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ごあんない 

・ 今月の定期講習会 赤木 征宏 
 

基礎講習会報告 

和泉 多映子 ・ 基礎講座 薬剤感受性編 
 

ばくとおやじの知識箱 
市村 佳彦 ・ 百日咳 

 

町田 清正 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 

１１月２５日（火） 大阪医療技術学園専門学校 で開催いたします。

 1



 

 

 

 

 

あ

ん
な い

講習会 

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 

 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。 
 

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。 
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～ 基礎講座 薬剤 感受性編 ～ 
                      市立堺病院 和泉多映子 
 
平成 20 年 6 月 19 日開催の基礎講座「ゼロからの薬剤感受性試験」につい
て、講演内容を報告させて頂きます。 
 
【病原体の存在＝感染とは限らない】 
・ 病原体がいても、菌が定着しているだけで、生体には害を与えるこ
とのない状態… 
「保菌（colonization）」⇔「感染（infection）」とは区別 

・ 保菌者に対し、除菌はときに感染対策上必要なこともあるが、原則
として保菌だけでは抗菌薬を投与しないのが、感染症診療の基礎 

検体採取

（（良品質良品質））

発熱，炎症反応
CRP, WBC, 血沈

血小板減少、
Ｘ－ｒａｙ など

感染臓器感染臓器
移行性移行性

感染症診断から治療へのプロセス感染症診断から治療へのプロセス感染症診断から治療へのプロセス

鏡検所見，
菌同定，

薬剤感受性結果

感染症？？ 抗菌薬選択抗菌薬選択
→→投薬・治療投薬・治療

投与方法

投与量

投与間隔

検出菌は
原因菌？？

副作用
禁忌

 
 

・ 「検査目的は…感染症起炎菌検索？ＭＲＳＡ保菌ﾁｪｯｸ？目的菌消失
確認？etc..」 

・ 「感染症を疑う臨床症状や基礎疾患の有無は？炎症反応に関わる検
査データや、他の感染症検査データはどうか？」 

・ 「提出された検体は、目的に応じて適切に採取されているか？」 
・ 「培養で検出された菌は、真の感染症原因微生物か？保菌か？」 
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・ 「使用抗菌薬に対し、原因と思われる微生物が耐性でないかどう
か？」 

⇒これらを Drとｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝをとりながら報告を行うことが大切である。 
Dr は、同定菌および薬剤感受性結果のほか、画像所見（ＣＴ・レン
トゲン等）、血液検査等の結果、臨床所見から総合的に評価する。そし
て、患者の症状やアレルギーを考慮した上で、感染部位への臓器移行性
のよい抗菌薬を、投与方法、投与量を決めて使用（または変更）する。 
 
【薬剤感受性検査はなぜ必要？】 
  ・感染症患者により効果の高い抗菌薬治療を行うため 
 ・薬剤耐性菌を増やさないため 

  多剤耐性菌感染症： 
    抗菌薬の適切な使用が行われてこなかったために招いた現象 
  問題点： 
    ○ 広域抗菌薬に偏って新薬の開発 
    ○ 投与量や投与方法の設定に安全性が重視されてきたこと 

○ 医療現場での不適切な抗菌薬の選択と投与量の設定 
  薬剤耐性菌を増やさないための対応策： 

○ 科学的な理論に基づいて適切に抗菌薬を選択 
○ 抗菌薬の臓器移行性、投与量や投与間隔などに配慮するこ
とが重要 

 
【抗菌薬使用量と耐性菌出現の因果関係】 
抗菌薬使用の変化と耐性率の変化は相関している 
・抗菌薬耐性は、市中感染よりも院内感染例でより多くみられる 
・耐性菌による院内感染症患者は、前に抗菌薬の投与を受けているこ
とが多い 
・抗菌薬耐性の高率な病棟は、抗菌薬の使用も高率である 
・抗菌薬に長い間暴露されていると、耐性菌の定着も起きやすい 

 
抗菌薬使用量と薬剤耐性のパターンを検討しよう 
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【抗菌薬の適正使用による効果】 
抗菌薬の適正使用⇒ 抗菌薬使用量の削減 

               →耐性菌出現の防止 
               →医療コストの削減 
               →在院日数の短縮 

 
 
【感受性試験の欧米での基本的な考え方】 
• 感受性試験は、In vitroにおける試験結果。 
        ↓ 
• 感受性試験結果は、臨床効果を必ずしも反映しない。 
        ↓ 
• 起因菌に対する薬効を評価。（MIC値） 

          ↓ 
• 起因菌の耐性化の推定。 

 
 
 
【欧米と日本の薬剤感受性試験の相違点】 

＜ＣＬＳＩ等の欧米試験法＞   ＜日本化学療法学会＞ 
試験方法   ： 微量液体希釈法・ﾃﾞｨｽｸ法    微量液体希釈法・ﾃﾞｨｽｸ法 
薬剤の選択方法： 起因菌の耐性を推定できる薬剤   臨床使用される薬剤 

得られる結果 ：  MIC値&カテゴリー(S,I,R)   MIC値&カテゴリー(S,I,R) 
試験結果の解釈： 菌種毎によるﾌﾞﾚｰｸﾎﾟｲﾝﾄ     感染症によるﾌﾞﾚｰｸﾎﾟｲﾝﾄ 
結果の解釈 ： 病原起因菌の耐性を推定し、   各抗菌薬のﾌﾞﾚｰｸﾎﾟｲﾝﾄより、 
      臨床上効果の少ない抗菌薬を  感染症毎に感受性（耐性化のない） 

推定             抗菌薬を推定する 
「感染症に対す   菌の耐性化を考慮し、      投与薬剤を、 
る臨床での使用   薬剤投与ﾏﾆｭｱﾙに基づき     感受性のある薬剤より選択 
抗菌剤の選択」：   投与薬剤を選択                  
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臨床
【ＣＬＳＩとは】 

検査標準化協会 (CLSI)：Clinical and Laboratory Standards 
Institute（旧ＮＣＣＬＳ(米国臨床検査標準委員会）)2005年１月より組
織名称変更 
（※NCCLS：National Committee for Clinical Laboratory Standards） 
  ★臨床検査の手技・方法などを標準化した承認基準書を作成してお
り、新しい問題や、改変すべき点などを随時吸い上げ、不定期・定期的
に改訂されます。追加・変更点には注意しておく必要があります。 
 
【薬剤感受性試験の種類】（ＣＬＳＩを中心に） 

1. ディスク拡散法（Kirby Bauer 法) 
2. 希釈法…   1）寒天平板希釈法   2）微量液体希釈法 
3. Ｅテスト 
 

…… 1. ディスク拡散法 ………………… 
原理  
①毛細管現象により、寒天中の水分が、ディスクの炉紙に吸収される 
②この水分にディスク中の薬剤が溶解する 
③溶解した薬剤が、ディスク直下の培地に移行する。 
④ディスク下では、薬剤は培地層のあらゆる方向に、はじめは急速に、
のち緩やかに拡散していく。この時薬剤は、培地上の細菌に作用しな
がら拡散する 

⑤拡散した薬剤濃度と培地上の細菌の増殖という関係により、阻止円が
形成される。 

 
菌の発育が見られない円内は、薬剤が菌の発育を阻止するのに十分な
濃度の部分であり、外側の菌の発育している部分は、薬剤が菌の発育
を阻止できなかった部分である 
 

 ディスク拡散法で注意すること 
⇒ディスク法は、簡便で広く普及しているが、一定のルールを無視し

て安易に行うと、成績にバラツキが生じ、再現性のない結果を招いて

しまうので、よく理解した上で使用することが大切です！ 
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・ 抗菌薬ディスクの薬剤含有量のバラツキ（許容範囲 25%） 
・ 含有薬剤の力価低下 

製造メーカー側での厳重な品質管理は勿論、出荷時～問屋へ至る輸送時

の管理状況、問屋内での保存状態、さらには検査室が問屋から入手するま

での輸送方法が、検査を行う以前の大きな問題になる。 
・ ディスクの保存 
 不適当な保存により、力価の低下をきたす。ペニシリン系、セファロス

ポリン系、セファマイシン系薬剤、-20℃以下、その他は 2～8℃以下で保
存する。 

・ ディスクの状態 
湿ったディスクや、折れ曲がったディスクを使用してはならない。ディ

スクは必ず乾燥剤を入れた密栓容器内で保存する。使用時には、密栓した

ままの状態で室温に戻し、のち開封する。一度開封したディスクは、短期

間内に使い切る。 
 

・ 培地組成、成分 ＜薬剤の拡散に影響を及ぼす培地蘇生・成分＞    
    血液（5％）…ノボビオシン（抗菌力やや減弱） 

食塩…ｽﾄﾚﾌﾟﾄﾏｲｼﾝ（抗菌力やや減弱）、コリスチン（抗菌力増強） 
塩化カリ…コリスチン（抗菌力増強） 
ペプトン、肉エキス、カザミノ酸…ペニシリン（抗菌力やや増強） 
pH(7.0以内)…酸性側で抗菌力減弱：ｱﾐﾉｸﾞﾘｺｼﾄﾞ系、マクロライド系 

酸性側で抗菌力増強：ﾍﾟﾆｼﾘﾝ系、テトラサイクリン系など 
                            （参考：金沢、1961） 
・ 使用培地…各々定められた培地を使用する。 

  CLSI では、日常の感受性検査を実施する際、ミューラーヒントン寒天培

地が推奨されている。 

●ミューラー・ヒントン寒天培地について 

⇒ミューラー・ヒントン寒天地で増殖する好気性菌または通性嫌性菌だけ

が、本培地を用いて検査するのに適する。    

●ミューラー・ヒントン寒天培地では十分増殖が得られない菌株の検査 

  … Haemophilus spp. , Neisseria gonorrhoeae ,Streptococcus 

pneumoniae , viridans streptococci ,β-溶血性 streptococci ⇒CLSI

記載の適切な培地を用いる 



・ 使用時の培地の状態 
    培地の厚さ：均等に 4㎜厚さであることが望まれる。 
          阻止円は、厚ければ小さく、薄ければ大きく現れる。 
    培地の表面：過剰の水分は除かれていなければならない。 
培地表面、シャーレの蓋の表面に過剰の水分が認められた時は、フラン器内で

培地本体を上側（逆さ）にして少し蓋をずらし、20～30 分程度放置し、水分を
蒸発させてから使用する。乾燥しすぎても不良の結果を招くので注意すること。 
・ 感受性に用いる細菌の活性状態 

⇒対数期の細菌では、阻止円は小さく、定常期では大きく現れる。 
  ～菌の増殖曲線～ 

 

活発に増殖 

定常期

対数期
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McFarland No. 0.5より

濃い場合 

接種菌量を正確に合わせないと…（E.coli） 

McFarland No. 0.5

阻止円径が小さくな

る (偽耐性？) 

阻止円直径が変わり、判定に影響します！ 



・ 菌液調製 
    感受性検査には、正確に菌量濃度を調製することが大切です！！      
 

 McFarland 標準液： 
      McFarland 0.5 は、1.5 ×10８  CFU/mlとなる。            
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         ・CFU = colony forming units 
              （生菌数＝コロニーを形成する単位） 

生きている菌数 

 
 

 

 
～ディスク拡散法の実施手順～ 
  １．接種用菌液の調製 
①対数期増殖菌を用いる方法： 
・ ４～５mL の液体培地（トリプチケース・ソイ・ブロスなど）に被
検菌を接種 

・ McFarland 0.5 以上の濁度になるまで、35℃で２～６時間程度培  
養 

・ この増菌させた菌液を、滅菌 0.9％食塩水またはブロスで、 
McFarland 0.5の濁度に調整 

②培養コロニーからの直接菌液を調整する方法： 
・ 血液寒天培地などに 18～24時間純培養 

濁度をMcFarland 0.5に合わせたとしても、用いた菌が、培養２日以上 
経過したコロニーだと… 

生生 菌菌 数数 がが 少少 なな いい

菌菌がが死死滅滅ししてて（（ しし

ままいいままししたた））  

接接種種菌菌：：ﾓﾓﾗﾗｸｸｾｾﾗﾗ（（ﾌﾌﾞ゙ﾗﾗﾝﾝﾊﾊﾒﾒﾗﾗ））  ｶｶﾀﾀﾗﾗｰーﾘﾘ

M
ｽｽ  

Moorraaxxeellllaa((BBrraannhhaammeellllaa))  ccaattaarrrrhhaarriiss  
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・ 被検菌を、直接滅菌生食水やブロスで、McF．0.5の濁度に調製 
・ Haemophillus spp. , N.gonorrhoeae , Streptococcus 、  
     ﾒﾁｼﾘﾝやｵｷｻｼﾘﾝに耐性の可能性のある Staphylococci 等。 
 

２．寒天平板への接種 
    接種用菌を調整後、15分以内に以下の操作を行う。 
① 滅菌綿棒を接種用菌液に浸し、試験管壁に綿棒を押し付けて過剰
な菌液を取り除く。 

② ミューラーヒントンⅡ寒天培地に、綿棒で全面に画線塗抹して接
種する。   ２回以上この動作を繰り返す。その度ごとに平板を
約 60度ずつ回転させ、接種菌の分布を均一化する。 

③ 塗布後、培地表面が濡れている場合は３～５分ほど放置し、水分を
吸収させる。 

 
３．ディスクの設置 ＜ディスクの置き方＞ 
   …ディスクの寒天への密着度によって成績は異なる。 
・ 菌接種後 15分以内にディスクを置く。 
・ ディスクは、シャーレの縁から 16～17㎜以上、各ディスクの間隔は、
中心から 2.4㎜以上離して並べる。（ディスクの数は、φ15ｃｍの平
板では 12枚まで、φ10ｃｍの平板では５枚まで） 

・ ディスクをつまむピンセットは、火焔滅菌後冷ますか、消毒綿で消
毒後乾燥させ、滅菌状態で使用） 

・ ディスクは寒天培地上に均一に密着させる。 
・ 抗菌薬によっては、即座に拡散してしまうので、いったん寒天表面
にディスクを置いたら、移動させてはならない。 

 
 
 ４．培養条件 
  培養温度、培養時間などの条件は阻止円直径に影響を与える。 
・ ディスクの密着を確認するためには、培地は裏返して培養する方が
望ましい。 

・ ３５℃で１６～１８時間培養する。 
・ 培養に炭酸ガスを必要とする細菌、例えば S.pneumoniae, 
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N.gonorrhoeae, H.influenzae などは、５％ＣＯ２条件下で培養。 
Campylobacter spp.  H.pylori  は微好気培養（ｶﾞｽ発生ﾊﾟｯｸなどを使
用する）。 
・ Staphylococcus spp. や Enterococcus spp. の場合は、耐性を見逃さない 

ために、VCM や MPIPC の判定は 24時間培養後、判定する。 
 
 
＜ディスク法の判定 注意点＞ 
  阻止円の測定は、直径をノギスまたは定規で、ミリ単位まで計測する。

阻止円が鮮明でなかったり、不明瞭な場合があるので、判定は慎重に行
う。 

 
シャーレの蓋は、原則的には開けないで計測する 
①通常は反射光を用いて、培地の裏側より完全阻止円を計測する（血液寒天
の場合は、表面より計測する）。 
②Staphylococciの場合、MRSAが疑われる為に透過光により計測する。 
 
 
【ﾃﾞｨｽｸ法 阻止円像と判定】 

阻止円径 判定 

整円形 阻止円直径内は感受性 
ギザギザした不整円形。辺縁に過剰発育 
の傾向が見られることもある 

耐性。βラクタマーゼによる不活化能が 
見られる。βラクタマーゼ（+）なら 
耐性と判定 

二重リング状。または、阻止円内に 
薄く菌が発育 

サルファ剤の場合は薄い発育は無視、 
感受性と判定。それ以外は耐性と判定 

遊走発育。阻止円内に薄く菌が発育し、 
孤立コロニーもみられる 

耐性株の混在。または、 
複数菌の混在 

阻止円内にコロニーがみられる 耐性株の混在。または、負数菌の混在 
溶血像。溶血環を計測しないで、菌発育 
阻止円径を計測 

発育阻止円内を計測し、判定 
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＜ディスク拡散法の結果の解釈＞ ～解釈のカテゴリー～ 

  （定性的な薬剤感受性（ＳＩＲ表示）） 
・Ｓー感受性（Ｓｕｓｃｅｐｔｉｂｌｅ）：常用使用量で得られる血中ある 

いは、組織内濃度で菌の発育が
阻止される 

・Ｉー中間（Ｉｎｔｅｒｍｅｄｅａｔｅ）：常用使用量では有効濃度が得ら 
れない場合でも、大量投与ある
いは頻回投与することによって
菌の発育が阻止できる 

・Ｒー耐性（Ｒｅｓｉｓｔａｎｔ）：常用使用量で得られる血中あるいは組
織内濃度では菌の発育が阻止されない 

※ すべての菌種においてディスク法が適応できるわけではない。 
※ 感受性（Ｓ）と報告してはならない抗菌薬がある 

（ＣＬＳＩ Ｍ100-Ｓ15 2005年） 
       対象菌  対象菌に対して、感受性と報告しては 

ならない抗菌薬 
Salmonella spp., 

Shigella spp. 
第１、第２セファロスポリン系、 
アミノグリコシド系抗菌薬 

 oxacillin resistant  
Staphylococcus spp. 

ﾍﾟネム系、ペニシリン系、セフェム系、 
カルバペネム系、β-ﾗｸﾀﾏｰｾﾞ阻害合剤 

   Enterococcus spp. アミノグリコシド系、セファロスポリン

系、 
クリンダマイシン、ST合剤 

 
精度管理 
 ①目的：精度管理計画の目的 
      ・感受性検査の正確性のチェック 
      ・検査に用いる試薬の品質チェック     
   精度管理標準株： 
    可能な限り遺伝的に安定で変異し難く、目的に適したもの 
    適切に管理されたものを使用する 
 ②管理用菌株 



      数種の菌株を公的機関から入手する 
 ・Staphylococcus aureus ATCC 25923   ・Enterococcus  faecalis ATCC 29212 
・Escherichia coli ATCC 25922          ・Haemophilus  influenzaeATCC 49247  

  ・Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853   など 
 
…… 2. 希釈法 （微量液体希釈法）………………………………………………… 
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※MIC (minimum inhibitory concentration) 
    …菌の発育を阻止できる抗菌薬の最小濃度 （単位はμg/ml） 
                    のことで、iinn--vviittrrooででのの抗抗菌菌力力のの指指標標である。 

 ＜微量液体希釈法：定量的な薬剤感受性＞   （μｇ／ｍＬで表示） 

MIC-- 最小発育阻止濃度 Minimum inhibitory  concentoration ： 
血中あるいは、組織内濃度で菌の発育が阻止される濃度（免疫低下のない患者） 

MBC-- 最小殺菌濃度 Minimum  bactericidal concentoration ： 
血中あるいは、組織内濃度で菌が殺菌される濃度  （免疫力の低下した患者） 

MFC-- 最小殺真菌濃度 Minimum  fungicidal concentoration ： 
血中あるいは、組織内濃度で真菌が殺菌される濃度  （免疫力の低下した患者） 

※接種菌量とMICのバラツキ  例：E.coli (ATCC25922) の場合 
 

 
 
 最

小
阻
止
発
育
濃
度 

←菌量 少ない

⇒菌量 多い  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（1999年 和泉 微食会発表ﾃﾞｰﾀ）

接種菌量が少なかったり多かったりすると、MIC値も変わります…！ 

使用する菌の状態や、接種菌量には細心の注意を払うことが大切です 



 
…… 3. Ｅ-テスト （濃度勾配法：concentration  gradient） ………………… 
<特徴> 
・ 薄い樹脂製のテストストリップに抗菌薬が濃度勾配を持たせてコーテ
ィングされている。 

・ 操作はディスク法、結果は寒天平板希釈法に準じ、MIC値を測定でき
る。 

・ 栄養要求の厳しい菌や培養時間の長い菌（嫌気性菌、酵母様真菌、糸
状菌、抗酸菌、H. pylori など）のMIC値を測定できる。 

・ CLSI/NCCLSに判定基準がない抗菌薬のMIC値を測定できる。 
・ 薬剤相乗効果の測定にも使用可能 

…………………………………………………………………………………………………… 
【ブレイクポイント（Break point）とは】 

■ 起因菌に対する抗菌剤のＭＩＣがどの程度であれば、 治療効果が期待

できるか？（抗菌薬の組織への移行性は臓器によって異なる） 

■ 臨床的効果（80%以上の有効性）を保証するための基礎データ を基に設

定 

 

ある施設におけるＥ,coli の MIC 分布（ｎ=100）

0

50

100

ＭＩＣ（μg/ml）

菌
株
数

ﾌﾞﾚｲｸﾎﾟｲﾝﾄで

あるとしたら

抗菌薬が有効でな

い（耐性の）菌 （感受性のある）菌

抗菌薬が有効な 

ここが 

0.06 0.125 0.25  0.5   1   2   4   8   16

 
～臨床分離菌には、抗菌薬感受性にバラツキがあることを知ることが大切です～ 

 14



 15

 
※さまざまなブレイクポイント 
  1 )CLSIのブレイクポイント 

2) 日本化学療法学会 
3) PK／PDブレイクポイント 

 
 
★抗菌薬療法とは… 

• 抗菌薬が病原菌の発育を抑制し殺菌するには、「病原菌が増殖してい
る部位で、病原菌のMICよりも抗菌薬の濃度が上回る」 

       ⇒すなわち、 
“ 臓器内濃度(μg/ml)＞MIC (μg/ml)  ” となることが必要である。 

 この状態をできるだけ長く維持することを基本に抗菌薬投与計画が組み
立てられてきました。（特にβ-ラクタム系） 
 
【細菌の薬剤耐性機序】 （抗菌薬の種類だけ、耐性パターンもいろいろ…） 
１．薬剤の不活化 
 ・特異的酵素の産生①分解酵素・・・βラクタマーゼ 
        ②修飾酵素・・・アセチル化、アデニル化、リン酸化 
 
２．薬剤作用点の変化 
 ・染色体による変異：PBPの変異（MRSA、PRSP,BLNARなど）、 

DNA-ジャイレースの変異 
 ・作用点の修飾 ：バンコマイシン耐性遺伝子（vanA）エリスロマイシン

耐性遺伝子（erm） 
 
３．薬剤透過性の変化 
 ・薬剤の排出 MARシステム、マクロライド耐性遺伝子（msrA） 
 ・細胞膜の透過性減少 アミノグリコシド、カルバペネム耐性（ポーリン

欠損） 
 
４．代謝調節の変化 
 ・代替経路  サルファ剤 
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５．遺伝子の伝達 
 ・Rプラスミド  ESBL産生遺伝子の菌種を超えた伝播 
 ・トランスポゾン 
 
【話題となっている薬剤耐性菌】 
Ⅰ ．市中感染（強毒菌） 
 １）グラム陰性桿菌 
 ・ﾍﾟﾆｼﾘﾅｰｾﾞ非産生ｱﾝﾋﾟｼﾘﾝ耐性ｲﾝﾌﾙｴﾝｻﾞ菌：BLNAR（PBP3A、3B、

4変異） 
 ２）グラム陽性球菌 
  ・ペニシリン耐性肺炎球菌：PRSP（PBP1A、2B、2Xの変異） 
 
Ⅱ ．日和見感染・院内感染（弱毒菌～中程度） 
 １）グラム陰性桿菌 
  ・ESBL産生グラム陰性桿菌（ClassAβラクタマーゼの変異） 
  ・IMP-1型ﾒﾀﾛβラクタマーゼ(MBL)産生菌、多剤耐性緑膿菌：MDRP 
  ２）グラム陽性球菌 
  ・MRSA（mecA遺伝子による PBP2’の産生） 
  ・ﾊﾞﾝｺﾏｲｼﾝ耐性腸球菌：VRE（van遺伝子による標的部位の変化） 

・ グリコペプチド耐性MRSA、CNS（細胞壁合成系の亢進） 
 

Ⅲ ．抗酸菌  
多剤耐性結核菌（rpoBによる RNA ﾎﾟﾘﾒﾗｰｾﾞの突然変異による RFP耐
性など） 

 
Ⅳ ．その他 
・ 多剤耐性サルモネラ DT104   
・ キノロン耐性カンピロバクター 
・ キノロン耐性淋菌   
・ クラリスロマイシン耐性ヘリコバクターピロリなど 
 
 



 
 

 

検査室

検査技師

主治

医 
担当

用手法や 
自動細菌検

査 
装置から 

得られた結果

結果をそのまま

受け取る 

変だな？と思われる結果に

ついては、再チェックする

質問とそれに 
対する適切な

解答 

結果を受け取り

吟味する
コメントをつけて報告

そのまま報告する

検査技師

検査室

 
 
※集計について   （集計例） E.coli 薬剤感受性率（入院、外来） 
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E.coli 　2008年上半期　感受性率
(入院(n=59))

0% 20% 40% 60% 80% 100%
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ﾌｨｰﾄﾞﾊﾞｯｸされた分離ﾌｨｰﾄﾞﾊﾞｯｸされた分離

菌の耐性率情報は、医菌の耐性率情報は、医

師の経験的抗菌薬師の経験的抗菌薬療療

法をサポート法をサポート  

します！します！  

 

E.coli 　2008年上半期　感受性率
(外来(n=85))

0% 20% 40% 60% 80% 100%

PIPC

ABPC

CEZ

CCL

CTX

GM

LVFX

S

I

R

分離菌の薬剤感受性分離菌の薬剤感受性
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日常業務では、種々のテクニックエラーに遭遇すると思います。たとえば、
MDRP と思われるデータが自動装置で同定されても、実は確認するとノー
マルな薬剤感受性の P.aeruginosaに、Stenotrophomonas（Xantomonas） 
maltophilia が混入していたとか、VRE のようなデータがでたとき、MIC
の VCMウェルのグラム染色をするとグラム陰性桿菌やグラム陽性桿菌、酵
母などの混入もあるかもしれません。耐性菌の報告以前に、そのようなテク
ニックエラーのない、またはあったとしてもそれをきちんと確認し検証する

を調べ、耐性率を調べ、耐性率をを  

集計・発信するのは、集計・発信するのは、

細菌検査技師の細菌検査技師の  

重要な役割です重要な役割です  



まで慎重な対応を行わなければとんでもないデータが臨床に返ってしまい
ます。それ故、普段から主要な臨床分離菌の薬剤感受性パターンを把握して
いけば、そこから逸脱している結果がでたとき、変だな？と感じて確認を行
うことが可能となります。長期投与された抗菌剤に菌が耐性化していくデー
タの変化もわかり、Drに、使用中の抗菌剤が in vitroでは検出菌に耐性で
すが…とお知らせすることができます。また最近は、ESBL 産生菌も
Escherichia ,  Klebsiellaのほか、腸内細菌科の中でProteus , Morganella , 
Salmonella , Shigella 等と多様化しているため今後注意が必要です。 
集計は非常に手間と労力がかかりますが、年度単位で自施設での感受性パ
ターンが確立されていれば、コロニー形態で菌の推定ができた時点で、Dr
は集計情報を参考に抗菌薬の第１選択が絞れて非常に有用です。正確な技術
を礎として、臨床分離菌の感受性率、耐性率を集計するのは、細菌検査技師
の重要な役割なのだということを再認識しました。 

 
 
 
 

百日咳 

大阪赤十字病院  市村佳彦 
 

 百日咳（pertussis, whooping cough ）は、特有のけいれん性の咳発作（痙咳発
作）を特徴とする急性気道感染症である。母親からの免疫（経胎盤移行抗体）が期
待できないため、乳児期早期から罹患し、1歳以下の乳児、ことに生後 6 カ月以下
では死に至る危険性も高い。百日咳ワクチンを含む DPT 三種混合ワクチン接種（ジ
フテリア・百日咳・破傷風）は我が国を含めて世界各国で実施されており、その普
及とともに各国で百日咳の発生数は激減している。しかし、ワクチン接種を行って
いない人での発病はわが国でも見られており、世界各国でいまだ多くの流行が発生
している。1990 年にロシアから始まったジフテリアの流行同様、ワクチン接種が
滞れば再び流行の可能性のある感染症である。 
 
疫 学 
 百日咳は世界的に見られる疾患で、いずれの年齢でもかかるが、小児が中心とな
る。また、重症化しやすく、死亡者の大半を占めるのは 1 歳未満の乳児、ことに
生後 6カ月未満の乳児である。WHO の発表によれば、世界の百日咳患者数は年間
2,000 ～4,000 万人で、その約 90%は発展途上国の小児であり、死亡数は約 20～40 
万人とされている。 
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 わが国における百日咳患者の届け出数（伝染病予防法では届出伝染病として全例
報告されることになっていた）は、ワクチン開始前には 10 万例以上あり、その約
10%が死亡していた。百日咳（P）ワクチンは 1950 年から予防接種法によるワクチ
ンに定められ、単味ワクチンによって接種が開始された。1958 年の法改正からは
ジフテリア（D ）と混合の DP 二種混合ワクチンが使われ、さらに 1968（昭和 43）
年からは、破傷風（T）を含めた DPT 三種混合ワクチンが定期接種として広く使わ
れるようになった。これらのワクチンの普及とともに患者の報告数は減少し、1971
年には 206 例、1972 年には 269 例と、この時期に、日本は世界で最も罹患率の低
い国のひとつとなった。しかし、1970 年代から、DPT ワクチン、ことに百日咳ワ
クチン（全菌体ワクチン）によるとされる脳症などの重篤な副反応発生が問題とな
り、1975 年 2 月に百日咳ワクチンを含む予防接種は一時中止となった。 
 同年 4月に、接種開始年齢を引き上げるなどして再開されたが、接種率の低下は
著しく、あるいは DPT でなく DT の接種を行う地区も多く見られた。その結果、1979
年には年間の届け出数が約 13,000 例、死亡者数は約 20～30 例に増えた。 
 その後、わが国において百日咳ワクチンの改良研究が急いで進められ、それまで
の全菌体ワクチン（whole cell vaccine）から無細胞ワクチン（acellular vaccine）
が開発された。1981 年秋からこの無細胞（精製、とも表現する）百日咳ワクチン
（aP）を含む DPT 三種混合ワクチン（DTaP）が導入され、その結果、再び DPT の
接種率は向上した。また、1981 年 7 月から「百日せき様疾患」として、定点医療
機関（以下、定点）からの報告による感染症発生動向調査が開始され、伝染病予防
法に基づく届出数の約 20 倍の患者数が報告されるようになった。1982 年には全定
点からの報告数が 23,675（定点当たり 12.59）で、その後は約 4 年毎に増加する
パターンを示しながら減少した。 
 1994年 10月からはDPT ワクチンの接種開始年齢がそれまでの2歳から3カ月に
引き下げられた。 
 1997 年には報告数が 2,708（同 1.12）、1998 年には 2,313（同 0.97）に減少し
た。1999 年 4 月施行の感染症法の元では「百日咳」として定点把握疾患に分類さ
れ、全国約 3,000 の小児科定点から報告されており、2000 年 3,787 例（同 1.29）、
2001 年 1,800 例（同 0.60）、2002 年 1,488 例（同 0.49）である。 
 
病原体 
 グラム陰性桿菌である百日咳菌（Bordetella pertussis ）の感染によるが、一
部はパラ百日咳菌（Bordetella parapertussis ）も原因となる。感染経路は、鼻
咽頭や気道からの分泌物による飛沫感染、および接触感染である。 
 百日咳の発症機序は未だ解明されていないが、百日咳菌の有する種々の生物活性
物質の一部が、病原因子として発症に関与すると考えられている。病原因子と考え
られるものとしては、線維状血球凝集素（FHA ）、パータクチン（69KD 外膜蛋白）、
凝集素（アグルチノーゲン 2、3）などの定着因子と、百日咳毒素（PT）、気管上
皮細胞毒素、アデニル酸シクラーゼ、易熱性皮膚壊死毒素などの毒素がある。 
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臨床症状 
 臨床経過は 3期に分けられる。 
1）カタル期（約 2週間持続）：通常 7～10 日間程度の潜伏期を経て、普通のかぜ
症状で始まり、次第に咳の回数が増えて程度も激しくなる。 
2）痙咳期（約 2～3週間持続）：次第に特徴ある発作性けいれん性の咳（痙咳）と
なる。これは短い咳が連続的に起こり（スタッカート）、続いて、息を吸う時に笛
の音のようなヒューという音が出る（笛声：whoop）。この様な咳嗽発作がくり返
すことをレプリーゼと呼ぶ。しばしば嘔吐を伴う。 
 発熱はないか、あっても微熱程度である。息を詰めて咳をするため、顔面の静脈
圧が上昇し、顔面浮腫、点状出血、眼球結膜出血、鼻出血などが見られることもあ
る。非発作時は無症状であるが、何らかの刺激が加わると発作が誘発される。また、
夜間の発作が多い。年令が小さいほど症状は非定型的であり、乳児期早期では特徴
的な咳がなく、単に息を止めているような無呼吸発作からチアノーゼ、けいれん、
呼吸停止と進展することがある。合併症としては肺炎の他、発症機序は不明である
が脳症も重要な問題で、特に乳児で注意が必要である。1992～1994 年の米国での
調査によると、致命率は全年齢児で 0.2%、6 カ月未満児で 0.6%とされている。 
3）回復期（2, 3 週～）：激しい発作は次第に減衰し、2～3 週間で認められなく
なるが、その後も時折忘れた頃に発作性の咳が出る。全経過約 2～3カ月で回復す
る。 
 成人の百日咳では咳が長期にわたって持続するが、典型的な発作性の咳嗽を示す
ことはなく、やがて回復に向かう。軽症で診断が見のがされやすいが、菌の排出が
あるため、ワクチン未接種の新生児・乳児に対する感染源として注意が必要である。
これらの点から、成人における百日咳の免疫状況に今後注意していく必要がある。 
 また、アデノウイルス、マイコプラズマ、クラミジアなどの呼吸器感染症でも同
様の発作性の咳嗽を示すことがあり、鑑別診断上注意が必要である。 
 臨床検査では、小児の場合には白血球数が数万/mm 3に増加することもあり、分
画ではリンパ球の異常増多がみられる。しかし、赤沈や CRP は正常範囲か軽度上
昇程度である。 
 
病原診断  
 確定診断のためには、鼻咽頭からの百日咳菌の分離同定が必要である。培養には、
ボルデ・ジャング（Bordet ‐Gengou）培地や CSM （cyclodextrin solid medium ）
などの特殊培地を要する。菌はカタル期後半に検出され、痙咳期に入ると検出され
にくくなるため、実際には菌の分離同定は困難なことが多い。血清診断では百日咳
菌凝集素価の測定が行われることが多く、東浜株および山口株を用い、ペア血清（2 
週間以上の間隔）で 4 倍以上の抗体価上昇があるか、シングル血清で 40 倍以上で
あれば診断価値は高い。ただし、凝集素を含むタイプのワクチン接種者では、シン
グル血清での判断に注意を要する。また最近では、ELISA 法による抗 PT 抗体、抗
FHA 抗体の測定も時に行われる。研究室レベルでは菌の染色体 DNA 解析、PCR 法
などによる病原体遺伝子の検出も行われる。 
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治療・予防 
 百日咳菌に対する治療として、エリスロマイシン、クラリスロマイシンなどのマ
クロライド系抗菌薬が用いられる。これらは特にカタル期では有効である。通常、
患者からの菌の排出は咳の開始から約 3週間持続するが、エリスロマイシンなどに
よる適切な治療により、服用開始から 5日後には菌の分離はほぼ陰性となる。しか
し、再排菌などを考慮すると、抗生剤の投与期間として 2週間は必要であると思わ
れる。痙咳に対しては鎮咳去痰剤、場合により気管支拡張剤などが使われる。全身
的な水分補給が必要なこともあり、また、重症例では抗 PT 抗体を期待してガンマ
グロブリン大量投与も行われる。 
 予防では、世界各国が EPI （Expanded Program on Immunization：拡大予防接
種事業）ワクチンの一つとして、DPT ワクチンの普及を強力に進めている。わが国
で現在使われている無細胞百日咳ワクチンを含む DPT 三種混合ワクチンは、第 1
期初回として生後 3 ～90 カ月（標準的には生後 3～12 カ月）に 3回、及びその 12
～18 カ月後に追加接種を行い、第 2期として 11～12 歳に、百日咳を除いた DT 二
種混合ワクチンによる接種が行われている。わが国の無細胞百日咳ワクチンの有効
成分は PT と FHA が主であるが、その量比率はメーカーにより異なっている。さら
に、それら主成分以外に凝集原、パータクチンを含むものもある。接種後の全身お
よび局所の副反応については、従来の全菌体ワクチンに比較して格段に少なくなっ
ている。 
 また、年齢、予防接種歴に関わらず、家族や濃厚接触者にはエリスロマイシン、
クラリスロマイシンなどを 10～14 日間予防投与する。 
 
感染症法における取り扱い（2003 年 11 月施行の感染症法改正に伴い更新） 
 百日咳は 5類感染症定点把握疾患に定められており、全国約 3,000 カ所の小児科
定点から毎週報告がなされている。報告のための基準は以下の通りになっている。 
○診断した医師の判断により、症状や所見から当該疾患が疑われ、かつ、以下の 2 
つの基準を全て満たすもの 
 1. 2 週間以上持続する咳嗽 
 2. 以下のいずれかの要件のうち少なくとも一つを満たすもの 
  ・スタッカートやレプリーゼを伴う咳嗽発作 
  ・新生児や乳児で、他に明らかな原因がない咳嗽後の嘔吐または無呼吸発作 
 ○上記の基準は必ずしも満たさないが、診断した医師の判断により、症状や所見
から当該疾患が疑われ、かつ、病原体診断や血清学的診断によって当該疾患と診断
されたもの 
 
学校保健法での取り扱い 
 第二種の伝染病に定められており、登校基準は以下のとおりである。 
○特有の咳が消失するまで出席停止となる。ただし、病状により伝染のおそれがな
いと認められたときはこの限りではない。 
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引用 HP…http://idsc.nih.go.jp/idwr/kansen/k03/k03_36.html 



 
 
 
 
 
 
 
 

松下記念病院 
町田 清正 
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１．H.influenzae BLNAR 株 の耐性機序は PBP３遺伝子（ftsⅠ）の変異によりβ

ラクタム系抗菌薬の分解能を得たことによる。 

【問題】薬剤耐性菌は、感染症の重症化や院
内感染、そして施設外の環境汚染による公衆
衛生上の問題も引き起こすという点で、とて
も厄介なものです。普段よく遭遇するのは言
うまでもなく MRSA ですが、ほかにも多くの薬
剤耐性菌が存在し、さらに増加傾向にありま
す。今回はグラム陰性桿菌の薬剤耐性菌につ
いてです。○×で答えてください。 

２．H.influenzae BLNAR 株の耐性に関与する fts-Ⅰ遺伝子において 3ヶ所のうち
1ヶ所のみの変異が認められた場合は Low-BLNAR 株と定義する。 

３．Amber によるβラクタマーゼの分類において、カルバペネマーゼはクラス Bに
属する。 

４．メタロβラクタマーゼ（MBL）は活性中心にセリン残基を有し、Amber の分類
ではクラス Cに属する。 

５．メタロβラクタマーゼ（MBL）産生菌の判定にはメルカプト酢酸ナトリウム（SMA）
ディスクや Eテストを用いて判定することができる。 

６．ESBL 産生菌はセフェム系のみならずセファマイシン系、オキサセフェム系ま
でをも分解するが、カルバペネム系は分解しないので治療に用いることができ
る。 

７．MDRP(Multi drug- resistance Pseudomonas aeruginosa )を判定する際の定義
は、イミペネム、アミカシン、シプロフロキサシンの３剤すべてに耐性を示す
ことである。 

８．MDRP による感染症は感染症法において全数届出の対象である。 
９．多剤耐性結核 MDR-TB：Multi drug resistance tuberbule bacilli はイソニ

アジド（INH）、リファンピシン（RFP）の両剤に耐性を示す結核菌である。 
10．WHO による高度多剤耐性結核 XDR-TB：Extensively drug- resistance 

tuberculosis の最新の定義において、フルオロキノロン系抗菌薬の耐性の有
無は問われていない。 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ぼちぼちとインフルエンザが出始めました。ワクチン接種は皆さんお済みでしょ
うか？あまり早くに接種すると、シーズン終盤に効力が残っているのか不安になり
ますし、年々接種のタイミングが難しくなってきている様な気がします。これも地
球温暖化に伴う異常気象のせいなのでしょうか。 

赤木 征宏 2008.11.08 
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１．× PBP3遺伝子（fts-Ⅰ）の変異により PBPとβラクタム系抗菌薬の親和

性が低下することによる。 
２．○  ３．○  
４．×MBLは活性中心に亜鉛を有し、Amberの分類ではクラス Bに属する。 
５．○ 
６．× ESBL 産生菌はセファマイシン系、オキサセフェム系、カルバペネム系

には感性を示す。 
７．○ 
８．× ５類感染症であり、指定された施設は報告しなければならない（定点観

測） 
９．○ 
10．× WHO による XDR-TB の最新の定義は「MDR-TB でありフルオロキノ

ロン系抗菌薬のいずれか１剤以上に耐性、かつ、カナマイシン、アミカシン、

カプレオマイシンのいずれか１剤以上に耐性の結核菌」とされている 

 

許可なく転載および複写はご遠慮下さい 
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