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論 文 内 容 の 要 旨 

 

Campylobacter による食中毒は全体の 3 割を占める重要な疾病であるが, わが国では公定法が示さ

れていない。Campylobacter 属菌は，家畜，家禽，伴侶動物および野生動物の腸管内に広く分布し，

本菌に汚染された食肉，特に食鳥肉の生食，加熱不足での喫食あるいは二次汚染等が食中毒の発生

要因となっている。2013 年現在，25 菌種登録されている Campylobacter 属菌のうち，C. jejuni およ

び C. coli がヒトの主要な食中毒原因菌を占めている。 

Campylobacter は，他の食中毒原因菌と比較して人工培地上での発育が遅く，増菌培養には血液が

添加された培地を必要とし，検出・同定までに約一週間を必要とする。また，Campylobacter の培養

には炭酸ガスを加えた微好気の特殊な環境を必要とすることも検査の障害となっている。鶏は

Campylobacter に高度に汚染されており, 食中毒予防のためには，食肉処理場において陽性検体を特

定し，食肉として流通する前に生産現場の段階で排除することが極めて重要である。そのため，迅

速・簡便でかつ精度の高い Campylobacter の検査法の開発が急務であった。 

そこで本研究では，Campylobacter の増菌培養を溶血液無添加かつ好気培養が可能な培地をデザイ

ンし Food Pathogen Enrichment 培地（以下 FPE 培地）と命名した。本培地と迅速な検査が可能な遺

伝子検査法を組み合わせ, 新たな検査プロトコールを構築した。このプロトールを用いて，従来法

では一週間かかる検査工程を検査開始から翌日で終了する新たな検査法を提案した。新検査法と従

来法を市場の鶏肉で検証した結果，新検査法では市場の新鮮鶏肉の Campylobacter の汚染が 80 %で

あったのに対し，国際的に使用されている従来法では 18 ％と新しい検査法の有用性を実証するこ

とができた。 

 
【対象と方法】 

新規培地と既存培地の比較 

FPE 培地および従来法で頻用される 2 種類の既存増菌培地を用いて Campylobacter の発育速度を比

較した。FPE 培地による増菌培養法は FPE ブイヨン 225ml を 500ml 容積のポリプロピレンボトルに

いれ，そこに 25g の鶏肉をいれて，密栓し，24 時間の振とう培養を行って従来法と比較した。 

 

新規検査プロトコールと従来法の比較 

FPE 培地による増菌法および Real-time PCR 法を組み合わせた新しい検査プロトコールを検証した。
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本法の検出限界を測定するため，倍数希釈した希釈菌液を鶏肉に添加し，新規検査プロトコールと

国際的な標準プロトコールの検出限界を比較した。また，Campylobacter は凍結ストレスに弱いため，

凍結した鶏肉から Campylobacter を検出する方法についても両手法で比較した。 

 

市販鶏肉の汚染調査および従来法との比較 

市販鶏肉を用いて新規検査プロトコールと従来法の比較を実施し，開発した増菌培地と遺伝子検査

の有効性を検証した。 

 
【結果および考察】 

FPE 培地は，既存増菌培地である Bolton 培地や Preston 培地と同等の発育支持性能を示した。本

研究において構築した新規検査プロトコールは，雑菌除菌処理した鶏肉を使った場合，C. jejuni お

よび C. coli ともに 25 g あたり 5.8～1.1 × 101 CFU の検出感度があった。これは同時に実施した Bolton

培地を用いた従来法と同等の感度があった。凍結ストレスを与えた群でも，25 g あたり 9.9 × 101～

2.0 × 102 CFU と検出感度に低下が認められるものの，これも従来法と同等の結果を示した。 

一方，市販食肉材料から Campylobacter の検出を比較した。従来法の 9 件（18 %）と明らかに違

いがあった。FPE 培地によって Campylobacter 陽性と判定された 40 件の内，39 件からは分離培養で

も Campylobacter を検出することができた。 

 Bolton 培地では，多剤耐性の ESBL 産生 Escherichia coli が多く検出されたのに対し，FPE 培地は

polymyxin B および rifampicin が添加されており，これら 2 剤の添加により ESBL 産生 E. coli の発

育が阻害されたことが分かった。  

【結論】 

炭酸ガスと血液が不要な新規 FPE 培地を使って増菌し，Real-time PCR 法を組み合わせた

Campylobacter の新規検査プロトコールは，従来法に比べて短時間かつ高感度に Campylobacter を検

出した。この新規プロトコールは，食材から Campylobacter を検出する手法として従来法に代わる

有効な手段であることを実証した。 

 
 

論 文 審 査 の 結 果 の 要 旨 

申請者林将大は Campylobacter の汚染検査のために新規培地と遺伝子検査を組み合わせた新しい

プロトコールを作成し，従来法に比べて短時間かつ高感度に Campylobacter を検出することを示し，

その有用性を実証した。本研究成果は細菌学に重要な貢献をしたものと認める。 
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