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定期講習会報告定期講習会報告定期講習会報告定期講習会報告    ５５５５月月月月    

・・・・『『『『2010201020102010 年年年年    CLSICLSICLSICLSI 主主主主なななな変更点変更点変更点変更点』』』』    

 

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    

・・・・『『『『ShewanellaShewanellaShewanellaShewanella sppsppsppspp．．．．』』』』    

・・・・『『『『狂犬病狂犬病狂犬病狂犬病』』』』    

    

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） 

    

    

    

    

    

７７７７月月月月とととと８８８８月月月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おおおお休休休休みですみですみですみです。。。。    

    

 

白 金 耳 

中家 清隆 

温井 正博 

李 相太 

市村 佳彦 
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５月定期講習会報告 

『『『『2010201020102010 年年年年 CLSICLSICLSICLSI 主主主主なななな変更点変更点変更点変更点』』』』    

大阪市立大学医学部附属病院 

中家 清隆 

 

去る 5月 25 日に【2010 年 CLSI 主な変更点】をテーマに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をお招きし、CLSI についての基礎的なお話から 2010

年の主な変更点とその解説について御講演頂きましたので報告させて頂きます。 

  

 

 

（（（（CLSICLSICLSICLSI とはとはとはとは））））    
米国臨床検査標準委員会 

2005年NCCLS (National Committee for Laboratory Standards )からCLSI へ名称変更 

Clinical and Laboratory Standards Institute 

1967年創設 

Dr. Russell J. Eilers 

「臨床検査に関する標準法策定のためのフォーラムを」 

国家的、国際的な標準法を作成し、普及させ、これを用いることに対して公開討論の場を備

える非営利的な教育機関 

 

（（（（CLSICLSICLSICLSIのののの特徴特徴特徴特徴））））    
� CLSI の試験結果はFDAがキットやシステムの性能を評価する際に使用される 

� 日本におけるほとんどの施設ではCLSIの判定を使用 

� 日本におけるサーベイランス・学会発表・論文発表でもCLSIの判定基準が使用されてい

る 

� CLSIの判定基準は国際性があるため、耐性菌検出の国際的な比較を行う場合など、CLSI

の判定基準に従った成績が必要 

� 耐性因子の検出に重点、耐性菌検出に最も適した薬剤に注目 

� 関連薬剤についても推測可能 

� 年１回の見直し・改訂、常に最新の情報 

 

（（（（CLSICLSICLSICLSIののののブレークポイントブレークポイントブレークポイントブレークポイント））））    
その菌が治療上問題になるような薬剤耐性メカニズムを持つかどうかを判定するという観点

から設定 

数多くの菌に対して設定 

SSSS＝使える薬剤ではない 

耐性メカニズムを考慮し、主治医の責任と判断で投与する 
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（（（（M100M100M100M100 文書全体文書全体文書全体文書全体にににに関関関関わるわるわるわる変更点変更点変更点変更点）））） 
� Appendixの移管（ドキュメント構成）と新設 

� 髄液由来株の報告すべきでない抗菌薬 

 

【【【【    CLSICLSICLSICLSI ドキュメントドキュメントドキュメントドキュメントのののの構成構成構成構成    M100 表示形式の変更 】】】】 
2009年にCLSI M100シリーズのドキュメント構成が変更となり、ディスク法とMIC法のブレイ

クポイントTableが統合された。 

M02､07-Aシリーズ：試験法（Ｍ０２：ディスク法、Ｍ０７：MIC法）[ 3年毎改訂] 

薬剤、培地の調製・測定法の実験手順 

M07-A08 ： 第8版２００９年変更 

M02-A10 ： 第10版２００９年変更 

M100-Sシリーズ：判定基準（ディスク法・微量液体希釈法） [毎年改訂] 

M100-S20 ： 第20版２０１０年変更 

M45-Aシリーズ：日常まれにしか分離されない菌or 栄養要求性の高い菌の薬剤感受性試験

(MIC法・ディスク法) 

    

【【【【    髄液由来株髄液由来株髄液由来株髄液由来株のののの報告報告報告報告すべきでないすべきでないすべきでないすべきでない抗菌薬抗菌薬抗菌薬抗菌薬    】】】】    
髄液由来株に対し日常的に報告すべきでない抗菌薬にセファマイシン系薬が追加されました。 

-経口剤- 

第1、2セファロスポリン系薬（注射用セフロキシムを除く）・セファマイシン系薬・クリン

ダマイシン・マクロライド系薬・テトラサイクリン系薬・フルオロキノロン系薬 

    

【【【【    陽性球菌陽性球菌陽性球菌陽性球菌のののの主主主主なななな変更点変更点変更点変更点    】】】】    
◆ Staphylococcus spp.    

リネゾリドの耐性ブレイクポイントの追加（耐性：MIC≧8μg/mL、ﾃﾞｨｽｸ≦20mm） 

誘導性βラクタマーゼ試験の限界（ペニシリン使用の注意） 

MRSAの定義明確化 

オキサシリン耐性判定（オキサシリンとセフォキシチン） 

バンコマイシン MIC 結果による菌株送付基準 

◆ Enterococcus spp. 
βラクタマーゼ試験コメントの変更 

◆ Streptococcus spp. 
Viridans groupのコメント変更 

β-Hemolytic group のコメント変更 

 

（（（（ペニシリンペニシリンペニシリンペニシリン感受性試験感受性試験感受性試験感受性試験についてについてについてについて））））    
� ペニシリン感性S. aureusの頻度は少ない。（S.aureus : 約10％、CNS : 10％未満） 

� ペニシリン感性の分離株であってもβラクタマーゼ産生の可能性があり、誘導性βラク

タマーゼ試験が必要である。 

� 誘導性βラクタマーゼ試験でも、稀にblaZ遺伝子をもつ（βラクタマーゼ産生能を有す

る） S. aureusを検出できない例が報告されている。 

� 重症感染症患者では、後日検出された分離株においてもペニシリンMIC試験および誘導性

βラクタマーゼ試験の実施を考慮すべきである。 
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((((MRSAMRSAMRSAMRSA のののの定義明確化定義明確化定義明確化定義明確化))))    
� mecA遺伝子を保有している 

又は 

� オキサシリンMIC >2μg/mL 

� メチシリン耐性の別のメカニズム（例えばPBP親和性の変異）を有する黄色ブドウ球

菌（modified S. aureus【MOD-SA】） 

    

（（（（オキサシリンオキサシリンオキサシリンオキサシリン耐性判定耐性判定耐性判定耐性判定    オキサシリンオキサシリンオキサシリンオキサシリンととととセフォキシチンセフォキシチンセフォキシチンセフォキシチン））））    
セフォキシチンおよびオキサシリン両剤でS. aureusまたはS. lugdunensisの試験を行った場

合、いずれかの結果が耐性の場合は、“オキサシリン耐性”として報告すること。 

オキサシリンオキサシリンオキサシリンオキサシリンおよびおよびおよびおよびセフォキシチンセフォキシチンセフォキシチンセフォキシチン両剤両剤両剤両剤でのでのでのでの試験結果報告試験結果報告試験結果報告試験結果報告 

 

 

 

 

    

    

    

    

    

    

    

（（（（Enterococcus Enterococcus Enterococcus Enterococcus spp.spp.spp.spp.ββββラクタマーゼラクタマーゼラクタマーゼラクタマーゼ試験試験試験試験））））    

Enterococciのβラクタマーゼ産生はニトロセフィン法により検出できるが、その陽性は非常

に稀なので、日常的にβラクタマーゼ試験をする必要はない。（抗菌薬が選択される場合を

除く）    

（（（（陰性桿菌陰性桿菌陰性桿菌陰性桿菌のののの主主主主なななな変更点変更点変更点変更点））））    

◆ non-Enterobacteriacae （非発酵菌） 

Acinetobacter spp.の報告グループ削除 

Pseudomonas aeruginosaのコメント変更 

◆ Enterobacteriaceae （腸内細菌） 

セファロチンの報告グループの変更    

◆ Enterobacteriaceae （腸内細菌） 

セフェム系薬およびアズトレオナムのブレイクポイント変更 

カルバペネム系薬のブレイクポイント変更（予告） 

 

【非発酵菌非発酵菌非発酵菌非発酵菌にににに関関関関するするするする変更点変更点変更点変更点】】】】    

Acinetobacter spp. 
コリスチンとポリミキシン B の報告グループ（Group C）の削除 

Pseudomonas aeruginosa 
≪ペニシリン系薬に関するコメント≫ 

これらの抗菌薬が感性となる場合、緑膿菌重症感染症では大用量による治療が必要であるこ

とを意味します。しかし、単剤治療は臨床的に失敗を招きました。緑膿菌に対するin vitro

試験の第２の抗菌薬（（例えばフルオロキノロン系薬やアミノグリコシド系薬））の追加を

検討すべきである。 

MPIPC CFX MPIPC報告報告報告報告

S S S

R R R

S R R

R S R
PBPのののの変異変異変異変異またはまたはまたはまたはβラクタマーゼラクタマーゼラクタマーゼラクタマーゼ過剰産生過剰産生過剰産生過剰産生

（（（（Borderline MRSA））））

mecA（（（（低低低低レベルレベルレベルレベルのののの発現発現発現発現））））

なしなしなしなし

mecA

耐性耐性耐性耐性メカニズムメカニズムメカニズムメカニズム 出現状況出現状況出現状況出現状況

特殊特殊特殊特殊

一般的一般的一般的一般的

一般的一般的一般的一般的

稀稀稀稀にににに出現出現出現出現
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【【【【Enterobacteriaceae Enterobacteriaceae Enterobacteriaceae Enterobacteriaceae （（（（腸内細菌腸内細菌腸内細菌腸内細菌））））にににに関関関関するするするする変更点変更点変更点変更点】】】】    

（（（（セファロチンセファロチンセファロチンセファロチンががががグループグループグループグループ AAAA からからからからグループグループグループグループ UUUU へへへへ移動移動移動移動））））    

（背景） 

� セファロチン（注射）は、世界各国で既に入手不可（日本においてもジェネリック医薬

品） 

� セファロチンの感受性試験結果が経口セファロスポリン系薬の判定に代用が可能 

� Enterobacteriacaeでは尿路感染の初期治療に経口セファロスポリン系薬が用いられる

尿検体についてのみセファロチンは報告対象尿検体についてのみセファロチンは報告対 

    

（（（（セフェムセフェムセフェムセフェム系薬系薬系薬系薬およびおよびおよびおよびアズトレオナムアズトレオナムアズトレオナムアズトレオナムののののブレイクポイントブレイクポイントブレイクポイントブレイクポイント変更変更変更変更））））    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（（（（ブレイクポイントブレイクポイントブレイクポイントブレイクポイント変更変更変更変更までのまでのまでのまでの経緯経緯経緯経緯））））    

� “S”の領域であるがMIICが高い株が存在 

� ESBL産生菌の分離株が検出された患者において、予後が悪い結果 

� 従来の ESBL 検出法設定（スクリーニング＋確認試 

� ESBLの表現型試験は最適ではない 

＊複数の耐性メカニズムが混在するとESBLがマスクされてしまう 

(ESBL+AmpC, ESBL+ポーリン孔変異) 

＊E.coli, Klebsiella sp., P. mirabilis以外の腸内細菌のESBLsで確認試験が有

効でない 

＊一部の検査室では実施していない。 

� MIIC 値は耐性機構に比べ患者の予後に、より相関する 

� 従来のBPは、20年以上前（ESBL出現以前）に設定 

� βラクタム系薬への耐性メカニズムに関する知見が増加 

� ブレイクポイント設定のための新しいツールの登場 

薬物動態および薬力学（PK/PD）に関する知見の増加 

 

 

（（（（セファゾリンセファゾリンセファゾリンセファゾリンののののディスクディスクディスクディスク法法法法ブレイクポイントブレイクポイントブレイクポイントブレイクポイントのののの削除背景削除背景削除背景削除背景））））    

� 改訂されたMIICブレイクポイントとディスク法による阻止円直径に関連する研究は、ま

だ結論に至っていません。 

� さらなる研究が必要である。 

� ディスクの薬剤含有量の変更が必要になる可能性がある。 

感性感性感性感性 (S) 中間中間中間中間 (I) 耐性耐性耐性耐性 (R) 感性感性感性感性 (S) 中間中間中間中間 (I) 耐性耐性耐性耐性 (R)

セファゾリンセファゾリンセファゾリンセファゾリン ≦≦≦≦8 16 ≧≧≧≧32 ≦≦≦≦1 2 ≧≧≧≧4
セフォタキシムセフォタキシムセフォタキシムセフォタキシム ≦≦≦≦8 16‐‐‐‐32 ≧≧≧≧64 ≦≦≦≦1 2 ≧≧≧≧4
セフチゾキシムセフチゾキシムセフチゾキシムセフチゾキシム ≦≦≦≦8 16‐‐‐‐32 ≧≧≧≧64 ≦≦≦≦1 2 ≧≧≧≧4
セフトリアキソンセフトリアキソンセフトリアキソンセフトリアキソン ≦≦≦≦8 16‐‐‐‐32 ≧≧≧≧64 ≦≦≦≦1 2 ≧≧≧≧4
セフタジジムセフタジジムセフタジジムセフタジジム ≦≦≦≦8 16 ≧≧≧≧32 ≦≦≦≦4 8 ≧≧≧≧16
アズトレオナムアズトレオナムアズトレオナムアズトレオナム ≦≦≦≦8 16 ≧≧≧≧32 ≦≦≦≦4 8 ≧≧≧≧16
セファゾリンセファゾリンセファゾリンセファゾリン ≧≧≧≧18 15‐‐‐‐17 ≦≦≦≦14 NA NA NA
セフォタキシムセフォタキシムセフォタキシムセフォタキシム ≧≧≧≧23 15‐‐‐‐22 ≦≦≦≦14 ≧≧≧≧26 23‐‐‐‐25 ≦≦≦≦22
セフチゾキシムセフチゾキシムセフチゾキシムセフチゾキシム ≧≧≧≧20 15‐‐‐‐19 ≦≦≦≦14 ≧≧≧≧25 22‐‐‐‐24 ≦≦≦≦21
セフトリアキソンセフトリアキソンセフトリアキソンセフトリアキソン ≧≧≧≧21 14‐‐‐‐20 ≦≦≦≦13 ≧≧≧≧23 20‐‐‐‐22 ≦≦≦≦19
セフタジジムセフタジジムセフタジジムセフタジジム ≧≧≧≧18 15‐‐‐‐17 ≦≦≦≦14 ≧≧≧≧21 18‐‐‐‐20 ≦≦≦≦17
アズトレオナムアズトレオナムアズトレオナムアズトレオナム ≧≧≧≧22 16‐‐‐‐21 ≦≦≦≦15 ≧≧≧≧21 18‐‐‐‐20 ≦≦≦≦17

MIC単位：µg/mLディスク阻止円単位：mm

ﾃﾃﾃﾃﾞ゙゙゙ｨｽｸｨｽｸｨｽｸｨｽｸ法法法法

旧旧旧旧））））CLSI M100-S19 新新新新））））CLSI M100-S20
抗菌薬名抗菌薬名抗菌薬名抗菌薬名

MIC法法法法
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（（（（ブレイクポイントブレイクポイントブレイクポイントブレイクポイント設定設定設定設定にににに基基基基づくづくづくづく用法用量用法用量用法用量用法用量のののの記載記載記載記載）））） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（（（（新新新新・・・・旧旧旧旧ブレブレブレブレイクポイントイクポイントイクポイントイクポイント使用時使用時使用時使用時のののの対応対応対応対応））））    

患者治療上       感染管理上 

①新ブレイクポイント使用             

・ESBL 試験    不要   依頼ベースで実施 

・ESBL 産生菌の他薬剤の判定変更“S→R” 不要    不要 

②旧ブレイクポイント使用             

・ESBL 試験    実施   依頼ベースで実施 

・ESBL 産生菌の他薬剤の判定変更“S→R” 実施    実施 

 

 

((((そのそのそのその他他他他ののののセフェムセフェムセフェムセフェム系薬系薬系薬系薬ののののブレイクポイントブレイクポイントブレイクポイントブレイクポイント::::再評価再評価再評価再評価されていないされていないされていないされていない抗菌薬抗菌薬抗菌薬抗菌薬））））    

セファマンドール 

セフォニシド 

セフォペラゾン 

モキサラクタム（ラタモキセフ） 

これらの抗菌薬は、通常、米国で入手または使用不可のため、抗菌薬の試験を行う場合、

E. coli、Klebsiella spp.、P. mirabilis の ESBL スクリーニングおよび確認試験を行わな

ければならない。 

ESBL陽性の場合は、ペニシリン系薬、セファロスポリン系薬、アズトレオナムの『S』の結果

を『R』へ変更する。 

 

（（（（カルバペネムカルバペネムカルバペネムカルバペネム系薬系薬系薬系薬ののののブレイクポイントブレイクポイントブレイクポイントブレイクポイント変更予告変更予告変更予告変更予告））））    

CLSI M100-S20 補足版で発刊される予定（2010 年晩春発刊予定） 

 

 

 

 

 

投与間隔投与間隔投与間隔投与間隔 1回投与量回投与量回投与量回投与量 投与回数投与回数投与回数投与回数 1日投与量日投与量日投与量日投与量

セファゾリンセファゾリンセファゾリンセファゾリン 8時間毎時間毎時間毎時間毎 1g以上以上以上以上 2回回回回 1回回回回0.5g（（（（計計計計1g））））

8時間毎時間毎時間毎時間毎 1g 2回回回回 1～～～～2g

12時間毎時間毎時間毎時間毎 2g
セフトリアキソンセフトリアキソンセフトリアキソンセフトリアキソン 24時間毎時間毎時間毎時間毎 1g 1～～～～2回回回回 1～～～～2g
セフォタキシムセフォタキシムセフォタキシムセフォタキシム 8時間毎時間毎時間毎時間毎 1g 2回回回回 1～～～～2g
セフィキシムセフィキシムセフィキシムセフィキシム 8時間毎時間毎時間毎時間毎 1.5g 2回回回回 1回回回回50～～～～100mg
セフタジジムセフタジジムセフタジジムセフタジジム 8時間毎時間毎時間毎時間毎 1g 2回回回回 1～～～～2g
セフチゾキシムセフチゾキシムセフチゾキシムセフチゾキシム 12時間毎時間毎時間毎時間毎 1g 2～～～～4回回回回 0.5～～～～2g

アズトレオナムアズトレオナムアズトレオナムアズトレオナム
8時間毎時間毎時間毎時間毎 1g

2回回回回にわけにわけにわけにわけ30分以分以分以分以
上上上上かけてかけてかけてかけて

点滴静注点滴静注点滴静注点滴静注 1～～～～2g

セフェピムセフェピムセフェピムセフェピム

日本日本日本日本のののの用法用量用法用量用法用量用法用量CLSIコメントコメントコメントコメントのののの用法用量用法用量用法用量用法用量

感性感性感性感性 (S) 中間中間中間中間 (I) 耐性耐性耐性耐性 (R) 感性感性感性感性 (S) 中間中間中間中間 (I) 耐性耐性耐性耐性 (R)

－－－－ －－－－ －－－－ ≦≦≦≦1 2 ≧≧≧≧4

≦≦≦≦2 4 ≧≧≧≧8 ≦≦≦≦0.25 0.5 ≧≧≧≧1

≦≦≦≦4 8 ≧≧≧≧16 ≦≦≦≦1 2 ≧≧≧≧4

≦≦≦≦4 8 ≧≧≧≧16 ≦≦≦≦1 2 ≧≧≧≧4

新新新新））））CLSI M100-S20
抗菌薬名抗菌薬名抗菌薬名抗菌薬名

旧旧旧旧））））CLSI M100-S19

MIC単位：µg/mL

イミペネムイミペネムイミペネムイミペネム

メロペネムメロペネムメロペネムメロペネム

ドリペネムドリペネムドリペネムドリペネム

エルタペネムエルタペネムエルタペネムエルタペネム
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（（（（カルバペネマーゼカルバペネマーゼカルバペネマーゼカルバペネマーゼ産生菌産生菌産生菌産生菌とはとはとはとは？）？）？）？）    

カルバペネマーゼとは：カルバペネム系抗菌薬を加水分解、あるいは不活化させる酵素 

《代表例》 

KPC（ Klebsiella pneumoniae Carbapenemase） 

クラスAβラクタマーゼ、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

される 

MBL（Metallo -β-lactamases） 

クラスBβラクタマーゼ、βラクタマーゼ阻害剤の影響を受けない 

（（（（改訂改訂改訂改訂ブレイクポイントブレイクポイントブレイクポイントブレイクポイントをををを使用使用使用使用したしたしたした場合場合場合場合のののの検査室対応検査室対応検査室対応検査室対応）））） 

患者の治療目的としての、カルバペネマーゼ試験は不要。 

カルバペネマーゼ試験の依頼がある場合は、感染管理の目的でカルバペネマーゼの検査を実

施する。 

（（（（カルバペネマーゼカルバペネマーゼカルバペネマーゼカルバペネマーゼ試験試験試験試験がががが行行行行われるわれるわれるわれる理由理由理由理由））））    

一部の感染管理の研究者は、特定の耐性メカニズムがある分離株を追跡している。 

院内感染対策の目的で実施されることがある。 

 

（（（（改訂改訂改訂改訂ブレイクポイントブレイクポイントブレイクポイントブレイクポイントをををを使用使用使用使用したしたしたした場合場合場合場合のののの検査室対応検査室対応検査室対応検査室対応））））    

使用基準 

旧ﾌﾞﾚｲｸﾎﾟｲﾝﾄ 新ﾌﾞﾚｲｸﾎﾟｲﾝﾄ 目的 

M100-S19 M100-S20 

患者の治療目的に関する対応 

ESBL スクリーニングおよび確認試験 ○ × 

ESBL 確定後、セファロスポリン系薬、     

ペニシリン系薬、アズトレオナムの ○ × 

S を"R"に変更     

カルバペネマーゼ試験 ○ × 

院内感染対策に関する対応 

ESBL スクリーニングおよび確認試験 
〇 

[依頼ベース] 

〇 

[依頼ベース] 

ESBL 確定後、セファロスポリン系薬、     

ペニシリン系薬、アズトレオナムの ○ × 

S を"R"に変更     

カルバペネマーゼ試験 〇 

[依頼ベース] 

〇 

[依頼ベース] 

（（（（最後最後最後最後にににに））））    

今回、2010 年改訂の CLSI M100-S20 についてのお話をして頂きました。CLSI の基準はわ

が国でも多く用いられていますが、対応されている内容は各施設によって異なるのかもしれ

ません。特に今回のブレイクポイントの変更は抗菌薬について用法容量の記載もあり、米国

と日本でその基準が異なることや、ESBL のスクリーニングテストを実施しなかった場合、報

告時に ESBL の記載がなくなり、院内感染対策面での問題もあり、今回の変更をすべて導入す

ることは難しいという印象を受けました。基準の変更は重要な問題であり、検査部内および

臨床と話し合い、どこまで導入していくかを決めていかなければいけないのではないでしょ

うか。 
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Shewanella sppsppsppspp．．．．    
市立豊中病院 温井正博 

  
 

Shewanella は好気性グラム陰性の短ないし長またはフィラメント状の桿菌で、運動性（1

～2 本の極毛）を示します。自然界に広く分布し、特に海水、淡水、土壌、油田などに分

布しています。 

 

Shewanella に関して最初に報告した人は、1931 年、Derby さんと Hammer さんでした。

二人は、腐敗したバターやバター製造場の水から今まで知られていない細菌を検出し、そ

の菌の名前を Achromobacter putrefaciensと名付けました。 

  1941 年に Hammer さんが Pseudomonas putrefaciens という名前に移しかえられました。 

 1978 年に Owen さんがその菌の遺伝子型を 4 つに（Ⅰ～Ⅳ）分けました。CDC も、2つの

byotype（糖を酸化的分解する菌種と、SS と 6％NaCl に発育する菌種）に分けられました。 

1985 年に Shewan さんが系統学分析を行い、再分類され、Shewanellaと命名されました。 

 1990 年に Simidu さんと Nozue さんが GC％の違いで、Owen さんが分類した遺伝子型のⅣ

型（CDC byotype2 と同義）を Shewanella algaとし、1997 年には種が修正され、Shewanella 
algaeになりました。 

 

【【【【菌種菌種菌種菌種のののの鑑別鑑別鑑別鑑別】】】】    
ヒトの臨床材料から分離される Shewanellaは、Shewanella putrefaciensと Shewanella 

algae であり、大部分が Shewanella algae と言われています。Shewanella algae の 77％

はヒトから分離され、Shewanella  putrefaciens の 89％はヒト以外から分離されたと言

う報告もあります。以下に両者の性状をまとめてみました。 

Shewanella putrefaciens のほうが馴染みがあると思われますが、大部分の同定機器や同

定キットには Shewanella algae のデータベースが揃っていなく、Shewanella putrefaciens
と同定される事があるようです。両者の鑑別は、塩濃度での発育、ヒツジ血液寒天培地上で

のβ溶血性などを利用するか、16S rRNA 解析や、gyrB 遺伝子配列解析などの分子生物学的方

法が用いられます。 

シスメックスの VITECⅡや BDのフェニックスは両者を鑑別することが出来るようです。 

 Shewanella 
putrefaciens 

Shewanella 
algae 

 Shewanella 
putrefaciens 

Shewanella 
algae 

Motility 

Oxidase 

Catalase 

Acid form： 

Glucose 

 Lactose 

Sucrose 

Maltose 

Growth on： 

MacConkey 

SS 

Citrate 

Nitrate reduction  

Indol production 

＋ 

＋ 

＋ 

 

d 

－ 

＋ 

＋ 

 

＋ 

－ 

－ 

＋ 

－ 

＋ 

＋ 

＋ 

 

－ 

－ 

－ 

－ 

 

＋ 

＋ 

－ 

＋ 

－ 

DNase 

H２S（TSI） 

H２S（lead acetate paper） 

Lysine decarboxylase 

Ornithine decarboxylase 

Arginine dihydrolase 

Growth at： 

   42℃ 

 0％NaCl 

   6％NaCl 

Heamolysis 

（sheep blood、48h） 

＋ 

＋ 

＋ 

－ 

＋ 

－ 

 

－ 

＋ 

ｄ 

－ 

＋ 

＋ 

＋ 

－ 

＋ 

－ 

 

＋ 

－ 

＋ 

＋ 
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【【【【病原性病原性病原性病原性】】】】    
   病原性は弱く、感染症を起こすことは少ないとされていますが、中耳炎、眼感染、膿

瘍、骨髄炎、腹膜炎、敗血症を起こします。生魚の喫食により、菌血症と化膿性椎体椎

間板炎を起こした症例や、院内のアウトブレイクも報告されています。 

Shewanella algaeはさまざまな病原因子を出し、マウスを使った実験では、Shewanella 
putrefaciensに比べて病原性が強いと言われています。 

海外では Shewanella putrefaciens と Shewanella algae は、塩濃度が 15～20％の海

水から分離され、海水温度が 13℃以上の 7 月～10 月の間中ずっと検出されたという報

告もあります。Shewanella による感染は温暖な地域や夏場に良く見られるようです。人

は海水に触れることで感染源になることが多く、Danish さんの研究でも、Shewanella
による耳感染の 80％以上が海で泳いでいたことがわかっています。 

 

【【【【薬剤感受性薬剤感受性薬剤感受性薬剤感受性】】】】    
   両菌ともほとんどの抗菌薬に感受性を示します。しかし、アンピシリンの MIC が＞256

や、テトラサイクリン＝16 と高い値を示す菌も報告されています。さらには、カルバペ

ネムに耐性を持っていて、治療に失敗した症例も報告されています。 

【【【【私私私私がががが実施実施実施実施したしたしたした検査方法検査方法検査方法検査方法】】】】    
 ＜グラム染色＞ 

   グラム陰性桿菌で、非発酵菌の特徴でもある菌体が細く、先端が少し尖っていました。 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ＜培養＞ 

   ヒツジ血液寒天では 48時間後に弱いβ溶血を示し、ムコイド状で緑色。培養日数が経

つにつれて褐色になってきました。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 35℃48 時間後、さらに室温で

18 時間 

 

35℃48 時間 35℃１8時間 
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BTB、35℃24 時間     マッコンキー、35℃24 時間   SS、35℃24 時間 
＜同定＞ 

  当院は VITEC32.JR を使っています。Shewanella putrefaciens／algae と同定されまし

た。Shewanella の大きな特徴は、他の非発酵菌にはない硫化水素を産生することです。

下記に追加試験の結果を示しました。 

 

以上の結果により Shewanella algae と同定しました。 
 

＜薬剤感受性試験＞ 

  シーメンスの Micro Scan Walk Away で

薬剤感受性試験を行い、CLSI の非発酵菌

の判定基準を用いました。 

 

日本人特有の生魚を食する習慣や地球の温暖化、さらには基礎疾患を持っている人や、医

療行為などによる易感染患者の増加により、今後、Shewanella を分離する機会が増えてくる

かもしれません。微生物検査を行う私たちにとっては無視することのできない微生物であり、

菌の特徴や薬剤感受性情報など知識を持っておくことが必要です。 
【参考文献】 

・生魚の喫食後に発症した Shewanella algae菌血症／化膿性椎体椎間板炎の 1例；感染症学会誌 

・Shewanella algae and Shewanella putrefaciens：clinical and microbiological characteristics；Clin Microbiol 

Infect 

 ・Biochemical and Pathogenic Properties of Shewanella algae and Shewanella putrefaciens；Journal of Clinical 

Microbiology 

Oxidase ＋ 

Catalase ＋ 

β溶血 ＋ 

OF 培地 Glucose 

Sucrose 

Maltose 

－ 

－ 

－ 

SS 寒天での発育 ＋ 

42℃での発育 ＋ 

TSI －／－、－／－、－／－、－／－、    

HHHH２２２２SSSS＋＋＋＋    

DNase ＋ 

NaCl ﾍﾟﾌﾟﾄﾝ水での発育 ０％ 

           ６％ 

－ 

＋ 

ABPC ＜＝2 AZT ＜＝1  Ｓ 

PIPC ＜＝8  Ｓ IPM／CS ＜＝0.5 Ｓ 

PIPC／TAZ ＜＝16  S CP ＜＝8  S 

CEZ ＝16 GM ＜＝1  Ｓ 

CAZ ＜＝1  Ｓ MINO ＜＝1  Ｓ 

CFPM ＜＝1  Ｓ LVFX ＜＝0.5 Ｓ 

0000％％％％        6666％％％％    

TSI で H２S＋ NaCl ペプトン水での発育 
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◎◎◎◎狂犬病狂犬病狂犬病狂犬病    
大阪赤十字病院  市村佳彦 

 

狂犬病は、狂犬病ウイルスを保有するイヌ、ネコおよびコウモリを含む野生動物に咬まれ

たり、引っ掻かれたりしてできた傷口からの侵入、および極めて稀ではあるが、濃厚なウイ

ルスによる気道粘膜感染によって発症する人獣共通感染症である。    

    

    

※※※※歴史歴史歴史歴史    
    ヒトの狂犬病を初めて記載したのはローマ人のＣelsus で、紀元前１世紀のことである。 

近世では 18～19 世紀にかけてフランス、イタリア、ドイツの科学者らによって感染様式や予

防法が研究され、Ｐasteur によりそのワクチン療法が示された。ウイルスの全貌が明らかに

なるのは、さらに 20 世紀になってからで、1930 年代にウイルスの組織培養が可能となり、

1960 年代には電子顕微鏡により初めてその姿がとらえられた。 
    

※※※※疫学疫学疫学疫学    
世界保健機関（WHO）によると、全世界で毎年 3万 5,000～5万人が狂犬病によって死亡し

ている。狂犬病はアジアでの発生が大部分で、アジア、アフリカでは狂犬病のイヌから多く

感染している。また、南米では、吸血コウモリによる家畜の狂犬病が経済的な被害を及ぼし

ている。北米およびヨーロッパ等ではヒトの狂犬病は少ないが、アライグマ、スカンク、キ

ツネ、コウモリ等の野生動物の狂犬病を根絶できないでいる。しかしながら、日本での狂犬

病は 1957 年以降発生しておらず、この間、1970 年にネパールで野犬にかまれ発症し死亡し

た症例があるのみである。その最大の要因はイヌへのワクチン接種、および検疫制度による

と同時に、わが国が島国であるということによる。 

 世界のなかでは狂犬病が根絶された地域はオーストラリア、イギリス、台湾、ハワイ等と

島国・地域に限られていた。しかしながらイギリスでは、1996 年にコウモリから狂犬病ウイ

ルスに類似した European bat lyssavirus 2 が分離され、さらに、ユーロトンネルの開通で

フランス等からの狂犬病の侵入の可能性が危惧されている。そして 2002 年に、1902 年以降

はじめて、イギリス国内でコウモリ（Myotis daubentonii）から前述の European bat 

lyssavirus 2 のウイルスによる死亡者が発生した。このコウモリは、ヨーロッパからネパー

ル、中国、日本と広く分布していることが知られている。また、オーストラリアのコウモリ

（fruit bat）からも狂犬病に類似した Australian bat lyssavirus が分離され、そのウイ

ルスによる 2 名の患者が 1996 年に報告された。こうした狂犬病ウイルス以外のリッサウイ

ルスが、アフリカ、イギリス、フランス、ドイツ、スペイン、デンマーク、スウェーデン、

ポーランド、ロシアと広く浸潤していることが分かってきている。アジアにおいて、フィリ

ピンのコウモリの血清から Australian bat lyssavirus に対する抗体が検出されたとの報告

がある。これらのリッサウイルスによる狂犬病様疾患に一般の人が罹患する可能性は、従来

の狂犬病に比べてはるかに低いが、発症すれば致命的であるため、コウモリと接触する機会

の多い人は事前にワクチン接種を受けることが望まれる。また、小児の感染およびコウモリ

を感染源とする場合、感染の機会があったことに気づかず、ワクチン投与等の治療を受けず

に発症する場合があり、WHO 等では注意を喚起している。    
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http://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/kekkaku-kansenshou10/pdf/03.pdf 

    

☆☆☆☆我我我我がががが国国国国におけるにおけるにおけるにおける発生状況発生状況発生状況発生状況    

  1953 年 1954 年 1955 年 1956 年 1970 年 2006 年 

死亡者数 3 人 1 人 0 人 1 人 1 人 (※１) 2 人 (※２) 

犬の発生数 176 頭 98 頭 23 頭 6 頭 発生なし 発生なし 

※１ ネパールを旅行中、犬に咬まれ帰国後発病、死亡した輸入症例。 

※２ フィリピンを旅行中、犬に咬まれ帰国後発病、死亡した輸入症例。 

    

※※※※病原体病原体病原体病原体    
◆狂犬病ウイルス…ラブドウイルス科（Rhabdoviridae）のリッサウイルス（lyssavirus 

genu）に属する。 

 

◆狂犬病ウイルス及びその関連ウイルス 

genotype 分類…genotype 1 （狂犬病ウイルス） 

genotype 2 （Lagos bat virus） 

genotype 3 （Mokola virus） 

                    genotype 4 （Duvenhage virus） 

genotype 5 （European bat lyssavirus type 1） 

genotype 6 （European bat lyssavirus type 2） 

                    genotype 7 （Australian bat lyssavirus ） 

上記 7つの genotype に分類されている。 
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Genotype 1 がいままでに知られていた狂犬病ウイルスであるが、genotype 2 の Lagos bat 

virus 以外のリッサウイルスは、ヒトに狂犬病様の脳炎をおこすことが知られている。これ

らのウイルスは RNA ウイルスであり、大きさはほぼ 75×180 nm で、特徴ある砲弾型の形態

をとる。    

    

※※※※臨床症状臨床症状臨床症状臨床症状    
感染から発症までの潜伏期間は咬まれた部位等によってさまざまであるが、一般的には 1

～2 カ月である。発熱、頭痛、倦怠感、筋痛、疲労感、食欲不振、悪心・嘔吐、咽頭痛、空

咳等の感冒様症状ではじまる。咬傷部位の疼痛やその周辺の知覚異常、筋の攣縮を伴う。脳

炎症状は運動過多、興奮、不安狂躁から始まり、錯乱、幻覚、攻撃性、恐水発作等の筋痙攣

を呈し、最終的には昏睡状態から呼吸停止で死にいたる。狂犬病は一度発症すれば、致死率

はほぼ 100%である。 

 ヒトからヒトへの狂犬病の感染例は、狂犬病患者からの角膜移植を除いて報告されていな

いが、狂犬病を疑われる患者が発生した場合、患者に直接接触する医師、看護師等の医療従

事者は接触予防に十分注意を払い、狂犬病と確定された場合には、直ちに暴露後免疫を受け

る必要がある。    

    

※※※※病原診病原診病原診病原診断断断断    
◆生前診断 

1）角膜塗沫標本、頚部の皮膚、気管吸引材料、および唾液腺を検体とした蛍光抗体（FA）

法によるウイルス抗原検索 

2）唾液、脳脊髄液を検体とした RT‐PCR 法によるウイルス遺伝子の検索 

3）乳のみマウス等への脳内接種、およびマウスの神経芽腫細胞等への接種による 

ウイルス分離 

4）血清反応…Rapid Fluorecent Focus Inhibition Test（RFFIT）、ELISA による抗体

価の測定。（治療のためのワクチン投与などにより血清中の抗体価の上昇

があり、 診断的価値は低い） 

脳脊髄液中の高い抗体価は診断の目安となる。 

いずれも感染初期の生前診断は困難であり、接触した動物の脳材料の検査が重要である。 

 

◆死後の確定診断 

脳の剖検によって得られた脳組織および脳乳剤を用いた 

1）蛍光抗体（FA）法によるウイルス抗原検索 

2）RT‐ PCR 法によるウイルス遺伝子の検索 

3）乳のみマウス、マウス神経芽腫細胞への接種試験によるウイルス分離 

病原体の取り扱いは、野外株（street rabies）では P3 レベルの実験室であるが、診断用

の検体および実験室株（fixed rabies）の取り扱いは P2の実験室となっている。検査材料を

取り扱う者での狂犬病発生の報告はないが、万一に備えてあらかじめワクチンを接種してお

くなどの十分な配慮が必要。 

 

 

※※※※鑑別診断鑑別診断鑑別診断鑑別診断    
    以下の疾患が鑑別診断として重要 

  1）破傷風…潜伏期間が短く、筋硬直は持続的で精神状態は正常、脳脊髄液は正常で、恐

水病はなし 
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    2)狂犬病恐怖症…イヌに咬まれた後の精神的パニックが、狂犬病に似た症状を呈するこ

とがある 

  3)ワクチン接種後脳炎…神経組織を混入した狂犬病ワクチンを接種された際のアレルギ

ー反応、麻痺性の狂犬病に類似。現在の神経組織を含まない組織培養ワクチ

ンでは起こり得ない。 

  4)ポリオ…ポリオによる脳炎も麻痺性狂犬病と紛らわしいが、ポリオによる中枢神経症

状 

発現時には発熱が少なこと、また知覚神経の障害がポリオでは軽微である。 

 

 

※※※※治療治療治療治療・・・・予防予防予防予防 

 海外、特に東南アジアで狂犬病が疑われるイヌ、ネコおよび野生動物にかまれたり、ひっ

かかれたりした場合、まず傷口を石鹸と水でよく洗い流し、医療機関を受診する。狂犬病ワ

クチンと抗狂犬病ガンマグロブリンを投与する。狂犬病は一旦発症すれば特異的治療法はな

い。このためできるだけ早期に、ワクチンと抗狂犬病ガンマグロブリンを投与する必要があ

る。 

 ワクチンとしてはヤギ脳由来で不活化したセンプル型のワクチン、乳のみマウス脳由来で

不活化したフェンザリダ型のワクチン、組織培養ワクチンとして、フランスのヒト二倍体細

胞ワクチン、VERO 細胞ワクチン、ドイツと日本で製造されているニワトリ胚細胞のワクチン

がある。動物脳由来ワクチンは、副反応が組織培養のワクチンより強いので避ける方がよい。

しかし、開発途上国ではいまだにセンプル型しか入手できない国もある。また、ガンマグロ

ブリンはヒトとウマの 2種類の製剤があるが、ウマの製剤は 2001 年に製造が中止され、入手

困難となっている。国内では抗狂犬病免疫グロブリン製剤は承認されていないので、入手は

ほとんど不可能である。 

 WHO およびわが国では、暴露後免疫（治療用としてのワクチン）は接種開始日を 0として

3、7、14、30、90 日の 6回を推奨している。前述のように、日本では狂犬病が発生していな

いので、旅行等で海外に出かけてもその危険性を認識していない人が多く、イヌに不用意に

近づきかまれる例 があとを絶たない。むやみにイヌや野生動物に接触しないこと、現地の状

況や活動範囲などから危険度を考慮して、必要があればワクチンをあらかじめ接種するよう

勧められている。予防用とし てのワクチン接種は 4 週間隔で 2回、さらに、6～12 カ月後に

追加免疫をする。 

 

※※※※世界狂犬病世界狂犬病世界狂犬病世界狂犬病デーデーデーデー（（（（World Rabies DayWorld Rabies DayWorld Rabies DayWorld Rabies Day））））    
・2006 年、欧米の研究者や専門家を中心に世界における狂犬病対策を目的とした地球規模の

団体（Alliance for Rabies Control）が結成され、その活動の一環として世界狂犬病デー

を定めるとともに、世界中のパートナーに対し活動参加の呼びかけが開始されました。 

 

・2007 年は 9 月 8 日が世界狂犬病デーとされ、公共機関・大学・企業・団体・個人を問わず、

世界 74 カ国で 40 万人が取組みに参加したとされています。 

 

引用 HP：http://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/kekkaku-kansenshou10/11.html 

http://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/kekkaku-kansenshou10/index.html 

http://idsc.nih.go.jp/idwr/kansen/k03/k03_18/k03_18.html 

      文献：別冊 日本臨床 領域別症候群 Ⅰ p142～144 
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① カルバペネム系…バルプロ酸Ｎａ（抗てんかん薬）の血中濃度が 

［ 上昇 ・ 低下 ］ 

 

② ＰＩＰＣ…メトトレキサート（抗がん剤）の毒性作用  

［ 増強 ・ 抑制 ］ 

 

③ ニューキノロン系、テトラサイクリン系…鉄剤、カルシウム剤などとの併用により吸収

率が 

［ 上昇 ・ 低下 ］ 

 

④ 14 員環マクロライド…ピモジド（抗精神病薬）、トリアゾラム(睡眠導入剤)など CYP3A4

代謝薬剤の血中濃度が  

［ 上昇 ・ 低下 ］ 

【【【【問題問題問題問題】】】】    

 今回は、抗菌薬とそれ以外の薬剤

との相互作用についての問題です。 

当てはまるものを選んでください。 
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  先日、日臨技の全国研修会の打ち合わせで、神戸に行って参りました。研修の実務

員として参加させて頂く予定で、その研修の進め方の打ち合わせだったのですが、改

めて自分の知識の無さを痛感しました。今年の実習項目は耐性菌がメインなのですが、

一通りの耐性菌検出の方法等や耐性機構の知識は知っていても、菌種や耐性機構の種

類によるそれらの使い分けや、「こうしたらより明確になる」とか、実際考えたことも

無かったです。いかんいかん。。。知識停滞中だ。。。頑張らねば！！ 

 

2010.07.10 赤木 征宏 
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① 「低下」 これによりてんかん発作が再発する恐れがある。 

② 「増強」 腎尿細管分泌の阻害により、腎排泄を遅延させる。 

③ 「低下」 鉄、カルシウム、マグネシウム、アルミニウムなどと容易に  

結合、不溶性キレートを形成して、吸収が阻害される。 

④ 「上昇」 代謝酵素の肝チトクローム P-450（CYP3A4）と結合、複合体を 

形成し薬剤の代謝を抑制する。 

ピモジド、エルゴタミン製剤（偏頭痛薬）は「併用禁忌」。 

トリアゾラム、カルバマゼピン(抗てんかん薬)、シクロスポリン 

(免疫抑制剤)などは「併用注意」。 

 

許可なく転載および複写はご遠慮下さい 
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