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く解 説＞

わが国における鶏のロイコチトゾーン症と鶏マラリアの現状

鶏病研究会

〒305-0856茨城県つくば市観音台 1-21-7サンビレッジ川村 C-101

要約

ロイコチトゾーン症と鶏マラリアは， ともに住血性の原虫を原因とする感染症で貧血を主徴とする。これ

らの感染症に起因する死亡鶏の増加や産卵率の低下は鶏の生産現場において問題となるが， しかし，大雛や

成鶏では不顕性感染もめずらしくはない。近年，都道府県で開催されている業績発表会や厚生労働省主催の

食肉および食鳥肉衛生研究発表会での報告などでこれらの発生が散見される。そこで本解説では，ロイコチ

トゾーン症と鶏マラリアの現在の状況を知り，今後の対策に資するべく各都道府県での 2000年以降の発生

状況や食鳥肉衛生検査機関の報告などを調査しまとめた。

キーワード：発生状況，鶏マラリア， Leucocytozooncaulleryi, Plasmodium juxtanucleare, ロイコチ

トゾーン症

はじめに

鶏の生産現場において広く知られている住血性の原虫症

は，ロイコチトゾーン症と鶏マラリアである。わが国では，

前者はLeucocytozooncaulleryi (L. caulleryi), 後者はPlas-

modium juxtanucleare (P. juxtanucleare)の寄生による。

以前からロイコチトゾーン症は鶏マラリアよりもその被害

が多数報告されていることから，家畜伝染病予防法では鶏

を対象に届出伝染病に指定している。 L.caulleryiは1909

年にベトナムではじめて報告され16¥その後，東南アジア

の各国で確認された。一方，わが国においては 1954年に

Akibaらによりはじめてロイコチトゾーン症が発見され叫

1964年以降はピリメタミンやスルファジメトキシンなど

の飼料添加により激減した。しかし，飼料の安全性の確保

および品質の改善に関する法律，いわゆる「飼料安全法」

が 1976年に施行されたことにより，飼料添加物の使用が

制限された結果，ロイコチトゾーン症の発生は急増した27¥
それ以降本症は顕在化の様相を呈していたが，現在は原

虫媒介動物（ベクター）対策を含めたさまざまな対応策が

講じられ，発生数は減少傾向にある。例えば，米国立生物

工学情報センター (NCBI)が提供する PubMedや国立情

報学研究所の文献情報・学術情報検索サイト (CiNii

Articles)では，試験感染や調査などを除いたわが国での

ロイコチトゾーン症の発生報告は， 2000年までは計 12報

であったが，これ以後はわずか4報となっている。ちなみ
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に鶏マラリアの発生報告は，両検索サイトを調べてもわず

か3報であった。

ロイコチトゾーン症は届出伝染病に指定されているた

め，近年の発生件数を知ることができる。表 1に2004年

以降の発生戸数と羽数をまとめたが．毎年一定レベルで発

生していることがわかる。近年，ロイコチトゾーン症と鶏

マラリアに関する記載は少なくなってはいるものの， 2013~

2018年度までの食肉および食鳥肉衛生研究発表会では合

計5演題のロイコチトゾーン症と鶏マラリアの発生が報告

されている（ただし，各地域ブロックや指定検査機関内で

の発表会などについては未調査）。 2006~2012年度までは

報告がみられなかったことから，これらの疾病の発生が増

加傾向にあると捉えることもできる。

以上より，両原虫は昆虫などが媒介する疾病 (vector-

borne diseases) として今なお養鶏業界において重要な感

染症であることには変わりはない。そこで．本解説では，

2000年以降の発生に絞り，今後の対策に資するべく各都

道府県での発生状況および食鳥肉検査機関での報告などを

調査しまとめた。

1. ロイコチトゾーン症

1)病気の概要29)

本症は主にニワトリヌカカにより媒介される。わが国で

問題となる L.caulleryiは宿主特異性が高く，鶏以外の鳥

類には感染しない。発生は青森県以南であり，ニワトリヌ

力力が活動する夏季に発生が集中する。 L.caulleryiの生

活環は．ニワトリヌカカの吸血時にスポロゾイトが鶏体内

に侵入し，肺，肝臓そして牌臓などの血管内皮細胞に寄生

し．第 1代シゾントを形成する。このシゾントからはメロ
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表 1. 過去のロイコチトゾーン症の発生届出数と羽数24) —•:• ●` . ．ヽ"'' --賽-一~ ... -―-r・.. ~-、-

年 発生戸数 発生羽数 年 発生戸数 発生羽数

2017 17 63 2010 3 19 

2016 14 529 2009 16 1,612 

2015 17 354 2008 13 11,566 

2014 15 282 2007 4 39 

2013 21 2,828 2006 15 2,604 

2012 13 5,855 2005 14 920 

2011 6 126 2004 6 516 

写真 1. 死亡鶏の肝臓の組織切片。

第二代シゾントの発育により周囲組織が圧迫されて

いる（実線矢印）。出血がみられ（＊），壊死層には

シゾントを貪食した多核巨細胞，マクロファージ，

偽好酸球がみられる（破線矢印）。（千葉県中央家畜

保健衛生所原図）

ゾイトが放出され，その後全身の臓器の血管内皮細胞に

感染し，第 2代シゾントを形成する（写真 1)。 この第 2

代シゾントは大型であるため，原虫の発育に伴い血管が破

れ組織に点状の出血がみられるようになる（写真 2)。第 2

代シゾントから放出されたメロゾイトは赤血球に感染し

（写真 3,4), ミクロおよびマクロガメトサイトを形成する

（写真 5)。ニワトリヌカカがガメトサイトが出現している

感染鶏から吸血し，この体内で有性生殖を行い，オーシス

トを経てスポロゾイトを形成する。

症状としては，第 2代シゾントの発育による破綻性出血

があり，重篤な場合は喀血や腹腔内出血により死亡する。

また，ガメトサイト形成期には赤血球内での原虫の発育に

より赤血球破壊が起こり貧血症状もみられる（写真 6)。

しかし，大雛や成鶏では不顕性感染もみられる。

診断は，末梢血液中のメロゾイ トまたはガメトサイトを

検出することによる。また，寒天ゲル内沈降反応による血

清学的診断も可能である。剖検が可能であれば，破綻性出

血の有無， また出血部の乳剤から第 2代シゾントを検出す

る。出血部の臓器を用いたスタンプ標本でも原虫の検出が

~ 
写真 2.死亡鶏の肝臓の点状出血（矢印）。（千葉県中央家畜

保健衛生所原図）

← 

写真 3. 死亡鶏の肺のスタンプ標本のギムザ染色。赤血球に

侵入したメロゾイトが見られる（矢印）。（千葉県中

央家畜保健衛生所原図）

．
 

，
 

写真 4. 死亡鶏の血液塗抹標本のギムザ染色。赤血球に寄生

するメロゾイト（矢印）。（千葉県中央家畜保健衛生

所原固）
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写真 5. 死亡鶏の血液途抹標本のギムザ染色。ミクロガメト

サイト （矢印）。（千葉県中央家畜保健衛生所原図）

写真 6. ロイコチト ゾーンに感染した死亡鶏。

肉冠の退色がみられる。（千葉県中央

家畜保健衛生所原図）

可能である。対策には，飼料添加物，動物用医薬品として

サルフ ァ剤やその関連の複合製剤を飼料に添加する。 しか

し，産卵鶏や出荷 5-14日前 （薬剤によ って異なるため，

添付書類を参照 して使用すること）のプロイラーでは使用

できない。また，過去には組換えサプユニ ットワク チンが

市販されていたが，現在は販売されていない。以上のこと

から，本病の予防はニワトリヌカカ対策が重要となるが，

ヌカカは小型であるため完全な防除は容易ではない。

2) わが国におけるロイコチトゾーン症の発生状況

わが国の都道府県下の発生状況については，上述した文

献検索サイトにより知ることができる。 しかし，論文とし

て掲載されていない発生については， より詳細に発生状況

などの調査を実施するため， 2000年以降の全国家畜衛生

業績発表会の抄録集および調査が可能であった各都道府県

の業績発表会な ど(1都 l道 1府 37県）の資料を精査 した。

第 55巻 2019 年

その結果，ロイコチトゾーン症の報告数は23件であった。

また，食肉および食鳥肉衛生研究発表会資料では， 2013,

2014, 2015そして 2017年度計4件の報告が確認できた。

以下に，これらの報告について， a.概要（発生地，被害状

況 診断方法および対策など）， b.その他特筆すべき点，

としてまとめる。

a. 埼玉県における検出事例12)

a)概要

2014年 4~12月にかけて， 11農場から搬入されたプロ

イラー 529,071羽が調査さ れた。調査は，骨格筋の点状出

血病変の有無，そしてロイコチトゾーン原虫の確認は牌臓

のスタンプ標本または病理組織標本の観察による虫体の確

認により行われた。その結果， 4農場から原虫が検出され，

ロイコチトゾーン症と 診断された。発生は夏季に集中し，

8月が 73羽， 9月は 75羽であった。

骨格筋の点状出血を伴う症例 25個体から，肝臓，牌臓，

腎臓そ して肺のスタンプ標本を作製し，デイフ・クイ ック

染色により 1,000倍で 5視野を観察して第 2代メロゾイト

の検出を試みた。その結果，牌臓における検出率が 92%

と最も高く，肝臓では 84%, 肺と腎臓ではそれぞれ 72%

および68%であった。 また，検出された虫体数も前者の

2臓器で高い傾向にあった。

また，骨格筋の点状出血を伴う 30個体（上述の 25個体

を含むかは記載なし）において， 心臓，肺，肝臓，牌臓，

腎臓 胸腺および骨格筋の組織標本による観察を行った。

その結果，いずれの臓器においても，シゾン トが確認され，

肝臓と肺には第 1代，その他の臓器では第 2代シゾントが

検出された。農場がニワトリヌカカの発生防止対策と抗原

虫剤の投与を実施したところ，発生数は前年度の 75羽か

ら8羽に減少した。

b)その他特筆すべき点

骨格筋の点状出血の確認がロイコチトゾーン症の診断に

有効であるがそのためには剥皮が必要となる。 しかし，

剥皮による検査により，商品価値を損なう恐れもありま

た，食鳥処理施設における衛生検査では短時間に多くの鶏

が処理されるため，剥皮を実施することは時間的に困難で

ある場合が多い。そのため， /j卑臓および肝臓のスタンプ標

本による検査が簡易診断法として適すると考えられた。

b. 福島県における検出事例5)

a)概要

2013年 7月~10月，福島県の食鳥処理場において，牌

腫が認められた 1,528羽 (22農場）について，各種寄生虫

学的検索が行われた。牌臓は，正常のものより約 2-4倍に

腫大 し，針頭大～米粒大の白斑が散在， または全体的に退

色している状態であった。牌腫が認められた 1,528羽のう

ち234羽では，骨格筋，肝臓，腎臓， 心臓， 肺，胸腺およ

び精巣などにおいても点状の出血が認められた。また， こ

の234検体から抽出した 204検体で末梢血液を採取し， 塗
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抹標本による顕微鏡検査を実施したところ， 146検体

(71.6%)で第 2代メロゾイトまたはミクロそしてマクロ

ガメトサイトが確認された。また， 6検体において，点状

出血が認められた部位の病理組織学的検査を実施したとこ

ろ，いずれも第 2代シゾントを確認することができた。主

要な所見は，シゾント崩壊後の出血巣，メロゾイト放出後

のシゾント包膜周囲をリンパ球やマクロファージ，多核巨

細胞が取り囲む肉芽種であった。出荷前そして生体検査時

に死亡鶏の増加は認められなかったことから，感染の程度

は軽いと推察された。

b)その他特筆すべき点

これまでに本症は抗原虫剤が使用できない産卵鶏におい

て被害をもたらすとの認識があった。しかし，上述の埼玉

県の事例と同様に本発生例もブロイラーでの発生を示して

いることから，夏季に牌腫が認められた場合にはロイコチ

トゾーン症を考慮した検査を実施する必要がある。

過去の報告では，環境温度によってヌカカ体内でスポロ

ゾイトが形成される期間が異なることがわかっている。つ

まり， 15℃では 6日間， 20℃では 4日間， 25℃で 3日間，

30℃で2日間と環境温度の上昇に伴い短縮される。しかし，

15℃以下ではスポロゾイトの形成が著しく低下し， 30℃

で形成されたスポロゾイトには感染性がないため，この間

の気温の際には，対策が必要となる2¥
c. 島根県における発生事例8,9)

a)概要

島根県の採卵鶏 2万羽を飼育する農場で， 2011年7月

末から死亡羽数が増加した。 1日の死亡羽数は最大で 171

羽であり，発生期間中 (7月下旬~8月中旬）の合計は

700羽を超えていた。鶏舎は，開放式高床鶏舎で死亡鶏は

壁側でより多く発生していた。症状としては，肉冠および

肉垂の退色，元気消失が共通してみられ，緑色下痢便が散

見された。

病理解剖所見では，腎臓の点状出血，卵墜や牌臓の腫大

などがみられた。肺のスタンプ標本ではメロゾイトの集塊

および多核巨細胞が観察され，血液塗抹標本では赤血球内

に多数のメロゾイトおよびガメトサイトが認められた。同

居鶏のヘマトクリット値は，中央列の鶏が23.9%である

のに対し，壁側ケージのものは 16.6%と有意に低かった。

主要臓器から有意菌は分離されず，各種ウイルス検査も陰

性であった。病理組織学的検査では，肝臓，腎臓，心臓，肺，

消化管および膵臓に L.caulleryiの第 2代シゾントが確認

された。シゾント周囲には多核巨細胞を伴う肉芽腫性炎が

認められた。著者らは，本発生は鶏舎内風速が弱いことが

原因と推察しており，換気扇およびライトトラップの増設

が検討された。

b)その他特筆すべき点

本発生事例の背景として，農場が水田地帯に立地する開

放鶏舎であったこと，また鶏舎と水田の間の竹薮を伐採し

ていたことから，理由としてはヌカカが侵入しやすくなっ

たことが考えられた。また，換気扇が鶏舎の中央に配置さ

れていたことも要因と考えられた。

前年および同年に島根県内の採卵養鶏場 12戸（計 1,020

検体）において，寒天ゲル内沈降反応により L.caulleryi 

の抗体陽性率が調査された。結果，その陽性率は 1.3~

48.9%と幅があった。しかし，夏を経過していない鶏では，

その陽性率はわずか 1.4%であるのに対し， 1,2そして 3

回と夏を越す回数が増えると，それぞれ 15.9%, 31.0 %そ

して 53.3%と高くなる傾向にあった。

参考として，過去に広島県において，採卵養鶏場に SPF

鶏をおとり鶏として導入し，抗体陽性率を検査した結果が

ある28)。開放鶏舎 1農場につき 3~4カ所に各3~4羽，合

計 12~13羽を 6月に導入し，採卵鶏と同居させ，寒天ゲ

ル内沈降反応により L.caulleryiの抗体陽転率を調査した。

その結果， 2カ月後の 8月に導入鶏の 36.4~54.5%で抗体

の陽転が認められた。陽転した鶏はいずれも窓側に導入し

たもので，鶏舎の中央付近に導入した鶏では 12~17カ月

後でも陽転は認められなかった。 8-9月以降は抗体陽性率

の上昇が認められなかったことから，本報告においても，

ロイコチトゾーン症は夏季において感染が集中的に起きて

いることは明らかである。

d. 青森県の県立高校における発生事例30)

a)概要

県立農業高校の教材として，平飼いで 117羽，ケージ飼

育で 254羽を飼育していた採卵鶏において発生が認められ

た。 2013年8月下旬から平飼い舎において 3羽，その数

日後にケージ舎で 7羽の死亡が確認された。生残鶏の様子

は，元気消失，沈うつ，チアノーゼおよび産卵率の低下が

みられた。産卵率の低下は， 650日齢で 78%から 50%に

低下していた。

診断はケージ舎および平飼い舎からそれぞれ 14羽， 22

羽を抽出し，血液塗抹標本を作製し，顕微鏡観察により実

施された。また死亡鶏3羽に加えて衰弱鶏の剖検を実施し，

主要臓器について病理組織学的検査を実施した。その結果，

ケージ舎 14羽中 7羽，平飼い舎22羽中 9羽で赤血球内に

メロゾイトが確認された。また，病理組織学的検査では，

諸臓器に第2代シゾントが確認された。その他の検査では，

ウイルスおよび細菌の関与は認められなかった。

対策として，全羽の洵汰が実施された。また，飼養衛生

管理基準の遵守について徹底を図り，吸血昆虫対策として，

網戸の破れを補修し，電撃殺虫器を設置した。

b)その他特筆すべき点

本事例の鶏は卒業課題の教材であったこと，また 3色の

卵を産むように生徒が飼育していたものであったことか

ら，処分については議論がなされた。しかし，教育指導機

関として，学校長の最終判断により全羽の洵汰が実施され

た。その後生徒を対象に家畜保健衛生所の職員がロイコ
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チトゾーン症発生の経緯と対応， また顕微鏡を用いた原虫

の観察，そして衛生管理についての勉強会を開催し，家畜

の飼育の難しさや楽しさを再確認する機会をもった。

教育機関での飼育鶏については， 2000年に東京都内の

小学校などで飼育されている鶏について， ロイコチトゾー

ン症の調査結果がある 15)。抗体検査において， 25校 65羽

のうち 13校 32羽 (49.2%)で陽性が確認されている。本

結果は，都内養鶏場の平均陽性率 8.6%と比較して高い結

果であった。この理由は不明ではあるが，学校などで飼育

されている鶏は養鶏場と比較して，長期飼育されているた

めこれが一因であると推測された。

e. 千葉県内での発生事例23)

a)概要

2012年，千葉県内の開放高床式鶏舎 3棟，開放低床式

鶏舎 l棟，そしてウインドウレス鶏舎 2棟を有 し，採卵鶏

85,000羽を飼養する農場で発生が認められた。当該養鶏場

の周辺には，水田や川，竹藪があり，鶏舎のそばには水路

があった。発生は， 450日齢の鶏を飼育する開放高床式鶏

舎の 2棟で認められ， 7月中旬か ら下旬にかけて貧血を伴

う死亡鶏の増加があった。発生状況としては，特に窓側列

で貧血の傾向が顕著であった。産卵率はピーク時に 85%

であったが最大 73%まで下降し，その後，ピーク時の

値に回復するまでに 2カ月以上を要した。

死亡鶏 5羽の剖検および病理組織学的検査，ならびに同

居鶏 7羽から採血を行い，ヘマトクリット値の測定，血液

塗抹標本を作製 し，検査を実施した。同居鶏のヘマトクリッ

卜値は 15-20%と低値であり ，メ ロゾイトおよびガメトサ

イトが確認された（写真 3-5)。剖検所見では，鵠冠の退

色（写真 6)' 肝臓や腎臓の出血（写真 2)' 牌臓の腫大な

どが認められた（写真 7)。肺のスタンプ標本で，赤血球

内にメロゾイトが確認された（写真 3)。病理組織学的検

査では，主要臓器，卵巣お よび骨髄に第 2代シゾントが確

認された（写真 1)。畜主からの聞き取り調査では，例年，

本症が発生 していたこと ，今年度はその症状が重篤で生産

成績も悪化しているとのことであった。

b) その他特筆すべき点

本養鶏場では同時期に，寒天ゲル内沈降反応により抗体

検査も実施されている。その結果，前年度は 10羽中 l羽

のみ陽性であったが，本年度に発生した 2棟の検査では，

10羽中 2羽 （はじめて夏を迎える群）， 60羽中 40羽 (2

度目の夏を迎える群）が陽性となっていた。後者の棟にお

いてはより重篤な症状が出ており，その理由としては風通

しが悪い状況であり，ヌカカの活動が可能であったことや

昨年度の感染が軽度であり，十分な抗体産生が出来ていな

かった可能性も考えられた。開放鶏舎におけるロイコチト

ゾーン症の発症には，通風不良が要因の 1つであると考え

られた。

本報告では，死亡鶏の増加はロイコチ トゾーン原虫の感
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写真 7. ロイコチトゾーンに感染し，腫大した死亡鶏の牌臓。

（千葉県中央家畜保健衛生所原図）

染に加え，鶏舎内温度が 35℃に達したための暑熱ストレ

スや通気不良によるヌカカの停滞，重度のワクモ寄生，そ

して誘導換羽の影響も考察されている。本事例では，発生

した年の対策については記述が無かった。 しかし，来夏に

向けて，鶏舎周辺の雑草の刈り取り，殺虫剤の散布や塗布，

ヌカカは微風であっても活動が防げることから送風機の設

置が検討された。

参考までに，国内の L.caulleryiの抗体調査については，

宮城県新潟県そして茨城県での報告がある 10.11.18-22.25) 0 

宮城県では，プ ロイラー養鶏場 13戸中で 1戸 (10.8%)

のみが陽性，採卵養鶏場では 21戸中 15戸 (71.4%)と高

い陽性率であった25)。この内， 2戸のウインドウレス鶏舎

は共に陰性であった。新潟県では 2013~2017年に 100~

185羽 （プロイラーまたは採卵鶏）が調査さ れ，陽性率は

8.1 ~24.3%であった18-22)。いずれも発症は認められていな

い。茨城県では，2014年と 2016年に 9農家 (6~10月）

および 8農家 (7~10月）で毎月 80羽が調査された10.11)0 

その結果， 2014年では 6月は 7.5%であり， 7月は 16.3%,

8~10月には 18.8~26.3%と陽性率が上がっていた。2016

年では 7月は 2.5%で， 8~10月では 36.3~42.5%に上昇

していた。

2. 鶏マラリア

1) 基本情報31)

わが国における鶏マラリアの発生は，アカイエカが媒介

する P.juxtanucleareの鶏への感染に起因する。東南アジア

に分布する P.gallinaceumと比較すると， P.juxtanucleare 

の病原性は低いと 言われている。P.juxtanucleareは，蚊

の吸血によりスポロゾイトが鶏体内に入り，肝臓，牌臓の

細網細胞に侵入し，無性生殖を行ってメロゾイトを放出す

る。放出されたメロゾイトが赤血球に寄生し，無性生殖に
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写真 8. Plasmodium juxtanucleareに感染した鶏の血液塗抹

標本。赤血球の核の近傍にメロント内に多数のメロ

ゾイト （矢印）が確認できる。（農研機構動物衛生

研究部門原図）

写真 9. Plasmodium juxtanucleareに感染した鶏の血液塗抹

標本。赤血球の核の近傍にガメトサイト （矢印）が

みられる。（農研機構動物衛生研究部門原固）

表 2.徳島県の食鳥処理施設における年次別の牌腫発生状況13)

年 1月 2月 3月 4月 5月 6月

2012 2 1 

゜
4 1 

゜2013 1 

゜
1 

゜
2 

゜2014 

゜゜゚ ゜゚ ゜2015 5 15 12 21 2 

゜2016 

゜
5 6 2 1 3 

平均 1.6 4.2 3.8 5.4 1.2 0.6 

数字は，検出羽数を示す。

より新たなメロゾイトを形成する過程を繰り返すことに

よって，赤血球は急激に破壊される。一部のメ ロゾイ トは

ミクロおよびマクロガメトサイトとなり（写真 8,9), 蚊

の吸血の際に取り込まれ，オーシス トを経てスポロ ゾイ ト

が形成される。鶏マラリアの症状は，メロゾイトが赤血球

を破壊することに由来し，特にひなで認められることが多

い。重度の感染では死亡することもあり，緑色便， )j卑腫，

貧血そ して鶏冠の萎縮などがみられる。本感染症の診断は，

末梢血液の塗抹標本をギムザ染色することで，感染虫体を

検出する。

2) わが国における鶏マラリアの発生状況

2000年以降の全国家畜衛生業績発表会の抄録集お よび

各都道府県の業績発表会などの調査では，鶏マラリアの報

告件数は 4件であり，また，食肉および食鳥肉衛生研究発

表会資料では，2017年度に 1件の報告が確認できた。以

下に，これらの報告についてまとめる。

a. 徳島県での発生事例13)

表 2に2012~2016年の徳島県の食鳥検査における月間

7月

6 

3 

10 

5 

6 

6.0 

8月 9月 10月 11月 12月 計

35 151 53 21 2 276 

591 568 398 273 5 1.842 

70 1.068 224 llO 7 1,489 

691 718 314 25 1 1,809 

1.085 1,036 1,530 584 45 4,306 

494.4 708.2 503.8 202.6 12.0 1,944.4 

の牌腫発生羽数を示した。 この結果， 2013年以降牌腫検

出数は増加傾向であり，特に 8月から 11月にかけ多発 し

ていた。牌臓は通常の約 2~2.5倍に腫大しており，色調

は一様に暗紫色を呈 し， 割面は膨隆していた。しか しなが

ら， と体の発育はいずれも正常で，肝臓および筋肉を含め

他臓器には著変は認められなかった。 このうち， 2016年

の検査における平均牌腫発生率が 1%以上の農家 2戸につ

いて，それぞれ 10検体を抽出し，牌臓の病理組織学的検

査を実施した。その結果赤牌髄が拡張し，細網細胞の活

性化が認められ，腫大したマクロファージ内には赤血球の

貪食と褐色色素顆粒の沈着が認められた。牌臓スタンプお

よび血液塗抹の一部標本において，赤血球の核近傍に原虫

が観察された。

また，牌臓または血液，合計 30検体から DNAを抽出し，

Plasmodium属， Haemoproteus属， Leucocytozoon属原虫

の ミ トコンドリア DNAcytochrome b (cytb)逍伝子の

部分領域を標的とした nested-PCRを実施し， この増幅産

物についてシークエンス解析を行った3.6.26.32)。その結果，
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6検体のシークエンス解析では，いずれも P.juxtanucleare 

と99.8~100%と高い相同性を有することが判明した。そ

の他の原虫の増幅産物は得られていない。

前述のとおり， P.juxtanucleareの病原性は一般的に低

いと言われているが，本事例においても肉眼所見は牌腫の

みで全身性の所見はなく，養鶏場での出荷成績も良好に推

移していた。牌腫が確認された養鶏場はいずれも無薬飼育

であった。精査した 2養鶏場のうち 1養鶏場では，強制換

気装置を設置したところ，翌年度には牌腫の発生率が低減

した。

b. 鹿児島県での発生事例7)

2013年 9~10月，約 50日齢のブロイラーを処理する食

鳥処理場において，鹿児島県内の複数の養鶏場から出荷さ

れたと体に牌腫がみられた。同県内の 7養鶏場の牌腫を呈

する 19羽について，病理学的検査および原虫の遺伝子学

的検査を実施した。これらの養鶏場はすべて開放鶏舎であ

り，鶏の廃棄率や死亡羽数の上昇などは認められていな

かった。肉眼所見としては，牌臓は腫大し，暗紫色を呈し，

割面脆弱であり濾胞は不明瞭であった。その他の臓器には，

病変は認められなかった。牌臓のスタンプ標本では，全検

体で赤血球の核の近傍に寄生する原虫が認められ，アメー

バ状やリング状のトロフォゾイト，またメロゾイトを内包

するシゾント，そしてガメトサイトがみられ，赤血球寄生

率は概ね 1~3%であった。

牌臓の組織学的検査では，赤牌髄は拡張し，泡沫状を呈

し，崩壊した赤血球およびそれらを貪食するマクロファー

ジが多数認められた。またヘマトキシリン・エオジン染色

で茶褐色の色素顆粒が崩壊した赤血球内，マクロファージ

内および細胞外に多数認められた。また，肝臓のクッパー

細胞内にも同様の色素顆粒がみられた。これらはマラリア

色素であると考えられた。

Plasmodium属， Haemoproteus属原虫のミトコンドリ

アDNAcytb遺伝子の部分領域を標的とした遺伝子学的

解析4)では， 18検体で特異的な増幅産物が得られた。ぅ

ち3検体のシークエンス解析では，その塩基配列は P.

juxtanucleareと98~100%の相同性を示した。以上の所見

から，本症は P.juxtanucleareによる鶏マラリアと診断さ

れた。これらの結果から，鹿児島県内には鶏マラリアが潜

在していることが明らかとなった。南大東島で捕獲された

蚊から P.gallinaceumの遺伝子が検出されている3) こと

から今後も継続した監視が必要である。

c. 千葉県での調査報告14)

千葉県内の 9戸の農家（採卵鶏 8戸，ブロイラー 1戸）

を対象に，血液塗抹標本の鏡検を行った。その結果，平飼

い飼育の 2養鶏場で陽性が確認された。うち 1養鶏場では，

著しい産卵低下，削痩および貧血が認められた。

本報告では，管内で分離された P.juxtanucleareの感染

試験も実施されている。 4日齢のひなに寄生率4.8%の感

第 55巻 2019 年

染血液 (0.2ml) を心臓内に接種したところ， 9日目には

平均 3.1% (個体での最高値は 5.0%)の寄生率となり， 21

日目以降には 1%以下となったが， 32日を過ぎても少数

寄生が認められた。また，非感染鶏のヘマトクリット値は

平均 30%以上で推移したが，感染鶏では 14日目に平均

23.5%まで減少し，その後は 23日目まで 25%前後で推移

した。 32日目には非感染群とほぼ同じ値となった。体重

については，感染鶏は徐々に増体が低下し，最大で非感染

鶏の体重の 68%にしか達してない個体がみられた。また

感染群のうち 1羽が死亡したが，興味深いことにその病理

組織学的検査では，牌臓，心臓に赤外型シゾントが認めら

れ，生存鶏では赤外型はみられなかった。過去の報告でも，

奈良県の養鶏場において貧血，緑便，産卵率の低下がみら

れた事例があった35)。この報告でも重度の貧血を示すもの

の死亡鶏が出ず，病原性は低いと考えられた。この事例で

の主要臓器の病理組織学的検査では赤外型は認められてい

ない。詳細は不明ではあるが，赤外型の出現は致死を惹起

する要因であるのかもしれない。

d. 輸入シャモでの発生例17)

国内には P.juxtanucleareが分布しているが，過去には

検疫所における輸入動物検疫において P.gallinaceumが

検出された。動物検疫所成田支所においては 1992~2002

年の 10年間に 3件（タイ 2件，インドネシア 1件）でP.

gallinaceumが検出されている。 2002年の例では，到着時

の臨床所見では異常は認められず，検疫3-4日目に緑便の

排泄が認められ， 7日目には緑色下痢便および貧血がみら

れた。ちなみにこの個体にはロイコチトゾーン原虫の寄生

も認められた。 P.gallinaceumは前述のとおり，病原性が

強く，またヤブカ属クロヤブカ属ハマダラカ属イエ

カ属などの 37種の蚊により媒介される。国内に持ち込ま

れた場合国内の蚊により伝播が可能である点には注意が

必要である。

e. 鶏以外での鳥マラリアの発生

近年では，動物園などで飼育されているペンギンで鳥マ

ラリアの発生がみられている。 2010年に大分県の動物展

示施設において，別々に飼育されていたマゼランペンギン

とフンボルトペンギン計7羽が元気消失および沈うつを呈

し死亡した33)。全羽で肝臓および腎臓にヘモジデリン沈着

がみられ，有意菌は陰性であった。末梢血を用いた nested-

PCR6lにおいて， Plasmodium属特異遺伝子が検出された。

その後同居ペンギンの調査では，血液塗抹標本で赤血球

内に寄生するマラリア原虫が検出された。これらの遺伝子

配列による系統樹解析で 2系統の原虫が検出された。 1つ

は， P.relictumであり，飼育下鳥類や野鳥で東京や神奈川

など，全国的に検出されているものと配列が一致している。

もう 1つはP.juxtanucleareに近縁であることがわかった。

ちなみに，導入元のペンギンの調査では， P.cathemerium 

に近縁である系統が検出されている。
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2012年には，新潟県の動物展示施設のマゼランペンギ

ンが鳥マラリアに感染し死亡した例も報告されている34)。

発症したペンギンの多くは，貧血，食欲不振，黄疸，緑便

の排泄を呈し，肝臓および牌臓の腫大を特徴としている。

鶏マラリアの発生報告は少ないが，マラリアに対するペン

ギンの感受性が高いこと，また P.juxtanucleareに近縁で

ある系統が検出されている事から，注視が必要である。

おわりに

本解説では，わが国における鶏のロイコチトゾーン症と

鶏マラリアの現状について，文献および各都道府県の業績

発表要旨などから，発生事例をまとめた。わが国において

は，前者の発生が現在においても圧倒的に多いが，マラリ

アについては鶏以外での発生があることがわかる。ロイコ

チトゾーンの発症は，感染ヌカカによる吸血の際，宿主に

注入されるスポロゾイト数に依存する。また，一度感染・

耐過した鶏は防御免疫を獲得できることから，初感染時の

接種量を減らすためにヌカカによる吸血の機会を減らすこ

とが重要である。特に産卵鶏では抗原虫剤の使用が法令で

禁止されており，開放鶏舎での防除法はヌカカ対策が中心

となる。水田などのヌカカの発生源対策は難しいので，成

虫の活動を阻止するために電熱燻煙器やライトトラップの

設置換気扇の風向と風速を確認し，適切に使用する。経

費的な問題はあるがウインドウレス鶏舎などニワトリヌカ

カの入りにくい鶏舎構造に切り替えるなどが挙げられる。

これらの原虫およびベクターの生物学的特徴を理解したう

えで，今後の対策に役立てて欲しい。
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Review of Chicken Leucocytozoonosis and Avian Malaria Outbreak in Japan 

The Japanese Society on Poultry Diseases 

C-101 Sun Village Kawamura, 1-21-7 Kannondai, Tsukuba, Ibaraki 305-0856, Japan 

Summary 

Here, we reviewed the recent outbreaks of chicken leucocytozoonosis (caused by Leucocytozoon caulleryt) and avian malaria 
(caused by Plasmodium juxtanucleare). We searched for data on the outbreaks in published papers and conference abstracts, and 
hereby summarize the situation on the outbreaks, diagnoses of the parasites, and treatments for the infections. This report also 
provides basic information about the causative agents of the diseases which can be said in the understanding of parasite control on 

chicken farms. 
(J. Jpn. Soc. Poult. Dis., 55, 91-99, 2019) 
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