
 

 

oVol.27, No.11（平成 18 年 11 月号） 
 

 

 

 

 

 

（敬称は略させていただきました） 
  

 

今月の定期講習会は 

11 月 28 日（火）あべのメディックス 7 階研修室 で開催いたします。 

 

白 金 耳 

お知らせ 

定期講習会 

 

～日本臨床検査自動化学会 

      第 1 回チーム医療実践セミナーに参加して～ 

6 月基礎講習会報告 

～ゼロからの薬剤感受性検査～ 

 

坂本 雅子 

 

赤木 征宏 

 

和泉多映子 

 

池田 千賀子 

 

バイキン Quiz 
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講習会 

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 

冬季に発生する感染性胃腸炎のほとんどがウイルスによる胃腸炎で、

原因ウイルスは、ノロウイルス、ロタウイルス、アデノウイルス、アス

トロウイルスなどが知られています。例年初冬から増加し始め１２月頃

にピークとなります。学校、保育園、社会福祉施設など集団生活をする

施設で発生した場合は、集団感染になることがあります。 主な症状は嘔

吐と下痢ですが、嘔吐または下痢のみの場合、嘔吐の後下痢がみられる

場合とさまざまですが、嘔吐や下痢、発熱で脱水症状を示すこともある

ので注意が必要です。食品を介した感染で も多いのは貝類による感染

で、ウイルスに汚染された二枚貝を生、あるいは加熱が不完全なままで

食べることにより感染します。今回はノロウイルスを中心にウイルス性

腸炎について基礎的なことから検査法、疫学、新知見などについてご講

演いただきます。決して生牡蠣だけが原因食品ではありませんが、レモ

ン汁をおとした生牡蠣のおいしい時期がもうすぐやってきます。皆様奮

って是非ご参加ください。 
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6月基礎講習会報告 

～ゼロからの薬剤感受性検査～ 
大阪警察病院 赤木 征宏 

【薬剤感受性検査の目的】 
1．治療効果が期待できる抗菌薬の選択 

臨床材料から分離同定された起炎菌に対する抗菌力を測定する事で，感染症治療

における適切な抗菌薬の選択を行う。 
2．臨床的，疫学的に重要な耐性菌を検出 
院内感染対策やサーベイランスに重要な耐性菌を検出し，また，特異な薬剤感受

性パターンなどからは，院内感染の推測なども可能になる。 
3．菌種の推定 

特定の薬剤感受性パターンを用いた菌種の推定や，手技の誤りを判断できる。 

【薬剤感受性検査の種類】 
Ⅰ．直接法 
菌の分離を行わず，検体を薬剤の含有した培地に直接接種する方法。無菌材料に

限って可能であるが，通常は行われず，緊急に薬剤感受性結果を要する場合（髄膜

炎等）がその対象。 
Ⅱ．間接法 

平板培地に菌を分離培養した後に行う。以下の二つに方法に大別される。 
1．拡散法 1）ディスク拡散法 
2．希釈法 1）寒天平板希釈法 
  小発育阻止濃度（MIC）測定法 
 2）液体培地希釈法 
  小発育阻止濃度（MIC）測定法 
  小殺菌濃度（MBC，MLC）測定法 

【ディスク拡散法（NCCLS/CLSI）】 
一定濃度の薬剤を含有させたディスク（円形濾紙）を，被検菌を塗布した寒天培

地上に置き培養する。ディスクは培地中の水分を吸収し薬剤を溶解・拡散させ，一

定の濃度勾配をつくる。これにより菌の発育阻止帯（円）がディスク周囲に形成さ

れ，その阻止帯（円）直径から感受性結果を判断する。阻止帯の大きさは薬剤濃度

と，その薬剤に対する菌の感受性度に比例する。 
＜手技＞ 
1．接種用菌液の調整 
①増殖法：4～5mlの適当な液体培地に被検菌を接種し，McFarland No. 0.5以上の濁度

になるまで，35℃で2～6時間程度培養する。この増菌させた菌液を希釈し

て，寒天培地接種用のMcFarland No. 0.5の濁度に調整する。 
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②直接法：血液寒天培地などに18～24時間純培養した被検菌をMcFarland No. 0.5 の

濁度になるように適当なブロスなどに浮遊させて用いる。 

 

※McFarland 標準液：硫酸バリウムあるいはラテックス粒子を用いて調整された

菌液濁度の標準液。McFarland No. 1 の濁度は E. coli ATCC25922 標準菌株で 3
×10＾8cfu/ml 相当で， McFarland No. 0.5 は 1～2×10＾8cfu/ml となる。 

     cfu = colony forming units（単一の菌集落を作る単位＝生菌数） 
 

2．感受性用培地への接種とディスクの設置 
①接種用菌液を調整後，15分以内に以下の操作を行う。 

②滅菌綿棒を接種用菌液に浸し，試験管壁に綿棒を押し付けて過剰な菌液を取り除く。 

③丸型シャーレの寒天培地（Mueller-HintonⅡ寒天等）に，60度ずつ回転させた位置

から菌液を均一に3回塗布する。この際，菌液を綿棒に浸すのは 初の一回のみでよ

い。 

④塗布後，培地表面が濡れている場合は3～5分ほど放置し，水分を吸収させる。 

⑤ディスクを設置し，めり込まない程度に軽く押さえ，15分以内にフラン器に収め，

35℃で16～18時間培養する。2剤以上の場合はディスクどうしの間隔を24mm以上あけ

る。 

3．ディスク阻止帯（円）の計測 
①通常は反射光を用いて，培地の裏側より完全阻止円を計測する（血液寒天の場合は，

表面より計測する）。 

②Staphylococciの場合，MRSAが疑われる為に透過光により計測する。 

 （計測の注意点）a）阻止円を mm 単位で計測 a）菌膜は発育とみなさない 
         c）遊走も発育とみなさない d）二重阻止円は内側を計測 
         e）阻止円内に発育したコロニーはコンタミ，誘導耐性を考 
           える 
 

＜ディスク拡散法に影響を与える因子＞ 
1．接種用菌液の菌量 

2．使用する培地 

①培地厚は阻止円直径に影響を与えるので4mmを厳守する。 

②培地pHは菌の発育に影響を与えるのでpH7.2～7.4を厳守する。 

③培地中の二価陽イオン（Ca2+，Mg2+）はテトラサイクリン系，アミノグリコシド系，

ポリミキシンBなどの薬剤に影響を与える。 

④培地の精度管理：E. faecalis ATCC 29212株でST合剤のテストを行い，その阻止円



 

 4

が20mm以上あるかどうか。 

⑤自家製の培地は7日以内に使用する。  

3．培養条件  

①培養温度，培養時間などの条件は阻止円直径に影響を与える。 

②培地表面の乾燥を防ぐため，培地は裏返して培養する。また，培地は多く重ねずに

培養することが望ましい。 

③Staphylococcus spp. とEnterococcus spp. のMPIPCとVCMは，耐性株の軽度の増殖

を検出するため，24時間培養し透過光で観察する。 

④Streptococcus spp.，Haemophilus spp.， N. gonorrhoeaeなど栄養要求の厳しい菌

については，培養条件が異なるので注意 

4．培地やディスクの保管状況 

①通常，ディスクは密閉容器に乾燥剤とともに入れ，冷蔵庫または-14℃以下で保管す

る。 

②培地，ディスクは，室温に戻してから使用する。 

 

【微量液体希釈法】 
 CLSI/NCCLS 日本化学療法学会 

培地 

 

Mueller-Hinton broth 

※但し，両法において二価イオン

（Ca2+，Mg2+）濃度が異なる 

Mueller-Hinton broth 

※但し，両法において二価イオン

（Ca2+，Mg2+）濃度が異なる 

1ウエル培地量 0.1±0.02ml 0.1±0.02ml 

抗菌薬濃度 1μg/mlを基準（0.06～128） NCCLSと同じ 

菌液調整 

 

MHBなどで増菌，または寒天培地上

から純培養した菌株を用いて，

McFarland No. 0.5の濁度に調整。

これを滅菌生理食塩水で10倍に希

釈する。 

寒天培地上から純培養した菌株を

McFarland No. 0.5の濁度に浮遊，

これを滅菌生理食塩水で10倍に希

釈する。 

接種菌量 

 

終接種菌量：5×10＾5cfu/ml 

(5×10＾4cfu/ウエル） 

終接種菌量：10＾5cfu/ml 

(10＾4cfu/ウエル） 

培養条件 

 

通常：35℃，16～20時間 

MRSA：24時間 

35℃，18～24時間 

 

発育判定 

 

・肉眼的に発育が阻止された点 

・2mm以上の沈殿物が認められる 

 

・肉眼的に混濁，または直径1mm以

上の沈殿物 

・直径1mm以下の沈殿物が2つ以上 

精度管理菌株 

 

S. aureus ATCC29213 
E. coli ATCC25922  

E. coli ATCC35218 
P. aeruginosa ATCC27853  

E. faecalis ATCC29212 

S. aureus ATCC29213 
E. coli ATCC25922  

E. coli ATCC35218 
P. aeruginosa ATCC27853  

E. faecalis ATCC29212 
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両法において接種菌量，培養条件，発育の判定基準などにおいて，差が見受けら

れる。 
また，栄養要求の厳しい菌種においても，測定用の培地，培養条件などにおいて，

差が見受けられるので注意が必要である。 

【E-test】 
抗菌薬が，濃度勾配を持たせてコーティングされている薄い樹脂製のテストスト

リップを用いる方法。操作はディスク法，結果は寒天平板希釈法に準じ，MIC 値

を測定でき，栄養要求の厳しい菌や培養時間の長い菌（嫌気性菌，酵母様真菌，糸

状菌，抗酸菌，H. pylori など）の MIC 値を測定できる。 

【MIC と MBC】 
小発育阻止濃度（MIC）：Minimum Inhibitory Concentration 

  被検菌の増殖をみない 小の薬剤濃度（静菌的指標），μg/ml で表す。 
 

小殺菌濃度（MBC）：Minimum Bactericidal Concentration 
  被検菌の生存をみない 小の薬剤濃度（殺菌的指標），μg/ml で表す。 

【ブレイクポイント】 
ブレイクポイント（BP）とは，薬剤感受性の解釈基準であり，披検菌の MIC 値が

ブレイクポイント以下である時，被検菌はその薬剤に対して感受性があると判断さ

れる。 
↓ 

分離された菌の MIC 値が BP 以下であれば，臨床効果が期待できる 
＜様々なブレイクポイント＞ 

1．CLSI/NCCLS のブレイクポイント 
2．日本化学療法学会 
3．PK/PD ブレイクポイント 

【CLSI/NCCLS カテゴリー定義】 
感性（Susceptible) 

推奨される投与量を感染部位に投与した時，抗菌薬が通常到達し得る濃度によっ

てその菌株が抑制されることを意味する。 
中間（Intermediate） 
通常到達可能な血中及び，組織内濃度に近い抗菌薬の MIC を持つか，その効果

は感性と判断された菌株よりも低いと思われる。抗菌薬が生理的に濃縮される部位，

あるいは通常投与量も多くした場合には臨床的に使用できると考えられる。また手

技上の要因により解釈に重大な相違が生じることを防ぐための“緩衝ゾーン”も含

む。 
耐性（Resistant） 

通常の投与スケジュールと通常到達し得る薬剤濃度によって抑制されないことを

意味する。または，特異的な耐性メカニズムを有すると考えられる。 
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【臨床効果に影響を及ぼす因子】 

1．原因菌の薬剤感受性 

2．抗菌薬の体内動態 

a.目的臓器（感染部位）への移行性 

b.感染部位での安定性および抗菌性 

c.血中あるいは組織におけるT1/2 

d.蛋白結合力と解離度 

3．宿主側条件 
a.感染症の種類と重症度 

b.感染防御機構の破碇の程度・原疾患に伴うもの・基礎疾患に伴うもの・医学的要因

に基づくもの 

【細菌の薬剤耐性機構】 
1．薬剤の不活化 
・特異的酵素の産生 
①分解酵素・・・βラクタマーゼ 

②修飾酵素・・・アセチル化，アデニル化，リン酸化 

2．薬剤作用点の変化 
・染色体による変異 PBP の変異，DNA-ジャイレースの変異 
・作用点の修飾 バンコマイシン耐性遺伝子（vanA） 
 エリスロマイシン耐性遺伝子（erm） 
3．薬剤透過性の変化 
・薬剤の排出  MAR システム，マクロライド耐性遺伝子（msrA） 
・細胞膜の透過性減少 アミノグリコシド，カルバペネム耐性（ポーリン欠損） 
4．代謝調節の変化 
・代替経路  サルファ剤 
5．遺伝子の伝達 
・R プラスミド  ESBL 産生遺伝子の菌種を超えた伝播 
・トランスポゾン 

【話題となっている耐性菌】 
1．市中感染（強毒菌） 
・βラクタマーゼ非産生アンピシリン耐性インフルエンザ菌：BLNAR（PBP3A，3B，4変

異） 

・ペニシリン耐性肺炎球菌：PRSP（PBP1A，2B，2Xの変異） 

2． 日和見感染・院内感染（弱毒菌〜中等度） 
・基質拡張型βラクタマーゼ産生グラム陰性桿菌：ESBL（クラスAβラクタマーゼの変

異） 

・メタロβラクタマーゼ産生菌 

・メチシリン耐性黄色ブドウ球菌：MRSA（mecA遺伝子によるPBP2'の産生） 
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・バンコマイシン耐性腸球菌： VRE（Van遺伝子による標的部位の変化） 

・グリコペプチド耐性黄色ブドウ球菌，CNS 

3． 抗酸菌多剤耐性結核菌 
（rpoBによるRNAポリメラーゼの突然変異によるRFP耐性など） 

4． その他 ・多剤耐性サルモネラ DT104 
・キノロン耐性キャンピロバクター 

・キノロン耐性淋菌 

・クラリスロマイシン耐性ヘリコバクターピロリ など 

【耐性菌検出の為に必要な薬剤感受性検査】 
耐性菌 検出のため検査が必要と考えられる薬剤 

MRSA MPIPC CEX CZX  

PRSP PCG CTX   

BLNAR ABPC SBT/ABPC CCL  

MDRP IPM AMK CPFX  

ESBL CAZ CTX CPDX AZT 

MBL CAZ IPM AZT  

VRE VCM TEIC   

【耐性菌治療のための感受性検査】 
耐性菌 治療のため検査が必要と考えられる薬剤 

MRSA ABK VCM TEIC LZD （MINO） （ST） 

PRSP PAPM VCM LVFX （CTX） （CTRX） （RFP） 

BLNAR CTX CFPM MEPM PIPC   

MDRP 併用療法 (CL) (PL-B)    

ESBL MEPM CMZ FMOX CPFX   

MBL AZT AMK CPFX    

VRE LZD QPR/DPR     
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～日本臨床検査自動化学会  第1回チーム医療実践セミナーに参加して～ 
 

市立堺病院 和泉多映子 

去る 10 月 11 日，神戸国際会議場にて，第 1 回チーム医療実践セミナーが開催

されました。 
本年，自動化学会において，医師を中心に発足したチーム医療実践推進委員会（委

員長：諏訪部 章 岩手医科大学臨床検査医学講座）の意義は，医師を初めとする

臨床側からも，強く検査部のチーム医療実践の必要性を求められた点で，非常に大

きいといえるでしょう。紙面の都合で代表的なものについて，報告致します。 

【検査部のチーム医療への参加はなぜ必要なのか？】 
諏訪部 章 先生（岩手医科大学医学部臨床検査医学講座） 

医療が益々専門化・複雑化し，また一方，医療費抑制やスタッフ不足もあり，医

師も看護師もこれまでとは比較にならないほど業務量が増えている。いま診療現場

は手一杯で，日々進歩する臨床検査の専門的知識や情報を入手する余裕はなくなっ

ている。そこに，検査部が参加するチーム医療の必要性がある。 
患者に，病院が必要な機関として選ばれるためには，医師だけではなく，さまざ

まな職種のスタッフの知識・技術を結集することが，重要である。 
検査部がチーム医療に参加すれば，感染対策チーム（ICT）や栄養サポートチー

ム（NST）などの横断的診療，糖尿病教室，治験コーディネート，検査相談室など

患者様向けのさまざまな医療サービスが展開でき，医療の質は向上する。逆に，病

院検査室の存在しない病院ではこうした医療サービス提供に質の低下をきたす。 

しかし，元来検査部には内向的な気質があり，こうしたチーム医療への積極的参

加に躊躇する傾向があった。チーム医療の実践にはまず意識改革が必要である。 
「チーム医療」→医師が医療の中心であり，検査技師などいわゆるコ・メディカ

ル・スタッフは医師を助ける補助的存在と認識してはいないだろうか？そもそも「コ・

メディカル（co-medical）」は和製英語であり，「co-worker（共に働く者）」に由来

すると考えられる。しかし，「co-worker」には役割の違いこそあれ，中心も補助も

ない。つまり，コ・メディカル・スタッフは，医師も含めて全員がチーム医療の担

い手であって，中心も補助もない。チーム医療の実践には，自分達こそが医療の担

い手であるという意識改革が何よりも重要である。  

 患者 臨床検査技師

医師

看護師 薬剤師

理学療法士臨床工学士

放射線技師

～ チーム医療の本質は「患者様とのふれあい」～
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【糖尿病療養指導士（CDE）】  
－糖尿病チーム医療参画までの経緯と実践上の工夫点－ 
佐藤 伊津子 先生（神戸大学医学部付属病院検査部）  

＜参画の経緯＞ 
今まで病棟に出向く機会は皆無であったが，これからは臨床に直接関わるべきだとい

う職場の上司の理解を得て，既に行われている糖尿病教室やｶﾝﾌｧﾚﾝｽに参加．データ

だけでは把握できない患者の病態，治療方針を学んだ。こうした準備期間を経て，5 名の

技師が療養指導に関わりながら CDE の資格を取得した。 
＜工夫点＞ 

決して一方的に説明せず，個々の患者の理解度や生活背景に合わせたきめ細かい

指導を心がけている。個々の血糖値変動をグラフ化し，医師の確認後配布することで，患

者に療養指導の効果が分かりやすく，血糖管理の動機づけに役立つよう工夫している。 
検査部でも指導内容と手順のマニュアル化で療養指導を統一化し，また，ルーチン業

務と並行なので，各人の空いた時間に行うようにしている。他職種は専属で全入院患者

を把握できるが，技師は，担当患者しかわからない。このため，常にお互い技師間のコミ

ュニケーションをとり，全員が把握できるようにしている。 

【栄養サポートチーム（NST）】  
－本当に必要なの？NST に検査技師－ 
原島 典子 先生（埼玉医科大学総合医療センター中央検査部） 

＜参画の第一歩＞「できることから少しずつ」 

初めはデータの提示にコメントをつけた程度で構わない。ただし，そのデータが

臨床症状と結びついているかどうかを絶えず観察してほしい。 
   ⇒「検査技師としてやらなければならないこと」 
自施設のアルブミンが，外来・入院で，どのような分布になっているか，また，

個人の変動幅はどのくらいが有意とされるかを調べておく必要があろう。（ある患

者のアルブミン上昇が，BCG 法では患者病態により非特異的上昇等が考えられ，

改良 BCP 法に測定法を変更した事例を紹介．） 
   ⇒「検査技師だからできること」 
入院するとアルブミン値が急激に下がることが問題視されている。当検査部では，

入院後のアルブミンは栄養不良よりもむしろ，採血体位の違いによるものではない

かとの観点から変動実験を行い，検証することができた。このような検討は，技師

だからこそできることであり，信憑性の高いデータを臨床側へ提示する役割を担っ

ていると思われる。※ 活動時に対する安静時の臨床検査値 

 

項目 減少率 項目 減少率 項目 減少率 項目 減少率

TP 7.3% ChE 7.7% ｶﾙｼｳﾑ 5.2% リンパ球数 13%
アルブミン 8.2% T-cho 7.7% 鉄 7.0% 赤血球数 4.7%

AST 3.1% 中性脂肪 20% Na ・ Cl 0% ﾍﾓｸﾞﾛﾋﾞﾝ 4.7%
CK 9.3% ｸﾚｱﾁﾆﾝ 1.4% HbA1c 0%

LDH 9.5% BUN 0% 白血球数 9.2%
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【5．感染対策チーム（ICT）】  
－微生物検査の専門性をチーム医療に生かす－ 
米山 彰子 先生（虎ノ門病院臨床検体検査部 臨床感染症部） 

＜感染制御に携わる各職種の資格制度＞ 
・医師： ICD ( Infection Control Doctor )      
・看護師： ICN ( Infection Control Nurse ) 
・薬剤師： ICP ( Infection Control Pharmacist ) 
・検査技師： ICMT ( Infection Control Microbiological Technologist )   

感染制御認定臨床微生物検査技師 
＜院内感染対策組織の業務＞ 
● 院内感染防止対策の立案，実施 
● 院内感染防止対策についての教育，啓発 
● 院内感染防止対策に関するコンサルテーション，指導 
● 感染対策マニュアルの作成 
● 病院内における感染症発生の把握，感染経路の把握 
● 病院内の各種微生物の分離状況，薬剤感受性状況など疫学情報の把握    
● 病院環境の汚染状況や保菌者の把握 
● 職業感染予防対策 

＜検査技師（および検査医）の役割は？＞ 
⇒ICT の中で期待される役割は，その施設の ICT メンバーの顔ぶれ，状況により 

実際はさまざま… 
① 感染防止，疫学管理，監視のマニュアル作成 
② 病院感染対策のための微生物学的検査…医療スタッフの保菌検査，環境・医療器具・

飲食物の検査，微生物学的検査の必要性の判断など 

③ 感染対策の活動…バイオハザード，針刺し，接触感染，空気感染，飛沫感染防止対

策 
④ 病院感染サーベイランス…サーベイランスの実施，アウトブレイク時の調査，検査介入

など 
⑤ 環境整備（汚染除去），消毒，滅菌…消毒薬，滅菌効果判定／感染性医療器具の

安全な取扱い／環境整備（汚染除去）についての適切な助言 

⑥ ICT 活動…感染管理の情報源と最新の情報収集・活用／医療スタッフに対するコンサ

ルテーション他 

＜検査技師が感染制御に参加するには①＞ 
－ルーチン業務として行っていること，できること－ 
   『検査室は感染症や微生物についての情報の発信源！』 
● 耐性菌の検出，情報の伝達 
● 院内感染対策上重要な菌の検出時の報告 
● 院内の耐性菌を含む菌の分離状況の把握 （集計・報告） 
●薬剤感受性動向の把握 ： 主な抗菌薬への感受性状況を集計・報告 

（まだこれだけでは足りない…） 
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＜院内感染対策上重要な耐性菌＞ 
MRSA （メチシリン耐性黄色ブドウ球菌） 
PRSP （ペニシリン耐性肺炎球菌） 
VRE （バンコマイシン耐性腸球菌） 
ESBL （基質拡張性βラクタマーゼ産生菌） 
BLNAR （βラクタマーゼ非産生アンピシリン耐性菌） 
MDRP （多剤耐性緑膿菌） 
多剤耐性結核菌 

＜微生物検査室で見つかる届け出の必要な感染症＞ 
結核 
1 類感染症 ：SARS 
2 類感染症 ：細菌性赤痢，ジフテリア，腸チフス，パラチフス 
3 類感染症 ：腸管出血性大腸菌感染症 
4 類感染症 ：マラリア，レジオネラ症，ボツリヌス症 
5 類感染症（全数） ：アメーバ赤痢，クリプトスポリジウム症，劇症型溶血性レ 

           ンサ球菌感染症，ジアルジア症，髄膜炎菌性髄膜炎，破傷 
           風，バンコマイシン耐性腸球菌感染症，バンコマイシン耐 
           性黄色ブドウ球菌感染症 

＜検査技師が感染制御に参加するには②＞ 
－今，行っていなければやってみよう－ 

●感染症と微生物学の知識を増やす： 感染経路，症候，診断，治療などさらに先 
  を知ろう 

●抗菌薬や消毒薬について知る…知識を整理する 
●感染対策業務の理解 ： 業務全体のアウトラインを知ろう 
●ICT ラウンドに参加 ：「検査が臨床にどのように使われているか」を知ろう 
●検査室でアウトブレイクに気づく感覚を磨く 
●アウトブレイクの調査を担う ： 環境調査，保菌調査，分離株間の相違を識別 
●微生物検査についての知識を他の職種に教える：（結果の解釈について知らない 

  スタッフが多い） 
＜アウトブレイクとは＞ 

●「特定の集団，場所，期間において，通常の発生頻度からの予想を超える例数 
   が認められた場合」 

  ・日常見られる疾患，菌種 
  ・ふだんの頻度がわからないと発見しにくい（MRSA，……） 
●「疫学的に関連のある同一の疾患が 2 例以上発生すること」 
  ・まれな疾患や微生物，重篤な疾患 
 

      … 院内感染，水平伝播による場合は，早期発見・対応が重要 … 
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＜アウトブレイクを疑うきっかけ＞ 
 
さまざまな人により発見される 

 
   

 
 
 
 
 

  ICT……サーベイランスによりモニタリング 
 
＜サーベイランスとは＞ 
  
血液内留置カテーテル関連血流感染 

手術部位感染 
尿路カテーテル関連尿路感染 
人工呼吸器関連肺炎 
 
 

その他… MRSA 新規検出 
 多剤耐性緑膿菌新規検出 
 VRE 
 セラチア 
血液培養陽性患者… 
＜分離株間の相違を識別する方法＞ 

表現型による型別（フェノタイプ） 
・生物型 

・血清型：（細胞表層蛋白，リポ多糖体や莢膜多糖体などの抗原性の相違に基づいて型

別を行う方法） 

・バクテリオファージ型：（バクテリオファージが細菌に感染する際に用いる細菌細胞表面

のリセプター分子や感染性の差を識別する方法） 

・コアグラーゼ型 

・毒素型 

・抗菌薬感受性パターン 

 

遺伝子型による型別（ジェノタイプ） 
PFGE， RAPD， RFLP， リボタイピング 

医師 看護師 検査技師 薬剤師 患者自身・家族 

この頃Ａ病棟で 
～～菌が多いかな 

Ｃ科でムピロシン

軟膏が続いて出た 
B さんのｲﾝﾌﾙｴﾝｻﾞをうつ

された。D さんもだよ 

4 大ターゲットサーベイランス 

感染率を求め、感染対策上の変更・改

善の前後で比較したり、増加の有無を

モニタリング 
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＜事例＞感染制御チームの活動により発見，解決できた 
Ralstonia(Burkholderia) pickettii 汚染 

 
産婦人科の膣分泌物より R．pickettii の分離が多いことに検査技師が気づいた 

 
→環境調査を行い，病棟処置室に設置されていた，診察前膣洗浄用消毒薬（イルリガ

ートル）に注目．その調製用パック中の生理食塩水，チューブノズル先端，保持皿

を培養した結果，R．pickettii が検出された．そして，PFGEにて，患者由来の同菌

との遺伝子型が一致した．これらから，病棟で作り置きの状態であったことも判明

したため，消毒法を改善した結果，終息した。 

＜まとめ＞ 
●ICT の中で，検査技師が期待される役割は，その施設の状況によりさまざま 
●微生物検査の専門性をチーム医療に生かす意義は大きい 
●そのためには 

    検査以外に感染症や感染制御について知る 

    検査室にこもらず，他職種とのコミュニケーションを大切にする 

 

【6．まとめと今後の委員会活動について】 
諏訪部 章 先生（岩手医科大学医学部臨床検査医学講座） 

 

活動予定としては， 
① 各施設で展開されているチーム医療の調査 
② チーム医療実践検査室の自動化学会への登録 
③ 新しいチーム医療の開拓 
④ ルーチン業務とチーム医療実践の整合性 
⑤ チーム医療実践マニュアルの整備 
⑥ チーム医療実践のためのソフト・ハードの開発 
⑦ 日本臨床検査技師会との協調 
 
などを予定している。 

 
 

ぜひ多数の参加者を得て， 
この点について熱い議論を交わしたいと考えている。 
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北野病院 池田 千賀子 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

（       ）はカルシトニンの前駆物質で，正常では甲状腺の C 細胞に

おいて生成されるが，重症な細菌，寄生虫，真菌感染症では甲状腺外で産生され，

血中濃度が上昇する。一方，慢性炎症性疾患，自己免疫疾患，アレルギー疾患など

の非感染性炎症反応や，ウィルス感染，全身症状を伴わない局所細菌感染では軽度

上昇するのみであることから，敗血症の指標として有用であるとされる。 
さらに（       ）は敗血症患者におけるサイトカイン上昇の優れたマー

カーであると報告されており，敗血症性ショック患者では著明に上昇し，臓器障害

の重症度と相関することから，敗血症の早期診断のみならず，その重症度の指標と

しても有用であると考えられている。免疫化学発光法により簡単かつ速やかに測定

することが可能である。 
 

【問題】 
今回は今年の２月に保険適応になった、近年注目されて

いる感染症マーカーについてです。 
（      ）にあてはまる物質はなんでしょう？ 

（解答は次のページ） 



 

 

【答え】プロカルシトニン 

参考資料：CLINICAL CALCIUM 2005 年 3 月号 

 
 
 

 

 

 

今年はスポーツの涙をよく見る年です。冬季オリンピックが終わってまだ

半年たらずですが、オリンピックでは入賞できずに｢辞める｣と言っていたあ

る女子フィギュアスケートの選手が、見事に世界選手権で復活を果たしまし

た。その勝因は、原点にもどり、はじめてスケートを始めた時のコーチの指

導のもとに基礎から再調整したことにあると解説されています。一度脚光を

あびた選手が原点にもどり基礎をやりなおすことは大変なことかもしれませ

んが、このようにして自分自身を建て直し再び頂点を目指すことのできた人

はスポーツ選手に限らないことと思います。 

常に新しいことに挑戦することはもちろん大切なことですが、同時に原点

から自分自身をみつめなおすことも重要です。我々に日常業務、日常生活に

おいても同様に“初診忘れるべからず”でしょうか。。。 

 

インフルエンザワクチン接種時期です。今年の冬こそ、インフルエンザは

もちろんのこと、風邪ゼロをめざして、健康管理に注意しましょう。夏に海

水浴に行くと風邪をひかないとか、みかんを焼いて食べると風邪に効くとか、

番茶でうがいをするといいとか、、、JR車内－おばあちゃんの知恵袋より。 
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