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(57)【要約】
【課題】 爪などの硬い角質も確実に溶解して真菌の有
無の判定を行え、別の判定方法との組み合わせで真菌の
有無の判定精度をより高めることができる真菌の有無の
判定方法を提供する。
【解決手段】 患部から採取した試料を用いて真菌の有
無を判定する方法において、前記試料に含まれる生体組
織を溶解する処理液と前記試料とを収容可能な容器を準
備する工程と、前記容器内に、前記処理液と前記試料と
を投入し、前記試験管内で前記生体組織を溶解して試料
溶解液を生成する試料溶解工程とを有する。前記試料を
処理して真菌を検出するための真菌検出手段を準備し、
前記真菌検出手段の検出結果から前記試料における真菌
の有無の判定を行う別の判定工程を、前記試料溶解工程
より前に設けてもよい。
【選択図】 図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
患部から採取した試料を用いて真菌の有無を判定する方法において、
前記試料に含まれる生体組織を溶解する処理液と前記試料とを収容可能な容器を準備す
る工程と、
前記容器内に、前記処理液と前記試料とを投入し、前記試験管内で前記生体組織の少な
くとも一部を溶解して試料溶解液を生成する試料溶解工程と、
を有することを特徴とする真菌の有無の判定方法。
【請求項２】
前記試料を処理して真菌を検出するための真菌検出手段を用いた真菌の有無の検出結果か
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ら前記試料における真菌の有無の判定を行う別の判定工程を、前記試料溶解工程より前に
設けたこと、
を特徴とする１に記載の真菌の有無の判定方法。
【請求項３】
前記容器と前記真菌検出手段とを用いた前記別の判定工程で前記真菌の有無の判定を行っ
た後に、当該容器に前記処理液を投入し、前記試料溶解液を生成することを特徴とする請
求項２に記載の真菌の有無の判定方法。
【請求項４】
前記別の判定工程における判定が陽性だった場合に、前記試料溶解液を用いた前記真菌の
有無の判定における真菌観察手段の倍率を陰性の場合よりも低倍率とすることを特徴とす
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る請求項２又は３に記載の真菌の有無の判定方法。
【請求項５】
前記真菌の有無の判定結果から、コンピュータ読み取り可能な判定データを作成するデー
タ作成工程をさらに有することを特徴とする真菌の有無の判定方法。
【請求項６】
請求項５に記載のデータ作成工程で作成された前記判定データを記憶するコンピュータ読
み取り可能なデータベース。
【請求項７】
患部から採取した試料を処理して真菌を検出した後、真菌の有無の判定を行うための真菌
の有無の判定キットであって、
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前記真菌の検出を行う検出液及び前記試料の生体組織を溶解する処理液と、
前記試料、前記検出液及び前記処理液を収容可能な容器と、
前記容器に前記試料と前記検出液とを投入して真菌の検出を行うための真菌検出器と、
を有し、前記容器は、前記真菌検出器の検出結果から前記真菌の有無を判定した後に、
前記処理液を投入して前記試料の生体組織の少なくとも一部を溶解し、前記容器内で前記
試料溶解液を生成するものであること、
を特徴とする真菌の有無の判定キット。
【請求項８】
前記容器が密封可能であることを特徴とする請求項７に記載の真菌の有無の判定キット。
【請求項９】
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前記容器が、加熱手段による加熱、振動付与手段による振動及び前記処理液又は前記検出
液を攪拌する攪拌手段による攪拌が可能なものであることを特徴とする請求項７又は８に
記載の真菌の有無の判定キット。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
本発明は、患部における白癬菌などの真菌の有無を判定するための判定方法、この判定
方法のための判定キット及び判定データを記憶したデータベースに関する。
【背景技術】
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【０００２】
真菌は、ヒトや動物の体の障壁を越えて定着することで真菌症を引き起こす。このよう
な真菌症の代表的なものとして、白癬菌による白癬（水虫、たむし、しらくもなど）やカ
ンジダによるカンジダ症、クリプトコックスによるクリプトコックス症、アスペルギルス
によるアスペルギルス症などが知られている。
患部における真菌の有無の判定方法としては、前記患部から採取した試料を苛性カリ（
ＫＯＨ）で溶解して、菌糸の有無を顕微鏡で観察するＫＯＨ直接検鏡法が広く利用されて
いる。
ＫＯＨ直接検鏡法の手順を教示する文献では、患部から採取した試料をスライドガラス
の中央に置き、前記試料の上にカバーガラスを被せた後、スライドガラスとカバーガラス
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との間にスポイトなどを使ってＫＯＨを供給して、顕微鏡観察が可能なプレパラートを作
成することが推奨されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特許第５１６７４８８号公報
【非特許文献】
【０００４】
【非特許文献１】Med.Mycol.J. Vol.58J.J51‑J54,2017 ISSN 2185‑6486「白癬菌抗原キッ
ト」（常深祐一郎

東京女子医科大学皮膚科）
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【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
しかし、爪などの硬い角質は、カバーガラスとスライドガラスの間に大きな隙間ができ
てそのままでは顕微鏡観察は困難であり、硬く肉厚なためにＫＯＨでもなかなか軟化せず
、カバーガラスで潰すことも困難であるという問題がある。ＫＯＨを加熱することで多少
は溶解しやすくなるが、それでも溶解には相応の時間がかかるうえ、時間経過とともにＫ
ＯＨが乾燥して結晶化してしまい、真菌有無の判定が困難になるという問題がある。
なお、加熱が必要で溶解に時間がかかるという問題については、本発明の発明者は、非
イオン性界面活性剤又は両イオン性（両性）界面活性剤を含有する処理液を用いて非加熱
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で試料から皮膚糸状菌成分を抽出する工程を発明し、特許を取得している（特許文献１参
照）。そして、この特許に基づいて、簡単かつ高精度で真菌の有無を判定できる白癬菌抗
原キットが商品化されている。
【０００６】
また、特許文献１に基づく白癬菌抗原キットは、免疫クロマトグラフィー法によるもの
であるが、この方法では真菌の有無は判定できるものの、真菌そのものを観察することは
できないという問題がある。
【０００７】
本発明は、上記の課題に鑑みてなされたもので、爪などの硬い角質も確実に溶解して真
菌の判定を行え、真菌そのものの観察が可能で、別の判定方法と組み合わせることで真菌
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の有無の判定精度をより高めることが可能で、データ化した判定結果を蓄積したデータベ
ースの構築も可能な判定方法、この方法のための判定キット及びデータベースの提供を目
的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
上記の課題を解決するために請求項１に記載の発明は、患部から採取した試料を用いて
真菌の有無を判定する方法において、前記試料に含まれる生体組織を溶解する処理液と前
記試料とを収容可能な容器を準備する工程と、前記容器内に、前記処理液と前記試料とを
投入し、前記試験管内で前記生体組織の少なくとも一部を溶解して試料溶解液を生成する
試料溶解工程とを有する方法としてある。

50

(4)

JP 2021‑35 A 2021.1.7

前記処理液によって前記生体組織を溶解する際には、前記処理液を加熱したり、超音波
振動などの振動を付与したり、処理液を攪拌等するとよい。
この方法によれば、試料に含まれる生体組織の溶解が容器内で行われるので、処理液の
乾燥と結晶化を防いで、爪などの硬い角質も確実に溶解した試料溶解液を得ることができ
るとともに、真菌有無の判定を容易に行うことができる。
【０００９】
前記容器は蓋や栓などで密封可能なものを用いるとよい。試料溶解液を長期に亘って保
存することが可能になり、真菌の有無を判定した後に、前記試料溶解液を保存し、後日、
真菌の観察を行うことが可能になる。
【００１０】
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請求項２に記載するように、前記試料を処理して真菌を検出するための真菌検出手段を
用いた真菌の有無の検出結果から前記試料における真菌の有無の判定を行う別の判定工程
を、前記試料溶解工程より前に設けてもよい。
前記試料は前記真菌検出手段で真菌の有無の判定を行った後の試料残滓でもよいし、同
一患部から取り出した別の試料でもよい。このようにすることで、別の判定方法との組み
合わせて真菌の有無の判定精度をより高めることができる。
【００１１】
本発明の発明者は、常深による研究結果（非特許文献１参照）に着目した。常深は、試
料に含まれる真菌と反応する抗体（検出液）を用い、前記真菌から抽出された抗原の有無
から前記真菌の有無を判定する免疫クロマトグラフィー法による判定後にも、前記検出液
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から取り出した試料を使ってＫＯＨ法での真菌の形態検査が可能であることを報告してい
る。
しかし、前記検出液から取り出した試料を使って常深が行ったＫＯＨ直接検鏡法は従来
とおりのもので、前記試料をスライドガラスの中央に置き、前記試料の上にカバーガラス
を被せた後、スライドガラスとカバーガラスとの間にスポイトなどを使ってＫＯＨを供給
して、顕微鏡観察が可能なプレパラートを作成するもので、ＫＯＨの結晶化の課題は解決
されていない。
これに対し請求項３に記載の発明は、前記容器と前記真菌検出手段とを用いた前記別の
判定工程で前記真菌の有無の判定を行った後に、当該容器に前記処理液を投入し、前記試
料溶解液を生成するものである。
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この方法によれば、前記真菌検出手段で用いた前記容器に前記処理液を投入することで
、前記真菌検出手段で用いた試料の生体組織を、ＫＯＨなどの処理液を結晶化させること
なく溶解して試料溶解液を得ることができ、この試料溶解液を利用して顕微鏡などの真菌
観察手段によって真菌の有無の判定や真菌の観察を行うことが可能になる。
【００１２】
この場合、別の判定工程で陽性と判定された場合には、すでに陽性の可能性が高いこと
から、顕微鏡などの真菌観察手段を用いた本発明の判定は確認的なものとすることができ
、この場合は顕微鏡等の真菌観察手段の倍率をそれほど大きくする必要はなくなる。そこ
で請求項４に記載の方法では、前記別の判定工程における判定が陽性だった場合に、前記
試料溶解液を用いた前記真菌の有無の判定における顕微鏡などの真菌観察手段の倍率を陰
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性の場合よりも低倍率とするようにしている。そのため、判定が陽性だった場合には、低
倍率観察により短時間で再判定を行うことが可能になる。ここで真菌観察手段の「倍率」
としては、顕微鏡観察時の拡大率、観察範囲率（視野率）、観察画像の分解精度などを挙
げることができる。
本発明においては、前記容器を用いるため、複数の試料に対応した複数の容器から判定
対象の試料を収容した前記容器を自動的に取り出して順次判定を行うことも可能になり、
複数の試料を対象とした判定の自動化により判定時間の短縮及び作業の省力を図ることが
できる。また、判定結果をデータ化して管理することも可能になる。
請求項５に記載するように、前記真菌の有無の判定結果から、コンピュータ読み取り可
能な判定データを作成するデータ作成工程をさらに設ければ、複数の前記判定結果を判定
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データとして記憶させたデータベースを構築することが可能になる。また、請求項６に記
載の発明は、前記データ作成工程で作成された前記判定データを記憶するコンピュータ読
み取り可能なデータベースである。
複数の判定データを記憶するデータベースを使用して、前記データベースに蓄積された
過去の判定データと比較することで、例えば真菌の有無の自動判定を行うことも可能にな
る。
【００１３】
本発明の判定キットは、請求項７に記載するように、患部から採取した試料を処理して
真菌を検出した後、真菌の有無の判定を行うための真菌の有無の判定キットであって、前
記真菌の検出を行う検出液及び前記試料の生体組織を溶解する処理液と、前記試料、前記
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検出液及び前記処理液を収容可能な容器と、前記容器に前記試料と前記検出液とを投入し
て真菌の検出を行うための真菌検出器とを有し、前記容器は、前記真菌検出器の検出結果
から前記真菌の有無を判定した後に、前記処理液を投入して前記試料の生体組織の少なく
とも一部を溶解し、前記容器内で前記試料溶解液を生成するものである構成としてある。
請求項８に記載するように、前記容器が密封可能であってもよい。真菌の有無を判定し
た後に、前記試料溶解液を保存し、後日、真菌の観察を行うことが可能になる。
このような容器を用いることで、試料溶解液を長期に亘って保存することが可能になり
、真菌の有無を判定した後に、前記試料溶解液を保存し、後日、真菌の観察を行うことが
可能になる。
【００１４】
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また、試料に含まれる生体組織の溶解を促進するために、試料と処理液を投入した前記
容器を加熱手段によって加熱してもよいし、振動付与手段によって振動を付与してもよい
。または攪拌手段によって前記処理液を攪拌してもよい。このような場合には、請求項９
に記載するように、使用する前記容器として加熱、振動又は攪拌に耐えうるものを選択す
る。
【発明の効果】
【００１５】
本発明は上記のように構成されているので、爪などの硬い角質も確実に溶解して真菌の
判定を行うことが可能である。また、ＫＯＨ等の処理液を乾燥・結晶化させることなく、
真菌有無の判定を行うことが可能である。さらに、真菌そのものの観察が可能で、別の判
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定方法と組み合わせることで真菌の有無の判定精度をより高めることが可能である。また
、前記真菌の有無の判定結果と前記試料溶解液の顕鏡画像（画像データ）とから、コンピ
ュータ読み取り可能な判定データを作成することも可能で、この判定データを蓄積したデ
ータベースの構築も可能である。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１６】
以下、本発明における真菌の有無の判定方法の好適な実施形態を、図面を参照しながら
詳細に説明する。
［第一の実施形態］
図１は、真菌の有無の判定方法における第一の実施形態にかかり、判定までの手順を説
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明する図である。
まず図１（ａ）に示すように、患部から採取した試料１を容器としての試験管２に投入
する。次いで（ｂ）に示すように、試料１を入れた試験管２に、例えば処理液投入手段と
してのスポイト３ａなどを使って、試料１の生体組織を溶解できる処理液４を投入し、所
定時間保持する。処理液４としては、例えば、ＫＯＨ直接検鏡法に用いられるＫＯＨ（水
酸化カリウム）を挙げることができるが、試料１の生体組織の少なくとも一部を溶解して
菌糸を試料１から処理液４内に抽出し、顕微鏡観察によって真菌を観察できるものであれ
ばＫＯＨには限られない。
【００１７】
次いで、（ｃ）に示すように、試験管２内で処理液４により試料１の生体組織の少なく
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とも一部を溶解する。溶解を促進させるために、試験管２を加熱したり、振動を付与した
り、処理液４を攪拌したりしてもよい。
このため試験管２は、ＫＯＨなどの処理液４によって融解したり変性を起こしたりしな
い耐薬品性と、加熱、振動、攪拌などの物理的衝撃に耐える耐衝撃性とを備えるものを使
用する。
【００１８】
真菌を覆っている試料１の生体組織が処理液４によって溶解され、顕微鏡などの真菌観
察手段によって菌糸の有無が判断できる程度に試料１から処理液４中に菌糸が十分抽出さ
れるまでを所定時間とすることができる。この時間は、試料の種類や大きさによっても異
なるが、予め実験を行うことで求めることが可能である。皮膚剥離層などの薄肉又は鱗屑
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状の試料においては数分程度、肉厚のものや爪などの角質層のように硬い試料においては
、１５分から数十分程度で、真菌が処理液４中に抽出される。このようにして得られた試
料溶解液６は、試料４に含まれる生体組織の少なくとも一部が溶解したものであればよく
、固形の試料４に含まれる生体組織の全部が溶解したものであってよい。
【００１９】
この後、（ｄ）に示すように、試料溶解液取り出し手段としてスポイト３ｂ等を使って
試料溶解液６を試験管２から取り出し、スライドガラス１０の上に適量（例えば０．１ｍ
ｌ〜２．０ｍｌ）滴下して、カバーガラス１１を被せる。このようにして得られたプレパ
ラートは、十分に真菌の有無を観察できる試料溶解液を用いているので、スライドガラス
１０上でＫＯＨなどの処理液４を使って処理を施す必要はなく、そのまま真菌観測手段と
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しての顕微鏡による観察に供することができ、顕微鏡観察によって真菌の有無を判定する
ことができる。
さらに前記プレパラートは、試料溶解液を完全に乾燥させない状態、すなわちＫＯＨ等
の処理液４が結晶化しない程度まで乾燥（例えば風乾）させた後に、水溶性封入剤（例え
ば大道産業株式会社製のMount‑Quick ''Aqueous''（登録商標）（水溶性封入剤））で封
入し、永久標本プレパラートとすることができる。
【００２０】
また、試験管２としては蓋５付きのものを用いるとよい。上記した（ｃ）の工程におい
て蓋５によって試験管２を密封することで、振動付与の際の処理液４の飛び出しや、長時
間の浸漬又は加熱による処理液４の蒸発・乾燥・結晶化を防止して保管することができる
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。
また、試料溶解液６が入った試験管２は、例えば（ｅ）に示すようなラック１３の試験
管立て１３ａに差し込むことで、多数本の試験管２を試験管立て１３ａの位置に対応させ
て保管することが可能になる。なお、試験管２での管理に限らず、先に説明したプレパラ
ートでの管理も可能である。
試料溶解液６を収容した試験管２をこのように保管することで、一定時間又は一定期間
保管後に真菌の観察を行うことが可能になる。一定時間又は一定期間試験管２を保管する
場合は、ＩＤコード（識別データ）などの識別手段を用いて試験管２を管理できるように
するとよい。このようにして保管された試験管２は、例えば真菌の有無の自動判定装置の
所定位置にラック１３を位置決めしてセットすることで、試験管２を前記自動判定装置に
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備えられたマニピュレータ等でラック１３から順番に取り出し、真菌の有無の判定を行っ
た後に、当該判定結果及び必要に応じて顕鏡画像と前記識別手段とを関連付けた判定デー
タを判定データ作成工程で作成する。これによりＳＤカードやＣＤ，ＤＶＤ，ＨＤＤなど
の各種データ記憶手段のほか、コンピュータ読み取り可能なデータベースに記憶させるこ
とが可能になり、判定データを構成するデータをキーとして、特定の判定データへのアク
セスや検索を可能とする判定済試料の管理方法を実現するためのシステムの構築が可能に
なる。
【００２１】
［第二の実施形態］
本発明の第二の実施形態では、第一の実施形態の真菌の有無の判定工程より前に、真菌
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検出手段による別の真菌有無の判定工程を設けている。図２は、本発明の真菌の有無を判
定する方法における第二の実施形態にかかり、真菌検出手段による別の判定までの手順を
説明する図である。
別の判定工程に用いられる前記真菌検出手段は、真菌の有無の判定を行うことができる
ものであればよく、例えば、特許文献１で挙げた免疫クロマトグラフィー法によるものを
挙げることができる。以下、具体的に例を挙げて説明する。
【００２２】
図２（ａ）に示すように、試料１を試験管２内に投入し、（ｂ）に示すように、検出液
投入手段としてのスポイト３ｃ等を用いて検出液１４を試験管２内に投入する。検出液１
４としては、例えば特許文献１に記載されているもの、すなわち、試料１から真菌抗原成
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分を抽出することができる非イオン性界面活性剤または両イオン性界面活性剤を含む液体
を挙げることができる。（ｃ）に示すように、この検出液１４を用いて試料１から真菌抗
原成分を抽出し、（ｄ）に示すように市販の試薬デバイス１５（例えばＪＮＣ株式会社か
ら販売されている白癬菌抗原キット）を検出液１４に漬ける。試薬デバイス１５は、一般
的なイムノクロマト法に用いられる試験紙と同様のもので、検出液１４が試薬デバイス１
５に浸透しつつ上昇し、数分後に試薬デバイス上に現れる線の有無から、真菌の有無を判
定できるものである。この試薬デバイス１５を用いて別の判定工程による真菌の有無判定
結果を得る。
【００２３】
そしてこの後、（ｅ）に示すように、検出液１４と試料１が残存している試験管２に第
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一の実施形態の処理液４をスポイト３ａ等で投入し、試験管２内で試料１の生体組織を処
理液４によって溶解させ、試料溶解液６を得る。以後の工程は、第一の実施形態の図１（
ｄ）以降と同じである。
なお、試験管２内の検出液１４は、その大部分が試料デバイス１５によって吸い上げら
れることで残存量は少なくなるが、検出液１４が多量に残存していると、処理液４の濃度
が低くなって試料１に含まれる生体組織の溶解が遅くなったり、十分に溶解しなかったり
するおそれがある。そのため、（ｂ）の工程において試験管２に投入する検出液１４は必
要最小限量とするか、（ｄ）の判定工程の後に検出液投入時に用いたスポイト３ｃ等で余
剰の検出液１４を取り出すようにするとよい。
【００２４】
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また、試料溶解液６を用いて顕微鏡観察を行う場合、従来のＫＯＨ直接検鏡法では１０
倍の倍率での観察が推奨されている。しかし、この第二の実施形態の判定方法のように、
別の判定方法を利用して真菌の有無の判定を複数回（多段階）に分けて行う場合において
、別の判定方法で陽性と判定された後に行う顕微鏡を用いた判定においては、それほど高
精度に顕微鏡観察を行う必要性はあまりない。例えば、別の判定方法で陽性と判断された
場合の顕微鏡観察における拡大倍率は、真菌が存在するかどうかがわかる程度であればよ
く、１０倍未満の低い倍率で顕微鏡観察を行うことができる。
そこで、この実施形態では、別の判定工程である試薬デバイス１５を用いた真菌の有無
の判定工程において、その判定結果が陽性の場合には、試料溶解液６を用いた真菌の有無
の判定における顕微鏡の拡大倍率を陰性の場合よりも低い倍率（２〜６倍程度）で判定し
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ている。このようにすることで、顕微鏡観察における真菌の有無の判定を簡単かつ短時間
で終了させることが可能になる。
なお、この実施形態においても、第一の実施形態と同様に判定データ作成工程を設けて
、前記判定データ作成工程で作成した判定データを、ＳＤカードやＣＤ，ＤＶＤなどの各
種データ記憶手段のほか、コンピュータ読み取り可能なデータベースに記憶させてもよい
。
この実施形態では、判定データに別の判定工程の判定結果データが入力される。最終的
に前記判定データには真菌の有無の判定結果データと、必要に応じて画像データに加え、
別の判定工程での判定結果データが格納される。
【００２５】
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［判定キットの実施形態］
上記の第二の実施形態の方法に用いる判定キットの一例を図３に示す。図３は、本発明
における真菌の有無を判定する判定方法のための判定キットの一実施形態にかかり、その
構成を説明する概略斜視図である。
携行に便利なケースＣには、試験管２，スポイト３ａ，３ｂ，３ｃ，処理液４を収容す
る処理液容器４′、検出液１４を収容した検出液容器１４′、顕微鏡観察のためのスライ
ドガラス１０及びカバーガラス１１が収容されている。図示はしないが、顕微鏡をこの判
定キットに含めてもよい。また、この実施形態の判定キットには、複数本の試験管２を並
べて立てることのできるラック１３も備えられている。さらに、不要になった検出液１４
や処理液４を一時的に収容するためのトレー１６や、試験管２内の処理液４や検出液１４
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を攪拌するための攪拌棒１７、図示はしないが、試料１を試験管２内に投入したり取り出
したりするためのピンセットを備えていてもよい。
【００２６】
［データベースを用いたシステムの実施形態］
第一及び第二の実施形態において判定データの作成工程を設け、複数の判定データを記
憶したデータベースを構築することで、前記判定データの利用を希望するユーザに対し、
前記判定データの提供が可能になる。
判定データは、少なくともＩＤコード（識別データ）、試料データ、真菌有無の判定結
果データを含み、必要に応じて顕鏡画像データを含む構成となっている。
判定データの作成工程は、ＩＤコード（識別データ）の発行ステップの後に試料データ
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の入力ステップ、真菌の有無の判定結果データの入力ステップ及び必要に応じて顕鏡画像
データの入力ステップの各工程を含む。
【００２７】
図４は、第一の実施形態又は第二の実施形態の判定データ作成工程で作成しデータベー
スに記憶させた判定データを、ユーザに対して利用可能にするシステムの一例にかかり、
その構成を説明する概略図である。
図４に示すように判定データには、試料１，２，３・・・ごとに発行されたＩＤコード
などの識別データ１，２，３・・・と、これら識別データ１，２，３・・・が割り付けら
れた試料１，２，３・・・ごとの真菌の有無の判定結果データ１，２，３・・・と、試料
１，２，３・・・に関する試料データ１，２，３・・・とが含まれる。試料データ１，２
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，３・・・には、例えば試料１，２，３・・・の採取年月日、真菌の種類や特徴、患者な
ど試料提供者に関する情報をデータ化して含ませてもよい。また、判定データには、必要
に応じて、試料１，２，３・・・ごとの試料溶解液の画像データ（顕鏡画像データ）１，
２，３・・・を含ませてもよい。
インターネットなどのネットワークＮには、クライアントコンピュータＰＣ１，ＰＣ２
・・・及びサーバコンピュータＳが接続される。サーバコンピュータＳは、前記判定デー
タを記憶するデータベースＤＢと、データベースＤＢに対して判定データの入力を行う入
力装置Ｉａとを有している。入力装置ＩａはネットワークＮに接続されていてもよい。ま
た、入力装置Ｉａは判定装置内に設けられていてもよい。
【００２８】
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サーバコンピュータＳは、判定データのデータベースＤＢを構築した企業、大学、医療
機関、研究機関などに所属する。クライアントコンピュータＰＣ１，ＰＣ２・・・は、デ
ータベースＤＢに記憶された判定データを利用しようとする企業、大学、医療機関、研究
機関などのユーザが使用する端末である。ユーザがネットワークＮを介してデータベース
ＤＢにアクセスするために、必要に応じてユーザに対し予めアクセス権を設定してもよい
。
クライアントコンピュータＰＣ１，ＰＣ２・・・は、ユーザがネットワークＮを介して
データベースＤＢにアクセスすることができるものであれば、汎用のパーソナルコンピュ
ータのほか、タブレットＰＣやスマートフォンなどの携帯通信端末を利用することができ
る。
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サーバコンピュータＳはＨＴＭＬで記述されたｗｅｂページを有するＷＷＷサーバを備
え、ユーザは所定のＵＲＬでサーバコンピュータ１６のｗｅｂページを要求し、データベ
ースＤＢにアクセスすることができる。
【００２９】
以上の構成により、サーバコンピュータＳが所属する企業、大学、医療機関、研究機関
などによって収集された判定データは、入力装置Ｉａを介してデータベースＤＢに記憶さ
れる。データベースＤＢに蓄積された判定データの利用を希望するユーザは、ネットワー
クＮを介してクライアントコンピュータＰＣ１，ＰＣ２・・・からデータベースＤＢにア
クセスし、必要な判定データを読み出す。
このようなデータベースＤＢを有するシステムの利用例としては、例えばユーザが例え
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ば医療機関である場合に、患者から採取した試料から得られた顕鏡画像データを、データ
ベースＤＢに蓄積された過去の判定データとを比較することで、真菌の有無の自動判定を
行うことなどを挙げることができる。
ネットワークＮを介してデータベースＤＢを利用するシステムを説明したが、真菌の有
無を判定する判定装置内に入力装置Ｉａ及び判定データのデータベースＤＢを設けたシス
テムであってもよい。
【００３０】
データベースＤＢへのアクセスシステムは、第一の実施形態で作成されたプレパラート
や試験管２にＩＤコード（識別データ）などの識別手段を付しておき、スキャナー等で前
記識別手段を読み取り、これを識別データ１，２，３・・・としてデータベースＤＢの判
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定データへアクセスする方法を実現するシステムであってもよい。
第二の実施形態で作成されたデータベースＤＢを用いると、真菌の有無の判定結果デー
タとの別の判定工程で得られた真菌の有無の判定結果データ（この場合はこれらを、まと
めて判定結果データ１，２，３・・・とする）がデータベースＤＢに格納されているので
、両判定結果データ１，２，３・・・の相関を、蓄積された判定結果データ１，２，３・
・・から分析することができる。そして得られた分析結果を真菌の有無の判定工程や別の
判定工程に反映させることで、真菌の有無の判定の精度をより高めることが可能になり、
例えば非特許文献などで指摘されている課題を解決することができる。
また、顕鏡画像データ１，２，３・・・を加えた分析を判定に反映させることでさらに
精度を高めることができる。
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【００３１】
本発明の好適な実施形態について説明したが、本発明は上記の説明に限定されない。
例えば、第一及び第二の実施形態においては、試料１を試験管２に投入した後に処理液
４又は検出液１４を投入しているが、この順序は限定されず、同時又は逆であってもよい
。
また、第二の実施形態では、試験管２を使って別の判定工程で真菌の有無を判定した後
に、当該試験管２内に処理液４を投入するようにしているが、先の判定工程と後の判定工
程とで別々の試験管２を用い、先の判定工程で使った試験２から試料１を別の試験管２に
移し替えて当該別の試験管２に処理液４を投入するようにしてもよい。
さらに、上記の説明では容器の一例として試験管２を例に挙げて説明したが、マイクロ
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チューブやシリンジであってもよい。また、これら容器を密封できるものであれば蓋５に
限らず他の密封手段であってもよい。
【００３２】
また、上記の説明において真菌の有無の判定を行う際に使用する真菌観察手段として顕
微鏡を例に挙げて説明したが、試料溶解液に含まれる真菌を拡大して観察することができ
るものであれば、光学顕微鏡や電子顕微鏡、レーザ顕微鏡などの顕微鏡に限らず拡大鏡な
ども含まれる。
また、上記の説明では顕微鏡によって試料を観察して真菌の有無を判定する方法や顕鏡
画像をディスプレイに表示させて真菌の有無を判定する方法を例に挙げて説明したが、顕
鏡画像をディスプレイに表示させて行う画像診断や、データベースに蓄積された過去の判

50

(10)

JP 2021‑35 A 2021.1.7

定データを利用して行う自動診断としてもよい。
また、処理や検出液はスポイト３ａ，３ｃを使って試験管２内に投入するものとして説
明したが、処理液の投入、検出液の投入が行えるものであればスポイト３ａ，３ｃによる
投入以外の手段であってもよい。例えば、蓋５に処理液や検出液を予め封入しておき、必
要に応じて前記封入状態を解除して蓋５から試験管２内に処理液や検出液を投入できるよ
うに蓋５を構成してもよい。
【産業上の利用可能性】
【００３３】
本発明は、白癬菌、カンジダ、クリプトコックス、アスペルギルスなどの真菌の有無の
判定に適用が可能である。また、人や動物に真菌症を引き起こす真菌の検出に適用が可能
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であるほか、白癬菌など患部が皮膚の角質などに止まり真皮に及ばない表在性真菌症に限
らず、患部が真皮以下の皮下組織におよぶ深部表在性真菌症や、脳、肺、心臓などの内部
臓器まで及ぶ深在性真菌症（全身性真菌症、内臓真菌症）にも適用が可能であり、患部を
切開したり内視鏡などの器具を使って取り出したりした試料を用いることが可能である。
【図面の簡単な説明】
【００３４】
【図１】本発明の真菌の有無を判定する方法における第一の実施形態にかかり、判定まで
の手順を説明する図である。
【図２】本発明の真菌の有無を判定する方法における第二の実施形態にかかり、判定まで
の手順を説明する図である。
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【図３】本発明の真菌の有無を判定する判定キットの一例にかかる概略斜視図である。
【図４】第一の実施形態又は第二の実施形態の判定データ作成工程で作成しデータベース
に記憶させた判定データを、ユーザに対して利用可能にするシステムの一例にかかり、そ
の構成を説明する概略図である。
【符号の説明】
【００３５】
１

試料

２

試験管（容器）

３ａ，３ｂ，３ｃ

スポイト
30

４

処理液

５

蓋

６

試料溶解液

１０

スライドガラス

１１

カバーガラス

１３

ラック

１４

検出液

１５

試薬デバイス（真菌検出器）

１６

トレー

Ｃ

ケース

ＤＢ

データベース

Ｉａ

入力装置

Ｎ

ネットワーク

ＰＣ１，ＰＣ２
Ｓ

クライアントコンピュータ

サーバコンピュータ
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(11)
【図１】

【図２】

【図３】

【図４】
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