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ジフテリア毒素産生性
Corynebacterium
ࠫࡈ࠹ࠕᲥ⚛↥↢ᕈCorynebacterium
（コリネバクテリウム
ウルセラ
ulcerans
ulcerans㧔ࠦࡀࡃࠢ࠹࠙ࡓ ࠙࡞
）がジフテリア様患者
ンス
以下C.
ࡦࠬ એਅ
C.ulcerans
ulcerans㧕߇ࠫࡈ࠹ࠕ᭽ᖚ⠪
から分離され、二類感染症である急性の上
߆ࠄಽ㔌ߐࠇޔੑ㘃ᗵᨴ∝ߢࠆᕆᕈߩ
気道粘膜呼吸器疾患を引き起こすジフテリ
᳇☼⤑ๆེ∔ᖚࠍᒁ߈ߎߔࠫࡈ࠹
との病原性、感染性の
ア菌
（C. diphtheriae）
ࠕ⩶㧔C.diphtheriae㧕ߣߩ∛ේᕈޔᗵᨴᕈ
違いを明確にすることが求められていま
ߩ㆑ࠍ⏕ߦߔࠆߎߣ߇᳞ࠄࠇߡ߹
す。ジフテリアは、ジフテリア菌によって
ߔߡߞࠃߦ⩶ࠕ࠹ࡈࠫޔߪࠕ࠹ࡈࠫޕ
引き起こされる急性の上気道粘膜呼吸器疾
ᒁ߈ߎߐࠇࠆᕆᕈߩ᳇☼⤑ๆེ∔
患です。ジフテリア菌は、ジフテリア毒素
ᖚߢߔࠕ࠹ࡈࠫޔߪ⩶ࠕ࠹ࡈࠫޕᲥ⚛
を産生し、時に患者（個人）は重篤な心筋
ࠍ↥↢ߒߦᤨޔᖚ⠪㧔ੱ㧕ߪ㊀◊ߥᔃ╭
麻痺、呼吸困難を呈するとともに、その伝
㤗∽ޔๆ࿎㔍ࠍ๒ߔࠆߣߣ߽ߦߩߘޔવ
播力が社会に及ぼす影響が大きいために二
ജ߇␠ળߦ߷ߔᓇ㗀߇ᄢ߈ߚߦੑ
類感染症に分類されています。
㘃ᗵᨴ∝ߦಽ㘃ߐࠇߡ߹ߔޕ
ࠫࡈ࠹ࠕᲥ⚛↥↢ᕈ C.
C.ulcerans
ulcerans ߩᶏᄖߢ
の海外で
ジフテリア毒素産生性
ߩಽ㔌ߪ⧷ޔ࿖ߢߪ1986ᐕ߆ࠄ2002ᐕߩ㑆
の分離は、英国では1986年から2002年の間
ߦ47ࠅޔ᰷☨ޔ࿖ߢ߽ᢔ⊒⊛ߦႎ๔
に47例あり、西欧、米国でも散発的に報告
߇ࠅ߹ߔ৻ޕᣇ߇ࠊޔ࿖ߢ߽2001ᐕ߆ࠄ
があります。一方、わが国でも2001年から
2006ᐕ߹ߢߦ5߇ႎ๔ߐࠇߡ߅ࠅ߹ߔޕ
2006年までに５例が報告されております。
2002ᐕ11ߦߪෘ↢ഭ⋭⚿ᩭᗵᨴ∝⺖㐳
2002年11月には厚生労働省結核感染症課長

より地方自治体衛生部局、医療機関に対し
ࠃࠅᣇ⥄ᴦⴡ↢ㇱዪޔක≮ᯏ㑐ߦኻߒ
て C.
ߡ
C.ulcerans
ulcerans によるジフテリア様疾患の発
ߦࠃࠆࠫࡈ࠹ࠕ᭽∔ᖚߩ⊒
生に関する通知がされましたが、その後に
↢ߦ㑐ߔࠆㅢ⍮߇ߐࠇ߹ߒߚ߇ޔㅢ⍮ᓟ
ߩ
発生した３例では報告が遅れ、この通知が
3ߢߪႎ๔߇ㆃࠇߩߎޔㅢ⍮߇⍮ߐࠇ
周 知 さ れ て い な い よ う で すC.
。ulceransᗵ
海外での
ߡߥࠃ߁ߢߔޕᶏᄖߢߩ
C. ulcerans 感染患者の環境調査では、ウシ
ᨴᖚ⠪ߩⅣႺ⺞ᩏߢߪ↥⇓ߩ╬ࠪ࠙ޔേ‛
等の畜産動物との接触や生の乳製品の摂取
ߣߩធ⸅߿↢ߩຠߩ៨ขߦࠃࠆ႐วޔ
による場合、または愛玩用動物であるイヌ、
߹ߚߪᗲ↪േ‛ߢࠆࠗߩࠄ߆ࠦࡀޔ
ネコからの感染等が報告されています。国
ᗵᨴ╬߇ႎ๔ߐࠇߡ߹ߔޕ࿖ౝߩߢ
内の事例でもイヌ、ネコの関与が疑われて
߽ࠗߩࠦࡀޔ㑐ਈ߇⇼ࠊࠇߡ߅ࠅ߹ߔ߇
おりますが、十分な環境調査がおこなわれ
ޔචಽߥⅣႺ⺞ᩏ߇߅ߎߥࠊࠇߡ߅ࠅ߹ߖ
ࠎޕᓟޔC.
ulcerans C.
ߦߟߡᖚ⠪ߩㄝ
ulcerans について
ておりません。今後、
患者の周辺調査を積極的に行うと共に、国
⺞ᩏࠍⓍᭂ⊛ߦⴕ߁ߣߦޔ࿖ౝಽᏓ⩶ޔ
内分布、菌の伝播性等の疫学調査や基礎研
ߩવᕈ╬ߩ∉ቇ⺞ᩏ߿ၮ␆⎇ⓥ߇ᔅⷐߢ
究が必要ですので、本疾患の全国調査及び
ߔߩߢ∔ᧄޔᖚߩో࿖⺞ᩏ߮ၮ␆⎇ⓥࠍ
⛮⛯⊛ߦⴕߞߡ߈߹ߔޕC.
ulcerans
基礎研究を継続的に行って
い き まߩᖱ
す。
C. ulcerans の情報および菌株の提供に関し
ႎ߅ࠃ߮⩶ᩣߩឭଏߦ㑐ߒߡߪޔᏎᧃߦ
ては、巻末にあげました機関が窓口となっ
ߍ߹ߒߚᯏ㑐߇⓹ญߣߥߞߡ߅ࠅ߹ߔߩߢ
ておりますので宜しくお願い致します。
ቱߒߊ߅㗿⥌ߒ߹ߔޕ

ࠫࡈ࠹ࠕߩ⸻ᢿߣዯၮḰߦߟߡ
⊒ᾲޔᚳ᩶ຜ㗡ߩன⤑ᒻᚑ
ਅ㗶ㇱ߆ࠄ೨㗪ㇱߩᶋ⣲ࡦࡄ▵⣲⣘
ๆ㓚ኂޔᔃ╭Ἳ⚻ޔἻޔਛ⡊Ἳߥߤߩ∝⁁ࠅ
ω
ࠫࡈ࠹ࠕߩ⇼߇ࠇ߫ߦߜ⋥ޔᬌᩏࠍ㧍
ω
ᖚ⠪ᬌ߆ࠄࠍ⩶ࠕ࠹ࡈࠫޔᬌߒߟ߆ޔ
ߘߩ⩶߆ࠄࠫࡈ࠹ࠕᲥ⚛ࠍᬌ
ω
ᗵᨴ∝ᴺߦၮߠߊዯၮḰߦᒰ㧍
ω
⋥ߜߦዯࠍ߅㗿ߒ߹ߔ㧍
ߒߊߪޔਅ⸥ࠍෳᾖߒߡਅߐޕ
http://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/kekkaku-kansenshou11/01-02-04.html
⸥એᄖߦౕ⊛ߥᖱႎឭଏߩ߅㗿ߢߔޕ
ࠫࡈ࠹ࠕ⩶એᄖߢ߽ࠕ࠹ࡈࠫޔᲥ⚛ࠍ↥↢ߔࠆ⩶߇߹ߔޕ
ࠫࡈ࠹ࠕᲥ⚛↥↢ᕈ C. ulcerans ߇ಽ㔌ߐࠇߚ႐วޕ
ᶏᄖߢᦨㄭႎ๔ߩߞߚࠕ࠹ࡈࠫޔᲥ⚛↥↢ᕈ
C. pseudotuberculosis ߇ಽ㔌ߐࠇߚ႐วޕ
ࠫࡈ࠹ࠕߣࠃߊૃߚ∝⁁ࠍ๒ߔࠆ߇߇⩶ޔᬌߐࠇߥ႐วޕ
ࠫࡈ࠹ࠕᲥ⚛㕖↥↢ᕈߩࠫࡈ࠹ࠕ⩶߇ᬌߐࠇߚ႐วޕ
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⇇䈱 C.ulcerans ᗵᨴ∝ 䋨䊍䊃䈱ႎ๔ᢙ䉕ᄢ䉁䈎䈮䂾䈪␜䈚䈢䋩
*⧷࿖䈪䈲C. ulcerans䈱䉰䊷䊔䉟䊤䊮䉴䈏ઁ࿖䈮Ყ䈼ㅴ䉖䈪䈇䉎䈢䉄䇮ᄙᢙ䈱∝䈏ႎ๔
䈘䉏䈩䈇䉎䇯

ฦ࿖䈱ኻᔕ
⧷࿖䋺
英国：

Ქ⚛ේᕈC.
diphtheriaeޔC.
ulceransߦࠃࠆᗵᨴ∝ࠍࠫࡈ࠹ࠕߣߔࠆޕ
毒素原性
C.diphtheriae
、C.ulcerans
による感染症をジフテリアとします。
⊹⤏䉳䊐䊁䊥䉝䉕䉃䈜䈼䈩䈱䉳䊐䊁䊥䉝䈮ዯ䈔䈱⟵ോ1)䇯 １）があります。
皮膚ジフテリアを含むすべてのジフテリアに届け出の義務

２）
2) 䇯
䊐䊤䊮䉴䋺
㪉㪇㪇㪉ᐕ䈎䉌䇮Ქ⚛ේᕈC.C.ulcerans
ulcerans߇ࠫࡈ࠹ࠕߩቯ⟵ߦ߹ࠇࠆ
フ
ランス：2002年から、毒素原性
がジフテリアの定義に含まれました
。

☨࿖㧦 ジフテリアの実験室診断のクライテリアは
䉳䊐䊁䊥䉝䈱ታ㛎ቶ⸻ᢿ䈱䉪䊤䉟䊁䊥䉝䈲C. C.diphtheriae
diphtheriae䈏ಽ㔌䈘䉏䉎䈖䈫䇮⚵❱
米国：
が分離されること、組
∛ℂ⊛䈮⸻ᢿ䈘䉏䉎䈖䈫
織病理的に診断されることです。
䈢䈣䈚C.
C.ulcerans
ulcerans、䇮C.
pseudouberculosis䈏ಽ㔌䈘䉏䈢႐ว䈮䉅⩶ᩣ䉕㪚㪛㪚䈮ㅍ
ただし
C. pseudouberculosis
が分離された場合にも菌株をCDCに送
ります
䉎3)䇯 ３）。
1) Bonnet
Bonnetand
and Begg,
Begg, Communicable Disease and
(4)
242,
1999.
1）
and Public
Public Health
Health22（
4）
242, 1999.
2) Relatif
Relatifau
aurappel
rappel de vaccination
(Séance
du 18
18 mars
mars 2005)
2）
vaccination anti-diphthérique
anti-diphthéique chez
chez l‘adulte
l adulte（
Sénce du
2005）.
3)
VPD
Surveillance
Manual,
3
rd
Edition,
Chapter
1,
Diphtheria:
11,
2002.
3）VPD Surveillance Manual, 3 rd Edition, Chapter 1, Diphtheria: 1- 1, 2002.

.
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࿖ౝߩࠫࡈ࠹ࠕᲥ⚛↥↢ᕈ࠙࡞ࡦࠬ∝⊒↢⁁ᴫ
No.
1

ᖚ⠪

⊒↢ᐕ

ᐕ㦂 ᕈ
2001ᐕ 2 52
ᅚ

∝⁁
ዬ
ජ⪲⋵

ߘߩઁ

ಽ㔌⩶ᩣߩ

ๆ࿎㔍ޔ༥ჿޔຜ㗡∩

ࡀࠦ20㘺⢒ਛޔ

ࠫࡈ࠹ࠕᲥ⚛ේᕈ
+

ຕ⊒ޔᾲޔຜ㗡ߣ

1ᱫᓟ∝⊒ޔ

༄㗡೨ᐸߦ⊕⦡ன⤑
ຜ㗡∩⊒ޔᾲޔຜ㗡ߣ

1⋡ߣห৻ߦዬ

+

ෳ⠨ᢥ₂
IASR 23: 61, 2002
EMERGING INFECTIOUS
DISEASES 9: 752-753, 2003

2

2002ᐕ 10

54

↵

ජ⪲⋵

3

2005ᐕ 9

58

↵

ጟጊ⋵

Ꮐ⡊ਅ⣼ㇱ⣲⣘

㘺⢒ࠗ߇ᱫᓟ∝⊒ޔ

+

ᄢಽ⋵

シᐲߩຕ
⢖ߦᄙ⊒ᕈⓨᵢ∛ᄌ

ࡀࠦ12㘺⢒

+

ຜ㗡∩ޔ㥦㐽ᗵ
ญ⬄ုຜ㗡㥦⣧ߦ⊕⧡

ࠗࡦࠦ㘺⢒
S⁁⚿⣺≸

+

༄㗡⣲⣘ޔຕޔ༥ჿ⊒ޔᾲ

ᘟᕈ㑐▵࠙ࡑ࠴

ฝຜ㗡╷ߦன⤑

4

2005ᐕ 10

51

↵

IASR 27: 124-125, 2006

ຕ⊒ޔ∷ޔᾲ
5

2006ᐕ 7

57

ᅚ

ᄹᎹ⋵

IASR 27: 334-335, 2006

േ‛ߣߩ㑐ㅪߦߟߡ
C.ulcerans
ulceransߪߩ࠳ࠢ߿‐ޔ᭽ߥኅ⇓߿ࠬ࡞ࠨޔ㘃ߥߤߩ㊁↢േ‛ߩ∛ේߣߒߡฎߊ߆
C.
は、牛やラクダの様な家畜やリス、サル類などの野生動物の病原体として古くか
ࠄႎ๔߇ߥߐࠇߡ߈߹ߒߚ㧔ਅߩㇱ㧕ޕ
ら報告がなされてきました（下表の上部）
。
߹ߚ↥⇓ߦੱߪ⩶ߩߎޔേ‛߮ᗲേ‛ࠍߒߡᗵᨴࠍߎߒߡࠆน⢻ᕈࠍᜰ៰ߔࠆ
また、この菌は人に畜産動物及び愛玩動物を介して感染を起こしている可能性を指摘する
ႎ๔߇ࠅ߹ߔ㧔ਅߩਅㇱ㧕ޕ
報告があります（下表の下部）
。

⊒ᐕ
㪈㪐㪎㪉
㪈㪐㪎㪋
㪈㪐㪎㪎
㪈㪐㪏㪉
㪈㪐㪏㪏
㪉㪇㪇㪇
㪉㪇㪇㪊
㪉㪇㪇㪌
㪉㪇㪇㪌
㪈㪐㪏㪋
㪉㪇㪇㪌
㪉㪇㪇㪌
㪉㪇㪇㪍

ౝኈ
䉰䊦䈪䈱⊒↢
䉰䊦㘃䈪䈱ᚱἻ
䊍䊃એᄖ䈱㘃ੱ₎䈮䈧䈇䈩䈱⺞ᩏ
ᄙ䈒䈱⒳䈮ᗵᨴ䈏䈐䉎䈖䈫䉕␜䈜✚⺑
㊁↢䈱䊥䉴䈪䈱ᗵᨴ
䊐䉺䉮䊑䊤䉪䉻䈪䈱䊥䊮䊌▵⤥≌䈱࿃⩶
䊤䉪䉻䈱⌒⑼∔ᖚ䈱⚂㩷㪌㩷䋦䈮ᬌ
䉣䉼䉥䊏䉝䈪䈱䉡䉲䈱ᚱἻ䈱⚂㩷㪉㩷䋦䈮ᬌ
㪈㪐㪐㪊ᐕ䈎䉌㪉㪇㪇㪉ᐕ䉁䈪䈮ක⑼ක㒮䈪䈱ᬌᢙ

ᢥ₂
㪣㪸㪹㩷㪘㫅㫀㫄㩷㪪㪺㫀㪅㪉㪉㩿㪋㪀㪑㪌㪇㪐㪄㪌㪈㪊
㪣㪸㪹㩷㪘㫅㫀㫄㩷㪪㪺㫀㪅㪉㪋㩿㪌㪀㪑㪏㪉㪇㪄㪏㪉㪉
㪣㪸㪹㩷㪘㫅㫀㫄㩷㪪㪺㫀㪅㪈㪈㩿㪊㪀㪑㪈㪌㪌㪄㪈㪌㪎
㪩㪼㫍㩷㪠㫅㪽㪼㪺㫋㩷㪛㫀㫊㪅㪋㩿㪍㪀㪑㪈㪉㪉㪇㪄㪈㪉㪊㪌
㪡㩷㪘㫄㩷㪭㪼㫋㩷㪤㪼㪻㩷㪘㫊㫊㫆㪺㪅㪈㪐㪊㩿㪊㪀㪑㪊㪍㪎㪄㪊㪍㪏
㪚㪸㫅㩷㪭㪼㫋㩷㪡㪅㪋㪈㩿㪉㪀㪑㪈㪉㪍㪄㪈㪉㪎
㪪㪺㫀㩷㪡㩷㪢㩷㪝㪸㫀㫊㩷㪬㫅㫀㫍㪅㪋㩿㪉㪀㪑㪈㪌㪐㪄㪈㪎㪍
㪠㫅㫋㪼㫉㫅㩷㪡㩷㪘㫇㫇㫃㩷㪩㪼㫊㩷㪭㪼㫋㩷㪤㪼㪻㪅㪊㩿㪋㪀㪑㪊㪊㪉㪄㪊㪊㪏
㪭㪼㫋㩷㪩㪼㪺㪅㪈㪌㪎㪑㪍㪐㪎㪄㪎㪇㪉

↢䈱‐䈮࿃䈜䉎ᗵᨴ
䉦䊅䉻䈪⣢⤳⒖ᬀᅚᕈ䈱ᗵᨴ䈫䉟䊇䈫䈱㑐ଥ
䉟䉩䊥䉴䈪䊈䉮ಽ㔌⩶䈫䊍䊃䈱ಽ㔌⩶䈱㑐ଥ
ᦨㄭ㪍ᐕ㑆䈱ᖚ⠪⊒↢䈫䊈䉮䉇䉟䊇䈫䈱㑐ㅪ

㪡㩷㪠㫅㪽㪼㪺㫋㪅㪐㩿㪊㪀㪑㪉㪏㪍㪄㪉㪏㪏
㪡㩷㪚㫃㫀㫅㩷㪤㫀㪺㫉㫆㪹㫀㫆㫃㪅㪋㪊㩿㪉㪀㪑㪐㪐㪐㪄㪈㪇㪇㪈
㪡㩷㪚㫃㫀㫅㩷㪤㫀㪺㫉㫆㪹㫀㫆㫃㪅㪋㪊㩿㪐㪀㪑㪋㪊㪎㪎㪄㪋㪊㪏㪈
㪛㪠㪧㪥㪜㪫㩷㪸㪹㫊㫋㫉㪸㪺㫋
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䉨䊷䊪䊷䊄
ࠕ࠹ࡈࠫع
■ジフテリア
ࠫࡈ࠹ࠕߪࠫࡈ࠹ࠕ⩶㧔Corynebacterium
ジフテリアはジフテリア菌（
Corynebacterium
diphtheriae㧕ߩ㘧ᴜᗵᨴߦࠃߞߡߎࠆๆེ∔
diphtheriae
）の飛沫感染によって起こる急性呼
ᖚߢࠅޔᗵᨴㇱߦࠃߞߡ㥦ޔᚳ᩶ຜ㗡ޔ
吸器疾患であり、感染部位によって鼻、扁桃・咽
༄㗡ࠫࡈ࠹ࠕߦಽ㘃ߢ߈ࠆߦࠇ߹ޔߒ߆ߒޕ
頭、喉頭ジフテリアに分類できる。しかし、まれ
⌒⍘⚿⤑ޔਛ⡊ޔ㒶ㇱ߽ߦ⤏⊹ޔᗵᨴ߇ߎࠆ
に眼瞼結膜、中耳、陰部、皮膚にも感染が起こる
ߎ ߣ ߇ ࠆޕ㊀∝ൻߔࠆߣᤀ⌧߿ᔃ╭Ἳߥߤߩ
ことがある。重症化すると昏睡や心筋炎などの全
ోり∝⁁߇ߎࠅޔᱫ₸߇㜞ߊߥࠆޕᱫ₸
身症状が起こり、死亡率が高くなる。死亡率は平
ߪᐔဋ5ޯ10㧑ޔ5ᱦએਅ40ᱦએߢߪ20㧑ࠍߎ
均５〜10％、５歳以下40歳以上では20％をこえる
߃ࠆߣߐࠇߡࠆޕᣣᧄߢߪ੍㒐ធ⒳ߩ᥉
とされている。現在日本では予防接種の普及によ
ߦࠃߞߡᖚ⠪ߩ⊒↢ߪ߶ߣࠎߤࠄࠇߥ߇
って患者の発生はほとんど見られないが、予防接
੍ޔ㒐ធ⒳₸ߩૐਅߒߚᣥ࠰ㅪߢߪᄢ⊒↢߇
種率の低下した旧ソ連では大発生が起きており、
߈ߡ߅ࠅޔᴤᢿߔࠆߎߣߪߢ߈ߥޕ
油断することはできない。
عᗵᨴ∝ᴺߣࠫࡈ࠹ࠕ
■感染症法とジフテリア
ࠫࡈ࠹ࠕ߇⊒↢ߒߚ႐วߦߪⴐⴡ↢ߩ
ジフテリアが発生した場合には公衆衛生上の問題
㗴߇ᄢ߈ߎߣ߆ࠄޔᗵᨴ∝ᴺ㧔ᗵᨴ∝ߩ੍㒐
が大きいことから、感染症法（感染症の予防及び
߮ᗵᨴ∝ߩᖚ⠪ߦኻߔࠆක≮ߦ㑐ߔࠆᴺᓞޔ
感染症の患者に対する医療に関する法律、平成11
ᐔᚑ11ᐕ41ᣣᣉⴕޔᐔᚑ18ᐕ128ᣣᦨ⚳ᡷᱜ
年４月１日施行、平成18年12月８日最終改正）で
㧕ߢߪੑ㘃ᗵᨴ∝ߦಽ㘃ߐࠇߡࠆ࠹ࡈࠫޕ
は二類感染症に分類されている。ジフテリアを診
ࠕࠍ⸻ᢿߒߚකᏧߪᦨޔነࠅߩஜᚲ߳ߩዯߌ
断した医師は、最寄りの保健所への届け出が義務
߇⟵ോߠߌࠄࠇߡࠆߚ߹ޕᖚ⠪ߪේೣߣߒ
づけられている。また患者は原則として第二種感
ߡ╙ੑ⒳ᗵᨴ∝ᜰቯක≮ᯏ㑐߳ߩ㒮ߔࠆߎߣ
染症指定医療機関へ入院することになっている。
ߦߥߞߡࠆޕC.
ulcelansߦࠃࠆࠫࡈ࠹ࠕ᭽∔
C.
ulcelans によるジフテリア様疾患には現在この
ᖚߦߪߎߩᴺߩㆡ↪ߪߥ߇ޔᓟ∉ޔቇ
法の適用はないが、今後、疫学調査や基礎研究を
⺞ᩏ߿ၮ␆⎇ⓥࠍⓍߺ㊀ߨߡᬌ⸛ߐࠇࠆᔅⷐ߇
積み重ねて検討される必要がある。
ࠆޕ
■Corynebacterium ulcerans（コリネバクテリウム
عCorynebacterium ulcerans㧔ࠦࡀࡃࠢ࠹࠙ࡓ
ウルセランス）
࠙࡞ࡦࠬ)
C.
ulcelans はジフテリア菌に類縁なグラム陽性の
C. ulcelansߪࠫࡈ࠹ࠕ⩶ߦ㘃✼ߥࠣࡓ㓁ᕈߩ
短桿菌で、
おもに家畜などの動物に常在しており、
⍴⩶ߢߦ߽߅ޔኅ⇓ߥߤߩേ‛ߦᏱߒߡ߅
ウ
シの乳房炎の原因となることがある。通常
ࠅߩࠪ࠙ޔᚱἻߩේ࿃ߣߥࠆߎߣ߇ࠆޕㅢ
C.
ulcelans は毒素を産生しない場合が多いが、ジ
ᏱC. ulcelansߪᲥ⚛ࠍ↥↢ߒߥ႐ว߇ᄙ߇ޔ
フテリア様疾患の患者から分離された
C. ulcelans
ࠫࡈ࠹ࠕ᭽∔ᖚߩᖚ⠪߆ࠄಽ㔌ߐࠇߚC.
は、ジフテリア菌とほぼ同じ毒素を産生する。毒
ulcelansߪ߷߶ߣ⩶ࠕ࠹ࡈࠫޔหߓᲥ⚛ࠍ↥↢
素産生性の
C. ulcelans は毒素非産生の菌に毒素の
ߔࠆޕᲥ⚛↥↢ᕈߩC. ulcelansߪᲥ⚛㕖↥↢ߩ⩶
遺伝子をもつバクテリオファージが感染すること
ߦ Ქ⚛ߩㆮવሶࠍ߽ߟࡃࠢ࠹ࠝࡈࠔࠫ߇ᗵ
によって生じたと考えられている。
ᨴߔࠆߎߣߦࠃߞߡ↢ߓߚߣ⠨߃ࠄࠇߡࠆޕ
■バクテリオファージ
ࠫࠔࡈࠝ࠹ࠢࡃع
バクテリオファージは細菌に感染するウイルスで
ࡃࠢ࠹ࠝࡈࠔࠫߪ⚦⩶ߦᗵᨴߔࠆ࠙ࠗ࡞ࠬ
多くのタイプがある。バクテリオファージが細菌
ߢᄙߊߩ࠲ࠗࡊ߇ࠆ߇ࠫࠔࡈࠝ࠹ࠢࡃޕ
に感染すると菌内で増殖したあと外に出て、他の
⚦⩶ߦᗵᨴߔࠆߣ⩶ౝߢჇᱺߒߚߣᄖߦߡ
菌へ感染を繰り返すが、菌の遺伝子に組み込まれ
߳⩶ߩઁޔᗵᨴࠍ➅ࠅߔ߇ߩ⩶ޔㆮવሶߦ⚵
て長期間共存（溶原化）することもある。ジフテ
ߺㄟ߹ࠇߡ㐳ᦼ㑆ሽ㧔ṁේൻ㧕ߔࠆߎߣ߽
リア菌の毒素遺伝子は溶原化したバクテリオファ
ࠆߩ⩶ࠕ࠹ࡈࠫޕᲥ⚛ㆮવሶߪṁේൻߒߚࡃ
ージ内に存在しており、これはしばしば菌から菌
ࠢ࠹ࠝࡈࠔࠫౝߦሽߒߡ߅ࠅߒ ߪ ࠇ ߎ ޔ
へと伝播することが報告されている。
߫ߒ߫⩶߆ࠄ⩶߳ߣવߔࠆߎߣ߇ႎ๔ߐࠇߡ
ࠆ

■ジフテリア毒素
ࠕ࠹ࡈࠫعᲥ⚛
ジフテリア毒素は、約58kDaのタンパク質で、強
ࠫࡈ࠹ࠕᲥ⚛ߪ⚂ޔ58㨗Da
ߩ࠲ࡦࡄࠢ⾰ߢޔᒝ
い細胞毒性を有する。作用機序は細胞のタンパク
⚦⢩Ქᕈࠍߔࠆޕ↪ᯏᐨߪ⚦⢩ߩ࠲ࡦࡄࠢ
質合成能の阻害で、多種の動物細胞、組織に傷害
⾰วᚑ⢻ߩ㒖ኂߢޔᄙ⒳ߩേ‛⚦⢩்ߦ❱⚵ޔኂ
を与える。ヒト、サル、ウサギ、モルモットなど
ࠍਈ߃ࠆߤߥ࠻࠶ࡕ࡞ࡕޔࠡࠨ࠙ޔ࡞ࠨޔ࠻ࡅޕ
の哺乳動物はジフテリア毒素に対して感受性が高
ߩູേ‛ߪࠫࡈ࠹ࠕᲥ⚛ߦኻߒߡᗵฃᕈ߇㜞
く、致死量は 100
ng/kgએਅߣߐࠇߡࠆ࠹ࡈࠫޕ
以下とされている。ジフ
ߊ⥌ޔᱫ㊂ߪ
100ng/kg
テリア毒素に対する抗体には発症を予防する効果
ࠕᲥ⚛ߦኻߔࠆ᛫ߦߪ⊒∝ࠍ੍㒐ߔࠆലᨐ߇
があるため、ジフテリア毒素を不活化したもの
ࠆߚࠕ࠹ࡈࠫޔᲥ⚛ࠍਇᵴൻߒߚ߽ߩ㧔࠻
（トキソイド）がジフテリアのワクチンとして使
ࠠ࠰ࠗ࠼㧕߇ࠫࡈ࠹ࠕߩࡢࠢ࠴ࡦߣߒߡ↪ߐ
用される。
ࠇࠆޕ
■C. ulcelansߩᬌᩏ
ulcelans の検査
عC.
C.
ulcelans
の検査は分離培養、PCR検査などによ
C. ulcelansߩᬌᩏߪಽ㔌ၭ㙃ޔPCRᬌᩏߥߤߦࠃߞ
って行う。国内で分離されている菌は羊血液寒天
ߡⴕ߁ޕ࿖ౝߢಽ㔌ߐࠇߡࠆ⩶ߪ⟠ⴊᶧኙᄤၭ
培地上で乳白色の光沢のあるコロニー、チンスダ
ߢ⊕⦡ߩశᴛߩࠆࠦࡠ࠾࠳ࠬࡦ࠴ޔ
ール培地では黒色のコロニーを形成し、ジフテリ
࡞ၭߢߪ㤥⦡ߩࠦࡠ࠾ࠍᒻᚑߒࠕ࠹ࡈࠫޔ
ア菌のものとよく似ている。PCR検査ではジフテ
⩶ߩ߽ߩߣࠃߊૃߡࠆޕ
PCR ᬌᩏߢߪࠫࡈ࠹
リア毒素遺伝子の有無を検査する。
ࠕᲥ⚛ㆮવሶߩήࠍᬌᩏߔࠆޕ
■偽膜
عன⤑
ジフテリア菌が咽頭、喉頭、鼻腔などの気道に感
ࠫࡈ࠹ࠕ⩶߇ຜ㗡ޔ༄㗡ޔ㥦⣧ߥߤߩ᳇ߦᗵ
染した場合、灰白色がかった偽膜性炎症が形成さ
ᨴߒߚ႐วޔἯ⊕⦡߇߆ߞߚன⤑ᕈἻ∝߇ᒻᚑߐ
れる。偽膜内にはジフテリア菌が存在し毒素を産
ࠇࠆޕன⤑ౝߦߪࠫࡈ࠹ࠕ⩶߇ሽߒᲥ⚛ࠍ↥
生している。ジフテリアの偽膜は厚く無理にはが
↢ߒߡࠆߩࠕ࠹ࡈࠫޕன⤑ߪෘߊήℂߦߪ߇
すと出血しやすい。咽頭部では厚い偽膜と粘膜の
ߔߣⴊߒ߿ߔޕຜ㗡ㇱߢߪෘன⤑ߣ☼⤑ߩ
浮腫によって気道の閉塞が起こることがある。
ᶋ⣲ߦࠃߞߡ᳇ߩ㐽Ⴇ߇ߎࠆߎߣ߇ࠆޕ㧔
（７ページ写真参照）
٨ࡍࠫ౮⌀ෳᾖ㧕
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■ブルネック（bullneck）
ࠢ࠶ࡀ࡞ࡉع㧔bullneck)
ジフテリアの重症例では、下頸部と前頸部に著し
ࠫࡈ࠹ࠕߩ㊀∝ߢߪޔਅ㗪ㇱߣ೨㗪ㇱߦ⪺ߒ
い浮腫とリンパ節の腫脹が見られ、特徴的なブル
ᶋ⣲ߣࡦࡄ▵ߩ⣲⣘߇ࠄࠇ․ޔᓽ⊛ߥࡉ࡞
ネック（bullneck）と呼ばれる症状を呈する（７
ࡀ࠶ࠢ㧔bullneck)ߣ߫ࠇࠆ∝⁁ࠍ๒ߔࠆ㧔7ࡍ
ページ写真参照）
ࠫ౮⌀ෳᾖ㧕
■チンスダール寒天培地
࡞࠳ࠬࡦ࠴عኙᄤၭ
Tinsdal ߦࠃߞߡ⠨᩺ߐࠇߚၭߢޔ᳇߆ࠄಽ
によって考案された培地で、上気道から
Tinsdal
分離されるジフテリア菌と他の菌の鑑別に用いら
㔌ߐࠇࠆࠫࡈ࠹ࠕ⩶ߣઁߩ⩶ߩ㐓ߦ↪ࠄࠇ
れる。培地には亜テルル酸カリウムが加えられて
ࠆޕၭߦߪ࠹࡞࡞㉄ࠞ࠙ࡓ߇ട߃ࠄࠇߡ
いる。ジフテリア菌のコロニーには亜テルル酸塩
ࠆߪߦ࠾ࡠࠦߩ⩶ࠕ࠹ࡈࠫޕ࠹࡞࡞㉄Ⴎㆶ
還元活性があるので、褐色ないし黒色のコロニー
రᵴᕈ߇ࠆߩߢߒߥ⦡ⶊޔ㤥⦡ߩࠦࡠ࠾ߣ
C. ulcelans
も
となり、ハローの形成が見られる。ulcelans
ߥࠅߩࡠࡂޔᒻᚑ߇ࠄࠇࠆޕC.
߽࠴ࡦ
チンスダール寒天培地上でジフテリア菌とよく似
ࠬ࠳࡞ኙᄤၭߢࠫࡈ࠹ࠕ⩶ߣࠃߊૃߚࠦ
たコロニーを形成する（６ページ写真参照）
。
ࡠ࠾ࠍᒻᚑߔࠆ㧔6ࡍࠫ౮⌀ෳᾖ㧕ޕ

C. ulceransߣࠫࡈ࠹ࠕ⩶

C. ulcerans

ࠫࡈ࠹ࠕ⩶

ࡅ࠷ࠫⴊᶧኙᄤၭ㧦 ਔ⩶ߣ߽ߩ⦡⊕ޔశᴛߩࠆࠦࡠ࠾

࠴ࡦࠬ࠳࡞ၭ㧦 ਔ⩶ߣ߽ޔၭᚑಽߩ࠹࡞࡞㉄ࠍㆶరߒߡ㤥⦡ߩࠦࡠ࠾

ࠣࡓᨴ⦡㧦 ਔ⩶ߣ߽ޔ㓁ᕈߩ⩶ޕ%WNEGTCPUߩᣇ߇ᒻߦㄭߊዊߐ
㧔㧕
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C. ulcerans

ᩏ㔚ሶ㗼ᓸ㏜

ࠫࡈ࠹ࠕ⩶

㧔10,000㧕

㧔10,000㧕

ຜ㗡ߩ∛ᄌ㧦 ਔ⠪ߣ߽ޔன⤑ᒻᚑ߇ࠄࠇࠆߎߣ߇ࠆޕ
㧔ౖฝ߇ർ㉿ᄢቇකቇㇱቴຬᢎ ᩉਅ ᓼ㓶వ↢ឭଏ ᣣᧄකᏧળ㔀 Ꮞ㧣ภࠃࠅޕ
Ꮐ߇ᣩਛᄩ✚ว∛㒮 㧕

એߩ౮⌀ߩᲧセߢࠄ߆ߥࠃ߁ߦ
%ulceransߣࠫࡈ࠹ࠕ⩶ߪ
ᄢᄌࠃߊૃߚ․ᓽࠍᜬߞߡࠆޕ

ࡉ࡞ࡀ࠶ࠢߣ߫ࠇࠆࠫࡈ࠹ࠕ․⇣∝⁁
㧔ౖᣣᧄකᏧળ㔀 Ꮞ㧣ภ㧕
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ⴡ↢ᓸ↢‛ᛛⴚද⼏ળࠫࡈ࠹ࠕ⊖ᣣຕࡏ࠷ࠬ
ࡈࠔࡦࠬࡦ࠲⓹ญ
C.ulcerans߅ࠃ߮C.diphtheriaeߩਔ⩶ߦ㑐ߔࠆᖱႎߦߟߡߩ⓹ญߪޔએ
ਅߩᯏ㑐ߦߥߞߡ߅ࠅ߹ߔ߅ޕ᳇シߦ߅วࠊߖࠍ߅㗿⥌ߒ߹ߔޕ

ਛᄩࡦ࠲
࿖┙ᗵᨴ∝⎇ⓥᚲ
ޥ

⚦⩶╙ੑㇱ

6GN㧦

᧲੩ㇺᱞ⬿ጊᏒቇ

(CZ㧦

ർᶏ᧲ർࡉࡠ࠶ࠢᡰㇱࡦ࠲
⑺↰⋵ⴡ↢⑼ቇ⎇ⓥᚲ
ޥ

6GN㧦

⑺↰Ꮢජ⑺ਭ↰↸

(CZ㧦

㑐᧲↲ା㕒ࡉࡠ࠶ࠢᡰㇱࡦ࠲
᧲੩ㇺஜᐽో⎇ⓥࡦ࠲
ޥ

6GN㧦

ᣂኋ⊖ੱ↸

(CZ㧦

ජ⪲⋵ⴡ↢⎇ⓥᚲ
ޥ

6GN㧦

ජ⪲Ꮢਛᄩੳᚭฬ↸

(CZ㧦

᧲ᶏർ㒽ࡉࡠ࠶ࠢᡰㇱࡦ࠲
ਃ㊀⋵⑼ቇᛛⴚᝄ⥝ࡦ࠲
ޥ

6GN㧦

྾ᣣᏒᏒ᪉↸

(CZ㧦

ㄭ⇰ࡉࡠ࠶ࠢᡰㇱࡦ࠲
ᄢ㒋ᐭ┙ⴐⴡ↢⎇ⓥᚲ
ޥ

6GN㧦

ᄢ㒋Ꮢ᧲ᚑਛ

(CZ㧦

ਛ࿖྾࿖ࡉࡠ࠶ࠢᡰㇱࡦ࠲
ᗲᇫ⋵┙ⴡ↢ⅣႺ⎇ⓥᚲ
ޥ

6GN㧦

᧻ጊᏒਃ⇟↸

(CZ㧦

ጊญ⋵ⅣႺஜ⎇ⓥࡦ࠲
ޥ

6GN㧦

ጊญᏒ⫓

(CZ㧦

Ꮊࡉࡠ࠶ࠢᡰㇱࡦ࠲
ጟ⋵ஜⅣႺ⎇ⓥᚲ
ޥ

6GN㧦

ᄥቿᐭᏒᄢሼะ㊁ሼㄫ↰
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(CZ㧦

