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Ⅰ. 採点区分：44点満点 

設問13（同定） 3点 

設問14（同定） 3点 

設問14（感受性） 20点 

設問14（推定される耐性機構） 2点 

設問14（行政対応） 2点 

設問14（臨床へのコメント） 2点 

設問13･14（合計） 32点 

フォト設問1（推定微生物名） 2点 

フォト設問1（行政対応） 2点 

フォト設問2（推定微生物名） 2点 

フォト設問3（推定微生物名） 2点 

フォト設問4（推定微生物名） 2点 

フォト設問5（推定耐性機構） 2点 

フォトサーベイ（合計） 12点 

総合計 44点 

 

Ⅱ. 試料13 

＜同定検査＞ 

正解 ：Edwardsiella tarda 

正答率：95.6%（43/45施設） 

 

【解説】 

本設問では、下痢便由来のEdwardsiella tardaを出題

した。 

Edwardsiella tardaは淡水・海水の魚類由来の報告が

多く、ウナギにおけるパラコロ病の原因菌である1)。

ヒトへの感染では腸管外感染症と腸管感染症に大別さ

れ、海外での報告では80%が腸管感染症で、腸管外感

染症の大半は魚のヒレ等による創傷感染である1, 2)。

菌血症はまれであるが、死亡率は約45％であり1)、胆

道疾患、悪性腫瘍、糖尿病等の免疫不全を来す基礎疾

患を有していたと報告されている2)。 

ヒトの腸管内にcolonizationすることは極めてまれで、

腸管感染症を発症した場合、他の感染性腸炎と同様に

多くは自然軽快するが、免疫不全を有する患者では重

症化することが知られている2)。本菌が腸管から検出

された場合、報告対象外としている施設があるようだ

が、これを契機に、感染性腸炎の原因菌として扱って

いただきたい。 

コロニー所見は、SS寒天培地でSalmonella属菌と類

似した集落を形成する。しかし、生化学的性状ではイ

ンドール陽性、コリスチン耐性であり、その点が

Salmonella属菌との鑑別ポイントとなる。 

本菌は腸内細菌科細菌(Enterobacteriaceae)の1種であ

ったが、現在では腸内細菌目、Hafnia科に分類されて

いる。腸内細菌科細菌は2016年に再編成され、7つの科

（Budviciaceae, Enterobacteriaceae, Erwiniaceae, Hafni-

aceae, Morganellaceae, Pectobacteriaceae, Yersiniaceae）

に分けられた3)。そのため、現在では、以前の腸内細菌

科細菌を指す場合、腸内細菌目細菌(Enterobacterales)と

表現するのが正しい。CLSIのドキュメントにおいても

M100-30EdからEnterobacteriaceaeがEnterobacteralesに

変更されている。設問には関係ないが、是非覚えてお

いていただきたい点である。なお、学名のスペルミス

が散見されたので、再度確認をお願いしたい。 

 

Ⅲ. 試料14 

<同定検査> 

正解 ：Klebsiella pneumoniae CRE 

 ニューデリー・メタロβラクタマーゼ 1（NDM-1） 

正答率：100%（45/45施設） 

<耐性機構> 

正解  ：メタロβラクタマーゼ 

正解率：92.9 %（39/42 施設） 

＜行政対応＞ 

正解 ：5類感染症、診断後 7日以内に最寄りの保健

所に届け出る。 

正答率：97.6 %（41/42 施設） 

<臨床へのコメント> 

正解 ：メタロβラクタマーゼ産生株が検出されま

した。接触感染による院内感染にご注意ください。ま

た、抗菌薬の選択にご留意ください。 

正答率：100 %（45/45 施設） 

 

判定カテゴリー:S, Sensitive; I, Intermediate; R, Resistance 



 

表1. 供試菌の薬剤感受性結果（微量液体希釈法*） 

抗菌薬 判定カテゴリー MIC（µg/mL） 

CAZ R >8 

MEPM R >2 

AZT R >8 

AMK R >32 

LVFX R >4 

* Neg Combo EN3Jパネル（ベックマン・コールター）

による測定結果 

 

表2. 供試菌の薬剤感受性結果（ディスク拡散法*） 

抗菌薬 判定カテゴリー 阻止円径

（mm） 

CAZ R 6 

MEPM R 10 

AZT R 14 

AMK R 6 

LVFX R 12 

* センシディスク（日本BD）による測定結果 

 

表3. CLSI M100-Ed30の判定基準 4) 

微量液体希釈法（µg/mL） 

 

表4. CLSI M100-Ed30の判定基準 4) 

 ディスク拡散法（mm） 

 

表5.薬剤感受性検査 判定カテゴリー回答結果 

   ： 正解  

正答率： CAZ：97.6 %、MEPM：100 %、AZT：

97.6 %、AMK：97.6%、LVFX：82.9% 

 

本設問では、Klebsiella pneumoniae ニューデリー・メ

タロβラクタマーゼ1（NDM-1）産生菌を出題した。 

NDM-1産生菌は、クラスB βラクタマーゼ（メタ

ロβラクタマーゼ）に分類され、他の耐性遺伝子を

同時に保有することが多く、カルバペネム系薬を含む

全てのβラクタム系薬に耐性であるとともに、アミ

ノグリコシド系薬やフルオロキノロン系薬に対しても

同時に耐性を示すことが報告されている 5, 6)。NDM-1

産生菌の多くは、大腸菌や肺炎桿菌といった腸管内の

常在細菌叢を形成する菌であるため、インド・パキス

タン・バングラデッシュ等の流行地からの帰国者は、

NDM-1産生菌を腸管内に保菌している可能性を考え

る必要がある。このような耐性菌が、糞便から手指を

介して伝播される可能性を考慮し、院内感染対策とし

て手洗いや手袋の適切な使用等標準予防策の徹底が重

要となる。万が一分離された場合には他の多剤耐性菌

と同様に、接触感染予防策を含む感染対策を講じる必

要がある 5, 6)。 

本菌も、NDM-1の他にCTX-M-1、CTX-M-9、 

TEM、SHV、CITと多くの耐性遺伝子を保有してい

た。βラクタム系薬の阻害剤であるSMAまたはジコ

ピリン酸、ボロン酸、クラブラン酸を組み合わせて使

用することによりESBLやAmpC過剰産生を確認す

ることが可能であるため 7)、極力、観察していただき

たい。また、SMAディスクによるメタロβラクタマ

ーゼ試験を実施したものの陽性判定に至らなかった施

設が散見された。NDM-1産生菌はSMAディスクの

取り扱い説明書に記載されたディスクの距離（1.5～

抗菌薬 S I R 

CAZ ≦4 8 ≧16 

MEPM ≦1 2 ≧4 

AZT ≦4 8 ≧16 

AMK ≦16 32 ≧64 

LVFX ≦0.5 1 ≧2 

抗菌薬 
ディスク 

含量 
S I R 

CAZ 30 μg  ≧21 18-20 ≦17 

MEPM 10 μg ≧23 20-22 ≦19 

AZT 30 μg ≧21 18-20 ≦17 

AMK 30 μg  ≧17 15-16 ≦14 

LVFX 5 μg ≧21 17-20 ≦16 

抗菌薬 回答数 S I R 判定なし 

CAZ 40 0 0 39 1 

MEPM 40 0 0 40 0 

AZT 38 0 0 37 1 

AMK 39 0 0 38 1 

LVFX 40 0 7 33 0 



2cm）より狭くすることで検出が可能となるため、再

確認していただきたい。なお、mCIMの検査体制が整

っていない施設は、導入について検討されることを願

いたい。 

本設問の薬剤感受性の判定基準としてCLSIドキュ

メントM100-Ed30を指定したが、LVFXの判定基準

が低濃度に対応していない施設は17.1 %（7/41施

設）認められた。腸内細菌目細菌のLVFXおよび

CPFXの判定基準の変更はM100-Ed29（2019年）に

変更となった。低濃度測定未対応の施設は、早急に検

討し、対応することを願いたい。また、MICのみを

回答した施設が散見されたが、CLSIのホームぺージ

でM100-Ed30が公開されているため、MICが測定可

能であれば、カテゴリーの判定は可能である。したが

ってこれらは不正解とした。 

 

Ⅳ．フォトサーベイ 

【設問 1】 

＜推定微生物名＞ 

正解  ：Legionella pneumophila 

正答率：100 %（45/45施設） 

＜行政対応＞ 

正解 ：4類感染症、診断後直ちに最寄りの保健所に

届け出る。 

正答率：100 %（45/45 施設） 

 

レジオネラ属菌はグラム陰性桿菌で、元来アメーバ

ーに寄生する土壌細菌の1つであるが、冷却塔水や循

環式給湯設備等を感染源とする市中肺炎および院内肺

炎、ときに集団感染の起因菌として重要視されてい

る。本属は60菌種以上から成り、そのうち 20菌種以

上でヒトへの病原性が確認されている 8)。細胞内寄生

性であるため通常のグラム染色では染まりにくく、ヒ

メネス染色を用いると細胞内に赤色に染まる菌体が観

察される 9, 10)。 

診断の gold standardは分離培養による菌の検出である

が、発育因子として鉄とL-cysteineを要求するため通

常の培地には発育せず、B-CYEα培地を基礎に抗生剤

を含有した選択培地（WYO培地、GVPC培地、

MWY培地、等）が必要となる 10)。なお、汚染がひど

い臨床検体は、低pH処理や 50℃20分熱処理等の前

処理を行ってから培地に接種すると雑菌の発育をある

程度抑制でき、青みがかった白色の水っぽい集落が観

察される 9, 10)。 

しかし、培養同定には期間を要するため、迅速診断法

として尿中抗原検査が広く用いられている。従来のキ

ットでは、頻度が最も高いL. pneumophila血清型1の

みしか検出できなかった。しかし、それ以外のレジオ

ネラ属菌や血清型による肺炎も 3割程度存在するとさ

れており 1)、現在では複数の血清型を検出できるキッ

トが販売されている。これを機に自施設で導入されて

いる検査キットの特性を確認しておきたい。その他の

診断法には直接あるいは間接蛍光抗体法、PCR法、

LAMP法、血清抗体価の測定等がある 8）。 

レジオネラは多くがエアロゾル感染であるため、検

査の際には必要な感染対策を講じなければならない。

検査室はバイオセーフティレベル 2（BSL2）施設

で、エアロゾルや水滴を飛散させる可能性がある操作

を行う際は安全キャビネット内で行うことが義務付け

られている 10)。 

レジオネラ症は感染症法の４類感染症 11)として全

数報告対象疾患であり、報告数は年々増加傾向にある

12)。今後も増加が予想され、検査室においては正しい

診断に寄与できる体制を備えておきたい。 

 

【設問2】 

＜推定微生物名＞ 

正解  ：Yersinia enterocolitica 

正答率：97.8%（44/45施設） 

 

Yersinia enterocoliticaは腸内細菌目、Yersinia科に属す

るグラム陰性桿菌で、一般的には発熱、下痢、腹痛等

を主症状とする胃腸炎の原因菌である 13)が、腸管膜の

マクロファージに寄生し、回腸末端炎、腸間膜リンパ

節炎や敗血症等の腸管感染症以外の病状を呈すること

もある 14)。本菌はブタ等の家畜、げっ歯類、イヌ等に

分布しており、本菌に汚染された豚肉、井戸水、湧水、

これらから2次的に汚染された食品（野菜サラダ等）

から経口的に感染する 13)。1972年以降散発例と集団感

染事例が報告されており、現在においても本菌による



感染症は散見されるため、検査を行う上で念頭におく

必要がある 15)。本菌の至適発育温度は 28℃付近である

が、4℃でも発育可能である。選択分離培地としては

CIN寒天培地があり、48時間培養でマンニットを分解

して赤色コロニーを形成する 13)。乳糖非分解であるこ

とから、SS寒天培地では透明コロニーとなる 16)。それ

以外の生化学的性状としては白糖分解（設問において

は、TSIの斜面部黄変から判断可能）、オルニチン脱炭

酸反応陽性、ウレアーゼ陽性等が挙げられる。また、

30℃以下で周毛性鞭毛を発現する 13)ことから 25℃培

養で運動性陽性、さらにVP反応も 25℃培養で陽性と

なるため、本菌が疑われた場合には培養温度を変更し

て運動性、VP反応を確認することも必要である。自動

同定機器や質量分析装置が普及している中で、運動性

の確認等試験管培地で確認できる性状の大切さを改め

て認識することが望ましい。 

 

【設問 3】 

＜推定微生物名＞ 

正解  ：Aspergillus fumigatus 

正解率：100 %（45/45施設） 

  

肺アスペルギルス症の原因として最も多いのが本菌

である。肺アスペルギルス症は複数の病型（侵襲性肺

アスペルギルス症、慢性肺アスペルギルス症、アレル

ギー性気管支肺アスペルギルス症）が知られており、

特に侵襲性肺アスペルギルス症は造血幹細胞移植患者

や臓器移植患者、免疫抑制薬投与中の患者にみられ、

致死率が高く急速に進行する例が多いため、早期診断

が重要となるが、喀痰培養検査の陽性率は低い 17)。β-

Dグルカンやアスペルギルス抗原検査も診断の補助に

なる。 

 糸状菌の同定は、現在でもジャイアントコロニーの

性状とスライドカルチャーの鏡検所見による形態的同

定法が一般的である。本菌は発育が早く、3 日程度で

成熟する。コロニーの色調は中心部が濃緑色～青緑色、

辺縁が白い。顕微鏡的な所見では、有隔菌糸を形成し、

頂嚢へとつづく分生子柄は表面が滑らかである。フィ

アライドは単列性で密に集まり、頂嚢の 1/2-2/3程度を

覆う。また、分生子柄と平行に並ぶ(円柱形成)特徴もあ

る 18, 19)。 

 しかし、近年、遺伝子検査の進歩により、形態学的

には同一菌種でも、遺伝学的には分類が異なる「隠蔽

種」と呼ばれる菌種がいることが知られている。隠蔽

種は病原性や薬剤感受性が異なる菌種が存在すること

が明らかになっており、正確な菌種同定が求められる

が、日常検査の範囲では困難であると言わざるをえな

い 20)。 

また、本菌のアゾール耐性菌増加の報告がされてい

る。本邦では蔓延している状況ではないが、今後の動

向に注意が必要である 20)。 

 

【設問4】 

＜推定微生物名＞ 

正解  ：Clostridium tertium 

正答率：86.7%（39/45施設） 

 

Clostridium tertiumは有芽胞偏性嫌気性グラム陽性桿

菌に分類されるが、グラム染色不定に加え、酸素耐性

の特徴が加わる事でミスディレクションを起こしやす

い菌である。染色所見により、その後の同定ステップ

が異なるが、グラム陰性に見えた場合は腸内細菌目の

菌と、グラム陽性に見えた場合は Bacillus 属菌、

Lactobacillus 属菌を疑い同定検査を進めることにより

誤同定ないしは同定不能となる 21)。 

酸素耐性菌であるが、至適培養条件は嫌気環境のた

めサブカルチャーした際のコロニーの大きさにより腸

内細菌目では無いことや嫌気性菌の可能性に気がつく

ことができる（コロニーの大きさ：嫌気培養＞CO2培

養＞好気培養、BTBは非発育）。Bacillus属菌との鑑別

はカタラーゼ試験（本菌は陰性）、Lactobacillus属菌と

の鑑別は芽胞形成の有無が有用である。しかし本菌は

好気環境では芽胞形成が乏しいため、確認には嫌気性

培養であることが必要である。 

また、本菌は好中球減少症・腸管粘膜障害を有する・

第 3、4 世代セフェム系薬の投与歴がある患者の敗血

症の起因菌となることが多いため臨床背景や投与歴か

らも本菌を推定することが可能である 21)。 

本菌の様に分類学上は偏性嫌気性菌であるにもかか

わらず、酸素耐性であることから実際の発育条件と異



なる菌については、今一度整理が必要と考えられる22)。 

なお、フォトサーベイでは、本設問が最も正解率が

低い結果であった。 

 

【設問 5】 

＜推定微生物名＞ 

正解 ：Staphylococcus lugdunensis 

正答率：95.6 %（43/45施設） 

 

Staphylococcus lugdunensis はコアグラーゼ陰性のブ

ドウ球菌の1種で、ヒトの皮膚等に分布している菌で

ある 23)。しかし、皮膚、軟部組織、呼吸器および尿路

等の各種感染症の原因となり、特に感染性心内膜炎に

おいては他の原因菌と比較して病原性が高く、死亡率

も高いとの報告があることから 24)、検出された際の臨

床的意義は、他のコアグラーゼ陰性ブドウ球菌とは異

なる。本菌の特徴の1つとして、クランピング因子陽

性ということが挙げられる。そのため、クランピング

因子を検出することで Staphylococcus aureus を簡易的

に同定するラテックス試薬を用いる場合は、本菌も凝

集を認める可能性があることを考慮しておかなければ

ならない 25)。加えてコロニー所見は淡黄色で弱いβ溶

血を示すといった S. aureus に類似した所見である為、

クランピング因子陽性の所見と合わせて S. aureus

と誤同定してしまう事に繋がる。本菌の鑑別点として

L-ピロリドニル-β-ナフチルアミド(PYR)陽性、オルニ

チン脱炭酸反応陽性等が挙げられる 8)ので、これらの

性状を確認した上で判断する必要がある。 
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微生物検査研究班サーベイ担当委員 小山 忍 

 

現在も新型コロナウイルス感染症（COVID-19）の感

染拡大が続いており、日常業務に多大な影響を与えて

いることと存じます。我々はCOVID-19のような特定

感染症の流行や、設問14（NDM-1）のような多剤耐性

菌の侵入に対して備える必要があります。今回の精度

管理調査に出題した NDM-1 は、多剤耐性株に直接触

れることにより、耐性菌検出法の正しい知識や検査方

法について再確認をしていただきたいという微生物研

究班の考えによります。また、コロナ禍で人の往来が

制限される現在にあっては、施設間での情報共有が重

要であると再認識された方が多いことと存じます。 

今後とも皆様のご協力を賜りますようお願い致しま

す。 
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FAX：0267-54-2444 

E-mail：mml-kensa@miroku-lab.co.jp 
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