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沖縄島産マングースを用いたペスト抗体産生実験

およびペスト抗体保有調査
石橋拾l*，西島拓!，角田かおり1，須藤健二1,2，山下勝弘1,3，小倉剛1，砂川勝徳1，仲田正４
l琉球大学農学部生産環境学科，２株式会社南西環境研究ﾂﾗff，３八千代エンジニヤリング株式会社，４琉球大学農学部生物生産学科
EXpaimentoflheantiboCb/rcSponseandsemlOgicalsurveyofplaguewilhsmallAsianmongoose
c印tumdonOkmawqjimaiSland

osmnulSHBASml2*,TkkuNISmⅢMAI,KaonSUMIDAl,KenjiSUDO2，
KatsuhiloYAMASIⅡ11013,ＧｏＯＧＵＲＡｌ,KatsunoriSUNAGAWoL1andT白dashiNAKADA4
ＩＤﾋﾟｷﾞﾌﾋﾞZnmC,Tjq/ｎmｼ、"027,nSbjePTC巴”ECI,'２０ﾉbgOlFbm妙qf《９７１，ﾉ伽,2》〔ﾉｶiMeｿ:,妙q/ZMbﾉzdb2z4S，

ZNanseiEnvimmnemalLzummtmyCo.,Ltd,3YachiyoE【堰jneaingCo.,UdL，
bEipqnmcmq/BiZY力、`αiDlLFhcz4lb′qf<gｱﾌﾞ、ﾉｶ､2;【〃mAePHFjO'qnMO2mb2Ms，
Abstlact
WetriedtotheimmunologicalexperimentofantibodyI℃sponsewithsMnallAsianm〔mgoose(H臼P昭８１筍jiuwmJuicuZOcaptm℃donOldnawajimaisland，
whichinoculatedplague(】伽mdhzpesU2D)vaccinMndthemcamedoutthesemUoごcaltestmeasuIinganti-plagueantibodytiterbyIgGELISA
Th正egUups(eachoffburmdividuals)ofmomgoosemoculatedbWthedifhmtwayswhichmsubcuImneousomtheirb団ck,immdemDalomtheir
back,orinthecmmlmuscleI℃spectiveb5andanoUlerthmeg⑪upsofmongooseinocuMedwithundilutedpIaguewoccinMilutedoneatl:10,or

l:10withfi℃、｡，sadjuvanL1℃spectiveIywe1℃conlpa配dAstheI℃sulLUle印UupofmongooseinoculatedinmtmdennalwasfbumdtoincH℃aseof
anti-plagueantibodytiteH6andinoculatedindilutedatl:10withadjuvmtwasfbundtohigmyincrcaseofanti-pUagueantibodytiteH8ThecutofMlue

(theaver2geODvmlue＋３×standarddeviatiom)calculatedfmmnegativecountmlsemwasO蝿andthemtioofmdividualoverthecutMTvalue
was5ｎ％(13outof231)bylgGELISA

キーワード：マングース，ペスト，抗体応答，ＩｇＧELISA，沖縄島
KeywM：smallAsianmongoosC,plaguMntibodyrCSponse,IgGEUSAPkinawzljimaiskmd

緒言
ペスト菌（距醐mpas1HS）はエルシニア属に位置するグラム陰fｔ

いてペスト保菌ネズミの捕食によるペスト感染を起こしている可能

性があると考えられる．’)また，マングースはペスト菌の媒介能を

持つノミの寄生例もあること8)から,仮に沖縄島へペストが侵入し

桿菌で，主にげっ歯類とノミの間の循環の確立により，ヒトや家畜

た場合，マングースがその定着と伝播を担い，公衆衛生上大きな脅

およてX野生動物に人獣共通感染症を引き起こすことが知らｵTている．

威となる可能性があると考えられる．

ペストの流行は西ヨーロッパ，中国，アメリカなど世界各地で確認

現在、ペスト菌の検査には菌の分離，同定などの抗原学的検査法

されている.')わが国では18”年に神ﾖにおいてインドから来航し

，)と血清学的検査法として，血球凝集反応gLl2)，補体結合反応11)，

た船舶より保菌ネズミが侵入し，ヒトのペスト感染が確認されてい

ラテックス凝集反応'0）がある野生動物における感染症の検査は

る．’)その後，横浜，大阪，長崎でヒトのペスト感染が報告されて

短時間で結果を得ることが防疫上重要である．現在のところ，ペス

いる２３)が，沖縄島では感染事例はない．

ト菌の特異タンパク質であるFiactionl（以下、Ｆ１という）タンパ

１９１０年にネズミとハブ（P>,,m6oj/j,ZpS/３，ﾉ、'７m[F）の駆除を目的
として英領インドで捕獲されたジャワマングース（Hblpesz巳s
mwmjbzAs）（以下､マングースという）力Ｗ１縄島に人為的に持ち込ま

良い検査法として知られている．’3）

れた.４５)当時のインドではペストの流行があったことが報告されて

負荷する免疫実験を行い，ペスト抗体産生の推移について

いる．’)マングースは主に昆虫類は虫類，ネズミ類を捕食してい

IgC-EuSA法を用いた血清学的数値から陽性おより､雲性の判定基準

ることが明らかにされていることから6,7),マングースがインドにお

を求めた．これをもとに沖縄島産マングースのペスト抗体保有調査

＊CorTCspondingauthor（Email:ishibashi-osamu＠kenekigojp）

ク９，１１)を抗原として用いるIgGELISA法は,迅速かつ簡単で感度の
本研究では，ペストワクチンを用いてマングースへペスト抗原を
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２

釈群は生理食塩水でペストワクチンを１０倍希釈したものを使用し

を行った．

た．アジュバント群は初回のみアジュバントを使用し，アジュバン

実験材料および方法
1.材料

l)供試マングース
2004年３月から９月の間に)中縄島の西原町,恩納村および中城村

トは抗原液5倍希釈液とl:lで混合して抗原液10倍希釈液とした．

また,対照群は生理食塩水を用いた.抗原接種方法は皮内接種とし，
接種量は0.6mlとした．初回抗原接種は０週目に行い，追加抗原接
種は，２週目以降５週目まで週１回行った．アジュバント群の追加
抗原接種は,抗原液１０倍希釈液のみを使用した.採血は抗原接種部

にて捕獲したマングース31頭（雄28頭，雌３頭）を用いた．

位の検討と同様に行った．

2)供試マングース血清

5)マングースの抗ペスト抗体測定

2002年７月から2004年１０月の間に沖縄島で捕獲されたマングー

ス231頭（雄123頭，雌108頭）から採取した血清を用いた．

マングースの抗ペストIgG抗体を酵素免疫測定法IgC-EUSA法を
行った．’3)すなはち，抗原液は精製ペストＦ１抗原粉末を化学天

秤にて1ｍｇ秤量し，これを1mlのリン酸緩衝液(以下､ＰＢＳ(-）と
２実験方法

いう）に一晩４℃で溶解して調製し，ストック抗原液とした．スト

l)マングースの不動化

ック抗原液は炭酸緩衝液(精製水1,000mlあたり炭酸ナトリウムL6g

マングースは自作の捕定箱を用いて捕定し，塩酸メデトミジン

および重炭酸ナトリウム2.929にて調製）で100倍希釈し，マイク

（ドミトール⑰，明治製菓，0.1mg/kg）と塩酸ケタミン（ノモペイ
ン②，第一製薬，１２mg/kg）の混合液を下腿部筋肉内投与にするこ

ロプレートGJuncMaxysoIpHatplabe）の各wellにl0qUlずつ分注

とにより不動化を行った．覚醒は塩酸アチパメゾール（アンチセダ

外の非特異的な反応を見るため，被検血清を固相化しないブランク

ン②，明治製菓,004mg/kg）を下腿部筋肉内投与により行った．
2)マングースの飼育

を設けた．翌日，TWeen20を005％添加したPBSし）（以下､ＰBST

し,４℃で一晩静置して抗原を固相化した．また,抗原と二次抗体以

という）で２回洗浄後，スキムミルク（Difbo社）を５％添加した

実験に供したマングースは,実験室内で個別に飼育箱(200ｍｍ×

PBST（以下、MilkPBSTという）を各wellに20qUlずつ分注し，1

250ｍｍ×600mm）を用いて飼育した.給水は給水器を用いて不断給

時間室温にて静置してブロッキングした．再びPBSTで１回洗浄し

水とし，餌料は豚肉を１日309与えた．採血日の前日は絶食とし，

た後,MilkPBSTで被検血清を100倍希釈したものをlOqulずつ各

給水のみを行った．'415)実験開始前に馴化期間として最低３日を設

wellに分注し,1時間静置した.次にPBSTで３回洗浄した後にHolse

けた．

RadiShPemxydase(以下,mRPという）で標識した抗フェレットIgG
（H＋L）ヤギ抗体（BETHYL社）をMikPBSTで1,Ⅲ倍希釈し

3)抗原接種部位の検討
2004年３月から４月の間に捕獲した15頭のマングース(雄13頭

たものを全てのwellにl0qUlずつ分注し,室温にて1時間静置した．

雌２詞を抗原接種部位の検討に使用した．マングースは，皮下接

PBSTで４回洗浄の後，発色基質液として，クエン酸緩衝液（精製

種群，皮内接種群，筋内接種群の各５頭ずつに分け，各群の合計体

ン（国立感染症研究所,２×108CFU/ｍＤを用い，接種量をヒト（体

水1,000mlあたりにクエン酸４６８９およびリン酸二ナトリウム・二
水和物9ｍｇを溶解し，全量を1,000mlとして調製）２５mlにオルト
フェニレンジアミン１０mg/錠（和光純薬）を溶解し，使用直前に過

重が等しくなるよう配慮した．接種する抗原として，ペストワクチ

重約60kg)とマングース(体重約6009)の体重換算によって決定し，

酸化水素液lqulを加えたものをl00lulずつ分注し,１０分間発色さ

接種するのに必要な総量を得るために抗原液を生理食塩水で100倍

せた後，１Ｍ硫酸5qUlを追加し発色反応を停止させた．OD492nm

に希釈し，全量を0.6mlとした．また，対照個体（各群１頭）は生

にて測定し,抗原を固相化したwellの値からブランクの値を差し引

理食塩水O6mlのみを用いた．皮下接種群は頚背部に0.6mlを，皮

いた値を０，値とした．

内接種群は毛刈りした背部(3ｃｍ×3cm）の皮内にOJmlずつ６ケ所
に計0.6mlを，筋内接種群は下腿部に０６mlをそれぞれ接種した.

実験結果

初回抗原接種は０週目に行い，追加抗原接種は，２週目以降５週目

まで週１回行った．採血は０週目以降７週目まで計７回，不動化し

1．抗原接種部位の検討

たマングースの頚静脈から行った．ｌ`18)採取した血液２０mlは，遠

抗原接種部位の試験に使用したマングース15頭の0週目の０，値

心分離を行い（3,OOOIpm,l5min)，血清を分離し分析まで-20℃で冷

の平均は020であった.皮下接種群では６週間の実験期間の０，値

凍保存した．

は0.03から034であり，目立った抗体価の上昇は観られなかった．

4)抗原接種量の検討

6週目の平均０，値は021で対象個体も021であり差はなかった．

2004年４月から９月の間に捕獲した16頭のマングース(雄15頭，

皮内接種群では０，値は013から0.75であり,被験２個体に顕著な

雌1頭）を抗原接種量の検討に使用した．マングースは，抗原液原

０，値の上昇が観られ残りの２個体では対象個体との差はなかっ

液群，抗原液10倍希釈群，FIamd，ｓ不完全アジュバント

た．６週目の平均０，値は043であり，対象個体は020であり差が

（SIGMA-ALDRICH社）を用いた抗原液10倍希釈群および対照群

あった.筋内接種群では０，値は009から055であり，被験ｌ個体

の４群に各４頭ずつに分け，各群の合計体重が等しくなるよう配慮

に顕著な０，値の上昇が観られたが，残りの３個体は対象個体との

した.抗原液原液群はペストワクチン原液を使用し,抗原液10倍希

差はなかった．６週目の平均０，値は0.22であり，対象個体も0.22
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であり差はなかった⑩igl)．

３

０，値の上昇が観られ残りの３個体は対象個体群との差はなかっ
た．６週目の平均ＣＤ値は0.22であり，対象個体群との差はなかっ

２抗原接種量の検討

た.アジュバント接種群では〔、値は0.22から1.57であったが,全

試験に使用したマングース１６頭の０週目の０，値の平均は0.29

ての被験個体に顕著な０，値の上昇が観られ６週目の平均０，値

であった.原液接種群の6週間の実験期間では0,値は0.18から1.11

は146であり，対象個体群は0.17であった⑱ig2)．

であったが，被験１個｛本に顕著な０，値の上昇,２１固体に明らかな
増加が観られたが,残りの１値1体は対象個体群との違いはなかった．
6週目の平均０，値は0.57,対象|固体は0.17であり差があった．１０

倍希釈接種群では０，値は０１３から0.37であったが,被験１個体に
0.5

▼

▼▼▼▼

２

▼

▼▼▼▼
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3.マングースの抗ペスト抗体価の測定

2002年（n=82）で0.24,2003年（､=87）で0.28,2004年（n=62）

実験に用いた31頭のマングースの実験開始時の０，値を測定し，

で0.31であり，2002年とその他の間で０，値に有意差があった（ｐ

平均値十標準偏差×３からカットオフ値を0.46とした．雄マングー

＜0.05)(Table2).また,カットオフ値を超える血清は13頭分(5.6％）

スの平均０，値は０２７，雌マングースでは028であり，０，値にマ

であり，最大値はＭ７であった．

ングースの性差は認められなかった〈Tablel)．捕獲年別の０，値は
H1blelCompansonofsamaldiHblmceinsmaUAsizmmongooseto
antiphgleEmibodybyIgGEUSAtcsL
ｆ

、

士SD

avcmge

028士0.11

２３１

027±０．１１

027士０．１１
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士ＳＤ・

avaagc

０２８

０３１
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＊
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士士士
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肛町位

2002
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Positive

mtio(％）
2.4

4.6

113

＊＊＊：ｐ＜0.05
,

考察
1．ペスト抗体産生実験

皮下接種群および筋内接種群は対照個体との差が見られず抗ペス

トIgGの産生はなかったが;皮内接種群では抗ペストIgCの産生が
見られた．ヒトにおいては，狂犬病ワクチンは筋内接種ジフテリ
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４

ア，百日せき，破傷風，日本脳炎，インフルエンザなどのワクチン

は皮下接種また，ポリオワクチンは経口接種である．’9)予防接種

要約

の方法として皮内接種は特殊であるが，皮内接種では抗原が貯留し

てマクロファージやリンパ球との接触および相互作用の機会が他の

ジャワマングースに対しペストＦ１抗原を負荷する免疫実験を行い，

接種方法より多いと考えられる．

ペスト抗体産生の推移をIgC-EUSA法により，陽性および陰性の判

抗原液10倍希釈群では抗体産生が認められなかったが,アジュバ

断基準を求めた．その結果，免疫負荷は皮内接種により明確な抗体

ントを用いた抗原液10倍希釈群では明らかな抗体産生を認めた.ま

価の上昇を確認し，また，カットオフ値を０．４６とした．次に椀フ

た，アジュバント群は原液群より早く抗体産生の推移を得ることが

ェレットIgCを用いて，ペスト特異タンパク質Ｆ１を抗原として沖

できた．これらのことから，マングースの免疫応答においてアジュ

縄島のジャワマングースについて，2002年11月から2004年１０月

パントカ塙い抗体産生効果を持つと考えられる．アジュバントには

に捕獲された231頭における抗体保有調査を行った．カットオフ値

抗原を体内に長時間留める作用があり，それによって接種部位に局

を超える個体は52％であった．

所の炎症を起こし，マクロファージの活性化や抗体産生細胞および

リンパ球の働きを促進する役割がある２０)ためと考えられる.各試験
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