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（敬称は略させていただきました） 
 

今月の定期講習会は 

5 月 16 日（火）あべのメディックス 7 階研修室 で開催いたします。 
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講習会 

テ−マ ：『CLSI バージョンアップ活用術』  
講師 ：日本ビオメリュ−株式会社 横山 僚 先生 
日時 ：平成 18 年 5 月 16 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 

世界のスタンダードとしてグローバルに活用されるように

NCCLS から CLSI に改名されて 1 年が経過しました。今

年も改訂版が発行され，いくつかの変更箇所がありますが，

毎年改定されていく世界のスタンダード―CLSI について，

その情報をいかにタイムリーに入手し，日常検査にいかに

導入するか，微生物検査分野においても汎用されている自

動機器において，その変更箇所がどのように導入されてい

るのか，近年の改定版からの変更箇所に基づいて御講演い

ただきます。皆様奮ってご参加ください。 
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講習会 

テ−マ ：『感染症診断－緊急検査室からのサポート』  
講師 ：近畿大学医学部付属病院 佐藤 かおり 先生 
日時 ：平成 18 年 6 月 27 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 

昨年から開催しています“感染症診断”シリーズの第 3 弾

です。Streptococcus pyogenes や Vibrio vulnificus などに

よる劇症型感染症をはじめ，その診断と治療は予後に大き

く影響する感染症が多く，また，当直勤務における緊急検

査で感染症診断に係ることも多いと思います。微生物検査

においても，迅速で適切な検査，報告をするための緊急検

査室との連携は重要です。今回は緊急検査室との連携をテ

ーマに御講演いただきます。皆様奮ってご参加ください。 
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おしらせ 

～微生物検査・若葉マーク講習会～ 

基礎講座—講議編 
ローテーションで微生物検査室に配属になった方，新人研修もそこそこに微

生物検査室に配属になった方，明日のルーチンに役立つ微生物・細菌検査の

基礎講習会です。3 回シリーズで塗抹から培養，感受性と一連の検査の‘最

低限これだけは知っておきたいこと’を中心に，我々微生物検査部門のスタ

ッフが講演します。著名な先生には聞きにくいこと，日頃から疑問に思って

いたことなど何でも質問してください。奮ってご参加ください。 
 
● ゼロからの塗抹鏡検 

平成 18 年 6 月 2 日（金） 
 

● ゼロからの細菌培養検査 

平成 18 年 6 月 9 日（金） 
 

● ゼロからの薬剤感受性検査 

平成 18 年 6 月 15 日（金） 
 

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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～診療報酬の改定について～ 
（財）結核予防会大阪病院 伏脇猛司 

 
手術や検査などの診療行為に対し，医療保険は病院などの医療機関に診療報酬が

支払われます。日本の医療保険制度は，すべての国民が国民健康保険などのいずれ

かの医療保険に加入する「国民皆保険」となっています。加入した医療保険に保険

料を納める代わりに，病院などの医療機関で診療を受けたときには，医療費の 7
割～8 割程度を医療保険で負担し，患者本人の負担が軽くなる仕組みです。  

それぞれの診療行為には公定価格が決まっていて，医療機関は診療報酬明細書（レ

セプト）を提出して医療保険の支払い機関に医療費を請求します。社会保険診療報

酬支払基金などの機関は，レセプトを審査したうえ，請求のあった医療機関に診療

報酬を支払います。  
診療報酬は，物価や人件費などの変動に合わせ，定期的に改定されています。厚

生労働大臣の諮問機関である中央社会保険医療協議会で改定案をまとめ，点数表示

された公定価格は，厚生労働大臣が官報で告示します。 
平成 18 年度診療報酬改定では，各項目の報酬に変更があったというだけではな

く，医療機関に対するハードルが設けられました。主な改定内容として以下に記し

ます。 
 

1. 患者から見て分かりやすく，患者の生活の質(QOL)を高める医療を実現する視点 

• 診療報酬体系の簡素化について 

• 医療費の内容の分かる領収書の交付について（無償で交付） 

• 患者の視点の重視について（セカンドオピニオン，即時検査の結果に基づい

た診療など） 

• 生活習慣病等の重症化予防に係る評価について（禁煙指導など） 

• 手術に係る評価について 
 
2. 質の高い医療を効率的に提供するために医療機能の分科・連携を推進する視点 

• 在宅医療に係る評価について 

• 初再診に係る評価について（病院及び診療所の点数格差の是正，紹介患者加

算の廃止など） 

• DPCに係る評価について（DPCによる支払対象病院を拡大，調整係数の引き下

げ） 

• リハビリテーションに係る評価について 

• 精神医療に係る評価について 

• その他（地域連携クリティカルパスの活用，臨床研修病院の評価引き上げな

ど） 

 

3. 我が国の医療の中で今後重点的に対応していくべきと思われる領域の評価のあ
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り方について検討する視点 

• 小児医療及び小児救急医療に係る評価について（小児救急・小児入院の評価

引き上げ，地域連携小児夜間・休日診療の充実など） 

• 産科医療に係る評価について（高齢出産に対する分娩管理への評価） 

• 麻酔に係る評価について 

• 病理診断に係る評価について（病理診断院内実施への評価，病理医常勤要件

の緩和） 

• 急性期入院医療に係る評価について（平均在院日数の短縮を図る，紹介率に

よる入院基本料等加算の廃止） 

• 医療のIT化に係る評価について 

• 医療安全対策等に係る評価について（未実施の場合の減算廃止，入院診療計

画の策定・院内感染防止対策の実施・医療安全管理体制の整備・褥瘡対策の

実施が入院基本料の算定要件となる） 

• 医療技術に係る評価について（移植医療の拡大など） 

 

4. 医療費の配分の中で効率化余地があると思われる領域の評価のありかたについ

て検討する視点 

• 慢性期入院医療に係る評価について 

• 入院時の食事に係る評価について 

• コンタクトレンズに係る診療の評価について 

• 検査に係る評価について（検体検査実施料について評価の見直し，生体検査

料について難易度を考慮した評価の見直し） 

• 歯科診療報酬について 

• 調剤報酬について 

• その他（後発医薬品の使用推進，透析医療の評価引き下げなど） 

 

今回の改定内容を大まかに記しましたが，我々微生物に携わる検査技師としては，

単に点数がいくら減ったかという問題だけではありません。院内感染対策は当初，

実施していれば加算でした。後に実施していなければ減算。今回は院内感染対策・

医療安全・褥瘡対策・クリティカルパスを実施していなければ入院基本料の請求を

させてもらえなくなりました。院内感染対策・医療安全・褥瘡対策・クリティカル

パスの重要性を再認識させられる改定内容ではないかと思います。 
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感染症レビュー 

～急性出血性結膜炎～ 
財団法人阪大微生物病研究会 坂 本 雅 子 

はじめに 
結膜とは，上下のまぶたの裏側と白目（強膜）の表面を覆っている半透明の膜で，

血管が豊富で，また免疫反応を司るリンパ組織もあります。結膜は直接外界と接し

ているので，いろいろな病原物質にさらされやすい環境にあります。結膜炎の原因

には細菌をはじめ，ウイルス，真菌などいろいろあるが，そのうちのウイルス性結

膜炎はウイルスが感染することによって起こる結膜炎で，結膜が充血し，目やに（眼

脂）が出たり，目の痛みや異物感などを主な症状とする病気です。原因ウイルスに

は，アデノウイルス・エンテロウイルス・コクサッキーウイルス・ヘルペスウイル

スなどがありますが，ヘルペスウイルス以外のウイルスが原因で発症した結膜炎は，

他の人に感染させる力が強く，時に家庭内感染や学校内の集団感染などの原因にな

ります 
急性出血性結膜炎（AHC）は，主としてエンテロウイルス 70 （EV70）とコク

サッキーウイルス A24 変異株（CA24v）の 2 つのエンテロウイルスによってひき

おこされる，激しい出血症状を伴う結膜炎 である。両ウイルスともヒトからヒト

へ直接接触伝播する。EV70 は 1971 年，当時国立予防衛生研究所ウイルス中央検

査部長であった甲野禮作らによって発見されたウイルスで，北海道で分離された株

が標準株になっている。CA24v は EV70 とほぼ同時期の 1970 年に，東南アジア

で流行していた AHC 患者から分離されたウイルスである。AHC と診断された患

者からは主に EV70 や CA24v が分離されるが，アデノウイルスなどのウイルスが

分離されることもある。  
疫 学 

AHC は 1960 年代に爆発的大流行を起こしたが，臨床的にはそれまで経験され

なかった全く新しい型の結膜炎である。その伝播の規模と速さはインフルエンザに

匹敵するものであった。当時の疫学解析からは，発生源は明確に 2 つのフォーカス

を示していた。第一のフォーカスは 1969 年西アフリカ，ガーナの首都アクラの大

流行である。その出現が アポロ 11 号の月面着陸とほぼ同時期であったため，この

地域ではアポロ病というニックネームで呼ばれた。これが EV70 による最初の流

行である。流行はその後 2～3 年間にオセアニア大陸を除く東半球全域に波及し，

1980～1981 年には 2 度目の大流行が報じられ，その伝播は西半球にも及んだ。東

南アジアでは 1969 年頃からジャワ島を中心に AHC の流行が報じられていたが，

伝播状況からすると病原体がアフリカから直接広がったとは考えにくいものであっ

た。 これは CA24v による流行で，この地域では以後約 5 年ごとに CA24v によ

る爆発的大流行を経験することになった。このように1969年に端を発したAHC の
世界的流行は同時期に出現し，臨床的には区別し得ない新型の結膜炎を起こし，遺

伝学的，血清学的に全く異なる2つのエンテロウイルスを原因とするものであった。 
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現在においても地球レベルでみれば，毎年両ウイルスによる AHC は散発的に，

数万人規模でひきおこされており，ウイルスも分離されている。わが国においては，

1990 年の宮崎県，1994 年の熊本県の流行からウイルス分離は成功していないも

のの，EV70 の遺伝子が検出されている。一方，CA24v は 1985 年の沖縄県，1993
年の宮崎県および鹿児島県，1994 年の東京都，1997 年の岡山県および熊本県など

で流行がみられ，ウイルスも分離されている。 
1999 年 4 月施行の感染症法に基づく発生動向調査による報告数（定点当たり報

告数）は，1999 年 4 〜12 月に 1,084 （1.89），2000 年および 2001 年 1～12 月

にはそれぞれ 1,430（2.29 ），1,319 （2.09）（後者は 2002 年 8 月現在の暫定デ

ータ）となっている。発生の季節的特異性はみられない。年齢は 6～7 歳以下，特

に 1～4 歳に多く，ときに 20～30 歳代にもやや多くみられている。 

 

病原体 
本疾患の原因ウイルスであるEV70とCA24vは共にエンテロウイルスの仲間で，

電子顕微鏡でみると直径約 30nm の小型の球形粒子として観察される。両ウイルス

はその遺伝子である 1 本鎖 RNA を構成する約 7,500 の塩 基配列が明らかになっ

ている。 
大部分のエンテロウイルスは最初消化管に

感染するが，この二つのウイルスの場合，感

染部位は結膜であり，消化管で増殖した報告

はない。この性状は，培養細胞における EV70
の至適温度が 33 〜34 ℃ であり，39 ℃では

全く増殖できないことと関連すると思われる。

EV70 は眼に病原性を有すること，潜伏期が

極めて短く，感染後 24 〜36 時間で発症する

ことが偶発的な実験室感染の結果明らかにな

ったが，なぜ結膜下に激しい出血を引き起こ

すのか，そのメカニズムはいまだに明らかにされていない。 
臨床症状 

EV70 と CA24v による結膜炎は臨床的に酷似するので，臨床症状による病原ウ

イルスの鑑別は 難しい。突然の強い目の痛み，異物感，羞明などで始まり，結膜

の充血，特に結膜下出血を伴うことが多い。眼瞼浮腫，眼脂，結膜濾胞，角膜表層

のび慢性混濁が高頻度にみられる。 
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全身症状としては頭痛，発熱，呼吸器症状などがみられる。潜伏期は EV70 が平

均 24 時間であるのに対し，CA24v では 2〜3 日とやや長い傾向にある。通常，約

1 週間で治癒するが，EV70 では 罹患後 6〜12 カ月に四肢に運動麻痺を来すこと

がある。 
病原診断 

病原診断のためには，結膜擦過物や眼ぬぐい液からのウイルス分離を行う。出現

当初の EV70 は比較的容易に分離され，型特異抗体による中和試験で同定された。

しかしながら，培養細胞 による EV70 の分離は近年極めて困難になっており，そ

の理由は不明である。EV70の遺伝子は以前に調べられた変異速度で変化しつづけ，

一方アミノ酸配列にはほとんど変化がないことが報告 されている。したがって，

診断は結膜擦過物や眼ぬぐい液から直接 RNA を抽出後，RT‐PCR で遺 伝子を

増幅し，その塩基配列を分子系統解析することによって行われている。一方，CA24v
の場合にはウイルス分離は現在も比較的容易で，通常 50%以上が分離陽性となる

が，型特異抗血清による中和試験で同定する。血清診断も可能であるが，ペア血清

での抗体上昇は低い場合が多く，かつ抗体レベルの持続も短い。両ウイルスともに，

近年はエンテロウイルスに共通なプライマ－で遺伝子を増幅して，直接塩基配列を

決定し，分子系統解析から同定されている。  
治療・予防 

AHC に対する治療法はないが，細菌の二次感染を防ぐ目的で，抗菌スペクトル

の広い抗菌薬やサルファ剤の点眼が用いられることがある。感染予防には流水下で

手指を石鹸で十分に洗うこと，タオルなどの共用を避けることが重要であり，ウイ

ルスで汚染した器具や物品の消毒には，煮沸と塩素剤（オーヤラックス，家庭用塩

素系漂白剤など）が用いられる。 
感染症法における取り扱い  
 急性出血性結膜炎は 5 類感染症定点把握疾患に分類され，全国約 600 カ所の眼科定

点より毎週報告がなされている。報告のための基準は以下の通りとなっている。 
 ○診断した医師の判断により，症状や所見から当該疾患が疑われ，かつ，以下の 3
つの基準のうち 2 つ以上を満たすもの 
 1. 急性濾胞性結膜炎 
 2. 眼脂，眼痛，異物感などを伴う眼瞼腫脹 
 3. 結膜下出血 
 ○上記の基準は必ずしも満たさないが，診断した医師の判断により，症状や所見か

ら当該疾 患が疑われ，かつ，病原体診断や血清学的診断によって当該疾患と診断され

たもの 。 
 
学校保健法における取扱い 

 急性出血性結膜炎は学校において予防すべき伝染病第 3 種に定められており，出席

停止の基 準として「病状により学校医その他の医師において伝染のおそれがないと認

められるまで」とされている。 

 

http://idsc.nih.go.jp/idwr/kansen/k02_g2/k02_33/k 
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ツベルクリン反応に代わる検査 

－QFT(QuantiFERON-TB)－ 
北野病院：浅田 薫 

従来，私たちが結核に感染しているかどうかを検査するために，最も盛んに行われ

ているのがツベルクリン反応です。日本では，医療従事者に限らず，一般の人の誰も

が知っている検査といっても過言ではないでしょう。 
しかし，日本ではBCG接種が広範に行われているため，ツベルクリン反応を行うと，

結核の感染を受けていない人でも多くが陽性を示してしまいます。ツベルクリン反応

は，結核菌の培養液から精製した蛋白(PPD)を抗原として皮内に注射し，これでリンパ

球の刺激し，サイトカインを放出させます。その作用により，皮膚に硬結や発赤を起

こさせます。BCG 接種により陽性を示してしまうのは，BCG も結核菌と同様に PPD
を持っているためです。 
今回は，そんなツベルクリンに代わる検査として，BCG の影響を受けない全血イン

ターフェロンγ応答測定法を簡単に紹介したいと思います。 
【概要】 
一般名としては「全血インターフェロンγ応答測定法(whole-blood interferon gamma 
release assay: IGRA)」という。結核菌に感染した人の白血球は結核菌に出会うと，イ

ンターフェロンγというサイトカインを作り出す。結核の確かな診断は結核菌を見つ

けることだが，見つからなくても，この反応が強ければ有力な証拠つまり補助診断に

なる。 
【詳細】 
セレスティス社のクウォンティフェロン TB2G(QuantiFERON-TB2G:QFT)は，結

核菌が持ち，BCG や非定型抗酸菌は持っていない ESAT-6 及び CFP-10 というタンパ

ク質を刺激物質として利用する。インターフェロンγを ELISA 法で測定する診断キッ

トの名前である。 
ツベルクリン反応は結核菌に曝露しても，BCG 接種者でも陽性反応を示す。ある研

究対象で調べたところ特異度は 98%，感度は 89%であった。つまりこの方法は感染者

を拾い上げる能力はツベルクリン反応並みで，偽の陽性を排除する能力はほぼ万全(99
～98％)ということになる。なお偽陰性率も 10%程度とのことなので，本検査で陰性で

あっても結核を否定できない。 
応用は肺結核発生時の接触者検査，医療・介護職員等の定期検診，初感染結核・活

動性結核の診断，非定型抗酸菌症との鑑別など。感染して陽性になるまでの期間，治

療前後の変化，さらにエイズなど免疫不全の患者でどの程度の反応になるか検討の余

地がある。 
(中四国エイズセンターHP より一部抜粋) 
参考 HP・URL：http://www.hcc.keio.ac.jp/Info/sinano/2005/qft2005.htm 
神戸市保健福祉局環境保健研究所 
http://www.aids-chushi.or.jp/c5/ABCDE.HTM 
http://www.jata.or.jp/rit/rj/0305mori.htm 
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大阪医療センタ－  佐子 肇 

 

 

 

 

 

 
 
1）Exophiala sp.   2）Phialophora sp.   3）Curvularia sp.   4）Drechslera sp. 
5）Fonsecaea sp. 

 

 

 

 

 

 

 

 
        PDA 培地：27℃，2週間                PDA 培地：27℃，4週間 

 
 

 
 
 
 
 
 

顕微鏡所見，ｘ400→：孔口 

 
 
 

【問題】－真菌について－ 
 症例：76 歳，女性，手爪剥離，爪甲一部黒色を呈し，先端
部に肥厚及び白濁を認める。剥離した爪を PDA（Poteto 
dextrose agar）培地に 27℃，2～4 週間培養した。 
下記に示した培地のジャイアント集落及びスライド培養の性
状から菌種を推定してください。 

（解答は次のページ）



 

 

【答え】 
3）Curvularia sp. 
【解説】 
 本菌は不完全菌門の 1 菌属で，黒色真菌である。足菌種，皮膚，皮

下組織病変及び角膜真菌症から分離される。渇色の厚い壁をもち『 へ 』
の字に屈曲した 4～6 細胞性のポロ型分生子を形成する。分生子屈曲

部の中心細胞が大きく，濃色であることが特徴である。 
また分生子柄内には孔口が見られる。集落は速やかに発育し，羊毛状，

暗黄緑色～黒色を呈する。 
Drechslera sp.はCurvularia sp.と形態学的性状がよく類似している。 
4～8 細胞性のポロ型分生子が均一に着色し，紡錘形から円筒形を呈す

る点で Curvularia sp.と鑑別できる。 

 

 
 
春はマスクをしている人を多く見かけます。マスクをみると SARS がブレイクして，ホ

ームセンターや薬局からマスクが姿を消したことを思い出します。この時期にマスクをさ
れている方の多くは花粉症に苦しめられている方だと思いますが，花粉と同じように風に
のって我々を苦しめているのが黄砂です。黄砂は，主として乾燥地帯（ゴビ砂漠，タクラ
マカン砂漠など）や黄土地帯で強風により舞い上がった多量の砂塵が上空の風に運ばれて
日本，韓国，中国などで降下する現象をいいます。黄砂の予測には，黄砂発生域での黄砂
の舞い上がり，移動や拡散，降下の過程等を組み込んだ数値予報モデルを用いているそう
です。ここ数年でこの黄砂の現象が，日本国内で多く見受けられるようになりました。 
黄砂はアルカリ性で，毛穴を開かせてしまうので，特にバリア機能が低い人に影響が大

きく，アトピーの人にとって悪化させる原因の一つとなるかもしれません。気象庁では，
来年度より花粉情報と同じように，黄砂情報を提供する予定で話が進んでいるとのことで
す。 
我々の日常業務も同様のことですが，情報社会ということでインターネットやテレビ，

新聞など，情報入手の手段は豊富ですが，情報の正否を見極める目を養うことが，より重
要になることと思います。  

坂本雅子 2006.5.10. 
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