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ⅩⅤ．結核菌の検査法 

1.結核菌 Mycobacterium tuberculosis 

形態：長さ 1～4µm、幅 0.3～0.6µm 位の細い多形態性の桿菌である。分裂した菌体は

相互に接着するので菌の集塊は紐状構造を示す（コード形成）。 

コロニー：小川培地上のコロニーは表面粗、辺縁不正、硬く乾燥した淡黄灰白色のＲ

型コロニーである。コロニー下面の菌束が培地内に食い込み、剥離するのに抵抗が

ある。 

染色性：普通の色素では染まりにくく、色素に石炭酸等の媒染剤を加え、加熱染色な

どの必要がある。一度染まると、酸、アルコールなどの脱色剤によって容易に脱色

されない。このような性質を抗酸性という。グラム染色では一般に染まりにくいが、

グラム陽性に染まる。 

抵抗性：外界からの影響に強い抵抗性を持つ。乾燥、消毒薬にも一般に抵抗性が強い。

加熱と紫外線には比較的弱い。 

 

2.抗酸菌の分類 

 抗酸菌には、小川培地上で発育速度の遅い遅発育菌と、２～３日で発育する迅速発

育菌がある。 

結核菌群（Mycobacterium tuberculosis complex）は遅発育菌で、結核菌

（M.tuberculosis）、M. bovis（BCG 含む）、M. africanum、M. microti、M.caprae、

M.canettii、M.pinnipedii を含み、BCG 以外による疾病は感染症法に基づく結核の届

出の対象である。 

非結核性抗酸菌は、発育速度、コロニーの光発色性や色調によって４群に分類して

いる。 

遅発育菌はⅠ群菌（光発色菌）、Ⅱ群菌（暗発色菌）、Ⅲ群菌（非光発色菌）からな

り、迅速発育菌はⅣ群菌である。 

 

3.非結核抗酸菌 nontuberculous mycobacteria（NTM) 

  非結核抗酸菌とは、結核菌群以外の抗酸菌の総称である（らい菌は除く）。非定型

抗酸菌(atypical mycobacteria:ATM)と同義語である。 

非結核抗酸菌症は、近年相対的に増加しており全抗酸菌症の 10％を超えている。

本菌は環境中にも多く認められ、病原性はそれほど強くなく、日和見感染症の原因菌

として問題となる。感染すると治療薬が効きにくく、難治性である。 

わが国では、肺の非定型抗酸菌症の70％近くをM. avium complex症が占めており、

20％がM. kansasii症である。しかし、他の菌種による症例も報告されるようになり、

菌種ごとに薬剤感受性が異なるため、治療上抗酸菌を同定する必要性が増大している。 

 

4.多剤耐性結核菌 multi-drug resistant tuberculosis（MDR-TB） 

少なくとも INH および RFP の両薬剤に対して耐性を示す結核菌をいう。難治性のた

め発生防止と感染防止対策は重要である。 

特に、ニューキノロン系抗生剤の１種類以上に耐性を示し、かつ注射可能な抗結核

薬の１種類以上に耐性を示す結核菌を、超多剤耐性結核菌と呼ぶ。 
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結核菌の薬剤耐性は突然変異により発現する。突然変異の発生頻度は薬剤毎に異な

る。RFP で 108個に１個、INH、SM で 106に１個程度とされている。単剤治療や不規則

な服薬は耐性菌増殖の頻度を高める。 

多剤耐性結核菌は「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」に

より 3種病原体に分類され（M.tuberculosis に限る）、その所持や運搬には厳しい規

制を受ける。 

（参考）厚生労働省のホームページ 

「感染症法に基づく特定病原体の管理規制について」 

 http://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/kekkaku-kansenshou17/03.html 

 

５.検査室内感染防止と消毒薬 

 結核菌の主な感染経路は経気道である。感染防止のためには、菌を吸入しない手段

を講じる必要がある。 

検査は、菌が飛散しないよう安全キャビネット内で行う。その他専用のガウン、N95

マスク、ディスポーサブル手袋等を着用する。作業者はマスクが正しく着用出来てい

るか年数回、定期的にフィットテストを行う。キャビネット内での操作においてもエ

アロゾルを極力発生させないように、白金耳は火焔滅菌を必要としないディスポーサ

ブルを用いる。また試料の混和や振盪後はすぐに蓋を開けることは避け、ピペットの

先端で菌液の気泡をはじけさせない、などの注意を払うことも大切である。 

  有効な消毒薬としてはヨウ素系消毒薬、70～80％エタノールなどがある。作業時に

用意する白金耳やチップを捨てるゴミ入れには、エタノールを入れておくと良い。オ

スバンやヒビテンは適さない。フェノール系消毒薬も有効だが排水規制に留意するこ

と。 

 

６.検体の採取と保存 

感染防止：患者との接触及び喀痰採取は、感染の危険が高い。Ｎ95 マスクを着用

する。 

喀痰の採取法：結核の検査は喀痰が主な検体である。採取は、口径の広い採痰容器

をあらかじめ被験者に渡し、比較的痰の出やすい起床直後に採取するように指示

する。 

化学療法中の患者の場合、薬剤が検査材料に混入し、培養による菌の検出を妨

げる怖れがあるが、早朝服薬前に採取すれば、薬剤投与を中止しなくてもよいよ

うである。 

保存：検査は、検体採取後直ちに行なう必要があるが、やむを得ず検査材料を保存

しなければならない場合は、必ず冷蔵保存する。凍結保存できればさらによい。 

また、抗酸菌は紫外線に対して抵効力が弱いため、明るいところに長く置い

てはいけない。 

 

７.検査法 

 『結核菌検査指針 2007』において、塗抹鏡検・培養検査において均等化・遠心集

菌検体を用いることが推奨されている。しかし保健所にはバイオハザード対応の遠心

器は設置されていないことから、これまで喀痰検査は直接塗抹法、培養検査は4％NaOH
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処理からの 3％小川培地への接種によって実施されてきた。昨今、磁性ビーズを用い

て結核菌を集菌する方法が開発され、その試薬類も市販されていることから、今後は

当該方法によって検査を実施されることが望まれる。結核菌を検出する方法として、

塗抹検査、遺伝子検査および培養検査があるが、塗抹検査や遺伝子検査の結果が陰性

であっても必ず培養検査は実施する。 

 

  保健所における喀痰からの抗酸菌の検出は、塗抹鏡検法と分離培養法を併用する。 

1) 喀痰の前処理（SAP-NALC-NaOH）と磁性ビーズによる集菌（TB-Beads 法）  

（1） 喀痰を 50ml 遠沈管に全量移す。 

（2） 喀痰の 3倍量の SAP（セミアルカリプロテアーゼ;スプタザイム等）を加え

攪拌する。 

（3） 喀痰＋SAP と等量の NALC-NaOH（マイコプレップ等）を加え攪拌し、15 分

間静置する。 

（4） （3）の容量に対し、等量の TB-Beads Solution を加え、静かに泡立てない

ように転倒混和し、その後 2分間静置する。 

（5） 遠沈管をホルダーに装着し軽く揺すって液面などにビーズが残らないよう

にし、１分間静置する。 

（6） 上静をデカントで廃棄する（ホルダーは装着したまま）。 

（7） ホルダーを外し、（3）の容量に対し、等量の TB-Beads Wash Solution を加

え、転倒混和し、キャップの裏や管壁を丁寧に洗う。 

（8） ホルダーに装着し、軽く揺すり液面にビーズが残らないようにし、数秒静

置する。 

（9） 上静をデカントで廃棄する（ホルダーは装着したまま）。 

（10）ホルダーを外し、100μl の TB-Beads Elution Buffer を加え、軽く手振り

で混和し、その後 5分間静置する。 

（11）ホルダーを装着し、数秒静置する。 

（12）上静をマイクロチューブを移し、これを塗抹検査および培養検査の試料と

する。 

詳しくは、各試薬の添付書類を参照してください。 

 

2）A.塗抹標本作成    

 （1）シランコートスライドグラスの中央に試料を 50μl 滴下する。 

 （2）自然乾燥もしくはホットプレート（65℃）で乾燥させる。 

 （3）バーナー炎中に数回くぐらせ、しっかりと固定する。 

 ・TB-Beads を用いた場合、メタノール固定は不可。 

・上記の操作はすべて安全キャビネット内で行う。 

・固定を経ても菌の死滅は確実でないことに留意する。 

   B.染色  チール・ネールゼン法 

    （1）固定した標本に十分量の石炭酸フクシン液を満載する。 

(2) アルコール綿に火をつけ、ピンセットでそれをつまみ、染色液をガラス裏

面から軽く加温し、10 分間放置する（5分後にも再度加温するとよい）。必

要に応じ染色液を足してやること。 
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（3）染色液を捨てる。 

（4）50ml 遠沈管に 3%塩酸アルコールを入れ、その中にスライドグラスを入れ、

キャップし優しく転倒混和する（色素が出なくなるまで十分に脱色する）。 

  （5）スライドグラスを取り出し水洗する。 

（6）1％マラカイトグリーン染色液を満載し、15 秒放置する（10 倍希釈したレ

フレルメチレンブルーでもよい）。 

（7）乾燥後、光学顕微鏡で観察する（1000 倍拡大・油浸レンズ仕様）。 

・抗酸菌は赤色、その他の細菌や細胞成分は緑色に染まる。 

・塗抹陽性検体を確認した場合は衛生研究所に連絡し、次の分離培養法に供した

試料の残りを衛生研究所に搬入し、原則として核酸増幅検査による結核菌群か

否かの同定を依頼する。 

 

          検出菌記載法 

記載法 菌数 ガフキー号数 

- 

± 

1+ 

2+ 

3+ 

0/300 視野 

1～2/300 視野 

1～9/100 視野 

≧10/100 視野 

≧10/1 視野 

Ｇ0 

Ｇ1 

Ｇ2 

Ｇ5 

Ｇ9 

    

3）分離培養法 

  SAP-NALC-NaOH と TB-Beads で前処理した検体は、小川培地等の卵培地および MGIT

等の液体培地両方に接種することが出来る。検出感度を上げるために、固形培地

と液体培地の両方を使用することが望ましい。 

（1）試料（TB-Beads 処理液）に滅菌蒸留水 600μl を加え、100μl を 2％小川 

培地もしくは工藤 PD 培地に接種する。斜面台で 1週間培養し、菌の培地へ 

の定着を促した後、試験管を立てて培養を続ける。 

    （2）MGIT 培地に発育促進剤（OACD サプリメント）500μl と抗生剤（PANTA）100

μl）を加え、そこに試料 500μl を接種する。MGIT 培地は、菌の発育によ

り培地中の酸素が消費されると、管底の蛍光化合物が紫外線照射（365nm）

によって蛍光観察されるように工夫されている。 

 

参考）a  4%NaOH を用いた分離培養法  

①喀痰に 2倍量の 4%水酸化ナトリウムを加え均等化する。 

②直ちに 100μl を直ちに 3%小川培地に接種する。 

 

b 酸処理法 

アルカリ処理によっても雑菌汚染の低下が認められない場合などに、喀痰

を酸で処理することが有効な場合がある。 

①スプタメントゾルを喀痰の 2倍量加え、撹拌して均等化する。 

②室温で 20～30 分放置する。 

③小川Ｋ培地に 100μl 接種する。 
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4) 観察 

  前処理した喀痰を 2本以上の培地に接種し、37℃で培養する。 

小川（工藤 PD）培地は、培養 3～5 に 1 度、4 週までは週 2 回、以後週に 1 回は

観察し、菌発育が認められなくても最低 8週間培養を続ける。コロニーが観察され

たら、発育日数・性状・色調を記録する。MGIT 培地は培養 2日目から毎日観察し、

管底部に紫外線を当て、蛍光の有無を観察する。MGIT 培地も同様に菌発育が認め

られなくても 8 週間は培養する。MGIT 培地ではコロニーは管底部に白い粒々とし

て観察されるが、培養を長期に継続すると液面にも膜状に発育することがある。 

  菌の発育が認められたら（その時点で）衛生研究所に連絡する。原則として分離

菌の同定が必要であり、菌株を衛生研究所に搬入する。 

 

＊ 小川培地の凝固水 

  斜面・凝固卵培地である小川培地は、管底に凝固水が溜まるが、適正な量の凝固水

ならば、培養成績に有意の差はみられない。 

しかし、水分が多過ぎると、菌の培地への定着が悪くなり検出率に影響が出る、あ

るいは培地輸送時に邪魔になる場合があるので、凝固水を捨てる。 

凝固水の多少から、その都度判断すること。 

 

＊ 小川培地のゴム栓（Ｍ型ゴム栓） 

 Ｍ型ゴム栓は、培養期間中の微通気状態を保つため切れ目が入っている。使用前に

軽く握りつぶして切れ目が塞がっていないか確認すること。培地の輸送時は、ビニー

ルテープで密封すること。 

 

8.結核菌の同定 

  結核菌の同定は、現在は遺伝子検査によるものが主流である。PCR、TMA、LAM、DNA

ハイブリタイゼーション法など、様々な方法が開発されている。同定は衛生研究所で

行う。 

 ①抗酸菌であることの確認：抗酸性染色 

  ②結核菌の確認         ：キャピリア TB、遺伝子検査法   

 

9.菌株の輸送 

 菌株の輸送は、厚生労働省の特定病原体等の安全運搬マニュアル、WHO による感

染性物質の輸送規則に関するガイダンス、IATA の航空危険物規則書遵守する。 

 病原体の輸送は三重容器を用いる。 

①培地のキャップはテープ等で密閉し、吸収剤と共にチャック付きビニール袋に入れ

る。 

②培地同士が互いに接触しないように、また培地が倒れたり動かないように緩衝材と

共に二次容器に入れる。 

③二次容器をしっかり閉め、三次容器に入れる。二次容器と三次容器の隙間に、内容

物を記載した送付書等を入れる。 

④所定の表示《送り主、送り先、緊急時連絡先、天地無用、病毒を移しやすい物質（危
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険物）であること》をする。 

⑤公共交通機関は用いず、自家用車や公用車等で搬送する。容器は絶対に倒したりし

ないこと！ 

ゆうパックを用いる場合は、二次容器に、ドライアイスは入れてはならないことの

記載、三次容器をジェラルミンケースに入れること、梱包責任者の表示、梱包が正し

くなされているかチェックリストの作成等が必要である。 

 

 

（参考） 安全キャビネット使用上の注意点 

1)安全キャビネットによる病原体からの安全確保 

→作業者と病原体の物理的隔離 

・HEPA フィルターによる捕集による物理的隔離 

・HEPA フィルターの透過率：0.3µm の粒子を 99.97％除去      

 

2)安全キャビネットとクリーンベンチの違い 

・クリーンベンチ ：清浄度重視で、試料の保護のみを目的とする。 

・安全キャビネット：隔離性能確保に重点が置かれている。 

清浄度ではクリーンベンチに劣るが、作業者保護、試料保護、試料の相互汚

染防止が図られている。 

 

3)安全キャビネットの種類 

 

クラス Ⅰ Ⅱ Ⅲ 

作業者の安全 ◎ ◎ ◎◎ 

試料保護 × ◎ △ 

試料相互汚染防止 × ◎ × 

 

4)定期点検（性能が確保されているかチェック） 

・気密性能試験（納入時、移動時には必須） 

・HEPAフィルター透過率・風速試験（細菌試験の代用になる） 

・気流バランス試験（細菌試験） 

 

5)安全キャビネット設置上の注意点 

   ・保守スペースの確保・床強度の確保。また、出入り口付近、空調気流の影響を

受ける場所、通行頻度の高い場所は避ける。 

 

6)安全キャビネットの開口部流入風速 

・気流の流れチェックする。 

  タイプ Aは 0.4 m/s 以上 

  タイプ Bは 0.5 m/s 以上 
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7)安全キャビネットの風速チェック 

・スモーク等で気流を可視化して正しく作動していることを確認する。 

   

8)作業時の注意点 

・作業開始前 5～15 分間及び作業終了後 15～30 分間はファンを作動させる。 

・服装は作業の危険度に応じた防御装備を必要とする。袖口のたわみをなくす。 

・キャビネット内部で急激な操作、動作をしない。 

・吹出し口に物を置かない。 

・キャビネット内に物を置かない。（置くと気流が乱れる。） 

・バーナーは極力使用しない。 

・安全キャビネット内部の消毒は、消毒用アルコールを用いる。 

 

9)HEPA フィルターの交換 

  ・穴があいた時、ゴミがたまった時、規定風速値が下がった時等、異常が起こる

前に定期的に交換することが望ましい。 

 

10)紫外線灯使用の注意点 

・実験室環境における紫外線殺菌は効果に限界があるが、安全キャビネット内

部のような限定した区域の殺菌には有効である。 

・使用により紫外線強度が減弱するので、点灯していても一定期間で交換する。 

・紫外線は人体に有害であるので、眼や皮膚に曝露させないこと。〔詳細はバイ

オセーフティの項を参照〕 


