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細菌学各論 9 スピロヘータ 

概要  

スピロヘータに属する代表的な菌種（または属）は Treponema pallidum、Borrelia、

Leptospiraの 3つである。 

 

項目 

A トレポネマ Treponema属 

a. Treponema pallidum 

B ボレリア Borrelia属 

a. Borrelia recurrentis 

b. Borrelia burgdorferi 

C レプトスピラ Leptospira属 

a. Leptospira interrogans 

D ブラキスピラ Brachyspira属 

 

A トレポネマ Treponema属 

概要 

スピロヘータ科に属するグラム陰性らせん状細菌で、主な菌種は、梅毒の病原体 Treponema 

pallidumである。T. pallidumは、培養ができないので、血清診断により診断される。血清診断

の意義の理解、後天梅毒・先天梅毒、および後天梅毒の病期を覚えることが重要である。 

 

a. Treponema pallidum 

概要 

梅毒の病原体。人工培養が原則不可である

ため、診断には血清診断が用いられる。 

感染経路 

主に性行為・オーラルセックスにより感染

する。垂直感染（先天梅毒）、針刺し・輸血等

の血液による感染もある。 

疾患と病型 

後天梅毒と先天梅毒があり、前者は、第1期か

ら第4期に分類される。 

 後天梅毒（表1） 

第 1期は、感染局所（性感染症として発症

する場合には性器の部分）＋所属リンパ節に

病変を形成する時期。病変部には大量の菌が

存在する。一旦、局所症状は治まり、潜伏期

に入る。 

第 2期は、潜伏状態から、活性化が起き

て、血行性に菌がばら撒かれる。バラ疹、扁

平コンジローマには大量の菌が存在する。 

第 3期は、細胞性免疫が強く働いて、肉芽

腫を作る。しかし、完全には菌を押さえ込め

ない状態。菌は存在するが少ない。ここまで

進むと予後は悪い。 

第 4期は、第 3期の末期状態で、菌が中枢

神経系にもぐりこむ。中枢神経系は、免疫が

及びにくく重篤化しやすいと考えられる。 

 先天梅毒 

ハッチンソン三徴：実質性角膜炎、内耳性

難聴、ハッチンソン歯* 

*ハッチンソン歯：半月状切痕を伴う歯。エナメル質の形成

開始部における発育障害の結果生じる、先天梅毒に特徴的な

形状の歯。 
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表1 後天梅毒の経過 

 期間 特徴 感染

性 

早期

梅毒 

第1

期 

3週 硬性下疳⇒無痛

性横痃 

高 

第2

期 

3ヶ月 バラ疹、扁平コ

ンジローマ 

高 

晩期

梅毒 

第3

期 

3年 ゴム腫  

第4

期 

10年

以上 

脊髄癆、進行麻

痺 

 

第2期と第3期の間に潜伏期が存在する。 

診断 

培養ができないため、ほとんどの場合、血清学

的診断法で診断される。 

① 梅毒血清反応（STS） 

感度が高く感染早期から陽性になるが、非特異

的であり、自己免疫疾患や妊娠などで生物学的偽

陽性（BFP）の可能性がある。以下の3つの検査法

がある。治療により陰性化するため、治療の効果

判定にも有用である。 

 VDRL（venereal disease research 

laboratory）テスト 

 RPR（rapid plasma reagin）テスト 

 ガラス板法（Wasserman reaction） 

② トレポネーマ抗原テスト 

 特異的だが感度が低く、初期には陽性にならな

い。また、治療により病原体が消失しても陽性が

持続する。以下の3つの検査法がある。 

 TPHA（Treponema pallidum 

hemagglutinin） 

 FTA-ABS 

 TPPA 

*venereal diseaseとは、「性病」を意味する語 

治療 

ペニシリン系薬が第一選択となる。Jarisch‐

Herxheimer反応*に注意する。 

* Jarisch‐Herxheimer反応：破壊された菌体成

分によるとみられる発熱、低血圧を主症状とする

ショック。他のスピロヘータ感染でも見られる。 

感染症法 

 五類感染症（全数把握疾患） 

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

B ボレリア Borrelia属 

概要 

スピロヘータ科に属するグラム陰性らせん状細菌で、主な病原体は、回帰熱ボレリア（シラミ

媒介性 Borrelia recurrentis やダニ媒介性 B. duttonii 等）とライム病ボレリア（Borrelia 

burgdorferi sensu lato）である。両疾患とも感染症法 4類感染症である。 

 

a. Borrelia recurrentis 

概要 

回帰熱の病原体の代表例。シラミ（Pediculus 

humanus）を唯一のベクターとする。 

疾患 

 回帰熱 1） 

回帰熱の名称は、菌血症による発熱期、菌血

症を起こしていない無熱期を、3～5 回程度繰

り返すことに由来する。回帰性は、免疫現象で、

可変性主要蛋白（variable major protein:VMP）

と呼ばれる表層抗原の変換に起因する。 

感染後 5～10日を経て、菌血症による頭痛、

筋肉痛、関節痛、羞明、咳などを伴う発熱、悪

寒がみられる。また、このとき点状出血、紫斑、

結膜炎、肝脾腫、黄疸も見られることがある。

発熱期が 3～7 日続いた後、VMP に対する免

疫を獲得し、一旦解熱するが、5～7 日経過す

ると、生残した病原体の VMP が変異し、増殖

することで再び発熱期に入る。 

Ornithodoros 属のダニによって媒介される、
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B. duttonii等による回帰熱も同様である。 

尚、1995 年に、日本で初めて分離された回

帰熱ボレリアの一種、Borrelia miyamotoiは、

Ixodes属のマダニによって伝播される 2）。 

 

b. Borrelia burgdorferi sensu lato* 

概要 

ライム病の病原体。Ixodes 属のマダニ刺咬

により媒介される。 

疾患 

 ライム病 3） 

ライム病の名称は、米国コネチカット州ライ

ム地方で流行したことに由来する。 

感染初期・局在期（stage I）には、マダニ刺

咬部を中心として限局性に拡大する遊走性紅

斑を呈することが多い。筋肉痛、関節痛、頭痛、

発熱、悪寒、全身倦怠感などを伴うこともある。 

 播種期（stage II）には、病原体が全身性に

拡散する。これに伴い、皮膚症状、神経症状（顔

面神経麻痺、神経根炎、末梢神経疾患など）、

心疾患（房室ブロック、急性心筋心膜炎など）、

眼症状、関節炎、筋肉炎など多彩な症状が見ら

れる。 

 感染から数か月ないし数年を経て、慢性期

（stage III）に移行する。患者は播種期の症状

に加えて、重度の皮膚症状、関節炎などを示す

といわれる。症状としては、慢性萎縮性肢端皮

膚炎、慢性関節炎、慢性脳脊髄炎などがある。

尚、日本では、慢性期の症例は現在のところ報

告されていない。 

1 回帰熱. 感染症法に基づく医師及び獣医師の

届出について.  

http://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/kekka

ku-kansenshou11/01-04-08.html 

2 ロシアにおけるBorrelia miyamotoi 感染に

よる回帰熱の流行 

http://idsc.nih.go.jp/iasr/32/382/fr3822.html 

3 ライム病. 感染症法に基づく医師及び獣医師

の届出について.  

http://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/kekka

ku-kansenshou11/01-04-37.html 

*sensu lato は、「広義の」という意味で、Borrelia 

burgdorferi sensu latoには、ライム病の病原体として

最初に発見された Borrelia burgdorferi sensu stricto

（「厳密な」、「狭義の」）と複数のライム病関連菌種が

含まれる。 

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

C レプトスピラ Leptospira属 

概要 

スピロヘータ目レプトスピラ科に属するグラム陰性、らせん状の細菌で、レプトスピラ症（重

症型はワイル病とも呼ばれる）の原因菌。顕微鏡下凝集試験（MAT）に基づいて現在 250 以上の

血清型に分類されている。主な病原体は、Leptospira interrogans である。臨床検体からの培養

が可能であるが、特殊な培地（コルトフ培地や EMJH 培地など）が必要で、長期間（2 週間～3

ヶ月）を要する。 

 

a. Leptospira interrogans 

疾患 

レプトスピラ症（ワイル病、秋やみなど）。 

発症病態 

皮膚から侵入した菌は、すぐに血中に入ると

考えられている。その後肝臓で増殖し、再度血

中に菌が現れる。菌血症は約 1週間続く。血液

に再出現した菌は、肝臓、腎臓、中枢神経系に

侵入する。肝臓では毛細胆管に菌が存在し、閉

塞性黄疸の原因になっていると考えられる。菌

血症の後期には腎の曲尿細管に定着して増殖

し、尿中に排泄される。 
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感染源 

 本菌に感染した動物の尿や組織、また、それ

らを含む土壌や水（河川など）が感染源となり

うる。げっ歯類その他の小動物が宿主で、主に

腎臓に慢性的に感染している。 

感染経路 

病原性レプトスピラは保菌動物（ドブネズミ

など）の腎臓に保菌され、尿中に排出される。

ヒトは、保菌動物の尿で汚染された水や土壌か

ら経皮的あるいは経口的に感染する。 

保菌動物 

げっ歯類をはじめ、多くの野生動物や家畜（ウ

シ、ウマ、ブタなど）、ペット（イヌ、ネコな

ど）が保菌していると考えられている。 

症状 

潜伏期間は平均 10日間（5～14日）。急性熱

性疾患だが、不顕性感染もあると考えられる。

感冒様症状のみで軽快する軽症型から、黄疸、

出血、腎障害を伴う重症型（ワイル病*）まで

多彩。発熱、悪寒、頭痛、筋痛、腹痛、結膜充

血などが生じ、第 4 ～6 病日に黄疸が出現、

出血傾向も増強する。 

*ワイル病：黄疸、出血、蛋白尿を主徴とし、最も重篤。白

血球数は多くの場合、10000以下、CPK上昇が約半数に見

られる。約40%で肝機能異常が見られ、蛋白尿や膿尿など

の尿所見異常がみられることもある。 

診断 

レプトスピラ症の臨床診断は見逃がされや

すいが、臨床症状とともに、保菌動物の尿に汚

染された水との接触の機会、流行地域への旅行

歴などの疫学的背景が手がかりとなる。検査法

として、病原体分離、血清診断、PCR（通常は、

感染研などの特殊な機関で診断する）。 

1) 病原体の分離（発熱期の全血を専用培地に） 

2) 血清診断法：顕微鏡下凝集試験法（MAT）に

よるペア血清で4 倍以上の抗体価上昇がみら

れた場合を陽性とする。その他、マイクロカ

プセル凝集法（MCAT）、dipstick 法、ELISA 

法などがある。 

3) レプトスピラ遺伝子のPCR による検出：全

血からのレプトスピラの16S rRNA 遺伝子、

鞭毛の構成成分の一つである flaB 遺伝子など

のPCR による検出系がある 

治療 

軽～中等度ではミノサイクリン、重度の症状

の場合は一般にペニシリンによる治療が行わ

れる。ペニシリンを用いた場合は Jarisch‐

Herxheimer 反応に注意。 

疫学 

国内では散発的。日本の症例の多くは輸入感

染例（中南米、東南アジアなど）。東南アジア

では、レプトスピラ症の流行は多雨期から収穫

期（7～10月頃）に集中。 

感染症法 

四類感染症（診断した医師は直ちに保健所に

届け出る）。 

1 レプトスピラ症. 感染症の話2003年第1-2週

合併号（2002年12月30日～2003年1月

12） 

2 レプトスピラ症. 感染症法に基づく医師及び

獣医師の届出について. 

http://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/kekka

ku-kansenshou11/01-04-40.html 

 

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

D ブラキスピラ Brachyspira属 

まれな病原体であるため本稿では省略 
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English test 

以下の英文を読んで、問いに答えなさい 

Syphilis is a systemic disease caused by Treponema pallidum. The disease has been divided 

into stages based on clinical findings, helping to guide treatment and follow-up. Persons who 

have syphilis might seek treatment for signs or symptoms of primary syphilis infection (i.e., 

ulcers or chancre at the infection site), secondary syphilis (i.e., manifestations that include, 

but are not limited to, skin rash, mucocutaneous lesions, and lymphadenopathy), or tertiary 

syphilis (i.e., cardiac, gummatous lesions, tabes dorsalis, and general paresis). Latent 

infections (i.e., those lacking clinical manifestations) are detected by serologic testing. Latent 

syphilis acquired within the preceding year is referred to as early latent syphilis; all other 

cases of latent syphilis are late latent syphilis or syphilis of unknown duration. T. pallidum 

can infect the central nervous system and result in neurosyphilis, which can occur at any stage 

of syphilis. Early neurologic clinical manifestations (i.e., cranial nerve dysfunction, meningitis, 

stroke, acute altered mental status, and auditory or ophthalmic abnormalities) are usually 

present within the first few months or years of infection. Late neurologic manifestations (i.e., 

tabes dorsalis and general paresis) occur 10–30 years after infection. 

Darkfield examinations and tests to detect T. pallidum directly from lesion exudate or tissue 

are the definitive methods for diagnosing early syphilis. Although no T. pallidum detection 

tests are commercially available, some laboratories provide locally developed and validated 

PCR tests for the detection of T. pallidum DNA. A presumptive diagnosis of syphilis requires 

use of two tests: a nontreponemal test (i.e., Rapid Plasma Reagin [RPR]) and a treponemal test 

(i.e., fluorescent treponemal antibody absorbed [FTA-ABS] tests). Although many treponemal-

based tests are commercially available, only a few are approved for use in the United States. 

Use of only one type of serologic test is insufficient for diagnosis and can result in false-negative 

results in persons tested during primary syphilis and false-positive results in persons without 

syphilis. False-positive nontreponemal test results can be associated with various medical 

conditions and factors unrelated to syphilis, including other infections (e.g., HIV), autoimmune 

conditions, immunizations, pregnancy, injection-drug use, and older age. Therefore, persons 

with a reactive nontreponemal test should always receive a treponemal test to confirm the 

diagnosis of syphilis. 

出典 CDCホームページ http://www.cdc.gov/std/tg2015/syphilis.htm 一部改変 

 

問1 下線部の Syphilisは、日本語でなんと呼ばれているか? 

問2 Syphilisの原因菌を学名で答えよ。 

問3 本文中では、Syphilis を何期（stage）に分類しているか? また、それぞれの特徴を日本語

で説明せよ。 

問4 暗視野顕微鏡以外で、一般検査室で利用可能な syphilisの検査法を 2つ述べよ。 

問5 Latent syphilisはどのような検査法により検出されると述べられているか説明せよ。 

問6 本病原体の特徴として最も適切な説明を選べ。 
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a グラム陽性連鎖球菌である。 

b 培養が容易である。 

c ペニシリンが有効である。 

d 空気感染により感染する。 

e 芽胞を形成するため、消毒薬に抵抗性を示す。 

 

問7 以下の記述のうち本文と矛盾しない説明を 2つ選べ。 

a 第一期には局所の潰瘍が認められる。 

b 第三期には感染局所から病原体が高率に分離される。 

c 神経病変は、感染後すぐに起こる。 

d RPRが陽性であれば梅毒と診断してよい。 

e RPRは自己免疫疾患や妊娠などにより偽陽性を示すことがある。 

f FTA-ABSは感染初期より陽性となる。 

g RPRが陰性の場合には、FTA-ABS検査を受けるべきである。 

 

2015年 1月 20日 初版 ver1.00 

2015年 12月 10日 最終改訂 ver1.11 
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