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沖縄島産マングースにおけるELISA法を用いた

血清診断のための二次抗体の選定
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Abstract

ThesmallAsianmongoose(HCJpesmesjlzwz"伽s)wasintroducedfromIndiaimlD10tocontrolratandhabusmake(ＰＭ⑰６０８ｌｂ〃ｓ
/TmwimlHs)populationsonOkinawajimaisland・IthasbeenclarifiedthatthemongoosepossessesL〃mSp伽ａｍｄＭｂｗＭＵｈｕ・On

humanbeastcommoninfectiousdiseasewiththesesituationsorthepossibilityinwhichthemongoosepropagates，itisvery
importanttoinvestigatetheinfectionstatusinpreventionofepidemic､ThereisvariouslyserodiagnosticmethodepidemiologicaUy
usedatpresentlandithasthede化ctfOreconomicalefYiciencyandsensitivity・Howevemtispossibletocomparativelylittledoin
laｂｏｒａｎｄｔｉｍｅｔｈａｔｔｈｅＩｇＧＥＬＩＳＡｍｅｔｈｏdisexcellentfOreconomicalefTiciencyandbothsengitivityandthatitcatchesitinthe
experiment･Inthisexperiment,secondaryantibodywhichwasoptimｕｍｆＯｒｄｏｉｎｇｔｈｅｌｇＧ－ＥＬＩＳＡｍｅｔｈｏｄｕsingtheserumofthe
mongoosefOrthｅmongoosewasselected・ElevenkindsofsecomdaryantibodymarketedwereusedfOrtheexperiment･In-human，

rabbit,rat,guineapig,hamsteMatlmouselgGproteinGproteinLthattherewascolorreactionbythejunctionwithIgGantibody

ofthemongooseintwotypesofanti-ferretlgGandproteinAandthatthehoopresistsiMhereactionhardlycouldbeaccepted・
HoweveMherewasthesignificancefbrODvaluewhichbecameanindextotheintensityofthereactionbytheindMdualinprotein
A・And,thedifYCrenceoftheODvaluebetweenindMdualsoftheresultwhichtｈｅＯＤｖａｌｕｅｉｓｉｎｆｅｒｉｏｒｔｏｐｒｏｔｅｉｎＡｓhowedthe

proportionofthechangeinwhｉｃｈｔｈｅＯＤｖａｌｕｅｉｓｆｉｘｅｄｆＤｒｔｈｅｄｉｌｕtiondegreeofthesecondaryantibodysmallinanti-ferretlgG
TherefOre,availableandoptiumsecondaryantibodytothemongooseseemstobeanti-ferretlgG

キーワード：マングース、二次抗体、IgG-ELISA、沖縄島
Keyｗｏｒｄ：smallAsianmongoose,secondaryantibodyぅIgG-ELISA,Okinawajimaisland

緒言

年,マングースはほぼ沖縄島の全域に生息範囲を拡大し２３),在来
動物の捕食による生態系への影響4,5)や養鶏場における被害①等

沖縄島のジャワマングース（fbpe3/巳UZJwm〃s）（以下,マング
ースとする）は，ネズミやハブ(nDm6oUｿi'ZＦＭ【ZMimfS）を駆除

可能性に関しては，レプトスピラ7,8)，サルモネラ，,IC)およびＥ

するために1910年にインドから移入された外来動物である')が，

型肝炎'1)について明らかとなってきた．

の問題を引き起こしており，また，感染症病原体の保有や媒介の

本来その地域に存在しない動物であるため，その存在は移入され

感染症の検査方法としては,菌の分離やPCRなどの抗原学的検

た環境に対して多岐にわたり影響を与えていると考えられる．近

査法と血球凝集反応，補体結合反応，ラテックス凝集反応，酵素

*CorTcspondingauthor(E-mail： Ishibashi-osamukenekigo･IF ）
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免疫測定法（E､｡/meLinkedlmmunひsolventassay；ELISA法等）

血清を固層化しない空試験区を設けた．

などの血清学的検査法がある'2)が,菌の培養に時間を要する抗原

学的検査法に比べ，培養過程を伴わない血清学的検査法は迅速診

2)二次抗体の投入
一晩静置したマイクロプレートの各wellを0.059,61Wecn20添加

断法として有効な方法であり，特に，ＥＵＳＡ法は経済性と鋭敏性

リン酸緩衝液（以下，ＰBSTとする）を用いて洗浄し，５％スキム

に優れ，同時に多数の検体を処理できる利点がある13-1,など，

ミルク（Difbo製）添加PBST（以下，MilkPBSTとする）Z0qUl

野生動物を介した感染症調査の手法として優れている

を各wellに分注し，１時間室温にて静置し，再度PBSTで２回洗

我々はＥＵＳＡ法のうち,病原体特異IgG抗体の有無を検査する

浄した．MiIkPBSTで各種の二次抗体をそれぞれ１，０００倍から

手法であるIgG-EUSA法を用いて,マングースが持つ可能性のあ

16,000倍まで２倍段階希釈し,各wellに100,Ulずつ分注し,室温

る病原体の血清学疫学的調査を行うこととしているが，当該検査

にて１時間静置した．

に必要となるマングースIgGを認識するぺルオキシダーゼ(Horse
RadishPeTDxydase；HRP）標識二次抗体等は市販されていない．

3)発色・測定

一般的には，マングースのIgGをウサギ（Ｏ〕ＡＣの/tZgZ4,cz〃bzｨ肱)，
ヒツジ（Ｃｌ′K、伽）またはヤギ(QJpmaggzzgms）などに接種して

１０分間反応させる．反応後，１Ｍ硫酸5qUlを各wellに分注して

反応を停止させ,各wellについて492,ｍの吸光度を測定した.吸

得られる免疫血清を利用するが，自家調製することが困難なこと

光度i則定には,マイクロプレートリーダー(コロナ(株),MTP-32）

から，入手しやすい市販の各種の動物IgG認識二次抗体等を用い

を使用した.被検血清を固層化したｗｅｌｌの値から空試験区の値を

てマングースIgGとの反応性を比較検討し，最適な二次抗体の選

差し引いた値を０，値とした．

各wellをPBSTで４回洗浄の後,発色基賀夜l00lUlを分注し，

定を行った．

実験材料および方法

実験結果
1．二次抗体の反応性

実験に用いた3頭のマングースごとに11種の二次抗体を1,000

1．材料

l)被検血清

倍から１６，０００倍希釈して反応させた．その結果，抗-ヒト，ウサ

2004年７月から９月に沖縄島東村にて捕獲されたマングース雄

ギ，モルモット，ハムスター，ネコの各IgGおよびプロテインＧ

３頭をペントバルビタールナトリウム（ネンプタール⑨，大日本

とプロテインＬは，０，値が005未満であり，ほとんど反応がな

製薬,0.7mg/ＢＷ,腹腔内投与）で深麻酔後,腹大動脈からの全採

かった（図1)．抗-マウスIgGにおけるＬ000倍希釈から4,000倍

血によって血液を得た．血液は遠心分離（3,000,pm,１５分間）を

希釈の０，値は0.15から001の反応があったが,それ以降は値に

行い,血清部分を1.5mlチューブに入れ20℃で分析まで保存した．

ならなかった.抗-フェレットIgCでは1,000倍希釈から16,000倍

2)市販二次抗体等

希釈まで１．１８から０１２の反応が見られた．また，プロテインＡ

ＨＲＰ標識された抗-動物IgG抗体（抗‐ヒト，抗-ウサギ、抗-ラ
ット,抗-モルモット,抗-マウス(ZYMED社),抗-ハムスター(SBA

では1,000倍希釈から16,000倍希釈までL84から1.07の反応が見
られた（図2)．

社)，抗-フェレット（BETHYL社)，抗-ネコ（ROCKLAND社)）

ならびに動物IgGと特異的に結合する細菌由来タンパク質であ

２二次抗体の希釈倍率と反応の相関

るプロテインＡ，プロテインＣ（ZYMED社)，プロテインＬ

（ACTIgen社）の各HRP標識物質の計11種類を用いた．
3)発色基質の調製
発色基質液はクエン酸緩衝液（精製水lOOOmlあたり，クエン

全ての希釈倍率において反応が見られた抗一フェレットIgCと

プロテインＡについて希釈倍率をx，０，値をｙとして回帰式を
求めた．その結果，抗-フエレツトではｙ=-0.2597x＋13097,

R2=0.9288であり，プロテインＡではｙ=-0.200zlx＋21040,

酸4.689およびリン酸二ナトリウム･二水和物9.129を溶解)２５mｌ
にオルトフェニルジアミン1錠(和光純薬，10mg/錠）を溶解し、

R2=09742となり，希釈倍率と０，値には負の相関が見られた．

使用直前に30%過酸化水素水ｌｑｕｌを加えて遮光しながら調製し

倍時の０，値の割合を求めたところ，抗-フェレットは103,プロ

た．

テインＡは578であった.二次抗体の希釈倍率力塙くなるにつれ

また，希釈倍率1,000倍時の０，値を100とし，希釈倍率16,000

て抗-フェレットの０，値の低下は顕著であった．また，二次抗体
２実験方法

本実験はLeeBHl6)の方法に準じて行った．

l)被検血清の固層化

被検血清を炭酸・重炭酸緩衝液（精製水,,000m,に炭酸ナトリ

ウム1.69と重炭酸ナトリウム2.929を溶解）で１００倍希釈し，マ
イクロプレート（NuncMaxysoIpHatpIate）のwellにlOqUlずつ
分注し，４℃で一晩静置し固層化した．

なお，被検血清と二次抗体以外の非特異反応を見るため，被検

の希釈倍率における測定個体間の変動係数を求めたところ，抗一

フェレットでは17.8から３０９，プロテインＡでは33.9から３９．０
であり，抗-フェレットの方が個体間のばらつきが少なかった(表
l)．
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考察
’1種類の市販の、P標識抗体等と沖縄島産のマングースIgG
との吸着反応を評価したのは本実験が初めてである.IgG-EuSA

要約
感染症の検査として従来から用いられている病原体の培養を主

法は,動物の感染症へのり患の有無を早急にかつ外経済的に測定

とする検査法は，検査結果を得るまでに時間がかかるという欠点

する方法として有意義である．’3-15)この方法は適切な二次抗体

を有する．経済性と鋭敏性に優れるIgOEuSA法は,培養法に比

の作成が重要であるが,すべての動物種について市販の二次抗体

べて検査時間の短縮に貢献できるが,検査対象の動物種ごとに適

が作成されているわけではない.プロテインＡやプロテインＧに

切な二次抗体の選定力泌要である．そこで今回ジャワマングース

ついては,実験動物や家畜動物，また,野生の様々なほ乳類に対

について市販の11種類の二次抗体について検討した．その結果，

する高い親和性を示しているが17,18)，マングースに対する検討

抗-フェレットIgGとプロテインＡの２種類において，ジャワマ

は行われていない．野生動物における感染症の調査をIgC-EnSA

ングースのIgG抗体との接合による発色反応が認められた．この

法により行うために適切な二次抗体の選定を市販抗体の中から

うち，プロテインＡはジャワマングース個体間において反応の強

行うことは,早急な検査の実施という観点のみならず,検査精度

さの有意差が認められたが,抗フェレットでは反応の強さはプロ

管理上にも大きな意味があると考える．

テインＡより低いが，ジャワマングース個体間の差は少なく，二

今回の実験により，プロテインＡと折フェレットの市販二次

次抗体の希釈倍率に対して一定の変化を示した.以上のことから，

抗体等にマングースIgGとの反応が見られた．反応値が最も高

ジャワマングースにおけるＥＵＳＡ法に最適な二次抗体は抗一フェ

かったのはプロテインＡであったが，個体間のばらつきが大き

レットIgGであると考えられた．

いため,０，値を陽性または陰性の判断基準として抗体保有の有
無の検査を行うＥＵＳＡ法には不適であると考えられる．これに

対して，抗-フェレットは二次抗体の各希釈倍率に対する０，値
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