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市販鶏肉から分離されるサルモネラ菌の
薬剤耐性とR因子の出現頻度
田 川

清

INCIDENCE OF DRUG RESISTANCE AND R FACTOR AMONG
SAL，MONEL，LAEISOLATED FROM RETAILED CHICKENS
KiyoshiTAGAWA

FrIOmApril1972toMarch1975，Salmonellaewer・eiso】atedfr・OmSamplesofretailedchickens
and their dr・ug reSistance and distribution of R factorIS Wereinvestigated・In83sample＄
（49．4％），16variousSalmonellaserotypeswerediscover・ed and S．iy．少himurium，S・enteritidis
and S．thom．i・SOn Wer・e mOSt frequentlyisolated・

Ofthe total83isolates，40（48．2％）were rIeSistant to one ormor・e dr・ugS teSted・None of

the Salmonellaisolates were resistant to chloramphenicolor nalidixic acid and fewisolates
were r・eSistant to kanamycin． Resistance to sulfanilamide was mo＄t COmmOn amOng the
resistantisolates，followed by resistance to str・eptOmyCin，ampicillin or tetracyclin，in a
decreasing order．

Rfactor・StranSmissibletoarecipientstrainofEscheribhiacoli

ML1410（F￣，mei￣，NA＝

were demonstr・atedin40．0％of the r・eSistantisolates．

The findings of this and other simi1ar studies warTantStrictcontr・Oloftheindiscriminate
use of drIugS SuCh as antibiotics．
1972年4月から1975年3月にかけて，市販鶏肉試料からサルモネラ菌の分離を行ない，それらの菌の薬剤耐性とR因
子の分布状況を検討した．

試料幻点（494％）から16の異なる血清塾に属するサルモネラ菌が分離され，そのうちぶ」J．yタカダ桝〟浸〝桝，且
段吼緑汀・如法勿k．ぶ〃わ弼ゆ封切が最も堕々見出される菌株であった．
分離田菌株のうち，40菌株（賂2％）が供試薬剤の一・つまたはそれ以上に耐性であった．クロランフふニコールま
たはナリ汐キシ酸に耐性のものは全くなく，カナマイシンに耐性のものも僅かであった．耐性菌株のうちスルファニー
ルアミド耐性のものは最も多く，次いでストレプトマイシン耐性，アンピシリン耐胤 テトラサイクリン耐性の順であ
った

受容菌としてg5 血椚k磁■d： 〃JグMい410（F●，桝βg￣，NAr）を用いた耐性伝達試験では，耐性サルモネラ菌の
40い0％にR因子をもつことが示された

これらの結果ならびに同種研究等から抗生物質を始めとする薬剤の無秩序な使用は厳格に規制される必要がある．
緒

わが国において抗生物質をはじめとする化学療法剤（以下薬剤と略）が家畜家禽の成長促進，疾病治療ないし予防の
目的で飼料へ添加等により使われ始めてから20数年が経過した。その間畜産の合理化と集約化がなされ，多頭羽飼育に
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よる畜・鶏舎の団地化が進み，それに伴って薬剤の使用はその数・盈ともに飛躍的に増加してきた… そして近年の畜産

関係で使用される薬剤の鼠はヒトの病気治療その他へ使用される景を遠かに凌いでいる叫
このことは薬剤の乳・肉・卵への預留，耐性菌め増加という食品衛生上憂慮すべき事態を招いた‖1975年7月，飼料
への薬剤使用を制限し，畜産品の安全性を確保する法改正（2）がなされ，1976年7月から施行されるに至った
著者は家畜家禽への薬剤の使用と，畜肉から分離される細菌の薬剤耐性の関連を明らかにし，耐性菌の増加を抑える
方策を考究する目的で研究を進めている．本報告ほ1972年皮から1974年皮の3カ年に鶏肉から分離したサルモネラ菌の
薬剤耐性頻度ならびに耐性伝達因子（R因子）について検討した結果を纏めたものである

実 験 方 法
試料：香川県下の精肉店から1店につき50gの鶏肉を購入し，サルモネラ菌分離の試料と−した．
菌の分離方法：試料50gに滅菌生理塩水おOmlを加え，20℃にて120r・．pけmlhr・振澄浸出した．浸出液10mlを
セレナイト増菌培地（日水）90mlに加え，37℃飢bI・培養した（以下特別に記さない限り培養温度は37℃である）．
菌の分離にはプリリアントグリ−ン培地を使用し，増菌培養液1〜2滴を寒天平坂上にコンラ−ジ棒で塗抹して培養を
行なった（なお，増菌液にプロテウス菌があるとコロニ−の分離がうまくゆかないので，そのような場合は分離培地に
0。05％になるよう抱水クロラ−ルを加えてプロテウス菌の拡がりを抑えた）．培養24bI・および48h後出現したコロ
ニー・のうちサルモネラ菌と思われる性状のものを採り，滅菌生理塩水0．5mlに懸濁希釈してから再び同様の分離平板
に画線塗抹し，2むh・培養を行ない単一・コロニ−として分離されるまで繰返し純化を行なった．平板上のコロニーを
TSI寒天斜面に培養し，生理学的ならびに血清学的検査を行ないサルモネラ菌を同定した．すなわち，運動性があり
グルコー・ス利用能陽性，ラクトースおよびシェ．クロース利用髄陰性，H2S産生龍陽性，インドール生成能陰性，ウレ
アーゼ産生髄陰性，マロン酸利用髄陰性であり，しかもサルモネラ0多価血清（北里研）により強く凝集するものをサ
ルモネラ菌と同定し，更に0血清，H血清（北里研）により型別した．
薬剤耐性試験：分離菌の薬剤耐性の測定は日本化学療法学会改定法（3）に準じて行なった小使用した薬剤の種類串よび

磯度はTablelに示した通りである．被換菌をトリプトソ・−ヤ■ブイヨン（日水）で1夜培養し，同様の培地で10￣2に

Chloramphenicol（Sankyoseiyaku Co・）
TetrIaCyCtine（Sigma Co」）

l

Concentrat：ion
12．5 〟g／m1
12．5 〝
〃
〃

Dihydrostreptomycin（MeijiseikaCoト）
Sulfisoxazol（YamanouchiseiyakuCo小）
KanamyCinsulfate（MeijiseikaCo）
Sodiumampicillin（BanyuSeiyakuCo・）
Nalidixicacid（DaiichiseiyakuCo．）

Abbreviation

諾諾KM慧

Drug

I

Tablelu DrugS and theirconcentrations usedfor susceptibility test

6．25 〝
12．5 〝
12．5 〝

希釈し，その1白金耳盈を薬剤加寒天平板（SAの場合は半合成培地A（4）を，その他の薬剤の場合はプレインハ・−トイ
ンヒ．ユジョン（BHI）培地を使用）にスポットした小 培養18〜20br・後観察し菌の増殖がみられたものを耐性と判定し
た．

耐性伝達試験：耐性伝達の受容菌としては点即席〝・グc・彪■8＝C8JZ ML1410（ダ￣，粥虎￣，NAr）株を使用した．被検菌
および受容菌をそれぞれトリプトソーーヤプイヨンに1夜培養し，被検薗培養液0．1mlと受容菌培養液0．4mlを混合し
15hr・培養する．混合培養液の1白金耳立を採り，NA12い5／ g／mlを含む各薬剤平板（前記と同様）に画線塗抹し20hI
培養する．．現われたコロニ・−を滅菌生理塩水に懸濁希釈し，同様の薬剤平板に画線培養して純化を行なった．ここに
得られた耐性獲得且√OJよ ML1410菌をブイヨン寒天平板上に約7mmの長さに画線する（1平板に48菌を画線），
1夜培養した後これをマスタ・−プレ・−トとして，NA加各薬剤平板にレプリカすることにより耐性伝達因子（R因子）
の耐性バタ・Tンを決定した．

OLIVE 香川大学学術情報リポジトリ
欝30巻 欝63号（1978）

サルモネラ菌の薬剤耐性とR因子

結

109

果

1972年度〜1974年皮の間に試験した鶏肉試料数，サルモネラ菌検出率および菌の血清型をTable2に示す．各年度
Tabla2Frequency ofisolation ofSalmonellae fromretailedchickens
■

NoOfsamples （5
31（48。4）
14（438）

Serotype
ぶfJわ沼♪5￠乃6， β．f．y♪鬼才研〝グ・ゐ慨5
ぶ．都路〝グ≠グdグ54，Othe‡S16ル
ぷ．β邦〜β′Z≠Z♂グ53，ぷ」領地玩御・ゐ朔2，

ぶ」加，d2，Othe【S7
38（528）

ぶ．f．y♪カオ桝〝7ゐ加6，ぶ．β搾どβタ・わ滋露．s4，

ぷ．ggぴβ3，まゎ叩か伽2，OtbeI・S23．
のサルモネラ検出率（＝汚染率）にはあまり差はなく，試料鶏肉の約単数からサルモネラ菌が分離された．
分離サルモネラ菌83株は16の血清型に属し，そのうちぷ．〜．畑砿棚扁毎払 β針路甜オg∠ 虎■5，g．fノわ沼♪5∂循の3
種が多く，分離菌の約40％を占めていた．その他の歯型の中には菌名を決定し難いものがかなり含■まれていた．なお同
・−・試料から後数の菌を分離したのであるが，それらは全て同一歯型を示したので1試料1菌株をもって以後の実験に供
した．．

分離菌の個々の薬剤に対する耐性菌株の分離頻度を示したのがTable3である．1972年皮の耐性菌分離頻度は
Table3Di＄tribution ofindividualdrug resistnce among SbZmonella str・ainsisolated from
retai1ed chickens

Totall ぉ lollOl15l32l2lll‡ol

亜

54い8％，1973年皮のそれは弘．3％，1974年皮は36．8％とかなりの変動があるが，試料数が少ないのでそのまま各年度に
おける耐性菌の割合と見倣すわ桝こはゆかない．
しかし総合してみると分離されるサルモネラ菌株の約50％が供試7薬剤の1つまたはそれ以上に耐性であり，それら
の耐性菌株のうちSA耐性をもつものが最も多く80‖0％，次いでSM耐性であるもの37‖5％，APC耐性であるもの

27．5％，TC耐性であるもの250％，KM耐性であるもの5．．0％の順であった．CMおよびNA耐性のものは全くな
かった．

耐性40菌株のうち22菌株が単剤耐性であり，残りの18菌株は2剤以上の多剤耐性であった．多剤耐性のもののう
ち9菌株が2剤耐性，6菌株が3剤耐性，3菌株が4剤耐性であった．各耐性パターーンとそのバク−ンをもつ菌株数な
らびにR医l予備有菌株数をTable4に示す．
SA単剤耐性のものほ最も多く，耐性金歯株の42一5％を占めていた．しかしその耐性の多くは非伝達性であり，R因
子によると認められたものは僅かに2菌株，118％，であった．
SM耐性であるものはかなり多く存在したにも拘わらずSM単剤耐性のものはなかった．多剤耐性のものではTC・

SM・SA，またはTC・SM・SA・APCのバタ−ンのものが多く，22．5％，R因子をもつものの比率も高い．
R因子保有菌株の全耐性菌株に対する割合は400％であり，個々の薬剤耐性の伝達率はTable5のようである．SA
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Table4 hcidenceandtr・anSferabilityofdrug resistanCepatternSOfisolates
Dr・ug reSistance pattern

No，Of st：rains har・boured
the pattern

Incidence（％）

4
2
1

5

1

0

5

1

0

2

0

1

1
0

5

1

2

7

5

ウ﹈

5

1

2

0

4

SM・APC

0

1

1

SM・KM

5

4

SM・SA

3

0

6

TC・SM・SA

5

7

3

TC・SM・SA・APC

No，Of str・ains tranSferring
allor part of pattern

2

SA・APC

5

KM・APC

2

TC
SA
APC

4

1

1

ウ︼
ウ︼
0

Table5・TransferabilityofindividualdrugresistanCe
Resisbnt to

Nbof stI・ains

tested

the resistanCea）

tranSbility

6

0

8
7

5

2
5

2
2

TC
SM
SA
KM
APC

No．of＄trains trIanSferred

60，0
53．3
21 9
100．0
455

1
1

a）ThemajorityofmultipleresistantstrIainswer・efoundtocarrymorethantwotypesof Rfactorsin
acellTherefore，if someof Rfactor＄，tr・anSferr・edfromthesamedonorcell，WereenCOdedacertain
resistanceof the donor・andthe others werenot，the resistanCe WaS regardedto be tranSferable
1
3

耐性の伝達率が219％と低いのはSA単剤耐性の伝達率の低いことによるもので，そのことを除くと各薬剤耐性ともか
なりの伝達率であることが認められた．
1

考

察

従来の報告（5ノ10）では，食肉のうち鶏肉のサルモネラ菌汚染率が最も高い小本研究における市販鶏肉の汚染率は約50％
であり，著者ら（11・12）の1976，1977年皮に行なった同種研究の墟異ならびに東京都衛研（8）が1966〜1968年に行なった調
査における鶏肉の汚染率20％前後の数値からするとかなり高い値である．一方熊（9）は1972年の調査で鶏肉の汚染率は
875％であると報告している．、これらの汚染率の違いは試料の採集地域，時期等にもよるであろうが，最も大きく影響
レているとみられるのは鶏処理過程での二次的な汚染であろう・・著者ら（13）は養鶏場の鶏を調べサルモネラ菌保有率は

10％以下であることを認めている．渡辺（10），高塚ら（14）の報告においてもはぼ同様の菌保有率であり，彼等は鶏処理過
程の取扱い如何によっては，鶏肉のサルモネラ菌汚染率はかなり高くなることを示した．本研究において，生難から
屡々分離されているぶβ乃∠βγ・オ∠∠■♂才gやぶ 秒♪鬼才弼〝γ・ね加が高率に検出されたことは，処理場での保菌鶏から親肉
への菌の拡散が考えられる．
分離菌のうちなんらかの耐性をもつものは482％であり，既報（15￣19）のサルモネラ菌の耐性菌の比率と比較して高い
数億であるとは言えない．しかし，耐性菌の比率は供試薬剤の数ならびにその種類によって変わりうるものでもあり，
また菌の分離原によって−も左右される．田中ら（1g）はヒトから分離されたサルモネラ菌の約80％のものはTC，CM，
SM，SAのいずれか1つまたほそれ以上に耐性であったと報告している．また著者ら（13）はブロイラ1一養鶏場の難から
分離されるサルモネラ菌の殆んど全てのものが本研究で使用した薬剤のほか，ダンクマイシン，セファロリジン，フラ
トリ汐ンを加えた10薬剤のいずれかに耐性であることを認めている．一・般に家畜家禽またはヒトから耐性菌が分離され
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る頻度は高いのに比し，食品とか環境から分離される率は低い（20・21）．そして個々の薬剤に対する耐性菌の分離頻度は，
分離される試料への薬剤の使用頻度または使用盈と密接に関係している（22，23）
本研究においてみられた各薬剤に対する耐性菌の比率は鶏への薬剤使用の様相を反映しているものと考えられる．ま
キSA耐性のものが圧倒的に多いのに較べ，サルモネラ菌以外の腸内細菌においてかなりの割合でみつけられるCM耐
性のものが見当らなかったのは，田中ら（19）の知見と符合しサルモネラ菌の特質とも考えられる．
SA単剤耐性のものが多いにも拘わらずその耐性の伝達率の低いことに関しては，三橋ら（24）はSA単剤耐性は比較的
低分子盈のプラスミドによることを報告している．．それがどのように他の菌に移されるかは明らかでないが，恐らく菌
の死滅溶解に伴うプラスミドの放出と，それへの直接接触による取込み（tranSfoI・mtion），または感染ファー・ジによ
る導入（transduction）が考えられる．一方SAは殆んど全ての市販飼料に含まれており，それによるSA耐菌性の選
択的増殖も，耐性の伝達率が低ぐて−も高率にSA耐性菌が検出される原因と考えられる．
家畜・家禽への薬剤の使用と耐性菌の出現，およびそれに伴うヒトの健康に与える有害な影響については屡々指摘さ
れているところである（25−27）．、1976年7月から 飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律（2） により，飼料添
加薬剤等は新に設定された枠内での使用に限られることになった．しかし，著者らの現在魅続申の研究によると，家
畜・家禽から分離される薬剤耐性菌の出現頻度は法施行前と殆んど差が認められていない．従って今後薬剤使用に対す
るより厳格な規制と適切な指導が望まれる．
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