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豚の呼吸器感染症は，養豚農家の経営規模の

拡大ならびに飼養形態の変化にともない多発す

る傾向にあり，経済的な損失が大きい。このた

め，養豚経営における呼吸器病対策は重要な割

合を占めている。特に，急性症状を示した場合

に死亡率が高い胸膜肺炎および慢性症状を示し

飼料効率の悪化が認められるマイコプラズマ性

肺炎の対策は重要である。

これらの疾病の治療剤として種々の抗菌剤が

使用されているが，特にニューキノロンは多剤

耐性菌にも優れた効果を示すことから，二次選

択薬として高い評価を受けている。

バイトリル2.5％プレミックスは，投与の省力

化をターゲットに新たに開発された豚用飼料添

加ニューキノロンである。

バイトリル2.5％プレミックスの有効成分エン

ロフロキサシンは1979年にドイツ・バイエル社

にて合成され，世界に先駆けて動物専用のニ

ユーキノロンとして開発が進められた。本薬を

有効成分とする各種製剤はBaytrilの商品名で55

カ国において市販されている。日本においても

バイトリルの商品名で牛用の経口液剤，鶏用の

飲水添加剤，牛・豚・犬・猫用の注射剤および

犬・猫用の錠剤が既に承認，市販されており，

その優れた抗菌活性と体内動態により様々な診

療領域における感染症に応用され高い評価を受

けている。このため，豚のマイコプラズマ性肺

炎などの流行性疾病の治療に用いるための飼料

添加剤についても導入が望まれていた。しか

し，豚にエンロフロキサシンを治療有効濃度で

飼料添加投与した場合には，その苦味により嗜

好性が悪く，飼料摂取量の著しい低下が認めら

れるため，有効量を摂取させることが不可能で

あった。そこでドイツ・バイエル社において，

エンロフロキサシンをイオン交換樹脂と結合さ

せ苦味を矯正することにより，飼料摂取量の低

下をきたすことなく治療有効濃度で飼料添加投

与することのできる本剤が考案された。このイ

オン交換樹脂結合エンロフロキサシンは経口摂

取後，豚の消化液によりエンロフロキサシンが

イオン交換樹脂より遊離して作用を発現する。

日本では，マイコプラズマ性肺炎および胸膜

肺炎を対象疾病として開発が進められ，承認を

受けるに至った。

バイトリル2.5％プレミックスは1995年10月現

在，欧州を中心に10カ国で承認されている。ド

イツではBaytril ＩＥＲ2.5％の商品名で肺炎お

よび下痢症を適応症としている。

（１）抗菌スペクトラムが広く，グラム陰性菌

およびグラム陽性菌ならびにマイコプラズマに

対し，短時間で殺菌的に作用する。

（２）細菌細胞のＤＮＡ合成に欠かせない酵素ジャ

イレースに特異的に作用して増殖を阻害する。一

方，動物細胞のＤＮＡに対しては直接作用できない

ため，動物に対しては非常に安全である。

（３）プラスミドによる耐性伝搬が認められて

いないため，他系抗菌剤に比べ耐性が生じにく

い。また，主要な耐性獲得機序はＤＮＡジャイ

レースの突然変異であり，他系抗菌剤の耐性機序

と全く異なる。そのため，他系抗菌剤の単剤およ
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び多剤耐性菌に対しても強い抗菌力を発揮する。

（４）豚のマイコプラズマ性肺炎および胸膜肺

炎に対し優れた治療効果を示す。

（５）エンロフロキサシンをイオン交換樹脂に

結合させ，ニューキノロンの苦味を矯正した。

（６）豚の消化液によりイオン交換樹脂より遊

離したエンロフロキサシンの経口吸収は良好

で，優れた組織移行性を示し，肺等の臓器中濃

度は血中濃度を上回る。

（７）注射に比べ，投薬が省力的で，豚にスト

レスを与えない。

●一般名：エンロフロキサシン

●略　語：ＥＲＦＸ

●化学名：１-シクロプロピル-７-（４-エチル-１-

　　　　　ピペラジニル）-６-フルオロ-１，４-ジ

　　　　　ヒドロ-４-オキソ-３-キノリンカルボン酸

●構造式：

●分子式：Ｃ19Ｈ22ＦＮ３Ｏ３

●分子量：359.40

バイトリル2.5％プレミックスは，100g中にイ

オン交換樹脂結合エンロフロキサシンを6.25g

（エンロフロキサシンとして2.5g）含む微粒で

ある。

有効菌種：アクチノバシラス・プルロニューモニ

　　　　エ，パスツレラ・マルトシダ，マイコプ

　　　　ラズマ・ハイオニューモニエ，マイコプ

　　　　ラズマ・ハイオライニス

適応症：豚：胸膜肺炎，マイコプラズマ性肺

　　　　炎

通常飼料１t当たりイオン交換樹脂結合エンロ

フロキサシンとして375g（製剤として６kg）を

均一に混じて７日間経口投与する。

（１）単回強制経口投与による血中濃度

イオン交換樹脂結合エンロフロキサシン

12.5mg/kg（エンロフロキサシンとして５mg/kg）

を単回強制経口投与後の血中濃度の推移を図１

に，薬物動態学的パラメータを表１に示した。

（畜産生物科学安全研究所）

５．理化学的性質

６．成分・分量

７．効能・効果

８．用法・用量

９．体内動態

表１．単回強制投与後の薬物動態学的パラメータ

図１．単回強制投与後の血中濃度の推移
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（２）連続飼料添加投与による血中および肺濃度

バイトリル2.5％プレミックスをイオン交換樹

脂結合エンロフロキサシンとして375ppm（エン

ロフロキサシンとして150ppm）の濃度で５ある

いは10日間飼料添加投与した時の血中濃度の推

移を図２および３に示した。

（ドイツ・バイエル社）

また，バイトリル2.5％プレミックスをイオン

交換樹脂結合エンロフロキサシンとして375ppm

（エンロフロキサシンとして150ppm）の濃度で

７日間飼料添加投与後２時間の肺濃度は1.6μg/

gで，同時点の血中濃度0.45μg/gの3.6倍を示し

た（n＝３）。

（畜産生物科学安全研究所）

（１）イオン交換樹脂結合エンロフロキサシン

　　　およびエンロフロキサシンの急性毒性

（２）安全性

バイトリル2.5％プレミックスを約２ヵ月齢の

豚にイオン交換樹脂結合エンロフロキサシンと

して375,750および1,875PPm（エンロフロキサシ

ンとして150,300および750ppm）の濃度で７日間

飼料添加投与した。その結果，主に1,875ppmで

糞便の軽度の硬化，血液生化学的検査および尿

検査値の軽度の変動を認めたが，いずれの変化

も休薬により回復する一過性の変化あるいはそ

の変動幅が正常範囲内の軽微なもので，かつ病

理組織学的検査でも機能障害を示唆する所見は

みられなかった。さらに３投薬群のいずれも対

照群を上回る発育を示したことから，常用濃度

の７日間飼料添加投与の安全性について特に問

題はないものと判断された。

（畜産生物科学安全研究所）

（３）残留性

バイトリル2.5％プレミックスを豚にイオン交

換樹脂結合エンロフロキサシンとして375および

750ppm（エンロフロキサシンとして150および

300p p m）の濃度で７日間飼料添加投与したと

き，投与終了後７日には肝臓を除く分析対象で

検出限界10pbb以下に，11日には全分析対象にお

10．安全性および残留性

図２．５日間飼料添加投与による血中濃度の推移

図３．10日間飼料添加投与による血中濃度の推移

豚用飼料添加ニューキノロン『バイトリル2.5％プレミックス』
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いて検出限界以下となった。

（畜産生物科学安全研究所，日本科学飼料協会）

室温長期保存のみならず，温度，湿度，光お

よびそれらの組み合わせによる過酷条件下保存

において，安定な製剤であることを確認した。

（バイエル社）

（１）豚の胸膜肺炎およびマイコプラズマ性肺

　炎由来野外分離株に対する抗菌力

臨床試験で分離された豚の胸膜肺炎およびマ

イコプラズマ性肺炎由来アクチノバシラス・プ

ルロニューモニエ，パスツレラ・マルトシダ，

マイコプラズマ・ハイオニューモニエおよびマ

イコプラズマ・ハイオライニスに対しエンロフ

ロキサシンは高い抗菌活性を示した（表２）。

また，エンロフロキサシンはいずれの細菌に

対しても最も優れた抗菌力を示し，他系抗菌剤

の単剤あるいは多剤耐性株に対しても高い抗菌

活性を維持していた（図４～７）。

（京都動物検査センター，エー・エィチ・

シー，あかばね動物クリニック）

12．効　力

11．製剤の安定性

図６．マイコプラズマ・ハイオニューモニエ49株に
　　　対するエンロフロキサシンとその他の薬剤の
　　　抗菌活性

図５．パスツレラ・マルトシダ25株に対するエンロ
　　　フロキサシンとその他の薬剤の抗菌活性

図４．アクチノバシラス・プルロニューモニエ58株
　　　に対するエンロフロキサシンとその他の薬剤
　　　の抗菌活性

表２．豚の胸膜肺炎およびマイコプラズマ性肺炎
　　　由来野外分離株に対する抗菌力
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（２）豚の胸膜肺炎およびマイコプラズマ性肺

　炎に対する効果

A.pleuropneumoniaeおよびM.hyoneumoniae

（P.multocidaの混合を含む）の実験感染豚とマ

イコプラズマ性肺炎自然感染豚を用いた様々な

効果試験の結果，胸膜肺炎に対しては臨床所

見，剖検所見および菌分離成績において，また

マイコプラズマ性肺炎に対しては発症および病

変形成の抑制ならびに除菌効果において，これ

らの疾病に対するバイトリル2.5％プレミックス

の至適用量はイオン交換樹脂結合エンロフロキ

サシンとして375ppm（エンロフロキサシンとし

て150ppm）の濃度の７日間飼料添加投与である

と結論された。

（イギリス・Royal獣医科大学，フランス・Plou-

fragen豚病理研究所，オーストリア・Vienna獣

医科大学病院，ハンガリー・ブタペスト獣医科

大学）

（１）胸膜肺炎に対する臨床成績

臨床症状，菌分離，抗体検査などにより胸膜

肺炎と診断された豚に対して，バイトリル2.5％

プレミックスをイオン交換樹脂結合エンロフロ

キサシンとして187.5および375ppm（エンロフロ

キサシンとして75および150ppm）の濃度で７日

間飼料添加投与した。効果判定は，投薬開始日

および投薬開始後1 2 日の臨床症状（体温，元

気・食欲，呼吸，発咳，鼻汁漏出，姿勢および

被毛）をスコア化し，投薬開始後12日の臨床症

状改善率が90％以上の個体を著効，70％以上の

個体を有効，70％未満の個体を無効とした。そ

の結果，375ppmの効果は対照としたチアンフェ

ニコール100ppm，７日間飼料添加投与の効果に

比べ有意に優れていた（図８）。また，両投与群

の投薬開始後12日の肺病変（胸膜癒着，繊維性

硬結，気管支周囲リンパ節腫大および心嚢水・

胸水貯留）スコア（図９），肺病変からの菌

（A.pleuropneumoniaeおよびP.multocida）分離

率（図10）および13日間の増体重（図11）のい

ずれにも有意差が認められた。

（京都動物検査センター，エ一・エィチ・シー）

13．臨　床

図８．胸膜肺炎に対する臨床効果

図７．マイコプラズマ・ハイオライニス26株に対す
　　　るエンロフロキサシンとその他の薬剤の抗菌
　　　活性

豚用飼料添加ニューキノロン『バイトリル2.5％プレミックス』
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（２）マイコプラズマ性肺炎に対する臨床成績

菌分離，抗体検査などによりマイコプラズマ

性肺炎（ＭＰＳ）と診断された豚に対して，バ

イトリル2.5％プレミックスをイオン交換樹脂結

合エンロフロキサシンとして375ppm（エンロフ

ロキサシンとして150ppm）の濃度で７日間飼料

添加投与した。治療効果は，投薬終了日および

投薬終了後７日の剖検豚のＭＰＳ肺病変面積率

（肺全体の面積に占める病変の割合）ならびに

肺病変からのマイコプラズマ（M.hyopneumoniae

およびM.hyorhinis）分離率を基準とした。その

結果，375ppmの投与により有意なＭＰＳ肺病変

形成の抑制（図12）ならびにマイコプラズマ分

離率の低下（図13）が認められた。

（京都動物検査センター，あかばね動物クリニック）

図13．マイコプラズマ分離率

図12．ＭＰＳ肺病変面積率

図11．増体重

図10．菌分離率

図９．肺病変スコア
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島田俊雄　荒川英二

猛威を振るう腸管出血性大腸菌Ｏ157
－その正体に迫る－

腸管出血性大腸菌Ｏ157は，1982年米国でハン

バーガーを原因とする集団下痢症で初めて発見

された比較的新しい下痢原性大腸菌である。そ

の臨床症状が出血性大腸炎であることが加味さ

れ，腸管出血性大腸菌と名付けられた。

1996年夏，日本列島を震憾させたＯ157パニッ

クは，５月岡山の邑久町で２名の犠牲者を含

む，患者468人を出した学校集団食中毒が発端

だった。

その後，岐阜，広島，愛知，岡山，群馬など

で学校給食によるＯ157食中毒が矢継ぎ早に発生

し，連日マスコミも大きく取り上げ，多くの

人々をＯ157パニックに巻き込んだ。

さらに７月1 2 日には，大阪府堺市の小学校

で，突如Ｏ157：Ｈ７による世界的に類を見ない

極めて大規模な食中毒が勃発した。10月末，発

生した小学校の総数は62校，患者学童の累計は

5,499名にも及び，２名の学童が死亡した。

本稿では，腸管出血性大腸菌Ｏ157感染症の今

日までの経緯，またその予防および汚染防止対

策について概説する。

ヒトの下痢症の原因となる下痢原性大腸菌に

は，

【１】腸管病原性大腸菌

（enteropathogenic E.coli；ＥＰＥＣ）

【２】細胞侵入性大腸菌

（enteroinvasive E.coli；ＥＩＥＣ）

【３】毒素原性大腸菌

（enterotoxigenic E.coli；ＥＴＥＣ）

【４】腸管出血性大腸菌

（enterohemorrhagic E.coli；ＥＨＥＣ）；

ベロ毒素産生性大腸菌

（Verotoxin-producing E.coli；ＶＴＥＣ）；

志賀毒素産生性大腸菌

（Shiga toxin-producing E.coli；ＳＴＥＣ）

これら３つの菌名は同意語である。

【５】腸管凝集性大腸菌

（enteroaggregative E.coli；ＥＡggＥＣ）

の５種類が知られているが，それぞれの下痢発

症機構は全く異っている（１）。

【１】ＥＰＥＣは1940年以来，乳幼児腸炎の原

因菌として知られ，その感染病像はサルモネラ

腸炎に類似している。

ＥＰＥＣは接着線毛および“intimin”と呼ば

れる外膜タンパクが接着因子となり，菌体と上

皮細胞を密着させる。接着した粘膜上皮細胞の

微絨毛は委縮・消滅し，上皮細胞内にアクチン

線維の集積が見られ，ＡＥ（attaching and ef-

facing lesions）病変と名付けられた。

【２】ＥＩＥＣに含まれる血清型の大腸菌は赤痢菌

と同様な細胞侵入性を有し，臨床像は赤痢である。

赤痢菌による赤痢は，法定伝染病として扱わ

れるが，ＥＩＥＣによって惹起される赤痢は，

食中毒として処理される，と言う大きな矛盾が

ある。一方，ＥＨＥＣは赤痢菌と同様に二次感

染を起こすということから，今般指定伝染病に

指定されたが，ＥＩＥＣも二次感染することが

知られている。

病原因子としては，外膜タンパクおよび粘膜

上皮細胞侵入性がある。

【３】ＥＴＥＣはコレラ毒素様のエンテロトキ

シン（ＬＴ），また耐熱性のエンテロトキシン

（ＳＴ）を産生し，コレラ様下痢を起こす。接

着因子は線毛である。

国立感染症研究所
腸管系細菌室

１．下痢原性大腸菌の種類

はじめに
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【４】ＥＨＥＣはベロ細胞（アフリカミドリザ

ルの腎臓細胞）に細胞毒性を示すベロ毒素を産

生する。本菌による血便はＡＥ病変とベロ毒素

の共同作用による。

接着因子としては線毛および“intimin”があ

る。

【５】ＥＡggＥＣはＨep-２細胞に線毛によって

集合的（aggregative）に付着する。ＳＴ様毒素

（ＥＡＳＴ）を産生する。

しかしながら，これらの下痢原性大腸菌の病

原性に関しては，まだ不明な点も多い。

我が国の行政では，これらのものを一括して病

原性大腸菌として扱い，これらによる下痢症を食

中毒として処理してきた。しかしながら政府は急

遽，ベロ毒素を産生する全ての大腸菌（腸管出血

性大腸菌）による感染症を，平成８年８月６日付

け厚生省告示第199号により，伝染病予防法に基

づく“指定伝染病”として指定した。

腸内細菌の抗原は，Ｏ，Ｈ，ＫおよびＦ抗原

の４種類に大別され，Ｏは菌体，Ｈは鞭毛，Ｋ

は莢膜（K a p s e l ，ドイツ語），Ｆは線毛

（Fimbriae）の抗原を指す。

○およびＨの謂われは，プロテウスのス

ウォーミング現象に由来する。即ち，プロテウ

スで，鞭毛をもつ菌株を寒天培地に培養する

と，培地の表面全体に広がって発育し，集落を

形成しない。この現象をスウォーミング

（swarming，遊走）と呼ぶ。一方，培地に石炭

酸や胆汁酸を添加して鞭毛の形成を阻止された

培養菌は，スウォーミングを起こさず，菌の接

種部のみに発育する（写真１）。

スウォーミングした状態は，恰も寒い日に窓

ガラスに“はぁー”と息を吹きかけたとき，ガ

ラスが白く曇る様子（ドイツ語で“Hauch，曇

り”の意）に似ている。このことから，プロテ

ウスのスウォーミング現象を“Hauch”と，また

鞭毛のない菌の発育をHauchではないと言うこと

から，“ohne Hauch”と言う言葉で表現した。

これらを語源として，鞭毛を持つプロテウスの

菌株をＨ型，鞭毛を保有しない無鞭毛菌株をＯ

型と呼んだ。

その後この呼称は，スウォーミングの有無に

係らず，大腸菌やサルモネラを始めとする全て

の腸内細菌やビブリオ，さらに多くのグラム陰

性桿菌にも適用され，鞭毛の抗原をＨ抗原，ま

た菌体の抗原をＯ抗原と呼ぶようになった。

Ｈ抗原となる鞭毛はフラジェリンと呼ばれる

易熱性の蛋白質の重合により繊維状構造を形成

し，これを回転させて，細菌は運動する。Ｏ抗

原は細胞壁の多糖体一脂質複合体で，数種類の

糖が繰り返し繋がったもので，糖の種類や繋が

り方で抗原性が異なってくる。

これらの抗原（主にＯおよびＨ）を組み合わ

２．腸内細菌の抗原

写真１　左はプロテウスがスウォーミングして、
　　　　周りに広がっている写真。右はスウォー
　　　　ミングせず、菌の接種部のみに発育して
　　　　いる。

猛威を振るう腸管出血性大腸菌Ｏ157－その正体に迫る－
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せたものを血清型と言う。病原性大腸菌，サル

モネラ，赤痢菌，ビブリオなどでは，それらの

血清型を纏めた抗原構造表が国際的に統一され

ている。

1940年から1950年にかけて，乳幼児腸炎の原

因となった大腸菌の血清型に関する精力的な研

究によって，下痢原性大腸菌の検索はその血清

型別法を利用して飛躍的に進んだ。

現在，大腸菌には173のＯ群および57のＨ抗原

がある。

下痢原性大腸菌の５種類のカテゴリーは，そ

れぞれある限定された血清型に属し，それらの

スクリーニングとして血清型別が利用されてい

る。

腸管出血性大腸菌の血清型は160以上あるが，

それらのうちで溶血性尿毒症症候群（Hemolytic

Uremic Syndrom：ＨＵＳ）を起こしたことが報

告されている血清型には，Ｏ５：Ｈ-，Ｏ17：Ｈ

18，Ｏ26：Ｈ11，Ｏ55：Ｈ７，Ｏ55：ＨlO，Ｏ91：

Ｈ21，Ｏ103：Ｈ２，Ｏ104：Ｈ２，Ｏ105：Ｈ18，

Ｏ111：Ｈ-，Ｏ113：Ｈ21，Ｏ115：Ｈ10，Ｏ128：

Ｈ2，Ｏ128：Ｈ25，Ｏ145：Ｈ25，Ｏ145：Ｈ-，Ｏ

153：Ｈ25，Ｏ157：Ｈ７，Ｏ157：Ｈ-，Ｏ163：Ｈ

19，Ｏ165：Ｈ19，Ｏ165：Ｈ25などがある。

今後は，Ｏ157以外のＨＵＳを起こすこれらの

腸管出血性大腸菌についても注目しなければな

らない。しかしながら，我が国で最も多く見ら

れる血清型は断然Ｏ157：Ｈ７で，世界的に見て

も腸管出血性大腸菌の大半はこの血清型によっ

て占められている。

腸管出血性大腸菌Ｏ157：Ｈ７の電子顕微鏡像

を写真３に，また分離培地上の集落を写真２に示

す。

腸管出血性大腸菌Ｏ157：Ｈ７は，1982年から

1983年に，米国およびカナダで発生した下痢便

写真３　腸管出血性大腸菌Ｏ157：Ｈ７の電子顕微　
　　　　鏡写真

写真２　ソルビット・マッコンキー寒天培地上の腸
　　　　管出血性大腸菌Ｏ157：Ｈ７の集落。ソル
　　　　ビットを分解する一般の大腸菌は、大きい
　　　　ピンク色の集落として認められるが、ソル
　　　　ビット遅分解性のＯ157菌株は、無色、半
　　　　透明の集落を形成する。

３．下痢原性大腸菌の血清型

４．腸管出血性大腸菌の血清型
５．腸管出血性大腸菌Ｏ1 5 7：Ｈ７の発見とこれまでの経緯
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中に明らかな血液の混在が見られた食中毒の際

に，初めて発見された下痢原性大腸菌である。そ

れ以来現在までに米国で33件の集団発生が確認さ

れているが，それらの事例の殆どがハンバーガー

または牛挽肉がその原因食品と推定された。

特に，1982年２月から３月に米国のオレゴン

州，続いて５月末から６月の終わりにかけてミ

シガン州で発生した食中毒事例は，いずれもあ

る有名なハンバーガーチェーン店の加熱不十分

のハンバーガーがその原因食品であった。これ

らの２事例から分離された大腸菌血清型Ｏ157：

Ｈ７は，それまでに報告された下痢原性大腸菌

のいずれのカテゴリーにも該当しないことが判

明し，新しい種類の下痢原性大腸菌として，そ

の臨床症状が出血性大腸炎であることが加味さ

れ，腸管出血性大腸菌と名付けられた。

腸管出血性大腸菌Ｏ157：Ｈ７による出血性大

腸炎事例の大部分は，保育園や幼稚園，老人

ホームに集中し，それらの５-10％の患者にＨＵ

Ｓが続発し，これらのＨＵＳ患者の３-10％に死

亡例が見られる。

米国ＣＤＣの推計によると，米国におけるサ

ルモネラ食中毒患者は年間400万人であるが，死

亡例は1,000人ほどで，死亡率は0.025％であ

る。一方，腸管出血性大腸菌による患者数は，

年間２万人で，サルモネラの場合と比べると，

その患者数は200分の１とかなり少ない。しかし

ながら，腸管出血性大腸菌による死亡者は500人

にも上り，死亡率は2.5％と極めて高く，Ｏ157

感染症の危険性を示している。

一方，我が国においては1990年9月，埼玉県浦

和市の幼稚園でＯ157：Ｈ７の汚染を受けた井戸

水が原因となった集団下痢症が発生し，２名の

園児がＨＵＳで死亡した。その後裁判沙汰にな

り，1996年７月30日当該地裁の一審，有罪判決

が下った。

その後，集団および散発事例を含め，年間平

均約80事例ほどの報告が見られている（２）。一

方，逆のぼり調査によってＯ157：Ｈ７による散

発下痢症事例が，1984年に既に我が国に発生し

ていたことが確認され，２名の兄弟が罹患し，

兄がＨＵＳになった（３）。

【１】出血性大腸炎

腸管出血性大腸菌による下痢症の主症状は，

血便および虫垂炎と誤診されることもあるよう

な激しい腹痛であるが（出血性大腸炎），通常

発熱は見られない。始めは水様便であるが，そ

の２-３日後糞便を全く含まない鮮血便（写真

４）になる。成人では軽症の場合も多く，血液

の混在しない症例や軟便程度のもの，また無症

状の場合もある。一方，所謂風邪の症状を伴う

こともしばしば認められる。

腸管出血性大腸菌下痢症の潜伏期は，摂取菌

数にもよるが，１-９日（平均３-４日）と，か

なり幅があり，長いときには14日との報告もあ

６．腸管出血性大腸菌感染症の臨床症状および治療

写真４　腸管出血性大腸菌Ｏ157：Ｈ７による鮮血
　　　　便

猛威を振るう腸管出血性大腸菌Ｏ157－その正体に迫る－
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る。

発症後４-８日で自然治癒するが，５歳以下の

乳幼児や基礎疾患を有する人や老齢者では，重

症になることがあり，さらにＨＵＳや脳症へと

進行し，死に至ることもある。

【２】溶血性尿毒症症候群（ＨＵＳ）

ＨＵＳは，赤血球が破壊されることによる溶

血性貧血，腎機能低下による尿毒症症状，血小

板破壊による出血が主徴である。

腸管出血性大腸菌による下痢，血便を発症し

た後，数日から数週間以内にＨＵＳを続発する

ことが多い。ＨＵＳに移行すると，小児や免疫

不全などの基礎疾患を持つ高齢者では，死亡す

ることもある。なお，ＨＵＳの発症には，感染

菌量，ベロ毒素産生量，宿主の年令や基礎疾患

など様々な要因が係わっている。

【３】治療

感染性腸炎研究会による治療のガイドライン

（1996）によれば，小児に対してはホスホマイ

シンやノルフロキサシンの投与を，また成人に

対してはニューキノロン系の抗生物質またはホ

スホマイシンの使用を提唱しており，投与期間

は３-５日間としている。

一方，小児，食品取扱者，保母，高齢の集団

生活者の保菌者に対しては，原則として抗生物

質の投与は必要はないと思われるが，今回指定

伝染病に指定されたことに鑑み，投薬する抗生

物質は患者の場合と同様で，投与期間は３日間

としている。

激しい下痢による脱水症状を改善するために

輸液等の対症療法を行うが，ＨＵＳに移行した

場合には透析および輸血等の対症療法が必要な

こともある。なお，ＨＵＳの予後は透析療法や

その他の対症療法の進歩により，死亡率は著し

く改善され現在では５％以下である。症状が軽

快し１週間経過し，菌も陰性であれば，ＨＵＳ

の可能性はほぼないものと考えられる。

脳症はＨＵＳと同じ頃またはそれに先駆けて発

症することが多い。その予兆は頭痛，傾眠，不

穏，多弁，幻覚で，これらが見られた場合には，

数時間から12時間後に痙攣，昏睡が始まることを

予測して，それに備えなければならない。

出血性大腸炎や溶血性尿毒症症候群（ＨＵＳ）

７．ベロ毒素

写真５　ベロ細胞の正常な培養細胞（上の写真）
　　　　に、ベロ毒素を産生する細菌の培養上清を
　　　　作用させると、細胞はその細胞毒性によっ
　　　　て死滅し、下の写真のようにばらばらに崩
　　　　壊する。
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を引き起こす原因物質としては，腸管出血性大腸

菌が産生するベロ毒素（Verotoxin-ＶＴ：Shiga

toxin-Stx）が最も重要である（１）。ベロ毒素は培

養細胞であるベロ細胞に対して強い細胞毒性（写

真５）を示すことから名づけられた。

ベロ毒素には２種類あり，ＶＴ１，ＶＴ２と呼ばれ

ている。ＶＴ１は志賀赤痢菌（Shigella dysenteriae

血清型１）が産生する志賀毒素と分子構造が同一

である。ＶＴ２はＶＴ１とアミノ酸配列で56％の

相同性が認められる。ベロ毒素は２つのサブユ

ニットから構成されており，その１つは毒素活性

を持つＡサブユニット，他の１つは受容体（細胞

表面に存在するある種の糖脂質）への結合部分で

あるＢサブユニットである。毒素が結合すると，

Ａサブユニットが細胞内に入り，蛋白合成を阻害

し，細胞に毒作用を示す。

なお，志賀毒素産生性の遺伝子は菌体の染色体

の中に組み込まれているが，ＶＴ１およびＶＴ２

はそれぞれファージが介在している。ＶＴ２には

相互に類似した数種類のＶＴ２のvariantが報告

されている。これらの両毒素の作用はほぼ同じで

あるが，ＶＴ２は産生される度に菌体外に放出さ

れるのに対し，ＶＴ１は主に菌体内に蓄積され，

菌が死滅し，細胞崩壊後に菌体外に出る。

1991-1994年に検出された腸管出血性大腸菌

430株の73％は両方の毒素を産生したが，ＶＴ２

だけを産生したものは17％であり，またＶＴ１

単独産生株は５％のみであった（２）。

岡山県邑久町の集団発生事例以降の腸管出血

性大腸菌Ｏ157による食中毒等の発生状況（厚生

省生活衛生局食品保健課）は，11月28日現在，

全都道府県から報告があり，有症者累計は9,278

名で，死者累計11名である。その内訳は以下の

通りである。

【１】都道府県等から厚生省に食中毒として報

告のあったもの：

１都１府18県から報告があった。有症者累計

は7,756名で，６名が死亡した。

５月28日に岡山県邑久町に端を発した腸管出

血性大腸菌Ｏ157：Ｈ７による食中毒は，その後

その他の地域でも発生して行ったが，特に７月12

日に大阪府堺市に発生した事例は，これまでに

類を見ない，世界的にも極めて超大型の食中毒

発生事件となった。

【２】都道府県等から厚生省に食中毒の疑いと

して報告があったもの：

１道１府７県から報告があった。有症者累計

は331名，死亡者が１名を出した。

【３】その他（散発事例等）：

１都１道２府39県から報告があった。有症者

累計は1,191名で，死亡者は４名である。

なお，これらの個々の事例の詳細は国立予防

衛生研究所のインターネットーホームページ

http：//www.nih.go.jp/yoken/からアクセスが

可能である。この事例発生情報は随時更新され

ている。

1996年７月12日夜半から患者発生が報告され

た大阪府堺市の出血性大腸菌Ｏ157による集団下

痢症は，10月31日現在，有症者累計5,727名，入

院患者累計805名，死者累計２名となった。入院

患者数は７月18日に534名と最高を示したが，そ

の後徐々に減少し，10月末日その数は５名まで

になったものの，学童の重症者が１名いた。

８月９日以降，二次感染と思われるものを含

９．堺市における腸管出血性大腸菌Ｏ157集団下痢症の発生状況

８．腸管出血性大腸菌Ｏ157による食中毒等の発生状況（1996）

猛威を振るう腸管出血性大腸菌Ｏ157－その正体に迫る－
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め，新しい事例の発生はなく，堺市は11月１日

終息宣言し，19日には学校給食を再開した。

なお，本事例の原因究明の疫学調査結果か

ら，汚染源，汚染経路の特定はできなかった

が，特定の生産施設から７月７-９日に出荷され

た“貝割れ大根”が原因食材として最も可能性

が高いとされた（1996年９月26日，厚生省病原

性大腸菌Ｏ-157対策本部）。

推定原因食品から腸管出血性大腸菌Ｏ157が検

出された集団発生事例としては，1996年６月に

岐阜市の小学校で発生した食中毒の給食メ

ニューの“おかかサラダ”が最初である。その

後，９月に発生した盛岡市の小学校での食中毒

では，検食用に冷凍保存されていたサラダ（蒸

したカボチャやキュウリ，ニンジン，マシュ

ルーム，タマネギなどをマヨネーズなどで和え

たもの）およびシーフードソースから，また10

月末に帯広市の幼稚園で発生した食中毒では，

給食のポテトサラダからＯ157が分離された。

なお，盛岡の事例では，原因食品から分離さ

れたＯ157の菌数から，患者児童が摂食した菌数

は11-50個と推定された。

一方，散発事例では，６月18日の神奈川県三

浦市の散発事例における追跡調査で，原因食と

推定された牛レバー等から腸管出血性大腸菌Ｏ

157：Ｈ７が分離され，９月の東京および10月の

横須賀の散発事例では，焼肉店が原因施設で，

前者では牛のハツやロースから，また後者では

牛舌からＯ157が分離されている。

米国およびカナダで発生した腸管出血性大腸

菌Ｏ157：Ｈ７による集団事例の疫学調査で，こ

れまでに明らかにされた原因食品は，加熱不十

分のハンバーガー，牛挽肉，生牛乳等であり，

本菌感染症は家畜や畜産食品と強く係わってい

る。

７月，神奈川の散発例において，それに関与

したと思われる市販の牛レバーおよびその卸問

屋の食肉処理場からベロ毒素産生性のＯ157：Ｈ

７が検出され（４），また別の食肉処理場の枝肉や

腸内容からもＯ157：Ｈ７が分離された。

その後，福岡市では牛レバー，鹿児島市では牛

のセンマイ（千枚），仙台市でも牛枝肉から，大

阪ではスーパーで市販されているスライスした牛

肉からＯ157：Ｈ７が検出された。また，８月１

日に米国から輸入した生の牛小腸がＯ157に汚染

されていたことが判明し，廃棄処分された。

愛媛県では茹で饂飩から，さらに驚いたこと

には，小田原市では生和菓子からＯ157が検出さ

れた。

10月に入ってからも，横須賀市の焼き肉屋で食

事した子供がＯ157に感染し，同店の牛舌からＯ

157Ｈ７が検出された。一方佐賀県では，Ｏ157患

者が発生した保育園で採取したハエからＯ157が

検出され，ハエがＯ157の媒介をした可能性も否

定できず，当局はその対応に苦慮している。

このように汚染実態調査が進むにつれ，相次

いでＯ157：Ｈ７が様々な物から検出され，我が

国においては，腸管出血性大腸菌Ｏ157：Ｈ７に

よる食肉や臓物，またそれらの取り扱い場所等

の汚染は，既にかなり進行していることが窺え

る。

腸管出血性大腸菌による感染症は，その潜伏

期間がかなり長いので，その感染源の特定が困

難なことが多い。しかしながら，今までの欧米

10．我が国で推定原因食品からＯ157が検出された事例

11．感染源および感染様式



-15-

での疫学調査から，その汚染源は家畜，特に牛

の糞便であり，食肉を処理する施設までの過程

で汚染を受けるが，調理場等での二次汚染も認

められる。稀にレタスや林檎サイダー，また水

などがが原因とされた事例もあるが，これらは

糞便または肉からの二次汚染と推察される。

米国ではウシの腸管出血性大腸菌Ｏ157：Ｈ７

保菌率は0.2-6.8％である。我が国でも1993年か

ら1994年に国内の屠畜場に搬入された約５千頭

の牛を調査したところ，0.1％の糞便からベロ毒

素産生性のＯ157：Ｈ７が検出されている。

問題の勃発した1996年，厚生省で組織した研

究班の調査では，全国105機関で，７月から９月

にかけて，延べ4,185頭の国内産牛のＯ157の保

有状況を調べ，糞便の1.4％（58頭）からＯ157

を検出した（表１）。

米国やカナダの調査では，食肉のＯ157：Ｈ７

による汚染は牛肉で２-４％，豚肉で1.5％，羊

肉では２％とかなり高度である。

一方，前述の厚生省研究班の調査では，全国

106機関で2,534頭について検査を行い，枝肉の

0.3％（７頭）からＯ157菌株が検出された（表

１）。牛枝肉からの部位別の検出状況では，枝

肉の腹部，肛門周囲および腋下から分離されて

いるが，特に肛門周囲および腋下での分離率は

高く（表２），今後これらの部位が汚染調査の

重点箇所となる。

枝肉・食肉のＯ157による汚染は，腸内容物お

よび外皮等から屠殺・解体工程での汚染によ

る。このため，安全で衛生的な食肉を供給して

いくためには，何よりも衛生的な屠畜・解体を

徹底することが重要である。従って，屠畜場の

衛生管理の改善が早急に求められ，また屠畜場

の微生物汚染防止を念頭に置いた衛生的な屠

畜・解体等を確実に実施するための屠畜場の構

造設備の見直しを迫られている。

厚生省は，ＨＡＣＣＰ（Hazard Analysis

Critical Control Point；危害分析重要管理点）

システムに基づく自主衛生管理の導入および食

肉管理者を設置するための屠場法の省令を年度

内に改正するため，作業を進めている。

当面の対策として，解体した食肉用冷蔵庫の

設置を義務づけるほか，屠畜・解体処理場での

手洗い設備，解体用具を83℃以上で消毒する設

備の設置を最優先すべき，としている。さらに

生食用の内蔵等は，今後規格基準を設定し，ま

た挽肉の調理加工品については，調理加工基準

を設定して行く方針である。

1 3 ．枝肉・食肉のＯ1 5 7 による汚染防止対策

1 2 ．家畜のＯ1 5 7 保菌状況および食肉からの検出

表２　牛枝肉からの部位別のＯ157分離状況表１　牛糞便および枝肉からのＯ157分離状況

猛威を振るう腸管出血性大腸菌Ｏ157－その正体に迫る－
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食肉解体施設においては，手始めとして，屠

殺前の牛の体表を十分に洗浄し，解体する際に

は直腸末端を結紮することを徹底し，腸内の糞

便による枝肉や臓物への直接汚染，さらに解体

場への汚染の防止を完全に施行することが最も

重要である。

ＨＡＣＣＰシステムとは：いままでの最終製品

の検査に重点をおいた衛生管理の方法とは異な

り，食品の安全性について危害を予測し，危害

を管理することのできるＣＣＰ（重点管理点）

を設定し，重点的に管理する方法で，要約する

と以下の通りである。

【１】食品の製造・加工において，原材料から製

造，加工の工程，保管に至る全ての過程で発生す

る恐れのある微生物等の危害を調査・解析する。

【２】この分析に基づいて製造工程のどの衆階

で，どのような対策をすれば，より安全性が確

保された製品を得ることができるかという重要

管理点を規定する。

【３】これらの重要管理点が完全に守られてい

るかどうかを，集中的に常時モニターする。

【４】その管理内容を全て記録する事によっ

て，製造工程全般を通じて製品の安全確保を計

るという，危害の発生の予防措置に重点をおく

方法である。

食肉製品について，その製造工程で危害の原

因となる物質を表３に示す。

我が国の腸管出血性大腸菌Ｏ157による下痢症

事例は，1991年から1995年までに年間100例前後

の報告が見られていた（２）。それらの中には東京

と奈良で，小学校の給食で発生した患者数がそ

れぞれ142名および245名の大きな集団食中毒事

例が含まれ，両事例共に二次感染例が認められ

ている。

1996年７月後半までに，13の集団発生を含め

て200以上のＯ157事例が報告さたが，この事例

1 4．腸管出血性大腸菌Ｏ1 5 7による食中毒事件と学校給食

表３　食肉製品製造工程で食品衛生上の危害の原因となる物質
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数だけで見ても，例年の総数を既に２倍以上越え

ている（４）。これらの散発事例が増加した理由の

一つとしては，今般のＯ157パニックで，臨床医

が下痢患者の糞便を積極的に細菌検査したために

Ｏ157の検出例が多くなったことも事実であろ

う。しかしながら，短期間の間に，これほど多く

の集団発生が相次いで広範囲に発生し，これだけ

多くの患者が出た事は異常である。

10月31日現在の患者総数は9,191名を数え，事

例の大規模さが窺えるが，このうちの約62％は

堺市の学校給食による世界に類を見ない超大型

事件の患者で占められている。今回の集団事例

のうち，会社内の食堂で発生した１事例を除い

て，何れも学校や保育園あるいは老人ホームで

起きたものである。

今回のＯ157に限らず，サルモネラ，病原性大

腸菌，カンピロバクター，ブドウ球菌，ウェル

シュ菌など，これまでの大きな食中毒の多くは

学校給食で起こっている。５千５百人にも及ぶ

患者児童を出した堺市の場合でも，４万５千食

余の供給をしているので，学校給食でひとた

び，事故が起こると，その患者の発生数は極め

て多くなるのは当然のことである。

因みに1994年の学校給食を原因とする食中毒

の事例数は，全体の４％弱であったものの，患

者数は30％強であり，これは患者総数の３分の

１強をも占め（表４），その原因菌の60％以上

がサルモネラによるものであった（表５）。言

い換えれば，学校給食での食中毒を防ぐことが

できれば，我が国の食中毒患者数は激減するこ

とになる。

汚染した食材料が学校給食に入り込むと，適

当な条件さえそろえば大量の食材料中で汚染し

た細菌は急激に増殖し，それによって大事件の

発生に繋がる。その流れの一つとして，日本列

島を震憾させたＯ157事件が勃発したのである。

表５　学校での主な細菌別食中毒事件数・患者数（厚生省生活衛生局食品保健課）

表４　学校を原因施設とする食中毒事件・患者数（厚生省生活衛生局食品保健課）

猛威を振るう腸管出血性大腸菌Ｏ157－その正体に迫る－
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多くの痛ましい犠牲者を出した今回のＯ157事

件を教訓として，ここで学校給食のシステムを

抜本的に見直す必要があり，それに対する関係

当局の本腰を入れた対応が急務である。

その一つとしては，給食調理室を現在の水を

床に流すウエットシステムから床面を常に乾燥

状態にしておくドライシステムに変換すること

で，既にＯ157騒動が起きる前，1996年５月13日

付の朝日新聞・生活欄で，そのことが指摘され

ている。他の一つは，食材料および給食方式へ

のＨＡＣＣＰシステムの導入である。

1996年，１学期の学校給食によるＯ157事件

で，文部省を始めとして，教育委員会や学校当

局等で，夏休み中にあれほど“大騒ぎ”をした

にもかかわらず，夏休みが明けて，給食が開始

されるや否や，８月末の北海道でサルモネラに

よる患者数600名を越す大きな食中毒が発生し

た。ついで９月に入って，岐阜市でも患者150名

のサルモネラ食中毒が続発した。

９月末には盛岡市で，問題の腸管出血性大腸

菌Ｏ157による患者数200名を優に越す集団発生

事件が勃発し，さらに10月には帯広市の幼稚園

でも給食によるＯ157事件が起きてしまった。

これまで毎年学校給食で大規模な食中毒事件を

繰り返していながら，長年に渡って，何ら抜本的

な対策を行ってこなかった“つけ”が，さらに大

きな利子を付けて，廻ってきているのだ。

腸管出血性大腸菌Ｏ157の感染症は，健康成人

では軽い下痢程度で済むことが多いが，幼児や

老齢者，または免疫不全などの重度の基礎疾患

を持つ人びとに対しては極めて危険な疾病で，

血性下痢を起こし，ＨＵＳを続発し，生命の危

険を伴うこともしばしば認められている。しか

しながら，未だＨＵＳに対する確たる治療法は

なく，今後の早急な対応が望まれる。

腸管出血性大腸菌感染症を制御するための第

一歩として，先ず安全で衛生的な食肉を供給し

なければならず，何より衛生的な屠殺・解体を

徹底することが重要である。従って，屠畜場で

の屠殺・解体における衛生管理の改善が早急に

望まれ，また屠畜場の微生物汚染防止を念頭の

置いた衛生的な屠殺・解体等を確実に実施する

ための，屠畜場の施設・設備の見直しを迫られ

ている。さらに，これらの調査研究を効果的に

実行するための精度が高く，かつ実用的な検査

方法の確立も急務であろう。

さらに家畜衛生の分野では，保菌牛や牛舎，

環境の汚染に対する措置等，多くの解決しなけ

ればならない難問題が山積している。

今般，腸管出血性大腸菌感染症が指定伝染病

になったことによって，腸管出血性大腸菌に汚

染した食肉や食肉処理場などの措置，食品取扱

者や保育所・幼稚園・学校などの排菌職員に対

する就業問題など様々な大きな社会的問題を残

すことになった。既に，感染者および一時排菌

児童に対する“いじめ”や人権問題も起こって

いる。関係当局のきめ細かい対応が早急に望ま

れる。
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●家禽産業におけるサルモネラのコントロール

ポイント：

家禽生産環境には非常に多くのサルモネラ侵

入要因がある。種鶏フロック，孵化場，飼料，

敷き料，飲水，虫，野鳥，鼠，その他の動物そ

して人間であるが，種鶏フロック及び孵化場が

最も決定的なサルモネラのコントロールポイン

トとなっているとR u s s e l l 研究所のC o x 等

（1990，1991）は述べている。彼等の調査によ

ると，およそ75％のブロイラー孵化場と13％の

種鶏孵化場において羽毛，卵殻及びペーパー

パッドのサンプルからサルモネラが検出されて

おり，これらのサルモネラは，種鶏の環境及び

種鶏から来たものと考えられている。種鶏に保

菌鶏が存在した場合，鶏舎及びネスト等の環境

から種卵がサルモネラに接触する様な局面が生

じ，その雛に感染するおそれがある。（図１）

WildingとBaxter（1984）もまた，ブロイラー

育種システムにおいて原種鶏段階で１羽のサル

モネラ汚染が30羽の種鶏に，種鶏１羽の汚染が

65羽のコマーシャルブロイラーに悪影響を及ぼ

すと評価し，種鶏フロック及び孵化場でのサル

モネラコントロールの重要性を説いている。

（図２）

ノースカロライナ大学で実施された１），ブロ

イラー生産及び処理システムにおける様々なポイ

ントでのサルモネラ汚染を評価し，２）どの様な管

理要因がサルモネラ汚染と関係しているかを検討

する事を目的にしたプロジェクトの一環で，サル

モネラ汚染の概要（図３），ブロイラー舎におけ

る汚染状況（図４），種鶏舎における汚染状況

（図５）についてまとめられている。飼料工場サ

ンプルにおける陽性率は2 0 . 7 5 ％と高く（図

３），種鶏舎サンプルでも飼料からサルモネラが

検出されているが（図５，６），ブロイラー舎で

は認められていない（図４）。これは，種鶏から

コマーシャルブロイラーへのサルモネラサイクル

の遮断が功を奏したとも考えられる。農務省の

Bailey（1988）は，ブロイラー処理屠体から検出

されたサルモネラの血清タイプの研究の中で，飼

料由来のサルモネラは孵化場或いは敷き料由来の

もの程重要ではないと指摘している。

種鶏孵化場において，種鶏群及び生産される

コマーシャル雛をサルモネラフリーにする為

の，種鶏群，孵化場，雛におけるモニタリング

及びバイオセキュリティーの徹底，加熱及び有

坂　恒豊

飼料からのサルモネラ対策（１）

丸紅飼料（株）技術部小野研究所

図２　ブロイラー育種システムへのサルモネラ侵入
　　　の可能性

図１　種鶏群サイクルでサルモネラと接触する種卵
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図６　種鶏舎でのサルモネラ汚染図５　種鶏舎でのサルモネラ汚染

図４　ブロイラー舎におけるサルモネラ汚染図３　サルモネラ汚染の概要

機酸処理飼料の給与が実施されねばならない。

米国では，種鶏群及びコマーシャルブロイラー

フロックの100％に加熱或いは有機酸処理飼料が

供給される等何らかの対策が講じられている

が，コマーシャルレイヤーフロックの場合は10

％に過ぎない。

卵に関しては，産卵後速やかに低温下で貯

蔵・流通させることが重要なコントロールポイ

ントである。Ｓ.Ｅ.（S.enteritidis）の成育は

10℃以上の温度条件下で起こりうることが知ら

れている。Bradshaw等（1990）は卵黄にＳ.Ｅ.

を植え付けて37，15.5及び７℃でインキュベー

トしたところ，37℃では成育が認められたが，

15.5℃で成育が低減化され，７℃で成育が認め

られなかったことを報告している。同様の研究

報告は多く，Kim等（1989）はＳ.Ｅ.を植え付け

た新鮮鶏卵の貯蔵温度を４℃から27℃まで上昇

し，10から30日間保存した場合，４℃保持では

Ｓ.Ｅ.成育はほとんど見られなかったことを報

告しており，Humphrey（1990）はＳ.Ｅ.植え付

け量に関わらず，８℃では成育が認められず，10

℃で僅かな成育が見られ，12から15℃で成育促

進が認められ，卵白中Ｓ.Ｅ.は８から15℃で成

長しないことを報告している。これらの研究成

飼料からのサルモネラ対策
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果は，鶏卵内温度を７℃まで速やかに低下する

ことが人のＳ．Ｅ．感染を低減化するということ

を支持するものである。

数年前，米国のレイヤーオペレーションを訪

問する機会があり，そこで観察した例において

も，インラインのメインコンベヤーで集卵され

パッキングされた卵は速やかに５℃の貯卵室に

保存されていた。卵を低温で貯蔵する事によ

り，万が一卵殻にサルモネラ菌が付着していた

としても，その増殖を抑制することができる

し，日本の鶏卵販売条件でよく話題となるハウ

ユニットの低下も防ぐことが出来よう。

現在，米国ではサルモネラ汚染遮断につい

て，以下の研究が進行中である；

１）孵化及び発生期間中のサルモネラ侵入，集

積，増殖及び生存の研究。

２）種卵からサルモネラを取り除く種々の化学

物質や条件の適用効果の研究。

３）雛に対する防御処置適用の新規アブロー

チ。

●飼料原料におけるサルモネラ汚染状況/米国

例；

Williams（1969）等は，米国南東部の飼料工

場から311の原料サンプルを集め検査したとこ

ろ，肉骨粉の86％，フェザーミールの57％及び

魚粉の18％がサルモネラ陽性であったことを，

Snoeyen-bos（1967）等は75週間に米国北東部の

飼料工場から集めた肉骨粉338サンプルを検査し

たところ，51.8％が陽性であったことを報告し

ている。SmyserとSnoeyenbos（1968）の研究で

は，動物質性原料の54％からサルモネラが検出

されたが，最終製品での検出率は３％であった

事を示している。また，植物性原料（サンフラ

ワーミール，ナタネ粕，大豆粕，ピーナッツ

粕，フスマ，大麦，トウモロコシ，小麦及び菓

子粉等）のサルモネラ汚染の報告もある。

前述のノースカロライナ大学で実施されたプ

ロジェクトの一環で，飼料工場におけるサルモ

ネラ汚染状況の調査結果も報告されている（表

１）。

飼料工場のサンプル検査によると，サルモネラ

は肉骨粉から高い頻度で検出され，魚粉及びチキ

ンミールの頻度はやや低かった。また，その他の

原料サンプルの21％からもサルモネラが検出され

たが，ペレット加工によりサルモネラ汚染はおよ

そ80％低下していた。環境スワブではサルモネラ

が検出されなかったが，ダストの８サンプル中１

サンプルから検出された。Ａ.Ｐ.Ｐ.Ｉ（Animal

Protein Producer Industry）及びＮ.Ｒ.Ａ.

（National Renderers Association）のメン

バー，それ以外のレンダラー，蛋白原料のブレン

ダー，家禽処理業者，パッカー等により実施され

た調査で，1985年７月から９月の間に検査された

サンプルの55.1％，1986年４月から６月の間に検

査されたサンプルの40.9％がサルモネラ陽性であ

ることを認められている（表２）。サルモネラ陽

性率には，業種間のみならず，蛋白原料タイプに

表１　飼料工場におけるサルモネラ汚染状況
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おいても変動がみられている（表３）。その後の

Ａ.Ｐ.Ｐ.Ｉ.の継続調査により，レンダリング

工場のサルモネラ陽性率は低下傾向を示してき

てはいるが，依然として高いレベルを維持して

いる（表４）。

飼料工場及び飼料におけるサルモネラ汚染を

なくす為には，先ず使用する原料中のサルモネ

ラ汚染及び再汚染を低減化する必要がある。

一般にサルモネラ汚染飼料及び飼料原料は，

サルモネラ伝播源として重視されており，実験

的にもＳ.Ｅ.汚染飼料給与で初生雛の感染が報

告されている。全農家畜衛生研究所の佐藤博士

によると飼料からのＳ.Ｅ.検出頻度は低く，我

が国では1964～1987年の間に検出された117血清

型959株のうち1964年に検出された４株が含まれ

ているのみで，欧米でも飼料の汚染度が低いこ

とから，最近の世界的なＳ.Ｅ.感染症の多発要

因として重視されていないとのことである。

●飼料及び飼料原料中の効果的なサルモネラ・

コントロール手法；

１.加熱処理；

原料及び配合飼料両者におけるサルモネラを

温度上昇及び水分で有意に減少し，場合によっ

ては完全取り除くことを示す報告が数多くなさ

れてきている。しかし，蒸気，水分，時間及び

対象飼料等条件は様々である。

A11red等（1967）は，ペレット加工は明らか

に家禽及び養豚用飼料のサルモネラ菌数を減少

することを報告している。1,813サンプルの飼料

についてサルモネラ検査を実施したところ，

表３　動物性蛋白原料のタイプによるサルモネラ汚染

表２　動物質性蛋白原料のサルモネラ汚染調査結果

飼料からのサルモネラ対策
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マッシュ飼料で陽性が6.29％，クランブル飼料

で3.28％であったが，854サンプルのペレット飼

料では陽性は僅か0.7％であった。

Tudor（1968）は，71.1-82.2℃で２-16秒間と

いったペレット加工条件では飼料中の全てのサ

ルモネラを殺すことは出来ない事を報告してい

る。しかしながら，93.3-176.7℃で45-60秒間と

いう条件での飼料のエキスパンジョン・エクス

トゥルーディングは効果的であるとも報告して

いる。

Lui等（1969）は，ペレット加工時の飼料中水

分レベルが15％以上であると，飼料の熱抵抗性

が低下する事を見出した。実験モデルの蒸気

チューブコンディショナーでの結果は，水分含

量15％以上で87.8℃まで加熱することによりサ

ルモネラ菌数を105低下出来ることを示した。

QuadriとDeyoe（1975）は，飼料中サルモネラ

阻止効果について様々な温度で家禽用飼料のペ

レット加工の効率を調査した。その結果，80℃

以上でのべレッティング温度で飼料におけるサ

ルモネラ汚染をコントロールでき，また取り除

けると結論付けた。そして，先ず持って種鶏用

を含む全ての家禽用飼料は効率的な加熱処理法

を用いてペレット化されるべきであるとの勧告

案を示した。

Gava z z i等（1979）は，S.ga l l i n a r n m -

pullorumは動物質性原料（魚粉，肉粉，フェ

ザーミール，骨粉）よりも植物性原料（トウモ

ロコシ，大豆粕）或いは配合飼料で生存しやす

いことを見出している。

Cover等（1984）は，ペレッティング過程にお

ける蒸気注入による高温・高圧はサルモネラ汚

染を有意に減少するが，必ずしもサルモネラを

消し去ることはないことを報告している。彼等

の研究では，蒸気を注入されペレット加工前の

飼料温度が82℃以上に到達していれば，大半の

サルモネラはペレット加工前の加温中に死滅し

た（表５）。

ペレット化（クランブル化）による家禽の反応

としては，先ず飼料摂取パターンの変化が見られ

るであろう。マッシュに比較して時間当たりの摂

取量が多くなり，１回の摂取時間が短くなる。そ

の結果，飲水量は増加する傾向を示す。家禽生産

面から以下の長所・短所が挙げられる

－長所－

・エネルギー利用効率改善による成績改善。

ブロイラーにおけるＢＷ，ＦＣＲ改善（Ｍ

Ｅレベルが低い場合，改善効果は大きい）。

採卵鶏において改善効果が報告されている

（表６）。

・環境容要因による影響減少。

マッシュ製品に比較して環境要因への抵抗

表４　Ａ.Ｐ.Ｐ.Ｉ.サルモネラ調査/レンダリング参加工場と提出サンプルの数－サルモネラ陽性率％
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性が向上する。

・飼料成分のバラツキ減少。

発育の斉一性向上。

－短所－

・加熱加工費による飼料単価の上昇。

・飲水量増加による床の湿り。

フロアーペン飼育（種鶏，ブロイラー）に

場合問題となる。

・筋胃重量低下。

ブロイラーの場合，マッシュと比較して30-

40％減少。

・肉質への影響。

同一栄養濃度のマッシュ製品に対して，体

脂肪が増加する傾向がある。（特に雌ブロイ

ラー）

ペレッティング以外の加熱処理としてBurdick

等（1983）は，マイクロウェーブ，熱風或いは蒸

気吹き付けについて検討した結果，蒸気吹き付け

による最適水分条件下（12-15％）での処理が最

も効果的であることをみいだした（表７）。

表６　レイヤー飼料のペレット化（クランブル化）が生産及びエネルギー効率に及ぼす影響

表５　様々な温度条件下の原料、混合飼料及びペレットにおけるサルモネラの分離

飼料からのサルモネラ対策
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以上述べた様に，ペレッティング等の加熱処

理はサルモネラ対策にそれなりの効果を発揮す

るであろうが，飼料成分（特にビタミン）の安

定性も考慮して適正な加熱処理を行う必要があ

る。ペレッティング条件と各種ビタミンの安定

性については多くの報告があり，その平均的な

数値のまとめを表８に示した。

表８　ペレッティング中のビタミン安定性平均値（ビタミン残存率）

表７　家禽用飼料に接種されたサルモネラ菌に対する蒸気吹き付け加熱の効果
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近藤篤市

複合次亜塩素酸系消毒剤・アンテックビルコンＳによる野外
でのＳＨＳ（頭部腫脹症候群）発症鶏群への消毒効果について

従来消毒薬の効果判定は，ウィルス・細菌類

のそれぞれについて，実験室内での効果や，消

毒前後における菌数の比較で示されているが，

野外においては農場での汚染は，微生物を消失

させるか，抑制する目的で使用されるのが原則

である。ややもすると「消毒しました。」で終

る，可能性も多く見られる。しかし，一般に生

産者は頻繁に鶏舎内（器材も含む）の消毒前後

の細菌数のチェックをしており，消毒に対する

関心も強い。それと，鶏舎回転の関係から空舎

期間が20日に満たない場合も多く，完全な消毒

からほど遠いという状況にもなりうるのが現状

である。

消毒の第一歩は水洗であり，消毒薬の効果を

左右させる要因でもある。消毒薬選定条件とし

て，薄い希釈濃度でも殺ウィルス，殺細菌等の

効力が強いこと，消毒薬が残留し環境汚染等の

害をもたらさないこと。鶏舎，器材に腐食性が

ない事，散布者の安全性（刺激性，臭気）など

の条件が要求される。

平成８年にトリインフルエンザが発生してい

るが，過去にウィルス性の感染症の発生状況を

見ると，入雛前の鶏舎消毒が充分に実施されて

いても，又，中雛移動前の消毒が行われていて

も，感染は防ぎ得ない。ウィルスだけではな

く，マイコプラズマも同様に感染を阻止しえな

い。日々の消毒，飲水又は散霧消毒も，各種生

ワクチンが計画的に間を置かず使用されている

現状では，これも実施が充分に行い得ない。そ

の農場由来の感染症に対して，ワクチンのタイ

プがうまく適合していればその消失，抑制は可

能だが野外の侵襲疾病に対しての防禦は出来ない

（ワクチンによる防禦で防げる疾病以外に）。

伝染性疾病の感染ルートは，過去の発生例か

ら，常識的に推測されない箇処から感染し拡大

して行くケースが多い。入口で充分なガードが

されていても，人のあまり行き来しない鶏舎奥

とか，鶏舎中間とか，あるいは鶏舎環境（風向

きや，道路に面しない棟等の鶏舎配置）により

種々のケースがある。１例としてマイコプラズ

マ・シノビエの場合，血清凝集反応による検査

が実施されているが，ややもすると採血が鶏舎

入口周辺の鶏が主体となり，鶏舎奥から感染し

た場合，定期的な検査でも，さきに述べた採血

（入口に片寄った採血）では初発を見逃す可能

性があり，陽転を見付けた時は全鶏感染のケー

スが多い。今だワクチンがない疾病あるいは多

種型の疾病に対しては，消毒だけでは解決出来

ない問題があるのも事実である。又，さきに述

べた飲水消毒や鶏舎の日常散霧においてもブロイ

ラーコマーシャル，レイヤー育成鶏では，生ワク

チン主体の疾病予防方式では常時実施するのは不

可能に近い。この様な環境と過去，空舎期間中の

消毒剤（消毒方法も含め）により疾病をコント

ロールできる可能性は難しいと思われてきた。

今回，頚部腫脹症候群（S w o l l e n  h e a d

syndrome，以後ＳＨＳ）の発生したブロイラー

コマーシャル農場でバイエル㈱のアンテックビ

ルコンＳを使用し，その効果について検討し

た。ＳＨＳについては日本獣医学会，平成８年

度の発表で，ＳＨＳ鶏より七面鳥鼻気管炎ウィ

ルス（ＴＲＴＶ）が分離報告され，ＴＲＴＶに

より二次的細菌感染が示唆されている。

平成５年10月に初発の種鶏団地で３クール目

の種鶏が飼育されており，継続発生を繰り返し

ていて根絶の手段は無い状況であった（継続的

に種鶏導入され，ウィルスの継代が行われてい

るので）。

近藤家畜衛生コンサルテーション
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ブロイラーコマーシャル農場Ｏ及びＩ農場。

Ｏ農場では平成８年２月。

Ｉ農場では同年６月入雛ロットにＳＨＳが発

生。Ｏ農場ではアンテックビルコンＳを２回連

続，Ｉ農場は１回のみの消毒を実施した。

Ｏ農場の鶏舎は独特な構造で，１鶏舎建て

で，中央通路を挟み２階構造。各階２室づつ計

４室４万羽収容鶏舎である（図１）。

この農場は過去に，大腸菌症，ポツリヌス

症，パスツレラ症等が発生していた。

平成８年２月８日入雛の鶏は，23日令頃より

死淘汰が増加しＳＨＳが発生した。その為４週

令より８週令初めの51日令まで3,040羽の死淘汰

が見られ，雌出荷が60日であったが早期出荷さ

れた。出荷率は計画羽数に対し94.06％，入雛羽

数に対し92.13％と低く，出荷時平均体重は雌で

あったが2,664kgであった（表１～表５）。

４月18日入雛に対し，通常消毒と舎外に石灰

散布を併用した。この群は図１の下１に５週令

より，下２が７週令で大腸菌症の発生が見られ

たが，上１，２は発生もなく雌雄別飼いによる

雄の成績は計画羽数に対し出荷率は97.76％，入

雛羽数に対しては95.51％と向上が見られた（表

２，５）。

６月26日入雛に当ってアンテックビルコンＳ

の第１回目の消毒を水洗後200倍希釈で実施し

た。この鶏は４週令でナイクラジンの飼料添加

量の間違いで死淘汰が発生したが，添加量の修

正で治まりその後は目立った疾病の発生はなく

経過した。出荷率は計画羽数に対し97.09％，入

雛羽数に対して94.62％と４月入雛より0.9％そ

れぞれ下回った。平均体重はわずか上回る成績

で，事故がなかったと仮定すると，４週令の死

淘汰を３，５週令の死淘汰より150羽位で治った

と考えられ，34,951羽＋（518羽－150羽）＝

35,319羽となり，計画羽数に対し出荷率は98.11

％，入雛羽数に対し95.61％となり，４月入雛よ

り上回るはずであった（表３，５）。

９月12日入雛に対しても第２回目のアンテッ

クビルコンＳ200倍で消毒し，何らの疾病も発生

が見られず，計画羽数に対しての出荷率は99.12

％，入雛羽数に対しては97.14％を示し，４月，

６月入雛の成績に比し，計画羽数でそれぞれ

1.36％，2.03％上回り，平均体重においても，

それぞれ1179と1089上回った（表４，５）。

図１　Ｏ農場構造

成　績

試　験
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表３　平成８年４月18日　入数鶏の状況　ビルコンＳ（第１回目消毒後）

表２　平成８年４月18日　入数鶏の状況

表1　平成８年２月８日　入数鶏の状況

表４　平成８年６月26日　入数鶏の状況　ビルコンＳ（第２回消毒後）

アンテックビルコンＳ・複合次亜塩素酸系消毒剤による野外でのＳＨＳ（頭部腫脹症候群）発症鶏群への消毒効果について
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６月14日入雛群の２，３号舎共にＳＨＳの発

生が７，８週令で見られ，２号舎415羽，３号舎

189羽に増加したので，出荷を予定より３日早く

53日令で出荷した。計画羽数に対しての出荷率は

95.63％，対入雛羽数に対しては93.76％と悪く，

平均体重も2.563kgと低かった（表６，９）。

この農場の次回入雛に当り，水洗後アンテッ

クビルコンＳの200倍で消毒後，８月28日に入雛

した。

３号舎の42日令にＳＨＳが発生したが，12羽

の淘汰で治った。その後発生はなく順調な経過

を示した。対計画羽数に対する出荷率は96.12

％，入雛羽数に対しては94.23％で，６月入雛に

対しそれぞれ0.49％，0.47％向上が見られ，平

均体重は89g多かった。３号舎において１～２週

令でのジュニア（母鶏33週令）の管理ミスがあ

り，２週間で2.63％と高かった事が，成績に大

きく影響した（表７，９）。

11月30日入雛は通常消毒を行った。今回も前

回と同じく１週令での管理ミスと急な寒冷が襲

来した事も加えて613羽，3.0％と高率な死淘汰

が発生したものの，その後はＳＨＳの発生も見

られずほぼ順調な経過を示した。

ＳＨＳ発生が見られたブロイラーコマーシャ

ル２農場で，アンテックビルコンＳの200倍希釈

液で水洗後に使用し，ＳＨＳの発生を消失させる

ことが出来た。使用に際しては赤色の着色がつい

ているので散布むらがなくなる事，及び香りもよ

く使いやすい事が，使用者からの声でもあった。

Ｏ農場においては２回の入雛毎の散布により回数

を重ねる毎に出荷成績，体重の増加がみられた。

２月入雛は雌でありＳＨＳの発生が見られた

ので94.06％の出荷率と2.664kgの平均体重で

あった。４月入雛より雄に変り，97.76％の出荷

率で，６月入雛は97.07％。９月入雛は99.12％

と向上が見られ，出荷体重においても2.767kg，

2.776kg，2.884kgと増加が認められ，ＳＨＳの

発生もなく良好な成績が得られ，継続使用消毒

がより良い成績を示すことがうかがえる。

Ｉ農場ではＳＨＳが発生した６月入雛群は，

７，８週令でＳＨＳにより604羽が死淘汰された

が，その後８月入雛の際，アンテックビルコン

Ｓによる消毒後の入雛では42日齢に12羽のみＳＨ

Ｓが発生したものの，11月入雛群では発生が見ら

れず，農場からＳＨＳが消失した事が示された。

成績については，８月，11月入雛群共１，２週齢

での死淘汰が多く成績にばらつきが見られた。

結　びＩ農場

表５　各入数別の生産状況
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表９　Ｉ農場のビルコンＳ使用前と使用後の成績（何れも無鑑）

表８　平成８年11月30日　入雛鶏の状況

表７　平成８年８月28日　入雛鶏の状況（ビルコンＳ使用後の入雛）

表６　平成８年６月14日　入雛鶏の状況

アンテックビルコンＳ・複合次亜塩素酸系消毒剤による野外でのＳＨＳ（頭部腫脹症候群）発症鶏群への消毒効果について
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小沼　操　守村敏史　李　成一　大橋和彦

マレック病ウイルス（ＭＤＶ）感染鶏におけ
る免疫抑制とＭＤ生ワクチンの作用機序（１）

マレック病（ＭＤ）はヘルペスウイルス科に

属するマレック病ウイルス（ＭＤＶ）の感染に

よって引き起こされるニワトリの伝染性腫瘍性

疾病である。ＭＤは潜伏感染期の細胞性免疫の

低下と感染１ヶ月以降にみられるＴ細胞（多く

はＣＤ４＋Ｔ細胞）の悪性リンパ腫及び腫瘍細胞

や反応性リンパ球の浸潤による末梢神経の腫大

に特徴づけられる１）。本病は生ワクチンにより

腫瘍を抑えることができる２，３）。ワクチンによ

り腫瘍が抑えられるのはヒト・動物を含め，唯一

このワクチンのみである。それ故この生ワクチン

の作用機序を明らかにすることはヒトを含め動物

の腫瘍性疾病のワクチン開発に大きな意義をも

つ。本論文では，ＭＤＶによる免疫抑制の機序な

らびに実験的にリンパ球サブセットを欠損させた

欠損鶏を用いてのＭＤ生ワクチン作用機序につい

て著書らの研究結果を中心に述べる。

ＭＤＶはそのウイルスゲノム構造からαヘル

ペスウイルス亜科に分類されるが，強いリンパ

球指向性などの点から生物学的性状はγヘルペ

スウイルスに類似する。ＭＤＶは以下の３つの

型に分けられる。

①Serotype１：腫瘍原性ＭＤＶ（ＲＢ１Ｂ株，Ｍ

d５株，ＧＡ５株など），弱毒非

腫瘍原性ＭＤＶ（ＣＶ1988株）

②Serotype２：非腫瘍原性ＭＤＶ（ＳＢ-１株など）

③Serotype３：非腫瘍原性七面鳥ヘルペスウイ

ルス（ＨＶＴ）

このうち強毒性のＭd５は腫瘍原性が強く以下

の実験感染に用いた。一方，ＣＶＩ988，ＳＢ-

１ならびにＨＶＴはＭＤの生ワクチンとして用

いられている。

ＭＤＶによる発病機序についてこれまでに以

下のことが知られている。

ＭＤＶは非常に強い細胞隋伴性を示し，セル

フリー（cell-free）のウイルスは唯一羽包上皮

より産生される。このセルフリーのＭＤＶがフ

ケと一緒に空気伝播により経気道感染すると考

えられている。感染後のニワトリ体内でのウイ

ルス増殖ならびに発症し腫瘍発現・脚麻痺：ま

での経過は，表１に示す３つのステージに分け

られる。ＭＤＶは感染初期には主にＢ細胞に細

胞溶解性感染（cytolytic infection）し，リン

パ系組織で強い細胞壊死性病変（初期細胞傷害

期）をおこす。この細胞傷害作用によりＴ細胞

が活性化され，ＭＤＶは活性化Ｔ細胞にも感染

し，lytic infectioと同時に主に活性化Ｔ細胞に

潜伏感染をおこす（潜伏感染期）。この時期に一

致して感染鶏では主として細胞性免疫の抑制が観

察されている。すなわちマイトージェン刺激に対

北海道大学大学院獣医学部研究科
動物疾病制御学講座感染症学教室

２．ＭＤＶとＭＤ発症機序（pathogenesis）

１．はじめに 表１　マレック病発病機序（pathogenesis）
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しリンパ球が反応しなくなったり４），ラウス肉

腫やＭＤ移植腫瘍の拒絶が遅延したり５），コク

シジウム症に対する感受性が高まることが知ら

れている６）。

次いで感染１ヶ月以降になるとＣＤ４＋Ｔ細胞

よりなるリンパ腫が諸臓器に出現する（腫瘍形

成期）。特に肝臓は腫大し，表面に白色調の病

変が結節性にみられる（図１a）。その他，脾臓

やファブリキウス嚢でもしばしば腫瘍性病変を

みる。内臓諸臓器の腫瘍性病変の他，末梢神経

病変も観察される。すなわち末梢神経線維の腫

張ならびに浮腫が，腕神経叢や腰仙骨神経叢に

観察される（図１b）。脚の神経が冒されると歩

行異常や脚麻痺がみられる。

ＭＤＶ感染鶏では感染後２～３週目の潜伏感

染期，あるいはそれ以降に免疫抑制がみられ，

これは主にＴ細胞の抑制によることが示唆され

ている。このＭＤＶ感染によるＴ細胞の変化と

アポトーシスについて検討した。アポトーシス

は，ネクローシスとは明らかに異なる細胞死の

形態を示す。すなわち核のクロマチンの凝集，

核濃縮などの核の著しい変化を示し，やがて大

小のアポトーシス小体に断片化する。これらの

小体はやがてマクロファージ（Ｍψ）を代表とす

る貧食細胞により除去される。このためアポトー

シスは，ネクローシスと比べ，細胞質内の物質を

外部に漏出する事なく，細胞死が遂行されるため

に，組織に過剰なダメージを与える事なく，言わ

ば「クリーンな細胞死」と言える７）。胎生期の

細胞にはアポトーシスは一般的に認められ，特に

免疫系では自己反応性リンパ球を除去し自己免疫

病を防ぐ上で必須の現象である８）。最近いくつか

のウイルス感染症において，リンパ系細胞のアポ

トーシスが促進されこれらはそのウイルス性疾

３．ＭＤＶ感染により誘導される免疫抑制の機序

図１　マレック病発症鶏
　ａ．肝臓の白色結節状の腫瘍
　ｂ．坐骨神経叢における神経の腫大　　

a

b



-35-

患の進行に極めて重要である事が報告されてい

る。たとえばニワトリ貧血症ウイルスでは胸腺

細胞に感染し，胸腺細胞のアポトーシスを引き

起こす９）。またエイズウイルス（ＨＩＶ）では

アポトーシスによりＣＤ４＋Ｔ細胞が減少する

ことにより感染者に免疫不全が引き起こされ

る10，11）。

１）ＭＤＶ感染鶏でのＣＤ４＋Ｔ細胞のアポトーシス

ＭＤＶ感染症に伴う免疫抑制とＴ細胞の変

化，特にアポトーシスの関係を知るために，感

染後，経時的に末梢血中Ｔ細胞の動態を調べる

ことから始めた。孵化後５日目に強毒ＭＤＶ（Ｍ

d５株，10４ＰＦＵ）を接種した後，特異モノク

ローナル抗体を用いたフローサイトメトリーの解

析を行った（図２）。特に顕著な変化として，末

梢ＣＤ４＋Ｔ細胞が感染後２週目に一過性の増加

を示し，その後急激に減少した。同様の変化は脾

臓のＣＤ４＋Ｔ細胞でも観察された。一方，ＣＤ

８＋Ｔ細胞は，対照の非感染鶏でagaingと伴に減

少し，感染鶏では増加する傾向を示した。次にニ

ワトリＴ細胞レセプター（ＴＣＲ）のレパトアー

について検討した。ニワトリαβＴ細胞のＴＣＲ

としてＴＣＲ２（Ｖβ１）とＴＣＲ３（Ｖβ２）

が知られている。ＭＤＶ感染しＣＤ４＋Ｔ細胞が

増加した時期の末梢血Ｔ細胞のＴＣＲレパトアー

を調べたところ感染鶏ではＶβ１＋Ｔ細胞が対照

鶏にくらべ有意に増加していた（65.6％ vs 57.2

％，p＜0.01）。すなわちＭＤＶ感染に伴い感染

２～３週目にＶβ１＋のＣＤ４＋Ｔ細胞が一過性

に増加していた12）。ＭＤＶ感染鶏でこのような

ＣＤ４＋Ｔ細胞の動態は他のウイルス感染による

アポトーシスの際にも認められている。

そこでＣＤ４＋Ｔ細胞の減少がアポトーシスに

よるものかどうかについて検討した。すなわち

前述の通りＭd５感染鶏でＣＤ４＋Ｔ細胞が一過

性に増加した感染２～３週目の末梢血リンパ球

の形態をギムザ染色により調べた。その結果感

染鶏のリンパ球は細胞質に富む大リンパ球の形態

を示し，その所々にクロマチンが凝集したアポ

トーシスを示す像を呈していた。対照の非感染鶏

図２　ＭＤＶ感染鶏末梢Ｔ細胞サブセットの変化

マレック病ウイルス（ＭＤＶ）感染鶏における免疫抑制とＭＤ生ワクチンの作用機序
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では比較的均一な小リンパ球の集団として認め

られた。そこで，どの細胞群がアポトーシスを

示すかを知るため，それぞれのＴ細胞サブセッ

トをimmunomagnetic beads法で分離しＤＮＡ断片

化の検出を行った。図３に示すように感染鶏の脾

臓および末梢血由来のＣＤ４＋Ｔ細胞のＤＮＡは

断片化（apoptosis-ladder）を示した12）。一

方，ＣＤ８＋Ｔ細胞ではその様な変化は認められ

なかった。また同じ時期の非感染鶏の両Ｔ細胞サ

ブセットでもアポトーシスを認めなかった。すな

わち，ＭＤＶ感染は末梢ＣＤ４＋Ｔ細胞のアポ

トーシスを誘導することにより図２の急激な減少

をもたらしたものと考えられる。感染，非感染

ＣＤ４＋Ｔ細胞のいずれか，それとも両方がアポ

トーシスをおこしているかは今のところ分かっ

ていない。

ＭＤＶ感染は末梢ＣＤ４＋Ｔ細胞のアポトーシ

スを介した活性化誘導細胞死を引きおこすこと

が明らかとなったが末梢にはまだ多くのＴ細胞

が残存している。この残存するＴ細胞が機能的

か否かを知る目的で，ＴＣＲの刺激を模擬する

と言われるphorbol 12-myristate 13-acetate

（ＰＭＡ）とionomycinの刺激に対する３Ｈ-チミ

ジンの取り込みを指標に機能解析を行った。ＭＤ

Ｖ感染２～３週目の末梢血リンパ球よりＴ細胞サ

ブセットを分離しＰＭＡ（10ng/ã）とionomycin

（10～1000ng/ã）で36時間培養した。培養後３Ｈ-

チミジンを添加し12時間目の細胞へのとり込みを

解析した（図４）。対照の非感染鶏では両サブ

セットともＰＭＡ10n g /ãに対しion o m y c i n

150ng/ãの濃度で最もよく反応した。これに対

し，感染鶏では反応が著しく抑制されていた。す

なわちＭＤＶ感染鶏の末梢Ｔ細胞はＣＤ４＋とＣ

Ｄ８＋Ｔ細胞もＴＣＲを介した刺激に対して極め

て反応性が低下している状態（non-resposible）

である事を示している。

次にこのＴＣＲを介した刺激に対しＭＤＶ感染鶏

のＴ細胞が低反応性を示す機序について検討した。

すなわち前述のＭＤＶ感染鶏由来のＣＤ４＋とＣＤ

８＋Ｔ細胞を各々ＰＭＡ（10ng/ã）とinomycin

（150ng/ã）で24時間培養し細胞ＤＮＡをフロー

サイトメトリー解析した。その結果ＭＤＶ感染鶏

由来のＴ細胞（ＣＤ４＋，ＣＤ８＋）は24時間の培

養で対照鶏Ｔ細胞にくらべ，アポトーシスを示す

ＤＮＡ（小断片化ＤＮＡ）がより増加した。すな

わちＭＤＶ感染鶏のＣＤ４＋もＣＤ８＋Ｔ細胞もＴ

ＣＲを介する刺激に対しアポトーシスを介して死

滅するため，対照にくらべＳ期に入りにくく免疫
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応答の低下が引きおこされることが予想された。

２）ＣＤ８＋Ｔ細胞のＣＤ８分子の発現抑制

一般にＣＤ８＋Ｔ細胞はウイルス感染細胞なら

びに腫瘍細胞に対し特異細胞傷害作用を示す重要

な細胞である。ＭＤＶ感染鶏では潜伏期に細胞性

免疫の低下が認められていることからＣＤ８＋Ｔ

細胞の機能低下が予想される。ＣＤ４ならびにＣ

Ｄ８分子はそれぞれＣＤ４＋とＣＤ８＋細胞の細

胞表面に発現しており，これら分子の発現を蛍

光染色しフローサイトメーターで解析したとこ

ろ，ＭＤＶ感染３週目の末梢血中ＣＤ８＋Ｔ細胞

では図５に示すように対照の非感染鶏のものに

較べ，ピークが左に移動し，明らかにＣＤ８分

子の発現抑制が認められた。ＣＤ４分子ではそ

の様な変化は認められなかった。

このＣＤ８分子の発現抑制の機序についてＣ

Ｄ８分子のα鎖とβ鎖遺伝子の発現をノーザン

ブロット法で解析した。感染２週間目の末梢血

ならびに脾臓から分離したＣＤ８＋Ｔ細胞でのＣ

Ｄ８分子のα鎖とβ鎖の転写レベルは明らかに

対照鶏のものに較べ低下していた。すなわちＣ

Ｄ８分子の発現抑制は転写レベルで抑制されて

いることが明らかとなった12）。

３）ＭＤ感染鶏の胸腺での変化

ＭＤＶ感染鶏では感染初期に胸腺の萎縮

（atropy）が明らかになっている13）。しかしこの

胸腺の萎縮がどうして生ずるかは不明である。前項

で述べたようにＭＤＶはＣＤ４＋Ｔ細胞のアポトー

シスやＣＤ８分子の発現抑制を引きおこす。そこ

でこの胸腺の萎縮とアポトーシスの関係について検

討した。孵化５日齢のヒナにＭd５株を10４ＰＦＵ

接種し，胸腺細胞のアポトーシス特異的ＤＮＡ断片

化について経時的に解析した結果，およそ感染１

週間目に強いＤＮＡ断片化が認められた14）。

またヘマトキシリン・エオジン（ＨＥ）染色で，

感染鶏の胸腺皮質が顕著に萎縮していた。ＭＤＶ

感染に伴って胸腺で，どのような細胞が消失する

のかを知るため，抗ＣＤ４と抗ＣＤ８特異抗体を

用いて二重染色によるフローサイトメトリー解析

を行った。その結果，ＣＤ４＋ＣＤ８＋do u b l e

positiveの胸腺細胞の割合が顕著に低下してお

り相対的にdouble negativeとsingle positive

図４　ＭＤＶ感染にともなうＴ細胞のＰＭＡ/
ionomycin刺激に対する反応性の低下
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図５　ＭＤＶ感染にともなうＣＤ８分子発現抑制
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の胸腺細胞の割合が増加していた。ＣＤ４＋ＣＤ

８＋double positive細胞は主に胸腺皮質に存在

することからこれらの細胞がアポトーシスをお

こし減少していくことがＭＤＶ感染鶏での胸腺

皮質の萎縮の原因であろうと考えられる。実

際，ＨＥ染色から胸腺皮質にはアポトーシス細

胞を貧食したマクロファージが多数認められ

た。さらにＭＤＶ感染鶏の末梢血ＣＤ８＋Ｔ細胞

と同様，感染初期のＣＤ８＋胸腺細胞（double

positiveとsingle positive細胞）のＣＤ８分子

の発現量が低下していた14）。

以上の結果はＭＤＶ感染の初期に引きおこさ

れる胸腺の萎縮は主にＣＤ４＋ＣＤ８＋double

positive胸腺細胞のアポトーシスによることが

強く示唆された。またＣＤ８分子のd o w n -

regulatioはＭＤＶ感染鶏での免疫機能の低下に

結びつくものと考えている。

ＭＤＶ感染鶏にみられる細胞性免疫応答の機

能低下の原因について主にＴ細胞の変化を表２

にまとめた。すなわちＭＤＶ感染により潜伏期

でＣＤ４＋Ｔ細胞を中心にアポトーシスによる細

胞の減少とＣＤ８分子のdown-regulation等によ

り細胞性免疫応答の低下が誘導されるのであろ

う。

私共は以前，ＭＤＶ感染鶏での免疫機能を解

析した。すなわちＭＤＶ実験感染鶏にＴ細胞依

存性抗原である羊赤血球を免疫してその抗体応

答を対照の非感染鶏と比較したところ，ＭＤ

Ｖ感染鶏での顕著な抗体応答の抑制が認めら

れた15）。この結果は，ＭＤＶ感染鶏では抗体応

答が全くなされていないのではないが，Ｔ細胞，

特にＣＤ４＋Ｔ細胞の抗体産生におけるヘルパー

機能が低下していることを示している。

宿主の免疫応答を調べる際，免疫細胞を欠損

させた動物を用いることにより解析は容易とな

る。マウスでは免疫細胞に特異的なモノクロー

ナル抗体（ＭoＡb）を生体に接種することによ

り欠損マウスを作出し実験に用いている。私共

もニワトリのＣＤ４＋とＣＤ８＋Ｔ細胞に対する

特異抗体を作出していたので，ＭＤの生ワクチ

ンの作用機序を解析する目的でＴ細胞サブセッ

トの欠損鶏の作出を試みた。

１）欠損鶏の作出

欠損鶏を作出するために２～３日齢のヒナをケ

タミン麻酔し胸腺を外科的に摘出し，皮膚は外科

用接着剤アロンアルファＡで閉合した。それらの

ヒナに対し４日齢で抗ＣＤ４か抗ＣＤ８ＭoＡ

b0.5ãを腹腔内投与した。以後，40日間，１週間

に１回の割でこれらＭoＡbをヒナの腹腔内に投与

しＴ細胞サブセットを欠損させた。

上記の方法で欠損鶏が作出されたか否かは経

時的に得た末梢血リンパ球と脾臓リンパ球をフ

ローサイトメーターで解析した（図６）。その

４．Ｔ細胞サブセット欠損鶏の作出

表２　ＭＤＶ感染鶏にみられるＴ細胞の変化
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結果，抗ＣＤ４ＭoＡb投与鶏では末梢血，脾臓と

も３週齢までほぼ欠損状態を維持することが可能

であった（３週目で末梢血では２％，脾臓で２

％）が，４週齢以降ではＣＤ４＋Ｔ細胞が出現し

てきた（末梢血で12％，脾臓で９％）。同様に抗Ｃ

Ｄ８ＭoＡbを投与したヒナにおいても３週齢までは

ＣＤ８＋Ｔ細胞を欠損させることができた（３週齢

で末梢血，脾臓とも１％以下）が，４週齢では欠

損は維持できなかった（末梢血３％，脾臓で16

％）。上述の方法で少なくとも３週齢までは両Ｔ

細胞サブセットを欠損させることができた16）。

尚，これらの実験では実験終了時の40日齢で解剖

し，肉眼的に胸腺の削除を確認している。

胸腺を欠くヌードマウスにもＴ細胞が存在する

ことからＴ細胞の胸腺外分化が知られるように

なってきた。本実験系でも胸腺を摘出し，ＭoＡb

図６　Ｔ細胞サブセット欠損鶏でのＣＤ４＋、ＣＤ８＋Ｔ細胞の出現
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表３　ＣＤ４＋とＣＤ８＋Ｔ細胞両欠損鶏における胸腺外分化ＣＤ４＋とＣＤ８＋Ｔ細胞の出現

投与で完全に体内からＴ細胞を消失させたヒナ

でも投与後３週目を過ぎた頃より末梢血中にＴ

細胞が出現してくるのが確認された。再出現し

たＴ細胞は胸腺外分化してきたものと考えられ

る。マウスの腸管上皮細胞間リンパ球は胸腺外

分化Ｔ細胞としてよく研究されている。これら

胸腺外分化Ｔ細胞は分化の場が異なると同時に

γδＴＣＲを持つＴ細胞が多く，マイトージェ

ンに対する反応が弱く，機能面でもαβＴＣＲ

をもつＴ細胞とは異なっている。

２）ニワトリ胸腺外分化Ｔ細胞の機能

ニワトリの胸腺外分化Ｔ細胞の機能を知るた

めに２～３日齢のヒナに胸腺摘出を行い，４日

齢に１回のみＭoＡbを投与し，その後のＴ細胞

の出現をフローサイトメーターで解析した。表３

に示すようにＭoＡbを投与した翌日（５日齢）で

は末梢血でも脾臓でもＣＤ４＋，ＣＤ８＋Ｔ細胞

ともほとんど検出されず，ほぼ完全にＴ細胞欠損

となっていた。３週目頃から出現しはじめ30日で

はＣＤ４＋Ｔ細胞はほぼ対照鶏のニワトリの割合

に近ずき，ＣＤ８＋Ｔ細胞でもかなり回復してい

た。これらのＴ細胞は胸腺外分化Ｔ細胞と考えら

れる。26日齢のヒナの材料を用いて胸腺外分化Ｔ

細胞と対照鶏のＴ細胞のＴＣＲについて調べたと

ころγδＴＣＲが多いことはなかった。αβＴ

ＣＲのＶβ１とＶβ２についても調べたが対照

鶏との差を認めなかった16）。

次にこの胸腺外分化Ｔ細胞の機能について検

討した。前述の胸腺摘出し特異ＭoＡb１回投与

により完全に欠損させた後，７日目と14日目に

羊赤血球（Ｔ細胞依存性抗原）で免疫し，その

抗体産生能をみた。その結果，図６に示すよう

に３週齢を過ぎた頃からＴ細胞の再出現と一致

して抗体価が上昇した。この事は胸腺外分化Ｃ

Ｄ４＋Ｔ細胞も抗体産生のヘルパー機能を有して

いることを示している。そこでニワトリの胸腺

外分化Ｔ細胞についてＣon Ａに対する反応性を

調べた。その結果３Ｈ-チミジンのstimulation

Index（ＳＩ）で示すと，対照鶏ＳＩ＝25に対し

ＣＤ４＋とＣＤ８＋両細胞欠損鶏の胸腺外分化Ｔ

細胞はＳＩ＝３と有意な低下を示していた。ニ

ワトリ胸腺外分化Ｔ細胞は胸腺内分化Ｔ細胞と

比較した時抗体産生のヘルパー機能は同等に有

しているもののマイトージェンに対する反応の

低下が示された16）。

次にこの実験的にＴ細胞サブセットを欠損さ

せたヒナを用いてＭＤ生ワクチンの機序につい

ての解析結果を紹介する。
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