菌名一覧
属 名
【A】 Acinetobacter
ｱｼﾈﾄﾊﾞｸﾀｰ

種 名

A.calcoaceticus

特 徴
好気性ｸﾞﾗﾑ陰性桿菌。自然界に広く分布する。

ｶﾙｺｱｾﾃｨｸｽ

Alcaligenes
ｱﾙｶﾘｹﾞﾈｽ

Aspergillus

A.fumigatus

ｱｽﾍﾟﾙｷﾞﾙｽ

ﾌﾐｶﾞｰﾀｽ

A.niger

好気性のﾌﾞﾄﾞｳ糖非発酵ｸﾞﾗﾑ陰性桿菌｡自然界
に広く分布する｡
ｶﾋﾞの一種で自然界に広く分布する｡
耳真菌症の原因菌｡

ﾆｶﾞｰ
【B】 Bacillus
ﾊﾞﾁﾙｽ

Bacteroides

B.fragilis

ﾊﾞｸﾃﾛｲﾃﾞｽ

ﾌﾗｷﾞﾘｽ

【C】 Campylobacter
ｶﾝﾋﾟﾛﾊﾞｸﾀｰ

C.jejuni
ｼﾞｪｼﾞｭﾆ

Candida

C.albicans

ｶﾝｼﾞﾀﾞ

ｱﾙﾋﾞｶﾝｽ

芽胞形成のｸﾞﾗﾑ陽性桿菌｡
土壌､水､大気に広く存在する｡
嫌気性ｸﾞﾗﾑ陰性桿菌｡人の口腔内､大腸に
主要常在菌として存在する｡
正常腸内細菌叢の95％を構成｡
微好気性のらせん状ｸﾞﾗﾑ陰性桿菌｡
食中毒性の急性胃腸炎をおこす｡
酵母様真菌｡ｶﾝｼﾞﾀﾞ症の主要病原菌｡
ﾋﾄの口腔､消化管､皮膚に常在する｡

C.glabrata
ｸﾞﾗﾌﾞﾗｰﾀ
C.parapsilosis
ﾊﾟﾗﾌﾟｼﾛｰｼｽ

C.tropicalis
ﾄﾛﾋﾟｶﾘｽ

Chlamydia

C.trachomatis

ｸﾗﾐｼﾞｱ

ﾄﾗｺﾏﾁｽ

Citrobacter

C.diversus

ｼﾄﾛﾊﾞｸﾀｰ

ﾃﾞｨﾊﾞｰｻｽ

C.freundii
ﾌﾛｲﾝﾃﾞｨｰ

Clostridium

C.botulinum

ｸﾛｽﾄﾘｼﾞｳﾑ

ﾎﾞﾂﾘﾅﾑ

C.difficile

性行為感染症原因菌の１つである｡
腸内細菌科に属する｡
各種臨床材料から分離される｡
健康成人糞便から普通に分離される｡
土壌､海水中に広く存在する｡嫌気性の有芽胞
ｸﾞﾗﾑ陽性桿菌｡毒素型食中毒の原因菌である｡
偽膜性大腸炎を起こす｡

ﾃﾞｨﾌｨｼﾙ

C.perfringens
ﾊﾟｰﾌﾘﾝｼﾞｪﾝｽ
(ｳｪﾙｼｭ菌)
C.tetani ﾃﾀﾆｰ
Corynebacterium
ｺﾘﾈﾊﾞｸﾃﾘｳﾑ

Cryptococcus

C.neoformans

ｸﾘﾌﾟﾄｺｯｶｽ

ﾈｵﾌｫﾙﾏﾝｽ

土中に広く分布｡創傷部を汚染し､ｶﾞｽ壊疽を
起こす｡
土中に広く分布｡破傷風の原因菌｡
ﾋﾄの皮膚､口腔､鼻腔､外耳道などに常在して
いる｡
酵母様真菌｡
髄膜炎を主とする Cryptococcus 症を起こす｡
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菌名一覧
属 名

種 名

【E】 Eikenella
ｴｲｹﾈﾗ

Enterobacter

E.aerogenes

ｴﾝﾃﾛﾊﾞｸﾀｰ

ｱｴﾛｹﾞﾈｽ

E.cloacae

特 徴
通性嫌気性のｸﾞﾗﾑ陰性桿菌｡ﾋﾄの口腔内､
小腸内の常在菌｡
腸内細菌科に属する｡日和見感染症原因菌｡
腸内細菌科に属する｡日和見感染症原因菌｡

ｸﾛｱｶｴ

Enterococcus

E.avium

ｴﾝﾃﾛｺｯｶｽ
(腸球菌)

ｱﾋﾞｳﾑ

E.faecalis
ﾌｪｶｰﾘｽ

E.faecium

通性嫌気性のｸﾞﾗﾑ陽性球菌｡ﾋﾄの腸管､尿道口､
外性器､口腔などの常在菌｡
通性嫌気性のｸﾞﾗﾑ陽性球菌｡ﾋﾄの腸管､尿道口､
外性器､口腔などの常在菌｡
胆道系感染からの分離率が高い｡
心内膜炎や尿路感染症の原因菌｡

ﾌｪｼｳﾑ

Escherichia

E.coli

ｴｼｪﾘｷｱ

ｺﾘ

【H】 Haemophilus
ﾍﾓﾌｨﾙｽ

Helicobacter
ﾍﾘｺﾊﾞｸﾀｰ
【K】 Klebsiella
ｸﾚﾌﾞｼｴﾗ

H.influenzae
ｲﾝﾌﾙｴﾝｻﾞ
H.parainfluenzae
ﾊﾟﾗｲﾝﾌﾙｴﾝｻﾞ

H.pylori
ﾋﾟﾛﾘ

K.oxytoca

腸内細菌科の代表的菌属｡腸管内の常在菌｡
通性嫌気性のｸﾞﾗﾑ陰性桿菌｡呼吸器感染症､
中耳炎､髄膜炎､敗血症を起こす｡
上気道や口腔内に常在。
胃､十二指腸潰瘍や慢性胃炎など上部消化管
疾患患者の胃生検材料からよく検出される。
腸内細菌科に属する｡

ｵｷｼﾄｶ

K.pneumoniae

肺炎桿菌｡

ﾆｭｰﾓﾆｴ
【L】 Lactobacillus
ﾗｸﾄﾊﾞｼﾗｽ

ｸﾞﾗﾑ陽性桿菌｡ﾋﾄの腸管,膣に分布｡

Legionella

L.pneumophila

ﾚｼﾞｵﾈﾗ

ﾆｭｰﾓﾌｨﾗ
(在郷軍人病菌)

【M】 Micrococcus
ﾐｸﾛｺｯｶｽ

発育条件の厳しい偏性好気性のｸﾞﾗﾑ陰性桿菌｡
土壌,冷却塔に常在する｡
ﾋﾄの皮膚､口腔、鼻腔などに常在｡

Morganella

M.morganii

ﾓﾙｶﾞﾈﾗ

ﾓﾙｶﾞﾆｲ

Moraxella

M.catarrhalis

ﾓﾗｸｾﾗ
MRSA
MSSA

ｶﾀﾗｰﾘｽ

Mycobacterium

M.avium

ﾏｲｺﾊﾞｸﾃﾘｳﾑ

ｱﾋﾞｳﾑ

M.tuberculosis

腸内細菌科 Proteus groupに属する｡
ｸﾞﾗﾑ陰性双球菌で､β-ﾗｸﾀﾏｰｾﾞ産生菌が多い｡
ﾋﾄ鼻咽腔の常在菌｡
ﾒﾁｼﾘﾝ耐性黄色ﾌﾞﾄﾞｳ球菌。院内感染原因菌。
ﾒﾁｼﾘﾝ感受性黄色ﾌﾞﾄﾞｳ球菌。
好気性無芽胞性桿菌｡
非結核性抗酸菌｡
ﾋﾄ型結核菌｡

ﾂﾍﾞﾛｸﾛｼｽ
【N】 Neisseria
ﾅｲｾﾘｱ

N.gonorrhoeae
ｺﾞﾉﾛｴ(淋菌)

ｸﾞﾗﾑ陰性双球菌｡
淋病の病原体である｡
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【P】 Peptostreptococcus

特 徴
嫌気性ｸﾞﾗﾑ陽性球菌｡

ﾍﾟﾌﾟﾄｽﾄﾚﾌﾟﾄｺｯｶｽ

Propionibacterium
ﾌﾟﾛﾋﾟｵﾆﾊﾞｸﾃﾘｳﾑ

Proteus

P.mirabilis

ﾌﾟﾛﾃｳｽ

ﾐﾗﾋﾞﾘｽ

嫌気性ｸﾞﾗﾑ陽性無芽胞桿菌｡ﾋﾄの粘膜面と
皮膚面に常在｡
腸内細菌科に属する。

p.vulgaris
ﾌﾞﾙｶﾞｰﾘｽ

Providencia

P.rettgeri

ﾌﾟﾛﾋﾞﾃﾞﾝｼｱ

ﾚｯﾄｹﾞﾘ

Pseudomonas

P.aeruginosa

ｼｭｰﾄﾞﾓﾅｽ

ｴﾙｷﾞﾉｰｻﾞ
(緑膿菌)

【S】 Salmonella
ｻﾙﾓﾈﾗ

S.enteritidis
ｴﾝﾃﾛﾁﾃﾞｨｽ
S .ParatyphiA
ﾊﾟﾗﾁﾌｨ
(ﾊﾟﾗﾁﾌｽ菌)
S .Typhi
ﾁﾌｨ(ﾁﾌｽ菌)

Serratia

S.mercescems

ｾﾗﾁｱ

ﾏﾙｾｯｾﾝｽ

Shigella

S.desentheriae

ｼｹﾞﾗ(赤痢菌)

志賀赤痢菌

S.sonnei
ｿﾞﾝﾈ

S.flexneri

腸内細菌科に属する。
ｸﾞﾗﾑ陰性桿菌｡環境に広く分布する｡
免疫不全患者に急性の全身性感染症を起こし
やすい。また､細気管支に疾患のある患者に
定着し､慢性の呼吸器感染症を起こす｡
腸内細菌科に属する。食中毒原因菌。
2類感染症。

腸ﾁﾌｽの病原菌｡2類感染症。
腸内細菌科に属する。環境常在菌で、呼吸器
感染症、尿路感染症、敗血症の起炎菌。
多剤耐性株が多く、敗血症、尿路感染症、膿瘍
などを起こす。
腸内細菌科に属する。2類感染症。
軽赤痢や小児の夏季下痢を起こす。本邦で
最も多く見られる赤痢症である。
本邦で比較的多く見られる赤痢症である。

ﾌﾚｷｼﾈﾘ

Staphylococcus

S.aureus

ｽﾀﾌｨﾛｺｯｶｽ

ｱｳﾚｳｽ
(黄色ﾌﾞﾄﾞｳ球菌)

S.epidemidis

通性嫌気性ｸﾞﾗﾑ陽性球菌｡化膿性皮膚疾患を
はじめ、心内膜炎、呼吸器、尿路感染症、
眼感染症、敗血症、髄膜炎などを引き起こす。
MRSA,MSSAを含む。
ﾋﾄ皮膚の主要常在菌｡

ｴﾋﾟﾃﾞﾙﾐﾃﾞｨｽ

Streptococcus

S.agalactiae

ｽﾄﾚﾌﾟﾄｺｯｶｽ

ｱｶﾞﾗｸﾁｴ

S.pneumoniae
ﾆｭｰﾓﾆｴ
(肺炎球菌）

S.pyogenes
ﾊﾟｲｵｼﾞｪﾈｽ

通性嫌気性のｸﾞﾗﾑ陽性連鎖球菌｡
細菌性膣炎、新生児感染症の原因菌。
気道・呼吸器感染症の代表的起炎菌。大葉性
肺炎を起こす。
化膿性皮膚炎、咽頭炎、扁桃線炎、猩紅熱
などを起こす。
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属 名
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【T】 Trictomonas
ﾄﾘｺﾓﾅｽ

Trichophyton
ﾄﾘｺﾌｨﾄﾝ(白癬菌)
【V】 Vibrio
ﾋﾞﾌﾞﾘｵ

V.cholerae
ｺﾚﾗ
V.parahaemolyticus

特 徴
人体寄生原虫類の鞭毛虫類に属する。
性行為感染症の１つである｡
不完全菌(ｶﾋﾞ)の一種｡表在性皮膚糸状菌感染症
である白癬(水虫)の病原体｡
通性嫌気性の彎曲した形状のｸﾞﾗﾑ陰性桿菌｡
2類感染症。
細菌性食中毒を起こす｡

ﾊﾟﾗﾍﾓﾘﾁｶｽ
(腸炎ﾋﾞﾌﾞﾘｵ)
VRE
【Y】 Yersinia
ｴﾙｼﾆｱ

Y.enterocolitica

ﾊﾞﾝｺﾏｲｼﾝ耐性腸球菌
細菌性食中毒を起こす｡

ｴﾝﾃﾛｺﾘﾁｶ

4 ページ

