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会 期:2018 年 10 月 13 日(土)
会 場:ホテルエミシア札幌
大会長: 福本真一郎 (酪農学園大学 獣医学群)
日 程:
8:30

受付開始

9:00

一般講演

11:25 -12:00 公開講演会
とかち NOSAI 鹿追家畜診療所

藤居恵美 獣医師

「ウシの臨床現場で見られる外部寄生虫」
12:00 -13:30 昼食、幹事会・理事会
13：30-14:00 公開講演会
北海道大学理学部 大学院研究科 鈴木仁教授
「ネズミ類などの哺乳類の生物地理学、遺伝子多様性、分子進化学」
14：00 一般講演
17:20 総会
17:50 閉会の辞
18:00 情報交換会:

ホテルエミシア札幌

〒004-0052 北海道札幌市厚別区厚別中央２条５丁目５−２５
電話 011-895-8811
会 費:当日受付にてお支払い下さい。
参加費:一般 2,000 円、学生 1,000 円
情報交換会費:一般 3,000 円、学生 2,000 円
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発表形式: 発表時間は講演 8 分、質疑応答 4 分の計 12 分です。
Power Point (Windows 版)を用いた液晶プロジェクターによる発表のみとし、 発表
ファイルは CD-R や USB メモリーなどに保存して当日ご持参下さい。ご持参できな
い場合は事前にご相談ください。
座 長:例年通り、前発表者が次の方の講演の座長を行う方式とします。
ご協力をお願い致します。
事務局・連絡先
酪農学園大学 獣医学群 獣医寄生虫病学ユニット 福本真一郎
電話：011-388-4747 e-mail: fukumoto@rakuno.ac.jp
緊急連絡先： 福本携帯：080-3294-3408
経費節減のため、本プログラムを印刷してご持参頂きますようお願い致します。
また、当日は普段着にてご参加ください。
★ 会場 ホテルエミシア札幌 アクセス:
〒004-0052 北海道札幌市厚別区厚別中央２条５丁目５−２５
電話 011-895-8811
○公共交通機関のご案内
道央圏の主要な交通拠点である新札幌に位置するホテルエミシア札幌は、JR、地下
鉄、バスすべての交通機関へダイレクトにアクセス。北海道の空の玄関口である新千
歳空港へもほど近い、スムーズなフットワークが魅力です。また、JR、地下鉄両方が
乗り入れる新札幌駅からホテルまでは、徒歩 3 分の近距離です。
新千歳空港からは、JR 快速エアポートで 28 分。
「新千歳空港駅」より 28 分（JR 快速）
「札幌駅」より 8 分（JR 快速）
「地下鉄大通駅」より 19 分（地下鉄東西線）
「小樽駅」より約 45 分（JR 快速）
「旭川駅」より約 1 時間 40 分（JR 特急）
「JR 新札幌駅改札」より徒歩約 3 分
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「地下鉄新さっぽろ駅 9 番出入口」より徒歩約 1 分

駐車場入り口は、ホテル裏手にございます。

•

「地下鉄新さっぽろ駅 9 番出⼊⼝」より徒歩約 1 分

駐⾞場のご案内
駐⾞場⼊り⼝は、ホテル裏⼿にございます。
【基本料⾦】 30 分 200 円【ホテル内施設のご利⽤優待料⾦】・レストラン、美容室（2
時間まで）200 円
・会議、（3 時間まで）200 円・ご宿泊、1 滞在（15:00〜11:00）1,200 円
・乗⽤⾞ 1 滞在（21:00〜9:00）2,000 円・ご優待超過料⾦（30 分超えるごとに 200 円
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プログラム
開会の辞

８：５０-９：００

一般講演

９：００-１２：００

1. 道東で収容されたタンチョウの死体から得られた昆虫類について
〇吉野智生（釧路市動物園）
2. 日本未記録と思われる Culicoides 亜属ヌカカの一種について
○伊東拓也（北海道立衛生研究所）
3. ネッタイシマカにおけるイヌフィラリア感染分子基盤の解析
〇白水貴大, 関信彰, 曽賀晃, 森下雄貴, 纐纈摩美, 福本晋也
（帯広畜産大学・原虫病研究センター）
4. 国内で捕獲されたシカに寄生していたマダニ調査
○寺田裕, 大﨑慎人, 西野志保

（農研機構・動物衛生研究部門）

5. 北海道におけるボレリア感染症が示す症状について
〇山野公明,

伊東拓也 (北海道立衛研・感染症)

6. Evaluation of serodiagnostic antigens of Neospora caninum for bovine neosporosis.
〇Hanan H. Abdelbaky1), Maki Nishimura1), Naomi Shimoda1), Jun Hiasa1) , Hiromi
Tokimitsu2), Hisashi Inokuma3), Yoshifumi Nishikawa1)
(１. National Research Center for Protozoan Diseases, Obihiro University of Agriculture
and Veterinary Medicine, 2. Shihoro Agricultural Cooperative Association, 3. Department
of Clinical Veterinary Medicine, Obihiro University of Agriculture and Veterinary
Medicine)

7. 妊娠期トキソプラズマ感染における CXCR3 依存的免疫病態の解明
○西田朱里１）, 古岡秀文 2）, 西川義文１）
（１帯広畜産大学・原虫病研究センター, ２
帯広畜産大学・基礎獣医学）
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【 休 憩 １０：２４-１０：３６ 】
8. ネオスポラ症の病態に関与する NcGRA6 の機能解析
○森高智弥, 下田直美, 西川義文（帯広畜産大学・原虫病研究センター）
9. Development and evaluation of the first immunochromatographic test that can detect
specific antibodies against Cryptosporidium parvum.
Ragab M. Fereig, Hanan H. Abdelbaky, Fumiaki Ihara, ○Yoshifumi Nishikawa
(National Research Center for Protozoan Diseases, Obihiro University of Agriculture and
Veterinary Medicine)
10. ハマダラ蚊の腸内細菌叢の破綻が卵巣内の卵発育を抑制する
○野々垣雄介 1), 箱崎 純 1) , 田邊太志 2), 西山啓太 3), 筏井宏実 1)
（１北里大学・獣医・寄生虫学,

2 北里大学・獣医・微生物学,

3 北里大学・薬・

微生物学）
11. ウシラクトフェリンによる抗マラリア作用
○相良誠也１, 宮田健 2), 筏井宏実 1）
（１北里大学・獣医・獣医寄生虫学, 2 鹿児島大学・農・食品化学）
公開講演会１ １１：２５-１２：００
「ウシの臨床現場で見られる外部寄生虫」
とかち NOSAI 鹿追家畜診療所

藤居

恵美

獣医師

【休憩・昼食・幹事会・理事会 １２：００-１３：３０】
公開講演会２ １３：３０-１４：００
「ネズミ類などの哺乳類の生物地理学、遺伝子多様性、分子進化学」
北海道大学 理学部

大学院研究科

鈴木
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仁

教授

一般講演 １４：００-１７：１２
12. Morphological and molecular characterization of Ascaridia galli detected from the
domestic chickens in Bangladesh
○Peru Gopal Biswas1), 2), Yuma Ohari1), 2), Uday Kumar Mohanta1), 2), Tadashi Itagaki1), 2)
（１Laboratory of Veterinary Parasitology, Faculty of Agriculture, Iwate University, 2
Department of Pathogenetic Veterinary Science, The United Graduate School of Veterinary
Sciences, Gifu University）

13. 奄美諸島の天然記念物哺乳類の内部寄生蠕虫相
○福本真一郎１）, 大塔玲子１）,平賀寛治１）, 松本 亮介１）, 吉田 敦１）, 吉田圭子１）,
小浜菜美子１）, 勝又綾香１）, 足立亜沙美１）, 佐藤知生１）, 池田恵子１)２）, 村田亮３）,
鑪雅哉４）, 河内淑恵４）, 伊藤結４）, 石川拓哉４）, 木元 侑菜４）, 服部正策 5）,
倉石武 5）, 横田伸一 5）, 木下豪太６）
(1 酪農学園大学・獣医・寄生虫病学, 2 BIAHJ , 3 酪農学園大学・獣医・細菌学,
4 環境省奄美野生生物保護センター, 5 東大医科研, 6 京大・森林生物)
14. 鳥の渡りによる寄生虫の移動拡散、石狩川水系のウグイ類を中間宿主とする吸虫類の
種多様性
○中尾 稔, 佐々木瑞希
（旭川医科大学・医）
15. ミトゲノムから見た日本に分布する単為生殖型肝蛭の遺伝的多様性
○尾針由真 1), 2), 中尾

亮 3), 板垣

匡 1), 2)

（１岩手大・農・獣医寄生虫, 2 岐阜大学大学院・連合獣医, 3 北大・獣医・寄生
虫）
16. pepck 遺伝子をマーカーとした multiplex PCR は Fasciola 属を正確に識別しない
笠原慎平 1), 尾針由真 1,2), Calvopina Manuel

3)

, 高木秀和 4), 杉山

広 5),

○板垣 匡 1,2)
（１岩手大・農・獣医寄生虫, 2 岐阜大学大学院・連合獣医, 3 Universidad de las
Americas, 4 愛知医大医学部, 5 国立感染症研究所）
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【 休 憩 １５：００-１５：１２ 】

17. イヌのエキノコックス検査における copro-DNA 検出法の適用
○入江隆夫 1), 向井猛 2),八木欣平 1) (１北海道立衛研・感染症, 2 札幌市)
18. エキノコックス症対策におけるイヌ対策の重要性について-農村地域における調査○八木欣平 1), 山田恭嗣 2)入江隆夫 1), 孝口裕一 1), 浦口宏二 1), 森嶋康之 3)
(１北海道衛研・感染症部, 2 やまだ動物病院, 3 感染研・寄生動物部)
19. Survey of tick-borne pathogens among cattle from Northern and Southern regions of
Thailand
○Paul Franck Adjou Moumouni,

Xuenan Xuan

1)

（National Research Center for Protozoan Diseases, Obihiro University of Agriculture and
Veterinary Medicine）
20. Molecular investigation of tick-born infections in cattle and yaks in Xinjiang province,
China
○Yongchang Li1), Mingming Liu1), Bayin Chahan2), Xuenan Xuan

1)

（１National Research Center for Protozoan Diseases, Obihiro University of Agriculture
and Veterinary Medicine, 2 Department of Animal Parasitology, Xinjiang Agricultural
University School of Veterinary, China）
21. Characterization of Aspartate aminotransferase in Toxoplasma gondii
○Jixu Li1), Huanping Guo1), Yang Gao1), Honglin Jia2), Xuenan Xuan1)
（１National Research Center for Protozoan Diseases, Obihiro University of Agriculture
and Veterinary Medicine, 2 Harbin Veterinary Research Institute, Chinese Academy of
Agricultural Sciences, China）

【 休 憩 １６：１２-１６：２４ 】
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22. Prevalence and molecular characterization of Theileria sp. Sola and Theileria sp.
Thrivae in sika deer (Cervus nippon) in Hokkaido, Japan
○Seung-Hun Lee, Shinya Fukumoto, Xuenan Xuan
（National Research Center for Protozoan Diseases, Obihiro University of Agriculture and
Veterinary Medicine）
23. Babesia microti confers macrophage-based cross-protective immunity against
Plasmodium chabaudi infection in mice
○Artemis Efstratiou, Galon Eloiza, Aiko Kume, Hiroshi Suzuki, Xuenan Xuan
（National Research Center for Protozoan Diseases, Obihiro University of Agriculture and
Veterinary Medicine）
24. Development of monoclonal antibodies against Babesia microti seroreactive antigen
BMN1-17 and its application in rapid diagnostic tests of Babesia microti infection
○Amany Magdy Beshbishy1), Gaber El-Saber Batiha1,2), Azirwan Guswanto1), Naoaki
Yokoyama1), and Ikuo Igarashi1)
（１National Research Center for Protozoan Diseases, Obihiro University of Agriculture
and Veterinary Medicine, 2 Department of Pharmacology and Therapeutics, Faculty of
Veterinary Medicine, Damanhur University, Egypt）
25. Inhibitory effects of methanolic Olea europaea and acetonic Acacia laeta herbal crude
extracts on the growth of Babesia and Theileria
○Gaber El-Saber Batiha1,2), Amany Magdy Beshbishy1), Naoaki Yokoyama1), and Ikuo
Igarashi1)
（１National Research Center for Protozoan Diseases, Obihiro University of Agriculture
and Veterinary Medicine, 2 Department of Pharmacology and Therapeutics, Faculty of
Veterinary Medicine, Damanhur University, Egypt）

総会

17：20 – 17:50

閉会の辞 17：50 – 18:00 （大会長：福本

真一郎）
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公開講演会 １
牛の臨床現場で見られる外部寄生虫
藤居恵美（十勝 NOSAI

鹿追家畜診療所）

各牧場から育成牛を預かり、夏季に放牧をする公共牧場においては、マダニ及び内部
寄生虫感染の対策として、通常駆虫プログラムが組まれている。しかしながら、公共牧
場から放牧地のない各牧場に戻ってきてからは、定期的な駆虫が行われることは少なく、
実際、私が勤務している鹿追町内の牧場では数年前までほとんど行われていなかった。
鹿追町では放牧をしている牧場が少ないため内部寄生虫感染は多くないが、シラミ・ハ
ジラミ・ショクヒヒゼンダニ・ニキビダニなどの外部寄生虫の感染を受けた牛に出会う
ことは多く、皮膚病変が重度の牛も散見される。
ハジラミ・ショクヒヒゼンダニは皮膚炎を起こし、牛に掻痒感による強いストレスを
与え、シラミは掻痒感だけでなく病原体の機械的伝播をする可能性もある。掻痒感によ
るストレスは乳量減少や乳質低下を起こし、経済的損失をもたらすことが知られている。
畜主は牛の掻痒行動や皮膚病変で感染に気付くことができるが、それが外部寄生虫によ
るものだという認識が薄いことと、たとえ臨床症状があっても軽視してしまうことが多
く、積極的な駆虫は行われていない。そこで、鹿追町内のほぼ全牧場で、畜主の前で牛
から虫体を採集し実物を見せて説明したところ、多くの牧場がすぐに駆虫を行うことと
なった。駆虫を行った牧場からは、牛の毛艶が良くなり大人しくなったという感想が聞
かれ、現在も継続して定期的に駆虫を行っている。
今回の講演では、牧場でよく見かけるシラミ・ハジラミ・ショクヒヒゼンダニ・ニキビ
ダニについて、感染牛の症状と虫体について紹介する。併せて、以前、ケブカウシジラ
ミの寄生状況を北海道内各地および道外の一部で調査し、ミトコンドリア DNA の COXⅠ
領域における塩基配列を解析したので報告する。また、ショクヒヒゼンダニ感染が見ら
れた牧場において、駆虫前後の皮膚病変及び乳量と乳質の変化を 2 年間調査したところ、
駆虫により改善が見られたのでそちらについても報告する
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公開講座２
ネズミ類などの哺乳類の生物地理学、遺伝子多様性、分子進化学
鈴木仁（北大院環境科学）
本講演では、寄生虫学的に重要な宿主であるネズミ類の進化的動態について考えてい
きたい。日本列島のハツカネズミ属、クマネズミ属、アカネズミ属、そしてヤチネズミ
属の生物地理学的解析事例を紹介し、古気候学的環境変動と遺伝的多様性との関連につ
いて言及したい。第四紀後期の過去１５万年間の氷期・間氷期の複数回の繰り返しが、
彼らが現在もつ遺伝的多様性に大きな影響を与えたことが最近の研究で分かってきた。
日本列島の生物相の種や遺伝的多様性、さらには日本人の祖先の起源についても重要な
知見を与えてくれるものと期待している。今後、寄生虫側の進化的動態についても同時
に解析し、宿主と寄生虫との進化的同調性について理解を深めていくことは様々な観点
において極めて意義深い研究項目であると考えている。
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道東で収容されたタンチョウの死体から得られた昆虫類について
〇吉野智生（釧路市動物園）
The forensic entomological survey of sarcosaprophagous insects gathering on carcass
of the Red-crowned Crane collected in Eastern Hokkaido. Yoshino, T.

1

タンチョウ Grus japonensis は主に北海道東部に生息する大型の水鳥類で，国の特別天然記念物
および国内希少野生動植物種に指定されている．釧路市動物園は本種の保護増殖事業の一環とし
て傷病個体の受入れのほか、死因，収容要因の解明や各種サンプリングのため剖検を行っている
が，収容される死体の状態は様々であり腐乱，白骨化死体も多く含まれる．またタンチョウの死
体は白く大きいため比較的目立つとはいえ，目撃情報が少なく事故発生時間や収容要因の推定が
困難な場合が多い．死体には双翅目をはじめとする昆虫類が入植し，時間経過とともに分解され
ていくが，その構成種や発育段階から死後経過時間が推定できる場合がある．しかし道東部では
死体分解性昆虫類の調査が少なく，また鳥類の死体分解に関する研究も少ない．そこで，当園に
搬入されたタンチョウの剖検中に昆虫類を採集し，種同定と死後経過時間の推定を試みた．昆虫
採集が可能であったのは 10 例で，双翅目クロバエ科の幼虫が最も多く，成虫ではキンバエが最
も多く採集された．ほかに採集されたのはチーズバエ科幼虫，ヨツボシモンシデムシ，ヒラタシ
デムシ，ハネカクシ科 spp. ，エンマムシ科 spp.であった．昆虫類が採集できたのは 4 月から
11 月にかけて発生した死体であり，冬季の採集はなかった．4 月にクロバエ科幼虫の採集が 1
事例あったが，囲蛹殻がないことおよび体長が 1 ㎝を超えないことから，越冬個体ではないと考
えられた．白骨化死体からはハネカクシ科およびエンマムシ科が多く採集されたが，1 例ではチ
ーズバエ科幼虫が大腿骨等の骨内腔から採集された．昆虫相は死体の発生地域や気温，周辺環境
等により異なると考えられるため，今後も継続調査が必要である.

日本未記録と思われる Culicoides 亜属ヌカカの一種について
〇伊東拓也（北海道立衛生研究所）
An unrecorded species of the genus Culicoides (Diptera, Ceratopogonidae) from
Japan. Ito, T.

2

北海道及び岩手県で日本未記録と思われる Culicoides 属 Culicoides 亜属に属するヌカカを採集
した．
このヌカカの雌は，翅の淡斑が黄白色，暗斑が暗褐色を呈し，R5 室端の明斑は大きく，M1, M2,
M4 室端の明斑と共に翅縁に達し，M4 室明斑中に独立した暗斑はない．翅長 1.35-1.60mm (n=6，
以下同)のやや大型のヌカカで，下唇鬚が長く第 2-5 節の合計長 241-292μm, その第 3 節は筒型
に近く，PR は 4.15-4.46，感覚毛は散在して基部近くにも分布することを主徴とする．雄交尾器
は，第 9 腹節背板末端が両側突起端を大きく越えて丘状に張り出し，その中央部が V 字上に切れ
込み，陰茎は幅 7：長 12，陰葉先端は有毛で陰茎先端を大きく越える．日本産の種では，雌は翅
の斑紋が C. dubius（オオモンヌカカ又はクマヌカカ，ヒト吸血性あり）に極めて近似している
が，斑紋（色・パターン）及び下唇鬚の形態が異なる．さらに，18S rDNA の塩基配列も 5 カ所
で異なる．また，近隣の中国・ロシアから知られる C. impunctatus とは雌の斑紋は同様だが，
雄交尾器の形態が異なる．今のところ欧州に分布しアジア東部から記録のない C. fagineus が同
種又は最も近縁な種であると考えている．
なお，本種は C. dubius と共に採集されることも多いため，今まで C. dubius と混同されていた
ことも考えられる.
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ネッタイシマカにおけるイヌフィラリア感染分子基盤の解析
〇白水貴大、関信彰、曽賀晃、森下雄貴、纐纈摩美、福本晋也
（帯広畜産大学・原虫病研究センター）

イヌ寄生性線虫である Dirofilaria immitis (D. immitis)は蚊によって媒介され、イヌフィラ
リア症を引き起こす。生活環はイヌ－蚊間で形成され、感染イヌ血中に産出された
Microfilaria(mf)を吸血時に中腸へ取り込むことで蚊への感染が始まる。mf は感染 1 日後にマ
ルピーギ管へ侵入し、感染期幼虫（L3）まで成長する。感染約 2 週間後に、成熟 L3 はマルピー
ギ管を脱出し、血体腔を経て口吻へ移動し、イヌへの感染機会を待つ。蚊の D. immitis 媒介能
は遺伝的要因に左右されることが報告されており、バランスのとれた共生関係の蚊のみが D.

immitis を媒介する。しかし、その詳しい媒介メカニズムについては不明な点が多い。そこで、
D. immitis 感染表現型の異なる蚊を用いた宿主応答の比較解析を行うことで、D. immitis 感染
分子基盤を明らかにすることを目的とした。
まず、D. immitis 感染血液を餌として、ネッタイシマカ Aedes. aegypti (Ae. aegypti) Liverpool
系統の数十代に渡る継代を行った。その結果、L3 を多く保持した上で高い生存率を示す「高媒
介性系統」の樹立に成功した。この系統を軸に複数の Ae. aegypti 系統の D. immitis 感染表現
型スクリーニングを行った。その結果、L3 が全く検出されず高い生存率を示す「抵抗性系統」、
中間的な L3 数を保持し生存率が低い「感受性系統」の同定に成功した。次に、これら高媒介性、
抵抗性、感受性の 3 パターンの媒介能の異なる系統における D. immitis 感染動態を解析した。
高媒介性系統との比較解析により抵抗性系統では、吸血感染後、D. immitis 数が有意に減少し
ていくこと、並びに mf の発育阻害が起きることが確認された。この結果を踏まえ、感染 1－2
日後の各系統の中腸およびマルピーギ管を RNA-seq 解析に供し、発現差のある遺伝子のスクリー
ニングを試みた。その結果、一部のパターン認識レセプターおよびエフェクター分子は、抵抗性
系統または感受性系統において高発現を示した。抵抗性系統で高発現を示した遺伝子は、 D.

immitis 寄生阻害作用を担う可能性が考えられる。現在、RNAi を用いた loss-of-function スク
リーニングによる感染表現型解析により、D. immitis の感染を左右する遺伝子を推定中である。
今後は、遺伝子改編技術を用いた TG 蚊および KO 蚊を作製し、蚊における D. immitis 感染の分
子基盤を明らかにしていきたい.
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国内で捕獲されたシカに寄生していたマダニ調査
〇寺田裕, 大﨑慎人, 西野志保 （農研機構・動物衛生研究部門）
A survey of ticks infested to shika deer (Cervus nippon or Cervus nippon yesoensis)
in Japan. Terada, Y. Osaki, M. And Nishino, S

4

農研機構動衛研では、シカ（北海道ではエゾシカ）の病原体保有調査を目的に、2016 年全国
の狩猟者の協力を得て、血液、皮膚などのサンプル延べ 473 頭分を収集した。そのうち、20 道
府県（宮崎県～北海道）で捕獲されたシカ 219 頭の皮膚サンプル（耳介）に付着していたマダニ
を採集し、種、発育ステージを観察した。狩猟時期の関係上、得られたサンプルは 2016 年 9 月
～2017 年 1 月に採集されたものであった。
採集されたマダニは 3 属 13 種（キララマダニ属：タカサゴキララマダニ、マダニ属：シュル
ツエマダニ、ヤマトマダニ、タネガタマダニ、チマダニ属：フタトゲチマダニ、オオトゲチマダ
ニ、キチマダニ、ヒゲナガチマダニ、ヤマトチマダニ、ダグラスチマダニ、ツノチマダニ、タカ
サゴチマダニ、イエンチマダニであった。
これらのうち、全国的にフタトゲチマダニ、オオトゲチマダニが最も多くみられ、次いでキチ
マダニが認められた。地域別では、北海道でダグラスチマダニ、シュルエマダニ、ヤマトマダニ
がみられ、タカサゴキララマダニ、ツノチマダニタカサゴチマダニ、ヒゲナガチマダニは西日本
にのみ認められた。発育ステージは、主に若虫および幼虫が得られたが、オオトゲチマダニやキ
チマダニでは成虫も多く認められた。
現在、全国的にシカの生息数が増加し、生息分布も拡大傾向にある。また、牛の放牧地への侵入
が頻繁に確認されている。これらより、シカに寄生するマダニのモニタリングは、マダニ分布の
把握のみならず、家畜衛生上のリスク管理にも重要であると考えられる.

5

北海道におけるボレリア感染症が示す症状について
〇山野公明, 伊東拓也 (北海道立衛研・感染症)
Symptoms of Borrelia infection in Hokkaido. Yamano, K., Ito, T

北海道では，現在，発生頻度の高いダニ媒介性ボレリア感染症のうち，ライム病と新興回帰熱
（Borrelia miyamoti 感染症：BMD）の行政検査体制を整えている．
これら２疾患は，北海道ではいずれもシュルツェマダニが共通の媒介種となっている．また，
シュルツェマダニの生息域の関係で，1999 年以降，それらの発生率において北海道ではライム
病は全国の 40％近くを占め，BMD は少なくとも 75％を占めている．
2014 年に行政検査を開始して以来，2018 年 9 月末までに 168 名から採取された血液検体のべ
190 件分について，WB 法による抗ボレリア抗体の検出（全件）と PCR による病原体遺伝子の検出
（適宜）を実施した．その結果，ライム病 陽性者 33 名と BMD 陽性者 33 名を検出した．そのう
ち 5 名については重複感染であった．
検査を実施するにあたり，患者の症状に関する情報を取りまとめると，従来から知られている典
型的な症状が，診断上，有益な判断材料になる症例ばかりではないことがわかる．一方，そもそ
もダニの刺し口がはっきりしないにも関わらず，ボレリア感染を疑わせるような何らかの症状を
呈し，検査の結果，“抗体陽性”という症例もあった．それらの概要を報告する.
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Evaluation of serodiagnostic antigens of Neospora caninum for bovine
neosporosis.
〇Hanan H. Abdelbaky1), Maki Nishimura1), Naomi Shimoda1), Jun Hiasa1) , Hiromi
Tokimitsu2), Hisashi Inokuma3), Yoshifumi Nishikawa1)
(１. National Research Center for Protozoan Diseases, Obihiro University of Agriculture and
Veterinary Medicine, 2. Shihoro Agricultural Cooperative Association, 3. Department of Clinical
Veterinary Medicine, Obihiro University of Agriculture and Veterinary Medicine)

6

Neospora caninum is a highly distributed protozoan parasite that invades a wide range of
domestic and wild animals. Dogs are its definitive host while cattle are the main intermediate
host. The infection induces abortion in cattle and paralysis in dogs and calves. In cattle, the
parasite may transmit horizontally via ingestion of infective oocyst. Currently, vertical
transmission of N. caninum is the only proven route of transmission and appears to be the main
means of transmission in cattle herds. However, there is no commercial vaccine and drugs
against neosporosis now. Thus, development of serodiagnosis will be needed to control bovine
neosporosis. The aim of this study is evaluate the recombinant antigens of N. caninum to detect
the sera from cattle with bovine neosporosis.
Five N. caninum antigens (NcGAR6, NcGRA7, NcGRA14, NcCyP, and NcSAG1) were
evaluated by enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA) using experimentally infected mice
and cattle sera. Among them, the antigenic proteins of NcSAG1, NcGRA7 and NcGRA6 were
tested using sera from Neospora abortion cases determined by immunohistochemistry (IHC) and
other abortion cases. The positivity of anti-NcSAG1 antibody was highest compared with the
other antigens. The antibody levels against the three antigens in the IHC-positive samples were
significantly higher than those in the ELISA-positive and the IHC-negative samples. Detection
rates of the Neospora-specific antibodies in the IHC-positive samples by the ELISA with
NcSAG1, NcGRA7 and NcGRA6, were 100%, 80% and 60%, respectively. Furthermore, the
antibody levels against NcSAG1 and NcGRA7 were significantly higher in aborting cows
comparing with non-aborting in a herd with abortion outbreak by N. caninum infection. The
tracking of the dynamic of anti-NcSAG1 and anti-NcGRA7 antibodies in pregnant cows showed
markedly increase in the antibody levels at the delivery time. In contrast, in neurologically
symptomatic calves, there were no marked differences in antibody responses against both
antigens comparing with control group.
Our study represented NcSAG1 and NcGRA7 based ELISA as serodiagnostic tools for detection
and prediction of N. caninum-related abortion. In particular, high antibody level in infected or
aborted animals and changeable profile in relevance to the stage of pregnancy suggest the
candidacy of NcSAG1 for further investigations.
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妊娠期トキソプラズマ感染における CXCR3 依存的免疫病態の解明
〇西田朱里１）, 古岡秀文 2）, 西川義文１）
（１帯広畜産大学・原虫病研究センター, ２帯広畜産大学・基礎獣医学）

偏性細胞内寄生性原虫であるトキソプラズマは、妊婦の初感染時に胎児に経胎盤感染すること
で先天性トキソプラズマ症を誘発する。その病型は、胎児の不顕性感染から流死産まで多岐に渡
るが、その病態機序は未解明で、診断・治療も困難を極めている。病態機序に関しては宿主の免
疫因子の関与があり、本来は免疫寛容状態にある胎盤環境において感染により活性化された母体
免疫による胎児の排除が考えられている。C-X-C motif chemokine receptor 3（CXCR3）は種々
の免疫細胞に発現し、炎症の惹起・増強・収束と多面的な役割を担っている。我々の先行研究に
おいて、トキソプラズマ感染に対する生体防御反応における CXCR3 の関与が示された。また CXCR3
は感染性死産病態への関与が報告されているが、妊娠期トキソプラズマ感染における CXCR3 の関
与については不明である。そこで本研究では、先天性トキソプラズマ症の病態機序の解明を目的
に、マウスを用いた妊娠期トキソプラズマ感染における CXCR3 依存的免疫病態を解析した。
CXCR3 欠損（-/-）マウスと野生型マウス（WT、C57BL/6）を用いて同系統のオスマウスと交配
させ、妊娠３日で PLK 株を感染させた。WT 群と比較して CXCR3-/-群で妊娠１０日目の流産率およ
び胎児胎盤組織の原虫量の増加傾向が認められたが、胎盤における炎症性細胞浸潤の程度や炎症
性サイトカインの発現等については両群で差が認められなかった。次に異系統のオスマウス
（BALB/c）を用いて同様の妊娠期感染実験を行った。妊娠１０日目の流産率に違いは認められな
かったが、CXCR3-/-群では胎児胎盤組織の原虫量が有意に増加していた。WT 群では妊娠 10 日前
後で母マウスの体重増加がピークを迎えたが、CXCR3-/-群では体重増加が認められなかった。従
って、CXCR3-/-群ではより早期に流産や胚吸収が起こっていると推測された。
以上より、CXCR3 は妊娠期のトキソプラズマ感染における胎盤組織の原虫排除に重要であり、妊
娠初期の胚形成の維持に関与することが示唆された。
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ネオスポラ症の病態に関与する NcGRA6 の機能解析
〇森高智弥, 下田直美, 西川義文（帯広畜産大学・原虫病研究センター）

ネオスポラ（Neospora caninum）により引き起こされるネオスポラ症は、終宿主であるイヌに
は神経筋疾患、中間宿主であるウシには流産を引き起こす。ネオスポラ症の病態発症機序の詳細
は明らかになっていないが、その病態には過剰な炎症反応の関与が推測されている。そこで本研
究では、炎症反応の惹起に必須な nuclear factor-kappa B（NFκB）シグナル経路に着目し、本
経路を活性化する原虫因子の探索とその機能解析を目的とした。
NFκB シグナルのスクリーニング系を構築し、その活性化因子として NcGRA6 を同定した。次に
CRISPR/Cas9 法により NcGRA6 欠損株（NcGRA6KO）を作出し、表現型の解析を行った。In vitro
における原虫の性状解析を行ったところ、感染率、寄生胞内の虫体数、脱出率について NcGRA6
の影響は認められなかった。C57BL/6 マウスに親株 (Nc1)、NcGRA6KO を腹腔内感染させ、生存率
と臨床症状について 60 日間観察を行った。感染後 32 日目までの生存曲線で NcGRA6KO の病原性
の低下が認められた。原虫感染後 16 日から神経症状などの臨床症状が認められ、Nc1 感染マウ
スは感染後 27 日を境に重症化したが、NcGRA6KO 感染マウスは感染後 27 日まで軽度な臨床症状
を示した。これらの結果より、NcGRA6KO 感染マウスでは病原性の低下が認められ、NcGRA6 は亜
急性期における宿主の病態悪化に関与していることが示唆された。間接蛍光抗体法による
NcGRA6 の継時的な局在解析では、感染後 48 時間で宿主の細胞質への NcGRA6 の分泌が確認され、
宿主タンパク質との相互作用の可能性が推測された。
以上の結果から、NcGRA6 は感染細胞の細胞質へ分泌され、NFκB シグナルを活性化し感染病態
に関与する可能性が示唆された。
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Development and evaluation of the first immunochromatographic test that can
detect specific antibodies against Cryptosporidium parvum
Ragab M. Fereig, Hanan H. Abdelbaky, Fumiaki Ihara, 〇Yoshifumi Nishikawa
(National Research Center for Protozoan Diseases, Obihiro University of Agriculture

and Veterinary Medicine）
Cryptosporidium is a cosmopolitan intracellular protozoan parasite invading most
vertebrate animals including human, and is considered a disease of major health and economic
concerns. Among the several identified species, C. parvum is the most important one, inducing
diarrhea in humans and calves. Although C. parvum infection causes high morbidity and
mortality in immunocompromised patients and bovine calves, such infection remains as
neglected and underestimated disease. Currently available diagnostic tests for C. parvum are
mostly relied on detection of oocysts, DNA, or secreted antigens in fecal specimens. Detection of
specific antibodies with a rapid immunochromatographic test (ICT) will be advantageous not
only in presenting a simple, rapid, accurate, and affordable tool but also in surveillance purposes
because of the ability to recognize acute and chronic infections.
In the current study, we developed two ICTs using the diagnostic antigen CpP23 and
immunodominant antigen CpGP15 to detect specific antibodies to C. parvum infection in cattle
sera. Because of unavailability of a reference test for antibody detection, evaluation and
validation of our prepared ICTs were conducted using reference cattle samples and unknown
field cattle sera. Serum samples were simultaneously investigated by a previously validated
enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA) using the same antigens (CpGP15 and CpP23).
Remarkably, our developed ICTs exhibited a substantial ability to discriminate between positive
and negative control cattle sera for both CpGP15 and CpP23. Even against field sera, high
sensitivity, specificity, and agreement rates were recorded for ICTs compared with the
previously validated ELISA with the same antigens (CpGP15 = 78.78%, 100%, and 85.11%;
CpP23 = 80%, 100%, and 80.56%, respectively). Furthermore, a high correlation was observed
between the test band intensity of ICTs and optical density of ELISA, peculiarly in the case of
CpP23-specific IgM.
To the best of our knowledge, this study represents the first development of ICTs that can
detect C. parvum-specific antibodies. Our tests will contribute greatly to C. parvum infection
control in cattle by providing a method for on-site diagnosis of early and latent infections.
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ハマダラ蚊の腸内細菌叢の破綻が卵巣内の卵発育を抑制する
○野々垣雄介 1), 箱崎 純 1) , 田邊太志 2), 西山啓太 3), 筏井宏実 1)
（１北里大学・獣医・寄生虫学, 2 北里大学・獣医・微生物学, 3 北里大学・
薬・微生物学）

10

動物の腸内には腸内細菌叢が存在し、宿主との間で様々な相互関係を構築している。ヒトにお
いては消化や代謝だけでなく、免疫系の賦活や感染症の防御にも影響を与える事が報告されてい
る。また、ハマダラ蚊においても腸内細菌叢の一種が幼虫の発育を促進する事が報告されている。
そこで本研究は、ハマダラ蚊の腸内細菌叢の破綻による雌蚊への影響を検討した。
雌蚊の腸内細菌叢の破綻は、成虫をストレプトマイシン（ST）およびペニシリン（PM）を添加
した 10%スクロースで飼育する事によって行った。羽化から 2 週間飼育し、1 日絶食後 30 分の吸
血を行った。吸血から 2 日目に雌蚊を解剖したところ、70％以上の個体で卵巣内の卵発育が抑制
されていた。次に ST もしくは PM 単剤を添加した 10%スクロースで 2 週間飼育したところ、ST
群のみ卵発育を抑制していた。そこで ST の添加期間を吸血前 2 週間、1 週間、2 日間、および吸
血後 2 日間に分けて飼育し卵発育を比較したところ、2 週間群が最も卵発育を抑制していた。ま
た、ST と同じアミドグリコシド系抗生物質であるカナマイシン(KM)を添加して飼育した KM 群に
おいても卵発育を抑制していた。
以上より、ST および KM を 10%スクロースに添加して 2 週間飼育することによる雌蚊の腸内細
菌叢の破綻が、卵巣内の卵発育を抑制したと考えられた。今後、ST および KM の添加が腸内細菌
叢にどのような影響を与え、なぜ卵巣内の卵発育を抑制したのか、その仕組みを検討していきた
い。
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ウシラクトフェリンによる抗マラリア作用
○相良誠也１, 宮田健 2), 筏井宏実 1）
（１北里大学・獣医・獣医寄生虫学, 2 鹿児島大学・農・食品化学）

ラクトフェリン（LF）は抗マラリア作用を有することが知られている。ヒト LF については
Plasmodium falciparum に対する増殖抑制作用が報告されているが、その作用機序は不明である。
そこで今回、LF における抗マラリア作用機序を探るために、ウシ LF を用いて P. berghei に対
する影響を評価した。
ウシ LF のマウス生体内での P. berghei への影響を評価するために以下の実験を行った。
1×10^4 P. berghei 原虫を感染させたマウスに鉄飽和度の異なる 3 種の LF（ウシ LF、Holo LF
および Apo LF）を感染 1、4 および 7 日後にそれぞれ 20mg 腹腔内投与し赤血球内原虫感染率を
経日的に比較した。次に、鉄飽和度の異なる LF の影響下で原虫 hemozoin 量を比較するため、P.
berghei 感染血液に 3 種の LF を添加して schizont 培養を行い、hemozoin 量を測定した。
ウシ LF を P. berghei 感染マウスに投与した結果、感染 7 日目の赤血球内原虫感染率はコン
トロール群で 10.0±1.1％、ウシ LF 投与群で 10.3±1.8％、Holo LF 投与群で 7.4±1.7％、Apo LF
投与群で 5.3±0.6％だった。Apo LF 投与群において強い原虫増殖抑制作用がみられた。また、
各 LF はそれぞれ 3 匹のマウスに投与されており、この実験ではコントロール群およびウシ LF
投与群は感染 8 日目に 3 匹死亡し、Holo LF 投与群は感染 10 日目までに 3 匹死亡し、Apo LF 投
与群は感染 8 日目、16 日目および 26 日目にそれぞれ死亡した。次に、原虫 hemozoin 量を比較
したところ、添加した 3 種の LF それぞれの群がコントロール群より明らかに低い hemozoin 量を
示し、ウシ LF 添加群、Holo LF 添加群、Apo LF 添加群の順に hemozoin 量は低くなっていた。
本実験によって、LF における原虫 hemozoin 量の低下が確認され、またその作用が LF の原虫増
殖抑制作用の一因であることが推測された。
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Morphological and molecular characterization of Ascaridia galli detected from
the domestic chickens in Bangladesh
○Peru Gopal Biswas1), 2), Yuma Ohari1), 2), Uday Kumar Mohanta1), 2), Tadashi
Itagaki1), 2)
（１Laboratory of Veterinary Parasitology, Faculty of Agriculture, Iwate University, 2
Department of Pathogenetic Veterinary Science, The United Graduate School of Veterinary
Sciences, Gifu University）
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In Bangladesh, situation raising domestic chicken facilitates parasitic infections and the
infections affect significant economic losses through reducing production and by the death of
chicken. Ascaridia species are the most common and pathogenic nematode affecting chickens.
Parasitic nematodes were detected from the intestines of 55 domestic chickens in 8 localities of
Bangladesh and analyzed on their morphological and molecular characteristics. The nematodes
were 27 – 103 mm in female and 23 – 50 mm in male and had lips without interlabia and
club-shaped esophagus. The male had precloacal sucker with chitinous rim, narrow caudal alae
and equal or subequal spicules. The female had a vulva near the middle of body and
thick-shelled eggs. From these findings and their morphometry, they were identified as Ascaridia
galli. Their ITS2 region (504bp) contains partial 5.8S, ITS2 (345bp) and partial 28S sequences.
This is the first study for DNA sequencing of Ascaridia galli from Bangladesh. The ITS2 (345
bp) sequences had no intraspecific variation and they were 100% identical with that of A. galli
(KX683286 partial ITS2 sequence); therefore, the molecular data supported the morphological
identification of the nematode. The cox1 sequences (483 bp) showed 6 haplotypes with 0.2 –
2.1 % variation. This study will be helpful for controlling of chicken parasites, not only in
Bangladesh but also in world wide.
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奄美諸島の天然記念物哺乳類の内部寄生蠕虫相
○福本真一郎１）, 大塔玲子１）,平賀寛治１）, 松本 亮介１）, 吉田 敦１）,
吉田圭子１）,小浜菜美子１）, 勝又綾香１）, 足立亜沙美１）, 佐藤知生１）,
池田恵子１)２）, 村田亮３）, 鑪雅哉４）, 河内淑恵４）, 伊藤結４）, 石川拓哉４）, 木元 侑菜
４）
, 服部正策 5）, 倉石武 5）, 横田伸一 5）, 木下豪太６）
(1 酪農学園大学・獣医・寄生虫病学, 2 BIAHJ , 3 酪農学園大学・獣医・細菌学, 4 環
境省奄美野生生物保護センター, 5 東大医科研, 6 京大・森林生物)
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【背景】奄美群島（奄美大島と徳之島：鹿児島県）は，大陸および日本列島の他の島嶼から長
期間隔離されていたため固有の動植物は独自の進化を遂げてきたと考えられている。我々は奄美
群島のアマミノクロウサギ(Pentalagus furnessi[PF])とげっ歯類（ケナガネズミ Diplothrix
legata[DL]、アマミトゲネズミ Tokudaia osimensis[TO]、トクノシマトゲネズミ Tokudaia
tokunoshimensis[TT]）の消化管寄生虫を調べてきた。これらの寄生虫を調査することは、宿主
や寄生虫の系統分化、多様性の解明の重要な情報と思われる。【材料と方法】奄美野生生物保護
センターから送付された消化管標本 PF 81、DL 64、TO 43、TT 1 検体について、線虫を中心
とした内部寄生虫を検査した。PF の主要な２種の線虫については遺伝子学的な比較・検討も試
みた。ネズミ類 3 種の線虫については 3 宿主間での寄生虫相の共通性や違いを検討した【結果
と考察】①PF からは Obeliscoides pentalagi(OP:胃)、Lagostrongylus sp.(Lsp)、Globocephalus
longemucronatus[GL]・条虫・吸虫 Ogmocotyle sp.(小腸)と Trichuris sp. (結腸)が検出され条
虫を除き、奄美大島と徳之島は同種が検出された。近年両島の PF の遺伝情報から隔離年代は比
較的短期間との知見が報告されているが,２種の線虫 OP と Lsp の遺伝的隔離も同様な傾向を示
していることが明らかになった。②DL からは、線虫 5 種 Heligmonoides sp.[HE]、
Pterigodermatitis tani[PT]、Nippostrongylus sp. 鉤虫 [GL]、Trichuris sp. (結腸)、と吸虫
Brachylaima sp.が検出された。③ TO からは GL、HＥ、PT の線虫 3 種が検出された。④現
TT からは Heligmonoides sp. 、GL が検出された。鉤虫 GL はウサギとネズミ 4 種に共通して
いたが、リュウキュウイノシシや本州のイノシシが本来の宿主と考えられ、これらの宿主の生活
圏が重なるため感染がおきたと思われる。ネズミ 3 種には Heligmonoides sp.が共通して認めら
れたが、台湾と沖縄島のネズミからは Heligmonoides 属 3 種が、日本列島には H.speciosus が
広く分布しているが、台湾に連なる奄美群島を含む南西諸島は Heligmonoides 属の分化におい
て重要な地域と考えられた。
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鳥の渡りによる寄生虫の移動拡散、石狩川水系のウグイ類を中間宿主とする吸虫
類の種多様性
○中尾 稔, 佐々木瑞希（旭川医科大学・医）

鳥類の多くは繁殖行動に長距離の渡りが組み込まれており、その寄生虫も宿主と共に移動する。
特に、吸虫類はその生活環に中間宿主を必要とするため、寄生虫の移動拡散モデルとして利用す
るのに適している。すなわち、鳥と共に移動した吸虫類は移動先の水圏環境で第一中間宿主とし
て貝類、第二中間宿主として貝類・節足動物・魚類などを巻き込んで分布を拡げるからである。
我々は水圏環境で得られる様々な吸虫類幼生に網羅的に DNA バーコード（ミトコンドリア cox1
遺伝子配列）を付与しており、吸虫類の移動拡散をハプロタイプネットワークで解析できる環境
を整えている。今回、旭川の石狩川水系で採集したウグイ類（ウグイ・エゾウグイ）について、
その吸虫類幼生を寄生部位ごとに回収して DNA バーコードを与えた。ウロコ・ヒレ・皮膚には
Metagonimus 属のメタセルカリアが多数みられ、マウスに感染させて得た成虫を形態と DNA バー
コードで分類したところ、４種から構成されていた。エラからは Centrocestus 属１種と
Echinochasmus 属１種のメタセルカリアを回収した。さらに眼球からは Diplostomum 属２種のメ
タセルカリアを高率に検出した。驚くべきことに、これらは硝子体と眼房で棲み分けていた。ウ
グイ類から得られた吸虫類幼生は３科４属８種におよび、全てに DNA バーコードを付けることが
できた。今後、終宿主の鳥から成虫が得られれば、直ちに生活環を類推でき、さらに遠隔地で中
間宿主を採集すれば、吸虫類の地理的ネットワークを描くことができる。
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ミトゲノムから見た日本に分布する単為生殖型肝蛭の遺伝的多様性
○尾針由真 1), 2), 中尾 亮 3), 板垣 匡 1), 2)
（１岩手大・農・獣医寄生虫, 2 岐阜大学大学院・連合獣医, 3 北大・獣医・

寄生虫）
【目的】日本に分布している単為生殖型肝蛭 Fasciola sp.（以下、肝蛭）は、ミトコンドリア
DNA の NADH dehydrogenase subunit 1 遺伝子領域(nad1)の塩基配列により、大きく 2 つのハプロ
タイプが検出されてきた。しかし近年、nad1 ハプロタイプが一致しても、マイクロサテライト
DNA 領域において異なる Multilocus genetic type を示す虫体が検出されたことから、全ミトコン
ドリア DNA 配列（ミトゲノム）においても変異が期待される。ミトゲノムの解析は、より変異
の多い領域の探索や起源推定に大きく関与する。そこで本研究では、同一の nad1 ハプロタイプ
を示す肝蛭を用いて、ミトゲノムを解析し、多様性のある領域を明らかにした。
【材料と方法】岩手県のウシから採材され研究室にて継代維持されている株（IWT 株）の 3 虫
体、奈良県のシカから採材された虫卵から培養された肝蛭成虫（NRA 株）3 虫体および徳島県
のウシから採材された 1 虫体を解析に供した。まず nad1 ハプロタイプを PCR―ダイレクトシー
ケンス法によって決定した。次に Long range PCR 用プライマーを設計し、ミトゲノムの増幅を
行なった。PCR 産物の精製後、Illumina MiSeq を用いて塩基配列を解読し、de novo アセンブル
の後、MITOS によるアノテーションを行なった。
【結果と考察】nad1 ハプロタイプは、全ての虫体で F. hepatica 由来である Fsp1 を示した。ま
たミトゲノムは 7 虫体から 3 ハプロタイプが得られ、1 ハプロタイプ（FspmtFh_01）は IWT 株
と徳島県由来の虫体で共通し、2 ハプロタイプ（FspmtFh_02 および FspmtFh_03）は NRA 株から
得られた。3 ハプロタイプ間では、cox3、nad4、nad2、cox1、rrnS、nad5、tRNA、Non-coding と
予測された領域において、合計 19~20 塩基の変異が見られた。このことから、nad1 における肝
蛭の分子系統解析は、詳細な系統関係を追うのに適した領域でないことが示唆された。今後、も
っとも変異が多く検出された rrnS を用いた分子系統解析が望まれる。
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pepck 遺伝子をマーカーとした multiplex PCR は Fasciola 属を正確に識別しない
笠原慎平 1), 尾針由真 1,2), Calvopina Manuel 3), 高木秀和 4), 杉山 広 5),
○板垣 匡 1,2)
（１岩手大・農・獣医寄生虫, 2 岐阜大学大学院・連合獣医, 3 Universidad de las
Americas, 4 愛知医大医学部, 5 国立感染症研究所）
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【背景】Fasciola 属には、F. hepatica (Fh）および F. gigantica (Fg)、単為生殖型肝蛭 (Fsp)
の 3 タイプが知られている。近年、pepck および pold 遺伝子を用いたこれら 3 タイプの識別法
が開発された。(Shoriki, T., et al. 2015) しかし、エクアドル産 F. hepatica では pepck による
識別法では種を正確に識別できなかったため、その概要を報告する。
【材料と方法】エクアドルの 18 地点のウシ 55 頭、ヒツジ 7 頭および豚 1 頭より得られた Fasciola
属 173 虫体を解析した。各虫体について貯精嚢内精子を確認後、全 DNA を抽出した。pepck お
よび pold 領域の DNA を multiplex-PCR 法、PCR-RFLP 法によりそれぞれ解析し、また一部
虫体では PCR 産物のクローニングを行い、塩基配列を決定した。さらにミトコンドリア DNA
の nad1 領域の塩基配列を決定し、他国の Fh および Fg とともに分子系統解析を行った。
【結果】全ての虫体で貯精嚢内精子が確認され、Fsp でないことが示唆された。pepck 領域で
は、149 虫体が Fh 型、１虫体が Fg 型、23 虫体が Fh/Fg 型を示した一方で、pold 領域では 173
虫体全てが Fh 型を示した。そこでクローニングを行い、pepck および pold 領域の塩基配列を
決定した。pepck 領域では Fh 配列は Fg 配列に比べて、約 60bp の欠失が存在し、また両種間
には 3.2-3.7%の塩基変異がみられる。Fg 型を示した 1 虫体の pepck 領域では欠失のない配列が
確認され、登録 Fh 配列と 2.2-2.5％、Fg 配列と 2.3-2.8％の変異を示した。一方で Fh/Fg 型を
示した 8 虫体では、欠失のあるクローンと、欠失のないクローンがそれぞれみられた。また Fg
型と Fh/Fg 型を示した虫体は系統樹上で Fh のクレードに属していた。pold 領域では、クロー
ニングにより塩基配列を決定した全ての虫体は Fh クレードに属し、Fh 配列と 0-1.0%の変異率
を示した。また nad1 領域では全虫体が Fh のクレードに存在していた。これらの結果より 173
虫体は全て Fh と同定され、pepck による識別法では Fg 型および Fh/Fg 型を示した虫体は F.
hepatica と同定できないことが明らかとなった。

イヌのエキノコックス検査における copro-DNA 検出法の適用
1)
2)
1)
〇入江隆夫 , 向井猛 ,八木欣平
(１北海道立衛研・感染症, 2 札幌市)
Application of copro-DNA examination on survey of canine Echinococcus infection.
Irie, T., Mukai, T., Yagi, K.
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国内での多包条虫の流行は北海道でのみ見られてきたが，近年，本州の野犬において感染例が
発見されるなど，流行地域の拡大が危惧されている．ヒトの感染予防のためにも，イヌの個体ご
との感染の有無，および地域における流行状況を正確に把握することが重要であるが，既存の検
査法には特異性や感染初期に検出できないなど課題があった．そこで我々は，信頼性が高くかつ
簡便な方法として，糞便内の多包条虫由来 DNA (copro-DNA) 検出法について検討し，既に実験
感染犬では虫卵非排出期を含む感染期間を通じて診断可能な手法を確立してきた．
本手法および虫卵検査法を用いて，札幌市内で保護されたイヌ 156 頭の糞便について多包条虫
感染状況を調査したところ，3 頭 (1.9%) が copro-DNA 陽性であり，シークエンス解析により多
包条虫感染であることが確認された．また，このうち 1 頭 (0.6%) は多包条虫卵陽性であった．
道内のイヌにおける過去の調査では，野犬の 1.0%が解剖検査陽性(北海道庁, 2017)，飼育犬の
0.4%が虫卵陽性(Nonaka et al., 2009)という結果が示されており，本調査も同様の感染状況を
示したことから，copro-DNA 検出法は流行状況調査に用いる妥当な手法となり得ると考えられた．
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エキノコックス症対策におけるイヌ対策の重要性について-農村地域における調査〇八木欣平 1), 山田恭嗣 2)入江隆夫 1), 孝口裕一 1), 浦口宏二 1), 森嶋康之 3)
(１北海道衛研・感染症部, 2 やまだ動物病院, 3 感染研・寄生動物部)
Dogs as target animal for control of alveolar echinococcosis – Surveillance in pet dogs in rural
area-. Yagi, K. , Yamada K, Irie T,. Kouguchi, H. , Uraguchi K. , Morishima Y. .
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多包虫症は感染から発症するまで時間がかかることから, 感染源の特定は困難である. 北海
道では毎年キツネの解剖検査が行われ, 30-40％のキツネがこの寄生虫に感染していることが報
告されている. 近年キツネの目撃情報も増加し,ヒトとの接触頻度も増加していると考えられ
ることから,キツネの糞便中に排出された虫卵が重要な感染源となっている事が予測される.
一方, イヌについては, 北海道は主として野外で捕獲されたイヌの解剖検査を行い, 約１％の
イヌが感染していることが報告されているが, 最近の情報は乏しい. 1997-2007 年に野中らは
糞便内抗原の検出法を開発し, 4,768 頭の都市部のイヌの調査を行い,0.7％が糞便内抗原陽性,
0.4%が虫卵陽性と報告した.このように,イヌの感染率はキツネと比較して高い値ではない。しか
しながら, 多包虫症の感染源としてのリスクは,ヒトとの接触頻度を考慮すると,キツネより重
要といえる.我々はこれまで,都市部のイヌの感染状況を再度把握するため, 道内のイヌ保護収
容施設で抑留されていたイヌについて糞便内の多包条虫由来 DNA (copro-DNA) 検出法の検査を
行い, イヌの感染状況を報告した（Irie et al. 2017）.今回この方法を用いて農村部で飼育さ
れているイヌの調査を開始した.その結果, これまで３頭の陽性例を確認した.また,この地域で
採取されたキツネの糞便についても検査を行ったので,併せて報告し,多包条虫流行地域におけ
るイヌのコントロールの重要性と対策について言及する.

Survey of tick-borne pathogens among cattle from Northern and Southern
regions of Thailand
○Paul Franck Adjou Moumouni, Xuenan Xuan 1)
（National Research Center for Protozoan Diseases, Obihiro University of Agriculture
and Veterinary Medicine）
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Tick-borne diseases constitute pre-eminent threats to livestock health worldwide. Current efforts to
mitigate their impact rely mainly on a thorough understanding of disease epidemiology in different
geographical areas. This study aimed to know more about tick-borne pathogens in Thailand. Blood
extracted DNA samples were obtained from Holstein crossbred cows in small-scale dairy farms of
Lampang (n=84) and Lamphun (n=51) provinces, North Thailand and from indigenous cows of Songkhla
province (n= 92), fighting bulls of Songkhla (n= 152), Satun (n=6), Phatthalung (n=18), Nakhon Si
Thammarat (n=2) and Pattani (n=1) provinces, South Thailand. All samples were tested for Babesia bovis,
B. bigemina, Theileria annulata, T. orientalis, and Anaplasma marginale. Lampang cows were positive
for B. bovis (7/84), B. bigemina (9/84), T. orientalis (27/84) and A. marginale (21/84). In Lamphun,
pathogens detected were B. bigemina (3/51), T. orientalis (14/51) and A. marginale (1/51). Cattle from
Southern provinces had higher infection rates. Songkhla cows were infected with B. bigemina (25/92), T.
orientalis (31/92), T. annulata (3/92) and A. marginale (44/92). Fighting bulls carried pathogens such as
B. bovis (4/180), B. bigemina (12/180), T. orientalis (115/180), T. annulata (1/180) and A. marginale
(67/180). Overall, these results suggest that cattle from North and south Thailand provinces have different
profiles for tick-borne pathogen infections.
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Molecular investigation of tick-born infections in cattle and yaks in Xinjiang
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Tick-borne diseases cause significant losses to livestock production in tropical and subtropical regions.
However, scarce information is known about the tick-born infections in cattle and yaks in Xinjiang Uygur
Autonomous Region (XUAR), northwestern China. In this study, epidemiological features of bovine
Babesia bovis, B. bigemina, Coxiella burnetii and Anaplasma bovis infections in XUAR were
investigated in non-invaded areas. We used polymerase chain reaction and gene sequencing to detect and
identify the pathogens. Out of 195 samples tested, 24 (12.3%), 67 (34.4%), 40 (20.5%) and 10 (5.1%)
were positive for B. bovis, B. bigemina, C. burnetiid and A. bovis, respectively. Sequencing analysis
indicated that B. bovis SBP-4, B. bigemina Rap1, C. burnetii htpB and A. bovis 16S rRNA genes from
XUAR showed 99%-100% identity with documented isolates from other countries. The phylogenetic
analyses revealed that B. bovis SBP-4, B. bigemina Rap1, C. burnetii htpB and A. bovis 16S rRNA gene
sequences clustered in the same clade with other isolates from other countries. This study provides
important data for understanding the distribution of tick-borne pathogens in China

Characterization of Aspartate aminotransferase in Toxoplasma gondii
○Jixu Li1), Huanping Guo1), Yang Gao1), Honglin Jia2), Xuenan Xuan1)
（１National Research Center for Protozoan Diseases, Obihiro University of
Agriculture and Veterinary Medicine, 2 Harbin Veterinary Research Institute, Chinese Academy
of Agricultural Sciences, China）
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Toxoplasma gondii is an obligate intracellular parasite that can invade any nucleated cell in any
warm-blooded animal and causes toxoplasmosis. It depends on host cell-derived nutrients for survival.
Limiting their ability to acquire specific nutrients can inhibit their growth or induce a dormant state.
Enzymes play key roles in redox or energy metabolism of the parasite host cell unit are considered
attractive targets for anti-parasite drug discovery. In this study, I’m going to identify the role of a
predicted enzyme named Aspartate aminotransferase (ToxoDB: TGGT1_248600) in T. gondii. Aspartate
aminotransferase (AAT: EC. 2.6.1.1), the reversible catalysis of the conversion of aspartate and
α-ketoglutarate into oxaloacetate and glutamate and are key enzymes in the nitrogen and carbon
metabolism of all organisms (Daniela Marciano, et al. 2008). But there is less information in functional
and inhibitor’s study for this enzyme in T. gondii. In here, we cloned and expressed it in the E. coil to
prepare the antibody. Next, mutant strains were constructed in the type I and II strains of T. gondii
(ΔTgAAT) using CRISPR/Cas9 knockout system to analyze the role of TgAAT during growing, invading
and replicating in vitro. The results showed that knockout AAT in both RH and PLK strains decreased the
ability of parasite invasion and plaque formation significantly and slow parasite replication, but no
abolished, and there is no significant effect to parasite egress from host cell. Mouse experiments showed
that knockout this enzyme in the RH strain is no effect for virulence. In addition, two inhibitors for this
enzyme, Carboxymethoxylamine and Hydroxylamine, showed ability to resist RH-GFP parasite growth in
HFF cell and no cytotoxicity. Future study will target to supplement this protein in knockout strain to
confirm these effects from the deletion and to determine whether the inhibitors are targeted at this protein
in T. gondii.
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Prevalence and molecular characterization of Theileria sp. Sola and Theileria sp.
Thrivae in sika deer (Cervus nippon) in Hokkaido, Japan
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Two Theileria spp., namely Theileria sp. Sola and Theileria sp. Thrivae are known to infect sika deer in
Japan. However, previous studies failed to differentiate the two Theileria spp. without sequencing and
limited molecular information on Theileria in sika deer in Hokkaido, Japan is available. This study
differentiated the two Theileria spp. using restriction fragments length polymorphism. Of the 117 samples,
Theileria spp. were identified in 103 (88.0%) based on the PCR targeting 18S rRNA. The prevalences of
the parasites were 86.3% (n = 101) and 57.3% (n = 67) for Theileria sp. Thrivae and Theileria sp. Sola,
respectively. Additionally, first and second internal transcribed spacer regions (ITS) and 5.8S rRNA were
molecularly characterized. Using Theileria genus specific primers, the targeting region of Theileria sp.
Thrivae was identified, whereas no sequence regarding Theileria sp. Sola was obtained. Phylogenetic
analysis based on the 18S rRNA showed a close relationship between Theileria sp. Thrivae and T. cervi in
China, and Theileria sp. Sola and T. capreoli. In addition, phylogenetic analysis of ITS regions also
showed a close relationship between Theileria sp. Thrivae and T. cervi.

Babesia microti confers macrophage-based cross-protective immunity against
Plasmodium chabaudi infection in mice
○Artemis Efstratiou, Galon Eloiza, Aiko Kume, Hiroshi Suzuki, Xuenan Xuan
（National Research Center for Protozoan Diseases, Obihiro University of Agriculture
and Veterinary Medicine）
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Climate change is expected to critically affect the geographic range and incidence of arthropod-borne
infectious diseases, including malaria and babesiosis, which have been recently reported in human
co-infection cases. Babesia microti infection has been shown to protect mice and primates against lethal
Plasmodium infections, however the immune mechanism behind this cross-protection remains unknown.
Here, we investigated the effect of primary B. microti infection on the outcome of a subsequent P.
chabaudi challenge in BALB/c mice. Although simultaneous infection lead to high mortality, mice with
various stages of B. microti infection were completely protected against P. chabaudi, exhibiting
decreased levels of antibodies and pro-inflammatory cytokines. SCID and NK cell-depleted mice- but not
macrophage-depleted mice- were also protected, indicating that cross-protection relies upon the function
of macrophages. Further research is necessary to obtain a better understanding of the malaria-suppressing
effects of babesiosis, with a view toward developing novel tools to control malaria.
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Development of monoclonal antibodies against Babesia microti seroreactive
antigen BMN1-17 and its application in rapid diagnostic tests of Babesia microti
infection
○Amany Magdy Beshbishy1), Gaber El-Saber Batiha1,2), Azirwan Guswanto1), Naoaki
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（１National Research Center for Protozoan Diseases, Obihiro University of Agriculture and
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Babesiosis is a tick-borne hemoprotozoan disease in animal and sometimes in human. Babesia microti is
transmitted by the bite of infected Ixodes scapularis tick cause human babesiosis. Infection with B.
microti generally causes mild to moderate disease in healthy humans but can induce severe and
sometimes fatal outcomes in immunocompromised or elderly patients. Asymptomatic individuals infected
with B. microti can harbor the circulating parasites for months or years and can infect others through
blood transfusion. Therefore, fast, reliable, and sensitive diagnostic method such as lateral flow-based
immunochromatographic test strip (ICT) is needed for the direct detection of parasite antigens. The ICT
has been widely used commercially in malaria and other medical conditions. However, the ICT for the
detection of B. microti antigen has not been reported before. In this study, monoclonal antibodies (mAbs)
were produced against the recombinant protein Babesia microti seroreactive antigen (BMN1-17).
Currently, six mAbs with highest absorbance in ELISA are selected and expanded to provide sufficient
mAbs for further evaluations such as isotyping, binding affinity, and binding specificity. The mAbs will
be used in the subsequent preparation of immunochromatographic test (ICT) strips and will be evaluated
against B. microti infection in mice during course of infection.
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Inhibitory effects of methanolic Olea europaea and acetonic Acacia laeta herbal
crude extracts on the growth of Babesia and Theileria
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Treatments against bovine and equine piroplasms have limitations such as toxicity to treated animals and
emergence of drug-resistant parasites. Therefore, the discovery of new drugs is necessary for the effective
control of babesiosis and theileriosis. Herbal extracts are widely used as alternative remedies for the
treatment of several diseases. Olea europaea and Acacia laeta herbal crude extracts have several
medicinal properties. In the current study, the growth inhibition effects of methanolic Olea europaea and
acetonic Acacia laeta extracts were evaluated in vitro and in vivo. The half maximal inhibitory
concentration (IC50) values for acetonic Acacia laeta against B. bovis, B. bigemina, B. divergens, B.
caballi, and Theileria equi were 3.8 ± 0.1, 3.3 ± 0.7, 4.3 ± 3.7, 11.1 ± 2.1 and 1.5 ± 0.1 µg/mL,
respectively. Methanolic Olea europaea exhibited IC50 values of 107.1 ± 9.2, 47.7 ± 2.3, 101.1 ± 8.9,
105.5 ± 11.1 and 19.3 ± 2.1 µg/mL against Babesia bovis, B. bigemina, B. divergens, B. caballi, and T.
equi, respectively. The toxicity assay on Madin–Darby bovine kidney (MDBK), mouse embryonic
fibroblast (NIH/3T3) and human foreskin fibroblast (HFF) cell lines showed that methanolic Olea
europaea affected the viability of MDBK, NIH/3T3 and HFF cell lines with half maximum effective
concentrations (EC50) of 794.7 ± 41.9, ˃1500 and ˃1500 µg/mL, respectively, while acetonic Acacia laeta
had EC50 values of 873.9 ± 17.5, ˃1500 and ˃1500 µg/mL against MDBK, NIH/3T3 and HFF cell lines,
respectively. In the in vivo experiment, methanolic Olea europaea and acetonic Acacia laeta oral
treatments at 150 mg/kg inhibited the growth of Babesia microti in mice by 80.4% and 64.4%,
respectively. These findings suggest that the methanolic Olea europaea and acetonic Acacia laeta
extracts have the potential to be an alternative remedy for treating piroplasmosis.
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