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ごあんない 

  ・来月の定期講習会 赤木 征宏 
 

定期講習会報告 

・若葉マーク講習会 講義編① 町田 清正 

『ゼロからの塗抹鏡検』 
 

ばくとおやじとばくとひめの知識箱 
藤田 幸史郎 ・QFT って何ぞや？？ 
森村 麻衣 ・抗菌薬とは？ 

 

 

バイキン Quiz 李 相太 
 

（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２９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： 

「グラ染の解釈一つで大きく違う  

〜ただ染めるだけじゃありません〜」 

講師：西神戸医療センター 臨床検査技術部 山本 剛 

 

日時：平成２１年９月２９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 

 グラム染色は細菌感染症における最初の防衛ラインで

す。検査を担当する技師の経験・知識が、患者の初期治療の

正否に大きく関わります。 

 今回は、西神戸医療センターの山本剛先生をお迎えし、臨

床に貢献できるグラム染色の有り方をご講演頂きます。６月

には『ゼロからの塗抹鏡検検査』と題した講習会を実施しま

したが、今回は更に一歩踏み込んで、標本を見る時に得るべ

き患者情報や、臨床への報告の仕方など、我々の第一防衛ラ

インをより強固にする知識をご講演頂く予定です。 

 グラム染色道場師範（ちょと手前）の山本先生に、皆さん

も稽古をつけてもらいましょう！グラ染初心者も奮ってご

参加ください。 



  

 

若葉マーク講習会 講義編① 

『ゼロからの塗抹鏡検』 

松下記念病院 町田清正 

はじめに 

臨床検査室で行っている検査には様々なものがある。どの分野の検査でも迅速な結果報告

が望まれているが、微生物検査においては最終結果報告までに数日を要する場合が多い。し

かし、グラム染色や抗酸菌染色などは迅速に検査・報告でき、かつ臨床的意義も大きい。ま

た、平成 20 年度の診療報酬改定において、検体検査管理加算の算定条件に微生物学的検査が

含まれたこともあり、ますます塗抹検査の重要性は増しているといえる。今回の講義では、

塗抹鏡検をテーマとし、主にグラム染色について、検体種別に鏡検のポイントなどをまとめ

た。 

 

Ⅰ.塗抹検査の実際 

① 標本の作製 

微生物検査に提出される検体にはさまざまなものがあり、鏡検にあたっては、検体ごとに適

切な処理を行って標本を作製する必要がある。また、どの材料であっても標本の厚さはとて

も重要であり、特に厚すぎる標本の場合、染色後の鏡検がとても難しくなるので注意が必要

である。 

 

＜材料別塗抹標本の作り方＞ 

1)穿刺液などの液状検体(髄液，胸水，腹水など) 

  約 10ml を滅菌スピッツにとり、3000rpm，10 分間遠心後、 薄層になるように塗抹 

2)尿 

  遠心せずにそのまま塗抹。(淋菌・抗酸菌を目的とするときは遠心をする) 

3)喀痰 

  洗浄した喀痰の膿性部分を塗抹する。（細胞を破壊しないように注意する） 

4)綿棒採取検体 

  スライドグラスに軽く押し付け、回転させながら塗抹するか，滅菌水に浮遊させ，遠心 

沈渣を塗抹する 

5)組織 

  切開面を塗抹するか、乳鉢などですりつぶした状態で塗抹する 
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② グラム染色でわかること 

グラム染色は、細菌塗抹鏡検を行う際にもっとも広く使われている染色法である。グラム

染色によって次のようなことがわかる。 

1)微生物形態：グラム染色性、球菌、桿菌、ラセン菌、酵母、糸状菌など 

2)微生物形態の変形：抗菌薬投与の影響を観察できる 

3)推定原因菌：適切に採取された検体からは病原微生物の推定ができる。 

 
③グラム染色の特徴（利点・欠点） 

利点 １．起炎菌の推定ができる 
２．炎症像の有無が推定できる 
３．検査所要時間（３０分以内）が短い 
４．安価である 

欠点 １．菌数が少ないと検出できない 
２．鏡検の解釈に熟練を要する 
３．難染性の細菌がある 

 
④グラム染色の種類 
グラム染色の種類には大きく分けて次の３つがある。それぞれについて特徴をまとめた。 

方法 Hucker の変法 
フェイバー法 

（西岡の方法） 

バーミー法 

（Bertholomew 

&Mittwer の変法） 

グラム陽性菌

の染色 

１％シュウ酸アンモニウム・ク

リスタル紫液 

シュウ酸アンモニウム加ビクト

リア青液 

①1%クリスタル紫液 

②5%炭酸水素ナトリウム液 

グラム陽性菌

の媒染 
ヨウ素・ヨウ化カリウム液 

媒染・分別は以下の試薬で同時

に行う 
水酸化ナトリウム加ヨウ素液 

分別 95%エタノール 20％ピクリン酸・エタノール エタノール・アセトン混合液 

後染色 サフラニン液 
サフラニン液または Pfeiffer

（パイフェル）液 
Pfeiffer（パイフェル）液 

利点・特徴 
古くから用いられてきた標準的

な方法 

１ステップ操作が少なく、媒

染・分別も短時間で可能 

細菌・生体細胞共に判定しやす

い 

欠点 
エタノール単独では分別に

時間がかかる 

血液混入物・膿汁などの塗

抹が厚いと判定不能 
１ステップ操作が多い 

グラム染色の手順の中でもっとも大事なのは分別（脱色）の過程である。その点において、

フェイバー法やバーミー法は初心者でも失敗が少ないとされる。 



 - 5 -

Ⅱ.材料別塗抹鏡検のきほん 

喀痰 ＜特徴・ポイント＞ 

・下気道感染症の原因微生物推定に有用 

・誤嚥性肺炎の診断にも役立つ 

・炎症像から病期の推定も可能 

・検体は常在菌の混入を避けられない（喀痰洗浄が重要） 

・膿性部分がないと検査の意義が低い 

（肉眼的評価：Miller&Jones 分類、顕微鏡的評価：Geckler 分類 に

よる検体の評価を行う） 

＜推定可能な起炎菌＞ 

Streptococcus pneumoniae、 Haemophilus influenzae 

 Moraxella catarrhalis、 Klebsiella pneumoniae 

 Pseudomonas aeruginosa、 Staphylococcus aureus 

 Nocardia spp.、Yeast spp.、 糸状菌 

血液 ＜特徴・ポイント＞ 

・本来無菌であるため、菌が検出された場合の臨床的意義は大きい 

・適切なタイミング、手技・消毒により得られた検体で培養を行う 

（常在菌の混入による混乱を避けるため） 

・グラム陽性桿菌の場合はコンタミの可能性が高い 

・グラム陰性球菌は非常にまれ。 

・活性炭入りの血培ボトル（BactAlert ボトル）を使用する場合は活性

炭を細菌と見誤らないよう注意 

・複数の菌が存在した場合、陽性菌にのみ気を取られると陰性菌を見

逃す恐れがある 

髄液 ＜意義＞ 

・髄液の微生物検査は髄膜炎が疑われるときに行われる。 

・結果の遅れは適切な治療の遅れをきたし、患者の生死・後遺症の有

無に深く関わる。 

・現在、ラテックス凝集による同定キットが発売されておらず、グラ

ム染色の意義はますます高まっている 

・髄膜炎は年齢によって起炎菌の種類が異なるため、患者情報を得た

上で鏡検する 

＜検出される主な起炎菌＞ 

・細菌性： 
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（新生児）E.coli S.agalactiae L.monocytogenes 

（生後３ヶ月～学童期まで） 

H.influenzae S.pneumoniae   N.meningitidis 

（成人）S.pneumoniae  N.meningitidis 

（高齢者）S.pneumoniae L.monocytogenes GNR 

・結核性：（成人）M.tuberculosis 

・真菌性：（高齢者および免疫不全患者）C.neoformans Candida spp. 

Aspergilus spp. 

・ウイルス性：Enterovirus mumps virus 

膿・分泌物・穿刺液 ＜意義・ポイント＞ 

・人体のどの部位から採取されたものかを明確にして鏡検する（開放

部位からなのか閉鎖部位からなのか） 

・材料によって検出される可能性が高い細菌が絞られる 

例） 

皮膚・・・Staphylococcus spp.、Corynebacterium spp.、  

Propionibacterium spp.など 

眼・耳・・・S.pneumoniae、H.influenzae など 

便 ＜意義・ポイント＞ 

・糞便の塗抹検査は主に原虫や寄生虫の検査目的で用いられる。 

・グラム染色で推定同定できる細菌は限られる 

＜推定可能な起炎菌＞ 

Campylobacter spp. 

他の常在菌と紛れてしまい見つけにくいので注意深く観察する必要が

ある 

 

尿 ＜意義・ポイント＞ 

・膀胱炎、腎盂炎の起炎菌検査用の尿は採取後速やかに冷蔵保存 

・Neisseria gonorrhoeae の検査が必要な場合は 30℃以下に冷やさな

い 

・膀胱炎、腎盂腎炎を目的とした検査では遠心せずに検査する。 

・遠心しないでグラム染色し、細菌陽性の場合は、尿中の細菌数は≧

105 

CFU/ml とされ、ほぼ起炎菌と考えてよい 

・Corynebacterium ,Bacillus,コアグラーゼ陰性ブドウ球菌が検出さ
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れた場合は汚染菌である可能性が高いので、起炎菌決定は慎重に行う 

＜検出される起炎菌＞ 

・単純性尿路感染症 

Escherichia coli や腸内細菌科のグラム陰性菌（ Klebsiella 

pneumoniae や Proteus spp. など） 

・複雑性尿路感染症 

上記の菌の他に、Pseudomonas 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 

婦人生殖器分泌物 ＜意義・ポイント＞ 

・婦人生殖器領域の感染性疾患は、あらゆる種類の微生物が原因とな

って起こる 

膣分泌物における細菌検査の目的は主に次の４つ 

①B群溶血性連鎖球菌の保菌者検査 

②細菌性膣症の検査 

③膣炎の起炎菌検査 

③ 淋菌検査 

＜細菌性膣症：Bacterial vaginosis について＞ 

・膣内の正常細菌叢である Lactobacillus が減少し、他の細菌が異常

増殖した状態である 

・BV は宿主の感染防御能が低下すると骨盤内感染症、絨毛羊膜炎、流

産や早産の原因となる 

・BV はその半数以上が無症状であり、スクリーニング検査なしでの発

見は困難 

・細菌性膣症の診断に Nugent score（膣分泌物のグラム染色所見から

細菌性膣症を診断する方法）などが用いられている。 

 

おわりに 

塗抹検査は、簡単・安価・迅速に報告でき、さらに臨床的意義も大きい。しかし、適切な検

体の保存や処理がされなかったり、染色の手技を誤ってしまうと、正しい結果を得ることが

できず、臨床へ有用な情報を提供できない。グラム染色の鏡検で細菌の形態を判断するには

ある程度の慣れが必要であるし、起炎菌かどうか判定するには知識も必要である。グラム染



色の実施・報告にあたっては、マニュアルの整備や担当者の研修など、施設ごとの取り組み

が重要であると思われる。 

 

 

 

 

QFT って何ぞや？？ 

大阪府立呼吸器・アレルギー医療センター  
藤田幸史郎 

 

私は、検査技師歴、そして細菌検査歴も１年弱と、まだまだ知識を提供する立場には程遠

いのですが、その短い中で最も深く関わった QFT 検査について延べさせていただきたいと思

います。 

 
QFT(クォンティフェロン TB-2G)とは 

全血中において結核特異蛋白と共培養した際に、Tリンパ球の産生する INF-γを測定し、

結核感染を判別できる検査です。  
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クォンティフェロンⓇTB-2G ホームページより転載 

 
どんな時にする検査？ 

① 活動性結核の診断補助 

X 線所見や喀痰塗抹標本で結核を確定できず、他の臨床所見などで結核を疑う者 



 - 9 -

② 潜在結核の診断補助 

集団発生時に感染性結核患者との接触者 

感染性結核患者との接触機会の多い医療従事者 

 

「じゃあ、ツベルクリン反応と同じ検査？？」と思われた方もあると思います。しか

し、ツ反にはない良い点がいくつかあります。 

 

Point1 BCG ワクチンの影響を受けない！！！！ 

ツ反では BCG ワクチン(M.bovis 亜種)を接種済みの者は、結核の感染がなくても注射部位

に発赤や硬結が認められ、擬陽性と判定される場合があります。しかし、QFT では BCG とは

異なる遺伝子領域から産生される結核特異蛋白を用いているため、BCG ワクチン接種の影響

は受けません。 

 

Point2 MAC の影響も受けない！ 

BCG ワクチンに加え、QFT では MAC をはじめとする、多くの非結核性抗酸菌の感染の影響も

受けません。(M.kansasii や M.marinum など、一部の非結核性抗酸菌では陽性となる場合が

あります。) 

 

Point3 ブースター現象なし！  

以前にツ反検査を受けた人が再度ツ反検査をすると、発赤や硬結が大きくなるブースター

現象が認められる場合がある。QFT では、被験者にはヘパリン入り採血管に 5ml 採血をして

もらうだけの in vitro の検査であり、ブースター現象はありません。 

 

 

測定原理 

人が結核菌に感染すると、発症の有無に関わらず、生体内の Tリンパ球が記憶し、再び結

核菌が入り込むと、細胞性免疫を起こします。この反応を利用して、2つのステージで測定

が行われます。 

 

☆ステージ 1 

被験者から採血した検体(全血)に結核菌特異抗原(ESAT-6 及び CFP-10)と陽性コントロー

ル、陰性コントロールを添加して、静止培養します。結核菌に感染の場合、血中の細胞性免

疫を起こした Tリンパ球が活性化して、INF-γが産生されます。 



 
クォンティフェロンⓇTB-2G 添付文書より転載 

↓ 
☆ステージ 2 

全血の上清を採取し、ELISA 法にて INF-γを定量測定します。INF-γ標準液の希釈列を作

成し、検体と同時に測定します。標準線の吸光度より検量線を作成し、検体の INF-γ量を算

出します。INF-γ測定値が陽性カットオフ値以上を「陽性」、陰性カットオフ値未満を「陰性」、

両カットオフ値の間の場合は「判定保留」と判定します。 

なお、判定保留の解釈は、‘感染のリスクの度合いを考慮し、総合的に判定する’とされてい

ます。 

 

 

 

 

 
クォンティフェロンⓇTB-2G 添付文書より転載 

 
 

医療従事者における潜在性結核の実態検討 

医療従事者 332 例を対象に、QFT 検査を

行いました。医療従事者 332 例中、33 例

(9.9％)が陽性を示しました。ちなみに、

ツ反検査陽性率は 86.8％であり、医療従

事者を、ツ反検査でスクリーニングするこ

とは困難であることが分かりました。 

 また、健常人における QFT 陽性率は

1.8％であることから、医療従事者は結核

感染のリスクが高いといえます。近年、病

クォンティフェロンⓇTB-2G 添付文書より転載 
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院就職時の検診や結核病棟勤務の医療従事者に対して、QFT 検査を行う施設もあり、結核感

染対策として QFT が注目されています。 

 

特に、大阪府は結核患者数も他県と比較しても高く、QFT 検査を含めた結核感染対策が必要

であるといえます。 

 
 
 

用語解説 
① 活動性結核と潜在性結核 

潜在性結核とは結核菌に感染している状態(結核菌を肺に吸引し、体内で結核菌を保持し、

免疫応答が成立している状態)であるが臨床的には症状が出ておらず、喀痰等の検体からは結

核菌が検出されていないものをさします。一方、活動性結核とは結核菌に感染し、臨床的、

胸部 X線などで異常を生じて、喀痰等の塗抹検査や PCR 検査で結核菌が検出される発病状態

をさします。発病率(潜在性結核から活動性結核になる割合)は 1～2割といわれています。 

 
② MAC 

そう、マクドナルド。違います。ここでの MAC とは Mycobacterium avium complex の略で、

非結核性抗酸菌の M.avium 及び M.intracellulare を含めた総称のことです。M.avium と

M.intracellulare は類似した菌で、鑑別しても臨床的にはあまり意味はなく、まとめて MAC

と呼ばれています。 MAC 症は日本における非結核性抗酸菌症の約 75％を占めています。MAC

菌は環境中に常在しており、人に感染することはありますが、結核菌とは異なり人から人へ

は感染しません。MAC 症には大きく 3パターンあり、①結核後遺症の合併症、②AIDS 患者で

の併発、③中年から高齢のこれまで肺に異常がなかった女性に発症するものです。 
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最新情報 
QuantiFERON(QFT)-3G 

QFT-2G の後継診断試薬であり、正式名は QuantiFERON®-TB Gold と呼ばれます。QFT-3G で

は刺激抗原として、QFT-2G と同じ結核菌抗原 ESAT-6 と CFP-10 に加え、やはり結核菌特異抗

原である TB7.7 が追加されています。また、あらかじめ刺激抗原が塗布された 3組の専用採

血管（陰性コントロール・結核菌抗原・陽性コントロール）により採血を行い、十分撹拌後

37℃の保温器に入れることにより採血後直ちに培養を開始することが可能になります。ある

いは、採血後室温保存条件であれば 16 時間以内の培養開始でも可能とされています。また、

培養後も採血管は 2℃から 27℃の条件で 3日間保存できます。このように、QFT-3G では現状

の QFT-2G 検査過程における血液培養の段階が大幅に改善されています。QFT-2G と QFT-3G の

性能比較試験の結果、QFT-3Gの特異度はQFT-2Gと同等に高く、さらにQFT-3Gの感度はQFT-2G

より高いことが示されています。 

 

QFT-3G につきましても、今後、当院でも使用を予定しております。機会がありましたら

「QFT-3G」に関して、またご報告させていただきます。 

 
〈参考文献・ホームページ〉 

cellestis クォンティフェロンⓇTB-2G 添付文書・ホームページ 
平成 20 年度 検査研究部門研修会「結核に関する最新知見」資料 
結核研究所ホームページ 新 結核用語辞典 
財団法人 結核予防会 結核の統計 2007 

 

 

 

抗菌薬とは？ 

森村 麻衣 

抗菌薬とは？ 
抗生物質と化学療法剤をあわせていうもの 

・抗生物質 
 細菌・カビ・放線菌などの微生物から作り出され、微生物その他の生活細胞の発育や機能

を阻止する物質 
・化学療法剤 
 特定の病原体を殺すことのできる人工的な合成物質 
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選択毒性とは？ 

 宿主(ヒト)と病原体(細菌)の相違点を狙って薬効を示すことで、ヒトには害を与えずに病

原体のみを死滅あるいは増殖抑制する。 

 

主な抗菌薬の特性 

・作用点が細菌のみにある 

細胞壁合成阻害(βﾗｸﾀﾑ系、ｸﾞﾘｺﾍﾟﾌﾟﾁﾄﾞ系など) 

  ヒトには細胞壁がなく、そのため細菌に対する選択毒性が現れる。 

・同じような作用点でも細菌の方が親和性が高い 

蛋白合成阻害(ﾏｸﾛﾗｲﾄﾞ系、ﾃﾄﾗｻｲｸﾘﾝ系、ｱﾐﾉｸﾞﾘｺｼﾄﾞ系など) 

  細菌のリボソーム(蛋白合成の場)の方がヒトより親和性が高いため、選択毒性が現れる。 

核酸合成阻害(ﾆｭｰｷﾉﾛﾝ系など) 

  DNA複製に必要なDNA ｼﾞｬｲﾚｰｽという酵素の親和性がヒトと細菌で違うため選択性毒性が 

現れる。 

 

β-ﾗｸﾀﾑ系薬 

化学構造中にβ-ﾗｸﾀﾑ環をもつ抗菌薬の総称。 

ﾍﾟﾆｼﾘﾝ系、ｾﾌｪﾑ系、ｶﾙﾊﾞﾍﾟﾈﾑ系、ﾓﾉﾊﾞｸﾀﾑ系など。 

 

＜ﾍﾟﾆｼﾘﾝ系＞ 

原始ﾍﾟﾆｼﾘﾝ：ﾍﾟﾆｼﾘﾝＧｶﾘｳﾑ(PCG） 

・グラム陽性球菌に有効。レンサ球菌には殺菌性ナンバー１ 

・梅毒ﾄﾚﾎﾟﾈｰﾏにも効果がある 

・ｲﾝﾌｪｸｼｮﾝ･ｴﾏｰｼﾞｪﾝｼｰに使用頻度が高い(感染性心内膜炎・髄膜炎・筋膜炎など) 

・ﾍﾟﾆｼﾘﾝｱﾚﾙｷﾞｰ、高ｶﾘｳﾑ血症に注意 

 

 合成ﾍﾟﾆｼﾘﾝ：ｱﾝﾋﾟｼﾘﾝ(ABPC)、ｱﾓｷｼｼﾘﾝ(AMPC) 

 ・原始ﾍﾟﾆｼﾘﾝよりもグラム陰性桿菌に傾いたｽﾍﾟｸﾄﾙ(ｲﾝﾌﾙｴﾝｻﾞ菌、大腸菌、肺炎桿菌) 

 ・現在これらのグラム陰性桿菌は耐性化 

 ・ABPC は髄膜炎には第一選択(ﾘｽﾃﾘｱ菌狙い) 

 ・AMPC は歯科、耳鼻科、皮膚科領域で使用が多い 

 ・AMPC はﾍﾘｺﾊﾞｸﾀｰ・ﾋﾟﾛﾘの除菌、梅毒の治療にも使用 

  ・EB ｳｲﾙｽ感染に投与すると発疹の可能性あり 

 ・ﾍﾟﾆｼﾘﾝよりもｱﾚﾙｷﾞｰは少ない 



 - 14 -

 抗緑膿菌用ﾍﾟﾆｼﾘﾝ：ﾋﾟﾍﾟﾗｼﾘﾝ(PIPC) 

 ・グラム陽性菌に対する活性はやや落ちるものの、緑膿菌もカバーする広域抗菌薬 

(緑膿菌に対して 70％感受性あり) 

 

 体内動態・注意事項・副作用 

  ・主に腎排泄の薬物 

  ・時間依存性(一定濃度を超えている時間が長いほど効果大)  

  ・過敏症が注意すべき副作用(即時型ｱﾚﾙｷﾞｰと遅延型ｱﾚﾙｷﾞに大きく分けられる 

 

＜ｾﾌｪﾑ系＞ 

第一世代：ｾﾌｧｿﾞﾘﾝ(CEZ) 

   グラム陽性菌に対し強い抗菌活性を示す 

 第二世代：ﾌﾛﾓｷｾﾌ(FMOX)、ｾﾌﾒﾀｿﾞｰﾙ(CMZ) 

   第一世代よりもグラム陰性菌に対し抗菌力が増している 

 第三世代：ｾﾌﾄﾘｱｷｿﾝ(CTRX)、ｾﾌﾀｼﾞｼﾞﾑ(CAZ) 

   グラム陰性菌に対して強い抗菌力を示すが、グラム陽性菌には効果が薄い 

 第四世代：ｾﾌｪﾋﾟﾑ(CFPM)、ｾﾌﾋﾟﾛﾑ(CPR)、ｾﾌｫｿﾞﾌﾟﾗﾝ(CZOP) 

   グラム陽性菌、緑膿菌を含むグラム陰性菌まで極めて広域に抗菌力を示す 

  ※一般に腸球菌にｾﾌｧﾛｽﾎﾟﾘﾝは無効 

 

ｾﾌｧｿﾞﾘﾝ(CEZ) 

・第一世代、ｾﾌｧﾛｽﾎﾟﾘﾝ系 

  ・主としてグラム陽性菌にｽﾍﾟｸﾄﾙあり 

  ・腸球菌、ﾘｽﾃﾘｱ菌には効かない 

 ・化膿性疾患、軟部・骨感染症に良い 

 ・痙攣の副作用に注意 

ｾﾌﾒﾀｿﾞｰﾙ(CMZ) 

   ・第二世代、ｾﾌｧﾏｲｼﾝ系 

  ・グラム陰性菌、嫌気性菌にｽﾍﾟｸﾄﾙあり 

  ・腹部の感染症に良い適応 

  ｾﾌﾄﾘｱｷｿﾝ(CTRX) 

   ・第三世代、ｾﾌｧﾛｽﾎﾟﾘﾝ系 

   ・腸内細菌をカバーする広域ｽﾍﾟｸﾄﾙ 

   ・広域の分殺菌力は低下 
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   ・髄膜炎、市中肺炎に良い適応 

   ・STD の淋菌感染症の第一選択剤に一つ 

  ｾﾌﾀｼﾞｼﾞﾑ(CAZ) 

   ・第三世代 

   ・グラム陰性菌は緑膿菌までカバー 

・グラム陽性菌にはまったくといっていいほど効果なし 

   ・殺菌力は弱い 

   ・ｽﾍﾟｸﾄﾙに反して菌交代現象を起こしにくい 

  ﾌﾛﾓｷｾﾌ(FMOX) 

   ・分類上は第三世代、ｵｷｻｾﾌｪﾑ系 

   ・グラム陽性菌、陰性菌両方をカバー 

   ・常在菌叢を乱しにくく、菌交代現象を起こしにくい 

  ｾﾌｫｿﾞﾌﾟﾗﾝ(CZOP) 

   ・第四世代、ｾﾌｧﾛｽﾎﾟﾘﾝ系 

   ・嫌気性菌、ｴﾝﾃﾛﾊﾞｸﾀｰ、ｼﾄﾛﾊﾞｸﾀｰによい 

   ・複合感染に良い適応 

   ・緑膿菌、ｾﾗﾁｱには効果がない 

  ｾﾌｪﾋﾟﾑ（CFPM） 

   ・第四世代のｾﾌｧﾛｽﾎﾟﾘﾝ系 

   ・超広域ｾﾌｪﾑ 

   ・特に優れた殺菌力なし 

 

 体内動態・注意事項・副作用 

  ・主に腎排泄型であるが、肝代謝の割合の大きいものもある 

 ・時間依存性 

 ・CTRX と Ca を含むものの配合は結石からの死亡報告があるので配合しない 

 ・過敏症が注意すべき副作用 

(ﾍﾟﾆｼﾘﾝｱﾚﾙｷﾞｰ患者の 5～15％はｾﾌｧﾛｽﾎﾟﾘﾝにもｱﾚﾙｷﾞｰがある) 

 
 ＜ｶﾙﾊﾞﾍﾟﾈﾑ系＞ 

  グラム陽性菌から緑膿菌を含むグラム陰性菌、嫌気性菌に幅広い抗菌ｽﾍﾟｸﾄﾙを示し、  

殺菌力も強力。ただしｶﾙﾍﾞﾆﾝは緑膿菌に効果がない。 

  ﾒﾛﾍﾟﾈﾑ(MEPM)、ﾊﾟﾆﾍﾟﾈﾑ(PAPM)、ｲﾐﾍﾟﾈﾑ(IPM)、ﾋﾞｱﾍﾟﾈﾑ(BIPM)、E.faecium、MRSA、CNS、

C.difficile、ﾚｼﾞｵﾈﾗ、ｸﾗﾐｼﾞｱなどに弱い。 
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  院内感染の急性憎悪や髄膜炎で肺炎球菌の関与が考えられる場合、第一選択として使用。 

  痙攣、ﾊﾟﾙﾌﾞﾛﾝ酸ﾅﾄﾘｳﾑとの併用は注意。 

 

 ＜ﾓﾉﾊﾞｸﾀﾑ系＞ 

  グラム陰性菌のみに抗菌ｽﾍﾟｸﾄﾙを示し、殺菌力が弱く第二選択として使用。 

  βﾗｸﾀﾏｰｾﾞに親和性が低い。 

  ｱｽﾞﾄﾚｵﾅﾑ(AZT) 

 

ﾏｸﾛﾗｲﾄﾞ系 
主にグラム陽性菌に有効だが、グラム陰性菌やﾚｼﾞｵﾈﾗ、ｸﾗﾐｼﾞｱ、ﾏｲｺﾌﾟﾗｽﾞﾏなどにも感受性

がある。ただしグラム陽性菌には耐性増加のため、非定型性肺炎に第一選択といわれている。 

組織移行率が高い。 

 ｴﾘｽﾛﾏｲｼﾝ(EM)、ｸﾗﾘｽﾛﾏｲｼﾝ(CAM)など 

 

 体内動態・注意事項・副作用 

  ・EM は肝排泄が主であるが、CAM は腎排泄もある 

 ・時間依存性 

 ・EM は食事の影響あり 

 ・主な副作用はﾓﾁﾘﾝ様作用による消化器症状 

 ・様々な薬剤と相互作用を示すが、リスクの高い薬剤(ﾜｰﾌｧﾘﾝ､ｼﾞｺﾞｼﾝ､ﾃｵﾌｨﾘﾝなど)との

相互作用も多い 

 

ｱﾐﾉｸﾞﾘｺｼﾄﾞ系 

主にグラム陰性菌に効果があり、効果が早い。 

 ｺﾝﾌﾟﾗﾏｲｽﾞﾄﾞ･ﾎｽﾄの重症感染症に使用。 

 感染性心内膜炎の際、ﾍﾟﾆｼﾘﾝのｼﾅｼﾞｰ効果(相乗効果)を狙って併用される 

 

 ｶﾅﾏｲｼﾝ(KM) ・大腸菌、赤痢菌、腸炎ﾋﾞﾌﾞﾘｵなど腸管感染症に使用 

 ｽﾄﾚﾌﾟﾄﾏｲｼﾝ(SM) ・ﾏｲｺﾊﾞｸﾃﾘｳﾑに使用できる。ペストにも効果あり 

 ｱﾙﾍﾞｶｼﾝ(ABK) ・抗 MRSA 薬 

 ｹﾞﾝﾀﾏｲｼﾝ(GM) 

  ・グラム陰性菌に強い抗菌力を示し、ﾌﾞﾄﾞｳ球菌にも使用できる。 

  ・殺菌力が強いが、副作用も発現しやすい。 

  ・緑膿菌の耐性獲得率が 40％程度ある 
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 ｱﾐｶｼﾝ(AMK) 

  ・広い抗菌ｽﾍﾟｸﾄﾙをもつ。 

  ・GM 耐性緑膿菌に効果がある。殺菌力は GM より弱いが、副作用も発現しにくい。 

 ｲｾﾊﾟﾏｲｼﾝ(ISP) 

  ・広い抗菌ｽﾍﾟｸﾄﾙをもち、もっとも耐性率が少ない 

 

 体内動態・注意事項・副作用 

 ・経口ではほとんど消化管吸収されない 

 ・注射は腎排泄が主 

 ・濃度依存性 

 ・腎障害(可逆性)、耳の障害(不可逆性)の副作用がある 

 
ﾃﾄﾗｻｲｸﾘﾝ系 
 非常に広域にｽﾍﾟｸﾄﾙをもつほか、炭疽菌にも効果がある。 

 過去に使用しすぎたため耐性化が進み、ﾚﾝｻ球菌には耐性率 70％以上といわれており、現

在では細胞内微生物のみに使用。 

 ﾐﾉﾏｲｼﾝ(MINO) 

  特に黄色ﾌﾞﾄﾞｳ球菌に効果がある 

 
体内動態・注意事項・副作用 

・主に肝臓で代謝される 

・時間依存性 

・経口摂取の場合、Mg、Ca、Al、Fe などを含む製剤・食品との同時服用で吸収が低下 

・めまい(前庭神経障害)や嘔吐などの副作用 

・骨・歯に沈着してくる病の原因になり、妊婦・小児に使用しにくい 

 
ｷﾉﾛﾝ系 
 化学療法剤の代表的抗菌薬。世代が上がるごとにｽﾍﾟｸﾄﾙが拡大。 

 

 ｵｰﾙﾄﾞｷﾉﾛﾝ：ﾅﾘｼﾞｸｽ酸（NA） 

  グラム陰性菌に活性が高い 

 ﾆｭｰｷﾉﾛﾝ：ﾚﾎﾞﾌﾛｷｻｼﾝ(LVFX) 

  グラム陽性菌、ﾏｲｺﾌﾟﾗｽﾞﾏ、ｸﾗﾐｼﾞｱ、ﾚｼﾞｵﾈﾗなどに活性拡大。 

炭疽菌にも選択される。 
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 ﾚｽﾋﾟﾗﾄﾘｰｷﾉﾛﾝ：ｶﾞﾁﾌﾛｷｻｼﾝ(GFLX) 

  嫌気性菌、肺炎球菌に活性拡大。ﾏｲｺﾊﾞｸﾃﾘｳﾑにも活性がある。 

 

体内動態・注意事項・副作用 

・腎排泄が主な代謝経路 

・濃度依存性 

・中枢神経症状、光過敏症などの副作用 

・血糖値の変動(特にｶﾞﾁﾌﾛｷｻｼﾝ) 

・Mg、Ca、Al、Fe などを含む製剤・食品との同時服用で吸収が低下 

・小児・妊婦には原則使用できない 

 
抗ＭＲＳＡ薬 

ﾊﾞﾝｺﾏｲｼﾝ(VCM) 

  ・グラム陽性菌に活性が良い 

 ・半減期が長い 

・注射はＭＲＳＡとＰＲＳＰの使用に限定 

 ・内服はＭＲＳＡ腸炎と偽膜性腸炎に限定 

 ・注射の糞中排泄は１％未満 

 ・内服の糞中排泄は 99％以上 

 ・ｼｭﾐﾚｰｼｮﾝ用採血は、二回目以降の投与直前に行う 

 ・近年 VRSA が報告されており、使用には注意が必要 

 ﾃｲｺﾌﾟﾗﾆﾝ(TEIC) 

 基本的に臨床では VCM と違いはない 

 ｱﾙﾍﾞｶｼﾝ(ABK) 

 ・ＭＲＳＡ専用のｱﾐﾉｸﾞﾘｺｼﾄﾞ 

  ・通常のｱﾐﾉｸﾞﾘｺｼﾄﾞのｽﾍﾟｸﾄﾙも備えている 

 ﾘﾈｿﾞﾘﾄﾞ(LZD) 

  ・元来 VRE 用の薬剤であったが、ＭＲＳＡに対して適応が追加された 

  ・グラム陽性菌に幅広く効果がある 

  ・移行性が非常に良い 

 ・ﾄﾞｰﾊﾟﾐﾝやｴﾋﾟﾈﾌﾘﾝの昇圧作用が現れることがある 

  ・副作用として、下痢・頭痛・悪心などがあげられる 

  ・血小板減少症やその他の骨髄抑制も報告されている 
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(財)浅香山病院 
李 相太 

 
 
 

 
 

 

【問題】 
皆様、食中毒の季節がやってまいりまし

た。今回は食中毒の原因となる病原体とそれ

に関連する用語について、正しい組み合わせ

を選んでください。複数回答ありです。 

 

① Campylobacter jejuni  ② Clostridium perfringens 

③ Clostridium botulinum  ④ Salmonella enteritidis 

⑤ Staphylococcus aureus  ⑥ Vibrio parahaemolyticus 

⑦ 腸管出血性大腸菌   ⑧ ノロウィルス 

 

 

 

Ａ．鶏卵及びその加工品  
Ｂ．缶詰・ビン詰め食品(空気を遮断した食品) 
Ｃ．ベロトキシン  
Ｄ．肉類・魚介類を含み加熱調理後数時間以上室温に放置された食品 
Ｅ．牡蠣などの二枚貝 Ｆ．ギラン・バレー症候群 
Ｇ．溶血性尿毒症症候群 
Ｈ．魚介類及びその加工品 
Ｉ．生肉(特に鶏肉) 
Ｊ．おにぎり等の穀類加工品 
Ｋ．海苔の佃煮様糞便 
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 今年も臨床検査に関わる多くの企業のご協力を得て、無事に基礎実技講座を開催する

事が出来ました。この場をお借りして、心より御礼申し上げます。誠にありがとうござ

いました。 

 例年よりも長い梅雨があけ、夏本番真っ盛りの今日この頃ですが・・・まさか、こん

な時期に毎週（×２）インフルエンザ週報を感染管理センターに提出するなんて、今ま

でまったく思っても無かったことでした。高病原性インフルエンザのパンデミックとし

て、冬場での拡散のイメージは有りましたが、まさかこんなＴシャツ汗だくのシーズン

に・・・。新型インフルエンザはいつ終息するのでしょう？ワクチンの供給は？ 

 雪は減り、夏は年々暑くなり、竜巻は起こるし、記録的な大雨は続くし、インフルエ

ンザは通年検査されるし・・・やっぱり地球がおかしくなっているのでしょうか・・・。 

とりあえず、去年の貰ったタミフルは保管だ！ 

赤木 征宏 2009.8.14 
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回答： 
①－F、I 
②-Ｄ 
③－B 
④－A、K 
⑤－J 
⑥－H 
⑦－C、G 
⑧－E 

腸 管 感

染症はそ

の原因と

なる病原

 

許可なく転載および複写はご遠慮下さい 


