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〈 解説 〉

鶏コクシジウムの遺伝子検査法およびその混合感染症

鶏病研究会

干305-0856茨城県つくば市観音台 1-21-7サンビレッジJII村 C-101

要約

近年，直立多段式鶏舎で飼育されている採卵鶏や差別化養鶏で鶏コクシジウム症が増加しており，壊死性

腸炎などとの併発も依然として多数報告されている。鶏コクシジウム症は臨床検査，糞便検査，病理学的検

査により診断されることが多いが，遺伝子解析をすることで，生産現場に存在するコクシジウム種の正確な

鑑別が可能となる。一方，コクシジウム感染が壊死性腸炎を誘発することは知られているが，大腸菌症，サ

ルモネラ症およびヒストモナス症についても 鶏コクシジウム症との関連が示唆されている。本解説では，

鶏コクシジウムの遺伝子検査方法とその意義について，また他の疾病との併発例についてまとめた。

キーワード:壊死性腸炎，併発，遺伝子検査，鶏コクシジウム症

はじめに

わが国の養鶏産業は，飼養戸数の減少が進む一方で，ウ

インドウレス鶏舎の導入などによる規模の拡大がみられて

いる。また，採卵鶏の平飼いによるストレスの低減，全飼

育期間にわたり抗生物質・抗菌製剤を投与しない無薬飼育

などによる付加価値を誼った「差別化養鶏jも増加傾向に

ある15)。

このような状況の中，鶏コクシジウム症は，依然として

養鶏産業における重要疾病として認識されており，本症の

病原体であるアイメリア CEimeria)属原虫(以下，コク

シジウム)は全国の鶏群に広く浸潤しているとともに26)

毎年多くの被害事例が報告されている却)。本症は，ブロイ

ラーや種鶏などの平飼い飼育農場で問題となることが多い

疾病ではあるが，近年，直立多段式ケージで飼養される採

卵鶏農場においても発生が認められており，集糞ベルトに

付着した糞を下段の鶏がついばむことによる感染拡大リス

クが指摘されている16)。また，差別化養鶏を営む上でも，

鶏コクシジウム症対策が大きな課題となっている15)。

本症の対策としては，オーシストを鶏舎内に入れないた

めの衛生対策の徹底が第ーであるが，すでに浸潤している

農場では，一般に，弱毒生ワクチンの使用や抗コクシジウ

ム作用を有する飼料添加物(以下，添加物)により，感染・

発症を抑制している。しかしながら，産卵中の採卵鶏や出

荷間際の肉用鶏への添加物の投与は禁止されており，使用

制限期間中の鶏コクシジウム症が問題になることがあると
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ともに，薬剤耐性株の出現も指摘されるなど，課題も多い。

また，本症は単独で被害を起こす以外に，壊死性腸炎など

を併発することが多く，野外ではコクシジウム感染が他の

疾病を増悪する要因になっている場合も多いものと推察さ

れる。

そこで，本稿では，鶏コクシジウム症の病性や検査法(特

に遺伝子検査)について最新の知見を整理するとともに，

壊死性腸炎をはじめとした他の疾病と鶏コクシジウム症と

の関連について紹介する。

1. 鶏コクシジウム症

鶏コクシジウム症は，腸炎を主徴とし，育成率，飼料要

求率，産卵鶏では産卵率の低下などをきたすため，養鶏産

業における重要疾病の 1つである。本症は，コクシジウム

が鶏に感染することにより引き起こされる。コクシジウム

は，鶏の腸管粘膜に寄生し 無性・有性生殖により増殖し

て糞便中にオーシスト(詳細は後述)を排世する。この増

殖の過程で，消化管粘膜は著しく損傷し感染鶏は下痢，

血便を呈し重篤例では死亡する。世界的には，鶏コクシ

ジウム症による被害および対策に費やされる経費は，年間

2，000億円にのぼるとされている36)。

本症の対策には，コクシジウムの特性を理解し，診断・

予防・治療などにあたらねばならない。診断については，

特に近年，遺伝子解析によるコクシジウム種の正確な同定

が，以後の対策に有効となる場合があり，家畜保健衛生所

などでも導入されつつある。そこで，本項では，コクシジ

ウムの一般的な性状や診断法に加え，この遺伝子解析技術

について紹介する。

1)鶏コクシジウム

現在，鶏コクシジウムは， 8種，すなわち E.tenella， E. 
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necat1官 ，E. brunetti， E. acervulina， E. maxima， E. 

mitis， E.ρraecoxおよびE.haganiが知られている 35)。そ

れぞれの特徴を表 1に示す。いずれも宿主特異性が高く，

鶏のみに感染し， 1宿主で生活環を完成する。種により消

化管内で寄生部位が限られており，また病原性および致死

性に高低がある。例えば，E. tenellaやE.necatrixでは，

感染鶏は出血性の下痢便を呈し，致死率が高いため急性コ

クシジウム症と呼ばれる。一方，E. maximaやE.acervulina 

は致死率は低いが，水様便や軟便を呈し，体重増加の停滞

を示すため，慢性コクシジウム症と称される。

鶏の糞便と共に排植された直後のオーシストには，感染

性はない。しかし外界の環境下，つまり温度，酸素，湿

度の存在下で，オーシストの内部に 4つのスポロシスト，

さらにその内部に 2つのスポロゾイトを形成する(胞子形

成と呼ばれる)。胞子形成したオーシストは感染性を有し，

鶏が経口摂取すると，スポロゾイトが消化管粘膜に侵入し

増殖する。オーシストの殻は，ケラチン様の物質と脂質タ

ンパク質の 2層構造となっており，機械的な刺激や圧力お

よび消毒剤や薬剤などの化学的な刺激にも極めて強い抵抗

性を有する。オーシストの感染性は，自然環境下では 1-

2年保持されるといわれている。したがって，一旦，コク

シジウムに汚染された養鶏農場では，清浄化は極めて困難

となる場合が多い。中村ら26)の行った調査結果では，オー

シスト陽性率は肉用鶏農場で 72%，採卵鶏農場で 49%で

あった。肉用鶏農場では，より高率に汚染されている可能

性が示唆されている。

2)一般的な対応策

a.消毒法

オーシストはクレゾール，ホルマリン，逆性石鹸，塩素

剤などを通常の使用濃度で作用させても死滅せず，現在の

ところ，オルソジクロロベンゼン系消毒剤のみがある程度

の効果を有する。アンモニアが有効とされるが，毒性が高

く，一般的ではない。完全に殺滅できる方法としては，高

温処理が有効とされる。 1000Cで、は瞬時に死滅し， 800Cで

は1分， 60
0

Cでは 30分で殺滅できる。しかし鶏舎全体

を高温処理することは不可能であるため，適応は限られる。

b.添加物・治療剤

現在のところ，添加物として主にサリノマイシン，ナラ

シン，ラサロシドなどのポリエーテル系抗生物質が使用さ

れている。これらの添加物は，飼料に混合され，コクシジ

ウム症の発生を抑制する。これらの添加物は，鶏への毒性

などについては安全性を有するが，生産物への薬剤残留問

題から，使用はブロイラ}では出荷7日前まで，それ以外

の鶏では 10週齢までの期間と定められている。

添加物は，あくまで発症を抑制する目的で使用され，多

くの場合， コクシジウムの感染および増殖を完全に抑止す

るものではない。また，同種のものを長期間使用すること

により耐性を有する株が出現することもある。したがって，

例えば，肥育の前期と後期で添加物を切り替えるシャトル

プログラムや，一定期間で添加物を替えるローテーション

を行うことが望まれる。

治療剤には，サルファ剤などが使用される。しかし産

卵鶏への投与は禁止されていることから，使用は限られる。

C.ワクチン

わが国においては，現在， 3製品の生ワクチンが販売さ

れている。内容としては，E. necatrix単味ワクチン，E. 

acervulina， E. mαxima， E. tenella多価ワクチンおよびE.

acervulina， E. maxima (2株)， E. tenella， E. mitis多価

ワクチンである。いずれも，腸管粘膜内での無性生殖期が

短縮された早熟化弱毒株であり，感染後オーシストが排植

されるまでの期間も短縮されている。また，糞中に排植さ

れるオーシスト数は減少し 消化管粘膜の損傷も軽いのが

特徴である。これらのワクチンはすべて，平飼い鶏を対象

としている。つまり，完全な免疫を賦与するためには，初

回投与後，ワクチン株が鶏体内で増殖しそのオーシスト

が糞便とともに排植され，それを繰り返し鶏が摂取する必

要がある。ケージ飼育では，増殖したワクチン株のオーシ

ストが落下し再摂取が起こりにくい。

いずれのワクチン製剤を使用するかは，養鶏場にどのコ

クシジウムが存在するかを特定し選別することが望まし

、、。

3)診断法

診断法としては，以下に示す臨床検査，病理組織学的検

査，糞便検査などがある。

a.臨床検査

感染鶏は，食欲減退，軟便や下痢便の排世，沈うつなど

の症状を呈するが，症状のみからコクシジウム症の診断，

さらにコクシジウム種の同定を行うことは難しい。鮮血便

や粘血便が排植されている場合は，E. tenellaもしくは E.

necatrixの感染が強く疑われるが，鶏の日齢や軽度の感染

では必ずしも血便症状を呈さないため，確定診断はできな

Uミ。

b.病理組織学的検査

死亡鶏や淘汰鶏から消化管が得られれば，病理組織学的

検査を行う。感染鶏の消化管粘膜中には，無性・有性生殖

期の虫体が検出される。寄生部位が特定できれば，臨床症

状や出血の有無などから 感染コクシジウム種の推定，同

定の参考になる。

C.糞便検査

鶏糞の直接塗抹法による観察でもオーシストが検出でき

る場合もあるが，主に，砂糖水などを用いた浮遊法が用い

られている。オーシストの定量検査としては，マックマス

ター法や Oリング法，またプランクトン計算盤などを用

いて OPG(Oocysts P巴rgram; 1 gあたりのオーシスト数)

を算出する。一般に，発症鶏の糞便から算出される OPG

は約 106-107とされる。しかし，増殖力の高い E.acervulina 
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po 



では. 108に達する場合もある。 OPGはパテント期(糞便

中オーシスト排世期間)において，山型に増加しその後

は急速に下降する。したがって，鶏群の感染動態を把握す

るには，頻回の検査を実施することが望ましい。ちなみに，

添加物を投与した感染鶏，あるいは発症がみられない感染

鶏の OPGは 103以下といわれている13)。定期的な糞便検

査は，感染状態を推定するには重要である。ただし血便

症状を呈している時期には，有性生殖が完了していない場

合もあり，有症時に糞便検査をしてもオーシストが検出で

きないため，注意が必要となる。

一方，顕微鏡観察で検出されたコクシジウムについて，

オーシストの形態のみから正確に種の鑑別を行うことは熟

練を要し，困難で、ある。表1に示すとおり，オーシストの

大きさには幅があり，現場においては 2種以上のコクシジ

ウムが混合感染している場合も珍しくない。大型・中型・

小型種と大まかには推定できるが，少数感染のオーシスト

を見逃す場合もある。よって，正確な同定には，次項の分

子生物学的手法による遺伝子検査が有用である。

2. コクシジウムの遺伝子検査

すでに述べたように，糞便検査などによるコクシジウム

の検出は比較的容易ではあるが，確実に種を同定するため

には， PCR法による遺伝子検査法が有効で、ある。しかし

ながら，海外の学術雑誌などでは多くの記載はあるが，成

書を含め邦文での紹介はほとんど見受けられない。そこで，

本項では，その概要をまとめた。
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遺伝子検査法は，下記の 3段階，つまり， 1)オーシス

トの精製， 2) 原虫のゲノム DNAの精製， 3) PCRに大

きく分けられる。

1) オーシストの精製

オ}シストを含む糞便から直接原虫の DNAを精製する

ことは可能である。しかし， PCRによる増幅効果を上げ

るには，出来るだけ他の爽雑物の DNAの少ない多量の原

虫 DNAを得ることが望ましく，糞便からオーシストを精

製することが推奨される。そこで，飽和食塩水や砂糖水を

用いて遠心による浮遊法を行う。これにより，爽雑物を除

去し多量のオーシストを回収できるため，原虫 DNAを

多量に精製できる。留意点としては，感染便を冷凍保存し

ていた場合，浮遊法による収量が低下する懸念がある。こ

れは，冷凍によりオーシストの内圧が上昇して壁が壊れ，

オーシストの比重が変わるためと考えられる。オーシスト

は，乾燥さえ防げば，冷蔵で長期間保存できる。

2)原虫のゲノム DNAの精製

胞子形成オーシストには，計8個のスポロゾイトが包蔵

されており，それぞれにゲノム DNAを含む核が 1つ存在

する。当然ながら， DNAの精製には核を遊出させる工程

が必要となる。一例としては，オーシストをガラスビーズ

で軽度に破砕しスポロシストを脱殻した後，さらにトリ

プシンなどで脱嚢(スポロゾイトが遊離)処理する。この

ようにして得られたスポロゾイトから DNAを精製するこ

とが可能であるが，時間と手聞がかかる。より簡便にオー

シスト(スポロシスト)壁を破砕する方法としては，凍結

表1. 鶏コクシジウム穫とその特徴のまとめ

大型種 中型種 小型種

種別 E. maximσ E. brunetti E. necatrix E. tenella E.ρraecox E. E. mitis E. hagani 

acervulina 

オーシストの大きさ 30.5X20.7 24.6X18.8 20.4X17.2 22.0X19.0 21.3X17.l 18.3X14.6 15.6X14.2 19.1X17.6 

[長径×短径(μm)]

感染部位 小腸上部~ 小腸下部~ 小腸上部~ 盲腸 十二指腸~ 十二指腸~ 十二指腸~ 十二指腸

小腸中央部 直腸 小腸中央部， 小腸上部 小腸上部 小腸中央部

盲腸

症状 食欲減退， 点状出血， 食欲減退， 食欲減退， 粘液・水様 E. maxima まれに点状 点状出血

増体の停滞， カタル性腸 増体の停滞， 鮮血便，貧 便 に類似する 出血程度

軟便~下痢 炎 出血，貧血， 血，増体の がその程度

便 粘・血便 停滞 は軽度

病原性 ++++ ++++ ++++ ++++ + +++ ++ 不明

致死性 ++ ++ ++++ +++++ + 不明

感染部位については，成書により若干の差異がある
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融解(凍結と融解を何度か繰り返し，オーシスト壁を破砕

する)，超音波破砕，加熱処理，プラスチック製のホモジ

ナイザーやガラスビーズによる破砕などがある11)。いずれ

も核の遊出は可能ではあるが，要する時間や価格などを考

慮し，オーシスト混液に 0.2-1.0mm程度のガラスビ}ズ

を等量加え，激しく揖持する方法が一般的である6)。また，

筆者らの経験では，ガラスビーズによる破砕が，効率良く

DNAを回収できる。

破砕した混液からの DNAの精製方法は，一般によく知

られるフェノール・クロロホルム抽出法，または市販の

DNA精製キットなどが有用で、ある。前者では，試薬の取

り扱いに配慮が必要であることなどから，若干高価ではあ

るがキットによる精製が主流となっている。しかし検出

感度については，前者で精製した方が， PCR反応ではよ

り感度が高いとの報告がある11)。

感染組織から原虫 DNAの精製も可能である。特に有性

生殖期まで生活環が進んでいない感染鶏では，多量のオー

シストの排植は期待できず，本方法がより有効である。ま

た，コクシジウムが増殖過程にある消化管組織では，様々

なステージの虫体が大量に含まれているため，原虫 DNA

を多量に回収することができる。しかし種により寄生部

位が異なるため，サンプリングした部位に寄生するコクシ

ジウムしか検出はできない。また，ホルマリン固定を実施

した場合， DNAが損傷を受け，その後の PCRで遺伝子

の増幅が困難となる場合も懸念される。

3) PCR 

コクシジウム種を同定するための PCR法については，

これまでに数多くの報告がある。 PCRで標的とする遺伝

子領域は，小サブユニットリボソーム RNA(small 

subunit rRNA)や Internaltranscribed spacer (ITSと称

され， ITS-1とITS-2がある)領域が多い制1)。いずれも

リボソーム RNA(rRNA)をコードしている DNAであり，

この領域は，ゲノム上に同じ配列が反復して存在するため

(タンデムリピート，または反復配列とも呼ばれる)， PCR 

による増幅効率が高い。また，この遺伝子領域は，分子進

化速度が比較的速いとされ多くの生物においても種の鑑

別に用いられている。

これらの領域を標的とした PCRは，さらにいくつかの

方法がある。例えば，上述の8種すべての鑑別が可能なも

のは， Tsujiら41)の報告している方法のみであり，これは

Random Amplified Polymorphic DNA (RAPD)法と呼ば

れる方法である。つまり， 10種のプライマーを PCR反応

液に加え，電気泳動し，その増幅パターンで種を鑑別する。

この方法以外では， 8種すべてではなく，コクシジウムの

主要種(特にその国で高率に検出されている種)に絞った

4-7種を鑑別できるものが多い。特に鶏コクシジウムの

分布調査などで使用されているのは， Lewら19)の方法で

ある。表2に示すとおり，本方法は，広いコクシジウム種

のITS-1領域を増幅できるプライマーを用いて 1回目の

PCRを行う。さらにこの増幅産物を鋳型として，E.

表 2. コクシジウム種を鑑別するプライマーの一例 (Lewet al. 2003) 19) 

コクシジウム種 プライマー配列 5'-3' アニーリング温度 (OC) 予測増幅産物 (bp)

Eimeria spp. (ユニ F AAGTTGCGTAAATAGAGCCCT 

バーサルプライマー) 56 400-750 
R AGACATCCATTGCTGAAAG 

E. acervulina F GGCTTGGATGATGTTTGCTG 
72 321 

R CGAACGCAATAACACACGCT 

E. brunetti F GATCAGTTTGAGCAAACCTTCG 
72 311 

R TGGTCTTCCGTACGTCGGAT 

E. maxima F GCGGTTTCATCATCCATCATCG 
70 145 

R CGTTGTGAGAAG/AACTGA/GAAGGG 

E. maxima US • F GTGAT/ATCGTTC/TGG/AG/AAGTTTGC 
70 145 

R CT/ACACCACTCACAATGAGGCAC 

E. mitis F GGGTTTATTTCCTGTCC/GTCGTCTC 
58 328 

R GCAAGAGAGAATCGGAATGCC 

E. necatrix F TACATCCCAATCTTTGAATCG 
61 383 

R GGCATACTAGCTTCGAGCAAC 

E. tenella F AATTTAGTCCATCGCAACCCT 
65 278 

R CGAGCGCTCTGCATACGACA 

• E. maximaの遺伝子亜型として別途プライマーが設計されている
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haganiを除く 7種それぞれに特異的なプライマーを用い

て2回目の PCRを行う CNestedPCR)。プライマーの特

異性が高いため，電気泳動後，予測される分子量の増幅産

物が得られれば，その種の同定となる。ただし，E. maxima 

の2亜型を同定するプライマーを含め， 1検体あたり 7本

のプライマーセット，つまり 7本の PCRチューブが必要

となる。また，アニーリング温度も異なるため， PCR自

体も複数回実施しなければならず，大量サンプルでの検査

では，作業が煩雑にならざるを得ない。したがって，実際

には，鶏を個体別に検査するよりも，複数羽を 1検体とし

て検査を実施するなどして，サンプル数の減少を図る。ま

た，より簡便な方法として，増幅産物の違いで 4種のコク

シジウムを鑑別できるマルチプレックス PCRがある。こ

の方法では， 4種に共通する同ーのフォワードプライマー

と， 4種類の異なるリパースプライマーを混和し， 1本の

チューブでl度の PCRを行う。 E.maximaでは 152bp，E.

acervulinaでは 281bp， E. necatrixでは450bp， E. tenella 

では 554bpと各増幅産物のサイズにより複数種の鑑別が

可能である必)。

また，泳動作業が不要な，リアルタイム PCRによる種

の同定も報告されている14)。さらに，ゲノム上に 1コピー

しか存在しない遺伝子領域(複数コピーある場合は誤差が

生じやすい)を選定し， OPGを定量する方法も報告され

ている43)。しかしながら，リアルタイム PCRは，機材お

よび試薬類が高価で、あり，また定量のスタンダードとなる

Control DNAを含むプラスミドを必要とするなどの，準

備が必要となる。

4) コクシジウム種の鑑別から分かること

上述の通り，コクシジウム種の正確な鑑別には，現在の

ところ遺伝子解析に頼らざるを得ない。しかし種の同定

から得られる情報が多いのも事実である。つまり，その生

産現場，さらに鶏舎(ケージ)毎に，どのようなコクシジ

ウムが存在しているかを把握できる。 E.tenellaやE.

necatrixのような致死性の急性症状を引き起こす種が検出

されれば， OPGを経目的にモニターし，衛生対策を強化

する必要が出てくる。また，E. tenellaに加え，E. acervulina 

やE.maximaは増体への影響が大きいため幼雛期に問題

となりやすい。例えば，導入した鶏群に感染ひなが存在す

る，または飼育環境が汚染されていれば，次第にその鶏群

に感染が広がる。プレパテントピリオドと胞子形成期間を

合わせて，おおよそ 1週間程度とみると， 2-3回以上生

活環が回以飼育環境下で爆発的にオーシストが増える 3

-6週齢の時期に発症する傾向にある14)。この 3種による

鶏コクシジウム症は，飼育密度が高く，飼育期聞が短い肉

用鶏で多く発生する。中雛以降で発生が多いのは，E. 

necatrixおよびE.brunettiである。両種は，種鶏などの

長期間の飼育鶏で問題となる場合が多く ，E. necatrixは8

-18週齢の鶏で発生が多いが，E. brunettiでは一様では
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ない。また，種を同定すれば，使用すべき生ワクチンを正

確に選定することも可能になる。このように，遺伝子検査

の実施は，その後， OPGの測定を含めた糞便検査などに

よる監視，そして衛生対策および予防・治療対策に大きく

貢献できる情報を与える。ただし前述の通り， DNAの

精製までにいくつかの工程があり，実施者により，検出感

度が異なることは留意されたい。わが国では，コクシジウ

ム種を鑑別する診断，さらに感染率調査などに関する報告

が非常に少なく，データを蓄積することが望まれている。

3. 他の疾病との併発

コクシジウムと同じく鶏腸管に定着するクロストリジウ

ム属菌，サルモネラ属菌およびヒストモナスによる疾病と，

鶏コクシジウム症との関連が示唆されている8)。また，鶏

病研究会29)では，わが国における 2003年から 2012年ま

での鶏病発生状況について整理し，鶏コクシジウム症を主

因とする感染事例では，壊死性腸炎に次いで大腸菌症の併

発が多かったことを報告している。しかし壊死性腸炎以

外の疾病では，鶏コクシジウム症との間で発症を助長，ま

たは増悪させる機序について詳しく述べた報文は認められ

ない。本項では，鶏コクシジウム症と上記疾病との関連に

ついて記述しである文献を検索し疾病毎に取りまとめた。

1)壊死性腸炎との併発

鶏の壊死性腸炎は，ウェルシュ菌 CClostridiumμげ"ringens，

Cp) により引き起こされる急性の消化器障害を主体とし

た細菌感染症である。 Cpは健康鶏の腸管内正常細菌叢を

形成しているが，一般的には盲腸内に 10-102個/gが検

出される程度であり，小腸から多数の菌が分離されること

はない。しかし鶏の腸管粘膜に損傷が生じたり，感染や

ストレスにより免疫が低下すると，小腸内で Cpが異常増

殖して発症に至る。コクシジウムの感染は，壊死性腸炎を

惹起する代表的な要因と考えられており，多くの壊死性腸

炎事例で鶏コクシジウム症の併発が認められる29.40，叫)。

コクシジウムと Cpの混合感染により，壊死性腸炎の症

状および病変は重度になり 致死率は上昇するとの報告が

複数認められる。本病の病変は小腸に限局して生じるため，

主に E.maxima， E. acervulina， E. necatrixなどが感染

実験に用いられており， Cpの単独感染と比べ，混合感染

では致死率が有意に上昇することが報告されている37)。感

染のタイミングが混合感染による症状の重篤化に重要であ

り， Cp感染の 4-5日以上前にコクシジウムを感染させて

も症状が重篤化しにくいことが報告されている岨)。また，

感染オーシスト数も重要で コクシジウム種にもよるが

104-105個程度のオーシストを鶏に感染させると壊死性腸

炎を惹起することができ，それ以上の数を感染させると致

死的となることが示唆されている7.37)。

コクシジウム感染が壊死性腸炎の発症を助長する機序に

ついても多くの報告が認められる。コクシジウムが腸管に
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寄生して消化管粘膜に損傷を与えると，その損傷部で腸管

腔への蛋白およびビタミンの漏出が起こり. Cpが増殖す

るのに適した環境となることで，壊死性腸炎の発症が助長

されることが示唆されている45)。また，重度の粘膜損傷は

飼料の消化不良の原因となり. Cpの増殖に利用される腸

管内の栄養素が増加する制5)。さらに，コクシジウム感染

により，鶏の飼料摂取量および飲水量が低下して宿主免疫

が低下すること，消化管通過時聞が延長して Cpが増殖し

やすくなることも，壊死性腸炎の発症を助長する要因にな

ると考えられている45)。

また，コクシジウムと Cpの混合感染に対する宿主応答

が，壊死性腸炎の発症および重篤化に重要な役割を果たす

との報告も認められる。 Collierら7)はE.acervulinaおよ

びE.maximaを用いて，ブロイラーに対する単独感染ま

たは Cpとの混合感染実験を行い，その結果からコクシジ

ウムと Cpの混合感染がTリンパ球による炎症反応を惹起

し.Cpの栄養素となるムチン産生量が鶏腸管内で増加す

ることで，壊死性腸炎が発生しやすくなると考察している。

さらに Parkら32)は.E. maximaおよびCpの単独感染鶏

と混合感染鶏ではサイトカイン・ケモカイン応答が異なる

ことが，症状の重篤化につながると述べている。なお，

Cpの感染がコクシジウム症の発症および重篤化を助長す

るか否かについては諸説あるが その感染による消化管粘

膜の損傷がコクシジウム感染のきっかけとなっている可能

性がある45)。

以上のように，鶏コクシジウム症は壊死性腸炎の発症と

重篤化に大きく関与しており，その対策には遺伝子診断に

よるコクシジウム種の正確な鑑別が有用であるが，壊死性

腸炎の予防または防除を目的として遺伝子診断を行ったと

の報告はわずかしか認められないお)。今後の利用と知見の

蓄積が期待される。

2)大腸菌症との併発

大腸菌は正常細菌叢として腸に定着し通常は無症状で

ある。しかしコクシジウム感染は大腸菌感染による症状

を顕在化させる要因となりうる。大腸菌とコクシジウムの

混合感染事例はいくつか報告されている 18.27)が，両者が互

いに症状を悪化させるような事実については記載がない。

小田原らの報告27)では. 22-29日齢の死亡例では主要臓

器から大腸菌が検出され，添加物を含まない休薬飼料への

変更以降は鶏コクシジウム症の発生が増加するとともに大

腸菌の検出率が低下した。また，感染実験では，病原性大

腸菌とコクシジウムが混合感染によって症状24)や病変お)

を増悪させることが報告されているが，コクシジウムと大

腸菌との関連性については，今後の解析が待たれる。

3)サルモネラ症との併発

鶏においてサルモネラが最も多く分離される盲腸は E.

tenellaの寄生部位でもあることから，両者が混合感染す

る可能性は十分に考えられる。 Johansson & Sarles12
)によ

ると. Ott31)がE.tenella自然感染白色レグホン採卵鶏の

肝臓から大腸菌やひな白痢菌などを分離しており，盲腸の

細菌とコクシジウムの聞で何らかの関係があると結論づけ

ている。しかしその後，コクシジウムとサルモネラの混

合感染による症状の増悪は，感染実験においてのみ報告さ

れている。コクシジウムの先行感染はその後感染したサル

モネラの盲腸からの排除を遅延しお)あるいは盲腸からの

分離菌数を増加させる2)。さらにサルモネラ感染後の E.

tenella感染は，その後の盲腸からのサルモネラ分離菌数

を増加させる22)。サルモネラ感染の増悪はE.acervulinaやE.

maxzmaとの混合感染でも認められ39) 添加物を含む飼料

の給与で部分的に抑制される3)。コクシジウム感染による

盲腸壁のダメージ5.10.お)さらには盲腸細菌叢の変

化1.17)やVFAの減少4)が，サルモネラ感染を増悪させる

要因と考えられている。

4) ヒストモナス症との併発

ヒストモナス (Histomonasmeleagridis)は，鶏盲腸虫

あるいはそれを補食したミミズを介して感染し盲腸と肝

臓に特徴的な病変を生じる。ヒストモナス症の野外例にお

いて，病理解剖後の検査で小腸や盲腸内容物からコクシジ

ウムが検出されている制2)。筒井ら42)は，ヒストモナス症

が一般的に単独では発症しにくいことからストレスやコク

シジウム感染が影響していると推察しているが，鶏コクシ

ジウム症とヒストモナス症の聞での相互作用について明確

には言及されていない。感染実験では.E. tenellaとの同

時感染がヒストモナスによる盲腸病変を重篤化する報告21)

もあるが.E. tenellaの接種量との相関はなく，コクシジ

ウム感染による盲腸内細菌叢の変化や他の免疫抑制性の感

染症などが潜在的要因となる可能性が示唆されている。

おわりに

今のところコクシジウム種の正確な鑑別を行うためには

PCRによる遺伝子解析が必要である。臨床検査，糞便検査，

病理学的検査に加えて遺伝子解析をすることで，生産現場

に存在するコクシジウム種の正確な鑑別を行い診断し，よ

り有効な対策・治療に結びつけることが可能で、ある。鶏コ

クシジウム症は併発事例が多く，一般に Cpとの混合感染

で損耗率が高くなることはよく知られている。本解説記事

では壊死性腸炎に加え，大腸菌症，サルモネラ症およびヒ

ストモナス症について，鶏コクシジウム症との関連が示唆

され，コクシジウムによる消化管粘膜の損傷や腸内環境の

変化が病原体増殖の契機になることが示されている。特に

壊死性腸炎については併発事例が多いことからも，コクシ

ジウム感染が起因となった発生例が多いものと推察され

る。遺伝子検査では少数のオーシストでも検出可能であり，

定期的にモニタリングすることで鶏コクシジウム症だけで

なく他の疾病の予防にもつながることが期待される。また，

他の疾病の併発時には鶏コクシジウム症が誘発要因である
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ことを踏まえた対策が求められる。

近年，生ワクチンの使用により，種鶏等での被害は大幅

に減少したが，直立多段式鶏舎で飼育される採卵鶏や「差

別化養鶏」で鶏コクシジウム症が増加していることが報告

されている15.16)。採卵期には直接的な予防法はなく対策が

困難なことから，採卵鶏にも予防効果の優れた生ワクチン

の開発が期待される。
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Genetical Examination of Chicken Coccidiosis and Mixed Infection with Other Pathogens 

The J apanese Society on Poultry Diseases 

C-101 Sunvillege Kawamura， 1-21-7 Kan-nondai， Tsukuba， Ibaraki 305-0856 

Summary 

Recently， coccidiosis， including concurrence wi出 otherdiseases like necrotic enteritis， is increasing in multistage cage-housed 

layers or differentiated layers growing without antibiotics and anti-coccidial drugs. Coccidiosis is generally diagnosed by clinical 

symptoms， fecal examinations， or pathological inspections. Genetic analyses can be effective for identiおringEimeria species. Coccidiosis 
is suggested to affect infectious diseases like colibacillosis， salmonellosis， histomoniasis， and necrotic enteritis. Here， we describe the 

methods and significance of genetic examinations of the coccidiosis， and summarize occurrence of its mixed infection. 
(]. Jpn. Soc. Poult. Dis.， 52，167-174，2016) 

Key words : chicken coccidiosis， genetical examination， mixed infection， necrotic enteritis 
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