
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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ウイルスないしは細菌の抗原と結合す
る標識抗体を作用させ、ろ紙に固着し
た抗体が標識抗体と結合した抗原を捕
捉して、標識抗体を視認できるように
するイムノクロマト法を取るものが多
いかと思います（図）。
　池田　私も以前、インフルエンザ等
で行ったことがあるのですが、陽性に
なりますと、反応がうまくいったライ
ンに加えて、もう１本出てきますよね。
この反応がうまくいっているというの
は何を意味するのでしょうか。
　山元　基本的には、先ほど流した標
識の抗体がしっかりと機能しているこ
とを示します。コントロールのCとい
うラインになっていることが多いです

が、そこには標識抗体そのものを捕捉
する抗体が固着されていますので、標
識抗体がそこまで流れつけばラインが
視認できるようになります。要は検査
はうまくいっていますという印だと思
っていただければいいです。
　池田　それで陽性であれば２本出て
くるということですね。
　それからもう一つ、先ほどノロウイ
ルスとかロタウイルスのお話があった
のですが、集団の食中毒として、不思
議だと思ったのは、例えば100人中何
例でノロウイルスが出たという話を
時々新聞等で見るのですが、これは全
員行う必要があるのでしょうか。
　山元　疫学調査の中で何名の患者さ

図から挿入し、後鼻腔の壁に付くところ
で少し時間をおき、スワブに粘液をし
みわたらせて取るかたちがスタンダー
ドな取り方と思います。
　池田　小さいお子さんだと、なかな
か鼻の奥まで入れるのは難しいと思う
のですが、何かほかに方法はないので
しょうか。例えば、紙で鼻をかんで、
それをキットに回してみるとか、そう
いうことはあるのでしょうか。
　山元　検査キットによっては添付文
書上にも、鼻汁を使った検査が可能な
ものはありますし、十分なウイルス量
が取れるというデータもあります。推
奨される方法は、専用の鼻かみ紙を使
って鼻汁を採取して使うことになりま
す。小さいお子さんだと、鼻をかむこ
とが難しいことがありますので、吸引
器などで採取した検体で実施すること
も可能と思います。
　池田　やはり気になるところは偽陰
性とか偽陽性ですが、陽性率はどのく
らいなのでしょうか。
　山元　先ほどの話のとおり、早期に
検査をする場合とある程度時間が経っ
てから検査をする場合とで異なります
が、おしなべて迅速検査キットは遺 
伝子検査やウイルス培養等と比べて、 
８～９割程度の感度となっています。
検査感度は高いですが、100％ではな
いという点は皆さんもよくご承知のと
ころかと思います。
　池田　先ほどRSウイルスのお話も

ありましたけれども、これはインフル
エンザと似たような感じでやっていく
と思いますが、A群β溶連菌はどのよ
うに検査していくのでしょうか。
　山元　基本的にはまず細菌性の咽頭
炎を疑うクライテリアとして、セント
ールクライテリアがあります。１）発
熱、２）咳や鼻水などの上気道炎で見
られるような症状がない、３）頸部の
リンパ節腫脹、４）滲出性の扁桃炎等
があるというクライテリアです。これ
ら４つないし３つを満たすような細菌
性咽頭炎の可能性が高い、ないしは少
し可能性としては高い症例を検査ター
ゲットとします。実際に病巣がある咽
頭、扁桃をぬぐって検査に出していた
だきます。
　池田　ある程度細菌性咽頭炎がわか
っている、あるいは疑いが濃いような
方をやっていくのですね。
　山元　そうですね。ただ、アデノウ
イルスとか、ウイルスであっても、け
っこう似た病像をとることもあります
ので、そういった疾患との鑑別を行い
ます。A群β溶連菌以外の細菌性扁桃
炎の可能性もありますので、迅速検査
が陰性でも抗菌薬を処方する場合もあ
ります。
　池田　これらのキットの機序、どう
いうメカニズムで抗原を認識している
のでしょうか。
　山元　検査キットによって異なると
ころもあると思いますが、基本的には
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ウイルスないしは細菌の抗原と結合す
る標識抗体を作用させ、ろ紙に固着し
た抗体が標識抗体と結合した抗原を捕
捉して、標識抗体を視認できるように
するイムノクロマト法を取るものが多
いかと思います（図）。
　池田　私も以前、インフルエンザ等
で行ったことがあるのですが、陽性に
なりますと、反応がうまくいったライ
ンに加えて、もう１本出てきますよね。
この反応がうまくいっているというの
は何を意味するのでしょうか。
　山元　基本的には、先ほど流した標
識の抗体がしっかりと機能しているこ
とを示します。コントロールのCとい
うラインになっていることが多いです

が、そこには標識抗体そのものを捕捉
する抗体が固着されていますので、標
識抗体がそこまで流れつけばラインが
視認できるようになります。要は検査
はうまくいっていますという印だと思
っていただければいいです。
　池田　それで陽性であれば２本出て
くるということですね。
　それからもう一つ、先ほどノロウイ
ルスとかロタウイルスのお話があった
のですが、集団の食中毒として、不思
議だと思ったのは、例えば100人中何
例でノロウイルスが出たという話を
時々新聞等で見るのですが、これは全
員行う必要があるのでしょうか。
　山元　疫学調査の中で何名の患者さ

図から挿入し、後鼻腔の壁に付くところ
で少し時間をおき、スワブに粘液をし
みわたらせて取るかたちがスタンダー
ドな取り方と思います。
　池田　小さいお子さんだと、なかな
か鼻の奥まで入れるのは難しいと思う
のですが、何かほかに方法はないので
しょうか。例えば、紙で鼻をかんで、
それをキットに回してみるとか、そう
いうことはあるのでしょうか。
　山元　検査キットによっては添付文
書上にも、鼻汁を使った検査が可能な
ものはありますし、十分なウイルス量
が取れるというデータもあります。推
奨される方法は、専用の鼻かみ紙を使
って鼻汁を採取して使うことになりま
す。小さいお子さんだと、鼻をかむこ
とが難しいことがありますので、吸引
器などで採取した検体で実施すること
も可能と思います。
　池田　やはり気になるところは偽陰
性とか偽陽性ですが、陽性率はどのく
らいなのでしょうか。
　山元　先ほどの話のとおり、早期に
検査をする場合とある程度時間が経っ
てから検査をする場合とで異なります
が、おしなべて迅速検査キットは遺 
伝子検査やウイルス培養等と比べて、 
８～９割程度の感度となっています。
検査感度は高いですが、100％ではな
いという点は皆さんもよくご承知のと
ころかと思います。
　池田　先ほどRSウイルスのお話も

ありましたけれども、これはインフル
エンザと似たような感じでやっていく
と思いますが、A群β溶連菌はどのよ
うに検査していくのでしょうか。
　山元　基本的にはまず細菌性の咽頭
炎を疑うクライテリアとして、セント
ールクライテリアがあります。１）発
熱、２）咳や鼻水などの上気道炎で見
られるような症状がない、３）頸部の
リンパ節腫脹、４）滲出性の扁桃炎等
があるというクライテリアです。これ
ら４つないし３つを満たすような細菌
性咽頭炎の可能性が高い、ないしは少
し可能性としては高い症例を検査ター
ゲットとします。実際に病巣がある咽
頭、扁桃をぬぐって検査に出していた
だきます。
　池田　ある程度細菌性咽頭炎がわか
っている、あるいは疑いが濃いような
方をやっていくのですね。
　山元　そうですね。ただ、アデノウ
イルスとか、ウイルスであっても、け
っこう似た病像をとることもあります
ので、そういった疾患との鑑別を行い
ます。A群β溶連菌以外の細菌性扁桃
炎の可能性もありますので、迅速検査
が陰性でも抗菌薬を処方する場合もあ
ります。
　池田　これらのキットの機序、どう
いうメカニズムで抗原を認識している
のでしょうか。
　山元　検査キットによって異なると
ころもあると思いますが、基本的には
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るというところでは意義があるのかも
しれません。ただ、この症例であれば
検査のメリットがあるというような検
査指針はないと思います。
　池田　例えば、あるお子さんが下痢
症になって、なおかつ何か悪性腫瘍が
あるとか、そういった際に、下痢症の
予後、あるいはどこまで症状が悪化す
るか、そういうものはこういった検査

で推測するのでしょうか。
　山元　特殊な対象かとは思いますが、
血液悪性腫瘍の患者さんのような免疫
不全者でノロウイルスやロタウイルス
の排出が長期にわたって続くことが知
られています。ウイルスの排出期間、
ないしは予後予測でこの検査を実施す
ることはありうるかと思います。
　池田　ありがとうございました。

んを対象とするべきかを一律に決める
のは難しいと思うのですが、基本的に
は症候のある、ノロウイルスでしたら
嘔吐、下痢症状のある方をターゲット
にすると思います。検査の目的は原因
の特定であるとか、それがどこまでの
範囲に拡がり、二次・三次感染につな
がったかを把握することになると思い
ます。症状がある人、ない人に対して、
どこまで検査をする対象とするかはケ
ース・バイ・ケースになると思います。
　池田　例えば、学校給食でそういう
集団感染があったとします。その際、
給食をつくっている方が実際にノロウ
イルスを出しているということはある
のでしょうか。
　山元　給食をつくるような大量調理
施設には、全国で統一されたマニュア
ルがあり、そちらでは定期的なノロウ
イルスの検査をするという記載があり
ます。ですので、調理施設側もそのよ
うな事例が出ないよう細心の注意をし
ています。ただし、そのような状況で
も調理側の方から感染が伝播する可能
性はあります。定期的な検査とはいえ、
毎日ノロウイルスの検査をするわけに
はいきませんし、ごく軽度ないし無症
候の患者さんもいることを考えると完
璧な予防はなかなか難しいと思います。
施設に入った場合は、もしかするとそ
こから広がっていく可能性はあります。
　池田　例えば、以前にあるノロウイ
ルスが入ったのだけれども、また次に

入ってきたとき、症状は出るものなの
でしょうか。
　山元　ノロウイルスは終生免疫とい
うかたちではつかないですが、罹患し
て早期の段階では症状が出ないことが
多いことは報告されています。基本的
には何度も感染する可能性があると考
えたほうがいいと思います。
　池田　症状がなくて、ノロウイルス
をずっと出しているだけの人はいない
のですね。どういう人を経由してこれ
が広がったかとか、そういったことが
特定できる可能性はあるのでしょうか。
　山元　先ほどの例にありました給食
調理施設では、無症候の方に対して検
査が行われることが多いと思います。
ですので、実際に無症候でウイルスを
排出する方は一定数見つかりますし、
そのような方からの伝播事例は報告さ
れています。無症候者への調査が感染
伝播経路を明らかにする可能性はある
と思います。
　池田　最後にお子さんが感染しやす
いロタウイルスですが、これは何を調
べるのでしょうか。
　山元　下痢症の検査に関しての適応
はなかなか難しいのですが、基本的に
は胃腸炎症状があって、その病因を調
べなければいけないときに、ロタであ
ったり、ノロであったり、アデノであ
ったりと病原体がわかれば、それ以上
の検査が不要になる可能性があります。
あとは臨床的な予後を説明しやすくす
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るというところでは意義があるのかも
しれません。ただ、この症例であれば
検査のメリットがあるというような検
査指針はないと思います。
　池田　例えば、あるお子さんが下痢
症になって、なおかつ何か悪性腫瘍が
あるとか、そういった際に、下痢症の
予後、あるいはどこまで症状が悪化す
るか、そういうものはこういった検査

で推測するのでしょうか。
　山元　特殊な対象かとは思いますが、
血液悪性腫瘍の患者さんのような免疫
不全者でノロウイルスやロタウイルス
の排出が長期にわたって続くことが知
られています。ウイルスの排出期間、
ないしは予後予測でこの検査を実施す
ることはありうるかと思います。
　池田　ありがとうございました。

んを対象とするべきかを一律に決める
のは難しいと思うのですが、基本的に
は症候のある、ノロウイルスでしたら
嘔吐、下痢症状のある方をターゲット
にすると思います。検査の目的は原因
の特定であるとか、それがどこまでの
範囲に拡がり、二次・三次感染につな
がったかを把握することになると思い
ます。症状がある人、ない人に対して、
どこまで検査をする対象とするかはケ
ース・バイ・ケースになると思います。
　池田　例えば、学校給食でそういう
集団感染があったとします。その際、
給食をつくっている方が実際にノロウ
イルスを出しているということはある
のでしょうか。
　山元　給食をつくるような大量調理
施設には、全国で統一されたマニュア
ルがあり、そちらでは定期的なノロウ
イルスの検査をするという記載があり
ます。ですので、調理施設側もそのよ
うな事例が出ないよう細心の注意をし
ています。ただし、そのような状況で
も調理側の方から感染が伝播する可能
性はあります。定期的な検査とはいえ、
毎日ノロウイルスの検査をするわけに
はいきませんし、ごく軽度ないし無症
候の患者さんもいることを考えると完
璧な予防はなかなか難しいと思います。
施設に入った場合は、もしかするとそ
こから広がっていく可能性はあります。
　池田　例えば、以前にあるノロウイ
ルスが入ったのだけれども、また次に

入ってきたとき、症状は出るものなの
でしょうか。
　山元　ノロウイルスは終生免疫とい
うかたちではつかないですが、罹患し
て早期の段階では症状が出ないことが
多いことは報告されています。基本的
には何度も感染する可能性があると考
えたほうがいいと思います。
　池田　症状がなくて、ノロウイルス
をずっと出しているだけの人はいない
のですね。どういう人を経由してこれ
が広がったかとか、そういったことが
特定できる可能性はあるのでしょうか。
　山元　先ほどの例にありました給食
調理施設では、無症候の方に対して検
査が行われることが多いと思います。
ですので、実際に無症候でウイルスを
排出する方は一定数見つかりますし、
そのような方からの伝播事例は報告さ
れています。無症候者への調査が感染
伝播経路を明らかにする可能性はある
と思います。
　池田　最後にお子さんが感染しやす
いロタウイルスですが、これは何を調
べるのでしょうか。
　山元　下痢症の検査に関しての適応
はなかなか難しいのですが、基本的に
は胃腸炎症状があって、その病因を調
べなければいけないときに、ロタであ
ったり、ノロであったり、アデノであ
ったりと病原体がわかれば、それ以上
の検査が不要になる可能性があります。
あとは臨床的な予後を説明しやすくす
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