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〈研究報告〉

鶏病原性大腸菌の病原性関連遺伝子と病原性との関連性

風間知里・倉持好・佐々木淳・落合謙爾・御領政信T

岩手大学農学部，干020-8550盛岡市上田 3-18-8

要 約

鶏病原性大腸菌 (APEC)の保有する病原性関連遺伝子の数や種類と，死亡率や柴膜炎発生率との聞に関

連性があるかを明らかにするため 解析を行った。大腸菌症発症鶏の病変部および大腸菌症非発症鶏の盲腸

内容物から分離された計 19株を検索対象とした。鉄捕捉関連因子など6つの病原因子をコードする 16遺伝

子を標的遺伝子として，保有の有無を PCRにより検索し過去の感染実験の結果と比較した。結果から，

多くの病原性遺伝子を保有する株は死亡率や紫膜炎発生率が高く，病原性遺伝子保有数の少ない株は低いと

いう傾向が見られたものの，例外も数株に認められたため，いずれの株にも当てはまる明らかな相関性は認

められなかった。 APEC感染個体の死亡や紫膜炎発生の有無およびその程度には菌の保有する病原因子の

みでなく，宿主免疫や環境など他の要因が大きく関与していることが推察された。
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緒 盲

鶏大腸菌症は鶏病原性大腸菌 (Avianpathogenic 

Escherichia coli: APEC)に起因する細菌性疾病である1.17)。

本症は 6~9 週齢のブロイラーに好発し17) 食烏検査では

と殺禁止および全部廃棄の対象となっている。採卵鶏でも

発生が報告されており 16) 本疾患は養鶏産業全体に大きな

経済的損失をもたらす疾病のひとつとなっている。

APECには01. 02. 078等，分離報告の多い血清群

はあるものの，人の食中毒の原因となる毒素原性大腸菌

(Enterotoxigenic Escherichia coli : ETEC)や志賀毒素産

生性大腸菌 (Shiga-toxinproducing Escherichia coli : 

STEC)のように特徴付けられる細菌学的性状は明らかに

されていなぃ4，16)。したがって，その病原性に関しては明

確な定義や統一された見解がなく，発症鶏の主要臓器や病

変部から分離された大腸菌を APECとみなしているのが

現状である6)。しかし宿主の腸管外での生存を可能にす

る機構あるいは病原性に関与すると推察される鉄捕捉関連

因子，付着因子などの腸管外病原因子が発見されてお

り3.13.24) さらにこれらをコードする遺伝子のいくつかは人

由来の腸管外病原性大腸菌 (ExPEC) と共通するという

報告もされている3.5.9，15.20.21)0 ExPECは人では尿路感染症や

新生児髄膜炎の原因となることから. APECが人の日和

見 感染症の原因菌である可能性が議論されてい
る5.9，15.20.21.24.28)
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以上のように，養鶏産業上の経済的被害が甚大であるこ

とと共に人に対する安全'性の点からも. APECへの理解

を深めることは重要である。しかしながら. APECの保

有する病原性関連遺伝子と鶏に対する病原性との関連につ

いては，鶏大腸菌症発症鶏の病変部由来株と健康鶏腸管内

由来株との間で保有病原性遺伝子と死亡率との関連性が解

析されているもののlO.12.14.21.22，25) 結論は得られていない。

また，柴膜炎の発生率など，死亡率以外の病変との関連に

ついては，検索した限り報告されていない。

そこで今回，当研究室で保存している 19株の大腸菌の

病原性関連遺伝子保有状況をポリメラーゼ連鎖反応(PCR)

により検索するとともに，過去の感染実験における死亡率，

柴膜炎発生率2，11.27) との比較を行い. APECの病原性関連

遺伝子の保有数や種類と死亡率，襲膜炎発生率との聞に関

連があるかどうかについて検討した。

材料と方法

大腸菌:当研究室で保存している計 19株を用いた。使

用した株とその由来は表 lに示した。それぞれの菌株は

108 CFU/O.l mlに調製し 凍結保存されていたものを常温

解凍した後に DNA抽出に使用した。

病原性関連遺伝子:検索した遺伝子は，鉄捕捉関連因子:

ルoB. iucC. iutA. irp2. fyuA. 付着因子 :jimH. tsh. 

afa.ρゅ'A.ρゅGallele 1.ρゅGalleleIl. 血清耐性:

iss. カプセル抗原 :Kl.パクテリオシン :cvaC. 毒素:

cdtB. cηβ の計 16種である。これらはプライマーと共に

表 2に示した。プライマーの配列(表2) はRodriguez-

Siek. K.E.らの報告21)に準じた。
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表1. 使用大腸菌株とその由来病変

疾病由来 大腸菌株 (0血清型:型別可能なもののみ表記)

蜂寓織炎 Y0451 (0161) KB8-1 B61 

脊椎膿蕩 KB12 KA3-1 

肝被膜炎 C D 

頭部腫脹症候群 E3810 

心膜炎 KB4-1 

筋炎 KB2-1 

小腸炎 53A (01) 

気嚢炎 Da2 (078) 

卵管炎 KB10-1 

卵黄嚢 KB13 

健康鶏盲腸内容物 a b c (08) d E 

表 2. 検索遺伝子およびプライマーの配列

遺伝子 大きさ (bp) 西日現j

鉄補足関連因子 ルoB 430 F aattggcgtgcatgaagataactg 
R agctggcgacctgatagaacaatg 

iucC 541 F cgccgtggctggggtaag 
R cagccggttcaccaagtatcactg 

iutA 302 F ggctggacatcatgggaactgg 
R ctgcggggaacgggtagaatcg 

iゅ2 287 F aaggattcgctgttaccggac 
R tcgtcgggcagcgtttcttct 

jyuA 787 F tgattaaccccgcgacgggaa 
R cgcagtaggcacgatgttgta 

付着因子 fimH 508 F tcgagaacggataagccgtgg 
R gcagtcacctgccctccggta 

tsh 420 F gggaaatgacctgaatgctgg 
R ccgctcatcagtcagtaccac 

。ifa 594 F ggcagagggccggcaacaggc 
R cccgtaacgcgccagcatctc 

ρ。ρA 717 F atggcagtggtgttttggtg 
R cgtcccaccatacgtgctcttc 

Pa.ρG allele 1 461 F tcgtgctcaggtccggaattt 
R tggcatcccccaacattatcg 

papG alleleII 190 F gggatgagcgggcctttgat 
R cgggcccccaagtaactcg 

血清耐性 zss 323 F cagcaacccgaaccacttgatg 
R agcattgccagagcggcagaa 

カプセル抗原 Kl 153 F tagcaaacgttctattggtgc 
R catccagacgataagcatgagca 

バクテリオシン cvaC 679 F cacacacaaacgggagctgtt 
R cttccgcagcatagttccat 

毒素 cdtB 430 F gaaaataaatggaacacacatgtccg 
R aaatctcctgcaatcatccagtta 

cn/l 1105 F atcttatactggatgggatcatcttgg 
R gcagaacgacgttcttcataagtatc 
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PCR:菌液からの DNA抽出は熱抽出法により行った。

解凍した菌液を 100
0

Cで 10分間加熱し， 12，000rpmで 10

分間遠心した上清を分取しテンプレート DNAとした。反

応液は，酵素の説明書に従い， 1チューブにつき滅菌

Milli-Q水(超純水)6μ 1， 2倍希釈バッファー 12.5μL プ

ライマー 0.5μlずつ，酵素 (Gfl.ex，タカラバイオ(株)， 

滋賀)0.5μL テンプレート DNA5μlを混和したものと

した。 PCRはサーマルサイクラー (MyCycler， BIO 

RAD， USA) を用い，初期熱変性:94
0

C 1分，熱変性:

98
0

C 10秒，アニーリング:60
0

C15秒，伸長反応:68
0

C1分，

最終反応:75
0

C 4分の条件で 30サイクル反応させた。増

幅産物は，陽性コントロールとともに1.5%アガロースゲ

ル電気泳動およびエチジウムブロマイド染色を行い，バン

ドの有無および位置から確認した。

病原性関連遺伝子と病原性との関連:PCRで得られた

結果と，過去の感染実験の結果との聞に関連性があるかど

うか解析した。それぞれの株について，病原性遺伝子保有

数およびその種類と，死亡率および築膜炎発生率との聞に

関連があるかどうかをそれぞれ検討した。また，検索遺伝

子の保有パターンについてシンプソンの多様度指数却を

求めた。

成 績

PCRによる病原性遺伝子の検出:検索した 19株は平均

4.5 (0-7の範囲)の病原性関連遺伝子を保有していた(表

3)。最多で 7つの遺伝子を保有していた株は Y0451株，

KB12株， E3810株， 53A株であった。 d株は今回検索し

た遺伝子を 1つも保有していなかった。最も多くの株が保

有していた遺伝子は鉄捕捉関連因子のんoBであり 19株中

17株 (89.5%)が保有していた。次いで付着因子jimH:

16株 (84.2%)，鉄捕捉関連因子 iucC: 14株 (73.7%)が

保有していた。付着因子 afa，ρゅ'A，ρゅGallele 1， カプ

セル抗原 Kl，毒素 cdtB，cn_β の6遺伝子は，どの株も

保有していなかった。パクテリオシン cvaCを保有してい

た株は Y0451株のみであった。同じ保有パターンを示す

株は， KB2-1株と D株， KB4-1株と KB10-1株の 2組のみ

であった。シンブソンの多様度指数を求めたところ 0.94

であった。

病原性関連遺伝子と病原性との関連性:今回使用した

19株の病原性と，それぞれの株の保有する病原性遺伝子

との聞に何らかの関連性があるかどうか以下のように比較

検討した。感染実験の成績には，過去の実験成績を用い

た2.11.27)。感染実験では， 1日齢雛 6-18羽， 3週齢雛 6-

10羽の大腿部筋肉に 108CFU/O.l mlに調製した菌液を接

種しその後 1週間の死亡率を求めた。健康鶏盲腸内容物

由来の a-e株については，病原性の低いことが予測され

たため，感受性のより高い初生雛のみへの接種とし， 3週

齢雛への接種は行わなかった。今回行った PCRの成績を

193 

第 52巻 2016 年

株の死亡率の高い順に，病原性関連遺伝子の保有数と共に

並べたものを表3に示した。紫膜炎発生率については， 1 

日齢雛はほとんどが急性敗血症で死亡することから， 3週

齢雛で比較した。最多で7つの遺伝子を保有していた株の

1日齢雛および3週齢雛の死亡率は， Y0451株でどちらも

100%， KB12株で 100および67%，E3810株で 100およ

び43%，53A株で 100および43%と，ぱらつきがみられた。

紫膜炎発生率は Y0451株， KB12株およびE3810株では

100%であったが， 53A株では 14%と低値を示した。遺伝

子保有数が2以下の a株， c株， d株およびe株は， 1日

齢雛の死亡率も低値を示したが， 1日齢， 3週齢死亡率お

よび紫膜炎発生率が全て 0%であった KA3-1株では， 5っ

と多くの遺伝子を有していた。同じ保有パターンを示す

KB2-1株と D株， KB4-1株と KBlO-1株の 2組では，死亡

率および襲膜炎発生率が特に同じ傾向を示しているわけで、

はなかった。

考 察

今回検索した 16種の病原性関連遺伝子のうち最多であ

る7つを保有していた Y0451株， KB12株， E3810株，

53A株は，過去の感染実験における死亡率および柴膜炎

発生率も他の株に比べて高く，反対に，死亡率の低い a，c， 

d， e株は保有数が少なかった。このことから，死亡率の

高い株は紫膜炎発生率も高く，病原性関連遺伝子の保有数

も多いという傾向が認められた。しかし死亡率，紫膜炎

発生率がともに 0%であった KA3-1株， D株， b株の保有

数 (4または 5)が，両者ともに高い KB4-1株の保有数 (3)

を上回っていた。また，保有数が3であった KBlO-1株は，

死亡率は 20%と低かったものの紫膜炎発生率は 100%で

あった。このように，死亡率と襲膜炎発生率との間，また

はこれらと病原性関連遺伝子保有数との聞に関連性の認め

られない株が複数存在した。したがって，病原性関連遺伝

子の保有数と，死亡率，襲膜炎発生率との聞に，全ての株

に当てはまる有意な相関性は認められなかった。

保有パターンについては，シンプソンの多様度指数0.94

という数値から，偏りがないことが確認された。同じ保有

パターンを示したのは，筋炎由来 KB2-1株と肝被膜炎由

来D株，心膜炎由来 KB4-1株と卵管炎由来 KB10-1株の 2

組のみで，保有パターンと病原性との関連性は認められな

かった。

遺伝子ごとにみると，cvaCを保有していた株は Y0451

株のみであった。 cvaCはパクテリオシンの一種であるコ

リシンをコ}ドする遺伝子である7)。パクテリオシンは自

身の近縁種を傷害する作用を持つタンパク質であり，大腸

菌が産生するコリシンは腸内細菌科に属する他の細菌のタ

ンパク質合成系を破壊する作用を持っている7)0 Y0451株

は，検索した株の中で唯一死亡率，襲膜炎発生率ともに

100%と強い病原性を示したことから，cvaCの存在および
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+ + + + + 100 100 100 7 Y0451 
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+ 
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+ 
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コリシン産生能が病原性に関与する可能性が考えられた。

鉄捕捉関連因子のうち，宿主の鉄輸送タンパク質から鉄

を奪う作用を持つシデロフォアの一種である aerobactin

に関わる遺伝子 iucCおよび iutA7
)は，大腸菌症発症鶏の

病変部より分離された 14株のうち，それぞれ 14株. 12 

株とほとんどの株が保有していた。一方，健康鶏盲腸内容

由来の 5株はいずれの遺伝子も保有していなかった。鉄獲

得能は菌が腸管外の環境で生存していくために重要である

ことから，病原性に関連していると考えられている7.10)。

今回の結果から，鉄獲得関連因子の中でも特に aerobactin

が病原性に関わっている可能性が示唆された。さらに，既

報9.12)では.cvaC. iucC. iutAが位置するコリシン Vプ

ラスミド (ColVプラスミド)の存在が病原性と関連する

とされている。今回の結果はこれらの報告を支持するもの

であった。 078株では APEC病原性決定因子は ColVプラ

スミドの a72-kv領域に存在するとされている8)。

鉄捕捉関連因子以外の遺伝子では，付着因子である

Type1線毛をコードする.fimHや，補体などへの抵抗性に

関わる zssなどが多くの株に保有されていた。鶏大腸菌症

の感染経路は汚染された塵挨などの吸入による経気道感染

であると考えられていることから18.27) APECの気管上皮

細胞に対する接着性への関与について検討されている2)。

また，血清抵抗性も同様に APECが血液中で生存するた

めの機構であることから，腸管外で生存し血液中で増殖す

ることのできる能力が病原性と強く関わっているものと考

えられた。 Yaguchiら鉛)は，血清群 O. 血清型 K1とK5.

cvaC. iss. iutA.ρゅIA. tsh. usρ遺伝子を，健康鶏と病

鶏から分離された大腸菌株との関連性について検索し，

iss. iutA. tshはO血清群に関わらず APECに広く分布

していることを報告した。 Ozawaら19) の研究では，

APECの分離株の 80.7%が zss遺伝子を. 55.4 %がおh遺

伝子を有していた。今回の研究でも同様の傾向が認められ

ており，これらの結果を支持するものと思われた。

毒素に関する遺伝子である cdtB. Cnβ は，大腸菌の産

生する代表的な毒素 CDT. CNFをコードする1.7)が，今

回はどちらも検出されなかったため，これらの毒素は産生

されていないのではないかと考えられた。 APECは晴乳

類に病原性を示す大腸菌と比較して毒素原性に乏しい傾向

があるとされている1) ことと一致している。

APECは，その詳細な細菌学的性状が不明なために，発

症鶏の主要臓器や病変部から分離された大腸菌を APEC

とみなしているのが現状である6)。しかしながら，既報の

論文10.14.21.22.25)やこれまでの当研究室での感染実験2.11.27)に

おいては，菌の由来や死亡率から病原性菌，非病原性菌を

分類することは困難であることが示唆されている。今回の

研究結果からも，株の保有する病原性関連遺伝子からの病

原性の評価は困難であることが示唆された。また，感染個

体の死亡や築膜炎発生の有無およびその程度には病原因子
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のみでなく，宿主免疫や環境などの要因が大きく関わって

いるものと推察された。したがって野外発生例における分

離株の病原性，非病原性の分類や，ワクチンの標的の検討

などには，これらのことも含めて検討していく必要がある

と考えられた。
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Relationship Between Pathogenicity for Chickens and Pathogenic Genes of 
A vian Pathogenic Escherichia coli 

Chisato Kazama. Konomi Kuramochi. Jun Sasaki. Kenji Ochiai and Masanobu Goryo t 

Department of Veterinary Pathology. Faculty of Agriculture. Iwate University. Ueda 3-18-8. Morioka-shi. Iwate 020-8550 

Summary 

Analyses were performed to determine whether relationship was present between number or type of pathogenic genes of avian 

pathogenic Escherichia coli (APEC) and mortality or morbidity of cellulitis. Nineteen strains isolated from lesions of宜eldcases of 

colibacillosis and cecum of chickens not affected with colibacillosis were used. Sixteen genes coding 6 pathogenic factors including 
iron trapping factor were investigated as target genes by PCR analysis. and the results were compared with results of previous 

infection experiments. 
Although our results showed the trend that strain with many pathogenic genes yielded high mortality or morbidity of cellulitis. 

and vice versa. some strains did not follow the trend. So no obvious correlation applicable to any strain was detected. Some genes 
were found to be potentially related to pathogenicity. From these results. it is suggested that mortality. morbidity and severity of 

cellulitis are associated with not only pathogenic factor of bacteria. but also other factor such as host immunity and environment of 

the farm. 
0. Jpn. Soc. Poult. Dis.. 52.191-196.2016) 

Key words : avian pathogenic Escherichia coli. chicken collibacillosis. pathogenic gene. PCR 
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