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鶏コクシジウム症と壊死性腸炎を再考する

川原史也

一般財団法人 日本生物科学研究所，

干198-0024 東京都青梅市新町9-2221-1

要約

生産現場では鶏コクシジウム症と壊死性腸炎の発生は常に隣り合わせた状況にある。特に空回腸に寄

生するコクシジウム種の感染は 阿部位に好発する壊死性腸炎の発生を導く主要な誘発因子である。こ

の概説では，密接に関連し合うこれら二つの疾病について，最近の新しい知見を中心に取り纏めて紹介

する。国内のブロイラー養鶏場を対象として 1970年代に実施されたコクシジウム種の浸潤状況の調査

において • Eimeria brunettiは全く検出されなかった。その結果を受けて，以後，本種は極めて稀であ

るという認識が圏内に広まったようである。しかしながら，近年の我々の調査から，本種が囲内に広く

浸潤していることが明らかになった。この調査では. 32農場中 21農場から本種が検出されたが，検出

された 21農場のうち 20農場は種鶏場および採卵養鶏場であった。今後，特に種鶏場および採卵養鶏場

において鶏コクシジウム症の発生があった場合には，本種の関わりも疑った上で検査を進めるように認

識を改めなければならない。近年• Clostridiumμφ'ingensが産生する新しい病原性因子が発見された。

これは壊死性腸炎の発生機序を解明する上で極めて重要な知見である。これまで，壊死性腸炎の発生は

c.ρerfringensによって産生されるアルファ毒素が主体となって引き起こされるものと考えられてきた。

しかしながら，新たに同定された膜孔形成毒素 NetBが重要な役割を担っており，病変形成においてア

ルファ毒素は必須ではないとする研究報告がなされている。実際に. NetB毒素を産生する能力と壊死

性腸炎を引き起こす能力が相関することも証明されている。ただ，日本国内の調査では，壊死性腸炎の

発生事例と NetB毒素遺伝子を保有する菌の分離状況には明確な相関が認められていない。 NetB毒素が

壊死性腸炎の発生とどの程度，どのように関与しているのか，今後のさらなる研究の進展が期待される。

キーワード:鶏コクシジウム症，クロストリジウム .E. brunetti，壊死性揚炎

はじめに

鶏コクシジウム症と壊死性腸炎は古くから知られ，か

つ日常的に目にする病気であるためか， 日本国内におけ

る研究および研究者は少ないように見受けられる。一方，

海外では新しい研究技術を取り入れて，これらの疾病に

関する研究分野も著しく進歩している状況にある。本稿

では，二つの新しいトピックスを中心にして，鶏コクシ

ジウム症と壊死性腸炎について概説する。

まず一点目，鶏コクシジウム症に関するトピックスは，

日本国内における Eimeriabrunettiの再発見である。実

は，過去に国内の農場から本種が分離されたことは決し

て一度ではない。また，国内に本種が存在しないという

ことを示す積極的な根拠があった訳でもない。それにも

関わらず，国内の研究および研究者の減少も相まってか，
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本種の存在が無視された，もしくは忘れ去られてしまっ

た状況が生じたのではないかと思われる。近年の調査に

より，本種は国内の農場にかなり広く浸潤していること

が判明した。実際に本種が鶏コクシジウム症を引き起こ

した事例もあり，本稿を機会に囲内における認知が進む

ことを期待したい。

次に二，点目，壊死性腸炎に関するトピックスは• Clostridium 

ρerfringensが産生する新しい病原性因子 NetB毒素の発

見である。この発見は，近年の遺伝子工学およびゲノム

解析技術の進展によってもたらされたものである。長年

に渡り，壊死性腸炎はアルファ毒素が主体となって引き

起こされると考えられてきたが，新しい毒素の発見がこ

の仮説に一石を投じることとなった。まだ新しい知見で

あるため，今後反証も出てくるであろう。しかしながら，

この知見が研究者に刺激をもたらし壊死性腸炎に関す

る研究を活性化していることは間違いない。今後も，さ

らなる研究および発見が続くのではないだろうか。



鶏病研究会報

鶏コクシジウム症

鶏コクシジウム症はブロイラーや種鶏などの平飼い鶏

に発生することが多く，育成率，飼料要求率および産卵

率などの生産成績を悪化させるため， 養鶏産業上非常に

重要視されている疾病の一つである。本症の発生による

損失およびその予防と治療に必要な経費を合算すると，

世界全体で年間約 2.000億円に上ると見積も られ23) こ

れは養鶏生産額の約 1% に相当する 。 本症は • Eimeria 

属原虫の寄生による鶏の腸炎を主体とする疾病であり ，

腸粘膜内で原虫が多量に増殖することにより粘膜が物理

的に破壊され.栄養や水分の吸収不足を引き起こす。主

な臨床症状は血便および下痢便の排池であり，発症極期

に一時的な元気消失が観察されることが多い。感染した

虫体は約一週間かけて腸管粘膜内で分裂して増殖し最

終的にオーシストを形成して糞便とともに体外へ全て排

池される。オーシス卜の排地収束とともに鶏が回復に向

かう 事例が一般的だが。病勢が急激に進行した場合や他

の疾病を併発した場合には死亡に至る例も少なくない。

鶏に寄生する Eimeria属原虫はこれまでに 9種が報

告されている。そのうち. 2種は存在が明確ではなく，

今後整理される可能性が高い。鶏は齢や性別に関係なく

感受性を有するが，感染歴のない幼若鶏において発症リ

スクが高い。E.acervulina， E. maximaおよびE.tenella 

の3種は幼者If期に問題となりやすく ，飼育密度が高くか

っ飼育期間が短いブロイラーで発生の中心となる種であ

る 。 中雛以降に発生が多いのは• E. brunettiおよびE

necatrLr:の2穏であり ，種鶏などの長期飼育鶏でしばし

ば問題となる。E.necatrixによる発症は 8-18週齢が

好発時期であるが，E. brunettiによる発症時期は一様

ではない。E.tenellaの感染による盲腸コクシジウム症

では鮮血便が多量に排植され，病勢が進行すると死亡す

る鶏も多い。発症極期の盲腸内容物は血様を示す(写真1)0

E. necatrix， E. acervulinaおよびE.maximaは主に小

腸に寄生し，このうち E.necatrixの病原性が最も強く ，

多量の黒色を帯びた粘血便が認められる。発症極期には

小JJ島は通常の二倍以上に膨満し 血様内容物を貯留する

(写真 2)0 E. acervulinaとE.maximaの感染では水様

性の下痢が認められる。E.acervuli加では十二指腸，E.

maxlmaでは小腸中部に灰白色の壊死病巣が形成され

る。E.brunettiの感染は小腸上部から始ま って直腸に

まで至る点に特徴がある。一般に肉眼的な病変は軽度で

あるが直腸に顕著な病変を形成する場合があり，直腸コ

クシジウム症 Rectalcoccidiosisと呼ばれることがある刻。
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写真l. E. tenellaの感染による盲腸の出血性病変

写真 2. E. necatrixの感染による広範囲に及ぶ小腸の

出血性病変

日本における Eimeriαbrunettiの存在

園内のブロイラー養鶏場(種鶏場を含む)を対象とし

て1970年代に実施された大規模なコクシジウム極の浸

潤状況の調査において • E. brunettiは全く検出されて

いない15-!i)。その結果を受けて，以後，本種は極めて稀

であるという認識が圏内に広まったようである。1983

年に出版された成書では， 日本では本種による発症例は

極めて少ない，との記述が確認できるお}。

その後. 1984年には野外から本種4株の分離が報告

されている 14)。実は記録を遡ると，すでに 1970年代に

は本種が日本国内のコクシジウム研究において利用され

ていたことを知ることができる562710 ただ，これらの研

究に使われた株の由来が囲内なのか国外なのか定かで、は

ない。よって， 筆者が調べた限りでは.この 1984年の

報告が日本圏内で本種が分離された初めての報告ではな

いかと思われる。1988年には，この 1984年の成績と独



自のデータを基にして，日本国内の複数の地域から本種

が分離されたため，本種の分布が拡大傾向にあるとの危

倶が示されている21)0 1990年には， さらに北海道と熊

本からも本稜2株が分離され，病原性など詳細な性状解

析が実施された8.1310 1980年代から 1990年にかけて相

次いで得られた，これらの分離成績を踏まえて， 日本国

内における本種の増加は計画感染に用いられた生ワクチ

ンが原因になっているのではないかという見解が示され

ている22)。

しかしその後，本種に関する研究は途絶えたようで，

これまで報告も見当たらない状況にあった。十数年を経

て，2006年から 2007年に掛けて実施したわれわれの調

査では，本種が国内に広く浸潤していることを報告した91。

この調査では， 32農場中 21農場から本種が検出された

が。検出された 21農場のうち 20農場は種鶏場および採

卵養鶏場であった。また，2012年には極めて貴重な本

写真 3. E. brunettiの胞子形成オーシスト (Bar=20μm)

写真 4. E. brunettiが感染した空腸粘膜 (HE染色)。

多数の未熟シゾント (矢印)およびメロゾイト

を内包する成熟シゾント (矢頭)を認める。
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種による野外発症事例も報告されているお10 E. necatrix 

や E.tenellaによる感染では，それぞれに典型的な肉般

病変を認める事例が多く，野外での診断もさほど難しい

ものではない。一方で，E. brunettiの感染では特徴的

な肉眼病変を認めず， 一見しただけで鶏コクシジウム症

であると判断するのは不可能である。ただし紫膜面の

白色化および、膨満などを認め，腸炎が疑われる事例では

本種の関与も疑った上で検査を進めたほうがよい (写真

3，4)。特に種鶏場および、採卵養鶏場においては，広く本

種が浸潤している状況にあるため，精査されれば多くの

事例で本種が鶏コクシジウム症の原因となっていること

が明らかになるであろう 。

壊死性腸炎

壊死性腸炎は幼若鶏に発生が多い疾病であり ，突発的

な発生，高い死亡率および小腸粘膜の壊死などを特徴と

する (写真 5，6)。本症の発生による損失およびその予

防と治療に必要な経費を合算すると，世界全体で年間約

写真 5. 空回腸粘膜における重篤な壊死性病変

写真 6 壊死闘射をにおける空腸粘膜の壊死像 (HE染色)。

繊毛の萎縮，繊毛先端部に細菌塊を伴う壊死巣

の散在，繊毛粘膜上皮の脱落および粘膜固有層

にリンパ球の浸潤を認める。
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2.000 億円に上ると見積もられ路)鶏コクシジウム症と同規

模の被害をもたらしている。原因となるのは Clostridium

μげ'ringe却s A型(アルファ毒素)もしくは C型(アルファ

毒素およびベータ毒素)とされ，小腸内での菌の増殖お

よび毒素の産生，分泌が疾病の発生機序に深く関わる。

本菌は嫌気性グラム陽性の大型梓菌で，芽胞形成能を持

つために農場内の清浄化は困難である。本菌は疾病の発

生がなくとも健康な鶏の腸内細菌叢の一部として盲腸な

どに常在している。また，生産性への影響はあるのだが，

無症状性のものや病勢が緩やかなものなど，病型の異な

るクロストリジウム感染症も報告されている四)。

Clostridiumρ町 fringensが産生する

NetB毒素の発見

これまで長年に渡り，壊死性腸炎の発生はC.peゲnngens

(以下 Cp菌)によって産生されるアルファ毒素が主体

となって引き起こされるものと考えられてきた。ただし，

除外していき，最終的に壊死性腸炎由来 Cp菌に特異的

な塩基配列を絞りこんでいった。そして，その中から

Cp菌のベータ毒素遺伝子と相向性を示した遺伝子を特

定し，コードされるタンパク質に対して NetBと名付け

た。そして，逆遺伝学の手法を用いて NetB毒素をコー

ドする遺伝子(以下.netB) を欠損させた Cp菌も作り

出している。この欠損株は，期待通り壊死性腸炎を引き

起こす能力を失っていたため，彼らは壊死性腸炎の主因

がNetB毒素であると結論付けた。

その後の研究により .netB以外にも壊死性腸炎由来

Cp菌ゲノムに特異的な塩基配列が特定され，それらは

三つの遺伝子座に集束していることが判明した12)。うち

一つの遺伝子座は染色体に，残り二つはそれぞれ異なる

プラスミド上に配置されている2，19)。これらのプラスミ

ドや netBなどの保有状況を調べることで，壊死性腸炎

を引き起こす病原性 Cp菌と引き起こさない非病原性

Cp菌を鑑別する手法が近い将来に確立されるかも知れ

この説と矛盾するいくつかの現象が報告されてはいた。 ない。

壊死性腸炎を発症した鶏および健康鶏から分離される

Cp菌はともにアルファ毒素を産生する上に，産生され

るアルファ毒素量にも違いが認められていない4)。さら

には，腸管内の壊死性病変の程度と腸管内に存在するア

ルファ毒素量に相関がないことも報告されている却)な

お，これまでに，筋肉などの結合組織が壊死するガス壊

痘と呼ばれる疾病では. Cp菌のアルファ毒素が病変形

成の主因であることが証明されている。ガス壊痘では病

変組織において白血球などの炎症性細胞の浸潤をほとん

ど認めないことが特徴の一つである3)。ところが，壊死

性腸炎の病変では偽好酸球，リンパ球および形質細胞の

顕著な浸i閏が認められるのである1)。

そして.2∞6年に逆遺伝学(リバースジェネティクス)的

な手法を用いて，壊死性腸炎の病変形成においてアルファ毒

素は必須ではないとする研究報告が発表された10)。この研究

では，壊死性腸炎から分離した Cp菌を用いて，そのゲ

ノム上からアルファ毒素をコードする遺伝子を人為的に

欠損させた株を作り出した。実際に，この欠損株ではア

ルファ毒素の産生量は検出限界以下にまで低下する。し

かしながら，この欠損株は，もとの親株と同様に壊死性

腸炎を引き起こす能力を有していたため，この研究では

アルファ毒素は必須ではないと結論付けたのである。

続いて 2008年に同じ研究グループから Cp菌が産生

する新しい病原性因子 NetB毒素の発見に関する報告が

なされた11)。彼らは，第二世代シーケンサーを用いて壊

死性腸炎から分離した Cp菌の全ゲノムを解析した。こ

の配列データをもとに近縁の菌株と類似する塩基配列を

22 

日本における netBの検出状況

欧米を中心に netBを保有する Cp菌に関する野外疫

学調査は行われているが， 日本ではまだ極めて少ない。

我々は 2007年から 2011年までに弊所に依頼のあった病

性鑑定材料を中心に. Cp菌の分離およびnetB保有状

況を調査した成績を報告している四)。鶏コクシジウム症

もしくは壊死性腸炎が疑われた病性鑑定材料から，定法

に従って Cp菌を分離し.netB断片を増幅する PCR法

にて遺伝子の保有状況を調査した(表 1)。全検体58例

のうち，菓告および肉眼所見に基づいて壊死性腸炎と診

断された 41例中 33例から Cp菌が分離され. 33株中

12株 (36.4%)がnetB陽性であった。一方，壊死性腸

炎ではないと診断された 17例中 5例からも Cp菌は分

離され. 5株中 2株 (40%)が陽性で、あったo netB陽性

Cp菌が分離された地域および鶏種は多岐に及んだが，

20-30日齢および 150-200日齢前後の鶏から高率に分

離される傾向が認められた。本調査では，壊死性腸炎発

生事例において Cp菌が高率に分離される傾向を認めた

が，発症の有無とnetB陽性Cp菌の分離状況には明確な

相関を認めなかった。ただ，我々の報告以外にも.新潟県

および福島県からも検出された報告があるため18，31)

netB陽性 Cp菌が日本全国に分布していることは間違

いない。 NetB毒素が壊死性腸炎の発生とどの程度，ど

のように関与しているのか，今後のさらなる研究の進展

が期待される。



表1. 日本国内における Cp菌およびnetB陽性 Cp菌

の分離状況

診断の結果 Cp菌/検体 netB陽性/Cp菌

壊死性腸炎 33/41 12/33 

非壊死性腸炎 5/17 2/5 

合計 38/58 14/38 

おわりに

鶏コクシジウム症と壊死性腸炎は古くから研究が進め

られてきた疾病である。研究者も決して多い分野ではな

いが，少しずつ新しい知見が得られてきている。近年の

遺伝子工学など研究技術の進展が， 日本国内の E.

brunettiの存在や Cp菌が持つ新しい毒素を浮き彫りに

しこれまでの知見に加えて新たな局面を切り開いたと

言える。今回紹介したこれらの知見を足がかりに， 日本

国内における今後の研究および調査が少しでも進展する

ならば筆者にとって望外の喜びである。
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鶏病研究会報

Re-thinking Chicken Coccidiosis and Necrotic Enteritis in ]apan 

Fumiya Kawahara 

Nippon Institute for Biological Science. Shin-Machi 9-2221-1. Om巴.Tokyo 198-0024. Japan 

Summary 

Chicken coccidiosis is usually associated with occurrence of necrotic enteritis under field 

conditions. Infection with mid-intestinal species of coccidian is a major disposing factor for necrotic 

enteritis. In this short review. the current knowledge related to these diseases has been summarized. 

Several national surveys in broi!er fiocks gave negative views concerning廿leprevalence of Eimeria 

brunetti in 1970's. However. we have recently demonstrated a high nationwide prevalence of this 

species. In tbe study. E. brunetti was found in 21 out of 32 farms. of which twenty were breeder and 

layer farms. Thus. we will be forced to change our perception tbat E. brunetti is one of suspected 

species that can be associated with clinical chicken coccidiosis in Japan. Recently. new virulence 

factors of Clostridium ρerfringens have been discovered and that gave new insights into the 

pathogenesis of necrotic ent巴ritis.Although alpha toxin was long suspected to be the key virulence 

factor for the development of tbe disease. it has been shown that a novel pore-forming toxin. NetB. 

has a critical role and that alpha toxin is not essential for the disease. A high correlation has been 

also found between NetB production and也eability to produce disease. However. no clear correlation 

has been shown between isolations of NetB gene positive strains and occurrences of the disease in 

Japan. Therefore. the detai!ed role and way of NetB in occurrence of necrotic enteritis should be 

further investigated 
(J. Jpn. Soc. Poult. Dis.. 49 (Suppl). 19-24. 2013) 

Key words : chicken coccidiosis. Clostridium ρ吹かingens.Eimeria brunetti. necrotic enteritis 
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