
なく，再び社会に戻って，以前のような生活を続けて
いける自信が生まれました。多剤耐性結核という病気
に打ち勝つ自信が持てるようになったのです。薬の副
作用のために関節に大きな痛みを感じていましたが，
これは結核が少しずつ治ってきているのだと積極的に
考えるようになりました。「とにかく頑張るのだ」と
いう気持ちが溢れてきていました。
その頃，主治医から「手術すれば完全に治る可能性
が高い」と助言され，それに同意しました。最初は手
術に対して非常に恐怖感があり，悩んでいました。し
かし，家族や親友たちに心配をさせたくない思いから
恐怖感を心の底に隠し，全てのことを自分で背負おう
と決意しました。一人で海外生活する私のような外国
人患者は日本人の患者さんより精神的なストレスがか
なり大きいと感じました。
故郷を懐かしむことやそれを表に出すことで感傷的
な気持ちになると，誰とも話したくなくなるので，病
室にいる他の日本人患者に無愛想な人なのではない
か，怒っているのではないかと誤解されないか不安に
思うこともありました。手術後，病気の状況が良くな
り，私は主治医や看護師などに体調についてよく報告
をしていました。完全に治ることが信じられるように

なり，休み時間を守って，病棟内散歩や読書などを行
うことで病院生活が以前より充実してきました。
今の私は，東京大学大学院をスムーズに卒業し，
2013年には留学生向けの進学塾を経営する学研株式会
社を創立いたしました。私と同じような異国で頑張っ
ている留学生達を，個別指導の形で進学を応援したい
という思いからのスタートです。毎年，100名以上の
中国人留学生を志望校に進学させています。今後，社
会貢献として，また誰かを助けていきたい思いでいっ
ぱいです。
入院期間中，大変お世話になった先生達，そして看護
師の皆様，今まで本当にありがとうございました。
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便検体を用いた
Xpert®�MTB/RIF法について

結核予防会結核研究所
抗酸菌部部長　御手洗 聡

喀痰検体採取に関する現状

結核の統計2018によると，本邦での2017年の新規結
核患者数は16,789人であり，10万人あたりの罹患率は
13.3まで減少している。一方で70歳以上の患者が全体
に占める割合は59.0%まで増加し，80歳以上の罹患率は
62.6となっている。これは，本邦では結核は主に高齢者
の疾患であることを示している。この傾向は近年ほとん

ど変化していない。高齢の患者の中には認知症や意識障
害のある患者も含まれ，結核診断の核となる良質な喀痰
検体を得ることが困難な場合も少なくない。他方，世界
的には途上国を中心として小児結核患者も年間100万人
程度発生していると推定されており，その中にはやはり
喀痰検体の採取が困難な乳幼児が含まれる。このような
患者群で良質な喀痰が得られないことは，診断精度の低

多剤耐性結核治療後，結核研究所にて講演を行う筆者（2010 年）
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下や治療の遅延に結びつくおそれがある。
なぜ喀痰以外の検体が必要か

元々喀痰という検体は努力性に得られるものであり，
適切な排痰指導・誘導を行うことで喀痰の質（膿性度）
が向上し，検体量も増加して，検査感度の向上に寄与す
る。しかしながら，患者の努力によって検体の質が変化
するような検体は，そもそも検査検体として不適切であ
る。また，前述のような排痰指導・誘導が困難な患者で
は喀痰検体そのものが得られない場合もあるため，代替
法として胃液採取（特に小児）が行われる場合が多いが，
胃管の挿管自体が侵襲的な医療行為であり，検査の高感
度化のための複数検体採取が困難な場合もある。このよ
うな状況に対応するため，非侵襲的に一定のクオリティ
で採取・検査可能な検体が必要とされている。現時点で
候補として挙がっているのが，呼気，尿，便などの非努
力性に自然に排出される検体である。
非喀痰検体の検体としての適切性

喀痰が採取できない患者では胃液が採取される場合が
多い。しかし，前述の通り胃液は通常経鼻的に胃管を挿
入して吸引採取するため不快であり，誤って気管に入っ
て気道を傷つけたりする可能性もある。また，実際に前
向きに結核疑い患者から喀痰と胃液を3検体ずつ採取し
て感度を比較した論文では，明らかに誘導喀痰の方が
感度的に優れていると報告されている（Brown�M,�et�al.�
Clin�Infect�Dis�2007,�39%�vs.�30%;�P=0.03）1）。本邦にも同
様の報告があり，胃液の結核菌検出感度は喀痰のおよそ
70%程度とされている2）。結論的には，胃液を採取する
よりも誘導喀痰を採取した方が良いと思われる。
現在注目されているのは尿検体である。尿中に含ま
れる抗酸菌の細胞壁成分であるリポアラビノマンナン抗
原を検出する簡易キット（Alere�Determine™�TB�LAM�
Ag,�Abott）は，既に世界保健機関（WHO）の承認を受
けており，結核の診断に使用されている。しかし，この
キットの感度は必ずしも高いものではなく，CD4+細胞
数が100/µlを下回るHIV感染者でようやく56%（95%�CI;�
41–70）程度の感度しかなく，CD4+細胞数が200/µlを越
えると感度15%（95%�CI;�8–27）と報告されている。現
在富士フイルムが開発した銀塩増幅技術を用いた超高
感度イムノクロマト法による新たな尿中LAM抗原検出
キットの開発が進んでおり，高感度化が期待されるもの
の，HIV陰性の患者での有用性は未知数である。
ここで便検体の有用性に期待がかかる。活動性肺結核

患者は無意識に喀痰（あるいは気道分泌物）を嚥下して
おり，結核菌は腸管を経由して便中に排泄される。当然，
腸結核があった場合も便中に結核菌が検出されるが，い
ずれの場合も活動性の結核感染を支持する所見（便中結
核菌陽性）が得られる。尿検体中の結核菌抗原検出には，
結核菌の全部あるいは一部が肺→血中→腎臓→尿中とい
う経過で複数のバリアを通過しなければならないのに対
して，便は嚥下物中の結核菌が腸管を通過するだけであ
るので，物理的バリアは存在しない。便検体は，活動性
肺結核診断用の有用な検体となり得る。
便検体の塗抹・培養

結核菌の検査法には，抗酸菌塗抹検査，培養検査，核
酸増幅法検査などがある。便検体には食物残渣等や環境
由来の抗酸菌が含まれる可能性があるため，偽陽性の可
能性があり，一般的に抗酸菌塗抹検査が陽性であっても
必ずしも結核菌であるかどうかわからない。従って，何
らかの方法で菌種同定を行う必要がある。菌種同定の方
法としては培養菌の同定と，検体からの核酸増幅法に
よる同定が考えられる。Oramasionwu�Gらの報告では，
HIV陽性結核患者での便培養の結核菌陽性（感度）は全
体で44%であり，喀痰塗抹陽性度との間に正の相関があ
るとされている3）。しかしながら，容易に推測できるよ
うに便検体の培養検査では雑菌汚染が多数発生し得る。
Walters�Eらが小児で行った便培養検査では，NALC-
NaOH処理検体をMGITシステム（ベクトン・ディッキ
ンソン）で培養したところ，雑菌汚染が41.5%発生した
と報告されている4）。このように便検体検査上は，塗抹・
培養検査ともに問題がある。
便検体を用いた核酸増幅法検査

結核菌の検出と同定を同時に行うことができる核酸増
幅法が便検査には有用である。便検体をそのまま核酸増
幅することはできないので，ある程度夾雑物を除いて均
質化（サラサラ状態）する必要がある。多くの核酸増幅
法検査では，このような標準的な便検体の前処理法が示
されていないが，一般的には通常の培養検査用の前処理
法が使用できる。この項では世界的に広く使用されてい
るXpert�MTB/RIFでの便処理法を紹介する。
まず使用する便検体の量であるが，小指頭大で十分で
ある。検体は50mLのコニカルチューブに採取する。基
本的にすぐ前処理を行うのが望ましいが，室温保存の場
合3時間以内に実施する。冷蔵の場合でも同日中には処
理を行う。検体に5mLのリン酸緩衝液（pH�6.8）を加え
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いる7）。複十字病院の國東らが行った研究では，同様に
細菌学的に確定している肺結核患者56名（喀痰塗抹陽
性48名と陰性8名），非結核性肺疾患患者10名及び健常
成人27名から便検体を採取し，Xpert�MTB/RIFで結核
菌の検出を行っている。結果として喀痰塗抹検査で
1+以上陽性の患者では100%の感度が示されている。塗
抹±陽性の患者では感度81%（95%�CI;�58.1–94.6），塗抹
陰性患者では感度50%（95%�CI;�15.7–84.3）と報告してい
る。また，非結核性肺疾患患者と健常成人から結核菌は
検出されず，特異度は100%であった8）（表1）。
おわりに

小児や超高齢者で喀痰が採取できない場合，便検体は
結核診断上有力な代替検体となると考えられる。さらな
る研究により精度の明確化と感度向上が望まれる。
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て，ボルテックスミキサーで攪拌し，懸濁する。これを
3,000xGで15分間遠心し，上清を捨てて沈渣を1mLのリ
ン酸緩衝液に再懸濁する。これにXpert�MTB/RIF専用
のSR液を2mL加え，再度攪拌する。5分後に規定量の
検体をXpert�MTB/RIFカートリッジの検体チャンバー
に入れ，蓋をしてGeneXpert装置にセットする5）。
上記は小児で使用されている方法であるが，小児の場
合は食物残渣物等が比較的少ないのでこの方法でも可能
である。しかし，成人で同様に実施すると夾雑物がカー
トリッジのフィルターに詰まってしまい，動作エラーが
発生する場合が多い。我々は検体をリン酸緩衝液で懸濁
した後しばらく静置し，大きな残渣物等が沈殿したとこ
ろで上清を別のチューブに移し，それから遠心操作を
行っている。これによりフィルターの詰まりによるエ
ラーがほぼ解消される（図1）。

Xpert�MTB/RIFによる便中結核菌検出

多くの臨床研究が行われているが，そのほとんどは
小児を対象としている。Chipinduro�Mらがジンバブエで
行った研究では，218名の小児（平均年齢10.6歳）を対
象として便の塗抹，培養及びXpert�MTB/RIF検査を行っ
ており，それぞれ5検体（26%），9検体（47%）及び�13（68%）
で結核菌陽性であったと報告している6）。Rhaman�SMM
らがバングラデシュで成人を対象に行った研究では，肺
結核患者の便120検体と健常人の便50検体を検査し，感
度90.2%（95%�CI,�82.9±95.0），特異度100%と報告して

図 1　便検体での Xpert MTB/RIF の前処理過程

表 1　複十字病院での Xpert MTB/RIF による便中結核菌検出試験

試験法 結果 TB
（n=56）

Non-TB
（n=37） 感度（％） 95% CI 特異度（%） 95%CI

Xpert
MTB/RIF

陽性 喀痰塗
抹結果

Negative （n = 8） 4 0 50.0 15.7–84.3

*100 *86.2–100
± （n = 21） 17 0 81.0 58.1–94.6
1 – 3+ （n = 27） 27 0 100 81.7–100

陰性 8 37 *85.7 *73.8–93.6

MGIT
陽性 15 0

31.9 19.1–47.1 100 82.8–100陰性 （MAC） 32 29（4）
汚染 9 4

小川培地
陽性 12 0

21.4 11.6–34.4 100 86.2–100陰性 （MAC） 44 33（4）
汚染 0 0

便塗抹
陽性 26 2

47.3 33.7–61.2 94.6 81.8–99.3
陰性 29 35

MAC: Mycobacterium avium-intracellulare complex
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