
Vol.28, No.5（平成 19 年 5 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 

5 月 22 日（火）あべのメディックス 7 階研修室 で開催いたします。 

 

白 金 耳

坂本 雅子 

バイキン Quiz 

ばくと君の知識箱 

 －健康アップ！毎日ヨーグルトのススメ－

定期講習会報告 

 －ウイルス性腸炎のすべて・ノロウイルスを中心に－

ごあんない 

 今月の定期講習会 
 来月の定期講習会 
 微生物検査若葉マーク
講習会 

福山 博文 

和泉 多映子 

福山 博文 
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あ
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講習会

テ−マ ：『感染症法改正のポイントと微生物検査室の対応』  
講 師 ：京都大学医学部附属病院検査部 田中 美智男 先生 

日 時 ：平成 19 年 5 月 22 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 

「感染症の予防および感染症の患者に対する医療
に関する法律などの一部を改正する法律」が 2006
年 12 月に可決・成立しました。本年 4 月から一部
が施行され、引き続き 6月には全体が施行される見
通しです。法改正は、微生物学や感染症の研究教育
に関わる環境、そして微生物検査にも影響を及ぼし
ます。法改正とポイントを解説いただき、微生物検
査室としてどう対応しなければならないのか御講演
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 ：『次世代への腸管感染症検査』  
講 師 ：市立豊中病院臨床検査部 上田 恒平 先生 

日 時 ：平成 19 年 6 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 

同定検査で、その検査手順が最初に確立されたの
はグラム陰性菌ではないでしょうか？腸管感染症の
検査は食中毒をはじめとする馴染みやすい感染症で
あり、グラム陰性菌を中心とする検査で、多くの情
報が容易に得られることから取り組みやすい検査で
ある反面、常在性の腸内細菌叢から検出菌と起因菌
をどのように判断すればよいのか、嫌気性菌をどこ
まで検査するのか、使用できる培地の種類も多く且
つ多社市場の中で“無駄なく漏れのない培地の選択”
はどうしたらいいのかなど、日常検査の中で疑問に
感じることは多々あるのではないでしょうか？大腸
菌の誤同定が重要な問題として取り上げられていま
すが、感染症検査法がどのように進化し、変わろう
とも、腸管感染症検査において“これだけは押さえ
ておかなければ検査のポイント”を先輩技師から次
世代へ伝承されるべく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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～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
ッフが担当します。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 19年 6月 7日（木） 

財団法人結核予防会大阪府支部大阪病院 伏脇 猛司 
 
● ゼロからの細菌培養検査  平成 19年 6月 14日（木） 

大阪市立大学医学部付属病院 中家 清隆 
 
● ゼロからの薬剤感受性検査 平成 19年 6月 22日（金） 
    （財）大阪府警察協会大阪警察病院 赤木 征宏 
 

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 

あ

ん
な い

講習会 
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～微生物検査・若葉マーク講習会～ 

基礎講座— 実技編 
昨年までは基礎技術講座―腸管感染症、呼吸器感染症は７月と９月の２回

にわけて開催していました。本年度は、より日常検査の流れに即した内容に
構成したく、“細菌を中心とした微生物検査基礎技術講座”として３日間で
開催することとなりました。 
微生物（細菌）検査の３本柱である塗抹・培養・感受性検査に必要な基礎
技術の習得を目的として、教科書には詳しく説明されていない基本操作を中
心に日常の検査業務の流れに沿った形で進めていきます。そして原虫や真菌、
感染防止から手洗い検証法など、若干のプラスαとディスカッションも加え
て楽しく学びましょう。 
“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
があるけど質問できる先輩がいない”など，様々な事情を抱えていらっしゃ
る方、老若男女を問わず、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 19 年 9 月 14 日（土曜日） 13：00～18：00 

  平成 19 年 9 月 15 日（日曜日）  9：00～17：00 

 平成 19 年 9 月 16 日（海の日）  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 8000 円，非会員 25000 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 ：赤木 征宏 
〒543-0031 大阪市天王寺区石ケ辻町14-13 
（財）大阪府警察協会大阪警察病院臨床検査センター 

mail  : akg@oph.gr.jp
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～ウイルス性腸炎のすべてーノロウイルスを中心に～ 

大阪市環境保健協会 福山 博文 

平成１８年１１月２８日に大阪府立公衆衛生研究所 山崎 謙治先生をお迎えし、
「ウイルス性腸炎のすべてーノルウイルスを中心に」と題しまして、ノロウイルス
の感染経路や感染様式、検査法等についてご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。 

 

【胃腸炎症状をおこす細菌とウイルス】 
胃腸炎症状をおこす細菌には、赤痢菌やサルモネラ菌、腸炎ビブリオ、黄色ブドウ
球菌、病原性大腸菌、コレラ菌、キャンピロバクターなどがある。ウイルスでは、
ノルウイルスをはじめ、ロタウイルス、アストロウイルス、エンテロウイルス、ア
デノウイルスなどがある。 
 

【ノロウイルス感染症の臨床症状】 

 吐気：79％ 嘔吐：69％  下痢：66％ 

 腹痛：30％ 頭痛：22％ 発熱：37％ 

 悪寒：32％ 筋肉痛：26％ 咽頭痛：18％  

 潜伏期間は 1～２日、症状の持続期間は 1～２日、ウイルスの排泄期間は
7～１４日である。 
 
【ノロウイルスの感染経路と感染様式】 
 ほとんどの感染経路は経口感染であり（飛沫感染を忘れてはならない）、
一次汚染はノロウイルスで汚染された食品や水からヒトへの感染、二次汚染
は汚染された食材や調理器具、水、感染（調理）者から食品への汚染、更に
ヒトへの感染、ヒトからヒトへの二次感染と感染拡大力は大きい。 

 
【ノロウイルス感染防止が困難な理由】 
 ノロウイルスは 100 個以下の少量で感染発症が可能であり、ウイルスの排
出期間が 2週間と長いことから、ヒトからヒトへの感染や二次的に感染拡大
するリスクが大きい。環境中では 10ppm の塩素濃度に耐性であり、60℃、30
分間の加熱で不活化されないことからウイルスの除去などの衛生管理が困難
である。また、ウイルスは遺伝型・抗原型に多様性を持つことから異なった
型での再感染がおこり、流行予測が困難で、更にワクチン開発が困難である。 
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【ノロウイルス感染予防】 

1. 牡蠣は生食を避け、十分に加熱してから食べる。 

2. 生鮮食品は十分に流水で洗う。 

3. 調理前や食事前、トイレ後によく手洗いをする。 

4. 手洗い後の使用タオルは清潔なものを使用する。 

 

【ノロウイルス二次感染予防】 

1. 患者の糞便や嘔吐物、汚れた衣類はすぐに処理する。 

2. 汚物の処理はディスポの手袋やマスク、エプロンを使用し、ウイルスの
飛散に注意する。 

3. 衣類は他の衣類を分けて洗う。 

4. 汚物はビニル袋に入れ、密封する。 

5. 嘔吐などで汚染された床などは 1000ppm 塩素水でふき取る。 

 

【ノロウイルス検査法の比較】 

方法 EIA 法 IC 法 
RT-PCR
法 

ﾘ ｱ ﾙ ﾀ ｲ ﾑ
PCR 法 

TRC 法 
RT-LAMP
法 

所要時間 4hr 5～15 分 4～5hr 3～4hr 1hr 1hr 

特殊機器 不要 不要 必要 必要 必要 不要 

ｺﾝﾀﾐの可
能性 

少 少 大 大 少 少 

検出感度 低 未知数 高 高 高 高 

特異性 高 未知数 
単独では
低 

高 高 高 

各地で大小規模の流行を起こしているノロウイルスですが、その感染予防、
感染拡大防止は十分な過熱調理と手洗いです。“中まで十分に火が通ってい
ますか？”“流水で十分に洗ってください”……O157 食中毒事件が教えてく
れた教訓を思い出します。ガウンテクニックと衛生的手洗い－二次感染防止
には最初の第一歩が大きく左右します。実践に役立つ知識の構築に努めたい
ものです。 
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～健康ｱｯﾌﾟ！毎日ヨーグルトのススメ～ 
 

 市立堺病院 和泉多映子 
    
ヨーグルトが体によいことは、誰もがご存じのことと思いますが、今一度プ
ロバイオテクスとしてのヨーグルトと私たちの体への作用や、今話題の植物
性乳酸菌についても、簡単に触れながら紹介したいと思います。 

 
 現代日本人を襲う、腸の危機！  
  日本人が死亡する病気の第１位は、圧倒的にがん。そのなかでも急増し
ているのが、大腸がんです。それは、食生活の欧米化が原因の一つと考え
られている。肉類が中心の食生活になり、食物繊維をとることが少なくな
ってきたため、体外へ排出すべき便がなかなか出ず、便秘によっていつま
でも体内に残っているからと言われています。そこで、注目されるのが、
便秘にならないための生活習慣であり、なかでも食生活。食物繊維を豊富
にとる等の方法も有効だが、ヨーグルトにも便秘解消のパワーが秘められ
ています。 
 
 ご腸内バトル！善玉菌ｖｓ悪玉菌 
   あなたのお腹の中では、実はこんな「せめぎあい」があった！実録、
善玉菌と悪玉菌の戦い編。まずは登場人物（？）の紹介です。 

            
 ＜善玉菌＞ 
腸内を酸性にし、外から襲いかかる有害な菌をやっ
つけたり、免疫力を高めてくれる。普段は上手く悪
玉菌をおさえている。メンバーには、腸内ビフィズ
ス菌、腸球菌、ユウバクテリウムなどがいます。 

            そして、善玉菌を含んでいるのがヨーグルトです。 
           

＜悪玉菌＞ 
たんぱく質を分解し、インドール、フェノール、ア
ンモニアなどの有害物質を作り出す。腸内をアルカ
リ性にするのが好き。アルカリ性になった腸では、
病原菌が増加し、肩こりや肌荒れに始まり、免疫力
が低下します。メンバーには、大腸菌、ウェルシュ
菌、ブドウ球菌などがいます。 
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せまい中での「せめぎあい」 
  人間の中には、100 種類・100～120 兆個もの 
腸内細菌が住んでいる。なんと！合計約１kg にも 
なります。残念ながら、この細菌の定員が増えた 
り、減ったりすることはほとんどありません。 
つまり片方が増えれば、片方は減る。そうした 
「陣取り」を繰り広げているのです。 
                    
                    
乳酸菌ってどんな菌？ 

   腸内の善玉菌を活性化させるためにまず 
実践したいのが、食生活の改善。悪玉菌を 
増やす要因ともなる高たんぱく、高脂肪の食生活を改めることが大事だ
が、ぜひあわせて心がけたいのが、乳酸菌の豊富な食事をとることです。
乳酸菌には多くの種類があり、腸内の善玉菌の多くを占めるビフィズス
菌も、実は乳酸菌の一種なのです。 
乳酸菌は、円筒形をした乳酸桿菌、Ｙ字や棒のような形をしたビフィ
ズス菌、球状の乳酸球菌の大きく３つに分けられる。主に乳酸桿菌や乳
酸球菌は、小腸に多く棲みついており、食物に含まれる悪玉菌の増殖を
抑えるはたらきをする。一方、ビフィズス菌は大腸に多く棲みついてお
り、大腸内の悪玉菌の繁殖を抑えたり、悪玉菌が作る有害物質を吸着し、
排出するはたらきをしています。 

 
～食品に含まれる代表的な乳酸菌～ 
 
＜乳酸桿菌＞ 
Ｌ．カゼイ菌…ヨーグルトに多く含まれ、乳酸菌飲料に
もよく利用される。生きて腸まで届くことができる。 

＜ビフィズス菌＞ 
Ｂ．ブレーベ菌…腸内でもっとも多く出される菌
のひとつ。乳酸菌飲料などによく利用されている。 

＜乳酸球菌＞ 
Ｓ．サーモフィルス…多糖類を産出し、ヨーグル
ト独特のなめらかさを付与する。腸内からは検出で
きない。 
 

 

    善玉菌 
アシドフィルス菌 
ビフィズス菌などア
シドフィルス菌 

     悪玉菌 
ウェルシュ菌 

大腸菌など 

・腸内細菌(定員制) 

・100 種類 

・100～120 兆個 
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腸内の乳酸菌が増えるとどうなるの？ 
 
便秘や下痢、食中毒の予防 
…乳酸菌が作る乳酸や酢酸が、腸の蠕動運動を促すため、便秘を予防してく
れる。 
また、善玉菌の勢いが増すために悪玉菌の関与する細菌性の下痢が抑えられ、
食中毒なども予防できる。 
血中コレステロール上昇・高血圧を抑える 
…乳酸菌が腸内に入ったコレステロールの半分以上を、腸壁から吸収されに
くい「コプロスタノール」という物質に変えてくれる。また、特に乳酸桿菌
には、血圧を下げる作用もある。 
風邪を予防したり、ガンを予防・抑制する 
…腸には、腸内に入ってきた異物の侵入を抑えて体を守る免疫機能が備わっ
ているが、乳酸菌にはこの機能を活性化させるはたらきがある。また、ＮＫ
（ナチュラルキラー）細胞など、異物に対して中心となって戦う免疫細胞を
活性化させるため、ガンを予防・抑制したり、風邪などの感染症を未然に防
ぎ、回復を早める効果がある。 
食物アレルギーの予防 
…乳酸菌には体の免疫機能を正しく機能させ、異物と体に必要な栄養分との
違いを正しく認識できるようたすけるはたらきがある。そのため、異物と間
違えて食物を攻撃してしまう過剰なアレルギー反応を抑えることができる。 

 
ヨーグルトの乳酸菌はお腹の中には住みつかない？ 
 ヨーグルトを食べると、ビフィズス菌などの乳酸菌が、そのまま住みつい
て良いはたらきをしてくれるような錯覚をしていないだろうか？実は残念な
がら、食べたビフィズス菌の多くは、胃の中などで死んでしまうのだ。しか
し、それでもヨーグルトを毎日食べることは確実に健康効果がある。 
 
【手助け１】  「乳糖」のはたらき 
 善玉菌の好物は糖分。中でも乳製品に含まれる糖分＝乳糖である。乳糖は、
普通の砂糖より分解されにくいため、そのまま腸まで届き、ビフィズス菌の
エサになってくれる。そして、乳酸、酢酸などの酸性物質を作り出し、悪玉
菌をおさえこむのだ。乳糖は、ヨーグルトはもちろん牛乳、チーズなどさま
ざまな乳製品に入っている。これを摂っていれば、腸内ビフィズス菌は豊富
な食べ物に恵まれ、よくはたらいてくれる。ヨーグルトの良さは、乳酸菌だ
けでなく、この乳糖にもあるのだ。 
 
【手助け２】  「生きて腸に届いた乳酸菌」のはたらき 
腸の中の乳酸菌と同じ種類のもののうち、いくらかは生きたまま腸に届き、
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比較的長い間そこで活躍してくれるものもいる。ビフィズス菌やアシドフ
ィルス菌などの「定住菌種」とよばれるものだ。ヨーグルトのビフィズス
菌は腸内ビフィズス菌と同じではないため、腸内には永住はできないが、
ゆっくりと通過する間に酸を作り出し、酸性に弱い悪玉菌を抑える。こう
して、腸内ビフィズス菌などの善玉菌が活躍しやすいように手助けしてく
れるのだ。 

 
【手助け３】 「死んでしまった乳酸菌」のはたらき 
 残念なことに、生きて腸まで到達できる乳酸菌はわずかである。しかし、
実は死んでしまった乳酸菌も、十分役に立ってくれるのだ！死んだ乳酸菌は、
まるで食物繊維と同じようなはたらきをしてくれる。つまり、邪魔な悪玉菌
の死骸を吸着して、体外へと連れ去ってくれるのだ。おかげできれいになっ
た腸内は、善玉菌が住みやすく、増えやすい環境になる。 
 
ヨーグルト選びは成分表示で！ 
・選ぶ基準は、トクホ＋成分表示 
「特定保健用食品（トクホ）」マーク。これは「身体の調子を整える」はた
らきを強化した食品として、効果が実証され、パッケージ等への表示を厚生
労働省に認可されている。さらに、成分表示。そこには、あなたの希望にあ
わせたヨーグルト選びのヒントが書かれているのだ。 

「特定保健用食品（トクホ）」マーク→    
                              
・便秘の人に…⇒「寒天」入り 
日本で最初に発売されて広まり、給食でよく食べた懐かし
いハードヨーグルト。これには、寒天が入っている。そして、
寒天は食物繊維のかたまり。便秘がヒドイ人には、特におススメ。腸の有害
物質や悪玉菌の死骸を、キレイに排泄しましょう！ 
 
・肌荒れの人に⇒「無脂乳固形分」の％が高いもの 
ヨーグルトは糖質、脂質、たんぱく質、ミネラル、ビタミンなど、ほぼすべ
ての栄養を含んでいる。この豊富な栄養から、乳脂肪分と水分を除いたもの
が、「無脂乳固形分」。特に多いのが、たんぱく質とビタミン B群で、牛乳の
約４倍にもなる。この２つから、健康でキレイな肌作りができる。つまり、
無脂乳固形分の％が多いものほど、キレイな肌の材料となりやすいのです。
プレーンヨーグルトやフローズンヨーグルトが、おススメ！ 
 
・体脂肪が多い、高コレステロールの人に⇒「乳脂肪分」の少ないもの 
体脂肪の多い人、高コレステロールの人が気になるのが脂肪分。しかしヨー
グルトには、血中コレステロールを下げる効果が期待できるので、ぜひ摂取
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したい。そこで、「飲むヨーグルト」。これは、ヨーグルトの中でも、脂肪分
が少ないタイプ。ちなみに、乳酸菌飲料などとの違いは、以下の通りになっ
ている。脂肪を除いた栄養分（無脂乳固形分）や、乳酸菌の数で分かれてい
る。 

 
※そもそも牛乳と同等の無脂乳固形分（8.0％）を含むものをヨーグルトと
呼ぶ 
 

分類 無脂乳固形分 
乳酸菌数または酵母数 
（1ml あたり） 

発酵乳 
（ヨーグルト） 

8.0％以上 1000 万以上 

乳製品乳酸菌
飲料 

3.0％以上 1000 万以上 

乳酸菌飲料 3.0％未満 100 万以上 
 
 
最近話題の植物性乳酸菌とは 
「乳酸菌」とは、乳糖やブドウ糖などを栄養分として増殖し、乳酸をつく
りだす細菌の総称。そのなかで牛やヤギなど動物の乳をエサに増殖するもの
を「動物性乳酸菌」、米・麦・果物など植物をエサに増殖するものを「植物
性乳酸菌」という。 
 
生息場所とその環境 植物性乳酸菌 動物性乳酸菌 

どこに？ 植物に由来するすべて ミルク 
どんな糖と関係してい

る？ 
ブドウ糖・果糖・ショ
糖・麦芽糖など多糖類多
様 

乳糖のみ 

糖の濃度は影響する？ 濃淡はまちまちでも生息
できる 

一定 

栄養状態は影響する？ 栄養が豊富でない所や
バランスが悪い所でも生
息できる 

栄養が豊富で、バランス
がよい所 

ほかの微生物と共存で
きる？ 

さまざまな微生物と共
存できる 

おおむね単独 

食塩も影響する？ 高濃度でも生息できる 生息できない 
「植物性乳酸菌と動物性乳酸菌の比較」岡田早苗（東京農業大学）調べより 
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日本人と相性ピッタリ。植物性乳酸菌 
 日本で「植物性乳酸菌」というと、味噌やしょうゆ、漬物など、食卓でお
なじみの食品が挙げられる。その歴史は古く、例えば味噌は、古く奈良時代
に中国から日本に伝えられたとされている。室町時代には庶民の常食として
広く普及していたというから、少なくとも数百年、食べられてきたことにな
る。植物性乳酸菌が日本人の腸にいかになじみ深く、相性がよいかがうかが
える。 
 
京都の漬物から発見された、「ラブレ菌」 
 「京都の男性は全国２位の長寿」－この新聞記事にひときわ強い関心を抱
いた人物がいた。財団法人ルイ・パストゥール医学研究センターの岸田鋼太
郎博士である。岸田博士は、京都人が好んで食べる食品の中に、京都男性の
長寿の秘訣がかくされているのではないかと着目。もともと長寿と乳酸菌と
の関連を研究していた博士は、京都人がよく食べ、乳酸菌が豊富に含まれる
食品「漬物」を片っぱしから調査した。 
 その中の一つ、独特の酸っぱさが特徴の漬物「すぐき」に目をつけ研究開
始したところ、これまでにないまったく新しいタイプの乳酸菌－「ラブレ菌」
が発見されたのである。 
 
生きて腸まで届く～植物性乳酸菌は強い 
 動物性乳酸菌にも生きて腸まで届く乳酸菌があるが、植物性乳酸菌もまた、
胃酸の中やアルカリにも強く、より過酷な環境でも生息できるものがほとん
どである。 
乳酸菌が腸に届くと、腸内に住みつく“善玉菌”であるビフィズス菌を増
やして、大腸菌などの悪玉菌をやっつけてくれる。腸内で善玉菌が優勢にな
ると、腸の機能は高まり、消化吸収が促進され、結果的に便秘や下痢などを
防ぐのである。 
 また、漬物などのように、野菜を利用した植物性乳酸菌食品は、食物繊維
の摂取量が増えることもメリットのひとつ。漬け込むことで野菜の水分が抜
けるため、サラダなどで食べるより一度にたくさんの野菜が摂れるのだ。

 

参考：「腸内細菌学雑誌  

第 16巻 第２号 別冊」
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代表的な植物性乳酸菌の種類と特徴 
ラクトバチルス・プランタラム (Lactobacillus plantarum) 
…世界中で広く漬物に含まれる乳酸菌。日本では、ぬか漬けやしば漬けに使
われている。韓国のキムチやドイツのサワークラフト、ヨーロッパのサワー
ブレッドなどにも。美味しい酸っぱさのもと。 
 
ラクトバチルス・ブレビス (Lactobacillus brevis) 
…ラクトバチルス・プランタムと同様、漬物やキムチなどの発酵に関わる乳
酸菌。香り付けに一役買っている。 
 
テトラジェノコッカス・ハロフィルス (Tetragenococcus halophilus) 
…味噌に多く含まれる乳酸菌。耐塩性が強く、独特の風味が生まれる。 
 
ペディオコッカス・ペントサセウス (Pediococcus pentosaceus) 
…耐酸性、耐塩性が強い乳酸菌。野菜の青臭みをまろやかにしてくれる。 
 
日本をはじめ、世界には植物性乳酸菌食品がいっぱい！ 

 
 
参考ＵＲＬ 
『ｈｅａｌｔｈクリック』 
ｈｔｔｐ：//ｗｗｗ．ｈｅａｌｔｈ．ｎｅ．ｊｐ/ｌｉｂｒａｒｙ/3000/ｗ
3000443．ｈｔｍｌ 
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大阪市環境保健協会 福山 博文 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
●ウイルスの初感染によって生じる急性の伝染性疾患である 
 
●感染経路は空気感染(飛沫核感染)、飛沫感染、接触感染と様々である 
 
●免疫を保有していない者が感染した場合の発症率は、ほぼ 100%である 
 
●症状としては、10日前後の潜伏期を経て、カタル期(2～4日間)、発疹期(3～5日間)、
回復期へと移行 していく 
 
●高熱(38～40℃)が 1週間前後持続し、特異的な治療法はない 
 
● 予防法としてはワクチン接種が有効である 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

（解答は次のページ）

【問題】 
最近流行しているウイルスです 
次のの説明に当てはまるウイルス名を答えてください 



【答え】 
麻しんウイルス 

 
 

 
 
 

 
 

 

 今年のゴールデンウイークも何万人もの人が海外で過ごされたようです。
毎年、こんなにも多くの人が海外に行くというのに、友人知人に海外旅行に
行った人が一人もなにのはなぜでしょうか？海外旅行ということで、鳥イン
フルエンザや SARS、昨年は狂犬病が話題となりました。 

欧米では健康食として日本食が好まれているようですが、その反対に日本
では食生活が欧米化し、魚や野菜中心の食事が変化して、肉などの動物性脂
肪の摂取量が増加しています。肉中心の食生活は健康に良くないとか成人病
になりやすいとか言いながら、ゴマや納豆、ヨーグルトが身体にいいといっ
て勧められ、加工食品もゴマ○○○、きな粉○○○、お茶○○○となれば売
り上げもアップするようです。何か矛盾も感じますが、肉も魚も野菜も、そ
してゴマもきな粉もバランスのよい接種が大切で、バランスのよい知識が大
切なことと共通しているようです。 

 

坂本雅子 2007.5.9. 
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