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ごあんない 

  ・今月の定期講習会 

・若葉マーク講習会 《講義偏》《実技偏》 赤木 征宏 
 

定期講習会報告 

・感染症に役立つ薬の知識 中家 清隆 

 

ばくとおやじとばくとひめの知識箱 
浅田 薫 ・納豆菌 

・感染症の診断及び治療に関係する先進医療について 
仁木 誠  

 

バイキン Quiz 宇都宮 孝治 
 

（敬称は略させていただきました） 

 

 

今月の定期講習会は 

６月２３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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テ−マと講師：  

①CLSI M100-S19の主な変更点 

シーメンスヘルスケア・ダイアグノスティクス株式会社 
山田 幸祐 

②細菌性髄膜炎とアクトヒブの製品概要について 

サノフィパスツール第一三共ワクチン㈱   

桧山 義勇 

日時：平成２１年６月２３日（火） １８：３０～２０：００ 

場所：大阪医療技術学園専門学校  

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、微生物検査トピックスとして２つご講演を頂

きます。 

毎年追加や改定がされる CLSI の基準、皆様の施設にも

何らかの基準改定の案内が届いているのではないでしょ

うか？どう変わったのか？何故変わったのか？最新の情

報を臨床に反映させるため、今年の変更点をわかり易く

解説して頂きます。 

 アクトヒブは、H. influenzae b 型による細菌性髄膜炎

の予防を目的とした WHO も推奨するワクチンで、昨年１

２月からようやく日本でも販売が開始されました。新聞

等でもときどき話題となっていますが、どんなワクチ

ン？副作用は？欧米での実績は？ 

 微生物担当の検査技師だけでなく、小さなお子さんが

居て Hib ワクチンをどうしようか迷っているお父さん技

師＆お母さん技師、皆様奮ってご参加ください。 



 

 

《 講義編 》 

日時・講師 ： 平成２１年６月４日（木）ゼロからの塗抹鏡検 

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の講義です。新たに自施設で塗抹検査を実施するようになった

方も、是非ご参加下さい。 

講師：松下記念病院 町田 清正  

平成２１年６月１１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２１年６月１８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・時間 ： 大阪医療技術学園専門学校 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 

《 実技偏 》 

日程 ： 平成２１年７月１８日（土）１４：００～１７：００ 

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、「ちゃんとした操作

法を教わった覚えがない」「一からもう一度勉強したい」「質問できる先輩がいな

い」・・・様々な事情を抱えていらっしゃる方、聞かぬは一生の何たらですよ。大阪

は一から教えます！今年もやります！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２１年７月１９日（日）９：００～１７：００ 

     平成２１年７月２０日（月：海の日）９：００～１５：３０ 

会場 ： 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) 

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 : 専門-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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４月定期講習会 

『感染症治療に役立つ薬の知識』 

大阪市立大学医学部附属病院 

中央臨床検査部 微生物検査室 

中家 清隆 

去る４月２８日に【感染症治療に役立つ薬の知識】をテーマに宝塚市立病院 薬剤部の吉岡

睦展先生をお招きし、感染症治療に役立つ薬の知識について基礎的な範囲から実際の臨床

でのお話まで幅広く御講演頂きましたので、報告させて頂きます。 

 

（感染症治療の基本的な考え方） 

 

 

患 者 

（感染臓器） 

抗菌薬 病原体 

患者背景 

病原体 

 

 

 

 

 

 

感染症治療の基本的な考え方の流れですが、感染症治療の大原則は、患者、抗菌薬、病

原体の三角形を常に意識することです。 

また、患者背景が異なると病原体が異なり、例えば、ステロイドなどの免疫抑制剤を

投与されている場合や、ＡＩＤＳを発症していれば、ニューモシスチス肺炎や播種性カ

ンジダ症などを起こすかもしれません。また同じ病原体でも患者背景の違いにより、臨

床病態が異なることもあります。例えば、黄色ブドウ球菌では、市中の健常人では、と

びひなど皮膚感染症の起炎菌ですが、入院中の患者にとっては、ルート感染など医療関

連感染の主要な起炎菌になります。 
そして病原体が決まっても抗菌薬は決まりません。例えば病原体がＭＳＳA（メチシリン感受

性黄色ブドウ球菌）ならＣＥＺが第一選択ですが、中枢神経への移行性が悪いため、ＭＳＳＡの

髄膜炎には使えません。もちろん、患者のアレルギー歴や腎機能、肝機能の障害によって使

用できる抗菌薬が制限されることがあります。 

感染症診療においては、この菌ならこの抗菌薬と単純に決まるのではなくて、このような３つの頂点が複雑に入り

混じって、 適な治療方針が決定されていくのだということをまず理解して下さい。 
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 (ADME) 

ADME とは薬物動態学および薬理学で用いられる、吸

収、分布、代謝、排泄 の英語表記の頭文字からなる略語であり、

生体において薬物が処理される過程を示す用語である。これら 4

項目は薬物の血中濃度と、組織への暴露に影響します。 
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（相互作用） 

抗真菌剤のイトラコナゾールと高脂血症治療剤シン

バスタチン（リポバス）と併用した場合のシンバスタチン

の血中濃度推移をみますと、イトリゾールは、代謝酵

素の CYP3A4 を阻害しますので、同じ CYP3A4 で代謝

されるにシンバスタチンの血中濃度が上昇します。 

抗菌薬のリファンピシリンと睡眠剤トリアゾラム（ハル

シオン）を併用した場合、リファンピシリンは代謝酵素 

の CYP3A4 を誘導しますので、併用でトリアゾラムの血

中濃度は 1/10 まで低下します。こういった相互作用も、

感染症治療では、問題になることがありますので、各

施設の薬剤師に併用薬は問題ないか聞いてみてくだ

さい。 
ﾆｭｰｷﾉﾛﾝ系薬剤と 

Aｌ・Mg 含有製剤との相互作用 

（ｷﾚｰﾄ形成による吸収率の低下） 

  Al 含有剤 Mg 含有剤 

NFLX 2% 2% 

LVFX 56% 78% 

TFLX 63% 46% 

CPFX 56% 2% 

GFLX 54%   

MFLX 41% 41% 

ENX 15%   

SPFX 65%   

PUFX 15% 43% 

ADME 
Absorption  ：吸収 
Distribution ：分布 
Metabolism ：代謝 
Excretion  ：排泄 

ｼﾝﾊﾞｽﾀﾁﾝ：CYP3A4で代謝 
 
ｲﾄﾗｺﾅｿﾞｰﾙ：CYP3A4を阻害 

ﾄﾘｱｿﾞﾗﾑ：CYP3A4で代謝 
 
ﾘﾌｧﾝﾋﾟｼﾘﾝ：CYP3A4を誘導 

経口のニューキノロン系薬剤とアルミニウム含有製剤

との相互作用を示したものです。消化管内で両薬剤が物

理的にキレートを起こして問題になるケースです。対象薬

は胃薬でマーロックスやアルサルミンですが、NFLX, ENX, 

PUFX では、ほとんどが吸収されず投与が無駄になって

いることがわかりますが、その他のキノロンでも４～５割

の吸収低下がみられています。すなわち血中濃度が低

下するということです。 

同様に、経口のニューキノロンとマグネシウム含有製

剤の相互作用ですが、胃薬や下剤のコランチルや酸化

マグネシウムの同時投与で、同様に吸収の低下がみら

れます。NFLX, CPFX ではキレート形成により、消化管か

ら吸収されないことがわかります。ちなみに注射剤のパ

ズフロキサシンやシプロフロキサシンでは消化管内での

接触がないのでこの相互作用は起こりません。 
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（吸収率低下による耐性菌の出現） 

 

従来、抗菌薬の効果を得るためには、薬物濃度を minimum inhibitory concentration（MIC）

以上に保つことが重要とされてきました。しかしながら、MIC より少し濃度が高い領域は mutant 

selection window と呼ばれ、感受性菌は除菌できても、耐性菌だけを残してしまう、いわば耐性

菌を選択してしまう濃度域とされています。耐性菌の選択を防ぐためには、MIC よりもさらに高

い、耐性菌も残らず除菌できる濃度、すなわち mutant prevention concentration （MPC）を考

慮することが必要とされています。  

ﾆｭ-ｷﾉﾛﾝ系薬剤と金属含有製剤とのキレート形成による吸収率の低下は、血中濃度低下を

招き、MPC に到達しない可能性があります。すなわち耐性菌の出現に繋がることを熟知して、

抗菌薬と併用される薬剤にも注意しなければなりません。 

 

 

（輸液フィルターの有用性） 

 

まず輸液フィルターが有効かということですが、これは厚生労働省の「静脈点滴注射などの

衛星管理に関するガイドライン」の中に示されているものですが、「0.22μm のフィルターが、カ

テーテル関連血流感染の発生頻度を下げた報告はない。しかし、フィルターには細菌をトラッ

プするだけでなく、ガラス片などの異物や配合変化によって生じる沈殿物を捕捉する効果が

る」というふうに記載されております。よって、輸液フィルターの使用を強く推奨しております。  

 ドイル注 2ｇ/500ｍｌ生食（ペニシリン系抗菌薬）に含まれる微粒子（10μm 以下）を測定した結

果、４４４１個/5ｍｌ検出されました。体内動態を改良するためアミノ酸を結合させたペニシリン

のため溶解性が悪くなっています。製品は凍結乾燥品で生食やブドウ糖に溶解して点滴しま

すが、溶解性が悪く、小さな微粒子が多く溶けずに浮遊しています。これらはフィルターを使用

することで除去できるということになります。 

 薬を混注したときにシリンジの針でゴム栓を削り取って生じたコアリングという現象ですが肉

眼で確認できるものは、輸液セット本体に付いている目の大きい 40μm のフィルターでトラップ

できますが、より小さいものは 0.22μm のフィルターで除去することが有意義となります。 

 利尿剤、フロセミドが配合変化により生じる沈澱物ですが、ｐH がアルカリに偏った性質があ

るため、多くの注射剤と配合変化を起こし混濁します。例えば、去痰剤のビソルボンと同一シリ

ンジ内や点滴内、側管で接触しても白く濁りこのような結晶が析出します。 

フィルターでトラップされず、このまま点滴すると静脈炎、血管痛、血栓の原因になります。 
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（配合変化の原因） 

 

① 配合量による変化 

通常、混注して配合変化がない場合でも、配合量によっては、薬剤濃度やpHが変化し、配合

変化を起こすことがある。 

② 同一シリンジ内での混合 

同一シリンジを複数回使用して2剤以上の薬剤を混注した場合、または、同一シリンジ内で2剤

以上の薬剤を混合して輸液バッグに混注した場合、配合変化を起こすことがある。 

③ 針の使いまわし 

輸液バッグに2剤以上を混注する場合に、シリンジを替えても、針を替えなかった場合には、混

注前に針内で薬剤が混合したことにより、配合変化を起こすことがある。 

④ 溶解液の選択ミス 

薬剤を溶解して混注する場合には、適切な溶解液を使用しないと配合変化を起こすことがあり

ます。 

例）アムビゾーム R（L-AMB）を生食等の電解質溶液で溶解すると混濁→5%ブドウ糖 

⑤ 遮光不十分 

遮光が不十分であると配合変化を起こす薬剤があります。そのような薬剤を混注する際には、

遮光カバーの使用が必要です。 

例）ファンガード R（MCFG）は光により徐々に分解→調製後点滴終了までに 6 時間を超 

  える場合は点滴容器を遮光 

⑥ 側管からの投与 

薬剤によっては側管から投与すると、点滴ライン内で白濁などの配合変化を起こしてしまうこと

があります。このような場合は、別ルートで投与するようにしてください。 

例）アミノグリコシド系薬とペニシリン系薬で加水分解→双方ともに力価低下 

例）カルバペネム系薬剤は，L-システイン又は L-シスチン含有のアミノ酸製剤との配合変化で

著しく力価が低下する。 

対処法）カルバペネム系薬剤を側管投与する場合は，アミノ酸含有輸液製剤の一時的中断（メ

インルートを止めて）投与しその前後をフラッシングする方法又は別ルートからの投与

を推奨されます。 

 

（配合変化がある場合の側管投与方法） 

 

メインを止めて、三方活栓やシュアプラグから生食を流して輸液チューブを洗浄します。そし

て、抗生剤を側管から投与し、終了後、再度生食を流してチューブを洗浄し、メインを再開しま



す。洗浄に使用する生食の液量は、三方活栓又はシュアプラグから注射針までのライン液量

の 2～3 倍量を目安に約１０mｌフラッシュします。 

 

（TDM について） 

昔は MIC や PAE といった試験管内での抗菌力が重視されてきました。しかし、in vitro の

抗菌力が高くても、吸収されなかったり、排泄が速いために充分な治療効果が得られない場合

があります。また、腎機能や病態等の影響により、血中濃度が高く推移し、副作用が出てしま

うということも考えられます。そこで、臨床効果を高め、副作用を軽減するためには、抗菌力だ

けでなく体内動態を考慮することが重要と考えられます。そのための手法が TDM であり、特

に抗 MRSA 薬の場合､治療効果を高める鍵は、TDM にあるといえます。  

ハベカシンの血中濃度はピーク９～20、トラフ 2 以下にすることで有効かつ安全に投与する

ことができます。この値に近付けるためには、個々の患者に合った 適な投与量、投与方法で

治療することが必要です。その 適な投与法を見つけるとき役立つのが TDM 解析ソフトです。 

 

（抗菌薬適正使用のための TDM についての考え方の変化） 
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TDM の重要性が言われはじめて 20 年ほど経ちますが、初期の頃は安全性確保のための

ディフェンシブな TDM でしたが、 近では安全性に加え効果を 大限発揮させるためのオフェ

ンシブな TDM が主流となっています。  

 

（わが国の抗 MRSA 薬） 

【VCM】 

ＶＣＭはグラム陽性菌全般に有効でエビデンスも豊富なことから標準薬として位置付けられ

ている。 
目標ﾄﾗﾌ値は有効性を確保するために 10～20μｇ/ｍｌ前後が推奨されている。ＭＩＣが 2μｇ/

ｍｌを超える場合やＭＲＳＡによる中枢神経感染症の場合はﾄﾗﾌを高めに設定するのがよい。 
 
【ＴＥＩＣ】 
 ＴＥＩＣは文献的にはＶＣＭより副作用が少ないことが報告されている。 

半減期が５０時間と非常に長く、有効血中濃度の定常状態になるまで時間がかかるのが欠

点。1 回 400ｍｇを 12 時間ごとに 3 回投与する。その後は腎機能などを勘案して用法容量を決

定する。ＴＤＭが有効であり、ﾄﾗﾌ値を 15μｇ/ｍｌ前後に設定することを推奨する報告が多い。 



【ＡＢＫ】 

 ＡＢＫは３剤と抗菌スペクトラムが異なりＭＲＳＡと緑膿菌を含めたグラム陰性菌にも有効だが

連鎖球菌・腸球菌に無効。 

ﾋﾟｰｸ値が９～２０μｇ/ｍｌ、ﾄﾗﾌ値が２μｇ/ｍｌ以下になるように投与設計を行う。Ｃｍａｘ/ＭＩＣを

大きくすることで有効性が期待できることから、１日一回投与が有効である。 

ＴＤＭの実施とﾋﾟｰｸ値を高く保つことが重要。重症感染症のＥｍｐｉｒｉｃ治療の際、βラクタム

系薬との併用により、緑膿菌やＭＲＳＡなどを広くカバーすることができる。 

 

【ＬＺＤ】 
 ＬＺＤは原則的にはＶＣＭ耐性菌に対する切り札として使用は慎重に検討すべき。 
 １回 600ｍｇを１日２回投与する。腎機能障害や肝機能障害時の用量の調整は不要であるの

でＴＤＭの必要もないとされている。 
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臨床医薬 22巻 1号 （1月） 2006 

 



 

1/4 MIC で接触させた場合、各薬剤

とも菌量には変化がなかったものの

ABK 群のみが TSST-1 の産生量を 80%

以上抑制した。 

 

※ TSST-1（Toxic Shock Syndrome  

Toxin 1；毒素性ショック症候群毒素 1） 

 

 

（PK/PD） 

 

PK とは薬物動態、即ち、生体内での抗菌薬の濃度推移のことで、PD とは薬力学、即ち、生

体内での抗菌薬の作用のことをいいます。言い換えれば、PK は抗菌薬と体の関係、PD は抗

菌薬と微生物の関係を示しており、PK/PD とは薬物動態と薬力学を組み合わせて、抗菌薬の

有効性や安全性を評価する考え方です。すなわち、PK/PD 理論を使えば、抗菌薬の臨床効果

を 大限に引き出すための用法用量を設定することができるということです。 
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PK/PD パラメータには Time above MIC､Cmax/MIC､AUC/MIC の３つがあることが示されて

います。アミノグリコシドやニューキノロンは、濃度依存的な殺菌作用や PAE を示す抗菌薬で、

Cmax/MIC や AUC/MIC が効果と相関します。よって、1 回投与量をあげることが重要になりま

す。一方、カルバペネムやセフェム、ペニシリンなどは、時間依存的な殺菌作用を示し PAE が

抗抗菌菌薬薬とと体体のの関関係係  抗抗菌菌薬薬とと微微生生物物のの関関係係   
AAGGss,,  NNQQss,,    

TTCCss,,  AAZZMM,,  CCAAMM,,  VVCCMM  

濃濃度度依依存存

 
ββ--llaaccttaamm((CCaarrbbaappeenneemmss,,    

CCEEPPss,,  PPCCss))  

時時間間依依存存性性  



短い抗菌薬で、Time above MIC が効果と相関します。よって、１日の内、抗菌薬の濃度が MIC

を上回る時間が長ければ長い程良いということになります。 

 

（T>MIC を 大化するために重要なファクター） 

 

 

 

 

基本的には１から３を考慮することが重要です。４については、海外では組織移行率が向上し

たというような報告があります。ただ一方で 大血中濃度 Cmax が低下して、MIC を下回ってし

まうという危険性があり、血中濃度がミュータントセレクションウインド MSW に長く滞在し、耐性

菌を誘導するといった危険性もあると思います。原則としては、やはり抗菌薬の投与回数を増

やすことを第一選択として頂いて、点滴時間の延長はこういったことができない場合の代替と

して考えていただくことが重要です。 

 

 

（排泄型） 

 肝 排泄型 肝・腎 排泄型 腎 排泄型 

尿中未変化体排泄率 0～40％ 40～60％ 60％～ 

主に、未変化体で尿中に排泄されるくすりを腎排泄型薬物、肝臓で代謝されて薬効を失うく

すりを肝排泄型薬物といっています。肝排泄型は、肝臓で代謝され、大部分が腎臓から尿中

に排泄されたとしても、「肝臓で薬効を失った」ので肝排泄型薬物としているわけです。肝排泄

型薬物と腎排泄型薬物はその性格が大きく異なります。肝排泄型か腎排泄型かは、尿中未変

化体排泄率が目安となります。明確な定めがあるわけではありませんが、約 60％以上未変化

体で尿中に排泄される場合を腎排泄型、40％以下の場合を肝排泄型と呼んでいます。中間の

40％から 60％を肝・腎排泄型と呼んでいる場合もあります。  

 

肝排泄型薬物と腎排泄型薬物の違い 

項目 肝排泄型薬物 腎排泄型薬物 

体外への消失 肝臓で代謝 腎臓から排泄 

肝疾患時の血中濃度 上昇（理論上） 変化なし 

肝疾患時の投与量 減量 不変 

腎疾患時の血中濃度 変化なし 上昇 

腎疾患時の投与量 不変 減量 

３．1回量をより多くする          ４．点滴時間を延長する 

２．投与回数を増やす 

１．原因細菌に対して も高い抗菌活性を示す薬剤を選択する 
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 酵素誘導・阻害 影響が多い 影響が少ない 

 

カルバペネムは腎排泄型薬剤ですが、BIPM を除いた全てが尿細管分泌と糸球体ろ過によ

って排泄されます。ここでのポイントは、尿細管分泌される際に、尿細管上皮に影響を与え、腎

障害が起こるということです。例えば、IPM は、尿細管分泌の際、尿細管上皮のデヒドロペプチ

ターゼという酵素によって分解されますが、その代謝産物が尿細管を強く障害することが知ら

れています。ですから、チエナムはこの酵素の阻害剤である CS との合剤にすることで、腎障害

を軽減しているわけです。同じカルバペネムでも BIPM は、尿細管分泌にほとんど関与しておら

ず、尿細管上皮細胞に対する影響が少なく、腎障害時でも使いやすい。また尿細管分泌により

排泄される薬剤は８０％と多くを占めるといいましたが、これら薬剤の動態に与える影響も少な

い（すなわち、併用する腎排泄型薬物との相互作用がすくない）といえます。 

 

（カルバペネム系抗菌薬の特徴） 

 
 

（併用療法） 
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＜短所＞ 
コストの上昇 

相互作用, アレルギーのリスク増加 

骨髄炎・髄膜炎の際の併用               ＰＣＧ＋CLDM 

  RFP：バイオフィルムの産生抑制           A 群連鎖球菌の産生する毒素タンパク 

  特に黄色ブドウ球菌の感染症の場合にも     産生抑制作用 

  βラクタム系薬＋フルオロキノロン系薬 

  βラクタム系薬＋アミノグリコシド系薬 

相乗効果（シナジー） 

複数菌の治療 

抗菌スペクトラムの補足 

＜長所＞ 
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併用療法には、治療対象となる感染症や病原体の種類により、様々なものがあります。そ

のメリットとして も一般的なものが抗菌スペクトラムの補足、あるいは複数菌の治療です。 

もう一つは、相乗効果、シナジーをねらうものです。そのほかに、骨髄炎や髄膜炎の時に併

用するリファンピシリンがあります。 

リファンピシリンには細菌が産生するバイオフィルムの産生を抑制するという作用があり、特

に黄色ブドウ球菌の際に併用されることがあります。また、A 群溶血性連鎖球菌による壊死性

筋膜炎の際は、ペニシリン G に加えてクリンダマイシンを併用します。 

クリンダマイシンはA群連鎖球菌が産生する毒素タンパクの産生抑制作用があるとされてい

ます。 

一方デメリットですが、使用する抗菌薬が増えるということで、コストが上昇する。もう一つは

薬剤の相互作用の件です。そして、それ自体の副作用やアレルギーのリスクが増えるというこ

と。 全例に併用を行うという点には問題があると思いますが、患者背景、グラム染色といった

もので推定できる起炎菌がある程度しぼられますから、もし単剤で治療できるなら単剤で治療

するというスタンスも必要です。 

 

 

（抗菌薬投与期間について） 

 

①CRP 値が基準値近くに低下するまで治療を行う？ 

②治療開始から 7～10 日目を目処に治療を行う？ 

③臨床検査値が正常、または SIRS の基準値を満たさなくなるまで治療を行う？ 

 

◇CRP が陰性でも重症感染症の場合もある 
◇CRP が高値だからといって必ずしも重症とは限らない 
◇CRP は他の検査値や病状と比較して少し遅れて反応することにも注意が必要 
◇CRP は我が国で発見された有用なバイオマーカーだがその数値に一喜一憂することなく治

療の目安の一つとしてその意義を十分に理解した上で活用することが大切である 
◇プロカルシトニンの意義も現時点では確定していない 
◇CRP やプロカルシトニンは感染症診療に必須の感染臓器、原因微生物を知る手掛りにはな

らないし、抗菌薬の選択にも役に立たない 
◇最近ではプロカルシトニンが低値なら抗菌薬を中止するということによって感染治療の

質を落とすことなく抗菌薬使用の適正使用を推進するという報告もある 
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 SSCG では、セプシスの治療期間は一般的には７～１０日とされていますが、臨床的改善が

いま一つであったり、ドレナージできない感染創があったり、好中球減少などの免疫不全があ

る場合には、より長期間の治療を推奨すると比較的簡潔な記載に留まっています。黄色ブドウ

球菌については、血管内留置カテーテルの有無やペースメーカーや人工関節などの人工物の

有無、骨髄炎や深部膿瘍などの深部感染の併発といった項目にも注意を払わなくてはなりま

せん。もともと黄色ブドウ球菌が原因のセプシスは１４日前後の治療期間が推奨されているの

に加え、こういった項目をもつ患者は４週間の治療でも再発するといったことが報告されており

ます。患者の状態によって全身の CT 検査や心内膜炎の有無をチェックするための心臓超音

波検査などを行う必要性があります。またカンジダの場合は、眼内炎が有名ですし、多くの専

門家は、血液培養が陰性化してから 低１４間の治療期間を推奨しています。７～１０日間と

いう期間は、あくまでも一般的な感染症の標準的、平均的な治療期間であり、時に短かすぎる

ことがある、ということを知っておく必要があります。CRP などのバイオマーカーを指標に抗菌

薬の開始や中止を決定するといったプラクティスは、現在のところ標準的ではありません。そも

そも CRP といった一つの指標だけで方針が決定できるほど臨床判断は単純ではありません。 

 

 

（まとめ） 

 

 今回、吉岡先生には感染症治療と薬剤についてお話をして頂き、薬剤使用の基本的な部分

から臨床的なことまでわかり易く教えて頂きました。 
吉岡先生は感染症治療のゴールは、患者の状態を落ち着けること、合併症、再発を防ぐこと。

とおっしゃられ、そのゴールを目指すためには、ＩＣＴなどの抗菌薬適正使用推進チーム（看護

師は現場の把握、検査技師は検出菌、薬剤師は抗菌薬に関する情報、そして医師は診断と抗

菌薬の決定）それぞれの役割を果たすことが重要とのことでした。それらの横断的なチーム医

療連携にとって も重要なことは、各職種間のコミュニケーションであり、互いの協力によって

個々に行う効果以上の結果が出てくるのではないかと思いました。 

 

 



 
 
 

納豆菌 
北野病院  浅田 薫 

 
 世間では、豚インフルエンザで暗いムードを醸し出していますが、ゴールデンウィー

クも明け、皆様の体調はいかがでしょうか？ 
 今回は、美容と健康に、さらには環境にも良いとされる納豆菌に注目してみました。 
■納豆菌って、何菌？ 
学名：Bacillus subtilis ver. natto 

 枯草菌の一種で稲藁に多く生息する。 
■納豆菌が作る“納豆”の栄養 
血液凝固因子を作るのに不可欠なビタミン K や大豆由来のタンパク質も豊富であり、

現在でも重要なタンパク質源となっている。食物繊維は 100 グラム中に 4.9～7.6 グラム

と豊富に含まれる。食物繊維はオリゴ糖等と共に腸内環境に有用な成分である。納豆に

は血栓を溶かす酵素が含まれており、納豆の摂取によって血栓が溶けた場合の分解成分

である FDP が血中に増えることが確認されている。（Wikipedia より一部抜粋） 
■ナットウキナーゼの血液サラサラ効果 
 ナットウキナーゼには、血栓溶解作用（線溶系の活性化）があり、その効果はウロキ

ナーゼに匹敵すると言われています。酵素でありながら、経口摂取可能で、脳梗塞の予

防のも良いとされています。 
■納豆菌が産生するポリグルタミン酸 
 グルタミン酸が、γ‐アミド結合でつながったポリマーがポリグルタミン酸です。 
 美容分野では、ヒアルロン酸を凌駕する保水力が注目され、保湿化粧品に利用されて

います。 
 環境・農業分野では、美容分野と同じく保水力に注目され、砂漠の緑化や土壌の改良

に利用されています。 
 
■納豆からポリグルタミン酸を抽出してみましょう 
1． 市販の納豆を割り箸等でよく混ぜます。 
2． ガーゼ等を利用し、なるべく少量の水でネバネバ部分を濾過します。 
3． 90％以上のエタノールに、2．で濾過したネバネバ部分の水を少しずつ投入します。 
4． ポリグルタミン酸が、アルコールに析出する特徴を利用し、析出した繊維状のポリグ
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ルタミン酸をすくい取ります。 
5． 繊維状のポリグルタミン酸を再び、少量の水に溶かします。 
6． 2．～5．の操作を繰り返し、最終的に水に浮遊させ、好みの濃度に仕上げれば、ハ

ンドローションとして、利用できます。 
※但し、室温で保存すると、すぐに腐ってくるので、冷蔵庫などに保管し、早めに使い

切りましょう。 
 
 
＞＞＞おわりに 
以前、ポリグルタミン酸のハンドローション作りに挑戦してみたのですが、室温で保

管したために、2～3 日で臭ってきてしまい、使用できなくなってしまいました。（おそ

らく、ニオイさえ気にしなければ、納豆菌なので、品質的には問題はないのだろうと思

います。） 
 防腐に良い案があれば、安全に利用でき、手にも優しく、医療従事者の我々のお供に

良いのでしょう。 
 その他にも、水の浄化や、最近はお風呂やトイレのカビ防止にと、様々なところで納

豆菌が利用されています。 
 私個人は、食べるのがとても苦手な納豆ですが、今後も素晴らしい底力に注目してい

きたいと思います。 
 
 

 
◇◇◇参照 HP・URL◇◇◇ 
・ Wikipedia 
・ http://finedays.org/natto/blood.html 
・ ヤクルト薬品工業株式会社 HP 
 
 
 

 

 

 

http://finedays.org/natto/blood.html


 

 

 

感染症の診断及び治療に関係する先進医療について 

大阪市立大学医学部附属病院  仁木 誠 

 

  

 昨今の目覚しい医学の進歩により新規の検査診断法や治療法が開発・導入され

ていく中で、「先進医療」として位置づけられている医療技術があります。先進

医療は大学病院などで実施される先端医療のうち厚生労働大臣の承認を受けた

ものを指し、その種別ごとに実施可能な病院が承認されています。この制度は平

成 18 年 10 月 1 日の健康保険法の一部改正に伴い、高度先進医療から改編され開

始されました。今回はその中でも感染症の診断・治療に関係する先端技術をピッ

クアップして紹介したいと思います。 

 

重症 BCG 副反応症例における遺伝子診断（BCG 副反応症例又は非定型抗酸菌感染

で重症、反復若しくは難治である場合に係るものに限る） 

 

【概要】 

 非定型抗酸菌や BCG などの弱毒菌に易感染性を示した患者において、インタ

ーフェロンγ受容体遺伝子の変異が報告されており、BCG 摂取後に BCG 菌によ

る重症副反応を呈した患者、もしくは非定型抗酸菌感染の重症・反復・難治例

についてインターフェロンγ受容体遺伝子の変異の有無を確認することにより、

合併疾患の早期治療・予防を目指す。 

 

【実施可能とする医療機関の要件】 

1．主として実施する医師に係る基準 

・専ら内科又は小児科に従事し、当該診療科について五年以上の経験を有す 

ること 

・感染症専門医（日本感染症学会が認定したものをいう）又は臨床遺伝専門 

医であること 

・当該療養について一年以上の経験を有すること 

・当該療養について、当該療養を主として実施する医師として症例を実施し 
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 ていること 

 2．保険医療機関に係る基準 

  ・内科又は小児科を標榜していること 

  ・実施診療科において、常勤の医師が配置されていること 

  ・臨床検査技師が配置されていること 

  ・二十四時間院内検査を実施する体制が整備されていること 

  ・医療機器保守管理体制が整備されていること 

・倫理委員会が設置されており、届出後当該療養を初めて実施するときは、 

必ず事前に開催すること 

  ・医療安全管理委員会が設置されていること 

  ・遺伝カウンセリングの実施体制を有していること 

  ・当該療養について症例を実施していること 

 

【実施している医療機関】 

  九州大学病院（福岡県） 

 

 

Q 熱診断における血清抗体価測定及び病原体遺伝子診断（急性期又は慢性期の Q

熱に係るものに限る） 

 

【概要】 

 末梢血を採取し、間接蛍光抗体法による病原菌の抗体価の測定と、PCR 法に

より病原菌遺伝子の検出をし、Q熱を診断する。Q熱はウイルス、細菌による呼

吸器疾患などと臨床的に鑑別が難しく、本技術による診断確定により適切な治

療薬を選択できるため的確な治療が可能となる。 

 

【実施可能とする医療機関の要件】 

 1．主として実施する医師に係る基準 

  ・専ら内科又は小児科に従事し、当該診療科について五年以上の経験を有す

ること 

  ・感染症専門医であること 

  ・当該療養について一年以上の経験を有すること 

  ・当該療養について、当該療養を主として実施する医師として症例を実施し

ていること 
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 2．保険医療機関に係る基準 

  ・内科又は小児科を標榜していること 

  ・実施診療科において、常勤の医師が配置されていること 

  ・臨床検査技師が配置されていること 

  ・二十四時間院内検査を実施する体制が整備されていること 

  ・医療機器保守管理体制が整備されていること 

  ・医療安全管理委員会が設置されていること 

  ・当該療養について症例を実施していること 

 

【実施している医療機関】 

  日本大学医学部附属板橋病院（東京都） 

 

 

活性化 T リンパ球移入療法（原発性若しくは続発性の免疫不全症の難治性日和見

感染症又は慢性活動性 EB ウイルス感染症に係るものに限る） 

 

【概要】 

 患者から採血して得られたリンパ球を体外で活性化し、細胞性免疫を担当す

る T リンパ球を選択的に増殖させ体内に戻し、免疫能を強化して感染症の治療

を図る。進行がんの治療に用いられる活性化自己リンパ球移入療法に比べて、T

リンパ球の割合が高いので、抗ウイルス作用が高く、抗ウイルス剤が無効の感

染症に効果が期待できる。 

 

【実施可能とする医療機関の要件】 

 1．主として実施する医師に係る基準 

  ・専ら内科又は小児科に従事していること 

  ・血液専門医又は感染症専門医であること 

  ・当該療養について五年以上の経験を有すること 

  ・当該療養について、当該療養を主として実施する医師として五例以上の症

例を実施していること 

 2．保険医療機関に係る基準 

  ・内科又は小児科を標榜していること 

  ・実施診療科において、常勤の医師が二名以上配置されていること 

  ・輸血部門が設置され、常勤の医師が配置されていること 
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  ・専任の細胞培養を担当する者が配置され、院内で細胞培養を実施している

こと 

  ・当直体制が整備されていること 

  ・緊急手術体制が整備されていること 

  ・二十四時間院内検査を実施する体制が整備されていること 

  ・医療機器保守管理体制が整備されていること 

  ・倫理委員会が設置されており、必要なときは必ず事前に開催すること 

  ・医療安全管理委員会が設置されていること 

  ・当該療養について十五例以上の症例を実施していること 

  ・届出月から起算して六月が経過するまでの間又は届出後当該療養を十例実

施するまでの間は、一月に一回、地方社会保険事務局長に対し当該療養の

実施状況について報告すること 

 

【実施している医療機関】 

  東京医科歯科大学医学部附属病院（東京都） 

 

 

CYP2C19 遺伝子多型検査に基づくテーラーメイドのヘリコバクター・ピロリ除菌

療法（ヘリコバクター・ピロリ感染を伴う胃潰瘍又は十二指腸潰瘍に係るものに

限る） 

 

【概要】 

 H. pylori 陽性の消化性潰瘍の治療における H. pylori の除菌療法を行うに

あたり、薬物代謝酵素の遺伝子検査を施行し、検査結果を踏まえて治療を個別

化することにより、従来より高い除菌成功率を達成して消化性潰瘍の治療に貢

献できる。当該技術により、これまでの標準治療よりも高い除菌率（全体で 90％

程度）が期待でき、消化性潰瘍の治癒率を上昇させる。 

 

【実施可能とする医療機関の要件】 

 1．主として実施する医師に係る基準 

  ・専ら消化器科に従事していること 

  ・消化器病専門医であること 

  ・当該療養について一年以上の経験を有すること 

  ・当該療養について、当該療養を主として実施する医師として症例を実施し
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ていること 

 2．保険医療機関に係る基準 

  ・消化器科を標榜していること 

  ・実施診療科において、消化器病専門医である常勤の医師が配置されている

こと 

  ・臨床検査技師が配置されていること 

  ・医療機器保守管理体制が整備されていること 

  ・倫理委員会が設置されており、必要なときは必ず事前に開催すること 

  ・医療安全管理委員会が設置されていること 

  ・当該療養について十例以上の症例を実施していること 

 

【実施している医療機関】 

  浜松医科大学医学部附属病院（静岡県） 

 

 

リアルタイム PCR を用いた迅速診断（EB ウイルス感染症に係るものに限る） 

 

【概要】 

 臓器移植手術においては、術後に免疫抑制剤を長期間投与する必要があるた

め、それに伴うウイルス感染症が発症しやすく、早期に対応するためには迅速

診断が重要な検査となっている。特にトランスアミナーゼ等の逸脱酵素の上昇

が見られる患者においては、移植後の拒絶反応によるものか、ウイルス感染に

よるものかを一刻も早く診断し、治療対策を開始する必要がある。また、伝染

性単核球症や慢性活動性 EB ウイルス感染症、EB ウイルス関連血球貪食症候群

などの EB ウイルスの感染によって引き起こされる疾患を早期に診断し適切な

処置を行うには、感度が高く迅速な検査法が必要である。本技術は Real Time 

PCR 法を用い、EB ウイルスの DNA 量を数時間以内に定量的に評価し、EB ウイル

ス感染症を迅速に診断するものである。 

 

【実施可能とする医療機関の要件】 

 1．主として実施する医師に係る基準 

  ・専ら内科、小児科、外科、小児外科又は泌尿器科に従事し、当該診療科に

ついて三年以上の経験を有していること 

  ・総合内科専門医、小児科専門医、外科専門医、小児外科専門医又は泌尿器



 - 22 -

科専門医であること 

  ・当該療養について一年以上の経験を有していること 

  ・当該療養について、当該療養を主として実施する医師として一例以上の症

例を実施していること 

 2．保険医療機関に係る基準 

  ・内科、小児科、外科、小児外科又は泌尿器科を標榜していること 

  ・実施診療科において、常勤の医師が配置されていること 

  ・臨床検査技師が配置されていること 

  ・二十四時間院内検査を実施する体制が整備されていること 

  ・医療機器の保守管理を行う体制が整備されていること 

  ・医療安全管理委員会が設置されていること 

  ・当該療養について一例以上の症例を実施していること 

 

【実施している医療機関】 

  熊本大学医学部附属病院（熊本県） 

  国立大学法人 三重大学医学部附属病院（三重県） 

  国立大学法人 名古屋大学医学部附属病院（愛知県） 

 

参考：厚生労働省ホームページ 

 

 

 今回は先進医療の中でも感染症に関係する項目だけを示しましたが、先進医療

全体としては平成 21 年 5 月 1 日現在で 107 種類承認されています。先進医療を

実施するためには多くの定められた要件をクリアし、厚生労働大臣の承認を受け

る必要があることより、どの施設においても容易に実施できるものではありませ

んが、今後、今以上に高い検査診断技術、治療技術が求められていく中で、それ

に対応していくためにも講習会や学会などを通して検査に関する新しい知識や

技術を習得していくことが重要であると考えます。 

 
 
 
 
 



 

 
 

 

 

 

 

 

近畿大学医学部附属病院 
宇都宮 孝治 
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【問題】 
昔から乳酸菌はさまざまな食品加工に利用さ

れてきました。腸内の細菌の研究は進み、今で

は「乳酸菌には腸内細菌のバランスを回復する

整腸作用・下痢・便秘の症状改善に加えて免疫

増強作用・発ガン抑制作用・コレステロール抑

制作用等がある」と言うことが常識となってい

ます。CM 等でよく目・耳にする乳酸菌の種類

を答えてください。

1. ○○菌は善玉菌の代表選手です。ヒトの腸内フローラ（菌叢）を形成する細菌の 1 種で、

母乳栄養児の糞便中に他の細菌より優位（９０％以上を占める）に存在します。 
 
2. ○○菌（ラクトバチルス カゼイ シロタ株）は、京都帝国大学医学部を卒業し、微生物

学教室で腸内菌の研究に取り組んだ代田稔博士によって開発されました。 
 
3. 2000 年 3 月に明治乳業から○○21 と名付けられた新しいヨーグルトが発売になりまし

た。 
 
4. ○○菌は、酸や塩分に強いため、胃液や腸液に耐えて「生きたまま摂取できる」植物性

乳酸菌として、健康食品等で使われることが多くなりました。 
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 新型インフルエンザの感染拡大の影響を受け、５月に予定しておりました定期講習会

での小林先生のご講演『ICD の３６５日 －今、微生物検査室に望むもの』を、急遽延

期とさせて頂きました。大臨技ホームページ上にて、開催延期のご連絡をさせて頂きま

したが、開催予定１週間前での延期決定であったため、当日、会場へ足をお運び下さっ

た受講生の方も居られたようで、連絡等が不十分であったことを、この紙面を借りてお

詫び申し上げます。今後、こういった場合に出来る限り早めの対応をしていきたいと考

えておりますが、技師会会員の皆様全員に、滞りなくご連絡をするということは非常に

難しく、今後も各自でホームページ上の開催確認をして頂くことになると思われます。

また、技師会ニュースにも各研修会等の連絡先を記載しておりますので、お電話やメー

ルにて、事前にご確認を頂けたらと思いますので、よろしくお願い申し上げます。 

 延期になりました小林先生のご講演は、１０月に開催を予定しておりますので、また、

皆様是非ともご参加くださいますよう、お願い申し上げます。 

 

 

赤木 征宏 2009.6.17 
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腸 管 感

染症はそ

の原因と

なる病原

回答： 
1.        ビフィズス 
2. ヤクルト 
3. LG 
4. ラブレ 

 

 

許可なく転載および複写はご遠慮下さい 


