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管内Ａ と畜場における Listeria monocytogenes の汚染状況調査 

愛媛県食肉衛生検査センター ○ 井上有希 大西利恵 二宮美穂 

河瀬智子 毛利靖 木村俊也 

１ はじめに 

Listeria monocytogenes（ 以下、L. monocytogenes） は動物の腸管内や土壌等の

環境中に広く存在する人獣共通感染症の原因菌である。ヒトが感染すると軽度の場合

は胃腸炎症状等を呈したのち治癒するが、高齢者や妊婦、基礎疾患のあるヒト等が感

染すると髄膜炎や敗血症、流産等の重篤な症状を呈し高い致死率を示す。食品を介し

てヒトに感染することが多く、乳製品やハムなどの食肉加工製品、野菜等の喫食を原

因とする食中毒事例が報告されている [ 1 ]。国内で流通している食品における L. 

monocytogenes の汚染状況の調査では食肉からの検出割合が最も高く 16.9％ とな

っており、重要な感染源の一つである[ 1 ]。 

L. monocytogenes の汚染率は牛や豚の腸内容物、枝肉、そして流通している食肉

の順に高くなるとの報告がされている [ 1 ]。本菌は熱に弱く 70℃ １ 分の加熱で容

易に死滅するが、増殖可能な温度は-0.4～ 45℃ と低温環境に強い。また、水谷らに

よると畜場の機材や設備等の L. monocytogenes 汚染率調査では、作業前の軍手や背

割り機、床などの作業環境から検出されており、家畜自身が保有する L. 

monocytogenes が直接枝肉を汚染するだけでなく、処理工程においてこれらの器具

等が汚染源となるとの報告がある [ 2 ]。作業中に本菌が枝肉に付着すると除去が困難

である。また、と畜場における枝肉の冷却工程は微生物制御のための重要な工程の一

つですが、L. monocytogenes は冷蔵庫内でも増殖が可能であることから、枝肉を汚

染させないことがもっとも重要である。 

そこで、管内Ａ と畜場（ 2018 年３ 月 ISO22000 取得） に搬入された牛及び豚

の枝肉表面における汚染状況について調査を行ったので概要を報告する。  

 

２ 材料及び方法 

（ １ ） 検査対象 

令和２ 年 10 月から令和３ 年２ 月に管内Ａ と畜場に搬入された牛（ 27 農場

由来） 及び豚（ ８ 農場由来） 各 100 頭 

（ ２ ） 検査材料 

枝肉検査場所（ 背割り直後、トリミング前）において枝肉の肛門周囲部 10×10cm 

を滅菌蒸留水に浸したガーゼタンポンで拭き取り検査材料とした。  

（ ３ ） 検査方法 

増菌及び分離方法については、平成 26 年度厚生労働省通知「リステリア・モノ

サイトゲネスの検査について」に準じて実施した。  

１ ） 増菌及び分離方法 

a） 一次増菌培養による分離 



- 31 - 

 

滅菌ストマッカー袋に検査材料を入れ half-Fraser 液体培地９ mL を加え

て 360 秒ストマッカー処理し、30℃ 24 時間培養したものを一次増菌培養液と

する。ALOA 培地に一次増菌培養液を１ 白金耳画線塗抹して 37℃ 24 時間分

離培養し、乳白色のハローを伴った青緑色の定型集落の有無を確認する。定型

集落が見られた場合、その中から最大３ つを選び TSA 培地に塗抹して 37℃ 

18～ 24 時間純培養する。 

b） 二次増菌培養による分離 

a）で作成した一次増菌培養液 0.1mL を Fraser 液体培地に接種し、37℃ 48 

時間増菌培養したものを二次増菌培養液とする。ALOA 培地に二次増菌培養液

を１ 白金耳画線塗抹して 37℃ 24 時間分離培養し、定型集落の有無を確認す

る。定型集落が見られた場合、その中から最大３ つを選び TSA 培地に塗抹し

て 37℃ 18～ 24 時間純培養する。 

２ ） 同定方法 

１ ） で純培養した菌の性状確認を行い、グラム陽性短桿菌及びカタラーゼ試験   

 陽性を示すものについて PCR 法によりリステリア特異遺伝子（hlyA 遺伝子： 

276bp）の保有の有無を確認した。なお、プライマーは L. monocytogenes を検出

するために構築された下表のものを使用し、反応条件は 95℃ １ 分、50℃ ２ 分、

72℃ １ 分を 30 サイクルした後 72℃ ８ 分の最終伸長を行った[ 3 ]。 

 

３ 結果 

枝肉から採取したいずれの検体からも、L. monocytogenes は検出されなかった。 

 

４ 考察及びまとめ 

2004 年に国内で報告された L. monocytogenes 汚染率調査では、牛の枝肉表面か

ら 4.9％ 、豚の枝肉表面から 7.4％ が検出されている。と畜場における枝肉の汚染経

路としては、剝皮時の被毛と枝肉との接触や内臓摘出時に損傷した腸管からの内容物

の付着のほか、洗浄消毒が不十分な施設設備や器具等を介して枝肉に菌が付着するこ

とがある [ 3 ]。 

今回調査した枝肉から採取したいずれの検体からも L. monocytogenes は検出され

なかったが、検体採取時（ 背割り直後、トリミング前） の枝肉には被毛の付着や消

化管内容物の付着を確認した。食肉を原因とするリステリア症の発生を予防するため

には、と畜場の施設設備の適切な衛生管理や作業従事者の衛生意識を高く保つことが
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必要不可欠である。 

今後も引き続き調査を行い、衛生的な枝肉の取り扱いを指導していきたい。  

また、L. monocytogenes は枝肉に比べミンチ肉やスライス肉等の加工された食肉

でより高い汚染率を示す傾向があることから、今後は管内Ａ  と畜場に併設する食肉

処理施設において加工された食肉や施設、機材等の拭き取り検査を実施し、次の作業

工程における L. monocytogenes の汚染の有無や汚染経路を調査したい。 

 

５ 参考文献 

[1]食品安全委員会： 食品健康影響評価のためのリスクプロファイル（ 2020） 

[2]水谷浩志： 枝肉における Listeria monocytogenes の汚染実態とその汚染源, 日

獣会誌 46, 343～ 346(1993) 

[3]片桐和弘：Listeria monocytogenes を検出するための PCR プライマーの検討, 

日本食品微生物学会雑誌 Jpn. J. Food Microbiol., 17(2), 121-126, 2000 

[4]中村寛海： 食品媒介リステリア症と食品製造施設のリステリア汚染－ リステリ

アの施設定着株を取り巻く話題－  , 日本食品微生物学雑誌  Jpn. J. Food 

Microviol.,32(1), 1-11, 2015 
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豚の上部気道における Streptococcus suis の保菌状況 

愛媛県食肉衛生検査センター 〇金子俊朗 出野萌子 1 ) 園部祥代 2 ) 河瀬智子 

二宮美穂 大西利恵 毛利靖 木村俊也 

１）現愛媛県立とべ動物園 ２）現愛媛県今治保健所 

１ はじめに 

レンサ球菌属には 50 種以上の菌種が含まれており、その多くはヒトや動物の口腔、

上部気道、腸管の正常細菌叢の一部として存在している。ブタにも様々なレンサ球菌

が上部気道や生殖器などの粘膜上に生息している。その多くは病原性のない無害な菌

であるが、Streptococcus suis（ 以下、S. suis）は、ブタレンサ球菌症の主要な病原

体であり、敗血症や髄膜炎、心内膜炎、肺炎、関節炎などの様々な疾病を引き起こし、

養豚産業に経済的被害を与える。S. suis は人獣共通病原細菌でもあり、と畜、食肉

処理、調理等のブタの生肉に接する業に従事するヒトにおいて、皮膚の外傷を介して

感染し、重症例では髄膜炎や敗血症を呈した後に死亡した事例も報告されていること

から、これらの業務に従事するヒトの労働安全、労働衛生上、非常に重要な病原体で

もある〔1〕。 

管内Ａ と畜場において、と畜検査時に疣贅性心内膜炎を認めるブタが散見された

ことから、2019 年 10 月から 2020 年 12 月まで、疣贅性心内膜炎の疣贅部から菌体

の分離を行い、原因菌の検索を試みたところ、276 頭のうち 240 頭（ 87.0％ ）か

ら S. suis が分離された。 

そこで今回、① 疣贅性心内膜炎を呈するブタ（ 以下、有症ブタ）、② 疣贅性心内

膜炎を呈したブタと同一農場由来の疣贅性心内膜炎を呈していないブタ（  以下、同

居ブタ）、③ 近年疣贅性心内膜炎を呈したブタを出荷していない農場由来のブタ（  以

下、無発症農場ブタ）について、S.suis が存在するとされる鼻腔内における保菌状況

を調査したので概要を報告する。 

 

２ 材料および方法 

（ １ ） 検査対象 

2021 年１ 月から７ 月までの間、管内Ａ と畜場に搬入されたブタのうち、① 

有症ブタ 72 頭、② 同居ブタ 72 頭、③ 無発症農場ブタ 120 頭（ ３ 農場由来、

各 40 頭） の計 264 頭を対象とした。 

同居ブタは、有症ブタの直前又は直後にと畜された有症ブタと同じ農場由来の

ブタを選定した。 

（ ２ ） 検体の採材方法 

検査対象ブタの外鼻孔から鼻腔内に Pro-media SWAB TEST の綿球を挿入し

鼻腔内スワブを採材した。 

（ ３ ）S. suis 保菌検査 

綿球を５ ％ ヒツジ血液加Ｔ Ｓ Ａ 培地（ 1/2 分割） に塗抹後、37℃ 24 時
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間好気培養を実施し、得たコロニーのうちβ 溶血を示すコロニーを重点的に複数

のコロニーから釣菌し、アルカリ熱抽出法によりＤ Ｎ Ａ を抽出した。抽出した

Ｄ Ｎ Ａ １ μL と Prime Star Pre Mix（ Takara® ） ９ μL を混合し、S. suis 

の特異的な遺伝子である glutamatedehydrogenase (gdh )を標的としたＰ Ｃ Ｒ 

を実施し、陽性のものを S. suis 保菌豚であると判定した。なお、プライマーは

既報[2]のとおり表１ のものを使用し、Ｐ Ｃ Ｒ 反応時間は 98℃ 10 秒、55℃ 

15 秒、72℃ 60 秒を 30 サイクルとした。 

 
３ 結果 

① 有症ブタは 72 検体のうち 58 検体（ 80.6％ ） が、② 同居ブタは 72 検体の

うち 55 検体（  76.4％  ）  が、③  無発症農場ブタは 120 検体のうち 111 検体

（ 92.5％ ） が保菌しており、各群間に有意差はなかった。  

（ 表２ ）。 

無発症農場ブタについて、Ａ 農場は 40 検体のうち 40 検体（ 100％ ） が、Ｂ 農

場は 40 検体のうち 37 検体（ 92.5％ ） が、Ｃ 農場は 40 検体のうち 34 検体

（ 85％ ） が保菌していた。

 

 

４ 考察 

有症ブタ、同居ブタ、無発症農場ブタのいずれにおいても、高率かつ同等に S. suis 

保菌していた。その保菌率は、2019 年 10 月から 2020 年 12 月まで行った疣贅性心

内膜炎の原因菌の検索において、276 頭のうち 240 頭（ 87.0％ ） から S. suis が

分離されたことと同等であった。 

S. suis の病原性は株によって異なることが明らかとなっており、特に ST1 

complex 及び ST27 complex とよばれる株集団が、家畜衛生・公衆衛生上特に注意を
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要する集団であるとされている〔1〕。これらに属する株については、線毛関連遺伝子

の有無により推測できる方法が報告されている〔3〕ことから、今後、有症ブタ及び

無発症農場ブタの鼻腔内スワブから S. suis の単分離を行い、病原性について調査を

行い、生産現場へフィードバックしたい。 

 

５ まとめ 

今回、管内Ａ と畜場に搬入されたブタの多くは S. suis を鼻腔内に保菌しているこ

とが分かった。S. suis は死に至る可能性がある人獣共通病原細菌であり、皮膚の外

傷を介して感染することから、と畜検査員、と畜従事者及び豚の生肉取扱者に対し、

なお一層、刃物等の取扱いについて注意すること及び適切に手袋を着用したうえで作

業を行うよう啓発することとしたい。 

 

６ 引用文献 

[1]髙松大輔： 日本細菌学雑誌， 66(1)： 7-21、2011 

[2]Ogi Okwumabua： FEMS Microbiology Letters 218： 79-84、2003 

[3]髙松大輔： 日獣会誌， 64： 600-603、2011__ 
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植生マダニの駆除とその効力評価 ～SFTS 対策の一手法として～ 

 

○木村俊也 1)、鍬田龍星 2)、南 博文 3)、小林大介 4)、伊澤晴彦 4)、前川芳秀 4)、 

比嘉由紀子 4)、林 利彦 4)、五十嵐真人 5)、葛西真治 4)、澤邉京子 4) 

¹愛媛県食肉衛生検査センター、2 岡山理科大学・獣医学部、3 南動物病院・愛媛県、 

4 国立感染症研究所・昆虫医科学部、5 日本防疫殺虫剤協会 

 

【はじめに】西日本を中心にイヌやネコへの重症熱性血小板減少症候群(以下、SFTS）

の感染例が報告されている。本県においてもネコの発症例が確認され、発症 1 ヶ月後

に周辺環境で捕集した植生マダニから感染ネコと同じ遺伝子型の SFTS ウイルス遺

伝子が検出され、その 1 年前には隣地区でヒトへの感染例が報告されていた。そこで、

飼い主を含む周辺住民の健康被害が危惧されたことから、マダニ用殺虫剤の散布によ

る植生マダニの駆除を行うとともにその効力評価を行ったのでその概要を報告する。

【材料及び方法】本県に植生マダニ駆除の相談に対応できる専門家がいないことから

予防啓発と人材育成を兼ね『マダニ駆除研修会』として駆除を行った。殺虫剤は地形・

植生等を考慮して、①動力噴霧器が不要で軽くて機動性があり、複雑な地形・植生の

場所でも短時間で広範囲に散布できる『炭酸ガス製剤(フェノトリン 1%)』と、②動力

噴霧器(5.3 ㎏＋15ℓ タンク)を必要とし、効果は長時間持続するが散布に時間を要す

る『マイクロカプセル製剤(プロペンタホス 20%)』を選択した。殺虫剤散布の効力を

評価するため、①と②の両殺虫剤を併用散布したエリア A と、①のみ散布しエリア B 

において、散布の前日・翌日・8 日後・16 日後・28 日後・53 日後・108 日後・139 

日後に植生マダニを捕集し評価した。自動撮影カメラを 5 ヶ所に設置し野生動物の侵

入状況も調査した。【結果】研修会は地元住民、地元市、保健所、地衛研、ペストコ

ントロール協会、大学等から約 50 名の参加を得て、午前に講演、午後から駆除実  

演を行った。植生マダニの捕集数は、エリア A では 87 頭(30 分/1 人、以下同じ)・

3 頭・9 頭・15 頭・1 頭・6 頭・18 頭・32 頭、エリア B では 135 頭・9 頭・21 頭・

43 頭・28 頭・58 頭・93 頭・100 頭であった。全ての自動撮影カメラは多数のイ

ノシシの他感染ネコ、タヌキを撮影した。【考察】いずれの殺虫剤も高いマダニ駆除

効果があったが、殺虫剤併用のエリア A では散布後約 4 ヶ月間はマダニ密度が比較

的低く抑えられた。マダニは我々の身近な野山に生息しておりその生息密度は野生動

物の侵入頻度に依存することから全ての場所で殺虫剤散布による植生マダニの駆除

は困難である。SFTS 患者(伴侶動物を含む)発生の緊急時や患者発生地域での野外イ

ベント開催前等の殺虫剤散布は有効な手段であるが、マダニ対策で最も重要なことは

マダニから身を守る服装や方法を知り実践することである。  
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愛媛県飼育ブタにおける日本脳炎ウイルスおよびゲタウイルスの血清疫学調査 

 

○木村俊也 1)、鍬田龍星 2)、尾形萌音 2)、佐々木旭美 2)、荒井愛梨 2)、 

佐藤颯斗 2)、吉川泰弘 2) 
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【目的】日本脳炎ウイルス(Japanese encephalitis virus, 以下 JEV)およびゲタウイ

ルス(Getah virus, 以下 GETV）は、おもにブタを増幅動物とし、蚊によって媒介さ

れるウイルス感染症である。JEV は世界で年間約 1 万 5000 人の死亡者を生じる重

要な人獣共通感染症であり、我が国では有効なワクチンの普及や衛生環境の改善等に

より患者数は年間数名に抑えられているものの、野外では依然として活発である。一

方、GETV はブタの死産やウマの発熱、発疹、四肢の浮腫などを引き起こす、獣医学

上問題となる感染症である。本研究では、愛媛県における JEV および GETV の浸潤

状況を把握するため、県下飼育ブタにおけるこれらウイルスの血清疫学調査を実施し

た。【材料と方法】愛媛県内のブタ飼育農場(東予 2 農場、中予 1 農場、南予 4 農場)

より、媒介蚊の活動の盛んな時期に飼育された生後 6 カ月齢のブタ(以下、蚊の活動

期飼育ブタ)330 頭の血清を 2019 年 9 月 27 日～10 月 25 日に、媒介蚊の活動が盛

んな時期以降に生まれた生後 6 カ月齢のブタ(以下、蚊の非活動期飼育ブタ)354 頭の

血清を 2020 年 4 月 14 日～6 月 1 日に採取した。血清中の抗ウイルス抗体を検出

するため、JEV 感染または GEV 感染 BHK 細胞を抗原とした ELISA を実施した。

ELISA のカットオフ値は、O.D.>0.5 を陽性とした。また、蚊の活動期飼育ブタ血清

より RNA を抽出し、ウイルス特異的プライマーを用いた RT-PCR を実施し、ウイル

ス遺伝子の検出を試みた。【結果】蚊の活動期飼育ブタ血清のうち、55.2%(182/329)

が抗 JEV 抗体陽性、0.6%(2/328)が抗 GETV 抗体陽性を示した。一方、蚊の非活動

期飼育ブタ血清のうち、2.3%(8/354)が抗 JEV 抗体陽性、0.6%(2/344)が抗 GETV 抗

体陽性を示した。蚊の非活動期飼育ブタ血清の農場毎の抗 JEV 抗体陽性率は、

6-90%(57.5±32.3%)と、農場間で大きな差が見られた。これら血清よりウイルス遺伝

子検出のための RT-PCR を行った結果、今回用いた検体はすべて陰性だった。【考察】

本研究により、愛媛県内でも依然として JEV や GETV が活発であることが確認され

たものの、同じ感染環を有する JEV と GETV で抗体陽性率に大きな違いがみられた。

農場間でみられた抗 JEV 抗体陽性率の差異については、周辺環境の違いなどが考え

られる。蚊の非活動期飼育ブタ血清でわずかながらウイルス抗体陽性検体が得られた。 

これらのブタはいつウイルスに感染したのかについて考察する。  
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１ はじめに 

重症熱性血小板減少症候群(以下、SFTS）は、2009 年に初めて中国で患者が確

認されたマダニ媒介性感染症である。SFTS ウイルス(以下、SFTSV)に感染すると

6 日〜2 週間の潜伏期を経て、発熱・消化器症状が認められ意識障害などの神経症

状・出血症状などを起こし重症化すると死亡することもある。国内では 2013 年 1 月

に最初の患者が確認されて以降、2020 年 12 月 30 日現在、西日本を中心に 24 都

府県で 573 名(うち死亡者 75 名)が報告され、実際の致死率は 27％と言われている。   

本県においては 2013 年 2 月に後方視的調査で最初の患者が確認されて以降、31 

名(うち死亡者 8 名) の患者が報告されている。一方、伴侶動物においては 2017 年

4 月に初めてネコで発症例が確認されて以降、ネコ、イヌ、チータの発症例が報告

されており、これらの動物から飼い主や獣医療関係者等への感染例も確認されてい

る。 

本県は当初、SFTS 患者数が全国で最も多い県の一つであったことから、これま

で SFTS 患者発生地域を中心とした研修会の開催、植生マダニの捕集調査並びにハ

イリスクグループに該当する 50 歳以上の農業従事者 694 名の抗体調査(JIC 

Award 2018 受賞)を実施するとともに、患者周辺環境における植生マダニ及び宿主

として野ネズミからのウイルス分離を実施している。  

このような中、県内の開業獣医師から『治療中のネコが本県初となる SFTS 発症

例と診断された。感染ネコ A の隣家で飼育されているネコ(以下、疑いネコ B)も 1 年

前に同様の症状を呈していたので抗体検査できないか。』と相談を受けた。更に『１

年前に感染ネコ A の隣地区で SFTS 患者が発生していた。』との情報を得たことか

ら、直ちに疑いネコ B の SFTSV 遺伝子検出及び抗体検出並びに感染ネコ A の周

辺環境のマダニ相とウイルス叢の調査を実施したのでその概要を報告する。  

 

２ 調査方法 

⑴ 疑いネコ B の SFTSV 遺伝子検出及び抗体検出 

疑いネコ B から採血し、RT-PCR 法による SFTSV 遺伝子検出及び ELISA 法 

による抗 SFTSV 抗体検出(OD 値>0.5 を陽性)を行った。 

⑵ マダニ相の調査 

感染ネコ A の発症から約 1 ヵ月後にフランネル法(旗づり法)で植生マダニを捕
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集し、種の同定を行った。 

⑶ 植生マダニの保有ウイルス叢調査 

捕集した植生マダニ種及び発育段階ごとに複数頭をプール検体としウイルス叢

の調査を行った。 

1) SFTSV 遺伝子の検出 

種・発育段階ごとに複数頭をプール検体に分け、マダニ破砕フィルターろ過液

より、ISOGEN II（Nippon gene）を用いて全 RNA を抽出し、PrimeScript one 

step RT-PCR kit ver. 2（Takara）を用いた RT-PCR 法により行った。RT-PCR 増

幅断片は、電気泳動により確認した。 

2) SFTSV の分離 

マダニ破砕フィルターろ過液を Vero 細胞へ接種し、37℃、5% CO2 の条件下

で 7 日間培養し細胞変性効果の観察を行い、さらに 2 回の盲継代を行った後に培

養上清からの SFTSV 分離を試みた。 

3) SFTSV 以外の保有ウイルス叢の解析 

次世代シークエンサーを用いて新興ウイルスの探索を行った。  

 

３ 調査結果 

⑴ 疑いネコ B の SFTSV 遺伝子検出及び抗体検出 

疑いネコ B から SFTSV 遺伝子は検出されなかったが、IgM 抗体価 0.458(陰性)、

IgG 抗体価 2.2095(陽性)で、SFTSV の感染歴があることが確認された。 

なお、疑いネコ B は MIX、6 歳、5.9 kg、去勢♂、室内及び屋外で飼育され、

発症時の症状は発熱(39.5℃)、元気消失、消化器症状(嘔吐、下痢)、白血球減少(4,300/

μl)、血小板減少(67,000/μl)、AST 上昇(80 IU/l)、総ビリルビン上昇(2.7mg/dl)が

みられた。抗体検査時の症状は白血球減少(4,700/μl)、血小板減少(166,000/μl)、

ALT 上昇(266 IU/l)、AST 上昇(64 IU/l)がみられた。 

⑵ マダニ相の調査 

捕集した植生マダニは 103 頭で、その内訳はタカサゴチマダニ 45 頭(43.7%)(雄

11・雌 14・若虫 20)、ヤマアラシチマダニ 41 頭(39.8%)(雄 6・雌 8・若虫 27)、キ

チマダニ 8 頭(7.8%)、(雄 1・若虫 7)、タカサゴキララマダニ 7 頭(6.8%)(若虫 7)、

フタトゲチマダニ 2 頭(1.9%)(若虫 2)であった。 

⑶ 植生マダニの保有ウイルス叢調査 

1) SFTSV 遺伝子の検出 

タカサゴチマダニ 11pool(45 頭)、ヤマアラシチマダニ 9pool(41 頭)、キチ 

マダニ 2poo(l8 頭)、タカサゴキララマダニ 1pool(7 頭)、フタトゲチマダニ 1pool(2 

頭)として解析を行ったところ、『タカサゴキララマダニのプール検体』から

SFTSV 遺伝子が検出された。検出された SFTSV 遺伝子断片(塩基配列約 420 塩

基)は、2016 年に韓国の患者から検出された遺伝子型と一致し、さらに感染ネコ
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A 及び隣地区の患者から検出された遺伝子型とも一致した。なお、これまでに本

県の他の患者から検出された SFTSV 遺伝子はすべて日本株であった。 

2) SFTSV の分離 

全てのプール検体において細胞変性効果は認めなかった。SFTSV 遺伝子が

陽性であったプール検体も盲継代後の培養上清から SFTSV 遺伝子は検出され

ず、SFTSV は分離できなかった。 

3) SFTSV 以外の保有ウイルス叢の解析 

『タカサゴキララマダニのプール検体』から新興アルボウイルスの Jingmen 

tick virus の配列が検出された。Jingmen tick virus は 2014 年に中国で初め

て報告されたマダニ保有の RNA ウイルスで、中国北東部でヒトへの感染が確

認され熱性疾患に関連していることが明らかになっている。日本では、2019 年

に長崎県対馬のツシマヤマネコに咬着していたタカサゴキララマダニから検出

されたとの報告がある。 

 

４ 考察 

隣接した 2 軒の飼いネコ 2 頭の SFTSV 感染が相次いで確認され、2 頭目の発

症から約 1 ヵ月後に周辺で捕集した植生マダニから SFTSV 遺伝子が検出され、疑

いネコ B の発症と同じ時期に隣地区でヒトの感染も報告されている。また、感染ネ

コ A と植生マダニ及び隣地区の患者から検出された SFTSV の遺伝子型が一致し、

この地域は耕作放棄地が多く野生動物も多数生息していることから、SFTSV 病原巣

があり定着して持続的な感染環が回っている可能性がある。引き続き関係機関と連

携し継続的な調査を行い、SFTS の予防啓発につなげたい。 

 

５ 継続調査 

SFTSV に加え中国北東部でヒトへの感染が確認され熱性疾患に関連しているこ

とが明らかになっている Jingmen tick virus の配列が検出されたこと、また、調査

地点は閉鎖的地域であるがため池があり渡り鳥が多数確認されたことから、引き続

きマダニ相とウイルス叢の調査を実施するとともに、自動撮影カメラによる野生動

物の侵入状況調査を実施している。加えて、飼い主を含む周辺住民の健康被害が危

惧されたことから、マダニ用殺虫剤による植生マダニの駆除を行い、その効力評価

を行っているところである。 
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【はじめに】西日本を中心にイヌやネコへの重症熱性血小板減少症候群(以下、SFTS）

の感染例が多数報告されている。このような中、県内の開業獣医師から『治療中のネ

コ(以下、感染ネコ A)が本県初となる SFTS 発症例と診断された。感染ネコ A の隣家

で飼育されているネコ(以下、疑いネコ B)も 1 年前に同様の症状を呈していたので抗

体検査できないか。』と相談を受けた。更に『１年前に 2 頭のネコの隣地区で SFTS 患

者が報告されていた。』との情報を得たことから、直ちに疑いネコ B の SFTS ウイル

ス(以下、SFTSV）遺伝子検出及び抗体検出並びにこれらネコの周辺環境におけるマ

ダニ相とウイルス叢の調査を実施するとともに、飼い主を含む周辺住民の健康被害が

危惧されたことから、マダニ用殺虫剤の散布による植生マダニの駆除を行ったのでそ

の概要を報告する。 

【材料及び方法】1)疑いネコ B の SFTSV 遺伝子検出及び抗体検出:疑いネコ B から

採血し、RT-PCR 法による SFTSV 遺伝子検出及び ELISA 法による抗 SFTSV 抗体

検出(OD 値>0.5 を陽性)を行った。2)マダニ相とウイルス叢調査:感染ネコ A の発症

１ヶ月後(6 月)に、2 頭のネコの行動範囲である民家庭と民家に隣接する雑木林と竹

藪の裏山において、旗ずり法で植生マダニを捕集し、種・発育段階ごとに複数頭をプ

ール検体として RT-PCR法による SFTSV遺伝子検出及び次世代シークエンサー(以下、

NGS)による保有ウイルス叢の解析を行った。 

3)植生マダニの駆除とその効力評価:マダニ用殺虫剤は地形と植生等を考慮して、殺虫

剤そのものが強力な噴射剤であるため、動力噴霧器が不要で機動性があり、複雑な地

形や植生の場所でも短時間で広範囲に散布できる『炭酸ガス製剤(フェノトリン 1％を

炭酸ガスに直接溶解しあらかじめボンベに注入)』を選択した。殺虫剤散布の効力を評

価するため、散布前日にマダニを 30 分間捕集しカウント後その場所にリリース、散

布翌日に同じ場所で 30 分間捕集した。 

【結果】1)疑いネコ B の SFTSV 遺伝子検出及び抗体検出:疑いネコ B から SFTSV 

遺伝子は検出されなかったが、抗 SFTSV IgG 抗体陽性(2.2095)で感染歴があること

が確認された。2)マダニ相とウイルス叢調査:捕集したマダニは、タカサゴチマダニ

45 頭、ヤマアラシチマダニ 41 頭、キチマダニ 8 頭、タカサゴキララマダニ 7 頭、

フタトゲチマダニ 2 頭の合計 103 頭で、タカサゴキララマダニのプール検体から

SFTSV 遺伝子が検出された。検出された SFTSV 遺伝子断片の約 420 塩基は、2016 
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年に韓国の患者から検出された遺伝子型と一致し、さらに感染ネコ A 及び隣地区の患

者から検出された遺伝子型とも一致した。なお、これまでに本県の他の患者から検出

された SFTSV 遺伝子はすべて日本株であった。ウイルス叢解析の結果、2014 年に

中国で初めて報告された新興アルボウイルスの Jingmen virus に近縁のウイルスが

検出された。Jingmen virus は中国北東部でヒトへの感染が確認され熱疾患に関連し

ていることが明らかになっている 3)植生マダニの駆除とその効力評価:植生マダニの

捕集数は散布前日の 135 頭/1 人が散布翌日には 9 頭/1 人で、駆除率は 93.3%であっ

た。 

【考察】同じ地域でヒトとネコ 2 頭の SFTSV 感染が相次いで確認され、ヒトへの主

な媒介種とされているタカサゴキララマダニから SFTSV 遺伝子も検出された。耕作

放棄地が多く野生動物も多数生息していることから、SFTSV 病原巣があり定着して

持続的な感染環が回っている可能性がある。今回使用した炭酸ガス製剤は高いマダニ

駆除効果があった。マダニは我々の身近な野山に生息しておりその生息密度は野生動

物の侵入頻度に依存することから全ての場所で殺虫剤散布による植生マダニの駆除

は困難である。SFTS 患者(伴侶動物を含む)発生の緊急時や患者発生地域での野外イ

ベント開催前等の殺虫剤散布は有効な手段であるが、マダニ対策で最も重要なことは

マダニから身を守る服装や方法を知り実践することである。引き続き関係機関と連携

し継続的な調査を行い、SFTS の予防啓発につなげたい。 

 

 

 


