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１．はじめに  

 クリプトスポリジウムは、寄生性の胞子原虫である。宿主の外、環境中ではオーシスト

（嚢包体）の形で存在しており、増殖することはない。オーシストが経口的に摂取される

と、腸管上皮細胞の微繊毛内で有性生殖と無性生殖を繰り返しながら増殖し、有性生殖で

形成されたオーシストが糞便と共に排出される。クリプトスポリジウムに感染すると、腹

痛を伴う水溶性下痢が３日～１週間程度持続し、嘔吐や発熱を伴うことも有る。  

 動物に感染するクリプトスポリジウムには大型種の Cryptosporidium muris（オー

シストの大きさ 6.6～7.9×5.3～6.5μm）と小型種の Cryptosporidium parvum（オ

ーシストの大きさ 4.5～5.4×4.2～5.0μm）とが有る。このうち、ヒトへの感染が確認

されているのは C.parvum である 1 )。  

 クリプトスポリジウムオーシストは現状の下水処理における消毒処理（塩素処理）では

不活性化せず、処理区域内で集団感染が発生した場合には、高濃度のオーシストが流入下

水に混入すると考えられる。クリプトスポリジウムオーシストは標準活性汚泥法で９９％

除去できるが 2)、最小感染量は数十個と低レベルであることから、下水放流水を原因と

する二次感染を抑制するためには、迅速かつ確実な測定が求められる。  

 当局では、平成 12 年度施設管理部施設管理課水質調査係で、東京都水道局の測定マニ

ュアルを参考にし、暫定的な放流水についての測定マニュアル（以下「暫定マニュアル」

と称する。）を作成した。  

 しかし、暫定マニュアルで実際に処理場放流水を用いて測定を行ったところ、いくつか

の課題が浮かびあがってきた。  

 そこで、今回同試験係で放流水について暫定法を改良し、簡便かつ迅速に測定できる方

法を検討した。また、流入水測定法についても検討し、測定制度を改善することができた

のでここに報告する。  

   

２．器具および試薬 

・落射蛍光微分干渉顕微鏡  

OLYMPUS 社製 BX５１ 使用蛍光キューブ  U-MNIBA（B 励起）  

U-MWU（U 励起）  

・0.1%Tween80 添加 PBS（界面活性剤添加リン酸緩衝液） 

  塩化ナトリウム 8g、リン酸二水素カリウム 0.2g、リン酸水素二ナトリウム 2.9g、

塩化カリウム 0.2g、Twee80 1g を蒸留水に溶かし、全量を 1000ml にする。ｐH7.4

を確認し、必要が有れば、pH を調整する。  

・PET 回収液 



 

ピロリン酸ナトリウム 2g、エチレンジアミン四酢酸ナトリウム 2.8g、Tween80 

1g を蒸留水に溶かし、全量 1000ml にする。ｐH7.4 を確認し、必要が有れば、pH を

調整する。 

・間接染色試薬  

EnSys 社製 Hydoflor-Combo kit 

・直接染色試薬  

Waterbone 社製 AquaGloG/C Direct 

・DAPI 染色液 

  メタノールに DAPI（4’,6-diamidno-2-Phenylindole）を溶解したもの  

・免疫磁気ビーズ 

  ベリタス社製 Dynabeads anti-Cryptosporidium Kit 

 

３．暫定マニュアル操作法  

  クリプトスポリジウム測定は  

（１）試料の濃縮       ：試料のろ過  

（２）試料の分離・精製 ：クリプトスポリジウムオーシストと他の浮遊物質の分離  

（３）染色・検鏡      ：クリプトスポリジウムオーシストを免疫染色し顕微鏡にて

測定  

の３工程に分けることができる。  

クリプトスポリジウムは環境中ではオーシストの形態で存

在するため、測定はオーシストの検出を行い、現在の測定法

では生死判定はできない。 

 暫定マニュアルの測定法を以下に説明する。（図１参照）  

   

（１）試料の濃縮  

 孔径 1μm、φ90mm のポリカーボネイト製メンブレンフィ

ルターで試料のろ過を行う。メンブレンフィルターを

0.1%Tween80 添加 PBS 30ml の入ったビーカーに移し、超

音波処理を１分行い、処理した液を 50ml の遠心管に回収す

る。この操作を２回繰り返す。回収した回収液を遠心分離

（1100G、10min）にかけ、5ml 残し上澄みを除去。これを

濃縮試料とする。  

   

（２）試料の分離・精製   

 50ml 遠心管に比重 1.2 のショ糖液を入れ、濃縮試料をゆ

っくりとショ糖の界面に重層する。その後遠心分離（750G、

10min）を行う。界面の上層と下層約 10ml 弱を別の遠心管

に回収し、遠心分離（1100G、10min）にかけ 5ml 残し上澄

みを除去する。これを分離・精製試料とする。 

                      

図１ 暫定マニュアル操作フロー 

 （３）染色・検鏡  
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 孔径 1μm、φ25mm の PTFE 製メンブレンフィルターをろ過器にセットし、分離・精製

試料をろ過する。一次染色液を注入し、２５分放置（一次染色）。時間経過後試薬を吸引

除去し、PBS2ml で５回吸引洗浄する。二次染色試薬を注入して遮光し、２０分放置（二

次染色）後 DAPI 染色試薬 10μl を添加し５分放置する。時間経過後試薬を吸引除去し、

PBS2ml で５回吸引洗浄する。フィルターをスライドグラスにのせ、カバーグラスに水性

封入剤を滴下し、フィルターに張り付ける。その後蛍光顕微鏡にて検鏡を行う。  

 

 （４）クリプトスポリジウムオーシスト判定基準  

 蛍光顕微鏡下での、クリプトスポリジウムオーシストの判定基準は以下の通りである。  

１）直径 4～6μｍの円形粒子である  

２）B 励起波長下で青リンゴ色の発色を示す  

３）UV 励起波長下でＤＡＰＩ染色により、核が青く染色されている  

以上３点を満たしたものを、クリプトスポリジウムオーシストとする。   

   

図２ B 励起波長下クリプトスポリジウム 図３ DAPI 染色クリプトスポリジウム 

 

４．暫定マニュアルの課題と検討事項  

 暫定マニュアルは、浮遊物質が少ない水道水やその原水を測定する水道局のマニュアル

が基本となっているため、夾雑物の多い放流水を試料とした場合、表 1 に示すような課

題が上がった。そこで表 1 右欄に示す事項について検討し、測定法の改善を図った。 

 検討は、放流水測定法について先に行い、結果に基づき流入水を検討することとした。 

なお、その評価は、回収率、操作時間、操作性により行った。回収率については添加試

料カウント数、無添加試料カウント数、生菌添加数から以下の式を用いて求めた。 

 回収率(%)＝（添加試料カウント数－無添加試料カウント数）／添加オーシスト×100 

添加オーシストについては 3 回以上カウントした平均値とした。 

 また、クリプトスポリジウム測定は水質によって大きく影響されるといわれているため

検討試料は、年間を通して処理が安定しており、浮遊物等が少ない中野処理場と、比較的

浮遊物質等が多い芝浦処理場の放流水 2 種類とした。検討は、まず暫定マニュアルで最

も問題となった分離・精製工程について行い、ついで濃縮工程について行った。 

  

 



 

表１ 暫定マニュアルの課題と検討事項 

 

５．下水放流水測定法（暫定マニュアル）の改善検討結果及び考察 

５．１ 分離・精製工程の改善 

５．１．１ 検討事項及び検討方法    

 分離・精製工程の検討として、暫定マニュアルの比重

の違いを利用した「密度勾配遠心法」と抗原抗体反応を

用いた「免疫磁気ビーズ法」を比較検討した。  

 なお、その際の濃縮操作は暫定マニュアルを用いた。

また、回収除去できなかった免疫磁気ビーズが、暫定法

の間接染色試薬と非特異反応を起こし染色されてしまう

ため、染色試薬を間接染色より特異性の高い直接染色試

薬に変更した。  

 免疫磁気ビーズは市販のキットを利用し、添付の説明

書に準じて行った。以下に操作方法を簡単に説明する。  

（図４参照） 

15ml の試験管にキット付属の緩衝液を 1ml 入れ、そ

こに濃縮試料を添加する。所定量の免疫磁気ビーズを添

加する。回転ミキサーにて１時間反応させる。その後、

磁石に試験管を付け、試験管の片面に免疫磁気ビーズを

集めビーズ以外の反応液を捨てる。集めた磁気ビーズを 図４免疫磁気ビーズ操作フロー 

付属の緩衝液で回収し、１N の塩酸にてビーズとクリプ 

トスポリジウムオーシストを解離させる。解離後、ビーズを磁石にて回収し残りの１N 塩

酸液を中和し、この中和液を分離・精製試料とする。  

 

５．１．２ 検討結果 

 密度勾配遠心法と免疫磁気ビーズ法による分離・精製における回収率ならびに操作時間

を表２、３に示す。また両者のプレパラートを図５、６に示す。 
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表２ 分離・精製工程検討結果（回収率）    回収率は、中野処理場放流水ではほぼ 

同じであったが、芝浦処理場放流水では

免疫磁気ビーズ法が良好であった。 

 操作時間は、免疫磁気ビーズ法が時間

表３ 分離・精製工程検討結果（操作時間）  を要しているが、これは磁気ビーズとク

リプトスポリジウムオーシストの免疫反

応に 1 時間要している部分が大きく影

響している為である。また、測定者の負

担の大きい検鏡時間は、分離・精製が良

好に行われている免疫磁気ビーズ法のほうが短かった。  

 

図５ 密度勾配遠心法プレパラート     図６ 免疫磁気ビーズプレパラート 

  （発色しているのはすべて夾雑物） 

 

 またプレパラートからも、免疫磁気ビーズ法のプレパラートが夾雑物が無く、分離・精

製が良好に行われていることがわかる。 

 以上の結果から、分離・精製法を密度勾配遠心法から免疫磁気ビーズ法に変更すること

とした。  

 

５．２ 濃縮工程 

５．２．１ 検討事項及び検討方法 

 濃縮工程では、以下の三点について検討を行った。 

（１）濃縮用メンブレンフィルター孔径の検討 

 Cryptosporidium parvum の大きさは 4.5～5.4×4.2～5.0μm であることから、暫

定マニュアルで使用している濃縮用メンブレンフィルター孔径を 1.0μm から 3.0μm に

変更する検討を行い、試料中の夾雑物によるフィルターの目詰まりを軽減し、操作性、回

収率の向上を図った。 

（２）回収液の検討 

密度勾配遠心法 免疫磁気ビーズ法

中野処理場 35.4% 33.7%

芝浦処理場 25.1%,30.7% 35.2%,42.2%

密度勾配遠心法 免疫磁気ビーズ法

操作時間 1時間04分 1時間52分

検鏡時間 39分 23分

通算測定時間 1時間43分 2時間15分



 

 下水中に含まれている有機物、微量重金属及び油分などがクリプトスポリジウムの回収

に影響するといわれているため、下水に有効といわれている「PET 回収液」と暫定マニュ

アルの「0.1%Tween80 添加 PBS」との比較検討を行った。 

（３）剥離操作及びメンブレンフィルター材質の検討 

 クリプトスポリジウムオーシストは、ガラス面に吸着しやすいといわれており、暫定マ

ニュアルのフィルターからの剥離操作で使用しているガラスビーカーによるオーシストの

ロスが懸念された。そこで、容器をポリプロピレン製の遠心管にし、剥離回収方法を、遠

心管に、直接回収液を入れ、超音波処理を 5 分間行う方法に変更することを検討した 4)。

また、暫定マニュアルで使用しているポリカーボネイトメンブレンフィルターと PTFE 製

メンブレンフィルターで材質の違いによる回収率も比較した 5)。   

 

５．２．２ 濃縮用メンブレンフィルター孔径の検討結果 

 濃縮用メンブレンフィルター孔径の違いによる回収率と検鏡時間の結果を表４、５に示

す。  

 

表４ メンブレンフィルター孔径検討結果（回収率）  

 

 

 

表５ メンブレンフィルター孔径検討結果（検鏡時間） 

 

 

 

 回収率に大きな差は見られなかった。しかし、孔径を 3.0μm にすることで、ろ過時間

が 10 分から 30 分程度短縮されると共に、補足される微細な浮遊物質が減少し、検鏡時

の測定者の負担が軽減された。 

以上の結果から、濃縮用メンブレンフィルター孔径を 1.0μm から 3.0μm に変更する

こととした。 

 

５．２．３ 回収液の検討結果 

 回収液の検討結果を表６に示す。  

 

表６ 回収液検討結果             回収率に大きな差は無かった。操作や

検鏡時の負荷などでも大きな差は無か

ったため、回収液については変更を行

わないこととした。 

 

５．２．４ 剥離操作及びメンブレンフィルター材質の検討結果 

 剥離操作及びメンブレンフィルター材質の検討結果を表７、８に示す。 

 

 

 

孔径1.0μm 孔径3.0μm

中野処理場 52.8% 47.2%

芝浦処理場 47.2% 50.7%

孔径1.0μm 孔径3.0μm

中野処理場 22分 23分

芝浦処理場 23分 19分

Tween80/PBS PET回収液
中野処理場 47.4%,26.2% 48.2%,31.5%
芝浦処理場 27.2% 30.3%



 

表７ 剥離操作及びメンブレンフィルター材質の検討結果（回収率） 

 

 

 

 

表８ 剥離操作及びメンブレンフィルター材質の検討結果（操作時間） 

 

 剥離方法及びメンブレンフィルター材質による回収率の違いはみられなかった。しかし、

操作時間は遠心管回収法が 30 分程度短くなり、操作も遠心管回収法のほうが簡便であっ

た。 

 また、材質によるオーシストの剥離の違いはみられず、どちらの材質を使用しても良好

な回収率が得られることがわかった。しかし、孔径 3.0μmPTFE 製メンブレンフィルタ

ーは販売がされていない。前項目の結果より、孔径 3.0μm のポリカーボネイトメンブレ

ンフィルターを使用するのが望ましいと思われる。なお、フィルター材質については今後

他の材質（セルロース混合エステル、セルロースアセテートなど）との比較検討も必要と

考えられる。  

 よって、剥離方法については遠心管回収法に変更し、フィルター材質についてはポリカ

ーボネイト製メンブレンフィルターを使用することとした。   

 

５．３ 放流水測定法の改良点  

今回の検討により暫定法を改良した点は、以下の４点である。  

（１）密度勾配遠心法から免疫磁気ビーズ法への変更 

分離・精製能の向上により回収率が向上した。 

またプレパラート上の夾雑物が減少し、検鏡時間の短縮と測定者の負荷が軽減された。

なおこれに伴い染色方法を非特異反応の少ない直接染色に変更した。   

（２）濃縮用フィルター孔径を孔径 1.0μm から孔径 3.0μm に変更  

 試料のろ過効率が向上した。 

またフィルターに捕捉される夾雑物が少なくなることから、プレパラート状態が良好に

なり検鏡時間の短縮と測定者の負荷が軽減された。  

（３）剥離操作を超音波回収法から遠心管回収法に変更 

 濃縮工程操作の時間短縮と簡便化が図れた。  

以上の結果より、回収率３０％以上を確保すると共に操作の簡便化を図ることができた。  

   

６．下水流入水測定法の検討 

６．１ 下水流入水測定の問題点と検討事項 

流入水を前述の放流水に対する測定法を適用した場合、免疫磁気ビーズの周囲に夾雑物

が多く付着し、以下のような問題点が新たに発生した。 

（１）回収率の低下 

超音波剥離法 遠心管回収法 遠心管回収法
ポリカーボネイト製 ポリカーボネイト製 PTFE製

中野処理場 55.6%,31.7% 59.3%,61.4% 42.9%,40.6%
芝浦処理場 40.4% 35.0% 40.4%

超音波剥離法 遠心管回収法 遠心管回収法
ポリカーボネイト製 ポリカーボネイト製 PTFE製

操作時間 1時間10分 42分 42分
検鏡時間 21分 28分 26分



 

（２）夾雑物による検鏡時間の増加  

（３）磁気ビーズの回収困難（磁石でビーズが回収できない）（図８参照） 

そこで、前章で確立した測定法を基に更に、濃縮工程での回収液の検討及び分離・精製

工程での分離法の検討を行い、改善を図った。 

なお、測定試料は水質の影響を考慮し、家庭系排水が多い中野処理場と、工場系排水が

多い砂町水処理センターの流入下水 2 種類を用いて検討を行った。 

また、評価は、放流水検討と同様の方法で行った。   

  

６．２ 下水流入水測定法の検討結果及び考察 

６．２．１ 濃縮工程での回収液の検討  

 放流水と同様に回収液「0.1%Tween80 添加 PBS」と「PET 回収液」で比較検討した。 

 回収液検討結果を表６－１に示す。また回収液の違いによるビーズ回収状況を図８に、

プレパラートを図１０、１１に示す。 

 

表９ 下水流入水回収液検討結果 

回収率は水質の違いにもよるが、

PET 回収液のほうが良好な結果となっ

た。 

また、分離・精製工程でも、磁気ビーズの回収困難という現象も改善された。 

検鏡では、夾雑物の影響も軽減され、測定者の負担が軽減した。 

 以上の結果から、濃縮工程回収液を 0.1%Tween80 添加 PBS から PET 回収液に変更し

た。この変更に合わせ、放流水試料についても回収液を PET 回収液に変更した。 

 

６．２．２ 分離・精製工程での分離法の検討 

 夾雑物を除き効率よくクリプトスポリジウムオーシストと免疫磁気ビーズを結合させる

ことを目的に「密度勾配遠心法と免疫磁気ビーズ法を組み合わせた精製法」（以下「組み

合わせ法」と称する。）と流入水に含まれる妨害物質の除去目的に、糞便からのクリプト

スポリジウム分離・精製に使用されている「酢酸エチル添加法」6)を検討した。 

 以下に各方法の操作法を簡単に説明する。 

（１）組み合わせ法 

濃縮工程で得られた濃縮試料を暫定マニュアルの密

度勾配遠心法にて分離・精製し、さらにその試料を免

疫磁気ビーズ法にて分離・精製した。 

（２）酢酸エチル添加法（図７参照） 

免疫磁気ビーズ法に添加する場合は、濃縮試料に５

ｍｌの酢酸エチルを加え良く混和する。その後遠心分

離（1100G,10min）を行い上澄みを除去する。PBS

を 10ml 添加し再度遠心分離（1100G,10min）を行い、

５ｍｌに濃縮した試料を免疫磁気ビーズ法で分離・精

製した。 

組み合わせ法に添加する場合は、密度勾配遠心法で 

図７ 酢酸エチル添加操作フロー 

Tween80/PBS PET回収液
中野処理場 7.7%,53.3% 23.3%,57.1%

砂町水処理センター 6.9%,27.8% 16.6%,39.9%

酢酸エチル添加 5ml

遠心分離 1100G,10min

上澄み除去 下層5ml残し

PBS添加 10ml

遠心分離 1100G,10min

上澄み除去 下層5ml残し

免疫磁気ビーズ法に

濃縮試料または密度
勾配遠心試料



 

得られた試料に酢酸エチル添加操作を行いその後免疫磁気ビーズ法で分離を行った。      

分離・精製法検討結果を表１０，１１に示す。またビーズの回収状況を図８に、その時

のプレパラートを図９、１０に示す。 

                          

表１０ 分離・精製法法検討結果（回収率） 

 

 

 

 

表１１ 分離・精製方法検討結果（検鏡時間） 

 

 

 

 

 免疫磁気ビーズ法と比べ、酢酸エチル添加又は組み合わせ法で測定を行うことにより回

収率の上昇傾向が見られた。  

 操作的には、免疫磁気ビーズ法に酢酸エチルを添加する方法の操作時間が短く、また、

ビーズの回収も良好であった。 

検鏡時間は、免疫磁気ビーズ法と比べ、酢酸エチル添加又は組み合わせ法で測定を行う

ことにより、プレパラート状況が良好になり、短くなった。  

 従って、流入水の分離・精製法は、酢酸エチル添加免疫磁気ビーズ法で行うこととした。  

   

写真は、回収液の違い及び分離・精

製方法の違いでのビーズ回収状況だが、

酢酸エチル添加磁気ビーズ法で処理した

ビーズに比べ、他のビーズは夾雑物の付

着により、大きさが倍以上になっている。

また、試料は夾雑物及び回収できなかっ

たビーズの影響で濁っている。 

0.1%Tween80 添加 PBS で回収したビ

ーズは PET 回収液で回収したビーズに  

比べ、磁石につきにくく、下に広がって

しまっているのがわかる。 

図８ 磁気ビーズ回収状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

免疫磁気ビーズ法 組み合わせ法

中野処理場 20.5% 47.2% 64.1% 53.1%
砂町水処理センター 10.1% 20.5% 20.8% 14.8%

免疫磁気ビーズ法
＋酢酸エチル添加

組み合わせ法＋酢
酸エチル添加

免疫磁気ビーズ法 組み合わせ法

中野処理場 39分 33分 45分 32分
砂町水処理センター 35分 26分 23分 17分

免疫磁気ビーズ法
＋酢酸エチル添加

組み合わせ法＋酢
酸エチル添加

P E T 回収液使用 

酢酸エチル添加 

免疫磁気ビーズ 

P E T 回収液 

免疫磁気ビーズ 

0 . 1 % T w e e n 8 0 P B S

免疫磁気ビーズ 



 

図９ 酢酸エチル添加免疫     図１０ 免疫磁気ビーズ    図１１ 免疫磁気ビーズ 

  磁気ビーズプレパラート      プレパラート        プレパラート 

  （PET 回収液使用）      （PET 回収液使用）   （Tween80/PBS 使用） 

 

６．３ 下水流入水測定法の改良点  

今回の検討により下水放流水の測定法に以下の改良を行った。  

（１）回収液の PET 回収液への変更 

  夾雑物の除去効果により、回収率が向上した。 

  磁気ビーズの回収困難という現象が改善された。 

プレパラート上の夾雑物が減少し、検鏡時間の短縮と測定者の負荷が軽減された。

（２）免疫磁気ビーズ法から酢酸エチル添加免疫磁気ビーズ法への変更  

  磁気ビーズの回収困難という現象が改善された。 

プレパラート上の夾雑物が減少し、検鏡時間の短縮と測定者の負荷が軽減された。 

以上の変更により、下水流入水についても 20～30%程度の回収率での測定が可能とな

った。  

   

７．まとめと今後の課題  

 以上の結果から、下水流入水、放流水の迅速かつ簡便な測定法を確立させることが出来

た。（別紙参照）  

 しかし、下水の水質変動は大きいため、今後とも本方法で十分な回収率が得られること

を確認して行く。 

 また、平成１４年度は定期的な回収率測定と回収率に影響を与える因子の把握について

検討を行い、回収率、測定精度の向上を図る予定である。  
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下水試料におけるクリプトスポリジウム測定法 

試料
酢エチ添加 5ml

ろ過
遠心分離 1100G,10min

剥離 PET回収液入り遠心管

上澄み除去 下層5ml残し

超音波処理 ５min

PBS添加 10ml

遠心分離 1100G,10min

遠心分離 1100G,10min

濃縮液回収

上澄み除去 下層5ml残し

濃縮サンプル

濃縮サンプル

煮沸 100℃、5min

試験管に添加 付属緩衝液1ml

免疫磁気ビーズ添加

免疫反応 室温1時間

磁石で

１N塩酸液

ビーズの除去 磁石で

中和 0.1N水酸化ナトリウム

分離・精製サンプル

染色＋DAPI染色 室温50分

洗浄

プレパラート作成

検鏡

ビーズとオーシスト
の解離

オーシスト結合ビー
ズの回収

3.0μｍのポリカーボネイ
トメンブレンフィルター

流入水の場合
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