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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 

仁木 誠 ・ 基礎講座 培養同定編 
 

ばくとおやじの知識箱 
戸田 宏文 ・ 抗菌薬療法の副作用 

・ マスク足りてますか？ 谷本 理香 
 

戸田 宏文 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 

１０月２８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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ん
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講習会 

テーマ ： 『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  

 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。 

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？ 
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 テーマ ： 『今シーズン（2007～2008）のインフルエンザ情報』 
講 師 ： インバネス・メディカル・ジャパン株式会社 

セールスマーケティング本部  水戸部 晶 先生
日時：平成２０年１１月２５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 

インフルエンザの本格的なシーズンを迎えるに
あたり、皆さんの施設での準備は如何でしょうか？
ここ数年は夏季にも地域流行が見られ、海外渡航後
の発症も年間を通して報告されており、新型のパン
デミック対策以外にも十分な注意が必要ではない
でしょうか。 
 今回はインバネス・メディカル・ジャパンの水戸
部先生に、今シーズンのインフルエンザ情報と題し
まして最新の話題をご提供頂く予定です。皆様奮っ
てご参加ください。 
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～ 基礎講座 培養 同定編 ～ 

大阪市立大学医学部附属病院 仁木 誠 

 

 平成 20 年 6 月 12 日に講演させて頂きました基礎講座「ゼロからの細菌培養同定

検査」についての講演内容を報告させて頂きます。 

 

【感染症を疑うポイント】 

 ・症状（発熱、発疹、リンパ節腫脹、局所感染兆候などの有無） 

 ・病歴の聴取（現病歴、既往症、家族歴など） 

・ 血液検査（WBC 数、CRP、ESR など） 

・画像診断（X線検査、CT 検査、超音波検査など） 

 

【培養同定検査の長所と短所】 

  長所 ・感染症診断の古典的ゴールデンスタンダード 

     ・塗抹鏡検より感度が高い 

     ・培地と孵卵器があれば検査実施可能 

     ・生菌と死菌の判別が可能 

 

  短所 ・迅速性にかける 

   ・専門的な技術や知識、経験を必要とする 

     ・病原的意義の解釈に限界がある 

 

【培養同定検査の目的】 

 ・起炎菌の推測（感染症症状をひき起こしている原因菌の推測） 

 ・特定微生物の検出（耐性菌などの検出） 

 ・経過観察、陰性確認（治療効果の確認、治療後の起炎菌の消失確認など） 

 

【起炎菌の推測】 

 ・本来無菌の材料から検出された場合 

 ・多数検出された場合 

 ・好中球が多く貪食像が認められた場合 

 ・一般的に病原菌とされている菌種である場合 



【培養検査を実施する前に知っておきたい情報】 

 ・検査目的（起炎菌の検出、MRSA や MDRP などの耐性菌や産科領域におけ 

  る GBS といった特定微生物の検出、経過観察、陰性確認など） 

 ・患者に関する情報（基本情報、臨床経過、症状、検査値、治療歴など） 

 ・検体が採取された状況（採取日時、採取法、検体提出までの保存条件等） 

 ・塗抹鏡検の結果 

 

【細菌の増殖および培養条件】 
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細菌の増殖         ・2 の指数関数で増殖 

                ・最初の分裂から次の分裂までの時間を世代時

間といい、細菌はそれぞれ固有の世代時間を

有する 

                 V. parahaemolyticus：10 分 

                 E. coli：20 分 

                 M. tuberculosis：12 時間 

                 M. leprae：2 週間   など 

 

  細菌の増殖パターン 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
       

誘導期 → 対数増殖期 → 定常期 → 死滅期※ 

    ※）一部の菌は生存が可能 

    ・有芽胞菌(Bacillus、Clostridium) → sporing(芽胞形成) 

    ・M. tuberculosis → dormancy(休眠) 

 



  培養条件（培地） 
            特殊な培養が必要な菌種 

菌種 培地 

Legionella spp. B-CYE、WYO 

Bordetella pertussis Bordet-Gengou’s medium 
Mycoplasma pneumoniae PPLO 
Corynebacterium diphtheriae 荒川培地 

Mycobacterium tuberculosis 抗酸菌用液体培地、小川培地 

Neisseria meningitidis chocolate agar 
Camphylobacter spp. Skirrow’s medium 
Clostridium difficile CCFA 

 
  培養条件（O2・CO2濃度） 
    ・孵卵器     （酸素 21％、炭酸ガス 0.5％以下） 

    ・炭酸ガス培養器 （酸素約 15％、炭酸ガス 5％） 

    ・微好気培養器  （酸素 5％、炭酸ガス 10％） 

    ・嫌気培養器   （酸素 0％、炭酸ガス 5％以上） 

 
  培養条件（温度） 

    ・35℃培養：病原性を持つほとんどの細菌 

          真菌（酵母） 

    ・25℃培養：Yersinia enterocolitica 

          真菌（糸状菌） 

 
  定量培養について 

   目的：尿、喀痰などの検体で採取時に混入する常在菌と、真の起炎菌との鑑

別をするため 

                  尿定量培養における一般的な判定基準 

                  ・中間尿：105CFU/mL 以上 

                  ・カテーテル尿：104CFU/mL 以上 

                  ・臨床症状があり、単独菌種では 

                     103CFU/mL 以上 
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【無菌材料（髄液）】 

  ・検体性状より推測される微生物 

     白濁〜膿性（悪臭なし） → 細菌性髄膜炎の起炎菌 

     白濁〜膿性（悪臭あり） → 嫌気性菌など脳膿瘍の起炎菌 

     透明          → 結核、真菌、ウイルスなど 

 

 ・培地使用例：血液寒天、チョコレート寒天、サブロー寒天、GAM 半流    

        動培地または臨床用 TGC 培地（必要に応じて嫌気用培地、   

抗酸菌用培地などを追加） 

 
検出される主な細菌・真菌 

細菌 Staphylococcus aureus        CNS 

Streptococcus agalactiae      Streptococcus pneumoniae 
Listeria monocytogenes       Neisseria meningitidis 
Haemophilus influenzae  Escherichia coli 
Pseudomonas aeruginosa     Mycobacterium tuberculosis など 

真菌 Cryptococcus neoformans    Candida spp. 
Aspergillus spp.             Mucor spp.         など 

      ※太字の 3菌種が細菌性髄膜炎の起炎菌の 8割以上を占める 

 
【泌尿器材料（尿）】 

  ・培地使用例：血液寒天培地、グラム陰性桿菌用培地（BTB、マッコンキーな

ど）、その他必要に応じて PEA 血液寒天、抗酸菌用培地、真菌用培地、淋菌用培地

などを追加 

検出される主な細菌 

単純性尿路感染症 

 

複雑性尿路感染症 

（カテーテル非留置） 
複雑性尿路感染症 

（カテーテル留置） 

E. coli 
Enterococcus sp 

S. epidermidis 
S. agalactiae 
S. aureus 
 

P. aeruginosa 
Enterococcus sp 

E. coli 
S. aureus 
S. marcescens 
 

P. aeruginosa 
Enterococcus sp 

S. epidermidis 
E. coli 
S. aureus 
S. marcescens 
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【呼吸器材料（喀痰）】 
  ・検体品質評価 
    肉眼的観察     Miller & Jonesの分類 

検体表現 内容 
M1 唾液、完全な粘性痰 
M2 粘性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の痰 
P3 膿性部分が 2/3以上の痰 

 
    顕微鏡的観察     Gecklerの分類 

グループ 扁平上皮細胞 白血球 
6 <25 <25 
5 <10 >25 
4 10〜25 >25 
3 >25 >25 
2 >25 10〜25 
1 >25 <10 

  ・培地使用例：血液寒天、チョコレート寒天、BTB 乳糖寒天、その他必要に応
じて真菌用培地や MRSA 等の選択培地を追加（血液寒天、チョ

コレート寒天は 5％炭酸ガス培養、膿性で悪臭のある喀痰や

肺化膿症が疑われる場合は嫌気培養も実施） 

  ・見逃してはいけない細菌 
    Streptococcus pneumoniae 

      血液寒天上でα溶血の中央の凹んだコロニー 

      カタラーゼテスト（陰性） 

      オプトヒンテスト（感受性） 

      胆汁酸溶解試験（陽性） 

    Haemophilus influenzae 
      チョコレート寒天に発育 

X 因子（ヘミン）、V因子（NAD）要求性 

ウサギまたはウマ血液溶血性（陰性） 

      衛生現象 



Moraxella catarrhalis 

      オキシダーゼテスト（陽性） 

      すべての糖の分解性（陰性） 

      硝酸塩還元 

      DNase 産生 

      80％がβラクタマーゼ産生 

【消化器材料（便）】 

  ・便性状と推定される起炎菌 

     米のとぎ汁様水様便 → V. cholerae 

     黒緑色の粘血便 → 食中毒型 Salmonella 

     新鮮血便 → 腸管出血性大腸菌 

     苺ゼリー状便 → 赤痢アメーバ（栄養型） 

     白色便 → ロタウイルス 

 

  ・培地使用例：TCBS、SS、スキロー、O157 検出用培地、DHL または 

         BTB 乳糖寒天、CIN 培地、PEA 血液寒天培地、セレナイ 

         トブロス、アルカリペプトン水（偽膜性腸炎が疑われる  

場合には CCFA 培地による嫌気培養を追加、スキロー培 

地は微好気培養で 2日以上培養） 

直接分離培養

1日目

2日目

3日目

4日目

増菌培養

DHL ・SIB CIN TCBS Skirrow セレナイト ｱﾙｶﾘﾍﾟﾌﾟﾄﾝ 水

37℃

18～24時間

25℃

48時間
37℃

18～24時間

42℃

48時間

微好気培養

37℃

15～18時間

37℃

6～15時間

集落観察

確認同定試験

集落観察

確認同定試
験凝集反応

DHL TCBS

同定

凝集反応

集落観察

確認同定試験

同定 集落観察

グラム染色

同定

直接分離培養に準ずる

集落観察

確認同定試験

同定 同定

Shigella

Salmonella

E. coli

Yersinia Vibrio Campylobacter Salmonella Vibrio

便検査手順
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  ・見逃してはいけない細菌 
TSI LIM  

糖分解 H2S ガス リジン インドール 運動性 

VP 

 

SC 

 

V. cholerae A/A - - + + + + + 

V. parahaemolyticus -/A - - + + + - + 

S. enteritidis -/A + + + - + - + 

S. typhi -/A + - + - + - - 

S. paratyphi A -/A - + - - + - - 

Shigella sp. -/A - d - d - - - 

Y. enterocolitica A/A - - - d - d - 

P. shigelloides d/A - - + + + - - 

 
Enterohemorrhagic 

E. coli(O157) 

DHL寒天：O157とその他の E. coliとの鑑別不可 

CT-SMAC寒天：O157はソルビトール非分解のため灰白色、半透明コロニー 

        他の E. coliはピンク〜赤色コロニー 

Campylobacter sp. グラム陰性のらせん状またはコンマ状菌、微好気性 

オキシダーゼ（+）、カタラーゼ（+） 

【同定キットについて】 
 利点と欠点   
  ・利点：省力化、迅速化、再現性が良い、管理がしやすい 
  ・欠点：高コスト、コンタミの判定がつきにくい、判定を迷う場合有 
      り 

 
  注意事項 
   ・同定の意義と必要性を判断する 
   ・対象菌種別に適切なキットを使用する 
   ・前培養の培地や接種菌量、培養時間などは厳守する 
   ・同定確率が低い場合は、操作の確認や他の方法で再同定する 
   ・菌種の最終判定は総合的に菌種を決定する 
 
  簡易同定キットによる誤同定 

   ・菌コード、菌名がない 

   ・同定確率が低い 



   ・伝染病原因菌に同定された 
   ・極めて検出が稀な菌に同定された 

   ・コロニーの性状や TSI 培地所見と菌名が一致しない 

  ・薬剤感受性結果と菌名が一致しない 

  → 簡易同定キットは絶対ではない 

 
おわりに 

 培養検査は一般細菌でも数日、抗酸菌に関しては数週間も要し、POCT キットや

PCR 法による抗原検出と比べると迅速性に欠けるというのが短所である。しかし、

その反面、実際に菌を増やすという作業を行うことにより、上記の方法よりも高い

感度が得られるという長所もある。以前にも増して検査結果報告の迅速化が求めら

れる中で、感染症の確定診断をつけるためにも、また、生菌を用いての薬剤感受性

試験を実施するためにも培養検査はまだまだ必須のステップであると考える。正し

い検査結果を報告するためには世代時間等の個々の細菌の特性や、細菌固有の至適

発育環境（培養温度や酸素濃度、必要とする栄養分等）を熟知し、それに基づいて

適切な検査を行っていくことが必要であると考える。 

 
 
 

抗菌薬療法の副作用 

近畿大学医学部附属病院 戸田 宏文 

はじめに 

 現在、本邦において使用可能な抗菌薬は 150 種類以上あります。その多くが微生

物に対する選択毒性に優れており安全に使用されていますが、副作用の存在しない

抗菌薬はありません。今回は抗菌薬が生体に直接作用して発症する副作用について

抗菌薬別に概説したいと思います。 

 

1. βラクタム薬 

生体に対する毒性が低く、最も使用される頻度の高い抗菌薬である。 

(1) 過敏性反応 

過敏性反応はどの抗菌薬でも起こり得るが、βラクタム薬で問題となる

場合が多い。即時型（投与後、1 時間以内に起こる）として最も重篤なも

のはアナフィラキシーショックで、他に蕁麻疹、気管支痙攣、血管性浮腫
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などがある。促進型（投与後、1～72 時間後に起こる）では蕁麻疹が最も

多く、遅延型（投与後、72 時間以降に起こる）では斑状丘疹様発疹が多い。

その他まれな副作用として Stevens-Johnson 症候群、剥脱性皮膚炎、アレ

ルギー血管炎がある。 

(2) 肝障害 

 AST、ALT、ALP などの上昇はどの薬剤でも数％の頻度で認められる。投

与中止後速やかに回復する場合が多い。 

(3) 腎障害 

 βラクタム薬は腎毒性が少ないとされている。 

(4) 血液・造血器障害 

 PCG の大量投与時や CET で直接クームス試験陽性の溶血性貧血が報告さ

れているが、薬剤が直接赤血球と結合するための偽陽性であり臨床的意義

は少ない。LMOX は大量投与により血小板凝集能（ADP 凝集）が抑制される。

ジヒドロチアジン環の 3位に N-メチルテトラゾールチオメチル基（MTT）

を有するセフェム薬ではビタミンK依存性凝固因子（プロトロンビンなど）

の欠乏が報告されている。 

(5) 神経系の障害 

βラクタム薬を腎不全患者に大量投与した際や髄腔内に投与した際に

は痙攣を誘発する場合がある。βラクタム薬がγ-アミノ酪酸（GABA）（中

枢神経系における抑制性神経伝達物質）の GABA 受容体への結合を阻止す

るためである。特に IPM/CS は痙攣の発生率が 0.3～1.0％と比較的高率で

ある。 

(6) 胃腸障害 

 時に嘔気、嘔吐が認められる。経口薬では SBTPC、CVA/AMPC で多く、注

射薬では胆汁排泄型の CPZ、LMOX で多い。 

(7) 電解質異常 

 大量投与時や腎不全、心不全の際に製剤に塩として含まれる Na や K が

過剰負荷となる可能性がある。 

(8) その他の副作用 

1) アンタビューズ様作用：MMT 基を有するセフェム薬では、アンタビュ

ーズ様作用が報告されており、投与時および投与後 72 時間以内はア

ルコール類の摂取を避ける必要がある。 

2) 精子形成抑制作用：MMT 基を有する薬剤を幼弱ラットに投与した際に
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認められた現象であるが、ヒトでは証明されていない。 

2. アミノ配糖体薬 

過敏性反応や胃腸障害はまれで、聴器毒性、腎障害、神経筋ブロックが主な

ものである。 

(1) 聴器毒性 

 内 耳リンパ液中の薬剤濃度が高くなることにより内耳の

neuroepithelial cell（hair cell）が障害されるために起こる。臨床症

状の出現頻度は 0.5％以下である。neuroepithelial cell は再生しないた

め聴器障害は一度起こると不可逆的である。 

1) 聴覚障害：初期の症状は耳鳴りと高音域の聴覚障害で、通常の会話に

使用される音域の聴力は障害されない。障害が進むと中音域から低音

域まで聴覚障害が進行する。早期発見には定期的は聴力検査は必要で

ある。 

2) 前庭機能障害：臨床症状は頭痛、嘔気、嘔吐、めまい、運動失調で、

視覚による調節がしにくい暗い時に出現しやすい。 

(2) 腎障害 

 高濃度の薬剤が腎皮質に蓄積することによる近位尿細管障害で、蛋白尿、

円柱尿、尿浸透圧低下で始まり、腎不全へと進展する。臨床症状の出現頻

度は 5～10％に認められるが、近位尿細管は再生可能なので、ほとんどの

場合腎障害は可逆的である。 

(3) 神経筋ブロック 

 神経筋接合部における presynaptic nerve からの acetylcholine の放出

抑制と、postsynaptic receptor blockade である。血中濃度が高くなった

場合に出現し、時に呼吸停止などが起こるので急速に静注してはならない。 

3. マクロライド薬 

最も問題となるのは嘔気、嘔吐などの胃腸障害である。特に EM と経口投与

した場合に多く認められ、CAM などの新しく開発された薬剤では少ない。EM に

よる下痢は、腸内細菌叢の変動以外に、薬剤自体が消化器の運動を促進される

作用を有するためと考えられている。また、高用量の EM を静注した場合には、

一過性の両側性難聴が報告されている。 

4. クリンダマイシン（CLDM）、リンコマイシン（LCM） 

胃腸障害が中心で、他に過敏性反応、肝機能障害、神経筋ブロックなどある。

LCM を急速静注した場合に血圧低下、徐脈、不整脈、心停止などを起こすこと
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があるため必ず点滴静注で投与するようにする。 

5. テトラサイクリン薬 

 Ca イオンと結合してキレートを形成し、骨と歯牙に沈着する性質があるため、

長管骨の発育障害や歯牙の黄染、エナメル質の形成不全が認められる。8 歳未

満の小児や妊娠 6ヵ月以降の妊婦には投与すべきでない。他に日光過敏症、胃

腸障害、脂肪変性を伴う肝障害、Fanconi 症候群などがある。 

6. クロラムフェニコール薬 

 造血器障害と新生児期にみられる Gray 症候群が最も重要な副作用である。 

(1) 造血器障害 

1) 可逆的造血器障害：ミトコンドリア内のヘモグロビン合成に関連する

酵素を阻害するために起こる骨髄抑制である。75mg/kg/日以上の量を

投与すると投与中（5～7 日目）に出現する。可逆的であり薬剤の投与

を中止すると急速に回復する。 

2) 不可逆的造血器障害：不可逆的で予後不良の再生不良性貧血が

1/25000～1/40000 の頻度で起こる。投与量とは無関係で、投与後数週

～数ヶ月で起こることが多いが、長期投与例や反復投与例に起こりや

すいと言われている。 

(2) Gray 症候群 

 肝・腎機能の未熟な新生児に投与した場合、非抱合型の活性クロラムフ

ェニコールが蓄積し、哺乳力低下、嘔吐、循環器系の虚脱を起こし死亡す

ることが多い。投与量を 25mg/kg/日以内とする。 

(3) その他の副作用 

 過敏性反応、胃腸障害、小児の視神経炎を起こす。 

7. キノロン薬 

 幼弱動物の関節軟骨に障害が認められるため（ヒトに同様の障害が起こるこ

とは証明されていない）、小児への使用は控えられてきた。最も多い副作用は

胃腸障害であるが下痢は少ない。その他には中枢神経症状（不眠、頭痛、痙攣

など）、肝障害、過敏性反応、日光過敏症、間質性腎炎、高齢者に大量投与し

た場合におこる低血糖、腎機能障害者への投与で横紋筋融解症が報告されてい

る。 

8. グリコペプチド薬 

 局所刺激性（血管炎）、急速静注した際にヒスタミンが遊離し顔面や頸部の

紅潮、血圧低下がみられる red man（red-neck）症候群、聴器毒性、腎障害、



肝障害、好中球減少、過敏性反応が知られている。60 分以上かけて点滴静注す

ることにより、局所刺激症状と red man 症候群は発現しにくくなる。 

 聴器毒性と腎障害はアミノ配糖体薬との併用により危険性が増すので、併用

は避けるのが望ましい。 

9. その他の抗菌薬 

(1) ST 合剤 

1) サルファ剤：胃腸障害、過敏性反応、新生児での核黄疸 

2) トリメトプリム：好中球減少、貧血、血小板減少などの造血器障害 

(2) LZD：骨髄抑制 

(3) 抗結核薬（INH と RFP）：胃腸障害、肝障害 

(4) 抗真菌薬（AMPH-B）：発熱、紅潮、頭痛、腎障害 

 

以上、抗菌薬の副作用について概説を行ないました。微生物検査技師は、個々の抗

菌薬の抗菌活性については非常に詳しく勉強していると思います。今後は副作用等

を含めた総合的な抗菌薬療法支援を実現して行きたいと思います。 

 

参考文献 

新・抗菌薬の使い方―選択理論とその実際―：第 4版、2003、三共株式会社 

 

 

 

マスク足りていますか？ 

済生会茨木病院 谷本 理香 

  

厚生労働省の新型インフルエンザ専門家会議での『新型インフルエンザ対策におけ

る基本方針（案）』が提示され、新型インフルエンザが流行した際に用いるべきマ

スクについてのガイドラインや、流行前から各家庭におけるマスクの備蓄を推奨す

るなど、一般向けのマスクに関する議題が話し合われたそうです。内容は次の通り

です。 

 

 

・ インフルエンザウイルスそのものはきわめて小さいが、通常は液体と一緒に飛

散するため、その液体の大きさ（5μm）を補足できる不織布（ふしょくふ）マ
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スクで対応可能。ガーゼマスクは効果を期待できないため最小限にとどめる。 

・ 現時点で「効果あり」とされる医療用 N95 マスク（米国労働安全衛生研究所の

N95 規格(0.3μm の粒子を 95%以上捕捉できるもの)）や D2 区分マスク（厚生労

働省が定めた防塵マスクの国家検定規格）はオーバースペック（過剰性能）で

あるとし、日常生活では使用する想定はない。 

・ 不織布マスクは「いざ」という時に品不足が予想されるため、事前の備蓄を推

奨。1人あたり 20～25 枚を目安。使い捨てであることに注意。 

・ 感染予防のマスクはあくまでも予備手段。「症状がある人の 2m 以内には近づか

ない」「人ごみに足を運ばない」「手指を清潔に保つ」。 

 

専門家会議が備蓄を勧めるのは「プリーツ型」と「立体型」と呼ばれるマスクで、

いずれも繊維を化学的に結合させた不織布でつくられています。使い捨てが原則で、

発症した場合はウイルスを撒き散らさないように 1日 1枚で計 7～10 枚（発症期間

を 7～10 日と想定）、健康な場合も、やむを得ず週 2 回外出するとして 8 週間分の

16 枚程度が必要としています。 

そこで、N95 マスク・不織布マスクの特徴、使用用途など、調べてみました。 

 

◎マスクの歴史 

 日本でのマスク大正時代に始まります。当時のマスクは、真ちゅうの金網を芯に

布地をフィルターとして取り付けたもので、「工場用マスク」として粉塵除けに利

用されていました。このマスクが、1919（大正 8）年のインフルエンザ（スペイン

風邪）大流行をきっかけに、予防品として注目を集めるようになります。その後、

マスクは徐々に普及し、関東大震災後、内山商店から発売された「壽マスク」が、

商標登録品第一号に認定。マスクの改良も徐々に進み、金網をセルロイドに変えた

ものやフィルター部分にベッチンや皮などを使用したものが現れます。昭和に入り、

インフルエンザが再び猛威をふるった 1934（昭和 9）年に、マスクは大流行します。

インフルエンザがはやるたびに、マスクの出荷量も爆発的に増加。枠のない布地だ

けのものが誕生したり、布地にガーゼが使われるようになるなど、マスクは次第に

形を変えていき、現在の平型マスクの形になったのが、1948（昭和 23）年頃と言

われています。 

◎マスクの目的 

・生体に有害な微小粒子（ウイルスを含む飛沫物）が呼吸器内に侵入することを防

ぐ。 
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・上気道内の湿度を高め、侵入したウイルス増殖を抑える。 

 
◎マスクの種類と捕捉粒子 

製品 捕捉粒子の大きさ 捕捉可能粒子 

不織布製（市販製品の主流） 5μm以上 飛沫物 

N95（医療用） 0.3μm以上 飛沫核物 

ナノフィルター（市販） 0.03μm ウイルス 

 
◎飛沫などの大きさ 
インフルエンザウイルス粒子の大きさ（A、B、C型） 直径 0.08～0.12μm 

ウイルスを含む気道からの飛沫物質 5μm以上 

ウイルスを含む気道からの飛沫核物質 0.3μm以上 

※1μmは 1mm の 1000 分の 1、インフルエンザウイルスは約 0.1μm、花粉（スギ花

粉 20～40μm、ヒノキ 30～40μm） 

※飛沫核物質…ウイルスを含む飛沫粒子が直径 2μm 以下になると、空気中で水分

が蒸発し、乾燥縮小した飛沫核になり、長時間空気中に浮遊し、これが吸入される

（＝空気感染） 

 
◎飛沫と飛沫核の違い 

 飛沫 飛沫核 

感染様式 飛沫感染 空気感染 

直径 5μm以上 5μm以下 

落下速度 30～80㎝/sec 0.06～1.5㎝/sec 

周囲の水分 あり なし 

到達距離 短い（約 1㎝） 長い 

 
◎ 各マスクの特性 
・不織布マスク 
文字通り「織ってない布」のこと。線維あるいは糸などを織ったりせず、熱的、機

械的、化学的作用により線維を接着またはからみ合わせた薄いシート状の布のこと

をいいます。粒子捕捉性や通気性に優れることからマスクのフィルタ部に使われた

り、紙おむつや生理用品などに幅広く使われています。 
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・N95 マスク 

「N」とは耐油性がない（Not to resistant to oil）という意味です。さら

に強いマスクの規格としては耐油性、防油性があり、医療機関では耐油性は必要な

いという判断で N規格が用いられています。また 95 とは 0.3μm 以上の塩化ナトリ

ウム（NaCl）結晶の捕捉効率が 95%以上という意味で、それ以上の捕捉効率となる

99 や 100%という規格もあります。N95 というのはブランド名ではなくて、NIOSH（米

国労働安全衛生研究所）が 1995 年に制定した呼吸器防護器具の規格クラスの一つ

です。  

ちなみに、産業用の使い捨て式防塵マスクには、日本の国家検定が行われており

DS2というクラスのものがN95マスクと理論上は同様の効果があると考えられてい

ます。もし N95 マスクが底をついた時には DS2 の防塵マスクの使用も考慮する必要

があるでしょう。 

 日本 米国 

試験粒子 NaCl NaCl 

粒子の大きさ 0.06～0.10μm 

（個数基準中央径） 

0.075±0.02μm 

（個数基準中央径） 

試験流量 85ℓ／分 85ℓ／分 

粒子捕集効率判定基準

DS1：80%以上 

DS2：95%以上 

DS3：99.9%以上 

100㎎供給させる間の最低値 

N95：95%以上 

N99：99%以上 

N100：99.97%以上 

200±5㎎供給させる間の最低値 

N：Not resistant to oil（耐油性無し） 

95：粒子捕集効率 95%以上 

D：使い捨て式 

S：固体粒子用 

2：粒子捕集効率 95%以上 

◎ 最後に 

マスクの特性をよく理解し、目的に応じてマスク選びをしなくてはならないと思

います。いつ大流行がおこるかわからない新型インフルエンザ、『備えあれば憂い

なし』ということで、小さな事かもしれませんが各家庭でマスクを常備しておくこ

とも大切だと思います。 

参考文献 

社団法人 日本衛生材料工業連合会  http://www.jhpia.or.jp/ 

http://www.jhpia.or.jp/
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戸田 宏文 

 
 
 

 

薬剤 過敏症 肝障害 腎障害 
造血器

障害 

聴器毒

性 

消化器

障害 
その他 

（A） ◎ △ △ △ ― 〇 
大量投与で痙攣 

電解質異常 

（B） ◎ △ △ △ ― 〇 
アンタビューズ様作

用 

（C） ◎ △ △ △ ― △ 痙攣 意識障害 

（D） 〇 △ ◎ ― ◎ ― 神経筋ブロック 

（E） 〇 〇 ― ― ― ◎ 偽膜性腸炎 

（F） 〇 〇 △ ― △ 〇 
Fanconi 症候群 

歯の黄染 

（G） 〇 〇 ― ◎ ― 〇 Gray 症候群 

（H） 〇 〇 △ △ ― ◎ 
関節障害 低血糖 

日光過敏症 

（I） ◎ △ ― 〇 ― 〇 新生児核黄疸 

（J） 〇 〇 〇 △ 〇 ― Red man 症候群 

 【問題】 
抗菌薬の副作用に関する問題です。 
本号の“抗菌薬療法の副作用”を参考にして 
表を完成させましょう。 
表の読み方  
◎：重要な副作用 
〇：時に認められる 
△：報告のあるもの 
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 朝が肌寒い季節になってきました。今年は例年に比べて、ＲＳウイルス感染の

立ち上がりが早いようですね。続くインフルエンザも立ち上がりが早くなるのかは

まだまだわかりませんが、小さなお子様がおられる方は注意してあげてください。

最新情報は講習会でゲットしましょう。 

 

赤木 征宏 2008.10.06 
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解答 

 

（A）：ペニシリン薬 （B）：セフェム薬 （C）カルバペネム薬  
（D）：アミノ配糖体薬（E）：マクロライド薬 （F）テトレサイクリン薬  
（G）クロラムフェニコール薬（H）：キノロン薬 （I）：ST合剤  
（J）：グリコペプチド薬 

許可なく転載および複写はご遠慮下さい 


