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ベーシック薬学教科書シリーズ 

『微生物学・感染症学（第 2 版）』 

章末問題解答・解説 

 

第 1 章 

1.  世界や日本の死亡原因を見ると，感染症は上位に位置しており，人の命や健康を脅かして

いる．感染症は細菌やウイルスをはじめとする微生物により引き起こされるため，これらのこと

をよく知らなければ，感染症の予防や治療を行うことはむずかしくなる．また近年，薬剤耐性菌

が見つかっており，前にもまして薬の適正使用が求められる．なぜ薬剤耐性菌が生じるのかにつ

いても，微生物の性質を学ばなければ理解することはできない．微生物は病原体として人類の脅

威になる一方，恩恵をもたらすこともある．微生物は医薬品資源の宝庫であり，これらを利用し

て治療薬やワクチンがつくられている．この資源を利用するためにも，微生物のことを知らなけ

ればならない．薬を知り，薬を創り，薬を使うためには，微生物学は切り離すことはできない大

切な分野である． 

 

2.  Pasteur は，加熱殺菌した肉汁の入ったフラスコの口を細長くＳ字状（首状）に曲げ，その

曲がった首にできた水滴が溜まることで，新鮮な空気は供給されるが，微生物は水にトラップさ

れ，肉汁まで入り込めない状況をつくりだして実験を行った．その結果，S 字状に曲げたフラス

コでは長期間にわたり肉汁が腐敗しない（微生物が湧かない）ことを示した。さらに，水の溜ま

った首を切り落として肉汁に直接空気が入るようにすると，ただちに腐敗することも示した．こ

れにより，自然発生説が否定された． 

【解説】では，なぜ Pasteur はこのような装置をつくり，実験をしたのだろうか．Pasteur の実

験に至るまでの歴史を見ていこう．「生物は親から生まれるほかにも，親なしで無生物（物質）

から生まれることがある」という自然発生説は近代まで広く信じられていた．17 世紀， Redi

の実験により，ウジやハエは自然には発生しないことが示され，安易に自然発生説が肯定されな

くなり，大型生物の自然発生説は下火となった．しかし，Leeuwenhoek により，肉眼では観察で

きない微生物が発見され，腐敗や発酵などの自然現象と関連することがわかったことから，微生

物ならば自然に発生してくるのではないかと，再び否定派と肯定派で論争が起こった．18 世紀，

Spallanzani は，スープをフラスコに入れて十分に加熱し，その口を溶かして密封したところ，ス

ープは腐敗せず，微生物も湧かなかったこと示し，微生物であっても自然に発生しないと唱えた．

それに対し， Needham は，「フラスコを密封したことで新鮮な空気に含まれる“生命の発生に

必要なもの”が供給されなかったため，微生物が発生しなかった」と苦しい反論を行ったが，こ

れを否定することができず，約 100 年間論争が続いた．1861 年，Pasteur は，新鮮な空気は供

給されるが，微生物は入り込めないように工夫した白鳥の首フラスコを使って実験を行い，論理

的に自然発生説を否定した．だが 1876 年，自然発生説肯定派により，「肉汁ではなく干し草の

煮汁で同じ実験をすると，自然に微生物が湧く」と反証がなされた．Tyndall は，通常の煮沸に

耐えうる微生物が存在すると仮説を立て，長時間の煮沸にも耐える微生物（芽胞）を確認した．

その後，生物が死滅する条件で同様の実験を行い，干し草の煮汁でも微生物が“湧く”ことはな

いことが確かめられた． 
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 ちなみに，Pasteur は上記の以外にも次の実験・考察も行っている．煮沸した肉汁をフラスコ

に入れて放置すると微生物が発生するが，フラスコの蓋を開ける時間を短くすると，フラスコに

よって異なる種類の微生物が観察されることがあった．もし，新鮮な空気のなかにある“生命の

発生に必要なもの”と“物質”により微生物が自然に発生してくるのであれば，同じ肉汁（物質）

を分けて入れたフラスコからは，蓋を開ける時間に関係なく，どれも同じ種類の微生物が出現す

るはずである．しかし，実験結果はそうではなかった．つまり，空気中にはさまざまな種類の微

生物が浮いており，短時間ではフラスコ内に入り込める数が異なるため，フラスコによって結果

が異なると結論づけられる．  

 

3. 真核生物は，細胞の大きさが約 5～100 μm である．核膜があり，そのなかに複数本の直鎖

上 DNA が含まれている．細胞質内にはミトコンドリア，ゴルジ体，リソソームといった細胞小

器官が含まれている．リボソームの大きさは 80S で，40S と 60S のサブユニットからなる．一

方，原核生物は，細胞の大きさが約 1～10 μm である．核膜がなく，一般的に環状 DNA が核様

体として細胞質内に存在している．細胞質内にはミトコンドリア，ゴルジ体，リソソームといっ

た細胞小器官は含まれていない．リボソームは 70S で，30S と 50S のサブユニットからなる． 

 

4. バイオセーフティとは，ヒトおよび環境への病原体曝露を排除あるいは最小限にし，安全性

を確保するという概念である．特定病原体とは，生物テロや事故による感染症の発生・蔓延を防

止するため，管理体制の確立を目的に，所持・輸入などの禁止，許可の条件，所持者の義務など

が定められている病原体のことである．なお，特定病原体は一種病原体等から四種病原体等まで

分類されている．  

 

5. a, e 

【解説】 

a. 微生物は，死んだ生物や排泄物を分解する分解者の役割を担う． 

b. 原核生物の染色体は，細胞質のなかにむきだしのまま存在している．染色体が核膜に包まれ，

核のなかに収納されているのは真核生物である． 

c. 原虫は単細胞の真核生物である．原核生物に分類されるのは真正細菌および古細菌である． 

d. 安全キャビネットのみでは，バイオセーフティレベル2までの病原体しか取り扱うことはで

きない．バイオセーフティレベル4を取り扱うために必要な設備・備品の詳細については，表1.2

を参照されたい． 

e. 生体表面や粘膜のすきまを埋めることにより，外来性の細菌が付着増殖することを困難にし

ている．適度に生体の免疫系を刺激し，病原体の感染を防ぐことに一役買っている．生体防御機

構以外の正常細菌の役割として，抗微生物作用をもつ物質（バクテリオシンや pH を下げる乳酸

など）や，ビタミン類など(チアミン，ビタミン B2，ビタミン B６，ビタミン B12，ビタミン K，

パントテン酸，ビオチン，葉酸)の産生がある． 
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第2章 

1. 微生物の感染経路には，経口感染，経気道感染，経皮感染，経粘膜感染および経胎盤感染（垂

直感染）がある．感染から発症に至るまでの基本的な経過として，次の①〜④に示す過程を経る． 

①体内に侵入した微生物の適所への接着，(2) 適所に接着した微生物の定着，③定着した微生物

の遺伝子の複製および増殖，④微生物の複製増殖に伴う病態の形成（病原因子の産生を伴う場合

もある），の過程を経る． 

 

2. 感染症成立要因のうち，病原体側の要因としては，宿主細胞への定着性，病原体自身の組織

内への侵襲性，生体防御反応に対する抵抗性，あるいは毒素産生性などがあげられる．具体的に

は，宿主細胞への定着性を成立させる因子としては病原体表層の接着因子があり，細菌表層の線

毛，多糖体粘液層，グラム陽性菌のリポタイコ酸などがある．また，生体防御反応に対する抵抗

因子としては莢膜などの多糖体成分があり，病原体によっては細胞内寄生性を発揮することで生

体防御反応から自己を防衛して感染を成立させている．病原細菌においては，タンパク質性の外

毒素を産生して病態を形成するもの，グラム陰性菌においては外膜成分であるリポ多糖（毒性本

体はリピドＡ）が内毒素として働き，敗血症時の病態形成と密接に関係している． 

 

3. ヒトの生体防御システムは，先天的な防御システムとしての自然免疫と後天的な特異的生体

防御システムがある．前者では，微生物の侵入を防ぐ皮膚や粘膜などの表層の構造物，リゾチー

ムや補体（別経路による作用），インターフェロンなどの液性の自然防御因子，貪食細胞やナチ

ュラルキラー(NK)細胞による細胞性の自然防御因子が機能している．一方，後者では，免疫記憶

に基づく抗体産生やそれに付随する補体の活性化（古典経路による作用）などが関係している． 

 

4. 一般的な細菌感染症の診断法としては，まず適当な培地を用いての病原体の分離，純培養を

行う．次いで，単離された菌の形態学的な観察とともに生化学的な性状解析を行い，感染症の原

因菌を同定する．より特異的な方法として，16S rRNA遺伝子の塩基配列に基づく細菌種の同定

もある．一方で，病原体が産生する抗原物質（表層成分や毒素など）に対する免疫学的な検出試

験や病原体の遺伝子の検出などによる診断，また患者の血清中の病原体に対する抗体価も診断材

料として用いられる． 

 

5. 近年における感染症の問題点として，菌交代症の発生，日和見感染や院内感染の増加，新興

感染症や再興感染症の増加，輸出入感染症に対する管理などがあげられる． 抗菌薬が適正に使

用されていない場合，正常細菌叢にまで影響が及び，薬剤耐性をもつ菌が優勢になる菌交代現象

が生じる．その状態が続くと，病態が形成されて菌交代症が発症する．医学・薬学の進歩によっ

て現れた新たな問題である． 

 入院患者，高齢者，免疫不全者は，免疫力が低下あるいは正常に働かないため，微生物病原体

に対する易感染者となっている．それらの者に対して適切な衛生環境が与えられないと，日和見

感染や院内感染が起こりやすい．とくに病院内での衛生管理は，感染の制御にとって重要な項目

となっている． 

 また，海外への渡航が容易になった結果，いままで一部の地域に限られていた感染症あるいは

世界的にほとんど知られていなかった感染症が世界的に広がり，輸出入感染症や新興感染症とし
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て各国で感染者が増加している． 

すでに制圧されていたとみられていた病原体も薬剤耐性化を含む種々の変異の獲得や環境の

変化により，再興感染症として猛威を奮いはじめている．結核やマラリアなどはその典型的な例

である．たとえば，マラリアを媒介するハマダラカは熱帯や亜熱帯に生息しているが，地球温暖

化が進むにつれて生息域も広がり，新たな地域でのマラリアの流行が懸念されている．これらの

感染症に対する国の衛生管理体制の充実も，国民の保健衛生上の大きな課題である． 

 

6. 世界では，新興感染症をはじめ，病原体や媒介動物の薬剤耐性化に伴う再興感染症の勃発や

院内感染症の発生などが続発しており，人類にとって感染症に対する新たなる難題が次々に突き

つけられていた．日本では，感染症を制御するための法律は明治に制定された伝染病予防法がお

もなものであり，現状に合致した感染症の予防と医療を制御する法整備が求められた．1998年

10月に「感染症の予防および感染症の患者に対する医療に関する法律」（通称，感染症法）と

いう名称で法律が新たに制定されるに至った． 

 

7. a‐○，b‐○，c‐×，d‐×，e‐○，f‐×，g‐×，h‐×，i‐×，j‐○，k‐×，l‐○，

m‐○，n‐×，o‐×，p‐×，q‐×，r‐○，s‐×． 

【解説】 

a．内因感染は，もともと宿主に常在する微生物が原因となって引き起こされる感染のことであ

る．この感染によって引き起こされる感染症として，日和見感染症や異所性感染症，菌交代症な

どがあげられる． 

b. 病原体が宿主に感染した結果，明らかな臨床症状を示す場合を顕性感染という．逆に感染が

成立していても臨床症状が確認できない状態を不顕性感染という． 

c. ノロウイルスおよびA型，E型肝炎ウイルスは経口的に感染する．しかし，B型やC型肝炎ウ

イルスは粘膜感染や血液感染によって感染する．日本におけるB型肝炎感染者は，かつて行われ

た集団予防接種における注射器の使い回しが原因となっているケースが決して少なくない． 

d. 直接接触感染とは患者や保菌者との直接的な接触によって引き起こされる感染のことを指

す．媒介動物を介する感染は間接接触感染である． 

e. 潜伏期の間，病原体は宿主で増殖して病態が形成される． 

f. インフルエンザウイルスが標的細胞に吸着するのに必要な因子は，赤血球凝集素(HA)である．

NAは感染細胞内で増殖した次世代ウイルスが感染細胞から遊離する際に不可欠な酵素である．

NAはシアル酸部位を切断する酵素であり，次世代ウイルスのHAが感染細胞膜の表面のシアル酸

部位に結合するのを解除し，ウイルスの細胞外への遊離を促す． 

g. 結核菌は細胞内寄生性を有するが，ビブリオ属の細菌は細胞内に寄生することはなく，いず

れも標的組織の表面で増殖して病態形成に至る．細胞内寄生を起こす細菌として，結核菌のほか

にレジオネラ菌，リステリア菌，赤痢菌，サルモネラ属の細菌，クラミジアやリケッチアなどが

あげられる． 

h. 多くの病原細菌は外毒素を産生するが，外毒素を産生しない病原細菌も存在する．サルモネ

ラ属の細菌などは，現時点において外毒素の産生性が認められていない病原体である． 

i. リゾチームは，ペプチドグリカンの糖鎖を切断する酵素である．具体的には N-アセチルグル

コサミンと N-アセチルムラミン酸の間のβ(1→4)グリコシド結合を加水分解する． 
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j. この機構が存在することによって，外来微生物に対して一時的な生体防御が果たされるとと

もに，引き続き獲得免疫を引き起こす引き金にもなる． 

k. 抗体は，B リンパ球がサイトカインの作用を受けて形質細胞になった結果，その細胞から産

生される液性因子である． 

l. インターフェロン(IFN)が細胞表面の受容体に結合すると，細胞内においてリボヌクレアーゼ

（RNase）の発現が誘導されるとともに，プロテインキナーゼの活性化が引き起こされる．その

結果，RNase の作用によってウイルスの mRNA の分解が引き起こされ，プロテインキナーゼによ

ってタンパク質の生合成の開始に必要な因子である elf-2αのリン酸化が生じ，タンパク質の生

合成系が不活性化される．これらの作用によって，感染細胞内におけるウイルスの増殖が抑制さ

れることになる． 

m. 抗原提示細胞は，MHC クラス II 複合体を介して外来抗原をヘルパーT 細胞に提示する細胞の

ことで，マクロファージのほかに樹状細胞や B リンパ球などがある． 

n. ヘルパーT リンパ球の表層に存在するマーカー分子は，CD4 である． 

o. MHC クラス II 複合体は抗原提示細胞表層に存在し，外来抗原をヘルパーT 細胞に提示する機

能を果たす． 

p. Th1 はマクロファージを活性化し，貪食作用および抗原提示作用を活発化させる役割を果た

す．B 細胞に働きかけて分化を促し，抗体産生能を活発化させるのは Th2 である． 

q. DNA プローブを用いて目的とする遺伝子 DNA を検出する方法は，サザンハイブリダイゼー

ション法である．ノーザンハイブリダイゼーション法は，DNA プローブを用いて，目的とする

mRNA を検出する方法のことである． 

r. コンプロマイズドホストとは易感染宿主のことである．結果的に，日和見感染を起こしやす

い宿主となる． 

s. 新興感染症とは，1970 年以降に新しく認識された感染症で，局地的あるいは国際的に公衆

衛生上の問題となる感染症であり，AIDS, ウイルス性出血熱，SARS， MARS などの感染症が含

まれる．マラリアはそれよりも前から知られていたが，近年，原虫の薬剤耐性化や地球温暖化に

伴って感染症を媒介するハマダラカの生息域が広がったこともあり，再興感染症として注目され

ている．ここにはあげていないが，結核も再興感染症に該当する． 
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第 3 章 

1. グラム陽性菌の細胞壁は，厚いペプチドグリカン層からなっている．その他にもペプチドグ

リカン内には，タイコ酸や多糖体などが存在する．一方，グラム陰性菌の細胞壁は，薄いペプチ

ドグリカン層と外膜, その外側のリポ多糖（LPS）の層からなる．ペプチドグリカンの糖鎖構造

は，N-アセチルグルコサミンと，五つのアミノ酸（ペンタペプチド）が結合した N-アセチルム

ラミン酸とが交互にβ-1,4 結合で多重結合したヘテロ糖ポリマーであることは陽性菌, 陰性菌

ともに共通である．一方，ペンタ（テトラ）ペプチド同士の架橋（クロスリンク）構造が異なり，

多くのグラム陽性菌では，３番目と４番目のアミノ酸間でペンタグリシンを介して結合している

のに対して，グラム陰性菌では直接結合している．グラム陰性菌の外膜は，外側に伸びた脂質を

含む糖鎖構造（リポ多糖, LPS）とともに，栄養成分や抗菌薬などの透過障壁ともなり，外膜に

埋め込まれたポーリンタンパク質は，外膜とペリプラズムをつなぐ通路となっている．

 

 

2. バシラス属とクロストリジウム属の細菌が芽胞を形成する．バシラス属には炭疽菌，ク

ロストリジウム属には破傷風菌，ボツリヌス菌，ウェルシュ菌，ディフィシル菌などの毒

素産生や病原性をもつ菌がいる． 

 温度，pH，栄養などが増殖に適している環境下では，二分裂により栄養細胞として増殖

する．一方，低温や高温，栄養源の枯渇などの劣悪な環境になると増殖を停止し，熱に強

く，紫外線や消毒剤に抵抗性をもつ芽胞を形成して生き延びる．芽胞は増殖環境がよい条

件になると発芽して，再び栄養細胞に戻る． 

 

3. 独立栄養細菌は，無機物と炭素源としての二酸化炭素だけで菌を構成する成分をすべて

合成し増殖できる．独立栄養細菌のエネルギー産生に関しては，光を利用するものと硫黄

や亜硝酸などの無機物を酸化してエネルギーを得るものがある． 

 従属栄養細菌は，植物などが合成する炭素源（グルコース，グリセロールあるいはラク

トースなど）を栄養成分として要求し，それらがないと増殖できない．大腸菌を含む病原

性の細菌は従属栄養細菌である． 

 

4.  a‐○，b‐×，c‐○，d‐×，e‐×，f‐○，g‐×，h‐○ 

【解説】 

b. 細菌の DNA 複製は開始点から双方向に進む． 

d. ラクトースが存在するとき，ラクトースオペロンのリプレッサーはオペレーターへ結合能が

低下する． 

e. 細菌のリボームの大きさは 70S，真核生物は 80S． 
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f. 原則は AUG だが，例外的に GUG，UUG が開始コドンになっている場合もある．  

g. 薬剤耐性遺伝子を含んでいるのは R プラスミド．F プラスミドは，大腸菌で稔性（fertility）

を付加する因子． 

h. 形質導入はファージを介して細菌の遺伝子が伝達される様式のこと．似た言葉に形質転換が

ある．形質転換は DNA を細菌外部から導入し，細菌の形質を変えることなので，混同しないよ

うに注意しよう． 
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第 4 章 

1. リケッチアは自立自己増殖できないが，エネルギー産生系および細胞構造をもつ．クラミジ

ア，クラミドフィラは，自立自己増殖できず，エネルギー産生系をもたないが，細胞構造はもっ

ている．また，不完全ではあるがエネルギー産生系の一部をもっている．一方，ウイルスは自立

自己増殖，エネルギー産生系および細胞構造はもたない． 

リケッチア，クラミジア，クラミドフィラは生物の基本単位である細胞をもつため，生物に分

類されているが，ウイルスは細胞をもたない，自立増殖できない，エネルギー産生系がない，と

いう総合的な観点から生物ではなく物質（粒子）と考えるのが主流である．生物ではないため，

エタノールなどの有機溶媒や次亜塩素酸などでウイルスを無効にする操作は，正しくは滅菌では

なく「不活化」という．科学的には生物でないが，実際上は生物として扱う必要がある場合もあ

る．たとえば，「生物多様性条約」という法律では生物として扱われている． 

 

2. 人獣共通感染症は，「動物由来感染症」とよばれることもある．以下に例を示す． 

・細菌の例 

（1）炭疽症 炭疽菌による感染症．ヒツジやヤギなどでは，眼結膜の充血，可視粘膜の浮腫，

呼吸困難，急性敗血症，尿毒症による腎障害を引き起こす．ヒトへは感染動物との接触やその毛

皮や肉から感染し，皮膚炭疽（経皮感染），腸炭疽（経口感染），肺炭疽（吸入感染）を示す． 

（2）リステリア症 リステリア菌による感染症．ヒツジ，ヤギ，ウシなどでは，脳炎，流産，

敗血症を引き起こす．ヒトへは食物を介して感染し，脳脊髄膜炎，敗血症，胎児敗血症性肉芽腫

症，髄膜脳炎を示す． 

 

・ウイルスの例 

（1）狂犬病 狂犬病ウイルスによる感染症．ウイルスに感染したイヌ，ネコおよびコウモリな

どよる咬傷・擦過傷，または気道粘膜感染によって感染する．狂躁型狂犬病では，恐水症や恐風

症とよばれる咽頭筋の痙攣や嚥下困難が起こる．また一部では筋肉の麻痺が進行する麻痺型狂犬

病も見られる．いずれの場合でも発症すれば致死率はほぼ100％． 

（2）エボラ出血熱 エボラウイルスによる感染症．現在のところ自然宿主は不明である．ウイ

ルス感染者やウイルス性出血熱患者の血液や体液，排泄物を介して，ヒトからヒトへ感染する．

カニクイサルなどのマカク属サルへも感染する．潜伏期を経て発症し，初期症状は突発性の発熱，

筋肉痛，その後，下痢，重度の悪寒，呼吸不全，出血，腎機能不全，ショック症状などをきたす． 

（3）ウエストナイル熱 ウエストナイルウイルスによる感染症．自然宿主はカや鳥であり，感

染したカに刺されることでヒトやウマなどに感染する．インフルエンザ様症状にはじまり，頭痛，

背痛，筋痛，関節痛，疲労，発疹，リンパ腺症をきたす．重症化すると急性化膿性脊髄炎，脳膜

炎となる． 

（4）Bウイルス病 Cercopithecine herpesvirus（CHV-1）による感染症．マカク属サルの半数以

上が体内にウイルスをもつが，ほとんど症状は見られない．ヒトへの感染は，サルによる咬傷・

擦過傷が大部分である．横断性脊髄炎，上行性脊髄炎，脳脊髄炎などをきたす． 

 

 

【解説】その他の人獣共通感染症の例を示す． 
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  疾病名 ヒト以外の感染動物 ヒトへの感染源 

細 菌 

エルシニア症 ウシ，イヌなど，野生げっ歯類 ウシ，イヌなど，野生げっ歯類 

回帰熱 げっ歯類，鳥類 ダニ，シラミ 

カンピロバクター症 ニワトリ，ブタなど ニワトリ，ブタなど 

結 核 ウシ ウシ 

サルモネラ症 ブタ，ニワトリ，イヌ，カメ ブタ，ニワトリ，イヌ，カメ，汚染食品 

赤 痢 サル サル，汚染食品，患者 

大腸菌症 ウシ，ブタ，イヌ，ネコなど ウシ，ブタ，イヌ，ネコなど，汚染食品 

炭疽症 ウシ，ウマ，ブタ ウシ，ウマ，ブタ 

野兎病 野ウサギ，げっ歯類 野ウサギ，げっ歯類 

パスツレラ症 イヌ，ネコなど イヌ，ネコなど 

豚丹毒 ブタ，魚類 ブタ，魚類 

ブルセラ症 ウシ，ブタ，ヒツジ，イヌ ウシ，ブタ，ヒツジ，イヌ 

ペスト（肺） げっ歯類 ネズミ，ノミ，患者 

ライム病 野生動物，イヌ マダニ 

リステリア症 ウシ，ヒツジ，ブタ ウシ，ヒツジ，ブタ 

レプトスピラ症 ネズミ，イヌ，ブタ，ウシなど 
ネズミ，イヌ，ブタ，ウシなど，汚染環

境 

真 菌 

クリプトコッカス症 イヌ，ネコ ハトの排泄物 

ヒストプラズマ症 イヌ，ウマ，ロバ ヒバリ，コウモリなどの糞 

皮膚糸状菌症 イヌ，ネコ，げっ歯類 イヌ，ネコ，げっ歯類 

リケッチア 

Q 熱 野生動物 家畜の乳や肉，マダニ 

ツツガムシ病 げっ歯類 ダニ 

日本紅斑熱 野生動物，げっ歯類 イヌなど，マダニ 

発疹熱 ネズミ ネズミ，ノミの糞 

クラミジア オウム病 鳥類 鳥類 

ウイルス 

B ウイルス病 サル サル 

ウエストナイル熱 鳥類 カ 

黄熱 サル カ 

狂犬病 イヌ，キツネなど イヌ，コウモリ 

クリミア・コンゴ出血熱 ウシ、ヤギ、ヒツジなど マダニ，患者 

腎症候性出血熱 げっ歯類 げっ歯類 

ダニ媒介性脳炎 ネズミ，イヌ，ウシ マダニ 

鳥インフルエンザ 鳥類 鳥類 

ニパウイルス感染症 コウモリ ブタ 

日本脳炎 ブタ，ウマ，ウシ，鳥類 カ 
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ウイルス 

ニューカッスル病 鳥類 鳥類 

ハンタウイルス肺症候群 げっ歯類 げっ歯類 

マールブルグ病 サル サル 

ラッサ熱 げっ歯類 げっ歯類 

リフトバレー熱 ウシ，ウマなど ウシ，ウマなど，カ 

原 虫 

アメーバ赤痢 ブタなど ブタ，汚染食品，患者 

クリプトスポリジウム症 ウシ，ブタ，イヌなど ブタ，汚染飲料水，患者 

トキソプラズマ症 ネコ，イヌ，ブタ，ヒツジなど ネコ，イヌ，ブタ，ヒツジなど 

蠕 虫 

アニサキス症 海生哺乳動物 イカ，海水魚 

エキノコックス症 キタキツネ，イヌ，ネコ ライ魚など 

肝蛭症 ウシ，ヒツジ，ブタ ヒメモノアラ貝，ウシやブタの肝臓 

広節裂頭条虫症 イヌ，ネコなど サケ科 

旋毛虫症（トリヒナ症） 肉食獣 ブタ 

日本住血吸虫症 
ウシ，ヤギ，イヌ，ネコ，ネズ

ミ 
ミヤイリ貝 

肺吸虫症 野生肉食獣 淡水産のカニ 

包虫症 肉食獣 イヌ，ネコ，キツネ，虫卵で汚染食品 

無鉤条虫症 ウシ 牛肉 

有鉤条虫症 ブタ 豚肉 

有棘顎口虫症 肉食獣 虫卵で汚染食品 

異常プリオン

タンパク質 
牛海綿状脳症（BSE） ウシ 汚染肉（食品） 
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第5章 

1. エンベロープをもたないウイルス（左）とエンベロープをもつウイルス（右）を下記に示す．  

 

ウイルスは，核酸としてDNAもしくはRNAをもっており，そのまわりはカプソメアとよばれるタ

ンパク質でできた殻であるカプシドで覆われている．さらに，カプシドの外に脂質二重膜ででき

たエンベロープをもつウイルスもいる．このエンベロープには，宿主細胞への結合や遊離に必要

な糖タンパク質などを含んだスパイクをもつ．なお，宿主細胞に対して感染可能な完全なウイル

ス粒子をビリオンという． 

 

2. ＋鎖RNAウイルスのゲノムの複製には，ウイルス固有のRNA依存性RNAポリメラーゼより，

＋鎖RNAから相補的なRNA（－鎖RNA）が合成され，これを鋳型として＋鎖RNA ゲノムが合成さ

れる．－鎖RNAウイルスのゲノムの複製は， RNA依存性RNAポリメラーゼにより＋鎖RNAを合成

し，再度，－鎖RNAを合成することにより行われる． 

 

3. それぞれの方法を下記に示す． 

・サンドイッチELISA  

抗体を固相化したマイクロカップに検体を添加する．検体中にウイルス（抗原）が含まれていた

場合，固相化した抗体にウイルス（抗原）が結合する．そこに酵素標識‐抗ウイルス抗体を添加

すると，固相抗体＋ウイルス（抗原）＋酵素抗体のサンドイッチの構造ができる．洗浄後に酵素

基質を添加すると，酵素反応により発色し，その吸光度を測定することで，検体中のウイルス（抗

原）量を推定でき，多いほど強く発色する．  

 
 

・免疫クロマトグラフィー法  

金コロイド標識ウイルス抗体を含む試薬パッド上に検体を滴下する．検体中にウイルス（抗原）

が含まれていた場合，金コロイド標識ウイルス抗体とウイルスが抗原‐抗体反応により結合する．

溶液は毛細血管現象によりメンブレンを移動し，金コロイド標識抗ウイルス抗体とウイルスの複

合体もあわせて移動する．メンブレン上には，手前に抗ウイルス抗体，奥に抗抗体-抗体（コン
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トロール）がそれぞれ列になるように固定化されている．ウイルスと結合した金コロイド標識抗

ウイルス抗体は手前側（抗ウイルス抗体のライン）で，ウイルスが結合しなかった金コロイド標

識抗ウイルス抗体は奥側（抗抗体-抗体のライン）でそれぞれトラップされて金コロイドのライ

ンを提示する．検体中に抗原があれば二本のラインが，抗原がなければコントロールのみの一本

のラインが目視により観察される． 

 

 

4. 感染経路とウイルスを下記表にまとめる． 

感染経路 ウイルス 

経口感染 
ポリオウイルス，アストロウイルス，ノロウイルス，ロタウイルス，Ａ型肝炎ウイルス，Ｅ

型肝炎ウイルス 

飛沫感染 
ボックスウイルス，コロナウイルス（SARS ウイルス），ムンプスウイルス，インフルエン

ザウイルス，アデノウイルス，RS ウイルス，ライノウイルス，麻疹ウイルス，風疹ウイルス 

飛沫核（空気）感染 ヒトヘルペスウイルス３（水痘帯状疱疹ウイルス），麻疹ウイルス， 

接触感染 

ヒトヘルペスウイルス１（単純ヘルペス１型），ヒトヘルペスウイルス２（単純ヘルペス２

型），ヒトヘルペスウイルス３（水痘帯状疱疹ウイルス），ヒトヘルペスウイルス４（EB ウ

イルス），ヒトヘルペスウイルス５（サイトメガロウイルス），ヒトヘルペスウイルス６，

ヒトヘルペスウイルス７，アデノウイルス，ムンプスウイルス 

血液感染 Ｂ型肝炎ウイルス，Ｃ型肝炎ウイルス，Ｄ型肝炎ウイルス，ヒト免疫不全ウイルス（HIV） 

性行為感染 
ヒトヘルペスウイルス２（単純ヘルペス２型），ヒト免疫不全ウイルス（HIV），Ｂ型肝炎ウ

イルス，Ｃ型肝炎ウイルス 

母子感染 
Ｂ型肝炎ウイルス，ヒトＴリンパ好性ウイルス（HTLV），ヒトヘルペスウイルス２（単純ヘ

ルペス２型），ヒトヘルペスウイルス５（サイトメガロウイルス） 

カの刺咬による感染 黄熱ウイルス，日本脳炎ウイルス，デング熱ウイルス，ウエストナイルウイルス 
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第6章 

1.  WHOより根絶宣言がだされたのは，1980年の天然痘（痘瘡）ウイルスのみである． 

【解説】1958年に世界保健機関 (WHO) 総会で，世界天然痘根絶決議が全会一致で可決され，

天然痘の撲滅に動きだした．当初の戦略は常在国では100%接種としていたが，接種率のみを上

げても発生数は思うように減少しなかった．戦略を「天然痘患者が見つかったら，その周辺の者

に種痘を行う」というサーベイランスと封じ込めに切り替えた結果，著しい成果をあげた．1977

年のソマリアでの患者が最後であり，その後，2年間の監視期間を経て，1979年12月に専門家

による根絶宣言，1980年5月にWHOによる天然痘の世界根絶宣言が行われた．また，WHOでは

ないが，国際獣疫事務局（OIE）と国連食糧農業機関（FAO）により，2011年に牛疫を引き起こ

す牛疫ウイルスの根絶が宣言されている．人類が根絶に成功したのは，いまのところ天然痘ウイ

ルスと牛疫ウイルスのみである． 

現在，WHOが根絶計画を進めているのは，ポリオウイルス，麻疹ウイルス，風疹ウイルスで

ある． 

ポリオウイルスについては，1988年の第41回WHO総会で，ポリオを全世界で根絶する決議が

採択された．1994年にはWHOアメリカ地域，2000年にはWHO西太平洋地域，2002年にはWHO

ヨーロッパ地域，2014年にはWHO東南アジア地域がそれぞれポリオの根絶を宣言し，患者数は

99％以上減少した．2014年現在，世界でポリオが常在している国は，ナイジェリア，パキスタ

ン，アフガニスタンの3か国のみである． 

 また，2000年にWHOは国連児童基金（UNICEF）やアメリカ疾病管理予防センター(CDC) 〔翌

2001年にはアメリカ赤十字，国連財団も加わった国際パートナーシップ，The Measles Initiative

となった〕とともに世界麻疹排除対策戦略計画を策定した．The Measles Initiativeは2012年にThe 

Measles and Rubella Initiativeと名称を変更し，2020年までに少なくともWHOの五つの地域で麻疹，

風疹および先天性風疹症候群（CRS）の撲滅を達成するよう計画が進められている．世界での死

亡者数は，2014年には2000年比で，麻疹は79％，風疹は95％減少した． 

  

2.  各ウイルスの潜伏場所と回帰発症を下記表にまとめる． 

  名称 潜伏場所 回帰発症 

HHV-1 単純ヘルペスウイルス 1 型 三叉神経節 口唇ヘルペス，ヘルペス脳炎 

HHV-2 単純ヘルペスウイルス 2 型 仙骨神経節 性器ヘルペス 

HHV-3 水痘帯状疱疹ウイルス 脊髄後根知覚神経節 帯状疱疹 

 

3. 水痘帯状疱疹ウイルス（Human herpesvirus 3; HHV-3) 

【解説】空気感染する感染症は，水痘以外に結核と麻疹がある．結核菌はマイコバクテリウム属

に属するグラム陽性桿菌（抗酸菌），麻疹ウイルスはパラミクソウイルス科モルビリウイルス属

に属するRNAウイルスである． 

 

4. サイトメガロウイルス，単純ヘルペスウイルス1型，単純ヘルペスウイルス2型，JCウイヒ

トヘルペスウイルス8型（カポジ肉腫関連ヘルペスウイルス）． 

【解説】AIDS は，HIV感染により免疫力が低下して，日和見感染症を起こした状態をいう．厚生

労働省が定めるエイズ発症の基準となる23の合併症は，次のとおりである． 
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A．真菌症（１．カンジダ症，２．クリプトコッカス症，３．コクシジオイデス症，４．ヒス

トプラズマ症，５．ニューモシスティス肺炎），B．原虫症（６．トキソプラズマ脳症，７．ク

リプトスポリジウム症，８．イソスポラ症），C．細菌感染症（９．化膿性細菌感染症，10．サ

ルモネラ菌血症，11．活動性結核，12．非結核性抗酸菌症），D．ウイルス感染症（13．サイト

メガロウイルス感染症，14．単純ヘルペスウイルス感染症，15．進行性多巣性白質脳症），E．

腫瘍（16．カポジ肉腫，17．原発性脳リンパ腫，18．非ホジキンリンパ腫，19．浸潤性子宮頸

がん），F．その他（20．反復性肺炎，21．リンパ性間質性肺炎/肺リンパ過形成，22．HIV 脳症，

23．HIV消耗性症候群）． 

 

5. B型肝炎ウイルス 

【解説】B型肝炎ウイルスはヘパドナウイルス科オルソヘパドナウイルス属に属するDNAウイル

スである．宿主細胞由来のRNAポリメラーゼを用いて，DNAからRNAを合成する．そのRNAをも

とに，自身由来のRNA依存性DNAポリメラーゼ（逆転写酵素）を用いてDNAを合成する．RNAウ

イルスのレトロウイルス科も逆転写酵素をもつ． 

 

6. 各指標と高値の場合の意味を下記表にまとめる． 

B 型肝炎の指標 高値の場合 

HBs 抗原〔B 型肝炎ウイルス（HBV）のエ

ンベロープにあるスパイクタンパク質〕 
HBV に感染していることを示す． 

HBe 抗原（HBV が増殖する際に合成される

タンパク質） 
肝臓で HBV が活発に増殖しており，感染力が強いことを示す． 

抗 HBs 抗体（HBs 抗原に対する抗体） 
過去に HBV に感染して現在は治癒していることを示す。また、HB ワクチ

ンを接種したことにより，HBV に対する免疫ができていることを示す． 

抗 HBe 抗体（HBe 抗原に対する抗体） 

HBV の増殖が落ち着いている状態で，感染力が弱いことを示す．なお，HBe

抗原が減少し，HBe 抗体が出現すること（セロコンバージョン）は，肝炎

の回復の兆しとされている． 

 

7. 昆虫が媒介するウイルスの例を下記表にまとめる． 

ウイルス 感染環 

デングウイルス 
ネッタイシマカ，ときにヒトスジシマカによって媒介される．感染したカに刺されるこ

とでヒトへと感染する．感染環はカ→ヒト→カとなる． 

ウエストナイルウイルス 
ウイルスは鳥類の体内で増幅し，その血を吸ったカに刺されることでヒトに感染する．

感染環はカ→鳥類→カとなる． 

日本脳炎ウイルス 
ウイルスはブタの体内で増幅し，その血を吸ったコガタアカイエカに刺されることでヒ

トに感染する．感染環はカ→ブタ→カとなる． 

ダニ媒介性脳炎ウイルス 
ウイルスはげっ歯類の体内で増幅し，その血を吸ったマダニに咬まれることで反芻亜目

動物，イヌやヒトに感染する．感染環はダニ→げっ歯類→ダニとなる． 

黄熱ウイルス 感染したカに刺されることでヒトへと感染する．感染環はカ→ヒト・サル→カとなる． 
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チクングニアウイルス 
ネッタイシマカやヒトスジシマカなどのヤブカによって媒介される．感染環はカ→ヒ

ト・サル→カとなる． 

クリミア・コンゴ出血熱ウイ

ルス 

感染したマダニに刺されることでヒトへと感染する．感染環はダニ→げっ歯類→ダニと

なる． 

ジカウイルス 感染したカに刺されることでヒトへと感染する．感染環はカ→鳥類→カとなる． 

 

8. 経口感染，血液感染別にまとめた下記表に示す． 

おもな 

感染経路 
経口感染 血液感染 

ウイルス Ａ型肝炎ウイルス Ｅ型肝炎ウイルス Ｂ型肝炎ウイルス Ｃ型肝炎ウイルス Ｄ型肝炎ウイルス 

分 類 
ピコルナ 

ウイルス科 
ヘペウイルス科 

ヘパドナ 

ウイルス科 

フラビ 

ウイルス科 
科は未分類 

ウイルス粒子 

の直径 
27 nm 27～32 nm 42 nm 55～65 nm 36 nm 

潜伏期 約 4 週 2～8 週 約 1～6 か月 6～8 週 B 型に類似 

エンベロープ － － ＋ ＋ ＋ 

ウイルス核酸 RNA RNA DNA RNA RNA 

持続感染 － － ＋ ＋ ＋ 

肝がんとの 

関連性 
－ － ＋ ＋ ？ 

 

9. インフルエンザウイルス，ヒト免疫不全ウイルスの増殖過程について述べる． 

・インフルエンザウイルス  

体内に侵入したA 型ウイルスは，まず標的になる宿主細胞の表面にあるウイルスのレセプター

（シアル酸）と結合する．ウイルスはエンドサイトーシスによって細胞内に取り込まれたのち，

エンドソーム内の酸性pHによってウイルスのM2水素イオンチャネルが活性化され，ウイルス内

部も酸性になる．それにより，リボ核タンパク質(RNP)とM1タンパク質（ウイルス殻主成分）お

よびM1タンパク質同士の結合が弱まる．また，酵素によってHAはHA1とHA2に切断され，エン

ベロープ（ウイルス殻）とエンドソーム膜が融合し，RNPが細胞質へと放出される．RNP は核内

に移動し，転写や複製がはじまる．翻訳されたポリメラーゼなどは核内に移行し，RNPを形成し

たのち，核外へ輸送され細胞表面に送られる．一方，HA，NAなどの膜タンパク質はゴルジ装置

を経由して細胞表面に輸送され，RNPと会合する．次いで新たなウイルス粒子が出芽し，NAが細

胞表面のシアル酸を除去することにより細胞とウイルス粒子が遊離する． 

 

・ヒト免疫不全ウイルス 

CD4を主レセプター，CCR5 やCXCR4 などのケモカインレセプターをコレセプターとし，CD4

陽性のヘルパーT細胞に結合して，エンベロープと細胞質膜の直接の融合によって侵入する．も

ちこまれた逆転写酵素により，細胞質でウイルスゲノムは逆転写され，生じた二本鎖DNAは核内

に輸送される．インテグラーゼにより宿主細胞のゲノムDNA に組み込まれ，プロウイルスとな
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る．プロウイルスから，宿主細胞のRNAポリメラーゼによりウイルスRNA に転写される．完全

長mRNAには，gag（ウイルス粒子構成タンパク質の遺伝子），pol（プロテアーゼ，逆転写酵素お

よびインテグラーゼの遺伝子）が存在し，宿主細胞のリボソームで翻訳される．またこのmRNA

はウイルスゲノムとしても利用される．完全長mRNAに対してスプライシングによりgag，polが

除かれたmRNAからは，Env（エンベロープタンパク質）が翻訳される．Envは翻訳されたのち，

ゴルジ装置に運ばれ，プロセッシングを受ける．gag–polはGagおよびGag‒Pol前駆体として翻訳

され，細胞質膜に運ばれる．粒子形成が行われ，出芽するが，この段階でGag‒Pol 前駆体からプ

ロテアーゼが切断され活性型となり，逆転写酵素やインテグラーゼも切り離される．さらにいく

つかのタンパク質が機能型となり，成熟型のウイルス粒子となる． 

 

10. 主徴として下痢を起こすウイルスを下記表に示す． 

ウイルス 症 状 

腸管アデノウイルス（40，41 型） 下痢，嘔吐が主症状．微熱，腹痛なども伴う． 

ノロウイル 嘔吐，吐き気，下痢が主症状． 

ロタウイルス 
嘔吐，下痢，発熱が主症状．季乳幼児嘔吐下痢症（小児仮性コレラ，白痢）

を引き起こす．特徴的なコレラ様白色水様便を呈する． 

サポウイルス 嘔吐，下痢，発熱が主症状． 

 

11. エボラウイルス，マールブルグウイルス，クリミア・コンゴ出血熱ウイルス，ラッサウイ

ルス 

 

12. ワクチンが感染（発症）予防に利用できるウイルスを下記表に示す． 

ウイルス 製剤名 ワクチンの種類 特 徴 

麻疹ウイルス 乾燥弱毒生麻疹ワクチン 

弱毒生ワクチン 

病原体の弱毒変異株を用いる．

ワクチン効果は最も高いが，副

作用も高い．液性免疫・細胞性

免疫の両方を誘導する． 

風疹ウイルス 乾燥弱毒生風疹ワクチン 

水痘ウイルス 乾燥弱毒生水痘ワクチン 

ロタウイルス 経口弱毒生ロタウイルスワクチン 

おたふく風邪ウイルス 乾燥弱毒生おたふく風邪ワクチン 

黄熱ウイルス 黄熱ワクチン 

ポリオウイルス 
経口生ポリオワクチン 

不活化ポリオワクチン 

不活化ワクチン 

病原体を紫外線，加熱，ホルマ

リン処理などで不活化，有効成

分を抽出，生成したもの．液性

免疫のみ誘導する． 

日本脳炎ウイルス 乾燥培養細胞日本脳炎ワクチン 

狂犬病ウイルス 乾燥組織培養不活化狂犬病ワクチン 

A 型肝炎ウイルス 組織培養不活化 A 型肝炎ワクチン 

ヒトパピローマウイルス 
組換え沈降２価（または４価）ヒト

パピローマウイルスワクチン 

免疫成立に必要な感染防御抗

原だけを精製したもの（成分ワ

クチン）．遺伝子組換え技術で

作られるものもある（遺伝子組

換えワクチン）． 

インフルエンザウイルス インフルエンザ HA ワクチン 

B 型肝炎ウイルス 組換え沈降 B 型肝炎ワクチン 
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第7章 

1. 真菌は原核細胞からなる細菌とは異なり，動植物と同様に真核細胞で構成される．そのため，

真菌の細胞内には核をはじめ小胞体やミトコンドリアなど膜で囲まれた細胞小器官を有するほ

か，ゲノムDNAやリボソームの構造，細胞壁組成など，細菌とは明確に異なる．たとえば，真菌

はおもにβ-D-グルカンからなる細胞壁を有するが，細菌はペプチドグリカンが細胞壁を構成し

ている．また，真菌はすべて外部の有機物を栄養として利用する従属栄養生物であるが，細菌に

は独立栄養性を示すものも少なからず存在する． 

 

2. 表にまとめると下記のようになる． 

深在性真菌症 原因菌 基本形態 

カンジダ症 Candida albicans, C. tropicalis，C. glabrata, C. parapsilosis 二形性（C. glabrata は酵母） 

アスペルギルス症 Aspergillus fumigatus, A. flavus，A. niger, A. terreus 菌糸形 

クリプトコックス症 Cryptococcus neoformans, C. gattii 酵母形 

ムーコル症 
Rhizopus oryzae, Absidia corymbifera, Mucor spinosus, 

Cunninghamella bertholletiae 
菌糸形 

ニューモシスティス肺炎 Pneumocystis jirovecii 酵母形 

トリコスポロン症 Trichosporon asahii 酵母形 

 

3. 表にまとめると下記のようになる． 

深部皮膚真菌症 原因菌 基本形態 

スポロトリコーシス Sporothrix schenckii 二形性 

黒色真菌症 Fonsecaea pedrosoi, Exophiala jeanselmei 二形性 

 

4. 表にまとめると下記のようになる． 

表在性真菌症 原因菌 基本形態 

皮膚糸状菌症（白癬） Trichophyton rubrum, T. mentagrophytes, T. tonsurans 菌糸形 

表在性カンジダ症 Candida albicans 二形性 

皮膚マラセチア症 Malassezia globosa, M. restricta 二形性 

 

5. 表にまとめると下記のようになる． 

アレルギー疾患 原因菌 

アレルギー性気管支肺アスペルギルス症 Aspergillus fumigatus 

アレルギー性副鼻腔真菌症 Aspergillus 属菌，Alternaria 属菌など 

夏型過敏性肺炎 Trichosporon asahii 
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第8章 

1. （1）真核， （2）単細胞，（3）多細胞，（4）栄養，（5）嚢子（シスト），（6）線

虫，（7）条虫，（8）吸虫． 

 

2. a, d 

【解説】 

a. クリプトスポリジウムは，環境中ではオーシストとよばれる嚢包体で存在する．オーシ

ストは熱や乾燥には弱いが，塩素に対してきわめて強い耐性をもつ．そのため，水道水に

混入した場合，集団感染を引き起こす恐れがある． 

b. 国立感染症研究所の報告によると，日本国内での赤痢アメーバの感染者数は，2011年

以前は約800例前後で推移していたが，2012年以降は900例を超えている．また世界では，

約5000万人の感染者，年間４〜7万人の死亡者がいると推定されている． 

c. メトロニダゾールは，ニトロ還元酵素系（ヒドロゲナーゼ）によって還元されてフリー

ラジカルを生産し，それがDNA二重鎖切断などの細胞傷害活性をもつため，殺菌作用を示す

といわれている．葉酸代謝阻害を示すものはメトトレキサートである．メトトレキサート

は抗悪性腫瘍薬（抗がん剤），抗リウマチ薬，妊娠中絶薬などとして使用される． 

d. マラリア原虫を体内に含むカの唾液腺には，マラリア原虫のスポロゾイトが増殖してい

る．このスポロゾイトは，吸血のときにカからヒトへ感染する． 

e. トリコモナスの母子感染の場合は経産道感染で胎児に感染する．また，トリコモナス自

身が胎児へ感染し，奇形を起こす心配はない．妊娠初期では内服薬の投与により，胎児奇

形を起こす可能性があるので，治療は膣錠のみで対処するのが一般的．妊娠中期から末期

にかけての感染は，膣炎が影響して早期破水を起こす可能性があり，早産に至る場合もあ

るので注意が必要．トリコモナスのおもな感染経路は性行為であるが，まれに浴槽，公衆

浴場，トイレの便座，タオルなどが感染源となることがある．  

 

3. b, c 

【解説】 

a. 食肉は鳥または獣の肉を指す．アニサキスの幼虫はイカやアジ，サバ，イワシなどの魚

介類の内臓表面，筋肉内に寄生している．幼虫は十分に加熱（内部温度70℃以上），または

冷凍（-20℃，24時間以上）で死滅する． 

b. 幼虫移行症を示す蠕虫は，線虫（アニサキス，イヌ回虫，有棘顎口虫），条虫（マンソ

ン裂頭条虫，包虫），吸虫（宮崎肺吸虫，肝蛭）などである． 

c. エキノコックスの虫卵を含む水分や食料などの摂取することで，ヒトに経口感染する．

虫卵を摂取したヒトの体内で幼虫になり，肝臓に寄生して発育・増殖し，深刻な肝機能障

害を引き起こすことが知られている． 

d. 蟯虫は線虫に分類されヒトの腸管に寄生する．メスは夜中に肛門周囲にでてきて卵を産

む．セロハンテープ法を用いて，その卵を検出することで蟯虫症の診断を行う． 

e. リンパ系フィラリア症は世界で1億2000万人以上が感染しているといわれている． 
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第9章 

1. ｄ 

【解説】ワクチンは，弱毒生ワクチン，不活化ワクチン，トキソイドに分類される．そのほかも

混合ワクチン，多価ワクチンがある．おたふく風邪と風疹は弱毒生ワクチン，インフルエンザと

B型肝炎は不活化ワクチン，破傷風はトキソイドである．また，ジフテリアの予防に用いるワク

チンもトキソイドに分類される．詳細については表9.1を参照されたい． 

 

2. 病原体の感染経路には空気感染，飛沫感染，接触感染がある．各経路で感染する病原体を下

記の表に示す． 

感染経路 病原体 

空気感染 結核菌，麻疹ウイルス，水痘ウイルス 

飛沫感染 
レジオネラ菌，マイコプラズマ，インフルエンザウイルス，風疹ウイルス，

ムンプスウイルス，SARS ウイルスなど 

接触感染 MRSA，VRE，緑膿菌，腸管出血性大腸菌，ヒゼンダニなど 

 

3. ｄ 

【解説】百日咳以外の感染症の第一選択薬は次のとおりである． 

感染症 第一選択薬 

梅 毒 ペニシリン 

細菌性赤痢 
成人：ニューキノロン系薬（レボフロキサシン） 

小児やニューキノロン系薬を適用できない成人：ホスホマイシン 

インフルエンザ ノイラミニダーゼ阻害薬（オセルタミビル，ザナミビル，ラニナミビルオクタン酸エステル） 

淋 病 セフトリアキソン 

 

4. ｃ 

【解説】各抗結核薬の副作用は，以下のとおりである． 

抗結核薬 副作用 

イソニアジド ビタミン B6 欠乏による末梢神経炎，肝障害． 

カナマイシン 
第八脳神経障害による耳毒性，めまい，急性腎不全，神経筋ブロックなどがある．耳毒性は高

音域からはじまる．気づきにくく，不可逆的であることから聴力検査を行う必要がある． 

エタンブトール 視力障害，肝障害． 

ピラジナミド 高尿酸血症（場合によっては痛風），肝障害． 

リファンピシン 肝障害，尿や唾液，汗がオレンジに着色． 

 

5. mecA遺伝子を獲得することにより，β-ラクタム薬への親和性が低下した細胞壁ペプチドグ

リカン合成酵素の代替酵素ペニシリン結合タンパク質2’（PBP2’）を産生する．ほかのPBPが

β-ラクタム薬で阻害されても，トランスペプチダーゼ活性をもつPBP2’が細胞壁合成を続行す

るため，MRSAはβ-ラクタム薬存在下で生育可能である． 
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6.  抗ウイルス薬をつくるためには，ウイルス特有の遺伝子やタンパク質を標的にしなければ

ならない．ウイルスは偏性細胞内寄生性であり，自己の複製に必要な遺伝子情報を最低限にしか

もたず，宿主細胞の代謝系を利用して増殖する．そのため，ヒトの細胞に傷害を与えずに，ウイ

ルスのみ選択的に毒性をもつ薬剤の開発はむずかしい． 

 

7. アシクロビルは，ウイルス感染細胞ではウイルスのチミジンミナーゼでリン酸化され，次い

で感染細胞のキナーゼでリン酸化されて活性型のアシクロビル三リン酸となる．このアシクロビ

ル三リン酸は核酸構成成分と似ているため，DNAの複製の際に間違って取り込まれうる．取り込

まれた場合，複製は停止する．一方，感染していない細胞ではチミジンミナーゼがないため，活

性型のアシクロビル三リン酸が生成されない．したがって，感染細胞のみ活性型になる点が選択

毒性になる． 
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第10章 

1. 胆石などが原因となって胆汁や膵液の排出部が閉塞し，十二指腸側への胆汁の流れや膵液の

流れが悪化する．その結果，膵液が胆のう側へ逆流して胆汁組成が大きく変化し，細菌感染が併

発しやすくなって発症に至る．多くの症例において，胆石を保有している患者で引き起こされる

場合が多い．細菌感染に伴う炎症部位の違いによって胆のう炎や胆管炎とよばれるが，両者はし

ばしば併発することが多いので胆道感染症と総称される．起因菌として，大腸菌やクレブシエラ

が高く，次いでエンテロバクターやエンテロコッカスである． 

 

2. 一次除菌として，クラリスロマイシン，アモキシシリン，ランソプラゾールの三剤を併用し

て７日間除菌治療にあたる．これで効果が見られない場合は二次除菌を施す．具体的には，クラ

リスロマイシンをメトロニダゾールに薬剤変更し，三剤併用療法をさらに７日間継続する． 

 

3. おもな尿路感染症として，腎盂腎炎，膀胱炎，尿道炎がある．いずれの場合も，それぞれの

泌尿器箇所へ細菌が侵入したことによる感染が成因となる．おもな病原体として，大腸菌があげ

られる．尿道炎では，大腸菌のようなグラム陰性桿菌のほかに，性感染症起因菌である淋菌やク

ラミジアが原因となる場合も少なくない． 

 治療として，グラム陰性桿菌が原因菌の場合は，一般的にニューキノロン系，β-ラクタム系，

テトラサイクリン系などの薬剤が使用される．淋菌が原因菌の場合は，β-ラクタム系の薬剤が

使用される．効果が見られない場合には，薬剤耐性化を疑い，アミノグリコシド系のスペクチノ

マイシンが使用される．また，クラミジアが原因菌の場合は，マクロライド系抗菌薬が第一選択

薬となる． 

 

4. 生後まもなくの細菌性髄膜炎は，出生時の母子感染やそれに起因する場合が多く，B 型レン

サ球菌や大腸菌が起因菌である．4か月～6歳では免疫学的に非常に未熟な時期であると考えら

れ，インフルエンザb型菌（Hib）と肺炎球菌によるものが多くなる． 6歳～成人では，肺炎球菌

によるものが多い．HibやB 型レンサ球菌，緑膿菌，腸内細菌，まれに髄膜炎菌の場合もある． 

 

5. 伝染性膿痂疹（とびひ）が最も浅い皮膚表面での疾患で，蜂窩織炎（蜂巣炎）が最深部の皮

膚疾患となる．毛囊炎は，癤，癰よりも少し浅い部分で生じる．癤は一つの毛包全体に感染し,

さらに深い部分で癰としてつながっている．丹毒は真皮が病変主要部位であり，皮下に及ばない. 

したがって，伝染性膿痂疹，毛囊炎，癤，癰，蜂窩織炎の順に深くなっていく，丹毒は毛囊炎か

ら癤，癰にもまたがっていると考えられる． 

 

6. 口腔・咽頭内常在菌（Vridansグループのレンサ球菌，HACEKグループ），ブドウ球菌属，腸

球菌属，カンジダ属など． 

 

7. 確定診断は，血液培養で病原微生物の検出，心エコーで弁周囲の疣腫，膿瘍，弁の新たな部

分裂開の検出で行う． 

 

8. 急性骨髄炎の症状は，高熱，激しい局所疼痛，患部から発赤，熱感，腫脹の拡大を認める．  
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9. セファゾリン，セフメタゾール 

 

10.   

（1）抗B型肝炎ウイルス薬 逆転写酵素を標的とする核酸アナログである．ラミブジン，エン

テカビル，アデホビルピボキシル，テノホビルジソプロキシルは，競合的に逆転写酵素の基質と

して複製中のウイルスDNAに組み込まれるが，これらは3'‒OHをもたないために伸長反応がとま

り，複製が中断される． 

（2）抗C型肝炎ウイルス薬  

①リバビリン ウイルスゲノムRNAの複製のとき競合的にRNAに入り込み，突然変異を誘発する． 

②テラプレビル，シメプレビル，アスナプレビル，バニプレビル タンパク質のプロセシング

に必須なNS3/4Aプロテアーゼを阻害する． 

③ダクラタスビル，レジパスビル RNAポリメラーゼの働きに必要なNS5Aを阻害する． 

④ソホスブビル 核酸と競合してRNA中に入り込むことで，RNA伸長をとめる． 

 

11.  

(1) 侵入阻害剤 HIVはCD4を主レセプター，CCR5やCXCR4などのケモカインレセプターをコレ

セプターとし，CD4陽性のヘルパーT細胞に結合し，エンベロープと細胞質膜の直接の融合によ

って侵入する．マラビロクはCCR5に選択的に結合し，HIV‒1のgp120とCCR5の相互作用を遮断

することで侵入を防ぐ． 

(2) 逆転写酵素阻害剤 侵入後，もちこまれた逆転写酵素により，細胞質でウイルスゲノムは

逆転写される． 

①ヌクレオシド系逆転写酵素阻害薬 ジドブジン，ジダノシン，ラミブジン，サニルブジン，

アバカビル，エムトリシタビンなどは，競合的に逆転写酵素の基質として複製中のウイルスDNA

に組み込まれるが，これらは3'‒OHをもたないために伸長反応がとまり，複製が中断される． 

②非ヌクレオシド系逆転写酵素阻害薬 逆転写酵素の活性を阻害することで，ウイルスDNAの複

製を妨げる．ネビラピンは，HIV‒1逆転写酵素の疎水ポケット部分に結合することで活性を阻害

する．エファビレンツはHIV‒1 逆転写酵素を混合型非拮抗阻害形式により阻害する．エトラビリ

ンは，HIV‒1逆転写酵素と直接結合し，DNAポリメラーゼの触媒部位を失活させる．リルピビリ

ンはジアリルピリミジン骨格をもち，HIV‒1逆転写酵素を非競合的に阻害する． 

(3) インテグラーゼ阻害剤 逆転写の結果，生じた二本鎖DNAは核内に輸送される．それらがイ

ンテグラーゼにより宿主細胞のゲノムDNAに組み込まれ，プロウイルスとなる．ラルテグラビル，

エルビテグラビル，ドルテグラビル，エルビテグラビルなどは，インテグラーゼの触媒活性を阻

害する． 

(4) プロテアーゼ阻害薬 プロウイルスから，宿主細胞のRNAポリメラーゼによりウイルスRNA

に転写される．この完全長mRNAは，宿主細胞のリボソームで翻訳される．gag（ウイルス粒子

構成タンパク質の遺伝子），pol（プロテアーゼ，逆転写酵素およびインテグラーゼの遺伝子）

はGag-Pol前駆体として翻訳され，細胞質膜に運ばれる．その後，Gag-Pol前駆体からプロテア

ーゼが切断され活性型となり，いくつかのタンパク質が機能型となる成熟型のウイルス粒子とな

る．インジナビル，サキナビル，ネルフィナビル，リトナビル，ロピナビル，アタザナビル，ホ

スアンプレナビル，アンプレナビルなどは，プロテアーゼの活性中心において基質と競合するこ
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とで活性を阻害する． 

 

12.  

（1）診断 風邪と症状が似ている．高熱が長時間続く，悪寒や全身に関節痛がある，インフル

エンザが流行しているなどの場合，インフルエンザを疑う．ただし，迅速診断キットは精度に多

少難があるため，感染初期だと陰性となることもありうる． 

（2）治療 抗ウイルス薬を投与する場合は，できるだけ発症から48時間以内に行う． 

（3）併用薬の投与 小児のインフルエンザに解熱薬を用いるときは，ライ症候群やインフルエ

ンザ脳症，脳炎の危険性があるため，メフェナム酸やジクロフェナクは処方されず，アセトアミ

ノフェンが推奨される． 

 

13. 抗真菌薬の系統，作用機序，薬物名を下記の表にまとめる． 

系 統 作用機序 薬物名 

ポリエン系 エルゴステロールに結合し，細胞膜の透過性を傷害 アムホテリシンＢ 

アゾール系 
エルゴステロールの生合成阻害（ラノステロール 14α-

脱メチル酵素阻害） 

ミコナゾール，ケトコナゾール，ク

ロトリマゾール，フルコナゾール，

ホスフルコナゾール，イトラコナゾ

ール，ボリコナゾール 

キャンディン系 1,3-β-D-グルカンの生合成阻害 ミカファンギン，カスポファンギン 

ピリミジン系 核酸アナログとして真菌の核酸合成系を阻害 フルシトシン 

チオカルバメート系 
エルゴステロールの生合成阻害（スクアレンエポキシダ

ーゼ阻害） 
トルナフタート，リラナフタート 

ベンジルアミン系 同 上 ブテナフィン 

アリルアミン系 同 上 テルビナフィン 

モルホリン系 
エルゴステロールの生合成阻害（ステロール⊿14‐レダク

ターゼおよびステロール⊿8‐⊿7‐イソメラーゼ阻害） 
アモロルフィン 

 

14. ヒトに常在する真菌の常在部位と関連する真菌症を下記の表にまとめる． 

部 位 菌 種 真菌症 

口腔 Candida 属 口腔カンジダ症 

皮膚 
Candida 属 カンジダ血症（カテーテルからの感染） 

Malassezia 属 癜風，マラセチア毛包炎 

腸管 
Candida 属 カンジダ血症（トランスロケーションによる） 

Trichosporon 属 深在性トリコスポロン症（トランスロケーションによる） 

膣 Candida 属 カンジダ膣炎 

 

15. ｂとｄ 

【解説】患者は急性症状を呈しており，絶食中で末梢輸液管理から免疫状態も悪いため，治療を

最優先とする症例である．経験的治療を開始するが，この場合，薬剤耐性菌や真菌のカンジダに
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よる感染も考慮して，広域の抗菌薬や抗真菌薬を選択する．カテーテルは原則抜去であるが，抜

去できない場合があったり，抜去までに時間がかかったりすることがある．また，カテーテル先

端のグラム染色では菌が観察されない場合もある．この症例の場合は，まずは経験的治療を行う

のが適切である．また，抗菌薬を投与すると菌が検出できなくなることから，血液培養用の血液

採取は必ず菌薬投与前に行っておく．原則，解熱薬は投与せず，発熱の変化で感染症治療の有効

性を判断する． 

2009年にアメリカ感染症学会より，カテーテル血流感染症の診断と治療に関するガイドライ

ンが発表されている．38項目よりなっており，詳細については下記URLより原文を参照されたい． 

http://www.uphs.upenn.edu/bugdrug/antibiotic_manual/idsacathinfect2009.pdf#search='Reprinted+

from+1+July+2009+Volume+49+pp.+145' 

また，日本語翻訳版については，下記のURLより参照のこと． 

http://www.idsociety.org/uploadedFiles/IDSA/Guidelines-Patient_Care/PDF_Library/Catheter%20G

L-Japanese%20Version.pdf#search='CRBSI+%E8%A8%BA%E6%96%AD' 

 

16．グリコペプチド系抗菌薬，アミノグリコシド系抗菌薬 

 

17． 

（1）抗菌薬のTDMを行い，PK/PD理論に基づいた投与設計を提案． 

（2）抗菌薬使用量の調査． 

（3）抗菌薬届出制や許可制による抗菌薬の使用制限． 

（4）抗菌薬の組織移行性，相互作用や副作用などを考慮した処方薬の評価． 

 

18.  それぞれの寄生虫感染症について，下記の表にまとめる． 

疾患名 感染症法分類 種類 症 状 治 療 

ジアルジア症 五類（全数） 原虫 鼓腸，腹痛を伴う下痢 メトロニダゾール，パロモマイシン 

エキノコックス症 四類 蠕虫 肝機能障害 
アルベンダゾール，メベンダゾール，外

科的処置 

マラリア 四類 原虫 発熱，脾腫，貧血 
アーテスネート，アトバコン，キニーネ，

メフロキン 

アメーバ赤痢 五類（全数） 原虫 粘血便，しぶり腹 メトロニダゾール 

クリプトスポリジウム 五類（全数） 原虫 下痢，腹痛，嘔吐，発熱 輸液など対症療法 

 

 

 


