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Ⅰ．全体計画 

１．研究目的 

ヨーネ病の診断は、現在主に細菌検査（分離培養）と血清学的検査（ELISA）によ

り実施されている。ヨーネ菌の培養検査は重要な本病診断法であるが、平成 19 年のヨ

ーネ病の疑似患畜の摘発に伴う牛乳・乳製品の回収事例以降、乳用牛においてヨーネ

菌分離培養検査が困難な状況が続いている。従って、従来は摘発されていた抗体陰性、

培養検査陽性のヨーネ菌排菌牛が摘発されないため、ヨーネ病のまん延が危惧される

状況となっている。また、畜産現場からは ELISA 検査における非特異反応を疑う声も

あり、従来法よりも特異性の高いELISAの開発が望まれている。このような状況から、

分離培養に代わる迅速な早期診断法として、リアルタイム PCR を用いるヨーネ病遺伝

子検査法の実用化を図るとともに、その迅速性向上のために、多検体処理が可能な糞

便等からの DNA 抽出・精製法を開発する。また、ヨーネ菌分離率の向上と培養期間の

短縮が期待できるヨーネ菌液体培養法の実用化を図るために、従来の寒天培地培養法

との比較検討を実施するとともに、液体培地中のヨーネ菌増殖を簡便に検出する方法

を確立する。さらに、抗体検査については、ELISA の非特異反応が疑われる事例を詳

細に分析し、その原因を検討するとともに、遺伝子組換え抗原等を利用した特異性と

感度の高い新たな ELISA を開発する。 

２．研究内容 

（１）中課題１：リアルタイム PCR 検査と他の検査方法との比較・検討 

リアルタイム PCR によるヨーネ菌遺伝子検査成績と寒天培地及び液体培地を用い

るヨーネ菌培養検査成績を集積し、遺伝子検査法の信頼性を評価する。また、ヨーネ

菌の液体培養法について、液体培地中のヨーネ菌遺伝子や特異抗原を迅速に検出する

方法を開発することにより、効率的なヨーネ菌培養・検出法を確立する。 

１）小課題１：リアルタイム PCR 検査とヨーネ菌培養検査成績の比較検討 

 ヨーネ病リアルタイム PCR 検査法をヨーネ病の法定検査とするためには、ヨーネ

菌培養成績との一致率について成績を集積、解析することにより、遺伝子検査の判定

基準を定める必要がある。そのために、各都道府県の家畜保健衛生所等からヨーネ病

患畜の糞便を収集し、遺伝子検査と培養検査を実施し、両者の検査成績を比較検討す

る。ヨーネ菌培養検査には、従来用いられている寒天培地に加え、分離率の向上と培

養期間の短縮が期待できる液体培地も使用する。このような比較検討により、リルタ

イム PCR 検査によって計算される糞便中ヨーネ菌 DNA 濃度と菌培養成績との相関

性を明らかにし、リアルタイム PCR 検査によるヨーネ病診断法の判定基準を策定す

る。 

２）小課題２：液体培地中ヨーネ菌の迅速検出法の確立 

 糞便等からのヨーネ菌の培養にはこれまで寒天培地が用いられてきたが、ヨーネ菌

の増殖を確認するまでに最短でも２ヶ月間の培養期間を必要とする。この長期間の培
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養検査期間を少しでも短縮し、ヨーネ菌生菌を排菌している感染牛を迅速に検出する

ことはヨーネ病対策上極めて重要である。ヨーネ菌の培養法として液体培地の利用に

より、検出率の向上と培養期間の短縮が期待されており、液体培地の利用を促進する

ことが将来的に重要である。一方、液体培地ではヨーネ菌以外の菌も増殖するため、

培養液中で増殖した菌がヨーネ菌か否かを迅速に同定する方法の確立も重要な課題

である。そこで、ヨーネ菌液体培養液からの簡便な DNA 抽出法を検討し、遺伝子検

査に要する検査時間の短縮を図る。さらに、モノクローナル抗体等を応用したイミュ

ノクロマトグラフィー法等についても検討し、液体培地中のヨーネ菌の増殖を迅速に

検出する方法の確立を目指す。 

 

（２）中課題２：DNA 抽出における多検体処理及び迅速化の検討 

 ヨーネ病リアルタイム PCR 検査では、糞便等の生体サンプルからヨーネ菌 DNA

を効率良く抽出・精製することが検査上極めて重要である。糞便からのヨーネ菌 DNA

抽出精製方法として既に 2 種の方法が開発され、キットとして市販されているが、こ

れらのキットでは、多数の検体を処理する場合に手間と時間を要するため、新たな多

検体処理方法の開発が検査現場から強く要望されている。そこで、96 穴プレートを

利用した糞便サンプルからの DNA 抽出方法について検討し、簡便で迅速な多検体

DNA 抽出・精製法を開発する。さらに、開発された新たな多検体処理方法について、

従来法による DNA 抽出方法との比較検討を実験感染牛や野外牛の糞便を用いて実施

する。 

 

（３）中課題３：遺伝子組換え抗原を用いた ELISA 法の開発 

提案者らの研究チームにおけるこれまでのヨーネ菌抗原解析やヨーネ菌実験感染

牛の免疫応答の研究から見出された有望な抗体検査用抗原について、その遺伝子組換

え蛋白抗原を利用した特異性の高い ELISA 法の開発を目指す。また、現行のヨーネ

病 ELISA では、ヨーネ菌以外の抗酸菌感染が ELISA の非特異反応に関与している

可能性が疑われている。特に ELISA の非特異反応が疑われる牛が多数摘発される農

場では高温発育型抗酸菌が分離される事が多いため、これらの抗酸菌の ELISA 非特

異反応への関与を解明する。 

１）小課題１：ヨーネ菌遺伝子組換え抗原の作製方法の確立と ELISA への応用、種々

の牛血清を用いる ELISA の感度・特異性の評価 

 現行の ELISA よりも特異性と抗体検出感度が高い検査法を確立するために、ヨー

ネ菌遺伝子組換え抗原を用いる ELISA について検討する。これまでの研究により、

抗体検査用として有望なヨーネ菌抗原（echA 抗原）を見出し、少量の遺伝子組換え

体の作出にも成功しているので、本抗原を中心として ELISA 法への応用について検

討する。大腸菌を用いて作製した遺伝子組換え echA 抗原は、不溶性蛋白として大部
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分が沈殿するため多量に抗原を作製することが難しい。そこで、大腸菌以外の発現系

（ブレビバチルス系等）を用いる抗原の作製や可溶性蛋白質との融合蛋白としての発

現等について検討し、遺伝子組換え抗原の効率的作製方法を確立する。また、ヨーネ

菌 echA 抗原に加え、これまでの試験研究によって抗原性が明らかになっているヨー

ネ菌の抗原についても解析を続け、有用な抗原が見出された場合は、ELISA への応

用について検討する。さらに、開発された ELISA について、ヨーネ菌実験感染牛や

多くの野外牛血清を用いて、ELISA の抗体検出感度と特異性を検討し、抗体検査法

としての診断基準を策定する。 

２）小課題１： ELISA の特異性の評価、非特異反応の原因究明 

 現行 ELISA による非特異的陽性反応が疑われる牛が多数摘発される農場では、ヨ

ーネ菌以外の抗酸菌、特に Mycobacterium thermoresistibile や Mycobacterium 

hassiacum 等の高温発育型抗酸菌が環境中から多数分離される事例があることから、

これらの抗酸菌のヨーネ病 ELISA への影響について検討する。さらに、ヨーネ菌お

よび関連の抗酸菌を接種した実験牛について、免疫応答の解析とともに、病理組織学

的解析を実施し、ヨーネ菌感染との違いを明らかにする。 
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３．年次計画 

 

項目 平成２３年度 平成２４年度 平成２５年度 

１ リアルタイム PCR 検査と他

の検査方法との比較・検討 

 

（１）リアルタイム PCR 検査とヨ

ーネ菌培養検査成績の比較検討 

 

（２）液体培地中ヨーネ菌迅速検

出法の確立 

 

２ 糞便等からの DNA 抽出にお

ける多検体処理及び迅速化の検討

 

３ 遺伝子組換え抗原を用いた

ELISA 法の開発 

 

（１）ヨーネ菌遺伝子組換え抗原

の作製方法の確立と ELISA へ

の応用、種々の牛血清を用いる

ELISA の感度・特異性の評価 

 

（２）ELISA の特異性の評価、非

特異反応の原因究明 

 

   

所要経費（合計） 10,052 千円 9,800 千円 9,800 千円 

 

 

動物衛生研究所 

動物衛生研究所

動物衛生研究所

動物衛生研究所

動物衛生研究所
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４．実施体制 

項目 担当研究機関 研究担当者 
エフォート

（％） 
研究総括者 (独)農業・食品産業技

術総合研究機構動物

衛生研究所 

森 康行 50 

１．リアルタイム PCR 検査と

他の検査方法との比較・検討 
(独)農業・食品産業技

術総合研究機構動物

衛生研究所 

○ 森 康行 前出 

（１）リアルタイム PCR 検査

とヨーネ菌培養検査成績の比

較検討 

△ 
 
 

森 康行 
永田礼子 
川治聡子 

前出 
40 
40 

（２）液体培地中ヨーネ菌迅速

検出法の確立 
 

 
△ 
 

川治聡子 
西森 敬 

前出 
10 

２．DNA 抽出における多検体

処理及び迅速化の検討 
(独)農業・食品産業技

術総合研究機構動物

衛生研究所 

○ 森 康行 
永田礼子 
川治聡子 

前出 

３．遺伝子組み換え抗原を用い

た ELISA 法の開発 
(独)農業・食品産業技

術総合研究機構動物

衛生研究所 

○ 永田礼子 前出 

（１）ヨーネ菌遺伝子組換え抗

原の作製方法の確立と ELISA
への応用、種々の牛血清を用い

る ELISA の感度・特異性の評

価 
 

△ 
 
 

永田礼子 
川治聡子 
森 康行 

前出 
前出 
前出 

（２）ELISA の特異性の評価、

非特異反応の原因究明 
 

△ 
 

森 康行 
田中省吾 

前出 
20 

 

研究担当者欄について、中課題担当者には○、小課題担当者には△を付すこと。 
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Ⅱ．研究実績報告  

１．中課題１：リアルタイム PCR 検査と他の検査方法との比較・検討 

（１）成果の概要 

工程表 進捗状況・成果 

1）ヨーネ病リアルタイム PCR 検査法の試作

キットについて、保存安定性、検出感度、特

異性を経時的に評価し、実用化に必要なデー

タを集積（小課題１関連）。（平成 23 年度）

2）液体培地中ヨーネ菌の迅速検出法として、

培養液中ヨーネ菌の遺伝子を検出する方法

を比較し、最適な液体培地遺伝子検査法を決

定(小課題２関連)。(平成 23 年度) 

 

 

 

 

 

 

↓ 

1）診断キットを薬事・食品衛生審議会へ申

請（小課題１関連）。（平成 24 年度） 

 

 

2）決定された培養液遺伝子検査法について、

野外糞便を用いた培養検査における検出感

度等を評価（小課題２関連）。（平成 23、24

年度） 

 

3）培養液の遺伝子検査よりもさらに迅速な

検査法を開発するために、ヨーネ菌抗原検出

法を検討（小課題 2 関連）。(平成 24、25 年

度) 

 

 

 

 

1）試作キット 3 ロットについて、現時点で

1 年間の保存安定性試験が終了し、ヨーネ菌

DNA の検出感度、特異性、酵素の安定性を

確認。（平成 23 年度） 

2）培地からのヨーネ菌 DNA 抽出方法とし

て、市販ヨーネ菌 DNA 抽出キット、市販

DNA 簡易抽出剤、抗酸菌集菌ビーズ、加熱

抽出法を比較した結果、加熱抽出法が迅速で

簡便な培養液中ヨーネ菌DNA検出法である

ことが判明。（平成 23 年度） 

3）モノクローナル抗体を用いるヨーネ菌迅

速検出法を開発するために、ヨーネ菌の液体

培地培養上清に対する抗体産生ハイブリド

ーマを作出。（平成 24 年度） 

↓ 

1）ヨーネ病リアルタイム PCR キットを動物

用体外診断用医薬品製造販売の承認を申請

し、平成 24 年 12 月 13 日に承認。（平成 24

年度） 

2）ヨーネ病発症牛の糞便培養では、培養後

7〜10 日間でヨーネ菌 DNA の増量を加熱抽

出法とリアルタイム PCR により検出、従来

2ヶ月以上を必要とした寒天培地培養法に較

べ大幅な迅速化が可能。（平成 23 年度） 

3）牛糞便からのヨーネ菌分離において、寒

天培地では培地上にコロニーが確認される

までに 2-5 カ月を要したのに対し、液体培地

では平均 30.5 日で蛍光が検出され、ヨーネ

菌の増殖を確認。（平成 24、25 年度） 

4）ウシ型およびヒツジ型ヨーネ菌を MGIT

培地で培養し、蛍光および DNA 量の変化を

観察したところ、接種菌量に依存して DNA
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↓ 

 

 

 

 

 

1）ヨーネ病リアルタイム PCR 検査法を家畜

伝染病の検査法に盛り込むための施行規則

の改正 

 

2）ヨーネ菌抗原検出法について、野外糞便

を用いた培養検査における検出感度等を評

価（小課題２関連）。（平成 24、25 年度） 

 

 

 

 

3）得られた抗体産生ハイブリドーマの解析

をすすめ、イミュノクロマトグラフィー法等

により液体培地中ヨーネ菌の増殖を検出す

る方法を検討。（平成 25 年度） 

量の増加を認めた。ヒツジ型ヨーネ菌はウシ

型菌と比べると発育が遅く、さらに、バンコ

マイシンが添加された培地では発育が抑制

された。（図 1）（平成 25 年度） ※1 

6）ヨーネ菌培養上清に対するモノクローナ

ル抗体（Mab）が最終的に 58 種類得られた

が、ヨーネ菌培養上清に対して特異的に反応

し、他の抗酸菌とは交差しない Mab は認め

られなかった。（平成 24、25 年度） 

↓ 

1）家畜伝染病予防法施行規則が改正され、

平成 25 年 4 月よりリアルタイム PCR が家

畜伝染病予防法上の検査として施行された。

（平成 24 年度） 

2）液体培地から加熱法により DNA を抽出、

リアルタイム PCR によりヨーネ菌を同定す

る方法を感染牛由来の糞便材料へ応用した

ところ、寒天培地法に比べて検出率が向上

し、培養期間が大幅に短縮。液体培地による

ヨーネ菌培養法を病性鑑定指針に推奨法と

して記載。（平成 25 年度） 

3）ヨーネ菌培養上清中抗原に対するモノク

ローナル抗体は作出されたが、それらを用い

るヨーネ菌検出系は開発出来なかった。（平

成 25 年度） 

成果目標：リアルタイム PCR を用いたヨーネ病遺伝子検査を実用化するために、診断

キットを薬事・食品衛生審議会へ申請するとともに、法定検査法としての診断基準を

策定する。さらに、ヨーネ菌分離率の向上と培養期間の短縮が期待できるヨーネ菌液

体培養法の普及を図るために、液体培地中のヨーネ菌増殖を簡便に検出する方法を確

立。 

＜成果の概要の補足＞ 

※１：ウシ型およびヒツジ型ヨーネ菌を MGIT 液体培地で培養し、増殖のインディケー

ターである培地底部の蛍光と DNA 量の変化を観察したところ、接種菌量に依存して

DNA 量の増加が認められ菌の増殖が確認された。ヒツジ型ヨーネ菌は一般に寒天培地
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では増殖出来ないが、液体培地では増殖した。しかし、ウシ型菌と比べると発育が遅

く、さらに、バンコマイシンが添加された培地では発育が抑制された。 

 

  

 
図１．MGIT 培地におけるウシ型・ヒツジ型ヨーネ菌の増殖 

ウシ型・ヒツジ型ヨーネ菌ともに接種菌量に依存して DNA 量が増加したが、ヒツジ

型ヨーネ菌はウシ型菌と比較して発育が遅い。 

 

２．中課題２：DNA 抽出における多検体処理及び迅速化の検討 

（１）成果の概要 

工程表 進捗状況・成果 

1）DNA 吸着体を装着した 96 穴プレートを

用いるヨーネ菌 DNA 精製法を確立。（平成

23 年度） 

 

 

2）96 穴の深底型プレートを利用し、96 サ

ンプルを同時にビーズ破砕処理するDNA抽

出方法を検討。（平成 23、24 年度） 

↓ 

 

1)決定された多検体処理方法の DNA 抽出効

率、処理時間の短縮、コンタミネーションの

防止策等について改良を検討（平成 24、25

年度） 

 

1)96 穴の深底型プレートを用いるビーズ破

砕処理と DNA 吸着体を装着した 96 穴プレ

ートを用いることにより、多検体よりヨーネ

菌 DNA を抽出することが可能。（平成 23 年

度） 

2)チューブを用いる従来の DNA 抽出・精製

法と比較して、96 穴プレート法の DNA 抽出

効率は同等。（平成 23 年度） 

↓ 

 

1)前年度に設定された処理条件について、検

定用糞便等を用いて試験を行ったが、

96-wellプレートの一部のwellでシールが剥

がれ、サンプル間のコンタミネーションが発

生。接着性と強度のより強いシールを選択し
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↓ 

 

 

 

 

 

 

 

2)野外感染牛の糞便等を用いて改良処理方

法を検証するとともに、実用化について検

討。（平成 25 年度） 

試験を行ったが、処理後の試薬添加が難し

く、全ての DNA 抽出・精製工程をプレート

で行うことは困難。（平成 24 年度） 

【追】ロシュ社の DNA 自動抽出・精製装置

を使用して糞便からのDNA抽出を試みた結

果、糞便をビーズ破砕処理後に DNA の粗精

製を行ってから自動 DNA 抽出･精製装置を

用いることにより、マニュアル操作で得られ

る DNA 量の約 60％の DNA が回収可能（平

成 24 年度） 

【追】多検体処理方法としてのプール糞便検

査法について、混合する糞便検体数、DNA

の抽出・精製法等について検討した結果、５

〜10 頭分の糞便をプールしても検査は可

能。また、複数の糞便を混合したプール材料

からのヨーネ菌 DNA 抽出・精製にはヨーネ

スピンキットを用いることが重要。（平成 24

年度）→ 平成 25 年度からの農食事業とし

て研究中 

 

2)多検体の糞便サンプルについて、全ての

DNA 抽出・精製工程を 96 穴プレートで行っ

た成績と個別にDNAを調製した時の成績を

比較すると、後者の方が糞便中に検出される

DNA 量が多い（図２）。（平成 25 年度）※2

3）多検体からの DNA 抽出・精製の全ての

工程を 96 穴プレートで行うことは困難であ

るため、ビーズ破砕工程は個別に行い、その

後の DNA 抽出・精製を、DNA 吸着膜を装

着した 96 穴プレートで行う方法が実用的で

ある。（平成 25 年度） 

 

成果目標：糞便等からのヨーネ菌 DNA 抽出・精製の迅速化、多検体処理が可能な技術を開

発する。 

＜成果の概要の補足＞ 

※２：多検体の糞便サンプルについて、全ての DNA 抽出・精製工程を、深底 96 穴プレ
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ートを用いたビーズ破砕処理と DNA 吸着膜を装着した 96 穴プレートによる DNA 抽

出・精製で行った成績と個別にチューブを用いて DNA を調製した時の成績を比較する

と、後者の方が糞便中に検出される DNA 量が多かった（図２）。この原因として、96

穴プレートを用いてビーズ破砕・遠心後の上清をマルチチャンネルピペットによるマ

ニュアル操作では正確に回収できなかった可能性等が考えられる。（（図２）。 

 
図２. 糞便からのヨーネ菌 DNA 抽出・精製方法の比較 

   JS-96: 96 穴プレートを用いて DNA を同時精製、JS:サンプル毎に個別精製 

 

３．中課題３：遺伝子組み換え抗原を用いた ELISA 法の開発 

（１）成果の概要 

工程表 進捗状況・成果 

1） ヨーネ菌 echA 遺伝子組換え抗原の効率

的作製方法を確立（小課題１関連）。（平

成 23 年度） 

2）種々のストレス負荷時に発現が増強され

るヨーネ菌抗原について、遺伝子組換え抗原

を作製し、抗体検査への応用性を評価（小課

題１関連）（平成 23 年度） 

3）ELISA の非特異反応が疑われる牛の血清

並びに当該農場の環境や乳房炎罹患牛の乳

汁から分離された抗酸菌の収集（小課題２）。

（平成 23 年度） 

 

 

 

 

1）精製法の改良により、大腸菌発現系を用

いて可溶性の蛋白質として組換え抗原を作

製することが可能。（平成 23 年度） 

2）ストレス関連蛋白質の組換え抗原 11 種の

うち、非感染牛血清には反応せず、感染牛の

感染初期に反応する抗原 5 種を解明。（平成

23 年度） 

3）当該農場からは M. thermoresistibile や

M. hassiacum 等の高温発育型抗酸菌、M. 

phlei 等が環境材料から分離され、乳汁から

は M. fortuitum、M. sumegmatis 等が高率

に分離されることが判明。（平成 23 年度） 

さらに、敷料や堆肥等からヨーネ菌と遺伝学

的に類似した鳥型結核菌群（MAC）である
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4）血清反応の非特異反応防止剤（カオリン）

や上記で収集された抗酸菌による血清の吸

収試験により非特異反応を解析（小課題２関

連）。（平成 23、24 年度） 

 

 

 

 

 

↓ 

1）実験感染牛血清、野外感染牛血清、陰性

農場由来牛血清、市販キットでの非特異反応

が疑われる牛血清など多くの血清を用いて

echA 遺伝子組換え抗原 ELISA を評価（小課

題１関連）。（平成 24、25 年） 

 

 

2）ヨーネ菌および関連の抗酸菌を接種した

実験牛については、免疫応答の解析ととも

に、病理組織学的解析を実施し、ヨーネ菌感

染との違いを明らかにする。（小課題２関

連）。（平成 24、25 年度） 

 

 

 

 

 

3）非特異反応か否かを推測するための抗酸

菌による吸収方法を確立する（小課題２関

連）。（平成 24、25 年度） 

 

 

↓ 

 

colombiense 等が分離される農場を確認。

（平成 24 年度） 

4）血清をカオリンと M. phlei の混合液等で

吸収することにより、非特異血清の ELISA

の吸光度は大きく低下するが、陽性血清はほ

とんど低下しないことが判明。（平成 23 年

度） 

また、これらの血清の多くは M. fortuitum

抗原による吸収処理を行うと ELISA OD 値

が大きく低下するものが多い。（平成 24 年

度） 

↓ 

1）遺伝子組換え抗原を用いた Map-echA 

ELISA用の96穴プレートを変更することに

より、牛 IgG のプレートへの非特異的吸着

を防止。野外血清を用いた試験により、現行

ELISA と比較して、Map-echA ELISA の特

異性と抗体検出感度がともに高い検査法で

あることを確認。（平成 24 年度） 

2）子牛を種々の抗酸菌に加え、M. 

thermoresistibile (Mth)と M. hassiacum 

(Mh)の死菌抗原で免疫し、得られた抗血清

を、市販 ELISA キットを用いて試験した結

果、抗 Mth, Mh 血清と ELISA 抗原との間

に強い交差反応は認められず、これらの抗酸

菌が ELISA の非特異反応と関連するか否か

は不明。交差反応が認められた抗血清は、抗

M. bovis BCG, M. avium, M. intracellulare

血清。（平成 24 年度） 

3）ELISA の非特異反応が疑われる血清の多

くは M. fortuitum 抗原による吸収処理を行

うと ELISA OD 値が大きく低下するが、陽

性血清でも一部 OD 値が低下するものがあ

るため、吸収用抗原の作製方法、血清の処理

方法の検討が必要。（平成 24 年度） 
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4）遺伝子組換え抗原を用いるヨーネ病抗体

検査法の確立と実用化（小課題１関連）（平

成 25 年度）。ELISA 抗体検査における非特

異反応か否かを推測するための手法を確立

（小課題２関連） 

 

4）Map-echA ELISA は、ROC 解析により、

現行の ELISA 3 種と比較して、AUC （曲

線下面積）、検出感度、および特異性がどれ

も高い検査法であった。（平成 24、25 年度）

※3 

5）Map-echA ELISA は他の ELISA との相

関係数は低いが、低度および中度感染牛血清

における抗体検出率が他の ELISA と比較し

て高かった。（表１）（平成 25 年度）※４ 

6）プレートへ吸着させた Map-echA 抗原の

力価は、10 か月間ほぼ安定していた。（平

成 25 年度） 

7）M. thermoresistibile、M. hassiacum、

M. fortuitum の生菌を仔牛の皮下ならびに

静脈内に接収後、経時的に採血し市販

ELISA キットを用いて抗体を測定した結

果、M. hassiacum 及び M. fortuitum 接種牛

において、ELISA 値の非特異的上昇が認め

られたが抗体陽性域までは達しなかった（図

３）。（平成 25 年度）※５ 

8）上記の抗酸菌接種牛について、生菌接種

後 2 ヶ月目に剖検を行ったが、皮下の接種部

位、付属リンパ節、主要臓器に抗酸菌感染を

疑う病理組織学的所見は認められなかった。

（平成 25 年度） 

9）ELISA の結果が非特異反応か否かの最終

的な判定には、吸収試験、ウエスタンブロテ

ィング試験、ならびに当該牛の遺伝子検査成

績等を総合的に判断することが重要である。

（平成 25 年度） 

成果目標：ヨーネ菌 echA 遺伝子組換え抗原等を応用した抗体検査法を開発する。さらに、

高温発育型抗酸菌等のヨーネ菌以外の抗酸菌の市販ELISAにおける非特異反応

への関与を解析する。 

＜成果の概要の補足＞ 

※３： Receiver-operator Characteristic (ROC)解析により、Map-echA ELISA は現行

の ELISA 3 種と比較して、AUC （ROC 曲線下面積）が最も大きく、検出感度並びに
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特異性が高い優れた検査法であった。 

 

※４： Map-echA ELISA は他の市販 ELISA キットとの相関係数は低いが（表 1）、低

度および中度排菌牛の血清における抗体検出率は他の ELISA よりも高かった。 

 

表 1 各 ELISA の相関係数 

 

 

 

 

 

※５： ヨーネ病 ELISA 抗体の非特異的上昇との関連が疑われている抗酸菌、M. 

thermoresistibile、M. hassiacum、M. fortuitum の生菌を仔牛の皮下ならびに静脈内

に接種後、経時的に採血し市販 ELISA キットを用いて抗体を測定した結果、M. 

hassiacum 及び M. fortuitum 接種牛において、ELISA 値の非特異的上昇が認められ、

これらの抗酸菌感染と非特異的 ELISA 値の上昇との関連が疑われたが、ELISA キッ

トの抗体陽性域までは達しなかった（図３）。 

 

 

図３. 種々の抗酸菌を接種した仔牛における市販ヨーネ病 ELISA の S/P 値の推移 

#67,72: M. fortuitum、#69, 73: M. hassiacum、#70, 71: M. thermoresistibile、 

#68: Control 
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Ⅲ．主要な成果 

１．成果の内容 

１）ヨーネ病遺伝子診断キットの実用化 

ヨーネ病遺伝子診断キットの実用化を目指して、ヨーネ病リアルタイム PCR キッ

トを民間企業と共同により作製、動物用体外診断用医薬品製造販売の承認を申請し、

平成 24 年 12 月 13 日に承認された（p6）。 

 

２）ヨーネ菌用液体培地を用いる培養方法、ヨーネ菌検出方法の確立 

液体培地中で増殖したヨーネ菌の検出方法として、加熱法により培養液から DNA

を抽出し、リアルタイム PCR でヨーネ菌の同定と同時に定量を実施して菌の増殖を

確認する方法を確立した。従来の寒天培地によるヨーネ菌分離培養法と比べ、液体

培地を用いることにより培養期間が大幅に短縮され、分離率が向上した（p7-8）。 

 

３）ヨーネ菌遺伝子組換え抗原を用いる ELISA の開発 

 ヨーネ菌遺伝子組換え抗原を用いる新たな抗体検査法（Map-echA ELISA）を

開発した。本法は現行のヨーネ病抗体検査法に比べ、感度と特異性が高い（p12-13）。 

 

２．成果の活用 

１）ヨーネ病リアルタイム PCR キットが家畜疾病診断薬として市販され、各都道府県

の家畜保健衛生所において、ヨーネ病の確定診断法として利用されている。 

 

２）液体培地を用いるヨーネ菌培養法、検出法をヨーネ病検査マニュアルに加え、ウ

ェブ上で公開した。さらに、病性鑑定指針にヨーネ菌分離培養法として、液体培地

を推奨培地に追加記載し、今後の普及を図る。 

 

３）ヨーネ菌遺伝子組換え抗原 Map-echA を用いる ELISA は、現行の３種類の ELISA 

と比較して、感度、特異度ともに高い検査法であることから、今後、実用化を目指

して民間メーカーと共同研究を行う予定である。 

 

Ⅳ．論文、特許等の実績等 

  別紙のとおり 
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