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定期講習会報告 

『次世代の血液培養検査』 
『インフルエンザに関する最近の知識』

ごあんない 

 今月の定期講習会
 来月の定期講習会
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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 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 20 年 1 月 29 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 ：日本 BCG 
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
ご紹介頂きます。皆様奮ってご参加ください。 

・QFT とは？ 
・QFT の導入と検査室での運営方法（当院を例にして
わかりやすく） 
・QFT の結果の解釈 
・当院の QFT 結果と抗酸菌塗抹・培養ﾃﾞｰﾀとの相関 
・QFT 結果を臨床はどのように利用しているか？ 
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この十年ほどの間に、外来感染症における耐性菌の増加に
は著しいものがある。ペニシリン耐性肺炎球菌や耐性インフ
ルエンザ菌そしてキノロン耐性淋菌の増加に止まらず、今や
小児のとびひの 30％は MRSA 感染であり、さらにはキノロン
耐性肺炎球菌も出現して、臨床上の大きな問題となっていま
す。そして多くの研究により、これら耐性菌の増加には抗菌
薬の過剰投与が関与していることは明らかです。しかし今後、
耐性菌に有効な “スーパー抗菌薬”が開発される期待は低
く、よって我々臨床医は現在ある抗菌薬を、今まで以上に上
手く使っていくことが求められています。地球環境を守るた
めには、まず自分の “ごみの分別”から始めることが大切
であるように、臨床医も「耐性菌を増やさない」という社会
的責任を自覚し、今にも増して、かぜ症候群や肺炎治療に際
しては各種ガイドラインを遵守して、抗菌薬の適正使用を行
うべきです。当日はこの問題に関する、最近のトピックスに
ついてもご紹介いただきます。皆様奮ってご参加ください。
 

共 催 ：ファイザー株式会社 
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 

日 時 ：平成 20 年 2 月 16 日（土） 14：45～16：30 

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 

テ− マ ：『外来呼吸器感染症の抗菌薬治療』 

－ガイドラインと適正治療を中心に－ 

講 師 ：中浜医院 院長 
大阪大学微生物病研究所非常勤講師 中浜 力 先生 
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賀正 
今年はねずみ年、こつこつ 
はしから、かりかり 
少しずつ 
むつかしいことも、かたずけて 
いきましょう 
ことしも 
いつもの調子で 
よろしくお願いいたします。 

 

 

謹賀新年 
皆様のご健康とご多幸をお祈りいたします

本年もどうぞよろしくお願い申し上げます
 

平成20年 元旦

今年の目標は、まずは中国語検

定試験四級合格！です。 

今年も 1 年間、会計担当とし

てよろしくお願いします。 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

今年は若返りという課題に向かってスタッフ一同がんば
ります。本年もどうぞよろしくお願い申し上げます。 
そして、いっしょに活動していただけすスタッフ募集し
ています。 



 

10月定期講習会報告 

『次世代の血液培養検査』 
 
                    市立堺病院 和泉多映子 

 
10 月 23 日、あべのメディクスにて、静岡県立静岡がんセンター感染症科
副技師長 佐藤智明先生にご講演頂きました内容を紹介します。 
 
【はじめに】 
“検体から直接微生物を検出し、その起因性や有効薬剤の情報も迅速に報
告できる”－それが“理想（将来）の微生物検査”と言えるのかもしれない。 
自動血液培養装置に対しても、過去のユーザーアンケート調査で「陽性検出
時、グラム染色までわかるようにしてほしい」「装置から離れた場所でも陽
性がわかるようにしてほしい」「偽陽性、偽陰性をなくしてほしい」等の要
望があり、今なお同様の声が聞かれる。 
 現在、DNA ﾁｯﾌﾟ等の開発により一部では応用されつつあるが、身近な自動
血液培養装置については未だ上記の要望が解消困難であり、理想像には至っ
ていないのが現状である。また、感染症治療において、検査部との構造的な
問題もある。「必要な検査結果が速やかに伝わらない」「医師だけでは判断に
困る場合がある」「臨床側から検査室に入る情報が少ない」…など。 
臨床からの情報があれば、場合により Dr が疑う目的菌以外の、培養で検出
不能な推定微生物を提示でき、また技師の裁量で自主的に追加検査を実施す
ることもできる。しかし、情報がなければ、そのようなことは不可能である。
臨床情報取得のためには、微生物検査からの迅速な情報発信と Dr とのコミ
ュニケーションが大変重要となってくる。 

 
~~微生物微生物検査の流れと検査の流れと情報情報~~

検体提出

グラム染色分離培養

同定･薬剤感受性検査の実施

報告
情報

１
日
目

２
日
目

３
日
目

菌検出状況
（病棟別、材料

別）

薬剤感受性率

判定 同定・薬剤感受性確定

迅速検査
報告

菌種推定
耐性菌の判定はできない

推定同定
耐性菌は一部を除き

判定は困難

 
【微生物情報の活用】 
－点から線、面の情報へ－ 
1 つ 1 つの微生物検査結
果も、伝える手段がなけれ
ば「点の情報」のまま終わ
ってしまう。しかし、「点の
情報」も、“同一患者の経時
的変動”を追っていく等で

 



「線の情報」としてつながっていく。またあるいは、“一定期間内に、同一
病棟で検出された結果を集 
約する”などにより、「面の情報」＝アウトブレイク機能としての活用が可
能となる。 
 微生物検査に携わる技師は、数々の日常検査の中で「あれ、何か変だな…」
とか「何かが起こっているのかも…」というような“第六感的な感覚”も、
普段から磨き働かせておくことが、感染症診断にとって有効であると思われ
る。 
 
【静岡県立静岡がんセンター（SCC）の微生物検査情報伝達経路】 
 当センターには、検査部という組織はなく、チーム医療を前提として、各
診断科に直接技師が配属されている。（感染症科－微生物検査技師、画像診
断科－放射線技師および生理機能検査技師、病理診断科－病理検査技師） 
・勤務形態…微生物専任技師２名、
非常勤技師１名 

~SCC~SCCの微生物検査情報伝達の微生物検査情報伝達経路経路~~

微生物検査室

臨床･病棟

報告
感染症科医師

ICN 問合せ

ICN（専任）

リンクナース

感染対策

毎朝のミーティング

・勤務時間帯…8：15～17：30 
毎朝 9：45 より、微生物検査室に、
感染症専門医（ICD）、専任の感染
管理看護師（ICN）が集まり、約 30
分ミーティングを行っている。（←
9：45 までに前日までの検査を終了
させる努力をして、ミーティング
に活かせる情報を提供） 
 
【血液培養：起因菌検出のためのポイント】 
・採血部位：静脈血で採血する 
（動脈血が静脈血より検出率が優れているという明らかなデータは無く、採
取の容易さ・疼痛の少なさなどから、まずは静脈からの採血が良い） 
・原則として血管内留置カテーテルからの採血は避ける 
（“留置カテーテルから採取された血液による血液培養の場合、適切に準備
した皮膚の穿刺部位から得られた血液より２倍汚染菌が検出される”といわ
れる） ３回採血は理想だが、患者

負担（採血量↑）、コスト等

を 
考慮すると困難… 
２セット採血が望ましい

・採血（セット）回数 
・検出率 １セット…65％ 
     ２セット…80％強 
     ３セット…95％ 
 
（資料：Microbiology for the Millennium-Current Topics, February 2000） 
 ・コンタミネーションの判断⇒複数セットの採血が役立つ 

 



・1～3セット中、１セットのみ（+）→“汚染菌”の確率…90~100％ 
 
・２セット中、２セット（+）→原因菌の確率…60％ 
・３セット中、２セット（+）→原因菌の確率…約 75％ 
・３セット中、３セット（+）→原因菌の確率…100％ 
（資料：血液培養で分離された S.epidermidis の診断への影響．Clinical 
Infectious Diseases,24:584-602,1997） 
 
【静岡県立静岡がんセンター（SCC）の実情】 
・2005 年度 血液培養検体…2493 件 （月平均 207 件） 
＜内訳＞動・静脈血…2120 件（85％）、カテーテル血…373 件（15％） 
・血液培養陽性率…平均 17％ 
・検出菌の傾向としては、当院の患者背景を反映しStaphylococcus coagulase 
negative(CNS)が 27.2％で、全国平均19.8％より多く、Candidaについても、
全国 3.9％に対して 9.3％と高い。MRSA は、全国 11.9％に比べ 1.6％と低い
傾向である。   
・CNS については、当院での集計の結果、コンタミネーションか否かの判断
の指標として、陽性検出までに要する時間が 30 時間以内であれば起因菌、
それ以上であればコンタミの可能性あり、というおおよその目安を設定して
いる。（2004 年の臨床微生物学会雑誌に投稿された他施設の論文で、28 時間
前後を判断指標とする検討論文がある） 
・ボトルセットから陽性検出までの時間について 
…陽性化したボトルのほとんどは、24 時間以内に検出されていたが、一部 2
日目に検出されるケースもあった。3 日以上の培養を要したのは、
Capnocytophaga sp.、Aspergilus sp.、Scedosporium sp.等の特殊な菌のほ
か、コンタミと予測された Micrococcus sp.も含まれていた。 
…陽性ボトルの 95％以上が 3 日以内に検出され、それ以降に陽性化したボ
トルは残り 5％のみであるが、なかでも真菌などをターゲットにしている可
能性があれば、臨床から情報を頂き、培養延長を行う必要がある。 
・血管留置カテーテル感染症の診断について 
…本来、２セットの血液培養の結果と、カテーテル抜去後の先端培養結果を
組み合わせてカテーテル感染の有無を判断する。しかし当院では、多くの癌
患者さんでカテーテルを挿入されている人が多く、一度抜去すると、次に中々
入れにくく、できるだけ抜かないでおきたいという状況下にある。そこで、
独自の判断基準を作成した。 
    
医師が、カテーテル感染を疑った時、または、カテーテルを抜くかどうか迷
った時 
                     

 



   少なくとも、カテーテル血と末梢（静脈）血の２セットを採取する 
                     
      同時採血された血液培養で、カテーテル血の方が末梢血より２時間以上早く培
養陽性となれば、感度 93％、特異度 75％でカテーテル感染を検出する。  

 
※血液培養陽性検出時間帯 

【血液培養の流れ】 
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血液培養開始 
 
１日目：血液培養陽性⇒ 
「グラム染色：報告」お
よび「分離培養開始」
（HK半流動培地、血液、
ﾁｮｺﾚｰﾄ、DHL寒天培地、
その他） 
（5～8時間培養）    
 同定・感受性検査（VITEK2） 
２日目 
 
【血液培養陽性時の菌種推定】 
グラム染色所見          腸内細菌 
検出ボトル（好気、嫌気）     E.coli , Klebsiella , Enterobacter, 
ガス産生の有無                    Serratia 
運動性                            非発酵グラム陰性桿菌 
他の検体からの検出菌       P.aeruginosa , Acinetobacter 
前回検出菌            グラム陽性球菌 
当院の検出頻度     などから  Stahpylococcus , Enterococcus 
                 Streptococcus , S.pneumoniae 
【微生物検査情報と Dr とのコミュニケーション】 
グラム染色の中間報告…「グラム陽性球菌です」のみより、たとえば「白血
球に貪食された、ブドウ球菌が観察されます」と報告する方が、Dr に起因
性がよく伝わり、ターゲットが絞り込みやすくなる。 
医師からの情報を聞く…「ABPC/SBT 投与中の患者でブドウ球菌感染？」「他
院で長期入院歴あり」…⇒「MRSA や MRCNS かな？」 
 
【推定菌種の一例】 
◎好気ボトルのみ陽性化し、ガス産生（－）． 
“グラム陰性の染色性はやや弱い、細めの桿菌”。ボトル液をとり、カバー
グラスをかけて、顕微鏡にて、まっすぐ走る運動性が確認された。 

 



⇒P.aeruginosa 等の非発酵グラム陰性桿菌？？ 
……同一患者の他検体があれば、検出菌の確認を行い、P.aeruginosa が検
出されていれば、（あくまでも確定ではないが）可能性は高い。 
⇒予想された菌に対して「どんな薬が効くか？」と Dr から聞かれたら… 
自施設で集計している「抗菌薬感受性情報」を提供する（ICD がいれば、「具 
体的には ICD にご相談ください」と対応） 
（他施設情報も参考にはなるが、やはり各施設で疫学情報を作成することが
重要） 
 
【Abiotrophia sp.の分離経験】 
Abiotrophia sp.は口腔内、尿路、あるいは腸管内の常在細菌の一種であり、 
血液、腫瘍、口腔内潰瘍、尿路などの臨床材料より検出され、特に感染性心
内膜炎（IE：infective endocarditis）の原因菌として重要であるとされ
ている。欧米では、感染性心内膜炎から分離されたビリダンス型レンサ球菌
の 5～10％が本菌によるものであったと報告されている。 
Abiotrophia sp.は一般的に血液寒天培地には発育せず、ﾋﾞﾀﾐﾝ B6 あるいは
L-システインの添加によって発育する特徴を有する。このため、グラム染色
で菌が確認されても、検出･同定不能とされる場合もあり、稀な検出菌とさ
れている。本菌は一度経験し、ポイントを知れば容易に検出･同定が可能な
菌である。 
～検出・同定の流れ～ 
培養液のグラム染色像…グラム陽性の長い連鎖球菌が認められた。 
培養後のコロニー性状…48 時間後の血液、チョコレート寒天培地（炭酸ガ
ス培養ではコロニーを認めず、72 時間培養でチョコレート寒天培地に微小
なコロニーを認めた。なお、嫌気培養を行ったブルセラ HK 寒天培地からは、
48 時間後に小さな集落が認められた。 
衛星現象の確認…サブカルチャーの各培地の発育性状から嫌気性菌も疑った
が、嫌気性菌様臭はなかった。Metronidazole ディスクによる薬剤感受性試
験では阻止円を認めず耐性であり、嫌気性菌は否定された。この時点で初め
てAbiotrophia属を疑い、S.epidermidisを用いて衛星現象の観察を行った。 

PYR LAP ARG BGUR

A. defectiva + + - -

G. adiacens + + - +

G. elegans + + + -

同定検査…アピストレップ 20（日本ビオメリュー）による同定が可能であ
るが、実際には同定確率が低い場合や、同定不能となる場合がある。このよ
うな場合は、主な生化学
性状（表 1）により菌種を
推定同定し報告している。
（SCC では、現在は衛星現
象の確認で推定同定） 
表 1．Abiotrophia 属 鑑
別性状 

 



 
※Abiotrophia 属は、1961 年 Frenkel らによって感染性心内膜炎患者の血液
培養から特殊な栄養要求を示し、他の菌の周囲に衛星現象として発育する
Nutritionally variant streptococci (NVS) として最初に報告された。そ
の後 NVS は、1989 年に Bouvet らによって Streptococcus adjacens と
Streptococcus difectivus の 2 菌種とすることが提唱され、1995 年には
Kawamura らによって Abiotrophia adjacens と Abiotrophia difectivus に
変更された。1998 年には Roggenkamp らによって Abiotrophia elegans が追
加され Abiotrophia 属は 3菌種となった。現在は、A. adjacens と A. elegans
は、Granulicatella 属に変更されている。 
 
【まとめ】 
検体から直接“あっという間に終了”の検査方法が確立されるまでは、で
きるだけ迅速に有用な情報（中間報告）を提供することが大切である。他施
設のではなく自施設の統計データを集計し、有用なエビデンスとして提供す
る。“百聞は一見にしかず”、まれな検出菌を観察するチャンスをつくる。 
情報交換できる身近な仲間（横のつながり）を大切に… 
 

 
 
 実は今回の御講演の６日後、市立堺病院でも、同じ Abiotrophia 属を血液
培養から検出・同定する機会に恵まれました…！！金曜日に陽性となったボ
トルから培養を開始し、月曜日に、チョコレート培地のみに微小なコロニー
を認めました。その後 Staphylococcus 属を用いて見事に衛星現象を再現す
ることができ、細菌室一同で驚いておりました。この症例の患者さんも、脳
動脈瘤破裂の既往と、僧坊弁逆流があり、その後血液からこの菌が出たこと
で感染性心内膜炎も疑い、心エコーを行って診断がつきました。この機会に
学んでいなければ、不可解な菌の性状に首をかしげるだけで、菌の確定には
至らなかったと思います。佐藤先生には大変感謝申し上げます。ありがとう
ございました…！ 
 

 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
 

12月定期講習会報告 

『インフルエンザに関する最近の話題』 
 

 
日本ベクトン・ディッキンソン株式会社 渡辺 利 

 
2007 年 12 月 4 日（火）あべのメディックスにてインフルエンザをテーマ
に定期講習会が開催されました。「インフルエンザ流行開始 過去２０年で
最も早い」とニュースで報道されていたのもちょうどこの日でした。講習会
はインフルエンザに関する基本的なところから鳥インフルエンザ、新型イン
フルエンザ、ワクチン、抗ウィルス薬、迅速診断キットについてと幅広い内
容のものでした。 
過去の起こったインフルエンザのパンデミックとして代表的なものは1918

年：スペイン風邪 A 型（H1N1）では 5000 万人以上が死亡、1957 年：アジ
ア風邪 A 型（H2N2）では 100‐400 万人が死亡、1968 年：ホンコン風邪 A
型（H3N2）は現在でも流行している型であり当時は 100-400 万人死亡という
報告がある。今シーズンは過去 5年流行がなかったソ連 A型（H1N1）が話題
となっており、免疫のできていない 5歳未満の小児については特に注意が必
要と思われる。それに加え今シーズンからリニューアルされたインフルエン
ザワクチン A／Solomon Islands（ソロモン諸島）／3／2006 からも大きく異
なっていることが明らかとなり今後の発生動向にも注意する必要があると考
えられる。 
インフルエンザの型は内部にある核タンパクの違いにより A、B、C型に分
けられ、亜型があるのは A型だけである。亜型で表記される Hはヘマグルニ
チン、Nはノイラミダーゼの頭文字からきており、Hは 15 種、Nは 9種あり
その組合せで 135 種の亜型が存在する。インフルエンザウィルスの供給源は
カモであり、カモの大腸にはすべての亜型が存在している。そう考えると可
愛いカモも憎らしく思えてしまうものである。 
鳥インフルエンザには低病原性（LPAI）と高病原性（HPAI）のものがあり、
世間で問題となっている鳥インフルエンザはHPAIであるがLPAIでも放置さ
れると鶏の間で強毒化し、いったん汚染がされれば短期間に系列農場へ汚染
が拡散されて大きな被害となる。1983 年ペンシルバニアでは LPAI（H5N2）
が流行し 1700 万匹の鶏が死滅という報告がある。一方、問題となっている

 



HPAI はニワトリに対して高い致死率があり、静脈内接種で 75%以上の致死率
を引き起こす強力なウィルスである。ウィルスは全身の臓器に感染し、発症
から 2日目ほどで急死に至る。近年では鳥インフルエンザ A型（H5N1）のト
リからヒトへの感染が問題となっており2007年11月現在の発生状況として
206 名が死亡という報告がある。新型インフルエンザの定義は、ヒト－ヒト
で流行が蔓延したときでありトリで新しく見つかった血清型ではない。パン
デミックと言われる世界的大流行は過去平均 20 年で流行性インフルエンザ
が入れ替わっているが、24 年前に起こった比較的小さなパンデミックのソ
連型（1983 年）から次のメジャーな株が出現していないため、いつパンデ
ミックがきてもおかしくない状況におかれているのは間違いない。 
パンデミックが起こったときの対策として、第一波には株に依存しない抗
ウィルス薬のタミフルを第一選択とし、国内では 2500 万人分の備蓄を目指
している。プレパンデミックワクチンとして H5N1 が新型インフルエンザに
なることを想定し国立感染研と４ワクチンメーカー共同で 2000 万人分の備
蓄製造（平成 19 年）を目指している。 
新型インフルエンザ対策に関する小委員会による新型インフルエンザ対策
報告書（2004 年 8 月）によると、医療機関での対応として、「インフルエン
ザ迅速キット、抗インフルエンザウィルス薬及び医療従事者用の医療用マス
ク等の感染防御資機材について流通状況等を確認し、適切な流通が確保され
るよう努める。また、インフルエンザ迅速診断キットについては、検査対象
者の絞込み、抗インフルエンザウィルス薬については、その投与期間の短縮
等により、限られた医療資源の有効活用を図る。併せて、社会機能の維持に
必要な者等、優先的に抗インフルエンザウィルス薬投与が必要な者に対し、
抗インフルエンザウィルス薬投与が行われるよう同薬の適切な流通の確保を
図る」とされている。 
最後に迅速キットによる新型インフルエンザの検出について、原理上キッ
トが検出する抗原はウィルスの核タンパクであるためA型インフルエンザと
して検出は可能であるが亜型までは検出することはできないため新型か否か
の区別はできない。BD Flu エグザマンでは「培養ウィルスを用いてキット
がヒト由来の H5N1 ウィルスを反応することが確認されている」、ディレクテ
ィジェン Flu A+B では「H5N1 に感染した患者からキットが H5N1 ウィルスの
検出に用いられた実績がある」。 

 

 



 

 
 
―なぞの湿疹“ジベルばら色粃糠疹”― 

北野病院 浅田 薫 
 
 数ヶ月ほど前、私自身が罹って皮膚科でお世話になりましたので、ご存知
の方もいらっしゃるかもしれませんが、紹介しようと思います。 
 
【症状】数ミリほどの赤い斑点が、腹部や背部を中心に多数発生します。個々
の斑点は楕円状で、体をリング状に取り巻くような方向に整列することが多
く、発疹が多数出現する数日～2週間ほど前に、直径 2，3cm ほどの円形～楕
円状の斑点が一つだけ体のどこかに出ている場合が多い。かゆみは、軽度か
らほとんど無い場合もあります。治癒までは 1ヶ月程必要で、場合によって
は更にかかる場合もあります。 
 
【治療】自然治癒する場合もありますが、副腎皮質ホルモン外用剤や抗ヒス
タミン剤によって症状を軽減し、治癒までの期間も短縮できるようです。 
 
【原因】この病気の原因は不明とされています。感染症、中でもウイルス感
染によるとする説が有力視されていますが確証には至っていません。再発は
稀で、他の人に感染することもないようです。 
 
⇒ちょうど 6月、麻疹が大流行の時期に、風邪をひいてしまい、治りかけて
いる頃に腹部に謎の発疹を発見しました。痛くも痒くもないのに、少しずつ
増えていくので、気味が悪くて皮膚科で診ていただいたところ、“ジベルば
ら色粃糠疹”であろうと言われました。その場で医師に皮膚の真菌をチェッ
クしてもらったのですが、なかったということと、症状の出る少し前に風邪
をひいていたこと、癜風のような落屑がみられないことで診断されました。
よくお話を聞くと、ウイルス性の風邪に罹ったあとに原因不明のアレルギー
反応を起こしてなることがある、と言われました。消えるまで、割としつこ
いよ、とおっしゃっていましたが、ステロイドの外用薬を 1週間続けたとこ
ろ、だんだんとよくなったので、あとは自然に痕が消えるのを待つのみでし
た。 
 見た目が派手な疾患なので、心配される方も多いようです。加えて、あま
り聞きなれない病名に不安になられる方もいらっしゃるかもしれません。（私
も治るまで若干不安でした）名前の由来は、最初に報告した Camile Melchior 
Gibert という、フランスの皮膚科医 
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の名前からつけられています。 
 今は原因不明の謎の疾患ですが、将来原因ウイルスなどが特定されること
があるかもしれません。罹ったご縁もありますので、感染症なのかどうかの
原因特定がされる日を楽しみにして頭の片隅に置いておこうと思います。 
 
参考 URL： 
http://www.m-nomura.com/der/gibert.html 
http://mcdd.dyndns.org/myhomepage/pr.html 
http://umeda.cure.to/column/gibert.html 

 

 

 

 
ーアディポネクチンー 

 
大阪市環境保健協会     

福山 博文 
 

今回は生理活性物質アディポネクチンについて紹介したいと思います。 
 現代、メタボリックシンドローム(代謝症候群)は、心血管病の最大のリス
クファクターではないかと考えられています。最近の欧米型生活習慣に代表
される高脂肪食、運動不足など、エネルギー過剰に陥りやすい生活習慣のも
とで肥満が起こり、肥満がインスリン抵抗性の原因となり、インスリン抵抗
性によって、糖尿病、高脂血症、高血圧など心血管病のリスクファクターが
一個人に集積されます。肥満がなぜインスリン抵抗性を起こすのかというこ
とを、脂肪細胞から分泌されるさまざまな生理活性物質アディポカイン、ア
ディポネクチンについて説明します。 
脂肪組織は従来エネルギーを貯蔵すると考えられていました。しかし、脂
肪細胞からはアディポネクチン、レプチン、PAI -1、TNF -α、遊離脂肪酸、
アンジオテンシノーゲンなどの様々な因子を産生・分泌し、糖・脂質代謝、
動脈壁の恒常的維持に重要な役割を果たしていることが分かってきました。 
アディポネクチンは、脂肪細胞から分泌されるホルモンです。これまでの研
究で、血中では高分子量、中分子量、低分子量の多量体として存在すること
が確認されています。その作用機序を調べた結果では、多量体のアディポネ
クチンが、それぞれ肝臓と骨格筋に働いて、糖の取り込みや脂肪酸の燃焼を
起こす鍵分子の AMP キナーゼを活性化することがわかっています。AMP キナ
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ーゼの活性化は、肝臓では糖の新生を抑制して脂肪の燃焼に、骨格筋では糖
を取り込んで脂肪の燃焼に働いています。他にアディポネクチンは、脂肪酸
燃焼やエネルギー消費を調節している PPARγ を活性化することが分かって
おり、これらの作用が相まって肝臓と骨格筋で中性脂肪が低下し、インスリ
ン抵抗性を改善することが知られています。 
 
既に、その受容体も二つのサブタイプ(Adipo R1、Adipo R2)が単離・同定
されています。その分布を調べたところ、Adipo R1 は骨格筋をはじめ多くの
組織に、Adipo R2 は肝臓に豊富に発現し、血管やマクロファージにも両受容
体の発現が認められています。また、脳でも両受容体が発現していることが
知られております。脳内のアディポネクチン受容体は視床下部の弓状核に発
現が認められ、Adipo R1 は食欲を抑えるレプチン受容体とほぼ同じ部位に存
在していることがわかりました。また、絶食時と再摂食時の血中及び髄液中
アディポネクチン濃度を調べると、絶食時には Adipo R1 の発現が有意に上
昇し、再摂食によって低下する結果が得られています。その作用を調べるた
めに、マウスによる実験では、アディポネクチンを静注すると、生理食塩水
を静注した場合に比べ、摂取量が増えると同時に、エネルギー消費量が減少
し、体重増加を引き起こす状態になったとの事です。そのためアディポネク
チンには飢えに備えて脂肪を蓄え、エネルギーの消費を減らす（倹約遺伝子）
の機能もあると考えられています。 
血中アディポネクチン量は、標準的な体格の人の血液中に多く存在し、肥
満を来たす生活習慣(高脂肪食・運動不足など)によって脂肪細胞が肥大化す
るとアディポネクチンの分泌量が低下します。内臓脂肪が増加するとさらに
減少することがわかっています。また減量によってアディポネクチンは増加
します。 
 門脇隆・東京大学医学部教授らのグループが、糖尿病を防ぐ働きがあるア
ディポネクチンの遺伝子を調べて、2 型糖尿病になりやすいかどうか体質を
判定する技術を開発しました。2 型糖尿病は肥満などが原因とされ、糖尿病
患者の大半を占めると言われています。ヒトアディポネクチン遺伝子の SNP
によって「T/T 型」 「G/T 型」 「G/G 型」の 3タイプに分かれ、血中のア
ディポネクチンの分泌量に差があることがわかりました。 
糖尿病患者と健常者の血液を調べたところ、「G/G 型」は「T/T 型」に比べ
て常にアディポネクチン量が 2/3 以下に低下しており、約 2倍も 2型糖尿病
に罹りやすいことが分かりました。日本人の約 40％が「G/G 型」です。実際
にアディポネクチンの血中レベルが下がることで本当に糖尿病のメタボリッ
クシンドロームのリスクとなることを確認する意味で、アディポネクチン欠
損マウスで実験したところ、 
 
アディポネクチン欠損マウスは、インスリン抵抗性、耐糖能障害、高中性
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脂肪血症と高血圧などメタボリックシンドロームを呈し、インスリン抵抗性
のみでは通常は高インスリン血症が起こってくるのですが、アディポネクチ
ン欠損マウスはインスリン分泌がかえって低下するようです。アディポネク
チンはインスリン分泌にも保護的に働く可能性があると考えられます。 
 動脈硬化モデル動物 ApoE 欠損マウスとアディポネクチン遺伝子過剰発現
マウスを交配したマウスを作製・解析したところ、アディポネクチンによっ
て ApoE 欠損マウスの動脈硬化が抑制され、アディポネクチン欠損マウスで
血管の炎症性内膜肥厚が亢進することから、アディポネクチンはインスリン
抵抗性改善作用に加えて、血管障害抑制作用をもっていると考えられます。
アディポネクチンが低下すると、心血管病リスクが高まり、動脈硬化が促進
される可能性が想定されます。 
アディポネクチンの欠乏が肥満や遺伝素因によって起こり、インスリン抵
抗性となります。同時に肥満で認められる高インスリン血症は、アディポネ
クチン受容体を著しく低下させ、アディポネクチン抵抗性、アディポネクチ
ン作用不全を起こし、インスリン抵抗性を強め、、インスリン抵抗性は高イ
ンスリン血症を起こす悪循環に陥ります。アディポネクチンには、まだまだ
不明な点が多いですが、今後はアディポネクチン受容体に特異的に結合する
低分子化合物の研究を行い、抗糖尿病薬、抗炎症薬、抗動脈硬化薬の開発が
期待されます。 
やはり、アディポネクチン欠乏や高インスリン血症に陥る肥満へと進行し
ないことが非常に重要であり、そのためには、一般的ですが、栄養のバラン
スを考え、腹八分目を心がけ、歩行など適度の運動が効果的だと思います。 
皆様もメタボリックシンドロームに進まないように気をつけましょう。 
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市立堺病院 和泉 多映子 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
1．アルゼンチン-ボリビア出血熱 

【問題】 
新年明けましておめでとうございます。 
2008 年干支は“子”ということで、ネズミが媒
介する感染症に関する、問題です。 
下に挙げた感染症のうち、ネズミが関与するも
のはどれでしょう。 

 
2．ラッサ熱 
 
3．ハンタウイルス肺症候群 
 
4．腎症候性出血熱 
 
5．ペスト 
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【答え】全部 
 

 
参考：東京都におけるねずみ・衛生害虫等相談件数調査結果 
年度   H9 H10 H11 H12 H13 H14 H15 H16 H17 H18 

件   10,751 14,335 16,846 17,700 19,538 17,388 15,931 13,627 11,644 10,830

 
ネズミ、ご家庭にあらわれたら、適切に駆除できますか？ 
 
参照 URL： 
http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/eisei/k_mushishukei/mushi-hyoushi.html 
http://www.faminet.net/omc/injec/mr070531nonezumi.html 

 

 

 
 
 

 
愛読者の皆様、あけましておめでとうございます。 
この頃は家庭では鼠をみかけることもなくなりましたが、遠い昔、幼少のころ、屋
根裏に鼠捕りをしかけて、大きな鼠を捕獲したのを子供心に憶えています。そのころ
な町の雑貨屋さんでは、極一般的に鼠捕りの仕掛けが売られていました。こんなお話
をして、「そうだ、そうだ」とうなずいて頂けるかどうかで、年齢層が分かれそうで
すね。 
平成19年度の企画としては、定期講習会が２回のみとなりました。新年度、平成20
年度はまた、新しい企画を検討中ですが、「こんな講習会企画してよ！」、皆様から
のリクエストお待ちしています。 
スタッフ一同、本年もよろしくお願い申し上げます。 

坂本雅子 2008.1.9. 
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