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要　　約

　牛ウイルス性下痢・粘膜病対策として、最近 5年間の BVDV 摘発状況についてその傾向を分析するとと

もに、血清中和抗体検査とリアルタイム PCR の 2通りの検査方法を検討した。平成 19～ 24 年の 5年間

に、延べ 4,867 頭のウイルス分離検査を実施し 7頭の PI牛を摘発した。感染経路は、①妊娠牛への生ワ

クチン誤接種、② PI牛導入、③預託先における母牛または祖母牛の急性感染の 3通りに分類され、今後②、

③の対策が重要と考えられた。③の対策の一環として、下牧時の血清中和抗体価から預託中の急性感染

を推測できるかどうかを検討したが、預託帰還牛群は 1型生ワクチン接種済みであるため高い 1型抗体

価を有しており、抗体価から過去の急性感染を推測することは困難であった。また検査の迅速化・効率

化の試みとして既存のプライマーを用いた SYBER 法リアルタイム PCR を検討した。PI牛 5頭の血清を用

いた検討では、スクリーニング検査としての応用が可能と考えられた。

はじめに

　東京都では牛ウイルス性下痢・粘膜病（BVD-MD）

対策として、飼養者に対し牛ウイルス性下痢ウイ

ルス（以下 BVDV）持続感染牛（PI 牛）の摘発の

ため自主的な検査受診を奨励している。現在は牛

のヨーネ病定期検査等の余剰血清を活用したウイ

ルス分離検査を主軸としているが、今後より効

果的な検査体制を構築する目的で、最近 5年間

の BVDV 摘発状況について分析するとともに、血

清中和抗体価測定とリアルタイム PCR(rPCR) の 2

通りの検査方法について検討を行った。

　酪農協を通じて都外へ預託される都内産牛は、

入牧先牧場の規定により入牧 3週間前に牛 5種混

合ワクチン（BVDV1 型に対する生ワクチン含む）

を接種している。それにもかかわらず、近年の

BVDV 侵入経路として預託帰還牛が下牧後 PI牛を

分娩するケースがあった。そこで、預託期間中の

急性感染の有無を血清中和抗体価から推測できる

か検討するため、下牧時の抗体価について急性感

染歴のある牛との比較を行った。

　ウイルス分離検査は費用面で安価であるが、判

定までに 2週間を要することから迅速な対応が困

難であることから、検査の迅速化と省力化を目的

として rPCR を利用したスクリーニング検査法に

ついても検討した。

材料と方法

ウイルス分離：平成 20～ 24年度牛ヨーネ病検査

余剰血清 4,867 検体を分離材料とした。分離方

法は MDBK-SY 細胞を用いた同時接種法で CPE を

指標とする斉藤らの方法 1) により実施し、CPE を

日齢
感染後
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ウイルス分離
結果 

遺伝子
型 

預託帰還牛 １）

（ 頭）
～

（平均 ）
－ 陰性 －
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の母牛
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1）： 預託帰還牛は入牧前に1型生ワクチン接種済 
2）： 産子をPI牛として摘発したため母牛を急性感染と判断 

表1  中和抗体検査　供試血清
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示した検体についてはコンベンショナル RT-PCR

（cPCR）により確認した。

血清中和抗体検査：預託帰還牛 13 戸 22 頭（平

均 702 日齢）の下牧時血清について、BVDV 血清

型 Nose 株（1 型）および KZ91-cp 株（2 型）に

対する中和抗体価を MDBK-SY 細胞を用いた同時

接種法により測定した。また比較のため、過去に

摘発した急性感染牛 3頭（A:急性感染時に摘発、

Bおよび C：摘発した PI牛の母牛）についても同

様に測定した（表 1）。

コンベンショナル RT-PCR (cPCR）： Vilcek らの

報告 2) によるペスチウイルス属の 5’末端非翻訳

領域を増幅するプライマーを用い、QIAGEN One-

Step RT-PCR kit( キアゲン社 )により実施した。

得られた増幅産物（284bp 前後）の塩基配列の解

析と分子系統樹の作成には MEGA4 3) を用いた（表

2）。

リアルタイム RT-PCR (rPCR)：坂下らの報告 4)

に基づき、TaKaRa One Step SYBR PrimeScript 

RT-PCR Kit（タカラバイオ社）を用いた SYBER

法により実施した。プライマーは cPCR と共通の

ものを用い、反応条件は表 2に示した。供試検体

としては、摘発した PI 牛血清 5頭 5検体、預託

帰還牛血清（BVDV 分離陰性、BVDV 抗体陰性）19

頭分を 4または 5頭ずつプールして 4検体、ウイ

ルス培養液（Nose 株および KZ91-cp 株）2検体、

計 11 検体を用いた（表 3）。PI 牛血清およびウ

イルス培養液については、BVDV 分離陰性および

抗体陰性の牛胎児血清（FBS）で10倍段階希釈(101

～ 104) し実施した。

結　　果

1　最近 5年間の BVD-MD 摘発状況

　H20 ～ H24 年度の 5年間に 4,867 頭（内訳：定
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表2　リアルタイムPCR　反応条件 表4　年度別BVDV検査頭数

表5　PI牛感染経路（推定）表3　リアルタイムPCR　供試検体
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期検査等 4,248 頭、導入牛検査 120 頭、預託前

検査 22頭、預託帰還牛検査 475 頭および病性鑑

定 2頭）のウイルス分離を実施し、7頭の PI 牛

を摘発した。摘発牛の内訳は定期検査等 1頭、預

託前検査 2頭、預託帰還時検査 2頭、病性鑑定 2

頭であった（表 4）。

　摘発例について、疫学的考察とさかのぼり検査

から感染経路を推察し分類したところ、①妊娠牛

への生ワクチン接種に由来：3頭（平成 20年度）

② PI牛の導入：1頭（平成 20年度、導入牛検査

を受けず、後の定期検査で摘発）③母牛または祖

母牛が預託先農場で急性感染し、帰還後 PI牛を

出産：3頭（平成21および22年度）であった（表5）。

　さらに、PCR 産物の塩基配列から分子系統樹を

作成し遺伝子型を決定したところ、①は生ワクチ

ン株（12-43 株）と同じ 1a型、②は 1a型、③は

1a 

1c 

1a 

1b 

① 
① 

 ① 

② 

③ 
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① 生ワクチン誤接種に由来 
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図1　遺伝子解析結果

表6  血清中和抗体価まとめ

図2　血清中和抗体価（Nose株） 図4　リアルタイムPCR　増幅曲線

図5　リアルタイムPCR　融解曲線
図3　血清中和抗体価（KZ91-cp株）
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1b 型であった（図１）。

2　検査方法の検討

血清中和抗体検査：預託帰還牛 13 戸 22 頭の下

牧時の血清中和抗体価は、Nose 株では 32 倍か

ら 2,048 倍で幾何平均値 329.4 倍、KS91-cp 株で

は 2倍から 128倍で幾何平均値42.3倍であった。

過去に摘発した急性感染牛 3頭の中和抗体価は、

Nose 株でそれぞれ 64倍、128 倍、4,096 倍以上、

KZ91-cp株でそれぞれ16倍、32倍、2,048倍であっ

た。（図 2,3, 表 6）。

リアルタイム PCR：10 倍段階希釈 (101 ～ 104) し

た PI 牛血清及びウイルス培養液においては、い

ずれも倍率に応じた増幅曲線が認められ、また融

解曲線では 86℃付近でピークを示した。預託帰

還牛のプール血清 4検体は、2検体は増幅を示さ

なかったが、他の 2検体については、36～ 37 サ

イクル付近と遅い段階で増幅曲線の上昇が認めら

れた。しかし融解曲線におけるピークは 73℃前

後および 81℃前後と、PI牛のピークとは明らか

に離れていた。PI 牛 1 頭（TKO-16）およびプー

ル検体の増幅曲線および融解曲線のグラフを図 4

および図 5に示した。

　PI 牛血清の最大検出希釈倍率は、rPCR では

102 ～ 104 倍、cPCR では 101 ～ 103 倍であり、い

ずれの検体でも rPCR の方が感度が高かった。ウ

イルス培養液 2 株（Nose 株：105.875TCID50/mL お

よ び KZ91-cp 株：106.0TCID50/mL） は、rPCR と

cPCR のいずれにおいても、104 倍の希釈倍率で検

出可能であった（表 7）。

考　　察

　最近 5年間の PI 牛摘発状況より、都内の農場

に BVDV が常在する可能性は低く、ウイルスの侵

入防止が重要であると考えられた。近年は生ワク

チンの正しい接種方法が浸透してきたため、今後

予測される侵入経路は① PI牛の導入、②過去に

急性感染した導入牛または預託帰還牛による PI

牛出産の 2点と考えられる。現在のウイルス分

離による導入時検査および預託帰還時検査では感

染歴について知ることは不可能であり、②につい

ては今後も起こりうる。PI 牛が農場内で出生し

た場合、牛のヨーネ病定期検査の間隔に合わせて

PI 牛の摘発検査を受けるが、もっとも遅い場合

で 29ヶ月齢が初回の検査となるため、農場内ま

たは預託先牧場で長期間ウイルスを排出し続ける

危険性がある。

　母牛の感染歴を推測する方法としては血清中和

抗体検査が考えられるが、預託される都内産牛の

多くは入牧前に 1型生ワクチンを接種しており、

下牧時に測定した 22頭は高い 1型抗体価（Nose

株 32 ～ 2,048 倍）を有していた。また同時に低

いレベルの 2 型抗体価（KZ91-cp 株 2 ～ 128 倍）

を有していたが、これは 1型ワクチンウイルスに

対する交差反応によると考えられた。急性感染牛

C の抗体価は、1 型で 4,096 倍以上とやや高く、

また 2 型では 2,048 倍と預託帰還牛群よりも明

らかに高かった。Cは産子が PI 牛として摘発さ

れ、その遺伝子型は 1b型であったことから、1b

型ウイルスの抗体価が大きく上昇したことによっ

て 2型抗体価も交差反応により上昇したと考えら

れた。一方で、定期検査時に摘発された急性感染

牛 Aと、産子が PI牛として摘発された急性感染

牛 Bは、1型及び 2型抗体価とも預託帰還牛と差

を認めなかった。以上より、1型が高くかつ 2型

が低い場合にはワクチン抗体との区別は困難であ

り、2型の抗体価が高い場合のみ、1型または 2

検体

分離番号

株名

ウイルス

力価

最大検出

希釈倍率

牛

血清

×

×

× ×

× ×

×

ウイルス

培養液

株

株

表7　ウイルス力価およびPCR結果の比較
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型 BVDV による急性感染歴が疑われた。

　cPCR と共通のプライマーを利用した rPCR に

より、PI牛血清を段階希釈して測定したところ、

個体による差はあったが 101.125 TCID50 /mL 以上

のウイルス力価があれば検出可能であった。用い

た 5頭の血清中ウイルス力価は 103.125 ～ 104.625 で

あり（表 7）、また文献値でも 102 ～ 106 であっ

たことから 5)、PI 牛に関しては rPCR による摘発

が可能と考えられた。一方、急性感染の場合は実

験感染で血液中の最大ウイルス量は 103.75TCID50/

mL、またウイルスが分離される期間は接種後 2～

10 日という短期間という報告 6) があり、摘発は

感染後日数に左右されると考えられた。野外検体

として供試した預託帰還牛プール血清では、4検

体のうち 2検体で 36サイクル以降と遅いサイク

ルでの増幅曲線の上昇が認められた。しかし、こ

れらの融解曲線のピーク値は PI牛のピーク値と

は明らかに差があったことから、鑑別が可能と考

えられた。なお、坂下ら 4) は増幅産物の電気泳

動を併用することにより、非特異反応との鑑別が

可能であることを報告している。スクリーニング

検査法としての利用にあたり、今後はプール可能

な血清数について例数を増やして検討を行う予定

である。

　都内農場の BVDV 清浄性を保つにあたっては、

預託帰還牛等が分娩した PI牛を早い時期に摘発

淘汰することが重要となる。子牛の検査機会が少

ない現在の検査体制を見直し、効果的かつ効率的

な方策を探りたい。

引用文献

1) 齋藤俊哉，山口　修，深井克彦：牛腎由来株

化細胞を用いた牛ウイルス性下痢ウイルスの

ウイルス分離法および抗体検査法，日獣会誌，

56，717 ～ 721(2003)

2) Vilcek S，Herring AJ，Herring JA，et al：

Pestiviruses isolated from pigs，cattle 

sheep can be allocated into at least 

three genegroups using polymerase chain 

reaction and restriction endonuclease 

analysis.Arch Virol、136、309-323（1994）

3) Tamura,K., Dudley,J., Nei,M., Kumar,S.:  

MEGA4: Molecular Evolutionary Genetics 

Analysis (MEGA) software version 4.0. 

Molecular Biology and Evolution 24, 1596-

1599 (2007)

4) 坂下奈津美 :5 条検査余剰血清を用いたリア

ルタイム PCR(SYBR) 法での BVD-MD 全頭検査の

状況，平成 25年度家畜衛生研修会（病勢鑑定・

ウイルス部門），7-8(2013) 

5) 亀山健一郎 : 牛ウイルス性下痢・粘膜病～

新たなストラテジーへ～ . 臨床獣医，22，№

2(2003) 

6) 加茂前秀夫 :牛下痢症ウイルスおよびパライ

ンフルエンザウイルス 3型の妊娠牛における

実験的感染と産子に及ぼす影響， 家畜衛試研

究報告，78，1-8(1979) 

－ 43 －
平成25年度東京都家畜保健衛生業績発表会集録（2015）




