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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（（（（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２２２２～～～～』』』』    

 

ばくとおやじばくとおやじばくとおやじばくとおやじのののの知識箱知識箱知識箱知識箱    

・・・・『『『『保健所保健所保健所保健所のののの業務業務業務業務    ～～～～EHECEHECEHECEHEC 検査検査検査検査をををを中心中心中心中心にににに～～～～』』』』    

    

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（公開講座）は 

６月２８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 

市村 佳彦 

赤木 征宏 

温井 正博 
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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    ：：：：    大阪労災病院大阪労災病院大阪労災病院大阪労災病院    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受性検査薬剤感受性検査薬剤感受性検査薬剤感受性検査    

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    そのそのそのその２２２２』』』』    

大阪警察病院 赤木 征宏 

 

【【【【壊死性筋膜炎壊死性筋膜炎壊死性筋膜炎壊死性筋膜炎】】】】    

《《《《V. vulnificusV. vulnificusV. vulnificusV. vulnificus 感染症感染症感染症感染症》》》》    

・1970 年にヒトへの感染例が Roland らにより初めて報告。 

・Vibrio vulnificus は、水温の上昇する夏場に、本菌で汚染された魚介類の生食や過熱

不十分での摂食、あるいは海水から創傷を経てヒトに感染する。 

・健常人では下痢や腹痛を起こしても重症化する事はない。 

・肝硬変、肝癌など免疫能低下にある者や、鉄剤を服用している者などでは、紅斑、紫斑、

水泡、潰瘍などを伴った皮疹を形成し、敗血症を合併した場合の致死率は 50％を超える。 

・臨床像は劇症型Ａ群溶連菌感染症の壊死性筋膜炎と類似し、その鑑別が重要である。 

・2005 年のハリケーン・カトリーナによる被災者が非難したヒューストンのアストロドー

ム球場で、感染性胃腸炎が集団発生し、移送された 4 人がこれに感染し死亡した。 

 

１．発生時期・場所 

・夏場に多く、7 月～９月に患者の 

８割が集中 

⇒水温が 17℃以上で増殖が活発 

 

 

 

 

・九州地方が全体の４割 

・内海に発生が多い 

 ①平均水深が低く、海水温が温まりやすい 

②多量の雨で塩分濃度を低下させやすい 

⇒汽水域を好む本菌の増殖に適する 
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中国・四国
14.1%
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 ２．感染経路 

・「創傷型」と「敗血症型」とに大別される。 

《創傷型》：傷口からの感染 

         ・カキの殻を開ける際に手を傷つけた 

         ・海岸の岩場で足を切った 

         ・船の係留作業をしている際に怪我をしていた 

 

《敗血症型》：摂食による感染 

         ・魚介類（カキ、シャコ、エビ、カニなど）の生食 

         ・魚介類の加熱不十分なままでの喫食 

日本の発生報告の約７割が、魚介類からの経口感染による敗血症型で、創傷型は１割

程度である。 

 

３．患者の基礎疾患と転帰 

・患者の約９割は何らかの肝臓疾患（肝硬変、肝炎  

など）を有している。 

・肝機能障害を持つ患者の転帰は約７割が死亡で、肝

機能障害以外の基礎疾患、あるは基礎疾患を有しない

群に比べて有意に高い。 

・基礎疾患がない症例は全例が軽快している。 

４．臨床症状、診断のポイント 

・数時間から１日の潜伏期の後、紅斑・紫斑・水泡・

潰瘍などを伴った皮疹が見られ、発熱、悪寒、血圧の低下などの敗血症様症状を起こ

す。 

・壊死性筋膜炎に見られる人体を破壊する様から「人喰いバクテリア」の一つに数えら

れる。 

・血清鉄が本菌の増殖を促すことも知られており、治療として鉄剤を服用している貧血

患者や、鉄の代謝がうまく機能しないヘモクロマトーシス(青銅色糖尿病)の患者も、

本菌において重症化するおそれがある。 

（診断のポイント）①原因不明の四肢の激痛 

②多発性、進行性の皮膚腫脹・水泡形成・紫斑 

③基礎疾患：肝硬変、肝癌などの肝機能障害、免疫不全 

④感染経路の把握：摂食歴調査（魚介類の生食）、創傷の有無 

⑤創部、血中からの V. vulnificusの分離 

不明
1.1%

基礎疾患なし
3.8%

その他
4.9%

肝機能障害
90.3%
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５．V. vulnificusの性状 

・グラム陰性桿菌 

・やや湾曲した形状 

・オキシダーゼテスト：陽性 

・２～３％濃度の塩分を好み、海水と淡水が  

交じり合う汽水域で生息する。 

・水温が１５℃以上で増殖 

・前述の様な基礎疾患を有する者では 100 個以下の菌量でも発症すると考えられている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・白糖の分解性が無く、TCBS 培地上では緑色（培地色）のコロニーを形成する。 

・V. parahaemolyticusとは、NaCl の要求性、ONPG テストで鑑別可能 。 

 

↑右下腿から足背にかけての疼痛を伴う、水疱形成、腫脹、紅斑 

菌名

TSI L
ys

O
rn

A
rg

NaCl要求性 O
N

P
G

斜 ／ 高 G S
０
％

３
％

８
％

10
％

Vibrio cholerae Ａ ／ Ａ － － ＋ ＋ － ＋ ＋ － － ＋

fluvialis Ａ ／ Ａ － － － － ＋ － ＋ ＋ － ＋

mimicus － ／ Ａ － － ＋ － － ＋ ＋ － － ＋

parahaemolyticus － ／ Ａ － － ＋ ＋ － － ＋ ＋ － －

alginolyticus Ａ ／ Ａ － － ＋ ＋ － － ＋ ＋ ＋ －

vulnificus － ／ Ａ － － ＋ ＋ － － ＋ － － ＋



 - 8 - 

６．予防 

敗血症型の予防は、一般的なビブリオ食中毒予防に準じ、夏場の魚介類の生食を避け、

十分に加熱をした物を食べる。創傷型の予防は、創傷がある場合は海水が付着しない様

にする、足にケガをしない様に海岸では素足にならないようにする、貝類を調理する場

合はケガをしない様に手袋をする、などが上げられる。 

 

 

《《《《劇症型溶劇症型溶劇症型溶劇症型溶レンレンレンレン菌感染症菌感染症菌感染症菌感染症》》》》    

・・・・AAAA 群溶血性群溶血性群溶血性群溶血性レンサレンサレンサレンサ球菌感染症球菌感染症球菌感染症球菌感染症    

  咽頭炎、膿痂疹、峰巣織炎、猩紅熱、中耳炎、肺炎、化膿性関節炎、骨髄炎、髄膜炎、 

リウマチ熱、急性糸球体腎炎 

    

・・・・劇症型溶血性劇症型溶血性劇症型溶血性劇症型溶血性レンサレンサレンサレンサ球菌感染症球菌感染症球菌感染症球菌感染症（streptococcal toxic shock-like syndrome;TSLS）    

・突発的に発症し、急速に多臓器不全に進行する A 群溶血性レンサ球菌による 

敗血症ショック病態。 

  ・広範囲の年齢層に発症するが、特に 30 歳以上の大人に多い。 

 

①TSLS の臨床症状 

・初期症状：四肢の疼痛、腫脹、発熱、筋肉痛、血圧低下 

・軟部組織壊死、急性腎不全、成人型呼吸窮迫症候群（ARDS）、DIC、MOF 

 

②TSLS の診断基準 

   

 

 

 

ⅠGASの分離
a.通常無菌部位からのGASの分離（血液、髄液、胸水、生検組織など）
b.非無菌部位からのGASの分離（咽頭、痰、膣、皮膚表面など）

Ⅱ臨床所見
a.低血圧：成人では90mmHｇ以下の収縮期血圧、小児では年齢相当の5％以下
b.以下の所見のうち2項目以上

・腎障害：クレアチニン2mg/dl以上（成人）
小児では各年齢の正常上限の2倍以上
腎不全の既往がある症例では従来値の2倍以上

・凝固障害：血小板数10万以下またはDIC
・肝障害：GOT、GPTまたは総ビリルビン値が正常上限の2倍以上
・成人型呼吸窮迫症候群（ARDS）
・落屑を伴うことのある全身性斑状紅班
・筋炎または壊死性筋膜炎を含む軟部組織壊死
・精神および中枢神経症状。

Ⅰa＋Ⅱを満たし、免疫不全を来す基礎疾患のない者に発症し、おおむね２４時間以内に
Ⅱ項症状を来した症例は確定例、
Ⅰb＋Ⅱを満たし他の疾患を否定、Ⅰa＋Ⅱを満たすが免疫不全を来す基礎疾患がある場
合、またはⅡ項を来すまでに２４時間以上経過した症例は疑い例
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③Ａ群溶レン菌の性状 

A 群溶血性レンサ球菌 Streptococcus pyogenes（Group A Streptococcus：GAS） 

・グラム陽性球菌 

・レンサ状の配列を形成 

・カタラーゼ陰性 

・ヒツジ血液寒天上でβ溶血 

・Lancefield の血清群別：A 群 

・細胞表層蛋白抗原：M蛋白、T 蛋白 

・病原因子：M 蛋白、毒素（エキソトキシン、ス

トレプトリジン、ストレプトキナーゼなど） 

 

 ④ＴＳＬＳ発生起序 

・詳細は未だ不明 

・ＩｇM の分泌を抑制、貪食を阻止し、スーパー抗原として働く 外毒素を産生する血清

型 M-1 と M-3 に属する強毒株の存在 

・発熱毒素（Streptococcal pyrogenic exotoxin:SPE)の関与 

・宿主の免疫状態  

・未知の病原因子の獲得 

・生体内で病原因子の発現量が上昇するような変異の獲得 

・近年 M1 型、M3型の全塩基配列が明らかにされ、SPE-G、SPE-H、SPE-I、SPE-J、SMEZ 2

など新規の蛋白が同定された 

 

⑤治療 

・ペニシリン系薬と CLDM の併用が第一選択薬 

・壊死に陥った軟部組織は菌の生息部位であり、筋壊死による腎不全および代謝性アシド

ーシスの悪化を防止するため、可及的広範囲に病巣を切除する。 

 

⑥届出基準 

 

 

 

 

 

 

TSLSTSLSTSLSTSLS
5類感染症 全数把握 7日以内に届出

≪≪≪≪届出基準届出基準届出基準届出基準≫≫≫≫

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3つの基準を全て満たすもの。

１．血液または通常ならば菌の生息しない臓器からA群レンサ球菌を
検出（鏡検によるレンサ球菌の確認も含む）

２．ショック症状
３． 多臓器不全（以下の症状のうち3 つ以上）

肝不全、腎不全、ARDS、DIC、軟部組織炎（壊死性筋膜炎を含む）、
発しん、痙攣・意識喪失などの中枢神経症状
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『『『『保健所保健所保健所保健所のののの業務業務業務業務    ～～～～EHECEHECEHECEHEC 検査検査検査検査をををを中心中心中心中心にににに～～～～』』』』    

                                   

豊中市健康福祉部 保健所準備プロジェクトチーム 

大阪府立公衆衛生研究所 感染症部細菌課 

温井 正博 

 

４月に市立豊中病院から上記部署に異動となりました。                       

今後も微生物部会世話人を続けてまいりますのでよろしくお願いいたします。 

 

来年度、豊中市が中核市に移行されることにより、大阪府が管轄している豊中保健所が、

豊中市に移譲されることになりました。来年度からは“豊中市保健所”として稼働します。

その為にこの１年間、大阪府立公衆衛生研究所で研修と、保健所稼働の準備を行っています。 

ここで、保健所の業務内容を、特に食品からの腸管出血性大腸菌の検査方法について述べた

いと思います。 

 

◆◆◆◆保健所保健所保健所保健所のののの設置設置設置設置    

 地域保健法では、保健所は都道府県、政令指定都市、中核市、保健所政令市、特別区が設

置することとされています。 

 ≪参考≫ 保健所を設置する市 

  （政令指定都市）  人口 50 万人以上の市のうち、政令で指定された市。 

    大阪市、堺市 

 

（中核市）  人口 30 万人以上の市に政令指令都市並みの権限を移譲 

する制度。高槻市、東大阪市、豊中市（来年度予定） 

    

◆◆◆◆保健所保健所保健所保健所のののの業務業務業務業務    

 保健所は次に掲げる事項のうち、企画、調整、指導及びこれらに必要な事業を行うとされ

ています。 

 また保健所には医師、歯科医師、薬剤師、獣医師、保健師、助産師、看護師、診療放射線

技師、臨床検査技師、栄養士、歯科衛生士、精神保健福祉相談員、その他保健所の業務を

行う為に必要な職員が置かれます。保健所の業務の一部を下記に示します。 
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  ・地域保健に関する思想の普及及び向上 

  ・人口動態統計そのた地域保健関係統計 

  ・医事、薬事 

  ・治療方法が確立していない疾患その他の特殊の疾病の予防 

・歯科保健、精神保健 

  ・エイズ、結核、性病、伝染病その他疾病予防 

 ・住宅、水道、下水道、廃棄物処理、清掃そのた環境の衛生に関すること 

 ・母性及び乳幼児、老人保健 

・衛生上の試験、検査 

 ・栄養改善及び食品衛生 

  ・地域住民の健康の保持及び増進に関すること 

  ・保健師に関すること など 

 

◆◆◆◆検査実施項目検査実施項目検査実施項目検査実施項目    

保健所で実施する検査を挙げてみました。現在の豊中保健所は、衛生検査施設が無いため、

食品衛生、食中毒、理化学検査などが実施できるよう、今年度に改修し新たに施設を整備

します。ただし、一部の検査については大阪府立公衆衛生研究等で行われます。    

   

○感染症、食中毒検査 

   結核、赤痢、サルモネラ、コレラ、腸管出血性大腸菌、カンピロバクター、 

ノロウイルス、ロタウイルスなど 

   

○食品収去検査 

食の安全性を確保するために、食品衛生法に基づき，製造所や販売店等から検査のた

めに無償で必要な量の食品を採取し，検査を行うこと。 

食品細菌：一般細菌数、大腸菌群数、カンピロバクター、サルモネラ、黄色ブドウ球

菌など 

   理化学検査：保存料、漂白剤、発色剤、甘味料、着色料など 

  

  ○蟯虫卵検査 

○水質環境検査 

   ・水道水、飲用井戸水の細菌検査（一般細菌、大腸菌）や理化学検査（亜硝酸窒素、

有機物、塩化物イオンなど） 

   ・公衆浴場水、遊泳場水の細菌検査（一般細菌、大腸菌群,レジオネラ菌）や理化学検
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査（過マンガン酸カリウム消費量、遊離残留塩素など） 

   ・クリプトスポリジウム、腸管出血性大腸菌検査 

   ・特定建築物の検査：ホルムアルデヒド、粉塵、一酸化炭素など 

   ・家庭用品検査：衣類中のホルムアルデヒドなど 

   

他に、臨床検査技師の業務としては臨床検査技師等に関する法律に基づく事務等があり

ます。これは、衛生検査所の開設・廃止に関しての登録、報告聴取、立ち入り検査、衛

生検査所精度管理等の業務です。 

 

◆◆◆◆食品食品食品食品のののの細菌検査細菌検査細菌検査細菌検査    

  保健所では、食品の細菌検査があります。病院で行われる細菌検査とは方法や用いられ

る培地などが違います。 

  ４月末に富山、神奈川などで焼肉店のユッケから腸管出血性大腸菌 O111 や O157 のよる

食中毒事件がありましたので、食品からの腸管出血性大腸菌の検出について紹介します。 

  6 月 3日付けで厚生労働省から、食肉からの「腸管出血性大腸菌 O111 の検査法について」

が通知されましたが、今回は O111 よりも分離率の多い 0157 と O26 について書かせてい

ただきます。 

 

  腸管出血性大腸菌腸管出血性大腸菌腸管出血性大腸菌腸管出血性大腸菌 O157O157O157O157 及及及及びびびび O26O26O26O26 のののの検査法検査法検査法検査法についてについてについてについて    

食肉（内臓を含む）、食肉製品及びチーズについては培養法のみ行う。また、その他の

食品についてもベロ毒素(VT)遺伝子検出法を行うための設備を整えることができない

場合については培養法のみを行って差し支えない。 

 

１．検体の採取 

    食品検体は 200g 以上を採取する。水は蛇口をアルコール綿等で殺菌後、3Ｌ以上を

採取する。塩素消毒されている水はチオ硫酸ナトリウムで中和する。 

 

２．試料の調整 

    食品は、25g をストマッカー袋に秤量。水はメンブレンフィルターで濾過。 

 

３．増菌培養 

    ストマッカー袋にノボビオシン加 mEC 培地を 225ml 加えて１分間ストマッカーで処

理後、42±１℃で 22±２時間培養する。水は濾過したフィルターまたは、遠心して

得られた沈渣を中試験管に入れ、ノボビオシン加 mEC 培地を 15ml 加えて、42±１℃



 - 13 - 

で 22±2 時間培養する。 

 

４．DNA 抽出   

    培養液 0.1ｍlを 10000×ｇ10分間遠心し、上清を取り除いた沈渣に滅菌した 50ｍ

Ｍ NaOH0.1ml 添加して 100℃10 分間加熱処理する。その処理液 50μlを 1MTris‐

HCl8μl で中和し、遠心（10000×ｇ10分間）上清を検体とする。 

    LAMP法を使用する場合は、当キットに含まれるDNAアルカリ抽出試薬を使用できる。 

 

５．VT の検出 

    抽出した DNA テンプレートを用いて VT遺伝子の検出試験を実施する。陰性であった

場合は試験を終了する。陽性の場合は当日中に O157、O26 を対象とした分離培養を

行う。 

1）PCR 法 

市販のキットまたは公表されているプライマーを使用。PCR 産物の電気泳動にお

いては、1000bp 以下の核酸分離に対応したアガロースゲルを使用する。 

≪例≫ 

Template                5.0μl 

Distilled water            34.75μl 

10×Ex Taq Buffer            5.0μl 

dNTP Mixture              4.0μl 

TAKARA EX Taq            0.25μl 

5pmol／プライマー（Sense）    0.5μl 

         （Antisense）0.5μl 

Sense:5’-GAA CGA AAT AAT TTA TAT GT-3’ 

Antisense:5’-TTT GAT TGT TAC TGT CAT-3’ 

94℃１分、43℃1.5 分、72℃1.5 分を 40サイクル 

増幅 DNA905bp 

    

2）LAMP 法 

Loopamp 腸管出血性大腸菌検出試薬キット 

3）Real‐timePCR 法 

  市販のキットまたは公表されているプライマー及びプローブを使用。 

 

６．免疫磁気ビーズ法 
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   O157、O26 大腸菌分離を目的に、増菌培養液を各血清型の免疫磁気ビーズ法に供

試する。 

   各添付文章を参照 

     ・免疫磁気ビーズ O157「生検」（デンカ生検） 

     ・Dynabeads anti-E.coliO157 （ダイナル製造：ベリタス販売） 

 

７．分離培養 

  増菌培養液の直接塗抹培養及び免疫磁気ビーズ濃縮液の塗抹によって行う。 

36±１℃で 18－24 時間培養。 

血清型 O157 の分離には、CT－SMAC を必ず使用し、酵素基質培地として、クロモア

ガーO157、クロモアガーO157TAM、レインボーアガーO157、CT－O157、BCMO157、H7ID

のうち１種類以上併用すること。 

血清型 O26 の分離には、CT－RMAC を必ず使用し、CT‐ViRXO26、CT－SMAC、CT－ColiID

等、大腸菌が鑑別できる培地を１種類以上併用すること。 

 

８．血清型別試験 

    ・病原大腸菌免疫血清（デンカ生検） 

・E.coli O157－Ｆ、E.coli O26－Ｆ（デンカ生検） 

その他同等品も使用できる。 

  

９．生化学的性状 

     TSI 寒天培地、LIM 培地、CLIG 培地、各種キット等を使用できる。 

 

10．VT 確認試験 

    １）PCR 法 

    ２）RPLA 法 

      VTEC‐RPLA（デンカ生検）等 

３）イムノクロマト法、ELISA 法、蛍光免疫法 

      キャピリア VT、デュオパス・ベロトキシン 等 

 

  11．判定 

   腸管出血性大腸菌 O157 または O26 は分離されたことをもって陽性とする。VT遺伝子

検出法によって陽性であったが、血清型 O157 及び O26 の分離ができなかった場合は

陰性とする。 
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O111 の検査に関しては、O111 用免疫磁気ビーズ法を用い、ソルボースを分解しな

いという性状を利用した培地（CT-SBMAC）や、酵素基質を使った培地などが使わ

れます。また、イムノクロマト法を用いて O111 を検出できる試薬が研究用、食品

検査用として販売されています。さらに本菌はリジン脱炭酸が陰性、運動性が陰

性の事が多いです。 

以上、保健所の業務について述べた。 

 

＜文献＞ 

平成 23 年度食品衛生小六法 

地域保健ノート 2011 

豊中市派遣研修資料 
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大阪赤十字病院 

市村 佳彦 

 

 

 

 

設問設問設問設問①①①①：：：：感染成立感染成立感染成立感染成立ののののメカニズムメカニズムメカニズムメカニズム    

  

感染症が成立するのには、3 つの因子が必要でそれは（  ）、（  ）、（  ）である。 

感染症成立の詳細なメカニズムはつぎの５つのステップよりなる。 

まず第一に、宿主の周辺に感染源となる（  ）が必要である。 

次に、それが宿主の特定の（  ）から宿主の体内に侵入する。 

侵入した病原体は、標的の臓器に（  ）し、続いて（  ）を始める。 

その過程で種々の毒素が産生され、（  ）が引き起こされる。こうして感染症が成立する。 

 

設問設問設問設問②②②②スタンダードプリコーションスタンダードプリコーションスタンダードプリコーションスタンダードプリコーション    

  

スタンダードプリコーション（標準予防策）は、1996 年にアメリカ CDC がそれまでの、 

普遍的予防策および生体物質隔離策などをまとめる形で、「病院における隔離予防策のための 

ガイドライン」で発表した。このガイドラインは二段階の予防策からなっており、最も重要

な段階として、診断名や疑われる（  ）にかかわらず、病院における（  ）の患者にケ

アを行うための対策である。 

 この対策は、既知および（  ）の両方感染源からの病原体の伝播リスクを減少させる。 

特別に注意を払うものとして 4項目が挙げられている 

1）（  ）２）（  ）を除くすべての体液、分泌液、および浸出液（目で見て血液を含んで

いるかどうかに（  ））、３）正常ではない（  ）、４）（  ）に適応する。 

 

【【【【問題問題問題問題】】】】    

カッコに当てはまることばを記

入してください。 
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設問①：感染成立のメカニズム 

  

感染症が成立するのには、3 つの因子が必要でそれは（感染源感染源感染源感染源）、（感染経路感染経路感染経路感染経路）、（感受性宿感受性宿感受性宿感受性宿

主主主主）である。 

感染症成立の詳細なメカニズムはつぎの５つのステップよりなる。 

まず第一に、宿主の周辺に感染源となる（病原体病原体病原体病原体のののの存在存在存在存在）が必要である。 

次に、それが宿主の特定の（侵入門戸侵入門戸侵入門戸侵入門戸）から宿主の体内に侵入する。 

侵入した病原体は、標的の臓器に（定着定着定着定着）し、続いて（増殖増殖増殖増殖）を始める。 

その過程で種々の毒素が産生され、（臓器障害臓器障害臓器障害臓器障害）が引き起こされる。こうして感染症が成立する。 

 

設問②スタンダードプリコーション 

  

スタンダードプリコーション「標準予防」）は、1996 年にアメリカ CDC がそれまでの、 

普遍的予防策および生体物質隔離策などをまとめる形で、「病院における隔離予防策のための 

ガイドライン」で発表した。このガイドラインは二段階の予防策からなっており、最も重要な 

段階として、診断名や疑われる（感染症感染症感染症感染症）にかかわらず、病院における（すべてすべてすべてすべて）の患者にケ

アを行うための対策である。 

 この対策は、既知および（未知未知未知未知）の両方感染源からの病原体の伝播リスクを減少させる。 

特別に注意を払うものとして 4項目が挙げられている 

1）（血液血液血液血液）２）（汗汗汗汗）を除くすべての体液、分泌液、および浸出液（目で見て血液を含んでいる

かどうかに（かかわらないかかわらないかかわらないかかわらない））、３）正常ではない（皮膚皮膚皮膚皮膚）、４）（粘膜粘膜粘膜粘膜）に適応する。 

許可なく転載および複写はご遠慮下さい 
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