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（敬称は略させていただきました） 

  

 

来月の定期講習会は 

1 月 29 日（火）あべのメディックス 6 階研修室 で開催いたします。 
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テ−マ ：『QFT－基礎から実践へ－』  
講 師 ：近畿中央胸部疾患センター 研究検査科 富田 元久 先生 
日 時 ：平成 19 年 1 月 29 日（火） 18：30～20：00 
会場 ：あべのメディックス 6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 

 

 

 

 

QFTの基礎から実践へ…QFTの基礎と，どういう風に
導入・運営していったらいいのか？など，当院での経験を
交えて，特に，QFT は免疫検査の操作になるので，日常
微生物検査を主としているスタッフにとっては，手技に慣
れるのに苦労した話なども交えてご紹介いただきます。皆
様奮ってご参加ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

学会インプレッション 
～第 47回 近畿医学検査学会～ 

大阪赤十字病院 検査部微生物検査室 市村 佳彦
2007年 11月 24日（金）～25日（日）の 2日間にわたり，大阪国際会議場で
第 47回近畿医学検査学会が開催されました。臨床検査新時代の幕開け －協働
と発展－をテーマとして，診療と検査室の密なる関わりに於ける情報共有の重
要性，チーム医療なかで検査技師の在り方，検査の基礎の再確認と新たなる発
展など，多趣にわたる講演が発表され，活気あるものと感じ取れました。微生
物検査に携わっていることもあり，微生物分野のカンファレンスと一般演題を
拝聴させていただきました。午前中のカンファレンスでは症例から学ぶ情報共
有のポイントをテーマに，臨床医側から検査室に求める要望や検査結果情報，
また，検査室側からは患者情報の収集ポイント・検査結果報告の扱いなど，症
例ごとに具体的な経緯が話され，それぞれついての有用性・問題点・改善策な
どが話し合われました。このカンファレンスを通じて，臨床医とのコンタクト
を常日頃から密にとっておくことが，双方にとって有意義であることはもちろ
ん，患者様に最も反映することを改めて教えられ，自分自身に当てはめてみる
と，それが出来ていないことに反省を覚えました。午後からの微生物の一般演
題では，会場に入りきれず入り口付近で立ち見するほどたくさんの方々が集ま
っており，みなさんの関心の高さに驚きました。各演題とも演者の着目点や創
意工夫がほどこされており充実した内容であると感じ取れ，ここで得ることの
出来た知識は今後の自施設での参考にしたいと思います。連休中ではありまし
たけど学会参加できたことはとても有意義であったと思いました。 
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6 月定期講習会報告 

— ゼロからの薬剤感受性検査 —  
 

大阪警察病院 赤木 征宏 
【薬剤感受性検査の目的】 
1．治療効果が期待できる抗菌薬の選択 
臨床材料から分離同定された起炎菌に対する抗菌力を測定する事で，感染症治療に
おける適切な抗菌薬の選択を行う。 
 
2．臨床的，疫学的に重要な耐性菌を検出 
院内感染対策やサーベイランスに重要な耐性菌を検出し，また，特異な薬剤感受性
パターンなどからは，院内感染の推測なども可能になる。 
 

3．菌種の推定 
特定の薬剤感受性パターンを用いた菌種の推定（例：S. pneumoniaeのオプトヒン感

受性テスト，S. pyogenesのバシトラシン感受性テストなど）や，手技の誤りを判断で
きる。 
 
【薬剤感受性検査の種類】 
Ⅰ．直接法 
菌の分離を行わず，薬剤を含有した培地に検体を直接接種し，感受性を検査する方
法。原則的に無菌材料で，単一菌種による感染症に限って可能であるが，通常は行わ
れず，緊急に薬剤感受性結果を要する場合のみ（髄膜炎等）がその対象と言える。 

 

Ⅱ．間接法 
平板培地に菌を分離培養した後に行い，以下の二つに方法に大別される。ルーチン
ではディスク拡散法，液体培地希釈法（微量液体希釈法）が一般的である。 

 
 1．拡散法 1）ディスク拡散法 
 2．希釈法 1）寒天平板希釈法 

最小発育阻止濃度（MIC）測定法 
         2）液体培地希釈法 

最小発育阻止濃度（MIC）測定法 
最小殺菌濃度（MBC，MLC）測定法 

 
【ディスク拡散法（Kirby-Bauer 法（CLSI））】 
《原理》 
 一定濃度の薬剤を含有させたディスク（円形濾紙）を，被検菌を塗布した寒天培地
上に置き培養する。ディスクは培地中の水分を吸収し薬剤を溶解・拡散させ，ディス
クを中心とした一定の濃度勾配を培地上に形成する。これにより菌の発育阻止帯（円）
がディスク周囲に形成され，その阻止帯（円）直径から感受性結果を判断する。阻止
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帯の大きさは薬剤濃度と，その薬剤に対する菌の感受性度に比例する。 

Ｄ（平面図）

（断面図）

発育した菌

寒天平板培地

刺激帯　stimulated growth

遅発育帯　delayed growth

部分的阻止帯　paratial inhibition

完全阻止帯　complete inhibition

 
《手技》 
1．接種用菌液の調整 
①増殖法：4～5mlの適当な液体培地に被検菌を接種し，McFaｒland No. 0.5以上の

濁度になるまで，35℃で2～6時間程度培養する。この増菌させた菌液を
希釈して，寒天培地接種用のMcFaｒland No. 0.5の濁度に調整する。 

 
②直接法：血液寒天培地などに18～24時間純培養した被検菌をMcFaｒland No. 0.5

の濁度になるように適当なブロスなどに浮遊させて用いる。 
 
※ McFarland標準液 

硫酸バリウムあるいはラテックス粒子を用いて調整された菌液濁度の標準液。
McFarland No. 1の濁度はE. coli ATCC25922標準菌株で3×10＾8cfu/ml相当で， 
McFarland No. 0.5は1～2×10＾8cfu/mlとなる。 
cfu = colony forming units（単一の菌集落を作る単位＝生菌数） 

 
2．感受性用培地への接種とディスクの設置 
①接種用菌液を調整後，15分以内に以下の操作を行う。 
②滅菌綿棒を接種用菌液に浸し，試験管壁に綿棒を押し付けて過剰な菌液を取り除
く。 
③丸型シャーレの寒天培地（Muelleｒ-HintonⅡ寒天等）に，60度ずつ回転させた
位置から菌液を均一に3回塗布する。この際，菌液を綿棒に浸すのは最初の一回
のみでよい。 
④塗布後，培地表面が濡れている場合は3～5分ほど放置し，水分を吸収させる。 
⑤ディスクを設置し，めり込まない程度に軽く押さえる。 
⑥2剤以上の場合はディスクどうしの間隔を24mm以上あけて設置する。 
⑦15分以内にフラン器に収め，35℃で16～18時間培養する。 
 ６０度

６０度

６０度
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3．ディスク阻止帯（円）の計測 
①通常は反射光を用いて，培地の裏側よりノギス等で完全阻止円を計測する（血液
寒天の場合は，表面より計測する）。 
②Staphylococciの場合，MRSAが疑われる為に透過光により計測する。 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

ベクトン・ディッキンソン  
センシ・ディスク阻止円測定ガイドラインより 

 

（計測の注意点）ａ）阻止円をmm 単位で計測 ｂ）
菌膜は発育とみなさない 
         ｃ）遊走も発育とみなさない 
ｄ）二重阻止円は内側を計測 

         ｅ）阻止円内に発育したコロニーはコンタミ，誘導耐性を考える 
 
《ディスク拡散法に影響を与る因子》 
1．接種用菌液の菌量 
①接種する菌量は阻止円直径は影響を与える。 

菌量が少ない → 阻止円直径は大きくなる。 
菌量が多い  → 阻止円直径は小さくなる。 

2．使用する培地 
①培地厚は阻止円直径に影響を与える（培地厚が薄くなると，阻止円直径が大きく
なる）ので4mmを厳守する。 
②培地pHは菌の発育に影響を与えるのでpH7.2～7.4を厳守する。 
③培地中の二価陽イオン（Ca2+，Mg2+）はテトラサイクリン系，アミノグリコシド
系，ポリミキシンBなどの薬剤に影響を与える。 
④培地の精度管理 
E. faecalis ATCC 29212株でＳＴ合剤のテストを行い，その阻止円が20mm以上

あるかどうか。 
⑤自家製の培地は7日以内に使用する。 

3．ディスクの設置 
①2薬剤以上同時に検査を行う場合は，ディスクどうしがその中心から24mm以上間
隔があくように設置する。 
②菌の接種からフラン器に収めるまでは15分以内に行う。 
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4．培養条件  
①培養温度，培養時間などの条件は阻止円直径に影響を与える。 
②培地表面の乾燥を防ぐため，培地は裏返して培養する。 
③培地は多く重ねずに培養することが望ましい。 
④Staphylococcus spp. と Enterococcus spp. の MPIPC と VCM は，耐性株の軽度
の増殖を検出するため，24 時間培養し透過光で観察する。 
⑤Streptococcus spp.，Haemophilus spp.， N. gonorrhoeae など栄養要求の厳し
い菌については，培養条件が異なるので注意 

5．培地やディスクの保管状況 
①通常，ディスクは密閉容器に乾燥剤とともに入れ，冷蔵庫または-14℃以下で保

管する。 
②培地，ディスクは，室温に戻してから使用する。 
③以下の標準菌株を用いて，標準作業の精度管理を行う。 

  ・Staphylococcus aureus ATCC 25923 
 ・Escherichia coli ATCC 25922 
 ・Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853  

 
【微量液体希釈法】 

 CLSI 日本化学療法学会 

培地 CAMHB 但し，両法において二価イオン（Ca2+，Mg2+）濃度が異なる 

1ウエル培地量 0.1±0.02ml 

抗菌薬濃度 1μg/mlを基準（0.06～128） CLSIと同じ 

菌液調整 
 

MHBなどで増菌，または寒天培地上
から純培養した菌株を用いて，
McFarland No. 0.5の濁度に調整。
これを滅菌生理食塩水で10倍に希
釈する。 

寒天培地上から純培養した菌株を
McFarland No. 0.5の濁度に浮遊，
これを滅菌生理食塩水で10倍に希
釈する。 

接種菌量 
 

最終接種菌量：5×10＾5cfu/ml 
(5×10＾4cfu/ウエル） 

最終接種菌量：10＾5cfu/ml 
(10＾4cfu/ウエル） 

培養条件 
 

通常：35℃，16～20時間 
MRSA：24時間 

35℃，18～24時間 
 

発育判定 
 

・肉眼的に発育が阻止された点 
・2mm以上の沈殿物が認められる 
 

・肉眼的に混濁，または直径1mm以
上の沈殿物 
・直径1mm以下の沈殿物が2つ以上 

精度管理菌株 
 

S. aureus ATCC29213 
E. coli ATCC25922  
E. coli ATCC35218 
P. aeruginosa ATCC27853  
E. faecalis ATCC29212 

S. aureus ATCC29213 
E. coli ATCC25922  
E. coli ATCC35218 
P. aeruginosa ATCC27853  
E. faecalis ATCC29212 

 両法において接種菌量，培養条件，発育の判定基準などにおいて，差が見受けられ
る。 
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また，栄養要求の厳しい菌種においても，測定用の培地，培養条件などにおいて，差
が見受けられるので注意が必要である。 
 
【E-test】 
《原理》 
抗菌薬が濃度勾配を持たせてコーティングされている薄い樹脂製のテストストリッ
プを用いる方法。操作はディスク法，結果は寒天平板希釈法に準ずる。テストストリ
ップ上の目盛りからMIC値を測定でき，栄養要求の厳しい菌や培養時間の長い菌（嫌
気性菌，酵母様真菌，糸状菌，抗酸菌，H. pylori など）のMIC値が測定可能である。 
 

 
【MICとMBC】 
最小発育阻止濃度（MIC）：Minimum Inhibitory Concentration 
  被検菌の増殖をみない最小の薬剤濃度（静菌的指標），μｇ/ｍｌで表す。 
 
最小殺菌濃度（MBC）：Minimum Bactericidal Concentration 

被検菌の生存をみない最小の薬剤濃度（殺菌的指標），μｇ/ｍｌで表す。 
 

 

薬剤濃度（μｇ/ｍｌ）

MBC値とMIC値の差が小さい薬剤は一般的に『殺菌的な薬剤』であると言え，逆にこ
の差が大きい薬剤は『静菌的な薬剤』であると言える。 
 

MIC ＝ 1μｇ/ｍｌ 

MBC ＝ 4μｇ/ｍｌ 

培養

１ ４２ ８0.50.250.125
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『静菌的な薬剤』：増殖が抑制される 
テトラサイクリン，マクロライドなどの蛋白合成阻害 
 

『殺菌的な薬剤』：溶菌が起こる 
βラクタム薬，ニューキノロン薬，などの細胞壁合成阻害・DNA 合成阻害，アミノ
グリコシド薬 

【ブレイクポイント】 
 ブレイクポイント（BP）とは，薬剤感受性の解釈基準であり，披検菌のMIC値がブレ
イクポイント以下である時，被検菌はその薬剤に対して感受性があると判断される。
すなわち，分離された菌のMIC値がBP以下であれば，その薬剤の臨床的効果が期待でき
ると考えられる。 
 
《様々なブレイクポイント》 
１．CLSIのブレイクポイント 
・最も一般的に普及しているブレイクポイント。 
・ブレイクポイントに対する概念は，被検菌 vs 抗菌薬 である。 
・被検菌が薬剤耐性メカニズムを有しているかを判断するのに適している。 
・ディスク法，希釈法でのブレイクポイントを有し，S・Ｉ・Rのカテゴリーで分類。 
・ブレイクポイントは米国の用法用量が基準となって設定されている。 
 
2．日本化学療法学会 
・CLSIのブレイクポイントが米国の用法用量基準であるため，日本国内の用法用量
を基準に独自に設定した。 
・ブレイクポイントの概念は感染症・感染部位別で，治療の有効率が80％を期待で
きるMIC値をbreakpoint MICとしている。 
・呼吸器感染症，敗血症，尿路感染症に適応できるブレイクポイント設定。 
・ディスク法でのブレイクポイントを有しない。 
 
3．PK-PDブレイクポイント 
・薬剤の体内動態（pharmacokinetics；PK）と薬力（pharmacodynamics；PD）から
算出 
・ブレイクポイント設定するには，基準となる投与設定を明確にする必要がある。 
・薬剤の投与量，投与回数などを考慮でき，治療薬の有効率を推定できる。 
 
【CLSIカテゴリー定義】 
感性（Susceptible) 
 推奨される投与量を感染部位に投与した時，抗菌薬が通常到達し得る濃度によって
その菌株が抑制されることを意味する。 
中間（Ｉｎｔｅｒｍｅｄｉａｔｅ） 
 通常到達可能な血中及び，組織内濃度に近い抗菌薬のMICを持つか，その効果は感性
と判断された菌株よりも低いと思われる。抗菌薬が生理的に濃縮される部位，あるい
は通常投与量も多くした場合には臨床的に使用できると考えられる。また手技上の要
因により解釈に重大な相違が生じることを防ぐための“緩衝ゾーン”も含む。 
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耐性（Rｅｓｉｓｔａｎｔ） 
 通常の投与スケジュールと通常到達し得る薬剤濃度によって抑制されないことを意
味する。または，特異的な耐性メカニズムを有すると考えられる。 
【臨床効果に影響を及ぼす因子】 
1．原因菌の薬剤感受性 
2．抗菌薬の体内動態 a.目的臓器（感染部位）への移行性 

b.感染部位での安定性および抗菌性 
c.血中あるいは組織におけるＴ1/2 
d.蛋白結合力と解離度 

3．宿主側条件  a.感染症の種類と重症度 
b.感染防御機構の破碇の程度 

原疾患に伴うもの 
基礎疾患に伴うもの 
医学的要因に基づくもの 

【細菌の薬剤耐性機構】 
1．薬剤の不活化 
 ・特異的酵素の産生 ①分解酵素・・・βラクタマーゼ 
           ②修飾酵素・・・アセチル化，アデニル化，リン酸化 
2．薬剤作用点の変化 
 ・染色体による変異  PBPの変異，DNA-ジャイレースの変異 
 ・作用点の修飾    バンコマイシン耐性遺伝子（vanAなど） 

エリスロマイシン耐性遺伝子（ermなど） 
3．薬剤透過性の変化 
 ・薬剤の排出     MARシステム，マクロライド耐性遺伝子（msrAなど） 
 ・細胞膜の透過性減少 アミノグリコシド，カルバペネム耐性（ポーリン欠損） 
4．代謝調節の変化 
 ・代替経路      サルファ剤 
5．遺伝子の伝達 
 ・Rプラスミド     ESBL産生遺伝子の菌種を超えた伝播 
・トランスポゾン 
【話題となっている耐性菌】 
1．市中感染（強毒菌） 
 ・βラクタマーゼ非産生アンピシリン耐性インフルエンザ菌:BLNAR（PBP3A，3B，4
変異） 

 ・ペニシリン耐性肺炎球菌:PRSP（PBP1A，2B，2Xの変異） 
2．日和見感染・院内感染（弱毒菌〜中等度） 
 ・基質拡張型βラクタマーゼ産生グラム陰性桿菌：ESBL（クラスAβラクタマーゼの
変異） 

 ・メタロβラクタマーゼ産生菌 
 ・メチシリン耐性黄色ブドウ球菌：MRSA（mecA遺伝子によるPBP2'の産生） 
 ・バンコマイシン耐性腸球菌： VRE（Van遺伝子による標的部位の変化） 
 ・グリコペプチド耐性黄色ブドウ球菌，CNS 

 8



3．抗酸菌多剤耐性結核菌（rpoBによるRNAポリメラーゼの突然変異によるRFP耐性など）
4．その他 ・多剤耐性サルモネラDT104 

・キノロン耐性キャンピロバクター 
・キノロン耐性淋菌 
・クラリスロマイシン耐性ヘリコバクターピロリ など 

【βラクタマーゼの基質特異性】 
classC 

  classA ESBL classC classB 
+ ESBL 

ペニシリン系 
（ABPC・PIPC） 

● ● ● ● ● 

第 1 世代 
（CEZ・CCL） 

● ● ● ● ● 

第 2 世代 
（CTM） 

  ● ● ● ● 

第 3 世代 
（CTX・CAZ） 

  ● ● ● ● 

第 4 世代 

 
セ
フ
ァ
ロ
ス
ポ
リ
ン
 

（CPR・CFPM） 
  ●   ● ● 

セファマイシン（CMZ）     ● ● ● 
オキサセフェム（FMOX）     ▲   ▲ 
セフェム合剤（S/C）     ▲ ● ▲ 
モノバクタム（AZT）   ● ●   ● 
カルバペネム（IPM）       ●   
【ESBLとMBLの検査法】 

 
 

20mm20mm

20mm20mm

2
0m

m
20

m
m

CAZ S/A CTX

CAZ C/A CTX

CPR

 
 
  CAZ CAZ SMA

IPM IPM SMA

36mm 20mm

ESBL                  MBL 
ESBLはその作用がクラブラン酸で阻害され，MBLはメルカプト酢酸ナトリウムでその
作用が阻害される。ディスク間に阻害帯の形成，阻止帯の明らかな拡大が見られれば，
ESBL，MBLの産生があると判断する。 

 9



【耐性菌検出の為に必要な薬剤感受性検査】 
耐性菌 検出のため検査が必要と考えられる薬剤 
MRSA MPIPC CEX CZX  
PRSP PCG CTX   
BLNAR ABPC SBT/ABPC CCL  
MDRP IPM AMK CPFX  
ESBL CAZ CTX CPDX AZT 
MBL CAZ IPM AZT  
VRE VCM TEIC   
【耐性菌治療のための感受性検査】 

耐性菌 
治療のため検査が必要と考えられる薬剤 

MRSA ABK VCM TEIC LZD （MINO） （ST） 
PRSP PAPM VCM LVFX （CTX） （CTRX） （RFP） 
BLNAR CTX CFPM MEPM PIPC   

MDRP 併用療法 （CL） （PL-B）    
ESBL MEPM CMZ FMOX CPFX   
MBL AZT AMK CPFX    
VRE LZD QPR/DPR     

 
 
 
 
 
 
 
 

 

－まれな真菌症，Scedosporium 属菌について－ 
 

大阪医療センタ－ 佐子 肇 
【はじめに】 

Scedosporium属は子嚢菌類に属する真菌で，土壌などの自然界に生息する。 
本菌は深在性真菌症の起因菌として知られるが，近年，肺炎，術後（または外傷後）
の骨髄炎，角膜炎，脳膿瘍などを発症させる重要な日和見感染原因真菌である。 
原因菌は S.apiospermumと S.prolificansによる感染症が知られている。 
臨床症状はアスペルギルス症と類似し，好発部位である肺から血液を介して全身性播
種性病変を起こす。抗真菌薬に対する感受性がアスペルギルスとは異なることから，
培養による迅速な検査法が重要である。 
Scedosporium属菌の培養同定検査法について解説する。 
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【培養性状 】 
        S.apiospermumと S.prolificans の鑑別性状 
 

  S.apiospermum S.prolificans 

発育性 中速～やや速い 中速～やや速い 

PDA 培地 

の性状  

 

 

綿毛状，初め白色 

～次第に淡い褐色 

 

綿毛状，Oreeb-gray 

～黒色 

 分生子 1 細胞性～卵円形 

小型の卵円形～洋梨

形，小型の分生子が集

族性に生じる 

尿素分解 ＋ ＋ 

 尿素分解  
S.prolificans  S.apiospermum  S.apiospermum 

 
 
 
S.apiospermum 
PDA寒天培地のジャイアント集落（27℃，7日間） 

  
スライド培養（27℃，5日間） 
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x400 分生子柄先端部に 1～2個の卵円形の分生子形成を認める 
S.prolificans 
PDA寒天培地のジャイアント集落（27℃，7日間） 

 
スライド培養（27℃，5日間） 

 
x400    分生子柄の先端にやや小型の分生子が集族性に生じている。 



【治療】 
 治療抵抗例が多いが，VRCZの有効性が報告されている。AMPH-B製剤は 
無効であり注意が必要である。可能ならば，外科的切除の併用が望ましい。  

 Scedosporium属 Aspergillus属 
AMPH-B 無効 有効 

VRCZ 有効 有効  

【まとめ】 
① S.apiospermum は，PDA 培地上のｼﾞｬｲｱﾝﾄ集落が白色～褐色を呈し，スライド
培養においては分生子柄の先端部に1～2個の卵円形の分生子を形成することが特徴で
ある。 
② S.prolificansは，PDA培地上のｼﾞｬｲｱﾝﾄ集落が黒色を呈し，スライド培養におい
ては分生子柄の先端に小型の分生子が集族性に形成することが特徴である。 
以上の性状から両者を容易に鑑別することが可能である。さらに，追加試験として実
施した尿素分解試験（陽性）は両者を鑑別することはできないが，培地斜面部の菌糸
発育性状（color）から鑑別することが可能である。 
近年，S.apiospermumと S.prolificansによる感染症が欧米を中心に移植例での増加
が報告されている。国内でも少数ながら血液疾患での報告例が見られるため，迅速に
検査を実施し，適切な抗真菌薬の情報提供が必要である。 

  S.pi88,27,56：S.apiospermum ，S.prol57：S.prolificans 

NewASTYを応用した薬剤感受性試験

80.250.1250.25VRCZ

1≦－0.25-0.5≦0.1258≦0.511ITCZ

16≦16≦16≦16≦MCFG

80.50.50.5MCZ

64≦－16-32≦864≦323232FLCZ

32≦8-16－≦464≦64≦64≦64≦5-FC

16≦1-16≦１80.510.125AMPH

耐性
（R）

中等
度耐
性（I）

S-DD感性

（S）

感受性カテゴリ－ ＭＩＣ（μg／ml）S.pro
57

S.api
56

S.api
27

S.api
88

（ S-DD ： 用量依存的感性 ） 

 
ASTYを応用した薬剤感受性試験ではトリアゾ－ル系薬（ FLCZ , ITCZ, ）やAMPH 
が効きにくい S.apiospermum による深在性真菌症に対しては，MCZ，VRCZ が第
一選択薬になるが，S.prolificansに対しては効果がない。 
S.prolificansは多剤耐性であることに注意が必要である。 
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結核クイズ（クォンティフェロンTB-2G：QFT編 パート2） 

大阪市立大学医学部附属病院 中家 清隆 

 

【問題】 
結核感染の診断にこれまでツベルクリン反応検査が用いられ
てきましたが，日本では多くの方が BCG を接種していたこ
とにより，ある程度強いツベルクリン反応によって結核感染
の可能性を判断してきました。現在このツベルクリン反応に
加えてクォンティフェロン TB-2G（QFT）：全血ｲﾝﾀｰﾌｪﾛﾝγ
が多くの施設でも普及してきています。この QFT について
正しいものには○誤ったものには×をつけてください。 

Q1：QFT（結核菌特異蛋白刺激性遊離インターフェロンγ測定）は保険診
療点数の検査実施料はどのような場合においても請求可能である。 

Q2：ツベルクリン反応後の QFT測定の影響はない。 

Q3：QFT実施時期は感染の可能性が生じてから1ヶ月くらいが妥当である。 

Q4：QFTは結核菌が存在する時のみ陽性となる。 

Q5：QFTの結果で判定不可（陽性コントロールが低値）の場合は低免疫状
態にあり，特異抗原に対する反応に信頼性が無い状態である。 

（解答は次のページ）
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A1：× 
QFTは診察又は画像診断等により結核感染が強く疑われる患者を対象として測定
した場合のみ算定でき，結核菌核酸同定精密検査又は結核菌群核酸増幅同定検査
を併せて実施した場合は，主たるもののみ算定することが可能です。 

A2：○ 
  結核菌に感染している人に ESAT-6，CFP-10 を投与すれば，QFT においてブー
スター現象がみられるはずです，BCG接種した人にツベルクリン反応を実施した
場合，ツベルクリン反応の反応性は増大するが，BCG接種者は ESAT-6，CFP-10
に対する反応性は持っていないため，たとえツベルクリン（PPD）中にこれらの
抗原が含まれていても反応しないのでブースト現象はみられないと思われる。 

A3：× 
  通常 2 ヶ月でほぼ陽性になるといわれています。（感度 89％）しかし個人差があ
ることから疑わしい状況では陰性の場合，期間をあけて再検査する意味はあると
思われます。 

A4：× 
  結核菌以外でも一部の抗酸菌（ .kansasii, M.marinum, M.szulgai, M.gastri, 

M.fravescens）で QFTが陽性になる場合があります。 
A5：○ 
 

 

 先日，第 50回日本臨床検査医学会近畿支部総会がグランキューブ大阪で開催されま
した。1年以上前から準備され，その甲斐あって盛会でした。私がはじめて学会デビュ
ーしたのも○○年前の本学会で，その頃は今のように便利な Power Pointはなく，確
か現像も自分でしたような気がします。学会発表のテーマといえば，日常の業務のな
かで遭遇したことをまとめれば，，，とはいうものの，全くの初めてで，周りに指導し
てもらえるような先輩に恵まれればいいのですが，そうでなければ，学会発表のチャ
ンスがないかもしれませんね。本学会は来年は兵庫です。今から準備して，学会デビ
ューしてみましょう！ 

坂本雅子 2007.11.14. 
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