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《解説》

カンピロバクターの人への病原性

三 津尚明

宮崎大学農学部 ・獣医公衆衛生学講座， 干889-2192宮崎市学園木花台西トl
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はじめに

カンピロパクター属菌が人に対する病原細菌として認

識されたのは，約 30年前のことであり 28)，新興感染症の

一つに含まれる。本属菌の多くは動物の腸管内に広く分

布しており，本症の伝播経路は食品を媒介する間接伝播

と保菌動物の糞便による直接伝播がある29)。 したがって

カンピロパクター感染症は食中毒の原因菌としてだけで

なく人獣共通感染症として公衆衛生上重要なテーマの一

つになっている。 中でも Campylobacteγjejunisubsp 

jejuni 以下C.jejuni)および C.coliは世界各国におい

て主要な食水系感染症の原因菌として重要視され，公衆

衛生上の冷意が払われてきた。 しかしながら，多くの先

進諸国においてカンピロパクター感染症は増加傾向にあ

り23) その防除対策を講じることが急務となっている。

カンピロパクタ ーは微好気性細菌で，実験的には大気中

の酸素濃度では生存することはできないが，厳しい環境

中で生存するために必要な生存様式を兼ね備えてい

る21)。 したがって，カンピロバクター感染症を防除する

ためには，宿主内での発症機序だけでなく，食品を含む

多様に変化する様々な環境中での生存様式(環境適応機

構)を理解することも重要である。さらに，近年本菌の

キノロン系薬剤に対する耐性獲得の増加31)や本症の合

併症として麻簿を伴うギランバレー症候群 (Guillain-

Barre syndrome ; GBS)やミラーフィッシャー症候群

(Mill巴r-Fischer; MFS) との関連が問題となってい

る14田)。

本稿では，カンピロパクターの人への病原性の概要に

とどまらず，それらの環境適応機構にもフォーカスを当

てて解説する。

1. 分類と性状

Campylobacter属菌はグラム陰性，無芽胞のらせん状梓
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写真 1. Campylobacter jejuniの形態 (電子顕微鏡写真)

菌 (0.2-0.8XO.5-5μm)で (写真1)，酸素濃度が3-15%

の微好気性環境で発育する6)0 Campylobacter属は

Arcobacter属，Suljurospirillim属とともに Family

Campylobacteriaceaeを構成し， 2005年現在，Campylo-

bacter属菌は， 17菌種6亜種3生物型から構成されており，

C. jetusが基準種となってL、る。(表1)6)。至適発育温度は 30

-370Cであるが，菌穏により発育温度域が異なる。本属菌は

カタラーゼ陽性群と陰性群に分けられ，険性群のうち 43
0
Cで

発育する菌種は“高温性カンピロバクター (thermophilic

Campylobacteγ)"と呼ばれ，食中毒菌に指定されている

C. jejωuとC.coliはここに属する。Skirrow寒天培地

上では直径 1-2mmの紅色ないし褐色の隆起した集落

を形成するが，菌株や培地の湿潤度によってはムコイド

状の扇平集落を形成するものもある。

2. カンピロパクター食中毒の

国内外における発生と疫学

厚生労働省の食中毒統計 (http://www.mhlw.go

j p / topics / syokuchu / index. htmI)によると，平成 13

年にC.jejuni/ coliの発生件数がサルモネラのそれを上

回り，平成 15年以降細菌性食中毒の中では常に第 1位

を占めている(図1)。日本における増加傾向は，平成 10
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菌種

C. jetus 

C. jejuni 

C. hyointestinalis 

C. coli 

C. lari 

C. sputrum 

C. mucosalis 

表 L カンピロバク ター属菌と主要な宿主動物

亜種

jetus 

venerialis 

jejunl 

doylei 

hyointestinalis 

10ωsonll 

生物型

sputrum 

宿主動物

牛，羊，カメ，人

牛

牛，豚，鶏，犬，猫，野鳥，野生動
物，人

人

牛，豚，猿，ハムスター，カメ，人

豚，鶏

牛，豚，鶏，犬，猫，人

犬，猫，鶏，猿，アザラシ，カラス
貝，カキ，野鳥，人

牛，豚，羊，人

faecalis 牛，羊

paraureolyticus 牛，人

豚，人

C'. upsaliensis 犬，猫，猿，アヒル，人

C helveticus 犬，猫

C hominis 人

C'. lanienae 人，豚

C insulaenigrae アザラシ，イルカ

C. concisus 人

C curvus 人

C rectus 人

C showae 人

C. gracilis 人

年より食中毒統計の中に l人患者事例を入れたことによ れた給食や調理実習が原因となる事例も認められる。日

るところが大きく，地域格差は見られるものの散発事例 本人は，食肉や内臓を生や不完全加熱調理のまま食べる

が非常に多いことを示している。C.jejuniによる食中毒 食習慣があるため，感染するリスクは高いと考えられ

事例において，その感染源を特定するのは困難なことが る。下痢患者から分離される菌種はC.jejuniが90%以

多い。その主な理由として，食品中の汚染菌量が比較的 上を占めている。 日本圏内ではC.jejωuとC.coliのみ

少ないこと，潜伏期聞が比較的長い (2-5日間)ため原 を検査対象としていることから，その他の菌種の分離は

因食品が残っていないか，食品中の菌が死滅あるいは減 ほとんど無L、。

少し，食品からの菌分離が困難であることなどが考えら 先進諸国で最も感染源として重要視されているのが鶏

れる九 原因食品が判明した事例では，食肉に起因する で，鶏肉の汚染率は他の畜肉に比べ非常に高，，5)。圏内

ものがほとんどで，特に鶏料理が最も多く，他には焼肉 外の調査によると，鶏での垂直感染は起こらず，解化後

などの肉料理や牛レバーの刺身を原因とする事例が含ま 養鶏場内に菌が持ち込まれると水平感染によって短期間

れている。大型の集団食中毒事例では，水系感染や飲食 に感染が広がり，鶏の消化管内から内容物 lグラム当た

庖・旅館で起こった事例に加え，事業所や学校で提供さ り105-109個の菌が検出される22)。このような鶏が食鳥
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菌であっても低温保存した食品中では比較的長期間生存

できる4)ため，食中毒の防止が難しい。一方，発症菌量が

少なくても，人から人への感染は稀である。腸炎の合併

症として敗血症，肝炎，胆管炎，髄膜炎，関節炎， GBS 

などの腸管外感染症を起こすことがある。敗血症や髄膜

炎は，免疫不全患者などの易感染者に見られる 30)。

2) ギランバレー症候群 (GBS)

GBSは急性の運動麻療を主徴とする末梢神経系の炎

症性，脱髄性疾患で，重度の後遺症を残す例や急性期の

治療が十分にできないと死亡する例があるJ)。 これまで

の疫学調査によると GBS患者の少なくとも 30%がc.

jejuniの先行感染を受けていると推定されている L)。

MFS は GBSの亜型で，眼筋に麻療が起こる35)。

GBSの発症に C.jejuniの感染がどのように関わっ て

いるかについてはまだ十分に明らかにされていないが，

八の末梢神経とC.jejuniの構成成分との分子相向性が

原因ではなL、かとする説がある37)0 C. jejuniの菌体表層

の糖脂質は，大腸菌のように， 0側鎖を持ったリポ多糖

(lipopolysaccharide : LPS)ではなく，糖鎖の短い リポ

オリゴ1サッカライド Oipoologosaccharide: LOS)とそ

の外側に爽膜多糖がリン脂質を介して結合していると考

圏内における主要な細菌性食中毒発生事件数の推移(厚生労働省食中毒統計)

肉処理場内に搬入されると容易に交差汚染が起こり，最

終製品が汚染される。日本国内の市販鶏肉の汚染実態調

査では， 60-70%がカンピロバクターに汚染されていた

との報告がある四)。

図1.

力ンピロパクターの病原性

1) 食中毒の主な症状

C. jejuniによる食中毒の症状は，他の感染型細菌性食

中毒と類似し， 2-5日の潜伏期の後，腹痛，頭痛，悪寒，

発熱，悪心，咽吐，倦怠感などが見られ，水様性あるい

は粘血性の下痢が認められる。下痢は通常 1-3日程度

で回復する却)。感染菌量を推定するためのデータは少な

いが，鶏肉料理を原因食品とする食中毒事例において，

C. jejωuが 53-750cfu/g検出されている2九 また，ボ

ランティアによる感染実験では 100個程度の菌数で下痢

が発症している3)0 C. jejuniは大気中の酸素分圧や 30
0C

以下の温度では増殖できないことから，少ない蘭最でも

発症可能であると考えられる。 したがって食品の l次汚

染やまな板などの調理器具を介した他の食品への 2次汚

染の レベルが低かったとしても食中毒の起こる リスクは

高いと考えられる。さらにC.jejuni/ coliは微好気性細

- 61ー
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シアル酸残基

細胞への付着 ・侵入性，毒素産生性等が，腸管外感染で

は補体による殺菌作用への抵抗性，鞭毛蛋白や LOSの

シアル酸修飾等が重要であると考えられている [6，19，3ヘ
付着因子としては，鞭毛蛋白，フィフφロネクチ ン結合蛋

白， PEB1蛋白のような表層蛋白の他に，自発凝集性，運

動性，走化性なとの複数の凶子が関与していると考えら

れている。 しかしながら，各因子が病原性とどの程度関

連しているのか明らかにされておらず，下痢発症機序を

明らかにするには至っていない。カンピロパクターでは

実験動物を用いた感染モデルが確立しておらず，病原性

の評価を行えないのがその解明を遅らせる大きな原因と

リポオリゴ なっている。 したがってC.jejuni， C. coliは自然界に広

サッカライド く分布しているが，全ての菌が病原性を示すのかは不明

リピッj-:'A

図 2. Campylobαcter jejuniの菌体外多糖の構造

えられている叫(図 2)0LOSのコア部分の糖鎖にはシ

アル酸が結合し，人のガングリオシドの糖鎖構造と類似

している。実際， C. jejuniの先行感染が認められた GBS

患者の血清中に抗ガングリオシド抗体が検出されること

から， C. jejωu感染が GBS発症の引き金となっている

と考えられている 1')。即ち，感染を防御するために作ら

れた菌に対する抗体のうち LOSに対する抗体が，宿主

自身の神経組織のガングリオシドを攻撃する結果，運動

麻療が生じるというものである。興味深いことに， 日本

でC.jejuni感染が認められた GBS患者より分離された

菌の血清型を調べると，約 80% は0:19型によるもの

であった17)。 しかしながら諸外国ではそのような傾向は

見られなL、。自然界での 0:19型の分布はほとんど明ら

かにされていないが，国産鶏肉からの分離例がある。著

者らが行った研究で，鶏肉および人由来C.jejuni 0 : 19 

型株の遺伝子型を比較解析したところ， 差異はほとんど

認められなかった20)。わが国における GBS患者から 0:

19型株が高率に分離されていることを考慮すると，鶏肉

がC.jejuniに起因する GBS発症の原因食品となる危険

性を考慮する必要があると考えられた。実際，鶏肉料理

を原因とする食中毒で 0:19型が分離された患者が

GBSに移行した事例が報告されている36)。

3) カンピロパクターの病原因子

C. jejuniの病原性の解析はゲノム情報を基に遺伝子

レベルで解析が進められている 25)。腸管感染では，上皮

である。

4) 宿主免疫機構からのエスケープ機構

C. jejuniは保菌動物の腸管内では病原性を発揮せず

に共生関係を維持している。また，人に腸炎を起こす場

合でも，少しでも長く腸管内に留まることは病原性を発

揮するために必要である。そのためには宿主の免疫機構

から逃れるための戦略も兼ね備えていなければならな

い。そのメカニズムはゲノム解析から少しずつ明らかに

されてきた。C.jejuniのゲノム内には少なくとも 24の

領域で，超可変配列 (hypervariablesequence)が存在

していることが分かった。これは，単一のヌクレオチド

(主として GとC)が数個から十数個連続した短い配列

で，主に菌体表層の構造物をコー ドする遺伝子 (LOS，

爽膜多糖，鞭毛修飾関連遺伝子など)に高頻度に検出さ

れる。 この配列が存在することによって DNAの相補鎖

にずれが生じることがあり，結果としてフレームシフト

によるアミノ酸配列の変化や，鞭毛の発現に見られるよ

うなスイッチのオン，オフによる切り替えが可能とな

る。このような相変異 (phasevariation)を生じさせる

機構は， C. jejuniの表層抗原の多様性による宿主免疫機

構からのエスケープ機構や宿主内外のさまざまな環境下

における生存様式に重要な役割を果していると考えられ

ている25)。

4. 力ンピロパクターの環境適応機構

1) 環境の変化に応答する遺伝子

C. jejuniが生態系の中で生き抜くためには，温度，

pH，乾燥， 浸透圧，酸素濃度などの機々な環境ス トレス

にすばやく適応しなければならない。本菌がどのような

生存戦略を持っているのかについては，これまでほとん

ど明らかにされていなかったが，ゲノム解析から多様に

変化する環境要因に応答して生き抜くための遺伝子セッ
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卜と，それらを適切に調節して使う機構を備えているこ

とが明らかにされた21)。即ち，本菌の細胞膜には環境の

変化を感知するセンサーが存在し，そのシグナルが細胞

内に伝達されると菌の生存性を高めるようにする遺伝子

セットを調節することによって，過酷な環境条件化でも

生き抜くことのできるシステムになっている。この遺伝

子発現の制御システムは 2成分情報伝達系と呼ばれ，環

境センサ一部分をヒスチジンキナーゼ (HK).遺伝子の

発現を調節する部分をレスポンスレギュレーター (RR)

という 2種類の蛋白質で構成されている。 HKとRRの

間で ATP依存性のリン酸基転移反応を介したシグナ

ル伝達が行われ，遺伝子の発現を調節する。ゲノム解析

から. 6種類の HKと9種類の RRが存在し，鶏腸管へ

の定着性，菌の膜蛋白の発現や増殖性など，少なくとも

5つのシグナル伝達を介した制御系が確認されている。

このような調節機構は他の細菌や植物などでも多数見つ

かっているが.C. jejuniの主要な環境応答機構と考えら

れている。

2) 生きているが指養不能な状態

細菌学を扱う者は，菌の生死は人工的培地における増

殖の可否で判断していた。 しかしながら，近年 「生きて

いるが培養できなL、」生理状態となった細菌の存在が明

らかとなり，英語ではこのような菌の状態を Viablebut 

non culturable cellsと表し， その頭文字を取って

VBNCと呼んでいる。 C.jejuniもVBNC状態に移行す

ることが知られ，菌の形態もラセン状から球状に変化す

る33)0 VBNCが感染性を維持しているかどうかについて

は不明な点が多いが，人工培地で培養できなくなった菌

を実験動物に経口投与すると腸管内から培養可能菌が回

収されたとする報告2)があり， 環境中での生存性に関与

している可能性が高い。 したがって VBNCは潜在的な

リスク因子として重要と思われる。

3) バイオフ ィルムの形成

バイオフィルムとは細菌が固形物の表面に集合体を形

成したもので，我々の身の回りで知られている バイオ

フィルムには，歯垢 (デンタルプラーク)や台所の流し

ゃ浴槽で見られる 「ぬめり」などがある 10)。バイオフィ

ルムは外部環境から菌体自身を保護 したり， 化学療法剤

や宿主免疫機構に抵抗性を示すこと等が知られてい

る13)0 C. jej初uも試験管内でバイオフィルム形成能を持

つことが知られている 18)0 C. jejuniは微好気性細菌であ

り.30
0

C以下の温度では増殖できないことから，環境中

で本菌がバイオフィルムを形成することは困難である。

従って，自然界ではバイオフィルムは保菌動物の腸管内

で形成されると考えられる。C.jejuniによるバイオフィ

第 44巻 2008 年

ルムの生物学的意義については十分に明らかにされてい

ないが，集合体を形成することで環境中における生残性

に影響を与えることが示唆されている九

4) 環境変化に伴う病原性の発現

本菌の環境変化に伴う病原性の発現調節機構の存在に

ついても Gaynorらによって報告されている JJ)。全ゲノ

ムが解析されたC.jejuni NCTCll168株は. 1977年に

Skirrowによって下痢患者便から分離されたものであ

るが，その株を初生ひなに経口投与しても腸管に定着す

る能力を失っていた。一方，分離当時から凍結保存され

ていた同一菌株を初生ひなに投与すると，定着能が認め

られた。 しかしながら，両者の遺伝子レベルでの違いは

全く検出することができなかった。そこで，病原性の低

下してしまった NCTC11168株を酸素の無い状態で培養

してから再度ひなに投与すると，定着能が回復すること

が分かった。この実験からC.jej・uniは環境の変化に

よって病原性を復帰させるシステムを持っていることが

示唆された。

5. カンピロパクターの制御

カンピロパクター食中毒を予防する方法としては， 一

般の細菌性食中毒の予防法と同様に，食品の加熱調理と

2次汚染の防止を徹底する以外有効な手段はなL、。 カン

ピロパクター食中毒の予防法を確立するためには，食品

中での許容菌数などのリスク評価を行うと同時に，生産

段階から処理加工，流通，販売，消費に至る全ての過程

において本菌の制御方法を明らかにすることが必要であ

る。農場レベルにおける制御法としては，バイオセキュ

リティを徹底することが重要となる。菌の定着を阻止す

るパクテリオシンやプロバイオティクス (生菌製剤)な

どの開発が行われている 22.32)が， 一度汚染された農場で

カンピロパクターを制御するのは極めて困難である。そ

のため，保菌している家畜や家禽が食肉および食鳥肉処

理場内に搬入されると容易に他の清浄群にも汚染が広が

ることになる2九 食鳥肉処理場内における汚染拡大の主

な原因としては，生鳥の輸送コンテナ内で糞使による体

表汚染が起こること，と体が接触して処理されること，

腸管などの内蔵破損が起こりやすいこと，皮付きである

こと，処理工程全般にわたって大量の水を使用するこ

と，と体に対する次亜塩素酸などの殺菌効果が低いこ

と，カット工場内での器具や人を介した交差汚染が容易

に起こること，などが挙げられる5.1九 したがって，牛 -

豚の食肉処理工程で行われている微生物学的危害防止策

をそのまま実践できないことが大きな障壁となってお

り，新しい概念に基づいた微生物制御法の開発が待たれ
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ている。牛では腸管内に加え胆嚢内に保菌している場合

があり，胆嚢の除去を適切に行わないと処理場内を汚染

することになる8)。

我々は食鳥肉の新しい微生物制御法として，マイク ロ

バブル発生装置とオゾン発生装置を連結して高濃度オゾ

ン水を作製し，さらに鶏肉に超音波を当てながらオゾン

殺菌することで， 一般生菌数を 1/1O~1 / 100 に減少させ

ることに成功している 15)。 さらに実験的に鶏肉に付着さ

せたカ ンピロパクターについても同程度に減少できるこ

とを確認した (未発表データ)。

6. 予防と治療

治療薬としてはエリスロマイシン，ニューキノロン系

薬剤などが第一選択剤として用いられるが，ニューキノ

ロン系薬剤に対する耐性菌の出現が問題となってい

る31)。耐性菌の増加は，人由来株のみならず，家畜由来

株においても同様の傾向を示している26)。ニューキノロ

ン系薬剤は 1990年代に牛や豚などの家畜への使用が認

められ，大腸菌症の予防 ・治療のために鶏にも広く使わ

れるようになった。これらの薬剤の家畜への使用が認可

された国では，家畜からの耐性菌の分離率が急速に上昇

している31)。 さらに家畜からの耐性菌の出現率と一致し

て，下痢患者から分離されるキノロン耐性菌の分離率も

増加傾向を示す調査結果が示された。ニューキノロン薬

剤lは家畜への使用が認可される以前から人に投薬されて

いたが， C. jejuniの人由来耐性菌はほとんど検出されて

いないこと，薬剤lの投与歴のない下痢患者からも耐性菌

が分離されること等から，人から分離される耐性菌の多

くは家畜由来耐性株であると考え られている31)。その他

の薬剤では，テトラサイクリン耐性菌の検出頻度が高

い。一方，エリスロマイシンに対する耐性菌は，そのほ

とんどが C.coliで， C. jejuniの検出率は低L、31)。

おわりに

カンピロパクターは環境中に広く分布しており，本属

菌の特徴である遺伝的な多様性と環境の変化に適応した

巧みな生存様式が食中毒の制御を困難にさせる原因と

なっている。

これまでに世界各国で本菌に関する調査 ・研究が精力

的に行われてきたが，未だに下痢発症機序は完全に解明

されておらず，防除法においても今後の研究成果を待た

ねばならなL、。しかしながら， C. jejuniのゲノム解析が

進めば，これまでに分からなかった病原性や生存様式に

対する新たな知見を得ることが期待されるとともに，分

子疫学的解析法や診断，予防，治療法などの開発が進む

と考えられる。診断や疫学解析に用いる各種検査法にお

いても可能な限りグローパルスタンダード化を図り，地

球規模で本症の防除を実施できるネットワークの構築が

望まれる。
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Pathogenesis of Campylobacters in Humans 
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Summary 

The public health burden of campylobacteriosis is increasing in most developed countries 

Many risk factors for campylobacter transmission have been identified. In developed countries， 

for example， handling and consumption of poultry meat are often cause of infection and are likely 

to account for much of the increased incidence of campylobacteriosis. Additional concerns are 

raised by the number of antibiotic-resistant strains of the common species， C. jejuni. Recently， it 

has been recognized that the paralytic condition， Guillain-Barre Syndrome (GBS)， is a serious 

complication of Camtylobacter infection. The current knowledge as to the most appropriate 

measures for controlling the di妊erentsources of transmission is limited. Generation of such 

knowledge is essential to support the establishment of priorities for prevention of campylo-

bacteriosis in humans. 

(J. Jpn. Soc. Poult. Dis.， 44， 59-66， 2008) 

Key words : Camtylobacter， foodborne disease， pathogenesis， environmental adaptation， preven-

tion 
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