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総説 ヨーロッパの鶏肉生産における

力ンピロバクタ一防御対策*

F. Pasquali※ 1， A. D e C e s a r e， G. M a n fr e d a a n d a. F r a n c h i n i著

田名網祥一 2・信沢敏一 2・阿部英雄 3.早川輝雄 4・戸塚耕二 2共訳

相見 -要

2008年には，その前の 4年と同様に，カンピロパ

クター症は欧州連合(EU)のヒトにおいて，最も頻

繁に発生が報告されている人獣共通伝染病であり，

生鮮鶏肉が最も重要な感染源とされた(欧州食品安

全機構(EFSA注1)2010)。飼育されている鶏のカンピ

ロパクターの流行と負荷を減らすことは，食品の汚

染とヒトのカンピロパクター症の発生を減らす最

も有効な方法の lつであると信じられている。この

目的で，いくつかの EU加盟国は，国のカンピロパ

クター防御対策あるいは監視プログラムを採用し

たが，カンピロパクターを減らすためのヨーロッパ

としての防御対策は，まだ明確ではない。この方向

への最初のステップは， EU全域ベースの調査であ

り，すべての加盟国に対するブロイラー群と屠体の

カンピロパクタ一流行の比較可能なデータを得る

ために 2008年，屠体処理場で実施された。鶏生産

でカンピロパクター汚染を減らすための利用可能

な現在の出荷前の防御対策は，農場でのバイオセ

キュリティ，敷料の浄化，カンピロパクターを防御

する化合物の飼料への添加と飲料水の処理がある。

さらに新しい防御対策，とくに出荷前の段階でのカン

ピロパクター防御を目指した防御対策が進展中で

あり，それにはプロバイオティクス投与，ワクチン
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の了承を得た。

接種，抗生物質耐性の出現を防止する分子と組み合

わせた抗生物質の使用，そして抗菌剤代替物(すな

わち，パクテリオファージ，パクテリオシン)があ

る。この総説では，出荷前の防御方法を報告する。

1 .はじめに

ヨーロッパでは，カンピロパクター症は，最も普

通に報告されている食品介在性感染症であり続け

ている。2008年には， 190，566人がカンピロパクター

に感染し，これは人口 10万人当たり 40.7人に相当

する (EFSA，2010)。カンピロパクター症の多くは，

軽度で急性症であるが，自己限定的な胃腸疾患である。

まれに反応性の関節炎や神経障害のような合併症

を起こすことがある。さらに 0.1%のケースでは，

ギラン・バレー症候群(Allos，1997)および末梢神経

系に波及して呼吸と重い神経機能不全そして死を

もたらす自動免疫性の障害を起こす。主に最も普通に

ブロイラー肉から分離される 3種(EFSA;2010)であ

るC・jejuni，C. coli，そして C.lariは，鶏の生肉 1cm2

当たり 53~750CFU の少量の細菌でさえ，ヒトへ

感染を起こす(Rosenfieldら， 1985)。ヒトのカンピ

ロパクター症は，汚染した鶏肉を食べることによる

散発的な発症であると記載されている。

Campylobacter spp.は，食品製造の多くの段階で汚染

するが，ヒトのフードチェーンの中で最初の生産が

動物由来食品 Campylobαcterspp.の最も重要な給源

である。2008年の基礎調査に基づいた報告によると，

法 I)EFSA:E町 opeanFood Safety Authorityの略

食品や飼料に関するリスク評価を行い，安全性について欧州委員

会などに科学的な助言を行う機構。欧州委員会とは独立した機構

として 2002年に設立された。食品添加物，動物飼料，農薬および

残留物質，遺伝子組換え作物，ダイエット製品・バイオハザード，

フードチェーンにおける汚染，動物の健康と福祉などの分野を

専門とする科学者が参加している。欧州食品安全機構。
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屠体処理場でのカンピロパクター保有ブロイラ一

群の保菌率は EU全体で 71%であったが， 2~100% 

の範囲に及んでいることが確認されている

(EFSA;2010)。フィンランドとノルウェーを除いて，

一般に非常に高い Campylobαcterspp.の保菌率が

観察されている。

ブロイラー肉について，ヨーロッパでは 2008年

のブロイラ一生肉のカンピロパクター陽性率は，平

均 30%であり，加盟 10カ国のうち 6カ国は 20%以

上の高いレベルで、あったと報告されている。高い陽

性率は，国によっては大きな違いがあるが，屠畜，

処理および小売りを含むすべての生産レベルで

記録されている (EFSA;2010)。

ヨーロッパにおけるカンピロパクタ一発症例の

多いことによるヒトの健康への重大な脅威は，多く

の研究者に鶏のカンピロパクターの防御方法を決

定することへの研究を促進した。デンマーク，ノル

ウェー，スウェーデ、ンおよびアイスランドのような

北欧諸国では，これらの防御対策は国レベルで行う

公的な防御対策あるいは監視計画の一部となって

いる (Rosenquistら， 2009; HofshagenとKruse，2005; 

Hanssonら， 2007; Stemら， 2003)。それとは逆に

ヨーロッパのレベルでは，最近，とくにフード

チェーン注 2)に沿ったカンピロパクターの監視およ

び制御に向けた公的なヨーロッパの規制実行への

努力がなされているだけである。

理論上，ヒトへのカンピロパクター伝播を防ぐ防

御対策は，ブロイラー肉の農場から食卓までの全体

のブロイラー肉生産連鎖に言及されるべきである。

この目的のため， 3つの主な危険因子が確認される。

すなわち，鶏群での伝播，屠体の汚染および調理衛

生である (Rosenquistら， 2003)。これらの内，ヒト

の健康への危険を減らす鍵となる要素として鶏の

カンピロパクターの保菌率と菌数のレベルを考え

ることに個々の研究者が同意している。 Callicottら

(2008)は，ヒトの疾病と関係ある多くの新鮮な生ブ

ロイラー屠体の汚染が係わりの無いサンブロノレと比

べて汚染が有意に高い係わりのあることを確認し，

カンピロパクター防御対策のよい目標として，汚染

平均値が示唆されている。これらの発見の妥当性は，

カンピロパクター汚染の減少と関係してヒトの

削)フード、チェーンとは，食料の生産から加工・流通・販売・消費

までの一連の段階および活動を意味している。

第 6号 (2013年)

健康へのリスクの有効な減少を推測する定量的微

生物リスク評価(QMRA注3))によって支持されている。

Rosenquistら(2003)によると，ブロイラー屠体のカン

ピロパクターの 100分の lへの減少は，鶏肉の消費

に伴うカンピロパクター症の発生を 30分の lに減

少させた。効果的なヒトへのリスクの減少は，カン

ピロパクターの危険管理および評価(CARMA注4)) 

プロジェクトの QMRA研究によって予想されてい

た。屠体処理時にブロイラーの糞便のカンピロパク

ター濃度を 100分の lに減少させると，ブロイラー

の消費者の感染リスクを 75%減らすと推定されて

いる (Wagenaarら 2005;Havelaarら， 2007)。

この総説では，初めとなる鶏生産におけるカンピ

ロパクター汚染を減少させる最新および開発中の

防御対策について概要を示す。

2. 力ンピロバクターの監視と

防御に関 するヨーロッパの
立法および鍵となる白書

ECは，食品安全白書(COM/99注5)/0719)の中で

食品の安全を重点政策と定義づけている。この白書

で，委員会は農場から食卓までのフードチェ ンを

介して，品質基準の改善と監視システムの強化のた

めに包括的で統合されたアプローチを提示した。こ

の最終的な目標は，消費者の健康のよりよい防御の

ために， EU加盟国と協調したアプローチによって

現在の EUの食品法規則を補足し近代化することで

あった。最近この方法により，過去 10年聞に様々

なEUの法規制が改善された。 2002年の ECの規制

第 178条は，食品と飼料のための法律の骨組みを規

定し，加盟国と食品飼料事業者の両者に義務を課し

ている。さらに公平で、科学的なアドバイスと ECへ

の新たに生じた食品問題への将来を課す欧州食品

安全機構(EFSA)を設立した。 2004年以来，すべて

の加盟国は， 2003年/99/ECの人獣共通伝染病，そ

の病原体およびヒト，動物ならびに食品中の抗菌剤

への耐性に対して監視データを集積した。それらの

法 3)QMRA : guantitative microbial risk assessmentの略

定量的微生物のリスク評価

注4)CARMA: Campylobacter Risk Management and Assessmentの略

カンピロパクターの危険の管理および評価

注5)COM/99・CommuniザMeasuresWhite paper on food田fety/99の略

食品安全白書99年度版
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データは， EFSAへ毎年送付されて EFSAは EU概

要報告を出版している。

カンピロパクターに関しては，最近の努力は，と

くにカンピロパクターのフ}ド、チェーンにおける

すべての段階に適用される公的な監視と防御プロ

グラムを設定することだけに費やされてきた。

2007/516/EC委員会の決定は， 2008年にブロイラー群

およびブロイラー屠体における Campylobacterspp.の

保菌率，汚染濃度および抗菌剤耐性に関して，基本的

調査を実施した。 EUレベルでは，カンヒ。ロパクター

に感染したブロイラー群の保菌率は 71%で，カンヒ。ロ

パクターに汚染したブロイラー屠体は 76%であった。

ブロイラー屠体からと同様にブロイラ一群から分離

されるカンピロパクターの約 2/3は Campylobacter

jejuniで，一方1/3は，Campylobacter co/iであった

(EFSA;2010)。さらにブロイラー鶏(学名:Galliω 

gallω)肉生産チェーンにおける動物と食品のカンピ

ロパクターのリスク評価の研究結果は，ヒトのカンピ

ロパクター症の 20~30%が，ブロイラー肉の取り扱い，

調理と消費によって，一方，全体として 50~80%が鶏

の保菌によるものとされた (EFSA;2010)。これらの

データは，将来のEUの規制にとって，とくに食品に

許容される最大のカンピロパクター汚染決定の微生

物学的基準だけではなく，ブロイラ一生産における

減少を目指すよい基本を提供するであろう。

3. 鶏の飼育システムと力ンピロ
バクターのコロニ一化

飼育システムと管理は，ブロイラーとブロイラー肉

のカンピロパクタ}汚染の保菌率に影響を及ぼすと

主張されている。とくに有機システムが慣行システム

より高いカンピロパクターの保菌率に関わっている

(Natherら， 2009 ; Van Der Zeeら， 2005; Heuerら，

2001)。この観察は，有機飼育システムを特徴づける

いくつかの要因によっている。その中で最も重要なの

は，環境汚染が高いリスクと推察される。もしこのこ

とが，産卵鶏で確証されるならば，この傾向は 2012

年についての特別の関心事となった。というのは，産

卵鶏の福祉の最低基準を決定する 1977/74/EC理事会

指令(CouncilDirective 1999/74/EC注6))が，この年ま

でに慣行ケージシステムを廃止し，快適にしたケー

注 'CouncilDirective 1999/7 4/EC 欧州共同体官報 理事会指令

1999/74/ 

ジあるいは代替システムに替えるからである。代替

システムは，産卵鶏および卵の両方に対してカンピ

ロパクターの伝播と汚染が高いであろう。卵につい

ては，カンピロパクターは卵殻表面のような乾燥条

件では生存できず，ごくわずかではあるが卵殻内へ

侵入する能力があると思われる (Sahinら， 2003; 

Neillら， 1985)。高いカンピロパクター汚染が食用

卵で確認されるならば，さらなる研究が求められる。

4. 最近の力ンピ口バクター
防御対策

バイオセキュリティの方法

バイオセキュリティは，物理的障壁と衛生的な実

践を介して，疾病の伝播を防御することにより，家

畜の健康を守るために設計されている。このような

方法は，家畜生産ピラミッドの早期段階での腸管病

原体の排除が広範囲な伝播を予防するので，通常，

第一次繁殖群と原々種鶏群に適用されている。物理

的な障壁として，バイオセキュリティは，例えば喚

気によりブロイラー鶏舎内へ外部の農場の生物か

らCampylobacterSpp.を伝播するベクター(媒介物)

であるハエの侵入を予防するブロイラー鶏舎のハ

エ避けスクリーンの使用を含んでいる (Haldら，

2007)。衛生的な方法に関しては，バイオセキュリ

ティは鶏舎毎の消毒した履物と防御用衣類の使用，

衛生を管理するための施設とプロトコール，すなわ

ち鶏舎の清浄エリアと汚染エリア聞にサービス

ノレームの設置がある。ブロイラ一生産では，全農場

ベースのオーノレイン/オーノレアウトが，効果的なバ

イオセキュリティの基本原則の lつである。これに

反して，部分的な羽数減少となる間引きは，従業員

と設備の減少よりも正当なバイオセキュリティの

維持が困難となるため，出荷されず残った鶏のカン

ピロパクター汚染に対する重大なリスク因子と判

断される (EFSA，2010; Hueら， 2010; Allenら，

2008; Haldら， 2001)。有効なカンピロパクター防

御計画が起きているアイスランドでは，間引きは，

バイオセキュリティ方法の一部としては利用され

ていない(S旬m ら， 2003)。

ブロイラ}生産におけるカンピロパクター防御

に対するバイオセキュリティの効果については議

論がある。その他の研究と同様に様々な介在試験が，

その効果を推奨している (Gibbensら， 2001; Evansと
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Sayers， 2000 ; Haldら， 2000; Humphreyら， 1993 ;丸匂n

de Giessenら， 1998; Cardinale， 2004)。さらにノ〈イ

オセキュリティは，スウェーデン，デ、ンマーク，ノ

ノレウェーおよびアイスランドで，すでに適用されて

いる存在するすべての国家のカンピロパクター防

御プログラムの鍵となる構成要素に含まれている

(Rosenquistら， 2009; HofshagenとKruse，2005 ; 

Hanssonら， 2007; Stemら， 2003)。しかし，他の

研究では，衛生的な戦略方法は，カンヒ。ロパクターの

状態に重大な影響を持たなかった(Re師 gier-Pettonら，

2001; BouwKnegtら， 2003)。得られた結果が異なる

のは，衛生的戦略方法のレベノレの違い，あるいは全

飼育期間を通しての衛生基準維持の困難さによる

ものであろう。さらに包括的なバイオセキュリティ

方法は，手間のかかることであり，基本的設備，消

毒剤と他の抗菌剤の使用の点から高価である。結果

として，養鶏農家は自由な採用に基づく農場のバイオ

セキュリティ改善政策に落胆する (Fraserら， 2010)。

5 敷料の管理

敷料は，鶏舎の床に用いられる吸収性の物質であ

る。滅菌していないおがくず，ピーナツ，もみ殻あ

るいは他の同様な物質からなる。使用に先立つて試

験をすることは病原体の侵入を大いに減らすかあ

るいは除去できるが，最初の生産環境内に病原体を

持ち込むかも知れない (Ivanov， 2001; Line， 

2002; Garridoら， 2004; Rothrockら， 2008)。敷料に

は，病原体が潜伏する可能性があるので，複数の鶏

群で長期間使用することは，大きな問題である

(Vicenteら， 2007)。カンピロパクターに関して，

敷料の汚染に関する菌数の減少が， 1/1，000に鶏の

敷料へのミョウパン添加後に記録された (Rothrock

ら， 2008)。

6. 飼料

飼料は，カンピロパクター伝搬経路への可能性は

報告されていない。実際に，飼料および飼料原料の

汚染は，非常にまれな出来事である。さらに実験的

に汚染した飼料では，カンピロパクターは 24時間

以上は生存できないことが報告されている

(Humphreyら， 1993)。現在，飼料に熱処理とベレツ

トイじのような様々な汚染を除く技術がルーチン的に

使われている (EFSA，2004) 0 Thormarら(2006)は，

カプリン酸のモノグリセリドであるモノカプリン

(monocaprin)が，効果的に鶏飼料中の C.jejuni数の

多くを殺菌するのに有効であったことを報告して

いる。さらに Solisde los Santosら(2008)は，屠殺

3目前までに飼料に 0.7%のカプリン酸を添加し，

12時間の絶食をすると，カンピロパクターのコロ

ニー化を有意に減少させたことを報告した。同じく

彼ら (2009)は， 3日間カプリン酸を治療的な目的で

添加することによって，鶏の盲腸内容物のカンピロ

パクター数が 1/1 ， 000~1/10 ， 000 に減少したことを

報告した。

7. 飲料水

7.kは，鶏およびヒトの感染にとって共にカンピロ

パクターの潜在的な貯蔵所として報告されている

(Pearsonら， 1993; MorrisとLevin，1995; Gregory 

ら， 1997; Brennhovdら， 1992)。最近の研究は，ヒ

トの健康への重要なリスク因子として，水への注意

を強調している (Ten Veldhuis ら， 2010;Van 

Lieverlooら， 2007)。これらの観察に基づいて，養

鶏場における飲料水の浄化が望まれる (Kapperudら，

1993)。しかし，様々な浄化方法の効果は議論の余

地がある。 Chaveerachら(2004)は，未処理の約 lml

当たり 102CFUの汚染水を与えた鶏と比較して実験

的に lml当たり 105CFUを投与して酸性化した飲料

水を与えた鶏で 19日後にカンピロパクターフリー

の鶏を確認した。他の研究者も出荷時の絶食の聞に，

飲料水に乳酸を加えると，そ嚢と屠体のカンピロパ

クター汚染を減らすことを報告している (Byrdら，

2001)。

これとは反対に， Refregier-Pettonら(2001)は，飲

料水の酸性化はカンピロパクター汚染の危険が増

すことを確認した。この反対の結果は，異なる他の

様相と厳密に関係する単一のリスク要因を決める

ことの不可能性に基づく実験的なバイアス(偏見)

によるものであろう。このケースでは，この報告に

示唆されている通り，酸性化はおそらく研究に用い

た商業的なブロイラー農場の貧弱な衛生環境の指

標であろう。水の消毒は C.jejuniの負荷を減じる効

果が低いことを示している。このことは，おそらく

農場で飲料水に自然に見られるプロトゾアによる

カンピロパクターの内在化によるものであろう。

In vitroの研究では，C.jejuniは， しばしば鶏の給水器
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内に見られる 2種のプロトゾア(原虫)，すなわち

Tetrahymenαめ;rifoγmis と Acαnthαmo巴bαcαstellanii

によって内在化されたとき，消毒に抵抗性を示した

(Snellingら， 2005)。

8 力ンピロバクター防御の

ための新たな防御対策

競合的排除

競合的排除(CE)は，プロバイオティクスによる

処理の様式であり，典型的には成鶏の腸内フローラ

に由来する一種あるいは多種の有益な微生物に

よって処理される。 CE微生物培養物は，乳酸菌か

ら偏性嫌気性菌に至る多種の多様性に富む属と種

を含んでおり，初生ピナに対して腸内病原体の腸内

増殖を排除し，防御的な腸内細菌を確立するために

利用されている (NurmiとRantala，1973; Pivnickと

Nurmi， 1982; SchneitzとMead，2002) 0 EC2003年

度規範 No.1831による動物の栄養のための加盟国

登録の飼料添加物の第 62版には，肥育用鶏と七面

鳥の腸内フローラ安定剤(表 1)としていくつかの

グラム陽性菌および酵母が認可された。

非常に有効な CEであるためには，潜在的な病原体

への暴露の少し前に投与されるべきであり，ふ化時

における噴霧による投与が農場で、の飲水投与より

一般に優れてし、る (Mead，2000; Pa配 rsonとBukholder，

2003)。

表 1 消化管内フローラ安定剤として承認されている
プロバイオティクス微生物

(EC No1831!2003) 

コード 微生物

4b1701 Baci/lus cereus var 的 oiCIMB 

40112/CNCM 1-102 

4b1820 Baci/lus subtilis C-3102 

(D鉱-115544)(Calsporin) 

4b1821 Baci/lus subtilis D岱117299(035)

4b1822 Baci/lus amyloliquefaciens CECT 

5940(EcobiolとEcobiolplus) 

4b1830 Clostridium butyricum MIYAlRI 588ブロイラー

(FRRM-P1467)の薬剤

4b1850 Enterococ印刷faecimD動13530 ブロイラー

(Biomin 1MB52) 

烏面七

物
一
朝

動
一
肥

ブロイラー

ブロイラー

ブロイラー

CE製剤を加えた養鶏飼料に C.jejuniのコロニー

化も防御すると仮定されている。 Lム.α配cido叩'Phil加uωSおよ

び S

用は，出荷日齢のブロイラーの C.jejuniのコロニー

化と糞便への排出を減少させる (Morishita ら，

1997)。しかし，矛盾したデータが集積しており

(Wagenaarら， 2006)，その効果を確認するために

更なるデータが要求されている。

9 ワクチン接干重

カンピロパクター防御のための潜在的な介入防

御対策として，ワクチン接種は，コロニー化の聞に

獲得した免疫応答が鶏の腸管からカンピロパク

ター感染を制御できるか，あるいは排除できるか証

拠に基づく注意深い考慮を必要とされる。現在 3つ

の防御方法がカンピロパクターワクチンの製造の

ために期待されている。第一の方法は，生サノレモネ

ラワクチンのベクター内にカンピロパクター抗原

を発現させることを含んでいる (Newell，2009)。こ

のワクチンは，カンピロパクターによる実験的な攻

撃に対して，ブロイラーを防御する効果がある

(Buckleyら， 2010; Wyszynskaら， 2004)。しかし，

潜在的な病原微生物からの遺伝工学による生ワク

チンの使用は，このアプローチに大きな障壁がある。

第 2の方法は，カンピロパクターのサブ・ユニッ

トワクチンの使用である。このアプローチの大きな

問題は，経口投与により試験した抗原が，鶏の腸内

で免疫応答を起こすことができなかったことであ

る。鶏の腸管表面に抗原が存在し，免疫応答を起こ

す有効なアジュパントが望まれている (Newell，

2009)。さらにワクチンは免疫学的に未発達の宿主

体内で母子免疫に抗して 2~3 週齢という非常に

短い期間内で作用することが求められる。

第 3の方法は，卵内への新しいワクチン接種アプ

ローチである。卵内への組換えアデノウイルス・セロ

コスミド注7)(DNA)の注射は， 35日齢から 42日齢で出

荷予定のブロイラー初生ピナに防御を与える理想的

な方法である。予備結果は，卵内へのウイルスあるい

は組替えウイルスを含むウイルスコスミド DNAの卵

内接種が発育匹の免疫応答を刺激するのに可能であ

ることを示した(Francoisら， 2001; Rauwら， 2007)。

込7コスミド 細菌への効果的な導入のためのファージ粒子に

詰められるプラスミドを作るベクターの lつである。
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ワクチン接種のこの新しい方法は，卵内で組替え

コスミドを使用して，ヒナに有害な影響が無く，

組替えウイルスの復元を行うことである。

1 O. 抗菌剤およびその選択

抗生物質の使用に関し，研究者達は抗生物質の耐

性の問題を直視することを意味する特別の方法に，

より多くの注意を集中させている。この目的には，

様々の方法が適している。

1)抗生物質の処方と使用量を減らすこと。

2)それぞれ異なる抗菌性のクラスに属する抗生物質

の組合せを使用すること。

3)細菌の抗生物質耐性メカニズムを回避できる

抗菌性代替物を見つけること。

4)耐性突然変異体の選択を防ぐことのできる，より

高い抗生物質濃度に基づく抗生物質の投与方法

の評価をすること。

5)排出ポンプインヒピターのような抗生物質の

抗菌効果を高めることのできる分子の使用をする

こと。

最後の 3つの選択肢の概要を下記に報告する。

突然変異阻止濃度(MPC)コンセプト

現在，投与管理は，特定の病原微生物の増殖を阻

止できる特定の抗生物質の最低濃度である最少阻

止濃度(MIC)に基づいている。この濃度では微生物

の一部が，抗生物質耐性をもたらす特定の突然変異

を獲得する。突然変異阻止濃度(MPC)は，耐性突然

変異体の選択を阻止するために必要な invitroの抗

生物質の能力を比較するための新しいアプローチ

である。抗生物質の存在下でコロニー内のいくつか

の細菌の細胞がこの特定の抗生物質に対する耐性

を獲得する。これらの耐性菌細胞の最低阻止濃度が

MPC 値と定義される (Blondeauら， 2004)。言い換

えると，MPCはMICより高い抗生物質濃度であり，

感受性のある野生タイプの集団と耐性の副集団の

両方に対して有効で、ある。理論的には，生じる耐性

突然変異体を阻止するために，抗生物質の血清レベ

ルは可能な限り最大の時間 MPC値を越えるべきで

ある。決定的な点は，このアプローチ(研究方法)が，

すべての抗生物質病原体の組合せで適用できない

ことである。一段階で耐性のメカニズ、ムを誘導する

抗生物質(例えば，プラスミドに存在する遺伝子の

獲得によるペニシリンおよびテトラサイクリンの

耐性)に対して， MPCはしばしば最大の血清薬レベ

ノレよりも高く，投与管理に適応しない。これとは反

対に，このアプローチは，微生物の病原体における

獲得耐性の多段階メカニズムに相当する抗生物質

に対しては有望のように思われる。このメカニズ、ム

では感受性のある集団は完全な耐性表現型を獲得

するまでに，異なる世代の娘細胞を経由する必要が

ある。

カンピロパクターに関しては invitroの予備的

MPCの研究はほとんど行われていない(Pasqualiら，

2008; Wangら， 2010) 0 Pasqualiら(2008)は，C.jejuni 

に対するエンロフロキサシンの MPC値は 2mg/1

および 4mg/1としたが Wangらは， o. 063~2mg 

/1の範囲とした。これらの値は，他の腸内病原体

に対するものよりも一般的に高い。これらの結果は，

両方の研究での抗生物質の一段階突然変異体の確

認にあわせて，フノレオロキノロンに対するカンピロ

パクターの耐性の獲得は，多段階ではなく，一段階

のメカニズムであることを示唆している。この考察

は，カンピロパクターに対する MPCコンセプトの

適用にいくらかの疑義を持たせる。確かに，広範囲

の株における MPCの調査と invivoでの適用性を

立証するため，さらなる研究が望まれる。

1 1 .排出ポンプ阻害剤と
関係した抗菌剤

排出ポンプの機能は，細菌の外被を介して薬物を

運搬することであり， (例えば，抗生物質，抗菌性

ペプチド，金属や界面活性剤のような)毒物の細胞

内蓄積を制限する。結果的に，細菌は抗生物質療法

に感受性がなくなって，病原体のコロニー化が容易

になる。多剤耐性排出ポンプは，グラム陽性および

陰性病原細菌の両方で現在記載されている。

この点に関して，排出ポンプの活性を阻止するこ

とにより感受性を得る分子は抗生物質耐性出現に

直面しての価値ある方法となるであろう。排出ポン

プ阻害剤 (EPI)の中で，最近排出ポンプ上に位置

する抗生物質サイトと同様な親和性で認識し，結合

する抗生物質競合剤として作用する分子に注目し

ている。カンピロパクターが関係する限り，フェ・

ベータ・ナフチルアミド (phe-s -naphtylamide) (PA 

sN)，ペプチドミメチィック (peptidomimetic)化合

物は，ストレプトマイシンを除きエリスロマイシン，
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クロルテトラサイクリンおよび胆汁酸の MICを減少

させる効果が発見されている (Cagliero ら， 2005; 

MartinezとLin，2006; Piddockら2008，LinとMartin巴z，

2006; Olkkolaら， 2010)。

1 2 バクテリオファージ

カンピロパクター特異性のパクテリオファージ

は，鶏に定着する C.jejuniおよび C.coli数と汚染し

た鶏肉製品を減少させる方法への期待を提供して

いる。パクテリオファージは，細菌の種に非常に特

異性の高い生きた寄生体である。特異的であるため

にパクテリオファージは，宿主と異なる微生物集団

には，最小限の影響力を持っている。 Campylobacter

spp.に特異的なそれらのパクテリオファージは，鶏

の腸内容物中にその宿主ともにしばしば見出され

る。とくに，環境下に暴露された放し自動、の有機系

の鶏では，優勢である。鶏の腸内容物から精製した

ファージを，屠殺時に鶏肉の表面に移植できるかも

知れない。そこで，パクテリオファージは， 10日以

上も生存できるので，それゆえ当然，ヒトが食する

食品の表面に存在する。

屠殺直前に行われるファージの関与は，ヒトの

フードチェーンに入るカンピロパクターの菌数を

減らすことが可能で、あり，鶏に潜む C.jejuniの菌数

を(盲腸内容物 g 当たり)対数 2~5 の範囲内で減ら

すことが報告された (Carrilloら， 2005; Scottら，

2007; Scottら， 2007; Wagenenaarら， 2005)。さら

に最近の研究では，C.jのumとC.coliに有効なパク

テリオファージの回収を高める分離方法に力点、が

注がれている (Hwangら， 2009; Carvalhoら， 2010)。

とくに分離段階における標的病原体の使用は，襟的

に対する特異的なファージの回収を高めている

ように思われる (Carvalhoら， 2010)。

1 3. バクテリオシン

パクテリオシンは，広範囲の細菌に対する抗菌活

性を持つペプチドである。とくに消化器内で，パク

テリオシン産生菌は，競合する細菌に対して，選択

的に優位性を持つ (RileyとWertz，2002)。パクテリ

オシンには，措抗する細胞の細胞膜の統合性を崩壊

させるナイフのように作用する。 lつの標的に高い

親和性を示す抗生物質とは対照的に，これらのペプ

チドは，様々な細胞膜の標的に低い親和性で作用

する。この作用機序は，宿主の耐性獲得を促進せず，

このことがパクテリオシン耐性突然変異体の低い

存在の原因と思われる。次世代の抗菌性ペプチドは，

細菌集団内の標的株を特異的に阻止できるので，と

くに興味がある (Franzman ら， 2009 ; Eckert ら，

2006;Quiら， 2003;Quiら， 2005)。この特異的抗カン

ピロパクターパクテリオシンが鶏の共生細菌から

分離されてきた。これらのペプチドは，高温と広い

範囲の pHで安定的で，消化管内でカンピロパク

ターのコロニー化を減少させる高い効能を示す。例

えば，Enterococcus duransから分離されたエンテロ

トキシン E-760は，出荷日齢のブロイラーの屠殺前

4 日間に飼料に添加すると ，Campylobacter spp.の

コロニー化を有意に (pく0.005)減じることができた

(Lineら， 2008)。

L. salivariusから分離されたパクテリオシンOR-7

は， 10羽の処理鶏と 10羽の非処理鶏で 8回の試験

をして，それぞれの糞便材料でカンピロパクターの

負荷を(対数 7.2~0) と有意に減少させた (pく0.005) 。

このパクテリオシンは，処理前の鶏の C.jejuniを減

らすのに潜在的に有効と思われる (Stemら， 2006)。

しかし，パクテリオシン耐性突然変異体作用機序と

選択と共に潜在的な毒性の調査をするための研究が

求められる。最近の包括的な総説として， Lin(2009) 

を参照されたい。

1 4. 結 E命

カンピロパクター防御に対しては，農場レベルで

の厳重なバイオセキュリティ方法の適用は，最初の

鶏生産における汚染を減らすには，十分ではない。

まだ研究の段階であり，現在，ヨーロッパで、認可さ

れていないが，競合的排除，ワクチン接種，パクテ

リオファージ，あるいは屠体の汚染除去を含めたパ

クテリオシンのような開発中の選択肢は，ヒトへの

カンピロパクターリスクを有効に減らすためには，

バイオセキュリティに加えて適用されるべき有望

な方法を意味している。これらの開発中の選択肢の

中には，パクテリオシンを産生する細菌を含むプロ

バイオティクスの使用が現在最も期待されるもの

の 1つである。それにも関わらず，すべてのこれら

の方法の適用可能性は科学的で，経済的な見地から

確証する必要がある。さらなる科学的な研究は，ヒト

へのリスク減少に対して，それらの防御対策の真の
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有効性を大規模な適用で研究する必要がある。包括的

で経済性の研究は費用対効果の観点から，これらの防

御対策に取り組むために必要である。これらの対策は

非常に費用がかかるので，それらの実際の採用は，

衛生規制が厳しいいくつかの国々にだけ見られる。

究極の目標は，すべての加盟国で1菌用される調和した

カンピロパクター防御計画を含む EUの規制である。
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【おしらせ】

乳用牛改良対策事業 助成実施要領(抜粋)

1 目的

我が国の農業に甚大な被害をもたらすTPP(環太平洋戦略的経済連携協定)の交渉について政府が参加を
表明しており，飼料原材料価格の高止まりの動きともども，いまだ予断を許さない現状が続いている。併せ
て，平成 23年 3月に発生した東日本大震災(東北地方太平洋沖地震)の復興をはじめ，東電福島原発・放
射能に関する警戒区域や出荷制限は解除されつつあるが，風評被害などはいまだ終息せず，我が国の酪農に
おいては解決時期の見えない深刻な状況が続いている。

こういった状況下で、の酪農経営においては，牛群検定により個体管理を的確に行い，生産性の向上により
コスト削減を図ることがより一層重要性を増している。

しかしながら，酪農家のなかには牛群検定の煩わしさや経費負担等を理由に，牛群検定への加入をためら
う向きも見受けられる。

このため，家畜改良事業団(以下「事業団」としづ。)は，牛群検定を実施していない農家が牛群検定を実
際に体験するための試行を牛群検定組合が行う場合に，これを支援するものとする。
2 事業の内容

牛群検定の試行を希望する農家において，以下の要件を満たす場合，牛群検定の実施に要する最大6カ
月間の牛群検定経費に対し一定の助成を行うものとする。

要件

・家畜個体i靭リ全国データベースのイントラネットによる情報利用にかかる同意を得られること0

・既存の検定組合の理解と協力が得られること(実施体制)。
-試行期間終了後，検定組合への加入が見込まれ，継続して実施が可能であること。
・平成25年度については，平成25年4月から平成26年2月の聞に牛群検定の背子を開始できる農家で
あること。

3 助成額について

牛群検定にかかる以下の経費を事業団が助成する。
・牛群検定前子費用:マスターファイノレ作成費，検定員旅費，検定員謝金，サンフ。ル瓶購入費，サンプル
検査料

・農家指導費用:情報分析費，資料印刷費，農家指導費
4 事業実施期間

平成25年4月 1日から平成26年 3月 31日までの 1年間とする。
5 助成の対象とする団体

乳用牛群検定事業にかかる事業実施主体または乳用牛群検定組合(以下「事業実施者」としづ。)
6 助成事業の実施

1 )事業参加申請書:事業実施者は，本事業に参加し助成金の交付を受けようとする場合には，事業団理事
長(以下「理事長」としづ。)が別に定める期日までに，事業参加申請書を理事長に提出するものとする。

2)事業参加承認:理事長は，参加申請書の内容を適正と認めたときはこれを承認し，事業実施者に通知す
るものとする。

3)事業実施報告-事業参加承認を受けた事業実施者は，別に定める期日までに，事業実施報告を理事長に
提出するものとする。

4)助成金の額の決定:理事長は，助成金交付申請書の内容を適正と認めたときは，助成金の交付決定を
行い，助成金の交付を事業実施者に通知するものとする内
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