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ごあんないごあんないごあんないごあんない    

・・・・今月今月今月今月とととと来月来月来月来月のののの定期定期定期定期講習会講習会講習会講習会    

・・・・若葉若葉若葉若葉マークマークマークマーク講習会講習会講習会講習会    講義編講義編講義編講義編＆＆＆＆実技編実技編実技編実技編    

 

ばくとおやじのばくとおやじのばくとおやじのばくとおやじの知識箱知識箱知識箱知識箱    

・・・・『『『『カンピロバクターカンピロバクターカンピロバクターカンピロバクター感染症感染症感染症感染症』』』』    

・・・・『『『『CCCCorynebacterium orynebacterium orynebacterium orynebacterium ulceransulceransulceransulcerans 感染症感染症感染症感染症』』』』    

    

Coffee BreakCoffee BreakCoffee BreakCoffee Break    

・・・・『『『『微生物微生物微生物微生物クロスワードクロスワードクロスワードクロスワード・・・・パズルパズルパズルパズル』』』』    

    

バイキンバイキンバイキンバイキン QuizQuizQuizQuiz    

 

（敬称は略させていただきました） 

    

    

今月今月今月今月のののの定期講習会定期講習会定期講習会定期講習会はははは    

５５５５月月月月２５２５２５２５日日日日（（（（火火火火））））    大阪医療技術学園専門学校大阪医療技術学園専門学校大阪医療技術学園専門学校大阪医療技術学園専門学校でででで開催開催開催開催しますしますしますします。。。。    

赤木 征宏 

白 金 耳 

李 相太 

藤田 幸史郎 

中家 清隆 

赤木 征宏 
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ああああ    

んんんん    
なななな    いいいい    

講習会 

    

テテテテ−−−−ママママ    ：：：：『『『『CLSICLSICLSICLSI のののの主主主主なななな変更点変更点変更点変更点    ～～～～M100M100M100M100----S20S20S20S20 をををを中心中心中心中心にににに』』』』    

    

講講講講    師師師師    ：：：：シーメンンスヘルスケアシーメンンスヘルスケアシーメンンスヘルスケアシーメンンスヘルスケア・・・・ダイアグノスティクスダイアグノスティクスダイアグノスティクスダイアグノスティクス株式会社株式会社株式会社株式会社    

サービスサポートサービスサポートサービスサポートサービスサポート部部部部        山田山田山田山田    幸祐幸祐幸祐幸祐        

    

日時日時日時日時：：：：平成平成平成平成２２２２２２２２年年年年５５５５月月月月２５２５２５２５日日日日（（（（火火火火））））    １８１８１８１８：：：：３０３０３０３０～～～～２０２０２０２０：：：：００００００００    

場所場所場所場所：：：：大阪医療技術学園専門学校大阪医療技術学園専門学校大阪医療技術学園専門学校大阪医療技術学園専門学校        

            （〒（〒（〒（〒530530530530----0044004400440044 大阪市北区東天満大阪市北区東天満大阪市北区東天満大阪市北区東天満 2222----1111----30303030））））    

    

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 

 毎年、追加や改定がされるCLSIの基準ですが、今年

も基準改定の案内が皆様の施設に各メーカーから届

いていることと思います。何がどう変わったのか？何

故変わったのか？それによる臨床現場への影響は？

我々がすべきことは？ 

 今回はシーメンスヘルスケア・ダイアグノスティク

スの山田幸祐先生に、最新の情報を臨床に反映させる

ため、今年のCLSI変更点を中心にわかりやすく解説し

ていいただきます。皆様奮ってご参加ください。  
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テテテテ−−−−ママママ    ：：：：『『『『LAMP(LoopLAMP(LoopLAMP(LoopLAMP(Loop----mediated Isothermal Amplification)mediated Isothermal Amplification)mediated Isothermal Amplification)mediated Isothermal Amplification)法法法法のののの    

原理原理原理原理とそのとそのとそのとその応用応用応用応用』』』』    

    

講講講講    師師師師：：：：栄研化学株式会社栄研化学株式会社栄研化学株式会社栄研化学株式会社    LLLLAMPAMPAMPAMP 推進部推進部推進部推進部    福島福島福島福島    隆浩隆浩隆浩隆浩    

    

日時日時日時日時：：：：平成平成平成平成２２２２２２２２年年年年６６６６月月月月２２２２２２２２日日日日（（（（火火火火））））    １８１８１８１８：：：：３０３０３０３０～～～～２０２０２０２０：：：：００００００００    

場所場所場所場所：：：：大阪医療技術学園専門学校大阪医療技術学園専門学校大阪医療技術学園専門学校大阪医療技術学園専門学校        

            （〒（〒（〒（〒530530530530----0044004400440044 大阪市北区東天満大阪市北区東天満大阪市北区東天満大阪市北区東天満 2222----1111----30303030））））    

    

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 

 

ああああ    

んんんん    
なななな    いいいい    

講習会 

遺伝子検査は、既に細菌や微生物の検出を始め、ヒト

の遺伝病の原因である遺伝子の変異検出等に応用さ

れている。遺伝子検査では、殆どの場合検体に含まれ

る目的の遺伝子量が極めて少ないため、まず遺伝子を

増幅しなければならない。従って、遺伝子検査を実施

する上で最も重要なポイントは、遺伝子増幅技術であ

る。 

 遺伝子増幅技術の一つであるLAMP法は、増幅反応が

等温で進行する、６領域を認識する４種類のプライマ

ーを使用するため特異性が高い、増幅効率が高く、短

時間に増幅が可能である、増幅産物量が多く、簡易検

出に適している等、細菌やウイルスなど微生物検出に

適した方法である。 

 今回、そのLAMP法について、その概要、原理と特徴、

実際の臨床応用についてご講演を頂く予定です。皆様

奮ってご参加下さい。  
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《《《《    講義編講義編講義編講義編    》》》》    

日時日時日時日時・・・・講師講師講師講師    ：：：：    平成平成平成平成２２２２２２２２年年年年６６６６月月月月３３３３日日日日（（（（木木木木））））ゼロゼロゼロゼロからのからのからのからの塗抹鏡検塗抹鏡検塗抹鏡検塗抹鏡検    

講師：松下記念病院 町田 清正 

平成平成平成平成２２２２２２２２年年年年６６６６月月月月１０１０１０１０日日日日（（（（木木木木））））ゼロゼロゼロゼロからのからのからのからの培養同定検査培養同定検査培養同定検査培養同定検査    

講師:市立豊中病院 温井 正博 

平成平成平成平成２２２２２２２２年年年年６６６６月月月月１７１７１７１７日日日日（（（（木木木木））））ゼロゼロゼロゼロからのからのからのからの薬剤感薬剤感薬剤感薬剤感受性検査受性検査受性検査受性検査    

講師：近畿大学医学部附属病院 宇都宮 孝治 

場所場所場所場所：：：：大阪医療技術学園専門学校大阪医療技術学園専門学校大阪医療技術学園専門学校大阪医療技術学園専門学校((((〒〒〒〒530530530530----0044 0044 0044 0044 大阪市北区東天満大阪市北区東天満大阪市北区東天満大阪市北区東天満 2222----1111----30)30)30)30)    

時間時間時間時間：：：：１８１８１８１８：：：：３０３０３０３０～～～～２０２０２０２０：：：：００００００００        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 

《《《《実技偏実技偏実技偏実技偏》》》》    

日程日程日程日程：：：：平成平成平成平成２２２２２２２２年年年年７７７７月月月月１７１７１７１７日日日日（（（（土土土土））））14:0014:0014:0014:00～～～～17:0017:0017:0017:00・・・・１８１８１８１８日日日日（（（（日日日日））））9:009:009:009:00～～～～17:0017:0017:0017:00    

                                        １９１９１９１９日日日日（（（（月月月月：：：：海海海海のののの日日日日））））9:009:009:009:00～～～～15:3015:3015:3015:30（（（（終了予定終了予定終了予定終了予定））））    

会場会場会場会場    ：：：：    大阪医療技術学園専門学校大阪医療技術学園専門学校大阪医療技術学園専門学校大阪医療技術学園専門学校((((〒〒〒〒530530530530----0044 0044 0044 0044 大阪市北区東天満大阪市北区東天満大阪市北区東天満大阪市北区東天満 2222----1111----30)30)30)30)    

募集人数募集人数募集人数募集人数    ：：：：    ２５２５２５２５名名名名（（（（定員定員定員定員になりになりになりになり次第締次第締次第締次第締めめめめ切切切切らせてらせてらせてらせて頂頂頂頂きますきますきますきます））））    

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。 

※ 携帯のメールからは申し込み不可とさせて頂きます。 

参加費 : 会員８０００円、非会員２５０００円  

評価点 : 専門-２５点(会員証をお持ちください) 

申し込み先 :  〒545-8586 大阪市阿倍野区旭町1-5-7 

        大阪市立大学医学部附属病院 中央検査部 仁木 誠 

e-mail :  niki@med.osaka-cu.ac.jp 

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。 

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。 



 - 6 - 

    

 

カンピロバクターカンピロバクターカンピロバクターカンピロバクター感染症感染症感染症感染症    

 

浅香山病院   李 相太  

【【【【カンピロバクターカンピロバクターカンピロバクターカンピロバクターとはとはとはとは】】】】    

 カンピロバクター属菌は 0.2～0.8μm×

0.5～5μm大の「螺旋状」に湾曲したグラム

陰性桿菌で、両極にそれぞれ 1本の鞭毛を

持ち、生菌では顕微鏡下でコルクスクリュ

ー様運動と表現される特有の旋回運動をす

る。培養が古くなったり、環境の変化によ

り「球状」を呈する。 

カンピロバクター属菌は家畜や家禽、野

生動物などの腸管に広く常在菌として保菌されている。19 菌種 5亜種に分類され、食中毒菌

に指定されているのは Campylobacter jejuni と Campylobacter coliである。 

通常の大気条件下では急速に死滅するが、低温では比較的長期間生存できる。 

潜伏期間は２～７日と他の細菌性食中毒と比べて長い。また、菌量が 500～800 個/ヒト程

度で感染が成立する。 

発育には微好気条件（O2濃度：5～10%）が必須で、ＣＯ２により発育が促進される。発育

温度域は 25～42℃であるが、菌種により異なる。高湿な環境では発育が良好である。 

 

【【【【疫学疫学疫学疫学】】】】    

２００４～２００９年のカンピロバクターによる食中毒発生状況を下記の表に示す。 

 

カンピロバクター ノロウィルス 総数 
年 

発生件数 患者数 発生件数 患者数 発生件数 患者数 

2004 558 2485 277 12537 1666 28175 

2005 645 3439 274 8727 1545 27019 

2006 416 2297 499 27616 1491 39026 

2007 416 2396 344 18520 1289 33477 

2008 509 3071 303 11618 1369 24303 

2009 345 2206 288 10874 1048 20249 
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発生件数において、２００４年・２００５年・２００７～２００９年ではノロウィルスよ

り多く第１位であった。また、２００９年は発生件数が減少しているが、依然食中毒全体の

件数の約３０％をカンピロバクターが占めている。 

感染源として、主に加熱処理が不十分な獣肉（特に鶏肉）の摂取、調理器具や手指などを介

した生食野菜・サラダへの二次汚染が考えられ、汚染された飲料水や保菌動物との接触も考

えられる。 

本菌による食中毒発生時における感染源の特定は極めて困難である。それは潜伏期間が長

いため発症したころには原因食品が残っていないことがあり、仮に残っていたとしても冷凍

保存により菌が損傷していると分離が難しくなるためである。また、少量感染が成立するこ

とと大気に暴露すると死滅しやすい生理学的特徴にも起因する。しかし、患者並びに推定原

因施設等の疫学調査結果からは、鶏肉などの調理食品の喫食、及びその調理過程の不備が原

因であったことが強く示唆されている。 

欧米では生牛乳による事例もあるが、我が国では加熱殺菌乳が流通しており、同様な事例

はみられていない。 

 

【【【【臨床症状臨床症状臨床症状臨床症状】】】】    

症状は下痢、腹痛、発熱、悪心、嘔吐、頭痛、悪寒、倦怠感などであり、他の感染型細菌

性食中毒と酷似するが、潜伏時間が一般に 2～７日間とやや長いことが特徴である。便性状

は水様便、血便、粘液便などで、特に粘血便がみられる場合は、赤痢菌、腸管出血性大腸菌、

腸炎ビブリオ、サルモネラ等による腸炎との鑑別を要する。下痢は 1 日に 10 回以上に及ぶこ

ともあるが、通常 2～6回で 1～3 日間続き、重症例では大量の水様性下痢のために急速に脱

水症状を呈する。発熱時の平均体温は 38.3℃で、サルモネラ症に比べるとやや低い。 

合併症として、まれに敗血症、菌血症、髄膜炎などのほか、腸炎の 1～3週間後に四肢の筋

力低下、歩行困難などの運動麻痺を主徴とする「ギラン・バレー症候群」を起こすことがあ

る。 

 

【【【【検査法検査法検査法検査法】】】】    

① 塗抹鏡検 

糞便を直接塗りつけグラム染色標本を作成する。血性部や粘液部で多く見られるが、

サフラニンに染まりにくく、また微小であるため鏡検には熟練を要する。 

② 培養 

(ア)増菌培養：長期間保存された糞便や食品、飲料水、調理器具の拭き取りなど、菌量  

が少ないと考えられる場合に用いる。４２℃で一晩微好気培養後に分離

培養を行う。凍結や長時間室温曝され損傷を受けた菌は抗生物質や４
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２℃での培養では発育が良好でない。その場合は抗生剤無添加の増菌培

地を３７℃で数時間培養後に抗生剤を添加し４２℃で培養する方法など

を行う。Preston 培地、Bolton 培地、CEM 培地などがある。 

 

(イ)分離培養：増菌培養後や、検体から直接分離する場合に行う。培地に検体を多めに 

塗抹し、４２℃で２日間微好気培養を行う。選択分離培地には、Skirrow

培地、Butzler 培地、mCCDA 培地などがある。Skirrow 培地には 3種の抗

生剤（バンコマイシン、ポリミキシン B、トリメトプリム）によりカンピ

ロバクター以外の細菌の発育は抑制される。コロニーは培地表面の乾燥

状態により性状が異なる。乾燥している場合は 1～2ｍｍのＳ型で半透明

のコロニーを形成する。水分が多いと扁平の大きなコロニーとなり、さ

らに水分量が多くなるとスウォーミングを起し独立したコロニーが認め

られなくなる。 

 

③ 確認試験 

疑わしいコロニーがある場合 

(ア)グラム染色で螺旋状または糸くず状の菌体を確認。 

(イ)懸滴標本を作製し、位相差顕微鏡（800～1000 倍）でコルクスクリュー様の旋回運

動を観察。 

(ウ)カタラーゼ試験、オキシダーゼ試験で陽性を確認。 

(エ)コロニーから血液寒天培地２枚に塗布し、それぞれ好気培養・微好気培養を行い、

好気で発育しないことを確認する。 

 

④ 菌種同定：カンピロバクター属菌の生化学的性状を下記の表に示す。 

発育 感受性 

菌種 
25℃ 42℃ 

馬
尿
酸
加
水
分
解 

酢
酸
イ
ン
ド
キ
シ
ル 

ナ
リ
ジ
ク
ス
酸 

セ
フ
ァ
ロ
チ
ン 

C.jejuni - + + + S※1 R 

C.coli - + - + S※1 R 

C.lari - + - - R R 

C.upsaliensis - + - + S S 

C.fetus subsp. Fetus + -※2 - - R S 

※1 耐性の場合有り     ※2 42℃で発育する場合有り 
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生化学的性状により菌種同定を行う場合は、血液寒天培地で純培養した菌体を用いて行う。 

C.jejuniと C.coliは馬尿酸加水分解試験で鑑別できるが、C.jejuni の中には加水分解能

が弱い株も存在する。また、近年ナリジクス酸耐性の C.jejuniや C.coliが存在するため、

絶対的な鑑別ができなくなった。生化学的性状で鑑別できない場合は遺伝子診断の PCR 法で、

C.jejuniに特異的な hip遺伝子の有無を確認する必要がある。 

遺伝子診断法にはほかにリアルタイム PCR 法、LAMP 法があり、LAMP 法は食品を直接用いる

ことができ、約 90分でカンピロバクターを検出できる。 

この他、選択分離培地上に発育したコロニーを用いる、スライドラテックス凝集反応によ

る簡易・迅速診断用キットなどもある。 

 

【【【【治療治療治療治療】】】】    

患者の多くは自然治癒し予後も良好である場合が多く、特別治療を必要としないが、重篤

な症状や敗血症などを呈した患者では、対症療法と共に適切な化学療法が必要である。 

第一選択薬剤としては、エリスロマイシン等のマクロライド系薬剤が推奨される。 

感染性腸炎の抗菌薬治療ではニューキノロン系薬剤やホスホマイシンなどが汎用されてい

るが、近年ニューキノロン系耐性菌が増加しており問題となっている。 

セフェム系薬剤に対しては自然耐性を示すため治療効果は望めない。 

 

【【【【食品衛生法食品衛生法食品衛生法食品衛生法でのでのでのでの取取取取りりりり扱扱扱扱いいいい】】】】    

本食中毒が疑われる場合は、食品衛生法第 58 条に基づき 24時間以内に最寄りの保健所に

届け出る。 

 

【【【【おわりにおわりにおわりにおわりに】】】】    

「新鮮なお肉は生でも大丈夫！」と思ってしまいがちですが、そうではないことは皆様良

くご存知かと思います。食肉加工業者の方曰く、生食用に加工された鶏肉なんてものはこの

世に存在しないそうです… 

鶏刺しや生レバーなど獣肉を生で食す機会が結構あるとは思いますが、このようなリスク

があるということを思い出していただけたら幸いです。 

 

 

参考資料  

国立感染症研究所 感染症情報センター http://idsc.nih.go.jp/idwr/kansen/k04/k04_08/k04_08.html 
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CCCCorynebacterium orynebacterium orynebacterium orynebacterium ulceransulceransulceransulcerans 感染症感染症感染症感染症    

 

大阪警察病院 赤木 征宏 

【【【【はじめにはじめにはじめにはじめに】】】】    

Corynebacterium 属の代表としてはジフテリア菌 (Corynebacterium diphtheriae)が病原

性菌として有名であり、ジフテリアは 2類感染症である。 

Corynebacterium 属は臨床検体では呼吸器検体などでよく分離されるが、常在細菌として

扱われ、詳細な同定検査に至らない、あるいは報告されないこともある。近年、ジフテリア

毒素を産生するCorynebacterium ulceransがジフテリア類似の症状を引き起こすことが欧米

諸国で注目され、日本においても問題になりつつある。 

 C. ulcerans感染症は英国において最も多くの症例が報告され、1986 年から 2006 年の間

に、無症状保菌者を含む 56 例から毒素原性 C. ulceransが分離された。他の欧米諸国でも散

発的に報告があり、ウシ、イヌ、ネコ等の動物がヒトへの感染に関与することが疑われてい

る。 英国などでは、C. diphtheriae によるジフテリアと同等の扱いとなっているが、わが

国の感染症法では、C. diphtheriaeによるジフテリアだけが、２類感染症に定義されている。 

わが国では 2001 年から 2009 年までに 6例が報告されている（表 1）。最初の２例の報告

を受けて、2002 年 11 月には厚生労働省結核感染症課長より地方自治体衛生部局、医療機関

に対して 情報提供を求める通知が行なわれた。その後 2009 年 1月、野良ネコが感染源と疑

われるヒトの感染例（国内 6 例目）があり、これを受けて厚生労働省結核感染症課では、情

報提供を求めるとともに、この症例を紹介し、Q and A 集を添えて再度の通知を行なった。 

 

【【【【各国各国各国各国のののの対応対応対応対応】】】】    

欧米各国欧米各国欧米各国欧米各国によってによってによってによって、、、、そのそのそのその対応対応対応対応はははは異異異異なるなるなるなる。。。。    

・英国では、毒素原性 C. diphtheriae、C. ulcerans による感染症をジフテリアとし、皮

膚ジフテリアを含むすべてのジフテリアに届け出の義務がある。  

・フランスでは、2002 年から、毒素原性 C. ulcerans がジフテリアの定義に含まれる 。  

・米国では、ジフテリアの実験室診断のクライテリアは C. diphtheriaeが分離されるこ

と、組織病理的に診断されること。ただし C. ulcerans 、C. pseudouberculosisが分

離された場合にも菌株を CDC に送らなければならない。  
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【【【【検査法検査法検査法検査法】】】】    

C. ulcerans の検査は分離培養、PCR 検査などによって行う。国内で分離されている菌は羊

血液寒天培地上で乳白色の光沢のあるコロニー、チンスダール培地では培地成分の亜テルル

酸を還元して黒色のコロニーを形成し、ジフテリア菌のものとよく似ている。グラム染色で

はグラム陽性桿菌で C. ulcerans の方が球菌に近く小さい。PCR 検査ではジフテリア毒素遺

伝子の有無を検査する。 

 

 

 

（表１）わが国における C. ulcerans 感染症報告例 

    

    

    

コリネバクコリネバクコリネバクコリネバクテリウムテリウムテリウムテリウム・・・・ウルセランスウルセランスウルセランスウルセランス菌菌菌菌    猫猫猫猫からからからから人人人人へへへへ感染感染感染感染    厚労省厚労省厚労省厚労省がががが注意喚起注意喚起注意喚起注意喚起    

2009/08/14 

東京に住む５０代の女性が、食事ができないほどの咽頭痛と、血の混じった鼻水が止まら

なくなる症状を訴え、東京医科歯科大病院耳鼻科を受診した。診察すると、のどと鼻の奥全

面に黄白色の塊が付着し、この塊から C. ulcerans が検出された。感染症法で２類感染症に

指定されているジフテリアと同じ毒素を作る菌で、風邪症状に始まり、重症になると呼吸困

難に陥り死ぬこともある。 同大学から連絡を受けた国立感染症研究所が調査し、この女性

の家で世話を受けたことがある５匹の野良猫のうち、２匹の鼻水から遺伝子タイプが同じ菌

を発見した。 

 この症状で、世界初の患者を報告した英国では死者も出ている。英保健当局の統計による

と、英国での感染者は 1986～2007 年の間に死者 2人を含む 56 人。仏、伊、米などでも報告

No. 発生年月 
年齢 

性別 
住居地 症状 その他 

毒素 

原性 

1 2001 年 2 月 52 女 千葉 呼吸困難、嗄声、咽頭、咳、

発熱、上咽頭と喉頭前庭に白

色偽膜 

ネコ 20 匹飼育中、1匹

死亡後、発症 

＋ 

2 2002年 10月 54 男 千葉 咽頭痛、発熱、上咽頭と右咽

頭側策に偽膜 

1例目と同一地区に住居 ＋ 

3 2005 年 9 月 58 男 岡山 左耳下腺部腫脹、軽度の咳 飼育イヌが死亡後、発症 ＋ 

4 2005年 10月 51 男 大分 肺に多発性空洞病変、咳、痰、

発熱 

ネコ 12 匹飼育 ＋ 

5 2006 年 7 月 57 女 神奈川 咽頭痛、鼻閉感、口蓋垂・上

咽頭・鼻腔に白苔、喉頭腫脹、

咳、嗄声、発熱 

インコ飼育、S状結腸癌、

慢性関節リウマチ 

＋ 

6 2009 年 1 月 57 女 東京 咽頭痛、左鼻汁への血液混入 犬、猫飼育、関節リウマ

チ、アレルギー性鼻炎 

＋ 
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例がある。日本では 2001 年に千葉県で初報告があり、これまで計６例の報告がある。1 例は

重症で集中治療室に入院したが、他は比較的軽症で、死者はいない。全員 50 代で、3例は猫

を多数飼っていたり野良猫と接したりしていた。  

 しかし日本では届け出義務がなく、医師や獣医師でさえほとんど知らなく、厚生労働省は

潜在患者は多いとみて、都道府県などに注意を呼びかける文書を出した。  

 C. ulcerans菌は、抗菌薬が効くとされ、人から人へ感染した報告はない。なお大阪府公

衆衛生研究所の調査では、犬から検出された例もあり、猫や犬は屋外で感染したとみられる

が、詳しいことは解明されていない。  

通常、C. ulcerans は正常細菌叢の一部として存在するが、ジフテリア毒素を産生し、ジ

フテリア類似の臨床像を呈する可能性があると考えられている。感染経路としては、ウシ、

ヒツジ等の畜産動物との接触や生の乳製品の摂取などの報告もあるが、国内では本症例と同

様に犬や猫が感染源と考えられる症例が多い。一方、本症例や過去の国内例でも認められた

ように、鼻腔、上咽頭から咽頭にかけての偽膜形成は本感染症に特徴的な所見である。現在

ではワクチン接種等によりジフテリア感染症は稀と考えられるが、C. ulcerans 感染症によ

る声門下狭窄により急激な気道狭窄を示す症例も報告されている。従って、医療従事者は本

感染症の存在と臨床的特徴を十分に熟知し、早期診断と症例の集積に努める必要がある。 

 

 

国立感染症研究所ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ

http://www.nih.go.jp/niid/bac2/Coryne_ulcerans/keywords.html#diagnostics 

 

 

 

 

『『『『微生物微生物微生物微生物クロスワードクロスワードクロスワードクロスワード・・・・パズルパズルパズルパズル』』』』    

 

大阪府立呼吸器・アレルギー医療センター  

藤田 幸史郎 

 

微生物検査のクロスワードパズルです 日頃、微生物検査でよく用いられる言葉を中心に

作成しました すべてカタカナでマスを埋めていって下さい “※”の文字をうまく並び変

えると、ある都市の名前になります 
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タテタテタテタテのかぎのかぎのかぎのかぎ    

Ⅰ オートクレーブとは○○○○○○○○滅菌のこと 

Ⅱ コリネバクテリウム属でヒトに病原性を示すのは、○○○○○菌 

Ⅲ TSI培地では、主に腸内細菌の○○○○○、ラクトース、スクロースの分解能、ガス産生、硫 

化水素産生の確認をする 

Ⅳ 淋菌、髄膜炎菌は○○○○○属に属する 

Ⅴ ブドウ糖非発酵のグラム陰性短桿菌、オキシダーゼ陽性は○○○○○○○属 

Ⅵ コロニーをオキシドール(H2O2)と混ぜて、発砲の有無を調べる○○○○○テスト 

Ⅶ 膣桿菌は○○○○○○○属に属する 

Ⅷ ○○○菌は、生物テロへの使用が懸念されているバシラス属の有芽胞菌 

Ⅸ ○○○○○○寒天培地は、腸内細菌の分離培地で、乳糖分解・非分解菌を分けることができる、

胆汁酸塩をふくむ培地 乳糖分解菌は赤色コロニー、乳糖非分解培地は無色透明コロニーをつ

くる 

Ⅹ MDRPはイミペネム、シプロフロキサシン、○○○○○に耐性を持つ緑膿菌 

Ⅺ 最近、コンタクトレンズ装用者に増えている、○○○○アメーバ角膜炎 

Ⅻ バクテリオファージ(bacteriophage)には、宿主細胞に感染し溶菌させるビルレントファージ

と、溶菌せず細菌DNAと共に複製され子孫に伝えられる○○○○○○ファージがある 

ヨコヨコヨコヨコのかぎのかぎのかぎのかぎ    

① 冬の乳児嘔吐下痢症の原因となる、○○ウィルス感染 

② 抗MRSA主力薬は、○○○○○○○、テイコプランニン、アルベカシン 

③ グラム染色法には、BM法、ハッカー法、○○○○○法 

④ 抗結核薬の‘EB’とは○○○○○○○のこと 

⑤ ブドウ糖非発酵のグラム陰性短桿菌、オキシダーゼ陰性の○○○○○○○○属 中でも検出頻

度が高いのは○○○○○○○○・バウマニー 

⑥ CNSとは○○○○○○陰性ブドウ球菌 

⑦ 細菌毒素の免疫毒素を失わないようにホルマリンで無毒化したものが○○○○○ワクチン 

⑧ 健常人の鼻咽頭粘液にも常在するGNC、○○○○○・カタラーシス 

⑨ ○○○○○はグラム陰性球菌状の微生物、偏性細胞寄生体であり、感染は STD の原因でもあ

る (トラコーマ・○○○○○) 

⑩ 肺炎球菌は○○○○○コッカス属に属する 

⑪ 主に腸内細菌のクエン酸塩利用能を確認に用いる、○○○○・クエン酸塩培地 

⑫ 抗菌薬のPCG、ABPC、AMPCは○○○○○系抗生物質 

⑬ ○○○○テストはS.aureusを用いたテストで、S.agalactiaeで陽性 
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          Ⅵ               Ⅻ   

        ①     ②※     Ⅸ         

  Ⅱ   Ⅳ                      

  ③     ※                    

                ④             

                              

      ⑤ Ⅴ         Ⅷ ※         

                              

⑥Ⅰ   Ⅲ   ※     ⑦               

                              

        ⑧       Ⅶ   Ⅹ         

                ⑨※       Ⅺ     

        ⑩                     

                    ⑪   ※     

            ⑫                 

⑬                             

                              

 

参考資料 

 臨床検査学講座 微生物学／臨床微生物学 第２版 医歯薬出版株式会社 

 

大阪府立呼吸器アレルギー医療センターの藤田さんから、バイキンクイズの原稿として送

っていただいたものを、Coffee Break として掲載させていただきました。 

 

※回答は次のページ・・・ 
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（（（（回答回答回答回答））））    

 

                                        カカカカ                                                            テテテテ            

                                ロロロロ    タタタタ            ババババ    ンンンン    ココココ    ママママ    イイイイ    シシシシ    ンンンン            

        ジジジジ            ナナナナ            ララララ                                    ツツツツ                    ペペペペ            

        フフフフ    エエエエ    イイイイ    ババババ    ーーーー                                    ココココ                    レレレレ            

        テテテテ            セセセセ            ゼゼゼゼ                    エエエエ    タタタタ    ンンンン    ブブブブ    トトトト    ーーーー    ルルルル    

        リリリリ            リリリリ                                                    キキキキ                    トトトト            

        アアアア            アアアア    シシシシ    ネネネネ    トトトト    ババババ    クククク    タタタタ    ーーーー                                    

                                ユユユユ                                    ンンンン                                            

ココココ    アアアア    ググググ    ララララ    ーーーー    ゼゼゼゼ            トトトト    キキキキ    ソソソソ    イイイイ    ドドドド                            

ウウウウ            ルルルル            ドドドド                                                                                    

アアアア            ココココ            モモモモ    ララララ    クククク    セセセセ    ララララ            アアアア                                    

ツツツツ            ーーーー            ナナナナ                            クククク    ララララ    ミミミミ    ジジジジ    アアアア                    

ジジジジ            スススス            スススス    トトトト    レレレレ    ププププ    トトトト            カカカカ            カカカカ                    

ヨヨヨヨ                                                            ババババ            シシシシ    モモモモ    ンンンン    ズズズズ            

ウウウウ                                            ペペペペ    ニニニニ    シシシシ    リリリリ    ンンンン            トトトト                    

キキキキ    ヤヤヤヤ    ンンンン    ププププ                                    ララララ                                                    

                                                                スススス                                                    

 

※’並び替え → バンクーバー 
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① 特異度および感度は次のように変更された。 

特異度(Cut-Off：0.35IU/mL)   98.2% ⇒ 98.8% 

感度  (Cut-Off：0.35IU/mL)     89.0% ⇒ 93.7% 

 

② 刺激抗原が次のように変更された。 

     CFP-10、ESAT-6 ⇒CFP-10, ESAT-6, TB7.7(p4)の 3 種類 

  

③ 必要採血量について次のように変更された。 

ヘパリン入り採血管 4ｍｌ⇒専用ｽﾋﾟｯﾂ５本（1ｍｌ×5 本） 

 

④ 培養までの許容時間について次のように変更された。 

１２時間以内 ⇒ １６時間以内 

 

⑤ 培養時間が次のように変更された。 

16～２０時間（37℃加湿）⇒ 16～24 時間（37℃加湿不要） 

 

 

【問題】 

 結核菌特異蛋白刺激性遊離インター

フェロン－γ について第二世代から

第三世代へと以降されていますが、その

違いについて誤った内容の組み合わせ

が一つありますがどれでしょうか？ 
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③ 第三世代では専用ｽﾋﾟｯﾂ 3 本（1ｍｌ×3本）で 

3ｍｌ必要です。 

（解説） 

選択②にあるように刺激抗原が2種から3種になりましたが、第二世代とは異なり、

3 種の刺激抗原は混合されています。よって陰性ｺﾝﾄﾛｰﾙ用、陽性ｺﾝﾄﾛｰﾙ用、刺激抗

原用の三本のｽﾋﾟｯﾂになりました。培養方法がﾌﾟﾚｰﾄからｽﾋﾟｯﾂになったことで採血

後すぐに刺激が行われること、培養後 2～27℃でスピッツのまま 3日間保存可能に

なったことなど改良されました。 

 

第二世代 第三世代 比較表 

        第三世代第三世代第三世代第三世代    第二世代第二世代第二世代第二世代    

特異度 93.8% (Cut-Off 値：0.1ＩU/mL) 92.2% (Cut-Off 値：0.1IU/mL) 

  98.8% (Cut-Off 値：0.35IU/mL) 98.2% (Cut-Off 値：0.35IU/mL) 

感度 93.7% (Cut-Off 値：0.35IU/mL) 89% (Cut-Off 値：0.35IU/mL) 

刺激抗原 CFP-10,ESAT-6 及び TB7.7(p4)の 3 種類 CFP-10 及び ESAT-6 の 2 種類 

採血方法 3 本の専用採血管に各 1mL(全 3mL) 抗凝固剤(へパリン)入り採血管(≧5mL) 

  

  

1mL の血液を組織培養用プレートのウェル

(x4)に分注する(全 4mL) 

刺激方法 採血後、採血管を上下に 5 秒間又は 10 回振

って混合する。 

各ウェル(x4)に分注した血液に CFP-10、

ESAT-6、陽性・陰性コントロールを加え添

加後、十分に混合する 

  16 時間以内に培養を開始する 12 時間以内に培養を開始する 

培養 37℃で 16～24 時間培養(加湿不要) 37℃で 16～20 時間培養(要加湿) 

  採血管を遠心分離し、血漿を採取する。 血球と混ざらないように血漿を採取する。 

検体保存 培養後分離前  2 ～  27℃    3 日間 培養後分離前  保存不可能 

  分離後   2 ～   8℃  28 日間 分離後   2 ～   8℃  28 日間 

        －20～－70℃  3 ヶ月       －20℃以下    3 ヶ月 

 

 

許可なく転載および複写はご遠慮下さい 
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