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細菌検査のよくあるお悩みに答えます！
~せっかくの検査を無駄にしないためのTips~

鳥取大学獣医内科学教室

原田 和記

今回はよくある以下の疑問にお答えします！

院内では細菌が観察できたのに、細菌培養を実施したら

「発育せず」・・・なぜ？

嫌気培養はいつ、どのような症例で実施すれば良いの？

複数菌種が検出された。どちらにも効く抗菌薬を選ぶべき？
それがない場合は多剤併用もやむなし？

「S（感受性）」であった抗菌薬を選んだのに効かない。

なぜ？

＜Question １＞

院内では細菌が観察できたのに、細菌培養を実施したら
「発育せず」・・・。なぜ？

＜Answer＞

以下の可能性があります。

１．細菌ではないものを細菌と見間違えている

２．検体の採取から輸送までの過程が不適切

３．培養条件がミスマッチ

細菌ではないものを細菌と見間違えている

直接標本
(Wet）

塗抹標本
（Dry）

VS

特に尿検体で注意

Evaluation of modified Wright-staining of dried urinary sediment as a method for accurate detection of 
bacteriuria in cats
Swenson CL, Boisvert AM, Gibbons-Burgener SN, Kruger JM         Vet Clin Pathol 40: 256-264, 2011 

細菌ではないものを細菌と見間違えている

猫の尿検体（n=472）を供試

29検体が細菌培養陽性、443検体が細菌培養陰性

湿潤-無染色標本：感度75.9%、特異度56.7%

乾燥-染色標本：感度82.8%、特異度98.7%

検体の採取から輸送までの過程が不適切

原則１：採取部位の消毒薬が乾燥した後に採取

⇒消毒薬が検体に混入するのを防ぐ

原則２：スワブ綿棒で採取後速やかに輸送培地に入れる

⇒細菌を乾燥や酸素への暴露（嫌気性菌）から守る

原則３：シードスワブは活性炭入りの輸送培地を用いる
⇒活性炭は細菌の発育を抑制する物質を吸着する性質がある

原則４：血液培養ボトルは常温、その他は冷蔵で保管・輸送

⇒雑菌の過増殖 and/or 難培養菌の菌量低下を防ぐ
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シードスワブの種類

シードスワブγ１号

シードスワブγ２号

活性炭が入っているため黒い！
細菌の検出率を高める！

培養条件がミスマッチ

好気性菌

 酸素が必須！
 緑膿菌など

通性嫌気性菌

 酸素があって
もなくても
OK！

 大部分の細菌

 大腸菌、ブド
ウ球菌など

偏性嫌気性菌

 酸素があった
らだめ！

 バクテロイデ
ス、クロスト
リジウムなど

培養条件がミスマッチ

好気性菌

 酸素が必須！
 緑膿菌など

通性嫌気性菌

 酸素があって
もなくても
OK！

 大部分の細菌

 大腸菌、ブド
ウ球菌など

偏性嫌気性菌

 酸素があった
らだめ！

 バクテロイデ
ス、クロスト
リジウムなど

通常の細菌検査ではこの範囲のみ！
嫌気性菌感染が疑われる場合には積極的に嫌気培養を！

＜Question ２＞

嫌気培養はいつ、どのような症例で実施すれば良いの？

＜Answer＞

嫌気性菌が存在しうる部位からの検体の場合には積極的に
嫌気培養を行いましょう。

（例）
血液、脳脊髄液、関節液、胸腹水、各種生検材料、膿瘍穿
刺液、胆汁

嫌気培養が必要な部位 その１：血液

犬（n=22）

猫は0/１検体

9.1%

富士フイルムモノリス検査データ, 2021年度

偏性嫌気性菌陽性率

嫌気培養が必要な部位 その２：胸腹水

犬（n=80）

13.8%

富士フイルムモノリス検査データ, 2021年度

偏性嫌気性菌陽性率

猫（n=199）

60.8%
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嫌気培養が必要な部位 その３：膿瘍

犬（n=1286）

5.2%

富士フイルムモノリス検査データ, 2021年度

偏性嫌気性菌陽性率

猫（n=649）

25.0%

＜Question ３＞

複数菌種が検出された。どちらにも効く抗菌薬を選ぶべき？
それがない場合は多剤併用もやむなし？

＜Answer＞

検体提出前にグラム染色を実施し、混合感染の有無と各菌量
を半定量的に確認しておきましょう。

例：大腸菌（Gー桿菌）とブドウ球菌（G＋球菌）が陽性！

G+球菌は二次感染菌
orコンタミ

Gー桿菌とG+球菌が
同時感染

Gー桿菌は二次感染菌
orコンタミ

以下の３パターンが考えられる！

G+球菌は二次感染菌
orコンタミ

Gー桿菌とG+球菌が
同時感染

Gー桿菌は二次感染菌
orコンタミ

G－桿菌の感受性を重視 両菌の感受性を重視 G＋菌の感受性を重視

グラム染色をしておけばどちらの
感受性を重視するべきか分かる！

細菌数及び細胞数の半定量的評価

判定結果
細菌数

（1000倍１視野中）
細胞数

（100倍１視野中）

1+ ＜1個 ＜1個

2+ 1-5個 1-9個

3+ 6-30個 10-25個

4+ >30個 >25個

山本剛（2015）, 日本臨床微生物学雑誌, 25, 265-276

主要な起因菌を覚えておくのも役立つ！

（事例１）
尿路から大腸菌＋その他細菌が検出
⇒大腸菌の感受性を主軸に

（事例２）
皮膚（犬）からブドウ球菌＋その他細菌が検出
⇒ブドウ球菌の感受性を主軸に
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＜Question ４＞

「S（感受性）」であった抗菌薬を選んだのに効かない。
なぜ？

＜Answer＞

「S」は、あくまでin vitro上での結果なので、絶対的な
治療効果を保証するものではありません。

また、そもそも感染菌（細菌感染症）ではない可能性に
ついても再確認しましょう。

薬剤感受性試験結果の解釈

判定結果 解釈

感受性
（Susceptible, S）

 一般的な用法・用量による血中濃度で増殖が抑制される

 微生物学的に当該抗菌薬に抵抗性を有していない

中間
(Intermediate, I)

 感染部位への移行性が優れる場合、or高用量で投与可能な場合に
は増殖が抑制できる可能性

 微生物学的に当該抗菌薬に中間的な抵抗性を有している

耐性
(Resistant, R)

 通常の用法・用量による血中濃度では増殖は抑制されない

 微生物学的に当該抗菌薬に抵抗性を有している

効果判定はあくまで患者の状態を見て判断！

Greene, Infectious Diseases of the Dog and Cat, 2012

 感染部位に移行性がない抗菌薬を使用していないか

 投与量や投与回数が不適切ではないか

 飼い主のコンプライアンスが確保されているか

 個体が易感染性状態（免疫抑制や併発疾患）ではないか

原因菌が感受性（S）でも効果がない場合には
以下の点を確認！

Ramsey and Tennant
Manual of Canine and Feline Infectious Diseases, 2001

検体中の細菌は感染菌？それともコンタミ？

（変性）好中球が同時に存在すれば高確率で感染菌
（＝細菌感染症の証明）

細菌感染症の証明は
原則として細菌培養検査ではできない！

ただし、以下の場合は好中球の有無は感染の
指標とならないため注意！

発熱性好中球減少症
（抗がん剤投与などによる重度の骨髄抑制状態）

血液感染症（菌血症や敗血症）

脳脊髄感染症

感染性関節炎
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ご視聴いただき誠にありがとうございました

連絡先
k-harada@tottori-u.ac.jp
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