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リスク評価とモニタリングリサーチ
SARS-CoV-2モデル

チャールス・リバーの実験動物ならびにサービス業務の最新情報
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チャールス・リバ ー の RMS （Research Models and

一般的な研究用マウス系統は、初期のパンデミック分離

Services）部門は、COVID-19 に関する動向と、スタッフ、 株による感染の影響を受けにくいのですが、Montagutelli ら
動物、および顧客に対するそのリスクについて、引き続き （2021）は最近、英国、南アフリカ、ならびにブラジルの
注視しています。進行中の評価の一環として、チャールス・

変異株（それぞれ B.1.1.7、B.1.351、および P.1）が、実

米国疾病予防管理センター（CDC）、および米国獣医学協

可能性があることを示しました。このことは実験動物の業

リバーは、世界動物保健機関（OIE：国際獣疫事務局）、
会（AVMA）による最新のガイダンスと推奨事項だけでなく、

験的接種を通じて一般的な研究用マウス系統に感染する
界でいくつかの懸念を引き起こしているため、パスツール

論文審査のある学術専門誌も頻繁にレビューしています。 研 究 所 の マ ウス 遺 伝 研 究 所 の 責 任 者 で あ る Xavier

これらの運営機関は、動物が COVID-19 を人間に広めるリ

Montagutelli による以下の最近のプレスリリースの内容を確

SARS-CoV-2 について動物を定期的に検査することは、現

「現段階では、感染したマウスから VOC （懸念すべき

スクは低く、人間に COVID-19 を引き起こすウイルスである
在推奨していないとの見解を示し続けています。

認しておくことが重要です。

変異株）が、ナイーブマウスとして知られている SARS-

これらの運営機関のガイダンスや最新の科学文献の裏付

CoV-2 に感染したことのないマウスに、またはヒトに、

CoV-2 感染に対する感受性が高く、SARS-CoV-2 研究を直

はまだ定かではありません。しかし、これらの結果は、

けに基づき、チャールス・リバーの RMS 部門は、SARS-

接サポートする、特定のげっ歯類モデルの SARS-CoV-2 検

査を実施しています。これらのモデルには、バリアルーム

内のオープントップケージを利用して生産されたゴールデ

ンシリアンハムスターやアイソレーターで飼育された遺伝子
組換え hACE2 発現マウスが含まれます。

チャールス・リバーの RMS 部門は、政府の関連機関と

してマウス、ラット、モルモット、スナネズミやウサギの

SARS-CoV-2 検査を実施しているわけではありません。ま

た最新の文献はこれらの動物種の検査を支持していませ

ん。

密接な接触または飛沫核感染によって感染するかどうか

VOC が SARS-CoV-2 の宿主範囲を少なくともマウス（実

験室内または自然環境において）にまで広げていること、

そして他のげっ歯類にも拡大する可能性を示しています」

（パスツール研究所、2021）

現在までのところ、研究用動物施設においては、ヒトか

らマウスへ、またはマウスからヒトへの自然感染は報告さ
れていません。

一般的に、現代の動物施設は、ヒトから研究用動物モ

デルへの曝露の可能性を軽減するために、PPE （個人用保

護具）を含むバイオセキュリティ手順に基づいて設計なら
びに運営されています。さらに、動物飼育室や手術室の高

い空気交換率、マイクロアイソレーターによるげっ歯類の
ケージ収容、HEPA フィルター付きケージ交換台などの通

常の作業管理により、ヒトから動物への曝露リスクがトー

タルで軽減されています。これらの理由から、実験動物へ
の感染の可能性は非常に低いと言えます。

E V E R Y S T E P O F T H E WAY
www.criver.com

© 2021, Charles River Laboratories International, Inc.

所轄官庁の指導ならびに最新の科学文献の裏付けに基

たは血清検査は、感染状況の適切な指標とは言えません。

づき、チャールス・リバーでは、SARS-CoV-2 の標準的な

これらの課題にもかかわらず、検査を必要とする状況であ

チャールス・リバーは、AVMA、CDC、および OIE からの

PCR による EAD （排気ダスト）試験が最良のスクリーニン

動物モデルの定期的な検査の実施も推奨もしていません。 る場合、血清検査による実験動物の直接試験、または

推奨事項に同意し、獣医師は動物の病気については、一

グ方法かもしれません。サルベコウイルスの陽性結果が出

般的な原因を検討し、動物に対する SARS-CoV-2 の検査

る可能性は低いものの、non-GLP の研究生物スクリーニン

ています。

つのアプローチと言えます。

ルを使用する場合は、これらのモデルを研究に登録する前

スクや動 物 施 設での検 査についてのお問い合 わ せは、

検査方法と課題
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クリーニングのための血清検査は、チャールス・リバーの
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つかの検査ラボで実施可能です。

Griffen, B.D., et al., North American deer mice are susceptible
to SARS-CoV-2, bioRxiv preprint, July 26, 2020,https://doi.
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を決定する前に適切な臨床判断を行う必要があると表明し
ただし、SARS-CoV-2 の研究において感染しやすいモデ

に、動物に対する検査を検討する必要があります。

PCR による SARS-CoV-2 の検査と、実験動物モデルのス

RADS （微生物モニタリングサービス）のラボを含め、いく
チャールス・リバーは、公開されている全ての SARS-

CoV-2 配列を検出可能な、幅広く反応するサルベコウイル

ス亜属 PCR アッセイを開発しました。さらに、SARS-CoV-2

のスパイクおよびヌクレオカプシド抗原、ならびにヒトエン
ベコウイルスおよびアルファコロナウイルスのスパイクタン

パク質を含む多抗原血清パネルも開発しました。これらの

アッセイは、主に実験動物のモデルで懸念が生じた場合の

予防ツールとして開発されたものです。これらの検査は、

ウイルスや接種ワクチンに反応することで研究を妨げる可

能性のあるベースライン抗体を調べるために使用されてき

ました。現在まで、チャールス・リバーでは、顧客由来サ

ンプルや社内の品質管理検査などにおいて、一般的な実

験動物種全てにわたり、SARS-CoV-2 核酸または特定のヌ

クレオカプシド抗体を検出していません。

ルーチンのスクリーニングプログラムの検査方法として

PCR と血清検査を使用することには課題があります。まず、
感染が典型的な無症候性であり、感染しやすい動物モデル

が免疫によってウイルスを除去する期間が 2 ～ 3 週間ある

ため、PCR によってウイルスを検出できる期間が短いとい

うことです。第二に、実験的に感染させたマウスから同居

動物にウイルスが感染することが示されていないため、感

染しやすい動物の代表としてのおとり動物（ラットやマウス）

が使用済み床敷により感染する可能性は低いということで

す。したがって、おとり動物のマウスおよびラットの PCR ま
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グは、コロニーの感染性病原体の検出と予防のための一

本件に関してご質問がある場合、また SARS-CoV-2 のリ

チャールス・リバーの TAD@crl にご連絡ください。
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