サルモネラ対策における養鶏環境の消毒
横関
表１

初めに

正直

感染症対策の３本柱

この10年来世界的に大発生し，わが国でも細
菌性食中毒の第１位を占めるようになったサル
モネラ食中毒の主原因は鶏卵とされ，鶏肉の汚
染率も高い。養鶏現場におけるサルモネラ対策
は，わが国でも競合排除（ＣＥ）法の製剤が発
売され，ワクチンの開発も進みつつあるようだ
が，それらの基盤となるのは隔離と淘汰を含む
環境の汚染排除と清浄化である。
ところで，サルモネラに限らずどんな伝染病

（感染症）の対策においても「対策の３本柱」が有
り，その全ての面で総合的に対策することで初めて
確実な効果が期待できるとされている（表１）。
養鶏現場のサルモネラ対策も，当然，この原
則に従った対策でなければならない。ＣＥ法や
ワクチンもそれぞれ効果はあるものの，単独で
は完全な効果を期待できないからである。従っ
て，第２の柱の「感染経路対策」が特に重要な
意味を持つのである。

１. 養鶏環境のサルモネラ汚染
１）サルモネラの侵入経路
養鶏場にサルモネラが侵入する経路としては
多数の経路が考えられる（図１）。しかし，主
要な侵入経路はヒナと飼料である。ヒナによる
サルモネラの持ち込みを防ぐには，サルモネラ
防疫対策の完備した孵卵場を選定し，サルモネ
ラフリー証明付きのヒナを購入するしかない。
さらにそのヒナには初生時にＣＥ法による処置
図１

養鶏場へのサルモネラの進入経路（横関）

をしておくことが望ましい。飼料はそれ自体も
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２）種々の要因のサルモネラ汚染

表２ カナダのブロイラー農場からのサルモネラの検出

では現実に，養鶏場の環境がサルモネラにど
の程度汚染されているものなのか。わが国では
まだ大規模な調査はないが，欧米ではいくつも
報告されている。
以下に，主として，海外の調査データを簡単
に紹介しよう。
１）敷き料
カナダの報告では，ブロイラー養鶏場の多数
の鶏群の敷料から各種のサルモネラが検出され
た。（表２，Poppe，C１））。平飼い鶏舎での敷
き料のサルモネラは鶏舎全体の汚染の指標とな
ることが知られている。
実験的に雛にサルモネラ（S .Typhimurium，

S .Infantis）を経口感染した場合に，２日後に
は敷き料と塵挨からサルモネラを検出し，４日
後にはサンプルの３/ ４が陽性であった
（Fanelli，MJ２））。
ブロイラー鶏舎では入雛後24時間で敷き料にサ

サルモネラに汚染されている危険性があるが，

ルモネラを検出した（Morgan‑Jones，SC３））。

フレコンや輸送車等の輸送手段によりサルモネ

敷き料の上では感染初生雛から，同居雛には

ラを持ち込む危険も大きい。

７日で100％感染した（Snoeynebos，GH４））。

その他，トレイ・コンテナー（あるいは食鳥

敷き料中のサルモネラの増え方は最初は急速

籠）による汚染持ち込みルートも重要である。

だが，その後次第に減少するという。

これらは養鶏場からＧＰセンターや食鳥処理場
に集められ，また養鶏場に戻されるが，その間

S.Typhimuriumの場合，敷き料中の菌数は，３日

に汚染をまき散らし拡大し，あるいは非汚染か

後で陽性，30日後で10７/g（１g中に1,000万個），

ごも汚染される危険がある。鶏卵コンテナーは

44日後では10５/g（10万個）だが129日後では10２/

出荷先が表示されているものが多いが，食鳥籠

g（100個）に，以後僅かに増減しながら163日令で

は無記名なため無差別に戻されるので，サルモ

は10２/gとなった（Rigby，CE５））。

ネラ以外の鶏病を伝播する危険性も大きい。米

２）糞便：

国では，かつてＡＩ（家禽インフルエンザ）とＩ

サルモネラ食中毒は腸内感染症であるから，

ＬＴの大流行時に，コンテナーとトラックが病原

当然サルモネラは糞便中に排泄される。新鮮鶏

ウイルスを拡散した張本人と判明し，それ以来，

糞には多く，古い鶏糞には少ないという。また

これらの消毒の徹底が強調されているのである。

ケージ飼いの糞には多く，平飼いの敷き料の上

動薬研究

1996．11．№54

‑2‑

サルモネラ対策における養鶏環境の消毒

表３

カナダの産卵鶏農場のサルモネラ汚染

表４

食鳥籠からのサルモネラ検出

舎内のサルモネラ汚染をチェックするには，最
も適当な関門である。
４）器具・車両
プラスチック製食鳥籠は使用前に86.6％が汚
には少ないという報告もある（Kraft，DJ

６）

染されていた。通常の食鳥籠の洗浄消毒ではサ

）。

ルモネラを除去できず，洗浄後も73.5％がサル

当然，鶏糞ベルト・鶏糞ピットも汚染されて
いる。

モネラ陽性であった。しかもその菌は籠に入れ

３）鶏舎の建物：

ていた食鳥の体表面から取れた菌の血清型と一

フランスの10ヶ所のブロイラー農場の調査で

致した。つまり食鳥籠の汚染源は食鳥である

は，同じような方法で消毒をした鶏舎でも，サ

（表４，Rigby，CE９））。いったんサルモネラ汚

ルモネラの検出度合いは大きく異なった。サル

染された食鳥籠は，完全消毒しない限り，付着

モネラは鶏舎の壁からは最も頻繁に検出され，

しているサルモネラにより，次に入れる鶏を汚

壁の汚染の原因は糞便の塵挨としての飛散と昆

染する。その鶏が食鳥処理場の設備器具機械を

虫によると推測された（Lahellec，C

７）

汚染して，本来清浄な鶏の肉まで次々に汚染し

）。

ていくのである。

カナダの採卵養鶏場100ヶ所について，集卵ベ
ルトを1,176検体調べたところ，その内302検体

これは，清浄な鶏肉を出荷しようとする食鳥

（25.7％）からサルモネラが検出された。鶏糞

処理場の衛生管理上で，大変な問題である。食

８）

からは10.1％であった（表３，Poppe，C

鳥籠の洗浄消毒については，従来から，各種伝

）

染性鶏病の伝播防止上に重要な対策であると，

集卵ベルトと鶏糞は，米国のサルモネラ対策

筆者らは指摘してきたが，一部の衛生レベルの

の環境検査でも，調べる対象になっている。

高いところを除いて，適切な対応がされて来な

ウインドウレス鶏舎では換気扇からも多く検
３）

）。換気扇は舎

かった経緯がある。厚生省の出した食鳥処理場

内の空気中の塵挨が必ず通過する部分だから，

の衛生検査基準では，食鳥籠は洗浄消毒後に，

出された（Morgan‑Jones，SC
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表面付着細菌数が１c㎡当り1,000個以下となっ

表５

農場内の昆虫のサルモネラ汚染

ている。サルモネラ等の病原菌はゼロであるこ
ととされている。
食鳥処理場では当然，この規定に沿って洗浄
消毒されているはずであるが，実際は必ずしも
有効な処置をしていないところが少なくない。
また，生鳥輸送用トラックの車体の検査で，
33.3％もサルモネラに汚染されていたと報告さ
れている（Jones，FT10））。
米国のサルモネラ対策では，トラックについて
の注意が厳しい。トラックが伝染病を伝播すると
いうことは，過去に，ＩＬＴや鶏インフルエンザ

ころ，隣接の感染鶏からの感染を防いだという

の大流行時に，極めて広範囲に甚大な被害を被っ

中村氏らの報告がある。

た経験から，特に注意されているようである。

６）塵挨：

米国のサルモネラ対策の指示書によると，生

鶏舎間の距離が狭い場合には，汚染鶏舎の排

鳥輸送トラックに限らず孵化場からのヒナある

気塵挨が隣接鶏舎の吸気口から直接吸い込まれ

いは導入若雌輸送用トラックも，衛生教育を受

ることもある。このようにして，汚染鶏舎から

けた防疫知識のある運転手がつき，完全消毒済

次々にサルモネラが伝播していく恐れがあるの

みの車両を使用する会社としか契約しないよう

である。筆者の調査では約30m離れた鶏糞堆積場

に，と書いてある。わが国では，この点も極め

からの塵挨中のサルモネラが陽圧式換気扇に付

て不十分であると言わざるを得ない。

着していた例も有る。
ブロイラー鶏舎のブルーダーの屋根に積もっ

５）飲水
１週令以下のヒナの飲水に10 ４/ã以上のサル

た塵挨や換気扇からも，35日令以後にサルモネ

モネラが検出された。この水を飲むヒナは毎日

ラを検出したとの報告もある（Morgan‑Jones，

10 個以上のサルモネラを摂取していることにな

SC ３））。オールアウト時の清掃消毒の徹底が重

る。初生ヒナの感染量は15個といわれているの

要である。

で1 0 万個も摂取すれば，感染しても当然であ

７）ハエ・ゴキブリ・ガイマイゴミムシダマシ

５

る。ブロイラー鶏舎では入雛７日後にサルモネ

S.Enteritidisはハエの一生（約４週間）をハ

ラを検出した。飲水からは敷き料よりもさらに

エの体内で生存できる。S.Enteritidisに感染し

頻繁に検出された。ヒナが0.4〜0.5ç/日の飲み

たハエからネズミに，感染ネズミからハエに伝

水を摂取することから考えると，飲水は重要な

播すると言われる（Ostrolenk，M11））。
消毒していない鶏舎内のゴキブリの57.1％は

感染及び再感染源であると考えられると述べて
いる（Morgan‑Jones，SC

３）

サルモネラを付着していたが，消毒済鶏舎のゴ

）。

キブリは陰性であった。消毒薬には殺虫力はな

わが国では，ケージ飼いで水樋を別にしたと
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表６

養鶏場の環境とネズミからのサルモネラの検出

いが，鶏舎環境のサルモネラ汚染を除去すると

56.1％，Ｓ.Ｅは15.1％で２位だった。感染ネズ

ゴキブリに付着するサルモネラを消滅させるの

ミは糞中にサルモネラを排菌し，糞１粒には2.3

である。またガイマイゴミムシダマシもサルモ

×10５個ものサルモネラが入っていたという。こ

ネラを付着している。鶏舎内に棲息しておれば

の菌数は糞１粒で成鶏を感染させるに十分な量

舎内の塵壌を付着するから汚染は当然であるが

であり，ヒトにも感染させ得る量である。

消毒済み鶏舎では4.5％が，非消毒鶏舎では42.9
％も陽性であった（表５，Jones，FT

10）

ネズミは１日に100個程の糞を出すので，その

）。

中に合計2,000万個以上のサルモネラを排出する

８）ネズミ：

勘定になる。これは鶏舎の汚染源としては大き

養鶏場にいるネズミとS.Enteritidis汚染との
関係を詳細に調査した結果がHenzeler DJ.

12）

な意味を持つことである。

ら

ウィンドウレス化したシステム鶏舎は，ネズミ

によって報告されている（表６）。

にとり理想的な棲み家で，しかも防除対策が頼り

環境サンプルの33.6％がサルモネラ陽性で，

ないので養鶏場でのネズミの増加の原因となって

内Ｓ.Ｅ陽性は5.1％であった。ネズミは23.5％

いると，この報告は指摘しているのである。

がサルモネラ陽性，内Ｓ.Ｅ陽性は16.1％であっ

２.サルモネラに消毒薬は効くか

た。ネズミの汚染率は環境の３倍も高かった。
ネズミが持っていたのはＳ.Ｅが最も多く，全検

１）市販消毒薬のサルモネラ殺菌力

出数の69％に達し，次に多かったのはS.Heidelberg

養鶏環境におけるサルモネラの汚染を排除す

の13.6％であった。環境ではS.Heidelbergが

る方法は，鶏舎や設備・器具を初め作業者や外
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表７

サルモネラに対する各種消毒薬の効力

表８

S.Enteritidisに対する各種消毒薬の効力

来者等に至るまで，養鶏場に関係する全てのモ

ら 1 3 ） ）。これでは逆性石けんの１種が最も高

ノとヒトについての徹底消毒を実施する以外に

かったが，オルソ剤等も通常使用濃度で十分有

ない。この場合，サルモネラに対する消毒薬の

効であった。また，別の試験方法では，食中毒

効力はどうだろうか。どんな消毒薬がサルモネ

患者から由来した数株のS.Enteritidisに対し，

ラを殺すために必要なのか。

逆性石鹸型消毒薬（ＤＤＡＣlO％製剤）は4,000

一言で言えば，特別な消毒薬の必要は全くな

倍液（20℃，10分）で，塩素剤（塩素化イソシ

い。市販の消毒薬で十分有効である。米国農務

アヌール酸60％製剤）は1,024,000倍で，ヨード

省の規定では，ＥＰＡ＊承認の消毒薬でサルモネ

剤の１種は64,000倍，グルタルアルデヒド製剤

ラに有効なものを使うこととあるが，実際は米国

の１種は1 , 0 0 0 倍で殺菌することが報告された

内での環境消毒用の消毒薬は全て，ＥＰＡ承認品

（表８，石井ら14））。

であり，かつ消毒薬でサルモネラに有効でないも

筆者15）は，in vitro ではないが，より実際に

のはないといってもよいのだから，現実には全て

近い条件で，滅菌した木板にS.Enteritidisを塗

の消毒薬が使用できるといってよいのである。わ

布し，消毒液を噴霧した後，板面をふき取り採

が国では，農林水産省承認の動物用消毒薬が全て

材し，培養後残存コロニー数を計数し，対照区

この要件を満たしているといえる。

と比較して除菌率を求める実験を行った。この

従って，サルモネラ対策と言っても特別な消

実験には３種類の塩素剤とヨード剤１種類を供

毒薬は必要ではない。

試したが，塩素剤は全て同一有効塩素濃度

もっとも，各種消毒薬の殺菌力には元来強弱

（200ppm）で供試した。結果は，ペルオキソ−

があるのだから，サルモネラに対する殺菌力の

硫酸水素カリウムと塩化ナトリウムを主成分と

強い消毒薬の方が弱い消毒薬よりも望ましいこ

する複合次亜塩素酸系消毒剤のビルコンＳ（バ

とは当然である。

イエル㈱）が，３回の実験とも残存コロニーを

市販の各種動物用消毒薬の S .Typhimuriumに

検出せず，最も除菌率が高かった（表９）。

対する石炭酸係数の例を紹介する（表７，鈴木

同一塩素濃度の３薬剤間でこのような除菌率

＊

ＥＰＡ=Environmental Protection Agency（米国環境保護庁）
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表９

木板に塗布したS.Enteritidisに対する
各種消毒薬の除菌効果

表1 1

サルモネラ汚染鶏舎の消毒効果

て，いくつかの報告がある。わが国でも，実験
的にS.Typhimurium感染鶏を飼って，汚染した鶏
舎をオールアウト後に水洗しただけでは，次に
入れた雛の20％が３週間後にサルモネラに感染
して陽性となり，４週間後には8 0 ％が陽性と
表1 0

なったが，一方，水洗後二酸化塩素剤で消毒し

実験的サルモネラ汚染鶏舎の消毒効果

た鶏舎では最後まで全例が陰性であった，との
番場ら16）の報告がある（表10）。
また，３万羽飼養のブロイラー養鶏場で，

S.Typhimuriumに汚染されたことが確認された鶏
舎で，出荷後に消毒（ヨード剤・オルソ剤・塩
素剤・両性石けん・石灰）をしたところ清浄化
され，次回入雛の初生雛も感染しなかった，と
いう東條らの報告も有る（表11）。
の差が生じた理由については，ビルコンＳの独

フランスの10ヶ所のブロイラー農場の調査に

特の成分構成による殺菌メカニズムが影響して

おいて，同じような鶏舎で，同じ方法で，同じ

いるものと推測された。

薬剤で，同じように，消毒させたのに，消毒後

２）消毒はサルモネラ汚染排除に本当に効果があるか

のサルモネラ汚染度が陰性のところもあれば，

前項で消毒薬のサルモネラに対する殺菌力に

高率に汚染されているところもあるという具合

ついて述べたが，実際にサルモネラ汚染鶏舎を

いに結果が大きく異なっていたとの報告がある

消毒して舎内のサルモネラを排除することがで

（Lahellec，C７））。

きるのか。サルモネラ対策として，養鶏環境の

それによると，出荷時の鶏舎環境のサルモネ

消毒は有効なのか，信頼できるのか，その意義

ラ汚染度を調べると，高い農場ではサルモネラ

はあるのか，ということになる。

陽性の検査サンプルが80検体以上もあった。低

欧米ではサルモネラ対策での鶏舎消毒につい

い農場では６検体しかなかった（表12）。
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表12

は０％であった）である。

食鳥出荷時の汚染サルモネラと入雛時鶏舎存在
サルモネラとの関係

つまり，ブロイラーのサルモネラ汚染の原因
は，鶏を飼育する間に鶏舎内に侵入してきたサ
ルモネラで起こることももちろんあるが，実際
はその大部分は入雛時に鶏舎内に存在していた
菌（定着菌）によるものであったのである。つ
まり，入雛時に存在していた鶏舎環境汚染菌
（定着菌）がヒナに感染したり，ネズミに感染
してその体内で増殖して，次第に増加して，汚
染を拡大していくということである。
ということは，入雛時に鶏舎内がサルモネラ
陰性であれば，ブロイラーの感染と鶏舎環境の
汚染はほとんど防げるということである。
別の言い方をすれば，いったん汚染された鶏
舎でも，徹底消毒によりサルモネラを完全に排
除してしまえば，次回からは清浄鶏を出荷でき
るということである。

ここで注目されるのは，検出されたサルモネ

逆に，入雛時に鶏舎環境が汚染されていたらつ

ラの血清型を調べると，入雛時にすでに鶏舎に

まりアウト後の消毒で前回のサルモネラ（定着

存在していた血清型の比率が高いことである。

菌）の一掃ができなければ，次回の入舎雛には必

例えば，Ｉ農場では陽性検体85の内70が入雛時

ずサルモネラが伝播されることになり，飼育期間

にすでに存在していた血清型によるものであっ

中にどんなに注意を払っても汚染を防ぐ効果はあ

た。その割合は82.5％の高率になる。一方，別

まりない，ということを示しているのである。
この論文はさらに注目すべきことを報告して

のＣ農場では０％であった。
この結果から，第一に，同じように消毒して

いる。それは入雛時に１鶏群の鶏舎にいたサル

も出荷時の鶏舎環境の汚染度には非常に大きな

モネラが，飼育期間中に他の鶏舎にまで蔓延し

差があること（これは鶏屠体の汚染度も同様と

拡大していくということである。

考えてよい）。第二に，出荷時の汚染サルモネ

表13において，例えば，Ａ農場では入雛時の

ラの種類は70％近くがすでに入雛時に存在して

検査で，第１鶏群のみにサルモネラが検出され

いた菌（定着菌）であること。第三に，汚染度

た。菌種はS .Thompsonであった。ところが出荷

のひどい農場ほど入雛時存在菌，つまり定着菌

時の検査では，同一農場内の第２以降第６まで

の比率が高いこと（例えば出荷時の検査で汚染

の全鶏群がサルモネラに汚染されていて，菌種

検体の多かったＡ，Ｉ農場ではこの比率が80％

はすべて最初に第１鶏群から検出された

以上であるが，汚染検体が少ないＣ，Ｊ農場で

S .Thompsonであった。他のＢ農場からＤ農場ま

動薬研究

1996．11．№54

‑8‑

サルモネラ対策における養鶏環境の消毒

表1 3

鶏舎常在サルモネラの重要性

そこで筆者ら 17）はどの消毒方法がサルモネラ

で全て同様の事実が認められている。
このようにして，飼育中に汚染が拡大し，出

をどの程度排除できるかを実験的に比較検討し

荷時の環境検査では，180鶏群中96群（53.3％）

た（表14）。

が感染し，検体ベースでは検査した2,105サンプ

実験方法は，耐水ベニヤ板にS.Enteritidisの

ル中481（22.9％）が汚染されていた。検体ベー

培養菌液を塗りつけて汚染し，それを種々の消

スで見ると，入雛時の検査と比較すると，飼育

毒方法で消毒した後，ふき取り採材して培養後

期間中に汚染は10倍に拡大していた。これはブ

細菌数の最確数（ＭＰＮ）を推定して，消毒前

ロイラー農場の例であるが，レイヤーの育雛場

と比較して菌の除去率を調べたのである。

でも，種鶏場でも採卵養鶏場でも同様であろ

１区は通常の動力噴霧機で，逆性石けんの一

う。この実験の場合の消毒の方法は，出荷後，

種（ＤＤＡＣ）500倍液を1.5ç/㎡散布するとい

除糞・清掃，水洗，フェノール剤で消毒，さら

う農場で普通に実施される消毒法である。消毒

に入雛の48時間前にホルムアルデヒドガスの燻

前の菌数25c㎡あたりlog6.041個が消毒後には

蒸を行っていた。

1og3.602に減った。除菌率は99％以上である。
２区は散布液量を５倍にした。除菌率は99.99％

３.サルモネラ対策のための各種消毒法の効果の検討

以上となった。消毒効果は１区の100倍である。

消毒薬のin vitro 殺菌力の評価はしばしば行

消毒効果を上げるには消毒液の量を増やすとよ

われるが，消毒方法の実験的評価はあまり行わ

いということを示している。

れた例がない。サルモネラ汚染の清浄化におい

３区は発泡消毒機を用いて，同じ消毒薬の50

ても同様である。

倍液を0.15ç/㎡散布した。原液としては１区と
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表14

S.Enteritidis 汚染の除去における各種消毒法の効果

同量である。４区は消毒液量を５倍にした。

法は，当然消毒効果が高いのである。

この両区の除菌効果は99.999％であった。１

さらに，発泡消毒が優れている点は使用水量

区の1,000倍の効果である。発泡洗浄・消毒は米

が少ないことと消毒後廃水も少ない点である。

国からわが国の食品工場に入った技術である

これは一つには水の入手が困難な養鶏場に適し

が，消毒液が泡状に噴射されることが特長であ

二つには廃水が河川水を汚染するなどで排出が

る。泡は被消毒物体に付着し，流れず，積み重

困難なところに最適である。

なる，という性質がある。動力噴霧機の消毒液

前述のビルコンＳも，米国では発泡消毒に使用

はすぐ流去するから，いくら大量の消毒液を散

されているという。

布しても，ほとんど一瞬のうちに流れ去り散布

５区は無水噴霧である。これは筆者が目下開

した消毒液の大部分が無駄になる。

発中の方法である。消毒薬の原液を微粒子にし

しかし，泡は粘着性があるから，垂直な壁面

て噴霧する方法である。希釈水は全く使わない

にもかなりの時間（数分以上）付着することが

ので，電気装置の故障や器材の発錆を理由に水

できる。その間に消毒力を発揮するのである。

を使った消毒をしたがらない最近のシステム鶏

また，発泡消毒では濃度が高い消毒液を使用

舎のために考案したものである。先の発泡消毒

する。それは起泡性と泡の保持力を向上するた

と組み合わせて，これからのシステム鶏舎の消

めであるが，消毒効果は薬剤濃度と，菌と薬剤

毒に大いに応用されると考えられる。但し，吸

成分との接触時間の二つに関係するから，高濃

入毒性を防ぐ微粒子用の呼吸器防護具が必要で

度液を長時間接触させることができる発泡消毒

ある。無水噴霧の除菌効果も発泡消毒と同じく
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99.99％以上の極めて高い効果が得られた。

外へ出す場合は特にその注意が必要である。

６区はＬＶスプレーを用いた微粒子噴霧であ

米国では，汚染の疑われる卵コンテナー（ト

る。これには塩素化イソシアヌール酸を使用し

レイも）や食鳥籠は国や州政府の係官の面前

た。除菌率は99.9％以上であった。

で，指示された方法で消毒し，検査を受けた上

ＬＶスプレー噴霧はホルマリンの毒性，特に発

でなければ場外へ移動できない。卵コンテナー

ガン性が問題視されるホルムアルデヒドガスの

や食鳥籠の消毒には，できるだけ高温の温湯を

燻蒸に代わる消毒法として，最近普及しつつあ

使用すると効果がよい。厚生省の「食鳥処理場

る。塩素化イソシアヌール酸も刺激性や毒性が

の衛生指針」では，83℃の熱湯を用いるとされ

あるので直接霧粒子を吸い込めば，鶏にしろヒ

ているが，実際現場ではかなりの困難を伴う。

トにしろ呼吸器に障害を受けるので，在鶏鶏舎

加熱や温度保持も容易ではないが，食鳥籠を洗

やヒトのいるところでは噴霧できないが，ＬＶス

う作業者の火傷防止にも注意が必要である。

プレーをタイマーで自動運転すれば夜間無人で

籠類のサルモネラ汚染頻度は高く，しかも普

消毒し翌日は鶏舎で作業できるのである。

通の洗浄消毒では除去困難であるが，その消毒

７区と８区は先の１区・２区と同じ動力噴霧

の重要性については，先に米国での報告や規定

機で消毒した後で，さらに６区と同じＬＶスプ

を紹介した通りである。汚染養鶏場では特にこ

レーで噴霧した区である。除菌率は６区より１

の点に留意すべきである。

桁上がり２回消毒の効果が明らかである。

食鳥籠の消毒では，通常行われている動力噴

この他，最近急速に普及が進みつつあるオゾ

霧機による噴霧では，ほとんど効果はないとの

ンガスによる環境の消毒も有効な方法である。

調査結果を望月ら18）が報告している。

筆者らの実験によると，木板にS.Enteritidisを

食鳥籠消毒に関しても，筆者ら 17）が行った実

塗布し貯卵室内にて夜間0.5ppmのオゾンガスを

験の結果，通常の動力噴霧機散布より発泡消毒が

噴射したところ，平均99.9％を除菌することが

優れた効果を発揮することが判明した（表15）。

できた。食品工場・液卵工場・食鳥処理場への

卵コンテナーではまだ基準はないが，サルモ

応用が期待される方法である。

ネラ食中毒の防疫のためには，当然食鳥籠に準

サルモネラ対策での実際の鶏舎消毒のプログラ

じた消毒法を採用すべきであろう。トレイにつ

ムや消毒液の散布方法等は，従来の鶏病予防のた

いても同じである。また種鶏・孵卵場での種卵

めの消毒と基本的には異なることはないので，紙

収集の際にも同様の，あるいはそれ以上の注意

数の都合も有り，その解説は別の機会に譲る。

を要するものは言うまでもないことである。
２）車両の消毒

４.鶏舎以外の消毒

米国のサルモネラ対策では，トラックの消毒
１）器具機材の消毒

に厳しい注意が向けられていることは，前に述

汚染を外部に出さない為には，舎外や場外に

べた通りである。

持ち出すコンテナー・食鳥籠その他全ての器具

通常，動力噴霧機を使うことが多いが，発泡

機材は，鶏舎内で徹底消毒を励行すること。場

消毒はこの場合も効果的である。消毒薬は発錆
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表1 5

食鳥籠の消毒における各種消毒法の効果

性が少ないものを使うこと。

り口に必ず設置することは養鶏場の常識となっ

３）鶏舎周辺の土壌の消毒

ている筈である。ところが管理が不適切で実際

サルモネラ汚染養鶏場では鶏舎周辺の土壌か

には役に立っていないものが多い。

らサルモネラが検出されることがある。サルモ

さらに，踏み込み消毒槽による消毒の効果自

ネラは土壌中では長期間生存するという報告が

体が信頼性が低いのである。普通の養鶏場で作

ある（Murey，CJ19））。例えばS.Durbyは，庭土

業者がよくやっているような，ちょっと靴を入

の中で280日間，牧草地の土壌中で120日間，溜

れる程度，精々二三度足ぶみする程度の，慣行

り水の中で87日間等と報告されている。

的な踏み込み消毒槽の使用の仕方では，まず実

米国農務省のマニュアル
Reduction

Salmonella Risk

際的な効果はないと断言してよいのである。

にも土壌の消毒は困難であるとし

筆者ら 21）は，ブロイラー農場の鶏舎作業員の

て，具体的な説明はない。

ゴム長靴を対象に数種の消毒方法を比較実験し

筆者ら20）は，滅菌した土壌をS.Enteritidisに

てみた（図２）。この実験における「慣行法」

より実験的に汚染した後，各種の消毒方法で処

とは，踏み込み消毒槽に踏み込んで30秒間留ま

理し，地表面及び地下５cmの土を採取し，培養

り靴底をこすりつけて洗うのである。実際の養

後残存菌数を測定して対照区と比較して除菌率

鶏場では滞留時間は１〜数秒と思われる。

を求めた（表16）。地表面及び地下５cmとも最

この時の除菌率は靴に付着した菌の半分以下

も有効であったのは塩素剤（塩素化イソシア

である。これでは効果があるとは言えない。

ヌール酸）の散布であった。石灰は地表では有

次にゴム長靴を履いたままブラシ洗いした。

効であったが，土との攪拌が不完全であった地

除菌率は80％に達したがまだ不十分である。

下５cmでは効果も不完全であった。火炎噴射の

さらにゴム長靴を脱いで，丁寧に靴底を洗っ

効果は不確実であった。逆性石けん（ＤＤＡＣ

た後，別の新しい消毒液に一晩浸漬して翌朝に

剤）は効果がなかった。

調べると除菌率は90％を越えた。一応，評価で

４）履物の交換の重要さ

きる域に達したのである。

踏み込み消毒槽を養鶏場の場門と各鶏舎の入
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表16

S.Enteritidisに汚染された土壌の除菌効果

オゾンガスによる消毒である。筆者ら 22）の実験
によると，10ppm，12時間の処理または200ppm，
２時間の処理で99〜99.9％の除菌率を得た。前
出の消毒液洗浄・浸漬の1 0 〜1 0 0 倍の効果であ
る。オゾン消毒の優れた点は靴の内外を同時に
消毒し，脱臭もできる点である。今後普及が待
たれる方法である。
５）手洗い消毒
手洗い器は各鶏舎の出入り口に設置して出入
りの度にかならず手洗い消毒を実行すること。
液の更新は最低でも毎日１回は必要である。
６）衣服と履物の交換
衣服の消毒も農場の慣行法では効果を期待で
きない。外来者の衣服・履物の交換はかなり普
及しているが，汚染鶏舎清浄鶏舎が場内に併存
する場合には，各鶏舎ごとに専用の衣服と履物
を着用すること。さらに休憩・終業後は別の衣

図２

服と履物に着替えることが必要。
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各種消毒法のゴム長靴付着細菌除去効果比較

mercial layer flocks. Epidemiol.lnfect 106：259‑270，
1991
９）Rigby，ＣＥ.Flock infection and transport as sources
of salmonella in broiler chicken and carcasses.
Can J Comp Med.44：328‑337，1980
10）Jones，FT. A survey of Salmonella contamination in
modern broiler production.J Food Protec. 54：502‑507，
1991
11）Ostrolenk，M.The house fly as a avector of food poison‑
ing organisms in food producing establishments.Am J Pub
Health 32：487‑494，1942
12）Henzeler，DJ.The role of mice in the epizootiology of
Salmonella Enteritidis infection on chicken layer
farms. Avian Dis. 36：625‑631，1992
13）鈴木達郎ら「細菌に対する新旧殺菌消毒剤の石炭酸係数」
千葉家衛研報15：45‑51，1988
14）石井栄次ら「食中毒菌に対する動物用消毒薬の殺菌効果」
生活衛生37：27‑34，1993
15）横関正直（未発表）
16）番場久雄ら「病原微生物汚染鶏舎の消毒法（３）汚染微生
物に対する消毒効果」愛知農業総合試験場研究報告22：
415‑419，1990
17）横関正直ら「サルモネラ対策における各種消毒法の効果の
実験的検討」畜産の研究48：250‑262，1994
18）望月康弘ら「静岡県におけるSalmonella hadar腸炎の臨床
学的，疫学的検討，第２編静岡県におけるS.hadarによる
食品環境汚染の状況と対策」感染症学雑誌66：31‑36，
1992
19）Murey，CJ.Rev Sci Tec Off lnt Epiz.10：763‑783，1991
20）横関正直ら「サルモネラに汚染された土壌の消毒−土壌中
Salmonella Enteritidisに対する各種消毒法の効果の実験
的検討」畜産の研究48：777‑782，1994
21）横関正直ら「養鶏場作業者のゴム長靴の細菌汚染状況と効
果的消毒法」畜産の研究47：784‑788，1994
22）横関正直ら「オゾンガスによる畜産環境の消毒−第２報養
鶏場作業者の靴消毒への応用」畜産の研究49 ：1 0 0 9 ‑
1012，1995

サルモネラ対策における養鶏環境の汚染と消
毒による清浄化について，できるだけ簡単に解
説したが，この他にＧＰセンターや液卵製造施
設あるいは食鳥処理場における消毒もサルモネ
ラ対策上重要である。また消毒は極めて現場的
な技術であるから，その実施についてはさらに
具体的かつ詳細なノウハウと技術を必要とする
が，これらについては小著（共著）「養鶏場の
サルモネラ対策」（鶏卵肉情報センター刊）を
参照願いたい。
以上
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other Salmonella spp.among Canadian registered commer‑
cial chicken broiler flocks.Epidemiol.lnfect 107：201‑
211，1991
２）Fanelli，MJ.Preliminaly studies on percistence of sal‑
monellae in poultry litter.Avian Dis.14：131‑141，1970
３）Morgan‑Jones，SC.The occurence of Salmonella during
the rearing of broilerbirds.Br Poultry Sci.21：463‑
470，1980
４）Snoeynbos，GH.Progress in identifyng and monitoring of
Salmonella‑free Commercial chicken broiler flocks.Avian
Dis.14：683‑696，1970
５）Rigby，ＣＥ. Affecting Salmonella Thymurium infection
and shedding in chicken raised on litter. Avian Dis.23：
442‑455，1979
６）Kraft，DJ. Salmonella wastes produced at comercial
poultry farms.Appl Micro Biol.Nov.703‑707，1969
７）Lahellec，C.Influence of resident salmonella on
contamnation of boriler flocks.Poutry Sci.63：2034‑
2039，1986
８）Poppe，C.The prevarence of Salmonella Enteritidis and
other Salmonella spp.among Canadian registered com‑
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広島県東部河川敷の寄生虫汚染について
斎藤哲郎＊ 前田 茂＊＊ 下江俊光＊＊＊ 頓宮廉正＊＊＊＊

キャットフードのような市販の餌で飼育され，

１．はじめに

犬は鎖に繋がれた日常で，時々散歩をさせると
近年日本では寄生虫特に土壌媒介性寄生虫の

いう飼育形態が増加している。そして散歩の際

減少が著しい。人の世界ほどではないがペット

に屋外で排便をさせるのが普通である。特に近

や家畜においても寄生虫は減少してきている。

くに河川敷のあるところでは，多くの犬が日々

しかしながら，福山市における飼育の犬猫の寄

集まり排便をさせている光景が日常散見され

生虫感染状況１）をみると，1992年の時点でも

る。著者らはこのような戸外に排泄された便の

診察に来院した犬では92％，猫では34.4％が何

寄生虫感染率と自然界での寄生虫の生活環に興

らかの寄生虫に感染していた。なかでも大蛔虫

味を持ち，今回，河川敷に排泄放置された動物

（38.6％）や，猫蛔虫（16.4％）が高率にみら

の糞便中の寄生虫の感染状況を調査した。

れ，人畜共通感染症として医学の分野からも公

２．調査方法

園の砂場等の犬猫糞便による汚染が注目されて
いる。ペットの世界でも最近はドッグフードや

糞便を採集した場所は，広島県東部の瀬戸内

江川

島

根

県

鳥取県

③

広 島 県

山口県

岡山県
②
①

芦田川

図１

＊

斉藤獣医科病院 ＊＊前田動物病院
岡山大学医療技術短期大学部

＊＊＊

下江動物病院

＊＊＊＊
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表１

寄生虫の重複感染の状況

表２

芦田川および江川河川敷における動物糞便
中の寄生虫感染状況

海にそそぐ芦田川の① 水呑大橋（福山市），と
同じ水系の② 相方橋（芦品郡新市町），および
日本海に流入する江川の③ 巴橋（三次市）の３
カ所である（図１）。これら３カ所の橋のそれ
ぞれ上，下流２kmにわたる河川敷の土砂または
雑草上に排便され，放置されていた便を検体と
して採集した。便は乾燥していない１〜２日以
内に排泄されたと考えられる新鮮な便のみを選
んで検体とした。また放置された便は犬だけで
なくネコや他の野生動物のものも混在している

は線虫類（13.2％），条虫類（8.6％），吸虫類

と考えられるので，その形や性状から犬以外の

（5.9％）の順であった。個々の寄生虫種でみる

動物の便の可能性の強いものは除外した。採集

と犬（？）蛔虫（6.6％）が最も高率で次いで犬

は1996年５月４日の１回のみである。検体の採

条虫（瓜実条虫）（5.3％），犬（？）鞭虫（4.0

集方法は１検体につき10g以上の便をとりビニー

％），マンソン裂頭条虫（3.3％）等が目に付く

ル袋に入れて持ち帰り，直接塗抹法（1 8 m m ×

が，いずれの感染率も10％以下でそれほど高くは

18mmカバーグラス）と飽和食塩水浮遊法を併用

なかった。採集地は①と②が芦田川水系でほとん

して検鏡した。検体を採集する際，条虫の片節

ど虫種に差はみられないが，鉤虫だけは①では見

の有無も確認し，片節を認めたものは持ち帰り

つからなかった。江川水系の③でも虫種に大きな

種名の同定を行った。なお原虫の胞嚢体のうち17

差はなかった。ただ③で Concinnum tenが３検体

μm以下のトキソプラズマは検査していない。

（2.0％）検出されているにもかかわらず，①と
②では検出されなかった。反対に①と②では壷形

３．糞便検査の結果

吸虫が検出されているのに③では検出されなかっ

①水呑大橋，②相方橋，③巴橋の３カ所から合

た。３カ所の採集地別に感染率をみてみると， ②

計151の糞便検体を採集した。このうちの34検体

（34.3％），③（33.3％）といずれも高率に感染

（22.5％）に寄生虫感染が認められた（表１）。

していた。しかし同じ芦田川水系の①（11.7％）

寄生虫の種類は吸虫から条虫，線虫，原虫まで広

は②に比較すると感染率が低かった。これらの感

範な寄生虫種にわたっていた（表２）。その中で

染していた検体のうちの67.6％は１種類の寄生
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写真１

写真２

写真３

横川吸虫卵

写真４

犬条虫（瓜実条虫）卵

写真５

犬条虫（瓜実条虫）卵嚢

壺形吸虫卵

Concinnum ten 卵

虫の感染であり，32.4％は２種類の寄生虫に重
複感染していた。３種類以上の重複感染は認め
られなかった。

４．考

察

近来，市街地における犬の飼育環境が次第に
窮屈になりつつあり，いきおい犬を比較的自由

増加している。そこでは当然排泄をすることを

に行動させられる河川敷を犬の散歩に選ぶ人が

習慣にしている犬が大部分であり，排泄された
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写真６

マンソン裂頭条虫卵

写真８

鞭虫卵

今回調査した成績では犬（？）蛔虫（6.6％）
が最も感染率が高かった。福山市（1992年）の
飼い犬の調査１）でも犬蛔虫は38.6％で最も高い
感染率を示していた。大蛔虫は中間宿主を必要
とせず，しかも経胎盤感染により母犬から子犬
に感染するためか，なかなか完全に駆虫をする
ことが困難と思われる。さらに6.6％ながら河川
敷の糞便にもあることを考えれば，河川敷で犬
写真７

を遊ばせているうちに感染することも考えられ

蛔虫卵

る。また人畜共通感染症の立場からは河川敷の
糞便は自然に放置されている。今回採集した糞

土砂等は公園同様に考える必要があるかもしれ

便は大きさあるいは内容が人工飼料が混入して

ない。鞭虫や鉤虫のような線虫も福山市（1992

いるものを選んだので，ほぼ犬の糞便と推定さ

年）での飼い犬の調査１）に比べると少ない。

れる。しかし河川敷にはネコの他タヌキ，テ

条虫では犬条虫（5.3％），マンソン裂頭条虫

ン，キツネ，ヌートリア等の野生動物も出没し

（3 . 3 ％）が検出されているが，福山市（1 9 9 2

ているはずである。したがってこれらの動物の

年）の飼い犬での調査１）でもこの２種の条虫は

便が混入している可能性を完全に否定すること

やはり犬条虫が12.6％，マンソン裂頭条虫が3.6

はできない。そのため線虫類の犬蛔虫には

％検出されており，犬の世界で普遍的に流行し

（？）を付してある。同様に鞭虫，鉤虫も犬鞭

ているようである。著者らは別に水呑大橋周辺

虫，犬鉤虫の可能性が高いが正確には同定でき

の水よりマンソン裂頭条虫の第一中間宿主であ

ていない。また糞便は新鮮なものを採集した

るケンミジンコの１種の生息を確認しているの

が，同一犬の便が重複している可能性も否定は

で，ここの自然環境で生活史が成り立っている

できない。

のであろう。
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写真９

写真1 1

鉤虫卵

腸トリコモナス

原虫類に関してコクシジウムと腸トリコモナス
が感染していた。この原虫も福山市（1992年）に
おける飼い犬の調査１）で12.2％と3.0％の感染率
を持っており，ペットやペットの周辺で生活して
いる野生動物には普遍的寄生原虫と考えられ
る。今日多くの寄生虫症が日本人の中から駆逐
されつつある。特に複雑な生活環をもつ吸虫類
や条虫類においては減少傾向が著しい。また食
生活の変化，衛生環境の向上も蛔虫や鉤虫のよ
写真1 0

コクシジウムオーシスト

うな寄生虫症を無くすのに貢献したものと考え
られる。このように，飼い主である人の食生活

吸虫類でMetagonimus属（1.3％），Concinnum

や住環境を含めた衛生環境の向上は，当然とし

ten （2.0％）が低率ながら認められた。吸虫に

てペットの生活にも影響をあたえつつある。土

関しては福山市（1992年）での飼い犬の調査 １）

壌との接触をもたないペットも増加している。

でみても減少が著しく，最も感染率の高いMetag‑

したがって個々の寄生虫は犬蛔虫や原虫類のコ

onimus 属でも１％の感染率を示すにすぎない。

クシジウムを除けば確実にペットの世界でも減

この成績からみるとConcinnum ten や福山地方

少してきているようである。1992年の福山市に

２）

に見られた壷形吸虫は飼い

おける飼育犬の調査１）では98％の犬に何らかの

犬では検出されておらず，かつMetagonimusを含

寄生虫が感染していたが，今回河川敷で調査し

めた感染率は，河川敷の糞便の方が高いことか

た糞便の寄生率は３カ所の平均で3 2 ％であっ

ら，あるいは糞便の中にネコやその他タヌキや

て，かなりの違いがみられる。この理由は先の

キツネなどの野生動物の便が混入していた可能

調査結果では獣医科病院に診察に訪れた犬が対

性がありそうである。

象となっているためと考えられる。寄生虫種に

（1991年）のネコ
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しても同福山市の調査では種類が格段に多い

鳥の会会員の宮宗十之資氏に深謝します。

が，これも何らかの症状を訴えて受診した犬と
今回の調査のような健康体と考えられる犬との

文献
１）斎藤哲郎，森重和久，頓宮廉正（1 9 9 5 ）：広島
県福山市における飼育犬および飼育猫の寄生虫
感染状況. 寄生虫学雑誌. 4 4 （２）：1 4 9 ‑ 1 5 3 .
２）頓宮廉正，斎藤哲郎（1 9 9 1 ）：福山地方の猫に
おけるツボガタ吸虫Pharyngostomum cordatum
の感染率. 岡大医短紀要，２：3 5 ‑ 3 7 .

違いがでているのであろうか。今後もさらに調
査を続行してみたい。

５．謝

辞

稿を終えるにあたり糞便採集にご協力いただ
いた福山市鳥類保護委員の梶野真正氏，日本野
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ブロイラー鶏人工感染モデルを用いたSalmonella
Enteritidisに対するアヴィガードの評価
D.M.Cameron，J.N.Carter and P.Mansell*
照明は１日23時間とし，１時間消灯した。導

はじめに

入時には各鶏舎とも赤外線灯による直接暖房を
競合排除（ＣＥ）法の原理は，家禽の細菌性疾

行い，一般的飼養管理法に基づいて次第に下げ

病の予防手段の一つとして認知されているもの

ていった。すべての日常的実験手順，鶏舎への

で，ヒナが非病原性の腸内細菌叢に曝されること

出入りなどは，第２群の病原菌（1990年に危険

により，病原性細菌の腸管内定着を競合的に予防

病原菌取り扱いに関する委員会の定めた「危険

するというものである。アヴィガードは健常な家

度別病原菌の分類」による）の取り扱い基準に

禽の盲腸内容物由来の培養物で，家禽群をSalmo‑

従い，試験区間は完全に隔離した。

nellaなどの宿主非特異性病原体から予防する目

ヒナにはブロイラー用餌付け飼料を15日齢ま

的で作られ，その結果として家禽製品の消費者へ

で，その後試験終了時まで肥育飼料を給与し

の安全性を高めるものである。

た。両飼料とも，アンプロリウム125ppmとエト

本報告書は，ナリジクス酸高度耐性

パベート８ppm（商品名アンプロールミックス，

S.Enteritidis ＰＴ４株による，ブロイラーヒナ

ＭＳＤ Agvet社製）を添加し，試験期間中自由摂

人工感染に対する，アヴィガードの予防効果を評

取させた。新鮮水も自由摂取させた。

価するために実施された，小規模な比較試験につ

試験第１日（孵化および散霧翌日）に，未処

いて記載したものである。比較対照としては，市

理のヒナ50羽を屠殺し，以下に記載した要領に

販されている他の家禽腸内細菌叢製品を用いた。

てSalmonellaのスクリーニングを実施した。さ
らに別の88羽の未処理鶏にS.Enteritidis ＰＴ

材料および方法

４（nalr：ナリジクス酸耐性株）を１羽当たり10５

試験方法

ＣＦＵを0.5ãの懸濁液として経口投与して感染

Cobb系ブロイラーの孵化直後のヒナにアヴィ

させた。各群40羽に対し，この感染鶏６羽を感

ガードを，１羽当たり製品12.5㎎（推奨量）を

染源として同居させた。残りの感染鶏は予備と

水0.5ãに溶解して散霧法により給与した。同数

して継続して飼育した。

のヒナに，他の凍結乾燥家畜腸内細菌叢の推奨

試験期間中は少なくとも１日２回ヒナの観察

量を，水0.2ã（メーカー推奨量）に溶解して給

を行い，臨床症状に異常所見があれば記録し

与した。また，陰性対照として同数のヒナには

た。斃死もしくは瀕死状態の個体は排除し，廃

水のみを給与した。

棄した。感染鶏が斃死した場合には，予備感染
鶏を補充した。体重および飼料摂取量は定期的

１群40羽（１試験区当たり３群とし），平飼

に記録した。

い鶏舎に給餌器と飲水器を用意した。敷き料に
は鋸屑を用い，必要に応じて追加して深く敷き

８日，29日，および42日に細菌学的検査を行っ

詰めた。導入時には，調整可能な厚板による囲

た。各時点に，各群より感染源２羽と接触鶏10羽

いを設け，ヒナを鶏舎の限定した部分に収容

を取り出して，頸椎脱臼により屠殺し，盲腸を摘

し，ヒナの成長に従ってそれを広げて適切な飼

出してその内容物を減菌容器内に無菌的に採取

育密度となるよう調節した。

し，S.Enteritidis ＰＴ４（nalr）を検索した。

*

Hanchingdon Life Sciences Ltd.
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さらに，予備感染鶏３羽を試験３日に屠殺

コロニー数を記録し，感染量を算出した。
ヒナ盲腸内容物中の S . E n t e r i t i d i s ＰＴ４

し，上記と同様に盲腸を摘出して細菌学的検査
を実施し，感染の成立を確認した。

（nalr）の検査：無菌的手順により，約１gの盲

Salmonella sppのスクリーニング

腸内容物を取り，予め秤量した減菌済み容器に

試験１日，感染源鶏と同居させる前に，未処

移し入れ精秤した。9 g の滅菌0 . 1 ％ペプトン水

理ヒナ50羽を頸椎脱臼により屠殺した。腹腔を

（0.1％peptone，Oxoid Ｌ37＋0.85％ＮaＣl，

開放し，腸管全体と，その内容物を摘出した。

O x o i d ＢＲ5 3 ）を加え，５‑ 1 0 秒間渦動攪拌器

これらを５つの検体としてまとめ，均一に混ぜ

（vortex mixer）にて混合した。

てSalmonella spp検索に供した。

混合した試料を１ã取り，0.1％のペプトン水

１日，15日，42日に６鶏舎の各給餌器の上部か

を用いて10倍希釈系列を調製し，10 −２，10 −３，

ら一掴みの飼料を採取し（特に１日，15日は飼料

10 −４および10 −５の濃度毎に各２枚のナリジクス

補充後直ちに），まとめてポリ袋に入れてよく振

酸2 0 μg / ãを含有するＢＧＡ平板（S i g m a Ｎ

り混ぜ，その中より100g以上の３試料を分取し，

4382，Sigma Chemical Co.Ltd，Poole Dorset，

秤量し，Salmonella spp検索に供した。

ＵＫ）上に塗抹して37±１℃にて24時間培養し

１日，15日，42日に１çの飲水を２試料採取

た。培養後，平板上に形成したチェリーレッドの

し，Salmonella spp検索に供した。

コロニー数を記録し，ヒナ盲腸内容物中に存在す
るS .EnteritidisＰＴ４（na1 r ）の数（ＣＦＵ/

１日，15日，42日に500gの未使用敷き料２試
料を採取し，Salmonella spp検索に供した。

g）を希釈濃度から算出し，重量補正を加えた。

細菌学的検査方法

盲腸内容物からの少数の S .Enteritidis ＰＴ

感染菌の調製：トリプトソーや寒天（ＴＳＡ，

４（nal r ）を分離する場合（上記の方法でコロ

Oxoid ＣＭ131）平板上で37℃にて１夜培養し，

ニーを認めない場合）には，混合した試料１ã

Pye Unicam ＳＰ600 分光光度計で，520nmにて透

を，システイン加セレナイト液体培地（ＳＣ，

過率50％（約10８ＣＦＵ/ãに相当する）になるよ

Difco0687‑15‑３）10ãに加え，37±１℃にて24

う減菌生理食塩水（Oxoid ＢＲ53，Unipath Ltd，

〜48時間培養して選択増菌した。S.Enteritidis

Basingstoke，Hampshire，ＵＫ）中に懸濁させて

ＰＴ４（nalr）を＞50 ＣＦＵ/g含む24時間培養

S.Enteritidis ＰＴ４（nalr）の菌液を調製した。

後のＳＣ培溶液をナリジクス酸20μg/ã含有ＢＧ

この菌液をさらに減菌生理食塩水にて希釈

Ａ平板上に，滅菌プラスチックループを用いて

r

４

し，S.Enteritidis ＰＴ４（nal ）約２×10 Ｃ

塗抹した。この平板を37±１℃にて18〜24時間

ＦＵãの濃度に調製した。

培養し，ＢＧＡ上のチェリーレッドのコロニー

投与懸濁液１ã取り，滅菌生理食塩水にて10

数を記録した。典型的なコロニーが認められな

倍希釈系列を調製し，各希釈液の0.2ãをブリリ

い場合は，48時間培養したＳＣ培地をＢＧＡ平板

アントグリーン寒天（ＢＧＡ，Oxoid ＣＭ329）

に塗抹し，再度同じ手順で培養を試みた。それ

平板上に塗抹して37±１℃にて24時間培養した

でもコロニーが認められない試料は

ものを２枚作成した。培養後平板上に形成した

S.Enteritidis ＰＴ４（nalr）陰性と判定した。
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S .Enteritidis ＰＴ４（nal r）の血清学的確

接種し，上述の腸管と同様の方法にて処理した。

認：S.Enteritidis ＰＴ４（nal ）の典型的なコ

飲水中のサルモネラ汚染についてのスクリー

ロニーの中から無作為に抽出したコロニーにつ

ニング：飲水１çをメンブレンフィルターで滅

いてW e l l c o m e D i a g n o s t i c s （D a r t f o r d ，

菌濾過した（径0.45μmの亜硝酸セルロースフィ

England）のサルモネラ平板凝集法を用いて血清

ルター，Sartorius）。フィルターを５分間試料

学的確認を行った。以下の４種のWellcomeサル

飲水10ãの中で振盪し，90ãのＢＰＷを加え，37

モネラ凝集抗血清を使用した：ＺＣ01（多価０

±１℃にて約18時間培養した。培養後その一部

抗血清，Ａ‑Ｇ群），ＺＤ01（多価Ｈ抗血清，１

をＳＣまたはＲＶ液体培地に接種し，上述の腸管

および２相），ＺＣ17（１価９‑０抗血清），Ｚ

と同様の方法にて処理した。

r

Ｄ15（１価gm‑Ｈ抗血清）。

結

平板凝集テストで陽性となった場合に，ヒナ
の盲腸内容物中にS.Enteritidis ＰＴ４（nalr）

果

一般に，ほとんどの鶏は試験期間をとおして，

の存在が確認されたとみなした。

良好な健康状態を維持し，何ら毒性症状を示さな

腸管壁に付着しているサルモネラのスクリー

かった。無処置対照区で５羽，処置対照区で８

ニング：無菌手順により，腸管をColworth 400

羽，アヴィガード処置区で５羽が斃死した。

stomacherにて１分間ホモジナイズした。

アヴィガードおよび対照ＣＥ製品で処置した

各腸管ホモジネートを90gのペプトン水（ＢＰ

区の雄で，８日において，無処置区に比して増

Ｗ，Oxoid ＣＭ509）に加えて37±１℃にて約18

体が有意に大きかった（p ＜0 . 0 0 1 ）。アヴィ

時間培養した。培養後その１ãをＳＣ液体培地

ガード処置区では29日においても増体の有意差

10ãに接種し，その0.1ãを10ãのRappaport

が認められた（p＜0.05）。アヴィガード処置区

Vassiliadis増菌用培地（ＲＶ.Oxoid ＣＭ669）

では８日には雌の増体も有意に大きかった（p＜

に接種した。ＳＣ培地は37±１℃，ＲＶ培地は

0.001）。摂餌量は処置の有無に関係なく，ばら

41.5℃にて約24時間および48時間培養した。各

つきが見られた。

培養期間終了毎に，それぞれの培地をＢＧＡお

感染ヒナと同居感染させたヒナの細菌学的検

よびキシロース・リジン・デカルボキシラーゼ

査の結果は表１ および２ にまとめた。８日に

寒天（ＬＸＬＤ，Oxoid，ＣＭ469）平板上に画

は，増菌試料を含め，30羽中26羽から感染菌が

線した。平板は3 7 ±１℃にて1 8 〜2 4 培養した

分離された。このうち17羽の盲腸内容物には感

後，サルモネラコロニーの有無を観察した。

染成立といえる量，3.77×10 ２〜4.9×10 ６ＣＦ

ブロイラー餌付け用および肥育用飼料，新鮮

Ｕ/gの菌が含まれていた。対照ＣＥ製品処置区

敷き料中のサルモネラ汚染についてのスクリー

では30羽中18羽から感染菌が分離され，このう

ニング：無菌的手順により採集した試料100gを

ち10羽の菌量は1.43×10２〜1.17×10９ＣＦＵ/g

ＢＰＷ中でColworth 400 stomacherにて１分間

であった。それに対して，アヴィガード処置区

ホモジナイズし，37±１℃にて約18時間培養し

では感染菌が全く検出されなかった。
29日には菌量が全体的に減少しており，無処

た。培養後その一部をＳＣまたはＲＶ液体培地に
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表１

感染鶏と接触させた3 0 羽中その盲腸内容から
S.Enteritidis ＰＴ4（nalr）が分離された羽数

に低く，７/30羽で感染菌陽性，相当な菌数を認め
たのは１羽のみ（2.73×10５ＣＦＵ/g）であった。
アヴィガード処置区では感染菌陰性であった。
42日には無処置対照区の菌量がさらに減少し
（６/30羽で計数可能），対照製品区でもほぼ同
様（４/30羽で計数可能）であった。アヴィガー
ド処置区では30羽中２羽が増菌後にのみ陽性で
あった。

表２ 感染鶏と接触させた30羽中その盲腸内容から
計数可能量のS.Enteritidis ＰＴ4（nalr）が分
離された羽数

３日に菌量を検査した予備の感染鶏３羽の感染
菌量は8.86×10３〜1.71×10７ＣＦＵ/gであった。
図には各時点での平均排菌数を表した（図１）。
飼料，飲水，未使用敷き料，感染前の腸管か
らはサルモネラは分離されなかった。

考

察

置対照区30羽中17羽から感染菌が分離された。

８，29，42日に屠殺された（初回感染後７，

このうち９羽はかなりの菌量（1.55×10２〜2.96

28，41日）未処置鶏の盲腸内容からは感染菌が

×10５ＣＦＵ/g）であった。対照製品区ではさら

検出され，10 ４ＣＦＵ/羽の菌量を感染させたヒ

図１

動薬研究

1996．11．№54

平均排菌数

‑26‑

ブロイラー鶏人工感染モデルを用いた Salmonella Enteritidisに対するアヴィガードの評価

ナによる同居感染の成立が証明された。対照Ｃ

おいても増体に対する好影響が認められた。

Ｅ製品は中等度の防御効果を示し，処置鶏の感

本試験の設定条件においては，アヴィガード

染菌腸管内定着が減少した（雄の鶏に関しては

は宿主非特異性サルモネラ属S .Enteritidis Ｐ

８日に増体に対する良い影響も認められた）。

Ｔ４（nalr）の腸管定着に対し，有効な防御効果
を示すと結論できた。

アヴィガード処置区では防御効果は著明であ
り，感染鶏と接触させた鶏では，感染菌は感染
後７および28日目とも陰性であった。感染41日

出典：Proceedings of the 45th Western Poultry Disease
Conference，May１‑５，1996，Cancun，Mexico

後には２羽の増菌した試料からのみ菌が検出さ
れた。８および29日において雌雄いずれの鶏に
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ユニークな猫の条虫駆除剤『ドロンシット
スポット』
関口 昇 畠山 英樹
いった点での有用性が挙げられ，特に猫への投

１.はじめに

与には至適な剤形と考えられる。
犬，猫に寄生する条虫類は，糞便中への老熟

有効成分プラジクアンテルの特長

片節排泄により，飼い主にも比較的容易に発見

−絶食や下剤を併用する必要がない。

でき，駆除する機会の多い寄生虫の一つであ

−他剤に比べ安全域が広い。

る。特に，瓜実条虫はノミが媒介するため，ノ

−猫にも安心して使用できる。

ミの寄生する犬，猫では高率に認められ，往々

−１回の投与で確実な駆除ができる。

にしてノミとともに駆除がなされる。プラジク

スポットオン製剤の特長

アンテルを有効成分とするドロンシットは，そ

−錠剤吐出による投与失宜，保定による動物

れまでの条虫駆除薬の問題点を解決した画期的

の興奮等が避けられるまたは非常に緩和さ

な駆除薬で，その駆除効果と安全性により現在

れる。

高い評価を得ている。『ドロンシットスポッ

４.成分・分量

ト』は，猫への投与の簡便化をターゲットを新

本品は１個（0.5ã）中に主剤プラジクアンテ

たに開発された，プラジクアンテルのスポット

ルを20mg含有する。

オン製剤である。

２.起源又は発見（開発）の経緯

５.効能・効果
猫：瓜実条虫，猫条虫の駆除

ドイツ・メルク社のSeubertら，ドイツ・バイ
エル社のThomasらの発見したプラジクアンテル

６.用法・用量

は，今までの条虫駆除薬における効果や安全性
の問題点を解決する薬剤で，経口，非経口のい

通常１回８mg/kgを基準量とし，肩甲骨間背部

ずれの投与経路でも，同様に作用することが確

の被毛を分け，容器の先端を皮膚につけて全量

認された。既に犬，猫用にドロンシット錠およ

を直接投与する。
体重別には，次の投与量による。

びドロンシット注射液が開発，上市されている
が，猫への投与では，時として，保定による興

体重2.5kg以下

容器１個全量

奮，錠剤の吐出等が認められるため，より簡便

体重2.6kg〜5.0kg

容器２個全量

かつ確実な投与のできる製剤が望まれていた。

体重5.1kg〜7.5kg

容器３個全量

そこで，弊社のノミ駆除剤チグボンスポットで

７．理化学適性質

好評を得ている，スポットオン製剤が考案，開

プラジクアンテル

発され，瓜実条虫と猫条虫の駆除薬としての承

一般的名称：プラジクアンテル

認を受けるに至った。

３．特

（Praziquantel）

長

化学名：２‑シクロヘキシルカルボニル‑１,３,
４,６,７,11b‑ヘキサヒドロ‑２Ｈ‑ピラ

以下のように安全性，効力並びに投与方法と

ジノ‑(２,１‑a)インキノリン‑４‑オン
バイエル株式会社動物用薬品事業部研究開発
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構造式：

局所の変化はプラセポと同程度であり，また，
何らの全身所見もみられなかった。さらに，ウ
サギを用いた眼粘膜刺激性，モルモットとヒト
による皮膚感作性試験においても，良好な忍容
性が示された（ドイツ・バイエル社）。
猫に対する安全性

分子式：Ｃ 19Ｈ24Ｎ２Ｏ２：312.41

ドロンシットスポットの８mg/kgを猫に単回投

性 状：白色〜淡黄色の結晶性の粉末で，弱

与し局所安全性を試験した。その結果，一部の

い特有なにおいがある。

個体において，投与局所に極めて一過性の発赤

溶解性：クロロホルムにきわめて溶けやすく，

を認めたが，全身性の所見は全く認められず，

メタノールに溶けやすく，エタノール

本用量では問題となる副作用は示さないものと

又はアセトンにやや溶けやすく，エー

結論された（明治薬科大学）。

テルに溶けにくく，水に極めて溶けに

また，他の製剤を用いた安全性試験におい

くい。

て，経口または非経口投与による，成猫，幼若

ドロンシットスポット
性

猫，妊娠または泌乳中の猫への単回または多回

状：無色〜淡赤色の澄明な液である。

投与でも，高い忍容性が確認されている（アメ
リカ・モーベイ社）。

８.安定性

10.血中濃度の推移

室温長期保存試験において，27ヵ月間の安定
性が確認されている（バイエル社）。

成猫に対しドロンシットスポットの８㎎ /kgを
投与し血中濃度を測定した結果，Ｃmaxは0.02〜

９.安全性

0 . 0 7 μg / ã，Ｔm a x は３，６時間，Ｔ１/ ２は

プラジクアンテルの経皮毒性

6.9，8.9時間，ＡＵＣはO.6，0.7μg・h/ãで

ウサギを用いた３週間経皮投与試験の結果，
表１

あった（日本獣医畜産大学）。

安全性試験
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11.効

たは８m g / k g 投与し，ドロンシット注射液の

力

5.68mg/kg投与と効果を比較した。寄生は片節ま
瓜実条虫と猫条虫の自然感染猫を用いてドロ

たは卵嚢の有無により確認した。対象とした猫

ンシットスポットの用量設定試験を実施した。

の年齢は３ヵ月から12歳齢，体重は1.3〜6.3kg

その結果，５mg/kgでは腸管内に虫体の残存が認

で，雄が若干多かった。投与７〜10日後に実施

められたが，８mg/kgでは完全な駆虫が確認され

した検査に基づく効果判定の結果，瓜実条虫感

たため，８mg/kgが至適用量と推定された（明治

染例ではドロンシットスポットは４m g / k g で5 0

薬科大学）。

％，８mg/kgで98.4％の有効率で，８mg/kgはド

12.臨

ロンシット注射液5.68mg/kgと同等の効果であっ

床

た。一方，猫条虫感染例ではドロンシットス
国内５施設で瓜実条虫寄生猫151例，猫条虫寄

ポットの８mg/kgにより100％有効であった。安

生猫15例を対象にドロンシットスポットを４ま

全性に関する検討では，ドロンシットスポット

表２

用量設定試験

表３

臨床試験
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の８mg/kgを投与した１例で局所の発赤を，２例

要としなかった（日本獣医畜産大学，明治薬科

で投与局所を舐めたことによる流涎をそれぞれ

大学，阿佐谷ペットクリニック，墨田動物医療

認めたが，いずれも程度は軽く何らの処置も必

センター，ヘルスペット）。
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