ウマの実験的関節炎に対する
ヒアルロン酸ナトリウム静脈内投与の治療効果
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な物質であり ９），関節液の粘稠度を保つ主成分

はじめに

である｡関節炎時の関節液中のＨＡ濃度は著明に
ウマにおいて，跛行は労働，競走，競技あるい

低下することが知られており４，11），ＨＡを関節

はトレーニングなどを中断する最も大きな要因

腔内に投与することにより，潤滑性の改善18）や

で，関節炎は跛行を引き起こす主要な原因であ

抗炎症作用34）などの効果を発現する｡これまでの

る｡1996年の日本中央競馬会の競走馬保健衛生年

異種動物由来のＨＡは関節腔内投与が原則で

報によると，診療実頭数1 7 , 8 5 8 頭中約4 7 ％の

あった｡しかし，ウマにおける関節腔内投与は，

8,328頭が運動器系疾患であり，そのうち1,842頭

保定や投与部位の確実な消毒および無菌操作な

が関節疾患を発症し，そのほとんどが関節炎で

ど投与法が煩雑であり，実際にはあまり適用さ

あった｡

れていない｡
近年，静脈内投与が可能なＨＡの製剤化により

ウマの関節炎は外傷や運動性の滑膜炎であるこ
とが多く，トレーニングの効果や経済性を優先し

５）

て，関節炎治癒に必要な休息期間が不十分になり

するＨＡの静脈内投与試験が行われ，顕著な跛行

やすい｡その結果，炎症性メディエーターやそれ

の改善が認められている６，10，14）｡静脈内投与は，

に誘導されるメタロプロティナーゼなどの産生が

関節腔内投与の煩雑さや感染の危険性もなく，簡

亢進して軟骨基質代謝のバランスが崩れ，軟骨の

便かつ有効な新しい治療法として期待されてい

物理的特性が消失し，変形性関節症などへと進行

る｡しかしながら，ＨＡの静脈内投与による臨床

することがある

19，25）

，ウマにおける実験的関節炎および臨床例に対

｡

的な跛行の改善は認められてはいるものの，関節

関節炎の治療法としては，運動制限および患

炎治療効果の発現機序の詳細については不明な点

部の冷却，副腎皮質ホルモン，非ステロイド系

が多い｡

抗炎症剤，ヒアルロン酸（ＨＡ），グリコサミ

本研究は，関節炎発症馬に対するＨＡの静脈

ノグリカンあるいは過酸化転移酵素などが治療

内投与による治療効果の発現機序を明らかにす

薬として投与されているが，なかでも副腎皮質

ることを目的とした｡実験的関節炎発症馬にＨＡ

ホルモンの関節腔内投与は古くから行われてき

を静脈内投与し，その効果を臨床学的，血液学

７，3 6）

｡ しかし，副腎皮質ホルモンによる治療

的および生化学的に評価した｡さらに，患部関節

は，その抗炎症作用によって臨床的に顕著な改

滑膜を病理組織学的に検索し，ＨＡの静脈内投

善がみられるものの，関節軟骨代謝に対する強

与が滑膜組織および滑膜細胞に与える影響につ

た

い抑制作用が指摘され

23）

，連用は禁忌とされて

いて検討した｡

いる｡一方，副腎皮質ホルモンとＨＡとの関節腔
内併用投与により良好な結果が得られて以来
29）

材料と方法

，ウマの関節炎の治療において，ＨＡの関節
１）供試動物

腔内投与またはステロイドとの併用による有効
性が報告されている

２，３，12，27，28）

｡

一般身体および関節部の検査で異常が認められ

ＨＡは関節内での潤滑運動や衝撃吸収に不可欠

ず，跛行を示さない軽種馬８頭（サラブレット６

北海道大学大学院獣医学研究科
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頭，アングロアラブ２頭，年齢４〜８歳）を無作

斜時あるいは固い地面などの状況下では時

為に４群に分け，２頭をＨＡ投与17日観察群（Ｈ

に発現する｡

Ａ17 日群①・②），２頭をＨＡ投与 24 日観察群

２：常歩時または速歩時に跛行を認めがたい｡

（ＨＡ24日群①・②），２頭を対照 17日観察群

荷重時，輪乗り時，傾斜時あるいは固い地

（Ｃ17日群①・②），２頭を対照24日観察群（Ｃ

面などの状況下で一貫して発現する｡
３：速歩時に一貫して発現する｡

24日群①・②）とし，実験に用いた｡

４：明確な跛行｡歩幅が狭い｡

動物実験にあたっては，｢北海道大学大学院獣

５：負重に耐えられない｡移動困難｡

医学研究科における動物実験に関する指針｣ に

５）血液学的検査および血液生化学的検査

従って行った｡
２）実験的関節炎

白血球数，血清総蛋白（ＴＰ）濃度およびＡ/

実験的関節炎は，メデトミジン（５μg/kg，

Ｇ比はいずれも常法に従って測定した｡

Ⅳ）による鎮静後，一方の手根関節を剪毛･消毒

ＨＡ濃度の測定は，三菱化学ＢＣＬ（株）に依

後に注射針および注射筒を用いて手根中央関節腔

頼し，ヒアルロン酸バインディングプロテインを

内より関節液を約２ã採取し，次いで濾過滅菌し

用いたサンドイッチバインディングプロテイン

たキモパパイン（ＣＰ；Sigma， St. Luis， Ｕ

アッセイ法で実施された｡

ＳＡ）溶液（ＣＰ15mg/２ãリン酸緩衝食塩液）

６）関節液検査

を同関節腔内に投与することにより作出した｡

細胞数の計測，蛋白分析（ＴＰ，Ａ/Ｇ比）お

®

ＣＰ溶液投与後３日目から，ＨＡ（Hyonate ，

よびＨＡ濃度を測定した｡
７）組織学的検査

１％ＨＡ，Bayer，Ge㎜any）４mgをＨＡ17日群で
は，７日おきに２回，ＨＡ24日群では７日おきに

組織の採取は，それぞれ17日目または24日目に

３回頚静脈内に投与した｡Ｃ群ではＨＡを投与せ

チオペンタールＮaの過剰投与後，放血･安楽死さ

ずに経過を観察した｡

せ，患肢および対側肢の手根関節の橈骨手根･手

３）身体検査と採材

根中央の両関節滑膜を採取した｡

ＣＰ溶液投与直前を０日目とし，17日群では０，

採取した滑膜は1 0 ％中性緩衝ホルマリン固定

３，７，10，14および17日目に，24日群では０，

後，常法に従ってパラフィン包埋後，薄切した｡

３，７，10，14，17，21および24日目に行った｡

滑膜の炎症性変化等の一般的な組織学的検査に

関節液は，同様に17日群では０，３，10および

は，ヘマトキシリンーエオジン（ＨＥ）染色標本

17日目に，24日群では０，３，10，17および24日

を用いた｡

目に無菌的に２ã採取した｡

滑膜組織中のＨＡ分布の組織学的検索には，p

４）跛行の判定基準

Ｈ2.5およびpＨ1.0の条件下で染色したアルシア

以下の判定基準に基づきスコア化して評価し

ンブルー染色標本を用いた｡
８）組織学的評価

た｡
０：跛行なし｡正常｡

（１）鏡検部位

１：跛行を認めがたい｡荷重時，輪乗り時，傾
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ＨＥ染色標本において，100倍の視野で滑膜全
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③滑膜における毛細血管の新生

層が観察できる部位を無作為に数か所選択し，同
視野をさらに400倍の視野で滑膜表層細胞下の疎

観察した視野にみられた全毛細血管数を算出し

性結合組織が全層にわたって鏡検可能な部位を無

た｡

作為に５視野選択した｡

Ｂ.アルシアンブルー染色標本

（２）観察項目および評価法

陰性対照であるpＨ1.Oの条件下におけるアルシ

以下に述べる観察項目について，５視野の平均

アンブルー染色で染色性がみとめられない５視野

を求めて評価した｡

について，pＨ2.5の条件下でのアルシアンブルー

Ａ.ＨＥ染色標本

による染色性を評価した｡

①滑膜の炎症所見

①疎性結合組織におけるアルシアンブルーの染色
性（図１）

炎症反応の指標として，滑膜表層における絨毛
状増生の程度，滑膜層に占める疎性結合組織の割

以下の通り分類して評価した｡

合，滑膜表層細胞における扁平または円形細胞の

０：疎性結合繍哉に染色性が全く観察されない｡

出現割合，および滑膜へのリンパ球の浸潤の程度

１：疎性結合組織に一部分染色性が確認される｡

をそれぞれをスコア化し，Ｃ群とＨＡ群とを比較

２：疎性結合組織に層状に染色性が確認される｡

した｡

３：疎性結合組織全域で染色性力確認される｡

②滑膜表層細胞の増生

②毛細血管周囲におけるアルシアンブルーの染色
性（図２）

滑膜表層細胞を単層，２‑３層および４層以上
に分類し，その比を百分比で示した｡

図１

以下の通り分類して評価した｡

疎性結合組織におけるアルシアンブルーの染色体スコア
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図２

毛細血管周囲におけるアルシアンブルーの染色体スコア

０：毛細血管周囲に染色性は全く観察されない｡

後両群で増加してその後低下した｡Ａ/Ｇ比は，Ｃ

１：毛細血管周囲に一部分染色性が確認される｡

Ｐ溶液投与後両群で減少してその後回復した｡し

２：毛細血管周囲に層状に染色性が確認される｡

かし，いずれも両群間の変動に特に差は認められ

３：毛細血管周囲全域で染色性が確認さる｡

なかった｡
４）血清および関節液中のＨＡ濃度

結果

血清および関節液ＨＡ濃度は，ＣＰ溶液投与

１）跛行の推移

後，両群ともに低下してその後回復傾向を示した

跛行は，３日目には全頭で重度であったが，常

が，ＨＡ群での関節液ＨＡ濃度の低下は軽度で

歩時の跛行は2 4 日目の実験終了時までに消失し

あった（図４）｡

た｡ＨＡ群の跛行は，Ｃ群に比べて17日目および
５）関節滑膜の病理組織学的所見

21日目に軽度であった（図３）｡

（１）滑膜の炎症所見
２）血液学的および血液生化学的所見

滑膜表層における絨毛状増生の程度，滑膜層に

白血球数，血清ＴＰ濃度およびＡ/Ｇ比の変動

占める疎性結合組織の割合，滑膜表層細胞におけ

および両群ともに正常値範囲内であった｡

る扁平または円形細胞の出現割合および滑膜への

３）関節液検査所見

リンパ球の浸潤の程度などをスコア化後，炎症反

関節液細胞数およびＴＰ濃度は，ＣＰ溶液投与
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応の指標として評価したが，Ｃ群とＨＡ群との間
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に顕著な差は認められなかった｡

健常肢，患肢ともにＣ群に比べてＨＡ群で高い

（２）滑膜表層細胞の増生（表１）

染色性を示す傾向が認められ，特に17日目で顕著

両群ともに，健常肢橈骨手根関節包滑膜では単

であった｡

層の割合が高く，健常肢手根中央関節包滑膜と患
肢の橈骨手根関節および中央関節滑膜では２‑３層
の割合が高かった｡患肢手根中央関節包滑膜では，
Ｃ群に比べてＨＡ群で４層以上の割合が低かった｡
（３）滑膜における毛細血管の新生（表２）
Ｃ群に比べて，ＨＡ群では新生毛細血管数が多
く，特に患肢手根中央関節包滑膜でその傾向が顕
著であった｡
（４）疎性結合組織におけるアルシアンブルーの
染色性（図５）
健常肢，患肢ともにＣ群に比べてＨＡ群で高い
染色性が認められ，特に17日目で顕著であった｡
（５）毛細血管周囲におけるアルシアンブルーの
染色性（図６）

図３

図４

血清および関節液中のＨＡ濃度
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跛行度の推移

ウマの実験的関節炎に対するヒアルロン酸ナトリウム静脈内投与の治療効果

図５

表１

表２
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血清および関節液中のＨＡ濃度

滑膜表層細胞の増生（単層：２‑ ３層：４層以上の比）

滑膜における毛細血管の新生（５視野平均個数/ 4 0 0 倍視野）
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考

本研究で用いられた関節炎モデルは，跛行度から

察

みて重度の関節炎と判断され，ＨＡ群においても
ＨＡは関節液，滑膜および軟骨基質などに多く

試験期間中に跛行が消失することはなかった｡

存在し，その生理活性作用は，潤滑作用の他９），
軟骨からのプロテオグリカン遊離抑制

21，32）

血液成分の変動については，Ｃ群においても顕

ＰＧ

著な変動は認められず，ＨＡ群においても同様で

１）

Ｅ２産生の抑制
性抑制作用

26，34）

，白血球遊走機能抑制と貧食活

および活性酸素除去作用

31）

あった｡

など

関節炎時における関節液中のＨＡ濃度とその分

を有する｡

子量の低下の機序については数多く報告され，関

従来のＨＡ製剤は若い雄鶏の鶏冠から抽出され

節液の増量，分解酵素の増加，活性酸素の増加お

たものであり，関節炎に対する適用は関節腔内投

よび合成段階の低分子化などによるとされている

与が原則であった｡しかし，Bayer社が開発した微

４，８，30）

生物由来のＨＡ製剤は高純度であり，この製造技

炎においてもＨＡ濃度は急激に低下し，これは関

術により異種動物タンパク混入の可能性が全く排

節液で特に顕著であった（図４）｡しかし，ＨＡ

除され，初めて静脈内投与が可能となった５）｡こ

群においては関節液中のＨＡ濃度はＣ群に比べて

れによって，ウマの関節炎の治療に静脈内投与が

その低下が抑制された｡Kawcak et al.（1995）は

適用され，明らかな跛行の改善を認め，臨床的に

ウマの実験的関節炎にＨＡを静脈内投与し，関節

｡本研究のＣＰ溶液投与による実験的関節

その有効性が報告されている６，10，14）｡

液中のＨＡ濃度の変化に対照群との差はなかった
14）

本研究ではＣＰを軽種馬の手根関節腔内に投与

と報告しているが，本研究ではそれと異なる結

して実験的に関節炎を作出した｡ＣＰはセリンプ

果であった｡さらに，ＨＡによる関節液ＨＡ濃度

ロティナーゼの一種であり，軟骨プロテオグリカ

の低下抑制は，後に述べる滑膜組織中のＨＡ量の

ンのコア蛋白を分解して軟骨基質を破壊し，変形

所見とも一致しており，ＨＡ静脈内投与は，滑膜

性関節症に類似した関節軟骨の変性を誘導するこ

のＨＡ産生亢進および基質分解酵素の生成抑制な

とが知られており，関節腔内にＣＰを投与したウ

どの機序を有することが示唆された｡

37）

サギ

，モルモット

15）

，ポニー

35）

において変形

変形性関節症軟骨組織の組織培養系を用いた実

性関節症のモデルとして研究されてきた｡

験では，ＨＡ添加群は生理食塩液を添加した対照

本研究において，ＣＰ溶液投与後の跛行度の推

群に比べ，培地中へのプロテオグリカンの放出が

移をＨＡ群とＣ群で比較したところ，Ｃ群では跛

明らかに抑制されたと報告されている20）｡これら

行度が２まで減少するのに３週間以上を要したの

の成績から，関節液中ＨＡ濃度の維持により，軟

に比べ，ＨＡ群では２週間あまりで跛行度が２ま

骨細胞から産生される基質分解酵素産生が抑制さ

で減少した（表１）｡以上のことから，本試験の

れ，軟骨の変性抑制作用や基質修復促進作用が期

観察期間内ではＨＡの静脈内投与により，跛行は

待される｡

完全に消失しなかったものの，跛行度の早期軽減

ＨＥ染色標本における検索の結果，滑膜細胞の

効果が認められたと判断された｡しかしながら，

絨毛状増生，細胞形態，血管の新生，あるいはリ
ンパ球の浸潤等の炎症性変化を示す所見24）は，健
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常肢に比べて患肢でいずれも程度が若干強い傾向

述べていないが，ヒアルロニダーゼによる消化

がみられた｡滑膜疎性結合組織の増生は，患肢で

後，ＨＡ染色し，染色性が示されないことで確認

はＣ群とＨＡ群との両群間に明かな差は認められ

した｡In vitroの実験において，ＨＡは培養滑膜

なかったが，健常肢において，Ｃ群に比べてＨＡ

細胞に直接作用し，より高分子のＨＡを産生させ

群は低かった｡これらの所見は静脈内に投与され

る効果があると報告されている33）｡関節腔内に投

たＨＡが滑膜に対して何らかの効果を発現してい

与された外因性ＨＡの場合には，その効果が投与

ることを示唆するものと考えられた｡滑膜表層細

後１週間まで継続していた｡他方，血中のＨＡの

胞の増生は，患肢手根中央関節包において，Ｃ群

半減期は数分間であり，大部分は肝臓の内皮細胞

に比べてＨＡ群では４層以上の割合が低かった

で代謝されると報告されている16）｡本研究におけ

（表１）｡変形性関節症の滑膜では，滑膜表層細

る17日目および24日目の組織所見は，いずれもそ

胞の増生が数層になるのが特徴であり，ＨＡに

の一週間前にＨＡが静脈内に投与されているが，

よって滑膜表層細胞の増生が抑制されたものと考

ＨＡ群はＣ群に比べて健常肢，患肢ともにその滑

えられた｡一方，毛細血管の新生は，Ｃ群に比べ

膜におけるＨＡの染色性が明らかに高かった（図

てＨＡ群で多い傾向にあり（表２），Kawcak et

５，６）｡特に，疎性結合組織における染色性の

14）

とは異なる結果となった｡以上のよう

差は顕著であった（図５）｡ＨＡ投与群の滑膜組

に，滑膜表層細胞の増生がある程度抑制されてい

織におけるＨＡの染色性が顕著であったという本

ることを除き，ＨＥ染色標本における炎症性所見

研究の結果は，静脈内に投与されたＨＡが代謝さ

の程度にＣ群とＨＡ群との間に明かな差は認めら

れる前に滑膜細胞を刺激し，内因性ＨＡの産生が

れなかった｡このことは，先にのべたように，Ｃ

亢進したものと考えられた｡

al.の報告

Ｐの関節内投与が変形性関節症モデルとして用い

1999年６月に行われた第58回獣医麻酔外科学会

られていることからも分かるとおり，ＣＰが関節

（東京）において，馬の整形外科学の第一人者で

炎起炎因子として持続的であり，しかも重度の関

あるDr. W. McIlwraith（米国コロラド州立大学

節炎であったことが大きな影響を与えたものと考

教授）は講演の中で，欧米におけるＨＡの馬の静

えられた｡

脈内投与に関する現状についてふれ，軽〜中等度

滑膜組織中のＨＡの証明に用いた染色液のアル

の運動性の関節炎に対する治療薬としてばかりで

シアンブルーは，酸性ムコ多糖のカルボキシル基

なく，運動継続馬の関節障害の発生予防法とし

と硫酸基に特異的に結合し，その特異性はアルシ

て，ＨＡ40mgを２週間に１回静脈内投与する応用

アンブルー溶液中の水素イオン濃度や電解質に

法が注目されていることを紹介した｡ このこと

よって変化する｡本研究で用いたpＨ2.5のアルシ

は，本研究におけるＨＡ群の腱常肢における滑膜

アンブルー溶液はカルボキシル基と硫酸基の両者

組織中のＨＡ染色性が高かった事実と関連してい

に染色性を有し，pＨ1.Oのアルシアンブルー溶液

るものと考えられる｡

は硫酸基のみに染色性を示す17，22）｡本研究では，

結論として，静脈内に投与された高純度のＨＡは

これらの性質を利用してカルボキシル基のみを持

滑膜毛細血管へ移行し，外因性ＨＡとして滑膜Ｂ細

つＨＡを証明した｡このことは，方法と結果には

胞に作用し，より高分子のＨＡを産生させ13），こ
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ダニの吸血を阻害する抗ダニワクチンの開発
小沼 操，ムレンガ・アルバート，中島美枝，杉本千尋

ているが使用薬剤に対する耐性ダニの出現なら

１．はじめに

びに薬剤散布による環境への影響等多くの問題
外部寄生虫であるダニ類はヒトや家畜を吸血する

をかかえている｡そこで全く別のアブローチとし

大型のマダニ類であるtickと小型のダニ類，miteに

て免疫により宿主にダニ抵抗性を賦与し，ダニ

分けられる｡

マダニはキララマダニ属

の吸血を阻害する方法③が考えられた ｡この方法

（Amblyomma），ウシマダニ属（Boophilus），チマ

はすでにオーストラリアに分布するダニ（オウ

ダニ属（Haemaphysalis），マダニ属（Ixodes），イ

シマダニ）に有効なダニワクチンとして開発･実

ボマダニ属（ H y a l o m m a ），コイタマダニ属

用化されている｡一般に抗ダニワクチンはダニの

（Rhipicephalus），カクマダニ属（Dermacentor）

吸血を阻害するばかりでなく，ダニ媒介性の微

等が含まれ，熱帯から温帯にかけ広く分布してい

生物の伝播をも阻害する可能性が高くその効果

る｡

が期待されている｡

マダニは幼虫，若虫，成虫の各期に十分吸血し

私共の研究室でも数年前からタイレリア原虫症

た後，地表に落下し，脱皮を行うが，吸血時に有

の防除法の一つとしてダニワクチンの研究を開始

害物質を宿主体内に注入し，アレルギー反応を誘

した｡この総説では，はじめに生体側の抗ダニ反

導したり各種病原体を媒介する｡マダニ類の吸血

応について，次ぎに抗ダニ反応を誘導するダニ側

により伝播されるダニ媒介性病原体は表１に示す

の抗原について述べ，最後に現在我々が行ってい

ようにウイルス，細菌（リケッチア），原虫と多

る抗ダニワクチン開発の現状を紹介する｡尚，抗

種にわたる｡このうち家畜ではタイレリアとバベ

ダニ反応についてはいくつものよい総説があるの

シア感染症が世界的に大きな経済被害を与えてい

で参照されたい１‑４）｡

る｡ヒトではライム病やダニ脳炎が大きな問題と

２．ダニ吸血に対する生体側の反応

なっている｡
これらマダニの吸血を介して伝播する感染症

１）宿主の抗ダニ反応

の制圧には，住血原虫症を例にとると①病原体の
側からの対策として原虫ワクチンの開発，②抗ダ

マダニの吸血を受けた動物は２回目以降の吸血

ニ剤を用いてのダニの排除ならびに ③宿主へのダ

に対し抵抗性を示すことはかなり以前から知られ

ニ抵抗性の賦与（ダニワクチンの開発）が考え

ていた。ダニに対する宿主の抵抗性の獲得につい

られる｡このうち①については各方面で勢力的に

ての研究はTrager（1939）５）の実験動物を用いた

研究がなされている｡獣医領域では住血原虫のワ

仕事から始まった｡

クチン開発が大きなテーマとして日本･欧米で研

（D.variabilis ）に１回吸血されたモルモット

究が進められているが，原虫の抗原多様性，原

は，それ以降ダニの吸血に対し抵抗性を示す｡初

虫のたくみな免疫回避機構の存在など解決すべ

回の吸血ではわずかな皮膚反応をみるにすぎない

き問題が多く，いまだ有効なワクチンは開発さ

が，抵抗性を獲得した２回目の吸血時には強い皮

れていない｡②の抗ダニ剤についてはこれまで有

膚反応が認められダニの吸血が阻害される｡その

機リン系殺虫剤，イベルメクチン等が使用され

後の研究でダニの吸血に対する宿主の反応がしだ

北海道大学大学院獣医学研究科
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ダニの吸血を阻害する抗ダニワクチンの開発

表１

ダニ媒介性の感染症

いに明らかにされてきた｡ D.andersoni の幼ダニ

モットの抵抗性は，唾液腺由来蛋白に対するＩg

をモルモットに吸血させると初回吸血により抵

Ｇ１抗体と補体第二経路の活性化で生じた補体因

抗性を獲得したモルモットでは２回以降の吸血

子（多分Ｃ３a ，Ｃ５a などのアナフィラトキシ

に際し，吸血部位に著しい好塩基球と好酸球の

ン）により吸血部位に好塩基球が集まり好塩基球

６）

｡この好塩基球の著しい浸潤は

性過敏反応が引き起こされ，ダニの吸血が阻害さ

cutaneous basophil hypersensitivity（皮膚

れることによると考えらている｡この様な好塩基

好塩基球性過敏反応）とよばれ７），この反応に

球を介した過敏反応はマウス，ウサギ，ウシでも

はＴヘルパー（Ｔh）細胞の１つＴh１細胞がか

知られている｡

浸潤がみられる

かわっている｡おもしろいことにダニ抵抗性を獲

これまでの研究からダニ抵抗性は①飽血ダニ数

得したモルモット血清（ここにはダニ唾液腺成

の減少ならびに②飽血ダニ体重の減少として表さ

分に対するＩgＧ１抗体が含まれている）を別の

れている３，６，９，11）｡これ以外に③飽血までの時間

感作されていないモルモットに受動免疫しても

の延長や，④ダニの産卵率や孵化率の減少も報告

ダニ抵抗性が賦与できる８）。

されているが，③，④についてはマダニの種と宿

このようにダニの吸血に対し抵抗性をもった動

主の組み合わせで観察されないこともある｡各種

物の抗体やリンパ球を未感作動物に移入すること

ダニと宿主の組み合わせでも①，②はよくみられ

により，移入動物にもダニ抵抗性が賦与されるこ

ることより，これらが宿主のダニ抵抗性の指標と

とから

９，10）

，ダニ抵抗性は免疫学的機序にもと

考えられている｡

づいていることが明らかとなった｡吸血部位では

好塩基球や好酸球以外に皮膚のマスト細胞が抗

好塩基球や好酸球の浸潤，それら細胞の脱顆粒像

ダニ反応にどの様な作用を及ぼすのかという点に

がみられている｡補体の関与をみた実験では補体

ついてはMatsudaら12，13）の一連の実験で以下の点

第二経路を障害するとモルモットのダニ抵抗性は

が明らかにされた｡彼らはマスト細胞欠損マウス

減弱する結果が得られている｡これまでのところ

（w/wv）とフタトゲチマダニ（H.longicornis）

マダニ（Dermacentor，Amblyomma）に対するモル

を用いた系で解析した｡正常のＢＡＬＢ/cマウス
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に幼ダニを吸血させると，吸血２回目と３回目

より抗原提示を受けたＴh細胞（特にＴh1細胞）

では飽血ダニの数ならびに飽血ダニ体重の減少

はリンホカインを放出し，過敏反応，多型核白

が認められ，明らかなダニ抵抗性が認められ

血球やマスト細胞の遊走を促す｡同時にダニ抗原

た｡ この時吸血部位ではマスト細胞の増加と，

に対し，抗体が産生されたり，補体第二経路の

その著しい脱顆粒像さらには好酸球浸潤も観察

活性化も起こる｡最終段階として遊走細胞の脱顆

された｡ 興味あることに，マスト細胞欠損（w/

粒がおこり，多種類のケミカルメディエーター

w v ）マウスではダニの頻回吸血でも全く抵抗性

が放出される｡このうち，特にヒスタミンは抗ダ

が発現しなかった｡ 培養マスト細胞をw/w v マウ

ニ因子として重要と考えられる｡事実，ダニ抵抗

スに移入した一連の実験から，マウスのダニ抵

性の動物の吸血部位でのヒスタミン含量は非感

抗性はマスト細胞とＩg Ｅ抗体を介した免疫反

作時の吸血部位より高いこと，抵抗性獲得動物

応，即ちimmediate hypersensitivity（即時

にヒスタミンレセプターのアンタゴニストを投

型過敏症）によって起こることが明らかとなっ

与すると抵抗性が減弱すること等が知られてい

た

４）

る15）｡ヒスタミンはまた生体に痒みを与えるので

｡

ダニに対する宿主抵抗性は免疫機序によって

動物はダニをひっかいて落とそうとする｡このよ

なされるが，ダニの吸血でダニ抗原が皮膚より

うにヒスタミンは直接的および間接的にもダニ

侵入した時，皮膚のランゲルハンス（Ｌa）細胞

の吸血を阻害する｡マダニに対する宿主の反応を

は抗原提示細胞として重要な働きをする｡Ｌa細

表２にまとめた｡

胞はマクロファージに類似し，抗原提示能を有

ダニ唾液腺由来抗原に対する宿主の免疫反応に

する｡紫外線照射により皮膚のＬa細胞を減少さ

ついてはよく調べられているが，これらのうちど

せたモルモットにD.andersoniの幼ダニを頻回吸

の分子がダニの抵抗性に関わっているのか今のと

血させても抗ダニ反応を示さなかった事実よ

ころ十分には明らかになっていない｡

り，吸血中にダニ唾液腺より宿主に注入された
２）ダニの吸血による宿主の免疫抑制作用

ダニ抗原は，まずＬa細胞により補食されＴ細胞
に抗原提示がなされると考えられる

14）

｡Ｌa細胞

表２

マダニのうち外側を硬い殻におおわれている

マダニに対する抵抗性の発現
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Hard tickはSoft tickにくらべはるかに長い吸血

反応を6.4％阻害したにすぎなかったが吸血１日目

時間（10〜14日）を持つ｡この長い吸血の間にマ

と９日目の唾液腺抽出物はそれぞれ44.1％と68.4

ダニの唾液腺由来成分が動物体内に入り動物の免

％も阻害した21）｡Ｂ細胞マイトージェンであるＬ

疫反応を撹乱させることが知られている｡唾液腺

ＰＳに対する反応阻害はみられていない｡この結果

由来成分にはダニの吸血を容易にするための血液

は吸血が進むにつれ宿主Ｔ細胞に対する免疫抑制

凝固阻害や吸血部位の血管拡張を促進する作用等

が進んでゆくことを示している｡同じマダニとマウ

がある16，17）｡またダニの吸血に対して障害となる

スの系でサイトカイン産生についても調べられて

宿主の炎症と免疫を抑える抗炎症作用と免疫抑制

いる｡それによるとマダニの吸血により腫瘍壊死因

18）

｡ダニの吸血による宿主へ

子（ＴＮＦ）α，インターロイキン（ＩＬ）２，

の免疫抑制作用はダニ媒介性病原体の感染成立に

インターフェロン（ＩＮＦ）γ等の産生は顕著に

も有利に作用している｡ダニの唾液ならびに唾液

抑制されているがＩＬ４は抑制されない21）｡すな

腺由来の免疫抑制作用を有する分子としてプロス

わち，ダニの唾液腺の成分はマクロファージやＴ

タグランディンＥ２（ＰＧＥ２）がよく知られて

h１細胞が産生するサイトカイン産生を抑制するが

いる 1 9 ，2 0 ） ｡ ＰＧＥ ２ は生体では活性化マクロ

Ｔh２やＢ細胞への抑制は明確でない｡

作用も知られている

ファージが産生し，Ｔ細胞の機能抑制作用をも

吸血節足動物の唾液中に含まれる因子は上述

つ｡表３にはＰＧＥ２とそれ以外の唾液中に含まれ

したように宿主の炎症反応や免疫反応を抑制す

る分子による免疫抑制作用をまとめた｡

ることにより吸血節足動物の吸血の持続を容易

C.andersoni雌ダニの吸血後に得た唾液腺抽出

にしている｡これらの因子は同時に吸血節足動物

物をダニ非感作マウスのリンパ球に添加し，i n

が媒介する病原体の宿主体内での増殖をも助け

vitroでＴ細胞マイトージェンであるＣon Ａ反応

ていることが，レーシュマニア原虫（L.major）

に対する影響をみた実験がある｡これによると未

とこれを媒介するSand fly（サシチョウバエ）

吸血ダニの唾液腺抽出物はマウスＴ細胞のＣon Ａ

の唾液を用いた実験で明らかとなった22）｡すなわ

表３
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ち，L.major原虫をSand flyの唾液と混合してマ

原のうちダニ吸血時に宿主体内に分泌される暴露

ウスに接種すると原虫単独接種にくらべ明らかに

型抗原exposed tick antigen（たとえばダニ唾液

原虫はよく増殖し，病像の悪化が認められる｡

中の分子）にくらべ非暴露型抗原concealed tick

L.major単独では増殖できないほどの少量の原虫

antigen（たとえばダニ中腸の抗原）ではワクチ

でもSand flyの唾液と一緒に接種することにより

ン効果が強く発揮されると考えられている25）｡そ

よく増殖する｡つまり，吸血により宿主体内に侵

れは，ダニと宿主間の共進化の過程で暴露型抗原

入した小量のレーシュマニア原虫はSand flyの唾

と宿主の間では免疫学的バランスが成立してお

液があればこそ宿主体内で増殖し得るものと考え

り，暴露型抗原による防御免疫（抗ダニ免疫）の

られる｡このL.majorとSand flyの関係は長い共進

誘導は十分でないと考えられてきたことによる｡

化の過程で獲得されたものであろう

17，22）

｡

この考えによってオーストラリアのグループは

Sand flyの唾液に含まれるレーシュマニア原虫

B.microplusの中腸由来の組み換え抗原，Ｂm86を

増殖因子（Leishmania enhancing factor，ＬＥ

得てそのワクチン効果を報告している26）｡Ｂm86は

Ｆ）は宿主のマクロファージの抗原提示能や，Ｉ

中腸由来の分子量86,000の膜結合型糖蛋白質であ

ＦＮγ産生の抑制作用をもっており23），これが原

る｡本ワクチンはＴick ＧＡＲＤＴＭ Ｐlusとして

虫の増殖を助けていると考えられる｡そこでＬＥ

販売されておりオーストラリア･キューバ･ブラジ

Ｆを免疫することによりＬＥＦの作用を中和し，

ルで使用され効果のあることが示されている２）｡

ワクチンに役立てようとするこころみがなされて

Ｂm86はB.microplus由来抗原であるがB.annulatus

いる｡唾液成分を用いた同様のワクチンのこころ

にも有効とのことである｡しかしこのワクチンは

みはマラリア原虫（Plasmodium berghei）でも検

ダニの中腸腺由来蛋白質であるため，免疫牛で

討されている24）｡

のダニの排除は遅効性であり，媒介病原体の伝
播を防除できるか否か疑問である｡また日本に分

３．坑ダニ免疫を誘導する分子

布するダニにも有効か否か不明である｡抗ダニ効
果が検討されている非暴露型抗原について表４

抗ダニワクチン開発の観点からすると，ダニ抗

表４

にまとめた｡

非暴露型ダニ抗原
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表５

暴露型抗原と抗ダニ効果

が研究しているフタトゲチマダニの蛋白分解酵素

いっぽう暴露型の抗原としては唾液ないしは唾

とp29の抗ダニ効果について述べる。

液腺由来のものが知られている（表５）｡これら
の多くは前項で述べたように宿主に免疫抑制を誘

１）アレルギー誘導抗原（p84）の構造解析

導するものが多い｡H.longicornisの唾液腺に含ま

ダニ唾液中に含まれる抗原のうち宿主に皮内反

れるセメント物質の１つであるp29のワクチン効
果については後述する｡

応（過敏反応）を誘導する抗原は抗ダニワクチン

R.appendiculatusとI.ricinusの外殻抽出物由来
のそれぞれ20kＤaと25kＤa抗原はウシ

27）

の候補になり得ると考え，アレルギー誘導抗原の

とウサ

精製と構造解析を行った｡

ギ28）の系でワクチン効果のあることが知られて

まず幼ダニ粗抽出液を出発材料として精製を

いる｡この他，唾液には多くのプロテアーゼや免

行った｡ 精製にはイオン交換クロマトグラ

疫抑制物質が含まれているが研究が始まったば

フィー，逆相クロマトグラフィーならびに疎水ク

かりであり，抗ダニ効果については調べられて

ロマトグラフィーを用いた｡精製の各ステップ毎

いない｡

に感作ウサギでの皮内反応により活性画分を検出
した｡ 第一段階の陰イオン交換クロマトグラ

４．唾液中抗原物質の構造解析とワクチンの可能性

フィーでは，いくつかのピークに活性が認められ
た｡それぞれのピークを分取し，濃縮後逆相クロ

我々はウシ小型ピロプラズマ症の防除として原

マトグラフィーにかけたところ，保持時間29分の

虫ワクチンの開発と同時にベクターコントロール

画分を試料とした場合にのみ，活性が回収でき

に有効な標的分子の探索を行っており，これまで

た｡その活性画分を疎水クロマトグラフィーによ

いくつかのワクチン候補分子を得ている｡特に後

りさらに精製したところ，18分のピークに活性が

述するダニ唾液中のセメント物質の１つp29抗原

回収された（図１Ａ）｡この画分をＳＤＳ‑ＰＡＧ

は顕著なワクチン効果を示した29）。ここでは我々

Ｅで分析し，分子量84kＤaのバンド（p84）が検
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出された（図１Ｂ）｡この蛋白質バンドをＰＶＤ

白質の一部とホモロジーを示した｡（Mulengaら投

Ｆ膜に転写後，Ｎ‑末端アミノ酸配列を解析した

稿中）｡このことから，p84分子はダニ唾液腺から

ところ，有意なアミノ酸配列は読みとれなかっ

吸血に伴って分泌されるセリンプロテアーゼであ

た｡おそらくＮ‑末端アミノ酸がブロックされてい

り，ダニの吸血活動に重要な役割を果たしている

るものと考えられた｡そこで，精製標品をトリプ

分子と考えられた｡現在，遺伝子クローニングを

シンで消化し，ペプチドをＨＰＬＣ精製し，アミ

行っている｡

ノ酸配列解析を行い，２カ所のアミノ酸配列が決
２）セリンプロテアーゼ遺伝子のクローニング

定できた｡この配列をデータベースに登録されて

と構造解析30）

いる蛋白質情報と比較したところ，第一の配列は
各種動物のセリンプロテアーゼと高い相同性が認

ダニワクチンの標的抗原としてプロテアーゼの

められた｡第二の配列は細菌，動物のある種の蛋

有用性が指摘されているが，その解析は遅れてい

図１

皮内アレルギー抗原（p 8 4 ）の精製
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る｡セリンプロテアーゼ遺伝子は各種生物が広く

５．ダニ唾液腺抗原（p29）遺伝子クローニング

持っている蛋白質分解酵素であり，食物蛋白質の
消化，血液凝固系の活性化，補体活性化など生体

１）抗ダニ抗体で認識されるダニ抗原の解析

の機能に重要な役割を果たしている｡また，その

ウサギの同一個体にダニ（H.longicornis）を

構造の一部は高度に保存されていることから変性

数回吸血させると，ウサギは抵抗性を獲得し，短

プライマーを用いたpolymerase chain reaction

時間のうちにダニを排除できるようになる｡そこ

（ＰＣＲ）で，遺伝子の一部を拾い出すことが可

で，このようにダニ抵抗性となったウサギの血清

能である｡ 私共は，分子生物学的手法を用いて

抗体に認識されるダニ抗原の解析を行った｡図２

H.longicornis のセリンプロテアーゼおよびシス

に示すようにウェスタンブロットでは複数のバン

テインプロテアーゼ遺伝子をクローニングしその

ドが観察されるが，特に分子量29,000の蛋白質

構造解析を行った｡すなわち，各蛋白質分解酵素

（p29）が強く認識されることが明らかとなった｡

の活性中心部に保存されているアミノ酸配列を基

また，同血清を，Rhipicephalus appendiculatus

にプライマーを設計し，ＰＣＲにより遺伝子の一

Hyalomma anatolicum, Amblyomma spp.の抗原と

部を増幅，クローニングした｡さらに得られたＰ

反応させたところ，H.longicornisと同様，多く

ＣＲ産物の塩基配列を決定後，各遺伝子に特異的

のバンドが検出された｡特に，H.anatolicumの近似

なプライマーを設計し５ よび３' rapid ampli‑

分子量の蛋白質と強く反応したことから，p29相

fication of cＤＮＡ ends（ＲＡＣＥ）法を用い

同分子の存在が示された（図３）｡

て全長cＤＮＡをクローニングし，遺伝子全長の
塩基配列を決定した｡クローニングした2種のセリ

２）p29抗原遺伝子のクローニング

ンプロテアーゼ遺伝子（ＨＬＳ Ｇ‑１およびＧ‑

p29の性状を明らかにするため，その遺伝子を

2）は，それぞれ分子量37.7および31.2kＤaのポ

クローニングした｡まずダニ唾液腺mＲＮＡからc

リペプチド鎖をコードしていた｡また，2種のシス

ＤＮＡライブラリーを作製し，上記のウサギ血清

テインプロテアーゼ遺伝子（ＨＬＳ

Ｃ‑１およ

で免疫スクリーニングをしていくつかの陽性ク

びＣ‑２）は，それぞれ33.7および37.0kＤaのポ

ローンを得た｡これらのクローン産物に対してア

リペプチド鎖をコードしていた｡ＨＬＳＧ‑１およ

フィニティー精製した抗体による発現産物の同定

びＧ‑２を大腸菌で発現させ，家兎免疫血清を作

を行った結果，これらはすべてp29をコードするc

製し，免疫ブロット法によりダニ乳剤と反応させ

ＤＮＡを含むクローンであった｡そのクローンの

たところ，予想される分子量の位置にバンドが検

塩基配列を決定した結果，多くの動物に共通して

出された｡このことから，クローニングした遺伝

存在する細胞外マトリックス蛋白質遺伝子と高い

子産物がダニで発現されていることが確認でき

相同性を示した（図４）｡構造的特徴はＧly‑Ｘ１‑

た｡また，前者は唾液腺，後者は中腸で発現され

Ｘ２というグリシンを含む単位が分子中央部に存

ていることが示唆された｡今のところＨＬＳ Ｇ‑

在した｡コラーゲンのような細胞外マトリックス

１あるいはＧ‑２免疫によるワクチン効果は認め

機能からの類推から，p29はダニが吸血する際，

られていない｡

唾液腺から分泌されるセメント物質中の蛋白質と
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図２ Haemaphysalis longicornis の頻回吸血を受けたウサギ血清中に産生される抗ダニ抗体のウエスタンブロット解析

図３

抗H.longicornis ウサギ血清中に対する３種のマダニ抗原との交差反応性

考えられ，動物皮膚への固着に重要な役割を果た

イー精製し，ＳＤＳ‑ＰＡＧＥ解析で単一バンド

している蛋白質と思われた｡したがって，p29の機

を形成する標品を得た｡ 本発現系では培養液１

能が阻害されれば，ダニの吸血活動が正常に行え

リットルあたりおよそ２mgの組み換え産物が得ら

なくなるものと考え，ダニワクチンとしての可能

れた｡免疫試験にはウサギ10羽を用いた｡６羽は組

性を検討した｡図５には各種マダニが吸血時にセ

み換えp29で免疫し，３羽は対照としてＴＲＸ蛋

メント物質によりどの様に宿主体表に固着してい

白で免疫し，残りの１羽は非免疫とした｡免疫は

るかを示した｡

１mg/羽をアジュバントとともに２週間間隔で２
回行った｡免疫後p29免疫ウサギは２羽ずつ３群に

３）組み換えp29による抗ダニワクチンの検討

分け，それぞれH.longicornisの幼ダニ，若ダニ

大腸菌により組み換えp29を作製，アフィニテ

ならびに成ダニで攻撃した｡免疫２週間後の血清
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は，ダニ唾液腺ホモジネートのp 2 9および組み

ニおよび成熟ダニは宿主免疫反応に対してそれ

換えp29と強く反応した｡組み換えp29のワクチ

ぞれ異なる感受性を示すことから，数種の抗原

ン効果の成績を表５に示す｡ウサギにダニを吸血

をカクテルとして用いたワクチンがより有効で

させたはじめの24時間でのダニ付着率には免疫

あると考えられる｡ ワクチン効果を増強するた

群と対照で差を認めていないが，組み換えp 2 9

め，免疫方法や他の抗原分子の添加など検討す

免疫ウサギに成ダニをつけた群で吸血期間が短

る必要がある｡ ダニ由来の蛋白質分解酵素は，

くなっていた｡ 飽血ダニの体重は免疫ウサギを

ダニワクチンとして効果が期待できるため今

吸血した成ダニで顕著に減少していた｡ 劇的な

後，得られた蛋白質分解酵素のダニ体内での発

変化は組み換えp 2 9 免疫ウサギを吸血した幼ダ

現部位，その生物活性を調べ，その抗ダニ効果

ニと若ダニのそれぞれ40％と56％が吸血途中で

を明らかにする必要がある｡

死亡したことである｡ 免疫ウサギを吸血して死

６．まとめ

亡したダニは対照ウサギを吸血したダニと明確
なちがいをみせていた（図６）｡しかしながら成
ダニの死亡率には変化がみられなかった｡ 今回

動物寄生性の各種病原体のベクターとなる

組み換えp 2 9 を用いた免疫実験から，暴露型抗

マダニの吸血を免疫学的な方法で防除しよう

原であるp 2 9 によって強い抗ダニ免疫が誘導さ

とする試み，すなわち抗ダニワクチン開発

れることが明らかにできた｡ 本研究で得られた

は，薬剤使用に代わるベクターコントロール

成績および他の研究で示されている成績から，

法として有望である｡これまでのところ，ダニ

１種類の抗原を用いたワクチンによるダニ排除

唾液腺由来の蛋白質分解酵素とセメント物質

は完全ではないと考えられる｡ また，未成熟ダ

の形成に関与する細胞外マトリック分子

図５

各種雌マダニ吸血部宿主体表の模式図 １）
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表６

図６

組換えp 2 9 の抗ダニワクチン効果

組み換えp 2 9 免疫ウサギに吸血させたダニ

（p29）の遺伝子クローニングに成功し，大腸
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りて感謝の意を表します｡

に結びつけたいと考えている｡本研究はダニを
介した獣医学領域の疾病のみならずマラリア

文

など他のベクターを介したヒトの疾病の防御

１)

に対しても強いインパクトを与えるものと期

２)

今年から私共はバイエル株式会社動物用薬品事
業部研究開発部と共同で抗ダニワクチンの実用化

Willadsen P ＆ Jongejan F, Parasitol. Today,

３)

Willadsen P, Adv. Parasitol., 18, 293‑313, 1980.

４)

松田浩珍 宇佐見かをり，感染・炎症・免疫21，48‑
52，1991.

に向けての研究を開始した｡

1999．12．№59

Wikel SK Annu. Rev. Entomol., 41,１‑22, 1996.
15,258‑262 1999.

待されている｡

動薬研究

献

５)

‑22‑

Trager W, J. Parasitol.，25，57‑81，1939.

６） Allen JR，Int. J. Parasitol.，３，195‑200，1973.

20） Inokuma H et al.，Vet. Parasitol.，53，293‑299，1994.

７）

21） Ramachandra RN ＆ Wikel SK，J. Med Entomol.，

Dvorak HF et al.，J. Exp. Med.，132，558‑582，1970.

８） Brown SJ et al.，J. Immunol.，129，2407‑2412，1982.

29，818‑826，1992.

９） Wikel SK ＆ Allen JR，Immunology，30，311‑316，1976.
10）

22）

Brown SJ，Am. J. Trop. Med. Hyg.，31，1285‑

1290，1982.

23）

11） Bowessidjaou J et al.，Experientia，33，528‑530，1977.

25）

26） Willadsen P et al.，J. Immunol.，43，1346‑1351，1989.

Wikel SK，Ann. Trop. Med. Parasitol.，76，179‑

27） Rutti B ＆ Brossard M，Ann. Parasitol. Hum.Comp.

185，1982.

67，50‑54，1992.

16） Ribeiro JMC，Exp. Appl. Acarol.，７，15‑20，1989.
28）

Titus RG ＆ Ribeiro JMC，Parasitol. Today，

Rutti B & Brossard M，Parasitol. Res.，75，325‑
329，1989.

６，157‑160，1990.

29） Mulenga A et al.，Inf. Immun.，67，1652‑1658，1999.

Wikel SK et al.，Bull. Soc. Vector Ecol.，17，

30） Mulenga A et al.，J. Vet. Med. Sci.，61，497‑503，

10‑19，1992.
19）

Willadsen P ＆ McKenna RV，Parasite Immunol.，
13，605‑616，1991.

14） Allen JR et al.，J. Immunol.，122，563‑565，1979.

18）

Alger NE ＆ Harant JA，Exp. Parasitol.，40，

273‑280，1976.

13） Matsuda H et al.，J. Immunol.，144，259‑262，1990.

17）

Nong YH et al.，J. Immunol.，143，45‑49，1989.

24）

12） Matsuda H et al.，J. Parasitol.，73，155‑160，1987.

15）

Titus RG ＆ Ribeiro JMC，Science，239，1306‑

1308，1988.

1999.

Ribeiro JMC et al.，J. Exp. Med.，161 ，332‑344，1985.

‑23‑

牛の細菌性肺炎野外発生例に対する
バイトリル®ワンショット注射液の治療効果
藤 田 真 司・新 谷 量 太
施したのでその概要を報告する｡

はじめに

材料および方法

現在，牛の生産現場で最も深刻かつ経済的被害

１.試験実施場所：岩手県の１農場および北海道

の大きな疾病として，呼吸器感染症（Bovine Res‑
１）

piratory Disease：ＢＲＤ）が挙げられる

｡当該

の２農場

疾病は生産現場の近年の規模拡大，集約化に伴っ

２.試験実施期間：1998年12月〜1999年３月

て牛の育成段階，特に移動直後の子牛群などに集

３.試験動物：熱発，呼吸器症状などの明らかな

団発生し，熱発，呼吸器症状を呈し，発育の遅延

ＢＲＤの症状を呈していた黒毛和種子牛，雌雄，

〜死亡などの甚大な経済的損失を生産者に与える｡

体重47.5〜154.3kg，59頭を供した｡

当該疾病に対する有効な治療法として，

４. 供試薬剤：バイトリル ® ワンショット注射液

Pasturella multocida，P.heamolytica，

（有効成分：エンロフロキサシン，10％注射用製

Haemophilus somnus，Mycoplasma bovirhinis等々

剤，バイエルＫＫ）を被験薬剤とし，対照薬剤に

の肺炎起因病原体に対し感受性を有する抗菌性物

はミコチル300注射液（有効成分：チルミコシン，

質の投与が行われている｡しかしながら，これら

20％注射用製剤，日本全薬工業ＫＫ）を用いた｡
５.試験設定：表１に示した様に，発症牛41頭を

１）

の疾病の治療には通常２〜３日

，重篤なもので

はそれ以上を要することも珍しくない｡

試験区に，18頭を対照区にそれぞれ無作為に振り

このため，疾病による斃死，増体率の低下などの

分けた｡

経済的損失に加えて，治療に要する薬剤費や獣医師

６.薬剤投与：試験開始日におのおの供試薬剤の

の診療費，投与時の保定等にかかる労力･時間的な

用法･用量に基づき，バイトリル®ワンショット注

ど生産者への負担は非常に大きなものがあった｡

射液は7.5mg/kg用量を，ミコチル300注射液では
10mg/kg用量をそれぞれ牛の頚部皮下に単回投与

これらの中で，特に治療にかかる労力と患畜へ
のストレスの軽減を主たる目的として，バイトリ

した｡

ル®ワンショット注射液が本年４月に上市された｡

７.観察項目：

今回，当該薬剤のＢＲＤに対する治療効果を検

１）一般臨床症状：動物用抗菌剤研究会制定の

討すべく，日本国内３農場において治療試験を実

｢牛の細菌性肺炎に対する抗菌剤の臨床試験実施

表１．試験設定

バイエル株式会社動物用薬品事業部
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基準｣２）に準拠し，呼吸状態，呼吸音，鼻汁，発

℃，24〜48時間培養した｡同定は培養後，集落性

咳，活力，食欲，体温の計７項目について投薬

状およびグラム染色から菌形を確認した後，アピ

前，投薬３日後，投薬７日後および投薬14日後に

20ＮＥにより行った｡

全個体の観察を行い，その臨床症状の重度に応じ

Ｈ.s.の分離はチアミンモノフォスフェイトお

て，表２に示した分類に従いスコア化した｡

よび10％ウマ血清添加ＢＨＩ寒天培地を用い，37

治療効果の判定は投薬３，７および14日後の一

℃，48時間ローソク培養により行った｡

般臨床症状を体温スコアとその他６項目の合計ス

Ｍ.b.の分離は鼻腔拭い液をＭ‑brothおよびＴw‑

コアに分け，各時点毎におのおのスコアによる重

b r o t h で1 0 倍段階希釈すると共にそれぞれＭ‑

２

度別に分類し，χ 検定法により試験区間で比較

agar，Ｔw‑agarに接種し，37℃（寒天培地では5％

した｡さらに，各試験区の各時点における合計ス

ＣＯ２下）で10日間培養した｡培養後にＭ‑agar/

コアから以下の公式により投薬３，７および14日

Ｔw‑agarに集落が認められない場合にはＭ‑broth

後の改善率を求め，その差をFisherの直接確率算

およびＴw‑brothより１エーゼ取り，それぞれ固

出法によって統計学的に検討した｡

形培地に移植して分離を試みた｡
分離されたＰ.m.およびＰ.h.は動物用抗菌剤研究
会標準法３）に準拠し，ミューラーヒントン培地

改善率（％）＝（投薬前のスコア−投薬後のス

（Difco）を用い，37℃，20時間培養して，エンロフ

コア）/投薬前のスコア×100

ロキサシン（ＥＲＦＸ），チルミコシン（ＴＭ
２）細菌学的検査：投薬前に供試動物59頭中48頭よ

Ｓ），セフチオフル（ＣＴＦ），フロルフェニコー

り滅菌綿棒を用いて鼻腔拭い液を採取し，

ル（ＦＦ），アンピシリン（ＡＢＰＣ），オキシテ

Pasturella multocida（Ｐ.m.）， P.heamolytica（Ｐ

トラサイクリン（ＯＴＣ）ならびにカナマイシン

.h.）， Haemophilus somnus（Ｈ.s.）， Mycoplasma

（ＫＭ）の最小発育阻止濃度（ＭＩＣ）を測定した｡

Mycoplasmaは清水ら４）の方法に準じ，Ｍ‑agarを

bovirhinis（Ｍ.b.）の分離を試みた｡
Ｐ.m.およびＰ.h.の分離は鼻腔拭い液を５％ウ

用い，37℃，５％ＣＯ２下で薬剤無添加培地におい

マ血液加Heart Infusion寒天培地に塗抹し，37

て発育が認められた日から３日後まで培養し，エン

表２．一般臨床症状スコアの分類

‑25‑

牛の細菌性肺炎野外発生例に対するバイトリル® ワンショット注射液の治療効果

ロフロキサシン（ＥＲＦＸ），チルミコシン（ＴＭ

カナマイシン（ＫＭ）ならびリンコマイシン（ＬＣ

Ｓ），タイロシン（ＴＳ），フロルフェニコール

Ｍ）の最小発育阻止濃度（ＭＩＣ）を測定した｡

（ＦＦ），オキシテトラサイクリン（ＯＴＣ），

３）試験スケジュール：試験実施日程を表３に示した｡

表３．試験実施日程

一般臨床症状の改善率の推移を図２に示す｡投

試験成績

薬３日後における一般臨床症状の改善率は試験区

１）一般臨床症状：一般臨床症状の観察項目のう

39.7％に対し，対照区は17.1％と低く，試験区に

ち，体温を除いた６項目の合計スコアの平均値の

おける改善率が統計学的に有意（p＜0.005）に高

推移を図１に示した｡

かった｡投薬７および14日後においては有意差が

投薬前では試験区の方が統計学的に有意に（p

認められなかったものの，試験区の改善率はそれ

＜0.005）高いスコアを示したが，投薬３日後に

ぞれ73％，96.8％と対照区の61％，95.1％に比し

は逆転を示し，投薬７日後と共に対照とした対照

て高かった｡

区に比して有意（p＜0.05）に低いスコアを示し

２）体温スコアの推移：体温の平均スコアの推移

た｡最終観察時点である投薬14日後では両試験区

を図３に示した｡一般臨床症状と同様，投薬前の

間で差は認められなかった｡

試験区の平均体温スコアは対照区に比して高く，

図１
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投与３日後でも同様に試験区は対照区に比して統

た｡しかし，投薬７日後では統計学的有意差は認

計学的に有意（p＜0.005）に高かった｡しかし，

められなかったものの，試験区61.1％，対照区50

投与７日後では同一のスコアとなり，14日後でも

％と試験区の改善率が高くなって逆転を示し，投

両試験区間に大きな差は認められなかった｡

与14日後でも試験区の改善率が対照区に比して高

体温スコアの改善率の推移を図４に示す｡投与

い傾向が認められた｡

３日後では試験区の改善率38.9％に対し，対照区

３）細菌学的検査成績：表４に投与前に採取した

は62.5％と有意（p＜0.O05）に高い改善率を示し

鼻腔拭い液からの菌分離成績を示す｡

図２

一般臨床の改善率の推移

図３

体温の平均スコアの推移
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P.multocidaはいずれの農場からも分離された

いＭＩＣ分布を示した｡次いでＦＦ，ＫＭ，ＴＭ

ものの，M.bovirhinis は岩手Ａ農場の１個体か

Ｓ，ＯＴＣ，ＡＢＰＣの順であった｡

ら，P.heamolyticaは北海道Ｃ農場の３個体からそ

なお，ＡＢＰＣに対しては18株中16株が50μg/ã

れぞれ分離されたに留まり，H.somnusは全く分離

以上の高度耐性を示した｡

P.heamolyticaに対してはＣＴＦがO.025μg/ãと最も

されなかった｡
分離されたP.multocida12株およびP.heamolytica

低いＭＩＣ値を示し，次いでＥＲＦＸが0.025〜0.05μ

３株はそれぞれ，ＥＲＦＸ，ＴＭＳ，ＣＴＦ，ＦＦ，ＡＢ

g/ã，ＡＢＰＣ，ＯＴＣ，ＦＦ，ＫＭ，ＴＭＳの順で

ＰＣ，ＯＴＣならびにＫＭの，M.bovirhinis１株につい

あった｡対照薬剤としたＴＭＳのＭＩＣ値は3.13μg/ã

てはＥＲＦＸ，ＴＭＳ，ＴＳ，ＦＦ，ＯＴＣ，ＫＭ，ＬＣ

にあり，供試７薬剤中最も高い値を示した｡

M.bovirhinis１株に対してはＴＳが0.39μg/ã

Ｍの最小発育阻止濃度（ＭＩＣ）をそれぞれ測定した｡
その結果を表５〜７に示す｡

と最も低いＭＩＣ値を示し，次いでＥＲＦＸとＴ

P.multocida12株に対するＥＲＦＸのＭＩＣ値

ＭＳのＭＩＣ値は共にO.78μg/ãにあり，ＯＴＣ

は0.025〜0.1μg/ãにあり，同一濃度範囲の分布

とＬＣＭも1.56μg/ãで同一濃度であり，さらに

を示したＣＴＦと共に，供試した７薬剤中最も低

ＦＦ，ＫＭの順であった｡

図４

体温スコアの改善率の推移

表４ 菌分離成績
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表５． P.multocida 野外分離株18株の薬剤感受性結果

表６． P.heamolytica 野外分離株３株の薬剤感受性

表７． M.bovirhinis 野外分離株１株の薬剤感受性

ペニシリンやアンピシリンに代表されるβラクタ

考察およびまとめ

ム系薬剤であろう。臨床現場の多くでこれらが第

ＢＲＤの治療薬として広く用いられているのは

一次選択薬として用いられ，無効な場合には他系
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牛の細菌性肺炎野外発生例に対するバイトリル® ワンショット注射液の治療効果

統の薬剤が逐次選択され，重篤な症例では結果的

試験区の改善率が対照区に比して有意に（p＜0.005）

に４〜５種類の薬剤が投薬されることも珍しくな

高く，ＥＲＦＸの治療効果の優位性が示された｡

い｡この様な治療を行う本来の目的の一つにはコ

●体温の改善状況においても投薬３日後では対照

ストの節約があるが，問題点としては必然的に治

区の方が有意に（p＜0.005）高い改善率を示した

療期間が長期にわたってしまうために肺炎が慢性

が，投与７，14日後の改善率の比較では両区間で

化してしまったり，病原菌が作用機序の異なる

差が認められなくなった｡

様々な薬剤と接触するために多剤耐性を誘導して

●投薬前に供試牛より分離されたP.multocida,

しまう危険性が挙げられる｡

P.heamolytica, M.bovirhinisに対するＥＲＦＸおよび
ＴＭＳのＭＩＣ値を比較したところ，P.multocidaに

ＢＲＤの症例の多くは複数の病原微生物による
５）

であるために，治療に好適な抗菌剤

対してはＥＲＦＸ：0.025〜0.1μg/ã，ＴＭＳ：1.56

の条件として抗菌スペクトルが広く，かつ充分な

〜6.25μg/ã，P.heamolyticaにはＥＲＦＸ：0.025〜

抗菌力を備え，さらに上述の多剤耐性の問題を回

0.05μg/ã，ＴＭＳ：3.13μg/ã，M.bovirhinisに対

避するためにも，単剤であることが望ましいと考

してはＥＲＦＸ，ＴＭＳ共に0.78μg/ãであった｡こ

えられる｡

れらのＭＩＣ値の差が臨床症状の改善状況で認めら

混合感染症

れた治療効果の差の裏付けと考えられた｡

バイトリルの有効成分であるエンロフロキサシン
はこれらの条件を満たしてはいたが，従前の製剤で

以上，バイトリル®ワンショット注射液は第二

はＢＲＤの治療にエンロフロキサシンとして2.5〜

次選択薬という制限付きの薬剤ではあるものの，

5.0mg/kgの３〜５日間投与，効果を確実なものとす

ＢＲＤに対して単回投与で良好な治療効果を発揮

るには３日間以上の連続投与が必要であった｡ 近

する上に，投与に当たっては牛の保定回数が最低

年，人の医療現場からニューキノロン系薬剤の高用

限で済む事から，治療に要する労力と牛へのスト

量･単回投与が低用量の数回投与に匹敵する効果を

レスが低減出来，生産現場で用いる治療薬として

発揮しうることが報告され，エンロフロキサシンでも

好適と判断された｡

同様に，牛の肺炎に対する最低用量である2.5mg/kgの
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ネズミの生態と防除
イカリ消毒株式会社 技術研究所所長

谷川 力

ネズミは上下−対の前歯（門歯）が一生伸び続

１．はじめに

ける（１週間に2.1〜2.8mm程度伸びる）｡このよ
ネズミの被害は過去のものではなく，現在か

うな歯は堅いものを齧るのに適している｡ 門歯

ら未来へと続くことが予想される｡事実，インテ

は，前面がエナメル質で硬く，後面が象牙質・セ

リジェントビルといわれる最新ビルもネズミの

メント質で前面よりやや柔らかいため，削られ方

侵入があり，そのビルにある飲食店やゴミ集積

に差ができるため絶えず鋭くなっている｡その歯

場，外部の緑地帯へ定住が確認されている｡ ま

によって様々なケーブルやガス管が齧られ，最近

た，農畜産関係では養鶏場や養豚場は，多数の

ではコンピュータ配線や光ファイバーケーブルが

ネズミがに生息しているところが多い｡ネズミの

齧られ問題となっている｡

被害は直接的，間接的にいろいろあるが，衛生

さらに一般にネズミは多産で理論上，一組の夫

管理上で大きな問題となっている｡近年，我が国

婦から一年で９千４百頭，三年で３億５千万頭に

では幸いにも新聞紙上に掲載されるような大き

も増える能力をもつと言われる｡

な事故は発生していないようであるが，いつ大

ネズミ類は，わが国では家ネズミを代表とし20

きな事故が起きても不思議ではない｡ネズミの被

数種ほど知られている｡このほとんどの種は，自

害を食い止めるためには彼等の生態を熟知した

然の中で暮し，時には林野や田畑に大きな被害を

上で，防鼠対策を練らねば何の効果も上がらな

与えることもあるが，キツネ，ワシ，タカ，フク

いばかりでなく，失敗に終わることも多い｡たか

ロウやヘビなどの重要な食糧源となっている｡つ

がネズミと馬鹿にして，ビル機能がストップす

まり，ネズミはネズミを食べる動物にとってなく

るような大きな事故や養鶏場でのサルモネラ菌

てはならない存在なのである｡

による鶏卵の汚染事故につながることも多く，

３.家ネズミの種類と特徴

それらを未然に防ぐためには早急な対策が必要
不可欠である｡

家ネズミは，世界中に分布しているドブネズミ

ネズミの基礎知識

Rattus norvegicus，クマネズミR.rattus，ハッ
カネズミMus musculusの３種を指す｡この３種類

ネズミの仲間は齧歯目またはネズミ目と呼ば

がネズミの仲間で（おそらく動物の中でも）最も

れ，哺乳類のなかで半数がネズミの仲間であるほ

環境に対する適応力が強い｡それぞれの種類と特

どネズミ類は種類が多い｡大きさも中型犬ほども

徴は下記に示すように異なっているので，防除に

あるカピバラからヒトの親指くらいのカヤネズミ

あたり，どの種類が被害を与えているかを知るこ

まで大きさも変化に富む｡生息空間も空を滑空す

とが重要である｡

るムササビやモモンガ，水辺に生活するビーバー
やマスクラット，土中にモグラのように生活する

１）ドブネズミ（写真−１）

デバネズミまで，あらゆる環境に適応しながら生

ドブネズミは，他の家ねずみに比べ体が大き
く，体長（頭から尾の付根までの長さ）が2 0 〜

息している｡
イカリ消毒株式会社 技術研究所
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ネズミの生態と防除

写真１

ドブネズミ

写真２

クマネズミ

25cm，体重200〜400gになり，小猫ほどの大きさ

は少ない｡元来の生息地が東南アジアの密林地帯

になる｡ 性格がどう猛で人を恐れないこともあ

といわれ，沖縄など暖かい場所では野ネズミとし

り，このネズミに噛まれる人も少なくない｡元来

て野外活動しているが，南方系のねずみのため寒

の生息地が中央アジアの草原地帯といわれ，わが

さに弱く，本土では生息場所として，民家の天井

国では生息場所として，その名のごとくどぶや下

裏，ビルの高層階，養鶏場や養豚場にも生息して

水など水ぎわの近くが多く，我々の身近ではビル

いる｡また，垂直的に行動することが多く，パイ

の下層階や植え込み，地下鉄のホームなどに生活

プなど苦もなく登り降りする｡よって，糞のみ見

している｡また，冷凍倉庫でも住み着くぐらいに

つかる場所も高所や天井裏に見られ，糞の形はド

低温に強い｡いずれにしても，平面的に行動する

ブネズミにくらべ細長い｡

ことが多く，天井などに生活することは希であ

形態的特徴として尾が体長より長いこと，耳が

る｡ネズミが見つからない場合でも，糞が見つか

大きく前に倒すと目に達することがあげられる｡

れば種の推定が可能な時もあり，ドブネズミの場

本種は上述したように，わが国の都市ビルや畜

合，糞は高い所にあまり見られない｡

舎に多く生息し，垂直行動が得意なために，高層

形態的特徴として尾が体長より短いこと，耳

ビルの最上階にも適応し生息している｡さらに，

が小さく前に倒しても目に達しないことがあげ

殺鼠剤に抵抗性を持つネズミもいる｡殺鼠剤に強

られる｡

い抵抗性のネズミでは１年以上も殺鼠剤のみで生

最近では関西国際空港敷地内で大発生した事例

き続ける個体もいる｡

が有名であるように，急激に増加することが多い｡
３）ハツカネズミ（写真−３）
２）クマネズミ（写真−２）

ハツカネズミは，体長が５cm前後，体重10〜

クマネズミは，体長が1 5 〜2 0 c m ，体重1 0 0 〜

20gほどで，ドブネズミやクマネズミにくらべか

200gほどで，ドブネズミにくらべスマートでひと

なり小型のネズミである｡性格が穏和で人前に平

まわり小さい｡性格が臆病で人前に姿を現すこと

気で姿を現すことがあるため，飲食店では客に
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みつかり大きな問題を引き起こすこともある｡元

れるが，ネズミ特有の細長い形なので区別は容易

来の生息地がアジア西部といわれ，わが国では

につく｡

都会よりむしろ郊外で半野生的に暮らしてお

形態的特徴としてドブネズミ，クマネズミにく

り，田畑にもよく出没する｡体が小さいため前２

らべ体が小さく容易に区別できるが，それらの幼

種に押されがちであり，それらの住みにくい港

獣と間違えられることがある｡しかし，ハツカネ

湾部の倉庫や農場の飼料倉庫にも生息する｡長所

ズミの成獣は，ドブネズミ，クマネズミの幼獣よ

は渇きにも強く，食物からの水分で生き抜くこ

りも一回り以上小さく，睾丸や乳房が発達してお

ともでき，水気のないところでも生活できる強

り，前後の脚も小さいのですぐ区別できる｡

みをもつ｡糞は，小さいものだけが目だち，大き

今後，その体の小さいことを利用し，ドブネズ

いものはない｡よくクロゴキブリの糞と間違えら

ミ，クマネズミの侵入できないビルヘの住込みが

写真３

ハツカネズミ

写真４

図１

家ネズミ３種の糞の大きさ（典型的なもの）

家ネズミの同定ポイント
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（矢部辰男：ネズミ・害虫の衛生管理(1999)より改変）

ネズミの生態と防除

予想される｡実際には周囲に空地や畑地があるよ

のために食物の袋は無論のこと，高級家具や毛

うな環境のビルや食品工場では侵入して問題を起

皮などに被害が及ぶことがある｡ また，コン

こしている｡

ピュータの配線，通信ケーブルやガス管をかじ
り（写真−５），大きな災害につながった例は

図−１，写真−４にネズミの種類同定に必要な

後を絶たない｡他にも，体が小さいためどこへで

ポイントを示した。

も侵入するため，暖かい変電施設へ潜り込んで
起こす停電や短絡事故もよくあり，新聞誌上で

４.ネズミによる被害

も『ネズミによる火災，ガス爆発，停電』など
の記事は後をたたない｡

ネズミによる被害は，衛生的被害，経済的被

今後，インテリジェントビルが増加する中，被

害，精神的被害の３つに大きく分けられる｡

害も複雑化する方向へ向かうと思われる｡特にコ
ンピュータのネズミ事故は増加することも予想さ

１）衛生的被害
衛生的被害の内，最も恐ろしいのはネズミか
らの伝染病である｡このなかでペストは，14〜18
世紀のヨーロッパで猛威をふるい，全人口の四
分の一が死亡した史実は有名である｡また，いろ
いろな食中毒の原因菌を運ぶ能力をもっている｡
特にサルモネラとネズミとの関係は深く，Salmo‑
nella Enteritidis（ＳＥ）やS.Typhimuriumは
ネズミからしばしば検出される｡保菌ネズミは糞
中からサルモネラを排泄し被害を広げる｡養鶏場
でのネズミとサルモネラとの関係は深刻な問題
である｡他にもビルや都市近郊の地域のネズミか
らは黄色ブドウ球菌，リステリア，クリプトス
ポリジウムが検出される｡さらに，表−１のよう
にウイルス性，リケッチア性，細菌性，寄生虫
性などかなり多くの人獣共通感染症が知られて
いる｡
２）経済的被害
経済的被害は，ネズミ類の特徴の一つである門
歯が伸びつ続けるため，それをすり減らす目的で
表１

食物以外のものをかじって起こす場合が多い｡こ
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ネズミ類が関与する疾病

れる｡これは畜産上でも同じでウインドウレス鶏

５.クマネズミの生態

舎ではこれに類似する事故が発生している｡
３）精神的被害

ビルや畜舎に生息するネズミは，近代化が進む

精神的被害とは，ゴキブリやダニと同じくネ

に連れクマネズミが多くなる傾向がある｡また，

ズミ自体が嫌いなため，ビルや飲食店でネズミ

ＰＣＯ（消毒業者）にとってもクマネズミの防除

の姿を見て訴えられる，人伝に広がるケースや

が最も難しい｡したがって，クマネズミの生態に

マスコミに取り上げられるケースのことである｡

ついて詳しくまとめてみる｡

この場合，理由が理由だけに信用を回復するの
１）ビルや畜舎でのクマネズミ

は容易な事ではない｡また衛生的，経済的被害を
合わせた食品への異物混入も頻繁に発生する｡異

都市ビルや畜舎に生息するクマネズミは，ドブ

物混入は高所を移動するクマネズミや体の小さ

ネズミやハツカネズミに比べ上下への垂直行動や

いハツカネズミが多く，しばしば食品中へ混入

パイプ渡りが得意であること（写真−７），警戒

する（写真−６）

心が強く殺鼠剤やトラップで防除しにくいこと，
営巣場所が化粧壁（二重壁），天井裏や冷蔵庫の
モーター部分など人目のつかない所にあり探し難
いことなどがあげられる｡
それに加え，ネズミ類すべてに言えることであ
るが，繁殖力が旺盛であり，ネズミ算式に増加す
る能力をもつ｡

写真５

写真６

電線をかじるクマネズミ

ある食品へ混入したハツカネズミ

写真７
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パイプをのぼるクマネズミ

ネズミの生態と防除

２）生息環境の特徴

３）餌場の特徴

ビルや畜舎の環境は，パイプや配線などが複

ビルや畜舎に生息するクマネズミについて，

雑に入り組み，天井や壁など人の入れない空間

最も特徴的なものとして餌の場所が限られてい

が多く複雑な環境である｡また，倉庫などになる

ることである｡しかし，その限られた餌が豊富に

といつ積み上げたかわからないような古いダン

あり，おそらく数千頭のネズミを養えるほどで

ボール箱などが雑然と積み重ねてあることがあ

あろう（写真−９）｡特に畜舎では，飼料を家畜

る（写真−８）｡

ではなく，ネズミに餌を与えているのではない

一方，ビルや畜舎は冬暖かく，一定の温度を

かと思われるくらいに餌が豊富である｡また，ビ

保っている｡また，たとえ温度が低い所でも，冷

ル内では，人間の食べ物，ペット類の飼料およ

蔵庫や自動販売機などモーター部は，暖かくなっ

び観葉植物などが，雑食性であるクマネズミの

て営巣しやすい場所となる｡この環境は南方系の

餌となる｡

クマネズミには都合がよい｡

家ネズミ類は｢寄食性｣（片利共生）の習性を持

元来ネズミは生態系では下位の動物（ネコ，キ

ち，多くの場合，人間社会に依存して生活する｡

ツネ，タカ，フクロウ，ヘビなどに食べられる動

この習性は，貯食性や貯脂肪性を備えないか，あ

物）であるにもかかわらず，生活環境に捕食者は

るいは不完全にしか備えないネズミのとる手段で

皆無に近く，唯一の天敵と思われるネコも豊富な

ある｡クマネズミとドブネズミは寄食性であるた

飯がある限り，ネズミに対して有効な捕食者とな

め，人間の生活様式の変化や，建築構造の変化，

りにくい｡ただし，一部のネコはビルのゴミ処分

あるいは駆除技術の変革などのような，人間社会

場に住み着き，ネズミを捕食する個体もいる｡

の動きの影響を受けやすい｡
４）殺鼠剤抵抗性
都市に生息するクマネズミの特徴として，殺鼠
剤のうち血液凝固阻止剤，とりわけワルファリン

写真８
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ゴミ収集所に集められた生ゴミ（厨芥）

表２

２地区で調査したクマネズミのワルファリン抵抗性と感受性の比較（谷川，1 9 9 1 ）

に強い抵抗性を持つことがあげられる｡特に東京

７．ネズミの駆除

都のいくつかのビルのクマネズミはワルファリン
剤に非常に強く，ある地域のネズミは，ワルファ

ビルや畜舎とその環境が特殊である中でネズミ

リン毒餌だけで1年以上与えても死亡しない個体

の防除方法は，化学的防除方法，物理的防除方

までいる（表−２）｡また，その抵抗性は子孫へ

法，環境的防除方法を駆使して防除に当たってい

遺伝し，次世代でも強い個体が生まれてくる｡し

る｡それぞれは，相異なる方法であるが，それを

かし，殺鼠剤といっても全ての薬剤ではなく，血

組み合わせることにより相乗的効果を生む（表−

液凝固阻止剤と言われる種類だけに発達している

３）｡また防除には一つの流れがあり，それに準

ので，その使用方法の検討（濃度や使用回数な

じて行なうことが望ましい（図−２）｡

ど），他の薬剤や海外で認可されている薬剤も検
討する必要がある｡

６．住居での被害苦情件数の増加
都市ではビルだけでなく，1990年代にはいると
住宅街でも広がる傾向がみられる｡東京都品川区
内のネズミの相談件数は1993年には200件に満た
なかったが，1994年には340件，1995年には451
件，1996年には883件に増え，そのほとんどがク
マネズミのようである｡また，隣の大田区内の相
談件数は，1992年には124件だった1996年には244
件，1997年には478件，1998年にはなんと1,656件
にも増加した｡しかもこの傾向は他の23区でも見
られるようになり，被害件数は数十倍に増加した

表３

地域もある｡
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ネズミの生態と防除

表４

ネズミの化学的防除

から使用を控える傾向にある｡しかし，殺鼠剤は
ネズミ防除では絶対に必要なもので，万が一，
ペストなど重要な人獣共通感染症や災害時には
効果を発揮するのは当然のことである｡事実，ネ
ズミの多い現場では殺鼠剤の利用が少なく，ネ
図２

ズミの少ない現場では殺鼠剤を利用している傾

防除作業の基本行程

向がある｡
１）化学的防除方法

殺鼠剤に対し忌避剤は，その名が示すようにネ

化学的防除方法は，殺鼠剤や忌避剤を使用する

ズミを忌避させる薬剤である｡現在使用されてい

方法である｡殺鼠剤は，ネズミが一回の摂取で死

る薬剤は，味覚により忌避させるカプサイシン

亡する急性毒と数回の摂取で死亡する血液凝固阻

（ラットデン）がある｡使用方法として，ネズミ

止剤または抗凝血性毒がある（表−４）｡

にかじられやすいケーブルや防鼠工事の際，塗布

それぞれの薬剤は，固型，粒剤，ペーストおよ

または噴霧する｡ 他に臭いによって忌避させる

び粉剤までいろいろなタイプがあるので，水気の

ハーブ系の忌避剤もあるが，閉鎖的な空間での使

多いところでは固型，ねずみの通り道には粉剤と

用で効果を現す｡いずれにしも忌避剤は絶対的な

いうように現場の用途に合わせた剤型を選ぶこと

効果が期待できるものはなく，他の方法と併用し

が望ましい｡使用に関して，食品等への混入しや

て使用する方が効率がよい｡

すい場所で注意を払う必要がある｡
２）物理的防除方法

殺鼠剤は，都市ビルでの使用は殺鼠剤抵抗性
ネズミの出現，死体がどこに現れるかわからな

物理的防除方法は，トラップ（わな）を用い

いこと，人獣への安全性の配慮，環境問題など

る方法である｡トラップは，餌を使用するタイプ

動薬研究
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際に目 で 確 認 で き る 防 除 に 対 し ， 環 境 的 防 除
方法は基礎的防除方法である｡しかし，これを
実施しないことには，上記の防除方法も効果
は上がらない｡逆にそれぞれを組み合わせるこ
とにより相乗的防除効果を生むことは先に述
べた｡
環境的防除方法とは，まず餌をなくすことで
ある｡ネズミは，大食で餌を一日に体重の３分の
１ほど食べ，２〜３日食べないと餓死してしま
写真1 0

粘着トラップ

うくらいエネルギーの消耗が激しく，餌つまり
食糧，厨芥，ペットの餌などを管理するだけで

に２つあり，一つは生け捕り式のケージトラッ

大きな防除方法になる｡しかし，この管理は畜舎

プ（カゴ式ねずみ捕り，一般にねずみ捕りとい

では難しい｡

われる）やシャーマントラップ，もう一つは圧

次に巣をなくすことである｡巣は，ネズミ自身

殺式のスナップトラップ（パチンコといわれ

の身を守ることや，繁殖には欠かせないもので

る）などがある｡長所として何度も再使用できる

ある｡よって，営巣場所となりやすいダンボール

ことがあげられるが，これらのトラップは衛生

箱や戸棚の中はいつも整理し，同じ場所へ長く

的な問題や捕獲されたネズミを処理することが

物を置かないことが重要である｡また，草刈など

面倒である｡

周囲の環境を整えることもしなければならない｡

これに変わり餌を使用せず捕獲できる粘着ト

特にビル内では巣材として雑巾，紙屑，ビニー

ラップ（写真−10 ）が，汎用されている｡ 粘着

ル袋など身の回りのものが用いられているの

トラップは，ネズミに寄生するイエダニやノミ

で，そのようなものは常に出したままにしない

も同時に処理できるので衛生的で，捕獲効率も

ことである｡

よい｡

最後に通路を塞ぐことであるが，ネズミの行

一方，最近ではいろいろな超音波防鼠器が開発

動範囲を広げることは防除の点で広範囲を防除

されている｡この機械はヒトに聞こえにくく，ネ

せねばならない｡ また，ネズミの被害が広がる

ズミに聞こえる波長（20Ｋhz以上）の音で忌避さ

ことも考えられる｡ よって，通路を塞ぐことが

せる｡また，衝撃波や波長がランダムに出るもの

重要になる｡ この方法は，『防鼠工事』として

もある｡この防鼠器についての効力の確認は非常

ビルの延焼防止と並行して実施すると効果的で

に難しく，きわめて良い結果が得られる場合とあ

ある｡

まり期待できない場合がある｡

基本的にはまず，縦横の貫通孔（ケーブルや
配管の通る穴）を延焼防止を兼ねて塞ぐこと，

３）環境的防除方法

各室内では，通気の必要なガラリや換気扇など

化学的防除方法，物理的防除方法という実

は目の細かい（１cm未満）金網で塞ぎ，その他
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防疫用殺虫剤としてのバイゴン
林

晃史

その他，農業，ペット用では，ＰＨＣ，サンサイ

はじめに

ド，Unden，Blattanex，Bolfoなどと呼ばれている｡
（写真１）

カーバメイト系殺虫剤バイゴンは，有機窒素化
合物に属するもののひとつである｡ この化合物

防疫用の主要製剤には，バイゴンゾールとバイ

が，生物に強い生理活性を持つ事が知られたの

ゴン油剤がある｡いずれも医薬品殺虫剤で，成分

は，今からl00年以上も前である｡

量はプロポクスル１％である｡
また，対象害虫は，ゴキブリ，イエダニ，ノ

また殺虫剤として最初に登場したのが，
pyrolanでバイゴン（Baygon）は，1958年にバイ

ミ，ナンキンムシである｡
なお，プロポクスルの基本的な生理活性を要

エル社のE.ベッケルらにより発見された｡
わが国において，バイゴンの衛生害虫に対する

約，整理すると以下の通りである｡
原体急性毒性：経口毒性ＬＤ‑50値は，ラット

研究が着手されたのは，1969年（昭和44年）でそ
の翌年に，製剤開発のための｢バイゴン研究会｣が

で80mg/kgで，経皮毒性が５g/kg以上である｡
製剤毒性：塗布用エアゾール剤の急性毒性値

発足した｡
また，1977年（昭和52年）に製造承認申請がな

は，ラットでのＬＤ‑50値が経口6.0ã，経皮＞

され，1980年（昭和55年）よりゴキブリ用薬剤と

20ã，皮下3.2ãであり，噴射時の露出皮膚に対

して上市されて今日に至る｡しかし開発研究に着

する毒性は低いとされている｡

手してから上市までに，11年の歳月を要した｡

また，慢性毒性は，無作用量がラット12.5mg，犬
50mg/kg/日である｡なお，ＡＤＩは，0.02mgである｡

１．防疫用殺虫剤バイゴン

プロポクスルの動物体内での挙動は，代謝試験
によると経口投与後16時間以内に85％が体外に排
出された｡なお，その20〜25％は揮発物質として
呼気と共に放出され，60％は尿中に抱合体として
排出された｡
この代謝の主要な経路は，脱プロピル基反応
およびカルバミン酸エステルの加水分解とされ
ている｡
以上が，生理活性の概要であるが，他の殺
虫剤に比較して，特に問題になる点は見当た

写真. １

らない｡

バイゴン製剤のいろいろ

殺虫剤の特性：現在，広く使用されている主要
バイゴン（ＢＡＹＧＯＮ）は，化学名を２‑イ

な殺虫剤との特性を対比すると，下記の表１の通

ソプロポキシフェニル−Ｎ−メチルカーバメイト

りである｡

（２‑isopropoxyphenyl methylcarbamate），一

作用機構については，微妙な違いはあるが，有

般名をプロポクスル（propoxur）と云う｡

機リン系殺虫剤と類似する｡

東京医科歯科大学医学部

動薬研究
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表１

今日，市販されている殺虫剤の基本構造と特性

２．バイゴンの殺虫力
バイゴンの殺虫力を主要な衛生害虫，ゴキブリ
を用いて基礎実験を行った所，次の通りであった｡
致死効力：ゴキブリ類に対する致死薬量を微量
滴下法で調べた所，表３の通りであった｡
実験に使用したゴキブリ類に対しては，プロポ
クスルは，リンデン（γ‑ＢＨＣ）やスミチオン
写真２

よりも強い殺虫力を示した｡

混入異物で問題のムシ

この折，リンデンを比較に用いたのは，当時と

防疫殺虫剤の種類とバイゴン：今日，衛生害虫用

しては，リンデンがゴキブリに対しては最も優れ

の殺虫剤としては，その主要なものは，表２に整

た殺虫剤とされていたからである｡

理した通りであるが，カーバメイト系はバイゴン

チャバネゴキブリに対しては，リンデンの3.5

のみである｡

倍の殺虫力であった｡

なお，その殺虫力は，ハエに対してよりもゴキブ

接触効力：また，バイゴンを塗布した処理面を

リに対して強い傾向がある｡また，ワモンゴキブリ

ゴキブリが歩行，接触した場合の殺虫力を知る目

に対しては，そのＬＤ‑50値が，0.263μg/匹でチャ

的で，所定の薬量を処理したベニヤ板に，強制的

バネゴキブリに対してよりも強かった｡（写真２）

に接触させ，ノックダウンする所要時間を調べた｡
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表２

わが国における主要な防疫殺虫剤の殺虫力

なお，ノックダウン虫の2 4 時間後の致死率も
100％で，その効果は高かった｡
残効性：バイゴン処理面の効力持続性を薬剤
処理後７日，30日，60日および90日経過品で比
較検討した｡ その結果は，表５に示す通りで
あった｡
その残効性は，60日におよびまた，他の殺虫剤
に比較して有効であった｡
その他，ベニヤ板，濾紙，ガラスなど薬剤処理
表３

面を変え，10分および30分間と接触を限った場合

バイゴンのゴキブリ類に対する殺虫力

の被毒後の致死率を調べた｡その結果は，表６の
通りであった｡

その結果は，表４に示す通りであった｡

これは，実際の現場の状況が異る事を想定して

ワモンゴキブリに対するＫＴ‑50値は，27分から

の実験である｡

36分で，他の殺虫剤よりも優れていた｡また，チャ

処理面によって，効力の現れ方が異るが，比較

バネゴキブリについても20分から25分であり，ス

した有機リン剤よりも，その効果は高かった｡

ミチオンの103分に比較して効果的であった｡

動薬研究
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残効性にかんする他の研究者の実験結果を示す
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表４

ベニヤ板接触法によるバイゴンの数種のゴキブリに対する効果

表５

ベニヤ板接触法によるバイゴンの数種ゴキブリに対する残効性

表６

バイゴン処理面の材質の相違による殺虫効力の比較（エアゾール剤）
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と表７，表８の通りであった｡

３．バイゴンのダニ類に対する効果

その効果は，いずれも他の有機リン剤に比較し

バイゴンは，農薬として広く使用されていて，

て同等以上の効果が確認されている｡
実地試験：バイゴンエアゾールの効果を実地に

稲作害虫のウンカ類，畑作害虫のシロトビムシ，
ヤギシロトビムシなどにも使用されている｡

試験をしたが，その結果は表９の通りであった｡
薬剤を処理し，２週間後より効果が現れて９週

また，家畜類のダニなどに対しても有効であ
る｡家屋内のダニ類についても有効であるが，そ

にわたって効力が持続した｡
以上，バイゴンのゴキブリ類に対する殺虫力に

の効果について解説する｡
室内塵性ダニ類に対する効果を処理面接触法で

ついて，実験資料を紹介した｡
バイゴンのゴキブリに対する殺虫力は，他の殺

実験した結果は，表10の通りである｡
問題のヒョウヒダニに対する効果は，ＬＣ‑50

虫剤と同等以上で，残効性も顕著である｡
製剤は，今の所，液性製剤のみであるが，実用

値が0.009％で，ピレスロイド系殺虫剤より弱い
が，フェニトロチオンと同程度であった｡ しか

上の支障はなく，広く使用されている｡

表７

表８

動薬研究
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バイゴン油剤のチャバネゴキブリに対する残効性

バイゴンエアゾールのチャバネゴキブリに対する残効性
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表９

バイゴンエアゾールの実際店舗でのゴキブリに対する結果（薬剤処理前後のゴキブリに対する効果）

表1 0

数種殺虫剤のダニ類に対する殺虫力

し，ケナガコナダニに対しては，他の殺虫剤に比

４．バイゴン製剤の今後の展開

較して高い殺虫力が認められた｡
また，0.5％油剤のケナガコナダニに対する効

バイゴンの有効な事については，以上の様々の

果は，表11に示す通りである｡

実験データーで明らかである｡ また，バイゴン

継続接触の効果は，フェニトロチオンより

は，上市以来19年の実績を持ち，今ではゴキブリ

劣ったが，他の殺虫剤よりもはるかに有効で

の防除が，他の殺虫剤で難防除になった所では不

あった｡

可欠な殺虫剤になった｡

また，ダニの被害の多発した住宅で，バイゴン

また今日，害虫駆除の現場は，害虫駆除の考え

油剤による駆除を行った所，図１に示すとおりそ

方や施用技術が大きく変りつつある｡その背景に

の効果は高く，処理後15日以降，室内じん中より

は，一般消費者層の殺虫剤を含む化学物質に対す

ダニが発見されなかった｡

る関心の高まりがある｡（写真３.４）
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表1 1

数種殺虫剤のケナガコナダニに対する殺虫剤

１）

図１．虫咬症患者の住宅における殺ダニ剤によるダニ駆除効果

害虫管理の時代

今，殺虫剤を用いる防除技術は，図２のように，

日常生活の場は，清潔で衛生的となり，都市化

面処理の時代は終わり，限定処理の時代となった｡

した｡この様な条件下では，かつてのような害虫

限定処理は，点処理ともいい，専門的な調査･

の異常多発生はすくなく，殺虫剤による化学的防

診断の結果にもとづき，必要な場所に必要最低量

除を必要とする機会がすくなくなった｡

を処理するものである｡

また，問題害虫の防除も，発生したものの殺滅

また，使用する殺虫剤も，その条件に適した性

ではなく，発生を抑制する方向に変った｡

能を持つものを厳選しなければならない｡

殺虫剤を必要とする場面でも，清潔，安全，そ

バイゴンの持つ特性は，殺虫力は強いが，解毒

れに省力的である事が求められている｡

写真３

動薬研究

分解性に富み，今日，必要とされる条件を満たす

ゴキブリ退治の欠かせない厨房
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写真４ ゴキブリ退治の新ベイト，これはバイゴンの併用で効果が上がる
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図２

防除技術は時代の経済背景により変化する

写真５ ゴキブリ退治の新ベイト，これはバイゴンの併用で効果が上がる

ものである｡

を抑制する特性を持つ｡これは，害虫管理の時代に

特に，バイゴンは，他の殺虫処理との併用で，

適した殺虫剤といえる｡

その力価を助長させる傾向がある｡
例えば，ゴキブリが多発した飲食店舗で， Ｕ

２）バイゴンのＩＰＭ的活用

ＬＶ 処理の後，バイゴンの塗布で，図３のごと

今年の衛生動物学会大会の殺虫剤研究班のシン

く，長期間にわたり，再発を防止した｡

ポジュームで，

また，図４のように，ベイト剤（ヒドラメチル

がテーマと

ゴキブリ防除のＩＰＭ

の話題提供

なった｡

ノン製剤）の設置と併行して，バイゴン塗布を行

その中で

い，初期効果を高める事が出来た｡（写真５）

があった｡この

バイゴンは，必要最低量の処理で，害虫の再発

図３

害虫防除のＩＰＭ

ＵＬＶ処理後にバイゴン油剤塗布によるゴキブリ

ＩＰＭ

とは，総合的害虫管理

図４ コンバットおよびコンバット＋他方法の併用の効果
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（Integrated Pest Management）の事で，その英

虫剤の塗布，散布，燻煙，設置などの手法があ

語の頭文字をとったものである｡

る｡この事は，殺虫剤間のＩＰＭを組み立てる事

これは，合成殺虫剤一辺倒の害虫防除のあり方

の可能性を示唆するものである｡

への反省に端を発する｡衛生害虫の場合は，農業

なお，機械的･物理的防除法や生態的防除法な

害虫の場合と若干，手法に違いがあるが，基本的

どを考慮に入れるとＩＰＭ化が容易である｡これ

には変らない｡

を整理すると図５の通りである｡

害虫防除法：害虫防除の方法には，次の４つの

殺虫剤の併用になる ＩＰＭ 的管理について

方法がある｡

事例を上げると図６の通りである｡

（１）機械的･物理的防除法

実験（a）は，ピレスロイド系殺虫剤の燻煙剤

（２）生態的防除法

のみで，ゴキブリ管理を実施した｡その結果，80

（３）化学的防除法

％の駆除率を維持した期間は約30日であった｡

（４）生物的防除法

実験（b）は，ピレスロイド系殺虫剤の燻煙剤

以上の４方法で，（３）以外は全く殺虫剤を使

の処理と，バイゴン塗布を併行したものである｡

用しない方法である｡ＩＰＭとは，この４種類の

その結果80％の駆除率を維持した期間は，約100

方法を現場の状況を分析し，効率的に組み合わせ

日であった｡

て実施するものである｡

実験（c）は，燻煙剤とベイト剤（ヒドラメチ

しかし，衛生害虫の場合は，経済的被害の解析

ルノン製剤）を併用したものである｡その結果，

が困難な事や，天敵の利用が難しい事などがあっ
て，真の意味の

ＩＰＭ

効果の持続期間は，１年を経過した｡

の実施は難しい｡

バイゴンやベイト剤の単独処理を同時に実施

だが，殺虫剤と一部の手法の合成で，総合的管

しなかったが，｢点｣処理と｢面｣処理の両方の効

理は不可能ではない｡

果が合成され，｢ＩＰＭ｣的な機能を発揮したも

ＩＰＭ的ゴキブリ管理：化学的防除法には，殺

図５

動薬研究

のと考える｡

科学的防除の併用手段
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図６ チャバネゴキブリに対するフォガージェット処理とベイト剤併用
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図７

写真６ バイゴンの特徴をいかしたニューテクニック！
！

ゴキブリの行動習性から見た必須手法

施設の状況によっては，バイゴンとベイトの併

ブリ管理に重要な役割を荷うものである｡

用が，効果を発揮する事が考えられる｡既に，こ

以上のような， ＩＰＭ 的管理には，塗布剤

の方法が広く展開されつつある｡

のバイゴンの役割は大きく，今後の新手法の開発

行動習性からみたＩＰＭ：ゴキブリの管理にお

に，主要な管理薬剤である｡

いて，その習性が間隙潜伏性で暖くて暗い場所を

また，用法･用量にはないが，殺虫剤を塗布出

好む事，などを考慮に入れると，図７のような必

来ない場所には，紙片やベニヤ板などをバイゴン

須手段があげられる｡

油剤に浸漬し，これを間隙や潜伏場所に挿入，設

必要な事は，潜伏場所から誘い出し，｢誘殺｣す

置する事で効果が得られる｡これは，施用手段の

る｡また，潜伏場所から｢追い出し｣し，殺滅する｡

ひとつである｡

また，通路など行動領域に，薬剤やトラップを置
き

待伏せ

今，バイゴンは衛生害虫の｢総合的害虫管理｣（Ｉ

をする｡

ＰＭ）の時代を迎え，その力価が再認識されている｡

これには，ベイト剤，トラップ，塗布剤あるい

ことに，今日の ベイト剤 の時代を支える殺

はエアゾール剤などを用いる｡

虫剤として重要な役割を持つものである｡なお，

この成否は，施設の清掃の適否が大きく影響す

この事は，新な製剤の開発の可能性を示唆するも

る｡なお，清掃は生態的防除法のひとつで，ゴキ

のである｡
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