
令和4年 院内感染対策講習会②
地域の医療連携体制が求められる病院・診療所・助産所等向け

(6) 院内感染関連微生物とその検査法

医療法人鉄蕉会亀田総合病院 臨床検査部
渡 智 久



病院内感染を起こしやすい病原体の特徴

• 病院環境に生息する微生物

• 常在菌として保有率が高い微生物（保菌圧）

• 抗菌剤の効きにくい細菌（選択圧）

• 消毒剤に耐性をもつ微生物

• 感染力や病原性が高い微生物（少量で感染が成立する）
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感染症検査の種類と対象となる微生物

真菌：糸状菌は1週間から1ヶ月の培養期間が必要

検査の種類 日数 病原体

顕微鏡検査 1

培養同定検査 2〜3

薬剤感受性検査 ≧ 3

薬剤耐性菌の確認試験 ≧ 4

迅速診断キット 1

核酸検出検査 1

血清学的検査 1
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院内感染の主な原因微生物 ①

⚫レジオネラ菌
⚫ディフィシル菌
染色、培養において、特殊な前処理、染色法、培地が必要である。
迅速診断キットにより診断することができる

⚫カンジダやアスペルギルス等

真菌培養用の発色基質培地、サブロー培地、
ポテトデキストロース培地を使用する。

⚫結核菌

抗酸菌検出用の塗抹検査、培養検査、核酸検出検査を
実施する

感染症検査室に目的菌であることを伝えなければならない微生物



正しい検査を実施するための検体採取

・発病初期の抗微生物薬投与前に採取する

・常在菌や消毒薬の混入を避ける

・採取後は、検体の乾燥を避ける

・糞便、髄液は室温保存、その他の材料は冷所に保存する

・悪臭を伴い、嫌気性菌を疑う場合は、専用の採取容器を使用する

感染部位からの直接採取（＋血液培養）



採取容器の選択

検査材料 採取容器

採取検体が少量
滅菌綿棒（スワブ）

スパーテル（眼科検体）

分泌物
嫌気性菌検体採取用容器

滅菌カップ

組織 嫌気性菌検体採取用容器

液状または膿性検体
（喀痰・尿など）

滅菌スピッツ

滅菌カップ
滅菌注射器

滅菌綿棒
（スワブ）

スクリューキャップ式
滅菌カップ

滅菌スピッツ

嫌気性菌検体
採取用容器

採取する検体の量、性状、臭気などによって、採取容器
を選択しなければならない。特に、悪臭を認める場合は、
嫌気性菌検体採取用容器を使用する。



喀痰の品質によるグラム染色像の違い

膿性部分が多く含まれる 膿性部分が含まれていない

ほとんどが白血球 ほとんどが扁平上皮

診断的価値
高い 低い



血液培養施行時の穿刺部位の消毒

1．皮膚の汚染除去

皮膚の汚染除去、ならびに皮脂を取り除くために実施する。

・消毒用エタノール（70v/v%エタノール）
・イソプロパノール（70v/v%イソプロパノール）
・イソプロパノール添加エタノール液
（20v/v%イソプロパノール添加60v/v%エタノール液）

2．消毒

・ヨード剤：10%ポピドンヨード、
63v/v%エタノール含有ポピドンヨード

・クロルヘキシジングルコン酸塩：1%クロルヘキシジンアルコール



血液培養の採血部位

◆ 採血は2カ所から行う。通常は左右の正肘静脈が用いられる

◆ 血管内留置カテーテルからの採血は静脈採血の2倍程度の頻度で

コンタミネーションが起こる
Bryant,J.K.,  J.ClinMicrobiol．88: 113-116.1987

「日本臨床微生物学会；血液培養の意義 血液培養検査ガイド，2013」の一部抜粋

・三方活栓からの採取は避ける

・ボトルと患者の血管を直接連結しない。



血液培養の採血量

◆採血量はある一定の量までは菌の検出感度と相関関係にあるとさ

れている

◆血液量20mLでは10mLに比べ30%検出率を上昇させ、30mL

では10mLに比べ47%検出率を上昇させたが, 40mLでは30mL

に比べわずか7％の増加に留まる
Cockerill,FR. Clin. Infbct.Dis.38:1724-1730. 2004

「日本臨床微生物学会；血液培養の意義 血液培養検査ガイド，2013」の一部抜粋

成人の1セットあたりの採血量は20～30mLを採血する。1回につき2セット
(2ヵ所から）採血する。



検体採取のタイミング

血液中菌量

体温

悪寒・戦慄

Clinical and Laboratory Standards Institute: Principles and Procedures for Blood Cultures; 
Approved Guideline. CLSI document M47-A. Clinical and Laboratory Standards Institute. 2007.



カテーテル抜去の前に診断する方法
-differential time to positivity(DTP)-

①カテーテルからの逆流血と末梢血をそれぞれ1セットずつ計2
セットを採取して培養する。

②カテーテルからの逆流血と末梢血の血液培養を同時に開始する。

・血液培養2セットが同時に採取されていること
・各ボトルに等量の血液が摂取されていること
・すべてのボトルの培養が同時に開始されていること

【カテーテル関連血流感染症の評価基準】
下記の条件を満たしていること
① カテーテル逆流血と末梢血の培養が同一菌で陽性になること。
② カテーテル逆流血の培養が陽性になるまでの時間が，末梢血の培養が陽性

になるまでの時間よりも2時間以上早いこと。
「日本臨床微生物学会；血液培養の意義 血液培養検査ガイド，2013」の一部改変



感染症検査に使用されている染色法

方法 目的微生物 材料 染色性

グラム染色 一般細菌 各種材料 グラム陰性菌：赤
グラム陽性菌：濃青色

抗酸菌染色
チール・ネルゼン染色
蛍光染色

抗酸菌 各種材料 抗酸菌：
赤色
蛍光色

キニヨン染色 ノカルジア 膿、喀痰 抗酸性を有する細菌が赤色に染
まる

ヒメネス染色 レジオネラ 喀痰 細菌は赤色。グラム染色と併用

墨汁染色 クリプトコッカス 髄液 菌体と莢膜を鮮明にする

真菌の蛍光染色
（ファンギフローラY染色）

アスペルギルス属など 各種材料 真菌が黄緑色の蛍光色に染まる

ディフ・クイック染色
グロコット染色

ニューモシスチス・イ
ロベッチィ

肺胞洗浄液、
気管吸引物

シストが紫色に染まる

グロコット染色 アスペルギルス属など 各種材料 真菌が黒色に染まる

ヨード染色 赤痢アメーバーなど 便 シストが黄色～褐色



抗酸菌染色（喀痰）

抗酸菌が赤色に染まる



感染症検査に使用されている染色法

方法 目的微生物 材料 染色性

グラム染色 一般細菌 各種材料 グラム陰性菌：赤
グラム陽性菌：濃青色

抗酸菌染色
チール・ネルゼン染色
蛍光染色

抗酸菌 各種材料 抗酸菌：
赤色
蛍光色

キニヨン染色 ノカルジア 膿、喀痰 抗酸性を有する細菌が赤色に染
まる

ヒメネス染色 レジオネラ 喀痰 細菌は赤色。グラム染色と併用

墨汁染色 クリプトコッカス 髄液 菌体と莢膜を鮮明にする

真菌の蛍光染色
（ファンギフローラY染色）

アスペルギルス属など 各種材料 真菌が黄緑色の蛍光色に染まる

ディフ・クイック染色
グロコット染色

ニューモシスチス・イ
ロベッチィ

肺胞洗浄液、
気管吸引物

シストが紫色に染まる

グロコット染色 アスペルギルス属など 各種材料 真菌が黒色に染まる

ヨード染色 赤痢アメーバーなど 便 シストが黄色～褐色



細菌培養検査

検体中の細菌の有無、炎症細胞を観察し、貪食像などから起炎菌の
推定を行う。検体の品質評価も可能。

検体中の細菌を寒天培地で増殖させ、次のの工程に進むために独
立した発育コロニー獲得する

寒天培地にコロニー形成した細菌の菌種を決定する。
質量分析法、自動機器、簡易同定キットなど

感染症の原因菌が各種薬剤に抵抗性を示すかを確認する。
微量液体希釈法、ディスク拡散法など

薬剤感受性検査の耐性パターンから、細菌の耐性機序を確認し、
薬剤耐性菌を判定する。

顕微鏡検査

培養

同定検査

薬剤感受性検査

耐性菌検出



顕微鏡検査（初日） グラム染色

⚫ 炎症細胞（好中球）：陽性
⚫ グラム陽性球菌：陽性
⚫ 貪食像：陽性

好中球が多数観察され、ブドウの房状のグラム陽性球菌が単一にみられ、
好中球に貪食されていることから、ブドウ球菌による感染症を示唆します。

関節液



分離培養とは、目的とする細菌を寒天培地上で、単一

コロニーとして発育（増殖）させること

⚫ 温度

⚫ 時間

⚫ 環境（酸素または炭酸ガス濃度を調整）

⚫ 選択培地の併用

ディフィシル菌、レジオネラ、百日咳菌、MRSA、

キャンピロバクター、酵母様真菌など

分離培養（初日） 培地への接種



分離培養（2日目以降） 培地の観察

原因菌と考えられるため、同定検査、
薬剤感受性検査に進む

35℃、好気、
24時間培養

検体を寒天培地に塗抹する

グラム染色で推定したブドウ球菌の
発育がみられた



簡易同定キット
（4～18時間）

性状確認培地

質量分析装置
10分以内

全自動細菌検査装置
（4～18時間）

同定検査（2日目以降）



薬剤感受性検査（2日以降）

・ディスク法（国内の使用率：3%未満）

・微量液体希釈法（1μg/mLを基準）

・寒天平板希釈法（100μg/mLを基準）

・液体培地希釈法



薬剤感受性検査（MICと判定カテゴリー）

MIC（minimum inhibitory concentration）とは、試験管内で菌の発育が阻止される

最小の薬剤濃度

0.125 0.25 0.5 1 2 4 8 16 32 μg/mL

MICは、4 μg/mLMIC値測定 橙色：発育 、黄色：未発育

判定カテゴリー MIC

感性(S) ≦1

中間( I ) 2

耐性(R) ≧4

CLSI法は、細菌と各薬剤の組み合わせで
ブレイクポイントが設定されているブレイクポイントの例）

上図ではMICが4μg/mLと判定された。
左表で判断すると、判定カテゴリーは「耐性(R)」となる。



耐性化のメカニズム

細菌は様々な方法を駆使して抗菌薬曝露から生き延びようと試みる

① バイオフィルムの形成（物理
的に接触を防ぐ）

② DNAやRNAの変異による標
的の変化（作用点を変化）

③ β-ラクタマーゼ（化学反応
で抗菌薬を分解）

④ 排出ポンプ（薬剤を外に汲み
出す）

⑤ 外膜変化（流入を防ぐ）
⑥ 薬剤の化学修飾

引用：薬剤耐性菌について 耐性化のメカニズム：AMRリファレンスセンター

①

②

③

④

⑤

⑥



β-ラクタマーゼ

β–ラクタム環を加水分解して、β–ラクタム系
抗菌薬を不活化する細菌が産生する酵素

β–ラクタマーゼ

セリン-β–ラクタマーゼ

クラスA
（ペニシリナーゼ）

クラスD
（OXA型ペニシリナーゼ）

クラスC 
（セファロスポリナーゼ）

メタロ-β–ラクタマーゼ

クラスB
（カルバペネマーゼ）

活性中心にセリン

活性中心に亜鉛

IMP型、VIM型

OXA型カルバペネマーゼ

ESBLs、
KPC型カルバペネマーゼ

プラスミド性ampC



⚫ メチシリン耐性黄色ブドウ球菌(MRSA)

⚫ バンコマイシン耐性腸球菌(VRE)

⚫ カルバペネム耐性腸内細菌目細菌(CRE)

⚫ 基質拡張型β-ラクタマーゼ(ESBL)産生グラム陰性桿菌

⚫ カルバペネマーゼ産生腸内細菌目細菌(CPE)

⚫ 薬剤耐性緑膿菌(MDRP)

⚫ 薬剤耐性アシネトバクター属菌(MDRA)

院内感染の主な原因微生物 ②

薬剤耐性菌

β-ラクタム系抗菌薬の耐性機序を確認するために追加検査が必要



CREとCPEの違い

カルバペネム耐性腸内細菌目細菌
(Carbapenem-resistant Enterobacterales：CRE)

⚫ β-ラクタマーゼ（化学反応で抗菌薬を分解）
⚫ 排出ポンプ（薬剤を外に汲み出す）
⚫ 外膜変化（流入を防ぐ）

カルバペネマーゼ産生腸内細菌目細菌
(CPE：carbapenemase-producing Enterobacterales)

β-ラクタマーゼ産生を証明する必要がある



微量液体希釈法のプレート

メチシリン耐性株の判定

菌名 オキサシリン（MPIPC） セフォキシチン（CFX）

S. aureus or
S. lugdunensis

≧4 ≧8

上記以外の
Staphylococcus 属菌

≧1 なし

CLSI M100-S32

メチシリン耐性黄色ブドウ球菌（MRSA）のMIC判定基準

各薬剤の希釈系列を配置しているプ
レートで微量液体希釈法を実施する。

メチシリン耐性は、MPIPCおよびCFX
のウェルの細菌の発育状況からMICを
読み取って判定する。



薬剤感受性検査の判定 メチシリン耐性株の判定

読み取り結果

CFX ＞4（≧8）
MPIPC ＞4（≧8）

判定結果

メチシリン耐性なので、本菌はMRSA
である

同定結果

Staphylococcus aureus

解釈

MICに関係なく、すべてのペニシリン、
セフェム、カルバペネムは耐性と考える



ディスク拡散法

CAZ

21mm

寒天平板培地に菌液を均一に塗布して表面が乾
燥した後に、抗菌薬含有の濾紙を置く。

翌日、抗菌薬含有の濾紙周囲で細菌発育の有無
を確認する。未発育の部分（阻止円）の直径を
測定し、阻止円の大きさで抗菌薬の有効性を判
断する

CPDX



ESBL産生菌の確認試験

CAZ

CPDX

CTX

CAZ/CVA

CPDX/CVA

CTX/CVA

第3セファロスポリン系薬剤（CAZ、
CPDX、CTX）単剤と比較すると、
クラブラン酸（CVA）との合剤で
は阻止円が拡大する

CVAは、ESBLの活性を阻害する。
↓

抗菌薬がESBLで分解されない
↓

本来の抗菌力を示す

21mm

7mm

9mm

28mm

25mm

29mm

ESBL



カルバペネマーゼ産生腸内細菌目細菌（CPE）の確認試験

ｍCIM ：modified carbapenem inactivation method

カルバペネマーゼ産生：
阻止円を形成しない

カルバペネマーゼ非産生：
阻止円を形成する



薬剤耐性菌スクリーニング培地の使用

検体中の薬剤耐性菌を選択的に発育させることが可能な培地。
非選択培地と同時に使用すると耐性菌検出の一助となる。

MRSAスクリーニング培地血液寒天培地



院内感染の主な原因微生物 ③

感染性胃腸炎

ノロウイルス＊

ロタウイルス

アデノウイルス

迅速診断キットによる

抗原定性（IC法）

＊：保険未収載であるが、核酸検出

検査がキット化されている

サルモネラ

病原大腸菌

キャンピロバクター

培養同定検査

IC法：イムノクロマトグラフィー法



イムノクロマト（IC）法の基本原理

検体に抗原があると、標識抗抗体と免疫複合体を形成、免疫複合体はメンブレ

ンに固定されたキャプチャー抗体に捕捉され、テストラインを生じる。

SARS-CoV-2抗原が結合していない標識抗SARS-CoV-2抗体はメン
ブレンに固定された抗マウス抗体に捕捉され、コントロールラインを生じる。

検体（SARS-CoV-2抗原）

サンプルパッド

コンジュゲートパッド

メンブレン

テスト

吸収パッド

バッキングシート

コントロール

標識抗SARS-CoV-2抗体

免疫複合体
キャプチャー抗体

抗マウス抗体

抗原定性検査の例



判定時の解釈



迅速診断キットの検体採取

検査キットごとに専用のスワブを使用、適切な時期に適切な検体を
採取する

鼻咽頭ぬぐい液 ：インフルエンザ、RS/hMPV

SARS-CoV-2
咽頭ぬぐい液 ：アデノウイルス、ストレプトA
角結膜ぬぐい液 ：アデノウイルス
便：ロタウイルス、ノロウイルス、アデノウイルス、

ディフィシル菌（GDH、トキシン）
尿：肺炎球菌抗原、レジオネラ抗原

鼻咽頭からの検体採取時に、鼻汁が多い場合は、検体採取前に鼻を
かんでから検体を採取する。
粘性が強い検体は正しく反応しない場合がある。



A kit B kit C kit D kit

+ − + − + − + −

リアルタイム
PCR

+ 16 11 14 13 14 13 13 14

− 1 41 0 42 0 42 1 41

陽性一致率 59.3 51.9 51.9 48.1

陰性一致率 97.6 100 100 97.6

全体一致率 82.6 81.2 81.2 78.3

κ係数 0.633 0.590 0.533 0.522

95%信頼区間 0.43-0.83 0.39-0.79 0.32-0.74 0.31-0.73

ノロウイルス抗原キットの性能評価

佐藤友樹ほか,ノロウイルス抗原キットの性能評価およびキット間差の検討 感染症学雑誌第92巻第 2 号



「新型コロナウイルス感染症に関する検査について」を改変
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00132.html

迅速診断キット 血清学的検査 核酸検出検査

検査種類 抗原定性検査 抗原定量検査 PCR検査

精度

低 中 高

一定以上の病原微生物の量が
必要

抗原定性検査よりも少ない病原微生物の量でも検出が可能

検出対象 病原微生物を特徴づけるタンパク質（抗原）
病原微生物を特徴づける遺伝
子配列

実施場所 検体採取場所で実施 検体を検査室もしくは外部の検査機関に搬送して実施

検査機器 必要なし
分析装置が必要
専用試薬のことが多い

サーマルサイクラー、もしく
はリアルタイムPCR装置
ready-to-useの専用試薬の
装置もある

判定時間 約30分 約30分＋搬送時間 約20分〜数時間＋搬送時間

病原微生物を検出する検査の種類と概要



麻疹の検査診断

病原体検出マニュアル 麻疹 （第3.4版） 平成29年4月を一部改訂

検査方法
診療
報酬

検体 採取に適切な時期

病
原
体
検
出

cRT-PCR

real-time RT-
PCR

未収載 咽頭ぬぐい液、
末梢血リンパ球、
尿、
（*血清）

発症前2-3日前から発疹出現後約1週間（＊血清：発
症日〜発疹出現3日ごろまでの検体では検出される事
がある）

ウイルス分離 未収載 咽頭ぬぐい液、
末梢血リンパ球、
尿

発症前2-3日前から発疹出現後約3日間

血
清
学
的
診
断

IgM抗体検査
（EIA）

206点 血清 発疹出現後4日目〜28日目

IgG抗体検査
（EIA）

206点 血清
（ペア血清）

1回目：発症前〜発疹出現後4日目頃まで
2回目：1回目の採血から2週間〜4週間後、発疹出現
後 2週間〜4週間後



院内感染の原因ウイルスと主な検査法

ウイルス
迅速 抗原検査 抗体検査 核酸増幅

検査 その他
定性 定性 定量 IgM IgG

SARS-CoV-2 ● ● ● ● ● ●

インフルエンザウイルス ● ● HI、CF

アデノウイルス ● ● CF、NT

麻疹ウイルス ● ● ●

水痘・帯状疱疹ウイルス ● ● ● ● CF

ムンプスウイルス ● ● HI、NT、CF

風疹ウイルス ● ● HI

B型肝炎ウイルス ● ● ●

C型肝炎ウイルス ● ●

HI：赤血球凝集抑制反応、CF：補体結合反応、NT：中和反応



核酸検出検査の活用

① 培養に時間を要する病原体の検出：抗酸菌

② 培養不可能または培養困難な病原体の検出 ：

淋菌，クラミジア，リケッチア，マイコプラズマ，ウイルス

③ 病原因子や毒素の検出 : 

C. difficile のトキシン、ベロ毒素，白血球破壊毒素（PVL）

④ 薬剤耐性遺伝子の検出 : mecA ，カルバペネマーゼ産生遺伝子など

核酸検出検査とは、病原体や毒素産生に関わる特異的な遺伝子を
増幅させて検出する方法。PCR法、LAMP法など。



日本臨床微生物学会、Clostridium difficile 毒素遺伝子検査を踏まえた検査アルゴリズム

Clostridioides difficile の核酸検出検査



データの活用

1．感染制御部へ連絡
✓ 院内感染対策上、重要な微生物の検出
（高病原性、薬剤耐性菌など）

✓ アウトブレイクを疑ったとき

2．アンチバイオグラムの作成
✓ 薬剤感受性検査の結果

3．疫学解析：
✓ 保存菌株による分子疫学解析
✓ 蓄積データの解析



アンチバイオグラムの作成
亀田メディカルセンター



JANIS提供の解析ツールの活用

2DCM

アンチバイオグラム作成



コンベンショナルPCRを応用した簡単な分子疫学解析法

特
徴

✓ 汎用の機器で測定可能

✓ 特別な技術は不要

✓ 約4時間

✓ 標準法(PFGE法等)と同等の識別能力

✓ POT値(数値)で管理するため

同じ菌が伝播しているかが分かりやすい
※伝播の順序はわからないことに注意

分子疫学解析：POT法（PCR-based ORF Typing）



対象菌種 POTキットで可能なこと 識別能

黄色ブドウ球菌

・菌株の識別
（MRSAの場合、POT1は64以上）
・MRSAのクローンのCC型
・SCCmec型の推定

PFGEと同等

緑膿菌

・菌株の識別
（MDRPの場合、POT2の値は64以上または奇数）

・ST型の推定
・薬剤耐性遺伝子（VIM、IMP）の保有状況

MLSTと同等

アシネトバクター属菌
・アシネトバクター属菌の菌種同定
・A.baumanniiの国際流行クローンの識別及び
菌株識別

MLSTと同等

大腸菌
・菌株の識別
・ST型（特にST131型）の推定
・薬剤耐性遺伝子（CTX-M1,2,9）の保有状況

PFGEと同等

C. difficile

・菌株の識別
・クローン同定
・毒素遺伝子（ToxinA, B, binary toxin）の保有状況

PCR-ribotyping
と

同等以上

POT法で解析可能な5菌種

PFGE： pulsed-field gel electrophoresis MLST： Multi locus sequencing typing



最後に

• 自施設で感染症検査を実施している場合は、何をどこまで実施する

かを検査室と感染制御部とで明らかにしておく。

• 外部委託している場合は、特に薬剤耐性菌の検出のための追加試験

の実施基準を明確にし、緊急連絡が必要な内容を明確にしておく。

• 薬剤耐性菌が検出された場合は、疫学解析で使用することがあるの

で可能な限り保存する。

• 日常検査で得られたデータをもとに院内感染の発生状況を分析し、

次の対策の根拠に活用する


