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病性鑑定材料採取時の留意点 

Ⅰ. 採材前の調査 

1. 畜種：種類、品種、名号、家畜個体識別番号（牛の場合）、性、年齢、血統、特徴、産地、飼

養地

2. 所属：畜主の住所、氏名、経験年数、飼養中の家畜の種類、頭数、年（日）齢

3. 飼養管理状態：飼料、特に飼料の切り替え時期と発症との関連、購入飼料の場合は同一ロ

ットを使用している他の農家の状況など。自家配合飼料を使用している場合は、配合の内

容と方法、飼料添加剤の有無、畜舎、放牧場の衛生状態など

4. 繁殖、泌乳の状況：産歴、生殖器疾患の既往歴

5. 死亡（患）畜の病歴：発病年月日、症状とその推移、治療の有無とその内容、死亡年月日、

死後の経過時間、臨床診断名、過去における類似疾病の有無、同居家畜の臨床症状

6. 周辺地域の状況：常在疾病の有無、類似疾病の発生状況と発生地域との人、家畜、器材

などの交流の有無

7. ワクチン接種の有無：接種時期、ワクチンの種類とロット番号

8. 最近の家畜の移動状況：導入元とその衛生状態、導入時期、出荷先、出荷時期

9. 放牧場：開設年次、草地の状態、入牧後の日数、放牧家畜の発育状態、衛生状態

Ⅱ. 採材上の一般的注意 

採材前の調査により、疑われる疾病を予測することは重要である。しかしながら、確実な根

拠無くして疾病の原因を特定し、部分的採材を行うことは、避けねばならない。病性鑑定材料

は、ウイルス性疾患、細菌性疾患、真菌性疾患、寄生虫性疾患、中毒、栄養障害など、全ての

疾患を検索するのに適合した材料を得るようにしなければならない。この目的を全て満足させ

るためには、必要以上の材料の採取が必要となる。

ウイルス、細菌分離のためには、全て無菌的に採材することが必要で、それが実行不可能

な場合（例えば、と畜場解体済材料などからの採取）には、無菌的採材に準ずる措置をとらな

ければならない。また、同時に、これらの採取した材料中に含まれていると思われる微生物の

死滅を防止する処置を講じなければならない（材料の冷蔵、ドライアイス、氷、50％グリセリン

加 PBS、魔法瓶等の必要な理由）。しかし、これらのことのみにとらわれると、ウイルス、細菌、

寄生虫、毒物などが検出された際に、その原因の裏付けを行うのに最も重要な病理学的検査
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材料の採取が忘れられたまま、死後変化（腎臓、胃、腸、脳などで起こりやすい）、腐敗、固定

不十分、固定法の誤り、材料を凍結させてしまうなどの事態が起きて、この材料での判定がで

きなくなる。

無菌的に採材するためには、雑菌混入の少ない清浄な臓器から逐次行うことが必要であ

る。また、使用する器具も、採材するたびに次第に汚染してくることも考慮しておく必要があ

る。

分析材料については、試料に含まれている可能性のある毒物等の分解を防ぐため、採取

後直ちに遮光・氷冷する。

以下記述する採材順序は、病原体の分離、病理組織学的裏付けを同時に満足させるため

の採材方法である。したがって、剖検は死後、速やかに実施しなければならない。

なお、採材による病原体の散逸を防止するため、採取した試料で汚染された体表、四肢、

畜舎の床、土壌、検査室、採取に使用した器材等の消毒、滅菌に十分留意する。また、術者

自身の負傷、感染防止の観点から解剖時には防護服、ゴム手袋、切創防止用手袋、マスクお

よびフェイスシールド等を着用する。

Ⅲ. 採材時の準備と基本技術 

1. 採材時に準備する物品

バケツ、剥皮刀、解剖刀、検査刀、鈍鈎、鋭鈎、鋸、のみ、解剖槌、メス、有鈎ピンセット、

鋏、骨鋏、腸剪刀、魔法瓶、クーラーボックス、血液凝固防止剤（ヘパリン、EDTA2Na、フ

ッ化Na、シュウ酸など）入り試験管または血清分離剤入り採血管、滅菌注射器および滅菌

注射針、真空採血管および針、スライドグラスおよびカバーグラス、スパーテル、エタノー

ル、メタノール、メイグリンワルド液、アルコールランプ、滅菌駒込ピペット、滅菌小試験管、

ビニールシート（死体被覆用など）、10 または 20％中性リン酸緩衝ホルマリン液、アルコー

ル綿、ガーゼ、布、記録用紙、鉛筆、ビニール袋、輪ゴム、油性ペン、滅菌シャーレ、消毒

薬、薬用石鹸、ビニールテープ、ホーローバット（大きいものがよい）、広口瓶、滅菌スワブ

入り小試験管、キャリーブレア、ラブスティックス、氷（ドライアイス）、50％グリセリン加 PBS、

剖検記録用紙、写真撮影器具。

2. 無菌的採材法

1） 広口瓶2本にエタノールを入れ、採材する際に使用するメス、鈎、ピンセット、鋏を1組
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ずつ入れておき、使用の都度アルコールにつけたこれらの器具をアルコールランプ

の炎で焼き、臓器に手を触れないで採材する。使用器具は、一臓器の採材が終了し

たらアルコール綿で清拭した後、再びアルコール液中につける。これらの器具は交互

に使用するようにする。 

剥皮刀、のみ、解剖槌、ガーゼは死体清拭用のバケツと別にして消毒薬を入れた

バケツの中につけて置く。 

2） 採取した臓器は1つずつ滅菌した別々の容器に入れる。 

 

3. 病理学的検索材料の採材 

1） 肉眼的観察を十分に実施する。病変が存在した場合は、病変部と正常部の他に、境

界部を必ず採材する。剖検記録を書く。記録写真を撮影する。 

2） 臓器固定用には、10 または 20％中性リン酸緩衝ホルマリン液を使用する。 

3） ラベルを用意する。これは、リンパ節、腸管などのように部位がわかりにくくなる材料の

名称を記入するために使用する。プラスチック製クリップまたは名札付き採材固定用メ

ッシュ袋等が利用可能である。 

4） 採材した臓器は十分量の固定液（臓器容量の 10 倍程度）で速やかに固定する。 

5） 臓器の捺印標本を必要に応じて作製する。捺印標本を作る場合には、特に肺リンパ

節、縦隔リンパ節、胃リンパ節、肝リンパ節、腸間膜リンパ節および肝臓の捺印を忘れ

ないようにする。 

 

4. 分析材料の採取 

血液は、全血および血漿用の凝固防止剤入り試験管と血清用の凝固防止剤不使用の試

験管にそれぞれ採血する。すでに死亡していて採血が不可能な場合は、眼房水、腹水等

を採材しておく。血清用採血管以外は、採取後直ちに氷冷する。また、光で分解する物質

があるので、遮光して持ち帰る。 

また、生化学検査のため、肝臓、腎臓および肉眼的に病変のみられるその他の臓器各

100g以上、尿100ml以上、胃内容物200g以上、給与していた現場の飼料2kg以上、そ

の他原因と考えられるものを現場で採取する。飼料中の毒物濃度は不均一であることが多

いので、対象の複数個所から採取する。乾燥飼料以外は直ちに氷冷する。 
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Ⅳ. 採材の順序 

1. 血液の採材 

血液は、全血および血漿用の凝固防止剤入り試験管と血清用の凝固防止剤不使用の試

験管にそれぞれ採血する。測定項目によっては凝固防止剤が分析を妨げることがあるの

で、可能な場合は異なる凝固防止剤を使用して複数採血する。次いで血液塗抹標本を作

り、乾燥後、広口瓶に入れたメタノールまたはメイグリュンワルド液に投入し、数分間固定

し、風乾する。 

 

2. 臓器の採材 

以下に、牛の剖検術式の一例を述べる。この術式は、めん羊、山羊、馬および豚等に適

用可能である。剖検を一定の術式によって行うことにより、採材ミスを防止できる。しかし、予

想される疾病、人員および施設等の状況により、臨機応変に対応する必要がある。 

1） 外貌検査。 

2） 麻酔、放血殺。 

3） 体に水をかける。 

4） 右側横臥（右側に倒した状態）で、 左前肢腋窩部および左後肢股関節を切り開く。反

芻動物では左側横臥で実施する方法もある。 

5） 下顎部から鼠径部まで正中線に沿って切開後、剥皮する。 

6） 皮膚、体表リンパ節（下顎腺と下顎リンパ節、耳下腺と耳下リンパ節、浅頚リンパ節、腸

骨下リンパ節、乳房上リンパ節（浅鼠径リンパ節）等）、乳房、精巣などを採材する。必

要に応じ、無菌的採材を実施する。 

7） 頸部胸腺を採材する。 

8） 両側下顎枝にそって下顎部を切開し、舌を引っ張り出して後方に反転させる｡舌を引

っ張りながら扁桃を含む軟口蓋粘膜を舌と共に取り出す。舌骨を切断し、舌、喉頭、扁

桃、気管（甲状腺を確認）および食道を一括して、胸郭前口まで体幹部から切り離す。 

（人手が十分の場合、ここで、18）以下のように頭部を離断し、頭部の検査を同時に実

施する。） 

9） 腹腔を開く。腹水、肝臓、脾臓、腎臓等を無菌的に採材する。 

10） 胸腔を開く。胸水、心血、心臓、肺等を無菌的に採材する。 

11） 腹腔臓器を摘出する。まず、脾臓を第一胃壁から剥離、摘出する。 
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12） 胃、小腸、大腸、空腸リンパ節、結腸リンパ節および膵臓を摘出する。 

13） 肝臓、肝リンパ節を摘出する。 

14） 腎臓、腎リンパ節を摘出する。結石などある場合には別途採取しておく。 

15） 左右副腎および腹腔神経叢を一括して摘出する。 

16） 膀胱、生殖器系を摘出する。 

17） 胸腔臓器を摘出する。舌、喉頭、気管および食道を引っ張りながら、心臓、肺、胸部大

動脈、縦隔、縦隔リンパ節および横隔膜を摘出する。 

18） 必要に応じて脳脊髄液を採取後、頭部を離断する。下顎部を持って動かしながら、環

椎後頭関節を離断する。 

19） 頭部の剥皮後、頭蓋骨を鋸断あるいは斧断し、脳を露出させる。脳を無菌的に採材す

る。 

20） 脳を摘出する。 

21） 下垂体と左右三叉神経節を一括して摘出する。 

22） 眼結膜と共に眼球を摘出する。 

23） 上顎を鋸断し、鼻甲介を採材する。 

24） 脊髄を採材する（頚膨大と腰膨大）。 

25） 胸骨髄を一定の厚さで鋸断して採材し、さらに必要に応じ骨を採材する。また、大腿

骨頭、椎骨、肋骨でも赤色髄を採材できる。 

25） 筋肉（上腕二頭筋、背最長筋、大腿四頭筋など）を採材する。 

26） 坐骨神経と膝窩リンパ節を採材する。 

27） 膝関節などを切開観察し、必要に応じ採材する。 

 

Ⅴ. 生体からの経時的採材 

日本脳炎、トキソプラズマ病、不明発熱などのために、経時的な材料によって診断する場合

は、発熱時に血液塗抹標本、凝固防止剤加血液、血清を採取し、10～14日後に再び同じよう

に採材する。採取した血液は、血清を無菌的に分離して最小限度 3ml を防腐剤を入れない

で送付する。血液塗抹標本はメタノールで固定する。血球数を計算しておくようにする。 

 

Ⅵ. と畜場で解体された動物からの採材 

この場合は、無菌的に採材することが困難であるので、次のように行う。 
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血液は生体検査時に採取する。臓器の採材に当たっては、最初に流水で汚物を洗い流す

ようにし、バケツの中に入れて洗ってはならない。肝臓、脾臓、腎臓（採材できないことが多

い）、心臓、肺などの実質臓器は表面をスパーテルで焼き、深部からできるだけ大きく切り取

り、1 臓器ずつ滅菌した容器（例えば、滅菌シャーレ）に納める。リンパ節はエタノールに瞬時

浸漬し、点火して表面を軽く焼いて付着した汚染菌を殺菌し、脂肪組織を除去して深部から

採材する。 

 

Ⅶ. その他の材料からの採材 

胎子については、一般的な実質臓器の採材のほかに、胃（牛では第一胃と第四胃）、小

腸、盲腸内容物、胸水、腹水の採材を忘れないようにする。胎盤については、細菌汚染を受

けやすいので、細菌検査材料としては適当でないことが多いが、ウイルス、病理検査材料とし

ては用いることができる。母畜の繁殖歴、授精回数、特に、最終授精年月日、胎子の体長、体

重、発毛状態を調べ、在胎日数と発育状態を比較する。母畜からは、流産当日およびその約

2 週間目に血清、悪露を採取し、血清反応と病原検索を行う。時には、カンピロバクター症な

ど種雄牛の検査が必要な場合もある。 

 

Ⅷ. 採材後の処理 

1. 血清は無菌的に別の容器に移し、防腐剤を添加せず、凍結保存（−20℃以下）する。 

2. 凝固防止剤加血液は、赤白血球数を計算した後、接種材料として保存（−80℃）する。 

3. 無菌的にシャーレに採材した臓器はシャーレ1枚ごとにビニール袋に入れ、それを5枚ず

つビニール袋に納め、口をビニールテープ等で封じる。 

4. ビニール袋に採材した糞便、臓器は、中の空気を搾り出し、口を折り曲げて輪ゴム等で封

じる。 

5. 採取した材料が少ない場合は、魔法瓶、多い場合は、クーラーボックスに納め、周囲にドラ

イアイスまたはビニール袋に氷をつめ、先を輪ゴムで止めたものを臓器の間に入れて保

存し、ふたのまわりをビニールテープで封じる。 

6. 50％グリセリン加食塩液（または PBS）に入れて送付する場合は、1 臓器ずつ滅菌した容

器に入れる。 

7. 固定材料は、固定液を交換し、前記材料と別の容器で送付する。遠方の場合は、ホルマリ

ンに浸漬した脱脂綿を充塡し、外側をビニール袋で被う。 
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8. 捺印標本、血液塗抹標本は、メタノールで固定し、振動により破損しないように処理し、ビ

ニール袋に入れた固定臓器と一緒に送付する。 

9. ウイルス・細菌分離用材料としては、生材料が望ましいが、やむを得ない場合は、氷または

ドライアイスで保存して実験室に持ち込み、速やかに供する。残りの材料は再検査の必要

に備えて、4℃または−80℃で保存する。糞便等については凍結による死滅あるいは核酸

の分解を避けるため 4℃で保存する場合がある。 

真菌分離用材料は生で室温保存するのが望ましいが、必要に応じ 4℃で保存する。凍

結させてはならない。 

寄生虫、原虫の分離用材料は、4℃で保存する。凍結させてはならない。寄生虫（蠕

虫、ダニ等）を固定する場合は 70％エタノールを使用する。 

10. 生化学分析用凝固防止剤加血液は、持ち帰ったら直ちに全血の分析に供する。残余凝

固防止剤加血液および血清用血液は速やかに遠心分離し、血清および血漿を採取す

る。血清および血漿の分析も直ちに行うことが望ましいが、保存可能な項目については

4℃あるいは−20℃以下で保存し、後日分析する。分析用臓器や胃内容も、直ちに分析に

供せない場合は−20℃以下で凍結保存する。乾燥飼料は4℃あるいは−20℃以下で保存

し、サイレージのように湿潤な飼料も凍結保存する。 
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病性鑑定材料検査時の留意点 
 

検査には誤差、変動が必然的に伴う。人が調整あるいは作製した試薬や器具を使っ

て、人が行う行為である検査には誤差、変動は避けられない。検査プロセスの大半を機

械が自動的に行う化学的な分析においても操作者の相違や、検査の繰り返し、使用試

薬のロットや機械の相違、保守点検の不備、突然の故障、また温度や光などの検査に

影響する外部環境因子などによる誤差や変動など、様々な要因によって検査結果に

誤差や変動が生じる。病気の診断のための検査ということを考えれば何を検査材料と

するか、また検査材料採取時期、採取法や検査前保存法、検査用材料調整法なども

検査結果に大きく影響する。 

そこで検査過誤を少なくし、検査精度を上げるため、あるいは下げないため、また一

定の検査精度を保持するためのいくつかの留意点を列記する。 

 

① 決められた試薬を用い、決められた手順で検査する。 

検査の多くは実施方法が細かく規定されている。決められた試薬や手順は検査精度

を確保するための必要条件であるから、独自のやり方を持ち込まないのが原則である。

もし試薬や手順を独自に変更したときは、そのことが結果に影響しない客観的データを

自ら揃えておくべきである。いくら決められた試薬等を用い、決められた手順で検査して

も、ピペット操作や無菌操作など基本となる操作ができなければ間違った結果や大きな

誤差を生じさせることになる。操作の原理を十分に理解し、操作技術に習熟しておくこ

とが重要である。 

なお、特に重大な判断を行うための検査は、可能であれば同じ人が繰り返し検査を

行うより、複数の人がそれぞれ決められた試薬、手順で行うことも考えるべきであろう。 

 

② 適切な対照の設定は検査結果の信憑性を確保するために必要不可欠である。 

実施する検査の再現性と信憑性を保証するため、既知の陽性および陰性対照を置

くことは勿論であるが、時に手技の確認のため、考え得る対照を置くことも考えるべきで

あろう。 
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③検査法の原理並びに限界を熟知しておく。 

人用に開発されたキットなどの使用が広まってきているが、キットによっては検査でき

る範囲が限られ、家畜衛生分野で使用するには十分ではないデータベースをもとに出

来上がっているものもある。例えば病原細菌の同定を目的とした簡易同定キットは数多

く市販され、検査室で便利に使われているが、市販されているキットの多くは人由来病

原細菌の生化学的性状をデータベースに作成されていることから、家畜衛生領域で扱

う細菌が同定不能と判定され、あるいは誤同定されることがある。 

誤同定であるか否かの判断は難しいが、どのような細菌がどのような部位から分離さ

れてくるかという獣医細菌学の常識を承知しておくことである程度間違った判断を回避

できる。なお、同定した細菌が通常分離されてくる可能性のある菌種と異なるときには、

誤同定、検査材料の汚染、検査過程の汚染などをも考慮するとともに、専門家や文献

などから情報を収集し、最終判断をすることが望まれる。 

抗原抗体反応を利用した検査、特に診断薬の目的外使用および自家作製抗原ま

たは抗血清などを用いた検査に際しては、使用する抗原の特性、抗血清の特異性に

注意して結果を解釈する必要がある。なお、目的外使用を行おうとする場合には目的

外使用できる理由や原理、限界等について十分情報を入手し、理解し、結果の解釈を

すべきである。 

また検査法の原理を熟知しておくことは得られた結果の妥当性を判断する際に参考

となるとともに、異常値を得たときの手順や試薬等のチェックを効率的に行うことに役立

つ。さらに使用試薬の予備検定や前処理が要求されている検査では、確実かつ正確

に要求事項を実施しておくことが必要である。 

 

④ 外部からの不測の汚染に注意する。 

PCR 検査では、検査対象遺伝子にわずかでも検査材料内あるいは検査過程で汚

染されれば、それが増幅され、偽陽性結果をもたらす。したがって、検査対象遺伝子に

よる検査室汚染を避けるとともに、遺伝子抽出から増幅までの過程における混入を避け

るよう細心の注意を払い、厳格な汚染防止対策を立てておくことが必要である。微生物

の分離や微量成分の測定なども検査材料あるいは操作中の汚染に注意する必要があ

る。安全キャビネット、クリーンベンチの使用も汚染防止に役立つが、実験室を常に整

理整頓し、清潔にしておくことが何よりも肝心である。また使用試薬やチップなどの器材
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からの汚染もあり、さらに繰り返し使用する試薬の管理が不十分であれば期待する活性

が得られないこともあるため、使用する器材や試薬の管理、滅菌、洗浄などにも十分な

注意が必要である。 

 

⑤ 検査記録を残す。 

過誤を最小限に抑え、また過誤を早期に発見するためには、検査の度に詳細な検

査記録を残すべきである。検査担当者が注意を払っても、現実には検査の過程で間違

いは起こりうる。したがって結果の検証がいつでも行えるよう、検査に関する全ての記録

をとる。検査材料に関する情報のほか、使用した各種試薬のロット、調製法、調製試薬

のロット、保存法、保存期間、検査方法、検査日、検査担当者など、結果に影響しそう

な項目を記録する。このような検査に関する記録の保存により検査結果の再確認、検

査内容と結果の検証が可能となる。 

 

⑥ 適切な検査材料を使用する。 

目的とする検査に適切な材料を用いなければ、間違った検査結果しか得られない場

合がある。例えば寄生虫や原虫、細菌などを分離しようとすればそれらの微生物の生

死に影響する薬剤の投与前材料を検査する必要がある。糞便中の病原体を分離しよう

とするとき、それが環境中にも存在する可能性があれば直腸便を採取し、検査する配

慮が必要である。さらに疾病によっては個体診断ではなく群診断という立場から、発病

している個体だけでなく同群の一見健康に見える個体からの検査材料採取が必要とな

る場合もある。 

 

⑦ 検査材料や分離微生物を保存する。 

過誤が発見されたときの再検査や操作途中での失敗に備え、検査材料の一部を保

存する。保存方法は検査材料の種類、検査方法により異なる。また、分離した微生物も

再検査、検証、疫学調査などに備え、保存しておくべきである。 

 

⑧ 内部精度管理と外部精度管理 

検査実施者あるいはそのグループが自ら作製した標準物質などを用いて適切な頻

度で検査を行い、検査法のチェックを行うことを内部精度管理という。一方、第三者が
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作製した標準物質などを得て検査することを外部精度管理という。外部精度管理の実

施は検査所ごとの検査能が比較され、検査の標準化に非常に有益である。内部精度

管理についてみると薬剤感受性試験のように内部精度管理の手順が定められている

検査もあるが、一般に必ずしも十分に行われているとはいえない。微量化学物質や毒

素、微生物の同定、血清反応などの検査精度を管理するための工夫や体制整備が必

要である。 
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間接蛍光抗体法に用いる抗血清の作製 
 
ウイルス感染細胞培養液を超遠心分離やその他の方法（例えばPEG沈殿限外ろ過など）に

より濃縮する。次に、この濃縮ウイルス液を塩化セシウムなどの密度勾配遠心法により精製す

る。得られたウイルス液を0.1％ホルマリンで4℃7日間あるいはβ-プロピオラクトンで37℃2時間

感作して不活化する。この不活化ウイルス液を等量のフロイント完全アジュバントと混合して得た

免疫原をモルモットまたは家兎の筋肉内に0.5ml～１mlずつ、3週間間隔で2～3回免疫する。

最終免疫より2週後に採血し、抗血清とする。なお感染細胞培養液は蛍光抗体法の本試験に用

いる細胞とは由来動物種の異なる細胞から得るのが望ましい。蛍光抗体法本試験に際して非特

異反応を低減させる目的で、あらかじめ抗血清および蛍光色素標識抗体（市販）の力価の検討

を行っておく。方法はスライドあるいはマイクロプレート上で培養した細胞にウイルスを接種する。

このウイルス感染細胞をアセトン（マイクロプレートでは80%アセトン）で固定した後、抗血清と蛍

光色素標識抗体を用いてボックスタイトレーションを行う。すなわち、１：10より階段希釈した抗血

清を細胞上にのせ、モイスチャーチャンバー内で37℃30分間反応させる。抗血清をPBSで3回
洗流した後、蛍光色素標識抗体を1:10より階段希釈して細胞にのせる。同様に37℃で30分間

反応後、PBSで3回洗浄して細胞を50％グリセリン・ＰＢＳで封入し、蛍光顕微鏡で観察する。特

異蛍光を示す最大希釈数を抗血清および標識抗体の１単位とし、本試験には抗血清4単位、標

識抗体4単位を用いる。なお、常に陰性対照細胞を置いて蛍光が特異的であることを確認しな

がら進める必要がある。 
 

 
ウイルス抗原の培養 
 
濃縮、精製        ・できるだけ精製することが望ましい。 
 
不活化 
 
免 疫            ・家兎を用いれば得られる血清量が多くなる。 
                  他の血清反応（例えばCF）に用いるにはモルモットの方が適している。 
                 ・予備採血によって抗体価の上昇を確認しておく。 
採血、血清分離 

 
 血清の吸収       ・抗原の培養に使用した細胞で吸収しておくことが望ましい。 

 
一次、二次血清の抗体価確認 
 
検査材料の準備   ・クリオスタットによる臓器切片や分離ウイルス感染培養細胞など 
 
アセトン固定 （－20℃ 20分）    PBSで洗浄    ・かなり大量のPBSでよく洗浄することが 
                                            非特異反応の減少に有効 
一次血清   （37℃ 30分）      PBSで洗浄 
 
二次血清   （37℃ 30分）      PBSで洗浄 
 
鏡 検 
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病性鑑定において PCR を利用する際の注意事項 
 

家畜衛生分野においても疾病診断・検査に PCR 技術が応用可能となり、本病性鑑

定指針の改訂においても各診断指針の各論において PCR 検査の利用について参考

資料が組み込まれている。PCRは便利な技術だが、疾病の診断に応用する場合、その

取扱いについては慎重にせねばならない点が多い。そこで本項では、PCR 検査の原

理に次いでその利点、欠点と限界、留意点を理解するための解説をまとめ、最後に参

考として病性鑑定において利用が想定される PCR の応用例を示した。 

 

（1） P C R の原理 

遺伝子の本体は核酸である。核酸には DNA と RNA があり、細菌を含むほとんどの

生物の遺伝形質は DNA によって規定されているが、一部のウイルス（RNA ウイルス）

では RNA によって規定されている。PCR とは、DNA ポリメラーゼの働きでヌクレオチド

を重合させる DNA 鎖伸長反応を繰り返し行い、その結果検査材料中の特定の DNA

断片だけを大量に増幅する技術である。DNAポリメラーゼとは、1本鎖 DNAを鋳型（テ

ンプレート）としてそれに相補的な DNA 鎖を合成する酵素であり、PCR には耐熱性

DNA ポリメラーゼを用いる。DNA の合成には、鋳型に相補的な数塩基から数十塩基

のプライマーと呼ばれる短い DNA 鎖を必要とし、そのプライマーをきっかけに DNA 鎖

が 5’末端から 3’末端へ一方向性に伸長する。したがって、目的の DNA 領域を増幅

する場合、その領域を挟む位置で、2 本鎖 DNA のそれぞれに相補的かつ特異的なプ

ライマーのペアを合成し、これらを検査材料中の DNA に対して過剰量添加した状態で、

DNAポリメラーゼによるDNA鎖の伸長反応を繰り返し行う。その結果、片方のプライマ

ーから伸長したDNA鎖が、次のサイクルでは新たにテンプレートとなって、もう一方のプ

ライマーが相補的に結合し次の鎖を前のプライマー部分まで伸長する。このように反応

を繰り返せば、2つのプライマーに挟まれた部分だけが増幅される。この反応は、①2 本

鎖DNAの1本鎖 DNAへの高温での熱変性（denature）、②検査材料中の標的 DNA

への適切な温度でのプライマーの対合（annealing）、③DNA ポリメラーゼの至適温度

による伸長反応（extension）の 3 ステップの温度制御を繰り返して行う（②と③を同じ温

度とする 2 ステップの温度制御を行う場合もある）。その温度制御はプログラムした専用

機器の使用で自動的に行うことができる。PCR は DNA 依存性 DNA ポリメラーゼによ
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るため、RNA ウイルス遺伝子や mRNA などの RNA を検出する場合には予め逆転写

酵素（RNA 依存性 DNA ポリメラーゼ）により DNA に置換する逆転写反応を行う必要

がある。これを Reverse Transcription-PCR（RT-PCR）という。 

PCR 法によれば、検査材料中のわずかな核酸も増幅することができるため、そこにあ

る程度の病原体核酸が存在すれば、その病原体を培養することなく検出することも可

能な場合がある。PCR 法で標的とした核酸断片が正しく増幅されているかを確認する

ためには、一般的に電気泳動で増幅産物が理論通りの大きさに泳動されるかによって

行うが、時には後述するようにさらに精密な解析を実施して、その特異性を確認する必

要がある。 

 

（2） P C R の利点 

① 少量の標的核酸を短時間に増幅できる。 

② 調べようとする病原体は異なっていても、検査方法は基本的に同じである。 

③ 病原体は死滅していても標的核酸が保存されていれば増幅できるため、材料の保

存が容易であり、さらに、危険な病原体でも不活化した後に検査することができる。 

④ Nested PCR（後述）などを利用すれば十分に感度を上げることができる。 

⑤ 標的核酸の定量が可能な手技もある。 

 

（3） P C R の欠点と限界 

① PCR は少量の検査材料で行うことができるが、臓器、組織など生体材料を検査に

用いる場合、採材部位や材料の前処理によって検出率が異なり、陰性であっても

生体全体に対して病原体の存在を否定できない。 

② 増幅には限界がある。理論上は通常のConventional PCR（後述）で 25または 30

サイクルで理想的に反応が起きた場合、それぞれ 225（約 107.5）または 230（109）倍

に増幅されるが、実際にはその途中で反応阻害物の生成などにより反応効率が低

下するため増幅には限界があり、核酸が検出可能な量にまで増幅できない場合に

は陰性となる。増幅した核酸を電気泳動などで検出する場合、一般的には被検材

料中に 10 個から 100個以上の標的核酸（DNA）が存在しないと再現性良く検出で

きない。したがって、PCRの結果が陰性であったとしても、病原体の存在を否定でき

ない。 
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③ 血液・糞便など生体材料を検査に用いる場合、検査材料中の阻害物質の影響を

受けることがある。したがって、予めそれらの阻害物質を除く精製作業が必要なこと

があるが、それでも完全ではない。また、検査材料の保存状態や凍結融解の回数、

核酸精製の方法・条件などは PCR の効率および結果に大きな影響を与えることが

あるため、予備的な検討を行うことが望ましい。 

④ 病原体は活性を失っていても、標的となる核酸が存在すれば反応は陽性となるた

め、病原体の生死を判別できない。 

⑤ 陽性対照からの汚染、あるいは以前の検査や実験など検査中の汚染による誤った

陽性の危険性がある。また、検査材料由来ばかりでなく、緩衝液やポリメラーゼ等に

至るまで使用する試薬への核酸の混入が誤った陽性を招く危険性がある。特に、

PCR 産物には高濃度の核酸が含まれており、その試薬類への混入は容易に偽陽

性を引き起こし得るため、検査後の PCR 産物の取扱いには注意が必要である。 

⑥ 病原体が同定される以前の陽性反応では、たとえ予想される長さの断片が増幅さ

れても塩基配列を確認するまでは病原体の証明にならない。 

⑦ Conventional PCR では定量ができないため、ウイルスや細菌などで一過性の存

在や保菌をその病態の病原因子と見誤ることが危惧される。PCR は他の検査法と

比較して、抗体価や臨床像との相関が低いことも多いので注意が必要である。 

⑧ プライマーの品質は重要である。信頼のおける製品を用いるとともに、ロットを変更

する際には予備的な検討を行うことが望ましい。 

 

（4） P C R の利用にあたっての留意点 

最も重要なことは、PCR の成績だけで病原体を同定することは不可能であること、技

術的限界から陰性の証明はできないことである。PCR の利点および欠点をもとに、その

利用に対して適用除外または注意を要する用法と適用が許容される用法について参

考例を示した。 

① 適用除外または注意を要する用法例 

・病原体が微量にしか含まれない試料に対する病原体の陰性証明 

・環境中に同種の微生物が含まれる状態での病原体検出 

・病原体が同定される以前あるいは病原体が分離できない場合において PCR の

みで陽性証明すること 
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② 適用が許容される用法例 

・ PCRにより増幅した核酸断片の塩基配列を確認後、初動防疫に生かす。 

・ 地域や農場における病原体汚染度を調べるためのサーベイランス。ただし病原

体によっては培養法に比べて感度が低いことがある。 

・他の微生物学的検査成績の補助的手段として病原体の同定に利用する。 

・ 純培養された病原体の型別（同定は、他の方法と組み合わせて行うべきであ

る。） 

・検出感度が十分検定された PCR 法を用いた定量 

 

（5） P C R の種類または応用法 

PCR検査には、目的に応じて様々な手技や反応方法が考案されている。その中でも、

疾病の検査に応用されることが想定される基本的な反応方法について示す。 

① Conventional PCR （通常の PCR） 

目的の標的核酸（DNA）断片を増幅するために、1 組のプライマーを用いて、反

応を 25～35 サイクル繰り返す通常の PCR。 

② Nested PCR 

1回のPCRでは十分な検出感度が得られない場合、増幅したPCR 産物を次の

反応のテンプレートにして、その内側に設計した別のプライマーペアを用いて、さら

にもう一度 PCR を繰り返すと非常に高い増幅効率および高い特異性が得られる。

一方で、汚染による誤った陽性の危険性も高まる。最初の PCR 反応に対して入れ

子になるように PCR を行うので、Nested PCR と言う。 

③ Multiplex PCR 

複数の標的核酸（DNA）のそれぞれに対する特異的プライマ－を混合した状態

で、それぞれの PCR 反応を 1 本の反応チューブ内で同時に行う。その結果、大腸

菌のように複数の病原遺伝子を保有する病原体や、肺炎などのように複数の病原

体が想定される検体に対して、1 本のチューブで反応を行い、1 レーンの電気泳動

で検出できる。これに対して、1 対のプライマーだけを用いる通常の Conventional 

PCR を Monoplex PCR とも言う。 

④ PCR-Restriction Fragment Length Polymorphism （PCR-RFLP） 

PCR 産物の制限酵素切断パターンを電気泳動で比較する方法。同種の病原
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体において、特定の核酸を標的とした PCR を行い、その増幅断片の制限酵素切

断パターンの違いで、血清型や生物型などの型別を行うことに利用される。 

⑤ Reverse Transcription-PCR （RT-PCR） 

「（1） PCRの原理」で解説したように、PCRの最初のステップで逆転写酵素を用

い、RNA を cDNA にした後、通常の PCR 反応を行う方法。RNA の存在を検出で

きる。RNA ウイルスゲノム中の遺伝子を検出することや、mRNA の検出による遺伝

子の発現を調べることに利用される。省略名称が後述のReal-Time PCRと混同さ

れやすいため、略称を用いる時には初めに必ず正式名を示す。 

⑥ Real-Time PCR 

PCR によって増幅した DNA 断片を、種々の方法によって発光させて、それを専

用の光学機器で検出する方法。高い感度と定量が可能なことが利点である。安易

に RT PCR と略称すると Reverse Transcription-PCR と混同されることに注意。

増幅したDNA断片の発光には、SYBR Green 法に代表されるインターカレーター

を用いる手法や、TaqMan 法に代表される増幅 DNA 特異的プローブを用いる手

法などが一般的に用いられる。前者の場合は増幅終了後に融解曲線解析を行い、

増幅の特異性を担保する必要がある。また、Real-Time PCR により定量を行う場

合は標準 DNA の階段希釈液などを用いた検量線を作成し、定量性を保証し得る

ような条件で増幅が行われていることを確認する必要がある。 

⑦ Random Amplified Polymorphic DNA （RAPD） 

AFLPHA （ Amplified Fragment Length Polymorphism Hazy Asso- 

ciation）、AP-PCR （Arbitrarily Primed PCR）、DNA Amplification finger- 

printing 等とも呼ばれる。比較的特異性の低いプライマー（多くの場合、プライマ

ーは1対でなくて1本を用いる）、あるいはゲノム中の繰り返し配列に対するプライマ

ーを用いて PCR を行い、増幅された色々な長さの DNA 断片のパターンによって、

病原体の株間の相違などを検査する。特異性が低い条件での増幅なため、再現

性に乏しい欠点がある。 

⑧ Amplified Fragment Length Polymorphism （AFLP） 

標的核酸（DNA）を含むゲノム DNA 等を 1 または 2 種類の制限酵素で切断し

た後、その切断末端に相補的に連結できるような短い 2 本鎖 DNA（アダプター）を

結合させる。そして、そのアダプター配列に相補的なプライマーを用いて PCR を行

17



う。その結果、様々な長さのDNA断片が増幅される。断片の増幅パターンによって

病原体株間の相違を比較する分子疫学的解析に利用される。RAPD の再現性の

低さを解消した方法で、PCR自体はアダプター配列に対して行われることから反応

の特異性が保たれる。 

⑨ Loop-Mediated Isothermal Amplification （LAMP）法、Isothermal and 

Chimeric primer-initiated Amplification of Nucleic acids （ICAN）法 

従来の PCR 法とは異なった概念の遺伝子増幅法で、温度サイクルによらず一

定の温度でアニーリングと伸長反応が繰り返し行われるようにしたもの。温度制御

に通常の PCR 用機器を必要とせず、結果の判定も反応液の混濁状態から肉眼で

判定することもできる。 

⑩ in situ PCR 

組織切片上でPCRを行い、増幅したDNA断片を蛍光標識するなどして可視化

し、組織上の細胞あるいは細胞内のどの部位に標的核酸が存在するかを検査する

方法。 

⑪ NASBA （nucleic acid sequence-based amplification） 

逆転写酵素および T7 と呼ばれるバクテリオファージのプロモーター配列とそれ

に特異的な RNA ポリメラーゼを利用した RNA 増幅法。T7 プロモーター配列を含

むプライマーで標的 RNA から逆転写酵素により 2 本鎖 cDNA を合成する。これに

対して T7 RNAポリメラーゼで、標的 RNA を大量に複製する。この RNA から再び

cDNA を合成し、さらに cDNA から標的 RNA を複製する反応を繰り返して標的

RNA を大量に増幅する。増幅した RNA は蛍光プローブや核酸クロマトグラフィー

により検出する。感度、特異性は高いが、操作が煩雑。 
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病性鑑定におけるバイオセーフティ 
 

はじめに 

家畜疾病の病性鑑定にあたっては、作業中の危害防止に十分に配慮し確実な結果

を出すことが求められる。作業中の危害要因としては微生物、生物、化学物質（放射性

物質を含む。）および物理的なものがあるが、これらは複合して起こることもあるので、作

業環境および作業手順については事前に十分注意しておく必要がある。 

家畜伝染病の病性鑑定にあたっては、特に病原微生物に対するバイオセーフティに

十分配慮する必要がある。動物病原体の中には潜在的に人に感染を起こすものもある

ことから、病原微生物の動物への感染や環境中への拡散による危害防止に努めるば

かりでなく、作業者を含めた人や公衆衛生に対する危害防止にも努めなければならな

い。すなわち、動物病原体の取扱いにおけるバイオセーフティにはバイオセキュリティと

狭義のバイオセーフティが含まれることを意識しなければならない。 

 

動物と環境に対する危害防止（バイオセキュリティ） 

動物病原体の環境への漏洩は野生動物を含めた感受性動物への感染をもたらし、

病原体の常在化を起こすことにもなりかねない。したがって、病性鑑定にあたっては発

生現場からの病原体の拡散防止を行うとともに、病性鑑定材料を含む病原体の取扱い

においては取扱施設からの漏洩防止に努めなければならない。 

バイオセキュリティは施設、設備および適切な作業によって確保される。施設および

設備は「家畜保健衛生所法」（昭和25年法律第12号）および「家畜保健衛生所法施

行令」（平成11年政令第417号）で定めているが、専用の検査室、専用の病理解剖室

および動物飼育室においては消毒と清掃が確実に行われ、漏洩防止が図られるよう維

持管理に努める必要がある。病原体は作業に使用した衣服や器具に付着して外部へ

漏洩する可能性が最も高いことから、常にこうした伝播経路を遮断する配慮が必要であ

る。 

施設運営と作業にあたっては以下の点に注意し、作業手順を明示しておくことが望

ましい。 

・運営ガイドラインの策定、安全管理者の指定、作業記録の保存 

・出入制限 
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・汚染時および作業終了時の消毒と清掃 

・使用済み器具の消毒と安全な保管 

・事故時の対処方法 

具体的な例としては、作業室ごとに危険度を分けて室内への人の出入りと作業を管

理する。例えば玄関、廊下、会議室、事務室等はレベル0、器具保管庫、準備室、更

衣室等はレベル1、病原体等を取り扱う検査室、動物飼育室等はレベル2、病理解剖

室等はレベル3というようにレベルに応じた出入管理を行う。特にレベル2以上の場所は

不特定多数の者の出入りがないように管理し、作業中は扉を閉めておく。また、病原体

保管庫あるいは保管室は常に施錠しておくような配慮が必要である。病原体等の取扱

作業にあたっては専用作業着を着用し、作業終了後は消毒と着替えを徹底して、病原

体等が付着したまま外に出ないようにする。特に、病理解剖室においては専用の作業

着、長靴、手袋等を着用し、退出時には入念な消毒を行う。器具等も専用のものを使

用し、終了後は消毒、滅菌を徹底する。野外材料の病理解剖において特に器具の汚

染が考えられる場合には高圧蒸気滅菌による滅菌が望ましい。実験室、動物試験室で

の汚染の際あるいは病理解剖室での作業終了時には、作業台や床等の汚染が考えら

れる箇所は全て有効な消毒薬を用いて入念な消毒を行う。病理解剖室や検査室、動

物試験室から病原体や材料を持ち出すときには必ず密閉容器に入れ、危険度を低く

設定した場所では開封してはならない。 

 

作業者に対する危害防止（バイオセーフティ） 

動物病原体の中には人に感染を起こすものもあることから、作業者を含めた人の危

害防止にも十分注意が必要がある。バイオセーフティの確保にはバイオセキュリティ対

策と同様の方法が有効であり、安全設備および適切な作業手順を守ることが重要であ

る。バイオセーフティのレベルは取り扱う病原体の危険度によって異なり、人に対する危

害度に応じた病原体の危険度分類が基本となる。日本では「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）に規定する病原体に

ついては、この法律および感染症の予防および感染症の患者に対する医療に関する

法律施行令、感染症の予防および感染症の患者に対する医療に関する法律施行規

則によることになるので、ここで規定する病原体が同定された以降は所定の手続きが必

要となる。 
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病性鑑定にあたっては検査材料の取扱はバイオセーフティレベル（BSL）2で取り扱

うこととなっており（実験室バイオセーフティ指針：WHO第 3版）、海外伝染病を疑う疾

病以外の場合はBSL2の施設、設備および作業手順が要求される。バイオセーフティ

の具体的方策は上記したバイオセキュリティの方法と同じであるが、これに加えて以下

のような配慮が必要である。 

感染が疑われる動物の病理解剖や検査にあたっては、その病原体の性質をよく理

解し適切な防護方法を用いる必要がある。特に、病理解剖の場合には検査室内操作

に比較して病原体の取扱量や濃度が大きくなる可能性があり、飛散やエアロゾルが発

生するような操作は慎重に行うべきである。個人防護具としては消毒ができる防護衣、

長靴、手袋、マスク、防護眼鏡等を用いて、皮膚の露出を避け、目や口などの粘膜へ

の暴露を受けないようにする。また、必要に応じて機械的な危害防止にも配慮する。 

検査室には安全キャビネット（クラスⅠまたはⅡ）とオートクレーブを設置し、特にエア

ロゾルの発生を伴う作業は安全キャビネット内で行う。実験室内では飲食物の保管と飲

食は禁止し、喫煙や化粧行為も行ってはならない。室内でのエアロゾルの発生は極力

抑制し、必要に応じてマスクや保護眼鏡を着用する。検査材料や病原体のピペット操

作では口を使ってはならない。検査終了後は不必要になった材料や使用済み器具は

消毒まで安全に保管し、適切な消毒や滅菌を行わなければならない。野外材料の検査

では病原体が特定できない場合が多いことから、終了後は高圧蒸気滅菌を行うことが

望ましい。 

 

病原体の保管と輸送 

病原体の保管にあたっては容器の破損や不注意な持ち出しを避けるため、適切な

密閉容器に入れ、表に内容を明記して適切に保管しなければならない。また、輸送に

あたっては二重に梱包し、一次容器が破損してもこれが外部へ漏出しないような吸収

剤を入れた堅牢な包装とすべきである。 

なお、平成23年4月4日に家畜伝染病予防法が改正され、病原体の所持規制が開

始された。口蹄疫ウイルス、高病原性鳥インフルエンザウイルス等、我が国の畜産の振

興上、甚大な悪影響を及ぼすおそれが高い家畜伝染病病原体（重点管理家畜伝染

病病原体、要管理家畜伝染病病原体）の所持には農林水産大臣の許可が、ニューカ

ッスル病ウイルス、馬伝染性貧血ウイルス等、我が国の畜産の振興に大きな影響を及
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ぼす可能性のある伝染性疾病の病原体（届出伝染病等病原体）の所持には農林水産

大臣への届出が必要となった。これらの病原体の所持にあっては、施設、保管、使用

等の基準を満たし、記帳､災害時の応急措置を採った上で安全かつ適切に保管するこ

とが義務づけられた。また、これらの病原体の輸送にあたっても、同法施行規則第56条

の25、第1項～第3項にある基準に従い運搬するよう義務づけられた。したがって、これ

ら法令を遵守して、病原体の所持、保管と輸送を行う必要がある。 

 

おわりに 

病性鑑定では様々な病気が疑われる材料を受け入れることとなる。材料によっては

病原性が不明である場合が多く、中には人や動物に重篤な病気を起こす可能性を持

つものがあることも予想される。したがって、病性鑑定材料の取扱いにあたってはバイオ

セキュリティとバイオセーフティに十分注意を払うことが必要である。通常の病性鑑定は

BSL2で実施することが基本であるが、それ以上の危険度レベルの病原体が同定され

た場合はその危険度に応じた適切な措置を講じなければならない。 

 

注：安全キャビネット 

安全キャビネットには次の3つのタイプがあるので、用途に応じて使い分ける必要が

ある。 

クラスⅠ：前面開放式のもので作業者の防護を目的としたものであり、前面開口部から

内部に気流が流れるため作業環境の無菌性は保証されない。 

クラスⅡ：前面開放式のもので濾過した空気が内部に循環するような気流を作っており、

作業者の防護と同時に作業環境も無菌的になるように設計されている。 

クラスⅢ：密閉型のもので前面にグローブが設置されている。作業環境と作業者が完全

に遮断されているため、高度な封じ込めが可能である。 

 

 
 

22



検査チャートの見方  
（例）  ○○○○症  

担当 検 査 チ ャ ー ト 
 

家

畜

保

健

衛

生

所 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

病

性

鑑

定

施

設 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

判定・ 

結果 

 

最終 

判定 

最終判定は、①○○に関する特定家畜伝染病防疫指針に従う （②○○調査の判定結果により判断

する。③疫学検査、臨床検査の結果を基に、○○検査、○○検査等の結果を併せて総合的に判断

する。） 

その他 

1. ○○検査が必要な場合は△△等の専門機関に依頼すること。 
2. 材料送付方法 ① ○○菌株の保存および輸送には次の組成の培地を使用する。② ○○ 10

g、○○エキス3g、塩化ナトリウム5g、寒天 6g（保存用）、15g（輸送用）、蒸留水 1,000ml，pH
7.2 

① 必要に応じて動物衛生研究所、その他の専門機関を担当に追加し、実施する検査項目を記載している 
② 「検査チャート」は、検査材料毎の検査の流れを検査項目に分け、概ね専門分野別に記載している。 
③ 各検査項目の横の関係は、「最終判定」欄、「その他」欄の記述および本文を参照にされたい。 

(2) 臨床検査 (1) 疫学調査 

(3) 剖 検 

(7)  病理○○検査 

(4) ○○検査 
 

(5) ○○検査 
 

(6) ○○検査 
 

(8) ○○検査 
 

（死亡○、とう汰○） 

（材
料
A
） 

＜○○反応＞ 
＜○○検査＞ 

（材
料
B
） 

（＋）     （－）    （＋）    （－） 

（＋）     （－） 

（＋）     （－）    （＋）     （－）     （＋）    （－） 

1) 判定、2) 病原体取扱い、3) 動衛研他への材料送付その他検査

実施上の留意点・注意事項が記載してある。 

類似疾病検査は、当該疾病と類症鑑別が

必要な疾病名を意味する。 

類似疾病検査 
① ○○症 ② ○○性腸炎 ③ 牛○○病 
④ 牛ウイルス性○○ ⑤ 牛○○ウイルス

病 ⑥牛△△ウイルス病 

検査項目が並列して記載してある場合

は、同時に行うことを意味する。 

死亡、流死産・とう汰・鑑定殺・その他によ

る。 

採取すべき材料名を示してある。 
病理検査は、全ての病変部・臓器の採取

を基本とする。 

家畜保健衛生所と病性鑑定施設それぞ

れが担当する検査項目のおおよその目

安。家畜保健衛生所の検査は、簡易検

査、迅速検査等を主に取り上げてある。 

矢印は、特定の材料についての一連の検

査の流れを示す。矢印内にある複数の検

査（試験）は、一括りとして実施する。 

点線は必要に応じて行う検査項目を意味

する。 

実線は必要な検査項目を意味する。 

一括りの検査の検査結果を意味する。 
病理検査の検査結果（＋）（－）は、所見が

本文記載の所見と合致したか否かで判断

する。 

一括りの検査の検査結果または判定（法

定判定等）が整理して記載してある。 

最終判定のためのポイントが記載してあ

る。 
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	007b 最終案 牛タイレリア病図
	007b 最終案 牛タイレリア病文
	008 最終案 アナプラズマ病図
	008 最終案 アナプラズマ病文
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