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カンピ口バクター排菌鶏の認められていた一養鶏場において

シンバイオティクスを飲水に混入添加して給与された鶏にみられた

排菌数と陽性率の減少

橋川真之介1) ・安田憲司 2) .富田悠一2) ・松橋史憲3)

The decreases of viable bacterial numbers in feces and prevalence of 
Campylobacter in chickens was observed after feeding of drinking water 

with synbiotic as artificial additives 

Shinnosuke HASHIKAWA 1)， Kenji YASUDA 2)， Yuichi TOMITA 2) and Fuminori FUNABASHI3
) 

(1) Tokyo Research Laboratory， Meito Sangyo CO.， Ltd. 2973-2， Ishikawa-machi， Hachioji， Tokyo， 192-8509， ]apan 

2) Nagoya Research Laboratory， Meito Sangyo Co.， Ltd. 25-5， Kaechi， Nishibiwajima， Kiyosu， Aichi， 452-0067， ]apan 

3) Funabashi Farm Assist Service. 134-1， Nishigonai， Ohiwa， Toyohashi， Aichi， 441-3143， ]apan) 

(2013. 12. 24受付/2014.2.10受理)

Summary 

We previously reported that feeding the synbiotic of Lactobacillus casei subsp. casei ]CM1134T (Lcc) together 

with dextran to Nagoya breed chickens was able to significantly decrease the shedding of Camρ'ylobacter from 

them.羽Te developed a newly synbiotic usage that had the stronger effect than reported previously. Feeding Lcc 

through drinking water to chickens could decrease both of viable bacterial numbers in feces and prevalence of 

Camρ'ylobacter more significantly than before. 

Key words : Synbiotic， Lactobacillus casei subsp. casei， dextran， Camρ'ylobacter 

カンピロパクターはグラム陰性のらせん状の梓菌であ

り、鞭毛を持ち、特徴的な旋回運動を示す。本菌は、特

に産業動物である家きん及び家畜が腸管内に保菌するこ

とが多い。また、ベットと野生動物もしばしば保菌して

いる。カンピロパクターは、これらの動物において発症

させることはほとんどないが、動物に起病性を示す菌種

はCamρ'ylobacterんtusが牛に流産を起こすことが知ら

れている程度である。しかし、カンピロパクター属の

内、人の食中毒の起因菌種となる頻度の高いC.jejuni 
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は、主に家きんに不顕性感染している。同属の食中毒起

因菌種としては、家きんでの保菌率は低いが、主に豚の

保菌頻度が高いC.coliがある。

1973年にC.jejuniが人の下痢症の原因菌種で、あること

が発見されて以来、世界各国で増加傾向にある 2， 8， 13)。

近年、日本でもこれによる食中毒の多発傾向が続いてい

る。殊に、鶏肉を原因とすることが多く、食品衛生学

上、鶏の本菌感染阻止対策の重要度は高い。日本では

1982年に食品衛生法で食中毒起因菌に指定され、大腸菌

0-157やサルモネラと同様に高い関心を集めている。

カンピロパクターによる食中毒の症状I汁土、胃腸炎、

下痢、発熱、植吐等、他の感染性食中毒と同様で、ある

が、それらに加えて手足の麻海や呼吸困難等を伴う自己

免疫性神経疾患であるギラン・バレー症候群や外眼筋麻

療と運動失調等を特徴とするフイツシャー症候群を引き
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起こすことが示唆されている胤捌。 2012年の厚生労働省

の食中毒統計資料によれば、カンピロパクターが細菌性

原因物質として事件数、患者数共に 1位であった。ま

た、厚生労働省による「平成20年度食品の食中毒菌汚染

実態調査J等によると、カンビロパク夕一は鶏肉及びび、そ

の関連商品や牛レパ一カかミら多く検出されていることが報

告されている~I日3. 2附6日)

カンピロパク夕一による食中毒の対策が、肉用鶏の生

産現場から食烏処理場、流通、消費等の各段階で求めら

れている。養鶏場においては、鶏へのカンピロパクター

の感染抑制、及び、保有菌数や陽性羽数の減少を目指し

ている。養鶏場におけるカンピロパクターの感染経路

は、垂直感染(inegg)の可能性は少なく、ネズミや野

鳥、ワクモ、水や土壌等を通じての水平感染の可能性が

高いと言われている刊。そこで、予防的な対策のひとつ

の手段として、プロバイオティクスやプレバイオティク

ス、さらにはこれらを併用したシンバイオテイクスの給

与が検討されてきた。しかし、それらの報告はいすず、れも

実験室レベルでで、あり札、 フイ一ルド試験でで、はない 1 1η7. 1同削8剖)

我々 は{微放生物由来の多糖体であるテデ守キストランをフプ。レ

パイオテイクスとして、それを資化して生育することが

できるプロバイオテイクス乳酸梓菌 (Lactobacillus

casei subsp. casei ]CM1134T、以下、 Lccと略)を組み

合わせた新規シンバイオテイクスを構築し、本シンバイ

オティクスに体液性免疫および細胞性免疫を増強する作

用があることを報告してきた却辺部)。さらに、カンピロ

パクター感染が確認された肉用名古屋種の養鶏場で、本

シンバイオティクスを飼料に添加して給与した鶏におい

て、カンピロパクター感染防御効果を実生産の現場で

フィールド試験を行うことで検討した。その結果、カン

ピロバクターの検出率では有意差はみられなかったが、

カンピロパクター陽性鶏の排菌数は有意に低かったこと

を報告した 7)。

そこで、さらに効果的なカンピロパクター感染防御の

方法を検討した。先の報告7)において、検出率で十分な

結果が得られなかった理由として、飼料中でのプロバイ

オティクスの分級により、鶏にプロバイオテイクスが均

等に行き渡らなかった可能性が考えられた。そこで、プ

ロバイオテイクスを給与直前に飲水に添加して給与する

ことで、均等に給与する方法を検討したので、以下に報

告する。

定常的にカンピロパクターが検出される名古屋種の一

養鶏場において、 2011年8月から2012年2月にかけて試

験を実施した。場内の独立した開放鶏舎2棟を用い、一

方を対照区、他方をシンバイオティクス給与区(以下、

シンバイオ区)とし、 l区4，300羽とした。飼料は同養

鶏場で通常使用されている市販飼料を使用し、シンバイ

オ区ではデキストランオリゴ糖含有混合飼料(名糖ヘル

シーフレンドーY、名糖産業)を飼料に0.1%添加し、飼

育開始から出荷時まで毎日給与した。また、デキストラ

ン資化性乳酸梓菌である Lccは、 2X 106 cfu/羽/日と

なる様に飲水に添加して、飼育開始から出荷時まで毎日

給与した。

入雛した雛と出荷した鶏について、全く同様の方法で

カンピロパクターの検出を行った 7.凶。雛については、

入雛ロットを含む 3ロットの雛各10羽、合計30羽を用い

て、その盲腸と直腸を摘出後、内容物を採取し、内容物

重量約100mgであったことを測定後、サンプルとし

た。出荷時の鶏(対照区は154日齢、シンパイオティク

ス給与区は153日齢)からは無作為に各20羽、合計40羽

を選び、総排世口から滅菌綿棒を挿入して糞便

(約100mg/羽)を採取し、これをサンプルとした。全

てのサンプルにつき、ボルトン培地 (OxiodLtd.) を用

いて10倍段階希釈液を作成し、その希釈液を mCCDA寒

天培地 (OxoidLtd.) に0.1ml塗抹し、 42
0

C、約44時間

微好気培養した。同培地上に生育したコロニーから

DNAを抽出し、高温性カンピロパクターの検出プライ

マー 15. 16) を使用したPCRを行い、カンピロパクターで

あることを確認し、その菌数を算出した(定量法)。な

お、定量法でカンピロパクターが検出されなかった鶏に

おいて、後述の定性法(増菌培養法)でカンピロパク

ターが検出された鶏に関しては、定量法の検出限界上限

が2log cfu/gであることから、菌数は1.99log cfu/ gを

採用し、一方、定量法でも定性法でもカンピロパクター

が検出されなかった鶏は菌数を Oとして、データ処理を

行った。更に菌種を判定するために、カンピロバクター

の食中毒の主要な原因菌種である Campylobacterjejuni 

とC.coliに対する特異的プライマーお)を用いたPCRを

行った。なお、得られたカンピロパクター菌数の比較

は、 t検定で、行った。

また、サンプル中のカンピロパクターの存否を定性的

に調べるために、菌数測定に使用した希釈液を37
0

C、4

時間培養後、 42
0

Cで約44時間培養し、その菌体懸濁液か

らDNAを抽出し、前述同様に高温性カンピロパクター

及びC.jejuniとC.coliに対する特異的プライマーを用

いたPCRを行った(定性法:増菌培養法)。なお、カン

ピロパクターが検出されたサンプルの検出率の比較は、

x2
独立性の検定で比較した。

結果は、以下の通りであった。まず、入雛時における

カンピロパクターの存否及び菌数は、測定した 3ロット

の雛に関して、定量法では検出限界 210gcfu/g以下で

あり、定性法(増菌培養法)では検出されなかった。
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定量法(直接塗抹法)

表1 出荷時のカンピロパクターの排菌数と検出率、及び、羽数
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よって、入雛時でのカンピロパクター感染はほとんど無

かったものと考えられる。

次に、出荷時では、シンパイオ区のカンピロパクター

の排菌数は2.37log cfu/ gと対照区の5.17log cfu/ gに比

べて有意に低く、また検出率も定量法、定性法のいずれ

においても有意に低かった(表 1)。よって、本シンバ

イオテイクスにより、カンピロパクター感染が軽減され

たと考える。なお、分離されたカンピロパクターのコロ

ニーに関して、菌種の判定を行ったところ、全て

C. jejuniで、あった。

家きんや家畜の飼育において、プロバイオテイク

ス5. 9.肱 mやプレバイオテイクス 3.11 剖)は成長促進剤と

して利用されるだけでなく、サルモネラや大腸菌等の有

害菌の感染を防ぐためにも使用されている。その作用機

序としては、プロバイオティクスやプレバイオティクス

の給与により、乳酸菌等の有用菌を生育、増殖させるこ

とで腸内細菌叢を改善し、その結果、有害菌の腸管への

付着を競合的に阻害する物理的なメカニズム、乳酸菌か

ら産生される有機酸により腸管内pHを下げることで、

至適生育pHを中性付近に持つ有害菌の生育を阻害する

化学的なメカニズム、腸管に存在する多くの免疫担当細

胞を刺激して体液性免疫や細胞性免疫を活性化させる免

疫学的なメカニズムが考えられる 4 幻幻)。これらの作用

機序で中心的な役割を持つ乳酸菌等のプロバイオテイク

スは、 GibsonとRoberfroidが定義した 6)様に生菌であ

ることで効果は高く、それを選択的に生育、増殖させる

プレバイオテイクスを併用するシンバイオティクスで

は、より高い効果が期待でき、理想の給与形態であると

言える。

既に我々は本シンパイオテイクスでカンピロパクターの

感染防御効果を報告してきたが、さらに高い効果を求め、

飼料中でプロバイオティクスが分級することで鶏に不均

一に給与されることを避けるために、さらに菌の活性が

高い状態で給与するために、今回の試験ではプレバイオ

テイクスを飼料に、プロバイオテイクスを使用直前に飲

水に添加して投与するシンバイオテイクスを検討した。

その結果、プロバイオテイクスを飲水経由とすること

で飼料に添加する場合に比べて、排菌数や陽性率の減少

効果が格段に高くなることが判明した。

現時点の養鶏業では、抗生物質が常用されている。そ

のため、耐性菌の出現や残留によるヒトへの影響が懸念

されている。しかし、今回のごとくシンパイオティクス

を使用すると抗生物質の使用量を少なくすることが可能

であることが示唆された。

また、今後の課題として、効果や腸管内で生育場所の

異なる複数の菌種からなるシンバイオティクスを構築す

ることで、さらに効果の高いシンバイオティクスを構築

したいと考える。また、異なる作用機序を有する機能性

素材との併用も検討していきたい。
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