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バイエルジャパン株式会社
動物用薬品事業部

バイチコール（プアオン法）について

牛肉の輸入自由化を目前にして，生産者をはじ

め，関係者のご苦労は，容易にはかり知れないも

のがあります。

この様な状況下で，生産者にとり家畜の生産コ

ストの軽減が必須となり，その対策の１つとし

て，牛の放牧飼育の見直しが叫ばれています。

このたびバイチコールが承認され，牛の放牧管

理上，重要な位置を占めるマダニ駆除の一方策に

加えられることは，まことにタイムリーなことと

考えております。

このことは，特に放牧管理に日夜ご尽力され

ておられる関係者の方々をはじめ，牛の衛生管

理，指導，治療に従事される先生方にも，必ず

や朗報となるものと信じており，バイエルジャ

パン㈱としましても大きな喜びとするところで

あります。

これもひとえに，この間借しみなくご協力いた

だきました国の関係機関をはじめ，大学，家畜保

健衛生所の先生方のお蔭と深く感謝いたし，この

場をお借りし厚く御礼申し上げます。

草資源を有効に利用し，牛の生産性向上をめざ

す放牧経営において，皆様方が直面する難題の１

つに，マダニの急激な増殖力と撲滅の困難さがあ

げられます。

それは，単にマダニが吸血による直接的な被害

を及ぼすのみならず，貧血を主徴とする牛のピロ

プラズマ病（以下ピロ病）を媒介するベクターで

もあるからです。

マダニ駆除をベクターコントロール（vector

control）として位置付ける時，大変な労力と費

用，そして，長い年月と綿密な計画が必要となり

ます。

わが国の放牧経験は浅く，草地の造成時から維

持管理，牛の監視にいたるまで，多くの改良すべ

き点が残されています。

例えば，収容頭数と草勢の不調和，夏枯れによ

る草不足，ひ陰林や避難舎等の施設の不備や不充

分な監視体制に加え，草地の立地条件の悪い放牧

場が上げられます。

このような環境下に入牧された牛が，入牧時の

ストレスと害虫による吸血，ウイルスや細菌，原

虫等の感染を同時に受けますと，多頭数にのぼる

死亡事故につながります。

特に放牧の前半（馴ち，入牧作業，予備放牧，

本放牧初期）は，放牧経営上，重要性が高く，牛

の管理及び衛生面で，多くの注意を必要とし，関

係者にとって最も頭を痛める時期です。

そのため，入牧初期のマダニ駆除をどの様に実

施するかが，各放牧場では大きな課題となり，毎

年多くの情報交換がなされています。

実際，マダニ駆除への努力は，各県をはじめ国

のレベルでも，10年・20年の単位で継続実施され

ています。

今回，従来のマダニ駆除法とは全く異るプアオ

ン法によるピレスロイド系殺ダニ剤バイチコール

が認可されましたので，その概要と試験成績の一

部をご紹介させていただきます。

従来より世界のマダニ駆除は化学的防除が主流

をなしており，この傾向は，今後もしばらくは続

くものと思われます。

マダニ駆除剤の歴史は，亜ヒ素酸にはじまり有

機塩素剤が開発され，その後カルバマート系殺虫

剤，有機リン系殺虫剤と続いてきました。

長年にわたり使用された薬剤は，家畜害虫駆除

はじめに

１．起源と開発の経緯
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の役割を果たしましたが，一方多くの殺虫剤抵抗

性マダニを産み出す結果となりました。すでに，

抵抗性を獲得したマダニの中には，一種類の薬剤

だけでなく既存薬剤のすべてに交差抵抗性を示す

多剤耐性株も出現しているとの報告がなされてい

ます。

これらのマダニは，色々な薬剤を使用しても

駆除が困難なため，有効な薬剤の開発が待ち望

まれていました。確実な駆除効果を上げるため

に，作用機序の異る薬剤が必要となり，ピレス

ロイド系殺虫剤の開発へとつながっていきまし

た。

ピレスロイド系殺虫剤の大きな特色は，人畜へ

の安全性が非常に高いということです。それは高

等動物への体液に対する溶解性が悪く，血管以外

のどの部位に投与されても，吸収が大変遅いた

め，僅かに吸収された薬物はほとんど全量が体内

酵素により分解されてしまうからです。

一方，ダニに対しては，極めて効果的に神経

系に作用することがあげられます。それは，外

皮のピレスロイド透過性が高く，その作用点が

体腔内に直接現れるかたちになっているためで

す。

西ドイツ・バイエル社のライネル・フック博士

らの合成した一連のピレスロイドの中で，マダニ

に対し駆除効果の高い化合物が選別され，1977年

にフルメトリン（バイチコールの有効成分の一般

的名称）の精製と同定に成功しました。

このフルメトリンは，マダニのノックダウン力

が早く，殺虫力，産卵阻止力，ふ化阻止力に優

れ，持続性に裏付けられたマダニの再寄生防止効

果も期待できます。

牛に寄生する各種の一宿主性及び多宿主性マ

ダニのうち，有機リン剤，ＤＤＴ，アミジン又

は，チオ尿素に対し感受性又は，抵抗性を示す

各国の各系統に，室内試験をはじめ人工感染試

験や野外応用試験を行い，その有効性が実証さ

れました。

従来，各国で普及されている牛体寄生ダニに対

する化学的防除法には，薬浴をはじめ，牛体噴霧

法（スプレーレース法・ハンドスプレー法），

バックラバー法，ダストバック法があります。新

しい方法としてイヤータッグ法も開発されました

が，いずれも一長一短で充分な満足が得られるも

のではありませんでした。

このたび市販されたバイチコール（プアオン

駆除しにくい耳部での吸血成ダニ 精力的な繁殖力による増殖
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法）は，すでに薬剤調製ずみですので（そのまま

使用できる），牛の背中線上に滴下（プアオン）

するだけで，有効成分が経皮的にほとんど吸収さ

れることなく，数時間で体表上にくまなく拡散す

る画期的な殺ダニ剤です。

滴下部位から離れた乳鏡・胸垂・股間・四肢等

に寄生しているマダニに対しても，薬剤が接触し

て効果を発揮します。

日本以外の国々では，動物用ダニ駆除剤として

オーストラリアをはじめ10ヶ国以上で販売されて

います。商品名はBayticol®が主で，一部Deadline®

が使われています。

有効な対象害虫は，主に牛のマダニであり，

Boophilus spp.，Rhipicephalus spp.，Hyalomma

spp.，Haemaphisalis spp.，Bovicola sp.，Hae-

matopinus spp.，Linognathus spp.，Chorioptes

spp.，Psoroptes spp.，Sarcoptes spp.などとさ

れています。

一般的名称：フルメトリン（flumethrin）

化学名　　：シアノ－（４－フルオロ－３－フェノ

　　　　　　キシフェニル）－メチル－３－〔２－

　　　　　　クロロ－２－（４－クロロフェニル）

　　　　　　－エテニル〕－２，２－ジメチルーシ

　　　　　　クロプロパンカルボキシレート

２．外国における使用状況

３．理化学的性質

薬浴法 プアオン法

ハンドスプレー法

バイチコール（プアオン法について）
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構造式　　：

性　状　　：褐色～暗褐色の粘性の高い油状の

　　　　　　液で特異なにおいがある。

溶解性　　：アセトン，ジオキサン，エーテル

　　　　　　又はクロロホルムに極めて溶けや

　　　　　　すく，エタノールに溶けやすく，

　　　　 　　水又はn－ヘキサンに極めて溶けに

　　　　　　くい。

（１）一般薬理

マウス，ラットを用いてフルメトリンの中枢神

経系機能への影響，血液・呼吸器系や利尿作用に

関する試験が，バイエル社の毒性研究所をはじめ

とする試験機関で実施された。

10mg/kg体重までの用量では，特記すべき影響

はなかった。

（２）薬物の体内動態

ラットにフルメトリン1.Og/kg体重を１回経口

投与し，代謝と排泄に関する基礎的研究がバイエ

ル社で実施された。

動物体内において，フルメトリンはエステル

結合が分解され，未変化のフルメトリンと大部

分の代謝産物が糞中へ，また非抱合型の代謝産

物が尿中へ排出された。５日後以降急激に激少

した。

（３）作用機序

有機リン剤やカルバマート剤と同様，ピレスロ

イド剤も害虫に対する神経毒性を示すため，けい

れん→横転→麻痺→死の転帰をとる。

作用点は，神経節内にあるシナプスの神経末端

と考えられている。しかし，ＣhＥの活性阻害は

なく，神経刺激伝達が行なわれる時の神経膜のイ

オン（Ｎa＋，Ｋ＋）透過性の変化によるインパル

ス伝導の撹乱（反復の興奮の誘導）により，害虫

を死にいたらしめる。

又，ピレスロイド剤はダニに対して速効的に作

用する。

（１）新規性

西ドイツ・バイエル社により新しく精製された

ピレスロイド系殺虫剤で，多くの特許が出願/登

録されたプアオン法のできるマダニ駆除剤であ

る。

（２）有効性

各種マダニのあらゆる発育段階に，微量で速効

的なノックダウン力を持ち，高い殺ダニ力を有す

る。その他，産卵阻止及びふ化阻止力があり，降

雨による影響が少なく，持続性もあるため，再寄

生防止効果が期待できる。これらの総合的駆除効

果により，マダニの発生を抑制する。

又，従来の殺虫剤に抵抗性を示すマダニに対し

ても有効である。

（３）省力性

水が不要で，そのまま使用できるように調製ず

みの製剤である。使用量が少ないので，薬剤処理

にかかわる作業労力を軽減でき，作業時間を短縮

できる。又，見回り時でも手軽にできる。

（４）経済性

大がかりな施設や器具が不要なので経済的であ

り，人手が少なくてすむ。

４．薬理作用

構造式　　：

５．特長
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（５）生産性

薬剤の持ち運びが簡単なため，牛の長距離移動

が不要となり，薬剤処理に時間がかからないので

牛へのストレスによる消耗が少ない。

又，吸血による被害の他，ピロ病感染による発

育への悪影響を少なくする。

（６）安全性

皮膚から吸収されにくい剤型なので，人畜への

安全性は高い。

微量で高い効果を示すため，使用量が少なく的

確に処理できる。そのためロスが少なく，雨によ

る流失も少ないので，周辺環境への汚染機会が少

ない。

又，乳牛をはじめ妊娠中や若令牛にも使用で

き，生産される皮革への影響はない。

（７）残留性

可食部，乳汁中への残留分析値は，すべて検出

限界未満である。

本品100ã中にフルメトリン1.0gを含む油状の

１％製剤である。

牛に寄生する外部寄生虫（マダニ）の駆除。

体重１kg当りフルメトリンとして１mg（製剤と

して10ã/100kg体重）を，牛の背中線に沿って鼻

部から尾根部までの皮膚に滴下する（プアオン

法）。

薬剤を動物の局所や背線に経皮投与する方法に

は，現在２つのタイプがあり，またその薬物動

態の面から，さらに２つに分けることができ

る。

従来のスポットオン法は動物の局所に比較的微

量の薬剤を投与するのに対して，新しく導入され

たプアオン法は，動物の局所や背中線上に，比較

的多量の薬剤を投与する方法である。

又，吸収型の薬剤は，投与後に有効成分が経皮

吸収された後，血行を介して薬効を示すのに対

し，非吸収型の薬剤は，重力や動物の動き等によ

り動物体表面に拡散し，この分布した薬剤に対象

害虫が接触することにより薬効を示すものであ

る。

10.安全性

９．プアオン法について

８．用法・用量

７．効能・効果

６．成分・分量

（１）急性毒性（ＬＤ50）

フルメトリン原体の急性毒性試験

バイチコール（プアオン法について）
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11．安定性

（２）亜急性及び特殊毒性試験

ラットに対し10ppmが最大無作用であり，催奇

形性及び変異原性はなく，皮膚・眼粘膜に対して

も４時間の曝露では影響がなかった。

又，成鶏への神経毒性はなかった。

（３）牛に対する安全性

通常投与量の20倍量までの用量を１回，または

７日間隔の反復投与により，妊娠牛および子牛を

含めた様々な年齢と品種の牛を用いて行われ，重

篤な悪影響のないことが確認された。

（４）残留試験

泌乳牛を用いた試験でバイチコールの通常投与

量およびその２倍量を１回または１週間隔で３回

投与した結果，投与後１時間～14日に採取した血

清（漿）および乳汁に残留物はまったく検出され

なかった（検出限界30ppb）。

バイチコールは，長期保存及び苛酷試験におい

て，有効成分のフルメトリン含量になんら低下が

認められず，特別な貯法なしで極めて安定した製

剤である。

（１）基礎効力試験成績

12．効果試験

安全性試験成績概要

バイチコールのラットにおける急性毒性試験
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①農林水産省家畜衛生試験場/藤崎幸蔵

要約

フタトゲチマダニおよびオウシマダニに対する

バイチコールの効力は，市販の殺ダニ剤に比べ最

も低い濃度で産卵抑制があり，幼ダニに対する横

転効果も速効性の部類に入った。

②沖縄県家畜衛生試験場/平安名盛己ら

要約

オウシマダニ飽血成ダニに対する産卵阻止及び

ふ化阻止効果は，O.1μg/gダニと0.06μg/gダニ

で100％の効力を示し，ＯＩ50はO.036μg/gと極

めて少量であった。幼ダニに対する横転効果（Ｋ

Ｔ50）は下表のとおりであった。

バイチコール（プアオン法について）
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（２）野外応用試験成績

フタトゲチマダニヘの駆除効果はおおむね２～

３週間位で，オウシマダニでは３～４週間と考え

られる。

野外試験成績概要一覧

バイチコール（プアオン法について）
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「バイチコール」 プアオン法による
オウシマダニ駆除試験

沖縄県においては，牛体寄生ダニの駆除法とし

て，Dipping法とSpray法が用いられている。Dip-

ping法は，省力的・効率的なダニ駆除法ではある

が，反面，薬液調製時に消費されすぎる多量の薬

剤，薬浴時に時々発生する子牛の溺死事故および

廃液処理時の環境汚染の可能性などの問題をかか

えている。Spray法は，特別な施設を必要としな

い簡易なダニ駆除法である反面，牛体寄生ダニの

駆除時に費やされる多大な労力と時間などの問題

をかかえている。そのため，これらの問題点を解

決する新しいダニ駆除法の確立が強く望まれてい

た。

このような状況に対処するため，著者ら３，４）

は，２，３の試験を行ってきた。今回は，効率的

にダニ駆除を行えるバイチコールの使用間隔につ

いて検討したので，その概要を報告する。

供試ダニ駆除剤：バイチコール（フルメトリン

を１％含有）

供試牧場と供試牛：黒島のＴ，ＦおよびＭ牧場

ならびに石垣島のＳ牧場で試験を行った。供試牛

は，各牧場で飼養されている15～25頭の黒毛和種

であった（表１）。

バイチコールの使用方法：バイチコールを，鼻

鏡直後から尾根部までの正中線上にほぼ均等に滴

下した（以下プアオンとする）。バイチコールの

使用量は，推定体重200kg以上の牛では10ã/

100kgとし，200kg以下の牛ではすべて20ãとし

た。

バイチコールの使用間隔：バイチコールは，原

則として２週（ＴおよびＦ牧場），３週（Ｍ牧

場）あるいは１ヵ月間隔（Ｓ牧場）で使用した。

試験期間：1986年５月～1986年11月。

試験期間中の検査項目

１）牛体寄生ダニ：バイチコールをプアオンす

る直前に，原則として試験牛の半数以上で，寄生

ダニ数，寄生ダニの種類およびその発育期につい

て検査した。検査部位は頸部，腋下部および尾根

部の10×10cm区画内とした。寄生ダニが所定の部

位で確認されない場合は，全身を触診で詳細に検

査した。なお，寄生ダニ数は，各検査部位のう

ち，最もダニの多い部位の数で示した。成ダニが

確認された場合には，そのダニを25℃，95％相対

湿度条件下で飼育し，産卵の有無および卵の孵化

の有無について観察した。

２）バベシア・ボビス抗体検査：試験開始前あ

るいは開始当日に頸静脈から採血した。採血対象

牛は，子牛（６ヵ月齢未満），若牛（６ヵ月以上

２歳未満）および成牛（２歳以上）とし，採血頭

数は各年齢層の約半数とした。分離した血清は，

使用時まで－20℃に保存し，螢光抗体法１）でバベ

シア・ボビス抗体検査に用いた。

３）降水量：雨量計を用いて，試験期間中の降

水量を測定した。

牛体寄生ダニの種類：試験牛に寄生していたダ

平安名盛己＊　石田洋次郎＊＊

成　　績

材料と方法

はじめに

表１　供試牧場と供試頭数

　＊沖縄県家畜衛生試験場

＊＊沖縄県中央家畜保健衛生所　八重山支所
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図１　ダニ駆除成績と降水量
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ニはすべてオウシマダニであった。

Ｔ，ＦおよびＭ牧場におけるダニ駆除成績：試

験開始当日，Ｔ牧場では約88％の牛に，Ｆ牧場で

は80％の牛に，またＭ牧場では60％の牛に，それ

ぞれほぼ100匹以上の幼ダニ，若ダニあるいは成

ダニが寄生していた。これらの牧場では，１回あ

るいは２回のバイチコールのプアオンにより，牛

体寄生ダニは全く確認されなくなった。試験期間

中，多量の降雨が認められる場合もあったが，ダ

ニの寄生は確認されず，さらにプアオンを終了し

た後も牛体寄生ダニは検出されなかった（図

１）。

Ｓ牧場におけるダニ駆除成績：図２から明ら

かなように，Ｓ牧場においては，プアオン後，

10日以内の降雨の有無および降水量の差によ

り，ダニの再寄生が見られる場合があり，さら

に再寄生ダニの発育期も異なっていた。すなわ

ち，試験開始当日のプアオン後８日目に14mmの

降水量が測定された場合には，２回目（29日

目）のプアオン時に53.3％の牛に10～100匹の

寄生が見られ，そのダニはすべて幼ダニであっ

た。２回目のプアオン後，11日目および13日目

には，それぞれ25mmおよび22mmの降水量が測定

されたにもかかわらず，３回目（61日目）のプ

アオン時には，前回プアオンした牛にはダニの

寄生はなく，46日目に生まれた子牛に未飽血成

ダニが寄生していただけであった。３回目のプ

アオン後７日目に121.5mmの多量の降雨が測定

された場合には，４回目（89日目）のプアオン

時に45.5％の牛に寄生が見られ，そのダニの中

には，少数の未飽血成ダニもいた。しかし，そ

の後は牛体寄生ダニは全く確認されなくなっ

た。

成ダニの産卵と卵の孵化状況：Ｓ牧場で61日目

に子牛から採取された成ダニは産卵し，その卵は

孵化した。89日目に採取された成ダニは産卵した

が，その卵は孵化しなかった。

バベシア・ボビス抗体の検査成績：表２から明

らかなように，どの牧場においても，子牛の抗体

陽性率および抗体価は，日数の経過とともに低下

する傾向を示した。若牛および成牛の抗体陽性率

の推移には一定の傾向は認められなかったが，抗

体価は低下する傾向を示した。

バイチコールをほぼ２～３週間隔でプアオン

した３ヵ所の牧場では，試験期間中，多量の降

雨が認められた場合でも，ダニの再寄生はほぼ

完全に阻止された。しかし，ほぼ１ヵ月間隔で

バイチコールをプアオンしたＳ牧場では，ダニの

再寄生が確認される場合があった。この両者の

差は，後述するようにバイチコールの再寄生阻

止効果の持続日数と，それに及ぼす降雨の影響

にその原因の由来を求めることができると思わ

れる。

Sosa６）は，バイチコールのプアオンにより，

ダニの再寄生は23日間完全に阻止されることを

観察し，また著者ら４）も27日間ダニの再寄生が

完全に阻止されることを先に行った試験で観察

した。Hopkinsら５）は，プアオン後３時間以内に

25mmの人工雨を降らせた場合，42日後にまだ

97.5％以上のダニの再寄生が阻止されたことを

認めた。これらのことから，プアオン後に，あ

る程度の降雨があっても40日以上もかなりの量

のバイチコールが残存することが推測される。

よって，２～３週のプアオン間隔の場合には，

常時多量のバイチコールが牛体表上に残存する

ことになる。そのため，Ｔ，ＦおよびＭ牧場で

考　　察

「バイチコール」プアオン法によるオウシマダニ駆除試験
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図２　ダニ駆除成績と降水量
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表２　バベシア・ボビス抗体の検査成績

「バイチコール」プアオン法によるオウシマダニ駆除試験
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は，試験期間中に多量の降雨があった場合で

も，ダニの再寄生が完全に阻止されたものと解

釈される。一方，著者ら４）はまた，バイチコー

ルの再寄生阻止日数の長さは，プアオン後の降

雨により短縮し，特にプアオン後10日以内の降

水量が多ければ，それだけ再寄生阻止日数も短

縮することを先の試験で観察した。これと同様

のことは，Ｓ牧場で，プアオン後10日以内の降

水量に著明な差が認められた場合には，その後

に確認される再寄生ダニの発育期が異なってい

たことに見ることができる。すなわち，これら

の成績は，プアオン後の降雨が早い程，またそ

の量が多い程バイチコールの損失は大きいこと

を示している。しかし，Ｓ牧場で89日目に採取

された成ダニの卵が孵化しなかったことは，降雨

によりバイチコールの損失があった場合でも，

再寄生ダニに対しは，間接的にダニ駆除効果が

発現されることを示している。このように，従

来の殺ダニ剤とは異なる長期に及ぶ再寄生阻止

ならびに孵化阻止効果の相乗・相加作用により，

１ヵ月間隔のプアオンでも著明なダニ駆除効果

が得られたと思われる。

一方，46日目に生まれた子牛に寄生していた成

ダニの卵は孵化した。このことは，牛体間の接触

ではバイチコールの移行はほとんどないことを示

している。そのため，バイチコールのダ二駆除効

果を最大限に得るためには，全頭のプアオンを実

施することはもちろんのこと，途中で子牛が生ま

れることを想定してプアオン間隔を決定しなけれ

ばならない。

バベシア・ボビス抗体陽性率および抗体価の

推移は，４ヵ所のいずれの牧場においてもほぼ

一致した傾向を示し，興味深かった。藤永ら２）

は，放牧牛のB.ovata螢光抗体価は放牧期間中ま

たは下牧直後に上昇し，ダニの寄生がない舎飼

期には低下し，また子牛の移行抗体は約３ヵ月

で陰転することを観察している。さらに藤永ら
１）は，B.ovataの感染螢光抗体は１年以上の長期

にわたって検出されることを観察している。以

上のことから，４ヵ所の試験牧場で観察された

子牛の抗体陽性率が低下し，かつ抗体価も低下

する傾向を示したことは，B.bovisの感染をうけ

なかったため，移行抗体価が陰転あるいは低下

したことに起因すると考えられる。また若牛お

よび成牛の抗体陽性率の推移に一定の傾向が見

られなかったのは，感染抗体の検出期間が長い

ことに起因し，さらにその抗体価が低下したの

はB.bovisの感染をうけなかった結果と解釈され

る。さらにこれらの成績は，試験牧場にはオウ

シマダニが生息しなくなったことを間接的に示

唆している。

引引引引引     用用用用用     文文文文文     献献献献献
１）藤永　徹，南　哲郎，石原忠雄：家畜衛試研究報告，「蛍光抗体法による大型ピロプラズマ（Babesia sp.）
　　とその抗体の検出」，79，18～24（1979）.
２）藤永　徹，南　哲郎，坂待善之助：日獣会誌，「放牧牛におけるBabesia ovata（大型ピロプラズマ）抗体の
　　消長と再感染」，Vol38，（３），162～165（1985）.
３）平安名盛己，浜川昌啓，奥田高夫，宇良宗輝：沖縄県家畜衛生試験場年報，「BAY VL 6045のオウシマダニに
　　対する駆除効果」－室内試験について，－第21号，43～50（1985）.
４）平安名盛己，浜川昌啓，宇良宗輝，慶留間智厚，石田洋次郎：沖縄県家畜衛生試験場年報，「BAY VL 6045の
　　オウシマダニ駆除試験，第22号，25～31（1986）.
５）Hopkins，T.J.，Woodley，I.R.Blackwell，R.：Vet.Med.Rev.，No.２，112～125（1985）.

６）Sosa，E.：Vet.Med.Rev.，No.２，126～131（1985）.
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標記の試験を1986年７月から10月まで，青森県

下北半島等の牧場で実施した（表１）。

これらの牧場はフタトゲチマダニが極めて多

く，ピロプラズマ病による被害が大きいところで

ある。

バイチコール（フルメトリン１％含有液剤，Lot

No.300786-002-Ｖ，965，および5Ｌ5）を用い牛群

ごとに，牛体重100kg当り10ã（一部５ã）を

頭，頸，肩，背，尻，尾根まで背中線にそって上

から注ぎ（以下プアオンという）投与した。

用具は専用の「スクイズボトル」を用いて牧野

別に表１に示す間隔と回数で実施した。

牛体ダニの寄生および採取等の調査は各牛群ご

とにその中の５頭を任意に選出し調査牛とした。

牛体ダニはプアオンの直前およびその牛群全部

のプアオンが終了した後に調査牛１頭当り50匹程

度のダニを採取し，ビニール袋（吸水ろ紙同封）

に入れ，現場および室内で，生死，活性，麻痺，

蘇生，脱皮，産卵，孵化等の観察および同定を行

い計数した。

バイチコールによる
フタトゲチマダニに対する野外効果試験

２．供試剤の投与と用量

１．試験地と実施時期

平桜　全作＊

４．ダニの採取

３．調査牛

表１　試験計画の概要

＊青森県畜産予防衛生研究所
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採材時に各牛群の牛体寄生ダニ数を計数し，さ

らにその寄生部位として，耳，顔，胸垂，股，乳

房，陰部等の好選寄生部位を記録した。なお，ダ

ニ数の概算区分は次のとおりとした。

ダニの発育段階別に飽血成ダニは　，成ダニ

Ａ，若ダニＮ，幼ダニＬと分類表示した。

試験中および下牧後に食欲不振，下痢，皮膚，

局所のかゆみ，落屑，脱毛，湿疹等の臨床所見お

よび下牧後の異常産（流死産，奇形等）を観察，

調査した。

プアオン実施時間，天候，他の薬剤の併用，ダ

ニ以外の牛体外部衛生害虫につき，その都度調査

個表に記録した。

なお試験牛群の牧区変更および牛群の再編成は

行わなかった。

本剤を野外応用する前に，室内試験に供する目

的で牧野に放牧中の牛より寄生ダニを採取し，本

剤を吸着させたろ紙にダニを10秒間接触させ，直

ちに飼育用のポリエチレン容器にそのダニを移し

高湿適温（ＲＨ80％以上，温度25℃前後）に保

ち，その殺虫効果の予備試験を行った。

その成績は表２のとおりでありた。本剤は飽血

成ダニを含む総ての発育段階のダニを30分以内に

殺虫した。

また，飼育用ポリエチレン容器に本剤を少量

入れた小容器を設置し，その上をダニが通過で

きないメッシュ綱で覆い，吸血，未吸血ダニを

２週間高湿適温下で飼育し，蒸散殺虫効果およ

び忌避効果を観察した。その結果，蒸散殺虫力

は認められず，またダニは本剤を忌避しなかっ

た。

８．成　績

７．その他

６．牛の健康

５．ダニの区分

表２　バイチコール室内効果試験成績
　　　吸着ろ過10秒間接触

○Ａ
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平均体重500kgの日本短角種成牛56頭に本

剤を１頭当り約50ã同種子牛平均体重100kg

の2 0 頭に１頭当り1 0 ã 同種成牛平均体重

500kgの５頭に１頭当り25ãを１回プアオン

し，その２時間後，４日後，15日後に牛体ダ

ニを採取した。

その採取ダニ数を％で示せば表３のとおりであ

り，ダニの分布，殺ダニ率，吸血率を図示すれば

図１のとおりとなった。

採取ダニは総てフタトゲチマダニで，プアオン

１）試験地１（豆田牧場）

表３　バイチコール１回プアオン群：試験地１（豆田牧場）
　　　プアオン直後，４日および15日後におけるダニ発育段階別の採取ダニ，
　　　吸血ダニおよび　死亡ダニの割合（％）

バイチコールによるフタトゲチマダニに対する野外効果試験
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前には未吸血ダニは採取されず，プアオン直前の

採取ダニ64匹中57匹（89％）が生存し，飽血，吸

血ダニは総て正常に発育した。プアオンの約２時

間後に採取したダニ75匹は飽血成ダニを含め100

％死亡した。

以上この試験地の成績を一括すれば表４のとお

りであった。

表４　バイチコール１回プアオン群：試験地１（豆田牧場）試験成績総括
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図１　バイチコール１回プアオン群：試験地１（豆田牧場）

バイチコールによるフタトゲチマダニに対する野外効果試験
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ヘレフォード種成牛（繁殖牛，平均体重

600kg）55頭に１頭当り供試剤約50ãを20日間隔で

プアオンし，毎回その前後に牛群中から任意の５

頭を選出し，調査牛として牛体寄生ダニを採取し

観察した。この成績を％で表示すれば表５のとお

りであった。

採材ダニは総てフタトゲチマダニで，人畜の移

動で直ちに付着する高度汚染牧場であった。

この牧場での成績をまとめた結果は，プアオ

ンは１頭当り約１分を要し，20日間隔３回のプ

アオンでは牛群全体のダニ数は減少せず，飽血

成ダニは正常に発育し，吸血率は低下しなかっ

た。２回目以降のプアオン前（１回目のプアオ

ンの残効と思われる。）の殺ダニ効果は約30％

まで減弱したが幼ダニは採取されなかった。３

回目のプアオン後直ちに下牧したので連用効果

を十分確認し得なかったが，高度ダニ汚染牧野

では20日間隔３回のプアオンではその効果を認

め得なかった。

試験地３（野牛牧場）
バイチコールのプアオン状況

試験地１（豆田牧場）
バイチコールのプアオン状況

２）試験地２（大川目牧場）
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ヘレフォード種２群（Ａ群およびＣ群）を供

試した。各群は平均体重500kgの成牛40頭，お

よび平均体重約100kgの子牛30頭とし，供試剤

を成牛には50ã，子牛には10ãの用量でＡ群は

15日間隔，Ｃ群には30日間隔でプアオンし，毎

回プアオンの前後に牛群中の任意の５頭を選出

し，この調査牛から牛体寄生ダニを採取し観察

した。

この成績を総括すれば表６（ダニ数は％で示

３）試験地３（野牛牧場）
す）のとおりとなった。

採取ダニは総てフタトゲチマダニで，草地ダニ

が極めて多い高度汚染牧場である。

この結果，表６のとおり，15日間隔のプアオン

牛群（Ａ群）の寄生ダニは減少し５回目以降は急

減し，顔に残る程度となった。６回目以降は気象

上は尚ダニの活動期間であったがこの急減は，牧

区の変更，他の薬剤の併用その他の要因がなかっ

たため本剤の効果と見なされた。

好選寄生部は他の例と同じであった。飽血成ダ

ニは２回目以降採取されず，幼ダニは５回目に急

表５　バイチコール20日間隔３回プアオン群：試験地２（大川目牧場）
　　　プアオン直前，直後におけるダニ発育段階別の採取ダニ，吸血ダニおよび死亡ダニの割合（％）

バイチコールによるフタトゲチマダニに対する野外効果試験
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増したが，それ以外は採取されなかった。吸血率

は２回目以降極めて少く，殺ダニ率はプアオン直

前の採材成績のとおり，１回目11％，２回目52

％，３回目78％，５回目100％とプアオンの回数

を重ねるごとに増加した。これらの結果から15日

間隔のプアオンでは回数を重ねることで累積効果

があるものと推定された。

30日間隔では，牛群（Ｃ群）の寄生ダニ数は増

加し，飽血成ダニは正常に発育し，吸血率は高

く，プアオン直前の殺ダニ率は約30％に低下し

た。この間隔では残留効果がないことを示唆し

た。

試験地３（野牛牧場）牛個体No.87/
７月25日プアオン直前（14日後）

試験地３（野牛牧場）牛個体No.87/
７月11日プアオン実施しなかった。

試験地３（野牛牧場）牛個体No.215/
７月25日第２回プアオン直前
（第１回プアオン後14日目）

試験地３（野牛牧場）牛個体No.215/
７月11日第１回プアオン直前
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表６　バイチコール15日間隔７回プアオン群（Ａ群）および30日間隔３回プアオン群（Ｃ群）：
　　　試験地３（野牛牧場）試験成績総括

バイチコールによるフタトゲチマダニに対する野外効果試験
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以上の成績をとりまとめ要約すれば以下のとお

りである。

１.室内試験では本剤は蒸散殺虫効果はなく，

ダニは本剤を忌避しなかった。

２.本剤を吸着させたろ紙にダニを10秒間接触

させた結果，飽血成ダニを含め30分以内に100％

の殺虫効果を認めた。

３.野外試験では既述の各成績のとおりで，この

結果を使用方法別に示せば次のとおりとなった。

（１）試験地１の成績（プアオン１回）

本剤は牛体重100kg当り10ãを１回のみプアオ

ンした場合，２時間後に直接本剤が接触した牛体

寄生ダニの飽血成ダニを含めた総てのダニを30分

以内に100％殺虫する効果を示した。

この場合経日的には牛体重100kg当り10ã（５

ã）をプアオンした結果では，その４日後には

100％（89％）の殺虫力を示し，14日経過後では

49％（37％）の殺虫効果を示した。

（２）試験地２および３の成績（プアオンー定間

隔別）

牛体重100kg当り10ãを一定間隔（30日，20

日，15日ごと）でプアオンした結果，いずれの場

合もそれぞれの牛群ではプアオン実施終了後（プ

アオン実施後30分～60分）に採取した牛体寄生ダ

ニに100％の殺虫効果を示した。

各プアオン施用間隔別に採取したダニの分布

率，吸血率，殺ダニ率を図示すれば図２のとおり

であった。

各施用間隔別には以下の結果である。

a.30日間隔

牛群全体の寄生ダニ数はプアオンの影響を受け

ずに増加し，プアオン２回目以降の採取ダニの分

布率，吸血率，殺ダニ率共に本剤の有効性を認め

得なかった。特に飽血成ダニは正常に発育し，飽

血若ダニは脱皮し，吸血率が高いなどこの間隔で

は野外の実用性は少いものと認めた。

b.20日間隔

牛群全体の寄生ダニ数は減少せず，吸血率も低

下しなかった。飽血成ダニは生存し正常に発育し

た。但し２回目以降は幼ダニが採取されず，幼ダ

ニに有効な薬剤残存を否定できなかった。

殺ダニ率は約30％で，無制限に付着する高度汚

染牧場での単為生殖系３回宿主寄生ダニの駆除に

は野外実用有効間隔とは認め得なかった。但しこ

の試験では20日間隔３回のプアオンで終牧となっ

たため放牧開始当初からの効果については検討の

余地が残された。

c.15日間隔

牛群全体では寄生ダニは回数を重ねるごとに減

少し，６回目のプアオンのときでは一部に顔面の

みに寄生を認めた。但し調査牛５頭からは採取さ

れず，７回目には群全部に寄生を認めなくなっ

た。

６回目以降は，気温，牛群移動コースおよびそ

の編成，他の薬剤との併用等他の要因を再調査し

たが，いずれもその影響とされるものは認めず，

本剤の薬効と判断された。

15日間隔ではプアオンの回数を重ねるごとに

殺ダニ効果は上昇し，吸血率は低下し，かつ２

回目以降は飽血成ダニは採取されなくなった。

幼ダニは５回目に一過性に多数採取されたが，

草地ダニの幼ダニ集団孵化期によるものと考え

られ，さらにこの幼ダニは総て死亡していた。

以上15日間隔では５回連用で牛体ダニが採取さ

れない結果となったため当地の牧野環境での野

外応用は15日間隔が有効性を認める限界と推定

４）総　括
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図２　バイチコール15日間隔７回，20日間隔３回，および30日間隔４回
　　　プアオン群：試験地２（大川目牧場），（野牛牧場）

バイチコールによるフタトゲチマダニに対する野外効果試験
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された。

（１）安全性

予備および３ヵ所の試験地で，ヘレフォード

種，日本短角種延合計成牛666頭，子牛350頭に体

重100kg当り10ãをプアオンしたが，副作用等の

異常を認めなかった。

一過性の軽刺激のかゆみのあるものを認めるが

気がつかずに経過する。

下牧後の繁殖にも異常を認めるものはなかっ

た。

（２）プアオン

本剤を専用の「スクイズボトル」で使用した結

果では，50頭内外の牛群ごとに実施した場合，１

頭平均１分内外で実施できた。但し各試験地とも

５）その他の成績

追込み誘導棚が設置してあり事前に牛を集める

時間は含まれていない。この所要時間は従前の

牛体スプレーと同じ程度であった。また本剤は

体表面積割を体重割に換算して用いるため，個

体差は不可避であった。更に用量が少いので，

プアオン時の落下損失の割合が多い結果となっ

た。

（３）野外実用の方法

プアオン施用間隔は，牧野のダニ汚染度，ダ

ニの発生消長，牧区の利用日数，本剤の残効日

数，気象，施設とその場所，労力，経費等その

牧場ごとに調査準備し，牛体ダニが採取されな

い程度までを目標として実践プログラムを設定

して実施すれば，本剤の特性が活用され有力な

牧野の清浄化とその維持になり得るものと推定

された。
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合成ピレスロイドFlumethrinの画期的なプアオ

ン製剤によるダニ駆除効果が際立って優れている

こ と は ， 様 々 な 論 文 で 報 告 さ れ て い る

（Stendel，1985：Hopkins et al.，1985：Sosa，

1985：Hamel ＆ van Amelsfoort，1985：Dorn ＆

Pulga，1985）。

従来のプアオン製剤は，全身性移行作用に基づ

いて，シラミおよびウシバエ幼虫の駆除に

Neguvon®やTiguvon®あるいは線虫類の駆除に

Citarin®Spot-onが使用されてきた（Pitman ＆

Rostas，1981）。

一方，ピレスロイドは事実上経皮的に浸透す

ることがなく，哺乳動物の全身の器官内に分布

しえないことは既知の事実である。St e n d e l

（1984）はダニ寄生牛にFlumethrinを静脈内お

よび経口投与し，これらの投与方法ではダニ駆

除効果が得られないことを確認した。このこと

から，Flumethrin Pour-onのダニ駆除効果は全

身性移行作用ではなく，体表面全体への分布に

よって得られるものである，と結論することが

できる。

その結果，この薬剤を皮膚に滴下した後の皮膚

分布動態をさらに深く追究していくことが必要に

なった。

そこで本試験では，薬剤に特殊な蛍光物質を添

加してFlumethrin Pour-onの体表面分布動態を視

覚的に捉えようとした。

優れた脂肪親和特性を有し，また紫外線照射に

より強い蛍光作用を有する実験用Naphthalimide誘

導体を市販のFlumethrin１％製剤に同濃度（１：

１）となるよう添加した。

この混合物50ã（有効成分として１mg/kgb.w.に

相当）をポンスラマ，ブラーマン両種各１頭の雄

牛の背中線に沿って背部肩甲骨間から尾根部まで

滴下し，この２頭の牛を誘導通路に追い込んで観

察した。

経時的な体表面分布を観察，記録するため，投

与後２，４および10時間経過した時点で，消灯

下，牛に紫外線管による照射を行い，写真を撮影

した。これには富士ＡＳＡ1600高速カラープリン

トフィルム（絞り1.8，露光時間15～20秒）をＡ

ＳＡ3200に増感して使用した。

投与後２時間以内に背線部，胸部および腹部に

白色蛍光物質で染まった箇所が鮮やかに認められ

るようになった（図１）。

蛍光法によるFlumethrin １％ w/vの

H.D.Hamel＊＊　A.van Amelsfoort＊＊

体表面分布動態の実証＊

はじめに

成　　績

材料と方法

図１　投与後２時間目の縞状の分布（ブラーマン種）

＊　Demonstratlon of Dermal Distribution of Flumethrin 1% m/v by Means of a Fluorescenece Technique
＊＊Bayer South Africa(Pty)Ltd，South Africa
出典：Vet.Med.Rev.，No.１，34-39（1986）
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考　　察

図２　投与後４時間目の広範囲に及ぶ分布
　　　（ブラーマン種）

投与後４時間目の写真では，蛍光物質が胸部，

腹部にさらに伸びて広がっている上に（図２），

尾房と耳まで発光するに至っている（図３）。ま

たブラーマン種の雄牛の肩峰部までFlumethrinが

はっきりと拡散しているのはなかなか興味深い

（図４）。投与後10時間目には蛍光物質がさらに

広がる様子は見られなくなっているものの，背部

全体，後躯，および両肩に微かな光を発している

のが明らかに見て取れる（図５）。

これが紫外線照射による光学的な妨害作用であ

るか否かを結論するには，なお今後の解明を待た

ねばならない。

Flumethrin製剤を背中線上に投与後２～４時間

以内に蛍光物質が体躯の主な部分に広範囲に広

がったという事実は，体表面分布が迅速であるこ

とを示唆している。

この試験では，動物が誘導通路内で動きを制

限された状態にあったため，活発に運動してい

れば期待できたはずの動きによる分布促進とい

う効果が全く現れていない。しかし，重力と油

状のFlumethrinが徐々に拡散していく性質とが

及ぼした結果は，はっきりと確認できた（図

図５　投与後10時間目に肩，胸部および腹部に
　　　見られた広範囲な分布（ボンスマラ種）

図４　投与後４時間目にブラーマン種雄牛の肩峰部に
　　　認められた拡散現象

図３　投与後４時間目の広範囲の分布と耳および
　　　胸垂に見られた微かな蛍光（ボンスマラ種）
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謝　　辞

図６　広範囲な分布，しかしフィルム露出中に牛が
動いたため不鮮明となった
（投与後４時間目，ボンスマラ種）

６）。

実際の野外条件下であるならば，牛群内で，相

互の身体接触によって皮膚分布はさらに広がるも

のと思われる。また，その他，牛の泌脂腺や汗腺

からの分泌物などの薬剤分布に係わる重要な要素

があり，こうした物質がFlumethrinの媒体となっ

て，体表面分布を相加的に一層高め促進すること

はまず間違いないだろう（Pitmam ＆ Rostas，

1981）。

胸骨および会陰部に蛍光が全く見られないとい

うのは，この薬剤の優れたダニ駆除効果と矛盾し

ている。従って，まず，こうした蛍光物質の一次

分布に続いて有効成分を含んだ油状の媒体の二次

分布が起こり，これが実際の野外条件下で見られ

るような体表全面におよぶダニ駆除効果につなが

るのではないかと思われる。

最後に，著者らが観察し，Stendel（1986）が

確認した通り，Flumethrinのダニ駆除効果（ダニ

の脚の運動障害，退色，飽血し脱落したダニの不

妊性など）は投与後４～５時間以内に発現するこ

とを付け加えておく。

これは，本試験で検討したFlumethrinの体表面

分布動態と原則的に一致している。

著者らはこの場を借りて，試験薬剤の調製を

行ったBayer South Africa，Agro-Chem Produc-

tionのDr.E.GoldschmittとNaphthalimide誘導体を

提供して頂いたOCResearch，Leverkusenの

Dr.Dorlarsの両氏に感謝の意を表します。
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　　No.２，146-151.
２）Hamel，H.D.and A.van Amelsfoort（1985）：Tick control with flumethrin １％m/v pour-on under South African field
　　conditions.Vet.Med.Rev.，No.２，132-145.
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７）Stendel，W.（1985）：Experimental studies on the tickicidal effect of Bayticol Pour-on.Vet.Med.Rev.，No.２，99-lll.
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蛍光法によるFlumethrin １％ w/vの体表面分布動態の実証
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豚の呼吸器病
山本　孝史＊

豚の呼吸器に病原性を示す微生物は約10種類

知られている（表１参照）が，萎縮性鼻炎，マ

イコプラズマ性肺炎およびアクチノバシラス症

（胸膜肺炎）の３つが３大呼吸器病と呼ばれ，

いずれも慢性経過をとるのが特徴である。表中

の封入体鼻炎やアデノウイルス感染症はもちろ

んのこと，豚インフルエンザにおいてさえ，そ

れ自体の被害よりもむしろこれらのウイルス感

染が３大呼吸器病の発症要因となり得ることの

方が重要である。また近年各地で恐慌を来して

いるオーエスキー病においても，汚染豚群では本

病それ自体による被害もさることながら，オー

エスキー病が胸膜肺炎を誘発することにより肥

育豚の死亡をもたらすことも看過できない。つ

まるところ豚の呼吸器病は，これらの慢性疾患

に集約されてしまうと言えよう。

慢性呼吸器病は，多頭飼育の進展とともに蔓

延するようになってきたことは周知のとおりで

ある。これらの疾病はいずれも高い罹病率を示

すが，それは病原体の伝播力が強いからではな

い。多頭飼育形態では，多くの個体が病豚と常

に接触していることにより結果として罹病率が

高くなるのである。一方病豚との接触が全く考

えられないＳＰＦ豚群においても，マイコプラズ

マ性肺炎や胸膜炎の発生が報告されており，こ

れらの疾病の伝播を豚のみに限定することはで

きないようであるが，具体的にベクターの存在

が証明されているわけではない。いずれにせよ

病原体の伝播力は強くないにもかかわらず，考

えの及ばないようなところからも感染は起こり

得ると言う，相矛盾した２面性を持っているの

が慢性呼吸器病の第１の特徴である。

第２の特徴として，これらの疾病はいずれも

複合感染をきたすことにより，その被害が大き

くなることがあげられる。以下各疾病ごとに複

合感染の様子を見てみよう。

（１）マイコプラズマ性肺炎

かつて慢性パスツレラ症（わが国では慢性豚

疫）と呼ばれていた疾病は，P.multocidaが原因

とされながらも，本菌は健康豚の上部気道にも

見いだされることから，飼養管理の失宜や輸送

等により生体の抵抗力が減弱した時に発症する

ものと考えられていた。その後慢性豚疫の多く

は，マイコプラズマ性肺炎に他ならないと考え

られるようになったが，当初，P.multocidaが起

因菌と考えられたことでも明らかなように，本

菌とマイコプラズマ性肺炎は，きわめて密接な

関係にある。本菌単独では肺炎起因性を示さな

いが，ひとたびM.hyopneumoniaeにより気道粘膜

に損傷が生じた場合に侵入・増殖して病変を増

悪する役割は，種々の微生物の中でも最も重要

である。本病による飼料効率の低下は本菌を筆

頭とする２次感染菌の影響を抜きには語れな

い。また本菌は，アクチノバシラス症の慢性

病変にもしばしば随伴し，このような場合は

病変部から本菌のみが分離され，A.pleurop-

neumoniaeが全く分離されないことから診断を誤

ることさえある。

（２）アクチノバシラス症

A.pleuropneumoniaeの豚に対する病原性は，

豚に呼吸器病を起こす微生物の中でも最も強い

と考えられる。なぜなら，本菌が初めて侵入し

た豚群においては，マイコプラズマ性肺炎や萎

縮性鼻炎では決してみられない急性症状を発し

て高い死亡率を示すからである。それでは本菌

の場合，他の微生物とは全く無関係に病原性を

１.慢性呼吸器病の特徴

＊農林水産省　家畜衛生試験場
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２．慢性呼吸器病の対策

発揮するかと言うと「否」と言わざるを得な

い。なるほど本病の処女地においては本菌単独

できわめて強い病原性を示すことは事実であ

る。しかしながらひとたび本菌の感染を受けた

豚群においては，抗体保有率の高さに比し，発

症率あるいは病変保有率は格段に低く（抗体保

有率の１/10程度），ともすれば日和見菌のよう

な態度を取るのが本菌の特徴である。例えば，

あらかじめM.hyopneumoniaeを感染させてから

A.pleuropneumoniaeを感染させると，本菌を単

独で感染させるよりもきわめて重篤な胸膜炎を

惹起することや，逆にA.pleuropneumoniaeの不

顕性感染豚にM.hyopneumoniaeを感染させると胸

膜肺炎を発症する事が知られている。またカナ

ダにおけるアクチノバシラス菌５型の流行に際

しては，アデノウイルス感染が発症の引金とな

る等，本菌の複合感染においては，他の微生物

により病変が増悪されるのみならず，発症その

ものが誘発される性格を持っている。

（３）萎縮性鼻炎

萎縮性鼻炎の病原体として，従来わが国では

B.bronchisepticaのみが重視されてきたのに対

し，欧州では以前より多くの臨床観察から多原

因説をとる見解が存在したが，具体的な証明に

欠けていた。しかしながら近年，①毒素原性の

P.multocidaが萎縮性鼻炎を起こすこと，②毒素

のみを非経口的に注射することによっても３週

齢の無菌豚に重篤な鼻甲介の萎縮を来すこと，

③本菌の鼻腔内への定着は，鼻粘膜の損傷を来

すなんらかの刺激[先行するB.bronchiseptica感

染や酢酸等の化学的刺激等]により促進され，特

に，④B.bronchisepticaとP.multocidaの混合感

染によりB.bronchiseptica単独よりもはるかに

ひどい病変が形成されること，等が次第に明ら

かにされている。このように萎縮性鼻炎におい

てもB.bronchisepticaにのみにその責を求める

のではなく，現在では少なくとも毒素産生

P.multocidaと対にした複合感染として考える必

要があろう。

以上述べたように豚の慢性呼吸器病は，いず

れも複合感染をきたすことにより初めてその被

害が甚大になると言うのが第２の特徴である。

一般に感染症の対策には，ワクチンおよび薬

剤による予防・治療という獣医学的な対策と，

一般的な衛生管理や飼育管理面からの畜産学的

な対策の２通りある。以下各対策について述べ

るが，豚の慢性呼吸器病においては，これらの

対策を総合的に実施して初めて高い効果が得ら

れるのであり，ワクチンや薬剤単独あるいは一

般的な衛生管理のみで防遏できるものではない

ことを十分に認識しておくことが重要である。

１）獣医学的な対策

①ワクチン

豚の呼吸器病のうちワクチンが開発されてい

るのは萎縮性鼻炎と胸膜肺炎のみである。

萎縮性鼻炎に対しては，死菌ワクチンと生菌

ワクチンの２種類が市販されている。死菌ワク

チンは妊娠中の母豚を免疫し，初乳を介して移

行する移行抗体による受身免疫で哺育中の感染

を予防する母子免疫法と，子豚に接種して能動

免疫を与える子豚能動免疫法があるが，汚染地

域では両者を併用することが望ましい。この際

注意しなければならないのは，移行抗体は子豚

接種による能動免疫を阻害するので，移行抗体

価が一定の値（通常１：320）以下に低下した時

期に子豚へのワクチン接種を実施することであ
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る。その時期は母豚の抗体価により異なるので，

理想的には抗体価を測定することが望ましいが，

概ね６週齢前後で初回免疫を与える。近年わが国

では生菌ワクチンが市販されるに至ったが，その

評価は今後の検討に待ちたい。ただ本ワクチンは

接種に際し抗菌剤の使用が制限されることから，

濃厚汚染群や衛生管理の不十分な農場ではその使

用に際して慎重な配慮が必要である。

胸膜肺炎に対しては，死菌ワクチンが市販さ

れており，発症予防には効果が認められてい

る。またワクチンを接種した母豚から生まれた

子豚には初乳を介して免疫が賦与される。しか

しながらこれらのワクチンの効果は，発症は予

防するが感染を予防するものではなく，ワクチ

ン接種豚も保菌豚となることを十分に認識して

おかなければならない。また近年２型以外の血

清型が分離されるようになって来たが，２型菌

以外に対するワクチンは市販されていないのが

現状である。

②薬剤

萎縮性鼻炎では哺乳期の感染を防止するため

妊娠末期の母豚および哺乳豚に投薬するのが効

果的である。欧米では，母豚にサルファ剤やテ

トラサイクリン系薬剤を飼料に添加して投与

し，哺乳豚にはスルファジアジンもしくはスル

ファドキシンとトリメトプリムの合剤やオキシ

テトラサイクリンを注射するのが最も有効とさ

れている。またカナマイシン（日本）やオキシ

テトラサイクリン（オランダ）を鼻腔内に噴霧

する方法も一般的である。いずれにしろ

B.bronchisepticaはプラスミドによる薬剤耐性を

獲得し易すいので獣医師の処方に基づいた投薬プ

ログラムに従って投薬することが大切であり，中

途半端な投薬は厳に慎まなければならない。

M.hyopneumoniaeは，試験管内ではテトラサイ

クリン系薬剤，マクロライド系薬剤，チアムリ

ン，リンコマイシンなどに感受性を示すが，マ

クロライド系薬剤のうちエリスロマイシンには

感受性を示さない。また近年わが国の豚から分

離される菌株のうちおよそ半数はクロールテト

ラサイクリンに対して低感受性となっており今

後薬剤耐性株の出現に対して注意する必要があ

る。薬剤のマイコプラズマ性肺炎に対する効果

は，飼料添加剤として許容されている濃度では

予防的であり，またその程度もM.hyopneumonia

の肺への定着は阻止せず，病変を軽減化する程

度に留まっているが，飼料要求率は通常0.2程度

改善されるので経済的メリットは大きい。本病

の汚染群においては，一般に離乳直後より感染

が始まり，２ヵ月齢以降急速に感染率が上昇す

るが，群によっては感染時期にずれがある。し

たがって効果的な投薬にはそれぞれの群に応じ

た投薬プログラムが望まれる。

A.pleuropneumoniaeはペニシリンおよびテト

ラサイクリン系薬剤やチアンフェニコール，ト

リメトプリム，サルファ剤などに感受性を示

す。本菌の血清型のうち２型以外の菌株は２型

に比し耐性菌株が多い傾向を示す。本病は，薬

剤による治療によく反応するが，臨床症状が認

められたらできるだけ早期に治療を開始するこ

とが肝要である。急性発症豚では食欲が廃絶し

ており，また嘔吐も認められるので注射により

投与する。また発症豚のみならず，無症状でも

同一豚群の豚は全頭投薬するのが望ましい。

２）畜産学的な対策

①飼育密度

先に筆者は，慢性呼吸器病の病原体に関しそ

れ自身の伝播力は強くないと述べた。その理由

豚の呼吸器病
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の１つは，細菌性肺炎が成立するには大量の菌

が肺内に到達することが必要であることによ

る。る。空気感染により大量の菌が感染するこ

とは通常ありえないことから，これらの疾病の

伝播様式は鼻端が直接触れ合うことによること

がその大部分を占めるものと考えられる。従っ

て可能な限り密飼を避けることは，鼻端と鼻端

の接触の機会を減らすことになり有効な予防法

である。しかしながら近年の大規模養豚は可能

な限り密飼する事により生産効率を上げようと

するものであるから両者の接点をどこに求める

かが重要なポイントとなる。この損益分岐点と

も言うべき飼育密度は，豚舎の規模と構造に

よっても大きな影響を受け，また豚群の汚染状

況によっても異なる。従って１頭当りの占有面

積はケースバイケースということになるが，一

応の基準としては，体重50kg当り最低O.7㎡，で

きれば１㎡を目標としたいものである。また１

豚群の頭数も呼吸器病の発生に影響をおよぼ

し，１豚舎当り500頭以上を収容した場合，それ

以下に比べて肺炎の発生頻度が高くなる。収容

頭数が多くなるほど排泄される病原菌の種類と

数が多くなり感受性動物に感染して病気が循環

するからである。近年は１豚舎当り150頭が適切

とされている。

②飼育方式

オールイン・オールアウト方式をとっている

か否かは，呼吸器病の発生頻度と呼吸器病によ

る被害に大きな影響をおよぼす。オールイン・

オールアウト方式は，豚舎および付属物の衛生

管理が徹底するばかりでなく，豚群の組み替え

の回数を減じ，さらに動物が定期的に途切れる

ことにより豚から豚への病原体が伝達される経

路が遮断されることになるので効果はきわめて

大きい。離乳から育成，肥育の全段階をオール

イン・オールアウト方式にできなくても，育成

期までを本方式にすることにより相当の効果を

上げることができよう。

また設備投資額は大きくなるが，ケージによる

単飼は，こと呼吸器病に限ってみた場合はきわめ

て優れた飼育方式である。これは主として鼻端と

鼻端の接触の機会が大幅に制限されることによる

ものである。オールイン・オールアウト方式をと

らずに平飼い群飼している豚舎では，同様の理由

により，豚房間の間仕切りは，パイプではなくコ

ンクリートにするべきであろう。

③栄養

一般に栄養は呼吸器病に対する抵抗力および

感染後の回復に影響を及ぼすことは常識となっ

ている。特に豚では，カルシウム（Ｃa）とリン

（Ｐ）の含量は萎縮性鼻炎の重篤度に大きな影

響を及ぼす。ＣaとＰの代謝が正常におこなわれ

るには，ⅰ）ＣaとＰと配合比Ｃa/Ｐが１～２で

あって，かつ充分に供給されること，ⅱ）ビタ

ミンＤが充分に供給されることの２点が肝要で

ある。かつて，低Ｃaの飼料および高Ｐの飼料に

より，またビタミンＤの欠乏により，萎縮性鼻

炎が惹起されたとの報告がなされているが，こ

れらの報告を今日のB.bronchisepticaを原因と

する立場から軽視するのは誤りである。確かに

B.bronchisepticaは，萎縮性鼻炎の第一病原体

ではあるが，臨床的に本病が問題となるのは前

項で述べたP.multocidaのみならず，上述のよう

な不適切な飼料も大いに関与していることは疑い

がない。このことは，幼豚の鼻甲介においてＣa

の取り込みは，他のどの骨よりも大きいという

事実から容易に納得できる。とくに自家配合飼

料を給与する場合には注意が必要であろう。
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④その他

豚群の組み替えは，未感染豚に病気を伝達す

るだけでなく，新しい豚群中の序列が定まるま

では「けんか」が絶えず，大きなストレスとな

り呼吸病の誘因として無視できない。したがっ

て組み替えの回数は，必要最小限度にすべきで

ある。

スノコ式豚舎では，平床式豚舎よりと呼吸病

の発生率が高いとされ，糞尿より発生するアン

モニア，硫化水素，メタンガス等が影響してい

るものと考えられている。

温湿度も呼吸器病の発生には密接に関係し，

気道粘膜の乾燥を来すと繊毛運動は急速に低下

して防御機能が損なわれる。最適温・湿度は年

齢により異なり出生日当日の最適温度は35℃よ

り，生後１週間までの間は毎日２℃宛下げて

いった温度が最適とされ，以後30 k gまでは21

℃，45kgまでは16℃，出荷時までは13℃とされ

ている。このような細かい温度管理は実際上不

可能であろうが，子豚は寒さに成豚は暑さに弱

いことを考慮して，上記温度に近付けるように

心がけなければならない。また湿度は50～80％

の範囲が望ましいが，幼豚では80％前後が最適

である。

以上，慢性呼吸器病の特徴とその対策につい

て総論的立場からとりまとめてみたが，豚の慢

性呼吸器病においては，これらの対策を総合的

に実施して初めて高い効果が得られることを再

度強調しておきたい。
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表１．豚の呼吸器病とその特徴


