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学位論文の内容の要旨 

 

家禽産業のバイオセキュリティの強化は，疾病の予防や制御に重要であり，同時に

家禽病原体の検出は，疾病が拡散するのを制御し，家禽産業での経済的な損失を防ぐ。

本学位論文では，3 つの異なる資材として，微酸性次亜塩素酸水（SAHW），バイオセ

ラミック（BCX）粉末（pH13）および食品添加物級の水酸化カルシウム（FdCa(OH)2）

粉末を家禽産業のバイオセキュリティ強化候補資材として取り上げた。研究は様々な

条件で，異なる方法で行い，家禽病原体（ウイルスや細菌）に対する資材の抗微生物

効果を評価した。同時に農場で使用されている動物への安全性も調べた。家禽農場か

ら食鳥処理場，鶏卵生産までを含む，家禽産業へのこれら資材の応用の可能性を評価

した。 

SAHW は新たな塩素系消毒剤で，飽和食塩水を電解して作られた。遊離塩素を含み，

ほとんどが次亜塩素酸の状態で存在する。 遊離塩素の濃度が異なる SAHW（50ppm，

100ppm，200ppm）を用い，低病原性鳥インフルエンザ（AIV）H7N1 亜型，ニュー

カッスル病ウイルス（NDV）Sato 株およびワクチン B1 株，サルモネラ・インファン

ティス（S. Infantis），大腸菌に対する殺ウイルス・殺菌効果を，直接試験管内で，あ

るいは物質表面や空気中にある病原体に対して噴霧（ナノスケール噴霧器やネブライ

ザー）により，評価した。液体で使用した場合，SAHW は，非常に迅速に 5 秒以内で

ウイルスや細菌を検出限界未満（≦2.5 log10 TCID50/ml，≦2.6 log10 CFU/ml）にま

で低下させた。ただし，ナノスケール噴霧器で噴霧され，30cm の距離で回収した

SAHW 50ppm は，AIV を不活化できなかった。ナノスケール噴霧器で SAHW 50ppm

を噴霧した場合，レーヨンの布の上に付着させた AIV を 10 秒間のスプレー後，3 分
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間で検出限界未満まで不活化できた。SAHW 100ppm や 200ppm では，噴霧直後に

AIV を不活化できた。しかし，ナノスケール噴霧器で SAHW を病原体に対して間接

的に噴霧した場合，200ppm のみが 10 秒間のスプレー後，10 分間で AIV を不活化で

きた。さらに，SAHW を，ガラス板あるいはレーヨン布に付着させた細菌に対してネ

ブライザーで噴霧したところ，乾燥状態では，50ppm で 5 分間の噴霧後，5 分間で検

出限界未満まで不活化できた。しかし，濡れた状態では，100ppm を用いても，7 分

間の噴霧後，5分間経過しても有効といえる1000分の1以上の減少には至らなかった。

100ppm をネブライザーで噴霧した場合，レーヨン布上の細菌を，5 分間の噴霧後，5

分後に検出限界未満まで不活化できた。さらに，空気中の NDV に SAHW 100ppm を

噴霧したところ，数秒間で NDV を不活化でき，噴霧した NDV から鶏ひなを完全に

防御した。SAHW の金属腐食性，鶏ひなに対する安全性を調べた。金属に対して 83

日間 SAHW を曝露したが，金属の腐食は認められなかった。SAHW を 1 日に 2 回 13

分間ずつ，6 日間，鶏ひなに噴霧したが，体重の減少は認められず，ひなに対して安

全と考えられた。 

BCX 粉末（pH 13）は，鶏糞を還元焼結することにより生産された。細菌を含む鶏

糞（0.5g）に対して，BCX 粉末を 10％，20％，30％の異なる濃度で添加し，殺菌能

を調べた。BCX 粉末を 20％に混合した場合，6 時間後に大腸菌や S. Infantis を検出

限界未満（≦2.6 log10 CFU/ml）にまで不活化できた。しかし，10％では，20 時間後

でも，有効といえる 1000 分の 1 以上の減少には至らなかった。実際の現場を想定し，

BCX 粉末の鶏飼養環境下で敷料に混合して殺菌効果の持続性を調べたところ，3 日間

で殺菌効果が認められなくなった。 

FdCa(OH)2は，白色のアルカリ性粉末で，天然の石灰岩由来の炭酸カルシウムから

焼成して作製された。大腸菌あるいは S. Infantis を含む糞便中に 5％，10％，20％の

異なる濃度で作用させ，殺菌効果を調べた。細菌を回収する際，リン酸緩衝食塩水（PBS）

を用いた場合，1 分間以内にいずれの細菌も検出限界未満にまで殺菌した。しかし，

細菌を 1 M Tris-HCl （pH 7.2）で回収すると，殺菌には，5％の場合は 6 時間，10％

の場合は 3 時間を要した。鶏の敷料に混合した場合，3 日後まで殺菌能が維持された。 

異なる評価方法で異なる病原体を用いて評価した結果，3 つの候補資材は，消毒資

材としての能力があり，畜産農場での応用が可能で，環境や動物に対してもリスクが

ないと考えられ，家禽産業のバイオセキュリティの強化の良い候補資材と考えられた。

今後は，実際の現場での利用研究が期待される。 

 

審 査 結 果 の 要 旨 

 

家禽産業のバイオセキュリティの強化は，疾病の予防や制御に重要であり，同時に

家禽病原体の検出は，疾病が拡散するのを制御し，家禽産業での経済的な損失を防

ぐ。 

そこで申請者は，微酸性次亜塩素酸水（SAHW），バイオセラミック（BCX）粉末

（pH13）および食品添加物級の水酸化カルシウム（FdCa(OH)2）粉末を家禽産業のバ

イオセキュリティ強化候補資材として選定し，様々な条件で，異なる方法で，低病原

性鳥インフルエンザウイルス（AIV），ニューカッスル病ウイルス（NDV），サルモ

ネラ・インファンティス（S. Infantis）および大腸菌に対する資材の抗微生物効果を評

価した。家禽農場から食鳥処理場，鶏卵生産までを含む，家禽産業へのこれら資材の

応用の可能性を評価した。 

SAHW は遊離塩素を含み，ほとんどが次亜塩素酸の状態で存在する。 遊離塩素の



 

 

 

濃度が異なる SAHW（50ppm，100ppm，200ppm）は，液体で使用した場合， 5 秒以内

でウイルスや細菌を検出限界未満にまで不活化した。ただし，ナノスケール噴霧器で噴

霧され，30cm の距離で回収した SAHW 50ppm は，AIV を不活化できなかった。ナノス

ケール噴霧器で SAHW 50ppm を噴霧した場合，レーヨンの布の上に付着させた AIV を

10秒間のスプレー後，3分間で検出限界未満まで不活化できた。SAHW 100ppmや200ppm

では，噴霧直後に AIV を不活化できた。さらに，空気中の NDV に SAHW 100ppm を噴

霧したところ，数秒間で NDV を不活化でき，噴霧した NDV から鶏ひなを完全に防御し

た。SAHW の金属腐食性，鶏ひなに対する安全性を調べたところ，金属の腐食は認めら

れなかった。SAHW を 1 日に 2 回 13 分間ずつ，6 日間，鶏ひなに噴霧したが，体重の

減少は認められず，ひなに対して安全と考えられた。 

BCX粉末（pH 13）は，鶏糞を還元焼結して生産した。細菌を含む鶏糞（0.5g）に対

して，BCX粉末を10％，20％，30％の異なる濃度で添加し，殺菌能を調べた。BCX粉

末を20％に混合した場合，6時間後に大腸菌やS. Infantisを検出限界未満（≦2.6 log10 

CFU/ml）にまで不活化できた。しかし，10％では，20時間後でも，有効といえる1000

分の1以上の減少には至らなかった。実際の現場を想定し，BCX粉末の鶏飼養環境下で

敷料に混合して殺菌効果の持続性を調べたところ，3日間で殺菌効果が認められなくな

った。 

FdCa(OH)2 は，白色のアルカリ性粉末で，天然の石灰岩由来の炭酸カルシウムを焼成

して作製された。大腸菌あるいは S. Infantis を含む糞便中に 5％，10％，20％の異なる濃

度で作用させ，殺菌効果を調べた。細菌を回収する際，リン酸緩衝食塩水（PBS）を用

いた場合，1 分間以内にいずれの細菌も検出限界未満にまで殺菌した。しかし，細菌を

1 M Tris-HCl（pH 7.2）で回収すると，殺菌には，5％の場合は 6 時間，10％の場合は 3

時間を要した。鶏の敷料に混合した場合，3 日後まで殺菌能が維持された。 

異なる評価方法で異なる病原体を用いて評価した結果，3つの候補資材は，消毒資材

としての能力があり，畜産農場での応用が可能で，環境や動物に対してもリスクがな

いと考えられ，家禽産業のバイオセキュリティの強化の良い候補資材と考えられた。

今後は，実際の現場での利用研究が期待される。 

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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