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おおおお知知知知らせらせらせらせ    

・・・・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    

・・・・来来来来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（（（（公開講座公開講座公開講座公開講座））））    

・・・・微生物検査微生物検査微生物検査微生物検査    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（（（（公開講座公開講座公開講座公開講座））））    

    

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    

・・・・『『『『皮膚皮膚皮膚皮膚・・・・軟部組織軟部組織軟部組織軟部組織のののの感染症感染症感染症感染症    ～～～～そのそのそのその１１１１～～～～』』』』    

 

ばくとばくとばくとばくと姫姫姫姫のののの知識箱知識箱知識箱知識箱    

・・・・『『『『エドワードエドワードエドワードエドワード・・・・ジェンナージェンナージェンナージェンナー』』』』    

    

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） 

 

 

 

 

 

今月の定期講習会は 

５月２４日 大阪医療技術学園専門学校で開催します。 

白 金 耳 

赤木 征宏 

赤木 征宏 

赤木 征宏 
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テーマテーマテーマテーマ    ：：：：    ①①①①『『『『2011201120112011 年年年年    CLSI M100CLSI M100CLSI M100CLSI M100----S21S21S21S21 のののの主主主主なななな変更点変更点変更点変更点についてについてについてについて』』』』    

                    ②②②②『『『『薬剤感受性薬剤感受性薬剤感受性薬剤感受性データデータデータデータとそのとそのとそのとその耐性機構耐性機構耐性機構耐性機構』』』』    

    

講講講講    師師師師    ：：：：    シーメンスヘルスケアシーメンスヘルスケアシーメンスヘルスケアシーメンスヘルスケア・・・・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 

①①①①山田山田山田山田    幸祐幸祐幸祐幸祐    

                                                                            ②②②②上田上田上田上田    修修修修        

日時日時日時日時：：：：平成平成平成平成２３２３２３２３年年年年５５５５月月月月２４２４２４２４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 

 毎年、追加や改定がされるCLSIの基準です

が、今年は何がどう変わったのか？我々がすべ

きことは？また、話題になっている耐性菌をど

のように引っ掛け、薬剤感受性データから読み

取るか、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と上田修先生

に、ご講演をいただきます。 

皆様奮ってご参加ください。 
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ああああ    

んんんん    
なななな    いいいい    

講習会 

    

テーマテーマテーマテーマ    ：：：：    『『『『日本日本日本日本におけるにおけるにおけるにおけるワクチンワクチンワクチンワクチン事情事情事情事情とととと新新新新しいしいしいしいワクチンワクチンワクチンワクチン』』』』    

                        

講講講講    師師師師    ：：：：    大阪労大阪労大阪労大阪労災病院災病院災病院災病院    小児科小児科小児科小児科・・・・感染制御感染制御感染制御感染制御チームチームチームチーム        川村川村川村川村    尚久尚久尚久尚久 

    

日時日時日時日時：：：：平成平成平成平成２３２３２３２３年年年年６６６６月月月月２８２８２８２８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：無料 

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     

 

 
 日本でも小児用の Hib ワクチン、肺炎球菌ワク

チンが認可され、多くの自治体ではこれらのワク

チン接種に補助がでるようにもなりました。しか

し、同時接種での問題等もニュースでクローズア

ップされ、お子さんのワクチン接種に対して疑問

を抱き、不安に思っている方も多いのでは無いで

しょうか。 

  今回はそんな日本のワクチン事情について大

阪労災病院の川村尚久先生に、その問題点やこれ

から期待される事などをご講演いただきます。ま

た、ご講演の後にはワクチンメーカーからの情報

提供も考えております。多く方のご参加をお待ち

しております。 
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《《《《    講義編講義編講義編講義編    》》》》 ※※※※他職種他職種他職種他職種のののの方方方方のののの参加参加参加参加もおもおもおもお待待待待ちしておりますちしておりますちしておりますちしております。。。。    

    日時日時日時日時・・・・講師講師講師講師：：：：    平成平成平成平成 23232323 年年年年 6666 月月月月 9999 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：浅香山病院（財）李 相太 

平成平成平成平成 23232323 年年年年 6666 月月月月 16161616 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 23232323 年年年年 6666 月月月月 23232323 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    

参加費 ： ５００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 

 

《《《《    実技編実技編実技編実技編    》》》》    ※※※※他職種他職種他職種他職種のののの方方方方のののの参加参加参加参加もおもおもおもお待待待待ちしておりますちしておりますちしておりますちしております。。。。    

日程日程日程日程    ：：：：    平成平成平成平成 23232323 年年年年 7777 月月月月 16161616 日日日日（（（（土土土土））））    14:0014:0014:0014:00〜〜〜〜17:0017:0017:0017:00    

平成平成平成平成 23232323 年年年年７７７７月月月月 17171717 日日日日（（（（日日日日））））        9:009:009:009:00〜〜〜〜17:0017:0017:0017:00    

平成平成平成平成 23232323 年年年年 7777 月月月月 18181818 日日日日（（（（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    ６６６６階階階階    微生物実習室微生物実習室微生物実習室微生物実習室    

（（（（〒〒〒〒532532532532----0003000300030003 大阪市淀川区宮原大阪市淀川区宮原大阪市淀川区宮原大阪市淀川区宮原 1111----2222----43434343））））    

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））））    

申申申申しししし込込込込みみみみ要項要項要項要項    ：：：：    下記申下記申下記申下記申しししし込込込込みみみみ先先先先ににににメールメールメールメール又又又又はははは官製官製官製官製ははははががががきにてきにてきにてきにて１１１１））））施設名施設名施設名施設名、、、、２２２２））））部署部署部署部署、、、、３３３３））））

施設施設施設施設のののの住所住所住所住所およびおよびおよびおよび郵便番号郵便番号郵便番号郵便番号・・・・電話番号電話番号電話番号電話番号・・・・FAXFAXFAXFAX番号番号番号番号、、、、４４４４））））氏名氏名氏名氏名、、、、５５５５））））職種職種職種職種・・・・

経験年数経験年数経験年数経験年数をおをおをおをお知知知知らせくらせくらせくらせくださいださいださいださい。。。。受付確認受付確認受付確認受付確認ののののごごごご連絡連絡連絡連絡をさせてをさせてをさせてをさせて頂頂頂頂きますきますきますきます。。。。     

参加費:８０００円 

申申申申しししし込込込込みみみみ先先先先    ：：：：    〒〒〒〒543543543543----8585858586868686    大阪市阿倍野区旭町大阪市阿倍野区旭町大阪市阿倍野区旭町大阪市阿倍野区旭町1111----5555----7777    

大阪市立大学医学部附属病院大阪市立大学医学部附属病院大阪市立大学医学部附属病院大阪市立大学医学部附属病院    仁木仁木仁木仁木    誠誠誠誠    

eeee----mailmailmailmail    ::::    niki@med.osakaniki@med.osakaniki@med.osakaniki@med.osaka----cu.ac.jpcu.ac.jpcu.ac.jpcu.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

査を、我々微生物検査部門のスタッフが担当します。 

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。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。 
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『『『『皮膚皮膚皮膚皮膚・・・・軟部組織軟部組織軟部組織軟部組織のののの感染症感染症感染症感染症』』』』    

大阪警察病院 赤木 征宏 

 

４月の定期講習会で皮膚・軟部組織の感染症についてお話をさせていただきましたので、

当日のスライド等を用いてここに報告させていただきます。 

 

【皮膚皮膚皮膚皮膚のののの常在細菌叢常在細菌叢常在細菌叢常在細菌叢】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

『検査と技術』より 

【【【【皮膚皮膚皮膚皮膚・・・・軟部組織軟部組織軟部組織軟部組織のののの細菌感染症細菌感染症細菌感染症細菌感染症】】】】    

Ａ．Ａ．Ａ．Ａ．急性急性急性急性のののの一般的一般的一般的一般的なななな皮膚感染症皮膚感染症皮膚感染症皮膚感染症（（（（急性膿皮症急性膿皮症急性膿皮症急性膿皮症））））    

 １．伝染性膿痂疹 

 ２．丹毒 

 ３．蜂窩織炎 

    ４．毛包炎 

 ５．癤（せつ）・癕（よう） 

 ６．ひょう疽 など 

 

Ｂ．Ｂ．Ｂ．Ｂ．慢性慢性慢性慢性のののの皮膚感染症皮膚感染症皮膚感染症皮膚感染症（（（（慢性膿皮症慢性膿皮症慢性膿皮症慢性膿皮症））））    

    １．頭部・顔面 ２．頭部以外（腋窩・殿部など） ３．全身 
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Ｃ．Ｃ．Ｃ．Ｃ．菌菌菌菌のののの産生産生産生産生するするするする毒素等毒素等毒素等毒素等によりによりによりにより生生生生じるじるじるじる全身感染症全身感染症全身感染症全身感染症    

    １．ブドウ球菌性熱傷様皮膚症候群 ２．トキシックショック症候群 

 ３．溶連菌感染症（猩紅熱）  ４．壊死性筋膜炎 

    ５．ガス壊疽 など 

 

Ｄ．Ｄ．Ｄ．Ｄ．特殊特殊特殊特殊なななな菌菌菌菌によりによりによりにより特殊特殊特殊特殊なななな臨床像臨床像臨床像臨床像をををを呈呈呈呈するするするする疾患群疾患群疾患群疾患群    

 １．黄菌毛 ２．紅色陰癬 ３．放線菌症 

 ４．外歯瘻 ５．猫引っかき病 ６．ノカルジア症 など 

 

【皮膚皮膚皮膚皮膚・・・・軟部組織構造軟部組織構造軟部組織構造軟部組織構造とととと感染症感染症感染症感染症のののの解剖学的部位解剖学的部位解剖学的部位解剖学的部位】    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【【【【    急性膿皮症急性膿皮症急性膿皮症急性膿皮症    】】】】    

１１１１．．．．伝染性膿痂疹伝染性膿痂疹伝染性膿痂疹伝染性膿痂疹    

  ・俗に言う「とびひ」。 

  ・一般的に乳幼児に好発。 

 

  １）水疱性伝染性膿痂疹 

   ・主に黄色ブドウ球菌による。 

・角層下で増殖した黄色ブドウ球菌の表皮剥脱毒 

素（exfoliative toxin;ET）で、浅い水泡を生 

じることが病因。 

   ・夏季に好発し、保育園や幼稚園などで集団発生しやすい。 

   ・ブドウ球菌性熱傷様皮膚症候群へ移行する場合がある。 

筋膜筋膜筋膜筋膜

表皮表皮表皮表皮

真皮真皮真皮真皮

筋肉筋肉筋肉筋肉

皮下脂肪皮下脂肪皮下脂肪皮下脂肪

膿痂皮膿痂皮膿痂皮膿痂皮

丹毒丹毒丹毒丹毒

蜂窩織炎蜂窩織炎蜂窩織炎蜂窩織炎（（（（蜂巣炎蜂巣炎蜂巣炎蜂巣炎））））

壊死性筋膜炎壊死性筋膜炎壊死性筋膜炎壊死性筋膜炎

毛包炎毛包炎毛包炎毛包炎
? （せつ）
? （よう）

ガスガスガスガス壊疽壊疽壊疽壊疽

癤（せつ） 

癕（よう） 

 

日本皮膚科学会ＨＰより 
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  ２）痂皮性伝染性膿痂疹 

   ・主にＡ群溶レン菌による。 

   ・水泡形成は少なく、小紅斑から始まり、膿疱、黄褐色の痂皮を形成する。 

   ・年齢や季節に関係なく発症。 

   ・アトピー性皮膚炎の患者で増加傾向 

 

    ２２２２．．．．丹毒丹毒丹毒丹毒    

・主に A 群β溶レン菌による真皮の感染。    

・一般的に菌は皮膚の表面から真皮内に入り炎症反応 

を生じるが、他の部位から血液を介して菌が真皮に達し

生じることもある。手術後や局所の浮腫なども誘因。    

・高熱、悪寒、全身倦怠感を伴い、皮膚に境のはっきり

した鮮やかな赤い色のはれが現れ、急速に周囲に広がる。 

・皮膚表面は張り、硬く光沢があり、その部分は熱感が

あって触れると強い痛みがある。 

・顔（とくにほほ・耳・眼のまわり）、下肢、上肢、手足に多くみられ、近くのリンパ節

がはれて痛みがある。 

・培養の検出率は低い。WBC、CRP の上昇、赤沈の亢進、ASO・ASK の上昇。 

・治療はペニシリン系薬が第一選択。 

 

３３３３．．．．蜂窩織炎蜂窩織炎蜂窩織炎蜂窩織炎（（（（蜂巣炎蜂巣炎蜂巣炎蜂巣炎））））    

  ・多くは黄色ブドウ球菌による。 

  ・A 群β溶レン菌や、乳幼児ではインフルエ

ンザ菌なども起炎菌となる。 

・真皮の深層から皮下組織への広範囲な化膿

性炎症。 

・多くは外傷や皮膚潰瘍、毛包炎、足白癬な

どから経皮的に感染し発症する。 

・顔面や四肢（とくに下腿）に好発。 

・境界の不明瞭な紅斑、腫脹、局所熱感として始まり、急速に強い浸潤となり、圧痛お

よび自発痛を伴う。 

・浸潤は吸収され、自然治癒することが多いが、壊死性筋膜炎や敗血症へ移行すること

もある。 

・病巣部が軟化、膿瘍を形成し膿汁が採取可能な場合は培養する。 
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４４４４．．．．毛包炎毛包炎毛包炎毛包炎    

 ・単一毛包に限局した細菌感染症。 

 ・多くは黄色ブドウ球菌。 

 ・思春期に多発する尋常性ざ瘡（いわゆる“にきび”）も同義。 

 ・症状が進行すると癤（せつ）・癕（よう）に発展。 

 ・治療はスキンケア。 

５５５５．．．．癤癤癤癤（（（（せつせつせつせつ））））・・・・癕癕癕癕（（（（ようようようよう））））    

 ・毛包炎が進行したもの 

 ・１つの毛包に発生したものが“せつ” 

 ・複数の毛包に広がったものが“よう” 

 ・治療は抗菌薬投与や切開排膿 

６６６６．．．．ひょうひょうひょうひょう疽疽疽疽    

 ・爪囲炎などが誘因となり、指趾に化膿性炎症を来したもの。 

 ・治療は安静、抗菌薬投与、切開排膿 

 

 

【【【【菌菌菌菌のののの産生産生産生産生するするするする毒素等毒素等毒素等毒素等によりによりによりにより生生生生じるじるじるじる全身感染症全身感染症全身感染症全身感染症】】】】    

１１１１．．．．ブドウブドウブドウブドウ球菌性熱傷様皮膚症候群球菌性熱傷様皮膚症候群球菌性熱傷様皮膚症候群球菌性熱傷様皮膚症候群（（（（SSSSSSSSSSSSSSSS））））    

  ・黄色ブドウ球菌の表皮剥脱性毒素による。 

  ・乳幼児に好発。 

・風邪様の全身症状を伴って、口や鼻、目の周りに発赤や水泡を形成し始まり、口周囲

のしわ眼脂、痂疲を形成し、ついで頚部、肘窩、窩、そけい部に紅斑が出現し、熱傷

様に剥離、びらんとなる。 

・健常に見える部位でも摩擦などによって容易に表皮が剥離する（ニコルスキー現象） 

・成人での致死率は３０～４０％ 

・治療は抗菌薬および熱傷に準じた創傷管理 
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２２２２．．．．トキシックショックトキシックショックトキシックショックトキシックショック症候群症候群症候群症候群    

  ・黄色ブドウ球菌などによって産生される外毒素などが原因。 

・タンポンを使用する女性、熱傷患者などに発症することがある。 

・突発的な発熱、血圧低下、猩紅熱様紅斑、多臓器障害が特徴。 

・治療はβラクタム系薬の大量投与と免疫グロブリン製剤の併用。 

 

    ３３３３．．．．溶連菌感染症溶連菌感染症溶連菌感染症溶連菌感染症（（（（猩紅熱猩紅熱猩紅熱猩紅熱））））    

  ・溶血性レンサ球菌感染症の一つ。 

  ・学童期に好発。 

・咽頭痛と高熱で初発し、舌の発赤（イチゴ舌）、

と全身に出現する密な紅斑。 

・皮疹は口の周囲を避ける（口囲蒼白） 

・WBC 上昇、ASO･ASK 上昇 

・治療はペニシリンが第一選択。 

 

【【【【壊死性筋膜炎壊死性筋膜炎壊死性筋膜炎壊死性筋膜炎】】】】    

≪Fisher らの診断基準≫ 

 以下の 6項目を満たす病態としている。 

    ①広範な浅筋膜と周囲組織の壊死 

    ②精神症状をともなう，中等度ないし高度の全身性中毒症状 

    ③筋層が侵されない 

    ④創および血液中に clostridia が証明されない 

    ⑤大血管の閉塞がない 

    ⑥病理組織検査で，高度の白血球浸潤，筋膜と周囲組織の壊死，微小血管の血栓 

 

【【【【ガスガスガスガス壊疽壊疽壊疽壊疽】】】】    

・主にクロストリジウムなどの嫌気性菌により発症 

 ・強い全身症状と筋肉の壊死、ガス産生 

 ・局所を圧迫すると雪を握ったような感触（握雪感） 

 ・治療は切開洗浄、抗菌薬の大量投与、高圧酸素療法 

 

 

※当日に提示した症例については次号に掲載させていただきます。 
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エドワードエドワードエドワードエドワード････ジェンナージェンナージェンナージェンナー    

    

医学史、特に微生物の分野における偉大な功績を残し

た先人にジョセフ・リスター、ロベルト・コッホ、ルイ・

パスツール、エドワード・ジェンナー達がいる。その中

でエドワード・ジェンナーの人類に対する功績は天然痘

ワクチンの開発であり、 “近代免疫学の父”と呼ばれ

た所以といえる。彼は。種痘法を開発し、予報接種の最

初の人としてよく知られている反面、｢彼は自分の子供

で実験して、種痘法を開発した｣という誤解も知られて

いる。 

ジェンナーは、1749 年 5月 17 日に牧師の父ステファ

ン・ジェンナーと母セアラ・ジェンナーの 6 番目の末っ

子としてイギリスのバークレイという酪農の盛んな村

で生まれた。1761 年、12歳のジェンナーは開業医ダニ

エル・ラドロウに弟子入りし、9 年間医学を勉強した。 

その昔、特に農村では“牛痘にかかったヒトは、その

後に天然痘に罹らない”という通説があった。牛の乳房

に痘泡ができる伝染病が流行し、乳搾りは手の傷から牛

痘に罹り、2～3 週間後には瘡蓋になって治り、ほとん

どの乳搾りの人は牛痘に罹ったことがあるので、天然痘に罹らないのではないかということ

のようだ。 

1773 年 24 歳の時、ジェンナーは故郷のバークレイに帰って開業医となり、牛痘種痘法の

開発はここで行われた。彼は天然痘に比べると牛痘は軽く、これを天然痘の予防に使うこと

を考えた。1778 年から 18 年間、恩師の外科医ジョン・ハンターの言葉“Do not think, but 

try: be patient be accurate･････”の教えのもとに研究を続けた。1796 年 5 月 14 日、牛

痘に罹った乳搾りサラ・ネルムズの手の水泡からとった膿を、彼の使用人のジェームズ・フ

ィップスという 8 歳の少年に牛痘を接種した。少年は深刻な症状もなく、6 週間後に天然痘

を接種したが天然痘には罹らず、健康なままで、こうして牛痘による天然痘予防法が成功し

た。こうしてジェンナーは天然痘を予防するために天然痘を接種するという危険な方法の変

わりに牛痘を接種するという安全な方法を開発した。 

1798 年種痘法はヨーロッパ中に広まり、1802 年、イギリス議会より

賞金が贈られたが、医学会にはなかなか認められなかった。一部の村

では、牛痘を接種すると牛になると言われた。その後の天然痘の大流

行により種痘法は急速に普及し、天然痘ワクチンは改良されながら世

界中に普及し、1980 年の天然痘根絶宣言に至った。これは、ジェンナ

ー、つまり“近代免疫学の父”の功績によるものである。また、彼は

種痘法の特許ととることはしなかった。それは、特許をとるとワクチ

ンが高価なものになり、多くの人々に行き届かないと考えたからで、

それは彼からの人類への贈り物でした。 

ジェンナージェンナージェンナージェンナー((((大理石像大理石像大理石像大理石像))))    

1878187818781878 年年年年    モンテベルデモンテベルデモンテベルデモンテベルデ作作作作    

パラゾパラゾパラゾパラゾ．．．．ビアンコビアンコビアンコビアンコ博物館博物館博物館博物館((((ジェノバジェノバジェノバジェノバ))))    
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◆◆◆◆天然痘天然痘天然痘天然痘（（（（痘瘡痘瘡痘瘡痘瘡、、、、smallpox smallpox smallpox smallpox 、、、、variolavariolavariolavariola））））    

天然痘は紀元前より、伝染力が非常に強く死に至る疫病として人々から恐れられていた。

また、治癒した場合でも顔面に醜い瘢痕が残るため、江戸時代には「美目定めの病」と言わ

れ、忌み嫌われていた。フランス国王のルイ 15世も天然痘の犠牲者の一人であり、また、ア

メリカ初代大統領のワシントンは天然痘に罹り、醜い瘢痕が残った一人でした。天然痘ワク

チンの接種、種痘の普及によりその発生数は減少し、WHO は 1980 年 5月天然痘の世界根絶宣

言を行った。以降これまでに世界中で天然痘患者の発生はない。 

    

疫疫疫疫    学学学学 

 天然痘が感染力、罹患率、致命率が高いことはよく知られていた。            

18 世紀、イギリスでは 45,000 人が天然痘のために死亡していたといわれる。我が国では第

二次大戦後の 1946（昭和 21）年には 18,000 人程の患者数の流行がみられ、約 3,000 人が死

亡したが、種痘の緊急接種などが行われて沈静化し、1956 （昭和 31）年以降には国内での

発生はみられていない。 

 1958 年世界天然痘根絶計画が WHO で可決された当時、世界 33 カ国に天然痘は常在し、発

生数は約 2,000 万人、死亡数は 400 万人と推計されていた。「患者を見つけ出し、患者周辺

に種痘を行う」という、サーベイランスと封じ込め（surveillance and containment）作戦

の効果は著しく、1977 年ソマリアにおける患者発生を最後に地球上から天然痘は消え去り、

1980 年5月WHO は天然痘の世界根絶宣言を行った。その後も現在までに患者の発生はなく、

天然痘ウイルスはアメリカとロシアのバイオセイフティーレベル（BSL）4の施設で厳重に保

管されている。  

 

病原体病原体病原体病原体      

 天然痘ウイルス（Pox virus variola）は 200 ～300nm のエンベロープを有する DNA ウイ

ルスで、牛痘ウイルス等とともにオルソポックスウイルスに分類される。低温、乾燥に強く、

エーテル耐性であるが、アルコール、ホルマリン、紫外線で容易に不活化される。 

 臨床的には天然痘は致命率が高い（20～50%）variola major と、致命率が低い（1%以下）

variola minor に分けられるが、増殖温度以外ウイルス学的性状は区別できない。  

    

臨床症状臨床症状臨床症状臨床症状    

感染経路は飛沫感染でヒトからヒトへ感染する。約 10～12 日間（7～16 日）の潜伏期間を

経て、急激に発熱し、その後，頭痛，背部痛，および極度の倦怠感という前駆症状が 2〜3

日間続く。前駆症状の後に，斑点状丘疹が口腔咽頭粘膜，顔面，および腕などに現れて，そ

の後まもなく体幹および脚に広がる。 

病初期（4～6 病日）に感染力が最も強く、発病前は感染力はないと考えられている。しか

し、すべての発疹が痂皮がとなり完全に脱落するまでは感染の可能性があり、隔離が必要で

ある。 

水泡疹は水痘に類似しているが、水痘のように各時期の発疹が同時に見られるのではなく、

その時期に見られる発疹は全て同時にみられるのではなく、その時期に見られる発疹はすべ

て同一であることが特徴である。｢ヘソがあるのは天然痘、ヘソのないのは水包装｣と伝えら

れていた。｣ 
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病原診断病原診断病原診断病原診断    

 診断は電子顕微鏡検査または血液、唾液、水疱・膿疱内容物、痂皮などの検査材料からの  

ウイルス分離、抗原検出によって確定される。光学顕微鏡による封入体基本小体の観察も 

診断の手段となる。また、小水疱性または膿疱性の PCR 法での迅速診断が可能である。 

現実的には一般の検査室あるいは研究室では困難である。 

    

    

治療治療治療治療・・・・予防予防予防予防 

 治療は対症療法が中心となり、二次的細菌感染に対して抗生物質が投与される。 

予防は種痘であるが、天然痘が根絶された現在、種痘を行っている国はない。 

 

 

感染症感染症感染症感染症法法法法におけるにおけるにおけるにおける取取取取りりりり扱扱扱扱いいいい 

 痘そうは 1 類感染症に定められており、診断した医師は直ちに最寄りの保健所に届け出

る。報告のための基準は以下の通りとなっている。 

 

《届出基準》 

 ○ 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 

の方法によって病原体診断がなされたもの 

 【材料】水疱、膿疱、痂皮、咽頭スワブ、血清など 

 ・ 病原体の検出 

  例、ウイルス粒子の直接観察（電子顕微鏡）、ウイルス分離 など 

 ・ 抗原の検出 

  例、 蛍光抗体法（水疱、膿疱の塗抹） など 

 ・ 病原体の遺伝子の検出 

  例、 PCR 法（水疱、膿疱の塗抹） など 

  

○ 疑似症の判断（この時点で速やかに報告を行う。） 

  臨床的特徴に合致し、水痘などとの鑑別診断がなされたもの 

 

《備考》 

 生物テロへの使用が危惧されている病原体であり、一例の発生でも、高い感染性と致死率

から非常に大きな問題となる。症例の確実な探知と迅速な対応が重要である。当該疾患を疑

う症状や所見はないが、病原体や抗原は検出されず、遺伝子のみが検出されたものについて

は、法による報告は要しないが、確認のため、保健所に相談することが重要である。まん延

防止には、発症１週間前後の痘そう様患者との遭遇、疑わしいエアロゾル・粉末の吸引・皮

膚付着、旅行歴、職業歴などについての情報を把握することが有用である。 

              

 

http://idsc.nih.go.jp/idwr/kansen/k01_g3/k01_40/k01_40.html 
http://merckmanual.jp/mmpej/sec14/ch193/ch193f.html 

加藤四郎：ジェンナーの贈り物、菜根出版、1997 
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大阪警察病院 

赤木 征宏 

 

 

 

 

 

 

 

 

・１９２９年イギリスの（  ①  ）は、ブドウ球菌の培養実験中に、混入した

（  ②  ）周囲のブドウ球菌の発育が阻害されていることに気がついた。後

に、この（  ②  ）を液体培養液した濾液にも、同様の活性があることを突

き止め、その学名に由来してこの物質をペニシリン Penicillin の名付けた。 

 

・ペニシリンは（  ③  ）系抗菌薬であり、細菌の細胞壁の主要成分であるペ

プチドグリカンを合成する酵素（  ④  ）と結合し、その活性を阻害する。 

 

・ペニシリンは（  ⑤  ）としての側面をもち、アレルギー反応（0.7～10％程度）

を起こし易く、0.01％～0.001％の割合で重篤なアナフィラキシーショックを引き起こ

すことがある。これが俗に言う『（  ⑥  ）』である。 

 

・ペニシリン耐性を示す菌の性質として重要なものに（  ⑦  ）の産生と

（  ⑧  ）の変異がある。前者は構造中のβラクタム環を加水分解しペニシリン

を失活させる酵素である。後者は MRSA の（  ⑨  ）のように、結合親和性が弱い

PBP を獲得することで、ペニシリンをはじめ多くのβラクタム薬の阻害を受けない。 

 

・ユナシンＳ（ファイザー）やゾシン（大正富山）は、（  ⑩  ）とペニシリン系抗

菌薬を配合した薬剤である。（  ⑩  ）にはスルバクタム（sulbactam:SBT）、クラ

ブラン酸（clavulanic acid:CVA）、タゾバクタム（tazobactam:TAZ）がある。 

 

 

 
【【【【問題問題問題問題】】】】    

次の記述はペニシリン系薬剤に

関する文章です。（ ）に当てはま

る語句を入れてください。 
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・１９２９年イギリスの（ ①アレキサンダー・フレミング ）は、ブド

ウ球菌の培養実験中に、混入した（ ②アオカビ Penicillium notatum ）

周囲のブドウ球菌の発育が阻害されていることに気がついた。後に、こ

の（ ②アオカビ Penicillium notatum ）を液体培養液した濾液にも、

同様の活性があることを突き止め、その学名に由来してこの物質をペニ

シリン Penicillin の名付けた。 

 

・ペニシリンは（ ③βラクタム ）系抗菌薬であり、細菌の細胞壁の主

要成分であるペプチドグリカンを合成する酵素（ ④ペニシリン結合蛋

白：Penicillin Binding Protein:PBP ）と結合し、その活性を阻害す

る。 

 

・ペニシリンは（ ⑤アレルゲン ）としての側面をもち、アレルギー反

応（0.7～10％程度）を起こし易く、0.01％～0.001％の割合で重篤なア

ナフィラキシーショックを引き起こすことがある。これが俗に言う

『（ ⑥ペニシリン・ショック ）』である。 

 

・ペニシリン耐性を示す菌の性質として重要なものに（ ⑦ペニシリナー

ゼ ）の産生と（ ⑧PBP ）の変異がある。前者は構造中のβラクタム

環を加水分解しペニシリンを失活させる酵素である。後者はMRSAの（ ⑨ 

PBP2’ ）のように、結合親和性が弱い PBP を獲得することで、ペニシリ

ンをはじめ多くのβラクタム薬の阻害を受けない。 

 

・ユナシンＳ（ファイザー）やゾシン（大正富山）は、（ ⑩βラクタマーゼ

阻害剤 ）とペニシリン系抗菌薬を配合した薬剤である。（ ⑩βラクタマー

ゼ阻害剤 ）にはスルバクタム（sulbactam:SBT）、クラブラン酸（clavulanic 

acid:CVA）、タゾバクタム（tazobactam:TAZ）がある。 

 

許可なく転載および複写はご遠慮下さい 
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