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Ⅰ. 採点区分：32点満点 

設問13（同定） 3点 

設問14（同定） 3点 

設問14（感受性） 10点 

設問13･14（合計） 16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3（推定疾患名） 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 

フォト設問5（行政対応） 2点 

フォトサーベイ（合計） 16点 

総合計 32点 

 

Ⅱ. 試料13 

＜同定検査＞ 

正解 ：Listeria monocytogenes 

正答率：100 %（44/44施設） 

 

【解説】 

本設問では、髄液材料由来のListeria monocytogenes

を出題した。 

Listeria属菌は土壌や水などの自然界に広く分布し、

主に動物の糞便や乳から分離され、人畜共通感染症に

おける原因菌の一つである。ヒトのリステリア症起因

菌はL. monocytogenesのみで、主な病型は髄膜炎、敗血

症、膿瘍、肉芽腫症などである。妊婦が感染すると、

垂直感染により流産・死産、新生児髄膜炎などの周産

期リステリア症を起こす1, 2)。 

本菌の細菌学的特徴として、通性嫌気性グラム陽性

小短桿菌で細胞内寄生性菌である。発育至適温度は30

～37 ℃であるが４℃でも発育を認める。血液寒天培地

上に灰白色で半透明の集落を形成し、集落下に限局し

た 弱 い β 溶 血 を 呈 す る 。 集 落 形 態 が 

Sreptococcus agalactiaeと類似しており、共通性状は、

馬尿酸塩加水分解試験が陽性、Staphylococcus aureusと

のCAMP（Christie, Atkins, and Munch-Peterson）テスト

が陽性となる点である3)。一方、S. agalactiaeとの鑑別

性状は、本菌はカタラーゼ試験陽性、運動性陽性、BTB

乳糖寒天培地に発育を認め、薬剤感受性ではセファロ

スポリン系抗菌薬に自然耐性を示す点である2, 3）。 

L. monocytogenesと同じグラム陽性桿菌で、血液寒天

培地上に弱いβ溶血を呈する集落を形成する菌種とし

て、Arcanobacterium haemolyt icumがある。 

A. haemolyticumは糖尿病性壊疽、脳膿瘍、敗血症、骨

髄炎などの感染病巣から検出される。L. monocytogenes

と異なる生化学的性状は、カタラーゼ試験陰性で、S. 

aureusとのCAMPテストではS. aureusの溶血が抑制さ

れるCAMP inhibition反応が認められる点である4)。 

本設問は、肺炎球菌・インフルエンザ菌・髄膜炎菌

以外の細菌性髄膜炎に該当する。5類感染症の定点把握

の感染症に指定されているため、基幹定点医療機関は、

医師が本菌を原因とする細菌性髄膜炎と診断した場合、

週単位で翌週の月曜日に最寄りの保健所に届け出なけ

ればならない5)。 

 

Ⅲ. 試料14 

正解 ：Klebsiella aerogenes, Klebsiella mobilis 

正答率：95.5%（42/44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） 

APBC R ＞16 

CEZ R ＞16 

CAZ S ≦4 

MEPM S ≦1 

LVFX S ≦0.5 

* 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） 

APBC R 6 

CEZ R 6 

CAZ S 21-22 

MEPM S 24-25 

LVFX S 23-25 

* センシディスク（日本BD）による測定結果 

 

表3. CLSI M100-Ed29の判定基準 

微量液体希釈法（µg/mL） 

*CEZは尿路感染症を除く感染症に対する基準 

 

表4. CLSI M100-Ed29の判定基準 

 ディスク拡散法（mm） 

*CEZは尿路感染症を除く感染症に対する基準 

 

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： ABPC：97.5 %、CEZ：100 %、CAZ：100 %、

MEPM：100 %、LVFX：100 % 

 

本設問では、Klebsiella aerogenes を出題した。 

K. aerogenesは腸内細菌科細菌で、運動性陽性、シモ

ンズクエン酸利用能陽性、インドール陰性である。ヒ

トの腸管内常在菌で、自然界の土壌や水に存在する。

医療機関では、シンクや排水口などの湿潤箇所からし

ばしば分離され、医療従事者の手指などを介した感染

伝播も報告されている。本菌による感染症では、主と

して癌末期や大手術後などの易感染宿主における散発

的な日和見感染症が報告されている。その他、医療用

具に関連する感染症として、カテーテル留置時の尿路

感染、人工呼吸器装着時の呼吸器感染、IVH（静脈内

高カロリー輸液）などの血管内カテーテル留置による

敗血症などがある 6）。また、本菌は染色体性のセファ

ロスポリナーゼ産生遺伝子を保有しているため、ペニ

シリン系、第一世代セファロスポリン系、セファマイ

シン系抗菌薬に自然耐性である。第二世代、第三世代

セフェム系抗菌薬に対しては、これらの薬剤と接触す

ることにより耐性を獲得することが知られている。耐

性株の報告例では、AmpCβ-ラクタマーゼの過剰産生、

外膜の薬剤透過性低下、カルバペネマーゼ産生などに

より広域セフェム系抗菌薬とカルバペネム系抗菌薬に

耐性を示す株が散見される 7）。 

本設問の意図は、①細菌の分類は国際原核生物命名

規約（International Code of Nomenclature of Prokaryotes : 

ICNP）により規定されている。新しい学名は本命名委

員会の公式雑誌である International Journal of Systematic 

and Evolutionary Microbiology (IJSEM) に掲載されたも

のだけが正式な学名としてみなされている。2017年に

Klebsiella aerogenesが IJSEMに掲載されたことの周知

と、②Clinical and Laboratory Standards Institute （CLSI） 

M100-Ed29で微量液体希釈法の判定基準が、CPFXは

S≦0.25 μg/mL、LVFXはS≦0.5 μg/mLに変更になった

点の再確認である 8）。 

菌種同定の正答率は95.5 %（42/44施設）であった。

Enterobacter  aerogenes は 1971年にKlebsiella mobilis 

へ学名が変更となったが、同一菌種の分類を別の属へ

移す場合、菌名の“aerogenes”はそのままにするべきで

抗菌薬 S I R 

APBC ≦8 16 ≧32 

CEZ* ≦2 4 ≧8 

CAZ ≦4 8 ≧16 

MEPM ≦1 2 ≧4 

LVFX ≦0.5 1 ≧2 

抗菌薬 
ディスク 

含量 
S I R 

APBC 10 μg  ≧17 14-16 ≦13 

CEZ* 30 μg ≧23 20-22 ≦19 

CAZ 30 μg ≧21 18-20 ≦17 

MEPM 10 μg  ≧23 20-22 ≦19 

LVFX 5 μg ≧21 17-20 ≦16 

抗菌薬 回答数 S I R 判定なし 

APBC 40 0 1 39 0 

CEZ 40 0 0 40 0 

CAZ 40 40 0 0 0 

MEPM 40 40 0 0 0 

LVFX 40 39 0 0 1 

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%AF%E3%82%A8%E3%83%B3%E9%85%B8
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%83%89%E3%83%BC%E3%83%AB


あるという論点から、K. mobilisの学名に対する問題点

が2017年に指摘されK. aerogenesに変更すべきである

との論文が発表されるに至った。現在はどちらの学名

も有効で、使用することは可能である 9)。これを契機

に、分類学の難しさや、最新情報の入手に敏感になっ

ていただきたい。 

薬剤感受性の設問では、CREとコメントした施設が

20.0 %（8/40施設）あったが、本菌のMICはCMZ：

≧64 μg/mL 、IPM：0.5 μg/mLである。機器間差によ

る影響は否定できないが、CREの報告は臨床的な影響

が大きいため、報告に際しては慎重性が求められる。 

 K. aerogenesは自然耐性を示す薬剤がM100-Ed29で

一部変更となった。M100-Ed28ではペニシリン系抗菌

薬（Piperacillin除く）、第一世代、第二世代セファロ

スポリン系抗菌薬が自然耐性であったのに対し、

M100-Ed29では第二世代セファロスポリン系抗菌薬が

対象外となったことを再認識していただきたい。自然

耐性の抗菌薬は耐性として報告しなければならないが、

耐性以外で報告している施設が見られた。菌種名と自

然耐性抗菌薬の組み合わせで、臨床への報告に際して

判定カテゴリーの置換を行っていない施設においては、

この機会に、CLSIドキュメントにおける判定基準と、

薬剤感受性結果報告時の判定ロジックの再確認をお願

いしたい。また、M100-Ed29からLVFXおよびCPFX

の判定基準が変更となったが、低濃度対応試薬を使用

している施設は90.0 %（36/40施設）であった。低濃

度測定未対応の施設は早急に検討されることを願いた

い。 

 

Ⅳ．フォトサーベイ 

 

【設問 1】 

＜推定微生物名＞ 

正解  ：Mycobacterium tuberculosis 

正答率：97.7 %（43/44施設） 

＜行政対応＞ 

正解 ：2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 %（44/44 施設） 

 

Mycobacterium tuberculosis （結核菌）は肺結核の主

要な原因菌であり、日本における全抗酸菌感染症の約

70%を占める 10)。 

Mycobacterium tuberculosis をはじめとする

Mycobacterium 属菌はグラム陽性桿菌であるが、細胞

壁に多量の脂質を含有するため、グラム染色では難染

性で、鏡検ではガラス繊維状に白く透けて観察される

ことがあり 11）、抗酸菌の推定が可能な場合がある。結

核は治療や感染対策上、迅速な検査が要求される疾患

であるため、このような染色所見を認めた場合にはチ

ールネールゼン法や蛍光法などの抗酸菌染色を追加

して確認すべきである。 

小川培地（固形培地）を用いた培養検査では、形状

がR（rough）型で、硬く乾燥した淡黄灰白色のコロニ

ーが観察された場合に結核菌群が疑われる 3, 10)。なお、

結核菌群はBSL3に属する病原体であり、取り扱いは

安全キャビネット内で慎重に取り扱う必要がある 11, 12)。  

インターフェロン γ遊離試験（IGRA）は結核診断に

有用とされる検査の一つである。クォンティフェロン

（QFT）とTスポット.TBがあり、両者とも結核菌特

異的抗原（ESAT-6、CFP-10）でTリンパ球を刺激した

際の免疫応答を、産生されたインターフェロン γで評

価する。IGRAでは潜在性結核と活動性結核を区別す

ることはできないが、感度・特異度に優れており 12）、

臨床現場で広く用いられている。 

なお、結核症は感染症法に基づく届け出により 2類

感染症に位置付けられており、診断された場合には直

ちに最寄りの保健所に届け出なければならない 13）。 

 

【設問2】 

＜推定微生物名＞ 

正解  ：Trichomonas vaginalis 

正答率：88.6 %（39/44施設） 

 

膣トリコモナス症はTrichomonas vaginalis（膣トリコ

モナス原虫）による感染症である。感染ルートはほと

んどが性交によるものだが、湿った環境を介しての感

染もありうるとされる 14)。膣トリコモナス原虫は、男

女とも泌尿生殖器に感染するが、感染した男性のほと

んどは無症状である。女性感染者の主な症状としては、



悪臭のある黄色みがかった泡沫状の帯下、外陰部の瘙

痒感、性交時の疼痛、排尿障害や頻尿などがあるが 14, 

15)、半数程度は無症状のため 16)、別の疾患の検査中に

偶然発見されることも少なくない。 

 膣トリコモナス症の検査は、尿沈渣物あるいは膣分

泌物から栄養型を顕微鏡下で観察する。膣トリコモナ

ス原虫は、好中球と同程度かやや大きく、洋梨型で、

鞭毛や波動膜をもつ。新鮮検体と生理食塩水を混和し

観察すると、鞭毛を動かしながら活発に運動する様子

が見られる 14, 15)。グラム染色では、運動こそ見られな

いが、核や鞭毛などの特徴を確認することができる。

鏡検による検出率は60 %～70 %とされており 15)、ト

リコモナス‐RY 培地（日研生物医学研究所）、トリコ

モナス培地「ニッスイ」（日水製薬）などを用いた培養

法の方が感度は良いとされるが、一般的ではない。患

者背景から強く膣トリコモナス症が疑われるが、鏡顕

で検出できない場合などに培養法を考える。 

 なお、学名のスペルミスが散見されたので、再度確

認されたい。 

 

【設問 3】 

＜推定微生物名＞ 

正解  ：Campylobacter jejuni 

正解率：95.5 %（42/44施設） 

<疾患名> 

正解  ：ギラン・バレー症候群 

正解率：100 %（44/44施設） 

  

Campylobacter 属菌でヒトに急性腸炎を惹起するも

のはCampylobacter jejuni、Campylobacter coliであるが、

ほとんどはC. jejuniである 17）。C. jejuniは食中毒の主

要な原因菌であり、厚生労働省の平成 30年食中毒病因

物質別事件数ではアニサキスに次いで件数が多かった

と報告されている。また、食中毒の散発例、集団発生

例の報告も多い 18）。 

本菌はウシ、ブタ、ニワトリなどの家畜・家禽類や

イヌ、ネコなどのペットの腸管に認められ、肉類（特

に鶏肉）、牛乳などの摂取により感染するが、直接感染

もあるといわれている。潜伏期間は 2〜11日間で、発

熱、腹痛、下痢、嘔吐が主症状である。下痢は一般的

には水様便であるが、粘液ないし血便を伴うことが多

い。発症に必要な菌数は1,000個程度と比較的少なく、

腸管上皮細胞へ粘着、細胞内侵入、毒素産生などによ

り発症する。通常2〜5日で回復するが、未治療の場合

には5 %程度で再燃することもある。敗血症、関節炎、

髄膜炎の報告例もある。好発年齢としては乳幼児や小

児で感染率が高く、20歳以上の成人がこれに次いで多

い 17, 19）。 

 本菌感染症の予防は，獣肉（特に家禽肉）調理時の

十分な加熱処理、調理器具や手指などを介した生食野

菜・サラダへの二次汚染防止に極力注意することであ

る。 

 C. jejuni 感染症の一般的な予後は，一部の免疫不全

患者を除き死亡例もなく、良好な経過をたどる。しか

し、近年、本菌感染後1〜3週間を経てギラン・バレー

症候群（GBS）を発症する事例が知られてきた。GBS

は急速に発症する左右対称性の四肢筋力の低下と、腱

反射の消失を主徴とする運動神経障害優位の自己免疫

性末梢神経障害である。GBS患者の約30 %では、GBS

発症前1ヶ月以内に本菌感染症の罹患が認められてお

り、発症のメカニズムの主因として、菌体表層の糖鎖

構造と運動神経軸索に分布するガングリオシドとの分

子相同性が指摘されている。GBSの罹患率は，諸外国

では年間で人口10万人あたり 1〜2人、我が国では実

数は不明であるが、年間 2,000 人前後の患者発生があ

るものと推定されている 20, 21）。 

本設問の出題文のみでは Camplobacter jejuni subsp. 

jejuniと Camplobacter jejuni subsp. doyleiの鑑別はでき

ない。しかしながらC. jejuni subsp. jejuniと報告された

施設が 27.3 %（12/44 施設）あった。両者の鑑別には

硝酸塩還元試験が必須であり、陽性であれば 

C. jejuni subsp. jejuni であり、陰性であれば 

C. jejuni subsp. doylei である。 

 感染性胃腸炎は５類感染症（定点把握）であり、小

児科指定定点医療機関において週単位での報告とされ

ている。 

 

 

 

 



【設問 4】 

＜推定微生物名＞ 

正解  ：Fusobacterium necrophorum 

正答率：100 %（44/44施設） 

 

レミエール症候群は1936年にAndre Lemierreが報告

した病態であり、10 代後半から 20 代の若年者に多い

とされている 22)。発熱、咽頭痛といった急性咽頭炎と

同様の症状から増悪し、内頸静脈に血栓性静脈炎を起

こすとされ、進行すると多発性の塞栓症、敗血症とな

り死亡することがある 23)。死亡率は 5~20 %とされてい

るが、若年者に多いとされていることからすると、見

逃してはならない病態の一つといえる。 

1960 年代から咽頭炎に対して抗菌薬が使用される

ようになり、“forgotten disease”と呼ばれるほど減少し

た。しかし近年、AMR の観点から抗菌薬適正使用が

推奨され、咽頭炎に対しても抗菌薬を使用する頻度が

減少したことにより、報告例が増加傾向にある 23)。 

レミエール症候群を引き起こす菌としては

Fusobacterium necrophorumやFusobacterium nucleatum、

Porphyromonas asaccharolytica、Streptococcus anginosus 

groupなどが挙げられるが、多くはF. necrophorumが関

与している 22, 23)。F. necrophorumは偏性嫌気性グラム

陰性桿菌でヒトの口腔内に生息する 24)。グラム染色で

は両端が丸く、長さも不均一な多型性桿菌に観察され、

同属菌である F. nucleatum のグラム染色所見（細めの

紡錘形）とは異なることは知っておくべきである。 

F. necrophorum はやや黄色の中央が隆起した凸状の集

落であり、2～4 日で発育する。Fusobacterium 属菌に

は BBE 寒天培地に発育する菌種と発育しない菌種が

あるが、本菌は発育しない 24)。生化学的性状としては

リパーゼ陽性という点が他の主要な Fusobacterium 属

菌との鑑別点となる。また、F. necrophorum と 

F. nucleatum は紫外線を照射することで黄緑色に発光

するという点も鑑別の一助となり得る 24)。 

 

【設問 5】 

＜推定微生物名＞ 

正解 ：Bordetella pertussis 

正答率：95.5 %（42/44施設） 

＜行政対応＞ 

正解 ：5類感染症、診断後 7日以内保健所へ届け出

る。 

正答率：100 %（44/44施設） 

 

百日咳とは急性の気道感染症であり、主な原因菌は

Bordetella pertussis であるが、それ以外にも Bordetella 

parapertussisおよびBordetella holmesiiによっても引き

起こされる感染症である。 

元来、百日咳は乳幼児の疾患として認識されていた

が、2006年以降から成人での感染例が増加傾向にある

25, 26)。成人の百日咳感染症はワクチン未接種の乳幼児

の症状と異なり典型的ではなく、診断に苦慮する事が

知られている。国内における正確な発生動向を把握す

べく、2017年12月31日までは 5類感染症（定点把握

疾患）として小児科定点医療機関が週単位で報告を行

っていたが、2018年1月1日より5類感染症（全数把

握）へと変更になっている。なお、百日咳の届け出の

対象病原体はB. pertussisに限られている 28)。 

また、百日咳は病期により診断方法が異なる点に注

意が必要である。発症後～2 週間までは培養による菌

の分離が可能であるが、発症後 3週間以降での培養検

査の陽性率1～3 %と低い為、PCR法やLAMP法によ

る診断が有用である。また、発症後 4週間以降の場合

は血清診断が有用とされている 27, 28)。 
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（文責） 

微生物検査研究班サーベイ担当委員 小山 忍 

 

微生物検査は、標準化が比較的難しい部門かもしれ

ませんが、どの施設で検査を行っても同一の検査結果

を提供できるように我々は精度保証に努めていかなけ

ればなければなりません。 

今年は東京オリンピック・パラリンピックが開催され、特

定の感染症や多剤耐性グラム陰性桿菌（CPE 等）の侵入

と流行が懸念されています。我々は耐性菌検出法の正し

い知識を持ち、適切な検査の実施に向け、備えておく必

要はあります。また、施設間での感染症および耐性菌に

関する情報共有も必要になると考えます。 

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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