
10　有害微生物（腸管出血性大腸菌、カンピロバクター等）

低減対策の検討

○吉崎　浩

要　　約

　畜産現場における有害微生物（カンピロバクター、腸管出血性大腸菌等）汚染の低減が新たな農林水

産省の政策目標になった。しかし、どの低減対策がどの程度有効なのかを把握し難い等の理由により生

産現場での取り組みがしにくい状況にある。そこで検査方法および低減対策について検討を行った。

　材料は腸管出血性大腸菌、サルモネラ、カンピロバクター、Streptococcus suis（S.suis）を用い、腸

管出血性大腸菌はリアルタイム PCR、マルチプレックス PCR による複数の血清型の同時スクリーニン

グ後、選択培地による分離を検討した。カンピロバクターはリアルタイム PCR を用いた 2種類の同時ス

クリーニング後、選択培地による分離を検討した。サルモネラは定法で、S.suis は選択培地・PCR で分離。

菌抑制試験は分離された菌を用い、乳酸菌飲料、Bacillus subtillis （B.subtillis）による菌抑制試験を実

施した。

(1) リアルタイム PCR、マルチプレックス PCR を用いた腸管出血性大腸菌スクリーニング検査は特異的

に検出可能であった。(2)リアルタイムPCRを用いたカンピロバクター検査は特異的に検出可能であった。

(3) 乳酸菌飲料およびB.subtillis を用いた菌抑制試験では、腸管出血性大腸菌、カンピロバクター、S.suis
で抑制現象が確認された。使用乳酸菌飲料の乳酸菌はバクテリオシン非保有であった。抑制現象が確認

されたB.subtillis は菌抑制遺伝子を保有していた。

　リアルタイム PCR、マルチプレックス PCR を用いたスクリーニング検査、選択培地使用により、複

数の血清型、多検体検査では効率的に分離が可能になるのではないかと思われた。また、腸管出血性大

腸菌、カンピロバクター等が確認された場合、乳酸菌、B.subtillis を継続投与することができれば低減

対策の一方法になるのではと考えた。

　食品の安全性を向上させ、消費者の食に対する

信頼をさらに高めるためには農場から食卓までの

安全確保のリスク管理措置を講じることが重要で

ある。そこで、フードチェーンという考え方が取

り入れられ、生産段階、加工・流通段階の各段階

で対策を取ることが重要とされ、国際的な共通認

識になっている。生産現場は衛生管理をより一層

向上させ、悪影響の起きる可能性の低減を通じて

安全な食品を作ることが基本であるとされてい

る。

　このような国際的な状況の中、畜産農場におけ

る有害微生物低減対策の導入普及事業が平成 27

年度より新規に始まり、畜産現場における有害微

生物（カンピロバクター、腸管出血性大腸菌等）

汚染の低減が新たな農林水産省の政策目標になっ

た。

　有害微生物は、牛では腸管出血性大腸菌・サル

モネラ等、豚ではカンピロバクター・サルモネラ

等、鶏ではカンピロバクター・サルモネラ等があ

るが、これらの検査をするには、時間、労力、経

－ 42 －
平成27年度東京都家畜保健衛生業績発表会集録（2017）



費が非常にかかる。そこで効率的な検査方法が求

められている。また、有害微生物の確認ができて

も、効率的な低減対策が不明であり、生産現場で

の取り組みがしにくい状況にある。そこで検査方

法および低減対策について検討を行った。

材料と検査方法

　材料は、腸管出血性大腸菌は O157（VT1/VT2
株、V T 1株、V T 2株）、O 2 6、O10 3、O111、

O121、O145、O165（日本における腸管出血性

大腸菌主要７血清型）を用いた。サルモネラは

Salmonella Typhimurium を用いた。カンピロ

バクターはCampylobacter jejuni（C.jejuni）と

Campylobacter.coli（C.coli）を用いた。レンサ

球菌はStreptococcus suis（S.suis）を用いた。

　検査方法は腸管出血性大腸菌については糞便を

材料とし、増菌培養液（ノボビオシン加 mEC）

で１夜培養後、増菌培養液 400μｌを用い、遺伝

子抽出方法についてはインスタジーンマトリッ

クス法（BioRad 社　インスタジーン DNA 精製

マトリクス ) で実施した。リアルタイム PCR の

機器は Applied Biosystems® 7500リアルタイム

PCR システムを使用した。一次スクリーニング

は抽出 DNA 5μｌを用い、VT1/VT2/eae の３遺

伝 子 を VT1（FAM）・VT2（VIC）eae（FAM）

のプローブ 1,2) を用い、マルチプレックスリアル

タイム PCR（TaqMan プローブ法）で 3 種同

時スクリーニングを行った。試薬は QuantiTect 
Multiplex PCR Kit（QIAGEN）を用い、試薬

のプロトコールに従い液量・条件を設定した。二

次スクリーニング検査はマルチプレックスリアル

タイムＰＣＲとマルチプレックスコンベンショナ

ルＰＣＲを用いた２方法の各種血清型のスクリー

ニング検査を実施した。

　マルチプレックスリアルタイム PCR では各種

血清型の遺伝子特有のプライマー及びプローブを

用い 2～ 4) 一次スクリーニングと同じ試薬、条件

の設定で６種血清型の同時スクリーニング検査を

実施した。

　また、マルチプレックス―コンベンショナル

PCR の 試 薬 は Multiplex PCR Assay Kit（ タ

カラ）を用い、試薬のプロトコールに従い液

量、条件を設定した。血清型特有の遺伝子のプ

ライマーを使用し 2), 5～ 10)、増幅断片サイズの違

いにより O157(88bp)、H7(625bp)、O26(152bp)、
O145 (132bp) 及び O165 (640Bp)、O111 (406bp)、
O103 (280bp) 及び O121 (318bp) を組み合わせて

8 種類同時に検査を実施した。スクリーニング

後、Ct Smac（OXOID）クロモアガー O157（関

東化学）等の選択培地で分離を行った（図１）。

　カンピロバクターは綿棒で採材したクロアカス

ワブを増菌培養液（Preston 培地）で１夜培養後、

増菌培養液 400μｌを用い、遺伝子抽出を行った。

遺伝子抽出はインスタジーンマトリックス法で実

施後、DNA 5μｌを用い、C.jejuni,  C.coli の各特

異遺伝子をC.jejuni（FAM)11), C.coli（VIC)12) 

のプローブを用い、マルチプレックスリアルタイ

ム PCR（TaqMan プローブ法）で２種同時スク

リーニングを行った。試薬・条件等は腸管出血性

大腸菌のマルチプレックスリアルタイム PCR 法

に準じて実施した。スクリーニング後の分離選択

培地は CCDA 培地を用いた（図２）。 
　サルモネラについては血清型の種類が多いので

定法で分離を行うこととした。S.suis はS.suis
選択培地で分離培養後、S.suis と思われるコロ

VT1：FAM
VT2：VIC

eae：FAM

（ﾏﾙﾁﾌﾟﾚｯｸｽPCR）
一次スクリーニング

ｱﾙｺﾞﾘｽﾞﾑ解析
ﾘｱﾙﾀｲﾑPCR

（TaqMan ﾌﾟﾛｰﾌﾞ法）

二次スクリーニング

ﾘｱﾙﾀｲﾑPCR
（TaqMan ﾌﾟﾛｰﾌﾞ法）

同時も可

選択培地による分離培養

確認検査（凝集反応・生化学・遺伝子検査）

ｸﾛﾓｱｶﾞｰO157
CT‐Smac
他1種

（免疫磁気ﾋﾞｰｽﾞ法）

分離培養

ﾏﾙﾁﾌﾟﾚｯｸｽPCR O26 / O103 / O111 / O145 / O157 /
O121 / O165 / H7 (8種遺伝子）

対 策

大腸菌DNA抽出（ｲﾝｽﾀｼﾞｰﾝ・ｱﾙｶﾘ熱抽出）増菌培養（NmEC)
（糞 便）

O157 / O145 / O26 ：FAM 
O103/O121/O111：VIC

図１　検査方法　腸管出血性大腸菌 
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ニーを増菌・DNA 抽出後、S.suis 特異遺伝子に

より同定した。

　菌抑制試験 は、ミュラーヒントン寒天培地に

腸管出血性大腸菌、サルモネラ、カンピロバク

ター、S.suis をそれぞれ接種し、乳酸菌飲料（市

販物）を直接 100μｌ滴下及び血液寒天培地に各

種細菌を接種後、 Bacillus subtillis　（枯草菌）

を線状に接種して、各培養条件（好気・微好気等）

により培養し、菌抑制現象の確認を行った。

結　　果

　腸管出血性大腸菌検査の一次スクリーニングと

して、まず、VT1/VT2/eae の遺伝子保有状況を

検査するため、マルチプレックスリアルタイム

PCR を VT1（FAM）・VT2（VIC）eae（FAM）

で 3種同時スクリーニングを検討した。図３は 
VT1/VT2/eae の３種遺伝子を保有している株の

検出状況で、それぞれの遺伝子を保有している場

合には各種遺伝子を同時に特異的に検出すること

ができた（図３）。

　二次スクリーニングの血清型を決定するスク

リーニングではマルチプレックスリアルタイム

PCR を実施し、複数の血清型を同時に検査する

ことができた（図４）。

　マルチプレックス PCR を用いた検査では各種

血清型遺伝子（8遺伝子）を特異的に同時に検査

ができた（図５）。

　以上のようにリアルタイム PCR を活用した

VT1/VT2/eae のスクリーニング及び血清型のリ

C.jeju：FAM

C.coli：VIC

（ﾏﾙ ﾁﾌﾟﾚｯｸｽ PCR）
スクリーニング

ｱﾙｺﾞﾘｽﾞﾑ 解析
ﾘｱﾙﾀｲﾑPCR

（TaqMan ﾌﾟﾛｰﾌﾞ法）

選択培地 による分離培養

確認検査（凝集反応・遺伝子検査）

CCDA培地選択分離培養

ｶﾝﾋﾟﾛﾊﾞｸﾀｰDNA抽出（ｲﾝｽﾀｼﾞｰﾝ）

選択増菌培養
（糞 便）

Preston培地

図２　検査方法　カンピロバクタ
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図３　マルチプレックスリアルタイム PCR の設定
（FAM・VIC）

図４　マルチプレックスリアルタイム PCR の設定
（FAM・VIC）

図５　マルチプレックス PCR 
（腸管出血性大腸菌　8種遺伝子）
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アルタイム PCR、マルチプレックス PCR のス

クリーニングでは遺伝子を特異的に同時に検出す

ることができた。

　腸管出血性大腸菌スクリーニング分離培養後の

対策の検討として乳酸菌、枯草菌による菌抑制試

験を実施した。乳酸菌飲料による腸管出血性大腸

菌抑制試験では、主要 7血清型腸管出血性大腸菌

すべてを抑制する現象が確認された（図６）。

Bacillus subtilis（枯草菌）による大腸菌抑制試

験では、主要 7血清型腸管出血性大腸菌すべてを

抑制する現象が確認された（図７）。

　サルモネラについては、乳酸菌による菌抑制現

象は弱かったが、Bacillus subtilis（枯草菌）に

よるサルモネラ抑制試験では、菌抑制現象が確認

された（図８）。

　C.jejuni とCcoli のマルチプレックスリアルタ

イム PCR では、C.jejuni とCcoli を同時に検出

することができた（図９）。

　カンピロバクターについても乳酸菌、Bacillus 
subtilis（枯草菌）による菌抑制試験を実施した。

C.jejuni では、乳酸菌飲料で菌抑制現象が確認さ

れた。Bacillus subtilis（枯草菌）でも菌抑制現

象が確認された（図 10）。

　C.coli についても乳酸菌飲料で菌抑制現象が確

認された。Bacillus subtilis（枯草菌）でも菌抑

制現象が確認された（図 11）。

乳酸菌飲料

E.coli (腸管出血性大腸菌) 

Bacillus subtilis（枯草菌）

E.coli (腸管出血性大腸菌) 

サルモネラ
検査法：定法

Bacillus subtilis（枯草菌）

サルモネラ菌

図６　乳酸菌飲料によるE.coli ( 大腸菌 ) 抑制 
現象

図７　Bacillus subtilis ( 枯草菌） によるE.coli  
( 大腸菌 ) 抑制現象

図８　Bacillus subtilis ( 枯草菌） によるサルモネラ
菌抑制現象

図９　マルチプレックスリアルタイム PCR の設定
（FAM・VIC）
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　S.suis については選択培地を用い分離し、

S.suis 特異遺伝子で陽性となったものを用いた。

乳酸菌飲料、Bacillus subtilis（枯草菌）ともに

S.suis の菌抑制現象が確認された（図 12）。

まとめ及び考察

　腸管出血性大腸菌 O157の検査を行う場合、さ

まざまな手順を踏んで実施するため時間、労力、

経費が非常にかかっていた。これを日本における

腸管出血性大腸菌主要７血清型についてすべて調

べるとなるとさらに時間、労力、経費がかかる。

また、判定が難しく手間が非常にかかるものと

なっている。

　そこでマルチプレックスリアルタイム PCR を

活用し、VT1/VT2/eae の 3 種類の遺伝子につい

て同時にスクリーニングを行った後、各血清型遺

伝子をマルチプレックスリアルタイムＰＣＲでス

クリーニングを行うこととした。マルチプレック

スリアルタイムＰＣＲを用いることで同時に検査

できる検体数が増やせるとともに手間・経費も半

減するので非常に有用と思われる。

　図 13は、腸管出血性大腸菌検査におけるリア

ルタイム PCR によるスクリーニングのイメー

ジで、選択増菌培地で増菌したものを VT1 VT2 
eae 遺伝子に反応したもののみを血清型遺伝子の

スクリーニングにかけ、血清型遺伝子が確認され

た検体のみを選択培地で分離する。これにより、

大幅に時間　労力　経費が大幅に軽減できると思

われた。複数の血清型、多検体の検査を実施する

場合には効率的に７血清型の腸管出血性大腸菌の

C.jejuni C.jejuni
乳酸菌飲料 B. subtilis（枯草菌）

C.coli C.coli乳酸菌飲料 B. subtilis（枯草菌）

乳酸菌飲料S.suis

B. subtilis（枯草菌）B. subtilis（枯草菌）

○○○○○●○○○○○○
○○●○○○○○○●○○
○○○○○○○○○○○○
○○○○●○○○●○○○
●○○○○○○○○○○○
○○○●○○○○○○●○
○●○○○○●○○○○○
○○○○○●○○○○○○

VT1、VT2、eae

廃 棄

廃 棄
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血清型遺伝子
廃 棄

●：O26

●：O157
●：O111

血清型遺伝子が確認された検体
のみ選択培地で分離、増菌培養

時間、労力、経費が大幅に低減

選択増菌培地
（糞 便）

図 10　乳酸菌飲料・ Bacillus subtilis ( 枯草菌） によ
るC.jejuni 抑制現象

図 11　乳酸菌飲料・Bacillus subtilis ( 枯草菌） によ
るC.coli 抑制現象

図 12　乳酸菌飲料・Bacillus subtilis ( 枯草菌） によ
るS.suis 抑制現象

図 13　リアルタイム PCR によるスクリーニング
のイメージ（腸管出血性大腸菌）　
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分離が可能と思われた。

　生菌製剤給与やワラ・粗飼料給与によって

O157が排菌抑制されたという事例が複数例報告

されている。

　生菌製剤ではビフィズス菌、酪酸菌、乳酸菌が

あるが、菌抑制現象が主に起こる原因は乳酸菌に

よるものではないかと推察した。

　また、ワラ・粗飼料により排菌抑制があったと

いう事例では粗飼料成分・消化管内改善による影

響かということも考えたが、粗飼料に付着してい

る納豆菌、枯草菌、特に枯草菌が菌抑制現象の主

原因ではないかと考えた。

　そこで、乳酸菌飲料および枯草菌を用いて菌抑

制現象を確認してみたが、乳酸菌飲料および枯草

菌による腸管出血性大腸菌において抑制現象が確

認された。

　手洗いの励行、隔離飼育等の対策以外にもリア

ルタイム PCR を用いてスクリーニングを行い、

分離培養で腸管出血性大腸菌保有牛・農場を把握

し、保有牛等に対し、乳酸菌、枯草菌等を活用す

ることで低減対策が進むのではないかと思われ

た。

　カンピロバクターの検査においては、鶏を抱え

綿棒を用いてクロアカスワブを採り、増菌培養液

で増菌培養する方法を試みたが、簡便かつ多数検

体を採取することができるため有用な方法にな

ると思われた。増菌培養法は主に Bolton 培地と

Preston 培地の 2種類あるが、Preston 培地が選

択性が高いということで Preston 培地を用いる

こととした（表 1）。増菌培養液 5μl を用い、腸

管出血性大腸菌で試みたリアルタイム PCR 法を

応用し、C.coli とC.jejuni を 2 種同時に検査が

できるマルチプレックスリアルタイム PCR を実

施してみたが、特異的に検出可能であった。図

14は、カンピロバクターリアルタイム PCR によ

るスクリーニングのイメージで、選択増菌培地で

増菌後リアルタイム PCR で反応のあったものの

みを選択培地で分離する。そのため 3重に選択を

かけているので、純培養的にC.jejuni とC.coli
を分離でき、時間、労力、経費が大幅に低減でき

ると考えられた。多検体の検査を実施する場合に

は効率的に分離が可能と思われた。

　乳酸菌飲料および枯草菌によるカンピロバク

ターの菌抑制現象は、C.coli とC.jejuni ともに

強い菌抑制現象が確認され、カンピロバクターの

低減に有用な方法になるかもしれないと考えた。

ただし、カンピロバクターは腸管粘膜に侵入・増

殖し定着する 13) という話もあり、腸管粘膜内に

定着している場合には直接菌に触れることがない

ため、効果が出にくいことも考えられるが、定着

前に乳酸菌飲料・枯草菌を継続投与することがで

きれば、カンピロバクターの予防も可能になるか

もしれないと考えた。

　サルモネラの検査方法については、血清型が多

○○○○○●○○○○○○
○○●○○○○○○●○○
○○○○○○○○○○○○
○○○○●○○○●○○○
●○○○○○○○○○○○
○○○●○○○○○○●○
○●○○○○●○○○○○
○○○○○●○○○○○○

C.jeju、C.coli

廃 棄

廃 棄

●：C.jeju
●：C.coli

ｶﾝﾋﾟﾛﾊﾞｸﾀｰ遺伝子が確認された検体
のみ選択培地で分離、増菌培養

時間、労力、経費が大幅に低減

選択増菌培地
（糞 便） CCDA培地

図14　リアルタイムPCRによるスクリーニングの
イメージ（カンピロバクター）　

Bolton培地 Preston培地

特 徴

添 加 剤

ｾﾌｫﾍﾞﾗｿﾞﾝ
ﾊﾞﾝｺﾏｲｼﾝ

トリメトプリム
ｼﾞｸﾛﾍｷｻﾐﾄﾞ

ﾎﾟﾘﾐｷｼﾝB
ﾘﾌｧﾝﾋﾟｼﾝ

トリメトプリム
ｼﾞｸﾛﾍｷｻﾐﾄﾞ

・Bolton培地に比べ選択
性が高く、Campylobacter
属細菌以外の細菌の増
殖を抑える。
・わが国での検査におい
て、よく用いられている。

・保存中などに損傷を
受けた菌の発育を阻害
するﾎﾟﾘﾐｷｼﾝBと
ﾘﾌｧﾝﾋﾟｼﾝを含まないた
め損傷菌の回復が期
待できる。
・欧米の公定法でよく
用いられている。

培 地

表１　カンピロバクター　増菌培養法の比較
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いため、定法で検査を行ったが、今後、時間・労

力・経費が軽減できる方法が望まれる。今回は乳

酸菌飲料では菌抑制現象は弱かったが、枯草菌に

よる菌抑制現象は確認されたので、枯草菌を継続

投与することでサルモネラ低減が可能になると考

えた。

　S.suis については選択培地を用い分離し、

S.suis 特異遺伝子で陽性となったものを用いた。

菌抑制現象は枯草菌による抑制現象が時間の経過

とともに強く表れたので枯草菌による低減効果が

期待できるかもしれない。

　乳酸菌による菌抑制物質としてバクテリオシン

が知られているが、バクテリオシンはグラム陽性

菌には作用するが、グラム陰性菌には作用しない

14)。また今回使用した乳酸菌はバクテリオシン非

保有株であった（表２）。

　今回は、グラム陰性桿菌も抑制現象が見られ、

乳酸菌飲料はｐH3.5であったため、乳酸酸性に

よる現象ではないかと考えた。

　枯草菌に関して、溶菌株と非溶菌株の違いを調

べたところ、今回使用した溶菌株は iturinnD 遺
伝子 15)　plipastainn 遺伝子 16) を保有しており、

非溶菌株は両遺伝子とも保有していなかった（図

15）。

　iturinnD 遺伝子、plipastainn 遺伝子を保有

している枯草菌は抗菌性活性リピペプチドを産生

するといわれ、菌抑制現象が生じると考えられる。

　枯草菌は人や動物に対する病原性がなく、納豆

菌と同じ有用微生物である。また薬剤耐性菌、残

留抗生物質の心配なく、安心・安全な菌である。

この枯草菌の抗菌性活性リピペプチドを活用した

菌抑制現象を活用することで有害微生物の低減の

一方法になる可能性が考えられる。

　畜産農場における有害微生物を低減させるとい

う新たな政策目標が掲げられたが、検査に時間、

労力、経費がかかり、効率的な検査方法が求めら

れているという課題に対しては、マルチプレック

スリアルタイム PCR および選択培地等を活用す

ることで時間、労力、経費を軽減できるのではと

考えた。また、有害微生物の確認ができても効果

的な低減対策について不明という課題に対して

は、腸管出血性大腸菌、サルモネラ、カンピロバ

クター、S.suis の保有が確認された個体に対し

乳酸菌、B.subtillis を継続投与することができ

れば有害微生物の低減対策の一方法になるのでは

と考えた。

　最後に、乳酸菌飲料のバクテリオシンの検査を

していただきました九州大学大学院農学研究院微

生物工学研究室　善藤威史 先生に深謝いたしま

す。
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