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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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6月定期講習会報告 

感染症診断～緊急検査室からのサポート～ 
北野病院 池田 千賀子 

去る 6 月 27 日，「感染症診断～緊急検査室からのサポート～」と題しまして，

近畿大学医学部付属病院の佐藤かおり先生をお招きして，ご自身の施設での例など

もまじえて御講演していただきました。その内容を報告させていただきます。 
緊急検査の概念の変化 
ひと昔前までは患者様の救急救命時の必要最小限の検査のことを指していたが，

現在ではそれのみならず，外来患者様の診療前検査や入院患者様の治療決定・経過

観察などどのような患者様でも迅速に検査することを意味する。 
時間外でも（時間外に限らず）微生物検査が必要な状況 
・ 生命に関わる状況・・・敗血症，髄膜炎，重症肺炎，劇症型軟部組織壊死 
・ 原因微生物が判明すれば治療が決定できる・・・A 群溶連菌による上気道炎， 

                        インフルエンザ 
・ 感染拡大の予防・・・乳児冬季白色下痢症，流行性角結膜炎 

感染症診療の立場から見た理想の緊急検査室 
・ 各種抗原診断キットを備えている 
・ グラム染色・抗酸染色ができる 
・ 培養検査を実施することができる 

時間外に培養用検体が提出されたら・・・ 
採取後抗菌薬の投与開始，IVH の交換など微生物検査用検体は基本的に取り直

しができないことが多いので， 
・ 基本的には乾燥を防ぎ，冷蔵保存 
・ 乾燥しそうなときは滅菌生理食塩水を添加 
・ 胸水などの液状検体は培養ボトルに採取 

今後時間外微生物検査に導入したい項目 
Mycoplasma pneumoniae  IgM  
尿中肺炎球菌抗原 尿中レジオネラ抗原 

血液培養は採取後即時提出・即時培養 
培養装置へのボトル接種の遅れにより・・・ 
・ 培養陽性判定時間の遅れ 
・ 検出率の低下 
室温放置による死滅 
室温で増殖して炭酸ガス産生が止まり検出できない 
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全自動血液培養装置へのボトルセットの遅れが微生物の検出に及ぼす影響につい

て Bactec9240 システムにおける T-DVE ボトル，K-DVE ボトルを直ちにセットし

た場合と 24，48，72 時間遅れてセットした場合の検出率や検出までの時間を検討

比較 
→平均検出時間の延長および 14．7％の偽陰性 

〈培養装置へのセットが遅れた場合の平均検出時間〉 

川上 小夜子ら 日本臨床微生物学雑誌 86-92，vol.12  No2  2002 

時間外にどこまでやるか？ 
・ 培養用検体の適切な保存 
・ 血液培養開始（自動血液培養装置） 
・ 各種迅速抗原キット 
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
最低限ここまで必要 
・ 髄液・血液培養陽性検体のグラム染色 
・ 検体の平板への画線・培養開始 
・ 髄液の迅速診断キット 
・ エンドトキシン・β-D グルカン定量    など 

微生物検査を上手に緊急検査へ導入するには 
・ 臨床の要望とのすりあわせ 
・ 操作性の高いキットの導入 
・ マニュアルの整備 
・ 時間外に実施可能な項目を明文化 
・ オンコールの基準の明文化 

まとめ 
微生物検査をどこまで緊急検査に組み込めるかは施設の条件により様々であると

思われるが，臨床側の要望も加味し，施設の特徴にあった迅速キットの選択・どん

な技師でも簡単に操作ができ判定ができる迅速キットの導入，わかりやすいマニュ

アルの作製・整備，時間外に実施できる項目・オンコールの基準の明文化など，そ

れぞれの施設に見合った対応が必要であると思われる 

96Ｆ(好気) 97Ｆ(嫌気) 92Ｆ(好気) 93Ｆ(嫌気)
0 14.97 23.43 15.43 22.65
24 6.51 11.44 6.94 10.89
48 3.67 9.7 4.23 23.39
72 6.4 5.4 7.03 26.02

検出時間

T-DVE K-DVE遅延時間
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～Bacillus cereus感染症～ 
 

大阪市立大学医学部附属病院 中家 清隆 

【はじめに】 
Bacillus cereus は食中毒という形で病原性を持ちますが，環境菌の一つでもあ

り，食品への汚染の機会も多く，食品の衛生的取り扱いがなされなかった場合食中

毒に至る場合があります。食中毒を起こす場合，臨床症状により嘔吐型と下痢型に

分類できます。わが国で報告されている Bacillus cereus 由来の食中毒の多くが嘔

吐型です。 

（病原体） 
Bacillus cereus は現在約 30 種以上の菌種が知られ

ている Bacillus 属の一つであり，周毛性鞭毛をもつ有

芽胞のグラム陽性桿菌です。Bacillusは桿菌を意味し，

cereus は蝋を意味します。またローマ神話の ceres(農
業，穀物の女神)や cereals（英語で穀物）から由来し

ているという説もあります。100℃30 分の加熱にも耐

えることのできる芽胞という形で土壌など自然界に広

く存在します。また本菌は溶血毒やホスホリパーゼ，

嘔吐毒，下痢原性毒素等の菌体外毒素を産生すること

が知られています。嘔吐毒素の本体は Cereulide と呼

ばれる環状ペプチドで消化酵素，熱，酸，アルカリな

どにも安定であるとされていますので，食品中で産生

された毒素により食中毒を生じる場合もあります。ま

た下痢原性毒素は蛋白質であり，ペプシンやトリプシ

ンなどの酵素や 60℃以上の加熱，pH4 以下の酸性な

どにより失活すると知られています。原因食品中に産

生された下痢原性毒素は胃酸や消化酵素により不活化

されると思われるために，食中毒を起こす場合に嘔吐

型が多いと思われます。 

（臨床症状） 
 セレウス食中毒の症状は嘔吐型と下痢型では異なり，嘔吐型は食品内で産生され

た毒素によって発症する毒素型食中毒で 30 分～6 時間の潜伏期後に悪心と嘔吐が

起こるのが特徴です。実際に 1987 年に東京で発生した事例では 318 名の患者の症

状発現をみると主に嘔吐，吐き気，下痢，腹痛であったそうです。一方，下痢型は

原因食品内で増殖した菌を摂取され，腸管内での増殖とともに産生された毒素によ

って起こる感染型（生体内毒素型）であり，6～15 時間の潜伏期間の後に水様性の

電子顕微鏡写真 
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下痢，腹部の痙攣および腹痛を生じる。症状は殆どの例において 24 時間程度継続

する。 

（検査） 
＜分離培養＞ 

Bacillus cereus は好気的にも嫌気的にも発育することが可能で NGKG 培地や

MYP 培地などで選択培養が可能です。よく用いられる MYP 培地では集落の周辺

はレシチナーゼ反応により白濁がみられ，マンニット非分解なので集落周辺の培地

は赤色を呈する。MYP 培地にはポリミキシン B が入っており，その他の菌を抑制

します。MYP 培地に発育する菌のなかでレシチナーゼ陽性のものは S. aureus や

B. anthracis がありますが，S. aureus はマンニットを分解するため，培地上で判

別可能ですが，B. anthracis は生化学的性状で鑑別する必要があると思われます。

また Bacillus cereus は耐塩性があり，黄色ブドウ球菌用選択培地であるマンニッ

ト食塩加卵黄培地に白色のレシチナーゼ陽性のコロニーを形成します。 
 検体材料が糞便ですので，その他の菌によって分離培養が困難な場合は芽胞を

選択的に残す操作（加熱処理：100℃ 10 分 や アルコール処理など）を行った

後に選択培地への塗抹や，増菌培地（チオグリコレート培地：TGC や GAM 半流

動培地など）を用いて増菌を行うことで，有芽胞菌を選択的に培養することも可能

です。 
 

＜生化学的性状＞ 
性状 B. anthracis B. cereus B. subtilis B. megaterium 

運動性 - + + + 

レシチナーゼ + + - - 

VP + + + - 

クエン酸塩利用 -or+ + - -or+ 

ゼラチン液化 + + + + 

硝酸塩還元 + + + -or+ 

ブドウ糖分解 + + + + 

マンニット分解 - - + +or- 

アラビノース分解 - - + +or- 

でんぷん加水分解 + +or- + + 

45℃発育 - +or- + + 

55℃発育 - - - - 

耐塩性（7％） + + + + 

 
生化学的性状から鑑別を行いますが，レシチナーゼや運動性などで鑑別すること

が可能です。また，でんぷん分解（+）は下痢型菌株と でんぷん分解（－）は嘔

吐型菌株と関連性がありますのででんぷん加水分解試験も重要です。 
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（発生原因と予防） 
食品汚染および食品内での増殖により食中毒は発生しますが，必要な菌量は 

104～5個/g 以上といわれています。また発生要因と Bacillus cereus の食品分布は次

のようになっています。 

 
また世代時間，発育可能環境範囲，殺菌条件における D 値を次に示します。 

 
これらのデータから，Bacillus cereusは穀物や豆類など植物由来の食品に多く存在し，

食品や材料の不適切な温度管理により増殖するために食中毒を発生させると思われま

す。調理加工中は冷蔵庫等を活用し低温下での作業を心掛け，完成品は低温（10℃以

下）もしくは高温（50℃以上）に保管する必要があります。芽胞の存在により加熱よ

る食中毒の予防が困難なために，増殖させない事が重要です。 

（治療） 
主な治療は水分の補給などの対症療法で特別な治療を必要としないことが多いです。 
 

参考文献：食中毒検査・診療のコツと落とし穴（中山書店），微生物学臨床微生物学（医

歯薬出版），HACCP衛生管理計画の作成と実践データ編（中央法規出版），

国立感染症研究所感染情報センター（HP参照） 

発生要因 （％）

長時間放置 60.4 食 品 陽性率（％） 食 品 陽性率（％）

調理施設・器具からの汚染 18.5 穀類 60.6～91.0 生鮮魚介類 13.6～53.7
原材料からの汚染 9.3 穀類加工品 6.4～55.4 香辛料 9.8～53.0
手指からの汚染 3.5 豆類 50.0～100.0 菓子類 5.8～10.8
2次汚染（交叉汚染） 3.5 豆類加工品 4.6～79.1 乳製品 10.3～37.5
加熱不足 3.5 食肉 1.5～7.0 惣菜 1.4～40.0
その他 1.3 食肉製品 3.6～34.0

食品中におけるセレウス菌の分布

発育可能範囲

温度（℃） 世代時間（時間） 温度（℃） pH
23 29.0～52.0 最低 10 4.3
30 27 至適 30 ～

43 22.0～41.0 最高 50 9.3

世代時間

世代時間：ある細菌が一定の環境条件下において1回分裂するのに必要な時間

85℃ 95℃
セレウス菌（嘔吐型毒素） 50.1～106 32.1～75
セレウス菌（下痢型毒素） 2．5～36.2 20

食品中での芽胞のＤ値（分）

D値：ある細菌を一定温度で加熱処理し、

          菌量を10％に減少させるために必要な時間
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～ヒストプラスマ症（Histoplasmosis）～ 
 

大阪市立大学医学部附属病院 仁木 誠 

【はじめに】 
ヒストプラスマ症は輸入真菌症の一つで 3 種類の原因菌があり，それぞれの感染

により病名はカプスラーツム型ヒストプラスマ症，ズボアジ型ヒストプラスマ症，

ファルシミノースム型ヒストプラスマ症と呼ばれている。感染症法では特に規定さ

れていないが，国内感染例が疑われる報告もあることから，危険な真菌症として重

要性を認識する必要がある。 

【疫学】 
世界的にみられ，温帯，亜熱帯，熱帯に多い。以前，日本での感染例はないと思

われていたが，最近国内での感染が疑われる症例が報告されはじめてきた。本症は

細胞性免疫機能が低下した患者，特に臓器移植やエイズ患者に発症例が多く，重篤

となる。 
カプスラーツム型ヒストプラスマ症の原因菌はHistoplasma capsulatum variety 

capsulatum Darling 1906 で，世界中の熱帯，亜熱帯，温帯地域で発生している。

特に米国のミシシッピ川流域に報告例が多い。本菌は通常菌糸状で発育するが，感

染組織内では酵母状発育をする（二形性真菌）。菌糸状発育で形成された大，小の

分生子を吸入することにより肺感染を起こすが，多くの場合良性に経過し，自然治

癒する。しかし，細胞性免疫機能が低下している患者では病状は進行し全身性とな

る。ズボアジ型ヒストプラスマ症の原因菌はHistoplasma capsulatum var. duboisii 
(Vanbreuseghem) Ciferri 1960 で，本症は主にアフリカ大陸で報告されている。

カプスラーツム型とズボアジ型との違いは，後者がアフリカ大陸でみられ，感染組

織内の酵母細胞が前者のそれ（直径 2〜4μm）に比べて 
大きく（直径 8〜15μm），組織内に多数の巨細胞が出現してくること以外は，分

離菌の間に形態的な違いはない。ファルシミノースム型ヒストプラスマ症の原因菌

は Histoplasma farciminosum Ciferri et Redaelli 1934 で，エジプト，スーダン，

インド，東欧諸国，旧ソビエト連邦で主にみられ，ウマ，ロバ等の頚部や脚のリン

パ管，リンパ節が特異的に侵される。形態的には H. capsulatum と区別できず，

四足獣から分離されたという事実によってのみ同定される。 

【病原体】 
H. capsulatum は土壌真菌で，ヒバリ，コウモリ等の糞に好んで発育する。27℃

での発育は遅く，集落は粉状から綿毛状となる。初めは白色で次第に黄褐色を帯び

てくる。裏面は黄色あるいは黄橙色を呈する。顕微鏡的には分生子柄，および，短

い菌糸側枝の先端に大，小の分生子が形成される。大分生子は直径 7～25μm，球

形または西洋梨形である。細胞壁は厚く，表面には多くの指状の突起がみられる。
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小分生子は直径 2～6μm，球形あるいは西洋梨形である。1％ブドウ糖を添加した

ブレイン・ハート・インフュージョン寒天を用い 37℃で培養すると，白色～淡黄

色の酵母様集落を形成する。酵母細胞は球形または卵円形，直径 2～4μm である。

病理組織では著しい肉芽腫性炎症反応が特徴的である。これら肉芽腫を形成してい

る組織球は，細胞性免疫不全の場合，取り込んだ酵母細胞を殺すことができず，菌

は組織球内で増え続ける。 

【臨床症状】 
1． 急性肺ヒストプラスマ症 
一過性にインフルエンザ様症状を呈し，自然治癒する。 

2． 慢性肺ヒストプラスマ症 
結核に似た症状を示す。形成された空洞は結核によるそれとの鑑別が難しい。 

3． 全身性ヒストプラスマ症 
急性型は小児に発症しやすく，死の転帰を取ることが多い。慢性型は細胞性免疫 
不全の患者に発症しやすい。 

4． 眼ヒストプラスマ症 
血行散布により二次的に発症する。特に乳頭部周辺および網膜が侵されやすい。 

【病原診断】 
 1．H. capsulatum の分離同定 
喀痰，膿，生検材料からの H. capsulatum の分離は隔離された安全キャビネッ

ト内で行われなければならない。本症では，菌の分離率が低いことが確定診断の妨

げとなっている。27℃で，サブロー・ブドウ糖寒天培地，血液寒天培地，1％ブド

ウ糖添加ブレイン・ハート・インフュージョン寒天などを使用し，4 週間まで観察

する。また，材料をブレイン・ハート・インフュージョン液体培地に浮遊させ，振

盪培養後，平板培地に接種すると菌分離率が向上する。 
本菌の同定の決め手は特徴的な大分生子の確認であり，載せガラス培養をしなく

ても，ラクト・フェノール・コットンブルーで固定・染色した掻き取り標本の観察

で確認できる。また，37℃における酵母様細胞の確認も有用であるが，分離株によ

っては温度依存性の二形性を取らないこともある。  
2．病原組織学的診断 
組織内で H. capsulatum が直径 2〜5μm の酵母形として細胞内寄生しているの

を確認する。PAS 染色，GMS 染色陽性である。 
3. 免疫学的診断 
免疫反応用抗原としてヒストプラスミンによる皮内反応が有用とされてきたが，

眼ヒストプラスマ症を刺激すると言われているので，使用には注意を要する。また，

不顕性感染等の既往歴がある人は陽性となるので，流行地に居住した成人には有用

でない。抗体検出法には補体結合反応と免疫拡散法があるが，コクシジオイデス症，
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パラコクシジオイデス症等との交差反応により陽性にでることがあり，注意が必要

である。抗原検出法には血清，尿，髄液等から多糖体抗原を RIA で測定する方法

があるが，急性肺ヒストプラスマ症では検出できないことが多い。 
4. PCR による H. capsulatum 遺伝子の検出・同定 
培養菌体を固定して DNA を抽出し，遺伝子シークエンスにより同定することが

可能である。また，本菌の遺伝子をパラフィン包埋した組織より抽出して検出する

方法もほぼ確立している。 

【治療・予防】 
現在，イミダゾール系の抗真菌剤（ケトコナゾール，ミコナゾール，イトラコナ

ゾール等），およびアンフォテリシン B が治療薬である。アンフォテリシン B の抗

真菌作用は優れているが，副作用が強く，使用に当たっては十分な注意が必要とさ

れている。ヒトからヒトへの感染は通常認められないので患者の隔離は要さないが，

材料の取り扱いについては安全キャビネット内で行わなければならない。 
ヒストプラスマ症は感染症法で規定されている真菌感染症ではないが，輸入例だ

けでなく国内感染例が疑われる報告もあることから，日本でもその存在を疑われる

危険な真菌感染症として重要性を認識する必要がある。 
 

【文献 URL】 
http://idsc.nih.go.jp/idwr/kansen/k01_g1/k01_01/k01_01.html 
 

 

昨年から開催しています“感染症診断”シリーズの第 4 弾です。尿路感染症におけ

る尿沈渣をはじめ一般検査室でおこなわれている検査項目にも感染症を示唆する項目

も多くあります。一般検査室で担当される項目の多くは迅速性に優れていることから、

早期診断に重要な役割をにない、また微生物検査室でおこなう感染症検査との連携も

重要で、微生物検査において迅速で適切な検査，報告をするためにも一般検査室との

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。 

 

テ− マ ：『感染症診断－一般検査室からのサポート』  

講師 ：市立吹田市民病院 佐々木 正義 先生 

日時 ：平成 18 年 9 月 26 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、 

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 
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近畿中央胸部疾患センター 竹野 華 

 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

1） 血液，およびすべての体液，生体組織は感染性の有する危険なものとみなし対応す

る 
 
2） 検査室の作業従事者は専用の作業衣を着用するだけで十分だ 
 
3） 手袋をはずした後は，手洗いをしなくてもいい 
 
4） すべての臨床材料は，丈夫な容器に入れて運搬する。 
 
5） 患者検体を取り扱う時や，エアロゾルが発生する可能性のある作業はすべて安全キ

ャビネットの中で行う 
 
6） 血液や体液をこぼした際，適切な消毒薬で消毒し，作業衣を廃棄し，新しいものと

交換した 
 
 
 

【問題】 
スタンダードプリコーションは現在、院内感染防止対策

の基本となっています。今回は、検査室でのスタンダード

プリコーションを考えてみましょう。 ○×で答えてくださ

い。×では、どういう対策をしたらいいのでしょう？ 

（解答は次のページ）



 

 

【答え】 
1） ○ 
2） × 検査室内で作業する際は，作業専用のｶﾞｳﾝを着用する，また，患者検体

を扱う時は手袋・ﾏｽｸの着用など，必要に応じて，装備を追加してください 
3） × 作業が終了した場合はもちろんのこと，手袋をはずした際も，手洗いを

実施してください。 
4） × 丈夫な容器に入れるだけでは不十分です。エアロゾル等のことも配慮し，

きっちりと蓋のある密閉できる丈夫な容器で運搬しましょう。 
5） ○ 
6） × 汚染の程度にもよりますが，汚染者が 1 人で作業しないことが大切です。

まずは，室内の作業者に知らせて，指示を仰ぎましょう。汚染者は動かず，責任

者に適切に消毒作業を行ってもらい，汚染箇所をマークしておくことが必要です。 

 

 
 
暑中お見舞い申し上げます。いやぁ－――今年の夏は例年にも増して暑いようで，

愚痴っても仕方がないのですが，朝の挨拶代わりに「暑いね。。。」，帰りの挨拶代わ

りに「暑かったね。。。」，一日に何回「暑い」と言うか数えてみたいものです。 
先日，大臨技学術部の企画で，(技師学校の)学生さんを対象に講演会がありまし

た。約 150 席の会場が満席の状況で，第 1 部は社会人として企業や検査センター，

病院等で働き始めた先輩が各々の職場紹介をされ（若者らしく活き々と，且つ初々

しく），第 2 部は生理検査部門や一般検査，微生物検査，チーム医療の各部門から

最近のトピックスの紹介をしました。2 部では当微生物検査部門の紹介もさせてい

ただきましたが。学生さん達は学校の指導なのでしょうが，リクルートファッショ

ンの人も多く，とても暑そうで気の毒でしたね。TPO にあったファッション，雪

駄履きとはいきませんが，当微生物検査部門の勉強会は，心もファッションも気楽

にスニーカーでご参加ください。お待ちしています。 
  

坂本雅子 2006.8.9. 
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