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《業績ノート〉

採卵鶏農場で発生した豚丹毒菌感染症

別所理恵0・津田健二2)

関山県井笠家畜保健衛生所，〒714-1225岡山県小出郡矢掛町浅海345
1)現在:岡山県関山家畜保健衛生所，守709-2123岡山県岡山市北区御津河内 2770-1

2)現在:美作県民局真庭地域事務所，千717-8501関山県真庭市勝山 591

要約

約 8，000羽を飼養する開放低床式の採卵鶏農場で，国内 4J1霊場自の報告となる豚丹毒菌感染症が発生

した。臨床疲状は羽毛逆立，衰弱，緑f更，熱感，死亡羽数の増加でわった。表弱鶏 6羽について病性鑑

定を実施したところ，細菌検主義で 5羽の諸臓器から豚丹毒菌が分離された。病理組織学的検ままでは，全

羽の肝臓とJJキ臓に化股仕炎症像が認められ，血清検査で発疲群に豚丹毒菌の表題感染防御抗原 (SpaA)

に対する高い ELISA値が認められた。発疲の誘因は飼養衛生管理の不備であったと推察され，防鳥

ネットの補修によるカラス対策や鶏舎消議など基本的な衛生対策を笑施した結果終息した。

キーワ…ド:豚丹毒菌感染症，採卵鶏， SpaA必LISA

緒 日

豚丹畿の原因である綜丹毒菌 Erysipelothrix

rhusiopatiaeの感染宿主は豚以外にも牛，めん山学，馬，

犬および鶏， ヒ在百鳥ならびに野鳥などの，鳥類， イルカ，

アサ、ラシ等，極めて広いことが知られている九本菌は

土壌等環境周捌に広く分布し，長期にわたり生残する特

性があるため，感染経路は皮膚或いは粘膜面からの創l傷

感染の可能性が最も高いと考えられている7!。鶏での症

状はEff:~~化，元気消失，下痢および突然死でありへ発痕

誘凶として密飼いや換羽などのストレスおよび複合感染

が指摘されている3)。

わが|翠の鶏での発生報告は， 1979年から 1981年の兵

隊燥の 3採卵鶏農場での事例のみである 4九

2008年4月，管内の l採卵鶏農場の育成鶏舎で，国内

41足場日となる豚丹毛筆菌感染症が発生したのでその概要

を報告する。

材料と方法

1. 発生状況

発生農場は採卵養鶏と水稲(約 70アール)の複合経営

で，飼養羽数は成鶏 7，221羽，育成鶏 773羽，計 7，994羽

であった。鶏舎は成鶏舎 2棟，育成鶏舎 3機から成り，
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鶏会構造は全て開放低床式で，飼養管理は主として送主

のみで水稲を管理しつつ実施していた。

今回発生のあった育成鶏舎は，発生が認められなかっ

た成鶏舎とは約 550m離れていた(図1)。育成鶏舎はや

や山に入り込んだ場所に位潰しており，J百j閣に群生する

高い樹木にはカラスが多数生息していた。鶏舎は腹立 2

設の群鈎ケージに屋根を付けただけの簡単な機迭であり，

カラスは穴の開いた防烏ネットの隙間から自由に出入り

できる状態であった。成鶏舎の内部にはケージ直下まで

奨が堆積しており，衛生管理が行き矧いていなかった。

発生鶏群は， 2007年 11月 21日餌付けのジュリア種

で， 2008年 l月 14日に 55日齢で 1，550羽導入された。

ワクチネーションプログラムは表 1のとおりである。導

入元で移動腹部に生ワクチンを連続接癒していたため，

導入E寺に高いストレスを受けていたと考えられた。

2008年4月 28日， 畜主から~I二笠家畜保健衛生所(以

下，家保とする)に「育成鶏舎の 160 日齢の鶏群が 2~3

日前から線使をし，この 3日間で 10羽が死亡した」との

連絡があった。

同日立入検査を実施したところ，育成鶏舎全体に活気

が無く， 1 ケージそれぞれ 5~6 5fJ餌養されているうちの

1~4 羽の鶏が羽毛を逆立ててうずくまっており，各ケー

ジの糞受け板上には緑使が多数認められた(写真1)。発

生ケージに偏りはなかった。また，発症鶏には熱感が

あった。空ケージが多いため羽数を篠認したところ，
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臨罷調

sI 1. 鶏舎配置図

表1. ワクチネーションプログラム

日i主主 種類 方法

。 MD ~Jî部皮下接続

POX 2手WIJ

IB }~1， 1限

14 ND・IB 飲水

IBD fil;水
21 IBD ftj;7j( 

37 ND・IB スプレー

49 ND' IB スプレー

51 POX 穿刺

AE 飲水

55 
し二三ここ~

116 トJBACMG IjJa:i: 

1，550羽導入した鶏が 773羽と半減していたが， *:=ì~は

死亡時期jも死亡羽数も正般に把援していなかった。

2. 病性鑑定

衰弱した;l!.~j合計 6 羽 C11母体 No.1~No. 3町 4JcJ 28日採

材， No. 4~No. 6・4月初日採材)を家保に持ち帰り病

tl:長設定を実施した。

細菌学的検査:主要!践認を血液寒天培地で 37
0

C，24 

Il手間好気および 48時間嫌気培養し，各々から分離され

た闘を形態学的，生化学的性状(アピコザネ，ビオメ

リュー製)並びに PCR で同定した。分i~[~的の寒天ゲ、ル

内沈降反応によるlfIl清型別は良{好機動物衛生研究所で実

施した。薬剤感受性検査は，ディスク拡散法(ベクト

後種EI 倣考

2007.11.20 

2007.12. 4 

導入元
2007.12.11 

2007.12.27 

2007. 1. 8 

2007. 1.10 

2008.3.15 }足場

ン・ディッキンソン株式会社製)で笑施した。

ウイルス学的検査:インフルエンザ1i1i易検奈はrlJl授の

エスプラインインフルエンザ A&B-Nキット C'!liゴてレビ

オ)を用いて笑施した。ウイルス分離は，諸臓器手U'f1Jを

発育鶴卵尿JJ英}段内に接種し， 4代継代培養した。ニュー

カ ッ ス ル 病 逃 伝 子 検 出 は No.1 ~ 3について RT句

nestedPCR， ワクチン株との識別はEcoR1切断パター

ンで実施した。

血清学的検査・血清は，発症鶏 6羽のうち搬送中に死

亡した NO.4 以外の 5 羽分と発!IiワI~ì に同居務群からラン

ダムに採血した 10:fJ分をプレlIlli青， 5月 15日に採lfIlし

た 10羽分をポスト血清として使用した。これらの血清

230ー
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写真 1 臨床症状

2干i摩擦

写真 2. 剖検所見

について， NDは回反応(化jfrlli!D，IB. IBDはELISA

キット(アイデックスラボラトリース)， Mgおよび Ms

は急速凝集反応(日生研)を潟いて各々抗体検査を実施

病理組織学的検査定法に従い実施した。

成 績

した。また，参考としてプレおよびポストjfJl消と管内 7 吉IJ検所見・臨床所見は， NO.1とNO.2の鶏に111門周凶

j*~IJ養鶏段場で採血した 1111治各 5 '-fJ分について!ほ丹市ーの の緑便付着，災0.5に肉冠先端の黒変， NO.6'こ削痩がそ

抗体検査を行った。抗体価の測定は，ラテックス凝集反 れぞれ認められた以外には若変がなかった。内臓病変と

)，G (日生研)および豚丹毒菌表問防御抗原 (SpaA)を用 しては， I刑政務，粋綴のIJ重大，心11失の混濁，腺腎・筋腎

いた ELISA (以下 SpaA-ELISA) の 2種類の方法で実 移行部の点状出血，不整形の卵抱など，全般的に綿菌あ

泌した。なお， SpaA-ELISAによる抗体価の測定は炭研 るいはウイルス感染を窺わせる所見が認められたが，全

機構動物衛生研究所で実施した。 羽に共通する所見はなかった(写真 2)(表 2)。
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表 2. 剖検所見

個体
番号

2 

3 

4 

肝臓 l陣織 心臓

黄被色膜塊脂混あ肪濁り状・の 腫大 心外膜混濁

脆弱・辺縁栄部 脆弱
に壊死

腺腎・
筋関

腎臓 卵巣 腹水

卵胞
脆弱 不整形

ー鳴骨暗唱内骨‘・・・・ー・

線点状開粘出膜血
黄色
混濁

腺腎出・移血行部

-・・・・ a‘戸咽』惨禍肉屯骨‘・‘・.ー-.--.

b 心白外色膜塊に

鴨神‘ー砕鳴崎鳴...----

6 脆弱・腹筋 脆弱

表 3. 細菌学的検査所見

{図{本番号 肝臓 l稗臓 ，心臓 1市 腎)t議

+ ND + 十 十

2 + 十 十

3 ND ND ND ND ND 

4 ND + ND + ND 

5 + ND ND ND 

6 + ND ND ND ND 

!検原丹出毒割菌合 4/6 3/6 2/6 2/6 2/6 

十，一:Erysかelothrixrhusiopathiaeの分離F新生，陰性

* : Geobacillus stearothermoρhilusの分離陽性

ND:細菌検出されず

細菌学的検査:6羽中 5羽の主要織器から，純培養的に豚

丹議E奇が分離された(表3)。分離菌の血清型はいずれも lb

であった。また， NO.2の鶏の肺・腎磁からは Geobacillus

stearothermophilusも分隊されたが，病原性のない日和

党感染菌であること，他の菌は分離されなかったことか

ら，豚丹議菌感染疲と診断した。分離した豚丹毒菌の薬

剤j感受俄試験では，アモキシシリン，アンピシリン，ペ

ニシリン，テトラサイクリン，エリスロマイシンに感受

性，カナマイシンに耐性であった。

ウイルス学的検査 インフルエンザ簡易検査・ウイル

ス分離ともに絵性であったoND遺伝子が NO.lとNO.2

の脳， NO.3のij巡と気管から検出されたが，制限酵素切

点移状行出部血 }施弱

誌rrパターンよりワクチン株と推察された。

血清学的検査.

豚丹毒菌抗体.発生撲場のプレ血清およびポスト rfI1清

と，管内の非発生 7農場の保存血清各 5羽分について，

ラテックス凝集反応による豚丹毒抗体検査を実施した結

果，発生農場のプレI樹高ゅうち同居鶏は陽性判定恭準の

4倍未満であったが，発症鶏は 5羽の幾何平均で 36.8

倍，ポスト磁波では 18.4倍となっていた。しかし，非発

生 7農場のうち 21足場でも陽性であった(表 4)。そこ

で，従来の抗体測定方法に比べて特異性が非常に高いと

今回。が報告している嫁丹議額表層防御抗際 SpaAを使

用した SpaA.ELISAを同一検体で実施し，その結果を

ラテックス凝集舗と比較した(図 2)0f間体別のラテック

ス凝集慨は発生農場の発症鶏とポストI血清で高かった

が，非発生農場でも豚における陽性判定基撲である 4倍

以上を示す個体が散見された。しかしながら， SpaA. 

ELISAでは発症鶏群の発症鶏とポスト血清のみが高い

抗体を保有しており，非発生後場の抗体価はL、ずれも低

値であった。

ウイルス抗体:プレ血清とポスト血清で実施したウイ

ルス抗体検査では NDがやや低下傾向であったものの

IB， IBDに動きは認められなかった。(表 5)。

マイコプラズマ抗体:Mg， Msの凝集反応では Mgは

全羽陽性から全;:PJ陰性に， Msが 2羽務官Eから全羽強陽

f生となった。

病理組織学的検査:諸臓器の化膿性炎症と!拝殿のi制包

壊死が全羽に共通して認められた(表 6)。肝臓ではうっ

血と細胞浸潤，壊死が認められ，化磁性肝炎像をE乏して

232ー
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表 4 豚丹毒抗体検査結果①

農場区分 検王立対象 幾何平均 検査羽数

発生農場 発生鶏群(プレ.同居鶏) <4 

発生鶏群(プレ:発主主鶏) 36.8 

発生鶏群(ポスト:同居鶏) 18.4 

非発生!箆場 農場① 10.6 

農場② <4 

撲場③ <4 
各 5羽

農場③ 8.0 

農場⑤ <4 

農場⑥ <4 

農場⑦ <4 

※ラテックス凝集反応 陽性基準:x4以上

議鼠請のS問A-EUSA誌体鍾

図 2. 豚丹毒抗体検査結泉②

A:プレ同居鶏 B:プレ発症鶏 C:ポスト同居鶏 ①~⑦.非発生j足場

表 5. ウイルス抗体検資

対象疾病/採血年月日 2008.4.28 

ND: HI価(幾何平均 2，702

IB: ELISA 儀( 平均l.63

IBD: ELISA 値 (王子均 2.46

-233 
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個体番号

2 

3 

4 

5 

6 

表 6. 組織学検査所長L

肝臓 1ll¥!I践 心臓 その他

化IIJJ!!モurF~ il在日包壊死 イヒ膿性d心筋炎

化JlI:~'1生1J1'炎!際協 議I1包壊死!践鋭 化j波紋心外膜炎 化j間サ|企生!政1胃~性炎
多発化 疑膜炎

化!限性肝炎 制j包壊死

化際空UJl炎 泌tJJ包壊死 化般投心筋炎 !多際性発性カ化タ!ル際モ性1:気紫管膜支炎肺炎

化!限性J}干炎 む在日包壊死 総統素化波紋，心膜炎

線多高発jft素位二化栄状!能壊性死IJ仲良膜炎 波JJ包接死

写真 3. 肝臓(左)と11*1織の純織学的所見。 JJI二臓にうっ IfIl.納IJ包浸ìl~J と壊死，
約!j践に/f!tJj:J>j系細胞の増生と広範な壊死がみられた。(HE染色)

いた。!Nリ民主も網1*1系細胞の培I~I三が認められ，広範な壊死 り，発症しているJJjにND生ワクチンを後続すると病状

が認められた(写真 3)。 のfl1Aイとを招き，場合によっては ND野外感染に似た非化

考 察
!限性JJìXi~を起こす2) 可能性を示唆している。生ワクチン

述続接磁夜後に非衛生的足立境に移動した本'kim:fは類似し

鶏における豚丹毒i塁打感染については，健康保菌鶏の存 た状況に|紛っており，このことが発症の引き金となって

在も示唆されているわが， 今回は敗血症死に至る発生が いたとも考えられるしIvIsの関与e も否定できなL、。 し

あったことから，発妓}足場は豚丹毒菌感染疲の起こりや かし， ウイルスは分離は陰;'1'1:でIvIs の分自j~ も実施しで

すい環境にあることと鴎側にも発旋しやすい要因がある いない。また， E省主による死亡・淘汰の記録もないこと，

ことが後策された。発生法場では，水{JJとの兼務を母性[ 終鮮の観察も十分行われてこなかったことから，鶏群全

に， ト分な î!/.r~!皆;殴や鶴吉?の?に司祭が実泌されておらず， 体のこれらの関与については不明である。

搬出されないまま腐敗・乾燥したり，カラスにつつかれ 防烏ネットの補修によるカラスの佼入防止と務会内外

て政~顕在誌を中心にほぼ骨絡のみとなった死鶏がケージ の消毒等を指導した結果，カラスの侵入は防除され発注

内や鶏糞の'1"(こ残されていた。 紡烏ネットも保守点検不 は終息したが，その後も再発妨止対策として，水稲兼務

足で，カラスにつつかれて頭部を負傷した'J1jが散見され で管理可能な飼養燦燦への総小を検討するよう指導し

た。これらの要因により，本l'siの侵入を許し，通常のがi た。また，釘j養衛生管理法準の遵守を孫徹底し，特に不

毒薬で容易に殺磁{できるが，腐敗肉中で 4カ月，糞便中 十分であった死亡羽数やlli卵等の記録のA妥伎を説明し

で 1~5 カ月生存する 6! とされる本闘を鶏舎内で存続さ た。

せ，カラスによる創f努とストレスで感染・発症したと推 昨今，ワクチンにより予防できる感染班の発生は減少

祭された。また NDの PCRでワクチン株が脳と気管か しつつある。しかし，今凶の事例は，飼養衛生管理法準

ら検出された他， 1¥おがポスト取消で強険性となった。 の逃守{ま日干[l見的感染による経済的損失安防止するため

大内らは，洛在的またはすでに他の病原体に感染した にも重要ーであることを改めて示唆するものと忠われる。
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Eどた，本症例における SpaA-ELISA検査はラテック

と比較して発絞鶏lf~と非発生鶏株を I列 11Mに区

切できた。今Jlil>のIJ互における試験成績では ELISA値

{立法論どおりあるいは疫学的な状況を正篠に反映した値

となっており，今回の鶏での検討も同様の傾向を示し

たごこのことから，鶏豚丹毒菌感染症においても診断や

む357の清浄度の確認に本検査手法が有用である可能性が

示i凌されたc

今後，鶏の病'[1鑑定時においても豚丹毒菌のような日

和見的感染も視野に入れるとともに HPA1のみならず

こうした疾病の予防にも宣言i養衛生管理!基準の遵守が必要

であることを良場に徹底して行きたいと考えている。

ぷ後に，分離f，kの luli肯型別扱びに SpaA-ELISAを実

絡していただいた民研機構動物衛生研究所の今EEI由美子

先生に深謝します。
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Erysiρelothrix rhusioραthiae Infection in a Layer Far命m

Rie Bessyoll and Kenji Sawada2l 

1kasa liv巴stockhygiene service center 

Asumi 345， Yakagetyo， Odagun， Okayama， 714-1225 

1) Okayama livestock hygiene service center 

!VIitsukouchi 2770-1， Kitaku， Okayamasi， Okayama， 709-2123 

Z) !VIimasaka Prefecture Bureau， !VIaniwa Regional Ofiice 

Katuyama 591， !VIaniwasi， Okayama， 717-8501 

Summary 

Erysipelothrix rhusiopathiae (ER) infection broke out in a layer farm rearing 8，000 layers in 

open-sid巴d，low-floor poultry houses. This was the fourth farm where an outbreak of this infection 

was report巴din Japan. Clinical signs observed were ruffl吋 feathers，prostration， green droppings， 

pyrexia， and increased mortality， ER was isolated from internal organs of five out of six 

prostrated layers by bacteriologic inspection. 1n histopathological examinations， purulent infla匂

mmation was recognized in all livers and spl巴ensof the six birds subjected to necropsy. ln 

serological examination， high ELISA antibody titer against surface protective antigen (SpaA) of 

ER was detected in the infected group. It was assumed that poor rearing and hygiene manage-

ment induced the outbreak. This outbreak was eliminated by improving basic hygiene manage-

ment such as repairing bird nets to prevent crows and sterilizing poultry houses 

(J. Jpn. Soc. Poult. Dis.， 47， 229-235， 2011) 

Key words : Erysipelothrix Thusioραthiae infection， layer， SpaA-ELISA 
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