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サルモネラ， とくに 豚 との関わりについて
北海道大学名誉教授
サルモネラ (GenusSa

㎞ onella) に属する菌群

は現在 2,400 以上の血清型に 分けられており ，

れらはその病原性のうえから

2

こ

大別することがで

波 同 友 郎

流行を繰り返していたが ，

1930 年代にはいって 急、

速にその発生率が 低下し

この状況が続いてき

た。 しかし最近，米国のかなりの

養豚場で再び S.

きよう。 すなわち宿主に 特異的で起 病性が高く敗

Choleraesuisによる疾病が 見られるよ

血症やチフス 性疾患を起こすものと ，ほとんどの

り，年々その 発生が増加している。 すなわち故山

場合腸管のフローうとして 存在し何らかの 誘因

症や肺炎症状の 見られるものが 多く， Schwartz

によって胃腸炎を

(K.J.Schwartz;S

起こすものとであ

る。 人の場

荻non

う

にな

而ee.PIGS,MsS

甜ぬ s 市田

軋

合， S. Typhi や S. Paratyphi A などは特異的

May, 1996) はなぜ最近になって 豚のサルモネラ

に チフス性疾患の 原因となるが ，その他のほとん

症の発生が再燃したのかの

どの血清型菌は 腸管に限局した

が， PRRS

い わゆる食中毒に

とどまるか，単なる 死物寄生菌として 一過性に 腸

理由は不明の 点も多 い

流行の拡大に 伴った呼吸器における

複合感染によるのではないかと

推測している。

管を通過する。 その反面， S.Typhi は人以覚の
動物にはチフス 性疾患、を起こし得ない。 一方，
とえば S. Typhimurium

た

わが国における 豚 由来サルモネラの 変遷

はマウスに敗血症やチ

わが国では明治に 至るまで九州の 南部や沖縄を

フス性疾患、を起こしまた S.Cholera㏄uis は豚に宿

除いて豚の飼育が 見られなかったが ，

主特異性が強く 敗血症や肺炎などの 原因 菌 となる。

豚の目的で英国から 中 ヨークシャコバークシヤ

それ以降養

一などを導入し ，敗戦に至るまでこれらの 品種が
米国における S. Choleraesuis

優位を占めていた。 しかし戦前の 豚における疾病

の状況

豚に 特異的に病原性の 高い S. ChoIeraesuis
は
1885 年米国で，

Salmon および S 而 th によって豚

に 関して，サルモネラとくに S. Choleraesuis
感染についての 報告はほとんどなく ，

の

また系統的

コレラ罹患豚の 臓器から分離され ， 氏 らはこれが

な豚 由来サルモネラの 検索もされていない。 しか

本疾患の原因であ ろうと想定した。 そののち豚コ

し，敗戦後わが国は外国との 交流も盛んとなり ，

レラはウイルスによることが

かつ畜産物の 輸入も増加する 一方，人のサルモネ

明らかとなったが ，

S. Choleraesuis
は豚を宿主として 強い病原性を

ラ中毒も漸増の 傾向にあ った。 そこで 坂崎ら

発揮したり， ウィルスとの 複合感染で病を 増悪す

(Sakazaki,

ることが吹回られている。

SalmoneIla and Arizona

米国では 19 世紀の終わりから 20 世紀の初頭にか
けて S. Choleraesuis
は豚の主要な 病原菌として
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人などに由来する 各種材料からのサルモネラの 検
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関わりで公衆衛生上問題であ ろう。 このようなサ

どに汚染されている 場合はその効果が 低下すると

ルモネラの豚への 保菌でまず考えられるのが 飼料
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現在豚の疾病として 最も高率と見られるのは 呼
吸器疾患であ り， その原因も PRRS
レンサ球菌などと 多彩であ
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それはさておき ，現在日常の血清型の記載をど
うするかは重要な 問題であ る。 そこで，一般には
本稿で記したように 血清型は固有名詞をそのまま
頭文字を大文字にしてローマン 体 とし 鰯レ 0‑
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