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わが国のブロイラー

　ブロイラー（broiler）は孵化後一定期間（わ
が国の食鶏規格では３ヶ月齢未満）の若鶏で，
食用に供する目的で飼育されている鶏の総称で
ある。あぶり焼き（broil）用の鶏として19世紀
末に米国で定められた用語に由来し，我が国で
は食鳥の種類の一つとして図１に示すように肉
用若鶏と位置づけられている。
　わが国のブロイラーは2014年度末で飼養戸数
が2,380戸，１戸あたりの飼養羽数は平均57.0千

羽だった1）。出荷羽数は合計６億７千２百万羽
（食鳥検査羽数，図２に示す）となり，過去５
年間は平均年1.4％の割合で増加した。

ブロイラーインテ

　ブロイラーは農場から食鳥処理場に出荷さ
れ，生鳥から食鳥と体に処理され解体，加工さ
れる。農場には初生ヒナが導入され（入雛）飼
育されるが，入雛と出荷は食鳥処理事業者の処
理計画に基づいて実施される。農場が任意の日
に任意の羽数を入雛し出荷することはない。ブ
ロイラーの流通には生鳥を競り売りする生鳥市
場はなく，食鳥処理場から出荷された製品が荷
受に販売される商品である。
　ブロイラーの種鶏孵化から生鳥の飼育そして
食鳥処理加工に至るサプライチェーンの垂直統
合も普及している。統合されたビジネスモデル
はインテ（integrationの略）と呼ばれる。
　インテの収益は基本的に荷受への販売で得ら
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れる。インテ内で農場が計上する利益は，農場
から食鳥処理場への売上（振替）に基づくもの
であり，市場で販売して得る収益とは意味合
いが異なる。このようなインテのビジネスモ
デルにおいては，農場は経済学の論理で投資

（investment）と見なされる存在である。イン
テにおいて農場の生産性向上は投資収益（ROI

（return on investment；ROI）を改善する役割
がある。そのために様々な経営戦略があるが，
飼養するブロイラー品種の選択も重要な経営判
断の一つである。

ブロイラーの育種改良と品種

　ブロイラーの品種にはチャンキー，コッブな
ど海外で育種改良された外国鶏種と，はりま，
たつのなどわが国で育種改良された国産鶏種と
がある。
　わが国のブロイラー飼養羽数の中で外国鶏種
は96～97％を占めている2）。特にチャンキーの
比率が高く，2006年には市場シェアが70％を超
え，2009年には80％を超えた。
　ブロイラーの育種改良と増殖は図３のように
ピラミッド構造になっている3）。チャンキーで

は，基礎鶏（Elite Stock；ES）の雌雄１ユニ
ットは原原種鶏（Great Grand Parent Stock；
GGPS）150羽を生産し，GGPSはその50倍の原
種鶏（Grand Parent Stock；GPS）を生産し，
GPSはその50倍の種鶏（Parent Stock；PS）を
生産し，PSはその130倍のブロイラー（Com-
mercial Chick；CC）を生産する。ピラミッド
の頂点にあるESの１ユニットは底辺のCCでは
4,875万羽に増殖する。
　2014年度のわが国のチャンキーCCの出荷羽
数をそのシェアから約５億７千万羽と推定して
育種ピラミッドをさかのぼると，PSで約438万
羽，GPSで約８万８千羽，GGPSで約1,750羽と
なる。

UKチャンキーとUSチャンキー

　チャンキーは育種会社Aviagen社のブロイラ
ー品種で，海外ではRoss 308の商品名で知られ
ている。わが国にはチャンキーGPSの初生ヒナ
が輸入され，国内のGPS農場で飼育されてPS
種卵が生産され，孵化したPS初生ヒナが全国
各地の種鶏場に供給されている。
　チャンキーは60年余にわたってスコットラン
ドで育種改良されてきており，英国からわが国
へGPS初生ヒナが輸入されているが，高病原性
鳥インフルエンザの発生により英国からの生き
た家きんの輸入が禁止された期間（2008年６月
４日～2009年７月27日，2014年11月17日～2015
年２月19日，2015年７月14日～2015年10月15日）
には英国以外（主として米国）から輸入された。
わが国ではGPSが孵化した場所すなわちGGPS
の飼育国が英国（United Kingdom；UK）のも
のがUKチャンキー，米国（United States）の
ものがUSチャンキーと呼ばれている。図３　ブロイラーの育種改良と増殖のピラミッド
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　チャンキーの育種は国際的に共通したプログ
ラムで進められているが，GGPSの飼育国の変
動はCCに至るまでの各世代で様々な影響を及
ぼすことが経験的に知られている。今後のUS

チャンキーの供給見通しを図４に，チャンキー
種鶏の国別供給比率を図５に，ブロイラー生産
比率を図６に示すが，これらはいずれも日本チ
ャンキー協会で報告された4）ものである。

図４　USチャンキーの供給見通し
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チャンキーブロイラーの農場成績

　日本チャンキー協会が集計したブロイラーの
実績調査結果４を表１に示す。2015年１月～12
月には266農場，1,471群，１億2,069万羽のデー
タが同一基準で集計されている。わが国のブロ
イラーの農場成績を示す上でたいへん重要なデ
ータであり，以下に各項目について解説する。

●餌付羽数／坪
　坪あたりの餌付羽数は2015年に平均61.1羽で
2014年の57.8羽から3.3羽（5.7％）増加した。一
般的に開放鶏舎はウィンドゥレス鶏舎よりも少
なく，その差は2015年に6.5羽，2014年に5.0羽
だった。

●年間出荷回数
　2015年に平均5.53回の出荷で2014年の5.22回
から0.31回（5.9％）増加した。１回転の所要日
数は平均66.0日（365日÷5.53回）だった。

●出荷日齢
　2015年に平均47.7日で2014年の48.0日から0.3
日（0.63％）短縮した。また，空舎期間は平均
18.3日（１回転の所要日数平均66.0日－飼育日
齢47.7日）だった。

●商品化体重
　食鳥検査に合格して商品化された体重の平均
を示す。2015年に平均2.999㎏で2014年の3.019
㎏から20ｇ（0.67％）減少した。

●日増体
　１日あたりの増体量で，商品化体重を出荷日
齢で割った数値で示す。2015年に平均62.8ｇで
2014年と同じだったが，前述のように出荷日齢
が短縮しているので，増体能力は同等以上と思
われる。

●出荷率
　餌付された羽数と農場から出荷された羽数の
比率で，ここでは餌付のスペア（孵化場からサ
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ービスで添付されるもの，添えビナ）を含め，
餌付実羽数（購入の有無に関わらず餌付けされ
た数の全て）を分母として計算される。2015
年に平均96.5％で2014年の96.0％から0.5改善し
た。また，出荷率が96.5％だったことから，死
亡あるいは淘汰によって出荷されなかった比率

（餌付け100％－出荷率）が平均3.5％だったと
計算される。

●廃棄率
　懸鳥時廃棄（着死および食鳥検査による禁止）
と検査廃棄との合計羽数の餌付実羽数に対する
比率で2015年に平均1.2％だった。

　ブロイラー食鳥検査の全廃棄率（解体禁止と
全廃棄とを合わせた比率）は図７のとおりで，
2014年度に全国の平均で1.271％，2005年度～
2014年度の10年間に1.10％から1.47％の範囲で
の変動があった5）。ただ，過去４年間に増加の
趨勢はない。2010年度に全廃棄率1.47％と最も
高くなっており，これはUSチャンキーの比率
が前回高まった時期と重なる。

●商品化率
　商品化した羽数と餌付実羽数の比率で，2015
年に平均95.3％だった。開放鶏舎の平均96.5％
に対してウィンドゥレス鶏舎の平均は94.8％と

表１　チャンキーブロイラーの実績調査結果

2015年成績　平均 注１

調査対象

事業所数 26 内訳
農場数 266 開放 ウィンドゥレス 2014年成績　平均
鶏群数 1,471 422 1,049 内訳
羽数 120,685,639 （28.7%） （71.3%） 開放 ウィンドゥレス

実績調査結果

餌付羽数／坪 61.1 56.4 62.9 57.8 54.4 59.4
年間出荷回数 5.53 5.48 5.54 5.22 5.17 5.25
出荷日齢 47.7 48.7 47.3 48.0 48.4 47.9
商品化体重（㎏） 2.999 3.096 2.960 3.019 3.066 2.995
日増体（ｇ） 62.8 63.6 62.5 62.8 63.3 62.5
出荷率（％） 96.5 97.6 96.1 96.0 96.1 96.0
廃棄率（％） 1.2 1.1 1.3
商品化率（％）注２ 95.3 96.5 94.8
飼料要求率 1.782 1.781 1.790 1.831 1.824 1.835
坪産肉量（㎏） 172.6 168.1 174.6 166.6 160.0 170.2
生産指数（PS）注３ 336.2 344.5 331.4 330.7 334.9 328.4

注１　2015年の調査対象は次のとおり：2015年１月～12月出荷／１群5,000羽以上／年間４回転以上の農場

注２　商品化率＝（農場出荷羽数－懸鳥時廃棄－検査廃棄）
餌付実羽数（スペア含む） ×100

注３　生産指数（PS）＝育成率×出荷体重（㎏）
出荷日齢×FCR ×100
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1.7低いが，廃棄率の差は0.2であり，出荷率の
差が1.5と大きい。これにはウィンドウレス鶏
舎の餌付羽数／坪が開放鶏舎よりも6.5羽（11.5
％）多かったことが関係しているかもしれない。

●飼料要求率
　飼料摂取量と商品化体重の比率で，Feed 
Conversion Ratioの 略 称 でFCRと 呼 ば れ る。
2015年 に 平 均1.782と2014年 の1.831か ら0.049

（2.7％）低く改善された。出荷日齢の短縮は平
均0.63％だったので，鶏の性能あるいは飼料栄
養の改善が寄与したものと思われる。

●坪産肉量
　商品化体重を鶏舎の飼育面積１坪あたりで
示したもので，2015年に平均172.6㎏と2014年
の166.6㎏から6㎏（3.6％）増加した。坪産肉量
172.6㎏×年間出荷回数5.53＝954.5㎏が坪あた
りの年間産肉量で，１坪＝3.3㎡であるから１
㎡あたりでは289.2㎏ である。

●英国との比較
　英国ではアニマルウェルフェアが推進され，
飼育密度が１㎡あたり38㎏以下に制限されて
いるが，平均出荷日齢は36.5日で，年間８回の
出荷の合計で1㎡あたり304㎏が出荷されてい
る6）。このように鶏舎単位の年間の産肉量は日
本よりも英国の方が勝っている。産肉量すなわ
ち売上高が多いことは鶏舎の減価償却などにつ
いても有利で，ROIが優れることも明らかだ。
　また，英国では１回転の所要日数は平均45.6
日（365日÷8回）で，空舎期間は平均9.1日（１
回転の所要日数平均45.6日－飼育日齢36.5日）
と算定される。わが国の実績は前述のように平
均18.3日で英国の２倍となっている。
　わが国の農場のROIを改善するためには出荷
回数の増加が効果的で，そのためには空舎期間
の短縮とそれを支える確実な清掃消毒，バイオ
セキュリティプログラムが重要と思われる。
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図７　ブロイラーの食鳥検査廃棄率（全国）
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●生産指数（Production Score；PS）
　育成率×出荷体重を出荷日齢×FCRで割っ
た数値で，同じ指数が欧州ではEPEF（European 
Production Efficiency Factor） 米 国 で はPEF

（Production Efficiency Factor）とも呼ばれる。
数値が高いほど生産性は良い。2015年の平均
PSは336.2で2014年より5.5改善された。2015年
には商品化率で集計され2014年以前の出荷率よ
りも厳しい評価となったが，それにもかかわら
ずPSの上昇が明らかで，これはFCRの低下（改
善）によるところが大きい。

ブロイラーの病気

●監視伝染病（法定・届出伝染病）
　鳥インフルエンザの防疫体制は農場における
飼養衛生管理基準の徹底と共に整備されてき
た。ニューカッスル病，マレック病，伝染性気
管支炎，伝染性ファブリキウス嚢病などはワク
チンによる予防が効果を発揮している。監視伝

染病については農林水産省動物衛生課が家畜衛
生週報に定期的に集計報告を掲載しているが，
発生はごく稀な状況となっている。

●大腸菌症
　大腸菌（Escherichia coli）は鶏の腸管内に
常在するが，鶏に感染性あるいは環境性のスト
レスがかかったとき，呼吸器感染から敗血症を
起こして発病する7）。
　大腸菌症は食鳥検査において全廃棄とされる
が，その実績は図８のとおりで，過去５年間に
おいて３回にわたり全国平均が0.4％を超え全
廃棄の約３分の１を占めるなど，ブロイラー産
業における最も重要な疾病の一つである。
　治療に際しては抗菌剤が使用されるが，薬剤
耐性を考慮する必要があり，片岡の記載した臨
床現場で行える薬剤感受性試験8）がブロイラー
でもたいへん有効である。また，今日ではブロ
イラーにおいても大腸菌症の不活化ワクチンの
利用が可能となっているが，費用対効果の観点
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で有用性が必ずしも明確ではないため，いっそ
うの実証的研究が望まれる。

●腹水症
　ブロイラーの腹水症は循環障害（心臓機能不
全）に起因し，発育速度の速い鶏群の雄に多発
する傾向がある9）。腹水症は食鳥検査において
全廃棄とされるが，その実績は図９のとおりで，
近年の増加傾向が明らかとなっている。飼育環

境の改善や育種改良が改めて問われているよう
だ。

●胸筋の変性
　食鳥検査で変性は全廃棄，部分廃棄の双方で
カウントされる。図10に過去10年間を示すが，
趨勢として全廃棄がやや増加し部分廃棄は減少
の傾向がある。このように変性は看過できない
問題だが，近年，特に胸筋の変性が話題となっ
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図９　ブロイラーの食鳥検査における腹水症による全廃棄率
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ている。
　深胸筋症（Deep pectoral myopathy）は変
性性筋症（Degenerative myopathy），緑筋症

（Green muscle disease）とも呼ばれ，体重の
大きなブロイラーで深胸筋（ササミ）に限局し
て変性，壊死，繊維化がみられる10）。深胸筋は
筋鞘に覆われており，翼の過度の運動に起因す
る筋膜の緊張およびそれに伴う乏血が変性の原
因と考えられる。
　胸筋の変性はモダンブロイラーでいっそう
多様になった11）。ホワイト・ストライピング

（White striping）では浅胸筋（大胸筋，胸肉）
に白斑がみられる。結合組織が増加し，筋繊維
の方向に沿って脂肪が沈着したものが白斑であ
る。
　噛みきれないスパゲッティのような胸肉

（Stringy spongy spaghetti breast）と呼ばれ
る変性もある。筋繊維が不揃いでもろく，スパ
ゲッティの束のように離れることによる。
　木質のような胸肉（Wooden breast）は食感
が硬く肉色は白く時には出血もみられる。
　これらの変性は著しく発達した胸筋において
局所の血液供給が不十分となり酸素が不足する

ために起きる現象であり，慢性退行性筋変性と
考えられるが，発端は物理的な現象であり感染
性のものではない。胸筋の構造的な特徴と遺伝，
栄養，飼育管理，飼料添加物，その他のストレ
スが関連すると思われる。
　育種会社Aviagen社では2004年から深胸筋変
性症を育種選抜の指標として取り入れており，
その遺伝率を１～６％と判断している。その他
の胸筋変性については2012年の７月から育種選
抜を実施しており，遺伝率はストライピング変
性で15～30％，スパゲッティのような変性で１
～15％，木質のような変性で３～22％と見なし
ている4）。

おわりに

　わが国のブロイラー産業は堅調な生産を続け
ている。わが国で最も多く飼育されているチャ
ンキーでは，GPSの由来によってUKチャンキ
ーとUSチャンキーとが区別される。最近のブ
ロイラー群の生産性や食鳥検査成績を記載した
が，商品化率や廃棄率を考えるとき，大腸菌症，
腹水症，胸筋の変性が問題で，これらの病気に
は飼育環境や育種改良の要因も関与している。

	 7.	中村菊保，大腸菌症，家禽疾病学，鶏病研究会編，
第1版，p.106～109，2015年

	 8.	片岡　康，臨床現場でできる薬剤感受性試験，動薬
研究，70巻，p.31～39

	 9.	手塚和義，ブロイラーの腹水症，家禽疾病学，鶏病
研究会編，第1版，p.160～163，2015年

	10.	御領政信，筋肉の病気，家禽疾病学，鶏病研究会編，
第1版，p.172～175，2015年

	11.	Bailey,	RA.,	et.al,	The	genetic	basis	of	pec-
toralis	major	myopathies	 in	modern	broiler	
chicken	lines.,	Poult.Sci.	94,	2870-9,	2015

最近のブロイラー産業における病気
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はじめに

　乳牛の甚急性乳房炎の原因菌は，約８割
が腸内細菌群の細菌であり，そのほとんど
は Escherichia coli（E. coli）と Klebsiella 
pneumoniae（K. pneumoniae）である1，2）。2009
年から2013年に行ったNOSAIえひめの調査で
も，これまでの報告と同様に甚急性乳房炎のう
ち35.7%がE. coli，39.4%がK. pneumoniaeが原
因菌であった。これらの細菌は牛の消化管や糞
便中だけでなく，土壌や水など牛のいる環境の
至るところに存在し，主に搾乳時に乳房内に侵
入して乳房炎を発症させる。
　甚急性乳房炎発症牛は，異常乳の分泌，罹患
分房の腫脹，硬結および熱感のような局所症状
だけでなく，発熱，食欲不振，下痢，起立不能
などの重篤な全身症状を呈し，時にショック状
態に陥り，死亡や廃用の転帰をとることも少な
くない。また，乳腺における重度の炎症反応と
広範囲におよぶ組織の壊死により3，4），泌乳量

の減少は著しく，全身症状が回復しても発症前
の乳量まで回復しない5）と報告されている。こ
のため，甚急性乳房炎による経済的損失は酪農
家にとって非常に大きく，乳房炎の治療に伴う
治療費用6，7），薬剤投与に伴う乳の廃棄，泌乳
減少や停止による乳代の損失にまでに及ぶ。こ
れらの症状の重篤度は原因となる細菌種によ
って差があることが報告8，9）されている。特に，
K. pneumoniaeによる甚急性乳房炎は，E. coli
が原因のものに比べ症状が重篤であり，泌乳
量の減少割合および死亡率が高いとされてい
る5，10）。
　そこで，NOSAIえひめでの調査結果をもと
に，K. pneumoniaeによる甚急性乳房炎の治療
方法について考察した。

NOSAIえひめでの調査

　K. pneumoniaeおよびE. coliによる甚急性
乳房炎の発症後の生存日数の比較を図１に示
す。K. pneumoniaeによる甚急性乳房炎牛は，

乳牛のKlebsiella pneumoniaeによる甚急性
乳房炎に対するフルオロキノロン製剤の有用性
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図１　甚急性乳房炎牛における発症後の生存期間の比較（2004〜2012）
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E. coliによる甚急性乳房炎牛に比べて，発症
直後に死亡または廃用となる牛が多く，有意

（P<0.001）に発症後の生存日数が短い。この
ことから，K. pneumoniaeが原因の甚急性乳房
炎の方がE. coliによるものに比べて明らかに重
篤であることがわかる。しかしながら，図２に
示したように治療により治癒（全身症状が回復
したもの）した症例のみを対象に生存分析を行
うと，２菌種間で発症後の生存日数に差がな
い。すなわち，K. pneumoniaeによる甚急性乳
房炎牛も治癒させることができれば，その後は
E. coliによる甚急性乳房炎牛と同様の生産性が
期待できることになる。
　NOSAIえひめでは，甚急性乳房炎の第一選
択薬としてセファゾリン（CEZ, 6～8mg/kg, 
1hr. Drip）を使用している。CEZは休薬期間
が短く，安全性が高いことが利点である。初診
から終診までCEZを用いて治療を行った時の
K. pneumoniaeの治癒率は54.0%（n=63）であり，
E. coliの93.8%（n=112）に比べて有意に低い。

この時，治癒した牛と死亡または廃用になった
牛で２菌種ともCEZのMIC（最小発育阻止濃度：
Minimum Inhibitory Concentrarion）および感
受性に差はみられていない。そこで，初診時に
は通常通りCEZで治療を行い，第２病日目に症
状に改善が見られない症例において，フルオ
ロキノロンによる治療（ERFX：5mg/kg, IV, 
OBFX：4.5～6mg/kg, IM）に変更した。この
時の治癒率は，85.7%（n=25）であり，CEZで
初診から終診まで治療した時（54.0%）に比べ
て有意（P<0.001）に高くなった。しかし，第
３病日目にフルオロキノロン治療への変更を
行った時の治癒率は28.6%（n=9）であり，第
２病日に変更した時に比べて有意に低下してい
る。
　一方で，初診時のCEZで治癒する症例も約
半数ある。図３に，K. pneumoniaeによる甚急
性乳房炎のうち治癒した症例の初診時の乳汁
中K. pneumoniae数と治療に用いた抗生物質の
関係を示した。初診時の細菌数がおよそ1.0×
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図2　治癒牛における発症後の生存期間の比較
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105 CFU/mLを境にCEZで治癒した症例とフル
オロキノロンで治癒した症例に分かれているこ
とがわかる。
　K. pneumoniaeのようなグラム陰性桿菌は，
細胞壁の構成成分としてLPS（リポポリサッカ
ライド）有し，増殖あるいは死滅時にそれがエ
ンドトキシンとして放出され，病態に影響する
ことはよく知られている。NOSAIえひめの調
査でも，初診時の乳汁中細菌数とエンドトキシ
ン活性値間に有意な正の相関がある11）ことが示
唆されている。すなわち，エンドトキシン活性
値を日常的に臨床現場で測定することは現実的
ではないが，乳汁中の細菌数を計数すればエン
ドトキシン活性値を推測できることになる。ま
た，初診時の乳汁中細菌数および乳汁中エンド

トキシン活性値は死亡または廃用になった症例
（死廃群）の方が，治癒した症例（治癒群）に
比べて有意に高い12）。さらに，乳汁中細菌数と
エンドトキシン活性値を継時的に追跡した調査
では，初診時のCEZによる治療後，第２病日に
おける乳汁中細菌数およびエンドトキシン活性
値は，死廃群，治癒群ともに初診時に比べて有
意な差は認められず，死廃群では，初診時にす
でに高い乳汁中細菌数およびエンドトキシン活
性値を示し12），初診時のCEZの投与による有意
なエンドトキシン活性値の上昇は観察されてい
ない。これらのことから，できるだけ早く発見
し，乳房内で細菌数およびエンドトキシン活性
値が上昇する前に治療に取り掛かることの重要
性がわかる。

0

5

10

フルオロキノロンに変更

1.0×105CFU/mL

初診時のCEZで効果があった群

初診時のCEZで効果がなかった群

CEZで治療を継続

初診時

細
菌
数
（
対
数
）

細菌数（対数）：乳汁中細菌数（CFU/mL）を対数変換したもの
初診時のCEZで効果がなかった群：第２病日に症状の改善が見られなかった群
初診時のCEZで効果があった群：CEZの２～３回投与で治癒した群

図3　初診時の乳汁中細菌数によるCEZの治療効果
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考察

　K. pneumoniaeによる甚急性乳房炎は，CEZ
による治療では，E. coliによるものに比べて死
亡や廃用の転帰をとる牛が多い。その理由一
つとして，CEZが時間依存性の抗生物質であ
り，MIC以上の濃度を長く維持しなければなら
ないことがある。CEZによる治療の場合，細菌
に対して増殖抑制作用を示すためにはMIC以上
の血中濃度が９時間半以上必要であり，最大殺
菌作用を示すためにはMIC以上の濃度が14時間
半以上必要だとされている13）。１時間の点滴投
与を行っても，CEZがMIC以上の血中濃度を示
すのは約２時間，乳汁中濃度でも３時間しかな
い14）。また，マウスを用いた調査15）によると，
CEZ １回投与（SC）時のED50（50%有効用量）
はK. pneumoniaeの方がE. coliよりも約45倍高
く，治療効果を上げるためにはK. pneumoniae
に対してはより高用量のCEZを必要とすること
が示されている。これらのことからCEZに感
受性を示していても第一世代のセファロスポリ
ンであるCEZの効果には限界があると考えられ
る。
　NOSAIえひめで二次選択薬として使用した
フルオロキノロンは，濃度依存性の抗生物質で
あり，PAEも期待できる。しかし，フルオロ
キノロンは第一選択薬としての使用が認められ
ていない。このため，CEZ投与後改善の見られ
ない症例に対してフルオロキノロンへの変更を
検討したところ，治癒率の有意な改善が見られ
ている。ただ，第２病日までに変更することが
重要であり，変更が遅れると治癒率の改善が望
めないことがわかる。
　乳汁中細菌数と重篤度の間には有意な正の相

関があり16，17），乳腺における細菌の最高菌数が
その重症度を決定し，初診時の乳汁中細菌数が
多ければ，たとえその細菌数が最高菌数でな
いとしても，細菌増殖の大きさを反映して重
篤度が増すことが報告18）されている。大腸菌群
の細菌は乳汁中で最も主要な炭水化物である
Lactoseを利用できる上，嫌気に近い状態でも
生存可能であるため，乳房内で急速に増殖しや
すく，108 CFU/mLを超える細菌数にまで到達
する16）ことが可能である。1×106 CFU/mLを超
える細菌は，自然免疫の貪食細胞等による殺菌
作用を減弱させるのに十分な菌量とされている
17）。ゆえに，初診時の乳汁中細菌数の多い症例
では，症状が重篤となりCEZによる殺菌効果で
は不十分であり，フルオロキノロンに変更すべ
きであると言える。
　乳汁中K. pneumoniae数とエンドトキシン活
性値には，正の相関があり，それらが症状の重
篤さと関連していることから，乳房内での細菌
の増殖を抑え，排除することが症状の改善に不
可欠である。しかしながら，腸内細菌性甚急性
乳房炎の治療における抗生物質の使用について
は，依然として結論が出ていないようにみえる。
殺菌性抗生物質，特にβラクタム系抗生物質の
使用による細菌の死滅に伴うエンドトキシンの
大量放出により病態が一気に増悪するとの考え
方が根強い。しかし，NOSAIえひめでの調査
では，死廃群は初診時にすでに高い乳汁中細菌
数およびエンドトキシン活性値を示しており，
初診時のCEZの投与による有意なエンドトキシ
ン活性値の上昇は観察されておらず，治癒群・
死廃群ともにCEZの投与がエンドトキシンおよ
び細菌数の有意な増大を誘導していない。この
ことは，抗生物質の使用が細菌の増殖を抑え，
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白血球による病原菌の排除を補助する効果があ
る17）との見方を支持している。
　K. pneumoniaeによる甚急性乳房炎がE. coli
によるものに比べてより重篤である理由は，グ
ラム陰性桿菌持つLPSに起因するかもしれな
い。LPSのエンドトキシンとしての毒性の多く
は，３つの構造体のうちのリピドＡが原因で
ある。リピドAの活性には，含まれるアシル基
の数が関係し，菌種ごと特異的な数のアシル
基を保有している。保有しているアシル基の
数によりLPSの機能的形態が異なるために，自
然免疫応答に差ができる。一般にアシル基を
４～５個保有している細菌のリピドA活性は
弱く19），アシル基が１つ増えるごとにLPSと
しての生物学的活性が約100倍になる。このア
シル基をE. coliが６つ保有しているのに対し，
K. pneumoniaeは７つ保有している9）とされて
いる。しかし，この部分は今のところ対処でき
ないので，LPSの総量を増やさないことが大切
になると考えられる。
　また，腸内細菌性乳房炎の重症度が，原因と
なる細菌の乳汁中細菌数およびLPS用量によっ
て左右されることはすでに明らかである。しか
し，その病態は個体差が大きく，最終的な罹患
牛の予後は，細菌の病原性よりもむしろ牛側の
要因によって決定されると最近の研究は結論付
けている8，20，21）。予後を決定する重要な要因は，
宿主の防御状態である。甚急性乳房炎に対する
免疫応答は，自然免疫（先天性免疫）が重要な
鍵を握っている。鍵となるのは，好中球などの
貪食細胞による効果的な病原体の排除である
が，K. pneumoniaeは菌体表面に厚い莢膜を持
ち，貪食作用に抵抗性であるため，厄介である。
腸内細菌は乳房内で急速に増殖するため，貪食

細胞による迅速な対応が感染の消散と予後に大
きく影響する8，16）ことになる。このため，周産期，
高齢，高乳量など個体の免疫状態を低下させる
リスクが高い牛に対しては特に注意が必要であ
る。
　以上より，K. pneumoniaeによる甚急性乳房
炎の治療は，乳房内で細菌数およびエンドトキ
シン活性値が上昇する前にできるだけ早く発見
し，積極的に治療に取り掛かることが最も重要
であると考える。

原因菌の早期簡易診断

　K. pneumoniaeによる甚急性乳房炎を効果的
に治療するためには，できるだけ早期に原因菌
がK. pneumoniaeかどうかを診断することが必
要である。
　通常，NOSAIえひめでは家畜共済における
臨床病理検査要領22）に準じて細菌検査を実施し
ている。この場合，原因菌の同定および薬剤感
受性試験結果が明らかになるのは，第３病日目
である。そこで，腸内細菌群による甚急性乳房
炎が疑われる症例においては，選択培地を用
い，原因菌の簡易同定を行っている。現在使用
しているのは，クロムアガーオリエンタシオン
と血液寒天の分画培地（ミヤリサン製薬）であ
る。クロムアガーオリエンタシオン培地上に発
育したコロニーの色でK. pneumoniaeかE. coli
かを推測できるところが便利である。血液寒天
培地の部分に治療に使用すると思われるCEZや
フルオロキノロン系抗生物質の感受性ディス
クを置けば，簡易的に感受性試験も可能であ
る（写真１）。選択培地を利用することで第２
病日目に原因菌が推測でき，症状によっては，
抗生物質が変更可能となる。初診時にすでに乳
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房内に抗生物質が注入されていても，原因菌が
K. pneumoniaeの場合はほとんどの症例で培養
可能である。
　また，初診時の乳汁中細菌数は乳汁中エンド
トキシン活性値と相関しており，病勢を推測す
るために初診時の乳汁中細菌数の計数を行うこ

とも有用である。乳汁を生理食塩水で段階希釈
後，培地に塗布し，発育したコロニー数を目視
で計数するが，作業が煩雑であるため，目安を
写真２に示す。乳汁0.1mLを培養後，目視でコ
ロニー数が計数できないほど培地上に発育して
いたら重症の目安である1.0×105 CFU/mLを超

重篤な症例では、細菌数
が多く、同時に感受性試
験可能。

K. pneumoniae の場合

細 菌 数 が 少 な い 症 例 で
は、感受性ディスクの判
定不能。

E. coli の場合

写真１　選択培地による原因菌の簡易同定および抗生物質の感受性試験の例
（クロムアガーオリエンタシオン/血液寒天分画培地（ミヤリサン製薬）使用）

103倍希釈 104倍希釈 105倍希釈

原液

原液 10倍希釈

細菌数　4.0×105 CFU/mL
・原液では計数不能

細菌数　2.3×104 CFU/mL
・104になると、原液でもコロニーが計数可能

・�原液で計数できなければ、105以上の細菌数で
あると推測可能

写真2　乳汁中細菌数の計数
（乳汁・菌液0.1mLを培養／DHL培地使用）
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えていることが推測できる。
　初診日に原因菌および細菌数を推測する方法
として，乳汁の塗抹を染色する方法がある。乳
汁を綿棒でスライドグラスに塗布し，自然乾燥
した後，簡易ギムザ染色を行う。グラム染色で
も菌体は確認できるが，個人的にはギムザ染色
の方が菌体をより識別しやすいように思う。こ
こまででも，桿菌であるかどうかや大まかな菌
数が予想できる（写真３）。K. pneumoniaeが
厚い莢膜を有していることから，この後さらに

墨汁染色を行いて二重染色し，黒く染まった
背景と青紫に染まった菌体の間に白くはっき
り抜けた莢膜が確認できたら，K. pneumoniae
である可能性が高い（写真４）。E. coliにも莢
膜を有するものがあるが，その厚さは薄く，
K. pneumoniaeの約1/10である23）。染色液以外
特別な機材を必要としない点で便利である。

補助療法

　早期に乳房内から細菌及びLPSを排除する目
的において，乳房洗浄24）やオキシトシンを用い
た搾乳25）の有用性が報告されている。NOSAI
えひめの調査でもオキシトシン（50単位，IV）
投与による搾乳により搾乳した乳汁中の細菌数
が有意に増加することが示唆されている26）。乳
房炎発見後直ちに行うことで，症状の重篤化を
予防できると考えられる。

まとめ

　K. pneumoniaeによる甚急性乳房炎に対する
治療は，乳房炎の早期発見が何より重要である。
発見が遅れ，乳房内で細菌数およびLPSが増大写真３　ギムザ染色像E. coli

×1000

写真４　乳房炎乳汁の莢膜染色（二重染色）

K. pneumoniae

×1000

E. coli

×1000
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すれば，治癒させることは難しい。
　K. pneumoniaeによる甚急性乳房炎に対する
治療は，
① オキシトシンや乳房洗浄などを利用してでき

るだけ早く乳房内から原因菌を排除する。可
能であれば，酪農家に乳房炎発見時に実施し
てもらうのが理想的である。

② 初診時の乳汁を利用して原因菌の特定を急

ぎ，K. pneumoniaeが疑われた時は，第２病
日目にフルオロキノロンに抗生物質を変更す
ることである。

　もちろん日頃から清潔で乾燥した牛床管理を
含めたストレスのない飼養管理が大切であり，
日頃から酪農家と甚急性乳房炎についての情報
を共有することで早期発見に役立つと思われ
る。

― 18 ―
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　記録に残るHBS（Hemorrhagic Bowel Syn-
drome：HBS）の記載は，1991年米国アイダホ
州立大学の病理医がVeterinary Record誌に寄
稿した小さな記事3）が初めてであった。この時
の報告には“Point source hemorrhage”と表
現され空腸の10～20㎝にかけて数カ所で粘膜下
組織の血腫があり，粘膜は破綻して腸管内腔へ
の出血が観察されている。2000年代に入り，本
症候群の発生増加や病態解明に関する報告が相
次いでなされ13，16，22，42），本邦においては，2003
年に初めてHBSが報告23）された。この報告は大
学病院で作成されたが，この時，筆者も当事者
として当該牛を診察した。当初，その場にいた
誰もが小腸の血餅が充満した限局病変を見た
とき，病名を確定することができず，この時
の報告のタイトルをJHS（Jejunal Hemorrhage 
syndrome：出血性空腸症候群）が疑われた成
乳牛として報告した。当初，筆者らはその記載
にならいJHSという病名で報告したが，病変が
空腸だけに起きるわけではないため現在では
HBSという病名が一般的になっている。あれか
ら13年経過し，今日では多くの獣医師がHBS
を認識し一般化された病名になったが，その治
療や予防について詳細に検討された研究は少な
い。病因や発生機序に関する詳細は明らかに
なっていないが，ここ数年，新しい報告もなく
HBSの理解に対する進展はない。この理由とし
て，HBSは当初予想された激しい流行もみられ
ず，飼養管理法による制御が可能な点にあると
考える。本稿では現在までのHBSに対する研究
レビューに筆者の経験的視点を加えて論じる。

疫学

　本症候群は主に成乳牛に散発的に発生する

が，肉牛や育成牛での発生報告もあり1，2），ア
メリカ13，16，22）を中心に，カナダ1，2），イスラエ
ル10），オランダ26），スイス8），ｲタリア12），イラ
ン43）で発生が報告されている。品種ではブラウ
ンスイスに好発することが観察されている28）。
筆者の経験でもHBSに複数回罹患したブラウ
ンスイスを２頭経験しており，当診療所の診療
対象品種の割合から考えてもブラウンスイスは
好発品種であると考える。また和牛での発生も
経験している。Goodenら16）とKirkpatrickら22）

の疫学研究によると，成乳牛の１～３％に散発
的に発生し，牛群の10％まであるいはそれ以上
の発生もある。HBSの有病率を正確に算出する
ことはサーベイランス体制が整っていないため
に困難であるが，Kirkpatrickは米国で死亡す
る乳牛の２％以上と推定している22）。しかし，
米国の大規模な疫学調査ではKirkpatrickの推
定を上まわっている。Berghausら6）は，全米21
州の1013農場を５年間調査し，9.1％もの農場
で少なくとも１例のHBS発生があり，１農場あ
たり１～150例（中央値４例）の発生割合であ
った。驚くことに１農場で年間75例もの発生を
経験している場合もあった。筆者の経験ではこ
のような激しい流行を経験したことはないが，
数頭続いて発症することはある。現在ではHBS
が発症した場合，筆者は自分自身の飼料設計を
含め，飼養管理上の誤りがある警告として捉え
ている。HBSはどの年齢にも発生するが，一般
的なのは２産目以降で，分娩後100日前後の発
生頻度が最も高い6，16，38）。好発時期は泌乳最盛
期であるが，泌乳後期や乾乳牛にも発症するこ
とがあるので注意が必要である。乾物摂取量が
多くない泌乳後期にも発生することから，筆者
はHBSのトラブルシューティングに穀類の加

出血性腸症候群（HBS）

清水 大樹

株式会社 中原ライブストッククリニック
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工形態も特に注目すべきであると考えている。
HBSと同様の小腸に限局した出血性腸炎がブ
タでも報告されており，病変の外観は非常に類
似している。ブタにおいても明確な原因は判明
しておらず，採食パターンやストレスなどの飼
養管理上の関与が示唆されている。

病因

　HBSの明確な原因および病因については明ら
かになっていないが，大別するとClostridium 
perfringens（C. perfringens）や Aspergillus 
fumigatus（A. fumigatus）の関与が示唆されて
いる。
１）Clostridium perfringens
　C. perfringensは環境中に偏在し，グラム
陽性嫌気性の芽胞形成菌で健康な腸管からも
検出され，いくつかの株があり（A，B，C，D，
E），これらは一つあるいは複数の毒素（α，
β，β-2，ε，ι，λ，θ，μ）を産生する17，36）。
Clostridiumが引き起こす反芻獣への疾病とし
て，第四胃潰瘍，エンテロトキセミア，第四胃
炎および子牛の出血性腸炎18，32）などが確認され
ており25），実験的にも作出されている27，33，41，42）。
　過去のHBSに関する４つの研究12，13，16，22）で
は，高率にC. perfringens Type Aが検出され，
HBSへの関与が強く示唆されている。特に細胞
障害毒性があるβ-2遺伝子を持つC. perfringens
は注目されている11，12）。同一農場の第四胃変位
発症牛（DA群）とHBSに罹患した牛（HBS群）
の腸管からC. perfringens Type A、あるいは
Type Aがβ-2遺伝子を持つα+β-2の分離を試
みた研究14）では，HBS群からType Aおよびα
+β-2が，DA群よりそれぞれ6.56倍および3.3倍
分離された。さらにDA群のサンプルではαお

よびβ-2トキシンが検出されなかったが，HBS
群の15％でこれらの毒素が検出された。
　C. perfringens Type Aのα遺伝子を持つ型
は全て亜鉛のメタルプロテアーゼを持っている
ことが分かっている。これにより細胞のリン脂
質を破壊し，筋肉の壊死を引き起すことが確認
されている44）。細胞膜リン脂質の破壊からアラ
キドン酸カスケードによる一連の炎症が惹起さ
れ，腸管の強度を保てなくなり，出血が起こり
HBSへと発展していくと思われる。このメタル
プロテアーゼが不活性であると毒素は不安定に
なり毒性を発現できず39），亜鉛プロテアーゼは
HBSの病態に関して重要な役割を担っている
と考えられる。
　Kirkpatrickら22）はHBSの発生が多い農場で
ヘイレージにClostridiumが検出されたため，
新鮮なClostridium陰性の飼料に変更したとこ
ろHBSの発生は減少した。しかし，近接する農
場の飼料はClostridium陽性の飼料であるにも
拘らずHBSの発生はなかった。さらにHBS多発
農場でClostridium ７種トキソイドワクチン接
種やC. perfringens Type Aの自家ワクチンを接
種しているにも拘らず発生は減少しなかった。
しかし，自家ワクチンにより成果をあげている
との報告もあり29），効果は一定ではない。また
C. perfringens type Aをホルスタイン種成牛の
空腸に接種したHBS発症実験においてHBSを
再現することはできなかった15）。これらの意味
することは，C. perfringens単体では発症に至
らず，小腸の異常運動を引き起こすような条件
も発症には必要なのかもしれない。すなわち易
発酵性炭水化物の消化管内への大量流入により
小腸の浸透圧，pH等が異常になる，あるいは
ルーメンアシドーシスにより生成された物質に
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より消化管の運動機能が損なわれるのかもしれ
ない。また過去の疫学研究よりMUNが高い牛
群のリスクが上昇することが報告6）されている
が，マメ科のプロテインミックスにより小腸
でのC. perfringensの異常増殖が報告されてお
り31），飼料中のタンパクレベルも注意が必要で
ある。
　結局，過去のClostridiumに関する研究結
果では，HBS以外の腸管疾患で死亡した牛の
サンプルからも高率にC. perfringensが検出
されるためHBSの症例から高率に分離される
C. perfringensの役割を明らかにすることがで
き ず，C. perfringensの 増 殖 が １ 次 的 なHBS
の原因であるのか，あるいは２次的に生じた
結果なのか識別することはできない。筆者は
Aspergillusも含めC. perfringensの関与に関し
て，最初に消化管の異常運動を誘発するような
状況が存在することが必須であり，そこに２次
的に病原体の異常増殖が起きると考えている。

２）Aspergillus fumigatus
　Aspergillusは，C3aやC5aなどの補体活性を
抑制する脂質を分泌し，生体を免疫抑制状態に
する。最終的に蛋白分解酵素を放出し，生体の
細胞内にまるで腫瘍のように侵入しコロニーを
形成していく35）。Jensenらの一連の研究19，20，21）

においてA. fumigatusは反芻獣の消化管内に感
染し，出血性腸炎の原因になることも証明され
ている。Puntenneyら30）はA. fumigatusが人に
対して免疫抑制や腸管の出血を引き起こすこ
とから，HBS（８例）および第四胃出血（２
例）と診断された症例の血液，腸管壁，腸管
内容物，腸間膜リンパ節および給与されていた
飼料中からのA. fumigatus DNAの検出を試み

た。結果は飼料（3/3），腸管内容物（7/7），腸
管壁（5/5），腸間膜リンパ節（3/5）および血
液（6/6）と，調査に供した検体のうち高率で
A. fumigatus DNAが検出された。一方，HBS
に罹患していない陰性対照の牛（n=17）から
は，A. fumigatusのDNAは検出されなかった。
この研究によってA. fumigatusはHBSの病因と
して大きく注目されるようなった。その後，さ
らに，この研究を裏付けるようにウィスコンシ
ンの獣医診断研究所がHBSと病因についての研
究成果40）を発表した。この研究ではHBSに罹患
した症例16例中14例がClostridium陽性であり，
他の消化器疾患の症例（対照群）も９例中６例
がClostridium陽性であった。両群とも高率に
Clostridiumが検出されたが，HBSの16例中13
例からA. fumigatusが検出されたのに対し，対
照群からはA. fumigatusは検出されなかった。
　現在ではA. fumigatusが免疫システムを不活
化させ，さらにアシドーシスを引き起こすよう
な飼養管理によってC. perfringensの異常増殖
が起こり，HBSの発症に至るとする仮説とな
っている。筆者の経験ではHBSの発症に関して
A. fumigatusが関与していると強く感じた事例
はないため，どの程度の役割を演じているか判
断できない。

診断

　診断および治療方法については筆者が以前に
調査した結果42，43）を基に解説する。
１）臨床症状
　HBSの特徴は小腸に限局（多くは空腸）した
出血性壊死性腸炎がみられ（写真１），症状の
進行は甚急性で死亡によって発見されることも
少なくない16）。症状は沈うつ，突然の食欲低下
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および乳量低下，脱水，疝痛，右下腹の膨満，
便量の減少あるいは停止などのイレウス様症状
を示し，メレナや血餅を含んだ下痢を呈するこ
とも多い（写真2，図１）。便性が正常な場合
でもHBSである場合があるため便性だけで判
断してはならない。膨満した右下腹からは拍水
音や散発的なPing音が聴取されることもあり，
直腸検査では拡張した小腸ループや腸管全体が
浮き上がるのを触知する場合もある。大部分の
HBS罹患症例で体温は低下あるいは正常範囲
内（36.5～38.7℃）であり，発熱を伴うサルモ
ネラなどとは異なっている。

写真１：典型的なHBS罹患部位の外観
閉塞部位の近位（写真右側）は腸管が膨満し、遠位は
空虚になっている

沈鬱･食欲低下

血便（メレナ･血餅混入）

低体温（37.9℃以下）

右側腹囲膨満

心拍数増加（100回／分）

右下腹部拍水音

便量の減少･停止

眼球陥凹

疝痛

皮温低下

800 20 30 40 50 60 7010

出現割合（%）

図１：主な臨床症状別の発現割合
診療記録方法が統一されていないため、全体的に出現率は低めであることに注意。
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２）血液生化学所見（表１）
　CBCは症例により差があり，白血球数の増
加，好中球の左方移動，低ナトリウム，低カリ
ウム，低クロール，低Ca血症および高血糖を
示すことが多い。HBSという名称で呼ばれな
がらHt値の低下は，脱水状態を勘案しても比
較的軽度である（最頻値36.3%）。これは殆どの
症例が小腸の数十センチに渡って血餅が充満し
ているだけで他に目立った出血がないためであ
り，これは腸管全域に渡って激しい出血を起こ
すエンテロトキセミアとの相違点である。HBS
の病態は空腸で閉塞が生じるため前方でのイレ
ウス様症状を示し，アルカレミア，低クロール

写真２：HBS罹患牛の臨床症状と腸管内容物
Ａ：腹囲膨満，Ｂ：血餅の混入した血便，Ｃ：血餅が充満した腸管閉塞部位の断面

表１　HBS罹患牛の血液検査結果

検査項目 n 平均 ±SD

WBC（×103） 21 12.5 3.9
Ht（％） 29 32 8
血糖（mg/dl） 15 133 44
BUN（mg/dl） 23 33 8
pH 7 7.477 0.11
Na（mmol/L） 25 134 5
K（mmol/L） 26 3.5 0.8
Cl（mmol/L） 29 88 9
Ca（mg/dl） 22 7.2 2
P（mg/dl） 10 8 3.6

出血性腸症候群（HBS）
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や低Ca血症の発現は，腹囲膨満などの臨床症
状が観察されてから比較的早く観察される。軽
度の低Ca血症はHBSの多くの症例で認められ，
稀に重度の低Ca血症も存在する。Caの吸収サ
イトは小腸の近位にあるので45）消化管の通過障
害，あるいはHBSによる腸管のダメージによっ
て腸管からのCa吸収が低下しているためであ
ると考えられる。
　軽度から中等度の白血球数の増加は，腸管の
壊死や，あるいはBacterial Translocation（BT）
によるものと考えられる。BTは腸管運動障害
と腸管細菌の異常増殖により，本来消化管の中
に留まる腸内細菌やエンドトキシンが腸管粘膜
上のバリアを超えて血流やリンパ流を介して体
内移行し感染することや，菌体やその成分が免
疫応答システムを作動させ炎症性サイトカイン
産生を促すことと定義されている18，21）。病態の
急激な進行と，軽度の出血で死に至ることから
このBTによって引き起こされるショックが死
に至らしめる直接の原因であると考えている。

３）病理所見と類症鑑別
　HBSの病理組織学的所見は，中等度から重度
の壊死性･出血性腸炎で，特に空腸で一定に観
察される。粘膜下織，筋層および漿膜への出血
および血腫がしばしば観察され，粘膜上皮の脱
落や壊死が認められる。時折，粘膜固有層への
好中球，形質細胞，好塩基球，リンパ球の中等
度の浸潤がみられる12）。
　血便や腹囲膨満という症状から類似疾患にエ
ンテロトキセミアが存在するが，これは小腸の
全域に渡り出血性腸炎に陥っており，血便や腹
囲膨満およびエコー像にて運動性低下や小腸の
直径増大が観察され，開腹するまでHBSとの鑑

別は難しい。HBSの中には重積を併発している
症例も存在する。HBSは消化管の通過障害の症
状を呈するため，腸重積，腹膜炎，第四胃右方
変位などとも鑑別しなければならない。また，
サルモネラやBVDなどの感染症との類症鑑別
も重要であるが，HBSの非常に早い症状の重篤
化（全身状態の悪化）と体温の低下は，特徴的
であると考える。

４）超音波検査所見
　超音波検査は通過障害を判断する上で決定的
に必要な検査である。診断のポイントは，1）腸
管運動の有無，2）腸管の拡張，3）内容によっ
て判断する7）。通常の消化管運動は，直径3.5㎝
程度9）で活発な蠕動運動があり内容は均一であ
る。63例のHBS超音波所見を検討した研究で
は，全ての症例で腸管の拡張が認められ（4.3
－12.0㎝），同時に腸管運動の停止あるいは減
退が認められた8）。この時，閉塞部位が体壁側
にあり描出できると，腸管内を閉塞した血餅が
低エコーと高エコーが混在した斑様の画像とし
て描出できる（写真３）。前述の研究8）でこの
画像を得られた割合は19％であり，確定診断す
る感度としては低いが，筆者はこの画像が認め
られた場合には特異度の高い所見でありHBS
と確定診断できると考えている。超音波検査は
腸管の機械的な閉塞性疾患を診断するには極め
て有用であるが，HBSの確定診断は診断的開腹
あるいは剖検によってなされる。

治療および予防

　筆者が推奨するHBSの治療法は開腹し罹患
部位の血餅を用手破砕することである。これを
成功させる鍵は，早期発見と早期介入である。
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少なくとも往診依頼から24時間以内に介入しな
ければ，治癒率は激しく低下する。さらに言え
ば初診時に介入しなければ駄目である。初診時
の程度によるが，初診時（往診依頼から12時間
以内）に用手破砕によって介入した当診療所の
治癒成績は70％を超えている。
　筆者の行っている治療は，HBSに限らず通過
障害を疑う症例には電解質を測定し，多くが低
Cl，低K血症に陥っているので，その結果によ
って高張食塩水1～2Ｌを30分程度で投与し，続
いて等張電解質液を10～20Ｌ静脈内投与する。
血中Ｋ濃度についてはアルカローシスに付随す
る現象と考えているので，積極的な補正は行っ
ていない。この間に超音波検査を行い，HBSと
診断すれば，ペニシリンあるいはセファメジン
の全身投与を行う。HBS手術を成功に導くため

には電解質を補正してから手術に臨むなどの適
切な術前・術後管理も重要である。筆者は過去
に腸管の切除と端端吻合を第一選択手術として
実施していたが，経験と過去の研究13，28，35，36，42）

が示す低い治癒率から現在は殆ど行っていな
い（表２）。手術は硬膜外麻酔を実施し，右膁
部切開から罹患部位を探し，創外に引き出し血
餅を細かく破砕し，優しく内容物をしごいて移
動させる。そうすると閉塞し貯まっていた内容
物の移動が確認されるので閉腹して終了であ
る。この時健常にみえる腸管の運動性が全くな
い場合や腹水にフィブリンが析出しているよう
な症例は予後が悪いことを経験している。局所
麻酔では腸管を操作した時の疼痛で牛が寝込ん
でしまう事があるため硬膜外麻酔を推奨する。
電解質は術後毎日測定し，輸液で補正しながら

写真３：HBSの血餅閉塞部位と周囲の拡張した腸管超音波像
ａ：腸管内に固着した血餅（画像ではこの血餅は全く動かない），ｂ：腸管内腔の凝固してない血液，
ｃ：閉塞部位より近位の膨満した小腸，ｄ：腹壁

出血性腸症候群（HBS）
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正常範囲内に維持し，Ca輸液剤は投与速度や
overdoseに注意が必要である。前述の外科治療
に必ず輸液療法が付随するが，輸液管理はやや
ドライサイドで行うことに気をつけている。す
なわち連日の輸液剤のoverdoseにより腸管の
浮腫等を誘発しないように気を付けている。術
後電解質を正常範囲内に保持できない症例の予
後は悪く，筆者は血中BUNの推移を治療成功
の指標としてモニターしている。BUNが順調
に低下していけば，回復する可能性が高く，上
昇するならば予後不良である場合が多い。

予後

　HBSの外科介入（切開および切除）は手術が
成功しても再び血餅が腸管内を閉塞したり，重
責を発症したりする症例もあり推奨しない22）。
米国カンザス州立大学Anderson5）によると，当
初HBSに対して腸管切除と吻合を実施してい
た時の生存率は25％程度であったが，前述の内
科療法（用手破砕を含む）を実施するようにな
ってから30～40％に治癒率が上昇したことから
内科療法を推奨している。最も新しい研究28）で

は開腹し，腸管をマッサージする治療法の治癒
率が高く76%（13/17），過去のどの報告よりも
優れている。現在の筆者のHBSに対する第一選
択治療法は開腹と腸管の揉み解しであるが，介
入が早ければ70％以上は治癒している。しかし，
閉塞部位に触れただけで腸管が破れるような症
例もあり，外科的に切除しなければ他に治療法
が見当たらないような症例も存在する。また，
罹患部位が十二指腸まで達する数メートルに及
ぶものもあり，この治療法も難しい。手術が成
功しても術後死亡する原因不明なものも多く，
BTが原因であると考えているが，ショック状
態にあるため，これに対応する強力な内科療法
が必要であると考える。重ねて述べるが治癒に
導く鍵は早期に診断し，治療開始することであ
り，飼育者の牛に対する観察眼にも大きく依存
する。

予防

　過去の疫学研究からも示されているように，
乾物摂取量の多い牛や易発酵性炭水化物の多
給，アシドーシスを引き起こすような飼料は

表２　治療法別の治癒率

報告者 場所
治癒率

外科手術 内科療法
清水ら 群馬・北海道 21%（5/24）
Dennison 米国コロラド州 30％（4/13） 14％（1/8）
コロラド州立大学 コロラド州立大学 10%
Ceci イタリア 18％（2/11）
オハイオ州立大学 米国オハイオ州 25%
Anderson 米国カンザス州 30-40％
Simon	Peek 米国ウィスコンシン州 55％（5/9） 79％（13/17）用手破砕
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HBSを引き起こす。また，スラグフィーディン
グやソーティングなどの採食行動もリスクファ
クターである。疫学という学問が示している通
り，発症の詳細なメカニズムがわからずとも，
リスクファクターをコントロールできれば発生
を制御することは可能である。筆者が経験して
きたHBSを引き起こした原因と考えられるも
のを表３に示した。まず，HBSの発生を正確に
認識することが必要である。すなわち確定診断
しなければならない。血便をみてHBSと診断す
る獣医師がいるが，それは間違いであり病変を
確認し確定診断しなければ，そこからの論理の
組み立ては見当違いになるため注意しなければ
ならない。表３に示したようにトラブルシュー

ティングから予防につなげるためには飼料に関
する知識と経験が必要である。例えば給与され
ている圧ペンコーンの厚みや切断長などを評価
できる素養が必要であり，勿論飼料設計もでき
なければならない。飼養管理上から現在考えら
れる原因を大きく２つに大別すると，１つ目は
ルーメンアシドーシスで，２つ目は小腸に流れ
込む炭水化物の量であり，この２つは相互に関
連する。ルーメンアシドーシスはルーメン内の
ミクロフローラが壊れるとルーメン自体から①
後部消化管への腸管運動に影響を及ぼす微生物
の代謝産物が流入する可能性と②ルーメン内の
消化率が落ちるためオーバーフローした炭水化
物が後部消化管に流入し，Clostridiumの異常

表３　HBSが起きやすい原因

原因 状況 説明 HBSの寄与率※１

飼料メニューのスターチレベル スターチレベルが高い スターチがDM中29％を超えている 中

飼料の選び食い TMRの乾草の切断長
が長い

長い場合も選び食いが起きるが，
ミキサーの過撹拌もリスクが上昇
する

中

飼料の選び食い 加水が少ない 採食行動を良く確認することが必
要。便性も確認。 少

飼料メニュー中のSugarレベル 糖含量が高い果物系の
粕類を多給

果物に関わらず糖含量の上昇はリ
スクが上がる 高

穀類の加工形態 圧ペンコーンの厚さ 極めて薄いアッペンスチームフレ
ークコーンを一日２㎏以上給与 高

穀類の加工形態 粉砕コーンの不完全な
粉砕

微粉砕の程度が中途半端な場合（第
四胃右方変位も増加） 中

飼料中の低いpeNDF peNDF※２は23％以上
を推奨

直接粗飼料を確認し、値の調整が
必要 中

グループ分け スラグフィーディング
を引き起こす 過撹拌による微粉砕に注意 少

※１　筆者の主観による寄与割合を示す
※２　physically effective neutral detergent fiber

出血性腸症候群（HBS）
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増殖の基質となってしまう可能性がある。これ
に加え，この消化液自体が浸透圧やpHおよび
代謝産物により小腸の運動を妨げる可能性が疑
われる。牛の腸管は休むことなく絶えず運動を
続けている中で，なぜ空腸に限局的に病変が発
現するのか？興味深い現象であるが，筆者はプ
ライマリーに消化管の運動が停止し，滞留した
消化液の中でClostridiumの異常増殖が起こる
のではないかと考えている。２つ目の小腸に流
れ込む可能性は未消化のコーンおよび液体フェ
ーズに乗ってルーメンで消化を受けないまま小
腸に飼料片が到達し，そこで発酵が起きること
が考えられ，そこからの状況は前述したものと
同様である。

　近年，市場ではベントナイトと酵母細胞壁
を主成分とした商品が販売されている。この
製品の基礎実験では去勢牛にカビが大量に混
入している飼料を給餌しA. fumigatusに感染さ
せ，血中からのA. fumigatusの除去率を測定し
ている。この製品を給与しておくと，対照に比
べ処置群では有意に血中からの除去率が上昇し
た30）。Clostridiumワクチンについての評価は
定まっていない。

　最後に本稿の作成に御協力頂いた，愛知県
の鈴木保宣先生，米国コロラド州立大学Dave 
Van Metre教授，イタリアバリ大学Luigi Ceci
教授に感謝します。
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１．はじめに

　新しい内外部寄生虫駆除剤｢アドボケート 犬
用」及び「アドボケート 猫用｣ が2016年２月に
発売されたので，その製品概要をまとめた。

２．開発の経緯

　抗ノミ活性を示すイミダクロプリドと広範囲
な抗寄生虫活性を有するモキシデクチンを配合
したスポット液剤のアドボケート 犬用及びア
ドボケート 猫用は，犬及び猫に寄生する内外
部寄生虫を駆除できる薬剤として世界各国で開
発が開始され，品質及び安全性の検討において
問題は認められず，同種同効品と比較して同等
の駆虫効果が確認されたため，申請を行い，そ
れぞれ2015年９月及び2012年９月に承認され
た。

３．成分･分量／効能･効果／用法･用量

１）アドボケート 犬用

成分･分量 1mL中イミダクロプリド100.0㎎及び
モキシデクチン25.0㎎を含有する液剤

効能･効果 犬：犬糸状虫症の予防，ノミ，犬回虫
及び犬鉤虫の駆除

用法･用量

体重1㎏当たりイミダクロプリド10㎎，
モキシデクチン2.5㎎を基準量とした
以下の投与量を，犬の肩甲骨間の被毛
を分け，容器の先端を皮膚に付けて全
量を滴下する。なお，4.0mLピペット
あるいはそれ以上の量を組み合わせて
投与する場合は，数ヵ所に分けて滴下
する。
本剤を適用する場合，投与頻度が月１
回を超えないように注意すること。

犬	糸状虫症の予防：毎月１回，１ヵ
月間隔で蚊の活動開始１ヵ月以内
から活動終了まで投与する。

用法･用量

ノ	ミ，犬回虫及び犬鉤虫の駆除：１
回投与する。

体重 用量
1㎏以上	4㎏未満
4㎏以上10㎏未満
10㎏以上25㎏未満
25㎏以上40㎏未満

40㎏以上

0.4mLピペット1個全量
1.0mLピペット1個全量
2.5mLピペット1個全量
4.0mLピペット1個全量
適切なピペットの組み
合わせ

２）アドボケート 猫用

成分･分量 1mL中イミダクロプリド100.0㎎及び
モキシデクチン10.0㎎を含有する液剤

効能･効果 猫：犬糸状虫症の予防，ノミ，ミミヒ
ゼンダニ，猫回虫及び猫鉤虫の駆除

用法･用量

体重1㎏当たりイミダクロプリド10㎎，
モキシデクチン1㎎を基準量とした以
下の投与量を，猫の頸背部の被毛を分
け，容器の先端を皮膚に付けて全量を
滴下する。
本剤を適用する場合，投与頻度が月１
回を超えないように注意すること。

犬	糸状虫症の予防：毎月1回，１ヵ
月間隔で蚊の活動開始１ヵ月以内
から活動終了まで投与する。

ノ	ミ，ミミヒゼンダニ，猫回虫及び
猫鉤虫の駆除：１回投与する。

体重 用量
1㎏以上4㎏未満
4㎏以上8㎏未満

8㎏以上

0.4mLピペット1個全量
0.8mLピペット1個全量
適切なピペットの組み
合わせ

４．特徴及び有用性

１）各種の内部及び外部寄生虫に有効
　ノミ駆除薬のイミダクロプリドと内部及び外
部寄生虫駆除薬のモキシデクチンを配合してい
るため，月1回の投与で犬糸状虫症の予防，ま
た1回の投与でノミ，ミミヒゼンダニ，犬回虫，

新しい内外部寄生虫駆除剤 
｢アドボケート 犬用」及び「アドボケート 猫用｣
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猫回虫，犬鉤虫及び猫鉤虫の駆除が行える。
２）人獣共通寄生虫症リスクを低減
　本剤は消化管内寄生線虫の第４期幼虫及び未
成熟虫に対しても効果を示すことが確認されて
いることから，犬糸状虫症の予防のために月１
回投与することで臨床上は確認が困難な虫卵排
出前のこれらの寄生虫も駆除され，人獣共通寄
生虫症リスクを低減することが可能であると考
えられる。
３）簡便で確実な投与方法
　迅速，簡便，確実な投与が行えるスポット液
剤で，小児への安全性を重視した特殊なピペッ
トに充填されている。投薬方法が簡便であるた
め，動物に保定等による投薬のストレスを与え
ず，動物の所有者が投薬を行っても錠剤の吐出
といったような投与失宜が起こらず，食餌に混
じたりしないため投薬に時間的な制約を受けな
い。このため，獣医師及び動物と飼い主の負担
が軽減される。
４）幼犬及び幼猫に投与可能
　７週齢の犬及び９週齢の猫から投与でき，犬
及び猫に対する安全性が確認されている。ま
た，臨床試験において発現した副作用は軽度で
あり，子犬及び子猫の発育に影響を及ぼさなか
った。

５．外国での使用状況

　アドボケート 犬用及びアドボケート 猫用と
も，2003年４月２日の欧州での承認を皮切りに，
米国，カナダ，オーストラリア等，73ヵ国以上
で承認されている。

６．安定性

　アドボケート 犬用及びアドボケート 猫用と

も，ピペットに充填された製剤の長期（36ヵ月）
保存及び加速の条件において，検査したいずれ
の項目も規格内にあり，安定な製品であること
が確認された。

７．毒性

１）急性毒性
⑴ イミダクロプリドとモキシデクチンの相互

作用
　イミダクロプリドとモキシデクチンの急性
併用経口毒性試験における相互作用の検討
に関しては，局方オリーブ油を媒体に懸濁
液としたイミダクロプリド＋モキシデクチ
ンの10：2.5合剤（アドボケート 犬用の配合
比）及び10：1合剤（アドボケート 猫用の配
合比）での併用投与後と個々の物質の単独投
与後の致死量による定量的比較及び徴候，体
重変化及び剖検所見による定性的比較におい
て，Finnyの式から算出した各配合比での併
用投与によるLD50期待値は試験結果に基づ
くLD50値の95%信頼限界の範囲内にあり有意
差は認められず，各配合比での併用投与後に
認められた変化は個々の物質の単独投与後に
認められた変化と類似したものであり新たな
毒性を示唆する変化は認められなかったこと
から，両成分の急性毒性における相互作用は
相加的であると結論された。
⑵アドボケート 犬用
　ラットにおけるLD50値［有効成分として
の値ではなく，製剤（アドボケート 犬用）
としての値］は，経口投与では1000～1500㎎
/㎏，経皮投与では>4000㎎/㎏であった。

２）特殊毒性
⑴アドボケート 犬用
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①局所刺激性
　ウサギ皮膚刺激性試験では皮膚刺激性を
示さないと考えられたが，ウサギ眼粘膜刺
激性試験では適用後１時間より角膜混濁

（スコア１～２），虹彩炎（スコア１～２），
結膜発赤（スコア１）及び結膜浮腫（スコ
ア１～２）が認められ，13日までに完全に
消失したが，眼刺激性を示すと考えられた。
②皮膚感作性
　モルモット皮膚感作性試験では20匹中10
匹（50%）に軽度の限局性発赤から中程度
の融合性発赤までの皮膚反応が認められた
ことから，皮膚感作性を示すと考えられた。
③ヒトに対するリスク
　投与後の犬の被毛からの拭き取り試験結
果に基づく，投与時のヒトへのリスク及び
投与した動物とヒトとの接触によるリスク
評価では，投与時並びに子供を含めた飼い
主，ブリーダー及び獣医師が投与した動物
を取り扱うことによって危険に曝される
ことはなく，特に投与直後の動物に接触し
た場合でも危険に曝されないことが示され
た。

８．安全性

１）アドボケート 犬用
⑴若齢犬又は成犬における安全性

①経皮投与（臨床投与経路）による安全性
⃝ 常用量の10倍量を単回投与した結果，投

与に起因する異常は認められなかった。
⃝ 最高常用量及びその５倍量を１ヵ月間隔

で６回投与した結果，５倍量群の雄に総
コレステロールの軽度の低値が持続的
に，また雄に中性脂肪，雌に総ビリルビ

ンの低値が一過性に認められた以外は，
薬剤に起因する異常は認められなかっ
た。

⃝ 最低常用量の５倍量を１週間隔で17回投
与した結果，８頭中１頭に投与部位の紅
斑が一過性に認められた以外は，投与に
起因する異常は認められなかった。

②誤飲を想定した経口投与による安全性
⃝ 経皮投与（臨床投与経路）での常用量を

単回投与した結果，12頭中６頭に一過性
の嘔吐と１頭に一過性の神経徴候が認め
られたが，投与後24時間及びその後の試
験期間（14日間）を通して正常な行動が
確認された。

⑵幼犬（６〜７週齢）における安全性
⃝ 常用量，その３倍量及び５倍量を２週間

隔で６回投与した結果，全用量群のいず
れも12頭中１頭に嘔吐が一過性に認めら
れた。また，５倍量群の１頭に第２回投
与後に呼吸促迫及び呼吸困難が認められ
たが，投与後12時間の観察ではこれらの
徴候は認められなかった。

⑶ イベルメクチン感受性コリー犬における安
全性
①経皮投与（臨床投与経路）による安全性
⃝ 最高常用量の３倍量及び５倍量を４週間

隔で３回投与した結果，投与に起因する
異常は認められなかった。

②誤飲を想定した経口投与による安全性
⃝ ２週間隔で３回，0.004mL/㎏，0.01mL/

㎏及び0.04mL/㎏と投与量を漸増して投
与した結果，第１回（0.004mL/㎏）及
び第２回（0.01mL/㎏）投与後の一般状
態に異常は認められなかったが，第３回
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（0.04mL/㎏）投与後に５頭中４頭に昏
睡に進行する神経徴候が認められた。

⑷犬糸状虫寄生犬における安全性
⃝ 成虫の移植による人工寄生犬に常用量及

びその５倍量を２週間隔で３回投与した
結果，５倍量群の８頭中１頭に嘔吐が一
過性に認められた。

⃝ 自然寄生犬に常用量の５倍量を２週間隔
で３回投与した結果，８頭中１頭に投与
部位の紅斑が一過性に認められた。

⃝ 人工，自然寄生犬とも，投与後に回収さ
れた成虫数は，鉱油投与対照群と比較し
て有意差は認められなかった（p>0.1）。
また，投与後のミクロフィラリア数は有
意に減少したが（p<0.1），ミクロフィラ
リアの減少に起因すると思われる臨床徴
候は認められなかった。

　以上の成績から，本剤を用法・用量に従って
臨床応用する場合は，その安全性に特に問題は
ないものと考えられた。
２）アドボケート 猫用

⑴若齢猫又は成猫における安全性
①経皮投与（臨床投与経路）による安全性
⃝ 常用量の10倍量を単回，常用量及びその

３倍量を３日間連続，又は常用量をエモ
デプシド・プラジクアンテル配合液剤と
併用投与した結果，投与に起因する異常
は認められなかった。

②誤飲を想定した経口投与による安全性
⃝ 経皮投与（臨床投与経路）での常用量を

単回投与した結果，12頭中３頭に一過性
の流涎，４頭に嘔吐が認められた。

⑵幼猫（８〜９週齢）における安全性
⃝ 常用量，その３倍量及び５倍量を２週間

隔で６回投与した結果，常用量及び３倍
量群の12頭中１～２頭に一過性の散瞳，
嘔吐又は流涎が認められた。また，５倍
量群の12頭中１頭に薬剤の一部を経口摂
取したことによる散瞳，呼吸促迫，流涎，
深呼吸，呼吸困難，抑うつ，ふらつき，
眼分泌物，呼吸緩徐，嘔吐，凝視，瞳孔
反射の微弱化，振戦，眼球振盪が認めら
れた。

⃝ 経口摂取を防止する（投与部位を舐めな
いようにする）条件下で，常用量，その
３倍量及び５倍量を28日間隔で３回投与
して安全性を再検討した結果，投与に起
因する異常は認められなかった。

⑶犬糸状虫寄生猫における安全性
⃝ 成虫の移植による人工寄生猫に常用量及

びその５倍量を30日及び26日間隔で３回
投与した結果，常用量群の12頭中１頭及
び５倍量群の12頭中７頭に一過性の流
涎，５倍量群の２頭に一過性の皮膚刺激
性が認められた。

⃝ 経口摂取を防止する（投与部位を舐めな
いようにする）条件下で，感染幼虫の皮
下接種による人工寄生猫に常用量及びそ
の５倍量を28日間隔で３回投与して安全
性を再検討した結果，投与に起因する異
常は認められなかった。また，投与後に
回収された成虫数は，鉱油投与対照群
と比較して有意差は認められなかった

（p>0.1）。
　以上の成績から，本剤を用法・用量に従って
臨床応用する場合は，その安全性に特に問題は
ないものと考えられた。
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９．効力薬理

１）アドボケート 犬用
⑴ノミ駆除効果
　ネコノミを人工寄生させた犬にアドボケー
ト 犬用，10%イミダクロプリド液剤，2.5%
モキシデクチン液剤，並びに有効成分を含ま
ない液剤（プラセボ）のそれぞれ体重別に規
定されたサイズのピペット１個全量を単回経
皮投与して試験した。その結果，イミダクロ
プリドを含有する液剤投与群はいずれも高い
ノミ駆除効果を示し，プラセボ投与群と比較
して有意に少ないノミ寄生数であった。また，
アドボケート 犬用投与群と10%イミダクロ
プリド液剤投与群のノミ寄生数に有意差は認
められず，2.5%モキシデクチン液剤投与群の
ノミ駆除効果は低かったことから，イミダク
ロプリドと配合されたモキシデクチンは，イ
ミダクロプリドのノミ駆除効果に影響を及ぼ
さないと考えられた。また，既承認のノミ駆
除薬との比較試験では同等の駆虫効果が認め
られた。
⑵犬回虫及び犬鉤虫駆除効果
　犬回虫又は犬鉤虫駆除の至適用量を決定す
るため，各線虫を人工感染させたあるいは各
線虫に自然感染した犬に10%イミダクロプリ
ド＋4～5濃度のモキシデクチン［7.5%，5%，
2.5%（アドボケート 犬用），1.75%，1%］液
剤を0.1mL/㎏の用量で単回経皮投与して試
験した。その結果，90%以上の駆除率を示す
モキシデクチン濃度は犬回虫に対して2.5%以
上であったことから，モキシデクチンとして
2.5mg/㎏が至適用量であると考えられ，犬
鉤虫に対しても同用量で100%の駆除率が得

られた。また，決定された用量を確認すると
ともに，モキシデクチンと配合されたイミダ
クロプリドのモキシデクチンの効果に及ぼす
影響を検討するため，各線虫に自然感染した
犬にアドボケート 犬用並びにプラセボ，又
は10%イミダクロプリド液剤及び2.5%モキシ
デクチン液剤のそれぞれ体重別に規定された
サイズのピペット１個全量を単回経皮投与し
て試験した。その結果，プラセボ投与群と
の比較におけるアドボケート 犬用投与群の
虫体数には有意差が認められ，かつその駆除
率はいずれの線虫においても90%以上であっ
たことから，決定された用量が妥当であるこ
とが確認された。また，2.5%モキシデクチン
液剤投与群との間に有意差は認められないこ
と，及び10%イミダクロプリド液剤投与群に
駆除効果は認められないことから，モキシデ
クチンと配合されたイミダクロプリドはモキ
シデクチンの犬回虫駆除効果に影響を及ぼさ
ないと考えられた。なお，決定された用量で，
各線虫の第４期幼虫並びに未成熟虫に対して
も90%以上の駆除率が得られ，既承認の駆虫
薬との比較試験においても同等の駆虫効果が
認められた。
⑶犬糸状虫症予防効果
　犬糸状虫の感染幼虫を人工感染させた犬に
感染後33日にアドボケート 犬用並びにプラ
セボのそれぞれ体重別に規定されたサイズの
ピペット１個全量を単回経皮投与した後，半
数の犬には投与後約90分に水浴とシャンプー
をして試験した。その結果，アドボケート 
犬用投与群のいずれの犬からも犬糸状虫成虫
は回収されなかったことから，アドボケート 
犬用の犬糸状虫症予防効果が確認され，また
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投与後90分以降に水と接触しても犬糸状虫症
予防効果に影響を及ぼさないと考えられた。

２）アドボケート 猫用
⑴ノミ駆除効果
　ネコノミを人工寄生させた猫にアドボケー
ト 猫用，10%イミダクロプリド液剤，1%モ
キシデクチン液剤，並びに有効成分を含まな
い液剤（プラセボ）のそれぞれ体重別に規定
されたサイズのピペット１個全量を単回滴下
して試験した。その結果，イミダクロプリド
を含有する液剤投与群はいずれも高いノミ駆
除効果を示し，プラセボ投与群と比較して有
意に少ないノミ寄生数であった。また，アド
ボケート 猫用投与群と10%イミダクロプリ
ド液剤投与群のノミ寄生数に有意差は認めら
れないこと，及び1%モキシデクチン液剤投
与群のノミ駆除効果はわずかであったことか
ら，イミダクロプリドと配合されたモキシデ
クチンはイミダクロプリドのノミ駆除効果に
影響を及ぼさないと考えられた。また，既承
認のノミ駆除薬との比較試験では同等の駆虫
効果が認められた。
⑵猫回虫及び猫鉤虫駆除効果
　猫回虫又は猫鉤虫駆除の至適用量を決定
するため，各線虫に自然感染した猫に10%
イミダクロプリド＋4濃度のモキシデクチン

［2.5%，1.75%，1%（アドボケート  猫用），
0.25%］液剤を0.1mL/㎏の用量で単回滴下し
て試験した。その結果，90%以上の駆除率
を示すモキシデクチン濃度は猫回虫に対し
て1%以上であったことから，モキシデクチ
ンとして1mg/kgが至適用量であると考えら
れ，猫鉤虫に対しても同用量で100%の駆除
率が得られた。また，決定された用量を確認

するとともに，モキシデクチンと配合された
イミダクロプリドのモキシデクチンの効果に
及ぼす影響を検討するため，各線虫に自然
感染した猫にアドボケート 猫用，10%イミ
ダクロプリド液剤，1%モキシデクチン液剤，
並びにプラセボのそれぞれ体重別に規定され
たサイズのピペット１個全量を単回滴下して
試験した。その結果，プラセボ投与群との比
較におけるアドボケート 猫用投与群の虫体
数には有意差が認められ，かつその駆除率は
いずれも90%以上であったことから，決定さ
れた用量が確認され，また1%モキシデクチ
ン液剤投与群との間に有意差は認められない
こと，及び10%イミダクロプリド液剤投与群
に駆除効果は認められないことから，モキシ
デクチンと配合されたイミダクロプリドはモ
キシデクチンの猫回虫又は猫鉤虫駆除効果に
影響を及ぼさないと考えられた。なお，決定
された用量で，各線虫の未成熟虫並びに第4
期あるいは第３期幼虫に対しても90%以上の
駆除率が得られ，既承認の駆虫薬との比較試
験においても同等の駆虫効果が認められた。
⑶ミミヒゼンダニ駆除効果
　ミミヒゼンダニが感染した猫にアドボケー
ト 猫用並びにプラセボを0.1mL/㎏の用量で
単回あるいは反復（28日間隔の２回）滴下し
て試験した。その結果，アドボケート 猫用
投与群は優れたミミヒゼンダニ駆除効果（駆
除率は投与後36日まで90%以上）を示し，ミ
ミヒゼンダニ寄生数はプラセボ投与群と比
較して有意に少ないことから，アドボケー
ト 猫用はミミヒゼンダニの駆除に有効であ
ると考えられた。また，ミミヒゼンダニが自
然寄生した猫にアドボケート 猫用及びプラ
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セボのそれぞれ体重別に規定されたサイズの
ピペット１個全量を単回滴下して試験した。
その結果，アドボケート  猫用は投与後30日
に98.6%の駆除効果を示したことから，ミミ
ヒゼンダニ駆除の有効性が確認された。
⑷犬糸状虫症予防効果
　犬糸状虫の感染幼虫を人工感染させた猫に
感染後30日にアドボケート 猫用，10%イミ
ダクロプリド液剤，1%モキシデクチン液剤，
並びにプラセボのそれぞれ体重別に規定され
たサイズのピペット１個全量を単回滴下し，
感染後170日に行った剖検で犬糸状虫の成虫
を回収して試験した。その結果，モキシデク
チンを含有する液剤投与群のいずれの猫から
も犬糸状虫の成虫は回収されなかった。一
方，10%イミダクロプリド液剤投与群及びプ
ラセボ投与群の猫からは犬糸状虫の成虫が回
収された。以上のことから，モキシデクチン
を含有する製剤は猫の犬糸状虫症の予防にお
いて月１回の投与プログラムで使用でき，モ
キシデクチンと配合されたイミダクロプリド
はモキシデクチンの犬糸状虫症予防効果に影
響を及ぼさないと考えられた。また，犬の犬
糸状虫の感染率が36%の地域の一般家庭飼育
猫に，アドボケート 猫用の常用量（体重別
の規定に従った１個全量）を犬糸状虫の伝播
季節に月1回滴下し，投与開始前と最終投与
後１ヵ月及び７～８ヵ月に犬糸状虫抗体を検
査し，陽性の場合はさらにミクロフィラリア，
犬糸状虫抗原及び心エコーを検査して試験し
た。その結果，投与開始前の検査陰性例は，
最終投与後１ヵ月及び７～８ヵ月の検査でも
すべて陰性であったことから，アドボケート 
猫用は野外における犬糸状虫症の予防に有効

であると考えられた。

10．吸収・分布・代謝・排泄

１）アドボケート 犬用
　犬にアドボケート 犬用投与後の被毛におけ
るイミダクロプリドの分布を確認するため，常
用量を単回経皮（肩甲骨間）投与後経時的に被
毛中濃度を測定した。その結果，イミダクロプ
リドは犬の被毛に28日間以上残存することが確
認された。
　犬にアドボケート 犬用投与後のモキシデク
チンの血中濃度を検討するため，常用量を１ヵ
月間隔で３回反復経皮投与して測定した。また，
アドボケート 犬用経皮投与後のモキシデクチ
ンの血中濃度をモキシデクチン錠剤経口投与後
の血中濃度と比較した。その結果，モキシデク
チンの平均最高血中濃度は投与後２～７日に認
められ，第１回投与後が14.5µg/L，第２回投与
後が20.6µg/L，第３回投与後が28.8µg/Lと増加
し，投与後28日においてもそれぞれ10.5µg/L，
15.9µg/L及び18.8µg/Lであった。モキシデク
チンの平均AUC比は1.5（第２回投与のAUC/
第１回投与のAUC）から1.3（第３回投与の
AUC/第２回投与のAUC）に低下しているこ
と，また平均モキシデクチン濃度-時間曲線は
一定用量を一定間隔で投与する薬物の蓄積がプ
ラトーに達する時に典型的な鋸歯形を示すこと
から，非線形回帰曲線による定常状態の推移は
連続４～５回の投与間隔までにみられるものと
考えられた。また，アドボケート 犬用とモキ
シデクチン錠剤のモキシデクチンの薬物動態学
的パラメータの比較では，アドボケート 犬用
の常用量の経皮投与後の血中濃度は，モキシデ
クチン錠剤の常用量の経口投与後のそれよりも
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高く，長期間持続することが示された。
２）アドボケート 猫用
　猫にアドボケート 猫用投与後の被毛におけ
るイミダクロプリドの分布を確認するため，常
用量を単回滴下投与後経時的に被毛中濃度を測
定した。その結果，イミダクロプリドは猫の被
毛に28日間以上残存することが確認された。
　猫にアドボケート 猫用投与後のモキシデク
チンの血中濃度を検討するため，常用量を単回，
１ヵ月間隔で４回及び28日間隔で12回反復滴下
投与して測定した。その結果，モキシデクチン
は単回投与では投与後0.5～１時間から検出さ
れ，平均最高濃度は投与後約１～３日に約12～
26µg/Lであり，投与後28日～１ヵ月には約2～
3µg/Lに減少した。反復投与では初回投与の最
高濃度を大きく超えたが，第４回投与後の血中
濃度-時間曲線下面積（AUC）は第３回投与後
のAUCよりも低く３回の投与で定常状態に達
することが示唆され，単回投与後と第４回投与
後のAUCの比較では定常状態到達後の蓄積は
起こらないと考えられた。

11．臨床試験

１）アドボケート 犬用
　５都県の12診療施設に来院したノミ，犬回虫
又は犬鉤虫に自然感染した犬あるいは犬糸状虫
に未感染の犬289頭（純血種27種及び雑種，雌雄，
年齢41日～15歳２ヵ月，体重1.6～64.8kg）を対
象に実施された。

⑴投与方法
　体重1㎏当たりイミダクロプリド10～25㎎，
モキシデクチン2.5～6.25㎎となる以下の量
を，被験動物の肩甲骨間の被毛を分け，被験
薬の容器の先端を皮膚につけて全量を直接滴

下した。
　１ヵ所に滴下する液量が多く，流れ落ちる
可能性のある場合には数ヵ所に分けて滴下し
た。
　犬糸状虫症の予防効果を評価する被験動物
には犬糸状虫感染後１ヵ月から感染終了後１
ヵ月までの毎月１回，ノミ，犬回虫及び犬鉤
虫の駆除効果を評価する被験動物には１回投
与した。

体重 用量
1.6～4.0㎏
4.1～10.0㎏
10.1～25.0㎏
25.1～40.0㎏
40.1㎏以上

0.4mLピペット１個全量
1.0mLピペット１個全量
2.5mLピペット１個全量
4.0mLピペット１個全量

適切なピペットの組み合わせ

⑵効果
①ノミ駆除効果

有効性評価法 成績
第１回投与前にノミ寄生を認めた症例
について，投与後１ヵ月又は第２回投
与直前にノミ寄生を認めない（被験動
物の被毛をノミ取り櫛などで梳いて確
認）症例を有効症例として，有効率（有
効症例数/有効性評価症例数）を求めた。

94.0%
（79/88）

②ノミ寄生予防効果

有効性評価法 成績

第１回投与前にノミ寄生を
認め，犬糸状虫症予防のた
めに投与を継続した症例に
ついて，第３回投与直前～
第８回投与後１ヵ月にノミ
寄生を認めたノミ寄生症例
から，ノミ寄生率（ノミ寄
生症例数/有効性評価症例
数）を求めた。

第３回
投与直前

0%
（0/44）

第４回
投与直前

2.3%
（1/44）

第５回
投与直前

0%
（0/43）

第６回
投与直前

0%
（0/43）
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第７回
投与直前

0%
（0/42）

第８回
投与直前

0%
（0/8）

第８回
投与後１ヵ月

0%
（0/1）

③犬回虫駆除効果

有効性評価法 成績
投与前に犬回虫の虫卵が検出された症
例について，投与後７～14日に犬回虫
の虫卵がまったく検出されなくなった

（浮遊法により確認）症例を有効症例
として，有効率（有効症例数/有効性
評価症例数）を求めた。

97.5%
（79/81）

④犬鉤虫駆除効果

有効性評価法 成績
投与前に犬鉤虫の虫卵が検出された症
例について，投与後７～14日に犬鉤虫
の虫卵がまったく検出されなくなった

（浮遊法により確認）症例を有効症例
として，有効率（有効症例数/有効性
評価症例数）を求めた。

100%
（38/38）

⑤犬糸状虫症予防効果

有効性評価法 成績
投与前に犬糸状虫の抗原（ELISA法）
及びミクロフィラリア検査（フィルタ
ー集虫法）で陰性の症例について，投
与終了翌年５～７月の同検査でも陰性
の症例を有効症例として，有効率（有
効症例数/有効性評価症例数）を求めた。

100%
（142/142）

⑶有害事象
　安全性評価対象症例279頭中，軽度の流涎
が２頭（0.7%）に，腎不全が１頭（0.4%）に
認められたことを除き，投与に起因すると考

えられる有害事象は認められなかった。
　なお，本剤の投与時に妊娠していた雌犬１
頭（妊娠24日及び54日に本剤を投与）の妊娠
及び分娩は正常に経過した。

２）アドボケート 猫用
⑴ノミ，猫回虫及び猫鉤虫
　５都県の12診療施設に来院したノミ，猫回
虫又は猫鉤虫に自然感染した猫121頭（純血
種４種及び雑種，雌雄，年齢３ヵ月～14歳，
体重1.2～7.6㎏）を対象に実施された。

①投与方法
　体重1㎏当たりイミダクロプリド10～25
㎎，モキシデクチン1～2.5㎎となる以下の
量を，被験動物の頸背部の被毛を分け，被
験薬の容器の先端を皮膚につけて全量を直
接滴下した。
　ノミ，猫回虫及び猫鉤虫の駆除効果を評
価する被験動物とも１回投与した。

体重 用量
1.6～4.0㎏
4.1～8.0㎏

0.4mLピペット1個全量
0.8mLピペット1個全量

　実際には，体重1.2及び1.5㎏の２例にも
0.4mLピペット１個全量が投与された。
②-1．ノミ駆除効果

有効性評価法 成績

投与前にノミ寄生を認めた
症例について，投与後１～
42日にノミ寄生を認めない

（被験動物の被毛をノミ取
り櫛などで梳いて確認）症
例をノミ駆除症例として，
ノミ駆除率（ノミ駆除症例
数/有効性評価症例数）を
求めた。

投与後
１日

32.1%
（27/84）

投与後
３日

67.9%
（57/84）

投与後
７日

91.7%
（77/84）

投与後
14日

98.8%
（82/83）

新しい内外部寄生虫駆除剤 ｢アドボケート 犬用」及び「アドボケート 猫用｣
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投与後
21日

100%
（82/82）

投与後
28日

100%
（82/82）

投与後
35日

97.6%
（80/82）

投与後
42日

98.8%
（81/82）

②-2．猫回虫駆除効果

有効性評価法 成績
投与前に猫回虫の虫卵が検出された症
例について，投与後７～14日に猫回虫
の虫卵がまったく検出されなくなった

（浮遊法により確認）症例を有効症例
として，有効率（有効症例数/有効性
評価症例数）を求めた。

100%
（72/72）

②-3．猫鉤虫駆除効果

有効性評価法 成績
投与前に猫鉤虫の虫卵が検出された症
例について，投与後７～14日に猫鉤虫
の虫卵がまったく検出されなくなった

（浮遊法により確認）症例を有効症例
として，有効率（有効症例数/有効性
評価症例数）を求めた。

100%
（12/12）

③有害事象
　121頭中，投与部位の軽度の皮膚炎が１
頭（0.8%）に認められたことを除き，投与
に起因すると考えられる有害事象は認めら
れなかった。皮膚炎は無処置で発現後７日
の消失が確認されている。
　なお，本剤の投与時に妊娠していた雌猫
２頭（１頭は妊娠28日，別の１頭は妊娠35
日に本剤を投与）の妊娠及び分娩は正常に
経過した。

⑵ミミヒゼンダニ
　20診療施設に来院したミミヒゼンダニに自
然感染した猫71頭を対象に実施された。

①投与方法
　体重1㎏当たりイミダクロプリド10㎎，
モキシデクチン1㎎を基準量とした以下の
投与量を頸背部の被毛を分け，容器の先端
を皮膚につけて全量を滴下した。
　１回投与した。ただし，投与後30日にミ
ミヒゼンダニの寄生が認められた場合には
再投与した。

体重 用量
1㎏以上4㎏未満
4㎏以上8㎏未満

8㎏以上

0.4mLピペット1個全量
0.8mLピペット1個全量

適切なピペットの組み合わせ

②ミミヒゼンダニ駆除効果

有効性評価法 成績
投与前にミミヒゼンダニ寄
生を認めた（耳垢の直接鏡
検により生存虫体を確認）
症例について，第１回及び
第２回投与後30日と第1回
投与後60日にミミヒゼンダ
ニ寄生を認めない症例（投
与前と同様に確認）を有効
症例として，有効率（有効
症例数/有効性評価症例数）
を求めた。なお，試験期間
中は，薬効に影響を及ぼす
耳垢・耳道内の毛の除去，
耳道の清掃は禁止とした。

第１回
及び

第２回
投与後
30日

94.2%
（65/69）

第１回
投与後
60日

86.8%
（46/53）

③有害事象
　71頭中，投与部位の軽度の脱毛が１頭

（1.4%）に，軽度の流涎，落ち着きのなさ
が１頭（1.4%）に認められたことを除き，
投与に起因すると考えられる有害事象は認
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められなかった。脱毛は発現後30日の消失，
流涎，落ち着きのなさは発現翌日の回復が
確認されている。

⑶犬糸状虫
　治験と同時に実施した疫学調査で犬糸状虫
の浸潤が認められた地域の10診療施設に来院
した犬糸状虫に未感染の猫88頭を対象に実施
された。

①投与方法
　体重1㎏当たりイミダクロプリド10㎎，
モキシデクチン1㎎を基準量とした以下の
投与量を頸背部の被毛を分け，容器の先端
を皮膚につけて全量を滴下した。
　蚊の活動開始後１ヵ月以内から活動終了
後１ヵ月の期間，毎月１回投与した。

体重 用量
1㎏以上4㎏未満
4㎏以上8㎏未満

8㎏以上

0.4mLピペット1個全量
0.8mLピペット1個全量

適切なピペットの組み合わせ

②犬糸状虫症予防効果

有効性評価法 成績
投与前に犬糸状虫の抗原，抗体，ミク
ロフィラリア（集虫法）及びエコー検
査で陰性を確認した症例について，投
与開始後365（±7）日に抗原，ミクロ
フィラリア及びエコー検査の全てが陰
性の症例を有効として，有効率（有効
症例数/有効性評価症例数）を求めた。

100%
（46/46）

③有害事象
　88頭中，一過性の流涎が１頭（1.1%）に，
掻痒，紅斑，脱毛が１頭（1.1%）に，脱毛
が１頭（1.1%）に認められたことを除き，
投与に起因すると考えられる有害事象は認
められなかった。投与部位の反応は発現後
１～２ヵ月の回復が確認されている。

12．おわりに

　アドボケート 犬用の常用量を１ヵ月間隔で
３回反復経皮投与したときの血中モキシデクチ
ン濃度は，第３回投与後28日の値は第1回投与
後のCmaxを超えていることが示されている。し
たがって，本剤を犬糸状虫症の予防のために月
に１回投与することで，第３回投与後以降は常
時モキシデクチンの効果が維持され，より確実
な線虫類の駆除を可能にすると考えられる。
　さらに，このユニークな薬物動態は，飼い主
と獣医師への人獣共通寄生虫感染を防ぎ，人と
動物がより良い関係を維持して安心して暮らせ
る環境をつくるためにも貢献し得ると期待され
る。

新しい内外部寄生虫駆除剤 ｢アドボケート 犬用」及び「アドボケート 猫用｣
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　また熊本で大きな地震が起きてしまいまし
た。地震大国といわれる日本に住んでいる限り，
どこで大地震が起こってもおかしくないと頭で
は分かってはいるものの，いざ起こってしまう
といつも大きな衝撃を受けてしまいます。この
たびの災害で亡くなられた方々のご冥福をお祈
りすると共に，被災された方々の早急な復興を
祈願するばかりです。
　また，職業柄，同じく被災したペットや家畜
のこともとても気になってしまいます。物言え
ぬ彼らにもできるだけ早く安心した生活を取り
戻してあげることを願っています。

　先日ニュースを見ていたら，今年あたりでネ
コの飼育頭数がイヌの飼育頭数を上回る見込み
だということでした。マンションで飼ってもう
るさくなく，散歩の必要もない，飼育に必要な
費用も少なく済むといったことが大きな要因の
ようです。そういえば私が子供の頃には「名犬
ラッシー」だとか「警察犬カール」などといっ
た，イヌを主役にしたテレビ番組がありました。
もう10年以上前になるのでしょうか，金融関係
のCMでチワワが流行った以降，イヌにまつわ
る目立った話題は少なくなったような気がしま
す。最近では逆に，「岩合光昭の世界ネコ歩き」
や「猫侍」などといったネコを扱ったテレビ番

組が目に付いてしまいます。確かにどのネコも
すごくかわいいですね。これはネコ派の人たち
の地道な普及活動の結果なのでしょうか，広く
ネコの魅力が浸透してきていますね。私自身は
室内でジャックラッセルテリアを２頭飼ってい
ます。家に帰ってくると毎回，ちぎれんばかり
にシッポを振って玄関で出迎えてくれます。そ
んな彼ら（メスですが）を見るだけで，仕事で
張りつめた緊張感が和らぐ気がしますね。本誌
をお読みいただいている先生方の中にはイヌ派
もネコ派もいらっしゃると思いますが，それは
横に置いて，ペットオーナーの皆様には，大切
な動物たちの内外部寄生虫駆除やワクチンによ
る疾病の予防などもしっかりと浸透してもらい
たいですね。
　さて，今回の動薬研究No.72は産業動物の臨
床に携わる３名の先生方に執筆をお願い致しま
した。日ごろの診療の中から得られた貴重なデ
ータをまとめ，ご紹介いただきました３名の先
生方にこの書面をお借りして深く感謝申し上げ
ます。また，本誌をお読みいただいた先生方に
おかれましては，本誌が何らかの参考になれば
幸いです。
 （岩田）
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