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著者は先に，わが国に分布する104種（亜種を

含む）のアブについて，幼虫・成虫の形態と雌成

虫の判別法を解説した（動薬研究，No.23～39；

東北農試研資，No.10）。今回は，アブの一般的

生態とその防除法について述べる。

１）発育ステージ

多くの昆虫と同様に，アブも卵から幼虫，

蛹，成虫へと発育する。卵期間は１～２週間と

短いが，幼虫期間はメクラアブ，ニッポンシロ

フアブなど短いもので約１年，シロフアブ，ゴ

マフアブなどで１～２年，ジャーシーアブ，ア

カウシアブなどで２～３年とかなり長い。餌が

不足したり，天候が不順であれば，同時に孵化

した幼虫でも発育が遅延し，羽化する年が違っ

てくる。越冬は，わが国に分布する種ではいず

れも幼虫で行われる。蛹期間は１～２週間と短

い。成虫の生存期間は，野外ではせいぜい１か

月程度と推定される。

２）吸血性

アブも，吸血するのはブユやカと同様に雌のみ

で，卵巣の発育に必要な栄養を得るためである

（写真１，２）。吸血の他は，雌雄とも花蜜や樹

液を摂取して生活している。したがって，人や家

畜を襲う個体は全て雌ということになる。なお，

アブのなかには雌でも全く吸血しない種がおり，

わが国ではマルガタアブ，ムカシアブ，ヒメアブ

など13種を数える。

これまで，吸血するアブはいずれの種でも，産

卵のためには吸血が不可欠のものと考えられてい

た。メクラアブ，アカウシアブ，ニッポンシロフ

アブなどはそのタイプである。しかしイヨシロ

オビアブ，ヤマトアブ，ゴマフアブなど，吸血

源の少ない山間地でも大発生する種では，羽化

した雌成虫は全く吸血しないで産卵することが

でき，その後に初めて吸血性を帯びて人や家畜

を襲うことが明らかにされた。これがいわゆる

無吸血産卵性で，わが国のアブではこれまでに

約20種がそのタイプに属することが判明した。

このような種では，吸血に来た個体をいくら防

除しても，次世代の発生を完全に抑制すること

は困難である。

アブの生態とその防除法

１.はじめに

２.アブの生活

＊農林水産省東北農業試験場畜産部家畜虫外研究室長

早川博文＊

写真１　牛の背面で吸血するアカウシアブと，
　　　　その周囲に集まって侵出物を舐める
　　　　ハエ類

写真２　牛の顔面を襲って吸血するクロメク
　　　　ラアブ
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３）産卵

雌成虫は羽化後約３日で交尾と吸血が可能にな

り，吸血すれば約１週間で産卵する。吸血の機会

さえあれば，アブは一生の間に２～３回は産卵す

るものと思われる。

卵は幼虫の生息地に生えている植物の葉裏など

に，多くは塊状に産下される（写真３）。１回の

産卵数は多い種では約800個，少ない種では約100

個である。卵は約１週間で孵化し，幼虫は水中ま

たは地上に落下する。アブは産卵数は多いもの

の，卵寄生蜂や捕食虫などの天敵がおり，幼虫ど

うしも共食いをするため，密集して生息すること

はできない。したがって成虫にまでなれる個体

は，意外に少ない。ただし湿地性の種は，蛹化時

に乾燥した場所へ移動して来て，密集した状態を

呈することがある。

１）種構成

地域によってアブの種類や種数は異なる。北

海道ではゴマフアブ，北日本ではニッポンシロ

フアブ，北日本の太平洋側ではアオコアブ，北

陸地域ではイヨシロオビアブ，本州の日本海側

ではシロフアブが最優占する傾向がみられる

（図１）。

放牧地では10～20種のアブの発生が普通である

が，防除の対象とされるのは５～６種と見なされ

る。優占種は放牧地の地形，植生，吸血源となる

家畜頭数などとかなり密接に関連している。東北

地域においては草地が広く展開している場所では

ニッポンシロフアブ，森林に囲まれた場所ではア

オコアブやヤマトアブ，水田地帯ではシロフア

ブ，湿地が多い山間地ではアカウシアブやアカア

ブなどがそれぞれ多発する。

２）発生時期

アブの発生は，わが国の種ではいずれも年１

回で，その時期は種毎にほぼ決まっている。東

北地域の例ではクロメクラアブは最も早く５～

６月頃，ヤマトアブは最も遅く８～９月頃であ

るが，多くの種は７～８月頃に発生が集中す

る。したがってアブ全体の発生も，一般には７

～８月頃が多い。また同じ種でも，暖地では発

生時期が早まり，寒地では遅れる傾向が見られ

る（図２）。

アブの発生期間は，種別には１か月前後のもの

が多いが，メクラアブ，ニッポンシロフアブ，シ

ロフアブなどは３か月以上の長期にわたる。

３）日周活動性

一般にアブは昼間活動性で，アカウシアブ，

ニッポンシロフアブなどは日中に活動のピークを

示す。しかしアオコアブ，ヤマトアブなどは，日

中でも午後の遅い時刻に活動する傾向が強い。ま

たイヨシロオビアブやヨスジメクラアブは，早朝

と夕方の薄暗い時刻に著しい活動のピークを示す

のが特徴である（図３）。

２.成虫の発生生態

写真３　湿地に生えている灌木の葉裏に産卵
　　　　中のカトウアカアブ
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図１　アブ最優占種の分布（松村・伊戸，1988）

アブの生態とその防除法



-4-動薬研究　1990．11．№43

図２　アブの季節別発生消長
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アブの生態とその防除法

図３　アブの日周活動消長
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一方，アブの活動は天候によって大きく左右さ

れる。多くの種は気温が18℃以上で活動が盛んに

なるが，30℃以上の高温ではかえって抑制され

る。日中に活動する種では，照度の影響を強く受

けやすい。また，雨や風はアブの行動を物理的に

阻止する。

４）吸血行動

人や家畜への吸血嗜好性はアブの種によって

若干異なり，家畜ではよく吸血しても，人には

殆ど来ないものがいる。また種によって寄生す

る部位が異なり，牛に対してはクロメクラアブ

は頭部を，アカウシアブは背部を，キンイロア

ブは尾や尻を，アオコアブ，シロフアブ，ニッ

ポンシロフアブは腹部を主として襲うが，メク

ラアブ，ゴマフアブなどはどの部位でもかまわ

ず襲う。

吸血に際しては，白色や黄色よりも黒色や赤色

への選好性が強い。したがってアブは，白黒斑の

ホルスタイン種の牛では，黒色毛の部分に多く寄

生する。

吸血量は，アカウシアブなどの大型種では約

500mg，ニッポンシロフアブなどの中型種では約

120mg，メクラアブなどの小型種では約50mgで，

ほぼその虫の体重の１～２倍である。吸血時間は

２～８分で，個体差が大きい。

１）幼虫の食性

アブの幼虫は土壌中あるいは水中に生息し，ミ

ミズや昆虫などの小動物を捕食して成長する。し

かしメクラアブ属の種は，主として腐食質を摂取

していると思われるが，まだ確定的な研究はな

い。いずれにせよ，アブはハエが生息するような

汚物からは発生しない。

２）生息場所

アブは自然がよく保存されている環境下で発

生する。多くの種の幼虫は湿地に生息するが，

草地や林地の土壌中に生息する種も少なくない

（表１）。さらに湿地でも，メクラアブ，シロ

フアブなどは主としてオープンな場所，アカウ

シアブ，キンイロアブなどは主として林内であ

ることの違いがみられる。また林地の土壌中で

も，アオコアブはやや湿り気の少ない場所であ

るが，イヨシロオビアブは苔類が生えるような

湿り気の多い場所である。なかには朽木や湿っ

た苔類の中に生息したり，干潟などの海辺に生

息する珍しい種もいる（写真４）。

放牧地で多いニッポンシロフアブは，草地の土

壌中が主な生息場所である。したがって草地が開

発され，吸血源となる家畜が増えてくれば，本種

も多発するようになるものと予想される。

３）発生源と成虫の行動範囲

イヨシロオビアブのように活動が主に薄明薄

暮時である種では，１日の最大飛行距離は１km

に及ぶことが，マーキング放遂法で明らかにさ

３.発生源

写真４　干潟に休息するオキナワキイロアブ
　　　　と幼虫（上段は接写）
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れている。また，周囲に発生源となる湿地が

全くない畑作地帯での調査では，牛に寄生し

た湿地性のアブは，少なくとも1.5kmの距離を

飛来したことが確かめられている。一般にア

ブは，２km以上の行動範囲があるものと推測

される。

１）発生源対策

害虫の防除には，その発生源をなくすことが基

本である。しかしアブでは先に述べたような生息

状況から，発生源に対する薬剤散布が難しく，そ

アブの生態とその防除法

４.防除法

表１　アブの幼虫の主な生息場所
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の効果はほとんど期待できない。また環境改変に

よる発生源対策も，湿地に生息する種以外はきわ

めて困難である。放牧地周辺の湿地をなくした

り，水路を整備することにより，湿地からのアブ

発生を少なくすることは可能である。また，産卵

場所に生えている植物を刈り取ることも，有効と

思われる。しかしアブの発生する場所は広く存在

するので，これらの対策も広域的に行わないと効

果が少ない。

２）薬剤の畜体施用

家畜に寄生するハエやマダニの防除に，最近で

はダストバック（写真５），ポアオン，イヤタッ

グなど，殺虫剤の簡易な畜体施用が行われてい

る。しかしアブでは，ごく短時間しか畜体で吸血

しないため，かなり速効的な殺虫剤でないと，寄

生阻止の効果が期待できない。また吸血後にアブ

が死亡しても，家畜の側からの防除にはならな

い。アブに対する忌避剤も，今のところ長時間有

効なものがない。

３）物理的防除

アブの進入を防ぐために，畜舎の窓に防虫網を

張ったり，入口に縄のれんを垂らしたりすること

は，実効のある方法である。しかし，夏季の暑熱

対策では問題が残る。放牧施設の庇蔭舎は，暗所

を嫌うアブの種が畜体に寄生するのを軽減するの

に役立つ。

４）生物的防除

生物間の食物連鎖や生存競争など，生物の活

動を利用した防除法で，天敵の利用がこれに当

たる。アブの卵には，かなり高率でタマゴバチ

類の寄生がみられ，また幼虫，蛹，成虫の各期

にもそれぞれ多くの天敵類がいる。昆虫の病原

微生物も多く知られているが，まだアブでは実

用化の試みはされていない。外国では，畜舎の

周囲にクルミの木を植えておくとアブの飛来が

少なくなると言われているが，真偽の程は分か

らない。

５）トラップ法

アブでは，成虫を誘引して捕獲するトラップ法

が，今のところ確実な防除法である。アブの誘引

には視覚的なものもあるが，最も強い誘引物質は

動物が呼気として排出する炭酸ガスである。そこ

で，現在市販されている日競研式（写真６）や丹

後畜試式のアブトラップでは，誘引源にドライア

イスかボンベ入りの液体炭酸ガスを用いている。

炭酸ガスの流量は，毎分1.0～1.5リットルが効果

的で，これより多くても誘引性が高まるとは限ら

ず，アブの種によってはかえって低下する。問題

は，ドライアイスをその都度補給したり，ボンベ

のバルブを手で開閉するのに労力がかかることで

ある。

そこで，最近開発された東北農試式アブトラッ

プでは（写真７，８），照度，温度，降雨センサ

を用い，アブの活動状況に応じて，炭酸ガスが電

磁弁の作動によりボンベから自動的に放散される

装置を備えている。電源には12ボルトの蓄電地を

写真５　殺虫粉剤の簡易な畜体施用法である
　　　　ダストバッグ
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用い，ソーラーバッテリーから絶えず充電され

る。トラップ本体は捕獲効率に優れた蚊帳型で，

内部には捕虫用の水盤がある。水盤にはせっけん

水を入れるが，捕獲したアブの腐敗防止には軽油

または廃油を用いるとよい。岩手畜試外山分場で

は1989年の夏季に，このトラップの性能を試験し

たところ，32日間で22種約４万匹のアブを捕獲し

た。１日当りでは平均1,OOO匹，多いときには

4,O00匹にも達した。炭酸ガス自体は，30kgのボ

ンベ入りで20～30日の使用が可能であり，防除コ

ストは高くない。

対象とされるアブの種による捕獲効率の差異，

トラップでカバーできる面積，トラップによる捕

獲数と家畜への寄生数軽減との関係，家畜の増体

や乳量への影響などについては，今後明らかにす

る必要がある。アブの吸血は執ようなので，ト

ラップに捕らえられた分だけ，家畜もその苦痛か

ら逃れられるのは確かであろう。アブが伝播に関

与するとされる牛白血病の対策にも，アブトラッ

プの利用効果が期待される。トラップの普及に

は，大量受注によるトラップ本体のコストダウン

が是非とも必要である。

アブ防除の問題は，畜産の場面だけでなく，最

近ではリゾート地やレジャー産業の面でも関心が

高まっている。しかしアブは，自然が豊かな地域

の多様な環境下に生息していることから，その発

生を完全に抑えることは不可能に近い。各種方法

を用いて，被害軽減のためのアブ対策を立てるこ

とが必要と思われる。

４.おわりに

アブの生態とその防除法

写真６　日競研式アブトラップ

写真７　東北農試式アブトラップの本体

写真８　東北農試式アブトラップの炭酸ガス
　　　　自動放散装置と液体炭酸ガスのボン
　　　　ベ（手前のボックスはセンサとソー
　　　　ラーバッテリー部分）
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遺伝子組換えを用いたワクチン開発には，二

通りの考え方がある。第一は免疫原としての抗

原たん白質の生産への応用であり，第二は生ワ

クチン開発である。第一の方向は従来の不活化

ワクチンやコンポーネントワクチンで利用され

る抗原を遺伝子組換えにより大腸菌，酵母，動

物細胞などで大量に生産させワクチン抗原とし

て利用するものである。遺伝子クローニングに

より標的抗原遺伝子を単離し，発現ベクターに

組換え発現させる。大腸菌ではファージ，プラ

スミドが，酵母では２μプラスミドがベクター

として使用されている。最近ではバキユロウイ

ルスベクターによる昆虫細胞でのたん白質の大

量生産に大きな期待が寄せられている１）。酵母

に発現させたヒトＢ型肝炎ウイルス表面抗原は

ワクチンとして実用化されている２）。

第一の方向の最大の利点は一旦目的とする遺

伝子をクローニングしてしまえばワクチン開発

工程，製造工程でウイスルや病原細菌の大量培

養が不必要となること，又Ｂ型肝炎ウイルスの

様に培養が困難でもワクチン抗原を大量に得る

ことが可能となることである。最大の欠点は抗

原をワクチン接種しても宿主の細胞性免疫応答

を惹起し難く，ワクチンの適用は液性免疫すな

わち抗体により阻示され得る感染症に限定さ

れ，応用範囲に制約があることである。現代免

疫学が明らかにしたところによれば抗原は抗原

提示細胞（マクロファージ，樹枝状細胞）によ

り処理され，ペプチドとしてＭＨＣ（主要組織

適合性抗原）クラスⅡ分子と複合体を形成し細

胞膜に発現し，Ｔ細胞レセプターにより認識され

る。抗原認識したヘルパーＴ細胞の助けにより

抗体産生Ｂリンパ球の増殖分化が生じ，標的抗

原エピトープに対する特異抗体が産生される

（液性免疫）。一方細胞性免疫の主体である細

胞障害性Ｔ細胞（ＣＴＬ）は，感染細胞で処理

されたペプチドとＭＨＣクラスⅠ分子との複合

体を認識し感染細胞を破壊することが知られて

いる。これらの知見は細胞性免疫により感染防

御，発症防御が主として成立する感染症の場合

にはウイルスや細胞内感染病原微生物のどの様

な抗原たん白質がＣＴＬにより認識されるかを

知ることがワクチン開発に必要であること，ま

た抗原が感染細胞で処理されることが必要であ

ることを示している。

ワクチンの歴史を見る時，生ワクチンにみる

べきものが多かったことは上に述べてきたこと

を反映していたのであろうことが理解される。

そこでワクチン開発の第二の方向は遺伝子組換

えを利用していかに生ワクチンを開発するかで

あろう。本稿ではワクチニアウイルスをベク

ターとした生ワクチン開発とオーエスキー病ウ

イルスの欠損弱毒ウイルスによる生ワクチン開

発について述べたい。

天然痘が種痘ワクチンにより地球上から消滅

したことは人類の歴史において特筆される医学

上の業績である。Mossら３）およびPaolettiら４）

は1982年に種痘ワクチンであるワクチニアウイ

ルスをベクターとして異種の遺伝子を組換え発

現させる方法を開発した。以来多くの人々によ

り種々の病原微生物の抗原遺伝子の組換えワク

チニアウイルスが作出され，生ワクチンとして

の利用が試みられている５）。われわれのデー

ターをもとにして組換えワクチニアウイルスに

遺伝子組換えを用いた生ワクチン開発

１.はじめに

＊農林水産省家畜衛生試験場生物物理研究室

２.組換えワクチニアウイルス

関川賢二＊
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ついて述べる。

１）組換えワクチニアウイルスの作成

ワクチニアウイルスヘの遺伝子組換えと組換

えウイルスの選別にワクチニアウイルスチミジ

ンキナーゼ（ＴＫ）遺伝子と赤血球凝集素（Ｈ

Ａ）遺伝子６）が利用されている。図１に組換

えプラスミド作成法を示した。クローン化牛白

血病プロウイルスＤＮＡを制限酵素ＸhoⅠとＰ

vuⅡで消化しenv遺伝子（ウイルス外皮膜たん白

質）のたん白コード領域を切り出し，ワクチニ

アウイルス7.5kdたん白質遺伝子プロモーター

（Ｐ）の下流に結合した（P7.5env）。更にenv

遺伝子をＨＡおよびＴＫ遺伝子内に挿入したpＨ

ＡＢen11およびpＴＫＢen２プラスミドを構築し

図１　env組換えワクチニアウイルス作成のための
　　　組換えプラスミドの構築
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た。それらプラスミドを細胞にトランスフェ

クトしワクチニアウイルスを感染させるとワ

クチニアウイルスゲノムのＨＡあるいはＴＫ

遺伝子とプラスミドのＨＡあるいはＴＫ遺伝

子間で相同組換えが生じenv遺伝子が組込まれ

たＨＡ－env＋あるいはＴＫ－env＋ウイルスが生

ずる（図２）。ＴＫ－ウイルスはＴＫ－細胞で

ＢＵdR存在下で増殖可能で非組換えウイルス

から単離可能である。又ＨＡ－ウイルスは赤血

球凝集反応陰性のプラークを選別することに

より単離可能である。我々はリスター株（Ｌ

Ｏ）およびＬＣ16mＯ株（mＯ）のワクチニア

ウイルスワクチン株とenv遺伝子組換えウイル

スを作出した７）。

それらenv組換えワクチニアウイルスを細胞に

感染させ35Ｓ－システィンでたん白質を標識し，

抗env抗体で免疫沈降を行ったところenv糖たん

白質gp51およびgp30が検出された。またenvたん

白質の前駆体であるgPr72も検出され，組換えワ

クチニアウイルスにより牛白血病ウイルスenvた

ん白質が産生されることが確認された（図

３）。

図２　組換えワクチニアウイルス作成

遺伝子組換えを用いた生ワクチン開発
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図３　env組換えワクチニアウイルス感染細胞で
　 　のenvたん白質の発現

図４　env組換えワクチニアウイルス接種家兎で
　　 の抗env抗体の誘導
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２）組換えワクチニアウイルスの免疫原性

４種類のenv組換えウイルスをそれぞれウサギ

の皮内に接種し経過血清の抗env抗体価を測定し

たところＨＡ遺伝子内env組換えウイルスＬＯＨ

ＡＢen11およびmＯＨＡＢen11によりenv抗体価が

上昇した（図４）。mＯ株は日本で開発され，現

在世界で最も安全なワクチン株として評価されて

おり８），mＯＨＡＢen11をワクチンの候補として

牛への接種試験を試みた。牛の頚側部４ケ所の皮

下に接種したところ，抗env抗体が誘導され，抗

env抗体は牛白血病ウイルスの感染増殖をin vitro

で阻止し，中和活性を示した。同居感染や実験従

事者への感染も認められず，現在実用化へ向けて

牛白血病ウイルス接種による感染防御試験を計画

中である。

３）組換えワクチニアウイルスの実用化の可能

性

種痘が世界で中止されてから久しいが，その様

な状況で組換えワクチニアウイルスを人の生ワク

チンとして利用することには大きな議論がある

（８）。現在組換えワクチニアウイルス実用化の

対象として家畜および動物が考えられている。す

でにヨーロッパでは狂犬病ウイルスＧたん白質

（ウイルス外皮膜糖たん白質）遺伝子の組換えワ

クチニアウイルス９）の野外試験が試みられてい

る。牛で強い伝染性を持ち高い致死率を示すリン

ダペストウイルスのＨＡあるいはＦ遺伝子（いず

れもウイルス外皮膜糖たん白質遺伝子）の組換え

ワクチニアウイルス10）の牛への野外試験も考慮さ

れている。実験室あるいは野外における組換えワ

クチニアウイルス使用による問題は現在までのと

ころ特に生じていない。我国においては組換え体

の野外使用は許可されていないが，野外利用のた

めの指針づくりが科学技術庁，農林水産省で作業

中である。

生ワクチン開発には従来特別な方法論は確立さ

れておらず，ウイルスの高温継代，低温継代，宿

主細胞を種々変えての継代等を行ない弱毒化を試

みワクチン化が行なわれて来た。しかしこの方法

は試行錯誤を伴い，多大な労力と時間を必要とし

て来た。ウイルスの遺伝子構造，遺伝子機能解析

が進みウイルス感染増殖の分子機構が明らかにな

ると，もう少し系統的な考えにより弱毒化が試み

られるようになってきた。

ウイルスの病原性はウイルスの感染様式すなわ

ち感染ルート，宿主細胞あるいは組織の破壊宿主

免疫機能の亢進，修飾，破壊等に付随して現われ

る宿主側の高次の現象とみなされるが，ウイルス

遺伝子の変異により病原性が低下あるいは消失す

ることは生ワクチンにより明らかである。組換え

ＤＮＡ操作により遺伝子の特定部位に変異を導入

することが可能であり，野性株に復帰出来ない様

な欠損変異株を作出することが特にＤＮＡ型ウイ

ルスの場合には容易となって来ている。現在問題

となっているオーエスキー病ウイルスを例にして

簡単にふれたい。

１）欠損変異オーエスキー病ウイルス生ワクチ

ン

オーエスキー病ウイルス（ヘルペスウイル

ス）11）はウイルスゲノムとして９×10７ダルトン

の巨大２本鎖ＤＮＡを有している。遺伝子は２

つの長い反復配列（ＩＲＳとＴＲＳ）にはさま

れたＵs領域とＵＬ領域から構成されている（図

５）。いくつかの遺伝子座が決められているが

Ｕs領域は培養細胞でのウイルス増殖には必須で

はないことが知られている。従来の弱毒化馴化

遺伝子組換えを用いた生ワクチン開発

３.弱毒欠損ウイルス
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継代生ワクチン株ではgＩ遺伝子あるいはgＰ63

遺伝子欠損がみられる。gⅢ遺伝子もin vitroで

の増殖には必要ではない。新生豚がオーエス

キー病に感染すると脳炎を起こし死亡する。成

豚に感染すると神経系に潜伏感染し，再活性化

が起こるとウイルスを産生し，感染源となる。

ヒトヘルペスウイルスⅠ型のＴＫ遺伝子欠損株

はマウスに病原性が低く，又潜伏感染しないこ

とが知られていて12），ヘルペスウイルスに共通

した神経組織細胞での増殖と潜伏機構にはＴＫ

遺伝子が関与していると考えられている。そこ

でオーエスキー病ウイルスgI，gＰ50あるいはg

Ⅲ欠損に加え更に，ＴＫ遺伝子に欠損を導入し

た欠損株が生ワクチンとして開発された。ＴＫ－

ウイルスはワクチニアウイルスの項で述べた様

にＴＫ遺伝子をクローニングしクローン化ＴＫ

ＤＮＡに欠損を導入し，細胞にトランスフェク

トし細胞内相同組換えによりＴＫ－ウイルスが分

離された（図５）。それら生ワクチンはいずれ

も潜伏感染しないこと，ワクチン接種豚では野

外株の感染は阻止出来ないが発症阻止が可能な

こと，又gⅠ'gＸ'gⅢに対する抗体検査によりワ

図５　オーエスキー病ウイルスの遺伝子地図と欠損ウイルス
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クチン接種と野外感染を識別出来ることから，

ＴＫ－gr，ＴＫ－gＸ－，ＴＫ－gⅢ－株が生ワクチン

として現在試験的に関東５県で使用されてい

る。

以上生ワクチン開発の現状について簡単にふれ

て来たが，ワクチニアウイルスをベクターとする

場合，はじめにも述べた様にＣＴＬによる認識抗

原を同定し遺伝子を組換えることも必要であ

る。その場合細胞性免疫の簡便なアッセイ法の

確立が必要となる。オーエスキー病ウイルスは

ゲノムサイズが大きく感染増殖機構についても

未知なことが多い。ＴＫ－生ワクチン株もいまだ

理想的な生ワクチンとは言えず，引続き弱毒化

を行なう必要があり，我々も異なる欠損株の開

発を試みている。
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獣医学の分野では“純度”の点から，特定のペ

プチド分画ないしタンパク分画のみによって構成

された抗原を免疫感作に用いる傾向が高まりつつ

あるため，強力な免疫調節物質，すなわちアジュ

バントの需要が新たに生じてきた。それと共に，

バイオテクノロジーによるワクチン製造法（例え

ばr－ＤＮＡ法や合成ポリヌクレオチドに基づい

た方法）にも，ワクチン接種した被験者における

免疫応答の改善を目的とするための免疫反応最適

化の方法が求められるようになっている。さらに

また，遺伝性または後天性の免疫不全症候群の問

題が拡大する中にあって，免疫調節などによる新

しい予防的介入あるいは治療的介入の手段を開発

して治療に当たれるようにすることも急務となっ

ている。

能動免疫調節とは，生物の不変の機能を利用し

て免疫系に影響を及ぼそうとする試みの総称であ

る。このプロセスによって細胞性免疫反応および

／または液性免疫反応が増強された場合には，免

疫刺激が存在することになる。

アジュバントの使用によって目指す特異免疫刺

激は，選択された抗原１種または数種に対する特

異的な免疫応答を増強させることである。一方，

非特異免疫調節と言えば，機能不全あるいは正常

に機能している免疫系に対して抗原非特異的に干

渉して，あらゆるタイプの抗原に対する免疫応答

を抑制，正常化，または増強させる作用，と定義

される（Sedlacek，1984）。

免疫調節によって治療効果を上げようとする

試みが初めて発表されたのは，前世紀半ばのこ

とである。1851年，Latourが生菌を投与するこ

とによって腫瘍性疾患を克服しようとしたので

ある。以後数十年間には免疫調節を目的とした

細菌と細菌の溶解物および毒素の使用に関する

報告が，さらにその後はタンパク，脂質および

エンドトキシンの使用に関する報告がなされて

いる。

特異免疫刺激について初めて報告したのは

Ramonで，1925年のことであった。彼は寒天，澱

粉，サポニン，レシチンなど様々な化合物を用い

て，ジフテリアワクチンに対する免疫応答を刺激

しようとしたのである。

遅延作用を有する物質をアジュバントとして

添加することにより体内に投与した抗原の放出

を遅延させ，ひいては長期にわたる免疫応答を

実現させようという彼のアイデアは，Glemy et

al.（1926，1931）によって受け継がれた。彼

らは，今日なお広く用いられているalminium

hydroxideのアジュバントとしての使用を初め

て報告し，アジュバントの貯留作用説を確立し

た。

紙面の都合上，アジュバントの完全なリスト

は割愛するものの，標準特性を備えたフロイン

トのアジュバントはぜひとも紹介したい。

Freund et al.は早くも1937年と1944年に，my-

cobacteriaを添加した場合と無添加の場合の油

中水型アジュバントに観察された免疫刺激作用

について報告している。彼らのアジュバント

は，あらゆる免疫学研究室で現在も使用されて

おり，フロイント完全アジュバント及びフロイ

アジュバント:免疫調節および免疫刺激＊

はじめに

述語の説明

＊　Adjuvants：Immuromodulation and
　Immunostimulation
＊＊　Bayer AG，GB VT-FE Biologie
出典　Vet Med. Rev 59、３－８（1988）

P.Thein＊＊

歴　史
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ント不完全アジュバントなしには研究が進められ

ないという程である。

それと同時に，前述の塩類ベースのアジュバン

トとmycobacteria添加の油中水性アジュバント

は，主に体液性免疫すなわちＢ細胞側と，細胞性

免疫応答すなわちＴ細胞側の刺激を代表する２大

典型アジュバントとなっている。

アジュバント研究における初期の実績と成功

は卓効ある化学療法剤と抗生物質の出現によっ

てたちまちに影が薄くなってしまい，出現当初

には細菌感染予防のための予防接種などの無用

の長物のようにさえ言われた。しかし，その一

方で，原則的にはアジュバントなしに用いるウ

イルスに対する生ワクチンの使用は，この当時

から奨励されるようになった。現在では，抵抗

性と残留の問題は勿論，生ワクチン固有の弱点

とリスクも周知のところとなっており，免疫刺

激と免疫調節の新しい強力な物質を開発するた

めの努力が徹底的なスクリーニングと免疫反応

の遺伝因子とその機能的基盤に関する知識を取

り入れる，という形で再び続けられている。ス

トレスないしウイルスによって誘発された免疫

減弱や腫瘍形成に関連した疾患に原因するヒト

と動物の地方病性および流行性感染症は，新世

代のタンパクワクチンの最適アジェバントのた

めの挑戦の場であるばかりではなく，免疫増強

を目指す研究者らにとってはこの上なく重要か

つ魅力的な研究分野を提供するものであると言

える。

このように生物学的研究の重要性が全面的に見

直されてきた今，免疫調節を基礎とした研究が中

心になることは間違いない。

免疫調節／刺激のプロセスに適していると考え

られる物質ないし物質群の数，性質および作用機

序が手に負えないほど膨大で多様であるのは確か

だが，ここで完壁な考察が行えるほどの研究の進

行が見られていないというのも事実である。とす

れば，代表的なもののグループについて，それら

と免疫系との相互作用について考察していく以外

に方法はない。

いわゆる免疫原として作用する，免疫原として

認識されている抗原と能動的に遭遇した後の温血

生物の免疫応答は，反応を媒介する細胞系に助成

された体液性，細胞性および／または局所免疫系

による複合反応を基盤とする。

同種感染症の攻撃を克服するに足るほどに強力

な免疫防御を達成する上で，この反応が質量共に

十分であるのか，また，どの程度まで十分である

と言えるのかを免疫防御の継続時間の面から決定

するのは，次の要因である：

－ワクチン抗原としての微生物の免疫原性。

－体内におけるこの抗原の有無と作用過程。

－最適または最適より下の応答を示す免疫系の個

　別要因の多重度。

免疫応答は，他の内因性反応の例に漏れず，個

体差のある反応である。そのため，大規模な医療

（予防接種計画）を行う上で重要な標準化を実現

するためには，正常な反応を示す生体を基礎とす

る以外に方法はない。

抗原と共に投与すれば免疫反応を量的に増大さ

せ，場合によっては質的に変化させることも可能

な物質を使えば，予防接種の過程で免疫応答を技

術的に最適化することが可能である。ついては，

この目的を最小量の抗原で，しかも抗原単体で使

物質と作用機序
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用した場合に比べて少ない接種回数でこの目的を

達成しなければならない。さらにまた，高度に標

準化が可能な方法であることも必要である。この

ため用いられる物質がいわゆるアジュバントおよ

びアブソルバントで，様々な形で免疫刺激作用を

誘発する。

しかし，正確な作用機序が判明しているアジュ

バントはごく少数である。

Mayr et al.（1984）によれば，アジュバント

の作用の評価には，次に紹介する基準が特に重要

であるものと思われる：

１．アジュバントの作用の対象となる細胞系（標

　　的細胞）：ＴまたはＢリンパ球（前駆細胞ま

　　たはサブポピュレーション，エフェクター細

　　胞，形質細胞），炎症細胞，ＮＫ細胞（ナ

　　チュラルキラー細胞）。

２．標的細胞の物理的分布に対応したアジュバン

　　トの分布。

３．標的細胞（受容細胞）がアジュバント活性に

　　曝露される機能的状態（例えば，増殖，分

　　化，媒介物質分泌など）。

４.アジュバントの機能機序

アジュバントの機能的作用基盤を正確に解明す

ることは出来ない。なぜならこれは極めて複雑な

免疫系の中で，極めて複雑で多様な物質との複雑

な相互作用の上に成立しているからである。従っ

て，アジュバントの作用を規定するには即座に理

解できる機序によるほかない。

そこで，現在明らかとなっている作用機序に

よって，大まかながらも次のような分類が行える

（Kaeberle，1986による）：

１.キャリア

２.貯留物形成

３.リンパ球再循環の変化

４.リンパ球トラッピング

５.Ｔリンパ球の刺激

６.Ｂリンパ球への作用

７.リン脂質代謝

８.細胞膜変化

９.リンパ節中の抗原局在

10.マクロファージによる抗原処理の調節

11.マクロファージの刺激

Ｒe １－キャリア

キャリアは抗原に対し純粋に媒介機能を行う

物質，すなわち不活性キャリアと，免疫キャリ

アとして知られる免疫学的に活性を有する物質

の２種類に大別される。後者はヘルパーとサプ

レッサーに分けられるＴリンパ球との相互作用

により免疫調節能を生ぜしめる。不活性キャリ

アには，ラテックス，ベントナイト（膨潤性の

高い粘土），アクリル粒子などが含まれる。主

な作用は可溶性抗原の凝集に基づくもので，そ

の結果としてマクロファージによる作用が改善

させる。

免疫調節能を有するキャリアのひとつとして

リポソームが挙げられるが，その作用は特にマ

クロファージとの著明な相互作用によるものと

考えられている。ここでは，免疫原へのハプテ

ンの仲介が何らかの役割を担っているものと思

われる。

この２つの主要作用に加えて，アジュバント活

性に寄与しうる軽微な炎症反応を誘発するキャリ

アも存在する。

Ｒe ２－貯留物形成

貯留物を形成するアジュバントは投与部位に抗

原を局在させる。この抗原が引き起こす無菌性炎

症プロセスが抗原の貯留を助けるものと思われ

る。その結果として，吸収が遅延し，抗原が免疫

アジュバント：免疫調節および免疫刺激
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系を刺激する時間が延長される。ひいては，二次

刺激が反復されて，免疫応答が量的に増強され

る。

このアジュバント・グループを代表するのは鉱

油，植物油，金属塩，グルカン，多糖類

（Klebsiella pneumoniae，Escherichia coilな

どの多糖類），デキストラン硫酸などである。

Ｒe ３－リンパ球再循環の変化

Ｒe ４－リンパ球トラッピング

活性リンパ節およびＲＥＳ（細網内皮系）中

のリンパ球を保存できる物質は著明なアジュバ

ント活性を発揮する。リンパ節中へのリンパ球

の局在の遅延（≧45日）は免疫応答の増強と相

関する。この種の作用は炭素粒子やラテック

ス，ケイ素などの比較的不活性な物質で証明さ

れている。FrostとLance（1978）は，これはす

べてのアジュバントに共通した作用であるとし

ている。３と４のつながりは，リンパ球の蓄積

と予防接種によって誘発された炎症による局在

化と推測される。

Ｒe ５－Ｔリンパ球の刺激

免疫原プロセスにおいて主要な役割を担ってい

るＴリンパ球は，免疫増強作用を有するアジュバ

ントにとっては恰好の標的である。アジュバント

が誘発する作用としては，現在次のものが知られ

ている：

a）Ｔ前駆細胞の刺激

b）Ｔ細胞の成熟

c）機能リンパ球への分化の促進

d）キャリア特異的ヘルパーＴ細胞の刺激および

　 他の抗原に関連した作用の増強

e）Ｔリンパ球の非特異的多クローン性活性化ア

　 ジュバントのＴ細胞特異的作用はマクロファー

　 ジを二次活性させて，モノカイン（インター

　 ロイキン）を分泌させるものと思われる。こ

　 の現象はムラミルジペプタイドとＴ細胞マイ

　 トジェン植物凝集素について報告されてい

　 る。

Ｔ細胞を対象とした作用機序を示すその他の物

質としては，フロイント完全アジュバントや，ポ

リアデニル酸，Listeria monocytogenesなどの細

胞壁の構成物質，リポ多糖類，合成誘導体などが

挙げられる。

Ｒe ６－Ｂリンパ球への作用

Ｂリンパ球への作用は原則としては，マクロ

ファージあるいはＴ細胞の刺激の二次的なもので

ある。ついては，抗原を重合構造に変換するキャ

リアが，抗原の暴露と認識によって，Ｔ細胞非依

存性抗原の作用を生じることにより直接Ｂ細胞刺

激（Ｂ細胞の有糸分裂促進刺激）を生み出すもの

と考えられる。

そのため，Ｂ細胞に対する非特異的分裂促進作

用を有する数多くの物質は，多クローン性Ｂ細胞

活性化物質とも呼ばれる。ただし，ここでは種特

異的作用が観察されるため，特に細菌性リポ多糖

類の場合は原則としてＩgＭ合成細胞の増殖しか

認められない。ムラミルジペプタイドはマクロ

ファージとは無関係にＢ細胞刺激を行うと言われ

ているが，ヘルパーＴ細胞の関与も否定しきれな

い。例えば，E.coliリポタンパクは特に合成タン

パクのキャリアとして用いることができる。即

ち，Ｂ前駆細胞の形成に影響を及ぼして，Ｂ細胞

のＩg受容体を調節することができるものと考え

られるのである。

Ｒe ７－リン脂質代謝

Ｒe ８－細胞膜変化

この２つの作用は細胞膜活性化を有する物質の
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グループに特有のものである。一般的機序は表

面活性リゾレシチンを形成するphosphatase Ａ

の活性に基づいている。この表面活性リゾレシ

チンがプロスタグランジン合成を抑制し，理論

的にはプロスタグランジンがリンパ球に及ぼす

免疫学的な負の影響を低減させるものと考えら

れる。

このカテゴリーに属する物質は次の通りであ

る：

－シリコン化合物，サポニン，ビタミンＡ，レチ

ノール，トレハロース－６，６－ジミコール酸

Ｒe ９－リンパ節中の抗原局在

投与した抗原をリンパ節の胸腺依存域（副皮

質）に分散させることができるのは，疎水性ア

ジュバンドである。こうしてこの領域に暴露され

た抗原を担うのは，リンパ洞のマクロファージで

あるものと推測される。細胞性免疫の免疫反応は

ここから誘発される。この一連の現象を誘発する

のに適しているのは，静電結合によって抗原と助

け合うアルキル息の長い側鎖を備えた，陽性表面

活性物質である。

Ｒe 10－マクロファージによる抗原処理の調節

suraminを始めとするある種の多価陰イオンは

マクロファージにおけるファゴソーム－リソソー

ム融合を抑制することができる。その結果として

貧食した細菌の消化が不完全になるため，細胞性

免疫応答が起こり易くなる。表面活性を持つ

dimethy-dioctadecyl ammoniumbromide陽イオン

は，このマクロファージに対する作用を有するも

のと考えられている。

Ｒe 11－マクロファージの刺激

この機序は，以上に述べたアジュバンドの多

くにおいては，少なくとも二次的な意味でかな

り重要なものと言える。マクロファージは，直

接標的細胞として，あるいは媒介細胞として，

免疫調節作用に関している。この作用自体は一

般にマクロファージ刺激と呼ばれているが，作

用機序は，マクロファージあるいはこの細胞の

産物が免疫系の一部に及ぼす影響同様に多様で

ある。

免疫調節プロセスにおけるマクロファージの

中心的役割に関連していると考えられるアジュ

バンドの作用は，次の要因に起因するものと思

われる。すなわち，抗原に対する食作用活性の

増大，全身単球活性化，ならびにインターロイ

キン１を始めインターフェロン，マクロファー

ジコロニー刺激因子，Ｂ細胞活性因子，Ｂおよ

びＴ細胞抑制因子などの媒介物質による媒介作

用である。

マクロファージ群に直接アクセスする物質を

代表するのが細菌性リポ多糖類であるが，これ

はマクロファージの複製と活性化を引き起こす

ことがあり，ひいてはＴ細胞依存性抗原に対す

る免疫応答を増強することになる。Klebsiella

pneumoniaeの被包多糖類，コニカナバリンＡ，

ポリアデニル酸などの多クローン性活性化体も

同様の作用を行う。

免疫調節と免疫刺激はこれまで，体液性免疫な

いし細胞性免疫の機能パラメーターに関する免疫

系成分の活性化によって測定されてきた。例えば

消化管や気道の粘膜に局所的に発現する感染に対

する局所免疫は，ほぼ全面的に除外されている。

しかし，獣医学の分野でますます重要になりつつ

あるのは，こうした疾患やそれに対する免疫形態

である。したがって，局所免疫応答を増強するた

めの方法や手段に関する研究にこの分野をも含め

てしかるべきと言えよう。例えば，経口免疫処置

後の免疫防御ならば，ＩgＡベースの管腔内局所

アジュバント：免疫調節および免疫刺激
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防御か，あるいは，十分大量に投与された抗原の

粘膜からの侵入により，ＩgＭ-ＩgＧ系の活性化

が行われることになる。

実験的には粘膜免疫性の賦与に関しても，リゾ

チームを始め，ビタミンＡ，ＤＥＡＥ－デキスト

ランがアジュバント作用を発揮することが確認さ

れている（Buscbmann，1985）。

以上のことから，今後の研究によりこの分野に

イノベーションが起こることが切に望まれる。

アジュバント作用の複雑さを証明し，現在定

義可能な機能機序の間にしばしば見られる不安

定な移行と相互作用を示すには，以上に述べた

所見で十分なはずである。ワクチン製造の実際

の結果は，いわゆる“パッサー・ベアリン

グ”，すなわち，体液レベルで望ましい免疫防

御を誘発すると考えられている抗原にＢ細胞に

対する強力な刺激作用を有するアジュバントを

使用することに関連していると思われる。Ｔ細

胞側についても明らかに同じことが言える。し

かしながら，こうした理論上のアイデアは，実

践では失敗に終わることが少なくない。それ

は，上述の様に，免疫調節と免疫刺激は複雑な

プロセスであるからである。とすれば，現在応

用できる最も重要な作用は，マクロファージの

特異的刺激であるということになる。

効力と同様，すべてのアジュバントについて

考慮しなければならないのは，安全性の問題，

つまり局所および全身の忍容性である。この論

文で紹介した物質の多くは毒性の強度が異なっ

ている。中には，馬や小動物同様，食用動物に

おいても許容できない（残留／衛生上の問

題），不愉快な局所反応の原因となるものもあ

る。そのために，免疫刺激能は強力であっても，

アジュバントとしては不適当な物質とされている

のである。

市販のワクチン同様，アジュバントも効力，忍

容性および安全性の面で何らかの標準を満たさね

ばならない。言い換えるならば，ワクチンを製造

するに当たっては，定義されたクラスに属する物

質の効力に関する知見のみならず，製剤技術も無

視できない役割を果すのである。

実験的観点
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1959年，赤痢菌における多剤耐性が菌から菌に

伝達されるといった現象が名古屋（落合ら）と東

京（秋葉ら）で報告された。伝達性のＲプラスミ

ド（当時はＲ因子）についての世界で最初の報告

である。以来30年以上が経過したが，その間Ｒプ

ラスミドを中心に薬剤耐性研究は全世界的に進展

した。そして現在，細菌がいかにして耐性を獲得

するのか，その遺伝学的な全貌はほぼ解明されつ

つある。

筆者はこれまで家畜細菌を対象とした耐性菌

研究に従事してきた。研究当初は，耐性菌を悪

の権化としてとらえていたが，長年の付き合い

のせいか，最近は耐性菌に対して親しみすら湧

いてくる。そこで本稿では，耐性菌にまつわる

諸々のうち，その功罪に焦点をしぼって話を進

めてみたい。

はじめにも述べたように，Ｒプラスミドを世

界に先駆けて発見したのは日本人であったが，

その後の耐性菌研究の恩恵を最大限に享受した

のも，われわれ日本人ではなかろうか。日本人

の平均寿命は，現在男性75才，女性では80才を

越え，世界に誇るべく長寿国になっている。こ

うなった背景には，戦後の経済成長とそれに伴

なう衛生施設や環境の改善，栄養状態の向上，

教育の高学歴化等々，種々の要因が挙げられよ

う。しかし何といっても，医療の向上なくして

現在の状況が達成できたとは思えない。医療の

なかでも，とくに耐性菌研究を通して世に出さ

れた各種抗生物質や合成抗菌剤は，平均寿命の

延長に大きな役割を果してきたといえる。一例

を挙げると，現在の日本では化学療法の充実によ

り，死亡原因に細菌感染症の占める比率はきわめ

て低率となっている。これに対して，平均寿命が

50才や60才といった発展途上国では，現在でも結

核をはじめとする各種細菌感染症が死亡原因の主

流を占めており，とくに幼児における高い死亡率

が問題となっている。

ところで，いかなる疾病にあっても，最終的な

治癒，回復には患者の抵抗力が鍵を握っている。

その抵抗力の源は栄養分の摂取である。一方，抗

生物質等の応用により，わが国の畜産，水産業は

着実に発展を遂げてきた。その結果，乳，肉，卵

といった良質な動物性蛋白質の安定供給が可能と

なり，日本人の平均寿命の延長にも大きく貢献し

てきたわけである。

ここ数年来，バイテク産業に対して多くの期

待が寄せられるようになった。バイテクとは，

人類にとって有益な生物機能を効率よく最大限

に発揮させるための新技術を意味したものであ

る。このことから，バイテク産業に対しては，

エイズ新薬はもとより各種医薬品の開発，植物

や動物での新品種の開発，改良，それによる全

地球的にみた食糧の増産，さらに生産活動から

派生する公害の防止や地球環境の保全等々，実

現はともかくとしても，期待は果てしなく広

がっている。

ところで，このようなバイテク産業の口火を

切ったのは，1970年代のはじめに開発された組換

えＤＮＡ技術である１）。本技術を用いた実験の概

略は，まず生物が保有する遺伝子（ＤＮＡ）を制

限酵素で切断し，目的とする遺伝子を含んだ断片

をベクタープラスミドに結合，こうして作られた

薬剤耐性菌の功罪

はじめに

１.耐性菌研究と日本人の平均寿命

＊農林水産省家畜衛生試験場

２.耐性菌研究とバイテク産業

寺門誠致＊
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組換えプラスミドを適当な微生物に導入し，そ

こで目的とする遺伝子の機能を発現させること

である（図１）。この際，組換えプラスミドが

導入された微生物は，特定生産物の化学コンビ

ナートとしての役割を果すことになる。このよ

うな組換えＤＮＡ実験において，そこで使用さ

れている試薬や各種の技術は，その多くが耐性

菌研究の過程で作出されたものである。例え

図１　組換えＤＮＡ実験法
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ば，本実験に不可欠とされている制限酵素は，

Ｒプラスミドの研究過程で発見されている。す

なわち，本酵素は大腸菌を溶菌するバクテリオ

ファージが特定Ｒプラスミドを保有する大腸菌

では増殖できないといった現象に基づいて発見

されたものである。同様にベクタープラスミド

についてみても，それの選択マーカーには薬剤

耐性遺伝子が好んで使用されている。また，組

換えプラスミドを微生物に導入する技術（形質

転換法）は，耐性菌研究とともに大きく発展し

たものである。

さらに組換えＤＮＡ実験を最初に実施したの

は，1973年米国の耐性菌研究者のひとりコーエ

ン博士である。彼等は黄色ブドウ球菌からペニ

シリン耐性遺伝子を制限酵素で切り出し，それ

をベクターに結合させた後大腸菌に導入，そこ

でペニシリン耐性を発現させることに成功し

た。この実験のポイントは，種属を越えて導入

された遺伝子が大腸菌でも発現されうることを

最初に証明したことにある。その後，組換えＤ

ＮＡ技術を利用することにより，たとえ高等生

物に由来する遺伝子であっても，大腸菌のよう

な微生物のなかでその機能を発現しうることが

遂時明らかにされた。

このように，耐性菌研究は基礎研究に対しては

もとより，応用研究に対してもきわめて大きなイ

ンパクトを与え，耐性菌研究なくして今日のバイ

テク産業は成り立たなかったといっても過言では

ない。

ここで話題を耐性菌の出現機構に変えてみた

い。まず耐性菌といえども微生物生命体である。

一方，抗生物質等の抗菌剤は，細菌の発育を阻害

し，死滅させる力を有している。したがって，抗

菌剤は細菌にとっての最大の敵であり，へたをす

ると種属の絶滅にもつながりかねない。しかし考

えてみると，細菌は有史以前からの地球上での生

命体である。そのような生命体としての大先輩

を，後発の人類が叡智とやらで果して絶滅させる

ことが出来ようか。

冗談はさておき，生命体はすべからく遺伝子を

保有し，その遺伝子の機能の発現によって種の保

全が図られている。したがって，環境が悪ければ

悪いなりに，それに適応した遺伝子が出現し，機

能を発現するようになる。抗菌剤に対しても同じ

ことがいえる。細菌が抗菌剤にさらされたとしよ

う。薬剤は細胞質内に侵入し，細菌の生存に不可

欠な蛋白質合成酵素等の生産を阻害する。それに

対して細菌は，遺伝子を変化（変異）させること

により，抗菌剤に抵抗する。

現在明らかにされている細菌における耐性機構

としては，１）薬剤不活化酵素の産生によるも

の，２）細胞質膜における透過性の低下によるも

の，３）薬剤の一次作用点における構造変化によ

るもの，などが知られている（図２）。まず，

１）の機構を獲得することにより，侵入してくる

薬剤を積極的に破壊し，薬剤の作用を無効とす

る。２）の機構を獲得すれば，薬剤は細胞内に侵

入できなくなる。３）にあっては，薬剤の作用部

位が失われる。すなわち，いずれの機構を獲得す

ることによっても，細菌は薬剤の作用から逃れて

生存することが可能となる。

このような耐性機構の獲得は，すべて遺伝子

の変異に基づいたものである。遺伝子の基本単

位はデオキシリボ核酸（ＤＮＡ）で構成されて

おり，その集合体（遺伝子プール）としてひと

つは染色体があり，いまひとつがプラスミドで

薬剤耐性菌の功罪

３.耐性菌はなぜ出現してくるのか
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ある（図３）。このうち染色体はすべての細菌

にとって不可欠な遺伝子集合体である。一方，

プラスミドは細菌にとって必ずしも不可欠なも

のではないが，後述するようにそこにはきわめ

て興味ある遺伝子が多数存在している。いずれ

にせよ，薬剤等の存在によって細菌の環境に大

きな変化が生じると，これらの遺伝子プールに

存在する耐性遺伝子が機能を発現して，あるも

のは不活化酵素の産生を指令し，あるものは膜

透過性の低下を指令する。その結果，耐性遺伝

子を保有する耐性菌のみが薬剤存在下でも増殖

してくるわけである。

なお，耐性菌は薬剤の直接的な作用で作り出さ

れるものではない。すなわち，薬剤非存在下でも

祖先を同じくする細菌の集団中には，突然変異に

よって耐性遺伝子を保有した耐性菌が出現してい

る（通常細菌細胞１億個あたり10～数100個の割

合で）。しかしその数は感受性菌細胞数に比べる

と圧倒的に少ないため，細菌集団中における耐性

菌はまったく目立たない存在でしかない。しかし

薬剤が存在すると，感受性菌細胞は殺されて耐性

菌細胞のみが生存，増殖し，結果的には耐性菌集

団が形成されてくる。これが耐性菌遺伝学におけ

る突然変異と薬剤選択説である。したがって，薬

剤の使用頻度が高まれば高まるほど耐性菌の選択

力も強まる反面，薬剤の使用頻度を低くしておけ

ば耐性菌は選択されてこない。いいかえると，細

菌集団は従来どおり感受性菌で構成されることに

なる。

細菌は遺伝子が突然変異することによって耐性

を獲得するほかに，外から耐性遺伝子が伝達され

それを獲得することによっても耐性化することが

４.Ｒプラスミドは有時の際の戦闘機

図２　薬剤耐性機構

図３　染色体とＲプラスミド（Ｒ100）の模式図
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できる。野外で検出される耐性菌の場合，伝達現

象による耐性化が重要であり，これに関係する遺

伝体がＲプラスミドである。ここでは，細菌を航

空母艦にたとえてＲプラスミドの役割を考えてみ

たい。母艦には平和時（薬剤非存在下）において

も通常兵器（主に染色体に存在する耐性遺伝子）

が備え付けられている。しかし有時の際（薬剤存

在下）には，通常兵器だけで母艦を守ることは困

難となる。その時こそ，Ｒプラスミドの出番であ

る。Ｒプラスミドはミサイルを装備した戦闘機と

もいえる。一方耐性遺伝子はミサイルとしての機

能を有し，有時の際，敵機（薬剤）が襲来する

と，このミサイルで敵を破壊する。さらに戦闘機

を有しない味方艦（感受性菌）に対してはそれを

派遣して（伝達性），ミサイルで援護することも

できる。

とくに戦闘機に装備されているミサイルは，

きわめて機動性に富んだ機能を有しており動く

遺伝子（トランスポゾン：Ｔn）と呼ばれてい

る。Ｔnの遺伝子構造について述べると，多くの

場合，遺伝子の両末端に特徴ある塩基対の配列

が存在し，それにはさまれた中央部には動き

（転位）に関係する遺伝子（転位酵素産生遺伝

子）と耐性遺伝子とが並んで存在する（図

４）。このような構造をしたミサイルは互換性

に富み，同一型式の戦闘機間はもとより，型式

の異なる機種間（遺伝性状の異なるＲプラスミ

ドや染色体間）でも，その構造を変化させるこ

となく転位することが可能である。その際，一

宿一飯の恩義ゆえか，自分の分身（コピー）を

元の場所（Ｒプラスミドや染色体上）に置いて

いくことも忘れない。

さらに母艦によっては，戦闘機とは別に，ク

リプティックプラスミドと呼ばれる予備機を保

有しているものがある。予備機には，通常，ミ

サイルは装備されていない。しかし，飛行（伝

達性）は可能である。このような予備機にミサ

イルが装着されると，直ちに戦闘機となって敵

に対持するようになる。また，耐性菌母艦にお

いては，戦闘規模の大きさや前線の拡大に対応

して，ミサイルの種類や戦闘機の数を増やすこ

と（多剤耐性化）も可能である。一方，平和時

（薬剤非存在下）が長く続くと，母艦における

軍備も自然に縮少する（Ｒプラスミドの脱落等

による感受性化）。このように，耐性菌母艦に

は事に応じてきわめて柔軟に対応できる機能が

存在している。敵ながらあっぱれといわざるを

えない。

ここで，Ｒプラスミドの素顔と自然界における

Ｒプラスミドの分布状況を紹介しよう。Ｒプラス

ミドは，電子顕微鏡下では切れ目のない裸のＤＮ

Ａ環として観察され（図５），この構造中に各種

の耐性遺伝子が挿入されている。すなわち，単剤

耐性のＲには１個の耐性遺伝子が，４剤耐性なら

ば４個の耐性遺伝子が存在する。その他にも，伝

達性に関係する遺伝子群（通常複数個）や自分自

身の複製に関係した遺伝子も存在している（図３

参照）。つぎに，自然界でのＲプラスミドの分布

薬剤耐性菌の功罪

図４　トランスポゾン(Ｔn)の構造と逆向き塩基配列
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をみると，グラム陰性菌，陽性菌，好気性菌，嫌

気性菌を問わず，きわめて多種類の細菌から検出

されている（表１）。ただし，すべてのＲプラス

ミドが伝達性を有しているわけではなく，非伝達

性のものも多数存在する。伝達性のものは一般に

グラム陰性菌に広く分布しているのに対し，ブド

ウ球菌等のグラム陽性菌から検出されるのは大部

分が非伝達性である。なぜそうなのか，その理由

は不明である。

Ｒプラスミドによって耐性となりうる薬剤も多

岐にわたっている（表１）。抗生物質はもとよ

り，サルファ剤やトリメトプリム等の合成抗菌

剤，さらに水銀等の重金属イオンにも耐性を示す

（耐性遺伝子が存在する）。それら耐性遺伝子の

多くは，前述のトランスポゾンとしての構造と機

能を有している。このことから，多剤耐性Ｒプラ

スミドはこのようなＴnが既存のクリプティック

プラスミドにつぎつぎと転位，挿入されて成立し

たとの仮説が提出されており，事実，このことは

実験的にも明らかにされている２）。

図５　大腸菌から抽出したＲプラスミドの電子顕
　　　微鏡写真（スケールは0.5μm）

表１　Ｒプラスミドの分布と耐性薬剤
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耐性菌の疫学に強い影響を与える要因は，野

外における薬剤の使用状況である。1985年度に

家畜に使用された抗生物質は合計39種，総生産

量は純末換算で1176トンであった。この数値を

1965年当時のものと比較すると過去20年間で抗

生物質の種類は1.6倍に，総生産量は13倍に急増

している。また，1985年度の総生産量のうち，

その8 5％は飼料添加剤（5 9 6 トン）と添加物

（403トン）で占められ，これに経口投与剤の

116トンを加えると，総生産量の95％が経口的に

使用されたことになる。とくにこれら抗生物質

の多くは，若令家畜，家禽の疾病予防と発育促

進を目的として使用されている。したがって，

このような使用法は，結果的には健康家畜の腸

内フローラの耐性化にも大きな影響を与えてい

るものと予想される。

家畜由来腸内細菌のうち，大腸菌とサルモネラ

の薬剤耐性に関しては，昭和51～52年にかけて実

施された畜産局衛生課による耐性菌全国調査があ

る３）。そこで問題にされたのは，肉用肥育牛（乳

用雄子牛）由来サルモネラからの高率な多剤耐性

菌の検出であった。かつて筆者らは，昭和45～46

年にかけて，苫小牧市郊外の乳用雄子牛牧場にお

けるサルモネラの薬剤耐性状況を調査したことが

ある４）。当時の分離株は，その多くがテトラサイ

クリン（ＴＣ），ストレプトマイシン（ＳＭ），

サルファ剤（ＳＡ）に対する３剤耐性株であった

が，クロラムフエニコール（ＣＰ），カナマイシ

ン（ＫＭ），アンピシリン（ＡＢ－ＰＣ）等に対

する耐性株はまだ検出されていない。しかし，51

～52年にかけての全国調査では，ＣＰやＫＭ耐性

が付加された４剤，５剤耐性株が分離された耐性

株の80％を占めており，その多剤耐性化現象が注

目されたわけである。ところが，最近筆者らが実

施した調査５）では，サルモネラにおける多剤耐性

化はさらに進んでいることが明らかにされてい

る。すなわち，昭和59～62年にかけて各地の病性

鑑定材料から分離された菌株は，その60％以上が

ＴＣ，ＣＰ，ＳＭ，ＳＡ，ＫＭ，ＡＢＰＣのほか

に，さらにナリジクス酸（ＮＡ）耐性をも含んだ

６剤または７剤耐性となっていた（表２）。この

成績を昭和51～52年度の成績と比較すると表３の

ようになる。なお，いずれの調査においても，多

剤耐性株からは高率に伝達性Ｒプラスミドが検出

されており，多剤耐性化とＲプラスミドとの密接

な関連性が指摘できる。

ところで，牛由来サルモネラでの多剤耐性化現

象は，肉用化を目的としてわが国にも導入された

乳用雄子牛の集団飼育法に付随して認められるよ

うになった現象といえる。その背景には，集約的

飼育環境がサルモネラ症の集団発生の機会を高

め，それに対する予防や治療を目的とした抗生物

質等の汎用がサルモネラにおける多剤耐性化を促

進させたものと考えられる。なお，サルモネラと

同じような多剤耐性化は大腸菌においても認めら

れており（表４，５）６），このような多剤耐性化

現象は腸内細菌全般に共通したものと思われる。

今後の動向が注目される。

５.家畜腸内細菌の薬剤耐性

薬剤耐性菌の功罪
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表２　牛の病性鑑定材料由来Salmonellaからの検出耐性型

表３　牛の病性鑑定材料由来Salmonella
　　　の耐性型の年次比較（％）
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表５　病性鑑定材料由来大腸菌の耐性型の年次比較(％)

表４　病性鑑定材料(牛、豚)由来大腸菌からの検出耐性型
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病原性の有無や薬剤耐性の有無にかかわらず

動物からヒトヘと細菌が伝播されることは疑い

ない事実といえる。例えば，結核やブルセラと

いった伝染病が家畜からヒトへ伝播されること

は古くからよく知られており，このような疾病

を人畜共通伝染病と呼ぶ。同様に，サルモネラ

による食中毒の場合にも，原因菌は畜産物

（乳，肉，卵）やその加工品を介してヒトに伝

播されることが多い。とくに，ここ数年来，鶏

の卵等に起因したサルモネラ食中毒が世界的に

多発しており，世界保健機構（ＷＨＯ）が問題

解決に取り組むことになった７）。筆者もサル

モネラ症防止に関する会議に出席したが，そこ

で論議されたことは，ヒトの健康を守るために

はいかにして動物の段階でサルモネラ症を防除

するかということであった８）。

畜産物による食中毒の発生の際，原因菌が薬

剤耐性菌であると，必ずといってよいほど，家

畜における抗生物質使用が論議されるように

なった。この種の問題が最初に指摘されたの

は，19 6 9年英国の国会に提出されたスワンレ

ポートである。そこでの問題点は，家畜への抗

生物質使用に起因する畜産物への薬剤残留問題

と，ヒトヘの耐性伝播についてであった。前者

にあっては，ヒトが畜産物を摂取することに

よって，アレルギーが発生し易くなるのではな

いかといった危惧であり，後者の場合には，家

畜から伝播された耐性菌によってヒトに対する

抗生物質療法が著しく阻害されるのではないか

といった危倶である。

ここで，耐性菌のヒトヘの伝播に関する最近の

事例を紹介してみよう。それは，1984年９月米国

の中西部の４州で発生した食中毒事例である９）。

本事例では，耐性サルモネラで汚染されたハン

バーグが原因食とされ，18名が発病うち１名が病

院で死亡している。疫学調査の結果，原因とされ

た耐性菌は特定牧場の肥育牛にまでさかのぼって

明らかにされている。ここで問題にされたこと

は，その牧場では発育促進用としてクロールテト

ラサイクリンが自家配合で牛に与えられていたこ

とである。新聞等がこのことを大きく取り上げ，

「牛を大きく育てて病人を作る」といったきわめ

てセンセーショナルなタイトルで紙上を賑わした

ことは記憶に新しい。本事例は，当時の学術誌上

でも大きく取り上げられ，家畜への抗生物質の是

否が論議されている。

例えば，家畜への抗生物質の使用に対して批

判的な研究者の意見を紹介するとつぎのとおり

である。すなわち，米国の総人口よりも２～３

倍多い家畜（牛，豚，鶏）のほとんどが毎日抗

生物質入りの飼料を食べており，それら家畜の

平均排便量がヒトの一日量（100～200g）よりも

400～500倍も多いことを考えた場合，糞便によ

る耐性菌の環境汚染は深刻な問題であるとし

て，その使用規制を強く求めている。このよう

な意見に対して，耐性サルモネラによるヒトの

食中毒を直ちに家畜への抗生物質使用と結びつ

けて論ずるのはあまりにも短絡的であり，生産

性向上に対する抗生物質使用のメリットを無視

すべきではないとする意見も出されている。し

かしいずれにせよ，この種の論議は，公衆衛生

の土俵ではどうしても前者の意見が受け入れ易

い。公衆衛生の観点からすれば，被害を未然に

防止するためには疑わしきものを排除しなけれ

ばならない。したがって，畜産業にたずさわる

者としては，常日頃からこのような公衆衛生問

６.家畜耐性菌と公衆衛生
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題にも関心を向けると同時に，今まで以上に安

全な食品を提供するよう心掛ける必要がある。

耐性菌研究でわかったことは，程度の差こそあ

れ，いかなる抗菌剤に対しても耐性菌は出現しう

るということである。すなわち，繰り返し述べる

ように，耐性菌は基本的には遺伝子の突然変異で

もって出現するものであり，その変異を阻止する

ことはできない。一方，薬剤の使用はこうして出

現した耐性菌を選択することである。したがっ

て，耐性菌対策のきめては何かといえば，何はさ

ておき薬剤使用による耐性菌の選択を行わないと

いうことである。このことは，極論すれば，薬剤

を使用しないことを意味している。しかし，これ

では耐性菌対策としてあまりにも非現実的といわ

ざるをえない。

そこで，耐性菌は避け難いものとの前提にた

ち，できるだけ現実的な対策を考えてみたい。こ

の場合，家畜耐性菌に関しては問題点を２つに分

けて考えてみる必要があろう。ひとつは，耐性菌

による家畜疾病に対していかにして対応すべきか

といった家畜衛生上の問題であり，いまひとつ

は，ヒトヘの耐性菌伝播をいかにして阻止する

か，公衆衛生上の問題である。

まず，耐性菌が高率に検出されるようになっ

た薬剤は，もはやその有効性は期待できないと

いえよう。それに対する具体策のひとつは，新

しい薬剤の開発と応用である。事実，医学領域

では現在も耐性菌研究に基づいた新薬の開発が

活発に行われている。また，開発にあたっての最

近の傾向は，既存薬剤を骨格とし，それの構造

の一部を修飾することによって新しいタイプの

薬剤を開発しようとする試みである。現在医学

領域で使用されている抗生物質のうち，その主

流となっているペニシリン・セフェム系薬剤の

多くがそうであり，後述のニューキノロン系合

成抗菌剤などもこのようにして開発されてい

る。一方，動物用抗生物質等の開発は経済的な

負担があまりにも大きいためか，将来的にみて

も必ずしも明るい見通しとはいえない。した

がって，今後の新しい動物薬としては，従来か

らもそうであったように，耐性菌の出現で医学

領域での応用価値が低くなった薬剤や，副作用

の面でヒトには使用できないといった薬剤が回

されてくるものと思われる。何ごともヒトでの

医療が最優先されることは，致し方ないことで

ある。

このような状況下で，最近，動物用の新薬とし

てその応用に期待が寄せられている薬剤のひとつ

に，ニューキノロン系薬剤がある。この薬剤は，

既存のキノロン系薬剤（ナリジクス酸，オキソリ

ン酸）の構造変化によって，抗菌力と抗菌スペク

トルを大幅に拡大させることに成功した薬剤であ

る。本剤は，医学領域では既に各種の細菌感染症

に応用され，その有効性が確認されている。しか

しここ数年来，耐性菌の出現によってその効果に

陰が見え始めてきたともいわれている。それはさ

ておき，筆者はニューキノロン剤のひとつエンロ

フロキサシン（ＥＲＦＸ）について，最近の分離

株（サルモネラ，大腸菌）に対する抗菌力を検討

してみた。参考までにその成績を以下に紹介す

る。

供試菌株は前述の昭和59～62年度の分離株を中

心に，サルモネラについてはさらに昭和63年およ

び平成元年度の分離株も追加した。対照薬剤には

ＮＡを供試し，最小発育阻止濃度（ＭＩＣ）を測

定したところ，供試サルモネラ株の約45％はＮＡ

７.耐性菌対策

薬剤耐性菌の功罪



-38-動薬研究　1990．11．№43

に対してＭＩＣが100μg/ã以上の高度耐性を示

していたが，ＥＲＦＸのＭＩＣはすべて6.25μg/

ã以下に分布していた（表６）。同様に大腸菌に

あっても，ＥＲＦＸはきわめて強い抗菌力を示

し，ＭＩＣ100μg/ã以上のＮＡ耐性株に対して

もＥＲＦＸのそれは1.56μg/ã以下に分布してい

る（表７）。これらの成績から，将来ＥＲＦＸが

動物薬として承認され，野外に応用されるように

なれば，既存の耐性菌に対してもかなりの効果が

期待できよう。少なくとも，その時点においての

耐性菌対策のひとつとなりうるものと思われる。

しかし，いかに有効な薬剤といえども，いずれは

耐性菌の出現によって無効となりうることも忘れ

てはならない。

つぎに，公衆衛生面での耐性菌問題，すなわ

ちヒトヘの耐性菌伝播をいかにして阻止するか

について考えてみたい。この問題に対する具体

策は，何はさておき伝播経路を遮断することに

ある。そのためには，食品衛生において古くか

ら指摘されていることではあるが，農場をはじ

めとし，屠場や食肉店等を含めた流通過程，さ

らに一般家庭での適切なる衛生管理が不可欠と

いえる。なかでも，と場や食鳥検査場での二次

汚染をいかにして防除するかが，ヒトヘの耐性

菌伝播を遮断するうえできわめて重要である。

前述のサルモネラ症防止に関するＷＨＯ専門家

会議でも，この点がとくに強調されており，屠

場等で使用されている器具機材の改良をはじ

表６　牛の病性鑑定材料由来サルモネラに対するエンロフロキサシン（ＥＲＦＸ）
　　　およびナリジクス酸（ＮＡ）の最小発育阻止濃度（ＭＩＣ）
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め，酸やアルカリ等によると体の消毒等が，今

後の検討事項とされている。これとは別に，食

肉店や一般家庭に対する食品衛生に関する啓蒙

も，ヒトヘの耐性菌伝播を阻止するうえではか

なりの効果が期待できよう。なぜならば，いか

に耐性菌といえども，低温下では増殖が阻害さ

れるし，適切な熱処理でもって容易に死滅する

からである。

いずれにせよ，家畜耐性菌問題に対する基本的

な対策はあくまでも家畜衛生の徹底であり，それ

に基づいた家畜疾病の防止にあることはいうまで

もない。同時にこの問題は単に家畜領域における

問題としてのみとらえるだけでなく，公衆衛生や

環境衛生をも含めて注意を払う必要がある。少な

くとも家畜に対する薬剤の使用にあたっては，適

切な使用法を厳守するとともに安易な使用は避け

なければならない。

薬剤耐性菌の功罪

表７　病性鑑定材料（牛、豚）由来大腸菌に対するエンロフロキサシン（ＥＲＦＸ）
　　　およびナリジクス酸（ＮＡ）の最小発育阻止濃度（ＭＩＣ）
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現在の耐性菌問題は人間がかってに作り出した

ものであり，細菌自身が好んで耐性菌になってい

るわけではない。耐性菌研究によって知りえたこ

とは，目に見えない細菌にも巧妙，かつ柔軟性に

富んだ適応力が存在しているということである。

その能力を知れば知るほど，耐性菌をこの世から

絶滅させようなどと考えることは，愚かな人間の

思い上がりとしか思えない。それよりも，耐性菌

研究を通して人類はどれだけの恩恵を受けてきた

のか，むしろ耐性菌に対して感謝すべきといえよ

う。究極的な耐性菌対策とは，人類と耐性菌とが

いかにして共存共栄するのか，その道を探ること

かも知れない。

（平成２年５月26日脱稿）
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これまでに抗菌性剤の抗菌力と動物における体

内動態について述べてきたが，実際の予防治療へ

の応用を述べる前に個々の抗菌性薬について復習

しておくことにする。

人体用ではそれぞれの薬効群に新薬が登場して

いるが，ここでは国内・国外で動物用医薬品とし

て承認されている薬物と，獣医師が実際に汎用し

ている人体用医薬品に限定することにする。また

産業動物に用いる抗菌性薬と小動物に用いる抗菌

性薬には大きな差がみられるが，特に区別せずに

述べてゆく。

ペニシリンとセファロスポリンはその分子内に

β－ラクタム環を持つことから，β－ラクタムと

総称される。β－ラクタム環を加水分解して開環

し，不活性化する酵素はペニシリナーゼとセファ

ロスポリナーゼであるが，これらもβ－ラクタ

マーゼと総称される。

ペニシリン系薬物は４種類に大別される（図

１）。

獣医領域における薬剤選択(35)
７.動物用抗菌性剤の薬理と応用（その４）

Ⅰ　ペニシリン

図１　ペニシリン系薬物の発展

吐山豊秋＊

＊東京農工大学農学部獣医学科



-42-動薬研究　1990．11．№43

作用機序：

今の時点で実用化されている抗菌性薬は全て

細菌が分裂する時点に働いて静菌作用や殺菌作

用を示すので，静止している細菌には作用しな

い。

ペニシリンは細菌の細胞膜（内膜）の外表にあ

るペニシリン結合性蛋白と結合して働く。この蛋

白は外壁のペプチドグリカンの合成酵素であるか

らペニシリンによって合成が阻害されれば分裂す

るときに外壁が形成されず，細菌は外環境に極め

て弱くなって分裂できなくなったり死滅したりす

ると考えられる（図２）。

図２　細胞の膜構造
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グラム陽性菌では細胞膜の外側にペプチドグリ

カンの厚い壁があり，この強靭な壁によって細菌

の形態が保たれているが，構造的には建物の鉄骨

だけのようなものであるから，外側の物質はその

間を自由に出入りする。したがって，グラム陽性

菌ではペニシリンが容易に内膜表面に到達できる

ので有効性が高い。

一部の細菌は細胞膜の外側にペニシリナーゼ

を保有していて，ペニシリンを分解する。ペニ

シリンに対する耐性の殆どはこの酵素を保有す

るためであるから，ペニシリナーゼ抵抗性のペ

ニシリン（メチシリン系）だけがこの様な菌に

有効である。

グラム陰性菌の外壁は最外側をもう一つの細胞

膜がとり囲んでいる。この膜をゲンチアナバイオ

レットで染色してもアルコールで容易に脱色でき

るからグラム染色が陰性となる。陰性菌外膜の物

質通過性は通常の細胞膜より悪いらしく，かなり

細胞膜通過性の高い物質でないと通過できないら

しい。ペニシリンは一般に中程度の細胞膜通過性

であるから外膜は通過できない。

この外膜はポーリンと呼ばれる内在性蛋白が

植え込まれている。この蛋白の中心には小孔が

開いており，外壁の外側から内側へと貫通して

いる。この小孔は小型分子だけを通過させると

いわれているが，実際には分子量が，100以上に

なると分子によっては通過すると表現した方が

よい。ペニシリンのうちアンピシリンなどはこ

の小孔を通ることができるので，内膜外側のＰ

Ｃ結合性蛋白と結合してその作用を阻害するこ

とができる。しかしグラム陰性菌ではペプチド

グリカンが陽性菌ほど重要でないから高濃度で

ないと作用しない。例えばアンピシリンのブド

ウ球菌に対するＭＩＣと大腸菌に対するＭＩＣを

比較すると10倍以上の差がある。

抗菌力

グラム陽性菌に対するＭＩＣは0.01～O.1μg/

ã程度である。ＭＩＣの２～４倍の濃度では殺菌

作用を示すが，その速度は比較的ゆっくりであ

る。大雑把な数字であるが，感受性菌を殺菌濃度

に１時間暴露すると生菌数がほぼ１/10になる。

また高濃度に暴露しても殺菌速度が早くなる訳で

はないらしい。

グラム陽性菌に対してはＭＩＣの数分の１でも

弱い抗菌力を示すが，このsubＭＩＣの作用はグ

ラム陰性菌では明確でない。

この様な抗菌力であるから，一時的に高濃度暴

露することにより，なるべく長い時間にわたって

ＭＩＣ以上の濃度に暴露する方が抗菌力が強い。

ペニシリン系は一般に体内消失の速い薬物である

から，一定の濃度を保つにはなるべく頻回に投与

するほど有効性が高くなる。

体内動態

ペニシリンはpＫaが３～５の酸であるから，

有機酸としては中程度の強さの酸である。体液

のＰＨは7.3であるから，体液中に溶解している

限り，殆ど完全電離に近く，殆どの分子がイオ

ン型だと思われる。したがって，細胞内への移

行から細胞膜の通過は極めて遅くなると考えら

れる。

吸収性：　ペニシリンを経口投与すると，どの

ペニシリンも腸管での吸収が速い。ベンジルペニ

シリンやカルベニシリンは酸に弱いので胃酸に

よって分解されてしまうが，これらのペニシリン

も酸抵抗性の塩（インダニル塩）にして経口投与

すればよく吸収される。これは上述の細胞膜通過

性から考えると奇妙であるが，哺乳動物の小腸に

はペニシリンの吸収を促進する特別の機構がある

獣医領域における薬剤選択(35)
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からだと説明されており，その吸収因子も分離さ

れている。

ペニシリンを筋注した場合の吸収も速い。水溶

性の高いＮa塩とかＫ塩では20～30分で殆ど全量

が吸収されてしまう。多少とも吸収を遅らせるに

はプロカイン塩（ベンジルペニシリン）とか親化

合物水化物（アンピシリンなど）のように水溶性

の低い塩の水懸濁液を筋注する。この場合の吸収

速度は２～３時間でほぼ全量が吸収できる速さで

ある。

分布性：　ペニシリン系の分布容を測定してみ

ると0.27～0.31ç/kg程度である。このことは細

胞内へはあまり分布しないことを意味する。血清

蛋白質結合率は60％程度であるから，理論的には

細胞内濃度が血清中の１/２～１/３になるはずで

あるが，実際にはかなり低いらしい。

細胞層を通過する必要のある体液中への分布

も悪い。例えば脳脊髄液とか前立腺内液には血

漿中濃度の数パーセントにしか分布しない。し

たがって，髄膜液とか前立腺炎の原因菌が強い

感受性を示したとしても，薬用量の10倍以上を

投与しないと有効性を発揮できない。実際には

人の双球性髄膜炎に対して通常用量の数十倍が

投与されている。

気管・気管支の表面細胞のバリアは比較的ルー

ズであるから，気管支内液への分布濃度は血漿中

の１/３～１/２程度になる。したがって気管支肺

炎に対しては薬用量でも十分に作用できる。

ペニシリン系は胆汁中へ血漿中より高い濃度で

分泌される。分泌されれば小腸で吸収されるの

で，腸肝循環系に入る。ペニシリンは肝に残留し

易いのはこのためである。

代謝・排泄：　体内のペニシリンは殆ど代謝さ

れないので，専ら尿排泄によって消失する。血漿

中半減期はどの動物でも30～60分である。このこ

とは尿中への排泄が濾過だけによらないことを意

味している。

腎ネフロンの近位尿細管にはペニシリンの能

動輸送系があり，血漿中のペニシリンを強制的

に尿細管内へと分泌させる。分泌された後に再

吸収されなければ血漿中半減期は10分程度にな

るはずであるから，その２/３以上が再吸収され

ると見てよい。しかし尿形成では糸球体から分

泌された水分の90～99％が再吸収されるので，

尿中のペニシリン濃度は血漿中濃度の10倍以上

になる。アンピシリンが尿路感染症に好んで用

いられるのは大腸菌に有効で，尿中濃度が極め

て高くなるからである。

個々のペニシリン

ベンジルペニシリン（ＰＣＧ）：天然ペニシリ

ンとしては事実上ベンジルペニシリンだけが用い

られている。スペクトルが狭く，耐性菌を生じ易

いが，安価であるから動物用としての使用量は未

だに多い。カリウム塩が静注用に，プロカイン塩

が筋注用に用いられているが，特にプロカイン塩

は硫酸ジヒドロストレプトマイシンとの配合剤と

しての利用が多い。

ペニシリナーゼ耐性ペニシリン：クロキサシリ

ン，ジクロキサシリン，ナフシリンが乳房注入剤

として用いられている。ＰＣＧに耐性になったグ

ラム陽性球菌に有効であり，乳房炎の80％以上で

ブドウ球菌かレンサ球菌が原因であるためであ

る。Ｎa塩で用いた場合には乳房組織への浸透性

もあり，有効性が高い。ただしスペクトルが狭い

のが難点である。

広域スペクトルペニシリン：　アンピシリンは

グラム陽性菌に有効性が高いが，特に腸球菌に対

してはＰＣＧよりかなりＭＩＣが低くなるので選
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択薬になる。陰性菌に対しては大腸菌とサルモネ

ラのＭＩＣが比較的低い。ただし，大腸菌症の治

療には有効であるが，サルモネラ感染症では有効

性が低い。これは細胞内抗菌性があまり期待でき

ないからである。

アモキシシリンはアンピシリンと殆ど同じ抗菌

力を示すが，細胞膜や細胞層の通過性がアンピシ

リンより高く，治療に用いた時にシャープに働く

といわれている。ただし価格も高くなる。

この系統のペニシリンではカルベニシリンが緑

膿菌に有効であるために，犬猫に時に見られる緑

膿菌感染症の治療にゲンタマイシンと併用され

る。しかし，最近では緑膿菌用セファロが主に用

いられるようである。

メシリナム：　このペニシリンは特異で，ＰＣ

結合性蛋白のＢ２だけと結合する。Ｂ２はグラム

陰性菌にあるが，グラム陽性菌には存在しない。

このためにグラム陰性菌にだけ働く。家畜の大腸

菌性下痢に用いられる。

β－ラクタマーゼ阻害薬：クラブラン酸とスル

バクタムはβ－ラクタマーゼの非可逆的阻害薬で

ある。また，アンピシリンなどに対する自然発生

耐性菌の殆どは菌がペニシリナーゼ生産性になっ

たためである。したがって，この阻害薬と広スペ

クトルペニシリンとの配合剤は有効性が高いはず

で，欧米では犬猫用に用いられており，産業動物

での治験報告も現れ始めている。

新薬としてはニューキノロンと競合関係にある

が，少なくともグラム陽性球菌に対してはこの配

合剤の方が有効なはずである。

β－ラクタム系でもセファロスポリンが出現し

たのはペニシリンよりかなり遅れる。初期に開発

でもアンピシリンよりかなり遅れる。したがっ

て初期に開発でもアンピシリンよりスペクトル

の狭い化合物は採用されなかった。それ以後の

開発方向はスペクトルを広げる方向に進み，第

二世代セファロ，第三世代セファロと次第にグ

ラム陰性菌に対するスペクトルが広がってい

る。

抗菌力

第一世代のセファロはアンピシリンと似て，

グラム陽性菌に強く，大腸菌など一部のグラム

陰性菌にも有効であった。しかし，クレブシェ

ラのＭＩＣが大腸菌に近いことが特に注目され

た。60年代，70年代には人の細菌感染症が少な

くなり，また治療が容易にもなっていた。ただ

困ったことに日和見感染が多くなってきた。こ

れらは癌とか自己免疫病の治療法が進んだが，

これらの患者の治療では免疫能が低下するので

通常では病原性を発揮しないような菌，特に腸

内細菌群による感染症が始まる。この感染症は

菌が抗菌性薬の多くに抵抗性であるし，患者の

抵抗性も低下しているので難治性である。セ

ファロスポリンはこのような日和見感染の治療

の目的に発達したので，グラム陰性菌にたいす

るスペクトルの広さが最も重視された。最終的

には緑膿菌感染症の治療効果が開発の中心課題

になっていた。

体内動態

吸収性：　ペニシリンと最も異なる点は経口投

与後の吸収性である。一部の例外（セファレキシ

ンなど）を除けば一般には経口投与しても殆ど吸

収されない。注射後の吸収はペニシリンと同じく

速いので，殆どのセファロスポリンは注射で用い

られる。

分布・消失：体内分布とか消失についてはペニ

獣医領域における薬剤選択(35)

Ⅱ　セファロスポリン
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シリンと類似している。

個々の薬物

乳房注入剤：　我が国の動物用医薬品として承

認されているセファロスポリンは乳房注入剤だけ

である。セファロニウムとセファゾリンのベンザ

チン塩は乾乳期用に，Ｎa塩が泌乳期用に用いら

れている。この10年間に乳房衛生が発達したため

に乳房炎の発生頻度は低下の傾向にある。逆にこ

れまで少なかったグラム陰性菌の乳房炎は多くな

る傾向がある。特にクレブシェラが病原菌として

挙げられてきているので，セファロ系の注入剤が

多くなるかもしれない。

全身投与剤：欧州ではセファレキシン注射剤

が家畜に用いられている。この薬物は乳牛に用

いた時の牛乳の休薬が必要でないので人気があ

る。

米国ではセフチオフール注射剤が肉牛用に，セ

ファドキシル経口剤が犬用に承認されている。我

が国の小動物臨床ではグラム陰性菌感染に対して

人体用の第三世代セファロを用いる場合が多いよ

うだ。

アミノ配糖体は毒性の強い抗生物質であるが，

その抗菌力は優れているので使用は続いている。

作用機序

アミノ配糖体は細胞膜を通過しないが，能動輸

送系によって菌体内に入ると説明されている。菌

体内では①細胞膜（内膜）に作用して透過性を高

め，菌体内物質を遊出させる作用と，②リボソー

ムに働いて蛋白合成コードを誤読させて異種蛋白

を合成させる作用とが主張されている。

ストレプトマイシン（ＳＭ）の作用機序を長年

にわたって研究しているDavisは最近の総説で次

の説を出している。

ＳＭでも細菌に対しては分裂期だけに働く。分

裂の時に形成された新しい膜は完全ではないので

ＳＭの数分子が菌体内に入り込む。内に入ったＳ

Ｍはリボソームに誤読させて不完全な膜内在性蛋

白を合成させる。この蛋白が細胞膜に組込まれる

と，この蛋白を通過して大量のＳＭが菌体に入

り，さらに異常蛋白を合成させ，膜の透過性をた

かめて菌を死滅させる。

DaviwsはＳＭの能動輸送系には批判的であり，

以上の説がこれまでの実験結果と最も矛盾が少な

いと述べている。

抗菌性

スペクトル：　グラム陰性菌には強い抗菌力

を示すが，グラム陽性菌には頼りない。ブドウ

球菌のＭＩＣはかなり低いが，この菌は細胞内

増殖性であるから細胞内に入らないアミノ配糖

体では治療効果が期待できない。レンサ球菌に

はアミノ配糖体に対するＭＩＣの高い菌種・菌

株が散見される。特に腸球菌は殆ど感受性を示

さない。

抗菌力

細菌に対してＭＩＣの２倍では殺菌作用を示

す。この殺菌作用は速やかで，約１時間暴露する

と生菌数は１/1000になる。グラム陰性菌に対し

てはsubＭＩＣの作用も期待できる。

したがって，血漿中濃度をＭＩＣ以上に長く保

持する必要は必ずしもなく，むしろ投与後の血漿

中最高濃度がなるべく高くなるように投与すべき

である。

体内動態

アミノ配糖体は多価陽イオン物質で，pＫaも高

い。したがって生理的pＨでは完全にイオン化し

ているし，また水溶性が高くて脂溶性が殆ど無

Ⅲ　アミノ配糖体
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い。したがって細胞膜とか細胞層を通過すること

はない。

吸収・分布：　経口投与では殆ど吸収されな

い。吸収率は豚で１～２％，鶏で５％と言われて

いる。しかし，大腸菌性下痢に対しては経口投与

でも有効である。

筋注後の吸収性は速く，１～２時間で吸収を完

了する。吸収後は細胞外液だけに分布するが，気

管支内液には血漿中の１/５程度になるようであ

る。血清蛋白とは結合しない。

消失：　代謝されないので，専ら尿中に排泄さ

れる。糸球体から濾過された量は全く再吸収され

ずに尿中に濃縮されてくる。このために血漿中の

半減期はどの動物種でも1.5～２時間である。

個々の薬物

ジヒドロストレプトマイシン・カナマイシン：

この２つの薬物は比較的安価であるから産業動物

に汎用される。前者は専らベンジルペニシリンと

の配合剤で用いられる。後者は抗菌力が強いので

単独で用いられる。

ゲンタマイシン：　抗菌スペクトルが広く，抗

菌力も強いので感染症への効果がシャープに出

る。ただし高価である。腎毒性はかなり強い。

アプラマイシン：　主として豚の大腸菌症に用

いる。腎尿細管への結合性が弱いので腎毒性が低

く，残留期間も短い。

アミカシン：　アミノ配糖体の欠点の一つは耐

性菌の発生の速い点であるが，アミカシンは他の

アミノ配糖体に耐性になった菌の多くに有効であ

り，また自体の耐性が生じにくい。このために欧

米の小動物臨床ではアミカシンの注射剤が多く使

用されている。我が国の小動物臨床では人体用注

射剤を用いている。

獣医領域における薬剤選択(35)



思いもよらぬはやさで東西両ドイツの統一がな

されました。弊社もドイツに本社を置く関係上，

多くのドイツ人社員が日本に赴任しています。遠

方の地から見る祖国の統一劇にその感概も様々

だったと聞いています。

さて，本号はアブについての第一人者である

早川先生に，アブの生態と防除法についてご執

筆いただきました他，畜産分野での最新技術で

ある遺伝子組換えを用いた生ワクチンの開発な

らびに薬剤耐性菌をとりまく諸問題と現状につ

いて，それぞれ関川先生，寺門先生にご解説い

ただきました。また，Veterinary Medical Re-

view（ＶＭＲ）から免疫関係についての論文翻

訳，好評の吐山先生の連載講座を掲載させてい

ただきました。

現在，91年度の掲載内容について編集委員会で

協議中です。ご意見，ご希望等がございました

ら，どしどし委員会までお寄せ下さい。

（伊　藤）

編　集　後　記


