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細菌学各論 8 スピリルム（らせん菌） 

概要 

主要な病原体は、感染性胃腸炎の原因菌である Campylobacter jejuni/coliと胃炎や胃潰瘍の

原因となるピロリ菌（Helicobacter pylori）である。ピロリ菌のウレアーゼは、病原性に関与し

ているだけでなく、診断にも応用されている。 

 

項目 

A カンピロバクターCampylobacter属 

a. Campylobacter jejuni/coli 

b. Campylobacter fetus 

B ヘリコバクターHelicobacter属 

a. Helicobacter pylori 

C アルコバクターArcobacter属 

D スピリルム Spirillum属 

 

復習ミニテスト 

 

A カンピロバクターCampylobacter属 

概要 

カーブしたという意味の形容詞

“campylo”と棍棒の意味の名詞“bacter”

の合成による属名である。主要な病原体は、

感染性胃腸炎の原因菌である Campylobacter 

jejuni/coliであるが、まれに髄膜炎や菌血症

の原因となる Campylobacter fetusも含む。 

 

a. Campylobacter jejuni/coli 

概要 

食中毒（感染性胃腸炎）の原因菌の一つ。

C. jejuniと C. coli両者は、しばしば細菌学的

に区別が困難であるため、C. jejuni/coliと記

されることも多い。菌種名は、それぞれ、

jejunum（空腸）と colon（結腸）に由来す

る。原因菌の 90～95%は C. jejuniである。

潜伏期が比較的長い（多くは、2日以上）。合

併症として、Guillain-Barre syndromeが有

名。治療薬はマクロライド（EM、CAMな

ど）。 

細菌学的特徴 

グラム陰性らせん状桿菌 0.2～0.4×0.5～

5μm。両端に 1本ずつ鞭毛を有する。42℃、

微好気性環境で良好に発育する。乾燥に弱

い。組織侵入型。動物の腸管内（特に家禽、

家畜）に存在しており、生または半焼けの鶏

肉などが感染源として典型的である。 

感染性腸炎 

C. jejuniの場合、500個程度の少量でも感

染が成立する。空腸と回腸上部が初期の感染

部位で、徐々に結腸に広がる。潜伏期が比較

的長く、2～5日である。 

合併症 

 Guillain-Barre syndrome（ギラン・バ

レー症候群：GBS） 

末梢神経障害。glove & stocking typeと呼

ばれる、運動神経優位の上行性の麻痺を起こ

す。ヒトの神経細胞表面に存在するオリゴ糖

と、菌の抗原の構造が類似しているために起

こると考えられている。 

 Fisher syndrome（Miller-Fisher 

syndromeとも）：GBSの亜型 
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治療薬 

マクロライド（エリスロマイシンやクラリ

スロマイシン）。 

*クラリスロマイシンの略語 CAMと

CAMpylobacterで覚える。 

 

b. Campylobacter fetus 

本稿では省略 

 

B ヘリコバクターHelicobacter属 

a. Helicobacter pylori 

概要 

胃潰瘍や胃癌の原因菌。尿素を分解（ウレア

ーゼによる）することで周辺環境の pHを上昇

させる 

細菌学的性状 

カンピロバクターに類似するが、ウレアーゼ

を産生する点で異なる。 

診断法 

 内視鏡を用いた診断：胃切片の鏡検、迅速

ウレアーゼ試験、菌の培養 

 その他：尿素呼気試験、抗体測定、便中抗

原 

治療 

PPI-AC（プロトンポンプ阻害剤＋アモキシ

シリン＋クラリスロマイシン） 

PPIで pHを中性に近づけることで、抗菌薬

の効果を増強する（約 100 倍）と言われてい

る。 

 

C アルコバクターArcobacter属 

まれなため省略 

 

D スピリルム Spirillum属 

まれなため省略 

 

 

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 

復習ミニテスト 

問題 1 らせん菌に関して（ ）内を埋めよ。 

 Campylobacter jejuni/coliは、グラム陰性らせん状桿菌（0.2～0.4×0.5～5μm）で、両端に 1

本の（1）を有する。42℃、（2）環境を好む。乾燥には弱い。食中毒の原因菌の一つであり、両者

はしばしば細菌学的に区別が困難であるが、原因菌の 90～95%は C. jejuni である。動物の（3）

内（特に家禽、家畜）に存在しており、生または半焼けの（4）などが感染源として典型的である。

感染型であり、かつ組織侵入型の感染性胃腸炎である。C. jejuniの場合、500個程度の少量でも

感染が成立する。（5）と回腸上部が初期の感染部位で、徐々に結腸に広がる。潜伏期が（6）日で

ある。合併症として、（7）症候群が有名である。治療の第一選択は、エリスロマイシンやクラリ

スロマイシンなどの（8）系薬である。 

 （9）は、胃炎や胃潰瘍の原因であり、（9）の除菌治療により、胃炎や胃潰瘍の改善が期待でき

る。除菌治療には、抗菌薬 2種、ペニシリン系の（10）とマクロライド系の（11）に加え、（12）

ポンプ阻害剤 1種の内服を 1週間行う。（9）感染の判定には、血清（13）検査、病理学的検査や

細菌学的検査に加え、（14）呼気テストが用いられる。（14）呼気テストは、（9）の産生する（15）

が（14）を分解することを利用した非侵襲的な検査法であり、治療効果の判定にも用いられる。 
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問題 1の答え 

1 鞭毛 

2 微好気 

3 腸管 

4 鶏肉 

5 空腸 

6 2～5 

7 ギラン・バレー（Guillain-Barre） 

8 マクロライド 

9 Helicobacter pylori（ピロリ菌） 

10 アモキシシリン 

11 クラリスロマイシン 

12 プロトン 

13 抗体  

14 尿素 

15 ウレアーゼ 
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English test 

以下の英文を読んで、問いに答えなさい 

Most people who get campylobacteriosis 

recover completely within two to five days, 

although sometimes recovery can take up to 

10 days. Rarely, Campylobacter infection 

results in long-term consequences. Some 

people develop arthritis. Others may develop 

a rare disease called Guillain-Barré 

syndrome that affects the nerves of the body 

beginning several weeks after the diarrheal 

illness. This occurs when a person's immune 

system is "triggered" to attack the body's own 

nerves resulting in paralysis. The paralysis 

usually lasts several weeks and requires 

intensive medical care. It is estimated that 

approximately one in every 1,000 reported 

Campylobacter illnesses leads to Guillain-

Barré syndrome. As many as 40% of 

Guillain-Barré syndrome cases in this 

country may be triggered by 

campylobacteriosis. 

出典 CDCホームページ 

http://www.cdc.gov/nczved/divisions/dfbmd/d

iseases/campylobacter/#diagnose 一部改変 

 

問1 下線部の Guillain-Barré syndrome は、

日本語でなんと呼ばれているか? 

問2 Guillain-Barré syndrome はどのような

疾患か? 

問3 campylobacteriosisは、どれくらいの頻度

で Guillain-Barré syndrome を引き起こ

すと述べられているか? 逆に、Guillain-

Barré syndrome の う ち

campylobacteriosis が原因となっている

のは、何%と述べられているか? 

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 

以下の英文を読んで、問いに答えなさい 

BACKGROUND: Increasing resistance to 

quinolones among campylobacter isolates 

from humans has been reported in Europe 

and Asia, but not in the United States. We 

evaluated resistance to quinolones among 

campylobacter isolates from Minnesota 

residents during the period from 1992 

through 1998. （中略） 

CONCLUSIONS: The increase in quinolone-

resistant C. jejuni infections in Minnesota is 

largely due to infections acquired during 

foreign travel. However, the number of 

quinolone-resistant infections acquired 

domestically has also increased, largely 

because of the acquisition of resistant 

strains from poultry. The use of 

fluoroquinolones in poultry, which began in 

the United States in 1995, has created a 

reservoir of resistant C. jejuni. 

出典  Smith KE et al. N Engl J Med. 

20;340(20):1525-32, 1999. 一部改変 

 

訳注 poultry：家禽（鶏等） 

問1 ciprofloxacin は何系の抗菌薬か? また、

作用機序を説明せよ。 

問2 quinolone-resistant C. jejuni infections

が増加している主な理由についてどのよ

うに述べられているか説明せよ。 

問3 国内での quinolone-resistant C. jejuniの

増加の理由についてどのように述べられ

ているか説明せよ。 
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