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座長：高安たまき（北部食肉衛生検査所）

１ 中央食肉衛生検査所のホームページを活用した情報発信

中央食肉衛生検査所 加藤 峰史

２ 県内で初めて に基づく衛生管理を導入したと畜場への対応HACCP
中央食肉衛生検査所 浅岡 佑太

３ 食鳥処理工程の衛生管理の評価における腸球菌の有用性の検討

北部食肉衛生検査所 向井 晴奈

４ 肉用鶏における 保菌状況調査と分離株の解析Escherichia albertii

中央食肉衛生検査所 岡 野 祥

座長：工藤 奈々（中央食肉衛生検査所）

５ と畜場搬入豚から分離した豚丹毒菌の性状解析

中央食肉衛生検査所 西野 珠美

Helcococcus ovis６ 牛の敗血症の2症例から分離された

中央食肉衛生検査所 尾内 桃子

７ と畜場搬入豚におけるサルモネラ４：i：－ 分離状況と変異型別

中央食肉衛生検査所 我喜屋 利紀

座長：高木 祐司（中央食肉衛生検査所）

８ 免疫組織化学的染色を用いたサルモネラ属菌検出の検討

中央食肉衛生検査所 薗村 虎太

９ 牛白血病迅速診断法の検討

中央食肉衛生検査所 比嘉 万理子

10 牛の顆粒膜細胞腫

北部食肉衛生検査所 具志堅 萌子

11 残留抗生物質検査に用いる 平板の試験菌混合用培地の検討Bacillus cereus

中央食肉衛生検査所 沓澤 史絵



演 題 番 号：1 

演 題 名：中央食肉衛生検査所のホームページを活用した情報発信 

発 表 者 名：〇加藤峰史、松川国洋、多田雪宏、岡野祥、小田英治  

発表者所属：中央食肉衛生検査所 

 

１．はじめに 

 現在、ホームページ（以下 HP）は様々な情報発信の場として活用されている。当所

においても HP は作成されているが事業概要のみの掲載であった。そのため、掲載時期

が次年度になる、調査研究の検索が難しい、情報量が少ないといった問題があった。 

今回、円滑に作業を行うため、HP の運営要領の策定を行い、HP 掲載内容を充実させ

ることで社会から求められる多様なニーズに応えられるよう情報発信の効果を図るこ

とを目的に HP の刷新を行ったので紹介する。 

 

２．方法 

（１）運営要領の策定：HP の運営方法や手順を定めた。情報発信責任者を所長、運営

責任者を食鳥検査班長、運営者を各班情報担当者と定め、HP の企画、追加や変更

等の編集及び更新作業について所員であれば自ら情報発信できることとした。 

（２）掲載内容の検討：平成 30 年 10 月末現在、全国食肉衛生検査所協議会に加入し

ている 111 の機関（以下検査所等）のうち、HP を作成している 106 の検査所等の

HP を精査した。 

 

３．まとめ 

 106 の検査所等の HP を参考に当所 HP を次の 7 つの区分で構成した。 

（１）組織と業務：所の紹介、組織一覧、所掌事務について掲載した。 

（２）班紹介：食肉検査班、食鳥検査班、精密検査班の各班に関連する法規、検査内

容、疾病に関するリーフレットや各種申請書等について掲載した。 

（３）検査情報：と畜検査及び食鳥検査における月別の月報、全部廃棄状況、届出伝

染病の状況、TSE 検査結果についてグラフや表で掲載した。 

（４）トピックス：関連法規の公布、ニュース、当所の行事等について掲載した。 

（５）資料：事業概要、厚生労働省や沖縄県発行のパンフレット等について掲載した。 

（６）調査研究：食肉衛生技術研修会の抄録、学会発表の演題について掲載した。 

（７）関連リンク：当所の業務に関連する県内の機関、地方の機関、国の機関、その

他の機関についてリンクアドレスを掲載した。 

 

４．考察及び今後の課題 

 今回、運営要領の策定を行ったことで、運営方法や手順が整理され今後の運用に活

かすことができると考えられた。HP の刷新を行ったことで、県民及び生産者等関係者

に対し様々な情報を提供することができるものと思われる。また、生産者等関係者に

必要性が高いと思われる検査情報については、月毎に提供を行い、当所独自の取り組

みである月別のグラフ掲載により、発生状況の推移把握ができるものと思われた。 

今後の課題として、県民及び生産者等関係者が容易に閲覧できる内容となっている

か、必要とする情報となっているか検証を行い、効果的な情報発信を行っていきたい。 



演 題 番 号 ： 2  

演 題 名 ：県内で初めて HACCP に基づく衛生管理を導入したと畜場への対応  

発 表 者 名 ：〇浅岡佑太、高木祐司、長嶺ゆり 

発表者所属 ：中央食肉衛生検査所 

 

１ .はじめに 

 当所においては、管内と畜場や食鳥処理場に対して HACCP に基づく衛生管理（以下

HACCP 方式）に関する支援・助言を行っている。今回、管内と畜場の豚施設が県内で初め

て HACCP 方式を導入したことから、 HACCP 方式の確認および検証を行ったので、その概要

を報告する。また、 HACCP 方式導入時の評価を平準化する目的で、当所で作成した HACCP

導入確認表（以下当所確認表）についても、検討を行ったのであわせて報告する。 

 

２．これまでの事業者の主な取り組み 

 管内と畜場の豚施設では、 HACCP 方式の導入を目標にし、平成28年 5月にキックオフ宣

言、平成29年 6月には厚生労働省の HACCP チャレンジ事業への参加といった取り組みを行

ってきた。 HACCP 方式の導入後は HACCP プランの変更を経て、平成30年 6月には食品安全

における国際的な民間認証である SQF の認証を受けた。 

 

３．報告内容 

（１）当所による HACCP 方式の確認：平成29年11月にと畜場法施行規則に規定する HACCP

導入型基準（HACCP7原則12手順）の確認を、事業者からの聞き取り、関係書類の確認

および実地調査により行った。確認には、厚生労働省通知に基づく HACCP 確認票（と

畜場）を用いた。 

（２）当所による HACCP 方式の検証および当所確認表の検討：平成30年12月に関係書類の

確認および実地調査により検証を行い、あわせて、当所確認表を導入時の確認に使用

できるか検討を行った。 

 

４．結果およびまとめ 

 HACCP 方式の確認では、７原則12手順が概ね実施できていることから、 HACCP 導入型基

準に適合していると判断したが、手順11（検証）に関連してモニタリング記録表の確認頻

度と温度計の校正の実施について助言をした。 

 HACCP 方式の検証では、導入評価後に HACCP プランに見直しがあり、全てのと畜工程が

一般衛生管理での管理となっていたため、一般衛生管理が遵守されているかの検証を重点

的に行い、 HACCP 方式に基づく衛生管理が適切に実施されていると判断した。なお、導入

評価時の助言事項についても、それぞれ実施を確認した。また、 HACCP 確認票での各手順

毎の確認事項を明確にするために、当所確認表では各手順毎に判断内容と基準を細かく定

めたが、記入する際の判断に苦慮することもあったため、更なる改良が必要になると思わ

れた。 

 今後は、微生物検査などの妥当性をもった検証手法を取り入れるなど、外部検証として

の当所の支援・助言の方法も検討していきたい。また、 HACCP 導入における指導および検

証方法の統一を図るよう、北部食肉衛生検査所およびと畜場を管轄する保健所とも相互に

情報共有していきたい。 



演 題 番 号：3 

演 題 名：食鳥処理工程の衛生管理の評価における腸球菌の有用性の検討 

発 表 者 名：○向井晴奈、宮城国太郎、新垣衡、玉城正幸、田端亜樹 

発表者所属：北部食肉衛生検査所 

 

１．はじめに 

当所管内では今夏、C 食鳥処理場が新処理場に移転する。新処理場では、より高度な

衛生管理が期待されるが、評価する手段や指標については検討されていない。腸球菌

は人畜の腸管内に常在し、土壌や水などの環境における分布が少ないことから、糞便

汚染指標菌として注目を集めている。今回、食鳥処理工程における衛生管理の評価に

使用できる指標菌として腸球菌に着目し、これまで国内では報告のない食鳥と体のリ

ンス検体を対象とする腸球菌の定量試験を行い、その有用性について検討したので報

告する。 

 

２．材料及び方法 

2018 年 9 月～2019 年 1 月に最終洗浄後の食鳥中抜きと体 919 羽で糞便等による汚染

について目視で観察し、そのうち 24 羽についてリンス法によるサンプリング(と体 1

羽と滅菌生理食塩水 400ml を滅菌した袋に入れ、シェイク後リンス液を回収し試料と

する)を実施した。また、冷凍食鳥肉製品は 10 検体を 25ｇ秤量し滅菌 0.1％ペプトン

加生理食塩水 225ml を加え 30 秒間ストマッキングし試料とした。これらの試料 1ml を

国府島らの確立した AC･PP 法に従い AC 寒天培地と混釈培養し腸球菌数を求めた。検出

された腸球菌について API による同定を行った。また、並行してペトリフィルムを用

いて大腸菌群数及び一般細菌数も計測した。 

 

３．結果 

 目視による観察では 919 羽のうち 320 羽(35％)に汚染を認めた。最も多い汚染部位

は背側表面(64％)、次に頸部(19％)であった。食鳥と体のリンス検体では 24 羽すべて

において腸球菌が検出され、その菌数は平均 1.55×10 2cfu/ml であった。大腸菌群数

は平均 7.37×102cfu/ml、一般細菌数は平均 3.75×104cfu/ml であった。冷凍食鳥肉製

品も 10 検体すべてにおいて腸球菌が検出され、その菌数は平均 1.26cfu/g であった。

大腸菌群数は平均 3.76cfu/g、一般細菌数は平均 5.02×102cfu/g であった。 API では、

Enterococcus gallinarum、E.faecalis、E.faecium の 3 種が検出された。 

 

４．考察 

腸球菌の定量試験において、食鳥と体のリンス検体、冷凍食鳥肉製品検体のすべて

から腸球菌が検出され、リンス検体では、大腸菌群数や一般細菌数が高い検体で腸球

菌数も高く検出される傾向がみられた。腸球菌の定量試験は、ペトリフィルムを使用

する一般細菌や大腸菌群の検査に比べて低コストで実施できる。また、サルモネラや

カンピロバクターの定量試験に比べて、検査に要する時間が短く検査手技も簡便であ

る。さらに、腸球菌は人体への影響も小さいため、取扱いが容易である。以上から、

腸球菌は食鳥処理工程の衛生管理を評価する指標の一つとして活用できると考えられ

た。                                                                                                                                                                                                                



演 題 番 号 ：4 

演  題  名 ：肉用鶏における Escherichia albertii 保菌状況調査と分離株の解析 

発 表 者 名 ：岡野祥１）、髙良武俊２） 

発表者所属：１）中央食肉衛生検査所、２）沖縄県衛生環境研究所 

 

１．はじめに 

 Escherichia albertii （以下 E. a ）は、人の新興下痢症起因菌の一つである。自

然宿主や感染源については不明な点が多いが、国内外で家畜や家禽等の保菌や、市販

鶏肉からの検出が報告されている。また近年、鶏由来の薬剤耐性 E. a が確認されてい

るが、県内では十分に調査されていない。そこで今回、肉用鶏における E. a 保菌状況

と E. a の薬剤耐性の動向を把握するため、食鳥処理場に搬入された肉用鶏の保菌状況

調査と本調査株および昨年度分離した豚由来株の性状解析を実施したので報告する。 

 

２．材料および方法 

 2018年 4～11月にかけて管内大規模食鳥処理場に搬入された肉用鶏 210羽について、

盲腸便を採取し検体とした。検体を緩衝ペプトン水で培養後、培養液より E. a 特異的

スクリーニング PCR を行った。次にスクリーニング陽性検体を XLD 培地で培養後、無

色透明コロニーについて Multiplex PCR により同定した。分離株の解析は、本調査株

と昨年度分離した豚由来株 17 株を供試し、パルスフィールドゲル電気泳動（PFGE）に

よる型別試験、PCR によるコリスチン耐性遺伝子検出、ABPC、CTX、MEPM、AZT、KM、AZM、

TC、CP、FOM、NA、CPFX および ST の 12 薬剤を用いた薬剤感受性試験を実施した。 

 

３．結果 

 分離培養の結果、210 検体中 19 検体（9.0 %）から E. a が分離された。農場別では

3 農場中 2 農場から検出され、8～9 月に多く検出された。PFGE 解析では、鶏由来株は

豚および食中毒由来株とは別のクラスターを形成し、各株間のバンド相違数は同一農

場内では 0～2、2 農場間では 4～6 であった。コリスチン耐性遺伝子は全株とも検出さ

れなかった。薬剤感受性試験では、鶏由来株は全株が ABPC および TC に耐性を、豚由

来株は大半が ABPC、TC、CP、NA および ST に耐性を示したが、全株とも CTX には感受

性を示したため ESBL 産生株ではなかった。 

 

４．考察 

 本調査では、肉用鶏の 9.0 %が E. a を保菌していることが確認された。PFGE 解析で

は、鶏由来株は全て同一クローンの可能性が示唆された。また、その同一クローン株

が 6 月、8 月、9 月および 11 月に検出されたことから、特定の E. a が農場内に常在し

ていることが示唆された。薬剤感受性試験では、報告のあるコリスチン耐性遺伝子保

有 E. a および ESBL 産生 E. a は検出されなかったが、多剤耐性化が確認された。鶏と

豚由来株とでは耐性パターンが異なっていたが、いずれも大腸菌と同様の耐性傾向を

示していたことから、それぞれ農場での抗菌性物質の使用状況を反映していると推察

された。今後は、食鳥処理場において消化管破損による汚染防止など衛生管理の指導

を徹底するとともに、モニタリングを継続し、薬剤耐性の変化や拡大の動向を的確に

把握していく必要があると思われた。 



演 題 番 号：5 

演 題 名：と畜場搬入豚から分離した豚丹毒菌の性状解析 

発 表 者 名：◯西野珠美１）、仁平美咲１）、西田直哉２）、茂野 悟３） 

発表者所属：1)中央食肉衛生検査所、2)八重山保健所、3)家畜衛生試験場 

 

１．はじめに 

近年、豚丹毒菌の血清型 1a で SpaA609G 型と呼ばれる、SpaA 遺伝子の配列が従来と

異なる株が全国で多く分離されている。また、生ワクチン株(血清型 1a)に起因する関

節炎や心内膜炎も国内で報告されている。当所では 2017 年以降、豚丹毒廃棄頭数が増

加している。これまでの調査では、2012～2013 年に分離した本島中南部 3 農場由来 10

株が SpaA609G 型と同定され、本島北部からは検出されていない。SpaA609G 型は本州型

と九州型の 2 系統あり、本島中南部の 10 株は全て九州型であった。そこで近年の豚丹

毒増加の要因を探るため、本島北部への SpaA609G 型の浸潤および生ワクチン株との関

連について、調査が行われていない 2014 年以降に分離した株の性状解析を行った。 

 

２．材料及び方法 

(1)材料:2014 年 4 月～2018 年 5 月に分離した豚丹毒菌 216 株のうち血清型識別 PCR 法   

  で 1a と同定した 160 株(20 農場:蕁麻疹型 19 株､関節炎型 114 株､心内膜炎型 27 株) 

(2)SpaA609G 型の検出および本州型･九州型との識別： Multiplex PCR 法で実施した。 

(3)生ワクチン株と野外株の識別：(2)で陰性であった株について PCR 法で実施した。 

(4)薬剤感受性試験：SpaA609G 型と同定された菌株から 30 株を選び、12薬剤(PCG,ABPC, 

  CEZ,GM,KM,TC,OTC,EM,SXT,LCM,NFLX,ERFX)についてディスク法で実施した｡ 

 

３．結果 

 160 株中 134 株が SpaA609G 型であり、5 株(1 農場:本島中部)は九州型、129 株(9 農

場:本島全域)は本州型であった。残りの 26 株(13 農場:心内膜炎型 2 株､関節炎型 24

株)は全て生ワクチン株と同じ型であった。PCG、ABPC、CEZ は全株で感受性であったが、

TC､OTC､LCM の 3 薬剤で耐性率が過去の調査より大きく上昇していた。 

 

４．考察及びまとめ 

 本調査の結果、2014 年以降に SpaA609G 型が本島全域に浸潤していたことが確認され

た。SpaA609G 型 134 株中 97 株は 1 農場(本島北部)由来で、全て本州型であった。この

農場ではワクチン抗体価が不十分な時期があり、そこに SpaA609G 型の侵入が重なって

農場内に蔓延したことが、2017 年以降の廃棄頭数増加の主な原因であると示唆された。

同時にワクチンによる予防の重要性が確認された。また一方で生ワクチンが関節炎や

心内膜炎の一因となっていることが示唆された。不活化ワクチンは豚丹毒発症の原因

とはならないため、農場の状況に応じたワクチンの種類の検討が望まれる。薬剤感受

性試験の結果より、第一選択薬のペニシリン系には全株感受性であったが、一部薬剤

に対する耐性率が上昇しているため、ワンヘルスの観点からも今後の動向を注視する

必要がある。本調査期間では 1 農場での SpaA609G 型の流行に加え、検出農場数の増加

が確認され、今後も感染の拡大が懸念される。生産現場へ情報を還元し、農場および

と畜場での豚丹毒による被害の減少につなげたい。 



演 題 番 号：6 

演 題 名：牛の敗血症の 2 症例から分離された Helcococcus ovis 

発 表 者 名：〇尾内桃子、宮本雄二郎、上原美智代、加藤峰史 

発表者所属：中央食肉衛生検査所 

 

１. はじめに 

Helcococcus ovis（以下 H.ovis）は、通性嫌気性グラム陽性球菌で、1999 年にめん

羊の膿瘍から分離され、これまでに国内外で牛、馬、豚、山羊、鶏、人の病変部から

分離されており、疣贅性心内膜炎(以下疣）の重要な病原菌の１つである。 

今回、県内における発生状況を把握するため、牛及び豚で、疣を認め敗血症として

全部廃棄された症例からの分離株のうち、通性嫌気性グラム陽性球菌で H.ovis を疑う

菌株について同定を試みた。 

 

２. 材料及び方法 

2009 年度から 2018 年 12 月末までの期間で、H.ovis を疑う保存菌株は、豚では確認

されず、牛で 2 頭 5 株確認されたため、この 5 株を調査に用いた。 

（１）生化学的性状検査：オキシターゼ及びカタラーゼ試験、簡易同定キット（rapid 

ID 32 STREP 及び API 20 Strep）及び酵素活性試験用キット（apiZYM)による試験。  

（２）性状確認試験：バンコマイシン感受性試験。 

（３）発育試験：ピリドキサール依存性試験及び Staphylococcus aureus による衛星現象

の有無の確認。 

（４）遺伝子学的検査：16S rDNA 上流領域(516bp)の PCR 産物に対するシークエンス解析、

神奈川県食肉衛生検査所が設計した 16S rDNA 領域の検出用(159bp)及び塩基配列確認

用(591bp)の H.ovis 特異的 PCR 法。 

 

３. 結果 

（１）5 株の生化学性状は、オキシターゼ陰性、カタラーゼ陰性であった。rapid ID 32 

STREP では 1 頭目が同定不能、2 頭目が Gemella morbillorum と判定され、API 20 

Strepでは 2頭ともに同定不能であった。apiZYMでは共通したパターンを示した。 

（２）バンコマイシンに感受性であった。 

（３）発育試験は、ピリドキサール依存性及び衛星現象が確認された。 

（４）16S rDNA 領域の塩基配列が H.ovis 基準 CCUG3744(No.Y16279)と 99.6％以上の相

同性を示した。H.ovis 特異的 PCR 法では、159bp 及び 591bp の位置にバンドが認

められ、塩基配列も H.ovis 基準株と 99.6％以上の相同性を示した。 

以上の検査結果は既報とほぼ一致しており、5 株は H.ovis であると同定された。 

   

４. 考察 

 本調査により、県内で初めて牛の疣を認める症例から H.ovis が分離された。当該牛

2頭はいずれも 2017年に本島南部の農場から搬入された 63ヶ月齢の雌のホルスタイン

であったが、異なる地域で生産されており関連性は見いだせなかった。 

H.ovis は、牛以外の家畜でも感染が報告されており、豚の疣からの分離も報告され

ていることから、今後も継続して調査する必要があると考えられた。 



演 題 番 号：7 

演 題 名：と畜場搬入豚におけるサルモネラ 4:i:-分離状況と変異型別 

発 表 者 名：○我喜屋利紀、宮本雄二郎、加藤峰史 

発表者所属：中央食肉衛生検査所 

 

１．はじめに 

サルモネラ 4:i:-は Salmonella Typhimurium の鞭毛抗原の第 2 相を欠く単相変異体

であり、平成 30 年 4 月 1 日よりと畜場法におけるサルモネラ症の原因菌として取り扱

うこととなった。当所では平成 20 年度以降、豚サルモネラ症疑い例からサルモネラ

4:i:-が 8 株分離されているが、県内における分離株の詳細は不明である。今回、と畜

場に搬入された豚の糞便からサルモネラ 4:i:-の分離を行い、分離されたものについて

過去に分離された 8 株と合わせて詳細な解析をするため、鞭毛抗原の第 2 相発現に関

わる遺伝子（fljA、fljB、hin）の変異型 A、B、C の型別及び薬剤感受性試験を行った。 

 

２．材料及び方法 

平成 30 年 4 月～12 月に管内と畜場に搬入された豚各月 30 頭、合計 270 頭を対象と

し、検体は腸管に病変のない盲腸便とした。検体をラパポート・バシリアディス培地

で増菌後、クロモアガーサルモネラ及び MLCB 培地で培養を行った。分離株を PCR にて

同定後、血清型別試験を行った。変異型別は fljAB 領域の PCR 陰性の株について、hin

領域の PCR により変異型 A 又は B に型別した。fljAB 領域の PCR 陽性の株は fljA 及び

hin 領域のシークエンス解析を行い、点変異が確認された株を変異型 C とした。薬剤感

受性試験は 12 薬剤についてディスク法により行った。 

 

３．結果 

分離状況調査では 39農場 270検体中 1検体（0.37%）でサルモネラ 4:i:-が分離され、

他のサルモネラ属菌は検出されなかった。今回検出された株と過去の株を合わせた 9

株で行った変異型別では変異型 A が 3 株、変異型 B が 5 株であった。またいずれの変

異型にも当てはまらない型別不能が 1 株であった。生産地でみると変異型 A は本島中

部の 1 農場及び北部の 2 農場から、変異株 B は北部の 1 農場から、型別不能株は南部

の 1 農場からであった。薬剤感受性試験では変異型 A は全ての株でアンピシリン（ABPC）、

ストレプトマイシン（SM）、オキシテトラサイクリン（OTC）に耐性を示し、変異型 B

は全ての株で SMに耐性を示し､5株中 3株で OTCに耐性を示した。型別不明 1株は ABPC、

SM、OTC、ナリジクス酸に耐性を示した。 

 

４．考察 

分離状況調査の結果、サルモネラ 4:i:-の分離率は 0.37％であった。分離率は低い

ものの健康豚においても保菌していることが確認された。変異型別では県内に 3 種類

の異なる型が存在していたことが明らかとなり、変異型 A 及び型別不能株は平成 20年、

変異型 B は平成 24 には存在していたことが示された。型別不能株については hin 領域

を欠失しているため、逆位が起きず第 2 相が発現しないものと考えられた。また、各

変異型と薬剤耐性パターンには一定の相関性がみられた。今後は株間の比較をするた

めパルスフィールドゲル電気泳動を実施し、分子疫学的解析を行う予定である。 



演 題 番 号：8 

演 題 名：免疫組織化学的染色を用いたサルモネラ属菌検出の検討 

発 表 者 名：○薗村虎太、加藤峰史、小田英治 

発表者所属：中央食肉衛生検査所 

 

１．はじめに 

当所では豚サルモネラ症の保留が多く、その診断として微生物学的検査を用いてい

るが、病態を理解する上では病理学的検査も有用である。HE 染色を行うことで組織学

的な知見は得られるが、菌体の確認には、特異的な免疫組織化学的染色（以下免染）

が有効である。今回は、免染の中でも簡便で感度が高いとされているポリマー法を用

いて、当所における、サルモネラ属菌に対するポリマー法の検査手技を検討し、実際

の保留検体においてサルモネラ属菌の検出を試みた。 

 

２．材料及び方法 

免染の染色性の検討のために、当所で分離同定した Salmonella Choleraesuis（以下

SC）及び非定型 Salmonella Typhimurium であるサルモネラ 4:i:-を培養後、蒸留水に

懸濁し、正常な豚の肝臓を浸したものを陽性対照として用いた。検体には SC が分離さ

れ豚サルモネラ症陽性となった 9 症例から採材された、肝臓 9 検体、脾臓 5 検体、腸

間膜リンパ節 3 検体、肺門リンパ節 1 検体、肝門リンパ節 1 検体を用いた。これらを

定法で固定、薄切後、HE 染色及びポリマー法による免染を行い、光学顕微鏡にて観察

した。免染には一次抗体にサルモネラ免疫血清 O4 群又は O7 群（デンカ生研）、二次抗

体に ImmPRESS Reagent VR Anti-Rabbit IgG Reagent(VECTOR)、発色基質に Vector VIP

又は SG(VECTOR)を用いた。条件検討として一次抗体の希釈倍率（500、1000、1500、2000

倍）、反応時間（15、20、30 分）、一次抗体及び二次抗体反応後の PBS 洗浄回数 5 分（各

1、2、3 回）、基質反応時間（2、10 分）について比較した。 

 

３．結果 

 陽性対照を用いた条件検討では SC 及びサルモネラ 4:i:-共に、一次抗体の希釈倍率

500 倍、反応時間 30 分、一次抗体及び二次抗体反応後の PBS 洗浄 5 分各 3 回、基質反

応時間 2 分で最も明瞭な陽性抗原が認められた。豚サルモネラ症で SC 陽性となった症

例では肝臓 19 検体中 1 検体、腸間膜リンパ節 3 検体中 1 検体で陽性抗原を認め、脾臓、

肺門リンパ節、肝門リンパ節では認められなかった。結果、9 症例中 2 症例で陽性抗原

を認めた。陽性抗原の分布は肝臓では中心静脈付近の肝細胞の細胞質に、腸間膜リン

パ節ではリンパ洞の細網細胞の細胞質に、多く認められた。 

 

４．考察 

 今回、サルモネラ属菌について、ポリマー法による免染の検査法が確立できた。豚

サルモネラ症陽性例で認められた陽性抗原は、SC であると考えられた。細胞質に SC

が検出されたことから、細胞内寄生性であることが視覚的に確認できた。今後の課題

として、この検査法の一次抗体を変えることで、他の病原体についても免染の応用が

できることの確認や、今回、検討していない賦活化やブロッキングなどの条件検討に

よって、さらなる技術向上に努めていきたい。 



演 題 番 号：9 

演 題 名：牛白血病迅速診断法の検討 

発 表 者 名：○比嘉万理子、小田英治、森河隆史 

発表者所属：中央食肉衛生検査所 

 

１． はじめに 

 牛白血病の全国での発生頭数は年々増加しており、今後、当所における本病での保留頭

数も増えることが予想される。当所の牛白血病判定基準は、肉眼的に病変を示し、かつ組

織学的にリンパ腫を呈するものとしているが、保留から判定まで 2～3 日を要している。今

回、牛白血病診断の迅速化および効率化を目的に、スタンプ塗抹標本を用いた免疫染色と

牛白血病ウイルス（以下 BLV）遺伝子の検出・定量のためのリアルタイム PCR について検

討した。 

 

２． 材料および方法 

 平成 30 年 6 月～平成 31 年 1 月の期間、牛白血病と診断された牛 4 頭（牛白血病群）の

リンパ節および病変部（心臓、腫瘤等）、牛白血病の肉眼所見の見られなかった牛 25 頭（非

牛白血病群）のリンパ節（腸間膜リンパ節、肝リンパ節、気管気管支リンパ節のいずれか

1 カ所以上）を採材し材料とした。リンパ節のスタンプ塗抹標本を作製し、抗 CD79α抗体

および抗 CD3 抗体（いずれもニチレイ）を用いた免疫染色のプロトコールを検討し、両群

間で染色性を比較した。また、両群のリンパ節および牛白血病群の病変部より DNA を抽出

し、「ウシ白血病ウイルス検出用 Probe/Primer/Positive Control（TaKaRa）」を用いたリ

アルタイム PCR により BLV 遺伝子の検出および定量を行った。 

 

３． 結果 

 スタンプ免疫染色は、アセトン固定 3 分、第一抗体 15 分、酵素標識第二抗体 5 分、各工

程間の洗浄を Tween20 添加 PBS で 10 秒間洗い流す方法により、標本作製から 30 分で鏡検

可能となった。牛白血病群は CD79α+/CD3-、非牛白血病群は CD79α-/CD3+であった。 

リアルタイム PCR では、牛白血病群 4 頭（12 部位すべて）と非牛白血病群 25 頭中 12 頭

から BLV 遺伝子が検出された。抽出した DNA 1ng 当たりの牛白血病群の BLV 遺伝子量（中

央値 63 コピー）は非牛白血病群（中央値 3.75 コピー）と比べて有意に多かった。 

 

４． 考察およびまとめ 

 ホルマリン固定パラフィン標本での免疫染色は標本作製から鏡検まで 2 日を要するが、

スタンプ塗抹標本を用いることにより 30 分で B または T 細胞を判別することができた。 

リアルタイム PCR では非牛白血病群の検体からも BLV 遺伝子が検出され、感度が高いこ

とが確認された。非牛白血病群と牛白血病群で BLV 遺伝子量に差が見られたことから、リ

アルタイム PCR を用いることで発症の診断基準を得られることが示唆された。 

 本研究では、スタンプ免疫染色とリアルタイム PCR を組み合わせることで牛白血病診断

における細胞学的および病原学的根拠を得られることを示した。本法では、保留日の翌日

までに判定結果がでるため、迅速かつ効率良く牛白血病が診断でき、有用であると考えら

れた。今後はさらに保留検体での検証を進め、検体とする部位を検討するとともに、肉眼

的に類似したその他の疾病での染色性を確かめる必要がある。 



演 題 番 号：10 

演 題 名：牛の顆粒膜細胞腫 

発 表 者 名：○具志堅萌子、川田敬子、吉田崇 

発表者所属：北部食肉衛生検査所 

 

１． はじめに 

 顆粒膜細胞腫は牛に多くみられ、牛の卵巣腫瘍では最も多い。発生は比較的老齢の牛に

多く、当検査所においてもしばしば確認される。今回、平滑な被膜に覆われ、高度に腫大

した卵巣を病理学的検査により顆粒膜細胞腫と診断したので、その概要を報告する。 

 

２． 材料および方法 

 症例は平成 29 年 11 月に当所管内 N 食肉センターへ一般畜として搬入された黒毛和種、

133 ヶ月齢の雌で、生体検査では著変を認めなかった。解体後検査において右卵巣に腫瘤

がみられ、腎炎、横隔膜炎、膵蛭症が認められた。10％中性ホルマリン液で固定された卵

巣を、常法によりパラフィン切片を作製し HE 染色を行った。特殊染色は常法により PAS

染色、アザン染色および鍍銀染色を行い、鍍銀染色のみ変法も試みた。免疫染色は抗

Cytokeratin(AE1/AE3)、抗 Vimentin、抗 Inhibinαの各種抗体を使用して行った。 

 

３． 結果 

（１）肉眼所見：腫瘤はバスケットボール大で、平滑な被膜に覆われ怒張した血管が走行

していた。割面は隆起し乳白色～暗赤色髄様で、充実性で不規則な分葉状を呈し血液

貯留がみられた。また、直径約 2cm の乳白色脆弱部位が散見された。腫瘤と子宮の境

界は明瞭であった。左卵巣では鳩卵大の腫脹および直径約 3cm の嚢胞を認めた。 

（２）組織所見：乳白色～暗赤色髄様部位の腫瘍細胞は膠原線維により区画され包巣状お

よび充実性に増殖していた。核は類円形で淡明かつ明瞭な核小体を有し、細胞質は乏

しかった。コーヒー豆様の核溝、管腔類似構造およびコール・エクスナー小体が散見

された。同小体を形成する無構造物質は PAS 染色で弱陽性を示した。また、乳白色脆

弱部位における腫瘍細胞の核は類円形～楕円形を呈し、核溝もみられた。細胞質は弱

好酸性かつ紡錘形が多数で、束状に走行する像が認められた。アザン染色および鍍銀

染色では腫瘍細胞周囲を取り囲む細網線維はみられなかった。免疫染色の結果は、

Cytokeratin(AE1/AE3)、Vimentin および Inhibinα全てにおいて陰性であった。 

 

４． 考察およびまとめ 

 本症例は、卵巣の腫瘤が平滑な被膜で覆われ正常組織との境界が明瞭であったこと、被

膜の破裂による腹膜腔内播種等が認められなかったこと、および他臓器やリンパ節に腫瘍

を疑う所見が認められなかったことから一部廃棄とした。腫瘍の HE 染色における組織像お

よび細胞形態は多彩であったため、顆粒膜細胞腫と莢膜細胞腫の鑑別を要した。特殊染色

の結果より莢膜細胞腫の可能性は否定され、本症例は顆粒膜細胞腫であると診断した。免

疫染色においては、顆粒膜細胞腫にみられる一般的な染色結果とは異なった。その原因と

して、採材後のホルマリン長期浸漬による染色性の低下や腫瘍細胞におけるインヒビン分

泌能低下の可能性が考えられた。また、鍍銀染色については従来法に比べ変法を用いた方

が、細網線維の確認が容易で染色時間の短縮が可能なため有用性が高いと考えられた。 
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１． はじめに 

 当所では、厚生省課長通知の｢食肉の抗菌性物質簡易検査法(改定)｣(以下直接法)に基づ

いて Bacillus cereus 平板（以下 B.C 平板）を作成し、病畜のｽｸﾘｰﾆﾝｸﾞ検査を実施してい

る。しかし、B.C 平板に用いる試験菌混合用培地 Antibiotic Medium(以下 AM)8 は pH が弱

酸性で、抗生物質の検出感度は高いが、試験菌はﾀﾞﾒｰｼﾞを受け、経時的に菌量が減少する。

そのため平板の保存期間が短く、平板作成の頻度を増やすことで対応してきたが、業務の

負担が大きいことが課題となっている。そこで今回、B.C 平板の長期保存を目的に試験菌

混合用培地を検討し、若干の知見を得たので概要を報告する。 

 

２．材料及び方法 

（１）試験菌混合用培地と試験菌液量：組成は同じで pH の異なる AM8(pH5.9)と AM5(pH7.9)

に試験菌液を加え平板とし、平板上に OTC 0.25 ㎍/mL 含有ﾍﾟｰﾊﾟｰﾃﾞｨｽｸをおいて 30℃

で 18 時間培養し、現れる阻止円の直径が 14±1mm を示す試験菌液量を調べた。 

（２）AM8 と AM5 に(1)で決定した試験菌液量を加え平板を作成し、以下の比較を行った。 

ア 抗生物質の検出感度：平板上に OTC、TC、CTC、DOXY それぞれ 0.01～0.25 ㎍/mL

含有ﾍﾟｰﾊﾟｰﾃﾞｨｽｸをおいて 30℃で 18 時間培養し、現れる阻止円の直径が 12mm 以上

を示したものを陽性として判定した。 

イ 保存期間の確認：平板上に陰性ｺﾝﾄﾛｰﾙ（ｸｴﾝ酸ｱｾﾄﾝ緩衝液含有ﾍﾟｰﾊﾟｰﾃﾞｨｽｸ）をお

いて 30℃で 18 時間培養し、偽阻止円及び空隙形成までの日数を 1 ヶ月間調べた。 

ウ 検査精度：2018 年 4 月～12 月までに管内と畜場に搬入された病畜、豚 150 頭(筋

肉 123 検体、腎臓 141 検体)、牛 113 頭(筋肉 88 検体、腎臓 102 検体)及び管外と畜

場で直接法陽性となった豚の腎臓 1 検体を材料とし、直接法を実施した。 

 

３．結果 

（１）AM5 の試験菌液量は AM8 と比べて 1/2 量であった。 

（２）ア 4 薬剤に対して同等の検出感度を示した。 

イ AM8 は 7 日目から陰性ｺﾝﾄﾛｰﾙに偽阻止円を、12 日目から空隙を形成したが、AM5        

は 1 ヶ月を経過しても偽阻止円および空隙を形成しなかった。 

ウ 直接法の検査結果は全て一致した（陰性 453 検体、陽性 2 検体）。 

 

４．考察及びまとめ 

AM5 は AM8 と同量の試験菌液を加えると、B.C 平板の抗生物質検出感度が低く、菌量を

半量に調整することで AM8 と同等の検出感度が得られた。AM5 の保存期間が延長したのは

試験菌への pH の影響が和らぎ、菌量が保持されたためと考えられる。また、実際の病畜等

で実施した直接法の検査結果は全て一致し、平板の精度が確認できた。B.C 平板は試験菌

混合用培地に AM5 を用い、加える試験菌液量を調整することで通知と同等となり、長期保

存が可能であるとわかった。今後、業務の負担を軽減するために、実用化を目指したい。 


