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細菌学各論 10 非定型菌 

概要 

 非定型菌とは、細胞内寄生性であり*、β-ラクタム系薬が無効であるなど、臨床的に非定型的な

性質を示す菌群を指す。原理的には、グラム陽性菌または陰性菌に分類可能であるが**、臨床材

料は染色困難であること、また、染色性が細胞の構造的特徴を必ずしも反映しないことから、通

常グラム染色による分類は行われない。非定型菌の絶対的な基準はないが、本講義では、マイコ

プラズマ、レジオネラ、クラミジアおよびクラミドフィラ、リケッチアおよび類縁種（オリエン

チア、アナプラズマ、エーリキア）、コクシエラを指すものとする。非定型菌のうち、臨床的に

重要な細菌は、Mycoplasma pneumoniae、Legionella pneumophila、Chlamydophila 

pneumoniae、C. psittaci、Chlamydia trachomatis、Rickettsia prowazekii、R. japonica、R. 

rickettsii、Orientia tsutsugamushiである。 

 

項目 

A 通性細胞内寄生菌 

a. マイコプラズマMycoplasma属 

a1. Mycoplasma pneumoniae（肺炎マイコプラズマ） 

a2. その他のマイコプラズマ 

b. レジオネラ Legionella属 

b1. Legionella pneumophila（レジオネラ・ニューモフィラ） 

b2. その他のレジオネラ 

B 偏性細胞内寄生菌 

a. クラミドフィラ Chlamydophila属とクラミジア Chlamydia属 

a1. Chlamydophila pneumoniae（肺炎クラミドフィラ） 

a2. Chlamydophila psittaci（オウム病クラミドフィラ） 

a3. Chlamydia trachomatis 

b. リケッチア Rickettsia属と類縁種 

b1. Rickettsia prowazekii 

b2. Rickettsia japonica（紅斑熱リケッチア） 

b3. Rickettsia rickettsii 

b4. Orientia tsutsugamushi 

c. コクシエラ属 

c1. Coxiella burnetii （Q熱コクシエラ） 

d. エーリキア Ehrlichia 属、アナプラズマ Anaplasma 属、ネオリケッチア Neorickettsia

属 

d1. Ehrlichia chaffeensis 

d2. Anaplasma phagocytophilum 

d3. Neorickettsia sennetsu 
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*非定型病原体は全て細胞内寄生菌であるが、細胞内寄生菌が全て非定型菌とは言えない。リステリアやサルモ

ネラも細胞内寄生菌であるが、非定型菌とは通常認識されていない。 

**例えば、マイコプラズマは、細胞壁を持たない点で通常のグラム陽性菌、陰性菌とは異質の存在であるが、外

膜を持たない点、および、rRNAの塩基配列に基づく進化系統学的な解析結果から、グラム陽性菌に近縁である

ことが示されている。レジオネラ、コクシエラ、リケッチアは、細胞内寄生性であるが故にグラム染色法では染

色困難であるが、細胞構造的にはグラム陰性菌に分類される。一方、クラミジアとクラミドフィラは、グラム陰

性菌と類似した膜構造を持つが、細胞壁の骨格としてのペプチドグリカンを持たない。 

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

A 通性細胞内寄生菌 

概要 

通性細胞内寄生菌として重要な菌種は、Mycoplasma pneumoniaeと Legionella 

pneumophilaである。それぞれ、PPLOと BCYEαという人工培地での培養が可能である。 

 

a. マイコプラズマMycoplasma属 

概要 

これまでに知られる中で最も小さい細菌

（直径 300 nm程度）であり、光学顕微鏡で

は観察が困難。濾過性の病原体として発見さ

れた。細胞壁をもたず、3層から成る細胞膜

を有する。 

 

a1. Mycoplasma pneumoniae（肺炎マイコ

プラズマ） 

概要 

マイコプラズマ属菌の代表的な菌種。市中

肺炎の代表的な原因菌。 

診断 

 培養 

口腔咽頭ぬぐい液をPPLO培地に直接塗抹し、

37Cでインキュベートすることで培養可能だが、

生育に時間がかかる（10日～2週間程度）ことな

どから、実際には実施されないことが多い。 

 迅速抗原検査 

咽頭ぬぐいの検体をイムノクロマト法で検

出。リボテストマイコプラズマ。治療前の診

断が可能だが、感度には問題が残る。 

 血清検査：マイコプラズマ抗体、寒冷凝

集素。 

急性期には上昇しないため、治療前に診断

するには不向き。 

治療 

第一選択はマクロライド。マクロライド耐

性では、テトラサイクリンかニューキノロン

が適応となる。 

 

a2. その他のマイコプラズマ 

省略 

 

b. レジオネラ Legionella属 

概要 

レジオネラ肺炎およびポンティアック熱*の

原因菌。グラム陰性桿菌であるが、臨床検体

中では細胞内に存在するため、グラム染色で

は極めて染まりにくい。ヒメネス染色**とい

う特殊な染色法が用いられる。また、栄養要

求性も複雑で、培養には BCYEα（Buffered 

Charcol Yeast Extract + αケトグルタル酸）培地

という特殊な培地が必要である。偏性好気性

で酸素がないと発育しない。レジオネラ属菌

は、本来土壌、河川、湖などの自然環境中に

生息する菌であるが、冷却塔、給湯設備、循

環式浴槽などの内部にも、細菌捕食性原虫

（アメーバや繊毛虫）に寄生し増殖してい

る。そのような設備のある施設（例えば循環

式の浴場）では、レジオネラを含むエアロゾ
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ルが発生し、利用者がそれを吸入することで

集団感染する場合がある。肺胞に到達したレ

ジオネラは、一旦肺胞マクロファージの貪食

を受けるが、殺菌を免れマクロファージ内部

で増殖する。原因菌としては、Legionella 

pneumophilaが最も多い（97.5％）1）。 

*レジオネラ肺炎は、1976年、米国フィラデルフィアにお

ける在郷軍人集会（Legion）で集団肺炎として発見された

ところから、在郷軍人病（legionnaires' disease）と命名さ

れた1)。ポンティアック熱は、1968年に起こった米国ミシ

ガン州Pontiacにおける集団感染事例にちなんで命名された

1)。レジオネラ肺炎とポンティアック熱を合わせて、レジオ

ネラ症（legionellosis）という。 

**Gimenez（ヒメネス）染色。アクリジンオレンジ染色で

も観察可能。 

 

b1. Legionella pneumophila（レジオネラ・

ニューモフィラ） 

レジオネラ症の主要な原因菌である。15血

清群が知られており、serogroup 1が最も多

い（82.9%）1）。 

検査法 

 尿中抗原： 現在市販されているキットで

は、serogroup 1のみ検出可能。 

 LAMP法：2011年に保険適用。喀痰中

の菌の遺伝子を検出。serogroup 1以外

のレジオネラ属菌も検出できる。 

 血清抗体価：確定診断に有用であるが、

抗体価の上昇には感染後数週間を要する

ため、早期の診断には向いていない。 

感染症法 

四類感染症 

疾患 

 レジオネラ肺炎 

潜伏期 2～10日。serogroup 1によること

が多い。市中肺炎の約 5%。細胞性免疫能の

低下した場合に肺炎を発症しやすい。 

 ポンティアック熱 

潜伏期 36～48時間。肺炎症状がなく、急

激に発熱し、悪寒、頭痛、筋肉痛などのイン

フルエンザ様症状を示す。serotype 1、6、7

や L. pneumophila以外の菌種（L. 

micdadei、L. feeleiiなど）による集団発生も

報告されている。発病率 95%。 

 

b2. その他のレジオネラ 

L. micdadei、L. feeleii、L. longbeachae、

L. anisaなどもレジオネラ症を起こすことが

ある。L. nagasakiensisという菌種も報告さ

れている 2)。 

1 レジオネラ症 国立感染症研究所

http://www.nih.go.jp/niid/ja/kansennohanas

hi/530-legionella.html 

2 Yang G et al. Legionella nagasakiensis 

sp. nov., isolated from water samples 

and from a patient with pneumonia. Int 

J Syst Evol Microbiol. 62(Pt 2):284-8, 

2012. 
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B 偏性細胞内寄生菌 

概要 

臨床的に重要な細菌は、Chlamydophila pneumoniae、C. psittaci、Chlamydia 

trachomatis、Rickettsia prowazekii、R. japonica、R. rickettsii、Orientia tsutsugamushiで

ある。C. pneumoniae、C. psittaciは肺炎、C. trachomatisは、トラコーマと非リン菌性尿道炎

および鼠径部リンパ肉芽腫の原因菌である。R. japonicaと O. tsutsugamushiは、それぞれ、日

本紅斑熱とツツガムシ病の原因菌であり、ベクター媒介性である。 

 

a. クラミドフィラ Chlamydophila 属とクラ

ミジア Chlamydia属 

 

a1. 肺炎クラミドフィラ Chlamydophila 

pneumoniae 

概要 

 市中肺炎のうち、非定型肺炎の原因菌の一つ。

ヒトからヒトへ飛沫感染する。感染しても比較

的軽症で経過する場合が多いが、高齢者ではと

きに重症化する。 

名称の変遷 

以前は Chlamydia pneumoniaeと名付けら

れていたが、近年の遺伝情報に基づく再分類に

より Chlamydophila pneumoniae と改名され

た。 

 

a2. オウム病クラミドフィラ Chlamydophila 

psittaci 

概要 

 市中肺炎のうち、非定型肺炎の原因菌の一つ。

オウムが主な感染源と考えられていた経緯か

らオウム病とも呼ばれるが、実際にはほとんど

の家禽類や愛玩鳥が感染源となり得る。 

名称の変遷 

Chlamydia psittaci  ⇒  Chlamydophila 

psittaci 

 

a3. Chlamydia trachomatis 

概要 

トラコーマ（結膜炎）と非淋菌性尿道炎の原

因菌。 

b. リケッチア Rickettsia属と類縁種 

概要 

リケッチア属およびオリエンチア属は、血管内

皮細胞に侵入・増殖し、特有の血管炎様の症状

を引き起こす。症状から、発疹チフス群

（ Rickettsia prowazekii 、 Orientia 

tsutsugamushi）と紅斑熱群（ Rickettsia 

rickettsii、Rickettsia japonica）に分類される

が、本分類は細菌学的な分類とも概ね一致する。 

リケッチアはダニ、ノミ、シラミなどの節足

動物を介してヒトに伝播する。また、げっ歯類、

ヒト、節足動物が病原体の供給源となり得るこ

とが知られている。まずリケッチアで覚えるべ

きは、ツツガムシ病と日本紅斑熱で、どちらも

山などで虫に刺されたというキーワードが入

る。テトラサイクリン系が第一選択であること

も覚えておく。 

b1. Rickettsia rickettsii  

ロッキー山紅斑熱の病原体。 

b2. Rickettsia japonica（紅斑熱リケッチア） 

日本紅斑熱の病原体。 

b3. Rickettsia prowazekii 

発疹チフス*の病原体 

*発疹チフス Epidemic typhus  はサルモネラによっ

て起こる腸チフス Typhoid feverとは異なる疾患であ

るが、両者とも高熱による意識変容（チフス、typhus）

を呈するため、類似の名称がついている。以前は、単

にチフスと呼ばれていたが、病原体が明らかになった

ために、サルモネラによるものを腸チフス、リケッチ

アによるものを発疹チフスと呼んで区別するようにな

った。 

152

http://www.med.osaka-cu.ac.jp/bacteriology/b-online-pw/doc/ocumb-etable01.pdf


細菌学講義 eText          [制作・著作]大阪市立大学大学院医学研究科細菌学教室 

無断複製・流用厳禁 

付表 1分類表へ       OCUM Department of Bacteriology     トップページへ 

b4. Orientia tsutsugamushi 

ツツガムシ病の原因病原体。ダニの一種であ

るツツガムシによって媒介される。古くから、

山形県、秋田県、新潟県の 3県を中心として夏

季に河川敷で感染する風土病（古典型ツツガム

シ病）として知られる。しかし、感染の時期、

媒介するツツガムシの種類、症状などが異なる

ツツガムシ病（新型ツツガムシ病）は、一部の

地域を除く全国で発生することが明らかとな

っている。媒介するダニは、アカツツガムシ

（Leptotrombidium akamushi）、タテツツガ

ムシ（L. scutellare）、およびフトゲツツガムシ

（L. pallidum）の 3種である 1）。 

1 感染研 HP 感染症の話 ツツガムシ病 

 

c. コクシエラ属 

c1. Q熱コクシエラ Coxiella burnetii 

概要 

Q 熱*の原因菌。偏性細胞内増殖性**。菌名

は発見者の Burnet（患者材料から分離）と Cox

（同時期に米国でマダニから分離）にちなむ。 

以前はリケッチアの一種と考えられていた

が、16S rRNA塩基配列の解析により、レジオ

ネラ属により近い細菌であることが判明し、レ

ジオネラ目コクシエラ科コクシエラ属に分類

された。 

 本菌の感染源としては、牛、ヤギ、羊などの

家畜や愛玩動物が特に重要である。本菌は妊娠

中の動物の胎盤で活発に増殖し、分娩時産物と

ともに大量に排出される。ヒトへの感染は、主

に動物の排出物（分娩時産物、糞便、尿）で汚

染された粉塵やエアロゾルの吸入によって起

こる。偏性細胞内増殖性**であるが、環境中で

も長期間死滅せずに存在することが可能であ

ると考えられている。 

*1935 年にオーストラリアのクイーンズランドで発生

した熱性疾患は、原因不明の意味で Q（query）熱と呼

ばれた。 

**従来は人工培地では培養が不可能と考えられてきた

が、近年、特殊な人工培地（特殊な人工的環境下）で

培養できることが分かってきた。 

 

 急性 Q熱 

人獣共通の感染症であり、約半数は不顕性感

染となる。潜伏期は 2～3週と長く、多くの場

合、頭痛、発熱、倦怠感などのインフルエンザ

様の症状を呈する。しばしば肺炎や肝炎様の症

状を伴う。 

治療 

テトラサイクリン系薬が第一選択。マクロラ

イド、ニューキノロン、クロラムフェニコール

も有効。β-ラクタム、アミノグリコシドのよう

に細胞内移行の不良な抗菌薬は無効。 

 慢性 Q熱 

 心内膜炎を主徴とする慢性疾患。基礎疾患と

して心弁膜の異常を有する症例が多い。一般に

予後不良。 

 

d. エーリキア Ehrlichia 属、アナプラズマ

Anaplasma 属 、 ネ オ リ ケ ッ チ ア

Neorickettsia属 

エーリキアとアナプラズマはリケッチアに

外観や性質が類似しているが、両者は単球と顆

粒球にそれぞれ寄生・増殖し、多くの場合桑実

胚（morulae）と呼ばれる特徴的な封入体を形

成する。 

d1. Ehrlichia chaffeensis 

ヒト単球性エーリキア症 human monocytic 

ehrlichiosis（HME）の病原体。 

d2. Anaplasma phagocytophilum 

ヒ ト 顆 粒 球 ア ナ プ ラ ズ マ 症 human 

granulocytic anaplasmosis（HGA）の病原体。 

d3. Neorickettsia sennetsu 

 腺熱リケッチア症の原因体。 
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