
の泌尿器系のがんが見つかることもあ
ります。一度は精査をすることが重要
かと思います。
　池脇　質問では、異常がなくて経過
を見ているけれども、再検査がおろそ
かになりがちだということなのです。
確かにそういう気持ちになるのはわか
るのですが、異常がなくても、定期的
に再検査、経過観察を行ったほうがい
いのですね。
　岡田　一度きちんと精査を受けて、
その時点で何も病的なものが見つから
ない血尿に関しては、年に１回の健診
の際の検尿によるフォローアップでよ
いとガイドライン上で示されています。
もちろん、かかりつけ医のところで検

尿をされる場合も、年に１回行えばい
いです。
　池脇　悪性腫瘍由来の場合には、最
初は軽微でも、だんだん症状が強くな
ってきますので、経過中に発展する可
能性が高いのでしょうか。
　岡田　はい。ですから、蛋白尿が出
るか、肉眼的血尿が出るか、そのどち
らかが次の精査を行うきっかけになる
ことが多いと思います。
　池脇　血尿は本当に頻度が高くて、
すべて専門医に投げても、専門医も困
るだろうし、かといって、まあまあい
いでしょうというわけにもいかないと
いう意味で、今回のお話は役に立ちま
した。ありがとうございました。

飯塚病院感染症科部長
的　野　多加志

（聞き手　池田志斈）

　食品製造、および給食関係者が定期的な便検査でサルモネラ菌陽性といわれ
たと来院されます。感受性検査などはしておらず、陽性では仕事ができないと
のことですが、本院で再検査、培養するには１週間ほど時間がかかります。と
りあえず内服治療を希望される患者さんに投与すべき第一選択の抗生剤は、何
がいいのかご教示ください。
 ＜愛知県開業医＞

サルモネラ菌陽性患者の治療

　池田　的野先生、食品製造、および
給食関係者が定期的な検査を受けて、
サルモネラ菌が陽性になったというこ
とですけれども、定期的な検査という
のはどういうことなのでしょうか。
　的野　これは食品衛生法に記載があ
りまして、食品取扱者が定期的に検便
といわれる便培養検査を行っている状
況と推察します。食品衛生法には、頻
度や対象者の明記等はないですが、各
種指針やマニュアル、基準等がありま
す。例えば「食品事業者が実施すべき
管理運営基準に関する指針」では、保
健所から検便を受けるべき旨の指示が
あった場合、食品取扱者は必ず検便を
受けることという指針があります。ま

た、「大量調理施設衛生管理マニュア
ル」は、１回300食以上、もしくは１
日750食以上を提供するような食品取
扱者に対するマニュアルですけれども、
月１回以上の検便検査、必要に応じて
10～３月にはノロウイルスの検査など
も含めるというようなものもあります。
「学校給食衛生管理の基準」では、月
２回以上の便培養という記載がありま
す。
　原則、条例や企業間の取り決めなど
もありますが、細菌性赤痢やサルモネ
ラ属菌、腸管出血性大腸菌などを検査
されていることが多いようです。
　池田　マニュアルによって、月１回
か、あるいは月２回検査しているわけ
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診断でO抗原群というのが横に付記さ
れています。そのO抗原群の２群がパ
ラチフスA菌、９群の一部がチフス菌
である可能性がありますので、その付
記されているコメントをよく見ていた
だいて、腸チフスやパラチフスAを疑
う場合は、ある一定の知識を持たれて
いる専門医に相談されたほうがいいと
思います。
　池田　そうですよね。恐ろしいと思
ったのは、ずっと潜伏して排菌する方
たちが少なからずいるということです
ね。
　的野　東京都のデータがあるのです
けれども、食品取扱者に限ったデータ
ではありますが、サルモネラ属菌の保
菌率は0.06％、つまり10万人に60人程
度いるといわれています。十分な食品
の加熱や、は虫類やペットをさわった
後の手洗いというところを日ごろから
徹底していただくということが、予防
上非常に大事だと思います。
　池田　次の質問で、感受性などはわ
からないのだけれども、とりあえず内
服治療をしたいと患者さんが言った場
合、どうしたらいいのかというのです
けれども、このあたりはどうなのです
か。
　的野　患者さんにとってはけっこう
切実な問題でして、特に先ほどの３類
感染症に分類されている腸チフスやパ
ラチフスの場合は、便培養で陰性を確
認するまで就業制限となりますし、非

チフス性のサルモネラの場合も治療終
了後48時間経過したところで便培養の
陰性を確認した上で就業を許可すると
いう施設が多いのが事実です。ですの
で、食品をお取り扱いになられている
方々からすると、とにかく早く治療し
てほしい。そして職場復帰したいとい
う考えをお持ちで受診される方々が多
いのが実情だと思います。
　池田　感受性検査もしつつ、これは
確率論になりますが、一番よく効くよ
うなものを出していくということにな
るのですけれども、例えばどのような
ものを処方されるのですか。
　的野　まず症状がある方と、ない方
に大きく分かれます。症状がある方で、
腸チフスやパラチフスについて、主に
感受性がある場合には第一選択薬とし
てフルオロキノロンを使うことになり
ます。しかし、輸入事例として南アジ
アから日本に入ってくるような場合は
フルオロキノロン耐性も多いですので、
現状ではセフトリアキソンや、保険適
用はないのですが、アジスロマイシン
等を使いながら治療する方法がありま
す。
　別途症状のある非チフス性サルモネ
ラの場合は、主に下痢をきたすことが
多いのですけれども、抗微生物薬適正
使用の手引きというものを国が発行し
ていまして、軽症や中等症で免疫が正
常な方の場合は自然軽快するので経過
観察でいいと書かれています。ただし、

ですね。
　的野　そういうことになります。
　池田　その頻度でやっていますと、
この来院された方はあまり時間がない
という感じですね。
　的野　そうですね。
　池田　とりあえず治療してほしいと
いうことなのですけれども、サルモネ
ラ菌といっても何種類もありますよね。
どのようなものがあるのですか。同じ
扱いなのでしょうか。
　的野　サルモネラ菌といいましても
幅広くいろいろな菌が含まれています。
大きく２つに分けると、１つは腸チフ
スやパラチフスAの原因となるヒト特
異的に感染する菌、もう１つが非チフ
ス性のサルモネラ属菌といわれている、
主に動物やは虫類などに感染している
菌に分かれます。
　前者のチフス菌、パラチフスA菌は
ヒト特異的に（ヒトにのみ）感染する
ような菌で、主に人間の中に入り込ん
で菌血症を起こします。しかし、もう
一つの非チフス性サルモネラ菌は動物
に親和性がありますので、例えば加熱
が不十分な卵とか鶏肉や豚肉、場合に
よってはペットのは虫類やミドリガメ
などからの感染例もあります。そうい
ったものに接触もしくは食してヒトが
感染したり、保菌するような特徴を持
っています。ですので、サルモネラ菌
というお話であっても、大きく今の２
つに分かれています。

　池田　チフスといいますと、東南ア
ジアのほうから来る輸入感染症ですが、
そういったものは、例えば食品衛生法
などで調べると、実際出てくるものな
のでしょうか。
　的野　確かに、チフス菌、パラチフ
スA菌は現状では輸入事例が多くて、
南アジアや東南アジアからの輸入が主
です。ただし、この菌の特徴として、
感染した後、ある一定の割合、文献上
は１～６％程度保菌する可能性がある
といわれています。非チフス性のサル
モネラ菌の場合の保菌率が0.2～0.6％と
いわれていますので、感染という意味
ではチフス菌、パラチフスA菌のほう
が、より食品取扱者にとっては重要な
菌になると思われます。
　ですので、こちらに関しては感染症
法の３類感染症に別途指定されていま
して、病気を発症している方および医
師が保菌者を診断した場合に、直ちに
保健所に届け出た上で公衆衛生上、管
理していくというのが日本の方針にな
っています。
　池田　ということは、サルモネラ菌
陽性ということになると、もっと細か
く、感受性まで調べて、それから検討
するということが望ましいわけですね。
　的野　そうですね。実際に院内施設
で検査をされている医師や、外注とい
うかたちで外の企業に検査を出されて
いる医師もいると思うのですけれども、
サルモネラ菌群が検出された場合に、
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診断でO抗原群というのが横に付記さ
れています。そのO抗原群の２群がパ
ラチフスA菌、９群の一部がチフス菌
である可能性がありますので、その付
記されているコメントをよく見ていた
だいて、腸チフスやパラチフスAを疑
う場合は、ある一定の知識を持たれて
いる専門医に相談されたほうがいいと
思います。
　池田　そうですよね。恐ろしいと思
ったのは、ずっと潜伏して排菌する方
たちが少なからずいるということです
ね。
　的野　東京都のデータがあるのです
けれども、食品取扱者に限ったデータ
ではありますが、サルモネラ属菌の保
菌率は0.06％、つまり10万人に60人程
度いるといわれています。十分な食品
の加熱や、は虫類やペットをさわった
後の手洗いというところを日ごろから
徹底していただくということが、予防
上非常に大事だと思います。
　池田　次の質問で、感受性などはわ
からないのだけれども、とりあえず内
服治療をしたいと患者さんが言った場
合、どうしたらいいのかというのです
けれども、このあたりはどうなのです
か。
　的野　患者さんにとってはけっこう
切実な問題でして、特に先ほどの３類
感染症に分類されている腸チフスやパ
ラチフスの場合は、便培養で陰性を確
認するまで就業制限となりますし、非

チフス性のサルモネラの場合も治療終
了後48時間経過したところで便培養の
陰性を確認した上で就業を許可すると
いう施設が多いのが事実です。ですの
で、食品をお取り扱いになられている
方々からすると、とにかく早く治療し
てほしい。そして職場復帰したいとい
う考えをお持ちで受診される方々が多
いのが実情だと思います。
　池田　感受性検査もしつつ、これは
確率論になりますが、一番よく効くよ
うなものを出していくということにな
るのですけれども、例えばどのような
ものを処方されるのですか。
　的野　まず症状がある方と、ない方
に大きく分かれます。症状がある方で、
腸チフスやパラチフスについて、主に
感受性がある場合には第一選択薬とし
てフルオロキノロンを使うことになり
ます。しかし、輸入事例として南アジ
アから日本に入ってくるような場合は
フルオロキノロン耐性も多いですので、
現状ではセフトリアキソンや、保険適
用はないのですが、アジスロマイシン
等を使いながら治療する方法がありま
す。
　別途症状のある非チフス性サルモネ
ラの場合は、主に下痢をきたすことが
多いのですけれども、抗微生物薬適正
使用の手引きというものを国が発行し
ていまして、軽症や中等症で免疫が正
常な方の場合は自然軽快するので経過
観察でいいと書かれています。ただし、

ですね。
　的野　そういうことになります。
　池田　その頻度でやっていますと、
この来院された方はあまり時間がない
という感じですね。
　的野　そうですね。
　池田　とりあえず治療してほしいと
いうことなのですけれども、サルモネ
ラ菌といっても何種類もありますよね。
どのようなものがあるのですか。同じ
扱いなのでしょうか。
　的野　サルモネラ菌といいましても
幅広くいろいろな菌が含まれています。
大きく２つに分けると、１つは腸チフ
スやパラチフスAの原因となるヒト特
異的に感染する菌、もう１つが非チフ
ス性のサルモネラ属菌といわれている、
主に動物やは虫類などに感染している
菌に分かれます。
　前者のチフス菌、パラチフスA菌は
ヒト特異的に（ヒトにのみ）感染する
ような菌で、主に人間の中に入り込ん
で菌血症を起こします。しかし、もう
一つの非チフス性サルモネラ菌は動物
に親和性がありますので、例えば加熱
が不十分な卵とか鶏肉や豚肉、場合に
よってはペットのは虫類やミドリガメ
などからの感染例もあります。そうい
ったものに接触もしくは食してヒトが
感染したり、保菌するような特徴を持
っています。ですので、サルモネラ菌
というお話であっても、大きく今の２
つに分かれています。

　池田　チフスといいますと、東南ア
ジアのほうから来る輸入感染症ですが、
そういったものは、例えば食品衛生法
などで調べると、実際出てくるものな
のでしょうか。
　的野　確かに、チフス菌、パラチフ
スA菌は現状では輸入事例が多くて、
南アジアや東南アジアからの輸入が主
です。ただし、この菌の特徴として、
感染した後、ある一定の割合、文献上
は１～６％程度保菌する可能性がある
といわれています。非チフス性のサル
モネラ菌の場合の保菌率が0.2～0.6％と
いわれていますので、感染という意味
ではチフス菌、パラチフスA菌のほう
が、より食品取扱者にとっては重要な
菌になると思われます。
　ですので、こちらに関しては感染症
法の３類感染症に別途指定されていま
して、病気を発症している方および医
師が保菌者を診断した場合に、直ちに
保健所に届け出た上で公衆衛生上、管
理していくというのが日本の方針にな
っています。
　池田　ということは、サルモネラ菌
陽性ということになると、もっと細か
く、感受性まで調べて、それから検討
するということが望ましいわけですね。
　的野　そうですね。実際に院内施設
で検査をされている医師や、外注とい
うかたちで外の企業に検査を出されて
いる医師もいると思うのですけれども、
サルモネラ菌群が検出された場合に、
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別途、入院を要するような重症者や免
疫不全者は、先ほど申し上げたような
抗菌薬を使用するということになりま
す。
　今回の質問に関しては症状がある方
ではなく、症状のない、いわゆる保菌
患者さんの受診と思われます。こちら
に関しては、腸チフスやパラチフスの
場合はかなり専門的な知識が必要にな
ります。例えば、慢性保菌という１年
以上ずっと保菌しているような方もい
らっしゃいます。
　池田　すごいですね。
　的野　その方の場合は難治性のこと
が多くて、感受性に合わせてフルオロ
キノロンやST合剤、アンピシリンな
どを約１カ月間、内服していただくこ
ともあります。おそらく今回の質問は、
非チフス性サルモネラ属菌の事例だと
思われるのですが、その場合は、感受
性がある程度保たれていることが多い
という判断のもと、フルオロキノロン
やアジスロマイシンなどを５～７日間
投与することが多いです。
　ただし、先ほども申し上げましたと
おり、アジスロマイシンは保険適用が
ありませんので、その点、注意した上
でご処方いただければと思っています。
　池田　こういうお仕事につかれてい
る方々は、経過観察しろといわれても
時間がかかってしまいますよね。どう

してものみ薬をのんで早く復帰したい
という気持ちはわかるのですけれども、
経過観察というのはどのくらいをみる
のでしょう。
　的野　一般的には治療を終了した後
に、48時間以上空けて便培養検査を再
検しまして、その検査で陰性を確認で
きたら就業可能という基準を設けてい
るところが多いです。
　池田　48時間ですね。ということは、
例えば治療を１週間した場合、９日間
はしょうがないということですね。
　的野　そうですね。しかも、便培養
検査の結果が出てくるのがさらに１日
から数日遅れることがあります。です
ので、診断された方は、たとえチフス
やパラチフスでなくても10日～２週間
ほど、就業制限となることが多いと思
います。
　池田　そういう方がいらしたときは、
「どんなに急いでもこのくらいはかか
るんだよ」と最初に申し上げておいた
ほうがいいということですね。
　的野　そのとおりだと思います。患
者さんにとっては切実な問題で、仕事
にいつ復帰できるのかという悩みを抱
えた上で来られていると思いますので、
その情報提供は非常に大事だと思いま
す。
　池田　どうもありがとうございまし
た。

国立国際医療研究センター国際感染症センター
山　元　　佳

（聞き手　池田志斈）

　外来診療で容易に用いられる急性感染症の迅速診断キットについて、最近の
知見をご教示ください。
　１．対象となる疾患と代表的な製品、価格
　２．使用上の注意点（年齢、使用のタイミング、結果の評価など）
 ＜埼玉県開業医＞

急性感染症の迅速診断キット

　池田　今回は外来診療で用いられる
急性感染症の迅速キットについて最近
の知見をご教示くださいということで
す。たくさん種類があると思うのです
が、どのようなものがよく使われるの
でしょうか。
　山元　一般的には呼吸器系のウイル
スが多く、最も種類が多いものがイン
フルエンザ、ないし小児で使われるRS
ウイルスとなっています。咽頭炎の鑑
別のためのA群β溶連菌の迅速キット
や、アデノウイルスのキット等があり
ます。また、下痢性の胃腸炎の鑑別で
は、ノロウイルスやロタウイルス。ア
デノウイルスという迅速検査キットも
販売されていますし、ほかにもマイコ
プラズマ ニューモニエなどの病原体

の検査キットが販売されています。
　池田　たくさんありますので、幾つ
かに限ってお話をうかがいたいと思い
ます。例えば最近インフルエンザでは、
まず患者さんがいらして、どのタイミ
ングで、どの部位から、どのように検
体を取るのがいいのでしょうか。
　山元　インフルエンザに関して、発
症早期はウイルスの量が少ないことが
知られています。使われるインフルエ
ンザの迅速検査キットには検出感度限
界というものがあります。比較的早期、
例えば12時間以内というタイミングで
検査を実施すると偽陰性の可能性が高
くなるという事象が知られています。
検体採取は基本的には後鼻腔のほうの
粘液になりますので、採取スワブを鼻
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