新しいハエ成虫駆除用殺虫剤バイオフライ
バイエルジャパン株式会社
動物用薬品事業部
る試験が世界各地のバイエル関連会社で実施され

１．はじめに

た結果，本剤が各種の害虫に対し広範囲の殺虫ス

第二次世界大戦後，有機合成化学の研究はめ

ペクトラムを有し，従来の殺虫剤に比べて極めて

ざましい発展を遂げ，家庭内の害虫，衛生害虫

低薬量で殺虫力を示すと向時に，高い安全性を有

および家畜害虫の駆除に用いる殺虫剤として有

する薬剤であることが明らかとなった。

機塩素剤，有機リン剤およびカルバマート剤等

また，シフルトリンは共力剤との混用によっ

が次々に実用化された。近年では，優れた殺虫

て，日本の畜産現場で問題になっている殺虫剤

効果と人畜へのより高い安全性，並びに悪臭を発

抵抗性イエバエに対しても0.02％〜0.05％の濃

したり，物を汚したりしない等の有用性を兼ね

度で有効なことが実証された。

備えた薬剤の研究が重視され，その一環とし

３．海外における使用状況

て，ピレスロイド剤が研究されてきた。1950年
代より多くの研究者が初期のピレスロイド剤の

シフルトリンを有効成分とする製剤には，水

欠点を改良するために化学構造の変換に取り組

和剤，乳剤，水性エマルジョン製剤，エアゾー

み，新規化合物が次々に合成され，その中の数

ル剤およびベイト剤などがあり，現在28カ国以

種が実用化された。

上で使用されている。

ドイツ・バイエル社においても化学構造変換

４．バイオフライの特徴

の研究が盛んに行われ，Fuchs博士らによるシク

（１）シフルトリンの特長

ロプロパンカルボン酸エステル類の広範囲なス
クリーニングによって，フッ素置換フェノキシ

シフルトリンは，日本で全く新規の化合物で

ベンジルアルコールをアルコール側に導入した

あり，生物学的性質および毒性学的性質から，

ピレスロイド剤「シフルトリン」の合成に成功

天然ピレトリン，ＤＤＴ，フェノトリン，ペルメ

した。

トリンとは異なったタイプの合成ピレスロイド

今般新たに開発されたハエ成虫駆除用殺虫剤

剤に分類される。本剤の殺虫活性は主に虫体へ

「バイオフライ」は，このシフルトリンを有効

の直接噴霧，もしくは薬剤処理した場所への害

成分とする薬剤である。

虫の歩行または薬剤との接触による経皮毒性お
よび経口毒性として発現する。また，従来の殺

２．開発の経緯

虫剤に比べて比較的少量で速効的な作用を発現

バイオフライは，主製剤「バイオフライ５％

すること，並びに殺虫スペクトラムの極めて広

乳剤」と共力剤「バイオフライ用共力剤」が

い薬剤であることから広範な害虫への使用が可

セットで包装された製品で，使用時にこれらの

能である。

薬剤を４：１の割合で混合した後，水で希釈し

（２）バイオフライ５％乳剤の特長
本剤は，水溶性のポリマーを用いてシフルト

て噴霧する混合剤である。
バイオフライの有効成分であるシフルトリン

リンを水に分散させている製剤で，この製剤の

の効力，毒性，安全性，代謝・残留性等に関す

特長は，母体が水であることにある。すなわ
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ち，従来の乳剤や水和剤に多量に含まれている

が向上するとともに，従来の殺虫剤に比べ粘膜

有機溶剤，界面活性剤または鉱物質の担体など

刺激性が減少している。

が含まれないため，それらの成分による毒性，

（３）バイオフライ用共力剤の特長

引火性等の問題が少なく，噴霧器具の故障，目

本剤には，イエバエのピレスロイド剤抵抗性

詰まり，ゴム等の劣化，畜鶏舎の汚れ等の付帯

の発現に関与している解毒因子の一つであるチ

する問題が少ない。

トクロームP‑450依存性モノオキシゲナーゼの作

さらに，ポリマーの被覆によって有効成分が

用を阻害し，シフルトリンの殺虫活性を強化す

水中で安定な油滴を形成しているため，安定性

る作用がある。

５．物理的化学的性質

一般的名称：シフルトリン

化学名

：（±）−２−（２，２−ジ

（Cyfluthrin）

クロロビニル）−３，３−ジメチルシク
ロプロパンカルボン酸α−シアノ−４−

構造式

：

フルオロ−３−フェノキシベンジルエス
テル

性状：シフルトリンは，室温で淡黄色〜黄赤

溶解性：アセトン，ジクロルメタン，テトラ

色澄明の粘性のある液で，結晶化したものは，

ヒドロフランおよびクロロホルムに溶けやす

水浴上で加温するとき70℃〜85℃で溶ける。

い。

に投与して，生体への作用を検討した結果，致

６．薬理作用

死量に近い薬量で生体に強い作用を示したが，

（１）一般薬理

その１/10量程度では微弱な作用しか認められな

シフルトリンをマウス，ラットおよびウサギ

かった。薬理作用としては，摘出臓器で抗アセチ
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シフルトリンの急性毒性値

ルコリン作用，抗ヒスタミン作用，抗ニコチン作
用，抗エピネフリン作用が認められたが，生体内
での影響は大きくないものと考えられた。
（東京農工大学）
（２）体内動態
シフルトリンの標識化合物をラットに経口，
静脈内および十二指腸内投与し薬物動態が検討
された。糞尿への排泄は速く，経口投与後２日

（２）亜急性毒性および慢性毒性

以内に尿59％〜74％，糞25％〜39％（尿と糞の
排泄比率は約２：１）で，静脈内投与では約

マウスを用いた４週間投与試験で無作用量は

３：１であった。胆汁には十二指腸内投与後２

雌雄ともに300ppm，ラットを用いた４週間投与

日以内にその約１/３が排泄され，その一部は腸

試験で無作用量は雄1 0 0 p p m ，雌3 0 0 p p m であっ

管循環によって再吸収された。組織中の14Ｃ残留

た。また，ラットを用いた３ヵ月投与試験での

濃度は経口投与後1.5〜４時間で最大となり，投

無作用量は雄100ppm，雌300ppmであった。

与経路による排泄パターンの相違が認められる

（聖マリアンナ医科大学，日本バイエルアグロケ

が，その蓄積性はなく，糞尿により短時間で完

ム株式会社）

全に排泄された。

（３）特殊毒性
吸入毒性，催奇形性，変異原性，感作性，眼

（ドイツ・バイエル社，アメリカ合衆国・モーベ

および皮膚刺激性，神経毒性に特に問題となる

イ社）

所見は認められなかった。

７．効能・効果

（日本バイエルアグロケム株式会社，ドイツ・バ
イエル社）

畜・鶏舎内およびその周辺の衛生害虫の駆

（４）鶏に対する安全性

除：ハエの成虫

ブロイラーに対し，バイオフライの80倍希釈

８．用法・用量

液を50ã/㎡（常用最高量），８倍液を100ã/㎡

バイオフライ５％乳剤とバイオフライ用共力

（20倍量）および200ã/㎡（40倍量）の用量で，

剤を４：１の割合でよく混合した後，この混合

１日１回３日間連続噴霧し，一般状態，体重，

液を水で80〜200倍（シフルトリンとして0.02〜

飼料摂取量，血液学的検査，血液生化学的検

0.05％）に希釈し，虫体に向けて，適宜噴霧す

査，剖検および臓器重量について噴霧後７日目

る。ただし，畜・鶏舎内のハエ成虫に噴霧する

まで検査した。その結果，薬剤噴霧に起因する

場合には，１㎡当たり 50ãとする。

と考えられる変化は認められなかった。
（財団法人畜産生物科学安全研究所）

９．安全性および残留性

（５）残留性
鶏に対し，バイオフライの8 0 倍水希釈液を

（１）急性毒性（ＬＤ50）
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50ã/㎡の用量（常用最高量）で１回噴霧し，卵

のイエバエに対しても他剤より極めて効果が優

黄，卵白，皮膚および血液へのシフルトリンの

れていた。また，シフルトリンおよびデルタメ

残留性を検討した。その結果，薬剤噴霧後７日

スリンは通常の感受性系統に対して同程度に有

目までのいずれの試料からもシフルトリンは検

効であったが，ペルメトリン抵抗性系統に対し

出されなかった。

てはシフルトリンの効果が勝った。

（財団法人畜産生物科学安全研究所）

（ドイツ・バイエル社）
３系統のイエバエ雌〔感受性系統（高槻系），

10．安定性

有機リン剤抵抗性系統（夢の島76系），有機リン

バイオフライは，室温長期保存試験，温度お

剤およびピレスロイド剤抵抗性系統（広島系）〕

よび湿度の過酷条件下保存試験において，有効

を用いて，バイオフライと対照薬剤のチャンバー

成分シフルトリンの含量の低下および性状等の

内噴霧試験を実施し，ＫＴ50，ＫＴ95，並びに24お

変化は認められず，通常の保存方法で極めて安

よび48時間後の致死率を求めた。その結果，バイ

定な製剤であることが明らかとなった。

オフライはいずれの系統に対しても良好なノック
ダウン効果と優れた致死効果を有することが明ら

（バイエルジャパン株式会社）

かとなり，野外で使用するにあたっては，噴霧液

11．有効性

量を50ã/㎡とすると，400倍以下の希釈倍率で用

（１）基礎効力

いることが望ましいと思われた。試験成績の一部

３系統のイエバエ雌を微量滴下法によって試

を以下に抜粋した。

験し，シフルトリンと対照薬剤のＬＤ50値（μg/

（２）野外応用

♀）と抵抗性比（Ｒf）を求めた。その結果，シ

バイオフライの効果を野外条件下で評価する

フルトリンとデルタメスリンは３系統のいずれ

ため，ハエ成虫の駆除に苦慮している畜鶏舎を

微量滴下法によるイエバエ雌３系統に対する
各薬剤のＬＤ50 値（μg/♀）とＲf値
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チャンバー内噴霧試験によるイエバエ雌３系統に対する
ノックダウン効果と致死効果

試験場所として選定し，バイオフライを80倍〜

試験の結果，バイオフライは水で80倍〜200倍

800倍の濃度に水で希釈し，50ã/㎡の用量で畜

に希釈し，5 0 ã / ㎡の用量で噴霧することによ

鶏舎に飛翔するハエ成虫に噴霧した。試験には14

り，従来より使用されている殺虫剤と比較し

鶏舎，５牛舎，４豚舎を使用した。試験場所に

て，優れた速効性および殺虫効果を有する安全

飛翔していたハエは，イエバエ，ヒメイエバ

性の高い薬剤であることが明らかとなった。試

エ，オオイエバエ，サシバエ，オオクロバエ，

験成績の一部を以下に抜粋した。

ケブカクロバエ，ミドリキンバエ等で，鶏舎で
はヒメイエバエの飛翔数が比較的多かった。
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残留問題の規制に関する内外の動向
畦地 速見＊

他の薬剤のあるものについても休薬期間が定めら

はじめに

れているなど，当該医薬品が投与された時から当

今日，私共はおしなべて乳・肉・卵などの動

該対象動物及びその生産する乳，鶏卵等に医薬品

物性食品を，いつでもどこでも必要なだけ利用

が残留することのないようきめ細かな万全の配応

できる恵まれた環境にある。換言すれば，消費

がなされている。これらの約束ごとを守り，適正

者のこれら動物性食品に対する選択の自由度が

に使用されることにより，結果として食品衛生法

拡がっているということであろう。より良いも

に基づき定められているいわゆる乳等省令や食

のをできるだけ安く……と，とりわけ品質に向

品，添加物等の規格基準に抵触することのない畜

けられる消費者の選択の目は，輸入食品の安全

産物の生産につながることになる。

性確保に対する要望をも含め厳しいものとなっ

しかしながら，残留の問題は，近年定量法に

ている。

関して分析機器の発達など高感度の分析，定量

これまで動物用医薬品は，獣医学の進歩と歩

法が著しく進歩しつつあり，その定量限界もppm

を合わせ多くの家畜や伴侶動物等の病気を制圧

からp p b さらにp p t とその鋭敏度は高まる傾向

し，これら動物の健康維持・向上など，家畜衛

で，以前には想像し得なかった極微量の物質の

生に大きく寄与しつつ発展してきた。とりわけ

測定ができるようになっているだけに動物用医

畜産の発展と規模拡大等，経営の大型化，近代

薬品を提供する側，使用者側を含めて，わが国

化に伴う家畜等の生産性の向上と損耗防止のた

のみならず国際社会における大きなテーマと

めの必須の資材として重要な貢献をしてきたこ

なっている。

とは論をまたない。

このような流れのなか，動物用医薬品を使用

ところが，近年におよび前述のごとく消費者

した畜産物の国際交易が拡がりを見せつつある

の「食の安全性」に対する志向を一層充足させ

が，残留にかかわる規制は国によっても差があ

るための配慮が大きく求められる流れとなってい

ることから，「食」を通じての消費者の安全性

る。消費者の心配は，「畜産物」経由で微量の

の確保には国際的協調が重要であるとの認識が

薬物が知らず知らずのうちに摂取されるような

生まれつつあり，そのための国際会議がもたれ

ことがあれば，種々な影響が人体に及ぶのでは

るようになっている。各国が一堂に会した会議

ないかということである。いわゆる医薬品の畜

（ＦＡＯ/ＷＨＯ同食品規格計画残留動物用医薬

産物中微量残留への懸念である。これについて

品規格部会）で，消費者への安全性を踏まえた

は，わが国では，農林水産省令（動物用医薬品

薬物残留等にかかわる十分な科学論争・審議を

の使用の規制に関する省令）で，主要な抗生物

つくしていただき，国際基準が示され，一日も

質，合成抗菌剤についてその使用禁止期間（薬

早く各国の消費者の不安を払拭して欲しいもの

剤使用後，食用に供するためにと殺等が行われ

と，会議の動向が注目され ているところであ

るまでの当該家畜への薬剤の使用を禁止した期

り，その成果に期待がかけられている。

間）など，薬剤の使用にあたって使用者が守ら

以下，この国際会議の活動の概要について紹

なければならない基準が定められている。さらに

介したい。

＊（社）日本動物薬事協会
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一方，このような食品規格委員会の活動のな

１．食品規格委員会及び残留動物用
医薬品規格部会設立の背景

か，抗生物質等動物用医薬品の動物性食品への残

残留動物用医薬品規格部会（ＣＣＲＶＤＦ：

でいたが，1980年代に入り国際貿易の一層の進展

Codex Committee on Residues of Veterinary

とともに，貿易摩擦と公衆衛生上の観点から重要

Drugs in Foods，コーデックス委員会と略称）

視されるようになり，国際的基準作成の機運が起

は食品規格委員会（ＣＡＣ：ＦＡＯ/ＷＨＯ Co‑

きてきた。すでに合同食品規格計画では多くの他

dex Alimentarius Commission）の下部組織の一

の部会が設置されており，その中の残留農薬（Ｃ

つである（資料１．参照）。本部会は1986年10月

ＣＰＲ），食品添加物（ＣＣＦＡ），食肉衛生

以来毎年ワシントンＤ.Ｃ.で開催されている。

（ＣＣＭＨ）の各規格部会においてそれぞれの立

留は，1960年代の中頃からさまざまな論議を呼ん

食品規格委員会は，現在30の下部組織（部会）

場から食品中の動物用医薬品の残留について論議

を有している。残留動物用医薬品規格部会は第16

を重ねてきていたが，この残留問題は複雑で，世

回食品規格委員会（1985年７月１〜12日，ジュ

界的な規模のものであり貿易上の問題となるもの

ネーブ）の会議において設立された。

なので，合同食品規格委員会の専門家会議

まず最初に食品規格委員会及び当部会の設立

（1984.10.29〜11.５ＦＡＯ本部）で，強く，責任

にいたった背景についてふれてみたい。

をもった適切な科学的組織（部会）を作る必要性

1960年代は，国境を越えての食品流通が漸々

が勧告された。この勧告を受けて，前述のように

活発となりだした時期であるが，それに伴い各

第16回の食品規格委員会（1985）において残留動

国の異なる食品の規制がこれら食品流通の阻害

物用医薬品規格部会が設立されるにいたった。そ

因子となった。そのため，国連の専門機関であ

の折，当ＣＣＲＶＤＦ（部会）の任務事項として

るＦＡＯ（国連食糧農業機関）及びＷＨＯ（世界

決められたことは専門家会議の示唆をも受け概要

保健機構）は，消費者の保護及び食品の国際取

次の四項目であった。

引の公正と円滑な流通を促進するため合同で食

①

品規格計画を策定し，食品の国際的規格作りに

食品中の残留動物用医薬品の規格検討の
ための物質の優先順位の決定

乗りだした。その時，これらの計画を実施する

②

それらの検討優先物質の最大残留限度

中心母体として食品規格委員会が設立（1962）

（ＭＲＬ）の勧告

された。そして，1963年に第１回のＦＡＯ/ＷＨ

③

必要な実施規範の策定

Ｏ合同食品規格委員会が開催されて以降，現在

④

食品中の動物用医薬品の残留制御のため

まで数多くの食品の規格が作成され，その受け

の分析方法の策定

入れについて各国に勧告されている。

このような経緯のもと，残留動物用医薬品規

なお，当部会（ＣＣＲＶＤＦ）に関係する食品

格部会は，米国がホスト国となり1986年10月27

規格委員会は２年に一度づつ開催されている。

〜31日にその第１回会議が開催され，以降，毎

（参考のためにＣＣＲＶＤＦ設立後の規格委員会

年秋頃に米国ワシントンＤ.Ｃ.で開催され今日

の最近の日程を次に示した。）

にいたっている。（参考までに第１回会議以降
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ＦＡＯ/ ＷＨＯ合同食品規格委員会の組織図（1 9 9 0 . 1 0 現在）
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今までの部会開催日を次に示した。）
第２回会議（1987.11.30〜12.4）

第４回会議（1989.10.24〜27）

第３回会議（1988.10.31〜11.4）

第５回会議（1990.10.16〜19）

四つの任務事項については既に述べたとおりで

２．残留動物用医薬品規格部会の活動

ある。また，その根幹的な作業の方向づけにつ

当部会は，動物用医薬品を投与された動物由

いて，第１回の部会の折に審議された。その中

来の食品のヒトに対する安全性を保障する基礎

で，部会の作業計画の手順については各国が主

（規格）を設定することを目的として1965年に

張する事項をすべて討議し，その上で優先検討

設立されて以降，前述したように1986年秋第１

項目を決定することが最重要との確認がなされ

回会議を含め昨秋まで計５回の会議がもたれて

ている。
１）食品中の残留動物用医薬品の規格検討のた

いる。

めの物質の優先順位の決定（選定の基準）

当初本部会は，食品中に残留する動物用医薬
品の安全性評価については，食品添加物部会や

当部会において許容残留基準を設定する優先

残留農薬部会と同様に本部会のために独立した

順位リストに含まれるには，その候補となる動

専門的勧告をする組織（専門家委員会）を設置

物用医薬品は動物用医薬品の使用における優良

して検討すべきであるとの動きがあったが，Ｆ

規範（ＧＰＶＤ：Good Practices in the use

ＡＯ/ ＷＨＯ合同食品規格計画委員会事務局か

of Veterinary Drugs）に従って使用された時，

ら，財政上の理由からそれは不可能とのこと

以下の基準のすべては必要ではないが，いくつ

で，既存の食品添加物専門家委員会（ＪＥＣＦ

かを満たさなければならないとされた。
（１） その動物用医薬品が，食品中に残留す

Ａ：Joint ＦＡＯ ＷＨＯ Expert Committee of

ること。

Food Additives）において動物用医薬品について

（２） その動物用医薬品又はその残留が，公

も検討されることが決定された。それについてＪ

衆衛生上の問題となること。

ＥＣＦＡは，従来の主な仕事である食品添加物だ

（３） その動物用医薬品の残留が，国際貿易

けでなく，その他の物質をも検討できるよう任務

に重大な影響を及ぼすこと。

事項を拡大強化しているということである。
このように部会の活動は，ＪＥＣＦＡによる

（４） その動物用医薬品の残留が，商取引き

個々の物質の評価という科学的なサポートを得

上の問題を起こしているか又は起こすおそれがあ

て始動することとなったのであるが，当部会の

ること。
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（５）

その動物用医薬品が商品として入手

ＤＩ（Acceptable Daily Intake，許容一日摂取

できること。

量）やＭＲＬ（Maximum Residue Limit for Vet‑

加えて
（a）

erinary Drugs，動物用医薬品最大残留限度）の
評価のための適切なデータが入手でき

設定（勧告）がされている。さらに，第４回の

る確証があること。
（b）

部会ではFebantel等９品目が選定され（1991年

部会は，他の部会により検討されてい

のＪＥＣＦＡでの評価物質），また第５回の部会

るか，検討済み動物用医薬品の残留評価に充分

ではBovine Somatotropins等８品目（1992年の

配慮すること。

ＪＥＣＦＡでの評価予定物質），Apramycin等20

このようにして，当部会の第１回〜第３回会

品目（1993年のＪＥＣＦＡでの評価及び再評価予

議において33品目がＪＥＣＦＡでの評価物質とし

定物質）がそれぞれ選定され，今後検討される

て選定され，うち17品目についてＪＥＣＦＡ（第

こととなっている。

3 2 回，第3 4 回，第3 6 回会議）での評価が行わ

このようなＭＲＬ等国際規格（Codex Stan‑

れ，このうち，Albendazole等９品目についてＡ

dard）の策定の手続きについては，ステップ１

‑11‑
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〜ステップ８の段階まであり，各国政府や関係

式で決せられ，このＪＥＣＦＡの決定は部会及ぴ

国際機関の意見を求めながら上にあげられて行

委員会に送付され，そこでの是認を求めるととも

き，最終的にはステップ８において規格案は国

に国際規格としての採択を求めることになる。

際規格としての「委員会」での採択を求めるこ

おわりに

とになる。当部会の関与はステップ４及びス
テップ７となっている。その後国際規格は公表

ＦＡＯとＷＨＯがいま合同で進めている動物用

され，すべてのメンバー国と準メンバー国，関

医薬品の残留にかかわる国際的規格作りは漸々

係国際機関に通知され，各国は事務局に受諾方

軌道にのりだし感じがする。その主要な目的

式を通知することになる。

は，より自由な貿易と消費者保護であるが，安

２）部会活動の現況と以後の予定（主要項目）

全性にかかわる科学的評価は世界の人々に納得

昨秋，第５回部会終了時点での主要な部会検

されるものでなければならない。動物用医薬品

討項目とステップ及び活動母体等を参考のため

の残留に関する規制は国により異なり統一され

に一覧にして前頁に示す。

たものがない現在，本部会の活発な活動に大き
な期待がよせられている。

３．ＪＥＣＦＡの成り立ちと機能
残留動物用医薬品規格部会の活動に科学的な
面でサポートをしているＪＥＣＦＡ（前出）につ
いて紹介する。
ＪＥＣＦＡは，ＦＡＯ/ＷＨＯ合同の食品添加
物に関する国際的な専門家により構成されてい
る特別な組織（委員会）で，1956年に設立され
ている。ＪＥＣＦＡの委員は，その個々の能力
に基づいて指名された専門家で，自分の国の政
府を代表しているものでも，また自分が属する
組織や研究機関を代表するものでもない。委員
の数は，会議ごとに変るが（おおむね12名），
約半数はＦＡＯにより，残り約半数はＷＨＯによ
り指名される。ＪＥＣＦＡは，ＦＡＯとＷＨＯの
合同の活動であるが，評価過程は別々に進行す
る。つまりＷＨＯは毒性面に責任を持ちヒトヘの
安全性（ＡＤＩの設定）を評価し，ＦＡＯは残留
性の側面（ＭＲＬの設定等）を評価しという形で
進められ，最終的に専門家等による10日間の正
式会議がもたれる。専門家の意見は全会一致方
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放牧の活性化と複合経営
大滝典雄＊

図１

組合組織と作業の明文化

はじめに
平成３年４月からの牛肉輸入自由化は，日本
の肉牛生産者に，大きな不安と低コスト生産の
必要性を投げかけた。
アメリカやオーストラリアの牛肉輸入コスト
に対応するためには，当面の関税による肉用子
牛生産者補給金をバックに，出来る限り肥育素
牛の子牛の低コスト生産と肉質の向上による差
別化が必須条件となってくる。そのため特に肉
牛繁殖農家の活路の一つとして，放牧の高度活
用が叫ばれている。
今回，放牧の活性化のための放牧技術から，
３つの事例を紹介するが，「低コスト生産」の
ハードルをクリアーする手助けになればと念願

（１）牛の習性を利用した牛群コントロール

するものである。

の方法
（２）夏山放牧/親子放牧における哺乳子牛別

１．チャレンジ放牧/ 肉用牛の放牧
による低コスト生産

飼い施設の設置
（３）冬期の水田裏放牧と放牧期間の延長

１，肉用牛の放牧により改善される点は，

（４）野草と牧草の混在

（１）飼料管理の手間が省ける

（５）放牧衛生/マダニ駆除の定期実施励行の

（２）飼料費の節約ができる

ための無人・自動駆除装置の考案

（３）足作り，骨作り，腹作りによる生涯生産

以上５つの課題を実際の牧場運営の中で説明

の基礎が作られる

し，経営の指標となる項目と目標を明らかにし

（４）母牛の耐用年数が延びる

たい。

（５）規模の拡大ができる
（６）複合経営が充分できる

事例１.阿蘇郡産山村上田尻牧場/阿蘇山外輪

（７）上記（１）〜（６）を通じ，生産費を低

山の草原

減し，所得率を上げ，国際競合に勝てる

改良草地118ha 野草地100ha，標高1000m

新しい技術体系を確立できる

組合員24戸/褐毛和種繁殖雌300頭/夏山冬里方

以上７つである。

式，４〜12月放牧，組織（図１）

２，実現してゆくためには，新しい放牧技術とし

指標及び目標：井

て下記の様な課題を，一つ一つ克服して，経営安

毛和種雌24頭

定の為に定着化させなければならない。

１.種付回数

＊

熊本県配合飼料価格安定基金協会
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牧野組合長の場合/褐
1.1回

放牧の活性化と複合経営

図２

飼料費の比較

図３

臓器重量の比較

表１管理条件のちがいが分娩後の機能回復に及ぼす影響

放牧牛と舎飼い牛の比較をしてみると，分娩後の機能回復では子宮収復，初回排卵，発情再帰とも放牧牛
のほうが早くなっています。

２．産数

１年１産

菅野義人氏の場合/裏山の放牧地と村の共同放牧

３．平均販売日令

338日

地を利用，黒毛和種雌23頭，稲作２ha

４．平均体重

356kg

（メリット：その１）

５．平均ＤＧ

1.05kg

飼養管理の手間が省け経営規模拡大ができた。舎

６．市場平均価格比

106％

飼い牛では，成牛１頭当たり200時間以上の労働

７．子牛生産費Ｈ１.
目標生産費
８．所得率
９．労働時間/成牛１頭
目標労働時間

約23万円

時間が100時間となり，サイレージなど冬期間の

15万円

飼料づくりや，野菜などほかの農業部門と忙しい

62％

時期が重ならないので，経営にゆとりが出てき

約72時間

た。

50時間

（メリット：その２）
飼料費の節約ができた。

事例２.相島県飯館村の共同牧場/阿武隈山系

５頭規模で舎飼いの飼料費は108,000円で放牧で

のなだらかな高原

は99,000円となる。

1800戸のうち1300戸が農家で，そのうち700戸が

10頭規模でも前者が111,000円で後者が90,000円で

何等かの形で牛を飼養している。

ある（図２）。

黒毛和種が，山のあちこちの放牧地にゆったり

（メリット：その３）

と飼養されている。

足作り・骨作り・腹作りができる。
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放牧牛は１日当たり４〜６kmも歩きエサをと

４.哺乳中の母牛と子牛

り，休息する。繁殖中は陽の光を浴び十分運動

不足栄養の補給/増飼い

をしているので，分娩後の子宮の戻りが早く，

５.別飼い施設と濃厚飼料

発情も早く，種付が良好で耐用年数も延びる。

子牛だけが入れる濃厚飼料給与施設の設置

育成牛を舎飼牛と比べても，臓器の発達がよ

＜別飼いのポイント＞

く，骨格の発育も優れているので，多少成育が

（１）哺乳子牛の発育は，特に哺乳の後期では別

遅れても，代償性発育で，とり戻してしまう

飼い飼料の採食量と高い関連があり，できるだけ

（図３・表１）。

採食量が多くなるような工夫が必要である。

（メリット：その４）生産費の比較（表２）

（２）別飼い飼料は，配合飼料が主体であるが，

表２

生産費の比較

良質な乾草，ミネラルも補給できれば理想的であ
る。
（３）子牛の健康状態など見るうえからも，別飼
いの補給は毎日実施する。
＜別飼いの理由＞

事例３

大分県玖珠郡九重町/放牧（夏山冬里

（１）生後２ケ月以後になると母乳だけでは子牛

方式）による繁殖経営事例（表３，４，５）

の発育が悪くなる。
（２）粗飼料の利用性の優れた牛を育成するため

２．肉用牛の新しい放牧技術とは

には，第１胃を発達させなければならない。

１.放牧牛と牧草

図４のように生後２ケ月までは母乳だけの栄養で

放牧牛は，哺乳子牛・育成牛・繁殖牛などの

順調に育つが，その後，母乳も減少するので飼料

生理・生産ステージによって必要とする養分量

の補給が必要である。

が異なる。したがって，要求量に合った放牧管
６．放牧期間の延長/熊本県

理技術の確立が重要である。
２.牛群コントロールの簡易化

阿蘇郡産山村の事例

牛のもっている習性を上手に利用して，牛群

上田尻牧場は，熊本県の阿蘇外輪山上の広大

のコントロールができると多頭放牧管理では，

な草原の中にある。阿蘇と別府を結ぶ九州横断

省力効果が大きい（表６，７）。

道路の沿線で，大分県の久住山麓に接している

３.夏山放牧と水田裏放牧

標高1,000m，改良草地118ha，24戸の農家が夏山

冬期サイレージの飼養体系の中で，さらなる

冬里飼養方式で繁殖牛300頭（成牛）を飼ってい

放牧日数の延長と冬期畜舎で飼養する牛を水田

る。昭和51年から55年にかけて，広域農業開発

裏作に牧草（イタリアンライグラス）を導入

事業により草地造成，牧道，牧棚，牧草乾燥施

し，放牧利用（12月上旬〜４月中旬）すること

設，およびトラクター，作業機械などが整備さ

により肉用牛の低コスト生産を図る。

れた。この事業で肉用牛の飼養規模は，開発前
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資料：大分県畜産会
大分県玖珠九重郡Ｍ氏
成牛
経営収支

18.5頭

子牛販売1 4 頭

（１）損益計算書

自
至

1 1 0 アール

昭和6 2 年1 0 月１日

放牧（野草）4 2 h a

昭和6 3 年９月3 0 日

牧草（牧草）１h a

（単位：円）
表３

とうもろこし1 2 0 アール
イタリアン

採草（野草）５h a
表４

損益計算書

当期生産費用

の1.8倍に拡大した。
井組合長は昭和62年度全国肉用牛協会主催の
「優良肉用牛経営発表会」で，農林大臣賞（組
織活動部門）を受賞した方である。小柄な体格
であるが情熱的で，話に熱中してくると機関銃
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表５

表６

表７

経営技術分析

牛の習性と省力管理面での利用の可能性

濃厚資料給与による集合訓致（隣接牧場との比較. 畜試阿蘇支場）

のように言葉が飛び出してくる。放牧期間延長

あった。上田尻牧場のこの数年間の放牧期間

のために計画的に備蓄されている草丈30㎝ほど

は，４月上旬から12月下旬の245日程度であり，

の牧草を指さしながら，「この牧草の状態なら

年によっては正月を越えたこともあったようで

ば，12月末日まで放牧が可能です」と得意気で

ある。「放牧期間延長技術は繁殖牛にとって，
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表８

胃の大きさの変化

能性がうかがわれる。
（２）複合経営での競合がなくなる
国内での肉用牛飼養経営のほとんどは複合経
営であるために，放牧期間延長により秋から初
冬にかけて労働ピークとなる作目（高冷地野
菜・タバコ・椎茸など）との労働競合が回避さ

図４

不足栄養分

れ，肉用牛の飼養規模拡大が可能となる。
上田尻牧野組合（24戸）の成牛飼養頭数の推
移は，牧野改良による自給粗飼料生産と，放牧
期間延長による省力管理によって，着実に１戸
平均の飼養頭数が増加している。
（３）子牛１頭10万円台の生産が可能
沖縄県の場合，周年放牧による子牛の費用は
７万円であるから，１日当たり192円の費用とな
る。井信行さんの費用は，放牧期間中が１日当

省力・低コスト化に最も有効です。できれば，正月

たり240円（成牛），舎飼い期間中は同じく556

を越して280 日間ほど，放牧期間を延長したい」

円となっている。

と，井組合長の言葉は次第に熱っぽくなってきた。

このことからも，１日でも長く放牧すること

「初雪や寒波がくると，組合員は，牛がかわい

の有利性が理解できる。もし，井さんが１日当

そうだ，早く畜舎に連れて帰ろうと言いよりま

たり240円で年間放牧できるとすると，種付料や

した。牧草さえあれば牛は痩せんし，かえって

濃厚飼料代などを加えても，子牛１頭10万円程

肥えることがわかってから，今では，いつまで

度の費用で生産できる計算になる。
畜産会の経営診断で井さんの経営と子牛のコ

放牧できるか，放牧期間延長コンクールに挑戦
しているところです」。

ストをみると，①受胎に要した種付回数 1.1回，

７.放牧期問延長技術の特徴とその効果

②平均分娩間隔365日，③平均販売日齢 338日，

（１）労働時間は舎飼いの１/３

④平均体重356kg，平均ＤＧ1.05kg，⑤市場平均
価格比106％という高い技術水準で，子牛１頭の

放牧は，舎飼いに対して省力化されることは
当然である。井組合長の肉用牛（成牛23頭，夏

費用は22万円，所得率62％となっている。

山冬里飼養）の飼養管理労働時間を調査してみ

８.放牧期間延長技術のポイント

ると，成牛１頭当たり年間7 2 時間となってお

（11月中旬以降は採草地で放牧）

り，舎飼いの平均である200時間の約３分の１と

採草地では普通年間３回の刈取りを行うが，

なっていた。基幹労働力１人当たりの年間労働

この技術では８月中旬までに２番草を刈ったあ

時間を2,200時間とすると，１人当たり成牛約30

と追肥を行い，牧草を立毛状態で備蓄する。
つまり，放牧専用地での放牧（４月上旬〜11

頭を飼養可能ということになり，規模拡大の可
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図５

表９

放牧期間延長技術

禁牧月日と備蓄料（畜試阿蘇支場

これを土地利用からみると，採草地と放牧地
の補完結合による放牧期間延長ということにな
る（図５，表９）。
９.放牧衛生技術の改善/マダニ駆除
どうして指導目標である殺虫剤処理が10日毎にで
月中旬）が終わったあと，採草地に備蓄した牧

きないのか

草を放牧利用するものである。この備蓄のため

（１）多様な行事に散布予定日がつぶされる（表10）

の２番草刈取りのタイミングが放牧期間延長技

阿蘇普及所の調査によると行事日程が年間40

術の最大のポイントになる。
図６
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表1 0

動力噴霧器による水和剤散布法の実用間隔

除が遅延されてしまうのが現実である。
（３）農業労働力の老令化と婦女子化（図６）
10.ロボット（無人）化ダニ駆除システムの開発
（図７）
これまで述べたように農村をめぐる労働事情
からみて，定期的なダニ駆除の必要性がわかって
いても，現実には困難があることがわかってき
た。
これからは，無人化，ロボット化の方向が当
然考えられなければならないことだと思い，こ

その為，処理をする農家はわずか13％であった。

の開発研究に当たってきた。

（２）複合経営における作物品目間の労働競合が

昭和61年に熊本県畜産試験場阿蘇支場（現草

ある

地研究所）において，牛の条件反射を利用し

肉用牛と最も強く結びついている作目は水

て，１人で操作できる牛群誘導ダニ駆除装置を

稲，ほかに露地野菜，施設野菜，椎茸などであ

開発した。この装置は集合パドックの出入口に

る。結合している作目の集約度が高く，労働ピー

当機を設置し，第１段階として車のクラクショ

クを形成する期間は，どうしても定期的なダニ駆

ンと人の叫び声と併せて，パドック内の連続飼

図７

センサー付自動噴霧装置
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槽で成雌牛１頭当たり濃厚飼料0.5kg給与し，牛

過に順応するようになった。「条件反射と学習

群の集合条件を設定した。この結果，約１0日間

はサーカスに学べ」と今でも思っている。ま

の学習で成雌牛60頭が集合馴致（管理１人で数

た，リーダーの行動力は牛でも人間の世界でも

分間）された。

重要なことを理解した次第である。

次に第２段階として，ダニ駆除のため薬液

経済効果（試算）：ダニ駆除作業にかかる労

（カーバメイト系）を噴出する鉄骨性ゲートを

働時間は，これまでの動噴による場合の１回12

通過させる訓練に移ったが，噴霧音に驚いてな

名３時間から，１回１名30分に省力化され，労

かなか通過しなかった。当時，肉用牛の集団管

働費は54万円/年から2.3万円/年に節減された。

理の主任であった山田参事（現県庁畜産課）に

これからは先に述べた農家の労働事情から，

「サーカスではトラやライオンの猛獣が学習で

ロボット化の方向が強く要求されるであろう。

火の輪を飛ぶ。家畜として改良された利口な牛

幸いピレスロイド系殺虫剤は，油剤で牛の背正

なら，もうちょっとの訓練ですよ」と激励され

中線に塗付するだけで永続性もあり，かつ施設

たこともあった。その後，リーダー牛の通過に

費も少なく，動噴みたいな音の発生もないの

伴ない，全頭なんなく続いて通過し，ゲート通

で，ロボット化は容易と思われる。
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南

哲郎＊

性状を牛に対する病原性にのみ限ってみる

はじめに

と，表１に示したような特徴が認められる。

牛の低コスト生産推進に際して，今牧野の有

これらの特徴は戦後の酪農振興，草地開発に

効利用が盛んにいわれている。しかし，日本の

平行してみられるようになったものである。す

牧野の多くは牛達にとって快適な生活の場とは

なわち，小型ピロプラズマの病原性は濃厚飼料

いえず，種々の問題をかかえている。その一つ

多給型の加工業的畜産と無縁ではないことを指

にダニによって媒介される小型ピロプラズマ病

摘しておきたい。

がある。本病は古くから知られていながら，今

さらに，オーストラリア等からの輸入牛由来の

日でも対策の難しい，いわゆる難病の一つであ

タイレリアが日本の牧野に定着しているのかどう

る。そこで，本項では本病のもつ特徴からいく

か，全国に分布するタイレリア株間にどの程度の

つか問題点を抽出し，今後の取り組みへの参考

差があるか等，問題はまだ山積している。

としたい。

２．媒介者の種類
１．病原体の性状

小型ピロプラズマの主な媒介者はフタトゲチ

本病の病原体は世界的には良性のタイレリア

マダニである。しかし，近年になって実験的に

といわれるTheileria sergenti，すなわち小型

マゲシマチマダニ，ヤスチマダニ，アブ及びウ

ピロプラズマである。学名については再検討の

シホソジラミも媒介することが判明した。

必要性から，現在鋭意比較試験が進められてい

古い調査ではあるが，小型ピロプラズマ病は

る。いずれにしても，古くは無毒性ともいわれ

フタトゲチマダニが採集されない牧野でも発生

た小型ピロプラズマが，今日なぜ強い病原性を

している。媒介者に関する検討は重要であるこ

発揮しているのか。その原因について生物学的

とは認識されながらも，まだまだ微々たるもの

性状を牛側のみならず，わが国の牧野をとりま

である。問題点としては，ダニとはいえ人工飼

く環境からも調べてみると，近代農業の歪みが

育が難しいこと及び実験に多くの牛を必要とす

浮かび上がってくる。

ることがあげられる。

表１ 小型ピロプラズマの病原性
１．実験室内では通常摘脾牛でないと発症させることができない。
２．臨床症状は貧血の程度に平行しT.parvaやT.annulataの場合とは異なる。
３．ダニ継代株は血液継代株に比して病原性が強い傾向を示す。
４．耐温牛でも妊娠、分娩、各種ストレスによって再び発症することがある。
５．感受性は一般にホルスタイン種が高いが在来牛も要注意である。
６．野外での発病率は牧野の立地栄養条件等に左右される。

＊

農林水産省家畜衛生試験場
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実用化例であり，今後放牧しながらの牧野清浄

３．疫学的特徴

化に威力を発揮することが期待される。

疫学的な大きな特徴は，その発生が季節放牧

５．牧野の実体

を行っている牧野において初放牧の預託牛に多
いことである。また，発症牛はダニの発生消長

わが国の牧野の実態をみると，その多くは急

と一致し，初夏から盛夏にかけて多い。しか

傾斜地に立地し，かつ草生も悪く，企業的経営

し，このような特徴は草地管理の行き届いた牧

のもとで飼育された牛にとっては苛酷な環境で

野ではほとんどみられない。

ある。今，各地で問題になっているゴルフ場開

牧畜国の多い冷涼寡雨のヨーロッパでの放牧

設予定地は，もし牧野として利用できるものな

様式が温暖多雨の日本にそのままあてはまるは

らば，急傾斜の山の多い日本では一応適地とい

ずはない。そこに追い打ちをかけているのが企

えるであろう。しかし，現実には優良牧野とい

業的畜産によって飼育された牛を放牧するという

える草地は全国的にも少数派である。

パターンであり，早急に日本型の放牧適性牛の

このように，小型ピロプラズマ感染牛が発症

選抜と普及が望まれる所以である。

するか否かは，牧野の立地条件や草地の管理状

牛の種類別では黒毛和種は比較的抵抗力が強

況，衛生管理，入牧牛の資質等，その善し悪し

い。しかし，いくら在来牛とはいえ，急傾斜地

によって決定される。従って，本病の防除を考

の汚染牧野では耐えられない場合が多いことに

える場合は，関連する悪条件をいかに改善する

も牛側の生理を無視した飼育法が問題点として

かが重要な課題となる。

指摘されてもよいであろう。

６．ワクチンの開発研究

４．抗原虫剤と抗ダニ剤

今，小型ピロプラズマ病のワクチン開発へ向

抗原虫剤としては古くからパマキンが用いら

けて，先端的技術をも駆使しての基礎的研究が

れているが，近年になって一部の牧野でその有

盛んである。しかし，実用化されるまでにはま

効性に疑問が出てきており，新しい抗原虫剤の

だかなりの時間が必要と思われる。

開発が望まれている。しかし，小型ピロプラズ

一方，スポロゾイトを用いた試作ワクチンは

マに有効な薬剤はあっても，わが国での実用化

現在野外試験のまっ最中にある。これは生ワク

は不可能に近い。従って，薬剤については現実

チンなので，もし有効性が認められた場合には

には市販の抗原虫剤を効果的に利用する以外に

汚染牧野での応用が考えられる。

方策はない。

いずれにしても，安全かつ有効な不活化ワク

抗ダニ剤に関しては最近になって，新薬とし

チンの開発へ向けての一層の研究推進が望まれ

て安全かつ有効なフルメトリンが登場し，すで
に

バイチコール

るところである。

という商品名で市販されて

いる。本剤はベクターコントロールによる小型
ピロプラズマ病対策として近年における唯一の
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していたことが実現したという意味で，牧野に関

おわりに

係する方々の努力に心から敬意を表するととも

以上，小型ピロプラズマ病をとりまく問題点

に，今後における一層の創意工夫に期待したい。

を思いつくままに列挙してみた。すでに明らか

なお，放牧しながらの牧野清浄化には抗ダニ

なように，本病は

環境病

の一つと言っても

剤が欠かせないが，その使用法には十分な注意

過言ではない。従って，対策を考える場合，基

が必要である。いかに有効な薬剤でも牧野のダ

礎的研究は，もちろん重要であるが，今できる

ニがいつ抵抗性を獲得するか不安な点もある。

対応策，すなわち牧野清浄化作戦をいかに強力

従って，新薬については今有効なうちに計画的

に推進するかが大きな課題であろう。幸いに

かつ集中的に用いることが最も効果的と思われ

も，最近になって清浄化された牧野が少しずつ

る。

増えてきている。この事実は，牛達が最も要望
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牛白血病研究の進展
小沼

操＊

Ｘは自分のＬＴＲばかりでなく細胞側遺伝子に

はじめに

も作用し活性化するという癌化のモデル，

ウシの白血病については約10年前の1982年，

Trans activation modelを提唱した（図１）。

この動薬研究に「牛白血病の実態と今後の問題
について」１・２）として述べた。その後の進展に
ついては総説として1985年に「牛白血病ウイル
ス」 ３） ，「ウシ白血病ウイルスによる癌化機
構」 ４）としてふれた。ウシ白血病の診断・治療
面での研究については1988年と1989年に邦文５）
と英文 ６，７） の総説で紹介したので参照された
い。最近では発癌機序とワクチンによる防除の
研究がいくつか報告されているのでここではそ
れら研究の一端について紹介する。
１．ＢＬＶによる発癌の機序leukemogenesis）

図１

p34 tax によるTrans‑activation model

ＢＬＶは種々の点でヒト成人Ｔ細胞白血病をお
こすウイルス（ＨＴＬＶ‑Ⅰ）に類似している。
それは１）発病までの経過が長い２）ウイルス
の遺伝子構造３）provirusの宿主細胞ＤＮＡへの

それ以降pＸの機能に注目し研究が進められて

組み込み部位がランダムである。４）in vivoで

いる。Ｘ領域がc o d e する主なタンパクにはt a x

はprovirusの発現は抑制されている。ＢＬＶは

（ＢＬＶのP34 tax ，ＨＴＬＶ‑ⅠのP40 tax）とrex

Ｂ細胞，ＨＴＬＶ‑ⅠはＴ細胞を癌化させるが，

（ＢＬＶのP 1 8 r e x ，ＨＴＬＶ‑ ⅠのP 2 7 r e x ）があ

上記の類似性より共通する癌化機構があるもの

る。rexタンパクはmＲＮＡ３'endのprocessing

と想像される。

に重要である。taxタンパクは転写制御因子とし

癌化機構を考えるうえで重要なことは，両ウ

てウイルスＬＴＲに作用しウイルス遺伝子発現を

イルスには遺伝子構造上他の白血病ウイルスに

高めるばかりでなく宿主細胞遺伝子にも作用し

は見られないＸ r eg i o n とよばれる領域がe n v

これを活性化する。

と３' 末端反復配列（ＬＴＲ）の間に存在する

ＨＴＬＶ‑Ⅰの系では以下の事が明らかとなっ

（図１）。この領域がcodeするタンパク（pＸ）

ている。すなわちP40taxがＬＴＲに作用する部位

はHaseltineらの有名な実験で注目をあびた。す

は，ＬＴＲ Ｕ３領域内の21bpのくり返し配列が

なわちウイルスＬＴＲをＣＡＴ遺伝子の上流に結

必要であるが，p40taxは直接この部位に結合する

合させたプラスミドを用い転写活性を調べるＣ

のではなく，細胞由来のＤＮＡ結合タンパクが必

ＡＴアッセイで，pＸが自分のＬＴＲに作用しＣ

要であり，このタンパクがp40 taxの作用を媒介し

８，９）

ＡＴ活性を高めた

。この実験から彼等は，p

ている。この細胞由来タンパクとして３種がすで

＊北海道大学獣医学部
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に同定され，そのc ＤＮＡクローンの解析か

ＲＥＦを形質転換できることが示された11）。表

ら，いずれの３つのポリペプタイドもロイシ

１にはこの成績を示す。すなわちＳＶ40制御遺

ン・ジッパー構造を有している事が明らかに

伝子にネオマイシ耐性遺伝子を挿入したpＳＶ２

なっている l0） 。p40 tax により活性化される細胞

neo，それにＨ‑ras遺伝子を挿入したpＳＶ２neo

側遺伝子の中にはＴ細胞の増殖因子であるイン

ＥＪは，ともに単独ではＲＥＦをimmortal‑ize

ターロイキン２やそのレセプター遺伝子が含ま

できない。しかしpＳＶ２neo＋pＳＧtaxはＲＥ

れるため，ＨＴＬＶ‑ Ⅰ感染Ｔ細胞は自己触媒

Ｆをimmortalizeできた。このimmortalizeした

的な増殖をはじめる可能性があり，これが白血

細胞株（ＲＥＦtax）は軟寒天上でのコロニー形

病の第一ステップではないかと考えられてい

成や低血清培地での細胞増殖が認められず，

る。

ヌードマウスに接種しても腫瘍を形成しえな

ＢＬの系でもP34 taxの作用を媒介し，ＬＴＲに
tax

い。しかしＨ‑ras遺伝子の入ったpＳＶ２neoＥ

が

Ｊと一緒にpＳＧtaxをＲＥＦ導入するとimmor‑

細胞側遺伝子に作用し白血病の第一ステップが

talizeのみならず形質転換やヌードマウスに接

始まるとされているが，１つの細胞側前癌遺伝

種すると癌が認められた。ＢＬＶtax遺伝子は細

子（cellular proto‑oncogene）の活性化で白

胞由来の遺伝子ではなく，真の意味での癌遺伝

血病になるとは思えない。t a x 遺伝子とどの様

子ではないが，ras遺伝子と一緒にＲＥＦに作用

な遺伝子が活性化され白血病になるのであろう

させることによりＲＥＦでの形質転換が認めら

か？最近ＢＬＶt a x 遺伝子がラット胎児初代培

れた。このことはアデノウイルスのＥＩＡ遺伝

養細胞（ＲＥＦ）を永久増殖（Immortalize）

子，ＳＶ40のlarge Ｔ遺伝子やmyc癌遺伝子と同

させ，癌遺伝子の１つ，Ｈ‑rasと一緒に作用し

様，tax遺伝子はimmortalizing ocogene sub‑

結合するタンパクが同定されている。p 3 4

表１
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図２

マウス血清タンパク質に対するＢＬＶ感染ウサ
ギでの抗体産生の抑制15）

groupに入れられる。ＢＬＶtaxと全く同様に，Ｈ
tax

ＴＬＶ‑Ⅰ 遺伝子もras遺伝子と共同作用でＲＥ
Ｆを形質転換できる12）。
p34taxはin vitroでウシＢ細胞をimmortalize
しえないが，これはＴ細胞にくらべＢ細胞の系
では適切な増殖因子がないため長期間維持でき
ない事によるものと思う。ＢＬＶ感染牛では持
続リンパ球増多症（ＰＬ）と言ってＢ細胞が増殖
する疾病がある。ＰＬ牛のＢ細胞はin vitroで
維持できないが白血病牛の腫瘍からはいくつか
のＢ細胞株が作出されている。それゆえＰＬは
p34

tax

によりＢ細胞が活性化しImmortalizeした

前癌状態であろう。今のところp34

tax

により活性

化される細胞側遺伝子は同定されていない。ま
たp34

tax

でimmortalizeされたＢ細胞（ＰＬ牛の

Ｂ細胞）が白血病（癌）になるには，ras遺伝子

ヒツジでは抗体価やウイルス量に変動はあるも

のような，細胞側のさらなる活性化が必要であ

のの終生検出される。ＢＬＶ感染ウシ・ヒツジ

るが，それについても不明である。ＢＬＶ感染

では液性免疫も細胞性免疫にも抑制はみられな

牛ではきわめて長い潜伏期（数年）を経て発病

い。ＢＬＶをウサギに実験感染させると感染は

12

する。生体内では，多分10 コのＢＬＶ感染Ｂ細

成立するが腫瘍は認められない。興味あること

胞のうち１コかそれ以下の細胞しか癌化しない

にウサギではＢＬＶ感染後，プラトーに達した

ものと考えられる。現在tax遺伝子をウシＴ，Ｂ

抗体価は徐々に低下し，液性免疫もまた細胞性

細胞に導入した時，どんな細胞側遺伝子が活性

免疫（幼若化反応）の抑制もみられ，細菌など

化されるか調べられている。

の感染症にかかりやすくなる14，15）（図２）。
ＢＬＶの抗gp51抗体はin vitroでＢＬＶ中和

２．ＢＬＶ感染牛の免疫応答とワクチンの可能性

能があり，gp51とアジュバントでヒツジを免疫
ＢＬＶの自然感染（ウシ）や実験感染（ヒツ

すると感染防御が成立する 16）。そこでこのＢＬ

ジ・ウシ）での免疫応答はおもに液性抗体の変

Ｖenv遺伝子を組みこんだ組換えワクチニアウイ

動に注目して調べられてきた。ヒツジにＢＬＶ

ルス（ＲＶＶ）を用いたワクチンの開発がここ

を接種すると接種量やルートにもよるがまずエ

ろみられている。ワクチニアウイルスは長い間

ンベロープのgp51に対する抗体が１〜２か月で

ヒトの痘瘡の予防に用いられており，その安全

出現する。コアのp24に対する抗体は遅れて出現

性が確かめられている。ヒツジやウシにＲＶＶ

するか検出されない事も多い。ウイルスは通常

を接種した場合，ＲＶＶ１xl08コ１回接種ではほ

感染２〜３か月目頃より検出される

13）

。ウシ・

とんど抗gp51抗体は検出できない。しかしＢＬ
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Ｖで攻撃した場合，感染は阻止できないが回収

培養後３Ｈチミジンの取りこみで調べる自己リン

されるＢＬＶ量は対象のワクチニアウイルス

パ球混合培養反応（auto‑ＭＬＲ）で行った。そ

（ＬＣ16m0）免疫ヒツジに比べ有意に低下してい

の結果の一部を表３に示す。ＢＬＶ自然感染動物

た18）。このＲＶＶによるin vivoでのＢＬＶ増殖

表３ ＢＬＶ感染およびＲVV免疫動物でのauto‑ＭＬＲ反応

の抑制はgp51に対する抗体というよりは細胞性
免疫によるものと考えられている（表２）。Ｒ
ＶＶでワクチンをしておくことによりＢＬＶ増
殖の抑制がみられた事は，マレック病のワクチ
ン同様，感染は阻止できなくとも発癌阻止に役
立つのではないかと期待されている。ＢＬＶ自
然感染牛や，ＲＶＶ免疫動物ではたして抗原特
異的なＴ細胞活性化がおこるのか否か幼若化反
応で検討された。ＢＬＶ感染ないしはＲＶＶ免
疫動物のＢ細胞をin vitroでＢＬＶを感染させ
60

Ｃo照射し，stimulantとした。Effectorは同一

動物の末梢血単核球を用い，Stimulantと４日間
表２

動薬研究
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では非感染動物にくらべＢＬＶ抗原特異的なＴ

17）Ohishi，K，et al：Vaccine ７，428‑432（1988）

細胞増殖が認められた。ＲＶＶ免疫動物でも免

18）Ohishi，K，et al：Cold Spring Harbor Symp（Vaccines
90），413‑417（1990）

疫前に比べ高いindexを示した。このauto‑Ｍ

19）保富康宏ら：第Ill回日本獣医学会要旨（1991）

ＬＲはeffectorよりマクロファージを除去す
ると消失することより抗原提示細鞄（マクロ
ファージなど）よりＴ細胞の反応が誘導される
ものと考えられる。このＴ細胞がヘルパーＴ
（Ｂo Ｔ４）なのかキラーＴ（Ｂo Ｔ８）なの
か，また細胞傷害性Ｔ細胞が誘導されるのか否
か検討中である。表２で明らかなようにgp51遺
伝子を組みこんだＲＶＶワクチンにより遅延型
アレルギー反応やa u t o ‑ ＭＬＲが亢進してい
る。それゆえＲＶＶワクチンによるＢＬＶ増殖
抑制の機序は，多分抗原特異的なＴ細胞反応に
よるものと考えられる。
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被食者‑捕食者相互関係で伝播する
寄生虫・エキノコックスの防除＊＊
神谷正男＊

終宿主とし，ヤマネコ包条虫は主としてネコ科

１．はじめに

動物に適応した種である。

エキノコックスはヒトや家畜に深刻な害を与

単包条虫は生物学的には２型に分類され，家

える寄生虫・サナダムシの一群である。この寄

畜：イヌ←→有蹄類間で維持されている牧場型

生虫は自然界では

喰うもの（肉食獣）と喰わ

と，北半球のツンドラやタイガ地帯に分布する

の関係にある動物間で生

野生動物：オオカミ←→シカ間で維持されてい

活環が維持されていて，進化の過程でそれらの

る森林型がある。フォーゲル包条虫とヤマネコ

動物に巧みに適応した寄生虫といえる。近年の

包条虫は中南米に分布し，中間宿主は主に大型

急激な環境の変化に伴い，そのうち，特に北方

の齧歯類で，いずれも多嚢型の増殖をし，人体

圏に適応放散を遂げた多包条虫の分布拡大が問

例が報告されるようになった。熱帯雨林の消滅

題になっていて，次第に南下する傾向にある。

などの環境の変化により近年，ヒトの生活圏で

我が国でも北海道を中心に問題になっている。

生活環が成立したと考えられる。多包条虫は主

その防除には野生動物や家畜を含む自然環境動

に北方圏の野生動物：キツネ・ホッキョクギツ

態を考えた総合的な対策が必要とされている

ネ←→野ネズミ間で維持されている。

れるもの（草食獣）

が，現在のところ決め手はない。

これらの生活環は基本的には被食者（草食

ここではエキノコッスに関する最近の知見を紹

獣）←→捕食者（肉食獣）間で成立する。成虫

介し，現在，文部省・海外学術研究で進められて

は終宿主の小腸に寄生する。中間宿主であるヒ

いる共同研究を中心に，防除対策のための中間宿

トを含む各種齧歯類・有蹄類などが終宿主から排

主・終宿主レベルの研究成果を説明する。

出されたエキノコックスの虫卵を経口的に摂取
すると，内蔵に包虫と呼ばれる幼虫型で寄生し

２．エキノコックスとは

原頭節を備える。その組織を終宿主が食べると

エキノコックス（Echinococcus ，包条虫）属

小腸で成虫に発育する（図１）。

は扁形動物門，条虫網，円葉目，テニア科に分

抵抗性の中間宿主では外膜組織増殖を伴いか

類される寄生虫で，４mm前後の小さなサナダム

がら多房化のみが進行する。人体例では，10年

シである。テニア科はテニア亜科とエキノコッ

以上の経過で末期には悪性腫瘍の様相を呈す

クス亜科に分かれ，いずれも畜産・公衆衛生上

る。人体症例の治療法としては，現在のところ

重要な種を含む。前者にはヒトを終宿主とする

幼虫組織を含む病巣を外科的に切除する以外に

有鉤条虫，無鉤条虫などが含まれる。エキノ

はないが，増殖の特性から手術は容易ではな

コックス属には従来16種が報告されているが，

く，手術不能例や再発例も多い。また，薬物治

多くがシノニム（同種異名）や亜種とされ，現

療の試みもあるが，延命効果が認められる程度

在では４種：単包条虫（E.granulosus），多包条

で実用の段階ではない。

虫（ E . m u l t i o c u l a r i s ），フォーゲル包条虫

多包条虫は従来，北緯40度以北の地域に存在

（E.vogeli），ヤマネコ包条虫（E.oligarthrus）

するとされていたが，中国北西部・北インド・

に整理されている。前３種は主にイヌ科動物を

北米・イラン・ヨルダン・チュニジアなどで次

＊北海道大学獣医学部
＊＊学術月報第43巻５号(1990 ５月 日本学術振興会発行)から転載
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図３

エキノコックスの生活環

第に南下する傾向にある。ヨーロッパ中央部か

ツンドラ地帯に生息していたホッキョクギツネ

ら北東部にかけて，あるいは北海道のような急

のカナダ・マニトバ州への拡散がおこり，1964

激な拡大がみられるところもある。北米では

年以降はこの地域に多包条虫が分布するように

1960年まで穀倉地帯に多包条虫は分布していな

なった。

かったが，この地帯とハドソン湾岸のツンドラ

北海道においてヒトから最初に本病が認めら

地帯を隔てていた森林の大規模な伐採により，

れたのは1937年，礼文島においてである1924年

図２ エキノコックス（多包条虫）の世界的分布（■
■
■
■ ）と北海道における流行状況
神谷（1 9 8 9 ）：「包条虫・エキノコックスの分布とその対策」，「臨床と微生物」近代出版，V o l . 1 6 . N o . ５
（1989.9）より
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シムシル

から３年間，千島中部の新知島からアカギツネ12
ツガイ

３．これまでの経緯

番を島内に放し飼いにし，造林の害になる野ネズ
ミ退治とキツネの毛皮生産を狙って「一石二鳥」

病原体としてのエキノコックス（echino＝と

の計画であった。しかし，移入したキツネがエキ

げ，coccus＝小さい実の意）はヒポクラテスの

ノコックスに感染していたと考えられた。その

時代（B.C.400年）から知られていた。はじめ

後，キツネの密猟が盛んになりキツネは減少し，

幼虫形で記載されたためそのまま名前が残って

それに替わって野犬が増加し，媒介動物の役割が

いるが，成虫との関係が明らかになったのは19

キツネから野犬へ移行した。同島では多数の患者

世紀に入ってからである。その後，1950年代ま

（129名）がでたことから終宿主動物の撲滅作戦

で人体のエキノコックスは単包虫も多包虫も混

がとられ，近年，新発生は見られない。ところ

同され一元説が唱えられていたが，北海道大学

が，1965年に根室市の７才の少女が肝腫瘤の手術

獣医学部家畜寄生虫病学講座創設の時期（昭和

を受け本症と診断され，北海道東部にも本症の流

30年頃），山下次郎，大林正士（以下北大），

行があることが判明した。以後1982年より道内各

R.L.Rausch（ワシントン大学），H.Vogel（ハ

地のブタから検出されるようになり，調査が進み

ンブルグ熱帯医学研究所）らの感染実験の結果

全道規模での分布拡大が認められた。1989年４月

から別種であることが確認された。1960年には

現在，道内212市町村のうちエキノコックスが検

独立直後のキプロス政府から同国に流行する単

出されている地域は143，認定患者数も275名と

包条虫対策のためＷＨＯ獣医公衆衛生部長に対

なった。また，本州からも約60例が報告されてい

して協力要請があった。これを受けてSchwabe

る（図２）。

（レバノン），山下（日本），G e m m e l l

北海道における多包虫の伝播にはキタキツネ

（ニュージーランド），R a u s c h （米国），

が重要な役割を果たしていると考えられる。最

Smyth（英国）らによる研究協力ネットワークが

近のキタキツネ数の増加は著しい。戦後，酪農

組織化された。これがもととなって，1968年に

が北海道の基幹産業として定められ，集約酪農

は大林がアラスカ中央部フェアバンクス市の北

地域の設定のため種々の国家的な振興策がすす

極衛生研究所（ＡＨＲＣ）でRauschらとの共同

められた。大規模な草地造成と大量の配合飼料

研究が実施され，今回の調査地セント・ローレ

を必要とする酪農への変遷の過程で，広大な地

ンス島を訪問している。1966年にはジュネーブ

域の森林の消滅，大量の消費を伴う畜産廃棄物

で第１回ＷＨＯ包虫症研究対策会議が開催され

の飛躍的な増加，さらに都市農村を問わない厨

た。1986年には本研究グループは第55回日本寄

芥の増加が見られるようになった。このことが

生虫学会総会（会長・大林）に，その当時の専

キタキツネの餌の増加→感染キタキツネの分布

門委員M.A.Gemmel（現ケンブリッジ大教授）・

拡大→人間生活圏への接近，という危険要因の

R.L.Rausch（現ワシントン大教授）を招へいし

増大をもたらしたと考えられる。世界各地で同

て，『エキノコックスの現況と対策』について

様の傾向がみられ，近年のエキノコックスの分

のシンポジウムを主催した。1981年にはＦＡＯ/

布拡大は人間活動に起因するところが大きい。

ＵＮＥＰ/ＷＨＯにより『包虫症の監視・予防・
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防遏のための指針』がＷＨＯ人獣共通感染症ガ

トン大），J . F . W i l s o n （ＡＮＭＣ），G o t t ・

イドラインシリーズの一部として，また，1986

stein（ＮＩＨ，現チューリッヒ大・獣医）ほか

年には世界各地のエキノコックス研究・対策の

９名のワシントン大関係の学生が参加した。

中心になって現在活躍しているJ.D.Smyth（ロン

米国側は，人体への感染源として住民の保有

ドン大）のグループが『エキノコックスの生物

するイヌを重要視し，セント・ローレンス島の

学』を刊行し，実際的な防除に関する成果が公

サブーンが村でプラジクアンテルによる駆虫を

表されている。しかしながら，前述したとおり

1982年から実施してその成果を村内の野ネズミ

最近の環境の変化などに伴ってエキノコックス

の感染率の変動で把握することに重点を置いて

の分布域が急激に拡大し，従来報告されなかっ

いる。日本側は，多包条虫と近縁種との間の自

た地域での本症の流行が次々と問題となってい

然界での競合の有無を確認し，それらを実験室

る。単包条虫においては主に家畜間において伝

へ持ち込み，多包条虫と競合種との交差抵抗性

播することから，ある程度牧羊犬などの集団駆

を基礎にした多包条虫の生物学的防除の可能性

虫法などにより防遏に効果をあげているが，多

を検討することを目的にしている。今回は多包

包条虫の場合には野生動物が関与することから

条虫と近縁種の感染状況を調べ，それらの実験

抜本的な対策のないままである。

室内での継代を試みた。調査に先立ち，ＡＮＭ
Ｃにおける研究打ち合わせを兼ねたシンポジウ

４．国際共同研究の主な内容と成果

ムが開催された。

以下，1988年より開始した文部省助成の海外

小型飛行機をチャーターして，セント・ロー

学術研究（共同研究）を中心にこれまでの成果

レンス島のサブーンガ村とギャンベル村に分散

を述べる。

して小哺乳動物を採集した（写真１）。６月中

Ａ．米国アラスカ州における共同研究

旬までは同島は雪に覆われていたが，その後急

エキノコックス（多包条虫）の流行地として知

速に雪が融けて丘陵地帯の草地があらわれた。

られているべ一リング海のセント・ローレンス島

岩場にはヒメヤチネズミ，乾いたところにはク

を中心に，エキノコックス症の研究に実績のある

ビワレミング，草原のさらに海岸に近いほうに

ワシントン大並びにアラスカ原住民医療センター

はツンドラハタネズミが生息する（写真２）。

（以下，ＡＮＭＣ）のグループと共同で有病地で

採集された小哺乳動物は主にツンドラハタネ

のエキノコックスの防除に関する研究を開始し

ズミ・ヒメヤチネズミ・アメリカクビワレミン

た。これまで現地に参加した研究者は日本側は代

グ・カナダレミング・ホッキョクジリスなどの

表者・神谷（北大・獣医），大林（酪農大），阿

齧歯類で，その他ホッキョクトガリネズミも捕獲

部永（北大・農），岡本宗裕（北大・獣医，現大

された。

阪大・医），佐藤宏（学振特別研究員，現弘前

これら捕獲した齧歯類からは多包条虫と近縁種

大・医），ウイ・ホンキェン（ジョンズ・ホプキ

２種が検出された。多包条虫はサブーンガ村の

ンス大，現北大・獣医），野中成晃（ミシガン州

ツンドラハタネズミ・ヒメヤチネズミから検出

立大・獣医），米国側は代表者・Rausch（ワシン

され，ギャンベル村からは今回は検出されな
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を行い，多包条虫との交差抵抗性の程度を検討
している。
アラスカで分離したものを含め競合寄生虫と
してエキノコックスと近縁のテニア科条虫４種
８分離株が実験室内で継代されていて，北海道
においてエキノコックスの主な中間宿主である
エゾヤチネズミを実験動物化し，これを「場」
としてエキノコックスとの競合関係を調べてい
る。一部の分離株：T.taeniaeformisのＣrb株虫
写真１

セントローレンス島・サブーンガ村
ベーリング海中央にあるこの島（東西160kmの細長
い島）へはアラスカ北西部の街・ノームから小型
機で移動。全島がエスキモーの共同組合で管理さ
れ，入島には許可が必要。

卵をエゾヤチネズミに経口投与し，２及び３週
間後にエキノコックス：Ｅm（Ｈ）株虫卵を経口
投与したところ，いずれの群もＣrb株の感染が
エキノコックスのエゾヤチネズミ肝臓でのシス
ト形成を有意に抑制することが明らかになった
が，エキノコックス感染を100％抑えるまでには
至っていない。
アラスカ北西部やシベリア北東部の多包虫症
発生地域にある村落では，ソリ用のイヌがス
ノーモービルなどの普及でペット化されて数が
増加し，村内の感染したツンドラハタネズミと
ともに棲みついている。このような状況では村
落内で容易に多包条虫の生活環が維持されるこ

写真２ サブーンガ村近くの丘陵地帯
エキノコックスの中間宿主・ネズミ類が棲み分けて
いる。

とから，ヒトヘの感染の機会を減らすために
は，まずイヌを対象とした対策を行う必要が
あった，人口500名，飼イヌの数200匹のサブー

かった。Taenia polyacantha はサブーンガ村と

ンガ村が選ばれ1980年からの２年間の基礎調査

ギャンベル村のツンドラハタネズミから，

の後，1982年からすべてのイヌを対象にプラジ

T . c r a s s i c e p s はヒメヤチネズミから検出され

クアンテルによる月1回の投薬が始められた。そ

た。これら２種Taenia属条虫と生活環を競合し，

の効果は齧歯類の感染率でモニターされた。毎

幼虫段階のネズミの体内で無性増殖するが，前

年５月末から６月初め，すなわちハタネズミの

者についての詳細は不明である。サブーンガ村で

繁殖が始まる前の越冬して感染率が最大になる

採集した材料は日本へ空輸し，各種実験動物で

時期に，村落内及び周辺のハタネズミを多数捕

継代されいずれも実験室内の継代が可能となっ

獲して調べられている。
基礎調査の２年間と，投薬を開始した1982年

た。現在，種間・株間での生物学的性状の比較
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までは感染率は25％であったが，1983年19％，
1984年11％，1985年2％以下と低下した。ところ
が，1986年には14％と上昇した。この原因とし
てイヌの管理が十分でなく放し飼いにされたこ
とが考えられた。その後，1 9 8 7 年７％そして
1988年６月の調査では，陽性率は①村内 4/145例
（2.7％），②周辺部4/148例（4.7％），③さら
に外側17/83例（20.4％）であった。感染源とし
ては①は主に飼いイヌ，②は放し飼いされたイヌ
の影響のある地域でホッキョクギツネの行動圏と
オーバーラップしている地域でその両方，
③は
ホッキョクギツネの行動圏と考えられる。
以上は，Rauschらの未発表の成果によるもの
である。理論的には効果があるが，この方法を
より大きなスケールで恒常的に実施するのが妥
当とする結論を出すには至っていない。イヌの
管理の難しさなど技術的な問題のみならず，駆
虫薬のコストを含めて，撲滅計画全体の経費が
写真３

検討されている。，'
以上の計画と並行して，住民の超音波診断並
びに血清診断も実施された。1988年の調査でも

ゴールデンハムスター（代替終宿主）
から得られた成虫（a ），六鉤幼虫を内
蔵する虫卵（b）Kamiya＆Sato（1990）：
Rarasitologyより

新患者が発見された。

バイオハザード施設が必要で，なおかつ実験者

Ｂ．エキノコックスの終宿主代替動物モデルの開

への感染の危険が大きいことなどがあげられ

発

る。
この研究は，海外では主にニューメキシコ大

このため，ロンドン大J.D.Smyth教授らのグ

学生物学部との共同で実施されている。終宿主レ

ループは1960年代からエキノコックス成虫のin

ベルでの研究の必要性が唱えられているが，エ

vitro培養技術の確立を試みている。その後の培

キノコックスに対する宿主の抵抗性の研究は専

養技術の改善により分離株の識別などの面で進

ら中間宿主のレベルで実施されている。その理

展がみられたが，当初の目的である虫卵採取は

由として，エキノコックスが好適な中間宿主体

不可能との結論が最近報告されている。

内で活発な無性増殖をすることから，幼虫組織

我々の研究グループは1970年代からin vivoの

を中間宿主の腹腔内に移植することにより簡便

系，すなわち，免疫欠損動物などを用いて終宿

かつ安全に継代することができることや，自然

主モデルの作出を試みていた。1985年に日本か

終宿主であるイヌを実験に用いる場合，膨大な

ら初めて分離されたエキノコックスの近縁種
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Taenia crassiceps（前述，競合寄生種）を，各

（肉食獣）間で成立し，それぞれの動物の分化

種留歯類を用いて実験室内継代する過程で，この

に沿って進化したとする概念（図３）をさらに拡

条虫が一部の実験動物の小腸で性成熟に達する

大して考えることが可能である。テニア科条虫

こと，中間宿主と終宿主体内での両方の発育様

の系統発生を論じる場合，また逆にこれらの条

式を示すことを明らかにした。そこでエキノ

虫の適応の程度を指標にして不明の点の多い古

コックスについても同様の実験を行ったとこ

いタイプの齧歯類の類縁関係を説明する場合にも

ろ，プレドニゾロンで処置したゴールデンハム

新しい展開が期待される。これまでの結果で

スターでは成熟片節に自家受精像がみられ，受

は，何らかのかたちで（正常又はプレドニゾロ

胎片節には虫卵が充満する成虫が得られた。さ

ンの使用）成虫型の方向への発育を許容した齧

らに，同様の処置を施したスナネズミから得ら

歯類はゴールデンハムスター・スナネズミ・コッ

れた虫卵は，スナネズミや本来の中間宿主であ

トンラット・カンガルーラット・ポケットマウ

るエゾヤチネズミに感染性を有することが明ら

ス・ウッドラットなどで，現在の分類体系では

かになり，初めて実験小動物を用いて完全な生

キヌゲネズミ科とリス亜目に近い齧歯類に限ら

活環をつくることに成功した（写真３）。

れている。ネズミ科のマウス・ラット・ヤチネ

続いて，1989年7月にはニューメキシコ大生物

ズミなどの比較的新しい時代に分化したもの。

学部S.Gardner博士の協力を得て，ニューメキシ

また逆により古い時代に分化した食虫類（スン

コの砂漠で肉食性のキヌゲネズミ科バッタネズ

クス）ではこのような発育は見られない。エキ

ミ（Onychomys sp.）を中心に北アメリカ大陸で

ノコックスを進化学的にみれば新生代の初期の

適応放散をとげた齧歯類10種を捕獲し，エキノ

始新世以降，リス亜目から原始ハムスターが出

コックスに対する終宿主の代替動物としての可

現した時期に重複するかたちで現在みられるよ

能性を検討した。その結果，正常のカンガルー

うな被食者─補食者関係の高度に分化した肉食

ラット（ Dipodomys ssp. ）・ポケットマウス

獣へのシフトが起こった可能性がある。これま

（Perognathus spp.）・ウッドラット（Neotoma

で調べた動物のうちゴールデンハムスターとス

spp.）などにおいて，感染初期に自然終宿主・イ

ナネズミについてはより感受性の高い系統の選

ヌに匹敵する回収率と一部虫体の発育が認めら

択を，野生捕獲個体については繁殖コロニーの

れた（未発表）。これらの成果は実際的な面か

確立したのちに感受性動物の選択を行い，好適

らいえば，実験小動物を用いて小規模な完全密

な動物を用いての終宿主レベルの虫体排除機構

閉式のキャビネット内で安全で微生物的・遺伝

を解明する予定である。

的背景の均一な実験が可能になったことを意味

そのほか，1989年5月には北大国際交流事業基

する。従来困難であった終宿主レベルのエキノ

金によってナイロビ大獣医学部との共同研究

コックスに対する免疫学的排除機構の解明や薬

で，３種のテニア科条虫：エキノコックス（単

剤スクリーニングモデルとしても応用が期待さ

包条虫）・胞状条虫・無鉤条虫についてゴール

れる。また，従来のエキノコックスを含むテニ

デンハムスターなどを用いて終宿主代替動物の

ア科条虫の生活環が被食者（草食獣）─ 補食者

可能性を検討したところ，性成熟にまでは至ら
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図３①

エキノコックスの分布と終宿主動物の進化・移動ルート

なかつたが，いずれも成虫型の方向への発育が

ミにおいて嚢虫（幼虫）を経口投与して6 3 日

認められた。特に人体を終宿主とする無鉤条虫

後，640mm，348片節（成熟片節を含む）をもつ

は，プレドニゾロンを前処置した若齢スナネズ

成虫型の条虫が回収された。
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図３②

エキノコックスの分布と終宿主動物の進化・移動ルート

係がある。アマゾン河流域や北アメリカ大陸の

５．おわりに

ツンドラ地帯と穀倉地帯を隔てていた森林の伐

エキノコックスの分布拡大は，地球規模で進

採，あるいは都市周辺の厨芥や畜産廃棄物量の

行している環境破壊など，人間活動と密接な関

増大など大量消費が引き起こす自然環境の変化
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が『喰うものと喰われるもの』の関係を急激に

（J.M.Gathuma教授），マードック大獣医学部

変え，それに適応するかたちでエキノコックス

（R.C.A.Thompso助教授），環境の変遷の面から

が広がっていることをここに示した。我々のグ

ニューメキシコ大生物学部（T.L.Yates助教授，

ループではこの変化を考慮した寄生虫の防除対

現・ＮＳＦ系統生物部長）などとの研究交流が実

策に関する研究を開始した。自然界でエキノ

現している。このなかでニューメキシコ大のラ

コックスと近縁種間の競合を利用しようとする

テンアメリカ地域の生物多様性に関する研究計

ものである。中間宿主レベルでは野外からの競

画（Latin American Biodiversity Program）

合種の選別が終わり，一部ではあるが実験室内

には同地域の齧歯類の進化に関連して今回の終宿

で種間競合が確認された。終宿主レベルでは肉

主モデルに関心がもたれていて，同計画への参加

食獣の画期的な代替モデルを確立することがで

要請があった。従来，エキノコックスについて国

きた。この成果に対してロンドン大J.D.Smyth教

内では情報不足と研究者が限られていたためロー

授は，『……a major advance in hydatid re‑

カルな問題としてとらえられがちであったが，今

search which should revolutionize the field！

後，新しい展開が期待できそうである。

（エキノコックスの研究に大変革をもたらす主

現在，免疫学的虫体排除機構の解明にとどま

要な成果）』と評価している。このモデルは従

らず，生態学的な広がりをもった『エキノコッ

来できなかった検討を可能にする。すなわち，

クス伝播における野生動物ならびに家畜の位置

終宿主での免疫学的な虫体排除機構，薬剤スク

づけ』と進化学的な視点でとらえた『被食者─

リーニングシステムの開発，受精様式，さらに

補食者への寄生適応の源流』に関する研究を加

宿主動物やエキノコックスそのものの進化に関

えて，環境の変化に巧妙に適応したエキノコッ

する研究への応用である。

クスの総合対策を確立する方向へ進んでいる。

1989年８月にはＦＡＯ/ＩＡＥＡの専門部会で
今回の代替終宿主モデルの研究が注目された。
1990年６月には米国厚生省（ＣＤＣ）により多
包条虫に限った国際ワークショップ，同年８月
にはＷＨＯによる第２回国際シンポジウムが開催
される予定である。また，今回の共同研究を契
機にこの分野の専門機関との研究ネットワーク
ができつつある。ワシントン大学（R.L.Rausch
教授），アラスカ原住民医療センター
（J.F.Wi1son博士）のほか：終宿主代替モデル
についてメキシコ自治大獣医学部（S.Aline教
授），ジョンズ・ホプキンス大代替動物実験セ
ンター（A.M.Goldberg教授），代替モデルを用
いた虫体排除機構の解明でナイロビ大獣医学部
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ライム病
佐藤七七朗＊

Lyme diseaseの日本語訳，ライム病はここ２・

るものと判明し，また，最近の報告では1945年の

３年の間に世間一般にも知られるようになって

マダニ標本（比較動物学博物館，マサチューセッ

きているようである。また，患者症例の報告も

ツ）で同一病原体の存在が明らかにされた。

珍しくなくなってきた。しかし，患者発生の背

２．病原体

景となる疫学的データが不足しているので，日

病原体はボレリア（Borrelia）の１種でBor‑

本におけるライム病の状況を的確に説明し得な

r e l i a b u r g d o r f e r i ，J O H N S O N ，S C H M I D ，

いのが現在の実情である。この病気が人・動物

HYDE，STEIGERWALT，and BRENNER，1984（以

の共通感染症でもあるので，当然動物でも症例

下Ｂ.b.）である。分類学上の位置は表１のと

が予測されるが，現時点では発生例は報告され

おりである。菌体のサイズは0.18〜0.25μm×
表１．スピロヘータ目の分類

ていない。国外のデータによればイヌを始めと
してネコ，ウマ，ウシ，ヒツジなどが感染する
と報告されている。この疾患はマダニを媒介と
して感染するために，ライム病を理解するため
にはマダニをよく知ることが大事である。ライ
ム病を媒介するダニが，アレギー性疾患の原因
の一つとしてあげられている，住宅で発生する
ダニと混同されて戸惑うことがある。また昔か
ら生息しているマダニのイメージを持っている
人の少ないことに驚かされる。以下各項目をと
おしてライム病について説明する。
１．病名について
病名は米国コネチカット州の海浜にあるライ
ム（Lyme）の地名を冠したものである。1975年
にこの地域一帯で原因不明の若年性関節リュウ
マチ（Juvenile rheumatoid arthritis）が集
簇的に発生し，これが新しい病原体と，新しい
マダニの命名に結びついた。後日この疾患は
ヨーロッパで以前から散発的に発生してきてい
るＥＣＭ（Erythema Chronicum Migrans＝慢性
遊走性紅斑），B a n n w a r t h ' s

syndrome
写真１

（Meningitis，Radiculitis，Cranial nerve

Ｂ. d . の走査電顕像

暗視野顕微鏡像

palsy＝髄膜炎，脊髄神経根炎，脳神経麻痺），

４〜30μmで形はTreponema pallidumに似たラセ

ＡＣＡ（Acroder‑matitis chroica atrophicans

ン状で暗視野顕微鏡〜×200）下に絶えず運動し

＝慢性萎縮性先端皮膚炎）と病原体を同じくす

ている姿が観察される。表２に示す培地で微好
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表２

ＢＳＫⅡ培地の組織

気的環境と32℃の温度を与えれば容易に増殖し

が皮膚に咬着し，吸血する結果として起きてく

てくる。実験室での取扱いは国立予防衛生研究

る。病原体は自然界で動物とマダニとの間でや

所の指針ではBorreliaとしてクラス２bに位置づ

り取りされている。北米では，Reservoirはシロ

けされている。北米ではレベル２が妥当と判断

アシネズミ（Peromyscus Ieucopus）でVectorが

されている。現在まで，日本も含めて世界各地

Ixodes dammini，I.pacificus，I.scapularisで

で数多くのＢ.b.が分離培養されてきたが，それ

あると特定されている。日本ではReservoir及び

ぞれの間に抗原的にあるいは病原性に異同が認

Vectorを確定するまでに至っていないが，Vec‑

められている。しかし，型別に整理されるまで

t o r としては，シュルツェマダニ（I. p e r s u l ‑

に至っていない。

catus）とヤマトマダニ（I.ovatus）が考えら

３．感染疫学

れ，実際に両者からＢ.b.が次々と分離培養され
ている。前者は中国東北部，ソ連極東部にも生息

人・動物への感染は病原体を保有するマダニ
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し，現地ではライム病のVectorと見なされてい

ジロシカ（Odocoileus virginianus）と同じよ

る。ヨーロッパではI.ricinusがVectorである。

うにマダニ，Ｂ.b.と何らかの結びつきを持って

最近，オーストラリアでもライム病類似患者が発

いるのではないだろうか。実際にマダニを採集

見されるようになり，VectorとしてI.holocyclus

する時，シカがマダニの生息スポットの確かな

が疑われている。

目安となってくれている。

４．マダニの生活環

５．臨床症状

ライム病に関係するマダニは卵→幼ダニ→若

人にみられる主な症状は表３に整理されるが

ダニ→成ダニの各令期を経過して成長する。し

ライム病の病原体は全身性に感染を起してくる

かし，日本ではライム病に関与するマダニにつ

表３

ライム病の主な臨床症状

いては十分調査されていない。北米のI.dammini
の生活環は次のように理解されている。成ダニ
は秋に交配し，越冬後春に産卵する。卵は数週
後幼ダニとなって主に小動物に咬着して吸血す
る。幼ダニは脱皮を経て翌春には若ダニとして
春から夏にかけて再び吸血行動に入る。秋には
成ダニとなって交配シーズンを迎える。成ダニ
の吸血対象は大動物である。人は幼，若，成い
ずれの令期にも吸血の対象となる。北米及ぴ
ヨーロッパでは若ダニがライム病発生の主役を
なしていると理解されている。しかし，日本に
おけるマダニ刺症の記録は殆どが成ダニの雌に
よるものである。マダニの咬着を判別する難易
度，保有菌量，活動時期など成ダニと若ダニと
では感染に関する条件が異なってくる。ヤマト

ので，症状は多岐にわたり，今なおライム病の

マダニあるいはシュルツェマダニは，年間を通

臨床症状の全貌が定着するまでに至っていな

しての採集経験から判断すると，北海道では春

い。各症状の発症時期も重複したり，後期症状

から初夏にかけて成ダニの活動ピークがあるよ

から発症する場合もある。また，不顕性感染も

うである。各令期と結びついた今後の調査が急

多くライム病の把握を一層難しいものとしてい

がれる。一方，エゾシカ（C e r v u s

nippon

る。一方，動物でも人に類似した症状がみられ

yesoensis）に付着したマダニの調査からはマダ

る。しかし，人の場合ほどには整理されていな

ニ種の入れ代りが，シュルツェマダニ，ヤマト

い。イヌは関節炎を起す頻度が高く，歩態異常

マダニ，チマダニの順で認められた。マダニの

や行動意欲の減退で罹患が疑われる。時に発

繁殖は地勢，植生や地域の野生動物と深い係わ

熱，嗜眠，食欲減弱を伴なう。ネコは顕著な症

りを持っている。北海道のエゾシカは北米のオ

状が少なく，弱い跛行，微熱，食欲不振程度の
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ようである。ウマの場合は関節炎を始めとして

流行地と非流行地，症状を組み合わせた診断基

汎ぶどう膜炎，腎系球体炎，嗜眠，蹄薄層炎，

準を設けている。

脳炎，強直，発熱，動作緩慢などが報告されて

７．治僚

いる。ウシでは乳腺部の紅斑や跛行，四肢関節

抗生物質の投与が最も効果的である。しか

の腫脹，体重低下，蹄薄層炎，流産などが観察

し，ここで大切なことは１.早期に投与すること

されている。ライム病は人でも，動物でも特異

２.効力が確かめられている抗生物質の種類を使

な臨床像が少ないので，病原体を保有するマダ

用すること３.投与量と投与期間を確実にするこ

ニが生息している地域では常にライム病を念頭

と，である。人での投与例を表４に示す。北米

に置いておく必要がある。患者あるいは罹患動

の流行地で，抗体検査が陰性にも拘らず関節障

物の発生はマダニの生活環に確かに対応する

害を起したイヌの数症例に対しアモキシリンを

が，後期的症状で発症してくる場合はマダニの

投与して著効を得たというケースが紹介されて

シーズンと関係なく，特に初期の段階での診

いた。流行地では一つの現実的な手段であろ

断，治療が不十分な現在の日本では心して置く

う。後期症状の段階で症状に苦しみ，しかも投

べき事の一つと考える。

薬治療の効果を十分に期待できない場合がある

６．診断

ことを考えれば，早期治療の徹底と次項の予防

ライム病の診断は臨床症状の経過を主体とし

が非常に大事なポイントとなってくる。
８.予防

て行なわれる。病原体に対する特異抗体の検出
は診断の助けとなる。病原体が生体試料（血

ライム病の予防は感染ルートを考えれば一目

液，脊髄液，関節液，病巣部組織など）から分

瞭然で，マダニを避ける工夫がポイントとな

離培養されれば一層確実となるが，成功する確

る。それには次のような注意が必要である。

率は低い。それは現在使用されている培地にま

（１）マダニの生息地に足を踏み入れない。

だ改善の余地があることを物語っている。昨年

（２）やむを得ずそのような地域に入る時

頃かち他の分野でも応用されているＰＣＲ（ポリ

は，直接に皮膚を外界に曝す部分をできるだけ

メレース・チェイン・リアクション）法が試み

少なくする。

られるようになってきた。特異抗体を検出する

（３）マダニが衣服に付着した場合に見付け

方法としてはＩＦＡ（間接蛍光抗体法）とＥＬＩ

易いように，淡色系の衣服を着用する。

ＳＡ（酵素抗体法）が一般的に用いられている。

（４）マダニは咬着しても痛みを伴なわない

他にもウエスタンブロット法を始めとして，い

ので，人は気が付かない場合が殆どである。帰

ろいろの方法が用いられているが，感染初期の

宅後早い時間に必ず全身をチェックする。

抗体検出に適した方法がなく現時点の課題と

（５）体の見えない部分は手で触診し，さら

なっている。従って，特異抗体を検出するには

に人に調べて貰う。

感染後の日数（マダニの既往などから推定）を

（６）咬着しているマダニを発見したら，皮膚

考慮に入れて複数回行うことが肝要である。米

科医に虫体部分を残さずに除去して貰い，マダニ

国のＣＤＣ（疾病管理センター）では抗体検出，

はアルコールに保存して後日の診断に役立てる。
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表４

抗生物質の投与例

動物の場合は飼主が十分にチェックする。人

や罹患動物の的確な把握，診断，治療の対応な

でも動物でもマダニをできるだけ早い時間の内

どが期待される。現在までに，病原体を保有す

に，少なくとも24時間以内に，除去することが

るマダニが確認された都道府県は北海道，青

予防の重要なポイントである。吸血時間が長く

森，福島，静岡，長野である。また，北海道の

なる程感染効率が高まる。日本ではこのような

一部の住民の抗体保有率は約５％で，野犬では22

認識がなく，人でも動物でも小指頭大になるま

〜48％であった。各国の動物の抗体保有率を参

で放って置いているケースに遭遇する。

考までに表５に示す。マダニの病原体保有率は

９．日本におけるライム病の現状

我々が北海道で調べた例ではヤマトマダニが

日本ではライム病の研究が行われるように

10.5％，シュルツェマダニが17.0％であった。

なったのは初発例があった1986年以降である。

ちなみに，北米では北東部，中西部で1 0 〜1 0 0

最近やっと病原体を保有するマダニが２種明ら

％，西部で１〜３％，ヨーロッパでは３〜40％

かとなり，患者の生検材料からＢ.b.が分離培養

の範囲にある。患者は1987年以来毎年北海道で

される段階にきた。今後はさらに関連の研究調

報告されているが，国内では集計数字としてま

査が推し進められて，マダニの全国地図，患者

とめられていない。しかし，患者の中には再感
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表５

動物のＢ. b . 抗体保有率

染を示唆する症例や神経性症状を伴った重い例

後記：ライム病に関する文献資料を必要とす

などが認められる。また，北海道で分離培養さ

る方は下記まで御連絡下さい。

れたＢ.b.を調べてみると抗原的に多様性を示す
結果となり，欧米の病原体との比較検討も含め

060

てこの面からの解析を進めて行く必要にせまら

北海道立衛生研究所，佐藤七七朗

れている。

電話011（747）2211

札幌市北区北19条西12丁目
内線225

おわりに
ライム病が日本でどのような内容で落ち着く
のか今の時点での推測は難しいが，確実に患者
が発生していることを思えば，効果的な治療と
予防に対する心構えが望ましいのではなかろう
か。また，動物のライム病はまだ殆ど未知の状
態にあるので今後の調査研究の結果如何によら
ざるを得ないが，マダニから病原体が検出され
ている地域は常に注意して置く必要があろう。
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獣医領域における薬剤選択（36）
７．動物用抗菌性剤の薬理と応用（その５）
吐山豊秋＊

ている。

Ⅳ

マクロライド

動物用医薬品では事情が異なっている。マク

マクロライド系抗生物質の坑菌スペクトルは

ロライド系はグラム陽性菌，マイコプラズマ，

比較的に狭く，一般的にはグラム陽性菌だけに

スピロヘータに対する有効性が高い。マイコプ

有効である。この点ではペニシリン類と類似し

ラズマは豚，鶏における重要病原菌だし，スピ

ているが，両者間には交差耐性がない。しかし

ロヘータは豚に大被害を及ぼす病原菌である

ペニシリンと異なって静菌作用だけで殺菌作用

（ヒトのスピロヘータの治療にはあまり有効で

は期待できない。したがって，医学領域ではマ

ない）。この様な訳で，マクロライドは動物用

クロライド系抗生物質，特に代表薬であるエリ

医薬品として重要な薬効群になっている。

スロマイシンをペニシリン耐性菌に対する代用

化学

薬として用いてきた。その後，ペニシリン系で

マクロライドは坑菌性のある大型ラクトン環

も耐性菌に有効な薬物が現れてきたので医学領

である。ラクトンはヒドロキシ酸の分子内無水

域におけるマクロライドの使用は稀になってき

物である。図１のように酪酸のγ位置に水酸基

図１
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のついたγ−ヒドロキシ酪酸は触媒を加えて加

上ないが，その後に駆虫作用が強いことが発見

熱すると水酸基とカルボキシル基（ＣＯＯＨ）か

された。

ら１分子のＨ２Ｏがとれ，縮合して環状のγ‑ラ

イオノホア

クトンになる。この結合はアルコールとカルボ

ノナクチンは32員環のマクロラクトンである。

ン酸とのエステルでもあるから分子内エステル

坑菌力は弱いが，抗原虫作用があるらしい。分子

である。γラクトンの炭酸数は４であるからＣ

内に環型エーテルを４個もつめでポリエーテル系

４ラクトン環とも呼ばれる。（図１）

物質に分類されている。作用はモネンシンに似

マクロライドの場合は炭素数10〜20のラクト

て，特定イオンの細胞膜通過を促進する。
抗原虫剤

ン環が基本骨格になっているが，側鎖としてア
ルキル基や水酸基めほか，糖が含まれている。

一部のマクロライド，例えばスピラマイシン

いずれの場合にも基本環に必ず分子内エステル

が一部の原虫に有効だといわれている。

部分がある。殆どのマクロライド系抗生物質は

このように見えてくると，マクロラクトンは

構造が極めて類似する３〜４種の化合物の混合

全て動物の疾病の予防治療に有用性が高そうで

物である。したがってその量は坑菌力力価を用

ある。実際，この20年に開発されたマクロラク

いないと表現しにくい。（図２）

トン物質の殆どは動物専用の医薬品であり，人

糸状菌の生産するマクロラクトン類

体用としてはあまり用いられていない。
体内動態

土壌由来の放線菌は多糖類の大型ラクトン環

物理化学的性格

化合物（マクロラクトン）を生産するが，その
全てに坑菌力がある訳ではない。しかし，坑菌

マクロライド抗生物質の物理化学的性格はか

力がなくてもその他の有用な効果を持つ場合が

なり共通しており，pＫa８〜９の弱塩基性物質

多い。

であり，水には難容性で有機溶媒によく溶け

坑真菌作用

る。このために動物体内でのバリア通過性はよ

アンホテリシンＢやナイスタチンもマクロラク

く，また蛋白結合率もあまり高くない。一般に

トンであるが，炭素数4 0 といった大型環であ

塩基のままか各種の酸との塩で用いられるが，

る。環の一部が炭素１つおきに二重結合が連続

塩にすれば水溶性が多少とも高くなる。

しているのでポリエン系坑真菌剤と呼ばれてい

吸収

る。

経口投与すると，pＨ４以下では分解され易い

殺ダニ，殺虫剤

ので，腸溶錠剤にしたり，酸安定性の塩にした

1970年代の初期に我が国の抗生物質研究者た

りして投与する。腸に入れば十二指腸から急速

ちは放線菌の一部が殺虫効果のある物質を生産

に吸収される。

することに注目していた。殺ダニ作用でスク

注射剤の殆どは腸溶性剤か懸濁剤であるから

リーニングした結果，アベルメクチンとミルベ

吸収が速い。いずれもかなりの局所刺激性があ

マイシンが発見されたが，いずれもマクロラク

る。
分布

トンである。これらの化合物に坑菌作用が事実
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家畜への応用

血漿中濃度があまり高くならないのは組織へ

グラム陽性菌感染

の分布性が高いからである。一般には分布容が
１ç/kgを越すので，組織中濃度が血中濃度より

マクロライドはブドウ球菌，連球菌，パスツ

高いはずである。特に細胞内へも高濃度に分布

レラなどのグラム陽性菌に強い坑菌力を示す。

する。

細菌感染で炎症になった部位は一般にpＨが酸

分布におけるもう一つの特色は胆汁中の濃度

性になる。マクロライドは塩基性物質であるか

が極めて高くなる点である。実際には胆汁中濃

ら炎症部位へは他の組織より分布性が高い。同

度が血漿中の50〜100倍の濃度になる。一般には

じ理由によって，炎症を起こした肺気管支の気

胆汁中濃度が極めて高くなる物質は分子量が300

管内液への分布も高くなる。濃度が高くなれば

〜500の物質に限られることになっているが，マ

それだけ有効性も高くなる。

クロライドは例外で，700〜１,OOOの分子量なの

ブドウ球菌などは体内で増殖する際に，組織

に胆汁中へ能動輸送される。胆汁と共に小腸に

細胞間ではあまり増殖せず，主として好中球に

出たマクロライドは再び吸収されるので，いわ

入ってその内部で増殖する。マクロライドは好

ゆる腸肝循環に入る。この循環系に入ると全身

中球の内部に血中濃度の倍以上の濃度に分布し

循環の通る組織とは異なった分布場所に入った

また細胞内で細菌の分裂を阻害する。したがっ

ことになる。

て，好中球に入った菌は好中球で殺滅される結

排池

果になる。

マクロライドは難代謝性であり，また尿細管

グラム陽性菌感染に対して，時にはペニシリ

での再吸収率も高いので，体内消失速度は一般

ン系より高い治療効果が得られるのはこのよう

に遅く，どの動物種でも血漿中半減期が数時間

な理由による。

である。

グラム陽性菌のうち，嫌気性菌の感染では

坑菌力と耐性

Bacteroides gragilisによることが多く，この菌

マクロライドは細菌体内に取込まれ，そのリ

にはペニシリンが効きにくいのでマクロライド
が用いられることが多い。

ポソーム 内 で 蛋 白 合成 を 阻 害 す る 。 し た が っ
て，一般には静菌作用だけを示し，殺菌作用は

成長促進作用

期待できない。またグラム陰性菌では菌体内に

豚や鶏の成長期の飼料に低濃度の抗生物質を
添加して飼育すると成長促進や飼料効率改善の

取込まれにくいので作用が期待できない。
一般には細菌の蛋白合成を阻害するような坑

効果が期待できる。全ての抗生物質が有効な訳

菌性物質は，細胞膜や細胞壁の形成に作用する

ではないが，マクロライドは殆ど例外なく有効

坑菌物質と配合禁忌になる。したがって，ペニ

である。
この効果の機序に関する最近の説では次のよ

シリンやセファロスポリンとの同時使用は好ま

うに説明している。豚や鶏のように穀物を主体

しくない。

として飼料で飼育すると，腸内に腸球菌や乳酸

耐性の発生は比較的ゆっくりであるが，マク

菌が増殖する。これらの菌は飼料から乳酸やア

ロライド同士の交差耐性もある。
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ンモニアを形成するが，乳酸は全く吸収されな

も高濃度に分布するので有効に働く性格を持っ

いし，アンモニアも乳酸の存在下では吸収され

ている。

ない。したがって，この分だけの飼料が無駄使

マクロライドのうちでも水溶性がある化合物

いされる。もし坑菌性物質によって腸球菌の増

を選択すると腸管吸収性が多少落ちてくる。し

殖が抑えられるとか，増殖を抑えないまでもそ

かし腸管から吸収された分の殆どは胆汁中に出

の代謝活性を阻害することができれば飼料の無

るのでまた腸管吸収過程に入る。このようにし

駄が少なくなるので飼料効率が改善される。

て，何回か腸粘膜を通過するので，結果的には

腸球菌も乳酸菌もグラム陽性菌であり，マク

腸粘膜内の濃度が極めて高くなり，赤痢に対す

ロライドに対する感受性が高い。したがって，

る有効性が高くなる。セデカマイシンはこのよ

マクロライドの飼料効率改善効果は現在有力な

うな薬物である。

説と極めてよく符合する。

しかし，豚赤痢に対するマクロライドは耐性

マイコプラズマ感染

を生じやすい点や再発率の点ではあまり高い評

マイコプラズマによる豚の肺炎も鶏の呼吸器

価を得られていない。したがって，他の薬効群

病も重症な感染症とはいえないらしいが，この

薬物の方が多く用いられているようである。
ブリのレンサ球菌症

疾病になると飼料効率が著しく落ちるので飼育
の意義がなくなってしまう。いずれも初生期に

ブリのレンサ球菌感染は２年魚に多いので被

感染し，ゆっくりと病勢が進行するらしい。

害が大きい。１匹死亡すれば１万円の損害にな

したがって，初生ヒナや子豚の飼料にマクロ

る。現在のハマチ養殖では２年出荷が多くなっ

ライドを低濃度に添加して感染や病勢進行を予

ているので，この疾病の防除が重要な課題であ

防し，もし病勢が進行したらより高い濃度を飼

り，イケスに発病魚が発見されたら直ちにイケ

料に添加するか飲水に混合して投与する。

スのハマチの全てに有効な薬剤を飼料に添加し

豚赤痢

て投与する。

豚赤痢は肥育豚に多い疾病であり，治療して

レンサ球菌症では眼球感染に始まり，全身感

も再発することが多い。したがって豚赤痢の治

染に移行するが，主な病変部分は中枢神経と腎

療薬では①有効性が高いこと，②耐性を生じに

である。したがって，有効な薬物は腸管からの

くいこと，③再発率が低いことの３つの条件が

吸収性がよく，組織への分布性が高いことが要

要求される。

求される。さらに，腎では造血系細胞内に菌が

マクロライドが豚赤痢の治療に高い効果があ

入り込むので細胞内でも坑菌力のある薬物が望

ることはこの疾病の病原菌が明確でない頃から

ましい。マクロライドはこれらの点に一致した

知られていた。最初はタイロシンが用いられた

薬物であるから汎用されている。
個々の薬物

が，耐性が生じたために用いられなくなった。
豚赤痢では病変部位が腸粘膜内であるから，

マクロライドは現在でも新しい薬物が開発さ

粘膜組織間に分布する薬物でないと有効に働か

れ続けており，新しい薬物にはそれぞれ特色が

ない。マクロライドは吸収された後に腸粘膜に

ある。我が国はこの分野での開発力の高い国で
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ある。

に用いられている。この製剤は使用基準の対象

エリスロマイシン

外医薬品として知られている。

エリスロマイシンは最初に発見されたマクロ

飼料添加剤ではポリスチレンスルホン酸塩が

ライドであり，現在でも人体用にかなり用いら

オキシテトラサイクリンの四級アンモニウム塩

れている。動物用医薬品としては専ら疾病の治

との配合剤が鶏用に用いられている。これらの

療用に用いられている。

塩は飼料級医薬品であるから製造原価が安くな

注射剤としての使用が多く，主として牛や豚

るらしい。単味剤はブリのレンサ球菌症に用い

の気管支肺炎の治療に用いられている。特に病

られている。

原菌がパスツレラである場合には耐性率が低い

タイロシン

ので好まれる。

タイロシンは比較的古くから用いられている

経口剤には酸安定型で動物の嗜好性に合う塩

マクロライドであるが，坑菌スペクトルが特徴

が用いられる。ステアリン酸塩の錠剤が人体用

的で，マイコプラズマに強く，恐らく全てのマ

とか小動物用に用いられている。

クロライド中で最も低い値のＭＩＣを示す。この

ブリのレンサ球菌症に対しては遊離型を飼料

ために専ら動物用に用いられ，人体用の製剤は

添加剤として用い，用時に餌と混合して与えて

ない。

いる。

注射剤もあるが，主力は飼料添加剤である。

乳房注入剤としては定評がある。牛の乳房炎

有用性の高いのは子豚期のマイコプラズマ性肺

の80％以上はグラム陽性球菌の感染症であり，

炎（ＳＥＰ）に対する防除効果であるが，子豚期

特にブドウ球菌では白血球内で増殖する。エリ

には萎縮性鼻炎（ＡＲ）も防除したいのでＡＲに

スロマイシン組織浸透性が良く，注入剤として

有効なサルファ剤との配合剤が販売されてい

注入すると組織中に分布し，しかも白血球内の

る。タイロシンはpＨ４以下では不安定であり，

菌分裂を阻害する。したがって急性の乳房炎の

胃で分解される可能性が高い。しかし酸分解産

治療薬として効果が高い。ただし，急性乳房炎

物にも坑菌性があるらしいので，吸収率は血中

の一部は大腸菌が病原になっており，この菌に

の抗菌活性濃度で測定する必要がある。しかし

は無効であるのが欠点になっている。

吸収率が特に高い訳ではないらしい。

オレアンドマイシン

スピラマイシン

オレアンドマイシンはエリスロマイシン類似

スピラマイシンは動物体内での消失速度が遅

薬であるが，動物用としては飼料添加物として

いのが特色である。このために有効性も高くな

豚・鶏に用い，動物用医薬品としてはテトラサ

るが残留性も高くなる。マイコプラズマに対す

イクリン系との配合剤として用いられることが

る坑菌力はタイロシンに次いでいる。もう一つ

多い。

の特色は一部の原虫にも有効なようで，人体用

シグママイシンの名称で売られている配合剤

ではトキソプラズマの治療が効能になっている

は塩酸テトラサイクリンとリン酸オレアンドマ

動物用での利用はタイロシンと同様に飼料添

イシンの配合注射剤で，牛や豚の乳房炎や肺炎

加物，飼料添加剤，飲水添加剤，注射剤として
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鶏，豚，牛に広く用いられている。

リンコマイシンは化学構造が比較的単純な抗生

キタサマイシン

物質であるが，その坑菌スペクトル，坑菌作用機

キタサマイシンは飼料添加物・剤として鶏，

序，臨床応用がエリスロマイシンなどのマクロラ

豚に用いられている。効能効果はタイロシンに

イドに極めて類似している。放線菌などでの抗生

類似している。

物質検索では類似の化合物が発見されていないの

ジョサマイシン

で独立項目になっている。リンコマイシンの改良

ジョサマイシンは豚のＳＥＰの防除薬として飼

を目指して多くの誘導体が合成され，リンコサノ

料添加で用いられている。この薬物は肺への移

イドと総称されているが，実用化している薬物は

行性がよく，それだけ有効性が高いと主張され

クリンダマイシンだけである。
リンコマイシン

ている。
ミポラマイシン

リンコマイシンは水に溶ける性格があるた

ミポラマイシンはグラム陽性菌，マイコプラ

め，腸管吸収率が落ちる。したがって経口投与

ズマに対してタイロシンに準ずる坑菌活性を示

後の消化器系内動態は前述のセデカマイシンに

すだけではなく，一部のグラム陰性菌にも坑菌

類似している。このために豚の飼料や飲水に添

力を示す点で魅力的な薬物である。

加して豚赤痢の治療に用いている。

現在は鶏用の飼料添加剤としてだけ開発され

リンコマイシンはグラム陽性球菌に対する坑

ているが，マイコプラズマ病と同時に伝染性コ

菌力が強い。また好中球には能動輸送系で取込

リーザにも有効であり，多発する２つの疾病を

まれるために細胞内の濃度が極めて高くなる

同時に防除することができる。伝染性コリーザ

し，細胞内でも坑菌力を示す。犬の皮膚感染，

の病原菌（ヘモフィリス）はグラム陰性菌であ

特に膿皮症では原因菌がブドウ球菌であるし，

るから，これまでは配合剤で対応していた。

好中球内で増殖する。したがって犬の皮膚感染

酢酸イソ吉草酸タイロシン

には注射剤を用いると有効性が高い。
クリンダマイシン

タイロシンの酢酸イソ吉草酸エステルであ
り，タイロシンと同様な坑菌スペクトルである

リンコマイシンに１原子の塩素が結合した化

が，坑菌力はかなり強くなっている。さらに高

合物で，化学的に誘導される。この変化によっ

用量では殺菌作用も示す。ただし殺菌速度はか

て経口投与後の吸収が速やかかつ完全になる。

なり綾徐であり，１時間に１/２程度の菌数を殺

したがって，人体用としてはグラム陽性菌や

滅する。アミノ配糖体は１時間に99％以上，ペ

嫌気性菌の感染症の治療に用いている。前述し

ニシリンでは90％を殺滅するのに比べると遅い

たリンコマイシンによる犬の皮膚感染の治療で

が体内消失が遅いのでこの速度でも生体内では

は，副作用を避けるように１日に２回投与して

意義を持つ。

いる。来院患者に１日に２回注射することはか

鶏と豚のマイコプラズマ病に飼料添加で用い

なり難しいので，むしろクリンダマイシンを畜

られる。

主に渡して１2時間ごとに投与してもらう方が簡

リンコサノイド

単であり，小動物臨床では次第にクリンダマイ
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シンを用いるようになっている。

マ，トレポネーマに強い坑菌力を示す。グラム

チアムリン

陰性菌に対しては不確実であるが，ヘモフィリ

チアムリンも豚赤痢とマイコプラズマに有効

スに対しては他の有効な坑菌薬と同程度か，よ

な薬物であるからこの項目で述べる。

り強い作用を示す。この様な訳でチアムリンは

1951年に発見された抗生物質ブロイロムリン

豚の赤痢，マイコプラズマ感染，ヘモフィリス

は化学構造が特異で，グラム陽性菌に強い坑菌

感染の治療に用いる。元来，組織浸透性のよい薬

力を示すが，毒性が強かったので医薬品として

物であるからヘモフィリス肺炎のように膿瘍を形

は実用化されなかった。しかし，開発したサン

成するような病変部へも浸透するようである。

ド社はこの抗生物質がマイコプラズマとトレポ

鶏でもマイコプラズマとヘモフィリスの感染

ネーマにも強い坑菌力を示すことに着目し，も

症に有効であるが，鶏がもしモネンシンを投与

し毒性を軽減できれば動物用医薬品としての利

されているとその毒性を強める。毒性に関する

用価値が高いと判断して多くの誘導体を作っ

この協力作用は鶏だけでなく，豚でも再現でき

た。その結果，同程度の坑菌力を持ち，毒性が

るがモネンシンは鶏と牛だけに用いられており

弱く，経口投与に適した薬物としてチアムリン

多くの国ではモネンシンを承認したあとにチア

が開発された。このような背景のため，チアム

ムリンが現れたので，チアムリンは豚の専用薬

リンは専ら動物用に用いられている。

になっている。一般にはフマール酸塩が飼料や

チアムリンはグラム陽性菌，マイコプラズ

動薬研究
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飲水に添加して投与する。
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