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学位論文の内容の要旨 

 

2003 年以来，鳥インフルエンザウイルス（AIV）H5N1 亜型による高病原性鳥インフ

ルエンザ（HPAI）が世界中の家きん産業に大きなダメージを与えている。HPAI に対する

ワクチン利用は推奨されず，農場のバイオセキュリティ強化，摘発淘汰，感染鳥の移動制

限が，HPAI に対する主たる制御手段である。 

消毒剤は農場の清掃及び消毒のため重要な役割を担っている。しかし，農場での環境で

は，ほとんどの消毒剤は有機物の存在により効果が低下する。そのため，畜産農場でも適

用可能な新しい消毒資材の候補を探すことが，農場のバイオセキュリティを強化するため

に必須である。 

予備的スクリーニングの結果良い結果が得られた，還元焼結処理で作製した「鶏糞由来

バイオセラミック（BCX）」とホタテ貝殻を焼成処理して得られた「ホタテ貝殻焼成カル

シウム粉末（SSP）」を用い，殺ウイルス効果について， AIV あるいはガチョウパルボウ

イルス（GPV）と混合し，殺ウイルス活性を減少指数（RF）で評価した。BCX 及び SSP 

に，AIV と GPV に対する不活化能（RF > 3）が認められた。なお，BCX は動物用の飼料

として認可されており，SSP は食品添加物である。 

日光下条件及び降雨条件を模した環境模擬実験を用い，SSP の AIV を不活化する能力

を消石灰（SL）のそれと比較した。試験期間を通して厳しい条件下にさらされた SSP 及

び SL は，AIV との 20 時間感作の場合，不活化能（RF > 3）を保持していた。SSP は短

時間の感作の場合（3 分間）であっても高い AIV 不活化効果を示し， SSP は SL と比べ

て pH の中性化を防ぐ能力があった。SSP は重要な家禽疾病ウイルスを不活化する十分な

結果を示したが，SSP を飼料添加物または床敷きの消毒剤として使用した安全性試験の結
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果から，SSP は鶏ひなに用いるのは不適切であると示された。 

BCX の殺ウイルス効果について，AIV，NDV，伝染性ファブリキウス嚢病ウイルス

（IBDV）及び GPV と 1 時間混合することで評価した。BCX は，すべてのウイルスを検

出限界未満にまで不活化できた。さらに，BCX を日光下条件及び降雨条件の厳しい模擬環

境下に晒し殺ウイルス効果試験を行った。厳しい条件に置かれた後， AIV を用いた試験

では，BCX は 7 週間の日光条件下または，9 回の懸濁後も高い殺ウイルス効果（RF > 3）

を持続した。 

BCX が糞便中のウイルスの不活化や糞口感染によるウイルスの水平感染を防止できる

か，IBDV を攻撃ウイルスとして用いて評価した。IBDV を含んだ汚染敷料を BCX と混合

し，6 羽の 1 週齢 SPF 鶏ひなをケージに入れた。その結果，BCX 処理ケージのひなはす

べて IBDV 感染がなかったが，対照ケージのひなはすべて，IBDV に対する抗体及び IBDV

用の RT-PCR が陽性だった。さらに，水平感染を抑制するか，3 羽の 1 週齢 SPF 鶏ひな

に IBDV ワクチンを経口投与し，6 時間後に BCX を飼料とケージ敷料に加え，3 羽の 1

週齢 SPF 鶏ひなをおとり用に 8 日間同居させた。IBDV の伝播率を BCX 処理ケージと未

処理対照ケージとで比較したところ，BCX 処理ケージでは，伝播率が有意に抑制された。

なお，体重増加に影響は認められなかった。 

 BCX を鳥のリハビリテーション施設入口における長靴用踏み込み槽に入れ，設置後各時

点で BCX の一部を回収し，供試病原体と 3 分間あるいは 1 時間感作させ， AIV，ニュー

カッスル病，Salmonella Infantis 及び大腸菌に対する殺ウイルス及び殺菌効果を調べた。

BCX は，使用したすべての病原体に対する高い不活化能を 11-13 週間維持するということ

が確認できた。 

以上，SSP 及び BCX には家禽疾病ウイルスや細菌を不活化する効果が認められた。特

に，BCX は，鶏ひなの飼養環境において，IBDV 水平伝播を抑制できた。それぞれの特徴

を考慮し，バイオセキュリティ強化資材として，農場での応用が期待された。 

 

 2003 年以来，鳥インフルエンザウイルス（AIV）H5N1 亜型による高病原性鳥インフル

エンザ（HPAI）が世界中の家きん産業に大きなダメージを与えている。HPAI 対策ではワ

クチン利用は推奨されず，農場のバイオセキュリティ強化，摘発淘汰，感染鳥の移動制限

が，主たる制御手段である。 

 そこで申請者は，さまざまなバイオセキュリティ強化候補資材について，殺ウイルス・

殺菌等の殺微生物効果の観点，野外での殺微生物効果の持続性，並びに動物に対する安全

性を評価し，食品添加物であるホタテ貝殻焼成カルシウム粉末（SSP）及び動物用飼料と

して認可されている鶏糞由来バイオセラミック（BCX）を有力候補として選定し，さらな

る研究を行った。 

 SSP は，通常農場で用いられている消石灰（SL）と比較し，長期間にわたり，太陽光下

あるいは降雨条件下で殺 AIV 効果を維持し，また，Tris-HCl 緩衝液で中和させた場合に

おいても，SL よりもアルカリ性維持能力が高いことを見出した。 

 糞口感染モデルとして伝染性ファブリキウス嚢病ウイルス（IBDV）を用い，BCX を敷

料と餌に混合した状態で IBDV の同居ひなに対する水平感染を調べたところ，対照が

100％伝播したのに対して，BCX 群では伝播 33%と有意に水平感染を抑制することを明ら

かにした。また，IBDV 汚染敷料に BCX を添加したところ，新たに導入した感受性ひな

への IBDV 感染を完全に抑制した。 

 BCX を鳥のリハビリテーション施設入口における長靴用踏み込み槽に入れ，設置後各時
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点で BCX の一部を回収し，供試病原体と 3 分間あるいは 1 時間感作させ， AIV，ニュー

カッスル病，Salmonella Infantis 及び大腸菌に対する殺ウイルス及び殺菌効果を調べた。

BCX は，使用したすべての病原体に対する高い不活化能を 11-13 週間維持するということ

を明らかにした。 

 上記のように，申請者は，バイオセキュリティ強化候補資材を評価し，鳥インフルエン

ザを含む病原体の殺滅並びに感染抑制に有効であることを示した。得られた結果は，HPAI

を含む家畜感染症の農場での対策において，重要な知見と考えられた。   

 以上について，審査委員全員一致で本論文が岐阜大学大学院連合獣医学研究科の学位論

文として十分価値があると認めた。 
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