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第2版は，初版内容の最適化と更新のほか，新規で Eikenella corrodens，Gardnerella 

vaginalis，非結核性抗酸菌，Aspergillus niger，Aspergillus fumigatus，Porphyromonas属菌，

Prevotella 属菌，Clostridium tetani（破傷風菌）を第Ⅲ章に追加しました．外部委託検

査により培養所見を観察する機会が減った結核菌と非結核性抗酸菌については，固形

培地でのコロニー所見を掲載しました．また，第Ⅳ章では ISO15189 承認の医療機関の

立場から，日常業務における内部精度管理法の実例を紹介いただき，第Ⅴ章では試験

管培地による典型的な性状の判定例，巻末には索引を追加しました．全ての検査手法

を本書に取り込むことはできませんでしたが， 臨床微生物学の基礎を学ぶための参考書

にしていただけるのではないかと思っております. 本書はこれから臨床検査技師を目指す

学生諸氏，ならびに臨床微生物検査をご担当されている臨床検査技師の先生方にご活

用いただき，さらには臨床微生物検査学や感染症学を学ぼうとしている方々，ならびに

医療に関わる多くの方々の一助になれば幸甚に存じます.
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※Shigella dysenteriae（志賀菌)
※Shigella flexneri
※Shigella boydii
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検出される主な微生物
平板上の培養所見
Enterococcus faecalis（腸球菌）
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Helicobacter pyloriの検査
検体の取扱いと保管
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咽頭・鼻腔粘液検体
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nontuberculous mycobacteria（非結核性抗酸菌）
※Candida属菌
※Cryptococcus neoformans

Aspergillus fumigatus［佐藤智明］

１.培地の取扱い
※２.寒天培地上の培養所見
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索引（欧文）
索引（和文）
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