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はじめに  

 Trueperella pyogenes（以下、Tp）は、グラム陽性通性嫌気性の短桿菌で、家畜で乳房

炎や膿瘍、肺炎などの疾病を引き起こす日和見感染症の病原体である[1]。Tp は、平成 27

年度から令和元年度にかけて、当所において牛の感染性心内膜炎から分離された原因菌の

68.4％を占めており、全国的にも、牛の感染性心内膜炎から多く分離される菌として注目

されている。今回、当所において牛の感染性心内膜炎から分離した Tp について、薬剤耐性

状況調査及び本菌の分子疫学解析を行ったので報告する。  

 

材料及び方法  

１ 材料 

平成 27 年９月から令和元年 11 月までに、当所所管と畜場におけると畜検査で感染性

心内膜炎型敗血症と診断した牛 49 頭（最終飼養地：県内 22 頭、県外 27 頭）から分離さ

れ、Tp と同定した 49 株を供試した。  

 

２ 方法 

(１) 薬剤感受性試験（ディスク拡散法）  

分離された Tp49 株について、アンピシリン（ABPC）、ストレプトマイシン（SM）、

テトラサイクリン（TC）、オキシテトラサイクリン（ OTC）、エリスロマイシン（ EM）、

セファゾリン（ CEZ）、エンロフロキサシン（ ERFX）、セフチオフル（CTF）の８薬剤に

ついて試験を行った。なお、薬剤は、対象牛の薬剤使用歴及び Tp の薬剤耐性に関す

る過去の調査報告[2]を参考に選定した。  

(２) 分子疫学解析  

県内における Tp の多様性及び地域性を調査するために、県内の牛 22 頭から分離

された Tp22 株について、E Silva らの方法 [3]により、BOX-PCR 法による分子疫学解

析を行った。  

 

成  績 

１ 薬剤感受性試験   

薬剤感受性試験の結果は表１のとおりであった。25 株（51.0％）が８薬剤すべてに感

受性を示した。また、ABPC、CEZ、ERFX 及び CTF に対しては、すべての菌株が感受性を示



した。一方、24 株（49.0％）が SM、TC、OTC、EM のいずれ

かに対して耐性を示し、薬剤耐性率は、TC、OTC、SM、EM の

順に高かった。また、薬剤耐性を示した菌株のうち、 17 株

（34.7％）が２剤以上に耐性を示し、そのうち４株（8.2％）

が３剤に耐性を示した。 

 

２ 分子疫学解析  

電気泳動後のバンドパターンにより、13 タイプに分類された（表２）。各タイプに地域

的な偏りはなかった。また、 13 タイプのうち、複数の菌株で一致したのは４タイプであ

った。そのうち、３タイプは異なる地域の農家の牛由来株であり、１タイプは同一農家の

牛由来株であった。  

表２．分子疫学解析結果 

 

：複数菌株で一致したタイプ  *異なる農家の牛由来株 **同一農家の牛由来株 

 

３ 薬剤耐性と分子疫学解析の関連性  

分子疫学解析の結果、複数の菌株でバンドパターンが一致

した４タイプについて、薬剤耐性との関連を調査したところ、

表３のとおりであった。４タイプすべてに TC 耐性を示す Tp が

１株以上分類されており、特にＣタイプの６株はすべて TC に

耐性を示した。また、この４タイプに分類された 13株の TC 耐

性保有率は76.9％（10/13）であった。一方、残りの９タイプ

に分類された９株の TC 耐性保有率は33.3％（3/9）であった。 

 

考  察 

薬剤感受性試験の結果、ABPC、CEZ、ERFX、CTF に対してはすべての菌株で感受性を示し、

Tp に対する治療薬として有用であることが確認された。CEZ、ERFX、CTF は、本調査におけ

る対象牛の治療に用いられている薬剤であり、本調査では薬剤の使用歴と薬剤耐性に関連

性は認められなかった。一方、約半数の菌株が SM、TC、OTC、EM のいずれかに耐性を示し、

また、34.7％の菌株が２剤以上に耐性を示した。中でも、TC 系の薬剤に対しては、46.9％

の菌株が耐性を示した。過去の調査において、Tp は TC 系の薬剤に高い割合で耐性を有し

ていることが報告されており[2]、本調査においても、TC 系の薬剤に耐性を示す Tp が浸潤

していることが再確認された。このことから、治療に用いる薬剤の選択にあたっては、こ

うした薬剤耐性の実態を考慮することも必要であると考える。 

分子疫学解析の結果、供試した22株は13タイプに分類され、遺伝的に多様な Tp が県内に

タイプ A B C D E F G H I J K L M

株数 1 1 6* 2* 1 2** 1 1 1 1 3* 1 1

表３．薬剤耐性と分子疫学解析の関連性  

表１．薬剤感受性試験結果  

薬剤 耐性株数(耐性率）

TC、OTC、SM  3( 6.1%)

TC、OTC、EM  1( 2.0%)

TC、OTC 13(26.5%)

TC  4( 8.2%)

OTC  2( 4.1%)

SM  1( 2.0%)

薬剤耐性なし 25(51.0%)

タイプ 薬剤耐性 株数

TC 1
TC、OTC 4
TC、OTC、EM 1
TC 1
耐性なし 1
TC、OTC 1
耐性なし 1
TC、OTC 2
耐性なし 1

C

D

F

K



分布していることが確認された。また、複数の菌株でバンドパターンが一致した４タイプ

のうち、C、D 及び K の３タイプは、異なる農家の牛から分離された菌株で構成されていた

ことから、遺伝的に近縁な Tp が県内に広く分布していることが明らかとなった。一方、F

タイプの２株に関しては、いずれも同一農家の牛から分離されたことから、この農家では

遺伝的に近縁な Tp が常在化している可能性が示唆された。  

薬剤耐性と分子疫学解析の関連性については、複数の菌株でパターンが一致した４タイ

プすべてに TC 耐性を示す Tp が分類されたこと、及び単独の菌株で構成されている９タイ

プの Tp の TC 耐性保有率は33.3％であったのに対し、この４タイプの Tp の TC 耐性保有率

は76.9％であったことから、遺伝的に近縁な Tp で構成されているタイプは、高い割合で

TC 耐性を有していることが示唆された。 

Tp は日和見感染症の原因菌であることから、蔓延防止には適切な治療薬の選択と飼養衛

生管理が不可欠である。また、常在菌である Tp は、TC 耐性遺伝子を高い割合で保有して

おり、他の細菌に薬剤耐性遺伝子を伝播する可能性が指摘されている [2,4]。今後も、と畜

検査で分離される Tp に関して、同一農家における広がりや薬剤耐性の獲得状況の変化を

継続的に確認し、家畜衛生所管部署に情報提供を行い、飼養衛生管理指導の一助とするこ

とで、公衆衛生の向上に寄与したいと考える。 

 

まとめ 

当所における牛の感染性心内膜炎の原因菌の68.4％を占める Tp について、薬剤耐性状

況調査及び分子疫学解析を行った。薬剤感受性試験の結果、SM、TC、OTC、EM に対して耐性

を示す株が認められ、多剤耐性を示す株も確認された。分子疫学解析の結果、遺伝的に近

縁な Tp が広く分布していると同時に、近縁な株が同一農家に常在化している可能性が示

唆された。また、両試験の結果、遺伝的に近縁な Tp で構成されているタイプは、 TC 耐性

を高い割合で保有していることが示唆された。 
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