ヨモベットについて
バイエルジャパン株式会社
動物用薬品事業部

はじめに

１．開発の経緯

近年，畜・鶏舎周辺の急速な都市化や，飼養規

西ドイツ・バイエル社は，温血動物に対し極め

模拡大に伴なう畜鶏舎の大型化により，糞尿処理

て低い毒性と，選択的殺虫活性を持つことが期待

や臭気の除去，ハエをはじめとする昆虫発生防止

されるベンゾイルフェニル尿素系化合物の合成

等の畜産公害対策は，畜産経営上重要な課題と

と，その生物活性の検討に着手した。トリフルム

なっています。

ロンは，有機リン系，カルバマート系及びピレス

とりわけ，ハエ類，特にイエバエ発生の問題

ロイド系殺虫剤とは作用機序がまったく異なる，

は，家畜害虫の中でも発生期間が長く，世代交代

すなわち，幼虫期の昆虫がトリフルムロンを経口

が早い事に加え，殺虫剤への抵抗性発達が早いた

的に摂取した場合，昆虫の表皮の主成分であるキ

めに対応が難かしく，製薬メーカーからみても頭

チンの合成が阻害され，脱皮あるいは羽化に失敗

の痛い問題です。

し，殺虫効果が発現する。

殺虫剤抵抗性については既に多くの報告があり

２.理化学的性質

ますが，有機塩素系殺虫剤に始まり，有機リン系
殺虫剤へとひろがり，今日，ピレスロイド系殺虫

一般名：トリフルムロン（triflumuron）

剤が問題となっています。ハエの成虫駆除対策で

化学名：２−クロロ−Ｎ＝〔〔〔４−（トリフル

は，現在これに代る薬剤がない事から抵抗性対策

オロメトキシン）−フェニル〕−アミ

に苦慮しているのが現状です。

ノ〕−カルポニル〕−ベンズアミド
構造式：

一方，幼虫対策ではウジ駆除専用薬剤として第
三世代と云われるＩＧＲ剤（I n s e c t

Growth

Regulators）が相次いで上市されてきています。
ＩＧＲ剤は従来の殺虫剤とは全く作用機構が異な
分子式：分子量：

る昆虫の成長調節剤で，有機リン剤及びピレスロ

Ｃ15Ｈ10ＣlＦ３Ｎ２Ｏ３：358.70

イド剤抵抗性のイエバエ幼虫にも微量で効果を示
します。市販されているＩＧＲ剤には，ホルモン

性

様作用物質を含むものと，キチン合成阻害作用物

溶解性：アセトン，クロロホルムにやや溶けにく

状：白色の結晶性粉末で臭いがない。

質を含むものとがあり，前者にはメトプレン製剤

く，アセトニトリル，エタノ一ル，エー

及びシロマジン製剤，後者にはジフルベンズロン

テルに溶けにくく，水，n−キサンにほ

製剤と，弊社がこの度上市したトリフルムロン製

とんど溶けない。

剤であるヨモベットがあります。

３．薬理作用

今回，ヨモベットが認可されましたので，その
（１）一般薬理

概要と試験成績の一部を紹介させていただきま

マウスを用いての一般行動及び自発運動への影

す。

響，ウサギの体温，瞳孔，血圧及び呼吸数ならび
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に心電図への影響。ラットの尿検査及び血清クレ

（４）ハエのシーズン早期から使用することによ

アチニン量への影響，ウサギの血清への影響をみ

り，その発生を常に低いレベルにおさえる。

た試験では，トリフルムロン投与に起因すると考

（５）哺乳動物，鳥類，魚類，植物等に対して従

えられる結果は認められなかった。

来の殺虫剤に較べて低毒性である。

（２）薬物の体内動態

５．成分・含量

トリフルムロン14Ｃ標識化合物をラットに経口
投与し，動物体内における挙動を調べた。その結

本品100g中にトリフルムロン25gを含む水和剤

果，排泄は，尿及び糞からで呼気中排泄はなく，

である。

尿及び糞からの排泄は投与後４日目迄に終了し

６．効能・効果

た。排泄は大部分が糞中であり，ほとんどが未変
化体のまま排泄された。

畜・鶏舎周辺のハエ幼虫の駆除。

（３）作用機序

７．用法・用量

トリフルムロンは化学構造的にはベンゾイル
フェニルウレア系化合物であり幼虫期に対して特

本剤を7 5 〜1 , 0 0 0 倍（トリフルムロンとして

異的に作用し，主に，脱皮時や蛹化時に殺虫効果

0.33〜0.025％）に希釈して１㎡当たり0.3〜２ç

を発現する。この際の殺虫効果は，表皮形成の阻

を幼虫の発生場所に散布，ただし，トリフルムロ

害によることは明らかである。又，トリフルムロ

ンとして１㎡当たり500〜1,000㎎となるようにす

ンの作用を受けたイエバエの幼虫はしばしば奇形

る。

の蛹を形成する。イエバエ幼虫の表皮は，主にキ

８．安全性

チンとＯ−キノンで被われた蛋白質であるスクレ
（１）急性毒性

ロチンから構成されるが，トリフルムロンは蛋白

表１参照

質の合成を阻害しない。又，キチン合成酵素を直

（２）亜急性毒性

接阻害するものではない。作用機序としてはＮ‑
アセチルグルコサミンが重合してキチンが合成さ

ラットを用いた４週間連続強制投与での無影響

れるときや，合成されたキチンが表皮に沈着する

量は100㎎/kg/日であり，又蓄積毒性の徴候はみ

ときに必要ななんらかの輸送系に関係するものと

られなかった。

考えられている。

（３）持味毒性

４．特

トリフルムロンを用いた種々の試験結果より変

長

異原性，催奇形成は認められず吸入毒性，皮膚，

（１）本剤をハエの幼虫が食べると，脱皮あるい

眼粘膜刺激性，皮膚感作性も認められなかった。

は羽化に失敗して死亡する。

又，ヨモベットを用いた皮膚・眼粘膜刺激性試験

（２）本剤は有機リン殺虫剤抵抗性及びピレスロ

では軽度の刺激性が認められた。

イド殺虫剤抵抗性イエバエの幼虫にも有効である。

（４）環境への影響

（３）本剤は薬剤臭気がない。
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魚類及び植物に対して従来の殺虫剤に較べて毒
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表１

トリフルムロンの急性毒性ＬＤ 5 0 値

性が低いことが試験により確認されており，又，

ン剤抵抗性系統。大口市系は有機リン剤抵抗性

トリフルムロンは土壌中や水中において微生物に

系統。丸谷町系はピレスロイド抵抗性系統であ

よる分解や光分解等を受ける。従って，環境中に

る。ヨモベットの系統間における効力の差は丸

長期間にわたって残存する可能性は低いといえ

谷系において若干低下する傾向が認められた。

る。ヨモベットは推奨されている方法で使用する

しかし，岩手系に対し，３日令及び５日令幼虫

限りにおいては，周囲の環境に対して悪影響を及

に高い効果を示すことから，特に問題にはなら

ぼすことはない。

ないと考えられる。３系統間で５日令幼虫に対
する感受性が１日令や３日令に比較して，かな

９．安全性

り低下した。

ヨモベットは，長期保存及び苛酷試験におい

（２）表３ ヨモベットのイエバエ幼虫に対する

て，有効成分のトリフルムロン含量になんら低下

基礎効力試験

が認められず，極めて安定な製剤である。

10．効果試験
（１）基礎効力試験成績
表２

ヨモベットの各種系統イエバエ幼虫の

各令期に対する50％蛹化阻害濃度

注）伝研コロニー(ＯＰ剤，ＰＲ剤感受性コロニー)
群馬コロニー(ＯＰ剤，ＰＲ剤複合抵抗性コロニー)
ＩＣ50，ＩＣ90 ：50％又は90％羽化阻止率

供試虫のコロニー間の差は伝研コロニーと群馬
コロニーの間で３〜４倍程度，又，若令幼虫と老
令幼虫の間で３〜５倍程度の差で若令に対する効
供試系統の岩手系はピレスロイド剤及び有機リ

果が高かった。
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表４
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ＩＧＲ剤とその効果
林

晃史

鶏畜舎を発生源とするハエ対策は，畜産関係者

キチン合成阻害剤では，Diflubenzuronがよく

にとっては煩わしい問題である。その対策につい

知られており，この物質はキチンの前駆物質であ

ては，種々研究されて来たが，完全な解決方法の

るＵＤＰ‑acetyl glucosaminesのキチンヘの取込

無いまま，今日に至った。

みを阻害し，キチン合成を抑制する。

特に，ハエ対策を困難にしているのは，ハエの
殺虫剤抵抗性の発達

なお，今回，解説する新しいＩＧＲ剤である

である。

Triflumuronは，キチン合成阻害作用を有するグ

その問題解決のために，今回，従来の殺虫剤と

ループで，双翅目の昆虫に対して特に有効な物質

作用機構の異る新しい薬剤，ＩＧＲ剤が開発さ

である。

れ，その効果の高いことが明らかになったので，
若干の解説を試みた。

１．ＩＧＲ剤とその種類
ＩＧＲ剤は，昆虫生理に対して作用し，その機
能を撹乱する化合物をいう。なお，ＩＧＲは，
Insect Growth Regulatorの略で，昆虫成長撹乱
あるいは昆虫成長調節剤と呼ばれている。
なお，ＩＧＲ剤は，作用機作によってホルモン
様作用物質，抗ホルモン様作用物質およびキチン

Triflumuron処理により完全蛹にならない幼虫
と変形蛹（これらは羽化しない）

合成阻害作用物質の３種に大別される。
以上であるが，これらの多くは，幼若ホルモン
の研究の過程で発見されたものである。
この，幼若ホルモン作用物質は，変態阻止作用
と胚の発育阻止作用の作用機構を持っている。
変態阻止作用は，終齢期に投与すると脱皮異常
あるいは奇形などの，外部形態上の変化をもたら
し，行動や摂食の機能を阻害して致死させるもの
である。
なお，代表的な幼若ホルモン作用物質には，
Stauffer，Epafenane，Methoprene，Hydrop‑

Triflumuron処理区で蛹化した個体群には羽化
脱出に失敗するケースが多い

rene，TripreneおよびKinopreneなどが知られ
ている。
また，抗ホルモン作用物質には，植物成分中よ

２．Triflumuronの性状

り発見されたPrecocenesがある。この物質には殺
卵作用も認められる。
＊

新しいＩＧＲ剤，Triflumuronは，開発番号を

千葉県衛生研究所次長農博・医博
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ＢＡＹ ＳＩＲ 8514，化学名を２‑chloro‑Ｎ‑

知る目的で，齢期を変えて検討した。

〔〔〔４‑（trifluoromethoxy）‑phenyl〕amino〕

実験は，Triflumuronの25％水和剤を使用し，

carbonyl〕benzamideという。また，化学構造は

各種殺虫剤に対して感受性の異る系統のイエバエ

次に示すごとくである。

幼虫で行った。
使用した岩手系は有機りん剤およびピレスロイ
ド剤に強い抵抗性を持つもので，丸谷町系はピレ
スロイド剤に，そして大口市系は有機りん剤に抵
抗性を持つ系統である。
なお，これらの系統の有機りん剤およびピレ

なお，各種動物に対する急性毒性は次のごとく
である。

スロイド剤に対するＬＤ50値は表１のごとくであ

経口毒性：

る。

ＬＤ50値

ラット（♀，♂）

また，実験した齢期は，産卵後24時間を経過

＞5000㎎/kg

マウス（♀，♂）

＞5000㎎/kg

した１日齢幼虫，３日を経過した３日齢幼虫，

イヌ（♀）

＞1000㎎/kg

および５日を経過した５日齢幼虫の３段階であ
る。

経皮毒性：
ＬＤ50値

ラット（♀，♂）

実験の方法は，幼虫の飼育培地に所定量の薬剤

＞5000㎎/kg

を混入し，飼育を続けて経過を観察する飼料混合

以上で，毒性は低いグループに属し，安全性の

法によった。

高い薬剤といえる。

表１

なお，市販の実用製剤は25％水和剤であり，使

供試系統の薬剤感受性

用時の安全性は高い。

３．Triflumuronのハエおよび蚊に対する効果
Triflumuronのハエおよび蚊に対する効果は，
Cantelo（1979）およびAliら（1980）によって明
かにされ，その後，Weaverら（1982）がイエバエ
の幼虫に対する効果を詳細に検討し，その実用価
値の高いことを明かにした。
著者らも，1986年以降イエバエ幼虫に対する効
果を実験室的条件および実地で検討を行い，その
効果の高いことを明かにした。
１）幼虫の齢期とＩＧＲ剤感受性
ＩＧＲ剤は幼虫に対して作用する物質であるた
め，その施用時期が効果に大きく関係する。
飼料混合法の試験状況

Triflumuronのイエバエ幼虫に対する施用適期を
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効果の判定は，蛹化個体数および羽化数を観察

時期に投与するのが有効といえる。

し，これより50％蛹化阻害濃度（ＩＰＣ‑50）を

また，発生源対策時における散布液量と効果の

求めて行った。齢期とＩＰＣ‑50（ppm）の関係を

関係が準実地試験で確められた。

整理すると表２のごとくである。

高槻系の３日齢幼虫を所定の培地に放飼したも

この結果によると，イエバエの各系統間で，

のを糞堆積場に埋設して，ここを中心にして100

３日齢と５日齢の間に感受性の大きな差異がみ

倍稀釈液を１㎡当たり 5 0 0 ã ，1 0 0 0 ã および

られた。

2000ãを処理した。

岩手系では，日齢間の差が約13倍で差異は小さ

効果の判定は，無処理地区の幼虫が踊化した時

かった。丸谷町および大口市系では400倍前後と

点で，それぞれの試験区より蛹を採集して，この

顕著な差異が認められた。

羽化率を観察して行った。

系統間感受性を３日齢で比較すると，大口市系

実験の結果は，表３のごとくで，無処理区の羽

＞岩手系＞丸谷町系の順に低下する傾向が認めら

化率が8 7 ％のレベルであるのに対し，5 0 0 〜

れた。

2000ã処理区において0.20〜0.26％と高い羽化阻

なお，この差異の原因と殺虫剤抵抗性との直接

害効果が認められた。しかし，処理量間には効果

的な関係の有無については不明である。

に差異が認められなかった。

また，この結果より判断すると，幼虫に対しＩ

また，埋設ポット周辺の散布面から採集した個

ＧＲ剤が高い作用を示すのは３日齢前後で，この

体群の羽化率も6.0〜11.7％で，処理量間に顕著

表２

Triflumuron25％水和剤の数種系統イエバエ幼虫の齢期
と5 0 ％蛹化阻害濃度

表３
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Triflumuron25％水和剤の散布量と殺蛆効果の関係
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な差異はなかった。

示すごとくであった。

以上の結果より，処理量は，特に多量散布の必

処理前の，ハエ取りリボン１本当りの48時間累

要はなく，１㎡当たり 500ãで充分な効果が得ら

積付着数は345匹であったが，処理後の経過日数

れるものといえる。

に伴って減少した。

以上，実験室レベルでの結果は，いずれも効果

この結果は，初期の時点はピレスロイド剤の空

が高く，特に殺虫剤抵抗性系統イエバエに対して

間噴霧の影響によるものであるが，７日後の第２

顕著な効果が認められた。

回目の空間噴霧以降の成虫数の減少は，

２）Triflumuron製剤の実地での効果

Triflumronの効果によるものと判断される。

Triflumuronの実験室的条件下での効果は明か

一般的に，ピレスロイド剤の空間噴霧の効果は

になったので，実用場面での効果について，実際

５日前後である。

の畜舎で検討した。

（２）糞置場に処理した場合の効果

（１）畜舎内の飼育房床面へ直接散布の効果に

畜舎内の貯糞区画に，Triflumuron25％水和剤

ついて

の70倍および125倍液を１㎡当り0.5çを処理し，

Triflumuron製剤を飼育房の床面に直接散布し

その効果を調べた。

た場合，その排泄物よりの発生を抑制しうるか否

効果判定は，所定の間隔で薬剤処理区から幼虫

かについて検討した。

を採集し，それからの蛹化率および羽化率を観察

実験は，肥育豚の豚房内に125倍液を１㎡当り

して行った。

0.5çの割合で処理した。

実験の結果は，図２に整理したごとくである。

この実験では，実験開始前に畜舎内全体のハエ

処理直後の羽化率の高いのは，採集個体は，散

成虫の生息密度を下げる目的で，ピレスロイド系

布時の齢期が終齢もしくは前蛹期で，本剤の有効

殺虫剤の空間噴霧を実施した。

散布時期になかったためと判断される。

効果判定は，ハエ取りリボンヘの成虫の付着数

３日後では，70倍区の羽化率が45.6％，125倍

を計測して行った。なお，実験の結果は，図１に

区で63.6％と直後に比較して減少した。なお，７

豚房床面処理の状況

貯糞面処理の状況
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図１
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豚房内の床面へTriflumuron25 ％水和剤を散布後のイエバエ成虫数の変動
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図２ 堆積糞へT r i f l u m u r o n 2 5 ％水和剤を処理した直後，３日後および７日後に採取した幼
の蛹化ならびに羽化の傾向虫
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日後においては，70倍区の羽化率が10％，125倍

虫および蛹数の状況は次のごとくである。

区で17％と低下し，本剤の効果が認められた。

無処理区：

７日以降の調査は中止したが，その後，施設管

無処理区からの幼虫の採集は，処理後７日目ま

理者から施設内のハエが非常にすくなくなったと

では，容易に３00匹を採集することができた。し

の観察報告があった。

かし，９日目より採集が困難となり，12日目には

（３）鶏舎内の鶏糞面散布の効果

全く幼虫の採集ができなかった。

建坪2500㎡の鶏舎で，Triflumuron25％水和剤

なお，15日と18日目は，糞が除去されて採集

の250倍希釈液を鶏糞面処理し，その効果を検討

不能であった。しかし，11月１日の実験開始後

した。

20日目以降は，目的の300匹が採集できるように

効果判定のための観察は，次の要領で実施し

なった。

た。

一時的に問題があったとしても，11月１日以降

薬剤散布後に，所定の間隔で堆積している鶏糞

の傾向は正常なものと考えられ，対照区としての

面からハエ幼虫あるいは蝿を300匹ずつ採集し，

役割を果すものといえる。

これを飼育室で無処理区の個体が完全に羽化する

１ç/㎡散布区：

まで（２週間以上）飼育して，その羽化数，蛹化

この散布区は，処理後３日目では300匹の採集

数および形状などを観察した。

は容易であったが，５日目および７日目で100匹

同時に，鶏舎内に所定の間隔で，ハエ取りリボ

の採集が困難になった。また，９日目よりはさら

ンを吊り，48時間の累積付着数を観察した。

に激減して，12日目以降は幼虫を発見することが

実験の結果は，表４に整理したごとくである。

できなかった。

薬剤散布後に，所定間隔で無処理区，１ç散布

しかし，７日目から18日目にかけて，蛹の数が

区，および0.5ç散布区から原則的に300匹ずつ幼

増えて100匹前後採集ができた。

虫を採集したが，薬剤散布後の鶏糞面における幼

これは，薬剤の影響がすくなかった個体が，発
育を阻害されずに蛹化したものと考えられる。
0.5ç/㎡散布区：
この散布区は，処理後５日目より300匹の採集
が困難になり，12日目以降は幼虫の発見が困難で
ほとんど採集ができなかった。
蛹も，７日目より若干の採集ができたが，ハエ
の発生が問題になるレベルの数ではない。
以上，実験区の傾向を整理すると図３のごと
くで，無処理区に比較して，急激に幼虫数が減
少し，採集が困難になった。なお，本剤の影響
は，散布後10日前後より発現するものと考えら

鶏舎における処理状況
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れる。
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なお，鶏糞面より採集した個体群の蛹化および

この散布区から採集した個体（幼虫と輔を加え

羽化の傾向は，次のごとくである。

た総数）がらの羽化率は，最も高いもので2 1 . 8

無処理区：

％，薬剤処理後９日以降では3 . 0 ％前後であっ

この区より採集した幼虫は，27℃の飼育室で飼

た。

育すると，２週間でほとんどが蛹化し，高い羽化

なお，薬剤処理後７日目の幼虫33個体は，幼虫

率を示した。その羽化率は，72％から98％の範囲

の形態で褐変し死亡，蛹の178個体はいずれも幼

で，通常の飼育群と差異がない。

虫形態を残した不完全蛹であった。

また，蛹の形状も異常がなく，成虫が羽化しな

この状態は，９日目以降も同様であった。
0.5ç/㎡散布区：

かった蛹も異常は認められなかった。
１ç/㎡散布区：
表４

この散布区から採集した個体からの羽化率は，

T r i f l u m u r o n 2 5％水和剤の鶏糞面処理後における経過日数とそこから採取される虫体数の変動
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図３ Triflumuron25％水和剤を散布した鶏糞面から日数の
経過に伴う採取個体数（幼虫＋蛹）と羽化率の変化
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図４

Triflumuron25 ％水和剤の処理による鶏舎内のイエバエ成虫数の変化
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最も高いもので13.9％と低く，薬剤処理後９日目

以上のことから，本剤は幼虫に作用し，発育

以降は，15日目の４匹を例外にして，成虫の羽化

を阻害して成虫の発生を抑制することが明らか

は認められなかった。

である。

なお，致死幼虫および蛹の形状は，さきの１

Triflumuron25％水和剤は，ハエ幼虫に対して

ç/㎡散布区と同様の状態であった。

優れた発育阻害作用を示し，成虫の発生を抑制す

以上，薬剤処理区から採集された幼虫は，発育

る効果が高く，実用価値の高いものといえる。

を続けても完全蛹に達することなく，変形の状態

なお，散布量間に差異はなく，250倍希釈液

で致死した。このことは，本剤は幼虫に対し，発

の0.5ç/㎡で実用上の支障は無いものと判断さ

育阻害作用を示したものといえる。

れる。

また，薬剤処理後における鶏舎内の成虫数の変

以上，Triflumur㎝のイエバエに対する効果を

動は，次のごとくである。

実験室的にまた，実地に検討したが，その効果は

無処理区と散布区（0.5ç/㎡）に，ハエ取りリ

高かった。

ボンを吊り，成虫の付着数を観察し，１本当りの

成虫を直接的，迅速に殺滅することは出来ない

付着数を整理すると図４のごとくである。

が，他の製剤による空間噴霧との併用でハエ防除

季節的にみて，無処理区も漸減の傾向はある

の効果をあげることが出来るものといえる。

が，散布の薬剤処理後９日目の減少率は高く，

４．ＩＧＲ剤による抵抗性対策

本剤の効果を示すものといえる。このことは，
幼虫が減少し，採集が困難となる時期とも一致

鶏畜舎およびごみ埋立地などを発生源とする

している。

イエバエの殺虫剤抵抗性の発達は大きな問題で

なお，散布区で薬剤処理後20日目以降にみられ

ある。

たハエ取りリボン１本当りのハエ付着数が５匹と

この最も大きな原因は，殺虫剤の無計画な散

いう状況は，鶏舎内にイエバエの成虫がほとんど

布にあるといえる。ことに，幼虫対策に問題が

見当らないものと考えて差し支えない。

あった。

以上，鶏舎内での本剤の効果は，総括すると次

最近では，ピレスロイド剤に対する抵抗性の発

のごとくである。

達が大きな問題で，本剤による成虫対策が困難に

本剤の250倍希釈液を鶏糞面に１ç/㎡と0.5ç/

なった地区が増えている。

㎡の割合で散布した場合，薬剤処理面の幼虫数は

著者の調査では，九州および東北地区の一部で

減少し，処理後９日目以降より顕著に減少した。

大きな問題になっていることが明かになった。

なお，採集した幼虫あるいは蛹からの成虫の羽

全国28地点を調査したが，その概要を整理する

化はみられなかった。また，致死個体のほとんど

と図５に示すごとくである。

は，変形した不完全蛹であった。

また，東北地区のハエの殺虫剤感受性のレベル

また，本剤を散布した区域のイエバエ成虫数は

を示すと表５のごとくである。

無処理区に比較して著しくすくなく，防除効果が

黒沢切付系，天童系，胆沢系はPermethrinに対

認められた。
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してHighレベルの抵抗性が認められた。
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図５

イエバエのピレスロイド感受性を調査した地域
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表５

1 9 8 5 年に千葉，東北地域で採取されたイエバエ成虫の数種殺虫剤に対するＬＤ−5 0 値

密度の低い時期より，糞面へのＩＧＲ処理とＵＬ

この地区では，ピレスロイド剤の空間噴霧によ

Ｖ処理を併行する。

る成虫対策が困難となっていた。

ハエの多発期には，誘引餌混入剤を残留塗布を

しかし，Permethrinに強抗性を示す神町系は，

行う。

Triflumuronに対する感受性は高く，抵抗性対策

ＩＧＲ剤の開発は，ハエ対策の方法を大きく

剤として期待がもたれる。

変化させるもので，抵抗性対策に大きく期待さ

イエバエの殺虫剤抵抗性対策は，空間噴霧剤に

れる。

よる成虫対策とＩＧＲ剤による幼虫対策を併行す
る総合防除が必要である。
いくつかの実験例を基礎に防除システムを策定
すると図６のごとくである。
ＩＧＲ剤をハエの棲息密度の低い春期より糞面
処理を開始し，その間に「ＵＬＶ」処理を行うの
が効果的である。
残留噴霧は，誘引剤を添加した塗布が好まし
い。
基本的には，徹底した環境整備に始まり，棲息

国産「ＵＬＶ器」のいろいろ
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図６

イエバエの年間管理計画
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バイチコール プアオン＊のダニ駆除効果に
関する実験的研究＊＊
W.Stendel＊＊＊
要

メトリンがあり，このダニ駆除効力について

約

は，Stendel et al.（1982），Hopkins et al.
本論文では，牛体寄生ダニ駆除の新しい方

（1982），Hamel et al.（1982），およびDorn

法，バイチコールプアオンについての評価を

et al .（1982）が実験室内と野外とにおいて試

行った。

験を行っている。

In‑vitro 試験では，バイチコール

プアオン

そうした試験で確認された効力および，優れた

が，一宿主性のダニに対してダニ１匹あたり１μ

安全性と残留性パターン（Neuhauser，1982），並

g以下の有効成分量で，また多宿主性のダニに対

びに有益な物理化学的データ（Sieveking，1982）

しては1.5〜5μgの有効成分量で，確実な効果を

に基づいて，フルメトリンはバイチコールという

発揮しうることが確認された。

商標名で，薬浴と噴霧の使用方法によって多数の

一方，準野外試験では，一宿主性ダニ各種

国々で紹介された。

（ＤＤＴ抵抗性株を含むBoophilus microplus，

そこで，本論文では，新しいバイチコール製

B o o p h i l u s d e c o l o r a t u s および B o o p h i l u s

剤，すなわちバイチコール プアオンによる牛体

anulatus）並びに多宿主性ダニ（Rhipicephalus

寄生ダニ駆除の動物実験について報告する。

appendiculatus，Rhipicephalus evertsi，Am‑

２．材料と方法

blyomma hebraeum，Hyalomma truncatum ）に対

２.１.有効成分と製剤

して，牛体重１kgあたり有効成分として１㎎の
１回投与により，完全な駆除が十分行えること

本試験は，特にプアオン（滴下）用に処方され

が確認された。

た新しいフルメトリン製剤を用いて行った。この

以上の試験成績は，多数の国々で多種多様な動

製剤は，局所的および全身的な耐性に優れている

物管理システムと気候条件，さらに異なるダニ寄

ことに加え，皮膚表面上での分布も非常に優れて

生状況で実施された試験によっても裏付けられて

いる。

いる。

構造式：

バイチコール

プアオンの投与は，一宿主性

および多宿主性の牛体寄生ダニ各種の駆除に簡
便で経済的な方法であり，従来のダニ駆除方法
にみられる牛の移動とストレスとを減じうるも
のである。
一般名：Flumethrin（フルメトリン）

１．はじめに

化学名：α‑cyano‑（４‑fluoro‑３‑phenoxy）−

近年では，合成ピレスロイドの開発が進み，新

b e n z y l −３‑ 〔２ ‑ c h l o r o ‑ ２‑ （４‑

しい種類のダニ駆除用化学薬品が次々と紹介され

chlorophenyl）‑ethenyl〕‑２，２‑

ている。

dimethyl‑cyclopropanecarboxylate

この種類を代表する優れた効力の薬剤にフル
＊

バイチコール プアオンは，本邦においてバイチコールという
製品名で販売しています。
＊＊
Experimental Studies on the Tickicidal Effect of
Bayticol ®pour‑on

＊＊＊
Institut fur Chemotherapie，Phama‑
Forschungszentrum，Bayer AG
出典：Vet.Med.Rev.,No.２，99−111（1985）
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２.２.ダニ

５μç宛滴下した。

本試験に用いたダニは，以下に挙げる各種一宿

試験薬剤の効力の判定には，孵化能力のある卵

主性および多宿主性ダニの抵抗性株と感受性株で

の産卵抑制を基準とした。試験の評価はダニの種

ある：

類によって，試験薬剤投与後２〜６週間にわたっ

Boophilus microplus（オーストラリアの有機リ

て行い〔効力＝ダニ１匹あたりの有効成分量（μ

ン剤抵抗性Biarra株）

g a.i.）に基づいた産卵阻害率〕，方法としては

Boophilus microplus（オーストラリアのＤＤＴ

プロビット法を用いた。

抵抗性Malchi株）

２.２.２. In‑vivo試験方法

Boophilus decoloratus（南アフリカの有機リン

２.２.２.１.一宿主性ダニ

剤抵抗性Berlin株）

体重約400kg，年令2.5〜3.5才で，被毛を標

Boophilus anulatus（メキシコの有機リン剤感受

準５mm長に刈ったホルスタイン種の牛に２〜３

性株）

週間齢の未吸血の Boophilus 種幼ダニを，牛１

Rhipicephalus appendiculatus（ケニアの有機リ

頭あたり3,000〜4,000匹の割合で，１日おきに

ン剤感受性株）

28日間，すなわち14回にわたって人工寄生させ

Rhipicephalus evertsi（南アフリカの有機リン

た。

剤感受性株）

現地の試験条件下（牛舎内温度25℃±２℃，

Amblyomma variegatum（ケニアの有機リン剤感受

相対湿度60％±10％）では，宿主に寄生した」

性株）

Boophilus種の寄生生活環は，概ね21日間で完了

Hyalomma truncatum（南アフリカの有機リン剤感

する。

受性株）

試験動物には多数回にわたって人工寄生させた

以上のダニは，非寄生期には，室温2 7 ℃±１

ため，最初の寄生後21日目以降には，あらゆる発

℃，相対湿度90％±5％に空調した室内で飼育し

育段階（幼ダニ，吸血幼ダニ，若ダニ，吸血若ダ

た。

ニ，成ダニ）のダニが試験動物に多数寄生してい

２.２.１.In‑vitro試験方法

る状態となった。

飽血雌ダニを牛体から脱落する寸前に，手で慎

各試験動物のダニ寄生程度の尺度としては，

重に採取し，試験までの間と観察期間に室温27℃

人工寄生後21〜23日目までに牛体上で発育し飽

±１℃，相対湿度90％±５％に空調した室内で飼

血した雌ダニの数を用いることにした。すなわ

育した。有効成分１用量につき25匹ずつのダニを

ち，純血雌ダニ総てを牛体から採取しながら数

使用したが，投与量の正確を期してダニの体重を

え，粘着テープに貼付後，27℃±１℃，相対湿

１匹ずつ測定した後，個々に適当な大きさのプラ

度90％±５％の条件下で４週間にわたって観察

スチック皿に入れた。

を続けた。

次いで試験薬剤を適当な希釈溶媒を用いて規定

有効成分は，第１回の人工寄生後23日目に，適

した段階濃度に調製し，Eppendorf Varipette4710

切な製剤を用いて規定用量を牛の背部に滴下する

と適当なピペット先端を用いて，各ダニの背部に

方法（プアオン）で投与した。すなわち，背部肩
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甲骨間から仙骨部までの背中線に沿って滴下（プ

雄各20匹を人工寄生させた。この寄生は，投与の

アオン）した。

時点で半飽血状態にあるダニと完全飽血状態にあ

プアオン後，牛は空調した牛舎（温度25℃±2

るダニの両方が試験動物に寄生している，という

℃，相対湿度60％±１0％）に入れ，個別の牛房

同時性をねらって行われたものである。また，宿

で係留し，牛が牛体を舐めないようにした。

主上の寄生部位を限定するため，寄生部位には

人工寄生後24〜45日目に，投与した牛と無投与

ガーゼの袋をあてて粘着テープでとめた。なお牛

の牛の双方から純血雌ダニ総てを採取しながら数

への投与は，一宿主性ダニの場合と同じ方法で

え，さらに粘着テープに貼付後，空調した部屋に

行った。

移した。

投与した牛と無投与の牛の双方から飽血雌ダニ

28日目には，孵化能力のある卵を産んだダニの

を採取し，ペトリ皿に入れて空調した部屋に移し

比率（％）を算出した。

た。これらのダニについては，孵化能力のある卵

また，投与群と無投与対照群で発育していたダ

を産む雌ダニの数を調べるため，Rhipicephalus

ニの数を比較した。ついてはダニの各発育段階ご

appendiculatusとRhipicephalus evertsiは４週

とに発育に要する時間を考慮したので，得られた

間，Amblyomma variegatumとHyalomma truncatum

データからどの発育段階にどの程度の影響が及ん

は７週間，観察下に置いた。なお，投与の有効性

だかを算定することができた。

は，投与群と無投与群の産卵可能な雌ダニの数を
比較して算定した。

投与した牛において現れた効果は，Roulston
＆ Wilson（1965）による以下の式を用いて算定

３．成

した：
Ａ×Ｄ
Ｂ×Ｃ

×100＝

績

３.１.In‑vitro試験

投与後に生き残った

３.１.１.バイチコール

ダニの比率（％）

プアオン/ Boophilus

microplus，Boophilus decoloratusおよびBoo‑

Ａ＝投与直前の３日間に対照動物に寄生していた

philus annulatusに対する微量滴下後の産卵阻害

純血雌成ダニの平均数

効果

Boophilus spp.のダニにバイチコール プアオ

Ｄ＝投与後の所定日に投与動物に寄生していた純
血雌成ダニ数

ンを微量滴下してのIn‑vitro比較試験の成績は，

Ｂ＝投与後の所定日に対照動物に寄生していた飽

表１にまとめた通りである。
この試験によりBoophilus spp.に対しては，ダ

血雌成ダニ数
Ｃ＝投与直前の３日間に投与予定の動物に寄生し

ニ１匹あたり有効成分として0.092〜0.66μgの投

ていた純血雌成ダニ平均数

与量で，孵化能力のある卵の産卵を完全に阻害で
きることが確認された。
３.１.２.バイチコール プアオン/Rhipicephalus

２.２.２.２.多宿主性ダニ

spp.，Amblyomma spec.およびHyalomma spec.に

多宿主性ダニを用いての試験に備えて，牛には

対する微量滴下後の産卵阻害効果

１週間に数回の割合で，試験対象の種類のダニ雌

‑23‑
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３.２.In‑vivo試験

多宿主性のダニ各種を用いてのin‑vivo比較試

３.２.１.バイチコール プアオン/プアオン（滴

験の成績は，表２にまとめた。

下）投与によるBoophilus microplus（有機リン

この成績から，ダニ１匹あたり有効成分として

剤抵抗性Biarra株）に対する効果

1.5〜５μgの投与量でのバイチコール プアオン
の微量滴下にて， R h i p i c e p h a l u s

表３には，Boophilus microplusを対象とした

appen‑

in‑vivo試験の成績を示した。

diculatus，Rhipicephalus evertsi,，Amblyomma
hebraeumおよびHyalomma truncatumの孵化能力の

この試験成績から，本試験条件下で全発育段階

ある卵の産卵が完全に阻害されることが確認され

にあるBoophilus microplusに対する効果が，投

た。

与量１㎎ a.i./kg牛体重では100％，0.3㎎/kgで
は99％以上，0.1㎎/kgでは95％以上となることが
判明した。

表１：Boophilus spp.（抵抗性および感受性株）／微量滴下法
バイチコール プアオン：産卵阻害率（％）

動薬研究

1989．７．№41

‑24‑

バイチコール

プアオン＊のダニ駆除効果に関する実験研究＊＊

表２：Rhipicephalus appendiculatus，Rhipicephalus evertsi，
Amblyomma hebraeum，Hyalomma truncatum／微量滴下法
バイチコール プアオン：産卵阻害率（％）

表３：Boophilus misroplus（有機リン剤抵抗性Biarra株）／
全発育段階（牛体寄生）
バイチコール プアオン：孵化能力のある卵を産卵したダニ数

投与時のダニ発育段階概略図
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３.２.２.バイチコール プアオン/プアオン（滴

この試験成績から，バイチコール プアオンが

下）投与によるBoophilus decoloratus（有機リ

１㎎/kg牛体重と0.5㎎/kgの投与量でBoophilus

ン剤抵抗性Berlin株）に対する効果

decoloratusに対して，完全な効果を示すことが

Boophilus decoloratusを対象としたin‑vivo試

認められた。

験の成績は，表４に示す通りである。

表４：Boophilus decoloratus（有機リン剤抵抗性 Berlin 株）／
全発育段階（牛体寄生）
バイチコール プアオン：孵化能力のある卵を産卵したダニ数

投与後のダニの発育段階概略図

動薬研究

1989．７．№41

‑26‑

バイチコール

プアオン＊のダニ駆除効果に関する実験研究＊＊

３.２.３.バイチコール プアオン/プアオン（滴

この成績から，バイチコール プアオンの１ ㎎

下）投与によるBoophilus microplus（ＤＤＴ抵

a.i./kg牛体重投与により，Boophilus microplus

抗性Malchi株）に対する効果

のＤＤＴ抵抗性Malchi株のあらゆる発育段階に対

表５は，Boophilus microplusのＤＤＴ抵抗性

して，100％の効果を発揮するということができ

Malchi株を対象にした試験の成績をまとめたもの

る。

である。

表５：Boophilus microplus（ＤＤＴ抵抗性 malchi 株）／
全発育段階（牛体寄生）
バイチコール プアオン：孵化能力のある卵を産卵したダニ数

投与後のダニの発育段階概略図
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３.２.４.バイチコール プアオン/プアオン（滴

２および１㎎ a.i./kg牛体重投与により，未吸

下）投与による多宿主性ダニ各種に対する効力

血，吸血中，および飽血の各状態にあるRhipi‑

表６は，Rhipicephalus spp.，Amblyomma spec.

cephalus appendiculatus，Rhipicephalus

およびHyalomma spec.のダニを対象とした比較試

evertsi，Amblyomma hebraeum およびHyalomma

験の成績である。

truncatumの成ダニに対して100％の効果を発揮す

この試験成績から，バイチコール プアオンの

ることが判明した。

表６：多宿主性ダニ各種／未吸血、吸血中、飽血の状態にある雌ダニ（牛体寄生）
バイチコール プアオン：孵化能力のある卵を産卵したダニ数

投与後のダニの発育段階概略図
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３.２.５.バイチコール プアオン/投与後の様々

プアオン＊のダニ駆除効果に関する実験研究＊＊

この試験成績から，投与10分後と100分後の人

な時点における降雨が効力に及ぼす影響

工降雨がバイチコール プアオンの効力を全く減

表７は，投与後の様々な時点に人工的な豪雨を

じなかったこと，並びに投与１分後の降雨によっ

降らせて行った比較試験の成績をまとめたもので

てバイチコール プアオンの効力に実際上何の影

ある。

響も及ぼさなかったことは明らかである。

表７：Boophilus microplus（有機リン剤抵抗性 Biarra 株）／
全発育段階（牛体寄生）
バイチコール プアオン：孵化能力のある卵を産卵したダニ数

投与後のダニの発育段階概略図
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４．考

バイチコール プアオンは，多宿主性ダニに対

察

しても，比較的低い投与量で効果を発揮する。ダ
プアオン（滴下）法によるダニ駆除剤の投与

ニ１匹あたり有効成分として1 . 5 〜5 . 0 μg で，

は過去には行われなかった方法で，この分野で

Rhipicephalus spp.，Amblyomma spec.，Hyalomma

は完全に新しい投与方法の試みということがで

s p e c . の雌成ダニの産卵を確実に阻害した（表

きる。

２）。

従来のダニ駆除を目的とした薬浴法および噴霧

ところで，こうした数字は，実際には何を意

法と比較すると，プアオン法には有意義な利点が

味するのだろうか。体重400kg，体表面積５㎡前

少なからずあることがわかる。これを列挙する

後の牛（Nehring et al .，1972）に，体重１kg

と，次の通りである：

あたりバイチコールを有効成分として１
㎎，す

a）薬浴用の設備あるいは噴霧用のタンクを装備

なわち合計で牛１頭あたり有効成分として400㎎

する必要がない。

を投与し，また，有効成分の特別な処方によっ

b）薬浴あるいは噴霧に際して，ダニ駆除の対象

て保証されていることではあるが，薬剤が動物

となる動物の不安感やストレスを減じることがで

の体表面に均等に分布すると仮定すれば，皮膚

きる。

１㎝ ２あたり８μgの有効成分が分布することに

c）薬液が調製済みであるため，水が不要である。

なる。
ただしこの製剤は，背中線に沿って肩から仙

d）プアオン法によるダニ駆除剤の投与は，薬浴

骨まで，つまり一宿主性ダニが好んで寄生する

法や噴霧法による投与ほどの時間を要しない。
プアオンに関する今回の i n ‑

背部，臀部両側，下腹部，頸部および後脚間

vitro，in‑vivo試験では，バイチコール プアオ

と，多宿主性ダニが好んで寄生する下腹部，

ンの有効成分であるフルメトリンは，プアオン法

耳，会陰周辺，後脚間および尾根部に滴下する

で投与することによりダニに対して優れた効力を

ことになるため，これらの部位での有効成分量

発揮するものであることが明らかになった。

は，８μg/㎝２よりも多くなるはずである。言い

バイチコール

まず，Boophilus 種のダニ各種を用いてのin‑

換えるならば，プアオン法によって投与するこ

vitro試験では，ダニの種類によってダニ１匹あ

とにより，ダニ１匹あたりの駆除に必要とされ

たり有効成分として0.092〜0.66μgで孵化能力の

る有効成分量よりも過剰量が一宿主性ダニおよ

ある卵の産卵を完全に阻害できることが確認され

び多宿主性ダニに到達することになる。この推

た。この成績から，フルメトリンに対する感受性

測は，試験in‑vivoの成績によってもはっきりと

は，Boophilus annulatus，Boophilus microplus

裏付けられている。

およびBoophilus decoloratusの順に高いという

すなわち，試験対象とした全種の一宿主性およ

ことになる。またBoophilus microplusのＤＤＴ

び多宿主性ダニに対して，牛体重１kgあたり有効

抵抗性株の孵化能力のある卵の産卵すらも，この

成分として１㎎で確実な駆除効果が得られてい

低用量の有効成分で阻害することができた（表

る。なお，この試験では，総ての発育段階にある

１）。

一宿主性ダニと多宿主性の成ダニとを対象にして
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いる（表３〜６）。

プアオン＊のダニ駆除効果に関する実験研究＊＊

生を予防する効果が長期間持続することによ

また，バイチコール プアオン投与後の動物体

り，ダニの数は著しく減少する。つまり，適切

２

における有効成分量，つまり皮膚面積１㎝ あた

な野外試験においても確認された通り，実際の

り約８μgと，完全な効果を発揮する推奨希釈濃

条件下でもダニの寄生を有効に阻止することが

度30ppm（Stendel，1984）で薬浴した後のダニに

できる。

付着している有効成分量，つまりダニ１匹あたり

本試験で得られた成績は総て，オーストラリア

0.225μgとを比較すると，バイチコールプアオン

をはじめ，アフリカ，南アメリカでの実際の使用

の方はダニ駆除に必要とされる最少量をはるかに

条件下で裏付けられている。バイチコール プア

上回る有効成分量が投与した動物体上に例外なく

オンは，各品種の牛において様々な飼育管理シス

分布していることがわかる。さらに，不利な条件

テムのもとで，またダニ寄生の程度と気象条件の

下（豪雨，長毛）でも，また，体表面積が比較的

相違があっても，総てのダニに対して，本試験の

広いわりには若齢で，体重は軽いといった動物に

場合と同じ効力を発揮した。また，投与の前後に

おいても，実際の投与で一番大切な完壁にして信

雨が降ってもバイチコール プアオンの効力が損

頼のおける駆除を実現できるのである。

なわれることはないこと，並びにバイチコール

バイチコール プアオンがダニの産卵を阻害す

プアオンの残効性はバイチコール乳剤を用いて薬

ることは前に述べた通りだが，それに加えて投与

浴した場合より長期間持続することが実証されて

後直ちにダニに作用するため，宿主（牛）に寄生

いる。

している一宿主性および多宿主性のダニがいかな

以上報告したデータより，バイチコール プア

る発育段階にあっても，たちまちにして駆除して

オンは安全にして簡単で，動物にとっても苦痛が

しまう効果を有している。非常に少ない用量で産

なく，更には経済的にも妥当な新しいフルメトリ

卵を阻害すると同時にダニを駆除し，さらに再寄

ンの投与法ということができる。
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バイチコール プアオン＊：牛の匍匐性外部寄生
虫駆除用の新殺虫剤およびその斬新な投与法＊＊
A.Liebisch＊＊＊
要

約

１．最近の外部寄生虫の寄生状況とその治療

ピレスロイド系殺虫剤の１つである有効成分フ

獣医臨床の分野において，子牛，乳牛および肉

ルメトリンが，牛に寄生する匍匐性外部寄生虫の

牛の外部寄生虫の治療は重大な課題である。近

駆除に適していることを検討した。

年，ヨーロッパ諸国（デンマーク，ドイツ，フラ

外部寄生虫の重度な自然寄生が認められた乳

ンス，オランダ）では，数種類の外部寄生虫が蔓

牛，肥育雄牛，末経産牛および子牛合計369頭を

延し，その発生が増加していることが報告されて

用いた野外試験において，バイチコール

プア

いる。寄生の激しさとその重度な臨床症状にたび

オンの１％製剤を使用した。有効成分として１

たび関心が寄せられるのも当然である。治療や防

㎎/kgの１回投与により，Bovicola bovis（ウシ

除を施しても十分に満足のいく結果が得られない

ハジラミ）を完全に駆除し，また牛のシラミ

ことがしばしばであるが，それは製剤の投与方法

（Linognathus vituli ウシホソジラミおよび

に誤りがある場合や不適当で効果の不十分な薬剤

Haematopinus eurysternus ウシジラミ）に対し

を使用したり，誤った濃度で使用した場合などに

ては２㎎/kgの１回投与が治療用量であった。牛

原因を求めることができる。さらに治療は，薬剤

のキュウセンヒゼンダニ（Psoroptes ovis ）の

の使用に関する様々な法的な禁止，再認可または

治療には，バイチコール

プアオンの２㎎ /kgで

規則によって，複雑に入り組んだ状況にあり，そ

の１回投与が極めて有効であった。ショクヒヒ

れらが獣医師ならびに農家にとってもかなりの疑

ゼンダニ（Chorioptes bovis）に対しては，２

心暗鬼を生ずる結果となっている（G r o e s ，

㎎/kgを１週間隔で２回投与するか，あるいは同

‥
1982：Liebisch，1982：Horndl，1984）。近年，

用量の全量を尾部に集中的に投与することによ

ドイツにおいてもキュウセンヒゼンダニおよび

り十分な駆除効果が得られた。このように薬剤

ショクヒヒゼンダニは，牛の重要な外部寄生虫症

を投与した牛では，臨床症状が１週間以内に消

となっている。また，センコウヒゼンダニおよび

失した。投与後毎週実施した検査では，検体採

ニキビダニは，ドイツの北部よりも南部において

材の最終日にあたる２ヵ月後までに，これら外

蔓延している。

部寄生虫の生存個体はまったく認められなかっ

皮草業界において，金銭的にも経済的にも最

た。この投与方法は単純，簡便かつ省力的な方

大の損害は一般にキュウセンヒゼンダニによっ

法である。特に冬季において，薬剤噴霧法，洗

て引き起こされている。キュウセンヒゼンダニ

浄法および薬浴法よりも望ましい方法といえ

の蔓延には家畜の売買が最も深く係わってい

る。さらに有効成分の好都合な残留パターンに

る。一方では，ＥＣ諸国間で潜在的に寄生して

より食肉，可食部位および乳汁への休薬期間を

いる肥育牛や肉牛を取り引きすることがヒゼン

設定する必要がなく，この製剤は乳牛のキュウ

ダニを慢性的に蔓延させているとともに，他方

センヒゼンダニの治療にも適している。

では，各国内での家畜の売買が寄生虫の伝搬を
さらに助長している。このような疫学的な理由
から，キュウセンヒゼンダニは外部から定期的

＊

バイチコール プアオンは，本邦においてバイチコールという
製品名で販売しています。
＊＊
Bayticol ®Pour‑on：A New Product and a New Method
for the Control of Stationary Ectoparasites in Cattle

＊＊＊
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Germany
出典：Vet.Med.Rev.，No.１，17−27（1986）
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に持ち込まれているのである。多くの大規模な

シラミおよびハジラミの寄生は，特にドイツお

肉牛飼育農場では，ヒゼンダニがここ数年間に

よびデンマークで増加傾向が見られている（図

わたって流行している。これらの農場では家畜

２）。牛に寄生するシラミのうち２種

を定期的に治療することなくしては存続できな
い状況になっている。乳牛に寄生するキュウセ
ンヒゼンダニは，最近ではさらに一般的に見ら
れるようになった（図１）。乳牛に使用できる

図２

乳牛（赤白斑種）に重度寄生しているハジラミ

（Haematopinus eurysternusウシジラミおよび

Linognathus vituliウシホソジラミ）はこの国で

図１ 治療中の乳牛のキュウセンヒゼンダニ
重度寄生例

一般的に見られる。これらのシラミの混合寄生，
ハジラミ（牛では１種類のみで，Bovicola bovis

適当な薬剤が今まではなかったので，治療は非

ウシハジラミ）およびヒゼンダニとの同時寄生は

常に困難であった。

一般には見られない。したがって，皮膚，被毛の
検体を鏡検することはヒゼンダニの除外診断に

牛のショクヒヒゼンダニは広く蔓延してい

とって非常に重要である。

る。概してこのダニは高齢の動物に寄生する
が，獣医学的な処置を必要とするような重度の

シラミおよびハジラミの寄生による特徴的な臨

臨床症状を伴うことはほとんどない。しかし，

床症状は，重度な痒覚と広範な脱毛斑である。シ

近年ドイツ北部では，臨床症状を伴った常在的

ラミの卵と成虫は，肉眼または拡大鏡によって，

なショクヒヒゼンダニの寄生が見られている。

動物体上にしばしば確認できる。
シラミは，とくに冬季の衛生環境が悪い状況下

いくつかの酪農家では，舎飼いの冬季に毎年こ

で，離乳後まもない子牛に多く寄生する。

のダニが寄生し，牛舎内の騒擾を引き起こして
いるため，農家はやむなく治療しなければなら

吸血による血液の損失のため，この年齢の子牛

ない事態に迫られている。このダニの寄生に係

は重度の貧血症状を呈する。近年，著者らは多く

わる重要な牛の部位は繋の部分である。この部

の症例で，あたかも霜に覆われたような子牛を観

分からこのダニは比較的ゆっくりと大腿部のひ

察してきた。詳細な観察によって，この白色の微

だや肛門周囲を通って，尾根部および臀部へと

光が数千個のシラミの卵によるものであると判明

伝搬していく。

した（図３）。
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をも有している。乳肉を生産する家畜にとっても
乳汁および可食部位に残留する危険性がなく，し
たがって薬剤の使用による休薬期間を設定する必
要もない。
最近，フルメトリンは獣医薬の分野で知られて
いる2 7 種類のピレスロイド系殺虫剤のリストか
ら，動物への使用に適した一連の殺虫剤群に加え
られた。フルメトリンはピレスロイド系殺虫剤の
図３

中でも特に効果が優れた薬剤で，主としてマダニ

ウシホソジラミの重度寄生子牛に見られた卵

の駆除を目的として，当初は温暖な気候の国々で
牛体噴霧法や薬浴法による使用のために，バイチ

最近までは，匍匐性外部寄生虫の駆除に低毒

コールという商品名によって導入された

性の有機リン系殺虫剤を牛体噴霧法，薬浴法，

（Stendel and Fuchs，1982；Hopkins and

または粉剤の散布法により使用することが基本

Woodley，1982：Hamel et al.，1982 and Dorn

となっていた。寄生牛が乳牛でなかったり，食

et al.，1982）。ごく最近ではバイチコールプア

肉および可食部位の長期間にわたる休薬期間が

オンが登場し，オーストラリア，南アメリカおよ

問題にならない場合は，ヘキサクロロシクロヘ

び南アフリカでマダニの駆除に使用され，大成功

キサン製剤，あるいは最近ではイベルメクチン

を収めた（Stendel，1985；Hopkins et al .，

が使用されていた。しかしながら，これら全製

1985；Sosa，1985；Hamel and van Amelsfoort，

剤の重要な問題として，常に非省力的な上に投

1985；Dorn and Pulga，1985）。このマダニ駆除

与が困難で，休薬期間が長いことが掲げられて

の成功例に引き続く次の段階は，バイチコール

いた。

プアオンが牛に寄生するマダニ以外の匍匐性外部

牛の外部寄生虫の駆除にピレスロイド系殺虫剤

寄生虫にも有効であるか否かを検討することであ

が導入されたことにより，今や獣医師は多くの利

る。本報告では，ヒゼンダニ（Psoroptes ovis

点をもった新しい薬剤を治療に使用できるように

キュウセンヒゼンダニおよびChorioptes bovis

なった。最も重要なことは，すべての昆虫に対し

ショクヒヒゼンダニ），シラミ（Linognathus

て顕著なノックダウン効果を有するのに加え，効

v i t u l i ウシホソジラミおよび H a e m a t o p i n u s

果が比較的長期間持続し，さらに節足動物に対し

e u r y s t e r n u s ウシジラミ）およびハジラミ

て広範囲の活性を示すことが認められることで，

（Bovicola bovisウシハジラミ）の寄生例にバイ

これらは節足動物に対する神経毒性に由来するも

チコール プアオンを用いたドイツの農場におけ

のである（Ruigt，1984）。

る治療試験について報告する。

さらにピレスロイド系殺虫剤は哺乳動物に対す

２．材料と方法

る毒性が非常に低いという優れた点があり，また

２.１.有効成分，製剤および投与方法

環境中には蓄積しないという非常に好都合な性質
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本試験では，プアオン用に特別に製剤設計され

れた寄生虫の種類は表１に示した。

たフルメトリンの１％製剤を供試した。

13農場が選択されたが，これらの農場では牛に

本製剤は局所および全身への安全性が優れてい

前述した匍匐性外部寄生虫が少なくとも１種類寄

ることのほか，皮膚上に良く拡散することが特長

生しており，臨床症状（痒覚，脱毛斑，出血を

として掲げられる（Stendel，1985）。

伴った擦過傷，痂皮または鱗屑）が見られ，した

投与に際しては，１回分の薬剤を動物の背中線

がって，寄生状態は数量的にも質的にも寄生虫の

上に注ぎ，投与量は，マダニ駆除の推奨量である

治療試験に適した状態であった。

１㎎/kgに加えて，２㎎/kg，３㎎/kgおよび４㎎/

これらの牛群の選択に際しては，品種，例えば

kgを設定した。投与は１回ないしは７日間隔で２

赤白斑種およびフリーシアン種，年齢，性別およ

回行った。

び飼育形態の違いを考慮した。各時点で対照群の

２.２.試験群の構成および供試動物

動物を除いたすべての牛群に薬剤を投与した。各

本試験には，ローワー・サクソニー（地名）の

農場の無投与対照群の数は，使用できる設備およ

南部と北部で飼育されている育成牛，乳牛および

び離れた牛舎や牛房への隔離の可能性によって決

肥育雄牛のうち，自然寄生が認められた牛群を供

められた。原則として，各試験牛群には２〜５頭

試した。試験農場，牛の品種，種類および検出さ

の無投与対照牛を用意した。

表１
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２.３.採材および検査

果には用量に応じた効果の差を認めた。
３.１.牛寄生ウシハジラミに対する効果

刃の付いたシラミ用のくしを用いて，被毛お
よび皮膚の切屑を各牛の５カ所（頸側，

甲，

ウシハジラミに対するバイチコール

プアオ

尾根部，臀部のひだおよび大腿の裏側）から採

ンの効果は，５牛群1 2 9 頭（乳牛および肥育雄

取した。採取した検体は約50mlに相当した。検

牛）を用いて試験された。投与量は１㎎ /kg，２

体は，採取後直ちにもしくは12時間以内に生存

㎎/kgおよび４㎎ /kgであった。試験したすべて

する外部寄生虫を検査した後，飼育器に保管し

の外部寄生虫のうちウシハジラミが最も感受性

た。検体を採取した牛体の各部位と鏡検結果は

が高かった。このハジラミは，肥育雄牛，乳牛

予じめ準備した用紙に記入し，さらに牛の概貌

および育成牛に最も一般的かつ広範に見られる

図も書き加えた。

外部寄生虫であり，投与後24時間以内に殺虫さ

最初の検査は投与直前（０日目）に行った。そ

れ，その後61日間の観察期間中に再寄生は認め

の後の検査は，いくつかの農場では１日目に実施

られなかった。この結果，有効な用量は１㎎ /kg

し，さらにその後は28日目まで１週間隔ですべて

の１回投与であった。

の農場について行った。最終的な検査は投与後61

３.２.牛のシラミ（ウシジラミおよびウシホソジ
ラミ）に対する効果

日目に行った。生存個体の鏡検は定性的および定
量的に行った。

ウシジラミは肥育雄牛と乳牛を用いて試験され

３．成

た。このシラミに対する有効用量は２
㎎ /kgで

績

あったが，１㎎/kgを投与した牛群においてもこ

本試験の成績は，その概略を寄生虫の種類別に

のシラミの寄生は認められなかった。この試験か

別けて表２に示し，十分有効な治療用量の最低量

らも１回投与で十分な効果が得られた。牛には，

を記載した。試験された寄生虫の種類ごとに程度

61日間シラミの寄生が認められなかった。

の差はあるものの，バイチコール プアオンの効

ウシホソジラミについては肥育雄牛を用いた
試験が行われた。１㎎ /kgの１回投与では十分な

表２

効果が得られなかった。効果の発現は相当に遅

匍匐性外部寄生虫に対するバイチ
コールプアオンの治療用量

く，21日目まで依然としてシラミは検出された
が，少数であった。この用量ではウシホソジラ
ミに薬剤抵抗性を発達させる危険性があると考
えられる。完全な効果は２㎎ /kgの用量で達せら
れた。
３.３.ヒゼンダニ（キュウセンヒゼンダニおよび
ショクヒヒゼンダニ）に対する効果
キュウセンヒゼンダニの治療成績は特に関心事
である。治療は，肥育雄牛，乳牛，未経産牛およ
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び子牛合計298頭に対して行われ，これらの牛に

４．考

察

はキュウセンヒゼンダニによる臨床症状が認めら
れていた。臨床症状は，臨床的にヒゼンダニの寄

以上のような試験から，バイチコール プアオ

生をやっと判断できる程度から，お皿大の上皮組

ンが牛の重要な匍匐性外部寄生虫のすべてに対し

織の欠損を伴う重度な寄生までの範囲であった。

て，実質上優れた治療効果を有することが示唆さ

極端な重症例は見られなかった。

れた。

２㎎/kgおよび３㎎ /kgを投与したすべての牛

本有効成分は，昆虫（シラミおよびハジラミ）

群で投与後１日目に早くも明らかな症状の改善

に対する顕著なノックダウン効果と優れた殺ダニ

が認められ，痒覚はかなり軽減した。７日目ま

効果（マダニ，キュウセンヒゼンダニおよびショ

でには，広範に損傷が見られた皮膚に上皮が形

クヒヒゼンダニ）を有している。本製剤の残効性

成され，乾燥した。３㎎ /kgまたは２㎎ /kgの１

は，１回投与後でも，その後続いて卵から孵化し

回投与後７日目に，投与したすべての動物には

てくる節足動物を駆除するのに十分な持統期間で

もはや生存するダニは認められなかった。追跡

あり，それ故，大多数の場合に１回投与によって

調査が35日目まで実施されたが，やはりこの時

十分良好な治療効果が得られる。

点でもダニは検出されず，臨床症状はさらに改

牛の背中線に沿って薬剤を注ぐだけの簡便な

善された（新しい育毛が見られた）。キュウセ

プアオン法は特に有益な特長である。牛体噴霧

ンヒゼンダニの治療に有効な推奨量は，２㎎ /kg

する際に必要とするような多量の薬液は無用で

の１回投与である。

ある。動物を屋内で飼育する冬季には特にこの

ショクヒヒゼンダニについては，乳牛と肥育

点が好都合である。さらに，プアオン法は，他

雄牛合計215頭に対して投与され，種々の成果が

の薬剤投与法に比べて，動物へのストレスをは

得られた。投与量は１㎎ /kg，２㎎/kgおよび３

るかに軽減できる。本製剤はそのまますぐに使

㎎/ k g で，１回ないしは１週間隔で２回投与と

える製剤で，投与するのにほとんど時間を要し

し，最初の試験では１回投与とした。その結

ない。本製剤は動物の体表面上を独りでに拡散

果，1 ㎎/ k g の用量では十分な効果が得られな

していく。この点において，一般には全身に到

かったが，２㎎ /kgでは軽微で一時的な臨床症状

達しない粉剤の散布法と比べても，本製剤は

の改善が認められた。寄生の軽度な牛群の場合

勝っている。

には，痒覚の明らかな消失が認められることか

有効な治療用量は，ウシハジラミに対して１

ら，この用量でも十分である。３㎎ /kgでは，臨

㎎/kg，また，牛寄生シラミおよびキュウセンヒ

床症状の改善は良好で，ダニの完全な消失が達

ゼンダニに対しては２㎎ /㎏である。これらの寄

成された。その後の試験で，乳牛４群に２㎎ /kg

生虫の寄生時には，薬剤を背中線に沿って１回投

１週間隔で２回投与後，臨床症状の回復および

与することにより十分な効果が得られる。ショク

ダニの清浄化が認められた。これらの牛群で

ヒヒゼンダニの場合には，２
㎎ / k g を背中線に

は，薬剤の投与部位が変更され，皮膚の損傷部

沿って（ 甲から腰角まで）１回投与することに

位に近い尾部へ主に投与された。

より十分な効果が得られ，同用量（２㎎ /kg）の
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プアオン＊：牛の匍匐性外部寄生虫駆除用の新殺虫剤およびその斬新な投与法＊＊

２回投与により完全に駆除された。投与部位を変

および可食部位についてもいえる＊。乳牛に寄生

えた場合（尾根部から腰角まで），２㎎ /kgの１

するハジラミおよびシラミの治療には，過去に

回投与でさえもショクヒヒゼンダニは完全に駆除

ネグホンが何ら問題なく使用されてきたが，バ

された。このことは，高濃度の薬剤が尾部周辺の

イチコール

好寄生部位に到達することによるためと解釈され

あるが故にとくに優れている。この新しい投与

る。しかしながら，試験件数があまりにも少数な

法のもう１つの利点は，１回投与で済むことで

ので最終的な結論とはなり得ない。

ある。

プアオンはさらに簡便な投与法で

フルメトリンの特に優れた特徴は，既に

近年までの西ドイツでは，乳牛のヒゼンダニの

Neuhauser（1982）の記述があるように，優れた

治療は，休薬期間中の乳汁の損失を酪農家が容認

安全性と好都合な無残留性である。今回の試験

する場合にのみ可能であった（L i e b i s c h ，

で投与した牛369頭においては，いかなる皮膚反

1982）。現在では，バイチコール

応も，またその他の副作用もまったく認められ

よってこの障害を乗り越えることができるように

なかった。本製剤は，乳汁中への移行がまった

なった。牛に寄生するキュウセンヒゼンダニさら

くないことから乳汁の休薬期間を設定する必要

にはまたショクヒヒゼンダニでさえも有効成分フ

がないため，乳牛に寄生する外部寄生虫の治療

ルメトリンによって効果的に治療できる。

プアオンに

にとくに有意義であり，かつ同様のことが食肉

＊

日本においては，バイチコールを投与した牛への休薬期間
として２日間が定められている。
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獣医領域における薬剤選択（33）
７.動物用抗菌剤の薬理と応用（その２）
吐山 豊秋＊

ある。

Ⅱ 抗菌性薬の体内動態（１）

塩基ではpＫaが高いほど強い塩基である。また

薬物の体内動態についてはこの講座で何回か

p Ｋa より高いp Ｈの水溶液では分子型が多くな

に分けて解説したが，編集部の希望もあって途

り，pＫaより低いpＨの水溶液ではイオン型が多

中で打切り，抗菌性薬物の項に移行した。しか

くなる。抗菌性薬ではアミノ配糖体がかなり強い

し，抗菌性薬の有効性や有用性を論ずるにはそ

塩基，クロラムフエニコール，テトラサイクリ

の体内動態を理解することが必要であるから，

ン，マクロライドが中程度の塩基，葉酸拮抗薬が

ここでは以前の記載の復習を兼ねて解説するこ

弱い塩基である。

とにする。

以上の知識が必要になるのは薬物が細胞膜を通
過できるか否かを判定する時である。原則的には

Ａ．抗菌性薬の物理化学的性格

分子型は細胞膜を通過できるが，イオン型は細胞

薬物とか化学物質が体内にどのように吸収さ

膜を通過できない。

れ，体内でどのように行動し，排泄されるかはそ

２．分配係数

の物質の物理化学的性格だけによって決まり，そ

薬物が細胞膜を通過できるか否かを決める要

の物質が生体に対してどの様な作用を持つかは無

因はその薬物の脂溶性である。細胞膜は不飽和

関係である。抗菌性薬には宿主への作用が弱く，

脂肪酸が多い半液状脂肪の膜からできている。

寄生する微生物だけに強く作用する薬物が用いら

したがってこの脂肪層を溶解できるか否かに

れるが，この場合でも抗菌性薬の体内動態は抗菌

よって細胞膜を通過できるか否かが決まる。こ

性とは無関係である。

の半液状脂肪と溶解性が類似している物質は高

薬物の物理化学的性格のうち，体内動態に強く

級アルコールのオクタノールである。したがっ

影響する因子は(１)酸・塩基の区分とその使用塩

て，薬物の脂溶性はオクタノールと水との分配

型，(２)脂溶性と水溶性（分配係数）である。

係数で表わす。

１．酸・塩基区分とpＫa

分配係数が高い薬物ほど細胞膜を通過し易

化学療法に用いる抗菌性薬は酸性物質か塩基

く，通過速度も速い。したがってマクロライド

（アルカリ）性物質であり例外はない。

とか葉酸拮抗剤のように分配係数が10に近い物

酸でも塩基でも一定のpＨの水に溶けると一部

質では細胞膜を速やかに通過するが，テトラサ

が分子型に，一部がイオン型になる。各化合物ご

イクリンのようにオクタノールと水に同程度に

とに分子型とイオン型が等しくなるpＨをpＫaと

溶ける物質（ＰＣ＝１）では細胞膜の通過が遅

いい，化合物ごとに一定の値になる。

くなる。

酸ではpＫaが低いほど強い酸である。またpＫa

カナマイシンなどのアミノ配糖体はオクタノー

より高いpＨの水溶液ではイオン型が多くなり，p

ルに全く溶解せず，分配係数がゼロである。した

Ｋaより低いpＨの水溶液では分子型が多くなる。

がって細胞膜は通過できない。

抗菌性薬ではぺニシリンとセファロスポリンが中

３．担体輸送系

程度の酸であり，サルファ剤とキノロンが弱酸で

生体内ではイオンでしか存在しない物質とか，

＊

東京農工大学農学部
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図２

薬物の細胞膜通過

オクタノールに全く溶けないような物質では細胞
膜を通過できないはずである。しかしこのような
物質でも，一部の物質は細胞膜を通過する。これ
は細胞膜に特異な物質輸送担体があり，この担体
による輸送系（能動輸送系）があるためだと説明
されている。分配係数が低くて細胞膜の通過の遅
い物質でもこの輸送系にのる物質はより速く細胞
図１

分配係数の測定

膜を通過する。
担体輸送系は腸管上皮，肝細胞・胆管系，近位
尿細管に存在するが，輸送する物質にはそれぞれ
に特色がある。
表１

抗菌性薬の物理化学的性格

‑43‑

動薬研究

1989．７．№41

４．薬物バリア

Ｂ．薬物の吸収

哺乳動物の体表，体内には薬物に対するバリ
ア（障壁）がある。これは少なくとも一層の細

抗菌性薬は一般に全身性投与で用いられるの

胞が相互に密着しているからであり，その細胞

で，投与部位からの吸収が必要である。

層を薬物が通過する時は細胞膜を通過して細胞

１．腸管吸収

内に入り，再び細胞膜を通過して反対側に出

消化管粘膜では上部小腸（十二指腸と上部回

る。バリアがあると他の場所のように細胞間を

腸）の薬物吸収状態が極めて強く，その他は弱

通過することは不可能である。薬物バリアには

い。したがって，経口投与された薬物の殆どは上

次の種類がある。

部小腸で吸収される。

①外皮：20層の細胞からなる強力なバリアで

小腸粘膜上皮は薬物バリアであるからバリア通

ある。

過性の良い薬物は速やかに吸収されるし，バリア

②外表粘膜：眼の粘膜，結膜がこれに相当す

通過性の悪い薬物は殆ど吸収されない。しかし消

る。

化管は吸収能力の強い組織でもあるから，バリア

③体腔外粘膜：体表とつながった形の粘膜や分

を殆ど通過しないアミノ配糖体でも２〜３％は吸

泌腺であり，消化管，気道粘膜，生殖・泌尿器粘

収されるらしい。

膜，乳腺などが含まれる。

ペニシリンやセファロスポリンはバリア通過性

④体腔内バリア：中枢神経や脳脊髄液腔は薬物

の悪い薬物であるが，全てのペニシリンと一部の

バリアによって囲まれて，血液とは分離されてい

セファロスポリン（セファレキシン）に対しては

ると考えらている。

小腸に担体輸送系があるらしい。しかし尿細管の
能動輸送系よりはかなり弱く，吸収能が中程度に
なる程度である。
表２
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したがって，アミノ配糖体やセファロスポリン

口投与が有効なのはせいぜい６週令ぐらいまでだ

以外の抗菌薬は全て経口投与によって腸管からの

と考えられる。

吸収が期待できるが，酸で分解され易い薬物では

３．注射投与

胃で分解する可能性も高い。この様な例としてベ

獣医領域で汎用される注射投与は静注，筋注，

ンジルペニシリンと，カルベニシリン，タイロシ

皮下注である。静注や動脈注のように脈管内に投

ンなどが挙げられ，これらの薬物を経口投与で用

与される場合には吸収の要因がないが，筋注とか

いるには特定の塩型とか剤型を用いなければなら

皮下注では薬剤によって吸収速度や吸収率が異

ない。

なってくる。

２．牛への経口投与

筋注や皮下注では薬剤が組織間液に溶解して吸

牛では経口投与した薬物が反芻胃に入ってから

収される。組織間液から血液への吸収ではバリア

徐々に第四胃に移行する。薬物の主な吸収部位は

の通過が必要ではないから，アンピシリン・ナト

十二指腸であるから，経口投与後の吸収は遅くな

リウムとかアミノ配糖体硫酸塩のような水溶性の

る。単胃動物では胃の通過時間は速いので，吸収

注射剤では吸収が速い。

性のよい薬物なら経口投与後30分〜１時間で吸収

動物用医薬品の抗菌性薬注射剤の水性懸濁剤に

が完了するが，牛では４〜６時間程度が必要であ

なると薬剤によって吸収速度がかなり異なる。原

る。抗菌性薬物以外の薬効群薬ではこの様な吸収

則的には用いた成分の組織間液への溶解度とか溶

動態が逆に有用であることもあるが，抗菌性薬で

解速度によって吸収速度が決まってくる。

は吸収の遅いことはマイナスでしかないし，ルー

油剤では少量ずつリンパに吸収されるので吸収

メンに抗菌性薬が止まることも好ましくない。し

は極めて遅くなる。しかしもし組織間液に乳化の

たがって，原則的には反芻動物に抗菌製剤を経口

状態で溶解すれば毛細管内への吸収が可能にな

投与することはしない。

り，速く吸収される。抗菌性薬のうち，マクロラ

牛でも新生子牛は例外である。哺乳期子牛では

イドのようにどの塩型でも水溶性の極めて低い場

飲んだ乳がルーメンには入らず，第二胃を通って

合には有機溶媒に溶解して乳化剤を加え，吸収性

第三胃へ直接入るので単胃動物と同じ程度の時間

をよくした製剤が多くなっている。つまり徐放性

で胃を通過する。したがって，薬物を人工乳や代

は注射部位残留期間が長くなるし，また吸収を遅

用乳に溶解して与えれば能率よく吸収される。こ

らせることによって得られる長時間有効のメリッ

の様な製剤は多く出回っている。

トが以前に考えられていたほど大きくないことが

子牛の週令がどの程度までこの投与法が有効で

分ってきたからである。

あるかを調べた試験は意外に少ないが，バイエル

Ｃ．薬物の分布

社はニューキノロンを用いてかなり詳細な調査を
している。この試験結果では人工乳に溶解したキ

投与後に吸収された薬物は血流によって全身に

ノロンの吸収率（利用率）は４週令までは極めて

分布する。

高いが，８週令では極めて低く，ほぼ成牛に等し

１．血漿蛋白結合

くなる。したがって，子牛に対する抗菌性薬の経

血漿中の薬物のうち，血漿蛋白と結合した薬物
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は毛細管から出られない。したがって蛋白結合率

Ｄ．薬物の消失

が99.9％といった薬物では全身中の薬物の殆どが
蛋白に結合しており，組織間液には殆ど出ない。

体内の薬物は代謝と排泄によって体内から消失

細菌感染症で細菌が主として活動する部分は細胞

する。

間質であるから間質液へ出ないような抗菌性薬は

１．薬物の代謝

有効性を発揮できない。抗菌性薬の血漿蛋白結合

抗菌性薬で主として代謝で消失する薬物はマク

率を調べてみると，アミノ配糖体のゼロ％からサ

ロライド，クロラムフェニコール，テトラサイク

ルファ剤の60％に分布している。この程度の結合

リンであるが，いずれも代謝速度が遅い。これら

率なら，蛋白結合による有効性の低下は別に考慮

の薬物の排泄も遅いので代謝のもつ意義は大きい

する必要はない。

とはいえない。

スルファジメトキシンは例外であり，結合率が

サルファ剤は体内で急速にアセチル化される

95％以上になるので間質液中の濃度が極めて低く

が，アセチル体を投与すると逆に急速に脱アセ

なるはずである。しかし，我々の教室で調べたと

チル化（加水分解）される。サルファ剤を投与

ころこの結合率は濃度依存性であり，濃度が高く

すると急速に一部がアセチル化され，親化合物

なれば7 0 ％に落ちることが分かってきた。した

とアセチル体が一定の比率を保って消失してゆ

がって，ジメトキシンでは50〜100㎎/kgを連日投

くので，他の薬物の代謝とはかなり意味が異な

与すれば間質液中濃度を10μg/ã以上に保つこと

る。
２．薬物の排泄

ができる。ジメトキシンは消失の遅い薬物として
知られているが，蛋白と結合していない遊離型の

薬物は主として尿から排泄されるが，一部は

消失は比較的早く，高用量を連続しても蓄積する

糞へも排泄される。腎における薬物の排泄機構

ことはない。

には糸球体濾過と前位尿細管の能動輸送系があ

２．組織分布

る。

血漿中の遊離薬物は間質液に等しい濃度にな

糸球体濾過：糸球体では腎血流の約20％の血漿

る。この分布にはバリア通過の必要がないので，

水分が濾過されて原尿になる。この濾過では血

アミノ配糖体やペニシリンのように蛋白結合率が

漿溶解成分のうち分子量が５万以下の物質は水

低く，またバリア通過性の悪い薬物では血漿と間

分と共に濾過される。したがって血漿中で蛋白

質液だけに均一に分布する。

と結合していない薬物は同じ濃度で濾過され

バリア通過性のよい薬物では細胞内へも分布

る。

するので血漿中濃度はそれだけ低くなる。

濾過された原尿はその90〜99％が尿細管で再吸

薬物がどの組織に多く分布するかは薬物に

収される。したがってもし尿細管で全く再吸収さ

よって異なるが，一般には肝と腎への分布率が

れない薬物であれば尿中濃度は血漿中の10〜100

高い。

倍にもなる。カナマイシンなどのアミノ配糖体が
この例である。この種の薬物の血中半減期は70〜
90分である。
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多くの薬物では糸球体濾過されたあと尿細管

血中半減期が30〜60分である。
２．胆汁排泄

で再吸収されるので，血中からの消失は数時間
になる。特にエリスロマイシンのようにバリア

肝細胞・胆汁系にも能動輸送系があるので，一

通過性のよい薬物では尿中濃度が血漿中濃度と

部の薬物はこの輸送系によっ七胆汁中濃度が血漿

ほぼ等しくなり，尿中への排泄の持つ意味が低

中濃度の10倍以上にもなる。抗菌性薬でこの能動

い。

輸送系で輸送される薬物はペニシリン，セファロ

尿細管能動輸送：前位尿細管にある能動輸送系

スポリンとマクロライドである。マクロライドの

は血流を通過する薬物を，蛋白結合型でも遊離

場合にはバリア通過性がよいので，胆汁と共に十

型でも全てを尿細管内へ分泌する。したがっ

二指腸に出た薬物は直ちに再吸収され，いわゆる

て，この系で輸送され，再吸収されない物質

腸肝循環系に入る。

（フェノールレッドなど）では血中半減期が数

ペニシリン系は腸管でゆっくり吸収されるの

分である。抗菌性物質でもこの様な性格を持つ

で，胆汁と共に十二指腸に出たあと小腸大腸にわ

物質は化学治療薬として用いても消失が速すぎ

たって吸収が続く。セファロスポリンは一般に腸

て有効でなくなる。

管吸収が悪いので，胆汁排泄された薬物の殆どが

能動輸送系によって輸送される抗菌性薬として

糞中に出る。

はペニシリン類やセファロスポリンが挙げられ
る。これらの物質は多少とも再吸収されるので，

図３

アミノ酸糖体とペニシリンの尿中排泄
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２月１日現在の家畜飼養状況が公表されまし

後

記

ていると思われます。

た。全畜種おしなべて飼養頭羽数は前年並みか僅

本号は，この４月に承認を受けました当社製品

かな増減に留まっていますが，飼養戸数の減少が

「ヨモベット」のご紹介するとともに林先生にＩ

著しく，とくに豚，採卵鶏，ブロイラーは生産物

ＧＲ剤についての解説をお願いしました。

価格の低迷による中，小規模生産者の廃、休業に

また，吐山先生の連載講座のほか，前号の続き

よるものとされています。しかしこの傾向はここ

としてバイチコールに関する論文２篇をご紹介し

十年来続いており，業界の集約化は着実に進行し

ました。
（近

藤）

