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効利用と飼料作物の自給率向上の２点である。

まえがき

このうち，ここでは牧野の有効利用上問題と

「牛は人間にとって最後の安全保証だ

14）

」，

なる病気をとり上げる。いうまでもなく，現在

放牧衛生に携わる関係者にとっては標語とも言

わが国の放牧事業推進上障害となっているのが

うべき言葉が一経済学者から発せられた。これ

小型ピロプラズマ病という住血原虫病である。

までの高度成長の中で，私たち獣医は家畜と人

本病はよく古くて新しい病気ともいわれ，病原

間の関係についてどれ位真剣に考えてきたであ

体もベクターも明らかである。戦前においては

ろうか。ひょっとすると獣医の多くは「家畜は

牛に寄生してはいるものの全く問題視されな

20）

」ことを忘

かった。それでは戦後，なぜ病原性がないとい

れてはいないか。ただただ生産性至上主義を押

われていた小型ピロプラズマが問題になったの

し進めるために獣医学研究を展開してきたきら

であろうか。その原因を探ってみると，日本畜

いはないか。病気の牛に出逢うたびにいつも思

産の歪みとも関係がありそうであり，かつ本病

う今日この頃である。

が日和見感染病といわれる所似も明らかにされ

人間によって作られた動物である

その結果，現在わが国で生産される畜産物も

そうである。

消費者には異常食品の一つとして写っているこ
６）

そこで，本拙文では小型ピロプラズマ病の特

にどれだけの研究者または家畜衛生担当者

徴を通して本病の問題となった背景を農業全体

が気づいているだろうか。畜産経営上，効率主

の中でとらえ，次いで研究の現状を紹介し，そ

義がもたらした弊害は不健康家畜由来畜産物の

して現実的対策として今何ができるか，という

市場流通として具現されている。

テーマについて私見を述べる。

と

一方，牛肉やコメの輸入自由化問題に関連し

小型ピロプラズマ病とはどんな病気か

て，今，牛の低コスト生産技術に関するシンポ
ジウムや論説，著書などが数多く世に出てい

小型ピロプラズマはピロプラズマ目タイレリ

る。その一つに農業経済学の立場から「農業は

ア科に属する牛寄生性原虫で，1905年に発見さ

農業であり，農業は工業ではない」と鋭く現在

れた。しかし，本原虫は第２次大戦後，酪農が

16）

があり，また，わが

盛んになるまでは寄生はしていても，ほとんど

国の農業の発展には米と牛乳の結合が最も大切

問題にされていなかった。小型ピロプラズマに

の軽農論者を批判する書
５）

がある。さらに，今後の日本の畜

よる発症例が報告されはじめたのは乳用牛の飼

産の再構築には風土に適した土地利用型畜産の

育頭数が増加しはじめた昭和25年前後からであ

推進が急務であることも説かれている32・40）。

る。それまでは，飼育牛の多くが役牛としての

とする報告

いずれにしても，牛の低コスト生産は至上命

和牛であったことも問題とならなかった要因の

令であり，すでに国公立の研究機関や行政機関

一つであるかも知れない。いずれにしても，小

は積極的に種々の方策について検討を進めてい

型ピロプラズマ病は昭和29年の「酪農振興法」

る。多くの提言や著書からもわかるように，牛

制定後における急速な乳用牛増加と無縁ではな

の低コスト生産の基本となるものは，牧野の有

さそうである。

＊

農林水産省家畜衛生試験場

‑1‑

動薬研究

1990．4．№42

した。病原体の学名はTheileria sergenti で牛

一方，肉用牛については昭和35年当時，234万
頭が飼育されていたが，ほとんどが和牛で役牛と

表１

しての役割が大きかった。その後，農業機械の導

小型ピロプラズマ病の特徴

入とともに，これらの牛は肉用牛として飼育され
るようになった。しかし，わが国における牛肉の
割合は，昭和63年の時点でおおむね和牛30％，輸
入牛30％，乳用牛40％である３）。このように，
わが国では乳用牛のホルスタイン種は本来の乳用

タイレリア病の一つである。これらの特徴は他

牛としての役割の他に，肉用牛としても仕立てら

１の牛タイレリア病，すなわち，東アフリカ諸

れるという飼育形態へ変化して今日に至ってい

国で猛威を振るっているT.parvaによる東海岸熱

る。肉用としての乳用牛もまた，育成期間を牧野

や，地中海からインドにかけて分布する

で過ごす場合，小型ピロプラズマ病に悩まされて

T.annulata による熱帯タイレリア病の性状とは

いることに変わりはない。

全く異なる。従って，小型ピロプラズマ病は欧

牛の飼育頭数の増加に平行するように，放牧

米でタイレリア病にかかわっている研究者に容

用草地の造成も進められ，昭和45年の全国調査

易に理解してもらえない病気でもある。

で，30頭以上を集団放牧している牧野数は1733

それではなぜ，良性タイレリア病といわれな

カ所に達し，放牧頭数は約20万頭であった２）。

がら，日本の牧野では発病率が高く，とりわけ

牧野は主として低コスト化と省力化を目的とし

ホルスタイン種の場合に問題になるのか。ここ

ている。従って本来ならば，放牧頭数も着実に

に日本農業の歪みの一端が現われているように

増加しているはずである。しかし，公共放牧場

思われる。そこで，次項では多少飛躍するが，

に限定した場合，昭和45年の牧野数714カ所，放

人と牛とのかかわり合い方が西欧と日本とでは

牧頭数約11万頭に対し，昭和60年の時点では牧

異なること，そして小型ピロプラズマ病は急速

野数1196カ所，放牧頭数約21万頭であり，15年

な酪農発展を支えた加工業的畜産の落とし子で

も経過してやっと約２倍に増加しているに過ぎ

あることを検証してみたい。

ない

33）

。

主な原因の一つとして，俗にいう

西欧と日本における牛の役割

放牧病

があげられる。また，欧米とは異なり，日本の

西欧では古くから「家畜なければ農業なし」

多くの牧野の場合は，牧野運営主体者と牛の所

という諺があるとおり，家畜は人々が生きて行

有者が別々であるという特殊事情も加わり，赤

くための大きな保証であった。ここで家畜とは

字経営に苦慮している。

多くの場合

野の

癌

放牧病

の中で，牧

といわれているのが小型ピロプラズ

牛

を意味する。西欧では元来気

候的に冷涼寡雨半乾燥という風土から，自然と

マ病である。

牧畜農業の形態をとり，畜産も乳肉兼用種を主

それでは，小型ピロプラズマ病とはどのよう

体とする土地利用型畜産が定着している。今日

な病気なのだろうか。大まかな特徴を表１に示

においてもその状態に変わりはない。従って，

動薬研究

1990．4．№42

‑2‑

対小型ピロプラズマ病戦略

畜産物も含めた食糧の自給率は70％台以上を維

生産にあたっては粗飼料資源の有効利用，飼料

持していることは周知のとおりである。

自給度の向上等を図ることとしている38）。

人間と牛のかかわりは表２に示されるように
他の家畜より深い。この関係は今後とも変わる
ことはないであろう。
一方，日本の風土は温暖湿潤気候であること

図１

日本における牧野の一例

しかし，わが国の粗飼料資源，すなわち牧野
の実態をみると，その多くは図１に示すように急
傾斜地に立地し，前述したような舎内で育った
から水田を中心とする耕種農業に適している。

牛にとっては苛酷な環境といわざるを得ない。

従って，牛は古くは役畜として，近年では多頭

比較のために西ドイツ・バイエルン地方の牧野

飼育による乳肉供給源としての役割が大きく，

風景を示すと図２のとおりで，ここでは

西欧でのような農地との直接的結びつきが薄

病

かった。その結果，酪農発展の基礎となる飼料

入れの行き届いた牧野もこれがもし日本ならば

は外国に依存することとなり，ここに西欧とは

ゴルフ場に化けてしまうことであろう。

放牧

はほとんど問題とならない。このような手

異なった輸入飼料依存型畜産が構築された。す
なわち，ほとんどの牛は誕生後舎内で育ち，濃
厚飼料多給型の飼料で大きくなる。このような
牛がある日突然急傾斜の牧野に放されたらどの
ようになるであろうか。
わが国の政府が昭和55年に発表した「農産物
の需要と生産の長期見通し」の中で，畜産物関
係では飼料作物と牛肉の国内生産体制の強化を
提言した 38）。そして牛肉の輸入自由化に対応す
るために，昭和58年には従来の「酪農振興法」
は「酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律」

図２

西ドイツにおける牧野の一例

へ改められた。その中で，国内での安価な牛肉
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放牧地利用による牛の低コスト生産が叫ばれ

以上のように，なぜ小型ピロプラズマが日本の

ているが，図１のような日本の牧野では抵抗性

牧野では問題になるのか，一つの答えは出たもの

の強い放牧に適した牛でない限り，大なり小な

と思われる。すなわち，小型ピロプラズマ感染牛

り放牧事故が発生する。事故原因の筆頭は，す

が発病するか否かは，牧野の立地条件や管理状

でに明らかなように小型ピロプラズマ病で，と

況，入牧牛の資質等によって大きく左右されると

くにホルスタイン種の初放牧預託牛に集中して

いうことである。実際に，北海道から沖縄県まで

いる。在来牛の黒毛和種や褐毛和種は比較的抵

見て歩いた牧野の中で，条件をおおむね満たして

抗性が強いが，それでも立地条件の悪い牧野で

いる牧野では，たとえ小型ピロプラズマが存在し

は発病率が高くなる。

ていても問題になっていない。牛の病気を通して

企業的経営方針に基づいて育てられた日本の

近代農業の歪みを改めて認識した̀̀牛飼い"が，今

牛は本来の草食牛からすっかり穀食牛へ変えら

商品としての

れてしまった。その結果，牧野へ預託をするに

物 としての 畜産物 の生産者として活躍して

もその前に放牧馴致や予備放牧という手間のか

いることは誠に心強い17）。

畜産品

でなく，安全な

食べ

かることをせざるを得なくなった。その上，加

しかし，牧野の現実はきれいごとをいうだけ

工業的に飼育された穀食牛はさまざまな病気に

ではすまされない。ホルスタイン種は日本の牧

悩まされ，結果として薬漬けとなっている。小

野には適していないといっても，放牧せざるを

型ピロプラズマ病もこのような加工業的畜産の

得ない現実がある。それではどう すればよい

ツケの一つといってよいであろう（図３）。

か。次の項では，その解決へ向けて今進められ

図３
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ている研究の現状を紹介する。

みると，T.sergentiとT.buffeliの間には媒介ダ
ニH a e m a p h y s a l i s l o n g i c o r n i s ，H . m a g e ‑

小型ピロプラズマ研究はどこまで進んだか

shimaensis，H.bancroftiによる差はないようで

本病に関する試験研究は古くから多くの人々

ある 35）。しかし，マレーシアの牛タイレリア感

によって行われ，その内容についてはいくつか

染牛血清について， T . s e r g e n t i 抗原及び

の著書や総説等に収められている。ここでは，

T.buffeli抗原を用いたＥＬＩＳＡ試験によれば

近年における進展状況の概略と問題点を取り上

差がみられ，マレーシアのタイレリアは

げるにとどめる。

T.buffeliに近似している11）。しかしまた一方，

過去においては主に行政側の要望に答えるた

これら３種のピロプラズムの原虫構成蛋白質の

めにすぐに役立つ防除対策優先の研究が進めら

比較結果ではいずれも近縁関係にある 21）。以上

れていた。しかし，まだ抜本的対策を確立する

のように，小型ピロプラズマの最終的な学名決

までには至っていない。その原因の一つとし

定には，今少し詳細な比較検討が必要である。

て，本病に関する基礎的検討がほとんどなされ

生活環については古くから牛体内におけるピ

ていなかったことがあげられる。近年になって

ロプラズム以外の発育ステージが論議されてい

ようやく本病に関する研究人口も漸増し，遅れ

た。しかし最近になってようやくシゾントやミ

ばせながらも基礎的成果が得られつつある。

クロメロゾイト等，赤血球内寄生前の発育ス

小型ピロプラズマ病は前述したように，生産

テージが体表リンパ節内に存在することが明ら

病または日和見感染病の一つである上に，媒介

かになった（図４）。シゾントの検出は当初極

者としてダニや吸血昆虫が関与していることか

めて困難であったが，原虫高度感染ダニの作出

ら，多方面からの取り組みが重要である。

が可能になって以来８），実験目的に応じた採材

病原体自身に関することでは，分類学上その学

も容易になっている（図５）。さらに，原虫高

名が再びあやふやになったことを指摘しなければ

感受性ダニとしてはマゲシマチマダニが優れて

ならない。現在用いられているT.sergentiという

いることも判明し，実験用ダニとして大いに活

学名はソ連から分与を受けた株との比較試験の

用されている。しかし，スポロゾイトの牛体内

結果から決定されたものである。小型ピロプラ

侵入後におけるシゾントヘの発育過程やシゾン

ズマ類似のタイレリアとしてはT.orientalis と

トの実像，ピロプラズム持続感染のメカニズム

T.buffeliが報告され，これら３種の学名は今な

等，解明すべき点がなお多く残されている。

お混乱したまま使用されている。従って，日本

生活環に関連した培養の可能性についての検

の小型ピロプラズマについては再度分類学的検

討では注目すべき報告がなされた。一つは単離

討を実施せざるを得なくなった39）。

ピロプラズムのin vitro における赤血球内感染

現在，オーストラリアから分与されたT ．

成立 12）と融合技術を応用した原虫感染赤血球の

buffeli，オランダから分与されたT.orientalis

株化蚊細胞内への取り組み36）であり，他はスポ

及び東南アジアに分布するTheileria sp.との比

ロゾイト感染唾液腺細胞の単離・回収が可能に

較検討が進められている35）。これまでの結果を

なった36）ことである。いずれもこれまでに試み
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遊離小シゾント

ミクロメロゾイトの集塊
図４

図５
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られていなかった分野であり，今後の発展が期

ル内沈降反応によって検出される抗原は赤血球

待される。

膜などに影響を及ぼし，その結果成熟赤血球の

新しい媒介者としてはダニではH.bancroftiが

減少が起こる（図６） 46），赤血球自己抗体感作

小型ピロプラズマのベクターとなり得ること

赤血球がeffector cellの影響下でマクロファー

35）

ジに貧食される27），さらに，血清中のα−トコ

，さらに，昆虫類ではウシホソシラミが追加

された34）。

フェロールと赤血球膜脂質の減少が赤血球寿命

貧血の発現機序に関しても免疫学的側面ある

の短縮にかかわっている 4 1 ） ，などの報告があ

いは細胞化学的側面から検討がなされている。

る。いずれも，今後実用的な治療法改善へ向け

すなわち，小型ピロプラズマ感染牛血清中にゲ

て一層の研究進展が望まれる。

図６

実験感染牛における血清中抗原と血液学的性状の関係
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免疫化学的にはとくに診断法の改良やワクチ

虫に対する新薬の開発も現状では不可能に近い
39）

ン開発へ向けて，新しい手法を駆使した抗原解

。

析などが盛んである。ＤＮＡプローブの診断への

それでは汚染牧野では今どうずればよいの

応用 ７），ピロプラズムまたはスポロゾイトのイ

か，基礎的研究が進められている一方で，現実

ムノブロット法，二次元電気泳動法，などによ

的な対応策を検討し，実際に実行に移すことも

る原虫抗原の蛋白質分析

2 1 ，3 0 ）

が進められてい

重要であろう。次項では，対策に工夫を重ねて

る。

小型ピロプラズマ病減少に成功しているいくつ

免疫学的には細胞性免疫に関する本格的検討
が開始された。単球系細胞の活性化
ファージの活性化

１）

10）

かの県における放牧衛生管理方法を紹介しなが

，マクロ

ら，当面の対策を模索してみたい。

，リンパ球系細胞とくにT

cell増殖に伴うＮＫ活性の増加42）など学会での

小型ピロプラズマ病対策として今何ができるか

発表が相次いでいる。

本病は繰り返し述べたように急傾斜牧野の初

ワクチンがらみの報告としてはモノクローナル

放牧牛，とりわけ預託牛に多発する。牛の品種

抗体25），モノクローナル抗イディオ抗体 26）及び

間にも差が見られ 28），日本で飼育されている牛

ピロプラズム溶解抗原18，19）の有効性または免疫

の中ではホルスタイン種の感受性が高い。従っ

９）

て，放牧衛生上小型ピロプラズマ病が問題とな

など，安全かつ有効な予防法開発へ向けての努力

る牧野は自ずから牛の種類，牧野生産牛か預託

が続けられている。また，極く最近，小型ピロプ

牛か，立地条件，草生，管理人の資質，衛生管

ラズマに対する牛型のモノクローナル抗体が作製

理の徹底度などによっておおむね決定づけられ

され44），これは抗原の検出や臨床面への応用な

る。ここに，全国的に通用する放牧衛生管理プ

ど，今後の発展が有望視されている。

ログラムを一本化できない悩みがある。各牧野

原性，さらに，抗スポロゾイト抗体の中和能

薬剤に関しては，とくにピレスロイド系薬剤

ごとに，まずどこに問題があるかを洗い出した

を用いたプア・オン法が新しいダニ駆除法とし

上でその牧野に適したプログラムを作成する努

て注目されている

47）

。そのほか，ストレスに関

力が重要であろう。

連して生化学的見地から，放牧初期にコルチ

北海道地方では，過去において感染血液接種

ゾール値とシアル酸が高いことを指摘した報告

法が放牧衛生管理プログラムに取り入れられた

15）

37）

は，放牧馴致の重要性が数値で示された例と

して評価される。

。しかし，清浄化に成功した牧野が次々と出

現している今日，これからは汚染牧野の清浄化

以上，主として原虫側について最近の基礎的

へ向けての取り組みが重要であろう。清浄化に

研究の動向を列挙した。いずれも最終的には小

は確かにいくつかの困難が伴う。しかし，小型

型ピロプラズマ病の有効な防除法開発を目標と

ピロプラズマ病は人災であり，かつ牛飼いも，

している。しかし，新しい手法を用いての報告

牧野の事業主体も，衛生担当者もすべて話し合

は多いものの，実用的な防除法確立までには今

いのできる人間である以上，清浄化は不可能で

しばらく時間がかかりそうである。加えて，原

はない。現実にその方向へ動き出しつつある。
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側面から応援したいと思う。

伴って，昭和62年度の発病率56.4％が昭和63年

東北地方も古くから本病対策に苦労している

度には4.6％へと激減している45）。もしこのよう

地域である。図７に青森県八戸管内における指

な対策があと３〜５年続けられるならば，Ｍ牧野

導体制を示した23）。この管内では小型ピロプラ

は放牧しながら清浄化される可能性が高い。図

ズマ病もさることながら，下痢，肺炎による損

９はまた同じ牧野で乳用牛はやはり感受性が高

耗が大きい。協議会や各種研修会を通して衛生

いことを示している。

管理を徹底した結果をみると，発病率は年々低

関東地域では対応に悩まされている牧野が多

下し，昭和63年度には16％台までに減少してい

いが，一方において，清浄化への努力が進めら

る。これに伴って治療費，衛生費，労務負担も

れている牧野も多い。群馬県家畜育成牧場は休

23）

牧によって清浄化に成功した例である。この牧

著しく改善されている

。

福島県では家畜保健衛生所が中心となって牧

野も現在では完全に小型ピロプラズマ陰性とは

野対策会議を開き，反省と新対策の立案・実行

いえないが，発病例はない。草地の管理技術の

を毎年続けている。努力の結果は年次を追うご

良さと乳用牛に適した立地条件が発病を抑えて

とに発病率の低下として表われている（図８）

いると考えてよいであろう。また，栃木県の八

31）

。また，制限放牧の導入とダニ駆除法をプ

郎ケ原牧場は，かっては家畜衛生試験場からの

ア・オン法に切り替えた郡山家畜保健衛生所管

供試感染血液を用いて小型ピロプラズマ病対策

内の Ｍ牧 野 で は 原 虫 寄 生 数 の 減 少 （図９） に

を行っていた高度汚染牧野であった。ここにお

図７

放牧事業推進上の指導体制と対策
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いても家畜保健衛生所が中心となり，町役場，

の牧野として，栃木県内でも優良公共牧場の一

事業主体の酪農組合及び酪農家との強力な連携

つになっている。清浄化へ向けて実施した主要

のもとに放牧しながらの清浄化が試みられた。

対策は放牧馴致の徹底，ダニ駆除の徹底，抗原

その結果，今日では小型ピロプラズマ病フリー

虫剤の適期応用及び草地管理の改善の４項目で
あった。とくに放牧馴致に関しては各酪農家を
抜き打ちに検査し，一回でも守っていない場合
は入牧させないという徹底した方策で進めた。
従って，現在各酪農家は馴致についてのリーフ
レットを忠実に守っているとのことである33）。
次に中国地方では広島県の毛無山放牧場を例
にとってみる。広島牛の育成牛が放牧されてい
るが，やはり初放牧牛は小型ピロプラズマ病に
悩まされている牧野である。昭和63年度の改善
策としてダニ忌避剤の全頭への応用，抗原虫剤
の使用方法の改善及び休息，小屋の設置を実施
した。その結果，昭和60〜62年度の発病率19.4
〜29.2％が63年度には発病牛皆無という成績を

図８

示した43）。従ってこの牧野も，さらにダニ駆除

Ｈｔ値（2 4 ％以下）の推移

と草地管理の改善を徹底するならば，完全な清

図９
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浄化も夢ではないであろう。

介する。一つは親子放牧による低コスト生産上

最後に九州地方の褐毛和種放牧地の場合を紹
表３

問題となる子牛の小型ピロプラズマ病対策の改
善を通して親子放牧の普及定着を図った事例で

親子放牧推進上の指導内容

ある 22）。すなわち，この例ではまず子牛につい
て抗原虫剤の投与適期の改善とダニ駆除徹底に
よって発病率低下を図り，加えて表３に示した
指導を徹底することにより肉用牛の低コスト生
産が可能となることが示されている22）。二つ目
の事例は新しいダニ駆除法の効用に関する報告
である29）。表４に示されるとおり，油剤滴下法
（プア・オン法）は省力的かつ効率的なダニ駆
表４

牛体ダニ駆除方法の比較
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除法として，牧野への応用価値は高いものと思
われる

29）

安全で高品質な畜産物となり得るのだろうか。

。

決して悪いとはいわないが，そのために現代

以上，北海道から九州まで，小型ピロプラズ

人の成人病と同様，私たち牛もいろいろな病気

マ病に悩まされている牧野における清浄化へ向

に悩まされている。広々とした放牧地は私たち

けての対策と主な優良事例を紹介した。対策の

牛にとって，少なくとも一生に一度や二度は過

内容からもわかるように，要約すれば，平地で

ごしてみたい所である。しかし，日本の牧野の

飼育されていた牛を

にあげるために，い

多くは立地条件が悪く，その上私たち牛も牧野

ずれの牧野もいかに放牧馴致を実施するか，い

という環境になれていないためか，多くの牛た

かにダニを駆除するか，そしていかに小型ピロ

ちはすぐ体調を崩してしまう。さらに，小型ピ

プラズマという

ロプラズマ病とやらいうような原虫病に脅かさ

虫

山

を減らすかということに

工夫を凝らしている。加えて草地管理の改善や

れる牛も多い。

看視人の教育，関係者との緊密な連携も重要で

そこで，私たち牛が快適に過ごせる牧野にし

あることが示されている。このような手間のか

てもらうために，今できる対策を重点的に進め

かる対策はもし

があれば不必要であ

てほしいものである。名案はないが，清浄化へ

る。しかし，日本の今の牧野の現実は厳しい。

向けての一対策を表５に示した。これはとくに

手間はかかっても牧野を清浄化したいという意

新しい方法ではない。各県の関係者がこれまで

識が高い地域では，汚染牧野も清浄化され，小

に工夫して来た方策をただ単にまとめたものに

型ピロプラズマ病は問題でなくなっていること

過ぎないが，進め方次第によっては有効と思わ

も事実である。逆にいえば，本病は

れる。また，公共牧場問題委員会の報告33）も参

特効薬

人心

に

考となろう。

よってどうにでもなる病気，すなわち，加工業
的畜産の

落とし子

といっても過言ではない

表５

であろう。

べこ
べこ の独り言−あとがきにかえて−
の独り言−あとがきにかえて−
私たち牛は家畜として古くから人間によって
飼い馴らされ，大いに人々の役に立って来てい
ると思う。しかし，今の人間は家畜を飼うのに
あまりにも生産性至上主義に走り過ぎてはいな
いか。そのまま突き走るならば，私たち牛もい
ずれは極度の密飼いや薬漬飼料使用で，生き物
としての扱いを受けていない鶏や豚と同じ運命
になってしまうのだろうか。一部の牛はすでに
濃厚飼料なる

御馳走

を食べさせられ，高泌

乳，霜降肉を強要されている。それは果たして
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一方，日本政府は最近農業基本法に基づき「農

「立地条件に適合した草地の造成・管理技術，

産物の需要と生産の長期見通し」を発表した

低・未利用資源の利用技術，飼料の生産・利用技

13）。その中で，大家畜については牧草等粗飼料

術の改良等による低コスト家畜生産技術体系の開

生産基盤の拡充，新技術の普及による経営の体質

発」を行うこととしている。

を強化し，生産拡大を図るとしている。これに迎

願わくば，研究機関のみならず，今の

ノー

４）

が本当の 農政 に変わるべく行政機関の

合するように平成２年１月に農林水産技術会議事

政

務局が発表した「農林水産研究基本目標」の中で

努力も必要であることを強調しておきたい。最後

も，今後は消費者のニーズを把握した上で，家畜

に，私たち牛はいくら改良され，また濃厚飼料を

衛生関係では「モノクローナル抗体，ＤＮＡプ

食べさせられても 精密機械 にはなりえず，あ

ローブ等による簡易で高精度な生物の疾病・活性

くまでも 生物

診断技術の開発及び遺伝子組換えによる効力の高

言を終える。

24）

であることを訴えて長い独り

い家畜用ワクチンの開発」，さらに牧野関係では
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牛体寄生のアブ，サシバエ類に対する
フルメトリン１％製剤の
ポアオン法による接触致死効果試験

早川 博文＊

供試虫

アブ，サシバエ類は牛体に寄生して吸血する

アブ類は大型種のアカウシアブル T a b a n u s

だけでなく，未経産牛乳房炎などの病気にも関
与する重要な害虫である。これらの害虫に対し

chrysurus（体長約24mm），中型種のニッポンシ

ては，主として殺虫剤の牛体噴霧や薬浴法が行

ロフアブT.nipponicus （体長約15mm），小型種

われている。しかし頻繁に防除を実施するに

のゴマフアブ H e a m a t o p o t a t r i s i s （体長約

は，これらの方法は労力的に問題が多い。より

10mm ），サシバエ類はノサシバエ Heamatobia

簡便な方法として，最近はダストバッグやイア

irritans（体長約４mm）である。

タッグ法も行われるようになった。その他に諸

供試虫はいずれも試験当日に，野外から捕獲

外国では，少量の殺虫剤を牛の背中線に添って

した雌個体である。アブ類は炭酸ガス誘引の蚊

滴下するポアオン法も行われているが，わが国

帳トラップで，またノサシバエは牛体に寄生し

では適用できる薬剤が登録されていないため，

ているのを捕虫網で，それぞれ捕獲した。供試

この方法はまだ試みられていない。著者は今

虫数は１処理に30頭とした。

回，アブ，サシバエ類に対するフルメトリン１

虫体の接触法

％製剤のポアオン法（Pour‑on法，プアオン法）

アブ類は翅を約３分の１残して切断し，ノサ

を試験することができたので，その結果につい

シバエは炭酸ガスで軽く麻酔して，行動が鈍く

て報告する。

なったものを用いた。牛体の背面への接触には
200ã容ポリカップを用い，内壁に虫がはい上が

材料と方法

るのを防ぐためグリースを塗り，１回の接触に

供試薬剤

アブ類は５頭，ノサシバエは10頭を収容した。

合成ピレスロイド系殺虫剤のフルメトリン１

また腹側面への接触には径９cm，深さ1.5cmのガ

％製剤で，牛の体重100kg当り10ãおよび20ã

ラスシャーレを用いて，同様に行った。接触時

を，牛の背中線に添って頭部から尾部まで，ポ

間は５分間である。接触後は，供試虫を別の

アオン用の簡易施用器具を用いて滴下した（写

200ã容ポリカップに収容し，３％蜂蜜水をガー

真）。

ゼに浸ませて与え，25℃下で24時間後の死亡率

＊

農林水産省北海道農業試験場，現在東北農業試験場
畜産部家畜虫害研究室長
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を観測した。

ど失われていた。

供試牛

ノサシバエに対しては両薬量とも，施用４日

北海道農業試験場畑作部（北海道河西郡芽室

後までは100％の死亡率であった。さらに施用７

町）で飼養しているホルスタイン未経産牛（体

日後においても，薬量の多い区で93.0％，少な

重約400kg）で，薬剤の薬量別に各１頭，および

い区でも60.0％の高い死亡率を維持していた。

無処理牛である。供試牛は，日中に約６時間パ

施用14日後には，薬量の差にかかわらず死亡率

ドックに出された他は，畜舎内で個別に繋留さ

は著しく低下していたものの，それでもなおノサ

れた。処理区と無処理区とは別群の牛で，お互

シバエに対しては若干の殺虫効力が残ってい

いの接触はなかった。

た。

試験時期

なお供試牛は，採食行動や他の行動にも薬剤

1986年８月上旬〜中旬で，接触試験は薬剤施

施用による悪影響とみなされる変化はなく，ま

用当日（施用後半日経過），２日後，４日後，

た皮膚にも全く異常は認められなかった。

７日後，14日後に行った。試験期間中の気温は

フルメトリン１％製剤のポアオン法は，とく

22〜30℃，雨量は約15mmあったが，降雨時には

に畜体に寄生するマダニ類の防除１，２）を目的と

供試牛をパドックに出さなかった。

して開発されたものであり，またサシバエに対
する試験３）も行われている。しかし今回の試験

結果と考察

によって，本法はアブ，ノサシバエにもきわめ

接触試験の結果は表１，表２に示すとおりで

て有効なことが明らかにされた。薬量は体重

ある。施用当日の接触では薬量による差はみら

100kg当りアブ類に対しては20ã，ノサシバエに

れず，背面では供試虫はどの種類も100％の死亡

対しては10ã，また施用間隔は約１週間が，防

率であった。しかし腹側面ではまだ薬剤の拡散

除の実用的な数値と判断される。しかし防除対

が不充分であったために，死亡率はゼロであっ

象牛の飼養管理の状況によっては，昼夜放牧か

た。施用２日後の接触では腹側面でも背面とほ

時間放牧か，個別飼養か集団飼養かなどによっ

ぼ同様の高い死亡率となり，以後は背面，腹側

て，これらの数値に関してはさらに検討する必

面とも大きな違いは認められなかった。

要がある。

アブ類についてみると，施用２日後では種類
による死亡率の差異は殆どなかったものの，４
日以後では大型種ほど死亡率の低下が大きかっ
た。しかもその低下の程度は，薬量の少ない方
がより顕著であった。施用７日後では薬量の多
い区で，小型種のゴマフアブが50％以上の死亡
率であった他は，大型，中型種の死亡率は50％
以下であった。さらに施用14日後では，薬量の
差にかかわらず，アブ類に対する殺虫効力は殆
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表１

表２

体重100kg当りフルメトリン１％製材の10 ã施用 における
アブ，サシバエ類の死亡率

体重100kg 当りフルメトリン１％製材の20 ã 用における
アブ，サシバエ類の死亡率

引 用 文 献
１）Hopkins，T.J.，I.R.Woodley and R.Blackwell（1985）：The safety and efficacy of Flumethrin pour‑on used
to control Boophilus microplus on cattle in Australia.Vet.Med.Rev.No.２，112‑131.
２）Stendel，W.（1985）：Experimental studies on the tickicidal effect of Bayticol pour‑on.Vet.Med.Rev.No.
２，99‑111.
３）Wilkins，C.A.and V.Badenhorst（1984）：An investigation into the efficacy of some synthetic pyrethroids
against Amblyomma hebraeum and Stomoxys calcitrans.Proceedings １，461‑469，The ８th World Congress on Diseases
of Cattle held in Durban，Republic of South Africa.

動薬研究

1990．4．№42

‑18‑

ヨモベットの使用実績と効果
バイエルジャパン株式会社
動物用薬品事業部
干鈍くなり始めていた。幼虫対策にはトヨダン

は

じ

め

に

３％微粒剤をもちいていたが，これをヨモベッ

当社のＩＧＲ剤であるヨモベットが上市され

トに切り替え４g/ç/㎡を月２回の割合でじょう

て一年目を迎えようとしています。殺虫剤抵抗

ろを使って５月初旬から散布を始めたところ，

性発達の流れからいって，イエバエに対する防

成虫対策が従来年５〜６回の実施が年２回で済

除の考え方は，成虫対策と幼虫対策を併行して

むようになった。

行うという考え方が定着しつつあり，又，幼虫

３．愛知県Ｔ採卵養鶏場（常時飼養羽数７万羽）

対策にはＩＧＲ剤を第一次的に選択せざるを得

280㎡/棟×20棟

ない状況になりつつあります。

除糞は１回/月

殺虫剤への抵抗性問題の発生状況は，
①大規

低床式鶏舎

この農場は隣接して住宅があり，その為ハエ

模農家であり，②同一農場で同系統の殺虫剤を

駆除の意識が高い。除糞も人手不足の中，毎月

長年使用している場合，③周辺環境の関係で頻

１回定期的に実施している。又，イエバエの薬

繁に薬剤を使わざるを得ない場合，
④さらに，

剤抵抗性問題についても充分認識しており，除

畜鶏舎構造及び畜鶏糞の乾燥状態又，堆積状態

糞をすることで，ハエのライフサイクルを断ち

等でも変わります。

切り殺虫剤の交互使用により，同一薬剤の連続

この様な状況を想定して使用されたヨモベッ

使用によるイエバエの殺虫剤に対する抵抗性問

トの使用事例を紹介します。

題の軽減化を図っている（表１）。

１．千葉県Ａ採卵養鶏場（常時飼養羽数30万羽）

４．宮崎県Ｎ養豚場グループ（１農家当たり種豚

35000羽/15m×100m/棟

高床式鶏舎

常時30頭飼養）

除糞は１回/年

330㎡×20棟

この農場ではヒメイエバエ，イエバエの発生

ボロ出しはほぼ毎日。堆肥置場へ一輪車で

がみられ，成虫対策としてはピレスロイド系Ｅ

搬出（13.2㎡の野天の堆肥場→乾燥したら

剤の100倍液を１㎡あたり200ã噴霧，又，幼虫対

畑へ還元）。

策としては他社ＩＧＲ剤を250倍液で１㎡あたり

６月から10月にかけて，堆肥から発生するイ

500ã月１回のペースで散布を行っていたが，他

エバエの幼虫駆除が中心で，除糞時トヨダン３

社ＩＧＲ剤からヨモベットに切り替え，ハエの

％微粒剤を糞30kgにつき20〜30gの割合で一輪車

発生が全般的に減少し，満足している。

上の糞に散布していたが，ハエの抑制効果が落

２．山形県U酪農家（20頭飼養）

ち始めていた。成虫対策も実施しており，ピレ

7.2m×18m/棟

バンクリーナーで牛糞を搬

スロイド系Ｅ剤40倍液を成虫増加に伴い月２回

出。

程度噴霧していた。ここでは作業者が微粒剤の

イエバエの発生が主であり，成虫対策を中心

使用に慣れており，乳剤や水和剤の使用はわず

に行っていた。使用薬剤は，ピレスロイド系Ｐ

らわしいと感じているため，又散布に水を用い

剤の200倍液に幣社トヨダン20％乳剤の200倍液

るので堆肥の乾燥が遅れる懸念もあることか

を混合したものであったが，落下スピードが若

ら，トヨダン３％微粒剤の散布を主に幼虫の増
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加が目に余る時に，ヨモベット３〜４g / 5 0 0 〜

と思われる。

1,000ã/㎡の割で堆積糞に散布することとし，

ＩＧＲ剤のイエバエ幼虫への作用機序につい

散布には鉄鉋ノズルを用い，薬液が良く浸透す

ては種々の研究がなされているが，蚕を使って

るように堆積した糞に適当な間隔で穴を開け，

の当社データーによると，増体重についてはヨ

ノズルを差し込むようにして散布した。その結

モベット，デミリンは抑制的に働き，ネポレッ

果，前年に比較しハエの発生が減少し良好な結

クス及びそれ以上にピリプロキシフェン製剤は

果が得られた。

成長持続性を示し，その決定的な特徴からいっ

同農場で有機燐剤とピレスロイド系の混合製

てネポレックスは初期幼令虫に効果ポイントが

剤であるＷ粒剤とヨモベットの比較試験を実施

あり，ヨモベット，デミリンは化蛹時死亡率が

した（表２）。

高い。幼若ホルモン作用物質製剤のピリプロキ

ＩＧＲ剤は昨年発売された弊社のキチン合成

シフェンは幼令虫の後期に効果ポイントがあ

阻害作用をもつヨモベットと，ホルモン様作用

り，化蛹化を阻止するのが特徴的に現れる。

物質のネポレックスＳＧ２及び今春上市されると

しかし，ＩＧＲ剤にも抵抗性問題の認められる

思われるピリプロキシフェン0.5％製剤が，先発

現在，その使い方には慎重を期することが必要

している三共デミリン水和剤25％に加えて揃う

と思われる。今，現在イエバエ対策の最後のと

表１
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ヨモベットの使用実績と効果

りでとしてのＩＧＲ剤の位置付けがあるが，その

実施し，殺虫剤の連続使用は避け，ハエの発生

一角が崩れようとしている。これに代わる薬剤

消長を的確につかみ，ハエの感受性に合致した

は今の所ない。この事実を受け取めて上手に殺

薬剤選択をし，春，夏，秋の区分で殺虫剤の

虫剤を使用することが強く望まれる。

ローテーションを変えていく必要があろうし，

それには表１にみられるように，現場サイド

又，害虫発生の少ない畜舎構造や糞尿処理施

では非常に大変と思われるが，定期的に除糞を

設，現状を打開するための方策（例：採卵鶏に
於ける流水式からウォーターピックヘの変更

表２

準実地試験（1989年６月）判定12日目

等）の検討や，天敵利用（ハサミムシ，ガイマ
イゴミムシダマシ，ハエに寄生するダニ，カビ
等の保護）等も状況によっては検討することも
必要と思われる。当社は各農場の厳しい環境状
況を踏まえた

Integrated Control Method

（総合防除）を提唱するものである。

表３ 福岡県Ａ養豚場でポリバケツ（2 6 . 5 ×2 7 c m ）によるヨモベットと
他社ＩＧＲ剤の効力比較（過去ＩＧＲ剤の使用歴有り）1 9 8 9 年８月
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ペット由来のノミの駆除法
林

晃史＊

最近，一般住民から「虫咬症」の相談が増え

ノミ（蚤）は，種々の動物に寄生する小型の

ている。その原因をよく調べると，「ダニ」よ

吸血昆虫で，私達の身近な所で生活している衛

りも「ノミ」が殆んどであった。

生害虫であり，動物にとっては，外部寄生虫で

なお，周辺の状況を調査してみると，ペット

ある。数多い，昆虫のなかでの分類学的な位置づ

（イヌ，ネコ）を飼っている家庭や野良犬，野

けは，隠翅目（ノミ目，Siphonaptera）に属す

良猫の多い地区の家庭であった。

るかなり高等な種類である。
ノミの仲間は，現在，世界で約1300種が知ら

最近，ペット関連商品の開発が盛んである

れ，わが国でも約80種が記録されている。

が，これはペットの増加を示すものであろう。
問題の「ノミ」は，イヌ，ネコを発生源とする

なお，ノミは世界に広く分布し，英名を

もので，年間を通じて発生をみるが，被害の激

flea，ドイツ名がFloh，フランスではpucesと呼

発するのは湿気の高い夏季を中心とする。

ばれている。
衛生害虫として，人間と密接な関係にあるも

本稿では，ノミ駆除のための，生態とその防

のは，次の種類である。

除法について実験例をまじえて解説する。

ヒトノミ Pulex irritans（Linnaeus，1758）
イヌノミ

Ctenocephalides canis（Curtis，

1826）
ネコノミ

Ctenocephalides felis（Bouche´

，1835）

Xenopsylla cheopis

ケオプスネズミノミ

（Rothschild，1903）
ヨーロッパネズミノミ

Nosopsyllus fasciatus

（Bosc，1801）
メクラネズミノミ

Leptopsylla segnis

・・

（Schonherr，1811）
ヤマトネズミノミ

ロバート・フック（1 6 3 5〜1 7 0 3）によるノミの絵
（微細物史より）

Monopshllus anisus

（Rothschild，1907）
ニワトリフトノミ

Echidnophaga gallinacea

（Westwood，1875）

１．ノミの種類

以上のうち，今日，多発して問題になってる

ノミは，「そ族・こん虫駆除事業」の成功

のは，イヌノミやネコノミである。

で，一時，その姿を見なかった。相談に来る殆

２．ノミの生活史

んどの人が，「ノミ」を知らなかった。
ノミとはどんな虫か？"，ノミを防除するに

今日，問題になっている「ノミ」は，一体ど

は，ノミをよく理解しておく必要がある。

んな生活をしているのか，その概要を示すと次

＊千葉県衛生研究所
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ペット由来のノミの駆除法

＊蛹期間…………７日〜１年
＊卵→成虫日数…ヒトノミ：19〜264日
イヌノミ：35〜366日
以上であるが，種類により若干の違いがある。
なお，成虫の寿命も，環境条件や栄養状態で
大きく異なるが，高温乾燥で絶食下という悪い
環境下では短く，６日前後である。
しかし，普通の状況下では，おおむね38〜125
日であるが，19ヶ月も生存した例もある。
なお，実験条件下では，ヒトノミが1 2 5 日，
特徴的に長い後脚

ヨーロッパネズミノミが95日，ケオプスネズミ
ノミで38日という報告がある。
また，１日１回の吸血で，低温条件では，ヒ

のごとくである。

トノミが513日，イヌノミで234日という例も報

ノミの成虫の形態は，ネコやイヌの体毛の間

告されている。

や衣類の間をくぐって活動し易いように，縦に

一雌の産卵数は，ヒトノミの場合，１日に３

扁平である。

〜18個で，産卵期間が２ヶ月から４ヶ月といわ

ノミの成虫は，雌雄いずれも吸血性で，哺乳

れている。

類や鳥類の外部に自由に寄生して生活する。ま
た，種類によって宿主特異性はなく，例えば，

したがって，計算からすると，一雌の一生の

ネコノミはネコにかぎらず，人からもイヌから

産卵数は180〜1000個に達するが，実際には200

でも吸血する。

〜300個が一般的である。

ノミの発育経過は，卵→幼虫→踊→成虫の４

なお，ノミが産卵するためには，吸血が必要

期が明確な完全変態を行うもので，その生活環

で，通常，１日に２〜３回吸血する。この，１

を図示すると図１のごとくである。

回の吸血所要時間は２〜３分である。
また，卵期間であるが，環境温度に大きく影

なお，幼虫期は，３齢あって２回脱皮する

響されるが，おおむね次のごとくである。

が，１齢の期間はおおむね，２日から７日，２

10〜15℃…………14日

齢が２日から６日，３齢が５日である。

17〜23℃…………７〜９日

以上であるが，各齢期の所要日数は，環境条

35℃以上…………発育中止，死亡

件によってまちまちであるが，おおよそは次の

ノミの主要な産卵場所は，宿主（ペット）の

ごとくである。
＊卵期間…………２〜12日

巣，寝床，休息場所あるいは床下の塵の中など

＊幼虫期間………９〜15日（長いものは，100

である。
また，住居内でノミの幼虫が多い場所は，乾

日前後，200日を越える場合

燥した挨の溜り易い所，イヌ，ネコの愛用する

もある）
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´
ネコノミCtenocephalides felies （Bouche）

ソファーやマットなどである。
なお，この幼虫の餌は，成虫からの排泄物あ

は，英名をcat fleaといい，ネコ以外にイヌ，

るいは落屑，その他の植物質のものである。し

人にも加害する。

かし，成虫の排糞中の血液の残滓が最も発育に

成虫の体長は，雌が２〜3 . 5 m m ，雄が1 . 5 〜

適している。

2.5mmと雄が小さい。形態は，イヌノミと殆んど

ノミの成虫の活動は，人を宿主とするヒトノ

同じであるが，頭部の丸みがなく，また，色は

ミの場合，昼間は宿主より離れて，家具や寝具

黒褐色でイヌノミより活動的である。

の間隙に潜伏し，夜間に吸血する。しかし，イ

本種は，全世界に分布し，イヌノミよりも人

ヌやネコのノミは，昼間でも宿主から離れるこ

に寄生しやすい性質を持ち，行動は活発で移動

とはない。

性に富む。

以上が，ノミの生活史および生態の概要で，

なお，成虫の分散の方法は，自力による場合

ノミ駆除の効果をあげるには，最低必要な知識

と宿主の移動によって運ばれる場合とがある

である。

が，主たるものは，後者である。

ネコノミ：なお，今日，最も問題になってい

成虫は跳躍力が強く，垂直に20〜30cmも跳び

るので，これについて若干，説明を加える。

図１
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上る。ノミは，宿主の発する二酸化炭素（炭酸

ノミの一般的な生活史
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ガス）に反応し，優れた跳躍力で宿主に飛びつ

だ状況下にあるので油断はならない。

く。

また，わが国では，今のところ問題になって

ノミに息をふきかけると，よく跳んで活発に

いないが，外国ではアレルギー体質の人が，ノ

なることが観察される。

ミの刺蟄で，じんましんの様な症状を呈する，

ノミの発生は，梅雨どきから夏にかけてが多

「ノミアレルギー」の報告がある。最も一般的

いが，秋口にも後期のピークがみられる。長雨

な害は，吸血による激しい痒みと，それに伴う

の夏には多い傾向がある。

皮膚炎である。」

ノミの害は，直接的には吸血による痒み，そ

３．ノミの駆除法

れに伴う皮膚炎である。
医学的に重要な伝染病の媒介は，わが部の現

大切な，

ペット

，そして飼主達がノミの

状では問題にならない。しかし，国際化の進ん

ノミの幼虫
吸血中のノミ

選別中のノミの幼虫（白いゴミの様なものが
幼虫を示している）

吸血後の瘢痕
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被害から免れるには，いかにすればよいか。

る。その具体的なことは，次に述べるごとくで

害虫防除の方法には，大きく分けて生態的な

ある。
１）直接処理

方法と殺虫剤などによる化学的な方法がある。
具体的には，まず，ノミの発生を予防するた

この直接処理法は，動物用あるいは医薬品・

め，日頃からのペットおよび関連施設の清掃管

医薬部外品などの安全性の高い殺虫剤をイヌや

理の徹底をはかる。

ネコの身体に直接噴霧または散布して駆除する

しかし，充分な管理下にあっても，ペットが

方法である。

散歩などで持ち込んだり，外部からの搬入（例

直接処理に使用する殺虫剤は，低毒性有機リン

えば，野犬や野猫による）などで，異常発生を

系殺虫剤（例えば，マラソン，スミチオン）やピ

もたらすことがある。

レスロイド系殺虫剤（例えば，ピレトリン，アレ

このような場合，殺虫剤による駆除が必要に

スリン，フェノトリン，ペルメトリン，テトラメ

なって来る。殺虫剤を使用する場合，状況に

スリンなど）あるいは，カルバマート系殺虫剤

よって，種類や方法を選ばなければならない。

（プロポクスルなど）を主成分とする粉剤，乳

殺虫剤散布の方法は，基本的には，ノミの発

剤，エアゾール剤，ローション剤，シャンプー

生しているペットの「畜体」に散布する直接処

剤，首輪型製剤および滴下剤などである。

理と，ノミの産卵場所ならびに幼虫の発育場所

ノミを駆除するための，有機リン系殺虫剤を

となる「発生源」への残留処理とにわけられ

主成分とする製剤の用法例をあげると表１のご

表１
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ダニ類，ノミ類の防除薬剤の剤型と使用方法について
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とくである。

法による）を示すと表２，３のごとくである。

スミチオン10％乳剤では，100〜200倍に希釈

ネコノミの成虫，幼虫のいずれに対しても，

して，体の表面が十分にぬれる量を散布する。

最も効果のあったのがシクルスリンで，レスメ

なお，この他，直接処理用として安全性の高

トリン，ペルメスリンの順に低下した。

いものに，ディプテレックスを主成分とする，

なお，この結果はLenke（1989）らの報告とほ

「ネグホン製剤」がある。

ぼ同様の傾向であった。

また，粉剤では，ピレスロイドを主成分とす

また，有機リン剤では，0.5％スミチオン粉剤

る製剤が効果的で，人体直接処理用の「スミス

よりもO.5％バイテックス（フェンチオン）粉剤

リンパウダー」などは速効的である。

の効果が優れていた。
２）残留噴霧

参考までに，0.2％ピレスロイド粉剤のノミの
成虫および幼虫に対する実験例（シャーレ接触

ノミの駆除は，畜体に寄生しているものの殺

表２

数種殺虫剤のネコノミ幼虫に対する効果

表３

数種殺虫剤のネコノミ成虫に対する効果
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滅と同時に，ペットの寝床や住居内に潜伏する

以上のなかで，最も残効性に富んでいたのが

成虫，産卵され孵化した幼虫の駆除が不可欠であ

バイゴンである。

る。

参考までに，各種油剤のカーペット材に処理

宿主から離れた成虫や幼虫に対しては，接触効

した場合の残効性を示すと次のごとくであ

果が高く，残効性の長い殺虫剤が必要である。

る。0.5％バイゴン油剤のネコノミ成虫に対す

残留噴霧による防除を発生源対策というが，

る残効性は，30日残渣面における24時間接触の

このような処理に適した薬剤には次のものがあ

致死率100％で，処理直後と同じであった。他

る。

の薬剤は，表４に示すごとく，バイゴンに比

粉剤：

較して劣る傾向が認められる。

キンチョール・パウダー（フェノトリン），本

乳剤：

剤を１㎡当り10〜20g散布する。ボルホ散−１％

乳剤の種類は多く，有機リン系のものでは，

（プロポクスル）も同様。フェンチオン粉剤

ＤＤＶＰ，ダイアジノン，スミチオン，バイ

（1.0％），本剤を１㎡当り30g散布する。

テックス，トヨチオンなどがある。

油剤：

燻煙剤：

油剤には，ＤＤＶＰ0.3％油剤，スミチオン１

本剤は，部屋全体の防除に便利で，また，油

％油剤，バイテックス（フェンチオン）0.5％

剤や乳剤などの液性製剤の使用出来ない場所

油剤，バイゴン（プロポクスル）１％油剤な

で使用出来る点がよい。

どがあり，いずれもそのまま１
㎡当り 50ãを

なお，米国において，ノミ駆除剤として認可さ

散布するとよい。

表４
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れている殺虫剤を示すと表５のごとくである。

数種殺虫剤のカーペット処理面のネコノミ成虫に対する残効性
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最近，若干，増えてはいるが，ペットに直接

に，殺菌，消臭など他の目的を兼ねている。最

使用することの出来る製剤は少ない。

近では，安全性を重視して，天然物由来の活性

殺虫剤による総合防除を考えた場合，ピレス

成分を用いている製剤が開発されている。

ロイド製剤（スミスリン10％水溶剤，ペルメト

最近，検討したLimonene製剤の効果について

リン５％剤）の「ＵＬＶ」処理が効果的である。

実験例を示し紹介する。

なお，残効性や低毒化に改良が加えられた，

使用した製品は，アメリカのペスト・ケミカ

ダイアジノンＭＣ剤などは，利用価値が高い。

ル社の液剤Demize Pump Sprayで，その処方は次

この他，欧米では，ピレスロイド剤とＩＧＲ

のごとくである。

剤の混合剤などの製剤が検討されている。基礎

d‑Limonene……………………0.920％

実験によると，ＩＧＲ剤はノミ幼虫の発育抑制に

Linalool………………………0.925

極めて有効とされている。

p.butoxide……………………0.500

３）特殊製剤

propylene glycol……………10.000

ペットに直接処理するものとして，シャン

不活性増量剤…………………86.055

プー剤，首輪型製剤（ノミとり首輪），滴下型
製剤などがある。

全量

特にシャンプー剤は，殺虫を目的とする以外
表６
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本品を用い，基礎試験と実地（畜体散布）試

ＤＰＳ液剤のろ紙接触法によるネコノミに対する殺虫力

表７

100.O00

ＤＭＳ液剤のネコノミに対する駆除効果
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験を行った。

施用場所を要約すると次のごとくである。

基礎試験は，試験管内に薬液を処理したろ紙

１）直接処理

片と，ネコノミ成虫を入れ，所定時間後の致死

イヌ，ネコなどの畜体に散布，噴霧，塗布

率を観察する方法によった。

あるいはシャンプー

その結果は，表６に示したごとくで，供試虫

２）残留噴霧（間接処理，発生源対策）

の1 0 0 ％が致死するまでの時間は1 0 時間であっ

（イ）ペットの寝床，小屋

た。殺虫剤に比較して，若干，遅効性である

（ロ）ペットの好むソファー，クッショ

が，予期した以上に効果的である。

ン，座ぶとん

ネコノミは，宿主の体を離れることがないの

（ハ）室内のカーペット，じゅうたん

で，この効果は期待出来る。

（ニ）畳，家具の間隙

また，ネコに対する直接噴霧法による実地試

（ホ）床下

験の結果は，表７のごとくであった。

以上の場所は，可能なかぎり油剤，粉剤ある

１回に30ãを処理し，体についたノミと室内

いは粒剤などを用いる。また，油剤の場合は高

のゴミの中のノミの数を観察したが，４回の処

濃度少量散布が好しく，ドライ処理がよい。

理で，ノミは全く捕れなくなった。

４．殺ノミ剤の試験方法

以上のことから，本剤は遅効性ではあるが，
連用による効果は高く，従来の殺虫剤と異なる

殺ノミ剤の必要性は高まり，試験方法の相談

処理剤として興味深い。

が多いので，参考までに標準的な方法を解説す

以上が，主要な化学的防除法であるが，清掃

る。

を中心にして，薬剤を用いるのが，ノミ駆除の

試験方法は大別して，原体などの基礎効力や

基本である。

液剤の殺虫力を知るための，濾紙接触法と発生

なお，ノミ駆除のための殺虫剤処理の方法と

源対策のための粉剤などの準実地試験法とがあ
る。
１）濾紙接触法
この方法は直径18mm×長さ150mmのガラス試験
管に，アセトンで希釈した供試薬剤を処理した
幅15mm×長さ50mmの濾紙（ワットマンNo.１）を
入れ，その中に一定時間絶食させたノミ成虫を10
頭放ち，24時間後に致死虫数を観察して効果を
判定する方法である。
濾紙に浸漬する供試薬剤の濃度は，実験の目
的によって変わる。なお，この濾紙は薬剤浸漬
後，室温で約１時間風乾した後に試験管内に入

部屋全体に処理する場合の「ＵＬＶ」器

れる。
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殺虫力は，最初に用いたものを室温で放置

ス板〔（Ｄ），80mm×80mm〕を覆い，この中に

し，７日，14日，および28日後にそれぞれ実験

ノミを50頭放ち，24時間後の致死虫数を観察す

に用い，効力の変化をみる。

る方法である。

実験に使用するノミは累代飼育した個体でも，

なお，「実地試験」では，効果判定が困難で

イヌあるいはネコから採集したものでもよい。

あるが，比較的再現性の高い方法に「掃除機

２）準実地試験法

法」がある。

この方法は粉剤の効果を検定するのに良い方

この方法は，掃除機の

法である。

集じん室

へに40cm

×40cmの白い布を入れて，所定の室内の清掃を

直径100mm×高さ100mmのガラスポット（Ｂ）

行った後，これを取り出し，別の容器に移して

に，パーライトやバーミキュライトあるいは乾

これに付着しているノミ数を観察する方法であ

燥した細土を50mmの厚さに入れ，この表面に供

る。

試薬剤を１㎡当たり20gの割合で処理する。

この方法は，表７の実験でも実施したが，容

これを，直径130mm×高さ50mmの容器内（Ａ）

易で実用的であった。

に設置し，ノミの脱出を防止するために，イソ

以上，最近，問題になっている「ノミ」につ

プロピールアルコールを注入した。

いて，若干の解説を行ったが，問題なのは，

これに，直径70mm×高さ70mmのガラスリンク

ペット由来の種類であることである。

（Ｃ）を挿入し，中央に15mmの穴を開けたガラ

ペット・ブームは悪いことではないが，動物
の管理の仕方を充分に理解して動物を飼う習慣
を身につけたいものである。
ペットの市場は，2500億円の市場といわれて
おり，消臭，殺菌，殺虫などを目的とした製品
の開発も競争が激しくなっている。
防疫剤や家庭用でも伸び悩んでいる殺虫剤部
門は，「ペット用」を指向している。「ノミ」
以外に「蚊」を対象の商品も新しい方向になり
つつある。

図２
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Praziquantel（Droncit）の
魚類寄生虫に対する効果
小川 和夫＊
Praziquantel（Droncit）は1970年代に犬，猫

（鰓から？），組織内濃度，魚種による効果の

の条虫駆除剤として開発されたが，ヒトの住血

差などに関する報告はないが，薬浴法で単生類

吸虫症をはじめ，吸虫駆除にも著効が認めら

のような外部寄生虫のみならず，内部寄生虫に

れ，現在，哺乳類の吸虫・条虫駆虫剤として広
く用いられている

６，16）

対しても効果が認められていることは興味深い
８）

。

。しかし一方で，薬浴法には多量の薬剤を必

寄生虫の問題は温血動物に限られるわけでは

要とするので，経済性を考慮すると，魚類では

ない。魚類，特に養殖魚の寄生虫症は，時に甚

独特の薬浴法も，少ない水量ですむ小型魚に限

大な産業的被害をもたらす。そうしたなかで，

られるであろう。

最近，外国においてPraziquantelを魚の寄生虫

その他に，吸収と排泄に関連してP r a z i ‑

駆除に用いた研究報告がみられるようになっ

quantelを予防的にニジマスに経口投与すること

た。魚類寄生虫の駆除に使える薬剤の種類はき

によって，吸虫Diplostomum spathaceumのセル

23・25）

では，将来水産の

カリアによる感染を２日間完全に抑えることが

分野で使用できる可能性のある有望な薬剤であ

できたという報告がある３）。目的によっては，

る。特にここ数年，Praziquantelが魚類寄生虫

こうした予防的投与によって感染を防除するこ

に有効であるという報告が増加傾向にあり，こ

とも有効であろう。

わめて限られている現状

のへんで，関連文献を整理しておくことも必要

魚への毒性

であろう。

注射や経口投与の場合，投与量は，ヒトの吸

投与方法・吸収・排泄など

虫症や条虫症では，10〜50㎎/kgで，投与回数も
１回のみから数週間の連続投与まで寄生種に

哺乳類に対するのと同様に，注射や経口投与

よって異なる６）。重大な副作用はない。

が試みられている。しかし，魚類養殖では飼育
数の単位が大きく，個体ごとに注射するのは時

魚類に対する毒性は低く，実験的には，相当

間と労力がかかるので，薬を餌に混ぜて経口的

多量に投与している。たとえば，ニジマス（サ

に与える方法が多く採用される。ニジマスに経

ケ科）に330㎎/kgを７日間連続で ３），また，ソ

口投与した場合，Praziquantelは消化管からす

ウギョ（コイ科）に最高100㎎/kgを経口投与して

みやかに吸収され，４〜16時間で組織内濃度は

も魚には変化はなかった15）。カジカ科のCottus

ピークに達し，32時間後までに大部分が腎臓や

bairdi では注射液の飼育水への添加（有効濃度

１）

でも７

2.25mg/ç）では，魚に目立った外観的異常は認め

時間後に組織内濃度はピークに達し，48時間後

られなかった８）。一方，5 0 p p m で薬浴したヨー

までにほとんどが排泄されたとし，ほぼ同様の

ロッパウナギ（ウナギ科）では，数時間後には行

結果が得られている。

動の異常がみられたものの，10ppmでは変化がな

胆汁を通して排泄された

。別の報告

17）

また，魚類に特徴的な使用法として，薬液の

かったという報告もある1 8 ）。イトヨ（トゲウオ

中に直接魚を浸漬して駆虫する薬浴法が行われ

科）でも，50ppmでは１時間後に異常遊泳がみら

ている。この方法による魚体内への浸透経路

れたものの，10ppmでは変化がなかった22）。

＊
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Praziquantel（Droncit）の魚類寄生虫に対する効果

腸管寄生の成虫に対しては，経口投与で著効

Praziquantelの効果

が認められる。しかし，管腔内寄生の成虫と違

駆除の対象となった魚類寄生虫には，原生動

い，幼生は一般に内臓諸器官の組織内に寄生し

物や線虫など哺乳類寄生虫では対象外の寄生虫

ている。この場合，効果は魚種や寄生種によっ

もある。一方，扁形動物に属す単生類など哺乳

ては部分的なものに留る。これは，幼生の多く

類にはみられないものも含まれている。

が宿主由来の被包内にいることや寄生している

魚類への最も有効な投与方法は，魚種（特に

組織内の薬剤濃度が上がりにくいことなどが原

淡水魚か海産魚か）と寄生体の種類によって異

因として考えられる。

なる。全体的にみて，哺乳類の場合と同様，吸

４.吸虫類（表２）

虫と条虫にはよく効くが，それらの幼虫に対し

成虫は産業上の問題になることは少ないが，

ておよび薬浴法による単生類に対しては結果に

そのなかで最も重要なのは住血吸虫の仲間であ

ばらつきがある。以下に，寄生虫の分類群ごと

る。今後，使用例は多くなることが予想され

にPraziquantelの駆虫効果をまとめた。

る。幼生（メタセルカリア）に対しては，通常

１.原虫

経口投与が行われているが，薬浴でも効果が
あったという報告もある８，９）。

本来原虫症の薬ではないので，報告例はほとん

５.その他

どない。Cottus bairdi由来の外部寄生性繊毛虫，

Apiosoma sp.，Trichodina sp.，Epistilis sp.，

線虫に対しては， C o t t u s b a i r d i １尾当り

外表の上皮内に寄生する繊毛虫Ichthyophthirius

Praziquantelを5.68㎎接種したが，幽門垂寄生

multifiliis，外部寄生性鞭毛虫のIchthyobodo

のRhabdochona sp.には効果がなかった 13）。一

necator，粘液胞子虫のMyxidium sp.，Myxobolus

方，同じC.bairdi の腸管に寄生する R.cotti は

sp.，微胞子虫のLoma sp.に対し，有効濃度2.25

Praziquantel（0.75㎎/ç）とIvermectinの併用

㎎/çの薬浴では無効であった

９）

。

した薬浴によって４〜５日後に殺虫効果が認め

２.単生類（表１）

られたが９），Praziquantel単独で使用して有効
と判定された例は線虫症ではない。

一般に鰓や体表などの外部に寄生するので，
注射や経口投与によらず，飼育水中に注射液を

鉤頭虫にも試みられている。Neoechinorhyn‑

懸濁させる薬浴法が行われている（原体は水に

chus rutili，N.truttae，Acanthocephalus an‑

不溶性のため）。Schmahle et al 23）は単生類の

guillae，A.luciiに対してin vitro（100㎎/ç，

駆除法として10㎎/çに調製した薬液に３〜48時

３時間）で虫体にほとんど影響を与えず，

間浸漬するのがよいとしている。なお，注射液

E.truttae の寄生を受けたニジマスに経口投与

は海水中では白濁するので，海産魚の薬浴には

（125㎎/kg×３回）しても効果はなかった 11）。

実際的ではない。

これは，鉤頭虫の外被が厚く，薬剤が浸透しに

３.条虫類（表２）

くいためと考えられている。
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獣医領域における薬剤選択（34）
７．動物用抗菌性剤の薬理と応用（その３）
吐山 豊秋＊
物定量法（カップ法）で測定したら表１のよう

Ⅱ 抗菌性薬の体内動態（２）

な結果が得られた。

前回は抗菌性薬を例にとって薬物の吸収，分

普通グラフの横軸に時間を，縦軸に濃度を

布，代謝，排泄について述べたが，今回は薬物

取って結果をプロットすると，図１‑aのような

の体内動態解析について述べる。

指数曲線になる。つまり，投与後の初期には濃
度が急速に低下するが，その後は次第にゆっく

Ｅ．体内動態解析

り低下してゆくようになる。
一次消失

動物に薬物を投与したあと，時間を追って採
血し，血漿を分離してその中に含まれる薬物濃

同じデータを片対数グラフ上に画いてみる。

度を測定する。次にこの血漿中濃度，時間デー

即ち，片対数グラフの普通尺を横軸として時間

タを解析すると，その薬物がその動物でどの様

をとり，対数尺を縦軸として濃度をとってプ

に吸収・分布され，代謝・排泄されてゆくのか

ロットする。すると図１‑bのような直線が得ら

の概要を知ることができる。この様な解析技術

れる。これは血漿中のカナマイシンが常に一定

はこの20年間に急速に発達してきたし，この技

の比率で消失してゆくことを示している。

術によって薬剤をより有効に使用することがで

簡単な例で一定の比率による消失を説明する

きるようになった。

と，例えばある時点で１であったものが１時間

薬剤動態解析では，まず調査目的の薬物を投

後には半分の0.5になり，２時間後にはそのまた

与目的になる動物に静注して血漿中濃度を調べ

半分の0 . 2 5 ，３時間後に0 . 1 2 5 ，４時間後に

る。ここでは硫酸カナマイシンを例に挙げて具

0.0625になる様な消失である。このような一定

体的に説明する。

の比率による消失を一次消失と呼んでいる。
図に示した硫酸カナマイシンの例では，１時

１.静注硫酸カナマイシンの動態

間ごとに前の濃度の0.59倍になっている。この

牛に硫酸カナマイシン20mg（力価）/kgを静注

様に体内に入った薬物は一次消失によって消失

し，１時間，２時間後と以後の２時間ごとに採

するので，理屈の上では一度体内に入った薬物

血して血漿を分離し，カナマイシン濃度の微生

は永久にゼロにならない。

表１

体内で薬物が動く過程，例えば吸収，分布，

カナマイシンの血漿中濃度
硫酸ＫＭ 20mg/kgを静注

代謝，排泄といった過程の全ては濃度に対して
一定の比率で動いており，一次過程が薬物体内
動態の原則になっている。
２.消失率半減期

１
t−
２

図１‑ ２のカナマイシンの消失曲線を調べる
と，1.7時間ごとに血漿中濃度が半分になること
が分る。この様に血漿中濃度が半分になるのに

＊
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１
必要な時間を消失半減期といい，t−
２ で表す。一

物では半減期が30分位になる。

次消失する薬物では投与後のどの時点でも同じ

消失半減期は対象動物種によっても異なる。

割合で減少するので，消失半減期も同一にな

しかし薬物のうち尿中排泄によって消失する薬

る。つまり，投与後１時間目から2.7時間目まで

物については半減期が動物種によっても大きく

に濃度が半分になり，また８時間後から9.7時間

は変らない。これは，体重あたりの尿排泄量が

後まででも半分になる。

どの動物種でも類似しているためである。

消失半減期の特色

薬物のうち，肝で代謝されてから尿中へ排泄さ

消失半減期は薬物によって異なる。表２に代

れる薬物では消失速度の動物種差が大きい。一般

表的抗菌薬の半減期を挙げた。一般には同一系

には草食動物では半減期が短く，消失が速いの

の薬物では類似した数値になるので，薬効群別

に，肉食動物では半減期が長く，消失が遅い。こ

に大凡の数値が挙げてある。この表から，β−

れは肝の薬物代謝酵素系が草食動物では活発であ

ラクタムやアミノ配糖体の消失が速やかである

り，肉食動物では活性が低いためである。

ことが分る。特にβ−ラクタムでは腎の能動輸

幸いなことに，抗菌性薬の殆どは主として尿

送系によって尿中に排泄されるので，速い化合

中に排泄によって消失する薬物群であるため

図１
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に，消失半減期の動物種差は比較的小さい。主

４時間だと最高濃度がＭＩＣの64倍になるような

として代謝によって消失する薬物はクロラム

用量を投与すれば１日１回の投与でよい。

フェニコールとマクロライドだけである。

表２の抗菌性薬物の半減期を一覧すると，β

サルファ剤はアセチル化によっても消失する

−ラクタムとアミノ配糖体以外は４時間以上の

が，体内ではアセチル体と本体とが平衡関係を

半減期であるし，最高濃度がＭＩＣの数十倍程度

維持するので，代謝速度が消失速度に強く影響

になる用量を投与できるので，１日１回の投与

することはない。

で十分に対応できる。

消失半減期と抗菌薬の投与間隔

β−ラクタム：ペニシリンやセファロスポリ

抗菌性薬物の投与では数日間にわたって血漿

ンのようなβ−ラクタムでは半減期が40〜60分

中濃度をＭＩＣ以上に維持することが必要であ

である。ベンジルペニシリン・プロカインとか

る。一般には薬物を経口とか筋注で投与すると

アンピシリンのような水に不溶性塩の懸濁剤で

１〜２時間後には血漿中濃度が最高になる。そ

１
は筋注後の吸収が遅くなり，見かけの，t−
２ が長

の後は次の投与まで濃度が減少し続ける。そこ

くなるが，それでも60分よりあまく長くはなら

で，次回の投与の直前にＭＩＣ以上の濃度になっ

ない。一般にはβ−ラクタムの半減期は１時間

ていることが必要である。

と考えてよい。この系の薬物は殺菌作用を持っ

半減期６時間の薬物では，半減期の４倍が24

てはいるが，作用が弱く，その生体内抗菌活性

時間であるから，最高濃度をＭＩＣの２４＝16倍

は血漿中濃度がＭＩＣ以上に維持された時間に比

になるように投与すれば１日に１回の投与でＭ

例する。また，β−ラクタムによる治療では血

ＩＣ以上の濃度が維持できる。同様に，半減期が

漿中最高濃度が極めて高くなることにはあまり

表２

抗菌性薬の半減期と分布容
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メリットがない。したがって，治療中は血漿中

逆にこの系の薬物は殺菌力が強く，最高濃度が

濃度をＭＩＣ以上に維持することが最も重要な目

高いほどその威力が発揮される。最近の報告で

標になる。

はアミノ配糖体の殺菌力はＭＩＣの２倍から認め

半減期が１時間とすると，１回投与の24時間

られるが，ＭＩＣの８倍以上になると極めて強力

後にＭＩＣの濃度にするには，最高濃度をＭＩＣ

になる。アミノ配糖体ではＭＩＣ以下になっても

の1000万倍にしなければならない。ＭＩＣが0.1

約６時間は抗菌活性が続くし，その後でも体内

μg/ãの細菌に対してこの投与量を計算してみ

の生菌数が極端に少なくなっているので有意な

ると，牛１頭に数十億単位を毎日注射しなけれ

菌数まで増加するのに２〜３時間の余裕があ

ばならず，とても実用的とは思われない。β−

る。この様な訳で，アミノ配糖体の場合には投

ラクタムは毒性の低い薬物ではあるが，この用

与後の最高血漿中濃度がＭＩＣの30〜50倍程度

量では高価になる。

になる用量を１日に１回投与すればよい。

この様な場合には投与回数を増やせば投与量

半減期と残留半減期：以上の説明から分るよ

が比較的少なくてすむ。１日４回の投与では最

うに，用量を２倍にしたからといって有効時間

高濃度がＭＩＣの64倍でよく，３回の投与では

が倍になる訳ではない。例えば10mg/kgを１回投

250倍でよい。医学や小動物臨床の領域では経口

与すれば６時間の有効濃度が保持される薬物で

β−ラクタム剤を用いて１日４回の投与が一般

も，半減期が２時間ならば20mg/kgを投与しても

的になっている。ただし，最近ではセファロス

有効濃度は６＋２＝８時間しか維持されない。

ポリン系の注射剤を用いなければならない感染

このことは原則的には薬物残留期間について

症も多く，この場合は入院させて１日４回以上

もいえるが，このばあいには血漿中濃度の半減

の投与をする計画を立てる。

期ではなく，組織中濃度の半減期で考えなけれ

大動物臨床では頻回の投与が実際的ではな

ばならない。一般に筋肉中の薬物消失半減期は

い。β−ラクタムに対してはＭＩＣ以下になって

血漿中の半減期にほぼ等しい。しかし食品中残

から２時間程度はsubＭＩＣの有効性が続くと考

留で問題になる肝や腎の残留では血漿中の消失

えられているので，血漿中濃度がＭＩＣの1000倍

半減期より長くなる。いくつかの例で調べた結

程度になる用量を１日に２回投与する計画を立

果では，用量を倍にした場合の必要休薬日数は

てる。１日１回の投与ではとても有効性を確保

規定日数の1.3倍以下であった。

することはできない。大動物臨床では１日２回
３.分布容

の投与が不可能であることもあり，この場合に
β−ラクタム系を用いたいのなら，アミノ配糖

図１‑１の濃度時間直線を時間ゼロまで延長し

体との配合剤を用いれば何とか有効性は確保で

て縦軸との交点を求めると8 3 μg / ã が得られ

きそうだが，決して優れた方法ではない。

る。この濃度を外挿初期濃度といい，Ｃo で表

アミノ配糖体：アミノ配糖体では事情が少し

す。この濃度は投与した薬物が消失することな

異なる。この系の薬物は一般に毒性が強いの

く全身に分布したと仮定した時の血漿中濃度に

で，最高濃度をあまり高くできない。しかし，

相当する。したがってこのＣoは投与量Ｄmg/kg
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に比例するはずである。

入らないような薬物であるから，薬物として働

Ｃo（mg/ç）＝Ｖd×Ｄ（mg/kg）

く訳がなく，利用価値がない（図３）。
図１に示した硫酸カナマイシンで分布容を計

この比例常数Ｖdを見かけの分布容とか分布容
と呼ぶ。単位はç/kgになるはずである。

算してみると，0.24ç/kgになる。牛は少し大き

分布容の意義を考える前に体内の水分分布に

目の値の出る動物種であり，他の動物種では一

ついて復習しておく。図２に示した様に体内の水
分は体重の60％程度であるから0.6ç/kgと表現
できる。このうち血漿水分は体重の５％である
から0.05ç/kgであり，細胞間質は15％であるか
ら0.15ç/kgである。細胞外液は血漿水分と間質
液との和であるから，0.2ç/kgにあたる。血漿水
分と間質液は濾過によって自由に出入りしてい
るが，間質液から細胞内への出入りにはバリア
通過が必要である。
エバンスブルーを静注して血漿中濃度を測定
し，Ｃoを求めると極めて高い値になる。これは
エバンスブルーが血漿水分にだけ分布するから
である。分布容で計算すると0.05ç/kgであった
ら血漿水分だけに分布する薬物だといえる。エ
バンスブルーには抗菌力もあるようだが，動物
図２

に投与しても血漿水分だけに分布し，血球にも

図３

体内水分の区分と移動

薬物の体内分布様態と分布容
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般に0.21〜0.22ç/kgの値が得られる。この数値

はin vitroの抗菌活性が類似している。しかし，

は細胞外液量の0.20ç/kgとほぼ一致する。つま

サルモネラ感染症に応用してみると，クロラム

り，硫酸カナマイシンなどのアミノ配糖体は細

フェニコールは分布容が1.5ç/kgで細胞内への

胞外液には均一に分布するが，細胞内には殆ど

分布性が高いのに，チアンフェニコールは

入らないことを示している。

O.3ç/kg程度であって細胞内にあまり入らない

サルファ剤を投与したあとの血漿中濃度時間

と予想できる。サルモネラは細胞内で増殖する

曲線から分布容を計算すると0.6ç/kg程度にな

細菌であるから，この分布容の差が有効性の差

る。これは体内水分量とほぼ等しいので，サル

になったと考えられる。
動物種差

ファ剤は体内水分全体にほぼ等しい濃度で分布
すると考えられている。

分布容には動物種差があるが，一般にはその

テトラサイクリンでは分布容が1.0〜1.5ç/kg

程度は小さい。例外もあって，例えばクロラム

になる。これはこの系統の薬物が細胞内への分

フェニコールの分布容は一般に1.0〜1.5ç/kgで

布性が高く，このために血漿中濃度が低くなっ

あるが，猫では2.4ç/kgにもなる。クロラムフェ

て分布容が高くなると考えられる。

ニコールは猫で有効性が高いといわれている

ＰＣＢとかＢＨＣ，ＤＤＴのような環境汚染物

が，毒性の出易いことでも知られており，恐ら

質では脂溶性が極めて高く，体内に入った物質

く猫での細胞内分布性の高いためだといわれて

の殆どが脂肪組織に分布する。このために血漿

いる。

中濃度は極めて低くなり，分布容を計算すると
４.生物学的利用率

100〜200ç/kgといった途方もない数字になる。
薬物による差

図４にはベンジルペニシリンを犬に静注した

分布容の大きさを決定する最も大きな要因は

場合と筋注した場合の血漿中濃度時間曲線を普

薬物の物理化学的性格である。抗菌性薬では一

通グラフ上に描いてある。静注した後に体内に

般に同一系統が同一の物理化学的性格をもつた

存在する薬物量をこの図から求めることはでき

めに，同一系統の薬物の分布容は類似している

ないが，この薬物量は血漿中濃度曲線の下の面

（表２）。

積（ＡＵＣ，area under the curve）と比例す

ペニシリン類の分布容は0.26〜0.29ç/kgであ

るはずである。したがって，同じ用量を筋注し

り，細胞内の分布性の低いことが分る。ペニシ

たときの曲線からＡＵＣを求めれば筋注した後に

リンでもアモキシシリンなどはバリア通過性が

吸収された血漿内に入った量と比例する量が求

比較的よいので，細胞内で増殖するブドウ球菌

められる。この筋注後のＡＵＣと静注後のＡＵＣ

への有効性が高いように期待できるが，実際に

との比を求めれば筋注した薬物の何パーセント

はアンピシリンと比較して若干は優れていると

が血中に入ったかが分る。この比率を生物学的

いった程度である。これは分布容が予想ほどは

利用率（バイオアベイラビリティ）という。こ

大きくない点と一致する。

の例では殆ど1.0になるので，筋注したベンジル

クロラムフェニコールとチアンフェニコール
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ペニシリンプロカインは全量が血中に吸収され
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ることが分る。
同じ図の右側は牛にスルファジミジンの同じ
用量を静注したばあいと経口投与した場合の血
漿中濃度時間曲線を示してある。この曲線から
両方のＡＵＣを求めて比をとると0.6という数字
が得られる。すなわち，牛ではサルファ剤の経
口吸収率が比較的高く，その60％が吸収される
ことが分る。
薬物を経口投与した時の吸収率は，投与後の
血漿中濃度がどの程度になったかで測定するの
が正確である。しかし，60％という数字が得ら
れても，失われた4 0 ％は吸収されなかったの
か，肝で分解されたのかが判別できない。この
様な背景のために吸収率とはいわず，生物学的
利用率という特別な用語を用いている。

図４

牛における薬物投与経路によるＡＵＣの差

‑47‑

動薬研究

1990．4．№42

