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《解説》

カンピロバクターワクチン開発の可能性

鶏病研究会

〒305-0856茨城県つくばrli観音台ト21-7サンビレッジ川村 C，101

キーワード:カンピロバクター，対策，ワクチン

はじめに

カンピロパクターl罵l基 CCampylob白cterJeJwuおよび

c. coli)は食中毒起凶菌として世界的に問題となってい

る1)。特にC.jejuniによる食中毒については汚染鶏肉の

喫食がその主なリスク要因として挙げられており ，2009 

年 6月に食品安全委員会によってわが国初の食品健康影

響評価警が公表された耐のは記憶に新しい。カンピロパ

クター食r:j:I毒のリスク管理は， ~Iっ必から消費に会るフ ー

ドチェーン全体で行われなければならず，最も」二jhに位

置する生産段階，すなわちブロイラー農場におけるカン

ピロパクター汚染の低減が豆(~となる。 前述の評fJIIi者に

おいてな農場yiJ染を低減する技術の開発が検討諜題の

一つに挙げられている。現在考えられ得る主な農場汚染

低減i政milとしては， ① 環境から潟併へのカンピロパク

ター侵入の予防(ノ〈イオセキュリティの維持および強

化)21) ② ];15の脇へのカンピロバクタ一定着の予防 (競

合引除法2ω， ワクチネーションおよび抗病性を強めるよ

うな育将改良)，③ カンピロハクタ一定着鶏群のれ!1・浄化

(ファージ療法およびバクテリオンン処置::)20'の 3つが

ある。本解説では，これまで明らかにされてきたカンピ

ロハクターと鶏の桝主免疫機梢の相互作用に必づき， 仁

記戦略のうち ② に合まれるワ クチン開発における現状

とその可能性について概説する。

1. カンピロパクターと宿主免疫の相互作用

鶏のJJ易にカン ピロパクターが定才?すると，人でみられ

るような強い炎抗反J;~;や明らかな病変が認められないに

もかかわらず，盲腸やクロアカから糞使 1g当たり 109
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この解説は，鶏病研究会専門委員会で検討されたもの

であ る。

担当委員・岡村維史，有吉理イ主チ，御領政イ言， 嶋崎rt-
了，永~哲司，野中寓士夫，矢口手11)玄度遊説
組病研報 48巻 l号， 1 ~7 (2012) 

一ー l 

CFUに達する幽が検出される6.1日。一方，し、くつかの報

告によると，カンピロバクターはひなの牌臓や肝臓，そ

して血液からも分離されることから，脇上皮細胞に侵入

して全身感染を起こす可能性も示唆されている羽目Jロさ

らに，菌はJ)易|人j腔や粘液，特に腸|塗商深部の上皮細胞近

傍で細胞に接着も侵入もしない状態で観聖書されてきた

が，近年では lnvltroおよび invivoにおける鶏腸上皮

細胞への接着および侵入9制 も報告され，カンピロバク

ターと鶏の相11:作用に関する新知l見が蓄積されつつあ

る。鶏におけるカンピロパクター感染制御に向けたワク

チンの|例発には，この相互作用を型解することが大いに

参考になるであろう。

1) 自然免疫

11市乳類における Toll様受容体(TLRs)1の発見によ っ

て， 一般的な病原体を排除するための非特異的な向然免

疫が後に続く特異的な獲得免疫を調節する上で非常に軍

裂であることが明らかにされてきた。TLRsには様々な

種類があり，例えば TLR2はリポ蛋白質， TL1H はリポ

多糖類 (LPS)，TLR5は鞭毛， TLR9 G.島では TLR21)

は非メチル化 CpGDNA2と， 呉なる病原体関i主分子ノぞ

ターンを認識することで，それぞれに対して適切な免疫

反応を惹起できるようにシグナル伝達系に働きかけ

る九 これら TLRsの活性化は， カン ピロパクターに対

する免桜反応においても重要と考えられるが，その詳細

はまだま11られていない。人の場合，C. jejuniの DNAが

約 35% という低い GC合iitであるためかサルモネラや

I Toll機受存体病原体のみに特異的に作u:する分子

パターンを認識する動物細胞の受容体で， 自然免疫を

作動させる。

2CpG DNA: C および G の プ種類の滋li~がホスフォ

ジエステル結合で速なった配列。宿主動物の CpG

DNAはほとんどがメチル化を受けているのに対し，

細菌のそれはメチル化を受けないものがほとんどであ

るため，宿主はこれを病原体特有のバターンとして認

識する。
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大腸菌の DNAほど TLR9を刺激しないこと川，そして

C. jejuniの鞭毛が TLR5を刺激しないこと3.51)が報告さ

れており， C. jejuniの特殊な免疫回避機構との関連が示

唆されている。鶏においても人 TLRsの多くのホモログ

が同定されているが，詳細な機能解析には至っていない

のが現状である品目}。 しかし， C. jejuniは鶏や鶏由来細

胞の自然免疫応答を刺激し50】' サイトカイン遺伝子の転

写やそれに続く炎症性サイトカインの増加7叩，さらに

m V1VOでは感染鶏の脇における偽好酸球やマクロ

ファージの浸潤を起こすことが確認された問。仁jejuni

感染残において炎症反応や病変がほとんと惹起されない

こととこれらの事実との聞に存在する矛盾は，人と鶏に

おける TLRsの機能の違い13)に起因するとも考えられ

るため，カンピロパクター感染における鶏 TLRsの役割l

や機能については今後さらに詳細な解析が期待される。

2) 獲得免疫

鶏の腸におけるカンピロパクターの存在が鶏の全身お

よび局所における液性免疫を誘導することは，肯くから

知られている 1 0. 出品)。一般的には，実験感染 2~3 週間後

にはカンピロパクター特異的lf1i7脊 IgG，IgAおよび IgM

が徐々に増加し， 3~4 週間後には胆汁およびJJ長粘液中に

IgAが出現する 1.1)。抗体上昇と定着の低減との相

関10剖 11)や，移行抗体を保有するひなの感染抵抗性16..17)

は，鶏のカンピロパクター感染に対する有効なワクチン

の開発が可能であることを示唆している。一方，カンピ

ロバクターに対する細胞性免疫反応については，人では

臼己免疫疾患であるギランバレー症候群との関辿から解

析が進められているものの，鶏におけるその役割や機能

の重姿性は全く調べられていなL、。近年，自然免疫反応

から獲得免疫反応への移行に霊安な役割lを果たす樹状細

胞の単離や骨髄からの培養が，鶏においても可能となり

つつあり 12) カンピロパクター感染時における Thl/Th

2比も含めた獲得免俊反応に関する研究が加速すると思

われる。

2. 鶏用力ンピロパクターワクチンの開発

鶏カンピロパクターワクチンに求められる効果は，食

中毒発生リスク低減を自的とした 「裁の腸におけるカン

ピロパクタ ー(野外株)の定着の低減Jであろう。この

ようなカンピロパクターワクチンの開発が成功するため

には， ① 7-8週齢という若齢でも十分な免疫反応を惹起

する， @ C. jejuni (およびC.coli)の多様な血清裂に対

して交差防衛i能を持つ， ③多羽数飼育下での鶏群に適し

たワクチン接種法を応用する，そして@鶏のみならず人

においても卜分安全である，という少なくとも 4つの条

件を満たさなければならなL、
1) 従来型のワクチン

a. 不活化ワクチン

不活化ワクチンは，人への感染リスクを懸念すること

なく 高い免疫応答を誘導できる。鶏において，カンピロ

パクタ ーに対するいくつかの会幽1本ワクチンが試験され

てきた。10'CFUのホルマリン不活化C.jejuniをブロイ

ラーに解化後 16日間複数回にわたり経口接種したとこ

ろ，その後の同一株による攻繋試験において対照荷と比

較して盲腸内菌数の最大約 10';の低下が認められた3130

JJ旦汁 IgA量はワクチン接種鮮および非接極群の問で同

等であっ たが，前者の IgAは後者のそれよりも多くの

C. jejuni抗原 (14-45kDa)を認識した。なお，ワクチン

に大腸菌易熱性毒素を添加しても，免疫応答に変化はな

く，アジュパント効果は認められなかった。一方，攻撃

試験による評価は行われていないが， 108CFUの熱不活

化C.jejuniを卵内接種すると， 鞭毛特異的な一昨11青IgG，

IgMおよび IgAとj担汁および腸粘液中の IgAの増加が

得られ.鱗化 7日後にブースターとして同一ワクチンを

経!コ接種すると，分泌型 IgAの義明な増加lが認められ

た問。 このように，不活化ワクチンによって抗体上昇は

認められるが， 防御効果は不卜分な現状である。効採的

なアジュパントの添加によって切i1fi数の減少につながれ

ば，不活化ワクチン実用化への可能性が聞かれると考え

られる。

b. ~I二ワクチン

不活化ワクチンの注射は按極部t立への残留が問題とな

るため，ブロイラーでの利用は限られる。したがって，

ブロイラーにおいては生ワクチンがより有望なワクチン

の今つとして挙げられる。しかしながら，これまでカン

ピロバクタ に対する鶏用生ワクチンに|刻する併究報特

はほとんどなL、Ziprinら (2002)は，フ ィブロネクチ

ン接着因子 CadF，熱ショック蛋白質 DnaJ，細胞侵入

抗原 CiaBおよびブォスフォリ バーゼ PldAをコードす

る逃伝子をそれぞれノックアウトして恕盲腸への定着能

の低下した 4種類の株を作出し，これらを等量混合して

5日齢のひなに経口接種した。その後，11日齢時には定

着能の高い親株 10'CFUを経口攻撃し 1週間後に盲腸

定着菌数を確認したところ，低定着株;1/'接種存tとの問に

違いはなかった6110 なお，この研究の場合，免疫反応を

惹起する前の攻撃であった可能性を考慮する必要がある

ため，生ワクチンの効栄が必ずしも否定されるものでは

ないと考えられる。一般的に生ワクチンの開発には弱毒

株の病原性復帰や野外拡散なとの解決すべきi*題もまだ

多く，特にサルモネラの生ワクチ ンすらネ穏されていな
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いわが国では，現時点ではカンピロパクターに対する生

ワクチンの実用化への道のりは長い。

2) 新たなワクチン

a サブユニットワクチン

免疫原性の高い防御抗原の検索は，効果的なサブユ

ニットワクチンあるいは組換えワクチンの開発に向けて

最も重要な出発点となる。これまで研究が進められてき

たカンピロパクターに対するワクチンの標的抗原として

は， 鞭毛蛋白質 Flaの他， 外膜蛋白質 COuterMem 

brane Proteins; OMP) に含まれる MOMP， Pebl， 

CapA， CmeCおよび CfrAや， CiaBのような分泌抗原

が挙げられる(図 1)。

Fla は，最初jに宿主の抗体によって認識される鞭

毛10.H)の構成成分であり， カンピロバクターの定着に必

要なことが知られる最も良く研究されてきた免疫原性の

高い蛋白質である32. 35. 5~)。 しかし， Flaは糖付加による修

飾を受けているばかりか，相変異や抗原変異を容易に起

こすため，ワクチンへの応用が難しL、29.52)。

MOMP は，そのアミノ酸配ダIJからグラム陰性閣によ

く保存された外膜孔形成蛋白質 Porinに類似した抗原

と推定されている6九 鶏のカンピロパクター感染におけ

る役割は不明であるが，少なくともカンピロパクター感

染鶏の胤清がその三次元構造を認識している i叫ことか

ら，幾における免疫原性には疑いの余地がなく，ワクチ

第 48巻 2012 年

ン抗原としてだけでなく診断用抗原叫 としても候補に

挙げられている。

Peb1は， ABC輸送体3の構成成分で，主に外膜と内l換

の間隙(ペリプラズム〕に局在しているにもかかわらず，

哨乳類細胞への接着因子であることが明らかにされ

た22.25，.H)。この分子がどのようにして細胞接着や鶏への

感染に関わっているかについては現在議論中である。

CapAは，オートトランスポータを構成するリポ

蛋白質で， Caco2細胞 (人結腸癌由来細胞)への接着と

鶏の腸への定着に必要であることが報告された山

CmeCは，薬剤耐性:機構や病原性において重要な役割

を果たす CmeABC薬剤排出ポンプに不可欠な OMP成

分である28)。近年の研究によると，このポンプが抗菌性

のある胆汁に対する耐性を調節することで幽のJJ島への定

着に寄与すること川や， CmeABC排出ポンプの阻害剤

処置がC.jejuniの複数の薬剤lに対する感受性を高め，

3ABC輸送体 A TP-binding cassett巴 transportet 

の略称。ATPのエネルギーを用L、て物質の輸送を1'1
う膜輸送14>:の一群を指す。

iオートトランスポーター :V担分泌装置とも呼ばれ，

ぺリプラズムに移行した分泌蛋白質の一部が細胞外IJ具

にチャネル構造を形成し，その内部を残りの部分が通

過することで閣体外へ分泌される。

.・• CiaB 

CapA CmeC CfrA 細胞外

リポ多情

外膿

ベブチドグリカン

内康

ブラズム

CjaA 

細胞内

図1. カンピロバクターワクチンの開発に用いられた主な抗原の模式Igl 抗原を赤色で示し， こ

れとともに一連の構造物(ポンプなど〕を形成する他の分子を灰色で示した。
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鶏へのC.jejuni定蔚を低減させる川 ことが明らかに

なった。以上のことから， CmeC はC.jejuniの 111Vl VO 

定着のみならず薬剤耐A国化をも抑制できる可能性のある

魅力的な新規ワクチンの際的蛋白質候補となりうる。

CfrAは，細菌の欽輸送システムの OMP成分で，鉄欠

乏環境によって強く誘導され，務への定着にも霊安な役

割を担っている i剖。 近年， CfrAが様々なC.jejuni株間

で!よく保存かっ発現されており，さらにカン ピロパク

ター感染鶏由来血清との強い反応性から CfrAの 111

V1VOにおける免疫l京性が強いことが示唆されており，

CfrAはもう一つの有望な新規ワクチンの楳的蛋白質候

補と考えられている刑。

OtvIP成分以外に，分泌抗原の一つである CiaBも111

vitroで細胞侵入川および鶏の腸への定着聞 に必要であ

ることが報告されている。特にC.jejuniでは複数の株

においてゲノム DNAが既に解説されていることから，

バイオインフォマティクス5からのアプローチも I可能に

なり，今後はワクチン候補抗!JY(の検索がさらに効ヰミよく

jitむと考えられる。そして最終的には，これらのワクチ

ン候補抗原を復数組み合わせた多価ワクチンの開発にも

つながるかもしれなL、
b 制[換えワクチン

-H， 2004年， CjaAを発現させた弱音化サルモネラ

株をI1Jl、た終1-11.1ミワクチンの接積によってカン ピロパク

タ一定着を 10"低減できたことを，ポーランドの研究グ

ループが報告した5日。しかし， CjaAを発現しないキャリ

アサルモネラ株のみを接樟した対!!cqry，を設定していな

かった。加えて， CjaA は ABC輸送体の併成成分である

が，後にこれがi!iîの I}~肢に局れする糠付加リポ蛋白質で

あることが分かった日ため，この組換えワクチンの効巣

は再検証が必裂と考えられた。その後， *1:1<1の研究グ

ループは，利iJJ英アンュハントであるテタヌストキシン C

フラグメント(TetC)との融合室内自として CjaAを発

現する弱75化サルモネラ株 (ムaroA)を鴻に 21旦|終1-1接

府したところ，その後の攻撃試験で首脳内生l基i数を 1011

低下させることができた8)。さらに， CjaAの代わりに

PeblAを'[冶tC融合蛋白質として発現する株を)11いて

もほぼ同様の結果が得られている。

C. DNAワクチン

i宣伝子をl亘接接孫する DNAワクチンもすでにfdr究が

開始されている。 C.jejuniの日aA遺伝子を組み込んだ

ーバイオインフォマティクス 生物情報科学ともH子ば

れ， tj三物学 に|刻するデータの取得，蓄積，体系化，

デ タベース化，解析および可視化に向けた技術開

発・応!lJ に d，~づく研究を指す。

プラスミドを 2および 18円荷台11寺に筋肉内i'I'射したとこ

ろ，特異抗体が検出されなかったが，その後の攻撃試験

において、|三均 10'程度の盲腸内陸i数の低下が得られ

た3830 このような DNAワクチンの場合工島の免疫シス

テムを刺激する非メチル化 CpGDNA")や様々なサイト

カイン遺伝子17)を同一プラスミドに組み込むことで，ア

ジュハント効果を得られるかもしれない。

3) ワクチン接種法

ワクチンの効果は，接種時期と俵種方法にも依存す

る。特にカンピロパクターワクチンの接極対象と想定さ

れるブロイラーは非常に;fN荷台のうちに免疫反此、の惹起と

実質的な防御が必要なため，至j直接種時期の決定には鵡

における免疫機椛の成熟にl刻する知識が要求される。機

能性マクロファージは 12日齢 (EDI2)の発育鶏卵にお

ける肝臓あるいは ED16の牌臓においてみいだされ

る川。 しかし，獲得免疫機備は瞬化後 2週間でさらに発

達し，その成熟は 6迎齢まで続く 。JJ易関.iTリンバ組織

(GALT)は二峰性の発達を示す。すなわち解化後最初jの

l週Ii¥Jで脇全体において T細胞および NK細胞の数が

相川|し，次の 1if¥)[i¥jでは B細胞および T細胞がさらに

定着し， JJ易内剤11虚i叢の佐立とともにその成熟が起こる。

解化時点では自助扇桃は発達しておらず，内部には主に

T細胞が合まれているが， 6週間の問にさらに B細胞の

増加を伴って成熟する 5四九 膨化後最初]の 2週間におけ

る鴻の未熟な免疫機構は， 10 El齢までに免疫した現にお

ける抗体応答が比較的低いこと山 からも分かるよう

に，明らかにワクチネーションの効果に影響を及ぼす。

この問題に対しては，免役'=t的成熟を促すか，移行抗体

を強めるかのii決断がr)Jを奏すかもしれなL、。 ーえ" t.島へ
の接符Ui法に関しては，その資JlL効栄とrm1更さから，

飲水による経口接積や粘膜免疫を悲起するためのl噴霧接

極の他，卵|付接磁がj直jしている (生ワクチンの場合に限

る)。 特に，卯|付接有nでは 1II~J 間当たり 2 3 hflbiの l~91j に

I~I動的に接積でき，すでにマレック病なとのウイルス感

染症に対するワクチンに使用されている 刷。 ED18の羊

股肢か係|主i体に後初することで強L、免疫反応が符られる

という事支'は， 一見ひなの未熟な免疫機榊と矛盾する

が，卵内接蒋iは解化後のワクチン俵極よりも効'rよく自

然免疫および後f与免疫を刺激できる可能性があり，防衛l

困難な病原体に対しては有利な方法かもしれなL、3刊。 こ

れまで細菌感染症に対しては卵11-.]接極が可能な生ワクチ

ンは開発されてこなかったが，今後そのIlJ能性を探るfilli

f創立・，.:分あると考えられる。
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おわりに

鶏におけるカン ピロバクター感染の予防や制御は，人

のカンピロパクター暴露リスクを減少させるうえで設も

重量Eと位置づけられる。 しかしながら，現時点では効果

的かっ信頼できる実用可能な対策はまだなL、 ノ〈イオセ

キュリティの維持は比絞的実用的ではあるが，その破綻

は容易に起こる。その他の戦略は，まだ開発の絡に就い

たばかりである。ワクチン開発は可能性のある戦略では

あるが，① 有効な防御抗原の検索， @C.jejuniと鶏免疫

系の相互作用の解析， ③ ワクチン接種法の選択なと，課

題は多L、。さらに， C. jejuniは，近年では f感染jより

も 「定着Jという表現がよく使われるように，鶏におい

ては)場内常在虚!と考えられることもある。 しかしなが

ら，常在的に対する宿主の免疫系の不k、答性を考慮する

と， ここに紹介したカンピロパクターに対するワクチン

の冶効性を説明することは|対難である。 したがって fi自

用カン ピロパクターワクチンの開発には， さらに~i~礎研

究を章ね，多くの知l見を者積する必要があろう。
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Development of Vaccine against Campylobacter in Poultry 

The Japanese Society on Poultry Diseases 

C-101 Sun Village Kawamura, 1- 21 - 7 Kannondai, Tsukuba, Ibaraki 305- 0857, Japan 

Summary 

The Gram- negative bacterium Campylobacter is the most common bacterial cause of human 
gastroenteritis in many industrialized countries including Japan. Broiler chicken is considered a 
major source of human campylobacteriosis. On-farm control of Campylobacter in broilers would 
reduce the risk of human exposure to Campylobacter and significantly improve food safety and 
public health. Poultry vaccination is considered a farm control strategy to reduce intestinal 
carriage of Campylobacter by increasing host resistance but has not been applied to date. This 
article first presents the immunological aspects of avian campylobacteriosis and then review the 
current progress in developing poultry vaccine against Campylobacter and its future prospects. 

(J. Jpn. Soc. Poult. Dis., 48,1 - 7,2012) 
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