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研究成果の概要（和文）：本研究は、生活環境の安全・安心を保証するために、マイクロ流路デ
バイス（幅・深さ数十 μm の流路を刻んだ数 cm 四方の樹脂製チップ）を用いて、迅速・簡便
かつ高精度な微生物モニタリングを行うためのシステムを構築し、水環境の衛生微生物学的評
価を現地（on-site）で行なうことにより、感染症予防への貢献を目指したものである。本研究
で作製したマイクロ流路システムは携行可能であり、屋外において数時間以内に細菌数を測定
できることから、水環境中の細菌の real-time on-site モニタリングの実現につながるものである。  

 
研究成果の概要（英文）：“Real-time” and “on-site” microbiological methods are required for 

prevention of waterborne diseases. We fabricated a portable microfluidic system (36 cm × 54 cm × 23 

cm, 15 kg) for rapid monitoring of bacterial cells in freshwater at a density in the order of 104 - 106 /ml. 

A microfluidic device (size: 48 mm × 23 mm) was designed and fabricated using polydimethylsiloxane 

(PDMS) and a thin glass sheet. Escherichia coli O157:H7 and Legionella pneumophila cells were spiked 

in purified freshwater (101 - 106 cells/ml). Low numbers of targeted cells were collected on a filter and 

then resuspended in purified freshwater for a 100 to 1,000-fold concentration. Fluorescent dye was used 

for nucleic acid stain and direct counting of total bacterial cells. Fluorescent antibody was used for 

specific detection of E. coli O157:H7 and L. pneumophila cells in the samples. The portable microfluidic 

system was used for the detection of fluorescently stained cells flowing in the microchannel, and number 

of the cells in each sample was determined using original image analysis software. Bacterial cells in the 

same samples were counted by fluorescence microscopy for comparison. The numbers of bacterial cells 

determined using the microfluidic system was highly correlated with the microscopic counts. We could 

count targeted cells in the samples within 2 hours with this microfluidic system. The microfluidic device 

and portable counting system fabricated in this study will contribute to the microbiological quality 

control of freshwater. 
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１．研究開始当初の背景 

 人口増加にともなって、世界の水の使用量
は増え続けており、水資源の効率的な利用は
21 世紀における人類の大きな課題である。水
資源を効率的に利用するためには、水を循環
させ使用することが有効である。しかしなが
ら、循環式浴槽や冷却塔、噴水等の水を循
環・再利用するシステムでは、その衛生微生
物学的な管理を怠った場合に、レジオネラ等
の病原微生物のアウトブレイクによる感染
症発生のリスクが急増する。したがって、水
の再利用や循環使用における微生物学的安
全性の確保は、我々の健康と快適な暮らしを
保証する上で、ますます重要となっている。 

 微生物の検出にあたり、病原微生物学をは
じめとする多くの分野では、約 100 年前に確
立された「培養法」を基本としてきた。しか
しながら、ここ 20 数年の環境微生物学分野
における研究の進展により、自然環境中の細
菌の 90%以上が通常の手法では培養困難で
あることが明らかになっている。すなわち、
100 年に及ぶ細菌学の歴史が塗り替えられよ
うとしている。 

 そこで、蛍光染色法をはじめとする「培養
に依存しない微生物検出法」の開発が進めら
れている。蛍光染色法は数分～数時間で結果
を得ることができることから、環境微生物学
分野を中心に普及しつつある。 

 しかしながら、その測定にあたっては、高
精度な機器にはメンテナンスが煩雑、操作に
技能を有する等の課題があり、迅速、簡便か
つ高精度に環境中の微生物を捉えるための
システムが切望されている。 

 

２．研究の目的 

 本研究ではこれまで独自に開発・検討して
きた新規微生物検出法（各種の蛍光染色法や
マイクロフローサイトメトリー）を on-site 細
菌モニタリングシステムに発展させ、水環境
の高精度な衛生微生物学的評価を現地で行
うことを目的とした。具体的には、微細加工
技術によりマイクロ流路デバイス（幅・深さ
数十 μm の流路を刻んだ数 cm 四方のシリコ
ン樹脂製チップ）を作製し、試料と試薬の混
合、反応、検出等の一連の処理をチップ上
（on-ship）で行うことにより、自動化を試み
た。また検出部も含めた on-site で使用可能な
システムとして、ポータブル・システムの構
築を進めた。さらに、作製したシステムを用
いて、水環境中の病原細菌のモニタリングを
on-site で行い、環境水や生活用水の迅速な衛
生微生物学的評価が可能であるかを検討し
た。 

 

３．研究の方法 

(1) 試料 

 供試菌株として、Escherichia coli W3110 株、
E. coli O157:H7 ATCC 43888 株および
Legionella pneumophila JCM 7571 株を用いた。 

 飲用水試料として、除菌・殺菌処理のされ
ていないナチュラルミネラルウォーターお
よび研究室の浄水器内の水を用いた。 

 水環境試料は鹿児島県下の自然湧出温泉
と河川の合流部において、冷却塔水は大阪大
学薬学研究科の屋上で採取した。 

 

(2) 微生物現存量の測定 

①平板培養法 

 平板培養法による大腸菌数の測定にあた
っては、クロモカルトコリフォーム寒天培地
を用い、試料水を塗抹後、37℃で 24 時間培
養し、生じた濃紫色のコロニーを計数した。 

 平板培養法によるレジオネラ数の測定に
あたっては、「レジオネラ症防止指針」にし
たがって試料水の前処理をした後、WYOα 培
地に塗抹し、37℃で 7 日間培養した後に生じ
た灰白色のコロニーを計数した。 

 平板培養法による水環境中の生菌数の測
定にあたっては、R2A 寒天培地を用い、試料
水を塗抹後、25℃で１週間培養し、生じたコ
ロニーを計数した。 

②蛍光顕微鏡法 

 試料中の細菌をポリカーボネートフィル
ター（孔径 0.2 μm）上に捕集し、 DAPI

（4',6-Diamidino-2-phenylindole）を終濃度 1 

μg/ml となるように、または SYBR Green II

を 1/10,000 濃度となるように添加し、約 3 分
間染色を行った。観察にあたっては、蛍光顕
微鏡の UV 励起光下で DAPI 染色試料を、青
色励起光下で SYBR Green II 染色試料を観察
し、全細菌数を測定した。細菌数測定にあた
っては、20 視野以上を計数し、菌数の平均値
が 2 以下の場合、または測定値が 0 の視野数
が全視野数の 1/4 を超えた場合に、測定限界
以下とした。 

 

(3) マイクロ流路デバイス 
 マイクロ流路デバイスは、シリコン樹脂
polydimethylsiloxane（PDMS）およびスライド
ガラスで作製した。ソフトリソグラフィーに
より、PDMS に微小流路を作製した。マイク
ロ流路デバイスのサイズは 48 mm×23 mmと
した。微小流路の幅は 100 µm、深さは 15 µm

とした。 

 

(4) マイクロ流路システム 

細菌数測定にあたっては、試料をマイクロ

シリンジ内に充填し、マイクロ流路デバイス

とシリコンチューブでつないだ。シリンジポ

ンプを用いてマイクロシリンジ内の試料を

デバイスの微小流路に一定の速度で流した。



マイクロ流路デバイスをシステムのステー

ジに固定し、流路内を対物レンズを用いて観

察した。青色励起光下で微小流路を流れる細

菌を CCD で検出し、独自に作成した画像解

析ソフトウェアで計数した。 

 

(5)マイクロ流路システムの定量精度の確認 
培養した標準菌株を遠心操作により集め、

中性リン酸緩衝液で２回洗浄した。洗浄した
細菌を 101 から 106 cells/ml となるように無菌
水で希釈し、DAPI または SYBR Green II で５
分間染色した。E. coli O157:H7 および L. 

pneumophila の特異的染色には蛍光抗体を用
い、室温で５～30 分間染色を行った。蛍光染
色した試料は、直ちに蛍光顕微鏡およびマイ
クロ流路デバイスを用いて観察し、細菌数を
測定した。 

on-chip 染色にあたっては、マイクロ流路デ
バイスに無染色試料と蛍光試薬を別々に導
入し、マイクロ流路内で試料中の細菌を蛍光
染色した。 

 

４．研究成果 
(1) マイクロ流路デバイスの設計・作製 
 マイクロ流路システムを用いた細菌モニ
タリングにあたり、あらかじめ蛍光染色した
細菌を高精度に計数するための「計数用マイ
クロ流路デバイス」および１枚のデバイス上
で細菌の蛍光染色と検出が同時に可能な「染
色・計数用マイクロ流路デバイス」の流路の
デザインを設計し、PDMS およびスライドガ
ラスを用いて作製した（図１）。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
図１．作製したマイクロ流路デバイス． 
（左：染色・計数用マイクロ流路デバイス、 

右：計数用マイクロ流路デバイス） 
 
(2) マイクロ流路システムの作製 

マイクロ流路内を流れる細菌を高精度に
計数するために、まず蛍光顕微鏡をベースと
したプロトタイプのマイクロ流路システム
を作製した（図２）。送液にはシリンジポン
プを、光源には水銀ランプを用いた。 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図２．マイクロ流路システム． 

 

その評価結果をもとに、携行可能なポータ
ブル・マイクロ流路システムを作製した（36 

cm × 54 cm × 23 cm、重量 15 kg；図３）。光
源には半導体レーザーを用いた。 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
図３．作製したポータブル・マイクロ流路シ
ステム． 
 
(3) マイクロ流路システムの細菌数測定精
度の確認 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図４．マイクロ流路システムの定量性． 

 

作製したマイクロ流路システムの定量範
囲を標準菌株を用いて評価した結果、104～
106 cells/ml の試料において、蛍光顕微鏡と同

2 cm



等の計数精度を有することを確認した（図
４）。また、細菌量の少ない試料に対しては、
その濃縮を行うことにより、101～103 cells/ml

の試料においても高い精度で計数できるこ
とを確認した。 

 

(4) 試料濃縮法の検討 
 on-site で試料の濃縮を行うために、シリン
ジを用いた濃縮法を作成した。 

 

(5)on-chip 染色による飲用水中の細菌数測定 
 飲用水（ナチュラルミネラルウォーターお
よび浄水器内の水）中の細菌数について、「染
色・計数用マイクロ流路デバイス」を用いた
マイクロ流路システムで測定し、蛍光顕微鏡
で得られた計数値と比較した。その結果、得
られた値はほぼ同等であり、マイクロ流路シ
ステムを用いた飲用水中の細菌の on-chip 染
色および細菌数のモニタリングが可能であ
ることがわかった（表１）。 

 

表１．マイクロ流路システムおよび蛍光顕微
鏡で求めた飲用水中の細菌数（n=5）． 

 

 

 

 

 
単位：cells/ml 

 
(6) ポータブル・マイクロ流路システムを用
いた冷却塔水のレジオネラのモニタリング 
 ポータブル・マイクロ流路システムを用い
た細菌モニタリングの実用性を評価するた
めに、タイ国科学技術省・Department of 

Science Service 所属の Kanya Muangkaew 氏
との共同研究として、冷却塔水中のレジオネ
ラ数を測定した（表２）。その結果、マイク
ロ流路システムで得られた値は蛍光顕微鏡
で得られた値と同等であり、また、平板培養
法では検出できないレジオネラのモニタリ
ングも可能であることがわかった。 
 
表２．ポータブル・マイクロ流路システムお
よび蛍光顕微鏡、平板培養法で求めた冷却塔
水中のレジオネラ数． 
 
 
 
 
 
 
 
単位：cells or CFU/liter 

 
(7) ポータブル・マイクロ流路システムを用
いた水環境中のレジオネラの real-time on-site

モニタリング 
 水環境を対象としてポータブル・マイクロ
流路システムを用いた現地（on-site）での細
菌数測定の可能性を評価するために、鹿児島
県下でレジオネラの on-site モニタリングを
行い、その現存量を測定した。さらに同じ試
料について、蛍光顕微鏡を用いて測定し、マ
イクロ流路システムで得られた結果との相
同性を評価した（表３）。その結果、本シス
テムによる水環境中の病原細菌の real-time 

on-site モニタリングが可能であることを確認
した（表３）。 

 

表３．ポータブル・マイクロ流路システムに
よる水環境（自然湧出温泉と河川の合流部）
中のレジオネラ数の on-site モニタリング． 
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