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日本紅斑熱はリケッチアの一種である日本紅斑熱リ
ケッチア (Rickettsia japonica) を起因病原体と
するマダニ媒介性疾患である｡ 1984年に徳島県の馬原
により報告され､ 高熱と発疹を主訴とする１)２)｡ 著効
を示す薬剤が存在するが､ 治療が遅れると重篤になる
恐れがある｡ 感染症法の四類感染症 (全数把握疾患)
に指定されている｡ 当初は徳島県､ 高知県など太平洋
側の地域で患者の発生数が多かったが､ 近年は島根県
や広島県など発生地域が拡大している｡ それに伴い患
者報告数も増加しており､ 年間で全国では200名近く
に上っている (図１)｡ 高知県では年間数名から10名
程度の発生がみられ､ 室戸市で多く報告されてきた｡
しかし土佐市､ 安芸市､ 中土佐町などでも新たに患者
が報告されてきており､ 県内でも発生地の拡大､ 患者
の増加が危惧されている｡
マダニは吸血性の節足動物であり､ 幼虫､ 若虫､
成虫の各時期に動物を刺口し吸血する｡ そして

R.japonica はマダニ内で経卵感染で受け継がれ維持
されていると考えられている｡ しかしすべてのマダニ
がR.japonica を持つわけでなく､ R.japonica を保
有している一部のマダニ (有毒マダニ) がヒトを刺口
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高知県におけるマダニ相および日本紅斑熱リケッチア調査

戸梶 彰彦＊１)・森光 俊晴＊２)・松本 道明＊１)・岡林 康夫＊１)・安藤 徹＊２)
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【要旨】 高知県内のマダニ相を調査するために平成25年５月から平成26年12月の間でのべ31か所でマダニを採集､
同定した｡ 得られたマダニの総数は940匹で４属10種にわたった｡ 採集されたマダニの約90％はフタトゲ
チマダニ､ タカサゴチマダニ､ キチマダニ､ ヤマアラシチマダニの４種で占めており､ この４種を主とし
たマダニ相は平成10～12年度に実施した調査結果と同様であった｡ 今回､ タイワンカクマダニ､ アカコッ
コマダニ､ ヒゲナガチマダニ､ オオトゲチマダニが新たに確認された｡
また､ 採集したマダニの一部 (228匹) について日本紅斑熱リッケチアの保有の有無を検査 (遺伝子検
査) した｡ 日本紅斑熱リケッチアは検出されなかったが､ 日本紅斑熱リケッチアと近縁のリケッチア遺伝
子が検出された｡

���'	���：マダニ相､ 日本紅斑熱､ リケッチア
���
����, (���������	���������, ���������

*１) 高知県衛生研究所 *２) 食品・衛生課

図１ 日本紅斑熱の報告数
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した際に感染するものと考えられている｡ そのため､
ヒトを刺口する恐れが高いマダニの分布を調べ､ それ
らのR.japonica 保有率を調査することは､ 日本紅斑
熱予防対策を考える上で重要である｡
本研究所では高知県内のマダニ相やR.japonica 保
有率の調査を以前は積極的に行っていた３)４)｡ しかし
最近は10年以上おこなわれていない｡ 近年､ 気候変動
や野生動物の増加により､ 疾患媒介性節足動物の分布
拡大・増加が懸念されている｡ そこで県内のマダニ相
を調べR.japonica 保有率の調査をおこなうこととした｡
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１) 調査期間と調査地
平成25年５月から平成26年12月まで高知県内のべ31
か所においてマダニの採集をおこなった (図２)｡

２) マダニの採集と同定
フランネル布を用いたflagging法 (旗づり法) に
よって山林の下草など植生上のマダニについて成・若
虫を採集した｡ 採集時間は１～２時間程度とした｡ 採
集マダニは湿度を維持した容器にて研究所に持ち帰り､
実体顕微鏡下で同定した｡

３) 日本紅斑熱リケッチアの検査
同定したマダニのうち11採集地点の228匹について
DNAを抽出して日本紅斑熱リケッチアの検査をおこなっ
た｡
１� マダニからのDNAの抽出
1.5mlチューブにマダニを入れ､ PBS (-) １mlを添
加した｡ ボルテックスで撹拌し洗浄した後PBS (-) を
除いた｡ マダニをマイクロスパーテルで押し潰してか
らPBS (-) 10ulを加えてピペッティングで懸濁した｡
InstaGene Matrix (BIO RAD) 200ul を添加し､ 56℃､
30分間置いた｡ 次に10秒間激しく撹拌してから100℃､

８分間置いた｡ その後､ 激しく撹拌してから12000rpm
３分間遠心分離し､ 上清を別のチューブに移し抽出DNA
とした｡

２� リアルタイムPCR
既報に従って行なった５)｡ プライマー､ プローブの
配列等は表１に示した｡ 反応は7500 Real Time PCR
System (Life Technologies) を用いた｡

３� 遺伝子解析
リケッチア属に共通の17kDaタンパク質遺伝子の塩
基配列を解析した｡ 1stPCRはR1､ R2プライマーで行
なった６)｡ 次に1stPCR産物を鋳型としてネスト2ndPCR
をRr17.61p､ Rr17.492nプライマーで行なった７)｡ 2nd
PCR産物を3130 Genetic Analyzer (Life Technologies)
を用いてダイレクトシーケンスで塩基配列を決定し､
得られた塩基配列はBlast検索で相同性検索を行なっ
た｡

	 
 �

１) マダニ相調査
のべ31か所でマダニの採集を行ない､ ４属10種にわ
たる総数940匹のマダニを得た｡ これらのうちではフ
タトゲチマダニが最も多く408匹と半数近くを占めた｡
次いでタカサゴチマダニ (276匹)､ キチマダニ (135
匹) と続いた｡ 今回､ タイワンカクマダニ､ アカコッ
コマダニ､ ヒゲナガチマダニ､ オオトゲチマダニが新
たに確認された｡ (表２)
また日本紅斑熱患者の推定感染地である２地点では
複数回ダニの採集を行っており､ その結果を表３-１,
３-２に示した｡ Ａ地点は海岸線に近く冬も温暖な地
域である｡ この地点では初夏にかけてフタトゲチマダ
ニとタカサゴチマダニの成虫が増加し秋には減少して
いた｡ 平成12年の調査でもこの地点では初夏に上記の
成虫が増加している｡ Ｂ地点は山に近く冬は (Ａ地点
と比較すると) 寒い気候である｡ Ｂ地点では春にかけ
てフタトゲチマダニの若虫が著しく増加し､ 秋冬には
ほとんど見られなかった｡ 一方､ キチマダニは秋冬に
増加した｡
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図２ マダニの採集地
マダニの採集地をピン印で示した

表１ プライマーとプローブの配列



２) 日本紅斑熱リケッチア検査
検査した228匹の結果を表４に示した｡ 陽性コント
ロールと同等までシグナル強度が上昇するものはなかっ
た｡ しかし24匹 (フタトゲチマダニ23匹､ キチマダニ

１匹) で陽性コントールより低いながらシグナルが上
昇した (弱陽性)｡ その増幅曲線の例を図３に示した｡
弱陽性を示した検体は５カ所で採集されたマダニだっ
た (表５)｡
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表２ 採集マダニの内訳

表３－１ Ａ地点のマダニ採取数

表３－２ Ｂ地点のマダニ採取数

図３ リアルタイムPCR結果の１例



これらの検体に含まれるリケッチアを明らかにする
ために､ リケッチア属に共通な17kDaタンパク質をコー
ドする遺伝子の解析を行なった結果､ 決定された塩基

配列は､ R.sp.LON-2､ R. marmionii strain KB､ R.
sp.Hf151などと100％一致しR.japonica とは３か所
でミスマッチがあった (図４)｡
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図４ 17kDaタンパク質遺伝子の塩基配列の比較

表４ リアルタイムPCRによる検査結果 表５ 弱陽性を示したダニの採集地点
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マダニ相の調査では､ 採集されたマダニの約90％は
フタトゲチマダニ､ タカサゴチマダニ､ キチマダニ､
ヤマアラシチマダニの４種で占めており､ この４種を
主としたマダニ相は平成10～12年度に実施した調査結
果と同様であった３)４)｡
また日本紅斑熱患者の推定感染地であるＡ､ Ｂ地点
では複数回採集し季節的なマダニ相の変化を調べた｡
Ａ地点は以前の調査でも季節的にマダニ相の変化を観
察しているが､ 今回と同様の消長を呈していた４)｡ Ｂ
地点では採集されたキチマダニの割合が高く､ 採集地
点の違いによるマダニ相の違いが見られた｡
今回の調査結果では､ マダニ相は各地点の特色を各々
保ちつつ県内全域的にみても平成12年当時と大きな変
化が無いようであった｡
しかし､ マダニの分布は宿主となる野生動物の分布
に影響を受けるため､ 近年の気候変動や野生動物の増
加により疾患媒介性節足動物の分布拡大・増加が懸念
されている｡
県内でも中山間地で過疎化､ 高齢化が進み､ またマ
ダニの宿主となるニホンジカが増加しており８)､ マダ
ニ相が変化する可能性がある｡ 前回では確認されてい
なかったマダニ種を今回の調査では確認しており､ 今
後も県内のマダニ相を調べ､ 経時的な変化を注視して
いきたい｡
R.japonica 陽性コントロールに対して弱陽性を示

した検体の17KDaタンパク質をコードする遺伝子は
R.sp.LON-2､ R. marmionii strain KB､ R.sp.Hf151
などの配列と100％一致し､ R.japonica とは３か所
でミスマッチがあった｡ 従って､ これらの配列は
R.japonica のものではなく､ LONタイプのリケッチ
ア由来であると考えられる｡
フタトゲチマダニではLONタイプと呼ばれるリケッ
チアが検出されており９)､ LONタイプはR.japonicaと
同じ紅斑熱群リケッチアに属しているが､ その病原性
は報告がない｡
本調査ではR.japonica は検出されなかったが､
R.japonica と近縁のリケッチアを保有するフタトゲ
チマダニ､ キチマダニが県内に広く分布していること
が再確認された｡ 前回の調査では､ 検査法が異なるが
368匹のマダニを検査して､ ５件のR.japonica陽性マ
ダニが見つかっている４)｡ 今後機会があれば検体数を
増やして調査を行いたい｡

今回の調査では高知県内各地でマダニの調査を行っ
た｡ 山深い森林の中だけでなく､ 人家に近い国道わき
の草むら､ 畑の畔道､ 公園の駐車場など様々な場所で
マダニが採集できた｡ 近年､ マダニ媒介性疾患である
重症熱性血小板減少症 (SFTS) やアナプラズマ症な
どが報告され､ 高知県内でも患者が発生している10)11)｡
まずマダニに刺口されないよう啓発活動をおこなう必
要があるととともに､ 今後もマダニ媒介性疾患対策の
ために調査研究を行いたい｡
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