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はじめに 

 わが国では高齢化社会を迎え、高齢者の医療対策の一つである感染症対策が急務となっている。

さらに、近年の国内外における感染症については、「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」において指定されている感染症のうち、半数以上は何らかの形で動物が関与する

と考えられている。人と動物の関係がより密接になっている現在では、高齢者を中心とした感染

症に対して抵抗力の弱い人たちの感染予防だけでなく、人と動物との健全な関係を築くためにも

動物が保有する可能性のある病原体についてその保有状況を調査し、監視する必要がある。 

 本研究では、人が愛玩動物と接触する機会が増加しているという現状を踏まえ、イヌおよびネ

コに関する動物由来感染症としてカプノサイトファーガ感染症およびコリネバクテリウム・ウル

セランス感染症、鳥類に関するものとしてオウム病を取り上げ、これら愛玩動物との関連が指摘

される動物由来感染症について病原体の保有状況を調査し、さらに病原体の高感度な検出法につ

いて検討したので報告する。 

 

材料および方法 

① カプノサイトファーガ・カニモルサスの調査および検出法の検討 

2013 年度から 2014 年度にかけて神奈川県動物保護センターおよび県内の動物病院で採材された

イヌ 109 頭、ネコ 61 頭の口腔内ぬぐい液を検体とした。 

 検体を HI Broth に接種し、36℃で 18～24 時間増菌培養後、培養上清 500µl についてアルカリ熱

抽出法により DNA を抽出してテンプレート DNA とした。HI Broth の一部を菌分離のために HI

平板培地に接種後、36℃で 3 日間嫌気培養を行った。分離された菌株について、Suzuki らが設計

したプライマーを用いて PCR 法により菌種の同定を試みた。 

 多検体を一括して処理する効率的な検出法を検討するため、菌種同定に用いた上記のプライ

マーを SYBR 法によるリアルタイム PCR に応用して検出を試みた。リアルタイム PCR を実施後、

融解曲線により陽性が疑われる検体を選別し、アガロースゲル電気泳動により PCR 産物の産物長

を確認した。 

② コリネバクテリウム・ウルセランスの調査および検出法の検討 

 2013 年度から 2014 年度にかけて神奈川県動物保護センターおよび県内の動物病院で採材され

たイヌ 109 頭、ネコ 63 頭の口腔内ぬぐい液あるいは目脂を検体とした。 

 検体を勝川変法荒川培地およびチンスダール培地に接種し、36℃で 1～2 日間培養した。平板培

地に発育した菌の密集部分をかき取り、アルカリ熱抽出法により DNA を抽出してテンプレート
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DNA とした。Nakao らの報告に従い、ジフテリア毒素遺伝子を標的とした PCR 法を行い本菌の検

出を試みた。 

 コリネバクテリウム・ウルセランスの高感度な検出法を検討するため、23S rRNA 遺伝子および

DNA ジャイレース遺伝子の塩基配列を元にプライマーおよび蛍光標識プローブをそれぞれ設計

した。23S rRNA 遺伝子検出用のプライマーは、Cul-1F（GCTGGTTTGTGCATGTGTTA）および

Cul-1R （ CGCTATCGGTCATTACAAGTAT ）、 蛍 光 標 識 プ ロ ー ブ は Cul-1P

（GGAATCTGCTGTGAATC TGCCG）とした。DNA ジャイレース遺伝子検出用のプライマーは、

CuGy-1F（TGGATCAG ATGCTGCGCTA）および CuGy-1R（CGGCGAATCAAAGCAATAAC）、蛍

光標識プライマーは CuGy-1P（GAAGCGTGCTCATATCCTGCG）とした。反応条件は、95℃で 1

分間の加熱後、95℃で 1 秒、60℃で 20 秒、72℃で 25 秒のサイクルを 45 回行うよう設定した。当

所に保存されていたコリネバクテリウム属菌 7 株（Corynebacterium diphtheriae 4 株、

Corynebacterium ulcerans 1 株、Corynebacterium pseudodiphtheriticum 1 株、Corynebacterium xerosis 

1 株）を用いてテンプレート DNA を作製し、上記プライマーセットの特異性について検討した。 

③ オウム病クラミジアの調査および検出法の検討 

 神奈川県動物保護センターおよび県内の動物病院で採材されたトリ糞便 54 検体について、

QIAGEN DNA Stool Mini Kit を用いて DNA を抽出し、MOMP 遺伝子を標的とした PCR 法によりオ

ウム病クラミジアの検出を試みた。 

 さらに、本菌の検出精度の向上を図るため、16S および 23S rRNA 遺伝子の塩基配列からプライ

マーおよび蛍光標識プローブをそれぞれ設計した。16S rRNA 遺伝子検出用のプライマーは、Cｐ

ｓ16SF（AACGGAATAATGACTTCGGT）および Cｐｓ16SR（GGTCAATCTCTCAATCCGCC）、

蛍光標識プローブは Cps16P（AGTCTATGGGATATCAGCTTGTTGGT）とした。２３S rRNA 遺伝

子検出用のプライマーは、Cps23SF（AAAAGAGCGTTTAGTCGTTTG）および Cps23SR（AGAATCAT 

CACTTCCTTACTCAC）、蛍光標識プライマーは Cps23SP（TTCTAGCGGGGGCCTACCG）とした。

反応条件は、95℃で 2 分間の加熱後、95℃で 1 秒、60℃で 20 秒、72℃で 25 秒のサイクルを 45

回行うよう設定した。当所に保存されていたオウム病クラミジアの DNA サンプル 8 検体および

上記のトリ糞便 54 検体を用いてプライマーの特異性および有用性について検討した。 

 

結果 

① カプノサイトファーガ・カニモルサスの調査および検出法の検討 

 イヌは 109 検体について調査した結果（表 1）、PCR 法により 68 検体で検出され陽性率は 62.4%

であった。ネコは 61 検体について調査し 21 検体で検出され、陽性率は 34.4％であった。菌分離

を試みたが、発育菌の密集部分では PCR 法により標的 DNA が検出されたものの単離した集落で

は検出されず、菌は分離されなかった。 
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② コリネバクテリウム・ウルセランスの調査および検出法の検討 

 イヌ 109 検体およびネコ 63 検体について調査した結果（表 1）、コリネバクテリウム・ウルセ

ランスはジフテリア毒素遺伝子を標的とした PCR 法では検出されず、培養法においても菌分離に

は至らず、陽性率は 0%であった。 

 コリネバクテリウム・ウルセランスの検出法について検討した結果、23S ｒRNA 遺伝子および

DNA ジャイレース遺伝子検出用のプライマーおよびプローブのセットによるリアルタイム PCR

は、今回用いたコリネバクテリウム属菌ではコリネバクテリウム・ウルセランスのみが陽性であっ

た。 

  

図 1 コリネバクテリウム・ウルセランス検出用のリアルタイム PCR の結果 

図 1 左：Cul-1F/R/P、図 1 右：CuGy-1F/R/P 

 

③ オウム病クラミジアの調査および検出法の検討 

 トリ糞便 54 検体について PCR 法によりオウム病クラミジアの調査を実施した結果、いずれの

検体からもオウム病クラミジアは検出されず、陽性率は 0%であった。 

 オウム病クラミジアの検出法について検討した結果、16S ｒRNA および 23S rRNA 遺伝子検出

用のプライマーおよびプローブのセットを用いたリアルタイム PCR は、オウム病クラミジアの

DNA サンプルのみが陽性を示した。 

 
表1　病原体保有状況の調査結果

検体数 陽性（％） 検体数 陽性 検体数 陽性

イヌ 109 68 (62.4%) 109 0 NT

ネコ 61 21 (34.4%) 63 0 NT

トリ NT NT 54 0

NT：試験未実施

カプノサイトファーガ
・カニモルサス

コリネバクテリウム
・ウルセランス

オウム病
クラミジア
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図 2 オウム病クラミジア検出用のリアルタイム PCR の結果 

図 2 左：Cｐｓ16SF/R/P、図 2 右：Cｐｓ23SF/R/P 

 

考察 

 カプノサイトファーガ・カニモルサスについてはこれまでの報告からもイヌおよびネコについ

ては高い検出率が指摘されてきたが、今回の結果からもイヌで 62%を示すなど高い保有率が示さ

れた。イヌやネコの飼育頭数等を考慮すれば本菌による感染症の発生率は低いものと思われるが、

高齢者を中心とした感染症への抵抗力が弱い人たちがイヌやネコと接する場合には、手洗い等の

基本的な感染予防策に加え愛玩動物との接し方についても考慮する必要がある。また今回、分離

菌が得られなかったが、菌分離に向けた分離培地等の検討については今後の課題と思われた。 

 カプノサイトファーガ・カニモルサスの検出法の検討では、リアルタイム PCR を利用すること

により、多検体を一括して判定することが可能となり、スクリーニングに有効であった。本法で

は融解曲線による解析が必要となるが、非特異的な増幅産物により正確な判定が困難な場合も

あったことから、蛍光標識プローブを用いるなど特異的な検出法についても検討が必要と思われ

た。 

 コリネバクテリウム・ウルセランスは今回検出されなかったが、全国的には症例数は少ないも

のの毎年のように患者発生があり、本県においても過去に 1 例確認されている。症例の中には愛

玩動物が原因として疑われた事例も報告されていることから、今後も愛玩動物について継続した

調査が必要と思われた。 

 コリネバクテリウム・ウルセランスの検出法の検討については、今回の結果からは特異性に問

題は認められなかったが、増幅効率については改善が必要と思われた。今後は分離株を増やすな

ど複数の菌株についての検討が必要と思われた。 

 オウム病患者は全国で 2000 年以降に年間 9～54 例（平均 27.4 例）が報告されている。国内の

集団感染事例では野鳥の関連が指摘される場合もあるが、感染源としては愛玩用の鳥類が最も重

要である。今回、オウム病クラミジアは検出されなかったが、愛玩用の鳥類を飼育している家庭

は多く存在し流通量も多いことから、本菌の保有状況については継続して調査する必要がある。 
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 オウム病クラミジアは細胞内寄生性であり人工培地を用いた培養はできないため、検出には高

感度な遺伝子検出法が求められ、さらに Chlamydophila 属菌の塩基配列に基づく分類を考慮した

方法であることが望ましい。今回、オウム病クラミジアの検出法の検討に用いたプライマーおよ

びプローブの 2組のセットは、Chlamydophila属菌の分類に用いられた 16S ｒRNAおよび 23S rRNA

遺伝子の塩基配列を参考にそれぞれ設計しており、陽性対照として使用した 8 検体のオウム病ク

ラミジアの DNA サンプルすべてにおいて正しく検出された。これら 2 組のセットを併用するこ

とにより、本菌の検出の特異性は高まるものと思われるが、他の Chlamydophila 属菌を用いた検

討が今後必要と思われた。 

 今回の調査結果については、動物由来感染症の予防に向けて県民へ情報提供されている。今後

も継続して調査を実施することにより、迅速な病原体の探知だけでなく感染症の予防について啓

発し、感染症について正しく理解されるよう今後も検討したいと考える。 
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経費使途明細

オリゴDNA合成及びPCR関連試薬 272,484円

培地類 103,831円

採材用器材等消耗品 122,850円

振り込み手数料（2回分） 1,404円

合　計 500,569円  
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