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シンポジウム“EcoHealth実現に向けてー獣医疫学研究の今後の発展性一”

人獣共通感染症としての結核

中島千絵本・鈴木定彦

北海道大学人獣共通感染症リサーチセンター バイオリソース部門

Tuberculosis as Zoonosis 

Chie NAKAJIMA* and Yasuhiko SUZUKI 
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Hokkaido University Research Center for Zoonosis Control 

Summary 

Tuberculosis (TB) in humans caused by A砂cobacteriumtuberculosis is still a threatening disease worldwide. In domestic 

animals" cases, the pathogen is usually A砂cobacteriumbovis, however, other M. tuberculosis complex (MTC) lineages are sometimes 

observed. Especially, in Asian elephant cases, the m司jorTB pathogen is the human type, M. tuberculosis. In Nepal, we analyzed 

several elephant MTC isolates and found that they were M. tuberculosis possessing Nepalese isolate specific features suggesting the 

animals were infected by their handlers. 

Bovine TB control is a serious problem in many countries including some developed countries. The failure of its control is 

mainly caused by the wide host range of M. bovis. Once the bacteria adopt to wild mammalian species, the eradication becomes very 

difficult. However, in most of the developing coun仕ies,detailed surveys on bovine TB have not be巴ncaηied out, al仕10ughthey have 

noticed the existence of the disease. In Bangladesh and Nepal, we analyzed MTC isolates obtained from cattle and wild animals, 

namely, two monkeys, a deer, an antelope and a rhino, and found all of them were belonging to a newly identified MTC subspecies, M. 

0η1gis. Their genetic diversity suggested the introduction of the pathogen was not a recent event in those areas. TB lesions w巴re

observed in lungs in all the cases suggesting air-born巴回nsmissionof th巴pathogen.Several human TB cases by M oη•gis have been 

reported and most of them were企omSouth Asia. Thus, TB cases in animals in South Asia might be caused by M oη•gis, rather by M 

bovis. 

Treatment regimens are different among MTC subspecies, thus, the identification of the species is important. Since the pathogen 

of animal TB in South Asia might be different from other areas and the pathogen, M. oη1gis, seems to have a wide host range, continu-

ous surveys seem to be necessary to know the situation. To monitor the possible emerging disease in humans, the development of 

easy, rapid and low-cost screening methods is important. 

結核は未だに毎年世界中で多くの感染者と死者を出して

いる感染症で，最も警戒すべき細菌性の感染症と考えられ

ている。 WHOの統計によれば， 2015年の世界の新息数は

l千万人を超え（1,040万人），結核による死者は 140万人
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であった。日本もかつては高蔓延固で， 1962年の統計で

は新患数が全国平均で 10万人対403人であったが，適切

な結核対策と治療法の徹底により新患数は指数関数的に減

少し 2015年の統計では 10万人対 14人まで減少した。

ただしこの値はまだ中蔓延国のレベルであり， 2000年

以降の減少率は下げ止まりの傾向にある。世界に目を向け

ると，アジア，アフリカ地域を中心として高蔓延固と呼ば

れる国々が多数存在し， 2000年にスタートした結核撲滅

運動によって世界的に良好な減少は見られているものの，

とりわけ， HIV感染との併発率が高いアフリカ諸国におい
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ては，撲滅からは程通い状態にある。

人の結核はMycobacteriumtuberculosisの感染によってヲ｜

き起こされる。もっぱら患者の咳を介した飛沫感染による

肺結核であるが， HIV感染者のように免疫状態が弱ってい

れば全身に播種性の結核病変がみられることもある。発育

速度の非常に遅い菌で，検体の接種から固形培地上でのコ

ロニー形成には 6週間から 8週間を要し，液体培地による

増菌でも 2週間から 4週間を要する。また，様々な薬剤に

対する抵抗性を示すため，抗結核薬と呼ばれる一群の薬を

組み合わせた形で処方する必要がある。この一次選択薬と

呼ばれる薬剤の中にピラジナミドがあるが，牛型の結核菌

である A今cobacteriumbovisはこの薬に対して耐性を持つ

ため， M.bovisによる人の感染が見られる地域では，菌種

鑑別が重要となる。

人獣共通感染症としての観点から人型結核菌 （M tuber“ 

culosis）を見た場合，状況は上述の人における様相とはか

なり異なる。毎年 l千万人前後の新患を出し，世界人口の

1/3が既に結核菌に感染していると言われているが，この

人における重度の蔓延状態と比べると，動物における M.

tuberculosisによる感染報告は恐ろしく少ない。霊長類や

一部の例外を除いて，患者と密な接触のあった動物（牛，

犬等）において稀に報告がある程度である。例外的にエチ

オピアにおいて牛群の集団感染が報告されているが，これ

はこの地域特有の人と牛との濃厚な接触習慣により，個々

の牛が人から感染を受けているものと考えられる。これら

に対して，大きな例外となるのが人に飼育されているアジ

アゾウである。最初はアメリカのサーカスや動物園で飼育

されているゾウで報告され，その後，タイやネパール等の

アジアゾウ本来の分布域内の飼育施設において多数の感染

例が報告される様になった。我々がネパールの国立公園に

おいて行った調査では，これらのゾウ感染株はM.tubercu-

losisであり，ネパール患者から得られる株特有の遺伝子

上の変異を持っていたことから，感染源は人間で，恐らく

は日々密接な係りを持っている飼育係と考えられた九何

故，アジアゾウのみから多数のM.tuberculosisによる結核

発症例が報告されるのかは不明だが，菌の遅い増殖速度を

考えると，動物のM tuberculosisに対する感受性等の要因

の他に，ゾウが人間並みに長命で、あることも関与している

かもしれない。以上より， M tuberculosisは基本的に人の結

核起因菌であり，高度に人に順化していると考えられる。

一方，世界的にみて動物結核で問題となる起因菌はM

bovisである。 M.bovisはM.tuberculosisに非常に近縁な一

群の菌より成る結核菌群菌に属する l亜種である。これら

の菌は同一の祖先より派生し， housekeepinggenesの配列

もほぼ同一であるが，宿主晴好性に大きな違いがあり，概

ね主として分離される動物種に因んだ亜種名が充てられて

いる。また，人での感染例の多いM.bovisでは上述のとお

り抗結核薬に対する感受性が異なるため，治療に際しては

亜種鑑別が必要となる。

世界の牛結核発生状況は人結核と趣が異なり，人結核が

ほとんど見られなくなった西欧諸国やニュージーランド等

で高度の蔓延が観察される。また，今一つ異なる特徴は，

世界的に蔓延している菌株の遺伝的特徴が非常に良く似て

いる点である （M tuberculosisでは地域によって多様性が

見られる）。有名な例は Eulと呼ばれる株で，この菌株の

特徴を持った菌がアメリカ大陸やオーストラリア，ニュー

ジーランド，南アフリカ等で分離される九型別情報から

これらの起源を辿ると，元々はイギリスやアイルランドで

蔓延していた株であることが判る。これは，近代以降にこ

れらの国から牛が，主として大英帝国関連の国々へ輸出さ

れた名残であると推測される。南ア以外のアフリカ諸国で

は，また別のタイプの牛結核菌が分離されるが，これらも

元を辿るとフランス，オランダ等の由来であることが示唆

され，アフリカの牛結核はほぼヨーロッパが起源となって

いる。

人結核のコントロールに成功したこれらの先進国が未だ

に牛結核の撲滅に成功していない理由は，これらの菌の宿

主晴好性の違いによる。上述した様に M tuberculosisの自

然宿主は恐らく人間のみであるのに対し， M.bovisは人を

含め多種多様な晴乳動物に感染することが知られている。

その結果，スペイン等のヨーロッパ地域では野ブタ，アメ

リカではオジロジカ，イギリスではアナグマのポピュレー

ションに侵入して定着し，これらの野生動物がレゼルボア

として機能している状態が続いている。ニュージーランド

では人によって持ち込まれた有袋類であるオポッサムが野

生化して繁殖し固有種である飛べない野鳥の捕食者とし

て問題となっているが，牛結核がこのオポッサムの群の聞

で定着し，オポッサムそのもののコントロールに加えて大

きな課題となっている。この様に，感染症の病原体が野生

動物に入り込んで、しまうと，動物愛護の問題も相まって，

コントロールは困難を極める。

人結核の調査は， WHO主導の StopTB S回 tegyの成功

によって新規患者の摘発率も良好に伸び，実際から遠くな

いデータが得られる様になってきたと考えられる。一方，

牛結核の調査は大きく後れを取り，感染牛の摘発淘汰を積

極的に行っている様な先進国を除くと，起因菌の菌種同定

を含め，その実態はほぼ不明という国が多い。それらの国

の多くでは，屠場において結核病変が検出されるため，牛

等の家畜の閑で牛結核と思しき伝染病が維持されているこ

とは気付いているが，詳細な調査には至っていない。我々

は，取り分け調査が進んで、いなかった南アジアのバングラ

デシュとネパールにおいて，現地の共同研究者と共に動物
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結核に関する調査を行って来たが，そこで大変面白い知見

を得るに至ったため，以下に紹介する。

バングラデシュでは 2006年から 2015年にかけて，主に

首都ダッカ近辺で分離された人結核由来株を 600株程度解

析したが，いずれも M.tuberculosisであった3）。 2008年に

ダッカの動物園においてアカゲザルが2頭艶死し，肺に結

核病変が見られたためその株を分離して，欠損領域の検出

による簡易な遺伝子解析を行ったところ，人型でも牛型で

も無い結核菌群菌であるという結果が示唆された。そこで

SNP解析等を追加して更なる解析を行ったところ， 1980

年代よりオリックス等のレイヨウや人から分離され， oryx

bacillusとの仮称が付されていた株に一致することが判明

した。その後， 2009年～2010年に，ダッカ市内のある大

規模牛農場で発生した牛結核集団発生例より 18個体分の

分離株を遺伝子解析したところ，全てがoryxbacillusであ

ることが判明した。サル株を含めた 20株の MLVA解析を

行ったところ，牛群の 15株とサル株2株の型が一致し，

牛群の残り l株はその亜型と考えられ，残る 2株が異なる

型に分離されたぺその後， 2005年に既に共同研究者が牛

から分離して解析していた 4株も， oryxbacillusの特徴を

備えていたことが判明し現在までのところバングラデ

シュで我々が分離した動物結核起因菌は全て oryxbacillus 

である。

この後2012年に， oryxbacillusの最初の発見者であるオ

ランダのグループが，世界各地の人や動物から分離された

複数株による解析を元にして，この菌を新亜種M orygis 

として提案したの。彼らの解析によると分離された野生動

物は概ねレイヨウの類だが，いずれも飼育動物であるため

由来は暖昧である。一方，人の患者は診断，菌分離の地が

欧米であっても，本来の出身地はインドを含む南アジアが

主であることが示された。また，更にその後，同じく 2012

年にニュージーランドで人から牛へのM.orygisの感染例

が報告され，その患者の出身地はインド北部であった6）。

ネパールではカトマンズ市内の動物飼育施設において，

数年間に亘りシカの肺結核死亡例が出ていたことから，

2014年に分離された株を調べたところ， M.orygisであっ

た。また，その後，同じ施設で飼育されていたレイヨウが

艶死しその肺結核病変からも M.0η•gis が検出され，

MLVA型別も一致した7）。更には 2015年に国立公園内に

おいて，絶滅危倶種であるインドサイの若い雌が舞死して

おり，その肺結核病変から M.orygisが検出され，先のシカ，

レイヨウ株の亜型であることが判明した8）。このサイは完

全に野生であり，飼育や人との接触の記録は無い。即ち，

この若い雌は国立公圏内において別の発症個体から感染し

たと考えられ，この地域の野生動物における蔓延が危倶さ

れる。また，ネパールにおいても，現在までのところ人結

核から分離された約 700株の鑑別結果は全て M.tuberculo-

sisで，我々が動物から分離した株は全てM.orygisである。

以上より，少なくともバングラデシュとネパールでは，

動物における結核の起因菌はM.bovisでは無く， M orygis 

である可能性が高いことが判明した。これらの病変は全て

肺結核であったため，感染経路は飛沫の吸入であると考え

られる。また，バングラデシュのアカゲザルは近隣の山野

から捕獲・飼育されていたものであり，ネパールのシカも

同様である。国立公園のサイの感染例や，同一農場で遺伝

子型が異なる株が得られたことから考えても，これらの国

を含むインド北部の一帯では，野生動物の聞にかなり以前

からこの菌による結核が蔓延していた可能性がある。加え

て，サルや人，ウシ，レイヨウ，サイと様々な動物種にお

いて致死的な結核を起こすことから，広い宿主域と強い病

原性を持つことが示唆される。この菌は系統樹上の位置か

ら， M.bovisと起源を同じくすると考えられるため，広い

宿主域を持つといった性質も類似しているのかもしれな

しミ。

結核菌群菌は大元の共通の祖先からまず，人に順化した

結核菌が生まれ，そこから更に，動物に順化した一群の株

を含む枝が分岐したと考えられている。この最初の分岐の

時点で人一人感染の成立に係る遺伝子領域に変異を起こし

たと考えられており，人一人感染を維持できなくなった株

が様々な動物への感染を起こしその動物種において感染

環を維持することに成功したものが亜種と呼ばれる形で生

き延びて来たと想像される。現在までのところ， M.bovis 

以外の亜種による人の感染例は多く無いが，これは宿主域

の広さという菌の性質に依ると言うよりは，単純に家畜と

しての牛と人との係りの深さに依るものかもしれない。ま

た，基本的に人のM.bovisによる感染はテ’ッドエンドであ

り，そこから次の人へ感染が起こる例はほとんど無いが，

1994年にスペインにおいて報告された例では，病院内に

て薬剤耐性となったM.bovisによる複数名の感染が観察さ

れた。後に報告されたこの株のゲノムの詳細な解析結果に

よると，上述した人一人感染に係る遺伝子領域に，その機

能を復帰させる様な変異が加わっていたことが示唆された九

即ち，この領域は復帰可能であり， M.bo附以外の動物型

の亜種も，何らかのきっかけで、人に入って変異を起こした

場合は人の伝染病の起因菌となりうる可能性を秘めている

と考えられる。とりわけ， M 01ア・gisの様な宿主域が広い

ことが予め判っている菌では，その可能性はより高いと言

えよう。

以上，結核菌群菌は潜在的に人への感染性を秘めており，

動物型の結核菌の人への侵入には注意を払う必要がある。

そのためには，十分な調査が行われていない地域を中心に，

どの様な菌が蔓延しているかを調べる必要がある。我々が
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分離した M.oη•gis は， M bovisと異なりピラジナミドに対

して感受性で、あった。これは，患者の結核起因菌の菌種が

同定できれば，適切な治療が行えることを意味している。

広範なサーベイや迅速な菌種鑑別には，迅速，簡便で安価

な菌種同定用のキットの開発が重要となる。現状を正しく

判断し，新たな人獣共通感染症の発生の可能性を予測して

未然に防いで行くためにも，積極的な疫学調査とそのため

のツールの開発を推進して行く必要がある。
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