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ごあんない 

・ 今月の定期講習会 赤木 征宏 
・ 来月の定期講習会 
 

基礎講習会報告 

伏脇 猛司 ・ 基礎講座 塗抹編 
 

ばくとおやじの知識箱 
町田 清正 ・ 日本と世界における結核の現状 

 

基礎実技講座に参加して 成本 真有子 
 

中矢 秀雄 バイキン Quiz 

 

（敬称は略させていただきました） 

 

 

今月の定期講習会は 

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 

 今回は、安城更生病院の犬塚先生に、血流感
染と血液培養の基礎から、今後の血液培養のあ
るべき姿をご講演いただく予定です。血液培養
の結果をもとに、我々が臨床にどうアプローチ
していくのかを、参加者皆で考える機会になれ
ばと思います。皆様奮ってご参加下さい。 

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。 
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 テ−マ ： 『手術部位感染の対策』 
講 師 ： 市立豊中病院 外科 

清水 潤三 先生 
日時：平成２０年１０月２８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） 

 

 
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 

細菌検査担当技師がICTの病棟ラウンドに参加し
ている施設も少なくないと思われますが、実際の検
体採取や術後の創傷管理の現場に遭遇する機会は
頻繁には無いと思います。実際にはどのように術後
の管理がなされ、感染対策が行われているのでしょ
うか？ 
 今回は市立豊中病院の清水先生に、外科領域の感
染症、手術部位感染の対策について、我々が臨床医
と話をし、検査を進めるうえで身につけておかなけ
ればならない知識をご講演頂く予定です。皆様奮っ
てご参加ください。 
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～ 基礎講座 塗抹 編 ～ 
 

結核予防会大阪府支部 大阪病院 伏脇 猛司 
 
去る 6月 5日，ゼロから始める塗抹検査と題し，呼吸器や尿路，婦人科領
域など各感染症診療における塗抹検査の役割と，その方法について基礎講習
会を行いました．以下に講習内容を記します． 
 
・ 診療報酬の改訂 
検体検査管理加算（Ⅰ～Ⅲ）の施設基準に微生物学的検査が常時実施で
き，緊急対応できないといけないこととなった．この微生物学的検査の
緊急対応とは，細菌・原虫等の顕微鏡検査が該当し，これまで微生物検
査に従事していなかった臨床検査技師もグラム染色や抗酸菌染色の必要
性が増した． 
 

・ 感染症検査の目的 
病原微生物の検索：感染症診断の基本となり，診断・治療に直結する 
経過観察・菌陰性化の確認：行った治療が妥当であるか，変更が必要か
を見極める 
監視：易感染宿主（コンプロマイズドホスト）の感染管理 

→感染症発症の兆候を察知．熱発時の迅速な対応の為， 
普段の保菌状況を把握 

 
・ 感染症検査の手法 
細菌検査（塗抹・培養・同定・薬剤感受性） ： 起炎菌を証明すること
ができ，検査材料中の様々な情報を引き出すことができる．起炎菌が存
在するであろう部位（炎症部位）からの材料採取が必須． 
 
免疫学的検査（抗原・抗体の検出） ： ウイルスやクラミジアや
Legionella など培養が困難な（または長期日数を要する）微生物の検索
に適し，血液，咽頭ぬぐい液，尿などを材料とするため検体採取が容易．
感度・特異度を確認したうえで行う必要がある． 



遺伝子検査（核酸増幅・検出） ： ウイルスやクラミジアなど培養が困
難な微生物や，抗酸菌のように培養に長期間かかる微生物の検索に適す．
コンタミネーションによる偽陽性，PCR 反応阻害物質による偽陰性に注
意が必要 

 

主な検査法とその流れ主な検査法とその流れ

検体採取・肉眼的観察検体採取・肉眼的観察

（前処理）（前処理） （洗浄）（洗浄）

分離培養分離培養 塗抹検査塗抹検査

同定同定

抗原迅速検査抗原迅速検査

ββラクタマーゼ産性能などラクタマーゼ産性能など

報告報告
感受性検査感受性検査

報告報告

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
・ 呼吸器感染症 
呼吸器感染症は，声帯より上の感染症（咽頭炎，扁頭炎，副鼻腔炎，中耳
炎など）を上気道感染症，声帯より下の感染症（気管支炎，肺炎，膿胸）を
下気道感染症と大きく 2つに分けられるが，口腔内には少なくとも 500 種以
上の微生物が存在し，それらの混入を完全に避けることは出来ない． 
起炎病原体は，上気道では炎症（発赤・発熱・腫脹）部位，下気道では，炎
症を目で見ることは困難なため，X 線や CT などの画像所見にて異常の認め
られる部位に存在すると考える． 
したがって，呼吸器感染症検査を実施する際には，これらを留意したうえで
材料を採取し，検査を実施しなければならない． 
上気道感染症検査における塗抹検査は，中耳炎の膿や，炎症部位から切開
排出された膿では起炎菌が推定できることが多く有用性が高いが，咽頭や扁
頭のぬぐい液では，うがいをした後に採取されたものでも口腔内常在菌の混
入が著しいためグラム染色での判定は困難であり，また，上気道感染症の多
くはウイルスによるもののため，膿以外ではグラム染色の有用性は低い． 
下気道感染症検査における塗抹検査は，常在菌を除去すれば，迅速かつ安
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価で，適切な抗菌薬治療に寄与することが出来るため有用性が高いが，材料
採取の不備や，間違った報告，報告書の解釈の相違などにより誤診につなが
るおそれがある．これらを防ぎ，より良い塗抹検査を行うためには，適切な
検査材料の採取，検査技術の習熟，感染症診断・治療の知識，医師とのコミ
ュニケーションが必要不可欠となる． 
 
主な検査材料 
・ 咽頭粘液，上咽頭擦過物，鼻咽腔擦過物，扁桃周囲膿瘍  
・ 喀出痰，吸引痰，経気管吸引法（TTA）による採痰 
・ 気管支肺胞洗液（BALF）  
・ 経皮的肺吸引法による肺病巣 
・ 血液  
 
下気道感染症検査の検査材料として最もよく提出されるのは喀痰である
が，喀痰採取時に患者への説明を行うことによって喀痰の質・量ともに向上
し，起炎菌検出率も向上する． 
 
喀痰の肉眼的性状分類法（表 1） 
Miller & Jones の分類 
M1  唾液，完全な粘液性 
M2 粘液痰の中に膿性痰が少量含まれる 
P1 膿性部分が 1／3以下の痰 
P2 膿性部分が 1／3〜2／3 以下の痰 
P3 膿性部分が 2／3以上の痰 

喀痰性状別菌検出率（図１） 
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喀痰採取時の説明手順の一例 
1) 事前に患者情報（主訴，胸部Ｘ線所見，前医からの情報など）を把

握し，主治医に注意事項等がないか確認しておく． 
2) 検査の目的としては，下気道での病変の原因を究明するための喀痰

採取であるため，唾液とは分泌される場所が違うことから，唾液だ
けでは検査できないことを告げる． 

3) 依頼項目について概説し，それらの検査結果をもって診療・治療に
反映する旨説明する．（目的がはっきりし，自分に降りかかってくる
とわかれば，努めて喀痰採取を行ってもらえる） 

4) 気道に水分が少ないと粘膜線毛クリアランスの働きが低下するため，
水分摂取不足ぎみであれば，水を飲んでもらうか，ネブライザーに
より水蒸気の吸入を行う．（通常のネブライザーより，超音波ネブラ
イザーの方が水蒸気の粒子が小さく，より末梢まで達するので望ま
しい） 

5) 痰の喀出のために様々な方策をもって肺に刺激を加えるが，緊張に
より体に力が入っていては肺に刺激が伝わりにくく，深呼吸をして
も肺が伸縮しにくい．首・肩・胸・背中の力をぬくために軽く首や
肩をまわしてもらい，リラックスした状態を促す． 

6) 肺は常に下になる部位が圧迫され，圧迫された部位からは痰は喀出
されない．胸部Ｘ線所見で確認された病変部の位置が圧迫されない
体位をとってもらう． 

7) 気管支・細気管支が閉じたままでは末梢からの痰は喀出されないの
で，深呼吸をなるべくゆっくりと，休み休み行ってもらう． 

8) 呼気の急速な気流による痰の喀出を促すためハッフィングを行って
もらう． 
（ハッフィング：最大吸気後 3秒ほど息を止め，口から一気に吐き 
出す） 
呼吸の弱い患者の場合は呼気時に肺を圧迫するように，タイミング
良く脇腹を軽く押す． 

9) 肺に刺激を加えるためタッピングを行う 
（タッピング：掌を少し丸め，背中・脇腹などを軽くたたく） 

10) 太い気道まで痰が喀出されれば患者自身が気付くので，最後の一押
しのため咳をしてもらい，喀痰を容器に採取する． 
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11) 気管支は様々な角度を向いているので，喀痰が採取できるまで色々
な体位をとりながら 7～9を何度か繰り返す． 

12) 通常 20 分程度行っても出ない場合は，その時点で患者の下気道に痰
が貯まっていないことが考えられる．睡眠中に貯まる痰を起床時に
採取するなど，別の方策を講じる． 

13) 日常的にも，痰は出すように心がけてもらう．（痰の貯留により様々
な障害を来たす） 

 
喀痰の品質管理 
喀痰や吸引痰は肉眼的所見とグラム染色標本の観察から品質管理を行う．
肉眼的所見は Miller & Jones の分類（表 1）が，グラム染色標本の観察で
は Geckler の分類（表２）が広く用いられている．感染症検査を行うには炎
症部位から採取された材料を用いなければいけない．炎症細胞（白血球）の
多数存在する材料であれば検査に適した材料であるが，口腔粘膜由来の細胞
（扁平上皮細胞）が多数存在することは唾液の存在を意味し，同時に口腔内
常在菌の混入も意味し，検査には適さない． 
検査材料の保存は出来る限り行わず速やかに検査に供する．冷蔵保存が比

較的マシ
．．
なため一般的には冷蔵保存されているが，どの検査材料であっても

保存による検体の劣化は避けられない．喀痰においても後述の理由により適
切な検査が行えないため，速やかに喀痰洗浄の後検査に供する。 
 
 
喀痰洗浄 
喀出された痰は口腔を通過するため，唾液とともに口腔内常在菌が痰のま
わりに付着する．唾液・喀痰に含まれるさまざまな酵素や細菌によって喀痰
は経時的に液状化し，起炎菌と常在菌，炎症細胞と口腔内扁平上皮細胞が渾
然一体となってしまう．また，圧倒的多数の常在菌が繁殖し，起炎菌はマス
クされてしまう．それらを防ぐためにはなるべく速やかに喀痰洗浄を実施し，
唾液とそこに含まれる口腔内常在菌を洗い流す必要がある． 
滅菌中試験管に滅菌水を入れ，その数本を用いて喀痰を洗浄する．洗浄は
膿性部分を白金耳で取り，試験管に入れて蓋をしたのちに試験管底部を手の
ひらで軽く叩くようにして洗浄する． 
滅菌シャーレを用いて洗浄を行う場合は，シャーレに滅菌水を入れ，膿性



部分を白金耳で入れ，滅菌水中で白金耳を用いて唾液成分や血液成分などを
取り除くように洗浄を繰り返す．白金線をカギ型に曲げたものなどを用いて
も良い． 
いずれの方法も，洗浄の回数は２回以上行うのが望ましいが，喀痰性状に
よっては１回でも充分検査できる場合もあり，適時調整が可能． 
 
 
スライド標本の作成 
1 白金耳をスライドグラスに塗布し，自然乾燥後，固定する． 
スライドグラスに塗る際には，完全に均一に塗る必要はない．白金耳でまぜ
すぎると細胞がくずれ，判定しづらくなるので少ない手数で軽く塗り広げる．
標本の厚みの目安は，スライド標本越しに新聞がかろうじて読める程度． 
至急の場合など，自然乾燥を待てない場合には 60℃程度に設定したパラフ
ィン伸展台に載せて乾燥させても良い． 
 
 
標本の固定 
火炎固定とアルコール固定がある．菌だけでなく細胞も観察する際にはア
ルコール固定が適し，抗酸菌の遠心集菌塗抹などで細胞を見る必要がなく，
はがれやすい場合には火炎固定が適している．（表 3） 
 

固定法の比較（表３）

【【火炎固定火炎固定】】 【【アルコール固定アルコール固定】】

利点 簡単で、比殻的剥がれにくい
比較的、菌体および生体成分の
破壊・変形を起こし難く、バックグ
ランドの観察に適している。

欠点

菌体および生体成分の破壊・変菌体および生体成分の破壊・変

形を起こしやすく、加熱しすぎると形を起こしやすく、加熱しすぎると

陽性球菌が陰性化しやすい傾向陽性球菌が陰性化しやすい傾向

がある。がある。

剥がれやすい傾向にある。

備考

ガスバーナー、アルコールランプ
など炎の種類により、加熱の程度

が異なることを考慮する必要があ

る。
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染色法 
グラム染色 
Hucker の変法： ・よく知られている方法で熟練者にはその染色性が理解さ 

れている． 
   ・初心者には染め分けが難しい． 
   ・背景との対比が悪く，グラム陰性桿菌が見付けにくい． 
 
B&M 変法 ・陽性／陰性の区別が明瞭である． 

・初心者でも染めやすく，個人による技術の差による影響が 
抑えられる． 

  ・背景が見やすく，難染色性の菌もよく染まる． 
 
染色標本は自然乾燥後に鏡検する．直ちに鏡検する場合は，ドライヤーで乾
燥する． 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

←シャーレを用いた喀痰洗浄  
 
その他の染色 
その他に特殊染色として次のようなものがある．各々目的菌が異なるので，
目的とする微生物によって染色方法を選択する． 
芽胞（メラー染色，ウィルツ染色），莢膜（ヒス染色），鞭毛（レイフソン
染色），異染小体（ナイセル染色，アルバート染色）など菌の形態学的特長
を観察する染色方法は，以前は菌種同定のひとつとして行われたが，最近で
は同定キットや自動化機器の普及によりあまり行われなくなった． 
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1 ） 単 染 色 ( ﾊ ﾟ ｲ ﾌ ｪ ﾙ ， ﾒ ﾁ ﾚ ﾝ ﾌ ﾞ ﾙ ｰ ) ： 細 菌 の 形 態 観 察
（Campylobacter,Helicobacter） 
2）芽胞染色，莢膜染色，鞭毛染色 ：細胞の特殊構造の観察 
3）ナイセル染色（異染小体染色）： Corynebacteriium diphtheriae 
4）ヒメネス染色 ： Legionella 属 
5）チ−ル・ネルゼン染色，蛍光染色（オーラミン染色，アクリジンオレンジ
染色など） ： 抗酸菌 
6）墨汁染色：Cryptococcus neoformans の莢膜が抜けて見える 
 
喀痰グラム染色の観察 
まず弱拡大（１００倍）にて，標本全体の細胞の分布や割合を見て喀痰の
性状分類を行う[Geckler の分類（表２）]．糸状菌の菌糸や誤嚥性肺炎にも
注意して観察する． 

Geckler Geckler の分類（表２）の分類（表２）

群別群別
好中球好中球 扁平上皮細胞扁平上皮細胞

11 <10<10 >25>25
22 >25>25
33 >25>25 >25>25
44 >25>25
55 >25>25 <10<10
66 <25<25 <25<25

細胞数細胞数/1/1視野（視野（100100倍）倍）

1010～～2525

1010～～2525

扁平上皮細胞が少なく炎症細胞の多い
箇所を探し，強拡大（1000 倍）で観察
する． 
 
 
 
結果の表記 
強拡大（1000 倍）で観察し，1 視野
あたりの細胞数，細菌数をカウントする。 
施設により菌数，細胞数の表記法はまちまちであるが，一例として ASM の表
記法を下記に示す（表 4） 

細菌数，細胞数の表記法(表４) 

区分 細胞数（1000 倍） 

1+ 1 視野あたり＜1 

2+ 1 視野あたり 1 

3+ 1 視野あたり 2～10 

4+ 1 視野あたり＞10 

(ASM:Clinical Microbiology Procedures Handbook Vol.1 より) 
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喀痰のグラム染色所見で推定可能な喀痰のグラム染色所見で推定可能な
呼吸器感染症の起炎菌呼吸器感染症の起炎菌

＊＊ Streptococcus pneumoniaeStreptococcus pneumoniae
＊＊ Haemophilus influenzaeHaemophilus influenzae
＊＊ Moraxella catarrhalisMoraxella catarrhalis
＊＊ Klebsiella pneumoniaeKlebsiella pneumoniae
＊＊ Pseudomonas aeruginosaPseudomonas aeruginosa
＊＊ Staphylococcus aureusStaphylococcus aureus
＊＊ Nocardia Nocardia sppspp..
＊＊ 酵母酵母

 
 
 
 
 
 
 
 
 

グラム染色×100倍

M-J分類：P3

Geckler分類：５

グラム染色×1000倍

M-J分類：P3

Geckler分類：５

 S.pneumoniaeによる肺炎患者の喀痰（GPC4+，GNR1+，WBC4+）
 
 
誤嚥性肺炎 
高齢者や神経疾患患者など，嚥下障害のある患者はしばしば誤嚥性肺炎を
患う．これは唾液や胃液を気管に落としこんでしまい，そこに含まれる口腔
内常在菌や胃酸によって炎症が起こり肺炎を起こす．唾液の誤嚥性肺炎の喀
痰には，落とし込んだ唾液に含まれる扁平上皮細胞と各種口腔内常在菌，さ
らに，それらに反応して集まった炎症細胞が渾然一体となって見られる．胃
液誤嚥の場合でも唾液を含んで誤嚥するため同様の内容物がみられるが，さ
らに食物残渣がみられることが多い．また，胃液誤嚥でみられる細菌は全体
的に膨化してみえる． 
この報告を受けた主治医は状況に応じて，嫌気性菌も視野に入れた抗菌薬
投与や，誤嚥を起こさないための体位変換の指示，呼吸リハ・口腔ケアの実
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施や強化などを行う． 
ただし，喀痰洗浄を行っていない場合や，喀痰が古くなり溶解していた場
合は誤嚥性肺炎でなくてもその様なグラム染色像に見えてしまい，誤診に繋
がる．新鮮な喀痰を速やかに洗浄し，塗抹標本を作製し，患者情報を把握し
たうえで観察しなければいけない． 
肺炎診療では 
初診外来にて呼吸器症状を訴える患者が受診すると主治医はまず感染性
疾患かそれ以外かを考え，問診，聴診，胸部 X線，血液検査などを行い，そ
の振り分けを行う．感染性疾患が疑われた場合や感染性疾患が否定出来ない
場合，我々の担う感染症検査が行われる．ここで喀痰塗抹検査にて起炎菌が
推定されれば，早期治療に繋がり，病状悪化を防ぎ，予後の改善にも繋がる．
同じ喀痰グラム染色所見でも，コメントが何もないと診断・治療に生かすこ
とが出来ず，検査を行う意味が無い．診療に結びつくコメントを記載するた
めには，微生物検査担当者も診療現場を知る必要があり，日ごろから医師と
の連携を大事にしなければならない． 
 
 
・ 尿路感染症 
腎・腎盂・尿管・膀胱・尿道と解剖学的に広い範囲の感染症を含む 
感染病巣の部位により腎盂腎炎，膀胱炎，尿道炎，精巣上体炎，前立腺炎に
分類され，腎盂腎炎と膀胱炎は基礎疾患の有無によって単純性と複雑性に区
別されている 
 
1.単純性尿路感染症尿路に基礎疾患がなく生じる尿路感染症（急性に経過）
全身症状が強く，38℃以上の高熱，消化器症状（吐き気，嘔吐，腹部痛）が
特徴的． 
 1）急性単純性膀胱炎・・・成人女性に多い 
2）急性単純性腎盂腎炎・・・菌血症の続発例が多い 
 
2.複雑性尿路感染症 
尿路に基礎疾患を有し，再発を繰り返しやすい尿路感染症（慢性に経過）基
礎疾患 → 尿路の解剖学的・機能的問題（頻尿，排尿時痛，残尿感などの排



尿障害）糖尿病や慢性腎不全，留置ｶﾃｰﾃﾙなどの異物 1）慢性複雑性膀胱炎 2）
慢性複雑性腎盂腎炎・・・急性増悪時，菌血症の続発例が多い 
 
3.男性生殖器系感染症尿道炎，前立腺炎，精巣上体炎など尿路感染症の主な
起炎菌単純性尿路感染症：ほとんどが Escherichia coli しばしば腸内細
菌科のグラム陰性菌複雑性尿路感染症：上記の菌の他に，P. aeruginosa や
Enterococcus spp. Serratia spp. 
カテーテル留置例では，S aureus ,Candida spp. なども検出される尿道炎: 
Neisseria gonorrhoeae ，クラミジア，マイコプラズマ など 
《必要な患者情報》 
検査目的，年齢，性別，採尿法，感染部位・病態， 
易感染患者か否か，抗菌薬投与の有無と使用抗菌薬など 
泌尿器系材料の観察の仕方細菌数 →  1 個/1 視野以上の細菌が見られた

場合，細菌尿と判定（≧105CFU/mL に相当） 
白血球数 →  1 個/1 視野以上は膿尿と判定 
汚 染 の 識 別  →  扁 平 上 皮 細 胞 多 数 ， Lactobacillus spp. や 

Corynebacterium spp.様の菌体が多数確認される場合は，採
取時の汚染が考えられる 

保存状態 →  白血球の破壊像，複数菌多数，菌塊がみられたら，保存状態 
の不良が考えられる 

細菌の形態から起炎菌の推定，炎症細胞による貪食の有無など多くの情報が
得られる 

Escherichia coli (>105 CFU/ml)

LVFX7日間投与により、臨床症状安定、

尿細菌消失

→起炎菌決定の手掛かり 
 
 
・ 婦人生殖器感染症 
 
【産婦人科領域の感染症】 
•  内性器感染症(骨盤内炎症性疾
患:PID) 

子宮内膜炎，子宮付属器炎， 
骨盤腹膜炎，ダグラス窩膿瘍， 
子宮旁結合織炎 
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•外性器感染症…バルトリン腺炎・膿瘍，外陰炎・膿瘍 
•羊水感染症(絨毛膜羊膜炎を含む) 
•膣炎・膣症 

カンジダ膣・外陰炎，トリコモナス膣炎，細菌性膣症 
•性感染症(STD) 
婦人科生殖器感染症における起炎微生物• 好気性菌，嫌気性菌を初めと

して，真菌，抗酸菌，マイコプラズマ，クラミジア，ウイルスまで
多様な微生物が原因となる．それゆえ，検査できる起炎微生物の範
囲は限定されたものという認識を持つことが大切である． 

 
 
検査の前に必要な情報臨床医が期待する検査目的を的確に把握する 

1)患者情報…年齢，抗菌剤投与の有無と種類，妊娠の有無，切迫早
産などの臨床症状，閉経の有無，腫瘍の有無，術前術後の別etc. 
2)検体情報…検査材料の種類(膿汁，浸出液など)，採取法(擦過，穿
刺，ドレナージなど)，採取日・時刻，推定される目的菌(妊婦の場
合，ＧＢＳや Candida のスクリーニング)etc.婦人科生殖器感染症に  
おける検査材料 

•内性器感染症：子宮内容物，穿刺液・膿汁など 
•羊水感染症 ： 羊水 
•外性器感染症： 膿汁，浸出液，皮膚切片 
•細菌性膣症 ： 膣内容物 
•カンジダ膣炎 ：膣内容物 
•トリコモナス膣炎 ： 膣内容物 
•性感染症(STD) ： 性器クラミジア(子宮頚管擦過物)，淋病(頚管分泌物)， 

性器ヘルペス (水疱内溶液，潰瘍基底部ｽﾒｱ)etc. 
 
グラム染色・鏡検 
【内性器感染症，羊水感染症】 
本来は無菌である．無菌的に採取された標本において，グラム染色鏡検下
で細菌や真菌を認めた場合，それらは感染症の起炎菌である可能性がある． 
【外性器感染症】 
検査材料に膣部常在菌(Lactobacillus)がみられることが多い．ただし成
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熟以前および閉経後の女性では，多様な菌叢形成のため判定は困難． 
【カンジダ膣炎，トリコモナス膣炎】 
酵母が観察された場合，臨床的にカンジダ膣炎と診断される．トリコモナ
スの検出は，生標本の直接鏡検で行う． 
【細菌性膣症について】•臨床診断基準 ： 1)均一な灰色帯下の存在 

2)膣内 pH4.5(5.0)以上 
3)clue cell の存在 
4) ア ミ ン 臭 の存在・臨床微生物学的には

Lactobacillus が減少し他の細菌が異常に増殖した状態と言える 
・膣内白血球は，細菌性膣症の検査指標に適当ではないと考えられている 
 
婦人科生殖器感染症における感染症別原因微生物 
＜内性器感染症＞ 
A)子宮内感染 
産褥性：Staphylococus spp.,Streptococcus spp.,E.coli ,嫌気性菌などの
複数感染 
非産褥性：Neisseria gonorrhoeae，その他 STD 病原菌, Mycobacterium 
tuberculosis 
B)子宮付属器炎：好気性グラム(－)桿菌および(+)球菌, 嫌気性菌 , STD 病
原菌などの 
混合感染 
C) 骨盤腹膜炎：一般細菌 ,クラミジア，ウイルス，原虫，真菌および STD
病原菌 
 
＜外性器感染症> 
E. coli , Staphylococus spp.,Peptostreptococcus spp.,Bacteroides spp.  
Prevotella spp.など 
 
＜羊水感染症＞ 
Enterococcus spp. , Staphylococus spp., Streptococcus spp., 
E. coli , Bacteroides spp. , ,Peptostreptococcus spp. , Prevotella spp., 
Fusobacterium spp などの複数菌感染 
 



＜膣炎・膣症＞  
A) カンジダ膣炎…Candida spp.  
B) トリコモナス膣炎…Tricomonas vaginalis， 
C) 細菌性膣症… Streptococcus agalactiae , E. coli ,  

Gardnerella vaginalis, Peptostreptococcus spp.,  
Bacteroides spp. Prevotella spp.  
Mobiluncus spp.,Mycoplasma hominis などの複数菌感染 

 
＜性感染症(STD)＞ 
性 器 ク ラ ミ ジ ア 感 染 症 (Chlamydia trachomatis) ， 淋 菌 感 染 症
(N.gonorrhoeae)，軟性下疳(Haemophilus ducreyi)，鼠径リンパ肉芽腫
(Chlamydia trachomatis) ，性器ヘルペス症(HSV)，尖圭コンジローム(HPV)，
梅毒(Treponema pallidum)，AIDS (HIV) 
 
臨床医から見た，特に留意すべき項目 
①提出検体が，妊婦由来か，非妊婦由来か 
②妊婦の場合:子宮内感染症疑いや，切迫早産などの臨床症状がある患者の
ものか 
③非妊婦の場合:患者年齢，閉経の有無，術前術後の別，担癌状態の有無が
明らかになっているか 
④採取された検体には，膣内細菌叢の影響はないか 
⑤嫌気性菌が関与している可能性があるか 
⑥スクリーニング検体ではないか 
⑦細菌性膣症のみが疑われる症例ではないか 

膣内常在菌膣内常在菌( ( Lactobacillus Lactobacillus ))
<<培養結果培養結果>>

・・Gardnerella  vaginalisGardnerella  vaginalis ( 3+ )( 3+ )

・・Mobiluncus  Mobiluncus  sppspp．． ( 3+ )( 3+ )
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・ さいごに 
 
塗抹検査の利点としては 
感染症の原因微生物を推定し、早期診断と治療薬の選択が行え、次の検査や
治療の方針が考えられる各種細胞成分の種類、量、質などから炎症状態が把
握できる. 
培養成績と不一致が認められた場合は再度染色標本をチェックする生標本
による感染の危険性診療科と日頃から連絡をとり、検査の限界を了承しても
らい、結果を報告する（コミュニケーションがない場合の誤った成績報告は、
誤診に繋がるリスクが大きい）. 
 
現在の医療は変革真っ只中であり，医療訴訟も増加している．感染症検査に
おいてもこれまでより一層，安く・早く・正確な検査が望まれる．われわれ
臨床検査を行う者にとっても，患者を助け，自らを守るものは知識と経験に
よるところが大きい． 
塗抹検査は実際に顕微鏡観察をして学ぶ部分が大きいため，本や講演の知識
だけでなく，研修会などでの実習の経験を積み，自施設では稀な感染症にも
対応できるよう備えておく必要がある． 
 
 

 

 

日本と世界における結核の現状 
松下記念病院 町田清正 

 
はじめに 
関西、とりわけ大阪市内と近郊の病院に勤務する細菌検査担当者の多くは、
結核に関わる何らかの検査に従事する可能性が高いのではないだろうか。筆
者の施設でも、塗抹陽性者が出るたびに抗酸菌検査を迅速に行う重要性を強
く感じることがしばしばある。 
また、2007 年より実施された感染症法の改訂、結核菌検査指針 2007 の発
行など、ここ２年ほど結核菌検査に対する状況は、以前のそれと比べて非常
に大きく変わりつつある。 
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そして世界に目を向けてみると、日本だけではなく結核という疾患は公衆
衛生上、非常に大きなインパクトを与え続けている最も重要な感染症の一つ
である。しかし、先進国である日本（結核対策においては「中」進国と表現
されるが）と、発展途上国とでは、その現状・対策には大きな差異がある。
今回は、結核の現状について、日本と世界という二つの視点からまとめてみ
ることにした。共にデータは 2006 年の集計データである。 
 
A．日本における結核の現状 
Ⅰ．結核罹患率の変遷（図１） 
新規登録患者は、この 41 年間に 30 万 4500 人から 2万 6000 人へと 10 分
の１以下に減少している。小児（０～14 歳）においては 44180 人から 85 人
へと 520 分の１に減っている。これに対し、60 歳以上の患者数は 3.4 分の
１に減っただけで、新登録結核患者中の 60 歳以上患者の割合は、18.1％か
ら今では 61.5％へと高い率を占めるに至っている。（図２） 
このように戦後の強力な結核対策によって結核の蔓延状況は著明に改善
されていったものの、依然として先進国の中では日本は最下位の罹患率とな
っている。この理由は、日本の結核蔓延状況がつい最近まで酷かったことに
よる。すなわち、現在 60 代の人では約 30％、70 代の人では約 50％の人が
すでに結核に感染しており、結核既感染者の 1000 人に１人くらいが発病す
るとされる。結果として現在 60 歳以上で結核を発病する人が 1.5 万人を超
え、新規登録患者の 61.5％を占めることとなっている。高齢者の結核は、
罹患している人の絶対数の多さから考えてあと 30~40 年しないと解決が望
めないと思われる。 

※罹患率・・・一定期間に発生した特定の疾病における新患者数の、その疾病にかかる危険にさらされた人口に対

する比率。普通 10 万人当たりの数値で示す。 

 
Ⅱ．若者・外国人の結核 
図に見られる 20～30 代の小さなピークも重要である。高齢者の結核は、
結核が蔓延している時期に青年期を過ごし、感染した場合が多いのに対し、
現在の 20～30 代の感染は最近新しく感染したことを示している。この年代
の罹患率は、接触者健診や潜在性結核に対する治療といった現在の結核対策
を反映すると考えられるため、わが国の結核対策の表れと言うこともできる。

 19



また、この年代の結核は外国人の発症者も相当数含まれており、これもピー
クの一因と考えられる。 

図１ 

図２ 
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図３ 

 
 

図４ 
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Ⅲ．結核の地域格差 
 患患者は大都市に集中しており（図３）、最も高い大阪府では 10
万対 36.1 に対し、最も低かった長野県は 10 万対 11.8 の３倍以上の差があ
る。都市別に見ると、最も高い大阪市（57.0）と最も低い札幌市（11.4）で
は５倍もの開きがある。この差は罹患率の差だけではなく、患者の属性(年
齢・職業)の差としても認められる。大都市ではホームレス、外国人、非正
規職員などの結核が目立ち、結核の減り方は遅い。一方農村部では結核患者
の高齢化が著しく、減少は早い。結核の多い地域と少ない地域で、今後問題
となってくるであろう点を踏まえて適切な対策を講じていく必要がある。 
 
Ⅳ.働き盛りに多い発見の遅れ 
図４は症状が現れてから初めて医療機関を受診した期間(受診の遅れ)が
２か月以上、初めて医療機関を訪れてから結核と診断され登録されるまでの
間(診断の遅れ)が１か月以上、症状出現から登録までの期間(発見の遅れ)
３か月以上の割合を、年毎に表示したものである。この間、経年的に大き
な変化は見られない。年齢別の考察では、30-59 歳の働き盛りの有症状喀痰
塗抹陽性肺結核患者で長期受診の遅れが大きく、結果的に、治療開始までに
時間がかかっていることがわかった。この年齢層の患者は、社会生活の中で
家族以外にも多くの人々との接触がある年齢層であり、結核の拡大に関わる
可能性が高いという点で非常に重要である。 
一方、この年齢集団の中には都市部に多い野宿生活者、住所不定者の結核
問題も含まれている。2006 年、50 歳代の男性の 19％は福祉利用で結核の治
療を開始した社会的弱者であり、13%はホームレスに近い状態の者であった
と推測されている。 
 
Ⅴ．日本の結核対策 
 
i)結核予防法の廃止 
以上のような状況を踏まえ、日本の結核の傾向に効果的に対処するため、
2005 年に 50 年ぶりに結核予防法が改正された。その後、法制上の問題から
改正結核予防法は新感染症法に組み込まれ、2007 年に施行された。これに
より、新法の下で結核対策が進められていくことになった。 

結核罹

期
が

 



ⅱ）新たな結核対策の
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一

二 が

こ

三次予防：重症化した疾患から社会復帰するための行為。リハビリテーションがこれに含まれる。 

ゼ すること。一次から三次予防は患者本人に対して行うものである

のに対

次予防：疾病の発生を未然に防ぐ行為。 

次予防：重症化すると治療が困難または大きなコストのかかる疾患を早期に発見・処置する行為。健康診断

れにあたる。 

ロ次予防：疾患に罹患しないように環境を整備

し、ゼロ次予防は自治体や会社などが行う。 

2006 年新規・再発結核罹患率 人口 10 万人対 

図５  世界における結核

特徴 

ネシア、南アフリカ、ナイジ
ェ

で 50 万人、陽性者で 20 万人であり、HIV と結核の混
合感染は非常に予後が悪く特に
アフリカ地域で大きな問題とな
っている。2006 年にＷＨＯに実際
に届出のあった結核患者数は 510

める。 
 

新たな結核対策は、一次予防としての予防接種・潜在性結核感染症の治療、
二次予防としての患者の早期発見、三次予防として登録・医療、そして 0
次予防としてサーベイランス、という体系で構成されている。疾病対策にお
いてこのような完成した体系を持っているのは、感染症としては例外的に結
核だけである。 

 
B．世界における結核の現状（図５） 
Ⅰ．患者数と死亡者数 
2006 年における新規結核患者（再発含む）は 920 万人と概算される（10

万人対 139）。内、410 万人（全体の 44%）が喀痰塗抹陽性、70 万人がＨＩＶ
陽性（全体の 8%）である。人口増加に伴い、2005 年の 910 万人から増加を
認める。絶対数としてはインド、中国、インド
リアがそれぞれ１位から５位を占める。南アフリカ地域の罹患率が最も高
く、10万人対363である。世界中でおよそ1440万人が結核に罹患しており、
そのうち約 50 万人が多剤耐性結核に罹患しているとされる。結核による死
亡者数はＨＩＶ陰性者

万人であり、そのうち 250 万人が
喀痰塗抹陽性であった。アフリカ
諸国、東南アジア、西太平洋諸国
がこれらの 83％を占
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シップの設立 

組織から成り立っている。政策提言・啓発活動を始め、途
上国への薬剤などの提供、技術・資金支援の調整を行っている。様々な国で
各国版ストップ結核パートナーシップを作る動きがあり、日本では 2007 年
11 月 19 に『ストップ結核パートナーシップ日本』が立ち上がったばかり
である。 
 
 
Ⅲ．Global plan to Stop TB 2006‐2015 
WHO が打ち出した、結核撲滅に向けての計画書であり、以下のように説明

p TB 2006 - 2015 is a comprehensive assessment 
of  

 
 
Ⅳ．質の高い DOTS 拡大の促進 
DOTS：Directory Observed Treatment, 
学療法）の推進は、Stop TB 戦略の構成要素の一つである。ＤＯＴＳとは、
結核患者を発見し治すために世界中で使わ
ビスの包括的戦略の名前である。結核の治
する短期で有効な化学療法を用い、さらに患者が薬を確実に服用しているこ
とを確認しながら治療を進めることが大変重要である。これが結核の治癒・

Ⅱ．ストップ結核パートナー
公衆衛生上の問題としての結核を撲滅し、結核のない世界を実現するため
に、2000 年、国際連携機関である「ストップ結核パートナーシップ」がス
イス・ジュネーブにおいて設立された。結核を撲滅したいという国際・政府
機関、技術支援機関、NGO、民間企業、一般市民・患者団体、学術団体など
500 以上の様々な

日

されている。 
The Global Plan to Sto
 the action and resources needed to implement the Stop TB strategy
and make an impact on the global TB burden．（Stop TB 戦略を実践し、
かつ世界的な問題となっている結核問題の解決に必要とされる、行動と資源
の総合的な評価） 
具体的には、2015 年までにミレニアム開発目標とストップ結核パートナ
ーシップの目標に沿って世界の結核を大幅に減少させることを長期的目標
として掲げ、それを達成するための短期的目標と、進捗確認のための指標を
示したものとなっている。 

Short course（直接監視下短期化

れている、プライマリー保健サー
療は、６～８ヶ月間で治療が完了
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知識を得ることができる。こういった情報源を利用しながら、今後の動向に

 

 

多剤耐性結核菌の出現抑制につながるのであ
国でもＤＯＴＳを具体的にどのように進めるか、ということが結核対策に
おける最大のテーマとなっている。 
 
 
終わりに 
結核は過去の病気である、という誤った認識は、どうやら日本だけでなく世
界の多くの国でも未だ根強いようである。少なくとも我々医療従事者は、「結
核って昔の病気でしょう？」という人がいたら「そうではありませんよ」と
言えるよう

も注意していく必要がある。 
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高槻赤十字病院 成本 真有子 

いての同定は、原理を確認しながら、またワ
ポイントを交えて、わかり易く教えて頂き、大変勉強になりました。特に
ＳＩ培地に関して、色の変化や乳糖・白糖とブドウ糖の割合の工夫の原理
理解できたことが、印象的でした。さらに呼吸器系・腸管系それぞれの供
では、今まで教科書などでしか見たことのない珍しい菌も見せて頂き、コ
ロニーの性状や臭いといった、文章では表現しきれない部分も観察すること
がで も貴重な経験ができました。また今回の講座に参加した技師の
方々 れていたので、材料・依頼元に
よる きたり、自施設
で困っていることを他施設ではどのように解決しているのか、意見交換する
こともでき、大変有意義でした。細菌検査を担当している技師がこんなに集
まり、基礎を学び、再確認し、意見を交わせる場は、多くないと思うので、
大変 できました。今後も、
今回学んだことを活かして日常の検査に励むと共に、更なる技術・知識の習
得に や素朴な疑問にも親切に答
えて ございま
した。 

 
 
細菌検査を始めて一年数ヶ月が経ち、最初は緊張していた操作の一つ一つ
に慣れが出始めていました。そんな中参加した今回の基礎技術講座では、ま
ず手洗いの基本から始まり、手袋の脱ぎ方や、白金耳・白金線の基本操作、
本当に普段何気なく行ってしまっていることの重要性を再確認することが
出来ました。また実際に検体を用いた実習では、普段自施設で使用していな
い分離培地・性状確認培地を用
ン
Ｔ
を
覧

き、とて
は、様々な病院やセンターなどから来ら
培地の選択等、ルーチンのやり方の違いを知ることがで

実りの多い三日間となった上に、楽しく学ぶことが

努めたいと思います。最後に、初歩的な質問
頂き、丁寧にご指導下さいました、講師の先生方、ありがとう
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                        関西医科大学滝井病院 
中矢秀雄 

 
 
 

 
 

病変 画像所見 診断名 起因菌 

濃厚、境界明瞭な不透過陰

影、浸潤陰影 

肺胞に達した病原体が増殖

し、しばしば大量の分泌物を

伴う炎症性物質が周囲の肺

胞、細気管支に拡大してゆ

く。 

しばしば一葉全体を侵す。

（大葉性肺炎） 

肺胞性肺炎 ABC 

斑状、境界不明瞭な不透過

陰影 

 

病原体は、末梢気管支～細

気管支を侵す。壁を介して細

気管支周囲の肺胞内に炎症

が波及する。分泌物は少な

い。 

しばしば多発性。 

気管支肺炎 DEFG 

気管支壁の肥厚による線状・

網状陰影 

気管支、血管周囲の間質、

肺胞壁などを主体とする炎症

性病変。 気管支血管周囲間質の肥厚 

間質性肺炎 FG 

 【問題】今回は肺炎の画像診断についてです。 
画像所見からある程度、起因菌を推定することが 
できます…とは言え、これはかなりの修練が必要です。 
でも、カンファレンスで胸写が出てきたとき、 
ちんぷんかんぷんでは寂しいですね。 
起因菌 A、B、C…それぞれに該当する菌名を 
下から選んでください。 

 

１．Streptococcus pneumoniae  ２．Staphylococcus aureus  

３．Virus ４．Klebsiella pneumoniae  ５．Haemophilus influenzae 

６．Mycoplasma pneumoniae  ７．Legionella spp. 
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相変わらず変な天気が続きます。『ゲリラ豪雨』という言葉をこの歳になって初

めて知りま 引っ越したばかりの 玄関先の溝

れ ってくること数回・・・保健

にやら散布していてくださったようでした。

うと

を 痛みました。微力なお手伝いしか出来

ない立場で言うのもおこがましいですが、こういった活動が実を結んでくれる

赤木 征宏 2008.09.07 
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した。 我が家は、 と道を挟んだ向かい

にあるドブから汚水があふ

所の方？でしょうか、翌日に

JICA の実習時に聞いた話

そうでない国の子らの写真

てい

、ガレージにまでが水が入

来られて、な

を思い出し、日本の衛生の良

見て少し心が

さを有難く思 ともに、

ことを願うばかりです。 
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上から順に 
 

A＝１、B＝４、C＝７、D＝２、E＝５、F＝６、G＝３ 
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放射線科に通って勉強しましょう

 

許可なく転載および複写はご遠慮下さい 


