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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 

 

定期講習会報告 

・『CLSI M100-S19 の主な変更点』 赤木 征宏 
・『細菌性髄膜炎とアクトヒブの製品概要について』 

 

ばくとおやじの知識箱 
宇都宮 孝治 ・透析液と細菌検査 

 

バイキン Quiz 温井 正博 
 

（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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講習会 
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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。 

 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。 
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ん 
な い 

講習会 
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テ−マ ：『ICD の３６５日 －今、微生物検査室に望むもの』 

講 師 ：大阪府済生会吹田病院 ICU 科長 

小林 敦子 先生 

日時：平成２１年１０月１６日（金） 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：ファイザー株式会社 

 

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 

感染で最も恐ろしいことは何でしょうか？患者の状

態がシビアであればあるほど、些細な事が命取りとな

り、管理を難渋させ、時には患者の生命を危険に晒し、

不幸な結果を招くことではないでしょうか。 

 今回は、大阪府済生会吹田病院で ICD として、また、

ICU 科長としてご活躍されている小林敦子先生をお迎え

して、院内感染の取り組みや感染対策に重要な症例、微

生物検査との連携などを御講演頂きます。重症患者の臨

床現場を日夜奔走されています先生のお話は、微生物検

査担当技師としてだけではなく、医療従事者として必見

です！皆様、奮ってご参加ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 本講演は、新型インフルエンザ感染拡大防止の為、５月に予定しておりました定期講習会

が延期となったものです。



 

 

６月定期講習会報告 

大阪警察病院 

赤木 征宏 

 

去る６月２３日に微生物検査のトピックスとして、シーメンスヘルスケア・ダイアグノス

ティクス株式会社の山田幸祐先生には『CLSI M100-S19の主な変更点』、サノフィパスツール

第一三共ワクチン㈱の桧山義勇先生には『細菌性髄膜炎とアクトヒブの製品概要について』

それぞれご講演を頂きましたので、ご報告をさせていただきます。 

 

 

《CLSI M100-S19 の主な変更点》 

１．表示形式の変更 

２．Staphylococcus spp. 

・誘導性βラクタマーゼ試験実施を推奨するコメントが追加 

・CNS のオキサシリンディスク法の削除 

・バンコマイシンディスク法の削除 

・ヘテロ VISA に関する考察が追加 

・ムピロシン高度耐性 S. aureus 試験法の追加 

・ダプトマイシン判定基準 新規設定   

３．腸内細菌科 

・カルバペネマーゼ試験の追加 （Appendix G） 

 

【１．表示形式の変更】 

 従来、各菌グループ毎にディスク法と MIC 法のブレイクポイントが別 Table での記載で

あったが、S19 ではそれらが一つの表に統一され、可能な抗菌薬の測定方法がわかりやす

くなった。 

 

【２．Staphylococcus spp.】 

①誘導性βラクタマーゼ試験実施を推奨するコメントが追加 

  Staphylococcus spp.でペニシリン感性（ディスク法/MIC 法）を示す分離株の中に

は、誘導性βラクタマーゼを産生する場合があり、ペニシリン感性と報告する前に誘
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導性導性βラクタマーゼ試験を実施し、実際にペニシリンが治療薬の一つとして有効

に活用できるかどうかを正確に判断する。 

 

・ペニシリンの判定基準に変更はなし 

ペニシリンの判定基準 ・MS100-S18 

方法 Ｓ Ｒ 

ディスク法 

（mm） 
≧29 ≦28 

MIC 法 

（μg/mL） 
≦0.12 ≧0.25 

『MIC0.06-0.12ug/mL の場合に試験を実 

施する』 

         ↓  

MS100-S19 
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『MIC値が≦0.12μg/Mlまたは、阻止円 

が≧29mmの場合に試験を実施』 

・ペニシリン感性の場合、セフォキシチンあるいはオキサシリンディスクを置き、培 

養し、阻止円付近の菌を釣菌してβラクタマーゼ試験を実施する。 

 

 

②CNS のオキサシリンディスク法の削除 

  CNS のオキサシリンディスク法は、オキ 
mecA 陽性 126 株、mecA 陰性 70 株の検証結果 

サシリン MIC 法あるいはセフォキシチンデ 
方法 感度 特異度 

セフォキシチン 

ディスク法 

99％ 97％ 

オキサシリン 

ディスク法 

99％ 89％ 

オキサシリン 

MIC 法 

98％ 91％ 

ィスク法に比べ特異度が低く、偽耐性が多い 

ことが確認されたため、削除となった。 

  

・S.lugdunensis 以外のCNSのオキサシリ 

ン判定には、オキサシリンMIC法あるい  

はセフォキシチンディスク法を実施。  

・S.lugdunensis は、オキサシリンディスク 

法判定基準は以前からなし。 

・S.lugdunensis では、セフォキシチン MIC 法も使用可能。 

 

 

③バンコマイシンディスク法の削除 

S.aureus のバンコマイシン MIC 法とディスク法の相関を比較調査した結果、MIC 法 Swenson et. Al 2005. JCM. 43:3818 

で感性/中間と判断される分離株は、ディスク法において感性と判断された。これにより 

「バンコマイシンの感受性試験は MIC 法を実施すべき」とされ、Staphylococcus spp. の 

バンコマイシンディスク法が判定基準から削除された。 



CLSI 判定 バンコマイシン 

MIC（μｇ/mL） 

MIC 法 ディスク法 バンコマイシン 

スクリーニング

寒天培地 

VSSA ≦2 〇 × 〇 

VISA 4 〇 × △ 

8 〇 × 〇 

VRSA 16 〇 × 〇 

≧32 〇 〇 〇 

 

・すべての Staphylococci のバンコマイシン感受性判定は MIC 法で実施する。 

・バンコマイシンスクリーニング寒天培地では（VCM 6μg/mL 含有）は、MIC 値が 

４μg/mL の S. aureus を検出できない場合がある。 

  ・ディスク法ではバンコマイシン MIC≧32μg/mL 以外の S. aureus を判定できない。 

 

 

④ヘテロ VISA に関する考察が追加 

1997 年に発見された当初、h-VISA 分離株はバンコマイシン MIC が 8-16μg/mL（当時

の判定基準では中間）の細胞群が通常 10 万から 100 万個に 1 個の頻度で含まれた、S. 

aureus をさしていました。CLSI 微量液体希釈法では 5×10＾5 CFU/mL の菌液濃度が用い

られるため、耐性細胞群は検出されることなく、これらの分離株はバンコマイシン感性

と判定されていましたが、S.aureus の感性領域を 8から 4μg/mL へ、耐性を 32 から 16

μg/mL へ変更することで以前は感性とされていた多くの h-VISA（バンコマイシン MIC4

μg/mL）を捕捉できるようになりました。 

しかし依然として、バンコマイシン MIC が 1-2μg/mL の S. aureus の一部に h-VISA

が存在する可能性があります。しかし、現在のところ検査室で行える、簡便で信頼性の

高いｈ-VISA 検出方法は自動機器・標準法共にありません。 

 

 

⑤ムピロシン高度耐性 S. aureus 試験法の追加 

  S.aureus ムピロシン高度耐性を検出するスクリーニング試験（ディスク法/MIC 法） 

が追加された。 
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高度ムピロシン耐性 S.aureus のスクリーニング試験 

 ディスク法 MIC 法 

抗菌薬 200μg ムピロシンディスク 256μg/mL ウェル 

培養方法 
標準ディスク推奨法 

35±2℃ 24 時間 好気培養 

標準 MIC 推奨法 

35±2℃ 24 時間 好気培養 

判定 
阻止円なし＝高度耐性 

阻止円あり＝高度耐性否定 

発育あり＝高度耐性 

発育なし＝高度耐性否定 

 

 

⑥ダプトマイシン判定基準 新規設定 

  Staphylococcus spp.のダプトマイシンの MIC 法判定基準が新規に設定された。 

 
 S I R 

ダプトマイシン 

MIC（μg/mL） 
≦1 － － 

・現在のところダプトマイシンは、 

日本では未発売です。 
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【３．腸内細菌科】 

カルバペネマーゼ試験の追加 （Appendix G） 

 

 

 

 

  ・一つ以上の第３世代 

・日本で注目されているカルバペネマーゼ 

・βラクタマーゼ阻害剤の影響を受けない 

・クラス Bβラクタマーゼ 

MBL（Metallo -β-lactamases） 

 

・βラクタマーゼ阻害剤（クラブラン酸、タゾバクタム）により阻害 

・アメリカでの検出例が増加しており、欧州・中国でも出現が懸念 

・クラス Aβラクタマーゼ 

 
《代表例》 

KPC（Klebsiella pneumoniae Carbapenemase） 

カルバペネマーゼ：カルバペネム系抗菌薬を加水分解 or 不活化させる酵素 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



腸内細菌科の分離株において 

 

・第３世代セファロスポリン系薬剤に耐性 

＆ 

・カルバペネム系薬剤で MIC 上昇/阻止円の縮小 

カルバペネマーゼ 
産生の可能性あり 

 

 

 

 

 

《Modidied Hodge Test》 

 

１．実施基準 

抗菌薬 
ブレイクポイント 

カルバペネマーゼ 

スクリーニング基準 

MIC 阻止円 MIC 阻止円 

イミペネム ≦4 ≧16 2－4 － 

メロペネム ≦4 ≧16 2－4 16－21 

エルタペネム ≦2 ≧19 2 19－21 

・イミペネムは Proteus spp.、Providencia spp.、Morganella spp.のスリーニング 

として使用できない。 

・イミペネムのディスク法はスクリーニングとして使用できない。 

・上記のスクリーニング基準を満たし、かつ第 3 世代セファロスポリン薬に 1つ以上

耐性の場合は、確認試験（改良 Hodge テスト）の対象となります。 

 

２．実施方法 

 ①McF 0.5 E.coli ATCC25922 菌液を生理食塩水また  

被験菌 陰性コントロール 

陽性コントロール 

MEPM 

はブロスにて１０倍希釈し、ディスク拡散法に準じ 

て Muller-Hinton 培地に塗布する。 

 ②培地中央にメロペネムまたはエルタペネムの 

  ディスクを設置する。 

 ③白金耳または綿棒で、被検菌またはコントロール株 

を 3-5 コロニー釣菌し、ディスクの端から外側へ 

まっすぐ塗布する。 

④プレート毎に QC として陽性/陰性コントロール菌 

 を測定する。 

 ⑤35℃で 16-20 時間培養後、判定する。 
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３．結果の解釈 

 

E. coli ATCC25922 

メロペネムディスク

による阻止帯 

被検菌のストリークと阻止円が 
交差した部分で、E. coli ATCC 25922 
の発育が増強されている 

陽性コントロール 

陰性コントロール 

被験菌 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E. coli ATCC 25922 はメロペネムに非常に感性であるため、ディスク阻止帯が形成さ 

れる。被検菌がカルバペネマーゼ産生菌の場合は、ストリーク周辺のメロペネムが分解

され、E. coli ATCC 25922 の発育が拡大された阻止帯の変形を認める。陰性の場合は、

阻止帯の変形を認めない。 

 

・被検菌の中には E. coli ATCC 25922 に対する 
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発育阻害物質を産生するものがあり、そのよう 

な分離株を用いて確認試験をした場合、ストリー 

ク周辺にクリアな領域が見られる。このような場 

合、改良 Hodge テストの判定はできない。 

 

・改良 Hodge テストは、カルバペネマーゼ産生 

   腸内細菌科の確定において、90％を超える感度・  

特異度を示す。 

 

・ブドウ糖非発酵菌群における有用性についてはデータがない。 

 

４．結果の報告：カルバペネマーゼの産生を認めた場合 

 １）MIC 値を報告せず、判定をカルバペネム耐性または中間として報告する。 

  ２）MIC 値のみを報告し、カルバペネムの判定を表示しない。 



《細菌性髄膜炎とアクトヒブの製品概要について》 

Ⅰ．Hib 疾患 

 １．Haemophilus influenzae･･･菌の概要 

・1892年、Robert Pfeifferにより発見 

・通性嫌気性、非運動性、無芽胞性、グラム陰性桿菌 

・in vitro増殖には血液由来因子X因子とV因子の両方を必要とする。 

・莢膜または無莢膜株 

・莢膜の構成成分であるPRP*が病原性および免疫原性に関与する 

・抗原的/生化学的に区別される6種類のセロタイプに分類される：a～f 

・小児では侵襲性疾患症例の95%にb型が関与する 

２．血清型と特徴 

H. influenzae 

莢膜型 

無莢膜型 

a,c,d,e,f型 

ｂ型 

侵襲性感染症 

５歳児未満では、髄膜炎、 

肺炎、喉頭蓋炎、敗血症 

粘膜感染症 

中耳炎、副鼻腔炎、 

気管支炎 

まれ 

９５％

まれ 

 ３．感染経路 
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４．侵襲性疾患の内訳･･･髄膜炎が最多で６割を超える（０～５歳時群）。 

５．小児細菌性髄膜炎の原因菌の割合とHib髄膜炎年齢別発症率 

 ６．Hib 疫学 

Hib 髄膜炎の世界平均発現率は年間33/100,000で、０～４歳時の世界人口から考える 

と年間220,000症例で、そのうち20%が死亡、30%に永続的後遺症（主に難聴）が残ると考 

えられる。発展途上国での発現率は、 工業化国での発現率よりも極めて高い。 

PeltolaPeltolaH., Hib H., Hib EurosudEurosud19951995 

 

Ⅱ．海外におけるHibワクチン開発の経緯 

１．Hibワクチンの歴史：第一世代 

   

開発初期の非コンジュゲートワクチンは１８ヶ月未満の幼児に対して、免疫原生が認 

  められなかった。 
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 ２．Hib ワクチンの歴史：第二世代 

 

 ３．Act-Hib 免疫原性の比較 
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４．Hib 予防接種： 

アメリカにおける 

有効性 

 

 

 



Ⅲ．細菌性髄膜炎の予後 

 

 

 

 

 

Ⅳ．ＷＨＯによるＨｉｂワクチ

ン接種の勧告 

●2006年、WHOの予防接種の専門家で構成された戦略諮問グループ（SAGE：immunization 

Strategic Advisory Group of Experts）による勧告[2] 

►下記の条件に該当する地域以外では、Hibワクチンの世界的な実施を勧告する： 

 —疾患による負担の低いことが疫学的に明らかな場合 

 —利点がない場合 

 —実施が極めて困難な場合 

[1] WHO. WER, 1998; 73(10) [2] WHO. WER, 2006; 81(1)[2] Wkly EpidemiolRec, 2006; 81(1): 2-12 

入を促す 

●1998年、WHOポジションペーパー[1]： 

►国内の疫学、健康の優先度、および経済能力に応じて、世界各国にHibワクチンの導 

►接種：筋肉内経路 

►同時接種可能なワクチン： 

 —EPI*または同等の小児用定期接種ワクチン 

 —肺炎球菌および髄膜炎菌ワクチン 

●Hibワクチンに関するWHOの方針： 

►適応：5歳未満の小児、特に乳幼児の感染予防 

►推奨スケジュール： 

 —ワクチンは通常、乳幼児期に反復接種する 

 —12～18カ月齢で追加接種する（任意） 

 —成人および18カ月齢を超える小児には単回接種で十分である 

今回の定期講習会の報告をするにあたり、各講師の先生が当日に使用された多くのスライ

ドを掲載させて頂きました。両先生に心より感謝申し上げます。 

 

 

 

透析液と細菌検査 
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近畿大学医学部附属病院 中央臨床検査部 

宇都宮 孝治 

 

 透析液清浄化の必要性については，1980 年代よりヨーロッパを中心として論議されてきた．

本邦においても1995年に日本透析医学会（JSDT）において清浄度基準が提示され，その後の

ハイパフォーマンス膜透析器とオンラインHDF 療法の普及と相まって清浄度基準の改定が

1998 年，2005 年に行われた。しかしこれまでの本邦における基準はエンドトキシン（ET）

のみ改訂され，細菌数に関しては明確な基準が示されていなかった。それに対し，諸外国で

は従来より細菌検出に重きを置いた水質基準が示されてきた。現在，国際標準化機構

（International Organization forStandardization，ISO）により国際基準の作成作業中で

あるが，細菌数を重視した基準が検討されている。細菌数を重視した透析液水質基準が正式

にISO 基準として示された場合に，本邦においてもISO に合致した新たな基準作成と臨床実

施が求められる。今年の6月に透析液清浄化ガイドラインVer．1．06（DRAFT）が出来上がり

透析液中のエンドトキシン測定だけでなく細菌数の測定に関しての基準も記載されている。 

 

 

透析液清浄化ガイドラインVer．1．06（DRAFT）より引用 

 

4-2-2透析用水生物学的汚染管理基準 

ＥＴ活性値：0.01 EU/mL未満 目標値 0.001 EU/mL未満 

生菌数： 10 CFU/mL未満 目標値 1 CFU/mL未満 

検体採取量：1mL～100mL 

測定頻度：月1回以上測定 

 

4-3-1 透析液生物学的汚染管理基準 

ＥＴ活性値：0.001 EU/mL未満 

生菌数： 1 CFU/ｍL未満（検体採取量：1mL～100mL） 

測定頻度：月1回以上測定、一年で全台実施することが望ましい。 

 

4-3-2 透析液を用いた全自動マシーンを使用する場合 

ＥＴ活性値：0.001 EU/mL未満 

生菌数： 1 CFU/ｍL未満（検体採取量：10mL～100mL） 

測定頻度：メーカの管理基準に順ずる。 
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4-3-3 その他大量液置換型血液透析濾過（on-line HDF、push and pull 

HDF）用補充液の場合 

血液に注入される透析液は日本薬局方の無菌試験に適合する。治療を行う各施設で、全責任

を持ち臨床運用する。 

 

 

5-1 微生物モニタリング法 

5-1-1ＥＴ活性値 

ＥＴ活性値は、リムルス試験法（比濁法・比色法）とする。採取直後に測定しない場合には

安定化剤入りの容器を用い、冷蔵保存、1週間以内（RO水は3日以内）に測定する。測定は自

施設内で行うことが望ましいが、バリデーションを取得した外注業者への委託も可とする。

汚染部を特定する目的でA、B原液のＥＴ活性値を測定する場合には、阻害を防ぐためにA原液

40倍、B原液20倍に希釈後に測定する。 

 

5-1-2 生菌数検査法 

生菌数は平板培養検査法、およびメンブランフィルタ（MF）法を用いる。培地はReasoner’s 

Agar No2（R2A）または同等のものを用いる。培養温度は20～25℃、または30～35℃のいずれ

かで、検出率の高い方とする。培養期間は4～7日、またはそれ以上とする（第15改正日本薬

局方）注）。R2A培地は寒天、液体、シートのいずれかを用い、チャージする検体量は0.05

～100mLとし、汚染度に合わせて適時調整する。 

 

注）第１５改正日本薬局方の参考情報によると培養温度と培養期間は、菌種により至適条件が異

なり、上記の二通りが推奨されている。一般細菌や従属栄養細菌の一部は30～35℃でコロニーを

形成し、従属栄養細菌の一部は20～25℃でのみコロニーを形成する細菌が存在する。培養温度と

培養期間は施設の水質に応じた設定が必要となる。 

 

5-1-2-1 平板培養法 

培地の取り扱いは常に蓋が下になった状態とし、試料を入れる時と吸収されるまでの間のみ

蓋を上にする。検査を行う時は培地を事前に冷蔵庫から取り出し十分乾燥させて使用する。

無菌的に採取した試料を培地に入れ、コンラージ棒を用いて培地上に均一に塗布する。コン

ラージ棒がない場合は培地を傾けて均一になるまで広げる。試料が培地に吸収されたら蓋を

下にして培養する。 

5-1-2-2 メンブランフィルタ（MF）法 



MFは孔径0.45μm以下の適当な材質のものを用いる。MFの直径は50mmのものが望ましいが、異

なる直径のものも使用できる。また、カートリッジ式のMFに液体培地を流し込み、カートリ

ッジからMFを取り出すことなく培養する方法も用いられる。 

 

5-1-3 コロニー数の計測と記録 

判定は肉眼で確認できるコロニー数を計測し記録する。同時にコロニーの形状や色調と、コ

ロニー形成までの日数を記録することが望ましい。 

5-2 サンプリング方法 

5-2-1 透析用水の採取 

メーカの推奨する専用のサンプルユニットより、出来る限り長い時間（1分以上）透析液を流

した後に採取する。薬液を封入可能な場合は事前にアルコールなどの薬剤を封入しておく。

サンプルポートを使用する場合、アルコールで消毒後、採液する。 

 

5-2-2 透析液の採取 

5-2-2-1 多人数用透析液供給装置 

メーカの推奨する専用のサンプルユニットより、流量500mL/min以上で出来る限り長い時間（5

分以上）透析液を流した後に採取する。薬液を封入可能な場合は事前にアルコールなどの薬

剤を封入しておく。 

 

5-2-2-2 A末、B末溶解装置 

メーカの推奨する専用のサンプルユニットより、洗浄中の処理水を出来る限り長い時間（1

分以上）流した後に採取する。 

 

5-2-2-3 透析用監視装置 

第1推奨を、ダイアライザ透析液入口側へ専用の採取部品（ゴムボタン、キャピオスコネクタ、

混注キャップ等）を装着し、外部を消毒後に採取する。 部品はできる限りディスポとする。 

第2推奨をダイアライザ透析液入口側でカプラ出口バイパスコネクタ接続有りとし、第2推奨

で基準範囲外の場合は第1推奨を実施する。 
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日臨工清浄化ガイドラインVer1.06・ISO基準案・JSDT基準の比較

透析液清浄化Ver1.06 ISO基準案 JSDT基準2008

生菌数 ET活性値 生菌数 ET活性値 生菌数 ET活性値

（CFU/mL）未満 （EU/mL）未満 （CFU/mL ）未満 （EU/mL）未満 （CFU/mL）未満 （EU/mL）未満

透析用水 10 0.01 100

0 .25 100 0.05

Dialysis water 目標 1 目標 0.001 ｱｸｼｮﾝﾚﾍﾞﾙ 50

 

 

 

透析液 100

0.5 100 0.05

Dialysis f luid ｱｸｼｮﾝﾚﾍﾞﾙ 50

1 0.001

超純粋透析液

0 1 0 03 0 1 0 001



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

参考資料 

・秋葉 隆他；透析液水質基準と血液浄化器性能評価基準2008.透析会誌41(3)：159〜167，2008 

・日本臨床工学技士会血液浄化関連標準化検討委員会 WG2（透析液関連）；透析液清浄化ガイドライン Ver. 1.06（DRAFT） 

 

 

 

 
基礎技術講習会に参加して 

                         今治市医師会診療所 
                               矢野 瑞穂 

 
7 月 18 日から三日間、基礎技術講座に参加させて頂きました。昨年 6月から細菌室勤務に

なり、その時主任に「来年の大阪での研修には行ってもらうからね。」と告知されていたにも

かかわらず、日常のルーチンに必死でそんな事はすっかり忘れていました。なので参加する

にあたり、全てにおいて未熟な私が三日間やっていけるのかとても不安でした。 

参加してみて、手洗いや白金線、白金耳の扱い方など基本だけど最も大切なところから丁

寧に教えて頂き、日常でおろそかになりがちな部分を反省しつつ、再確認できよかったです。

実際に検体を用いた実習では、日常使用していない分離培地や性状確認培地も使用でき、大

変興味深かったです。供覧では、まだ見たことのない菌のコロニーやグラム染色、性状確認

培地を見ることができました。それらについて詳しく説明もして頂けたので今後、実際菌が

検出された時に生かせれば良いな、と思います。 

普段は他の施設の方と話をする機会があまりないので、みなさんのいろいろな話を聞くこ

とができ、初心者の私にはとても吸収する事が多い三日間でした。せっかく大阪まで研修に

出してもらったのに、自分の勉強不足であまり質問等することが出来なかった事が悔やまれ
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ます。今後、他の勉強会に参加できる機会があれば是非、参加したいと思います。 

最後に、初歩的な質問に親切に答えていただき、丁寧にご指導下さいました講師の先生方、

大変ありがとうございました。 

 
 
研修会に参加して。 

近畿大学医学部附属病院 
菊間 ちほ 

 
 研修会では、無菌操作から鏡検、分離、培養、同定、感受性まで基本的な事を教えていた

だき、微生物初心者の私にとって、まずマスターしていきたい事がしっかり勉強させていた

だく事が出来ました。 
肺炎球菌、大腸菌、ビブリオ菌のコロニーの形態、性状を実際に触れて見させていただきま

した。またルーチンの中ではなかなか見ることの出来ない臨床上重要となる、レジオネラ菌、

シゲラなどのコロニー、塗抹での形態を見ることができ、大変勉強になりました。また普段

教えていただける機会の少ない真菌についても教えていただきました。 
検査法も決まった方法が一つではなく、様々な方法があり施設によって採用しているものが

違ったりしていて、どんな方法が合っているのかなども検討されている事が分かり、これか

ら更に勉強し、そういった事も考えていけるように成りたいと思います。 
また細菌検査についての事だけでなく、懇親会や研修会の合間にたくさんの先生方とお話出

来た事も大変貴重な経験になったと思います。 
どんな質問にも熱心にお答えいただき、ありがとうございました。 
様々な施設の方々とお話できた事も良い経験になったと思います。 
今回の研修会で教えていただいた事をルーチンの中で生かせていけるよう取り組んでいきた

いと思います。 
 

今年は例年に比べて参加者が若干少なかったのですが、これからも講習内容の見直しも等

もふまえ、微生物検査初心者に正しく理解して頂くべく様々な講習会を企画・実施して行き

たいと考えます。今回の実技講習が、参加された皆様の知識・技術となれば我々世話人とし

てもうれしい限りです。受講生の方々、世話人の方々、３日間お疲れ様でした。（赤木） 
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市立豊中病院 
温井 正博 

 
 
 

誤っている文章であれば訂正して下さい。

【問題】 
嫌気性菌に関しての問題です。 
○×でお答え下さい。 

 
1．CLSI による微量液体希釈法ではミュラーヒントンブロスを用いる。 

2．硫化水素とインドール産生を見るには、0.3％酵母エキス加 SIM 培地を用いる。 

3．Clostridium perfringens は卵黄培地において、リパーゼの産生として観察される。 

4．Clostridium difficile による偽膜性大腸炎にはバンコマイシンやメトロニダゾールが

有効である。 

5．Porphyromonas sp．はバンコマイシンに感受性であり、Prevotella sp．は耐性である。 

6．Fusobacterium necroforum はグラム陰性で、細く両端が尖った桿菌を示す。 

7．Bilophila wadsworthia は BBE 寒天培地上で黒色または褐色の集落を形成する。 

8．Veillonella sp．と Megasphaera sp．は共にグラム陰性球菌であり、前者の方が硝酸塩

還元能を有する。 

9．Bacteroides fragilis group のなかで、B．thetaiotaomicron だけがエスクリンを分解し

ない。 

10．Bacteroides fragilis はインドール陽性、カタラーゼ陰性である。 
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 今年も JICA 研修に本当に微力ではありますが、お手伝いをさせて頂きました。年々、

その内容が濃くなりながらも、基礎を大事にした研修となっており、実務員として参加

させて頂きながら私も学ぶべきところが多く、各項目の主幹の先生方に普段のお礼が出

来たか、研修員に正しく教えられたか・・・非常に怪しい限りです（汗）。 

 私を実務員に声掛けて下さった先生方、私が職場に居ない間ルーチンをこなしてくれ

た職場の同僚に、いつもながら本当に感謝です。 

 

赤木 征宏 2009.9.15 
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腸 管 感

染症はそ

の原因と

なる病原  

1．× ブルセラブロスにウマ溶血液、ヘミンやビタミン K1 を添加した培地を

用いる。 

2．○  

3．× リパーゼ産生がみられるのは C．novyi、C．botulinum 

Clostridium perfringens は卵黄培地においてはレシチナーゼ反応を

示す。 

4．○ 

5．○ 

6．× F．nucleatum が細く両端が尖った桿菌を示す。 

F．necroforum は多形性を示す桿菌として観察される。 

7．○ 

8．○ 

9．× B．vulgatus がエスクリンを分解しない。 

10．× インドール陰性、カタラーゼ陽性 

許可なく転載および複写はご遠慮下さい 


