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基基礎礎講講座座—— 技技術術編編《《呼呼吸吸器器感感染染症症》》  

  
第 2 回基礎技術講座は呼吸器感染症をメインとした実技講習会です。塗抹・迅速

検査を中心に，日常検査の流れにそった基本的な微生物検査の手技や，鏡検時の起

炎菌推定の考え方，培地の見方，感受性検査の判定など，一緒に学んでいきましょ

う。また，喀痰のサンプリングの重要性に着目し，採痰指導についての講習も予定

しています。 
“突然微生物検査に配属になったけどイマイチわからん”“知りたいことがある

けど訊ける先輩がいない”など，様々な事情を抱えていらっしゃる方も是非ご参加

ください。 
 

事前登録制（下記要綱にしたがってお申し込みください） 

日程 ：平成 18 年 9 月 2 日（土曜日） 13：00～18：00 

  平成 18 年 9 月 3 日（日曜日）  9：00～15：00 

会場 ：大阪市立大学医学部 

募集人数 ：25 名（定員になり次第締め切らせていただきます） 

申し込み要綱 ：下記申し込み先にメールまたは官製はがきにて①施設

名，②部署，③施設の住所および郵便番号，電話番号，

FAX，④氏名，⑤経験年数をお知らせください。受付確

認のご連絡をさせていただきます。 

参加費 ：会員 5000 円，非会員 15000 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 

申し込み先 ：  

  〒530－8480 

  大阪市北区扇町2丁目4-20 

  （財）田附興風会 医学研究所 北野病院臨床検査部 

  浅田 薫 

  TEL：06-6312-1221（内線：4257） 

  E-mail：ko-asada@kitano-hp.or.jp 
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5月定期講習会報告 

～CLSI バージョンアップ活用術～ 
日本ビオメリュー株式会社 横山 僚 

はじめに 
「患者のためにしている臨床検査をより良いものにするために」1967 年秋にわ

ずか 31 人の会合から始まった CLSI は来秋で 40 周年を迎えます。微生物検査室

において CLSI と言えば M2（抗菌薬ディスク感受性テストの実施基準），M7（好

気性菌の感受性試験のための希釈検査法），M100（薬剤感受性試験の性能標準）を

指しています。これまで自動機器ではこれら CLSI の判定基準を独自に採用してい

ましたが，2004 年に日本化学療法学会において CLSI（当時は NCCLS）の検査法

を採用することとなり名実ともに CLSI 法が日本においても標準法となりました。 
本稿では 5/16 に定期講習会で講演させていただいた中からいくつかを抜粋・追

記いたしました。 

MRS 
毎年コメントの追加や検査方法の変更・追加が行われています。また MRSA は

多様化しており，狭義の MRSA を示す略語が複数出てきています。ここでは MRS
判定基準の推移と検査法，MRSA の分類について示します。 
培養温度 

2005 年に感受性試験の際の培養温度に変更があり現在は 35±2℃での培養とな

っていますが，注意として 35℃以上では MRS が検出できない可能性があるとし

ています。 
MRS 判定基準 

1999 年にオキサシリンの判定基準が S.aureus と CNS に分けられた際に，

S.epidermidis のみの評価により CNS の判定基準が作成されました。そのため他

の CNS についてはこの基準に相関しないデータが次々に発表され，その補足がさ

れてきました。2001 年には早くも S.saprophyticus について記載されており，2002
年には無菌的材料から検出された S.epidermidis 以外の CNS でオキサシリンの

MIC が 0.5 – 2 μg/mL の場合には mecA もしくは PBP 2a の有無を試験し，有し

ていなければ S と報告するようコメントされました。このコメントは 2004 年にも

追記され MIC が >=4 であれば mecA もしくは PBP 2a を有していなくとも R と

することとされました。 
2005 年からはオキサシリン耐性の検出には mecA もしくは PBP 2a の試験が最

も正確であるとし，これを有していれば耐性と報告することとしています。また，

重篤な感染症から検出された staphylococci については MIC<=2 で mecA もしく

は PBP 2a が検出されなければオキサシリン感性と報告し，MIC >=4 であれば



 

 3

mecAもしくはPBP 2aが検出されなくともオキサシリン耐性と報告（まれにmecA
以外による耐性が存在するため）することとしています。 
MRSA 分類 
近年 MRSA の耐性メカニズムの研究・分類が進み，また市中へ拡大したことに

よって様々なタイプの MRSA が報告されるようになりました。それに伴い狭義の

MRSA を指し示す略号が文献上に散見しています。ここではそのいくつかを示し

ます。 
Classic MRSA： 

mecA により PBP 2a を産生する MRSA で多剤耐性化している。 

BORSA： 

Borderline Oxacillin-Resistant S.aureus の略。mecA を持たず他の耐性機構（β

ラクタマーゼの過剰産生や mecA 以外による各種 PBP の変異）によりオキサシリン

に耐性化したもの。多剤耐性化はみられない。 

HA-MRSA： 

Hospital Associated(Acquired) MRSA の略。医療関連もしくは病院獲得 MRSA と訳

される。従来の病院で検出される MRSA で多剤耐性化している。 

CA-MRSA： 

Community Associated(Acquired) MRSA の略。市中関連もしくは市中獲得 MRSA と

訳される。主に健常小児の皮膚・軟部組織に感染し，多剤耐性化はみられないが

PVL という強毒素を産生する。 

mecA による耐性化推定のためのセフォキシチンディスク試験法 
上述のようにオキサシリンによる耐性判定では CNS で結果がばらつくことが判

明し mecA の有無を確認することとなりましたが，手技の煩雑さやコストアップの

点から他の簡便な判定法が求められていました。これに対応したのが CDC の研究

グループが開発したセフォキシチンディスク法による判定方法です。Journal of 
Clinical Microbiology Aug. 2005, p. 3818–3823 Vol. 43, No. 8 では mecA もしく

は PBP 2a の検出とオキサシリン，セフォキシチンとの感度・特異度についての相

関データが報告されています。（図 1，序文簡約参照）この報告を受けて CLSI の

コメントにはS.aureus に対してはオキサシリンMICテストとセフォキシチンデ

ィスクテストは同性能とし，CNS に対してはセフォキシチンディスクテストがオ

キサシリン MIC テストより正確であるとしています。 
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＜序文簡訳＞ 
mecA 保有オキサシリン耐性予測のためにセフォキシチンディスク拡散法(DD)

を三段階で検討評価した。第一段階では，1 つの検査室で S.aureus とコアグラー

ゼ陰性ブドウ球菌(CoNS)をそれぞれ 62 株及び 53 株試験した。それらの試験結果

は，次段階の S.aureus には<19 mm/>20 mm，CoNS には<24 mm/>25 mm と
する暫定的なセフォキシチン DD の判定基準(耐性/感性)の選択に使用した。第二

段階では，10 の検査室でそれぞれ異なるメーカーのミュラーヒントン寒天を用い

て，施設内で分離された約 40 株のブドウ球菌(その半分は S.aureus)を試験した。

この段階では，セフォキシチンディスクの感度，特異度は，S.aureus においてそ

れぞれ 98%と 100%，CoNS において 99%と 96%であった。セフォキシチンの DD 
は，S.aureus と mecA 陽性の CoNS の分離株に対してはオキサシリンの微量液

体希釈法（BMD），オキサシリン DD と同等の性能であったが，CoNS の mecA 
陰性の分離株に対してははオキサシリン BMD またはオキサシリン DD より良い

性能を示した。セフォキシチン DD テストは判読が非常に簡単であり，耐性の検

出のための透過光の必要がない。第一，第二段階のデータに基づき，Clinical and 
Laboratory Standards Institute（CLSI;以前の NCCLS）は，ブドウ球菌における

mecA 保有のオキサシリン耐性予測のためにセフォキシチンDD の使用を採用し，

CLSI M100-S14Table 2C にて変更を反映させ改訂した。第三段階では，さらに

MIC 値が 0.5-2μg/mL である CoNS の 61 のチャレンジ株をボーダーライン耐

性検出のためのセフォキシチン DD の有効性を確認するために 1 つの検査室で試

験した。これらのデータは，CLSI M100-S15 においてこの試験を詳述するために

用いられた。セフォキシチン DD はオキサシリン DD よりも，S.aureus と CoNS 
で mecA 保有オキサシリン耐性の予測に適していると言える。 

 

Warning 
CLSI ではある菌種と抗菌薬の組み合わせにおいてたとえ in vitro （通常の感受

性試験）では有効な結果を示しても臨床的効果の得られないものをリストアップし，

感性“S”と報告しないように警告しています。（表 1）MRS についてはすでによ

く知られており，各施設にて対応されていることと思います。今回の改定ではESBLs
が新たに追加され，サルモネラ，シゲラに対するコメントの追加がありました。こ

れらの組み合わせは自動機器や細菌検査システムにおいて自動的に結果が耐性“R”

と変換されることが望ましいと思いますが各機器，システムで対応状況が異なりま

すので自施設の対応状況の確認が必要です。 
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感受性結果の検証と同定菌名の確認 
2003 年より「感受性試験はすべてチェックを行ってから報告するべきである」

として Table8 が新設されています。（表 2）これには自然耐性の検出ができていな

いもの，クラスディス内の結果が合っていないもの，感性の基準しかないものに対

してそれ以上の MIC となっていないかどうかなどが挙げられています。これらは

各施設で検証プロトコルを作成し対応すべきものと位置づけています。 
 

表１：Warning　【警告】

M7-A7
のTable

菌種 感性"S"　と報告してはならない抗菌薬

2A
ESBL産生の K.pneumoniae,
K.oxytoca, E.coli および P.mirabilis

ペニシリン系薬、セファロスポリン系薬およびアズトレオナム

2A Salmonella  spp. ,  Shigella  spp.
第１・第２世代セファロスポリン系薬、セファマイシン系薬および
アミノグリコシド系薬

2C オキサシリン耐性 Staphylococus spp.
ペニシリン系薬、β-ラクタマーゼ阻害剤、セフェム系薬および
カルバペネム系薬

2D Enterococcus  spp.
アミノグリコシド系薬（高濃度を除く）、セファロスポリン系薬、　　　ク
リンダマイシンおよびST合剤

2K（2A） Yersinia pestis β-ラクタム系薬

7 Listeria  spp. セファロスポリン系薬

*太字は2006年変更・追加

下記の抗菌薬と菌種の組み合わせでは、in vitro 　で有効な結果を示しても臨床的効果は得られないので感
性”S”と報告すべきでない

表２.：感受性結果の検証と同定菌名の確認のためのリスト

Category Ⅰ Category Ⅱ

いままでに報告がないフェノタイプ 施設によっては一般的でない

一般的でないフェノタイプ 手技的エラーによる結果

手技的エラーによる結果

グラム陰性菌

Enterobacteriaceae (any) カルバペネム：Ｉ or Ｒ AMK：Ｒ、　フルオノキノロン：Ｒ

C.freundii Enterobacter spp. S.marcescens ABPC、CEZ  または CET ：S

E.coli ESBL確認試験　陽性

Klebsiella spp. ABPC：S ESBL確認試験　陽性

P.vulgaris Providencia spp. ABPC：S

Salmonella spp.
第3世代ｾﾌｧﾛｽﾎﾟﾘﾝ：I or R 、
フルオノキノロン：I or R 、 ナリジクス酸 ：R

P.aeruginosa GM、TOB、AMK が同時に R

S.maltophilia カルバペネム：S ST合剤：R

H.influenzae 第3世代セファロスポリン：NS 、AZT：NS 、 BLNAR （BL：Negative,ABPC：R）、

カルバペネム：NS 、フルオノキノロン：NS AMPC/CVA：R

N.gonorrhoeae 第3世代セファロスポリン：NS フルオノキノロン：R

Any organism ルーチン検査の全薬剤：R

グラム陽性菌

Enterococcus spp. daptpmycin:NS VCM：R

E.faecalis ABPCもしくはPCG：R、LZD：R、daptpmycin:NS HLA：R （特に無菌的材料からの分離株）

E.faecium LZD：R　daptpmycin:NS HLA：R （特に無菌的材料からの分離株）

S.aureus VCM：Ｉ or Ｒ 、 LZD：NS 、daptpmycin:NS MPIPC：R

CNS VCM：Ｉ or Ｒ 、 LZD：NS 、daptpmycin:NS

S.pneumoniae フルオノキノロン：R 、VCM：NS 、 LZD：NS PCG：R、　第3世代セファロスポリン：R

Streptococcus beta group ABPC もしくは PCG：NS 、LZD：NS 、 daptpmycin:NS

第3世代セファロスポリン：NS、VCM：NS

Streptococcus viridans group VCM：NS 、 LZD：NS 、daptpmycin:NS PCG：Ｉ or Ｒ

Any organism ルーチン検査の全薬剤：R

菌種 or グループ
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以上今回の講演での要旨を示しました。MRS は今後も院内感染における重要な

菌種として報告が必要であり，Warning リスト，感受性結果の検証リストは臨床

に誤った結果を報告しないためにも各施設での対応が望まれます。現在自動機器に

はエキスパート機能として感受性の検証ソフトを搭載した機種がありますが，機種

によりその性能，適応範囲が異なるために自施設の機種での性能をよく理解し，使

用することが重要です。 
 
VITEK2ではAES（Advance Expert System）という結果検証ソフトにより2300

以上の耐性機序の検証が可能であり，Warning リスト，自然耐性等についての結

果自動変換機能により臨床に適切な報告を返すことが可能となっています。（図2,3） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
毎年 1 月に CLSI M100 は改定され新たな検査法・コメントが追加されていま

す。この文書はCLSIのホームページより12月後半から入手可能になっています。 

ESBLｓと検出されたために R に自動変換

重要な耐性表現型について報告

感受性結果から耐性機序を解析感受性結果から耐性機序を解析
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～感染症法に基づく消毒・滅菌について～ 
北野病院 池田 千賀子 

 
食中毒の季節がやってきました。そこで今回は感染症法で指定されている腸管感

染症の起因菌についての概要とそれらの消毒・滅菌について紹介させていただきま

す。 

二類感染症 
1 コレラ 
1）はじめに 
米のとぎ汁様の下痢，嘔吐，脱水などを主症状とする消化器感染症である。輸入

感染症であるが，輸入した魚介類（特に冷凍品）などの摂取によると推定された国

内感染例もある。古典型（アジア型），エルトール型，O139 があり，現在流行し

ているのはエルトール型コレラである)。 
2）感染経路 
主に糞便―経口感染であるが，時に吐物も感染源となる。 
 

3）患者への対応 
状況に応じ入院。第二種感染症指定医療機関（各二次医療圏に 1 か所）への入院

を勧告する。 
 
4）患者環境および観血的処置時の対策 
糞便，吐物などの曝露防止に注意を払う。そのためにはシングルユース（ディス

ポーザブル）のシーツ，覆布，滅菌ドレープ類，ガウンその他を利用する。 
シングルユースの汚染物はプラスチック袋で二重に密閉し，外袋を消毒した後に

運搬し，高温焼却する。再使用器械・器材類は，密閉用容器（回収用コンテナなど）

に密閉して，容器の外側を消毒した後に運搬し，適切に消毒または滅菌処理する。 
針刺しや切創に注意し，血液飛沫を受けないような防御を行って臨む。 
 

5）医療従事者への注意 
糞便―経口ルートの遮断の観点から，手洗いや手指消毒が重要である。 
 

6）汚染物の消毒・滅菌 
 （1）対 象 
主な消毒対象は，患者の糞便で汚染された可能性のある箇所（トイレ，水道ノブ，

リネンなど）である。 
 （2）消毒薬 
コレラ菌（Vibrio cholerae）に対しては，すべての消毒薬が有効である。第四級
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アンモニウム塩（オスバン®，オロナイン-K®，ヂアミトール®，ハイアミン®など），

両性界面活性剤（テゴー51®，エルエイジー®など），次亜塩素酸ナトリウム（ミル

トン®，ピューラックス®，テキサント®，ハイポライト®など）およびアルコール

（消毒用エタノール，70v/v％イソプロパノール）などを用いる。 
また，80℃・10 分間の熱水も有効である（70℃・1 分間や 80℃・10 秒間などの

熱水でも有効と推定されるが，安全を見込んで 80℃・10 分間とする）。 
2 細菌性赤痢 
1）はじめに 
国内での発生，および輸入感染症としての発生がある消化器感染症である。重症

例では，頻回の便意とともに粘血便を排泄する。 
 

2）感染経路 
糞便―経口感染である。 

 

3）患者への対応 
状況に応じ入院。第二種感染症指定医療機関（各二次医療圏に 1 か所）への入院

を勧告する。 
 

4）患者環境および観血的処置時の対策 
糞便の曝露防止に注意を払う。そのためにはシングルユース（ディスポーザブル）

のシーツ，覆布，滅菌ドレープ類，ガウンその他を利用する。 
シングルユースの汚染物はプラスチック袋で二重に密閉し，外袋を消毒した後に

運搬し，高温焼却する。再使用器械・器材類は，密閉用容器（回収用コンテナなど）

に密閉して，容器の外側を消毒した後に運搬し，適切に消毒または滅菌処理する。 
針刺しや切創に注意し，血液飛沫を受けないような防御を行って臨む。 
 

5）医療従事者への注意 
細菌性赤痢の伝播は，小菌量で成立する。したがって，厳重な消毒が必要である。

また，糞便―経口ルートの遮断の観点から，手洗いや手指消毒が重要である。 
 

6）汚染物の消毒・滅菌 
 （1）対 象 

主な消毒対象は，患者の糞便で汚染された可能性のある箇所（トイレ，水道ノ

ブ，リネンなど）である。 
 （2）消毒薬 
赤痢菌（Shigella spp.）に対しては，すべての消毒薬が有効である。第四級アン

モニウム塩（オスバン®，オロナイン-K®，ヂアミトール®，ハイアミン®など），両

性界面活性剤（テゴー51®，エルエイジー®など），次亜塩素酸ナトリウム（ミルト
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ン®，ピューラックス®，テキサント®，ハイポライト®など）およびアルコール（消

毒用エタノール，70v/v％イソプロパノール）などを用いる。 
また，80℃・10 分間の熱水も有効である（70℃・1 分間や 80℃・10 秒間などの

熱水でも有効と推定されるが，安全を見込んで 80℃・10 分間とする）。 
 

3 腸チフス，パラチフス 
1）はじめに 
高熱，バラ疹，下痢などを主症状とする感染症である。重症例では，腸出血や腸

穿孔も起きる。腸チフスはチフス菌（Salmonella typhi）により，パラチフスはパ

ラチフス A 菌（Salmonella paratyphi A）により生じる。 
 

2）感染経路 
糞便―経口感染が主であるが，尿や血液も感染源となりうる。 
 

3）患者への対応 
状況に応じ入院。第二種感染症指定医療機関（各二次医療圏に 1 か所）への入院

を勧告する。 
 

4）患者環境および観血的処置時の対策 
糞便，血液，尿の曝露防止に注意を払う（健康保菌者はほとんどが胆嚢内保菌者

である）。そのためにはシングルユース（ディスポーザブル）のシーツ，覆布，滅

菌ドレープ類，ガウンその他を利用する。 
シングルユースの汚染物はプラスチック袋で二重に密閉し，外袋を消毒した後に

運搬し，高温焼却する。再使用器械・器材類は，密閉用容器（回収用コンテナなど）

に密閉して，容器の外側を消毒した後に運搬し，適切に消毒または滅菌処理する。 
針刺しや切創に注意し，血液飛沫を受けないような防御を行って臨む。 
 

5）医療従事者への注意 
糞便―経口ルートの遮断の観点から，手洗いや手指消毒が重要である。なお，腸

チフスの伝播は，おおよそ 105 個の菌量で成立する。一方，細菌性赤痢ではおお

よそ 100 個である。したがって，家族内や病院内での腸チフスの伝播は，細菌性

赤痢に比べると生じにくい。 
 

6）汚染物の消毒・滅菌 
 （1）対 象 
主な消毒対象は，糞便および尿で汚染された可能性のある箇所（トイレ，水道ノ

ブ，リネンなど）である。 
 （2）消毒薬 
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チフス菌およびパラチフス A 菌に対しては，すべての消毒薬が有効である。第

四級アンモニウム塩（オスバン®，オロナイン-K®，ヂアミトール®，ハイアミン®

など），両性界面活性剤（テゴー51®，エルエイジー®など），次亜塩素酸ナトリウ

ム（ミルトン®，ピューラックス®，テキサント®，ハイポライト®など）およびアル

コール（消毒用エタノール，70v/v％イソプロパノール）などを用いる。 
また，80℃・10 分間の熱水も有効である（70℃・1 分間や 80℃・10 秒間などの

熱水でも有効と推定されるが，安全を見込んで 80℃・10 分間とする）。 

三類感染症 
1 腸管出血性大腸菌感染症 
1）はじめに 

Escherichia coli O157:H7（O157）は，腸管出血性大腸菌（Entero-hemorrhagic 
E.coli; EHEC）に属する下痢原性大腸菌である。ヒトの腸管に常在する大腸菌と

ほぼ同様であるが，ベロ毒素を産生する点で異なる。 
感染が成立する菌量は約 100 個と少ない。ベロ毒素を産生する腸管出血性大腸

菌は O157 が最も多いが，それ以外にも O1，O26，O111，O128，O145 などの血

清型の一部の菌がベロ毒素を産生する。 
腸管出血性大腸菌感染症では，無症状から軽い腹痛や下痢を伴うもの，さらには

頻回の下痢，激しい腹痛と血便などとともに尿毒症や脳炎により死に至るものまで

さまざまである。有症状者の約 6～7％は，初発症状から 2 週間以内に溶血性尿毒

症症候群（Hemolytic Uremic Syndrome; HUS）や脳症を発症するため注意が必

要である。 
 

2）感染経路 
感染経路は菌に汚染された飲食物を摂取するか，患者の糞便で汚染されたものを

口にする経口感染である。ヒトからヒトへの二次感染を起こすこともある。 
 

3）患者の対応 
感染力，罹患した場合の重篤性などについて，総合的な観点からみた危険性は高

くないが，飲食業などの職業を介して，集団発生を起こしうる感染症である。した

がって特定職業への就業制限が行われ，臨床症状に応じて入院の可否を決定する。 
 

4）手術対策 
腸重積や急性虫垂炎として診断されることがある。手術中に患者の排泄物がなけ

れば特別な処置は必要としない。術中に無意識に排泄物が出ることがあるので，あ

らかじめ紙おむつを当てておく。 
手術終了後の室内清掃では特別な消毒薬は不要であり，清掃を主とした整備を行

う。麻酔関連器材，手術器械の使用後処理も日常の方法でよい。 
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5）医療従事者への注意 
接触感染の予防には手指の洗浄・消毒が最も効果的であり，患者の排泄物の処理

にはゴム手袋を使用する。患者の糞便に触れた後は手袋をはずし，直ちに流水と石

けんで十分に手洗し，速乾性擦式アルコール製剤にて手指消毒をする。 
患者が自分で用便をした後の手指消毒の指導も徹底する。 
 

6）汚染物の滅菌，消毒 
 (1)器 具 
耐熱性の器具はウオッシャーディスインフェクターなど熱水を使用した洗浄装置

で処理する。もしくは，素洗い後に 80℃以上の熱水に 10 分間以上浸漬する。その

後，器械組みして高圧蒸気滅菌など，通常の滅菌を行う。 
非耐熱性のものは，流水による洗浄の後，薬液消毒または酸化エチレンガス滅菌，

過酸化水素ガスプラズマ滅菌などにて滅菌する。 
消毒薬として，アルコール系消毒薬，両性界面活性剤，ビグアナイド系消毒薬，

塩素系消毒薬などが有効である。 
 (2)患者環境 
消毒する重点領域は，患者の使用したトイレ，洗面所である。患者が用便した後

はトイレの取っ手やドアのノブなど，直接触れた部位を中心に消毒する。 
第四級アンモニウム塩，両性界面活性剤などの消毒薬による清拭消毒が中心とな

る。消毒薬の散布や噴霧はしない。 
患者が使用した寝衣やリネンは，家庭用漂白剤に浸漬してから洗濯する。便汚染

のあるシーツなども大きな汚染を水洗除去してから，同様に漂白剤に浸漬してから

洗濯する。その他の物品は煮沸消毒または消毒薬による消毒を行う。食器は洗剤と

流水で洗浄する。 
患者の入浴はできるだけ浴槽につからず，シャワーか掛け湯を使用する。家族が

入浴した最後に入り，他の者と一緒に入浴しないようにする。最後に風呂の水は流

しておく。バスタオルは家族と共有しない。風呂桶の消毒は必要ない。 
患児が家庭用ビニールプールを使う場合は，他の乳幼児とは一緒に使用せず，使

用毎に水で洗って交換する。消毒の必要はない。 
患者がいる家庭では，なま物の摂取はひかえ，必ず加熱（75℃・1 分間または

100℃・5 秒間の加熱）して食物の中心部まで熱が十分届くように調理する。また，

調理する者の手洗いの励行とまな板，包丁，食器，ふきんは熱水消毒する。 
 (3)分泌物，排泄物 
分泌物や排泄物を消毒する場合は，水洗トイレ槽に第四級アンモニウム塩を最終

濃度 0.1～0.5％になるように注ぎ，5 分間以上放置後に流す。便の付着した物品の

消毒は，糞便を洗い流した後に熱水もしくは家庭用漂白剤，第四級アンモニウム塩

どで消毒する便器も同様に消毒薬で清拭消毒する。 
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～喀血 Hemoptysis～ 
 

近畿大学医学部附属病院 戸田 宏文 

微生物検査室には，人体から出されるさまざまな物が提出されます。中でも喀痰

は，肺炎などの肺疾患を診断する上で重要な検査材料の一つであります。今回は，

喀血・血痰が臨床上，どういう意味があるのか調べてみました。 
 

1. 喀血はなぜ起こるか？ 
• 喀血や血痰の原因疾患は多様で，早期の鑑別診断が必要である。 
血痰は，下気道および肺実質からの出血が咳とともに喀血されることをいい，

喀痰中への血液の混入であれば血痰，ほとんど血液か血液そのものであれば喀

血という。 
原因は，気管支粘膜の小血管の破錠，肺癌などの重篤は疾患の初発症状などさ

まざまである。また，少量の出血が致死的な大喀血の前触れのこともあり，原

因疾患に対する早期の鑑別診断が必要である。 
 

2. 考えられる疾患 
血痰，喀血の原因で多いのは，非特異的気管支炎，慢性気管支炎，気管支拡張症

や肺癌，次いで肺結核，肺炎，肺膿瘍などの感染症，肺梗塞があげられ，頻度的に

少ないのは僧帽弁狭窄症，肺動静脈廔，カルチノイドなどである。 
 

 ①感染症 
• 肺結核…発病初期に血痰をみることがあり，若年者の血痰の原因の 1 つとして

重要である。陳旧性結核では，治癒後の石灰化リンパ節が気管支内に穿孔し，

慢性の咳，喀石，血痰の原因となる。 
• 非結核性抗酸菌症…肺非結核性抗酸菌のうち Mycobacterium avium 

complex(MAC)症が 70％を占め，近年，中高年女性に好発する。少量から中等

量の血痰を頻回に喀出する。 
• 真菌症…菌球型アスペルギルス症(アスペルギノーマ)では50～90％で血痰をみ

る。 
• 肺膿瘍，肺炎…肺膿瘍の 11～15％に血痰を認め，時に大量出血となることが

ある。 
•  

 ②気道炎症性疾患 
• 気管支拡張症，中葉舌区症候群…下気道の慢性炎症により気管支動脈の増生を

きたし，血痰，喀血を生じることがある。 
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 ③腫瘍 
• 原発性肺腫瘍…血痰は肺癌の発見動機の一つとして重要である。扁平上皮癌は，

より中枢の気管支に好発し，最も血痰を生じやすい(80％)。 
• 転移性肺腫瘍…気管支転移を起こしやすい乳癌，結腸癌，腎癌，悪性黒色腫で

血痰がみられることがある。食道癌では，気管・気管支への直接浸潤により，

大喀血を起こすことがある。 
 ④血液疾患 

• 血液悪性疾患では，肺炎，特に侵襲性真菌症を合併した場合に血痰がみられる。

化学療法や放射線療法によるびまん性肺胞障害の際にも喀血，血痰を生じる。 
 ⑤その他 

• 心疾患，血管異常…肺高血圧症の増悪時，肺水腫(淡血性泡沫状喀痰) 
• 肺胞出血症候群…グッドパスチャー症候群，尿毒症肺，出血性壊死性血管炎，

膠原病 
• 医原性…気管支鏡検査，スワン・ガンツカテーテル使用時の肺動脈裂傷，抗凝

固薬，抗血小板薬使用時 
 
以上，喀血，血痰の原因にはさまざまな要因があり，微生物検査技師は，喀血・

血痰＝肺真菌症・肺結核と考えがちであるが，他の検査所見も考慮して喀血・血痰

の検査を進めることが大切と思われた。 
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済生会茨木病院 谷本 理香 

 

 

 

 

 

 
 

1.  結核は飛沫核感染（空気感染）で感染する。 

2.  結核患者の病室は陽圧にする必要がある。 

3.  N95 マスクとは，平均径 0.3μm の非油性微粒子を 95％以上捕集する

能力をもち，顔面にフィットする機能を有する微粒子用マスクであ

る。 

4.  N99 や N100 の規格のマスクもある。 

5.  厚生省は 1999 年に「結核緊急事態宣言」を発した。 

6.  結核菌（Mycobacterium tuberculosis）の取り扱いはバイオセーフ

ティレベル 2（BSL-2）である。 

7.  結核と診断した医師は 1週間以内にもよりの保健所に届ける必要が

ある。 

8.  3 月 24 日は結核の日である。 

9.  H17 年 4 月より結核予防法が改正され，赤ちゃんのツベルクリン反

応検査は廃止され，BCG 接種を生後 6ヶ月までに直接接種するよう

になった。 

10. DOTS(ドッツ)とは直接服薬確認療法のことである。つまり，医療従

事者は患者に薬を処方するだけでなく，患者が服薬するところを目

の前で確認し，支援する方式のことである。 
 
 

【問題】 
当施設では忘れた頃にやってくる、世間では最近増加傾

向にある結核です。結核についての常識・非常識クイズで

す。○×で答えてください。さて、いくつ正解するでしょ

うか？ 

（解答は次のページ）



 

 

【答え】 
1-○ 2-×（陰圧） 3-○（N は Not resistant to oil の略）  
4-○ 5-○ 6-×（バイオセーフティレベル 3） 7-×（2 日以内） 8-
○（1882 年 3 月 24 日にロベルト・コッホが結核菌の発見を学会に発

表した日） 9-○ 10-○ 

 

 
 
 連日のように多剤耐性緑膿菌のことがニュースで報じられています。一昔前は，感染症

のことがでメディアで話題になるのは「○○○で疑似コレラ患者がみつかった」という，

いわゆる伝染病のことでした。一時期は結核も話題になっていましたが，最近は耐性菌の

話題ばかりのようです。メディアを飾った耐性菌の先駆者といえば MRSA と思いますが，

メディアの功績でしょうか，老若男女を問わず，MRSA という言葉は誰もが覚えたようで

す。そして O157 も一般化し，このごろでは，VRE や多剤耐性緑膿菌も多くの人達が知る

ようになりました。テレビや新聞のみならずインターネットでも簡単に情報が入手できる

現在，患者様をはじめ医療に従事していない方々から寄せられる質問も難しく，また，「こ

んなこと聞いたんだけど。。。。」「よく憶えていないんだけど。。。。」といいながら，結構踏み

込んだ質問を受けたことはありませんか？専門的なことを一般の方に判りやすく且つ正し

く理解してもらえるように説明することは本当に難しいです。そう思えば白紙だった我々

を指導してくれた学校の教師ってすごいなぁと思います。白紙の人に知識や技術を伝授す

るときの責任は特に重大ですね。 
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