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〈解説〉

鶏コクシジウム症の対策および今後の戦略

川原史也

財団法人日本生物科学研究所

〒198-0024東京都青梅市新町 9-2221-1

要約

Eimeria原虫の感染によって引き起こされる鶏コクシジウム症は，現在の集約的な養鶏産業において

極めて多大な経済的被害をもたらす疾病の一つである。多くの場合，飼料中に抗コクシジウム予防剤(飼

料添加物)を混合して投与することによって発症を抑制している。予防剤は優れた有効性および安全性

を有する上に低コストであるため，これまで予防対策の中心的役割を果たしてきた。近年は，新たな薬

剤が上市されて更新されることもほとんど見られなくなったが，その一方で予防剤の代替法として注目

を集め，普及するようになったのが生ワクチンである。鶏コクシジウム原虫を弱毒化する実用的な技術

が確立され，より安全性を高めた生ワクチンが開発できるようになったためである。鶏の体内で早期に

増殖する原虫集団のみを次代に用いる極めてユニークな継代方法を重ねて得られる系統は，早熟株もし

くは早熟化弱毒株と呼ばれている。現行の鶏コクシジウム症生ワクチンの欠点の一つは，製造コストの

削減に限界があることである。鶏コクシジウム原虫は invitro培養することができないため，生ワクチ

ンの製造に鶏生体を使用せざるを得ない事情による。今後，生ワクチンの有用性と製造コスト削減を両

立する一つの手段は，多価鶏コクシジウム原虫ベクター型ワクチンであろうと考えられている。種毎に

異なる防御抗原遺伝子をいくつも搭載し，かっそれらをまとめて発現する単一の鶏コクシジウム原虫を

人為的に作出することができれば，全種に対する免疫をまとめて誘導することが可能となる。現段階で

は，組換え鶏コクシジウム原虫を利用した生ワクチンの開発は技術的にも障害が大きいが，将来は鶏コ

クシジウム症対策の主流になることは間違いない。

キーワード:Eimeriα，鶏コクシジウム症，養鶏産業，ワクチン

緒盲

鶏コクシジウム症の発生は，現在の集約的な養鶏生産

において避けて通ることができない問題の一つである。

本症は生産成績を悪化させて甚大な経済的被害をもたら

すことから，これまで極めて重要視されてきた。多くの

研究機関，製薬企業が本症の研究に取り組み， 日本の研

究者も含めた先人達により鶏コクシジウム症生ワクチ

ン，抗コクシジウム予防剤および治療剤が開発されてき

た。これらが実用化されてからすでに長い年月を経たが，

未だに多くはその有用性を堅持し続けている。

しかしながら，これまでに本症の原因となる鶏コクシ

ジウム原虫を我々が制圧できたと言える状況にはない

しおそらくいつまでも根絶することはできない。現在
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でも，本症の発生による損失およびその予防と治療に必

要な経費を合算すると，世界全体で年間約 2，000億円に

上ると見積もられている9)。いくつもの実用的な制御方

法が開発されているにもかかわらず，未だに問題を解消

できないのは，本原虫がもとより鶏と周辺環境に適応し

て進化を遂げている上に，その生態は現在の集約的な養

鶏生産に極めて適合しているためである。また，すでに

実用化されている鶏コクシジウム症生ワクチン，抗コク

シジウム予防剤および治療剤においても，その効果を最

大限に発揮するためには一定の使用条件を満たす必要が

あり，まだ改善すべき点が残されている。本稿では，鶏

コクシジウム症生ワクチンに関する話題を中心に，鶏コ

クシジウム症対策における現状およびその問題点の分

析，ならびに今後どうすれば克服していけるのか，新た

な戦略についても概観してみたい。
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1. 鶏コクシジウム症

鶏コクシジウム症は，Eimeria属原虫の寄生による鶏

の腸炎を主体とする疾病である。腸粘膜内で原虫が多量

に増殖することにより粘膜が物理的に破壊され，栄養や

水分の吸収不足により宿主の健康状態を悪化させる。病

変は腸管に限局することが多く，出血性もしくはカタル

性の炎症像が認められ，上皮細胞は壊死および脱落する。

病原性の強い種の感染では著しく組織が傷害され，紋毛

の脱落や萎縮も認められる。主な臨床症状は，血便およ

び下痢使の排i世であり，発症極期に一時的な元気消失が

観察されることが多い。感染した虫体は約 1週間かけて

腸管粘膜内で分裂して増殖し最終的にオーシストを形

成して糞便とともに体外へ全て排植される。オーシスト

の排池とともに鶏が回復に向かう事例が一般的だが，病

勢が急激に進行した場合や他の疾病を併発した場合には

死亡に至る例も少なくない。本症は肉用鶏や種鶏などの

平飼い鶏に発生することが多く，育成率，飼料要求率お

よび産卵率などの生産成績を悪化させるため，養鶏産業

上非常に重要視されている疾病の一つで、ある。

鶏に寄生する Eimeria属原虫はこれまでに 9種が報

告されている。これらは宿主特異性が極めて高く，鶏以

外に感染することは稀である。本原虫は世界中に分布

し農場への浸潤度は極めて高い。鶏は齢や性別に関係

なく感受性を有するが，免疫を保有しないため幼若鶏の

ほうが発症リスクは高い。感染源は鶏舎内，周辺に残存

したオーシストである。鶏の導入後から次第に鶏群内に

感染は拡がるが，当初は不顕性で推移し感染レベル

(鶏舎全体，農場全体のオーシスト数)が最も高くなる

3-6週齢で発症が頻発する傾向にある。 E.acervulina， 

E， maximaおよびE，tenellaの3種は幼雛期に問題と

なりやすく，飼育密度が高くかっ飼育期間が短いブロ

イラーで発生の中心となる種である。中雛以降に発生

が多いのは， E， brunettiおよびE，necatrixの2種であ

り，種鶏などの長期飼育鶏でしばしば問題となる。 E，

necatrixによる発症は 8-18週齢が好発時期であるが，

E. brunettiによる発症時期は一様ではないo E. necatrix 

による急性小腸コクシジウム症の発生は，甚大な被害を

もたらすため養鶏産業において古くから恐れられてきた

疾病の一つである。一方，E. brunettiは最近まで日本

における存在があまり認識されてこなかった種である。

鶏コクシジウム原虫の感染は，環境中の成熟オーシス

トを鶏が経口的に摂取することによって成立する(図

1)。なお，成熟していないオーシストは感染性を示さな

い。オーシストの成熟には適度な酸素，温度および湿度

図l. オーシストの成熟過程

(1，未成熟 2および3，分裂途中 4，成熟後)

を必要とするが，一般に鶏舎の床敷きはオーシストの成

熟にとって最適な条件を満たしてしまっている O 感染し

た鶏は多量のオーシストを糞便中に排池して新たな感染

源となることから，鶏群内における感染は短期間に連鎖

的に進行していく。さらに，鶏舎内に侵入した小動物や

昆虫，器具類および塵挨に付着したオーシストが機械的

に伝播されることにより汚染エリアが拡大する。このよ

うな感染および伝播機序から，本症は糞便と絶えず接触

する平飼い鶏において最も問題となるが，ケージ飼い鶏

で、あっても，特に直立多段式ケージのような飼育形態に

おいては本症の発生が散発している。環境中ではオーシ

ストは極めて安定で条件さえ整えばI年以上も生残する

とされ，農場や鶏舎から完全に排除することは困難であ

る。

2.衛生対策，薬剤

オーシストは化学的に極めて安定なオーシスト壁と呼

ばれる構造を有し， 日常的に用いられる多くの消毒剤に

対して抵抗性を示す。オルソ系消毒剤は有効であるが，

オーシストの殺滅には時聞がかかるため踏み込み槽を中

心に利用される。オーシストは熱湯，乾燥および凍結な

どの物理的な刺激に対して抵抗性は強くない。これらを

生産現場で人為的に応用することは難しいが，鶏舎に十

分な空舎期間を設けることは感染性のオーシストを減少

させる上で有効で、ある。また，鶏糞の堆肥化処理では，

発酵が進む時に発生する熱やアンモニアが残存するオー

シストを殺滅するとされ，オーシストの不活化処理方法

として合理的である。

現在の集約的な養鶏形態においては，鶏コクシジウム

原虫の感染および鶏コクシジウム症の発生を衛生管理だ

cu 



けで制御することは困難である。そこで，多くの場合，

ブロイラーでは出荷7目前まで，ブロイラー以外の鶏で

は 10週齢までの期間，飼料中に予防剤(飼料添加物)

を添加することによって発症を抑制している。予防弗jは

優れた有効性および安全性を有する上に低コストである

ため，これまで予防対策の中心的役割を果たしている。

現在は，ポリエーテル系抗生物質に属するサリノマイシ

ン，ナラシンおよびラサロシドなどの利用が主流である。

これらの薬剤はイオノフォアとしての作用機序を持ち，

虫体の細胞膜のイオン透過性を障害して破裂させる。ポ

リエーテル系抗生物質が登場する以前は，新規薬剤の開

発と鶏コクシジウム原虫の耐性獲得はまさに織烈を極め

る競争のようで、あったが，近年は新たな薬剤は開発され

ず更新されることもほとんど見られなくなった。また，

新規薬剤jを開発する上では，以前にも増して薬剤の有効

性と安全性が要求され，開発コストを押し上げる要因と

なっている。そのため，今後も新規薬剤の登場は極めて

困難であろうと推察される。

多くの薬剤は鶏コクシジウム原虫の感染および増殖を

完全に阻止するものではなく，同種の薬剤を長期関連用

した場合，耐性を獲得した株が出現する危険性がある。

耐性獲得を防ぐためには，肥育前期と後期で薬剤を切り

替えるシャトル(デュアル)プログラムや年間計画で薬

剤を切り替えるローテーションの実施が望ましいとされ

る。また，増体能力の極めて高いブロイラーでは，健全

な成長を促すため敢えて給餌を制限することがある。こ

の場合，規定量の予防剤が摂取されない上に，腸内容物

が乏しくなり自然な排油機能が働かなくなるため，鶏コ

クシジウム原虫の増殖および鶏コクシジウム症の発生が

促進される危険性がある。治療にはサルファ単剤もしく

は葉酸措抗薬を配合した合剤が利用されている。これ

らの薬剤は鶏コクシジウム原虫の特定の感染ステージ

で著効を示すが，当然ながら鶏群中での個体毎の感染

ステージはばらついているため. 3~5 日間の連用もし

くは間隔を空けたその反復投与により鶏群全体での治療

効果を発揮させる。多くの場合，本症には Clostridium

ρerfringensの感染が併発している。治療剤の投与によ

り本菌を刺激した結果，病態が悪化することがあるため，

本菌に有効なアンピシリンなどが併用される。

薬剤耐性株の出現の問題に加え，近年，薬剤jに頼らな

い食品生産を求める消費者ニーズが高まっており，薬剤

に代わる新たな制御方法が希求されるようになった。す

でに. EU諮問では世界に先駆け，飼料中への薬剤の添

加を大幅に制限する方針を打ち出している。
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3.生ワクチン

予防剤の代替法として注目を集めたのが，生ワクチン

である。鶏コクシジウム原虫に感染した鶏が，再感染に

対して種特異的に強固な免疫を獲得する現象は古くから

知られていた。そこで，計画的に鶏に鶏コクシジウム原

虫を感染させて免疫を付与する手段として生ワクチンの

開発が始まった。 1950年代の開発初期に製品化された

のは，野外分離株を継代して得た株を含有する非弱毒タ

イプの生ワクチンであった。しかしながら，ワクチン投

与後の制御が非常に困難で， しばしば投与鶏における発

症の危険性をはらんでいた。 1980年代以降は，鶏コク

シジウム原虫を弱毒化する実用的な技術が確立され，よ

り安全性を高めた生ワクチンが開発されるようになっ

た。鶏の体内で早期に増殖する原虫集団のみを次代に用

いる極めてユニークな継代方法を重ねて得られる系統

は，早熟株もしくは早芸Mじ弱毒株と呼ばれている。早熟

化弱毒株の特徴として，増殖性が低下して弱毒性状が安

定しており病原性の復帰がないこと，投与動物に種特異

的な免疫を付与できること等，生ワクチン用株として好

適な性状を有している。

現在，世界各国で 10製剤j以上の生ワクチンが開発お

よび市販されており，含有する種や投与方法などに，そ

れぞれの特色を有している9)。日本においては，現在 3

製品の生ワクチンが承認および販売されている(表 1)。

鶏コクシジウム弱毒 3価生ワクチン (TAM) は，初生

から 6 日齢の平飼い鶏を対象とし• E. acervulina. E. 

maximaおよびE.tenellaの早熟化弱毒株のオーシスト

を含有している。 Paracox@-5は英国から日本に導入さ

れた製品であり，平飼い肉用鶏ひなを投与対象とし，餌

付け時に投与される。 E.acer叩li仰• E. maxima， E. 

mitisおよびE.tenellaの早熟化弱毒株のオーシストを

含有している。なお，本ワクチンは抗原性の異なる E.

mαxzmaを2株含有している。我が固においても，近年，

予防剤を含めて，抗生物質や化学合成薬剤を使用せずに

肉用鶏を生産する取り組みが盛んになっており，これら

のワクチンの利用が普及している。

鶏コクシジウム弱毒生ワクチン (Neca) は • E. 

necatrixの早熟化弱毒株のオーシストを主成分とし. 3 

日齢から 4週齢の平飼い鶏を対象とする。このワクチン

は前述した製剤と併用し，主に平飼いの肉用種鶏および

卵用種鶏における鶏コクシジウム症対策に用いられる。

これらの鶏種においては，予防弗jを飼料中に添加できる

期間は 10週齢までと定められているため，それ以降の

期間において鶏コクシジウム症の発生を直接的に予防で
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表1. 日本で販売されている鶏コクシジウム症生ワクチン

製品名 主な対象鶏 用法

TAM フ守口イラー 混餌および散霧

Neca 種鶏 混餌

Paracox⑧ー5 ブロイラー 混餌

きる手段はなく，ワクチンが開発される以前は， しばし

ば産卵極期に鶏コクシジウム症が発生することによって

甚大な被害がもたらされていた。現在では，大多数の種

鶏農場において育成初期の段階でこのワクチンが投与さ

れることにより，育成期から成鶏期に及ぶ長期間にわた

り疾病の発生を制御することが可能となっている。

(1)肉用鶏(特別飼育鶏)

株の性質

早熟化弱毒株

早熟化弱毒株

早熟化弱毒株

含有する

コクシジウム種

E. aceJ ωli仰

E. maxima 

E. tenella 

E. necatrix 

E. acervulina 

E. maxima (2株)

E. mitis 

E. tenella 

軸迫

特別飼育鶏の生産においては，予防剤や成長促進剤な

どの飼料添加物を含め，ワクチン以外の薬剤は用いら

れない。従って，有薬飼育鶏と比較して鶏コクシジウ

図 2. 鶏コクシジウム症と鶏壊死性腸炎の併発事例

(空回腸粘膜における壊死性病変)

ム症やその他の細菌感染症が発生しやすい状況にある。 acer官ulina.E. maximaおよびE.tenellaによる鶏コク

発生が多いのは • E. acervulina. E. maximaおよびE. シジウム症であるため，ワクチンの応用方法は基本的に

tenellaによる鶏コクシジウム症である。また本疾病の は特別飼育鶏と同一である。

発生時には• Clostridiumρerfringensによる鶏壊死性腸 ただし飼育期聞が一般のブロイラーと比べて長いこ

炎の併発が多いとされる(図 2)。この併発を避けるた とから，通常問題とならない E.necatrixやE.brunetti 

めにもワクチンを用いた鶏コクシジウム症の予防対策が による鶏コクシジウム症が飼育後半期に稀に発生する場

有効である。現在，生産現場では，初生雛導入時にワク 合がある。しかしながら，これらはあくまで稀な発生で

チンを混餅して与える方法が最も多く採用されている。 あるために，ワクチンによる対策は費用対効果が決して

初生雛では腸管粘膜がまだ十分に発達していない上に， 高い訳ではない。従って，飼育後半期における鶏の飼育

摂餌行動も個体によりばらつきが大きく，コクシジウム 密度や床敷きの管理等により発生を制御するほかないと

生ワクチンを鶏群全体に均一にテイクさせるには決して 言える。

理想的な条件とは言えないが，導入(餌付け)時の練り (3)種鶏

餌投与等との組み合わせが容易なため，最も省力的かつ 種鶏では E.necatrixによる急性小腸コクシジウム症

効率的な投与方法である。なお，より省力的な散霧投与 が度々発生して甚大な被害をもたらしてきたが，最近で

法も可能で、はあるが，混餌投与法と比較するとワクチン はワクチンが利用されるようになり，その発生と被害は

のロスが多いという短所がある。両者の長所を組み合わ 大幅に減少してきている。 E.necatri;τが種鶏などの長

せた混餌投与法の変法として，鶏舎内で飼料上にワクチ 期飼育鶏で問題となるのは，本種の増殖性が他の種に比

ン希釈液を散霧して回るという方法も一部で採用されて べて劣り，鶏舎内である程度の汚染レベルに達するまで

いるようである。 に時間がかかるためと考えられている。ワクチン株は野

(2)肉用鶏(地鶏など) 外株に比べてさらに増殖性が低下しているため，ワクチ

地鶏は一般のブロイラーに比べて飼育期間が長く 80 ンテイクには十分な配慮が必要で、ある。特に種鶏では，

日以上に及ぶ。特別飼育鶏と同様に発生が多いのは• E. 肉用鶏に比べて飼育密度が低く，ワクチン株の感染が繰
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り返されないためにワクチンテイクが阻害されることが

ある。さらには，床敷きの過度の乾燥がワクチン株オー

シストの成熟を阻止することもある。ワクチン投与後に

強固な免疫が成立するまでには，繰り返し感染が万全で、

あったとしても少なくとも 3~4 週間は必要とされる。

この期間にグレーデイング等により新たな鶏舎へと移動

する場合には，ワクチンテイクが途中で止まってしまい

不十分な免疫状態のまま成鶏期を迎える可能性があるこ

とにも注意が必要で、ある。

一方でわが国において主要な鶏コクシジウム原虫が

ワクチンにより制御されるようになったためか，今ま

で被害が明確ではなかった E.brunettiによる疾病の発

生が全国の種鶏農場で増加している5)0 E. brunettiは，

1970年代に実施された全国的なコクシジウム汚染状況

の調査において検出されなかったため，以来， 日本にほ

とんど存在しない種と考えられてきた。さらに. 1990 

年には国内農場から E.brunettiが分離された報告はあ

るものの，その後，生産現場や研究サイドで本種を問題

視することが極めて少なかったという経緯もあり，現在

でもほとんど認知されていない状況にあると言える。本

種の感染では特徴的な腸管病変は認められないことが多

く，他種による鶏コクシジウム症や壊死性腸炎として誤

認される事例が多いと見受けられる。発症した場合には

増体重や育成率に影響を及ぼすが，これまでに国内でE.

brunetti用ワクチンは開発されていないため早急な製品

化が求められている。

(4)採卵鶏

鶏コクシジウム症は平飼い鶏で発生の多い疾病であ

り，生涯を通してケージ内で飼育される採卵鶏において

は発生頻度の多い疾病ではなかった。ところが，最近で

は集約的な飼育形態が普及し，鶏コクシジウム症の発生

は珍しいものではなくなっている。被害として認識され

やすいのは，血便や元気消失などの臨床症状が明確な E.

brunetti. E. necatrix. E. tenellaが中心である。育成期

間中 (10週齢まで)においては，飼料中に添加される

予防剤の効果により鶏コクシジウム原虫の感染は抑制さ

れるが，それ以降の期間については直接的な予防法はな

"、。
現在，園内で市販されているワクチンは全て平飼い鶏

を対象としている。これは，強固な免疫の付与にはワク

チン株の再感染が必要であり，再感染の起こりにくい

ケージ飼育鶏ではワクチンテイクが不十分になると考え

られるためである。 混餌投与法自体は，採卵鶏において

も実施不可能ではないが，飼育設備の多くでは機械化お

よび集約化が進んで、おり，生ワクチンを混合した飼料を
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鶏群全体に給餌するためには，一時的に給餌ラインを止

めたりするなどの煩雑な作業がともなう。 1昆餌投与法以

外では，他疾病の生ワクチン製剤において採用事例のあ

る点眼投与法をコクシジウム生ワクチンに応用した方法

も報告されている6)。現段階では囲内では点眼投与法を

用法に採用した製剤はないが. Jliに海外では広く普及し

ている。コクシジウム生ワクチンを投与後，ケージ内で

のオーシストの繰り返し感染を促進する方法としてペー

パープレート法が報告されている 10)。この方法は，ケー

ジ内に紙製の皿を配置しておき，そこに糞便を受け止め

ることによりコクシジウムオーシストの鶏への再感染を

促すものである。コクシジウム生ワクチンの投与法とこ

れらの再感染を促進する方法を組み合わせることによ

り，その免疫効呆と持続性を高めることが可能であると

考えられている。

4.今後のワクチンの発展

日本ではまだ販売されていないが，海外では種鶏を免

疫することによって移行抗体で雛を鶏コクシジウム症

から防御しようと企図するユニークな製剤 (CoxAbic⑧)

がある 11)。本製剤は• E. maximaの腸管内寄生ステー

ジの一つ，ガメートサイトに由来するタンパク質を精製

してオイルアジュバントと混合したもので，種鶏の筋肉

内に投与して免疫する。自然感染や生ワクチン接種によ

る免疫は，細胞性免疫が主体となって防御に働色液性

免疫の寄与は低いとされているが，本製剤の投与によっ

て誘導される抗体は防御的に働くようである。さらに，

製剤に含有される抗原タンパク質はE.maximaに由来

するものであるが，誘導される抗体は広いスペクトラム

を保有し，他種の鶏コクシジウム原虫の感染にも効果が

あるという。作用機序については，未知な部分も残され

ているであろうが，その有効性については多くの研究で

示されており，応用次第でさらに発展していく可能性が

感じられる。なお，この製剤は，世界で市販されている

鶏コクシジウム症ワクチンの中で唯一のサブユニットワ

クチンである。

投与方法に独自性がある製剤として，米国の

Inovocox™ が挙げられる9)。本製剤は，市販されている

鶏コクシジウム症ワクチンの中で，唯一 in0仰投与用

法が承認されているものである。非弱毒タイプの 3種類

の鶏コクシジウム原虫オーシストを含有した製剤lである

が， これらの原虫が発育鶏卵(目玉)に感染して免疫を誘

導する機序を示すのではない。オーシストは鶏卵内に接

種された後，そのままの状態でとどまり，ひなが野手化後

に体液などとともに経口的に取り込まれたものが腸管に
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図3. E. maxima株特異的免疫および薬剤耐性を利用した交雑株の作出とその解析2)

感染して免疫を誘導するようである 12.13)。大規模化が進

む養鶏生産では，手間のかかるワクチン投与よりも in

ovo投与用法など集約化できるものがむしろ好まれる傾

向にある。本製剤も znovo投与法が応用される他のウ

イルス製剤等と組み合わせることができれば，今後発展

していく可能性が高い。

上述したように，現在市販されている鶏コクシジウム

症サフ+ユニットワクチンはまだー製剤しかない状況であ

る。しかしながら，鶏コクシジウム原虫の防御抗原の同

定は，この分野における研究者達の大きな目標の一つで

あり，長年にわたり様々な研究が実施されてきている。

鶏コクシジウム原虫の虫f本(オーシスト，スポロゾイト

およびメロゾイト)を破砕して得られるタンパク質の解

析から，免疫原↑生が認められる多くの抗原分子が同定さ

れているものの，強固な防御免疫を誘導できるような分

子は未だ特定されていない。鶏コクシジウム原虫のゲノ

ムは，全長がおよそ 50~60Mbp もあり，コードする遺

伝子数は 10.000個近くにも及ぶと推定されている8)。こ

のような大量の候補分子を対象にして，一つずつその免

疫原性や有効性を調べる手法は莫大な時間と手間を必要

とし，現実的な方法ではない。
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このような状況の中，英国の研究グループは効率的に

防御抗原を同定するために，極めて合理的かつ先進的な

システムを構築し研究を進めている(図 3)1.2)。彼らが

利用したのは，鶏コクシジウム症における免疫が一般に

種特異的に成立することに反し• E. mαximaが免疫原

性の異なる二つの系統に分かれる現象である。 H株お

よびW株はそれぞれで免疫を付与した鶏において，ホ

モの感染では強固に再感染が阻止されるものの，ヘテロ

の感染では阻止されない。しかも.H株と W株は同種

であるため，鶏に同時に感染した場合には交雑し相同組

換えを生じた雑種株を生じる。これらに基づき，彼らは

まずH株と薬剤耐性を付与した W株を同時に鶏に感染

させて，これら二株の雑種株を含む材料 (PC)を得た。

次に.W株で事前に免疫しておいた鶏に薬剤を投与し

ながら雑種株を含む材料を感染させ.H株に由来する防

御免疫関連遺伝子と W株に由来する薬剤耐性関連遺伝

子を併せ持っと推定される雑種株(RR)を得た。さらに，

H株，薬剤耐性W株.PCおよびRRのゲノム DNAの

FingerprintingをAFLP法にて比較および解析し最

終的には W株で認められながら RRで認められなかっ

たフラグメント (RRではH株の防御免疫関連遺伝子に



置換されているため失われる)が， W株の防御免疫を

決定する遺伝子座とリンクしていると推定した。合計

6~聞の遺伝子座が特定されたが，その中から AMA-l と

IMP-lが有望な防御抗原として特定されている310

おわりに

現行の鶏コクシジウム症生ワクチンの欠点の一つは，

免疫が種特異的であるために製剤が多価にならざるを得

ず，製造コストの削減に限界があることである。肉用鶏

用では 3種以上，種鶏用では 5種以上を含む製剤がほと

んどだが，鶏コクシジウム原虫は invitro培養すること

ができないため，生ワクチンの製造には鶏生体を使用せ

ざるを得ない事情による。今後，生ワクチンの有用性と

製造コスト削減を両立する一つの手段は，多価鶏コクシ

ジウム原虫ベクター型ワクチンであろうと考えられてい

る7，9)。種毎に異なる防御抗原遺伝子をいくつも搭載し，

かっそれらをまとめて発現する単一の鶏コクシジウム原

虫を人為的に作出することができれば，全種に対する免

疫をまとめて誘導することが可能である。しかも，鶏を

使用した製造が一度で済むため大幅に製造コストを削減

することができる。これまで，鶏コクシジウム原虫を組

換えて，外来遺伝子をもとにしてタンパク質を安定的に

発現させることは不可能で、あったが，近年，成功の報告

が相次いでいる 4)。将来，多価鶏コクシジウム原虫ベク

ター型ワクチンが開発されれば，おそらく鶏コクシジウ

ム症対策の主流になることは間違いない。
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Summary 

Chicken coccidiosis is caused by Eimeria spp. and is a major problem for the modern intensive 

poultry industry. Prophylactic chemotherapy using anticoccidial drugs has been the preferred meth-

od of controlling the disease for many years. Although few drugs have been introduced to the mar-

ket in recent years， the registr.ation and the use of chicken coccidiosis vaccines that are almost exclu-

sively live has expanded because a practical method has been developed for attenuating Eimeria 

parasites. The attenuated parasites are called “precocious lines" as their life cycle in the chicken was 

compl巴tedfaster than the parent strains. However， manufacturing live coccidiosis vaccines with pre-

cocious lines requires the use of chickens. An ideal future live vaccine against coccidiosis would be 

an attenuated recombinant line of Eimeria parasite expressing and delivering protective antigens 
from each of the major species of Eimeria. At the present stage， there are many technical and regu-

latory hurdles that must be surmounted for developing vaccines using recombinant Eimeria express-
ing multiple foreign genes. 

(]. ]pn. Soc. Poult. Dis.. 48， 185-192，2012) 

Key words : chicken coccidiosis， Eimeria， poultry industry， vaccine 
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