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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 

４月２２日（火）あべのメディックス 6 階研修室 で開催いたします。 

白 金 耳

バイキン Quiz 

ばくと姫とばくとおやじの知識箱
 －咳嗽に関するガイドライン－
－感染性心内膜炎－ 
 

ごあんない 

 例月の定期講習会 
 “白金耳ご購読のご案内” 
 平成 20 年度講習会のご案内 

仁木 誠  

市村 佳彦 
赤木 征宏 
   

定期講習会報告 

 ＱＦＴ～基礎から実践へ 竹野 華  

坂本 雅子  



  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

あ

ん
な い 

講習会

テ− マ ：『呼吸器感染症～臨床から学ぶ情報共有～』 

講 師 ：財団法人田附興風会医学研究所 北野病院  
呼吸器センター副センター長・呼吸器内科部長  

福井 基成 先生 

日時：平成２０年４月２２日（火） １８：３０～２０：００ 

場所：あべのメディックス ６階研修室 

評価点：Ｃ－１０点（会員証をお持ちください） 
参加費：会員５００円、非会員３０００円 
連絡先：（財）大阪府警察協会大阪警察病院 赤木 征宏  
e-mail：akg@oph.gr.jp 

電子カルテが普及し、医療現場での情報共有とチ
ーム医療が推進される現在、我々検査技師もそのチ
ーム医療の一端を担う者として、微生物の専門知識
のみならず感染症の知識も問われる時代です。微生
物担当技師がスキルアップし、より良い検査室を目
指すうえで、臨床医との情報共有は欠かせないもの
であり、また、多くのことを学びえるチャンスだと
も言えます。今回は、北野病院呼吸器センターの福
井先生に、呼吸器感染症の総論から、我々検査技師
が臨床医と会話する際に有しておかなければならな
い知識を中心にご講演頂く予定です。皆様奮ってご
参加ください。 
 



  

 

 
『白金耳』年間購読申し込み期限迫る！ 

 
春暖の候、読者の皆様にはますますご清栄のこととお慶び申
し上げます。 
さて、平成１９年度の『白金耳』の年間購読は本誌３月号ま
でとなっております。つきましては、平成２０年度以降も 
引き続き御購読頂けますよう御願い申し上げますとともに、 
下記にお申し込み方法を御案内申し上げます。 
なお、お申し込みが無い場合は、３月号をもちまして送付を中
止させていただきます。何卒、宜しく御願い申し上げます。 
 

記 

１． 平成２０年度 Vol.29 No.４ ～ Vol.30 No.３ 
『白金耳』年間購読料（送料込み） 3,000 円 

２． 複数冊分の送付を御希望される方は、送料の都合により年間購読料が
異なります。お手続き前に御確認ください。 

３． 郵便振込は、郵便局にて下記の必要事項を御記入の上、お振込みを御
願いいたします。郵便振替払込受領証を領収書に替えさせて頂きます。 

４． 御購読継続の方で、所属変更、住所変更等がある方はお知らせくださ
い。 

口座番号：００９４０－３－１４１７５１ 
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平成 20 年度微生物検査部門定期講習会予定 
 
院内感染対策の必要性に後押しされてか、微生物検査の重要性、特殊性、
専門性が見直されるようになってきました。しかし一方で DPC の導入、保険
点数の改正などの影響で、検査室の体制のみならず、内容、質、コストがこ
れからも問われる時代です。微生物検査部門では、本年度も正確な技術の伝
承と、時代に適し臨床のニーズに答えられる微生物検査室、微生物担当技師
を目標とするべく、各種講習会を企画しています。皆様、奮ってご参加くだ
さい。 
 
《定期講習会予定》 
 今年度は臨床の先生方から、それぞれの専門領域での感染症の話をご講演
頂き、改めてそのニーズに答えられているかを皆さんとともに考えていく機
会を増やしたいと思います。 
●呼吸器感染症  
日時：平成２０年４月２２日（火） 18:30～20:00 
●腸管感染症 
日時：平成２０年５月２７日（火） 18:30～20:00 
●泌尿生殖器感染症 
日時：平成２０年６月２４日（火） 18:30～20:00 
●血流感染症 
日時：平成２０年９月２５日（木） 18:30～20:00 

 
《基礎講座》 
 どちらも初心者必修です。 
 （講義編）  
Ⅰ．ゼロからの塗抹鏡検   

日時：平成２０年６月５日（木） 18:30～20:00 
Ⅱ．ゼロからの培養同定検査  

日時：平成２０年６月１２日（木） 18:30～20:00 
Ⅲ．ゼロからの薬剤感受性検査  

日時：平成２０年６月１９日（木） 18:30～20:00 
 
《実習編》 
細菌を中心とした微生物検査の基礎実習を行います。 

日時：平成２０年７月１９日（土）～７月２１日（月･祝日） 
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 1 月定期講演会レポート 

 ＱＦＴ～基礎から実践へ～ 

近畿中央胸部疾患センター  竹野 華 
 

 去る 1 月 29 日（火）、「ＱＦＴ～基礎から実践へ～」と題しまして、近畿
中央胸部疾患センターの富田元久先生をお招きし、ＱＦＴの基礎知識からル
ーチンの操作手順紹介、結果の解釈、また臨床はどのように結果を活用して
いるかなどわかりやすくご講演いただきましたので、ご報告致します。 

 

● 結核の感染 

Wells によって、微小粒子（結核菌 1～3個）による感染の証明され、Riley
が飛沫核感染説を説き、米国の軍艦で 1966 年 9 月に起こった結核集団感染
事件により、結核の飛沫核感染（空気感染）の疫学的証明がされた。 

【Wells の結核感染説】 

①5μを超える大きい粒子は気管，気管支上皮などの繊毛運動と咳で外に出
されるが，1～5μの粒子は気道に付着せず，肺の末梢に到達する。 

②感染は 1～3個の菌を含む 1～5μの粒子で起こり，大きな菌塊では感染し
ない。 

③咳をした時に出る飛沫は肉眼で見えるものから小さいものまでさまざまで
あるが，外に出ると水分はほとんど瞬間的に蒸発し菌は凝集する。恐らく 3
個以下の結核菌を含む飛沫核が結核感染の中心であろう。 

 

● 結核感染と発病における免疫反応 

現在の結核の診断検査法として、X 線写真、CT、塗抹検査、PCR 検査、培
養検査、免疫学的検査が挙げられる。クォンティフェロン（以下、QFT）検
査は免疫学的検査に分類される。 

結核において、感染と発病では意味合いが違ってくる。結核感染は、潜在
性結核と活動性結核に分けられる。細胞内寄生菌である結核菌に感染すると、
まず細胞性免疫が働き、それが持続して働くと潜在性結核となり発症はしな
いが、何らかの原因で細胞性免疫が低下すると、細胞の中に取り込まれてい
る結核菌が増殖し始め、体液性免疫が働き活動性結核として発病する。 

ヒトに感染した結核菌は、マクロファージ（食細胞）に貪食される。マク
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ロファージは貪食した結核菌を分解して、IL-12 や IL-18 と分泌し、T 細胞
はこの刺激によってインターフェロンγを産生するようになる。インターフ
ェロンγは、結核菌を貪食したマクロファージを活性化して結核菌に対する
殺菌能を亢進させ、結核菌の増殖を抑制する。 

QFT検査はこの細胞性免疫反応で産生されるインターフェロンγを検出す
る検査である。 

 

● QuantiFERON TB-2G とは？ 

オーストラリアで開発され、結核感染の診断を BCG 接種の影響を受けな
い新たな検査として位置づけられている。日本では 2005 年 4 月に体外診断
薬として使用が承認され，ついで 2006 年１月には健康保険(410 点)にも採
用された。全血を検体とする体外診断薬（キット）であり、結核菌特異抗原
ESAT-6 と CFP-10 を血液に加え培養し、細胞性免疫反応を利用して産生され
たインターフェロンγを測定して、結核感染の有無を調べる。 

【使用目的】 

・活動性結核の診断補助 

・潜在結核の診断補助・接触者検診、医療従事者の検診 

【ツベルクリン検査とは？】 

・ツベルクリン反応は精製ツベルクリン(PPD)を皮内に注射し、その遅延型
アレルギー反応で現れる硬結や発赤によって、結核感染の評価を行っている。 

・PPD は数百種類の異なった結核菌抗原を含み、そのほとんどが BCG や非結
核性抗酸菌抗原と高い類似性を持つ。 

・BCG 接種や非結核性抗酸菌感染が無い状況では結核感染診断の上で感度・
特異度が極めて高い。 

【ツベルクリン検査の問題点】 

• BCG 接種あるいは非結核性抗酸菌感染によってツベルクリン反応が陽性に
なる場合がある。 

• 過去の BCG 接種によるものか、最近受けた結核に感染したものかが区別が
できない。 

• PPD 注射や反応測定には技術的バラツキが大きい。 

• 結果判定のために接種２日後に再び医療機関に行かなくてはならない。 

• PPD を繰り返し接種すると反応が強くなる（booster 現象）。 
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● QuantiFERON TB-2G の利点 

ツベルクリン反応と比較して、以下のことが利点として挙げられる。 

・BCG ワクチン接種、非結核性抗酸菌感染の影響をない。  

・不適切な投薬を排除できる 

・一回の採血でよい 

・苦痛が無い(水疱形成等)• 結果が明瞭である 

 

● QuantiFERON TB-2G の感度・特異度 

2004 年に森らによって、以下の報告がされている。 

• 日本のいくつかの施設に入院後，治療開始 1週間以内の患者 119 人（年齢
13 歳～86 歳，平均は 54 歳，66％が男性）についてみた。QFT 陽性率は 89.0％
（95％信頼区間 81.9％～94.0％）であった。 

• 日本のいくつかの看護学生のボランティアにツ反とともに QFT を行った。
被験者 216 人の平均年齢は 20 歳，93％が女性で，大半が 1回以上の BCG 接
種歴を持っていた。QFT 陽性率は 1.9％（95％信頼区間 0.5％～4.7％）であ
った。つまりこの群に結核感染が全くないと仮定すれば，QFTの特異度は98％
となる。 

 

● 臨床データ 

近畿中央胸部疾患センターでの 2006 年 9 月から 2007 年 8 月までの QFT
結果は以下であった。臨床のデータであり患者背景が違うことなどから、上
記と感度・特異度は違う結果となっていると推定される。 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

件 数 ％
Q F T 陽 性 2 0 2 2 5 . 2 %
Q F T 判 定 保 留 1 0 7 1 3 . 3 %
Q F T 陰 性 4 7 1 5 8 . 7 %
Q F T 判 定 不 可 2 3 2 . 9 %

Q F T 検 査 総 数 　 8 0 3 例

件 数 ％
Q F T 陽 性 6 6 7 0 . 2 %
Q F T 判 定 保 留 2 0 2 1 . 3 %
Q F T 陰 性 6 6 . 4 %
Q F T 判 定 不 可 2 2 . 1 %

結 核 菌 培 養 陽 性 　 9 4 例
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● QFT 結果の臨床応用 

• 結核診断への応用 
 – 結核発病の前提となる結核感染を診断。 
 – 結核感染率の低い比較的若年者で有効。 
• ステロイド、抗 TNFα抗体投与時などにおける予防投薬の適応の判断 
• 接触者検診• 医療施設における職員院内感染対策への応用 
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● QFT の今後の課題 

2006 年の雑誌「結核」にて、クォンティフェロン TB-2G の使用指針   日
本結核病学会予防委員会からとして、以下の内容が提示されている。 

• 感染曝露から QFT 陽転までの期間はどのくらいか？（８週間程度？） 

• 陽転後どのくらい陽性が持続するか？（年〜数十年の経過でかなり減弱す
ることは確実である） 

• 治療の影響（一般に応答は低下するらしい） 

• 感度を上げるための新たな抗原の追加 

• QFT 応答の程度とその後の結核発病リスクとの関連 

• 小児における QFT 検査の妥当性や診断基準 

• 免疫抑制宿主、あるいはその他の宿主要因との関連 

• 検査手技の更なる簡便化（QFT 第３世代） 

（終わりに…） 

QFT 検査は作業主義的には免疫学的検査となり、普段微生物検査を担当し
ている技師にとっては、操作の煩雑さがどうしてもネックになってしまう問
題点が挙げられます。講演会後の質疑応答でも、そういった指摘があり、運
用・費用の面でも試行錯誤しながら導入されている施設も見受けられました。 

近年、臨床はツベルクリン検査よりも QFT 検査結果を重要視する傾向にあ
り、結核感染検査においては、初期診断には必須項目としてスクリーニング
的に検査実施されている施設もあるようです。この講演会を聴講して、改め
て QFT 検査の重要性を認識したと同時に、自分の知識・技術向上を常に念頭
に置き、臨床からのニーズに対応してゆく姿勢も重要性も再認識できた講演
会でした。 
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咳嗽に関するガイドライン 
 

 大阪赤十字病院  市村 佳彦 
 

2005年に日本呼吸器学会から出版された国内における咳嗽診療の指針[咳嗽に関す
るガイドライン]を紹介します。 
国内で頻度の高い成人の急性及び遷延性・慢性咳嗽の臨床像、代表的疾患の診断及
び診断的治療法を示します。 
 

急性咳嗽 遷延性咳嗽 慢性咳嗽

感染症による咳嗽

感染症以外の原因による咳嗽

症状持続期間と感染症による咳嗽比率

10～発症
（週）症状持続期間

2 4 6 8

 
 

頻度の高い成人の急性咳嗽原因疾患の臨床像 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

普 通感冒 インフルエンザ 急性 気管支 炎 急 性鼻 副鼻腔 疾患
慢 性気道 疾患の

急 性憎悪

原因 多 くがウイルス
インフルエンザ

ウイルス

ウイルス、一般 細菌
マイコプラズマ

クラミジア、百日咳 な
ど

ウイルス、一般 細菌、
アレル ギー

一 般細 菌（特 にインフ
ル エンザ 菌、肺炎球

菌、モラクセラ・カタラー
リス）

喀痰 ±～ ＋ ＋ ＋ ～＋＋ ±～ ＋ ＋ ～＋＋

一 般臨床 使
用 できる診 断

法
なし

気 道分泌 物中の
抗 原同定

喀 痰グラム染色・培
養、血清 抗体価など

鼻分 泌物の グラム染 色、
細胞診など

喀 痰グラム染色・培
養、尿中抗 原など

治療 対 症療法
ノイラミダーゼ阻

害剤
アマンタジン

感受 性のある抗菌
薬、ウイルス性 は対

症療 法

感受 性のある抗菌薬 、
抗 アレル ギー薬 、
点鼻 ステロイド薬

感受 性のある抗菌薬

予後 自然軽 快し良 好

良好だが高齢者
や 合併症を有す
る患 者では 生命
予 後不良の 場合

がある

良好だが慢性 咳嗽へ
移 行する場合が ある

良好だが慢性 咳嗽へ 移
行する場合が ある

一部難 治性
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頻度の高い遷延性・慢性咳嗽の原因疾患の臨床像 
喀痰 －～± －～± ＋ －～± －～±

気流閉塞 軽度～なし － － － －
気道過敏性亢進 ±～＋ － － －～＋ －

気道可逆性 軽度あり － － － －
咳感受性亢進 －～＋ ＋ －～± ＋？ ＋

（誘発）喀痰中に増加
する細胞

好酸球 好酸球 好中球 好中球？（不詳） 好中球？（不詳）

治療
気管支拡張薬、
吸入ステロイド薬

ヒスタミンＨ1受容体拮

抗薬、吸入ステロイド
薬

14・15員環系マクロライ
ド、去痰薬

中枢性鎮咳薬、ヒスタ
ミンＨ1受容体拮抗薬、
麦門冬湯、抗コリン薬

経口ステロイド薬

プロトンポンプ阻害剤、

Ｈ2ブロッカー

予後 一部が喘息に移行 良好 良好（ＤＰＢを除く） 良好（自然軽快） 一部難治性

備考
欧米の

eosinophilicbronchitis(
EB)と類似

欧米では少ない（？）
（後鼻漏/鼻炎による咳

嗽との異同が問題）

診断には他疾患の除
外が必要

欧米で多い『日本でも増
加している可能性）他の

原因との合併が多い

 
 

三週間以内の咳嗽

気管支鏡検査
胸部Ｘ線、ＣＴ

異物誤嚥の既往 ＡＣＥ阻害薬服用 投薬中止

胸部Ｘ線検査

正常 異常

発熱、ＣＲＰ上昇、上気道
カタル症状等

血液検査、喀痰細胞診、
喀痰細菌学的検査、ＨＲ
ＣＴ、心臓検査、気管支鏡
など必要に応じて

あり なし

普通感冒、マイコプラズ
マ、クラミジア、百日咳、

急性副鼻腔炎

アレルギー素因
気道過敏性など

慢性気道疾患
急性憎悪

肺炎、胸膜炎、心不全、
肺結核、肺がん、肺閉
塞、間質性肺炎，気胸な
どの診断

臨床症状
特異的検査にて診断 あり なし

結果に応じて治療

気管支喘息、咳喘息
アトピー咳嗽

アレルギー性鼻炎

ＧＥＲＤ，気管支内異物、
気管支腫瘍、気管支結
核、誤嚥

胃食道造影、気管支鏡など

　　　　　　　　　　　　　　　　　　急性咳嗽診断フローチャート

病歴、身体所見
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遷延性咳嗽　慢性咳嗽

湿性

　　　乾性　　　　　　　　 副鼻腔気管支症候群
咳嗽の消失

確定診断減量・中止

去痰薬　  and/or
14・15員環系マクロラ

イド

咳嗽残存
他の疾患の合併を

　　気管支拡張療法
無効

他の原因疾患

　　　無効　　　　　　　　有効

咳喘息
咳嗽の消失

アトピー素因または喀痰好
酸球増加

気管支拡張療法 確定診断
長期管理

なし
咳嗽残存

他の疾患の合併を考慮

　　　あり　　　　　　　　　　　 感染後咳嗽を疑う

アトピー咳嗽　

ヒスタミンＨ1受容体拮抗薬

and/or ステロイド薬

咳嗽消失 　　　　　無効 咳嗽残存

確定診断
減量・中止 他の原因疾患

頻度の多い遷延性咳嗽・慢性咳嗽の原因疾患の診断的治療

他の疾患の合併を考慮
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頻度の多い遷延性咳嗽・慢性咳嗽の原因疾患の病態を加味した診断手順

遷延性咳嗽 慢性咳嗽

湿性

　　　乾性　　　　　　　　
副鼻腔気管支症候

群を疑う
咳嗽の消失

確定診断減量・中止

去痰薬　　　14・15
員環系マクロライド

咳嗽残存
他の疾患の合併を考慮

咳感受性検査
無効

他の原因疾患

　　　亢進　　　　　　　　正常

咳喘息を疑う

アトピー咳嗽
胃食道逆流

感染後咳嗽を疑う

無効    気管支拡張療
法

有効

咳喘息
気管支拡張薬
ステロイド薬

咳嗽の消失
確定診断
長期管理

アトピー素因または喀
痰好酸球増加

咳嗽残存 他の疾患の合併を考慮

なし

　　　あり　　　　　　　　　　
胃食道逆流

感染後咳嗽を疑う
咳嗽の消失

感染後咳嗽の治療 確定診断
減量・中止

アトピー咳嗽を疑う　
無効・残存

胃食道逆流を疑う　　

ヒスタミンＨ1受容体拮抗

薬　ステロイド薬

プロトンポンプ阻害剤

咳嗽消失 　　無効 咳嗽残存 咳嗽残存 　　　　無効
咳嗽の消失

確定診断
減量・中止 他の原因疾患 他の原因疾患

確定診断
長期管理他の疾患の合併を考慮
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咳嗽反射の低下　＋　咀嚼・嚥下機能の低下

〔症状〕
ガラガラ声である
嚥下動作回数が少ない
食事中あるいは食事直後　咳、むせが見
られる　　　呼吸数が増加
喀痰量の増加
声質の変化
分割して嚥下
嚥下時の喉頭挙上量の低下
食事による顕著な疲労

誤嚥性肺炎の危険性

高齢者咳嗽アウトライン

咳嗽亢進　

1）　脳血管障害
2）　Ｐａｒｋｉｎｓｏｎ症候群
3）　認知症
4）　睡眠剤などの薬剤の使用の人たちに
は特に注意が必要

成人の咳嗽のアウトラインへ

        

上気道炎
気管支炎
肺炎

新生児・乳幼児

誤嚥
細気管支炎
クラミジア肺炎
百日咳
先天異常（気管支道瘻、気管
狭窄など）

幼児期

鼻・副鼻腔炎
気管支喘息
クループ症候群
気道異物

学童期以降

気管支喘息
鼻・副鼻腔炎
心因性咳嗽
気管支拡張症
肺結核

小児の年齢による咳嗽の主な原因（頻度の多いもの）

小児期全般

 
 

 

引用文献：日本呼吸器学会咳嗽に関するガイドライン作成委員会編．咳嗽に
関するガイドライン，東京：日本呼吸器学会；2005 
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感染性心内膜炎 

 大阪警察病院 赤木 征宏 
【感染性心内膜炎とは】 

 心臓には心室、心房および弁組織を覆う薄い心内膜があり、なんらかの原
因でこの心内膜（主として弁膜部）に炎症性病変をきたした状態を心内膜炎
（endocarditis）と言う。心内膜炎は、リウマチ性心疾患や SLE に伴うルー
プス心内膜炎のような非細菌性血栓性心内膜炎（nonbacterial thrombotic 
endocarditis:NBTE）と、敗血症により細菌が心内膜に感染し炎症性病変が
形成される細菌性心内膜炎（bacterial endocarditis:BE）とに大別される
が、後者は細菌以外の病原体もその原因となることから、現在では感染性心
内膜炎（infective endocarditis:IE）と呼ばれるのが一般的である。 

 

【発生機序】 

 感染性心内膜炎の多くは、何らかの基礎心疾患を有する例において、観血
的処置を契機に発症する。すなわち、１）何らかの心病変形成に伴う細菌が
補足されやすい状態、２）菌血症に伴う損傷した心内膜への細菌感染、とい
う二つの要因があり、心内膜損傷部位に血小板とフィブリン凝集による非細
菌性血栓性心内膜炎がつくられ、これが細菌を補足しやすい環境となり、菌
血症に伴い粘着性の高い細菌が付着感染し、感染性心内膜炎を発症すると考
えられている。心疾患の既往がなく発症する例はまれではあるが、観血的な
処置等の既往がなく発症する例や誘因のはっきりしない例は少なくない。 

 

１） 感染性心内膜炎のリスクとなる基礎心血管疾患 

高リスク群 人工弁、心内膜炎の既往、複雑な先天性心疾患とその術後 

中リスク群 より複雑でない先天性心疾患、動脈管開存症、心室中隔欠
損症、１次孔欠損による心房中隔欠損症、大動脈縮窄症、
肥大型心筋症、リウマチ性をはじめとした心臓弁膜症、僧
帽弁閉鎖不全や弁膜の肥厚をともなう僧帽弁逸脱症 

低リスク群 心疾患のない人と同等のリスクで、２次孔欠損による心房
中隔欠損症、心房中隔欠損症や心室中隔欠損症の根治手術
後６ヶ月以降、無害性心雑音、冠動脈バイパス術後、僧帽
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弁閉鎖不全や弁膜の肥厚を伴わない僧帽弁逸脱症、ペース
メーカーやＩＣＤ装着後、リウマチ熱の既往があるが後遺
症がない場合 

札幌厚生病院循環器科 HP より引用 

 

２） 感染性心内膜炎のリスクとなる菌血症の要因 

 

【分類と病因】 

 感染性心内膜炎は、発症経過により急性と亜急性に分類される。症状や兆
候は類似するが、亜急性のものが潜在的であるのに対し、急性のものはより
進行が早く、急速な弁の破壊、弁輪膿瘍、敗血症性塞栓、明らかな感染源、
敗血症性ショック症状などによって特徴づけられる。 

人工弁心内膜炎は置換術後１年以内に患者の２～３％、それ以後も年率
0.5％で発生する。早期発症（術後 2 ヶ月以内）のものは死亡率が高く、主
に術中感染した抗菌薬耐性の微生物によって引き起こされるが、晩期発症（術
後 2ヶ月以上）のものは、主に術中感染の病原性が低い微生物、一過性の無
症候性の菌血症により引き起こされる。 

右心系心内膜炎は三尖弁、まれに肺動脈弁に生じる。原因は不法な薬の静
注使用や中心静脈カテーテルを介した病原体であり、黄色ブドウ球菌やグラ
ム陰性桿菌、真菌などである。 

 

 

歯科系の処置 
抜歯、歯周外科処置、スケーリング、ルートプレーニ
ング、インプラント植立、歯牙再植、口腔洗浄器具な
ど 

呼吸器系の処置 気管支鏡検査、挿管/経鼻気管吸引など 

泌尿器系の処置 尿道拡張術、膀胱鏡検査、前立腺手術など 

消化器系の処置 
上部消化管内視鏡検査、S状結腸鏡/大腸内視鏡検査、
食道狭窄拡張術、内視鏡的逆行性膵胆管造影、胆管手
術、腸管手術、経皮的肝生検など 

その他の処置 
扁桃摘出およびアデノイド切除、弁置換術、開胸術、
肺の手術など 
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急性心内
膜炎 

通常、黄色ブドウ球菌、A群溶血性レンサ球菌、肺炎球菌、
および淋菌など 

亜急性心
内膜炎 

通常、レンサ球菌によって起こり、時に黄色ブドウ球菌、
表皮ブドウ球菌、および選好性のヘモフィルス属によって
起こる 

早期 表皮ブドウ球菌，ジフテリア菌，グラム陰性桿菌，
カンジダ属およびアスペルギルス属など 

人工弁心
内膜炎 

晩期 

 

 

レンサ球菌属、表皮ブドウ球菌、ジフテリア菌、 
ヘモフィルス属、 
Actinobacillus actinomycetemcomitans、
Cardiobacterium hominis など 

 

【症状と診断】 

 症状として多いのは発熱・貧血であるが、急性感染性心内膜炎に比べ亜急
性心内膜炎の発熱は軽度であることが多く、高熱が持続する例ばかりでもな
い。頻脈においても亜急性心内膜炎の方が軽度である。心雑音は、ほぼすべ
ての患者に聴取され、心雑音が聴取されない場合は、感染性心内膜炎の診断
そのものに疑問を呈するべきであると考えられる。結膜や口腔粘膜の点状出
血や、爪床下の線状出血、また、オスラー結節（Osler 結節）、ジェンウェ
ー斑（Janeway 斑）など、塞栓に起因する兆候は半数以上の症例に認められ
るが、必ずしも特異的ではない。 

 診断においては病歴から感染性心内膜炎を疑い、敗血症に伴う臨床症状、
血液培養による病原微生物の確認、心エコー検査による疣贅（ゆうぜい、
vegetation）や弁輪部膿瘍の確認が重要となる。心エコーでの有意所見検出
は経胸壁心エコーで 60～70％、経食道心エコー併用では 90％以上である。
また、Duke 診断基準は、病理組織がない場合、感染性心内膜炎の臨床診断
に非常に有用である。 

 

Duke 診断基準 

大基準 １）血液培養が持続して陽性 
・心内膜炎に典型的な細菌の検出： 
viridans Streptococci、S. bovis、HACEK grp.、S. aureus
の検出。または S. aureus、Enterococci が検出され、他に
感染巣がない。 
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・持続的菌血症： 
12 時間以上あけて採取した血液培養が 2 セット以上陽性。
または、1時間以上の間隔をあけて最初と最後の血液培養を
採取したうち、3 セット以上陽性あるいは、4 セット以上採
取した血液培養の 70%が陽性 
２）心内膜が侵蝕されている所見 
・心エコー図検査所見陽性：動揺性疣贅、膿瘍、弁穿孔、人
工弁の新たな弁輪部裂開 
・新たな弁閉鎖不全 

小基準 １）感染性心内膜炎をおこしやすい心臓の素因 
・僧帽弁逸脱、大動脈２尖弁、リウマチ性あるいは先天性心
疾患、静注薬物使用 
２）発熱 
３）血管現象 
・主要血管塞栓、敗血症性肺塞栓、細菌性動脈瘤、頭蓋内出
血、ジェンウェー病変 
４）免疫学的現象 
・糸球体腎炎、オスラー結節、ロス斑、リウマチ因子 
５）血液培養陽性：大基準を満たさない場合 
６）心エコー図所見：陽性であるが、大基準を満たさない場
合 

診断 感染性心内膜炎の診断 
①大基準２つ ②大基準１つと小基準３つ ③小基準５つ 
感染性心内膜炎の可能性の診断 
  ①大基準１つと小基準１つ ②小基準３つ 

HACEK grp.： Haemophilus parainfluenzae 

 Haemophilus aphrophilus 

 Actinobacillus actinomycetemcomitans 

 Cardiobacterium hominis 

 Eikenella corrodens 

 Kingella kingae 

【予防】 

前述の一過性の菌血症を生じる可能性のある観血的な処置等を行う場合は、
中リスク以上の心疾患をもつ患者には予防投薬が必要となる。 

推奨される，口腔内歯科処置，気道や食道の処置中の心内膜炎の予防 
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患者の特質 薬物 成人投与量 
禁忌なし アモキシシリン 処置 1 時間前に 2g を経口投

与 
経口薬が飲め
ない 

アンピシリン 処置前30分以内に2gを筋注
または静注 

クリンダマイシン 処置 1 時間前に 600 mg を経
口投与 

セファレキシン 
またはセファドロキシル* 

処置 1 時間前に 2g を経口投
与 

ペニシリンア
レルギー 

アジスロマイシン 
またはクラリスロマイシン 

処置 1 時間以内に 500 mg を
経口投与 

クリンダマイシン 処置前 30 分以内に 600 mg を
静注 

経口薬が飲め
ず、かつペニ
シリンアレル
ギー 

セファゾリン 処置前30分以内に1gを筋注
または静注 

*セフェム系薬は，ペニシリンに対して即時型型過敏反応（蕁麻疹，血管
性浮腫，アナフィラキシー）を起こす患者には使用しない。 
Dajani AS, Taubert KS, Wilson W, et al: "Prevention of bacterial 
endocarditis." JAMA 277: 1794-1801,1997 より引用。 

推奨される，消化管や泌尿生殖器の処置中の心内膜炎の予防 

患者の特質 成人に対する薬物と投与量 
高リスク 処置 30 分前にアンピシリン 2g を筋注または静注お

よびゲンタマイシン 1.5mg/kg（120mg を超えない）
を静注または筋注；処置 6時間後にアンピシリン 1g
筋注または静注，あるいはアモキシシリン 1g を経口
投与 

高リスクで 
ペニシリンアレル
ギー 

バンコマイシン 1g を 1～2 時間かけて静注および処
置後 30 分以内にゲンタマイシン 1.5mg/kg（120mg を
超えない）を静注または筋注 

中等度のリスク 処置 1時間前にアモキシシリン 1g を経口投与，ある
いは処置開始から 30 分以内にアンピシリン 2ｇを筋
注または静注 

中等度のリスクで 
ペニシリンアレル
ギー 

処置後30分以内にバンコマイシン1gを 1～2時間か
けて静注 

Dajani AS, Taubert KS, Wilson W, et al.: "Prevention of bacterial 
endocarditis." JAMA 277: 1794-1801, 1997 より引用。 
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【治療】 

（抗菌薬） 

 急性の場合は血液培養を採取後にただちにエンピリックな抗菌薬治療が開
始されるべきであり、亜急性の場合は可能ならば原因微生物に対する感受性
結果に基づいて治療を行う。いずれの場合でも、有効な抗菌薬の高い血清濃
度維持が必要となり、治療には４週間から６週間を見込む。原因微生物と感
受性結果から、投与量や併用期間等が多岐わたり、患者のアレルギー等の体
質による選択の違いもあるので、表は感染性心内膜炎の治療に一般的に使わ
れる抗菌薬のみを示した。また、まれではあるが Coxiella burnetti やクラ
ミジアが原因微生物となりうること、感染性心内膜炎症例の３～５％におい
て、血液培養検査がくり返し陰性であることを知っておく必要がある。 

原因菌 薬剤 補足 
急性期 
エンピリック治療 

VCM+ABPC+GM MRSAを含む黄色ブドウ球菌
と腸球菌をカバーした選択 

人工弁 
エンピリック治療 

VCM+GM+RFP  

viridans 
Streptococci 

PCG、CTRX、 
PCG+GM 、 ABPC+GM 、
CTRX+GM、VCM 

PCG に対する感受性結果に
よって、投与量、併用期間
等は異なる 

Enterococci PCG、ABPC 
PCG+GM、ABPC+GM、 
VCM 

PCGの感受性、AGsの感受性、
βラクタマーゼ等のチェッ
ク必要 

S. aureus(MSSA) CEZ+GM、 
ABPC/MCIPC+GM 

βラクタマーゼ等のチェッ
ク必要 

S. aureus(MRSA) VCM 
 

 

HACEK grp. CTRX、ABPC+GM 
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（外科的治療） 

人工弁心内膜炎においては、内科的治療のみでの治療効果が認められない場
合がしばしばある。以下のような場合には循環器専門医および心臓外科医に
相談にコンサルトし、外科的治療のタイミングを計る。 
① 内科的治療に反応しない進行性の心不全 
② 真菌性心内膜炎 
③ 適切な抗菌薬投与にも関わらず持続する菌血症 
④ くり返す塞栓症状 
⑤ 適切な抗菌薬投与にも関わらず、感染の拡大兆候（心筋、弁輪部の膿
瘍形成等）を認める 

 

【予後】 

 予後は原因微生物と感染弁により異なる。黄色ブドウ球菌は 50 歳を超え
る患者で 50％の死亡率を誇る。真菌感染は治癒が困難であり、グラム陰性
桿菌も予後は不良である。人工弁心内膜炎においては、晩期よりも早期の予
後が悪く、早期は人工弁の再置換術を行ったとしても治癒率は 30～50％で
ある。 

感  謝 
まだまだ寒い日が多い反面、少しずつですが春の兆しを感じることができる
ようになってきました。 

５年前に関西医科大学枚方病院中村竜也先生より、大阪府臨床検査技師会学
術部微生物検査部門・部門長をお引き受けし、もう１年、もう１年と思いなが
ら５年が経過しました。歴代の御高名な先生方からすれば本当に微力で、西高
東低の微生物風を東高西低に変えることはできなかったかもしれませんが、御
講演いただきました多くの先生方や部門スタッフ、そして臨床検査技師会会員
の皆様に支えていただいたお陰で、次期スタッフにバトンタッチできますこと
を心から感謝申し上げます。 

また、四半世紀の間続いた本誌「白金耳」の灯も途絶えることなく次世代に
引き継がれますことも、諸先生方のお力添えと部門スタッフの努力の賜物と思
い、重ねてお礼申し上げ、本誌がこれからも継続され、半世紀記念誌でも発行
されますことを祈念いたします。 

平成 20 年度より、部門責任者および若干の部門スタッフの交代がありますこ
とをご報告し、御礼の挨拶とさせていただきます。本当にありがとうございま
した。 

微生物検査部門・部門長   
財団法人阪大微生物病研究会 

坂 本  雅 子    
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はしか予防―ワクチン接種徹底 
 
 大学生や高校生を中心としたはしかの流行を受け、厚生労働省は 2007 年
６月 14 日、医師ら専門家による検討会を開き、来年以降の予防強化に乗り
出しました。2007 年の反省を踏まえ、はしかの免疫を持つ比率が低い 10～
20 代のワクチン接種を徹底するほか、ワクチン増産なども検討し、先進国
で数少ない「はしか輸出国」の汚名返上も目指す。  
 はしか予防は就学前のワクチン接種が基本。厚労省は 2006 年 4 月、予防
接種法の施行令を改正し、それまで 1歳～7歳半までの 1回接種だったのを
「小学校就学前の２回接種」に変えました。しかし国立感染症研究所の調査
では、就学前年の児童で２回目を接種していたのは昨年 10 月までに 29％に
とどまってました。  
 感染が広がった 10～20 代は、副作用が社会問題化して 1994 年に予防接種
が義務制から任意制になった世代の先駆けでした。1994～2004 年の接種率
は 90～95％で推移していましたが、4回の接種では接種者の約５％が十分な
免疫を持てません。厚労省はこの約 5％と、5～10％の未接種者が中心にな
り、学校などで集団感染したとみられています。  
 このため検討会では、免疫が弱い世代の予防対策として、企業や大学など
が入社・入学前に接種の有無の確認を徹底することなどが可能かどうかにつ
いても検討されました。  
 また自治体の一斉購入などでワクチンの在庫が全国で一時5万本まで減り、
抗体の有無を調べる検査試薬はゼロにもなりました。こうした事態を繰り返
さないよう増産計画が検討されました。  
 はしかを抑え込んだカナダ、米国などへの「輸出」も相次いで発覚しまし
た。カナダでは、東京都内の高校生１人が修学旅行中にはしかにかかり、他
の生徒約 120 人もホテルに一時足止めされました。米国では、日本を旅行し
た 20 代の男性が帰国後に発症、2次感染の疑いもあるとして立ち回り先が
公開されました。  
 はしかは、大人がかかると重症化することが多いといわれている点も見逃
せません。はしかを軽い病気と思っている人は少なくないかもしれませんが、
実は日本でも 50 年前には、子どもを中心に毎年数千人規模の死亡者が出て
いました。今でも、毎年数十人もの子どもが、重い合併症を起こして死亡し
ているほど怖い感染症です。 
コレラ、O157、インフルエンザ、そしてはしか、感染症のアウトブレイク
的流行がある度に、検査試薬や治療薬の確保が必要になり、流行が収まれば、
確保した試薬や薬が無駄になっています。良い対策はないものでしょうか？ 
そうこう言っているうちに 2008 年になりました。関西にもはしか流行の
危険性を指摘するニュースもあり、我々の免疫が低下しているのか、再興感
染症が増えていくような気がします。 
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多様な制限酵素の認識する塩基配列のパターンも同様に
多様だが、あるひとつの制限酵素が多くの種類の塩基配列
を認識することもあれば、逆にあるひとつの塩基配列を認
識する制限酵素に多くの種類があることもある。制限酵素
は DNA 中にあるそのパターンを認識し、その付近あるいは
その配列の内部で切断する。切断された切り口には 2種類
あり、その形状により平滑末端と粘着末端と呼ばれる。II
型制限酵素によって認識される塩基配列のパターンの多く
はパリンドロームになっており、5'端側から読んでも、そ
の相補鎖の 5'端から読んでも同じ配列になっている。この
酵素の発見により DNA の加工ができるようになり、遺伝子
組み換え実験が可能となった。 

また制限酵素は遺伝子組み換えの他にも、制限地図の作
成やRFLPの解析にも用いられる。 

 

 
 

 

大阪市立大学医学部附属病院 仁木 誠 

 
 

 

 

 

 

 
1.  EcoRⅠ 

2.  SmaⅠ 

3.  PstⅠ 

4.  HindⅢ 

5.  BamHⅠ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

【問題】今月は少し趣きを変えて遺伝子関
連の問題です。次の制限酵素を産生する菌
種名を答えて下さい。 
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       【答え】 

1.  Escherichia coli 
2.  Serratia marcescens 
3.  Providencia stuartii 
4.  Haemophilus influenzae 
5.  Bacillus amyloliquefaciens H 

 
 

 
 毎年やってきます卒業、入学の季節、 そして職場では移動の季節でもあります。
新しく微生物検査に携わるようになられた検査技師さんを対象に毎年開催してきま
した基礎実技講座、よりルチン検査の流れに沿って進めたいとの思いから、昨年よ
り７月の祭日「海の日」を使って３日間で開催するようになりました。業務もあり、
諸般の事情により、なかなかお休みをもらえなかったり、会場の手配が難しかった
り、試薬等の収支が難しかったりと、年々、開催のためにクリアしなければならな
いハードルは高くなります。 

でも、そんな中でも、「この企画だけは外せない。本当の基本的な操作方法を習得
する・確認する機会は他にないから。そして仲間づくりのチャンスだから。」とい
うスタッフの一念で、今年も開催の予定です。 

ＰＣの知識の乏しい私が編集を担当させていただくのも本号が最後となりました。
御見苦しいことも多々あったことをお許しください。御購読いただきましたことに
御礼申し上げます。 

 
坂本雅子 2008.3.12. 
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