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キノロンカルボン酸系抗菌剤として最も古い

ものは，1962年に合成されたナリジクス酸であ

り，それ以降動物用としてはピロミド酸，オキ

ソリン酸等が臨床的に用いられてきた。近年，

Ｆ（フッ素）を導入したキノロン系抗菌剤が飛

躍的に高い抗菌力を示すことから，特にこれら

を“ニューキノロン”と総称して従来のキノロ

ンカルボン酸系抗菌剤と区別するようになっ

た。ニューキノロンは人体用としてはノルフロ

キサシンが1984年２月に承認されて以来，数多

くの薬剤が承認され，また現在も開発され続け

ている。そして近い将来には，人体用経口抗菌

剤市場の40％を占めるにいたるであろうと予測

されている。

このニューキノロンを動物用にとの，世界中

の臨床家からの強い要請に応え，ドイツ・バイ

エル社が動物専用ニューキノロンとして世界で

初めて製品化したのがこのバイトリル製剤であ

る。

バイトリル製剤の有効成分であるエンロフロキ

サシン（Enrofloxacin）は，1979年にドイツ・バ

イエル社のGrohe，Zeilerにより合成された。本

薬は同時期に合成され，現在人体用として日本国

内においても高い評価を受けているシプロフロキ

サシンと同等の抗菌力を持ち，更にヒトより動物

での経口吸収に著しく優れる等，動物用としての

有用性が極めて高いことが明らかとなった。そこ

で，当初より専ら動物用として開発が進められ，

日本国内でも初の動物用ニューキノロンとして，

まず，2.5％と10％の経口剤が牛用，鶏用として

それぞれ承認を受けるに至った。

バイトリル製剤は1986年９月にアイルランドで

発売されたのを初めとして，ドイツ，アメリカ合

衆国等40カ国以上で販売されている。ドイツ本国

では経口液剤の他，注射剤，子宮内挿入剤，錠剤

（小動物用）も承認されている。

（１）抗菌スペクトラムが広く，グラム陽性・陰

性細菌およびマイコプラズマに対し，殺菌的に作

用する。

（２）細菌細胞のＤＮＡジャイレースに特異的に

作用して増殖を阻害するが，動物細胞のＤＮＡに

は作用できないため，動物に対しては非常に安全

である。

（３）耐性伝播がプラスミドによらず，ＤＮＡ

ジャイレースの突然変異によるため他系抗菌剤に

比べ耐性が生じにくく，他剤耐性菌に対して強い

抗菌力を示す。

（４）経口吸収率が高く，経口投与後標的臓器に

速やかに移行する。

（５）牛の大腸菌性下痢症および肺炎，ならびに

鶏の呼吸器性マイコプラズマ病および大腸菌症に

対し優れた効果を示す。

（６）牛用2.5％ＨＶ＊液は，粘糊剤を加え，直

接経口投与したとき吐き出しにくいよう工夫され

た製剤である。

＊ＨＶは high viscosity の略で，高粘稠を意

　　味する。

（７）鶏用10％液は，液剤であるため水に溶けや

すく，沈殿物および飲水パイプの詰まりなどがな

い。

新世代の抗菌剤『バイトリル』

１.はじめに

２.開発の経緯

３.外国での使用状況

４.バイトリルの特長

バイエルジャパン株式会社
動物用薬品事業部
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●一般的名称：エンロフロキサシン

（Enrofloxacin）

●化学名：１-シクロプロピル-７-（４-エチル-

１-ピペラジニル）-６-フルオロ-１，４-ジヒド

ロ-４-オキソ-３-キノリンカルボン酸

●溶解性：クロロホルムに溶けやすく，メタノー

ル，アセトンに溶けにくく，水，エーテルにほと

んど溶けない。

●構造式（図１）

●性状：微黄色～淡黄色の結晶性の粉末

バイトリル2.5ＨＶ液は，100ã中に有効成分エ

ンロフロキサシンを2.5g含む粘稠性の液剤であ

る。

バイトリル10％液は，100ã中に有効成分エン

ロフロキサシンを10g含む液剤である。

５.理化学的正質

６.成分・分量

表１

７.用法・用量／効能・効果

図１
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（１）一般薬理

マウス，ラット，イヌ，モルモット，ウサギを

用い，in vivoおよびin vitroの系にて中枢神経

系，呼吸・循環系，消化器系，自律神経系，泌

尿・生殖器系等に対する作用を検討した。その結

果，すでに報告されているキノロンカルボン酸系

誘導体と同様な中枢神経に対する影響が，83mg/

kg以上の用量でみられた以外には，特記すべき薬

理作用は認められなかった。

（日本獣医畜産大学，ドイツ・レーゲンスブル

グ毒性研究所ほか）

（２）体内動態

ラット（ＳＤ系）に標識エンロフロキサシン

５mg/kgを経口投与したとき，血中濃度は投与１

時間以内に最高値570ng/ãに達し，生物学的利

用率は75.3％，半減期は11.7時間であった。投

与後24時間までに胆汁中に39.5％が排泄され，

残りは尿中に排泄された。尿中からは未変化体

およびそのグルクロン酸抱合体として約60％，

主要代謝産物脱エチル体として20～30％が回収

された。

子牛にバイトリル2.5％ＨＶ液2.5mg/kgを単回

強制経口投与したとき，１時間後に最高値1.5μ

g/ãに達し，その後緩やかに減少して24時間後

８.薬理作用

新世代の抗菌剤『バイトリル』

図２
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に0.2μg/ãとなった。また，標識エンロフロキ

サシン５mg/kgを子牛に７日間連続経口投与した

とき，組織内濃度の最高値はそれぞれ，脂肪

2.4，筋肉2.4，腎臓4.O，肝臓10.Oμg/gであっ

た。

鶏に非標識エンロフロキサシン５mg/kgを単回

強制経口投与したとき，２時間後に最高血中濃度

1.55μg/ãに達し，半減期は14.9時間，生物学的

利用率は84.5％であった。また，バイトリル10％

液を10mg/kg投与したとき，各組織に高濃度に分

布した。（投与２時間後の組織内濃度は図２に示

したとおりである。）

（１）急性毒性（ＬＤ50）

（２）亜急性毒性

ラットに，125，500，2000，7500ppmの濃度で

13週間混餌投与した成績では，一般全身状態や臓

器重量，飼料摂取量に関しては何ら毒性学的に有

意な影響は認められなかった。

12～13カ月齢ビーグル犬に320，800，2000ppm

の濃度で13週間混餌投与した成績では，何ら毒性

は認められなかった。（アメリカ合衆国・マイル

スラボラトリーズ社）

（３）特殊毒性試験

ラットおよびウサギにおける催奇形性試験（ア

メリカ合衆国・マイルスラボラトリーズ社，スイ

ス・ＲＣＣ社），各種変異原性試験（オランダ・

ヘーゼルトン研究所，イギリス・ライフサイエン

スリサーチ社ほか），モルモットを用いた皮膚感

作性試験（アメリカ合衆国・マイルスラボラト

リーズ社）において，エンロフロキサシンによる

影響は認められなかった。

（４）牛における安全性

２～３週齢のホルスタイン種子牛に，バイトリ

ル2.5％液をエンロフロキサシンとして５，15，

25mg/kg，１日１回５日間連続経口投与したと

き，薬剤に起因すると考えられる異常は認められ

なかった。（畜産生物科学安全研究所）

（５）鶏における安全性

35日齢のアーバーエーカー種鶏に，バイトリル

10％液をエンロフロキサシンとして50，150，

250ppmの濃度に飲水に添加して３日間不断投与し

たとき，何ら副作用は認められなかった。また，

Lohmann種鶏を用いた単回投与試験で，ＬＤ50は

2000～2500mg/kgと推定された。（畜産生物科学安

全研究所，ドイツ・バイエル社）

３～５日齢のブロイラー（Lohmann種）にバイ

トリル50ppmをモネンシン，サリノマイシン，ハ

ロフジノン等の抗コクシジウム剤と併用投与した

とき，増体率および飼料要求率に対する相互作用

は認められなかった。（Bauditz：ＶＭＲ２/87，

130，1987）

（６）残留性

子牛にバイトリル2.5％液を，エンロフロキサ

シンとして5.Omg/kgの用量で５日間連続投与した

とき，７日目には肝臓を除く分析対象で40ppb以

下に，2 1 日目に全分析対象において検出限界

10ppb以下となった。

鶏にバイトリル10％液を，エンロフロキサシ

ンとして50ppmの濃度で飲水添加により５日間不

９.安全性および残留性

表２
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断投与したとき，５日目に全分析対象で30ppb以

下に，10日目には検出限界10ppb以下となった。

（畜産生物科学安全研究所，日本科学飼料協

会）

（１）作用機序

キノロン系抗菌剤は，殺菌作用を示す濃度で蛋

白合成やＲＮＡ合成に影響を与えず，細菌のＤＮ

Ａ合成の複製反応を特異的に阻害する。これは，

キノロン系抗菌剤がＤＮＡジャイレースという酵

素の特にサブユニットＡに作用して，ＤＮＡの超

らせん構造（スーパーコイル）を弛緩させたり，

２本鎖を部分的にほどくことを不可能にし，ＤＮ

Ａの複製を止めるためである。

新世代の抗菌剤『バイトリル』

10.効力薬理

キノロンカルボン酸を作用させた大腸菌の電子顕微鏡像

写真１
血清を加えて培養した大腸菌(無処置対照)
倍率：×26,400　　　　　(縦線＝１μm）

写真２
低濃度(0.025μg/ã)による処理２時間
後の大腸菌。伸長した細菌細胞周辺部に
緩みが認められる(矢印)。
倍率：×19,7 0 0

写真３
やや高濃度(0.1μg/ã)による処置２時
間後の大腸菌。細胞の大半は溶菌し, 空の
莢膜のみが識別できる。
倍率：×19,7 0 0

図３　ＤＮＡジャイレースの作用
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図４

（２）抗菌スペクトラム
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（４）牛の肺炎及び細菌性下痢症に対する効果

試験

マイコプラズマ・ボビスおよびパスツレラ・ヘ

モリティカ実験感染牛と野外自然感染牛を用いた

試験成績から，子牛の肺炎に対するバイトリルの

推奨用量はエンロフロキサシンとして2.5mg/kg/

日以上，１日１回，３～５日間連続経口投与であ

ると考えられた。

大腸菌（血清型：Ｏ78：Ｋ80）実験感染牛を用

いた試験成績から，子牛の細菌性下痢症に対する

推奨用量も2.5mg/kg/日 以上，１日１回，３日間

連続経口投与であると考えられた。

（イギリス・Edinbargh大学，アメリカ合衆国・

モーベイ社，ドイツ・Hannover獣医科大学）

新世代の抗菌剤『バイトリル』

（３）野外分離株に対する感受性分布
表３　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　牛　由　来

表４　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　鶏　由　来
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（５）鶏の呼吸器性マイコプラズマ病および大

腸菌症に対する効果試験

マイコプラズマ・ガリセプティカム実験感染鶏

において，50ppm以上の用量の３～５日間投与に

より，対照としたタイロシンおよびチアムリンに

比して良好な治療効果が認められた。

大腸菌実験感染鶏において，25～100ppmの４日

間投与により，対照としたフルメキンと同等以上

の効果が認められた。また，大腸菌とクレブシエ

ラもしくはサルモネラとの混合感染例についても

優れた効果が認められた。

マイコプラズマ・ガリセプティカムおよび大腸

菌の実験的混合感染症についても，対照としたド

キシサイクリンまたはスペクチノマイシンに比し

て良好な治療効果が認められた。

（広島大学，東京農業大学，ドイツ・ハノーバー

獣医科大学，イギリス・リバプール大学）

（１）牛における野外試験成績

国内３試験施設において，発熱，発咳および肺

胞の異常音を主徴とする，肺炎と診断された127

頭，ならびに国内３試験施設において下痢便を排

泄していた160頭の子牛を対象として野外試験を

実施した。評価は臨床症状および細菌学的検査結

果に基づいて判定した。

（２）鶏における野外試験成績

鶏の呼吸器性マイコプラズマ病については国内

の２施設において，マイコプラズマ・ガリセプ

ティカム（ＭＧ）とヘモフィルス・パラガリナル

ム（ＨＰ）の混合感染例，マイコプラズマ・ガリ

セプティカムの不顕性感染例について，スペクチ

ノマイシンを対照として治療成績を検討した。

11.野外試験成績

鶏大腸菌症については国内の３施設において，

スペクチノマイシンまたはアンピシリンを対照と

して治療成績を検討した。

表４
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新世代の抗菌剤『バイトリル』

表５

表６
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バイトリルの家禽における野外試験成績

バイトリル（エンロフロキサシン）は，

“ニューキノロン”に属するキノロンカルボン酸

系抗菌剤であり，バイエル社が特に動物専用に開

発したものである。

本薬剤は，従来家禽分野で使用されてきた抗生

物質もしくは化学療法剤に比べて，以下に示すと

おり数々の優れた特性を有する。

１．グラム陰性菌およびマイコプラズマに対する

　　抗菌力が強く，グラム陽性菌に対してもかな

　　りの抗菌力を示す。

２．低濃度でグラム陽性およびグラム陰性菌，な

　　らびにマイコプラズマに対し殺菌的作用を示

　　す。

３．β－ラクタム系抗生物質，アミノ配糖体系抗

　　生物質，テトラサイクリン系抗生物質，葉酸

　　代謝拮抗剤，マクロライド系抗生物質および

　　その他の抗菌性物質に対する多剤耐性を含む

　　耐性菌にも抗菌力を示す。

４．非経口，経口投与のいずれにおいても，速や

　　かに吸収され，体液，臓器中への生体利用率

　　が高い。

５．安全性が高い。

６．抗コクシジウム剤，抗アメーバ剤との併用に

　　問題がない。

バイトリルは，家禽の他にも，牛，豚，小動物

に対する全身投与の有用性が検討されている

（Bauditz，1987）。家禽においては，最も一般

的投与法である飲水添加投与により各種試験を実

施した。効果，安全性，他剤との併用試験の他

に，細菌学的試験（Balzer-Schreiber，1986；

Scheer，1986，1987a；Will，1986），動物種毎の

体内動態試験（Scheer，1986b）などの成績が報

告されており，本報では本剤の総合評価と至適投

与法の検討を行った。

効果試験にはブロイラー雛ならびに七面鳥を用

いた。用量設定および比較試験は，人工感染モデ

ルを持つ特別の施設において実施し，その結果設

定された用法，用量を，広範な野外試験によりさ

らに検討した。特に明記されていない限り，以下

に示す試験成績は世界各地の研究者による未公表

の報告書に基づくものであり，その一部は今後公

表される予定である。

対照としたのは，マイコプラズマ属，大腸菌，

ヘモフィルス・パラガリナルム，サルモネラ属，

パスツレラ・マルトシダ，豚丹毒菌で，人工感染

により検討した。試験は他剤との比較により行

い，投薬は主として飲水添加によった。飲水中濃

度は全て有効成分濃度としてppm（mg／ç）で表

わした。適切な用量と投与期間を設定するため，

用量，投与期間を様々に変えての用量設定試験

や，汎用薬剤との比較試験，ならびに種々の感染

状況下での発症予防，および治療試験を実施し

た。効果試験ならびに野外試験の成績は，投与開

始前ならびに投与開始後の臨床所見（罹患率，斃

死率，体重増加，飼料要求率，飲水量），細菌学

的検査（原因菌の再分離，抗体価）および病理解

剖学的所見により評価した。

１）バイトリルのマイコプラズマ・ガリセプ

　　ティカム（Ｍ.g.）感染症に対する効果

週齢の異なるブロイラー雛および若鳥にＭ.g.

を感染させた。予防効果を評価する目的では，

臨床症状発現前に投薬を開始し，バイトリル濃

度12.5ppm以上で１日ないし数日間投与した。治

療効果を評価する目的では，Ｍ.g.人工感染後臨

床症状の発現を待って投薬を開始し，25ppm以上

の濃度で３～５日間飲水添加投与した。両試験

１.効果試験

＊ ドイツバイエル社動物用薬品事業部
　 研究開発

R.Bauditz＊
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とも対照薬としては，チアムリン（250ppm，３

日間）およびタイロシン（500ppm，５日間）を

用いた。

これらの試験結果から，バイトリルは，飲水中

の濃度と投与期間に依存して作用することが示唆

された。ブロイラーの予防効果試験では，50ppm

の３日間投与でマイコプラズマに対し100％の殺

菌作用を示した。バイトリルはチアムリンおよび

タイロシンより有意に高い効果を示した（Hinz，

1986）。同様に，七面鳥雛の人工感染では，バイ

トリルの50ppm ５日間の予防投与が臨床的にも細

菌学的にも，比較対照としたタイロシンより優れ

ていた。（表１）

また，Ｍ.g .人工感染後の治療効果試験によ

り，その効果が用量および投与期間に依存するこ

とが示された。バイトリルは濃度50ppmでの３ま

たは５日間投与により，ほとんどの鳥で100％の

除菌率を示し，チアムリンおよびタイロシンより

治療効果が優れていた。発症率は各試験における

罹病率にある程度依存した（Cacou，1986；Hinz，

1986）。

バイトリルのマイコプラズマに対する殺菌作用

は大腸菌との人工混合感染例においても証明され

た。七面鳥では，Ｍ.g.人工感染例に対してバイ

トリル50ppmの濃度での投与が良好な治療成績を

示し，100ppmの５日間投与では，100％の除菌率

が得られた（Behr，1986）。

２）バイトリルの大腸菌に対する効果

鶏雛を用い，人工的大腸菌単独感染もしくはＩ

Ｂウイルス，Ｍ.g.またはネズミチフス菌との混

合感染例においてバイトリルの効果を検討した。

病原性の異なる大腸菌を，様々な感染経路にて感

染させ，6.25ppm間隔の各種用量で，３ないし５

日間投与して，バイトリルの予防もしくは治療効

果を評価した。

予防効果についての用量設定試験では，人工感

染直前もしくは１時間後に投薬を開始した。その

結果，50ppm ３日間または，25ppm ５日間が高い

バイトリルの家禽における野外試験成績

表１　エンロフロキサシン飲水添加投薬後14～16日目の斃死率、体重(g)、気嚢病変、Ｍg再分離率、血清学的検査結果
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効果を示した（Davidson et al，1986）。治療目

的で使用した場合は，臨床症状発現後投薬を開始

し，ここでも50ppm ３日間の投与が効果的である

ことが示された。ブロイラー雛における，大腸菌

とＭ.g.または大腸菌とネズミチフス菌の人工混

合感染例では，50ppm ３～５日間投与で良好な治

療成績が得られた。

３）バイトリルの伝染性コリーザに対する治療

　　効果

若鳥にヘモフィルス・パラガリナルム（Ｈ

.p.）を人工感染させて評価した。バイトリルは

試験した全ての用量，即ち25ppmの３および５日

間投与で，高い治療効果を示した。バイトリルは

速やかな臨床効果と，除菌効果を示した。50ppm

（３日間）の治療で，投与終了７日目まで臨床症

状の再発はなく，Ｈ.p.の分離された例もなかっ

た。この結果からバイトリルはin vivoでも優れ

た殺菌作用を示すこと明らかとなった。一方，タ

イロシン（500ppm ５日間）を投与した鳥では，

感染の経過，病理所見，菌分離率に関して無投薬

対照との間に有意差を認めなかった（H i n z，

1986）。

４）パスツレラ・マルトシダ（Ｐ.m.）に対す

　　る効果

この人工感染試験には七面鳥を用いた。バイ

トリルは３つの試験において優れた予防ならび

に治療効果を示した。12～15週齢に大量のＰ.m.

を接種された鳥に対して，感染１時間後よりバ

イトリルを25ppmの添加濃度で５日間投与したと

ころ，発症および斃死を予防することができた

が，無投薬区では斃死率は76～98％に達し，罹

病率も高かった。４週齢時に人工感染し，20％

の鳥で症状が現れた後に25ppmの濃度で７日間投

与したとき十分な効果が得られたが，無投薬対

照では40％が斃死した（McMi11an et al，

1986）。

５）サルモネラ属に対するバイトリルの効果

ネズミチフス菌（Ｓ.t.）によるブロイラー雛

の不顕性および顕性人工感染に，50ppm以上の濃

度で５または10日間連続投与した。３日齢に人工

感染した鳥では，無投薬区では不顕性感染の経過

をとったが，バイトリル５日間の予防的投与は，

感染の程度と用量に依存して良好な成績を示し

た。Ｓ.t.を餌に混ぜて感染させた場合（比較的

感染力が弱い）には，50ppmの投与でも投薬終了

９日後に菌は検出されなかったが，飲水から感染

させた場合（比較的感染力が強い）は，同日に菌

が検出された。100ppm以上の濃度で投与した場合

には，感染方法に関係なく，投薬終了９日後にＳ

.t.の検出された鳥はなかった。

投与終了16日後になると，感染方法によって

菌が分離された。16日後の再感染は100ppmと

200ppmで認められたが，その程度は用量に依存

しなかった。Ｓ.t.人工感染後いろいろな時期に

投与したバイトリルの治療効果は，いずれの用

量段階でも良好であり，100ppm以上の５日間投

与および50ppmの10日間投与で，糞便中および臓

器中の菌は陰性となった。投与終了と菌の再分

離までの間隔は，用量より投薬期間に依存し

た。100ppm以上で５日間投与した７日後には，

実施された数多くの試験において，平飼い，

ケージ飼いのいずれの場合にも，Ｓ.t.は分離さ

れなかった。一方，他の同程度の数の試験にお

いて，投薬終了１週間後から排菌がみられたと

報告されている。投薬を10日間続けた場合は，

ケージ飼いでは50ppm以上の用量で投与終了９日

後にも菌は検出されなかったが，平飼いでは

100ppmでも休薬10日目には菌が検出された。顕
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性Ｓ.t.感染の細菌学的成績は，不顕性感染の場

合と同様であった。

サルモネラ・プロルム（Ｓ.p.）を重度に人工

感染させ，感染２日後よりバイトリルを2 5，

50，100ppmの濃度で６日間連続投与した。２つ

の試験においてバイトリルは，全ての評価項目

（斃死率，病理解剖学的所見，細菌分離率，抗

体価および体重増加）で好成績を示し，効果は

概ね用量依存性を示した。100ppmでは休薬11日

目に20％の鳥でＳ.p.が検出されたにとどまった

（無投薬対照では1 0 0 ％）。フラゾリドン

（100ppm，６日間）を投与した区では，全ての

項目において無投薬と有意差がないか，あって

もごくわずかであった。

６）グラム陽性菌に対する効果

17～20週齢の七面鳥に豚丹毒菌（Ｅ.r.）を人

工感染させ，感染48時間後よりバイトリルを５日

間連続飲水投与した。25および50ppmで有効で

あった。25ppmでは無投薬対照と比較して，良好

な体重増加を示し，斃死率は8 6 ％改善した。

50ppmではさらに良好な体重増加を示し，斃死し

た鳥はなかった。

これまでに好結果を得てきた人工感染試験の成

績をさらに野外で確認するために，特にブロイ

ラー自然感染例におけるバイトリルの治療および

予防効果試験を実施した。細菌学的に，大腸菌，

マイコプラズマ，サルモネラ，ヘモフィルス，パ

スツレラ，ブドウ球菌の感染が確認された群を対

象とした。基本的には臨床経過（罹病率，斃死

率），体重増加ならびに細菌学的所見を効果判定

の基準とした。

治療効果は25～100ppmの用量で５日間連続投与

して検討した。野外で直面する問題に対するバイ

トリルの治療効果を明らかにするために，バイト

リルを投与した感染鶏群と同等の感染を有する鶏

群に対して，他の適切と考えられる製剤を投与し

た。比較対照としては，アンピシリン，クロラム

フェニコール，コリスチン，エリスロマイシン，

フラルタドン，フラゾリドン，ネオマイシン，Ｓ

Ｔ合剤，テトラサイクリン，タイロシンが用いら

れた。多くの国で実施された試験のうち，イタリ

ア，スペイン及びフランスでの一連の試験成績に

ついて以下に述べる。

イタリアではバイトリル50ppmを飲水に添加し

て，各種細菌に感染している６群，計144,750羽

のブロイラーに３日間連続投与した。ほぼ同数

の鶏６群を対照として，他の薬剤にて治療し

た。投薬開始時26～44日齢であった（バイトリ

ル投与区の平均は34.5日齢，対照区は35.0日

齢）。投薬開始５日後の斃死率を主たる評価基

準とした。この５日間に斃死した鶏の数は，バ

イトリル区で１日平均0.85／1000，対照区で

1.48／1000であった。これは，５日間の斃死の

バイトリル区と対照区との差をパーセンテージ

でみた場合，バイトリル区が0.32％低かったこ

とになる。

スペインで実施された２つの同様の試験では，

計54,750羽のブロイラーをバイトリル（50ppm）

で，別の52,850羽を他の薬剤で，１日または４日

連続治療した。投薬後７日目までの１日斃死率

は，バイトリル区で0.54／1000，投薬対照区で

1.57／1000であった。投薬後７日間の死廃率の差

は0.72％に達した。

バイトリル50ppmの飲水添加による主として３

日間の投与は，ドイツをはじめ，気候の異なる多

くの国で，大腸菌とマイコプラズマの混合感染

２.効果試験（野外）

バイトリルの家禽における野外試験成績
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や，ウイルス感染に続発する二次感染例を含む，

重症急性感染に対しても有効であることが証明さ

れた。

サルモネラ感染に対しても，５日間投与すれば

有効であった。バイトリル50ppmの10日間連続投

与は，七面鳥種鶏のアリゾナ菌（Ｓ.a.）垂直感

染を完全に予防し（無投薬対照区では5.3％），

他の評価項目でも良好な成績を示した（斃死率

2.4％／6.9％，産卵率71.3％／63.6％）。経過は

17週間にわたって観察した。

予防目的では，バイトリル25ppmの低濃度での

飲水添加でも，ブロイラーに対して十分な効果を

発揮した。しかし，原因菌の種類，感染の度合い

によっては，50ppmでないと完全な除菌は期待で

きない。したがって，特に１週齢時に行われた最

初の治療（例えば１～３日齢または１～５日齢）

に続くフォローアップ投薬（例えば３週齢時）で

は，予防投薬の長さと，タイミングが場合によっ

て異なる。

フランスで実施された一連の比較試験において

も，バイトリルの予防効果が明らかにされた。重

度に感染している５施設９群，計235,690羽のブ

ロイラーに，３～５日齢に３日間，バイトリルを

50ppmで投与した。同時にほぼ同数のブロイラー

群に対し，他の適切な治療を行った。斃死率，体

重増加を10日間にわたって比較した。斃死率は，

バイトリル区で１日当たり0.89／1000，投薬対照

区で1.39／1000であり，10日齢までの斃死率が対

照区で0.5％高かった。体重増加は対照区で7.8％

劣った。

バイトリルの家禽における安全性は，臨床用量

よりはるかに高用量を一般の抗菌剤療法よりはる

か長期間投与して検討した。

ブロイラー雛では，１～21日齢にバイトリル

を250ppmの濃度で飲水に添加して投与したが，

体重，摂餌量，飲水量，臨床症状に何ら異常を

認めなかった。ブロイラーに250ppmの濃度で２

週間飼料添加投与した場合にも，摂餌量，体重

増加，飼料効率に対する副作用は認められな

かった。

七面鳥では，１週齢時に300ppmの濃度（185mg

／kg相当）で５日間飲水投与し，さらに６週齢

時に再投与（55mg／kg相当）したときの安全性

が確認された。鶏および七面鳥に対し，異なる

剤形を用いて行った効力試験および野外試験に

おいて，用量設定のためかなり高用量を投与し

た場合でも，全身性の副作用は何ら認められて

いない。

バイトリルを臨床用量の抗コクシジウム剤（ハ

ロフジノン，クロピドール，アルプリノシド，ラ

サロシッド，ドット，モネンシン）および抗ア

メーバ剤（ジメトリアゾール，ロニダゾール，イ

プロニダゾール）と併用したとき，体重増加を含

む臨床所見になんら影響を及ぼさなかった

（Behr，1986）。ワクチン接種後の液性免疫反応

についてニューカッスル病ワクチンを用いて検討

したが，バイトリル投与による影響は認められな

かった（Behr，1986）。

バイトリルは家禽の下記疾病に有用性がある。

－マイコプラズマ感染症

－大腸菌性敗血症

－伝染性コリーザ（ヘモフィルス・パラガリナル

　ム）

－パスツレラ感染症

３.安全性

４.結論
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－サルモネラ感染症

－ブドウ球菌感染症

－豚丹毒菌感染症（七面鳥）

－細菌混合感染症（マイコプラズマ，大腸菌）

　およびウイルス性疾患の二次感染症

バイトリルは非経口的にも経口的にも投与でき

る。家禽に対して抗菌剤を投与する場合，飲水添

加投与が一般的である。バイトリルは飲水添加と

して使用しやすいよう，10％液剤として供給され

る。バイトリルを添加しても家禽の飲水量は低下

しない。

鶏および七面鳥に対しては，１日量８～10mg／

kg相当量の飲水投与が推奨される。濃度50ppm

（有効成分5 0 m g／飲水１ç）で，一般に８～

10mg/kgを下回ることはない。週齢，飼育方法，

気温，その他の因子の影響により飲水量が増加す

ることもあるが，その程度の増加では毒性学的に

問題はない。推奨用量である50ppm（バイトリル

10％液500ã／水1000ç）は，治療にも予防にも適

応される。

バイトリルを飲水添加して鶏または七面鳥に投

与する場合の投与期間は，３日間であるが，サル

モネラ症では５日間の投与でより高い除菌効果が

得られる。予防的に投与する場合には，その群で

の感染状況などに応じて，投与期間やタイミング

を設定すべきである。ブロイラーでは，生後３日

間投薬し，３週齢時に再び１または３日間投薬す

る方法がしばしば用いられる。

バイトリルの家禽における野外試験成績
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近年，国内における肉牛生産の発展に伴い，生

産農家の飼育形態も変化してきた。その一つに乳

用種雄子牛の集団哺育育成がある。これによっ

て，１農家当たりの飼育頭数が増大するととも

に，莫大な経済的損耗を与える下痢症や肺炎など

の集団発生も見られるようになってきた。

肺炎ならびに気管支炎は出生直後および導入後

に多発し，母牛からの隔離や集団飼育における環

境の急激な変化によるストレスに加えて，ウイル

スおよび細菌の単独または混合感染が発病の要因

となるものと考えられている。下痢症は生後１ヵ

月以内の子牛に多発し，その原因は，飼育管理の

失宜，環境や気象条件の急激な変化に伴うストレ

ス，ウイルスおよび細菌感染，原虫など多種多様

である。

これら疾病の対策としては，飼育環境の改善に

よるストレスの緩和，ワクチンの接種に加え，抗

菌剤の投与が行われる。しかしながら，各種薬剤

に対する耐性菌が増加傾向にあることから，治療

効果の認められないことが多く，有効な薬剤の開

発が望まれるところである。

今回筆者らは，ドイツ・バイエル社が開発した

キノロン系合成抗菌剤バイトリルを，集団飼育さ

れている子牛に発症した下痢または肺炎に投与

し，その治療効果を検討した。

試験実施場所

山形県農業共済組合連合会診療所で診療を担当

している集団育成肉牛肥育農家

試験実施期間

昭和61年12月より昭和62年４月までの５ヵ月間

（１）供試薬剤

バイトリル2.5％液（バイエルジャパン株式会

社１ã中にエンロフロキサシンを25mg含有）

オキシテトラサイクリン（ＯＴＣ）注射液

（１ã中に塩酸オキシテトラサイクリンを50mg

含有）

ホスホマイシン（ＦＯＭ）散剤（１g中にホス

ホマイシンを400mg含有）

（２）供試動物

ホルスタイン種雄および黒毛和種（７日～３カ

月齢）の体重約50～120kgの子牛で，臨床的に肺

炎または下痢症と診断されたものを供試した。

（３）試験区の設定

下記のように設定した。なお，投与は原則とし

て１日１回３日間連続投与とし，その後も症状の

改善が認められない場合には，最長５日間獣医師

の判断のもとに同用量の投与を続けた。供試薬剤

の投与によって症状の改善が認められない場合に

は，その薬剤による治療を中止して他剤に切り替

えた。

新しいキノロン系抗菌剤バイトリルの治
療試験

１.緒　言

山形県農業共済組合連合会

２.材料および方法

佐藤淳一，渡辺栄次，加藤敏英，
小屋正人，今道邦芳，植松正巳，
阿部省吾

表１
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（４）投与方法

バイトリルは直接または代用乳に混和して１日

１回，ＦＯＭは同様にして１日２回経口投与し

た。ＯＴＣは１日１回，頸部または臀部に筋肉内

注射した。

なお，一般臨床症状により重症と診断されたも

のについては，必要に応じて輸液などの対症療法

を行った。

（５）肺炎の治療事例

<臨床観察>

観察は，下記の項目について薬剤投与前および

最終投与終了後２日目に行った。

　ａ）一般臨床症状：それぞれの項目について程

　　　度により３ないし４段階に区分して記録し

　　　た。（元気，食欲，発咳，鼻汁）

　ｂ）体温，心拍数，呼吸数

　ｃ）呼吸音（気管支呼吸音，肺胞音粗励，ラッ

　　　セル音）

　ｄ）糞便性状（正常／軟便，下痢，水様／粘

　　　血）

<細菌学的検査>

薬剤投与前，各試験区より無作為に選出された

供試子牛の上部気道内に滅菌綿棒２本を10cm程度

挿入し，ぬぐい液を採取した。

１本はUreaplasma sp.およびMycoplasma spp.

の分離同定のために輸送用培地１ã中にしぼり出

し，東京大学医学部附属動物実験施設に送付し

た。

他の１本はPasteurella spp.の分離同定のため

にシードスワブ（栄研）に接種し，山形県農業共

済組合連合会の家畜診療研修所において分離後，

山形大学医学部附属病院検査部に送付し菌の同定

を行った。

<薬剤感受性試験>

今回の試験に用いた供試子牛より分離された

M.bovis37株と標準株（ＰＧ45）１株，M.bovir-

hinis31株と標準株（ＰＧ43）１株に対するタイロシン

（ＴＳ），オキシテトラサイクリン（ＯＴＣ），チアン

フェニコール（ＴＰ），リンコマイシン（ＬＣＭ），シ

プロフロキサシン（ＣＰＦＸ）およびエンロフロキサシ

ン（ＥＲＦＸ）の最小発育阻止濃度（ＭＩＣ）の測定を

日本化学療法学会標準法１）に準拠して行った。

<効果判定基準>

　著効　　：３日以内の投与で３日以内に症状が

　　　　　　消失したもの。

　有効　　：３～５日の投与で５日以内に症状が

　　　　　　著しく改善もしくは消失したもの。

　　　　　　（加療必要なし）

　やや有効：３～５日の投与で一部症状が改善し

　　　　　　たもの。（加療を必要とした）

　無効　　：まったく症状の改善が認められない

　　　　　　もの。

<有効率の計算>

効果判定基準より下記の計算式を用いて有効率

を算出した。

有効率（％）＝（著効例＋有効例）÷供試頭数

×100

なお，各試験区の有効率の比較についてはχ２

検定法，また，体温，脈拍数および心拍数につい

新しいキノロン系抗菌剤バイトリルの治療試験

表２

表３
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ては，投与前と投与後との差を分散分析法を用い

て統計学的に検討した。

（６）下痢症の治療事例

<臨床観察>

観察は，下記の項目について薬剤投与前および

最終投与終了後２日目に行った。

　ａ）一般臨床症状：それぞれの項目について程

　　　度により３ないし４段階に区分して記録し

　　　た。（元気，食欲，脱水症状）

　ｂ）体温

　ｃ）糞便性状（正常／軟便，下痢，水様／粘

　　　血）

<細菌学的検査>

無作為に選出した供試子牛より，薬剤投与前に

滅菌綿棒により直腸便を採材し，ＤＨＬ寒天培地

で大腸菌およびＳＳ寒天培地でサルモネラの検索

を行った。また，分離された大腸菌はバイオテス

ト１号（栄研）によって同定した。なお，水様便

を排泄していた供試子牛４頭の直腸より直接採取

した糞便１gを段階希釈し，ＤＨＬ寒天培地にそ

れぞれの希釈液を塗布し，37℃で24時間の好気培

養を行い大腸菌の菌数を測定した。分離した大腸

菌のＫ9 9 抗原の検査は供試大腸菌をM i n c a -

IsovitaleＸ寒天培地で37℃一夜培養し，Ｋ99の市

販抗血清（デンカ生研）を用いたスライド凝集反

応により行った。

<薬剤感受性試験>

分離同定された大腸菌のうち22株に対するオキ

シテトラサイクリン（ＯＴＣ），チアンフェニ

コール（ＴＰ），オフロキサシン（ＯＦＬＸ），

シプロフロキサシン（ＣＰＦＸ），エンロフロキ

サシン（ＥＲＦＸ）の最小発育阻止濃度（ＭＩ

Ｃ）をマイクロプレートを用いた液体希釈法によ

り山形大学医学部附属病院の検査部で測定した。

<効果判定基準>

　著効　　：３日以内の投与で３日以内に正常便

　　　　　　に回復したもの。

　有効　　：３～５日の投与で５日以内に正常便

　　　　　　または軟便に回復したもの。（加療

　　　　　　必要なし）

　やや有効：３～５日の投与で一部症状が改善し

　　　　　　たもの。（加療を必要とした）

　無効　　：まったく症状の改善が認められない

　　　　　　もの。

<有効率の計算>

効果判定基準より下記の計算式を用いて有効率

を算出した。

有効率（％）＝（著効例＋有効例）÷供試頭数

×100

なお，各試験区の有効率の比較についてはχ２

検定法，また，体温については薬剤投与前と投与

後との差を分散分析法を用いて，それぞれ統計学

的に検討した。

（１）肺炎

供試子牛にはバイトリルを2.5mg/kg，5.Omg/kg

およびＯＴＣ10mg/kgをそれぞれ１日１回３～５

日間連続投与し，それぞれの治療効果について比

較検討した。

３.結　果
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臨床症状による異常所見を０～２までの評価

点数により区分し，各観察項目の評価点数の総

和によってその症状を軽症～重症に区分し，分

布状況を表６に，その治療効果成績を表７に示

した。

その区分によると2.5mg区では軽症が６例，中

症が22例，重症が１例，5.Omg区ではそれぞれ７

例，31例，１例，ＯＴＣ区ではそれぞれ３例，30

例，１例であった。すべての試験区で中症例が全

体の75％以上を占めていた。これらの症状は，通

常の診療において筆者らが畜主より連絡を受けて

診察するものと同程度であった。

治療効果は，先に述べた効果判定基準に従い判

定した。その結果，各試験区での有効率は2.5mg

区で75.9％，5.Omg区で82.7％，ＯＴＣ区で58.8

％とＯＴＣ投与区に比べバイトリル投与区におい

て高い治療効果が得られた。なお，5.Omg区とＯ

ＴＣ区との有効率には５％の危険率で有意差が認

められた。

また，バイトリルの2.5mg区と5.Omg区での治療

成績を臨床症状別に表８にまとめた。

一般臨床症状：各供試子牛とも薬剤投与前の臨床

観察で，元気および食欲の低下，肺炎または気管

支炎に特有の発熱，発咳および呼吸音の異常が認

められた。

体　温：薬剤投与前の2.5mg，5.Omg，ＯＴＣ各試

験区のそれぞれの平均値と標準偏差は，39.73±

0.62℃，40.19±O.63℃，39.96±0.56℃とほぼ

全例が39.5℃以上と生理学的正常範囲から逸脱

していた。最終投与後２日目の観察では2.5mg，

5 . O m g およびＯＴＣの各試験区で，それぞれ

38.91±0.49℃，38.90±0.42℃，39.13±0.35℃

と，投与前に比し各試験区とも１％の危険率で

有意な低下を示し，正常範囲内への回復が認め

られた。

脈 拍 数：薬剤投与前は2.5mg，5.Omg，ＯＴＣ

の各試験区でそれぞれ１分間に95.71±7.43，

113.56±16.21，99.17±9.20と100回／分以上を

新しいキノロン系抗菌剤バイトリルの治療試験

表６　　　臨床症状の分布状況(頭数)

表７　　　投与量別治療成績（頭数)
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示す異常例が多かったが，最終投与後２日目に

はそれぞれの試験区で82.63±4.44，90.04±

9.61，82.67±5.61と100回／分以下までに回復

した。なお，試験区間での有意差は認められな

かった。

呼 吸 数：薬剤投与前は2.5mg，5.Omg，ＯＴＣの

各試験区でそれぞれ１分間に48.88±15.56，54.45

±16.86，46.19±7.77と40回／分以上を示す異常

例が大半であったが，最終投与後２日目にはそれ

ぞれの試験区で36.79±15.35，35.25±7.54，

33.14±11.94と大半のものが40回／分以下までに

回復した。脈拍数同様，試験区間での有意差は認

められなかった。

呼 吸 音：すべての供試子牛において，薬剤投

与前に程度の差こそあれ気管支呼吸音からラッ

セル音に至るまでの異常呼吸音が聴診された。

最終投与後２日目までに異常呼吸音の完全なる

消失が認められたものは，2.5mg区で38.0％，

5.Omg区で30.8％，ＯＴＣ区で17.7％とＯＴＣ区

に比しバイトリルを投与した２区が高い回復率

を示した。

発　咳：投与前，呼吸音同様すべての子牛にお

いて頻繁もしくは希に認められたが，投与後に

は2.5mg区で93.1％，5.Omg区で89.7％，ＯＴＣ

区で91.2％が無，もしくはほとんど無までに回

復した。

鼻　汁：投与前に水様，粘性および膿性の鼻汁

の認められたものが2.5mg区で82.8％，5.Omg区

で82.1％，ＯＴＣ区で97.1％であったが，投与

後にはそれぞれ17.2，35.9，44.1％までに減少

した。

元　気：投与前に緩慢および沈鬱状態にあったも

のは2.5mg区で79.3％，5.Omg区で82.0％，ＯＴＣ

区で85.3％であった。投与後にはそれぞれ13.8，

10.3，23.6％にまで減少した。ＯＴＣ区に比べて

バイトリル投与区で高い回復率を示した。

食　欲：投与前に不振および廃絶状態にあったも

のは2.5mg区で96.5％，5.Omg区で87.2％，ＯＴＣ

区で1 0 0 ％であったが，投与後にはそれぞれ

17.2，10.3，44.1％までに減少した。食欲も元気

同様，バイトリル投与区の回復率がＯＴＣ区のそ

れよりも優った。

糞便性状：投与前の軟便または下痢便を排泄して

いた子牛は，2.5mg区で14頭（48.2％），5.Omg

区で19頭（48.7％），ＯＴＣ区で18頭（53.0

％）であった。最終投与後２日目には各試験区

において下痢便の排泄は認められなくなった。

しかし，軟便は2.5mg区７頭（24.1％），5.Omg

区５頭（12.8％），ＯＴＣ区７頭（20.6％）に

認められた。

細菌学的検査成績：2.5mg区の17頭，5.Omg区の27

頭，ＯＴＣ区の18頭について鼻汁ぬぐい液を採取

表８　　　バイトリルの臨床症状別治療成績(頭数)
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し，上記方法により薬剤投与前にM.bovis，その

他のMycoplasma spp，U.diversumおよび

P.multocidaの分離同定を行い，その結果を表９

－１～３に示した。

M.bovisについては，投与前では2.5mg区で８頭

（47.1％），5.Omgで３頭（11.1％），ＯＴＣ区で

３頭（16.7％）から検出された。

その他のMycoplasma spp.については，各試験

区ともほとんどの子牛に検出され，2.5mg区で15

頭（88.2％），5.Omg区で23頭（85.2％），ＯＴＣ

区で13頭（72.2％）であった。

U.diversumについては，2.5mg区で13頭（76.5

％），5.Omg区で14頭（51.9％），ＯＴＣ区で10頭

（55.6％）から検出された。

また，同時にP.multocidaが2.5mg区で５頭

（29.4％），5.Omg区で６頭（22.2％），ＯＴＣ区

で５頭（27.8％）から分離された。

各子牛から分離された細菌は単独でなく，２種

もしくはそれ以上の種類であった。

分離菌株の各種薬剤に対する感受性（ＭＩＣ）試

験成績：鼻汁より分離されたM. b o v i s 3 8株，

M.bovirhinis32株，P.multocida21株に対する各種

抗菌性物質のＭＩＣ値の分布を表10-１～３に示

した。なお，今回の試験で分離されたひ

U.diversumに対するＭＩＣ値は測定しなかった。

その結果，M.bovisはＬＣＭに対して最も高感

受性を示し，そのＭＩＣ値は一峰性で0.10～0.78

μg/ãであった。次にＣＰＦＸ（0.10～O.78μg/

ã），ＥＲＦＸ（O.20～1.56μg/ã）の順で感受

性を示した。一方，ＴＰおよびＯＴＣに対しては

低感受性を示し，それぞれのＭＩＣ値は3.13～

6.25μg/ã，0.78～25.0μg/ãの範囲であった。

新しいキノロン系抗菌剤バイトリルの治療試験

表９－１　　　細胞学的検査結果
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なお，ＴＳのＭＩＣ値はO.05～1.56μg/ãを示し

た。

M.bovirhinisはＣＰＦＸに対して最も高感受性

を示し，そのＭＩＣ値は0.05～1.56μg/ãの一峰

性を示し，次いでＴＳ（0.10～1.56μg/ã），Ｅ

ＲＦＸ（0.10～3.13μg/ã），ＬＣＭ（O.20～

1.56μg/ã）の順となり，ＴＰ（6.25μg/ã）お

よびＯＴＣ（3.13～25.0μg/ã）に対しては，

M.bivisの場合と同様，低感受性を示した。

P.multocidaはＣＰＦＸに対して高感受性を示

し，その半数以上のＭＩＣ値は≦O.04μg/ãであ

り，次いでＥＲＦＸでその値はすべて≦0.78μg/

ãであった。同じキノロン系のＯＦＬＸもＥＲＦ

Ｘと同様の傾向を示した。また，ＯＴＣおよびＴ

ＰのＭＩＣ値はそれぞれ0.78～50μg/ã，O.39～

≧100μg/ãと広範囲に及んだ。

（２）下痢症

臨床症状による異常所見を０～２までの評価

点数により区分し，各観察項目の評価点数の総

和によってその症状を軽症～重症まで区分し分

布状況を表11に，その治療効果成績を表12に示

した。

すなわち，バイトリル2.5mg区では83.3％，

5.Omg区で84.8％，ＦＯＭ区で65.7％の有効率

表９－２　　　細胞学的検査成績
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新しいキノロン系抗菌剤バイトリルの治療試験

表９－３　　　細胞学的検査成績

表10－１　　M.bovisに対する各種薬剤のＭＩＣ値（ｎ＝38）

表10－２　　M.bovirhinisに対する各種薬剤のＭＩＣ値（ｎ＝32）
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で，ＦＯＭ投与区に比しバイトリル投与区に優

れた治療効果が認められた。しかし，各試験区

間の有効率には統計学的に有意差は認められな

かった。なお，無効例については１頭が死亡

し，他はカナマイシン，アンピシリンおよびオ

キシテトラサイクリンの筋肉内注射によって治

癒した。

また，バイトリルの2.5mg区と5.0mg区での臨

床症状別による治療効果について表1 3に示し

た。

それによると，軽症例においては2.5mg区で

94.4％，5.Omg区で78.6％，中症例以上ではそれ

ぞれ66.7％，89.5％であり，2.5mg区に比し

5.0mg区で優れた治療効果が認められた（Ｐ＜

0.05）。

一般臨床症状

各供試子牛のほとんどが薬剤投与前の観察で，

下痢便もしくは水様便を排泄し加えて食欲低下お

よび元気消失が認められた。

体　温：薬剤投与前の2.5mg区，5.Omg区および

ＦＯＭ区でのそれぞれの平均値と標準偏差は

39.48±0.63，39.59±0.53，39.48±0.70と微熱

程度であったが，40.0℃を超える個体も数例み

られた。

最終投与後２日目の観察では，それぞれ38.90

±0.43，38.90±0.31，38.94±0.36とほとんどの

症例で生理学的正常範囲までの回復を示し，ま

た，これが統計学的にも有意（Ｐ＜0.05）であっ

たことから，いずれの試験区においても解熱効果

が認められた。

糞便性状：薬剤投与前に下痢便および水様便の排

泄が認められた個体は，2.5mg区で83.4％，5.Omg

区で97.0％，ＦＯＭ区で100％であったが，最終

投与後２日目にはそれぞれ16.7％，15.2％，31.4

表10－３　　P.multocidaに対する各種薬剤のＭＩＣ値（ｎ＝21）

表11　　　　　　臨床症状の分布状況(頭数)
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％にまで減少し，ＦＯＭ区に比しバイトリル区に

著明な糞便性状の改善が認められた。

脱水症状：各試験区とも半数以上が軽度または正

常であったが，水様便の排泄が認められた重症例

では重篤な脱水症状がみられた。これらに対して

は，リンゲルおよびブドウ糖の併用投与が行なわ

れたが，最終投与後２日目においても投与前に比

し回復の徴候は認められたものの，正常までには

回復しなかった。

元　気：投与前，それぞれの区で60％以上のも

のが緩慢または沈鬱状態であったが，最終投与

後２日目には2.5mg区で10.O％，5.Omg区では

12.1％，ＦＯＭ区で14.3％とそれぞれ減少を示

した。

食　欲：投与前，各区とも75％以上が不振または

廃絶状態であったが，最終投与後２日目には

2.5mg区で13.3％，5.Omg区で6.1％，ＦＯＭ区で

28.6％とバイトリル区に食欲の著明な改善が認め

られた。

細菌学的検査成績：供試子牛中，2.5mg区の23/30

頭（76.7％），5.Omg区の27/33頭（81.8％），Ｆ

ＯＭ区の31/35頭（88.6％）について大腸菌およ

びサルモネラの検索を行なったが，サルモネラは

今回の試験では検出されなかった。なお，大腸菌

はすべてから検出され，うち60頭（122株）につ

いてＫ99保有大腸菌の検索を試みたところ，３頭

（5.0％），３株（2.5％）に検出された。なお，

薬剤投与前の下痢便１g中の大腸菌数は2.85×10７

～4.80×10８までの範囲にあった。

分離菌株の各種薬剤に対する感受性（ＭＩＣ）試

験成績：下痢便より分離された大腸菌22株に対す

る各種抗菌性物質のＭＩＣ値の分布を表12に示し

た。その結果，供試菌株はキノロン系合成抗菌剤

であるＥＲＦＸ，ＣＰＦＸおよびＯＦＬＸに対し

て高感受性を示し，半数以上の株が0.09μg/ã以

下のＭＩＣ値であった。また，ＯＴＣおよびＴＰ

に対しては低感受性を示し，その値もほとんどが

≧100μg/ãであった。

新しいキノロン系抗菌剤バイトリルの治療試験

表12　　　投与量別治療成績(頭数)

表13　　　バイトリルの臨床症状別治療成績(頭数)
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バイトリルは，ドイツ・バイエル社が動物用医

薬品として開発したキノロンカルボン酸系合成抗

菌剤であり，諸外国において子牛の呼吸器感染症

ならびに下痢症に対する臨床試験成績が報告され

ている２～４）。今回筆者らは，諸外国における試験

成績を参考に，集団飼育されている肉用子牛に発

生した，肺炎（気管支炎を含む）ならびに下痢症

に対し，本剤の有用性を検討した。

肺炎における今回の試験結果では，有効率に

おいてはバイトリル5.Omg区が87.2％，2.5mg区

が75.9％とＯＴＣ区の58.8％と比べ高い値を示

した。この結果は供試子牛から分離された細菌

性呼吸器感染症の起因菌とされるM . b o v i s，

P.multocidaおよび第二原因菌の中の一つとされ

ているM.bovirhinisの野外分離株に対するそれ

ぞれの薬剤のＭＩＣ値から示唆される。即ち，

上記細菌に対するバイトリルのＭＩＣ値が≦

0.04～3.13μg/ãの範囲で優れた抗菌力を示し

たのに対し，ＯＴＣでは0.78～50μg/ãと高い

値を示した。

また，細菌の分離状況からみて肺炎は一種類の

細菌の単独感染ではなく，ほとんどの場合，数種

の細菌の混合感染であると考えられる。よって，

バイトリルのような広範囲の抗菌スペクトルを有

するものを選択することが，治療効果を上げるた

めにも必要である。今回は下痢を併発している子

牛も見られたが，これらの症状もバイトリルの投

与により緩和されたことから，本剤は肺炎と下痢

の併発例に対しても優れた効果を発揮することが

確かめられた。

また，バイトリルの2.5mg/kgと5.Omg/kgの

投与量の違いによる有効率には有意差は認めら

れなかった。しかし，実際の臨床の場で使用す

る場合は獣医師の判断で，より重篤な症状のも

のには高用量を投与するのがよいと考えられ

る。

臨床試験に加えて，各試験区の中からそれぞ

れ10頭以上を選出し，それらの鼻汁ぬぐい液を

採取してその中の細菌の分離同定，ならびに各

種抗菌剤のＭＩＣ値を測定した。その結果，現

在細菌性感染症の治療薬として繁用されている

ＯＴＣおよびＴＰに対する耐性菌が多数検出さ

れた。このことは，臨床段階におけるそれら疾

病の治療効果を低下させる一つの要因と考えら

れる。

下痢症における今回の試験結果は，有効率にお

４.考察

表14　　E.coilに対する各種薬剤のＭＩＣ値（ｎ＝22）
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いて2.5mg区，5.Omg区およびＦＯＭ区との間に統

計学的な有意差は認められなかったが，いずれの

バイトリル投与区においても有効率は80％以上を

示し，優れた治療効果が認められた。なお，投与

日数はほとんどが３日間であった。

また，今回の試験結果からすると，重症例に対

するバイトリル投与は2.5mg/kgよりも5.Omg/kgで

より優れた治療効果が期待できるものと推察され

る。

細菌学的検査において薬剤投与前の糞便１g当

たりの大腸菌数が10７～10８個であったこと，同時

にサルモネラが検出されなかったことから大腸菌

が関与している下痢症を疑った。Ｋ99保有大腸菌

は60頭中３頭（122株中３株）に検出されたのみ

であった。Ｋ99保有大腸菌は生後まもない子牛の

下痢便から検出され，その後は急激に減少すると

の報告もある。これより，今回供試した子牛が生

後７日～３カ月齢と，出生後かなり月日が経過し

ていたことが低検出率の原因のひとつとも考えら

れる。

また，分離された22株の大腸菌のほとんどがＯ

ＴＣおよびＴＰ対して耐性であったにもかかわら

ず，バイトリルがそれらに対して優れた抗菌活性

を示した。

以上の結果より，今回試験されたバイトリル

は，広範囲な抗菌力を有し，かつ繁用抗菌剤との

間に交差耐性をもたないことから，今後の細菌感

染症の治療薬として獣医・畜産領域への応用は極

めて有用であると考えられた。

引用文献

１）日本化学療法学会：Chemotherapy 29，76－79，1981

２）Bauditz R.：Vet.Med.Rev.，２，122－129，1987

３）Toernquist M.and Flanklin A.：ⅩⅣth World Congress on

　　Diseases of Cattle，Dublin，Ireland，1987

４）Rademacher G.and Dirksen G.：ⅩⅣth World Congress on

　　Diseases of Cattle，Dubiin，Ireland，1987

新しいキノロン系抗菌剤バイトリルの治療試験
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育成鶏におけるMycoplasma gallisepticumと
Haemophilus paragallinarumの混合感染症例に
対するバイトリルの治療効果

鶏のMycoplasma gallisepticum（Ｍg）感染症

は，一般に慢性の呼吸器病を引き起こし，現在，

わが国の養鶏場に広く浸潤している細菌感染症の

一つである。

Ｍgの単独感染の場合には，不顕性感染もしく

は軽微な症状を示すにとどまるが，Escherichia

coli（E.coli）.Haemophilus paragallinarum（Ｈ

p），ニューカッスル病（ＮＤ）ウイルス，伝染

性気管支炎（ＩＢ）ウイルス，伝染性喉頭気管炎

（ＩＬＴ）ウイルスなどとの混合感染例において

は，著しい臨床症状を示し病変の形成もみられる

ことが知られている。

本症の予防および治療には従来，マクロライド

系，テトラサイクリン系およびアミノグリコシド

系抗生物質などが用いられ，特にマクロライド系

抗生物質のタイロシンは本症の治療に特効薬的に

広く使用されてきた。

しかし，これらの薬剤の多年にわたる使用によ

り，耐性菌の出現が報告されるようになり，代わ

るべき新しい抗菌剤が求められている。

このような背景から，今回，ドイツ・バイエル

社で開発されたキノロンカルボン酸系の新規合成

抗菌剤，バイトリル（一般名エンロフロキサシン

＝enrofloxacin，ＩＮＮ）を，ＭgとＨpが混合感

染した野外発生例に対し投与し，若干の成績を得

たので報告する。

（１）試験実施場所

千葉県Ｍ養鶏場

（２）試験実施期間

1987年７月29日～同年９月13日

（３）試験鶏

開放式鶏舎内で１ケージに10羽ずつ収容されて

いるデカルブ系，雌，300羽を供試した。

本鶏群の育雛とその後の成育は順調であり，

薬剤の投与は特に行わなかった。その間のワク

チン歴については表１に示すとおりであった。

しかしながら105日齢ごろより奇声，開口呼吸，

一部にごく軽度の顔面の腫脹，鼻汁の排出など

の呼吸器症状が見られ，それ以降症状が次第に

悪化したため，112日齢（７月30日）より投薬を

開始した。

（４）試験薬剤

被験薬剤はエンロフロキサシン製剤（バイトリ

ル10％経口液，バイエルジャパン社），対照薬剤

としてスペクチノマイシン製剤をそれぞれ用い

た。

１．緒　言

２．材料および方法

＊所在地：千葉県印旛郡富里町新橋44－45　＊＊：千葉県佐倉市岩富町 497

坂井利夫家禽・家畜診療所＊

坂井利夫　
千葉県家畜衛生研究所＊＊

鈴木達郎　
岡崎好子　
白井幸夫　
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（５）薬剤投与法

薬剤の投与方法を表２に示した。

バイトリルおよびスペクチノマイシンをそれ

ぞれの濃度設定に従って水溶液とし，プラス

チック製の飲水器（容量：2.0ç）を用いて３日

間連続で鶏に自由摂取させた。なお，無投薬対

照区の鶏には水樋を用いて水道水を給与した。

飲水器中のバイトリルならびにスペクチノマイ

シン希釈液は毎日新しいものと交換し，その際

に飲水量を測定して１羽あたりの薬剤摂取量を

算出した。

（６）症状観察

鶏の症状を，主に鶏の状態および鼻汁の排出等

の呼吸器症状の有無について，投薬開始前，投薬

開始後１，２，４および６週目に観察した。

（７）病理学的検査

投薬開始前，開始後１週目，２週目の各鶏群か

ら10羽ずつ，合計90羽を詳細に観察した。

（８）血清学的検査

投薬前，投薬開始後１，２，４および６週目の

計５回にわたり，各区より10羽ずつ無作為に抽出

し，ＭgおよびMycoplasma synoviae（Ｍs）血清

平板急速凝集反応に供試した。また，投薬開始後

２週目の鶏群について，ＩＢ，ＩＬＴならびに伝

染性コリーザ（ＩＣ）の抗体価を検査した。

（９）細菌学的検査

検体を無菌的に採材し，細菌の培養を実施し

た。

一般細菌分離法：鼻汁，眼窩下洞，気管，気

嚢より滅菌綿棒を用いて採材し，10％馬血液加

トリプトソイ寒天培地（栄研），チョコレート

寒天培地および鶏肉汁加寒天培地にそれぞれ直

接塗抹した。塗抹後，10％馬血液加トリプトソ

イ寒天培地にはブドウ球菌を画線し，チョコ

レート寒天培地ならびに鶏肉汁培地とともに，37

℃，10％ＣＯ２存在下で24～48時間それぞれ培養

を行った。なお，菌の同定は常法に準拠して

行った。

Mycoplasma分離法：鼻汁，眼窩下洞，気管，気

嚢をぬぐった滅菌綿棒を，1.Om４のFreyの液体培

地（ＧＩＢＣＯ，β－ＮＡＤＨおよびペニシリン

Ｇカリウム添加）中に入れてよく絞り，その

0.2ãを同培地2.Oãに再度接種して37℃下で培養

し，培地の黄変を示したものについて液体培地も

しくは固形培地に接種して観察を行った。また，

表１　ワクチン歴

表２　投薬方法

育成鶏におけるMycoplasma gallisepticumと
Haemophilus paragallinarumの混合感染症例に対するバイトリルの治療効果
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黄変を示さなかったものについても３～４日間隔

で３代盲継代して培養した。なお，菌の同定は常

法に準拠して行った。

（10）バイトリルに対する薬剤感受性試験

分離された菌株のうち，ＭgおよびＨpと判定さ

れた菌株について，バイトリルに対する最小発育

阻止濃度（ＭＩＣ）を測定するとともに，投薬開

始前に分離された菌株と投薬終了後の２時点で分

離されたものとの比較検討した。

ＨpのＭＩＣ測定法：増菌用ならびに感受性測

定用培地として，鶏肉汁加液体および寒天培地

を用いた。液体培地で18～24時間培養した後，

菌数を10８ＣＦＵ/ãに調整した接種用菌液を，

バイトリルをO.025～100μg/ãの濃度で含有す

る寒天培地に白金耳で画線塗抹を行い，37℃，

10％ＣＯ２高湿度下で24～48時間培養し，判定し

た。

ＭgのＭＩＣ測定法：増菌用ならびに感受性測

定用培地として，抗菌剤およびβ－ＮＡＤＨ無

添加のFreyの液体培地ならびに固形培地を用い

た。

接種菌は，液体培地で３代継代したものを固形

培地に接種し，得られた集落を再度液体培地で増

殖させた後，10４ＣＣＵ/ãに調整し，バイトリル

をO.025～100μg/ãまでの濃度で含有する液体培

地３ãに対し菌液をO.1ã接種して黄変を１週間

観察した。

（１）薬剤摂取量

各ケージごとの飲水量より算出した１羽あたり

の平均薬剤摂取量を表３に示す。投薬期間中の飲

水量において，スペクチノマイシン投薬区との差

は認められなかった。

（２）臨床症状

症状および剖検所見を表４に示した。

投薬前の鶏の呼吸器症状の発現頻度には各試験

区間で差が認められず，いずれの区においても殆

どの鶏に奇声，開口呼吸が，また10羽中６～７羽

の割合で鼻汁の排出，さらに一部に顔面の腫脹が

認められ，典型的なＭgおよびＨp感染症の症状を

呈していた。

しかしながら，バイトリル投与区においては投

３．成　績

図１　検査方法

表３　薬剤摂取量
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薬開始２日目で奇声ならびに開口呼吸の消失を認

め，投薬開始後１週目では僅か１羽においての

み，鼻汁の排出が認められるまでの著明な症状の

減少を示し，それ以降，呼吸器症状の消失を認め

た。

一方，スペクチノマイシン投与区における呼

吸器症状の軽減は緩慢であり，投薬期間中はも

とより，投薬開始後１週目においても依然とし

て呼吸器症状を示す鶏が観察された。また，投

薬開始後２週目で奇声，開口呼吸の消失は認め

られたものの，依然として鼻汁の排出が半数の

鶏に観察された。

また，無投薬対照区での呼吸器症状の軽減は，

試験期間中ほとんど認められなかった。なお，本

試験期間中，いずれの試験区においても斃死は認

められなかった。

（３）剖検所見

投薬開始前の剖検所見において，眼窩下洞炎が

バイトリル投与区ならびにスペクチノマイシン投

与区で10羽中７羽，無投薬対照区で10羽中６羽と

比較的高率に認められ，さらに肺の充血が無投薬

対照区の１羽に認められた。

投薬開始後１週目においては，バイトリル投与

区では，１羽に眼窩下洞炎が認められたのみで

あった。それに対しスペクチノマイシン投与区で

は，３羽に眼窩下洞炎，１羽に気嚢炎がみられ

た。無投薬対照区では，７羽に眼窩下洞炎，４羽

に気嚢炎が認められた。

２週目においては，バイトリル投与区では何

らの病変も認められなかったのに対して，スペ

クチノマイシン投与区では５羽に眼窩下洞炎を

認め，再度悪化の傾向を示した。一方，無投薬

対照区では，眼窩下洞炎等の減少はほとんど認

められなかった。

（４）血清学的検査成績

Ｍg，Ｍs血清平板急速凝集反応の結果をそれぞ

れ表５および６に示す。

投薬開始前でのＭg抗体陽性率は，各区とも40

％であり，差は認められなかったが，バイトリル

投与区では，投薬開始後１週目で陽性率は０％と

なり，２週目で10％，それ以降はすべて０％で

あった。それに比して，スペクチノマイシン投与

区は投薬開始後１週目では30％，２週目では80

％，４週目では10％，６週目では20％とゆるやか

な減少を示した。無投薬対照区においては試験期

間中ほとんど変化が認められなかった。バイトリ

ル投与区が両区に比して明らかに良好な成績を示

した。

育成鶏におけるMycoplasma gallisepticumと
Haemophilus paragallinarumの混合感染症例に対するバイトリルの治療効果

表４　症状および剖検所見
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Ｍs抗体については，投薬前では各区とも陰性

であったが，１週後に陽性を示す鶏がみられた。

それ以後，Ｍs抗体陽性を示す鶏がかなり認めら

れた。

ＩＢおよびＩＬＴの中和抗体価は，通常の範囲

内であった。しかし，ＩＣにおいてはＡ型，Ｃ型

ともに高い抗体価を示した。（表７に示す）。

（６）細菌分離

投薬前においては，各区の鶏の鼻汁，眼窩下

洞，気管よりMycoplasmaおよびHaemophilusが分

離された（表８および表９）。

バイトリル区では，投薬開始後１および２週目

表５　Ｍg血清平板急速凝集反応

表６　Ｍs血清平板急速凝集反応



-33- 動薬研究　1992．１．№45

において，Mycoplasma，Haemophilusともにスペク

チノマイシン投与区，無投薬対照区に比して明ら

かに低い分離率を示した。

なお，分離菌各５株ずつを常法に従い同定した

ところ，それぞれM . g a l l i s e p t i c u m，H．

paragallinarumと決定した。

（７）分離菌のバイトリルに対する薬剤感受性

投薬開始前，投薬開始後１週目および２週目の

各時点で分離され，ＭgならびにＨpと同定された

菌株それぞれ10株，14株を用いて，バイトリルに

対する薬剤感受性試験を行った。その結果を表10

ならびに表11に示した。

バイトリルのＭＩＣ値は，Ｍgに対しては0.1

～0.39μg/ã，Ｈpに対しては0.05～0.39μg/ã

の範囲にあり，ＭgならびにＨpに対し高い抗菌

活性を有していた。また，それぞれの菌株につ

いて，各分離時点間での感受性の比較を行った

ところ，ＭＩＣ値間に明確な差異は認められな

かった。

今回の試験に供試したエンロフロキサシン製剤

（バイトリル10％液）は，キノロンカルボン酸系

の合成抗菌剤であり，その抗菌スペクトルはグラ

ム陰性菌，Mycoplasmaさらに一部のグラム陽性菌

にまで及ぶ広範なものであり，家畜衛生において

有用性が期待されている。

育成鶏におけるMycoplasma gallisepticumと
Haemophilus paragallinarumの混合感染症例に対するバイトリルの治療効果

４．考　察

表７　抗体検査成績(ＧＭ価）

表８　Mycoplasma spp．分離成績

表９　Haemaphilus spp．分離成績
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そこで，本剤をMycoplasma gallisepticumと

Haemophilus paragallinarumが混合感染した鶏群

に投与し，その治療効果を，対照としたスペクチ

ノマイシン投与区ならびに無投薬区との比較にお

いて検討した。

バイトリル投与区の鶏群においては，奇声，鼻

汁の排出ならびに顔面の軽度の腫脹などの一般臨

床症状の消失，鶏体からのＭgおよびＨpの分離率

の有意な減少，さらにＭg・Ｍs血清平板急速凝集

反応おいては明らかに低い陽性率が認められた。

これらの成績は，すべて対照としたスペクチノマ

イシン投与区ならびに無投薬対照区のそれを上回

るものであった。

また，鶏群から分離された，Ｍgに対するＭ

ＩＣは0.1～O.39μg/ãの範囲に，またＨpに対

するＭＩＣは0.05～0.39μg/ãの範囲にあり，

ＭgおよびＨpの両菌に対し，バイトリルが良好

な抗菌活性を有していることが明らかとなっ

た。

以上の成績から，本剤は今回治療対象とした

Mycoplasma gallisepticumとHaemophilus

paragallinarumの混合感染症例に対し極めて有効

と判断された。

（１）105日齢の卵用鶏群に，寄生・開口呼吸・

顔面の腫脹・鼻汁の排出等を示す呼吸器病が発生

した。

（２）そこで，この鶏群に対して，112日齢より

バイトリル，スペクチノマイシンを３日間，各

100羽づつに投与した。

（３）バイトリルを投与した鶏群では，投薬後，

呼吸器症状の著名な消失が認められた。一方，ス

ペクチノマイシン投与群では，投薬後においても

なお，鼻汁の排出等が観察された。

（４）投薬後の剖検では，バイトリル投与鶏で病

変がほとんど消失したのに対し，スペクチノマイ

シン投与鶏においては眼窩下洞炎・気嚢炎がかな

りみられた。

（５）これらの発症鶏群の細菌培養検査におい

て，鼻汁・眼窩下洞・気管よりＭg・Ｈpが検出さ

れた。バイトリル投与鶏群からのこれら細菌の検

出率は，スペクチノマイシン投与鶏群に比べて低

かった。

（６）発症鶏から分離されたＭgに対するバイト

リルのＭＩＣは0.1～0.39μg/ã，ＨＰに対して

は0.05～0.39μg/ãと，それぞれ高い抗菌活性を

示した。

５．要　約

表11　Haemaphilus paragallinarumのバイリトルに対する薬剤感受性表10　Mycoplasma gallisepticumのバイリトルに対する薬剤感受性
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ブロイラー産業は，鶏肉の低脂肪，低価格，

加工のしやすさが支持され世界中で発展してき

ました。しかし，各国の生産システムには，そ

の歴史および市場性を反映しかなりの違いが見

られます。

ブロイラー産業の先進国といわれる米国およ

びヨーロッパ諸国にもそれぞれ特徴がありま

す。ブロイラー産業の現状を認識するため訪問

した米国，英国，オランダの生産状況を紹介い

たします。

米国のブロイラー産地は，南九州地方とほぼ同

緯度のジョージア州，アーカンソー州，アラバマ

州など南東部と，東北地方と同緯度のデルマー

ヴァ地域（デラウエア州，メリーランド州，

ヴァージニア州）と呼ばれる北東部に大別されま

す。デルマーバ地域は緯度が高いものの，大西洋

気候の影響を受けるため比較的暖かく，１月でも

平均気温は１～２℃です。地形は南東部が比較的

平坦なところが多いのに対し，北東部は山が多い

丘陵地帯です。ウインドウレス鶏舎はいずれの地

域にもありますが，開放鶏舎は南東部に多くみら

れます。

ほとんどのブロイラーは，種鶏生産農場から飼

料工場，ブロイラー処理場まで持つインテグレイ

ターの運営によって生産されます。生産部門は委

託農家が多く，大型鶏舎で徹底した省力化により

一人当たりの飼育羽数を増やしコストダウンを

図っています。

飼育形態はオールインオールアウトの雄雌混

飼で平均体重1.7Ｋg前後の鶏を42～47日齢に出

荷し，体重別に細かく区分けしてケンタッキー

フライドチキンなど外食向け製品やカット肉を

作ります。まだ少数派ですが，テーブルミート

向けに体重2.8Ｋg前後の鶏も生産されるように

なりました。日本のように雌雄別飼で，雄は58

～60日齢出荷でテーブルミート向け，雌は７週

齢出荷でカット向けという方式もあります。ま

た，雌雄を別の州で飼育するインチも見られま

す。

流通しているブロイラーの主流は，日本のもの

よりマーケットサイズが小さく発育速度が遅いた

め，脂肪の蓄積は少ないと思われます。

一方，副産物の鶏糞は堆肥として土地に還元

します。広大な土地を背景に自家消費と近隣の

農家で処分していますが，いずれ土壌・水質汚

染の問題が発生するとの危倶が各地で聞かれま

した。

欧米のブロイラー生産状況

はじめに

米国ブロイラー生産

＊日本農産工業株式会社　中央研究所　筑波試験場

小田原保男＊
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１.開放鶏舎（ジョージア州 Scott 農場）

専業農家で150m×12mの両側二重カーテン開

放鶏舎（約5 5 0 坪）を６棟持ち，１棟あたり

30,000羽計183,O00羽を入雛時のみ２名，通常

１名で管理しています（写真１）。木造建築で

中柱はありません。カーテンは軒下90cmから下

の部分で，内側は遮光カーテン外側は透明なも

のでした。開閉は温度で，コントロールされ，

自動的に行われます。軒下には片側30枚計60枚

の入気用バッフル（1.23m×14cm）が2.5mの高

さに設置され，手動で開閉します。排気用換気

扇は90cmファンが２台，緊急用1.2mファンが片

側の側面（カーテンの間）についています。ま

たトンネル換気用に1.2mファンが５台，90cm

ファンが１台片方の妻側についています。ファ

ンは温度センサーによって作動します。天井は

シートのような材質で，アーチ型になっていま

した。断熱材は天井が15cm，側面が10cmとのこ

とで，断熱にはかなり注意を払っています。建

築費低減のため，床面はコンクリートで，はな

く，土間が剥き出しでした。ジョージア州特有

の土質のため可能なのかもしれませんが，赤い

土でトラックや重機が数回走れば硬化するとの

ことです。

冬季の換気方式は片側側面の換気扇から排気

し，両側のバッフルから入気する一種の横断換気

方式をとり，夏季はカーテンを閉めて長手方向の

トンネル換気方式とします。トンネン換気法の入

気は，クーリングパッド（ラジエーターの原理に

よる流水式の空気冷却装置）を通した冷気を引込

みます。経費を節約するため，クーリングパッド

の代わりにスプレー装置を鶏舎内に設置する農場

もありました。

育雛の温源は天然ガスを燃料とする温風ヒー

ターです。据え付け型が２台，補助用の吊り下げ

型が１台（写真２）あり，温風を撹拝し舎内の温

度を均一にするための50cmファンが天井に６台一

列に配置されていました。

入雛には入手を必要とするチックガード等を使

用せず，鶏舎の真ん中をカーテンで仕切り半分の

広さで育雛します。鶏がある程度成長した時点で

カーテンを除去し，飼育範囲を鶏舎全面に広げま

す。

米国の代表的鶏舎構造

写真１ 写真２

欧米のブロイラー生産状況
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給水設備はニップルドリンカーでした（写真

３）。初めの数日は専用のカップを取付け，

ポット型給水器の水替えという手のかかる作業

をすることなく，初生から新鮮な水が供給でき

ます。ニップルドリンカーの問題点は水漏れで

すが，漏水は受皿があることで解消されます。

また一部で言われているパイプに勾配がないと

末端まで給水できないという批判を確認したと

ころ，夏季でも水平で十分対応でき心配ないと

の答でした。

給餌器はローレベル型自動給餌器を２列設置し

ていました。給餌皿の間のパイプに可動式の枝パ

イプがあり，餌付はこの枝パイプを下に向け，皿

または直接床に餌をまいて行います（写真４）。

つまりこの装置により初生から自動給餌器を使用

できます。

年間６回入雛しますが，鶏糞の除去，鶏舎器具

の洗浄消毒は年１，２回だけであり，そのほかは

堆積鶏糞の上に新しい敷料（２cm四方の松のカン

ナクズ）を４cmの厚さ加え入雛します。①除糞の

労働力，人件費を節約する②飼育回転数を上げる

ため空舎期間を短くする（甚だしい場合は３日）

③敷料を節約する（特に敷料となるカンナクズは

合板，家具の材料として使われるため，それらの

メーカーと競合し入手しにくい。敷料不足から，

ピーナッツの外殻を使用していた例もありまし

た）④堆積中に鶏糞の容量が減少する（処分場所

の確保が困難なため）との理由からこの方法を

とっています。

２.ウインドウレス鶏舎（ヴァージニア州 Will-

iam 農場）

木造ウインドウレス鶏舎を５棟所有。12m×

120m（約440坪）１棟当たりに25,600羽収容しま

す。年間７回転，43日齢で体重1.68Ｋg，ＦＣ

（飼料要求率）は1.9の成績です。外壁，屋根は

金属板，内壁は合板を使用しています。側壁の

上部30cmが明かりの入るパネルになっていまし

た（理由は不明です。訪問したウインドウレス

鶏舎ではここだけであり例外的構造かもしれま

せん）。前述の開放鶏舎と同様の天井ですが，

中央の数箇所に扉があり，雪を溶かす暖気を天

井裏に入れるためのものとのことです。断熱材

は天井がロックウールの16.5cm，側面がグラス

ウールの９cmを使用。床はコンクリートで，こ

れも例外的に出荷後毎回除糞します。冷房用に

スプレーを設置しています。照明は電気代節約

写真３

写真４
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のため小型蛍光ランプを使用していました。換

気は横断換気方式で排気用の1. 2 mファンが５

台，90cmファンが１台あり，入気は換気扇側の

壁に1 6 枚，反対側の壁に5 4 枚あるバッフル

（45cm×1.2cm）から行います。３つの温度セン

サーがヒーターとファンを制御し，静圧によっ

てバッフルが開閉して換気量を調節します。２

棟で１台のコンピューターコントローラーがこ

の制御を行います。温源として吊り下げ型温風

ヒーターが５台，ニップルドリンカーが４列，

給餌ラインが２列という設備は標準的なもので

した。

米国の飼育方式に対してオランダ方式という

言葉があるように，オランダのブロイラー生産

管理はヨーロッパの代表的飼育方法と思われま

す。英国ではガンボロ病が猛威を振るっていた

ためコマーシャル農場の見学はできませんでし

たが，種鶏農場を見た限りでは同様の鶏舎構造

でした。

オランダでは畜舎を建設する場合，景観を損な

わないように外壁をレンガもしくはブロックにし

なければならないという規制があります。従っ

て，鉄骨ウインドウレス鶏舎は木造建築の米国の

ものに比べ非常に堅牢という印象を受けます。生

産方式は日本と同じように，初期育雛に比較的手

をかけます。鶏舎の大きさは200～300坪（幅は12

～16m）とまちまちでした。

インテグレーターと農家との契約生産が行わ

れています。ユーリブリッド社関連インチでは

坪75～80羽収容し，雌雄混飼の中抜きオールイ

ンオールアウトで年６回飼育。入雛羽数の25％

を５週齢（平均体重1.5Ｋg）に出荷し，残りを

７週齢（同1.9Ｋg）に出荷しています。ＦＣは

1.95前後です。

国土の狭いオランダでは，鶏糞を処理業者が加

工してベルギー，フランスへ運び出しています。

陸続きで隣国と接しているため，防疫に配慮がな

されています。オランダで見られた鶏舎専用の長

靴，踏込み槽を設置したコマーシャル農場は米国

にはありませんでした。

一部のインテグレーターは，生産者との支払

い契約にボーナスペナルティー方式を採用して

います。項目のひとつに，処理場での体重重視

を反映して，出荷前に生産者から予想体重を連

絡させ，予想と実績の差を点数化するものがあ

ります。この点数を高めるため，鶏舎内に自動

体重測定器を設置している生産者もいます。こ

れを飼料摂取量の測定器，飲水量の測定器とと

もにコンピューターに接続し，鶏の健康状態把

握に活用していました。米国，オランダとも

に，農場レベルでのコンピューターによる生産

管理が目につきました。

ウインドウレス鶏舎（Kuersten 農場）

鉄骨構造。幅13mで長さが92mと80m（360と350

坪）の２棟（写真５）を所有し，48,000羽を夫婦

で管理しています。鶏舎の壁は外側がブロック，

内側がレンガ（内部設備：写真６）の二重構造で

その間に断熱材（天井10cm，壁７cm）を入れてい

ます。換気方法は複雑で，天井に取り付けられた

16台の換気装置（写真７）に特色があります。こ

れは入排気混合機能を持つ換気扇で，冬季は軒下

から天井裏を通して取り込む新鮮空気と天井付近

の温まった舎内空気の一部を，装置内で混合し鶏

舎内に入れると同時に，舎内空気を屋根のモニ

欧米のブロイラー生産状況

オランダのブロイラー生産

オランダの鶏舎構造
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ターから排出します。夏季は鶏舎内に開く両側壁

面のバッフルから入気し，天井から排気します。

換気の制御は温度，湿度センサーとコンピュー

ターで行います。

育雛の温源は小型ガスブルーダーを使用，１

棟は壁の両側に54台をつけたタイプ，もう１棟

は中央に下げたタイプでした。換気装置とこの

ガスヒーターがオランダの飼育設備の特徴でし

た。ここで興味深いのは，いずれのタイプもブ

ルーダーのガス管に沿ってパイプが巡らされ，

このパイプをとおして燃焼用の酸素を供給して

います。このように鶏舎内の酸素を消費せず，

空気も汚さない目的からか，スチームヒーター

を周囲の壁にぐるりと巡らせた農場もありまし

た。

床には敷料としてオガクズを４cm使い，鶏糞

の除去，鶏舎・器具の洗浄は出荷ごとに行いま

す。

給水装置は４列のニップルドリンカーを初生か

写真５

写真６
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ら使用し，育雛もチックガードを使わず，初めか

ら鶏舎全面を使って行います。しかし，餌付けに

は２列のローレベル自動給餌機のほかに皿を使う

など，日本と同じようにかなり手をかけていま

す。

照明は，ほかのオランダの農場と同じく，すべ

て蛍光灯でした。

欧米でもブロイラー産業に大きな損害を与えて

いるのは，コクシジウム症と呼吸器病です。最近

では，公衆衛生の観点からサルモネラ症も重要視

されています。

疾病対策は種鶏も含めたものですが，ここでは

コマーシャルの例をあげてみます。

コクシジウム症対策は，アンプロール等飼料

の薬剤添加によるものが主体です。一部では免

疫付与による予防も検討されています。

呼吸器病には多くの種類がありますが，細菌

によるものの代表は，マイコプラズマ症と呼吸

器性大腸菌症でしょう。これらは地域，飼育環

境により発生状況が異なる上，他の疾病との合

併も多く，画一的な対策はありません。ワクチ

ネーション・消毒の徹底，適切な鶏舎内温度・

換等環境管理，健康雛の導入が基本となりま

す。特に，マイコプラズマ症の予防にはマイコ

フリーの種鶏由来の雛を導入することが必要で

す。発生が頻発している地域では，予防薬の投

薬も行なわれています。飼料はほとんどがペ

レットですので，農家段階での薬剤添加はあり

ません。従って，薬剤は飲水によって投与され

ます。薬剤によってはニップルドリンカー等を

詰まらせるものがあり，投与には注意が必要で

す。飲水中に一定濃度投入する機器（写真８）

を設置している所もあります。このような器具

にはフィルターが付いており，詰まりの問題も

解決します。

外国と比較した場合，日本では疾病に関して

不利な点がいくつか挙げられます。まず，出荷

サイズです。諸外国では前述のように，体重が

1.7Ｋg前後，飼育期間も７週程度です。従って

８週以降まで飼育する日本ではかなりのストレ

スを与えていることになります。坪当りの収容

羽数・出荷重量を考え合わせると，ストレスは

さらに大きなものとなります。またほとんどの

種鶏会社は欧米の市場を標的にしていますの

欧米のブロイラー生産状況

疾病対策

写真７
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で，育種改良も日本のニーズを充分に反映して

いません。従って，大型肥育に適合できず，肥

育ストレスにより抗病性が低下することも考え

られます。

さらに，オランダの農家ではペレット飼料と高

い天井のためか，私が訪問した２月という冬期で

も挨の発生量は日本と比較にならないほど少ない

点も注目されます。

逆に，省力化のためとはいえ，堆積鶏糞の上

に入雛する米国の方式は，コクシジウム症の予

防にかなり神経を使う必要があると思われまし

た。

サルモネラ対策は主として種鶏農場でのコント

ロールですが，何かと話題となりますので英国の

種鶏会社の飼料での対応を紹介します。

①動物性原料を使わない。

②使用原料は細菌検査を行う。

③蟻酸とプロピオン酸を製品に添加する。

④製品をペレット化および加熱処理する。

⑤細菌検査の結果を待って製品を出荷する（金，

土曜日に製造し，次の週に検査のうえ翌週の月，

火曜日に出荷する）。

⑥車の消毒，野鳥等のコントロール。

その他，種鶏を４週毎にＥＬＩＳＡで検査し，

陽性群は強制殺させ，委託先には補償金を払うと

いう会社もあります。

最後に，一般的なワクチネーションを紹介し

ます。

・英国

通常ニューカッスル病（ＮＤ）およびマレック

病（ＭＤ）ワクチンは接種しません。初生で伝染

性気管支炎（ＩＢ）ワクチン（Ｈ120）を散霧接

種します。ガンボロ病（ＩＢＤ）の汚染地域では

生ワクチン（バーシン２，Ｄ78）を14～17日齢と

21～26日齢の２回接種し，過去に発生をみた危険

地区では初生でも接種します。

・米国

初生でＭＤワクチン（ＨＶＴ＋ＳＢ１）を，14

～21日齢でＩＢＤ（Ｄ78）およびＮＤ（Ｂ１）＋

ＩＢを接種します。

米国，英国では，ブロイラーが牛肉を抜き食

肉消費のトップの座を占めました。この背景に

は，老齢人口の増加による健康志向，婦人の社

会進出の結果，手間の掛からぬ調理済食品およ

び外食の増加という消費者動向の変化が挙げら

れます。この傾向はまさに現在の日本に見られ

るものです。さらに日本の生産現場は３Ｋとい

われ，労働力の確保は難しい状況にあり，コス

ト低減のためにも効率的な農場運営を迫られて

います。

私の見聞した範囲ではすべてを網羅することは

できませんが，欧米の現状を把握し，日本と比較

することは，これからのブロイラー産業を考える

うえで意義のあることと思い，ここに紹介いたし

ました。

おわりに

写真８



頁　行　　　　　　　　　　　　　 誤　　　　　　　　　　　正

23　表　１－４　　　　　　　　　　　　耐温　→　耐過

30　左　５　　　　　　　　　抗体といよりは　→　抗体というよりは

39　右　１　　　　　　　　　　　　　　襄虫　→　嚢虫

42　左　15　　　　　　　　　アレギー性疾患　→　アレルギー性疾患

45　左　２　　　　　　　　　　　腎系球体炎　→　腎糸球体炎

46　表　４　　　　　　　　　　 tetracyclin　→　tetracycline

　　　　　　　　　　　　　　　　cetotaxime　→　cefotaxime

　　　　　　　　　　　　　　　 ceftriaxono　→　ceftriaxone

48　～「獣医領域における薬剤選択」中の坑菌　→　抗菌

49　右　21　　　　　　　　　　　　　難容性　→　難溶性

50　左　17　　　　　　　　　　　　　　排池　→　排泄

53　左　27　　　　　　　　　　　　　　綾徐　→　緩徐

53　左　20　

54　右　２，５，７，９　　　　
ヘモフィリス　→　ヘモフィルス

今回の45号は待望久しかった初めての動物用フ

ルオロキノロンカルボン酸系抗菌剤である「バイ

トリル」の特集号とさせて頂きました。

内容は鶏用10％液，牛用2.5％ＨＶ液の発売，

開始にあわせまして，まず，「バイトリル」につ

いての概要を述べさせて頂きました。続いて，ブ

ロイラーの野外試験例としてドイツ・バイエル社

のDr.Bauditzの翻訳資料を掲載するとともに，坂

井先生・鈴木先生には日本での試験事例につい

て，また，日欧米のブロイラー産業の比較につい

て小田原先生にご執筆頂きました。一方，牛への

野外試験例については佐藤先生はじめ，山形農業

共済連の先生方のお力を拝借致しました。引き続

き，次号も「バイトリル」の特集号を予定してお

ります。

なお，前号に誤字脱字等が多々見られ，ご執筆

頂きました先生方に多大のご迷惑をおかけ致しま

したことをこの場をお借りして深くおわび申し上

げます。

（伊藤）

編　集　後　記

「獣医領域における薬剤選択」（吐山豊秋先

生）中，53ページのリンコマイシンの記述の中に

「前述のセデカマイシン」という記述があるの

に，該当するものが無いと読者から御指摘を項き

動薬研究44号正誤表
ました。吐山教授に確認したところ，文中に同薬

剤の独立した項目を設けてはいないが，51ページ

の豚赤痢の記述中でセデカマイシンに触れてある

ので，これを御参照頂きたいとのことでした。

｝


