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健康な大学生における黄色ブドウ球菌の鼻腔内保菌状況と

　　　　　　　　　　そのコアグラーゼ遺伝子型別

小　島　夫美子，山　田 野，藤　本　秀　士

Analysis　of　Nasal　Colonization　of　Staphylococcus　aureus

　in　the　Healthy　Students　and　Coagulase　Gene　Typing．

Fumiko　Kojima，　lwao　Yamada　and　Shuji　Fujimoto

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Abstract

　　Stmphylococcus　aureus　commonly　colonize　in　the　human　nasal　cavity．　Sometimes　it　causes　food

poisonings　or　nosocomial　infections．　We　investigated　the　nasal　carriage　rate　of　S．　aurezas　in　a　longitudinal

study　of　40　health　university　students　and　analyzed　strains　isolated　from　them　by　amplifying　the　coagulase

gene　using　the　PCR　technique　and　followed　by　Alzd　restriction　enzyme　digestion．　As　a　result，　the　nasal

carriage　rate　of　S．　aureus　was　270／o．　The　coagulase　gene　typeg．　of　the　isolates　were　unique　in　all　student

except　two　and　the　isolates　from　each　person　shared　an　identical　type．　Therefore　it　is　suggested　that

within　the　current　study　period　a　single　S．　aureug．　strain　colonize　in　the　human　nasal　cavity　persistently．

Key　words：　StaPhylococcus　aztreus，　nasal　carriage，　coagulase　gene　typing

　　　　　　　　1　緒　　言

　黄色ブドウ球菌は自然界に広く分布し，特にヒ

トの皮膚や鼻腔内には常在菌として存在している。

ブドウ球菌属の中でも黄色ブドウ球菌は各種の毒

素を産生するために病原性が高く，様々な問題を

引き起こす原因となる。近年，医療現場で問題と

なったいわゆる院内感染の原因菌であるMRSA

（メチシリン耐性黄色ブドウ球菌）は薬剤に対して

耐性化した黄色ブドウ球菌である。またごく最近

では，社会的な問題にもなった，某乳業メーカー

の牛乳製造過程での消毒不備によって起きた食中

毒の原因も，黄色ブドウ球菌が産生するエンテロ

トキシンによるものである。このように人体に付

着している黄色ブドウ球菌が時として感染の原因

菌となることもあり，特に病院内では医療従事者

が健康保菌者となって院内感染の感染源になる危

険性があると指摘されている。

　そこで今回，種々の問題を引き起こす原因とな

る黄色ブドウ球菌に注目し，医療技術系学生にお

ける鼻腔内の保菌状況を調査した。本学の学生を

対象に鼻腔内黄色ブドウ球菌の分離率を調査し，

さらに分離された菌株についてコアグラーゼ遺伝

子型別を試みた。

　　　　　　　II　対象と方法

　1．対　　象

　1999年10月～2000年1月にかけて九州大学医療

技術短期大学部衛生技術学科学生40名を対象とし，

1ヶ月おきに4回鼻腔内の黄色ブドウ球菌の分離

培養を行った。

　2．分離および同定

　滅菌生理食塩水で湿らせた滅菌綿棒を用い，被

験者の左鼻腔内をできるだけ広範にぬぐい取り検

体を採取した。これをブドウ球菌分離用スタヒロ
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コッカス培地110（栄研）に直接画線塗抹し，37．C

で24～48時間培養を行った。培養後，培地上に生

えてきた黄色ブドウ球菌と思われる黄色コロニー

を，滅菌した竹野により釣菌し分離した。特に黄

色コロニーが多数生えたものについては同一人か

ら複数のコロニー（できるだけ形態に相違が見ら

れるもの）を選んで分離した。

　黄色ブドウ球菌の同定には，分離した黄色コロ

ニーを，DNase培地（ニッスイ），食塩卵黄加寒天

培地（スタヒロコッカス培地110（栄研）に卵黄食

塩液を10％の割合になるように加えて作製したも

の）に，それぞれ直線状に塗抹し，37℃で24時間

培養を行った。その結果，DNase（耐熱性ヌクレ

アーゼ）産生および卵黄反応陽性（レシチナーゼ

産生）のものについては，さらにウサギ血漿（栄

研化学）遊離法によるコアグラーゼテストを行い，

すべての結果が陽性のものを黄色ブドウ球菌と同

定した。黄色ブドウ球菌と同定された分離菌株は

10％グリセロール加LプロスSOOPt　eに懸濁して

一800Cで凍結保存した。

　3．PCR（polymerase　chain　reaction）法によ

　　るコアグラーゼ遺伝子の増幅と解析

1）DNAテンプレートの抽出：DNase培地
（ニッスイ）あるいは食塩卵黄加寒天培地（自作製

したもの）に生えた黄色ブドウ球菌をTE　buffer

（10mM　Tris－HCI，　lmM　EDTA　：pH8．0）　100ne

に懸濁後，1000Cで5分間煮沸し，10，000gで5分

間遠沈し，得られた上清をDNAテンプレートと

して検査に供するまで一200Cにて凍結保存した。

2）PCR：ラピッドサイクラー（ldaho　Technol－

ogy社）を用いて，抽出したDNAのコアグラーゼ

遺伝子の増幅を行った。使用プライマー（1）は

COAG2；5t－CGAGACCAAGATTCAACAAG
－31とCOAG3；5’一AAAGAAAACCACT－
CACATCA－3〆を用いた。

　PCRは940C15秒で熱変性後，94℃0秒，アニー

リング45QC　O秒，伸長反応72QC15秒を30サイクル

行い，最後に伸長反応を72．C30秒行った。

3）アガロースゲル電気泳動による分析

　①PCR増幅物の分子量解析：PCR終了後，各

増幅産物の5μについて1．5％アガロースゲル

（アガロースLEナカライテスク）により泳動し

た。泳動条件は0．5×TBE，　DC100Vで泳動時問を

30～60分とした。泳動後，ゲルをエチジウムブロ

マイドで5～10分間染色し，UV照射下でバンド

パターンを確認し，写真撮影した。分子量サイズ

マーカーには100bp　ladder（Gibco　BRL）を用い

て解析した。

　②PCR増幅産物の制限酵素切断パターンの解

析：コアグラーゼ遺伝子のPCR増幅産物に，さ

らに制限酵素（．4　lu　IもしくはHha　I）を2～4

単位加えて37QCで一晩処理後，低分子解析用アガ

ロースMS－8（コスモ・バイオ）の2％ゲルで電気

泳動し，その切断断片を比較した。

　　　　　　　　III結　　果

　1．鼻腔内黄色ブドウ球菌の分離状況

　各回それぞれの分離率は1回目が40人中11名

（27．5％），2回目が14名（35％），3回目が8名

（20％），4回目が10名（25％）であり，2回目が

特に多く，3回目がやや少なく分離されるなど調

査時期によって多少のばらつきが見られた。平均

分離率は26．9％であった。

　調査期間を通しての個人別の黄色ブドウ球菌分

離状況は，4回中4回とも分離された人が4名，

3回分離された人が5名，2回分離された人が3

名，1回のみ分離された人が6名，1度も分離さ

れなかった人が22名であった。これらを1）高頻

度分離群（4回中3回以上分離された人），2）低

頻度分離群（4回中1～2回分離された人），3）

非分離群
　54　0／o

低頻度分離群
　23SOI60

騨1；；高頻度分離謙

li〔霧3％

　　　　購

図1　鼻腔内黄色ブドウ球菌分離率
　　　鼻腔内黄色ブドウ球菌分離頻度の群別の割合を示し
　　　たもので，調査期間中に3回以．t分離されたものを高

　　　頻度分離群，1～2回分離されたものを低頻度分離
　　　群，1度も分離されなかったものを非分離群とした。
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非分離群（全く分離されなかった人）の3つのグ

ループに分けると，1）は22．5％，2）は22．5％，

3）は55％となった（図1）。

　分離培地上に生えた黄色ブドウ球菌の菌量（コ

ロニー数）と分離率の関係を見てみると，分離回

数が多い，つまり高頻度分離群が低頻度分離群よ

り比較的安定して菌が多く分離される傾向にあっ

た。

　2．PCRによるコアグラーゼ遺伝子型別の検討

1）コアグラーゼ遺伝子のPCR増幅率

　今回の調査で検討した菌株の総数は107株で，

single　PCR（一段階PCR）によって増幅したコア

グラーゼ遺伝子を電気泳動で確認したところ，そ

の殆どににバンドを検出することができた。増幅

できなかったのはわずか4株で，PCR増幅率は

96％であった。

2000bp　｝〉

表1　コアグラーゼ遺伝子型別

タイプ　菌株数分子量サイズ（bp）切断パターン（bp）

A
B
C

D
E
F

G
H
I

J

K
L

4

2

2

2

2

2

1

1

1

1

1

1

750

800

1000

800

500

750

1100

800

800

800

800

650

　（243，486）

　（162，243，405）

　（162，324，486）

　（162，648）

　　（81，405）

　（324，405）

　（324，445，567）

　（162，486）

　　切断なし

　（81，243，486）

（162，243，405，648）

　（81，162，405）
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図2　分離株のコアグラーゼ遺伝子PCR増幅物
　　　黄色ブドウ球菌分離株のコアグラーゼ遺伝子をPCR
　　　で増幅し，その産物（未処理）をアガロースゲル電気

　　　泳動で比較した。図には代表的なものを示す。矢印は

　　　分子量サイズマーカー。
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図3　コアグラーゼ遺伝子PCR増幅物の制限酵素
による切断パ七一ン
コアグラーゼ遺伝子PCR増幅物を制限酵素Alu　I
で処理し，アガロースゲル電気泳動で比較した。レー

ン1，8，9はタイプA，レーン2，3はタイプE，
レーン4，5はタイプC，レーン6はタイプF，レー
ン7はタイプL，レーン10はタイプD（表1参照）。

2）各個人から分離された菌株のコアグラーゼ遺

伝子の分子量，制限酵素切断パターンの比較

　今回，黄色ブドウ球菌が分離された人は18名で，

その分離された菌株（複数分離された株も併せて）

20株についてコアグラーゼ遺伝子の分子量サイズ

をアガロースゲル電気泳動により測定した結果，

バンドは6つの位置に認められた。おおまかに500

bpに2株，650bpに1株，750bpに6株，800bpに

8株，1000bpに2株および1100bpに1株と

500～1100bpの間に分布していた（図2）。ほぼ同

じ分子量に位置したものについてはその同一性を

確認するためにさらに制限酵素Alu　1によって処

理し，切断パターンを比較検討した（図3）。その

結果，コアグラ一壷遺伝子の切断パターンは12通

りに分類された。切断パターンは，繰り返し配列

81bpの倍数となり，（243bp，486bp）が4株，（162

bp，243bp，405bp）が2株，（162bp，324bp，486

bp）が2株，（162bp，648bp）が2株，（81bp，405

bp）が2株，（324bp，405bp）が2株で，残りの6

株はすべてパターンが異なっており多様性を示し

た。また6株中1株は切断断片が認められなかっ

た（表1）。

3）各個人の異なる時期に分離された菌株の比較

　2回以上黄色ブドウ球菌が分離された12名のそ

れぞれ異なる時期に分離された菌株について，コ

アグラーゼ遺伝子のPCR増幅産物の分子量およ

び制限酵素．41u　1によって処理し得られた切断パ

ターンを比較した結果，分離時期が異なっていて

も同一個人から得られた菌株はすべて切断パター
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ンが一致した。

4）各個人の同時期に複数分離された菌株の比較

　各個人から1回の検査において複数分離された

菌株についてコアグラーゼ遺伝子型を比較した。

複数分離された人は全部で13名で4回シリーズを

通して検討した菌株は92株（1名1回につき2株

～8株，平均3。7株）であった。その結果，13人中

2名を除き，分離した菌株間でPCR増幅産物の

分子量および．4　IZt　I制限酵素による切断パターン

が一致した。2名についてはそれぞれ3株中の1

株が異なる切断パターンを示した。再確認の結果

も同様であった。

　　　　　　　　N　考　　察

　黄色ブドウ球菌に関しては，これまでに数多く

の研究が行われてきた。特にMRSA（2）については

15年程前に院内感染の原因菌として注目されてか

らは社会的にも高い関心が持たれている。特に医

療スタッフの皮膚・鼻腔での黄色ブドウ球菌保有

はMRSAに限らず感染源として重要である（3・4・5）。

今回，医療従事者予備群である医療技術短期大学

部の学生において，その保菌状況を調査するとと

もに，その分離株についての解析を行った。

　従来から報告されている健康人における鼻腔内

黄色ブドウ球菌の分離率は20～40％である㈹。今

回医療短大の学生を対象に調査した結果は平均分

離率27％でこれまでの報告とほぼ一致していた。

しかし，各回ごとの分離率にはばらつきが見られ

た。特に3回めが低い分離率となった点について

は，調査時期が冬のため鼻腔内が乾燥していた，

あるいは丁度風邪の流行時期と重なり，罹患して

いた人の多くが抗生剤等を服用していたために菌

の分離が抑制されてしまったなどの可能性が考え

られる。

　今回，調査した40弾雨一度も黄色ブドウ球菌が

検出されなかった22名を除く残り18名では，4回

の検査で3回以上検出されたもの（高頻度分離群）

が9名で全体の約23％を占めた。この群では分離

の際の集落数も多い傾向にあり鼻腔内に安定して

菌が定着しているものと思われる。

　黄色ブドウ球菌の疫学調査には，コアグラーゼ

型別やファージ型別などの菌の表現形を調べる従

来の方法とDNAレベルでの遺伝子型別法とが利

用されている。最近ではDNAレベルで菌株を識

別するPFGE（Pulsed－field　gel　electrophor－

esis）（7）やRFLP　（Restriction　fragment　length

polymorphism）（8）などの分子生物学的な方法が

その簡便性と正確さから利用され始めている。

Gohらにより提唱されたPCRを用いたコアグ

ラーゼ遺伝子型別法（9＞は，黄色ブドウ球菌の特徴

であるコアダラーゼの遺伝子の多様性を利用した

方法で，従来の抗血清を用いるコアグラーゼ部別

に比べて簡便迅速でかつ黄色ブドウ球菌を多くの

型に分けることが可能である。州法ではnested

PCRによる2段階PCRであるが，今回はsingle

PCR（1段階PCR）で行った。その結果，107株

中103株（96％）で成功し，PCRの回数も半分で済

むことから十分臨床応用可能と考えられる。また，

今回結果が得られなかった菌株については，突然

変異によるプライマー部分の変化や酵素切断部位

の変化などが考えられる。

　各個人から分離された20株（一個人から2種類

の菌株が同時に検出されたものが2株含まれる）

のAIZt　1制限酵素によるコアグラーゼ遺伝子の切

断パターンは12通りに分類され（10），鼻腔内に定着

または一過性に付着する黄色ブドウ球菌は個人に

よってかなり異なっていることが示された。

　一般に黄色ブドウ球菌は，健常人において鼻腔

内に一種類の菌株が長期に亘り定着するとされて

いる（II）。一方，一過性に付着するような場合に

は，菌株は種類が一定せず多様性を示すと言われ

ている。しかし，今回得られた結果では高頻度分

離，低頻度分離に関わらず，同一の個人から異な

る時期に分離された菌株では全て同じコアグラー

ゼ遺伝子型別であった。また，13人中2名（高頻

度分離群1名，低頻度分離群1名）では同一検体

から分離した菌株間にA　IZt　I制限酵素処理による

切断パターンの違いが見られ，2種類の菌株が同

時に存在することが示された。このことは前述の

報告と必ずしも一致しない。アトピー性皮膚炎の

患者では鼻腔内に黄色ブドウ球菌が複数株定着し

ているとの報告もある（12）ので，今回2種類の株が
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同時に分離された学生についてその既往を確認し

たところ，二人ともアトピー性皮膚炎に罹患して

いなかった。これらのことから，分離の頻度に関

わらず健康な人の鼻腔内に複数株の黄色ブドウ球

菌が存在している可能性が示唆された。高頻度分

離群の場合，実際には複数株存在していたとして

も菌の占める割合で特に優勢な一株のみが分離さ

れやすく劣勢な菌株が見逃される可能性がある。

このことについては今後さらに検討していく必要

がある。

　高頻度分離群，低頻度分離群でコアグラーゼ遺

伝子型別を比較したが，特に有意な差は認められ

ず，長期に安定して定着する菌株に特有なコアグ

ラーゼ遺伝子型は見つからなかった。一番多かっ

た切断パターンのタイプ（243bp，486bp）でも高

頻度分離群2名，低頻度分離群2名とそれぞれに

同率に存在した。定着する菌の決定には個人の生

活環境や免疫力，そのほかにも色々な因子が関係

するものと思われる。

　黄色ブドウ球菌は健康な成人の鼻腔内に普通に

定着している。MRSAだけでなく，黄色ブドウ球

菌の産生するエンテロトキシンやTSST1（Toxic

Shock　Syndrorne　Toxin－1）などの毒素による疾

患も多数ある。これから医療技術者となる学生に

対して感染防御の重要性を認識させ，院内感染防

止に関する十分な知識と技術を身につけさせる必

要性を再確認した。

　今後の課題として，今回検討することができな

かった分離菌の薬剤感受性や毒素産生性，また，

どのような機構で鼻腔内に定着するのか，さらに

安定して定着を来すような環境要因があるのかな

どについて追求していきたいと考えている。

　　　　　　　　V　結　　語

1．！ヶ月おきに4回本学の学生から分離された

鼻腔内黄色ブドウ球菌の平均分離率は27％であっ

た。

2．今回わずかながらも健康成人の鼻腔内に複数

の黄色ブドウ球菌が存在している可能性が示され，

従来の報告とは異なる知見が得られた。これに関

しては今後の検討が必要である。

3．single　PCR（一段階PCR）によるコアグラー

ゼ遺伝子の増幅率は96％で，この方法の有効性が

示された。

4．各個人から分離された菌株のAlu　1制限酵素

によるコアグラ一山遺伝子切断パターンは12通り

に分類され，個人によって多様性を示すことがわ

かった。

5．高頻度分離群，低頻度分離群のそれぞれに特

有な切断パターンの存在は認められなかった。
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