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坂本 雅子 
ごあんない 

 定期講習会のご案内 

定期講習会報告 
～感染症法改正のポイントと微生物検査室の対応～

バイキン Quiz 

池田 千賀子 

竹野 華 

微生物検査基礎講座 実技編 に参加して
北川 篤  
平根 亜希子 

市村 佳彦 
ばくとファミリーの知識箱

－有鉤嚢虫症につい
て－ 

 

 
（敬称は略させていただきました） 

 

今月の定期講習会は夏休みです  

来月の定期講習会は 

9 月 26 日（水）あべのメディックス ７階研修室 で開催いたします。 



 
 
 
 
 
 

あ

ん
な い

講習会 

 
 

テ− マ：遺伝子学的解析の基礎から実践へ－VNTR 法と RFLP 法を中心に－
講 師：（財）結核予防会結核研究所 

鹿住 祐子 先生  
日 時：平成 19 年 9 月 26 日（水） 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） 

E-mail : 

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 

msakamoto@mail.biken.or.jp 

 

 PCR 法などの遺伝子検査は、微生物検査の一部と
して行われている施設や、遺伝子検査室として独立
している施設、あるいは外部委託されている施設な
どさまざまです。PCR 法が試薬キットの普及に伴い
ルチン検査に取り入れられて 10 年以上が経過し、
遺伝子検査といってもPFGE法やRT-PCR法、RFPL法、
VNTR 法、リアルタイム PCR 法など、その手法も様々
です。このように、多くのことが遺伝子レベルで進
むなかでは、「遺伝子検査？うちの施設ではできな
いから、いらないわ」ではなく、知識として遺伝子
検査を知る必要性は高いと思います。今回は VNTR
法と RFLP 法を中心に、遺伝子検査の基礎と代表的
な手法の特長などをわかりやす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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～感染症法改正のポイントと微生物検査室の対応～ 

                      北野病院 池田 千賀子 
  
平成１９年５月２２日に京都大学医学部付属病院検査部 田中 美智男先
生をお迎えし、『感染症法改正のポイントと微生物検査室の対応』と題しま
して、感染症法に定められた病原体が検出された場合の届け出や菌株の管理
などについてご講演いただきました。その内容を報告させていただきます。 

 
1.平成１９年感染症法改正のポイント 

•  病原体の取扱に関する法律整備 
国際
病原

古く
結核

的なバイオセキュリティーに対応 
微生物取扱に幅広い届出や許可 

•  結核予防法の廃止・統合  
なった結核予防法の見直し  
は二類感染症に統合  

 
2.感染症法の主な改正点 
1)感染症の類型 
（一）一類感染症に南米出血熱を追加し、重症急性呼吸器症候群（病原体がコロ

ナウイルス属ＳＡＲＳコロナウイルスであるものに限る。）を一類感染症から二類

感染症に見直すこと。 
（二）二類感染症に結核を追加し、コレラ、細菌性赤痢、腸チフス及びパラ
チフスを二類感染症から三類感染症に見直すこと。 
（三）四類感染症及び五類感染症について、所要の規定の整理を行うこと。 
 
2)病原体等の類型・・・今回の改正で全く新しく設定された部分 
（一）「病原体等」とは、感染症の病原体及び毒素とすること。 
（二）「毒素」とは、感染症の病原体によって産生される物質であって、人
の生体内に入った場合に人を発病させ、又は死亡させるものとすること。 
（三）「特定病原体等」とは、一種病原体等、二種病原体等、三種病原体等
及び四種病原体等とすること。 
（四）「一種病原体等」とは、痘そうウイルス、クリミア・コンゴ出血熱ウ
イルス等とすること。 
（五）「二種病原体等」とは、ペスト菌、ボツリヌス菌、炭疽菌等とするこ
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と。 
（六）「三種病原体等」とは、多剤耐性結核菌、狂犬病ウイルス等とするこ
と。 

（七）「四種病原体等」とは、腸管出血性大腸菌、コレラ菌、黄熱ウイルス
等とすること。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
主にバイオテロ対策を念頭においた分類になっている（だいたいバイオセー
フティレベルに相関している 
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第一種病原体等：ウイルスが分類されている 
病原体等の名称                  疾患名    疾病分類  BSL 

アレナウイルス属    ラッサウイルス       ラッサ熱       １    ４ 
アレナウイルス属    ガナリトウイルス      南米出血熱      １    ４ 
           サビアウイルス 
           フニンウイルス 
           マチュポウイルス 
エボラウイルス属    アイボリーコーストエボラウイルス 
           ザイールウイルス      エボラ出血熱     １    ４ 
           スーダンエボラウイルス 
           レストンエボラウイルス 
オルソポックスウイルス属 痘そうウイルス       痘そう        １    ４ 
ナイロウイルス属 クリミア・コンゴ出血熱ウイルスクリミア・コンゴ出血熱 １    ４ 
マールブルグウイルス属ﾚ ｲｸﾋﾞｸﾄﾘｱﾏｰﾙﾌﾞﾙｸﾞｳｲﾙｽ    マールブルグ病   １    ４ 

 
 
第二種病原体等：主に細菌が分類されている 
 病原体等の名称                 疾患名     疾病分類     BSL 

エルシニア属 ペスティス（ペスト菌）        ペスト      1       3  
クロストリジウム属 ボツリヌム（ボツリヌス菌） ボツリヌス症     4       2 
コロナウイルス属 SARS コロナウイルス  重症急性呼吸器症候群    2       3 
バシラス属 アントラシス（炭疽菌）         炭疽       4       3 
フランシセラ属 ツラレンシス（野兎病菌）       野兎病      4       3 
ボツリヌス毒素                 ボツリヌス症     4       2 

 
 
第三種病原体等  
 病原体等の名称              疾患名      疾病分類   BSL 

コクシエラ属 バーネッティ              Q 熱         4     3 
リッサウイルス属  狂犬病ウイルス      狂犬病            4     3 
マイコバクテリウム属  多剤耐性結核菌   結核         2     3 
 
政令で定めるもの 
コクシジオイデス真菌、サル痘ウイルス、腎症候性出血熱ウイルス、西部馬脳炎ウイルス、 
ダニ媒介性脳炎ウイルス、東部馬脳炎ウイルス、ニパウイルス、日本紅斑熱リケッチア、 
発疹チフスリケッチア、ハンタウイルス肺症候群ウイルス、B ウイルス、鼻疽菌、 
ブルセラ菌、ベネズエラ馬脳炎ウイルス、ヘンドラウイルス、リフトバレーウイルス、 
類鼻疽菌、ロッキー山紅斑熱リケッチア  3種＋20種 
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第四種病原体等：細菌に関しては病原性の強いものが分類されている 
 病原体等の名称        疾患名        疾病分類  BSL 
インフルエンザウイルス(H2N2) インフルエンザ       5    2 
鳥インフルエンザウイルス(H5N1,H7N7) 鳥インフルエンザ  4     3 
黄熱ウイルス           黄熱           4    3  
クリプトスポリジウム  クリプトスポリジウム症       5    2 
結核菌（多剤耐性結核菌を除く） 結核           2    3 
コレラ菌、志賀毒素、赤痢菌属 コレラ、細菌性赤痢      3    2 
チフス菌、パラチフスA菌      チフス、パラチフス        3       3 
腸管出血性大腸菌          腸管出血性大腸菌感染症       3    2 
ポリオウイルス             急性灰白髄炎                2      2 
 
政令で定めるもの 
ウエストナイルウイルス、オウム病クラミジア、デングウイルス、 
日本脳炎ウイルス 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（厚生労働省のＨＰより転載） 
 
 

3.微生物検査室での病原体等管理 
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•  一種病原体等 → 所持等の禁止 

 
      （

病原菌等を分離したら－病原体の種別によって扱いが異なります 

リヌス菌を同定した場合 
–  同定（感

可があれば滅菌不要。 

譲渡先を明記  

）四種病原体の場合 
C を同定した場合 

–  同定（感受性？）検査が終了後10 日以内に、  

守する。  

する。  

我々が日常遭遇する可能性があるのは二種～四種病原体で、各施設での対

 
5.菌株保管台帳の記帳事項（一種～三種病原体等） 

・場所 

類、日時 

の日時、方法・場所、滅菌者 

退出者の氏名、日時（一種は時刻が必要）、目的 

•  二種病原体等 →所持等は許可制 
•  三種病原体等 → 所持等は届出 
•  四種病原体等 → 許可・届出不要

施設基準の遵守） 
 
4.
１）二種病原体の場合 

• ボツ
受性？）検査が終了後3 日以内に 

–  菌株を譲渡し、滅菌を行う。 
•  ただし、二種病原体保持許

–  同定後1 日以内に届出 
•  譲渡方法、譲渡日、

 
２

• STE

–  必要に応じて菌株を譲渡し、滅菌を行う。  
•  事前届出なしで菌株保存は可能。  
•  密封容器、保管庫などの保管基準を遵

–  届出は不要（菌株保持に関して）  
•  譲渡方法、譲渡日、譲渡先を明記

 
 
策は二～四種病原体を分離した場合の取り扱い・届出手順を準備しなければ
ならない。 

• 病原体等の受入れ・払出しに関する事項 
– 菌種（毒素は量も）、日時、保管の方法

• 使用した場合 
– 病原体等の種

• 滅菌した場合 
– 菌種、滅菌等

• 入退出者 
– 立入り・

• 持込・持ち出し者 
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– 受入れ・払出し者の氏名、使用者名 

日時、点検者名、内容・結果、措置内容 

訓練の実施年月日、対象者・内容等 

6.病院等での四種病原体の取扱 

 
の届出 

の届出 

届出の義務を怠ったら１００万円以下の罰金、応急措置しなかった場合は１

結核に対する微生物検査室の対応 

臨床診断でも可能。しかし、塗抹陽性の場合は必ず

なければ入院勧告の対象外（従来通り）。 
、休日を挟む場合

いっそうの精度

別しなければならない。 

と同じ

特定病原体等の運搬の基準（ 一種～四種病原体等） 

• 施設点検 
– 点検実施

• 教育 
– 教育

 

 滅菌までの間、守るべき事項 
・適切な保管（省令で規定） 
 （保管時の使用は不可） 
・盗取等の事故時の警察官へ
・ 災害等の発生時の応急措置 
厚生大臣（結核感染症課）へ
 

年懲役又は１００万円以下の罰金が課せられる。 
 
7.
•塗抹検査の迅速実施 
–結核の届出（医師）は
届出る。 
–排菌してい
–届出後から入院勧告まで72時間以内である。外注であれ
であれ、必ず72時間以内に塗抹検査成績を臨床に伝える。 
  塗抹検査の重要性は高く、院内にて実施する。加えて、
向上を図る必要がある。 
 
•検査材料の結核菌遺伝子検査を必ず実施する。 
–排菌患者では、結核か非結核を原則72時間以内に鑑
–非結核性抗酸菌で入院させた場合、判明時以降の公費負担なし。 
–臨床診断であっても、入院勧告に同意しない場合、他の二類感染症
く措置入院になる。 
 
8.
1)運搬する場合には容器に封入すること。 
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2)容器は、次の基準に適合するものであること。 
 容易、かつ安全に取り扱えること。 
 運搬中の温度頑圧の変化、振動等により、破損等が生じる恐れがないこ

しない）。 

 ザードマーク）が付されていること（事

容器の車両等への積付けは、運搬中の移動・転倒・転落等により安全性が
と。 

が定める基準に適合すること。 

 

と。 
 みだりに開封されないように容易に破れないシール等が貼り付けられて
いること（事業所内の運搬には適用

 内容物の漏洩のおそれのない十分な強度・耐水性があること。 
感染性物質危険物表示（バイオハ
業所内の運搬には適用しない）。 

3)
損なわれないように行うこ

4)この他、厚生労働大臣
 
9.感染症に関する有用なURL 
• 感染症法関連文書集
– 地方衛生研究所ネットワーク；
http://www.chieiken.gr.jp/survey/index.html 
• 感染症法関係資料 
– 日本細菌学会感染症法関係資料；
http://wwwsoc.nii.ac.jp/jsb/kansenshouhou.html 
•感染症法に基づく特定病原体等の管理規制 

働省感染症 情報；
unya/kenkou/kekkaku-kansenshou17/03.html

– 厚生労
http://www.mhlw.go.jp/b  

拡大 
検出時の連絡先を徹底 

 検査室（実験室）エリアの整備→P3 クラスの整備が望ましいが、立ち入
り制限など P2 レベルの運用を厳密に行う 

 菌株管理の徹底→保管庫、管理台帳などの整備 

 今回の改正で、菌株の保存・保管・ 理などが煩雑になり、また研究・教
育に影響があり問題であると思われるが、改正のポイント・罰則などを理解
た上で、施設基準を確立し運用していくことが必要と思った。 

 
まとめ 
 同定検査の精度向上 
 検査室レベルにおける病原微生物同定範囲の
 主治医、部門責任者、感染対策委員長等病原体等

 
 
 
 

管

し
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、韓国籍の男性、兵役期間に豚肉の生食歴有り、
攣・意識消失を伴う癲癇様発作の頻発、抗てんかん薬の服用有り、当院脳

時の MRI 検査にて前頭葉及び頭頂部に結節を認める。外科的手術に
よ

布し第二次世界大戦以前は中国で感染し帰国する例が多くあった。
外では、欧州中央部・イベリア半島・メキシコ・チリ・ペルー・ハイチ・

諸国・インド・インドシナ半島などに分布する。イスラム教国では
宗

方に向かうに従い縦長になる。末端に近い受
胎体節は菲薄・半透明であり、子宮の分枝が方側で７～13 条となる。 
 嚢虫は楕円形または球形で水胞様半透明の嚢状体で内部に水様液を満たし、
一個の乳白色の小斑点があり、そこから嚢内に翻入している白色の小体があ
りこれが成虫の頭部となる。 

有鉤嚢虫症について 
                  大阪赤十字病院   市村 佳彦 
[はじめに] 
細菌検査に携わるようになって、初めて寄生虫感染の症例を経験したのが、
有鉤嚢虫症でありました。寄生虫感染症そのものが身近にある環境に居ない
こと、また書籍等で文献や写真を閲覧する程度のものであったので、この症
例を経験したことは、貴重でありました。 
本症例の患者背景としては
痙
外科受診
る摘出及び駆虫薬等の処方にて症状改善の兆しを認め、予後のフォローア
ップ途中で帰国される。 
 
[概説] 
元来日本国内では、沖縄以外での分布はしないとされている。中国には古
くから分
国
アフリカ
教上の理由から豚肉の食用が禁じられているので、分布はしないとされて
いる。 
 
[形態] 
成虫の体長は 2～3ｍのものが多く、最大で７ｍに達する。体節数は 800～
900、頭節には 4個の吸盤と、小鉤の配列した額嘴がある。小鉤は 22～32 本
で交互に 2列並ぶ。体節は体後
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       有鉤嚢虫頭節        脳より摘出された有鉤嚢虫 
                                       
[発育史] 
 ヒトは終宿主に
なるとともに中
間宿主にもなり、
ヒトの小腸内で
切れた受胎体節
が肛門より排泄
され体節が破れ、
虫卵が遊離する。
この虫卵が中間
宿主のブタに食

ると六鉤幼され
虫が孵化し、小腸

存している有鉤嚢虫は軽度の組織反応しかおこさないが、死滅した場合は

壁に侵入、血流ま
たはリンパを介
して全身の筋肉
に達し有鉤嚢虫
となる。これをヒトが摂取すると小腸粘膜に固着し成虫になる。 
 一方、ヒトが虫卵を飲み込んだ場合、小腸内で孵化した六鉤幼虫はブタと
同様、小腸壁に侵入、身体各所に嚢虫を作る。ヒトの小腸内に成虫が寄生し
ている場合、時には腸管内で受胎体節がこわれ遊離した虫卵が孵化し、腸壁
に侵入して身体各所に移行することがある。 
れにより人体の有鉤嚢虫数が次第に増加する。（自家感染） こ
  
[症状] 
 成虫の感染ではしばしば無症状であるが、多少の消化器障害を伴い悪心、
嘔吐があることがある。長期にわたる条虫の生存により消化器障害性貧血を
おこし悪性貧血になるといわれる。 
 有鉤嚢虫の各種臓器への移行に伴う症状は多様で、皮下や筋肉内に生じた
場合は無症状の腫瘤形成にとどまるが、脳・脊髄・眼球などに寄生した場合
状は重大である。 症
生
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激しい組織反応を引き起こす。脳への寄生の場合は、癲癇様発作、痙攣、麻
痺などの症状をきたし、無菌性髄膜炎を呈することもある。 
 
[診断] 
成虫寄生の場合は、便からの受胎片節を見つける。糞便中の虫卵を認める
頻度は少ないが、破裂した片節から出た卵が便中に出現したり肛囲検査で見
つかることがある。 嚢虫の各臓器への寄生に関しては、画像診断（CT・MRI）、
血清抗体価の測定、イムノブロット法などを利用できる。脳内に寄生してい
る場合は、Ｘ線像で石灰化した嚢子を示すことがある。MRI や CT などで充実
性の小結節、リング状造影病変などを示すが脳腫瘍との鑑別は困難とされる。 
 

     
脳内に寄生した有鉤嚢虫（MRI画像）      脳内に寄生した有鉤嚢虫（MRI画像） 

  

     
脳内に寄生した有鉤嚢虫（MRI 画像）         脳内に寄生した有鉤嚢虫（MRI 画像） 

食しないこと。輸入の野菜からの感染に注意。

染例を疑う症例報告も見受けられたが、真偽の

  
[予防と治療] 
不完全に調理された豚肉を摂
感染者の人屎を肥料として撒布しないことも重要である。輸入キムチからの
虫卵検出、またそれによる感
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ほどは定かではない。（個人のホームページからの参照の為） 
投与による。駆虫剤の種類としてはビオチ

ブリン・カマラ・海馬

マラについては吸収されると高度の中毒作用が起こりうるの
、注意が必要と考えられる。 
嚢虫の駆除については寄生部位にもよるが、外科的に摘出する方法を用い
るのが確実で ベンダゾー
ルの投与が有効とされる。 
嚢虫の変性が原因による症状の軽
必

加納六郎（共著） 
トラス（オールカラー版） 佐伯英治・升秀

講座 実技編 に参加して 
多根総合病院 細菌検査室   北川 篤  

して以来、毎日疑問・不安の
な

で腸管感染症、呼

催であった実技講

るとう

白

・培養同定・薬剤感受性検査の手技について、グループ別に丁寧

けること 
方がどんな質問にも丁寧に答えて

 成虫の駆虫については駆虫剤の
ノール（ビチン）・ニクロスアミド（ヨメザン）・アテ
エキスなどがある。 
海馬エキス・カ
で
 

ある。脳の嚢虫症に対しては、プラジカンテル・ア

減にコルチコステロイドや抗けいれん薬が
要とされる場合がある。 
引用文献   
図説人体寄生虫学  吉田幸雄 
新寄生虫学     森下哲夫・
臨床検査シリーズ寄生虫鑑別ア
夫・早川典之 
 
 

微生物検査基礎

昨年末、急遽細菌検査室に異
動
か従事していました。そんな
とき、昨年ま
吸器感染症と７月と９月の２回
にわけての開
座が、細菌を中心とした微生物
検査基礎講座・技術編として３
日間に凝縮され開催され
かがい、参加いたしました。 
 
実習では、スタンダードプリコーションに基づく手洗い方法に始まり、
金耳(線)の 
使い方などの無菌操作、塗抹方法など基本をまず教えていただき、そして３
日間にわた 
り塗抹鏡検
に教えていただきました。各操作のコツや注意点など説明をいただき、指導
をしっかり受
ができました。実習中には、世話人の先生
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くださるの 
で

があり、スライドを使ってわかりやすく講義いただきました。 
 

、とても貴重な経験でした。 
  
実習・講義・供覧がバランス良く配分され、親切・丁寧・熱心な先生方に
よる指導は、「若葉マーク」の我々受講生にはとても恵まれた環境での技術
講座でした。 
世話人の先生方におかれましては、テキスト・スライド・供覧用検体の準
備、会場確 
保などとても大変だったことと存じます。本当にありがとうございました。 
 このような貴重な技術講座が、今後も引き続き企画開催されることを祈念
します。 

、受講生がとても質問しやすい雰囲気であったのが、印象的でした。 
 また各実習間には、呼吸器感染症・腸管感染症・原虫等、実習内容にリン
クした総論講義
供覧におきましては、グラム染色のスライド・分離培地（非選択・選択）・
性状確認 
用培地をいろいろな菌株ごとに準備いただき、観察することができました。
原虫なども 
実鏡検でき
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極東製薬工業株式会社 研究開発部 微生物製品開発課 
平根 亜希子 

私が今回の研修会に参加した理由は 2つあります。1つは、微生物検査全
体の流れを具体的な作業を行いながら学べる機会だと思ったから、そしても
う 1つは、メーカーの人間としてお客様と身近に話せるチャンスだと考えた
からです。私が極東製薬に入社して丸 2年が経ちましたが、自分が担当して
いるものは、微生物検査の過程の一部分でしかなく、全体の流れについての
知識は不足している事を日々感じていました。今回の研修会は初心者向けで
あったため、勉強不足の私にとっても、同じ目線で多くの意義ある事を学ぶ
ことが出来ました。 
実習内容は塗抹分離・同定・感受性の 1本の流れを軸に、糸状菌や原虫な
どもあって幅広く、しかし基本の部分はしっかりと教えて頂きました。特に
印象的だったのが衛生手洗いの実際や手袋の着脱の仕方、器具の扱い方です。
なおざりになり易いこれらについて、自分の目で確かめ、意識しながらの実
習であったことが非常に良かったと思いました。自分たちが如何に危険なも
のを扱っているか、故にまずは感染予防であるという、「仕事に臨む際に持
つべき、大前提の意識」を改めて認識出来ました。 
基本技術の習得はもちろんですが、実習を通して一番の発見は、微生物検
査の一挙手一投足には全て理由があることです。そして、微生物検査では常
に考える技師となる必要があるのだと思いました。一つ一つの検査や結果の
妥当性を考え、次に行う最適な検査を選択する、またドクターへの報告の仕
方・タイミング、時には提案なども必要になってきます。知識も去ることな
がら、微生物検査では経験や熟練が重要となってくる所以だと思います。故
に、共通の「検査マニュアル」が存在しないのかもしれません。メーカーの
立場から見ても、お客様それぞれでニーズが異なってきます。それは、技師
の方各々が自分の働く施設の特徴・環境などを考えた上で、その状況での最
適な検査方法を考え、それに必要なものがニーズになるからだと思いました。 
前述したように、微生物検査は、検査に携わる技師自身が常に考え、試行

錯誤を繰り返し、向上して
いく検査なのだと思います。
今回微生物検査の基本技術
を学び、そして検査全体を
知ることが出来ました。そ
の上で、技師の方々と「一
緒に考えながら」より良い
製品を開発することが、メ
ーカーの人間としての役割
だと思います。参加目的以
上に、多くの事を学ぶこと
が出来た研修会でした。 
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近畿中央胸部疾患センター 竹野 華 

 
 

 

 

 

 
 
 

（解答は次のページ）
【問題】 
 セミがみんみんと元気よく鳴いています。夏
真っ盛りですね！さて、夏休み期間、海外へ旅
行に出かけられる方も多いと思います。 
そこで、海外で発生している疾患名に関するク
イズです。当てはまる疾患名を答えて、ABC
をくっつけると、ある単語が出来上がります。
それでは、レッツ・トライ！ 

 
 
 
 
 

完成単語： ｢A ゆ B C｣ 
（1）ウイルスを保有するネッタイシマカやヒトスジシマカに刺されること
によって感染する疾患。ヒトからヒトに直接感染することはない。特に、東
南アジア、インド、南アジア、オセアニア、カリブ、中南米では大きな流行
を繰り返している。日本国内にもヒトスジシマカは生息しているが、国内に
はこのウイルスは常在しないので、国内での感染はない。2007 年 7 月現在、
タイ、カンボジア、インドネシアなどにおいて、この疾患が大流行している。 
→ 疾患名：〇〇〇ね A 
（2）ある原虫感染によって引き起こされる下痢性疾患である。その生活史
は栄養型と嚢子よりなる。栄養型は、常時 2核で、4対の鞭毛を持っている
など特徴的な形態が観察される。経口的に摂取された嚢子は胃を通過後、脱
嚢して栄養型となり、小腸上部付近に定着して、感染性を有する嚢子が糞便
中に排泄されるようになる。10～25 個の嚢子の摂取により感染が成立すると
いわれる。感染症法施行から報告された事例のうち 6割以上が海外での感染
と推定されている。海外旅行での感染症例では赤痢菌、下痢原性大腸菌や赤
痢アメーバなどとの混合感染例があるのも特徴的である。 → 疾患名：〇
Ｂ〇ジＢ症 
（3）この疾患を引き起こすウイルスはラブドウイルスの 1 種で、人獣共通
感染症である。世界中で、特にアフリカ、アジア、中南米でこの疾患が蔓延
している。開発途上国におけるヒトの発症は 99％以上がイヌの咬傷によるも
のである。海外に行った際には、野生動物（特に野犬）にさわらないように
注意しなければならない。日本では徹底した対策により、1957 年以後患者の
発生はなくなったが、2006 年にフィリピンで犬にかまれ日本に帰国後発病し
死亡した例など 2例が報告されている。 → 疾患名：〇〇う Cん病 
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【答え】 
つゆあけ（梅雨明け） 

（疾患名（1）デング熱（2）ジアルジア症（3）狂犬病） 
 

 

 
 
 
 

 
 

 
 例年２回に分けて開催していました基礎技術講座を、今年は初めての試
みとして１回にまとめて2.5日で開催しました。いつもお料理番組になりが
ちでしたが、できるだけ検査の流れに沿った内容で企画したくて、でも、祝
日返上の土曜、日曜、月曜日の連続で参加者は少ないのではないだろうかと
も心配していました。いよいよ明日から「体力勝負かな？」と思っていた矢
先、某大学医学部の実習で赤痢菌感染者が発生し、その学生は実習中に菌液
を溢していたというニュースに、「えらいこっちゃ、ストップかかるんちゃ
うかいな？」体力の心配から、安全に終えることができるかの心配に変わり
ました。参加者とスタッフの御協力のお陰で事故なく終えることができまし
たことに心から感謝申し上げます。偉そうにデモなどしていましたが、忘れ
ていたかもしれない基本操作を見直し、襟を正す機会となり、初心を省みる
ことの大切さを痛感しました。 

 
 
 

坂本雅子 2007.8.8. 

【白金耳】  Vol.28. No.8.2007.（平成 19 年 8 月号） 

発行日：平成 19年 8月 8日発行 
発  行：大阪府臨床検査技師会 学術部 微生物検査部門 
表 紙：井邊 幸子 
発行者・編集：坂本 雅子（財団法人 阪大微生物病研究会） 

〒565-0871 吹田市山田丘 3-1   TEL: 06-6877-4801 
e-mail: msakamoto@mail.biken.or.jp 

許可なく転載および複写はご遠慮下さい 


	～感染症法改正のポイントと微生物検査室の対応～
	1.平成１９年感染症法改正のポイント
	•  病原体の取扱に関する法律整備
	国際的なバイオセキュリティーに対応
	病原微生物取扱に幅広い届出や許可

	•  結核予防法の廃止・統合 
	古くなった結核予防法の見直し 
	結核は二類感染症に統合 


	2.感染症法の主な改正点
	1)感染症の類型
	（一）一類感染症に南米出血熱を追加し、重症急性呼吸器症候群（病原体がコロナウイルス属ＳＡＲＳコロナウイルスであるものに限る。）を一類感染症から二類感染症に見直すこと。
	（二）二類感染症に結核を追加し、コレラ、細菌性赤痢、腸チフス及びパラチフスを二類感染症から三類感染症に見直すこと。
	（三）四類感染症及び五類感染症について、所要の規定の整理を行うこと。
	2)病原体等の類型・・・今回の改正で全く新しく設定された部分
	（一）「病原体等」とは、感染症の病原体及び毒素とすること。
	（二）「毒素」とは、感染症の病原体によって産生される物質であって、人の生体内に入った場合に人を発病させ、又は死亡させるものとすること。
	（三）「特定病原体等」とは、一種病原体等、二種病原体等、三種病原体等及び四種病原体等とすること。
	（四）「一種病原体等」とは、痘そうウイルス、クリミア・コンゴ出血熱ウイルス等とすること。
	（五）「二種病原体等」とは、ペスト菌、ボツリヌス菌、炭疽菌等とすること。
	（六）「三種病原体等」とは、多剤耐性結核菌、狂犬病ウイルス等とすること。
	（七）「四種病原体等」とは、腸管出血性大腸菌、コレラ菌、黄熱ウイルス等とすること。

	主にバイオテロ対策を念頭においた分類になっている（だいたいバイオセーフティレベルに相関している
	第一種病原体等：ウイルスが分類されている
	病原体等の名称   　　　　　　　　　　　　　　　疾患名  　　疾病分類　　BSL
	アレナウイルス属　　　　ラッサウイルス　 　　　　　ラッサ熱　 　　 　　１　　　　４
	アレナウイルス属　　　　ガナリトウイルス　 　　　　南米出血熱 　　 　　１　　　　４
	   　　　　　　　　サビアウイルス
	   　　　　　　　　フニンウイルス
	   　　　　　　　　マチュポウイルス
	エボラウイルス属　　　　アイボリーコーストエボラウイルス
	   　　　　　　　　ザイールウイルス 　　　　　エボラ出血熱 　　  １　　　　４
	   　　　　　　　　スーダンエボラウイルス
	   　　　　　　　　レストンエボラウイルス
	オルソポックスウイルス属 痘そうウイルス 　　　　　　痘そう　　  　　 　　１　　　　４
	ナイロウイルス属　クリミア・コンゴ出血熱ウイルスクリミア・コンゴ出血熱  １　　　　４
	マールブルグウイルス属ﾚ　ｲｸﾋﾞｸﾄﾘｱﾏｰﾙﾌﾞﾙｸﾞｳｲﾙｽ　　　　マールブルグ病 　 １　　　　４

	第二種病原体等：主に細菌が分類されている
	 病原体等の名称  　　　　　　　　　　　　　　　疾患名  　　 疾病分類　　　　　BSL
	エルシニア属　ペスティス（ペスト菌）　　 　　　　 ペスト  　　　　1　　　　　　　3 
	クロストリジウム属　ボツリヌム（ボツリヌス菌）　 ボツリヌス症 　　　　4　　　　　　　2
	コロナウイルス属　SARS コロナウイルス　　重症急性呼吸器症候群　　　　2　　　　　　　3
	バシラス属　アントラシス（炭疽菌） 　　　　　　　　炭疽  　　　　　4　　　　　　　3
	フランシセラ属 ツラレンシス（野兎病菌） 　　　　　 野兎病  　　　　4　　　　　　　3
	ボツリヌス毒素    　　　　　　　　　　　　　ボツリヌス症 　　　　4　　　　　　　2

	第三種病原体等 
	 病原体等の名称   　　　　　　　　　　　疾患名 　　　　　疾病分類　　　BSL
	コクシエラ属 バーネッティ         　　　　　Q 熱 　　　　　　　　4　　　　　3
	リッサウイルス属　　狂犬病ウイルス   　　 狂犬病 　        　　4 　　　　3
	マイコバクテリウム属　　多剤耐性結核菌 　 結核 　　　　　　　　2　　 　　3
	政令で定めるもの
	コクシジオイデス真菌、サル痘ウイルス、腎症候性出血熱ウイルス、西部馬脳炎ウイルス、
	ダニ媒介性脳炎ウイルス、東部馬脳炎ウイルス、ニパウイルス、日本紅斑熱リケッチア、
	発疹チフスリケッチア、ハンタウイルス肺症候群ウイルス、B ウイルス、鼻疽菌、
	ブルセラ菌、ベネズエラ馬脳炎ウイルス、ヘンドラウイルス、リフトバレーウイルス、
	類鼻疽菌、ロッキー山紅斑熱リケッチア  3種＋20種

	第四種病原体等：細菌に関しては病原性の強いものが分類されている
	 病原体等の名称  　　　　　　疾患名  　　　　　　疾病分類　　BSL
	インフルエンザウイルス(H2N2) インフルエンザ  　　　　 5 　　　2
	鳥インフルエンザウイルス(H5N1,H7N7)　鳥インフルエンザ　 4 　　  3
	黄熱ウイルス   　　　　　　　　黄熱   　　　　　　　　4 　　　3　
	クリプトスポリジウム  クリプトスポリジウム症 　　　　　 5 　　　2
	結核菌（多剤耐性結核菌を除く）　結核   　　　　　　　　2 　　　3
	コレラ菌、志賀毒素、赤痢菌属 コレラ、細菌性赤痢 　　　  3 　　 2
	チフス菌、パラチフスA菌      チフス、パラチフス        3       3
	腸管出血性大腸菌          腸管出血性大腸菌感染症       3 　　 2
	ポリオウイルス             急性灰白髄炎                2      2
	政令で定めるもの
	ウエストナイルウイルス、オウム病クラミジア、デングウイルス、
	日本脳炎ウイルス

	（厚生労働省のＨＰより転載）
	3.微生物検査室での病原体等管理
	•  一種病原体等　→ 所持等の禁止
	•  二種病原体等　→所持等は許可制
	•  三種病原体等　→　所持等は届出
	•  四種病原体等　→　許可・届出不要
	      （施設基準の遵守）
	4.病原菌等を分離したら－病原体の種別によって扱いが異なります
	１）二種病原体の場合
	• ボツリヌス菌を同定した場合
	–  同定（感受性？）検査が終了後3 日以内に
	–  菌株を譲渡し、滅菌を行う。
	•  ただし、二種病原体保持許可があれば滅菌不要。

	–  同定後1 日以内に届出
	•  譲渡方法、譲渡日、譲渡先を明記　



	２）四種病原体の場合
	• STEC を同定した場合
	–  同定（感受性？）検査が終了後10 日以内に、 
	–  必要に応じて菌株を譲渡し、滅菌を行う。 
	•  事前届出なしで菌株保存は可能。 
	•  密封容器、保管庫などの保管基準を遵守する。 

	–  届出は不要（菌株保持に関して） 
	•  譲渡方法、譲渡日、譲渡先を明記する。 



	5.菌株保管台帳の記帳事項（一種～三種病原体等）
	• 病原体等の受入れ・払出しに関する事項
	– 菌種（毒素は量も）、日時、保管の方法・場所

	• 使用した場合
	– 病原体等の種類、日時

	• 滅菌した場合
	– 菌種、滅菌等の日時、方法・場所、滅菌者

	• 入退出者
	– 立入り・退出者の氏名、日時（一種は時刻が必要）、目的

	• 持込・持ち出し者
	– 受入れ・払出し者の氏名、使用者名

	• 施設点検
	– 点検実施日時、点検者名、内容・結果、措置内容

	• 教育
	– 教育訓練の実施年月日、対象者・内容等


	6.病院等での四種病原体の取扱
	7.結核に対する微生物検査室の対応
	• 塗抹検査の迅速実施
	– 結核の届出（医師）は臨床診断でも可能。しかし、塗抹陽性の場合は必ず届出る。
	– 排菌していなければ入院勧告の対象外（従来通り）。
	– 届出後から入院勧告まで72時間以内である。外注であれ、休日を挟む場合であれ、必ず72時間以内に塗抹検査成績を臨床に伝える。
	　　塗抹検査の重要性は高く、院内にて実施する。加えて、いっそうの精度向上を図る必要がある。

	• 検査材料の結核菌遺伝子検査を必ず実施する。
	– 排菌患者では、結核か非結核を原則72時間以内に鑑別しなければならない。
	– 非結核性抗酸菌で入院させた場合、判明時以降の公費負担なし。
	– 臨床診断であっても、入院勧告に同意しない場合、他の二類感染症と同じく措置入院になる。


	8.特定病原体等の運搬の基準（ 一種～四種病原体等）
	1)運搬する場合には容器に封入すること。
	2)容器は、次の基準に適合するものであること。
	 容易、かつ安全に取り扱えること。
	 運搬中の温度頑圧の変化、振動等により、破損等が生じる恐れがないこと。
	 みだりに開封されないように容易に破れないシール等が貼り付けられていること（事業所内の運搬には適用しない）。
	 内容物の漏洩のおそれのない十分な強度・耐水性があること。
	 感染性物質危険物表示（バイオハザードマーク）が付されていること（事業所内の運搬には適用しない）。
	3)容器の車両等への積付けは、運搬中の移動・転倒・転落等により安全性が損なわれないように行うこと。
	4)この他、厚生労働大臣が定める基準に適合すること。

	9.感染症に関する有用なURL
	•  感染症法関連文書集
	–  地方衛生研究所ネットワーク；http://www.chieiken.gr.jp/survey/index.html

	•  感染症法関係資料
	–  日本細菌学会感染症法関係資料；http://wwwsoc.nii.ac.jp/jsb/kansenshouhou.html

	• 感染症法に基づく特定病原体等の管理規制
	–  厚生労働省感染症 情報；http://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/kekkaku-kansenshou17/03.html
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