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犬猫の消化管内寄生蠕虫にはどのようなもの

があるかについて，またそれらに対する駆除法

については古くから研究が進んでおり，多くの

教科書・参考書が出版されている。また，駆虫

薬についても様々な有効かつ安全な薬剤が開発

されてきているが，最近のペット飼育熱の増大

によって，犬，猫の飼育頭数は増加しており，

それに伴う寄生虫病も種類によっては必ずしも

減少していない傾向にある。これらの中には犬

回虫のように人獣共通寄生虫病としての危険性

が指摘されているものも含まれるが，一方では

それらに対して過剰な不安がもたれている実状

もある。このような不安に対しては，該当する

寄生虫についての正しい知識とそれに対する適

切な治療・予防法を理解することが何よりも重

要であろうと考えられる。ここでは犬猫に比較

的普通に見られる消化管内寄生蠕虫の生態と駆

除法についての概説を試みた。

寄生虫はなぜ寄生生活を営んでいるのであろ

うか？地球上には極めて様々な生物が生息して

いるが，ある一定の範囲の環境に生息する複数

の生物の間には相互作用（mutualism）が働く。

それぞれの生物は自己の個体と自己が所属する

種の保存のために生命活動を営むので，相手が

百己の生命維持のために利用しうるものであれ

ばそれに積極的に向かう方向が働く。ある生物

にとって，他の大型生物の体内が自己の生命維

持の環境として適切であるならば，その生物は

大型生物体内に進出，定着することになるであ

ろう。そもそも真核生物の発生の起源として，

原核生物どうしの共生によるものである，とす

る考え方がある１）。かつて原始の地球で原核生

物が発生し，多様性をもつ分化をとげて地球上

の物質循環が完成した後，同一の環境下で増殖

していた異なる原核生物がより効率的に生命を

維持していくために，それぞれの短所を補いあ

い，共生関係を確立して真核細胞が完成した，

という説である。このような相互作用があらゆ

る環境下で常に起こりうると考えるならば，内

部寄生という生命維持の方法は珍しいものでは

なく，ごく普通に起こりうるものであろう。実

際，多細胞動物には例外なく何らかの内部寄生

体が存在している。

内部寄生虫と宿主との間に様々な相互作用が

生ずることは当然のことで，これがお互い何ら

不利益を被らず利益を受けるようなもの（相利

共生）であればこの関係は永続的なものとなる

であろう。しがし，このような例はむしろ稀

で，動物には通常自己と非自己を厳密に区別

し，非自己と認識したものは体内から排除する

機構が備わっている。自己とその種族を保存す

るためには当然の対策である。従って，一方の

体内に他方が寄生するような場合には多かれ少

なかれ相互の葛藤が起こる。この葛藤の程度は

様々で，時として相手を死に追いやるような激

烈なものから，害を全く与えないものまで変化

に富んだものとなる。これを寄生される側の動

物，すなわち宿主側から見ると，寄生虫との相

互作用がうまくいっていないものほど与えられ

る障害が大きく，「病原性が強い」という表現

となる。ただし，寄生虫の寄生による寄生虫病

の発生（症状の発現）は寄生虫の病原性の強弱

のみで決まるものではなく，感染量や宿主側の

要因（年齢，性別，健康度など）などが重要な
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影響を及ぼすことは言うまでもない。

生命維持環境としての宿主消化管内は寄生虫

にとってどのようなメリット，デメリットがあ

るのであろうか？メリットとして，口からの感

染，定着が容易で，宿主が餌をとっている限

り，自分で食物をさがす必要がなく，いながら

にして豊富な栄養源を確保できる；生息環境は

宿主のホメオスタシスにより，温度，湿度など

が年間を通して一定に保たれている，とくに寄

生虫にとって大敵である乾燥のリスクを回避で

きる；などが考えられる。また，次世代の虫体

を新しい宿主に受け継がせる時に，肛門を通し

て糞便とともに宿主体外に容易に出ることがで

きる。一方，デメリットとしては，消化管から

分泌される種々の消化酵素，低い酸素圧，宿主

の免疫抵抗性などがあり，これに対しては何ら

かの防御対策が必要となる。宿主には寿命があ

るため，１個体の宿主体内で種の永続的保存を

することができないので，何らかの形でいった

ん宿主体外に出て新たな宿主に感染する必要性

が生じる。一般に宿主体外は体内に較べて環境

条件が悪いので，それに耐えて次の感染を待た

なければならない。従って，新たな宿主への感

染様式もそれぞれ工夫をこらしたものとなる。

消化管内寄生蠕虫類で最も普通に見られる感染

様式は親虫が産出した虫卵が体外に排出されて

新しい宿主の口に侵入するルート（経口感染）

である。虫卵は通常，堅い卵殻に包まれてお

り，運動性はもたないが，外界の環境，とくに

乾燥や薬剤に対して強い抵抗性をもち，中の卵

細胞や幼虫はかなり長期間この形で生存するこ

とができる。経口感染は，飲み水，食物（犬・

猫は肉食動物であるので，生きた小動物あるい

は人が与える生肉など），事故的に口に入るも

の（ホコリなどと共に吸い込む）など，様々な

媒体を通して起こる。これに対して，運動性を

もつ幼虫では経口感染のほか，積極的に宿主の

皮膚に侵入して感染する（経皮感染）こともあ

るが，この場合，宿主体内において何らかの

ルートを確保して消化管に到着することが必要

となる。また，これらのほか，母体から子ども

へ胎盤を介して感染するルート（胎盤感染），

哺乳中の乳汁を介して感染するルート（乳汁感

染）などもある。

（１）寄生虫検査

消化管内寄生虫の駆除を行うためには，まず

動物に寄生虫が感染しているか否かを検査しな

ければならない。検査にあたっては，検査材料

を採取するために，無用の障害を動物に与える

ことは極力避けなければならない。消化管内寄

生虫の最も重要な検査法は糞便検査である。こ

れは，糞便中に虫卵や幼虫を排泄する寄生虫が

多いこと，糞便は宿主の排泄物であるので，宿

主にストレスや障害を与えることがないためで

ある。ただし，糞便中に虫卵や虫体が出てこな

い寄生虫や，寄生虫が未成熟で虫卵が産出され

ていない場合については別の方法を講じなけれ

ばならない。

検査にあたっては，早い時間で診断が出来，検

査コストが安く，確実性が高いものがよいことは

言うまでもない。しかしながら，これらの要求を

すべて満足する検査方法は皆無といってよい。例

えば，内部寄生線虫の検査でよく用いられる糞便

の直接塗抹法では，早期に安いコストで検査が可

能であるが，使用できる糞便量が少ないため，確

実性は乏しい。これに対して浮游法では，使用で

３．消化管内寄生虫の駆除
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きる糞便量が直接塗抹法に較べて格段に多いた

め，確実性は増すが，時間がかかり，器具も必

要である。ひとつの検査法のみをくりかえすの

ではなく，状況に応じてどのメリットを優先さ

せるのかを考え，適切な検査法を選択しなけれ

ばならない。

（２）駆除

検査によって寄生蠕虫の感染が明らかになった

場合，駆虫を考慮することになる。駆虫を行うた

めには，現在のところ，抗寄生虫薬を使用するの

が一般的である。抗寄生虫薬は人体薬を含めて古

くから研究，開発が行われてきており，現在は毒

性の少ない，優れた駆虫作用をもつ多くの薬剤が

市販されている。周知の如く，内部寄生蠕虫は大

まかに，線虫類・吸虫類・条虫類に分けられる

が，これらすべてに等しく効力を発揮する薬剤は

ほとんどなく，大きく抗線虫薬，抗吸虫・条虫薬

に分けられる。これは，線虫（線形動物）と吸

虫・条虫（扁形動物）が系統的に離れたものであ

り，それらがもつ生理機構が著しく異なっている

ためである。犬・猫の消化管内寄生虫に用いられ

る主な抗寄生虫薬には表１に示したようなものが

ある２）。

（３）予防

治療のためにこれらを適宜使い分けることが

重要であることはもちろんであるが，薬剤の無

用な多量かつ連続投与による耐性をもつ寄生虫

の出現や環境の汚染などにも注意を払わなけれ

ばならない。駆虫とならんで重要なことは，次

の感染を防ぐための感染ルートの遮断，すなわ

ち感染予防である。駆虫によって成虫が駆除さ

れれば感染源の排出がなくなるので，次の感染

を予防することができるが，他の動物が排出し

た感染源からの感染は防ぐことができない。感

染ルートを正しく理解し，動物を感染源に接触

させないようにすることも重要である。糞便の

迅速な処理，畜舎およびその周囲の熱湯消毒や

乾燥は，予防に際して有効な手段となる。ま

た，感染の危険性のある食物（とくに生肉）を

表１　犬猫に用いられる主な抗寄生虫薬

犬猫の消化管内寄生蠕虫の生態と駆除法
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与えないことも大切である。

次項ではわが国に見られる主な犬猫の消化管内

寄生蠕虫とその感染ルート，および治療法につい

て概説する。

わが国に見られる代表的な犬猫の内部寄生蠕虫

を表２に示した。もちろんこの他にも様々な寄生

虫が存在するが，紙面の都合で割愛した。詳細に

ついては最後に挙げた参考文献２-５）を参照して頂

きたい。

（１）回虫類

i）犬回虫（Toxocara canis）

犬回虫はわが国の犬にも極めて普通に見られ

る線虫である。本種の固有宿主はもちろん犬で

あるが，その他の多くの動物にも感染し，人獣

共通寄生虫病としても注目されている。生活環

は極めて複雑で，犬やヒトは様々な感染ルート

をもつ。

犬への感染ルートとしては，主要なルートであ

る胎盤感染のほかに，乳汁感染，直接経口感染，

待機宿主による感染がある。感染犬が排出した虫

卵（写真１）が外界で発育し（２～３週間），感

染力をもったもの（写真２）を３ヶ月齢より若い

犬が摂取すると，腸管内で孵化した幼虫の多くは

気管移行型（腸－肝－心－肺－気管－咽頭－腸）

のルートをとり，感染後約２週間で腸管へ戻っ

て，その後２週間で成熟し，虫卵を排泄するよう

になる。しかし，３ヶ月齢以上の犬が感染した場

合には幼虫は気管移行型のルートをとらず，全身

へ運ばれ筋肉中や腎で被嚢してしまう。ただし，

この気管移行型から体内移行型への変更時期は必

ずしも３ヶ月齢前後という訳ではなく，犬の性や

品種，１回の虫卵摂取数，犬回虫の以前の感染経

４．わが国に見られる主な犬猫の内部寄生蠕虫

表２　わが国に見られる主な犬猫消化管内寄生蠕虫
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験などによってかなり広い幅で動くことが知ら

れている。従って，かなり高齢の成犬でも虫卵

を排泄することがある。体内移行型の幼虫は筋

肉中などで肉芽腫に囲まれ，そこで１年以上生

存する。雌犬が妊娠すると，組織内幼虫は再活

性化され，胎盤や臍帯静脈を経由して胎仔の肝

臓へ移行するが，一部の幼虫は再活性化され

ず，次の妊娠が起こるまでそのまま留まってい

るものがあることが知られている７）。従っ

て，母犬は一度犬回虫の感染を受けると，つぎ

つぎと回虫感染仔犬を産む可能性があることに

なる。胎仔の肝臓内幼虫は仔犬の誕生とともに

肺へ移行し，気管を経て腸管で成虫となる。こ

のようなルートで成熟した回虫は，仔犬の誕生

後21～24日で産卵を始める。妊娠後期，授乳初

期にも幼虫は再活性化され，出産後４日目には

乳腺に移行する。仔犬がこれを乳汁と共にとり

こむと，幼虫は直接腸管内で成虫になる。乳汁

感染は泌乳期間中を通して起こり得ることが知

られている。従って，犬では生まれながらにし

て犬回虫に感染しているケースが多い。これら

の他，待機宿主の捕食によっても感染が起こ

る。犬回虫は極めて様々な動物を待機宿主とす

ることが知られており，特に齧歯類では感染を

受けると幼虫が脳内に被嚢しやすいため，正常

な運動ができなくなり，犬に捕食されやすくな

る。ネズミの多い田園地帯や山間部では注意が

必要であろう。理論的には，ミミズ－ニワトリ

－ネズミ－犬というような食物連鎖に伴う幼虫

の伝搬も起こりうる。ヒトも待機宿主としての

役割を果たす。ヒトヘの感染は汚染土壌の感染

虫卵による感染ル－トと，別の待機宿主を食べ

る（例えば牛レバ刺，トリのレバ刺）ことに

よって感染するルートがある。

成虫が体内にいる犬での診断は糞便検査によっ

て簡単に行うことができるが，幼虫のみを保有し

ている宿主での検査は困難である。最近，免疫学

的診断法が検討されているが，現在のところ実用

的なものはない。

治療薬として，腸管内の成虫に対しては種々

の抗線虫剤（パモ酸ピランテル，パーベンダ

ゾール，フルベンダゾールなど）が適用できる

が，被嚢したままで残っている仔虫および胎仔

に入り込んでしまった仔虫に対してはほとんど

犬猫の消化管内寄生蠕虫の生態と駆除法

写真１　新鮮糞便虫の犬回虫卵。内容は単細胞で感染
　　　　性はない。卵殻周囲に凸凹のあるタンパク膜
　　　　をもつ。大きさは80×70μm。(森田原図)

写真２　犬回虫幼虫包蔵卵。外界排出後２～３週間で
　　　　卵内に感染幼虫が形成され，感染力を持つよ
　　　　うになる。
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効果がない。

ⅱ）猫回虫（Toxocara felis）

猫回虫は主に猫に寄生し，犬にも感染するが稀

である。犬回虫と同様，比較的複雑な生活環をと

るが，犬回虫とは，（１）胎盤感染ルートがな

い，（２）気管移行型ルートはより高い年齢の猫

でも起こる，（３）犬に比べて捕食行動が活発な

ので，待機宿主からの感染ルートが重要である，

などのちがいがある。

猫に摂取された虫卵は胃あるいは十二指腸で孵

化し，気管型移行を行って，再び腸管にもどる。

感染28日目には成虫となり，約２ヶ月で糞便に虫

卵がみられるようになる。感染した虫卵のうち，

一部は体内移行型となって組織中に被嚢してしま

い，これらの幼虫に起因する乳汁感染が普通に起

こることが知られている。待機宿主からの感染，

乳汁による感染ともに新しい宿主に入った幼虫は

体内移行をすることなく，腸管で直接成虫に発育

する。駆虫は犬回虫に準ずる。

犬回虫・猫回虫が所属するトキソカラ属回虫

は，ヒトに幼線虫移行症（ＶＬＭ）を起こす寄

生虫として近年わが国でも注目されてきてお

り，重感染例では，発熱，肝脾腫大，肺炎，脳

炎などが見られる。また，時に眼幼虫移行症

（ＯＬＭ）を起こし，失明した例も知られてい

る。これに関連して，一時期公園の砂場からの

回虫感染の危険性が社会問題となったが，砂場

での高い汚染率にもかかわらず，ヒトでの患者

数の報告は非常に少ない。砂場で見られる回虫

卵のほとんどが猫回虫卵であること，小児でも

糞便を直接さわった手で菓子などを食べること

はそれほど起こらないこと，などはこのことと

関連しているかもしれない。むしろ犬の散歩中

に排便した糞を飼い主が始末せずに放置するこ

との危険性のほうが高いように思われる。また，

犬・猫の皮膚や毛に回虫卵を含む種々の寄生虫卵

が付着している可能性があるので，シャンプーの

励行と動物を触ったあとの手洗いが重要な予防手

段であると考えられる。

なお，アライグマに寄生するアライグマ回虫は

ヒトに重篤な症状を起こすことが知られているの

で，糞便の処理や素手で体に触れることについて

は犬猫以上の注意が必要であろう。

ⅲ）犬小回虫（Toxascaris leonina）

犬小回虫は犬，猫の双方に寄生する回虫であ

るが，近年わが国では少ないようである。トキ

ソカラ属回虫とは虫卵の形態（写真３）が異な

り，また発育に際して気管型移行を行わず，感

染した虫卵は直接腸管内で発育して成虫とな

る。しかし，げっ歯類などの待機宿主に感染する

と，幼虫が全身に移行する。これを犬，猫が捕食

すると腸管内で発育して成虫となる。駆虫は犬回

虫に準ずる。

（２）鉤虫類

小腸に寄生する小形の線虫であるが，腸壁に鉤

写真３　犬小回虫卵。内容は単細胞で卵殻内に膜状の
　　　　構造がある。大きさは80×75μm。
　　　　(森田原図)
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着して吸血するので，宿主に与える障害は少なく

ない。犬には犬鉤虫（Ancylostoma caninum）が，

猫には猫鉤虫（A.tubaeforme）が見られる。

i）犬鉤虫

糞便内に排出される虫卵は８～16個の細胞を含

んでいる（写真４）。条件がよければ（高温多

湿），12～24時間後には第１期の幼虫となり，孵

化する。孵化した幼虫は湿った土壌中で発育を続

け，１週間後には感染性をもつ第３期幼虫とな

る。犬への感染は，経口感染と経皮感染とがある

が，前者の方がより普通におこる。感染した犬が

初感染であったり，感受性の高い犬である場合

は，胃腺やリーベルキューン腺を経由したのち小

腸腔内で成虫となるが，くり返しの感染を受け，

抵抗性を獲得している犬の場合には多くの幼虫が

口腔粘膜に侵入し，気管型移行を行ったのち小腸

で成虫となる。また，一部の幼虫は組織に移行

し，そこで滞留することがある。経皮感染した幼

虫は，付近の小静脈に侵入したのち，気管型移行

を行って小腸に達し，そこで成虫になるが，抵抗

性のある犬では組織移行して滞留するものもあ

る。組織内に滞留した幼虫は妊娠，乳腺の発達な

どによって再活性化され，胎盤，乳汁を介して胎

仔あるいは子犬に感染する。なお，犬回虫と同

様，待機宿主を介しての感染も存在すると考えら

れている。

検査には浮游法による糞便検査が用いられる

が，卵内の卵細胞の発育がとくに夏季では早いの

で，検査には新鮮糞便を使用しなければならな

い。治療には，パモ酸ピランテル14-18㎎/kg，１

回経口投与，パーベンダゾール20-30㎎/kg，２～

３日連続餌料混与，フルベンダゾール15-20㎎/

kg，２～３日連続経口投与，ミルベマイシンオキ

シム0.25-0.5mg/kg，１回経口投与などが行われて

いる。

ⅱ）猫鉤虫

成虫の形態は犬鉤虫と類似しており，虫卵も犬

鉤虫卵と区別できない。発育も犬鉤虫と同じと考

えられているが，胎盤感染は実証されていない。

経皮感染により宿主に侵入し，気管型移行を行う

のが主要な発育ルートであると考えられている。

治療は犬鉤虫に準ずる。

（３）糞線虫

犬には糞線虫（Strongyloides stercoralis），猫

には猫糞線虫（S.planiceps）の寄生が見られる。

糞線虫の主な宿主は犬であるが，猫，ヒトに

も寄生するため，人獣共通寄生虫として，とく

に亜熱帯，熱帯地方では重要であるが，わが国

ではそれほど多い寄生虫ではない。生活環は複

雑で，寄生生活世代と自由生活世代とがある。

成虫は宿主の小腸粘膜内に寄生し，そこで産卵

された虫卵は艀化したのちに腸内腔へ出て，糞

便と共に排泄される（写真５）。この第１期幼

虫は多くの自由生活性線虫と同じラブディティ

ス型の食道をもつため，診断の際，単なる自由

生活性の線虫か糞線虫かの決定がしばしば困難

犬猫の消化管内寄生蠕虫の生態と駆除法

写真４　新鮮糞便中の犬鉤虫卵。卵殻は薄く，内容は
　　　　８～32細胞期である。大きさは60×40μm。
　　　　(森田原図)
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となるが，顕微鏡下で見られる線虫がすべて大

きさのそろった幼虫であるか，大きさがバラバ

ラであるかを判定することである程度判別でき

る。前者なら糞線虫の可能性が高く，後者なら

ほぼまちがいなく自由生活性の線虫であると考

えることができる。ただし，前述のように，鉤

虫卵はとくに夏場では短時間のうちに発育して

第１期幼虫となってしまうので，糞線虫の検査

のためには新鮮糞便を用いなければならない。

排泄された第１期幼虫は，周囲の環境が好適で

あればそのまま自由生活を続けて雄・雌の成虫

になるが，環境条件が不適であるとフィラリア

型の食道をもつ第３期幼虫となり，宿主へ感染

（経皮または経口）するのを待つ。自由生活世

代の成虫が産んだ虫卵から孵化した幼虫はどの

ような条件下でもフィラリア型の食道をもつ第

３期幼虫となり，同様に宿主への感染をねら

う。２回続けて自由生活世代を営むことはな

い。感染した第３期幼虫は腸管に達したのち，

気管型移行を行って再び小腸に戻り，粘膜内に

もぐりこんで成虫となる。ヒトや免疫機能が低

下した犬では，虫卵が腸内で直接第３期感染幼

虫となり自家感染を起こすことが知られてい

る。ひとたび感染すると完全駆除は難しいの

で，繰り返しの駆虫と飼育環境の整備が必要と

なる。駆虫薬として，サイアベンダゾール75-100

㎎/kg，３日間，さらに１－２週間後に再投与，

パーベンダゾール30㎎/kg３日間連続経口投与，

レバミゾール５㎎/kgの１回皮下注射などが行わ

れているが，いずれも本虫に対する薬剤としては

認可されていない。予防には糞便の迅速な処理が

重要である。

猫糞線虫は猫のほか，犬，タヌキ，イタチにも

寄生する。糞線虫とほぼ同様の生活環をとるが，

（１）糞便中に排出されるのは第１期幼虫ではな

く，幼虫形成卵である，（２）自由生活世代を数

回にわたって繰り返すことがある，などの相違が

ある。タヌキなどの野生動物と直接的，間接的に

接触する機会の多い都市部近郊では増加している

という３）。治療は糞線虫に準ずる。

（４）有棘顎口虫（Gnathostoma spinigerum）

成虫は猫，犬，トラなどの肉食獣の胃壁に結節

を作って寄生する（写真６）。頭部が球状になっ

ており，そこに多数の小棘があるのが特徴である

（写真７）。中間宿主を２種以上必要とし，第１

写真５　糞線虫のラブディティス型第１期幼虫。体長
　　　　は約0.3mm。(佐伯原画）

写真６　有棘顎口虫寄生の犬の胃。胃壁に大きな腫
　　　　瘤を作ってその中で成虫が生息する。(赤羽
　　　　原図)



-9-

中間宿主はケンミジンコ，第２中間宿主は主とし

てライギョ，ドジョウであるが，その他の多くの

動物も中間宿主あるいは待機宿主になりうる。そ

の中にはヒトも含まれており，ヒトに幼虫が感染

すると，内臓や皮下に迷入して時に重篤な障害を

及ぼすことがある。猫，犬はこれらの第２中間宿

主あるいは待機宿主を摂取することによって感染

する。成虫の駆虫には，ジソフェノール6.6㎎/kg

の皮下注，パーベンダゾール30㎎/kg，２～３日

連続の経口投与が有効である。ヒトではサイアベ

ンダゾール25㎎/kg，１日２回，３週間の連続投

与が行われている。

（５）血色食道虫（Spirocerca lupi）

成虫は犬の食道壁，ときに大動脈，胃，気管な

どの壁内に結節を作って寄生する。新鮮な虫体は

赤色を呈する。熱帯，亜熱帯に多いが，わが国で

も見られる。糞食性甲虫類，ゴミムシダマシ，ト

ンボなどの中間宿主をとるが，その他両生類から

哺乳類まで広い範囲の動物が待機宿主となる。犬

の糞便中には幼虫形成卵が排出される。駆虫には

ジソフェノール7.7㎎/kg，１～２回の皮下注が有

効である。

（６）胃虫類（Physaloptera spp.）

犬，猫からは20種内外の胃虫が記載されてい

るが，わが国の猫，犬からは猫胃虫（P.prae-

putialis）が比較的多く検出される。成虫は胃壁

に鉤着して寄生する。糞便中には幼虫形成卵（写

真８）が排出されるが，通常の浮游法では検出さ

れにくく，飽和硝酸ナトリウムを用いた浮游法が

用いられる。時に成虫が吐出されることがある

が，その場合，虫体の尾部が包皮状の鞘に包まれ

ていることを確認することにより，胃虫と同定で

きる。チャバネゴキブリ，コオロギなどの昆虫類

が中間宿主となる。カエル，トカゲ，鳥類などが

待機宿主となり，犬，猫がこれらを捕食して感染

することもある。治療にはパーベンダゾールが有

効であるとの報告がある８）。

（７）犬鞭虫（Trichuris vulpis）

犬には鞭虫の寄生が普通に見られる。成虫は盲

腸，ときに結腸に寄生し，体前端部を粘膜深くに

挿入するため，多数寄生では腸管粘膜に充血，浮

腫，出血，びらんなどを起こすが，軽度の感染で

は症状が出ないことも多い。７ヶ月齢以上の犬に

多く寄生が認められる。糞便中には未成熟虫卵が

排出されるが，浮游法により特徴ある形の虫卵

犬猫の消化管内寄生蠕虫の生態と駆除法

写真７　有棘顎口虫寄生の成虫。体長は20-30mm。
　　　　(赤羽原図)

写真８　猫胃虫卵。楕円形で無色。卵殻は厚い。内
　　　　容は幼虫である。大きさは55×40μm。(森
　　　　田原図)
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（写真９）が検出されるので，同定は容易であ

る。比較的高温下で発育し，10日前後で感染虫卵

となる。これが直接宿主に摂取され，感染する。

治療にはメチリジン（36㎎/kg，１日１回皮下

注），パーベンダゾール（30㎎/kg，１日１回，

２～３日混餌），フルベンダゾール（20㎎/kg，

２日間経口投与），イベルメクチン（0.1㎎/kg，

皮下注），ミルベマイシンオキシム（0.5㎎/kg，

経口投与），フェバンテル（10㎎/kg，３日間連

続経口投与）など多くの薬剤が有効であることが

報告されている３）。予防には感染犬の駆虫ととも

に，糞便の確実な処理，犬舎およびその周囲の乾

燥が効果が高い。

（８）壺形吸虫（Pharyngostomum cordatum）

成虫は猫，犬ともに寄生するが，猫での寄生

が多い。これは第２中間宿主が両生類，魚類，

爬虫類などであるため，自由にそれらを狩る機

会が多い猫での感染の機会が多いためと考えら

れる。宿主の糞便中に排出される虫卵は大型

（105-120×70-90μm）で，きれいな楕円形を呈

し，黄褐色で表面に亀甲状の紋理をもつ（写真

10）。第１中間宿主はヒラマキモドキと呼ばれ

る小さな淡水産巻き貝で，上記の広い範囲の動

物が第２中間宿主として働く。第２中間宿主は

後述のマンソン裂頭条虫とほぼ同じであるの

で，都市郊外や山間部の猫ではこれらの混合感

染例が多い。治療にはプラジクアンテル30㎎/

kg，１回皮下注が有効である。

（９）マンソン裂頭条虫（Spirometra erinaceieu-

　　　ropaei）

犬，猫，キツネ，イタチなどの肉食獣に普通

に見られる条虫である。ヒトも終宿主になりう

る。２つ以上の中間宿主をとり，第１中間宿主

は水中にすむケンミジンコ，第２中間宿主は両

生類，爬虫類，鳥類，ヒトを含む哺乳類など広

範な動物で，第２中間宿主どうしの感染も起こ

る。したがって，ヒトは第２中間宿主にも終宿

主にもなり，感染もさまざまなものを摂食する

ことによって起こりうる。ヒトにおける成虫寄

生では症状は一般に軽微であるが，幼虫（プレ

ロセルコイド）の寄生が起こると，皮下や体腔

内を移行してさまざまな障害を及ぼす（マンソ

写真９　犬鞭虫卵。ラグビーボール状の卵で，両端に
　　　　栓(卵栓)がある。卵殻の色は茶褐色。大きさ
　　　　は80×40μm。毛細線虫類Capillaria spp.
　　　　の虫卵は形態が類似しているので注意が必要
　　　　である。(森田原図)

写真10　壺型吸虫卵。楕円形で、卵殻表面に亀甲状の
　　　　紋理がある。大きさは110×80μm。
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ン孤虫症）。終宿主への感染は，ケンミジンコ

を捕食する水中の魚類，両生類のほか，これら

を摂食する爬虫類や鳥類を捕食することによっ

ても起こりうる。犬，猫，ヒトともに成虫は小

腸内に寄生し，少数寄生の場合はほとんど症状

を顕さないが，多数寄生の場合は消化管障害が

出ることがある。

犬，猫では糞便検査（浮游法など）により不正

楕円形の虫卵（写真11）を検出することで，比較

的容易に成虫感染の診断を行うことができる。猫

では壺形吸虫との混合感染が多い。

治療にはプラジクアンテル30㎎/kgが有効であ

る。ヒトの治療ではプラジクアンテル10㎎/kg，

硫酸パロモマイシン30-50㎎/kgが用いられる。

予防としては，終宿主に中間宿主もしくは待機

宿主を捕食させないようにする。ヒトの感染予

防には中間宿主，待機宿主となりうる動物を生

食しないこと，生水を飲まないことなどが要求

される。

（10）瓜実条虫（Dypilidium caninum）

犬，猫に普通に見られる条虫で，感染は中間

宿主であるノミを経口摂取することによる。比

較的小型であること，少数寄生例が多いことか

ら，通常症状は軽度であるが，小型の犬，猫で

は出血性腸炎を起こして斃死することもある。

虫卵を産出することはなく，老熟片節が順次切

断され，糞便とともに宿主体外に排出される

（写真12）。片節は活発に自力運動を行い，卵

嚢を排泄する。これが中間宿主であるノミ類

（ネコノミ，イヌノミ，ヒトノミなど）の幼虫

に摂取されると，その体内で発育し，ノミの羽

化後，感染性をもった嚢虫（擬嚢尾虫）とな

り，終宿主への感染を待つ。これが終宿主に摂

取されると，腸管内で成虫となる。犬，猫では

ノミの寄生があるとさかんに毛づくろいをする

ので，その際に摂取されやすい。診断には，糞

便の周囲や肛門の周囲に付着した片節を検査す

る。老熟片節は米粒状で，新しいものでは運動

性が見られるが，時間がたつと乾燥して半透明

になり堅くなる。疑わしい場合には材料をスラ

犬猫の消化管内寄生蠕虫の生態と駆除法

写真11　マンソン裂頭条虫卵。黄褐色を呈し，いび
　　　　つな楕円形で，左右不対象である。卵殻の
　　　　先端はやや尖る。大きさは60×35μm。(森
　　　　田原図)

写真12　新鮮糞便の表面に見られる瓜実条虫の片
　　　　節。この条虫の片節は縦に長いので，１個
　　　　ずつに分断されやすい。新鮮糞便上の片節
　　　　は活発に運動する。片節の大きさは10mm内
　　　　外。
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イドグラス上で壊して中に卵嚢が観察されるか否

かを検査する。治療には他の条虫症と同様，プラ

ジクアンテル５-10㎎/kgが用いられる。予防には

中間宿主となるノミ類の駆除が重要である。

（11）エキノコックス

いわゆるエキノコックス（エヒノコッカス）と呼

ばれる条虫には単包条虫（Echinococcus granulosus）

と多包条虫（E.multilocularis）の２種があり，ヒト

を含めた各種動物に包虫症をおこすが，わが国では

前者の寄生例報告は少ない。

多包条虫（写真13）の終宿主は犬，キツネ，

オオカミ，コヨーテなどであるが，猫も終宿主

になりうる。わが国では主に北海道の犬および

キタキツネに見られる。片節とともに糞便中に

排泄された虫卵は土壌や小川に入りこみ，中間

宿主に経口摂取されるのを待つ。中間宿主は主

としてハタネズミ類，ヤチネズミ類などの小型

齧歯類であるが，ヒトを含め，ウサギ，ブタな

どにも感染する。虫卵が中間宿主体内に入ると

六鉤幼虫が小腸内で孵化し，腸壁を突破して肝

や肺で包虫嚢を形成する。包虫嚢は数ヶ月の間

に次第に多房化して臓器を浸食する。この多房

化した包虫嚢は，中に多数の繁殖胞と原頭節を

形成する。終宿主はこれらの中間宿主を捕食す

ることにより感染するため，一般に寄生数は多

い。

ヒトヘの感染は，犬科動物の糞便に排出される

虫卵が感染源となって起こる。糞便には片節の状

態で排泄されるが，片節の一部は腸管内で壊れ，

虫卵が糞便中に出ることも多いので，診断には各

種の浮游法が応用できるが，虫卵の形，大きさ，

幼虫被殻の形状などはテニアTaenia属条虫のそれ

と類似しているので，鑑別は難しい（写真14）。

また虫卵はヒトに対する感染性を有しているので

糞便の取り扱いには細心の注意が必要である。多

包条虫の駆虫薬として，プラジクアンテル1.0-

2.5mg/kg，塩酸ブナミジン40mg/kg，２回投与，ア

レコリンカルボキシフェニルスチボネート10-20

写真13　多包条虫の成虫。全長2.5mmほどの小さな条
　　　　虫で，片節数も３～５個と少ない。しかし，
　　　　寄生があると，通常非常に多数の虫体が存在
　　　　するので，宿主糞便虫に排出される虫卵数は
　　　　少なくない。

写真14　多包条虫の成熟片節内の虫卵。卵内容は厚い
　　　　幼虫被殻に包まれており，すでに六鉤幼虫が
　　　　形成されている。大きさは40×38μm。
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㎎/kgなどがある。

これまで見てきたように，小動物の寄生虫病は

決して新しい種類のものが増加している訳ではな

いが，飼育環境の変化や飼育頭数の増加に伴って

古くから知られていた寄生虫が再び流行してくる

現象が見られている。また，これまで感染ルート

などがあまり詳しく解明されていなかったものに

ついての研究が進んだため，新たに注意しなけれ

ばならない感染源も明らかにされてきている。寄

生虫病はおおむね慢性経過をとるものが多いた

め，軽視されがちであるが，特に人獣共通寄生虫

については，飼い主や獣医病院の職員自身の感染

をも防ぐため，積極的な診断と治療が必要であろ

うと思われる。

稿を終えるにあたり，貴重な原図を提供して

頂いた，福岡大学医学部寄生虫学教室赤羽啓栄

犬猫の消化管内寄生蠕虫の生態と駆除法

５．おわりに

博士，本学の佐伯英治博士，森田達志博士に深

謝する。
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近年，様々な動物が家族の一員として受け入れられ，ヒトとコンパニオンアニマルとの関係がより密

接になるにつれて人畜共通感染症が社会問題としてクローズアップされてきた。その中でも猫は屋内外

を自由に生活しているものが多いため，種々の寄生虫に遭遇する機会が多くこれらを運び込む可能性が

高い。また犬はヒトと最も密接な関係にあるため，糞便または吐物中に消化管内寄生虫を発見し戸惑い

を感じるヒトは少なくない。消化管内寄生虫は猫や犬自身の健康状態に影響するばかりか，ヒトヘの感

染，傷害も報告されている。特に猫や犬の糞便とともに排泄された回虫卵は各地の公園砂場から検出さ

れており，小児への感染が危惧されている。このためたとえ猫や犬自身の健康を冒していなくとも，ヒ

トと猫や犬がより良い関係を維持し安心して暮らせる環境をつくるために，消化管内寄生虫の駆除は大

変重要なことである。

ドイツ・バイエル社は猫と犬の消化管内に寄生する主要な蠕虫すべての駆除を目的として，条虫・吸虫駆

除剤のプラジクアンテルと線虫駆除剤のパモ酸ピランテルを配合した猫用の「ドロンタール錠」に続いて，

本配合に線虫駆除剤のフェバンテルを追加配合した犬用の「ドロンタールプラス錠」の開発を開始した。こ

の検討中（1986年），Andrewsらはパモ酸ピランテルとフェバンテルを併用することにより線虫類に対して

相乗的に駆虫効果が発揮されることを見出し，他の組み合わせにおいてもその効果は減弱せず相加的に発現

することを確認した。

本邦では1995年に両剤の開発を開始し，毒性の相互作用の検討試験等を実施した結果，いずれも配合によ

る毒性の増強はみられず，既存の駆虫薬と比較して同等以上の駆虫効果を認め，安全性にも問題がないと判

断され，承認を受けるに至った。

ドロンタール錠およびドロンタールプラス錠とも1987年にそれぞれオランダおよびニュージーランドで承

認，発売されたのに続いて，ヨーロッパ諸国，アメリカなど世界各国で販売されている。

猫と犬の消化管内寄生蠕虫駆除剤
「ドロンタール錠」と「ドロンタールプラス錠」

１．はじめに

２．開発の経緯

３．外国での使用状況

４．特　長

関口　昇　屋代典子　緒方　徹　澤井省三　畠山英樹

バイエル株式会社動物用薬品事業部研究開発
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５．成分・分量/効能・効果/用法・用量

猫と犬の消化管内寄生蠕虫駆除剤「ドロンタール錠」と「ドロンタールプラス錠」
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ドロンタール錠およびドロンタールプラス錠とも，室温長期保存のみならず，温度，湿度および光による

苛酷条件下保存において経時的な変化は認められず，きわめて安定な製剤であると判断された。また，いず

れの分割した裸錠も加速試験の保存条件で１ヵ月間有効成分の含量に変化はないことから，分割投与した錠

剤の残余をそのまま保管した場合においても通常の室温条件では数力月以上品質を保つことができると考え

られた。

（バイエル社）

６．理化学的性質

７．製剤の安定性
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相互作用の検討

ラット（ＳＤ系）を用いた，経口あるいは腹腔内投与によるプラジクアンテル，パモ酸ピランテルおよび

フェバンテル各単剤並びに各配合剤の急性毒性試験を行い，致死量による定量的側面および症状と剖検によ

る定性的側面からこれらの急性毒性における相互作用について比較検討した。その結果，プラジクアンテ

ル・パモ酸ピランテル合剤の毒性は相加的ないしわずかに拮抗的に発現し，プラジクアンテル・パモ酸ピラ

ンテル・フェバンテル合剤の毒性はやや拮抗的あるいは拮抗的に発現すると推定され，いずれの合剤におい

ても新たな毒性を示唆する変化は認められなかったことから，これらの配合により毒性の増強はないものと

推察された。

（畜産生物科学安全研究所，ドイツ・バイエル社）

（２）対象動物安全性

ドロンタール錠

猫における安全性に関して，プラジクアンテ

ル，パモ酸ピランテルとしてそれぞれ５，57.5

㎎/kgを基準量とする常用量の３倍量までの用量

の単回投与による試験，常用量の５倍量までの用

量の３日間連続投与による試験，子猫における試

験，並びに他剤との適合性試験が実施された。そ

の結果，投与に特に抵抗した猫にみられた流涎，

並びに高用量の反復投与により散見された嘔吐お

ドロンタールプラス錠

犬における安全性に関して，プラジクアンテ

ル，パモ酸ピランテル，フェバンテルとしてそれ

ぞれ５，14.4，15㎎/kgを基準量とする常用量の

10倍量までの用量の単回投与による試験，常用量

の６倍量までの用量の３日間連続投与による試

験，並びに妊娠犬および子犬（哺乳期を含む）に

おける試験が実施された。その結果，高用量投与

により散見された嘔吐を除き，副作用は認められ

猫と犬の消化管内寄生蠕虫駆除剤「ドロンタール錠」と「ドロンタールプラス錠」

８．安全性

（１）急性毒性

プラジクアンテル・パモ酸ピランテル合剤

（配合比0.5：5.75＊）の急性毒性

プラジクアンテル・パモ酸ピランテル・

フェバンテル合剤（配合比0.5：1.44：1.5＊）

の急性毒性
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よび流涎を除き，副作用は認められなかった。ま

た，約４週齢の子猫においても高用量投与による

嘔吐を除き，副作用は認められなかった。さら

に，各種動物用医薬品との併用投与においても十

分に忍容されたことから，子猫への投与並びに他

剤との適合性も含め，本剤の安全性に特に問題は

ないものと考えられた。

（畜産生物科学安全研究所，ドイツ・バイエル

杜，南アフリカ・バイエル社）

なかった。また，妊娠犬の繁殖成績および子犬の

成長に影響はみられなかったことから，妊娠犬お

よび子犬への投与も含め，本剤の安全性に特に問

題はないものと考えられた。

（畜産生物科学安全研究所，南アフリカ・Roode-

plaat研究所，ドイツ・バイエル社，オーストラ

リア・バイエル社）

（２）用量設定と駆虫効果

ドロンタール錠

用量設定は，プラジクアンテルの猫に寄生する

円葉目条虫（瓜実条虫，猫条虫等）の駆除のため

の基本用量５㎎/kgとパモ酸ピランテルの猫に寄

ドロンタールプラス錠

用量設定は，プラジクアンテルの犬に寄生する

円葉目条虫（瓜実条虫等）の駆除のための基本用

量５㎎/kgとパモ酸ピランテル・フェバンテル配

９．効力薬理

（１）作用機序
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生する猫回虫および猫鉤虫に対する駆除効果試験

の公表文献より判断された至適用量57.6㎎/kgを

基準として組み合わせて行われた。

駆虫効果は，猫回虫，猫鉤虫，瓜実条虫および

テニア属条虫（猫条虫等）に対し，個体試験法あ

るいはＥＰＧ測定法または虫体排出の有無によ

り，プラジクアンテル，パモ酸ピランテルとして

それぞれ５，57.5㎎/kgの用量で単回経口投与し

て試験された。その結果，猫に寄生するこれらの

蠕虫に対してそれぞれ89.9～100％，80.O～100

％，100％および100％の駆虫率を示し，本剤の薬

効が確認された。

（アメリカ・Ｒ.Ｒ.３，ドイツ・バイエル社）

合剤の犬に寄生する犬回虫，犬鉤虫および犬鞭虫

の駆除のための基本用量14.4・15㎎/kgを組み合

わせて行われた。

駆虫効果は，犬回虫，犬鉤虫，犬鞭虫および

瓜実条虫に対し，個体試験法あるいは群試験法

により，プラジクアンテル，パモ酸ピランテ

ル，フェバンテルとしてそれぞれ５，14 . 4，

15mg/kgの用量で単回経口投与して試験された。

その結果，犬に寄生するこれらの蠕虫に対して

それぞれ83.3～100％，87.2～100％，63.3～

98.4％および100％の駆虫率を示し，本剤の薬効

が確認された。

（ドイツ・バイエル社）

ドロンタール錠

血中濃度測定は，猫６頭にプラジクアンテ

ル，パモ酸ピランテルとしてそれぞれ５，57.5

㎎/kgの用量で単回経口投与して行われた。その

結果，プラジクアンテルは投与後30分～８時間

に0.05～0.41μg/gが検出され，概ね６時間に定

量限界（0.05μg/g）以下となった。ピランテル

は投与後１～８時間に0.05～0.27μg/gが検出さ

れ，概ね８時間に定量限界（0.05μg/g）以下と

なった。

（ドイツ・バイエル社）

ドロンタールプラス錠

血中濃度測定は，犬６頭にプラジクアンテル，

パモ酸ピランテル，フェバンテルとしてそれぞれ

５，14.4，15㎎/kgの用量で単回経口投与して行

われた。その結果，プラジクアンテル，ピランテ

ルおよびフェバンテルの代謝物フェンベンダゾー

ルは投与後２～４時間に最高血中濃度を示し，24

時間には検出限界値（0.02μg/g）あるいはそれ

以下となった。フェバンテルは投与後90分～４時

間に0.02～0.03μg/gが１頭から検出された他は

検出限界（0.02μg/g）以下であった。

（畜産生物科学安全研究所）

猫と犬の消化管内寄生蠕虫駆除剤「ドロンタール錠」と「ドロンタールプラス錠」

10．体内動態



-20-動薬研究　1999．５．№58

ドロンタール錠

試験は猫回虫，猫鉤虫，瓜実条虫および猫条

虫の感染が確認された猫それぞれ141例，15例，

162例および4例，計322例（280頭）について実

施された。駆虫効果の判定は投薬後の虫卵，片

節または卵嚢の有無により行った。その結果，

本剤の1錠/4kgの単回経口投与によりそれぞれ

100％，86.7％，99.3％および100％の有効率が

得られ，これらの蠕虫に対して高い駆除効果を

示すことが明らかとなった。一方，線虫類用の

対照薬剤としたアジピン酸ピペラジンは猫回虫

に対して88.9％，条虫類用の対照薬剤とした塩

酸ブナミジンは瓜実条虫に対して96.4％の有効

ドロンタールプラス錠

試験は犬回虫，犬鉤虫，犬鞭虫および瓜実条

虫の感染が確認された犬それぞれ158例，74例，

87例および118例，計437例（362頭）について実

施された。駆虫効果の判定は投薬後の虫卵，片

節または卵嚢の有無により行った。その結果，

本剤の1錠/10kgの単回経口投与によりそれぞれ

97.2％，100％，95.8％および100％の有効率が

得られ，これらの蠕虫に対して高い駆除効果を

示すことが明らかとなった。一方，線虫類用の

対照薬剤としたフルベンダゾールおよび条虫類

用の対照薬剤とした塩酸ブナミジンはそれぞれ

85.7％，100％，66.7％および87.5％の有効率

11.臨　床

血中濃度の推移

薬物動態学的パラメータ
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率で，犬回虫に対する本剤の効果が有意に高かっ

た。また，本剤はこれら蠕虫の混合感染例に対し

ても寄生虫種数およびその組み合わせを問わず単

独感染と同等の効果を示した。なお，本剤の投与

による副作用はまったく認められず，安全性につ

いても問題のないことが確認された。（日本獣医

畜産大学，鳥取県動物臨床医学研究所，茶屋ヶ坂

ゼミナール）

で，犬回虫，犬鞭虫および瓜実条虫に対する本

剤の効果が有意に高かった。また，本剤はこれ

ら蠕虫の混合感染例に対しても寄生虫種数およ

びその組み合わせを問わず単独感染と同等の効

果を示した。なお，本剤の投与による副作用は

まったく認められず，安全性についても問題の

ないことが確認された。

（日本獣医畜産大学，鳥取県動物臨床医学研究

所，茶屋ヶ坂ゼミナール）

猫と犬の消化管内寄生蠕虫駆除剤「ドロンタール錠」と「ドロンタールプラス錠」

寄生蠕虫種別の効果－他剤との比較－

寄生蛹虫の構成別の効果＊
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牛の呼吸器病は，農家に甚大な経済的損失を与

える疾病であり，急激な飼育環境の変化，密飼

育，長距離輸送のストレスによる抵抗力の低下な

どにより，侵入したPasteurellaおよびMyco-

plasmaなどの細菌，ウィルスなどの病原微生物が

上気道および肺で増殖し，感染症が引き起こされ

る。近年日本においても牛の飼養形態の大規模化

が進んでおり，フィードロット肥育を行う農家が

増加する傾向にあり，多頭飼育に伴う牛へのスト

レスまた，感染症発生時の易伝播性などにより呼

吸器感染症の発生率の増加が予想される。このこ

とから，牛の呼吸器感染症をコントロールするこ

とは，これまで以上に経済性を左右する重要な要

因になると考えられる。

これらの感染症は上記病原微生物が複雑に絡

み合う混合感染の場合も多く，治療に用いる抗

菌剤も単剤で抗菌スペクトルの広い薬剤が必要

とされる。さらに，頻回の保定による牛のスト

レスを軽減し，省力化ができ，且つ治療の確実

性を担保した単回投与治療薬剤が望まれるとこ

ろである。これらを満足できるニューキノロン

の単回投与専用注射液を製品化したのがバイト

リルワンショット注射液である。また，投与回

数を単回に減じることにより，近年公衆衛生上

で問題となっている，抗菌剤の頻用に起因する

とされる耐性株の出現を抑制する方向につなが

ると考えられる。

バイトリル注射液は，国内初の動物用ニューキ

ノロンの注射剤として承認され，1992年９月に販

売を開始してから既に６年以上経過しており，

様々な診療領域でその効果と安全性に高い評価を

受けている。現行のバイトリル注射液は牛の肺炎

治療に際し，エンロフロキサシンとして2.5～5.0

㎎/kgの３～５日間投与を用量としており，効果

を確実にするためには３日間以上の連続投与を必

要とする。しかし，頻回の保定による牛のストレ

スを軽減して治療の確実性を担保し，且つ省力化

するために，単回投与で十分な効果を有する治療

薬剤が望まれた。

近年，ニューキノロンは細菌に対し殺菌的作用

を有することから，高用量の単回投与が低用量の

数回投与に匹敵する効果を示すことが人の医療現

場等から報告されている。そこで，バイトリル注

射液においても，牛の肺炎に対する最低用量であ

る2.5㎎/kgの３日間連続皮下投与とその総量に相

当する7.5㎎/kg用量の単回皮下投与との間に同等

の効果が期待され，高用量投与に配慮を加えた新

処方の製剤を用いて比較検討された。その結果

7.5㎎/kgの単回皮下投与により2.5㎎/kgの３日間

連続投与と同等の効果が確認されたため，バイト

リルワンショット注射液が開発され，承認を受け

るに至った。

エンロフロキサシンを有効成分とするバイトリ

ル注射液は，すでに牛，豚，犬および猫を対象動

物とし，1999年３月現在，国内はもとより，ドイ

ツ，米国等，世界54ヶ国で承認または販売されて

いる。今回新たに承認され販売を開始する牛肺炎

治療専用のバイトリルワンショット注射液は，既

に米国，イタリアおよびアイルランドで承認さ

れ，米国およびイタリアではすでに販売されてい

る他，1 9 9 8年３月現在，ドイツ，英国，ベル

ギー，デンマーク，オランダおよびオーストリア

ワンショットで効く,バイトリル注射液

１．はじめに

２．開発の経緯

３．外国での使用状況

屋代典子　関口　昇　緒方　徹　澤井省三　畠山英樹
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で承認申請中である。

本剤は牛の肺炎治療において，単回投与で十分

な効果と安全性を有し，頻回の保定による牛のス

トレスを軽減して治療の確実性を担保し，且つ省

力化を可能とした。

（１）有効性

牛の肺炎治療においてエンロフロキサシンと

して7.5㎎/kgの単回皮下投与により，2.5㎎/kg

の３日間連続投与と同等の効果を有し，P a s -

teurella multocida，Mycoplasama bovis，My-

coplasma bovirhinis，Ureaplasma diversumの

混合感染の肺炎罹患牛の治療において優れた効

果を示し，問題となる副作用は認められない。

また，7.5㎎/kgの単回皮下投与後の吸収は緩や

かで，投与後６～８時間に4.97μg/ãの最高血中

濃度に到達し，投与後24時間においても最高血

中濃度の１/３の濃度を維持し，優れた効果を裏

付ける。

（２）休薬期間

設定した休薬期間は14日間で，現行のバイトリ

ル注射液の21日間より短い。

（３）製剤設計

局所安全性を高めた製剤である。

一般名：エンロフロキサシン

略　号：ＥＲＦＸ

化学名：１-シクロプロピル-７-（４-エチル-１-

　　　　ピペラジニル)-６-フルオロ-１,４-ジヒ

　　　　ドロ-４-オキソ-３-キノリンカルボン酸

分子式：Ｃ19Ｈ22ＦＮ３Ｏ３

分子量：359.40

現行のバイトリル注射液を2.5㎎/kgで頚部皮下

投与後，エンロフロキサシン濃度は，１～２時間

後に最高血中濃度1.1μg/mＬに到達し，24時間後

には0.07μg/mＬなった。

バイトリルワンショット注射液を7.5㎎/kgで

頚部皮下投与後のエンロフロキサシン濃度を測

定した。その結果，投与後の血中濃度の上昇は

緩やかで，６～８時間後に4.97μg/mＬの最高濃

度に到達し，以後の消失相での濃度の減少も緩

やかで，24時間後でも最高濃度の１/３（1.34μ

g/mＬ）の濃度を維持した（図１）。現行のバイ

トリル注射液投与と比較して，投与後の最高濃

度到達時間が著しく遅延し，その最高濃度は4.5

倍，24時間後においては約19倍の高濃度を示し

た。

投与後の主要な薬物動態学的パラメータ（平均

値±標準偏差）は表１のとおりであった（東京農

工大学）。

ワンショットで効く,バイトリル注射液

４．バイトリルワンショットの特徴

５．有効成分の物理

６．成分・分量／効能・効果／用法用量

７．体内動態
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国内２カ所の試験機関で，１～２ヶ月齢の子

牛を用い，バイトリルワンショット注射液をエ

ンロフロキサシンとして7.5㎎/kg（常用量）お

よび15㎎/kg（２倍量）の用量で単回皮下投与

し，その残留性を検討した。その結果，投与後

７日目には１施設の肝臓および注射部位直下筋

肉を除き検出限界（0，01μg/mＬ）以下とな

り，10日目以降は全ての組織において検出限界

以下となった（畜産生物科学安全研究所，日本

科学飼料協会）。

国内において牛を用いた皮下投与による安全

性試験が実施され，またドイツ・バイエル社に

おいて牛を用いた皮下投与による局所安全性試

験が実施された。その結果，バイトリルワン

ショット注射液の常用量（7.5㎎/kg及び３倍量

（22.5㎎/kg）単回投与による全身安全性に問題

はないと判断された。また，局所安全性におい

てに中程度の局所損傷が認められたが，この損

傷は皮下織の急性炎症に限局され，可食部であ

る骨格筋への影響は問題とならないと判断され

た（畜産生物科学安全研究所，ドイツ・バイエ

ル社）。

バイトリルワンショット注射液は長期安定性試

験，加速試験および種々の苛酷試験条件下で，経

時的変化は認められず，極めて安定な製剤である

ことが確認された（米国・バイエル社）。

（１）牛肺炎由来の各種細菌野外分離株に対する

　　　抗菌力

バイトリルワンショット注射液の臨床試験で分

離された牛の肺炎由来のパスツレラ・マルトシ

ダ，マイコプラズマ・ボビス，マイコプラズマ・

ボビライニス，ウレアプラズマ・ディバーサムに

対してエンロフロキサシンは他の繁用抗菌剤と比

較して高い抗菌活性を示した（図２～５）。ま

た，バイトリル製剤の販売を開始してから既に６

年以上経過しているが，現行バイトリル注射液の

臨床試験（1986～1990年に実施）の分離株に対す

る抗菌力と比較していずれの菌種も感受性の低下

は認められなかった（表２）。

８．残　留

９．安全性

10．製剤の安定性

11．効　力

表１　薬物動態学的パラメータ

図１　血中濃度曲線



-25-

ワンショットで効く,バイトリル注射液

表２　牛肺炎由来の各種野外分離株に対するエンロフロキサシンの抗菌力

図２　牛肺炎由来P.multocidaに対する各薬剤の抗菌力の比較

図３　牛肺炎由来M.bovisに対する各薬剤の抗菌力の比較
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（２）牛の肺炎に対する効果

米国・バイエル社で行われたP.Haemolytica，

P.multocida，H.somnasおよびMycoplasma spp.混

合感染の肺炎自然罹患牛を用いた用量設定試験

の結果バイトリルワンショット注射液のエンロ

フロキサシンとして7.5㎎/kg以上の単回皮下投

与と2.5㎎/kgの１日１回３日間連続投与は同等

の効果を示しすことが確認された。その後同国

で３施設共同の牛458頭で行われた野外効力確認

試験では対照群の斃死率が36.4％となった重度

の肺炎罹患牛群であったにも関わらず，バイト

リルワンショット注射液の7.5㎎/kg単回皮下投

与は，有効率70％と優れた効果を示した（図６

～８）。

図４　牛肺炎由来M.bovirhinisに対する各薬剤の抗菌力の比較

図５　牛肺炎由来U.diversumに対する各薬剤の抗菌力の比較

ＥＲＦＸ：エンロフロキサシン，ＯＴＣ：オキシテトラサイクリン，ＡＢＰＣ：アンピシリン，ＫＭ：カナマイシン，
ＣＥＺ：セファゾリン，ＥＭ：エリスロマイシン，ＴＳ：タイロシン，ＴＰ：チアンフェニコール
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国内２カ所の試験機関，15農場において合計

128頭の牛を対象として野外臨床試験を実施し

た。供試牛は呼吸速迫，発咳，鼻汁漏出，活力

や食欲の喪失および発熱などの臨床症状より肺

炎と診断された症例で，多くの牛の鼻汁から

Pasteurella multocida，Mycoplasama bovis，

Mycoplasma bovirhinis，Ureaplasma diversum

が分離された。これらの牛にバイトリルワン

ショット注射液をエンロフロキサシンとして7.5

㎎/kg単回皮下投与し，その治療効果を徐放性製

剤のオキシテトラサイクリン注射液（ＯＴＣ・

ワンショットで効く,バイトリル注射液

12．臨　床

図６　有効率

図７　死亡率

図８　体温の低下
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ＬＡ）の単回筋肉内投与と比較した。２カ所の結

果を合わせた投薬前後の臨床症状の合計スコアの

推移，体温の推移および有効率を以下に示した

（図９～11）。統計学的に検討を加えた結果，い

ずれの項目においてもエンロフロキサシンとし

て，7.5㎎/kgを単回皮下投与により，上記細菌を

主因とする牛の肺炎に対してＯＴＣ・ＬＡ注射液

の単回筋肉内投与と比較して有意に優れた治療効

果が認められ，且つすべての症例で副作用も認め

られなかったことから，本剤は有用性の高い薬剤

であると判断された（山形県農業共済組合連合

会，石狩地区農業共済組合）。

図９　臨床症状合計スコアの推移 図10　体温の推移

図11　有効率
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豚胸膜肺炎はActinobacillus pleurop-

neumoniae（Ａpp）を起因菌とする呼吸器性疾患

である１）。罹患個体は発咳，腹式呼吸などの重

篤な呼吸器症状と熱発を示し，甚急性のもので

は24～36時間で死に至る２）。当該菌には１～12

までの血清型が存在し３），本邦においては１
４），２５）および５６）型が広く浸潤していること

が知られている。

本症の伝播はもっぱら罹患豚の鼻端との接触，

くしゃみによる鼻汁の飛沫あるい空気中の塵芥を

介して成立する２）ため，近年の集約化・規模拡大

の結果，密飼い状態となった養豚場において多発

し，その経済的損失が甚大であるために，大きな

問題疾病となっている。

当該疾病の治療の第一次選択薬としてペニシ

リン，アンピシリンなどのβ-ラクラム系薬剤の

注射用製剤が専ら用いられているが，関東地方

等で分離された血清型１型菌のように，多剤耐

性株７），８），９），10）でこれらが奏効しない場合に

は第２次選択薬としてエンロフロキサシン（ＥＲ

ＦＸ）ll），ダノフロキサシン（ＤＮＦＸ）12），

オルビフロキサシン（ＯＢＦＸ）13）などのニュー

キノロン系薬剤やフロルフェニコール（ＦＦ），

セフチオフル（ＣＴＦ）といった様々な新規薬剤

の注射用製剤が用いられ，効果をあげている。し

かしながら，大規模養豚場にあっては発症豚の治

療にかかる時間的および労力的負担が大きく，治

療の徹底が困難であることから，より省力的かつ

効果的な治療法が求められているのが現状であ

る。そこで今回，ニューキノロン系の抗菌性物

質，ＥＲＦＸおよびマクロライド系の新規薬剤，

チルミコシン（ＴＭＳ）の飼料添加剤をそれぞれ

豚胸膜肺炎野外発生例に投与し，その治療効果を

臨床的および細菌学的に比較したので報告する。

試験実施期間：1997年11月～12月

試験実施農場：南九州にある一貫生産農場

試験動物：１棟当たり600頭を収容する同一構造の

肥育豚舎２棟を用い，マイコプラズマワクチン未

接種で，熱発，発咳，腹式呼吸等の典型的な豚胸

膜肺炎の症状が認められた肥育豚，ＬＷＤ，120

日齢，1,200頭に対し投薬を行い，その内の200頭

を観察対象とした。

供試薬剤：試験薬剤はニューキノロン系薬剤，Ｅ

ＲＦＸを2.5％含有するバイトリル2.5％プレミッ

クス（バイエルＫＫ）を用いた。対照薬剤にはマ

クロライド系の新規薬剤，ＴＭＳを５％含有する

プルモチルプレミックス－50（塩野義製薬ＫＫ）

を用いた。

試験区分および薬剤投与方法：表１に示す通り，

飼料中濃度がＥＲＦＸでは150ppm，ＴＭＳでは

200ppmになるよう，それぞれ飼料中に均一に混合

し，豚舎単位で７日間連続で自由摂取させた。飲

水はニップルドリンカーによる自由摂取とし，そ

の他の飼養管理は農場の慣行通りとした。

４．検査項目：

１）臨床症状：試験期間中，元気・活力，栄養

状態，食欲，体温，発咳，呼吸状態の計６項目

について，表３に示したスケジュールに準じて

調査を行った。すなわち，体温の測定は投薬開

始前（０日），投薬６日目（５日目）および投

薬終了４日目（10日目）に，一般状態（元気・

活力，栄養状態，食欲）および呼吸器症状（発

咳の有無，呼吸状態）の観察は隔日に，おのお

の実施した。これらの観察結果は表２に示した

チルミコシン製剤との比較におけるバイトリル2.5％
プレミックスの豚胸膜肺炎野外発生例に対する治療効果

緒　論

材料および方法

バイエル株式会社動物用薬品事業部

藤田真司
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区分に基づいて行なった。個体識別は耳標により

行い，個体別にスコア化して記録し，体温，一般

状態，呼吸器症状のそれぞれについて合計スコア

を算出した。得られた合計スコアはいずれも点数

別に区分され，累積χ２検定法を用いて両試験区

間と各時点間の差についておのおの統計学的に検

討した。

２）病理学的検査：試験開始前に死亡した同一豚

群の豚４頭を剖検に供し，肉眼で専ら胸腔内の病

変について観察した。

３）細菌学的検査：死亡豚４頭のうち，重度の肺

病変が認められた３頭より肺を無菌的に採材し，

これを出発材料としてActinobacillus pleurop-

neumoniae（Ａpp），Heamophilus parasuis（Ｈ

ps），B.bronchiseptica（Ｂb），P.multocida

（Ｐm）の分離培養を試みた。分離にはチョコ

レート寒天培地，７％馬血液加寒天培地およびＤ

ＨＬ寒天培地を用い，37℃で24～48時間で５％Ｃ

Ｏ２存在下で行なった。分離菌の同定は常法に従

い実施した。分離されたＡppの血清型の判定は平

板凝集反応によって行った。

各分離株は日本化学療法学会標準法に準拠し，５

％イースト加ミューラーヒントン培地（Ｄifco）を

用いた寒天平板希釈法によって，ペニシリン（Ｐ

Ｃ），アンピシリン（ＡＢＰＣ），オキシテトラサ

イクリン（ＯＴＣ），ＳＴ合剤（ＳＴ），フロル

表１　試験設定

表２　臨床症状の重度別区分

表３　試験実施日程
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フェニコール（ＦＦ），チルミコシン（ＴＭＳ）な

らびにエンロフロキサシン（ＥＲＦＸ）の計７薬剤

の最小発育阻止濃度（ＭＩＣ）を測定した。

４）効果判定：効果判定は試験期間中の一般状

態，体温，呼吸器症状ならびに全ての合計スコ

アを基に下記の計算式を用いて，それぞれ臨床

症状の改善率を算出し，両試験区間の改善率を

Fisherの直接確率算出法を用いて統計学的に検

討した。

臨床症状改善率（％）＝（試験開始時評点合計－

試験終了時評点合計）/試験開始時評点合計×100

１）体温の改善状況

両試験区の体温スコアの改善状況を図１に示

す。試験開始時では両試験区の平均体温はバイ

トリル区40.35±O.55℃，プルモチル区40.34±

0.48℃を示し，両試験区共に重度の熱発が確認

された。投薬５日目の平均体温はバイトリル区

の39.98±0.25℃に対し，プルモチル区は39.53

±0.77℃と低い傾向にあり，スコアを用いた統

計学的検討ではプルモチル区の体温がバイトリ

ル区に比して有意（p＜0.0 0 5）に低い結果で

あった。しかし，投薬終了４日目ではバイトリ

ル区39.4±0.5℃に対しプルモチル区39.5±0.33

℃とわずか0.1℃の差を認めたのみであり，スコ

アを用いた統計学的検討においても有意差は認

められなかった。

また，同一試験区内での時点間の比較において

はバイトリル区では投薬６日目と投薬終了４日目

の間に，プルモチル区では試験開始時と投薬６日

目の間にそれぞれ統計学的有意差（p＜0.005）が

認められた。

２）一般状態の改善状況

元気・活力，栄養状態，食欲の合計スコアの平

均値の推移を図２に示す。投薬開始前の観察では

バイトリル区の方がプルモチル区に比して症状が

重度の傾向が認められた。投薬開始後は両試験区

とも比較的緩慢な回復パターンを辿り，投薬６日

目ではバイトリル区の症状はプルモチル区に比し

て統計学的に有意（p＜0.05）に重度であった。

しかし，投薬終了２日目以降プルモチル区がスコ

ア上昇を示し，投薬終了４日目ではバイトリル区

の症状がプルモチル区に比して統計学的に有意に

（p＜0.05）軽度となった。また，同一試験区内

での時点間の比較では，バイトリル区の試験開始

時と投薬３日目との間にのみ統計学的有意差（p

＜0.05）が認められた。

３）呼吸器症状の改善状況

発咳および呼吸状態の合計スコアの平均値の

推移を図３に示す。投薬開始前の観察ではバイ

トリル区の呼吸器症状がプルモチル区に比して

統計学的に有意に重度（p＜0.005）であった。

投薬開始後も両試験区共に良好な改善を示した

ために，投薬４日目においてもこの傾向は変わ

らず，バイトリル区の方がプルモチル区に比し

て有意（p＜0.005）に重度であった。ただし，

バイトリル区では良好な改善が投薬６日目で全

チルミコシン製剤との比較におけるバイトリル2.5％プレミックスの豚胸膜肺炎野外発生例に対する治療効果

試験成績

＊＊＊：両試験区間で統計学的有意差有り(p＜0.005)
a,b：同一文字の時点間で統計学的有意差有り(p＜0.005)

図１　体温の改善状況
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図２　一般症状の回復状況

図３　呼吸器症状の推移
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頭が正常域への回復を示したのに比し，プルモ

チル区では投薬２日目以降緩慢なスコアの上昇

を示した。その後，バイトリル区では投薬終了

２日目に虚弱豚が１頭死亡したために，スコア

の上昇を示したが，投薬終了４日目で再度正常

となり，プルモチル区との間に統計学的有意差

（p＜0.05）を認め，両薬剤の改善状況に大きな

差異が認められた。

また，同一試験区内の時点間の比較ではバイト

リル区の投薬開始前と投薬２日目，投薬２日目と

投薬４日目の間にそれぞれ統計学的有意差（p＜

0.05）が認められた。

４）改善率の比較

体温，一般状態，呼吸器症状およびこれらすべ

ての総合スコアを基に算出した両試験区の改善率

の比較を図４に示す。体温では両試験区間に差は

認められなかったが，一般状態，呼吸器症状およ

び総合スコアではバイトリル区がプルモチル区に

比してそれぞれ有意（p＜0.005）に高い改善率を

示した。

５）病理学的検査結果

投薬開始前に死亡した120日齢の豚４頭の剖検

見を表４に示す。４頭の共通所見として，肺の充

出血および結節の形成が認められ，さらに２頭に

胸膜の癒着，胸水貯溜を認め，いずれも豚胸膜肺

炎の典型的な所見を呈していた。

６）細菌学的検査結果

菌分離結果：死亡豚３頭の肺からのA.pleuro

pneumoniae，P.multocida，B.bronchise-

ptica，H.parasuisの分離状況を表５に示す。Ａ

ppは３頭全頭から，Ｐmは２頭から，Ｈpsは１頭

からそれぞれ分離され，Ｂbは全く分離されな

かった。

薬剤感受性結果：Ａpp分離株２株の薬剤感受性を

チルミコシン製剤との比較におけるバイトリル2.5％プレミックスの豚胸膜肺炎野外発生例に対する治療効果

図４　両試験区間の各臨床症状の改善率の比較
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表６に，Ｐm２株およびＨps５株の結果は表７なら

びに表８にそれぞれ示す。

Ａppに対するＥＲＦＸのＭＩＣ値は0.1μg/ã

とＳＴと共に供試７薬剤中最も低値を示し，次い

でＡＢＰＣおよびＦＦ：0.2μg/ã，ＯＴＣ：O.39

μg/ã，ＰＣ：0.39～0.78μg/ãの順であり，対

照薬剤としたＴＭＳは6.25～12.5μg/ãと７薬剤

中最も高いＭＩＣ分布を示した。同様にＰmに対

してもＥＲＦＸはO.013～0.05μg/ãと７薬剤中

最も低いＭＩＣ分布を示し，次いでＰＣおよびＡ

ＢＰＣ：0.2μg/ã，ＯＴＣ：0.2～0.39μg/ã，

ＦＦ：0.39μg/ã，ＳＴ：0.78μg/ãの順であり

ＴＭＳは1.56～3.13μg/ãと最も高いＭＩＣ分布

を示した。

さらに，H.parasuis５株に対しても最も低いＭ

ＩＣ分布を示したのはＥＲＦＸの0.025～0.39μg/

ãであり，次いでＦＦ：0.2～0.78μg/ã，ＴＭ

Ｓ：3.13μg/ãの順であり，ＰＣ，ＡＢＰＣ，Ｏ

表４　死亡豚の肺の病理学的検査結果

表５　菌分離成績

表６　A.pleuropneumoniae分離株２株の最小発育阻止濃度測定結果
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ＴＣ，ＳＴに対しては一部耐性化が認められた。

豚胸膜肺炎高度浸潤農場において，明らかな当

該疾病の症状を呈していた肥育豚各60 0頭に対

し，バイトリル2.5％プレミックスならびにプル

モチル－50をそれぞれ飼料添加濃度150ppmおよび

200ppmで７日間連続で自由摂取させ，臨床症状の

改善状態，細菌学的検査によって両薬剤の治療効

果について検討した。

その結果：

１．体温の改善状況においてはバイトリル区に比

してプルモチル区の方が早い改善効果を示したも

のの，投薬５日目以降はバイトリル区の改善が顕

著であり，最終観察時点である投薬終了４日目で

は両試験区の差は認められず，改善率においても

差異は認められなかった。

２．一般状態の改善状況において，プルモチル区

が投薬７日目以降スコアの上昇傾向を示したのに

対し，バイトリル区では投薬終了４日目に明らか

な改善が認められた。改善率ではバイトリル区が

87.1％とプルモチル区の56.86％に比して有意に

（p＜0.005）高い値を示した。

３．呼吸器症状の改善状況において，プルモチル

区は投薬３日目以降徐々に再発傾向を示し，投薬

終了４日目ではバイトリル区に比して有意（p＜

チルミコシン製剤との比較におけるバイトリル2.5％プレミックスの豚胸膜肺炎野外発生例に対する治療効果

考察およびまとめ

表７　P.multocida分離株２株の最小発育阻止濃度測定結果

表８　H.parasuis分離５株の最小発育阻止濃度測定結果
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0.05）に重度の症状を示した。

改善率でもバイトリル区は98.08％と29.17％

であったプルモチル区との差は顕著であり，バ

イトリル区が有意に高い（p＜0.005）改善率を

示した。

４．臨床スコアの総合計点による改善率の比較

では，バイトリル区90.7％，プルモチル区53.85

％と大きな差が認められ，バイトリル区が有意

に高い（p＜0.005）改善率を示した。このこと

から，特に呼吸器症状の改善において両薬剤の

治療効果に明らかな差が存在することが明らか

となった。

５．投薬開始前の死亡個体４頭からの病理学的

検査，および３頭の肺からの菌分離成績によっ

て当該農場で問題となっている呼吸器疾患がＡ

pp-２型菌，Ｐm，Ｈpsの混合感染であることが

明らかとなった。これらの分離菌株の薬剤感受

性は，Ａpp，Ｐm，Ｈpsのいずれに対してもＥＲ

ＦＸのＭＩＣは供試薬剤中最も低値にあった。

しかしながら，今回対照薬剤としたプルモチル

の有効成分であるＴＭＳに対してはいずれも中

～低感受性を示したに過ぎなかった。このこと

が両薬剤間に認められた治療効果の差の裏付け

となるものと思われた。

以上結論として，今回のＡpp-２型菌を主たる

起因菌とする豚胸膜肺炎野外発生例に対し，バイ

トリル2 . 5 ％プレミックスの飼料添加濃度

150ppm，７日間投与は対照としたプルモチルの飼

料添加濃度200ppm，７日間投与に比して良好な改

善を示し，バイトリル2.5％プレミックスはプル

モチル区よりも優れた治療効果を有することが確

認された。
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筆者は，畜産生産の現場における衛生対策の

指導を業とし，主として養鶏関係のサルモネラ

フリー化とＨＡＣＣＰ導入の支援に当たってい

るが，ここでは現場から見た採卵養鶏場のサル

モネラ対策の現状とＨＡＣＣＰの方向を論じて

みたい。

ＨＡＣＣＰも第二段階を迎えたと言うことを聞

いた。第二段階とはどんな段階か，第一段階とは

何だったのか，第三段階はどうか，その定義は明

確でないようだが，言わんとするところはすでに

啓蒙の段階は過ぎて，いよいよ実施の段階に入っ

たということであろうか。食品衛生法の改正，Ｈ

ＡＣＣＰ支援法の公布と，そのベースはできてい

る。大手乳業メーカー各社が認証を獲得し，食品

製造業から流通業にもＨＡＣＣＰを採用しようと

する企業が続出している。

食品企業あるいはスーパーや生協の中には，原

料の仕入先である畜産農場等にもＨＡＣＣＰシス

テムの採用を要請する動きも出ている。

ＨＡＣＣＰの講演会やセミナーも，初めの内は

ＨＡＣＣＰとは何ぞやとか米国のＨＡＣＣＰの状

況といった情報が中心であったが，最近では実際

の工場でいかにＨＡＣＣＰプログラムを組むかと

いう具体的な講義を求められるようになってきて

いる。

一昨年，クリントン大統領が「From Farm To

Table（農場から食卓へ）」と提唱して以来，わ

が国でもＨＡＣＣＰのセミナーへ行くと，どの講

師も「農場から食卓へ」と合言葉のように提唱す

るようになっている。スーパーや生協などの流通

や食品工場の側では「供給者責任」を強調するよ

うになり，一部では，農場にＨＡＣＣＰシステム

の採用を迫るようになってきた。

ＨＡＣＣＰの焦点は農場の側にも当てられるよ

うになってきたのである。

では，食品の原料たる畜産物の生産者はどう考

えているのだろうか。鶏卵生産者の場合を例に取

り上げてみよう。

●２億個で１件とは

この数年，業界の課題はサルモネラ撲滅対策の

徹底実施あるいはＨＡＣＣＰ化へ向けての推進と

いうことが提唱されてきた。これを見る限り，養

鶏業界は鶏卵のサルモネラフリー化に向けて大き

く前進しつつあると思われるのだが，実際はどう

であろうか。

全農が，昨年発行した「鶏卵のサルモネラ安全

対策ハンドブック－安心・安全な鶏卵を生産する

ために」というパンフレットがある。

これは養鶏場向けのサルモネラ対策のマニュ

アルであるが，その冒頭に鶏卵がサルモネラ食

中毒を起こす可能性について，次のように記し

ている。

すなわち，わが国の採卵鶏羽数は１億4600万羽

で，うち現に卵を産んでいる成鶏羽数は１億１千

万羽，その鶏が産む１日の産卵個数を１億個とす

ると，年間産卵個数は36 5億個になる。ところ

で，ＳＥ（Salmoella Enteritidis）が原因食品

とされた食中毒件数は年間に194件であるから，

ＳＥ食中毒１件当たりの卵個数は1億8800万個に

なるという。つまり自分が割った卵で食中毒に出

会う確率は２億分の１に過ぎない。これは，１人

の人間が毎日２個づつ食べても27万４千年に１回

しか食中毒にならないという，宝くじに当たるよ

りも低い確率である。

農場のＨＡＣＣＰはどうなるか－その前に
なすべきこと

１．わが国のＨＡＣＣＰは第二段階に入ったという

２．生産農場はどう考えているか

食品・環境衛生コンサルタント

横関正直
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とこのように鶏卵とサルモネラ食中毒の関係

が極めて低いということを強調しているのであ

る。このような考え方は独り全農に限ったこと

ではない。鶏卵業界の大会でも，サルモネラ食

中毒患者１人当たりの鶏卵個数は100万個という

ような数字を挙げて，鶏卵をサルモネラ食中毒

の原因とするマスコミ報道の不当性を批判する

講演がなされて，多くの会員聴衆の共感を得た

ようである。

昨年夏，養鶏業界団体では，サルモネラ食中毒

の原因が鶏卵であるとするテレビの報道に抗議し

て，会員養鶏場に対し手紙やＦＡＸによる抗議ア

ピールを勧めた。そして，卵は安全な食品である

という５段抜きの大広告を全国紙に出した。さら

に養鶏場から募金をして，これを継続する方針だ

という。

全国農業会議所の発行する全国農業新聞でもＨ

ＡＣＣＰはゼネコンを儲けさせ，平飼い養鶏や有

機農業を排除するものとして，批判的な見方をし

ている。

これらの考えの当否は別として，このような

現象から判断すると，養鶏業界がサルモネラ食

中毒の鶏卵犯人説に納得していないことがわか

る。

養鶏業界もＳＥ食中毒と鶏卵の関係を否定して

いるわけではないのだが，高々，年間百数十件の

食中毒のために全国の養鶏場が生産コストを10％

以上も高めるサルモネラ対策や，さらにはＨＡＣ

ＣＰ迄導入しなければならないのかと言っている

のである。他にやりようがないのかと言っている

のである。

ＨＡＣＣＰが最も効果的で効率的な方法である

なら，それも止むを得ないが，そういう点が明ら

かにされないで，サルモネラ食中毒対策は即，養

鶏場のＨＡＣＣＰというのが納得できないと言う

のである。

筆者は養鶏場のサルモネラ対策とＨＡＣＣＰの

導入を仕事にしているが，それでもＨＡＣＣＰの

一律導入には積極的に賛成することはできない。

こういう状況が養鶏生産者が業界を挙げてサル

モネラ食中毒対策に取り組む機運には中々至らな

い理由の一つであることが推測できる。もし，前

述の通り，サルモネラ食中毒と鶏卵との関係が，

２億個に１件であるとするなら，そのように低い

確率のために，生産費を10％以上も引き上げる費

用と多大の労力を投入してまで対策をする必要が

あるのかと生産者が考えるのも無理はないのでは

ないか。

こういう疑問に対して，しっかりした納得の行

く回答が与えられていないことが，養鶏場のサル

モネラ対策の普及を遅らせている大きな原因の一

つではないだろうか。

ここで誤解のないように言っておきたいが，

もちろん，一部の先進的な農場ではすでにサル

モネラの清浄化対策を実施している。ＨＡＣＣ

Ｐシステムの導入を実施した養鶏場もあるとい

う。サルモネラ汚染のないサルモネラフリー卵

をすでに発売している養鶏場もある。しかし，

それが業界を挙げての実施には，まだ至らない

のである。

市販卵のサルモネラ汚染率は数年前には１万

卵とか１万５千卵に１個とか言われていたが，

最近は３千卵に１個と言われるようになってい

る。検査法を改良すればさらに高率になるので

はないかとの説もある。昨年秋に発表された農

水省の全国調査によると，約1,150の養鶏場から

３.鶏卵生産現場の実状は

農場のＨＡＣＣＰはどうなるか－その前になすべきこと
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採取した３万７千余の検体の2.2％がサルモネラ

陽性であったという。この汚染率は鶏糞や鶏舎

の拭き取り検査の結果で，一見かなり低いよう

に見える。しかし，これは検体ベースの汚染率

であり農場ベースの汚染率ではない。農場ベー

スの汚染率は発表されていない。そこで筆者が

推測をしてみる。

1,150軒から３万７千検体だから，１軒当り約

30検体余となる。農場ベースでは30検体の内１検

体でも汚染が見つかれば，即，汚染農場となる。

その方式で行くと，検体ベースの2. 2％は農場

ベースにすると，最高では60％を越す可能性があ

る。もちろん，これは単なる計算結果に過ぎな

い。実際にどうかはわからない。

93年に太田氏らが報告した北九州市の食鳥処

理場に搬入された10養鶏場の廃鶏の調査によれ

ば，６養鶏場がサルモネラに汚染されており，

その内２か所がＳＥに陽性であった。鶏の保菌

率も養鶏場によっては最高64％に達していたと

いう。また，97年に報告された竹内氏ら（青森

県）の調査によれば，９養鶏場の廃鶏を調べて

全くサルモネラを検出できなかったのは１軒に

過ぎなかったという。その他，類似の結果を示す

いくつかの報告が出ている。さらに竹内氏ら

は，同一の養鶏場の卵による，１か月の短期間

に，９件のサルモネラ食中毒散発例と60名を越

す集団発生を報告している。

これらの報告に基づくと，全国的に，相当に高

率の養鶏場がサルモネラに汚染されていることが

推測される。汚染養鶏場の卵は数個に１個の割合

でサルモネラに汚染されている場合もあることも

前出の報告から読み取れるのである。やはり採卵

養鶏場のサルモネラ汚染排除の対策は必要なので

ある。

昨年，厚生省は殻付き卵の衛生的取扱に関して

省令を制定したが，これによってサルモネラ汚染

卵の発生自体を防止する効果は期待することはで

きないのである。生食卵がサルモネラフリーであ

る保証もない。

農水省は６年計画で農場のＨＡＣＣＰ化の推進

を計画し，すでに３年目に入っている。「農場か

ら食卓まで」の実現のためには，養鶏場での対策

が必要なのは当然だが，鶏卵のサルモネラ対策

が，即，養鶏場のＨＡＣＣＰ化というのには前述

のような認識の養鶏業界にとっては，唐突な感が

なきにしもあらずである。鶏卵のサルモネラ対策

にはＨＡＣＣＰシステムが産業的に最も効果的か

つ効率的である（真にそうであるなら）との説明

をする努力が必要であろう。

●官製の画一的ＨＡＣＣＰが気懸かり

農水省の方針に従って，全国の家畜保健衛生所

が養鶏現場の実状調査を続けており，それを基に

したＨＡＣＣＰシステムの試みも発表されている

が，鶏舎や器具の付着菌数を総菌数や大腸菌群で

規定し，食品工場に倣った洗浄消毒を基本とした

衛生管理が志向されるのではないかと気懸かりに

なる。生きた鶏がいて毎日餌を食べ糞をしている

鶏舎とは元々異質な食品工場のＨＡＣＣＰや衛生

管理のシステムを養鶏場に応用しようとするのに

は無理がある。

養鶏場のサルモネラ汚染と鶏舎の付着総菌数と

は基本的に無関係である。鶏舎の見た目のきれい

さとサルモネラ汚染も無関係なのである。

食品工場のＨＡＣＣＰはあくまで「自主的」に

作られる。スーパーや生協から迫られての導入も

あるだろうが，プログラム作りは工場の自主に任

４．今後の対策の方向は
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されており，厚生省は介入していない。農水省が

家畜保健衛生所の調査を基にして，公定版の全国

統一のＨＡＣＣＰプログラムを作るつもりでなけ

れば幸いである。ガイドラインというようなもの

でも，一旦作られてしまうと，それがひとり歩き

して，それでなければ認めないようになること

は，役人の通弊である。作った方は，どうせ養鶏

場では自力でＨＡＣＣＰシステムを作ることはで

きないからという親切心から制定した単なるガイ

ドラインだと言っても末端では金科玉条となって

しまうのである。

卵は元々利幅の小さい商品である。養鶏場では

赤字の年が続くこともある。従って養鶏場のサル

モネラ対策は必要最低限の費用で済むようなプロ

グラムであるべきである。

その意味で，すでにサルモネラに汚染された養

鶏場と非汚染の養鶏場を同じように扱って，一律

に対策を実施させることは大きな無駄である。現

在非汚染の養鶏場では，新たに外からサルモネラ

を持ち込まない限り汚染は生じない。従って，対

策は持ち込みの防止を主とすればよい（これには

日常の継続的な注意が必要）。

他方，すでにサルモネラ汚染されている養鶏場

では汚染の除去こそが先決であり，この場合には

鶏舎を初めあらゆる養鶏環境の洗浄消毒による汚

染排除とネズミ駆除等を徹底実施しなくてはなら

ない。特に，ウインドウレス鶏舎が林立し，それ

をコンベアーで連結するインラインＧＰセンター

を持つ大規模養鶏場では清浄化は容易なことでは

ない（ところが，サルモネラ対策の難しさにもか

かわらず，実際は経営効率の面でこのような超集

密的な大型ウインドウレス鶏舎が次々に作られる

傾向にある）。

汚染養鶏場の清浄化は，容易な作業ではない

が，不可能事でもない。米国のＳＥＰＰ

（Salmonella Enteritidis Pilot Project）の調

査報告（表１）を見て，消毒について悲観的なこ

とを言う指導者もいるが，この調査では農場はそ

れぞれの慣行的な消毒法を実施しており，最も効

果的な消毒法を統一的に行わせた結果ではないこ

とに気がっかなければならない。つまり，使用薬

剤や実施方法の適否により，消毒の効果は異なる

ものであり，実施してもサルモネラが除菌できな

い場合も当然有り得るのである。

消毒薬の対サルモネラ殺菌力については，

invitroでは鈴木らと石井の報告があるが，より

実際条件に近く，木板に塗布したＳＥに消毒液

を噴霧した場合については筆者の実験の結果で

は複合塩素剤のビルコンＳが最も効果的であっ

た（図１）。

筆者のクライアントの中には汚染養鶏場もあ

るが，慣行的な消毒ではサルモネラ汚染の排除

が困難であるが，適切な方法で徹底的に実施す

れば，汚染が除去できることを体験している。

このように，汚染と非汚染で状況が極めて異な

るものを，同じシステムで対処するのは効果的

でもなく効率的でもない。だから，プログラム

を作るなら状況に応じたものとしなければなら

ないのである。

農場のＨＡＣＣＰはどうなるか－その前になすべきこと

表１　ＳＥＥＰ調査－養鶏舎の消毒前後の環境ＳＥ検
　　　査結果
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●実際的な対策は

鶏卵のサルモネラ汚染の原因は，第一に，サ

ルモネラ感染ヒナにある。サルモネラ感染ヒナ

はサルモネラ感染種鶏から生まれる。従って，

産卵鶏のサルモネラ感染を防止するには種鶏

（原種鶏）をサルモネラフリー化することが先

決である。多数の一般採卵養鶏場をＨＡＣＣＰ

システム化するよりも，少数の種鶏場と孵卵場

を清浄化してサルモネラフリー化するのがよほ

ど効果的であり効率的である。国の努力は先ず

そこに集中すべきではないか（勿論すでに清浄

なところもあるが…）。

汚染原因の第二は飼料である。危害要因として

のウエイトはヒナよりは低いとされており，飼料

のサルモネラ汚染除去の方策はすでに技術的には

確立されている。主として飼料の加熱と有機酸の

添加であるが，これが普及しにくいのはコストが

かかるからである。

飼料製造におけるサルモネラ対策も，進んだ工

場では動物質原料の全ロット検査をはじめ，工程

の汚染しやすい箇所の定期検査等各種の対策を実

施しているが，工場によりかなりの格差があるよ

うである。

農水省は，飼料工場のＧＭＰを進めようとして

いるようだが，飼料工場の一般的な衛生管理を強

化することが，如何程サルモネラ対策になるのか

には疑問がなきにしもあらずである。飼料工場の

サルモネラ対策は，サルモネラフリー原料の受け

入れと加熱或は有機酸処理による殺菌に尽きると

言うと過言かもしれないが，それができなけれ

ば，工場施設や管理をいくら衛生的にしても無駄

である。

また，逆に，それができて，飼料に接触する特

定の要因を制御すれば，その他の多くの環境要因

とは無関係にサルモネラフリー飼料が生産できる

ことも考え得る。排水溝の掃除や周辺の雑草の駆

除とか鳩の侵入防止等はやらないよりはやった方

がよいのであろうが，それがサルモネラ汚染にど

れほど繋がるのか，あれもやれ，これもやれ，と

いうのは現実的でないのではないか。一律に，Ｇ

ＭＰで細菌制御をするのは費用対効果が極めて低

いやり方である。

品質管理の言葉で昔から有名な“Vital few，

Trivial many”という言葉がある。品質に関係す

る要因には多数あるが，多くは些細な要因

（Trivial many）で，他方重大な要因は数少ない

（Vital few）のである。その数少ない重大な要

図１　木板上のＳＥに対する除菌効果
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因を見つけて対策をするのが，最も効果的かつ効

率的な品質改善策だというのである。ＨＡＣＣＰ

でもＨＡが前提になっている。

もともと儲けの薄い装置産業の飼料工場に，人

手のかかる過大な努力を要求しても永続きするで

あろうか，と気がかりである。

それはともかくとして，これらの点（ひなと餌

料）が解決すれば，その後は養鶏場の努力で対応

できないものはない。

そこで，一般養鶏場に対して国が行うべきこと

は，個々の養鶏場の汚染調査である。１万羽飼養

以上の大型養鶏場は農水省の統計では全国で2600

軒，これで全羽数の92％を飼っている。単純計算

で１都道府県当たり約60軒だから調査不可能な数

ではない。

汚染養鶏場が確定すれば，その後は個々に汚染

除去対策を指導すればよい。

広く一般の採卵養鶏場にＨＡＣＣＰシステムを

採用させるよりも，これらの点に集中する方がよ

ほど効果的かつ効率的で，我々の税金も生きてく

るというものである。

と言っても，個々の養鶏場のＨＡＣＣＰ化を抑

える必要は全くない。先進的で経営力のある養鶏

場が自主的に，自らの状況に適したＨＡＣＣＰ化

を実施するのは，大いに歓迎すべきである。

●サルモネラフリー卵をペイさせること

養鶏場のサルモネラフリー化は技術的には可能

なのである。前述の通り，一部の先進的な養鶏場

では，すでに対策を実施し，サルモネラフリー化

を達成して，サルモネラフリー卵を生産販売して

いるが，問題はそのコストがペイしない点にあ

る。養鶏場のサルモネラ対策には，ヒナ，飼料，

外部からの侵入防止，環境汚染の防止（ネズミ・

ハエ対策を含む）等々の対策があるが，それぞれ

に通常以外に費用がかかるものである。筆者の関

係する養鶏場では費用の節約を考えていても10％

を越えるコスト高となっている。この分は卵の販

売により回収するしか方法はないのだが，問題は

サルモネラフリーの卵が相応に高く売れないこと

である。スーパーや生協の中にはサルモネラフ

リーを表記する卵の取扱を拒否するところもある

と聞く。他の一般の卵が売り難くなるという理由

である（スーパーや生協の中には，卵の衛生的品

質について，むやみに厳しい要求を出していると

ころもあるが）。

直接販売先を求めて学校給食，病院，老人施

設，保育所等のハイリスクの施設を，養鶏場の経

営者が歴訪したが，サルモネラフリー卵を少しで

も高く買おうというところには出会わなかったと

いう。先年の腸管出血性大腸菌Ｏ：157感染症の

大発生以来あれほどに食中毒の防止に熱中してい

る筈の学校給食ですら，食材の購入には安さが最

大のポイントであるという。

ＨＡＣＣＰ支援法が制定され，農場でもＨＡＣ

ＣＰを導入する時には，補助金を受けられること

になったようだが，過去の多くの補助金の場合と

同じに，杓子定規で不相応に厳しい規定や制限を

課すのでは受けられるところも限定され，金も生

きてこないのではないか。それよりも，サルモネ

ラフリー卵を生産する養鶏場に対して，サルモネ

ラフリー卵１キロ当たりいくらというような，生

産コストの補助をする方が有効ではないか。サル

モネラ対策がペイすることがわかれば，多くの養

鶏場が競って自主的にサルモネラフリー化を実現

するはずである。

（食品・環境衛生研究所主宰・技術士）

註：本稿は月刊ＨＡＣＣＰ誌99年１月号に掲載

されたものを基に加筆修正したものである。

農場のＨＡＣＣＰはどうなるか－その前になすべきこと




