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細菌学各論 4 グラム陽性桿菌（一部を除く） 

概要 

覚えるべき菌種は、芽胞形成のクロストリジウム属（嫌気性菌）およびバチルス属、芽胞非形

成のジフテリア菌とリステリア・モノサイトジェネスである。強力な毒素を産生する菌が多い。

特に、芽胞形成菌では、感染そのものよりも毒素が病態に大きく関与していることが多い。 

 

表1 グラム陽性桿菌の分類 

無芽胞 

通性 Corynebacterium, Listeria, Nocardia 

嫌気性 
Propionibacterium, Bifidobacterium, Lactobacillus,   Actinomyces, 

Eubacterium 

有芽胞 
通性・好気性 Bacillus 

嫌気性 Clostridium 

 

項目 

A 有芽胞菌 

a. クロストリジウム Clostridium 属 

a1. Clostridium perfringens（ウェルシュ菌） 

a2. Clostridium difficile（ディフィシル菌） 

a3. Clostridium tenani（破傷風菌） 

a4. Clostridium botulinum（ボツリヌス菌） 

a5. その他の Clostridium 属 

b. バチルス Bacillus 属 

b1. Bacillus anthracis（炭疽菌） 

b2. Bacillus cereus（セレウス菌） 

b3. その他の Bacillus 属 

B 無芽胞菌 

a. コリネバクテリウム Corynebacterium 属 

a1. Corynebacterium diphtheriae 

a2. その他の Corynebacterium 属 

b. Listeria monocytogenes 

c. ラクトバチルス Lactobacillus 属 

d. エリジペロスリクス Erysipelothrix 属 
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A 有芽胞菌 

概要 

芽胞形成のクロストリジウム属（嫌気性菌）およびバチルス属に分類され、強力な毒素を産生

する菌種が多い。 

クロストリジウム属（嫌気性菌）は、偏性嫌気性グラム陽性桿菌で、強力な外毒素を産生する

菌が多い。主な菌種は、Clostridium perfringens（ウェルシュ菌）、Clostridium difficile（ディフ

ィシル菌）、Clostridium tenani（破傷風菌）、Clostridium botulinum（ボツリヌス菌）である。 

バチルス属の主な菌種は、Bacillus anthracis（炭疽菌）と Bacillus cereus（セレウス菌）であ

る。 

 

a. クロストリジウム Clostridium 属 

概要 

偏性嫌気性の大型桿菌で、端在性の菌体内

芽胞を形成する。多くの菌種は周毛性鞭毛を

有し、活発に運動する。土壌や汚水、哺乳動

物の腸管などに存在する。本属の病原性の菌

種は、強力な毒素を産生するものが多い。 

a1. Clostridium perfringens（ウェルシュ菌） 

概要 

筋壊死（ガス壊疽 gas gangrene）・蜂巣炎お

よび食中毒の原因菌。 

細菌学的性状 

周毛性鞭毛が見られず、莢膜を有する。4 種

類の主要毒素の産生性から A 、B 、C 、D 、

E の 5 つの毒素型に分類される（食中毒やガ

ス壊疽の原因のほとんどが A 型菌→毒素およ

びエンテロトキシンを産生）。 

病原因子 

 α毒素：哺乳動物の細胞膜成分であるレシ

チンを分解するレシチナーゼ。血球および

血管内皮細胞を破壊 

 perfringolysin O（O 毒素またはθ毒素と

も呼ばれる）：コレステロール依存性溶血

毒素 

 エンテロトキシン：腸管上皮粘膜を障害す

ることで膜の透過性を変化 

 分解酵素：プロテアーゼ、DNase、ヒアル

ロニダーゼ、コラゲナーゼなど 

 

疾患 

 ガス壊疽（筋壊死） 

外傷等により、菌が体内に侵入し、筋肉の壊

死を起こすこと。各種の外毒素や酵素の働きに

より、広範な細胞の壊死が起こる。また、発酵

によってガスが産生され、皮下の腔にガスの貯

留を認めるため、ガス壊疽と呼ばれる。芽胞が

感染後組織で発芽・増殖し、毒素の産生により

組織の壊死を引き起こす。進行が急速かつ広範

囲にわたる。感染部位では発酵によるガス産生

により、患部に気泡が生じ、握雪感と呼ばれる

特徴的な所見を認める。レントゲンでは筋膜に

沿った羽毛状画像を呈し、feathery pattern と

称される。 

*ガス壊疽の原因菌は、ウェルシュ菌以外の

Clostridium 属や Clostridium 属以外の菌が関与する

こともある。Clostridium 属以外の菌によるガス壊疽

を非クロストリジウム性ガス壊疽（non-clostridial gas 

gangrene, NCGG）と称する。 

 蜂巣炎（蜂窩織炎） 

 食中毒：エンテロトキシンによる。感染毒

素型。肉、肉製品などが感染源となる。潜

伏期間は 8～18 時間。吐き気、腹痛、下

痢。嘔吐や発熱はまれ。比較的大量（108

以上）の菌摂取が発症に必要といわれてい

る。 

 その他：壊死性腸炎、子宮内膜炎 
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治療 

 ガス壊疽（gas gangrene） 

迅速な治療（外科的処置、抗菌薬投与）が必

要で、治療が遅れると多臓器不全-血管内凝固

症候群に進展し、数日以内に死に至る。 

デブリドマン（debridement、病巣部の除去）、

場合によっては切断術（amputation*）。ペニシ

リン系の抗菌薬を投与する（第一選択：ペニシ

リン＋クリンダマイシン、第二選択：ドキシサ

イクリン）。複数菌の関与が考えられる場合に

は、広域抗菌薬との併用も。GAS などによる

壊死性筋膜炎との鑑別が重要であるが、鑑別が

困難な場合には両者に有効な治療を施行する。

高気圧酸素療法（組織への酸素の供給による嫌

気性菌の殺菌）が有効な場合もある 1）。 

1 井上治他. Clostridium 性ガス壊疽, 壊死

性筋膜炎, Fournier 壊疽など致死性軟部

感染症に対する高気圧酸素療法 (HBO)～

国内外の主要な文献から～. 日本高気圧

環境・潜水医学会雑誌. 45(2), 2010. 

a2. Clostridium difficile（ディフィシル菌） 

概要 

かつては、培養が困難（difficult）であった

ことから、Clostridium difficile と命名された。

抗菌薬投与中の菌交代症として起こる抗菌薬

関連下痢症や偽膜性腸炎などのディフィシル

菌関連下痢症（CDAD）の原因菌である。下痢の

原因となる CD毒素 A、B を産生する。第三の

トキシンであるバイナリートキシンを産生す

る高病原性株があり、近年注目されている。治

療には、メトロニダゾールやバンコマイシンが

使用される。 

病原因子 

 CD 毒素 A および B 

 バイナリートキシン 

疾患 

 偽膜性腸炎 

健常者の腸内にも定着しているが、抗菌薬の

投与によって、正常な腸内細菌叢が攪乱され、

本菌が異常増殖し、CD毒素を産生することに

発症する。 

治療 

第一選択はメトロニダゾールで、第二選択は

バンコマイシン経口投与。無症候性保菌者には

原則として治療を行わない。 

1 神谷茂. ディフィシル菌感染症の基礎と

臨床. モダンメディア 56(10), 2010. 

 

a3. Clostridium tenani（破傷風菌） 

概要 

破傷風（tetanus）の原因菌。 

毒素 

 テタノスパスミン tetanospasmin：神経

毒 

抑制シナプス神経伝達物質の放出阻害によ

り、神経細胞の持続的な興奮を惹起するた

め、痙性麻痺となる。 

分子量約 15 万のポリペプチドで、3 つのド

メインから成る ABC 型毒素 

 A サブユニット（activity）：毒素活性 

 B サブユニット（binding）：神経終末と

の結合 

 C サブユニット（carrier）：毒素の軸索

内輸送に関与 

 テタノリジン tetanolysin：溶血毒 

病態 

刺し傷などの創傷部位から芽胞が侵入する

ことで感染し、毒素を産生する。臨床症状は

通常 4 期に分類される 1）。 

 第一期：潜伏期の後、口を開けにくくな

り、食物の摂取が困難となる。首筋が張

り、寝汗、歯ぎしりなどの症状もでる。 

 第二期：強い開口障害（牙関緊急）に顔

面筋の緊張。前額の皺や苦笑いのような

特異な顔貌（破傷風顔貌、痙笑） 

 第三期：頚部筋肉の緊張による頚部硬

直、発作的に強直性痙攣。背筋の痙攣に

よる弓反り緊張（後弓反張）。 
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 第四期：全身性の痙攣はみられないが、

筋の強直、腱反射亢進は残る。症状は次

第に軽快。 

 

予防 

 破傷風トキソイド 

 三種混合 DPTの T。尚、D はジフテリア、

P は百日咳。 

DPT ワクチンによる十分な予防効果が期待

できるのは最終接種後 10 年程度までと考え

られているため、感染を疑われる成人患者に

対しては抗体を保有していないと考えて予防

処置を行うのが望ましい。 

治療 

受動免疫療法として、血中遊離毒素を中和

する抗破傷風ヒト免疫グロブリンの投与を行

う。神経細胞に結合した毒素は中和できない

ため、早期投与が重要である。また、能動免

疫として破傷風トキソイドも同時に接種す

る。創部が認められる場合は洗浄とデブリド

マンを行い、メトロニダゾールもしくはペニ

シリン G による抗菌薬投与を行う。加えて、

毒素による呼吸障害や自律神経障害への対応

として、呼吸管理や抗痙攣薬、筋弛緩薬など

の投与を行う場合もある。 

1 感染研ホームページ 感染症の話 破傷風 

 

a4. Clostridium botulinum（ボツリヌス

菌） 

概要 

ボツリヌスの原因菌。アセチルコリンの遊

離を阻止し、弛緩性麻痺を起こす。ボツリヌ

ス毒は自然毒の中では最も危険といわれてい

る。 

病原因子 

 ボツリヌス菌毒素：自然界に存在する毒素

としては最強の毒性 

分子量 10 万程度の H 鎖と 5 万程度の L 鎖

からなり、L 鎖がシナプスでのアセチルコリン

の遊離を阻害し、弛緩性麻痺を起こす 

感染源、感染経路および病態 

野菜や肉、魚を汚染した芽胞が厳密な嫌気

条件下で発芽、増殖し毒素産生する。菌が死

滅していても毒素が残っていれば症状を発症

しうる。耐酸性の熱に弱い毒素であり、A～G

型に分類される。ヒトでのボツリヌス症はほ

とんどが A、B、E 型によって発症する。 

臨床的意義 

 食中毒：食品中で菌が産生した毒素により

発症 

数時間から数日の潜伏期ののち、嘔吐・腹痛

および視力障害や複視など 

 乳児ボツリヌス症：別名ぐにゃぐにゃ児症

候群 

消化器官が未発達な 3～24 週齢の乳幼児が

芽胞を摂取し、それが腸管に定着して毒素を産

生する。便秘などの胃腸障害や筋弛緩による頚

の据わりの悪さが症状として見られる。 

 

主な感染事例 

 辛子蓮根やハムなどの真空パック食品に

よる食中毒（パック内が嫌気になるた

め、芽胞が発芽、菌が増殖する） 

 蜂蜜による乳児ボツリヌス 

治療 

発症から 24 時間以内の抗ボツリヌス毒素の

投与が重要で、抗毒素投与のうえ、ペニシリン

もしくはアンピシリン、クリンダマイシンを投

与する。 

 

a5. その他のクロストリジウム Clostridium

属 

 Clostridium butyricum 

病原性がなく、整腸剤として用いられている

株がある。butyrate（酪酸）を産生し、腸内細

菌叢の正常化に寄与していると考えられてい

る。宮入（ミヤリ）菌。 
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b. バチルス Bacillus 属 

概要 

偏性好気あるいは通性嫌気性の桿菌で、菌体

中央に局在する菌体内芽胞を形成する（⇒熱や

化学物質、抗生剤に強い抵抗性を示す構造体で、

低栄養状態などにより形成が誘導される）。多

くは土壌や水の中などに見いだされる。ヒトに

病原性を示すという点で重要なのは炭疽菌と

セレウス菌である。 

 

b1. Bacillus anthracis（炭疽菌） 

概要 

 炭疽の原因菌。感染した病変部が炭のような

黒色を示すことに由来する。芽胞を形成するの

で、紫外線や熱、化学物質にも安定であり、生

物兵器として利用される可能性がある。米国で

テロ事件が問題となったことがある。竹節状の

大型桿菌で、寒天培地状では辺縁部が鋸歯状

（「メドゥーサの頭」と形容される）の灰黄色

コロニーを形成する。感染宿主内では γ-D-グ

ルタミン酸ポリマーからなる莢膜の形成が認

められる。ヒト−ヒト感染は起こさない。 

病原因子 

① 莢膜：γ-D-グルタミン酸ポリマーであり、

食細胞からの貪食に抵抗性を示す 

② 外毒素 

EF, LF, PA と呼ばれる 3 種のタンパク成分か

ら成る 

EF+PA あるいは LF+PA の組み合わせで働く 

EF (edema factor)：浮腫因子 

LF (lethal factor)：致死因子 

PA (protective antigen)：防御抗原 

EF+PA→組織の浮腫 

LF+PA→組織の壊死 

臨床症状 

病変部により、皮膚炭疽、肺炭疽、腸炭疽、

敗血症性炭疽がある。 

 皮膚炭疽 

自然感染による炭疽の 95%以上が皮膚炭疽

で、創傷部から芽胞が感染し、1～3 日で、痒

みを伴う丘疹が出現する。丘疹崩壊後に浮腫を

伴う潰瘍、無痛性の黒色痂皮が形成される。無

治療では 10～20%の致死率だが、抗菌薬治療

で 1％以下に低下すると言われている。 

 肺炭疽 

感染動物から芽胞を吸入することで肺炭疽

を発症することがあり、羊毛選別者病とも呼ば

れる。吸入後 1～7 日でインフルエンザ様症状

を呈し、呼吸不全を起こして死に至る。無治療

では 80％以上と致死率が高く、治療を行って

も 50％程度と言われている。 

 腸炭疽 

感染獣の肉を摂食することで腸炭疽を発症

することもある。嘔吐、発熱で始まり、1～7 日

後に、激しい腹痛と血性下痢を伴い、外毒素に

よるショックや敗血症を呈することがある。致

死率は高い。 

*アメリカ炭疽菌事件 

2001 年 9 月 18 日と 10 月 9 日の二度にわたり、炭

疽菌が封入された容器の入った封筒が送りつけられた

事件。5 名が肺炭疽を発症し死亡、17 名が負傷。 

治療 

早期の抗菌薬治療が不可欠だが、外毒素の存

在により回復には時間がかかる。第一選択は、

キノロン、第二選択はペニシリン。 

 

b2. Bacillus cereus（セレウス菌） 

概要 

感染性胃腸炎の原因菌。産生する毒素により、

嘔吐型と下痢型がある。 

病原因子 

 嘔吐毒 

セレウリド（cereulide）と呼ばれる環状ペプ

チドで、消化酵素や熱、酸・アルカリにも安定

である。日本でのセレウス菌による食中毒のほ

とんどは臨床症状から嘔吐型である。 

 下痢毒 

ペプシンやトリプシンなどの酵素や、60 ℃
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以上の加熱、pH4 以下の酸性条件などによっ

て失活する 

 

表 1 炭疽菌とセレウス菌の形態および生化

学的性状の違い 

 炭疽菌 セレウス菌 

鞭毛 なし あり 

莢膜 あり なし 

溶血能 なし あり 

レシチン分解能 あり あり 

糖分解能 なし なし 

ファージテスト 陽性 陰性 

*パールテスト：ペニシリン感受性株では菌が球状に

変化（真珠のネックレス様） 

*ファージテスト：炭疽菌に特異的に感染するγファー

ジによる溶菌反応 

 

b3. その他の Bacillus 属 

 Bacillus subtilis 

病原性はほとんどない。納豆菌もこの菌種

に含まれる。 
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B 無芽胞菌 

概要 

ジフテリア菌とリステリアが重要である。ジフテリアは 2 類感染症である。 

 

a. コリネバクテリウム Corynebacterium 属 

概要 

細長い多形性のグラム陽性通性嫌気性桿菌

で、非運動性で芽胞や莢膜の形成は認められな

い。主要な病原体は、 Corynebacterium 

diphtheriae で、その他の菌種は比較的病原性

が低い。 

 

a1. Corynebacterium diphtheriae（ジフテリ

ア菌） 

概要 

 ジフテリアの原因菌。 

病原因子 

ジフテリア毒素 

外毒素。βファージ上の tox 遺伝子によりコ

ードされるため、ファージ非感染菌では毒素を

産生しない。環境の鉄濃度により発現が調節さ

れる（低鉄状態で転写が促進される） 

毒素の構造はAB型毒素で、fragment Aは、

宿主細胞のペプチド伸長因子（EF2）を ADP 

リボシル化することで、宿主細胞の蛋白合成を

阻害する。fragment B の R ドメインが細胞表

面レセプターに結合し、T ドメインが膜に孔を

あけて、fragment A の膜通過を促進する。 

細菌検査 

亜テルル酸カリウム含有チンスダール寒天

培地で黒色コロニー形成が観察される。グラム

陽性の多形性桿菌で、 Neisser 染色で

metachromatic granules を確認する。Elek’s 

test により、ジフテリア毒素産生の有無を確認

する。 

遺伝子増幅法（PCR 法、LAMP 法）などを

用いた tox 遺伝子の検出もある。 

臨床症状 

感染部位と症状から呼吸器感染型と皮膚感

染型に分類される。 

 呼吸器ジフテリア 

扁桃腺、咽頭、喉頭に飛沫感染で菌が定着し

て起こる。主に tox+ C. diphtheriae が原因と

なり、局所で産生されたジフテリア毒素が血流

によって全身に広がり、脳神経炎や四肢、眼球

などの筋肉の運動麻痺を起こす。潜伏期は 2～

6 日程度で、発熱、咽頭痛、鼻出血などの症状

を呈する。咽頭部にフィブリンや白血球からな

る偽膜を形成するのが特徴で、上気道閉塞によ

る呼吸困難をきたす。頸部リンパ節の高度な腫

脹は bullneckと呼ばれる。 

 皮膚ジフテリア 

接触感染により皮膚創傷部などに菌が定着

して起こる。疼痛、圧痛、発赤、腫脹を伴う潰

瘍を形成する。 

予防 

トキソイドがワクチンとして用いられてい

る。また、ジフテリアトキソイドは、肺炎球菌

ワクチンの免疫原性を向上させる担体として

も用いられている。 

治療 

ジフテリア抗毒素の投与。抗菌薬は第一選択

としてエリスロマイシン、第二選択としてクリ

ンダマイシンを用いる。 

 

a2. その他の Corynebacterium 属 

 Corynebacterium ulcerans 

主に家畜などの動物に常在する菌で、ウシの

乳房炎などの原因菌。元は非病原性であるが、

ファージの感染によりジフテリア型毒素産生

菌が出現した。イヌ、ネコからの感染はジフテ

リア様症状を呈する人獣共通感染症である。 

 Corynebacterium jeikeium 

欧米においてヒトの皮膚、特に腋窩、鼠径・
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直腸周辺から頻繁に検出される。1976 年に重

度の敗血症患者から多剤耐性コリネバクテリ

ウムとして分離同定された。バンコマイシン以

外の抗菌薬に耐性を示し、院内感染起炎菌とし

て重要視されている。好中球減少症患者で敗血

症、心内膜炎 カテーテル患者での菌血症や手

術部位感染症などを起こす。通常、毒素の産生

は観察されない。 

 

b. Listeria monocytogenes 

概要 

髄膜炎・敗血症および食中毒の原因菌であり、

ペニシリンが有効。低温で増殖可能。属名は、

英国の外科医 Joseph Lister に由来。 

*口腔消毒薬のリステリンも彼の名前に由来 

細菌学的特徴 

通性嫌気性の小桿菌で、細胞内寄生菌である

ため感染宿主細胞内で菌体が観察される。 

髄膜炎を起こすが、莢膜は持たない（髄膜炎

を起こす菌の多くは莢膜を有する）。 

菌の一端でアクチンの重合をうながし、その

推進力で細胞内を動き回る（アクチンロケット。

赤痢菌やリケッチアなどにもみられる現象）。 

4 本以上の周毛性鞭毛を有し、活発な運動性

を示す。 

耐塩性を有し、低温での増殖が可能であるた

め、冷蔵庫内で乳製品や食肉加工品等は高度に

汚染（チーズなどで数%、食肉・加工肉などで

10～40%程度）されていることが知られており、

注意が必要である。 

病原因子 

 リステリオリジン O 

弱い β溶血性を示し、細胞膜障害性毒素で、

膜を破壊して菌が食胞から逃避するのに役立

っている。 

疾患 

 髄膜炎・敗血症 

一般的な細菌感染による化膿性髄膜炎およ

び敗血症と同様の症状を呈する。 

新生児、妊婦、高齢者、免疫不全者では注意

が必要。 

新生児侵襲性感染症は、妊婦から子宮内の胎

児に垂直感染することで発症することが知ら

れている。 

 周産期リステリア症 

妊娠第三期に周産期リステリア症を発症す

る事があり、妊婦は軽い発熱程度で軽快するこ

とがあるが、胎盤を通じて胎児へ感染し、敗血

症から流産・死産となることもある。また、本

菌が定着している母親の子宮や産道を介して、

垂直感染すると考えられているが、妊婦の泌尿

器系における保菌実態は明らかでない。 

 食中毒 

チーズなどの乳製品やハム等の食肉加工品

が主な感染源である。 

治療 

第一選択はペニシリン。 

*セフェム系には一次耐性を示す。原則として、ペニシ

リン耐性はないと考えられているが、ペニシリン耐性

にはカルバペネムの有用性が示されている。 

 

c. ラクトバチルス Lactobacillus 属 

 

d. エリジペロスリクス Erysipelothrix 属 

ブタ炭疽菌 Erysipelothrix rhusiopathiae 
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