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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 

・若葉マーク講習会 講義編② 仁木 誠 
『ゼロからの培養同定検査』 

 

ばくとおやじの知識箱 
李 相太 ・性器クラミジア感染症 

・呼吸器・腸管検査総論 

 

バイキン Quiz 赤木 征宏 

市村 佳彦 

 

（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１６日（金） 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 ：『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。 
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テ−マ ：『糸状菌の検査法について（仮）』 

講 師 ：国立病院機構大阪医療センター 臨床検査科 

佐子 肇 先生 

 

 

 
日時：平成２１年１１月２４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 

糸状菌の鑑別って難しくないですか？基礎実技講

座の際に、毎年スライドを何枚も見たりしているの

ですがなかなか難しく、種名まできっちりと臨床に

報告するには経験と知識がとても必要な分野だと

痛感するばかりです。 
 今回は、同部会の世話人でもある佐子先生に、糸

状菌の同定・鑑別のポイントを分かりやくお話頂き

ます。長年の先生のご経験からくる本講演は、我々

の現場にとても有用で為になる話ばかりです。皆様

奮ってご参加ください。 



 

 

若葉マーク講習会 講義編② 

『ゼロからの培養同定検査』 

大阪市立大学医学部附属病院  仁木 誠 
 
 平成 21 年 6 月 11 日に講演させて頂きました基礎講座「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 

   ・塗抹鏡検よりも感度が高い 

   ・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、菌の陰性化確認（治療効果の確認、治療後の起炎菌の消失確認など） 
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【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、菌の陰性化確認など） 

 ・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など） 

 ・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※ 
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培養

         ※）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) 

             結核菌は人類の 1/3 に休眠状態で潜伏感染、 

              時に内因性再燃による結核の発症 

  

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 

 

【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 
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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 

 
【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） 
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  ・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） 

      衛星現象 

    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

 
  ・見逃してはいけない細菌 
 TSI LIM VP 

 

SC 

 糖分解 H2S ガス リジン インドール 運動性 

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（+） 
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【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、判定を迷う場合も有る 

 
  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、培養時間などを厳守する 
   ・同定確率が低い場合は、操作法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 
     
     ⇒ 原因 ・結果の読み違いをしていないか？ 
          ・キットを適切に使用できているか？ 
          ・コンタミネーションはなかったか？ 
      
       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、抗酸菌や糸状菌等の遅発育の菌に関しては数週間も必要と

し、迅速性に欠けるというのが短所です。しかし、その反面、実際に菌を増やすことにより、

高い感度が得られるということ、生菌と死菌の判別が可能であるといった長所があり、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

培養検査は依然として必須のステップであると言えます。 
 同定検査については、以前は試験管を用いた確認培地等により生化学的性状から菌種を同



定するという方法が主流でしたが、現在ではそれらがコンパクトにまとめられた同定キット

や同定感受性装置の使用が増加しています。また、発育が遅くて培養に時間のかかる菌や培

養が困難な菌などについては、同定をするのにイムノクロマト法を用いた迅速同定や、PCR
法、DNA シークエンス法等の遺伝子検査を用いて DNA レベルでの同定も時として行われま

す。いずれの方法にせよ、どこまで同定するか（属レベルで同定をやめるのか、或いは、菌

名までつけるのか）や、いつどの時点で結果を報告するかを、臨床側のニーズに応えられる

よう各施設で取り決めをしておく必要があり、両法を使い分けることで、コスト面でも時間

面でも無駄を省いた効率のよい検査を実施し、検査コストの削減や、迅速な結果報告により

患者サービスの向上に貢献していくことが必要であると考えます。 
 

 

 

 

～性器クラミジア感染症～ 

 

浅香山病院   李 相太 

 

 

【性器クラミジア感染症とは】 

 

Chlamydia trachomatis を病原体とする、わが国で最も多い性感染症であり、感染症法で

は淋菌感染症、性器ヘルペスウイルス感染症、尖圭コンジローマとともに、5 類感染症とし

て性感染症定点からの報告が義務付けられている。 

あらゆる性行為で感染し、感染者との粘膜同士の接触や、精液、膣分泌液を介して感染す

る。 オーラルセックスでは、咽頭へも感染する。 

感染者数は、無症候性を含めると 100 万人以上といわれている。特に 10 代後半から 20 代

にかけて感染者が増加している。男性・女性ともに感染していても自覚症状に乏しいため、

いつの間にか保菌している場合が多々あり、気づかないまま別のパートナーへうつしてしま

うことがある。また、感染者は他の性行為感染症や HIV の感染率が飛躍的に高くなる（3～5

倍）。淋菌との混合感染も多く、淋菌感染症の治癒後も尿道炎が続く場合には、クラミジア感

染症が疑われる。 
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【Chlamydia trachomatis 】 

  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chlamydia 属は、「細菌」に属するが、直径約 300nm の球形で一般の細菌よりも小さく(濾

過性)、DNA と RNA を有し、特異な性質を有する偏性細胞内寄生性微生物であるため人工培地

では発育しない。感染性の基本小体（EB）が宿主細胞への吸着により侵入し細胞に感染して

封入体(Inclusion)を作り、封入体の中で基本小体と増殖型の網様体（RB）、その中間体など

の極めて複雑な形態をとりながら二分裂を繰り返し増殖する。おおよそ 48 時間後には一部の

巨大化した封入体の膜が破壊され、次に細胞膜も破壊され基本小体が排出される。基本小体

は新しい細胞に再び感染し、増殖を繰り返す。Chlamydia 属の中で C. trachomatis の封入体

のみグリコーゲンの蓄積が認められ、ヨード染色により濃染されるため、他の Chlamydia 属

との鑑別が可能である。 

Chlamydia 属の抵抗性は一般的には弱く、熱では 60℃ 10 分間、37℃ 48 時間で不活化され

る。感染細胞から遊離した基本小体の感染力は 37℃で急速に低下し、24 時間後には約 10-4

に低下する。また、クロルヘキシジン、第四級アンモニウム塩、両性界面活性剤およびポン

ピドンヨードなど大部分の消毒液に感受性がある。 

C. trachomatis は本疾患以外に、急性および慢性角結膜炎である「トラコーマ」、外陰部

の丘疹がびらん・潰瘍化する「鼠径リンパ肉芽腫」を起こす。 
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【症状】 

 

男性が主に感染する部位は尿道で、 尿道炎や精巣上体炎（副睾丸炎）などの症状が出る。 

女性の場合は、子宮頸管へ感染し、子宮頸管炎を起こす。 

咽頭の感染では咽頭炎などをおこし、慢性の扁桃腺炎になることもある。また、性器クラ

ミジアに感染している女性の 10～20％は、咽頭からもクラミジアが検出されたとの報告もあ

る。 

いずれも無症状の場合が多く、治療せずに放置しておくと、クラミジアが体内深部に進行

し、男性の場合は尿道経由で副睾丸炎（精巣上体炎）・前立腺炎・肝炎・腎炎になる事がある。

女性の場合は子宮頸管炎から子宮内膜炎･卵管炎になり、進行すると骨盤腹膜炎や卵巣炎、急

性肝臓周囲炎(Fitz-Hugh-Curtis 症候群)を引き起こし、子宮外妊娠（卵管妊娠）や不妊の原

因となる事もある。また絨毛膜羊膜炎をおこし流産、早産の原因ともなる。 

産道感染では新生児が結膜炎やクラミジア肺炎を発症することがある。新生児が感染した

場合､クラミジアは増殖に時間がかかることから、潜伏期間は長く､結膜炎は生後 7日以降、

クラミジア肺炎は生後 2ヶ月以降に発症することが多い。妊婦検診において正常妊婦の 3～

5％にクラミジア保有者がみられることから、検診を受けることにより出産時の母子感染を防

ぐことができる。 

 

【検査】 

 

検査には、患部からの分泌物や擦過検体・初尿検体を用いる「核酸増幅法」・「抗原検出

法」と「血清抗体検査」がある。 

「核酸増幅法」は他のクラミジア属菌（C.pneumoniae など）と交差反応を示さない為、咽

頭検体も使用できる。また、核酸増幅法はその高い感度により抗菌薬治療により死滅した C. 

trachomatis も検出するため、治癒判定を目的とする場合は治療終了後 2～3週目に行う必要

がある。 

「抗原検出法」にはイムノクロマト法、EIA 法、蛍光抗体法がある。EIA 法、イムノクロマ

ト法は簡便・迅速・低コストであるが、クラミジア属共通のリポ多糖体を標的の抗原として

いるため為、交差反応を示す可能性がある咽頭検体は使用できない。蛍光抗体法は、塗抹標

本を蛍光抗体で染色し、蛍光顕微鏡を用いて基本小体を検出する方法で、迅速簡便で感度が

高く、また主要外膜抗原に対するモノクローナル抗体を使用しているため特異度も高く、交

差反応を示さないため咽頭検体からの検出も可能ではあるが、粒子の確認が必要なことから

判定には熟練を要する。 
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「血清抗体検査」では抗クラミジア抗体のＩｇＧとＩｇＡを測定する。感染が起きるとＩ

ｇＭ抗体が上昇してくるが、約 1ヵ月後には消失する。本疾患のように感染自覚に乏しいよ

うな病態ではＩｇＭを検出することが困難であるためＩｇＧとＩｇＡを測定する。ただし、

新生児では母親から移行したＩｇＧ抗体が存在するため、ＩｇＭ抗体を検査する。ＩｇＧ抗

体およびＩｇＡ抗体陽性例には現在の感染と過去の感染が含まれ、鑑別はできない。また、

他のクラミジア属との交差反応が認められることから、抗体検査は抗原検出が困難な骨盤内

感染症、卵管炎、副睾丸炎、新生児肺炎などの深部感染症の補助診断として利用される。 

 

【治療】 

 

治療の際は、パートナーも同時に検査・治療を行う必要がある。 

抗生剤はマクロライド系、ニューキノロン系、テトラサイクリン系が用いられる。投薬開

始 2週間後に核酸増幅法などの抗原検査を行い、陰転化を確認して、治癒の判定を行う。た

だし、薬の服用が正しく行われないと不完全治癒の可能性も少なくないので、治療後 2～3

週間目に、再度抗原検査を行い、確認することが望ましいとされている。アジスロマイシン

は単回経口投与で治療可能であるため、服薬コンプライアンス面で他の抗生剤より優れてい

るといわれている。 

 

【感染症法における取り扱い】 

 

性器クラミジア感染症は 5類感染症定点把握疾患に定められており、全国約 900 カ所の性

感染症定点より毎月報告がなされている。報告のための基準は以下の通りとなっている。 

 

○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、以下のいずれかの

検査による診断がなされたもの 

検査方法 検査材料 

分離・同定による病原体の検出 尿道、性器から採

取した材料 蛍光抗体法又は酵素抗体法による病原体の抗原の検出 

ＰＣＲ法による病原体の遺伝子の検出 

抗体の検出（ペア血清による抗体陽転又は抗体価の有意の上昇、又は単一血

清で抗体価の高値） 

血清 

なお、スクリーニングによる病原体・抗原・遺伝子に関する検査陽性例は報告対象に含まれるが、抗体陽性のみの

場合は除外する。 

 



【おわりに】 

 

性行為の多様化、低年齢化により、性感染症は今や特定の人々の病気ではありません。現

在、コンドームの出荷量の低下と反比例して、STD 罹患率の上昇、特に HIV 感染者の増加が

著明になっています。クラミジアも予防できない現状で HIV 感染を防ぐことなど不可能です。

性感染症は静かに、そして確実に我々に迫ってきております。最悪の状況に陥らないために

も、まずは性感染症の正しい知識と予防法を理解して、無防備な性生活を見直すことが必要

であると思います。 

 

参考資料 
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呼吸器・腸管検査総論 

                    大阪赤十字病院 検査部 市村佳彦 

 

7 月に実施されました基礎実技の講習から、2か月ほど過ぎました。本年度より微生物検査

配属になられた方は、若干の落ち着きが出てきているのではないでしょうか？ 

夏期も終わりに近づき消化器症状の疾患が減りつつあり、これから秋に向けて気温が低くな

るので呼吸器系の疾患が増えてくることと思います。あらためて、基礎の部分に振り返りた

いとおもい、呼吸器および腸管の検査総論を記述しました。尚、本文は７月に実施された基

礎技術のテキストに記載されている資料の一部より抜粋しております。 

 

呼吸器感染症検査総論 

Ⅰ.上気道感染症の検査法 

A. 上気道感染症の定義 

 上気道は鼻孔から声門までの鼻腔、鼻咽頭、咽頭、喉頭の総称であり、感染はかぜ症候

群に代表されるウイルス感染症と、Mycoplasma,Chlamydia および S.pyogenes などの細菌感

http://idsc.nih.go.jp/idwr/kansen/k04/k04_08/k04_08.html
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染とに分けられる。感染は副鼻腔、鼻咽頭、口腔咽頭および扁桃で好発するが、同時に下

気道や喉頭蓋、さらには隣接する中耳や眼にまで波及することも少なくない。 

 

 

B. 感染症と病原体 

 上気道には口腔咽頭のように常在菌叢が形成されている部位が有り、検出菌の意義を考

える上では常在菌の知識が不可欠となる。一般に、鼻腔前庭にはコアグラ－ゼ陰性ブドウ

球菌（ＣＮS）が認められるが、副鼻腔や鼻咽頭には常在菌は認められない。常在菌の菌種、

菌量ともに最も多いのは口腔咽頭とその周辺であり、連鎖球菌（Viridans group streptoc

occus）を始めとし Neisseria  spp.,Haemophilus spp.,Diphtheroid(Diphtheriae 以外の C

orynebacterium spp.),Peptostreptococcus spp.,Fusobacterium  spp.,および Prevotel

la  spp.,など多彩な菌種が認められる。 

感染は主としてウイルス、Mycoplasma および Chlamydia などの細胞寄生性微生物が原因

となる。しかし低頻度ながら検出される S.pyogenes は猩紅熱のじゅうようせい病原菌であ

り、疫学上および治療上の重要性から、微生物検査による迅速な診断が必要である。また近

年、上気道における Neisseria gonorrhoeae 感染の増加や、外国から持ち込まれるジフテリ

アなどの対応も今後重要となる可能性がある。 

 

 

C. 検査に必要な患者情報 

 感染症検査を行うにあたり必要な共通の患者情報としては、患者年齢、基礎疾患の有無、

免疫異常の有無、コンプロマイズド・ホストか否か、抗菌薬投与の有無(最近投与された抗

菌薬種)と投与抗菌薬の効果、患者の症状から疑われる感染症、最近行われた手術、デバイ

ス類装着の有無、ステロイド薬や免疫抑制剤投与の有無、放射線療法の有無、および最近

の海外渡航歴や海外で罹った病気などが必要である。また患者の重篤度や、最新の白血球

数やＣＲＰ値、検査情報の報告を急ぐか否かについても知っておくべきである。上気道感

染症検査時に必要な情報としては、家族内感染の有無、下気道あるいは肺感染の有無、特

殊な菌（N.gonorrhoeae,C.diphtheriae,B.pertussis）の感染が考えられるかなどの情報が

必要である。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ⅱ.下気道および肺感染症の検査法 

A. 下気道および肺感染症の定義 

 一般に気管から細気管支までを下気道と呼び、その先端にある肺胞は含まない。感染は

主に下部気管支や肺胞で起こる。下気道感染としては急性気管支炎や急性細気管支炎が多

い。感染例の多くは先行疾患としてウイルス感染などの上気道炎が有り、その炎症が下行

性に波及して気管支炎が起こり、炎症部位に細菌感染が合併し憎悪することが多い。他方、

肺炎は肺実質における急性、慢性の感染性炎症を指し、発熱を始めとする自覚症状、炎症

を示す検査所見、胸部Ｘ線像上の新しい浸潤影などにより診断される。肺炎は、下気道炎

からの波及や誤嚥などによる肺胞への菌の侵襲により起こる。 
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B. 感染症と病原体 

急性気管支炎、肺炎のいずれかにおいても、感染巣から痰と呼ばれるゼクレートが分泌さ

れる。感染を起こした患者由来痰の中には、炎症の原因となった病原体と、宿主側の炎症細

胞および液性成分が含まれる。病巣で形成された痰は、気管絨毛上皮の働きで上方に押し上

げられ、最終的には喀出または嚥下される。起炎菌決定の鍵は、良質な痰の採取にかかって

おり、検査に際しては「気管支痰」にいかに近い状態にして検査を行うかが最大の課題とな

る。病原体は細菌のみならずウイルス、真菌、原虫まで多岐にわたるが、検出頻度の高い S.

pnuemoniaeやH.influenzaeなどのいわゆる潜在病原菌の多くは本来上気道の常在菌であり、

上気道におけるこれら常在菌が何らかの機序で下気道に落ち込み、その結果感染を起こすこ

とは明らかである。下気道や肺における感染症はいくつかの異なる機序により起こされるが、

感染菌と発生機序の間には密接な関係が成り立つ。例えばインフルエンザを始めとするウイ

ルス疾患は、主として空気感染で伝播されるし、レジオネラ症や結核は菌を含むエアロゾル

の吸引が原因となる。S.pnuemoniae や H.influenzae 感染の何割かは、ウイルス感染後の二

次感染として起こる。このような日常的に遭遇する頻度の高い潜在病原菌感染の何割かは単

独菌感染であるが、他の多くのケ－スでは同時に多数の口腔常在菌が混在して認められる。

この複数菌による感染の原因は、就寝時などに起こる唾液の下気道への落ち込み（誤嚥）が

原因であると考えられる。 

 

C. 検査に必要な患者情報 

下気道感染の検査時に必要な情報としては、胸部Ｘ線像（異常陰影を簡単に図示）、肺結

核や慢性の気道および肺疾患の有無とマクロライド系抗菌薬少量投与療法の実施の有無、咽

喉頭部の手術や挿管およびデバイス装着の有無、最近行われた気管支鏡検査や TTA、経鼻あ

るいは胃瘻による栄養実施の有無、意識障害の有無、嚥下機能障害に有無や程度、気道や肺

への放射線治療の実施状況、食道・気管支痩の有無、抗癌剤や白血病治療の有無（最新の白

血球数）、溺水の既往Ｙ温泉旅行の有無およびインコなど熱帯鳥類飼育の有無などである。 
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【参考文献】 

相原 雅典 感染症診断に必要な微生物検査 ｐ47～50 

 

消化管感染症 

Ⅰ.消化管感染症の種類 

 感染性腸炎の中で最も重要なものは、赤痢(細菌性及びアメ－バ－性)、腸チフス・パラチ

フス、コレラと各種の感染性食中毒である。食品衛生法によって、以前は細菌のみが起因病

原体とされてきたが、のちにロタウイルス、アデノウイルス、SRSV(small round structured 

virus)なども追加された。 
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◎下痢患者の鑑別診断の手順 

 

 

Ⅱ.感染性腸炎の病原体別にみた分類と検出目的 

 起因病原体の種類で大別すると細菌性、ウイルス性、原虫性、寄生虫性に分類される。細

菌性のものでは、感染症新法類型 2 である細菌性赤痢、腸チフス・パラチフス、コレラの 3

疾患が挙げられる。この中で腸チフス・パラチフスは、本来発熱を伴う全身性感染症である

敗血症の一種であり、その他の感染性腸炎とは発生機序が大きく異なるが、従来から便宣上、

感染性腸炎に含まれている。次いで重要なものは細菌性食中毒である。起因菌としては、1982

年 3 月の厚生省環境衛生局食品衛生課からの通達に基づいて、サルモネラ属(非チフス性)腸

炎、ブドウ球菌食中毒、ボツリヌス中毒、腸炎ビブリオ腸炎、腸管病原性大腸菌腸炎、キャ

ンピロバクタ－腸炎、エルシニア腸炎、ＮＡＧビブリオ、ビブリオミミカス、ビブリオ・フ

ルビアリス腸炎、エロモナス腸炎、プレジオモナス腸炎、ウェルシュ菌食中毒、セレウス菌

食中毒が挙げられる。腸管病原性大腸菌は、さらに組織侵入性大腸菌(Enteroinvasive 

Escherichia coli:EIEC),毒素原生大腸菌(Enterotoxigenic E.coli:ETEC),病原大腸菌

(Enteropathogenic E.coli:EPEC),腸管出血性大腸菌(Enterohemorrhagic E.coli:EHEC),腸管

粘着凝集性大腸菌(Enteroaggregative E.coli:EaggEC)に分けられる。感染症新法類型 3に分

類された EHEC の病原性の主たるものは,Vero 毒素である。 

 また、感染下痢、食中毒は発生機序から細菌感染型、細菌毒素型、細菌以外の非細菌型に

分けられる。 
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◎患者背景別にみた感染性下痢症        

 ☆散発性感染性腸炎で頻度が高いもの        ☆最近の海外渡航歴を有するもの 

  ・Campylobacter jejuni 腸炎             ・細菌性赤痢 

  ・サルモネラ腸炎                   ・コレラ 

  ・腸炎ビブリオ腸炎                  ・腸チフス・パラチフス(本来は全身感染症) 

  ・腸管病原性大腸菌腸炎                ・旅行者下痢症 

                              毒素原生大腸菌腸炎 

 ☆集団発生食中毒として頻度が高いもの          ・サルモネラ腸炎 

  ・サルモネラ腸炎・食中毒               ・腸炎ビブリオ腸炎 

  ・腸炎ビブリオ腸炎・食中毒              ・原虫性腸炎 

・ブドウ球菌食中毒                   （ランブル鞭毛虫症、アメーバ赤痢） 

   

  特に大規模食中毒の場合             ☆ペット由来として考慮すべきもの 

  ・腸管病原性大腸菌腸炎・食中毒           ・サルモネラ腸炎(←ミドリガメ) 

  ・C.jejuni 腸炎・食中毒               ・細菌性赤痢(←輸入サル) 

  ・ウェルシュ菌食中毒                 ・エルシニア腸炎(←イヌ) 

 

 ☆特定食品との関連が深いもの           ☆抗菌薬前投与歴のあるもの 

  ・腸炎ビブリオ腸炎(←魚介類)             ・偽膜性腸炎(←各種抗菌薬) 

  ・Salmonella enteritidis 腸炎(←鶏卵関連食品)     ・MRSA 腸炎(←第三世代セフェム系薬ほか) 

・C.jejuni 腸炎(←食用肉、特に鶏肉)          ・出血性腸炎(←広域ペニシリンなど) 

・リステリア感染症(←チーズ) 

  ・ノロウイルス腸炎(←生牡  

 

☆易感染性宿主として 

・小児、高齢者   

→サルモネラ腸炎(重症化しやすい)            

  →腸管病原性大腸菌腸炎(特にベロ毒素産生性大腸菌)    

    →C.jejuni 腸炎(特に小児に多い) 

→ロタウイルス腸炎(乳幼児、冬季に多い) 

 

・胃切除者、無・低胃酸症者 

→サルモネラ腸炎、コレラほか(重症化しやすい) 
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・免疫不全者(エイズ患者、抗癌剤使用者など)  

→反復するサルモネラ腸炎 

   →非定型抗酸菌腸(特に MAC 感染症) 

   →サイトメガロウイルス腸炎 

→ヘルペスウイルス腸炎 

→原虫性腸炎(アメーバ赤痢、クリプトスポリジウム症、イソスポーラ症など) 

 

Ⅲ.消化管感染症の病原性 

起因病原体の分離頻度は当然のことながら患者の背景によって異なっており、散発性下痢

症・食中毒として頻度の高いものは Campylobacter spp,Salmonella spp,腸炎ビブリオが多

く関与している。発展途上国への渡航中や帰国後数日～1 週間以内にみられる感染性腸炎に

は、頻度は少ないが 2 類感染症が見られるので対象の起因微生物として忘れてはならない。

散発性下痢症、旅行者下痢症の場合も同じものを対象と考える。患者の発生様式などから原

虫症が疑われる場合、集団食中毒が考えられる場合は追加検査対象微生物として検索できる

体制が必要になる。ウイルス検査も塗抹培養検査によらない原因微生物として、別の依頼指

示による検査体制が必要である。基礎疾患を有した抗菌薬治療中の患者、施設内感染が疑わ

れる患者の場合は C.difficile を始めとした日和見感染症原因菌の検索が対象となる。 

 

◎糞便の採取法 

 糞便の微生物検査は感染性腸炎(感染性下痢症)が疑われる場合に行われる。塗抹検査は主に原虫や寄生虫

の検査目的で用いられる。糞便成分のかなりの部分は最近そのものであり、菌の種類も多い。感染症の有無

を推定するのに役立つ白血球などの生体細胞は破壊が激しいので、観察は困難である。糞便のグラム染色は

有用性に乏しく、白血球の存在を確認するにはラクトフェリチンのラテックス凝集反応が有用とされている。 

 しかし、糞便の膿・粘血部分や粘液部分、水様便では白血球の種類やその数が把握できる場合があり、特

定の細菌が白血球に貪食されている像が認められる場合があるので、このような性状の糞便ではグラ染色が

有用な場合もある。また、下痢症では Campylobacter の推定が可能な場合がある。 

 

 ＊糞便の採取法および注意点 

● 患者の排便には、採便用ディスポーザブル便器、または差し込み用便器を使用する。 

● 糞便だけで、尿は混ぜないように患者に説明。 

● 水洗便所での採取は不可。(水道水の混入を避けるため) 

● 膿・粘血部分を採便する 

● 適量採取（有形便…小指頭大から拇指頭大、水様便…10～15ml） 

● スワブは原則不可（量が少ないこと、乾燥による病原微生物が死滅する可能 



         性があるため） 

● チフス症（腸チフス、パラチフス）では、発症初期の検査には血液培養を、発症後 2 週

以上経過した場合は糞便を用いる。 

● Shigella spp は糞便中では死滅しやすいので、できるだけ早く検査する（できれば 2 時

間以内で。） 

● Vibrio cholera,Vibrio parahaemolyticus は冷蔵すると死滅しやすい。糞便は室温保存

として、できるだけ早く検査するのがよい。保存培地には、Cary-Blair の培地、Stuart

培地、アルカリ性ペプトン水、緩衝グリセリン生理食塩液のいずれかを用いる。 

 

◎主な感染性下痢症の症状・特徴と診断ポイント 
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Ⅳ.感染性腸炎の診断に結びつく検査 

迅速対応をするために患者基本情報、臨床所見を始めとした患者情報、さらに材料から得

られる情報を有効に活用して検査を組み立てなければならない。起因菌のおおよその予測を

立て、効率的な検査を行う情報として有効となる。 

感染性腸炎の大部分が細菌培養検査を行うことにより確定診断をしてきた。しかし、最大

の欠点は結果判定までに数日以上の時間がかかることで、どこまで迅速対応可能であるかを

考えた検査法の選択整理が必要である。活用できるものとしては、塗抹鏡検、免疫反応を利

用した抗原検出、毒素検出などが利用でき、患者背景や症状・経過からの予測と迅速法の組

み合わせが要求される。 

 

◎感染性下痢症の検査法 

Ⅰ.糞便検査法 

 1）、細菌培養検査 

    ・細菌性の感染性下痢症では確定診断となる 

    ・結果判明までに数日以上を要する 

  2）、直接塗抹染色鏡検 

    ・細菌性の感染性下痢症の中でカンピロバクタ－腸炎は簡易迅速診断が可能 

    ・原虫による感染性下痢症では確定診断となりうる 

 3）、菌体抗原の検出 

    ・O157 などの腸管出血性大腸菌（ベロ毒素産生性大腸菌）では菌体のリポ多糖体抗

原を検出するキットあり 

  4)、糞便中トキシンの検出 

     a:毒素そのものを検出する方法（RPLA または ELISA によるベロ毒素の検出など） 

     b:毒素産生遺伝子を検出する方法(PCR 法によるベロ毒素産生遺伝子の検出など) 

    ・疾患によっては菌検出以上にトキシン検出が重要な意義を有する（コレラほか） 

 5)、ウイルスの糞便からの検出 

    ・ウイルス抗原を糞便から検出するキットあり(A 群ロタウイルス、腸管アデノウイ

ルス) 

    ・電子顕微鏡でウイルス粒子を直接証明(特に、ノロウイルスなど) 

 

Ⅱ.糞便以外の検査 

 1）、血液検査 

   a:血清抗体検査（アメーバ赤痢、カンピロバクタ－腸炎、エルシニア腸炎、腸管出

血性大腸菌など） 



   b:血中トキシンの検出 

   c:血液培養（腸チフス・パラチフス、サルモネラ腸炎など） 

   d:末梢血・生化学検査 

 2）、内視鏡検査および画像診断 

    a:大腸内視鏡検査 

   b:画像診断（腹部単純Ｘ線撮影、大腸造影Ｘ線撮影、腹部超音波検査、腹部ＣＴな

ど） 

 3）、病理学的検査 

 

◎糞便の細菌学的検査の進め方 

 

 

【参考文献】 
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大阪警察病院 
赤木 征宏 

 
 
 

【問題】 
感染性胃腸炎の原因となる主な起因ウ

イルスをまとめてみました。表の空白（ａ）

～（ｇ）を埋めてみてください。 

 

ウイルス名 （ａ） （ｂ） 

アデノウイルス 

（40 型/41 型） 

アストロウイルス 

ウイルス科 カリシウイルス レオウイルス アデノウイルス アストロウイルス 

核酸 RNA RNA （ｃ） RNA 

罹患年齢 全年齢 乳幼児 

（A群は成人も）

乳幼児 乳幼児 

流行時期 秋～冬 冬～春 （ｄ） 冬 

感染経路 （ｅ） 糞便・食物・水 糞便 糞便・食物・水 

便の性状 下痢 （ｆ） 下痢（酸臭） 軽度の下痢 

症状 嘔吐・下痢・腹痛・

悪心 

嘔吐・下痢・腹痛・

発熱・脱水症状 

嘔吐・下痢・腹痛 嘔吐・下痢・腹痛 

潜伏期間 １～２日 １～３日 （ｇ） １～４日 
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ウイルス名 ノロウイルス ロタウイルス
アデノウイルス 

（40 型/41 型） 
アストロウイルス 

ウイルス科 カリシウイルス レオウイルス アデノウイルス アストロウイルス 

核酸 RNA RNA DNA RNA 

罹患年齢 全年齢 
乳幼児 

（A 群は成人も） 
乳幼児 乳幼児 

流行時期 秋～冬 冬～春 通年 冬 

感染経路 
糞便・嘔吐物・

食物・水 
糞便・食物・水 糞便 糞便・食物・水 

便の性状 下痢 
白～黄色の水

様下痢 
下痢（酸臭） 軽度の下痢 

症状 
嘔吐・下痢・腹痛・

悪心 

嘔吐・下痢・腹痛・

発熱・脱水症状 
嘔吐・下痢・腹痛 嘔吐・下痢・腹痛 

潜伏期間 １～２日 １～３日 ７～８日 １～４日 

腸 管 感

染症はそ

の原因と

なる病原  

 

 

 

 

 

 

 当院の感染スペシャリスト某Ｍ先生が検査科部長に就任され、「当直時間帯の微生物検

査項目を増やすように要望として挙げられるのでは？」と微生物担当以外の同僚はちょ

っとドキドキ・・・。私としては、いつも率先して頑張っている先生を知っているので、

そういう要望があれば、出来るだけ対応出来たら良いなと思うのですが、微生物検査の

難しさも知っているつもりなので簡単に「やりましょう！」とも言えず。まぁ、とりあ

えず、やれそうな事から一つずつ増やしましょうか、先生？      赤木 征宏 
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