
ウェルシュ菌（Clostridium perfringens）はグラム陽性，

嫌気性，非運動性の芽胞形成桿菌である ．本菌は，ヒト

や動物の腸管内や自然環境中に常在菌として広く分布し，

一部の菌株はヒトに下痢や腹痛を主症状とする腸炎を引き

起こす ．下痢原性ウェルシュ菌の病原因子はエンテロト

キシンである ．エンテロトキシン産生性以外には下痢原

性ウェルシュ菌と常在ウェルシュ菌の生化学的性状に差異

がないため，患者便や分離菌株からのエンテロトキシン検

出がウェルシュ菌下痢症と判断するにあたって重要であ

る ．

ウェルシュ菌下痢症は食品を原因とする食中毒事例とし

て発生する場合と，食品を媒介しない感染症事例として発

生する場合がある ．食中毒事例は，1996～2014年の間に

全国で年間19～39件(細菌性食中毒全体の0.93～6.21％）

発生している ．ウェルシュ菌食中毒は１件あたりの患者

数が多く（平均76.7人），他の細菌性食中毒（１件あたり

平均2.8～25.1人）より大規模な集団例が多い傾向があ

る ．一方，感染症事例は，高齢者福祉施設 や病院

での集団感染症事例，ノロウイルスとの混合感染が疑われ

る事例 が報告されている．食中毒事例は食品衛生法上で

医師からの届出，保健所長による調査，都道府県知事や厚

生労働大臣への報告が義務づけられている が，感染症

事例の場合，法的な規定がない ．従って，食中毒事例の

場合は分離された菌株のエンテロトキシン産生性や血清型

といった詳細を精査する場合があるが，感染症事例の場合

は精査されにくく，病原体情報を把握できていないのが現

状である．

そこで我々は，集団食中毒事例以外のウェルシュ菌下痢

症の実態を把握するため，2013～2014年にかけて北海道

内で発生した下痢症事例から分離されたウェルシュ菌株を

収集し，エンテロトキシン産生性を調査したので，その結

果を報告する．

方 法

１．供試菌株

2013年８月から2014年９月までの期間に，道内の病院

からの依頼で民間検査センターが実施した下痢症患者便の

細菌検査で分離されたウェルシュ菌123株を実験に供した．

2013年８～11月までは全年齢層の患者由来株を，2013年

12月以降は20歳未満の患者由来株のみを収集し，調査し

た．患者（年齢不明を除く）の年齢は０～103歳で，平均

41歳，中央値39歳だった．患者の詳細な情報（症状，診

断結果，基礎疾患の有無等）は入手していない．なお，菌

株は収集後当所で実験に供するまで，菌株保存用バイアル

のマイクロバンク（イワキ）で凍結保存した．

２．再分離及び菌種の確認

供試菌株は当所で再分離し，生化学的性状検査により

ウェルシュ菌と再確認後，エンテロトキシン産生性試験及

び遺伝子検査，血清型別を実施した．再分離と菌種の確認

は以下のように実施した．

供試菌株をパールコア チオグリコール酸培地‘栄研’

（栄研化学）10mLに接種し，42℃で16～20時間増菌培

養した．増菌液からカナマイシン不含CW 寒天培地（日

水製薬，以下CW 寒天培地）及びカナマイシン含有CW

寒天培地（日水製薬，以下KCW 寒天培地）に接種して，

42℃で18～24時間嫌気培養した．CW またはKCW 寒天
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培地に生育したウェルシュ菌様コロニーを釣菌し，ブレイ

ンハートインフュジョン寒天培地（Difco，現BD，以下

BHI寒天培地）に塗布し，42℃で18～24時間嫌気培養し

た．生化学的性状検査として，常法 に従い，好気培養試

験，運動性試験，ゼラチン液化試験，牛乳凝固・消化試験，

糖分解試験，脂肪分解（リパーゼ）テストを実施し，ウェ

ルシュ菌であることを確認した．

３．エンテロトキシン産生性試験及び遺伝子検査

エンテロトキシン産生性試験及びエンテロトキシン遺伝

子（以下 cpe遺伝子）検査を123株すべてに対して実施し

た．エンテロトキシン産生性の確認は，PET-RPLA「生

研」（デンカ生研）を用いた逆受身ラテックス凝集反応

（以下RPLA）で実施した．cpe遺伝子検査として，

QuickPrimer Enterotoxin (Clostridium perfringens）遺

伝子（TaKaRa）を用いたリアルタイムPCRを実施した．

DNA鋳型には，BHI寒天培地（Difco）で前述の通り培

養した菌体を滅菌水200μLに懸濁し，100℃，10分間加

熱して遠心（10,000rpm，5分）した上清を使用した．リ

アルタイムPCRにはTaKaRa TP800（TaKaRa）を使

用 し た．な お，反 応 液 の 調 製 及 び 反 応 条 件 は，

QuickPrimer（Real time）シリーズ（TaKaRa）の添付

文書に従った．

４．血清型別

Hobbsの血清型別を供試菌株123株すべてに対して実

施した．検査には耐熱性Ａ型ウェルシュ菌免疫血清「生

研」（デンカ生研）を使用した．

５．統計解析

エンテロトキシン産生性ウェルシュ菌（以下エンテロト

キシン産生株）の検出率を，患者の年齢層及び性別間で

χ 検定により比較した．有意水準は１％とした．統計解

析にはR ver.3.2.0 を使用した．

結果及び考察

調査したウェルシュ菌 123株 中 19株（15.4％）が

RPLAでエンテロトキシン陽性を示した（表1）．残り

104株はエンテロトキシン陰性で，下痢症の原因となった

可能性は低いと考えられた．エンテロトキシン産生性ウェ

ルシュ菌12株が分離された患者便からは，他の下痢症起

因菌が分離されていないことから，これら12事例はウェ

ルシュ菌下痢症と確定できた．残り７株が分離された患者

便からは，他の細菌（大腸菌やカンピロバクター等）も分

離されている．しかし，これらの事例でも，エンテロトキ

シン産生性ウェルシュ菌が患者の症状に影響を与えた可能

性はある．従って，今回調査した123事例中19事例

（15.4％）で，実際にエンテロトキシン産生性ウェルシュ

菌が関与していたと考えられた．

他県で高齢者施設における集団感染 が報告されてい

ることから，患者の年齢層を０～50代，60代以上，年齢

不明に分けてエンテロトキシン産生株の検出率を比較した

（表1）．その結果，60代以上の患者におけるエンテロトキ

シン産生株の検出率(34.0％)は０～50代の患者(3.28％)

より有意に高かった（χ 検定，p＜0.01）．過去に北海道

で行われた健康保菌者を対象とした調査では，０～６歳で

7.61％，18～20歳で2.63％，25～60歳で０％，66～95歳

で1.45％と，年齢層によりエンテロトキシン産生株の検

出率に差はないと報告されている ．年齢層による比較は

されていないが，他県の調査でも健康保菌者におけるエン

テロトキシン産生株の検出率は０～6.03％である ．

これらの報告と比較すると，今回調査した０～50代の患

者におけるエンテロトキシン産生株の検出率（3.28％）は

健康保菌者と同程度だが，60代以上の患者（34.0％）は

高く，何らかの要因が影響していると考えられる．しかし，

基礎疾患や汚染食品の喫食の有無，治療状況といった情報

がないため，影響要因を推定することはできなかった．患

者の性別による比較では，エンテロトキシン産生株の検出

率に男性（68株中12株，17.6％）と女性（55株中７株，

12.7％）の間で有意差はなかった（χ 検定，p＝0.62）．

現時点では集団食中毒以外の事例由来ウェルシュ菌のエン

テロトキシン産生性に関する知見が少ないため，今後も調

査を継続し詳細を検討する必要がある．

今回の調査では，エンテロトキシン産生性の確認のため

に，デンカ生研の市販検査キットを用いたRPLAを実施

した．また，cpe遺伝子の確認のために，TaKaRaの市

販プライマーを用いたリアルタイムPCRを実施した．そ

の結果，RPLAでエンテロトキシン陽性を示した19株の

うち18株はリアルタイムPCRでも cpe遺伝子陽性を示

したが，１株はリアルタイムPCRで陰性を示した(表2)．

RPLAで陰性を示した104株はすべてリアルタイムPCR

表1 年齢層によるエンテロトキシン産生性ウェルシュ菌

検出率の比較

年齢層 菌株数 エンテロトキシン産生株(検出率)

0～50代 61 2（3.28％)
p＜0.01

60代以上 50 17（34.0％)

年齢不明 12 0

合計 123 19（15.4％)

：年齢不明の患者由来株の結果は，統計解析から除いた
：エンテロトキシン産生性ウェルシュ菌が検出された19事例のう
ち，12事例では他の下痢症起因菌は分離されなかった
残り７事例からは，ウェルシュ菌以外の細菌も分離された
(Aeromonas hydrophila１事例，カンピロバクターとKlebsiella

 
oxytoca１事例，大腸菌２事例，大腸菌と黄色ブドウ球菌１事例，

K.oxytoca１事例）

表2 RPLAとリアルタイムPCRの検査結果の比較

RPLA（エンテロトキシン)

＋ －

リアルタイムPCR ＋ 18 0

(cpe遺伝子) － 1 104

合計 19 104

― ―50



でも陰性を示した．ウェルシュ菌下痢症と判断するには患

者便または分離菌株からのエンテロトキシン検出が必要

で ，遺伝子検査は必ずしも実施する必要はない．しか

し，リアルタイムPCRは細菌分離やエンテロトキシン検

査の結果が判明する前に cpe遺伝子の有無を確認できるた

め，迅速なスクリーニング検査としての有用性が見込まれ

る．実際，一部の道内保健所でも，今回使用した

TaKaRaの市販プライマーを用いた遺伝子検査を必要に

応じて実施している．今回の調査で認められたRPLAと

リアルタイムPCRの検査結果の不一致の原因として考え

られるのは，リアルタイムPCRの結果が偽陰性だった可

能性である．cpe遺伝子は染色体性とプラスミド性に分け

られ，大半の菌株では存在部位にかかわらず塩基配列は同

一である ．しかし，一部のプラスミド性 cpe遺伝子に

は変異型も存在する ため，使用するプライマーによっ

ては遺伝子検査で検出できない可能性がある．TaKaRa

の市販プライマーの標的領域は公表されていない．今回の

調査でRPLA陽性，リアルタイムPCR陰性を示した１株

は，TaKaRaの市販プライマーでは検出できない cpe遺

伝子を保有する菌株だった可能性がある．今後，別のプラ

イマーを使用したPCR を実施し，本市販プライマーが

変異型も含めたすべての cpe遺伝子を検出できるのかどう

か確認する予定である．現時点では，本市販プライマーを

使用したリアルタイムPCRで cpe遺伝子が陰性であって

も，RPLAによる確認検査を実施する方が望ましい．

食中毒事例由来株は染色体性の，感染症事例由来株はプ

ラスミド性の cpe遺伝子を保有することが多いと報告され

ている ．感染症事例の場合，エンテロトキシン産生株

から常在ウェルシュ菌にプラスミド性 cpe遺伝子が伝達さ

れることで，症状の重篤化や長期化につながるのではない

かと考えられている ．cpe遺伝子が染色体性なのかプラ

スミド性なのかを識別する検査法の一つに，マルチプレッ

クスPCRを用いた方法がある ．今回調査したRPLA陽

性株や，当所で保管している食中毒事例由来株の cpe遺伝

子の存在部位をマルチプレックスPCR で特定すること

によって，感染経路推定に有用な知見が得られると期待さ

れる．また，他県の食中毒事例由来株から，既知の毒素と

は異なるRPLAで検出できない新型エンテロトキシンが

近年発見されている ．新型エンテロトキシンに対する

実用的な検査法が確立されていないため原因を特定するこ

とは困難であるが，下痢症の原因としてウェルシュ菌が疑

われる場合は，新型エンテロトキシン産生株の可能性も考

慮に入れるべきであろう．

血清型別の結果，Hobbsの血清型が決定されたのは123

株中７株（5.69％）と少なかった．また，Hobbsの血清

型が決定された７株のうち，エンテロトキシンを産生して

いたのは１株のみで，市販されているHobbsの血清型と

エンテロトキシン産生性には関連性がなかった．今回用い

たデンカ生研の市販血清には，全部で75種類存在する

Hobbsの血清型のうち，わずか17種類しか含まれていな

い ．1960年代以前の食中毒事例由来株は，本市販血清に

含まれる17種類の血清型のいずれかに該当することが多

かった が，近年は市販血清で型別不能な菌株による事

例も多い ．今回の調査で型別不能だった菌株は，本市

販血清に含まれていない血清型であった可能性もある．し

かし，これらすべての免疫血清が販売されてはいないため，

Hobbsの血清型別以外の手法による菌株の比較を検討す

る必要がある．岐阜市 や山梨県 で発生した市販血清で

型別不能な菌株による事例では，パルスフィールドゲル電

気泳動（以下PFGE）により，集団感染であることが明

らかになった ．血清型はウェルシュ菌の集団下痢症の

判断基準の一つ だが，今後菌株を比較する場合には，

Hobbsの血清型別と並行してPFGEも実施するのが望ま

しいと考えられる．

今回の調査結果から，2013～2014年にかけて北海道内

で発生しウェルシュ菌が分離された下痢症事例のうち，12

事例はウェルシュ菌下痢症と確定できた．また，７事例で

は他の細菌とともにエンテロトキシン産生性ウェルシュ菌

が分離され，合計19事例（15.4％）で実際にエンテロト

キシン産生株が関与していたと考えられた．60代以上の

患者は０～50代の患者よりエンテロトキシン産生株の検

出率が高かった．検査方法に関して，cpe遺伝子検査法の

検討が必要であること，菌株の比較にはHobbsの血清型

別とPFGEを併用するのが望ましいことが示された．現

時点ではウェルシュ菌下痢症の感染源や感染経路の推定に

利用できる知見が少ないため，今後も集団食中毒以外の下

痢症事例由来ウェルシュ菌に関する病原体情報を蓄積し，

患者の疫学情報との関連性を検討することが重要である．
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