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鶏の力ンピロバクター感染と防御における

給水システムの役割 1) (1) 

N. H. C. Sparks2
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概 要

カンピロパクターは，イギリスを含む他の多くの

国で食中毒の主たる原因であり，ヒトの食物連鎖に

入る主な感染経路の lっとして鶏が認められている。

それゆえ，農場におけるカンピロパクターの潜在的

な感染源を検証することに，非常な興味が持たれて

いる。可能性のある lつの感染源として水があるが，

水はおそらく微生物が最初の感染後に鶏群を介し

て伝播する手段でもある。鶏のカンピロパクター感

染に果たす水の役割の研究は，バイオフィノレム(生

物膜)のような微生物を保護する因子の重要性と

カンピロパクターの「生きているが培養できない

(VNC)型の可能性を確認した。野外発生での VNC

型の同定の困難さが危険因子としての水の重要性

を過小評価させたが，野外条件で VNC型の感染を

起こす能力に関して，矛盾した意見がある。生産者

は，カンピロパクターを含む微生物汚染菌数を減少

させるため一連の製品で飲料水を消毒処理し，製品

は成長中の鶏に到達する。生産者によって，使用さ

れる製品の例として，塩素，二酸化塩素，有機酸，

過酢酸および過酸化水素がある。これらの製品の

効果は，使用される環境によって異なり，例えば，
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pHは塩素の効果に重大な影響を持つ。飲料水処理

が完壁に実現された場合，さらなる証拠，すなわち

カンピロパクターによって引き起こされる感染の

発生だけではなく，増体量，飼料効率，鶏群の斉一

性のような通常の生産パラメータへの影響の証拠

が求められる。

1 .はじめに

イギリス(以下 UK)では，好熱性のカンピロパク

ターが常に最も多く報告されている食中毒発生の

原因である。例えば，イングランドとウェーノレズで、

は，カンピロパクターが 2005年と 2006年に 46，000

件以上，これと比較してサノレモネラがそれぞれ同時

期に 11，459件および 12，528件分離された (Health

Protection Agency， 2008)。カンピロパクターが，多

くの環境下で検出され，愛玩動物を含む各種動物で

確認されているが，ヒトの食物連鎖に侵入する主要

なルートは鶏と考えられている (ACMSF，2005)。

2001年 UKでは，小売屈で、購入された鶏の 5.7%が

サノレモネラ陽性で、あったが，カンピロパクターは，

地域によっても異なり最大 76%で、あった(FSA， 2003)。

このことの一部は，養鶏産業がサノレモネラに対して

ワクチンプログラムと改善された生物学的安全性

(バイオセキュリティ)を有する効果の反映であり，

そのことはカンピロパクターを抑制するための処

理が無力で、あることを強調している。

多くの研究によって，鶏のカンピロパクター感染

の危険因子が考えられており，し、くつかの研究では，

カンピロパクターが鶏舎に侵入するか，鶏舎周囲に

運ばれるルートとして給水システムを確認して

いる。この総説では，鶏のカンピロパクター感染に

おける給水システムの果たす役割を可能性のある

抑制メカニズムとして論じられる。
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2. 力 ン ピ 口 パ ク タ ー

カンピロパクターは，消化管，特に鶏の盲腸内か

らしばしば分離される動物由来の微生物で，普通は

明らかな疾病の症状を示すことなく生息している

(CoπyとAtabay，2001)。しかし，ヒトの消化器内に

定着すると，カンピロパクターは急性腸炎を引き

起こす。C.coliおよびC.lariも生息しているが，

C.jejuniは，家禽の主な汚染菌である (Haldら， 2000)。

カンヒ。ロパクターは，湾曲， S字状あるいはらせん

状の形態で長さは， o. 5~5. 0μmのグラム陰性細菌

である。運動性を有し，高濃度の酸素に耐性である

が，微好気性の傾向があり，高濃度の酸素は，球菌

状にトランスフォーメイション(変形)する(これは

古い培養でも見られる)。

カンピロパクターは， VNC相に入ることはでき

ると考えられている (Rollinsonと Colwell，1986)。

VNC相の意義は，不確実であるが， (例えば，感染

性なのか，培養可能な相へ復帰するのか，球菌状の

形態は単なるらせん状の退行型なのか)が，後に論

じるが， VNC型の潜在的な存在は，カンピロパク

ターの回収と分離を不確実なものにする一要因で

ある。

カンピロパクターは通常，宿主外では生育できな

いが， 17種すべてのカンピロパクターは 370Cでよ

く生育し，いわゆる好熱性といわれる C.jejuni，

C. coli， C. lariおよびC.upsaliensisは， 42~430Cが

至適増殖温度条件である。しかし，カンピロパク

ターは，鶏舎で見られるような環境，氷点あるいは

氷点下においても長期間生存する (HoopとEhrsam，

1987)。

3. 鶏の力ンピロバクター感染

鶏群へのカンピロパクター感染は，一般に垂直感

染よりも，むしろ水平感染の結果と考えられている

(CoηyとAtabay，2001)。概して鶏群は， 3週齢まで

カンピロパクターに陰性であるが (Bullら， 2006)， 

その後 4週齢までに群の 40%以上が陽性となり，

7週齢までに 90%以上に増加することが示されて

し、る (EvansとSayers，2000)。

感染の始まりが遅れる理由は，不明であるが，お

そらく暴露の欠如よりも微生物がかなりの数で，鶏

にコロニーを形成することができないことを反映

している。この遅れを説明するために提案される可

能性のあるメカニズ、ムに，若齢鶏における母鶏抗体

の存在がある (UKにおける多くの種鶏群は，カンピ

ロパクタ一陽性なのであろう)0 ACMSF (2005)は，

「適切に適応されたバイオセキュリテイ」は，カン

ピロパクター感染症の発生を減らすことを確信し

ているが， UKよりもスカンディナビア諸国の方が

容易に達成するであろうことを認めている(冬はより

寒く，一般的にスカンディナビア諸国ではー農場

当たりの鶏舎数が少ないため)。

カンピロパクターは，盲腸および特に総排滑腔陰

寵の粘膜層内に見られる比較的低酸素分圧を好む

(Doyle， 1991)。カンピロパクターが，一度消化管内

に定着すると，鶏は糞便(最大 19当たり 108cpf，Stem 

ら， 1994)中に多量のカンピロパクターを放出し，感

染は鶏群内では，しばしば 1週間以内に広がる

(Jacobs-Reitsmaら， 1995; EvansとSayers，2000)。

一方，カンピロパクターは，環境中では増殖しな

いが，長期間生存することのできる能力と相まって

宿主の種類が広範囲にわたって分布し，偏在してい

ることを意味している。いろいろな研究で清浄化し

た後に鶏舎内のカンピロパクターを分離同定する

ことができなかったので，感染は通常鶏を収容する

ために使われている場所の外部感染源から起こる

と考えられる (CoロyとAtabay，2001)。しかし，この

微生物の複雑な疫学は，この微生物(特に VCN型)

の回収と培養の難しさと結びついて，鶏群の感染源

と感染経路を特定する試みがしばしばできないこ

とを意味している (EvansとSayers，2000)。

しかし，多くの研究では，鶏のカンピロパクター

感染の主な危険因子の同定を試みた(表 1)0 Adkin 

ら(2006)によって行われたメタ分析の結果，農場汚

染の 14の感染源と感染に寄与する 37の因子が確認

された。著者らは，主な感染源として，出荷後の農

場と他の鶏舎，農場の従業員，そして農場の他の動

物を確認した。これらの発見は，カンピロパクター

が鶏舎内に侵入する一連の経路を浮き彫りにし，

もっと正確にいうと，今日までカンヒ。ロパクターの

潜在的な感染源として水あるいは給水設備が常に

確認されてきたわけではないことを示している。

しかし，最後の点に関して，カンピロパクターに

よる水の汚染に関する確かなデータを得た研究が

ほとんどないことを報告することは適切である。
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表 1 鶏群のカンピロパクター感染に関係する危険因子の例
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危険因子 国 名 参考文献

衛生的障壁の欠如
同只 Berndtsonら(1996)，Haldら(2000)，

スウェーデン，デンマーク，種々の国
Adkinら(2006)，Hanssonら(2007)

農場における他の家畜の存在 デンマ ク，オランダ Haldら(2000)，Bouwknegtら(2004)

一群毎の屠殺(薄飼いにする) スウェーデン，デ、ンマーク，種々 の国
Berndtsonら(1996)，Haldら(2000)，

Adkinら(2006)

清浄化期間の短縮 (14日以下) スウェーデン，デンマーク Berndtsonら(1996)，Haldら(2000)

Arsena叫tら(2007)，Berndtsonら
げっ歯類の存在 カナダ，スウェーデン，イギリス(UK)

(1996)， Evans (1997) 

不完全な乾燥掃除 UK 

他の鶏舎の接近 UK，オランダ

鶏舎の修理の不完全な状態 UK 

踏込み消毒槽の欠如 UK 

共同使用の飲水器による給水 UK 

垂直あるいは垂直と水平の換気孔 アイスランド

鶏舎に入る前の踏込み消毒槽の使用※ アイスランド

鶏舎掃除のための地熱水の使用 アイスランド

Evans (1997) 

Evans (1997)， Bouwknegtら(2004)

Evans (1997)， EvansとSayers(2000) 

EvansとSayers(2000) 

Evans (1997) 

Guerinら(2007)

Guerinら(2007)

αlerinら(2007)

鶏群の羽数の増大 スウェーデン，アイスランド Berndtsonら(1996)，Guerinら(2007)

Guerinら(2007)農場に糞尿敷料の散布 アイスランド

井戸水など薬剤未処理飲水の使用 アイスランド Guerinら(2007)

夏季(冬期に比べての)育成期間 オランダ Bouwknegtら(2004)

年間の農場飼育羽数 カナダ Arsenau1tら(2007)

※この反直感的な発見は，おそらく人為的な不完全な踏み込み消毒槽(長靴の不完全な浸漬および不十分な
消毒液の濃度)とその関連する質問を反映するものが提起されている結果であると著者によって説明されている。

※器メタ分析の結果

4. 鶏の力ンピロバクター感染
の原因としての水

1)背景

Pearsonら(1993)は，感染源として飲料水を確認

し， Kapperudら(1993)は，飲料水が重要な危険因子

であることを発見した。さらに最近になって Adkin

ら(2006)は， 74例の研究データを用いて，メタ分析

によりカンピロパクターの原因として最も頻繁に

報告されている範需は垂直感染，給水源および以前

の鶏群からの連続した持ち越し汚染を報告して

いる。

しかし，持ち越し汚染であるカンピロパクター感

染源として認められた 13例の潜在的なデータを解

析すると，給水は関連スコア-8.41で，順位覧表の

第 11番目で、あった。また同じ研究を 32例の潜在的

に寄与する因子のうち， 7.kの消毒および供給機器を

9番目と 27番目にランクしたことは，注目すべきで

ある。カンピロパクターは，塩素処理水に対して例

えば，E. coliよりも感受性が高いので(Lund，1996)， 

9番目の水の消毒のランクは，危険因子を評価する

場合，解釈の重要性を強調している。したがって，

おそらく水の消毒は，本来，感染に寄与する因子で

はなく，むしろ農場における微生物または疾病問題

の代理の指標と考えるべきである。水の消毒は，

このような状態を制御する試みとして導入されて

いる。同様の発見(すなわち，悪い鶏群の成績と水

処理の関係)が，ヨーロッパのブロイラ一種鶏群の

成績を調べた主要な種鶏会社によって報告されて

いる (Nichoson，私信)。

飲料水あるいは飲料水システムがカンピロパク

ターの感染あるいは起因であることを示す証拠は

限られているが，飲料水の重要性は，水からカンピ

ロパクターを回収することができなかったために，
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ほとんど認められてこなかった(微生物が VNC状態

であったり，水のサンプリング量が不十分であった

りするため)。また，農場に入る水(公共水，深井戸)

の汚染とその後の貯水槽タンクあるいはその他の

給水システムの部分的な汚染(微生物を鶏群内に

急速に拡散させる汚染)と区別がされねばならない。

2) 力ンピロバクターの危険因子としての水源

カンヒ。ロパクターの感染源を考えるとき，いわゆる

自家用水源(例えば，深井戸あるいは浅井戸)は，公共

の水源よりも高い危険性があると思われる。この仮説

は， UKの水源から 30年以上ヒトの感染症を分析して

きた Saidら(2003)によって支持されている。著者らは

自家用水源から人口の 0.5%しか水を得ていないが，

飲料水に関係する腸の疾病の 36%に相当した。カンピ

ロパクターは，すべての飲料水による発生の 52%で

確認されていることも注目すべきである。同様に

Schusterら(2005)は，カナダで 30年以上の飲料水に関

わるヒトの感染症の発生のデータを報告している。

288件の発症例のうち， 99件が公共の給水システムで

発生しており，準公共システムでは 138件が，自家シ

ステムでは 51件であり，原因微生物のリストに

カンヒ。ロパクターがジアルジア属についで第 2位と

なっている。厳しい天候および近くに動物がいること

が疾病発生に関係する 2つのキー因子である。

しかし，鶏に関係するカンピロパクター発生を

考えた場合，深井戸には根拠が疑わしい。 Adkinら

(2006)によって行われたメタ分析は， 17の報告のう

ち3つの報告に影響を認めたに過ぎない。このこと

が，深井戸の水を使用する前に十分殺菌剤を使用し

た確実なデータの欠如が，本当の危険を示すものか

明らかではない。

公共水道の処理に使用されているように，水の塩

素処理はカンピロパクターを不活化するのに有効

な方法であるが，このことは塩素処理した水が，サ

ウスウエールズ、の住宅地区で、の C.jejuniの発生が立

証したように感染源になり得えないとはいえない

(Richardsonら， 2007)。この場合，公共水道は，ひび

割れた溜池からの地表で汚染されていた。塩素処理

水がカンピロパクター感染源として疑われる場合，

通常これは塩素が規定濃度で添加されなかったか，

しばしば見られるのはサウスウエールズの発生の

ように塩素処理後に発生した重度の汚染が，塩素の

防御効果を圧倒したためである。

3)バイオフィルムの役割

給水システム内に生存するカンピロパクターの

能力は，システムの浄化に影響される。溶解性無機

ミネラル塩は，普通，水垢と呼ばれるものを形成し，

一方，有機物汚染はバイオフィルムを生じさせる。

「バイオフィルム」は，微生物の作用によって，

給水システムの内側表面上に作られ，基本的に多糖

類の有機物の層を表現するのに用いられる包括的

な記述で，多くの給水システムの潜在的な特徴で

ある。例えば，カンピロパクターは給水システムで

通常使用される物質の上にバイオフィルムを作る

(Reeser ら， 2007)か，あるいは他のメカニズムに

よって形作されたバイオフィルムを占める。興味深

いことに，鞭毛を持たないカンピロパクター型は，

また固体の表面に付着できず，バイオフィルムを作

ることができなし、 (Kalmokoffら， 2006)。バイオフィ

ルムの存在は源泉に無関係にカンピロパクターの

生存時間を有意に高め (Trachoo ら， 2002; Lehtola 

ら， 2006)，カンピロパクターの株によってその効力

は影響を受ける (Buswellら， 1998)ことが示された。

バイオフィルムの存在は，消毒剤の効果も減じる

(TrachooとFrank，2002)。

給水システムからバイオフィルムを除去するの

に，鶏群聞のシステムを洗浄する場合，適切な消毒

剤あるいは酸化物で給水ラインに「衝撃」を与える

ことは，通常の商業的な手段である。この衝撃洗浄

の目的は，バイオフィルムを剥がし，システム内に

形成されたミネラノレ沈殿物を溶かすことである。この

1つの方法は，以下のようなものである (Quiroz，2008)。

システム内の残留している水を排出し，それから

85%有機酸をシステム内に流し，その溶液を 90分

間システム内に保持し，次に 35%過酸化水素を流し，

24~48 時間浸漬させたのち，有機酸を再び流す。

バイオフィルムのようにプロトゾアも消毒に

対して摂取したカンピロパクターを守ることが

報告されている (Kingら， 1988)。より最近， Snelling 

ら(2006，2007，2008)は，鶏の給水システム内にフ。ロ

トゾアと c.jのunzを検出し， C・jejuniを含むアメー

パで攻撃した後に，鶏が感染することを報告して

いる。

4) 水中での力ンピロパクターの生存および検出

飲料水内にカンピロパクターを投与したとき，

株によるカンピロパクターの生存能力への影響に
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ついては， Cools ら(2003)を含む多くの研究者に

よって報告されている。彼らは 19穫の C.}そ;uni(参

考株 2，水から分離された 4，ヒトから分離された

9) を試験して鶏からの分離株が最も長期間 (32~50

日間)生存したことを報告した。もっとも最近，

Ogdenら(2007)は，鶏の給水システムから分離された

カンピロパクターのタイプの影響を討議したとき，

あるカンピロパクターは水中で長期間生存できる

「ストレス反応システム」を発展させた可能性を論

評した。著者らは，分離株のタイプを決めるために

多座配列タイピング(MLST)技術を用いて，水との

関係がしばしば報告されているクローン複合体

No.45を回収した (Frenchら， 2005)。

水が鶏群の汚染に寄与する潜在的な給源である

ことの状況証拠はあるが，給源あるいは感染経路と

して明確に結論づける野外研究を見つけることは

より困難である。しかし，一部，このことは水およ

び給水システムからカンピロパクターを回収する

難しさを反映している。例えば， Pearsonら(1993)

は， 18か月関連続して養鶏場で反復するカンピロパ

クター感染を報告した。給水システムの深井戸を含

む種々の部分から繰り返し行われた 185例のサンプ

ル採取にもかかわらず，直接および濃縮方法では，

陽性結果を得られなかった。カンピロパクターが水

源および給水システムの両方で、検証されたのは，間

接蛍光抗体顕微鏡が，使用されたときだけであった。

より最近 Zimmerら(2003)は， 3回連続した商業

用鶏群で，カンピロパクター感染での給水システム

の役割を研究するため RAPD-PCRと免疫蛍光顕微

鏡を含む広範囲の技術を用いた。カンピロパクター

が，給水管のニップルに続くバイオフィルムから

回収されたが，著者らは RAPD-PCRデータにより，

給水システムで発見されたカンピロパクターは，

鶏から回収して得られたそれとは異なっていたと

結論した。彼らの発見の意味を議論する中で，著者

らは次のような因子を報告した。

①微生物が，V1司C状態でフk中に存在する

②水中のカンピロパクターの数が少ないことに

よる検出の困難さ

③ VNC状態に寄与するバイオフィルムの可能性

このことが，給水システムと鶏のカンピロパク

ターの聞の関連性を確認することができない可能

性のあるすべての説明である。

Ogdenら(2007)は， MLSTを使用し，鶏から分離

した株と貯水タンクから分離した株を比較して，鶏

と給水システムから分離されたカンピロパクター

の株聞の関連性を示すことに成功した。しかし，関

連性は調査した 12農場の lつで、示されただけで，

貯水槽が鶏を収容する前か後のどちらで汚染され

たのかを確認することはできなかった。

水温は，カンピロパクターの生存能力に影響し，

冬季聞の低い温度で生存期聞が延びる (Hazeleger

ら， 1995)。温度に無関係に，飲料水は多くの他の環

境と比べて，栄養素が使い果たされるが，このこと

はカンピロパクターにとって好ましくない環境と

なろう。飲料水中で生存するカンピロパクターの

能力は，一部は VNC型に転換する能力に依存して

し、る (Talibartら， 2000)。
一方，カンピロパクターの VNCは，細菌を水中で、

長時間生存することができるが， VNC型の感染性

には議論の余地がある。種々の研究は， VNCカン

ヒ。ロパクターが，しばしば動物を経由すると感染性と

なり得ることを示している (Sahaら， 1991;Stemら，

1994; Talibartら， 2000)。しかし，野外でカンピロパ

クター症が発生していることに関して，これらの研

究は，ほとんど関連性がない(Newellと Wagenaar，

2000)。これらの研究者達は， VNC型を多く投与を

行ったときでも，細菌のコロニー化能力は著しく減

少し，実際に VNCの感染を起こす意義は無視でき

ると主張している。しかし，この見解は汚染した水

によって起こるカンピロパクター症における VNC

型の意義を低く評価している (Skelly，2003)。
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