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近年の臨床微生物検査の技術革新は目覚ましく,自
動機器検査,遺伝子検査, 免疫検査に加え質量分析に
よる同定技術も開発され, 新しい検査技術は検査室現
場で広く用いられており,あらゆる感染症の診断に活用
されています.
一方, 培養法を用いた分離や同定検査などは,手法は
古くても基本的な技術であり, ほとんどの細菌検査室
で使われています. 感染症を疑う臨床材料のなかに,ど
のような細菌がどの程度の量で存在しているのか,いわ
ゆる材料中の菌叢を開くという観点からは,平板培地を
用いた培養法は古くても変わらない重要な検査法とい
えます.
臨床検査薬に携わる企業活動の一環として,このよう
な,昔も今も,また将来においても変わらないであろう
検査法を, 次世代に継承するための情報として提供し
ていかなければならないと考えていましたが, 実現に
至っておりませんでした.
そこで, 臨床微生物検査にご造詣の深い犬塚和久先

生（当時JA愛知厚生連 安城更生病院）に,臨床微生物
検査に必要な基礎的知識を,目で見て理解できる様な
資料として作成したい旨をご相談いたしましたところご
賛同いただき, 本書の企画・編集が始まりました.
本書の作成に携わっていただいた諸先生ならびに諸
施設のご協力もあり, 1,000点以上の形態や培養写真の
ほか, 数多くのイラストを盛り込むことができ,視覚で学
ぶことができる大変充実した図書を発刊することができま
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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