないように，十分注意してください。 
 
 
参考資料：文部科学省学校保健法施行規則，横浜市衛生研究所 
 
 
 
 
 
 
 
 

侵入経路 潜伏期間 伝染期間 予防方法 好発季節

溶連菌感染症 治療後24時間経て、全身 扁桃炎などの上気道感染症 飛沫感染 2～4日 治療開始後 うがい
状態が良好時登校可能。 皮膚感染症など多彩な症状 24時間 手洗い

ウイルス Ａ型 発病初期を過ぎれば 発熱、頭痛、嘔吐、腹痛 経口感染 4～7週間 発病初期 手洗い

肝炎 感染力は低下する。 黄疸 二次感染 A型肝炎ウイルス 生ものは避ける
性肝炎 Ｂ・Ｃ型 出席停止の必要はない。 発熱、だるさ、嘔吐、下痢、 血液感染 40～180日 血液にふれない

肝炎 黄疸 　肝炎ウイルス

手足口病 発熱や口腔の水疱・潰瘍の 発熱、口腔・咽頭に痛みを 飛沫感染 2～7日 症状のある間 手洗い 夏
ある間は感染する。解熱後 伴う水疱・潰瘍、手・足の おむつと保育者の
元気になれば登校可能。 末端や背部に発疹･水疱 手の消毒

伝染性紅斑 発病に気づいた時は 頬の紅斑、手足伸側に 飛沫感染 17～18日 発疹出現1～2 うがい・マスクを 冬～春
（リンゴ病） 感染力はない。 レース状紅斑 ヒトパルボウイルス(HPV)B19 週間前の数日間 　　手洗い

ヘルパンギーナ 感染は発症後２～３日。 突然の発熱、咽頭の 飛沫感染 2～7日 発病後 外出を避ける
解熱後元気なら登校可能。 発疹・水疱・潰瘍 　　2～3日間

ﾏｲｺﾌﾟﾗｽﾞﾏ感染症急性期が終わり、症状 ひどいしつこい咳 飛沫感染 2～3週間 急性期 マスクをする。 夏
改善すれば登校可能。  マイコプラズマ・ニューモニエ）細菌

流行性 症状が回復し全身状態が 突然の嘔吐・下痢便が 経口感染 1～3日 症状がある間 手洗い・うがい 冬
　　嘔吐下痢症 よくなれば登校可能。 白くなることがある 飛沫感染
（ｳｲﾙｽ性腸管感染症）

ロタウイルス、小型球型ウイルス(SRSV他)

コクサッキーA群・エンテロウイルス

（異型肺炎）

病　　　名 登校基準 主な症状

A群β(ベータ)溶血性連鎖球菌

コクサッキーウイルスA16型とエンテロウイルス71型

アタマジラミ 出席停止の必要はない。 頭のかゆみ・頭部湿疹 接近接触で １ヶ月程度 寝具等清掃 タオル・くしの

成虫・寄生卵の駆虫のみ 頭じらみが頭髪に寄生産卵 飛来 頭じらみ成虫 頭髪の清潔 共有をしない

伝染性軟属腫 出席停止、疣の破れなし時 体幹・四肢に生ずる半球状に直接感染 疣の浸出液 疣が破れない ビート板・タオルの

　　　（水いぼ） 水遊びの禁止の必要はない隆起し中心が凹んだいぼ 間接感染 軟疣腫ウイルス 様、保護する 共有をしない

伝染性膿痂疹 出席停止の必要はない。 紅斑、膿水泡、びらん,痂皮を接触感染 ２～１０日 滲出液の消失水泳禁止・患部の 夏

　　　（とびひ） 水泳禁止 つくる皮膚感染症　　　　黄色ブドウ球菌ファージIII群コアグラーゼV型と溶血性レンサ球菌。 皮膚に触れない
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近畿大学医学部附属病院 戸田 宏文 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 A B C D 

同時処理能力 40 枚／96 枚 60 カード 40 検体 100 パネル 

測
定
原
理 

同定 比色法 カラリーメトリ

ック法 
蛍光法 

 
比色法＆蛍光法 

 

感受性 比濁法 比濁法 比色法 比濁法＆比色法 

目視判定 可能 不可能 不可能 不可能 
同定専用パネル 7 種類 3 種類 規格外 規格外 

コンポパネル 15 種類 規格外 3 種類 4 種類 

感受性専用パネル 6 種類 13 種類 5 種類 開発中 

同
定
時
間 

ブドウ球菌 比色法：16/18hr
蛍光法：2hr 2～8hr 3～18hr 2～12hr 

腸内細菌群 比色法：16/18hr
蛍光法：2.3hr 2～10hr 3～18hr 2～12hr 

感
受
性
時

間 

ブドウ球菌 16/18hr 2～8hr 3～24hr 4～16hr 

腸内細菌群 4.5～16/18hr(迅
速パネルを含む) 2～10hr 3～18hr 4～16hr 

医療廃棄物 多い 少ない 多い やや多い 
費用（E.coli の同

定・感受性）（定

価格） 
2108 円 3002.5 円 1880 円 1476 円 

三澤慶樹：臨床病理レビュー特集第 134 号 細菌自動同定・感受性機器の現状と問題点（一部改変） 

【問題】 
今回のバイキンクイズは細菌自動機器に関する問題

です。各特長をふまえてそれぞれの機種名を考えて

ください。 

（解答は次のページ） 



 

 

 
 
【答え】 

A…Walk Away40SI/96SI（デイド ベーリング） 

B…VITEK２（日本ビオメリュー） 

C…RAISUS（日水製薬） 

D…Phoenix（日本ベクトン・ディッキンソン） 

 
 
 

 

 

世界の亜熱帯地域ではデング熱が流行しているようです。 

デング熱は1956年にフィリピンで報告されて以来、現在は東南ア

ジア、南アジア、中南米，アフリカをはじめ冬の平均気温が１０℃

以上の地域に広がっている病気です。tigar mosquitoとも呼ばれる

ネッタイシマカ(Aedes aegypti)が病原体のデングウイルス

（arbovirusの一種）を媒介します。ネッタイシマカを図案にしたガボンの切手 （１

９８３）ガボンではこの蚊はデング熱だけではなく黄熱病も媒介しています。 

日本国内でデング熱に感染した患者はみられませんが、海外で感染して帰国後に発

病する例は毎年みられます。昨年は 73 人の感染者が報告され、今年はこれまで 15 人

の患者が確認されています。 

現在行われていますJICAの西アフリカ仏語圏研修コースのメンバーもデング熱をは

じめとする熱帯地域病の流行地域です。そんな彼らと日本では経験する機会の乏しい

感染症情報を得るには良い機会かもしれません。 
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