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サルのエボラ出血熱及びマールブルグ病の検査指針 

           平成１９年４月１６日付け１８動検第１３４７号の別添２ 
           一部改正：平成２６年１０月３日付け２６動検第６３３号 

最終改正：令和２年１１月１０日付け２動検第７２４号－１ 
 
１ 趣旨 
  感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律（平成１０年法律第１１４号。

以下「法」という。）第 55 条に基づくサルの輸入検疫にあたり、エボラ出血熱及びマール

ブルグ病の診断を迅速かつ的確に実施することを目的として、本検査指針を定める。 
 なお、本指針は、平成１１年に開催した「サルの輸入検疫における検査・診断に関する

技術検討会」での有識者の意見を踏まえて作成したものをもとに、その後の検査技術の進

展を踏まえ、改正したものである。 
 
２ 定義 
（１）「フィロウイルス感染症」：エボラウイルス又はマールブルグウイルスによる熱性

疾患あるいはその両方。 
（２）「検疫要領」：指定動物（サル）の輸入検疫要領（平成２０年１０月７日付２０動

検第７３５号の別添１） 
（３）「手順書」：検疫要領の別紙２に規定するサルの検疫標準作業手順書 
（４）「動検施設」：動物検疫所の係留検査場所 
（５）「指定検査場所」：法第５５条第４項のただし書きに基づき農林水産大臣が指定す

る検査場所 

（６）「係留担当支所長」：係留検査場所を担当する支所長 

（７）「検疫課長」：係留検査場所を担当する課長及び出張所長 
（８）「担当獣医師」：指定検査場所においてサルの臨床観察や検査材料の採取等を行う

獣医師 
（９）「検疫責任者」：指定検査場所の係留検査の責任者 
（１０）「同一ロットのサル」：出国検疫施設で同一検疫単位のサルとして係留検査され

たサル、又は同一航空機で輸送されたサル 
（１１）「同一検疫単位のサル」：物理的にまた飼育管理上、他のサルから隔離した状態

で一定期間（通常３０日間）係留検査する一群のサル。原則、前室を個別に有する係

留室（ケージを設置したサルを係留する部屋）を最小の単位とする。同一係留室には、

同一ロットのサルのみを収容する。 
（１２）「ロット番号」：検疫ロット毎に付与する電子情報処理組織登録上の１２桁の英

数字。 
（１３）「検疫個体番号」：同一ロットの各サルに付与される通し番号。電子情報処理情

報登録上の検疫番号として用いる。 
（１４）「レスピレーター」：HEPA フィルター濾過マスク（Powered air purifying respirator
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：PAPR） 
（１５）「検疫業務従事者」：家畜防疫官、検疫責任者、担当獣医師及び飼育担当者 
（１６）「フィロウイルス感染症を疑うサル」：獣医師の届出基準に準じてフィロウイル

ス感染症にかかっている疑いがあると診断したサル又はかかっていた疑いがあると検

案した死体。特に 
ア 動物検疫所の遺伝子検査（RT-PCR）で陽性のサル若しくは病勢から臨床診断

したサル、又は 
イ フィロウイルス感染症にかかっているサルの発症中及び発症前７日以内にその

血液や排泄物と直接接触した可能性のあるサルであって、検査により感染を否定

されていないサル 
（１７）「感染性物質の輸送規則」：WHO の感染性物質の輸送規則に関するガイダンス 

（Guidance on regulations for the Transport of Infectious Substances) 
 
 ３ 検査材料の取扱い 

家畜防疫官及びサルの輸入検疫に係る者は、検査材料の採取から検査の実施に至る

各段階において、検疫要領に従い作成した手順書の遵守により、安全の確保に努める。

検査材料の取扱いに当たっては次の事項に留意する。 
（１）検査材料の採取 
 ア 家畜防疫官又は担当獣医師若しくはこれらの者が選任した者が実施する。 
 イ 生体からの採材は、飛沫核感染予防策を採用し、二人以上で実施する。 
 ウ 死体の剖検及び採材は、小型のサルであれば、安全キャビネット、グローブボック

ス又は無菌箱、収容しきれない大型のサルは必要に応じてレスピレーター等を活用し、

安全かつ作業しやすい環境下で実施する。術者、介助者及び記録者の構成で実施するこ

とが望ましい。 
 エ 血清を分離する場合は、静置分離又は安全キャップ等によりエアロゾルが外部に漏

れない設計が施されている遠心分離機で分離後、安全キャビネット内で取り扱う。遠心

機は手順書に従い、バイオセーフティー上、適切な方法で使用する。 
 
（２）検査材料の輸送 
 ア 「フィロウイルス感染症を疑うサル」の検体 

検査を実施する場所に事前連絡し、感染性物質の輸送規則のカテゴリーA の感染物

質に基づき包装・外部表示し、家畜防疫官が専用車で輸送（必要に応じて危険物貨物

の申告をした上で航空貨物で輸送）する。 
 イ フィロウイルス感染症にかかっていると診断されたサルの検体  

原則、不活化前の検体の輸送は行わない。 
 ウ ア又はイ以外の検体 

感染性物質の輸送規則に準じて包装・外部表示し、家畜防疫官又は検疫責任者若し

くはこれらの者が選任した者が輸送（郵送・宅配便を含む。）する。輸送に当たって

は、検疫要領に従い作成した手順書を遵守し、検査を実施する場所へ迅速かつ確実に

輸送できる手段を選択する。郵送する場合は内国郵便約款の第６条及び第９条に基づ
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く表示等を行う。なお、検査を実施する場所に輸入検疫中のサルの検査材料である旨

を明示する。 
（３）検査の実施 

フィロウイルス感染症のスクリーニング検査は、動検施設の検査室で実施する。不

活化処理前の材料は、クラスⅡの安全キャビネット内で取り扱う。ただし、当該検査

室では、フィロウイルス感染症にかかっていると診断されたサルの生材料を用いる検

査及び当該ウイルスを増殖する検査を実施しない。 
なお、不活化処理後の検査材料は、動物検疫所の何れの検査室でも検査を実施する

ことができる。 
 
４ 検査及び診断について 

動物検疫所におけるフィロウイルス感染症の検査及び診断は、別紙サルのフィロウイ

ルス感染症診断フローチャートに沿って実施するものとする。 
 
５ 検査の依頼 
（１）国立感染症研究所への確認検査の依頼 

係留担当支所長は別記様式第１号により、検査結果について動物検疫所長に報告す

る。報告を受けた動物検疫所長は別記様式第２号により、消費・安全局動物衛生課及

び厚生労働省健康局結核感染症課を経由して国立感染症研究所長に確認検査を依頼す

る。 
（２）精密検査部への検査の依頼 

検疫課長は別記様式第３－１号により精密検査部病理・理化学検査課に検査を依頼

する。精密検査部病理・理化学検査課長は検査結果を別記様式第３－２号で回答する。

なお、本依頼及び回答については「電子情報処理組織等における動畜産物輸出入検査

関連事務手続要領」（平成２５年１０月４日付け２５動検第６７３号）により実施す

ることができる。 
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（別記様式第１号） 
 
 動物検疫所長 殿 
 
                            ○○支所長 
 
   輸入検疫中のサルの検査結果報告及び国立感染症研究所への確認検査依頼につ 
   いて 
 
 令和  年  月  日に○○空港に到着し○○○○で係留検査を実施している○○
（仕出国）産○○○（サルの種類）について、サルのエボラ出血熱及びマールブルグ病検
査指針５の（１）に基づき、確認検査を依頼します。 
 つきましては、下記のとおり検査結果及び当該サルの関連情報を報告しますので、国立
感染症研究所への確認検査等の依頼をお願いします。また、エボラ出血熱及びマールブル
グ病防疫実施要領（平成２０年１０月７日付け２０動検第７３５号）に基づき現地対策本

部を設置しましたので併せて報告します。 
 

記 
     
１ 臨床症状（詳細に記載） 
 
 
 
２ スクリーニング検査の結果  
（検疫個体番号、検査材料、PCR 検査結果（プライマーごとに記載）） 
 
 
 
３ 確認検査の材料 
 
 
 
４ 類症鑑別疾病で依頼する検査 
     
 
５ その他関連情報 
  別紙を添付 
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                          （別記様式第１号の別紙） 
 
Ⅰ サルの概要（  年  月  日現在） 
１ 輸入検疫の概要（ロット番号：        申請番号：        ） 
（１）輸出国 
（２）出国検疫施設 
（３）サルの種類、頭数 
（４）搭載地、経由地、到着空港 
（５）搭載便 
（６）輸入者 
（７）仕向地 
（８）係留検査場所名及び住所、係留室番号 
（９）施設収容日 
 
２ 死亡又は特定症状を認めたサルについて 
（１）死亡したサル： 頭 
   （剖検所見：                      ） 
（２）特定症状を認めたサル： 頭 
      （具体的症状：                     ） 
（３）上記サルが飼育されている区域について 
 
３ 同一施設内でのサルの飼育状況について 
（１）検疫施設内の他の検疫単位のサル：  頭 
（２）同一敷地内で飼育しているサル（国内で入手又は検疫が終了したサル）：   頭 
 
４ 自主検査について 
（１）自主検査の実施状況（検査の種類、現在の実施状況） 
 
（２）自主検査結果 
 
（３）委託先検査機関（外部委託検査の場合） 
 
５ 他の係留検査場所における同一ロットのサルの収容状況 
 
６ 他の係留検査場所における同一出国検疫施設由来のサルの収容状況 
 
Ⅱ 輸入サルの検疫業務従事者及び輸送関係者について（ 年 月 日現在） 
  空港内作業計画書、輸送計画書及び係留検査計画書を添付。 
  上記計画書に記載のない者については、リストを作成し、添付する。 
 
Ⅲ 現地対策本部の設置状況 
  別添として添付する 
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（別記様式第２号） 
 
 
 国立感染症研究所長 殿 
 
                            動物検疫所長 
 
 
   フィロウイルス等の確認検査の依頼について 
 
 令和  年  月  日に○○空港に到着し○○○○で係留検査を実施している○○

（仕出国）産○○○（サルの種類）について、別紙によりフィロウイルスに対する確認検
査及び（※注 に関する検査）を依頼しますので、よろしくお願いいたします。 
 
  ※注：類症鑑別で必要な検査があれば記載。 
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                           （別記様式第２号の別紙） 
 

ウイルス行政検査依頼書 
 
１ 検査の種類 
 
２ 検査を必要とする理由 
 
３ 検査の名称及び数量 
 
４ その他参考となる事項 
 
５ 添付資料 
  別記様式第１号の写しを添付。 
 
 
   上記のとおり検査を依頼します。 
 
    令和  年  月  日 
 
 
    農林水産省動物検疫所長               印 
 
 
 国立感染症研究所長 殿 
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（別記様式第３－１号） 
令和  年  月  日 

管理番号          
 
精密検査部病理・理化学検査課長 殿 
感染症対策専門官      殿 
 

   支所検疫  課長 
     

 
病理・遺伝子検査依頼について 

 
 下記の材料ついての検査を依頼します。 

 
記 

１ 検査材料 
材   料：①   ，②    ，③   

         ④ その他（             ） 
仕 出 国：                             
検 体 数：      検体                     
採材年月日：令和  年  月  日 
サルの種類：①カニクイザル，②アカゲザル，③その他（          ） 
性   別：① ♂， ② ♀， ③ 去勢 
年   齢：                             

   用   途：                             
  検疫個体番号：                              
  入検年月日：                             
  解放予定年月日：                             
  臨 床 所 見：                             
                                      
                                      
  そ の 他：                             

 
２ 検査項目  ①シークエンス、②Real-time RT-PCR， 

③電子顕微鏡、④病理組織検査  
        ⑤その他         
 
３ 備  考   
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（別記様式第３－２号） 
令和  年  月  日 

 
    支所検疫  課長 殿 

感染症対策専門官   殿 
精密検査部病理・理化学検査課長 

 
病理・遺伝子検査結果について（回答） 

 
 
 令和 年 月 日付け、管理番号      で依頼のあったこのことについて 下記

のとおりお知らせします。 
 

記 
 
１ 検査材料 

材   料：①    ，②    ，③    ，   
       ④ その他（             ） 
仕 出 国：                             
検 体 数：      検体                     
採材年月日：令和  年  月  日 
サルの種類 ：①カニクイザル，②アカゲザル，③その他（          ） 
性   別：① ♂， ② ♀， ③ 去勢 
検疫個体番号：                              
   

２ 検査項目と検査結果     
  ① シークエンス 

② Real-time RT-PCR 
③ 電子顕微鏡 
④ 病理組織検査 
⑤ その他          

 
３ 備考 
                                        
                                        

                                        
                                         

 



 - 10 -

別紙

2　疫学調査

　

6　　 判定 （＋） （－） （－）

５　確認検査

3　スクリーニング検査

（
指
定
検
査
場
所

）

4　臨床検査
（経過観察）

自然又は治療
により回復

サルのフィロウイルス感染症診断フローチャート

(3-1)　剖検・採材

1 臨床検査

【類症鑑別】
ウイルス性（例　サル出血熱、サル水痘ウイルス（SVV)、麻疹、Bウイルス病、犬ジステンパーウイルス（CDV）感染症、サ
ルレトロウイルス感染症）、細菌性（例　赤痢、サルモネラ、エルシニアなどの感染性胃腸炎）及び寄生虫性疾患（例　ア
メーバー赤痢、糞線虫、鞭虫症）

(3-2)　採血

(3-3)　RT-PCR

(1-3)物理的事故で
死亡したサル

(1-1)　死亡したサル（瀕死のサルを含む）
(1-2)特定症状を認めるサル

動

物

検

疫

所

国
立
感
染
症
研
究
所

精密検査

に至った場合、
｢防疫要領」に基づく対応
を開始

(+) (-)

死亡又は特定症状の
続発

(精密検査）
・遺伝子増幅産物のシークエンス
・抽出RNAテンプレートからのReal-timeRT-PCR
・電子顕微鏡検査
・病理組織検査
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(注）サルのフィロウイルス感染症診断フローチャートの１から６の要点は次のとおり。 
 
１ 臨床検査 
 検疫中（到着時の検査を含む。）に死亡したサル及び特定症状を呈したサルは、臨床観察に加え精
密検査による正確な診断を要する。なお、これ以外のサルであっても、家畜防疫官が必要と認めた場
合には、麻酔下での外貌検査及び採材を実施することができる。また、臨床上、類症鑑別を要する感
染性の疾病は【類症鑑別上重要な疾病】のとおり 
 
(1-1)死亡したサル 
   全ての死亡したサル（瀕死のサルを含む。物理的事故で死亡したサルを除く。）。 
   類症鑑別上重要な疾病に留意する。 
(1-2)特定症状を認めるサル 

    特定症状とは、フィロウイルス感染症が疑われる臨床症状で、精密検査のきっかけとなるものを
いい、以下のア～ウの症状をいずれかとし、明らかに生理的又は物理的損傷による出血と考えられ
る場合は除く。 

 ア 黒色タール様便又は明らかな出血を伴う下痢 
 イ 天然孔からの出血 
 ウ 皮下又は粘膜下の点状～広範な出血 
  【類症鑑別上重要な疾病】 
  ア及びイ：①細菌性赤痢 
            ②サルモネラ、エルシニア等の感染性胃腸炎 
            ③アメーバー赤痢、糞線虫、鞭虫症等の寄生虫性疾患 
            ④サル出血熱 
  ウ   ：①サル出血熱 
      ②麻疹 
      ③サル水痘症 
 
(1-3)物理的事故で死亡したサル 
 物理的事故で死亡したサルは、精密検査を行う必要はない。 
 
２ 疫学調査 
 ア サルの由来： 

a 同一ロットのサルでのフィロウイルス感染症の摘発。 
b 同一出国検疫施設由来のサルでのフィロウイルス感染症の摘発。 
c 過去における輸出国でのフィロウイルス感染症の発生。 

 イ 本邦到着までの衛生状態： 
  a 過去におけるフィロウイルス感染症の発生のある国の経由。 
  b 輸出検疫施設から到着までの輸送の間における他のサル又は他の動物との接触。 
 
 （精密検査） 
３ スクリーニング検査 
(3-1)死亡サルの剖検・採材  

ア 剖検に当たっては、生前の情報及び外貌所見をもとにフィロウイルス感染症又は類症疾病の可
能性を想定し、採材手順及び部位を選択する。 

イ スクリーニング検査及び確認検査用に通常、肝臓、可能であれば血液（血清）を採取し、冷凍
又は冷蔵する。同時に、病理組織検査用に主要臓器（肝臓、脾臓、腎臓、肺、心臓及び腸管）等を
採取し、１０％中性緩衝ホルマリン液で固定する。なお、参考として、フィロウイルス感染症の病
原又は抗体検出を目的とした採材部位を別表に示す。 

ウ 同時に１０頭を超えて死亡した場合は、新鮮な材料を優先し、また、最大でも１０頭分までの
採材とする。 

(3-2)採血 
    生存中のサルは、必ず麻酔し、外貌所見をよく観察した上で、採血を実施する。 
(3-3)遺伝子検査（RT-PCR） 
 ア 目的：エボラウイルス及びマールブルグウイルスゲノムの検出 

イ 検査方法等：国立感染症研究所の病原体検出マニュアル「エボラ出血熱診断マニュアル」及び
「マールブルグ病診断マニュアル」に従い別添を参考に実施する。 
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 ウ 結果が陽性の場合 
     国立感染症研究所長に確認検査を依頼する。 
    また、検疫課長は精密検査部病理・理化学検査課に①遺伝子増幅産物のシークエンス、②不 
  活化処理した血清の電子顕微鏡検査及び固定材料の病理組織検査並びに③抽出 RNA テンプレ  
 ートからの Real-timeRT-PCR 検査を依頼する。 
 エ 非特異反応などにより判定が困難な場合 
   検疫課長は精密検査部病理・理化学検査課に①非特異反応と思われる遺伝子増幅産物のシーク 
 エンス、②抽出 RNA テンプレートからの Real-timeRT-PCR 検査を依頼する。 
 オ 結果が陰性の場合 
      臨床検査を継続する。血清等検査材料は保管し、適宜、類症鑑別検査を実施する。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

４ 臨床検査（経過観察） 
   死亡及び特定症状が認められたサルの症状の推移及び同一ロット又は検疫単位のサルにおける特
定症状の続発の有無を確認する。 
 ア 他のサルに特定症状が続発するものの、RT-PCR による検査がいずれも陰性である場合、次の５
の確認検査を依頼する。 
 イ 当該サルが自然又は治療により回復した場合は精密検査を終了し、通常の検疫に戻る。 
 
 ５ 確認検査（国立感染症研究所への検査依頼） 
     確認検査を依頼するのは、上記３のスクリーニング検査で陽性の場合、又は、上記４の特定症状

の続発の場合とする。 
  【国立感染症研究所で実施可能な検査】 
（１）急性期（感染初期）におけるウイルス抗原（又は遺伝子）の検出を目的とする検査 
    ・RT－PCR 
  ・抗原検出（Ag)ELISA 
（２）ペア血清による回復期の抗体獲得又は上昇を検出する検査 
  ・蛍光抗体法（IFA) 
  ・抗体検出 ELISA（IgGELISA 及び IgMELISA） 
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６ 判定と検疫対応 
 ア 確認検査で感染している（＋）と診断された場合、検疫要領の検査に基づく措置を実施する。 
 イ 確認検査で感染していない(－）と診断された場合、精密検査を終了し通常の検疫に戻る。 
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別添 
 
遺伝子検査（RT-PCR） 
 
１ 検査材料：血清及び肝臓 

（別表の脾臓、腎臓、肺、心臓、腸管、咽頭スワブ及び尿においても本法により実施

できる。） 
 
２ 試薬 
（１）ウイルス RNA 抽出キット 
   High Pure Viral RNA Kit (Roche) - 血清 
   QIAamp Viral RNA Mini Kit (Qiagen) - 血清 
   RNA BeeTM (TEL-TEST) - 臓器 
   ISOGEN (NIPPON GENE) - 組織、培養細胞 
   ISOGEN-LS (NIPPON GENE) - 血液  など 
（２）逆転写反応試薬 
   Ready-To-GoTM RT-PCR Beads (GE Healthcare)  
（３）PCR 試薬 
   Expand High Fidelity PCR システム (Roche) 
（４）プライマーセット 
   それぞれ DDW または TE-buffer で 50 pmol / μL に希釈し、－２０℃以下に保存 
  ア フィロウイルス科共通プライマー Filovirus(NP) 

増幅産物の大きさ：594bp 
FiloNP-Fe  5'-TGGCAATCAGTDGGACACATGATGGT (+) 
FiloNP-Fm  5'-TGGCTTACYACAGGYCACATGAAAGT (+) 
FiloNP-Re  5’-GAAGCTGATTTCRTTCTTYTTCTGATGGAA(-) 
FiloNP-Rm  5’-GTGTGTGATTTCAGTTTTYTGGAGGTGGAA(-) 

イ フィロウイルス科共通プライマー Filovirus(L) 
増幅産物の大きさ：419bp 
FILO-A  5'-ATCGGAATTTTTCTTTCTCATT (+) 
FILO-B  5'-ATGTGGTGGGTTATAATAATCACTGACATG (-) 

  ウ レストンエボラウイルス用プライマーEbola(Reston)NP 
増幅産物の大きさ 337bp 
RES-NP1  5'-GTATTTGGAAGGTCATGGATTC (+) 

        RES-NP2  5'-CAAGAAATTAGTCCTCATCAATC (-) 
  エ スーダン・ザイールエボラウイルス 2nd 用プライマー Ebola(Sudan, Zaire)NP 

増幅産物の大きさ：425bp 
Sudan Zaire 2nd F1  5'-CTAATACAYCAAGGGATGCA (+) 
Sudan Zaire 2nd F1  5'-TGGAGTTGCTTYTCAGCYTCAGT (-) 

  オ アイボリーコースト・ブンディブギョエボラウイルス 2nd 用プライマー 
Ebola(Ivory Coast, Bundibugyo)NP 
増幅産物の大きさ：425bp 
Cote Bundi 2nd F1  5’-CTTATACATCAAGGRATGCA(+) 
Cote Bundi 2nd R1  5’-TGCAACTGYTTTTCKGCCTCAGT(-) 

  カ レストンエボラウイルス 2nd 用プライマー Ebola(Reston)NP 
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増幅産物の大きさ：308bp 
Reston 2nd F1  5’-CCACCAGGGYATGCATATGGTA (+) 
Reston 2nd R1  5’-CTGATAACTGTGGGTAGAGA (-) 

  キ マールブルグウイルス 2nd 用プライマー Marburg virus NP 
増幅産物の大きさ：158bp 
MBG NP 2nd F1  5’-AAACTGATTCAGGGGTGRCA (+) 
MBG NP 2nd R1  5’-CTCGAGGTTRTTRATCCCTGA (-) 

（５）陽性コントロール 
国立感染症研究所より分与を受けた増幅 DNA を PCR の陽性コントロールとして用いる。 

 
３ 検査方法 
（１）ウイルス RNA の抽出 

使用するキットの取扱説明書を参照して、ウイルス RNA を抽出する。 
（２）逆転写反応 Ready-To-GoTM RT-PCR Beads (GE Healthcare) ） 

抽出 RNA を 5μL、ランダムプライマーを 0.5μg/tube を加え、DDW で全量 50μL とする。 
逆転写反応を以下の条件で実施し、cDNA を合成する。 

４２℃ ３０分 → ９４℃ ５分 
（３）PCR（Expand High Fidelity PCR システム (Roche)） 

cDNA 及び陽性コントロールを 2μL、２（４）ア、イ又はウのプライマーをそれぞれ 12.5 
pmol/tube、10x Reaction buffer を 2.5μL、2.5mMdNTP を 2μL、Expand High Fidelity DNA ポリ

メラーゼを 0.125μL を加え、DDW で全量 25 μL とする。 
PCR を以下の反応条件で実施する。 

９４℃ ２分 → （９４℃ １分 → ５２℃ １分 → ７２℃ １.５分）５０サイクル → ７２

℃ ８分 
（４）2nd PCR（Expand High Fidelity PCR システム (Roche)） 

必要に応じて２（４）アのプライマーの PCR 産物を 1μL、２（４）エ（スーダン・ザイール

エボラウイルス 2nd 用プライマー）及び２（４）オ（アイボリーコースト・ブンディブギョエ

ボラウイルス 2nd 用プライマー）をそれぞれ 12.5 pmol/tube、あるいは２（４）カ（レストンエ

ボラウイルス 2nd 用プライマー）及び２（４）キ（マールブルグウイルス 2nd 用プライマー）

をそれぞれ 12.5 pmol/tube、10x Reaction buffer を 2.5μL、2.5mMdNTP を 2μL、Expand High 
Fidelity DNA ポリメラーゼを 0.125μL を加え、DDW で全量 25 μL とする。 
PCR を以下の反応条件で実施する。 

９４℃ ２分 → （９４℃ １分 → ５４℃ １分 → ７２℃ １分）３０サイクル → ７２℃ 
８分 

（５）電気泳動 
1st、2nd それぞれの PCR 産物をアガロースゲル（１.５－２.０％）電気泳動（１００V 約３０

分）し、増幅された PCR 産物を確認する。 
 
４ 結果の判定 

各プライマーセットによる増幅産物が目的とする増幅産物の大きさと一致したものを陽性とす

る。 
なお、目的の遺伝子の増幅が認められた場合には、４（２）逆転写反応を実施せずに PCR を行

い、DNA のコンタミによるものではないことを確認する。 
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参考資料１ 
 
サルにおけるエボラ出血熱とマールブルグ病について 
 
１ エボラ出血熱（Ebola haemorrhagic fever） 
（１）概要 

エボラ出血熱は、エボラウイルスによる熱性疾患で、致死的な疾患である（２，３）。

エボラウイルスはフィロウイルス科エボラウイルス属のウイルスで、アフリカ型のザイ

ールエボラ、スーダンエボラ、アイボリーコーストエボラ、ブンディブギョエボラ及び

アジア型のレストンエボラウイルスの５つのサブタイプが存在する。（３，１２） 
（２）感染様式 

サルは自然宿主ではないが、これまで野外での感染例はチンパンジー、ゴリラにおけ

るザイールエボラ、アイボリーコーストエボラ及びカニクイザルにおけるレストンエボ

ラの感染が確認されている。また、ヒトからヒトへの伝播は、濃厚な接触感染による（１

２）。 
サルでの潜伏期間は最長１４日（アジア型エボラウイルスで潜伏期間は中央値（範囲）

が７日（７～１４日）、アフリカ型エボラウイルスで３．５日（３～７日））である（５）。 
人への感染源となるのは血液、分泌物、排泄物（尿、吐血、下血など）、唾液などの

飛沫で空気感染はないとされている（１）。人の潜伏期は２～２１日とされている（１，

１２）。人の場合、アフリカ型のエボラ出血熱では患者の２５％～９０％が死亡するが、

アジア型のレストンエボラでは、人に感染するものの発症者や死亡者は報告されていな

い（１２）。 
（３）症状 

エボラウイルス実験感染例におけるサルの主たる症状は発熱、沈鬱及び食欲不振で、

さらに、下痢と体重減少が顕著である。ザイールエボラでは必発ではないが、胸部、顔

面、上腕内側及び大腿部に点状出血班や丘疹性の発疹等が認められることもある。また、

血小板の減少により、二次的に血液凝固系の異常を呈することもある（５，１１）。感

染末期には多くのサルで DIC（播種性血管内凝固症候群）が認められる。また、免疫応

答の抑制も認められる（６）。 
いずれのウイルス種に対してもアフリカミドリザルよりカニクイザルの方が致死率

が高い（５）。 
感染後血清中で１４日、臓器で１９日まではウイルス（弱毒タイプのレストンエボラ

ウイルス）が分離されているが、これ以降（２０～６００日）は未検出。IgG 抗体価は

１４～２１日で≧１０２４に達している（５）。 
 

Ø ザイールエボラは、実験感染において、カニクイザルでは接種後６～７日後、ア

フリカミドリザルでは接種６～９日に全頭（ともに４頭）死亡した（１１）。 
Ø スーダンエボラは、実験感染において、接種９～１１日後にカニクイザルで７５

%（４頭中３頭）が死亡し、アフリカミドリザルでは耐過した（１１）。 
Ø アイボリーコーストエボラは、１９９４年に野生のチンパンジーを剖検した動物
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行動学者の感染例のみ。この症例では、高熱、頭痛、悪寒、筋肉痛、咳の他、腹

痛、下痢、下痢、発疹等が認められたが、後遺症なく回復した（９）。 
Ø レストンエボラではカニクイザルは１１～１９日で５０％（８頭中４頭）が死亡、

アフリカミドリザルでは耐過した（１１）。血液からのウイルスの分離は発症と

ほぼ並行している（７）。また、最長で１２日間のウイルス血症が確認されてい

る（５）。 
Ø ブンディブギョエボラは、ヒトで２００７年～２００８年にかけての流行が確認

されている。ヒトでの死亡率は３４％で、潜伏期間の中央値（範囲）は７日（２

～２０日）で、その後、発熱、倦怠感、頭痛、腹痛、嘔吐、下痢等の症状が見ら

れる。その他、血尿、吐血、血便等を含む出血症状も認められることもある（８）。 
（４）病理所見 

解剖時の肉眼所見では、広範な出血病変及び実質の壊死が認められる。病理組織学的

には、特に肝臓の広範な肝細胞壊死及び好酸性細胞質内封入体が認められ、血管にフィ

ブリン血栓及び赤色血栓、間質及びディッセ腔にフィブリン沈着が認められるが、炎症

性浸潤はほとんど認められない。脾臓では他の臓器に比べ損傷が重度で、白脾髄ではリ

ンパ系細胞の枯渇が認められる（６）。 
 
２ マールブルグ病（Marburg haemorrhagic fever） 
（１）概要 

マールブルグ病は、マールブルグウイルスによる熱性疾患で、致死的疾患である。こ

のマールブルグウイルスは、エボラウイルス同様フィロウイルス科に属する（２，４）。 
（２）感染様式 

血液や分泌物、組織との接触感染を主体とし、空気感染については確認されていない

（５）。サルは自然宿主ではないが、ウガンダから輸入したアフリカミドリザルで感染

事例が確認されている（１３）。 
（３）症状 

実験感染例と自然感染例での症状はほぼ一致しており、体重減少、発熱、出血及び発

疹が認められ、末期に低体温、ショックを起して死に至る。特徴的な点状出血は、前頭

部、胸部、腋窩部、鼠径部に好発し、結膜に接種した場合は、発疹を伴った浮腫が眼周

囲に見られることもある（５）。しかし、実験動物における DIC は報告されていない（６）。 
自然感染例では、アフリカミドリザルの死亡率は２０～５０％であるが、実験感染例

では、最短で接種２日目で発熱し、接種５～８日目では死亡率１００％である（５）。

発症前数日間、健康に見えるサルからウイルスが分離されている症例がある（１０）。 
（４）病理所見 

肝臓の剖検所見はエボラ出血熱と同様である。好酸性細胞質内封入体はエボラ出血熱

と比較し確認しにくい。脾臓はエボラ出血熱と同様で、赤脾髄は壊死し白脾髄のリンパ

系細胞の枯渇が認められる（６）。 
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参考資料２ 
 
１ Ｂウイルス感染症 (Monkey B virus infection) 
（１）病原体 

Herpesviridae Alphaherpesvirinae Simplexvirus Macacine herpesvirus 1 
二本鎖 DNA ウイルス。同じグループにはヒト単純ヘルペスウイルス１，２（HSV－

１，２）等があり、互いに近縁で共通抗原を有する。 
（２）感染様式及び症状 

マカク属のサル繁殖群においては幼弱ザルの感染は低率であるが、性成熟に達する３

～４歳では感染率は８０～９０％に達する。ウイルスの伝播は性行為やサル同士の咬傷

を介した水平感染と推測されている（３）。マカク属サルは自然宿主であるため、ほと

んどの場合不顕性感染であり、その後ウイルスは神経節に潜伏感染するが、宿主以外の

動物が感染した場合、激甚な全身感染を発現する（２，３）。 
最活性時には口腔内や膣分泌物中にウイルスが排泄され、舌や口腔粘膜に水疱及び潰瘍

が認められる。水疱には多量のウイルスが含まれるので極めて危険である。Ｂウイルス

抗体陽性で、臨床的に正常なサルからのウイルスの排泄率は 2.3％と報告されている（２，

３）。 
（３）病理所見 

様々な粘膜で上皮細胞の風船様変性、多核細胞化、壊死が見られ、ヘルペスウイルス

感染症に特徴的な核内封入体が観察される（２）。 
（４）診断方法 
抗体検査は社団法人予防衛生協会が BioReliance 社から不活化抗原を輸入して ELISA 法

で実施している（３）。その他、Real timePCR 法やウイルス分離を実施する（１）。 
 
２ サル水痘ウイルス感染症 (Simian varicella virus infection) 
（１）病原体 

Herpesviridae Alphaherpesvirinae Varicellovirus Cercopithecine herpesvirus 9 
（２）感染様式及び症状 

旧世界ザルに感染した場合、非常に重篤な症状を呈し、死亡率の高い疾病である。主

症状は発疹で、突然皮膚に水疱及びピンク、赤色、赤紫色の直径２～１０mm の斑点状

の発疹が局所的又は全身的に見られる。また、舌、口腔粘膜に水疱、びらんあるいは潰

瘍が見られる。発疹が認められた後、約７日間に高い割合でサルが死亡する（２，３）。 
（３）病理所見 

肉眼的には、全身性の発疹と口腔内の病変に加えて、心筋、肝臓、脾臓、副腎、食道、

胃、腸粘膜及び精巣に出血巣が認められる。 
組織学的には、肝細胞、脾小節、副腎皮質、リンパ節等に多数の巣状壊死、出血及び

好塩基性核内封入体が認められる。皮膚の表皮層には壊死層及び核内封入体が認められ

る（２，３）。 
（４）診断方法 

ウイルス抗体検査を実施する（３）。 



 - 20 -

 
３ サル出血熱 (Simian haemorrhagic fever) 
（１）病原体 

Arteriviridae Arterivirus Simian heamorrhagic fever virus 
一本鎖の４０～４５nm の RNA ウイルス。マカク属の初代マクロファージとアフリカ

ミドリザルの腎株化細胞で増殖する。 
（２）感染様式及び症状 

アカゲザルの致死的感染症で高い伝染性がある。１９６４年に初めて確認された。パ

タスサル、ミドリザル、ヒヒ属などのアフリカの数種のサルに自然感染していることが

確認された。これらのサルは感染しても通常は不顕性感染であり、血清反応が陰性とな

ることが多い。アジアのマカク属のサルは感染により致死的であり、出血傾向が強く（鼻

出血、血尿、黒色便、斑状・点状出血）、突然死亡する。臨床経過は１～７日と考えら

れている。感染は、エアロゾル、直接接触若しくは蚊などの媒介物によってマカク属間

に広がる（５）。 
（３）病理所見 

マカク属のサルにおける肉眼的所見では局所的に著明な広範性鬱血、出血及び近位十

二指腸の壊死が認められる。類似する病変が、不規則に全消化器、肝臓、腎被膜、延髄

後組織、皮下及び肺に認められる。脾臓は通常の２～３倍に腫大し、白脾髄は肉眼では

確認できない。 
病理組織学的所見では、リンパ組織の壊死が特徴で、脾臓の広範性のリンパ壊死と鬱血、

他のリンパ組織も胚中心の壊死が著明に認められる。 
また、肝臓及び副腎には壊死が存在せず、エボラ出血熱及びマールブルグ病との鑑別

点となっている（５）。 
（４）診断方法 

RT-PCR 検査を実施する。血清反応等による診断方法については知られていない。 
 

４ 麻しん (Measles) 
（１）病原体 

Paramyxoviridae Morbillivirus Measles virus 
一本鎖マイナス鎖 RNA ウイルス 

（２）感染様式及び症状 
自然感染はヒトとサル類のみにみられ、サル類は高い感受性を示す。サル類への感染

はサルの自然生息域ではみられず、捕獲後もしくは繁殖育成施設内において、ヒトから

の感染が原因となり、コロニー内へ蔓延しているものと考えられる。感染はウイルスの

吸入による経気道感染により成立する（２）。 
マカク属のサルでは、ストレスや免疫抑制状態がなければ症状は軽度若しくは無症状

である。発症までの潜伏期間は６～１０日で、発熱、斑点状丘疹や発疹を起こす。麻し

んウイルスの特徴的な症状であるラッシュ(発熱、斑点状丘疹や発疹)は体腹側面に明白

に現れ、一般的に足底部や手掌部表面にあとが残る（３）。 
（３）病理所見 
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肺炎を併発して死亡した個体では多核巨細胞形成と封入体を伴った間質性肺炎がみら

れる。リンパ系組織、膀胱の粘膜上皮及び肝細胞等に封入体が見られることもある（２）。 
（４）診断方法 

臨床診断及び病理学的所見から推定的診断は可能。血清診断では、ELISA 法、蛍光抗

体法あるいは赤血球凝集抑制試験などを用いた抗体の証明により行う。鼻咽頭拭い液や

血液からの RT-PCR 法によるウイルスゲノム検出も可能である（３）。 
 
５ 犬ジステンパーウイルス感染症（Canine distemper virus infection） 
（１）病原体 

Paramyxoviridae Morbillivirus Canine Distemper virus  
一本鎖マイナス鎖 RNA ウイルス 

（２）感染様式及び症状 
ニホンザル、カニクイザル及びアカゲザルで自然感染例が確認されている。 
ニホンザルでの発症報告は１例のみで、神経症状に続いて、食欲不振、飲水能力の低

下、顔面の紅斑性発疹、瀕死が認められる（７）。 
カニクイザルでは、目やに、鼻汁、咳、下痢、食欲不振、発熱、全身性の発疹のよう

な麻しんに似た症状を示す。この他、足蹠の腫れも確認される。２００８年における日

本での発生事例では死亡率は１０.６％であった。 
アカゲザルでは、急性の発熱、食欲不振、呼吸器症状を示す。感染後期には、足蹠や

顔面等に特徴的な赤い発疹が認められ、昏睡、死亡に至ることもある。その他、糞便に

血液や粘液が混じることがある。死亡率は５～３０％程度と報告されている（６，８）。 
（３）病理所見 

ニホンザルでは、肉眼的に、大脳で広汎性の出血がみられる。病理組織学的所見では、

大脳又は小脳にグリオーシスを伴う軟化、囲管性細胞浸潤、巨細胞、好酸性核内封入体

がみられる（７）。 
カニクイザルでは、病理組織学的に、大脳や小脳でグリオーシスや脱髄が確認される

（４）。 
アカゲザルの呼吸器症状を示す個体では、肺は赤と暗赤色のモザイク状の肺炎症状を

呈する（６，８）。 
（４）診断方法 

RT-PCR 法、IgG ELISA 抗体検査、ウイルス分離、病理学的検査、電子顕微鏡により総

合的に診断する（４，６～８）。 
 
６ サルベータレトロウイルス感染症（Simian betaretrovirus infection) 
（１）病原体 

Retroviridae Orthoretrovirinae Betaretrovirus 
同じレトロウイルス科であるサル免疫不全ウイルスとは別種のウイルスで抗原性が異

なる。現在血清学的に１型から５型まで分類されているが、未分類の血清型が存在する

ことが知られている（２）。 
（２）感染様式及び症状 
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マカク属のサルが主な宿主となる。感染個体の多くは無症候キャリアとなるが、ウイ

ルス血症を呈する個体においてはリンパ腫、線維肉腫、脾腫、白血球減少、血小板減少、

貧血、持続性下痢など種々の症状を示す。また、ウイルス血症を示した個体では唾液、

尿、糞便などにウイルスが排出されるため感染源となる（２）。 
特に問題となるのは血小板減少症で、皮膚、粘膜、内臓、消化管等の点状・斑状出血

や鼻出血、血様・暗褐色泥状便を呈し、発症したサルは高率で死亡する。現在のところ

血小板減少症が確認されているのは実験飼育下のニホンザルのみである。 
（３）病理所見 

肉眼所見としては感染のステージに応じてリンパ節腫大、脾腫、リンパ腫、後腹膜線

維腫症、易感染性による褥瘡、壊疽などが認められる。 
組織所見としては骨髄での異型巨核球の増加、リンパ組織での組織球様細胞の増殖、

腎臓などでの節外性濾胞形成、増殖性病変における血管増性及びリンパ球浸潤などが認

められる（２）。 
（４）診断方法 

抗体検査として間接蛍光抗体法、ELISA 法、ウエスタンブロット法を行う。抗体産生

を伴わないウイルスキャリアが存在するため、抗体検査と並行してウイルス分離やプロ

ウイルス DNA をターゲットとした PCR 法、RNA ゲノムをターゲットとした RT-PCR 法、

Real timePCR 法などによるゲノム検出を行うのが望ましい（２，３）。 
 

７ ヘルペス T (Herpes tamarine（Herpes-T）) 
（１）病原体 

Herpseviridae Alphaherpesvirinae Saimirin herpesvirus 1 
（２）感染様式及び症状 

新世界ザルに見られ、リスザル、クモザル属、オマキザル属のサルに不顕性感染して

いる。しかし、ホエザルや数種類のマーモセット、タマリンには急性の致死的疾病であ

る。 
リスザルは、若齢期に感染し、ウイルスは感覚神経節内に持続感染しており、周期的

に口腔内分泌物中に排泄されるため、他のサルへの感染源となる。リスザル、クモザル、

オマキザル、ウーリーモンキーは通常臨床症状を伴わないが、まれに口腔に小胞と潰瘍

が認められることがある。感受性品種のタマリン、マーモセット、ヨザルでは、掻痒、

食欲不振、抑鬱を呈し、口腔、口唇及び皮膚に種々の病変を随伴する死亡率の高い流行

を起こし、２～４日以内に死亡する（５）。 
（３）病理所見 

肉眼的所見では、皮膚、口粘膜及び多くの実質臓器に散在性の壊死性病変が認められ

る。顕微鏡的所見では、口粘膜、小腸、大腸、皮膚の上皮細胞内には壊死及び散在性の多

形核巨細胞が存在する。多くの場合、核内封入体が認められる。肝臓、脾臓、肺、腎臓及

び副腎には多発性の壊死巣が認められることがある。肝病変は、２～３mm 大の合胞融合

性の肝細胞壊死巣が多発的に認められる。多数の Cowdry-type A 核内封入体がこれらの部

位に存在する（５）。 
（４）診断方法 
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ウイルス分離と特徴病変の確認が必要である。 
 
８ 細菌性赤痢 (Bacillary Dysentery(Shigellosis)) 
（１）病原体 

原因はグラム陰性、非運動性、通性嫌気性の赤痢菌である。赤痢菌は生化学的及び血

清学的に Shigella dysenteriae、S. flexneri、 S.boydii、S.sonnei の４つに分けられる。環境

への抵抗性はサルモネラ菌より強く、糞便中に数日間生存する。 
人獣共通感染症であり、国内で検出された場合は保健所への届出義務がある。 

（２）感染様式及び症状 
サル間の感染は経口感染で広がり、輸送や新しいサルのコロニー内への導入などのス

トレスにより保菌サルから排菌され感染が拡大する。感染によって免疫は獲得されず、

感染サルは慢性的な再感染を起こすと考えられている。 
感染初期は、軟便、水様性下痢便を大量に排泄するが、その後糞便内に粘膜、明らか

な出血、あるいは粘膜剥離物を伴う下痢を排する。症状は急激に発現し、突然、粘血便

を排泄する場合もある。その他、元気、食欲の消失、特異的に嘔吐が認められる（３）。 
（３）病理所見 

一般に病変は、回盲弁を境に大腸に限局して認められる。粘膜の肥厚、水腫、充血、

出血、フィブリン様物質の付着あるいはびらんがみられる。粘膜組織の欠損がみられる

こともある（２）。 
（４）診断方法 

直腸スワブ若しくは新鮮便からの菌の分離・同定を行う。無症候保菌サル摘発には３

回以上の検査を必要とする（３）。 
 

９ アメーバ性赤痢（Amebic dysentery) 
（１）病原体 

Entamoeba histolytica 
（２）感染様式及び症状 

E. histolytica は世界中に分布し、新世界サル、旧世界サル、類人猿に認められている。

感染は、旧世界サルでは一般的であるが、捕獲された新世界サルでもまれに見られる。

若齢サルや新世界サルは重度の病変を生じる。 
感染の程度は、不顕性感染若しくは軽度の感染から重度の感染まで様々である。通常、

E. histolytica は非病原性で腸管内に常在しているが、唯一粘膜内に侵入したとき病原性

を示す。症状は元気消失、衰弱、脱水、体重の減少、食欲不振、嘔吐、重度の下痢(出血

性若しくはカタル性)である（５）。 
（３）病理所見 

軽度から重度の壊死性潰瘍性大腸炎。トロフォゾイトは病変部の結腸材料若しくは結

腸炎症部の被覆物のスメアで認められる（５）。 
（４）診断方法 

直腸スワブ若しくは新鮮便又は腸管内の病変部から原虫の虫体を確認することであ

る。直接塗抹法や遠心沈殿法で診断する。非病原性株の Entamoeba dispar と病原性の株
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の E. histolytica の鑑別は顕微鏡では不可能なので PCR 法、ELISA 法等を用いて診断する

（２）。 
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