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・ 今月の定期講習会 
・ 来月の定期講習会 
・ 微生物検査 若葉マーク講習会 
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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 

５月２７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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講習会 

テ−マ ： 

『昨今の腸内細菌〜病原性大腸菌・薬剤耐性菌・他諸々〜（仮）』

講 師 ：公立能登総合病院 臨床検査部 副技師長 

小林 治 先生 

日時：平成２０年５月２７日（火） １８：３０～２０：００ 

場所：あべのメディックス ６階研修室 

共催：極東製薬工業株式会社 

評価点：専門－２０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 

 

腸管感染症はその原因となる病原体も多く、用い
る培地の選択や、患者情報やコロニー性状から菌を
推定し、漏れることなく効率良く検査を進めるに
は、担当する技師の知識と経験が大切となる検査の
一つです。 
 今回は公立能登総合病院の小林先生に、腸管感染
症を中心に基礎・総論から、病原性大腸菌の検査や、
発生動向に注意が必要な薬剤耐性についてご講演
頂く予定です。今年も病院にやってくる実習生に
『Campylobacter jejuni はナリジクス酸感受性』と
教えていいのでしょうか？食中毒のシーズンが到
来する前に、皆様奮ってご参加ください。 
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テ−マ ： 

『尿路感染症の診断・治療について - 臨床医の立場から - 』 

講 師 ：京都大学医学部附属病院 感染制御部 
齋藤 崇 先生 

日時：平成２０年６月２４日（火） １８：３０～２０：００ 

場所：あべのメディックス ６階研修室 

共催：シスメックス・ビオメリュー株式会社 

評価点：専門－２０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 

近年、泌尿器科領域における耐性菌の分離頻
度は高く、尿路感染症において病態確認の検
査と平行し、感染症としての微生物学的検査
を行うことは、適切な治療を行ううえでも必
須であると考えられます。 

 今回は、京都大学医学部附属病院の斉藤先
生に、尿路感染症の基礎から、診断、治療に
ついて、我々が検査を進めるうえで知ってお
かなければならない臨床の知識をご講演頂く
予定です。皆様奮って泌ご参加ください。 
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《 講義編 》 

平成２０年６月５日（木）ゼロからの塗抹鏡検 
講師：（財）結核予防会大阪府支部大阪病院 伏脇 猛司 

平成２０年６月１２日（木）ゼロからの培養同定検査 
講師：大阪市立大学医学部附属病院 仁木 誠 

平成２０年６月１９日（木）ゼロからの薬剤感受性検査 
講師：市立堺病院 和泉 多映子 

場所：大阪医療技術学園専門学校(〒530-0044 大阪市北区東天満 2-1-30) 
時間：１８：３０～２０：００ 
評価点：専門－２０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 

 

《 実技編 》 

日程： 平成２０年７月１９日（土） １３：００〜１７：００ 

晴れて検査技師となり微生物検査を担当することになった方も、担当部署の異動
で微生物検査を担当することになった方も、別の担当業務の合間に微生物検査をお
手伝いすることになった方も、明日からのルーチンに役立つ細菌の基礎講習会です。
「最低限これだけは知っておきたいこと」を中心に、塗抹検査から培養同定・感受
性までの一連の検査を、我々微生物検査部門のスタッフが担当します。 

細菌検査の分野においてはまだまだ手作業の部分が多く、誤った器具の操作方法
は自分だけでなく、ともに働くスタッフにも感染の危険性を高めてしまいます。ま
た、自動分析装置や簡便なキットが増えたと言っても、その検査結果を正しいもの
として臨床に返すには、我々検査技師が判断しなければなりません。基礎講座実技
編は、微生物（細菌）検査の３本柱である塗抹・培養・感受性検査に必要な基礎技
術の習得を目的として、教科書には詳しく説明されていない基本操作を中心に、日
常の検査業務の流れに沿った形で進めていきます。初心者対象ですが、老若男女を
問わず、是非ご参加ください。  

平成２０年７月２０日（日） ９：００〜１７：００ 
平成２０年７月２１日（海の日） ９：００〜１５：３０ 

会場：大阪ハイテクノロジー専門学校（〒532-0003 大阪市淀川区宮原 1-2-43） 
募集人数：２５名（定員になり次第締め切らせて頂きます） 
申し込み要項：下記申し込み先にメールまたは官製はがきにて１）施設名、２）部署、

３）施設の住所および郵便番号・電話番号・FAX番号、４）氏名、５）
経験年数をお知らせください。受付確認のご連絡をさせて頂きます。 

評価点:Ｃ-２５点(会員証をお持ちください)  
参加費:会員８０００円、非会員２５０００円  
申し込み先： 〒543-8555 大阪市天王寺区筆ヶ崎町5-30 

大阪赤十字病院 検査部 市村 佳彦 
e-mail: triplets-kazu-nao-aki@nifty.com 
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抗菌薬投与に関連するアナフィラキシー対策 
関西医科大学滝井病院 中矢秀雄 

 
微生物検査に従事していると、担当医から使用抗菌薬のコンサルタントを求
められる場面にもしばしば遭遇します。その際、薬剤の抗菌作用だけでなく、
副作用についての知識もあれば医師とのコミュニケ－ションも深いものに
なり、臨床への貢献度もアップすること間違いありません。 
今回、抗菌薬投与に関連するアナフィラキシー対策のガイドライン２００４
年版（日本化学療法学会）から一部抜粋、紹介いたします。なお、本ガイド
ラインは日本化学療法学会ＨＰからＰＤＦファイルで公開されています。 
 
 
１．緒言 
抗菌化学療法は感染症治療の主体として必要欠くべかざる治療法である。一
方で、抗菌薬投与に伴うショックおよびアナフィラキシー様症状の発現が稀
ながらも報告されており、十分な対応が必要である。 
（中略） 
本ガイドラインは抗菌薬投与に関連するショック等による医療被害を最小
限にすることを目的として、本特別部会がその予防と実際の対応策を示すた
めに作成したガイドラインである。 
 
 
２．抗菌薬静脈内投与の際の重要な基本的注意事項 
抗菌薬によるショック、アナフィラキシー様症状の発生を確実に予知できる
方法がないので、次の措置をとること。 
① 事前に既往歴等について十分な問診を行うこと。なお、抗生物質等によ
るアレルギー歴は必ず確認すること。 
② 投与に際しては、必ずショック等に対する救急処置のとれる準備をして
おくこと。 
③ 投与開始から投与終了後まで、患者を安静の状態に保たせ、十分な観察
を行うこと。特に、投与開始直後は注意深く観察すること。 
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３．アナフィラキシーショックの発現予防のために行わなければならないこ
と 
１） 患者の薬剤投与歴およびアレルギー歴に関する問診を十分に行う。 
２） 抗菌薬に関連するアレルギー歴がある患者の場合 
① 抗菌薬にショックの既往がある患者については、以下のように判断する。 
i) 当該抗菌薬の投与は禁忌とする。 
ii) 類似抗菌薬の投与は原則禁忌とするが、同じβ―ラクタム系薬でも系統
が異なる 
抗菌薬の皮膚反応試験陰性を確認した上で、慎重に投与することが許容さ
れる。ただし、アナフィラキシー発現のリスクが大きいことを認識して対処
する。 
② 抗菌薬にショック以外の過敏症の既往のある患者については、次のよう
に判断する。 
i) 当該抗菌薬の投与は原則禁忌とするが、皮膚反応試験陰性を確認した上
で、慎重に投与することが許容される。ただし、アナフィラキシー発現のリ
スクがあることを認識して対処する。 
ii) 類似の抗菌薬については慎重な投与を行う。 
３） アレルギー疾患（気管支喘息など）や抗菌薬以外の薬剤に対するアレ
ルギー歴がある患者の場合には、慎重な投与を行う。 
 
 
４．投与時の観察 
１） 即時型アレルギー反応を疑わせるものとして、注射局所の反応では、
注射部位から中枢にかけての皮膚発赤、膨疹、疼痛、掻痒感などがあり、全
身反応としてはしびれ感、熱感、頭痛、眩暈、耳鳴り、不安、頻脈、血圧低
下、不快感、口内・咽喉部違常感、口渇、咳嗽、喘鳴、腹部蠕動、発汗、悪
寒、発疹、などがある。 
２） 注射中のみならず、終了後も異常を自覚したら、直ちに申告するよう
患者に説明する。 
３） 皮内反応では 5 分後から反応は増大し最大値に達するのは 15 分であ
る。点滴、静注ではより早くから反応が起こると考えられる。従って、投与
開始直後から投与終了後まで注意して、観察する。 
４） 患者が何らかの異常を訴えた場合、あるいは他覚的異常を認めた場合
には速やかに注射を中止する。 
 
以下、救急時の対応、皮内反応は割愛いたしました。 
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微生物検査における電子カルテ活用術 
 

近畿大学医学部附属病院 戸田 宏文 
 
 近年、病院環境のシステム化に伴い電子カルテを導入する施設が増えつつ
あると思います。当院においても 2008 年 1 月より電子カルテを導入し、紆
余曲折を経て何とか軌道に乗ろうとしています。今回、電子カルテの概説と
当院における電子カルテの活用方法、および電子カルテが微生物検査に有用
であった症例を示したいと思います。 
 
電子カルテとは 
 従来、医師・歯科医師が診療の経過を記入していた紙の診療録を電子的な
システムに置き換え、電子情報として一括してカルテを編集・管理し、デー
タベースに記録する仕組みのこと。 
 
電子カルテの 3つの条件 
1. 真正性：書き換え、消去・混同、改ざんを防止すること。作成者の責任
の所在を明確にすること。 

2. 見読性：必要に応じ肉眼で見読可能な状態にできること。直ちに書面に
表示できること。 

3. 保存性：法令に定める保存期間内、復元可能な状態で保存すること。 
 
利点と欠点 

利点 欠点 
• 物理的な管理が不要になり、紛失の恐
れが少ない 

• 文字が判読不能といった問題がなくな
る 

• 院内ネットワークにより、任意の場所
で参照できる 

• 検査結果や画像とリンクさせること
で、画像に直接コメントを入力したり、
データをその場で様々な切り口からグ
ラフ化するなど従来できなかった記載
が可能 

• 画面上での一覧性は紙カルテに比べて
非常に低い 

• 操作に慣れが必要で入力時間もかかる
うえ、入力内容の柔軟性も低い 

• 停電時、システムダウン時などに閲覧
さえできなくなる危険性がある 

• データ量が膨大であるため、システム
全体のレスポンスが悪い 

• セキュリティへ配慮する必要性が高い 
• データの大規模な盗難が短時間に起こ
り得る 
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• 紹介状、診断書作成時や学会発表にな
ど、データの柔軟な再利用が可能 

• 処方や検査オーダーと一本化すること
で実際の実施内容と記載内容を容易に
一致させられる 

• 認証には通常パスワードや生体認証な
どを利用するが、万全なものとは言い
難い 

• 改変に際して証拠が残りづらい 

 
 
微生物検査における電子カルテ活用術 
1. 患者情報の収集 

• 検体処理時の培地の選定 
例）便…検査依頼時に患者情報の入力が無い場合、薬歴等を参照に 

して抗菌薬関連下痢症か細菌性腸炎かを判断し、不必要と 
思われる培地は削除する 

 
• 血液培養陽性時の患者背景の確認 
白血球数、熱形、カテーテルの有無、使用抗菌薬等を確認し、患者の
状態把握に努める 
 

2. 感染対策 
• 耐性菌検出時の病室把握 
ＭＤＲＰ、ＥＳＢＬ産生菌、ＭＢＬ産生菌検出時に病室把握に努める 

 
• 注意喚起 
ＭＤＲＰ、ＥＳＢＬ産生菌、ＭＢＬ産生菌検出患者のカルテ上に耐性
菌検出と交差感染、拡散防止を促すコメントを添付する 

 
• ＩＣＴラウンド対象患者の選定 
週報や血液培養陽性患者などからＩＣＴラウンド患者を選ぶ際に、電
子カルテを用いて患者の状態、重症度を把握して対象患者を選定する 

 
当院の微生物検査における電子カルテの活用は、主として患者の状態把握
のために使用している。特に血液培養陽性時に行なう主治医への電話連絡の
際には、あらかじめ患者情報を収集することによって円滑なコミュニケーシ
ョンが可能となった。また感染対策においては、耐性菌検出時には速やかに
電子カルテに情報を反映することが可能であり、病棟管理に大いに有用と思
われる。一方で付箋機能によるコメントの貼り付け・更新など今まで無かっ
た業務が発生している。 
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電子カルテによる情報収集が有用であった症例 
 
症例１ Campylobacter fetus 髄膜炎 
 
40 歳、男性 
（基礎疾患）クローン氏病 
  
 検査室での対応 電子カルテ記事 
2/12  頭痛あり 
2/13 血液培養提出→培養開始 頭痛あり 

37.2℃ 全身がだるい。頭痛は軽
度。明らかな頸部硬直なし→髄膜
炎の可能性はあるが、積極的に考
えない 
→本人希望により髄液検査は見
送り 

2/15 血液培養からグラム陰性らせん菌
検出 
→電子カルテの記事に“軽度の頭
痛”があるので、Campylobacter 
fetus 髄膜炎の可能性について説
明 

神経内科により髄液検査施行 

 
 
本症例は、クローン氏病患者に発症した C. fetus 髄膜炎の症例である。

検査室では、血液培養からグラム陰性らせん菌を検出した時点で電子カルテ
を確認した。以前から軽度の頭痛が続いていることから C. fetus 髄膜炎の
可能性を考えた。そこで電話連絡の際に C. fetus 髄膜炎は“頭痛は自制内
であること”、“一般的な細菌性髄膜炎に比べて症状が緩やかであること”な
どを説明して髄液検査を実施することを勧めた。後日、髄液からも C. fetus
を検出した。 
この症例では、電子カルテに記載されていた患者の症状が確定診断の鍵と
なった。 
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症例２ ジアルジア症 
 
49 歳 女性 
 
 検査室での対応 電子カルテ記事 
4/5 便培養提出：病原菌認めず 

（依頼時の患者情報に関して渡
航歴の入力が無かったので一般
細菌培養のみ実施） 

3/4 より下痢、嘔吐、食欲不振 
2/25～3/8 ネパールに行ってい
た。 
近医を受診したが改善しない。 
一緒に旅行した人も同症状あり 
排便回数：10 回/日 
→感染性腸炎、麻痺性イレウス疑
い 
全身状態良好のため内服薬にて
経過観察 

4/9  食事後すぐに嘔吐、下痢。下痢頻
回。 
全く症状改善せず。 
便培養：病原菌なし 

4/10 内視鏡下に採取された便汁の虫
卵検査提出→電子カルテにて渡
航歴を確認 
→鏡検にてランブル鞭毛虫（栄養
体・嚢子）を検出 

内視鏡検査施行 

 
 本症例は、ネパールにて感染したジアルジア症である。内視鏡下に採取さ
れた便汁が提出された時点で電子カルテを確認した。電子カルテ記事より
“ネパールへの渡航歴があること”、“頻回の下痢が続いていること”、“一般
培養で病原菌を認めないこと”から原虫感染を疑い鏡検した。ランブル鞭毛
虫検出後、速やかに電話連絡を行い、感染症法の届出対象疾患であることを
説明した。 
 この症例では、電子カルテによる渡航歴の確認が確定診断の鍵となった。 
 
まとめ 
 電子カルテは、微生物検査にとっては非常に有用なツールの一つになると
思われた。以前は、与えられた情報のみで検査を行なわなければならなかっ
た。今後は電子カルテを活用して情報を獲得し、より良い微生物検査を行な
うことができるであろう。 
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和泉多映子 

 
 
 

 
 
 
 

内容物の表示等 バイオ 

ハザード 

マーク 

感染性廃棄物 

の種類 
表  示 色分け 

梱包方法 

1 「感染性 

   (    )等」 
黄色 

  
2 「感染性 

  （   ）可燃物」 

3 「感染性 

  （   ）不燃物」 

橙色 

  
4 「感染性 

 

  （   ）物等」 
赤色 

  
 

 

A) 液状又は泥状のもの 
（血液等） 
B) 注射針の鋭利なもの 
 
C) 固形状の可燃物 
（点滴セット、注射筒等の 
プラスチック類、ガーゼ等
の繊維類等） 

D) 固形状の不燃物 
（ビン等のガラス類） 

イ）固形状    ロ）液状泥状  ハ）注射針
                       （※複数選択可）

① 廃液等が漏洩しない密閉容器 
 
② 丈夫なプラスチック袋を二重にして 
密封 

 
③ 耐貫通性のある堅牢な容器 

【問題】バイオハザードマークとは生物学的危険指標のこと 
で下の図のとおりである。感染性廃棄物は、公衆衛生の保持 
及び病原微生物の拡散防止の徹底の観点から、より安全に 
配慮した取扱いを要するものである。このマークは、赤、橙、黄
色の３種類があり、廃棄物容器に貼付して関係者 
が一目で感染性廃棄物であることを識別 できるよう 
に色別してある。空白の箇所を、それぞれの選択肢 
より選んで埋めて下さい。 
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 この度の診療報酬の一部改定に伴い、グラム染色を自施設で始められるところも
多いのではないでしょうか？より有益な情報を臨床に返すためにも、若葉マーク講習
会に参加して経験者によるレクチャーを受け、自施設検査室と個人のスキルアップに、
皆さん一緒に勉強しましょう。老若男女を問わず、是非ご参加ください。  

赤木征宏 2008.5.13 

 

内容物の表示等 バイオ 

ハザード 

マーク 

感染性廃棄物の種類 
表  示 色分け 

梱包方法 

B)注射針の鋭利なもの 「感染性 

 (ハ.注射針)等」 
黄色 

③耐貫通性のある

堅牢な容器 

C)固形状の可燃物 

（点滴セット、注射筒等

のプラスチック類、ガー

ゼ等の繊維類等） 

「感染性 

（イ.固形状）可燃物」 

D)固形状の不燃物 

（ビン等のガラス類） 

「感染性 

（イ.固形状）不燃物」 

橙色 

②丈夫なプラスチ

ック袋を二重にし

て密封 

 

A)液状又は泥状のもの

（血液等） 

「感染性 

（ロ.液状泥状）物等」 
赤色 

①廃液等が漏洩し

ない密閉容器 
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