
6　平成 23,24 年度の鶏病抗体調査結果の分析
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要　　約

平成 23、24 年度に実施した鶏病抗体調査結果をもとにニューカッスル病（ND）と Mycoplasma 
gallisepticum（MG）及び Mycoplasma synoviae（MS）の成績について分析した。聞き取りによる鶏

病ワクチンの接種状況調査では、年度間の接種率に差はみられなかった。ND 抗体検査ではワクチン接

種歴が明らかな農場において、抗体保有率と抗体価の幾何平均値（GM 値）がいずれも 23 年度に比べ

24年度で低下した。これは生ワクチン接種農場における抗体保有率と抗体価の低下が主な原因と判明し

たため、生ワクチンの接種方法や接種間隔について指導を強化する必要があると考えられた。MG 及び

MS については、1,000 羽以上飼養している養鶏場において陽性率が高く、日齢と陽性率の間に一定の傾

向はみられなかった。今後は、飼養者が自ら飼育する鶏のワクチン接種歴を十分把握するよう指導を行

うとともに、採材する鶏群の日齢についても検討し、より詳細な調査を行う必要があると思われた。 

はじめに

　鶏の伝染性疾病の浸潤状況と鶏用ワクチンの使

用実態を把握し、養鶏場の衛生指導に資すること

を目的として、毎年鶏病抗体調査を実施している。

本事業を通じて都内養鶏場の更なる衛生対策強化

を図るため平成 23年度と平成 24年度の鶏病抗体

調査結果を分析した。

調査対象及び方法

　調査対象は都内で 100 羽以上家きんを飼養し、

鶏卵・鶏肉を生産・出荷する養鶏場のうち、検査

を希望するものを対象とした。調査項目は表１の

とおりであり、聞き取り調査ではワクチン接種状

況や導入日、導入先などについて直接、飼養者か

ら聞き取りを行った。抗体調査では、ニューカッ

スル病（ND）、マイコプラズマガリセプティカ

ム（MG）感染症、マイコプラズマシノビエ（MS）
感染症、及びひな白痢（SP）の 4疾病について、

表１に示す方法で検査を行った。検査対象となる

鶏については、1養鶏場当たり 1群 10 羽を抽出

して検査することを原則とし、飼養者の要望や養

鶏場の状況によって、適宜増減させた。統計処理

として、ワクチン接種率、抗体保有率、陽性率に

ついてはχ 2乗検定を、HI 抗体価の幾何平均値

（GM 値）については t 検定を行った。

結　　果

　平成 23年度及び 24年度の検査実績は表２のと

おりで、平成 23 年度は 45 戸 48 群、平成 24 年

度は 42戸 43群であった。

　平成 24年度のワクチン接種状況を図１に示し

た。23 年度と比較して、有意に接種率が変化し

た項目はなかった。項目別でみると、ND ワク

チンの接種率が 93% と高く、MG ワクチンの接

種率は 47% で半数弱の養鶏場で接種されていた。

・聞き取り調査

・抗体調査

ニューカッスル病（ ） ・・・ 試験

（ ）

（ ）

ひな白痢（ ） ・・・ 平板急速凝集反応またはゲル沈

平板急速凝集反応

表 調査項目
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また、MS ワクチンを接種している養鶏場はな

かった。

　表３に都内養鶏場における ND 抗体の調査成

績を示した。23年度と 24年度を比較して、抗体

保有率に差はみられなかったが、GM 値は 24 年

度で有意な低下がみられた。ND ワクチンの接種

履歴が明らかな鶏群のみを抽出した成績につい

て比較したものを表４に示した。23年度に比べ、

24 年度ではワクチン接種後の経過日数が短いに

も関わらず、抗体保有率、GM 値ともに低下して

いた。ワクチン接種履歴が明らかな鶏群の内、直

近の ND ワクチン接種に使用したワクチンの種

類別で抗体保有状況を分類した成績を表５に示し

た。抗体保有率は、オイルアジュバンドワクチン

接種群及びオイルアジュバンド以外の不活化ワク

チン接種群で年度間の有意差がないものの、生ワ

クチン接種群では 24年度の抗体保有率が有意に

低かった。また、GM 値については生ワクチン

接種群とオイルアジュバンドワクチン接種群で年

度間の有意差がなく、オイルアジュバンド以外の

不活化ワクチン接種群では 24年度の抗体保有率

が低かった。生ワクチンを接種している養鶏場の

ND 抗体調査成績を養鶏場別にまとめ表６に示し

た。ワクチン最終接種から日数が長く経過してい

る養鶏場で抗体保有率及び GM 値が低下してい

る傾向がみられたが、ワクチン接種からあまり日

数が経っていない養鶏場においても、抗体保有率

及び GM 値が低下している事例もみられた。

　表７に都内養鶏場の MG 抗体調査成績を示し

た。23 年度と比較して、24 年度で陽性率が上昇

していた。MG ワクチンを接種した鶏群と未接種

の鶏群とで MG 抗体陽性率を比較したものを表

８に示した。ワクチン接種群では年度間で陽性率

表 年度別鶏病抗体調査実績

年度 H23 H24 

飼養羽数 戸数 群数 戸数 群数 

1000羽以上 21 22 19 19 

1000羽未満 24 26 23 24 

図１ ワクチン接種聞き取り調査成績
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（平成24年度） 

表 抗体調査成績

年度 検体数 陽性数 抗体保有率
（陽性率） 

抗体価
幾何平均
（ 値） 

     

     

茨城1） 

（ * ： P<0.001） 

1）萩谷佳子ほか：管内養鶏農場におけるニューカッスル病ワクチン接種状況と抗体  
保有状況、第52回茨城県家畜保健衛生業績発表会（平成23年度）、23－29  

表 ワクチン接種農場の抗体調査成績

年度 検査群数 検体数 陽性数 抗体保有率 値 接種後平均 
日数（日） 

    

    

 * ：P<0.05、** ：P<0.01 

表 ： ワクチンの種類別で比較した
抗体調査成績

年度
ワクチン

の種類
群数 検体数

抗体保有率
（％）

値
接種後
平均日数
（日）

生

オイル

不活化※

生

オイル

不活化※

 ※：オイルアジュバンド以外、* ：P<0.01 

表3　ND抗体調査成績

図１　ワクチン接種聞き取り調査成績
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に有意差はなく、ワクチン非接種群では 23年度

に比べ、24 年度で陽性率が上昇していた。MG
の感染と飼養規模、日齢との関係を調べるため、

ワクチン非接種群について、各年度の飼養規模別

及び日齢別の MG 抗体陽性率をまとめ表９およ

び表 10に示した。各年度とも、飼養規模が 1000

羽未満の養鶏場よりも飼養規模が 1000 羽以上の

養鶏場で陽性率が高く、日齢については一定の傾

向は見られなかった。表 11に都内養鶏場におけ

る MS 抗体の調査成績を示した。23年度、24 年

度ともに陽性率は高く、年度間の有意差は見られ

なかった。また、MG と同様に飼養規模及び日齢

表 抗体調査成績

年度 検体数 陽性数
疑陽性数 陰性数 陽性率

（％） 

    

    

 * P<0.01 

表 ワクチン接種の有無で比較した
抗体調査成績

年度 MGワクチン接種 検体数 陽性数
陽性率
（ ） 

H23 
有    

無   

H24 
有    

無   

 * ：P<0.05 

表９ 飼養規模で比較した 抗体調査成績

年度 飼養規模 検体数 陽性数
陽性率
（％） 

 
羽未満   

羽以上   

 
羽未満   

羽以上   

 * ：P<0.01、** ：P<0.05 

表 日齢別で比較した 抗体調査成績

年度 日齢
（日）          

 

検体数          

陽性数          

陽性率
（ ）          

 

検体数         

陽性数         

陽性率
（ ）         

表 養鶏場別で比較した 抗体調査成績

年度 養鶏場 ：

ワクチン最終
接種後日数

不明 約 約 約 約 不明

抗体保有率

抗体価
（ 値）

ワクチン最終
接種後日数

約 約 不明 ＜ 約 ＜ 約

抗体保有率

抗体価
（ 値）

：未検査

表 6　養鶏場別で比較した ND 抗体調査成績

表９　飼養規模で比較したMG抗体調査成績
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別で比較した MS 抗体調査成績を表 12および表

13 にまとめた。飼養規模別では、1000 羽未満飼

養養鶏場で陽性率が下がっているのに対し、1000

羽以上飼養養鶏場では陽性率が上がっていた。日

齢別では MG と同様、一定の傾向は見られなかっ

た。

考　　察

　平成 23年度と 24年度の 2年分の鶏病抗体調査

の結果を比較、分析した結果、ND 抗体保有率は、

23年度、24年度ともに 83% 前後で安定していた

が、GM 値は 23 年度が 68.1、24 年度が 42.8 と

両者に差が見られた。近年 ND 抗体の保有状況

について調べたデータとして、平成 22年度の茨

城県県北家畜保健衛生所の萩谷らの調査 1) があ

る。その調査では抗体保有率については日齢によ

る差がほとんどないものの、GM 値については日

齢が高い鶏で低下することが示されている。しか

し、都内養鶏場においては、ND ワクチン最終接

種日からの経過日数がやや短い 24年度のデータ

の方が、抗体保有率及び GM 値が低かった。こ

のことから、都内養鶏場における ND 抗体保有

状況にはワクチン接種後経過日数以外の要因があ

ることが推察された。また、接種ワクチンの種類

別で比較した ND 抗体保有状況では、ワクチン

接種後の経過日数が長くなると、生ワクチン接種

群では抗体保有率が、オイルアジュバンドワクチ

ン以外の不活化ワクチン接種群では GM 値が有

意に低下した。このことから、都内養鶏場におけ

る ND 抗体の保有状況は、ワクチンの種類とワ

クチン接種後経過日数の 2つの要因が関わってい

ると思われた。また、鶏病研究会が推奨する ND
生ワクチン接種プログラムでは、120 日齢以降の

ワクチン接種は、2～ 3ヶ月ごとに実施すること

としているが、生ワクチンを接種している都内養

鶏場 12戸を調べたところ、半数の 6戸で接種間

隔が 100 日を超えている年があった。ND 感染防

御に必要な HI 抗体価は 8～ 16 倍以上とされて

いるが、これらの養鶏場では、GM 値がこの値に

満たないところが多く、GM 値 2.1 と非常に低い

値を示す養鶏場も存在した。一方で、ワクチン接

種から 3ヶ月経過していないにもかかわらず、抗

体保有率と GM 値が低い養鶏場も存在する。こ

れはワクチンの接種方法に問題があると思われ

た。以上のことから、都内養鶏場における ND
抗体の保有率を上昇させるためには、生ワクチン

接種養鶏場に対して、感染防御に必要最低限な抗

体価を付与させるための指導を行うことが必要で

あると思われた。

　MG 抗体については、23 年度に比べ、24 年度

表 抗体調査成績

年度 検体数 陽性数
陽性率
（ ） 

    

    

表 飼養規模で比較した 抗体調査成績

年度 飼養規模 検体数 陽性数
疑陽性数 

陽性率
（ ） 

 
羽未満    

羽以上    

 
羽未満   

羽以上   

 * ：P<0.01 

表 日齢別で比較した 抗体調査成績

年度 日齢          

 

検体数          

陽性          

陽性率
（ ）          

 

検体数          

陽性          

陽性率
（ ）          

表11　MS抗体調査成績 表12　飼養規模で比較したMS抗体調査成績
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の陽性率が上昇していた。過去に都内の鶏におけ

るマイコプラズマ病の浸潤状況を調べた結果 3)
によれば、日齢が高く、飼養規模が中規模以上で

衛生環境が不良の養鶏場で飼養されている鶏ほど

陽性率が高いことが示されている。そこで、各年

度において全養鶏場を飼養羽数が 1000 羽以上の

養鶏場と 1000 羽未満の養鶏場に分け、陽性率を

比較したところ、1000 羽以上の養鶏場のほうが

陽性率が高く、これは前述した調査結果と一致

した。一方、日齢と MG 抗体陽性率の比較では、

一定の傾向は見られなかった。これは調査対象群

の大部分が200日齢以上で日齢が高いためと思わ

れた。当所では鶏病抗体調査を行うために採材し

た血清で鳥インフルエンザのモニタリングを行っ

ていることから、その養鶏場で最も古い鶏群から

採血を行うことが多く、調査対象群の日齢が高く

なる要因となっている。また、MG は約 180 日齢

までの感染が問題となるにもかかわらず、日齢が

低い鶏の検体数が少ないため、1つの養鶏場から

採材する群数や日齢について検討が必要であると

思われた。

　MS 抗体については、陽性率 80% 前後と非常

に高い値であったが、年度間での差はほとんどな

かった。MS 抗体についても、MG 抗体と同様に、

飼養規模及び日齢別に抗体陽性率の比較を行った

ところ、23 年度においては飼養規模による MS
抗体陽性率に差はないものの、24 年度において

は 1000 羽以上飼養している養鶏場で陽性率が高

かった。また、飼養規模が 1000 羽未満の養鶏場

において、24 年度の抗体陽性率が低かったが、

これは陽性率が高い養鶏場が廃業等の理由によっ

て調査から外れているためであった。一方、日齢

別の MS 抗体陽性率では、MG 抗体と同様に一

定の傾向は見られなかったが、これは都内養鶏場

における MS 抗体陽性率が非常に高いためだと

思われた。

　今回、鶏病抗体調査の結果を分析し、様々な課

題が浮かびあがった。まず、鶏の日齢やワクチン

接種歴について把握していない飼養者が多く、こ

れによりデータの解釈が困難になり、飼養者に還

元できる情報が少なくなるため、導入日やワクチ

ン接種歴等の基本情報を記録・保管するような指

導が必要と思われた。また、ワクチン効果を確認

するのか、野外感染の有無を確認するのかといっ

た目的の違いにより、調査に適する鶏群の日齢は

異なると考えられるため、古い鶏群と導入直後の

2群の調査、同一鶏群を一定期間ごとに複数回検

査する等、本調査に適した鶏群の数や日齢につい

て検討する必要がある。ＭＧ、ＭＳについては、

都内に広く浸潤していることが示唆されたもの

の、感染時期や陽性率が高い要因について判断す

るにはデータが不足しており、判断できなかった。

今後は、前述した日齢等の検討に加え、養鶏場で

の経時的な調査等詳細な調査を行い、その結果に

基づいた農家指導によって陽性率の低下を目指し

たい。
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