経口投与タイプの魚類の寄生虫駆除剤
『ハダクリーン』
岡部景子
水産用ハダクリーンは，ドイツ・バイエル社が

『ハダクリーン』の最大の利点は，魚にスト

開発した『プラジクアンテル（イソキノリン・ピ

レスと刺激を与えずに駆虫できる事と，取り扱

ラジン誘導体）』を主成分とした薬剤で，駆虫を

いが容易なため駆虫に要する労力を大幅に軽減

目的とした国内で初めての経口投与剤です。

できる事です。

バイエル（株）は，このプラジクアンテルを

ここでは，製品の概要，はだむし症，製品の

日本の魚類寄生虫症に応用するために協和発酵

効果，および安全性などについてご紹介すると

工業株式会社との共同研究に着手し，その研究

ともに，海外における魚類寄生虫症へのプラジ

の結果，スズキ目魚類のはだむしに対する経口

クアンテルの研究について若干述べさせていた

投与での優れた駆除効果が確認され，ここに紹

だきます。

介するに至りました。

１．製 品 概 要

はじめに

商品名：ハダクリーン
一般名：プラジクアンテル（イソキノリン・

ここ数年の養殖業における魚病発生状況をみ
ると，寄生虫によるものが年々増加傾向にあり

ピラジン誘導体）
構造式：

ます。これは有機スズ系の防藻剤の使用が禁止
され，その後有効な防藻剤が開発されていない
事によるところが大きいといわれています。一
口に寄生虫症といっても魚種・寄生虫の種類に
より多種多様であり，そこに魚類を飼育してい
る環境の変化（水質・水温・天候など）も加わ
り，寄生虫問題はますます深刻化しています。

分子式＝Ｃ 19Ｈ24Ｎ２Ｏ２

また，最近の調査・研究により疾病の発生に寄

分子量＝312.41

生虫が深く関与する事が示唆され，特に寄生虫

極めて水に溶けにくい性質をもつ
成分・分量：本品100g中に，プラジクアンテ

駆除の重要性が指摘されています。しかし，そ
の対策については，虫の特定ができない，虫の

ル50gを含有する。

生活環が不明，海外からの持ち込みによるもの

効能・効果：スズキ目魚類の体表に寄生する

など，まだまだ解明されていない事が多く，確

はだむし（Benedenia seriolae）
の駆除

実な駆除法の確立が望まれています。
現在，海産養殖魚類の寄生虫対策としては，

用法・用量：魚体重１kg当たり１日量プラジク

１.淡水処理２.過酸化水素水による薬浴処理が

アンテルとして下記の量を，水

実施されていますが，いずれも大変な労力と時

産用展着剤もしくは展着剤を含

間を必要とし，また魚に与えるストレスや刺激

有した養魚用配合飼料と混合し

が大きいという点で，改善が望まれてきまし

た後，餌料中に均一となるよう

た。

に添加し３日間経口投与する。
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スズキ目魚類：150mg（製剤として0.3g）

ものと推測される。宿主から剥離した

包装単位：500gアルミラミネート袋入り×４

し

包/ダンボール箱

はだむ

は，遊泳能力を失い魚体に再度寄生するこ

とはほとんど無いと考えられる。

有効成分：プラジクアンテル

２．はだむし症

水産用ハダクリーンの有効成分であるプラジ
はだむし

クアンテルは，ドイツ・バイエル社とドイツ・

とは

メルク社の研究者らが合成した化合物である。

一般的に魚の体表に寄生するため「はだむ

プラジクアンテルは人体用には蠕虫駆除剤とし

し」と呼ばれており，それらにはブリ・カンパ

て，畜産用および犬猫用には条虫・吸虫類の寄

チ・ヒラマサの「体表」に寄生するベネデニ

生虫駆除剤としてすでに数十カ国で販売されて

ア・セリオレ（Benedenia seriolae ）と，イシ

いる。

ダイの「体表」に寄生するベネデニア・ホシナ

養魚用としては，ノルウェーにおいてAtlantic

イ（B.hoshinai ），それと近縁種でカンパチ・

Salmonの条虫類（Eubothrium sp.）の駆除を目的

ヒラメ・ハタ類の「体表」に寄生するネオベネ

として1997年に承認され販売されている。

デニア（Neobenedenia girellae）がある。

作用機序

Benedenia seriolae の寄生によるブリ類のは

水産用ハダクリーンの有効成分であるプラジ

だむし症（ベネデニア症）は，寄生数が増すと

クアンテルは，陸上動物の内部寄生虫である条

粘液が過剰に分泌されるため体表が白濁して見

虫類に対する駆除効果を有する。虫体に対する

える。寄生の刺激により魚は生簀網などに体を

作用として，プラジクアンテルに接触した虫体

擦りつけるようになり，症状が悪化し「擦れ」

には以下のような変化が起こることが知られて

が生じ，ついにはびらんし，筋肉が露出するよ

いる。

うになる。このような部位が細菌やウイルスの

■

■

■

虫体の外皮に空胞化を起こし，外皮が破壊

感染門戸となり，被害が拡大する例が多い。ま

されることにより内容物が虫体外に放出さ

た病魚は群れから離れ，生簀の周辺部で不活発

れる。

に遊泳するようになり，摂餌力が低下し，体色

虫体の無機イオンの能動的な移動を阻害し

の黒化や「痩せ」を呈し，重症の場合は死亡に

Ｃa２＋やＮa＋の過度の蓄積による痙攣や収縮

至る。平成６年〜９年の魚病発生状況をみる

を引き起こす。

と，ブリでは寄生虫症のうちはだむし症（合併

グルコース吸収の抑制と乳酸塩排泄量の増

症を含む）と診断されたものが30〜40％を占め

加等栄養素の代謝を阻害する。

ている。

魚類の外部寄生虫である

はだむし

はだむしの生活環

に対す

る作用機序は明らかにされていないが，投与後

虫体は偏平で小判形をしており，成虫の体長

体表上に移行したプラジクアンテルに経口的あ

は５〜11.6mmで，5.4mm以上のものが通常産卵可

るいは直接的に接触することにより，虫体の固

能な成熟虫である。宿主体表に吸着するため

着盤が変形し，吸着能を失い魚体から脱落する

に，端には２個の吸盤があり，後端には１個の

動薬研究

2000．８．№60

‑2‑

経口投与タイプの魚類の寄生虫駆除剤『ハダクリーン』

前吸盤
後吸盤

写真２

浸漬前の Benedenia seriolae.

20〜26℃の場合，20日間で5.8mmに成長する。す
なわち，図−１のようなライフサイクルを繰り
返す。はだむしは魚の体表に寄生し，宿主の上

写真１ はだむしBenedenia seriolae. の
成虫（腹側，×2 5 ）

皮細胞や粘液などを摂食して成長する。
はだむし症の対策

円形の固着盤がある（写真１参照）。成熟卵の形

はだむし症は生簀の上からブリを眺めたとき

状は四面体で，一端に長いフィラメントを有す

に，体表に白濁が見られるか否か，また異常遊

る塊状卵を50〜200個ずつ数回に分けて産卵し，

泳をするものがいるか否かなどから判断され

産み出された卵は海水中を漂っている間に，そ

る。はだむしの寄生を確認したら，できるだけ

の長い柄で養殖生簀の網地等に絡みつく。卵は水

早く駆除する事が望まれる。現在，ブリ類のは

温2 0 ℃の場合には７〜８日で孵化し，孵化子

だむし症の対策としては，淡水処理や過酸化水

虫（オンコミラキジウム，体長0.5mm）は水温

素水による薬浴処理が実施されているが，魚に
ストレスがかかるため，魚がストレスに弱い稚
魚期および高水温期や他疾病の発生など淡水処
理・薬浴処理によりリスクが大きくなる場合に
は経口投与タイプのはだむし駆除剤を利用する
事を提案する。
淡水処理・薬浴処理・経口投与駆虫剤のいず
れの方法でも虫卵は死滅しないので，再寄生を
避けることができない。したがって，はだむし
の生活環を考慮した間隔で，これらの方法を組
み合わせたプログラムを実施することをおすす

図１

はだむしの生活環

めする。また，定期的に生簀網を交換すること
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も発生防除に役立ち，さらに薬剤が有効に作用

萎縮，（２）前・後吸盤の持ち上げ，（３）

する。

シャーレ壁面よりの剥離（写真３），（４）虫
体を丸め，運動停止。また，0.25ppm以上の濃度

３. 製品の効果

では3.5時間以内にすべてのはだむしがシャーレ

薬効確認試験

壁面より剥離し，短時間の暴露により駆除効果

１.はだむし（B.seriolae）に対するin vitro効果

の得られることが明らかとなった。一方，

約３週齢のはだむしを0.05〜20ppmのプラジク

0.1ppm以下の濃度では20時間浸漬後にも剥離し

アンテル溶液（対照Oppm）に浸漬し，浸漬後10

ない個体が観察された。

分から24時間に，シャーレ壁面から剥離した個

２.走査型電子顕微鏡による観察

体数および剥離したはだむしの数を算定した。

約４週齢のはだむしが寄生したブリ（体重200

その結果，はだむしに次のような変化が認めら

〜300g）を表−１中の条件で処理した後，はだ

れた：（１）後吸盤の白濁，虫体の前後方向の

むしを採取して，走査型電子顕微鏡により虫体
表面（空胞形成等）および吸盤（吸盤全体，
鉤，marginal valveの変性等）を観察した。そ
の結果，次のような変化が認められた。
１）前・後吸盤の腹側への折れ曲がり（写真４，５）
２）虫体周縁部の腹側への丸まり（写真６）
３）虫体背側外被の損傷（写真８）
４）後吸盤腹側の空胞形成（写真11）
５）後吸盤周囲のmarginal valveの萎縮
（写真13）
６）後吸盤腹側の変化（写真14）

写真３ シャレー面より剥離したBenedenia seriolae.

７）前吸盤周縁部の隆起の変化（写真17）
これらの結果より，前・後吸盤の腹側への折
れ曲がりや虫体本体の腹側への丸ま
りおよび後吸盤のmarginal valveの
萎縮が薬浴区や経口投与区の剥離し
たはだむしに特異的に認められたこ
とから，プラジクアンテルに暴露さ
れたはだむしでは，これら前・後吸
盤の折れ曲がりおよび虫体の腹側へ
の丸まりという変化が原因となり，
付着能力を消失して魚体から脱落す

プラジクアンテル浸漬時間（時間) ( 対数）
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ると考えられた。

経口投与タイプの魚類の寄生虫駆除剤『ハダクリーン』

写真４
プラジクアンテルの経口投与
により剥離した B.seriolae.
（腹側，×3 5 ）の前吸盤が腹
側へ折れ曲がっている

写真５
プラジクアンテルの強制投与
により剥離した B.seriolae.
（腹側，×40 ）
後吸盤が腹側へ折れ曲がって
いる

写真６
プラジクアンテル10ppm薬浴
処理したB.seriolae.（×25）
虫体周辺部を腹側へ丸めてい
る

写真７
エタノール浸漬処理した
B.seriolae .（背側，×35）

写真８
プラジクアンテル10ppm薬浴処
理したB.seriolae.（背側，×35）
上皮組織の剥離による外皮の
損傷が認められる

写真９
無処理のB.seriolae 後吸盤
（腹側，×5 0 ）

写真1 0
無処理のB.seriolae 後吸盤
（腹側，×1 5 0）

写真1 1
プラジクアンテル0.5ppm薬浴
処理したB.seriolae.（腹側，
×35）後吸盤の腹側に空砲形成
を起こしている

写真1 2
無処理のB.seriolae 後吸盤
およびmarginal valve.（腹
側，×150）
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写真1 3
プラジクアンテル0.5ppm薬浴
処理したB.seriolae. （腹側，
×220）marginal valveが萎
縮を起こしている

写真1 4
プラジクアンテルの強制経口投
与により剥離したB.seriolae.
（腹側，×170）
後吸盤の腹側が変化している

写真1 7
プラジクアンテル0.5ppm 薬浴
処理したB.seriolae. （腹側，
×200）
前吸盤周辺部の隆起が不明瞭
になっている

写真1 6
無処理のB.seriolae 前吸盤
（腹側，×150）

表−１．各試験区におけるはだむしの外観変化
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写真1 5
無処理のB.seriolae 前吸盤
（腹側，×70）
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経口投与タイプの魚類の寄生虫駆除剤『ハダクリーン』

表−２．用量設定試験における試験方法

用量設定試験

せた。試験区設定後は化繊ネットを除去した。

供試魚をはだむしの卵を付着させた化繊ネッ

試験方法の概略を表−２に示す。

トをつるした水槽で飼育し，はだむしに感染さ

投薬による効果の判定は，試験区設定時およ

試験−１の結果：はだむし（Benedenia seriolae ）寄生数の変化（５尾合計）

試験−２の結果：はだむし（Benedenia seriolae ）寄生数計測結果（10尾平均）
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試験−３の結果：はだむし（Benedenia seriolae ）寄生数計測結果（10尾平均）

び投薬期間終了後に各試験区の供試魚のはだむ

平均体重550gのブリ55尾にハダクリーンをプ

し寄生数を計測し，その結果を統計学的に処理

ラジクアンテルとして150mg/魚体重１kg単回強

し総合評価した。

制経口投与し，水温24℃にて飼育し，体内にお

これらの結果より，ハダクリーンをプラジク

ける吸収，分布および排泄について検討した。

アンテルとして100mg〜200mg/魚体重lkg/日，３

投薬前日から採取日まで無給餌とした。

日以上経口投与することによりブリに寄生した

−採取時間：投薬前，投薬後15分〜72時間

はだむしを駆除することができ，投薬量を増す

−採取部位：筋肉，肝臓，腎臓，血清および体

ことによりその効果も増すことが確認された。

表粘液。

しかし，試験−３の総合評価では150mgおよび

−検 体 数：各部位とも１尾１検体として，採取時

2 0 0 m g 投薬区のみで有効と判定されたこと，

間毎に５検体。

200mg/魚体重１kg/日では摂餌に対する影響が認

−分析方法：水飽和酢酸エチルにて，臓器中のプ

められたことから，ハダクリーンの適切な有効

ラジクアンテルを抽出し，高速液

投薬量はプラジクアンテルとして150mg/魚体重

体クロマトグラフ法により定量を

１kg/日×３日間と判断された。

おこなった。

吸収分布および排泄に関する試験

採取時間毎の各採取部位におけるプラジクア

表−３．プラジクアンテル濃度の推移
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経口投与タイプの魚類の寄生虫駆除剤『ハダクリーン』

試験例−２
●試験期間：Ｈ10.８月19日〜９月７日
●試験場所：高知県Ｋ大学
●給与餌料：シングルモイストペレット
●水
温：29.6〜30.3℃
●供 試 魚：ブリ当才魚
57g×500尾/無投薬区
57g×500尾/ハダクリーン投薬区

ンテル濃度の平均値の推移を表−３に示す。
分析結果から，経口投与されたプラジクアン
テルは速やかに吸収され，投薬後30分で体表粘
液中に移行する事が確認され，６時間後まで0.3
〜0.7ppmの濃度が検出された。この体表粘液に
移行したプラジクアンテルが体表に寄生するは
だむしに影響を及ぼすものと考えられた。その
他の部位でも投薬後30分〜１時間目にピークに
達し，その後，筋肉では投薬後24時間目，その
他の採取部位では投薬後4 8 時間日に検出限界
[0.02μg/g（ã）]以下となった。
臨床試験
ハダクリーンを300mg（プラジクアンテルとし
て150mg）/魚体重１kgの用量で，はだむしが寄
生しているブリに３日間経口投与し，投薬後の
はだむしの寄生数を調査した。

※はだむし寄生数は投薬後の平均寄生数/投薬前
の平均寄生数で示した。
サンプリング数は各区30尾。

試験例−１
●試験期間：Ｈ10.８月１日〜８月21日
●試験場所：和歌山県Ｋ大学
●給与餌料：シングルモイストペレット
●水
温：26.1〜29.7℃
●供 試 魚：ブリ当才魚
140.1g×300尾/無投薬区
139.2g×300尾/ハダクリーン投薬区１
136.9g×300尾/ハダクリーン投薬区２

試験例−１ならびに試験例−２のいずれも，
投薬期間前後のはだむし寄生数を比較すると，
無投薬対照区ではだむしの寄生数の増加が認め
られた。いずれの試験でも，ハダクリーン投薬
区では無投薬区に比較して有意に高い駆除効果
を示した。
安全性試験
平均体重284gのブリ105尾を用いてハダクリー
ンの安全性を検討した。
−投薬量と投薬方法：プラジクアンテルとして
150mgおよび300mg/魚体
重１k g / 日をシングルモ
イストペレットに混合
し，経口投与した。
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−飼育条件：黒 色 パ ン ラ イ ト 水 槽 に て 飼 育 し

織の検鏡。

た。飽食給餌としたが，投薬期間

安全性試験の結果を表−７に示す。

中のみ制限給餌とした。試験期間

300mg投薬区において，投薬期間中に摂餌不良

中の水温は24.1〜25.1℃

という状態が生じ，この状態は投薬終了後２日

−採取時間：投薬終了後１日目および７日目

目まで続いたが，投薬終了後３日目には回復し

−採取部位：鰓，筋肉，心臓，肝臓，腎臓，脾

た。なお，試験期間中，全ての試験区において

臓，胃，幽門垂，腸管，血液およ

遊泳状態や体色に異常を示す個体，衰弱魚およ

び血しょう

び死亡魚は認められなかった。

−安全性の判定：下記の項目によりおこなった。

ハダクリーンの臨床投与量の２倍量であるプ

・試験期間を通じての検査項目

ラジクアンテルとして300mg/魚体重１kg投与で

①

一般飼育状況：遊泳状態，体色および

は，一時的に摂餌低下という副作用が観察さ

摂餌状態の観察，衰弱魚および死亡魚の確

れ，摂餌不良が原因と考えられる肝臓重量比の

認

低下および総タンパクの低下が認められたが，

・最終投薬終了後１日目および７日目に各区

この他に投薬の影響と考えられる現象は観察さ

５尾ずつサンプリングしての検査項目

れず，本剤は安全性の高い薬剤であると考えら

②血液学的検査：ヘモグロビン量，ヘマトク

れた。
残留試験

リット値および赤血球数の測定
③血液生化学的検査：総タンパク，トリグリ

平均魚体重573g（460g〜683g）のブリ120尾を

セライド，血糖，アルカリホスファター

用いてハダクリーンの残留性を検討した。

ゼ，総コレステロール，ＧＯＴ，ＧＰＴおよ

−投薬量と投薬方法：プラジクアンテルとして

び尿素窒素の測定

150mgおよび300mg/魚体重

④解 剖 所 見 ， 臓 器 重 量 比 ： 採 血 し た 魚 の 剖

１kg/日をシングルモイス

検，肝臓および脾臓の重量測定

トペレットに混合し，３

⑤病理組織学的検査：肝臓，腎臓，心臓，脾

日間経口投存した。

臓，胃，幽門垂，腸管，筋肉および鰓の組

−飼育条件：20t八角形コンクリート水槽にて飼

表−７．安全性試験の成績
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経口投与タイプの魚類の寄生虫駆除剤『ハダクリーン』

表−８．残留分析結果（試験−１）

育した。飽食給餌としたが，投薬

これまでに報告されているプラジクアンテル

期間中のみ制限給餌とした。試験

を用いた寄生虫症の研究について，いくつか紹

期間中の水温は20.1〜22.2℃

介する。

−採取時間：投薬前，投薬終了後１，２，３，

ソウギョ（ Ctenopharryngodon idella ）に

５，10，15，20，25および30日目

寄生する条虫 Bothriocephalus acheilognathi

−採取部位：体背側部筋肉，肝臓，腎臓および

に対して，魚体重１kg当たりプラジクアンテル

皮膚（皮膚は試料採取のみ）１尾

35〜100mgの強制経口投与で，投薬後７日以内

１検体として，各時間毎に５検体

に魚の腸管から完全に駆除されたとの報告があ

を分析した。

る ６） 。
ニジマス（Salmo gairdneri）の腸に寄生する

分析結果を表−８に示す。
投薬終了後５日目に，プラジクアンテルの残

吸虫Diplostomum spathaceumのメタセルカリア

留濃度がすべての分析部位において検出限界

と，コイの血管に寄生する吸虫 S a n g u i n i c o l a

（0.02μg/g）以下となった。本剤を過量投与す

inermisならびに条虫Bothriocephalus spp.の成

ると摂餌不良が生じることから，残留試験は常

虫に対しては，いずれも魚体重１kg当たりプラ

用量である150mg/魚体重１kg/日×３日間で実施

ジクアンテル500mg単回経口投与が有効であると

した。

報告されている。また，ニジマスの腸に寄生す

なお，本開発に関わる数々の試験結果から推

る条虫Proteocephalus sp. に対してもプラジク

察しても，これ以上の過量投与および長期投与

アンテルの薬浴（１mg/ç溶液に10分間）が有効

は，事実上成し得ないと考えられた。以上の理

であることが報告されている７）。

由により，ハダクリーンの休薬期間は，可食部

コイ（ Cyprinus carpio ）に寄生する単生類

である筋肉のみから考察すると，検出限界以下

（ Dactylogyrus vastator，Dactylogyrus

となった５日間で十分と考えるが，さらに安全

extensus）とチャブ（Squalius cephalus；ヨー

を考慮して10日間とした。

ロッパ産コイ科の淡水魚）に寄生する単生類
（Diplozoon paradoxum）に対する効果の研究で
は，いずれにも効果が認められ，Dactylogyrus

４. 海外におけるプラジクアンテルの
研究( 魚類寄生虫の駆除効果)

vastator，Dactylogyrus extensusにはプラジク
アンテル10mg/ç溶液への３時間の薬浴（22℃）
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３）室賀清邦・江草周三編集（1996）：魚病学概論

が 有 効 と の 報 告 が あ る ８）。 ま た ， イ ト ヨ
（Gasterosteus aculeatus）の体表に寄生する

４）畑井喜司雄・宗宮弘明・渡邉翼共著（1998）：魚病学

Gyrodactylus aculeatiに対してプラジクアンテ

５）ハダクリーン申請書

ル１〜50μg/ãの薬浴効果を調査した研究では，

６）Pool D.，Ryder K. ＆ Andrews C.（1984）The con‑

１μg/ã溶液への90分間の薬浴でほとんどの個体

trol of Bothricephalus acheilognathi in Grass

の体表からの脱落が認められている

９）

c a r p ，C t e n o p h a r y n g o d o n

。他にも

i d e l l a ，u s i n g

Praziquantel Fish.Manag.，15，No.１，31‑33

ヨーロッパウナギ（Anguilla anguilla）の鰓に

７）Schmahl G.，Taraschewski H.＆ Mehlhorn H.（1989）

寄生する単生類Pseudodactylogyrus biniに対し，

Chemotherapy of fish parasites Parasitol.Res.，

プラジクアンテル10〜30mg/çの薬浴処理で効果

75，503‑511

が認められたことが報告されている 10）。マスノ

８）Schmahl G.，＆ Mehlhorn H.（1985）Treatment of

スケ（Oncorhynchus tshawytscha）に寄生する

fish parasites １.Praziquantel effective against
M o n o g e n e a （D a c t y l o g y r u s v a s t a t o r ，
Dactylogyrusextensus，Diplozoon paradoxum）
Z.Parasitenkd.，71，727‑737
９）Schmahl G.，＆ Taraschewski H.（1987）Treatment
of fish parasites ２.Effects of praziquantel，
nicosamide，levamisole‑HCl，and metrifonate on
Monogenea（Gyrodactylus aculeati，Diplozoon
paradoxum）Z.Parasitenkd.，73，341‑351
10）Buchmann K.（1987）The effect of Praziquantel
on the monogenea gill parasite Pseudodactylogyrus
bini Acta.Vet.Scand.，28，447‑450
11）Foreyt W.J.，＆ Gorham J.R.（1988）Preliminary
evaluation of Praziquantel against metacer‑
cariae Nanophyetus salmincola in Chinook salmon
（Oncorhynchus tshawytscha ）J.Wildlife
Diseases，24，551‑554
12）Kim K‑H.，Park S‑I.＆ Jee B‑Y.（1998）Efficacy of
Oral Administartion of Praziquantel and Mebendazole
against Microcotyle sebastis（Monogenea）Infes‑
tation of Cultured Rockfish（Sebastes schlegli）
Fish Pathology，33，467‑471

甲殻類Nanophyetus salmincolaのメタセルカリ
アに対しては，プラジクアンテルを魚体重当た
り10，20あるいは100mg強制経口投与したが効果
は認められなかった11）。
ここ最近には，クロソイ（Sebastes schlegli）
の鰓に寄生する単生類Microcotyle sebastisに対
して，飼育温度の異なる条件下（10℃と20℃）で
魚体重１kg当たりプラジクアンテル100mgあるい
は200mgを経口投与した結果，100mg投与の10℃飼
育の場合を除き，1 0 0 ％の駆虫率を示し，また
100mg投与，10℃条件の場合でも寄生虫体数が有
意に減少したことが報告されている12）。

参考文献
１）南西海ブロック魚類増養殖研究情報（1993〜1997）
２）畑井喜司雄・小川和夫・広瀬一美編（1989）：魚病
図鑑
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山形県におけるＰＭＷＳ様疾病の野外
発生例について
大貫 淳・富樫克博
１

同性が80％未満と大きく異なり，前者はＰＣＶ１型

はじめに

（ＰＣＶ１），後者はＰＣＶ２型（ＰＣＶ２）と
Postweaning multisystemic wasting syndrome

呼ばれている。また，ＰＣＶ１とＰＣＶ２とは抗

（ＰＭＷＳ：離乳後多臓器性発育不良症候群）

原的にも大きく異なっている。

は離乳後から３か月齢くらいまでの育成豚から

２ 山形県におけるＰＭＷＳ様疾病の野外発生例

肥育豚にみられる消耗性の疾病で，1991年にカ
ナダで最初に確認され，97年頃から欧米を中心

日本においても各地で類似疾病の発生が報告

に世界各地で多数報告されている１）３）４）。発育

されている。約40日齢から発育停滞と呼吸器症

不良，呼吸困難を主徴とした慢性消耗性の疾病

状を呈すいわゆるヒネ豚の増加が認められると

で，時に下痢や黄疸などを伴う。特徴的な組織

ともに事故率が上昇することにより，疾病の発

所見としては，間質性肺炎とリンパ組織に形成

生が確認される場合が多いようである。以下では

される好塩基性の細胞質内封入体で，封入体を

我々が病性鑑定を実施した山形県の西部に位置す

電子顕微鏡で観察するとサーコウイルス様粒子

る庄内地域における症例について記述する。

が認められることから，新型の豚サーコウイル

【Ａ農場における発生】

ス（ＰＣＶ）が関与していると疑われている。

この農場は平成９年までの成績は良好だった

ＰＣＶは直径17nmのエンベロープを持たない１

が，平成10年４月上旬より育成豚約200頭中，黄

本鎖環状ＤＮＡウイルスで（図１），現在サーコ

緑色水様下痢便を呈して死亡するものが数頭認

ウイルス科サーコウイルス属に分類されてお

められるようになった。下痢便から病原性大腸

り，鶏貧血ウイルス，オウム嘴羽病ウイルスと

菌（ＶＴ産生，１例のみ）やキャンピロバク

同属である６）。1974年に豚腎由来培養細胞の迷

ターが分離されたが，これらが下痢症の直接の

８）

，病原性は

原因かどうかは特定できなかった。４月下旬に

ないとされてきた。この従来知られていた細胞迷入

は下痢症状を呈するものは減少したが，５月下

性のＰＣＶとＰＭＷＳ関連のＰＣＶとはＤＮＡ相

旬になると約40日齢の育成豚に呼吸器症状（腹

入ウイルスとして最初に報告され

式呼吸，いわゆるヘコヘコ状態）が散見される
ようになり，そうした個体は被毛粗剛，削痩を
伴う発育不良を呈しており，時に灰色の水様下
痢便が観察された。発育不良豚は死に至るもの
が多く，平成10年における30kg以下の育成豚の
死亡事故頭数が前年と比較して多い月で６〜７
倍，年間の合計でも2.4倍となり（図２），５月
だけで15頭の死亡が確認された。そのうちの１
頭を病性鑑定に供したところ以下のような所見
が得られた。
図１

ＰＣＶ粒子の電子顕微鏡図（ネガティブ染色）

[剖検所見]外貌は発育不良を示し，肉眼所見で

山形県中央家畜保健衛生所
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図２

Ａ農場における死亡頭数の推移（3 0 k g以下）

図３

肺の肉眼所見

図４

頚部リンパ節の肉眼所見

図５

肺の組織所見

は肺は間質の水腫を伴い充実感があり，割面で
は泡沫と膿瘍物の排出がみられた（図３）。リン
パ節では腫大と血液吸収が認められた（図４）。
他には心冠部の水腫がみられたくらいで，他の臓
器に顕著な変化は確認されなかった。
[組織所見・電子顕微鏡観察]肺の組織所見では
マクロファージの浸潤がみられる間質性肺炎
と，肺胞と細気管支腔にマクロファージの浸
潤，出血，線維素の析出と炎症頽廃物の貯留が
認められる気管支肺炎の混合型肺炎が観察され
（図５），肺胞マクロファージや変性細胞内に
微細な顆粒状の細胞質内封入体が散在して認め
られた（図６）。
リンパ節ではリンパ球の減少を伴う細網細
胞・マクロファージの腫大と増数が認められ，
細網細胞・マクロファージの細胞質内に好塩基
性の封入体が認められた（図７）。
ビオチン化したＰＭＷＳ様疾病の回復期血清
を用いた免疫染色では，封入体に一致して陽性
抗原が確認された（図８）。
封入体を電子顕微鏡で観察すると渦巻き状，
波状，円状の不整な結晶構造をとる大きさ約
20nmのエンベロープを持たない６角形のウイル
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図６

肺における封入体

山形県におけるＰＭＷＳ様疾病の野外発生例について

認された。
[ＰＣＶ２ＤＮＡの検出]肺と扁桃を用いてHamel
らのプライマー５）にてＰＣＲを実施したところ
ＰＣＶに特異的なバンドが得られ，制限酵素切
断パターンよりＰＣＶ２であることが示唆され
た。またこのＰＣＲ産物の塩基配列を決定した
ところ，既に報告されていた13株のＰＣＶ２と
は95.7‑97.7％と高い一致率を示したのに対し，
３株のＰＣＶ１とのそれは80.5‑80.9％であった
７）

図７

リンパ節の組織所見

。後にウイルス分離を行い，分離されたウイ

ルスは電子顕微鏡観察，ＰＣＲ，I n

situ

hybridization，抗ＰＣＶ２抗体を用いた免疫染
色の結果から，ＰＣＶ２であることが確認さ
れ，ＰＣＶ２‑Yamagata株と命名された。
［他の病原体の検出］その他の病原体としては，肺よ
り豚繁殖・呼吸障害症候群ウイルス（ＰＲＲＳＶ）
とStreptococcus suisが分離され，免疫染色でMyco‑

plasma hyorhinisが検出された。ＰＲＲＳＶは脳と
扁桃からもＰＣＲで検出された。
［Ａ農場における病性鑑定のまとめ］当該農場
図８

ではその後さらに４頭について病性鑑定が実施

病変部の免疫染色

され，いずれも発育不良を示しＰＭＷＳの所見
ス粒子が認められ

といわれる，間質性肺炎，リンパ球の減少と細

た（図９）。これ

網細胞などの増殖によるリンパ節の腫大が認め

らの像は報告され

られ，好塩基性の細胞質内封入体が高率に確認

ているＰＣＶに類

された。またＰＣＶ２とＰＲＲＳＶがすべての

似していた。

個体から検出され，組織所見では細菌の関与が
強く疑われる肺炎像を呈していたが，必ずしも

また，気管気管

図９

封入体の顕微鏡観察

支リンパ節の乳剤

分離されなかった（表１）。

上清をネガティブ

【庄内地域における発生のまとめ】

染色して電子顕微

庄内地域では，平成10年５月から平成11年９

鏡で観察したとこ

月までに計10農場においてＰＣＶ２感染豚が確

ろ，直径約20nmの

認されているが，農場の分布は地域全域にわ

ＰＣＶ様粒子が確

たっており，地理的にも流通等においても相互
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表１

Ａ農場における病性鑑定のまとめ

の疫学的関連は認められず，ＰＣＶ２が広く浸

が認められた。細胞質内封入体は必ずしも確認

潤していることが推察された。

されなかった（表３）。

これらの農場から病性鑑定を依頼されたもの

その他の病原体として肺より分離された主な

は，いずれも発育不良，呼吸器症状を主徴とし

ものは，Haemophilus parasuis（グレーサー病

ており，主な共通する剖検所見は，肺の肝変

の原因菌），Actinobacillus pleuropneumoniae

化，頚部リンパ節・肺門リンパ節・腸間膜リン

（胸膜肺炎の原因菌），レンサ球菌，Pasteurella

パ節の腫大であった（表２）。また，主な共通

multocidaで，ＰＲＲＳＶも７農場において高率

する病理所見としては間質性肺炎およびリンパ

に検出された（表４）。また，豚パルボウイル

組織におけるリンパ球の減少・細網細胞の増生

ス（ＰＰＶ）とＰＣＶ２の重感染がＰＭＷＳを
引き起こすのではないかという報告があるが２），

表２

主な共通する剖検所見
表３
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主な共通する病理所見

山形県におけるＰＭＷＳ様疾病の野外発生例について

表４

他の病原体の検出状況

今回の病性鑑定豚からはＰＰＶは検出されな

３

かった。

おわりに

庄内地域においてＰＣＶ２感染が確認された

ＰＭＷＳは様々な病原体の混合感染による複

10農場の中には死亡事故率の低い農場もあり，

合感染症と考えられているので，対策としては

ＰＣＶ２の汚染が直接死亡事故の増加に結びつ

まず関与している他のウイルスや細菌に対して

くとは限らないことが示唆された。また，事故

行うことが先決である。また，温度管理や換

率が高い農場における事故多発ステージは子豚

気，飼養密度の適正化等の飼養環境の改善によ

期（約30から60日齢）であった。そこで子豚期

り疾病発生の軽減がみられることがある。

の飼養環境を比較したところ，子豚期の豚が繁

ＰＭＷＳにおけるＰＣＶ２の役割はまだ不明

殖豚や肥育後期豚より隔離されて飼育されてい

な点が多く，今後の研究が注目される。臨床現

る方が事故率が低い傾向にあることが認められ

場においても症例を丁寧に検証していくことが

た（表５）。

必要である。

表５

参考文献

子豚期の飼養環境と事故率

１．Allan，G.M.，McNeilly，F.，Kennedy，S.，Draft，
B.，Clarke，E.G.，Ellis，J.A.，Haines，D.M.，
Meehan，B.M.and Adair，B.M.1998.lsolation ofporcine
circovirus‑like viruses from pigs with a wasting
disease in the USA and Europe.J.Vet.Diagn.lnvest.10：
３‑10.
２．Allan，G.M.，Kennedy，S.，McNeilly，F.，Foster，
J.C.，Ellis，J.A.，Krakowka，S.J.，Meehan，B.M.and
Adair，B.M.1999.Experimental reprod uction of se‑
vere wasting disease by co‑infection of pig swith
porcine
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circovirus

and

porcine

parvovirus.J.Comp.Path.121：１‑11.

al.1995.The circoviridae.pp.166‑168 In：Virus

３．Clark，E.G.1997.Post‑weaning multisystemic wast‑

Taxonomy，６th Report of the lnternational Com‑

ing syndrome.Proc.Am.Assoc.Swine.Pract.28：499‑

mit‑tee on Taxonomy of Viruses（Murphy，F.A.，

501.

Fauquet，C.M.and Bishop，D.H.L.，eds.），
Springer‑Verlag，New York.

４．Ellis，J.，Hassard，L.，Harding，J.，Allan，G.，
Willson，P.，Strokappe，J.，Martin，K.，McNeilly，

７．Onuki，A.，Abe，K.，Togashi，K.，Kawashima，K.，

Haines，

Taneichi，A.and Tsunemitsu，H.1999.Detection of

D.1998.lsolation of circovirus from lesions of

porcine circovirus from lesion of a pig with

pigs with postweaning multisystemic wasting

wasting disease in Japan.J.Vet.Med.Sci.61：1119‑

F . ，M e e h a n ，B . ，T o d d ，D . a n d

syndrome.Can.Vet.J.39：44‑51.
５．H a m e l ，A . L . ，L i n ，L . L . a n d

1123.
Nayar，

８．Tischer ，I. ，Rasch，R.and

Tochtermann，

G.P.S.1998.Nucleotide sequence of porcine circovirus

G.1974.Characterization of papovavirus and picor‑

associated with postweaning multisystemic wasting

navirus‑like particles in permanent piglet kidney

syndrome in pigs.J.Virol.72：5262‑5267.

cell lines.Zentralbl.Bakteriol.Orig.A.226：153‑167.
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豚マイコプラズマ性肺炎に対するバイ
トリル®2.5％プレミックスの投与試験
山本輝次＊ 藤田真司＊＊ 新谷量太＊＊
緒

site production，Partial depopulationなど

言

のオールイン・オールアウトを基本とした飼養形
豚マイコプラズマ性肺炎（ＭＰＳ）は

態への改善，ワクチン接種，育成段階における飼

M.hyopneumoniaeを病原体とする呼吸器疾患であ

料添加剤の長期間投与などが試みられている。

る。一般的に当該疾病による豚の斃死率は低

今回，著者らはマイコプラズマの主な感染経

く，臨床症状も軽微な場合が多い。

路が母豚から子豚への垂直感染であることに着

しかし，マイコプラズマの感染によって肺の

目した。そこで，マイコプラズマとＡpp，ＡＲ

前葉〜中葉部の先端に特徴的な病変を形成し，

に重度に汚染されており，子豚と肉豚の事故率

無気肺となり，酸素補給に障害を生ずる。この

の高い農場において，マイコプラズマをはじめ

ため，感染豚は発育停滞や発育遅延を示し，飼

とする各種の肺炎起因菌に対して，良好な抗菌

料効率や発育効率が著しく低下するために経済

活性を有するエンロフロキサシン（ＥＲＦＸ）

的損失は甚大で，当該疾病は世界の養豚産業に

を有効成分とするバイトリル2.5％プレミックス

おいて常に問題疾病とされてきた。また，豚

を野外条件下で妊娠豚に分娩前１週間投与し

の呼吸器疾患は近年欧米で豚複合呼吸器疾患

た。さらにその産子に，子豚舎への移動後から

（ＰＲＤＣ）と呼称されている様に，単一の病

１週間，それぞれ飼料添加し，母豚から子豚へ

原体によるものよりも，豚インフルエンザウイ

のマイコプラズマの垂直感染防止効果を臨床

ルス（ＳＩＶ），豚繁殖・呼吸器障害症候群ウ

的，病理学的および細菌学的に検討した結果，

イルス（ＰＲＲＳＶ），A.pleuropneumoniae

良好な成績を得たので報告する。

（Ａpp），P.multocida （Ｐm）等による混合感

材料および方法

染合併症が主である。そして，その病因の複雑
さゆえに極めて症状が多様化し，対策が困難に

試験実施農場：千葉県Ａ農場（母豚300頭の一貫

なっている。この混合感染を招来する大きな誘

経営）

因の一つとしてマイコプラズマの関与が指摘さ

試験実施期間：1997年12月16日〜1998年６月５

れ，予防対策の重要性が叫ばれている。

日
試験設定：

当該疾病に対する対策はＳＥＷやM u l t i p l e
表１

＊

試験群の設定

千葉県農業共済組合連合会 北部家畜診療所

＊＊

バイエル株式会社 動物用薬品事業部
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１. 投薬対象：試験実施前に行った屠場検査に

表

肺病変の配点表

よって，ＭＰＳの高度浸潤が確認された農場
で，ＰＲＲＳ，マイコプラズマおよびＡppワク
チン未接種の分娩７日前の繁殖豚21頭（ＬＷ）と
その産子（ＬＷＤ）を投薬対象とした。
２. 供試薬剤：バイトリル2 . 5 ％プレミックス
（有効成分：ＥＲＦＸ，バイエルＫＫ）
３．試験区の設定：表１に示す通り。
４．飼養管理：試験期間中，離乳子豚は同一豚
舎内で飼養し，試験区と無投薬対照区の子豚が

②ＭＰＳ病変重度判定：判定は下表の動物用抗

接触しない様，豚房間にベニア板製の仕切りを

菌剤研究会臨床評価委員会作成「豚マイコプラ

設置した。飼料と飲水は自由摂取とした。

ズマ肺炎に対する抗菌剤の臨床試験実施基準２）」

５.観察項目：調査は合計210頭の産子を対象と

に準拠して実施し，χ２検定法を用いて試験区間

した。

の病変の重度を比較検討した。

１）体重測定：試験区の投薬終了３日目（40日

③ＭＰＳ病変部体積の占有率の算出法：HILLら３）

齢時）に供試子豚全頭の体重測定を行った。

の変法により実施した。最初に肺葉を滅菌生理

２）病理学的検査：90日齢時に各群より10頭を

的食塩水で満たしたガラス製容器の中に完全に

無作為に選抜して放血死させ，下記の方法を用

浸漬し，溢れた水の量をメスシリンダーで計量

いて肺病変重度，ＭＰＳ病変重度，ＭＰＳ病変

することによって肺葉全体の体積を測定した。

部体積の占める割合ならびに鼻甲介病変重度に

次に，解剖鋏およびメスを用いて供試豚の肺か

ついて検討した。

らＭＰＳ病変部を切除した後に，肺の体積を同

①肺病変重度判定：重度の判定は下表の動物用抗

様の方法で測定した。この両者の差をＭＰＳ病

菌剤研究会臨床評価委員会作成「豚の細菌性肺炎

変部の体積とし，これの病変切除前の肺体積に

１）

」に従って

対する割合を病変占有率として個体別に算出，

行い，重度に応じて分類し，χ 検定法を用いて

分散分析法によって無投薬対照区との差異を統

試験区間の病変の重度分布を比較した。

計学的に比較した。

に対する抗菌剤の臨床試験実施基準
２

表

肺の肉眼的病変の判定基準
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④鼻腔病変重度判定：中瀬らの方法 ４）によって

法５）により，エンロフロキサシン（ＥＲＦＸ），

２

重度別に−〜＋＋＋＋の６段階に分類し，χ 検

チアムリン（ＴＭＬ），酒石酸酢酸イソ吉草酸タイ

定法を用いて試験区間の鼻甲介病変重度を比較

ロシン（ＡＩＶ），リンコマイシン（ＬＣＭ），オ

検討した。

キシテトラサイクリン（ＯＴＣ）に対する最小発育

３）細菌学的検査

阻止濃度（ＭＩＣ）を測定した。

①マイコプラズマの分離：剖検時にＭＰＳ病変

②Ａpp：分離菌株は25μg/ãβ‑ＮＡＤ加Muller

部と健常部の境を採取し Mycoplasma hyopne‑

Hinton培地を用いて動物用抗菌剤研究会標準法に準

umoniae（M.hyo）およびMycoplasma hyorhinis

ずる寒天培地希釈法６）により，エンロフロキサシ

（M.hyor）分離に供した。材料は99％エタノー

ン（ＥＲＦＸ），フロルフェニコール（ＦＦ），オ

ルに瞬時浸漬した後，検体表面の汚染を滅菌

キシテトラサイクリン（ＯＴＣ），アンピシリン

ガーゼで拭き取り，１g を切り取って十分細挫

（ＡＢＰＣ），ペニシリン（ＰＣ）に対する最小発

し，ＢＨＬ‑broth9ãを加えホモジナイズした。

育阻止濃度（ＭＩＣ）を測定した。

この乳剤を1000rpm/min，５分間遠心分離して得

４）血清学的検査：剖検実施時（90日齢時）に

られた上清を分離試料とした。試料液をＢＨＬ‑

各群10頭から採血を行い，ＡppおよびM.hyoに対

brothで10段階希釈し，ゴム栓をした後37℃で３

するＣＦ抗体価を測定した。

週間培養した。毎日，培地を観察し，発育が認

Ａppでは抗原としてＡpp１型ＮＢ001株，豚Ｈ

められた最高希釈濃度の希釈液を新たなＢＨＬ‑

pn２型ＣＦ抗原「北研」および豚Ｈpn５型ＣＦ

brothで継代した。また，同時にＭ‑brothを用い

抗原「北研」（北里研究所）を用い，ＣＦ反応

て同様の操作を行い，M.hyoおよびM.hyorの確認

および補体，溶血素の検定は定法に準じた７）。

を行った。

M.hyoでは抗原としてM.hyopneumoniae ＶＰＰ

②その他の細菌の分離：肺の充出血や硬結して

#11株ＳＥＰ ＣＦ抗原「日ワク」（日本ワクチ

いる病変部を無菌的に採材してＡp p ，Ｐm ，

ン）を用いて，ＣＦ反応および補体，溶血素の

Heamophilus parasuis （Ｈps）の分離を試み

検定は定法８）に準じて行った。

た。ＡppおよびＰmの分離は肺割面を５％ウマ血

６.効果判定：各検査項目の結果を総合的に判断

液および25μg/ãβ−ＮＡＤ加Heart Infusion

し，90日齢までの子豚の育成率，増体率等の生

寒天培地に塗抹し，3 7 ℃，2 4 〜4 8 時間培養し

産性に改善が認められたか否かについて評価を

た。菌株の同定は培養後，集落状態およびグラ

行った。

ム染色から菌型を確認した後，Ｘ.Ｖ因子要求性

７.試験成績

によって行った。Ｈpsの分離はチョコレート寒

１）体重：生後40日目の平均体重を図１に，日

天培地を用い，37℃，48時間ＣＯ２培養を行い分

増体重を図２にそれぞれ示した。平均体重では

離を試みた。

バイトリル区が9.62±2.45kgと対照区の8.78±

４）薬剤感受性測定法

2.45kg，また，１日当たりの増体重においても

①マイコプラズマ：分離されたマイコプラズマは動

バイトリル区0.27±0.07kgに対し対照区0.22±

物用抗菌剤研究会報に準ずる試験管ブイヨン希釈

0.06kgといずれもバイトリル区は対照区に比べ

‑21‑

図１

4 0 日齢時の体重比較

図３

図２

肺炎重度比較

図４

日増体重（k g ）

ＭＰＳ病変体積占有率（％）の比較

９‑12に，それぞれ示した。

て増体効果が認められ，それぞれ統計学的に有
意差（p＜0.05，p＜0.005）が認められた。

バイトリル区のＡppおよびＭＰＳの病変重度
は0.06，0.05と対照区の2.2，1.8に比して有意

２）病理学的検査：90日齢時に実施した肉眼的

に（p＜0.005）低かった。また，ＭＰＳ病変の

病理学検査のうち，Ａppによる豚胸膜肺炎の病

肺葉全体に対する占有率はバイトリル区が5.13

変重度比較とＭＰＳ病変重度比較を図３に，肺

％と対照区の17.79％より統計学的に有意に（p

葉におけるＭＰＳ病変占有体積比の比較を図４

＜0.005）に小さかった。

に，肺病変写真を図５‑ ８に，鼻甲介写真を図

図1 3
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鼻甲介病変重度については図13に示した通り

ＡＲ病変重度比較

図1 4
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9 0 日齢時の肺からの菌分離状況
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図５

バイトリル区の肺（9 0 日齢）

図６ 対照区の肺（90日齢）：肺を胸膜の癒着
と顕著でＭＰＳ病変を認めた。

図７

対照区の肺（9 0 日齢）：後葉に結節と膿
瘍を認めた。

図８
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対象区の肺（9 0 日齢）：前葉〜中葉に
顕著なＭＰＳ病変を認めた。

図９

図1 0

対照区の豚（90日齢）：鼻甲介の萎縮，アイ
パッチなどの典型的な豚萎縮性鼻炎の症状が
認められた。

図1 1 ，1 2

バイトリル区の豚（9 0 日齢）：鼻中隔の湾曲
を認める。（病変重度：＋）

対照区の豚（9 0 日齢）：顕著な腹部および背部甲介の空洞化を認めた（病変重度：＋＋＋＋）

であり，対照区では＋＋＋以上の個体が90％を

７/ 1 0 ，４/ 1 0 とバイトリル区が有意に（p ＜

占め，全ての個体が＋＋以上の中〜重度病変を

0.005）低い分離率を示した。また，分離された

示した。これに対してバイトリル区では＋＋＋

Ａpp血清型２型菌12株およびM.hyo５株の薬剤感

以上の病変個体は全体の20％に過ぎず，−が10

受性を図15，16にそれぞれ示した。Ａppに対し

％，＋が30％と，明らかな改善傾向にあったこ

て最も高い抗菌活性を示したのはＥＲＦＸとＡ

とが確認された。

ＢＰＣであり，両薬剤のＭＩＣ90値は共に0.39μ

３）細菌学的検査：剖検に供試した各10頭の肺

g/ãにあり，次いでＰＣ，ＦＦ，ＯＴＣの順で

葉からのＡpp，Ｐm，Ｈps，M.hyoの分離成績を

あった。

図14に示した。分離された菌株は両区ともＡpp

M.hyoに対してもＥＲＦＸは供試薬剤中最も高い

血清型２型菌およびM.hyoであり，バイトリル区

抗菌活性を示し，そのＭＩＣ90値は0.05μg/ãに

の分離率はそれぞれ５/10，１/10，対照区では

あり，ついでＡＩＶ，ＴＭＬ，ＬＣＭ，ＯＴＣの
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図15

A.pleuropneumoniae 血清型２型菌12株の
薬剤感受性

図16

M.hyopneumoniae 分離株５株の薬剤感受性

順であった。

率が０％であったのに対し，対照区では30％が

４）血清学的検査：剖検に供試した両試験区の

陽性を示し統計学的有意差（p＜0.005）が認め

各10頭から採血を行い，Ａpp血清型１，２，５

られた。

型およびM.hyoに対する抗体価測定を実施し，

５）斃死率：子豚への投薬開始時から90日齢まで

その抗体陽性率（陽性限界：×４）の結果を図

の斃死率は図18に示した。バイトリル区の斃死率

17に示した。この結果，Ａpp血清型１型菌は両

が５％に対して対照区が30％と，両試験区間に統

区とも０％であった。Ａpp血清型２型菌ではバ

計学的有意差（p＜0.005）が認められた。

イトリル区60％に対して対照区30％とバイトリ

７.考察およびまとめ

ル区の陽性率が有意（p＜0.005）に高かった。

豚複合呼吸器感染症（ＰＲＤＣ）発生の大きな

Ａpp血清型５型菌ではバイトリル区50％に対し

誘因であるM.hyoを始めとする各種豚細菌性呼吸

て対照区40％とバイトリル区の方が高い傾向を

器疾患起因菌の母豚から子豚への垂直感染を防

示した。しかし，M.hyoではバイトリル区の陽性

止する目的で，母豚に分娩前１週間バイトリル

図17

90 日齢時の抗体陽性率％

図18

‑25‑

30 日齢〜90 日齢時までの斃死率

2.5％プレミックスを５mg/kg用量で，産子には

染を受けていたことが示唆された。

子豚舎移動時より１週間150ppm濃度で，それぞ

●一方，M.hyoに対する抗体陽性率はバイトリル

れ飼料添加投与した。効果は子豚の体重，病理

区が0％であったのに対し，対照区では30％と有

学的検査，細菌学的検査，血清学的検査を検討

意（p ＜0 . 0 0 5 ）に高く，バイトリルの投与に

した結果，以下のような成績が得られた。

よって母豚からのM.hyoの垂直感染が抑制された

●40日齢時の体重および日増体重はバイトリル

ことが明らかであった。

区が対照区に比して統計学的に有意に大であっ

●子豚舎への移動時（30日齢）〜90日齢までの

た。（p＜0.05）

斃死率は対照区が30％であったのに対しバイト

●バイトリル区のＭＰＳ病変重度は対照区の約

リル区では５％と統計学的に有意な（p ＜

１/３であり，肺葉全体に対するＭＰＳ病変の体

0.005）差が認められた。

積占有率も対照区の１/３以下であり，統計学的

この様に，マイコプラズマの病変重度，病変

に有意に（p＜0.05）低いＭＰＳ病変重度および

部位の占有率は対照区に比して有意に低く，ま

占有率を示した。

た抗体陽性率も対照区の30％に対しバイトリル

●Ａpp病変重度についてもバイトリル区は対照

区が０％であったことから，母豚からのマイコ

区の１/４以下であり，統計学的に有意に低い（p

プラズマの垂直感染を抑制したものと考えられ

＜0.05）病変重度を示した。

る。また，血清学的検査において，Ａpp血清型

●鼻甲介病変重度の検討において，対照区で90

２および５型菌に対する抗体陽性率ではバイト

％の個体が＋＋＋以上の重度の病変を示したの

リル区が対照区に比べて高い値を示したが，剖

に対し，バイトリル区では20％に過ぎず，明ら

検所見では逆にバイトリル区の胸膜肺炎の病変

かに改善が認められた。

の重度は対照区の１/３に過ぎなかった。このこ

●Ａp p 分離率は対照区7 0 ％，バイトリル区4 0

とから，試験区のＡpp血清型２および５型菌の

％，M.hyo分離率では対照区40％に対してバイト

感染は重度であったものの，誘因となるマイコ

リル区は10％と総じてバイトリル区が対照区に

プラズマの感染が抑制されていたためにＡppの

比して有意（p＜0.005）に低い菌分離率を示し

病変形成〜発症に至らなかったと考えられた。

た。

これまで，マイコプラズマ単独での病原性は

●分離されたＡpp12株ならびにM.hyo５株に対し

強くなく，発育遅延などの経済的損失が主であ

てＥＲＦＸは供試した５薬剤中最も低いＭＩＣ

るという考えが主流であった。そのため，従前

分布を示し，良好な抗菌活性を保有することが

のマイコプラズマ対策は主にこの経済性の改善を

示された。

主目的として行われてきた。しかし，近年欧米で

●Ａpp‑１に対する抗体陽性率は両区とも0％で

のＭＩＲＤ：Mycoplasma Induced Respiratory

あったが，Ａpp血清型２型菌に対してはバイト

Diseaseという認識の通り，マイコプラズマが

リル区の陽性率は60％，Ａpp血清型５型菌に対

ＳＩＶやＰＲＲＳに次ぐＰＲＤＣの２次的誘因

しては5 0 ％と対照区の3 0 ％，4 0 ％に比べて高

として，Ａpp，Ｐm，Ｈpsなどの呼吸器疾患の起

く，これらの菌によって対照区よりも重度の感

因菌肺への定着に関与すると考えられている。
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豚マイコプラズマ性肺炎に対するバイトリル2.5％プレミックスの投与試験

このため，マイコプラズマ感染を予防するこ

populationなどのオールイン・オールアウトを

とによって子豚の胸膜肺炎の発生を軽度に抑制

中心とした隔離飼育システム，さらにＰＲＲＳ

するという考え方が主流になりつつあり，生産

およびマイコプラズマに対するワクチン接種を

現場においてマイコプラズマワクチンの応用が

併用することによって，野外で最大の問題疾病

試みられ始めている。しかし，ワクチン接種の

となっているＰＲＤＣの防圧が可能ではないか

みでは豚舎内に常在する呼吸器疾患の起因菌を

と思われる。

減少させることが不可能なために，発症防止に

謝辞

までは至らず，あくまでも接種した個体への抵

本試験の病理学的検査の実施にあたり，貴重

抗力の付与もしくは感染による経済的損失の防

なご助言と多大なるご協力を頂いた，千葉県北

止に留まっているのが現状である。このため，

部家畜保健衛生所・鈴木達郎先生はじめ諸先生

子豚にとっての主なマイコプラズマの感染源で

方に深謝致します。

ある母豚に５m g / k g 用量で１週間，バイトリル
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2 . 5 ％プレミックスを投与して垂直感染を防止
し，子豚の移動/群編成時のストレスと水平感染
防止する目的で飼料添加濃度150ppm，１週間投
与した。その結果，経営成績に大きな影響を及
ぼす生後90日までの育成率，増体重が著しく改
善され，ＭＰＳ病変および胸膜肺炎病変が軽減
されたことは，特筆に値すると思われる。
以上結論として，当該薬剤のプログラム的投
薬による呼吸器疾患の起因菌に対する予防対策
と近年注目を集めているＳＥＷ，Partial de‑
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牛サルモネラ症の発生状況と対策について
Japan Calf Clinic 矢田谷 健
況を取りまとめた，家畜衛生情報（畜産局取り

はじめに

まとめ）によると（表１）1983年以降毎年ほぼ
わが国の牛サルモネラ症は1940年台後半に確

300頭以上の発生が確認されている。1983年から

認されたが，当時本症は比較的稀な疾病として

1990年までの８年間の平均発生戸数は約52戸，

認識されていた。その後散発的な発生が見られ

同じく発生頭数は約410頭であった。1991年から

たが，1970年台に入ると乳用雄子牛の集団飼育

1998年までの８年間では同じく約91戸と約564頭

の普及に伴い，主としてSalmonella Typhimurium

であり，最近は発生戸数および頭数ともに増加

（Ｓ.Ｔ）による子牛の下痢，敗血症例が国内各

傾向を示している。本情報での死廃率は31.7％

地で報告され，継続発生施設の中には経営断念

とされている。このほか全国家畜保健衛生業績

を余儀なくされた例も出てきた。一方，

抄録集などを1988年から見ると，本症による死

S.Dublin（Ｓ.Ｄ）による繁殖牛の流産は，1978

亡率は子牛で20.6％，搾乳牛では26.6％と報告

年大分県ではじめて確認された後，各地で同症

されている。

例が観察され1984年には栃木県でも夏季放牧場

本症の発生地域も広範囲であり，本抄録集に

を中心とした発生が認められた。さらに最近で

よると1986年以降毎年19〜32都道府県で発生が

は数種の血清型該菌による搾乳牛のサルモネラ

確認され，この12年間では44都道府県（実数）

症が多発している。

に認められ，しかもその間毎年発生が観察され

このような事態をもたらした要因として，牛

たのは栃木県を含め４県であるが，これらの地

の広範囲かつ複雑な流通とその段階におけるサ

域には偏りはなく，本菌の汚染と発症例は広範

ルモネラ汚染の増加，他種動物のサルモネラ汚

囲に認められていると言える。

染の進行，牛群内でのサルモネラ汚染度の上昇

つぎに1988年以降157症例の発生内訳（表２）

と汚染域の拡大，飼育頭数の増加や飼育管理の

であるが，子牛は毎年の発生で93症例，搾乳牛

変化，サルモネラ症原因菌の多様化および薬剤

は1 9 9 2 年頃から増加傾向を示し6 6 症例であっ

耐性菌の増加などが挙げられている。

た。ついで肥育牛と繁殖和牛は各々１症例ずつ

本文では牛サルモネラ症の発生状況と各種報

であった。なお，この症例数は牛サルモネラ症

告例を紹介するとともに，筆者が遭遇した野外

に関する業績発表演題数とほぼ一致しているた

発生事例と実験感染から得た成績を解析する。

め野外発生の傾向を示すにとどまる。また，こ

また本症の対策を講じる上での問題点を探り，

れらの起因血清型はＳ.ＴとＳ.Ｄが90％以上を

効率的な衛生対策を模索したい。

占めていた。
ついで本抄録集と各報告例などの血清型を調

１．発生状況

べてみると，S.Paratyphi‑B，S.Saintpaul，S.Re‑

本症は発生頭数が多く，かつ死廃率も高いこ

ading，S.Agona，S.Bredeney，S.Heidelberg，S.T‑

とから牛の主要な疾病の一つとして認識されて

hompson，S.Virchow，S.Infantis，S.Mbandaka，

いる。しかしながら，国内での本症の発生状況

S.Montevideo，S.Newport，S.Enteritidis，S.Nae‑

を詳細に把握した報告はない。唯一全国的な状

stved，S.Anatum，S.Give，S.Senftenberg，S.Wo‑
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牛サルモネラ症の発生状況と対策について

表１

牛サルモネラ症発生状況

牛サルモネラ症

表２

発生都道府県数の推移

牛サルモネラ症の発生内訳

rthingtonなどの血清型が認められている。これ

保菌牛の導入であろうと考えられている。事

らの血清型のうち，以前から豚や鶏，あるいは

実，家畜市場に上場された子牛などを調べたと

飼料原料からしばしば分離されている血清型も

ころ（表３），子牛の下痢便10検体中３検体と

あり，各家畜間でサルモネラがクロスオーバー

敷料のおが屑からもＳ.Ｔが分離された。この流

しているのか，飼料由来が主な原因なのかは疫

通段階における該菌の汚染は当然牛の導入に伴

学的な積み重ねが必要である。いずれにせよ，

うサルモネラの侵入を意味している。また耐性

今後さらに多様な血清型が牛の症例に認められ

型が異なっていることは複数の汚染源によるこ

る可能性と，様々な病態が出現すると示唆され

とが考えられる。
栃木県内外の家畜市場から導入された子牛の

よう。

サルモネラ保菌状況（表４）を見ると，15群349

２. サルモネラの侵入

頭のうち34頭（9.7％）から本菌が認められた。
これらの成績からもサルモネラの侵入は保菌

飼育施設への本菌の侵入原因の多くは，当該
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牛の導入が主因と推測されるが，このほか野鳥

た。一方，Ｂ群は比較的軽度な症状で推移し死

および購入飼料が原因と考えられる事例も報告

亡牛は認められなかった。

されていることから，さらに疫学的な調査が必

つぎに感染菌数の違いによる臨床症状と排菌

要である。

状況の差（図２）であるが，Ｓ.Ｔ10５ＣＦＵ/頭

表３

胃内投与子牛群は軽度な症状で推移し，排菌数

家畜市場におけるＳ. Ｔ検査成績

も大きな変化は観察されず13日以降は間歇的な
排菌を示していた。Ｓ.Ｔ10９ＣＦＵ/頭投与子牛
群は７日目まで重篤な症状を示し，その後６日
間中程度の症状が継続していた。排菌数も９日
目までは高いレベルで推移し，その後も排菌は
連続していた。
表４

家畜市場導入子牛のサルモネラ保菌状況

Robinsonらによると，生後14〜21日齢の子牛
に比べ３日齢の子牛は排菌数が多く，しかも長
期間排菌すると報告している。
これらの成績から，幼若な子牛あるいは感染
菌数が多いほど症状の重篤化と長期化が観察さ
れるとともに，排菌の数や期間も日齢あるいは
感染菌数に依存していることが伺われた。
さらに，子牛にＳ.Ｔを実験感染し，その後65
日間排菌を観察した成績では，感染後15日間は
連続的な排菌が多く見られたが，その後は10日

３. 臨床症状と排菌状況

間に１〜３日単発的にあるいは２日連続した排

サルモネラ症の臨床症状はすでに多くの報告

菌が繰り返し観察され，45日目以降も排菌は認

があり，多様な症状が観察されている。しかし

められていた。

本症状の継時的変化や，感染菌数による症状の

一方，サルモネラ感染牛の血液性状を見る

重篤度などはあまり知られていない。また本菌

と，とくに好中球の幼若化が著明であった。す

感染の特徴と言える長期排菌と抗菌剤投与の影

なわちＳ.Ｔを10 ９ＣＦＵ/頭 感染させた子牛で

響などの観察例も少ない。本症の対策を講じる

は症状の発現とほぼ同時に好中球の幼若化が見

ためにはその実態を把握しておく必要がある。

られ，好中性後骨髄球の出現も観察された。搾乳

筆者が観察した実験的Ｓ.Ｔ感染子牛の臨床症

牛の野外発症例でも重篤な個体では同様な変化を

状（図１）であるが，交雑種子牛（40〜42kg群

示し，α１‑ＡＧ値の著しい上昇も認められた。

−Ａ，46〜49kg群−Ｂ）に10９ＣＦＵ/頭 胃内投

以上のように，サルモネラ感染牛の長期にわ

与したところ，Ａ群は感染２日目から重篤な症

たる間歇的な排菌と，生体への侵襲度合いが大

状を発現し７日目までに３頭中２頭が死亡し

きいことも明らかである。
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牛サルモネラ症の発生状況と対策について

図１

図２

実験的Ｓ. Ｔ感染子牛臨床症状の推移

感染菌数が異なる実験的Ｓ. Ｔ感染子牛臨床症状と排菌数の推移
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痢症が確認された。1987年にはＳ.Ｄによる敗血

４．飼育施設内への汚染の展開と疫学的観察

症例，その後S.Infantisの症例が単発的に観察さ
サルモネラが飼育施設内に侵入した場合，同

れた。本施設におけるサルモネラ汚染の主流はＳ

居牛や飼育環境への汚染の展開が懸念される。

.Ｔであり，子牛や環境材料から様々な耐性型や

ここではいくつかの疫学的な観察事例を紹介す

生物型が見出されている。1991年本施設に導入さ

る。

れた子牛が下痢と肺炎症状を呈し，死亡した。主

まず乳雄子牛施設のＳ.Ｔ汚染事例である。本

要臓器のサルモネラを詳細に観察したところＳ.

施設は1983年４月導入牛に下痢の発生があり，

ＴとＳ.Ｄの混合感染症（表５）と判明した。耐

続いて５月導入牛にも下痢が見られた。そこで

性型をみるといずれも６剤耐性であるが，Ｓ.Ｔ

各導入牛群と施設内の汚染調査を試みたとこ

はＡＢＰＣ，ＳＭ，ＫＭ，ＴＣ，ＣＰ，ＳＡに，

ろ，５月導入子牛と子牛の牛房内敷料・土，子

Ｓ.ＤはＡＢＰＣ，ＳＭ，ＫＭ，ＴＣ，ＮＡ，ＳＡ

牛不在の牛房の土，哺乳バケツ拭い液，代用乳

と１剤ずつに相違が見られた。本施設はすでに複

調整室の床，同施設内で捕獲したハエおよびこ

数の血清型が存在していたことと頻繁な子牛の導

の施設から一般用水路に通じる排水溝の汚泥な

入などから，このようなサルモネラ混合感染が生

どからＳ.Ｔが分離された。これらはいずれもＡ

じたものと考えられるが，いずれほかの施設でも

ＢＰＣ，ＳＭ，ＫＭ，ＴＣ，ＣＰ，ＳＡの６剤

この種の事例が発生するものと推測された。

耐性で，しかも生物型は３で一致していた。

さらに牛などの飼育施設に飛来する野鳥など

このことから本施設は同一のオリジンによる

からしばしばサルモネラが分離されているが，

濃厚な汚染の展開と，さらに汚染域の拡大が懸

本菌は家畜に由来するものかあるいは野鳥相互

念された事例と言える。

間で伝播されているのか，詳細はなお不明であ

つぎに，隔日に酪農家から子牛を導入する大

る。しかし疫学的に様々なタイプのＳ.Ｔ汚染が

規模哺育育成施設であるが，本施設は1980年台

確認されている施設に飛来する野生鳩から，３

前半に開設され，まもなくＳ.Ｔによる子牛の下

種類の耐性型のＳ.Ｔがそれぞれ分離された。こ

表５
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のうち２種類の多剤耐性型は，以前本施設の子

場合は，同居牛のみならず飼育施設に対しても濃

牛から分離された耐性型と一致していた。残り

厚かつ長期にわたる汚染が展開されるとともに，

の１種類はＳＡ単剤耐性でその野生鳩のみから

公衆衛生上の危険も孕んでいると言えよう。

であった。このことから，野鳥のサルモネラ汚

５．経済的な損失

染は牛由来の可能性も否定出来ないわけである
が，いずれにせよ多方面にわたる疫学的観察が

本症発生による経済的な損失についてである

必要である。

が，筆者が経験した乳雄子牛施設の場合や前述

一方，これらの野鳥が該菌を機械的に伝播す

の抄録集などの例を紹介する。

るのかあるいは生物学的（体内で増殖）に行う

まず，北海道十勝家畜保健衛生所管内の子牛

のか，詳細な報告は少ない。筆者は飼育鳩のサ

サルモネラ症における年間損失金額は９億円に

ルモネラ症について調査したが，本症罹患鳩で

昇ると推計されている。このほか最近では各地

は化膿性肺炎，墜卵を伴う化膿性腹膜炎，化膿

で搾乳牛の発生も増加していることから，その

性骨髄炎の所見とその部位からＳ.Ｔの分離，お

被害金額は極めて甚大であると想像される。

よび10９ＣＦＵ/gの排菌などから，鳥類における

具体的な数字を示すと，乳雄子牛の施設で

サルモネラの伝播は生物学的な面が推測され

1982年１月から２年間，家畜市場から哺育牛を

た。

1,769頭導入し離乳までに200頭（11.3％）が死

つぎに人への伝播事例である。1981年４月に

亡した。当該施設は以前からサルモネラの濃厚

導入された子牛が４月20日から下痢が見られ，

汚染が確認されており，一時期は死亡子牛の67

同年８月に導入された子牛も９月に入ってから

％から該菌が分離されたこともある。そこで仮

下痢が認められた。これらの下痢便からＳ.Ｔが

にサルモネラの関与を40％と想定し，哺育牛の

分離された。一方この施設の10ヶ月の男児も９

購入価格を50,000円とした場合の年間損失金額

月８日の夜に突発的な下痢が見られＳ.Ｔが分離

は（50,000円×100頭×0.4）200万円と計上され

された。これらの分離株はいずれもＳＭ，ＴＣ，

る。このほか輸送費，治療費，飼料費，死亡子

ＣＰ，ＳＡの４剤耐性であり生物型は１に属して

牛の処理費などを含めると300万円は下らない。

いた。プラスミドＤＮＡの電気泳動像ではいずれ

この施設はその後の衛生対策によって死亡率が

もＳ.Ｔ固有のＲプラスミドと機能不明（クリプ

５％以下に低減され，サルモネラの関与も顕在

テック）なプラスミドを有していた。さらにＲプ

化しなくなったものの，いまなお膨大な赤字を

ラスミドの相同性を見るために３種類の制限酵素

解消するに至っていない。

（ＥcoＲＩ，ＢamＨＩ，HindⅢ）で切断すると，

つぎに搾乳牛サルモネラ症における損失金額

いずれも同一の切断像を有することが判明した。

（表６）であるが，本症による死亡廃用，抗菌

この成績から，このＳ.Ｔ症は同一オリジンに

剤投与による生乳の廃棄，泌乳停止あるいは減

由来する４剤耐性菌で発生したものと結論ずけ

少，治療および清浄化対策に関わる費用を取り

られた。

まとめたところ，搾乳牛１頭あたりでは45,000

以上のように一度サルモネラの侵入を許した

円から125,000円の範囲であり，平均71,000円で
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あった。この数字をもとに搾乳牛飼育頭数が60

らの対策が講じられるとともに，発症牛には臨

頭規模の場合，一般的な対策を講じた際の損失

床症状の軽減や死亡（敗血症）を防ぐために抗

金額は426万円と推計される。

菌剤の投与がなされている。一方，最近では生

このほか繁殖和牛のＳ.Ｄ症では胎齢６〜９月

菌剤の長期連続投与による排菌抑制効果の検討

の流産が多く認められ，かつ保菌牛は肥育用に

と野外での応用例や，臨床症状の軽減を目的と

転換を余儀なくさせられる。このため産子数の

した生理活性物質の投与，ワクチンによる予防

減少による収入減は明らかであり，仮に肥育用

などが本症対策に加わりつつある。

元牛１頭40万円としてその後期待される産次数

本項では，一般的な衛生対策（排菌牛の摘発

を掛けた場合，多額な損失が予想される。

淘汰，汚染施設の消毒など）以外の筆者が実験

このように本症発生による経済的損失は非常

で得た成績と一部の野外応用例を紹介するとと

に大きいことが明らかであるが，これらは直接

もに，今後取り組むべき項目も踏まえサルモネ

的な損失金額であり，このほか飼育施設の清掃

ラ症対策について新たに考えてみたい。

消毒に要する労働力の増加（実際筆者らは20頭

１）抗菌剤の投与

繋留飼育牛舎の清掃消毒に５名で2 . 5 時間要し

本症に対しては臨床症状の軽減と死廃防止を

た），導入の一時停止や出荷時期の変更が生じ

目的とし，以前から抗菌剤の投与が一般的にな

た場合の損失，清浄化達成までの精神的な負担

され野外では大きな成果をあげている。しかし

まで考え合わせると膨大な損失金額となる。

ながら抗菌剤投与による除菌の不確実さや，排
菌期間の延長化なども指摘されてきた。加えて

６．対策

従来から使用されている抗菌剤とともに新たな

サルモネラの侵入が確認された場合，汚染源

抗菌剤に対する獲得耐性も観察されることか

の確認と伝播防止および清浄化に向け多方面か

ら，その使用目的を明確にし慎重な投与が必要

表６
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である。

いずれにせよ，過去には本症対策として抗菌

そこで体重が42kg程度の幼若子牛にＳ.Ｔを胃

剤に頼った感もあったが，抗菌剤の投与はサル

内投与し，体温が41℃以上になった時点で抗菌

モネラ症対策の一方法であり，一般的な衛生対

剤を３日間投与した成績（図３）を示す。感染

策のほか後述する対策との組み合わせを応用す

後２〜４日目で３頭とも41℃以上の発熱を認め

る必要がある。

たが，初回抗菌剤投与後は速やかに解熱しその

２）生菌剤の投与

後軽度な発熱も認められたが，概ね回復の傾向

本症に対する生菌剤の投与は現在のところ主

を示していた。他方排菌状況を見ると抗菌剤投

として生物学的拮抗作用（競合排除）を期待し

与により排菌は一時的に陰転したものの，投薬

たものであり，最近野外での応用例が報告され

中あるいは投薬後２〜５日目には再び排菌が観

てきた。

察され，しかも菌数は投薬前と同等かそれ以上

筆者らが行った生菌剤によるサルモネラ感染

の個体も認められた。

牛の排菌抑制効果試験（表７）を見ると，哺育牛

この実験結果からサルモネラ感染子牛に対す

の例では感染前から本剤の連続投与を実施した

る抗菌剤（実験感染させたサルモネラに強い感

ところ，感染菌数が多い試験区では著明な排菌

受性を示す市販抗菌剤）３日間連続投与は，臨

抑制効果は得られなかったが，10 ５ＣＦＵ/頭の

床症状の軽減効果は確認されたものの除菌効果

感染菌数では排菌数の減少や排菌期間の短縮な

は不確実と言えそうである。人医面でも短期的

ど排菌抑制効果が認められた。

な抗菌剤の投与により症状の改善効果は得られ

一方，搾乳牛の自然感染例ではいずれも本症

るものの，除菌効果を期待するにはフルオロキ

と診断された後，本剤を90日間連続投与したと

ノロン製剤の長期投与（７日間連続投与で除菌

ころ，３事例ともその期間中に一部の排菌牛を

率46.2〜98.4％）が必要とされている。しかし

除いて排菌が認められなくなり，搾乳牛群に対

ながら除菌を目的としたこのような長期投与が

するサルモネラの排菌抑制効果が示唆された。

獣医畜産段階で許されるのか，検討すべき点で

さらにこの点について興味あるデータ（図４）

ある。

を示す。いずれも多剤耐性Ｓ.Ｔ感染の搾乳牛群

さらに抗菌剤の使用に関しては，耐性化の面

であり，発症牛には同様なフルオロキノロン製

も考慮しなければならない。すなわち各血清型

剤が投与された。また前群ともに同様な飼育規

該菌はすでに多剤耐性が確認されており，とく

模と形態であったがＡ群は生菌剤を100g/日/頭

に使用歴の長い抗菌剤は顕著である。さらには

90日連続投与し，Ｂ群は非投与である。Ａ群は

使用歴の比較的短いフルオロキノロン製剤に対

短期間のうちに排菌が認められなくなり，その

する本菌の耐性化も懸念されている。事実，搾

後一部排菌が見られたが80日以降排菌は観察さ

乳牛サルモネラ症にフルオロキノロン製剤を数

れなかった。一方，非投与のＢ群は持続的な排

回投与した例でもＭＩＣ値の上昇が認められた

菌が認められ，初発後150日目でも10％以上の同

ことから，本薬剤の耐性化に対する監視も重要

居搾乳牛に排菌が観察された。すなわち生菌製

である。

剤の90日間連続投与でサルモネラ汚染牛群の排
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実験的Ｓ. Ｔ感染子牛に対する抗菌剤投与効果
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表７

生菌剤によるサルモネラ感染牛の排菌抑制効果

図４

衛生対策実施搾乳牛群のＳ. Ｔ排菌抑制効果

菌抑制効果が期待されると言えよう。

導体であるキトサンは免疫賦活作用や抗菌作用

いずれにせよ生菌剤の連続投与は発症牛のみ

など数多くの生理活性を持ち，医薬や医用材

ならず，排菌が確認された牛や感染の恐れがあ

（獣医用材）あるいは化粧品として研究利用が

る牛群への予防的投与のほか，抗菌剤投与後の

進んでおり，また健康食品としても市販されて

腸内細菌叢の早期安定化や，幼若牛や導入直後

いる。

と分娩前後のいわゆる易感染と考えられる牛へ

実験的Ｓ.Ｄ感染子牛に予めキトサン製剤を連

の応用も考えられる。

続投与した群と非投与群の臨床症状の推移（図

３）生理活性物質の投与

５）を見ると，キトサン投与群は概ね軽症で推

以前，個体の抗病性増強という面から免疫調

移しているのに対して，非投与群は感染翌日か

整（強化）剤として塩酸レバミゾールが注目さ

ら重篤な症状を示し，７日間同様な傾向であっ

れ，一部野外応用もなされたが，その後獣医領

た。その後も中程度の症状が継続していた。

域では進展はなく，現在この分野での検討は知

以上の結果からキトサン連続投与によりサル

られていない。一方，キチンの脱アセチル化誘

モネラ感染子牛の症状軽減が図られ損耗防止が
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（１）清浄時の場合

期待される。さらに，抗菌剤の投与や補液など
の治療回数も減少したことから，薬剤費と労力

サルモネラ汚染が認められない施設での該菌

の軽減も可能と考えられる。

の侵入防止は非常に困難と言わざるを得ない。

なおキチンはセルロースに次ぐ巨大なバイオ

なぜなら導入元の汚染状況が不明である点と，

マスと言われていることから，今後この種の利

流通段階でサルモネラ汚染が確認されているこ

用が大いに期待される。

と，さらには導入牛の検査体制が整っておらず

４）段階的な対策

導入牛が清浄であるか否かの判断がつかないこ

サルモネラ症の発生時には被害の軽減と清浄

と，および野生動物の駆除・侵入防止などの環

化を目指した，いわゆる同時進行的な対策（理

境衛生の徹底や人的伝播を防ぐ（車両の消毒な

想的ともいえる対策）を求めがちである。しか

ど）ために多大な労力の増加が強いられるこ

しながらこの要求は講ずべき対策が多すぎて飼

と，あるいは飼料原料から多種の血清型サルモ

育管理者に必要以上の経済的肉体的負担を強い

ネラが分離されていることなどを考え合わせる

ることと，発症牛から多量に排菌されている時

と，サルモネラの侵入防止は現実的に不可能と

点で清浄化に向けた対策をとる必要があるのか

考えられる。

など，いくつか考えなければならない。

このため，該菌の侵入が起こり得る，あるい

このためサルモネラの飼育施設への侵入と発

はすでに侵入していると仮定した対策を考えて

症時および清浄化に向けた各対策を段階的に考

みたい。まず野外でのサルモネラ感染ルートは

えることも必要であり，野外に応用可能な対策

一部を除いて経口感染が主である。このため経

と将来的な対策について言及したい。

口感染が成立する条件を徹底的に除去する必要

図５
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キトサン投与による実験的Ｓ. Ｄ感染子牛の臨床症状軽減効果
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がある。

対症療法が必要である。しかしながらサルモネラ

すなわち，すでに少量のサルモネラに汚染さ

の薬剤耐性はすでに良く知られ，使用歴の長い薬

れている（かも知れない）飼料も考えた対策と

剤ほど耐性化が進んでいるのも事実である。しか

しては，飼槽内のとくに水分含有の高い残渣の

も血清型により幾分耐性の度合いも異なる。す

除去が重要である。さらにはウオーターカップ

なわちＳ.ＴとＳ.Ｄを比較した場合，Ｓ.Ｔでは

や水槽，飼槽のノロの除去，飼育器具（哺乳バ

ＡＢＰＣの耐性率が高いのに対してＳ.ＤはＫＭ

ケツなど）の洗浄消毒などにより感染の危険性

の耐性率が高いことが知られている。この原因は

は相当減少するものと考えられる。

発現症状と使用抗菌剤の違いにより説明がつく。

これらの対策のほかに，先に述べたように競

なお筆者の経験ではビコザマイシン，ホスホ

合排除を期待した生菌剤などの連続投与も現実

マイシン，ゲンタマイシン，フルオロキノロ

的な対策として有効と考えられる。

ン，Ｓ.Ｔ合剤の各製剤は臨床的な効果が高く，

さらには作業手順を見直し，糞便とともに排

単剤あるいは組み合わせの３〜５日間連続投与

出されたサルモネラが再び牛の口に入らないよ

で症状の軽減が期待される。

うにする（人的汚染の防止）ことも必要であ

これら抗菌剤の使用のほか，対症療法として

る。以上の対策だけでも，野外における感染の

脱水の緩和が重要である。各種電解質を温湯で

危険性は確実に減少すると考えられる。

投与（ストマックチューブによる胃内投与も含

一方，保菌の恐れがある導入牛の対策である

め）することや，補液剤の投与も必要である。

が，少頭数の場合は可能であれば連続した糞便

蛇足ながら脱水の簡単な見分け方として，耳翼

検査と生菌剤などの連続投与，多頭数導入では

の付け根と先端の温度差を触知する方法は簡便

生菌剤などの連続投与が現実的と思われる。な

でかつ明確である。

お，これらの対策を講じている間は，導入牛を

つぎに，抗菌剤の投与により排菌数の一時的

細菌学的に隔離した状態で管理することは言う

な減少が見られることは前述のとおりである

までもない。

が，これに併せ生菌剤の連続投与も排菌数の減

最近はサルモネラのワクチンが市販され，北

少と排菌期間の短縮に効果的であることから飼

海道を中心に使用されている。本剤の使用は，

育施設内の汚染濃度の低下も期待される。

繁殖和牛，搾乳牛およびこれらの育成牛や導入

いずれにせよ発症牛からのサルモネラ排菌は

牛が主と考えられるが，サルモネラの感染と排

糞便のほかに，唾液，鼻汁，乳汁が知られ，牛

菌を完全にコントロールするには至っていな

そのものが汚染源であると認識する必要があ

い。よってワクチンの使用にあたっては該菌に

る。とくに人為的な伝播は瞬時に本菌を拡散す

対する充分な衛生管理がなされたうえで応用す

るため，管理者の衛生意識の向上を含め発症牛

べきであろう。

の細菌学的な隔離と伝播ルートの遮断は不可欠

（２）発症時の場合

である。
（３）回復期の場合

不幸にして発症した場合は，まず症状の軽減
と損耗防止を図るために有効な抗菌剤の投与と

症状が回復した後は，排菌牛の摘発淘汰と飼
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育施設の清浄化に向けて努力しなければならな

と経費の面から多大な負担になることと，本菌

い。

の清浄化が達成されるという保証がないのも事

飼育施設の汚染源として排菌牛の存在が重要

実である。しかしながら筆者の携わった数多く

視されているが，発症牛と健康保菌牛の排菌期

のサルモネラ症発生施設では，長期にわたる飼

間に差がないことも知られている。このため排

育管理者の努力と関係機関の協力により１例を

菌牛の摘発検査は飼育牛全頭が対象となり，出

除いて（家畜保健衛生所中途退職最後の事例

来れば３日間連続を数クール実施すべきであ

で，その後清浄化が達成されたかは不明）いず

る。ここで連続的に排菌が認められた牛は淘汰

れも清浄化が達成されている。いずれにせよ本

することが清浄化の一番の近道である。

対策の鍵は

清浄化を達成させる

また，牛からの排菌数の減少と排菌期間の短

者の熱意にあると言えよう。

縮を図ることも本対策の重要な柱であることか

おわりに

ら，生菌剤の連続投与が望まれる。なお，人医

という関係

面ではフルオロキノロン製剤の長期投与で除菌

牛のサルモネラ症を考えると，未だ解決され

率が98.4％との報告もあるが，筆者自身，畜産

ない問題が数多く残されている。本文では現状

段階で抗菌剤による排菌のコントロールについ

の紹介（サルモネラ侵入の危険性，臨床症状の

ては耐性菌の問題も含め，疑問を感じている。

多様化，長期排菌と汚染の拡大，清浄化の困難

以上の排菌牛への対策と平行して，施設の汚

性）とその対策について述べたが，いずれの面

染状況も把握しなければならない。飼育施設の

から見ても難解な疾病であることには間違いな

汚染で述べたように，濃厚かつ広範囲な汚染が

い。しかしながら，食品の生産という立場から

展開していることが予想される。とくに蜘蛛の

すると，本菌の制御は関係者の義務として対応

巣や塵挨などのほか，敷料や飛散し乾燥した糞

しなければならない。このため管理者は衛生意

便，飼槽や水槽などにもサルモネラが長期間生

識の向上と余裕ある飼育施設の確保，担当獣医

存していることも事実である。このため通常の

師はサルモネラに対する正しい知識と的確な指

作業に清掃消毒の作業が加わることになるが，

導，関係機関は地域の情報収集と伝達および専

いかに継続するかが重要なポイントである。こ

門家の育成が急務である。

のため，飼育管理者が日常の作業で実施可能な清

筆者は牛サルモネラ症に関する調査・実験を

掃消毒メニューを考えなければならない。また汚

数多く手がけてきたが，これらの成績を紹介す

染域の拡大防止のため衛生昆虫や鼠族の駆除，野

る機会を与えていただいたバイエル
㈱動物用薬

生動物などの侵入防止も重要な対策である。

品事業部に深謝するとともに，今回紹介し得な

このように回復期にあっては，取るべき対策

かったサルモネラに対する機能性セラミックス

が多方面にわたり，しかも細菌学的な証明も必

の抗菌作用やサルモネラ簡易検査法などについ

要とされることから，関係機関との連携のもと

ては別の機会に譲る。

で行う必要がある。
一方，これらの対策は管理者にとって作業量

動薬研究

2000．８．№60

‑40‑

牛サルモネラ症の発生状況と対策について
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沖縄県八重山群島におけるオウシマダニ撲滅史
那根

元

ではなかった。琉球政府は1954年以降，ピロプ

はじめに

ラズマ病の予防対策としてダニ駆除用薬品（ク
八重山群島にいつ頃からオウシマダニが棲息し

ロールデンおよびＢ.Ｈ.Ｃ）を各市町村に無償

ていたのか確かな記録がない。言い伝えによると

配布し，技術員の指導下に適宜ダニ駆除を実施

明治時代にはすでに沖縄県に棲息していたとされ

し，さらに1959年８月には八重山駐在防疫獣医

ているが，昭和６年に沖縄本島国頭郡，宮古群島

を派遣してＢ. Ｈ. Ｃによるダニ駆除の強化を

でピロプラズマ病の大発生があり，このときオウ

図った結果，大いに効果を上げピロの発生は稀と

シマダニがはじめて確認されていた。

なった。1960年１〜12月におけるダニ駆除実施頭

八重山群島は，亜熱帯の気象条件に恵まれ，

数は延べ１万1385頭で，これに要したＢ.Ｈ.Ｃの

古くから牛の放牧が盛んに営まれていた。しか

量は5377袋（500g入），小売価格にして1344ド

しながら，畜産振興上の生産阻害要因であるオ

ルとなる。

ウシマダニが棲息し，法定伝染病，ピロプラズ
マ病（バベシア原虫）の発生，まん延によって
畜産農家が莫大な被害損耗を被っていた。
特に昭和９年（1934），14年（1939），28年
（1 9 5 3 ）のピロプラズマ病の三大流行によっ
て，地域畜産振興上の壊滅的な惨事であったこ
とが畜産史に深く刻まれている。

１，牛のピロプラズマ病
本病は昭和８年（1933）８月に発生し，この
とき初めてピロ病のあることが判明した。翌９
年（1934）に大流行して罹病704頭，へい死41頭
を記録している。また，昭和13〜14年（1938〜

写真１

９）にも大流行があった。戦後1953年に罹病730
頭，へい死12頭を出したが，その後はピロプラ

これらのダニ駆除は各牧場を主体として実施

ズマ病は年々少数の発生で八重山は牛のピロプ

されたが，実施前においては甚だしいダニ寄生

ラズマ病の常在地となってしまった。

のために毎年数十頭のへい死子牛を出していた

本病はダニによって媒介されるものである

ものだが，現在では皆無となっている（当時の

が，八重山群島にはダニが多く，これを撲滅す

牧野記録から）。（写真−１）

ることが牛のピロ病をなくする適確な対策であ

２，地域の概況

る。しかし，ダニ駆除たるや一気にできるもの
ではなく，長期にわたって根気強く継続的に実

日本最南端に位置する八重山群島は石垣島

施しなければ目的を達し得ないので容易なこと

（一島一市）と竹富町，与那国町の一市二町，

沖縄県肉用牛生産供給公社 専務理事
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有人島11島，無人島20島の七重八重の島々から

昭和46年（1971）から国庫補助によるダニ駆除

なっており，人口は石垣市４万4170人，竹富町

事業が本格的に始まった。草地ダニ駆除は空中散

3532人，与那国町1853人の計４万9555人で微増

布（ヘリコプター）（写真−２），地上散布（ダ

傾向にある。

スター）を行い，牛体ダニ駆除は薬浴（ディピン

年平均気温は23.8℃で降雨量は2000mm程度で

グ法）による両面作戦が展開された。

梅雨によって雨量が確保され，それ以外は台風

使用薬剤はカーバメイト系製剤と低毒性有機

の襲来によって雨と被害が同時に大きくもたら

リン剤を使用した。

されることがある。

ヘリコプターによる空中散布は年４回の５

農業作目は畜産，サトウキビ，熱帯果樹，パ

月，７月，９月，10月の朝凪の気象条件の下で

イン，水稲等があり，台風襲来に備えた危険分

実施した。

散型の作目となっている。

牛体薬浴の実施は薬浴槽（7200ç）にアズン

平成1 0 年における管内の農業粗生額は1 1 5 億

トール・50％を1000倍に調整し，追い込まれた

7800万円で，畜産部門は66億300万円（57％）

母牛群を１頭１頭薬浴場に飛び込ませ，牛体全

で，そのうち肉用牛粗生産額は59億1100万円と

身が薬浴できるように実施した。

51.1％を占めている。

子牛群については母牛が終わり次第ゆっくり
ゆっくり，薬浴槽の中へ飛び込ませた。泳ぎが十

３，オウシマダニの駆除作戦の開始

分できない子牛は木の枝や鉄筋で頭部をひっかけ

このようにダニ吸血，ピロプラズマ病の発

て溺死しないように確認しながら実施した。

生，まん延を防ぐために琉球政府時代，昭和29

その後は牛体薬浴のみによるダニ駆除作戦を

年（1954）にピロプラズマ病対策として薬浴場

継続実施した。

の設置および薬剤の配布を行い，適宜にダニ駆

そのことはオウシマダニの生活環が１回寄生

除を実施させていた。

ダニで，草地ダニ駆除よりも牛体駆除効果が高
いこともあり，公害のない安全性と地上の益虫
を守ることを考慮して牛体のみの駆除となった
のである。
オ ウ シ マ ダ ニ の 生 活 環 は 図１ の と お り で あ
る。ダニとは分類学上，クモ綱，ダニ目に属す
る節足動物で，ダニ目はいくつかの亜目に分か
れ，オウシマダニ類とは，そのひとつの亜目に
属するダニの類である。（写真−３）
わが国においては６属32種類以上のマダニが
確認され，それらは，その生活環により３宿主
性と１宿主性に区別されるが，２宿主性のマダ

写真−２
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ニはわが国には存在しない。（写真−４）

‑44‑

沖縄県八重山群島におけるオウシマダニ撲滅史

写真−３

Bophilusmicropius オウシマ
ダニ♀
（浜川 昌啓）
図１

オウシマダニの発育環

上重要とされるマダニは１宿主性のオウシマダ
ニのみである。
この１宿主性であるオウシマダニは幼ダニ，
若ダニおよび成ダニ期を通じ同一主に寄生し，
発育環を完了するのに約３週間を要する。飽血
成ダニは一匹が1000〜3000個の卵を産卵する。
産卵された卵は17℃以上でふ化するため繁殖力
がきわめて旺盛である。

４，オウシマダニ清浄化の実現
写真−４

尾根部に寄生するオウシマダニ（若ダニ）

昭和61年度から始まった牧野ダニ清浄化対策

３宿性マダニとフタトゲチマダニに代表され

事業はダニの消長とともに継続された。特に竹

るように，わが国に広範囲に分布している。し

富町の黒島において牧野ダニ重点指導牧野と位

かし，沖縄県内においては，いくつかの３宿性

置づけ，アズントール・50％の1000倍液で２週

マダニ（ヤスチマダニ，ヤスアラシチマダニ，

間間隔で全島一斉にダニ駆除を実施した。

マゲシマチマダニ，タカサゴキララマダニ，タ

しかしながら長年にわたって使用してきた殺

カサゴチマダニ）が確認されているが，それら

ダニ剤に対する抵抗性ダニの出現によって同作

が分布する地域は限定しているため，放牧衛生

戦は暗礁にのりあげてしまった。学術的文献，
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図２

年度別牧野ダニの清浄化

情報収集などを通してバイチコールがきわめて

那国島で清浄化を達成した。次いで西表島を平

殺ダニ効果が高いことが判明してきた。

成３年度に完了し，石垣島では平成４年10月に

さっそく，殺ダニ駆除のプアオン法を実施し

事業を開始し，平成７年度に清浄化を実現した

顕著な効果があることを確認した。これによっ

のである。

て平成元年黒

プアオン法の実施に当たっては，防疫員，畜

島において初

産技術員が３人１班の６班編成によって石垣島

めてオウシマ

の660戸，２万3500頭を３日間で行った。最初に

ダニの清浄化

全頭数を３週間隔のプアオンを５回行い，その

が実現できた

後は30日間隔の11回を実施した。（写真−５）

のである（図

各島々および牧野のダニ清浄化後１年経過し

２）。

てダニが確認できないことにより，ダニ撲滅年

つづいて平

と設定した。

成２年度から

５，オウシマダニ清浄維持の確認

ダニ撲滅事業

写真−５

動薬研究
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が継続され

つづいて平成８年度から牧野ダニ清浄維持事

て，竹富島，

業を開始し，草地ダニ調査，牛体ダニ調査，バ

小浜島，波照

ベシア原虫および往血微生物の衛生検査を年４

間島，鳩間島

回実施し，清浄に維持されていることを確認し

の竹富町と与

４年間継続した（表−１）。（表−２）
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表１

ダニ清浄維持確認の基準

表２

オウシマダニ付着および血液原注検査成績

表３

この事業成績は表２のとおりである。調査，
検査成績によると草地ダニが０となり，牛体ダ
ニは平成６年以降確認されず，ピロプラズマ病
の発生も平成５年２月以降はなく，ピロ原虫の
確認についても平成５年以降は認められない状
況にある。
このように昭和46年度から本格的に始まった
オウシマダニ駆除作戦も，28年間にわたる年月
を経てついに完全撲滅を達成したのである（図
３）。
28年間にわたる国，県，市町，農協畜産農家
の三位一体となった粘り強い努力によって撲滅
した実績は，事業費で13億7200万円，延べ薬浴
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図３

オウシマダニ撲滅の経緯

頭数は306万余頭，使用薬剤は644kg，事業完了
までの畜産技術費の延べ人数が6400人の莫大な
実績となっている。（表−３）

６．黒島の優良事例
この畜産基地事業の特筆すべきことは土地の
改良事業である。竹富町黒島における旧来の草
地基盤整備では，どうしても岩盤を除去できな
かった。
この現実をスタビライザー工法（岩盤破砕）

写真−６ スタビライザー工法（黒島の岩盤砕いてる）

によって岩盤を砕き砂と化し，土地を改良し，
暖地型牧草の草地造成が完成したのである。

毎年１回（２月）ハート愛ランド黒島牛まつ

旧来の放牧では１ha0.8〜1.0頭の放牧頭数で

りを開催し，島おこしの原動力として賑わって

あったのが，スタビライザー工法（写真−６）

いる。

によって3.7頭の放牧牛が飼えるという牧養力の

人口215人の島も，牛まつりのこの日には10倍

増大が図られる結果となった。

の2000人の愛牛ファン，観光客などが黒島を訪

現在，人口215人が住んでいる黒島で牛の頭数

れてまつりを盛り上げている。

が2500頭と増頭し，「人口の10倍の牛の島」とし

その一日は牛との綱引き（写真−７），美牛

て全国的にも有名となり，黒島に若い畜産後継者

コンテスト，乾草ロール転がしなど牛とのふれ

が次々とＵターンしている現象が続いている。

あい，賞味コーナーでは牛汁，牛そば，焼肉，

動薬研究
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写真−７

牛と綱引き

写真−９

記念式典の模様

写真−1 0

民族芸能−黒島口説の舞踏

しゃぶしゃぶ等々や牛にまつわる絵画，砂の造
型，メインイベントは牛１頭が当たる宝くじの豪
華賞品があり，島中が盛大な牛まつり一色で，一
大絵巻を見るような思いで感動いっぱいである。

７，オウシマダニ撲滅記念事業の開催
本年２月10日に石垣島においてオウシマダニ
撲滅之碑の除幕式並びに記念式典を挙行し，引
き続き生産者をはじめ畜産関係者が多数参列し
て盛大な祝宴を催した。（写真−８〜11）

写真−８

牛の移動制限解除
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写真−11

牧野ダニ駆除事業を始めた国・家保の職員

写真−1 2

オウシマダニ撲滅之碑の揮亳は初代沖縄開発

おわりに

庁長官であられた衆議院議員の山中貞則先生の
自筆によるものであり，快くお引き受けして頂

いま，28年間をかけてきたオウシマダニ撲滅

いた山中先生に対し心から敬意と感謝を申し上

の悲願を達成してきたことは天の時，地の利，

げる次第であります。

人の和を活かして「オウシマダニに挑んだ」各

因にオウシマダニ撲滅の碑文は，「八重山諸島

地域，島々で生涯をかけた先人達，打って一丸

では古くから畜産を盛んに営んでいたがオウシマ

となって努力した畜産農家，そして，その志気

ダニが媒介する法定伝染病であるピロプラズマ病

を鼓舞した多くの指導者の尊い汗と涙と血のに

の猛威によって莫大な損耗を被ってきた。更に

じむような努力の偉業にほかならない。

は，郡県外への牛の移動制限を余儀なくされ地域

「百里の道は九十九里をもって中途とす」を

畜産振興の大きな阻害要因となっていた。かかる

オウシマダニ・ゼロ作戦の根幹として営々とた

実情に鑑み，昭和46年度から国庫補助による沖縄

ゆまぬ努力による集団効果は世界的な評価とし

牧野ダニ対策として駆除，清浄化，撲滅，清浄維

て特筆されるべきことである。この28年，さら

持事業を継続して実施してきた。我々は「１頭も

には46年の歳月の流れと，ひとつの種属がこの

れなく」を合い言葉に，打って一丸となった生産

地域から根絶されたことを思うと，言いあらわ

農家の努力により28年間に亘る13億7000万円余の

せぬ感慨深さがある。（写真−13）

巨額と延べ3 0 6 万頭に及ぶ薬浴・プアオン法に

この離島の離島という消費地から一番遠い場

よってオウシマダニとピロプラズマ病を完全に撲

所にあって，筆舌に尽くし難い離島苦を背負い

滅し牛の移動制限が解除された。ここに，この世

牛飼いを業とし，未利用，低利用の生産環境を

界的な先人達のオウシマダニ撲滅に挑んだ功績を

改善し，それとともにオウシマダニを撲滅した

子々孫々に伝え，併せて八重山群島の畜産業の飛

ことによって生産者の側から薬剤がまったく必

躍的発展を記念し，この碑を建立する。」と記さ

要がなくなり，安全性の高い肉用牛の生産体制

れている。（写真−12）

を確立できたことを見逃してはならない。
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写真−1 3

ダニ撲滅万歳！

畜産の大敵，ダニ撲滅が

これ等，畜産行政に携ってきた人達は「一隅
を照らすは国宝なり」と賞讃されるに値するこ

国のお力で，成し遂げられてイーランゾーシヌ，

とではないでしょうか。

牛，馬喜ばし

われわれは「１頭もれなく」を鉄則として生
産阻害要因であったオウシマダニに打ち勝ち，

ヘリ散布，薬浴のお陰でオウシマダニが

近代的な生産基盤を構築できたことは，八重山

姿を消して，畜産農家を喜ばせイーランゾーシ

地域における21世紀に向けた第１次産業の伸展

ヌ，牛，馬，喜ばし

の礎となることを確信するものである。
八重山家畜衛生所のご指導で

ここに，有名，無名の先人達や，獣医，畜産
技術者，畜産農家の方々とともにオウシマダニ

一匹のダニの姿も見えずイーランゾシヌ八重山

撲滅の勝利宣言を声高らかに謳い，豊作をもた

の名を挙げて

らす神々に感謝を捧げるものである。
これから先も，八重山の畜産が

終わりに，詩の邦，歌の島，踊りの島の八重
山で最も有名な「とうばらーま」に歌詞を添え

日本各地の，手本になるようにイーランゾシヌ

て謡歌したい。

皆々様，頑張りましょう
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