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第 690 回水曜会講演要旨（平成 27 年 5 月 27 日）
Swarmistha Devi Aribam, Yohsuke Ogawa, Yoshihiro 
Shimoji, Masahiro Eguchi：Functional analysis of 
Salmonella -specifi c monoclonal antibodySalmonella -specifi c monoclonal antibodySalmonella
Salmonella enterica  serovar Typhimurium (enterica  serovar Typhimurium (enterica S serovar Typhimurium (S serovar Typhimurium ( . 
Typhimurium) is an invasive enteric pathogen that 
causes zoonotic food-borne infectious disease. Infection 
by Salmonella  has a substantial impact on the health Salmonella  has a substantial impact on the health Salmonella
of livestock, and even leads to death of animals. An 
important aspect in designing strategies against Salmonella
infection is to develop vaccines for livestock that can 
counteract Salmonella  infection. For the development of an Salmonella  infection. For the development of an Salmonella
effi  cacious vaccine, proper understanding of the protective 
immune responses to Salmonella  infection is required. Salmonella  infection is required. Salmonella
Salmonella -specifi c antibodies were shown to protect mice Salmonella -specifi c antibodies were shown to protect mice Salmonella
against Salmonella  infection, but the underlying defense Salmonella  infection, but the underlying defense Salmonella
mechanisms remain less clearly defi ned. This study focuses 
on understanding the role of antibodies in mediating 
immunity to the host against Salmonella  infection. By using Salmonella  infection. By using Salmonella
a novel monoclonal antibody (mAb) that was developed 
using a mutant strain of S . Typhimurium, we have shown S . Typhimurium, we have shown S
that Salmonella -specific antibodies have the potential to Salmonella -specific antibodies have the potential to Salmonella
provide protection to mice against Salmonella  infection. In Salmonella  infection. In Salmonella
addition, the functional role of the novel mAb in mediating 
protection to the host was also investigated via in vitro 
infection studies. S . Typhimurium generally has the ability S . Typhimurium generally has the ability S
to survive and replicate within macrophages through 
escape from the host’s antibacterial functions. In our 
study, we found that the novel mAb opsonizes the bacteria 
for enhanced bacterial uptake by the macrophage, and 
mediated activation of the macrophage. The antibacterial 
functions of the macrophage are subsequently induced 
that resulted in killing of intracellular bacteria. This study 
therefore suggests an important mechanism of antibody 
in mediating protection against Salmonella  infection, and Salmonella  infection, and Salmonella
will be an aid in developing antibody-based vaccines or 
therapeutic agents.

Marta Elsheimer Matulova：Development of 
a live attenuated vaccine against chicken 
salmonellosis
Salmonellosis is one of the most prevalent infectious 

diseases in humans worldwide. As humans are mainly 
infected through a food chain from eggs and poultry 

products, one of the effective measures to reduce 
salmonellosis in chickens - and subsequently in humans - 
is vaccination. However, inactivated vaccines confer low 
protection and older live vaccines consisting of random 
auxotroph mutants such as aroA  mutants are not aroA  mutants are not aroA
well described. Generally, efficient vaccination against 
salmonellosis in chickens is diffi  cult due to their natural 
resistance to Salmonella  infection. In our studies we Salmonella  infection. In our studies we Salmonella
therefore focused on a construction of a safe, genetically 
defined, efficient live vaccine against salmonellosis 
specifi cally designed for poultry. We have tested several 
Salmonella  Enteritidis mutants with deletions in various Salmonella  Enteritidis mutants with deletions in various Salmonella
virulence factors such as frequently used aroA  and aroA  and aroA
phoP  mutants, or phoP  mutants, or phoP Salmonella  pathogenicity island (SPI) Salmonella  pathogenicity island (SPI) Salmonella
mutants. Results showed that SPI1 mutant protects 
chickens the best against salmonellosis. By introducing 
two additional mutations we have constructed a potential 
vaccine, in which a) the strain can be easily diff erentiated 
from fi eld strains, and b) chickens vaccinated with this 
strain can be diff erentiated from infected chickens using 
a commercial ELISA kit. Furthermore, by adding two 
different serovars we produced a composite vaccine, 
which might be effective against a broad spectrum of 
Salmonella  serovars infecting chickens. Nevertheless, Salmonella  serovars infecting chickens. Nevertheless, Salmonella
further testing of the vaccine in a larger scale by a 
pharmaceutical company revealed several problems, 
which will also be shortly discussed. In order to induce 
a protective immunity in chickens, a development of 
chicken immune system, interactions with Salmonella
and microbiota must be also taken into consideration. 
In our second project we therefore focused on a 
chicken response to Salmonella  infection in the spleen, Salmonella  infection in the spleen, Salmonella
intestine and leukocyte subpopulations. Most of the 
genes identified in our studies were not associated 
with Salmonella infection before. We used the most up-
regulated ones as markers of infl ammation to compare 
vaccination with different deletion mutants. Together 
with data on age-dependent resistance of chickens to 
Salmonella  infection, we will be able to adjust vaccination Salmonella  infection, we will be able to adjust vaccination Salmonella
scheme to better protect chickens against salmonellosis.



動衛研研究報告　第 123 号，143-146（平成 29 年 3 月）

145水曜会開催記録

第 691 回水曜会講演要旨（平成 27 年 6 月 24 日）
岩丸祥史：シカ慢性消耗病（CWD）プリオンを用いた
プリオン伝播機構の解析
2013 年 3 月から 2 年間，米国コロラド州立大学獣医・

生物医科学部プリオン研究センターにおいて，標記の課
題で農研機構の長期在外研究を行った。
慢性消耗病（chronic wasting disease；CWD）は，シ

カ類に発生するプリオン病であり，北米と韓国で発生が
報告されている。CWD感染動物の体液・糞尿にはCWD
プリオンが排出され，直接接触や環境を介した宿主への
水平感染を引き起こす。北米では，野生・飼育シカにお
けるCWD発生が合衆国の西部山岳地域を中心に 23 州，
カナダの 2 州に及び，CWD発生地域の拡大が続いてい
る。我が国では，幸いCWDの発生は確認されていないが，
発生した際にはBSEやスクレイピーよりも拡散防止・封
じ込めが困難であることから，その侵入防止と国内監視
が必要な動物プリオン病と考えられる。
本在外研究では，シカプリオン蛋白質過発現遺伝子

改変マウスの全脳から神経幹細胞を分離し，CWDプリ
オン分離や感染価測定が可能な細胞系の構築を目指し
た。また，CWDプリオン感染細胞に蓄積した異常プリ
オン蛋白質の検出に，近年開発されたReal-time quaking-
induced conversion（RT-QuIC）法の適用を試みた。今
回の水曜会ではプリオン病の概説を交えながら，コロラ
ド州立大学のプリオン病研究体制及び研究内容の詳細を
紹介したい。

第 692 回水曜会講演要旨（平成 27 年 7 月 29 日）
長澤裕哉：腸管M細胞におけるアルドラーゼAを介し
た異常型プリオン蛋白質侵入機構の解明
これまでの研究から，牛海綿状脳症の原因物質である

異常プリオン蛋白質の初期感染が腸管M細胞の輸送小
胞を介して行われることが明らかにされている。しか
し，M細胞における異常プリオン蛋白質のトランスサ
イトーシスに関わる分子とその侵入機構の詳細は不明
な点が多い。そこで，腸管M細胞における異常型プリ
オン蛋白質のトランスサイトーシスに関わる分子を同定
し，侵入機構の一部を解明したので報告する。
まず，M細胞の輸送小胞におけるプリオン蛋白質と

親和性を有する分子を同定するため，M細胞に分化誘
導させたウシ腸管上皮細胞（BIE 細胞）を用いてプロテ
オーム解析を行った結果，解糖系酵素アルドラーゼ A
の同定に成功した。アルドラーゼAとプリオン蛋白質
の親和性を，免疫沈降および Far Western blot 解析に

より確認，腸管M細胞におけるアルドラーゼAの存在
部位を解析したところ，管腔側表面および輸送小胞中
に局在していることが判明した。さらに，M細胞に分
化させた BIE 細胞を用いて異常プリオン蛋白質の侵入
機構を解析したところ，異常型プリオン蛋白質がアルド
ラーゼAと共局在している部位において取込まれ，か
つ異常型プリオン蛋白質が基底膜側へ放出していたこと
から，アルドラーゼAが異常プリオン蛋白質とともに
M細胞を介してトランスサイトーシスしていることが
確認された。一方，この現象は抗アルドラーゼA抗体
でアルドラーゼAをブロックすることにより抑制され
ることも判明した。
これらのことより，M細胞上での異常型プリオン蛋
白質の侵入は，アルドラーゼAと結合することによっ
て開始されることが明らかとなった。

第 693 回水曜会講演要旨（平成 27 年 10 月 27 日）
小川洋介：豚丹毒菌のゲノム解析に基づく病原性解析お
よびワクチン開発
豚丹毒菌Erysipelothrix rhusiopathiae は豚に急性敗血
症や慢性の関節炎を引き起こすグラム陽性の細胞内寄生
菌である。本疾病は，家畜伝染病予防法により届出伝染
病に指定されている。本病の予防のために生ワクチン・
不活化ワクチンが利用されているが，国内では近年，豚
丹毒の発生報告が増加しており，本疾病は，畜産経営上，
極めて重要な感染症として認識されている。
これまでに，豚丹毒菌の生ワクチン株にMycoplasma 

hyopneumoniae の P97 付着因子抗原遺伝子を組込んだ
豚マイコプラズマ肺炎に対するベクターワクチン候補株
を開発した。現在は，豚丹毒菌の病原性発現機序を詳細
に明らかにした上で，安全で免疫誘導能に優れた弱毒株
を作製し，この弱毒株を利用したベクターワクチンを開
発することを最終目的としている。そのために，豚丹毒
菌強毒株 Fujisawa 株の全ゲノム配列を決定し，さらに，
豚丹毒菌の主要な病原因子である莢膜多糖の解析を行っ
た。本発表では，豚丹毒菌をワクチンベクターとしたワ
クチン開発，豚丹毒菌強毒株である Fujisawa 株のゲノ
ム解析，ゲノム配列情報を利用したワクチン開発および
病原性解析について紹介する。

第 694 回水曜会講演要旨（平成 27 年 12 月 22 日）
加藤悦子：プラス鎖 RNAウイルス複製機構解明に向け
た構造生物学研究
農学・医学上重要な多くのプラス鎖 RNAウイルスの
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ゲノムはスーパーファミリー 1（SF1）ヘリカーゼ様ド
メインをコードしている。このヘリカーゼ様ドメインは
多くのプラス鎖 RNAウイルスに共通にコードされてお
り，ウイルス複製に重要な役割を果たしていることが知
られている。しかし，その立体構造は明らかにされてい
なかった。我々は，プラス鎖 RNAウイルスに属するト
マトモザイクウイルスがコードする SF1 ヘリカーゼ様
ドメインを含む安定領域（ToMV-Hel）を実験的に決定
し，その構造決定に成功した。その結果，ToMV-Hel は
２つの RecA 様ドメインからなるヘリカーゼコアドメイ
ンと特徴的な N末ドメインから形成されていることが
分かった。既に構造が明らかになっているSF1ヘリカー
ゼと比較した結果，他の SF1 ヘリカーゼドメインには
アクセサリードメインと呼ばれる付加的な構造がコアド
メイン中に挿入されているが，ToMV-Hel にはコアドメ
インにアクセサリードメインが存在しないこと，N末ド
メインの構造は ToMV-Hel 特有であることから，新規
な SF1 ヘリカーゼであることが明らかとなった。さら
に，このドメインは多くのプラス鎖 RNAウイルス（例
えばブタ流行性下痢ウイルス，人畜共通感染症である E
型肝炎ウイルスやベネズエラウマ脳炎ウイルスなど）が
コードする SF1 ヘリカーゼと類似していることが予想
された。そこで，ToMV-Hel の立体構造に基づいて見出
した薬剤候補化合物について他のウイルスによる効果を
検証した結果，候補化合物のうち一つの化合物がブタ流
行性下痢ウイルス等に効果があることが分かった。講演
の後半では，昨年度報告した ToMV-Hel とウイルス複
製阻害因子 Tm-1 との複合体形成機構についても紹介し
たい。

第 695 回水曜会講演要旨（平成 28 年 3 月 17 日）
退職者記念講演
播谷　亮：ミクロの世界の魅力　―　病理形態学の持つ
説得力
大学で病理標本を顕微鏡観察した瞬間，ミクロの世界

に魅せられた。以来，今日までずっと，ミクロの世界を
旅して様々な風景に出会ってきた。今回は，私が目にし
てきた魅力に溢れたミクロの世界を皆様に紹介しつつ，
病理形態学の持つ説得力について言及したい。

岩村祥吉：定年退職を前に思うこと
家畜衛生試験場から始まり，名称は動物衛生研究所に

変わったものの，これまで 30 年以上にわたり大変お世
話になった。生化学第１研究室の仮配属での見習いを皮

切りに，保健衛生研究室あるいは臨床繁殖研究室で主に
雌豚の繁殖障害に関わる仕事をするなかで，家衛試内で
の実験豚での試験のみならず，当時は家衛試近辺にも多
く点在していた養豚農家での野外試験や，研究室や講習
会等での都道府県職員の方々との情報交換，民間企業と
の共同研究なども経験させてもらった。また，2 年間の
行政勤務や，実験動物管理科以降 12 年にわたって研究
を離れての業務も経験した。自身の業務で経験したこと
に触れながら，これまでの期間を振り返って思うことを
紹介させていただきたい。

磯部　尚：38年間を振り返って
昭和 53 年 4 月入省以来 38 年間にわたり家畜衛生試験
場および法人化後の動物衛生研究所に在職した。鶏病支
場での 15 年間，本所での 23 年間を振り返り，鶏ロイコ
チトゾーン症，鶏コクシジウム症，鶏マラリアなど鶏の
寄生虫病に関する研究や感じたことなどを紹介したい。

津田知幸：研究所生活を振り返って
1980 年に農水省家畜衛生試験場に筑波移転後第 2 期
生として採用され，製剤研究部で初めてウイルスの仕事
を始めました。翌年には小平に転勤となり，移転後の乏
しい施設と器具を使っての研究や牛疫ワクチン製造，口
蹄疫の緊急病鑑や動物検疫所への協力，加えてタイでの
技術協力など現在の海外病研究の礎となる様々な経験を
させていただきました。海外病部に特殊実験棟が新設さ
れたものの口蹄疫ウイルスの国内導入は果たせませんで
した。しかし，1994 年に九州支所に異動した後は PED，
牛の異常産，イバラキ病，豚コレラ疑似事例と立て続け
に重要な感染症対応を経験し，口蹄疫に至っては勤続
20と 30年の節目の年に2度も関わることになりました。
昆虫媒介性ウイルス実験棟や高度安全研究施設の設計に
関与したことも良い思い出です。研究面では九州支所に
おけるアルボウイルス研究の基盤を築けたことが一番の
思い出です。アルボウイルス研究はウイルス，脊椎動物
宿主，ベクターの 3つの側面から研究を進める必要があ
りますが，支所の全職員の力によって非常に効率的に進
めることが出来ました。同時に各県の家畜保健衛生所，
NOSAI 連，鹿児島県，鹿児島大学など多方面の皆さん
の協力にも感謝します。最後の 10 年間は研究所の管理
運営に携わりましたが，研究所最後の卒業生となること
に一抹の寂しさを感じます。




