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SFTSに関する最近の知見
前田

健1）2） 野口 慧多2） 立本 完吾2）
ーゼ，M遺伝子からはエンベロープ上の糖蛋白

はじめに

GnとGc，S遺伝子からはNP蛋白とNSs蛋白が
コードされる。

SFTSウイルスは2011年に中国から最初に重
症熱性血小板減少症候群（Severe Fever with

SFTSVは約100nmのエンベロープを有する

Thrombocytopenia Syndrome; SFTS）の患者

ウイルスである。エンベロープを有しているウ

より報告されたマダニ媒介性の新興ウイルス感

イルスは一般的に熱や各種消毒薬に弱いといわ

染症である。2012年12月には国内で発見され，

れている。そのため，比較的消毒は簡単であり，

その後韓国からも報告された。2013年３月には

逆に，ウイルスはマダニの吸血による直接的な

国内で４類感染症に指定され，2019年５月29日

感染以外は感染しにくい。ヒトや動物で報告が

現在で421名の患者の報告がある（国立感染症

あるヒト-ヒト感染あるいは動物-ヒト感染は，

研究所ホームページ）
。致死率が現代の医学を

ウイルスを大量に含む患者の分泌物との直接接

しても約30%と非常に高く，狂犬病ウイルス以

触で成立する。

来，日本人が経験したことのない国内の感染症

SFTSVの感染環

といえる。2017年４月以降は，SFTSを発症し
たネコ・イヌ・チーターが立て続けに発見され，

SFTSVの感染環はマダニサイクルと動物サ

獣医学領域における伴侶動物の感染症としても

イクルに大別される（図１）
。

注目されることとなった。更には，SFTS発症
マダニサイクル

動物による咬傷や濃厚接触によりヒトが感染す
ることも明らかになり，マダニからヒトだけでなく，

SFTSVはマダニの間で維持されている。ウイ

動 物からヒトへの感 染も注 意しなければいけな

ルスを運ぶベクターとして最も注目されているフタ

い人獣共通感染症であることが明らかとなった。

トゲチマダニでは，幼ダニから若ダニ，若ダニか
ら成ダニ，雌成ダニから卵を介して幼ダニのすべ

SFTSウイルス（SFTSV）とは

てのステージでウイルスの 伝 播 が 証 明されて
いる。我々は，
これをマダニサイクルと呼んでいる。

SFTSVの分類は，近年大きく変わっており，
最近ではブンヤウイルス目Bunyavirales, フェヌイ

動物サイクル

ウイルス科Phenuiviridae, バンヤンウイルス属
Banyangvirus, ファイヤンシャン・バンヤンウイル

SFTSV保有マダニに吸血される際に動物に

スHuaiyangshan banyangvirusが正式名称となる

ウイルスが注入され，感染が成立する。感染し

（ICTV：国際ウイルス命名委員会）
。今後どの

た動物のBリンパ球を中心としてウイルスは増

ように呼ばれるのかは不明であるが，本稿では，

殖し，一部の動物ではウイルス血症（Viremia ;

病名をSFTSならびに病原体をSFTSVとよぶ。

血液中にウイルスが出現）を起こす。ウイルス

SFTSVは３分節からなるマイナス鎖のRNA

血症になった動物を吸血することによりマダニは

を遺伝子として保有している。L, M, S分節と

ウイルスも同時に取り込んで感染する。動物から

呼び，L遺伝子からはRNA依存RNAポリメラ

マダニへの伝播を動物サイクルと呼んでいる。

1）
国立感染症研究所

2）
山口大学共同獣医学研究科
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SFTSウイルスの感染環（写真は山口大学高野先生提供）

ネコ

SFTS発症動物

2017年４月に和歌山県のなぎさ動物病院の沖

SFTSV保有マダニによりウイルスに感染し

見 先 生から室 内と室 外 飼 育，雑 種（3.7 ㎏，避

た 多 く の 動 物 がSFTSVに 対 す る 抗 体 を 保 有

妊手術済み）のネコが４月11日に突然の食欲

していることから，多くの動物の体内でウイ

消失，14日に発熱・血小板減少・白血球減少・

ルスが増殖していると考えられている。しか

肝酵素上昇（AST）
・総ビリルビン（T-Bil）上

し，2017年３月以前は，中国・韓国を含めて

昇・クレアチニンキナーゼ（CPK）上昇・アミラ

SFTSV感染により症状を示すのはヒトだけで

ーゼ上昇が認められ，ウイルス感染症が疑われる

あった。2017年４月にネコ，
2017年６月にイヌ，

ことから診断の依頼を受けた。発症から４日目

2017年７月にチーターがSFTSを発症した。ヒ

の直腸スワブからウイルス遺伝子（のちにウイル

トだけではなく伴侶動物や展示動物もSFTSを

ス分離）を検出したために，SFTSV感染による

発症することが判明した。

SFTS発症と診断した。４月18日に回収された血
清からはSFTSVに対するIgM抗体を検出した。
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表１

SFTS発症猫に認められた臨床症状

表２

平均値（範囲） 異常の割合
元気・食欲消失

‒

100%

発熱（39℃以上）

‒

78.1%

黄疸

‒

94.9%

嘔吐

‒

61.0%

下痢

‒

6.8%

死亡数

‒

60.2%

白血球数減少（103/µl） 3.5（0.058-17.1）

81.0%

血小板数減少（10 /µl）

97.5%

3

47.9（0-422）

SFTSV流行地の動物病院に来院したイヌと
ネコの抗体保育率の比較
ネコ
IgG

IgM

IgG

IgM

109

109

101

101

検体数
陽性数

3

5

5

0

陽性率

3%

5%

5%

0%

表３

野良猫における抗SFTSV抗体保育率
九州A 九州広域 関東A

AST/GOT上昇（U/l） 240.0（37-1000<）

90.6%

CK/CPK上昇（U/l） 2009.7（82-23755）

100%

検体数 39 39

T-Bil上昇（mg/dl）

95.3%

陽性数 0

4.3（0.2-12.6）

イヌ

関東B

関東C

IgG IgM IgG IgM IgG IgM IgG IgM IgG IgM
0

451 451
3

0

15 15

74 74

22 22

0

1

0

0

0

0

この猫は，その後IgM抗体が減少し，IgG抗体

がIgG抗体陽性であったのに対して，IgM抗体

が増加した。更に，発症後12日目までは糞便と

保有した犬はいなかった。一方，ネコは109頭

血清よりウイルス遺伝子が検出されたが，13日

中５頭（５%）がIgM抗体陽性であり，そのう

目以降はウイルスが検出されなかったことから，

ち４頭がSFTS発症による来院であることが判

退院することができた。これを機会に，SFTS

明した（表２）
。このことは，SFTSV感染によ

はネコでも発症することが獣医師の間で認識され，

り，多くの飼い猫が発症し病院に来院してい

徐々にSFTS発症猫が報告されるようになった。

ることを示している。更に，野良猫における

2018年 ４ 月 末 ま で に120頭 の ネ コ でSFTSV

抗SFTSV抗体保有率の調査をした結果，流行

感染が確認された。その症状を表１にまとめ

地と考えられる九州地方の野良猫490頭中３頭

た。元気・食欲消失，CPK上昇，血小板減少，

（0.6%）しかIgG抗体保有猫は存在しなかった

T-Bil上昇，黄疸，AST上昇はほぼ必発である。

（表３）
。ネコはSFTSV感染によりほぼ確実に

39℃以上の発熱・白血球減少・嘔吐は多くのネ

発症し，不顕性感染はほとんどなく多くが死亡

コに認められるが必発というわけではない。一

していると考えられた。
動物での月別のSFTS発生状況を図２に示

方，下痢は認められることが少ない。驚くべき

す。2017年４月でのSFTS発症猫の報告以降，

ことに，致死率は60%である。
SFTS発症動物は発症から初診まで2.8日，死亡

獣医師がSFTSを認識するようになり，徐々に

までは4.8日と急激に経過する（Matsuu et al.

検査件数が増えてきた結果，2019年４月末現

In press）
。無作為に動物病院に来院したイヌ

在で120頭のSFTS発症猫が見つかっている。

とネコから採血を実施し抗SFTSV抗体の保有

４月と10月に発生のピークがあり，12－１月に

状況を調査した結果，犬は101頭中５頭（５%）

発生が少ない。ヒトの発生状況と相関している。

―3―

（頭）
25

ネコ
イヌ
チーター

20
SFTS発症数

ヒト
15
10
5
0

1

20

月

４

7年

1

20

月

６

7年

1

20

月

８

7年

1

20

月

10

7年

1

20

月

12

7年

図２

1

20

月

２

8年

1

20

月

４

8年

1

20

月

６

8年

1

20

月

８

8年

1

20

月

10

8年

1

20

月

12

8年

1

20

月

２

9年

1

20

SFTS発症動物数の推移

ヒトの患者数は国立感染症研究所のホームページ
https://www.niid.go.jp/niid/ja/sfts/3143-sfts.htmlより引用

都道府県
三重県
京都府
兵庫県
和歌山県
岡山県
広島県
島根県
山口県
徳島県
福岡県
佐賀県
長崎県
熊本県
大分県
宮崎県
鹿児島県
総数
図３

動薬研究

2019．7．No. 74

ネコ
4
2
0
2
7
6
1
7
4
1
10
32
7
2
15
20
120

国内でSFTS発症猫・犬が認められた地域（2019年4月30日現在）
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表４

山口県における野生動物の抗SFTSV抗体保育率
下関

岩国

宇部

検査数

陽性率

検査数

陽性率

イノシシ

547

14%

101

44%

シカ

728

47%

サル

13

23%

アライグマ
アナグマ

3

100%

ノウサギ

1

100%

キツネ

4

75%

イタチ

1

0%

萩

検査数

陽性率

47

38%

1

0%

検査数

陽性率

5

80%

チーター

国内でのSFTS発症動物の地域別分布を図３
に示す。ヒトと同様に発生は西日本にのみ限ら

2018年７月に広島県の安佐動物園で飼育され

れている。しかし，ヒトでの発生が多い高知県

ているチーター２頭が続けて死亡した（Matsuno

や愛媛県での発生が少ない。SFTSについてよ

et al. 2018）。最初の１頭は食欲不振を主訴とし，

り広範に獣医師に情報提供する必要があると考

白血球減少，肝酵素の上昇が認められ，発症の

えている。

４日後に死亡した。病理解剖の結果，消化管全
域に出血性潰瘍が認められた。最初のチーター

イヌ

の死後20日目に２頭目が食欲不振を呈し，発症

2017年６月に徳島県のおおしま動物病院の大

後7日で死亡した。２頭の消化管よりウイルス

島先生により，４歳避妊済み雌の雑種犬におい

遺伝子並びにウイルス分離を試みた結果，各種

て1日前から食欲廃絶を主訴として，発熱，白

臓器からウイルスが検出されている。また，２

血球減少，血小板経度減少，CRP上昇が認めら

頭目のチーターからはIgM抗体も検出された。

れたが，原因不明ということで検査依頼が来

しかし，チーターの場合は血液中からウイルス

た。血液からのウイルス遺伝子の検出，急性期

遺伝子は一切検出されなかった。

のIgM抗体の上昇，回復期のIgG抗体の上昇に

野生動物におけるSFTSの疫学調査

より世界で初めてのSFTS発症犬として確定診
断された。この後，西日本を中心に７件の報

山口県における野生動物を中心にSFTSVに

告があり２頭の死亡が確認されている。また，

対する抗体の保有状況の調査を実施している

動物病院に来院した飼育犬の血清を調べた結

（表４）。

果，101頭中５頭（５%）がIgG抗体陽性であり，

その結果，下関のシカでは2011年より陽性が存在

SFTSVに感染したが回復したことを意味して

し，
これまで728頭中341頭（47%）が陽性であった。

いる。症状は，ヒトやネコに酷似しているが，

同地域のイノシシでは547頭中79頭（14%）が陽

比較的軽度と考えている。

性であった。また，同地域で捕獲されたサルも
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表５

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

アライグマの抗SFTSV抗体陽性率の推移と患者発生

アライグマの捕獲地による抗SFTSV抗体陽性率の比較
山間部

都市部

海岸部

検体数

29

12

7

陽性数

18

2

1

陽性率

62

16

14

13頭中３頭が陽性であった。一方，シカがいな

ていること，また，ほぼすべての野生動物が

いとされている岩国のイノシシを調べた結果，

SFTSVに感染していることが確認された。我々

101頭中44頭（44%）が陽性であった。それ以

のこれまでの調査ではげっ歯類（ネズミ・ヌー

外でも宇部のサルが47頭中17頭，萩のアライグ

トリア）での感染は見つかっていない。

マが５頭中４頭陽性であった。SFTS流行地の

和歌山県の2007年以降に捕獲される野生動物

山口県ではほぼ全域にわたりSFTSVが蔓延し

のSFTSVに対する抗体保有状況を調査してきた。
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アライグマ4,008頭中1,302頭（32.4%）
，タヌキ

動物からヒトへの感染

633頭 中65頭（10.3%）
， ア ナ グ マ167頭 中47頭
（29.1%）
，ハクビシン95頭中22頭（23%）
，イノ

2017年８月に厚生労働省からSFTS発症猫か

シシ91頭中３頭（３%）
，ニホンザル73頭中12

らの咬傷によりヒトがSFTSを発症し死亡した

頭（15%）
，イタチ24頭中３頭，シカ18頭中６

こと，更には，SFTS発症犬から飼い主に濃厚

頭，テン18頭中２頭，ウサギ４頭中１頭，キツ

接触によりSFTSVが感染し発症したことが報

ネ２頭中０頭で抗SFTSV抗体を保有していた。

告された（厚生労働省通知）
。SFTS発症動物

アライグマ4,008頭の抗体保有状況を年別に分

からヒトへの感染は，動物との接触機会の多い

けると，2007年には陽性はいなかったのに対し

獣医師・飼い主・動物看護師にとって脅威とな

て2008年以降陽性動物が出現し，2013年以降急

るものであった。2018年８月にSFTSを発症し

激に抗体陽性率が上昇した（図４）
。2015年以

死亡したネコを診断・治療した獣医師が最後に

降は約50%と陽性率は安定している。興味深い

接触してから10日目に，動物看護師が11日後に

のは，アライグマでの陽性率が急上昇し始めた

SFTSを発症した。獣医師においては11日間の

2014年にこの地域でSFTS患者が発生したこと

入院となった。10月にはほぼ同時期に３頭の

である。このことは，地域の野生動物とマダニ

SFTS発症猫を診断・治療した獣医師がSFTS

でのSFTSVの感染が蔓延してくると，ヒトへ

を 発 症 し た（Kida et al., In press）。 同 じ く，

の感染リスクが高まることを意味している。す

10月にSFTS発症猫から飼い主へのSFTSV感染

なわち，ヒトへの感染リスクは，野生動物での

が確定している。それ以外にも，マダニに刺さ

蔓延状況と相関しているので，野生動物での調

れる機会がない獣医師のSFTS発症による死亡

査を実施することにより地域のヒトへの感染リ

や，SFTS様症状を呈したネコの咬傷後に飼い

スクを知ることができる。

主がSFTSを発症して死亡している。

和歌山県の別の地域におけるアライグマでは

更には，SFTS発症猫により獣医師が引っか

捕獲地域別に抗体保有率の調査を実施するこ

かれたり，治療中に針刺し事故を起こしたり，

とができた（表５）
。山間部で捕獲されるアラ

SFTS発症猫に動物看護師が咬まれたりなど，

イグマは29頭中18頭（62%）が陽性であるのに

SFTSV感染リスクが高い事故例も報告されて

対して，都市部12頭中２頭（16%）
，海岸部７頭

いる。

中１頭（14%）と非常に低いことが示された。

注意しなければいけないのは，SFTSを発症

このことは，SFTSVが山間部で野生動物とマ

して衰弱したネコを小学生が救護する例も認め

ダニの間で維持されていることを示している。

られており，子供などへの教育の重要性が確認

ここでは詳細は述べないが，関東地方のシカ

されている。

で抗SFTSV抗体保有率が上昇している地域が

伴侶動物のマダニ対策

ある。不安を煽るつもりはないが，中部地方・
関東地方の獣医師もSFTS対策の準備をしてお

伴侶動物へのSFTSV感染を予防するために，

く必要があると考えている。

各種駆除薬が存在する。そのSFTSV予防の効

―7―

果に関しては，不明な点が残るが，マダニの

飼育動物の体調が悪くなった場合は，飼育

咬着を可及的速やかに阻止し，SFTS感染の

動物との濃厚接触を避けるように指導する。

リスクを全体的に軽減するために重要である。

SFTSのみならず他の様々な感染症の可能性が

その結果として，飼い主・獣医師・動物看護師

あるので，感染のリスクを低減するためである。

へのSFTSV感染リスクを軽減することに結び

当然，排泄物は素手で触らず，手袋をつけて，

付く。獣医師は，飼い主にマダニ駆除薬を伴侶

0.5%の次亜塩素酸ナトリウムで消毒後，廃棄

動物に使用すべきであると伝えて，積極的に処

する。

方を推奨すべきである。特に幼ダニや若ダニは

もし，飼育動物がSFTSを発症した場合は，

肉眼的に発見することが困難であるため，駆除

動物にとって致死的な感染症であること，動物

薬で早期に予防することは重要である。

の唾液や糞便などの排泄物から飼い主も感染す

それに加え，散歩後のブラッシングなども効

る危険性があることを伝え，入院を勧める。

果的である。
マダニは動物の体表についてから，

獣医師・看護師の対策

吸血を始めるまでに時間がかかるので，ブラッ
シングによりマダニを吸血前に落とすことでよ

SFTSを疑われる動物が来た場合は，手袋・

り確実な予防が達成できるだろう。

マスク・ゴーグルとエプロンを着用して診断す

マダニが咬着した場合は，動物病院に行き，

る。稟告をとり，体温測定・血液検査を実施す

獣医師にマダニをとってもらうことを勧める。

る。発熱・嘔吐・下痢・白血球減少・血小板減

決して，マダニを潰したり，腹部を圧迫しては

少・黄疸・肝酵素上昇・CPK上昇・T-Bil上昇

いけない。ピンセットでとる場合は，皮膚に最

の項目から，複数が該当し，原因不明な場合は，

も近い口部をつまんで，垂直に引き抜く。各種

SFTSの検査を依頼する（図５参照）
。マダニ

マダニ用の器具も市販されている。獣医師は，

対策をしていることは除外項目にならない。室

可能であれば皮膚とともに外科的に除去するこ

内のみの飼育の場合でも，多頭飼育で他の動物

とが最も確実である。

が感染源となることがあるため，他の飼育動物

マダニに咬まれた動物は，２週間程度体調を

に関しても情報を得る必要がある。SFTSV検

管理してあげることが重要である。体調が悪化

査結果が出るまで，原則入院することを飼い主

した場合は動物病院に行き，マダニに刺咬され

に勧める。SFTSV陽性の場合は，入院は遺伝

たことを伝えて，診察してもらう。

子検査で２回続けて陰性となるまで継続するこ
とを原則とする。10日程度かかる可能性がある。

飼い主へのSFTSV感染の予防

獣医師・動物看護師のSFTS発症動物による咬

獣医師は飼い主へマダニ媒介感染症対策の必

傷・針刺し事故などが起こっている。SFTS発

要性を伝え，定期的に通年のマダニ対策を実施

症動物は衰弱していることが多いが，気を緩め

するように勧める。動物のみならず，その結果

ないで診療と治療を行う。検査の際に使用した

として自身や家族を守れることを伝えるべきで

器具などは0.5%の次亜塩素酸ナトリウムで消毒

ある。

する。
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マダニに刺咬されたヒトあるいはSFTS
発症動物と接触したヒトへの対応

本内容の一部は日本医療研究開発機構
（AMED）
からの研究費により実施された。また多くの獣

マダニに刺咬されたヒトあるいはSFTS発症

医師や研究者の協力により実施された。

動物と接触したヒトは，最後に接触してから２
週間体調管理を行う。
毎日体温測定を実施する。
発熱が認められた場合，病院に行き，SFTS発
症動物と接触したことを伝えることが重要であ
る。不安になりがちであるが，落ち着いて対応
していただきたい。

SFTS検査
動物におけるSFTS検査は，血清からウイル
ス遺伝子を検出するRT-PCRと，SFTSVに対す
るIgM抗体を検出するELISAで実施する。また，
急 性 期 と 回 復 期 の ペ ア 血 清 を 用 い たSFTSV
に対するIgG抗体の上昇の検出も有用である。
SFTS検査は，2019年４月現在，国立感染症研
究所・鹿児島大学・宮崎大学・長崎大学・東京
農工大学・北海道大学で実施している。可能性
がある場合は，躊躇せず検査依頼を出すこと
を勧める。不明な点は前田（E-mailアドレス：
kmaeda@nih.go.jp）まで問い合わせる。

最後に
国内の獣医師・動物看護師・飼い主にとって
これまで経験したことのない伴侶動物の感染症
が身近に存在することがわかってきた。自然界
に存在するこの感染症を撲滅することは至難の
業である。まずは，飼育動物のマダニ対策，発
症動物の迅速な診断と入院（隔離）
，発症動物
との接触者の健康管理でリスクは大きく軽減で
きると思う。冷静かつ慎重に対応していただき
たい。
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薬剤耐性
（AMR）
対策、抗菌薬に関する
データの活用 －臨床現場で考慮すべきこと－
浅井 鉄夫
は，人と家畜だけではなく，伴侶動物（ペット），

１．薬剤耐性（AMR）
に関する情勢

水産動物，野生動物を含む環境についても相互

2016年のオニール報告 では，
薬剤耐性
（AMR）
1）

伝播の可能性を考慮した薬剤耐性菌対策の重要

に起因する死亡者数は，何も対策を取らない場

性や，分野を超えたその対策の構築が必要とし

合には，2050年に現在のがんによる死亡者数を

ている。薬剤耐性菌が自然環境を含む地球規模

上回る1,000万人と推定された。さらに，その

での拡散・伝播していることが明らかになる中

中で2050年までに失われる経済的損失は100兆

で，One Healthの理念に基づき薬剤耐性対策

米ドルと予想している。このような危機的な問

を必要としている。

題と対峙するために，様々な国際機関，世界各

２．我が国の畜産分野における
薬剤耐性対策

国の政府が薬剤耐性対策に取り組んでいる。
抗菌性物質は医療や獣医療分野では細菌性疾
病の治療薬，農業分野では農薬として利用さ

畜産分野における薬剤耐性対策は，抗菌薬の

れ，私たちは多大な恩恵を享受している。しか

リスクアナリシスと慎重使用を中心に取り組ま

し，医療や獣医療では抗菌薬治療による効果が

れている。

低減あるいは消失するといった問題が発生する
1）リスクアナリシス

中で，薬剤耐性という問題に直面することとな
った。
1969年に英国議会に提出された報告書
（ス

リスクアナリシスは不確かな危害に対して意

ワン報告2））で家畜に出現した耐性菌が食物連

思決定する方法で，リスクアセスメント，リス

鎖を介して人に伝播することが示唆されてか

クマネージメント，リスクコミュニケーション

ら，畜産分野で使用する抗菌薬に関して，様々

の３要素で構成される。家畜に使用される抗菌

な議論がされてきた。継続的に家畜に使用され

性物質については，食品安全委員会により科学

る抗菌性飼料添加物，医療分野で重要とされる

的なリスクアセスメント（食品健康影響評価）

フルオロキノロンや第３世代セファロスポリン

が行なわれ，農林水産省と厚生労働省によりリ

の畜産利用などである。その後，国際機関が動

スクマネージメントが実施されながら，規制の

物用抗菌薬の慎重使用のガイドラインやリスク

下で適正に使用されている。

分析のガイドラインを公表するなど，食用動物

動物に分布する薬剤耐性菌は，動物で使用さ

に分布する薬剤耐性菌をコントロールするため

れる抗菌性物質と深く関係するが，薬剤耐性菌

努力してきた。

の分布状況には様々な要素が関与する。抗菌性
物質の使用状況，個体に対する耐性菌の定着能，

2015年 に 世 界 保 健 機 構（WHO） が 公 表 し
た 薬 剤 耐 性 行 動 計 画（Global Action Plan on

飼育環境における感染環や残存性，動物種ごと

Antimicrobial Resistance ）に基づき各国で行

の治療方法など大変複雑なものにしている。一

動計画を整備することとなり，わが国において

方，食肉から様々な薬剤耐性菌が分離される現

も「薬剤耐性（AMR）アクションプラン2016

実がある。食肉中の薬剤耐性菌は，適切な衛生

－2020」 が作成された。これらの行動計画で

管理や十分な加熱調理を行うことにより，人へ

3）

4）
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の伝播を防ぐことができる。このように，畜産

2）抗菌薬の慎重使用

物を介した薬剤耐性菌の問題に対処する上で，

WHO は Global Principles for the Contain-

生産-流通-消費の各段階で多面的に対応するこ

ment of Antimicrobial Resistance in Animals

とが重要となっている。

Intended for Food5） で， 抗 菌 薬 の 慎 重 使 用

家畜に使用する抗菌性物質は，全てリスク

（Prudent use of antimicrobials）を「治療効果

評価され，必要に応じてリスク管理措置を強化

を最大にして，薬剤耐性菌の発現を最小にする

しながら使用される。家畜を含む動物で使用さ

抗菌薬使用」と定義し，慎重使用のガイドライ

れる抗菌性物質は，動物の細菌感染症の治療を

ンの提供，抗菌薬を処方する獣医師と使用する

目的とする動物用医薬品と家畜の飼料中の栄養

生産者の責務，慎重使用及び薬剤耐性に関する

成分の有効利用（海外では成長促進）を目的と

教育などを指摘した。そして，国際獣疫事務

した抗菌性飼料添加物に区分される。治療目的

局（OIE）が作成した獣医療分野の薬剤耐性ガ

に使用される抗菌性物質は，動物専用の成分も

イドラインの一つに「獣医療における抗菌薬の

使用されるが，医療現場で使用される系統と概

責任ある慎重使用（Responsible and prudent

ね共通である。抗菌性飼料添加物としては，コ

use of antimicrobial agents in veterinary med-

クシジウム（原虫）症に有効なポリエーテル系

icine）」がある。このような背景から，獣医療

抗菌性物質（サリノマイシン，モネンシンな

分野では「慎重使用」という言葉を15年以上使

ど）が大部分である。2017年に食品安全委員会

ってきた。医療分野で「適正使用」は耐性菌発

のリスク評価でコリスチンは中等度とされた。

現を考慮することも含まれるが，獣医療では法

リスク評価結果に基づき動物薬は第二次選択薬

的規制や用法・用量等を遵守し，使用上の注意

として使用されることとなり，飼料添加物とし

に従って動物薬を使用することを「適正使用」

てのコリスチンが指定取り消しされた。また，

として，「適正使用」に加えて薬剤耐性菌の発

2019年に牛豚鶏で使用されるテトラサイクリン

現に注意して使用することを「慎重使用」とし

とマクロライドのリスクは低度とリスク評価さ

て使い分けている。

れた。「飼料添加物の評価基準の制定につい

わが国では，2015年に農林水産省は，家畜で

て（平成４年３月農林水産省畜産局長・水産庁

の薬剤耐性菌の発現を抑制し，家畜から人への

長官 連名通知）」において，「飼料添加物は，

薬剤耐性菌や耐性因子の伝播を防ぐことで，人

当該飼料添加物を含む飼料を給与することに

や家畜で使用する抗菌薬の有効性を維持するこ

より医療の分野において悪影響を及ぼすもので

とを目的に，「畜産物生産における動物用抗菌

あってはならない」とされている。
「低度」と

性物質製剤の慎重使用に関する基本的な考え

されたリスク評価結果は「低度の悪影響を与え

方」を発出した6）。抗菌薬治療に関連の深い獣

る」ことを意味するため，両者は飼料添加物

医師及び生産者を対象に抗菌剤の慎重使用に関

としての指定が取り消されると予想されてい

する基本的な考え方を取りまとめたものである。

る。

畜産現場での細菌性疾病は，飼養管理，ウイ
ルス感染などの問題が引き金になって発病する
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場合も多いが，抗菌剤治療は必要に応じて実施

ために設立された組織である。薬剤感受性試験

される。薬剤耐性菌が存在する細菌の集団が抗

の手法に関して，菌種による培養条件（接種菌

菌薬に暴露されると，抗菌薬に対する耐性菌が

量，培地，温度など）や菌種ごとに耐性限界値

大勢を占めるようになる。薬剤耐性菌が増加す

が示されている。国内の獣医学領域で広く利用

ると，排せつ物などを介して自然界への拡散と

されているCLSIのブレイクポイントは，臨床

いった悪影響を生み出すこととなる。したがっ

的ブレイクポイントを考慮しているが，概ね微

て，薬剤耐性対策を行う上で，獣医師や家畜飼

生物学的ブレイクポイントと一致している。ま

養者など実際に抗菌薬を利用する人たちの意識

た，CLSIは，アメリカで使用される抗菌薬の

改革は最も重要なポイントの一つに挙げられ

用法用量に基づいて臨床効果を評価しているた

る。

め，必ずしも日本で承認された用法用量におけ
る有効性を担保しているわけではない。

３．エビデンスに基づく治療

ア．薬剤感受性試験
細菌に対する抗菌性物質の効果を評価する微

感染症の治療において早期発見・早期治療を
原則としていることから，
臨床症状やその農場，

生物学的試験で，大別すると希釈法と拡散法に

その地域の感染症の発生状況から判断して，経

分けられる。希釈法は，２倍段階希釈した抗菌

験的な（Empiric）治療が行われる。しかし，

性物質を含む培地に一定量の供試菌を接種し，

不必要な抗菌薬を使用したり，抗菌薬の誤使用

発育の有無を観察することで最小発育阻止濃度

や過剰使用など不適切に使用すると薬剤耐性菌

（MIC）を測定する。液体培地を使用する液体

を増加させることとなる。抗菌薬による効果的

希釈法と寒天平板培地を使用する寒天培地希釈

な治療を行うに当たって，感染症を適切に診断

法がある。拡散法は，寒天培地の表面に塗抹し

し，その原因菌に対する薬剤感受性に基づき抗

た被検菌の上に抗菌性物質を含有する濾紙（ペ

菌剤を選定し，薬物動態に基づき投与経路，量，

ーパーディスク）を置いて培養後，発育阻止円

投与間隔を決定することが重要となる。

の状態から感受性を測定する方法である。拡散
法には，１濃度ディスク法とE-テストが知られ，

⑴薬剤感受性試験とブレイクポイント

後者は，濾紙に含まれている薬剤が濃度勾配で

薬剤感受性試験は，抗菌薬を選択する重要な

あるためMICを決定することができる。いずれ

情報を提供するため，適正に実施する必要があ

の方法においても，正確な試験管理を行う上で

る。国内の獣医領域では，アメリカのClinical

精度管理を行うことが重要である。

and Laboratory Standards Institute（CLSI）

イ．耐性限界値（ブレイクポイント）

のガイドラインに準じて実施する検査・研究機

耐性限界値は，耐性と感性を区別する基準で，
濃度（㎎/Lまたは㎍/㎖）で表示される。ブレ

関が多い。
CLSIは2005年 ま でNational Committee for

イクポイントは，MIC分布に基づいて設定する

Clinical Laboratory Standards（NCCLS）と呼

方法（微生物学的ブレイクポイント）と臨床効

ばれ，1968年にアメリカで臨床検査の標準化の

果に基づいて設定する方法（臨床的ブレイクポ
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イント）
がある。いずれのブレイクポイントも，

められる場合やピーク（B）が不明瞭な場合も

菌種と抗菌性物質の組み合わせによりにより異

ある。また，AとBが近いときには，感性菌と

なる。ブレイクポイントの設定基準が異なるた

耐性菌の分布が重なり合う場合もある。疫学的

め，微生物学的ブレイクポイントにより耐性と

ブレイクポイント及び疫学的カットオフバリュ

されたものが，抗菌剤治療で有効な場合，また

ーという言葉も使われているが，感性菌とは異

その逆もある。

なるMICを示す集団を「耐性」もしくは「低感
受性」として見なすという点において，ほぼ同

ア

微生物学的ブレイクポイント

義である。

薬剤感受性試験により求めたMICは，感性菌
のみの場合には，
一峰性のピーク（A）を描くが，

イ

薬剤耐性菌が存在する場合にはMICが高いとこ

抗菌性物質製剤（抗菌薬）は，生体内でさま

ろにピーク（B）が出現し二峰性のヒストグラ

ざまな代謝を受けることや組織移行性が異なる

ムとなる（図１）
。そこで，AとBの中間値をブ

ため，高い確率で治療効果が期待されるMICが

レイクポイントとして設定する。しかし，供試

臨床的ブレイクポイントである。微生物学的ブ

菌に含まれる耐性菌に多様な耐性遺伝子が分布

レイクポイントを基準に抗菌薬を選定しても臨

する場合には，二峰性以上のヒストグラムが認

床効果が認められない場合がある。このような

図１
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場合に考えられる，微生物学的ブレイクポイン

示し，MIC，細菌が死滅した濃度の最小値を

トと臨床的ブレイクポイントの関係を図２に示

示すMBC（最小殺菌濃度）などである。PK/

す。臨床的ブレイクポイントの設定に当たって，

PD理論ではPDの要素として主にMICを利用す

抗菌薬治療の対象になった症例に関する記録と

る。PK/PD理論は，PK（体内における抗菌薬

その起因菌の薬剤感受性試験の結果が必要とな

の濃度）とPD（細菌への抗菌薬の作用）の両

る。前者としては，治療効果に加えて抗菌薬の

方を考慮する概念である。PK/PD理論で利用

投与量，投与経路及び投与期間が必要である。

されるパラメータは，Cmaxに対するMICの割

起因菌における抗菌薬のMICと治療効果を比較

合（Cmax/MIC），AUCに 対 す るMICの 割 合

解析することで臨床的ブレイクポイントを設定

（AUC/MIC）及びMICより高い血中濃度で推
移した時間（Time above MIC，TAM）であ

できる。

る（図３）
。
⑵ Pharmacokinetics/Pharmacodynamics

抗菌薬は，濃度依存性に効果を示すものと時

（PK/PD，薬物動態/薬力学）理論

間依存性のものが存在する。濃度依存性に効果

薬物動態（Pharmacokinetics，PK）は生体

を示す抗菌薬のPK/PDパラメータは，Cmax/

に薬物を投与した後に体内での動態を示すた

MICあるいはAUC/MICで，時間依存性抗菌薬

め，抗菌薬の作用を考える上でとても重要にな

のパラメータは，24時間の中で抗菌薬の血中濃

る。PKは，最高血中濃度（Cmax）
，血中濃度

度がMICを超えている時間（TAM）の割合で

曲 線 下 面 積（Area Under the Curve，AUC）

ある％TAM（％T>MIC）である。濃度依存性

または作用時間（t）をパラメータとする。一

抗菌薬とマクロライドなどの一部の時間依存性

方，PDは，薬物濃度と抗菌作用との関係性を

抗菌薬は血中濃度がMICの値より低い濃度にな

図２

微生物学的ブレイクポイントと臨床的ブレイクポイント
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図３

薬物動態とPK/PDパラメータ

っても持続して細菌増殖を抑制する作用である

性菌選択域）という概念が提唱されている。突

PAE（post-antibiotic effect） を 有 す る こ と が

然変異株が出現できない濃度であるMPC（Mu-

知られている。時間依存性の抗菌薬の中でも長

tant Prevention Concentration，耐性発現阻止

いPAEをもつ場合には，PAEの作用も考慮し

濃度）とMICの間の範囲をMSWと呼び，MSW

てAUCを重視するため，AUC/MICが使用され

では耐性菌を発現させる可能性が高くなると報

る。

告されている。これは，MIC以上の薬剤に暴露
しても，一定割合で生き残る細菌が存在し，そ

ア濃度依存性抗菌薬

の中には突然変異による薬剤耐性を獲得した株

濃度依存性の抗菌薬（キノロン剤やアミノグ

が存在する。MPC/MICが大きいと，耐性菌が

リコシド系抗生物質）では，血中濃度を高くす

出現しやすく，MPC/MICが小さいものほど，

る投与方法が重要となる。Cmaxは，１回投与

耐性菌が生じにくいとされている。この点にお

量に相関するため，複数回投与するより単回

いても，血中濃度が高くなるよう投与すること

量を用量の最大量にする必要がある。AUCは，

が重要となる。

投与量の他に一日の投与回数も関係するため，
用法用量に基づき適正に投与する必要がある。

イ時間依存性抗菌薬

ま た，MSW（Mutant Selection Window， 耐

時間依存性の抗菌薬（βラクタム系抗生物質）
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では，抗菌薬のMICよりも高い濃度推移を維持

場では経済性，迅速性や簡便性に優れるディス

した時間（Time above MIC）が重要となる。

ク法が薬剤感受性試験法として利用される。

そのため，薬剤の半減期（t1/2）を考慮して投

ディスク法は，一定濃度の薬剤を含む感受性

与回数を増やすことが重要となる。％TAMは

ディスクを寒天に設置することで，寒天に含ま

t1/2に相関する。半減期が２倍の抗菌薬では，

れる水分を吸収したのち，ディスクから薬剤が

Cmaxが同じ場合に％TAMは２倍となる。血

溶出して寒天内に濃度勾配が作られることを利

中濃度がMIC以下にならないような間隔で薬剤

用している。つまり，設置した場所を中心に外

投与する必要がある。

側に向かって薬剤濃度が低下する。細菌を塗抹
した寒天表面に感受性ディスクを設置するた

ウ治療計画

め，寒天の表面上に細菌が発育する部分と発育

抗菌薬の投与量は動物の体重を基準に設定さ

しない部分として阻止円が形成される。阻止円

れる。臨床現場では厳密な体重測定される場合

の大きさ（阻止円径）は，ノギスなどを用いて

は少なく，投与量は獣医師の判断に基づいて

直径を測定する。

決定されるため，生体内の薬物濃度を正確に

ディスクが含有する薬剤の濃度勾配によって

推定できない。しかし，抗菌薬の特徴を考慮

供試菌の発育が抑制されることから，形成する

して投与計画を作成する必要がある。Cmax，

阻止円径は，ある程度MICと負の相関をする。

Tmax及びｔ1/2の３つのパラメータを用いて単

MICが低いほど阻止円が大きくなり，MICが高

回及び反復投与の薬物動態を推定することが

いほど阻止円が小さくもしくは消失する。阻止

できる。MICが小さい細菌では，Cmax/MIC，

円は，ディスクの大きさ（６㎜）以下のものを

AUC/MIC及び％TAMが大きくなる。濃度依

測定することはできないし，一般にシャーレに

存性抗菌薬では，単回投与ではCmax/MICや

４種類以上の薬剤を設置するため大きな阻止円

AUC/MICが小さくても，ｔ1/2が長い製剤では，

を正確に測定できなくなる。

反復投与により体内で蓄積されて血中濃度が上

阻止円径は，寒天の種類，厚さや水分量，塗

昇するため，より高い効果が期待できる。時間

抹する供試菌の濃度などに影響されるため，

依存性抗菌薬においても同様で，ｔ1/2が長い製

CLSIのガイドラインや感受性ディスクの添付

剤では長いTAMを保持につながる。いずれに

文書などに従って正確に実施することが重要で

しても，抗菌薬のMICに関する情報を把握して，

ある。また，精度管理用菌株を用いて感受性試

承認された用法用量に基づいて抗菌薬の投与計

験が成立していることを確認する必要がある。
阻止円が二重の場合，内側を計測する。阻止

画を作成することが重要である。

円内にコロニーが観察された場合には，コンタ

４．感受性ディスクの意味，
見方

ミネーションを疑い再検査を行う。再検査を行

薬剤耐性菌のサーベランス/モニタリングで

う前に，純培養するなど複数の細菌が混入して

は，薬剤のMICを決定できる薬剤感受性試験法

いない状態にする必要がある。再検査により単

によりMICデータが蓄積されているが，臨床現

一の細菌しか認められない場合は，増殖時に一
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定頻度で出現する変異株やヘテロ耐性（同一細

で，伴侶動物を対象にした数値目標も必要であ

菌集団内に存在する感受性の異なる細菌）株な

る。また，伴侶動物を対象とした薬剤耐性菌の

どの可能性が考えられる。これは，菌種や抗菌

リスクを評価する仕組みと，抗菌薬の慎重使用

薬と関係している。しかし，緊急性が高いなど

のガイドラインを早急に整備する必要がある。

の理由で判断しなければならない場合は，抗菌
⑵獣医療における臨床的ブレイクポイントの

薬の使用によって阻止円内で発育した細菌が増
殖する可能性があるため使用を控えることが賢

設定

明である。

治療に用いる抗菌薬を科学的根拠に基づいて

ブレイクポイントは，希釈法などMICを決定

選択のために，臨床的ブレイクポイントの設定

する方法では，濃度（㎎/Lまたは㎍/㎖）で示

が必須である。特に，海外と国内では用法用量

されるが，ディスク法では長さ（㎜）で表示さ

に違いがある抗菌薬もあるため，海外で設定さ

れる。現在広く利用されている感受性ディスク

れたすべてのブレイクポイントを利用できるわ

は人体用であり，添付文章に記載されているも

けではない。そのためにも，獣医臨床現場で希

のは医療現場で分離される細菌に関するブレイ

釈法などMICを決定できる薬剤感受性試験が積

クポイントが示されている。人と動物では，分

極的に行われることが望まれる。抗菌薬治療の

離される菌種も異なり，前述の薬物動態も異な

効果は，抗菌薬の種類と投与量とともに診療

るため，利用することはできない。

簿（カルテ）の遡り調査することで収集でき
る。これらの情報の解析が進めば，臨床的ブレ

５．薬剤耐性対策に係る今後の課題

イクポイントの設定につながる。医療分野では

⑴慎重使用のガイドライン

PK-PD理論を踏まえたブレイクポイントが検

家畜に関する慎重使用のガイドラインは示さ

討されている。しかし，獣医療で入手できる

れたが，
伴侶動物に関しては示されてはいない。

PKに関する情報は，極めて限られているのが

近年，カルバペネム耐性アシネトバクターが国

現状である。一部の製剤で使用者に提供されて

内の伴侶犬から報告され，伴侶動物分野での薬

いるに過ぎない。一方でPDに関するMIC以外

剤耐性菌の問題は深刻な脅威となっている。家

のMBCやMPCに関する情報も十分ではない。

畜における薬剤耐性菌の人への伝播は畜産物

特に，耐性菌の出現に強く関係するといわれて

（市販肉）を介したものが中心であると考えら

いるMPCは研究レベルで検討されているとこ

れるが，伴侶動物の耐性菌は，飼い主へ直接伝

ろである。耐性菌の出現防止につながる抗菌薬

播する危険性を孕んでいる。また，散歩等で排

の慎重使用を促進するため，製造販売業者は少

泄した糞便を介した環境汚染や伝播についても

なくともこれらの情報提供に努める必要がある。

注意を要する。さらに，人体用抗菌薬が使われ
⑶アクションプランの成果指標

る現状を考えると，医療現場で問題となる耐性
菌が出現・分布する可能性も高い。伴侶動物に

アクションプランの中で，畜産分野に求めら

関するモニタリング体制が構築されていく中

れた数値目標は，2020年までに大腸菌のテトラ
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サイクリン耐性率を33％以下に低下させ，大腸

大腸菌を対象としている。医療分野では，ペニ

菌の第３世代セファロスポリン耐性率とフルオ

シリン耐性肺炎球菌やメチシリン黄色ブドウ球

ロキノロン耐性率を2020年におけるG7各国の

菌（MRSA）なども含まれている。今後，菌種

数値と同水準と設定している。
数値目標の中で，

や薬剤の種類についてもOne Healthの視点で

テトラサイクリン耐性率は，牛では目標値を下

見直していく必要があると考えられる。

回っているが，豚と肉用鶏では極めて高い。

さいごに

家畜における薬剤耐性菌の動向と，製薬企業
から報告される動物用抗菌剤の販売量に基づく

動物分野において薬剤耐性菌対策は，重要な

畜種別の動物用抗菌剤の流通状況が推計されて

課題となっている。抗菌薬の使用者である獣医

いる。抗菌薬の使用量が増加するにつれて，薬

師や生産者の意識改革を進めるうえで適切な情

剤耐性菌が増加する。家畜で使用する抗菌薬で

報を迅速に提供する必要がある。行政機関，製

は，全体の約40％が豚で使用されているが，特

薬業界，教育・研究機関が果たさなければなら

にテトラサイクリン系抗生物質の経口剤の使用

ない役割は極めて大きい。農林水産省は，ホー

が関与している。大腸菌のテトラサイクリン耐

ムページ上で公開し，薬剤耐性に関する多くの

性は，牛で約20％であるが，豚で約60％，肉用

情報を提供している（http://www.maff.go.jp/

鶏で約50％で推移している。
「大腸菌のテトラ

j/syouan/tikusui/yakuzi/koukinzai.html）。 ま

サイクリン耐性率を33％以下」という目標は，

た，感染症やその治療に関係する医療や獣医療

牛ではすでに達成しているが，肉用鶏と豚では

分野の学会や研究会が，薬剤耐性問題を継続的

意識して取り組まなければならない。

に取り上げている。このような活動が持続する

動物分野のアクションプランの成果指標は，
約20年間蓄積されている家畜に対するもので，
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Food. WHO. 2000. https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/68931/WHO_CDS_CSR_
APH_2000.4.pdf;sequence=1
6）畜産物生産における動物用抗菌性物質製剤の慎重
使用に関する基本的な考え方. 農林水産省. 2015.  
http://www.maff.go.jp/j/syouan/tikusui/
yakuzi/pdf/prudent_use.pdf
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大坂 郁夫
触しないように配慮する。また初乳を給与する

はじめに

器具についても清潔さが保たれた状態にしておく。

ホルスタイン乳用後継牛において，最も死廃
率が高いのは出生～３か月齢に集中しており，

3）すき間風が直接子牛に当たらない環境

出生から初産分娩が始まる22か月齢までの総死

常にすき間風に晒されると，エネルギーが継

廃頭数の内，３か月齢までの死廃頭数の割合は

続的に奪われるので，床下から１ｍ程度（子牛

実に６割を超える8）。その中には先天性異常や

の体高よりも高い程度）はすき間風が入らない

奇形のような要因も含まれるが，不適切な管理

ようにする。
最低限，子牛が生まれる場所（分娩房やそれ

や知識不足等，人的要因の影響も大きいと指摘
13）

されている 。出生した子牛に対して，管理者

に準ずる場所）と収納する場所（ペン，カーフ

が最初に行う作業が初乳の給与である。初乳の

ハッチなど）は上記の環境を整える。

給与に関しては，研究成果が蓄積されていくと

初乳の主な役割

ともに，その時々で最新と言われる方法が紹介

1）抗体の賦与

されてきたが，生産現場においては，その経過
の説明が十分になされて来なかった。
その結果，

胎盤は母体との間にあり，胎子の成長に不可

一見いろいろな方法があり何を選択すべきか混

欠な生理的代謝が行えるように，胎子の栄養，

乱している。

呼吸，排泄等の機能を仲介するが，胎子側の絨

そこで本稿では，初乳に関する基本的な事項

毛膜絨毛と母側の子宮内膜との結合の仕方が種

や初乳給与法のレビューおよび留意点等につい

によって異なる。胎子の絨毛膜は，緩い結合か

て概説する。

ら強固になる順に，上皮絨毛膜，結合組織絨毛
膜，内皮絨毛膜，血絨毛膜に４区分される。こ

新生子牛管理の基本

の結合状態により、胎子期の抗体移行が可能か
否か決定する。胎子期に抗体移行が可能なのは

家畜管理全般に言えることであるが，特に新
生子牛に対しては「体内に病原菌を入れないこ

血絨毛膜の胎盤構造を持つ人や猿などである。

と」
，
「体力を消耗させないこと」
，この２点を

犬や猫のような内皮絨毛胎盤でも，一部は胎児

ポイントとして，環 境を整えることが重要である。

期に移行するものの，多くは初乳を介して移行

1）乾燥した環境

する。馬や豚に見られる上皮絨毛膜胎盤、およ

病原菌が繁殖しにくく，体温（＝熱エネルギ

び牛を含めた反芻家畜に見られる結合組織絨毛

ー）を奪われにくくするため，乾燥した麦稈な

膜胎盤では，胎子期に一切抗体が移行されない

どの敷料を十分量用いる。

ので，新生子牛は病原菌に対して抗体を持たな
い無防備な状態で生まれてくる。このように，

2）清潔な環境

人や猿などは胎盤を通じて抗体を獲得するのに

分娩房の消毒，分娩するまでに汚れた敷料は

対し，多くの家畜は初乳を通じて抗体を獲得す

小まめに交換する等，分娩時に子牛が糞尿に接

る。それゆえ，抗体を豊富に含んだ初乳を給与

地方独立行政法人

北海道立総合研究機構

酪農試験場

天北支場
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表１
n
初乳

ホルスタイン種の初乳と常乳

乳量

脂肪

タンパク質 乳糖1） 全固形分

（㎏）

IgG

%

初産牛

20

4.5

8.5

12.4

2.3

24.4

56

経産牛

35

9.9

6.2

13.7

2.4

23.3

73

31.2

3.9

3.3

4.5

12.7

常乳2）

1）乳糖＝全固形分−脂肪−タンパク質−灰分
2）2019年５月の全道平均（北海道酪農検定検査協会 牛群成績より）

5）
例えば，Chenら（2011）
は、豚において初乳

して初乳から抗体を移行させる必要がある。

中に含まれるリラキシンを新生子豚が摂取する
2）栄養の賦与

ことにより、その子豚の子宮発達の改善につな

表１にホルスタイン種の初乳と常乳の成分を

がることを示唆している。しかし，乳牛の初乳

示した。常乳と比較すると初乳は乳タンパク質

給与と生涯生産性に関する試験結果では，その

が高い。これは，抗体を反映しているのである

効果があるという報告15）と，認められないとい

が，乳脂肪が高く乳糖が低いのが栄養的な特徴

う報告17） があり，現段階では“仮説”の域を

である。初乳の中でも初産牛は経産牛と比較し

出ていない。しかし，たとえ長期的な効果が認

て量が少なく乳脂肪率が高い。脂肪は，タンパ

められないにしても，子牛に疾病や発育改善に

ク質や炭水化物よりも単位重当たり2.25倍エネ

関与するこれらの物質の摂取は，少なくとも哺

ルギー量が多い（TDN計算式で可消化脂肪を

乳期間の子牛の生産性を高めることに貢献する

2.25倍するのはそのためである）ので，初乳を

であろう。

給与することは，より多くのエネルギーを供給

このように，初乳の給与により，抗体，栄養，

することになる。

機能性物質の全てを一度に子牛へ与えることが
できるのである。

3）機能性物質の給与
初乳には成長ホルモン，成長因子（IGF-1，

初乳給与法
1）初乳給与法の変遷

インスリン等），ビタミンやミネラル等，成長
や乳生産に関与する様々な物質が多く含まれて

子牛の成長や健康のために初乳給与の重要性

いる。近年、初乳中などに含まれる機能性物質

は1937年までには，十分な認識がされていた9）。

を摂取すると，遺伝子の発現パターンや細胞の

1970年後半～1980年中頃には初乳給与に関する

性質に影響を与え，特定器官の発達または生理

基本的な考え方（哺乳量，抗体移行要因等）が

機能に長期的（永久的）な効果を与えるという

22）
示された。Stottら（1979）
は,初乳中の抗体が

概念（ラクトクライン仮説）が提唱されている2）3）。

子牛に移行するのに影響を与える要因の中で，
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「初乳量」と「初乳給与までの時間」最も大き

は初回給与時に高める方向へシフトした。ま

いことを示し，1990年代には，これらを中心に

た，2177頭分の生後24－48時間の子牛の血清

初乳給与に関する活発な研究がなされて，初期

データから，血清中IgGが10㎎/竓を下回る

の方法が見直されてきた。

と生存率の低下（図１）12）が示された。これ

⑴初乳摂取量

が現在，FPTにさせない最低基準となって

初期（1980年頃）には，初乳摂取量は２L

いる。
⑵初乳給与までの時間

程度摂取させるのが妥当であることが示され
22）

た 。抗体移行量を高めるためには，１日に

時間よりも初乳摂取量が大事という考え方20）

２L/回の２回給与の方が１回給与よりも血

もあったが，子牛の腸管上皮細胞から，抗体

21）

清濃度が高くなることが示唆された 。その

のような巨大分子を吸収する能力は出生後24

後，1990年代になると，ホルスタインの遺伝

時間程度で喪失する21）ことが示され，その後，

的泌乳能力の向上から，初乳量が増加ととも

吸収率は出生後まもなく（30～60分）減少し

に抗体濃度が低下することが示され，２Lの

始めることが相次いで報告された1）19）。それ

16）

初乳量では不足すると指摘された 。同時期

以降，出生後可能な限り速やかに初乳を給与

にFPT（Failure of passive immunity trans-

することが基本となった。

fer：受動免疫移行不全）という考え方ととも
2）生産者が継続的に実践可能な初乳給与法

に食道カテーテル（esophageal feeder）で

これらの情報を基に初乳給与法を実践しよう

初回給与時に４L摂取させればFPTが激減す
4）

ること ，４Lを12時間以内に２Lずつ２回に

とすると，生産現場では初乳給与までの時間，

分けて給与するより，１回に４L給与する方

時に夜間の対応がネックとなる。そこで，筆者

が血清中抗体濃度は高まること11）から，哺乳量

らは「継続的に実践出来て，どの時間帯に生ま

120

>10mg/ml

98

IgG濃度（mg/ml）

生存率（%）

100

<10mg/ml

96
94
92
90
0

20

日

齢

（UDSA-APHIS

図₁

40

60

100
80
60
40
20
0

Veterinary Service,1993）

図２

子牛の血清中IgG濃度と⽣存率
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n＝22

１回目 ２回目 ３回目 ４回目 ５回目 ６回目
搾乳回数
搾乳回数と乳中IgG濃度との関係

見かけの吸収率（AEA,%）

50
40

20
10

血清 IgG 濃度
（mg/ml）

AEA
（%）
＝-2.546xTIME（h）
＋55.38

0

5

10

初乳給与までの時間

15

20

初乳給与までの時間とIgGの⾒かけの吸収率（AEA）（Osaka et al., 2014）

50

A；y ＝ 0.0832x

1時間未満

B；y ＝ 0.0804x

1時間以上6時間未満

40

C；y ＝ 0.0681x

6時間以上12時間未満
12時間以上18時間未満

30

D；y ＝ 0.0450x

20

10
0

図４
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0
図３

AEA
（%）
＝-0.240xTIME（h）
＋27.10
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最低ライン

0

120 147

222
200

400

IgG 摂取量
（ｇ）

600

初乳給与時間別のIgG摂取量と初乳摂取24時間後の血清IgG濃度（Osaka et al., 2014）
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18
16

n＝44

12
10

頭

数

14

8
6
4
2
0

＜2.0 ＜2.5 ＜3.0 ＜3.5 ＜4.0 ＜4.5
図５

件を設定する目的で検討

＜5.5

初回の給与で摂取した初乳量（L）

に）給与する

れても全頭をFPTにしない初乳給与法」の条
14）

＜5

図３の初乳給与までの時間とIgGの見かけ

し，次のように結

の吸収率の関係から，子牛が出生してから初

論づけた。
⑴分娩後，最初に搾乳した乳を「初乳」として

乳給与までの時間が長くなるとIgGの吸収率

給与する。

は低下するが，出生～12時間程度までの吸収

図２に搾乳回数と乳中IgG濃度との関係を

率の低下は１時間当たり0.24％であるのに対

示した。搾乳２回目でIgG濃度は半分以下に

して，12時間を過ぎると，その低下割合は10

なり，４回目以降はほとんど含まれていなか

倍余りの１時間当たり2.5％以上になること

った。先述したように，人の場合，ほとんど

を示唆している。
図４に，初乳給与時間別のIgG摂取量と

全ての抗体が妊娠期に母親から胎盤を通して
胎児へ移行するため，栄養面と機能性物質の

初乳摂取24時間後の血清IgG濃度を示した。

含有量だけで初乳を「出産後２～３日の乳」

IgG摂取量と血清IgG濃度は正の比例関係が

と定義するが，新生子牛は初乳から全ての抗

あり，FPTを回避する最低ライン（血清中

体を獲得するので，初乳には十分量の抗体が

10㎎/竓）に必要なIgG摂取量は，初乳給与

含まれていなければならない。その点で，牛

までの時間が１時間未満で120g，１時間以

の初乳は「分娩後最初に搾乳した乳」だけで

上６時間未満で124gと，ほとんど差は見ら

あり，２回目以降，出荷が可能になる前（分

れない。６時間以上12時間未満でも147ｇで

娩後５日目）までの「移行乳」
，
それ以降を「常

あり，この時間帯を含めてもIgG摂取量とし

乳」と区分する。

て150ｇあれば最低ラインをクリアできる。

⑵出生後６時間以内に（遅くても12時間以内

しかし，12時間を過ぎると，222ｇと大幅に
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表２

初乳給与までの時間と初乳摂取量の関係
1時間以上
6時間未満

1時間未満

4

頭数
出⽣時
体重
初乳
摂取量

6時間以上
12時間未満

10

21

12時間以上
18時間未満

8

（㎏）

43±1.1

43±1.1

42±1.2

43±1.1

（L）

3.4±0.5

3.4±0.2

3.7±0.7

3.8±0.9

（Osaka et al.,2014）

増加する。これまで早期の初乳給与とは，30

とを確認した。ただし，生時体重が小さい場

分以内，あるいは１時間以内の給与を意味し

合には３L摂取しなくても十分量摂取出来て

ていたが，この結果から，６時間以内の初乳

いた。そのことを踏まえ，初回の初乳給与は，

給与であれば１時間以内と同様の効果がある

「腹いっぱい飲ませること」として，標準的

ことが示された。ただし，夜の搾乳から朝の

な生時体重の目安として「3.0L以上」追記し

搾乳までに分娩した場合，結果的に６時間以

た。この量を摂取することが出来れば，表１

内に給与出来ないことがあるので，遅くとも

のIgG濃度から計算すると，IgGを150ｇ摂取

12時間以内に給与することを加えた（この時

させることが可能になる。

間帯では，IgG摂取量150gを達成させるため

初乳給与に関する留意事項

の給与量やIgG濃度が重要となる）
。またこ
の図は，
初乳給与までの時間帯にかかわらず，

1）初乳の抗体（IgG）濃度の把握

IgG摂取量が少ないとFPTになることも示し

表１では初乳の特徴を平均値として示した

ている。つまり，いくら早く初乳を給与して

が，実際には初乳中の抗体濃度は農場差や個体

もIgG摂取量が120gを下回るのであれば，初

差で，ある一定のバラツキがある。より確実に

乳を給与したことにならない。

子牛に必要なIgG量を摂取させるために抗体濃

⑶腹いっぱいになるように給与する（目安は3.0L

度を把握できるツールがあれば，状況により抗

以上）

体濃度の濃い凍結初乳や初乳製剤の利用の判断

図５に，ホルスタイン子牛が初回給与で

が可能になる。時間と費用の問題から，抗体濃

摂取した初乳量を示した。最も多い階層は

度を直接測定するのではなく，簡便でおおよそ

3.5～4.0Lであり，44頭の内，全体の36％を占

の濃度を把握する方法として比重計や糖度計が

めた。3.0L以上では約82％，2.5～3.0L（平均

利用されている。以下に，それぞれの長所と短

2.8L）の階層も含めると93％以上になる。ま

所を記す。

た，表２に示したように，初乳給与までの時

⑴比重計

間に拘わらず３L以上の初乳を摂取出来るこ

初乳のタンパク質濃度と比重は相関がある。
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抗体はタンパク質なので，ある程度の正確さが

合，糖度計の測定値（Brix値）は、ほぼ全固形

ある。しかし，乳温が高いと比重は低く，逆に

分を反映する18）。表１に示したように，脂肪率

低いと高い値になるため，常に同じ乳温で測定

の違いも全固形分の変動要因の一つであること

しなければならない。一般的には室温（22℃）

から，抗体濃度を推定するには，比重計よりも

で比重を測定するが，筆者は40℃で測定するこ

若干劣るかもしれない。しかし，操作は簡単な

とを勧めている。その理由として①搾乳直後で

ので使用するにあたり熟練を要せずにすぐに測

あれば直接測定が可能（乳温は38℃程度なの

定ができる。Quigleyら（2013）18） が良質と定

で）
，②季節を通して加温して測定（22℃では

義するIgG50g/L以上の区切りのBrix値は21％

時期により加温，冷却が必要）
，③安全を見込

としているが，脂肪含量の高い初産牛の初乳も

んだ値である（加温すると値は過小評価される

考慮すると安全を見込んで24％程度とするのが

がそれでも比重が高ければ，抗体濃度が高い確

妥当であろう。

率が高まる）つまり，40℃で1.050以上あれば
2）凍結初乳の利用

間違いなく抗体濃度の高い初乳といえる。しか
し，手間がかかる，壊れやすい，というのが欠

余剰の初乳が出たなら，凍結保存しておき,

点である。

初乳が利用できない場合や初乳が不足した場合

⑵糖度計

に利用する。特に初産牛の初乳は３Lに満たな

糖度計は，通常果物の搾り汁，糖蜜やワイン

い，あるいは抗体濃度が低い割合が多い（図６）
。

のような溶液中のショ糖濃度の測定に用いられ

ジッパー付きビニール袋に入れて保存すると収

るが，ショ糖が含まれない溶液で使用する場

納性が良い。また，表面積が広く薄いので，ペ

100
90

割合
（%）
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＜1.071

ットボトルに収納した初乳よりも解凍時間が短

ることで，抗生物質の使用や哺乳期間の疾病の

縮される。袋の表面には凍結日と比重または

発症率が減るという，興味深い報告がされてい

Brix値を記載するとともに，２種類の容量の異

る6）。この報告は，初乳を原料とした初乳製剤

なる袋（1Lと２L）で保存すると不足量に応じ

を用いていたので，機能性物質の作用と考えら

てムダを少なく利用できる。−20℃以下で保存

れるが，原料が違う初乳製剤では，同じ結果が

すれば最長１年間程度でも抗体の移行は確認で

出ない。

きたが，早めに利用するのが望ましい。
4）初乳用加熱装置を用いた初乳の殺菌条件
3）初乳製剤の利用

63℃120分ではIgG濃度は低下し粘性も高ま

酪農家においては,初乳製剤の単独利用は，

るが，60℃120分では，熱による影響はほとん

初乳の役割（抗体，栄養，機能性物質）を考え

ど受けない10）。初乳用加熱装置を用いて60℃30

れば，避けるべきである。なぜなら，確実に保

分の条件で行った試験7） では，加熱前後での

証されているのは抗体量のみであり，栄養面で

IgG濃度にほとんど差は見られなく，抗体の賦

は脂肪がほぼ含まれないため，初乳製剤からの

与効果も非加熱と同等だが，加熱前の細菌数に

エネルギー補給はほとんど期待できない。
まず，

よっては（10の６乗CFU/ml以上）
，加熱後に

凍結初乳をしっかり確保し，初乳が不足，もし

もわずかながら細菌が残存することから，加熱

くは利用出来ない場合に凍結初乳を優先する。

終了後，40℃保持時間１時間経過後に初乳給与，

初乳製剤はその次の補助的な利用にする。

すぐに使用しない場合は凍結保存を推奨してい

4）

ただし，
Besserら（1991）は，
食道カテーテル，
ほ乳瓶，母牛からの授乳で子牛の移行抗体量を
比較した試験を行い，FPTの割合は各々10％，

る。

おわりに

19％，61％と母牛からの授乳が最も高かったこ

初乳は子牛が生まれて最初に口にする食事で

とを報告している。肉牛農家のように凍結初乳

ある。母牛の初乳を摂取した子牛は，その地域

を持たず母牛から直接授乳する場合には，初乳

で生きていくために最も有用で効果的な抗体，

製剤を併給は，FPT割合を少なくするであろう。

十分な栄養や成長や健康に有益な多くの物質を

初乳製剤の別の使い方として，最近，栄養源

得られることになる。初乳給与は，母牛からの

を代用乳のみに依存する時期
（３週齢程度まで）

最初で恐らく最後の最高なプレゼントを子牛に

に，代用乳に初乳製剤150ｇ/日を混ぜて給与す

しっかり与えることを基本とすべきである。
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皮膚科診療における保湿とスキンケア
山岸 建太郎
人は「美肌」というように，治療目的以外に

はじめに

美容目的でもスキンケアが行われる。伴侶動物

本邦の伴侶動物の皮膚科診療は，統計を振り

では，毛並みはある程度気にされるものの，美

返 る と1990年 代 は 外 耳 炎 や ノ ミ の 感 染 が 多

肌が注目されることはないため，スキンケアの

く ，ステロイドや寄生虫駆除薬の処方が多か

目的は皮膚疾患の治療および健常な皮膚の維持

1）

ったのではないであろうか。2000年代に入り

となっている。皮膚はさまざまな物理的および

「犬アトピー性皮膚炎」という概念が定着し，

免疫学的機構により，身体を守る最も重要な防

その病態解析や治療の研究が進むことで，さ

御壁となっている2）。この防御壁が損傷を受け

まざまな治療選択肢が広がっていった。シャ

ることによりさまざまな異常を発現するため，

ンプーについても同様で，昔は殺菌作用や角

皮膚疾患の治療とはこの防御壁を修復すること

質溶解作用を目的としたシャンプー製品が多

であると考えてもよいであろう。免疫学的機能

かったが，近年は特に保湿機能を謳ったシャ

に異常が発生しているのであれば，一般には薬

ンプー製品が各社から販売されている。外部

剤を用いて免疫異常の是正を行う。寄生虫や病

寄生虫予防薬も優れた薬剤が普及したことに

原性微生物により損傷を受けているのであれ

より，寄生虫による皮膚疾患は減少している。

ば，これらを駆虫もしくは除菌する。物理的に

一方で，細菌感染に関しては薬剤耐性菌の増

防御壁が損傷している場合には，自己修復を促

加が問題となっており，抗菌薬に頼らずにシ

すためにスキンケアを実施する。スキンケアは

ャンプー療法を含む外用療法により治療効果

洗浄，抗菌，保湿，栄養供給の４つのコンセプ

を期待する場面も増えている。

トに分けて考えることができる。理想的なスキ

これまでも皮膚科診療においてシャンプー療

ンケアとはこの４つのコンセプトをバランスよ

法は行われてきたが，シャンプーは製品により

く行えるものといえる。

機能の差はあるものの，
あくまで
「洗浄」
であり，
1）洗浄

皮膚のダメージの回復や維持を期待するのであ
れば保湿剤（コンディショナー）を用いる必要

壊れた壁を修復する工事として考えた場

がある。そのため近年は「シャンプー療法」と

合，いきなり修復作業に入るのではなく，ま

いう言葉を用いずに，シャンプー療法と保湿剤

ずはきれいに掃除をするであろう。これが皮

塗布とのセットを「スキンケア」という言葉で

膚疾患におけるシャンプー療法であり，その

ご家族に提案する場面が増えている。本稿では

目的は①被毛や皮膚表面に付着した汚れ・皮

特に皮膚バリア機能の低下が関与する犬アトピ

脂・アレルゲンを除去する，②細菌や酵母菌

ー性皮膚炎と保湿に注目して，小動物の皮膚科

などの病原性微生物を減数する，③病原性微

診療におけるスキンケアの考え方を解説したい。

生物の増殖に好適な環境を改善するといった
ことが挙げられる。さまざまな機能を有する

スキンケアの基礎知識

シャンプー製品が販売されており，落とした

１．スキンケアの目的

い汚れの質と皮膚の状態を考慮し選択する必

本郷どうぶつ病院
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要があるが，目的の本質は洗浄である。洗浄

希釈して使用するリンスタイプ，スポットオ

成分には界面活性剤が不可欠であるが，界面

ンタイプなどさまざまな形態の製品が販売さ

活性剤は少なからず皮膚への刺激性があるこ

れている。保湿剤はその成分と毎日の使いや

とと，皮脂や保湿成分が洗い流されることに

すさとを考慮して選択する必要がある。

より，洗浄後は皮膚が乾燥しやすい状態とな

保湿剤に求められる機能は，皮膚に水分を

っている。このため皮膚疾患の治療を目的に

与え，かつ水分の喪失を抑えることである。

シャンプー療法を実施した場合には，シャン

皮膚に水分を与える吸湿性の高い水溶性成分

プー剤の種類に関わらず保湿剤の使用は必須

を「ヒューメクタント」とよび，皮膚からの

である。

水分蒸散を抑えて皮膚を柔らかくする油溶性
成分を「エモリエント剤」と呼ぶ。この二つ

2）抗菌

がバランスよく配合されているものが優れた

特に犬では皮膚の感染症が多いため，シャ

保湿剤といえる。特に皮膚をコーティーング

ンプー剤や保湿剤に抗菌成分が含まれている

して水分の蒸散を抑えることを「オクルージ

製品が販売されている。特に皮膚のブドウ球

ョン効果」と呼び，人では古くから実施され

菌感染症である表在性膿皮症は，薬剤耐性菌

てきた。ワセリン，流動パラフィン，シリコ

の増加が近年問題となっており，抗菌薬を使

ーンオイルなどの油脂性軟膏は，塗布直後に

用しない治療法が求められる機会が増えてい

変化はないが密封効果により皮膚の水分蒸散

る。皮膚の感染症の多くは，基礎疾患として

を抑えることで時間とともに角層の水分が増

皮膚バリア機能の低下があり二次的に感染が

加する。ただし動物では被毛に覆われている

起きているため，抗菌性シャンプー剤を使用

ことや，塗布部位をなめるといった行動がみ

した場合でも保湿剤の使用が必須である。

られるため，油脂性軟膏を適用するのは困難
である。人でも即効性がないこと，使用後の

3）保湿

ベタベタ感が不快であることなどから，現在

保湿は壁を修復するのを手伝う作業であ

は乳化技術を進歩させたローションや乳液な

る。皮膚は城壁のような人工物とは異なり自

ど，それ自体が水分を含み素早く角層に水分

己修復力があるが，皮膚の角質層（角層）の

が供給され，かつ余分な水分が蒸発し一定の

保水力を高めることによりその機能を助ける

平衡状態が長時間保つような保湿外用剤が主

ことができる。また疾患によっては壁の防御

体となっている3）。

力（＝皮膚バリア機能）が維持できない状態
4）栄養供給

であることも多く，保湿によってその力を補
うことができる。皮膚バリア機能が低下して

壁を修復する材料を供給することも重要で

いる場合，
保湿はシャンプー後だけではなく，

ある。つまり栄養学的に皮膚の形成に必要な

毎日のケアとして使用する必要がある。保湿

成分を投与する。アミノ酸，必須脂肪酸，各

剤は，塗布タイプ，フォーム（泡）タイプ，

種ビタミン，亜鉛などは皮膚の形成に必要な

動薬研究

2019．7．No. 74

― 34 ―

皮膚科診療における保湿とスキンケア

栄養素である。特殊な疾患（代謝性表皮壊死

やアルカリの作用により汚れを被洗物から引き

症，亜鉛欠乏症候群）でない限り，一般的な

離す「分離型」，有機溶剤や酸などで汚れの分

フードを使用していればアミノ酸や亜鉛が欠

子をバラバラにする「溶解型」，強アルカリや

乏することは少ない。一方で必須脂肪酸を

酸化漂白剤などにより汚れを汚れではないもの

多く含んだ食事や経口サプリメントを犬に

に分解する「分解型」に分けられる。
「溶解型」
「分

与えると，経皮水分蒸散量（transepidermal

解型」は被洗物の損傷が大きいため，生体に対

water loss：TEWL）を減少させ被毛の質お

して実施する洗浄では適さず，「分離型」洗浄

よびつやを改善させる効果がある

。ヒトの

を行う。分離型洗浄では被洗物から汚れを引き

培養表皮細胞とマウスへの塗布実験から，ビ

離すが，再付着してしまえば洗浄の意味をなさ

タミンB3（ナイアシン）がセラミドの合成

ない。シャンプー剤や洗剤の主成分である界面

を促進するとされている。どれも即効性がな

活性剤は被洗物から汚れを引き離した後に，汚

いため長期間補助的に継続使用することが有

れを細かくして界面活性剤で取り囲み，被洗物

効であると考えられる

への再付着を防いでいる。この状態ですすぐこ

4,5）

。

6,7）

とにより，汚れは被洗物から除去される8）。
２．洗浄力を決定する要素

界面活性剤はその種類により効果や皮膚への

洗浄力は化学的要因と物理的要因とにより決

影響が異なる9）。一般にシャンプー剤で使用さ

定される。化学的要因とはいわゆる洗浄剤の種

れる界面活性剤はアニオン界面活性剤，両性界

類によるものである。洗浄剤には，界面活性剤

面活性剤，非イオン性界面活性剤，高分子界面

表１

シャンプーで利用される界面活性剤と特性

種類
イオン性界面活性剤

アニオン界面活性剤

代表的な成分名
石けん系

特徴
洗浄力は高い
皮膚への刺激は強くない
アルカリ性のためぱさつく
石鹸カスがでる

高級アルコール系 ラウリル硫酸Na
ラウレス硫酸Na

洗浄力が極めて高い
皮膚への刺激が強い

アミノ酸系

洗浄力は低い
皮膚への刺激が少ない

両性界面活性剤

ココイルメチルタウリンNa
ココイルグルタミン酸K
ラウラミノプロピオン酸Na

ベタイン系
カチオン界面活性剤
非イオン性界面活性剤

高分子界面活性剤

石けん（脂肪酸塩）

シリコーン系

コカミドプロピルベタイン

洗浄力は強くない
皮膚への刺激が少ない

ラウリルトリメチル
アンモニウムクロライド

毛髪のリンスとして使用される

コカミドDEA

アニオン界面活性剤の助剤として
使用
皮膚への刺激が少ない

ポリジメチルシロキサン

洗浄効果よりも毛髪のきしみの
抑制や指通りのなめらかさを目的
に配合される
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活性剤である。界面活性剤でもカチオン界面活

の作業により熱中症の注意も必要となる。洗浄

性剤は洗浄ではなく，消毒剤や毛髪用のトリー

力と刺激性のバランスを考慮すると通常は30～

トメントとして利用される。ラウリル硫酸Na

35℃程度が良いと考えられる。一般的な温水プ

やラウレス硫酸Naは洗浄力が高く安価な高級

ールの温度が30℃程度であるため，筆者はご家

アルコール系のアニオン界面活性剤である。こ

族に指導する場合「温水プール程度の温度で洗

れらの洗浄力が高い界面活性剤は皮膚の刺激性

う」ように指導している。

も強いため，皮膚症状に応じて使用する界面活

界面活性剤で分離した汚れを効率的に除去す

性剤はその特性（表１）も考慮し選択すべきで

るためには，物理的要因である機械的動作が必

ある。例えばココイルメチルタウリンNa，コ

要となる。「こすり洗い」は物体であれば有効

コイルグルタミン酸Kなどは刺激性の少ないア

な工程であるが，皮膚においては強くこするこ

ミノ酸系界面活性剤である。これらは価格は高

とは皮膚の損傷リスクがあり推奨されない。ジ

いが刺激性が少なく，皮膚表面のアレルゲンや

ェットバス等を用いた水流で洗い流すことは生

軽度の皮脂を除去する目的であれば十分な洗浄

体に悪影響がなく効果的と考えられる。
「泡」

力が得られる。一方で皮脂がこびりつくような

の作用も洗浄においては重要である。界面活性

皮膚では目的とした洗浄効果を得るには長時間

剤は起泡性を有するために容易に泡を作ること

または繰り返しの洗浄が必要となる。ポリジメ

ができる。泡を用いて洗浄することにより，泡

チルシロキサンは高分子界面活性剤の一種であ

のクッション作用により皮膚や被毛が指などの

るシリコーン系界面活性剤で，別名ジメチコン

摩擦から保護される。また泡は液体よりも物体

とも呼ばれ医療分野では内視鏡検査時や胃腸管

に付着しやすい性質があり（付着作用），この

内のガスの消泡剤として使用される。近年はイ

付着した泡を動かすと大きな抵抗力が生じるた

ンターネットにおける美容分野の記事等で「シリ

め表面の汚れが引きはがされやすくなる（せん

コーン系シャンプーは毛穴に詰まり，皮膚や毛

断作用）
。またバブルジェットなどを用いると

髪に良くない」といった内容を目にすることが

表面で泡が破壊される際の衝撃で表面の洗浄力

あるが，そのような事実が証明されたことはな

11）
が高まる（気・液界面の衝突）
。

い。

近年はマイクロバブルバスを導入している施

この界面活性剤の洗浄作用は一般に30～50℃

設も増えている。マイクロバブルは約50㎛以下

が最適である。洗浄に使用する水が冷たすぎる

の微細な気泡で，水中でマイナスに帯電してい

と界面活性剤自体の洗浄力が低く，また人では

る。微細な気泡のため浮力が小さく水中を浮遊

皮脂の融点は約30℃であるため10） 十分な洗浄

し，マイナス帯電した気泡が汚れに付着し被洗

力が期待できない。高すぎると蛋白が凝固し熱

物から分離させることで洗浄作用が得られる。

傷を発生させてしまう。皮膚においては熱傷を

またマイクロバブルと水流を併用すると前述し

起こさない温度であっても，体温以上の温水を

た気・液界面の衝突作用が生じ，さらに洗浄力

用いることにより皮膚内の血管が拡張し，紅斑

が高まる。
その他には過剰な皮脂の除去や角質溶解を目

や痒みが悪化する可能性が高まる。また長時間
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的に，過酸化ベンゾイル，サリチル酸，硫黄な

が，皮脂が過剰になると増殖し，結果として炎

どが使用されることがあるが，皮膚への刺激や

症を引き起こす。犬アトピー性皮膚炎や脂漏性

脱脂作用が強力なため脂漏性皮膚炎などの皮膚

皮膚炎では二次的に発症することも多く，抗真

疾患に使用は限定され，使用後は保湿が必須で

菌薬の経口投与と比較して安全なシャンプー療

ある。犬アトピー性皮膚炎などの皮膚バリア機能の

法が適用される機会が多い。またシャンプーに

回復が重要な疾患では使用をできるだけ避ける。

より皮脂を減少させることで，マラセチアの増
殖に好適な環境を改善することができる。抗真

３．抗菌成分の種類と機能

菌成分としてはミコナゾール硝酸塩がシャンプ
ー剤の成分として利用されている14）。

犬ではブドウ球菌Staphylococcus pseudinter︲
mediusの皮膚感染症である表在性膿皮症の発

ヒノキチオールはヒノキ精油から発見され

生率が高い。S. pseudintermediusは犬の皮膚お

た物質で，抗菌・抗真菌作用が確認されてい

よび粘膜移行部における常在細菌叢を構成する

る。人でも黄色ブドウ球菌がアトピー性皮膚炎

菌であるが ，犬の皮膚バリア機能や免疫能の

の増悪因子の一つとされているが，ヒノキチオ

低下により病原性を発揮する。表在性膿皮症は

ール軟膏の塗布により黄色ブドウ球菌の減少

抗菌薬の投与で治療されてきたが，近年は抗菌

や症状改善が認められている15）。また人で問題

薬耐性ブドウ球菌の増加が世界的に問題となっ

となっているメチシリン耐性黄色ブドウ球菌

ており，抗菌薬を用いない外用療法が注目され

（MRSA）をはじめさまざまな菌に対する抗菌

ているため，シャンプー療法の重要性は高い。

力が報告されている16）。犬においてはマラセチ

抗菌成分で最も使われているのは消毒薬であ

アが関連する外耳炎に対する効果が確認されて

る。ビグアナイド系化合物のクロルヘキシジン

おり17），ブドウ球菌とマラセチアという犬の２

酢酸塩が犬のブドウ球菌感染に対して多く使用

大皮膚感染症に有効となる可能性があるが，ど

されている。ブドウ球菌に殺菌的に働き，かつ

ちらにも十分な抗菌力を得るには接触時間を10

皮膚への残留性があるため持続的な抗菌効果が

分程度設ける必要がある。また食品添加物の保

12）

みられる 。ただし抗菌効果は濃度と接触時間

存料としての使用が認められるなど安全性や毒

が影響することに注意をする。またビグアナイ

性も問題なく，抗菌作用以外にも抗炎症作用や

ド系化合物は人ではアナフィラキシーショック

消臭作用もあるとされている。

13）

を含む過敏症の発症が報告されている。筆者も
４．保湿剤の成分と機能

クロルヘキシジン酢酸塩シャンプー後に皮膚の
紅斑やそう痒が急性に悪化した例を経験してい

古くから人で保湿剤として使用されていたの

るため，使用後に体質に合わないと感じた場合

は，前述した油脂剤であった。植物性のオリー

には避けたほうが良いであろう。

ブ油やツバキ油，動物性のラノリンや蜜蝋，鉱

犬では皮膚のマラセチアの増殖が皮膚症状の

物性のワセリンや流動パラフィンである。これ

悪化を招くことがある。マラセチアMalassezia

らは水分を閉じ込め皮膚の乾燥を防ぐととも

pachydermatisは皮膚に常在する酵母菌である

に，皮膚表面を覆うことで痒みの域値が上がる
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ため，乾皮症などである程度即効性の止痒作用

湿剤の一つである。プロパンジオールは異性

が発揮されるが，本来の保湿という目的では即

体であり，両者ともグリセリンと同様の特性

効性はなく，また塗布後の不快感も強い。した

を示すが，粘度が低く使用感がさっぱりして

がって現在は，水分を吸着し皮膚に水分を与え

いるため，被毛のある動物には適している。

る「ヒューメクタント」と，水分蒸散を抑えて

PGとプロパンジオールはある程度の抗菌力

皮膚を柔らかくする「エモリエント剤」の特性

を有するため，製品の防腐剤量の減量や抗菌

を考慮し配合された保湿剤が使用されている。

性の向上に役立つ19,20）。
乳酸ナトリウムは，人では角層に存在する

1）ヒューメクタント

NMF（天然保湿因子）の約12%を占める物

ヒューメクタントのうち最も汎用されてい

質であり，保湿剤としてグリセリンと類似し

るのは多価アルコールである。多価アルコー

た性質を有する。

ルとは分子内にヒドロキシル基を２個以上も

ヒアルロン酸はムコ多糖類の一種で高い保

つアルコールで，高いヒューメクタントとし

水力を有する。生体内では真皮に多く存在し，

ての特性を持っている。保湿剤として使用さ

コラーゲンやエラスチンなどの間を埋める。

れる多価アルコールにはグリセリン，カプ

一般にヒアルロン酸は分子量が大きいため，

リリルグリコール，プロピレングリコール

塗布した場合には角層まで浸透しないが，水

（PG）
，
プロパンジオールなどがある。ただし，

分を抱え込んで保湿するため，皮表の水分蒸

後述するセラミドやヒアルロン酸などに比べ

散を抑える効果がある。近年は低分子のヒア

ると保湿力は劣る。

ルロン酸では浸透性が高いといった実験報告

グリセリンは，皮膚においては皮脂の主成

がある21）。

分であるトリグリセリドが皮膚の常在菌によ

ヘパリン類似物質は構成成分である酸性ム

り脂肪酸とグリセリンに分解されることで生

コ多糖類がヒューメクタントとして作用す

成される。グリセリンは低分子ポリオールに

る。また角層細胞間脂質のラメラ構造の回復

分類され，水分を吸着したグリセリンは低分

も促進される。ヘパリン類似物質は保湿機能

子であるため角層に浸透し保湿能を発揮す

以外にも局所の血液凝固阻止作用，抗炎症作

る。また人ではグリセリンは角層内濃度も低

用がある22）。

下しにくく，角層内貯留性が優れているた

尿素もヒューメクタントの一つであり，人

め保湿剤として優れている 。また非イオン

のNMF（天然保湿因子）の約７%を占める。

性界面活性剤とセトステアリルアルコールを

尿素自体の吸湿性は高くなく，角質を溶かし

基剤としてグリセリンを調整すると角質浸透

水分を含みやすい状態にする23）。ただし角質

性が増加し，保湿能が増加する。カプリリル

を溶かし皮膚のターンオーバーを速めるた

グリコールもグリセリンと同等の保湿力を有

め，皮膚の状態によってはかえって乾燥して

し，持続性も期待できる。

しまう可能性があることから，主に白色ワセ

18）

PGはグリセリンと並び最も使用される保
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2）
エモリエント剤

である。MPCは高い保水力を持つとともに，

油性物質（オリーブ油，ツバキ油，ワセリ

角層表面に水和ゲルを形成し水分蒸散も抑制

ン，流動パラフィン等）や皮膚の物理的ラッ

されるため，ヒューメクタントとエモリエ

ピングは水分の蒸散を抑制し皮膚の柔軟性を

ント剤の両方の作用を持つ27）。また水洗して

高くする。ただし皮膚の水分を理想的な平衡

も皮膚に残留し保湿性が維持される。日油株

状態にすることは困難であることと，表面の

式会社からリピジュア®という製品名で供給

べたつきといった問題からこれら以外でエモ

され，保湿剤として用いられている。もとも

リエント効果を有するものが保湿剤に使用さ

とは人工血管に使用するために細胞膜（生体

れている。

膜）を模倣して分子設計された高分子素材で

セラミドは角層に存在する細胞間脂質の主

あり，皮膚の刺激やアレルギー発現のリスク

要構成成分で，水分を挟み込んで保湿すると

は低く，安全性も高い。

ともに，細胞間を埋めてバリア機能を高める

保湿成分ではないが，グリチルリチン酸２

役割がある。セラミドは犬アトピー性皮膚炎

K（グリチルリチン酸ジカリウム）は漢方薬

の皮膚において減少しており24），セラミドを

のカンゾウに含まれる成分で，人のスキンケ

補うことは有効と考えられている。セラキュ

ア分野では化粧品，シャンプー剤，育毛剤な

ート は日油株式会社が開発したセラミドに

どに配合されている。人の培養細胞および臨

構造的に類似性を持ったポリマー素材であ

床試験で皮膚バリア機能の向上や皮膚の知覚

り，セラミドと同等以上の効果が期待できる

過敏反応を改善させる可能性が報告されてい

とされている 。また開発した日油株式会社

る28）。

®

25）

によると，同社が開発したポリクオタニウム

犬アトピー性皮膚炎における
スキンケアの臨床応用

-51（後述）と併用することで，皮膚の保水
力が増強するとされる。
スクワランは，皮脂に含まれる油性物質ス

これまでに解説した通り，どの皮膚疾患にど

クアレンに水素添加し安定化させた硬化油で

のシャンプー剤を使用したとしても，保湿を行

あり，膜状に広がりエモリエント剤として働

わないと，すでにダメージを受けている皮膚に

く。人では乾燥性皮膚疾患に対する有用性が

とってはシャンプーという行為が結果的にはマ

報告されている 。クリーム・軟膏・保湿剤

イナスになる可能性がある。ここでは特に皮膚

として使用されている。低刺激で親水性と親

のバリア機能が病態に深く関与する犬アトピー

油性を併せ持ち，浸透性も優れている。

性皮膚炎を例に臨床応用を考察したい。

3）
その他

１．犬アトピー性皮膚炎における

26）

スキンケアの目的

ポリクオタニウム-51はリン脂質の極性基
を 有 す る2-methacryloyloxyethyl phosphor-

犬アトピー性皮膚炎は多因子疾患である。発

ylcholine（MPC）を主成分としたポリマー

症には特にアレルゲンの存在，皮膚バリア機能

― 39 ―

痒み

皮膚バリア機能
の異常

炎症

図１

抗原・細菌
の侵入

アレルゲン
の存在

アレルギー
体質

掻爬

アトピー性皮膚炎の要因と発症

図２

皮膚バリア
の破壊

Itch Scratch Cycle

２．犬アトピー性皮膚炎に求められる

の低下，遺伝的体質が必須である（図１）
。動

シャンプー剤

物病院で犬アトピー性皮膚炎の治療として薬を
処方した場合，目的は発症要因のうちの遺伝的

犬アトピー性皮膚炎の発症にはアレルゲンの

体質に起因するさまざまな反応を抑制するた

存在は不可欠であるため，洗浄ステップにより

めである。つまり投薬だけ行っても，発症要因

皮膚表面に付着したアレルゲンを減数する意義

の一部にアプローチしただけであり，犬アトピ

は大きい。この洗浄ステップでは強い洗浄力は

ー性皮膚炎の管理としては不十分であるといえ

求められないため，低刺激性の洗浄成分が望ま

よう。近年は犬アトピー性皮膚炎の病態に皮膚

しい。皮膚の症状が軽度であれば，皮膚表面の

バリア機能の異常が関与していることを支持す

皮脂，鱗屑，汗（アポクリン汗）も多くはない

るエビデンスが増えており，皮膚の衛生環境を

ため，やはり低刺激性の洗浄力で十分である。

改善しバリア機能の正常化を図ることは有益

犬のアトピー性皮膚炎標準的治療ガイドライン

である。また皮膚症状の悪化要因として「Itch

においても，低刺激シャンプー剤による洗浄が

Scratch Cycle」という概念がある（図２）
。痒

推奨されている29,30）。界面活性剤の特性の点か

みが生じて皮膚を傷つけ，これにより皮膚バリ

ら考慮すると，アミノ酸系界面活性剤が主成分

ア機能が壊され，そこからアレルゲンや微生物

のシャンプー剤を使用するのが良いと考えられる。

が侵入し炎症が起こり，また痒みが増すという

低刺激シャンプー剤の中には保湿剤を配合

悪循環である。スキンケアにより皮膚バリア機

し，保湿機能を謳ったものが市販されている。

能を改善しつつ，アレルゲンや微生物を減らす

シャンプー剤および界面活性剤の特性から考え

ことは，この「Itch Scratch Cycle」を止める

ると，保湿成分が体表に残留する可能性は少な

ことにもなる。

いため，保湿性シャンプー剤を使用した場合で
もシャンプー後の保湿剤の塗布は必須と考えて
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いる。ただし保湿性シャンプー剤によりシャン

り，シャンプー後に保湿剤を使用するだけでは

プー後のTEWL上昇が抑制されたという報告

不十分であり，本来は毎日適用するべきである。

もあるため ，保湿剤と併用することで皮膚バ

人では保湿性軟膏の使用は１日１回よりも１日

リア機能の回復に役立つと思われる。

２回の方が効果高く，そのうち１回は入浴直後

31）

犬アトピー性皮膚炎では，ブドウ球菌やマラ

が望ましいとされている10）。犬では毎日のよう

セチアの二次感染は多い。また近年はブドウ球

にシャンプーをすることは困難であるため，筆

菌のアトピー性皮膚炎への関与が人や犬で指摘

者は代替手段として保湿剤の塗布を推奨してい

されている

。人ではアメリカで「ブリーチ

る。毎日保湿剤を使う場合，その使用感は重要

バス療法」と呼ばれる次亜塩素酸を溶解した風

である。犬は体表に付着した物体を舐め取ろう

呂に入浴する方法が推奨されている一方で，皮

とする性質があるため，ベタベタ感が残る油性

膚バリア機能は対照と比較して改善を認めない

軟膏やクリームは適さず，伸びのよいローショ

との報告もあり，日本のガイドラインでは現時

ンタイプが好ましい。また，海外製品の中には

点では推奨されていない 。犬においても除菌

香料が日本人の好みに合わない場合もある。継

することが症状の改善につながるかはまだ不明

続利用を促す場合にはご家族が心地よく使って

であるため，現段階では刺激の少ない方法で二

いるかどうか使用感のヒアリングを実施すべき

次感染を防止できるような洗浄ができることが

である。

32,33）

10）

望ましい。ヒノキチオールはブドウ球菌および

保湿成分としては低刺激で犬に安全であるこ

マラセチア両方に抗菌力を示し安全性も高いこ

とはもちろん，ヒューメクタントとエモリエン

とから，犬アトピー性皮膚炎において使いやす

ト剤がバランス良く配合されていることが求め

い成分といえる。ヒノキチオールはヒバの木や

られる。また保湿だけではなく，自己のセラミ

根を水蒸気蒸留して得られた精油をさらに分解

ド合成を促進するような成分，抗菌成分，皮膚

精製して作られているためタンパク質はほとん

炎部位における知覚過敏反応を抑制する成分な

ど含まれず，アレルゲン性は極めて低いと考え

どが配合された高機能製品が，多因子疾患であ

られるが，ヒノキ花粉に対するアレルギーを有

る犬アトピー性皮膚炎の保湿剤としては理想的

している場合には念のため注意を払う。筆者は

である。

どのシャンプー製品であっても初めて使用する
４．犬アトピー性皮膚炎における

場合には，最初に洗った後に皮膚に異常が出た
らすぐ止めて報告してもらうようにしており，

スキンケアの実際
1）計画

ヒノキチオールだからと言って特別な注意はし

まずはスキンケアの計画をご家族に提示す

ていない。

る。例えば週２回のシャンプーと，連日の保
３．犬アトピー性皮膚炎に求められる保湿剤

湿剤塗布を実施する場合は図３のような計画

犬アトピー性皮膚炎においては皮膚バリア機

となる。シャンプーを実施する場合には，直

能と保湿因子の低下が常に起こっている。つま

後に保湿剤を使用する。シャンプーの回数は
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日

月

火

水

木

金

土

低刺激シャンプー
保湿剤

保湿剤

保湿剤

低刺激シャンプー
保湿剤

保湿剤

保湿剤

保湿剤

図３

犬アトピー性皮膚炎におけるスキンケア計画の例

ご家族の負担と犬の皮膚の状態により決め

シジンやミコナゾールを含有したシャンプー

る。
実際に犬にシャンプーを頻繁にするのは，

剤を用いる場合，先に濡らしてしまうと濃度

ご家族にとって大変な負担となることを獣医

が低下し，期待する抗菌力が得られない可能

師は認識しておかなければならない。どうし

性があるため，筆者はこれらのシャンプー剤

てもシャンプーができない事情がある場合に

を使う場合はなるべく濡らさず希釈されない

は，トリミングサロンに依頼したり，清拭す

ようにしている。十分に体全体が濡れたら，

るスキンケアグッズ（フォーム剤，
シート剤）

あらかじめ泡立てたシャンプー剤を皮膚につ

などを提案し，できないことに対してご家

けていく（図５-C）。低刺激シャンプー剤に

族に罪悪感を与えないように留意する。また

より体表の汚れを除去する目的であれば，長

シャンプーを実施したことで犬の皮膚が改善

時間の浸漬は必要ないが，抗菌力を期待する

した場合には，「上手にスキンケアしてくれ

場合には10分おかなければならない。その後

たおかげで，とっても良くなりましたね」と

は洗浄成分が皮膚に残留しないように，５分

いったように，ご家族の苦労をねぎらい，モ

程度かけてよくすすぐ（図５-D）。この際の

チベーションを高めることも忘れてはならな

温度も30～35℃程度にする。すすぎが終わっ

い。

たら，希釈して全体にかけるタイプの保湿剤
であれば，ここでかける。

2）シャンプー
3）乾燥

筆者が行っている標準的な手順を図４に示
す。最初に下準備として，ブラッシングによ

乾燥は温風・冷風に関わらず，皮膚に直接

り余分な被毛や鱗屑をあらかじめ除去する

ドライヤーの風を当てて乾燥することは好ま

（図５-A）
。この工程により余分な有機物を除

しくない。ドライヤーの温風は，吹き出し口

去して洗浄効率を高めることができる。次

から３㎝で100～120℃と高温であり，皮膚の

に5分程度かけて全体を十分にぬらす（図５

細胞にとってはダメージとなる。また風によ

-B）
。この時，皮膚の血流が亢進しそう痒が

り被毛よりも先に皮膚が乾燥してしまい，皮

増さないように水温は30～35℃程度にする。

膚のバリア機能にダメージを与えてしまう。

浴槽につけてもよい。ただし表在性膿皮症や

まず全体をタオルで吸水する。このときに

マラセチア皮膚炎の治療を目的にクロルヘキ

タオルで擦らず，押し当てて水分をタオルに
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図４

犬アトピー性皮膚炎における
スキンケアの手順

Ｂ

Ａ

下準備：ブラッシングにより、余分 十分に全体を濡らす
な被毛や鱗屑をあらかじめ除去しておく。

Ｅ
乾燥：タオルの上からドライヤーの
風をあてる。

Ｃ

Ｄ

泡を体につけていく

よくすすぐ

図５

シャンプーの方法
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4）保湿

吸収させる。ある程度タオルドライが終わっ
たのちに，タオルを新しいものに変えて，タ

直接皮膚に塗布するタイプの保湿剤は，シ

オルを皮膚にあてて水分を吸収し，その上か

ャンプーの後の乾燥後すぐに使用する。被毛

らドライヤーの風を当てるようにする（図５

ではなく皮膚全体に行き渡るように塗布して

-E）
。タオルに吸収させた水分をドライヤー

いくが，指で強く擦らないように丁寧に塗布

で乾かし，さらにタオルが体表の水分を吸収

していく（図６-A,B）。犬アトピー性皮膚炎

させるという原理である。時々タオルの内側

の症状が出やすい擦過部（首の下，腋窩，鼠

にも軽く冷風を当てて，こもった湿気をタオ

径，指間など）は重点的に塗布する。人のア

ルの外に出す。この後保湿剤を使うので，カ

トピー性皮膚炎では，正常に見える部位も

ラカラに乾かす必要はない。

TEWLが多くドライスキン状態にあるため，

Ａ
保湿剤を手のひらに広げる
被毛の少ない部位はそのまま塗布する。
被毛が多い部位は皮膚に届くように毛を
かき分けて塗布する。

Ｂ
図６
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正常に見える部位にも保湿剤を塗布すること

うえで，どの製品を使用するか選択すべきと考

が推奨されている 。シャンプーを実施しな

えている。またスキンケアに意識が高く，界面

い日も同様に保湿剤を使用するが，ステロイ

活性剤や保湿剤などの情報に詳しいご家族も増

ドなどの外用剤を使用する場合は，午前は保

えている。よって法的な義務がなくとも，全成

湿剤，午後は外用剤といったように別のタイ

分表示をしている製品の方が理論的な選択をし

ミングで使用する。

やすいであろう。

10）

また，シャンプーは家庭で実施する場面も多
５．まとめ

いが，インターネットなどでも誤解された情報

スキンケアは病変に直接アプローチできて，

が拡散されている状況を目にすることが多い。

かつ危険性の少ない優れた治療法である。また

ご家族もインターネットで得た情報で不安にな

ご家族が治療に深くかかわるものであり，治療

り，動物病院で質問することもあるが，このと

の成功には獣医師からの適切な指導と説明が不

きに科学的知識を背景にきちんと説明できる必

可欠である。

要がある。
まだ伴侶動物のスキンケア領域では情報が不

シャンプー製品や保湿剤は一部を除き医薬品
ではなく「雑貨」扱いとなっている。そのため

十分であるため，人の情報の応用も少なくない。

成分表示義務がなく，詳細な成分が不明なもの

今後この分野の研究が進み，スキンケアが動物

もある。筆者は獣医師が治療として用いるもの

にとってさらに有益な治療法となることを期待

であれば，医薬品と同様にその作用を熟知した

したい。
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家畜の消化管で生菌剤はどの様に働くのか？
－とくに腸内細菌との相互作用とバチルス属生菌剤の働きについて－
塚原 隆充
いて言及し，最終的に生菌剤と家畜の生産性向

はじめに

上の作用機序について解説を行う。

元来我々日本人は「菌」をうまく利用してい

なお，筆者はブタを専門にしているため，本

る民族であり，納豆，味噌，醤油，漬け物など

稿内でブタを例にする傾向が多くなっている

は生活に欠かせない発酵食品として認知されて

が，とくに但し書きを付けていない限りはニワ

いる。最近では，とくに機能性が立証された乳

トリにもあてはまると考えて頂きたい。

酸菌飲料が高値であるにも係わらずヒット商品

家畜
（反芻動物・ブタ・ニワトリ）
の
消化管構造

となっており，日本人は「菌」を通して健康を
維持するという意識が高いことが窺える。
そういった中，2018年に抗菌剤「硫酸コリス

まず家畜の消化管構造から確認したい。図１

チン」の飼料添加物としての使用が禁止され，

はヒツジ・ブタ・ニワトリの消化管概観である33）。

代替物の検討が急務となっている。代替物の中

ウシは引用した文献に掲載されていなかったた

でも我々が親しむ「菌」を元にした生菌剤は，

めヒツジで代用する。ヒツジ，ウシを含む反芻

まず第一に思い浮かぶ選択肢である。

動物はルーメン（第一胃）が発達しており，こ

ところが，生菌剤は抗菌剤と異なり，生体側

こには細菌や原虫が多数生息し，一大生態系を

のコンディションによって効果が大きく変動す

築いている。反芻動物が摂食し，嚥下した栄養

る製品であるため，製品の特徴を知るだけでな

価の低い（生体が消化吸収できない）いわゆる

く，生体側の情報もよく知っておかなければな

牧草などの粗飼料をルーメン内に生息する微生

らない。本稿では，まず家畜の消化管構造や機

物を使って分解することが可能であり，分解時

能を紹介しながら，生体側の情報についての理

に微生物が生産した短鎖脂肪酸をエネルギー源

解を深める。後半では生菌剤の特徴や機能につ

として得ている。その後，ルーメン内に生息す
ルーメン

小腸

小腸
0 cm 5

ニワトリの消化管
（体長46cm）

図１

株式会社

大腸

10

大腸

小腸

cm

大腸

0

0 cm20

ブタの消化管
（体長125cm）

ヒツジの消化管
（体長110cm）

家畜の消化管（Stevens & Hume, 199833）を一部改変）

栄養・病理学研究所
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る微生物は下部消化管へと流出し，タンパク質

表１

源として真胃（第四胃）で消化される。よっ

ブタ，
ニワトリにおける食物の消化管内
滞留時間42）

消化管滞留時間

て，ルーメンを持つ反芻動物は「前胃発酵動物

胃

（foregut fermenter）
」ともいわれている。
一方でブタ及びニワトリは，
我々ヒトと同様，
摂食・嚥下した食物を胃や小腸で消化し，腸管

小腸
大腸

で吸収する「単胃動物＝後腸発酵動物（hindgut
fermenter）
」である。

ブタ
液体：3.2時間
固体：12.9時間
液体：2.3時間
固体：1.7時間
液体：33.4時間
固体：32.9時間

ニワトリ
液体：3.1時間
固体：4.9時間
液体：1.0時間
固体：1.3時間
液体：0.5時間
固体：0.5時間

ニワトリ胃に記載した値は腺胃と筋胃を含んでいる。
ニワトリ大腸の消化管滞留時間に盲腸は含まない。

このように，前胃発酵をする反芻動物と，後
腸発酵をする単胃動物ではあまりにも消化管の
構造が異なる。当然，この後記述する生菌剤の

タではさらに多くの機能を有することが判って

用 法なども大きく異なってくるため，
今 回はブタ・

きた。表１に示すように，ブタでの食物の大腸

ニワトリを対 象として記 述を進めることにする。

内滞留時間は約33時間とかなり長く，図１のよ
うに大腸の構造自体も発達している。ブタは食

消化管の機能

物繊維など小腸で分解・吸収できなかった栄養

消化管の最大の“使命”は，体の維持・成長

成分を大腸内に生息する多種多様な腸内細菌で

に必須である栄養素や水を体内に取り込むこと

分解することが可能であり，分解時に生産され

である。よって食物が通る「管腔」は体外であ

る短鎖脂肪酸はブタのエネルギー源となりう

り，体内ではあり得ない数の腸内細菌が生息し

る。飼料や年齢にもよるが，ブタの全代謝エネ

ていることは周知の通りである。

ルギーの30〜76%が短鎖脂肪酸で賄われている
と言われていることから7），少なくともブタの大腸

ブタでは，口腔での咀嚼による物理的な破砕
処理の他，胃，膵臓や腸管などが分泌する酵素

は水分だけでなく栄養分も吸収する器官である。

による加水分解で食物を消化する。消化した食

ブタはかなりヒトと近い消化管構造であるた

物は小腸の絨毛表面にある上皮細胞から栄養分

め理解しやすいが，ニワトリの構造は図１を見

として吸収される。酵素分解時にも必要な
「水」

ても判るようにかなり異なる。ニワトリは，口

は生体維持に非常に重要な分子であり，加水分

腔から取り込まれた食物を咀嚼せず嚥下し，嗉

解時に用いられることもあれば，栄養素を溶解

嚢に一旦滞留させる。その後，腺胃にてブタの

して吸収する時にも用いられる。また，体内で

胃同様にペプシンと塩酸による消化が行われた

生産された老廃物を尿として排泄するときにも

後，筋胃にて物理的な磨砕が行われ，腺胃の消

水は重要である。

化酵素と混和される。小腸への流入後はヒトや

小腸での栄養吸収後，吸収されなかった食物

ブタと変わりなく食物の消化吸収が行われてい

は大腸へと流入する。これまで，大腸は主に水

るが，大腸は短く，また食物の滞留時間も約30

分を吸収し，糞塊を形成する器官と考えられて

分であることから（表１），ブタのように栄養

きた。当然これらの機能も重要ではあるが，ブ

を吸収できるとはあまり考えられない。
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消化管の健全性維持は，
家畜生産性の
維持につながる

動脈
静脈

消化管は栄養成分を消化吸収する器官である
ため，効率的に栄養成分を吸収できる個体は生

パイエル板
獎膜
外縦筋層
内輪筋層
絨毛

産性が高く，栄養成分を吸収できず糞便として
体外へ流出させてしまう個体は生産性が低い。

輪状ひだ

第2節で記述した通り，栄養成分は主に小腸絨
毛に並ぶ上皮細胞から吸収される（図２）
。よ

粘膜上皮
粘膜下組織

って，絨毛の構造維持は家畜生産性の維持と密
接な関係がある。図３は，離乳期仔ブタの小腸
絨毛高さと日増体の相関を示すグラフである。

パイエル板
盃細胞

このグラフからも一目瞭然で，絨毛の高さを維

上皮細胞

持できている個体は生産性（日増体）が高いこ

動脈
静脈

とがわかる。
日々健康に育てているつもりでも，家畜の消

毛細血管

中心
リンパ管 腸腺

中心リンパ管

化・吸収機能は自己の内的要因や，環境など外
的な要因によって影響を受ける。もっともわ

陰窩

かりやすい例はブタの離乳である。ほ乳期は脂
肪分の多い液体である母乳のみを摂取している

図２

小腸組織の模式図

（Kerr., 199918）を一部改変）

が，離乳後は炭水化物分の多い固体である飼料

離乳後日増体（g/day）

絨毛

500
300
100
‑100
‑300
200

図３

300

400

絨毛高さ
（㎛）

500

離乳仔ブタの増体と絨毛高さとの関係

ほ乳期仔ブタの絨毛
（10日齢）
図４

（Pluske et al., 199626）.を改変）

離乳期仔ブタの絨毛
（42日齢）

離乳による絨毛形状の変化

（Cera et al., 19883）から転載）
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糖と脂質代謝制御
アミノ酸代謝系
自然免疫系などが亢進

700

免疫系
とくに獲得免疫の衰退

600
500
400
300
200
100
0

ほ乳継続した28日齢仔豚

図５

21日齢で離乳した28日齢仔豚

離乳による粘膜上皮遺伝子発現の変化（Inoue et al., 201515）を改変）
□：亢進した遺伝子数，■：抑制した遺伝子数
1600

黒四角＝ほ乳ブタ

白三角＝21日齢離乳ブタ
離乳後14日で絨毛萎縮の回復認めら
れるが，離乳直後の影響は大きい

絨毛高さ
（㎛）

1200

800

400

白四角＝14日齢離乳ブタ
離乳後14日でも絨毛萎縮の
回復が認められない

白丸＝28日齢離乳ブタ
離乳による影響は
14，21日齢離乳よりも軽微

0

1d

7d

14d

21d

28d

35d

42d

生後日齢
図６

離乳日齢による小腸絨毛高さへの影響（Tsukahara et al., 201636）.を改変）

を摂取するため，絨毛はその構造や機能を抜本

ものであるが，離乳することで遺伝子発現が約

的に変化させなければならない。図４は，ほ乳

20倍変化した15）。また，離乳によって小腸絨毛

期と離乳後の仔ブタ小腸絨毛の走査型電子顕微

が萎縮することはよく知られる現象である。と

鏡写真であるが，ほ乳期では円筒形の絨毛であ

くにストレスが大きくかかる早期離乳では離乳

るのに対して，
離乳以降はヘラ状の絨毛になる。

後の絨毛萎縮からの回復にも深刻な影響を与え

また，小腸機能も大きく変化する。図５は21日

る（図６）。離乳による絨毛萎縮は上述のよう

齢で離乳した仔ブタとほ乳を継続した仔ブタの

な食物の劇的な変化の他に，母子分離，豚房移

小腸粘膜上皮の遺伝子発現を28日齢で比較した

動による闘争など複合的なストレスによって引
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き起こされると言われており，現に一部のスト

表２

レスを除去することによって絨毛萎縮が緩和さ
れることも知られている41）；ほ乳継続ブタの絨
毛高さ＝約500㎛，母子分離ストレスのみ負荷
ブタの絨毛高さ＝約450㎛，母子分離＋エサの
切り替え負荷ブタの絨毛高さ＝約300㎛）
。
さらに外的要因で気をつけなくてはならない
ことは気候，とくに暑熱であろう。暑熱によっ

消化管内に棲息する腸内細菌数
ブタ及びニワトリの腸内細菌数 24），
ヒトの腸内
細菌数28）

腸内細菌数 ヒト

ブタ

ニワトリ

嗉嚢

－

－

109個/g

胃

101個/g

小腸

10 〜10 個/g 10 〜10 個/g 106〜107個/g

大腸

1012個/g

4

7

107個/g
7

106〜107個/g

8

109個/g

1011個/g

ニワトリ胃に記載した値は腺胃と筋胃を含んでいる。

て食欲減退するなどは我々も経験することであ
るが，ブタにも数多くの悪影響を及ぼす。例え

て，106〜107個/gの細菌が生息する24）。また，

ば，最近とくに話題に上る「膜透過性亢進」も

ニワトリの嗉嚢には乳酸桿菌が109個/gとかな

暑熱ストレスによって引き起こされる9）。当然，

り大量に生息しており（pHは4.8），食物は滞留

20）

暑熱 ス ト レ ス の 負荷によって絨毛も萎縮する 。

中に乳酸菌による発酵を受ける24）。腺胃や筋胃

以上のように，消化管機能を維持すること

内でも乳酸桿菌が106〜107個/g生息しているこ

は，生産性の維持と密接に関係することがわか

とから，乳酸菌による発酵も継続して起こって

った。次節では消化管に生息し，その機能に密

いると考えられる。

接な関わりを示す腸内細菌について言及する。

小腸は，ブタ・ニワトリとも胃と同程度の腸
内細菌が存在するが（表２），極端な酸性環境

家畜の消化管に生息する腸内細菌

は十二指腸で中性化されるため，菌叢は多様化

家畜は生後からすぐに細菌が消化管内に定着

する。一方で，小腸の滞留時間は表１に示すよ

をはじめ，最終的にひとつの生態系を作り上げ

うに短いため，分裂・増殖が遅い細菌は小腸内

る。現在，ヒトでも腸内細菌と健康との関連性

で定着することは不可能である。ブタ・ニワト

が取りざたされているが，当然家畜でも腸内細

リとも乳酸桿菌が引き続き優勢である5，24）。

菌と生産性は関係する。まず，表２にニワトリ

ブタの大腸は，表１に示すように滞留時間が

およびブタの消化管内の細菌数分布を示す。

長いこともあり，大量かつ多種の腸内細菌が生

ブタやニワトリがヒトと明らかに異なる点と

息する。ニワトリの大腸は滞留時間が短いため，

して，胃内にも菌が多く生息していることがあ

充分な腸内細菌の増殖は期待できないが，盲腸

げられる。胃からは塩酸が分泌されることはヒ

には多種多様な腸内細菌が生息する。大腸内細

トと変わらないため，胃内のpHは低いが，ヒ

菌については，次節にて詳述したい。

トのように極めて低いpHで推移することはな

動物種によって，腸内細菌は明確に異なるこ

1）

く，pHは４〜５くらいに留まることが多い 。

とが知られている。ヒトはビフィズス菌が大腸

そのため，ヒトのように胃内ではほとんど細菌

内で優勢であることはよく知られているが，ブ

が生息しない訳ではなく，低pHで生育できる

タ（Kobayashi et al. under submission）やニ

乳酸桿菌（Lactobacillus属菌）を最優勢菌とし

ワトリ32） は胃や小腸と同様に乳酸桿菌が優勢
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な菌叢を形成している。とくにブタは，草食動

が顕著に改善した8）こと，ブタ腸内の短鎖脂肪

物であるゾウやウマと菌叢が類似していること

酸生産が増体と正の相関関係にあること35） か

がわかっており，繊維分解を行える腸内細菌も

らも，腸内細菌が生産する短鎖脂肪酸が宿主の

生息すると筆者らは報告している（Kobayashi

重要なエネルギー源となっていることがよく分

et al. under submission）
。

かる。その他の有用な代謝物としてビタミンや
アミノ酸などが挙げられているが，これらの情

腸内細菌の機能

報に関しては過去に多数の総説が公表されてい
るのでそちらを参照頂きたい25，27）。

ヒトや家畜は長年に渉って腸内細菌を消化管
内に抱えてきた結果，腸管を境界とした「共生

一方で，ブタやニワトリの生産性維持・向上

関係」が構築されている。一方で，基本的に腸

という視点では，上記の様な代謝物利用と同等

内細菌は生体にとって異物であるため，腸管と

かそれ以上に，
“腸管の防御システムを維持し続

いう境界を越えて体内には入ってきて欲しくな

ける”という役割が腸内細菌の機能として重要

い存在である。現に，様々な要因によって免疫

である。ブタは初生から腸内細菌の種類が徐々

力が低下をしたヒトでは，腸内常在菌（例えば

に増え，離乳で一時期腸内細菌叢は混乱するも

Enterococcus属菌）が体内に侵入し，悪影響を

のの，離乳後も腸内細菌の多様化は続く（図７）
。

及ぼすことがある。よって，
「健康」であるこ

腸管は，出生直後からこれらの細菌を感知しな

とが腸内細菌と良好な関係を築く条件であり，

がら発達する。例えば，乳酸桿菌やビフィズス

腸管の防御システム（＝腸管免疫）維持は良好

菌などグラム陽性菌を感知する受容体である

な関係（＝相利共生関係）を続ける上で必須に

TLR2（Toll様受容体2）はマウス生後９日で発

なる。相利共生関係とはお互いに利益を享受し

現が最大化するのに対し，大腸菌などグラム陰

ていることが前提であり，腸内細菌側の利益は

性菌を感知する受容体であるTLR4は生後18日

エサの安定供給と居住空間の確保である。では

で最大化するが，これらの最大化は無菌マウス

家畜側の利益とはどういったものがあるのであ

では認められない17）。このように，腸内細菌の

ろうか。

感作が腸管を適切に発達させることに必要だと

消化管内に生息する細菌と最も強い相利共生

考えている。
肉豚の腸内細菌叢と飼料効率は関係する22，34）。

関係を持つ家畜はウシをはじめとした反芻動物
であり，ルーメン内に生息する細菌や真菌が牧

詳しくいうと，飼料効率の良い個体と悪い個体

草などを分解して生産した短鎖脂肪酸（主に酢

では腸内細菌叢が異なることが知られている。

酸，プロピオン酸，酪酸）を主要なエネルギー

これは端的に腸内細菌が家畜生産と密接に関係

源として成長することが可能である。一方，ブ

していることを示す。筆者らも別のアプローチ

タやニワトリでも腸内細菌の宿主への短鎖脂肪

で解析を行っているが，やはり生産成績と腸内

酸を介したエネルギー供給が明らかになってい

細菌叢は関係するという結果を得ていることか

る。無菌ヒナに酢酸を添加した飼料を給与した

ら，日本国内でも腸内細菌叢と生産成績は関係

ところ，対照食を摂取した無菌ヒナよりも増体

すると考えて良い（塚原ら，未発表）。
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35
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日齢

温度勾配ゲル電気泳動法（TGGE法）
を用いた，
同一仔豚の初生から
49日齢までの腸内細菌叢変化（Inoue et al., 201514）を改変）
TGGEで確認できたバンド数は，腸内細菌の多様性の指標

腸内細菌の定着は，一度に起こるわけではな

生菌剤の有用性

く，菌種毎に定着する時期が異なっている。例
えば，ほ乳期ラットでは大腸菌や乳酸桿菌が主

生菌剤は「腸内微生物のバランスを改善する

に検出されるが，離乳以後は多種多様な腸内細

ことで宿主に有益に働く生菌添加物」と定義さ

菌が定着する16）。この様に腸内細菌が定着を終

れた製品の総称である。現在，我が国で市販さ

え，腸内細菌叢として安定した後は，他の細菌

れている生菌剤は多くの種類があるが，どれも

の侵入・定着が非常に困難な環境になる。それ

①生菌であり，②腸内環境を整え，③家畜が健

は病原菌はもちろんのこと，生菌剤も同様であ

康で成長を促進するという３項目を全て満たす

る。以上の理由から，意図的に生菌剤を離乳時

製品である。生菌剤は飼料として販売されてい

に給与して腸内定着を試みた事例がある。マウ

るものから，飼料添加物として購入した飼料中

スの離乳時に生菌（乳酸桿菌）を３日間だけ投

にすでに添加されているものまで様々である。

与することで約９週後のアトピー性皮膚炎発症

生菌剤がヒトでも家畜でも腸内環境を整えると

を効果的に予防できたことから13），離乳前後に

いう意味で有用であることは疑いようのない事

定着する腸内細菌がその後の疾病予防や成長に

実であり，その有用性については多数の既報・

影響を及ぼしている可能性がある。
このように，

総説が存在する。
生菌剤の効能としては以下の３点に集約される。

常在菌とは異なる細菌・真菌を給与して生産性
向上を企図する製品が「生菌剤」である。次節

即ち❶免疫の活性化を含む宿主腸管環境の健全

以降は，生菌剤について記述を進める。

性維持，❷競合排除を含む病原菌の腸管内定
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着阻止，❸代謝物による生産性亢進である30）。

また効果の大小については，「菌株毎に異なる」

❶については，生菌剤の最も良く知られている

ことを明記したい。A社の生菌剤とB社の生菌

効能であり，数多くの生菌剤の有用性もこの効

剤の菌種名が同じだからと言って，同じ効果を

果に基づいている。免疫活性効果は，細菌の細

示すとは限らない。

胞壁や核酸に由来するため，基本的に生菌でも

各種生菌剤の特徴

死菌でも効果を現す21）。最近は❶の効果に特化
して，乳酸菌の死菌体を製品として販売するケ

生菌剤は生菌の種類から大きく分けて４種に

ースがある。
これはもちろん生菌剤ではないが，

大別できる。以下にその概要を記載する。

飼料や食品添加の容易さから需要が高まってい

乳酸菌・ビフィズス菌：乳酸菌は家畜用生菌

る。❷については，とくに畜産ではもっとも重

剤の中で最も多くの種類が市販されている。腸

要な効能であり，数多くの既報が存在する。一

管内では乳酸を生産することが知られている

方で，❶の効果でも疾病予防は可能であること

ため，乳酸菌と総称される。乳酸菌には乳酸

から，❶の効能の結果❷の効能を示すことがあ

桿菌（ラクトバチルス属，Lactobacillus），腸球

る。❸については，上述のとおり例えば腸内細

菌（エンテロコッカス属，Enterococcus）など

菌が生産する短鎖脂肪酸量を増やして宿主のエ

が含まれる。微生物学的に遠縁であるため，学

ネルギー獲得量を増やすなどである。

術的には乳酸菌に含まれないが，ビフィズス菌

生菌剤の有効給与量は1日当たり10 〜10 個

（Bifidobacterium）も効能から考えると乳酸菌

と言われている24）。消化管内に生息する細菌の

の範疇に入れて問題ないであろう。乳酸菌の生

7

9

11）

総数はヒトで10 個と言われている中 ，腸内

菌剤としての効能は，既に読者も数多く目にし

常在菌総数の0.001%にも満たない菌数を加えて

ていると思われるので本項では割愛する。

14

いるだけにすぎず，効果などあるはずがないと

バチルス属細菌：一般的に枯草菌と言われて

いう意見がある。このような意見を唱える方は

いるバチルス・サブチルス（Bacillus subtilis）

腸内細菌や生菌剤に不見識であると言わざるを

をはじめとした，バチルス属生菌剤も多くの種

得ない。彼らの意見に従うならば，我々が食中

類が市販されている（一部の製品には糖化菌と

毒を起こす場合，109個以上の病原菌を摂取し

表示）。バチルス属細菌の最も重要な特徴は，

ない限りは問題ないということになる。
しかし，

芽胞形成ができるところにある（図８）。芽胞

例えばヒトに深刻な食中毒を引き起こし，死亡

状態の細菌は，環境変化に耐性が高く，例えば

例まで認められる大腸菌O157:H7はわずか100

夏場の高温環境下でも不活化せず効力を発揮す

個の摂取で，また他の食中毒菌も106個以上で

るという利点がある。芽胞は腸管内で栄養体と

発症する（＝生体応答がある）ことからも（日

化して生理効果を発揮するため，生菌剤として

本医師会HP: https://www.med.or.jp/chishiki/

の効能・効果は影響を受けない。
バチルス属菌も乳酸菌と同様に感染防御及び

o157/002.html）
，彼らの意見は的外れであるこ

成長促進に効果があり，多くの研究者がその効

とは明白である。
一方で生菌剤がどの様に効果を及ぼすのか，
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果を報告している。例えば，B. subtilisを離乳

家畜の消化管で生菌剤はどの様に働くのか？

図８

−とくに腸内細菌との相互作用とバチルス属生菌剤の働きについて−

バチルス属生菌剤の一種であるB. subtilis QST 713株の電子顕微鏡写真（バイエル薬品株式会社から提供）

期仔ブタへ継続して経口給与することで，浮腫

バチルス属生菌剤

病感染予防効果を示した38）。Bacillus amyloliq︲
uefaciensをブロイラーヒナに継続して経口給

バチルス属菌が芽胞を形成することは上述し

与することで，コクシジウム症の感染予防効果

た。芽胞は，極端な温度，放射能，pH，圧力，

を示した37） などがある。また，バチルス属菌

化学毒性物質など様々な通常の細菌では死滅す

の給与でブタ糞便臭気が減少したという報告も

るような劣悪条件に耐性を持つ状態であり2），

40）

ある 。なおバチルス属生菌剤については，次

条件が揃うことで栄養体に変わって増殖する。

項で詳細に解説する。

ニワトリでは嗉嚢ですでに発芽すると言われて

酪酸菌：
クロストリジウム・ブチリカム（Clostridium

おり，ブタでは十二指腸で発芽すると言われて

butyricum）という糖質を用いて酪酸を生成す

いる。因みにブタの胃で発芽して栄養体になっ

る菌が，乳酸菌と同様に感染防御及び成長促

てしまった菌は死滅することから，栄養体では

進に効果があるといわれている。Clostridium

劣悪な環境下では生きていけないことがよく分

属菌は，バチルス属細菌同様芽胞を形成するため，

かる2）。

製品の効能が安定させやすいという利点がある。

バチルス属生菌剤も生菌剤の一種であること

酵母（イースト）
：酵母はサッカロマイセス・

から，上記にある❶〜❸の効能に従う。まず❶

セ レ ビ シ エ（Saccharomyces cerevisiae） と い

に関しては，芽胞及び栄養体のどちらでも免疫

う「真菌」であり，細菌を元にした生菌剤とは

活性効果があることが判っている。むしろ芽胞

生物学的な分類が大きく異なるものの，効果効

はマクロファージなどに貪食された後もマクロ

能に関しては同様である。ドライイーストとし

ファージ内で生存する時間が長いため，より長

てヒト用に市販されていることから判るよう

期間免疫を刺激し続けることが判っている。バ

に，酵母も飼料中で安定しているため，飼料に

チルス属生菌剤に関しては❷の効果を期待する

添加する生菌剤として利用しやすい。

ことが大きい。バチルス属細菌は，抗菌活性を

酵母も他の生菌剤と同様に感染防御及び成長

持つ分子を放出することが知られており，これ

促進に効果があることが知られている。

らの物質が病原菌の腸管からの排除に有効で
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鶏コクシジウムを実験感染させたブロイラー
腸管内容物中のClostridium perfringens菌数

初生（n=5）からバチルス属生菌剤を給与開始し，剖
検時（49日齢）まで継続給与。無給与鶏と比較した。
攻撃は28日齢で実施。*群間に有意差あり。
（Tsukahara
et al, 201837）を改変）
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ベロ毒素産生大腸菌を実験感染させたブタ
の糞便及び腸管内容物中の攻撃菌数

perfringens増殖による二次感染が起こるが10），

21日齢で離乳した仔豚（n=4）にバチルス属生菌剤を
給与開始し，剖検時（感染後11日）まで継続給与。無
給与ブタと比較した。攻撃は25〜27日齢で全頭実施。
*群間に有意差あり。（Tsukahara et al, 201338）を改変）

Bacillus amyloliquefaciensを継続して給与する
ことで，顕著に腸管内の増殖を抑制した（図
1037））
。❸に関しては，バチルス属生菌剤は短
鎖脂肪酸生産というよりは，酵素分泌による生

ある6）。バチルス属細菌の放出する抗菌性物質

産性への寄与が大きいようである23）。ある種の

は，グラム陽性菌に効果を及ぼすものが多い

バチルス属細菌は，アミラーゼ，プロテアーゼ，

が，中にはグラム陰性菌に効果があるもの，ま

リパーゼ，フィターゼ，セルラーぜ，キシラナ

23）

た抗真菌活性を持つものも存在する 。確かに，

ーゼを分泌し，家畜の消化吸収を補助する。ま

筆者らが行った浮腫病起因菌であるベロ毒素

た，抗酸化活性を持ち合わせる株も存在するこ

産生大腸菌（VTEC）の実験感染試験でも，回

とから，乳酸桿菌やビフィズス菌などの生菌剤

腸内にVTECが約10 CFU/g検出されたが，バ

とは異なる作用で家畜生産性に貢献していると

チルス属生菌剤（B. subtilis）を給与すること

考えられる。

7

38）

なお，バチルス属細菌についても，菌株ごと

で，全例検出限界以下になった（図９ ）
。ま

に性能が異なることを重ねて明記しておく。

た，鶏コクシジウム症罹患時にはClostridium
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−とくに腸内細菌との相互作用とバチルス属生菌剤の働きについて−

相乗効果が見込めるのではないかというのは，

生菌剤を継続して給与することによる
生産性への影響

製品開発を考える上では当然考えることであ
る。本節では単菌で投与した場合と，組み合わ
せて給与した場合の効果の差について言及した

こと免疫応答に関しては，初回給与で高い効

総説があるので紹介したい4）。

果を現す生菌剤もあれば，継続して給与するこ
とで効果が最大限になる生菌剤もある。これは

単菌給与と組み合わせ給与の差を比較した計

菌株による差が大きいので，本稿にて系統立て

16文献の中で，組み合わせた方がより効果が認

て記述することは難しいが，一般的に自然免疫

められたと結論した論文は12あり，実に75%が

系（マクロファージなど）の活性化は比較的即

相加・相乗効果ありという判定であった。一方

時的に起こるが，獲得免疫系（IgAなど）の活

で，検討に用いられた生菌剤はほとんどが乳酸桿

性化は時間がかかる。どの様な効果を望むのか

菌かビフィズス菌であり，我が国で市販されている

を考えて，菌株，投与量や投与期間を検討する

生菌混合剤のように生理・性状が全く異なる菌の

ことが望ましい。

組み合わせで検討した例は認められなかった。

ところで１回の投与で生菌剤はどの程度腸管

以上のことから，生菌剤を混ぜると必ず相加・

内に存在するのであろうか。マウスに芽胞性生

相乗効果が認められるということはなく，組み

菌剤であるB. subtilisを芽胞で1×10 CFU/匹

合わせることで効果がむしろ不明瞭になるケー

を強制経口投与した後，投与後4時間の糞便内

ス（25%）も認められることから，安易な混合

には107〜108 CFU/gくらいのB. subtilisが検出

は避けるべきであり，混合する場合は検証試験

されたが，投与後24時間では67%のマウスから

が必要になるであろう。

9

31）

は検出されなくなった 。ブタはマウスよりも

生菌剤の効果を阻害するもの

食物の消化管内滞留時間がかなり長く，ニワト
リはマウスよりも短いため，このデータを直接

「抗菌剤」は生菌剤の対極に位置する資材で

外挿はできないが，いずれにしてもバチルス属

あり，腸内細菌を含む細菌を殺すもしくは増殖

生菌剤においては，その効果を期待するために

させないという目的で給与する。よって抗菌剤

は継続的な給与が必須であると考えられる。

給与下では生菌剤の効果は著しく制限を受ける

一方で，「免疫の活性化」は活性化自体にエ

場合がある。因みに経口投与する抗菌剤が同じ

ネルギーが必要であるため，漫然と腸管免疫を

く経口で給与する生菌剤に対して影響を及ぼす

顕著に活性化させる生菌剤を給与し続けると増

ことはもちろんであるが，注射剤でも胆汁経由

体へ悪影響を及ぼす可能性がある。つまり，
「す

で腸内細菌叢に影響を及ぼすことが知られてい

ごく元気だが太らない」という状態である。

る39）ため，投与経路に関係なく抗菌剤を投与す
る場合には給与している生菌剤に影響が及ぶ可

異なる生菌剤の組み合わせによる
相加・相乗

能性があることを念頭に置いておく必要がある。
少なくとも畜産動物では市販されていない
が，ヒトでは「耐性乳酸菌」という名称で抗菌

効果がある生菌剤を同時に投与すると相加・
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うな「使い分け」が非常に重要になる。

剤投与下（全ての抗菌剤に耐性をもつという訳
ではない）でも生育できる乳酸菌が市販されて

とくにブタは農場ごとに固有の腸内細菌叢を

いる例がある。つまりは，生菌剤が給与してい

持つことがわかってきた。腸内細菌と密接に関

る抗菌剤に対して「耐性」をもつ場合は，その

わりながら効果を現す生菌剤は，農場ごとに効

制限を受けなくなる。簡単な例でいうと，先般

果が異なる可能性があり，慎重な選択が迫られ

飼料添加物としての指定が取り消された「硫酸

る。筆者らの研究グループでは，農場ごとの腸

コリスチン」はグラム陰性菌に対して強い抗菌

内細菌の特性を掴み，生菌剤や食物繊維給与の

力を示すが，乳酸桿菌，ビフィズス菌，バチル

指標にするべく現在も研究を行なっている。ま

ス属菌が属するグラム陽性菌には影響を及ぼさ

た，日齢によって生菌剤の効果は異なることも

19）

ない 。この様に各抗菌剤には元々抗菌剤が効

報告されている12） ことから，母子ともに同一

かない（自然耐性をもつ）菌種が存在する一方

の生菌剤に頼ることなく，各飼育ステージで最

で，元々は抗菌剤が効いたがその後効かなくな

適な生菌剤を選択することを推奨する。

った「獲得耐性」も存在する。この獲得耐性は

生菌剤の中でもバチルス属細菌は，抗菌性物

菌種ではなく「菌株」毎に異なるため，各販売

質を放出する菌株が存在するため，抗菌剤の様

元・製造元に問い合わせて頂きたい。

に疾病予防にダイレクトに効果を表しうること
もある。よって，乳酸菌やビフィズス菌系の生

生菌剤の効果と腸内細菌と
の関連性
（まとめ）

菌剤よりも効果の狙いがつけやすいという側面
がある。とくに消化器疾患で困っている農家で，
原因菌がすでにわかっている場合は選択として

生菌剤の効果を十全に発揮させる場合は，生

優先しても良いと思われる。

菌剤の効能を熟知することはもちろん，農場に
起こっている異常を的確に捉え続ける必要があ

以上の様に，生菌剤は他の農場での成績から

る。とくに消化管疾病が多い農家では疾病予防

自農場での効果を推定することが難しい点もあ

用の生菌剤が活躍するが，健康である場合は疾

る。生菌剤ごとのメリット・デメリットをよく

病予防用の生菌剤では増体が悪化する可能性が

理解し，また農場側の環境もよく理解し，また

ある。その場合は別の生菌剤，例えば免疫反応

家畜の機能についても熟考して利活用すること

を沈静化させる効能があるものを使うというよ

を推奨する。
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編

集

後

記

令和になりました。個人的には日常生活に特

昨年ドイツのバイエル本社において，動物用

に大きな変化はありませんが，我々を取り巻く

薬品事業から撤退する計画であることが発表さ

環境は速さを増しながら変化しているようで

れました。「撤退」という言葉のインパクトか

す。昨年暮れにTPPが発効され，肉や乳製品，

ら皆様にご心配をおかけしましたが，動物用薬

ワインなどの輸入が増えているそうです。食べ

品事業部の日本でのビジネスはこれまでと変わ

物の選択肢が増え，品質のいい食材が安く買え

りなく存続してまいります。

るということは良いことではないかと思いま
す。海外の方々にとっても和牛肉や高品質な日

バイエルとして発行する動薬研究は本誌が最

本の果物などが手に入りやすくなれば，食の幅

終号となります。動薬研究は1975年４月，日本

が広がるのではないかと思います。一方，これ

特殊農薬製造株式会社より発刊が始まり，以来

だけ物の移動が広く行われると，
“〇〇でしか

44年間で実に74巻を重ねてまいりました。その

食べられない”といったものは減っていき，
“本

間，多くの先生方に有用な記事，データをご紹

場で食べたけど，
いつも日本で食べているから，

介いただきました。これまでご執筆，ご協力い

特に珍しくなかったよ”という声も聞こえてく

ただきました先生方に，この場をお借りして改

るのかもしれません。グローバル化もいいこと

めて深く感謝申し上げますとともに，長くご愛

ですが，そういった特別感や感動というものが

読いただきました先生方，さらに動薬研究の発

薄れていくのは寂しく感じられます。

行に携わってこられたバイエルの諸先輩方にも
心より感謝申し上げます。ありがとうございま

さて，動薬研究No. 74では５人の先生方に
AMR，初乳管理，生菌剤，ペットのスキンケア，

した。
（岩田）

マダニ媒介性疾患について，幅広い内容でご執
筆いただきました。どれも非常に興味深い内容
であり，お読みいただく先生方にも必ずお役に
立てると思っております。この場をお借りし，
ご執筆いただきました先生方に厚く御礼申し上

動

薬

研

究 № 74
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