
〔他誌掲載論文の抄録〕

間接免疫ペルオキシダーゼ法を利用した狂犬病ウイルス中和試験法のバリデーシ

ョン及び標準化

小川孝，蒲生恒一郎，青木博史１，小林理絵子２，衛藤真理子，千田恵，

平山紀夫３，西村昌晃３，白石力也３，Alexisandre Servat ４，Flolence Cliquet ４

間接免疫ペルオキシダーゼ法を利用した狂犬病ウイルス中和試験法（VNT-IIP 法）は犬と猫の中和抗体価

を測定するための血清検査法であり，その利点は肉眼で結果を判定できるため，顕微鏡が不要で，多検体処

理能が高いことである。本研究の目的は VNT-IIP 法の有用性を評価する事である。今回，初めて VNT-IIP

法のバリデーションを行った結果，VNT-IIP 法は十分な再現性，高い特異性及び正確性を示した。また，

VNT-IIP 法と国際法の一つである蛍光抗体ウイルス中和試験法（FAVN 法）を比較したところ，VNT-IIP 法

は高い一致率（91.9%），感度（92.8%），特異性（87.0 ％）及び相関性（r=0.92）を示した。今回の研究によ

り VNT-IIP 法の有用性が確認された。

（Validation and Standardization of Virus Neutralizing Test Using Indirect Immunoperoxidase Technique for the

Quantification of Antibodies to Rabies Virus. Zoonoses Public Health 55, 323-327, 2008. 英文）

１ 日本獣医生命科学大学

２ 動物検疫所

３ 財団法人 畜産生物科学安全研究所

４ フランス食品衛生安全局ナンシー研究所

1976 ～ 2004 年に食用動物から分離された Salmonella Enteritidis のファージ型と

薬剤感受性

浅井鉄夫，原田和記，小島明美，鮫島俊哉１，高橋敏雄，

秋葉正人１，中澤宗生１，泉谷秀昌２，寺嶋淳２，渡辺治雄２

1976 ～ 2004 年に日本において食用動物から分離された Salmonella Enteritidis 計 56 株(鶏由来 38 株，牛

由来 16 株及び豚由来２株)について，ファージ型と薬剤感受性を調べた。ファージ型(PT)８は，牛由来株

で優勢で，PT １と PT ４は，鶏由来株で優勢だった。11 薬剤中８薬剤で耐性が認められ，ジヒドロストレ

プトマイシン（46.4%），アンピシリン及びオキシテトラサイクリン（8.9%）の順であった。

（Phage type and antimicrobial susceptibility of Salmonella enterica serovar Enteritidis from food-producing animals

in Japan between 1976 and 2004. NEW MICROBIOLOGICA 31, 555-559, 2008. 英文）

１ 動物衛生研究所

２ 国立感染症研究所
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近年における動物用狂犬病ワクチンの副作用の発生状況調査

蒲生恒一郎，小川孝，衛藤真理子

平成 15 年度から 17 年度に農林水産大臣に提出された動物用狂犬病ワクチンの副作用報告をもとに，その

傾向，特徴等を分析した。その結果，狂犬病ワクチンは市販の犬用混合ワクチンよりも副作用発現率が有意

に低く，より安全なワクチンであることが確認された。また，副作用の発現は１歳未満と 10 歳以上 12 歳以

下に副作用が多いこと，接種当日に副作用が発現しやすいこと，特に重篤な副作用は６時間以内に発現しや

すいことが明らかになった。さらに，アナフィラキシー症状は，副作用報告件数の約半数を占めることが示

された。これらのことから，使用説明書の記載のとおり，ワクチン注射後，当日は注意深く観察することの

重要性が確認された。

（日獣会誌 61, 557-569, 2008. 邦文）

1991 年から 2005 年の間に日本へ輸入された牛から分離された牛ウイルス性下痢

ウイルスの分子系統解析

山本朋子１，小佐々隆志，青木博史２，関口秀人，守野繁１，中村成幸

過去 15 年間に動物検疫所によって輸入牛から分離された牛ウイルス性下痢ウイルス（BVDV）計 31 株を

供試し，５’非翻訳領域の遺伝子解析を行った。その結果，供試した 31 株は，大きく BVDV １（26 株）

と BVDV ２（５株）に分類され，そのうち BVDV １の遺伝子亜型は 1a（３株），1b（６株），1c（16 株），

未分類（１株）であった。オーストラリア由来株は，17 株のうち 16 株が 1c であり，オーストラリアでは 1c

が定着しているという既報の内容と一致した。北米由来牛から分離された株は，BVDV １と BVDV ２に分

類され，そのうち BVDV ２の分離株はプロトタイプである 890 株と同じクラスターに分類された。これら

の結果より，検疫中に分離された株は，仕出国の流行状況を反映していることが示唆された。中国由来牛か

ら分離された BVDV １は，亜型は特定できなかったが，中国において豚から分離された ZM-95 株と同じク

ラスターに分類された。

それぞれの分離株は，遺伝学的には異なるものであるが，流行亜型は地域ごとに限局している。本研究に

よって得られた成果を国内分離株との比較に活用することは，疫学調査上有益と考えられた。

（Genomic analyses of bovine viral diarrhea viruses isolated from cattle imported into Japan between 1991 and

2005. Veteinary Microbiology 127, 386-391,2008. 英文）

１ 農林水産省動物検疫所

２ 日本獣医生命科学大学
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2003 ～ 2005 年に国内で分離された伝染性気管支炎ウイルスの性状

嶋﨑洋子，原田麻希子，堀内隆史，谷村千栄子，中村成幸，鈴木祥子

2003 ～ 2005 年に国内で分離された伝染性気管支炎ウイルス（IBV）11 株について，遺伝子タイプ及びワ

クチン免疫血清との反応性について検討した。遺伝子解析の結果，JP-Ⅰ(４株)，JP-Ⅱ(２株)，JP-Ⅲ(１株)，

Mass(１株)及び 4/91 遺伝子タイプ(３株)に分類された。11株中４株はワクチン株（C78 株，Ma5 株及び 4/91

株）との塩基配列の相同性が高く（99 ％以上)，ワクチン由来株と考えられた。4/91 タイプに分類された２

株について鶏に対する病原性をワクチン株と比較した結果，１株（ワクチン株とのアミノ酸相同性88%）は，

ワクチン株よりも強かったが，他の１株（ワクチン株とのアミノ酸相同性 99.5 ％）はワクチン株と同程度

であった。各種ワクチン免疫血清との反応性は多様であり，同一の遺伝子タイプに限らず複数の種類の免疫

血清と反応する株がある一方，全体的に反応性の低い株も認められた。

（鶏病研究会報 44，21-26, 2008. 邦文）

日本で分離された鶏大腸菌症由来大腸菌の薬剤感受性，血清型及び分子学的性状

小澤真名緒，原田和記，小島明美，浅井鉄夫，鮫島俊哉

2001 年から 2006 年にかけて日本において分離された鶏大腸菌症由来大腸菌 83 株について，血清群，病

原因子，薬剤感受性及び遺伝子的な関連性について調査した。最も優勢な血清群は O78（30.1%）であった。

病原因子は 80.7%の株が iss を，55.4%の株が tsh を保有していた。抗菌剤に対する耐性率は，アンピシリン

が 77.1%，オキシテトラサイクリンが 75.9%，カナマイシンが 36.1%，フラジオマイシンが 33.7%，トリメ

トプリムが 25.3%，エンロフロキサシンが 21.7%，フロルフェニコールが 6.0%であった。多剤耐性を示す株

が全体の 54.2%で認められたが，供試したすべての薬剤に耐性を示す株はなかった。フルオロキノロン耐性

株は，GyrA（Ser83 → Leu，Asp87 → Asn）と ParC（Ser80 → Ile，Glu84 → Gly）に変異が認められた。18

株のエンロフロキサシン耐性株のうち，9 株は血清群 O78 であった。PFGE による解析では，９株のエンロ

フロキサシン耐性 O78 株のうち８株が同一のクラスターに属していた。このことから，特定の遺伝子型の

フルオロキノロン耐性 O78 株が日本において広い範囲に分布していることが示唆された。

（Antimicrobial susceptibilities, serogroups and molecular characterization of avian pathogenic Escherichia coli

isolates in Japan. Avian Diseases 52, 392-397, 2008 英文）

日本で分離された Actinobasillus pleuropneumoniae の薬剤感受性の最近の傾向と

テトラサイクリン耐性遺伝子の保有
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守岡綾子，浅井鉄夫，新田早人１，山本欣也２，荻窪恭明２，高橋敏雄，

鈴木祥子

2002 ～ 2005 年に分離された A. pleuropneumoniae 株の薬剤感受性試験を行った。全ての株は CTF，EM，FF

及び ERFX に感受性であり，耐性株は OTC，DSM，TP，KM，TMP 及び ABPC で認められた。1986 ～ 2005

年に分離された OTC 耐性株について，tet 遺伝子の保有について検索を行った。日本においても，tetB が多

く認められ，その割合は，1999 年以降に増加しており，tetB の広がりが OTC 耐性の増加に関係していると

考えられた。

（Recent Trends in Antimicrobial susceptibility and the Presence of the Tetracycline Resistance Gene in

Actinobacillus pleuropneumoniae Isolates in Japan. J. Vet. Med. Sci. 70, 1261-1264, 2008. 英文）

１ 仙台市泉区保健福祉センター

２ 農林水産省消費・安全局

国内における Erysipelothrix 属菌感染による犬の細菌性心内膜炎の初発報告

木村雅之１，中野嵩１，田村豊２，小佐々隆志，山本欣也，高橋敏雄

一般に犬の細菌性心内膜炎は，感染によって引き起こされた菌血症により，細菌が心内膜（主に大動脈弁

や僧帽弁など）へ付着し，疣贅病変の形成や弁の閉鎖不全を引き起こすとされている。さらに，疣贅病変か

ら剥がれた血栓により全身性の塞栓症，梗塞および転移性感染症へ進行したものは予後が悪い。起因菌とし

て，Staphylococcus aureus，Streptococcus 属菌，Escherichia coli などが分離される症例が多い。Erysipelothrix

属菌感染による犬の細菌性心内膜炎についても，欧米では少数例ではあるが，その存在は知られてきた。本

疾患は，特異的な臨床症状がないことなどから，生前に確定診断された例は稀であった。

今般，５歳齢の未去勢雄ビーグル犬が，元気食欲の低下を主訴に国内の動物病院へ来院した。心臓超音波

検査により，僧帽弁に大型の疣贅形成を認め，血液培養検査では Erysipelothrix 属菌が分離されたため，細

菌性心内膜炎と診断した。抗生物質を中心とした治療を施したが，第 15 病日に患犬は斃死した。心臓の剖

検では，疣贅物と左室の部分梗塞が確認された。また，病理組織検査でも典型的な感染性心内膜筋炎と診断

された。本症例は，国内における Erysipelothrix 属菌感染による犬の細菌性心内膜炎に関する初めての報告

である。

本症例は，Erysipelothrix 属菌感染による細菌性心内膜炎であると診断したが，本症例では，確定診断のた

めの血液培養検査が外部委託機関による一般的な細菌学的検査であったこと及び被検菌が保存されていなか

ったこと等から，分離株の血清型別や PCR による菌種を特定することはできなかった。しかしながら，欧

米での Erysipelothrix 属菌感染による犬の細菌性心内膜炎の症例のほとんどが E.tonsillarum を構成する主要

な血清型７型であったこと及び Takahashi ら（1993）の主に起因菌の分類学的研究成績等に基づく「E.

tonsillarum は犬の感染性心内膜炎の起因菌である」との推論を考慮すると，本症例の起因菌は E.tonsillarum

であった可能性が高いと考えられる。
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（獣医畜産新報 61, 405-409, 2008. 邦文）

１ リンクス動物病院

２ 酪農学園大学

国際標準 NCCLS-寒天平板希釈法を用いた関節炎型豚丹毒罹患豚由来豚丹毒菌

（2003 ～ 2005 年分離株）の広範な抗菌薬に対する感受性

高橋敏雄，梅野杏奴１，新田早人２，山本欣也，守岡綾子，小佐々隆志，

内山万利子，石崎恵美子３

2003 年８月～ 2005 年 12 月の間に，と畜検査において主に慢性関節炎型豚丹毒として摘発された豚から

分離された豚丹毒菌 135 株について，人も含めた本菌感染症治療の第一次選択薬であるβ－ラクタム剤を中

心に，広範な系統の 22 薬剤に対する感受性を精度保証・精度管理された国際標準法である NCCLS-（現：

CLSI）寒天平板希釈法に準拠し，最小発育阻止濃度（MIC）を求めた。本論文は，豚丹毒菌株の抗菌薬感

受性について，NCCLS-寒天平板希釈法により調べた国内外における最初の報告である。全ての供試菌株は，

ペニシリン系（MIC 値：0.03 ～ 0.5 μ g/ml）及びフルオロキノロン系（MIC 値：0.06 ～ 0.25 μ g/ml）対し

ては高い感受性を示した。一方，供試 135 株中，55 株（40.7%）は，アミノグリコシド系，マクロライド系，

リンコマイシン系又はテトラサイクリン系の６薬剤のいずれかに対して耐性を示した。その耐性パターンは，

DSM，EM，TS，AZM，LCM 及び OTC の６剤耐性を含む 14 種類が検出され，一定レベルの多剤耐性化

の傾向が依然として続いていることが窺えた。マウスモデルを用いた in vivo 耐性選択試験で分離株とその

親株においては，ABPC の MIC 及び MBC 値には差異は認められなかった。この事象は，野外の動物におい

てペニシリン耐性株が出現する可能性は低いことを強く示唆するものである。

（家畜衛生学雑誌 33, 151-159, 2008. 邦文）

１ 埼玉県農林部

２ 仙台市泉区保健福祉センター

３ 東京都芝浦食肉衛生検査所

Erysipelothrix 属における広範な由来の多数の菌株間の DNA-DNA 相同性試験に

基づく分類学的研究

高橋敏雄，藤沢倫彦１，梅野杏奴２，小佐々隆志，山本欣也３，澤田拓士１

先に，我々は永年１菌属（Erysipelothrix）１菌種（rhusiopathiae）とされてきた豚丹毒菌は，25 種類の血

清型参照菌株での DNA-DNA 相同性試験等の遺伝学的手法を用いた分類学的研究に基づき，その血清型の
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違い等によって Erysipelothrix rhusiopathiae と Erysipelothrix tonsillarum の２菌種に大別できることを提唱し

た（Takahashi et al., 1992)。一方，最近諸外国での野外分離菌株等においては，同じ血清型であっても一部

の菌株には酵素電気泳動型（Chooromoney et al., 1994）やリボタイプ（Ahrne et al., 1995）が明らかに異な

るものが存在したことから，血清型別は菌種同定のための手段としては必ずしも適当ではないとの報告がな

された。そこで，Erysipelothrix 属の分類学上の再編整理とその病因論を検討するため，広範な由来の各種血

清型に属する野外株等（1958 ～ 1996 年の約 40 年間に亘り，日本各地及び諸外国において，豚など種々な

動物の症例あるいは環境等の非臨床例から分離収集された計 93 株）を収集し，主に E.rhusiopathiae と E.

tonsillarum の基準株を用いて，これらに対する DNA-DNA 相同性を求めた。なお，供試株には殆ど全種類

の血清型において，複数の同一血清型株を含めた。その結果，E.rhusiopathiae 基準株と 1a 型，1b 型及び２

型など 17 種類の血清型株との相同率は 61 ％以上であったのに対して，血清型７型などその他の血清型株と

の相同率は 27 ％以下であった。一方，E.tonsillarum 基準株と７型など９種類の血清型株との相同率は 74 ％

以上であったが，他の 14 種類の血清型株との相同率は 34 ％以下と低率であった。菌種と構成する血清型の

種類との関係では，先に我々が提唱した分類体系でのそれにほぼ一致した。例外的には３型，15 型及び 16

型など一部の血清型において，同一血清型であっても株によって属する菌種が異なるものが認められた。ま

た，これらの主要２菌種とは遺伝学的に異なる３つのマイナー新菌種が存在する可能性も示された。供試株

の表現型検索の結果，菌種の鑑別性状としてはサッカロース等の糖分解能が有用であることが確認されたと

共に，株の由来等疫学情報及び豚での感染実験に関する今回の成績等を勘案すると，これら５菌種中，真の

意味での豚丹毒の原因菌は，E.rhusiopathiae に限定されることが強く示唆された。

（A taxonomic study on Erysipelothrix by DNA-DNA hybridization experiments with numerous strains isolated

from extensive origins. Microbiology and Immnunology 52, 469-478, 2008. 英文）

１ 日本獣医生命科学大学

２ 埼玉県農林部

３ 農林水産省消費・安全局

豚由来大腸菌の薬剤耐性分布に対する抗菌剤使用の農場レベルでの影響

原田和記，浅井鉄夫，小澤真名緒，小島明美，高橋敏雄

薬剤使用歴を確認した健康豚由来大腸菌を対象に，抗菌剤使用の影響について調査した。その結果，ABPC

耐性率は PC 系剤（リスク比（RR）1.75），PC ＋ SM 系合剤（RR2.28）及び TC 系剤（RR1.66），DSM 耐性

率は PC+SM 系（RR1.75）及び TC 系（RR1.58）剤，OTC 耐性率は PC+SM 系（RR1.28）及び TC 系（RR1.38）

剤，KM 耐性率は PC+SM 系（RR2.22）及び TC 系（RR1.69）剤，TMP 耐性率は PC 系（RR1.77），TC 系（RR1.61）

剤及び ST 合剤（RR2.10）の使用によりそれぞれ耐性率が上昇していた。従って，交差耐性による影響が最

も強く，共選択の程度は系統ごとに異なることが示唆された。

（Farm-Level Impact of Therapeutic Antimicrobial Use on Antimicrobial-Resistant Populations of Escherichia coli

Isolates from Pigs. MICROBIAL DRUG RESISTANCE Vol.14 No.3, 239-244, 2008. 英文）
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日本における 4/91 遺伝子タイプの伝染性気管支炎ウイルスの分離とワクチンの

効果

嶋﨑洋子，堀内隆史，原田麻希子，谷村千栄子，関慶久１，黒田順史２，

野牛一弘，中村成幸，鈴木祥子

日本で新たに確認された 4/91 遺伝子タイプの伝染性気管支炎ウイルス（IBV）の性状を明確にするため，

4/91 遺伝子タイプの IBV 分離株の鶏に対する病原性及び本タイプの分離株に対するワクチンの効果につい

て調べた。4/91 遺伝子タイプの分離株を４日齢の SPF 鶏由来のヒナに接種すると，4/91 ワクチン株接種鶏

群と比べて重度の呼吸器症状が認められ，接種３週後の体重は有意に少なかった。攻撃試験では，C78，TM-86，

H120，北-1 及び 4/91 のワクチン株でそれぞれ免疫した鶏群を，免疫後５週目に 4/91 タイプの野外分離株で

攻撃した。その結果，4/91 及び TM-86w のワクチン免疫群において，臨床症状スコア，気管繊毛運動スコ

ア及び気管スワブからのウイルス分離において他のワクチン免疫群に比べ有意な防御効果が確認された。本

実験により鶏に病原性がある 4/91 遺伝子タイプの IBV が日本において存在し，その予防には既存のワクチ

ンが有効であることが示唆された。

（Isolation of 4/91 type of infectious bronchitis virus as a new variant in Japan and efficacy of vaccination against

4/91 type field isolate. Avian Diseases 52(4), 618-622, 2008. 英文）

１ 岩手県中央家畜保健衛生所

２ 和歌山県紀北家畜保健衛生所

鶏の豚丹毒菌感染症における最近の知見

高橋敏雄、小佐々隆志、原田和記

鶏の豚丹毒菌感染症は、豚丹毒菌 Erysipelothrix rhusiopathiae を起因菌とした敗血症による突然死を主徴

とした急性型感染症であり、1958 年に２例の初発事例が米国で報告されている。その後、柴谷ら（1981）

によって報告された 1979 年に兵庫県内の地理的に離れた複数養鶏場で集団発生した産卵鶏群における本病

による大量死事例は、国内では最初のものであった。わが国では、本病は「食鳥処理の事業の規制及び食鳥

検査に関する法律施行規則（平成２年厚生省令第 60 号）」別表第６及び別表第９によって、その疾病名を「豚

丹毒菌病」として規定され、鶏、アヒル及び七面鳥については、「食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関

する法律（平成２年法律第 70 号）」及び「施行規則」に基づき、本病の罹患が認められた場合には、と殺禁

止及び全部廃棄の措置がとられ、さらには、「食品衛生法（昭和 22 年法律第 233 号）」では、本病に罹患し

ている若しくはその疑いがある鶏、アヒル及び七面鳥の肉、骨、臓器及び血液を食品として販売すること等

が禁止されている。

「鳥類における豚丹毒菌感染症」と広義に本病を捉えた場合、米国等を中心にその肉用又は採卵用として
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大規模飼育が行われている七面鳥での罹患率が圧倒的に高く、今なお各地で発生しており、死亡率の高い急

性敗血症のみならず、発育不良、虚弱化及び産卵率の低下などにより家禽産業界に多大な経済的損失を与え

ている。本病は、鶏の伝染病の中でも古典的なもののひとつではあるが、その病態メカニズムや実際の被害

実態等については、必ずしも未だ明らかにされていないのが現状である。そこで、 本稿では、鶏の豚丹毒

菌感染症の概要及び Erysipelothrix 属菌の再分類とそれらの病因学的意義について，最近の著者らの公表文

献データ及び関連文献情報等を中心に概説した。今後は、豚丹毒菌の分類体系における再編整理を足掛かり

に，鶏の豚丹毒菌感染症の起因菌であると考えられる E.rhusiopathiae の病原因子や感染防御抗原の遺伝子解

析を中心とした詳細な調査研究が行われていくことを期待したい。

（Current issues of Erysipelothrix rhusiopathiae infection in chicken. 鶏病研究会報 44, 37-45, 2008. 邦文）
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