
〔他誌掲載論文の抄録〕

猫用３種混合生ワクチン中からの RD114 ウイルスの検出とその試行的安全性評価

成嶋理恵、笛吹達史１、小川孝２、嶋崎智章２

猫内在性レトロウイルス（RD114 ウイルス）はすべての猫の体細胞と生殖細胞内に内在化していること

から，猫由来培養細胞を用いて製造される猫用混合生ワクチンに混入することが懸念される。最近、Miyazawa

らはいくつかの猫用弱毒生ワクチンに RD114 ウイルスが混入していることを報告した（Journal of Virology）。

そこで，国内既承認ワクチンにおけるその混入状況を LacZ マーカーレスキュー法によって調査した結果，

供試ワクチン（４製剤，計 30 製品)の 30 ％から感染性 RD114 ウイルスが検出された。今回の報告は我々が

ワクチン中に感染性 RD114 ウイルスが存在することを実証したものである。これまで RD114 ウイルスの猫

に対する病原性および RD114 ウイルスの混入する当該ワクチンの接種による副作用については，未だ明確

ではない。また，同一のワクチンが製造販売されている欧米においても特段の規制措置は講じられていない

ことから，我々は，現段階ではこれらのワクチンに対して緊急的な措置を講じる必要はないと結論付け，今

後とも有用情報収集に努めることとした。

（日本獣医師会雑誌 63-8, 630-633, 2010.邦文）

１ 鳥取大学農学部

２ 農林水産省消費・安全局

鶏大腸菌症由来大腸菌における獣医領域でのフルオロキノロンの in vitro での

活性と薬力学/薬動態学的評価の比較

小澤真名緒、馬場光太郎、清水裕仁、浅井鉄夫

鶏大腸菌症由来大腸菌（APEC）について、獣医領域で使用されているフルオロキノロン剤の in vitro で

の有効性と薬物動態/薬力学（PK/PD）パラメータを解析した。APEC に対するエンロフロキサシンとダノフ

ロキサシンの MIC50 値は 0.25 μ g/mL、ノルフロキサシンとオフロキサシンの MIC50 値は 0.5 μ g/mL であ

った。エンロフロキサシン、ダノフロキサシン、ノルフロキサシン、ダノフロキサシンの耐性率は、それぞ

れ 24.4%、23.6%、22.8%、23.6%であった。エンロフロキサシンとその他のフルオロキノロンの MIC 値には

明らかな相関が認められた。GyrA タンパク質の変異の違いがフルオロキノロン間の MIC の値の変動と関係

していると考えられた。PK 値として Cmax 及び AUC を、PD 値として MIC を用いた場合の PK/PD 値は、

他と比較してエンロフロキサシンとオフロキサシンで大きかった。これらの結果から、 APEC に対するこ

れらのフルオロキノロンの in vitro での活性にそれほど違いはないが、PK/PD 値は PK 値によって変動する

ことが示された。したがって、鶏大腸菌症の治療におけるフルオロキノロンの選択の際には、PK/PD パラ

メータを考慮する必要があると考えられた。

（ Comparison of in vitro activities and pharmacokinetics/pharmacodynamics estimations of veterinary
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fluoroquinolones against avian pathogenic Escherichia coli isolates. Microbiology Drug Resistance Dec 16(4),

327-32, 2010. 英文）

わが国の家畜由来 Salmonella Typhimurium におけるプラスミド性キノロン耐

性因子の疫学解析

浅井鉄夫、佐藤千鶴１、政二香里１、小澤真名緒、荻野智絵、青木博１、

澤田拓士１、泉谷秀昌２、渡邊治雄２

2003~2007 年に食用動物から分離した Salmonella Typhimurium 225 株を用いてプラスミド性キノロン耐性

因子（qnrA, qnrB, qnrC, qnrD, qnrS, qepA 及び aac(6')Ib-cr）の検索を行った。１農場で 2006 年と 2007 年に

異なる個体から分離された DT104 ２株で約 9.6kbp のプラスミド上に qnrS1 が認められた。調査したいずれ

の株からも、その他の遺伝子（qnrA, qnrB, qnrC, qnrD, qepA 及び acc(6')-Ib-cr）は認められなかった。国内

の家畜由来 S. Typhimurium 株におけるプラスミド性キノロン耐性因子の分布は低率であることが示された。

さらに、qnrS1 保有株が分離された農場で 2005 年に分離された DT104 株と qnrS1 保有株を用いてパルスフ

ィールドゲル電気泳動像を比べると、同一の泳動像を示した。農場に既存の DT104 株が qnrS1 プラスミド

を獲得したことが示唆された。

（Epidemiology of plasmid-mediated quinolone resistance in Salmonella enterica serovar Typhimurium isolates from

food-producing animals in Japan. Gut Pathogen 2(17), 2010. 英文）

１ 日本獣医生命科学大学

２ 国立感染症研究所

Salmonella enterica subspecies enterica serovar Choleraesuis のキノロン耐性出

現機序に関する研究

臼井優

動物の各種感染症を治療するために、複数の動物用抗菌剤が使用されている。抗菌剤使用の時間経過に伴

い、抗菌剤に対する耐性菌が出現することが知られている。近年、食用動物へ抗菌性物質を使用することに

より出現した薬剤耐性菌もしくは耐性遺伝子が食物連鎖を介して人へ伝播し、人の細菌感染症の治療を困難

にする可能性があるとして、WHO や OIE などの国際機関において、食用動物への抗菌性物質の使用のリス

クについて議論されている。2007 年に開催された FAO/WHO/OIE 合同会議では、医療及び獣医療上、重要

な抗菌性物質であるフルオロキノロンに対して耐性を示すサルモネラは、特に注意すべき薬剤耐性菌の一つ

であることが示された。著者は、ブタから分離されたサルモネラ･コレラスイスを用いて、キノロン耐性の

出現機序に着目して研究を行った。

キノロンは菌体内に取り込まれた後、標的酵素（DNA ジャイレース、トポイソメラーゼ）の活性を阻害
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することで抗菌活性を示すため、キノロンの菌体内濃度は、薬剤感受性に影響すると考えられる。そこで、

ブタ由来サルモネラ･コレラスイスにおける菌体内エンロフロキサシン濃度とキノロン耐性獲得との関係を

明らかにすることを目的に本研究を行った。サルモネラ･コレラスイス野外分離株 17 株（キノロン感受性 11

株と耐性株６株）にエンロフロキサシンを作用させた後、プロトンポンプ阻害剤である carbonyl cyanide

m-chlorophenylhydrazone（CCCP）存在下及び非存在下で、菌体内エンロフロキサシン濃度を fluorometric

uptake assay により測定した。キノロン耐性株の菌体内エンロフロキサシン濃度は、感受性株よりも有意に

低かった（P ＜ 0.01）。また、CCCP 存在下での菌体内エンロフロキサシン濃度について、キノロン耐性株

と感受性株の間に有意差は認められなかった。次に、エンロフロキサシンを含む寒天平板培地を用いて、キ

ノロン感受性株の耐性獲得頻度を測定した。感受性株の耐性獲得頻度は、菌体内エンロフロキサシン濃度が

低かった２株で 50.2 × 10 －９及び 10.8 × 10 －９、中程度の１株で 37.7 × 10 －９であった。一方、菌体内エン

ロフロキサシン濃度が高い８株の平均耐性獲得頻度は 2.8 ± 2.6 × 10 －９であった。このことから、菌体内エ

ンロフロキサシン濃度が低値を示したキノロン感受性株は、耐性獲得頻度が高い事が示された。以上のこと

から、菌体内エンロフロキサシン濃度は、キノロンに対する耐性獲得と関与し、薬剤排泄ポンプの亢進によ

り低下することが示唆された。

次に、フルオロキノロンによる薬剤排泄ポンプへの影響を調べるために、実験室内においてエンロフロキ

サシン存在下で作出した耐性株７株（サルモネラ･コレラスイス感受性株由来）の薬剤感受性及び薬剤排泄

システムについて親株との比較を行った。作出した耐性株は、キノロンの標的酵素における変異は必ずしも

見られなかったが、キノロン及びその他の薬剤（アンピシリン、セフチオフル、オキシテトラサイクリン、

クロラムフェニコール、エリスロマイシン、トリメトプリム、アクリフラビン、CCCP）に対する感受性が

親株に比べて低下した。さらに、作出した耐性株の菌体内エンロフロキサシン濃度は、親株よりも低く、グ

ラム陰性菌の多剤排泄ポンプである acrB mRNA の発現量が、作出した耐性株で親株よりも増加した。親株

に比べて感受性が低下した薬剤は、CCCP を除いて AcrAB の基質である。よって、次に CCCP を基質とす

る排泄ポンプである emrA mRNA の発現量を調べたところ、耐性株で親株よりも増加していた。以上のこと

から、フルオロキノロンによる選択圧は、サルモネラにおいて複数の薬剤排泄ポンプを亢進させる要因の１

つとなることが示された。その結果、複数の薬剤に対する感受性の低下に関与することが示唆された。

菌体内エンロフロキサシン濃度の違いにより、耐性獲得頻度が異なったことから、耐性菌出現のリスクは

一定ではない。日本において、フルオロキノロンに対して耐性であるサルモネラの報告は、現在のところそ

れほど多くはない。しかし、菌体内エンロフロキサシン濃度が低下することで耐性菌出現リスクの高い株が

広がり、次の段階としてフルオロキノロン耐性サルモネラが広がる可能性がある。フルオロキノロン耐性菌

の出現を防ぐため、菌体内エンロフロキサシン濃度やそれに関わる薬剤排泄ポンプをモニタリングすること

は、フルオロキノロン耐性菌出現のリスクを予測するうえで有用であることが示唆された。本研究は、フル

オロキノロン耐性サルモネラの出現を防ぐために重要な情報になると考えられた。

（Studies on the Emergence Mechanism of Quinolone Resistance in Salmonella enterica subspecies enterica serovar

Choleraesuis. 学位論文（山口大学） 2010. 英文）

鶏大腸菌症由来大腸菌におけるフルオロキノロン耐性に関する研究

小澤真名緒
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鶏大腸菌症は家畜衛生上重要な疾病であり、その起因菌は Avian Pathogenic Escherichia coli（APEC）であ

る。鶏大腸菌症の治療にはフルオロキノロン（FQ）剤を含む抗菌性物質が使用されている。FQ 剤は人医療

と同様に獣医療上もきわめて重要な抗菌剤であるが、近年各国で FQ 耐性 APEC が報告されている。しかし、

我が国での APEC の FQ に対する耐性レベル、耐性菌の分布状況については不明である。

野外分離株での各種抗菌剤に対する薬剤感受性、血清型等を調査した結果、FQ に対する耐性率は約 20%

であり、健康家畜由来大腸菌の耐性率と比較して有意に高かった。また、FQ 耐性株の約 50%が血清群 O78

に属しており、パルスフィールドゲル電気泳動（PFGE）を行ったところ、それらの株の大部分は同一のク

ラスターに属していた。これらの結果から、FQ 耐性を示す O78 の特定の PFGE 型が広く分布している可能

性が示唆された。次に、O78 の FQ 耐性株の性状解析を PFGE 及びマルチローカス・シークエンス・タイピ

ング（MLST）によって行った。PFGE と MLST の組み合わせにより耐性株は４つの型に分類され、そのう

ち一つは FQ 耐性株特有の型であった。また、それぞれの地域内で同一の型に属する FQ 耐性株が分離され

ており、遺伝的に関係のある株が地域内で広まっていることが明らかとなった。さらに、４種類の FQ 剤に

ついて APEC に対する抗菌力を調べた。各薬剤について、in vitro における抗菌力にはそれほど差がなかっ

たが、薬物動態（PK）/薬力学（PD）解析を行った結果、FQ 剤間で治療効果に差がある可能性が示された。

以上の結果より、我が国の APEC の FQ の耐性レベル、耐性株の性状及び分布、FQ の治療効果が明らか

となった。これらの研究成果は、鶏大腸菌症の治療における FQ 剤の使用について重要な知見となると考え

られる。

（Studies on Fluoroquinolone Resistance of Avian Pathogenic Escherichia coli Strains. 学位論文（岐阜大学）2010.

英文）

鶏肉は日本における人の Salmonella Infantis 感染の原因の一つである

野田多美枝１、村上光一１、石黒靖尚１、浅井鉄夫

鶏肉が九州-沖縄地域において人の Salmonella Infantis 感染の原因ではないとした最近の研究調査結果を確

かめるために実施した。南西部日本の九州-沖縄地域で分離した Infantis 74 株（人由来 30 株及びその他 44

株）を用いて、パスルフィールドゲル電気泳動法（PFGE）及び amplified fragment length polymorphism (AFLP)

により分子疫学的に解析した。PFGE では、人由来 30 株中 17 株は、鶏肉由来株と類似し、人由来及び鶏卵

由来株では共通の PFGE 型は認められなかった。全体として、AFLP では、18 型中 3 型は人由来 7 株と鶏卵

由来 14 株を含んでいた。さらに、PFGE と AFLP 型人由来８株と鶏肉由来 13 株は同じ系統に分類された。

これらの結果から、 鶏肉が九州-沖縄地域（日本）の人の Salmonella Infantis の感染源であることが示唆さ

れた。AFLP が Salmonella Infantis の疫学的研究への応用に適していることを示した。

（Chicken meat is an infection source of Salmonella serovar Infantis for humans in Japan. Foodborne Pathogen and

Disease. 7(6), 727-735, 2010. 英文）

１ 福岡県保健環境研究所
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わが国の食用動物由来 Escherichia coli に分布する薬剤耐性に対する薬剤の選

択圧と他の因子の役割（総説）

原田和記１、浅井鉄夫

獣医療における抗菌剤の使用は、食用動物から分離される細菌における薬剤耐性の出現、分布及び拡散に

影響する。薬剤耐性の出現、分布及び拡散を制御するため、科学的な知見に基づいて適切に行動する必要が

ある。わが国では、Japanese Veterinary Antimicrobial Resistance Monitoring System (JVARM)が、食用動物由

来食中毒菌及び常在菌の薬剤感受性を調べるため、1999 年に構築された。JVARM の調査で、薬剤耐性大腸

菌は使用した薬剤による選択だけではなく、交差耐性や共耐性により選択されることが示された。さらに、

宿主動物や細菌の性状が薬剤耐性菌の出現や分布に影響していることも明らかとなった。本総説は、国内の

家畜由来薬剤耐性大腸菌の動向と薬剤の使用状況を概説し、抗菌剤使用と薬剤耐性の分布の関連について紹

介する。さらに獣医療における薬剤耐性の制御に重要な因子についての基礎的な情報を提供する。

（Role of antimicrobial selective pressure and secondary factors on antimicrobial resistance prevalence in

Escherichia coli from food-producing animals in Japan. (review) Journal of Biomedicine and Biotechnology

2010(180682), 2010. 英文）

１ 日本獣医生命科学大学（現鳥取大学）

国内の豚からのメチシリン耐性黄色ブドウ球菌（MRSA）の分離

馬場光太郎、石原加奈子１、小澤真名緒、田村豊１、浅井鉄夫

メチシリン耐性黄色ブドウ球菌（MRSA）ST398 は、欧米の豚に広く分布している。国内の豚における

MRSA、特に ST398 の分布を明らかにするため、東日本の 23 養豚場で飼育された豚から収集した鼻汁スワ

ブ 115 サンプル及び糞便 115 サンプル 115 を供試した。MRSA は、糞便からは分離されなかったが、鼻汁

１検体（0.9%）から分離された。分離株の MLST 型は ST221 で、spa 型は t002 であった。MRSA は、アン

ピシリン、メチシリン及びジヒドロストレプトマイシンに耐性を示したが、セファゾリン、セフチオフル、

イミペネム、ゲンタマイシン、カナマイシン、クロラムフェニコール、オキシテトラサイクリン、エリスロ

マイシン、アジスロマイシン、タイロシン、バンコマイシン、エンロフロキサシン及びトリメトプリムに感

受性を示した。豚における MRSA の分布は低率で、ST398 は認められなかった。

（Isolation of meticillin-resistant Staphylococcus aureus (MRSA) from swine in Japan. International Journal of

Antimicrobial Agents. 36(4), 352-354, 2010. 英文）

１ 酪農学園大学
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