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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お休みです 

白 金 耳

 

坂本 雅子 
ごあんない 

 定期講習会のご案内 

ばくとファミリーの知識箱 

－マゴット治療－ 
－クリーンベンチと安全キャビネット－
－糖尿病－ 
－消毒薬抵抗性菌 
 

バイキン Quiz 

谷本 理香 

戸田 宏文 

福山 博文 

仁木 誠 

谷本 理香 
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微生物検査部門定期講習会予定 
  

●遺伝子学的解析の基礎から実践へ－VNTR 法と RFLP 法を中心に－（仮題） 
講 師：東京大学医学部附属病院感染制御部微生物検査部門 後藤 美江子 先生  
日 時：平成 19 年 9 月 26 日（火） 18：30～20：00 

●次世代への血液培養検査（仮題） 
講 師：静岡県立静岡がんセンター感染症科 佐藤 智明 先生 
日 時：平成 19 年 10 月 23 日（火） 18：30～20：00 

●インフルエンザ－診断・治療・予防（仮題） 
講 師：日本ベクトン・ディッキンソン（株）国見 昌生 先生  
日 時：平成 19 年 12 月 4 日（火） 18：30～20：00 

●QFT－その基礎から実践へ（仮題） 
講 師：近畿中央胸部疾患センター 富田 元久 先生 
日 時：平成 20 年 1 月 29 日（火） 18：30～20：00 

●市中肺炎の最新診断と薬剤感受性 
講 師：中浜医院 中浜 力 先生 
日 時：平成 20 年 2 月 16 日（土） 15：00～16：30 
 

 

あ

ん
な い

講習会 
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マゴット治療 

済生会茨木病院 谷本 理香 

先月は｢むし｣のつく病の話をばくとおやじ君が紹介してくれましたが、虫
といえば、嫌われ者のイメージがあります。医療業界でも虫といえば衛生害
虫、寄生虫などヒトに害を及ぼすものばかりですが、中にはヒトの役にたつ
ものもあるようで調べてみました。 

マゴット治療とは？ 
マゴットセラピーとは、治療しにくい四肢潰瘍に対し無菌マゴット（ハエ
幼虫、ウジ）を用い治療を促す治療法です。 

マゴットセラピー＝ウジムシ治療＝Maggot Debridement Therapy(MDT)生
物的デブリードメント(Biological Debridement)の別名もあります。 

マッゴトの四肢潰瘍に対する作用は、壊死組織を溶かし、創を清浄にする
殺菌作用を持ち (Antimicrobial Action) 、創傷の治癒を促します
(Stimulation)。 

マゴット治療は、特殊な器具を必要とする特別な治療法ではありません。
しかし何とか足を残そうと言う熱意が医者と患者に必要であり、またこれに
は形成外科、整形外科、麻酔科(pain control)の医師との協力が必要です。 

歴史 
ハエ幼虫（ウジ）が傷治療に有効であることは数千年前より人々に広く認
識されていました。実際にはオーストラリアの原住民(Aborigines)は数千年
前より創を清浄にするために、これを使用していました。 

ビルマの伝統医は傷をウジ、泥と濡れ草で覆い治療していました。またア
メリカ先住民(Mayan Indians)は動物の血を漬け乾かした布で創を覆うこと
により、傷にウジを湧かせて、傷を治療していました。 

近代医学にいたっては、戦争中、マゴットの涌いた創の方が早く治癒し、
結果的にその兵隊は命が助かった事を多くの軍医は目撃してきました。 

例えばウイリアム・バゥア教授（ジョンホンプキンス大学整形外科）は、
戦地から帰って実際にマゴット治療を米国内に広めた最初の医者です。彼の
良好な結果は 1931 年に報告されています。 
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その後、抗生物質と外科治療が進歩した 1940 年代にいたるまで、マゴッ
ト治療は何千という医療機関で実践され、良好な結果を得てきました。 

1990年代になり抗生物質の多用乱用により抗生物質抵抗性の感染性潰瘍が
出現し、糖尿病、動脈硬化症の潰瘍の原因となる疾患が増加し、重症化し、
これらの難治性潰瘍治療に難渋することとなりまいた。そこでマゴット治療
の有効性が再び脚光を浴びたのです。 

ヒロズキンバエとは 

マゴット治療に、クロバエ科の一種ヒロズキンバPhaenicia sericata(Green 
Blow Fly)のウジを使用しています。その理由は、長年にわたって欧米で安
全に実際に患者さんに使用されているからです。外来種を日本に移動させる
こと不測の事態を引き起こす可能性がありますので、日本に生息しているヒ
ロズキンバエを使用します。現在までに、副作用（人間の生きた組織の中に
入り込んだ等）を生じたという報告はありません。このハエは、全世界の温
帯地域、熱帯、亜熱帯地域の一部に分布しており、ヒトの生活環境内で生息
しています。 

山間部の地域よりも、海岸に近い地域に多く見られる傾向があります。成
虫は家屋に侵入する習性があります。日本国内では日本全土に分布していま
す。体長は 5～９mm で比較的小型です。遠くから見ると黒色ですが、近くで
見ると金属光沢を持つ金緑色をしており、大変美しいハエです。素人目には
オーストラリア産と日本産の違いはわかりません。（大阪市立大学理学部沼
田英治教授による） 

マゴットセラピーのメカニズム 
１） 壊死組織を溶かし、創を清浄とする。 
２） 殺菌作用を持つ。 
３） 局所の免疫を亢進する。 

以上のようなメカニズムで、マゴットセラピーは、壊死した皮膚にハエの
幼虫（マゴット）をガーゼとともに固定して行う。幼虫が腐敗した部分を食
べ傷をきれいにするとともに、マゴットの唾液に含まれる物質が微生物を殺
す役目を果たし、創の回復を早める。週に 2回ほどガーゼを取り換え、２～
３週間で効果があらわれる。 

マゴットセラピーの特徴 
１） 生物学的デブリが出来る。 
２） 治療侵襲が少ない。 
３） 麻酔を必要としない。 
４） 従来の治療（抗生物質、外科治療）に比較し、安価である。 
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５） 西洋で糖尿病潰瘍治療に対する長い歴史と十分なエビデンスがあ
る。 

マゴットセラピーの副作用、危険性 

１） 周囲の皮膚痛、刺激。 
２） 腸管や血管へのマゴットセラピー 
腸管、血管壁が壊死に陥っているとき、この部分を食べて、腸管瘻孔、
出血をきたす可能性があります。 
３） 新たな感染症の惹起 

① 一部の細菌(Pseudomonasu,Proteus など)に対しては効果のな 
いことがあり、この細菌が選択的に残り、結果として増殖する 
② マゴットの持つ細菌が感染を起こす 

４） ヒト蛆症（ヒトにマゴット、ハエが寄生する）の発生 

Mggot Therapy A handobook of Maggot-Assisted Wound Healing から 

海外におけるマゴット治療の現状 

１） 年間 100 万人の患者がマゴット治療の恩恵を受けている。 
２） 保険医療に含まれている。 
３） イギリス、オーストラリア、アメリカは無菌マゴット供給会社が
すでに機能している。 

４） 褥創、やけど、静脈潰瘍、癌性潰瘍などの色々の領域に無菌マゴ
ットが使われている。 

 

現在の取り組み 

１） 医師主導臨床治験を行う 

２） 治験結果を関連学会で報告し、専門の中で十分に討論する。 

３） 糖尿病性壊疽に有効な治療法として日本においても認知、普及さ
せる。 

４） マゴットの薬事法承認、マゴット治療の保健治療収載を得るべく
努力する。 

５） 糖尿病性壊疽以外のマゴットの応用を推進する。 

以上のような取り組みが行われているようです。 

参考文献 マゴット治療ホームページ 
 ジャパンマゴットカンパニー 
 Sankei WEB 
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クリーンベンチと安全キャビネット 

 

近畿大学医学部附属病院 
戸田 宏文 

 

細菌検査にとって安全キャビネットは必須のアイテムとなっています。し
かし、外観のよく似ているクリーンベンチと混用している（していた）施設
もあったのではないでしょうか？今回、クリーンベンチと安全キャビネット
の違いについて簡単に概説したいと思います。 

 

☆ クリーンベンチ・・・汚染防止操作に使用 

ベンチ中の作業空間には HEPA(high efficiency particulate air)フィル
ターを通した清浄空気が送られている。作業台のクリーン状態は保たれてい
るが、前面開口部の気流は作業者に向かって流れている。 

 

☆ 安全キャビネット・・・作業者の曝露防止に使用 

作業空間は陰圧に保たれ、エアバリア構成により、危険な病原体などは内
部に封じ込められる。作業空間からの排気は HEPA フィルターを通過してか
ら外部へ排出される（クラスによっては室内排気と室外排気がある）。 

 

クラスⅠ：前面開口部から作業台にふつうの（室内の）空気の流れがあ
り、作業台は清浄ではないが、作業者への汚染エアロゾルの
曝露は防止される。 

クラスⅡ：作業空間にはHEPAフィルターを通過した清浄空気が供給され、
清浄が保持され、無菌操作が可能である。また、前面開口部



 6

の流入気流によるエアーカーテンにより汚染エアロゾルの流
出が防止される。（クラスⅡは構造、気流方式、循環率などに
よりⅡAとⅡBに分類される） 

クラスⅢ：開口部のない密閉型タイプで、危険度分類４レベルの高度の
危険性を持つ病原体などの取り扱いに使用される。 

 

クリーンベンチと安全キャビネットの違いについてご理解頂けたでしょう
か？両者を正しく使用することにより、検査室内汚染（感染）を防止しまし
ょう。 

（クリーンベンチ内で結核菌検査はダメよ） 

参考文献：インフェクションコントルール 2006 年 秋季増刊 

感染対策にすぐ使える臨床微生物の基礎知識 

HEPA フィルタ (High Efficiency Particulate Air Filter)
とは、空気中からゴミ、塵埃などを取り除き、清浄空気にす
る目的で使用するエアフィルタの一種です。 
 JIS Z 8122 によって、「定格風量で粒径が 0.3μm の粒子に
対して 99.97％以上の粒子捕集率をもち、かつ初期圧力損失が
245Pa 以下の性能を持つエアフィルタ」と規定されています。
 HEPAフィルタの粒子捕集効率をさらに上げたULPAフィルタ
というものもります。 
このフィルタが永久には使えません。もちろん使用頻度や
使用時間などの条件によりますが、定期的な交換が必要です
し、保守点検を忘れないでください。 
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糖 尿 病 
大阪市環境保健協会 

福山 博文 

 

今、注目されているメタボリックシンドロームの一因子である糖尿病につ
いて、簡単に紹介したいと思います。 

糖尿病とは 

インスリン作用不足により起こる糖尿病は全身の代謝異常をきたす疾患群
で、慢性の高血糖を主徴とします。2 型糖尿病は、インスリン分泌低下をき
たす素因を含む複数の遺伝的素因に、過食、肥満、運動不足、ストレスなど
の環境因子および加齢が加わり発症します。 

1 型糖尿病では、インスリンを合成・分泌する膵ランゲルハンス島β細胞
の破壊消失がインスリン作用不足の主要な要因です。 

インスリン作用とは、インスリンが体の組織にて、代謝調節能を発揮する
ことをいいます。適切なインスリンの供給と組織のインスリン必要度のバラ
ンスがとれていれば、血糖値を含む代謝全体が正常に保たれます。インスリ
ン供給不足、またはインスリン抵抗性が過大になるとインスリン作用不足を
きたし、血糖値の上昇をみます。しかし、血糖値の上昇が軽度にとどまれば
自覚症状は乏しく、しばしば患者さんは病識をもたない場合が多いです。 

急激な高度のインスリン作用不足により血糖値の著しい上昇、ケトアシド
ーシス、高度脱水などの結果、糖尿病昏睡をきたします。 

慢性的に続く高血糖や代謝異常は網膜、腎の最小血管症および全身の動脈
硬化症を起こし進展させ、神経障害、白内障などの合併症を起こし、日常生
活に著しい障害をきたします。 

糖尿病の病態生理 

高血糖 

高い血糖値はインスリン作用不足があることを示しています。 
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早朝空腹時の血糖値が、基準値上限(1 0 9 mg/dl)から糖尿病の基準値(1 2 
6 mg/dl)程度の上昇(インスリン作用不足 : 軽度)では、自覚症状はほとん
どありません。 

持続する高血糖(2 0 0 mg/dl) (インスリン作用不足 : 中等度～高度)に
より特徴ある症状(口渇、多飲、多尿、夜間頻尿、急激なやせ、多食、易疲
労)をきたします。 

平均血糖値を示す指標 

HbA1c(hemoglobin A1c) : ヘモグロビン Ao のグリケーションの産物であ
る HbA1c は、採血時より 1～2 カ月前までの平均血糖値を示す指標であり、
代謝状態の経過観察に有用です。耐糖能正常者の HbA1c は 4.3～5.8％です。
赤血球の寿命との関連があり、出血、鉄欠乏性貧血の回復期、溶血性疾患(進
行した肝硬変など)で低値となり、ヘモグロビン異常症でも通常と異なる値
になるので注意を要します。このような問題点のない場合、HbA1c が 6.5％
以上であればほぼ糖尿病と判断します。 なお、不安定型グリコヘモグロビ
ン Ao である HbA1 は採血時点での血糖値の影響をうけるため、現代では安定
型だけ測定する HbA1c のみが指標として用いられています。 

過去 2週間の平均血糖値を示す指標としてフルクトサミン(基準値 : 210
～290 μmol/ℓ )、同様に約 2週間の平均血糖値を示すグリコアルブミン(基
準値 : 11～16 ％)があります。いずれもネフローゼなど体外に蛋白質が失
われ血漿蛋白質の半減期が短くなる病態では低値をきたします。 

尿糖の排泄量の多少を示す指標に1, 5 アンヒドログルシトール(1, 5AG) (基
準値 : 14.0μg/ℓ 以上)があります。他の指標とは逆に 1, 5AG は代謝状態
が悪化すると低下します。急激な代謝状況の変化をとらえる指標です。 

 

糖尿病の病型分類 

糖尿病と耐糖能低下をきたす疾患 

Ⅰ. 1 型 
β細胞の破壊、通常は絶対的インスリン欠乏に至る。 
1) 自己免疫性 
2) 突発性 

Ⅱ. 2 型 
インスリン分泌低下を主体とするものとインスリン抵抗性が主体で、それ
にインスリンの相対的不足を伴うものなど。 
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Ⅲ. その他の特定の機序、疾患によるもの 
A . 遺伝因子としての遺伝子異常が同定されたもの 
① 膵β細胞機能にかかわる遺伝子異常 
② インスリン作用の伝達機構にかかわる遺伝子異常 

B . 他の疾患、条件に伴うもの 
① 膵外分泌疾患 
② 内分泌疾患 
③ 肝疾患 
④ 薬剤や化学物質によるもの 
⑤ 感染症 
⑥ 免疫機序によるまれな病態 
⑦ その他の遺伝的症候群で糖尿病を伴うことの多いもの 

Ⅳ. 妊娠糖尿病 

妊娠中に発症あるいは初めて発見された耐糖能異常 

参考資料   日本糖尿病学会編  糖尿病治療ガイド 

 

 

皆様も糖尿病には気をつけましょう！ 

でも、ビールのうまい夏、ビールも飲み 

たいし、ケーキも腹いっぱい食べたい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

もう合併症も出てきてるよ
うです。絶食ですか？ご家
族にも話しといたほうがい
いだしょうね。いつお話さ
れますか？ 
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消毒薬抵抗性菌 
 

大阪市立大学医学部附属病院  
仁木 誠 

 
 特に微生物検査室では欠かすことのできない消毒薬について復習してみま

しょう。 

 消毒とは、対象とする物件に付着していたり、なかに含まれている病原微

生物を死滅、あるいはその数を減少させ、伝播力や感染力を示さない安全な

状態、つまり、病原微生物による感染が起こらない状態にすることをいい、

その効力の水準によって以下のように分類することができる。 

滅菌 

(sterilization) 

いかなる形態の微生物生命をも完全に
排除または死滅させる 

高水準消毒 

(high-level disinfection) 

芽胞が多数存在する場合を除き、すべ
ての微生物を死滅させる 

中水準消毒 

(intermediate-level disinfection) 

結核菌、栄養型細菌、ほとんどのウイ
ルス、ほとんどの真菌を殺滅するが、
必ずしも芽胞を殺滅しない 

低水準消毒 

(low-level disinfection) 

ほとんどの栄養型細菌、ある種のウイ
ルス、ある種の真菌を殺滅する 

 

 また、細菌を死滅させるには、菌体を破壊したり、

変質させる方法が広く用いられ、その操作の内容から、

物理的消毒法と化学的消毒法（薬物処理法）とに区別さ
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れるが、滅菌には主として物理的消毒法が、消毒には主として化学的消毒法

が用いられる。化学的消毒法に用いる主な消毒薬を以下に示す。 

高水準消毒薬 グルタラール、フタラール、過酢酸 

 

中水準消毒薬 

次亜塩素酸系（次亜塩素酸ナトリウムなど） 

ヨードホール・ヨード系（ポピドンヨード、ヨウ素など） 

アルコール系（エタノール、イソプロパノールなど） 

フェノール系（フェノール、クレゾールなど） 

 

低水準消毒薬 

第四級アンモニウム塩（塩化ベンザルコニウム、塩化ベン
ゼトニウムなど） 

クロルヘキシジン（グルコン酸クロルヘキシジン） 

両性界面活性剤（塩酸アルキルジアミノエチルグリシンな
ど） 

 消毒薬の作用機序は抗菌薬ほどには解明されていないが、その主な機序は

微生物の細胞壁、細胞質膜、細胞質、核酸などに対する化学的な反応（酸化、

凝固、重合、吸着、溶解など）に起因すると考えられ、その使用濃度、作用

温度、作用時間などにより効力は変化する。通常、濃度および温度が高いほ

ど、また、時間が長いほど効力は増大するが、消毒薬の種類によってはあま

りに濃度が高いと逆に効力が減弱する場合がある。 

 それぞれの消毒薬には抗微生物スペクトルがあり、消毒の対象となる微生

物に対する有効性が確認されている消毒薬を選択することが必要となる。ま

た、同じ菌種であっても、菌株によって一部の消毒薬に対する感受性が異な

る場合があり注意が必要である。塩化ベンザルコニウムやグルコン酸クロル

ヘキシジンなどの低水準消毒薬の同一薬剤を長期間使用していると、その薬

剤に対し抵抗性を有し、通常の濃度・時間では完全に消毒できない「消毒薬

抵抗性菌」が出現することもある。以下に、各種消毒薬に対し抵抗性をしめ

す病原微生物を示す。 
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消毒薬 抵抗性が報告されている病原微生物 
（下線：強い抵抗性を示すもの） 

第四級アンモニウム塩系 

（塩化ベンザルコニウム） 

MRSA 
Alcaligenes faecalis               
Alcaligenesxylosoxydans           
Pseudomonas aeruginosa 
Burkholderiacepacia              
Pseudomonas fluorescens 
Enterobacteragglomerans          
Pseudomonas spp. 
Enterobactercloacae              
Staphylococcus epidermidis 
Klebsiella pneumoniae              
Serratia marcescens 

グルコン酸クロルヘキシジン Alcaligenesfaecalis               
Pseudomonas spp. 
Burkholderia cepacia              
Proteus mirabilis 
Erwiniaspp.                     
Serratia marcescens 
Flavobacteriummeningosepticum   
Staphylococcus epidermidis  
MRSA                         
Xanthomonas maltophilia 
Pseudomonas aeruginosa         

両性界面活性剤 

（塩酸アルキルジアミノエチ
ルグリシン） 

Alcaligenesxylosoxydans          
Proteus mirabilis 
Burkholderiacepacia             
Serratia marcescens 
MRSA                        

ポピドンヨード Burkholderia cepacia 

グルタラール Mycobacterium chelonae 

 

 以前より、抗菌薬とは異なり消毒薬には耐性化は生じないといわれてきた

が、最近では消毒薬に対して抵抗性を示す菌に耐性遺伝子の獲得や耐性関連

遺伝子の変異がみとめられるという報告もされている。耐性機構には薬剤の

排出、不活化、取り込みの減少などがあり、特に消毒薬の菌体外への排出は、
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薬剤特異性がないことより、消毒薬だけでなく抗菌薬を含む多剤耐性菌の出

現が考えられる。現在、黄色ブドウ球菌においてプラスミド性の消毒薬耐性

遺伝子 qacA や qacB が知られ、他の MRSA 株に伝達される。MRSA 臨床

分離株の 40％以上が qacAまたは qacBを保有しているという報告もある。 

 また、芽胞を形成する菌では芽胞形成状態においては、遺伝的特徴に変化

を伴うことなく、消毒薬等に対して抵抗性を有する。同様に緑膿菌、セラチ

ア属等のバイオフィルムを形成する菌はバイオフィルム形成により、消毒薬

および抗菌薬の標的細胞への到達が妨げられ殺菌効果が減弱する。以下に消

毒薬に対する主な病原微生物の耐性機構を示す。 

耐性機構 消毒薬 耐性に関与する遺伝子 病原微生物 

 

 

薬剤の排出 

 

 

グルコン酸クロルヘキシジン

第四級アンモニウム塩系 

その他 

qacA(qacB) 

smr(qacC,qacD,ebr) 

norA 

qacE,qacEΔ1 

mexA-mexB-oprM 

黄色ブドウ球菌 

ブドウ球菌 

黄色ブドウ球菌 

各種グラム陰性菌 

緑膿菌 

薬剤の不活化 グルコン酸クロルヘキシジン  緑膿菌 

 

不透過性 

 

 

グルコン酸クロルヘキシジン

第四級アンモニウム塩系 

グルタラール等 

エタノール等 

 

（外膜のバリア） 

（細胞壁脂質） 

 

グラム陽性菌 

グラム陰性菌 

抗酸菌 

芽胞 

 一般に消毒薬は、最小殺菌濃度よりも十分高い濃度で使用されるため、あ

まり抗微生物スペクトルは重要視されることはないが、消毒薬耐性菌の出現

を防止するためにも、消毒薬の使用濃度および使用方法を守ったり定期的な

交換を行うなど、適切な使用が重要である。 

参考 URL： http://www.yoshida-pharm.com/text/02/2_3_1.html 
       http://www.yakuhan.co.jp/dias.htm 
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済生会茨木病院 谷本 理香 
 
 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

１、 感染経路は接触感染である。 
２、 潜伏期間は 10～12 日間である。 
３、 原因ウイルスはParamyxovirus科 Morbillivirus属に属す、1本鎖RNA

ウイルスである。 
４、 現在使用されているワクチンは不活化ワクチン（K:killed vaccine）

と生ワクチン（L:live vaccine）の併用法（KL 法）である。 
５、 麻疹疑いの患者が外来へ来ても他の患者と同様に対応してよい。 
６、 麻疹の不顕性感染はほとんどない。 
７、 臨床症状には、前駆期（カタル期）・発疹期・回復期がある。 
８、 学校保健法に基づく第二種学校伝染病法に指定されており、欠席扱い

にならない。 
９、 感染力が最も強いのは発疹期である。 
１０、前駆期（カタル期）にみられる頬粘膜に赤みを伴った白い斑点をコプ

リック斑という。 
 
 
 
 
 

 

（解答は次のページ）

【問題】 
 麻疹についての○×クイズです。最
近話題になったばかりなので記憶に新
しいと思います。何問正解できるでし
ょうか？ 
 



【答え】 

１、×（接触感染、飛沫感染、空気感染（飛沫核感染）） 
２、○  
３、○  
４、×（1969年以降は高度弱毒生ワクチンの単独接種）  
５、×（別室へ誘導し麻疹抗体価陽性のスタッフが対応す
るのが望ましい）  
６、○（90%以上の人が発症）  
７、○  
８、○  
９、×（前駆期（カタル期））  
１０、○ 

 
 
 
 

 
 

今月は｢ばくとファミリー｣の話題特集でした。誰のネーミングがわかりま
せんが、｢ばくと姫｣｢ばくと君｣｢ばくとおやじ｣・・・、｢ばくと｣はバクテリ
ア由来だと思います。｢ばくとファミリー｣は只今 17 人家族です。｢ばくとフ
ァミリー｣の興味の幅は広くて、虫のことや、健康食のこと、糖尿病のこと
と微生物に限りません。でも、家族全員、人に限らず生物が好きで、生物が
健康に過ごせるように願っています。 
（注：生物とは、ばい菌などの微生物を含む） 
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