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食品衛生に対する積極的な推進とその啓蒙な

どにより食中毒はやや減少傾向ではあるが，食

生活の多様化，食品の国際流通の拡大，集団給

食，外食産業の著しい発展など食生活の変化あ

るいは食中毒の感染源として重要な畜産動物の

個際的な流通により新しい問題が提起されてき

た。特に1985年頃から米国，英国やヨーロッパ

諸外国において鶏卵を原因とするSalmonella

Enteritidis食中毒が激増し，本中毒が大きな社

会問題となり，ＷＨＯは鶏卵によるサルモネラ

食中毒の撲滅を宣言した。

わが国では欧米の趨勢にやや遅れ，1989年から

諸外国と同様に鶏卵が原因と推定される

S.Enteritidis食中毒が多発してきた。今や鶏卵に
しょうけつ

よるサルモネラ食中毒は世界的な規模で猖獗をき

わめている。ここではわが国におけるサルモネラ

食中毒の現況について解説し，鶏卵とサルモネラ

との関連性を明確にするとともに養鶏場における

サルモネラ制御の重要性を述べる。

厚生省に届けられる食中毒は1985年以前では年

間約1,100件であったが，1986年では899件，1992

年が557件とやや減少の傾向を示した。ただし，

1994年ではやや増加し，830件の発生がみられた

（図１）。患者数においては従来と同様30,000名

から40,000名であり，大規模な発生が多いことが

うかがえる。化学物質による食中毒は著しく減少

し，全体のO.6％に過ぎない。フグ毒，貝毒や毒

茸など自然毒による食中毒は余暇の有用利用から

ハイキングや釣り人口など自然愛好者の増加によ

り，一時減少の傾向があったが，最近ではやや増

加してきている。家畜や河川，海洋など環境中の

病原微生物を制御することが極めて困難で，これ

らの病原細菌による食中毒の発生率は高く，全体

の75％を占めている。

発生例が多い細菌性食中毒についてその病因物

質別の発生推移を図２に示した。主に魚介類を原

因食品とする腸炎ビブリオ食中毒は発生数や患者

数が最も多く，従来と同様に現在においても最も

サルモネラ食中毒の発生動向とニワトリ

まえがき １.細菌性食中毒の発生状況
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図１　わが国における細菌性，化学物質および自然毒による食中毒発生件数の年次別推移
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重視すべき食中毒である。食品業者や行政サイ

ドによる食中毒防止対策の推進により，仕出し

弁当やおにぎりなどを原因食品としたブドウ球

菌食中毒は19 8 5年頃から暫時減少の傾向を示

し，1989年以降，サルモネラ食中毒の発生数よ

り低くなってきた。サルモネラ食中毒は1989年

以降従来の約２倍ないし３倍に増加しているこ

とは最近の食中毒の特徴である。カンピロバク

ター食中毒は30～40例の発生があったが，ここ

数年減少傾向である。しかし，感染源として重

要な鶏肉のカンピロバクター汚染率の減少傾向

もないことから，本食中毒の今後の推移につい

ては注目しなければならない。

発生件数と血清型：わが国に発生するサルモネ

ラ食中毒は1975年から1981年にかけて増加の傾向

を示したが，1982年頃からは減少し，年間約70例

の発生となった。しかし，1989年では急激な増加

で，146例，患者数6,750名，1990年でも129例の発

生をみている。原因となったサルモネラの血清型

は従来ではS.Typhimuriumが主体であったが，1989

年からは世界的に増加しているS.Enteritidis（Ｓ

Ｅ）が最も多い（図３）。一般にサルモネラ食中

毒は６月頃から増加し，８月，９月にピークが認

められるが，ＳＥ食中毒も各年とも８月，９月に

多発している。

東京都で発生したサルモネラ食中毒の場合でも

1989年に突如としてＳＥが16事例認められ，その

後においてもＳＥ食中毒は毎年最も高い（表

１）。以前発生例の高かったS.Typhimuriumは年間

数例に過ぎない。

全国の地方衛生研究所や保健所から報告された

病原体検出情報によると，患者数10名以上のサル

モネラ食中毒のなかで，ＳＥの占める割合は1991

年が29％（36件），1992年が79％（57件），1993

年が54％（41件），1994年が68.8％（86件），

1995年（１～11月）が61.4％（56件）となってお

り，最近では６～７割にも及んでいる（表２）。

また，患者数が100名以上の大規模な発生例も認

められている。

ＳＥのファージ型：ＳＥをさらに詳細に分類す

るためにファージ型やプラスミドプロファイルに

より型別し，流行例の感染源や感染経路の解析に

応用されている。ＳＥのファージ型は地域あるい

は年代により流行菌株のパターンに特徴が認めら

れている。英国で流行しているＳＥのファ一ジ型

２.S.Enteritidis食中毒の発生

図２　わが国における細菌性食中毒の年次別発生状況
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サルモネラ食中毒の発生動向とニワトリ

表１　東京都に発生したサルモネラ集団食中毒由来株の血清型

図３　わが国におけるサルモネラ食中毒の年次別発生状況
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は４型が最も多く，ついで８型，６型，11型，１

型などがみられる。米国では４型が少なく，８型

が主要ファージ型であり，ついで13型，14型など

である。カナダの成績も米国に類似し，８型が中

心で，13型などが認められる。ハンガリーなどの

東欧では１型が高い。

わが国の場合，年次別にファージ型をみると，

大きな変動があり，1988年以前では８型（60.6

％）が主流であったが，1989年には突如として34

型（63％）が出現し，1990年，1991年には，34型

が35.5％，33.5％とみられる。８型は1991年では

3.5％に減少しているし，1993年でも2.1％に過ぎ

ない。これに反して英国など欧州で流行している

４型は増加の傾向を示し，1989年が全体の13％で

あったものが，1991年では47.4％，1993年度は

32.9％になってきた。また，１型も増加のみられ

てきたファージ型で，1992年では31.8％，1993年

では45.7％である１）。すなわち，ＳＥの流行菌型

が暫時変化しており，英国など欧州で認められる

型に類似してきている（表３）。

サルモネラが家畜や家禽に広く分布することか

ら従来からサルモネラ食中毒の原因食品は食肉や

酪農製品あるいは魚介類が多く認められていた。

また，鶏卵や玉子焼など卵加工品によるサルモネ

ラ食中毒事例も時々発生しており，鶏卵はサルモ

ネラの汚染源として従来から指摘された食品で

あった。

1989年に東京都で発生したＳＥによる事例で

は，トロロ，ババロア，マヨネーズ，玉子焼，ポ

テトサラダなど鶏卵に関連した食品が原因となっ

３.ＳＥ食中毒の原因食品

表２　患者数10名以上のS.Enteritidis食中毒の発生状況

表３　S.Enteritidis食中毒474事例由来株の
　　　主なファージ型
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た。それ以降においても表４に示すごとくＳＥ食

中毒の原因食品は大部分が卵やその関連食品であ

るといえる。生卵料理（マヨネーズ，洋菓子，卵

納豆など），加熱卵料理（卵焼，ババロア，錦糸

卵，だし巻きなど）あるいは調理食品に卵が利用

されていた食品（魚の加熱食品，サンドイッチ，

サラダなど）が多い。

著者らはＳＥ食中毒については前記のファージ

型以外に，分離株については薬剤耐性やプラスミ

ドタイプを検討し，疫学解析に応用している。表

５に示すごとく分離されるＳＥはStreptomycin

（ＳＭ）単剤，あるいはＳＭとTetracycline（Ｔ

Ｃ），Kanamycin（ＫＭ），Ampicillin（ＡＢＰ

Ｃ）との多剤耐性株が認められる。プラスミドタ

イプでは同一のファージ型であっても各種の型に

細分類できる。食中毒事例由来のＳＥと鶏卵や養

鶏場から検出されたＳＥをこれらの疫学マーカー

で比較した。ファージ型１，ＳＭとＴＣ耐性，プ

ラスミドタイプＡは食中毒事例と鶏卯や養鶏場か

らも検出されている。またファージ型４，ＳＭ耐

性，プラスミドタイプＡは食中毒事例と鶏卵から

も多数分離されている。すなわち，食中毒由来の

ＳＥと卵，鶏，養鶏場などから検出されるＳＥは

これらの疫学マーカーにより同一であることが明

らかにできた。わが国のＳＥ食中毒も諸外国と同

様に鶏→卵→卵製品・その他の食品→ヒトヘの感

染経路が解明できた。

１）鶏卵のサルモネラ汚染経路

卵殻表面から内部への侵入：卵殻表面は産卵時

に総排泄腔からふん便由来の各種の細菌で汚染され

る。一般に緑膿菌，Micrococcus，Alcaligenes，

Fravobacterium，Bacillusあるいは各種の腸内細

サルモネラ食中毒の発生動向とニワトリ

４.鶏卵のサルモネラ汚染

表４　S.Enteritidis食中毒101事例の原因食品
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菌や酵母，カビなどの汚染がある。卵殻に付着

している細菌は表面が乾燥しているので徐々に

死滅していく。常在細菌が卵殻から内部に侵入

することはまれであるし，卵内に侵入しても卵

白に含まれるリゾチームなどの殺菌物質により

菌が死滅をする。ただし，病原菌であるサルモ

ネラは卵内に侵入することがこれまでの多くの

実験から証明されている。卵殻から卵内へのサ

ルモネラの侵入は環境の湿度，温度，冷蔵庫か

らの出し入れ時に生じる凝結水，洗卵方法など

の影響を受ける。病原菌が卵殻を通過して卵内

に侵入することから，殻に付着した病原菌や雑

菌を洗卵によってきれいにすることは大切なこ

とである。

卵形成時の内部汚染：これまでの常識では卵殻

表面のサルモネラが卵内部に侵入するので，卵

殻を洗浄することが薦められていた。しかし，

現在話題となっているＳＥは，消毒薬で洗卵し

たきれいな卵の内部（卵黄や卵白）からも証明

されており，卵形成の段階ですでに卵内部にサ

ルモネラが侵入していることが考えられたし，

事実，鶏にサルモネラを経口感染させた実験か

表５　食中毒事例由来株と鶏や関連材料由来株のファージ型，薬剤耐性，プラスミドタイプの比較
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らも明らかにされた。ＳＥ感染鶏は卵巣や卵管に

本菌が定着しており，卵形成時にサルモネラ汚染

を起こす。

２）鶏卵と卵液のサルモネラ汚染状況

鶏卵：鶏卵のサルモネラ汚染は以前から注目さ

れていたが，その汚染実態についてはそれほど高

いものでない。最近の成績でもサルモネラによる

汚染卵はO. 1％以下であると思われる。（例え

ば，著者らの都内に流通している鶏卵の調査では

卵殻1,470件中２件，卵内部１件からサルモネラ

が検出されている（表６））。村瀬ら２）の成績で

は0.03％程度でそれほど高いものではない。小沼

ら３）の調査でも卵殻のサルモネラ汚染率は0.15

％，卵内容物が0.09％であったが，著者らと同様

にＳＥは検出されていない。よく管理された養鶏

場の卵はサルモネラ汚染がないといえる。ただ

し，ＳＥによる食中毒発生時の原因となった鶏卵

はサルモネラ汚染が高く，その汚染率は数パーセ

ントにも及ぶし，卵内部からもＳＥが証明でき

る。すなわち，国内の養鶏場へのＳＥ浸潤度は養

鶏場ごとに大きなひらきがあり，ＳＥによって高

度に汚染された一部の養鶏場の卵では本菌による

サルモネラ食中毒の発生動向とニワトリ

表６　鶏卵のサルモネラ汚染状況
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汚染が高いと言える。英国の調査でも食中毒に

関連した養鶏場の鶏卵はＳＥの汚染率が高い。

なお，著者らは卵黄中のサルモネラ移行抗体を

ＥＬＩＳＡ法によって調査したところ，市販鶏

卵の少なくとも1.4％が陽性となり，ＳＥ感染鶏

由来の卵と考えられ，ＳＥ汚染の危険性が指摘

される。

液卵：鶏卵の１個にサルモネラ汚染があった

としても液卵として使用した場合には全体を汚

染するため，鶏卵にみられるサルモネラ汚染率

より，液卵のサルモネラ汚染は高い。東京都

（宇田ら）４）の調査では未殺菌の液卵からのサ

ルモネラ陽性率は14.3％である（表７）。しか

もこの内６例はS.Enteritidisが検出されてい

る。八田ら５）の調査では109件中３件，大中ら６）

の調査では77件中13件が陽性となり，液卵のサル

モネラ汚染の高いことが指摘されている。検出さ

れたＳＥのファージ型は食中毒事例から検出され

る４型や34型が多数認められている。

元来，鶏はサルモネラ保菌が高く，サルモネラ

食中毒の感染源として注目されていたし，ＳＥも

まれに保菌していることが知られていた。この度

のＳＥ騒動により，鶏におけるＳＥ保菌調査や鶏

感染実験の報告が多数認められる。自然感染例で

はひなが本菌に感染し，下痢などを呈して死亡す

ることがあるが，成鶏では無症状である。自然感

５.養鶏およびその環境におけるＳＥ汚染

表７　液卵のサルモネラ汚染
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染例あるいは実験感染例でもＳＥは盲腸などの

腸管に保菌されるが，卵管，卵胞にも定着する

ことが指摘されている７，８）。従って卵形成時に

卵内にＳＥ汚染を起こす。現在，国内の産卵鶏

やブロイラー農場にＳＥがかなりの勢いでメ浸

潤しているものと想定される。北九州市の調査

では産卯鶏21農場の内９農場からサルモネラが

検出され，この内２農場がＳＥ汚染を受けてい

た（表８）９）。ブロイラーでは３農場中２農場

からサルモネラが証明されたが，ＳＥは陰性で

あった。産卵鶏を中心にＳＥが広がってきてい

るが，ブロイラーからもＳＥが分離されてお

り，予断を許せない現状であると言える。当

然，養鶏場の敷わら，ベルト，粉塵などがＳＥ

汚染をし，本菌の媒介となっている。特に養鶏

場内のネズミはサルモネラの媒介動物として注

目しなければならない。Henzlerら10）による米国

の調査では，ＳＥ汚染農場で捕獲したネズミから

高頻度にＳＥが検出されている。ＳＥ非汚染農場

ではネズミにおけるＳＥ保菌もほとんど認められ

ない。また，ＳＥ汚染養鶏場で捕獲したネズミは

環境由来のＳＥと同一ファージ型を示すものが多

く，農場内でのＳＥ定着にネズミが大きく関与し

ている（表９）。産卵鶏のＳＥ保菌は種鶏および

原種鶏からの垂直感染と養鶏場内の環境に由来す

るものと考えられている。また，サルモネラ汚染

飼料の影響も無視することはできないが，飼料か

らＳＥを証明することは殆どない。なお，ＳＥ感

染鶏は本菌汚染鶏卵を常時産卵するわけでもな

く，環境の温度，断餌などストレスにより汚染卵

が増加するものと考えられている。特に強制換羽

を実施することによりＳＥの排菌や汚染卵が増加

することも明らかにされている。

養鶏場やひなから検出されるＳＥのファージ型

サルモネラ食中毒の発生動向とニワトリ

表８　農場別サルモネラ検出
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は最近では１型や４型が多くなってきており，こ

れらのファージ型のＳＥが養鶏場を汚染している

ものと推察される。

ＳＥ食中毒防止は鶏卵の流通，加工，調理など

食品衛生の立場における制御と生産段階（養鶏

場）の衛生対策との両者から積極的に取り組まな

ければならない。

１）養鶏場での対策

ＳＥが卵内汚染を起こすことから，感染源であ

る養鶏場におけるサルモネラ防除対策が重視さ

れ，米国，英国など諸外国ではＳＥ汚染種鶏の排

除，環境からの感染防止，飼料からのＳＥ排除な

ど積極的な対策が推進されている。わが国におい

ても農林水産省は1993年９月10日に「採卵養鶏場

におけるサルモネラ衛生対策指針」を通達し，生

産段階からのサルモネラ対策が進められつつあ

る。その主旨は農場へのサルモネラ侵入防止，農

場の衛生対策，モニタリング衛生検査，および清

浄化対策があげられている。特にネズミなどの媒

介動物の侵入防止や駆除，清潔なヒナの導入，鶏

舎の消毒，ＳＥフリーの飼料や飲料水の確保があ

げられている。この他諸外国では弱毒生菌ワクチ

ンあるいは不活化ワクチンの接種によりＳＥ感染

の防御が試みられている。また新たな感染防御法

としてヒナに鶏由来の数種類の菌種を経口投与

し，侵入して来るＳＥの腸管定着を阻害する競合

的排除法（competitive exclusion）も開発され，

野外試験も実施されている。

２）ＧＰセンター，洗卵工場，液卵工場　卵加

工場および飲食店での対策

農場から出荷された鶏卵の衛生確保のためには

ＧＰセンター，洗卵工場，液卵工場，卵加工場お

６.ＳＥ防御対策

表９　S.Enteritidis汚染および非汚染農場の環境およびネズミからのS.Enteritidis検出
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よび飲食店においてそれぞれ徹底した対策が求め

られる。厚生省はサルモネラ食中毒の増加にかん

がみその防止のために1992年７月８日付けで「卵

及びその加工品の衛生対策について」の通達を出

し，鶏卵および液卵の衛生確保を徹底させた。さ

らに1993年９月29日に，液卵の製造についてさら

に具体的な対策を示すために「液卵製造施設等の

衛生指導要領」の通達を出した。卵，液卵および

その加工食品の微生物制御は新たな衛生管理シス

テムであるＨＡＣＣＰ監視方法を導入していかな

ければならない。

国内で猛威をふるっているＳＥ食中毒防止対策

は，鶏卵の生産段階（養鶏場）の衛生対策と，流

通，加工，調理など食品衛生の立場における制御

が一貫して具体的な実行可能な方策が必要であろ

う。特にＳＥが卵内汚染をすることから，養鶏場

におけるＳＥ防除対策が重要である。
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コマーシャル鶏群における「非宿主特異的サ

ルモネラの不顕性感染」は，ヒトサルモネラ感

染症の世界的流行（ＷＨＯ，1988）の主な原因

で，感染した種鶏，汚染された飼料の使用およ

び齧歯類，昆虫，野生の鳥やヒトにより菌が持

ち込まれて汚染された鶏の飼育環境下で引き起

こされている。養鶏場内で定着したサルモネラ

の伝染形式には，垂直および水平感染の二方法

がある。

垂直感染はサルモネラに感染している肉用種

鶏によって種卵を経由してヒナあるいは若鶏へ

もたらされる。同様に，サルモネラに感染して

いる採卵用種鶏でも種卵を介してヒナおよび，

育成鶏へ伝播し，更に成鶏が産卵した食卵を介

してヒトにまでサルモネラを伝染させることが

ある。

英国では，1988年までは非侵襲性のSalmonella

Typhimurium（ネズミチフス菌）が感染鶏による

食中毒の最も代表的な菌種であったが，ここ数年

高侵襲性のSalmonella Enteritidis ＰＴ４（腸

炎菌）が，鶏肉および鶏卵を介する最も有力なヒ

トサルモネラ食中毒の病原菌となってきた。1988

年後半，英国政府は「鶏卵恐慌」危機に対して動

き始め，感染した種鶏およびサルモネラの分離が

確認された産卵鶏の強制淘汰を法的に定めた（他

の多くの国々も同じであった）。これは家禽類へ

のサルモネラ定着の減少に役立ったが，結果とし

て生じた淘汰鶏の損失分の経済的影響および養鶏

農家への社会的影響は無視されていた（Mulder，

1991）。

鶏肉および鶏卵におけるSalmonella Enteriti-

dis ＰＴ４の感染率の突然の上昇については多く

の見解がある。調査では，この特異株の持つ高侵

襲性によるものと報告された。Hintonら（1990）

は，S.Enteritidis ＰＴ４が新しく生まれたヒナ

に感染した場合，２日齢のヒナの糞便中からは82

％，９日齢の鶏の肝臓からは52％分離されたと報

告した。これは，S.Enteritidis ＰＴ４は鶏に経

口的に摂取された後にまず腸管内で増殖，し，そ

の侵襲性の特徴から腸管壁に侵透し肝臓に移行す

ることを示唆している。さらにHintonら（1991）

の研究でも，最初の報告を追認している。

卵巣を経由する垂直感染は，鶏のS.Enteritidis

ＰＴ４に起因するヒトサルモネラ感染症の発生頻

度の上昇を招いている。しかしながら，Mulder

（1991）は，オランダおよび米国の研究グループ

が経口および静脈内投与による採卵鶏の

S.Enteritidis感染試験を実施したと述べている。

彼らは，卵殻は時に汚染されていることはある

が，両研究とも卵巣および卵管が汚染されている

にもかかわらず，S.Enteritidis陽性卵が産卵さ

れることはなかったと報告した。これらの研究の

結論は，この感染経路には大いに疑問があり，産

卵された卵の卵殻を経由した感染経路がより適当

であるとしている。卵の表面に存在する細菌は，

恐らく糞便によって感染したものと考えられる

が，卵殻を通過した後に，卵殻膜上で生存し，卵

黄にまで移行していると考えられる。これらの研

究 が 明 ら か に 意 味 す る こ と は ， も し

S.Enteritidis ＰＴ４が実際に経口的にのみ鶏に

感染，侵襲しているとしたら，抗菌剤添加飼料の

使用のような通常の予防手段で，排除が可能であ

るはずであるということである。

水平感染は，サルモネラが養鶏場で急速に広ま

るもう一つの感染経路である。大型鶏舎で多数の

鶏を飼育する近代的な養鶏形態では，舎内に定着

鶏における競合的排除法＊

緒　言

Carol A.Day＊＊
(監訳：横関　正直＊＊＊)

＊   Competitive Exclusion in Poultry
＊＊ Life-Care Products Ltd., Technical Director
＊＊＊食品・環境衛生研究所所長
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しているサルモネラによって高い確率で感染する

ことになる。水平感染はまた，孵化場においても

容易に成立し，新しく孵化したヒナに次々と感染

する。同様に，汚染された飼料からごく少数の鶏

が感染した場合にも，いったん定着増殖すると，

こうした伝染経路によって急速にサルモネラを拡

大していく。また，鶏肉加工中，感染鶏が機械を

汚染し，更に未感染の屠体にサルモネラを付着さ

せてしまう可能性もある。

なぜ食用鶏はサルモネラに感染しやすいのだろ

うか？　以前から，初生ヒナは，特に感染しやす

いことが知られてきた。MilnerおよびSchaffer

（1952）は１日齢のヒナの50％は１羽当たりわず

か10個のSalmonella Typhimuriumによって感染さ

せることができるが，14日齢ではヒナの90％が10

４個の同菌の投与にも抵抗性を有するようにな

る。近代的な養鶏システムでは，ヒナと親鶏の接

触する機会がなく，孵化後ヒナは直ちに清潔で消

毒されたブロイラー飼育場に移されることから，

自然の防御システムである腸内細菌叢はかなり緩

慢にしか形成されない。こうした環境下では，鶏

がサルモネラ感染症を防御するための腸内細菌叢

を直ちに獲得することは極めて稀である（Nurmi

およびRantala，1973）。

「競合的排除（ＣＥ）」という言葉は，腸管

内では，ある種の細菌は別の種類の細菌の存在

により定着が不可能になることを意味してい

る。言い換えれば，ある種の細菌は特殊な環境

で定着しやすく，また競合相手には有害な代謝

物を産生することである。自然（好ましい）の

細菌叢が，鶏の腸内から望ましくない（あまり

好ましくない）細菌叢を競合的に排除するメカ

ニズムについてはいくつかの論が提唱されてい

る。腸管内のpＨを低下させる揮発性脂肪酸（Ｖ

ＦＡ）の生成はこれらのメカニズムの一つであ

る。Bailey（1987）は鶏における細菌の競合的排

除に影響するすべての因子について検討し，ＶＦ

Ａの生成は，サルモネラのような細菌が付着，増

殖または侵襲するであろう腸管内の部位（受容

体）の物理的な占有に比較すると，あまり重要で

はないと結論した。

「競合的排除（ＣＥ）」培養物として自然の鳥

類の腸内細菌叢を投与することで，病原菌，特に

サルモネラの定着に対して感受性の強い鶏を守る

ことができる。NurmiおよびRantala（1973）は希

釈した鶏の腸内容物を初生ヒナに投与し，腸内の

サルモネラの定着を阻止したと報告した。続い

て，同じ効果が嫌気性培養した鳥類の混合細菌叢

を用いても得られることが発見された（Nurmiお

よびRantala，1973）。その後，多くの研究者が

種々のＣＥ培養物の使用および有効性について，

鶏の自然の腸内細菌叢が不十分または欠如してい

る条件下での検討を行っている。これにはアメリ

カ（Snoeyenbosら，1978，1979），オーストラリ

ア（Lloydら，1974，1977；Soerjadiら，1979），

カナダ（Barnumら，1981；Blanchfieldら，1982，

1984；Pivnickら，1981），英国（Barnesら，

1979，1981），ドイツ（DornおよびKrabisch，

1981）およびオランダ（Gorenら，1984）の報告が

ある。

鶏の「欠如」している自然細菌叢を置き換える

というこの新しい方法は，「Nurmiコンセプト」

と呼ばれ，間もなく以下の観察所見の同義語と

なった。

a）初生ヒナはSalmonellaの菌１個によっても感

　 染することがある。

競合的排除法のコンセプト

鶏における競合的排除法
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b）成鶏は，腸管，特に盲腸および大腸に固有で

　 あるが，腸管の他の部分にも同様に存在する

　 可能性のある細菌叢によって感染に対する抵

　 抗性を示す。

c）母鶏に抱卵されて孵化したヒナは成鶏固有の

　 腸内細菌叢を直ちに獲得できる。

d）孵化場は母鶏の抱卵に代わるものであるが，

　 近代的な孵化場では正常細菌叢さえ侵入する

　 ことのない衛生的な環境下でヒナの大量生産

　 が行われている。

e）初生ヒナの育雛舎は，通常ロット毎に消毒さ

　 れ,床は新鮮な敷料で被われている。したがっ

　 て，成鶏固有の細菌叢が初生ヒナの腸管に定

　 着するのは困難である。

f）成鶏の腸内細菌叢を初生ヒナに与えれば，

　 10３-10４という感染量のサルモネラに対しても

　 直ちに抵抗性を獲得することができる。

g）成鶏の腸内細菌叢は糞便，盲腸内容物または嫌

 　気性培養物懸濁液の形で投与することができ

　 る；これらは「処置：treatment」と呼ばれて

　 いる。処置は直接そ嚢中に投与されることに

　 より，または飲料水および飼料に添加しても

　 行うことができる。噴霧もまた有効な手段で

　 ある。

h）処置物質の原料（種）は同じ種（鶏）のもの

　 を用いる。もっとも，鶏から得られた処置物

　 質は七面鳥も防御する事ができ，またその逆

　 も可能であるが。

得られた所見から，サルモネラ感染に対する幼

若鶏の防御効果は，腸管内における細菌増殖の直

接的な結果によると考えられるが，その正確なメ

カニズムは未だ完全に解明できず，腸内細菌叢を

制御している幾つかの因子のみが注目されてい

る。サルモネラ排除に対して推定されるメカニズ

ムは，サルモネラが盲腸上皮細胞壁に付着し感染

を引き起こすことを前提としている。このような

付着は，Soerjadiら（1981a，1981b，1982）が

S.Typhimuriumの例で証明し，光学および電子顕微

鏡検査を含む研究ではS.Enteritidisのようなサル

モネラ属は上皮細胞表面を侵透し，それ以前のマ

クロファージによる食作用によって更に容易にな

ると報告されている（PopielおよびTurnbull，

1985）。

正常盲腸細菌叢の観察が電子顕微鏡によって行

われている（Soerjadiら，1982）。微生物はもつ

れ合って表面を被って生育し，微生物同士と盲腸

粘膜とは原線維によって結合し，多くの侵襲性病

原菌に対する強固なバリアーを形成している。

Stavricら（1987）は，サルモネラによる侵襲

の必要条件である付着は，宿主である鶏の組織の

受容体に結合して成立すると報告している。１日

齢のヒナに与えられた正常盲腸内細菌は盲腸上皮

細胞に固く付着し，切除した盲腸洗浄液中でもし

ばしば生存している。付着微生物を添加したも

の，および添加しない盲腸洗浄液で作った各種の

ＣＥ製剤を使用して，彼らは腸に付着する細菌を

含む培養物により最大の防御効果を与えることが

できることを明らかにした。その後Stavricら

（1991）の研究により，腸管に付着する細菌が，

10５ＣＦＵのSalmonella Typhimuriumの攻撃に対

するＣＥ培養物の効果を増加させることを示し，

これらの所見が確認された。

同種のドナー鶏から採取した内容物を使用した

サルモネラの増殖に対する防御効果は，鶏の品

種，菌株および性別には無関係に発揮される

（Snoeyenbosら，1978）。これは現在では，極く

若い鶏の死因となるサルモネラの血清型に対して

も有効であることが知られている（Lloydら，
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1977）。七面鳥は成長した七面鳥から得られた物

質によって防御されるが（ReidおよびBarnum，

1983），鶏および七面鳥は互いにも防御可能であ

る（Snoeyenbosら，1978；Barnumら，1981；

Weinackら，1982）。成鶏から採取した防御物質

は，宿主特異性のS.Gallinarumに対しては効果が

低く全身感染症を引き起こし，盲腸における増殖

を防御することができない（Silvaら，1981）。

しかしながら，食中毒の原因となるサルモネラに

対しては，幼若鶏の盲腸における増殖を防御する

だけでなく，一度防御力を獲得すれば，継続して

サルモネラを投与しても鶏の生涯を通じて完全な

防御細菌叢を維持することが可能である

（Snoeyenbosら，1978；RigbyおよびPettit，

1980）。鶏１羽当たり10４個を投与した侵襲性の

S.Enteritidis ＰＴ４感染症は，有効なＣＥ培養

物の処置によって，１日齢のヒナでも菌数の低減

または排除が可能である。（FowlerおよびMead，

1990；Hintonら，1991）。

競合的排除培養物は，サルモネラ以外にも病原

菌による侵襲に対する防御効果を有することが報

告されている。Weinackら（1981）は，鶏にあら

かじめ処置しておけば，６種の病原性大腸菌に対

しても菌を糞中に排出させることにより，有効で

あったと報告した。サルモネラおよび病原性大腸

菌の間に同様の所見が見られることが，Soerjadi

ら（1981a）による排除試験で確認された。両菌

を同時に排菌した供試鶏が認められなかったこと

から，これらの病原菌は腸管の共通の受容体を分

けあったと考えられた。

ヒト腸炎の主な起因菌として知られている

Campylobacter jejuniが鶏肉の摂取によって引き

起こされるという事例が増加してきている。

Soerjadiら（1982a）は，鶏においてC.jejuniによ

る増殖は大部分が盲腸および排泄腔に限定される

と報告した。その後の研究で，Soejadiら（1984）

はＣＥ培養物によるヒトおよび鶏双方からの

C.jejuniの分離株に対する防御効果を証明した。

家禽類の自然の腸内細菌叢については広く研

究されている。特に，B a r n e s およびI m p e y

（1970）は大部分の家禽類の盲腸にはかなりの

種類の細菌が常在し，盲腸から嫌気性菌が分離

された場合，これらの40％はバクテロイデス科

のグラム陰性桿菌，40％は乳酸桿菌を含むグラ

ム陽性桿菌，残りは主としてペプトストレプト

コッカス属であると報告した。その後，これら

の嫌気性菌の存在がＣＥ培養物の防御能力を発

揮するためには必要不可欠なものであることが

報告された（Gorenら，1984a）。

ＣＥ培養物を用いた初期の研究は，主に健康な

成鶏の自然の盲腸内の，および糞便の細菌叢を使

用することに集中していた。すぐに，その使用上

の簡便性は別として，これらの培養物の主な利点

は，a）大規模な連続培養後でも，その物質はそ

の防御能力を維持している（Snoeyenbosら，

1978；MeadおよびImpey，1984）ことおよび，b）

細菌学的培地上において繁殖不可能なウィルスや

原虫のような非細菌性の病原菌の伝染がほとんど

起こらず，さらに継代培養によってそれらは希釈

されていく（Meadおよびimpey，1987）ことが明ら

かになった。

多くの研究者達は，正常な農場環境下で飼育

され，自然の細菌の攻撃を受けている正常な成

鶏から得られるものが最適な防御物質であると

報告している。同様に，特別に管理された環境

で飼育され，通常の成鶏から採取した糞便懸濁

鶏における競合的排除法

非同定対同定または純粋ＣＥ培養
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液によって防御されているＳＰＦ鶏は，ドナー鶏

から得られたのと同様に良好な防御細菌叢を高い

確率で獲得している（Snoeyenbosら，1979）。

これらのＳＰＦ鶏は飼育期間中病原菌を保菌して

いないことを保証するために常に監視されてい

る。

同様に，多くの研究者達は，個別に分離され，

増殖された細菌類を含む同定ＣＥ培養物を作り出

す可能性を探してきた。この概念は防御培養物を

作り出すために１つ以上の細菌種を使用するとい

う「プロバイオティックス」の考え方に一致して

いる。しかしながら，プロバイオティックスのサ

ルモネラ感染症に対する有効性は様々で，未だ一

定した効果を上げていない。

乳酸桿菌の場合，盲腸内では，サルモネラ感

染症に対する最も感受性の強い期間（１～６日

齢）に遅れて出現し（訳注：本来はその前に細

菌叢が形成されなければならないが），乳酸桿

菌の単独株または乳酸桿菌混合株のいずれかを

投与する試みはほとんど成功しなかった

（WatkinsおよびMiller，1983；Weinackら，

1985c）。少数の細菌種の混合液に関しては，

Barnesら（1980）は「プロバイオティックス」

処理した鶏のそ嚢および盲腸からは大腸菌は最

初は消失したが，次の攻撃ではS.Typhimuriumの

レベルは未処置の対照群と比較して10～100倍も

高かったと報告した。その後の実験で，十分な防

御効果を得るためには（50～100種の細菌からな

る）細菌複合混合液が必要で，それは盲腸内の

「バランスのとれた」細菌叢と一致していること

がわかった（Impeyら，1982；Nurmi，1985；

Stavricら，1985；Stavric，1987）。

MeadおよびImpey（1985）は同定した盲腸細菌混

合物と非同定の自然鶏および七面鳥培養物を比較

すると，非同定混合物は２日齢の鶏における

1,000個/羽のS.Kedougou投与に対して明らかに優

れた防御効果を示した（表１参照）。

鶏における競合的排除法に関するB a l l e y

（1987）の総説では，サルモネラの腸内感染に対

して，どのような感受性があるかを測定すること

に関しては幾つかの因子があると指摘された。

a）鶏の齢

b）ストレスおよび環境

c）抗菌剤の使用

a）鶏の齢

鶏におけるサルモネラの感染は感染量により変

疾患に対する感受性に影響を与える因子およびＣＥの役割

表１　サルモネラ感染防御能に及ぼす非同定および同定の鶏及び七面鳥培養物の影響
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わり，鶏の齢によってもバラツキがあることを

MilnerおよびShaffar（1957）が最初に報告し

た。Shadlerら（1969）は，鶏の齢と感染量との

間には相関関係のあること発見し，この所見を裏

付けした。幼若ヒナは，低レベルのサルモネラの

投与に対してもより感受性が高い。

この感受性の高さのため，大部分の研究室お

よび農場試験では，鶏は孵化したその当日にＣ

Ｅ培養物で処理し，その24～48時間後に細菌の

攻撃を行っていた。腸管内の防御細菌叢が欠如

している１日齢のヒナが易感染性であることは

すぐに明らかになった。Seuna（1979）は，ＣＥ

培養物処置とサルモネラ投与を同時に行った場

合には，防御効果は得られず，完全な防御効果

は「処置」とサルモネラ投与の間隔を少なくと

も２時間あけれは獲得することが可能であると

報告した。

しかしながら，別の研究者は既にサルモネラが

増殖していても，３日および９日齢のヒナはＣＥ

細菌叢の連続処置によりすばやく回復し

（Wainackら，1985a），また大規模な野外試験

（Snoeyenbosら，1985）では，感染した鶏の群に

防御細菌叢を11日目に与えたところ，対照群の鶏

に比較してかなり急速にS . I n f a n t i sおよび

S.Typhimuriumが排除されたと報告した。

b）ストレスおよび環境

養鶏場では，環境条件と同様に管理および飼育

上の問題点の多くが，サルモネラ感染のおそれの

ある鶏にとって「ストレスの強い」環境を作る要

因となっている。「ストレス」を引き起こす因子

には，環境温度（Thaxtonら，1971；Soerjadiら，

1979），飲料水および飼料の有効性（Williams，

1959；BiererおよびEleazer，1965）および輸送

（Rigbyら，1980，RigbyおよびPettit，1980）が

ある。

Weinackら（1985a）によれば，これら全ての

環境因子の影響により幼若ヒナの腸管内の防御

細菌叢の増殖が阻害され，正常細菌叢による

Salmonella Typhimuriumの攻撃に対する防御効

果に障害を与えている。彼らはその後，ＣＥ培

養物処理を受けた上でこれらと同じ条件下に置

かれた鶏は，こうした安定した細菌叢の防御能

が低下することはないと報告した。

c）抗菌剤の使用

飼料用抗菌剤は長年，低濃度で鶏の餌に添加さ

れ，サルモネラおよびその他の細菌に対する有効

用量が使用されてきた。Bailey（1987）は，

Houghton養鶏研究所（英国）で実施された試験

で，サルモネラ感染症に対する抗菌剤療法を終了

した時，非常に高濃度のサルモネラの再排菌がし

ばしば見られることを発見したと報告した。これ

は，有効濃度の抗菌剤によって崩壊された腸管内

の自然細菌叢のレベルの低下により，競合的排除

が減少したことによる（SmithおよびTucker，

1975a，b，1978，1980）。有効用量における抗菌

剤の作用については詳細な総説をG u s t a f s o n

（1984）が報告している。

それゆえ，飼料に抗菌剤と競合的排除物質を添

加することは拮抗すると考えられる。しかしなが

ら，研究ではこれは問題ではないと示されてい

る。特に，通常飼料に添加されるような低濃度

（15-25ppm）の抗菌剤の使用はほとんど，もしく

は全く問題がない（NurmiおよびRantata，1974；

Rantata，1974）。Snoeyenbosら（1979）は抗菌剤

であるフラゾリドン，テトラサイクリン，バシト

ラシン，ガリマイシンおよびペニシリンとストレ

プトマイシンの配合剤を別々に注射あるいは飼料

中に混ぜて（200ppm）あらかじめＣＥ培養物に

鶏における競合的排除法
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よって処置されたヒナに与えたところ，明らか

な妨害作用は認められなかったと報告した。

Seunaら（1985）は，七面鳥にゲンタマイシン，

ＣＥ培養物および２つの併用処置を行い，七面

鳥では，併用処置でもサルモネラ類の排菌は減

少するが，最も有効な処置法はＣＥ培養物の単

独処置であったと報告した。Balleyら（1988）

はサルモネラの投与に先立って与えられたＣＥ

培養物は薬剤添加された市販の飼料によって影

響を受けることがないばかりでなく，その後の

防御因子も大部分の症例で著しく増加したと報

告した（表２参照）。

十分な抗菌剤療法によって，治療した鶏に対し

て引き続きＣＥ培養物を投与したところ，

S.Infantisの再発現を防止することができること

がわかった（SeunaおよびNurmi，19791）。ＣＥ培

表２　鶏のサルモネラ感染に対するＣＥ培養物の防御効果に及ぼす市販抗菌剤飼料の添加の影響

表３　抗菌剤治療後のS.Infantis再増殖に及ぼすＣＥ培養物の防禦効果
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養物の使用と抗菌剤の治療を受けた感染鶏におい

て菌数の減少にはかなり高い相関関係（Ｐ＜

0.001）があった（表３参照）。

サルモネラに汚染された鶏製品は，ほとんど

の開発途上国における飼料性疾病の主原因であ

る（ＷＨＯ，1988）。サルモネラを除去するた

めに熱処理がしばしば使用されるが，同菌の排

除には必らずしも十分であるとは限らず，製造

条件によっては最終飼料を再汚染させることが

ある（HintonおよびMead，1990）。ギ酸のよう

な短鎖脂肪酸の飼料への混合は，再汚染を防ぐ

だけでなく，実験的に汚染飼料を与えられてい

たブロイラーおよび採卵用幼若ヒナにおけるサ

ルモネラ感染症の発現頻度を減少させることが

報告されている。

Hintonら（1991）は，有機酸を添加または添加

なしの条件で幼若ヒナにおけるＣＥ製品試験を

行った。Salmonella Enteritidis ＰＴ４の攻撃

後，有機酸添加飼料は盲腸内のS.Enteritidis Ｐ

Ｔ４のレベルを低下させる点において，ＣＥ培養

物の効果を妨害することがなかっただけでなく，

ＣＥ培養物はサルモネラの肝臓への侵襲を防止し

たと報告した（表４参照）。

このことは，肝臓の感染は，通常他の経路を介

して生じるというよりはむしろ腸管内感染の結果

として生じていることを示唆している。Hintonら

（1991）はまた，ＣＥ処置および有機酸添加飼料

は併用可能であることから，２つの方法は，鶏の

感染防御効果を最大に発揮する組み合わせである

と指摘した。

Balley（1987）の総説では，鶏における競合的

排除法の効果に影響を与える可能性のある要因に

ついて，細菌側の必要条件および有効なＣＥ製品

の実際の商品化の両方について考察している。こ

れらには以下のようなものがある。

a）ＣＥ培養物の起源

b）培養条件

c）防御効果を発揮するのに必要な最少培養物量

d）ＣＥ培養物の保存法

e）処置および投与方法

a）ＣＥ培養物の起源

新鮮または培養ＣＥの原料には，病気に感染

していない成鶏の消化管内容物が通常用いられ

る。最大の効果は盲腸および糞便両方を材料と

鶏における競合的排除法

有機酸添加飼料およびＣＥの使用

有効な製品の必須条件

表４　有機酸添加鶏のS.Enteritidis ＰＴ４再増殖に対するＣＥ培養物の防御効果に及ぼす有機酸添加飼料の影響
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した物質を用いることによって得ることができ

る（Stavricら，1987）。ドナー鶏の年齢が有

効性に影響することが知られているが，

Stavricら（1987）は，十分防御力を持つド

ナー鶏の防御細菌叢はそのＣＥ培養物を与え

た１日齢ヒナの腸管内に６～８時間以内に定

着することを示した。また，成鶏の腸管には

より多くのよく定着した多くの種類の細菌叢

が含まれているため，成鶏から得た物質を材

料として使用することが一般的に行われると

報告した。

b）培養条件

嫌気性培養は効果的な競合的排除製品の培養を

成功させるキーポイントである。G o r e n ら

（1984a）は，偏性および通性嫌気性菌は完全な

鳥類の防御機能の発現に不可欠であることを発見

した。これは防御細菌の第一次培養における，製

剤の調製，保存および投与においても当てはまる

と報告した。この研究はこれまでのR a n t a t a

（1974）およびSnoeynbosら（1978）の所見を裏

付けるものであった。

c）防御効果を発揮するのに必要な培養物最少投

　 与量

Blanchfieldら（1982，1984）は，糞便物質の

10－７～10－５gという少量をそ嚢から与えた１日齢

のヒナはサルモネラの感染に対して良好な防御効

果を示すが，10－10～10－８gという量では効果がな

いことを報告した。このような低用量でも有効な

のは，理想的な試験条件下でヒナに直接投与され

ているということに注意しなければならない。実

際のコマーシャルの育雛場でヒナに与えて十分な

防御効果を発現させるためには，この1,000～

10,000倍の高濃度が必要であると報告されている

（Seunaら，1978）。

d）ＣＥ培養物の保存法

保存培養物および最終ＣＥ製品双方の最適な保

存条件については，その防御効果を維持しつづけ

ることが最も重要な点である。連続液体培養

（Snoeyenbosら，1978），凍結（Pinvnickら，

1981）および凍結乾燥（Pivnickら，1982）を含む

様々な方法が試みられ，ある程度の成功を収めて

いる。

e）処置および投与の方法

競合的排除培養物を鶏に投与する方法について

は様々な方法が試みられてきているが，いずれの

方法でもサルモネラの感染の防止に有効であるこ

とが報告されている。これらの方法には，鶏のそ

嚢への強制投与，飲水への添加および孵卵場の種

卵（Gorenら，1984b）または育雛室内の初生ヒナ

（Schneitzら，1990）に対する噴霧がある。いか

なる投与方法で投与するにしても，孵化後できる

だけ早くＣＥ培養物を投与することが望ましいと

いうのが一貫した結論である。

競合的培養物の市販製品における重要な点は，

完全な品質管理と有効性試験の標準化の必要性で

ある。そのため，実験室内での標準化されたin

vivo試験が提案されている（HintonおよびMead，

1991）。

f）品質管理および有効性試験の標準化

ＣＥ培養物の防御効果を定量する方法は非常

に重要で，群中のSalmonella排菌鶏の割合と排

出サルモネラ菌数の両方を測定することを考え

なければならない。Pivnickら（1985）は，感染

係数（ＩＦ）および防御係数（ＰＦ）という用

語を提案した。感染係数は，１つの処置群にお

ける全鶏の盲腸内容物１gあたりのサルモネラの

菌数を，攻撃後に測定し，幾何平均値で表わし

たものである。ＩＦ値が低いということは，感
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染鶏の割合が少なく，保菌するサルモネラの菌数

の少ないことを示唆している。ＰＦ値は非処置群

のＩＦ値を対応する処置群のＩＦ値で除した値と

して得られる。ＰＦ値が高いことは，攻撃に対す

る処置の効果が高いことを示している。Pivnick

ら（1985）は，４以下のＰＦ値を有する製剤は一

般の農場環境ではサルモネラ感染をほとんど減少

させえないものとみなした。Pivnickらによる

と，理論的な最大値は80以上であるが，試験した

大部分のＣＥ培養物のＰＦ値は4.8～17.5の間で

あった。

国際的研究者のグループは（Meadら，1989），

上記に示したPivnickら（1985）の方法を基にし

た推奨分析方法を，研究および製造標準として採

用すべきであると提案した。この分析方法では，

Salmonella Kedougou（ＮＣＴＣ12173）を攻撃菌

として用い，実験条件は供試鶏の処置鶏数，飼育

環境および育雛条件，処置および攻撃のタイミン

グならびに投与後のサルモネラの分離と計測に関

して設定した。同様に，ＣＥ培養物または製品

は，有効と認められ，鶏にサルモネラ侵襲の危険

に対して適切な防御効果を与えるためには４以上

のＰＦ値が必要であると提唱した。

パラチフス型および侵襲性サルモネラ属は共

に多くの種，亜種および株がある。S.Typhimu-

riumおよびS.Enteritidisのような種でもこの標

準分析法によってＣＥ培養物の効果を試験する

ために用いることができると示唆されている。

しかしながら，比較成績を得るために，推奨さ

れているS.Kedougouによる試験も行うべきで

ある。

鶏における競合的排除法
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アヴィガードは，ＣＥ（ＣＥの詳細について

は，本誌中のDay博士の総説をご参照下さい）を

目的とした製品で，いくつかある同様の効果を

目的とする製品との大きな違いは，鶏の盲腸内

容物の本来の効果を保持しながら，１）乾燥製

品にすることができたこと，２）有効期間を製

造後12ケ月間まで延長できたこと，等が挙げら

れます。これらの特徴は，主に高度な培養，乾

燥等の製造技術と，それらの影響を正確に判断

できる微生物学的な評価技術によるところが大

きいといえます。

ここでは，製品の概要，製造方法，および製品

の効力と安全性を保証するための厳密な品質管理

体制等につき若干のお知らせをするとともに，現

在の世界的な標準と考えられるＣＥ製品の効力の

判定のための試験方法の詳細を記述することとし

ます。

製 品 名　アヴィガード

一 般 名　鶏盲腸内容物培養飼料

性　　状　白から灰白色の粉末

包　　装　アルミパック（2,000羽用：内容量25g，

　　　　　5,000羽用：内容量62.5g）

使用目的　アヴィガードを鶏に給与することで，

給与鶏の腸管への有用細菌群の定着を促し，後

に侵入してくる病原性細菌の定着を困難にする

（まさに競合的排除，competitive exclusion，

ＣＥ）。

清浄な環境で飼育したＳＰＦ（特定の病原性微

生物がいない）成鶏の盲腸内容物（図１では原種

菌群と記載）を，ＳＰＦ初生ヒナに給与し，この

ヒナを清浄なＳＰＦ環境下で６週間飼育する。そ

の後，そのヒナの盲腸内容物（図１では，種苗群

と記載）を採取し，これを特殊な条件下で培養し

た後，凍結乾燥して製品とする。

図１に示すように，製造の各段階で必要な品

質管理が適切に行われる。特に，製品への病原

性微生物の混入がないよう，各段階で，第三者

機関（主にイギリス政府の機関）による検査が

実施され，それらの機関による保証が得られた

後，製品が出荷可能となる。また，製品の効力

を保証するため，以下に示すチックアッセイに

より，全ての製造バッチについて厳しい品質管

理が実施される。

一般に“競合的排除”（c o m p e t i t i v e

exclusion，以下ＣＥ）または“ヌルミコンセプ

ト”（Nurmi Concept）と呼ばれている分野につ

いては，すでに膨大な数の研究がなされてきてい

る。それらは，適切なドナー鶏の選び方，同定で

きる菌の組み合わせ方，および効力の評価判定方

法などについてのものである。効力の判定につい

ては，どの研究もおおむね同様の方法を用いてい

るにもかかわらず，結果には研究機関により相当

なばらつきがあり，一定の傾向を把握することが

困難であった。ばらつきの原因の多くは，ＣＥ製

品の給与方法の違いや，強制投与する菌株の違い

によるものと考えられてきた。結果にばらつきが

大きいことは，繰り返すことで研究をより深めよ

うとしたり，または他の研究者と協同で研究を続

けることを著しく阻害していた。

そこで，欧米の著名な研究者が協議し，ばらつ

『アヴィガード』の効力試験

製品概要

製造方法（図１）

品質管理体制

効力試験

バイエル株式会社動物用薬品事業部

服部　貴次
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『アヴィガード』の効力試験

図１　AVIGUARDの製造方法と品質管理
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きの原因となる要素をできるだけ排除し，比較的

単純で結果の再現性の高い方法を模索し，以下に

示す方法に到達したのである。

この方法は，９名の研究者の連名で，Journal

of Food Protection 52，500-502（1989）に寄稿

されている。

供試ヒナ：孵化場から届いたばかりの初生ヒナを

この試験に用いる。ヒナの系統はその地域で最も

一般的な系統を用い，念のために用いた系統を記

録しておく。腸内菌叢が変わってしまうかもしれ

ないので，ＣＥ製品の給与は，できるだけ早い時

期がよく，遅くとも24時間以内に給与する。研究

室にヒナが届いた日を１日齢とする。

通常ヒナの運搬には，紙製のコンテナーが使わ

れ，また敷き料が使われることが多いが，これら

は届いたヒナのサルモネラ汚染状況を推定するた

めの試料として利用できる。そのため，約25gの

紙をコンテナーより採取し，200ãのペプトン緩

衝液とともに密閉できるプラスチックの袋に入れ

る。袋はシールして約30秒間攪拌する。袋内の上

澄液を殺菌したふた付きビンに入れ，37℃で18時

間培養した後，サルモネラ検査を実施する。も

し，結果が陽性となった場合は，そのヒナでの試

験を取りやめなければならない。

飼育条件：到着したヒナを，無作為にＣＥ製品給

与区（試験区）と無給与区（対照区）の２区に分

ける。各群とも12羽ずつとする。試験区と対照区

のヒナはそれぞれ別々の部屋で飼育する。ヒナは

廃棄が容易な段ボール箱か適切なケージなどに収

容する。ケージで飼育する場合には，ヒナが排泄

物をついばむことによる二次感染の可能性が少な

いことに注意しておく必要がある。

全てのヒナが自由に飼料と水を摂取できるよう

な飼育条件が前提となる。飼料には特定の抗菌性

飼料添加物が含まれない方がよい。使用前に飼料

のサルモネラ検査を（25gずつの３反復で検査す

る）実施する。サルモネラ陰性の飼料だけがこの

試験に用いられる。

同じ系統で異なった３ケ所の孵化場からのヒナ

を用い，各区３反復を設定し，ＣＥ製品と強制投

与するサルモネラは試験ごとに新たに用意すべき

である。

ＣＥ製品の給与方法：この試験は一般のＣＥ製品

の評価に用いることを前提としている。したがっ

て，特別な前処理をすることは考えていない。製

造者の特別な記載がない限り，各ヒナに規定の容

量を１回給与するだけで実施する。ＣＥ製品は水

に溶解し，１羽あたり１ãとなるよう希釈した上

で，ピペットで各ヒナに経口給与する。

微生物の強制投与：ＣＥ製品給与24時間後に，規

定量のサルモネラを0.5ãの水に溶解して，ピ

ペットを使って強制的にヒナに投与する。推奨さ

れる投与サルモネラは，ナリジクス酸に耐性のあ

るSalmonella Kedougou（ＮＣＴＣ12173）で，こ

れは，ベン毛がよく発達している。この微生物

は，鶏ヒナでは侵入性が乏しいが，盲腸でよく定

着・増殖するといわれており，鶏由来のものが同

定されている。この血清型はしばしば人の食中毒

との関連が示唆されている。

ナリジクス酸耐性株は，分離方法と定量方法が

比較的容易である。この株は，人や家畜の腸内感

染を治療するナリジクス酸以外の薬剤，例えば，

アモキシシリン，クロラムフェニコール，テトラ

サイクリン，ストレプトマイシン，セファレキシ

ン，ゲンタマイシン等への感受性が高い。このサ

ルモネラの投与量は，１羽当たり10 ４が望まし

効力試験の方法
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く，この量で対照区のヒナの少なくとも50％に定

着・増殖することが予測される。必要であれば他

の株も強制投与してもよいが，その際には，まず

この株を用いた場合の結果と比較検討をした方が

よい。この株を用いる場合には，ハートイン

フュージョンブロス中で，37℃で24時間培養す

る。純度を確認した後，再度同じ条件で培養し，

ヒナに投与する。

ヒナのサルモネラ菌数の定量：サルモネラの強

制投与後，５日間飼育し，試験区と対照区の双

方のヒナのサルモネラ陽性率を求め，さらに

個々のヒナのサルモネラ菌数を測定する。各区

の３反復群のそれぞれより，最低５羽を無作為

に選び，頸部脱臼，あるいは他の苦痛を与えな

い方法で屠殺する。腹部を開き，無菌的に両方

の盲腸を採り出し，あらかじめ重量を測定した

プラスチック袋に入れる。盲腸自体を取り除い

た後，袋内の盲腸内容物を手でつぶし，重量を

測定する。得られる盲腸内容物の平均重量は約

１gであるが，0.1から2.5gの範囲でばらつきが

みられる。その重量にかかわりなく，0.1％のペ

プトン溶液を９ã加え，10倍ごとに希釈した検液

を調整し，それぞれをナリジクス酸を少なくと

も20μg/ãの割合で含む寒天培地に接種する。

各希釈倍率ごとに，２つのプレートに0.1ãずつ

接種するとともに，希釈しない上澄液をO.5ã接

種するプレートも用意する。これらのプレート

を37℃の通気下で24時間培養し，特異的なチェ

リーレッドのコロニーの形成数を数える。コロ

ニーのいくつかを無作為に抽出し，血清学的検

査により，それが強制投与した菌のコロニーで

あることを確認する必要もある。

結果：結果は，１）各区のヒナのサルモネラ陽性

率，および２）各区の陽性ヒナのサルモネラ菌数

の幾何学平均値で示す。個々の反復群ごとの結果

は，その試験の群間の変動を示し，試験の精度を

推定するのに役立つ。しかし，ＣＥ製品の効力を

示すためには試験区および対照区ごとに取りまと

めて解析する。

２）の幾何学平均値（サンプル１g当たりのサ

ルモネラ菌数の対数，Log10の算術平均）の計算の

ために，検出限界以下の菌数の場合には，その値

を０とする。これは，サルモネラ菌数がサンプル

１g当たり10個以下であることを意味する。

効力を決定するため，Pivnickら（1982）が報

告したように，定着係数（Colonisation Factor，

以下ＣＦ）と防御係数（Protection Factor，以

下ＰＦ）を算出する必要がある。ＣＦは，各区の

全てのヒナの盲腸内容物g当たりのサルモネラ菌

数の幾何学平均値であり，ＰＦは，対照区のＣＦ

値を試験区のＣＦ値で割ることにより求める。

計算例を表１に示す。

効力の判定：低いＣＦ値は，その区のサルモネラ

が定着したヒナの割合が低く，定着・増殖した菌

数が少ない傾向であることを示しており，高いＣ

Ｆ値はその逆であることを示す。したがって，Ｐ

Ｆ値は高い程用いたＣＥ製品の効力が高いことを

意味する。理論的に最も高いＰＦ値は，＞80であ

り，それは，対照区のヒナ全てに10８個のサルモ

ネラが検出され，試験区のヒナが全て陰性であっ

た場合に得られる値である。しかし，実際には，

そのような結果はまれで，ＰＦ値は＞80よりやや

低くなるだろう。すでに同定されている盲腸内細

菌群の組み合わせ混合物の効力を判定した

Pivnickら（1982）の実験では，4.8から17.5のＰ

Ｆ値が報告されている。実際の生産農場に応用し

た場合の成果と，この試験の結果との関係を推論

することは大変難しいが，例えばＰＦ値が４以下

『アヴィガード』の効力試験
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のＣＥ製品では，実際の農場でのサルモネラの定

着を減らす効果はあまり期待できないといわれて

いる。

付記事項：アヴィガードの製造元であるマイク

ロバイアルデベロップメンツ社は，製品の品質

管理のひとつとして，このチックアッセイを数

多く実施してきた。その中で，特に届いたヒナ

の最初の健康状態が結果の再現性や，効力の判

定にとって非常に重大な影響を及ぼすことを経

験してきた。

したがって，以下に示す理由からこの試験には

安定したＳＰＦのヒナを供給できる孵化場より，

ＳＰＦのヒナを導入することを強く推奨する。

１）通常の孵化場より初生ヒナを導入して，そ

のヒナがすでにサルモネラ陽性であった場合に

は，試験結果が全て無効になってしまうかもしれ

ない。ナリジクス酸耐性のSalmonella Kedougou

が用いられるので，供試ヒナがサルモネラ陽性で

あっても，そのサルモネラは通常ナリジクス酸

に感受性があり，培養の際に増殖できないの

で，結果に大きな影響を及ぼさない。しかし，

時々野外型サルモネラにもナリジクス酸耐性を

示す株があり，また，投与する株からその耐性

をプラスミド上に転移させることがあることを

既に確認している。

２）通常の孵化場より初生ヒナを導入し，既

に体内で体細胞性“Ｏ”抗体あるいはベン毛性

“Ｆ”抗体による抗体反応を引き起こしたこと

のあるサルモネラ陽性の成鶏より発生したヒナ

であった場合，これらの抗体が卵を介して低い

水準でヒナに受動的に移行している。これらの

抗体は通常の抗体検査に対して活性があるの

で，投与したSalmonella Kedougouに対しても活

性がある可能性があり，試験終了時に分離され

るSalmonella Kedougouを減らす原因となるかも

しれない。

表１　ＣＦ値とＰＦ値の計算例
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膿皮症はアメリカでは最も一般的な犬の皮膚病

であるノミアレルギー性皮膚炎に次いで二番目に

多く，世界中の小動物臨床現場で最もよくみられ

る疾患の一つである。従って，犬の膿皮症を適切

に治療することは獣医学臨床の質を保つための基

本である。膿皮症はさまざまな方法で分類されて

きた。皮膚での炎症の深さが深いほど，基礎疾患

が存在している可能性が高くなり，診断や治療を

さらに集中的におこなわなければならないため，

膿皮症の深さによる分類がもっとも有用である

（表１）。膿皮症の分類として用いられている発

症の深さは表面性，表在性および深在性に分けら

れている。

膿皮症の初期管理において重要な点について表

２に示す。

ほとんどの表在性および深在性膿皮症の治療に

は抗菌剤の全身投与を必要とする。これに抗菌作

用を有するシャンプーを併用するとさらに有効で

ある。また，抗菌作用を有する液体中でのワール

プールあるいは薬浴は深在性膿皮症の治療管理に

有用である。クロルヘキシジンやポビドンヨード

を温水に溶かし，その中で１日１回あるいは２

回，１回15分から30分程度ワールプールあるいは

薬浴させる。

深在性膿皮症の場合，または基礎疾患として

免疫不全が存在するときは，静菌性の抗菌剤よ

りもむしろ殺菌性の抗菌剤が適している。適切

な治療が行われたにもかかわらず膿皮症が再発

したときは，その他の基礎疾患および他の合併

する要因を究明し，別の治療法を考慮する必要

がある。

抗菌剤全身療法を有効に行うための原則を表３

に示す。

＊犬の膿皮症の治療管理における
最近の考え方

概念と分類

膿皮症の適切な初期管理

有効な抗菌剤全身療法を行うための原則

表１　犬の膿皮症の分類

表３　効果的な抗菌剤療法の基本原則

表２　膿皮症の適切な初期管理

Peter J.Ihrke

Department of Medicine and Epidemiology, School of
Veterinary Medicine, University of California, Davis

＊1995年世界獣医学大会(横浜),プロシーディング最新科学
　技術講演ＳＡＬ.３より
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適切な抗菌剤の選択には，表４を基準に行われ

るべきである。

経験的に選択される抗菌剤は皮膚の一般的な

細菌（主としてS.intermedius）に対して有効な

スペクトラムを有するものでなければならな

い。膿疱あるいは瘻管から得られた材料をグラ

ム染色すると，グラム陽性球菌が疑われるとき

の証明となることがある。理想的には抗菌剤は

ペニシリナーゼによって不活化されてはならな

い（しかしながらペニシリナーゼ耐性抗菌剤は

高価である）。細菌培養および感受性試験の結

果に基づいて，スペクトラムが限定され，副作

用が少なく，値段の高くなく，かつ従来膿皮症

に有効であるとされてきた抗菌剤を選択する。

原因菌としてS.intermediusが分離されなかった

ときは，再培養を考えなければならない。多数

の細菌が分離され１種類の抗菌剤で有効性が得

られないと思われるときは，まず最初に

S.intermediusに対し有効な抗菌剤を選択するべ

きである。

長時間の感染の持続，深在性感染，致命的な感

染，グラム染色により何種類もの細菌感染が疑わ

れるときあるいはグラム陰性細菌が検出され，選

択した抗菌剤が無効な場合には，細菌の培養と感

受性試験を行う。

スペクトラムの狭い抗菌剤としてエリスロマイ

シン，リンコマイシン，オキサシリンがある。ス

ペクトラムの広い抗菌剤としてトリメトプリム配

合サルファ剤，オルメトプリム配合サルファ剤，

セファロスポリン（セファレキシン/セファドロ

キシル）およびフルオロキノロン（エンロフロキ

サシン）がある（表５）。

経験的に有効とされる抗菌剤のなかでペニシ

リン，アンピシリン，テトラサイクリン，サル

ファ剤，アモキシシリンなどの抗菌剤は通常無

効である。

膿皮症の治療にかかる抗菌剤のコストについて

表６に示す。

膿皮症で抗菌剤を全身投与されている犬はすべ

て，７～14日で有効性を再評価する。もし改善が

見られなければ，治療法および状態を悪化させて

適切な抗菌剤の選択

細菌の培養および感受性試験が必要なとき

経験的に有効な抗菌剤

経験的に有効とされるが通常効果の期待できない抗菌剤

抗菌剤のコスト

治療の評価

犬の膿皮症の治療管理における最近の考え方

表４　適切な抗菌剤の選択 表６　膿皮症の治療にかかる抗菌剤のコスト
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いる要因を再検討する必要がある（表７）。

治療の失敗や疾病の再発は不適当な初期治療が

原因であることが多い（表８）。適切だと思われ

た治療法が無効なら，原疾患を悪化させている他

の要因を調査する必要がある。併発疾患によって

しばしば治療は複雑になる。患者が膿皮症の治療

に反応しない場合，あるいは臨床的に治癒した後

た急に再発が起こった場合，二次性膿皮症の原因

となった基礎疾患を探す必要がある。

深在性膿皮症では，隔絶された感染病巣には

抗菌剤が到達しにくく，破裂した毛包からのケ

ラチン産物が異物性肉芽腫形成反応を促進す

る。また，膿皮症の治療に用いられている抗菌

剤の用量はほとんど経験的なものである。従っ

て，慢性の深在性膿皮症の治療では，これらを

考慮にいれて高用量の抗菌剤を投与する必要も

ある。

さらに，外部要因もまた考慮にいれなくてはな

膿皮症の治療管理を複雑にする要因

表５　皮膚科領域で有効な抗菌剤

表７　抗菌剤への反応
　　　－もし，１週間以内に改善が見られない場合－ 表８　膿皮症の治療管理を複雑にする要因



-35-

らない。獣医学領域では飼い主が指示通り投薬し

ているかどうかはほとんど研究されていない。１

日１回または２回が飼い主にとって指示通り投薬

するのに最も良いようである。

基礎疾患の存在はすべて治療の失敗につながる

ことがある（表９）。なお，医原性副腎皮質機能

亢進症は，総てのアレルギー性疾患やその他の掻

痒性疾患で投与される副腎皮質ホルモンの投与と

関連することがある。

再発性膿皮症では，治療管理を逐次考慮して

いくべきである（表10）。これらの治療法は基礎

疾患を検査したが，治療可能な基礎疾患が存在

することが確定できなかったときに考えるべき

である。

表11の成分を含有した抗菌性シャンプーは，再

発性膿皮症の治療に大変有用である。表在性膿皮

症（膿痂疹，表在性毛包炎および表在性拡大性膿

皮症）では，シャンプーによる治療は，再発した

場合の全身的な抗菌剤の投与に併用して用いられ

る。週２回のシャンプーが回復を早めることがあ

る。過酸化ベンゾイルまたは他の抗菌性シャン

プーを定期的に使用（週１回から２回）すると，

膿皮症が再発しやすい犬で再発を減少させること

がある。

深在性膿皮症では，全身的な抗菌剤投与と併用

して，剃毛後頻繁（毎日）に抗菌性シャンプーで

ワールプールあるいは薬浴を行うとよい。治癒後

も，過酸化ベンゾイルまたは他のシャンプーを定

期的に使用（週１回から２回）すると，再発の可

能性が低くなるかもしれない。

犬の膿皮症の治療管理における最近の考え方

基礎疾患があるために失敗する治療

再発性膿皮症の資料管理　－オーバービュー－

抗菌性シャンプーの外用

表９　二次性膿皮症の原因となる基礎疾患

表10　再発性膿皮症の治療管理 表11　抗菌性シャンプーの含有成分
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患者の症状が緩和され飼い主が治療に積極的に

なることも副次的な効果である。

免疫調整療法は獣医皮膚病学上議論があるとこ

ろである。有効性の評価には適切に管理された盲

検法が必要である。多くの臨床試験では，臨床獣

医師が細菌製剤を抗菌剤あるいは外用抗菌剤と併

用するため，その評価は客観的ではない。最近市

販された製品（表12）は，Staphylococcusあるい

はPropionibacterium（Corynebacterium）の菌

体から精製されている。Staphage LysateＳＰＬ
®は人の黄色ブドウ球菌の血清型ⅠおよびⅡ株か

ら作られた細菌抗原である。細菌は多価のブド

ウ球菌バクテリオファージを用いて溶解され，

製剤は限外濾過によって精製される。この製品

は，おそらく免疫刺激作用を有するプロテイン

Ａを大量に含んでいる。DeBoerら（ＡＪＶＲ

.1994年４月）によるプラセポ比較二重盲検法の

試験では，プラセポ効果を除外すると40％の有

効性を示した。Staphage Lysateは0.5ccを週に

２回あるいは１ccを毎週１回少なくとも10週間

皮下投与する。通常感染の頻度と程度が減少し

た効果によって用量を決定し生涯にわたって用

いる。

ウシ由来ブドウ球菌性乳房炎細菌ワクチンが犬

の膿皮症の治療に用いられてきた。市販の製品

は，黄色ブドウ球菌の死菌のみあるいはそれにブ

ドウ球菌のαおよびβトキソイドを加えたものを

含んでいる。これらの製品には注射部位の腫脹と

疼痛，発熱，倦怠感といった副作用がしばしば認

められる。

自家細菌ワクチンは膿皮症の犬自身から分離さ

れた細菌から生成される。自家ワクチンを成功さ

せるためには不活化の方法が重要である。

Propionibacterium acnesの細菌ワクチンIm-

munoregulin®は，静脈内投与の免疫抑制剤としで

入手可能である。多数の獣医皮膚科医が相異なる

結果を報告している。

非細菌性免疫賦活剤（表13）による免疫調整療

法も獣医皮膚科学上議論がある。効能を決定でき

るような適切な基礎的な論文は知られていない。

多数おこなわれた臨床試験ではほとんどの臨床獣

医師が抗菌剤と外用抗菌剤を併用しているため，

その結果はきわめて主観的なものである。

レバミゾールは，駆虫剤として使われるテト

ラミゾールの左旋性異性体であり，白血球内で

のサイクリックヌクレオチドを修飾することに

より，白血球と食細胞の免疫機能を変化させる

可能性がある。レバミゾールは，“窓”として

免疫調節療法　－細菌製剤－

免疫調節療法　－非細菌性免疫賦活化剤－

表12　免疫調節療法　－細菌製剤－

表13　免疫調節療法　－非細菌性免疫賦活剤－
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の機能をもっており，適切な用量よりも過大な

用量または過小な用量では免疫刺激よりむしろ

免疫抑制を起こすことがある。羊用の薬剤は，

１日おきに経口で2.2mg/kgの投与量が用いられ

ている。多くの皮膚科医は特殊な例で効果があ

ると信じているが，適切に管理された臨床試験

は行われていない。有効性はおそらく20％以下

である。

シメチジンは，最初は人の胃潰瘍の治療薬と

して開発されたヒスタミンＨ２受容体遮断薬で

ある。ある種のリンパ球（抑制性Ｔリンパ球を

含む）は表面にＨ２受容体を有するため，シメ

チジンは理論的にサイトカイン産生を修飾して

免疫抑制を減少させる。推奨される用量は経口

で３～４mg/kgを１日２回投与し少なくとも10週

間継続する。シメチジンは犬に極めて安全だが

大変高価である。正しく管理された臨床試験は

行われていない。

抗菌剤の長期投与は，最終的な治療手段と考え

られている。それらは基礎疾患が発見できないか

基礎疾患に有効な治療法が見当たらない場合のみ

に用いられるべきである。もし実行できるなら，

長期の外用療法と免疫調整療法を最初に試みる。

患者に対する副作用，抗菌剤に対する耐性，周辺

環境への耐性株の伝播の可能性などの危険があ

る。セファレキシン，オキサシリン，アモキシ

シリン＋クラブラン酸，エンロフロキサシンな

どの抗菌剤が，長期の治療に最も有効なことが

示されている。適切な抗菌剤の標準的な投与に

より，膿皮症が一度完全に管理されたなら長期

に用いてもよい。

長期管理には，様々な投与法がある（表14）。

隔週投薬および週に２日の投薬は理論的にもより

効果的である。
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最近の水産養殖の進歩は目覚しいものがみら

れる。

1950年以前は国内国外を通じて，若干淡水魚類

が生産されていたが主に観賞用のものであり，食

用魚の本格的な養殖は国内では昭和30年代のニジ

マス，ウナギ，コイ，アユなどの淡水魚を中心し

た魚類で始まった。海産魚は昭和30年代後半に

なってブリの養殖が始まり，その後年とともに新

しい魚種の養殖が行なわれるようになり，今日に

至っている。

とくに昭和50年初めの200海里問題があり養殖

生産量が大きく伸びた。

平成６年度の漁業白書（農林統計協会）によれ

ば，平成５年度の漁業生産量87 1万トンのうち

16.6％（約145万トン）が養殖生産量であった。

これをある程度養殖の基盤が出来た昭和43年度の

漁業生産量867万トン中の養殖生産量7.8％（約68

万t）と比べると２倍以上伸びている。

この様に養殖生産量が伸びるにしたがって，水

産薬が生まれてきた。

国内で水産薬という言葉が生まれたのは昭和37

年。静岡県富士宮市でニジマスの多量斃死が発生

した。その原因を研究されていた東京水産大学の

保科教授らによって，起因菌が明らかとなり，有

効な薬剤が発見され，昭和40年頃から使われる様

になり，水産薬の幕明けになった。

しかしながら，昭和40年前半はビタミンＢ１，

ビタミンＥなどの栄養剤，抗菌抗生物質を合算し

ても年商数千万円の規模であった。昭和50年代に

なり，海産魚の養殖が急激に発展するにつれて，

ブリの類結節症や連鎖球菌症が多発するようにな

り，それに対応する薬剤が商品化され今日では年

商100億円を若干超える市場になった。

しかし，現状の養殖魚の生産量を考えるとき，

水産薬の市場は将来大きくなるとは考えにくく，

魚種の多様化とともに現在売れている薬剤が大き

く変る変動期にさしかかっていると推察してい

る。したがって養殖の現状を統計資料に基づいて

考察した上で，水産薬の現状とその展望について

述べてみたい。

水産で養殖されている種類には，コンブ，ワカ

メ，ノリなどの水産植物と魚貝類などの水産動物

がある。水産薬と関係の深いのは魚類であるた

め，ここでは養殖食用魚類について述べる。

養殖魚類には河川，湖など内水面を利用した淡

水魚と海面を利用した海産魚がある。

淡水魚の種類としてはニジマス，イトウなどの

マス類，アユ，コイ，フナ，ウナギ，ティラピア

などであり，海産魚としてはブリ，タイ類，マア

ジ，その他の魚種（ギンザケ，ヒラメ，トラフ

グ，シマアジなど）とクルマエビなどが生産され

ている。

これらの魚種の生産高について，昭和6 3 年

水産薬の現状と展望について

元協和発酵㈱水産研究所長

１.養殖の現状

菅　善人

表１　内水面における魚類別生産高(昭和63年・平成５年)
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（1988）および平成５年（1993）度について調

べ，表１および表２に示した。

表１は内水面の生産高であるが，マス類をのぞ

き，ほとんどの魚種が減少している。

平成５年で最も生産高の大きいのはウナギで次

いでマス類，コイ，アユ，ティラピア，その他の

魚種，フナの順であった。内水面の養殖は衰退の

傾向にある。平成６年度の漁業白書では内水面漁

業の振興として，内水面活性化総合対策事業を実

施し，内水面資源の増養殖基盤，環境施設，遊漁

施設の整備を推進したと記されている。これらが

今後も推進されていくと将来内水面養殖は希望が

持てるかも知れないが，統計資料から判断して，

現状維持で一杯であろう。

表２に海面養殖における魚類別生産量，生産額

を示した。昭和63年度と平成５年度を比べるとマ

アジは収獲量はほとんど変らないが生産額がダウ

ンしている。すなわち，単価が791円/kg→687円/

kgに変動したためである。ブリ類では収獲量が

14.5％減少しているが生産額では7.3％増加して

いる。タイ類は収獲量60％，生産額18.5％増加し

ている。単価は1,329円/kg→984円/kgと，かなり

下がっている。その他の魚類は収獲量59％，生産

額44％伸びている。クルマエビは収獲量43％，生

産額20％減少している。その原因は生産地の環境

悪化により単位面積当りの収獲量が減少してきた

ことと，大陸病と呼ばれているウィルス性疾病が

発生したためである。

収獲量の大きい魚種から順次記すと，平成５年

度ではブリ類（54.4％），タイ類（27.9％）その

他の魚類（14.6％）マアジ（2.5％）クルマエビ

（0.6％）であった。

水産薬と関係の深い魚種は内水面，海面養殖を

通して，年１万トン以上生産されているブリ類，

タイ類，その他海面養殖魚種（ギンザケ，ヒラ

メ，トラフグ，シマアジなど），ウナギ，マス

類，アユ，コイ，などが対象とされている。

２-１ 抗菌・抗生物質などの使用規準

動物用医薬品が使われる対象は動物である

が，このうち人の蛋白源になる動物に使われる

場合，抗菌，抗生物質などが食品になる可食部

位に残留しないよう，昭和55年（1980年）動物

用医薬品の使用の規制に関する省令がだされ

た。この省令は毎年のように改正され今日に

２.水産薬の現状

水産薬の現状と展望について

表２　海面養殖における魚類別生産高(昭和63年・平成５年)
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表３　省令できめられた水産薬の使用規準



-41-

至っている。

養殖に関する対象魚種等はブリ，マダイ，ギン

ザケ，マアジ，ヒラメ，コイ（食用に供しないも

のを除く）ウナギ，ニジマス，アユ，ティラピア

（食用に供しないものを除く），クルマエビの11

種である。

これらの魚種等に使用される抗菌，抗生物質に

ついては品目ごとに対象魚，用法，用量，使用禁

止期間（食用に供するために水揚げする前の日

数）がきめられている。これらを表３に示す。

表３については特に説明しないが，養殖魚類に

関係者は安全で健康な魚を生産するためにこの規

準を十分に守らなければならない。

２-２水産薬の市場

薬事法に基づいて許認可された動物用医薬品の

うち，水産に用いられる薬剤が正しい水産薬であ

るが，ここでは養殖魚類に用いられるビタミンの

プレミックス類なども含めて述べる。

水産薬の売上げは年度によって発症する疾病の

種類によって大きく左右される。

平成５年４月～平成６年３月における卸販売金

額１億円以上の商品名を調べ，それを表４にまと

めた。

表４を見て気づくのは，連鎖球菌症，類結節

症，ビブリオ病を対象とした抗菌，抗生物質が多

いことである。年商１億円以下の商品ではビタミ

水産薬の現状と展望について

表４　水産薬卸販売金額１億円以上の商品名(平成５年４月～平成６年３月)
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ンＢ１，ビタミンＥ，ビタミンＣなどの単一製剤

やビタミンプレミックス類がある。特にビタミン

プレミックス類は，各製薬会社，プレミックス

メーカー，配合飼料メーカーなどから，数多くの

商品が販売されていて，一商品名では年商数千万

円以下であるがその総売上げ額は概算筆者の調査

によると約20～25億円（平成５年度）であろうと

推定している。平成５年度の水産薬の卸ベースの

金額はビタミン類等も含めて推定110～115億円と

推察される。

平成６年度（平成６年４月～平成７年３月）の

売上げは別の角度から分析して推察し，表５にま

とめた。

平成７年度は，通常マダイにしかみられな

かったイリドウィルスによる疾病がブリでもみ

られるようになり，連鎖球菌症や類結節症の症

状がみられても薬剤では斃死が止まらないケー

スが再三発生したことから抗菌，抗生物質の売

上げが激減（30～40％ダウン）した。しかし，

ビタミン剤またはビタミンプレミックス類，代

謝促進剤，消化促進剤，抗肝臓障害剤などは若

干使用量が増加した。このようなことから推察

して，全体としては15～25％平成６年度より減

少したものと推察する。

したがって，平成７年度はそれまでの抗菌，抗

生物質を中心とした水産薬の世界とは何らかの変

化が表われてきた年であった。

水産薬はあくまでも，養殖魚類の生産が行われ

た上で，健康な魚を生産するために必要なもので

ある。

政府は毎年漁業振興のため施策を実施してい

る。その中で養殖業の振興が実施されている。

平成６年度は次の事項が行われた。

　１）●養殖漁場の適正利用の推進と養殖業の未

　　　　開発地域における振興を図るため，養殖

　　　　施設を適正に配置し，漁業の高度管理の

　　　　普及を図るためのモデル事業及び養殖業

　　　　が未開発な地域における海域特性を生か

　　　　した養殖対象種の開発のための調査。

　　　●養殖漁場環境の保全のため，残餌等の養

　　　　魚堆積物の適正な処理技術の開発試験を

　　　　実施したほか，非給餌・省給餌養殖対象

　　　　種の開発調査。

　　　●安全な養殖生産物の安定供給及び健全な

　　　　養殖業の発展を図るため，生産者の安

　　　　全対策に対する重要性の認識及び消費

　　　　者の養殖業に対する理解のより一層の

　　　　向上を図ったほか，漁網防汚剤の魚介

　　　　類への影響調査等を実施し，防汚剤の

　　　　適正な使用手法の開発。

　　　●新たな魚種，養殖方法に対応した環境保

　　　　全に重要な養殖指針の策定のための調

　　　　査。

　２）　マイワシ資源の減少に対応し，養魚用餌

　　　　料供給の安定化を図るため，未利用資源

３.水産薬の展望

表５　平成６年度の水産薬の推定使れた金額
　　　　　　　　　(平成６年４月～平成７年３月)
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　　　　の利用可能性を調査する事業を実施した

　　　　（表６）。また，植物性蛋白質を配合し

　　　　た配合飼料を使った給餌養殖をモデル的

　　　　に実施し，地域への普及促進を図った。

　３）　耐病性，餌料効率，食味等の品質に優れ

　　　　た新品種を作出するため，引き続き試験

　　　　選抜実験及び関連技術の開発に取り組ん

　　　　だほか，水産生物の特性の遺伝子レベル

　　　　での解明による優良品種作出のための基

　　　　礎技術の確立等を図った。

前記した文は「漁業白書」に記載された文章で

ある。筆者が言いたかったのは，養殖業を営む上

での諸問題につき，国は力を入れているというこ

とである。

平成７年はマイワシの冷凍物が不足し，シング

ルモイストペレットや配合飼料を使わざるをえな

い時代になった。

すなわち，生餌料から配合飼料への転換期で

あった。

配合飼料時代が訪れ，今まで発生してきた，

類結節症，連鎖球菌症，ビブリオ病が引き続き

主要疾病であるのか，または，異なった細菌性

疾病に変わって行くのか，難しい時代になって

来たと思う。

最後に，個人的な見解であるが，次の様な分野

のものが将来望まれてあろうと考えている。

a）細菌性疾病に関する薬剤。

b）発育ステージ等，用途によって異なる，ビ

　　タミン剤を含むプレミックス類。

c）免疫増強剤。及び過剰抗体を押えるもの。

d）飼料原料の変化にともなう，消化促進及び

　　代謝促進剤。

e）内臓疾病治療及び強化剤。

f）原生動物などの発生を減少させるもの。

g）内部寄生虫駆除剤。

水産薬の発展は健全で安全なる養殖魚を生産す

る上で要求されるものを研究開発する努力がある

かぎり，明るい展望が開けるであろう。

表６　マイワシの水揚量の推移

水産薬の現状と展望について


