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病院の室内環境汚染問題は2002年から2003年にかけてのSARS騒ぎで、病院内における感染症に対する対応

の困難な状況が浮き彫りとなったことで、世界各国に広がる感染汚染の問題は今後の院内感染対策をさらに見

直す時期を迎えたと言える。特に近年の医療施設は社会的な評価が重要となり、今まで以上に高品質および高

度は管理体制が要求されているにも拘わらず、院内感染対策を重視した設計は充分ではなく、院内感染のリス

クは依然として高いと考えられる。したがって医療施設では住環境以上に環境微生物による汚染からの対策に

ついて充分な配慮が必要である。特に医療における環境微生物汚染対策には、あらゆる感染源、感染経路の特

定に関する情報が不可欠である。しかしながら衛生動物が媒介する微生物の研究については，研究者が少なく

「ハエと蚊が媒介する細菌とウイルス」に集中しており，他の昆虫と微生物との関係については殆んど研究が

進んでいないのが現状である。そこで，これら一般にはあまり認知されていない医療施設（病院、一般診療所、

歯科診療所）、居住環境（一般住宅の屋内と周辺屋外）や公共施設（学校，児童館の屋内と周辺屋外）などの

環境中に生息する微小昆虫の生息状況と細菌・カビとの関係を調査し，生息域の細菌および空中浮遊菌との関

連性を検討する。これと平行して実験室内にて、既知のカビおよび細菌をチャンバー内において拡散させ、タ

バコシバンムシに一定時間曝露させ、その生体中の量および分布を検討し、これらの情報を明らかにすること

で、医療施設ならびに居住環境中の細菌とカビの動態を調査することにより、これまで認知されていなかった

新たな院内感染経路を明らかにすることは予防医学の上からも貴重なデータとなると考えられる。   
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１．はじめに 

近年，人の居住環境に，普通に生息するイエバエ（Musca domestica）が腸管出血性大腸菌O157：H7を媒介す

ることが国立感染症研究所などの調査で明らかになっている。下水道が完備されていない時代に存在したハエや

蚊が大量に発生する劣悪な環境が改善されたことが，研究機関や研究者の減少のひとつの要因であると考える。

しかしながら，一見快適に見える居住環境や公共施設が新たな健康被害の問題を引き起こしたように考える。近

年の小児科、皮膚科を受診される患者に、住環境においては、カビ、ダニ、化学物質、がそのアレルゲンになっ

ている様々なアレルギー性の症状が多発していることからも、それらからの曝露吸収を可能な限り抑える必要が

あると考えられる。昨年度の厚生労働省の報告によれば，小学生から高校生までの「アレルギー性疾患の患者」

が10年前と比べて急増しているとのこと。その要因としてダニ，カビ，ハウスダストなどのアレルゲンと人の体

質の変化を挙げている。 

一方、医療施設においては今までHIB、HIVなどのウイルス感染症，MRSAや緑膿菌などによる日和見感染症が院

内感染として問題となっている。また，空気感染経路をとるレジオネラ属菌の感染症の対策も進められている。

また、ここ数年の間に多剤耐性の結核菌による感染症が急増し、わが国では，菌塗抹陽性肺結核患者の新登録患

者が増加しているとの報告があり、先進国の中で最も高い状況にある．バンコマイシン耐性腸球菌：vancomycin 

resistant Enterococcus：VRE 人および動物の腸管内に常在し，一般に病原性は低いとされているが，時にペニ

シリン系抗生剤に高度耐性をもった本菌が敗血症，尿路感染症，腹膜炎，髄膜炎など重症感染症の原因菌となる
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こともある。欧米では 1988 年頃から易感染患者の増加とともに，院内感染の起炎菌として問題となり始めた。

日本国内での VRE の報告はまだ稀であり，多くは散発事例であるが，この耐性菌が広がった場合には周知のメチ

シリン耐性黄色ブドウ球菌（methicillin resistant Staphyrococcus aureus：MRSA） のような院内感染の流行

を招くことが懸念されている。実際に，長野県内の総合病院においてvanB 型のVREによる集団発生が報告され

ている（Oana et al.，2001 ）。また，海外からの輸入鶏肉のVRE汚染も指摘されており（Ike et al.，1999），

臨床現場での早期検出と拡散防止への一層の努力が求められている。川上らは、病院の待合室で採集された個体

よりMRSAが分離されたことを報告し，MRSAがタバコシバンムシに付着して運ばれる事例が確認された。細菌の

バンコマイシン耐性遺伝子のうち，vanAはプラスミドに存在することが解っており，耐性菌のプラスミドからの

伝達により耐性でない菌がバンコマイシン耐性菌へと変化することが懸念されている（Aarestrup et al.，1996）。

もし耐性菌となった場合，タバコシバンムシが媒介者となり，院内感染を引き起こす可能性を否定できない。し

かしながら，タバコシバンムシの存在は臨床現場の従事者には盲点であり，本種の存在を啓蒙する必要があると

思われる。歯科領域では，歯牙切削や超音波スケーリング時に粉塵などが核となり血液，唾液を伴ったエアロゾ

ルが飛散する特殊性からみて，他の医療施設に比べて飛沫感染（空気感染）のリスクが高く院内感染の一要因と

なると考えている。申請者らは今まで，診療時に口腔内から飛散する血液，唾液を含んだエアロゾルの挙動と環

境への影響について調査を行ってきた結果，グラム陽性球菌類は，全体の33％，グラム陽性桿菌類は37％，糸状

様真菌は30％であった。また，歯牙切削時に口腔内由来と考えられるα，γ溶血レンサ球菌は，全体の31％であ
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り、約7培を検出し、さらに詳細に同定したところ 口腔内レンサ球菌（Streptococcus sanguis、Streptococcus 

intermedius Streptococcus oralis、Streptococcus mitis、Streptococcus mutans）を認めたことから、もし感

染性病原体を保有する患者を診療した際には院内感染のリスクは当然高くなることが予測できる。 

病院の室内環境汚染問題は2002年から2003年にかけてのSARS騒ぎで、病院内における感染症に対する対応の困

難な状況が浮き彫りとなったことで、世界各国に広がる感染汚染の問題は今後の院内感染対策をさらに見直す時

期を迎えたと言える。特に近年の医療施設は社会的な評価が重要となり、今まで以上に高品質および高度は管理

体制が要求されているにも拘わらず、院内感染対策を重視した設計は充分ではなく、院内感染のリスクは依然と

して高いと考えられる。したがって医療施設では住環境以上に環境微生物による汚染からの対策について充分な

配慮が必要である。特に医療における環境微生物汚染対策には、あらゆる感染源、感染経路の特定に関する情報

が不可欠である。しかしながら衛生動物が媒介する微生物の研究については，研究者が少なく「ハエと蚊が媒介

する細菌とウイルス」に集中しており，他の昆虫と微生物との関係については殆んど研究が進んでいないのが現

状である。今回は医療施設（歯科診療所、リハビリセンター）、居住環境（一般住宅の屋内と周辺屋外）の環境中

に生息する微小昆虫の生息状況と細菌・カビとの関係を調査した。さらに今までの研究成果から歯科医療におけ

る室内環境の微生物汚染を示唆した経緯から、空中浮遊菌との関連性を検討した。これらの情報を明らかにする

ことで、医療施設ならびに居住環境中の細菌とカビの動態を調査することにより、これまで認知されていなかっ

た新たな院内感染経路を明らかにすることは予防医学の上からも貴重なデータとなると考えられた。 
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２．方法 

２－１．タバコシバンムシのから分離された細菌の検出および体表面における真菌類胞子の付着率 

タバコシバンムシのから分離された細菌の検出および体表面における真菌類胞子の付着率ならびに付着状況につい

て精査するため，2006・2007年に調査した。タバコシバンムシは衛生害虫に含まれる（図１）。その生態については多

くの調査がある（図２、３）。 

２－１－１．調査場所 

タバコシバンムシの捕獲は東京都品川区の集合住宅1軒，東京都小平市及び埼玉県上尾市の一戸建て住宅2軒の一般

住宅計3軒を対象として行った。捕獲には富士フレーバー社製の粘着式トラップニューセリコ及び，自作の生け捕りト

ラップを用いた。通常では粘着トラップのみを用いた捕獲を行うが、後腸からも細菌を分離するため、本種を解剖し、

後腸を取り出すため、タバコシバンムシが死亡して乾燥していると、後腸を取り出す作業は非常に困難となるため、生

きたままの状態の個体が必要となった。粘着トラップでは多くの個体が死んでいる上に、粘着物が解剖の妨げとなり、

解剖は不可能となる。従って、生きているそのままの状態の本種個体を捕獲するために、生け捕りトラップを作成した

（図４）。 

 ① 東京都品川区の集合住宅１軒・・・・・・・・（キッチン） 

 ② 東京都小平市の一戸建て住宅１軒・・・・（キッチン・ベランダ） 

 ③ 埼玉県上尾市の一戸建て住宅１軒・・・・（キッチン・ベランダ） 



 5 

 

２－１－２．調査期間： 

これらのトラップはそれぞれの住宅のキッチンとベランダとし、設置期間は 7月中旬から 10月上旬までとした。粘

着トラップは１週間設置したのち回収し、新しいものと交換した。生け捕りトラップは観察して、本種が捕獲された段

階で回収交換した。今回利用した生け捕りトラップの仕組みを説明します。このトラップは使い捨ての遠心管を利用し、

中にニューセリコの誘引剤が入っています。まず、遠心管の円錐になっている部分を切り取り、円錐の先端部に約2ｍ

ｍの穴を空けた。この穴をタバコシバムシが通ります。この円錐を遠心管に逆に挿して固定すると、丁度魚を取る際の

罠のような形になり、ムシが再び外に出にくくなります。続いて、フタの部分に約１ｃｍの穴を空け、ムシが逃げない

ように穴にメッシュを貼り付けた。このように風が抜けるような構造にすることで誘引剤の誘引効果を高めた。このト

ラップは壁に接するように床に横向きに寝かせて設置した。このトラップでおよそ3ヶ月間で118頭が捕獲された。 

２－１－３．タバコシバンムシから分離された細菌の検出方法： 

タバコシバンムシが病原微生物のベクターと成り得る可能性についてタバコシバンムシの後腸と体表面から院内感

染の原因となる細菌として知られる以下の４菌種を分離し検討した。タバコシバンムシが病原細菌のVecter となりう

る可能性について追調査することを目的として、今回の実験では本種の後腸と体表面から次の４菌種の分離を試みまし

た。①の黄色ブドウ球菌はヒトへの表皮感染症や食中毒などを引き起こすことが知られている。②の緑膿菌は日和見感

染症の一種である緑膿菌感染症の原因となる。③の大腸菌は哺乳類、鳥類の消化管に生息する腸内細菌であるが、病原
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性を持つ株は胃腸炎、下痢などを引き起こす。④のE. faecalisはヒトの腸管内に常在し、時に尿路感染症、心内膜炎

などの原因菌となる。これら4種はいずれも院内感染の代表的な菌種として知られてる。 

① Staphylococcus aureus (黄色ブドウ球菌） 

② Pseudomonas aeruginosa （緑膿菌） 

③ Escherichia coli （大腸菌） 

④ Enterococcus faecalis （腸球菌） 

捕獲されたタバコシバンムシのうち、生存していた個体は滅菌したピンセット，微針を用いて，解剖し、後腸部分を無

菌的に取り出した。取り出した後腸はただちにハートインフュージョンブイヨン培地に入れ攪拌したのち、37℃で 24

時間増菌培養した。 また、死亡していた個体はそのままハートインヒュージョンブイヨン培地に入れ同様に37度24

時間増菌培養した（図５）。 

２－２．タバコシバンムシへの真菌類の付着率と付着形態の確認方法 

2006年 6月から10月まで東京・神奈川・埼玉所在の一般住宅9軒，小学校1校，児童公園5ヶ所，病院外部1ヶ所

の合計16ヶ所を選定し，2007年 8月から9月まで東京・神奈川・埼玉所在の一般住宅3軒，小学校1校の合計4ヶ所

を選定して，フェロモントラップ「ニューセリコ（富士フレーバー社製）」を用いて捕獲調査を実施した。捕獲した個

体から真菌胞子の付着率を調査し，真菌類の分離および同定を行なった。また，走査型電顕を用いて捕獲した本種の体

表面に付着するカビ胞子の付着状況を観察した。さらに，本種の体表面に人為的にAspergillus ochraceus胞子を付着
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させて，24時間後の付着状況について同様に観察した。 

２－２－１．設置期間： 

  2006年6月～10月, 屋内 14日間，屋外 7日間でトラップ回収した。 

 2007年8月～9月，7日間ごとにトラップ回収した。 

２－２－２．捕獲方法： 

 フェロンモントラップ（NEW SERRICO：富士フレーバー社製）を床から 1.5ｍの高さの壁や柱に貼り付けた（図６）。

公園に関しては，遊具の下などに設置した。 

全捕獲数は4,246であった。 

２－２－３．タバコシバンムシから分離された真菌の検出方法： 

タバコシバンムシから分離された真菌の検出方法は図７に示した。 

２－３．歯科診療所およびリハビリセンターにおいるタバコシバンムシの存在状態および 

体表面や消化管から細菌と真菌の分離方法： 

前述と同様に、フェロモントラップを用いてタバコシバンムシの採集を行い，これらの体表面や消化管から細

菌と真菌の分離調査を実施した。 

２－３－１．設置場所： 

歯科診療所：千葉県開業某歯科診療所A、Bの２診療所に2007年4月～6月に調査した。 
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リハビリセンター：埼玉県内某リハビリセンターに2006年8月～9月に調査した。 

２－３－２．捕獲方法： 

タバコシバンムシの採取方法には２－１－１．の方法に従い採取した。 

２－３－２．環境側測定方法： 

歯科診療室内環境測定温度、湿度、気質、気圧を単位時間当たりの採取量を自動計測したデータを解析した。 

２－３－３．また空中浮遊菌の測定方法： 

千葉県開業歯科診療所A、Bの２診療所のインプラント手術室内において、手術中に発生するエアロゾルの粒子

径別の分析が可能な微生物用アンダーセンサンプラー装置 10-830 型（日本カノマック社製）により、吸気量

28.3L/分 にて10分間吸引し、血液寒天培地（ウマ脱繊維素血液；ポアメデア社）および PDA およびDG18培地

上に菌を捕集した（図８）。また、バイオサンプラーにより５分おきに、空中微生物を捕集して経過時間的変動を

測定した（図９、１０）。両方法ともに空中浮遊菌は、通例に従い、培養後のコロニー数を計数し、さらに菌種を

同定した。また，空気汚染状況を把握するため、レーザーパーティクルカウンターTF500（千葉カノマックス）を

用い，粒度別の粉塵数を同時に測定した（図１１、１２）。 

３．結果 

３－１．タバコシバンムシから分離された細菌の検出結果： 

今回捕獲されたタバコシバンムシのうち、130頭は後腸から、、492頭は体表面から細菌の分離を試みました。ハー
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トインフュージョン培地で増菌された確率は後腸が130頭中28頭で21.5％，体表面が492頭中147頭で29.9％であっ

た。この結果から腸管内と体表面では細菌相が異なっていることが示唆される（図１３）。 

増菌されたものは，その菌液を選択培地に塗抹した。今回はこちらの4種類の選択培地を用いた。それはブドウ球菌用

の卵黄加マンニット食塩寒天培地，大腸菌用DHL寒天培地，緑膿菌用のNAC寒天培地，腸球菌用のEF寒天培地である。

集落が発生した場合は純培養したのち，それぞれ性状検査等を行い同定した（図１４）。 

３－１－１．黄色ブドウ球菌の同程： 

黄色ブドウ球菌の同程は卵黄加マンニット食塩培地に発生した集落はグラム染色し、光学顕微鏡でグラム陽性の球菌

であることを形態的に確認した。グラム陽性菌と確認された場合はグラム陽性菌道程キット、アピスタフプレートを用

いて、最終的な道程を行った。このアピスタフプレートは黄色ブドウ球菌以外にも30種類のグラム陽性球菌を同定す

ることが可能である。その結果、黄色ブドウ球菌、表皮ブドウ球菌の２菌種が同定された（図１５）。 

黄色ブドウ球菌は3軒の住宅で捕獲された個体それぞれから分離され、その数は合計9頭でした。また，品川区および、

小平市の住宅で捕獲された個体からは表皮ブドウ球菌が分離された。黄色ブドウ球菌は後腸，体表面それぞれから分離

された（表１、２、３、４）。 

３－１－２．緑膿菌の同定： 

緑膿菌の同定では、雑巾培養により増菌されたハートインヒュージョンブイヨン培地を、NAC 寒天培地に塗抹した。

緑膿菌である場合、辺縁不正で金属光沢のある集落を形成し、集落周辺に緑色の色素を産生させる。また、特有の臭い
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を放っている。この集落をOF培地に接種し、糖の分解を確認することで緑膿菌の最終的な同定を行った。 

OF培地はブドウ糖の分解形式を調べる緑色の培地である。ブドウ糖を分解すると培地がオウ変する。2本のOF培地を

用意し、それぞれに菌を接種した後、片方だけにパラフィンを重層します。緑膿菌はブドウ糖を酸化的に分解するため、

図１６に示すように左の試験管だけが黄変し、パラフィンを重層して嫌気状態となっている右の試験管は緑色のままに

なる。以上の結果、品川区の住宅で捕獲された3頭から緑膿菌が分離され、いずれも体表面からのみ分離された（表４）。 

なお、今回の実験では大腸菌 Escherichia coli，腸球菌 Enterococcus faecalis の両細菌については分離されなかっ

た。 

３－２－３．タバコシバンムシから分離された真菌の検出： 

タバコシバンムシは調査したすべての場所から捕獲された。真菌の付着率は2006年が 70.9％，2007年が 78.3％で

あり，2年間の平均は 72.2％であった（表５）。真菌類胞子の付着部位は，上唇，大顎，前胸背板，小楯板，前翅，腹

部，腿節，脛節であり、ほぼ全身に付着することがわかった。特に前胸背板，前翅では，真菌の胞子が単独で体毛に付

着する傾向が認められた。分離同定された真菌類の中には，カビ毒産生能を有することで知られているA.ochraceusな

らびにA.flavusを含んでいた（図１７，１８，１９，２０，２１，２２）。 

電顕による観察では本種前翅の体毛に付着する胞子が「胞子由来の粘着物質」によって体毛に固着されていること

が明らかになった。人為的に A.ochraceus胞子を付着させた場合，24 時間後には体毛に胞子が固着されているのが観

察された，（図２３，２４，２５）。 
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３－３．歯科診療所およびリハビリセンターにおいるタバコシバンムシの存在状態と細菌と真菌の分離 

３－３－１．歯科医院で捕獲されたタバコシバンムシについて 

歯科医院で捕獲されたタバコシバンムシについて調査した結果を表６に示した。A歯科医院Aでは合計2頭、 

B歯科医院では3頭であった。手術室内では検出されなかった。さらに細菌と真菌の分離の検査では、腸管およ

び体表面からは分離されなかった。 

３－３－３．環境測定結果 

A歯科医院においてインプラント治療時における温度(℃)、湿度(％)、気圧(hPa)、空気質（汚染係数）、時刻(時:

分:秒)、日付(年/月/日)の継続的なデータを得た（図２６－１，２，３，４）。B歯科医院においても同様のデー

タを得た（図２７－１，２，３，４）。 

３－３－３．空中浮遊菌の測定結果 

A歯科医院においては、同時に歯科治療対象患者の口腔から垂直方向に60cmとした。このサンプリング位置を

中心として放射状に測定点を設け、微生物用アンダーセンバイオサンプラーを設置し、測定時間は上顎左側第一

小臼歯のインプラント治療開始から手術終了時までとした。両装置に血液寒天培地（ウマ脱繊維素血液；ポアメ

デア社）を使用し、1プレート（培地）について空気1000リットルを吸気し、培地上にで菌を連続捕集した。捕

集した空中浮遊菌は37℃で48時間培養後のコロニー数を計数し,同定した結果を得た（図２８－１，２、図２９）。 

３－３－４．浮遊粉塵の粒度別の粉塵数の結果 
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浮遊粉塵の経時的な変動は，レーザーパーティクルカウンターTF500（日本カノマックス）を用い，浮遊粉塵の

粒度別の粉塵数の経時的変動の測定を行った結果を得た（図３０）。  

 

３－３－２．リハビリセンターで捕獲されたタバコシバンムシについて 

リハビリセンターで捕獲されたタバコシバンムシについて調査した結果を表７に示した。調査期間に捕獲さ

れたのは合計6頭であった。さらに細菌は Bacillus cereus ,真菌Aspergillus versicolor, Cladosporium sp. 

Penicillium sp 、酵母が分離された（表７）。 

４．考察 

タバコシバンムシ（Lasioderma serricorne）は乾燥食品の製造工場内で発生することから，食品害虫として問

題視されるだけの微小昆虫であった。しかしながら，本種が人の居住環境中に極めて普通に生息する昆虫である

との認識は一般的ではなく，衛生害虫として問題視されることはなかったことから衛生管理の上で極めて有用な

情報となる。調査対象とするタバコシバンムシからの細菌と酵母の分離は次ぎの通りである。 

Staphylococcus epidermidis：タバコシバンムシは人の居住環境に極めて普通に生息することから（川上・中野，

1996；1997）， 本菌がタバコシバンムシに付着する機会は多いように推察する。 

Enterococcus  faecalis：前述の様に、病院の待合室で採集された個体より MRSA が分離されたことから，MRSA

がタバコシバンムシに付着して運ばれる事例が確認されている。 
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Bacillus cereus 、B. licheniformis ,B. subtilis ：は病原性が非常に弱いものの，感染防御機能，免疫機能

の低下した患者の血液などからしばしば分離される細菌である。 

B. thuringiensis：Bacillus 属は，10～45 ℃の間で好気性でも嫌気性でも生育する極めて増殖能が高い有芽胞

菌である。芽胞を作るため，通常の煮沸消毒やアルコール系などの消毒薬に抵抗性をもつのが特徴である。 

Peptostreptococcus octavius：嫌気性レンサ球菌で，人の常在菌として，口腔・咽頭や消化管などに広く分布し

ている。単独で感染を起すことは少ないが，他の細菌との混合感染が見られる。 

Clostridium sporogenes ：嫌気性有芽胞陽性桿菌で本属には，破傷風菌（C. tetani），ボツリヌス菌（C. 

botulinum ），ウェルシュ菌（C. perfringens）など重篤な感染症起因菌も含まれる。 

Enterobacter agglomerans ：は植物寄生性の細菌であるが，病院環境中からも広範に検出されることが知られて

おり，本株も病院内で採集された個体から分離されている。  

E. cancerogenus , E. cloacae：本細菌グループは昆虫類に付着しやすい。 

Pantoea ananatis：この伝播者としてタバコアザミウマ（tabacco thrips,  Frankliniella fusca）が知られて

いる。  

Candida krusei ：浅在性カンジダ症は Candida  が増殖可能な土壌から人に感染し，皮膚粘膜に病原性を生じる。

深在性カンジダ症はごく稀に敗血症を起こし，重篤である。最近では C. albicans 以外の Candida 種がしばし

ば病原菌となることが知られており，カンジダ症の発症と拡大には様々な感染ルートの要素が関わっていること
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が予想されている。 

Rhodotorula rubra：赤色酵母とよばれ，ヒトや動物の皮膚や腸管からも分離されている。 

平成17年度より微小昆虫採集調査（同定検査）、微小昆虫からの細菌と真菌の分離検査およびタバコシバンム

シに関する詳細な情報ならびに技術提供は研究協力者の川上裕司（農学博士）エフシージー総合研究所 暮らし

の科学部 環境科学研究室 微生物検査室室長より教授されており、予備試験を一般住居環境より採取した数例

のタバコシバンムシについて検討した結果、分離された細菌はグラム陽性菌が８種２０株，グラム陰性菌が４種

７株で合計１２種２７株であり，酵母菌は２種２株であった。また細菌について形態からグループ分けすると，

球菌（coccus）は３種５株，桿菌（bacillus）は９種２２株となり桿菌が多かった。また，酸素要求性からグル

ープ分けすると好気性および通性嫌気性菌（aerobe or facultative anaerobe）が１０種２４株，偏性嫌気性菌

（obligate anaerobe）が２種３株となり偏性嫌気性菌は少なかった。 

さらにタバコシバンムシの採取には従来式のフェロモントラップを一部改良し、調査対象となる歯科診療所、リ

ハビリセンター、一般住宅の屋内公共施設（学校，児童館の屋内等の情報提供ならびに環境測定データの解析を

した。その結果から、ハートインフュージョン培地で増菌された確率は後腸が21.5％（130頭中28頭），体表面が29.9％

（492頭中147頭）であった。この結果から腸管内と体表面では細菌相が異なっていることが示唆される。S.aureus は

3 軒の住宅で捕獲された個体からそれぞれ分離された。また，品川区で捕獲された個体からは P.aeruginosa が分離さ

れた。S.aureus は後腸，体表面それぞれから分離された。P.aeruginosa に関しては体表面からのみ分離された。
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Escherichia coli， Enterococcus faecalisの両菌種については今回の実験では分離されなかった。 

今回の研究により，本種はA.ochraceusなどのカビ毒産生能を持つ真菌のキャリアーとしての役割を果たすことで，

食品の汚染を引き起こす可能性が推察された。また真菌も移動や伝播のために本種を利用していると考えられ，昆虫と

カビとの間に何らかの意図的な関係があることを示唆しているように思われる。 

２．今回，本種から院内感染の原因にもなるS.aureus， P.aeruginosaの2菌種が分離されたことで，一般住宅，公

共施設などの周辺環境中にごく普通に生息する本種が病原細菌のVecterとなる可能性が更に高まったと考える。 

 

まとめ 

①真菌の付着率は 平均 72.2％  

②分離された真菌類の中には， A.flavus ならびに A.ochraceus が含まれていた 

③真菌類胞子の付着部位は，上唇，大顎，前胸背板，小楯板，前翅，腹部，腿節，脛節であり体表全体に付着している

ことを確認した  

④真菌胞子は「胞子由来の粘着物質」によって体毛に固着していた  

人為的に A.ochraceus 胞子を付着させた場合，24時間後には胞子が体毛に粘着していた  

高いカビ毒産生能を持つ A.ochraceus などの分散に密接に関与している可能性が極めて高いことが明らかになり，真

菌のキャリアとして食品の汚染を引き起こす可能性が示唆された。 
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① 今回，本種から院内感染の原因にもなる S. aureus ， P. aeruginosa の2菌種が分離されたことで，一般住宅，

公共施設などの周辺環境中にごく普通に生息する本種が病原細菌の Vecter となる可能性が示唆された。 

② 本種に付着している細菌の多くは，通常用いる培地では培養できないことが考えられる。 

③ 増菌培地で培養される確率が，後腸20％，体表面30％，と異なった。後腸と体表面では細菌相が異なっている こ

とが示唆される。 

④ 増菌培養の結果から，本種の20～30％はなんらかの細菌を付着させていることが明らかであり，これらの 細菌の

同定を行うために，選択培地の数を増し、さらに遺伝子解析を用いるなど別の検査を行う必要があると考えられた。 

 

 



図１ 衛生害虫一覧
アカイエカ、アシナガバチ、アタマジラミ、アラゲヒラタキクイムシ、アリ、ア
リガタバチ、イエシロアリ、イエダニ、イヌノミ、オオスズメバチカ、カバキコ
マチグモ、カツオブシムシ、

カメムシ、キイロスズメバチ、キクイムシ、キラムシ、ギンムシ、クサギカメム
シ、クロアリガタバチ、クロゴキブリ、ケジラミ、ケナガコナダニ、コガタアカ
イエカ、コガタスズメバチ、ゴキブリ、コナダニ、コナチリダニ、コロモジラミ

シバンムシ、シバンムシアリガタバチ、ジンサンシバンムシ、シミ、シラミ、シ
ロアリ、スコットカメムシ、スズメバチ、セイヨウシミ、セグロアシナガバチ、
セスジユスリカタカラダニ、

ダニ、タバコシバンムシタバコシバンムシ、チカイエカ、チビタケナガシンクイムシ、チャタテム
シ、チャバネゴキブリ、チリダニ、トビカツオブシムシ、トビズムカデ

ヌカカ、ナラヒラタキクイムシ、ニワトリヌカカ、ネコノミ、ノミ

ハチ、ハマベアナタカラダニ、ハラジロカツオブシムシ、ヒトスジシマカ、ヒゼ
ンダニ、ヒトジラミ、ヒトノミ、ヒメスズメバチ、ヒメマルカツオブシムシ、ヒ
ラタキクイムシ、ヒラタチャタテ、フタモンアシナガバチ

マダニ、マダラシミ、マルカメムシ、ミツバチ、ムカデ

ヤケチリダニ、ヤケヤスデ、ヤスデ、ヤマトシミ、ヤマトシロアリ、ユスリカ



図２ タバコシバンムシ

世界各地に分布する体長1.7～3.1ｍｍ、赤褐色、長楕円形をし
た甲虫で、その名のとおり貯蔵葉タバコの害虫である。タバコば
かりにつくわけではなく、菓子類や乾物類、畳からも発生する。

2.0 mm



     

マイマイカブリ アオバアリガタハネカクシ クロタマムシ カツオブシムシ ヒラタキクイムシ 

     

チビタケナガシンクイ タバコシバンムシ ヒメヒョウホンムシ コクヌスト シロオビカッコウムシ 
 

 

図３ コウチュウ(甲虫)類 [学名] Coleoptera
[分類] 鞘翅目(コウチュウ目) 



図４図４ 調査場所調査場所およびおよび調査法調査法
・・調査調査場所場所

①① 東京都品川区の集合住宅１軒・・・・・・・・（キッチン）東京都品川区の集合住宅１軒・・・・・・・・（キッチン）
②② 東京都小平市の一戸建て住宅１軒・・・・（キッチン・ベランダ）東京都小平市の一戸建て住宅１軒・・・・（キッチン・ベランダ）
③③ 埼玉県上尾市の一戸建て住宅１軒・・・・（キッチン・ベランダ）埼玉県上尾市の一戸建て住宅１軒・・・・（キッチン・ベランダ）

・捕獲器具・捕獲器具
①① 誘引剤を利用した粘着トラップ誘引剤を利用した粘着トラップ ②② 手製の生け捕りトラップ手製の生け捕りトラップ

・・調査調査期間期間
７月中旬７月中旬～～1010月月上旬上旬 （１週間ごとに回収，新しいトラップを設置）（１週間ごとに回収，新しいトラップを設置）

ニューセリコ（富士フレーバー社製） ニューセリコの誘引剤を利用



滅菌したピンセット・微針を用いて
中腸を除き，後腸を取り出す

死亡個体をそのまま

増菌された場合は４種類の選択培地へ塗抹

ハートインヒュージョンブイヨン培地へ入れ，1分間撹拌

37℃／24時間培養

死亡個体

図５ 後腸および体表面からの微生物の分離

生存個体

取り出した後腸



設置期間

2006年6月～10月, 屋内 14日間，屋外 7日間でトラップ回収

2007年8月～9月，7日間ごとにトラップ回収

捕獲方法

フェロンモントラップ（NEW SERRICO：富士フレーバー社製）を床から
1.5ｍの高さの壁や柱に貼り付けた。
公園に関しては，遊具の下などに設置。

▼戸建住宅（７軒）
①小平市・Ｋ宅
②清瀬市・Ｔ宅
③八王子市・Ｈ宅
④上尾市・Ｈ宅
⑤上尾市・Ｓ宅
⑥相模原市・Ｋ宅
⑦藤沢市・Ｈ宅

▼集合住宅(２軒）
⑧世田谷区・Ｅ宅
⑨品川区・Ｎ宅

台所

洋室

和室

ベランダ

滑り台

ベンチ

自動販売機など

廊下，昇降口，
給食室横の物置

▼児童公園等（６ヵ所）
①品川区・Y公園
②品川区・N公園
③品川区・Ｏ公園
④上尾市・Ｓ公園
⑤上尾市・Ｏ公園
⑥上尾市・Ｉクリニック隣

▼小学校（１ヵ所）
①上尾市・O小学

タバコシバンムシの捕獲場所（2006・2007）
フェロンモントラップ

図６ タバコシバンムシの捕獲場所と方法



２％界面活性剤添加リン酸緩衝生理食塩水400μl を加える

タッチミキサー

洗浄液

PDA平板培地2枚へ200μl ずつ塗抹

1分間撹拌

26℃／5～7日間培養

発生した集落を単離し，，同定検査

捕獲個体を１頭ずつ滅菌1.5ml チューブへ

回収したフェロンモントラップ内部

図７ 体表面からの真菌類の分離方法



stage 1 (<7.0μm), 

stage 2 (4.7-7μm), 

stage 3 (3.3-4μm), 

stage 4 (2.1-3.3μm),  

stage 5 (1.1-2.1μm), 

stage 6 (0.55-1.1μm).

図８ 空中微生物捕集用
アンダーセンサンプラー装置

粒子径別に分粒



図９ バイオサンプラーの原理



捕集開始
0～5分

10～15分

20～25分

30～35分

40～45分

50～55分

図１０ バイオサンプラーによる手術野空中浮遊菌の計測



図１１ インプラント治療時の環境測定位置
浮遊粉塵サンプリング

空中浮遊菌サンプリングクリーンエリアからの整流方向



図１２ レーザーパーティクルカウンターによる浮遊粉塵の測定

レーザーパーティクルカウンター



図１３ 増菌培養によって増菌されたタバコシバンムシの頭数

※カッコ内は増菌培地で増菌された割合

147 (29.9%)49228 (21.5%)130合 計

1681311埼玉県上尾市

48203525東京都小平市

832082094東京都品川区

増菌された頭数検査頭数増菌された頭数検査頭数

体表面後 腸
場 所



選択培地に集落が発生した場合は単離し，純培養

① 卵黄加マンニット食塩寒天培地（黄色ブドウ球菌用）

② DHL寒天培地（大腸菌用）

③ NAC寒天培地（緑膿菌用）

④ EF寒天培地 （腸球菌用）

37℃／24時間培養

性状検査等により同定

図１４ 選択平板培地



図１５図１５ 黄色ブドウ球菌の同定黄色ブドウ球菌の同定
卵黄加マンニット食塩寒天培地卵黄加マンニット食塩寒天培地

卵黄反応を呈している集落を単離・純培養

グラム染色し，光学顕微鏡でグラム陽性球菌を確認

アピスタフプレート（グラム陽性球菌同定キット）を用いて同定

S.aureus(黄色ブドウ球菌），S.epidermidis（表皮ブドウ球菌）

の2菌種が同定された



図１６図１６ 緑膿菌の同定緑膿菌の同定

NACNAC寒天培地寒天培地

辺縁不正で光沢のある集落を
形成する

集落から釣菌し，OF培地に接種

糖の分解形式を確認する
OF培地

ブドウ糖の分解形式が
酸化形式か発酵形式か
を調べる

パ
ラ
フ
ィ
ン
で
重
層
し
嫌
気
状
態

変
化
な
し

ブ
ド
ウ
糖
を
分
解
す
る
と

黄
変
す
る

37℃／24時間培養



ochratoxin A を産生する

aflatoxin を産生する

※今回初めて分離された種

25935224合 計

251015A. ochraceus

195     14A. versicolor

11A. terreus

881573A. niger

1133110A. fumigatus

A. tamarii ※

A. candidus※

A. flavus※

種 名

2

2

7

2006

1

1

2007

2 

3

8

合計

図１７ 分離された Aspergillus 属とそのカビ毒



• 一般住宅５軒，児童公園３ヵ所の個体を観察

• 観察頭数 ３１頭 （背面２２頭，腹面９頭）

• SEMを用いて×500～10,000 で観察

SEMでの観察頭数

真菌胞子の例

Aspergillus niger ×3500 Penicilliumsp. ×6000

図１８ 走査型電子顕微鏡(SEM)による観察方法と真菌胞子



小楯板 ×1000 前翅 ×900

腹部 ×1800大顎 ×2000

図１９ 各部位における真菌胞子の付着状態



図２０ 毛穴に向かって発芽しているAspergillus 属胞子

×4000



図２１ 体毛の中間に付着している胞子

×1800



図２２ 粘着物質により，体毛に固着している様子

×4000



3時間吸水後，高圧蒸気滅菌

A.ochraceus を接種

培養した A.ochraceus にタバコシバンムシを投入

25℃／7日間培養

投入24時間後にタバコシバンムシを取り出し，
固定をしたのち，SEMで体表面を観察

米麦粒5g + 水4ml + 1%ペプトン水1ml

図２３ タバコシバンムシへの A.ochraceusの人為的付着

24時間静置



図２４ A.ochraceus 胞子を人為的に付着させたタバコシバンムシ体表
面

×1500



図２５ A.ochraceus 胞子を24時間人為的に付着させたタバコシバンムシ体表面

×5000



図26-1 A歯科医院における環境モニタリング温度測定結果
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環境モニタリング湿度測定結果

38.5

39

39.5

40

40.5

41

41.5

    11:30:04      11:35:04      11:40:04      11:45:04      11:50:04      11:55:04  

経時的変動

湿
度

（％
）

図26-2 A歯科医院における環境モニタリング湿度測定結果



環境モニタリング気圧測定結果
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図26-3 A歯科医院における環境モニタリング気圧測定結果



環境モニタリング気質測定結果
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図26-4 A歯科医院における環境モニタリング気質測定結果
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図27-1 B歯科医院における環境モニタリング温度測定結果
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図27-2 B歯科医院における環境モニタリング湿度測定結果



環境モニタリング気圧測定結果

1006.4
1006.6
1006.8

1007
1007.2
1007.4
1007.6
1007.8

1008
1008.2

   
13:10:06  

   
13:15:06  

   
13:20:06  

   
13:28:11  

   
13:30:06  

   
13:35:06  

   
13:40:06  

   
13:45:06  

   
13:50:06  

経時的剣道

気
圧

（h
P
a)

図27-3 B歯科医院における環境モニタリング気圧測定結果
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図27-4 B歯科医院における環境モニタリング気質測定結果



1NFR

1CNS

4Micrococcus species

1糸状様真菌 *1

1糸状様真菌 *1

ｸﾘｰﾝｴﾘｱ OFFStage 3

1Candida species

1NFR

6Staphylococcus epidermidis

1Corynebacterium species

2Micrococcus species

ｸﾘｰﾝｴﾘｱ OFFStage 2

4α-hemolytic streptococcus

1グラム陽性桿菌

4Bacillus species

2Micrococcus species *1

3Pantoea agglomerans

1Staphylococcus epidermidis

4Micrococcus species *1

ｸﾘｰﾝｴﾘｱ OFFStage 1

コロニー数
(cfu/m3)

同定名測定条件微生物用アンダーセン
サンプラーstage No.

図２８－１ 手術野空中浮遊菌の存在状況

19 (cfu/m3)/stage

11 (cfu/m3)/stage

8 (cfu/m3)/stage



1グラム陽性桿菌ｸﾘｰﾝｴﾘｱ OFFStage 6

1糸状様真菌

4Bacillus species *1

1Flavimonas orｙzihabitans

1Bacillus species *1

8Micrococcus species

ｸﾘｰﾝｴﾘｱ OFFStage 5

2糸状様真菌

1α-hemolytic streptococcus

3Bacillus species

2Corynebacterium species

6Micrococcus species

ｸﾘｰﾝｴﾘｱ OFFStage 4

コロニー数
(cfu/m3)

同定名測定条件微生物用アンダーセン
サンプラーstage No.

14 (cfu/m3)/stage

15 (cfu/m3)/stage

1 (cfu/m3)/stage

Total(stage1-6) 68 cfu/m3

図２８－２ 手術野空中浮遊菌の存在状況



捕集開始
0～5分

10～15分

20～25分

30～35分

40～45分

50～55分

図２９ バイオサンプラーによる手術野空中浮遊菌のコロニー形成
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963合 計

22-埼玉県上尾市

---東京都小平市

743東京都品川区

合 計体表面後 腸場 所

表２ P. epidermidis が分離されたタバコシバンムシの頭数

66-合 計

---埼玉県上尾市

33-東京都小平市

33-東京都品川区

合 計体表面後 腸場 所

表１ P. aureus が分離されたタバコシバンムシの頭数



表３ S. aureus が分離されたタバコシバンムシの頭数

15114合 計

22-埼玉県上尾市

33-東京都小平市

1064東京都品川区

合 計体表面後 腸場 所

表４ P. aeruginosa が分離されたタバコシバンムシの頭数

3-東京都品川区

体表面後 腸場 所

※ Escherichia coli，Enterococcus faecalisの両菌種は
今回の実験では分離されなかった



表５ 捕獲数と検査数 および 体表面の真菌付着率

863 (72.2)1,1954,246計

162 (78.3)2075522007

701 (71.0)9883,6942006

真菌が分離された
個体数(％)

検査個体数捕獲個体数調査年



321合計

000手術室

000ユニット周り

321院長室B歯科医院

202合計

000手術室

101ユニット周り

101院長室A歯科医院

捕獲合計数体表面を検査腸管を検査場所病院名

表６ 歯科医院で捕獲されたタバコシバンムシの検査頭数



0009

3酵母（Penicillium sp. ×2)2(Bacillus cereus ×2)28

3酵母Nigrospora sp.Cladosporium sp.0120

00020

1酵母0120

4酵母×2Cladosporium sp.Aspergillus versicolor0213

コロニー数コロニー数

真菌の分離同定細菌の分離同定
捕獲頭数

トラップ
数

表７ 埼玉県内某リハビリセンターで捕獲されたタバコシバンムシの検査頭数


