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ごあんない 

・ 来月の定期講習会 
 

定期講習会報告 

『尿路感染症の診断・治療について 
－臨床医の立場から－』   

 
ばくと姫とばくとおやじの知識箱 

・ 海外旅行…ちょっとその前に！！ 
・ こんな培地使ってます ＸＬＤ培地 

 

バイキン Quiz 

谷本 理香 

白 金 耳

中家 清隆 

浅田 薫 

赤木 征宏 

市村 佳彦 
 

（敬称は略させていただきました） 
 

 

来月の定期講習会は 

９月３０日（火） 大阪医療技術学園専門学校で開催いたします。 
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講習会 

テ−マ ：『これからの血液培養のあるべき姿（仮題）』 

講 師 ：安城更生病院 診療共同部門   
犬塚 和久 先生 

日時：平成２０年９月３０日（火） １８：３０～２０：００ 

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) 

共催：日本ベクトン・ディッキンソン 
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 

 

感染症における血液培養は無くてはならない検
査の一つで、本来無菌であるはずの血液から菌が検
出されれば、それは起炎菌と推定され、その後の患
者の治療に密接に関係していきます。 
 今回は、安城厚生病院の犬塚先生に、血流感染症
と血液培養の基礎から、今後の血液培養のあるべき
姿をご講演頂く予定です。血液培養の結果をもと
に、我々が臨床にどうアプローチして行くのかを、
参加者皆で考える機会になればと思います。皆様奮
ってご参加ください。 

 

 



 

 

６月定期勉強会報告 
 

『尿路感染症の診断・治療について－臨床医の立場から－』 

北野病院  浅田 薫 
 
去る、6 月 24 日あべのメディックスにおきまして、京都大学医学部附属
病院の斉藤崇先生をお招きし、尿路感染症の診断と治療～臨床医はこう行っ
ている～というテーマで勉強会を開催いたしましたので報告します。 
 
診断 
患者さんがどのような症状を訴えているか 
 

下部尿路感染症？  上部尿路感染症？ 

尿道炎？  膀胱炎？ 腎盂腎炎？   前立腺炎？  精巣上体炎？ 

↓   ↓    ↓    ↓   

     悪心・嘔吐    

      血圧低下   

   尿意切迫感 発熱・悪寒  排尿困難 

   残尿感  肋骨椎柱角叩打痛 発熱   

         恥骨上部痛   

尿道掻痒感 頻尿  ＋   頻尿 

排尿初期痛 排尿時痛 膀胱炎？症状  排尿時痛   陰嚢部痛  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
患者さんが尿路系の症状を訴えてこられたときの留意点 
・ 感染症の部位の推定（上部・下部・尿路外）。 
・ 尿の流れを障害する腫瘍、カテーテルなどの異物や神経因性膀胱などの
機能の問題はないか？ 

・ 感染成立は院内か院外か？ 
・ 宿主の免疫状態に問題はないか？ 
・ 性的活動はどうか？ 
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患者さんの実際の所見 
・ 視診→尿道分泌物の有無，陰部潰瘍の有無。 
・ 触診→精巣上体部の圧痛の有無，肋骨椎柱角（CVA）叩打痛の有無。 
・ 直腸診→前立腺部の熱感や圧痛の有無。 
 
 
 
※微生物検査の目的は、病原微生物の検索と治療薬の決定を行うことであ
る。 
 
尿検査による感染症を疑わせる所見 
・ 尿試験紙→白血球エステラーゼ検査陽性，亜硝酸塩陽性 
・ 尿沈渣→膿尿所見（＞5-10WBC／×400） 
・ グラム染色→細菌尿（１コ／×1000， ＞105CFU／ｍｌ）  
・ 培養検査→女性：＞105CFU／ｍｌ（有症状の場合＞103CFU／ｍｌ） 
       男性：＞103CFU／ｍｌ 
 
尿沈渣の解釈 
・ 尿路感染は、尿沈渣で白血球と細菌があることで診断されることが多い。 
・ グラム染色で発見できず、尿沈渣で陽性を認めることも少なくないが、
尿沈渣で陰性が感染を否定するものではない。（単純性腎盂腎炎など） 

 
適切な検体採取を心がける→検体を出せばいいわけではない 
・ 中間尿，初尿，カテーテル尿は適切材料だが、蓄尿は不適切。 
・ 検体を保存する場合は 4℃で行う。（常在菌の繁殖を防ぐ） 
・ 膀胱留置カテーテル交換の際の記念培養はコストの無駄，誤診の可能性
がある。 
⇒検査を出す際は、検査目的を明確に！ 

 
画像検査→超音波・腹部造影ＣＴにて行う 
・ 目的：解剖学的異常（閉塞・膿瘍）を発見する。 
・ 対象：再発を繰り返す症例，治療抵抗性の症例，尿路疾患や骨盤内手術
の既往。 



単純性と複雑性 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

複雑性：機械的・機能的閉塞機転がある 

–結石・腫瘍・神経因性膀胱・前立腺肥大・膀胱尿管逆流・尿道/尿管カテーテル 

–閉塞機転の除去（腎瘻・尿管カテーテル挿入など）、つまりドレナージが治療に必要 

–カテーテルや結石などの異物には、biofilmが形成されるため難治性となる→除去 

 
排尿時痛・頻尿・尿意切迫・残尿感・恥骨上

部痛があり､発熱なし 

単純性膀胱炎 

複雑性腎盂腎炎 

発熱あり、腰痛､肋骨椎柱角叩打痛､ 
嘔気・嘔吐・腹痛±膀胱炎の症状 

単純性腎盂腎炎 上部尿路感染症 

複雑性膀胱炎 

下部尿路感染症 

治療 
 
抗菌薬投与量・投与方法の原則 
・ クレアチニンクリアランスを推定する。 
・ 治療に必要な十分量を投与する。 
・ ＰＫ／ＰＤを考慮し、投与計画を立てる。→保険範囲内での投与では不
十分。 

 
サンフォードガイドを活用し、標準治療法と最新情報を常にチェックする。 
 
⇒院内における耐性菌の分布に基づく抗菌薬の選択。 
⇒ＰＫ／ＰＤに基づく選択。 
・ βラクタム系薬は投与回数を増やす。 
・ ニューキノロン、アミノグリコシド系薬は一回投与量を増やす。 
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単純性膀胱炎治療例 

高齢者など 

妊娠・再発例・糖尿 
膀胱留置カテーテル・

短期間治療禁忌 ・ ＳＴ合剤（バクタ®）→4錠／day，分 2，3 日間 

・ ＬＶＦＸ（クラビット®）→300mg／day，分 1，3 日間 

・ ＣＣＬ（ケフラール®）→1500mg／day，分 3，7 日間 

 
 
 

 

再発・再感染による膀胱炎

繰り返す膀胱炎

同一菌・感受性菌の
治療終了後２週間以内の再発

治療終了２週間以上後の再感染

感染源、解剖学的以上
の有無を検討

年３回以上 年２回以下

性交と無関係 性交と関係

通常の膀胱炎治療
（３日間治療）

性交後排尿
＋

性交後のみ１回抗菌薬

毎日少量抗菌薬服用

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

単純性腎盂腎炎の経験的治療例（腎機能が正常の場合） 
基礎疾患がなく市中感染の場合 
・ ＣＥＺ（セファメジン®）→1g×3／day 
重症感染（敗血症）の場合 
・ ＣＴＸ（クラフォラン®）→1g×3／day 
・ ＣＴＲＸ（ロセフィン®）→1-2g×1／day 
・ ＣＰＦＸ（シプロキサン®）→300mg×2／day 
重症敗血症 
・ ＣＴＲＸ＋アミノグリコシドなど 
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複雑性腎盂腎炎 
→大腸菌・Klebsiella sp.が最も多い。緑膿菌・エンテロバクター・セラチ
アも原因となりうるので、耐性度も考慮する。基礎疾患を持つ複雑性感染の
場合は腸球菌も出現する。 
・ グラム陰性桿菌：抗緑膿菌作用を持つ抗菌薬、またはアミノグリコシド
併用も考える。 

・ グラム陽性球菌：セフェム系は無効と考え、ペニシリン系を用いる。 
・ グラム染色の情報がない場合：上記両菌種をカバーする薬剤を用いる。 
※ただし、複雑性腎盂腎炎は、尿路閉塞の原因を解除しなければ、治療し得
ない。 
 
無症候性細菌尿 
・ 無症候性の場合は、治療対象とならない。 
・ 尿道カテーテルなどを挿入している場合は、抜去する。 
 
尿路カンジダ症 
・ カンジダ症のリスク増加因子は、膀胱カテーテル・抗菌薬使用・加齢で
ある。 

・ 治療は、カテーテルの抜去を行い、また、免疫低下患者や泌尿器系の手
術を控えている患者にはＦＬＣＺを 200mg／day を 7－14 日間にて行う。 

 
膀胱カテーテル感染尿路感染症について… 
・ 膀胱カテーテルが挿入されている状態→尿路感染がおきやすい。 
・ 尿は混濁していない。 
・ 尿路感染症が上部で起きているのか、下部で起きているのか、判断が難
しい。 

・ 感染兆候があり、他に感染源が特定できない場合は複雑性尿路感染症と
して治療する。 

 
淋菌性感染症 
・ 治療はニューキノロン耐性菌が増加しているので、ＣＴＲＸを 1g 単回投
与。 

・ パートナーについても早期発見・早期治療を行う。 



まとめ 
・ 尿路感染症に限らず、感染症診断に患者情報は重要である。 
・ 検査目的を明確にした、適切な検体提出が、不適切な抗菌加療の予防の
一助となる。 

・ 初期治療には、各施設の感受性データが役立つことがある。 
・ 医師，看護師，検査技師のチームワークなくしてより良い感染症診療は
ない。 

 
 
おわりに… 
 普段検査室で仕事をしている我々は、臨床の先生が適切に検査の目的意識
を持って、検体を提出してもらっている、と信じています。しかし、例えば
感染症が不得意な医師が何気なく検体を提出されることもあります。そのよ
うな場合、不適切な検査結果と治療の連鎖が起こることが予想されます。 
そうならないためにも、検査室としては基本的なことですが、日常から不
得意な医師についてのリサーチと、検体の出し方についてディスカッション
をし、理解を深める努力が必要のように思われます。 
 今回、臨床の診断と治療についての講演をしていただき、技師の立場とし
て、とても理解が深まりました。斉藤先生、ご多忙な中、貴重なお話をあり
がとうございます。 

       
 
 

 
海外旅行…ちょっとその前に！！ 

済生会茨木病院 谷本 理香 
海外渡航者の予防接種の意義は？ 
 海外渡航者の予防接種には、二つの側面があります。一つは。海外で発生
又は流行している感染症で、日本では存在しないか感染する危険性が少ない
病気に対して、自分自身が感染する事を予防するとともに、家族や周囲の人
達への感染を防止する事です。もう一つは、入国時に予防接種済みの証明書
を要求する国や地域があることなどから、感染症予防と予防接種との関係を
知る事です。 
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１） 自分自身を感染症から守り、周囲の人の二次感染を防止する。 
 行き先の国や地域、期間、旅行形態、自身の年齢、健康状態などにより必
要な予防接種は異なるので、事前に渡航先の感染症情報を収集するとともに、
それぞれの予防接種について理解した上で、どれが必要かは渡航予定者一人
ひとりが決める必要があります。 
２） ワクチン接種済み証明書を要求される場合 
 特定の国（主にアフリカの熱帯地域や南アメリカの熱帯地域の国）では、
黄熱ワクチンの接種済み証明書を提出しないとその国に入国できません。ま
た、黄熱の流行国からインドや東南アジアの国へ入国するときにも、ワクチ
ン接種済み証明書を要求されますので、帰国時の乗り換え時にこれが必要に
なる場合もあります。また、長期滞在や留学の場合、入学等の条件として各
種予防接種に対する接種済み証明書を要求される場合もあります。要求され
る予防接種を受けてないと、入学等が拒否されることがあるので注意が必要
です。詳しくは渡航先の在日大使館や入学先へ問い合わせる必要があります。 
 
ワクチン接種の計画？ 
 一種類のワクチンでも数回（2～3 回）接種する必要があるものもありま
す。海外旅行を思い立ったら早い時点で（できるだけ出発から 3ヶ月以上前
から）、予防接種期間や検疫所で、接種するワクチンの種類と接種日程の相
談をしてください。 
 黄熱以外の予防接種（破傷風、A型肝炎、狂犬病、日本脳炎、急性灰白髄
炎、麻疹）は、他の一般の医療機関でも実施可能なので相談してください。 
 
疾患と予防接種 
《黄熱》…アフリカや南米の熱帯地域に行く人にお勧めのワクチンです 
原因：黄熱ウイルスを持った蚊に刺される事によって感染します 
流行地：南アメリカ・サハラ砂漠以南のアフリカ 
潜伏期間：3～6日 
症状：突然の発熱、頭痛、筋肉痛、悪心、嘔吐、黄疸等。病気が進むにつれ
て出血症状や蛋白尿 
ワクチン：生ワクチン 
接種方法：皮下接種 1 回接種（0.5ml） 
有効期間：接種 10 日後から 10 年 
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最低接種年齢：通常 9ヶ月 
備考：渡航国により黄熱予防接種証明書を要求される。卵アレルギーの人は
接種不可。出発の 1ヶ月前に受けるようにしてください 
 
《破傷風》…冒険旅行などで怪我をする可能性の高い人にお勧めのワクチン
です 
原因：怪我等により傷口についた土などから破傷風菌が体内に侵入して感染
します 
流行地：世界中 
潜伏期間：3～21 日、平均 4～7日 
症状：最初は口が開けにくい、首筋が張る、寝汗をかく等。病状が進行する
と痛みを伴う激しい筋のけいれんが起こり、約 7割が死亡します 
ワクチン：トキソイド 
接種方法：基礎免疫が無い場合…初回接種（0.5ml）→3～8週間後に 2回目
接種（0.5ml）→6～18 ヶ月後に追加接種（0.5ml）、基礎免疫がある場合…1
回接種 
最低接種年齢：3ヶ月 
備考：定期の予防接種を全て受けていれば 20 代前半ぐらいまでは免疫があ
ります。基礎免疫が無い方は出発前に 2回だけでも有効。帰国後残り 1回で
さらに有効になります。日本でも毎年 50 人前後発症しており、その大半が
死亡しています。 
 
《A 型肝炎》…途上国に中・長期（1 ヶ月以上）滞在する人にお勧めのワク
チンです。 
原因：汚染された水や食品を摂取する事によって感染します 
流行地：アジア・アフリカ・中南米 
潜伏期間：2～6週、多くは 1ヶ月程度 
症状：発熱、倦怠感、食欲不振。悪心嘔吐、黄疸等。重症になると 1～2 ヶ
月の安静が必要になります 
ワクチン：不活化ワクチン 
接種方法：初回接種（0.5ml）→2～4週間後に 2回目接種（0.5ml）→6ヶ月
後に 3回目接種（0.5ml） 
備考：60 歳以上の方は抗体を保有している可能性が高いです。基礎免疫の
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無い方は出発前に 2回だけでも有効。帰国後残り 1回でさらに有効になりま
す。 
 
《狂犬病》…長期滞在、研究者など動物と直接接触し感染の機会が多い場合
や、奥地・秘境などへの渡航ですぐに十分な医療機関にかかれない人にお勧
めです。 
原因：感染した動物（イヌ・キツネ・アライグマ・コウモリなど）に噛まれ
たり引っ掻かれて感染します 
流行地：アジア・アフリカ・南北アメリカ・ヨーロッパ等ほぼ世界中 
潜伏期間：3～8 週くらいですが早くて 9 日、遅くて数年経ってから発症す
ることもあります 
症状：発熱、頭痛、全身倦怠感、嘔吐の症状で始まります。恐水発作を特徴
とする精神神経症状を呈し、発症後は 100%死亡します。 
ワクチン：不活化ワクチン 
接種方法：初回接種（1.0ml）→4週間後に 2回目接種（1.0ml）→6~12 ヶ月
後に 3日目接種（1.0ml） 
有効期間：6～12 ヶ月 
最低接種年齢：12 ヶ月 
備考：予防接種を受けていても動物に噛まれた場合ワクチンの接種が必要で
す 
 
《日本脳炎》…流行地（東ジア・南アジア・東南アジア）へ行く人にお勧め
です 
原因：豚等からウイルス感染した蚊に刺されて感染します 
流行地：アジア（東アジア・東南アジア・南アジア）地域 
潜伏期間：7～21 日、通常 7～10 日 
症状：発熱、頭痛、嘔吐、意識障害、痙攣、麻痺等。後遺症が残る場合あり 
ワクチン：不活化ワクチン 
接種方法：基礎免疫が無い場合…初回接種（0.5ml）→1～4週間後に 2回目
接種（0.5ml）→12 ヶ月後に 3 回目接種（0.5ml）、基礎免疫がある場合…4
～5年間に接種が無ければ 1回 
有効期間：基礎免疫がある場合 1回の接種で 4～5年 
最低接種年齢：通常 6ヶ月 
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備考：流行地に長期行く方にお勧めします。基礎免疫が無い場合は出発前に
2回だけでも有効。帰国後残り 1回でさらに有効になります 
 
《ポリオ》…南アジア・中近東・アフリカへ行く人は追加接種を考えます 
原因：感染者の糞便や唾液などにウイルスが排泄され汚れた手指や飲食物、
玩具等を介して経口的に感染します。 
流行地：インド亜大陸を中心とした南アジア・アフリカ 
潜伏期間：3～21 日、通常 7～12 日 
症状：発熱、倦怠感、頭痛、嘔吐、筋痛、頚部硬直等。軽症の場合は軽い風
邪症状や胃腸症状。重症では筋肉、特に下肢の麻痺 
ワクチン：経口生ワクチン 
接種方法：小児定期接種として 2回、流行地に渡航する場合追加で 1回接種
（0.05ml） 
有効期間：接種 4週間後からほぼ一生 
最低接種年齢：3ヶ月 
備考：昭和 50～52 年生まれの人はワクチンの効果が弱かったので接種が勧
められます。日本以外の全ての国が 4回以上接種しています。 
 
《麻疹（はしか）》…麻疹ワクチンを今まで接種したことが無く、未罹患の
人はお勧めします。 
原因：患者よりの麻疹ウイルスの飛沫散布または直接接触による感染 
流行地：世界各地 
潜伏期間：7～18 日（発熱までは 10～11 日、発疹までが 14 日程度が一般的） 
症状：発熱。発疹。肺炎や脳炎等の合併症があります。 
ワクチン：生ワクチン 
接種方法：1回接種（0.5ml） 
有効期間：ほぼ一生涯 
最低接種年齢：9ヶ月から接種可 
備考：1歳未満であっても 9ヶ月以上であれば海外渡航前に受けたほうがよ
いです 
 
《B 型肝炎》 
渡航先（主に東南アジア）での性行為に注意することで予防が可能なので、
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検疫所ではワクチン接種は行っていません。必要な場合は医療機関で相談し
てください。 
接種方法：初回接種（0.5ml）→4 週間後に 2回目接種（0.5ml）→6 ヵ月後
に 3回目接種（0.5ml） 
 
《コレラ》 
ワクチンはありますが、効果等の問題があるので、あまりお勧めできません。
ワクチンによるによる予防接種よりも、海外での衛生面や食生活に注意する
方が予防には重要と考えられます。 
接種方法：初回接種（0.5ml）→5～7日後に 2回目接種（1.0ml）→6ヶ月以
内に追加接種（0.5ml） 
 
《ペスト》 
ペストの予防接種は接種後の局所症状（副反応）が強く、効果についても十
分でないので、ペストの流行地での医療従事者や、濃厚な感染の危険性の高
い人以外にはお勧めできません。ベトナムや中国などの常在地域や米国中西
部の国立森林公園でも毎年ペスト患者が出ています。野ウサギや野リスなど
にペスト菌を保有したノミが寄生していることがあるので、これらの動物に
は触らないように注意しましょう。 
接種方法：初回接種（0.5ml）→3 日後に 2 回目接種（1.0ml）→3 日後に 3
回目接種（1.5ml） 
 
《ジフテリア》 
ロシア、東ヨーロッパに長期間行く人にお勧めのワクチンです。ジフテリア
ワクチンは 1968 年から始まった 3種混合ワクチン（ジフテリア、破傷風、
百日咳）に含まれていますので、定期予防接種で破傷風、ジフテリアワクチ
ンを12歳の時に受けていれば、20代前半くらいまでは免疫がありますので、
それまでは接種は不要です。その後は、1 回の追加接種で 10 年間有効な免
疫がつきます。 
接種方法：初回接種（0.5ml）→3～8週間後に 2回目接種（0.5ml）→6～18
ヶ月後に追加接種（0.5ml） 
 
 



 

 14 14



 
 
 

こんな培地使ってます ＸＬＤ培地 
大阪市立大学医学部附属病院 中家 清隆 

 
（はじめに） 

当院では数年前からＸＬＤ（Xylose-Lysine-Dexycholate）培地を使用し
ていますが、あまり聞きなれない培地だと思われるかもしれませんので今回
ご紹介させて頂きます。以前は消化器系の通常使用する培地としてＤＨＬ
（Desoxycholate Hydrogen sulfide lactose）寒天培地と SS 寒天培地
（Salmonella-Shigella）寒天培地と陽性球菌用培地を基本とし、その他目
的に応じて特殊培地（ＳＩＢ寒天培地やＣＩＮ寒天培地、スキロー寒天培地、
ＴＣＢＳ寒天培地など）を使用していました。しかし従来のＳＳ寒天培地は
Salmonella及び Shigella の分離培養を目的としたものですが、その選択性
の強さにより一部の Salmonella菌株（S.Typhi，S.paratyphi-A）及び一部
の Shigella 菌株において発育が阻害されることがあるため、ＳＳ寒天培地
に代わる培地としてＸＬＤ寒天培地を導入しました。 

 
（培地組成：培地 1Ｌあたり） 

組成 容量 

酵母エキス 3.0  ｇ 

Ｌ-リジン塩酸塩 5.0  ｇ 

キシロース 3.75  ｇ 

乳糖 7.5   ｇ 

ショ糖 7.5   ｇ 

デオキシコール酸ナトリウム 1.0   ｇ 

塩化ナトリウム 5.0  ｇ 

チオ硫酸ナトリウム 6.8  ｇ 

クエン酸アンモニウム鉄 0.8  ｇ 

フェノールレッド 0.08  ｇ 

寒天 12.5  ｇ 

 15



ｐＨ7.4 士 0.2  注）組成はメーカーにより若干異なります 
加温溶解後分注します（滅菌の必要はありません） 
メーカーによっては生培地もあります 
 

 
 

(特徴) 
 

ＸＬＤ培地はTaylorらによって糞便検体からの Shigella属の鑑別分離の
ために開発されたものです。また、その後の検討により Salmonella 属と
Shigella属両者の鑑別分離に優れている事が確認されました。 

XLD 培地はチオ硫酸塩およびクエン酸アンモニウムの存在により、硫化
水素産生菌は黒色集落を形成します。また、乳糖、ショ糖を発酵する菌は酸
性になり、黄色集落を形成します。キシロース非発酵菌は赤色集落を形成し
ます。ただし、キシロース発酵菌であってもキシロースの量が少ないために
リジン脱炭酸菌であれば pHがアルカリになり赤色集落を形成します。また
デオキシコール酸ナトリウムにより、大腸菌群の発育は抑制される場合があ
ります。栄養素としては酵母エキスのみを含有しており、ペプトンが含まれ
ないことにより炭水化物を発酵してアルカリ性に傾く事を防いでいます。 
具体的に述べますと Shigella属、Providencia属、Edwardsiella 属以外
のほとんどの腸内細菌は速やかにキシロースを発酵します。XLD 培地はキ
シロースを含有するため、Shigella 属は赤色集落を形成します。
Edwardsiella 属は硫化水素を産生するため、集落の中央が黒色の赤色集落
を形成します。Salmonella 属はキシロース発酵菌ですが、リジンを脱炭酸
することにより pHがアルカリに戻され、硫化水素産生により中央が黒色で
周囲が赤色集落を形成します。Klebsiella属などはリジンを脱炭酸しますが、
ショ糖を発酵する事により多量の産を出しますので黄色集落を形成します。 
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性状 集落 
キシロース非発酵+乳糖・ショ糖非発酵 赤色 
キシロース非発酵+硫化水素産生 黒色周囲赤色 
キシロース発酵+乳糖・ショ糖非発酵+リジン脱炭酸 赤色 
キシロース発酵+乳糖・ショ糖非発酵+リジン脱炭酸+
硫化水素産生 

黒色周囲赤色 

乳糖又はショ糖発酵 黄色 
キシロース発酵+リジン（－） 黄色 

 
（培養方法） 

35℃～37℃にて好気培養 18～24時間 
（注意） 

培養時間が長いと集落がアルカリ性に戻り黄色集落が赤色集落になる場
合があります。また 18 時間以内の培養の場合 Salmonella 属はキシロース
の発酵によって黄色集落のままの場合があるので判定時間は厳守です。 
 

（主な菌のコロニー外観） 
菌名 外観 

Salmonella属 中心が黒い赤色コロニー 
Edwardsiella属 中心が黒い赤色コロニー 

Shigella属 赤色コロニー 
Providencia属 赤色コロニー 

硫化水素（-）Salmonella属 赤色コロニー 
Plesiomonas 属 赤色コロニー 
Escherichia 属 黄色コロニー 
Klebsiella属 黄色コロニー 
Citrobacter 属 黄色コロニー 
Proteus 属 黄色コロニー 
Serratia 属 黄色コロニー 

注）Proteus 属および Pseudomonas 属には赤色コロニーを形成するものが
あります。 
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（まとめ） 

 
 今回 XLD 培地をご紹介させて頂きましたが、SS 寒天培地の代わり 
となる培地は他にもあると思います。たとえば、改良 SS 寒天培地や白糖
加 SS 寒天培地などは従来の SS 寒天培地より Shigella属などを発育阻止
することなく検出することができるようになっています。XLD 培地を導
入した理由は他の菌との区別が著明であることや、赤色集落を形成するも
のは Proteus 属や Pseudomonas 属 Providencia 属と Salmonella 属や
Shigella属 Edwardsiella属などの食中毒菌で病原菌をスクリーニングし
やすいことです。実際に使用していて Proteus 属のすべてが赤色集落の発
育するわけではなく、発育が抑制されるものもありますし、Pseudomonas
属の場合、オキシダーゼテストなどでも簡易に区別できますので赤色集落
を釣菌して同定することにより、Salmonella 属や Shigella 属、
Edwardsiella 属 Plesiomonas 属の検出が簡便にできると思います。もち
ろん各施設での運用や慣れている培地などもあるでしょうから、食中毒菌
のみの検出目的の場合や監視培養目的など目的に応じた培地選択を各施
設で行うことが重要ではないでしょうか。 
 
 
 

   
Salmonella属     Citrobacter 属    Shigella属 
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                              大阪赤十字病院

市村 佳彦 
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それぞれの正しい組み合わせを考えてみ

てください。

【問題】 
8 月の真っ只中、暑さも益々厳しくなる時
期です。この時期暑さもいやですが、さらに

不快を覚えるのが身の回りを嫌な羽音をた

てて飛び回る蚊です。今回のクイズは、蚊が

媒介する感染症に関する問題です。 

 

Ⅰ Ⅱ Ⅲ 

① チクングニヤ熱  

② ウエストナイル 

③ フィラリア症 

④ マラリア 

⑤ リフトバレー熱 
 

A  フレボウイルス属 

B  Plasmodium 属 

C 糸状虫上科 

D フラビウイルス属 

E  アルファウイルス属 
 

イ ヒトスジシマカ、アカ 

イエカなど 

ロ ハマダラカ 

ハ ネッタイシマカ・ヒト 

スジシマカ 

ニ イエカ類 

ホ Neomelaniconium グル 

ープの蚊 
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無事に今年の基礎実技講習会も済み、ホッと一息・・・。例年とは違う場所での開催と

いうこともあり、不手際等でご迷惑を掛けた部分もあったかも知れませんが、受講生の方々

から『大阪は活発に勉強会もやってる！』『よそではこういう機会ないし・・・』と言う 

声を聞くたびに、とても嬉しく報われた気持ちになるのは私だけではないと思います。私

も何年か前に受講させて頂いた身で、自分自身、基礎の大切さを改めて考え、また、多く

の頼れる仲間を得た研修会でした。今後とも、こういった機会を大切にし、ともに学び、

教え合い、関西の細菌検査の輪を大事にして行きたいと思います。 

 

今回の基礎実技講座を開催するにあたりまして、多くの試薬・培地メーカー各社にご協

力を賜りました。この場をお借りして、ここに厚く御礼を申し上げます。 

 

赤木征宏 2008.8.15 
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