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イヌのエキノコックス症血清診断用抗原候補の抽出・精製
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　北海道のエキノコックス（多包条虫）は野生のキツネと
野ネズミなどの齧歯類との間で生活環が維持されており，
通常イヌがエキノコックスの生活環に重要な関わりを持
つということはない1）．しかしながら，イヌは高いエキノ
コックス感染感受性を示すことが知られており2），イヌが
エキノコックス幼虫に感染した野ネズミを補食した場合に
は，エキノコックス成虫が小腸に寄生することになる．
　エキノコックスに感染したイヌは終宿主となり，キツネ
と同じようにヒトのエキノコックス症の感染源となる虫卵
を糞便中に排出する．北海道内のイヌのエキノコックス感
染率は平均 1 ％と報告されており3），道内の登録犬が約 23
万頭であることからみると相当数の感染イヌが存在すると
考えられる．イヌとヒトとの濃厚な接触頻度を考慮した場
合，イヌの感染は飼い主はもとより，その家族，地域住民
への重大な脅威となる．
　現在，イヌのエキノコックス症の診断は，感染イヌの糞
便中に排出される虫体由来抗原または核酸を検出する手法
が主に用いられている4, 5）．これらの方法は，虫体が終宿
主小腸内に寄生している期間に試料を採取できればエキノ
コックスを感染初期から検出することが可能である．しか
しながら，エキノコックス成虫は感染後数カ月経過すると
終宿主の小腸から自然に排出されてしまい2），現行の方法
では全く感染の検出が不可能である．さらに，検査に用い
る試料が糞便であることから，飼い主や獣医師が感染の危
険に曝されるという問題がある．このような状況下におい
て，血清診断法は糞便検査の欠点を補い，感染のリスクを
伴うことなく，迅速に結果を得ることができる新しい検査
法として開発が望まれる．
　先に我々はエキノコックス幼虫の細胞破砕液を二次元電
気泳動及びウェスタンブロット（二次元ウェスタンブロッ
ト）分析に供し，そのタンパク質構成を詳細に検討した6）．
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その結果，実験的にエキノコックスに感染させたイヌの血
清に強く反応する未知の成分を見出し，それが糖鎖を含む
巨大な糖タンパク質様成分であることを明らかにした．今
回，代表的な糖タンパク質吸着担体である ConA–agarose
を用いてその血清診断用抗原候補タンパク質を抽出・精製
し，血清学的性質を明らかにしたので報告する．

方 法

１．血　清
　ビーグル犬（♀，3 ～ 16 カ月齢）に，コトンラットを
用いて調製した原頭節約 50 万個を含む病巣を経口投与し
感染を成立させた．その後，毎週血液を採取し，血清を得
た．健常イヌ血清は，三共ラボより購入した．エキノコッ
クス非流行地で飼育されているイヌの血清は，澤島効博士

（澤島獣医科医院，神戸）より分与された．
２．糖タンパク質抗原の抽出・精製
　エキノコックス原頭節から抽出した粗抗原は，Furuya
らの方法7）をもとに，若干の修正を加え調製した．すなわ
ち，コトンラットを用いて 10 カ月以上増殖させた多包虫
シストから原頭節を分離し，ストレプトマイシン（50 万
unit/L）及びペニシリン（0. 5 g/L）を含むリン酸緩衝生
理食塩水（PBS）を用いて 7 回デカンテーションにより洗
浄した．本研究を実施するにあたり，糖タンパク抗原の抽
出条件を 0. 2 ～ 4 ％ TritonX–100 を含む PBS を用いて検
討すると 2 ％以上の濃度で効率よく抽出されることから，
今回，2. 4％ TritonX–100 を用いた．
　洗浄後の原頭節を 10 分間自然沈降させた後，1. 4 mL の
原頭節をポリスチレン製 10 mL 容スピッツに取り，さら
に 5 mL の 2. 4％ TritonX–100 を含む PBS を加え 3 分間振
とうした．その後，Power  level 2. 5 に設定した超音波破
砕機（Ultrasonic Generator LCD130，東湘電機社製）を
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用いて 10 秒間× 6 回破砕し，粗抗原の抽出を行った．そ
の細胞破砕液は 3, 500 rpm，15 分間遠心分離し，上清を
純水 5 L に対して 4 ℃で一晩透析した．透析後，細胞破砕
液を凍結乾燥し，使用するまで－30℃で保存した．
　この粗抗原に対し，8 mL の平衡化緩衝液（0. 15 M 塩
化ナトリウムを含む 20 mM トリス塩酸緩衝液（pH 7. 8））
及びプロテアーゼインヒビターカクテル（ロシュ社製）を
適宜加え，粗抗原に含まれているタンパク質を完全に溶
解した．そこに平衡化緩衝液を用いて平衡化した ConA–
agarose（生化学バイオビジネス社製）1. 6 mL を添加し，
ローテータを用いてゆっくりと回転させながら 4 ℃で一
晩，タンパク質を吸着させた．この懸濁液をディスポーザ
ブルカラム（0. 8×4 cm）に移し，20 mL の平衡化緩衝液
を用いて，カラムを洗浄した．最後に 10 mL の 0. 25 M マ
ンノースを含む 20 mM トリス塩酸緩衝液（pH 8. 0）を添
加し，吸着している糖タンパク質を溶出させた．溶出液は
1 mL ずつ分画し，SDS–PAGE 及びウェスタンブロット
に供した．画分 2 ～ 8 を集め，20 mM トリス塩酸緩衝液

（pH 8. 0）に対して透析し，セントリコン YM–10（アミコ
ン社製）を用いて 1. 5 mL まで濃縮した．
３．ウェスタンブロッティング
　SDS–PAGE（10％）により分離したタンパク質をゲル
から PVDF 膜（GE 社製）に転写した．その膜を 10％ス
キムミルクを含む PBST（0. 05％ Tween–20 を含む PBS）
中で 1 時間室温でブロッキングした後，400 倍に希釈した
エキノコックス感染イヌプール血清と室温で 1 時間反応さ
せた．さらに PVDF 膜を PBST で 10 分間洗浄し，この操
作を 3 回繰り返した．10％スキムミルクを含む PBST 中
で 2, 500 倍に希釈したアルカリフォスファターゼ標識ウサ
ギ抗イヌ IgG 抗体（Sigma 社製）を 1 時間室温で反応さ
せた．反応終了後，PBST で 10 分間，3 回の洗浄を行っ
てから，BCIP/NBT（パーキンエルマー社製）を加え，
約 5 分間発色させた．
４．酵素結合免疫吸着法（ELISA）
　前述した ConA–agarose 画分を，50 mM 炭酸ナトリウ
ム緩衝液（pH 9. 6）を用いて 10 倍に希釈し，50 μL ずつ
96 ウェルプレート（MICROLON600，グライナーバイオ
社製）に添加し 4 ℃で一晩，抗原を吸着させた．各ウェル
は PBST を用いて 5 分間 3 回洗浄し，1 ％ウシ血清アルブ
ミン（BSA）を含む PBST を用いて 37℃で 1 時間ブロッ
キングした．各ウェルを同様に洗浄後，0. 5％カゼイン及
び 0. 5％ BSA を含む PBST を用いて 100 倍に希釈した血
清を添加し，37℃で１時間インキュベートした．各ウェ
ルを同様に洗浄した後，0. 5％カゼイン及び 0. 5％ BSA を
含む PBST を用いて 2, 500 倍に希釈した，HRP 標識抗イ
ヌ IgG 抗体を添加し，37℃で１時間インキュベートした．
洗浄後，100 μL の基質溶液（0. 04％ o–フェニレンジアミ
ン及び 0. 006％過酸化水素水を含む 100 mM クエン酸緩衝
液（pH 5. 0））を添加し，約 6 分間反応させた．各ウェル
に 50 μL の 4 N 硫酸を加えて反応を停止させ，マイクロプ

レートリーダー（Novapath Microplate Reader, BioRad 社
製）を用いて吸光度（492 nm）を測定した．

結 果 及 び 考 察

１．糖鎖抗原の抽出・精製
　先に我々は，エキノコックス感染イヌ血清に特異的に
反応する巨大な糖タンパク質成分が原頭節の細胞破砕液
中に存在することを報告した6）．今回，エキノコックス原
頭節の細胞破砕液を ConA–agarose カラムクロマトグラ
フィーに供し，ハプテン糖によって溶出された糖タンパ
ク質画分について検討した．Fig. 1 に示すように，非吸着
画分には，多数のタンパク質バンドが観察され，一度の
クロマトグラフィーで目的成分以外の夾雑物を効果的に
除くことができた．溶出画分 2 ，3 及び 4 には，分子量約
190，90，55 及び 46 kDa 付近に微弱なバンドが確認され
た．目的とする糖タンパク質は，CBB 染色では可視化す
ることができないため6），ゲル上にはバンドが現れていな
い．さらに，8 M 尿素を含む平衡化緩衝液をカラムに添加
すると，分子量約 30 kDa 付近に主要なバンドのほか，89
～ 40 kDa の間にいくつかのバンドが確認され，樹脂に非
特異的に結合しているタンパク質がハプテン糖で溶出され
ていないことを確認した（図省略）．
　Fig. 1 に示したように，エキノコックス感染イヌプール
血清を用いたウェスタンブロットでは，非吸着画分の多く
のタンパク質バンドに反応性を示した．今回目的とする
ハプテン糖溶出画分（画分 2 ～ 8 ）には，ゲルの上端か
ら 50 kDa 付近の間にスメアー状のバンドが，そして分子
量約 130，88 及び 80 kDa 付近に主要なバンドが検出され
た．これらのスメアー状のバンド及び 3 種類の主要なバン
ドの分子サイズは，先に我々が二次元ウェスタンブロット
分析をすることにより見出した，糖鎖を含む抗原候補成分
のそれらに類似していた．
２．ConA–agarose 画分の血清学的性質
　エキノコックス幼虫粗抗原から ConA–agarose を用いて
抽出・精製された画分の血清学的性質を ELISA により調
べた．Fig. 2 に示すように，今回抽出・精製された抗原は
エキノコックス感染イヌ血清 12 件すべてと強い反応性を
示した．カットオフ値を 0. 3 に設定し，エキノコックス感
染イヌ血清 12 件，健常イヌ血清 10 件及びエキノコックス
非流行地で飼育されているイヌ血清 20 件と比較した場合，
今回の ELISA ではすべてのエキノコックス感染イヌ血清
を陽性と判定することができた．また，健常イヌ血清 10
件はすべて陰性と判定されたが，2 件の陽性をエキノコッ
クス非流行地のイヌ血清に確認した．これらのイヌの北海
道渡航歴は追跡できず，どのような理由で今回用いた抗原
に反応したのかは，それ以上検討することはできなかっ
た．なお，これら 2 件の血清はウェスタンブロット法にお
いてエキノコックス感染イヌ血清と同様なパターンを示し
たことから，同じ抗原を認識していると考えられた（図省
略）．
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　イヌを含め，終宿主のエキノコックス感染に対する
抗体応答に関してはいくつかの報告が成されている．
Deplazes 及び Eckert は，Em2 抗原を用いて，キツネの
感染率を検討するなかで，それぞれの個体群計約 400 頭の
キツネのうち 12 ～ 60％に Em2 に対する血清中抗体が検
出されたことを報告した8）．最近，Em2 はムチン型巨大糖
タンパク質であり，ヒトエキノコックス症において，主要
な抗原であることが報告された9）．また，この糖タンパク
が laminated  layer に局在すること，さらに原頭節の培養
液上清中に分泌・排泄画分として存在することが明らかに
され，宿主の免疫調節あるいは免疫抑制に関わる機能を持
つことが示唆された10）．これらの報告は，エキノコックス
由来巨大糖タンパク質関連物質の研究を推進する上で，非
常に興味深い知見である．

　現在までに，イヌのエキノコックス感染を検出する血清
診断法は確立されていない3）．著者らはこれまで診断抗原
候補としてタンパク質抗原，とりわけ組換えタンパク質抗
原 Emy16211）や Hsp20protein6）を研究対象としてきた．し
かしながら，これらの組換えタンパク質抗原では，血清
診断として利用できるような十分な結果を得ることはでき
なかった．今回，ConA–agarose 画分に関する血清学的な
性質が明らかになったことは，エキノコックス感染イヌ
の血清診断法開発の足がかりと成り得る．今後は ConA–
agarose 抽出・精製画分を基に，イヌのエキノコックス症
の血清診断法の実用化に向けて，本抗原の高純度化を試み
ると共に，本抗原中に含まれる構成成分の分析を進め，さ
らに特異度の改善を試みていく必要がある．

Fig. 1　SDS–PAGE and Western Blot Analysis of the ConA–agarose Fraction
Crude extract was applied to ConA-agarose column chromatography and the eluted fraction 
was analyzed by SDS-PAGE (CBB) and Western blotting (WB). Western blot was performed 
using serum pool from dogs experimentally infected with E. multilocularis. Lanes M indicate 
molecular marker, P; pass through fraction, 1 to 8; eluted fraction.

Fig. 2　 Serological Evaluation of ConA–agarose Fraction in ELISA Using 
the Sera from Dogs Infected with E. multilocularis, Normal Dogs, and 
Domesticated Dogs

The results are the means of two independent experiments.



─ 78 ─

文 献

 1）Thompson RCA：Echinococcus  and Hydatid Disease， 
(Thompson RCA, Lymbery  J,  eds.), CAB  International, 
Wallingford, 1995, p.1

 2）Ishige M, Yagi K, Itoh T：Proceedings of an International 
Workshop on Alveolar Hydatid Disease, Anchorage, 1990, 
p.14

 3）神谷正男：犬のエキノコックス症対策ガイドライン 2004 
―人のエキノコックス症予防のために―厚生労働科学研究
費補助金 新興・再興感染症研究事業 動物由来寄生虫症の
流行地拡大防止対策に関する研究 平成 16 年度 報告書，平
成 16 年 12 月，p.1

 4）Nonaka N, Kamiya M, Kobayashi F, Ganzorig S, Ando S, 
Yagi K, Iwaki T, Inoue T, Oku Y：Vector Borne Zoonotic 
Dis., 9（2）, 201–206 （2009）

 5）Zhang  W,  McManus  DP：FEMS  Immunol .   Med. 

Microbiol., 47, 24–41 （2006）
 6）Kouguchi H， Matsumoto J， Katoh Y， Suzuki T, Oku Y, 

Yagi K：Exp. Parasitol., 124（2）, 238–243 （2010）
 7）Furuya K,  Sasaki A, Honma H, Kumagai M,  Sato N, 

Takahashi M, Uchino J：Jpn. J. Parasitol., 38（4）, 184–193 
（1989）

 8）Deplazes P, Eckert  J：Appl. Parasitol., 37（4）, 245–252 
（1996）

 9）Hülsmeier AJ, Gehrig PM, Geyer R, Sack R, Gottstein B, 
Deplazes P, Kohler P：J. Biol. Chem., 277（8）, 5742–5748 

（2002）
10）Gottstein B, Hemphill A：Exp. Parasitol., 119（4）, 447–452 

（2008）
11）Katoh Y, Kouguchi H, Matsumoto J, Goto A, Suzuki T, 

Oku Y, Yagi K：Biochim. Biophys Acta,  1780（1）,  1–6 
（2008）


