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牛のブルセラ症及び結核の清浄性維持サーベイランス実施要領 

作成：令和３年３月５日付け２消安第5800号農林水産省消費・安全局動物衛生課長通知 

第１ 目的 

我が国における牛のブルセラ症及び結核については、全ての繁殖牛等を対象とした全

国サーベイランスによる摘発とう汰によって清浄化を達成したと考えられることから、

国際獣疫事務局（OIE）が定める国際基準（陸生動物衛生規約）に基づき、国際的な清

浄化宣言を行っていく。このため、今後は、海外等からのこれらの疾病の新たな侵入を

早期に摘発する必要がある。一方、これらの疾病は、感染しても容易に症状を示さない

ことから、農場からの異常家畜の通報では早期摘発が困難であり、また、臨床的に異状

がない家畜の無作為検査では、効率的に感染を摘発することは困難である。このため、

比較的感染リスクの高い牛又は発生時に影響が大きい牛を対象とした清浄性維持サーベ

イランスを実施する。なお、本要領については、少なくとも、３年ごとに再検討を行う。

第２ 実施方法 

１．ブルセラ症及び結核の能動的サーベイランス 

（１）実施期間

令和３年４月１日から当分の間とする。ただし、この期間中に、牛においてブルセ

ラ症又は結核の患畜が確認された場合には、農林水産省消費・安全局動物衛生課（以

下「動物衛生課」という。）が、期間の見直しを含め実施方法を変更する場合がある。

（２）検査対象家畜

ア 輸入牛（ただし、種付けの用又は搾乳の用に供するものに限る。また、イにより

検査対象となった牛を除く。）

① 動物衛生課は、毎年度、基準日（原則として、検査の前年度の12月１日とする。）

において、輸入から１年以上を経過し、基準日に生存している牛を検査対象（以下

「検査対象輸入牛」という。ただし、前年度までに本要領に基づき「検査対象輸入

牛」となった牛を除く。）とし、これらの牛の生年月日、輸入年月日及び基準日に

おける飼養農場等を記載した「ブルセラ症及び結核の検査対象輸入牛一覧」を作成

し、都道府県に通知する。また、関係事業者に対して検査対象家畜について周知す

る。

② 都道府県は、①の検査対象輸入牛一覧に基づいて、基準日における飼養農場が自

都道府県内である輸入牛の現在の飼養農場を調査する。調査の結果、自都道府県内

で飼養されている場合は、当該牛を検査対象に含める。他都道府県に移動している

場合は、移動先都道府県にその旨を連絡する。連絡を受けた都道府県は、当該牛に

ついて、現在の飼養農場を特定し、検査対象に含める。ただし、これらの調査の結

果、移動や出荷の届出が個体情報に反映されていないなど一時的に現在の飼養農場

が明らかでない牛や、当該年度の検査が実施済みの農場に移動していることが明ら

かとなった牛については、検査対象としないことができる。

③ １農場（複数の箇所に分散している場合にはそのうちの１か所）に飼養されてい

る検査対象輸入牛が30頭を超えない場合は、当該農場に飼養されている全ての検査

対象輸入牛を対象とし、１農場当たりの検査対象輸入牛が30頭を超える場合はその

うち最低30頭を無作為に抽出して検査する。

（参考４）
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④ 検査対象輸入牛の妊娠等の健康状態を考慮して、検査の実施が困難であると家畜

防疫員が判断した個体は、動物衛生課と協議の上、③の検査対象輸入牛の飼養頭数

の算出から除外することができる。 

イ 種畜検査対象牛 

原則として、家畜改良増殖法（昭和25年法律第209号）第４条第１項の検査（いわ

ゆる種畜検査）の対象牛(ただし、前年度までに本要領に基づく検査が実施された牛

を除く。)全頭とする。 

ウ なお、都道府県が必要があると認めた場合（共進会出品牛の検査等）には、本要

領によらない検査を実施することができ、その結果は第５の２に基づく報告を要し

ない。 

 

（３）検査方法 

都道府県は、ブルセラ症については別紙１の１による抗体検査、結核については別

紙２の１によるツベルクリン検査を行う。なお、搾乳中の場合、別紙１の１（２）及

び別紙２の２による本検査のために採材を実施した日からその検査結果が判明するま

での間、当該牛の生乳出荷は自粛する。また、種雄牛の場合、採精、生産された凍結

精液の配布、種付け等も自粛すること。 

 

２．ブルセラ症の流産又は死産サーベイランス 

（１）実施期間 

令和３年４月１日から当分の間とする。ただし、この期間中に、牛においてブルセ

ラ症の患畜が確認された場合には、動物衛生課が、期間の見直しを含め実施方法を変

更する場合がある。 

 

（２）検査対象家畜 

都道府県は、家畜保健衛生所において流産又は死産（流死産）に関連した病性鑑定

を実施する際に、流死産した母牛（可能な場合、その流死産となった胎子を含む。）

について検査を行う。なお、民間獣医師等には、積極的に検査に協力するよう情報の

共有に努めること。 

 

（３）検査方法 

都道府県は、流死産した母牛の血清について、別紙１の１による抗体検査を行うと

ともに、母牛の悪露、膣スワブ及び流死産となった胎子から、別紙１の３の病理組織

検査及び４の細菌培養試験に必要な材料を可能な限り採取し、細菌培養試験を行う。

ただし、２産目以降に流死産した母牛（経産で流死産した母牛）については、別紙１

の１による抗体検査のみとすることができる。なお、搾乳中の場合、別紙１の１（２）

による本検査のために採材を実施した日からその検査結果が判明するまでの間、当該

牛の生乳出荷は自粛する。 

 

第３ 患畜又は疑似患畜の判定 

１．ブルセラ症 

（１）患畜 

別紙１の４による細菌培養試験で分離された菌について、別紙１の７によるPCR等

で本病病原体（Brucella melitensis biovar Abortus, Melitensis, Suis）であるこ
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とが確認された場合、当該牛（流死産となった胎子から確認された場合はその母牛）

を患畜と判定する。 

 

（２）疑似患畜 

別紙１の１（２）による本検査で陽性となった場合、当該牛を疑似患畜と判定する。 

 

２．結核 

（１）患畜 

別紙２の６による細菌検査で本病病原体（ Mycobacterium bovis, caprae, 
tuberculosis）が確認された場合、当該牛を患畜と判定する。ただし、組織PCRで本

病病原体の確認を疑う結果が得られ、かつ、患畜摘発の同一農場で複数頭から結節病

巣を有する牛が確認される場合など、検査・疫学情報を総合的に勘案し、明らかに本

病と考えられる場合には、細菌培養試験の結果を待たずに患畜と判定することができ

る。 

 

（２）疑似患畜 

別紙２の２による本検査で陽性となった場合、当該牛を疑似患畜と判定する。 

 

第４ 患畜又は疑似患畜確認時の防疫措置 

都道府県は、本要領に基づくサーベイランスにおいて、ブルセラ症又は結核の患畜又

は疑似患畜が確認された場合には、次に掲げる防疫措置を講じる。ただし、検査の結果

により疑似患畜と判定された牛が、その後の検査により患畜と判定された場合であって、

既に当該防疫措置が講じられているときは、４（１）イの牛に対する検査及び移動制限

を除き、患畜の判定に伴う追加の防疫措置は要しない。 

なお、３に規定する疑似患畜が飼養されていた農場及び４（１）に規定する同居牛が

当該都道府県以外の都道府県に所在することが判明した場合には、その旨を動物衛生課

に連絡し、動物衛生課は該当する都道府県に連絡する。 

 

１．患畜又は疑似患畜の隔離 

患畜又は疑似患畜の所有者に対し、家畜伝染病予防法（昭和26年法律第166号。以下

「法」という。）第14条第１項の規定に基づき、当該家畜を隔離するよう指導する。 

 

２．患畜の殺処分及び疑似患畜の病性鑑定 

（１）患畜について法第17条第１項第１号の規定に基づき殺処分を命ずる。 

 

（２）疑似患畜は法第20条第１項の規定に基づき殺処分して剖検する。この際、ブルセラ

症の場合は別紙１の２から７まで、結核の場合は別紙２の３から６までによる剖検、

細菌培養試験等を行う。 

 

（３）なお、（１）又は（２）により殺処分された牛は、それぞれ法第58条第１項第２号

又は第３号（手当金の交付）の対象となる。 

 

３．畜舎等の消毒 

疑似患畜と判定された牛がその時点で飼養されていた農場及び患畜と判定された牛が
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その日から60日遡った日までの期間に飼養されていた農場に対し、法第25条第１項の規

定に基づき、畜舎等の消毒を行うよう指示する。 

 

４．同居牛の検査及び移動制限 

（１）次のア、イのいずれかに該当する牛（以下「同居牛」という。）は、（２）から

（５）までの検査及び移動制限の対象とする。ただし、飼養される牛舎が異なり、給

餌・給水設備も別であるなど飼養衛生管理の状況等から明らかに感染の可能性がない

牛については、動物衛生課と協議の上、除外することができる。 

なお、患畜が確認された場合、本要領に基づき、ブルセラ症又は結核の清浄性維持

サーベイランスの対象となっている牛以外の同居家畜についても、当該同居家畜の陰

性が確認されるまでの間、同居牛と同様に検査及び移動制限を行う。また、疑似患畜

がその後の検査によりこれらの疾病の感染が否定された場合であっても、全ての同居

牛及び同居家畜の陰性が確認されるまでの間、疑似患畜、当該同居牛及び同居家畜は

検査及び移動制限の対象とする。 

ア 患畜又は疑似患畜と判定された牛が最後に飼養されていた農場（以下「検査対象

農場」という。）で飼養されている牛 

イ アの牛を除き、患畜と判定された牛が生まれてから、いずれかの時点で当該牛と

同居歴のある牛 

 

（２）疑似患畜確認時の同居牛について、ブルセラ症については別紙１の１（１）による

スクリーニング検査、結核については別紙２の１によるスクリーニング検査を行う。

患畜確認時の同居牛について、ブルセラ症については、別紙１の１（２）による本検

査、結核については、別紙２の２による本検査を行う。これらの結果に基づき、必要

に応じて、それぞれ別紙１の１から７まで又は別紙２の１から６までによる追加検査

を行う。ただし、第２の１の能動的サーベイランスにより患畜又は疑似患畜が確認さ

れたことによる同居牛の検査（患畜については初回の検査に限る。） については、同

時に能動的サーベイランスで検査された牛は再検査を要しない。 

 

（３）患畜が確認された場合の同居牛及び同居家畜の検査において、当該同居牛及び同居

家畜が陰性であることを確認する検査方法、頻度及び回数等について、当該患畜の飼

養履歴や同居牛及び同居家畜の検査結果等を考慮し、動物衛生課が別に定める。  

 

（４）検査対象農場については、当該農場で飼養されている全ての同居牛及び同居家畜の

陰性が確認されるまでの間、当該同居牛及び同居家畜について、法第32条第１項の規

定に基づき、と畜場への出荷を除き、当該農場からの移動を制限する。 

 

（５）検査対象農場以外の農場で飼養されている同居牛及び同居家畜については、当該牛

の陰性が確認されるまでの間、法第32条第１項の規定に基づき、と畜場への出荷を除

き、当該農場からの移動を制限する。 

 

第５ 報告 

１．本検査の実施等に係る報告 

次の（１）から（４）までの場合には、その旨を速やかに動物衛生課に報告する。 

（１）別紙１の１（１）によるブルセラ症のスクリーニング検査が陽性の結果であった場
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合 

 

（２）別紙１の５によるブルセラ症の細菌性状分析において、（２）エによる生化学的性

状試験を行う場合 

 

（３）別紙２の１による結核のスクリーニング検査の結果が陰性以外の結果であった場合 

 

（４）第６の２による病性鑑定の結果、上記（１）から（３）までの場合及びその他農研

機構動物衛生研究部門に検体を送付する場合 

 

２．実績報告 

１以外の清浄性維持サーベイランスの結果は、年度ごとに、翌年度の４月末日までに

別添の報告様式に従い動物衛生課に報告する。 

 

第６ その他 

１．患畜又は疑似患畜が確認された場合のサーベイランスの取扱い 

本要領に基づくサーベイランスで患畜が確認された場合、動物衛生課は、第４の４の

同居牛の検査の結果等を踏まえ、本要領に基づくサーベイランスの継続、中止又は変更

について検討するとともに、本要領について必要な見直しを行う。なお、疑似患畜のみ

が確認され、患畜が確認されない場合には、本要領に基づくサーベイランスは継続する。 

 

２．病性鑑定の実施 

臨床症状、農場の流死産の履歴等から、ブルセラ症又は結核が疑われる場合には、本

要領の規定にかかわらず当該牛の病性鑑定を実施する。 

 

３．サーベイランスの結果の分析、評価及び公表について 

  翌年度にサーベイランスの結果を報告書にとりまとめ、家畜の伝染性疾病に係るサー

ベイランス検討会の確認・承認後に、都道府県へ通知する。 
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（別紙１） 

牛ブルセラ症検査マニュアル 

 

１．抗体検査 

急速凝集反応又はエライザ検査によりスクリーニング検査を実施し、陰性以外の結果

が得られた場合には、（２）の本検査を実施する。なお、患畜の確認時における同居牛

検査については、本項のスクリーニング検査を省略し、（２）の本検査を実施する。 

（１）スクリーニング検査 

初回のスクリーニング検査で急速凝集反応を実施した場合で、陰性以外の結果が得

られた場合は、摘発畜については、スクリーニング検査としてエライザ検査（この場

合、急速凝集反応と同じ血清を用いて実施することができる。）を実施すること。 

ア 急速凝集反応 

① 20℃から30℃までの温度の下において、ガラス平板上の血清0.04cc及び0.02ccを

置き、これらにそれぞれブルセラ急速診断用菌液0.04ccを混和して５分を経過する

までの間におけるその凝集の程度により判定する。 

② ①の混和液の全てが凝集しないもの及び①の混和液のうち血清0.04ccとの混和液

が凝集し、血清0.02ccとの混和液が凝集しないものは、これを陰性とする。 

イ エライザ検査 

① 保存液の除去後、ブルセラ症診断用抗原を固相化した検査用プレート（以下「ブ

ルセラ診断プレート」という。）に、血清希釈用液で所定の倍率に希釈した指示血

清及び被検牛血清を分注した後、密封し、30分間20℃から30℃までの温度で感作す

る。 

② ①により感作したブルセラ診断プレートを洗浄液で３回洗浄し、これに洗浄液で

所定の倍数に希釈した２次抗体溶液を分注した後、密封し、30分間20℃から30℃ま

での温度で感作する。 

③ ②により感作したブルセラ診断プレートを洗浄液で３回洗浄し、これに発色基質

液（使用する直前に調整したもの）を分注した後、10分間20℃から30℃までの温度

で反応させ、反応停止液を分注し、所定の波長で測定した吸光度値により算出した

指示血清に対する相対吸光度値で判定する。 

④ 指示血清に対する相対吸光度値が30以上であるものを陽性とし、30未満であるも

のを陰性とする。 

 

（２）本検査 

ア （１）イのエライザ検査で陽性の結果が得られた牛については、当該検査日から

14日以上21日以内の間隔をおいた上で再度採血し、エライザ検査（以下この項にお

いて「本検査」という。）を実施する。 

イ 本検査で陽性となった場合には、当該牛を疑似患畜とし、２から４までにより剖

検、病理組織検査及び細菌培養試験（分離培養）を行う。 

 

２．剖検 

（１）作業者の感染防止 

作業者が本病に感染することを防止するため、剖検の準備及び実施に当たっては、

一般的な剖検の実施に関する事項に加えて、特に次の点に留意する。なお、患畜又は

疑似患畜判定後の当該牛の取扱いについても、原則として、次のア、イ及びウに留意
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する。 

ア ブルセラ属菌は非常に少数の菌でも感染が成立し得るため、細心の注意が必要で

ある。人への感染経路は主としてエアロゾルの吸入、皮膚（創傷）、口、目である。 

イ ディスポーザブルの防護服、帽子、防塵マスク(DS２又はN95に準じる規格のマス

ク)、フェイスシールド、手袋、アームカバーを使用し、長靴を着用する。防護服の

裾は長靴の外に出し、テープで長靴と裾を留めるかディスポーザブルの長靴カバー

を着用し、隙間を作らないようにする。 

ウ 手指～腕部分は汚染されやすいため、ディスポーザブル手袋、切創防止用インナ

ーグローブ（アンチカットグローブ）、ディスポーザブル手袋の順に３重に手袋を

着用の上、さらに手袋と防護服の袖部分をテープで留めるかディスポーザブルのア

ームカバーを着用し、隙間を作らないようにする。 

エ 解体はブルーシート上で行うか又はこれに準じる措置を講じる。できる限り血液

や内容物が散乱しないように注意し、剖検終了後のと体は速やかに焼却処分する。

なお、殺処分は放血殺等の、その後の検査に支障が出ない方法で行う。 

オ 剖検に使用した器具は焼却可能な布等で汚れを落とした後、0.02～１％次亜塩素

酸ナトリウム（当日調整）に30分浸漬又は70％エタノールで消毒する。オートクレ

ーブ可能な器具はオートクレーブ（121℃、20分）処理をする。 

カ ブルーシートを含むディスポーザブル用品は全て焼却する。長靴については履い

たままブラシを用いて0.02～１％次亜塩素酸ナトリウムで洗浄した後、さらに一昼

夜漬けて消毒する。 

キ 解剖室等の汚染された場所は、0.02～１％次亜塩素酸ナトリウムで消毒する。 

 

（２）特徴所見の有無の確認 

本病が疑われる特徴所見は次のとおり。 

ア 子宮内膜と脈絡膜間の水腫（無臭、黄色混濁、軽度粘性）、胎膜及び臍帯の水腫

（透明）。 

イ 胎盤は正常のものから壊死性のものまで多様である。時折、粘性を持つキャラメ

ル様滲出物で覆われていることがある。 

ウ 胎子では、皮下組織の軽度水腫。流死産胎子の重要病変は肺炎である。程度の差

はあれ、肺炎は大多数の流死産胎子で観察される。重症例では、肺は腫大、硬化す

る。 

エ 陰嚢は腫大し、熱感及び弛緩している。精巣鞘膜腔は線維素化膿性の滲出物によ

り拡張する。精巣では壊死巣が多発する。 

 

（３）検査材料の採取 

３の病理組織学的検査及び４の細菌培養試験に必要な材料を採取する。材料は密閉

可能な容器に入れ、外側を0.02～１％次亜塩素酸ナトリウム又は70％エタノールで消

毒する。 

 

３．病理組織検査 

（１）作業者の感染防止 

病理検査材料の取扱いに当たっては、作業者の感染を防止するため、剖検と同様に

感染防止措置をとり、次の点に注意する。 

ア 未固定材料の処理は安全キャビネット内で行う。適切に固定された材料について
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は、感染性はないと考えられるので、通常の病理検査と同様に扱うことが可能であ

る。 

イ 安全キャビネット内では、原則としてガスバーナーは用いない。 

ウ 未固定の標本（スタンプ、塗抹等）中にはブルセラ属菌が生存している可能性が

あるため、固定までの処理は安全キャビネット内で実施する。 

 

（２）検査の実施 

本病が疑われる病理所見は次のとおり。 

ア 壊死性胎盤炎、急性子宮内膜炎。脈絡膜上皮における無数の菌塊（スタンプの

Ziehl-Neelsen染色変法により明瞭化）。 

イ 局所リンパ節炎（長期化しても線維化及び壊死を伴わない）、化膿性腱鞘炎、関

節炎、滑液包炎、乳房炎がみられることがある。 

ウ 胎子における、気管支炎、気管支性肺炎、線維素性肺炎、壊死性動脈炎、巨細胞

形成を伴ったリンパ節、肝臓、脾臓及び腎臓の肉芽腫形成。 

エ 壊死性精巣炎、線維素性化膿性精巣鞘膜炎、限局性壊死性精巣上体炎。精細管に

無数の菌塊。 

 

４．細菌培養試験（分離培養） 

（１）作業者の感染防止 

検査の実施に当たっては、菌を含む飛沫を生じる恐れがあるため、次のことに注意

する。 

ア 検体はBSL２内の安全キャビネット内で取り扱う。遠心分離等の処理や発送のため

安全キャビネット外に検体を出す場合には密閉容器に入れ、外側を70％エタノール

で十分に消毒する。 

イ ガウン、マスク、手袋、腕カバーを着用する。 

ウ エーゼ等の器具はディスポーザブルのものを用いる。マイクロピペット用チップ

はフィルター付きのものを使用する。 

エ 使用した器具、汚染した可能性がある箇所等は、70％エタノールで消毒する。 

オ オートクレーブ可能な器具等及び汚物は、オートクレーブ処理（121℃、20分）を

する。 

 

（２）検査材料 

ア 流死産の場合は、流死産胎子の第四胃内容物、脾臓、肺、胎膜及び流死産した母

牛の膣スワブを用いる。 

イ 鑑定殺材料の場合には主要リンパ節（頭部、乳房、生殖器）、脾臓、子宮、乳房、

精巣を使用する。 

ウ 感染が疑われる生体では乳汁（全分房から採取、遠心し沈殿とクリーム層を培

養）、精液、関節液も使用できる。 

エ 実質臓器については新鮮面を寒天培地にスタンプして培養する。液体サンプルは

10μlエーゼ１エーゼ分を寒天培地に塗沫して培養する。 

オ 乳汁を遠心する際には、Oリングで密閉可能なスクリューキャップの遠心管を用い、

遠心中も内容物がシール部分に届かない液量で使用する。使用後の遠心分離機（バ

イオハザード対応のものが望ましい）内部は70％エタノールで消毒する。 

カ 流死産胎子材料、乳汁及び汚染が激しいと判断される材料は、希釈培養を実施す
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る。希釈培養は、通常、検体１g（液体の場合は１ml）を計量し、検体の９倍量の希

釈液（緩衝ペプトン水：BPW）を加えて混和し、上清を採取・希釈する。検査材料の

乳剤化はエアロゾルが発生するので決して行わない。希釈時にはスクリューキャッ

プ付きの50mlのディスポーザブルチューブを用い、混和する（ボルテックスは、エ

アロゾルが発生するので決して用いない）。10倍段階希釈は10-4まで行い、各希釈列

から10μlエーゼ１エーゼ分を寒天培地に塗沫して培養する。 

 

（３）培養 

５～10％炭酸ガス下で１％グルコース、５％馬血清加TSA寒天平板培地（選択剤添加

及び未添加培地を併用）を用いて37℃で分離培養を行う。 
 

（４）コロニーの確認と判定 

３日以上の培養で、1.5～2.0mmの大きさで帯青色透明を呈するコロニーが確認され

た場合は、５の細菌性状分析を実施する。 

培養開始（０日目）から10日目に菌の発育が認められない場合は、陰性と判定する。

ただし、流死産の検査の場合であって、特に本病を疑う所見が認められない場合には、

６日目に陰性と判定することができる。 

（ 参 考 ： https://pixnio.com/science/microscopy-images/brucellosis-

brucella/depicts-the-colonial-morphology-exhibited-by-colonies-of-brucella-

abortus-bacterial） 

 

５．細菌性状分析 

（１）作業者の感染防止 

検査の実施に当たっては、菌を含む飛沫を生じる恐れがあるため、４の細菌培養試

験（分離培養）と同様に感染防止措置をとる。 

 

（２）定法に従い、グラム染色、カタラーゼ試験、オキシダーゼ試験を実施し、分離菌が

グラム陰性の短桿菌～球桿菌であり、カタラーゼ陽性かつオキシダーゼ陽性の場合、

市販の生化学的性状検査キットを用いた生化学的性状試験（ウレアーゼ試験、硝酸塩

還元試験、VP試験、インドール試験、クエン酸利用試験、硫化水素産生試験）を実施

する。この結果、ブルセラ属菌と性状が一致する場合は、菌種を同定するため、６に

より、検体を農研機構動物衛生研究部門（以下「動衛研」という。）に送付する。こ

の際、２（２）及び３（２）の所見と送付菌株のコロニー写真及び生化学性状キット

の同定結果（コード及び写真）を併せて送付する。 

ア グラム染色（フェイバー法） 

① 疑わしいコロニーをスライドグラスに塗抹後、メタノール中に１～２分浸し、

完全に乾燥させてから染色。火炎固定は菌体がエアロゾルとして飛散する危険が

あるため、行わないこと。 

② ビクトリアブルー液をスライドグラスに満載し、１分間染色後、水洗する。 

③ 20％ピクリン酸エタノールで、青色が流れなくなるまで洗う。 

④ 標本の塗抹部分にピクリン酸の黄色味が残らないように水洗する。 

⑤ サフラニン液又は塩基性フクシン水溶液をスライドグラスに満載して１分間染

色する。 

⑥ 水洗後、スライドグラスを乾燥させ鏡検する。 
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イ カタラーゼ試験（載せガラス法） 

① 純培養コロニーの中央を白金線で採り、シャーレ内に設置した、きれいなスラ

イドグラス上に置く。 

② 菌の上にカバーグラスを載せ、30％過酸化水素水を１滴、カバーグラスの隙間

から流し込む。カバーグラスを載せずに行うと、菌体がエアロゾルとして飛散す

る危険があるため、必ずカバーグラスを載せること。 

③ 気泡の有無を観察し、直ちに気泡が発生した場合を陽性とする。 

 

ウ オキシダーゼ試験 

① 市販のオキシダーゼ試験用ろ紙をディスポーザブルのシャーレに１片入れ、精

製水を数滴滴下し、ろ紙全体を湿らせる（鉄イオンが存在すると偽陽性となる場

合があるので注意する。）。 

② 純培養のコロニーの中央を白金線で採り、ろ紙に塗布する。 

③ １分以内に塗布部分が深青色となった場合、陽性とする。 

 

エ 生化学的性状試験 

① 市販されている生化学的性状検査キットを用い、試験を実施する。 

② キットの使用に当たっては、付属の説明書に従うこと。ただし、分離菌株の同

定を目的としないため、結果のコード判定は実施しないこと。 

 

（参考１：ブルセラ属菌の発育条件及びコロニー性状） 

菌 種*
 

血清要求 CO2要求 コロニー性状 

B. melitensis biovar Abortus 

B. melitensis biovar Melitensis 

B. melitensis biovar Suis 

B. melitensis biovar Ovis 

B. melitensis biovar Canis 

－d 

－ 

－ 

＋ 

－ 

＋/－ 

－ 

－ 

＋ 

－ 

S 

S 

S 

R 

R 

*：いずれもB.melitensisの生物型（biovar）であり、以下、B. abortus等と省略。 

d：B. abortus生物型２は初代分離に血清を要求 

＋/－：B. abortus生物型１～４は初代分離にCO2を要求 

S/R：スムース／ラフ 

 

（参考２：ブルセラ属菌の性状） 

検査項目 ブルセラ属菌の性状 

グラム染色性 陰性 

菌体像 短桿菌～球桿菌 

カタラーゼ 陽性 

オキシダーゼ 陽性 

ウレアーゼ 陽性 

硝酸塩還元 陽性 
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VP試験 陰性 

クエン酸利用 陰性 

インドール産生 陰性 

硫化水素産生 陽性* 

*：B. abortusは陽性、B. melitensis及びB. ovisは陰性 

 

６．検体の送付 

（１）検体 

動衛研へ送付する検体は、次のとおりとする。ただし、純培養においてコロニーが

著しく少なく、十分な菌量が確保できないと判断できる場合については、イの凍結保

存菌の送付を省略することができる。 

ア 加熱死菌液 

寒天培地にて純培養した菌株（白金耳にて１掻き分）を、500μlのTE Bufferに浮

遊したのち、100℃10分加熱処理した死菌液。Oリングで密閉可能なスクリューキャ

ップ付のチューブ（一次容器）を用いること。 

イ 凍結保存菌 

寒天培地にて純培養した菌株（シャーレ１枚分）を、１mlの20～30％グリセロー

ル加ブレインハートインフュージョンブロス、または、20～30％グリセロール加ミ

ューラーヒントンブロスにて浮遊させ、－80℃で冷凍保存した菌。スクリューキャ

ップ付きの密閉性の高いチューブ（一次容器）を用いる。 

 

（２）送付方法 

内国郵便約款（日本郵便株式会社平成24年10月１日）第９条第４項に基づき、適切

な包装等を行い、送付すること。また、送付に当たっては、家畜保健衛生所と動衛研

との間で、送付先、日時等について事前に調整すること。 

なお、差出しに当たっては、当該郵便物の輸送方法を自所の配達を受け持つ集配郵

便局に照会し、郵送方法により次のとおり措置の上、当該郵便局に差し出すこと。 

次の様式の紙片に必要事項を全て記入し、郵便物の表面の見やすいところに貼付す

ること。 

 

*１：朱記すること。 

*２：ドライアイスを入れて送付する場合は朱記すること。 

カテゴリーBの感染性物質の包装容器表示を用いること。 

品名：菌株 「危険物」*1 

（国連番号：3373（航空輸送の場合のみ））

差出人： 

自治体名： 

検査所名： 

住  所：  

電話番号： 

資 格：家畜防疫員（獣医師） 

氏 名： 

ドライアイス〇〇Kg在中＊2 
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・最小寸法：四角を構成する線の幅は２mm以上とし、文字と

数字の高さは６mm以上とする。航空輸送の場合は、四角の

各辺の長さが少なくとも50mm以上でなければならない。 

・色：特に指定色はないが、この表示は外装容器の外表面

に、対照的な背景色の上に表記し、はっきりと見え、判読

し易いことが条件である。 

・この表示に隣接して、高さ６mm以上の文字で「カテ

ゴ リ ー Bの 生 物 学 的 物 質 （ BIOLOGICAL SUBSTANCE, 

CATEGORY B）」と表記する必要がある。 

  

  

  

・ドライアイス使用時に表示する。 

  

  

  

   

  

 

 

参考：「ゆうパック利用時の梱包方法（国立感染症研究所）」 

https://www.pref.ibaraki.jp/hokenfukushi/yobo/kiki/yobo/kansen/idwr/information

/other/documents/yupack03.pdf 

 

「ゆうパックを使用して 感染研へ臨床検体・病原体を 輸送する場合の梱包手順」 

https://www.city.chiba.jp/hokenfukushi/iryoeisei/seisaku/documents/covid19_0325zi

muren1-3.pdf 

 

７．動衛研における検査 

動衛研においては、PCR等により分離菌（本病病原体（Brucella abortus,  melitensis, 
suis ））の同定を実施する。 

 

８．その他 

（１）疫学情報 

本病が疑われる疫学所見は次のとおり。 

ア 輸入牛である。 

イ 感染種雄牛と接触したことがある。 

ウ 妊娠後期の流産歴がある。 

 

（２）臨床情報 

本病が疑われる臨床所見は次のとおり。 

ア 流死産（胎齢７、８か月が多い。） 

https://www.pref.ibaraki.jp/hokenfukushi/yobo/kiki/yobo/kansen/idwr/information/other/documents/yupack03.pdf
https://www.pref.ibaraki.jp/hokenfukushi/yobo/kiki/yobo/kansen/idwr/information/other/documents/yupack03.pdf
https://www.city.chiba.jp/hokenfukushi/iryoeisei/seisaku/documents/covid19_0325zimuren1-3.pdf
https://www.city.chiba.jp/hokenfukushi/iryoeisei/seisaku/documents/covid19_0325zimuren1-3.pdf
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イ 後産停滞 

ウ 精巣炎・精巣上体炎 

エ 関節炎（稀） 

オ 乳房炎 

 

（参考文献） 

１）Manual of Diagnostic Tests and Vaccines for Terrestrial Animals. OIE (2019) 
https://www.oie.int/fileadmin/Home/eng/Health_standards/tahm/3.01.04_BRUCELLOSIS.pdf  

２）今岡浩一ら:ブルセラ症検査マニュアル. 国立感染症研究所. 

http://www.niid.go.jp/niid/images/lab-manual/brucellosis_2012.pdf 
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（別紙２） 

牛結核検査マニュアル 

 

１．ツベルクリン検査（スクリーニング検査） 

（１）又は（２）の方法によりスクリーニング検査を実施し、陰性以外の結果が得ら

れた場合には、２の本検査を実施する。なお、患畜の確認時における同居牛検査につい

ては、本項のスクリーニング検査を省略し、２の本検査を実施する。 

（１）尾根部接種（ウシ型ツベルクリンPPDは使用不可） 

ア 検査牛の尾根部の一側の皺壁の軟部の皮膚の厚さを測定し、注射部位を消毒用ア

ルコールで十分消毒した後、ツベルクリン（HCSM）原液0.1ccを皮内に注射する。 

イ アの注射後72時間を経過した時における注射部位の皮膚の厚さとアで測定した注

射前における同部位の皮膚の厚さとの差（以下「腫脹の差」という。）及び注射部

位の皮膚の組織の硬結（以下（１）において「硬結」という。）の有無により陽性、

陰性又は疑反応を判定する。 

ウ 腫脹の差が５mm以上であって硬結を伴うものを陽性、腫脹の差が３mm以下であっ

て硬結を伴わないものを陰性、陽性及び陰性でないものを疑反応とする。ただし、

ツベルクリン（HCSM）の注射後48時間を経過した時における注射部位の皮膚の厚さ

と注射前における同部位の皮膚の厚さとの差が５mm以上であって硬結を伴うものは、

その時点において陽性の判定をすることができる。 

 

（２）頚部接種（別紙３参照）（ツベルクリン（HCSM）は使用不可） 

ア 検査牛の頚部を３等分した中央1/3の範囲を、３～５cm四方に剃毛する。親指と人

差し指で接種予定部位の皮膚をつまみ、その厚さをノギスで測定する。注射部位を

消毒用アルコールで十分消毒した後、ウシ型ツベルクリンPPD原液0.1ccを皮内に注

射する。 

イ 注射後72時間（±４時間）を経過した時点で臨床兆候を確認し、接種部位の触診

及びノギスを用いて皮膚の厚さを測定する。臨床兆候は、注射部位の疼痛、注射部

位周辺の浮腫、滲出物、壊死、リンパ節の腫脹等が見られる場合は陽性とする。 

ウ アの注射後72時間（±４時間）を経過した時における注射部位の皮膚の厚さとア

で測定した注射前における同部位の皮膚の厚さとの差（以下（２）において「腫脹

の差」という。）より陽性、陰性又は疑反応を判定する。 

エ イの症状がみられず、腫脹の差が４mm以上のものを陽性、腫脹の差が４mm未満２

mm以上のものを疑反応、腫脹の差が２mm未満のものを陰性とする。 

 

２．インターフェロンγアッセイ法検査（本検査） 

（１）１の検査が陰性以外の結果である場合には、接種日から14日以上経過後に採血（全

血）し、「都道府県家畜保健衛生所等における牛結核本検査マニュアル」（別紙４）

に沿って本検査を行う。 

（２）本検査で陰性以外の結果である場合には、当該牛を疑似患畜とし、２及び３により

剖検及び病理組織検査を行う。 

 

３．剖検（家畜保健衛生所で実施） 

（１）作業者の感染防止 

作業者が本病に感染することを防止するため、剖検の準備及び実施に当たっては、
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一般的な剖検の実施に関する事項に加えて、特に次の点に留意する。なお、患畜又は

疑似患畜判定後の当該牛の取扱いについても、原則として、次のア、イ及びウに留意

する。 

ア 結核菌群(M. tuberculosis complex)は非常に少数の菌でも感染が成立し得るため、

細心の注意が必要である。人への感染経路は主として飛沫感染や空気感染であるた

め、エアロゾルの吸入に注意する。 

イ ディスポーザブルの防護服、帽子、防塵マスク(DS２又はN95に準じる規格のマス

ク)、フェイスシールド、手袋、アームカバーを使用し、長靴を着用する。防護服の

裾は長靴の外に出し、テープで長靴と裾を留めるかディスポーザブルの長靴カバー

を着用し、隙間を作らないようにする。 

ウ 手指～腕部分は汚染されやすいため、ディスポーザブル手袋、切創防止用インナ

ーグローブ（アンチカットグローブ）、ディスポーザブル手袋の順に３重に手袋を

着用の上、さらに手袋と防護服の袖部分をテープで留めるかディスポーザブルのア

ームカバーを着用し、隙間を作らないようにする。 

エ 解体はブルーシート上で行うか又はこれに準じる措置を講じる。できる限り血液

や内容物が散乱しないように注意し、剖検終了後のと体は速やかに焼却処分する。

なお、殺処分は放血殺等の、その後の検査に支障が出ない方法で行う。 

オ 剖検に使用した器具は焼却可能な布等で汚れを落とした後、0.02～１％次亜塩素

酸ナトリウム（当日調整）に30分浸漬又は70％エタノールで消毒する。オートクレ

ーブ可能な器具はオートクレーブ（121℃、20分）処理をする。 

カ ブルーシートを含むディスポーザブル用品は全て焼却する。長靴については履い

たままブラシを用いて0.02～１％次亜塩素酸ナトリウムで洗浄した後、さらに一昼

夜漬けて消毒する。 

キ 解剖室等の汚染された場所は、0.02～１％次亜塩素酸ナトリウムで消毒する。 

 

（２）特徴所見の有無の確認 

本病が疑われる特徴所見は次のとおり。 

ア 典型病変は結核結節（径約１～40mm、淡黄色から白色の境界明瞭な肉芽腫、しば

しば乾酪壊死及び石灰化を伴う）。大型の結節では中心部が融解し、膿瘍と間違わ

れることがある。 

イ 好発部位は咽頭後リンパ節、気管支リンパ節及び縦隔リンパ節であるが、剖検で

は全身のリンパ節を検査する必要がある。 

ウ 結核結節は肺、胸膜、腸間膜リンパ節を始め全身諸臓器に観察されることがある。 

 

（３）検査材料の採取 

４の病理組織検査及び農研機構動物衛生研究部門（以下「動衛研」という。）で実

施する６の細菌検査（組織PCR及び細菌培養試験）に必要な以下の材料を採取する。 

ア 病理組織検査用の材料 

結核結節があれば結節を含む臓器を採取するとともに、結核結節の有無にかかわ

らず、下顎リンパ節、咽頭後リンパ節、肺門リンパ節、縦隔リンパ節、肺後葉背側

部、回腸部腸間膜リンパ節、その他病変の認められた部位を採取する。 

病理組織検査と細菌検査の成績を比較するために、両検査を実施する臓器につい

ては、同じ臓器を分割して採材する。 

イ 動衛研送付用の材料 
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結核結節があれば結節を含む臓器に加えて、結核結節の有無にかかわらず、咽頭

後リンパ節、肺門リンパ節、縦隔リンパ節、回腸部腸間膜リンパ節について、病理

検査用と分割した後、細菌検査用に滅菌済み鋏等を用いて無菌的に約２cm角四方

（実質臓器約２g以上）を採材し、部位ごとに50ml遠心管に入れる（一次容器）。な

お、容器は密栓した上、周囲を70％エタノールで消毒する。直ちに５の検体の送付

に従い、チルド便にて動衛研へ送付する。直ちに送付できない場合は、輸送開始ま

で－80℃あるいは－20℃で冷凍保存する。 

 

４．病理組織検査 

（１）作業者の感染防止 

病理検査材料の取扱いに当たっては、作業者の感染を防止するため、剖検と同様に

感染防止措置をとり、次の点に注意する。 

ア 未固定材料の処理は安全キャビネット内で行う。適切に固定された材料について

は、感染性はないと考えられるので、通常の病理検査と同様に扱うことが可能であ

る。 

イ 安全キャビネット内では、原則としてガスバーナーは用いない。 

ウ 未固定の標本（スタンプ、塗抹等）中には結核菌が生存している可能性があるた

め、固定までの処理は安全キャビネット内で実施する。 

 

（２）検査の実施 

本病が疑われる病理所見は次のとおり。 

ア 結核結節形成。中心の乾酪壊死巣をマクロファージ・ラングハンス巨細胞層、リ

ンパ球・膠原線維層が包囲する。石灰化を伴うことがある。 

イ マクロファージ、巨細胞内又は乾酪壊死巣内にZiehl-Neelsen染色により抗酸菌を

認める。 

 

５．検体の送付 

３の剖検を行った場合には、本病を疑う所見の有無にかかわらず、検査・疫学情報

（剖検・病理所見の写真を含む。）、３（３）イの検査材料及び４（２）の所見を動衛

研に送付する。 

（１）梱包 

３（３）イの一次容器をさらに防漏性の高い容器（二次容器）に収め、このとき間

に緩衝材を入れて密封し、頑丈な外装容器（三次容器）に収納する。ドライアイスを

使用する場合は、オーバーパック（四次容器）に三次容器とドライアイスを収納する。

ドライアイスは決して二次容器には入れず、四次容器に入れること。三次容器と四次

容器はドライアイス等の気化（昇華）するガスが放散される構造であること。 

 

（２）送付方法 

内国郵便約款（日本郵便株式会社平成24年10月１日）第９条第４項に基づき、適切

な包装等を行い、送付すること。また、送付に当たっては、家畜保健衛生所と動衛研

との間で、送付先、日時等について事前に調整すること。 

なお、差出しに当たっては、当該郵便物の輸送方法を自所の配達を受け持つ集配郵

便局に照会し、郵送方法により次のとおり措置の上、当該郵便局に差し出すこと。 

次の様式の紙片に必要事項を全て記入し、郵便物の表面の見やすいところに貼付す
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ること。 

 
 

 
*１：朱記すること。 

*２：ドライアイスを入れて送付する場合は朱記すること。 

カテゴリーBの感染性物質の包装容器表示を用いること。 
 

・最小寸法：四角を構成する線の幅は２mm以上とし、文字

と数字の高さは６mm以上とする。航空輸送の場合は、四角

の各辺の長さが少なくとも50mm以上でなければならない。 

・色：特に指定色はないが、この表示は外装容器の外表面

に、対照的な背景色の上に表記し、はっきりと見え、判読

し易いことが条件である。 

・この表示に隣接して、高さ６mm以上の文字で「カテ

ゴ リ ー Bの 生 物 学 的 物 質 （ BIOLOGICAL SUBSTANCE, 

CATEGORY B）」と表記する必要がある。 

 

 

 

・ドライアイス使用時に表示する。 

 

 

 

 
 

参考：「ゆうパック利用時の梱包方法（国立感染症研究所）」 

https://www.pref.ibaraki.jp/hokenfukushi/yobo/kiki/yobo/kansen/idwr/information

/other/documents/yupack03.pdf 

 

「ゆうパックを使用して 感染研へ臨床検体・病原体を 輸送する場合の梱包手順」 

https://www.city.chiba.jp/hokenfukushi/iryoeisei/seisaku/documents/covid19_0325zi

muren1-3.pdf 
 

品名：牛の組織等 「危険物」*1 

（国連番号：3373（航空輸送の場合のみ））

差出人： 

自治体名： 

検査所名： 

住  所： 

電話番号： 

資  格：家畜防疫員（獣医師） 

氏  名： 

ドライアイス〇〇Kg在中＊2 

 

https://www.pref.ibaraki.jp/hokenfukushi/yobo/kiki/yobo/kansen/idwr/information/other/documents/yupack03.pdf
https://www.pref.ibaraki.jp/hokenfukushi/yobo/kiki/yobo/kansen/idwr/information/other/documents/yupack03.pdf
https://www.city.chiba.jp/hokenfukushi/iryoeisei/seisaku/documents/covid19_0325zimuren1-3.pdf
https://www.city.chiba.jp/hokenfukushi/iryoeisei/seisaku/documents/covid19_0325zimuren1-3.pdf
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６．細菌検査 

動衛研においては、５により送付された材料について組織PCRを実施するとともに、細

菌培養試験を行い、遺伝子検査等により本病病原体（Mycobacterium bovis, caprae, 
tuberculosis）と同定する。培養開始から８週間後に菌の発育が認められない場合は、

陰性と判定する。 

 

７．その他 

（１）疫学調査 

本病が疑われる疫学所見は次のとおり。 

ア 輸入牛である。 

イ 結核感染牛との同居歴がある。 

ウ 周辺野生動物に本病病原体の感染が認められる。 

 

（２）臨床情報 

無症状に経過することが多いが、病末期には衰弱、食欲不振、発咳、削痩、栄養不

良、被毛の光沢喪失等が認められる。  
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（別紙３） 

頚部ツベルクリン皮内反応検査マニュアル 

 

１．使用薬剤 

・ウシ型ツベルクリンPPD原液（3000 IU） 

（PPD：Purified Protein Derivative（精製タンパク質誘導物）） 

・製造会社：プリオニクス社 

・品名：「Bovine Tuberculin PPD 3000」 

・製品番号：7600045（変更予定） 

・内容量：50本 x 2 mL, 1000 doses（頭分） 

 

２．保管及び取り扱い 

保管冷蔵庫（２～８℃）で遮光保管。冷凍は禁忌。開封後は速やかに使い切る。輸送は

２～37℃で遮光を保ち、冷凍は禁忌。輸送期間は14日以内とする。 

 

３．必要器具等 

・26～27Gの皮内針（接種用） 

・ノギス 

・電動シェーバー等（剃毛用） 

・ディスポ注射器（１mL） 

・21G等の注射針（薬剤吸引用） 

・消毒用アルコール綿 

・輸送箱（薬剤輸送用） 

・その他必要なもの（家畜用マーカー等） 

 

４．方法 

ステップ１：接種部位の選定 

接種部位は、頚部を３等分した中央1/3の範囲（き甲から10～20cmの間）で、周囲にしこ

り、腫れがないことを確認する。しこり等を確認した場合は、反対側を接種部位とする。

（図１） 

 

ステップ２：接種部位の準備 

接種部位は電動シェーバー等を用いて３～５cm四方に剃毛する（図２）。その際、ヨロ

イ等の汚れがひどい場合は、水で洗浄を実施した後、電動シェーバー等を用いて、同様に

剃毛する。剃毛部位がわかりにくい場合は、家畜用マーカー等で接種部位に印を付ける

（図３）。また、接種部位の近くに発疹、傷等の異常がある場合は、記録しておく。 

 

ステップ３：接種前の皮膚の厚さの測定 

接種前に、親指と人差し指で接種予定部位の皮膚をつまみ、その厚さをノギスで測定す

る。測定値は最も近いミリメーター（mm）で記録する。(図４) 

 

ステップ４：皮内接種の準備 

使用前に、注射器の清潔さと漏れがないこと、使用薬剤の使用期限を確認し、薬剤バイ

アルのゴムキャップを消毒用アルコール綿で消毒する。風乾後、バイアルから21G針等を用
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いてディスポ注射器に牛型PPDツベルクリン原液0.1mLを吸引する。 

 

ステップ５：皮内接種 

消毒用アルコール綿で、接種部位を消毒後、皮内針の切断面を上にし、１段目を、皮膚

にぎりぎりの角度で挿入する（図５）（直角に挿入すると皮下注射になる。）。その際、

皮内であることを、シリンジを引いた際に陰圧であることで確認し、注射する。プランジ

ャーを押す際に抵抗がない場合は皮下注射又は液漏れが疑われる。注射後、触診して注射

部位が適切（エンドウマメ様）に盛り上がることを確認する(図６)。適切に皮内に接種さ

れていないことが疑われる場合は、首の反対側の同部位でやり直す。反対側でできない場

合には接種部位を離して実施する。その場合、正しく注入できた部位に印を付すか記録を

とること。 

 

５．判定方法 

注射後72時間（±４時間）を経過した時点で、臨床兆候を観察し、接種部位の触診及び

ノギスを用いて皮膚の厚さを測定する（図４）。測定時には、腫脹の最も幅の広い部分を

ノギスで測り、過度の力を加えないこと。やむをえない事由がある場合のほかは、接種前

の測定と同一人が測定すること。測定値は最も近いミリメーター（mm）で記録する。注射

部位のつまんだ時の皮膚の厚さと接種前に測定した同部位の皮膚の厚さとの差（以下「腫

脹の差」という。）により、表に基づき陽性、陰性又は疑反応を判定する。 

 

表 判定方法 

皮内反応の判定 臨床兆候の有無及び接種 72時間後の腫脹の差 

陽性 臨床兆候あり（注射部位の疼痛、注射部位周辺の浮腫、滲出物、

壊死、リンパ節の腫脹等が見られる場合）、又は腫脹の差が４mm

以上のもの 

疑反応 臨床兆候なし、かつ腫脹の差が４mm未満２mm以上のもの 

陰性 臨床兆候なし、かつ腫脹の差が２mm未満のもの 

 

６．陽性又は疑反応の場合 

「牛ブルセラ症及び結核の清浄性維持サーベイランス実施要領」に基づき、陽性又は疑

反応の場合、接種日から14日以上経過後に採血（全血）し、本検査（インターフェロンγ

アッセイ法検査）を実施する。 

 

７．注意事項 

接種前後には動物用医薬品の投与を避けること。ステロイド等の免疫抑制作用のある動

物用医薬品で最近治療された牛での接種は行わないこと。 

接種部位又はその近傍には、接種直前から測定までの間、他の物質の注射を避けるこ

と。動物用医薬品の投与が必要となった場合には、接種部位の近傍を避け、可能であれば

反対側に注射すること。 

 

８．その他参考 

頚部ツベルクリン皮内反応及びインターフェロンγアッセイ法の参考ビデオ 

https://www.cdfa.ca.gov/ahfss/Animal_Health/TB_Info2.html 

「Tuberculosis Training（You tube）」 

https://www.cdfa.ca.gov/ahfss/Animal_Health/TB_Info2.html
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https://www.youtube.com/watch?v=HuhtuvtRoO8 

「TB Tests And How They Work（You tube）」 

https://www.youtube.com/watch?v=rqtJn6JB8WE 

「Single Intradermal TB & JD Testing」 

  

https://www.youtube.com/watch?v=HuhtuvtRoO8
https://www.youtube.com/watch?v=rqtJn6JB8WE
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（別紙４） 

 

都道府県家畜保健衛生所等における牛結核本検査マニュアル 

 

牛結核検査マニュアルにおけるスクリーニング検査（ツベルクリン検査）を実施し、

陰性以外の結果が得られた場合には、本検査を実施する。本検査の実施が決定した場

合、研究機関（当面は農研機構動物衛生研究部門）は抗原を都道府県家畜保健衛生所等

へ配布する。都道府県家畜保健衛生所等において抗原を用いた前処理を実施し、検体を

研究機関へ送付する。研究機関はBOVIGAM®を用いて、インターフェロンγアッセイ法検

査を実施する。 

 

１．抗原受領 

冷凍便にて、抗原４種（N:Nil（未刺激対照）、B:Bovine Tuberculin PPD、A:Avium 

Tuberculin PPD、P:PWM（抗原刺激陽性対照））受領後、直ちに内容を確認し、使用時

まで－20℃で保管する。不備があれば研究機関へ連絡する。 

 

２．準備 

以下の資材及び機器を用意する（*：必須ではない）。 

・ヘパリン入り真空採血管 

・最高最低温度計*               

・24 well組織培養用プレート 

・1.5 mlチューブ 

・15 ml遠心管 

・200 μlピペット 

・1,000 μlピペット 

・チューブ立て 

・炭酸ガス孵卵器（５%CO2） 

（代用はアネロパック・CO2（A-61またはA-62）及び専用ジャー）   

・遠心機 

・プレートを遠心可能な遠心機* 

 

３．農場での採血 

＊注意事項：デキサメタゾン注射後1週間以内あるいは分娩後4週間以内に該当する個

体は、偽陰性の可能性があるので検査対象外とする。 

（１）ヘパリン入り真空採血管を用いて、血液５ ml以上を採取する（採血部位は問わな

い）。 

（２）採血後は真空採血管を22±3 ℃で輸送する。 

 

４．家畜保健衛生所等での前処理 

白血球の活性は採血後に低下していくため、採血後できるだけ早く（４時間以内が望

ましい。６時間以上の場合は研究機関へ連絡する。）血液の抗原刺激を行う。 

（１）抗原４種類（N、B、A、P）を融解する。１回で使い切りにする。 

（２）24 wellプレートのウェルに抗原を100 μlずつ入れる（N、B、A、P の順で抗原毎に

同一チップで分注する）。24 wellプレートの配置は下図のとおり。個体当たり縦１列
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使用する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

プレート配置（数値は個体の通し番号、アルファベットは抗原） 

 

（３）抗原が乾かないうちに、各個体の真空採血管を泡立てないように素早く10回転倒混

和し、蓋を開けて速やかに血液を１ mlずつ入れる（ウェル壁上部にチップの先を付け

て、チップの先が入れた血液に触れないように静かに血液を分注する）。 

（４）１プレート全てのウェルに血液を入れた後、抗原と血液をよく混和するため、プレ

ートを置いて、水平に保ったままゆっくりと左右に10回ゆする（血液が蓋や他のウェ

ルへ移らないように静かに行う）。 

（５）37 ℃ ５%炭酸ガス孵卵器で一晩（16～24時間）培養する。炭酸ガス孵卵器がない

場合は、アネロパック・ CO2を専用ジャーに入れて通常の孵卵器で代用可能である。 

（６）真空採血管の残りの血液（１ ml以上）を15 ml遠心管等に移し、 2,000 rpm、

20℃、５分遠心する。上清（血漿）を200 μlピペットを用いて、同一チップで150 μ

lを２回、計300 μlを1.5 mlチューブに回収し（回収チューブの名前は、個体の通し

番号）、発送するまで－20℃に保管する。残りの血液が多い場合は300 μl以上１ ml

以下を回収する。 

（７）血液細胞培養開始の翌日、プレート遠心機を使用して、プレートを2,000 rpm、

20℃、５分遠心し、なるべく血球が入らないように上清（血漿）を200 μlピペットを

用いて、同一チップで150 μlを２回、計300 μlを1.5 mlチューブに回収する（回収

時にプレートを傾けて、血球の少ない側にチップの先を入れて静かに吸うようにす

る）。 

プレート遠心機を使用しない場合、上清（血漿）の上部にチップの先を入れて、より

注意深く静かに上清を200 μlピペットを用いて、同一チップで150 μlを２回、計300 

μlを1.5 mlチューブに回収する。 

（チップで吸っている最中に血球を吸った場合、ゆっくり吐き出す。血漿量が少ない

場合や回収時に血球をたくさん吸ってしまった場合は、血球ごと1.5 mlチューブに回

収し、13,000 rpm、20℃、１分遠心し、血球を吸わないように新しい1.5 mlチューブ

に再回収する） 

（８）上清回収チューブの蓋に下記を参照し、名前を記載する。 

 

 

 

 

 

 

上清回収チューブの名前は、 「○ □」 

○：個体の通し番号（1～） 

□：抗原名（N, B, A, P)  

例）1N：通し番号No.1の抗原N刺激 
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（９）回収した上清及び前日に回収し－20℃に保管している血漿をその日のうちに冷凍宅

配便にて研究機関宛て送付するか、あるいは、回収した上清を一度凍結してから、前

日に回収し－20℃に保管している血漿とともに冷凍宅配便にて研究機関宛て送付す

る。 
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