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学位論文の内容の要旨 

 

本研究では, アフリカ地域 3 か国における家畜のダニ媒介性病原体の疫学調査および分

子学的診断を実施した。アフリカにおけるダニ媒介性疾患(TBDs)であるバベシア症, タイ

レリア症, アナプラズマ症および紅斑熱群(spotted fever group; SFG)リケッチア症の原因

は, それぞれ,Babesia bovis, B. bigemina, Theileria spp., Anaplasma marginale および

SFG リケッチアである。これらの感染症は経済的損失をもたらすだけでなく, 感染家畜は

人獣共通感染症の重要なリザーバーとも成り得るため, 畜産業および公衆衛生上, そのコ

ントロール策の確立が課題であるが, これらの感染症は風土病としての認識はされている

ものの, そのコントロールに必要な疫学情報は多くの国で不足している。 

第一章ではエジプトの小規模酪農農場における家畜の B. bigemina, B. bovis, A. marginale,

および SFG リケッチアの感染率を評価するために, Beheira および Faiyum 地域で採取され

たウシ(n=151)および水牛(n=96)の血液検体を用いて標準および nested PCR を実施した。

その結果, PCR 陽性例は SFG リケッチアを除く上記の全病原体で確認された。ウシ血液に

おける B. bovis, B. bigemina および A. marginale の陽性率は, それぞれ, 3.97％, 5.30％および

3.31％であった。一方, 水牛血液では, それぞれ, 4.17％, 10.42％および 20.83％であった。

加齢水牛(8～9 才)の感染率は成獣(5～7 才)よりも有意に高い成績であった(11.3% vs 6.3%)。

また, ウシの約 10％は, 発熱を伴う B. bigemina 陽性例であったが, これとは対照的に, 水

牛ではダニ媒介血液寄生虫が検出された全ての個体が, 臨床学的に健康であった。これら

の成績は, 水牛はダニ媒介性病原体の重要なリザーバーであるにもかかわらず, 臨床症状

が認められないために, その存在を見落とされることが多く, それが原因でウシへの感染
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源と成り得ることを示唆するものと考えられる。したがって, 水牛の管理をより強化する

ことがエジプトにおけるバベシア症およびアナプラズマ症を効果的にコントロールするた

めに重要な要件であると考えられた。 

第二章ではケニアにおけるダニ媒介性感染症の疫学について調査した。ケニアの Ngong

および Machakos 地方の農場にて採取したウシ血液(n=192)を用いて B. bovis, B. bigemina, 

Theileria species, A. marginale および SFG リケッチアの PCR 陽性率を調査した。リケッチア

は全検体から検出されなかったが, B. bovis, B. bigemina, T. parva, T. velifera, T. taurotragi, T. 

mutans, および A. marginale が両農場にて検出された。一方, T. ovis, Theileria sp.（アフリカ

水牛）および T. orientalis は, Ngong の農場でのみ検出された。また, 両農場における陽性

検体の 50％以上で重感染が確認されたことから TBDs の診断, 治療および予防法を構築す

る際には, ウシにおけるダニ媒介性血液寄生虫の重感染を考慮する必要性があることが示

唆された。 

第三章では, 吸血型 Amblyomma variegatum ダニを血液検体の代替として用い, ベナンに

おけるダニ媒介病原体の調査を行った。ベナン北東部の 8 つの異なる地域から計 910 匹の

A. variegatum ダニを収集し, B. bigemina, B. bovis, Theileria 種 (T. taurotragi, T. annulata, T. 

orientalis, T. parva および T. mutans), A. marginale および SFG リケッチアの検出を PCR を用

いて試みた結果, B. bigemina (1/910), B. bovis (10/910), T. mutans (4/910), A. marginale 

(142/910)および SFG リケッチア(267/910)が同定された。B. bigemina, B. bovis および T. 

mutans は 1 地域, A. marginale および SFG リケッチアは 7 地域で検出された。SFG リケッチ

アの感染率には地域差が認められるとともに雌ダニで高い成績であった。また, シークエ

ンス解析により Rickettsia africae またはそれに近縁の種の存在が明らかとなった。以上, ベ

ナンにおけるダニ媒介性血液寄生原虫の地域的流行を明らかにしたことにより, アフリカ

における R. africae および紅斑熱リケッチアの地理的分布に新しい情報が加わった。ベナン

においては, SFG リケッチア感染症が発熱性疾患の原因の一つであることを認識する必要

性があると考えられる。 

第四章ではエジプト, ケニアおよびベナンにおける B. bovis, B. bigemina および A. 

marginal, およびケニアにおける T. parva および T. orientalis の遺伝的多様性について評価

した。これらの国から分離された B. bigemina の Rap-1a および A. marginale の Msp 5 の遺

伝子配列は保存され, 高い相同性を示した。エジプトのウシ, ケニヤのウシおよびベナンの

A. variegatum ダニ由来 B. bovis の SBP-4 配列は同様であったが, エジプトの水牛とは異な

っていた。ケニアのウシから分離された T. parva と T. orientalis には多型が認められた。

Machakos 地域の農場ではウシ由来 T. parva 株が検出されたが, Ngong 地域の農場ではウシ

および水牛由来 T. parva 株が検出され, ウシと野生動物であるアフリカ水牛との接触が示

唆された。また, T. orientalis の遺伝子型は, これまで知られていた MPSP Type 3 に加え, 

MPSP Type 5 の存在が明らかとなった。 

以上, 同一の高感度な検出法を使用してアフリカの異なる国々におけるダニ媒介病原体

の検出・同定を行った結果, 各地域および国に特有の疫学的特徴が明らかとなった。本研

究は, アフリカにおけるダニ媒介性感染症のコントロール対策ための基礎的な知見を初め

て報告したものである。 

 

 

審 査 結 果 の 要 旨 

 

本研究では, アフリカ地域 3 か国における家畜のダニ媒介性病原体の疫学調査および分

子学的診断を実施した。アフリカにおけるダニ媒介性疾患(TBDs)であるバベシア症, タイ



 

 

 

レリア症, アナプラズマ症および紅斑熱群(spotted fever group; SFG)リケッチア症の原因

は, それぞれ,Babesia bovis, B. bigemina, Theileria spp., Anaplasma marginale および

SFG リケッチアであるが, これらの感染症は経済的損失をもたらすだけでなく, 感染家畜

が人獣共通感染症の重要なリザーバーとも成り得るため, 畜産業および公衆衛生上, その

コントロール策の確立は重要な課題である。しかしながら, これらの感染症は風土病とし

ての認識はされているものの, そのコントロールに必要な疫学情報はアフリカの多くの国

で不足している。 

第一章ではエジプトの酪農農場における家畜の B. bigemina, B. bovis, A. marginale,および

SFG リケッチアの感染率を評価するために, Beheira および Faiyum 地域で採取されたウシ

(n=151)および水牛(n=96)の血液を用いて標準および nested PCR を実施した。その結果, 

PCR 陽性例は SFG リケッチアを除く上記の全病原体で確認された。ウシ血液における B. 

bovis, B. bigemina および A. marginale の陽性率は, それぞれ, 4%, 5%および 3%であった。一

方, 水牛血液では, それぞれ, 4%, 10%および 21%であった。また, 加齢水牛(8～9 才)の感

染率は成獣(5～7 才)よりも有意に高い成績であった(11.3% vs 6.3%)。さらに, ウシの約 10％

は, 発熱を伴う B. bigemina 陽性例であったが, これとは対照的に, 水牛ではダニ媒介血液

寄生虫が検出された全ての個体が, 臨床学的には健康であった。これらの成績は, 水牛はダ

ニ媒介性病原体の重要なリザーバーであるにもかかわらず, 臨床症状が認められないため

に, その存在を見落とされることが多く, それが原因でウシへの感染源と成り得ることを

示唆している。したがって, 水牛の管理をより強化することがエジプトにおけるバベシア

症およびアナプラズマ症の効果的コントロールの重要な要件であると考えられた。 

第二章ではケニアにおけるダニ媒介性感染症の疫学について調査した。ケニアの Ngong

および Machakos 地方の農場にて採取したウシ血液(n=192)を用いて B. bovis, B. bigemina, 

Theileria species, A. marginale および SFG リケッチアの PCR 陽性率を調査した。リケッチア

は全検体から検出されなかったが, B. bovis, B. bigemina, T. parva, T. velifera, T. taurotragi, T. 

mutans, および A. marginale が両農場にて検出された。一方, T. ovis, Theileria sp.（アフリカ

水牛）および T. orientalis は, Ngong の農場でのみ検出された。また, 両農場における陽性

検体の 50％以上で重感染が確認されたことから, TBDsの診断, 治療および予防策を構築す

る際には, ウシにおけるダニ媒介性血液寄生虫の重感染を考慮する必要性があると考えら

れた。 

第三章では, 吸血型 Amblyomma variegatum ダニを血液検体の代替として用い, ベナンに

おけるダニ媒介病原体の調査を行った。ベナン北東部の 8 つの異なる地域より計 910 匹の

A. variegatum ダニを収集し, B. bigemina, B. bovis, Theileria 種 (T. taurotragi, T. annulata, T. 

orientalis, T. parva および T. mutans), A. marginale および SFG リケッチアの検出を PCR を用

いて試みた結果, B. bigemina (1/910), B. bovis (10/910), T. mutans (4/910), A. marginale 

(142/910)および SFG リケッチア(267/910)が同定された。B. bigemina, B. bovis および T. 

mutans は 1 地域, A. marginale および SFG リケッチアは 7 地域で検出された。SFG リケッチ

アの感染率には地域差が認められるとともに雌ダニで高い成績であった。また, シークエ

ンス解析により Rickettsia africae またはそれに近縁の種の存在が明らかとなった。以上, ベ

ナンにおけるダニ媒介性血液寄生原虫の地域的流行を明らかにしたことにより, アフリカ

における R. africae および紅斑熱リケッチアの地理的分布に新しい情報が加わった。ベナン

においては, SFG リケッチア感染症が発熱性疾患の原因の一つであることを認識する必要

性があると考えられる。 

第四章ではエジプト, ケニアおよびベナンにおける B. bovis, B. bigemina および A. 

marginal, およびケニアにおける T. parva および T. orientalis の遺伝的多様性について評価

した。これらの国から分離された B. bigemina の Rap-1a および A. marginale の Msp 5 の遺



 

 

 

伝子配列は保存され, 高い相同性を示した。エジプトのウシ, ケニヤのウシおよびベナンの

A. variegatum ダニ由来 B. bovis の SBP-4 配列は同様であったが, エジプトの水牛とは異な

っていた。ケニアのウシから分離された T. parva と T. orientalis には多型が認められた。

Machakos 地域の農場ではウシ由来 T. parva 株が検出されたが, Ngong 地域の農場ではウシ

および水牛由来 T. parva 株が検出され, ウシと野生動物であるアフリカ水牛との接触が示

唆された。また, T. orientalis の遺伝子型は, これまで知られていた MPSP Type 3 に加え, 

MPSP Type 5 の存在が明らかとなった。 

以上, 同一の高感度な検出法を使用してアフリカの異なる国々におけるダニ媒介病原体

の検出・同定を行った結果, 各地域および国に特有の疫学的特徴が明らかとなった。本研

究は, アフリカにおけるダニ媒介性感染症のコントロール対策ための基礎的な知見を初め

て報告したものである。 

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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