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《業績ノート》

ニューカッスル病ウイルスの免疫組織学的検出法の検討

中村菊保・中村理樹J)・山本佑・今井邦俊2)・山田 学

動物衛生研究所，干305-0856茨城県つくば市観音台 3-1-5
1)熊本県中央家畜保健衛生所，干861-4215熊本県下益城郡城南町沈目 1666

2)帯広畜産大学，干080-8555帯広市稲田町西 2線 11番地

要約

ニューカッスル病 (ND)ウイルスに対する 9種類の抗体(ポリクローン抗体 3種類，モノクローン抗

体 6種類)を使い， NDウイルス感染組織のホルマリン固定パラフィン包埋組織標本において NDウイ

ルス抗原の検出を検討した。 このうち， 2種類の NDウイルス核蛋白に対するモノクローン抗体は ND
ウイルス感染組織において抗原を特異的に検出し，非特異反応はほとんどみられなかった。ウイルス抗

原は感染細胞の主に細胞質内，時に核内でもみられた。 NDウイルスの遺伝子型，病原性に関わらず，検

査したすべての NDウイルス株感染鶏の組織(強毒株感染例 4例，中等毒株感染例 l例，弱毒株感染例

1例)および中等毒株感染ハトの組織においてウイルス抗原陽性を示した。パラミクソウイルス 2型，高

病原性鳥インフルエンザウイルス感染組織では陰性であった。本抗体による NDウイルスの免疫組織学

的検出は可能であり， NDの補助的診断法あるいは病態解析に有用であることが示唆された。

キーワード:ニューカッスル病ウイルス，免疫組織化学，鶏，ハ卜

緒 広司

ニューカッスル病 (ND) はパラミクソウイルスに属

する NDウイルス(別名トリパラミクソウイルス l型)

による鶏の急性致死性疾病で，世界中の養鶏産業に甚大

な被害を与えてきた1)。わが国では， 最近では時にワク

チン接種歴のある鶏群での本病の発生もみられる。ま

た， 自然養鶏あるいは愛玩用，学校飼育用などの小規模

養鶏ではワクチン未接種鶏での発生がしばしばみられ

る。本病の診断にはこれまでウイルス学的検査を中心に

診断してきた。しかし，ワクチン接種歴のある鶏での発

生あるいは NDと類似の病態を示す高病原性鳥インフ

ルエンザの類症鑑別等で，より正確な診断をするために

は病理組織学的および免疫組織学的検査が必要である。

免疫組織学検査は種々の鶏疾病で応用されている。われ

われは過去に NDウイルスの免疫組織学的検出を試み

てきたが，成功していない。そこで，われわれは使用す

る抗体や検出条件を変えながら， NDウイルス感染鶏に

おけるウイルス抗原の免疫組織学的検出を試み，本病の

診断および病態解析の手法のーっとして利用できるか否

かを検討した。

2007年 5月8日受付

鶏病研報 43巻 2号， 97~101 (2007) 

97 

材料と方法

1. 病理組織

以下のような， NDウイルスおよび他の鳥類ウイルス

に感染した鶏，鶏腔，ハトのホルマリン固定，パラフィ

ン包埋組織切片を使用した。遺伝子型的および毒力の異

なる種々の NDウイルスに感染した組織(主に脳，勝臓

で，陽性所見がない場合は気管，肝臓，牌臓，腎臓，心

臓，その他を使用した)を使用した。また， トリパラミ

クソウイルス 2型および H5N1高病原性鳥インフルエ

ンザウイルス感染組織も使用した。

1) NDウイルスに感染した鶏野外例の組織標本・福

岡株(遺伝子型 VII)，茨城株 (VII)，千葉 85株 (VII)，

TY-1株 (vI)，宮寺株(II)および B1株(II)のうち，

福岡株，茨城株，千葉 85株，宮寺株は強毒株， TY-1株

は中等毒株， B1株は弱毒株である。

2) NDウイルスに感染したノ、ト野外例の組織標本・

富山株 (VI)。富山株は中等毒株である。

3) トリパラミクソウイルス 2型 (Yucaipa/56)に感

染した鶏伍実験例の組織標本。

4) H5N1高病原性鳥インフルエンザウイルスに感染

したアイガモ実験例8)の組織標本。

2. 抗体
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表 L 9種類の抗体の NDウイルス感染組織標本に対する免疫組織学

抗体 抗体の種類 特異反応 非特異反応

B1株に対するウサギ抗血清(ポリクロ No.1) 十++

ポリクローン抗体 茨城 85株に対するマウス抗血清(ポリクロ No.2) 十+ 十+十

茨城 85株に対するマウス抗血清(ポリクロ No.3) 十+ 十十+

HN蛋白に対する抗体(モノクロ No.1)

HN蛋白に対する抗体(モノクロ No.2)

モノクローン抗体
核蛋白に対する抗体(モノクロ No.3)

核蛋白に対する抗体(モノクロ No.4)

十+十

+十+

マトリックスに対する抗体(モノクロ No.5)

マトリックスに対する抗体(モノクロ No.6)

免疫染色反応程度(-=反応なし， +=軽度陽性，十+=中程度陽性+十+二重度陽性)

抗体としては， 以下のような NDウイルスに対する 3

種類のポリクローン(ポリクロ)および 6種類のモノク

ローン(モノクロ)抗体，計 9種類の抗体が使用された

(表1)。

1) ポリクローン抗体

B1株に対するウサギ抗血清(ポリクロ No.1)および

茨城 85株に対するマウス抗血清(ポリクロ Nos.2，3) 

が使用された。

2) モノクローン抗体

HN蛋白に対するマウスモノクローン抗体(モノクロ

Nos. 1， 2)，核蛋白に対するマウスモノクローン抗体(モ

ノクロ Nos.3，4)， マトリックスに対するマウスモノク

ローン抗体(モノクロ Nos.5， 6)が使用された。

3. 免疫染色法

免疫染色方法としては，二次抗体をアミノ酸ポリマー

に結合させた免疫ペルオキシダーゼ染色のキットであ

る，“ヒストファイン・シンプルステイン MAX-PO(M) 

(ニチレイ )"6)を使用した。ホルマリン固定パラフィン包

埋の薄切切片を作製し，脱パラフィン後， 100%エタ

ノール内に置き，更に内在性ペルオキシダーゼ除去のた

め， 0.3%過酸化水素加 100%メタノール内に 30分置

き，下降エタノール列 (95，90， 80， 70%に各3分)に

移動させ，水道水で 3分以上水洗し，蒸留水内に置し

その後，抗原賦活方法としては，アクチナーゼ消化，電

子レンジ処理を行った。アクチナーゼ処理は条件を変え

て検討したが，効果がなかった。電子レンジ処理として

は， 10mMクエン酸ナトリウム緩衝液 (pH6.0)内に切

片を入札電子レンジ 500W 10分間処理し，その後自

然冷却 30分以上とした。電子レンジ処理後，リン酸緩衝

食塩水 (PBS)で 15分2回洗浄し，非特異反応ブロッキ

ング用に 10%スキムミルクを切片に滴下し， 20分置き，

一次抗体を載せ， 40Cで一晩反応させた。抗体は希釈倍

率を 100倍から 500，000倍まで希釈して最適希釈倍率を

検討した。陽性反応を示した，モノクロ No.3，4では，

50，000倍で使用した。翌日に PBSで， 15分間， 2回洗浄

し，二次抗体(シンプルステイン MAX-PO(M))を切片

に載せ， 60分以上反応させた後， PBSで 15分間， 2回洗

浄し，ジアミノベンチジン (DAB)基質で 5分間に反応

させ， PBSで軽く洗浄させた後，水道水で 3分間洗浄し

た。その後，へマトキシリンで核染色し，脱水，透徹，

封入を行った。

成 績

1. 9種類の抗体の NDウイルスに対する反応性

最初に抗原検出に適当な抗体を選択するために 9種

類の抗体について， NDウイルスに感染した鶏野外例の

勝臓のホルマリン固定パラフィン包埋組織標本を使用し

て，抗原賦活化方法を変えて免疫紙織化学的に抗原の検

出を試みた(表1)。

抗原賦活化方法としては，アクチナーゼ消化，電子レ

ンジ処理を検討したが，電子レンジ処理が効果的である

ことが分かったので，以後は電子レンジ処理を行った。

NDウイルスに対する 9種類の抗体(ポリクロ抗体3

種類，モノクロ抗体6種類)を使って， NDウイルス感染

組織のホルマリン固定パラフィン包埋組織標本において

NDウイルス抗原の検出を検討した。ポリクロ No.1で

は特異反応はみられず，強い非特異反応がみられた。ポ

リクロ No.2とNo目 3は特異反応もみられたが， 非特異

反応も強かった。

NDウイルス核蛋白に対するモノクロ抗体(モノクロ

- 98一
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表 2. モノクロ NO.3を使った NDウイルスおよび他のウイルス感染組織標本の免疫組織学

ウイルス感染組織標本

NDウイルスに感染した鶏の組織標本

NDウイルスに感染したノ、トの組織標本

トリパラミクソウイルス 2型に感染した

鶏怪の組織標本

高病原性烏インフルエンザウイルスに感染

したアイガモの組織標本

株名(遺伝子型)，毒カ 特異反応

福岡株 (VII)，強毒 十+十

茨城株 (VI)，強毒 +十+

千葉 85株 (VII)，強毒 十十+

宮寺株(II)，強毒 十+十

TY.l株 (VI)，中等毒 +十十

Bl株 OI)，弱毒 ++十

富山株 (VI)，中等毒 +++ 

Yucaipa/56 

山口株

免疫染色反応程度(-=反応なし，十=軽度陽性， ++二中程度陽性+十+=重度陽性)

非特異反応

NO.3とNo.4)は NDウイルス感染組織において抗原 が有効であり，これは最近の海外での NDウイルス免疫

を特異的に検出した(写真1)0 NDウイルス抗原は感染 染色の報告M でも，ほぼ同様の結果である。なお，鳥イ

細胞の主に細胞質内，時に核内でもみられた。非特異反 ンフルエンザウイルスの免疫染色では，アクチナーゼ処

応はほとんどみられなかった。 HN蛋白に対するモノク 理でも有効な場合もあるが，アクチナーゼ処理で陰性の

ロNO.lとNo.2，マトリックスに対するモノクロ NO.5 場合には電子レンジ処理後の染色で陽性になることもあ

とNO.6では，特異反応，非特異反応ともみられなかっ る8)。

た。 烏インフルエンザウイルス感染では，免疫組織化学的

2. 遺伝子型，病原性の異なる NDウイルス株， ND にマトリックス抗原， 核蛋白抗原とも確認できる7)。今

ウイルス以外のウイルスに対する反応性 回， NDウイルス感染ではマトリックス， HN抗原に対

NDウイルスの遺伝子型に関わらず，検査したすべて する抗体では陰性であったが，核蛋白抗原に対する抗体

の NDウイルス株に陽性を示した(表 2)。また，ハトの のみが陽性であった。その理由は不明であるが，組織内

NDウイルス感染組織でも陽性を示した。強毒，中等毒， での抗原量の差によるものかもしれない。また，烏イン

弱毒株，いずれも陽性を示した。強毒株では，脳の壊死 フルエンザウイルス感染では，インフルエンザウイルス

性神経細胞，腸管固有層・リンパ器官の壊死したリンパ は細胞の核内で核蛋白を作るのでの，核蛋白抗原は主に

組織，肝臓の壊死巣，牌臓の壊死巣，腎臓の壊死性尿細 細胞の核で陽性を示す7)。しかし， NDウイルスを含めて

管上皮細胞などが陽性に染まった。中等毒株では，脳の ほとんどの RNAウイルスでは核蛋白は細胞質でつくら

壊死性神経細胞で，弱毒株では，気管上皮細胞が陽性に れるため2) 今回も主に細胞質で陽性を示し， 時に核で

染まった(写真 2)。パラミクソウイルス 2型および高病 も陽性を示したと考えられた。

原性鳥インフルエンザウイルス感染組織では陰性であっ 弱毒ウイルスも強毒ウイルスも陽性に染まるため，ワ

た。 クチン接種鶏での呼吸器でのウイルスの区別は困難であ

考 察
る。しかし，弱毒のワクチンウイルスは呼吸器や消化管

などの蛋自分解酵素を分泌する組織でのみ増殖し，脳，

9種類の抗体とも血清反応では NDウイルス抗原と反 勝臓，腎臓などの内部臓器で増殖することはないので，

応するが，通常のアクチナーゼ処理による免疫染色では 抗原検出部位や病変などを考慮すれば鑑別は可能であろ

特異的反応はほとんどない。抗原がマスクされているた うO

めであると考えられるが，このことが NDウイルスの免 以上のことから，ホルマリン固定パラフィン包埋組織

疫組織化学的検査が困難な理由であろう。陽性を示した 標本において NDウイルス抗原の免疫組織学的検出が

核蛋白に対するモノクローン抗体でも，電子レンジ処理 可能であり， NDの診断のーっとして利用できることが
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写真1. NDウイルス(福岡株)による勝臓壊死(左 HE染色)とウイルス抗

原(右，免疫染色〕。野外例

¥ 

写真 2. NDウイルス(Bl株)接種鶏の気管における気管上皮細胞のウイルス

抗原(矢印)(免疫染色)。実験例。

明らかになった。また，本法は NDの病理発生機構の解

析にも有用であろう。
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Summary 

We tri巴dto detect Newcastle dis巴as巴 (ND)virus antigen in the formalin-fixed paraffin-

emb巴ddedtissue sections of birds affected with ND by immunohistochemistry using nine anti-

bodies against ND virus (three polyclonal antibodies and six monoclonal antibodies). The lesions 

wer巴stainedsp巴cificallyby two monoclonal antibodi巴sagainst nucleoprotein of ND virus. There 

was no non-speci白cstaining by these antibodies. Viral antigens were observed mainly in the 

cytoplasm of the infected cells， and rarely in their nuclei. The tissue sections infected with all ND 

virus strains of di百巴rentgenotypes and virul巴ncewere stained positively by the monoclonal 

antibodies against the nucleoprot巴in.The tissue sections infected with avian paramyxovirus 2 or 

H5Nl avian infiuenza virus were not stained by these antibodies. This study suggests that the 

immunohistochemical detection of ND virus antigen is useful in diagnosing or evaluating the 

pathog巴nesis.

(J. Jpn. Soc. Poult. Dis.， 43， 97-101， 2007) 

Key words : Newcastle disease virus， immunohistochemistry， chicken， pigeon 
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