犬猫に寄生するノミ
−その生態と環境対策を伴った駆除法−
田中正弥 屋代眞彦
Ⅰ．犬猫に寄生するノミの生態

はじめに

１.ノミの位置付け

近年，人がノミに刺されたとする被害が各地か
ら報告されており，これらの多くは犬猫を飼育し

分類学的な位置付けでは，ノミは節足動物・

４）

ている人からのものである

。

こん虫綱の隠翅目に属し，双翅目（ハエ類）と

かつては犬猫の存在とは無関係に，人に対する

近縁のこん虫綱の中では最も新しくこの世に現

ノミの被害は報告されていたが，その後昭和30年

れた進化した生物である。ノミはかつては翅を

代にはその姿をほとんど消し，ノミの存在すら知

持っていたが，その進化の過程で失われたと考

らない世代が多くを占めるようになった

４，７）

えられる10）。

。

しかし，昨今のペットブームはこの状況に大き

現在，ノミは世界中で約1,300種類が存在し，我国

な変化をもたらした。多くの犬猫が人に身近な

においても約80種類が知られている12）。我々が一般

「コンパニオンアニマル」として飼育されるにつ

的に観察することのできるノミは，ヒトノミ科

れ，従来番犬などとして飼育していた頃には犬猫

（Pulicidae）のネコノミ（Ctenocephalides felis）と

だけに寄生していたノミが，人にも寄生するよう

イヌノミ（Ctenocephalides canis）である５，11）（写

になり，犬猫のみならず人に対しても皮膚病，ア

真−１）（写真−２）。ネコノミおよびイヌノミは宿

レルギー症等の被害をもたらすに至ったと考えら

主特異性が弱く，共に犬猫に寄生するが，ネコノミは

れている５，６）。

イヌノミに比べ活動的で移動性に富むことから，現在
ネコノミが寄生の主流となっている３，４，10）。

本稿ではこれらの原因となる，ノミの生態と環
境対策を伴った駆除法について述べる。

このようなノミは人類の歴史に少なからず影響
を与えてきた。特にペストの媒介者としての存在
は，これらを裏付ける一面でもある５，12）。

写真−１

ネコノミの成虫( 佐伯

英治先生

原図)

写真−２

バイエル株式会社動物用薬品事業部
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イヌノミの成虫( 佐伯

英治先生

原図)

図−１

ノミのライフサイクル

２.ノミの形態と生態

さなぎ期間………７日〜１年

ノミは完全変態する昆虫で卵→幼虫（第１

卵→成虫日数……ヒトノミ：19〜264日

齢，第２齢，第３齢）→さなぎ→成虫と発育

イヌノミ：35〜366日

し，各ステージ毎にそれぞれ全く異なった形に

成虫の生存日数も環境条件や栄養状態で大きく

体を変える（図−１）。

異なり，高温乾燥，絶食という悪い条件下では短

各ステージの主な生息場所は，卵，幼虫，さな

く，６日前後である。一般には38〜125日である
が，19ヵ月生存した例もある４）。

ぎが寄生宿主である犬猫の飼育環境であるのに対
し，成虫は飼育環境と寄生宿主の両方である。

ノミのライフサイクルにおいて最も重要な点

卵，幼虫，さなぎ毎の発育日数は，ノミの種類

は，総てのステージのノミの総数の中で，犬猫に

や環境（温度，湿度）条件によって差はあるが，

寄生して目に見える成虫の数が，実際には最も少

概ね以下のごとくである。

ない点である。通常我々が観察している成虫の10

卵期間……………２〜12日

〜20倍近い卵，幼虫，さなぎが犬猫の周辺環境で

幼虫期間…………９〜15日（長いものは100日前

「予備群」として生息し，成虫への変態後，犬猫
に寄生する機会をうかがっている８）。

後，200日を越える場合もある）
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びている。
頭部から口器にかけては半円形，頭
部の頬棘列は７対で先端の第１棘は
第２棘より短い（図−３）。
（１）運動性
成虫は隠翅目の名称が示すように，翅がなく飛
行できないが，優れた跳躍力を持っている。これ
は進化の過程において，翅を動かすために発達し
た胸の筋肉が跳ぶことに振り向けられたことによ
るとされている11）。一回の跳躍で水平方向に30〜
図−２

40cm，垂直方向に15〜25cm跳躍することが可能で

ネコノミ：頭部の頬棘列は８対で第１棘は第
２棘と同長

ある10）。
さらに，体表に生えた棘毛で体を寄生宿主か
ら落下しないよう固定し，匍匐によって移動を
行う ９，10 ）。
またネコノミの成虫は，平均してメスの85％，
オスの58％が少なくとも50日間宿主の体を離れる
ことなく持続的に宿主に寄生している２）。しかし
それ以外のメスの15％，オスの42％は宿主の体と
周辺環境の両方で生存し，宿主の体と環境とを往
復していると考えられる。
（２）保護機構

図−３

成虫の体表は非常に堅いキチン質の甲羅によっ

イヌノミ：頭部の頬棘列は７対で先端の第１
棘は第２棘より短い。

て覆われており，多少の圧迫に対しては耐えるこ
とができる機構を持っている11）。

１）成虫

（３）感覚器

成虫の体長は，雌３mm，雄２mm程で極めて偏平

成虫は二酸化炭素，熱および振動等を感じとる

な形をしている。形態において，ネコノミとイヌ

優れた感覚器を触覚に持っている。これにより吸

ノミで若干の違いがある１，10，12）。

血対象となる犬猫および人の動きをキャッチし，
前記の優れた跳躍力で宿主に飛びうつり，体表の

ネコノミ：体は全体に円く，縦に偏平である。
頭部から口器にかけては直線的，頭

吸血に適した場所に移動する３，10，11）。

部の頬棘列は８対で第１棘は第２棘

（４）吸血
成虫は雌雄共に吸血を行い，産卵の関係から雌

と同長である（図−２）。

は雄の約２倍量吸血する。成虫は血液だけを栄養

イヌノミ：体は全体にいかつく，やや厚みを帯
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写真−３

ネコノミが寄生している様子

写真−４

源として生活しており，通常１日に数回にわたり

ネコノミの幼虫

吸血を行う。ネコノミのメスでは１日当たりの吸
血量は平均13.6μç，最高で体重の約15倍にも及
ぶとされている

３，８）

ことなく犬猫の移動に伴い周辺環境に落下し，

（写真−３）。

ペットハウスの床，カーペット，ベッドの下，家
具の裏，犬舎の下等へ移行する８）。

（５）産卵
吸血後２日以内に雌は産卵を開始し，４〜９日

（２）薬剤抵抗性

以内に産卵のピークに達する。産卵数は種類に

一般に卵は殺虫剤等の薬剤に対して抵抗力があ

よって異なるが，１日当たり４〜８個，最大で40

１）

る

〜5 0 個に達する場合もあり，一生涯においては

（３）最適温度および湿度
卵は環境の変化，特に乾燥状態に抵抗力があ

2 , 0 0 0 個以上産卵する。産卵は主に深夜に行わ
れ，朝夕はまれである

２，８，10）

。

。

る。通常，温度18.3℃以上，湿度50％以上で卵は
孵化することができる８）。

（６）温度および湿度の生存への影響

３）幼虫

成虫，特に羽化直後の成虫は環境の温度，湿度
の影響を受けやすい。高温，多湿の条件下では成

卵中の成熟幼虫は，先端部に鋭く尖った嘴を有

虫の62％が62日間生存したが，低温，乾燥の条件

し，卵の殻を破り孵化し第１齢幼虫となる。幼虫

下では10％が20日間しか生存しなかった３）。

は体長２〜５mm，黄褐色の頭部を持った白色の細

（７）薬剤抵抗性

長い「うじ」である８）（写真−４）。

現段階において，成虫の殺虫剤抵抗性は報告さ

（１）運動性

れていない。

13個の節からなり，それぞれに存在する剛毛を

２）卵

用いて自由に行動する。幼虫は目は見えないが光

卵は，直径0.5mmの白色卵形で，真珠様の輝き

りを感じ取れ，負の走光性（光からの逃避）と正

を持っている３，８）。

の走地性（重力に従う）を有す。さらに乾燥に対

（１）移行性

し非常に敏感なため，カーペットの繊維の中，家

表面は粘着性がなく非常にスムーズである。そ

具の裏，幅木の僅かな隙間，床材の割れ目や裂け
目等へ移動する３，８）。

のため宿主上で産卵された卵は，被毛に固着する
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（１）構造
さなぎを覆う繭の素材となる繊維は柔らかく粘
着性に富むため，周辺にある細かいごみや有機物
を付着させ，繭をカモフラージュしている８）。
（２）抵抗性
さなぎは卵と同様に環境の変化，特に乾燥状態
および殺虫剤に抵抗力がある８）。
（３）羽化の機会
さなぎ（羽化前の成虫）は繭の中で数日から数
週間待機し，外部からの直接的な刺激（二酸化炭
写真−５

ネコノミのさなぎ

素，振動，熱，圧力等）が引金となって羽化を引
き起こす８）。
３.ノミの繁殖数

（２）食性
最も好む餌は，成虫の未消化の排泄物であ

表−１は10匹の雌ノミが産卵した場合に，その

り，重要な蛋白源となっている。それ以外にも

後3 0 日間の各ステージ（卵→幼虫→さなぎ→成

室内に存在する人の食べ残し，更に瓜実条虫の

虫）における分布，生息数の最高値を示したもの

虫卵等も摂取する

３）

（条虫はノミの体内で孵化

である（コンピューターシミュレーションによ

し嚢虫となる）。

る）。ノミは繁殖に適した環境条件（温度24〜32

（３）最適温度および湿度

℃，湿度60〜80％）が整えば，驚異的な勢いで増
殖する１）。

通常，温度13℃，湿度75％で34日以内に50％が

４.ノミの害

さなぎになる。また温度32℃，湿度80％では８日
以内に80％がさなぎになる

３）

。

ノミによる被害は吸血による直接的な害とベク

（４）脱皮

ターとしての間接的な害に大別できる。現在，イ

十分な蛋白質を摂取した第１齢幼虫は，２回脱

ヌノミ，ネコノミによる害は前者が主であり，ベ

皮を行い最終的には体長４〜10mmの第３齢幼虫と
１，11）

なる

クターとしての害は比較的少ない。
１）ノミの寄生による直接的な被害

。

（５）薬剤抵抗性

（１）犬猫に対する被害

現段階において，幼虫の殺虫剤抵抗性は報告さ

貧

血：ノミが多数寄生している状態で

れていない。

は，ノミの吸血だけで貧血を起す

４）さなぎ

こともある。

第３齢幼虫は３回目の脱皮をし，その後唾液

か

ゆ

み：ノミに吸血された犬猫の皮膚は，

を粗く紡いで絹の繭を造り，その中でさなぎと

局所的な刺激とかゆみを生じるた

なる。繭は長さ３〜５mm程の白い卵形をしてい

め，イライラなどの多くのストレ

る３.８）（写真−５）。

スのもととなり，さらに局部をか
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表−１

ノミの繁殖数

写真−６ ノミアレルギーにかかった猫(田村 幸先生 原図)

くことにより，細菌の二次的感
染から化膿性の皮膚炎を起すこ
とがある。
ノミアレルギー：ノミの唾液が抗原となるため，
一匹のノミに吸血されても全身

写真−７

にアレルギー性の皮膚炎が起こ

ネコノミによる下腿の皮膚炎
(林 正幸先生 原図)

ることもある１）（写真−６）。
（２）人に対する被害
飼い主への被害：四肢とくに下腿に発赤，丘
疹，硬結が多発し，激しいかゆみを伴う。またじ
んましんの様な症状を呈す「ノミアレルギー」の
報告もある５）（写真−７）。
２）ノミの寄生により媒介される疾病
条 虫 症：条虫の中で，一般的に見られる瓜実
条虫（犬条虫）を媒介する３）（写真
−８）。これに感染すると，犬猫に
下痢，食欲不振，嘔吐等の症状を引

写真−８

き起す。
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瓜実条虫( 佐伯

英治先生

原図)

犬猫に寄生するノミ

写真−９

犬猫への処置−Ⅰ

を用いる１）（写真−９）。

Ⅱ．環境対策を伴ったノミの駆除法

２.犬猫への処置−Ⅱ

基本的には以下に示す「犬猫への処置−Ⅰ」→

「犬猫への処置−Ⅰ」では，持続的な効果が得

「犬猫への処置−Ⅱ」，さらに平行して「周辺環

られず，周辺環境に生息するノミの再寄生を防げ

境への処置」を行うことによる各種殺虫剤を用い

ないため，「犬猫への処置−Ⅱ」では持続的な駆

た化学的処置と機械的処置を併用することが望ま

除が可能な製品を選択することが重要である。

しい。

そのためには，致死効果のある有機リン系また

１.犬猫への処置−Ⅰ

はカルバマート系殺虫剤の首輪型製剤（バイエル

まず，現在犬猫に寄生している成虫を速効的に

社製品：ボルホカラーＬまたはＳ）もしくは有機

駆除することが可能な製品を選択することが重要

リン系殺虫剤の滴下型液剤（バイエル社製品：チ

である。

グボンスポットＸＬ，ＬまたはＳ）を選択する１）
（写真−10）。

そのためには，ノックダウン効果のあるピレス

３.周辺環境への処置

ロイド系殺虫剤のエアゾール製剤，ノックダウン
あるいは致死効果のあるピレスロイド系またはカ

「犬猫への処置−Ⅰ・Ⅱ」によって犬猫に寄

ルバマート系殺虫剤のシャンプー製剤（バイエル

生する成虫を駆除することが可能となる。しか

社製品：ボルホノミとりシャンプー），さらに致

し周辺環境にノミが大量発生し，重度に汚染さ

死効果のある有機リン系またはカルバマート系殺

れている場合は，上記の処置だけでは限界があ

虫剤の散剤（バイエル社製品：ボルホ散−１％）

り，室内外を問わず何らかの補助的処置を行う

‑7‑

写真−1 0

犬猫への処置−Ⅱ

必要がある。

しまう。

以下には室内・室外に分けて周辺環境対策とし

この機械的処置は第二段階の化学的処置の前に

て有効な処置法について述べる。

行う必要がある１，８）。

１）室内対策

（２）第二段階（化学的処置）
優れた致死効果があり，医薬品（医薬部外品）

一般的に室内対策は２つの段階に分けて行う。

で残効性がある有機リン系またはカルバマート系

（１）第一段階（機械的処置）
第一段階で環境に存在するノミの卵，幼虫，さ

殺虫剤の散剤もしくはエアゾール剤をノミの生息

らに成虫の排泄物を機械的に除去する。すなわ

している可能性が高い場所に散布・噴霧し，幼虫

ち，カーペット，ベッド，敷物，クッション，家

と成虫を駆除する。散剤使用の場合は，環境下に

具等の下などに徹底的に掃除機をかけ，タイルや

散布後，一定時間経過してから掃除機により吸い

コンクリートの床には入念なモップ掛けを定期的

取る必要がある。また，完全に吸い取るまで犬猫

に行う。さらに，犬猫が寝ている敷物は，定期的

を室内に入れてはいけない。
この化学的処置により，幼虫と成虫は駆除され

に洗濯する。
なお，掃除機の使用後は直ちにゴミのパックを

る。しかし，ノミの卵およびさなぎの生息状況に

捨てるか，あらかじめ致死効果の高い有機リン系

もよるが，数日から数週間間隔で定期的に処置す

またはカルバマート系の家庭用殺虫剤を入れてお

る必要がある。

く。この処置を行わないと，せっかく吸い取った

また，定期的な経口ＩＧＲ剤（昆虫発育抑制

ノミの卵，幼虫，さなぎがパックの中で発育して

剤）の投与は，卵の孵化および幼虫の脱皮を阻害

動薬研究

1995．５．№51

‑8‑

犬猫に寄生するノミ

表−２

代表的な殺虫剤の系統，作用機序，特徴および薬剤名

し，幼虫段階からノミを駆除するため，室内環境

周辺環境への併用は必ず行わねばならない１，８）。

対策として十分に効果がある。

２）室外対策

しかし，被害をもたらす成虫の直接的な駆除は

優れた致死効果があり，さらに動物用医薬品で

ＩＧＲ剤単独では不可能であり，またＩＧＲ剤は

残効性がある有機リン系またはカルバマート系殺

卵および幼虫の完全な駆除に長時間を要するた

虫剤の散剤（バイエル社製品：ボルホ散−１％）

め，速効的な致死効果のある殺虫剤の犬猫および

もしくはエアゾール製剤（バイエル社製品：ボル
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表−３

剤形による分類とバイエル社製品

ホスプレー）を環境下，特にノミの発生が多い，

そこで以下では，ノミ駆除に際して選択すべき

犬舎の下，その周辺に散布・噴霧し，幼虫と成虫

殺虫剤について述べる。

を駆除する。

１.殺虫剤の種類

しかし，散剤，エアゾール剤使用の場合は，環

動物用医薬品または動物用医薬部外品のなか

境下の状態（乾燥，降雨，風等）によってその効

で，犬猫のノミ駆除用に市販されている殺虫剤の

果の持続時間が大きく異なるため，環境下の状態

成分は，ピレスロイド系殺虫剤，有機リン系殺虫

に合わせ，使用間隔を調整しながら定期的な散

剤，カルバマート系殺虫剤およびＩＧＲ剤の４つ

布・噴霧を行う必要がある８）。

の系統に分類される（表−２）。
２.殺虫剤の剤形による分類

以上の室内外に対する対策により，ノミの発生
を断つことが可能になる。

剤形から見ると表−３のように分類される。
ノミ駆除用殺虫剤としては，現在様々な系統と

Ⅲ．ノミ駆除用殺虫剤

剤形の製品が存在するが，これらを用い確実なノ

ノミの生態に基づき，犬猫への処置と平行して

ミの駆除を行うためには，「犬猫への処置− Ⅰ・

周辺処置を行い，卵，幼虫，さなぎおよび成虫の

Ⅱ」における散剤，シャンプー製剤，首輪型製

駆除を行うためには，化学的処置としては，十分

剤，滴下型液剤，および「周辺環境への処置」に

にノミ駆除効果の得られる殺虫剤で，かつ個々の

おける散剤，エアゾール製剤のように，それぞれ

使用場面に適した剤形の製品を使用しなければな

の使用場面に適した殺虫剤を選択することがカギ

らない。効果の得られない殺虫剤や使用場面に不

になる１）。

適当な剤形のノミ駆除用殺虫剤をいたずらに使用

Ⅳ．結

することは，犬猫のみならず，飼い主に対して

ノミは昆虫類の中で最も進化した生物であり，

も，長期間苦痛と負担を強いることになる。
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犬猫に寄生するノミ

その優れた環境適応能力と繁殖力およびその害か

３）Dryden,M.W.and Rust,M.K.（1994）：The cat flea：

ら，犬猫のみならず人に対して最も厄介な害虫の

biology,ecology and contro1.Veterinary Parasitology,
52,１−９.

一つとなっている。

４）林 晃史（1990）：ペット由来のノミの駆除法.動薬研

しかも今まではノミ駆除イコール犬猫に寄生し

究,42,24−34.

ている成虫対策との意識が強く，周辺環境に対す

５）林

正幸,中嶋英子,中嶋

弘（1986）：医学の立場か

ら外部寄生虫の感染をめぐって.獣医畜産新報,782,22

る処置はあまり行われておらず，また用いる殺虫

−25.

剤の系統および剤形が適切でないことから，十分

６）深瀬

な効果を得るに至らなかった。

徹（1989）：犬・猫に寄生するノミとその駆除

薬.小動物臨床,８（４）45‑51.

今後はノミの生態と殺虫剤の特徴を十分に理解

７）今林清起（1990）：飼主のできるノミ・ダニ コント
ロール・プログラム.ＣＡＰ,23,20−21.

したうえで，駆除に有効な殺虫剤を選択し用いる

８）Marchiondo,A.A.(1993):Safe and effective flea control

ことで，総合的にノミの駆除を行う必要があると

for cats.Veterinary Technician,14（４），235−243.

考える。

９）大塩行夫（1979）：家畜害虫.107−110，中央畜産会，
東京.
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ヘコヘコ病（ＰＲＲＳ）の臨床
山本輝次 渡辺一夫 堀北哲也 鈴木有紀子 星 欽彌

貫経営の５農場。

Ⅰ．はじめに

２.調査期間
1989年１月から1993年の５月まで。

豚のＰＲＲＳ（豚の生殖器・呼吸器症候群）

３.調査項目

は，1987年に異常産や呼吸器症状を示し，全く原

ヘコヘコ病の発生した５戸の農家の繁殖台帳を

因不明なところがらミステリー病として，初めて
アメリカで報告された。その後，1988年にカナダ

もとに子豚の事故率について調査した。

で発生し，さらに，ヨーロッパでは1990年11月の

４.臨床所見

ドイツで初めて発生が報告されて以来各国で発生

体温，活力，呼吸状態および外部所見を観察
した。

が報告されている。

５.剖検所見

わが国では，1989年の秋頃から千葉県の養豚地

発症豚を剖検して，病理学的所見について検討

帯である北総地帯において，従来とは全く異なる
特徴的な臨床症状を呈し，症状が進行すると「ヘ

した。

コヘコ」と腹部が波打つような腹式呼吸となり，

６.発生の特徴

削痩して全身が蒼白（貧血）となり，衰弱死する

ヘコヘコ病の発生時期，好発日齢および飼養環
境について調査した。

原因不明の疾患が発生するようになった。

７.治療と予防対策

ヘコヘコ病の病名の由来は，本病が強い腹式呼
吸のため腹部が波を打つ状態を見て，養豚家が名

ヘコヘコ病の発生した農場で，治療と予防対策

づけたものである。

を試みた。

著者らは，この疾病の原因を解明するため農林

Ⅲ．成

水産省の家畜衛生試験場の諸先生方の協力を得て

績

１.子豚と肉豚の事故率の推移

種々研究した結果，本病はＰＲＲＳウイルスが深
く関与していることが明らかになった。

Ｓ農場の子豚の事故率の推移を図１に示した。

これらの研究結果は，わが国で初めての発生例

縦軸に発生割合を，横軸に年月を示した。子豚の

として，第116回（1993年10月）の日本獣医学会

事故率は，通常は１〜２％である。

で報告した。

しかし，この農場ではヘコヘコ病の発生後は

今回，著者らはＰＲＲＳの中で強い腹式呼吸を

9.7％と極めて高かった。

主徴とするヘコヘコ病が発生した５農場につい

Ｙ農場の子豚の事故は，平成２年１月からAc‑

て，子豚と肉豚の事故率の推移と臨床症状，剖検

tinobacillus pleuropneumuniue（以下Ａppと略

所見，発生の特徴を検討し，治療と予防対策を試

す）１型が多発し，それが鎮静化した後にヘコ

みた。

ヘコ病が発生した。ヘコヘコ病の発生前は，子
豚の事故は平均2.2％で，通常の発生の範囲内で

Ⅱ．材料および方法

あったが，発生後は6.7％前後と有意に増えてい

１.調査農場

た（図２）。
Ｈ農場の子豚の事故は，ヘコヘコ病の発生前に

千葉県香取地区管内のヘコヘコ病の発生した一
千葉県農業共済組合連合会家畜臨床研修所佐原支所
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ヘコヘコ病（ＰＲＲＳ）の臨床

図１

子豚の事故率の推移( Ｓ農場)

図２

子豚の事故率の推移( Ｙ農場)

図４

死亡豚の出現率( 母豚の産次別)

図５

事故率の推移

次に，死亡豚の死亡率の推移を母豚の産次別で
示した。柱状グラフは子豚の事故の発生率を，折
れ線グラフは母豚の産次構成を示した。いずれの
産次も，同じように発生していた（図４）。
さらに，Ｓ農場とＴ農場の子豚と肉豚の事故率
の推移を図５に示した。子豚の事故率は1990 年
4.5％で，1993年は7.4％と増加した。肉豚の事故
は1 9 9 0 年にＡpp １型の発生により9 . 4 ％と多く
図３

なった。しかし，その後減少して５〜６％で推移

子豚の事故率の推移( Ｈ農場)

した。
２.臨床症状
Ａpp１型が発生し，それがいったん鎮静化した後

臨床症状は，初期，中期および末期に分けた。

にヘコヘコ病が発生し，7.0％前後の事故率で推

（１）初期

移していた（図３）。

体温は，40.0℃前後に稽留し，被毛は立毛して

‑13‑

動作は緩慢になる。食欲は減退して軽い腹式呼吸

アクチノバチラス症やマイコプラズマ感染症

が認められた（図６）。

の肺は病巣部と健康部の境界が鮮明である。ア

（２）中期

クチノバチラス症の肺は，肺胸膜と壁側胸膜は

症状が進行すると体温は，40.0〜41.0℃になっ

線維素で癒着し，肺葉に著しい充出血や肝変化

た。さらに，元気・食欲は廃絶し，呼吸は速迫と

およびウズラ大や鶏卵大の結節が認められる。

なり重度の腹式呼吸を呈し，いわゆるヘコヘコ症

また，マイコプラズマ感染症の肺病変は全葉に

状が激しくなった。このヘコヘコ症状は，時間の

認められるが，特に前葉や中葉の前縁に左右対

経過と共に強まり，豚房の隅にうずくまる豚も見

称に肝変化が認められ，病変部と健康部の境界

られた。咳嗽は散発的に認められた（図７）。

は明瞭である（図11，12）。

（３）末期

しかし，ヘコヘコ病の肺は，健康部との境界は

症状がさらに進行し末期になると沈鬱となり，

不明瞭であった（図13）。さらに，割面は肉様を

ヘコヘコ症状は一段と激しくなり，被毛は失沢し

呈し，小葉間に水腫が認められた（図14）。

削痩して著しい貧血症状を呈し呼吸は速迫となっ

６.ヘコヘコ病発生の特徴

た。そして，発症後10日前後で衰弱死した。死亡

（１）発生時期

率は発症豚の約70％に達した（図８）。

５戸の農家の子豚の事故率を，折れ線グラフ

３.レントゲン像

で示した。縦軸に発生割合を横軸に年月を示し

末期症状の子豚の胸部のレントゲン像では，炎

た。いずれの農家も秋口から冬季に子豚と肉豚

症が肺の全葉性に広がり，ほとんど無気肺の状態

の死亡事故が多く，再発生を繰り返していた

であった（図９）。

（図15）。

４.予後
発症豚を早期に発見して，発症初期にニューキ
ノロン系の抗菌性物質（エンロフロキサシン）を
投与すると症状の好転が見られた。しかし，腹式
呼吸が激しく重篤な症状を呈しているものでは，
効果が認められなかった。また，豚舎内の温度較
差が少なく，空気が清浄で暖房施設の整っている
豚舎に移動して治療すると半数以上に症状の好転
が認められた。
図1 5

しかし，温度較差が10℃以上と激しく，さらに
室温が低く，不安定な環境下では治療効果は認め

（２）好発日齢

られず，発症豚のほとんどが死亡した。

ヘコヘコ病の好発日齢は，生後40〜60 日齢で

５.剖検所見

あった（図16）。発育状況は未発症豚群と発症豚

肺は一見正常に見えるが，触診すると固く，広

群を比較すると，生後35日齢では未発症豚群は平

範囲に肝変化が認められた（図10）。
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均8.8±0.53kgであったが発症豚群は6.3±0.45kg
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図９
図６

胸部のレントゲン像

ヘコヘコ病の初期症状

図1 0

図７

図８

図1 8

図1 3

ヘコヘコ病の肺( 背面)

図1 4

ヘコヘコ病の肺の割面

図1 6

ヘコヘコ病で死亡した子豚
( 生後約5 0 日齢)

図2 0

スノコ豚舎

ヘコヘコ病で死亡した
子豚の胸腔内

ヘコヘコ病の中期の症状

図1 1

アクチノバチラス症
( Ａp p １型) の肺( 背面)

図1 2

マイコプラズマ感染症
の肺( 背面）

ヘコヘコ病の末期の症状

密飼い状態の子豚舎

図1 9

オガコ豚舎
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図1 7

図2 2

子豚の発育状況

ヘコヘコ病発症豚の体温の推移

また，全面スノコの農場では，寝床に隙間風が
入り保温管理がうまくいかないため，本病の発生
の誘因になることが分かった（図20）。
さらに，ヘコヘコ病の多発している農場の冬
季の子豚舎の室温の最高・最低温度の推移を調
査した結果，保温の必要な移動直後から２週間
（35〜49日齢）では，明らかに保温管理の失宜
が見られ，日較差が10℃以上の日が７日もあっ
図2 1

た（図21）。

発育日齢と環境温度の推移( 子豚舎：冬)

７.治療と予防対策
であった。さらに，生後60日齢で未発症群が21.O

（１）薬剤の投与

±1.34kgで発症豚群は17.8±1.28kgで発育に大き

ヘコヘコ病の重症豚７頭に，ニューキノロン系

な差が認められた（図17）。

の抗菌性物質（エンロフロキサシン）を２日間投

（３）飼育環境

与し，体温の推移を観察した結果，一時的に体温

本病は，一豚房当たりの飼育密度が高い農場で

は低下したが再度熱発した（図22）。

多発した（図18）。特に，子豚舎や肉豚舎等で呼

（２）発症豚の隔離

吸器疾患が発生し，生産ラインが乱れる結果，子

ヘコヘコ病の発生しているＳ農場では，子豚

豚舎や肉豚舎が密飼いになると多発する傾向に

の事故が多発していた。この農場では生後35〜

あった。そして，いったん発生した場合，発生豚

90日齢の離乳子豚を分娩舎から子豚舎へ直接移

房に順ぐりに子豚を移動すると，発生が拡大して

動していた。そこで，ストールの雄豚房の周囲

いった。次に，オガコを床の敷き料として使用し

を囲い休息する床面の８割を局所暖房し，離乳

ている農場では，ＰＲＲＳウイルスがオガコの中

子豚を移動した。さらに，発症豚は別の隔離豚

で長期間にわたり生存することが考えられ，被害

舎へ移動し隔離観察し，治療できるように改善

が増大することが分かった（図19）。

した（図23）。この結果，子豚の死亡事故の減
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ヘコヘコ病（ＰＲＲＳ）の臨床

図2 3

Ｓ農場のヘコヘコ病体策

図2 4

少傾向が認められた。

離乳後の死亡事故頭数( Ｓ農場)

内をビニールや壁で仕切り，豚房間も壁で遮断

そこで，離乳子豚舎を増設し，室内を加温し空

して隣接している豚房の子豚との接触を断ち切

気の清浄化を図った。また，オールイン・オール

ることが有効と思われた。また，各種感染症に

アウトを実施し，水平感染の防止に努めたとこ

よる発育停滞で生産ラインに乱れを生じる。こ

ろ，ヘコヘコ病の発生は鎮静化して，離乳後の子

の結果，離乳子豚舎や子豚舎および肉豚舎のい

豚の死亡事故が激減した（図24）。

ずれかが密飼い状態となり，本症の発生誘因と

Ⅳ．考

なっている。そこで，各生産ラインに余裕を持

察

ち，空豚房は速やかに洗浄・消毒を繰り返し行

ヘコヘコ病の好発日齢は，生後40〜60日齢の

うことが有効と思われた。次に，発症豚は速や

子豚であることから，発症は移行抗体の消失す

かに病畜舎に隔離して加療し，本症を増悪させ

る時期と一致し，移行抗体の消失と発生との関

ている Mycoplasma hyorhinis や Haemophilus

連が示唆された。また，発症豚は，時間の経過

parasuis，Pasteurella multocida， および

と共に腹式呼吸が強くなり発症豚の約70％が衰

Actinobacillas pleuropneumoniae等の二次感染

弱死した。さらに，ヘコヘコ病は気象変動の激

菌の増殖を抗菌範囲の広いニューキノロン系の

しい秋口から冬季にかけて発生が多い。これは

抗菌性物質（エンロフロキサシン等）で抑える

豚房内の保温不足や温度較差が10℃以上になる

ことが，症状の軽減化につながると思われる。

ことや換気不足が誘因として推察された。ま

しかし，加療が遅れた重症豚については予後

た，ヘコヘコ病の発生の予防対策としては，特

が悪い，したがって早期発見・早期治療が必要

に冬季における離乳子豚舎の飼育環境の改善が

と思われる。いずれにしても，このような飼育

不可欠である。すなわち，隙間風の侵入の防止

環境は豚舎に余裕を持って豚舎内の洗浄・消毒

や保温管理，特に離乳子豚舎内の休息する床面

を繰り返し行なう。さらに，保温や換気が十分

の局所暖房や空気の清浄化が必要と思われた。

できる離乳子豚舎を新たに設置することによ

さらに，棟単位のオールイン・オールアウトや

り，ヘコヘコ病による子豚の死亡事故が減るも

適正な飼育頭数（１棟当たり300頭以内）で豚舎

のと思われた。
＊本研究は平成６年度日本産業動物獣医学会年次大会
において発表された。
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遺伝子増幅ＰＣＲ法による原虫感染症の
診断とその応用
小沼 操 久保田修一 角田 勤 迫 康仁 杉本千尋
とが重要である。さもなければプライマーが目的

１．はじめに

外のＤＮＡと結合（アニーリング）を起こし目的
1988年に初めて報告されたpolymerase chain

外のＤＮＡも増幅されてしまう。そして③続いて

reaction（ＰＣＲ）法はごく微量のＤＮＡから短

４種の塩基の共存下に耐熱性ＤＮＡポリメラーゼ

時間で目的とするＤＮＡ領域を数十万倍のレベル

（ＴaqＤＮＡポリメラーゼ）を作用させる（通常

で増幅することを可能とした。この方法は現在，

72℃ 90秒）と新しい相補的ＤＮＡが合成され２

遺伝子工学，医学，農学など多くの分野で利用さ

本鎖ＤＮＡとなる。次のステップに入るためには

れている。獣医学領域でも主に各種の感染症の診

再度①にもどり熱変性により１本鎖ＤＮＡとして

断に利用されつつある。ここではＰＣＲ法を用い

目的とする相補的ＤＮＡを合成してゆく。この操

た原虫性疾病の診断についてタイレリア原虫

作をくり返すことにより目的ＤＮＡが多量に増幅

（Theileria sergenti）を例にあげ紹介する。併

される。

せてＰＣＲ法の応用についてもT.sergentiの実際

３．ＰＣＲ法による原虫感染の診断

例で紹介する。

ＰＣＲ法によるT.sergenti感染の診断について

２．ＰＣＲ法の原理

述べるが，その前にここに至るまでに著者らが
行ったT.sergentiのＤＮＡ診断について説明し次

ＰＣＲ法の実際ならびに原理については多くの
成書がある１）。ここでは簡単に各ステップを説明

いでＰＣＲ法について説明する。

する。基本的には増幅したいＤＮＡ領域をはさむ

１）T.sergentiのＤＮＡ診断

２種のプライマーを化学合成し，ＤＮＡポリメ

従来T.sergentiの診断は末梢血球中の虫体をギ

ラーゼによる鋳型特異的なＤＮＡ合成反応をくり

ムザ染色で染め寄生率と同時に同定を行ってい

返すことにより目的のＤＮＡを増幅させる。ＰＣ

た。この方法は今でも現場では広く用いられてい

Ｒ法は以下の３つのステップよりなる（図１）。

る。この方法では寄生率の低い場合，また他の赤

①

目的の鋳型ＤＮＡの熱変性

血球寄生原虫が混合感染している場合熟練者でも

②

鋳型ＤＮＡとプライマーのアニーリング

判定が困難になることが多い。そこで簡易な診断

③

ＤＮＡポリメラーゼによるＤＮＡ合成

法として細菌やウイルスで広く用いられているＤ

まず①では目的の２本鎖ＤＮＡ断片を加熱し

ＮＡ診断法に注目した。まず感染牛末梢血液中の

（約94℃ 30秒），１本鎖ＤＮＡにする。②増幅

メロゾイトＤＮＡをＢam ＨＩで切断しpＵＣ18プ

したい領域の３'から始まる約20塩基の配列と相

ラスミドに組み込みE.coliに導入する方法でメロ

補的な塩基配列をもった２つのプライマーをＤＮ

ゾイト特異的ＤＮＡ断片をクローン化した２）。ク

Ａ鎖の（＋）鎖と（−）鎖に対応して合成してお

ローン化された原虫ＤＮＡ断片の１つpＴＳ11‑Ｄ

く。合成しておいた２つのプライマーを①で１本

１は，プローブとして用い原虫を検出した時最も

鎖にした鋳型ＤＮＡと反応させ（通常55〜60℃ 30

感度が高く，アイソトープを使用すると２Ｐgの

秒），アニーリングを起こさせる。プライマーの

原虫ＤＮＡ（これは約150個の原虫に相当）も検

塩基配列は目的とするＤＮＡ配列に特有であるこ

出できた３）。野外応用を考え非アイソトープのビ

北海道大学獣医学部家畜伝染病学講座
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Ｓ11‑Ｄ1をプローブとしたハイブリダイゼーショ
ン法では７日目ですでに原虫ＤＮＡが検出され
た。また本プローブは日本各地からのT.sergenti
分離株とも反応したことから，このＤＮＡ診断法
は感度・特異性の点で従来の方法よりすぐれてい
ることが明らかとなった４）。pＴＳ11‑Ｄ1の全塩
基配列を決定したところ蛋白質をコードしている
遺伝子とは思えず，またくり返し配列も無かっ
た。マラリアの系ではくり返し配列の21塩基をプ
ローブとして用いると感度よく原虫が検出できる
ことが報告されている５）。pＴＳ11‑Ｄ1は約２kb
と長いこと，くり返し配列が無いことならびに
蛋白質をコードしている確証が得られなかった
ことなどから診断用プローブとしては十分でな
いと判断した。そこで蛋白質をコードしている
図１

ＰＣＲの原理

遺伝子のクローニングを行うこととした。私共
はそれまでにピロプラズムに対するモノクロー

オチンラベルpＴＳ11‑Ｄ1プローブを用いたドッ

ナル抗体の解析からピロプラズム主要表面抗原

トブロットハイブリダイゼーションによる原虫

は分子量32,O00の蛋白質（p32）であることを明

ＤＮＡの検出を試みた。T.sergenti 感染牛の末

らかにしていた６，７）。そこでこのp32遺伝子のク

梢血中に出現するピロプラズムを血液塗抹標本

ローニングを行い全塩基配列を決定した８）。こ

検査と本プローブを用いたハイブリダイゼー

の遺伝子の全塩基配列ならびに性状については

ションで比較した結果を表１に示す。血液塗抹

以前の総説に詳述してある９）。この遺伝子は全

標本は11日目で初めて原虫が検出され，その時

長1,892塩基で283個のアミノ酸をコードしてい

の寄生率は0.01％であった。ビオチンラベルpＴ

る。そこでこの遺伝子の蛋白質コード領域のほ

表1

ＤＮＡ診断と血液塗抹標本の鏡検診断
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℃で１〜２時間静置してＤＮＡを沈殿させる。

ぼ全長を増幅するようなプライマーを設計し，Ｐ
ＣＲ法による診断を試みた。

●沈殿後遠心し（14,000rpm 10分）上清を捨て，
70％エタノールで沈渣を洗浄する（14,O00rpm
５分）。

た

２）ＰＣＲ法によるT.sergenti診断
図２には設計した２種のプライマーを示し
10）

●沈渣を自然乾燥させ元の血液量の１/10量に相

。実例に即して以下に述べる。

Ａ．ＤＮＡの抽出

当する精製水（50μç）に浮遊し，鋳型ＤＮＡ

●検査する牛の血液（１〜２ã）をエッペンドル

として使用する。

フチューブにとり遠心し（2,000rpm 10分）上

Ｂ．ＰＣＲ反応

清とバフィーコートを除去し，ＰＢＳで元の量

●500μçのサンプルチューブに以下の反応液を

に再浮遊する。

加える。プライマー１，２は図２に示したもの
を用いる（表２）。

●凍結融解後500μçをサンプルチューブにとり
30mg/ãのProteinaseＫ（５μç）と10％ラウリ
ル硫酸ナトリウム（ＳＤＳ）（25μç）で55℃
１時間感作する。
●500μçの飽和フェノールを添加し10〜15分攪拌
振とうし14,000rpm 10分間遠心する。
●水層を新しいサンプルチューブに移し，同様の
操作を４回行いＤＮＡを抽出する。５回目にク
ロロホルム/イソアミルアルコール（24：１）を
添加し10〜15分間攪拌し14,000rpm10分間遠心す
る。
●最終遠心上清を新しいサンプルチューブに移
し，約１/ 1 0 量の３Ｍ酢酸ナトリウム（p Ｈ
5.2）と２倍量の冷無水エタノールを添加し−80
表２
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まれていると本ＰＣＲ法で検出できることを示し

●サンプルの蒸発を防ぐためミネラルオイル100

ている。図３には日本各地ならびに韓国の

μçで反応液を覆う。

T.sergentiとオーストラリアのT.buffeliを用い

●温度計制御加熱冷却装置を以下の条件に設定し
反応を行う。

たＰＣＲ法の成績を示している。日本各地の分離

95℃５分（熱変性），63℃２分（アニーリン

株からの陽性サンプルでは875bpのバンドが検出

グ），73℃３分（ＤＮＡ合成），これを30サイ

されている。韓国株，T.buffeliも同様のバンド

クル実施。

が検出されているがAnaplasma centrale，Babe‑

Ｃ．反応産物の検出

sia ovataならびに牛白血球ＤＮＡはいずれも陰

●ＰＣＲ反応の後，10μçをとりアガロースゲル

性である。次に実際野外の放牧牛での寄生率とＰ

電気泳動（50Ｖ，１時間）を行う。ゲルはエチ

ＣＲ法による検出結果とを比較してみたのが表３

ジウムブロマイド（0.5μg/ã）で30分染色し，

である。血液塗抹標本のギムザ染色による顕微鏡

ＵＶイルミネータのもとで観察すると陽性の場

観察で陽性を示したすべての牛はＰＣＲ法でも陽

合は875bpのバンドが確認される。

性を示した。顕微鏡観察で陰性と判定された26頭

●必要に応じてＤＮＡハイブリダイゼーションを

（41〜66番）のうち14頭（41〜54番）はＰＣＲ法

行い出現バンドがT.sergentiによるものか否か

で陽性と判定された。逆にＰＣＲ法で陰性で顕微

同定する。

鏡観察で陽性を示した例はなかった10）。この成績

なおこの方法ではＤＮＡ検出に時間がかかる
ため私共の教室ではSepaGene（三光純薬）を用
い以下の方法で実施している。
●バフィコートを除去した血液を1.5ãのエッペ
ンチューブに500μçとる。
●0.2％ＮaＣlで２回洗浄（1,500rpm ５分）した
後，SepaGeneのプロトコールに従ってＤＮＡ抽
出を行う。この方法は前述の方法より処理が短
時間ですむ。なおＰＣＲは反応液50μçの系で
行っている。
３）ＰＣＲ法による実際の診断例
ＰＣＲ法では1 0 μç に含まれる0 . 5 Ｐg の T .

sergentiのＤＮＡが検出可能である。この量は，
約40個の原虫に相当する。また原虫が３％に寄生
している血液を非感染牛血球で２倍段階希釈し，
どこまで検出できるか調べたところ，検出にアイ
ソトープを用いなくても0.00009％寄生の血液10
μçからも検出された。これは約45個の原虫が含

図３
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日本各地の分離株と類似原虫のＰＣＲ反応

はＰＣＲ法が感度・特異性ともにたいへん優れ

表３

ている事を示している。高寄生率の場合はＰＣ
Ｒ法を使うまでもなく従来の顕微鏡観察で十分
である。しかし0.1％以下の寄生率を示す感染初
期の場合，初心者による顕微鏡観察は，結果が
出るまでに時間を要すると同時に得られた結果
の信頼性に疑問が残る。ＰＣＲ法では主観が入
らず，初心者でも同じ成績が得られ，しかも特
異性にすぐれており，低寄生率でも確定診断を
行うことができる。
本ＰＣＲ法が現場で普及するには，経済的な側
面と同時に処理時間の短縮が必要であろう。前述
のSepaGeneのようなＤＮＡ抽出キットを用いるこ
とにより，従来のＤＮＡ抽出にかかってきた時間
は節約できる。感度を少々落としてもよければ原
虫ＤＮＡを抽出せず，バフィーコートを除去した
全血からの出発材料で目的の原虫ＤＮＡの増幅が
可能である。出発材料中に蛋白質や細胞ＤＮＡ等
の夾雑物が多いと，ＰＣＲ後アガロース電気泳動
で多くのバンドが出現し目的のバンドの判定が困
難になる。そのような場合電気泳動後ハイブリダ
イゼーション法で目的ＤＮＡが増幅されたか確認
することも可能である。今後現場に即した方法で
の改良が必要であろう。
現場での診断には必要ないかもしれないが，こ
の他にＰＣＲを２回行うnestedＰＣＲ法によりさ
らに検出感度を上げることができる。nestedＰＣ
Ｒとは外側のプライマー（primer １，２）でま
ず増幅し，次いで増幅産物をそれよりも内側の２
種のプライマーで再増幅させるものである。

４．ＰＣＲ法の応用例
ＰＣＲ法を用いた応用例について実際のデータ
をもとに紹介する。
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１）T.sergentiの胎内感染の証明

の幼ダニを吸血させ，飽血落下したダニを24℃で

日本のT.sergentiは野外では通常フタトゲチマ

２ケ月間飼育して得られた若ダニ５匹，対照とし

ダニ（Haemaphysalis longicornis）によって伝

ては同様にウサギに吸血させた若ダニ５匹を用い

播される。また限られた条件ではシロフアブTa‑

た。各ダニはそれぞれ１匹ずつメスで切り刻んだ

banus trigeminusによる機械的伝播も示されてい

後，前述のSepaGeneでＤＮＡを抽出し，図２のプ

る。T.sergentiの伝播は夏期の放牧時のみならず

ライマーを用いＰＣＲ法により原虫ＤＮＡの増幅

冬期問にもみられる。舎飼牛の特に冬期の伝播に

を行った。図５に示すようにT.sergenti感染牛を

ついてはウシホソジラミLinognathus vituliが報

吸血させた５匹の若ダニはそれぞれすべて陽性を
示した。本法により１匹のダニからもT.sergenti

11）

告されている

。公立の畜産試験場において冬期

間のT.sergentiの伝播について調査したところ吸血

ＤＮＡが検出できることが示された。

昆虫によるものの他に胎内感染が認められた12）。
1993年１月から４月にかけて生まれたアバディー
ン・アンガス，ヘレフォード，黒毛和種，交雑種
およびホルスタインの子牛100頭から出生１〜２
日後に採血し，ギムザ染色の顕微鏡観察と前記の
ＰＣＲ法によりT.sergenti の感染の有無を調べ
た。100頭のうち８頭の血液から抽出したＤＮＡ
よりＰＣＲ法で875bpのT.sergenti特異バンドが検
出された。ＰＣＲ法により陽性と判定された８頭
中５頭の血液塗抹標本において赤血球内に原虫が
確認された（図４）。５頭の子牛の生後１〜２日
目の寄生率は0.01〜0.06％であった。その母牛の
分娩前の寄生率はO.04〜0.7％と特に高い寄生率
は示していないが，感染赤血球が胎盤を通過した
のではないかと考えられる。残りの３頭は生後１
〜２日の間ＰＣＲ法でのみ陽性を示していたが放
牧開始前には全例鏡検法でもT.sergenti陽性を示

上図：ＰＣＲ法による原虫ＤＮＡの検出
５頭の陽性牛と陽性対照（Ｃ）を示す
下図：陽性牛の末梢血液塗抹標本
図４ T.sergenti 胎内感染の証明

した。ＰＣＲ法を用いることにより感度よく，し
かも早期にT.sergenti感染を検出できることが示
された。
２）マダニからのT.sergentiＤＮＡの検出

３）T.sergenti原虫のＤＮＡ型別

はたして１匹のマダニからT.sergentiＤＮＡが検

p32の蛋白質コード領域をプローブとしたサザ

出できるか否かをＰＣＲ法で検討した。T.sergenti

ン・ハイブリダイゼーション法ならびにp32に対

感染牛にマゲシマチマダニ（H.mageshimaensis）

するモノクローナル抗体を用いた解析からｐ32の
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遺伝子ならびに抗原レベルでの多様性が示されて
８，13〜15）

クローニングされ全塩基配列が決定されている。

と称

それらの成績から日本に分布するT.sergentiは大

されているものは実はp32遺伝子を異にする原虫

きく３つに分けられるのではないかと考えた。す

集団からなっていることが明らかになってきた。

なわち池田（Ⅰ）型 ，千歳型（Ｃ），とT.buff‑

すなわち，１感染個体の中にp32抗原の多様性に

eli （Ｂ）型である。そこで既報の塩基配列から

富むいくつかの原虫が混在し，宿主の免疫状態な

３つの型をそれぞれ特異的に増幅できるプライ

いる

。それらの研究から原虫

株

マーを設計した（図６）。これら各型特異プライ
マーを用い増幅させるとⅠ型では 826bp，Ｃ型は
831bpそしてＢ型は825bpのバンドが検出される。
各ＰＣＲ産物を精製後，制限酵素で切断しそのパ
ターンをみたのが図７である。日本の分離株で多
い型は後述するようにＣ型とⅠ型である。Ｂ型は
制限酵素（BglI，EcoＲＶ）の切断パターンよりさ
らにＢ‑１型とＢ‑２型に分けられる。Ｂ‑１型は
豪州分離株のWarwick株と豪州からの輸入牛から
分離された原虫の型であり，Ｂ‑２型はＢ型のプ
ＰＣＲ反応終了後，反応液1 5 μç を電気泳動し，
エチジウムブロマイド染色した。
Ｍ：マーカー
レーン１〜５：T.sergenti 陽性ダニ
レーン６〜10：T.sergenti 陰性ダニ
図５ ＰＣＲ法による１匹のダニからのT.sergenti
の検出

ライマーで増幅するがT.buffeliとは制限酵素切
断地図を異にする。Ｂ‑２型は青森，岡山等の牛
から分離されている。日本国内に分布するタイレ
リア原虫は果たしてこの４型だけなのだろうか？
また一頭の牛から分離した原虫材料は，はたして

どの影響を受け，集団内で優位をしめる型が常に

混ざりものなのだろうか？そこでバイエル㈱の森

変動していることが明らかになってきた８，15）。

氏の協力ならびに各地の家畜保健衛生所の協力を

T.sergenti原虫はウイルスや細菌と異なり技術的

得て，沖縄を除く日本各地から分離株を得た。原

に１個の原虫から出発したクローンを得ることが

虫ＤＮＡをまず図２に示すプライマーで増幅を

困難であり，牛体内での原虫の変異等の研究には

行った。本プライマーを用いると各型の

限界がある。原虫をクローン化できないが，少な

T.sergentiならびにT.buffeliが増幅できると考

くとも混在している原虫集団の中から特定の型を

えられる。このプライマーで陽性を示した原虫の

検出する方法として私共はＤＮＡ型別ＰＣＲ法を

ＤＮＡ型別を行った成績を表４に示す。国内では

16）

開発した

。この方法ならびに本法を用いた実際

ＣとⅠの２つの型の混合感染が最も多く，
Ⅰ，

例を紹介する。

Ｃ，Ｂの３つの型の混合も３例に認められた。各

これまでにT.sergenti 池田株p33と千歳株の

遺伝子型と分離地域の偏りは認められなかった。
図２のプライマーで増幅できた材料はⅠ，Ｃ，Ｂ

8，17）

p32

と豪州に分布しT.sergentiに類似の良性

タイレリア原虫であるT.buffeliのp34遺伝子
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17）

が

特異プライマーのいずれかによっても増幅できた
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ことから日本に分布しているタイレリア原虫はこ

は，マラリア原虫が赤血球侵入時に重要な配列で

の４つの型に分類できるものと考えられる。なお

ある19）。T.sergentiの場合もp32は赤内型ピロプ

Ｃ型とⅠ型は制限酵素の切断地図によりさらにサ

ラズムの主要表面抗原であり，ＫＥＫ配列は牛赤

ブタイプに分けられる。

血球への侵入時にも重要であろうと考えられる。
そこでＣ型T.sergentiのＫＥＫ配列近傍のアミノ
酸配列を合成した。これらＣ型由来のバキュロウ
イルス組換えp32（１mg）ないしはＫＥＫ配列合
成ペプチド（５mg）をフロイント完全アジュバン
表４

図６

T.sergenti ，T.buffeli ＤＮＡ型別ＰＣＲの
プライマー

４）T.sergentiの牛体内での動態

T.sergentiによる感染ないしは発病を抑える目
的でワクチンの開発を考えている。候補としては
原虫表面のp32に注目し，p32遺伝子を昆虫のウイ
ルスであるバキュロウイルスに組込んだ組換えバ
キュロウイルスを作出した９，18）。またⅠ型とＣ
型のp32をコードする遺伝子の蛋白質コード領域
のアミノ酸配列にはＫＥＫ（リジン−グルタミン
酸−リジン）類似配列がある８）。ヒトマラリアの
赤内型原虫表面抗原Ｓpf66にみられるＫＥＫ配列
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型特異的ＰＣＲ法による日本国内における
T.sergenti ／T.buffeli のＤＮＡ型別調査

トと共に子牛に計４回免疫した。免疫後摘脾し Ⅰ

ます。

型とＣ型混合原虫で攻撃した。ワクチンの効果判
定を末梢血液のギムザ染色標本による寄生率の推
移とＤＮＡ型別ＰＣＲ法で行った。図８に示すよ
うに非免疫の対照の子牛は攻撃43日目に原虫寄生
により死亡した。ワクチン接種子牛２頭も感染が
成立したが対照にくらべ寄生率は低く，ヘマトク
リット値の低下が認められたにもかかわらず死に
至らなかった。この成績からは組換えp32，ＫＥ
Ｋ合成ペプチド免疫牛で原虫の顕著な抑制効果は
認められなかった。そこで出現した原虫のＤＮＡ
型別をＰＣＲ法（Ⅰ型とＣ型のプライマーを使
用）で行った。その成績を図９に示す。対照の子
牛ではⅠ型とＣ型の原虫が検出されたが，たいへ
ん興味のあることに，Ｃ型由来のワクチン接種
牛ではいずれの寄生率のピークをとってもＣ型
は検出されずⅠ型のみであった。すなわちＣ型
由来のワクチンでＣ型原虫の増殖が抑えられる

後につけ加えて終わりたい。

a)p 3 2 Ⅰ型遺伝子の切断パターン ( S h i n t o k u
9209)：Aomori 15，Miyagi 28，Takahara
172，Tokushima 18，Kagoshima 33においても
同様のパターンが確認された。
b)p 3 2 Ｃ型遺伝子の切断パターン( S h i n t o k u
9209)：Aomori 15，Miyagi 28，Fukushima Ａ,
Tokushima 18，Kagoshima 33においても同様
のパターンが確認された。
c)p32 Ｂ型遺伝子の切断パターン(Tokachi No.
１)：Abashiri No.２，Tokachi No.２，T.buffeli
Warwick 株においても同様のパターンが確認
された。
d)p32 Ｂ型遺伝子の切断パターン(Aomori 15):
Hiyama 116，Okayama 621，においても同様のパ
ターンが確認された。解析には以下の制限酵素を
用いた。
Ｂgl Ⅰ(Ｂ)，Ｄar Ⅰ(Ｄ)，Ｅco Ｔ 14 Ⅰ(Ｅ14)，ＥcoＲ
Ｖ(ＥＶ)，Hind Ⅲ(Ｈ)
分子量マーカー(Ｍ)：λ/ Hind Ⅲ＋φＸ175/ Hae
Ⅲ digest

謝辞

図７

ことが示された。このワクチン効果の成績はＰ
ＣＲ法による原虫のＤＮＡ型別を行って初めて
明らかにされた。この成績からワクチンには日本
に分布するＣ，Ⅰ，Ｂ型の混合したものがよいと
考えられる。
本総説で述べたＰＣＲ法は獣医領域でも多くの
研究室において実験室レベルで使われている。Ｐ
ＣＲ法は応用例で示したようにたいへん利用範囲
は広く，近々現場で多くの感染症の診断に利用さ
れるものと期待されている。ＰＣＲ法は感度が高
い分，材料の調製とその反応において十分気をつ
けないと何を見ているか分からなくなることを最

ここに述べた著者らの研究の一部はバイエル
株式会社の研究助成によった。感謝の意を表し
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図８

T.sergenti ワクチンの試み

図９ ワクチン接種・攻撃牛での出現原虫のＤＮＡ型
別解析
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Mycoplasma synoviaeについて
近藤篤市

マイコプラズマはNelson（1935）によるコリー

る病変も強く，本菌の増殖も著しく助長されるこ

ザ様を示す鶏についての一連の研究から初まり，

とを認めた。

Olson，およびWills（1954）が伝染性関節炎を報告

病変形成は免疫的機序の関与が知られ，胸腺摘

し，Thayerら（1958），およびCarnaghan（1961）

出雛で関節病変発現が軽減することから，胸腺依

は介卵伝達し初生雛の気嚢炎の原因として報告し

存性リンパ球の関与がある。ファブリキウス嚢を

注目されるようになった。Olsonらは1964年にMyco‑

摘出した場合，気嚢，関節炎が増悪し，ファブリ

plasma synoviae（以下Ｍ.s）と命名した。

キウス嚢依存性リンパ球がこの病変を抑制する

我が国では清水ら（1971）が九州の食鳥処理場

（久米1979）。そのためガンボロ病ウィルス関与

の材料からＭ.sを分離し，佐藤ら（1973，74）は

が問題となる。

ブロイラー，および採卵鶏の抗体陽性鶏の気管か

同居感染は潜在的に１〜４週間で成立する

ら分離，その後，金子，新田ら（1974）の報告か

（Olsonら1964）。移行抗体保有雛と健康雛を同居さ

ら全国的に分布していることが明かになった。

せると１週間で感染が成立し，保有雛は感染防禦，

国安らは３〜６週齢の鶏に接種し，次の潜伏期

抗体上昇が遅れる。移行抗体消失まで同居した雛は

（趾蹠部２〜10日，静脈内７〜10日，腹腔内７〜

感染抗体が上昇する（猪飼ら1976，佐藤1979）。

Ｍ.s 感染後，抗体検出まで２〜４週間を要す

14日，眼下洞内14〜20日，結膜塗擦20日）の後関

るが，飼養環境の良否で本菌の汚染度が左右さ

節部の腫脹を認めている。
介卵伝達雛は６日齢時に関節炎が認められ，

れ，陽転時間が変動する。急速凝集反応による

菌は気嚢炎や無症状の気管から分離された。

抗体と保菌の関係は，感染後一定の時期には一

Chuteら（1968）は，感染鶏群から，孵化した雛

致するが，感染初期，後期では不一致が認めら

の50％が感染していることを認め，Ｍ.s の鶏で

れる。移行抗体と介卵感染の間に直接関連性は

の伝播に介卵伝達が重要な役割を果たしている

なく，移行抗体は７〜10日前後で消失する。急

と述べている。この菌は本来鶏の呼吸器道に感

速凝集反応は群の把握に重点を置くべきと述べ

染することが知られるようになったが，接種に

ている（八木橋1984）。

より気嚢炎を生ずることはまれであると報告さ

病状として他に貧血，発育遅延が目立っと報告

れている。

されている。

Klevenら（1972）はＮＤ，ＩＢの混合生ワク

以上，試験研究で発表されたＭ.s感染に関する

チンを飲水投与し，５日目にＭ.sを噴霧感染させ

報告をまとめてみたが，これらは実験的に確認さ

３週間後に高率に気嚢炎を認めた。Y e d e r ら

れた事例であり，野外でのＭ.sの臨床的症状の確

（1977）は同様な試験で種々の温度環境下で飼

定が難かしいことを示している。感染確認は血清

育した場合，７〜10℃の低温下で気嚢炎の発現

による急速凝集反応抗体に依存するほかなく，
種々の要因[M.gallicepticum（以下Ｍ.g），ワク

率は増大したと報告している。
佐藤は（1979）ＮＤＢ１とＭ.sを同時に気管内

チン接種，野外ウィルス感染，細菌感染等]と複

に接種した群で，単独接種群に比べ呼吸器症状が

合した場合の併発例が多く，Ｍ.s単独の病変であ

長期間持続，気嚢炎の発生率が高く，気管におけ

るとの断定はできず，影のような形の疾病である

近藤家畜衛生コンサルテーション
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いとか，風の状況とか，その鶏舎の環境的要因も

のが野外の実態であろう。
種鶏群におけるＭ.g，Ｍ.sの感染が低減した現

加味する必要がある。

在は，介卵感染雛は殆んど見受けることができ

２）急速凝集反応に見られる非特異反応

ず，野外感染が主体となってきた。

重種鶏（平飼い）に良く見られる。Ｍ.gあるい

１）感染

はＭ.sの急速凝集反応による非特異反応は多く見

ブロイラー，種鶏では数少い感染が見られ

られる。例えばＩＢＤ不活化ワクチン接種により

る。レイヤーでは過去に見られた中雛，大雛で

見られた反応経過であるが（表１），Ａでは１/21

の感染は少くなり，多日齢の成鶏舎での感染が
主となってきた。 Ｍ.s のみの感染は不顕性で症

表１

ＭＳ非特異反応の推移

状を察知できないが，成鶏舎編入とともに平行
してＭ.g，Ｍ.sの感染が起こってくる。結果的に

Ｍ.gの症状からＭ.g感染として取り扱われる。ま
た，伝染性気管支炎（以下ＩＢ）との複合感染が
あり，この場合もＩＢ感染が主となってくる。
オールイン，オールアウト以外のレイヤー養鶏場
では，Ｍ.g＋Ｍ.sは常時継続されていく。1994年
より，育成期に５種混合オイルワクチンが使用さ
れ，この時期以降の要因（ウィルス，細菌）によ
る作用がなくなってきている。
種鶏においては，突発的な形で感染が起って来

に24/29と陽性反応を示したが，２/12では２/

る。その感染は人，車の出入口よりむしろ反対側

30，雛では０/10であり，３/13では０/30になっ

あるいは中間から起こる場合が多く，ウィルス感

た。Ｂでも同様な減少が見られ，非特異反応と

染でもこれと同様なことが起こる。ウィルスでは

判断できる。血清希釈診断では，採血箇所によ

症状が出て感染を確認できるが，Ｍ.sの場合は不

り診断を誤ることがあるので注意すべきであ

顕性であり，検査のための採血が入口近い舎内で

る。一方利点としては，鶏に何等かの異常が起

行われる傾向が多く，凝集反応で疑反応が見られ

こったことを示す警告として受けとれる。例と

た場合，２週後には陽転し，その鶏舎のみならず

して1 9 9 3 年の７，８月は多雨で日照時間の短

全鶏舎への陽転化は日を待たず急速に陽転化が見

かった年であるが，８，９月の検査で数多くの

られる。これに対応するには，採血を万遍なく行

農場で疑反応が見られた。1 9 9 4 年は少雨，高

えば，早く感染が察知でき，対応の遅れもなくせ

温，多日照であり，この年は殆んど見られな

ると思われる。

かった。平常年でも９月には疑反応が良く見ら

一方，感染が常識的経路でなく，例へば野鳥，

れる。原因の分かっている疑反応は問題でない

鼠族，衛生害虫等に依ることも配慮すべきであ

が，小発生的な疑反応は多く，２週後の再検査

る。また道路に面するとか，切り取りで樹林が多

確認は欠くことができない。
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表２

Ｍ. s 感染種鶏の平板血液凝集反応の推移と
生産ヒナの反応

表３

その外に各種微生物感染，不活化ワクチン接

種鶏に発生したＭ. s の急速凝集反応の状況

延も見られていない。

種，先に述べたＩＢＤワクチン，産卵開始前

ロ）ブドウ球菌症による脚弱，関節腫脹，黄

後，血清取り扱い不良等の場合にも見られる。

色ブドウ球菌分離種鶏に，表４にみられるよう

ファブリキウス嚢病感染では抗体が抑制され，

に16週齢時にバイトリル10％10mg/kg b.w３日間

検出が低下するといわれているが，現在は生，

飲水投薬を実施した。その結果，抑制傾向がみ

不活化ワクチンが使用されているので問題ない

られた。しかし，18週齢から再び，脚弱がみら

ようである。

れた。この群は，表３でみられように，18週齢
にＭ.s 陽性を認めており，16週齢で感染があっ

米国で非定型的反応を示す鶏群の存在が見られ
ると報告されている。

たとみられ，複合感染と考えられた。Ｍ.s 対策

３）Ｍ.s感染と対策

として，バイトリル３日投薬後20日休薬，以後

イ） Ｍ.s 感染種鶏の反応の推移と生産雛の反

３日夕イロシン（吉草酸），20日休薬を１クー

応を（表２）に示したが，44週齢に陽転し，酒

ルとして投薬し39週以降は30日間隔の投薬とし

石酸酢酸イソ吉草酸タイロシン250ppm（22mg/kg

た。 Ｍ.s とブドウ球菌の合併症でのＭ.s の急速

bw）を３日間投与し，次のサイクルで継続投与

凝集反応の推移は，表３にみられるように陽性

した推移の表である。陽性抗体はあまり変動が

反応は継続していくが，生産された雛では，陽

なかったが，その間４回の雛の抗体検査は何れ

性はみられない。また，反応の程度はエンロフ

も陰性を示し，投薬による抑制，介卵感染は阻

ロキサシンの効果と思えるが，反応の程度が軽

止できたものと解される。配布農場での発育遅

減されている。このことは，今回は１回のエン
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表４

ブドウ球菌症発生鶏群における Ｍ. s の感染に伴う死淘汰状況

表５

ブドウ球菌症による関節炎にＭ.s の感染が見られた鶏群の死淘汰状況

ロフロキサシンの使用であったが，20〜30日間隔

耐性Ｍ.gに対するニューキノロン製剤の効果は

で２〜３回の使用をすることはより効果的であろ

かなり報告されているものの，レイヤーから分離

うと推察される。複合感染による関節炎での死淘

されたＭ.gのＭＩＣの0.1に較べ，Ｍ.sでは0.39と

汰は，感染前の16週齢で98.45％の残存率であった

やや高い。ＴＣ，ＴＳが静菌的に働くのに較べ，

が，感染初期では１日115羽を最高に20週齢までの

ニューキノロン製剤は殺菌作用を示すことから，

５週間で3.54％減の95.91％と増加し，Ｍ.sによる

治療の場面で期待される。

病勢の増悪が示された。感染後，イ）で述べた投

今回，ブドウ球菌症とＭ.sの複合感染での投与

薬を実施し22週齢から26週齢までは1.00％と減少

で，エンロフロキサシン１回のみの投与で，あと

した。この様な複合感染例は初めてで，Ｍ.s感染

はＴＳ製剤を使用したが，２〜３回の間欠投与を

による関節炎がブドウ球菌との合併で増悪するこ

すれば，その後の経過から見てより効果が期待で

とが示された（表５）。

きると推察される。ブドウ球菌に対する効果は，
重種鶏は，90日齢頃に発生するブドウ球菌症が最

まとめ

も治り難い。ブドウ球菌に対して薬剤感受性が

Ｍ.sはＭ.gに比べ，臨床的に確認できにくい点

あっても，再発症や継続発生する場合が見られ

があるが，胸腺依存の免疫抑制が起きることか

る。 Ｍ. s との合併症の場合，繰り返し投薬や，

ら，Ｍ.gとは異なった観点から見る必要がある。

ニューキノロン製剤と他の製剤との組合せの配慮

また，ワクチンも開発されていない。Ｍ.gについ

が必要であろう。

ては薬剤耐性が問題になっており，ＴＣ，ＴＳの

参考文献
マイコプラズマとその実験法（国安主税）
マイコプラズマ図説（東海大学出版会）
鶏病診断（国安主税）マイコプラズマ感染症
新鶏病全書（高松泰人）
獣医微生物学（尾形学ら）

感受性が野外で低下していることから，これに変
わる薬剤の必要性が求められている。
近年，強毒ＩＢＤの発生が見られ，Ｍ.sとの関
係は注目すべきであろう。
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イエバエの殺虫剤抵抗性に関する
２,３の話題
正野
イエバエの難防除害虫化

第１表

農業害虫のなかに防除に使う殺虫剤が無いた

俊夫

第３夢の島産イエバエ幼虫をジフルベンズロ
ンで淘汰した時の感受性の低下

め防除に大きな困難をきたしている難防除害虫
と呼ばれるものがある。この中にはもともと有
効な殺虫剤が無い場合もあるが，抵抗性の発達
によって次から次に新殺虫剤が無効になってし
まい現在有効に使える殺虫剤が無くなってし
まった場合もある。ごみ処分場や鶏舎，畜舎に
おけるイエバエも抵抗性発達のために難防除害
虫の範ちゅうに入りつつあるように思われる。
イエバエが難防除害虫になってしまった原因は
農業害虫で難防除害虫が増加した原因とほぼ同
じである。その原因の第１は新殺虫剤の上市数
の著しい減少である。これは安全性確保や環境
への負荷低減などのために開発経費が増加した

育して，毎世代ジフルベンズロンの濃度を上げ，

り，新規合成化合物に対する上市化合物の確率

約50％の成虫の羽化が期待できる濃度で淘汰を加

が低下したり，また新規化合物自体の合成がよ

えた。ジフルベンズロンに対する感受性は世代を

り困難になるなどに起因しているものと思われ

重ねるのにつれ低下した。最初，10ppmの濃度で

る。原因の第２は新殺虫剤に対する抵抗性の発

完全に羽化が阻止された第３夢の島産のイエバエ

達が非常に早くなり，新殺虫剤が次々と抵抗性

が13世代後には2,000ppmの濃度で79％の成虫が羽

発達の餌食になってしまうことである。

化するようになった。急速な抵抗性の発達であ
る。もちろん，３齢幼虫はジフルベンズロンに対

新殺虫剤に対する抵抗性の発達

する感受性が低く，抵抗性の発達が誇張されてい

新殺虫剤に対しての抵抗性の早さを調べるた

るが，２齢幼虫でも数10倍の感受性の低下が観察

めに東京湾のごみ処分場，通称第３夢の島，正

されている。別のＩＧＲ剤である幼若ホルモン様

式には中央防波堤外側ごみ処分場より採集した

化合物のピリプロキシフェンで第３夢の島産のイ

イエバエを材料として淘汰試験を行ってみた。

エバエ幼虫を淘汰した場合，12世代で約800倍の

昆虫成長制御剤（ＩＧＲ）の１つであるジフル

抵抗性の発達が観察された。次に，ジメトキシ型

ベンズロンの例を第１表に示した。ジフルベン

のフェニトロチオンなどの有機りん剤に抵抗性を

ズロンは昆虫のキチン合成を阻害する殺虫剤

示す害虫に比較的有効な非対称型の有機りん剤に

で，現在第３夢の島でイエバエの防除に使われ

ついて行った実験の結果を示す。第３夢の島産イ

ているが，実験当時は供試したイエバエはまだ

エバエはフェニトロチオンに対しては強い抵抗性

ジフルベンズロンにまったく触れていない。３

を示すが，非対称型の有機りん剤のピラクロホス

齢幼虫をジフルベンズロンを混入した培地で飼

には中程度の抵抗性しか示さない。ピラクロホス

筑波大学農林学系
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第２表

る。つまり，多かれ少なかれイエバエの防除が必

第３夢の島産イエバエ成虫をピラクロホスで
淘汰した場合の抵抗性の発達

要とされる所，言葉を変えればイエバエの防除が
必要な所ではイエバエは難防除害虫化していると
言えるのではないだろうか。
抵抗性遺伝子の種類
このように次から次へ新しい殺虫剤に抵抗性を
発達させるイエバエだが，いったい何種類の抵抗

で約10世代淘汰を加えると強い抵抗性を示すよう

性遺伝子を使っているのだろうか。調べてみると

になった（第２表）。

意外にその数は少なく10位しかない。1983年に塚

作用機構の異なる，しかも夢の島のイエバエに

本教授がそれまでに明らかにされた抵抗性遺伝子

とってはまったく新しい３つの殺虫剤に対して第

を常染色体ごとに整理しているが，それに１，２

３夢の島産のイエバエは急速に抵抗性を発達させ

つけ加える以外はほぼその当時の数と変わりはな

た。実験室内の淘汰は実際にごみ処分場で行われ

い。ただしこれは遺伝子が支配している抵抗性機

る淘汰に比べて厳しいものがあるにせよ，新殺虫

構を基準に考えてである。たとえば，第５染色体

剤に対しての夢の島での抵抗性の発達は不可避で

には殺虫剤を基準にすると，ＤＤＴ，ＢＨＣ，ダ

あることをこの実験は示している。

イアジノン，ピレスロイド剤，カーバメイト剤な

何故このように新殺虫剤に対する抵抗性が発達

どに対する抵抗性の遺伝子が存在するが，これら

してしまうのだろうか。多分過去における多種類

の殺虫剤に対する抵抗性の機構は多分みなＰ‑

の殺虫剤の使用，それらの殺虫剤に対する抵抗性

450酸化酵素に依存していると考えられる。共力

の発達によって，第３夢の島産のイエバエはその

剤の効果がＰ‑450酸化酵素の阻害によるものと

集団内に数多くの殺虫剤抵抗性遺伝子を蓄積して

考えれば，それを含めて酸化的解毒に関与して

おり，適宜その多種類の抵抗性遺伝子の中から適

いるとしてばらばらに命名されたmd ，py ‑ ses ，

当なものを利用して新殺虫剤に対処しているので

Ｓes ，Ｏx ‑ ５の遺伝子は多分同一の遺伝子で，

はないかと推定される。このことを証明するため

Ｐ‑450酸化酵素を支配しているものと推定され

には新殺虫剤に対する抵抗性の機構を解明し，ど

る。このように抵抗性の機構と結びつけて，各

の抵抗性遺伝子が利用されているかを確かめねば

常染色体ごとに抵抗性の遺伝子を整理すると第

ならない。

３表のようになる。

このように簡単に新殺虫剤に対して抵抗性を発

前に示した実験では，第３夢の島産のイエバエ

達させてしまうのは，絶え間ない苛酷な殺虫剤の

が従来触れたことのない殺虫剤に急速にしかも非

散布のもとに生存してきた夢の島のイエバエだけ

常に高い抵抗性を発達させたが，この場合も第３

に見られる現象かと思うと，必ずしもそうでなく

表に記した抵抗性遺伝子だけに依存しているのだ

日本各地のごみ処分場，畜舎のイエバエも簡単に

ろうか。これを確かめるためには新しい抵抗性系

新殺虫剤に抵抗性を発達させてしまうようであ

統の抵抗性の機構を調べなくてはならない。現
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イエバエの殺虫剤抵抗性に関する２,３の話題

第３表

のグループで有機りん剤などに抵抗性を示すラト

殺虫剤抵抗性の機構と抵抗性遺伝子の連鎖群

ガス系のイエバエでは，Ｐ‑450酸化酵素の構成要
素のチトクロームＰ‑450（ＣＹＰ６Ａ１）構造遺
伝子が第５染色体上にあり，このチトクローム
Ｐ‑450を増産させる制御遺伝子が第２染色体上に
あることを発表した。なお，（ＣＹＰ６Ａ１）は
このグループによってクローニングされている。
一方，コーネル大学のScottのグループはピレス
ロイド剤抵抗性のラーン系のイエバエではチトク
ロームＰ‑450（Ｐ‑450１pr）の構造遺伝子は第１
染色体上にあり，このチトクロームＰ‑450を増産
させる制御遺伝子が第２染色体上にあることを発
表した。有機りん剤やカーバメイト剤に対する抵
抗性の連鎖群解析では常に第２，第５染色体が関
在，私の研究室ではこれらの系統を調べている

与することが示されていたが，この問題を

が，今までのところ新しい抵抗性の機構はあまり

Feyereisenはきれいに解決をしてしまった。ただ

発見されていない。

し，ラトガス系はピレスロイド剤抵抗性には関与
していない。20年前，この系統を使ってピレスロ

抵抗性の分子生物学

イド剤の代謝実験を行い，代謝量が少ないので代

現在，生物学は爆発的ともいえる進歩のまった

謝物の同定に苦労したことが思い出された。10年

だ中にある。それは分子生物学の急速な進歩とそ

ほど前，私はS c o t t に連鎖群解析の手ほどきを

の手法の広範な普及によるものである。抵抗性の

し，ラーン系イエバエのピレスロイド剤抵抗性の

科学もその例外ではない。殺虫剤や殺虫剤の毒物

連鎖群解析を手伝った。その時は第２，第１，第

学を全く知らない他分野の若い研究者が抵抗性遺

３染色体の関与が示され発表されたが，長い間第

伝子のクローニングを行い，長い間，よく分から

１染色体上の遺伝子の役割が気になっていた。と

なかった殺虫剤の毒物学上の疑問を解決してしま

言うのは第１染色体には主要な抵抗性遺伝子が

うのが日常茶飯事になってしまった。それらの中

乗っているという報告がこの報告以外にないの

からイエバエの殺虫剤抵抗性に関したトピックス

で，その役割に大変興味があったからである。

を少し紹介する。

Scottのグループは非常に巧妙な手法で第１染色

Ｐ‑450酸化酵素 昨1994年の夏，アメリカ合衆

体上の遺伝子の役割を明らかにした。余談になる

国の首府ワシントンで開かれた国際農薬化学会議

がイエバエの遺伝学に精通した国立予防衛生研究

でイエバエの抵抗性の機構として重要な働きをし

所の冨田博士がこのグループに入っていたことが

ているＰ‑450酸化酵素に関して興味ある２つの発

成功の一因と思われる。

表がなされた。１つはアリゾナ大学のFeyereisen

1980年頃，テキサス農工大のPlappは抵抗性の
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機構として働いている種々の解毒酵素は第２染色

第４表

イエバエのＤＤＴ抵抗性と抵抗性遺伝子

体上の制御遺伝子によって支配されており，抵抗
性の系統ではこの遺伝子により加水分解酵素であ
れ，Ｐ‑450酸化酵素であれ，グルタチオン転移酵
素であれ活性が上昇するという説を発表した。
1980年に京都で開催された国際昆虫学会議の席上
でPlappは出席しなかったが，彼の学生がこの説
を発表し，抵抗性を研究している大家達から袋叩
きにあったのを覚えている。その後，この説はだ
れも見向きもしなかったが，Ｐ‑450酸化酵素に関
しては彼の仮説が証明されたことになった。他の
が観察され，１年足らずの使用でピレスロイド剤

解毒酵素についてもこの仮説が正しいのか今後の

がまったく無効になってしまった例が多々あっ

研究が注目される。

た。イエバエもその例外でなく，私が出会った群

ディルドリン抵抗性 ディルドリン抵抗性が神

馬県宮城村柏倉の牧場では１シーズンの使用でピ

経細胞に存在するＧＡＢＡレセプターの変異に関

レスロイド剤はまったく使えなくなっていた。ピ

与していることは既に明らかにされているが，

レスロイド剤抵抗性遺伝子のkdr の頻度を現地で

ショウジョウバエのディルドリン抵抗性系統でＧ

調べてみると88％と非常に高いことが分かった。

ＡＢＡレセプター（受容体）塩素イオンチャンネ

またその周辺地でも k d r 遺伝子の頻度が高かっ

ル蛋白の302番目のアラニンがセリンに変わって

た。同様なkdr遺伝子の高頻度での存在を栃木県芳

いることがウイスコンシン大学のFrench‑Con‑

賀町のイエバエについて国立予防衛生研究所のグ

s t a n t によって明らかにされた。ネッタイイエ

ループが確かめている。しかし，一方ではかなり

カ，イエバエなどでも同様の変異がディルドリン

長期間ピレスロイド剤を使っても顕著な抵抗性の

抵抗性の原因になっていることが確かめられてい

発達しない所もある。このような差がでる理由に

る。たった１つのアミノ酸の変異が抵抗性の原因

ついて少し考えてみた。 k d r （k n o c k

になっていることは大変興味深い。また，ディル

down

resistance）遺伝子はその名の由来のごとく最初

ドリン抵抗性が実は現在の殺虫剤開発に重要な影

ＤＤＴによるノックダウンを遅延させる遺伝子と

響をもっていることは後で述べる。

して発見されたＤＤＴ抵抗性の遺伝子である。イ

これ以外にグルタチオン転移酵素，ピレスロイ

エバエのＤＤＴ抵抗性遺伝子にはＤＤＴをＤＤＥ

ド剤抵抗性のkdr 遺伝子などについても分子生物

に脱塩酸するＤＤＴ脱塩酸酵素の高活性を支配す

学的な多くの成果が得られている。

るＤeh と呼ばれる遺伝子がある。イエバエはkdr
またはＤehいずれか一方の抵抗性遺伝子を持って

ＤＤＴ抵抗性とピレスロイド抵抗性

いれば多量のＤＤＴに触れても生き残ることがで

光安定なピレスロイド剤が農薬や防疫薬として

きる。有機りん剤抵抗性イエバエの場合は１つの

使用された時，一部の害虫で急速な抵抗性の発達
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はほとんどの集団が Ｄeh 遺伝子によるＤＤＴ抵
抗性のようである。 Ｄeh 依存と kdr 依存の２つ
のＤＤＴ抵抗性イエバエ集団における k d r 遺伝
子の動向を第１図に模式的に示した。ＤＤＴの
使用停止後もkdr 依存集団では kdr 遺伝子の頻度
が十分低くならなかった。 Ｄe h 依存集団では

kdr は選抜されることがなかったのでその頻度
は非常に低い，多分，自然突然変異率位の頻度
（約10 −６）で推移したものと考えられる。この
ＤＤＴ抵抗性が発達した場合，k d r 遺伝子に
依存した集団とＤeh 遺伝子に依存した集団に
おける k d r 遺伝子の頻度の変化

両集団にピレスロイド剤が処理された場合，kdr

抵抗性遺伝子では十分でなく２つ以上の抵抗性遺

度にあり抵抗性は顕在化しない。しかし，いず

伝子を利用している場合が多いが，ＤＤＴ抵抗性

れはこの集団でもkdr遺伝子の頻度は高くなり，

の場合イエバエは生き残るためにいずれか一方を

抵抗性は顕在化するものと思われる。以上がピ

持っていれば十分だった。いずれの遺伝子が利用

レスロイド抵抗性の発達の早さに関する考察で

されるのかは偶然の機会によるものと考えられ

ある。70年代に大きな期待を持たれて開発され

る。ただなんとなく，北の地方，温度の低い所で

た光安定ピレスロイドという非常に有力な殺虫

kdr遺伝子が優勢のような気がする。ことによる

剤群がＤＤＴという過去の亡霊によって葬りさ

とＤＤＴの温度負相関に関係しているかもしれな

られたという苦い結果となった。

第１図

依存集団では急速にkdr遺伝子の頻度が上昇し，
抵抗性が顕在化する。Ｄeh依存集団では同じ淘汰
率でもkdrの頻度はしばらくの間，比較的低い頻

い。ＤＤＴの使用が禁止される以前に日本中のイ
エバエはＤＤＴに抵抗性を獲得していたと思われ

ディルドリン抵抗性の影響

るが，日本のイエバエはどちらのＤＤＴ抵抗性遺

過去に使った殺虫剤に対する抵抗性遺伝子が

伝子を利用していたのだろうか。国立予防衛生研

新殺虫剤の抵抗性に影響を与えた別の例として

究所におられた安富博士は日本各地のイエバエの

ディルドリン抵抗性がある。イエバエの第４染

抵抗性を調べておられるので，その一部を第４表

色体上にディルドリン抵抗性の遺伝子がある。

に示した。ＤＤＴの共力剤ＤＭＣはＤＤＴ脱塩酸

ディルドリンが使われなくなったこともあり，

酵素を阻害する。つまりＤＭＣを加えることによ

長い間この遺伝子に関心が持たれなかった。し

りＤＤＴのＬＤ50値が低下する集団はＤＤＴ脱塩

かし，私はこの第４染色体上の孤独な遺伝子の

酸酵素を支配するＤeh遺伝子に依存していたもの

ことが気になってしかたがなかった。1983年出

と考えられる。デンマーク産のピレスロイド剤抵

版された本に次のように書いている。「第４染

抗性228e２b系や柏倉系はkdrに依存しているので

色体上には，Dieldrin抵抗性のmajor geneが存

ＤＭＣの効果はない。安富博士の調べられた例で

在する。その働きについてはまったくわかって
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いない。Dieldrinの使用が中止されてから，この

新殺虫剤に対する抵抗性発達のリスクアセスメ

遺伝子に関する研究はないが， k d r の場合と同

ント

様，将来，別の殺虫剤の抵抗性遺伝子として登場

新規開発殺虫剤に対する抵抗性発達のリスク

してくるかもしれない。」

アセスメントは殺虫剤の開発を意図する研究者

1980年代殺虫剤開発に携わる研究の興味の的

や企業にとって，候補化合物の開発の可否に係

の一つにＧＡＢＡレセプターがあった。ＧＡＢ

わる重要な問題である。それ故，抵抗性につい

Ａが昆虫の神経の伝達物質と注目され，ＧＡＢ

て研究する私達に毎度厳しく質問される問題で

Ａレセプターを攻撃する化合物が新しい殺虫剤

あるが，実は回答するのが大変難しい問題であ

になるのではないかと考えられたからである。

る。ここで問題になる重要な点は新殺虫剤のほ

某社の開発の人が「毎日ＧＡＢＡ，ＧＡＢＡで

とんどがその作用機構と昆虫での代謝様式が不

頭の中ががばがばだ」とぼやいていたのを聞い

明なことである。作用機構が不明なため，従来

たこともある。さて，その努力が実ったせい

から存在する抵抗性遺伝子の影響を受けるか否

か，偶然の結果か，ＧＡＢＡレセプターを標的

かがはっきりしないで開発を進めてしまい，前

とする有力な化合物群が発見された。しかし，

に述べたディルドリン抵抗性遺伝子の場合のよ

前に述べたようにディルドリンの作用点がＧＡ

うに多くの時間と労力を無駄に費やしてしまう

ＢＡレセプターで，ディルドリン抵抗性がＧＡ

という不幸な事態を招いてしまうこともある。

ＢＡレセプターの変異であることが明らかにさ

このような事態を避けるためには，新殺虫剤の

れていた。果たせるかな，これらの化合物が

作用機構が不明な場合でも，最低限，既に明ら

ディルドリンと交差抵抗性を持つことが判明し

かにされている作用点の低感受性による抵抗性

た。害虫の世界はディルドリン抵抗性の遺伝子

系統での検定は行うべきであろう。この点に関

が現在でも高頻度で残っている。昨年，ディル

してイエバエは抵抗性の機構毎に系統を確立す

ドリン抵抗性の系統を作ろうと第３夢の島産の

ることが容易であるので実験動物としての有用

イエバエ雌を50 μg のディルドリンで処理した

性は高いものと思われる。

ところ200頭中32頭が生き残った。このように

代謝依存の抵抗性に関しては哺乳動物での代謝

ディルドリン抵抗性遺伝子が高頻度で残ってい

試験から得られた代謝経路を参考にして，代謝の

るところでディルドリンに交差抵抗性を持つ新殺

各段階に関与する酵素を推定し，類似の酵素が抵

虫剤を開発するのはリスクが非常に大きく，この

抗性の機構として働いている場合がないかを文献

系列の化合物の開発を断念するところも現れた。

的に調査することによってある程度の予測は可能

折角有力な標的だと考えられたＧＡＢＡレセプ

であろう。

ターもディルドリン抵抗性のために現在のところ
イエバエ防除の展望

新たな標的にはならなくなってしまった。

イエバエにおける殺虫剤抵抗性に関して，先駆
的かつ実証的な研究を進めたデンマークの
Keiding博士のグループが実験室と家畜舎の双方
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でＩＧＲ剤のジフルベンズロンとシロマジンに対

性の生け贄にしてしまったのではないかという

する抵抗性発達のリスクアセスメントを行ってい

点も反省する必要があるように思われる。

る。実験室での淘汰では第１表の結果と同様に抵

現在，イエバエ防除に関しては新殺虫剤の登場

抗性の発達は両薬剤に対して著しく速い。このよ

がひと休みしているが，農業害虫防除の殺虫剤に

うな速い抵抗性の発達は飼料に薬剤を添加すると

ついては開発途上の新規化合物が目白押しと言え

いうような防除法をとった場合に見られる飼料に

ないにしてもかなりの数の有力な化合物が開発中

薬剤を添加し，薬剤を家畜の排泄物全体にしかも

である。イエバエ防除の殺虫剤も近い将来いろい

均一にゆきわたらせる場合は実験室の淘汰と同様

ろな化合物が登場してくるのは疑いがないと期待

急速な抵抗性の発達が観察された。飼料に殺虫剤

している。また，生物防除に関してもいくつかの

を添加するという方法はわが国では許されていな

微生物を用いてイエバエ防除の試験が行われてお

いが，静岡県の施設園芸でのイエバエのジフルベ

り，これらと殺虫剤の併用による総合防除も近い

ンズロンに対する抵抗性の発達は非常によく似た

将来実用化されるものと思われ，イエバエが難防

状況のように思える。

除害虫の地位から転落するのもそう遠い将来では

しかし，家畜舎で排泄物に両薬剤を散布した

ないものと確信している。

場合には長期間にわたり問題になるような抵抗
性の発達はみられず，２つのＩＧＲ剤に対する
抵抗性のリスクは小さいと結論している。従来
から言われていることであるが，すべてのハエ
を殺そうとして完全な防除を行うことが抵抗性
の発達を速め，その薬剤を使用不能にすること
につながっていることは確かである。不完全な
防除によって殺虫剤に接触しないハエを次代に
残してやることで抵雄の発達が著しく遅延する
ことは理論的には証明ずみのことである。１匹
のハエもいないように完全な防除を行いたいと
いうのは多分，潔癖さを好む日本人の国民性に
よるものだし，防除対象がイエバエということ
もあり，不完全な防除でハエがそこいらを飛ん
でいるという状態に我々が我慢できるかは大き
な問題である。しかし，将来登場するであろう
新殺虫剤の使用に当たってはこのようなことも
考えなくてはいけない重要なポイントかもしれ
ない。つまり，現在まであまりにも完全な防除
を追求したために，多くの有効な殺虫剤を抵抗
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大久保 輝夫
1993年における我が国の動物薬は，流通してい

後，1971年８月のニクソン・ショックにより主要

る品目数が約3,500品目（動物用医薬品：3,046品

諸国は変動相場制に移行した。同年の12月に多国

目，生物学的製剤：3 4 0 品目）販売額は，メー

間通貨調整（スミソニアン協定）が成立し，日本

カー出荷価格で1,390億円前後である。

円の基準相場は１米ドル308円となった。1973年

1993年の平均通貨は，１米ドル＝111,20円これ

２月に円は再びフロートして今日に至っている

を，米ドル換算すると，12億5,300万ドルであっ

が，基準相場は308円のままである。この，基準

て，Vivash‑Jones International Ltd.のDr.Jones

相場で換算すれば，４億5,130万ドルとなる。

が推定した世界市場（134億9，800万ドル）の9.3

私は，世界市場から見た日本の市場は，このあ

％を占め，名目的には，米国の24億2,500万ドル

たりが妥当なところと考えている。

に次ぐ世界第２位の市場を形成している。

すなわち，表１で示すように，1992年の世界全

この場合，注意しなければならない事は，我が

体と日本を含む主要国の家畜・家禽頭羽数を，

国の1 , 3 9 0 億円の市場を単純に，その年の平均

牛・馬＝１頭で１単位，豚＝５頭で１単位，羊・

レートで米ドルに換算した事である。

山羊＝10頭で１単位，鶏・家禽類＝100羽で１単

我が国は1949年（昭和24年）12月に，基準外国

位と家畜単位に換算した場合，日本の家畜単位の

為替相場を１米ドル：3 6 0 円と定めたが，その

２〜３倍も大きいフランス，ドイツよりも動物薬

表１

主要国の１家畜単位当りの動物薬販売額の比較（1 9 9 2 ）

大久保技術士事務所 技術士・獣医学博士

動薬研究

1995．５．№51

‑40‑

日本の動物薬産業への提言

の販売高が数倍も大きいといった矛盾のある事が

なっている。

お分かり頂けると思う。1993年〜1995年と，さら

動物薬についても，高賃金・高地価で生産さ

に円高が進んでいるので，この差はますます開く

れ，許認可に必要な高額な研究開発費，高額な物

ばかりである。

流費，高額な公共料金などが，製品価額に転嫁さ

動物薬は家畜・家禽以外にも使用されている薬

れるため，諸外国に比較して２〜３倍，製品に

剤（コンパニオンアニマルや水産薬など）もある

よっては数倍も高いといった製品価額体形が形成

ので，極力これらの金額を除いた販売高で表示し

されている。これが，国内の畜水産物の価額にも

た点にもご注目頂きたい。しかも，１家畜単位当

一部反映していて畜産物自体の国際競争力を失う

たりの動物薬の使用量は諸外国と大きな差が無い

といった原因にもなっている。このままの状態が

ことからして，この家畜１単位当たり年間平均動

続き，経済改革が実行されない場合には，閉鎖国

物薬の使用金額は異常に高い国内価額であって国

家として世界各国から孤立し，産業は衰退して絶

際価額には連動していない。

望的な失業増加へと我々が見通し得ないような危

国内価額が異常に高くなった理由としては，我

機的な事態に陥る可能性を秘めている。こうした

が国は島国なるがゆえに，現在のように急激な円

危機を回避して2 1 世紀に活路を開けるか否か，

高（１米ドル：100円前後）が進んでも，さほど

我々は今まさに岐路に立っていると云っても過言

諸外国の影響を受けることなく，サラリーマンの

ではない。

給与を初め諸物価を形成する価額設定のシステム

このような状況のなかで，数年前から，ようや

そのものが旧態依然として改善されないままに

く，規制緩和・内外価額差の是正・価額破壊・産

なっているからである。

業の空洞化といった言葉が，毎日のように新聞紙

ドイツでは，マルクが対米ドルに対して上昇

上を賑わすようになってきた。

すれば，オランダ，ベルギー，フランス，スイ

動物薬市場でも，このような，規制緩和・内外

ス，オーストリア，チェコスロバキア，ポーラ

価額差の是正・産業の空洞化といった問題を抱え

ンド，デンマークといった国々と隣接している

ているし，近い将来には，これが大きな流れとな

ので賃金や物価にも直ちに連動するために賃下

ることも予想されるところである。

げも行われると聞いているが，日本の場合は島

まず，動物薬事の規制緩和については，農林水

国といった特権で相も変わらずの賃上げが進め

産省畜産局の青沼衛生課長が年頭の挨拶で述べて

られてきて，いまでは世界一の高賃金国となっ

いるように「緊急経済対策」「今後における行政

ている。

改革の推進方策」に従って，1994年４月には，動

経済協力開発機構（ＯＥＣＤ）によれば，日本

物用医薬品製造（輸入販売）業許可の有効期間の

の1993年の国民１人当たりの名目国内総生産（Ｇ

延長（３年から５年へ），委受託製造の受託側の

ＤＰ）は，３万3,764ドル，スイスを抜いて初め

承認及び定型的な製造工程の品目ごとの許可の廃

て世界１になった。しかし，相変わらず物価は高

止，品質確保のための基準が定められている製造

く円高によって，ドル表示の指標が膨らんだまま

専用原薬（５種類）の承認廃止等の規制緩和措置

で豊かさは実現出来ないといった皮肉な数字と

が講じられてきた。
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さらに，1994年７月に策定された「今後におけ

表２

動物の疾病による肉・牛乳・卵の推定損失

る規制緩和の推進等について」への対応として
は，動物用医薬品製造（輸入）承認に当たって，
外国でのデータも受け入れる等についても検討す
る事になっているし，畜産物の生産コストの低減
化を目指した「動物薬事検討会」や動物用医薬品
承認手続きの国際的ハーモナイゼーションを推進
するための「動物薬事承認基準国際化対応研究
会」などが発足したので今後の展開と成果に注目
したいところである。
内外価額差の是正や動物薬産業の空洞化といっ
た内容については，世界市場と日本市場の現状を
比較・分析しながら将来への展望といった観点か
ら話を進めていきたい。
経済がグローバル化するなかでは，円高によっ
て指標が膨らんだとはいえ，あえて，年平均の通
貨換算ドル建てで表示せざるを得ない点をご容赦

したほうが経済面の損失を免れることができる

項きたい。

からである。使用される薬剤費や投薬に要する
経費と，産乳・産肉・産卵・育成や飼料効率の

動物薬の母体産業である畜産市場の現状

改善などのメリットとの比較により投薬したほ

全世界の家畜・家禽数はＦＡＯの生産統計年鑑

うが良いか否かの意志決定がなされるといった

によれば1993年は，牛：12億7,779万頭，馬：

性格のものである。すなわち，投薬により生産

6,038万頭，豚：８億7,071万頭，めん羊：11億

性が向上したら，その向上した分から薬剤費や

1,078万頭，山羊：５億9,180万頭，鶏：118億

投薬に要した労力経費などを差し引いても利益

6,800万羽，あひる：６億6,200万羽，七面鳥：２

が出るようでなければ，畜水産家には受け入れ

億4,800万羽である。

られない。

鶏の羽数がここ数年で3 0 億羽程増加している

しからば，家畜・家禽の疾病による畜産物の損

が，他の家畜はさほどの変化が見られていない。

害額が，果たして，どのくらい，あるのかを試算

動物薬の対象動物は，上記の家畜・家禽以外

した数字が，数年前の，Animal Pharmに示されて

に，犬・猫や水産養殖魚といった分野にも使用

いるので紹介しておきたい。（表２参照）

されているが，全世界では，その80％以上が経

この表では，先進国と発展途上国あわせて1億

済動物に使用されている。このため，優れた薬

5,300万トンもの損失が見込まれ，この量は，世

であっても価額が高くては通用しない。治療に

界の肉・牛乳・鶏卵の総生産量６億6,500万トン

大変な経費をかけるぐらいならば，動物を処分

（1992年）の23％にもあたり，先進国での損失率
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表３

日本の動物用医薬品市場( 1 9 9 3 )

は，17.5％にまで減少しているが，発展途上国で

その牛肉の輸入量は，すでに国内生産量をはる

はその２倍にあたる35％にまで上ることが示され

かに上回り，豚肉や鶏肉も需要量全体の20〜30％

ている。

近くが輸入されているのが現状である。世界中で

この数値を日本の畜産市場にあてはめた場合に

畜産物の安全性は厳しく追及されているので，国

は，1992年の肉・牛乳・鶏卵の総生産量は併せて

内産の畜産物は安全性が高いとか，国内産は新鮮

1,430万トン，先進国の損失率の17.50％を単純に

とか言った神話は崩れて，我が国には，酪農の生

掛け合わせただけでも，250万トンもの損失が見

乳分野と鶏卵分野の一部が辛うじて存続すると

込まれることになる。

いった，日本の畜産にとっては壊滅的な打撃を受

すなわち，畜産総産出額３兆1 , 0 0 0 億円のう

ける事になる。

ち，毎年，約5,400億円もの損失を受けているこ

世界と日本の動物薬市場

とになる。
この，莫大な損失をいかに軽減するかといった

世界の動物薬の総額は，英国の，V i v a s h ‑

面での動物薬の役割は大変に大きく，今後，益々

Jones International Ltd.や，Wood Mackenjie

その重要性が増すものと考えている。

Co.さらには，米国のF/Eberstads Co.など多く

しかし，我が国の畜産市場は，これらの家畜・

のコンサルタント会社からの報告がある。今回

家禽に使用される生産材としての飼料や動物薬の

は，Vivash‑Jones InternationalのDr.Jonesか

価額がいつまでも高い状態であれば，畜産物自体

らの協力が得られたので，この数値を使わせて

が国際競争力を失って，その殆どを輸入に頼らざ

頂いた。Dr.Jonesの調査によれば，1980年代に

るを得ない事にもなりかねない。

於ける世界全体の動物薬市場は，暦年10％台の
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表４

世界と日本のＡ. Ｈ. Ｐ. 市場

成長を遂げていたが，1990年代以降になると，

どまっている。1992年は，129億7,900万ドル，

その成長は鈍化し，ここ数年は３〜４％台にと

1 9 9 3 年は４％の成長で，1 3 4億9 , 8 0 0 万ドルと
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なっている。

機能を高めるような免疫強化剤の応用といった方

日本の市場は，暦年に発行される製薬メーカー

向への舵取りが必要である。

から農水省に提出された年報を集計した，社団法

人体用医薬品でも，一時期，薬効別生産金額の

人日本動物薬事協会発行の「動物用医薬品，医薬

売上でトップの座を占めていた抗生物質・抗菌性

部外品，生産（輸入）販売高年報」（表３参照）

薬剤が，ＭＲＳＡ（メチシリン・セフェム耐性黄

とクレコンリサーチ＆コンサルティングＫＫが製

色ブドウ球菌）といった多剤耐性菌の出現や多く

造元別・品目別に調査した飼料添加物の販売額，

の抗生物質や抗菌剤の宿命ともいうような生体内

並びに，私自身が推定した自家配合飼料に添加さ

の免疫能を低下させるといったマイナス面が明ら

れている飼料添加物（アミノ酸・ビタミン・酸素

かになってきてから，1992年には，１）循環器官

など）や特用飼料として使用されているプロバイ

用薬：15.1％.２）中枢神経系用薬：9.7％.３）

オテックス（生菌剤）等を集計して算出した数値

その他の代謝性医薬品：9.1％.４）消化器官用

の合計である。

薬：9.1％.５）抗生物質・抗菌剤：7.9％.６）外

日本の市場は，1991年を頂点にして，牛肉の輸

皮用薬：5.7％.７）生物学的製剤：5.0％.８）ビ

入自由化などの影響もあって漸次減少の一途をた

タミン剤：4.2％.９）その他：34.2％と第５位に

どっており，表４に示すように，1 9 9 3 年は，

まで使用量が減少していることからも，人間と飼

1 , 3 9 0億円（1 9 9 3 年平均通貨換算，１ＵＳ＄＝

育されている家畜や家禽とは異なるとはいえ，

111.20円）米ドル換算をすれば，12億5,300万ドル

もっと，病気の予防に必要な環境衛生作りと生体

となる。1992年の11億1,100万ドルと比較すれ

の防衛能力を高めるような薬剤の応用と開発が進

ば，11.3％もの伸びとなっているが，これも，円

められるべきであろう。

高のなせるわざであって国内価額では1.0％程度

動物薬の内外価額差の是正と産業空洞化回避への道

の低下となっている。
生物学的製剤と飼料添加物を除いた動物用医薬

前述したごとく，１家畜単位当たりの動物薬の

品の薬効別の内訳では，世界市場に占める抗菌性

価額が，製品によっては，欧米先進国の数倍と

物質の割合が33.2％に比較して日本市場は52.4％

いった内外価額差の是正は，動物薬自体のみで解

と高く，逆に，内部寄生虫薬が牛等の飼育環境の

決できる程，単純なものではない。

せいなのか，世界市場では23.0％と比較的高いウ

経済協力開発機構（ＯＥＣＤ）が本年の１月24

エイトを占めている薬剤が，日本では，8.1％と

日に発表したところによると，1993年の日本の物

低いのが大きな特徴となっている。

価水準は，加盟24か国中で最も高く，加盟国平均

畜産物の安全性を高め，清浄化を図るために

の物価水準を100とした場合，日本は146となって

は，抗菌性物質を必要最小限に押さえる一方で，

おり，２番目に高いスイス（128）や３位のデン

外部から侵入してくる病原微生物や寄生虫を未然

マーク（120）などを大きく引き離している。ま

に防止するための環境衛生面の整備に重点を置く

たこれを基に計算した円の購買力平価は，１米ド

一方，たとえ病原微生物の侵入があっても病気に

ル＝183円（1993年の平均レートは111.2円）とな

はならないように栄養面による体力作りと免疫の

り，購買力からみると円の実力は過大評価されて
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表５

1 9 9 0 年代の我が国動物用医薬品の動向

いる事になる。主要国の物価水準を比較すると，

られ，このうちの約1 0 万トンが味の素グループ

日本の146に対して，米国が89，ドイツが113，英

（海外の４か国）で占められていて，来年は中

国が85，フランスが103などとなっている。この

国・四川省にも進出することが企画されている。

場合は，加盟24か国の約3,000の商品・サービス

このように多くの企業が日本での生産を打ち切

の価額調査によるものであって，動物薬の場合

り，海外への転出を図って国内産業の空洞化が起

は，製品によって価額差はあるが，平均すると，

きつつあり，なおこれが加速されようとしてい

これよりも，はるかに高い水準にある事は間違い

る。少なくとも，2005年までには，過去に英米で

ないようである。

実施されたプライスキャップ（価額上限）規制に

世界一の高賃金，物流費や公共料金，エネル

まで踏み込まざるを得ないかも知れないが，思い

ギー料金，販売経費が軒並み高い水準の中で，動

きった内外価額差を半減するような中期計画設定

物薬の価額も連動しているからである。

と実行が要望されるところである。

思いきった規制の撤廃・緩和が，市場メカニズ
ムを働かせ企業の競争を促進して新しい事業創出

動物用医薬品の将来は，
１）動物用医薬品の輸入が拡大して，企業の経営

の環境を整備するように実施されなければならな

力格差が顕在化してくるだろう。

い。さらに，規制緩和によって内外価額差縮小・
物価の低下を促進させて，国民生活の豊かさの実

表５に示した「1990年代の我が国の動物用医薬

現，国内生産要素の高コスト構造の是正を図るこ

品の動向」にみられるように，国内の製造医薬品

とが急務であろう。

がこの３年間に13％も漸次縮小し，逆に輸入医薬

本年の１月27日の日本経済新聞の記事に，飼料

品が3 4 ％も増加している。今までは，僅かでは

用アミノ酸「リジン」を生産している味の素が国

あったが，将来，この傾向は更に拡大していくだ

内生産に見切りをつけて，コストの安い海外での

ろう。

生産に移管することが述べられている。

この場合，適正利潤を上乗せした程度の国際

リジンの市場規模は世界全体で約25万トンと見
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表６

世界の動物薬上位1 0 品目の販売高( 1 9 9 3 )

いつまでも，高い国内価額を続けていけば，母

本の割高な価額体系に下方圧力を加える。海外製

体産業を壊滅させ，自らが活動する動物薬市場

品を調達している企業には輸入拡大はプラスに働

をも崩壊させることにもなりかねないからであ

くが，一方，輸入と競合する国内企業は収益減退

る。

や市場喪失といったマイナスに見舞われるので，

外資系の動物薬メーカーも，従来からの日本

これからの企業間各差は，より大きく顕在化して

のメーカーを通して製品を流すといった輸入販

くることだろう。

売形式から動物薬の卸への直接販売といった形

２）動物薬産業の空洞化を防ぐ，最高の手段は，

式へと戦略を転換するメーカーも増加してくる

全世界に通用するような有用性の高い製品の

だろう。

研究・開発が鍵となる。

例えば，10億円の動物用医薬品を導入しても，

この，研究開発費の投資では，米国動物薬事協

日本のメーカーを経由して卸に販売される段階

会（ＡＨＩ）の会員各社が1991年に，４億1,080

で，これが30億円にも膨れ上がるという実例があ

万ドル（販売額の18.5％）を支出したことが報じ

るからである。

られ，ヨーロッパ動物薬連盟（ＦＥＤＥＳＡ）で

海外からの低価額製品の日本への大量輸入は日

も，販売額の５〜15％の研究開発費を投じている
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といった報告がある。

最近は，欧州で企業の合併・買収（Ｍ＆Ａ）が

動物用医薬品の新製品の研究開発を進めるため

再び活発化しているし，米国企業はＭ＆Ａによる

には，着想から承認までに８年程の期間と１億〜

体質強化にいち早く取り組んでいる

1.5億ドルの費用が必要とも云われている。新製

1994年は，米国のファイザー社が英国のスミス

品の創出が無ければ，単なる販売代理店ならば，

クライン・ビーチャムの動物薬部門を14億5,000

いざしらず，製薬メーカーとしては生き残れな

万ドルで買収した。

い。我が国の動物薬企業でオリジナリティがあっ

買収によってファイザーの動物薬部門は，年商

て，世界的にも通用するような新製品を積極的に

12億ドル規模に拡大して，世界の動物薬メーカー

研究開発しているといったところは，誠に数少な

のトップに踊り出た。

いのが実情である。

この狙いは，ワクチンやペット用の医薬品な

我が国の人体用医薬品メーカー88社が1991年に

どの製品と，研究開発体制を強化すると同時

支出した研究開発費の総額は，6,166億円（売上

に，世界規模での販売体制を強固にする基本政

高に占める比率：11％）人体用医薬品の総売り上

策に基ずいたものである。日本の動物薬メー

げ額が，1992年に５兆5,742億円と動物薬市場の

カーも，世界戦略といったような思いきったＭ

40倍以上もの市場規模の違いがあるので出来たこ

＆Ａを考えて実行しない限り，21世紀には生き

とかも知れないが，動物薬メーカーにも今一層の

残れないものと思う。今後は益々国内外の製薬

奮起を望みたい。

メーカーとの相互乗り入れが盛んになり競争が

まず，別表６をご覧になって頂きたい。

激化するからである。

Dr.Jonesから提供して頂いた世界の動物薬上位

一方，隣国の中国政府は，12億の国民を抱えて，

10品目の販売額（1993年）である。このうち，

思いきった蛋白食品の増産政策をとっている。

トップのIvermectin（年間：５億6,200万ドルの売

現在の家畜・家禽頭羽数は，牛・水牛：１億

り上げ）と７位のSalinomycin（年間：１億7,500

頭，馬・らば・ろば：2,500万頭，豚：４億頭，

万ドルの売り上げ）の２品目は，我が国の研究者

羊・山羊：２億頭，鶏・あひる：2 7 億羽である

によって発掘されて世界市場で日の目を見た商品

が，国を挙げての飼料の増産と畜産振興が進めら

である。さらに，人体用医薬品分野の研究内容

れていて，これに伴う動物用医薬品と飼料添加物

と，うまく噛み合わせていけば，これが，新しい

の需要が急速に高まっている。すでに，中国の試

発見と有望な商品開発の源泉となるに違いないか

験研究機関では，モネンシンや動物薬として広く

らである。

使用されている抗生物質の開発が急ピッチに進め

動物薬の新製品開発の芽を育てる人と環境は確

られている。

かに存在しているので，この研究・開発分野に思

政府直営農場や合弁企業傘下の農場では輸入動

いきった投資が出来るかどうかが企業の命運を左

物薬などとともに，これら国産の製剤の使用も始

右することになるだろう。

まっている。中国大陸市場は農業近代化に向けて

３）動物薬関連企業は，合併・買収（Ｍ＆Ａ）を積

出発したばかりで発展段階とはいえ豊漁市場であ

極的に進めて体質の強化を図る必要がある。
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ることには間違いない。
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現時点の投資には，法規面，会計面，外貨の取

このように流動している動物薬市場にあって，

り扱いなどについて，多くのリスクを伴うが技術

動物薬卸にも大きな構造変化が訪れることだろ

協力，合弁・吸収（Ｍ＆Ａ），出先機関の設立と

う。

いった方向での参入の機会も増加してくることだ

日本の畜産農家が激減して，数少ない企業畜産
家に集約され，顧客数がどんどん減少していく市

ろう。
ドイツのバイエル社は，すでに，中国の上海で

場の中で，未だに，200社近い卸が存在している
といった矛盾があるからである。

製造販売拠点を合弁形式で設立した。
さらに，日本国内では昨年の初めに三菱化成

異常に高くなった国内価額であるが故に小規模

がフランスのローヌ・プーラングループと提携

な卸でも経営が可能であり，逆に，このことが，

した。ローヌ・メリュー社が日本で全額出資し

異常な程，国内価額を高くしている原因の１つに

ている子会社ヒラキシン研究所に資本参加し

もなっている。

て，1993年の動物薬の売り上げ世界第２位（推

私は，これからの厳しい競争社会の中では，製

定・９億4,500万ドル）のローヌ・プーランが世

薬メーカーの卸への資本参加も含め，卸の合併・

界で展開している動物薬を日本で独占的に販売

吸収（Ｍ＆Ａ）が活発化して，多くても30〜50社

していくといった動きである。三菱化成はこれ

程度にならざるを得ないのではないかと思う。

まで生物化学品事業として農薬やチバ・ガイ

この程度の卸数でも十分な機能が発揮できるか

ギーの動物薬などを輸入販売してきたが，この

らである。

提携によって鶏用のワクチン分野にも進出する

人体用医薬品では，建値制導入や薬価基準引き

動きを見せている。

下げを機に，業界は戦国時代に突入した。スケー

また，大手商社の三井物産が動物薬の主力販売

ルメリット追及による広域化の波は地方の中小卸

会社５社と共同で新会社を作り，飼料添加物市場

にまで押し寄せて，系列を越えた合併も盛んにな

の開拓に乗り出した。三井物産は，既に米国のベ

り1978年に600社を越えていた卸は，1994年には

ンチャー企業のオルテック社の製品を日本で独占

313社と約１/２にまで減少している。

的に販売しているが，この販売網を強固なものに

このような状況が出来上がってこそ，メーカー

するためと，海外からの新製品導入に力を入れる

と卸間の対等な取り引きと公正かつ自由な競争が

ことでの参入である。

実現できるものと考えている。
４）ペット関連市場は薔薇色

本年の４月４日に設立した新会社は「物産バイ
オテック」。資本金は１億円で75％を三井物産が

ペット用医薬品・栄養製品市場は，東西冷戦の

出資して，残りの25％を動物薬の販売会社がそれ

終結による平和な時代が到来して，犬や猫といっ

ぞれ５％ずつを出資するといった内容である。こ

たコンパニオン・アニマルが増加するにつれて，

こ当分は天然の飼料添加物分野に限られた動きで

今後10年間に大きな成長が予測される数少ない分

はあるが，内外価格差の大きい動物薬市場に大手

野の１つである。

商社が本格的に参入して，企業間競争は更に激し

犬・猫の頭数も，アメリカペット製品製造業者

さを増すことになろう。

協会の1992年度報告によると，米国には5,320万
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頭の犬及び6,200万頭の猫を含む約２億5,600万頭

に，ペット用医薬品では，

のペットが存在し，ヨーロッパペットフード産業

１）ペット専用の広範囲抗生物質または抗菌剤

連合（ＦＥＤＩＡＦ）は，ＥＣ域内の総ペット数

（廉価でかつ有効性と有用性の高い製品）。２）

を１億6,800万頭と概算している。

ペットの各種疾病のワクチンと診断薬。３）１年

我が国のペット数は，1993年に登録された犬は

間に１〜２回の投与で発情が押えられる薬剤。

412万頭であるが実際の頭数はこの２倍と概算さ

４）脱臭剤で優れた製品。５）殺虫剤，駆除剤で

れ，猫は約700万頭と推定されている。

既販の製品より廉価で効力と安全性に優れた製

ペットフードも，Frost ＆ Sullivanの報告

剤。６）各種疾病の免疫賦活剤。

「ヨーロッパのペットフードおよびペット用医薬

などの製品の上市が望まれるところである。

品市場」によると，1996年のヨーロッパのペット

おわりに

フードの総額は，116億8,000万ドルに達すると予
測し，

Packaged Facts Pet Food Industry は

日本の動物薬産業への提案といった内容から，

米国のペットフード市場を1992年に90億ドルと予

一転して，その母体産業の畜産市場や食糧全体へ

測している。

と大きく飛躍した話題となるが，農水省が本年の

日本の市場も，1993年には見積もり年間販売高

１月26日に発表した1993年度の食糧需給表による

で30億ドルを越えており，一定の疾病を予防し，

と，国民が摂取する総カロリー（熱量）に占める

病気を管理する処方食とともに今後益々拡大する

国内産の食物の比率を示した食糧自給率（カロ

市場である。

リーベース）は37％となり，92年度の46％から大

一方，ペット用医薬品の市場は，日本の場合製

幅に落ち込んだ。冷夏による凶作でコメを大量に

品数が少なく，各種疾病の治療薬には人体用の医

緊急輸入したことが原因で，調査を始めた60年以

薬品が使用されているケースが多い。人体用医薬

降で最低の水準になった。

品は，犬や猫での安全性がテストされていない製

この結果，食用と飼料用を合わせた「穀物自給

品もあってペットに副作用を生じたといった報告

率」は29％から22％に低下して先進国中で最も低

が散見されている事も事実である。

い水準となっている。

米国では，10年も前にＦＤＡで承認になってい

農業は国民の生命を守る基本的な手段であっ

る犬の薬剤は487品目，猫の薬剤は215品目もある

て，経済のみでは論じられない。あらゆる資源が

が，我が国では両者合わせても200品目前後と少

枯渇している日本にあって，唯一，生命の根源で

なく大変に遅れている市場である。このため，海

ある食料だけは，その自給率を80％近くには保ち

外に出かける獣医師が現地で大量にペット用医薬

たいものである。

品を買いつけるといった情けないような状況が生

21世紀の初頭には，世界の人口が60億を越える

じている。

ことが確実視されている中で，穀物貿易量の60％

欧米諸国では，ペット用医薬品の研究・開発に

を占める米国で，表土の流出や化学肥料の多用に

数多くの大学の研究機関が関与していることから

よる地力の低下，地下水脈の枯れといった問題が

して，我が国でも見習うべき課題であろう。特

深刻化し，加えて，異常気象による収穫量の減少
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といった問題や，世界人口の１/５以上を占める12

かといった対策が盛り込められた 非常時食糧供

億の人口を抱えている中国で畜産物の需要が急拡

給法 などを参考にして，我が国の農業の有り方

大しているといった大きな流れを堰き止めること

と国民の生命を守る食糧の確保を今後どのように

が出来ないからである。

進めていくのか，確固とした政策を早く国民の前

こうした中で，動物薬の母体産業である畜産の

に示して欲しいものである。

振興政策は，大変に重要な課題である。家畜・家

限りのある資源，食糧が兵器になるような時代

禽の堆肥を土に返すことによって，化学肥料の多

を予測してか，米国のルーズベルト元大統領が

用で疲弊した地力を回復させることができるし，

「砂嵐：ダスト・ボウル」の最中に国民に呼びか

家畜・家禽といった食糧を生かしたまま保存出来

けた「土を滅ぼす国家は，国家自身を滅ぼす」と

るといった食糧備蓄効果としても最適な方法だか

いった言葉が，今なお，耳に残っている。

らである。

農業分野での大胆な規制緩和を進めることに

この方法は1988年度に穀物自給率が28％と最低

よって，企業のアグリビジネス事業への参入を助

となったオランダがとった国策でもあり，これが

長させ，コスト面でも活用が十分に出来るような

大変に成功しているからである。国民の食品に対

海水の淡水化技術，砂漠地帯でも収穫出来る食料

する嗜好性にも大きな変化が起きて，欧米化が進

用・飼料用植物の開発，太陽エネルギーがより効

み，畜産物の需要が増加の一途をたどっている。

率的に活用出来る技術，世界銀行の関連機関であ

よって，動物薬の母体産業である畜産にかかるウ

る「国際農業研究諮問グループ」が今回開発した

エイトは益々高まるばかりである。

単位面積当たりで25％の増収が可能なイネの新品

阪神大震災といった未曾有の大災害に見舞われ

種「スーパーライス」の活用，バイオテクノロ

て，非常時立法の必要性が問われている現在，

ジーを積極的に取り入れた農業といったような，

150年以上も前から

の立場を貫き，世界

世界規模での食料生産革命を起こし，この農業を

大戦の戦火からも国を守り通したスウェーデンに

知識集約産業として育成しなければならない重要

おける食糧の備蓄に携わる経済防衛局とか，オラ

な時が到来している。

中立

ンダの国民が生きるための食糧をいかに確保する
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