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Ⅰ. 採点区分：46点満点 

設問13（同定） 3点 

設問13（行政対応） 3点 

設問14（同定） 3点 

設問14（感受性） 16点 

設問13･14（合計） 25点 

フォト設問1（推定微生物名） 3点 

フォト設問2（推定微生物名） 3点 

フォト設問2（行政対応） 3点 

フォト設問3（耐性機序） 3点 

フォト設問3（行政対応） 3点 

フォト設問4（推定微生物名） 3点 

フォト設問5（推定耐性機構） 3点 

フォトサーベイ（合計） 21点 

総合計 46点 

 

Ⅱ. 試料13 

＜同定検査＞ 

正解 ：Streptococcus dysgalactiae subsp. equisimilis（SDSE） 

正答率：52.3 %（23/44施設） 

不正解：Streptococcus pyogenes（11施設） 

Streptococcus dysgalactiae subsp. dysgalactiae（3施設）、

Streptococcus dysgalactiae ssp equisimilis（5施設） 

その他 2施設 

未回答 1施設 

<行政対応> 

正解 ：5 類感染症全数把握、診断後 7 日以内に最寄

りの保健所に届け出る。 

正答率：88.6 %（39/44施設） 

 

【解説】 

Streptococcus dysgalactiae subsp. equisimilis（SDSE）は、

化膿性疾患や敗血症などの侵襲性感染症の原因菌で 1）、

高齢者や基礎疾患を有する患者の劇症型溶血性レンサ

球菌感染症（STSS）は増加傾向にある 2）。STSS は感

染症法で 5類感染症の全数把握に指定され、診断した

医師は7日以内に保健所に届け出る必要がある。現在

は、「β溶血レンサ球菌が通常無菌的な部位（血液、髄

液、胸水、腹水）、生検組織、手術創、壊死軟部組織か

ら検出され」かつ「ショック症状」に加え「肝不全、

腎不全、急性呼吸窮迫症候群、播種性血管内凝固症候

群（DIC）、軟部組織炎（壊死性筋膜炎を含む）、全身性

紅斑性発疹、痙攣・意識消失などの中枢神経症状のう

ち2つ以上」を伴う症例が届出対象となっている 3）。 

 本菌は、Streptococcus pyogenes が持つ病原因子に類

似した膜障害作用を有する slo 遺伝子や、組織壊死に

関わる sagA遺伝子、細胞障害に関わる emm遺伝子、

フィブリンを分解し凝固系を阻害する skcg 遺伝子を

保持している。その他に組織間隙のヒアルロン酸を分

解するヒアルロニダーゼを産生する 4）。 

Streptococcus dysgalactiaeは、Streptococcus dysgalactiae 

subsp. equisimilis と Streptococcus dysgalactiae subsp. 

dysgalactiaeの2亜種に分けられる。SDSEはLancefield

の血清群別でA群、C群、G群、L群のいずれかに凝

集が認められ、その頻度はG群が最も多く、次いでC

群、A群である。一方、S. dysgalactiae subsp. dysgalactiae

はC群に凝集し、動物から分離される 5）。よってA群

に凝集を認める本菌は、SDSE であることが推定され

る。 

群型別のみで菌種名を判断した場合、S. pyogenesと

誤同定を招く可能性が生じるが、両者の簡便な鑑別点

として PYRと β溶血環がある。SDSEは PYR陰性で

あるがS. pyogenesは陽性である。SDSEのβ溶血環は

溶血が強く大きいが、S. pyogenesはSDSEと比較する

と溶血が弱く小さい。その他の性状としてSDSEはβ-

グルクロニダーゼが陽性である 5）。A 群に凝集を認め

る菌株を菌種同定する場合、群型別だけで判断せずこ

れらの性状を念頭に置いた検査が必要である。 

なお、11施設においてレンサ球菌抗原キットのみで

菌種名を確定しており、その回答のすべてが S. 

pyogenesであった。また、subspeciesを略す場合、ssp.

（ピリオドが必要）であるが、ssp（ピリオドなし）と

回答した施設が見られた。他の設問でも同様のミスが

散見されたため再度確認することをお願いする。 

 

 



 

Ⅲ. 試料14 

正解 ：Plesiomonas shigelloides 

正答率：100 %（45/45 施設） 

 

判定カテゴリー:S, Susceptible; I, Intermediate; R, Resistant 

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） 

CTX S ≦1 

AZT S ≦1 

SBT/ABPC S ≦0.5/1 

GM S 4 

LVFX S ≦0.5 

* Neg Combo EN3J パネル（ベックマン・コールター） 

& ドライプレート（オーダーパネル、栄研）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 阻止円直径

（mm） 

CTX S 44.6 

AZT S 46.6 

SBT/ABPC S 23.6 

GM S 22.4 

LVFX S 41.6 

* センシディスク（日本BD）による測定結果 

 

表3. CLSI M100-Ed31の判定基準 

微量液体希釈法（µg/mL） 

 

 

 

 

 

 

表4. CLSI M100-Ed31の判定基準 

 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 ： CTX：100 %、AZT：88.6 %、 

SBT/ABPC ：97.2 %、GM：評価対象外、 

LVFX：95.0 % 

 

【解説】 

Plesiomonas shigelloides は、腸内細菌目細菌の

Plesiomonas 属で、含まれる菌種は本菌のみである 6)。

P. shigelloidesは、グラム陰性の通性嫌気性桿菌で極鞭

毛を有し、オキシダーゼ陽性、乳糖および白糖非分解、

インドール陽性、クエン酸利用能陰性で、リジン、ア

ルギニンおよびオルニチンの 3つのアミノ酸脱炭酸反

応が陽性である 7)。O抗原は、Shigella sonnei だけでな

く他の赤痢菌との共通抗原を保持することが知られて

おり、約 100 種類の菌体抗原と約 50 種類の鞭毛抗原

（H抗原）が確認されている 8)。 

本菌は、淡水域の常在菌で、河川、湖沼およびそこ

に生息する魚介類等に広く分布している。本菌による

感染症は河川水の飲水、汚染食品の喫食により発症し、

菌の増殖が活発な夏期に多く発生する。本邦では 1982

年に食中毒菌に指定され、食中毒が疑われる場合には、

抗菌薬 S I R 

CTX ≦1 2  ̂ ≧4 

AZT ≦4 8  ̂ ≧16 

SBT/ABPC ≦4/8 8/16  ̂ ≧16/32 

GM ≦4 8  ̂ ≧16 

LVFX ≦0.5 1  ̂ ≧2 

抗菌薬 
薬剤含有量 

(μg) 
S I R 

CTX 30 μg   ≧26 23-25  ̂ ≦22 

AZT 30 μg ≧21 18-20  ̂ ≦17 

SBT/ABPC 10/10 μg ≧15 12-14  ̂ ≦11 

GM 10 μg  ≧15 13-14  ̂ ≦12 

LVFX 5 μg ≧21 17-20  ̂ ≦16 

抗菌薬 回答数 S I R 
判定 

なし 

CTX 36 36 0 0 0 

AZT 35 31 3 1 0 

SBT/ABPC 36 35 0 1 0 

GM 37 26 11 0 0 

LVFX 40 38 1 0 1 



食品衛生法により 24 時間以内に最寄りの保健所へ届

け出ることが定められている。下痢症のほとんどは散

発例であるが、集団発生例の報告もある 6,8)。また、本

菌は単独で分離されることは少なく、他の病原菌と同

時に分離される例が多い 6, 8)。 

下痢は水様性や粘液性で嘔吐を伴うことが多く、と

きに 2週間以上に及ぶこともある。発熱は必ずしも伴

わない 9)。 

 腸管外感染症として、免疫不全を有する患者の菌血

症、創部の蜂窩織炎、新生児の髄膜炎などが報告され

ている 6, 8)。 

以前、本菌の感受性判定基準は、Aeromonas spp.と共

に M45-A2 に記載されていたが、M45-A3 では削除さ

れた。現在は腸内細菌目細菌であるため、M100 の腸

内細菌目細菌の基準に従って判定を行うべきである。 

（株式会社ミロクメディカルラボラトリー 小山忍） 

 

 

Ⅳ．フォトサーベイ 

【設問1】 

＜推定微生物名＞ 

正解  ：Trichosporon asahiiまたはTrichosporon sp. 

正答率：75.6 %（34/45施設） 

不正解：Candida tropicalis（2施設） 

Candida krusei、（2施設） 

Trichosporon spp.（4施設）など 

Trichosporon spp（1施設） 

    その他2施設 

 

Trichosporon属菌は土壌、朽木等の自然界に広く分布

し、ヒトの皮膚や喀痰、消化器、尿からも時に分離さ

れる担子菌系の酵母で 10,11)、アレルギー性肺疾患であ

る夏型過敏性肺炎や白色砂毛症の主な病因真菌である

12)。またバクテリアルトランスロケーションや中心静

脈カテーテルを介して侵入し深在性トリコスポロン症

を引き起こす 10, 11)。深在性トリコスポロン症の主な原

因菌はT. asahiiであり 12) 、報告の多くが血液疾患を有

するものである。好中球減少期に発症し、播種性の全

身感染症へと進展する。Trichosporon属菌はMCFGな

どのキャンディン系抗真菌薬に自然耐性であることか

ら、本設問のようなブレークスルー感染症が問題とな

っている 10)。キャンディン系抗真菌薬の投与がされて

おり、血液から酵母様真菌が検出された場合は、必ず

本真菌を念頭に置く事が必要である 13)。なお、β-D-グ

ルカンは、本症の約半数以上の症例で陽性になると報

告されている 14)。 

クロモアガーカンジダ培地に発育した集落は青や緑

色を呈し、表面は不規則なしわ状、粉末状、またはパ

ンくず状になる 7, 15)。顕微鏡形態では酵母様形態、分

生子形態はこん棒状または球形、真性菌糸といった特

徴が観察され 10)、培養が古くなると分節型分生子が見

られるようになる 15)。 

今回、Trichosporon spp.と回答した施設が見られた。

sp.は、speciesの省略形であり、spp.は sp.の複数形で略

す場合はピリオドが必要である。本菌は単一菌である

ため sppは減点とした。正しい使い方を再度確認する

ことをお願いする。 

（岡谷市民病院 検査科 小口渉） 

 

【設問2】 

＜推定微生物名＞ 

正解  ：Salmonella enterica subsp. enterica serovar Typhi 

正答率：73.3 %（33/45施設） 

不正解：Salmonella Typhi（6施設） 

Salmonella typhi（1施設） 

Salmonella serovar Typhi（2施設） 

Salmonella enterica serovar Typhi（2施設） 

Salmonella enterica subsp. enterica serovar 

Typhimurium（1施設） 

<行政対応> 

正解 ：3 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） 

 

Salmonella enterica subsp. enterica serovar Typhiは、腸

チフスの原因菌であり、汚染された食品や水を介して

経口感染する。衛生水準の高くない開発途上国、特に

南アジア、東南アジアでの罹患率は高く、先進国では

流行地域への渡航者による輸入事例が多い 16)。腸チフ

スは、感染症法で3類感染症の全数把握に指定され、



診断した医師は直ちに最寄りの保健所に届け出なけれ

ばならない。 

腸チフスの定型的な経過は4病期に分けられ、第1

病期では段階的に体温が上昇し、39～40℃に達する。

三主徴である徐脈、バラ疹、脾腫が出現する。近年は

三主徴の出現頻度は低く発熱と同時に下痢を伴う症例

が多い。第2病期は稽留熱、下痢または便秘、意識障

害、難聴を伴うことがある。第 3病期は弛張熱を呈す

ることが多く徐々に解熱する。腸穿孔、腸出血を起こ

すことがある。第4病期には解熱し回復する。本菌

は、第 1病期は血液から高率に菌が検出され、第 2、

3病期では血液、便ともに菌の検出率は高い 17)。腸チ

フスの臨床経過と検査材料は特徴があり、本設問では

第1病期と推定できる。 

非チフス性の Salmonella属菌との主な鑑別点は、硫

化水素の産生量、クエン酸利用試験陰性、ガス非産生

の3点である。硫化水素をごくわずかに産生すること

が特徴で、TSI 寒天培地で斜面部と高層部の境目近辺

にわずかに黒変を認めることは覚えておきたい。血清

型別試験では O 抗原（O9 群）陽性、Vi 抗原陽性、H

抗原（1 相：d、2 相（-））である。通常臨床分離株で

は、Vi抗原の強発現によりO抗原がマスクされ、O抗

原（O9群）陰性または弱陽性が多い（V型菌）。V型

菌の場合、Vi 抗原は加熱により容易に消失するため、

100℃ 60分または 121℃ 15 分で加熱処理後、O 抗原

（O9 群）陽性、Vi 抗原陰性となることを確認する必

要がある。 

薬剤感受性試験の判定基準は、CLSI M100-S22では

CPFX、CLSI  M100-S23では LVFXが引き下げられ、

フルオロキノロン系薬において他の腸内細菌目細菌と

判定基準が異なる。CPFX やLVFXの最小発育阻止濃

度は低濃度域を測定する必要があり、薬剤感受性試験

について再確認をお願いしたい。また、抗菌薬による

治療はCTRXやAZMが推奨されているが耐性菌の報

告 18)やESBL産生菌の報告もあり 19)、今後の動向に注

意が必要である。 

なお、Salmonella Typhiと回答した施設が見られたが、

菌種名は学名で回答することになっており、2 級検査

士や認定試験では不正解として扱われるため、本サー

ベイにおいても不正解とした。 

（諏訪赤十字病院 検査・輸血部 小口はるみ） 

 

【設問3】 

＜耐性機序＞ 

正解  ： 

KPC（Klebsiella pneumoniae carbapenemase）、 

セリン型βラクタマーゼ（KPC） 

正解率：95.6 %（43/45施設） 

<行政対応> 

正解 ：5 類感染症全数把握、診断後 7 日以内に最寄

りの保健所に届け出る。 

正答率：80.0 %（36/45施設） 

 

1996年に初めて米国でKPC産生K. pneumoniaeが報

告され、数年で米国内から世界中に拡散し 20)、本国で

も KPC 産生株によるアウトブレイクが発生している

21)。KPCをコードする遺伝子はプラスミド上に存在し、

菌種間で伝播する可能性があることから、その耐性機

序を推定することは重要である。 

KPC 産生株やその他のカルバペネマーゼ産生腸内

細菌目細菌 (Carbapenemase-producing Enterobacterales; 

CPE) を検査する上で、まずはスクリーニングが重要

である。スクリーニング基準について、European 

Committee on Antimicrobial Susceptibility Testing 

(EUCAST) はMEPM のMIC 値を 0.12 µg/mL より大

きいものと設定しているが 22)、この測定レンジでの

MIC 測定が可能な施設は少数である。原らは、

PIPC/TAZ の MIC 値が 16/4 µg/mL より大きい場合を

スクリーニング基準に加えることで CPE の見落とし

が少なくなると報告している 23)。また、スクリーニン

グにはMIC 値の測定以外にも FRPM ディスクを用い

た方法、スクリーニング培地を用いた方法等もあるの

で 24)、施設の運用に適した方法を実践頂きたい。スク

リーニングの結果、CPE が疑われる株に関しては、

Clinical and Laboratory Standards Institute (CLSI) ガイド

ライン 25) に記載の mCIM 等の方法によりカルバペネ

マーゼ産生の有無を確認し、陽性であれば次段階の検

査に進むことが望ましい。 

詳細な耐性機序の確定には遺伝子学的な手法が用い

られるが、日常検査においても、β ラクタマーゼ阻害



剤を複数組み合わせ、その阻害の有無により耐性機序

の推定が可能である 26)。KPC 産生株は mCIM が陽性

となり、ボロン酸による阻害を受ける一方でClassC β-

ラクタマーゼを阻害するクロキサシリン、ClassB β-ラ

クタマーゼを阻害するSMA、EDTA等による阻害を受

けない特徴がある。また、KPC は ClassA に分類され

るカルバペネマーゼであるが、ボロン酸阻害を受ける

ため、mCIM・クロキサシリン阻害反応の結果を組み合

わせなければAmpCと誤判定を招く可能性があるため

注意が必要である。β-ラクタマーゼの鑑別方法につい

ては文献や学会ホームぺージ上で閲覧可能なものもあ

り 24,26)、最新の情報を確認して可能な範囲で検査に取

り入れて頂きたい。 

本設問は、菌が無菌材料（血液）から検出されてお

り、5 類感染症として感染症法の届け出基準を満たす

ため、行政対応を回答頂いた。不正解となった施設は、

届け出基準を再度確認頂きたい。    

なお、耐性機序においてKPCについての記述がない

回答は減点とした。 

（長野市民病院 臨床検査科 三浦信樹） 

 

【設問 4】 

＜推定微生物名＞ 

正解  ：Mycoplasma hominisまたは 

    Metamycoplasma hominis 

正答率：95.6 %（43/45施設） 

不正解：Mycoplasma pneumoniae（1施設） 

Mycoplasma spp.（複数形扱い）（1施設） 

 

Mycoplasma hominisは成人女性の約 20～50％が泌尿

生殖器に保菌しているといわれており 27)、感染症報

告例の大部分が帝王切開後や子宮癌・卵巣癌の術後と

いった婦人科領域の創部感染症として分離されたもの

である。新生児髄膜炎 28)や、免疫不全患者における

敗血症や髄膜炎、心内膜炎、関節炎など全身性感染症

の報告例 29)も散見されている。 

Mycoplasma属であるため細胞壁を欠き、グラム染色

で染まらないことや、β-ラクタム系抗菌薬での治療が

奏功しないといったことが本菌検出への手がかかりと

なる。培養検査においては、初代培養では嫌気培養で

の発育が良好といわれており、一般的に汎用されてい

る血液寒天培地やチョコレート寒天培地でも発育可能

であるものの2~3日かけて微小集落を形成する程度

であるため見落とされやすい。 

以上の特徴を踏まえ、本菌を念頭に置いたうえで検

査を行う必要がある。本菌はβ-ラクタム系抗菌薬の

みならずエリスロマイシン・クラリスロマイシンに耐

性を示す 30)ため、早期に菌種同定・報告を行うこと

が感染症治療において重要となる。 

Mycoplasma 属は2018年に再編され、主要な菌種

としてはMycoplasma hominisがMetamycoplasma 

hominisに、Mycoplasma pneumoniaeがMycoplasmoides 

pneumoniaeに変わっていることも合わせて確認頂き

たい。 

（信州大学医学部附属病院 臨床検査部 名取達矢） 

 

【設問5】 

＜推定微生物名＞ 

正解 ：Actinomyces odontolyticusまたは 

Schaalia odontolytica 

正答率：86.7 %（39/45施設） 

不正解：Actinomyces spp.（1施設） 

Actinomyces israelii（1施設） 

Actinomyces viscosus（1施設） 

Corynebacterium xerosis（1施設） 

Arcanobacterium haemolyticum（2施設） 

 

Actinomyces odontolyticus はヒトを含む動物の口腔や

土壌に広く分布している 31)。ヒトにおいては特に衛生

状態の悪い口腔内や未治療の齲歯などに多く存在して

おり、本菌が肺に吸引されることや齲歯などから血行

性またはリンパ行性に波及し肺膿瘍や膿胸などの肺放

線菌症を引き起こすとされている 32,33)。肺放線菌症で

は齲歯、糖尿病、アルコール多飲等がリスクファクタ

ーになるが約 30％の症例で基礎疾患を認めないとの

報告もある 31)。画像所見では胸部X線写真や胸部CT

で腫瘤や空洞を伴う結節性の所見が認められるため、

肺癌や結核との鑑別が必要な場合もある 31, 34)。 

本菌はグラム陽性桿菌であり、分岐を認め、Nocardia 

spp.と同様に放線菌の 1 種であるが抗酸性はない。ま



た、嫌気性菌に分類されるが酸素耐性の為、本設問の

ように 5％炭酸ガス培養でも発育が認められる。集落

はクリーム色から褐色を呈し、培養日数が経つにつれ

て茶褐色から赤褐色になる。生化学的性状としてはカ

タラーゼ試験（－）、硝酸塩還元陽性、ウレアーゼ（－）、

α-glucosidase（－）、β-N-acetyl-glucosaminidase（－）、ト

レハロース（－）などが挙げられる 35)。 

本菌は2018年にActinomyces属からSchaalia属へ再

編された。臨床への浸透度が低いため、最新の学名で

なくても正解としたが細菌検査を担当する技師として

現在の正式な菌種名については知っておいて欲しいと

思う。 

（株式会社ミロクメディカルラボラトリー 中原剛） 
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薬剤耐性菌が原因となる感染症は世界的に増加して

おり、いつ自施設で検出されてもおかしくない状況と

なっています。また、感染管理も我々微生物検査に従

事する技師の重要な仕事です。このような点を踏まえ

た出題を心掛けてはおりますが、主催者側からの一方

通行ではなく会員の皆さまのご意見が大変重要である

と考えております。今後の精度管理調査の改善に繋が

るようなご意見、ご提案などございましたら、私ども

までご連絡いただきたく存じます。 

（微生物検査研究班） 
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