
道衛研所報

第50集(2000)

メンブランフィルター吸引濾過-Percoll-蔗糖密度勾配法による

水試料からのクリプトスポリジウム･オーシストの回収率について

The Recovery of Cryptosporidium parvum Oocysts from Water Samples

by the Suction-filtration - Percoll-sucrose Density Gradient Method

泉　　敏彦　　　高野　敬志　　　鈴木　智宏
伊藤八十男

Toshihiko Izumi, Keishi Takano, Tomohiro Suzuki

and Yasoo Itoh

クリプトスポリジウムはアピコンプレックス門､胞子虫

網､コクシジウム亜網､真コクシジウム目､アイメリア亜

目､クリプトスポリジウム科､クリプトスポリジウム属に

属する原虫(病原性を有する原生動物)で､哺乳類等多種

の脊椎動物の消化管から検出されている｡クリプトスポリ

ジウムには幾つかの種があるが､ヒトに感染して腹痛､下

痢および発熱等の症状の原因となるのは主としてクリプト

スポリジウム･パルブム(Cryptosporidiumparvum　以下､

C.パルブム)であると考えられている｡ C.パルブムは

多種の哺乳類の腸粘膜上皮細胞の徴絨毛中で増殖し､有性

生殖により生じたオーシストが糞便と共に排泄され､これ

が水系に混入する機会を得て感染源となる1.2 ｡

水道水によるC.パルブムの集団感染は､ 1980年代より

欧米で報告され始め､ 1993年にはアメリカのウィスコンシ

ン州ミルウォーキーにおいて約2週間で400,000人以上が

感染する事例が発生した3.4)我が国でも1994年と1996年

に各々神奈川県と埼玉県で､飲料水を通じての集団感染が

発生している5.6)｡

C.バルブムのオーシストの形態は直径約5 μmの球形

状で､塩素消毒等に対しても強い抵抗性を有するため､水

中のオーシストを通常の凝集､沈澱､濾過および塩素処理

等の浄水処理過程で完全に除去し､不活性化することは困

難であると考えられている8-10｡わが国では先の国内集団

感染事例を踏まえ､ 1996年10月､厚生省が『水道における

クリプトスポリジウム暫定対策指針』を策定し(1998年6

月一部改正)､都道府県および各水道事業者に対して水道

水源の汚染予防対策および浄水処理の徹底強化等を指示し

た11)｡同指針の中で､水道水に関するクリプトスポリジウ

ム･オーシスト検出のための試験方法(暫定法)が示され

ている｡暫定法は1)浮遊微粒子の濃縮･回収､ 2)オー

シストの部分精製(夾雑物の除去)および3)分別･同定

の3行程からなるが､この行程でのオーシストの回収率が

検査成績を大きく左右する事は論を待たない12)｡暫定法と

類似の方法によるオーシストの回収率として　 8～9%13)

および14～46%14)という報告例があるが､良好な値とは

言い難い｡暫定法には基本的な操作は記載されているもの

の､実務的な詳細については必ずしも明示されていない部

分が少なくない｡今回､オーシストの回収率向上を図るた

め､暫定法を基礎とした操作条件の細部について検討を行

った｡

方　　　　　法

水試料からのC.パルブムのオーシストの回収操作は､

洗浄回数や染色方法等細部の異なる2方法によって実施し

た｡以下に両方法に共通する基本操作の概略を示す｡

1.浮遊微粒子の濃縮･回収

あらかじめ環境水1 lに一定量(約500～1,000個)のC.

パルブムのオーシストを浮遊させ､これをセルロース混合

エステル製のメンブランフィルター(孔径: 1μm)を装

着した吸引濾過装置により濾過収集した｡続いてメンブラ

ンフィルターをアセトンで溶解し､遠心分離して得た沈査

をリン酸緩衝生理食塩水(PBS)に懸濁した｡

2.オーシストの部分精製(夾雑物の除去)

PBS懸濁液中の沈査層の下にPercoll-蔗糖混合液を重

ねて2重層とし､遠心後中間層(C.パルブムの比重は1.06

～1.07で､この中間層に集まる)を回収した｡

3.分別･同定

メンブランフィルター(孔径: 3μm)に上記調製の試
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料を載せ､ブロッキング後にオーシスト壁を蛍光色素

(fluorescein isothiocyanate, FITC)標識抗体で､また核

を核染色用試薬(4′, 6-diamidino-2-phenylindole, DAPI)

と各々反応させて染色した｡次に蛍光顕微鏡によりB励起

(450-490nm)でオーシスト壁(200倍)を､続いて必要

に応じて365nm励起で核の存在の確認(1,000倍)および

微分干渉法によるスポロゾイト等の内部構造の確認(1,000

倍)を行った｡オーシストと類似した夾雑する藻類との区

別は､内部構造の他､ G励起(510-560nm)でクロロフ

ィルの存在の有無を確認する事によって行った｡

C.パルプムのオーシストと確認出来た物の総数を最初

のオーシスト添加数と比較して､回収率を算出した｡

結果および考察

Table 1にC.バルブムのオーシスト回収率の検討に用

いた2方法の操作および両法による回収率を示す｡回収率

はA法が20～25%であったのに対し､ B法では54～68%で

あり､ B法の方がA法よりも30～40%程高い回収率を得ら

れる事が判明した｡以下､操作の順を追って両法について

比較検討する｡また､安定した高い回収率を維持するため

に重要と思われる留意点も併せて示す｡

Table 1 Recoveries and Differentiations of the Two Methods for the Detection of

Cryptosporidium parvum Oocysts from Water Samples

1.浮遊微粒子の濃縮回収操作

(1)試料水の容器は､ B法で用いた内部に凹凸が少なく､

洗浄が容易な使い捨てのポリエチレン製タンクの方が､

内部にオーシストが付着残存する可能性が低いと考えら

れた｡

(2)メンブランフィルターの直径は大きい方(B法)が目

詰まりを起こしにくく､枚数が少なくてすむのでアセト

ン添加後の粘度を比較的低く抑えられる場合が多い｡

(3)メンブランフィルターのアセトン処理回数はAおよび

B法で各々3回および1回､エタノール洗浄回数はA法

でのみ2回であり､処理および洗浄時におけるオーシス

ト損失の危険性はA法の方が高いと考えられた｡また､

沈澱をアセトン層からPBS層に変える際には､急激な

極性の上昇により沈澱に固まりができないように､少量

のエタノール層を介して徐々に極性を上げていくやり方

がよいと考えられた｡必要に応じて固まりを白金耳でほ

ぐし､ボルテックスミキサーで十分に攪拝分散させた方

がよいと思われた｡

(4)使用する遠心機は沈澱の巻き上げ防止のため､確実に

3,000rpmからbreakoffになるものを使用する｡機種

によっては10分間遠心後にメインスイッチをoffにした

方がむしろよい結果を見る場合も考えられる｡なお､遠

沈管と遠沈管ホルダーとの隙間はティッシュペーパー等
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で埋め､遠沈管の揺れを防止する｡

(5)一回に処理する濁質量を極力少なくする｡最終的に

PBS 3 mlに対し､沈澱約0.5mlが含有されるようにす

る｡ただし､オーシストの損失を防ぐため､可能な限り

遠沈管の本数は少なくする｡

2.オーシストの部分精製(夾雑物の除去)

(1)中間層の回収操作は､ A法が5回(計50ml)である

のに対し､ B法では2回(計10ml)であるが､ A法で

は更に遠心分離による濃縮操作が必要であるため､結果

的にはB法よりもオーシストの損失に繋がる危険性が高

いものと思われた｡

(2) Percoll-蔗糖混合液により2重層を調製する際は､

重層界面を乱さないようにピペット先端部を遠沈管壁に

接触させつつ､速やかに一連の操作を行う｡

3.分別･同定

(1) FITCによる染色は､ A法の間接法よりもB法の直接

法の方がフィルター洗浄回数が必然的に少なくなるため､

洗浄時におけるオーシストの流失の危険性を小さくでき

ると考えられた｡また､染色操作中の染色効率を上げる

ため､メンブランフィルターを乾燥させないようドレー

ンの排気量を調節してポンプの吸引力の微調整を行う事､

更にメンブランフィルター洗浄時にはオーシストの流失

を防止するため､洗浄液を擬水リングから溢れ出ないよ

うに少量ずつ添加する事に留意する必要があると考えら

れた｡

(2) A法で用いたPTFE製メンブランフィルターは､フィ

ルターの縦畝状繊維溝上にオーシストが位置すると微分

干渉像が不明瞭になる場合があり､更には短時間でフィ

ルターが白濁して観察が困難となる｡ B法のセルロース

アセテート製のメンブランフィルターを使用した場合に

は後の再検査も可能であり､より容易な観察が可能であ

ると考えられた｡

(3)明確な微分干渉画像を得るため､顕微鏡のコンデン

サーの芯出し調製は使用毎に必ず実施すると共に､アナ

ライザーとポラライザーの位置調整も定期的に実施する

べきである｡

(4)視野を大きめに(20～30%)オーバーラップさせつつ

速やかに観察する｡藻類との判別が困難な場合は､ G励

起での観察も併せて実施する｡なお､必ず座標軸を記録

しておき､再観察に備えておく｡

B法はA法よりも操作が簡便でありながら､より高い

オーシスト回収率を与え､その値は過去の報告例13.14)と比

較しても1.5～8.5倍高かった｡今回の両法の比較に際して

は､オーシストの濃縮､回収に吸引法を用いたが､ B法に

加圧濾過法を取り入れて行ってみたところ､オーシストの

回収率に吸引方式と殆ど差は認められず､濾過方式の差異

は回収率に大きく影響しないと考えられた(Table 2)｡

今後さらに様々な濁質を有する水試料を使用して､回収

率の一層の向上に向けて多角的に検討を加えていく必要が

あると考えられた｡

Table 2　Comparison ofthe RecoveryofCrypto-

spondium parvum Oocysts by the

Pressure-filtration with that by the Suction-

filtration on Method B
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