
感染症感染症
　ウイルス・クラミジア・リケッチア・スピロヘーター・細菌・真菌・原虫・寄生虫などの微生物が、人体または動物
体に侵入して、臓器や組織の中で増殖することを感染といい、その結果生じる病気を感染症といいます。発熱がその診
断の第一歩として考えられます。

■　検査の進め方
【発熱から見た診断の進め方】

スクリーニング検査

・既往歴と現病歴の聴取 ①検尿検査 →異常所見あり→感染症の疑い

発熱 → ・現症状や自覚症状の問診 → ②末梢血液検査

・身体所見 ③赤血球沈降速度
全結果正常→非感染症

④CRP

【検体検査の進め方】

検体検査項目

①検尿検査 →　異常所見あり →　感染症の疑い

検体検査 → ②末梢血液学検査

③蛋白分画
→　全結果正常 →　非感染症

④免疫グロブリン（IgG、A、M）

【感染症の微生物学診断の進め方】

病原体・病原体抗原検査 → 分離培養 → 同　定

感染巣、尿、喀痰、糞便 塗抹検鏡

→ 膿、分泌物、血液、髄液

その他の臨床材料 → 直接的抗原検出

汚染飲食物など → 遺伝子検査

感染症

→ 抗体検査 → 抗体価測定

血清（ペア血清）、髄液

■検体検査
　○検尿検査、末梢血液検査
　　→■スクリーニング検査に同じ

　○蛋白分画
　　 γ－グロブリンの上昇、α及びβ－グロブリンは特に変動

しません。

　○免疫グロブリン（IgG，A，M）
　　 全体的に増加傾向（免疫機能亢進症）…慢性感染症の疑い（細

菌性、ウイルス性、原虫感染症等）。

■スクリーニング検査
　○検尿検査
　　尿路感染症では沈査で白血球が出現し、
　　定量培養で 105/mℓ以上の細菌が出現します。

　○末梢血液像
　　白血球減少症：チフス、結核、ウイルス性疾患
　　好酸球減少症：急性感染症初期、チフス
　　リンパ球増加症：感染症治癒期、結核、梅毒
　　単球増加症：感染症回復期、結核、心内膜炎
　　　　　　　　ウイルス感染症

　○ＣＲＰ
　　ウイルス感染症　→　一般的に低値または正常を示します。
　　細菌感染症　　　→　高値を示し、好転すると低下します。

感染症感染症

Tokui
テキストボックス
1
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■病原体・病原体抗原検査
　検体の輸送及び提出方法
　1．細菌検査
　下痢便　　　→　滅菌棒で採取し、輸送培地に入れます（ビブリオ属を疑う場合は、冷蔵保存を避けて下さい）。
　血液・髄液　→　カルチャーボトルに約 5mℓ採取し、室温にて輸送します。
　胆汁　　　　→　尿スピッツに無菌的に採取し、冷蔵にて輸送します。

　2．ウイルス検査
　抗体価　→　汎用採血容器に採取し、冷蔵にて輸送します（血清の場合は、凍結して輸送します）。
　病原体　→　各種専用容器に採取後、冷蔵にて輸送します。

　3．原虫検査
　マラリア原虫　→　発熱時に貧血容器に採血し、冷蔵にて輸送します。
　アメーバ原虫　→　直ちに検査できない時は、材料を 37℃または室温で保存します。
　　　　　　　　　　（栄養型は 2時間以内に、シスト型は 24 時間以内に検査を実施する必要があります）

■抗体検査
抗　体　検　査 関　連　疾　患

ASO、ASK Ａ群溶血性連鎖球菌感染症
マイコプラズマ抗体、寒冷凝集反応 マイコプラズマ感染症
トキソプラズマ抗体 トキソプラズマ感染症
梅毒反応（ガラス板、凝集、TPHA等） 梅毒
ウイルス抗体検査 風疹、麻疹等

■感染症の遺伝子学的検査
    感染症の診断として、これまで培養・同定、生体の反応としての特異的な抗体の検出、蛋白抗原の免疫学的な検出が行われて
きました。最近、臨床応用が始まった遺伝子検査は、微生物の「ゲノム核酸の検出」を行うものであり、高感度に微生物の存在
証明を可能としているので、診断感度を上げるためにも有用です。

　○検出方法
　　１．PCR（Polymerase chain reaction）法
　　　　遺伝子の一部を増幅し、高感度に目的遺伝子を検出します。

　　２．Hybridization 法
　　　　目的遺伝子と相補的な塩基配列をもつプローブにより検出を行います。

　　　①in  situ ハイブリダイゼーション法（in situ hybridization）法
　　　　ウイルス感染細胞の確認や細胞でのmRNAの発現状態、目的DNAの染色体上の局在が確認できます。

　　　②サザンブロットハイブリダイゼーション法（Southern blot hybridization）法
　　　　ＤＮＡの量的、質的変化の異常を解析します。

　　　③ノーザンブロットハイブリダイゼーション法（Northern blot hybridization）法
　　　　mRNAの発現の有無やサイズの違いによる異常の有無を検出します。

　　　④ドットブロットハイブリダイゼーション法（Dot-blot hybridization）法
　　　　スロットブロットハイブリダイゼーション法（Slot-blot hybridization）法
　　　　DNAまたはRNAの量的変化を検索する方法として適しており、mRNAの発現量の定量にもちいられます。

　　　⑤液相（核酸）ハイブリダイゼーション法（in solution　hybridization）法
　　　　細菌・クラミジアの rRNAを標的として、直接菌体を検出します。
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■感染経路の分類
　1. 飲食物を介して伝播する疾病

病　名 病原体 感染経路 潜伏期 主症状 対策・その他
細菌性赤痢 Shigella　spp. 経口　水・飲食物 1～ 3日 発熱・下痢・腹痛 保菌者は隔離が必要

サルモネラ症 Salmonella spp. 経ロ　水・飲食物 1～ 7日 発熱・下痢・腹痛・
嘔吐

食肉の生食に注意・ペッ
ト用ミドリガメが保菌

コレラ症 V.cholerae 経口　水・飲食物 1～ 3日 激しい水様下痢症と
脱水によるショック 保菌者は隔離が必要

腸炎ビブリオ胃腸炎 V.parahaemolyticus 経口　魚介類の生食 10 ～ 40 時間 下痢・腹痛・嘔吐と
軽度の発熱

夏期に集中し、季節
的変動がある

アメーバ赤痢 E.histoiytica 成熟嚢子の経ロ感染 5日から数ヵ月 粘液性下痢・肝膿瘍・
大腸潰瘍

渡航先熱・亜熱帯地
方での生水・生野菜
の生食を避ける

アニサキス症 Anisakis spp. ニシン・サバ・イカ
の生食 3～ 5日 激しい腹痛・嘔吐・

胃腸・壁穿孔
ニシン・サバ・イカ
の生食に注意

クリプトスポリジウム症 C.paruvum 水・手指を介して 5日 免疫低下時の腸炎・
下痢

保菌動物との接触に
注意

顎口虫症 G.spinigerum
淡水魚 ( 特にタイワ
ンドジョウ ) の生食
に注意

不定
激しい頭痛・嘔吐・
知覚異常・痙攣・昏睡・
中枢神経障害など

中間宿主のアフリカマ
イマイ・ナメクジ・カエ
ルなどの生食を避ける

蛔虫症 A.lumbricoides 成熟仔虫胞臓卵経ロ
接種 2～ 10 ヵ月 腹痛・神経障害・貧血 糞便感染のため手指

の洗浄

鞭虫症 T.trichiura 経ロ感染 2週間 潰瘍出血・腸粘膜疾患 知的障害者の集団に
多い

蟯虫症 E.vermicularis 経ロ感染 産卵後
6～ 7時間 肛門周囲の痒痔感 排便後手指の洗浄・

家族内感染が多い

　2. 動物・鳥類によって伝播する疾病
動物・鳥類 病　名 病原体 感染経路 潜伏期 主　症　状 対策・その他

トリ オウム病 C.psittaci オウム・カナリ
ア・ハト 7～ 14 日 発熱・肺炎・神経

障害・下痢・発疹
抗生物質投与・鳥
類の取扱いに注意

イヌ 狂犬病 Rabies virus イヌ・コウモリ・
ウマ 13 日～ 1年 発熱・倦怠・恐水

発作・放散痛
イヌへのワクチン
投与

ネコ 猫ひっかき病 ウイルス ? ネコ 1～ 3週 受傷部位硬結・リ
ンパ節腫脹

リンパ腺の化膿切
開

ネズミ
ラッサ熱 Lassa fever

virus
ネズミ　
ヒト→ヒト 5～ 7日 発熱・下痢・筋肉痛・

腹痛
飛沫感染・ネズミ
の駆除

鼠咬症 S.minor ドブネズミ・ネ
コ・イヌ 5～ 28 日 口傷治癒後発病・

発赤腫脹硬結
抗生物質投与・ネ
ズミの駆除

獣類

ブルセラ病 Brucella　spp. ウシ・ヒッジ・
ヤギ・ブタ 2～ 3週 波状熱・下痢・神

経過敏
輸入食肉・牛肉・
チーズ

炭疽 B,anthracls ウシ・ウマ・ヤギ・
ブタ 1～ 7日 皮膚炭疽・リンパ

節腫脹・敗炭疽
病畜の焼却・抗生
物質投与

鼻疽 P.mallei ウマ・ロバ・ラ
バ 受傷時期不明 肺炎・敗血症・皮

膚感染部発赤 羅患馬の消毒

鳥 クリプトコッカ
ス症※ 1 C.neoformans ハト・鳥類・ウシ・

イヌ 数週～数ヵ月 喀痰・中枢神経症
状・咳嗽 抗真菌剤投与

獣類・ブタ・
イヌ

トキソプラズマ
症※ 2 T.gondii ヒトを含む脊推

動物
母子感染が主・
後天感染もあり

水頭症・無症状も
あり 食肉に注意

※ 1　クリプトコッカスの検査は、通常の真菌培養で実施可能です。
※ 2　トキソプラズマの検査は、血清抗体価にてご依頼下さい。
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3. 昆虫・節足動物によって伝播する疾患

病　名 病原体 感染経路 潜伏期 主症状 対策・その他

蚊

マラリア ( マラ
リア原虫 4種 )

Plasmodium spp. 蚊 ( ハマダラカ ) の
吸血による経皮感染

5～ 20 日 熱発作・頭痛・脾腫・
貧血

夜間、蚊の吸血を避け
る予防内服を励行する

糸状虫症 ( バン
クロフト糸状虫・
マレー糸状虫）

W.bancroffi  
B.malayi

蚊の吸血による経皮
感染

6ヵ月～ 1年 熱発作・リンパ節腫脹・
陰嚢水腫・象皮病

蚊の吸血を避ける

黄熱 Yellow fever
virus

蚊の刺咬 3～ 10 日 高熱・頭痛・関節痛・
出血性傾向・黄疸

蚊の駆除
ワクチン投与

デング熱 Deugne fever
virus

蚊の刺咬 5～ 8日 高熱・身体各所の痛
み・発疹・白血球減
少症

蚊の駆除

デング性出血熱 Deugne fever
virus

蚊の刺咬 5～ 8日 強度の出血性傾向(吐
血・下血 )・ショック

蚊の駆除

ハエ

リーシュマニア症 L.donovani サシチョウバエの吸
血による経皮感染

数週～数ヵ月 発熱・皮膚および粘
膜の腫瘤・潰瘍・慢
性経過

サシチョウバエの吸
血を避ける

シャーガス病
(クルーズトリパノソーマ)

T.cruzi サシガメによる吸血
による経皮感染

2～ 3週 発熱・浮腫・リンパ節・
肝・脾なとの腫脹

サシガメの吸血を避
ける

睡眠病
(ガンビアトリパソーマ)

T.gambiense ツェツェバエの吸血
による経皮感染

2～ 3週 発熱・リンパ節腫脹・
頭痛・昏睡

ツェツェバエの吸血
を避ける

回施糸状虫症 O.volvulus ブユの吸血による経
皮感染

数ヵ月 皮膚の腫瘍・脱色素
斑・かゆみ・眼症状

ブユの吸血を避ける

ダニ

回帰熱 B.recurrentis ダニ・シラミの刺咬 2～ 15 日 高熱頭痛・筋肉痛・
髄膜炎症状

ダニ・シラミの駆除

Q熱 C.bumetii ダニ(マダニ)・ヤギ・
ヒツジ・ウシの乳

8～ 28 日 発熱・全身倦怠・頭
痛

ダニの駆除

ツツガ虫病 R.tsutsugamushi ツツガ虫の幼虫刺傷 8～ 12 日 発熱・悪寒・頭痛・
紅色硬結

ツツガ虫の駆除

ロッキー山紅斑熱 R.rickettsii 森林ダニの刺傷 3～ 7日 発熱・悪寒・筋肉痛・
脳炎症状

家畜動物ダニの駆除

ノミ

ペスト Y.pestis 飛沫感染 2～ 6日 発熱・リンパ節腫脹・
咳・血痰

ネズミの検査が必要

発疹熱 R.typhi ダニ・ヒツジ・ヤギ・
ウシの乳・ネズミ

8～ 16 日 発熱・悪寒・頭痛・
全身倦怠・関節痛

ノミの駆除

シラミ
発疹チフス R.prowazekii コロモシラミの刺傷 5～ 15 日 発熱・頭痛・発疹 シラミの駆除
回帰熱 B.recurrentis コロモシラミ・ダニ 2～ 15 日 高熱・頭痛・筋肉痛 シラミの駆除
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■尿路感染症
○尿路感染症の症状
急性単純性膀胱炎……排尿痛、頻尿、尿意切迫感、残尿感、下腹部痛
急性単純性腎盂腎炎…発熱、悪寒、側腹部痛
複雑性尿路感染症……膀胱炎、腎盂腎炎の単純性と同様の症状が見られる
　　　　　　　　　　（無症状に近いものから強い症状を呈するものまで幅広い）

○診断のフローチャート

○尿路感染症、STD性尿道炎の原因微生物（臨床検査のガイドライン2005／ 2006より引用、改変）
尿路感染症の主要原因微生物 グラム陽性球菌 Staphylococcus aureus

Staphylococcus epidermidis

Enterococcus faecalis

グラム陰性桿菌 Escherichia coli

Klebsiella pneumoniae

Proteus mirabilis

Citrobacter spp

Enterobacter spp

Serratia spp

Pseudomonas aeruginosa

抗酸菌 Mycobacterium tuberculosis

真菌 Candida spp

STD性尿道炎の原因微生物 淋菌 Neisseria gonorrhoeae

クラミジア・トラコマチス Chlamydia trachomatis

マイコプラズマ Mycoplasma genitalium( 保険未承認 )

排尿痛

頻尿

発熱

側腹部痛など

※膿尿の判定基準：沈渣≧5／ hpf　計算盤≧10 ／

尿培養 検尿（膿尿）

症状の種類により

排尿初期痛
尿道分泌物

STD性
尿道炎の疑い

検尿（膿尿）

分泌物スメア（膿尿）

感染機会の確認

膀胱炎

腎盂腎炎

前立腺炎

精巣上体炎

超音波検査（残尿の有無）、膀胱鏡

超音波検査
KUB、IVP
糖尿病の有無

＜感染の局在診断と原因微生物＞
前立腺肥大・圧痛（直腸診）
慢性症（無熱）ではEPS中白血球・細菌培養

＜感染の局在診断と原因微生物＞
陰嚢内容肥大・疼痛・圧痛
陰嚢内容超音波検査
初尿細菌培養・クラミジア・トラコマーチス検査

初尿中クラミジア・トラコマチス
（PCR、EIA）

分泌物グラム染色   
分泌物培養、PCR、EIA  

＜重症度診断＞
血液一般
CRP
血液培養
CT（腎）

緊急検査

〈基礎疾患の診断〉

｝

淋菌｝

尿路感染症診断のフローチャート（診療群別臨床検査のガイドライン2003より引用）
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