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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 

1 月 23 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 

お知らせ 

定期講習会 

 

～世話人年賀状～ 

10 月基礎講習会報告 

～結核検査の現状と将来～ 

 

坂本 雅子 

 

仁木 誠 

 

世話人 

 

清水 真希子 

 

バイキン Quiz 

学会インプレッション 

～第 46 回近畿医学検査学会での発表を終えて～

 

次世代のエネルギー“バイオ（マス）エタノール” 
 

浅田 薫 

 

浅田 薫 
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講習会 

テ−マ ：『微生物検査のありかた』  

講 師 ：大阪大学医学部附属病院 臨床検査部 西 功 先生 

日 時 ：平成 18 年 1 月 23 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 

多くの施設では細菌検査の同定・薬剤感受性検査を自動機

器やキットに頼っているのが現状です。その結果を鵜呑みに

して報告してしまったことによって思わぬ誤同定・誤った薬

剤感受性値の報告をしてしまったことはありませんか？これ

らは細菌検査の基礎であり，細菌検査室の土台とも言うべき

部分です。各キットや機器の特性や問題点から，使用説明書

にはない盲点を考え，また患者様の予後と治療に同定・感受

性結果がどのように関わっていくか，今後の細菌検査室のあ

るべき姿勢と併せてご講演いただきます。皆様奮って是非ご

参加ください。 
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10月定期講習会報告 

～結核検査の現状と将来～ 
大阪市立大学医学部附属病院 仁木 誠 

去る 10 月 24 日，「結核検査の現状と将来」と題しまして，（財）化学及血清療

法研究所の正木孝幸先生を講師にお迎えして，ご自身の施設での例などもまじえて

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。 

【現状】 
本邦における抗酸菌検査の現状 

2002 年 結核予防会結核研究所 御手洗 聡 先生のアンケート調査結果より 
 
Q．結核菌検査指針を利用しているか？ 

1979 年版使用…7％ 
2000 年版使用…84％ 
利用していない…9％ 

→ 臨床検査は先輩等の教えも大切であるが，やはり文章できちんと技術の継承を

していくことが大切である。そのためには，文章をきちんと作成したり，成書を用

いて検査することが重要である。 
 

Q．抗酸菌検査室の構造はどうなっているのか？ 
P3 レベルの検査室…6％ 
P2 レベルの検査室…33％ 
一般検査室と同様であるが細菌検査室は独立…54％ 
一般検査室と共有…7％ 

→ 抗酸菌検査は非常に感染の危険性が高いということを考えると P2 レベル以上

の検査室が必要である。 
 

Q．安全キャビネットは使用しているか？ 
使用している（定期的に点検実施）…26％ 
使用している（不定期に点検実施）…40％ 
使用している（点検なし）…14％ 
使用していない…20％ 

→ 結核病学会のバイオセーフティ委員会では，抗酸菌検査は安全キャビネットを

備えた検査室で行われなければならないと示している。安全キャビネットの使用に

おいて大切なことは，設計で想定された空気の流れを乱さないことである。たとえ

ば，ガスバーナーの使用は空気の流れを乱すので電気バーナーを用いる。また，電

気バーナーを使用する際，バーナーの口を自分の方に向けないことが大切である。

また，大きな物や多くの物品を持ち込むと空気の乱れになるので非常に危険である。
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日頃，簡単に行ってしまうことかもしれないが，危険性を十分理解して，その中で

善のことをするというのが非常に大切である。ただ，安全キャビネットのない施

設でも，そのために検査が全くできないということではなく，自分達の行っている

検査の中で何が危険で，方法のどこが危険かということを十分に認識して，その危

険性が回避できるような方法をとるのが大切ではないかと考える。 
 

抗酸菌塗抹検査 
Q．喀痰塗抹標本はどのように作製しているか？（複数回答有） 
直接法を実施している…71％ 
集菌法を実施している…40％ 
 

Q．抗酸菌塗抹検査の結果記載法はどれを利用しているか？（複数回答有） 
ガフキー号数…82％ 
簡易法（±～3＋）…27％ 
その他…1％ 
 

抗酸菌培養検査 
Q．分離培養の最終培養期間はどれくらいか？ 

4 週間…2％ 
6 週間…17％ 
8 週間…75％ 
その他…6％ 

→ ふ卵器の大きさ等の問題もあり，一概には言えないが，8 週間以上の期間は培

養に必要であると考える。 
 

Q．過去一年間の抗酸菌培養の際の雑菌混入率はどれくらいか？ 
2％未満…42％ 
2～5％…43％ 
5％以上…15％ 

→ 米国胸部疾患学会によると，レーベンシュタイン‐ヤンセン培地（小川培地と

ほぼ同様）で培養する場合，雑菌混入率 2％以下は汚染除去処置が強すぎるため抗

酸菌もかなり死んでしまう可能性がある。2～5％は 適，5％以上は雑菌汚染除去

の処置は不適当となっている。2％以下では雑菌とともに抗酸菌も殺してしまって

いる場合もあり，また 5％以上は雑菌汚染により抗酸菌を見逃していることもある

ので，2～5％に入るような努力は必要である。 
 

抗酸菌同定検査 
Q．菌種同定にはどの方法を利用しているか？(複数回答有) 
培養（生化学的性状試験）…7％ 
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キャピリア TB…53％ 
DDH マイコバクテリア…75％ 
アンプリコア…55％ 
16S rRNA 等の遺伝子検査…4％  等 
 
ここで 近よく使用されている，あるいは有用であると考えられている同定検査

をいくつか紹介する。 
 

・抗抗酸菌抗体価精密測定 マイコドット（和光） 
結核症患者血清中の抗抗酸菌（Lipoarabinomannan）抗体の検出を行うことに

より抗酸菌感染症の有無を調べる。 
〔原理〕 
抗酸菌の表層抗原（リポアラビノマンナン：LAM）を表面に固定したコームに 
患者血清中の抗体（LAM-IgG 抗体）を捕捉結合させる。その抗原抗体結合物に

金コロイド結合プロテイン A を作用させ，呈色をコントロールと比較して判定す

る。 
ラムコジャパンの評価では， 

1． 入院時結核菌非検出症例では，臨床的有用性に優れた方法と評価された。 

2． 入院時塗抹陰性症例でも迅速診断の手法として有用である。 

3． AIDS 合併症例では低免疫状態を背景に検出率が低下していた。 

4． 低栄養状態にある患者群では検出率が低下する傾向にあった。 

5． 加齢に伴う検出率の上昇は確認されなかった。 

6． 菌持続陽性群は除菌成功群と比較して入院時の検査では高率に検出された。 

7． 化療前・後の成績推移はそれぞれの病態を反映する可能性が推察された。 

 

とされており，以上のことを十分理解した上での使用が必要である。 
 

・結核菌群抗原精密測定 キャピリア TB（日本 BD） 
〔原理〕 
結核菌群の抗酸菌が産生する MPB64 をイムノクロマトグラフィ法で検出する。 

注意事項： 
1) M. marinum が交差反応を呈する。 
2) BCG 株（Copenhagen 株，Glaxo 株，Pasteur 株，Tice 株）は陰性となる。

3) キャピリア TB 陰性の TB もまれに分離されることがある。 
 （2001.06～2002.08 の期間で 12 株分離）    

→ キャピリア TB が陰性となった原因はすべて MPB64 遺伝子の変異であり，コ

ロニーの形状や臨床症状で結核が強く疑われる場合は，キャピリア TB が陰性であ

っても他の方法で同定試験をするなど，総合的に判断する必要がある。 
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・結核菌特異蛋白刺激性遊離 IFN-γ測定 クォンティフェロン(R)TB-2G（ニチレイ） 
〔原理〕 
被験者から採取された血液に結核菌群特異抗原（ESAT-6，CFP-10）を混ぜて培

養し，T 細胞から遊離する IFN-γを ELISA 法で測定する。 
→ ツベルクリンの判定よりもクォンティフェロンの成績の正確性が高いと考えら

れているが，試薬が高価であること，5ml の血液が必要であること，一定の検査技

術レベルと設備が必要であること等の難点があり，検査の煩雑性やコストの面にお

いてもう少し改善されることが望まれる。 
 

抗酸菌薬剤感受性検査 
Q．薬剤感受性試験にどのような方法を利用しているか？ 

比率法…80％ 
MIC 値測定…8％ 

→ 比率法において試験管法以外のマイクロタイターおよびウェルパック等を用い

た場合では，試験管法に比べて培地量が少ないにもかかわらず接種菌量が多いため

に感受性菌を耐性と判定してしまう傾向がある。ブロスミックを用いると MIC 値

の測定が可能であり，一週間と培養期間も短く試験管法と高い相関があることより

有用とされているが，微弱な発育の場合，判定に苦慮するという欠点がある。 

【将来】 
同定に関してはバクテリア，真菌等を DNA レベルで同定するシステムとして

MicroSeq 500 system（PE Applied Biosystems）が開発されている。 
特徴： 

①バクテリアの 16S rDNA，真菌類の D2 rDNA 上の遺伝子を同定する。 
②シーケンス解析することで，DNA レベルでの同定・系統解析をおこなうトー

タルシステムである。 
③このシステムは，試薬キット，機器，ソフトウェア，データベースで構成され

ており，また，キットはすべて BigDye ケミストリーを採用している。 
 
アメリカでは FDA の承認が得られており広範に使用されているが，日本では一

部の遺伝子関連会社のみでしか使用されていないのが現状である。 
 
薬剤感受性に関しては，各薬剤に対する遺伝子を調べることにより薬剤耐性状況

を早期に知ろうとする試みもされている（SMの場合は rpsL，INHは katG，inhA，

RFP は rpoB，EB は embB 等）。 
また，RFP 耐性遺伝子同定検査として「OligoArray-TB」（日清紡）がある。遺

伝子を同定するため短期間（6～7 時間）で結果が得られるのが特徴である。結核

菌の暴露が疑われるような時には短期間で結果を得る必要があり，RFP 耐性結核

菌の 85％程度が他の複数の抗結核剤に耐性を示すと言われているので，この検査

で耐性が認められた症例では早期に効果を示す薬剤に変更することで治療期間を短

縮することが可能になると期待されている。 
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【まとめ】 
現状 
・安全性を配慮した検査の実施 
抗酸菌検査をする上で一番大切なことは自分，もしくはまわりの医療従事者等へ

の感染を防ぐことであり少しでも危険性をなくすように検査の見直しをすることが

必要 
 

・普遍的な検査法の確立 
各施設によって検査法がばらばらなので検査法の施設間差をなくすことが重要 

 
将来 
・安全性を配慮した検査法の開発 
より安全で簡便，侵襲性の低い検査，また精度，正確度の向上した同定・感受性

検査法の開発 
 

・遺伝子診断の発展への期待 
MicroSeq 等の普及 

 
 
今回の正木先生のお話で様々な施設における結核検査の現状や，今後普及してい

くと考えられる検査法について理解を深めることができました。確かに結核検査は，

一般細菌検査とは異なり，より危険性を伴うものであり，また検査にも長時間を要

することよりどこの施設でも容易に実施できるものではないと思います。しかし，

結核菌はいまだ集団感染や院内感染においても非常に重要な菌であるので，感染症

検査としての知識を深め，臨床のニーズに答えていくことが重要であると思いまし

た。 
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干支に猫年はないけれど，MY CAT’S

YEAR バンザイ。猫エイズ，猫ひっかき

病，猫回虫，トキソプラズマ。猫関連疾病

っていくつあるのでしょうか？ 
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本年もよろしくお願いします

大阪医療センタ－ 佐子 肇

謹
賀
新
年 
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く 

 
 

お
願
い
致
し
ま
す 

       
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

伏
脇
猛
司 

あけましておめでと

うございます。 
 今年もよろしくお

願いします。 
大阪市立大学医学部附属病院

仁木誠

2007 
HAPPY NEW YEAR 
 本年もよろしくお願いし

ます。 
近畿大学医学部附属病院

戸田宏文
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あけましておめでとうご

ざいます。 
今年の干支はイノシシで

すが，今年も私らしくボ

チボチやっていけたらな

あと思っています。 
今年もよろしくお願いい

たします。。。 
 
北野病院 池田 千賀子 
 

北野病院 浅田 

薫 
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HHHAAAPPPPPPYYY   NNNEEEWWW   YYYEEEAAARRR   
あけましておめでとうございます。 
2005 年～2006 年に私が新しく始めたこととして昨年の年賀状に

かかせていただきましたが…その後をお知らせします。 
スポーツジムは全く行かなくなり退会させていただきました。（そ

のせいで 3 キロ増です。） 
習い始めた中国語はなんとか続いておりほんの少しならしゃべれ

るようになりました。 
インターネット株は年間の取引結果は 3,049 円のもうけでした。

2007年も新しいことにチャレンジして体も心も若々しくがんばり

たいと思います。 
済生会茨木病院 検査科  

谷本 理香 

大阪警察病院 赤木 征宏 

あけましておめでとうございます。 
 本年も白金耳をよろしくお願いします。

大阪市立大学医学部附属病院 山下亘
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学会インプレッション 

～第46回近畿医学検査学会での発表を終えて～ 
 

田附興風会医学研究所北野病院 清水 真希子 

10 月 21，22 日の両日に福井県で開催された第 46 回近畿医学検査学会に参加し

ました。今回の学会は，私にとって就職後初の学会発表であり，期待と不安で緊張

の連続でした。 
今学会で，ルーチン中に遭遇し疑問を抱いた症例について『自動機器 WalkAway

とMRSA選択培地の判定が乖離したS.aureusの一例』という演題で報告しました。

抄録及びスライドの作製は，手探りではありましたが，他施設の先生方のご協力も

いただき完成させることができました。 
今回， も印象深かったのは，発表後の質疑応答でした。未熟な点及び不足部分

の指摘や，今後どのようなことを検討すべきかの指導等を頂き，自分が気づかずに

通り過ぎていた点や，全く知識が無かった点について足を踏み入れる機会となりま

した。 
また，他施設の発表は，知識を得ること及び，プレゼンテーションを学ぶこと，

更に今後の検討材料という点で有意義であり，非常に勉強になりました。特に，臨

床側や他部署との情報交換やデータ収集が，細部にわたってきっちりできている発

表には説得力があり，その迫力に圧倒されたことが印象深く残っています。 
ランチョンセミナーでは，認定臨床微生物検査技師を取得された先生から，実際

の制度について詳しい説明と貴重な体験談をきくことができました。 
更に，シンポジウムでは，同定検査に関する自動機器の検討から，感受性試験検

査の現状と問題点，臨床への報告形式から考える今後の微生物検査室の展望に至る

まで，微生物検査の一連の流れに関して活発な討論がなされ，とても勉強になりま

した。 
 
今回の学会参加で得たものは，諸先生方との出会いや，自分の未熟な点の認識，

そして微生物検査業務に対する更なる意欲です。専門の諸先生方には，既に様々な

相談をさせていただいており，本当に有り難く感じています。 
こうして得たものは掛け替えの無い自分の財産です。この気持ちを決して忘れる

ことなく，これからも日々精進していきたいと思います。 
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次世代のエネルギー“バイオ（マス）エタノール” 

 
北野病院  浅田 薫 

エタノールと言えば，微生物検査領域では“消毒”あるいは“脱色”という作業に

使われるもの，というイメージがあります。また，身近なところでは，皆さんが大好

きな“お酒”ですね。今回のレビューでは， 近話題の“バイオエタノール”につい

て，微生物検査とは直接関係ありませんが，職場と生活でお世話になっているものが，

温暖化や石油などのエネルギー枯渇の問題解決となるのか，という話を少し紹介した

いと思います。 
【エタノールの製造過程】 
エタノールの製造過程は大きく二つに分かれます。 

○でん粉質・糖質原料からのエタノール製造方法（一般的な方法） 
でん粉→酵素による糖化→酵母によるアルコール発酵→蒸留→95％アルコール 
95％アルコール→脱水→99％アルコール 
○木質系（セルロース系）バイオマスからのエタノール製造方法 

木質系バイオマスには，農産物系のバガス（さとうきびの糖汁のしぼりかす），稲わ

ら，もみがらなどと，廃棄物系の廃木，建設廃材などがあり，それらを元に製造しま

す。 
バイオマスを酸化加水分解し，糖化，発酵，蒸留・脱水という行程になります。 

【“バイオ燃料”ってなに？】 
バイオ燃料とは，植物性の物質を利用して作られる自動車用の燃料のこと。具体的

には木材などからエタノール(エチルアルコール)やメタノール(メチルアルコール)，食

用油などからメチルエステルなどを作り，これを自動車用燃料として利用することを

意味する。そのままエンジンで燃やしたり，化石燃料系のガソリンや軽油と混ぜて利

用されるから，「バイオ燃料」と一口に言ってもいろいろな形態がある。 近ではバイ

オエタノール，バイオエタノール混合ガソリン，バイオディーゼル(メチルエステル)
などと区別して呼ばれている。海外では，米国でガソリンと 9:1 で混合した「E10 燃

料」にバイオエタノールを使ったり，EU諸国におけるバイオディーゼルの利用促進等，

バイオ燃料の実用化が各国で進められている。 
バイオ燃料は CO2ゼロ，持続的利用可能の特徴を持つ。 
糖質からの発酵で作られるエタノール，原料の燃焼ガスを改質して作られるメタノ

ール。両方とも光合成を行って成長する植物(木材)を原料とすることができる。そのた

め，バイオ燃料は，原料となる植物自体がすでに二酸

化炭素(CO2)を吸収しているから，製造段階や燃やし

たときに排出されるCO2は理論的にはゼロだ。また，

太陽と水があれば育成可能な植物は，枯渇が心配され

ている化石系原料に対してリニューアブル(持続的利

用可能)な原料として位置づけられる。2003年12月，

政府は石油代替で環境に優しいバイオ燃料を推進する

「バイオマス・ニッポン総合戦略」を策定，自動車用

燃料としての利用を進めるためのバイオマス化研究が
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進められている。 
【自動車燃料として利用するときのメリットと課題】 
アルコールを自動車用燃料として利用した場合には，一般的に次のようなメリット

があるとされる。まず政策的には，石油代替と持続的利用可能な燃料としての特徴が

ある。排ガスについては，CO2排出がゼロのほか，硫黄分がないために硫黄酸化物(SOx)
の排出がゼロ，一酸化炭素・炭化水素(すすや黒煙)が少ないなどの特徴がある。 
反対に課題としては，ガソリンと比べて量産ベースでも割高になると予想される価

格の低減が必要となる。また貯蔵タンクなどの供給インフラや車両をアルコールに対

応できるように変更しなくてはならない。アルコールによる金属の腐食や，水混入に

よる成分の分離を回避するために封密性を高めるなどの対策が必要だ。 
排ガスについては，人体に有害なアルデヒドを生成すること，アルコール中に酸素

を含むために排ガスの窒素酸化物 NOx が増加するため，これらの物質を無害化するた

めの触媒の整備が必要。また運転性能については，既存のガソリン車と比べると発熱

量が小さいので燃費が悪い，蒸気圧が低いので冷間時の始動性が悪いなどの課題があ

る。  
【ガソリン車にはバイオエタノール】 
ガソリンの代替燃料として実用化への試みが進められているのがエタノール。単純

に言えば酒造と同じ原理で製造されるエタノールの原料は糖質やでんぷんだが，将来

的には廃棄物を原料にすることが求められている。環境省は沖縄県宮古島で，サトウ

キビの精糖後に残った廃糖蜜を利用した実証実験を行っている。また，建築廃材や古

紙などからセルロースを原料に利用することも想定されている。 
既存のガソリンエンジン車にそのままエタノールを利用すると不具合が生じること

が予想され，国は 2003 年 5 月に揮発油品質確保法を改正，エタノール含有 3％の混合

許容値を定めた。このエタノール混合ガソリンは一般に「E3 燃料」と呼ばれる。経済

産業省は今年から，石油精製施設など全国6カ所でE3燃料製造の実証実験を開始する。

また環境省は，2012 年までにバイオエタノールを使った E3 燃料の全面普及を目標と

して掲げているほか，米国などで流通しているエタノール 10％含有の「E10 燃料」に

ついても，将来の導入を見据えた新車の対応などを促していくという。 
 
※参照 URL：http://www.jafmate.co.jp/mate-a/cvnews/report/rep200407oil.html 
 
おわりに。。。 
私は，エタノール燃料の話題を今年の 2 月に放送された，日経スペシャル“ガイア

の夜明け”という番組で知りました。車はガソリンで走るもの，と思っておりました

が，まさか毎日職場で利用しているもので，と驚きました。日本では，エコといえば

電気自動車ですが，ブラジルでは乗用車の 15％がエタノール対応車として普及してい

るようです。番組中，某ビール会社で開発研究がされているプロジェクトも紹介され

ていましたが，日本の街角のガソリンスタンドで，エタノールを給油する日が来るの

でしょうか。まだまだ，馴染まない不思議な感じがしますが，CO2 ゼロのエネルギー

はとても魅力に見えます。 
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北野病院 浅田 薫 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・ 1918 年～1919 年の世界的大流行。 
・ 初の死者はフィラデルフィアで発生した。 
・ 5000 万人から 1 億人の死者を出した。 
・ 肺炎から ARDS を引き起こした例が多数みられた。 

 
 
 

 
（解答は次のページ）

【問題】 
この冬は暖冬と言われていますが，それでも乾燥もするし，

寒いですね。 
今年はノロウイルスが新聞を賑していますが，何か忘れて

いませんか？ 
もし，忘れていたら思い出してあげてほしい，病原体です。

さて，なんでしょう～？ 
 

来月の講習会 
テ− マ：『自分の身は自分で守れ－検査室業務で感染しないために』 

講 師：京都府立医科大学臨床分子病態・検査医学 藤田 直久 先生

  

日 時：平成 19 年２月 20 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 

共 催 ：明治製菓株式会社 

 



 

 

【答え】 

インフルエンザウイルス 
 
参考資料 
・“グレート・インフルエンザ”ジョン・バリー著，平澤正夫 訳（共同通信社） 

 
 
 

 

 

あけましておめでとうございます。いつも本誌「白金耳」をご購読いただ

きありがとうございます。 

昨年末には各地でノロウイルスが流行し，その影響を受けられた方もいら

したのではないでしょうか？微生物を専門として，ノロウイルスを知りなが

ら生牡蠣を食べるなんて「あほちゃうのん？」と言いながら，友人達と生牡

蠣を食べました。私にとっては生まれてはじめての生牡蠣でした。幸いなこ

とに誰一人としてお手洗いのお世話になったヒトはいませんでしたが，『専

門家は，その怖さを知り，予防の手段を知っているので，感染することはな

い』が立証されたと思うのは，うぬぼれかもしれません。 

今年も，自惚れることなく，初心を忘れず，健康管理は社会人としての責

任と考え，秋の近畿学会に向け，老体に鞭打ちたいと思います。 

本年も当微生物検査部門スタッフ一同よろしくお願い申し上げます。 
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