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今月の定期講習会は 

9 月 26 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 ：『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、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 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。 



 

 2

あ 

ん 
な い 

講習会 

“大阪は結核が多いいんだって？” という会話と共に結核

が再興感染症としてクローズアップされ，結核菌検査指針が

改訂されて数年が過ぎようとしています。その間には｢より

早く，正確に｣をモットーに液体培地をはじめ遺伝子検査な

どいろいろな試験方法や培地，試薬が開発されました。今回

は長年にわたって結核菌をはじめとする抗酸菌検査を中心に

検査ご研究されている正木先生をお迎えして，現在の結核菌

検査の現状を新しい試験方法・試薬と臨床の整合性について

整理しながらご講演いただきます。感染症検査としての知識

は必要です。｢うちんとこは抗酸菌は外注だし。。。｣と言われ

る方も，皆様奮って是非ご参加ください。 

テ− マ ：～結核検査の現状と将来～ 

講 師 ：（財）化学及血清療法研究所 正木 孝幸 先生先生 

日 時 ：平成 18 年 10 月 24 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 
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6月基礎講習会報告 

～ゼロからの塗抹鏡検～ 
北野病院  浅田 薫 

去る 6 月 2 日にあべのメディックスにて，平成 18 年度の微生物部門・基礎講座とし

て，“ゼロからの塗抹鏡検”というタイトルで第 1 回目の講座を開かせていただきまし

たので，報告します。今回は，塗抹鏡検のなかでも，一般的なグラム染色に焦点を合

わせました。 
はじめに 
我々，微生物検査室の技師が関わる疾患は大部分が感染症です。感染症は，ご存知

のとおり，細菌やその他の微生物が体内に入って起こるものです。では，例えばグラ

ム陰性桿菌が液体培地で増殖した場合，一晩で 1010～1011個にまで増えるとされていま

す。そのくらいの増殖力があるものが体内に入るわけです。治療が遅れないためにも

迅速で，正確な診断が必要です。 
一般的に，生化学検査は機器にセットして，早ければ約 10 分，血液 CBC は約 1 分

でデータが出ます。微生物検査は感受性結果が出揃うまで待つと，3～4 日かかってし

まいます。そんなにかかってしまっては，文句を言われても言い返せません。でも，

塗抹検査や迅速抗原キットを用いれば，当然何十分かで結果が返せます。 
結果が早くわかれば，初期治療に役に立ちます。 

塗抹検査の利点と欠点 
とくにグラム染色の利点として，操作が簡単・低コストで実施可能・迅速にできる・

培養結果ではわからない炎症象がわかる，などがあります。また，欠点としては菌種

の推定には熟練を要する・105CFU/ml 以上の菌量が必要・抗酸菌やレジオネラは染色

されない，などが挙げられます。菌種の推定には熟練を要する……培養結果と照らし

合わせ，繰り返しの練習が必要になります。 
塗抹検査のまえに 
検体は検査に適した材料かどうか，よく観察します。喀痰であれば，膿性か否か…

膿性でなくても，微量の膿性部分を探します。塗抹には充分に脱脂されたスライドガ

ラスを用い，新聞の字が読める程度の厚さに薄く塗抹します。スライドは自然乾燥と

します。 
標本作成時に注意することは，“検体には何がいるかわからない”ので，適切なバイ

オハザード対策をとりましょう。“安全キャビネットは全開にしていませんか？”“結

核疑いの喀痰をマスクなしで触っていませんか？”“手洗いはきちんとしていますか？”

また，微生物は目には見えないものなので，コンタミネーションには注意しましょう。 
では，実際に塗抹検査の方法などを挙げていきます。 

材料別の標本作成の仕方 
 髄液・胸水・腹水などの穿刺液 

→約10ccをスピッツに取り3000rpm10分間遠心後，薄層になるように塗抹する。 
 尿→遠心せずにそのまま塗抹する。（淋菌や抗酸菌が目的の場合は穿刺液と同様に

する） 
 喀痰→洗浄した喀痰の膿性部分を塗抹する。※細胞を破壊しないよう注意する。 
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 綿棒採取検体→スライドガラスに軽く押し付け，回転させながら塗抹する。 
 組織→切開面をそのまま塗抹する。または，乳鉢などで磨り潰して塗抹する。 

固定法の比較 
 火炎固定：簡単ではがれにくいが，菌体や生体成分の破壊・変形を起こしやすい。 
 アルコール固定：バックグラウンドの観察に適するが，はがれやすい。 

各染色方法 
 グラム染色→一般的な染色方法。 
 単染色→レフレルのアルカリ性メチレンブルー・パイフェル・ラクトフェノール

コットンブルーなどを用い，細菌の形態観察や真菌のスライドカルチャーの染色

に用いる。 
 抗酸性染色→チールネルゼン染色・蛍光染色・キニヨン染色などの方法で抗酸菌

や一部の放線菌を染める。この中で，代表的なチールネルゼン染色は，抗酸性の

菌は赤く染まり，背景は青色に染められる。また，抗酸菌は脂質に富むため，菌

体の表面がきらきらと水を弾いたように観察される。 
 
また，その他の特殊染色として，ヒメネス染色・芽胞染色・莢膜染色・鞭毛染色・

異染小体染色などがある。なかでもヒメネス染色は，グラム難染性のレジオネラ属を

染める方法で，菌体を赤く，背景を染色する。 
グラム染色 
グラム陽性菌(青色)と陰性菌(赤色)に染め分けができる，基本の染色法。 
現在は現法に代わり，ハッカーの変法・Bartholomew＆Mittwer の方法(B&M 法)・

西岡の方法がよく知られている。 
各グラム染色法の特徴 

 ハッカーの変法→よく知られている方法で，熟練者にはその染色性がよく理解さ

れているが，初心者には染め分けが難しく，背景との対比が悪いためグラム陰性

桿菌が見つけにくい。 
 B&M 法・西岡の方法→初心者でも染め分け易く，技師間差が抑えられる。背景が

クリアで，難染性の菌種でもよく染まる。 

鏡検の仕方 
染色標本は自然乾燥後，乾燥系100倍レンズで標本全体の細胞や炎症像を観察する。

炎症像などのポイントを見つけたら，油浸系 1000 倍レンズで細胞数・菌数・貪食像・

菌種の推定を行う。 
結果の表記 
油浸系 1000 倍の 1 視野で細胞数と菌数をカウントする。 
カウントは，ASM:Clinical Microbiology Procedures Handbook Vol.1 に準ずる。 
 1＋：1 視野あたり 1 個＞ 

 2＋：1 視野あたり 1 個 

 3＋：1 視野あたり 2～10 個 

 4＋：1 視野あたり 10 個＜呼吸器系材料の観察 
 喀痰は主に，下気道(声帯より下)の状態を反映する。 
 提出された検体は Miller&Jones の分類で肉眼的品質評価を行う。 
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 泡沫の存在(新鮮かどうか)，色調なども確認する。 

Miller&Jones の分類 
 M1→粘液成分のみで構成されるもの。(ただし，微量の膿性部分が含まれる場合が

あるので注意する) 
 M2→粘液成分が主体であるが，一部膿性部分を認めるもの。 
 P1→膿性部分を 1/3 程度含むもの。 
 P2→膿性部分を 1/3～2/3 程度含むもの。 
 P3→膿性部分を 2/3 以上含むもの。 

呼吸器系材料の鏡検 
 喀痰の染色標本は 100 倍で観察し，その際に Geckler 分類を行い，顕微鏡的に品

質評価を行う。 
 扁平上皮細胞を多数認めるものは，口腔内(上気道)の汚染と考える。 
 白血球の多いものは，炎症性を示唆する材料と考えるが，免疫不全状態では適合

しない場合がある。 
 呼吸器系感染症の代表的な原因菌種として，Streptococcus pneumoniae，

Klebsiella pneumoniae，Haemophilus influenzae，Pseudomonas aeruginosa，
Moraxella catarrhalis，Staphylococcus aureus などが挙げられる。 

 
Geckler の分類(100 倍で観察する) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 グループ 1～3 は上気道の汚染を受けていると考えられる。 
 グループ 4・5 が良質とされ，起炎菌の検出される可能性が高い。 
 細胞数の少ないグループ 6 は，吸引痰や気管支洗浄液の場合には検査に適すると

判断する。 

泌尿器系材料の観察 
 外観を観察し，混濁がある場合は比較的グラム染色で観察しやすいが，透明な尿

の場合はカバーガラスをかけ，先に生標本で観察しても良い。 
 抗酸菌・淋菌を目的菌とする場合は，遠心集菌を行う。 
 105CFU/ml 以上は細菌尿とされる。(1000 倍 1 視野に 1 個以上) 
 1000 倍 1 視野に白血球数が 1 個以上の場合，膿尿とされる。 
 便の混入などで培養の結果，細菌が多数検出されることがあるので，塗抹検査の

依頼がなくても実施すべきである。 

糞便材料の観察 
 糞便には多数の菌が存在するため，塗抹検査による意義は小さい。 
 ただし，Campylobacter spp.などは，形態的な特徴があるので，確認できればカ

好中球 扁平上皮細胞

1 <10 >25
2 10～25 >25
3 >25 >25
4 >25 10～25
5 >25 <10
6 <25 <25

細胞数/1視野（100倍）
群別
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ンピロバクター腸炎がほぼ診断可能である。 
 Campylobacter spp.の染色は，パイフェル液による単染色で良い。 
 寄生虫や原虫などの感染症が疑われる場合は，無染色標本やヨード・ヨードカリ

染色などを積極的に行う。 

髄液・胸水などの無菌材料の観察 
 外観を観察する。 
 例）髄液(白濁)→Streptococcus pneumoniae , Haemophilus influenzae , 

Streptococcus agalactiae , Neisseria meningitidis , Listeria monocytogenes な

どが疑われる。 
 髄液(透明)→ウイルス，Mycobacterium tuberculosis , Cryptococcus 

neoformans などが疑われる。細菌が見られれば，病原菌と判断し，可能な

限りの推定菌名と，臨床側への連絡は必須である。ただし，年齢や基礎疾患，CRP
や CBC などのデータを必ず参照し，誤った報告をしないようにする。(細菌性髄

膜炎の起炎菌と患者年齢との関係については，下表のようなものを参考とする) 
細菌性髄膜炎の起炎菌と患者年齢との関係 

患者年齢 起炎菌 

 Streptococcus agalactiae 
生後 1週間以内(新生児) Escherichia coli，及びその他の腸内細菌科 

  Listeria monocytogenes 
 Streptococcus agalactiae 
 Escherichia coli 
1 週間以降～3ヶ月まで Listeria monocytogenes 
  Chryseobacterium meningosepticum 
 Streptococcus agalactiae 
3～6 ヶ月まで Streptococcus pneumoniae 
  Haemophilus influenzae 
 Streptococcus pneumoniae 
6 ヶ月～6歳まで Haemophilus influenzae 
 Streptococcus pneumoniae 
6～60 歳まで(院外発症型) Neisseria meningitidis 
 Staphylococcus aureus 
(院内発症型：脳外科的処置患者) コアグラーゼ陰性ブドウ球菌 

  グラム陰性桿菌 

 臨床微生物検査ハンドブックより 

 
産婦人科系材料の観察 

 成人女性の正常な膣分泌物には常在菌叢として，Lactobacillus spp.が 109～1010

個/ml 存在する。細菌性膣症(bacterial vaginosis:BV)：Lactobacillus spp.が減少

し，通常はわずかにしか存在しない，Gardnerella vaginalis や Mobiluncus spp.
などに置き換わった状態で，形態的特徴によって塗抹検査で確認可能である。性

行為感染症・膣炎：原因は，カンジダ，トリコモナス，淋菌，クラミジアなどを

指し，培養・抗原検査・遺伝子学的診断で確認する。Nugent Score とは… 
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細菌性膣症の診断として用いられるスコアで，スコアが高ければ，流産や早産のリ

スクも高いとされる。 
ただし，塗抹にて酵母様真菌が認められた場合と閉経後では適応されない。(酵母様

真菌を認めた場合は膣炎と考え，閉経後ではホルモンバランスにより，Lactobacillus
の保有率が下がるため，Nugent Score は相関しない) 
スコアの計算の仕方は，油浸 100 倍にて鏡検し，塗抹結果を下表に当てはめ，

Lactobacillus 型・Gardnerella 型 Mobiluncus 型のそれぞれのスコアを合計すること

で求められる。 
 

Nugent score     

型 Lactobacillus 型       

個／視野 0 ＜1 1～4 5～30 ＞30 

スコア 4 3 2 1 0 

      

型 Gardnerella 型(グラム陰性小桿菌含む)   

個／視野 0 ＜1 1～4 5～30 ＞30 

スコア 0 1 2 3 4 

      

型 Mobiluncus 型       

個／視野 0 ＜1 1～4 5～30 ＞30 

スコア 0 1 1 2 2 

      

おさらい…各菌種のグラム染色での特徴 
 Streptococcus pneumoniae→呼吸器系・リコールなどから分離されるグラム陽性

球菌で，双球菌状やランセット型に見える特徴があり，他の連鎖球菌と区別でき

る点は莢膜が観察されることである。 
 Haemophilus influenzae→呼吸器系・リコールなどから分離されるグラム陰性の

小短桿菌で，多形成を示す。 
 Moraxella catarrhalis→主に呼吸器系材料から分離されるグラム陰性の双球菌で，

喀痰などで多数の菌が固まって白血球に貪食されている像で見られる。 
 Pseudomonas aeruginosa(ムコイド型)→主に呼吸器系材料から分離されるグラム

陰性のやや細めの桿菌で，ムコイド型の場合は，着色した膜(バイオフィルム)に複

数の菌が包まれている像で観察される。気管支拡張症などの基礎疾患と関連する。 
 Neisseriae gonorrhoeae→主に，尿道分泌物から分離されるグラム陰性の双球菌で，

白血球に貪食された像で見られる。泌尿器科を受診する若い男性(20 代～30 代)に
多い。 

 Campylobacter spp.→グラム陰性らせん状の桿菌で，糞便より分離される。パイ

フェル液に染まりやすく，粘血便では血液混入部分を採取すると比較的見つけや

すい。 
 Klebsiella spp.→呼吸器をはじめ，さまざまな材料から分離されるグラム陰性の大

桿菌で，莢膜が観察されるのが特徴である。 
 Cryptococcus neoformans→リコールなどから分離される酵母様真菌で，墨汁染色

により莢膜を確認することができる。 
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 Lactobacillus spp.→膣の常在菌で，グラム陽性の大桿菌として観察される。 
 Gardnerella vaginalis→膣の常在菌で，グラム不定の小短桿菌として観察される。 
 Mobiluncus spp.→膣の常在菌で，三日月型のグラム陰性の桿菌として観察される。

嫌気性菌なので，通常の培養では生えてこない。 

まとめ 
塗抹検査はコストも安く簡単で，しかも迅速性があり，培養の結果を見て起炎菌か

どうか悩んだときにも参考になるいいことずくめの検査のように思えます。起炎菌が

観察されて，臨床の先生に報告した場合は，喜ばれ，やりがいも感じます。しかし，

安易な検査を行い，間違った結果を報告すれば，臨床の先生は誤った情報を信じて治

療を始め，失敗につながるかもしれない危険性もあります。最近は医療訴訟も盛んに

起こっておりますので，注意が必要です。 
そんな時代ではありますが，患者様の役に立てるように，失敗を恐れて恐れず取り

組める職場の環境作りも大切であると思います。 
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基礎技術講座（腸管編）インプレッション 

 
近畿大学医学部附属病院 米本 圭佑 

基礎講座とはいえ自分はついていけないのではないかと最初は不安でいっぱいでし

た。しかし，世話人の方々が一つ一つ優しく教えてくださり，すぐに不安は解消され

ました。受講生 2 人に世話人 1 人が付くといった人数関係だったのでわからないこと

はすぐに質問をすることができました。そのため，普段恥ずかしくて聞けない基礎の

ことも質問することができました。 

今回は白金耳の使い方など基礎のことも実習内容に入っており，普段の自分の行っ

ている操作が正しいのかと一つ一つ確認しながら実習を進めることができました。基

礎とはいえ忘れていることや知らなかったこともありここで再び勉強できてよかった

と思います。また，普段あまり見ることのできない，しかし病原性が強く見逃せない

重要な菌の説明をしていただきました。その後その菌の平板培地のコロニーや確認培

地の性状を実際に見せていただけたので，コロニーの色や大きさも知ることができま

した。講習に来ている人は新たにローテーションで細菌検査室に来た人や新人の人が

多かったので，自分と同じくまだ細菌検査の経験の浅い人が多かったです。そのため，

普段の業務で困っていることや他の施設ではどのようなキットや培地，機器を使って

いるのかなども気楽に聞くことができました。 

このような実技講習はあまりないと思うので大変貴重な経験になりました。また，

他の施設の方とも話せる絶好の機会なので参加し，そして楽しめてよかったと思いま

す。 

 

国立病院機構和歌山病院 研究検査科 坪井俊裕 
今回受講した腸管感染症に関する技術講義では，発生起序や臨床症状から推測され

る各原因菌を，どのような手順で検査を進めて行けば良いのかを学びました。また，

抗菌薬についての説明で，各起炎菌に対して臨床では主にどの抗菌薬を使用している

かという「抗菌薬療法の実際」という内容は特に興味深いものでした。  
実習では，各自の手技の改善点や疑問点の解決だけでなく，各操作におけるコツや

注意点そして，その状況下で起こった経験談などを交えた実用的な指導を受け，経験

の浅い私にはとても参考になりました。 
又，実習中に使用した検体は，これからの時期に検出される可能性のある臨床的に

非常に重要で意義のある検体で，今後の細菌検査業務に大変役立つものでした。 
実習で使用した検体以外にも供覧検体として試験管法の生化学的性状を示した培地

を観察することができました。日常業務では経験する機会の少ない細菌も含まれてお

り，コロニーの形状や性状を写真や文章だけでなく，実際の目で観察することでより

理解しやすく，まさに「百聞は一見にしかず」といった感じで，とても貴重な経験が

できました。日常の細菌検査業務で必要不可欠な手技や技術を丁寧でわかりやすく指

導して頂き，技術の再確認や自分なりの改善点を見つける事ができ，非常に有用な技

術講座でした。さらに，受講された他施設の技師の方々との意見交換もとても参考に

なりました。私とは異なった視点からの質問内容を聞く事ができ「気付かなかった疑

問」を知り学ぶ事ができました。 
今後も，このような微生物技術講座に積極的に参加し検査技術の習得に努めたいと

思います。 
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関西医科大学附属滝井病院 中矢 秀雄 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A：Fusarium spp. B：Penicillium rugulosum C：Penicillium islandicum 
D：Aspergillus ochraceus E：Penicillium patulum，P. expansum 
F：Aspergillus flavus G：Aspergillus versicolor H：Penicillium citreoviride 
 
 
 

【問題】 
「自然のものは身体に良く，人工産物は悪い」という文

言をよく見聞きしますが，自然界にはあのダイオキシンを

凌ぐ強烈な発ガン性物質があることをご存知でしょうか？ 
今回，私たち微生物検査技師にはなじみのカビ（糸状菌）

が産生するマイコトキシンをとりあげてみました。産生菌

をＡ～Ｈから選んでください． 

（解答は次のページ）

マイコトキシン 主な産生菌 毒性 主な汚染食品

アフラトキシン
（B1、B2、G1、G2）

？ 肝癌、肝障害 ピ－ナッツ、豆類

ステリグマトシスチン ？ 肝癌、肝障害 コメ、トウモロコシ

ルテオスカイリン ？ 肝癌、肝障害 コメ

ルグロシン ？ 肝癌 トウモロコシ

シトレオビリジン ？ 呼吸困難，上行性麻痺 コメ

パツリン ？ 神経障害，肉腫 リンゴ、リンゴ果汁

オクラトキシン ？ 肝癌、腎癌 トウモロコシ、穀類

フザリオゲニン ？ 食中毒性無白血球症 小麦



 

 

【答え】 
上から順に F，G，C，B，H，E，D，A 
 
マイコトキシンを産生する主なカビは Aspergillus，Penicillium，

Fusarium の 3 菌属です。 
 
ちなみに，「ダイオキシンを凌ぐ強烈な発ガン性物質」はアフラトキ

シンです。国内では沖縄を除いてアフラトキシン高産生株は存在しな

いと報告されています． 

 
 
 
 ９月になりようやく朝晩に涼しい風を感じる

ことができるようになりました。JICA のフラ

ンス語圏臨床検査コースもいよいよスタートし、当微生物検査部門のスタッ

フの中からもお手伝いさせていただくメンバーもいます。六カ国から１２人

の方が研修に来られています。アフリカといえば、以前に本誌に旅行記を投

稿していただいたこともありますが、地球の反対側で、やはり遠い国、新し

い国もたくさんあり、今回来られた方の国名を聞いても｢どこ？｣という国も

ありました。ということで本文中にアフリカの地図と研修生の方々の国を載

せてみました。 
 国の事情も違えば、文化も違い、もちろん感染症も

違います。感染症では宝庫のようで、学ぶことも多々

あることと思います。関係者の一員として｢褌（もち

ろん身に着けていませんが）の紐を締めなおして｣が

んばらなくっちゃの心境です。 
 

坂本雅子 2006.9.13. 
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