「微生物検査の将来展望」 語句解説

年を振り
返って

講演 1
病原真菌の新分類が
検査分野にもたらすインパクト

10

ITS
Internal Transcribed Spacer（内部転写領域）の略称．スペーサー領
域とも呼ばれる．真菌の場合，18S rDNA と 26S rDNA（細菌の場合は
16S と 23S）の間の領域で，遺伝子検査による分類や同定に利用され
る（図）．ITS を含む領域を真菌もしくは細菌に共通のプライマーを用

講演 １

いて PCR で増幅し，ITS 領域の塩基配列を決定し比較することで種を

国際動物命名規約

同定する．

動物の学名を決める際の唯一の国際的な規範である．現在の最新版
は第 4 版（1999 年）で，
本規約が定めるのは学名の適切な用法であり，

講演 ２

分類学的判断には関与していない．
学名とは，生物などの分類に用いる学問上の世界共通の名称で，国
際的な命名規約に基づき，属名と種小名による二命名法がとられ，

講演 ３

ラテン語またはラテン語化した名詞と形容詞で表す．

国際細菌命名規約
細菌の分類命名はこの規約に基づき決定される．この規約は 4 年

講演を
終えて

に 1 度開催される International Union of Microbiological Societies
（IUMS）で議論され改正される．

抗真菌薬の投与中に生じる新たな真菌感染症のこと．深在性真菌症

語句解説

本規約では，種（species および亜種 subspecies）以上の細菌の分類

は診断が難しく，また発症時には重篤な症状を呈するため，原因菌

を取り扱う．種の提案には必ず基準株（type strain）が 1 株だけ指定

の同定前に投薬を開始することから，このような感染症が発症する．

され，裁定委員会に提案しない限り基準株は変更できない．
細菌の学名はラテン語の二命名法（属名＋種形容語）で表記される．
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例えば大腸菌は和名の通俗名であって，学問的には Escherichia coli
となる．Escherichia はこの菌種が属する属名を表し，coli は種形容語
（speciﬁc epithet）と呼ばれる．学名の表示は，本文の他の部分と区
別できるように異なった字体（例えばイタリック体）にすることが望ま
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しい．

莢膜血清型

連 載
ダイエット

莢膜は，細菌が細胞壁の外側に分泌したゲル状
の粘質物が層状に蓄積したものである．莢膜を
産生する菌には肺炎球菌，チフス菌，炭疽菌な

検査と私

どがある（図）
．莢膜は主に多糖類から成り，多
糖類は抗原性を有する．抗原性は菌株によって
異なり，抗原性の違いを利用した分類を血清型
(serotype：莢膜を意味するドイツ語 Kapsel の頭

医の提言

文字から K 抗原 ) と呼ぶ．莢膜は，宿主の貪食
細胞による殺菌を逃れるのに都合がよいため，莢
膜を持つ菌は宿主の生体内で増殖しやすく，高病

徒然なる
ままに︒

原性となる．
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講演 2
臨床微生物検査の今後の展望

細胞浮遊液を細い 1 本の流れにし，1 つ 1 つの細胞をレーザー光によ
年を振り
返って

り測定する（図）．散乱光により細胞の大きさや形状，内部構造の違

10

いを測定できる．
また蛍光も測定でき，
蛍光物質による染色で DNA 量，
Ca2＋量を，蛍光免疫染色で細胞表面マーカーの測定が可能．測定結

ノカルジア症

講演 １

果に基づき特定の細胞群を分取することもできる．

ノカルジア属細菌による感染症で，日和見感染症として見られること

15 〜 25 塩基程度の一本鎖 DNA．PCR で増幅する領域の両端の配列

菌として観察される．

で，増幅領域を指定する役割．通常は 2 種類のプライマーを一度の

ノカルジアは呼吸器，皮膚軟部組織，中枢神経系の感染症を引き起

PCR に用いる．検体に 2 つのプライマーと相同性が高い（類似した）

こす．ノカルジア感染症の半数以上は呼吸器感染症の肺ノカルジア

配列があれば増幅産物が得られる．菌種や遺伝子に特異的な配列を

感染症が占める．確定診断は膿汁のグラム染色および抗酸菌染色が

プライマーに用いると，特定の菌種や特定の遺伝子を持つかが判定

重要である．一般細菌に比べ，ノカルジア属細菌の増殖は遅いので

できる．多くの種に共通な配列をプライマーに用いると，多くの菌種

注意が必要である．通常，好気条件で１〜 4 週間の培養により特徴

で増幅産物が得られ，その増幅産物の塩基配列を決定し比較するこ

的なコロニー形成が認められる．抗菌薬療法はサルファ剤，ST 合剤が

とで菌種の同定ができる場合がある．

講演 ３

プライマー

線菌で，塗抹染色ではフィラメント状で分岐形成を示すグラム陽性桿

講演 ２

が多い．ノカルジアは土壌細菌として自然界に広く分布する好気性放

講演を
終えて

第一選択薬となる．

フローサイトメトリー

狂犬病
語句解説

ラブド ウ イルス 科 リケ ッチ ア ウ イルス 属 の１型
（genotype1）に分類される狂犬病ウイルスにより発
症する．ほとんどの哺乳類に感染可能で，発症すれ
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ばほぼ 100％死亡する．WHO の試算では世界で年
間 5 万人が狂犬病により亡くなっている．感染症法
の四類に分類されているため，診断した医師には届
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け出義務がある．
咬傷から発症までの潜伏期間は通常 1 〜３ヵ月で，
発病の最初の徴候は発熱・不安感・倦怠感など非特
異的である．１〜 10 日間の前駆期に続いて出現する

連 載
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急性神経症状には，狂躁型（脳炎）と麻痺型の 2 型
があり，狂躁型は 80％でみられる．狂躁型では間欠
的な不穏・興奮・錯乱を示し，唾液の分泌亢進がみ

検査と私

られ，約半数で喉咽頭筋群の痙攣を起こして，痙攣
に伴う痛みから恐水症（水を飲むことを極度に恐れ
る）や恐風症（顔に風が当たっても咽頭の痙攣が誘
発される）の症状がみられる．一方，発症者の 20％

医の提言

は麻痺型を示し，上行性の運動麻痺を認める．狂躁
型も進行すると麻痺状態になり，２〜 14 日間経過の
後，昏睡になり死亡する．ワクチンによる感染予防

徒然なる
ままに︒

が可能である．
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D1/D2 領域
年を振り
返って
10

Buruli 潰瘍

真菌の 26S rDNA の一部分で，約 600 塩基対ある．この領域の塩基

抗酸菌の Mycobacterium ulcerans による皮膚感染症で，西アフリ

配列を比較することで菌種同定が可能になる．真菌の菌種同定には

カ諸国で猛威をふるっている．アフリカのウガンダの Buruli 地方で

D1/D2 領域とともに ITS 領域が適している．

「大きな皮膚潰瘍」の患者さんが多くいたことから命名された．現在
までに世界では 30 ヵ国以上から報告があり，年間約 5,000 例の新

講演 １
講演 ２

リステリア菌（Listeria monocytogenes ）

規患者さんが報告されている．日本では 1980 年に１例目が報告され，

鳥類，家畜，野性動物にも認められる人獣共通感染症である．通

2004 年からは毎年報告があり増加している．これは学会発表や論文

性嫌気性のグラム陽性非芽胞桿菌で，土壌，水，動物（家畜）の腸

発表などにより臨床医に Buruli 潰瘍が疾患として認識され始めたた

管内などに分布しており，健康成人の糞便からもまれに検出され，

めと考えられる．2011 年末までに合計 32 例の患者さんが報告されて

ウサギに本菌を接種すると単球（monocyte）が増加することから

いるが，全て国内での感染例である．ヒトからヒトへの感染は報告

講演 ３
講演を
終えて

“monocytogenes ” という菌種名が付けられた．ただし，ヒトのリス

されていない．

テリア感染症では単球の増加は認められない．

抗酸菌は基本的に外毒素や内毒素を産生しないが，M. ulcerans は外

母親から新生児に感染する垂直感染と，汚染された肉類や乳製品に

毒素（マイコラクトン，別名：マクロライド毒素）を産生し，細胞傷害

よる経口感染がある．

性と，局所免疫抑制作用がある．また，細胞壊死作用があるために

新生児がリステリア菌に感染すると，髄膜炎，敗血症，胎児肺血性

皮膚潰瘍を形成する．

肉芽腫症を引き起こす．日本における小児細菌性髄膜炎のうち１〜 3％

Buruli 潰瘍の感染経路は，まだ明らかにされておらず，土中や水中に

を占める．成人の場合は悪性腫瘍，糖尿病，膠原病，肝硬変などの

常在している原因菌が何らかの方法で皮膚の傷口から侵入するか，媒

基礎疾患を有する免疫機能の低下した患者さんにおいて，髄膜炎や

介生物に刺咬されるなどが想定されている．

敗血症として日和見感染の形で発症する．
語句解説

特異的な臨床症状がないので，臨床症状からリステリア感染症を推

日本紅斑熱

定することは難しい．確定診断には，各種感染病巣から本菌を証明

紅 斑 熱 群リケ ッチアの 一 種リケ ッチア・ジャポ ニ カ（Rickettsia

することが必要となる．

japonica ）を起因病原体とする感染症で四類感染症に定められてい
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る．リケッチアは細胞外では増殖できない偏性細胞内寄生細菌であ
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GBS（Group B Streptococcus ，B 群溶血性連鎖球菌）

る．ダニ媒介性疾患の一つであり，リケッチアを持つダニ（有毒ダニ）

連鎖球菌は溶血性により，
α（不完全溶血）
，
β（完全溶血），
γ（非溶血）

に刺咬されたときだけ感染する．野山に入りマダニに刺咬されること

に分類される．β溶血性を示す菌はβ溶血性連鎖球菌と呼ばれ，医学

により感染するため，発生はダニの性質，生息域，活動などに影響

的に重要な菌種が含まれている．β溶血性連鎖球菌は，細胞壁の構成

を受ける．

成分である多糖抗原の違いにより A 〜 V（ I ，J は除く）に群別されてお

症例数は 1994 年まで年間 10 〜 20 例程度であったが，1995 年頃より

り，GBS はこの B 群に該当する．具体的な細菌として，Streptococcus

増加に転じ，1999 〜 2001 年には年間 40 例近くになった．発生地域

連 載
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agalactiae が該当する．直腸および膣の常在細菌の一部として存在し，

は，1998 年以前は鹿児島県，宮崎県，高知県，徳島県，兵庫県（淡

新生児期および産褥期の母児感染が問題となる．感染経路としては

路島），島根県，和歌山県，三重県，神奈川県，千葉県などであったが，

上行性の子宮内感染，産道感染などの垂直感染が多い．新生児の肺

1999 年以降拡大し，広島県，長崎県，静岡県でも発生がみられるよ

炎や髄膜炎，敗血症の原因菌となる．また，糖尿病など免疫不全の

うになった．
本症はわが国特有の疾患であるが，
同様の紅斑熱群リケッ

成人で肺炎の原因となることもある．

チア症は広く世界に分布しており，輸入感染症としても重要である．

医の提言
徒然なる
ままに︒
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が広く用いられてきたことが指摘されている．また，欧州では鶏やブ
タなどの飼料に，バンコマイシンに類似したアボパルシンという抗生
年を振り
返って

講演 3
検査データを利用した院内感染
対策サーベイランスシステムの実用化

剤が添加されており，これらの肉を食べた結果，ヒトに感染拡大し

10

たと考えられている．わが国においても，1996 年に京都で尿路感染
症の患者さんから初めて検出され，アボパルシンの日本での使用は

講演 １

1997 年 3 月より禁止となっている．

ヒストグラム
状況を視覚的に認識できる．主に統計学や数学，画像処理等で用い

中央値，範囲，四分位数間領域を表すグラフ．

られる．

長方形の箱の両端が 25 パーセンタイル，75 パーセンタイルを，箱の

ヒストグラム（Histogram）は，イギリスの統計学者カール・ピアソン

中の線が中央値を示す．

によって 1895 年に創案された言葉で，ギリシャ語で「すべてのものを

ひげは箱の長さの 1.5 倍の範囲内の最も離れたデータを示し，ひげの

直立にする」という意味を持つ “histos” と，
「書いたりすること」とい

外にあるデータは外れ値の可能性があるため○で示される．

講演 ３

箱ひげ図

講演 ２

統計グラフの一種で，縦軸に度数，横軸に階級をとる．データの分布

う意味を持つ “gramma” を合わせたものである．

パーミル（プロミル）
講演を
終えて

1/1000 を１とする単位．1‰＝ 10 -3 ＝ 1/1000 ＝ 0.001 ＝ 0.1％．トンネ
ル・用水路などの勾配や血中アルコール濃度の表示などに用いられる．

語句解説

CLSI（Clinical and Laboratory Standards Institute）
臨 床・ 検 査 標 準 協 会．1968 年 に NCCLS（National Committee for
Clinical Laboratory Standards；米国臨床検査標準委員会）として米
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国で設立され，2005 年に CLSI へ名称を変更した．
グローバルで非営利な組織であり，多くの臨床検査に関わる標準や指
針の作成を行っている．薬剤感受性の判定にも CLSI の基準が広く使
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われている．

アメリカでは VRE が高い
VRE（バンコマイシン耐性腸球菌）は 1986 年にヨーロッパで初めて発

連 載
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見され，1990 年代にはヨーロッパやアメリカなどで急速に拡大し，現
在，それらの地域では，ICU などで分離される腸球菌の 20%以上が
VRE と判定されている．

検査と私

VRE が欧米で広がった原因として，欧米ではバンコマイシンの使用の
歴史が長く，また MRSA 以外の肺炎球菌などにも，バンコマイシン

医の提言
徒然なる
ままに︒
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