
 

 

oVol.27, No.12（平成 18 年 12 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お休みです 

 

白 金 耳 

お知らせ 

定期講習会 

感染症レビュー 

～ウェルシュ菌感染症～ 

9 月基礎講習会報告 

感染症診断～一般検査室からのサポート～ 

 

坂本 雅子 

 

浅田 薫 

 

仁木 誠 

 

堂園 昌隆 

 

バイキン Quiz 

微生物裁判所 

～破傷風殺人事件～ 

 

～肺と喀痰（1）～ 
 

伏脇 猛司 

 

中家 清隆 



 

 1

あ 

ん 
な い 

講習会 

テ−マ ：『微生物検査のありかた』  

講 師 ：大阪大学医学部附属病院 臨床検査部 西 功 先生 

日 時 ：平成 18 年 1 月 23 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 

多くの施設では細菌検査の同定・薬剤感受性検査を自動機

器やキットに頼っているのが現状です。その結果を鵜呑みに

して報告してしまったことによって思わぬ誤同定・誤った薬

剤感受性値の報告をしてしまったことはありませんか？これ

らは細菌検査の基礎であり，細菌検査室の土台とも言うべき

部分です。各キットや機器の特性や問題点から，使用説明書

にはない盲点を考え，また患者様の予後と治療に同定・感受

性結果がどのように関わっていくか，今後の細菌検査室のあ

るべき姿勢と併せてご講演いただきます。皆様奮って是非ご

参加ください。 
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9月定期講習会報告 

感染症診断～一般検査室からのサポート～ 
北野病院 浅田 薫 

去る，9 月 26 日にあべのメディックスに於いて“感染症診断～一般検査室から

のサポート～”というテーマで市立吹田市民病院の佐々木正義先生をお招きし，講

演をしていただきました。微生物検査側と一般検査側の双方が，情報交換をする大

切さについても大変わかりやすく御教授していただいたので報告します。 
 

一般検査と微生物検査の共通点とは？→さまざまな材料を扱う 
♦ 尿・脳脊髄液・便・体腔液・精液・気管支洗浄液・関節液など。 
 
尿検査からのアプローチ 

CDC の UTI の基準を用いる。 
♦ 尿中白血球エステラーゼの検出および亜硝酸塩の検出。 
♦ 膿尿(10個以上の膿球／mm3または3個以上の膿球／400倍視野での原尿)を認める。 
 
尿採取時の注意点 
♦ 尿路感染症の診断→「白血球」の存在が重要！ 
♦ 女性検体の場合，膣部や外陰部などからの分泌物の混入により白血球を認める場合

がある．これらは細菌（デーデルライン桿菌）を伴うことが多く，尿沈渣像で尿路

感染症と誤認する恐れがある。 
↓ 

中間尿の採取が重要！！ 
 
中間尿をきちんと採ってもらうにはどうすればいいか？ 
♦ トイレに説明のポスター展示する。 
♦ 外来で検査の説明書を渡す。 
♦ 病棟で個別に指導する。 
♦ 学童検診時に学校で（子どもの頃から）教える。 

 
尿の混濁の鑑別 
♦ 加温による消失→尿酸塩（桃色・レンガ色の沈殿）の存在を示す。 
♦ 酢酸添加による透明化→炭酸塩（ガス発生）・リン酸塩（ガス発生なし）の存在を示

す。 
♦ 塩酸添加による透明化→シュウ酸塩の存在を示す。 
♦ KOH 添加→尿酸は透明化し，膿尿は膠状化する。 
♦ エーテル・アルコール添加による透明化→脂肪の存在を示す。 

↓ 
いずれの操作でも透明化しなければ細菌尿である。 
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白血球反応 
♦ 白血球の持つエステラーゼ活性に基づくものである。 
♦ 特に好中球に特異的に反応するため，好中球検出試薬と考えることが出来る。 
♦ 尿亜硝酸塩試験紙と組み合わせて使用することにより，尿路感染症のスクリーニン

グに有効であるとされている。 
↓ 

好中球・単球以外はエステラーゼ活性を持っていない！ 
 
白血球の偽陽性・偽陰性・異常発色 
♦ 尿保存剤のホルムアルデヒドにより偽陽性を示す。 
♦ 500mg/dL 以上の蛋白・3g/dL 以上のブドウ糖・高比重尿・高濃度のシュウ酸・ホ

ウ酸・セファレキシン（セフェム系薬剤）・テトラサイクリン・ゲンタマイシンなど

は反応を阻害し，偽陰性となる。 
♦ エステラーゼ活性を有しない好酸球やリンパ球の増加で偽陰性となる。 
♦ 好中球の輝細胞（glitter cell）の場合は偽陰性となる。 
♦ ニトロフラントインやビリルビンなどの着色尿により，色調表と異なる発色を示す

ことがある。 
♦ 尿中トリプシンインヒビター（UTI）の存在で白血球エステラーゼを阻害し，偽陰

性となる。（UTI は腎疾患・感染症・心筋梗塞・白血病・悪性腫瘍・外科手術・妊娠

後期で増加し，血清中の CRP と並行して増減する。） 
↓ 

【確認試験】 
尿沈渣白血球との比較を行う。 

試験紙法の亜硝酸塩の成績との比較も参考になる。 
 

 
亜硝酸塩反応 
♦ Griess 反応を応用した細菌尿検出法である。 
♦ 尿中の硝酸塩が細菌によって還元され亜硝酸塩となり，この亜硝酸塩を化学的に呈

色させて検出するものである。 
♦ ただし，尿は膀胱内に最低 4 時間貯留していたものでなければならない。 
♦ 薬物などによって，偽陽性・偽陰性を呈することがある。 
♦ 硝酸塩還元菌は，腸内細菌・緑膿菌・ブドウ球菌などである。 
 

亜硝酸塩の偽陰性・異常発色 
尿を赤色に発色する薬剤（フェナゾピリジンなど）で偽陽性化することがある。 
アスコルビン酸の存在・亜硝酸塩非産生菌の感染・硝酸塩を含む食事（人参・ほ

うれん草・キャベツなど）を摂取していない場合に陰性化する。 
↓ 

【確認試験】 
尿沈渣細菌数との比較を行う。 

尿細菌定量培養の成績と比較する。 
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好中球（尿沈渣） 
急性炎症で増加し，白血球の中で最も活発な遊走能と貪食能を有し，様々な形態

変化を示す。膀胱炎・腎盂腎炎・尿道炎・前立腺炎などの尿路感染症で多数認める。 
♦ 輝細胞（glitter cell）：細胞質内にブラウン運動をする顆粒を認め，腎炎の際

に出現することが多い。S 染色で染まらない。生細胞 
♦ 淡染細胞（pale cell）：細胞質は淡染で核がわずかに青く染まるもの。活発な

白血球の出現と考えられる。生細胞 
♦ 濃染細胞（dark cell）：核が濃青紫色に染まり，老化・死滅した細胞と考えら

れる。女性の検体の場合，膣部・外陰部から混入した白血球で多く見られる。

死細胞 
 

データを見る（診る）ことの大切さ…… 
♦ 尿試験紙による白血球反応は尿路感染症のスクリーニングにおいて，重要である。

また，尿沈渣において白血球を検出することは，同じく重要な所見といえる。 
♦ しかし，適切な検体採取が行われず，各項目のデータの特性を理解せずに尿検査を

行うことはいたずらに“尿路感染症疑い”の検体を増やすだけである。 
↓ 

スクリーニングとは“ひっかける”ことではなく“選別する”ことである。 
 
尿検査からのアプローチ・まとめ 
 

一般検査室は→適切な採取→速やかに提出→迅速に検査→ 
患者状態・正確な手技・データの乖離は無いか？をチェック！ 

↓ 
微生物検査室 

↓ 
培養 

常に情報交換をする！ 
 

髄液検査からのアプローチ 
♦ 髄液は中枢神経の保護と支持・恒常性の維持・組織液としての機能を有する。 
♦ 髄液の循環は側脳室脈絡叢・第 3 脳室・中脳水道・第 4 脳室・くも膜下腔・くも膜

顆粒より吸収され，上矢状静脈洞へ流れる。 
♦ 髄液検査の適応となる疾患は中枢神経系の感染症・くも膜下出血・白血病やリンパ

腫などの浸潤性悪性腫瘍・ギランバレー症候群などである。 
 
髄液検体の取り扱い注意点 
♦ 最初に流出する髄液中に細胞成分が多く含まれる。 
♦ 抗凝固剤（ヘパリン）は用いない。 
♦ 採取後，速やかに検査する。→少なくとも 1 時間以内に行う。 
♦ 細胞検査以外での髄液保存方法は，生化学的検査・ウイルス抗体価などが目的の場

合は遠心後の上清を凍結保存する。微生物学的検査が目的の場合は増菌培地への接

種ならびに滅菌スピッツに採取し，37℃で保存する。 
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髄液の肉眼的所見 
♦ 正常の髄液：無色透明。 
♦ 混濁：細胞数の増加が疑われる。 
♦ 血性髄液：頭蓋内出血と穿刺時の抹消血の混入とを鑑別する。→頭蓋内出血の場合，

遠心後の上清が黄色調である。（キサントクロミー：髄液腔内である程度時間が経過

した出血を意味する） 
 

 
髄液糖 
♦ 基準値は 50～80mg/dl とされているが，血糖値の 60～80％と考えるのが適当で，

必ず両者を比較すべきである。（糖尿病などの場合，もともとの血糖値が高いため，

髄液糖の基準値を用いると，低下に気付かない場合がある） 
♦ 細菌性・結核性・真菌性髄膜炎や悪性腫瘍の髄膜浸潤などで髄液糖が低下する。 
 
細菌性髄膜炎が疑われるが，髄液糖の低下が見られない場合 
♦ 高血糖。 
♦ 細菌の増殖不良。 
♦ 全身性感染症初期の場合。（糖分解の促進・抹消血の糖利用能低下による） 
 

髄液蛋白 
♦ 殆んどは血清に由来する。 
♦ 50mg/dl が病的増加とされる。（新生児・乳児では血液脳関門が未熟のため高値） 
♦ 穿刺部位によって，蛋白量は変化する。（脳室穿刺では腰椎穿刺の約 30％程度） 
 
髄液蛋白の病的変動と関連疾患 
♦ 血清蛋白の増加：多発性骨髄腫など。 
♦ 血液脳関門の破壊，透過性亢進による血清蛋白の移行：髄膜炎・ギランバレーなど 
♦ 中枢神経組織内での免疫グロブリンの産生：多発性硬化症。 
♦ 出血による血中蛋白の混入：脳出血・くも膜下出血・脳腫瘍など。 
♦ 髄液の循環阻害：脊髄腫瘍。 
 

 
LD 
♦ 細菌性髄膜炎で著名に増加する。 
♦ 細菌性髄膜炎では LD4・LD5 が著名に増加。 
♦ ウイルス性髄膜炎でリンパ球が著しく増加する場合 LD2・LD3 が像化する。 
♦ LD の基準値は 25～50IU/l 以下 
 
トリプトファン反応 
♦ 結核性髄膜炎の補助診断法として用いられてきた検査法だが，反応機序が明らかで

はなく，判定基準も曖昧になる。 
♦ 結核性以外の髄膜炎やキサントクロミーでも陽性を示すことがある。 
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Cl 
結核性髄膜炎で髄液中のClの減少が診断の指標になる。（結核症で生じる抗利尿

ホルモンの分泌異常による低 Cl 血症） 
↓ 

本当の理由は血液と髄液の平衡の異常である。 
※細菌性髄膜炎などで髄液蛋白が著増した結果，Cl は血中から髄液へ受動的に

輸送される。→その結果，平衡は崩れる。 
 

 
髄液細胞形態とその意義 
♦ 単核球（リンパ球）：髄液中に出現する白血球の中で，最も小型（8~10μm）で，円

形の核を持ち，細胞質は狭くリング状にサムソン液に淡く染まる。一般的にウイル

ス感染症や慢性炎症で増加する。 
♦ 単核球（単球）：大きさは 15~17μm で，細胞質は比較的豊富の上サムソン液によく

染色される。髄膜の炎症やくも膜下出血など髄膜刺激に対し，反応性に増加する。 
♦ 多核球（好中球）：大きさは 12~14μm で，細胞質はサムソン液に染まらずにクリア

に観察される。好中球の増加は細菌感染症や急性炎症を示唆する。 
 

 
髄液検査からのアプローチ・まとめ 
♦ 患者状態や緊急性から，スピードが求められる。一般検査室と微生物検査室が連携

し，情報交換を行う。特に，白濁した髄液検体や髄液糖低値のデータを手にした技

師は，速やかに検査を進めるように細菌検査室に連絡する。 
♦ また，ギムザ染色などは細胞の形態を見るのに有利（遠心条件にもよる）なので，

グラム染色で細胞が不明瞭な場合は保存用に一般検査室にお願いしてみるなど，コ

ミュニケーションをとっておくのも大切である。 
 

 
おわりに・・・ 
中間尿を採ってくださいと，患者さまに採取の仕方を知ってもらう方法を説明す

ることは，今まで技師として“そういえば”取り組んできませんでした。検査は，

検体を出していただく前から始まっているのだと，あらためて気付かされました。 
採尿方法のポスター作り，皆さんの施設でも取り組んでみませんか？ 
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感染症レビュー 

～ウェルシュ菌感染症～ 
大阪市立大学医学部附属病院 仁木 誠 

【はじめに】 
ウェルシュ菌（Clostridium perfringens）は，ヒトや動物の大腸内常在菌であ

り，下水，河川，海，耕地などの土壌に広く分布する。ヒトの感染症としては食中

毒の他に，ガス壊疽，化膿性感染症，敗血症等が知られている。ウェルシュ菌食中

毒は，エンテロトキシン産生性ウェルシュ菌（下痢原性ウェルシュ菌）が大量に増

殖した食品を喫食することにより，本菌が腸管内で増殖して，芽胞を形成する際に

産生・放出するエンテロトキシンにより発症する感染型食中毒である。 

【疫学】 
本邦におけるウェルシュ菌食中毒事件数は年間 20〜40 件程度で，それほど多く

はないが，1事件あたりの平均患者数は，他の細菌性食中毒に比べて圧倒的に多く，

大規模事例が多い。本菌による食中毒の発生場所は，大量の食事を取り扱う給食施

設や仕出し弁当屋，旅館，飲食店等である。主な原因食品には，カレー，スープ，

肉団子，チャーシュー，野菜の煮物（特に肉の入ったもの）等があり，一般的には

以下の様な特徴が認められる。 
 
1） 多くは食肉，あるいは魚介類等を使った調理品である。これは，食肉や魚介類

のウェルシュ菌汚染率が高いためである。さらに，食肉にはグルタチオン等の

還元物質が豊富に含まれているので，調理食品内は嫌気状態になりやすく，ウ

ェルシュ菌の発育に適する。 

2） 原因食品は大量に加熱調理された後，そのまま数時間から一夜室温に放置され

ていることが多い。加熱調理された食品中では，共存細菌の多くが死滅するが，

熱抵抗性が強い下痢原性ウェルシュ菌芽胞は生存する。そして，再加熱により

芽胞の発芽が促進され，同時に食品内に含まれる酸素が追い出されて，ウェル

シュ菌の発育に好条件が与えられる。また，ウェルシュ菌の至適発育温度は 43

〜47℃と他の細菌よりも高く，増殖速度も速いため（分裂時間は 45℃で約 10

分），加熱調理食品が徐々に冷却していく間にウェルシュ菌は急速に増殖する。 

【病原体】 
ウェルシュ菌は，偏性嫌気性の芽胞形成菌であるクロストリジウム属の一菌種で，

長さ 3〜9μm，幅 0.9〜1.3μm で，非運動性，グラム陽性の大桿菌である。本菌

は産生する主要毒素（α，β，ε，ι）の種類によって，A，B，C，D，E の 5 つ

に分類される。食中毒やガス壊疽の原因になるウェルシュ菌は，ほとんどが A 型

菌である。食中毒の原因となる A 型ウェルシュ菌は一般常在ウェルシュ菌と異な

り，下痢原性因子であるエンテロトキシンを産生し，大部分の菌株が耐熱性芽胞を

形成する。   

【臨床症状】 
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ウェルシュ菌食中毒の潜伏時間は通常 6〜18 時間，平均 10 時間で，喫食後 24
時間以降に発病することはほとんどない。主要症状は腹痛と下痢である。下痢の回

数は 1 日 1〜3 回程度のものが多く，主に水様便と軟便である。腹部膨満感が生じ

ることもあるが，嘔吐や発熱などの症状はきわめて少なく，症状は一般的に軽くて

1〜2 日で回復する。また，最近では，食中毒とは異なる感染経路で発生するウェ

ルシュ菌集団下痢症も報告されている。高齢者福祉施設で発生する事例が多く，院

内感染と認められた例もある。これらの事例では，症状は軽度の下痢，患者発生は

持続的であり，食中毒と異なり，患者発生の鋭いピークが認められないのが特徴で

ある。患者周辺の環境（ベッドの柵，カテーテル，トイレの床，便器等）から，患

者と同一のエンテロトキシン産生性ウェルシュ菌が分離されることも多い。その他，

ウェルシュ菌が産生する溶血毒のために急死する敗血症例も報告されている。その

実態は明らかではないが突然死の例もあり注意を要する。 

【病原診断】 
食中毒の最も確実な診断は，患者糞便や推定原因食品等からエンテロトキシン産

生性のウェルシュ菌を分離することである。健康人のエンテロトキシン産生菌の保

菌率は約 1％である。患者糞便の検査では，非病原性の常在ウェルシュ菌との区別

が重要であり，食中毒事例の検査では次の点に留意して実施する。 
 
1． 集団発生例では，発病初期の患者糞便から，同一血清型のウェルシュ菌が高

頻度に検出されること。 

2． 原因食品の残品から，患者由来ウェルシュ菌と同一血清型の菌が検出される

こと。 

3． 患者や原因食品から分離されたウェルシュ菌はエンテロトキシンを産生する

こと。 

4． 発病初期の患者糞便からエンテロトキシンが検出されること。 

 
エンテロトキシンの検査は，RPLA 法を利用した市販試薬（PET-RPLA，デンカ

生研）または PCR 法で行うのが一般的である。 

【治療・予防】 
治療としては対症療法が主である。食中毒は，ウェルシュ菌が 1g あたり 10 万

個以上に増殖した食品を喫食することで発生することから，予防の要点は食品中で

の菌の増殖防止である。すなわち，加熱調理食品は小分けするなどして急速に冷却

し，低温に保存する。保存後に喫食する場合は充分な再加熱を行う。大量調理時に

発生することの多い食中毒であり，前日調理，室温放置は避けるべきである。近年

の大規模調理の増加，流通形態の変化，食肉を中心とする食生活への変化等により，

本食中毒の増加が危惧されるので，その予防に対する再認識が望まれる。 
【食品衛生法における取り扱い】 
食中毒が疑われる場合は，24 時間以内に最寄りの保健所に届け出る。 

【文献 URL】 
http://idsc.nih.go.jp/idwr/kansen/k06/k06_33/k06_33.html 
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微 生 物 裁 判 所 
～破傷風殺人事件～ 

 
大阪市保健衛生検査所 堂園 昌隆 

今年もフグの美味しい季節がやって参りました。フグと言えば神経毒のテトロド

トキシンにくれぐれもご注意を。さて，フグのように天敵から身を守るために毒を

利用するものもあれば，蛇のように獲物を簡単に捕らえるために毒を利用するもの

もあります。しかし，毒素を産生する細菌が，その毒を利用して獲物を獲得すると

か，その毒でマクロファージや抗体から身を守っているということは考えにくいよ

うに思われます。ミクロの世界でもこの件について審判がされているようです。 
 

【主な登場菌】 
裁判長：Escherichia coli（以下，イーコリ裁判長） 
検事：Bifidobacterium bifidum（以下，ビフィダム検事） 
弁護士：Clostridium butyricum（以下，酪酸弁護士） 
被告：Clostridium tetani（以下，テタニ被告） 
 
ビフィダム検事）ではまず，被告の罪状を申し上げます。被告は土いじりの好き

な町に侵入し，1～2 週間町内を潜伏した後，神経毒テタノスパスミンを町中に撒

き散らし，町の機能を強直性痙攣に陥れました。また，被告には多数の前科があり，

1950 年の日本での被害町村数 1,915 ，崩壊した町村数 1,558（致命率 81.4%）と

いう極悪非道ぶりからも被告の有罪は明白であります。 
酪酸弁護士）我々細菌社会では，子孫を残すことが基本的菌権です。その意味で

テタニ被告が町を崩壊させるのには理由があります。町が崩壊すれば町は土に還り，

泥の中に埋められてその泥は栄養

満点になるわけです。被告にとっ

ては町が死んだ方がよいというわ

けです。 
ビフィダム検事）しかし神経毒

を撒き散らし，意味も無く町を崩

壊させることは他の細菌，我々の

ような町に貢献している腸内乳酸

菌の増殖を害しているではありま

せんか？ 
 

〔傍聴席〕 
アシドフィルス）そうやそうや！ 
カゼイ）この役立たずどもが！ 
イーコリ裁判長）傍聴席，静粛に。 
ビフィダム検事）我々は町の一員として，町と共存共栄の道を歩んでいるのに対
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して，被告と同属の Clostridium 属の連中は皆，ボツリヌス中毒，ガス壊疽など，

町の何の役にも立っていないではないですか？ 
〔傍聴席〕 
ボツリヌス）何やとこら！ 
ウェルシュ）お前らは利用されてるだけやろが！ 
酪酸弁護士）異議有り！ Clostridium 属が皆，町にとって有害だという只今の

検事の発言は大変遺憾です。私こと酪酸菌が町の腸管通りに常在し，酪酸発酵で作

り出す低級脂肪酸が感染病原菌のはびこるのを抑え，あなた方腸内乳酸菌の増殖を

促進させて強い整腸作用を持っていること，更に我々は町の肝臓工場で生産される

血液凝固因子の必須材料であるビタミン K を腸内で産生していること，酪酸菌が

産生するアミラーゼが炭水化物をあなた方腸内乳酸菌が利用しているオリゴ糖に分

解していることをご存知ないのですか？ 
イーコリ裁判長）酪酸弁護士の異議を認めます。町内でどのような働きをしてい

るのかについて明らかになっている菌はごくわずかです。町にとって有用菌とか有

害菌とかを我々が言うことではありません。 
ビフィダム検事）まあ，Clostridium 属の中にも町に有益な方が居ることは認め

ますが・・・。しかしこれまで“人”という町が自分の安住の地で無いから破壊し

たという理由で無罪を主張した判例は，狂犬病，黄熱，ワイル氏病などの人獣共通

感染症の場合のみであります。本来の安住の地が証明されればその地に“流刑”と

いうことで死罪は免れて参りましたが，テタニ被告の場合は安住の地はどこなのか

説明できますか？ 
裁判長）ではここで，被告の発言を求めます。 
テタニ被告）・・・ 
酪酸弁護士）ここで発言しないとあなたは 121℃／20 分の釜ゆでの刑になるん

ですよ！ 
テタニ被告）わかったですじゃ。発言しますじゃ。・・・そうあれは，20 億年ほ

ど前のことじゃった。錬金術師のシアノバクテリアという奴が光合成回路という地

球上に豊富にある水を水素源として，太陽光線をそのエネルギー源とする新しい炭

酸同化システムを発明しよった。この莫大な富を生み出す錬金術システムを皆は“酸

素革命だ”とか“夢のサイクルだ”とかいって，バブル景気に踊らせれたんじゃ。

しかし，一方でこのシステムはわしらに深刻な影響を与えた。副産物のバブル酸素

が嫌気環境で生まれたわしらに有害な大気汚染として作用した。猛毒の活性酸素の

ために多くの仲間が死んでいったが，世渡りのうまい連中は酸素環境に適応してい

った。 
でも不器用なわしらは地下の防空壕に逃げ込むしかなかった。そして何年も耐え

ることだけは誰にも負けん様になった。今回また町を破壊してしまったのも，ただ

泥の中に帰りたかっただけなんじゃ（T_T）。 
酪酸弁護士）わかりました。ビフィダム検事。あなたも嫌気性菌ではありません

か。あなた方は今，幸運にも泥中の代わりに町の腸管に住み着いて，嫌気状態の中

で飽食の生活を送っていますが，一歩違えば被告と同じ境遇になっていたかもしれ
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ません。安住の地の無い者の気持ちを少しはわかるのではないですか？ 
イーコリ裁判長）ではここで，皆がこの酸素汚染の中で，どのようにして生活し

てきたのか何名かの参考人に発言してもらいます。 
〔参考人席〕 
結核参考人）わしの先祖は元々植物の町に居たって噂だ。何でも 3 億年程前の石

炭紀には CO2が濃くて，温暖化でシダの巨木が地球上に茂っていたそうだ。今の

“肺”という名前の村は酸素も CO2も気温もその頃の気候に似ている。山賊のマ

クロファージさえ手なずけりゃそこは住み易いところだ。勿論，町がやばくなった

ら咳に乗って高飛びするがね。 
サルモネラ参考人）1 億年程前はわしの住んでいた恐竜様の肉を 2 本足の哺乳類

なんぞが食うなんてことは考えられんかったなあ。 
カンピロバクター参考人）わしも酸素はちょっと苦手なんだが，2 本足の哺乳類

の中には恐竜様の御子息の鳥を生で食うものなあ。たまにはばちをあててやらんと。 
イーコリ裁判長）では被告への最後の質問です。テタニさん，あなたにとっての

安住の地はどこにあるのですか？ 
（終） 

 
Clostridium tetani が常在できる宿主が有るのか無いのか？微生物の中には鉄，

アルミ，石油，プラスティック，合成洗剤まで分解するイカ物食いも存在するので

すから，もしかしたら，それは生物とは限らないのかもしれません。それが解明さ

れれば毒素型病原菌の新しい検査法や治療法のヒントになるかもしれません。 
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肺と喀痰（1） 
結核予防会大阪府支部大阪病院 伏脇猛司 

 

はじめに 
下気道感染症検査の検査材料としてもっとも一般的に提出されるものは喀痰です

が，気道や口腔を通過して出される喀痰には粘液，唾液，鼻水などが混在し，口腔

内常在菌の混入は避けることが出来ません。また，適切な喀痰採取の説明をしなけ

れば唾液のみを採取される患者も少なくありません。 
今回は喀痰採取の説明時に知っておくべきと思われる肺の防御機構について以下

に記します。 
 

1.肺の働き 
ヒトの肺にはガス交換以外にも様々な働きがあります。 

♦ 肺循環やアンジオテンシン変換酵素の産生などによる血圧の調節。 
♦ 肺循環中での血液の咀嚼（微細な血栓を砕く） 
♦ 揮発性物質の排泄（アルコールなど） 
 

2.肺の防御機構 
日々の酸素の取り込みと二酸化炭素の放出の過程で，肺は吸引する空気とともに

運ばれる外来物質に曝されています。これら外来物質には大きく分けて，微粒子物

質，有毒ガス，微生物の 3 つに分類され，呼吸器系はこれら外来物質から防御する

ため多くの異なった防御機構を持ち，互いに関連して働いています。 
防御機構は大きく分類して 

♦ 吸引物質の付着および除去に関連する生理学的，解剖学的要素 
♦ 吸引物質に作用する貧食，炎症細胞 
♦ 液性および細胞性免疫反応 
がありますが，これら防御機構の内ひとつでも破壊されれば呼吸器感染症を引き

起こす危険性が高まります。 
 

1） 吸引物質の付着および除去に関連する生理学的，解剖学的要素 
口腔・鼻腔から肺実質に至るまでに，吸引された空気は連続して細かく枝分かれ

した気道を通過しますが，吸引された粒子物質は気道の様々な部位に付着（捕捉）

します。粒子の大きさが付着部位決定に大きく関与し，10μm 以上の粒子であれ

ば主に上気道に付着し，5～10μm の粒子の場合下気道である気管や気管支に付着

しますが，細気管支より下には行きません。5μm 未満の大きさになると肺実質ま

で到達しやすくなります。そのため，ほこりなどの比較的大きな粒子は肺実質に到

達できず，途中の上気道や下気道にて付着し，咳や粘液線毛輸送により生理学的に

除去されます。 
咳：吸引された外来物質により気道刺激受容体が刺激され咳がおこり，空気の急加

速呼出が気道から刺激外来物質を除去します。 
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粘液線毛輸送：気道から呼吸細気管支に至るまで，上皮細胞の表層には線毛が突出

しています。この線毛の波状運動により粘液および粘液に付着した物質を気管・気

管支に沿って分速 6～20mm の速さで上方へ輸送され，喀出されるか飲み込まれま

す。 
ウイルスによる気道感染は，しばしば気管・気管支粘膜に一時構造上損傷を起こ

します。それによって粘液線毛による排除機能が妨害され，気管・気管支から侵入

してきた細菌の排除機能が妨害されます。ウイルス気道感染により細菌重複感染が

起こりやすくなるのはこのメカニズムが原因のひとつです。 
 

2） 吸引物質に作用する貧食，炎症細胞 
上気道では捕捉できず，下気道や肺胞領域に達した物質に対する防御機構として

は肺胞マクロファージによる貪食・消化による除去が挙げられます。 
また，肺胞マクロファージに分泌されたサイトカインや補体活性物質などにより

肺内へ引き寄せられた多核白血球によっても貪食による防御反応の役割を果たしま

す。（健常者では通常，末梢気道および肺胞腔に多核白血球はほとんど存在しませ

ん）マクロファージの機能不全を来たす要因としては，ウイルス気道感染症，喫煙，

アルコール中毒，飢餓，寒冷，低酸素，ステロイドホルモン療法があげられます。

骨 髄抑制を来たす化学療法剤の投与は多核白血球の減少おこし，細菌感染の危険

性が増します。 
 

3） 免疫反応 
B リンパ球に関連した液性免疫，T リンパ球に関連した細胞性免疫ともに微生物

に対する呼吸器系の防御にとって重要で，感染微生物により，主要な防御形態が液

性免疫であったり細胞性免疫であったりします。 
気道の液性免疫は主に IgA と IgG の 2 つの免疫グロブリンが働きます。 
IgA は特に鼻咽頭や上気道においてウイルスや細菌と結合し，上皮細胞にそれら

が付着するのを防御します。さらに IgA は微生物を凝集させる効果があり，凝集

された微生物は線毛輸送機構に容易に除去されます。 
一方 IgG は特に下気道に豊富に存在し，粒子の凝集，ウイルスや細菌毒素の中

和，マクロファージに対するオプソニン効果，補体の活性化，補体存在下でのグラ

ム陰性菌の溶菌など，種々の生物学的特性によって感染を防御しています。 
液性免疫不全の主な原因としては低γグロブリン血症や無γグロブリン血症があ

げられ，細菌の気道感染を繰返し，しばしば気管支拡張症を引き起こします。細胞

性免疫はステロイドホルモンや細胞障害のある薬による治療，ホジキン病や後天性

免疫不全症候群(AIDS)といった疾患で障害されます。他の呼吸器防御機能不全に

比べ，細胞性免疫機能不全では細胞内寄生性の病原体（抗酸菌など）や真菌（Candida, 
Aspergillus, Mucor，Pneumocystis など）やウイルス（サイトメガロウイルスや

ヘルペスウイルス）による感染症の割合が高くなります。   
 

（つづく・・・） 
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大阪市立大学医学部附属病院 中家清隆 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Q1：QFT は過去の感染と最近の感染の区別が可能である。 
 
Q2：QFT はどのような年齢層でも検査が可能である。 
 
Q3：QTF が陰性なので結核感染の可能性はない。 
 
Q4：QTF 検査用の血液は 48 時間以内に行えば問題ない。 
 
Q5：QTF は医療関係者の結核患者濃厚接触時の検査に有用である。 

（解答は次のページ）

【問題】 
結核クイズ（クォンティフェロン TB-2G：QFT 編） 

結核感染の診断にこれまでツベルクリン反応検査が用い

られてきましたが，日本では多くの方が BCG を接種してい

た事により，ある程度強いツベルクリン反応によって結核

感染の可能性を判断してきました。現在このツベルクリン

反応に加えてクォンティフェロン TB-2G（QFT）という検

査が普及しつつあります。この QFT について正しいものに

は○，正しくないものには×をつけてください。 



 

 

【答え】 

Q1：× 結果によりはっきり区別することは不可能のようです。 
Q2：× 年齢により判定基準が確立されていない年齢層もある。 
    5 歳以下 ：判定基準が確立されていない。 
    6-11 歳  ：成人よりやや低めに出る場合がある。 
    12-59 歳 ：判定基準が適用できる。 
    60 歳以上 ：陽性率は低下する 
Q3：× 偽陰性の可能性もあります。結核菌未治療患者陽性率は 80％～90％と

報告されています。 
Q4：× 検査実施までは検体（ﾍﾊﾟﾘﾝ血）は 12 時間以内に 17℃～27℃に保ち検

査を行わなければいけないようです。 
Q5：○ 医療従事者が就労時に QTF を行い，陰性を確認した上で，喀痰塗抹陽

性結核患者と濃厚接触した場合，QFT を行い陽性の場合に化学予防を

行うという使用方法は有用と思われます。 
 
 
 

 

 

 厚生労働省から宮城県内の０歳の男児の「乳児ボツリヌス症」の発症が発表されました。

同症の感染源は主にハチミツとされていますが，井戸水が感染源とされた報告は世界で例

がないようです。男児は９月中旬，呼吸困難や便秘の症状になり県内の病院に入院，便か

らボツリヌス菌が検出され，男児宅の井戸水からも本菌が検出されました。炊事やミルク

をつくる際などに井戸水を使用していたため，感染源は井戸水と断定されました。同症は，

土中などにいる菌の胞子が腸内細菌の少ない１歳未満の乳児の腸内で増殖し，筋肉麻痺や

呼吸不全などの症状を起こし，致死率は１～３％，国内では過去 20 年間で 20 例が報告さ

れ，そのうちの 12 例の感染源はすべてハチミツだったそうです。 

本号は Clostridium perfringens， Clostridium tetani と嫌気性菌の話題をご提供しま

したが，最後に井戸水による乳児ボツリヌス症で３大 Clostridium 属揃い踏みで 2006 年を

終えたいと思います。これらが本来の居場所に戻り，人間社会を脅かさないことを願いま

す。 

坂本雅子 2006.12.13. 
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