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要   約

　地方病性牛白血病（EBL）の原因となる牛白血病ウイルス (BLV) の浸潤状況把握のため、東京都で

は ELISA 検査や定量的遺伝子検査 (qPCR) を実施している。平成 27年度、nested 法によるコンベン

ショナル PCR 検査（nestedPCR）を導入し検査体制を見直した。平成 24年度から 27年度に採取した

血清、血液を用いて検査した結果、ELISA 検査陽性 149検体中、qPCR で 23検体が陰性、うち 7検体

が nestedPCR 陽性となった。一方 nestedPCR で陰性となった 17検体中１検体で qPCR 陽性となった。

どちらか一方の遺伝子検査のみでは、遺伝子陽性個体を見逃す可能性があることが示唆された。更新優

先牛選定のため、抗体の有無、EC の鍵、リンパ球数割合、リンパ球異形割合、BLV 遺伝子量をそれぞ

れ点数化した基準表を作成した。ELISA 検査陽性牛 15頭に適用した結果、1頭で更新の優先順位が高い

と判定された。今後、BLV 清浄農場で ELISA 検査が陽性となった場合、2つの遺伝子検査を併用して早

期摘発を目指す。抗体陽性率が高い農場では、更新優先牛選定のための基準表を適用し陽性牛更新の優

先順位付けをして清浄化を図っていく。

　東京都では地方病性牛白血病（EBL）対策と

して、家畜伝染病予防法第５条に基づくヨーネ病

検査余剰血清を用いた抗体検査（ELISA 検査）や、

病性鑑定による定量的遺伝子検査（qPCR）によ

る牛白血病ウイルス（BLV）の感染状況の把握及

びまん延防止のための検査を毎年実施してきた。

しかし、年々陽性農家における抗体保有牛の割合

は増加し、抗体陽性牛の淘汰実施が困難となって

きている（図１）。

　平成27年度より、BLVの感染状況確認検査と

して、qPCRよりも感度がよいとされるnested
法を用いたコンベンショナルPCR検査（nested 
PCR）を導入し、ELISA検査及びqPCR検査と

感度を比較することで検査体制の見直しを図った。

　また、都では初乳対策や吸血昆虫対策につい

て長年指導を実施してきたが、BLV 感染源とし

て重要となる持続性リンパ球増多症（PL）牛の

摘発や、感染牛の更新順位付け指導は実施してい

なかった。今回、EBL 対策の一助となるように、

BLV 感染牛淘汰基準作りにも取り組んだ。

材料及び方法

材料：平成 24年４月から平成 27年 12月までに
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図１　都内農家のBLV抗体陽性率の推移
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採材した 233頭の血清と、血液又はバフィーコー

トから抽出した DNA を検体とした。

ELISA 検査：血清を用いて ELISA 法（牛白血病

エライザキット、JNC ㈱、東京）による抗体検

査を実施した。

遺伝子の抽出：抽出キット（DNeasy Blood ＆ 
Tissue Kit、㈱キアゲン、東京）を用いて血液又

はバフィーコートから DNA を抽出し、μ Drop 
Plate を用いて 260nm 波長にて吸光度を測定し、

抽出 DNA 量を算出した。

qPCR：tax 遺伝子を標的としたリアルタイム

PCR キット（Cycleave PCR Reaction Mix SP
及びウシ白血病ウイルス検出用 Probe/Primer/
Positive control、タカラバイオ㈱、東京）を用

いて、抽出 DNA 1ng 当たりの BLV 遺伝子コピー

数（copies/ng）を算出した。

nested PCR 検査：env 遺伝子を標的とした

Fencher らによる nestedPCR1) を、PCR キット

（TaKaRa Ex Taq®、タカラバイオ㈱、東京）を

用いて実施した。

リンパ球数・リンパ球割合の計測：全自動血球計

数器（MEK-6451セルタックα、日本光電工業㈱、

東京）を用いて白血球数、リンパ球数、リンパ球

割合を計測した。リンパ球異形割合は、血液塗抹

標本を作製、鏡検し、算定した。

BLV 感染牛淘汰基準の作成：大分県の矢崎ら 3)

の方法を参考に、BLV 抗体の有無（ELISA 検査）、

リンパ球割合、EC の鍵、BLV 遺伝子コピー数、

リンパ球異形割合の全５項目について点数を割り

振り、７点以上を更新推奨牛として判定した（表

１）。

結　　果

遺伝子検査比較試験：全 233 検体のうち、

ELISA 検査では 149 検体が陽性となり、84 検

体が陰性となった。ELISA 検査陽性 149検体の

うち、qPCR では 23 検体が陰性となり、うち 7

検体で nestedPCR 陽性となった。一方、149検

体中 nestedPCR では 17 検体が陰性となり、う

ち１検体で qPCR 陽性となった。qPCR 及び

nestedPCR ともに陰性となった検体は 16検体で

あった（表２）。qPCR 陽性かつ nestedPCR 陰

性であった 1検体は、平成 24年に抽出した検体

であり、抽出 DNA 量を測定したところ 0.4と非

常に少量であった。

　 な お、ELISA 検 査 陽 性、qPCR 陰 性 か つ

nestedPCR 陰性の 16サンプルについて、同一の

注） ELISA検査陽性 149検体の試験結果

区 分
nestedPCR

計

+ -

qPCR
+ 125 1 126

- 7 16 23

計 132 17 149

表２　遺伝子検査法比較試験

BLV抗体 リンパ球割合 ECの鍵
リンパ球
異型割合

qPCR
BLV遺伝子量

（copies/ng）

- 0 <70% 0 正常 0 <5% 0 0 0

+ 1 ≧70% 1 疑症 1 ≧5% 1 <100 1

真症 2 <200 2

≧200 3

1 1 2 1 3

8点満点で点数化

表１　牛白血病ウイルス(BLV)感染牛淘汰基準
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図２　リンパ球数とBLV遺伝子コピー数との関係
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検体を用いて再度 ELISA 検査を実施ところ、全

検体陽性となった。ELISA 検査陰性だった 84検

体は、qPCR ですべて陰性となった。

　また、qPCR 陽性となった 15戸 62頭のリンパ

球数と BLV 遺伝子コピー数には正の相関がみら

れた（図２）。

BLV 感染牛淘汰基準：作成した BLV 感染牛淘汰

基準表を用いて、８戸 15頭の牛について判定を

実施したところ、15頭中１頭が更新推奨となっ

た（表３）。

　なお、更新推奨牛は７ヶ月後に急死した。

　考　　察

　qPCR と nestedPCR のうち、一方の遺伝子検

査でしか検出できない検体があるため、２種類の

遺伝子検査を併用した方が検出感度は上昇すると

推察された。qPCR 陽性 /nestedPCR 陰性となっ

た DNA 量が少なかった１検体については、経年

による DNA の劣化が一因であることが考えられ

た。また、それぞれの PCR の標的遺伝子が異な

ることも検出感度に影響するのではないかと推察

された。

　ELISA 検査が陰性の検体は、遺伝子検査でも

陰性となったことから、ELISA 検査が BLV のス

クリーニング検査として適していることが推察さ

れた。

　ELISA 検査陽性かつ遺伝子検査陰性の検体に

ついては、ELISA 検査の非特異反応の可能性も

考えられるが、抗体検査と遺伝子検査は検出対象

が異なり、血中ウイルス量が少ない場合は遺伝子

検査の検出限界を下回り、抗体検査が陽性で遺伝

子検査が陰性となるとの報告 4) もあることから、 
遺伝子検査が陰性となっても、経過観察又は再検

査が必要であると思われる。

　また、BLV 感染牛淘汰基準において更新推奨

となった１頭は、水平感染や垂直感染の感染源と

なる可能性が高いので、飼養農家に対して隔離、

優先淘汰を推奨した。また、診療獣医師や共済獣

医師に対して、体表リンパ節の腫大や直腸検査に

よる腫瘤等、EBL の症状の有無を観察してもら

うよう依頼した。

　今回の検査結果より、リンパ球数と BLV 遺伝

子コピー数には正の相関がみられたが、これは過

去に報告された結果と同様の傾向であり、BLV
遺伝子コピー数が高い牛や PL 牛が水平・垂直感

染の感染源として重要であることが改めて示され

た。

今後の検査体制

　これからの検査体制として、引き続き ELISA
検査の実施により BLV 抗体陽性牛を摘発して

いく。抗体陰性農場で ELISA 陽性牛が確認さ

れた場合は、診断精度をあげるため qPCR と

nestedPCR の両遺伝子検査を実施することで

早期摘発を目指す。抗体保有率が高い農場で

ELISA 陽性牛が確認された場合は、BLV 遺伝子

コピー数を定量できる qPCR の実施により、PL
牛の摘発や更新の優先順位付けをして清浄化を目

指す。また、抗体陰性農場で ELISA 陽性、遺伝

子検査陰性の牛が新たに確認された場合は、再検

査の実施により診断精度の向上を目指す。

　今回、BLV 感染牛淘汰基準を作成したが、点

数が高いからといって必ずしも EBL を発症する

とは限らない点が課題となっている。しかし、更

新推奨牛の多くは PL 牛である可能性が高く、水

*15頭について判定を実施

判定区分 点数 頭数

更新推奨
8 1

7

更新候補

6 6

5

4 1

3 6

2

1 1

表３　 BLV感染牛とう汰基準表に基づく判定
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平感染や垂直感染の感染源となりうるため、BLV
清浄化のために隔離や淘汰の順位付けとして基準

表を作ることは重要であるといえる。しかし、東

京都では EBL 発症牛の症例が少ないため、隔離

飼育、初乳対策や吸血昆虫対策等の清浄化対策の

実施状況や抗体陽転率、事故率等の疫学的調査結

果とあわせて総合的かつ長期的に分析し、基準表

の評価及び改善を図っていく必要があると考えら

れる。

　今後の農場指導として、初乳対策や吸血昆虫対

策等の EBL 清浄化対策を継続して指導していく

とともに、基準表の点数に基づいた印付けを耳標

にすることで、飼養者や獣医師の注意意識を高め

る提案を実施していきたい。
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