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放牧豚における糞便内寄生虫の調査研究

一之瀬 梓・大井誠明・樫出拓哉・松本 淳・小林信一・野上貞雄*

Gastrointestinal parasite fauna of free-range swine in Japan 
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Summary 

Prevalence of gastrointestinal parasite was examined in swine kept in-and Qutdoors (free-range) in ]apan. 

Fresh fecal samples from each pig herd were collected from two different farms， A and B. In the farm A. two 

species of protozoa were found in free-range pigs: Balantidium coli and Eimeria sp.， with a prevalence of 33.3% 

(5/15) and 40.0% (6/15)， respectively. Two species of protozoa and a species of nematode were found in pigs kept 

indoors: B. coli， Eimel匂 sp.，and Ascaris suum， with a prevalence of 78.9% (15/19)， 5.3% (1119)， and 5.3% (1119)， 

respectively. In the farm B， two species of protozoa and a species of nematode were observed in free-rage pigs: B. 

coli， Eimeria sp.， and Oesoρhagostomum sp.， with a prevalence of 10.0% (1/10)， 100.0% (10/10)， and 10.0% (1/10)， 

respectively. Two species of protozoa and two species of nematodes were observed in pigs kept indoors: B. coli， 

Eimeria sp.， Oesothagostomum sp. and Trichuris suis， with a prevalence of 30.0% (3/10)， 70.0% (7/10)， 10.0% (1/10)， 

and 50.0% (5/10)， respectively. With the exception of Eimeria， the prevalence of each parasite in free-range pigs 

was similar or lower than that in pigs kept indoors. 
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序文

放牧養豚は従来、欧州で行われていたが、近年では国

内においても各地で行われるようになってきたl九放牧

豚は屋外で飼養されることから、舎内豚に比べ、土壌と

の接触機会が増加する。また、放牧地で寄生虫による汚

染が生じると、コンクリート床の畜舎と異なり、清浄化

は困難で、ある。さらに、囲内での放牧地の多くは里山や

林聞などのイノシシの生息域と隣接しており、イノシシ

との接触機会が生じる。豚とイノシシは多くの共通する

寄生虫種に感染し、ニホンイノシシにおいては、豚回虫
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(Ascaris suum)、豚鞭虫 (Trichurissuis)、腸結節虫類

(Oesoρhagostomum spp.)、肺虫類 (Metastrongylusspp.) 

等、計19種の内部寄生虫の感染が報告されている 2.5.8.9)。

以上の点から、放牧豚は感染症の制御が可能な舎内豚

に比べ、寄生虫に感染する可能性が高くなると考えられ

る。しかし、国内における放牧豚の消化管内寄生虫相に

関する報告は極めて少なく、実態は不明である。今回、

国内の放牧豚における消化管内寄生虫の感染状況の予備

調査を行ったので、その成績を報告する。

材料および方法

対象の 2農場はA農場(東北地方)およびB農場(九

州地方)で、放牧は肥育期にのみ行なわれていた。放牧

場は農場内や林間内にあり、適宜移動することがあっ

た。
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材料は、 2農場にて飼養されている放牧豚と、比較対

照として同農場にて飼養されている舎内豚から採集した

糞便を用いた。各農場の検体の内訳は、以下の通りであ

る。A農場:放牧豚15検体、舎内豚(繁殖用豚)19検
体、計34検体 ;B農場:放牧豚10検体、舎内豚(繁殖用

豚) 5検体、舎内豚(晴乳豚) 5検体、計20検体。放牧

豚と舎内豚は、それぞれ個体識別を行い、可能なかぎり

新鮮な排世糞便を採集した。

全検体を対象として糞便の直接塗抹法、ショ糖浮渉

法、ホルマリン・エーテル法を行った12)。前述の検査

で、虫卵の形態による同定が難しい虫卵が検出された検

体に対しては、ろ紙培養法にて第3期幼虫検出を目的と

し、コクシジウムのオーシストが検出された検体に対し

てはプリンカップ法にて成熟オーシストの検出を目的と

し、それぞれ糞便培養を行った。25
0

Cにて 1週間の培養

後、光学顕微鏡下で得られた虫体の形態を観察した。

結果

糞便検査あるいは糞便培養法の結果、大腸バランチジ

ウム、 Eimeria属のコクシジウム、豚回虫、豚鞭虫、腸

結節虫の 5種類の寄生虫のシスト・オーシストあるいは

虫卵が検出された (表 1、図 l、図 2)。

A農場では、放牧豚の33.3%から大腸パランチジウム

のシストが、 40.0%からコクシジウム類のオーシストが

検出された。また舎内豚の78.9%から大腸パランチジウ

ムのシストが、 5.3%からコクシジウム類のオーシスト

が、 5.3%から豚回虫の虫卵が検出された。

B農場では、放牧豚の10.0%から大腸パランチジウム

のシストが、全例からコクシジウム類のオーシストが、

10.0%から豚腸結節虫の虫卵が検出された。また、舎内

豚の30.0%から大腸パランチジウムのシストが、 70.0%

からコクシジウム類のオーシストが、 50.0%から豚鞭虫

の虫卵が、 10.0%から豚腸結節虫の虫卵が検出された。

考察

放牧豚の寄生虫相に関する国内の報告は、石川県金沢

市における l農家において、 9割以上の放牧豚に豚回虫

の体内移行に起因する肝白斑症が観察され、糞便検査で

表1.放牧豚と舎内豚における糞便検査による検出寄生虫種と陽性率 (%)

大腸バラ ンチジウム コクシジウム

A農場放牧豚 (n=15)

A農場舎内豚 (n=19)

B農場放牧豚 (n=10)

B農場舎内豚 (n=10)
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78.9 
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図1.検出された寄生虫
a 大腸バランチジウムのシスト
b 豚回虫の虫卵
c 豚鞭虫の虫卵
d Ei聞 が za属コクシジウムの成熟オーシスト
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図2. ろ紙培養により得られた腸結節虫の第 3期幼虫
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は豚鞭虫卵も多数検出されたとの1996年発表の報告ωが

あるのみである。海外では、オランダにおける放牧豚、

オーガニック豚および通常飼養豚を対象とした調査1)で

コクジウム、豚回虫、豚鞭虫、豚腸結節虫が検出され、

スウェーデンにおけるオーガニック豚を対象とした調査4)

では、豚回虫、豚鞭虫、豚腸結節虫が検出されたと報告

されている。

一方、国内の養豚場における近年の寄生虫相について

は、豚回虫、豚鞭虫および腸結節虫が報告されている 3)。

本調査では、放牧豚から大腸パランチジウム、コクシジ

ウム、豚腸結節虫が検出されたが、国外の放牧豚よりも

検出寄生虫種が少なかった。

大腸パランチジウムについては、囲内では1991年に高

い陽性率が報告6)されていたが、近年の報告はなく、本

調査により高い陽性率が再確認された。本調査における

大腸パランチジウムの陽性率は、舎内豚よりも放牧豚で

低値であり、飼育密度が高いと感染の機会が増えること

が推測された。なお、本原虫は人獣共通寄生虫であり、

海外ではごく稀とされているが人体感染例も報告されて
いる10)。

コクシジウムについて、オランダにおける調査では、

コクシジウムの陽性率は晴乳豚と繁殖用雌豚で高く、ま

た、肥育勝群聞の比較では、オーガニック豚の陽性率が

最も高く、次いで放牧豚、通常飼育豚という成績となっ

ている 1)。本調査におけるコクシジウムの陽性率の傾向

も、これと類似していた。また、国内12道県において実

施された疫学調査7)において、 80%以上もの農場から

Isosρora suisが検出され、よ suisが囲内における優占種

であることが示唆されているが、本研究ではEimeria

種のみが検出された。これは、国内で一般的とされる

Isosρoraは主に晴乳豚で検出されるので、本調査の調査

対象の晴乳豚数が少数であったことを反映した可能性が

ある。

豚回虫卵については、本調査においてA農場の舎内豚

の繁殖用豚にのみ検出された。国内における調査におい

ても同様に、豚回虫卵の検出率は繁殖用豚が肥育豚に対

し有意に高いとされている 3)。

豚鞭虫寄生は一般にオガクズ床豚舎で飼養される若齢

豚に多いとされ3)、本調査ではB農場の晴乳豚からのみ

虫卵が検出された。

腸結節虫類について、囲内での報告3)では検出率は繁

殖用豚が肥育豚に対し有意に高かったとされており、本

調査の成績とは異なっていた。

寄生虫の感染は増体率の低下を引き起こし更なる飼養

期間の延長や、と畜場での廃棄により農家への経済的損

失を招くため、これを防ぐことが大切である。本報告

は、放牧養豚の寄生虫感染状況の一端を記載することに

より、養豚における家畜衛生向上の一助となることを目

的とした。
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要約

2農場 (A、B農場)の放牧豚と舎内豚における消化

管内寄生虫の感染状況を糞便検査により調査した。

A農場では、放牧豚の33.3% (5/15)から大腸パラン

チジウムが、 40.0% (6/15)からEimeria属のコクシジ

ウム類が検出された。また舎内豚の78.9% (15/19)か

ら大腸パランチジウムが、 5.3%(1/19)からコクシジ

ウム類が、 5.3% (1/19)から豚回虫が検出された。

B農場では、放牧豚の10.0%(1/10)から大腸パラン

チジウムが、全例 (10/10) からコクシジウム類が、

10.0% (1110)から腸結節虫が検出された。また、舎内

豚の30.0%(3/10)から大腸パランチジウムが、 70.0%

(7/10) からコクシジウム類が、 50.0%(5/10) から豚

鞭虫が、 10.0%(1110)から腸結節虫が出された。放牧

豚から検出された寄生虫の陽性率は、舎内豚と比較し

て、コクシジウム類を除き、低率もしくは同率であっ

た。

キーワード:豚、放牧豚、寄生虫
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