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|短報|

滋賀県下の犬における レプ トスピラ 抗体保有状況

河 南明孝 11t 土井大輔21

1)滋賀県 開業 (〒520-1216 高島市安曇川町中央1-2-18)

2) f鮒微生物化学研究所 (〒611-0041 宇治市横島町24-16)

(2007年6月4日受付・ 2008年2月20日受理)

要 約

2004年から 2005年の聞に，滋賀県内の動物病院に来院したレプトスピラ症ワクチン未接種の臨床的に健康な飼育犬

411頭について，レプトスピラの5種類の血清型である icterohaemorrhagiae(ワイル病)，canicola (犬型レプトスピ

ラ病)，autumnalis (秋疫A)，hebdomadis (秋疫B)，australis (秋疫c)に対する抗体調査を行った.レプトスピラ

抗体陽性率は 11.4% (411頭中47頭)で，血清型はicterohaemorrhagiaeが8.5%， canicolaが3.2%， hebdomadis 

が2.7%， autumnalisが2.4%， austrαlisが0.2%であった. 年齢別では幼若犬より成犬の陽性率が高い傾向がみ られ

たが，雌雄および飼育環境(室内飼育/室外飼育)の違いによる陽性率に明らかな差は認められなかった.

一一キーワード:犬，レプトスピラ抗体.
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レプトスピラ症はLeptospirainterrogansの感染によ

って引き起こされる人獣共通感染症で，犬， ~i菌，牛，豚

やげっ歯類など多くの動物種は，レプトスピラに汚染さ

れた水や土壌から，経皮的あるいは経口的に感染する

[1-3J.病原性レプトスピラの血清型は世界中で250以

上も知られており [2，3]， わが国では 1997年から牛，

水牛，鹿，豚，猪，犬を対象に， 7種の血清型 ictero-

haemorrhagiae， canicola， autumnalis， australis， 

tomona， grippotythosa， hardjoの感染が届出伝染病

に指定されている.感染した犬は，腎不全，肝不全，出

血傾向，黄痘，消化器症状など急性で重篤な臨床症状を

呈するが，ほとんどが慢性の不顕性感染となり，数年か

ら生涯にわたりレプトスピラ尿症を呈する [1，2，4].そ

の予防のため国内では icterohaemorrhagiae，canico-

la， hebdomadisに対する犬用不活化ワクチンが市販さ

れている.

犬におけるレプトスピラ抗体調査は鹿児島県 [5J，北

海道，静岡県， 富山県，兵庫県，岡山県，沖縄県 [6]，

大阪府 [7Jで実施されており，すべての地域で抗体|場

性犬が検出されているが，過去に滋賀県下の犬について

調査した例はない.そこで今回，われわれは滋賀県にお

ける犬のレプトスピラ感染状況ならびにその血清型の分

布を知る目的で，臨床的に健康な飼育犬のレプトスピラ

抗体調査を実施した.

連絡責任者・河南明孝 (あど動物病院)

〒520-1216 高島市安曇川町中央1-2-18

材料および方法

動物:2004年から2005年までの聞に滋賀県内の動物

病院に来院したレプトスピラ症ワクチン未接種の臨床的

に健康な飼育犬411頭を対象に，採血 Llfni青を分離し

た.

レプトスピラ抗体価測定:抗原には，届出伝染病に指

定されている血清型のうち，囲内に常在することが確認

されている icterohaemorrhagiae，canicola， autum-

nalis， australisおよびワクチン株のhebdomadisを加

えた5種類の血清型 [1，2Jを用いた.供試血清の抗体

測定は， 側微生物化学研究所にて顕微鏡的凝集試験

(microscopic agglutination test; MAT [8J)で行っ

fこ.

被検血清は96穴マイクロプレートを用い，各wellに

25μl量となるようツイーン・アルブミン (TA)培地で

10 倍~ 160倍に 2倍階段希釈した.次にTA培地で

30
0

C， 3 ~4 日間培養した菌液(1 ~2 X 108個1m/) を

各wellに25μlずつ滴下し， 30
0Cで2時間反応させた.

TA培地のみと菌液をそれぞれ25μl混合したwellを対

照とした.

判定:反応後，各wellから血清と菌の混合液を 1ii高

取り，暗視野顕微鏡により 200倍で鏡検した.対照と比

較して， 40倍希釈以上で凝集もしくは溶菌していない

ft . FAX 0740-32-3773 E.mail: kawamina@topaz.plala.or.jp 
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表1 レプトスピラ抗体陽性率

性別 検体数 |場性数 (%) 

刻t 208 25 (12.0) 

制t 203 22 (10.8) 

言| 411 47 (11.4) 

表2 血清型別の抗体陽性率

血清型 陽性数 (%) 

icterohaemorrhagiae 35 (8.5) 

canicola 13 (3.2) 

hebdomadis 11 (2.7) 

aufumnalis 10 (2.4) 

ausfralis (0.2) 

フリーの菌数が50%以下の場合を陽性とし，陽性を示

した最高希釈倍率を凝集抗体価とした [3].有意差検定

にはカイ 2釆検定を用いた.

成 績

総数411頭中 47頭(11.4%) にレプトスピラ抗体が

検出された.雌雄別では雄208頭中 25頭(12.0%)，雌

203頭中 22頭(10.8%)が陽性であったが，両者の問

に有意差は認められなかった(表1).lIll1青型は，ictero-

haemorrhαgzaeが35頭 (8.5%)， canicolaが 13頭

(3.2 %)， hebdomadisが11頭 (2.7%)， autumnalisが

10頭 (2.4%)および、australisがl頭 (0.2%)で陽性

であった(表 2).年齢別では 1歳未満 22頭中 1頭

(4.5 %)， 1歳以上3歳未満38頭中4頭(10.5%)，3歳

以上6歳未満92頭中 15頭(16.3%)，6歳以上259頭中

27頭(10.4%)が陽性で，成犬の陽性率が高い傾向が

認められた(表3).飼育環境別では，室内飼育犬 104頭

中15頭(14.4%)，室外飼育犬307頭中 32頭 (10.4%) 

が陽性であったが，両者の聞に有意差は認められなかっ

た (表4).また飼い主への聞き取り調査の結果，ほとん

どの室内飼育犬が散歩を習慣としていた.

考 察

鹿児島県の引き取り犬(1984 年~1987 年) のレプト

スピラ抗体|湯性率は 23.5% [5J，飼育犬(1992年~

1996年)では静岡県の40.0%，沖縄県の 29.0%，北海

道の 25.8%，岡山県の 15.0%，兵庫県の 10.0%，富山

県の 8.9% [ 6J ，大阪府の放浪犬 (2002 年~2003 年)

では 52.9% [7Jと報告されている.これらの成績は調

査年代が異なり，また，大阪府は凝集抗体佃i10倍以上，

その他の地域は 72倍以上を採用しているため， 40倍以

上を陽性とした今回の調査結果と一律に比較することは

できないが，滋賀県における飼育犬の抗体陽性率

(11.4%) は比較的低い地域のひとつと考えられる.飼

表3 年齢別のレプトスピラ抗体陽性率

年齢 検体数 陽性数 (%) 

I歳未満 22 (4.5) 

l 歳以上3歳未満 38 4 (10.5) 
3歳以上6歳未満 92 15 (16.3) 
6歳以上 259 27 00.4) 

言十 411 47 (11.4) 

表4 飼育環境別のレプトスピラ抗体|場性率

飼育環境 検体数 陽性数 (%) 

室内飼育

室外飼育

104 

307 

15 

32 

(14.4) 

(10.4) 

育犬の衛生状態は放浪犬に比べると良好であると思われ

るが，富山県を除く地域では陽性率が 10%以上もある

ことから，飼育犬であっても散歩などの際に レプトスピ

ラに汚染された水や土壌から感染する機会は決 して少な

くないと推察される.

検出頻度の高い血清型は地域により異なり，北海道と

鹿児島県ではたterohaemorrhagiae，兵庫県，岡山県，

沖縄県では canicola，富山県では autumnalis，大阪府

では australis，静岡県ではたterohaemorrhagiaeと

canicolaであったと報告さ れている [5-7J.今回の調

査では icterohaemorrhagiaeが8.5%と最も高率に検出

され，次いで，canicolaが3.2%， hebdomadisが2.7%，

autumnalisが2.4%， australisが0.2%であった. 血

清型には宿主偏好性があり，特に家鼠は icterohaemor-

rhagiaeに，犬は canicolaに感染して長期間保菌し，牛

ではhebdomadisやautumnalisの感染が多いが保菌期

間は数週間以下と短いことが知られる[1， 2].米国では

犬用ワクチンの普及やドブネズミの排除でicterohaem-

orrhagiaeとcanicolaは減少し，代わって野生動物や家

畜に由来するgrippotyphosaとbratislavaが主要な血清

型となり [2，9-11]，保菌動物の地理的分布の差異や犬

の移動等により血清型の分布に地域差が生じる と考えら

れている [11J. 
海外や鹿児島県で雄犬の抗体陽性率が高い理由とし

て，その行動範囲が広いことがあげられている [5，9， 

10]. 同様に行動範囲の広い猟犬や牧羊犬は，伴侶犬に

比べると感染の危険性が高いとされている [9].鹿児島

県以外の地域 [6，7Jおよび今回の滋賀県の調査では|場

性率に明確な性差は認められなかった.その理由とし

て，検査した犬のすべてが繋留または室内で飼われてい

る飼育犬であり，犬の行動範囲は飼い主によって規定さ

れるため，雌雄で感染の機会に差はなかったものと考え

られる.

またレプトスピラの抗体陽性率は加齢とともに増加す

ることが報告されている [5，9-11]. 今回の調査でも，
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陽性率は l歳未満の幼若犬で低く，成犬で高くなる傾向

がみられたことから，加齢とともに感染の機会が増すも

のと考えられる.

今回，室内飼育犬と室外飼育犬で抗体陽性率に明らか

な差は認められなかった.飼い主への聞き取り調査で

は，室内飼育犬のほとんどが野外の散歩を習慣としてお

り，行動範囲は室外飼育犬とほぼ同じであったと考えら

れることから，レプトスピラ症のワクチン接種は室内飼

育犬にも必要で、あると思われる.

本調査は船滋賀県獣医師会小動物部会の事業として実施し

た.血清採取およびデータ解析や参考資料の収集にご協力下さ

った開業獣医師の先生方ならびに抗体検査を実施下さ った附微

生物化学研究所に深謝する.
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Survey of Leptospira Antibodies in House Dogs in Shiga Prefecture， ]apan 

Akitaka KAWAMINAMI*t and Daisuke DOI 

* Ado Animal Clinic， 1-2-18 Chuo， Adogawa-cho， Takashima， 520-1216， Japan 

SUMMARY 

A survey of leptospiral antibodies against five serovars， icterohaemorrhagiae， canicola， autumnalis， hebdo-

madis and australis was performed on 411 house dogs presented to veterinary hospitals in Shiga Prefecture 

from 2004 to 2005. All the dogs examined were clinically normal and did not have the vaccinations against lep-

tospirosis. Leptospiral antibodies were detected in 11.4% of dogs (47/411). The serovars icterohaemorrhagiae 

(8.5%)， canicola (3.2%)， hebdomadis (2.7%)， autumnalis (2.4%) and australis (0.2%) were detected in positive sam-

ples. The incidence in older dogs tended to be higher than that in younger dogs. No significant association 

was found between the incidence and factors such as sex and living environment (indoor / outdoor) of the dogs. 

一一-Key words : dog， leptospira antibody. 
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