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バイトリル（エンロフロキサシン）は，キノ

ロンカルボン酸誘導体に属する新しい抗菌性化

学療法剤であり，バイエル社研究陣により以下

の理由から，専ら動物用として開発されたもの

である。

１．グラム陰性・陽性菌ならびにマイコプラズ

マにまで及ぶ広範な抗菌スペクトラムを有

する。

２．ほとんどの例において，最小発育阻止濃度

の２倍程度の低濃度で殺菌および殺マイコ

プラズマ作用を示す。

３．本剤は，低い濃度において，β－ラクタム

系抗生物質，アミノ配糖体，テトラサイク

リン，葉酸代謝拮抗剤およびその他の抗菌

性物質に対する耐性菌または多剤耐性菌に

対しても効果を発揮する。

４．経口または非経口投与後の体液ならびに臓

器における生体利用率が高い。

５．各種動物種における安全性に優れている。

以上のようにバイトリルは，従来使用されて

いる抗菌剤より優れており，食肉用の家畜にお

ける，抗菌化学療法を必要とする経済的に重要

なほとんどの感染症の治療に広く使用されるべ

き薬剤である。

投与期間は感染症の種類，程度，原因等によ

り異なるが，一般に下痢症（子豚および子牛）

の治療，および無乳症症候群（ＭＭＡ症候群）

の 治 療 も し く は 感 染 群 で の 発 症 予 防

（metaphylaxis）のほうが，呼吸器感染症の治

療またはmetaphylaxisに比べ短期間投与ですむ

結果が示されている。

バイトリルの子牛および豚における臨床治験

は，呼吸器ならびに消化器感染症に対する経口

および非経口投与により，有効性と安全性を評

価することを中心に実施された。また，豚にお

ける無乳症症候群の治療もしくはmetaphylaxis

についても検討がなされた。試験は，市販され

るものと同じ製剤を用いて行われ，細菌学的検討

（Scheer，1986，1987：Scheer and Bauditz，

1986：Scheer et al.，1986），対象動物におけ

る体内動態の検討（Scheer，1986，1987a；Scheer

and Bauditz，1986；Scheer et al.，1986）結果

と併せて評価し，その適切な使用法を確立し

た。特に明記した場合以外は，本論にて述べる成

績は未公表の報告書に基づいている。効果に関す

る試験は，自然感染例ならびに適切なモデルがあ

る場合には人工感染試験により実施された。

（１）牛

牛においては，経済的に重要であると考えら

れる細菌の一次感染もしくは二次感染による下

痢症および呼吸器疾患，ならびにサルモネラ症

を中心に治療試験が実施された。1,100頭以上の

子牛ならびに若牛における治療成績を基に有効

性の評価を行った。

<下痢症>

バイトリルの大腸菌性下痢症および大腸菌性

敗血症における有効性を，自然感染例もしくは

人工的に感染させた子牛を用い検討した。下痢

を発症した395例の子牛に対し比較試験または野

外試験が実施された。

治療を行わなければ致命的であるような大腸

菌の人工感染例に対して，本剤2.5mg/kgを経

口，非経口，もしくは最初非経口の後経口にて
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投与した。１日１回３日間投与が，臨床効果，細

菌学的効果共に最も優れていた（Amtsberg，

1986；Fischer et al.，1986；Sindern，

1985）。同様の成績が大腸菌性敗血症の人工感染

例を含む別の治療試験においても得られている。

自然感染大腸菌性下痢症を対象とした２つの

比較試験で，子牛計127例を本剤2.5mg/kgの経口

もしくは非経口投与にて治療した。ゲンタマイ

シン，アンピシリンまたは葉酸拮抗剤の非経口

投与と比較して，高い治療効果が得られた。発

熱を伴わず，全身症状も軽度であるような子牛

の下痢症に対しては，抗菌剤を投与されていな

い群に発症する気管支肺炎，臍帯炎または原因

不明の発熱など，介入性感染症の発症は，バイ

トリル投与により，完全に予防できた。本剤推

奨量2.5mg/kg/日を２～３日間連続投与した野外

試験では，下痢症に対する有効率は92％であっ

た（DirkSen，1986；Rademacher，1986；

Rademacher and Dirksen，1986）。

<呼吸器感染症>

バイトリルはまた，呼吸器系の混合感染症に

対しても高い有効性を示した。Past e u r e l l a

heamolytica および Mycoplasma bovisの人工

的混合感染による子牛の呼吸器感染症に対して

は，本剤2.5mg/kgの経口および非経口での，３

～５日間投与が非常に有効であった。

呼吸器感染症に対する至適投与方法を検討す

るため，自然感染呼吸器感染症の子牛499例にお

ける比較試験ならびに野外試験が実施された。

４～５週齢のPasteurella heamolytica および

Pasteurella multocida 感染例に本剤1.0～

7.5mg/kgを５～８日間連日経口投与したとこ

ろ，2.5mg/kg以上の投与量で，無処置対照群に

比して著明に高い効果が得られた。2.5mg/kg投

薬群では死亡例はなく（対照群67％），再分離

率，治癒率，病理学所見等において高用量と同

等の成績であった。

平均罹病期間3.6日の急性気管支肺炎48例に本

剤2.5mg/kgを皮下投与した野外試験では，47例

が他の治療に変更することなく治癒し，有効率

は98％であった。対照群48例の平均罹病期間は

4.5日であり，他剤へ切り替えが必要な症例が27

％あった。また，経口投与にて治療した25例で

は有効率は80％であり，比較対象としたGe n -

t a m i c i n  注射群4 5 例では6 4 ％であった

（Dirksen，1986；Rademacher，1986）。別の試

験では気管支肺炎288例に本剤2.5mg/kgまたは

5.0mg/kgを経口または非経口投与し，平均88％

の有効率であった。投与経路による治療成績に

有意差はなかったが，非経口投与または経口投

与と非経口投与の併用が，経口投与のみに比べ

て，わずかに優れた成績を示した。

Pasteurella および Mycoplasma 感染子牛の

metaphylaxisについての比較試験では，本剤

2.5mg/kgを１週間代用乳に添加した群ではその

後64日目までの発症率は12％に押えられたが，

無処置対照群では64％の発症であった（Torn-

quist and Franklin，1986）。

子牛の気管支肺炎は，下痢と同様に本剤

2.5mg/kgの筋肉内，皮下，経口投与もしくは，

最初皮下投与の後に経口投与が有効であり，投

与量を２倍にしてもその効果に大きな差はな

く，また，１日投与量を２分割して投与しても

成績を上げることはなかった。

<サルモネラ症>

子牛の顕性サルモネラ症もしくは，不顕性サ

ルモネラ感染症に対しては，人工感染例，自然

感染例とも本剤5.0mg/kgの３日間投与にて症状
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は消失し，６日間投与にてS a l m o n e l l a

typhimuriumが完全に消失した（Espinasse et

al.，1986：Pommellet，1986）。既に繊維質を

採食している，より大きい体重150kg程度の子牛

の人工感染サルモネラ症には，本剤2.5mg/kgの

５日間経口投与が有効であった（Berg et al.，

1986）。

哺乳牛の潜在的自然感染例では，本剤5.0mg/

kgの５日間投与でも細菌学的効果は十分ではな

かった（Spiecker，1986）。重症のSalmonella

typhimurium 感染症が26例および34例が発生し

た２つの群れに，本剤を5.0mg/kgおよび10.0mg/

kgそれぞれ10日間投与し，結果を比較した。い

ずれの群でも，投与終了後５および12日目の糞

便よりサルモネラは検出されなかった。この２

群のうち，１群では衛生状態が極めて不良で

あった。

（２）豚

豚においても子牛と同様の条件下において，

主として下痢症（大腸菌症，浮腫病），呼吸器

感染症（気管支肺炎，流行性肺炎）およびサル

モネラ症，ならびに無乳症症候群の治療もしく

はmetaphylaxis について検討した。この目的の

ために4,000頭以上の動物を対象とした経口また

は非経口投与による比較試験および野外試験が

実施された。

<下痢症>

子豚の下痢におけるバイトリルの効果は，筋

肉内投与もしくは経口投与により検討された。

人工感染例に対する経口投与では1.0mg/kgで完

全な効果が得られた。子豚710例に対する野外試

験では，2.5mg/kgの推奨用量を経口投与して，

95％の有効率であった。また，346例に筋肉内投

与した２つの野外試験の成績では1.0～2.0mg/kg

の用量で十分な効果が得られた。他の389例にお

ける野外試験では，筋肉内投与による治癒率は92

％であった（Bertschinger and Murdzinski，

1986）。

離乳子豚および肥育豚の大腸菌性下痢症およ

び大腸菌性腸毒素血症に対する本剤の有効性を

検討するために，649例に本剤を経口もしくは筋

肉内投与した。飼料添加による経口投与では，

1.25mg/kgで十分な予防もしくはmetaphylaxis効

果が得られ，また，症状の程度によっては治療

効果も認められた。筋肉内投与では，投与期間

により1 . 0 m g / k g 以上の用量で有効であった

（Awad-Masalmeh and Willinger，1986，1987；

Moser，1986）。

<呼吸器感染症>

Mycoplasma hyopneumoniae による呼吸器感染

症（気管支肺炎または流行性肺炎）に対する予

防もしくは治療効果を豚253例について検討し

た。Mycoplasma hyopneumoniae の人工感染例

に対し本剤1.25mg/kgの飼料添加は100％の予防

効果を示した。また，metaphylaxisもしくは感

染治療には本剤2.5mg/kgの投与は，従来使用さ

れている他の薬剤に比べ高い有効性を示した。

豚の呼吸器感染症に対する本剤推奨量2.5mg/kg

筋肉内投与は95％の有効率であった。

Mycoplasma hyopneumoniaeによる人工的甚急

性感染例に，本剤2.5mg/kgを24時間間隔で３回

筋肉内投与した成績では，投与開始後12～48時

間で臨床症状は消失したが，無処置動物はほと

んど死亡した。

<サルモネラ症>

本剤はまた，サルモネラ症にも高い効果を示

した。Salmonella derbyを人工感染させた豚に，

本剤を10日間飼料添加にて給与した結果，最低

バイトリルの子牛及び豚における臨床治験成績
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試験濃度200ppmで菌陰性となった（Merkt et

al.，1986）。

<無乳症症候群>

無乳症症候群に対するバイトリルの治療もし

くはmetaphylaxis効果は，合計664頭の雌豚を対

象としたいくつかの治験において筋肉内投与に

より検討され，またその結果は従来使用されて

いる他の薬剤における成績と比較された。投与

量2.5mg/kgで，高い治療もしくはmetaphylaxis

効果が得られた（Plonait et al.，1986；
・・Schoning-Karakuyu，1986）。

（３）安全性

臨床用量をはるかに上回る投与量を，一般に

化学療法を必要とする期間より十分長期間子牛

または豚に投与して，バイトリルの安全性を検

討した。臨床症状，臨床化学検査，剖検ならび

に病理組織学的検査所見より評価を行った。14

日齢の子牛に本剤15.0mg/kgを14日間もしくは

30 . 0 m g / k gを７日間，および３日齢の子牛に

25.0mg/kgを９日間それぞれ経口投与した結果何

ら副作用は認められなかった。これらの数字

は，実施された安全性試験の中で最も高用量を

最も長期間投与した場合のものである。

豚における安全性も同様に，14日齢および２

日齢の子豚を用い，経口投与により検討した。14

日齢に対しては30.0mg/kgを14日間，２日齢に対

しては25.0mg/kgを９日間投与し，何ら副作用を

認めなかった。

人工感染試験ならびに野外試験においては，

いくつかの異なる剤形が使用された。用量設定

試験においてかなり高用量を含む用量を投与さ

れた子牛および子豚にも，全身性の副作用は発

現しなかった。

各種注射剤の局所傷害性については，子牛に

対する皮下投与，豚および子牛に対する筋肉内

投与ともに，良く忍容された。子牛においては

皮下投与でも血中濃度は低くならず（Scheer and

Bauditz，1986），注射部位の皮下に対する刺激

性も散見されるのみであり，その程度も軽度で

あって筋層にまでは及ばないことから，皮下注

射が最適非経口投与経路として推奨できる，豚

では頚部への筋注が，より吸収が速いので薦め

られる。いずれの場合にも，局所への刺激を最

小限に止めるため，注射液量は多くならないよ

う，推奨量を守るべきである。

細菌学的検討ならびに臨床試験成績から，バ

イトリルは以下のグラム陰性・陽性細菌および

マイコプラズマによるすべての感染症に第一も

しくは第二選択薬剤として効果が期待できる。

E.coli，Salmonella，Klebsiella，Proteus，

Yersinia，Haemophilus，Pasteurella，

Actinobacillus，Pseudomonas，Brucella，

Moraxella，Campylobacter，Staphylococcus，

Streptococcus（腸球菌を除く），Erysipe-

lothrix，Bacteroides，Mycoplasma spp.

従って，バイトリルの子牛および豚における

主要適応症は以下のとおりである。

子牛：

－大腸菌性下痢症，大腸菌性敗血症，および非

細菌性下痢症における細菌の二次感染の予防

－原発性細菌感染による気管支肺炎，または流

行性肺炎などの呼吸器疾患における二次感染

－サルモネラ症

豚：

－哺乳子豚における下痢症

－離乳豚および肥育豚の大腸菌性下痢症，大腸

３．結　論
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－気管支肺炎，流行性肺炎

－サルモネラ症

－無乳症症候群

本剤は経口，非経口のいずれの経路にても投

与でき，それぞれの状況に適した投与方法を選

ぶことができる。適応疾患，投与量，投与期

間，年齢，個体別治療か群単位治療か，保定の

問題，治療担当者が獣医であるか否か，その他

の事情により，注射，経口，もしくは当初注射

後に経口等の投与法により治療することができ

る。非経口（皮下もしくは筋肉内）および経口

投与後の体内動態が等しいことから，いずれに

よっても同等の効果が期待できる。

子牛に経口投与後の血清中もしくは組織中濃

度は，子牛の週齢により乳もしくは代用乳とと

もに給与して，用量を変えることなく，常に有

効濃度を上回った。溶液製剤は直接頬前庭部に

投与するか，乳，代用乳または電解質溶液に混

ぜて投与する。消化器が特殊な病態にある場合

（第１胃に液体が入っているなど）吸収が変化

するため，経口投与では効果が確実でない。し

かし，子牛における特殊な消化器生理とその結

果としての体内動態を考慮すれば，特に高用量

または長期投与においては，他の動物の場合と

同様に，経口投与してよい。

経口または非経口投与する製剤は，動物種，

年齢に応じ，その体重に見合った投与量を投与

するのに適した濃度のものを選ぶことができる

よう開発された。経口用製剤は有効成分を0.5％

または2 . 5 ％含有する水溶液である。子豚用

（0.5％：国内未発売）および子牛用（2.5％）

は，投与しやすいよう粘度を高くしてある。溶液

はそのまま（子牛，子豚），もしくは乳，代用乳

または電解質溶液に混ぜて（子牛）投与する。バ

イトリルを液体飼料に添加した場合，子牛の乳摂

取量に対する影響はなかった。豚では治療に必要

な濃度を飲水添加した場合許容されなかった。

飼料添加は原則的に可能ではあるが，豚では

あらゆる年齢のものに高濃度に添加した飼料

を，確実に摂取させるための特殊な飼料の調製

が必要である。

子牛および豚の各種感染症に対する推奨用量

は，１日2.5mg/kgの経口又は非経口投与であ

る。複合性呼吸器感染症またはサルモネラ症に

対しては，５mg/kgまで増量する。子豚の下痢で

はより低い用量でも有効であり，用量は体重に

よって，1.5mg/kgを下限として設定する。

投与期間は疾患により幅があるが，一般に３

日間で良い効果が得られ，子豚の下痢および無

乳症症候群ではもう少し短く，２～３または１

～２日でも有効である。また，サルモネラ症で

は５mg/kgの高用量でも５日間の投与が必要であ

る。潜在性サルモネラ感染症では，更に長期間

の投与の方が細菌の消失率が高い。

食肉用動物の治療期間の決定には，投与量以

上に，臨床的見地のみならず経済的見地からの

配慮が重要である。投与期間を延長するか，投

与量を増量するかにより経済的効率を高めるこ

とができるとは限らないのである。最後に食肉

に供する動物の用量および投与期間は臨床的要

因（動態，効果，治療域），経済性（経費/利益

率）を考慮した上で，十分な休薬期間を取るこ

とも考えて決定する。
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千葉県香取地区家畜診療所管内の母豚60頭の

一貫経営の養豚場で，1990年２月から激しい呼

吸器症状を呈し，鼻腔より出血を認め急死する

子豚や肉豚が増加した。そして，２月上旬から

２月下旬にかけての約半月余りの間に39頭の子

豚および肉豚が死亡した。

そこで，ペニシリン等の抗生物質を用いて加

療したが，一時的に症状が回復するものの，再

発を繰り返し，重症で１～２日の甚急性の経過

をたどり死亡する豚が続出した。

今回，著者は治療試験前に死亡した２頭と，

治療試験中に供試豚と同じ棟で死亡した４頭に

ついて，剖検し病性鑑定を試みた。その結果，

肺の全域に出血性の硬結とフィブリンの溶出

や，胸膜の癒着が認められた。さらに，心のう

水の増量と血液の混ざった胸水の貯溜が認めら

れた。そして，これらの肺病巣や供試豚の鼻腔

から鼻腔内スワブにより，菌分離を試みた。

この結果，Actinobacillus pleuropneumoniae

（以下Ａpp）が高率に分離された。さらに，こ

れら分離されたＡppの血清型の判定から，すべ

てＡppの１型であることが判明した。薬剤感受

性試験の結果では，ドイツ・バイエル社によって

開発されたキノロンカルボン酸系の合成抗菌剤

（エンロフロキサシン）に高い感受性を示した。

そこで，エンロフロキサシンの５％と10％の

注射液を供試薬剤，ベンジルペニシリンプロカ

イン製剤を対照薬剤として，治療試験を実施し

た。さらに，畜主に環境コントロールすなわ

ち，換気の励行と塵埃の舞い上り防止，温度・

湿度管理等の指示をした。

その結果，エンロフロキサシン５％製剤の

2.5mg/kgと５mg/kg，10％製剤５mg/kgおよび

10mg/kgの投与区でそれぞれ良好な治療成績が得

られた。

豚のＡppの発生は，千葉県香取地区家畜診療

所管内において２型，５型の発生が主流であっ

た。しかし，1988年頃から１型の発生が見られ

るようになった。このＡpp１型が一旦養豚場で

発生すると，極めて甚急性の経過をたどり死亡

する。そして，Ａpp１型に対する有効な抗生物

質等の薬剤は少なく，養豚農家の甚大な経済的

損失となっている。また，有効な抗生物質が

あっても乱用すると耐性ができ易く，ついにＡpp

１型に対して有効な薬剤が全くなくなってしま

う養豚場もある。

わが国では２型と５型のワクチンは開発され

ているが，１型については未だ開発されていな

いのが現状である。

そこで，著者はＡpp１型の発生した養豚場にお

いて，ドイツ・バイエル社が開発したキノロンカ

ルボン酸系合成抗菌剤（エンロフロキサシン・Ｅ

ＲＦＸ）注射液とベンジルペニシリンプロカイン

（ＰＣＧ）製剤の治療効果を比較検討した。

１．治療試験養豚場

治療試験養豚場は，千葉県香取地区家畜診療

所管内で母豚6 0 頭を飼育する一貫経営のＳ農

場。

２．試験期間

1990年２月17日から２月23日まで。

３．供試豚

供試豚は，発熱や発咳，胸腹式呼吸および犬

山本輝次　堀北哲也
渡辺一夫　星　欽彌

豚胸膜肺炎に対するエンロフロキサシン
（バイトリル）注射液の治療効果

Ⅰ．はじめに

要　約

Ⅱ．材料および方法

千葉県農業共済組合連合会　家畜臨床研修所
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座姿勢などの典型的な豚胸膜肺炎の症状を呈し

ているＬＷＤ種の子豚（生後約２か月20kg）と肉

豚（生後約４か月60～70kg）計67頭を用いた。

４．投与方法

投与方法は，表１に示した。

豚胸膜肺炎の症状を呈している供試豚6 7 頭

を，無作為にⅠ～Ⅳに分け，表１に示した薬用量

を３日間それぞれ，頸部筋肉内に注射した。

５．調査項目

１）臨床症状

臨床症状の調査項目は，表２に示した。

臨床症状は，投与開始時を含め３日間と，投

与終了後４日間の計７日間観察した。観察項目

は，体温と元気・活力，食欲，鼻汁，発咳およ

び呼吸状態で，それぞれの項目について，その

推移を観察した。

２）病理学的検査

試験開始前に死亡した２頭と，供試薬投与期

間中に同一の棟で死亡した４頭について剖検し

た。

３）細菌学的検査

（１）鼻腔内スワブ

各投与区から，それぞれ２頭について，試験

開始前と投与終了後４日目の２回，鼻腔スワブ

により，菌分離を試みた。

（２）病死豚からの菌分離

剖検した豚の肺病巣から採材し，７％馬血液

加寒天培地と，７％馬血液加トリプトソイ・

チョコレート寒天培地およびＤＨＬ寒天培地を用

いて，37℃で24～48時間好気条件で培養した。

（３）分離菌の同定

分離菌の同定は，Bergey's Manualに準拠して

行った。

（４）血清型の判定

分離されたＡppの血清型の判定は農林水産省

家畜衛生試験場に依頼し，平板凝集反応により

実施した。

（５）薬剤感受性試験

鼻腔内スワブや死亡豚の肺病巣から分離され

たＡp p １型を用いて，アンピシリン（ＡＢＰ

Ｃ），カナマイシン（ＫＭ），オキシテトラサ

イクリン（ＯＴＣ），チアムリン（ＴＭＬ），

チアンフェニコール（ＴＰ），ナリジクス酸

（ＮＡ）およびエンロフロキサシン（ＥＲＦ

Ｘ）の７種類の抗菌剤に対する薬剤感受性を最

小発育阻止濃度（ＭＩＣ）により検討した。

表１　子豚・肉豚における投与方法

表２　臨床症状観察項目

豚胸膜肺炎に対するエンロフロキサシン（バイトリル）注射液の治療効果
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試験方法は，日本化学療法学会標準法に準拠

して行った。すなわち，分離菌をβ－ＮＡＤ

[ 2 5 m g / ã 添加トリプチツクソイブロス

（Gibco）]２ãに１集落接種し，37℃６時間培

養した。その後，同培地で1,000倍に希釈し，測

定用基礎培地の７％馬血液加チョコレート・感

受性ディスク用培地の７％－Ｎ（日水製薬）を

用いて作製した寒天平板希釈系列に５ãずつ接

種し，37℃で18～24時間培養して検査した。

（６）血清学的検査

試験開始前と投与終了後４日目（試験開始か

ら７日目）の２回採血し，血清を用いてＡppの

１，２，５型に対する抗体価の測定を補体結合

反応により実施した。

１．臨床所見

１）体温の推移

体温の推移は，図１と図２に示した。

Ⅲ区（エンロフロキサシン10％注射液10mg/kg

以下略）が試験開始後２日目に，次いで，Ⅱ－

１区（同５％注射液５mg/kg以下略）とⅡ－２区

（同10％注射液５mg/kg以下略）およびⅠ区（同

５％注射液2.5mg/kg以下略）で試験開始後４日

目に平熱に回復した。しかし，Ⅳ区（ベンジル

ペニシリンプロカイン製剤３万単位/kg以下略）

においては，体温の降下が緩慢であり，一部の

個体では，投与終了後も再度高熱を発するもの

が認められた。

２）元気・活力の推移
Ⅲ．成　績

図２　体温の推移

図１　体温の推移
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元気・活力の推移は図３に示した。

Ⅰ区とⅢ区で試験開始翌日に，Ⅱ－１区で試

験開始後２日目に，Ⅱ-２区で試験開始後３日目

にそれぞれ，元気・活力ともに回復した。しか

し，Ⅳ区では，試験開始後５日目で，元気・活

力は回復したが各区と比較して遅れる傾向が見

られた。

３）食欲の推移

食欲の推移を図４に示した。

１区とⅡ-２区，Ⅲ区で試験開始翌日，Ⅱ -１

区で試験開始後２日目にそれぞれ，食欲の回復

が認められた。しかし，Ⅳ区では，すべての個

体で食欲が回復したのは，試験開始後４日目で

あった。

４）鼻汁の推移

試験期間を通じて，各区とも特徴的な鼻汁や，

特に目立った鼻汁の漏出は認められなかった。

５）発咳の推移

発咳の推移は図５に示した。

試験開始時に各区とも数頭に激しく頻発的に

咳をする個体や，散発的に咳をする個体がそれ

ぞれ認められた。

しかし，Ⅱ-２区では試験開始後２日目で，Ⅲ

区では試験開始後３日目，Ⅱ -１区では試験開始

後４日目，１区では試験開始後５日目にそれぞ

れ消失した。これら各区に比べ，Ⅳ区では試験

期間中を通じて激しく散発的に咳をする個体が

認められ，咳の消失に長時間を要し，回復の遅

れが目立った。

６）呼吸状態の推移

呼吸状態の推移は図６に示した。

Ⅱ-２区で試験開始翌日に，Ⅰ区とⅢ区で試験

図４　食欲の推移図３　元気・活力の推移

豚胸膜肺炎に対するエンロフロキサシン（バイトリル）注射液の治療効果
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開始後２日目に，Ⅱ-１区で試験開始後４日目に

それぞれ正常に回復した。しかし，Ⅳ区では，

すべての個体が正常に回復したのは，試験開始

後６日目であり，各区と比較して回復の遅れが

認められた。

２．病理学的検査

病理学的検査の結果は，表３と図７～11に示

した。

試験期間中を通じて，供試豚で死亡するもの

は認められなかった。

しかし，試験開始前に２頭，また，試験期間

中に同一の棟で飼育している供試豚以外の子豚

と肉豚が４頭死亡したので，計６頭を剖検し病

理学的検査を行った。死亡豚は全頭とも栄養状

態は良好で，甚急性の経過をたどって死亡した

ことが推察される。また，図７のように全頭に

鼻出血が認められ，Ａpp１型特有の症状を呈し

ていた。

剖検所見は，表３にまとめた。また，図８と

図９に肺の背面と腹面を示した。このように，

すべての死亡豚は，肺の全域にわたって，出血

性の硬結とフィブリンの溶出や図10のように胸

膜の癒着が認められた。さらに，心のう水の増

量と血液を混じた胸水の貯溜が認められた。そ

して，図11のように肺の割面は重度の出血と硬

結が著しく，このような所見は，剖検した全頭

に共通して認められ，典型的な豚胸膜肺炎の肺

病巣であった。

３．細菌学的検査

１）鼻腔内スワブによる分離成績

鼻腔内スワブによる菌の分離成績は，表４に

示した。

図６　呼吸状態の推移図５　発咳の推移
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表３　死亡豚の剖検所見

図11　肺の割面（背面）図10　死亡豚の胸膜と肺が癒着

図９　死亡豚の肺（腹面）図８　死亡豚の肺（背面）

図７　Ａppにより鼻出を認め死亡した豚

豚胸膜肺炎に対するエンロフロキサシン（バイトリル）注射液の治療効果
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Ａppは，試験開始前にⅡ -１区，Ⅱ-２区，Ⅲ

区およびⅣ区の計 10頭中７頭から分離された。

そして，１区で試験開始時に分離されなかった

が，投与終了後４日目に２頭中１頭から分離さ

れた。しかし，Ⅱ -１区とⅡ-２区およびⅢ区の

それぞれの個体からは分離されなかった。これ

に対して，Ⅳ区では試験開始前に２頭中２頭か

ら分離され，さらに，投与終了後４日目も２頭

中１頭から依然としてＡp p が分離された。

Bordetella bronchiseptica（以下Ｂb）は，試

験開始前にⅡ-１区とⅢ区の各２頭中２頭から，

また，１区，Ⅱ-２区およびⅣ区の各２頭中１頭

から分離された。さらに，投与終了後４日目で

は，１区とⅡ -１区で各２頭中２頭から，Ⅱ -２

区で２頭中１頭から分離された。しかし，Ⅲ区

およびⅣ区の各２頭からは分離されなかった。

なお，Pasteurella multocida（以下Ｐm）と

Haemophilus parasuis（以下Ｈp）は，各区とも

試験開始前と投与終了後４日目のいずれにおい

ても分離された個体はなかった。

２）死亡豚からの菌分離成績

死亡豚からの菌分離成績は，表５に示した。

菌分離は，試験開始前に死亡した２頭と，試

験中に供試豚と同じ棟で飼育されていて，死亡

した４頭中１頭の計３頭から菌分離を試みた。

この結果，菌分離した豚の肺病巣のすべてか

ら，Ａppが分離された。試験中に死亡した豚の

１頭の鼻腔内スワブでもＡppが分離された。

しかし，Ｐmは２月16日に死亡した豚からわず

かに分離されたのみでＢbやＨpは，どの個体から

もまったく分離されなかった。

３）血清型の判定結果

鼻腔内スワブと死亡した豚の肺病巣から分離

されたＡppの血清型の判定を，農林水産省家畜

衛生試験場に依頼した。その結果，すべてＡpp

の１型であることが判明した。

４）分離されたＡpp１型の薬剤感受性

鼻腔内スワブと死亡した豚の肺病巣から分離

されたＡpp１型の薬剤感受性試験の成績は，表６

に示した。

分離されたＡpp１型17株についてＡＢＰＣや

ＯＴＣ，ＴＰ，ＴＭＬ，ＮＡおよびＥＲＦＸの

７種の薬剤に対する感受性を調べた結果17株す

べてが，ＥＲＦＸに極めて高い感受性を示し，

表５　死亡豚からの菌分離成績表４　鼻腔内スワブによる菌分離成績
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次いで，ＡＢＰＣに高い感受性を示した。

しかし，ＮＡは中等度の感受性を，ＴＭＬは

低い感受性を示し，ＯＴＣやＫＭおよびＴＰに

対しては分離されたＡpp１型17株すべてが耐性

を示した。

４．血清学的検査

血清学的検査成績は，表７に示した。

試験開始前は，Ⅱ-２区の２頭を除く全頭でＡ

pp１型に対して40～80倍と高い抗体価を示し

た。さらに，投与終了後４日目では，１区とⅡ -

１区，Ⅲ区およびⅣ区の各１頭に 20～80倍の抗

体価を示した。

なお，１区の１頭を除いて，Ａpp２型，Ａpp

５型に対する抗体価は５倍以下であった。

近年，養豚業界で豚胸膜肺炎は，オーエス

キー病と並んで致死率が高く，非常に養豚経営

を圧迫している。豚胸膜肺炎の原因菌であるAc-

tinobacillus pleuropneumoniae（Ａpp）の血清

型は１～12型まで存在が知られている。これま

でわが国においては，２型の発生が大部分で

あったが３型と５型の発生が報告されるように

なった。

さらに最近，これら以外の血清型による本病の

発生も報告され，しかも増加傾向にある１，５）。

そして，これらの異なる血清型による菌株間の病

原性の差については，いまだ明確にされていない

が，Rogers４）は人工感染実験の結果，１型は３型

および７型に比べて，強い病変を示したと報告し

ている。

千葉県においても，香取地区家畜診療所管内

で1988年からＡpp１型が猛威をふるい，離乳後

から出荷（105～110kg）までの事故率が40％近

くに達する養豚農家もあった。このため，養豚

経営に極めて甚大なダメージを与えている。そ

Ⅴ．考察およびまとめ

表６　分離されたＡpp １型の薬剤感受性成績

表７　血清学的検査成績

豚胸膜肺炎に対するエンロフロキサシン（バイトリル）注射液の治療効果
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して，このＡpp１型が一旦養豚場で発生すると

薬剤耐性株ができやすいので，ほとんどの薬剤

を受けつけなくなる。そのため，やむなく養豚

場の一部を閉鎖したり，全面廃業に追い込まれ

たりする養豚農家もでている。

今回，著者が治療試験を行ったＳ養豚農家の

死亡豚から分離されたＡppの血清型は，すべて

Ａpp１型であることが判明した。そして，Ａpp

１型が発生すると，症状の進行は極めて早く，

高い発熱や，発咳，胸腹式呼吸および犬座姿勢

等のＡpp１型特有の呼吸器症状が現われ，鼻腔

内より多量の出血を認め，１～２日の経過で死

の転帰をとるものが多く，極めて死亡率は高

かった。

このように，Ａpp１型は極めて甚急性の経過

をたどる。しかも，野外においてはＡpp１型の

多剤耐性を示す株が他の血清型に比べて多く存

在していることが報告されている２，３，６，７）。

そのため，この疾病の治療にあたっては治療薬

の選択に非常に苦慮しているのが現状である。

そこで，Ａpp１型の感染により肺炎症状を呈

した，子豚および肉豚の野外発生例にキノロン

カルボン酸合成抗菌剤（エンロフロキサシン）

による治療試験を試みた。

また，対照薬として，ベンジルペニシリンプ

ロカインを投与し，治療効果を比較検討した。

その結果，次のような成績が得られた。

１．子豚・肉豚で39.5℃以上の熱発し，豚胸

膜肺炎の症状を呈している豚に，エンロフロキ

サシン注射液の，５％2.5mg/kgと５mg/kg，10％

５mg/kgと10mg/kgのそれぞれを投与した。その

結果，投与２日目までにほとんどの供試豚が平

熱の範囲内まで回復した。これは，ペニシリン

投与区に比べ明らかに早い回復であった。ま

た，元気・活力，食欲，発咳および呼吸状態な

どの臨床症状においても，エンロフロキサシン

注射液を投与した区は，ペニシリン投与区に比

べ，早く症状が回復した。

２．細菌学的検査では，投与開始前のエンロ

フロキサシン５％2.5mg/kg以外の投与区で，鼻

腔内から，Ａpp１型が高率に分離された。しか

し，投与終了後４日目では，エンロフロキサシ

ンの５％５mg/kgと10％５mg/kgおよび10％10mg/

kg投与区では，Ａpp１型は分離されなかった。

これに対し，ペニシリン３万単位/kg投与区で

は，投与開始前と同様に高率にＡpp１型菌が分

離され，効果に差が見られた。

３．分離されたＡpp１型17株の薬剤感受性試

験では，エンロフロキサシンをアンピシリン，

カナマイシン，オキシテトラサイクリン，チア

ンフェニコール，チアムリンおよびナリジクス

酸の各種薬剤と比較検討した。この結果，エン

ロフロキサシンには，分離されたすべての株が

高い感受性を示した。次いで，アンピシリンが

高い感受性を示し，ナリジクス酸は中等度の感

受性を示した。しかし，チアムリンは低い感受

性を示した。さらに，オキシテトラサイクリン

とカナマイシンおよびチアンフェニコールは明

らかに耐性を示した。

この結果，エンロフロキサシンは，今回の試

験養豚場から分離されたＡpp１株に対して極め

て高い感受性を有していることが確認された。

これは，臨床症状の改善とも一致し，Ａpp１型

に対して，治療薬剤として有効であることが実

証された。

４．今回の治療試験では，エンロフロキサシ

ン注射液を５％2.5mg/kgと５mg/kg，10％５mg/

kgと10％10mg/kgの４種類の薬用量区を設け，各
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薬用量間の効果を比較した。

この結果，最も効果があったのは，10％10mg/

kg投与であった。次いで，５％10mg/kg，５％５

mg/kg，５％2.5mg/kgの順に効果が確認された。

以上，これらの結果からＡpp１型に対して，

エンロフロキサシン（バイトリルの有効成分）

の濃度５％と10％とも薬用量５～10mg/kgが妥当

であると思われる。

そしてＡpp１型に対する有効な薬剤が少ない

現況ではＡpp１型発生初期に本剤の投与はきわ

めて有効であると思われる。

最後に，本治療試験にあたりご協力いただき

ました，千葉県家畜衛生研究所の鈴木達郎先生

はじめ諸先生方，農林水産省家畜衛生試験場の

諸先生方ならびに，薬剤を提供していただいた

ドイツ・バイエル社に深謝致します。
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畜産が多頭化した現在，生産性を阻害する疾

病として最も重要なのは呼吸器病および下痢症

等の慢性疾病であり，とりわけ肺炎を中心とし

た呼吸器病の占める割合はきわめて大きい。こ

れらの疾病は流行の形態から言えばenzooticで

あり（伝染病の発生頻度は，panzootic＝凡流行

性＞epizootic＝流行性＞enzootic＝地方流行性

＝常在性＞sporadic＝散発性，の順に低下す

る），さほど強い伝染性を示すものではない。

しかしながらenzooticという言葉は，訳語とし

て「地方流行性」よりは「常在性」と呼ばれる

ことが多い事実が示すように，一度汚染された

ら容易に清浄化できないのが特徴である。その

理由として，①原因菌が単一でなく多くは複合

感染であること，②強固な免疫ができにくいこ

と等が挙げられよう。その結果ワクチン開発も

ままならず，化学療法の占める比重は高くなら

ざるを得ない。

一般に新しい抗菌性物質が発見されると，遅

かれ早かれプラスミドによって伝達される耐性

が出現しやがて広がるようになる。すなわちこ

の種の耐性は，当該薬剤が臨床的に使われる前

から存在し得るが，臨床的に使用されるように

なることによって耐性菌の選択や耐性の伝播が

促進され，ついには耐性菌の著しい増加をもた

らす。例外的にフラン剤，ノボビオシン，ポリ

ペプチド，リファンピンおよびキノロンがプラ

スミド性の薬剤耐性をまぬがれている。これら

の薬剤のうちニューキノロンと称される，ピリ

ドンカルボン酸の基本骨格にフッ素を有する薬

剤は，広い抗菌域と強い殺菌活性を示すことが

知られている１）。

以上のようなことから，本稿ではウシおよび

ブタの肺炎起因菌として重要なマイコプラズマ

および一般細菌に対する動物用ニューキノロン

系薬剤バイトリルの抗菌活性について検討を加

えた。

供試菌株：子牛の肺炎起因マイコプラズマと

してUreaplasma diversum，Mycoplasma bovis

およびMycoplasma bovirhinisの３菌種を供試し

た。M.bovirhinisは基準株ＰＧ43の他，野外分

離株31株の計32株，M.bovisは基準株ＰＧ45の

他，野外分離株3 7 株の計3 8 株を，また

U.diversumは野外分離株６株を供試した。野外

分離株はいずれも肺炎に罹患した子牛の鼻腔よ

り1986～87年に分離されたものであり，ＰＧ45

株はDr.M.F.Barile（アメリカ合衆国メリーラン

ド州・National Institute of Health）より分

与を受けた。ブタ由来マイコプラズマとしては

Mycoplasma hyopneumoniae Mycoplasma

hyorhinisおよびMycoplasma hyosynoviaeの３菌

種を供試した。M.hyopneumoniaeは，新基準株Ｊ

の他，わが国の豚流行性肺炎罹患豚より1970年

に分離した14株，1979年に分離した７株および

1980年に分離した６株の計28株を，M.hyorhinis

は，基準株ＢＴＳ７の他，同様に豚流行性肺炎

罹患豚より1970年に分離した12株，1983年に分

離した３株および1984年に分離した11株の計27

株を，またM.hyosynoviaeは，基準株Ｓ16の他，

と畜場出荷時に関節の腫脹が認められた豚の関

節腔液より1978年に分離した24株の計25株を供

試した。さらに，わが国におけるブタの胸膜肺

炎病巣より1989年～1991年に分離されたActino-

bacillus Pleuropneumoniae １型菌株71株を供

試した。

供試培地：M.bovirhinisおよびM.bovisの培養

山本孝史＊

ウシおよびブタの呼吸器病原性菌に対す
るバイトリルの抗菌活性

＊農林水産省家畜衛生試験場

材料および方法
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にはムチン寒天培養（Ｍ-Ａgar）をU.diversum

にはＴ-Ｂrothを用いた。一方M.hyopneumoniae

の培養には，ＢＨＬ-Ｂroth７）に若干の修正を

加えた培地を，またM.hyorhinisには，ムチ

ン・ブドウ糖ブロス（ＭＧ-Ｂroth）を，さらに

M.hyosynoviaeにおいては，ムチン・アルギニ

ンブロス（ＭＡ-Ｂroth）を供試した。これらの

供試培地の組成は，表１に示した。また

A.pleuropneumoniaeの培養にはβ－ＮＡＤ（25

μg/ã）を添加したミューラヒントン培地を供

試した。

供試薬剤：キノロン系合成抗菌剤としてバイト

リルEnrofloxacin（ＥＲＦＸ：ドイツ・バイエル

社，Lot No.ＧＲＫ 5022）およびCiprofloxacin（Ｃ

ＰＦＸ：同，Lot No.300419）を用い，対照薬剤と

して，Tiamulin（ＴＭ），Tylosin（ＴＳ），Chlo-

rtetracycline（ＣＴＣ），Oxyteracycline（ＯＴ

Ｃ），Doxycycline（ＤＯＸＹ），Benzylpenicillin

（ＰＣＧ），Ampicillin（ＡＢＰＣ），Lincomycin

（ＬＣＭ）[以上常用標準品]，Thiamphenicol（Ｔ

Ｐ）（べーリンガーマンハイム社，L o t

No.434669），Oxolinic acid（ＯＸ）（市販品より

抽出，Lot No.43901）を用いた。なお，常用標準品

は動物医薬品検査所より分与されたものである。

最小発育阻止濃度の測定：最小発育阻止濃度

（Minimum Inhibitory Concentration；ＭＩ

Ｃ）の測定は，M.bovirhinisおよびM.bovisで

はＭ-ＡgarをA.pleuropneumoniaeではβ－Ｎ

ＡＤ加ミューラヒントン培地を用い，ミクロプ

ランター（佐久間製作所）を用いて日本化学

療法学会標準法に準じて寒天平板希釈法によ

り実施した。一方M.hyopneumoniae，M.hyo-

rhinis，M.hyosynoviaeおよびU.diversumで

は平底プレート（CORNING CELL WELLS，96
Wells with Lid，Flat Bottom）を用い液体培

地希釈法にて実施した。すなわち，菌種に応じ

表１　Composition of media employed for
     susceptibility test　　　　　　　

ウシおよびブタの呼吸器病原性菌に対するバイトリルの抗菌活性
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てＭＧ-Ｂroth，ＭＡ-Ｂroth，ＢＨＬ-Ｂroth

およびＴ-Ｂrothのいずれかを0.1ãずつマイク

ロプレートの各ウェルに分注し，マルチチャン

ネルピペット（Flow Laboratories）を用いて

薬剤希釈列を作製した。菌液は－70℃凍結保存

菌液を3.7℃，１～５日間培養し定常期に達し

た直後のものを用い，M.hyopneumoniaeおよび

U.diversumの場合は100倍希釈（10６～10７ＣＣ

Ｕ/ ãおよび1 0 ３～1 0 ４ＣＣＵ/ ã），また

M.hyorhinisおよびM.hyosynoviaeの場合は，

1,000倍希釈（10５～10６ＣＣＵ/ã）し，その

0 . 1ãずつを上記の薬剤希釈列に接種した。

M.hyosynoviaeおよびU.diversumでは接種の終

わったプレートの各ウェルに流動パラフィンを

0.075ãずつ重層したのち37℃にて培養した。そ

の他の菌種ではプレートを湿度を保ったポリエ

チレン製容器に入れ，37℃にて培養した。判定

は，ブドウ糖の分解によるpＨの下降，あるい

はアルギニンもしくは尿素の分解によるpＨの

上昇の有無により実施し，M.hyopneumoniaeお

よびM.hyorhinisでは，薬剤を含まない菌液対

照のp Ｈが6 . 8 に下降した時点で，また

M.hyosynoviaeの場合は8.0に上昇した時点で，

pＨの変動が全く認められない薬剤の最低濃度

をＭＩＣとした。

最小殺菌濃度の測定：ＭＩＣ判定後直ちに，

各ウェルより10μçをとり，M.hyopneumoniae

の場合は0 . 2 ãのＢＨＬ- Ｂr o t h に，また

M.hyorhinisおよびM.hyosynoviaeの場合は，

Ｍ-Ａgarに接種し，それぞれ７および４日間37

℃にて培養した。なおM.hyorhinisは微好気的

に，またM.hyosynoviaeは，スチールウール・

ガ ス 置 換 法 に よ り 嫌 気 的 に 培 養 し た 。

M.hyopneumoniaeの場合は，ＭＩＣの判定と同

様に，培地pＨの低下が全く認められない薬剤の

最低濃度を，またM . h y o r h i n i s および

M.hyosynoviaeの場合は，集落の発育が全く認め

られない薬剤の最低濃度をそれぞれ最小殺菌濃

度（Minimum Bactericidal Concentration；Ｍ

ＢＣ）とした。

耐性値上昇試験：供試菌株としてM.bovisＰＧ

4 5 （基準株）およびＢＳ8 7 1 4 株（野外分離

株），薬剤としてＥＲＦＸおよびＣＰＦＸを供

試し液体培地中で実施した。M.bovisはブドウ糖

あるいはアルギニンの分解能がなく，これらを

増殖の指標とはできないがTween 80を添加した

培地では著しい混濁を示すことから，ムチン・

ブロスにTween 80を0.0625％添加した培地（Ｔ

w-Ｂroth）を供試した。すなわちＴw-Ｂrothで

薬剤希釈列を2.5ã容量で作製し，定常期に達し

た菌液0.1ãを接種した。37℃で３日間培養後増

殖を示した薬剤の最高濃度の菌液を新たな薬剤

希釈列に接種した。以上の操作を耐性値が上昇

を示さなくなるまで繰り返した。

１．仔牛肺炎由来マイコプラズマの薬剤感受性

M.bovirhinisに対してはＥＲＦＸおよびＣＰＦＸ

はＴＳと同様のＭＩＣ値（ＭＩＣ50＝0.10～0.20μ

g/ã，ＭＩＣ90＝0.78～1.56μg/ã）を示し供試薬

剤中最も低値であった。これら３薬剤には若干劣

るもののＬＣＭ（ＭＩＣ50＝0.78μg/ã，ＭＩＣ90＝

1.56μg/ã）もほぼ同様の抗菌活性を示したのに対

し，ＴＰ（ＭＩＣ50＝6.25μg/ã，ＭＩＣ90＝6.25

μg/ã）およびＯＴＣ（ＭＩＣ50＝12.5μg/ã，

ＭＩＣ90＝25μg/ã）のM.bovirhinisに対する抗菌

活性は低く，特にＯＴＣではほとんど認められな

かった（表２）。

成　績
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さらにM.bovisに対してもＥＲＦＸおよびＣＰ

ＦＸは，ＬＣＭとともに供試薬剤中最も高い抗菌

活性を示し，そのＭＩＣ値は，ＭＩＣ50＝0.20～

0.39μg/ã，ＭＩＣ90＝0.39μg/ãであった。一

方本菌は，ＴＳ（ＭＩＣ50＝0.78μg/ã，ＭＩＣ

90＝1.56μg/ã）に対しても感受性を示したもの

の，ＴＰ（ＭＩＣ50＝6.25μg/ã，ＭＩＣ90＝6.25

μg/ã）およびＯＴＣ（ＭＩＣ50＝12.5μg/ã，Ｍ

表４．Distribution of minimum inhibitory concentration of selected
antimicrobial drugs against Ureaplasma diversum

表３．Distribution of minimum inhibitory concentration of selected
antimicrobial drugs against Mycoplasma bovis

表２．Distribution of minimum inhibitory concentration of selected
antimicrobial drugs against Mycoplasma bovirhinis

ウシおよびブタの呼吸器病原性菌に対するバイトリルの抗菌活性
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ＩＣ90＝25μg/ã）に対してはM.bovirhinisと同様低

感受性～耐性であった（表３）。

またU.diversumは，ＬＣＭに対しては耐性で

あり，また６株中４株がＴＳに対しても耐性を

示したが，ＥＲＦＸ，ＣＰＦＸおよびＯＴＣに

は感受性であった（表４）。

M.bovisを用いた耐性値上昇試験においては，

ＥＲＦＸおよびＣＰＦＸは類似したパターンを

示し，基準株ＰＧ45では14継代後，野外新鮮分

離株ＢＳ8714では７～10継代後，耐性値25～50μ

g/ãで定常に達した（図１-１，２）。また得ら

れたＥＲＦＸおよびＣＰＦＸ各薬剤に対する耐

性株は相互に交差耐性を示す傾向が認められた

（表５）。

２．ブタ由来マイコプラズマの薬剤感受性

M.hyopneumoniaeに対するＭＩＣおよびＭＢＣ

の比較：M.hyopneumoniaeに対して最も低いＭＩ

Ｃ値を示したのはＴＭであり，0.025～0.10μg/

ãであった。ＥＲＦＸは，ＴＭに次いで低いＭ

ＩＣを示し，１株（0.78μg/ã）を除き他は全て

0.05～0.20μg/ãであった。ＴＳのＭＩＣは，

0.05～0.39μg/ãに分布しＥＲＦＸとほぼ同等

であった。ＯＴＣのＭＩＣは，0.20～6.25μg/

ãと広い範囲に分布したのに対し，ＴＰは，供

試した全株が1.56～3.13μg/ãのＭＩＣを示し

た。ＯＸは，3.13～25μg/ãと供試薬剤中最も

高いＭＩＣを示した（表６）。またＭＢＣで

は，最も高い活性を示したのはＭＩＣと同様Ｔ

Ｍであり，0.05～0.20μg/ãであった。次いで

ＴＳとＥＲＦＸがほぼ同様の活性を示し，その

値はいずれも0.10～1.56μg/ãに分布してい

た。ＯＴＣは，0.39～50μg/ãときわめて広範

囲にＭＢＣが分布していたのに対し，ＴＰでは

3.13～12.5μg/ãでありＭＩＣと同様ＭＢＣの

分布域も狭かった（表７）。

M.hyorhinisに対するＭＩＣおよびＭＢＣの比

図１-２　Increase of drug resistance of MycoplasmaMycoplasmaMycoplasmaMycoplasmaMycoplasma
        bovisbovisbovisbovisbovis     ＢＳＢＳＢＳＢＳＢＳ87148714871487148714 against Enrofloxacin and
        Ciprofloxacin by repeated passages

図１-１　Increase of drug resistance of MycoplasmaMycoplasmaMycoplasmaMycoplasmaMycoplasma
        bovisbovisbovisbovisbovis     ＰＧＰＧＰＧＰＧＰＧ4545454545 against Enrofloxacin and
        Ciprofloxacin by repeated passages
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較：M.hyorhinisに対して最も低いＭＩＣ値を示

したのはＴＭであり，0.025～0.10μg/ãであっ

た。次いでＴＳおよびＯＴＣが低いＭＩＣを示

し，その値は0.39～1.56μg/ãであった。ま

た，ＥＲＦＸおよびＴＰは，それぞれ1. 5 6～

3.13μg/ã，3.13～6.25μg/ãであり，きわめ

表７　Distribution of minimal bactericidal concentrations of selected
antimicrobial drugs against Mycoplasma hyopneumoniae

表６　Distribution of minimal inhibitory concentrations of selected
antimicrobial drugs against Mycoplasma hyopneumoniae

表５　Comparative susceptibility of resistance induced strains of
Mycoplasma bovis against Enrofloxacin and Ciprofloxacin

ウシおよびブタの呼吸器病原性菌に対するバイトリルの抗菌活性
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て狭い範囲にそのＭＩＣが分布していた。ＯＸは

6.25～25μg/ãと供試薬剤中最も高いＭＩＣを示

した（表８）。次いでＭＢＣでは，最も高い活性

を示したのは，ＭＩＣと同様ＴＭであったが，そ

の分布はＭＩＣと異なり，比較的広い範囲に分布

する傾向を示した。さらにＭＢＣ/ＭＩＣの比率も

４～32であり，27株中20株が16倍以上を示した。

またＴＳおよびＯＴＣにおいても，ＭＢＣ/ＭＩＣ

は，８～64を示し，前者では，27株中18株が，ま

た後者では，27株中26株が16倍以上を示した。こ

れに対し，ＥＲＦＸでは，２～16であり，27株中

23株がＭＢＣ/ＭＩＣの比率が４以下であった。

このためＴＳおよびＯＴＣの50％ＭＩＣ値がい

ずれも0.78μg/ãであり，ＥＲＦＸのそれが

3.13μg/ãであったものが，50％ＭＢＣ値で

は，ＴＳが12.5μg/ã，ＯＴＣが25μg/ãとな

り，ＥＲＦＸでは6.25μg/ãと逆転していた。

ＴＰおよびＯＸのM.hyorhinisに対する50％ＭＢ

Ｃ値は，いずれも50μg/ãであり，これらの薬

剤は，本菌種に対しては無効と考えられた（表

９）。

M.hyosynoviaeに対するＭＩＣおよびＭＢＣの

比較：M.hyosynoviaeに対して最も低いＭＩＣを

示したのは，ＴＭであったが，本菌種に対して

表９　Distribution of minimal bactericidal concentrations of selected
antimicrobial drugs against Mycoplasma hyrhinis

表８　Distribution of minimal inhibitory concentrations of selected
antimicrobial drugs against Mycoplasma hyorhinis
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は，M.hyopneumoniaeおよびM.hyorhinisに対す

る場合と異なり，そのＭＩＣの分布は，0.025～

0.78μg/ãと広い範囲にわたっていた。次いで

ＴＳ（ＭＩＣ50＝0.78μg/ã），ＥＲＦＸ（ＭＩ

Ｃ50＝1.56μg/ã）およびＯＴＣ（ＭＩＣ50＝

1.56μg/ã）が低いＭＩＣを示したが，ＴＳお

よびＯＴＣのＭＩＣがそれぞれ0.20～6.25μg/

ã，0.39～6.25μg/ãと広い分布域を示したの

に対し，ＥＲＦＸは0.78～3.13μg/ãと狭い範

囲にそのＭＩＣが分布していた。ＴＰおよびＯ

Ｘは，本菌種に対しては，ほとんど抗菌活性を

示さなかった（表10）。このようにＥＲＦＸの

ＭＩＣ値のみが狭い範囲に分布する傾向は，Ｍ

ＢＣにおいても認められた。すなわち，最も高

い抗菌活性を示したＴＭにおいても，その分布

域は0.10～1.56μg/ãと比較的広い範囲に分布

し，またＭＢＣ/ＭＩＣの比率も１～3 2 であ

り，25株中の16株が８倍以上を示した。また，

ＴＳおよびＯＴＣにおいても，ＭＢＣの分布域

はそれぞれ0.78～50μg/ã，6.25～100μg/ã

と広範囲であり，ＭＢＣ/ＭＩＣは，１～64を

示し，前者では，25株中16株が４倍以上を，ま

た後者では，25株中22株が８倍以上を示した。

これに対し，ＥＲＦＸでは，ＭＢＣの分布域

は，1.56～12.5μg/ãであり，また25株中24株

においてＭＢＣ/ＭＩＣの比率が４以下であっ

た（表11）。

３．Actinobacillus pleuropneumoniae血清型１

菌株の薬剤感受性

供試した１型菌71株中60株がＯＴＣに，59株

がＴＰにさらに６株はＰＣＧおよびＡＢＰＣに

も耐性であった。一方ＥＲＦＸに対しては全株

がきわめて感受性であり，そのＭＩＣ値は0.10

μg/ã以下であった。その他の薬剤では，ＣＴ

ＣおよびＤＯＸＹが0.39～3.13μg/ãおよび

0.10～1.56μg/ãと比較的低いＭＩＣ値を示

し，ＴＭおよびＬＣＭではそれぞれ1.56～12.5

μg/ã，6.25～25μg/ãであった（表12）。

表10　Distribution of minimal inhibitory concentrations of selected
antimicrobial drugs against Mycoplasma hyosynoviae

考　察

ウシおよびブタの呼吸器病原性菌に対するバイトリルの抗菌活性
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マイコプラズマによる疾病には，従来マクロ

ライド系あるいはテトラサイクリン系抗生物質

が多用されているが，反面これらの薬剤に対す

る耐性菌の出現も指摘されるようになってきて

いる４，８）。キノロンカルボン酸系合成抗菌剤

は，ゲンタマイシンおよびメチシリン耐性ブド

ウ球菌２）をはじめ各種の耐性菌に対しても有効

であるとともにマイコプラズマに対しても抗菌

活性を示す３）等広い抗菌域を有している。

多頭飼育肉用仔牛の肺炎は，単一の病原体に

よって惹起される疾病ではなく，M . b o v i s，

M.bovirhinis，U.diversumなどの複合感染症で

ある。したがって本病の治療にはこれらすべて

の菌種に抗菌活性を有することが要求される

が，供試した薬剤中，この条件を満たしたのは

ＣＰＦＸおよびＥＲＦＸのみであった。

表12　Drug susceptibility of Antinobacillus pleuropneumoniae serovar
１　strains

表11　Distribution of minimal bactericidal concentrations of selected
antimicrobial drugs against Mycoplasma hyopneumoniae
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また豚由来マイコプラズマに対しては，ＴＭ

に次ぐ低いＭＩＣ値を示した。一方ＭＢＣ/Ｍ

ＩＣの比率はＴＭよりＥＲＦＸの方が小さかっ

た。さらに各種濃度の薬剤存在下におけるマ

イコプラズマの生菌数の推移を経時的にみた成

績５）によると，ＴＭによるマイコプラズマの

死滅はゆるやかであるのに対し，キノロンカル

ボン酸系合成抗菌剤では急速に進行することが

記載されている。

ところで近年わが国におけるA.pleuropneu-

moniaeの流行には血清型の多様性という新たな

問題が生じている。特に１型菌による急性死亡

例の多発は，養豚業界を震憾させるに充分な被

害を各地で引き起こしている。すなわち１型菌

はきわめて薬剤耐性を獲得しやすく，今回供試

した71株中約60株がＴＰおよびＯＴＣに耐性で

あり，うち６株はペニシリン系薬剤にも耐性で

あった。本成績は，1988年までの分離株の薬剤

感受性に関する報告６）における，薬剤感受性と

血清型には関係があり２型以外の菌株では薬剤

耐性を獲得しやすいのではないかという推論を

実証したものと言えよう。ＥＲＦＸはこれら多

剤耐性菌に対してもきわめて有効で，すべての

菌株において0.10μg/ã以下のＭＩＣ値を示し

た。

このようにＥＲＦＸは，広い抗菌域を持つと

ともにその作用機序がcidalであることから，複

合感染症的色彩がきわめて強い獣医学領域にお

ける慢性疾病の治療にその効果が期待される。
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肥育素牛生産農家では，素牛（生後約1 0 日

齢）導入後４～７日目に下痢が多発し，これに

肺炎を併発すると経済的損失は大きく，これら

への対策が重要なポイントとなってくる。

今回，乳用子牛を導入育成し，常時400頭を飼

育する一貫肥育経営農家で，生後８～15日齢ま

での子牛のうち，下痢症と診断した牛にバイエ

ル社の注射用エンロフロキサシン製剤バイトリ

ル注射液を投与し，その有効性を検討した。

試験期間

平成２年１月10日から３月末日まで

実施農場

岡山県下の乳用雄子牛を常時400頭飼育してい

る一農場で，子牛の導入は町内から３～５頭程

度を，５～７日間隔で行っている。６～７日齢

で導入された子牛は，ストールで代用乳により

飼育し，35日齢で離乳される。

なお，当農場では哺乳期の下痢症が多発して

おり，その対策に苦慮している。これらは病性

鑑定の結果，大腸菌症，ロタウイルス感染症と

診断されている。

供試動物

生後８～15日齢（体重32～60kg）のホルスタ

イン種と黒毛和種の一代交雑種の雌雄の子牛

で，大腸菌症の疑われる下痢便が認められた44

頭（試験群30頭，対照群14頭）を対象とした。

供試薬剤

試験薬剤としてバイエルジャパン株式会社よ

り供与されたバイトリル2.5％・５％・10％注射

液の３製剤を用いた。各製剤は100ã中に有効成

分エンロフロキサシンを2.5g，５gおよび10gそ

れぞれ含有する。

対照薬にはオキシテトラサイクリン製剤（以

下ＯＴＣと略）を使用した。

用法および用量

バイトリルは，2.5％注射液を体重１kg当たり

有効成分エンロフロキサシンとして1.25 m gと

2.5mg，５％注射液を同じく2.5mgと5.0mg，10％

注射液を同じく5.0mg投与した。ＯＴＣは体重１

kg当たり有効成分として10.0mg投与した。いず

れも１日１回３日間連続で皮下注射した（表

１）。

なお，供試子牛の区分は無作為に行った。ま

た，薬剤の投与開始はいずれも下痢便の排泄が

認められた日とした。

検査項目

（１）臨床観察

糞便性状を主体に投薬開始から投薬終了後２

日目まで観察し，観察した臨床症状を指数化し

て記録した（表２）。

臨床所見は指数の総合評点により１～３を軽

症，４～６を中症，７～９を重症に区分した。

乳用子牛下痢症に対するバイトリル注射
液の治療試験

黒瀬　浩平＊　山川まり子＊＊

藤原　三男＊　福富　豊子＊＊
大内　紀章＊＊

１．緒　言

２．材料および方法

表１　供試薬剤の投与量と供試頭数

表２　観察した臨床症状の指数化

＊岡山県津山家畜保健衛生所　＊＊岡山県家畜病性鑑定所
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また，バイトリル投与後の副作用についても

観察を行った。

（２）細菌検査

検査は投薬前と投薬終了後２日目の直腸便とし

た。検体からの大腸菌の分離と大腸菌数の測定およ

びサルモネラの分離を試みた。投薬前同定された大

腸菌の型別は，凝集反応によりＯ抗原の検出を試

み，また，エンテロトキシンについては，耐熱性

（ＳＴ）エンテロトキシンおよび易熱性（ＬＴ）エ

ンテロトキシンの検索を試みた。また，投薬前の検

体から分離した大腸菌について，１検体当たり２株

あて，日本化学療法学会標準法１）に準拠して，エ

ンロフロキサシン（ＥＲＦＸ），ナリジクス酸（Ｎ

Ａ），アンピシリン（ＡＢＰＣ），ビコザマイシン

（ＢＣＭ），ホスホマイシン（ＦＯＭ），ゲンタマ

イシン（ＧＭ），オキシテトラサイクリン（ＯＴ

Ｃ），およびチアンフェニコール（ＴＰ）に対する

感受性（ＭＩＣ）を測定した。

（３）寄生虫検査

細菌検査材料のうち投薬前の検体より，コク

シジウムおよびその他の消化管内寄生虫の有無

をマックマスター法および渡辺氏変法により確

認した。

（４）ウイルス検査

細菌検査材料のうち投薬前の検体について，

逆受身凝集反応によりロタウイルスの検索を試

みた。

効果判定

薬剤投与による治療効果判定は，便の性状お

よび一般臨床症状によって以下の４段階に区分

した。

著効：３日目までに便の性状，一般臨床症状

とも正常に回復したもの。

有効：最終投薬終了後２日目の時点で便の性

状が正常あるいは軟便に改善し，一般臨

床症状が明らかな改善を示したもの。

無効：最終投薬終了後２日目の時点で便の性

状が正常あるいは軟便に改善されない

か，一般臨床症状が明らかな改善を示

さなかったもの。

なお，主にウイルス感染あるいは消化管内寄

生虫の寄生が主因と考えられる下痢症と診断さ

れたものは，効果判定より除外した。

また，有効率は供試頭数中の著効および有効

頭数の占める割合で算出した。

統計学的処理

効果判定については，各試験区ごとの臨床症状

の発現日数を分散分析法により，また，糞便性状

についてはχ２検定，直腸便中の大腸菌数はt-検

定により，それぞれ区間の比較を行った。なお，

２区および３区ではそれぞれ２種の製剤を使用し

たので，各製剤間の比較も同時に行った。

臨床所見

薬剤投与前における各区の臨床所見は表３に

示すとおりである。

なお，コクシジウムが確認された例はその症状

等より明らかにコクシジウムの寄生が主因と考え

られたため，本項の症例数に含めなかった。

投薬前の重症度をみると２区に重症例が認め

られた他は各区とも軽，中症例であった。しか

し，軽症，中症，重症頭数につき各区間，各薬

剤間で統計学的処理（χ２検定）を行った結果，

各区間，各薬剤間の重症度に有意差は認められ

なかった。

臨床症状（糞便性状，総合評点）の推移につ

いては，図１および２に示した。糞便性状の推

３．成　績

乳用子牛下痢症に対するバイトリル注射液の治療試験
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移については，投与前の区別平均評点は１区

2.3，３区2.3，４区2.1でほぼ等しかったのに対

し，２区では1.5と低かった。投薬に伴い評点は

減少し，投薬後１日目には３区，投薬後２日目

には１区，投薬後３日目（投薬終了後１日目）

には２区，投薬後４日目（投薬終了後２日目）

には１区の減少の幅が大きかった。投薬後４日

目の平均評点は１区０，２区0.2，３区0.4，４

区0.9であった。正常便，軟便，泥状便，水様便

を呈した頭数について日ごとに各区間，各製剤

間で統計学的処理（χ２検定）を行った結果，投

薬前の時点で２区と１区，３区，４区の間に，

投薬後１日目の時点で２区と１区，４区の間

に，投薬後２日目の時点で２区と３区，４区の

間にそれぞれ５％の危険率で，また，投薬後３

日目の時点で２区と４区の間に１％，投薬後４

日目の時点で４区と１区，２区，３区の間にそ

れぞれ５％，１％，１％の危険率で有意差が認

められた。なお，２区と３区の製剤間にはいず

れの日にも有意差は認められなかった。

総合評点の推移についても同様の傾向で，投

薬後４日目の平均評点は１区０，２区0.2，３区

0.4，４区1.0であり，１区，２区，３区と４区

に差がみられた。

表３　投薬開始前の臨床症状の分布

図２　臨床症状の区別総合評点の推移

図１　糞便性状の区別平均評点の推移
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なお，肺炎を併発した４頭の症状は投薬によ

り消失した。

各区の臨床症状発現日数は表４に示したとお

り，１区3.7日，２区3.2日，３区3.3日，４区

4.1日で２区が最も短く，４区で最も長かった。

各個体の症状発現日数について各区間，各製剤

間で統計学的処理（分散分析法）を行った結

果，２区と４区の間に１％の危険率で有意差が

認められた。なお，２区と３区の製剤間に有意

差は認められなかった。

臨床効果判定の結果は表５に示した。４区の

３頭が無効であった他は全頭が著効あるいは有

効であり，有効率は１～３区は100％，４区78.6

％であった。各区間，各製剤間の重症度別並び

に全体の効果につき，統計学的に処理（χ２検

定）した結果，２区と４区の間に中症例以上に

５％，全体で１％の危険率で有意差が認められ

た。なお，２区と３区の製剤間に有意差は認め

られなかった。

なお，バイトリル投薬後の局所反応，発熱等

の副作用の発現について観察したが，試験期間

中これらの反応はいずれも観察されなかった。

細菌学的検査

（１）直腸便からの大腸菌とサルモネラの分離

（表６）

投薬前および投薬後４日目に直腸便より大腸

菌とサルモネラの分離を試みた結果，各区のい

ずれの供試牛からも大腸菌は分離されたもの

の，サルモネラは全く分離されなかった。

（２）投薬前後の大腸菌数の変動（表６）

大腸菌数の変動をみると，投薬前の菌数分布

は各区とも＜10２～10８ＣＦＵ/gで，ＧＭ値平均

では4.6～5.3とほぼ同様であった。投薬後４日

目の菌数をみると１区＜10２～10８（ＧＭ値平均

4.5），２区＜10２～10８（ＧＭ値平均3.5），３区

＜10２～10７（ＧＭ値平均4.3），４区＜10２～10７

（ＧＭ値平均3.5）でＧＭ値平均で比較すると４

区が最も低く，１区，２区で最も高かった。ま

表４　重症度別臨床症状発現日数

乳用子牛下痢症に対するバイトリル注射液の治療試験
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た，ＧＭ値の前後差の各区の平均をみても同様の

傾向で４区が最も差が大きく，１区で最も小さ

かった。しかし，投薬前，投薬後および投薬前後

の差について各区間で統計学的に処理（t-検定）

した結果，有意差は認められなかった。

（３）分離大腸菌の血清型別とエンテロトキシン

の検出（表７）

投与前に分離した大腸菌44検体の血清型の内訳

は，Ｏ-８が４検体，Ｏ-９が３検体，Ｏ-20が16

検体，Ｏ-138が９検体，Ｏ-139が４検体であり，

型別不能は９検体で，Ｏ-20，Ｏ-138が49％を占

めていた。

エンテロトキシンについては２検体（２区の

５％剤投与例）にＳＴが検出されたのみであっ

た。

（４）分離大腸菌の薬剤感受性（表８，図３）

分離大腸菌88株に対する供試８薬剤のＭＩＣ50

およびＭＩＣ90はそれぞれＥＲＦＸ0.39μg/ã，

3.13μg/ã，ＮＡ50μg/ã，＞100μg/ã，ＡＢＰ

Ｃ50μg/ã，＞100μg/ã，ＢＣＭ＞100μg/ã，

表６　投与前後の大腸菌数（区別平均）の変動とサルモネラの分離

表５　重症度別臨床効果判定
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図３　分離されたE.coli（88株）に対する累積ＭＩＣ

表８　分離されたE.coli（88株）に対するＭＩＣの分布

表７　分離大腸菌の血清型とエンテロトキシンの検出

乳用子牛下痢症に対するバイトリル注射液の治療試験
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＞100μg/ã，ＦＯＭ50μg/ã，＞100μg/ã，ＧＭ

3.13μg/ã，3.13μg/ã，ＯＴＣ＞100μg/ã，＞100

μg/ã，ＴＰ＞100μg/ã，＞100μg/ãであった。耐

性限界値をＥＲＦＸ3.13μg/ã，ＢＣＭ50μg/ã，

その他を25μg/ãとすると，ＥＲＦＸ，ＧＭに対す

る耐性株は認められなかったが，ＮＡに対し63株

（71.6％），ＡＢＰＣに対し65株（73.9％），ＢＣ

Ｍに対し88株（100％），ＦＯＭに対し73株（83.0

％），ＯＴＣに対し80株（90.9％），ＴＰに対し88

株（100％）が耐性であった。

寄生虫の有無（表９）

コクシジウムが確認されたのは３区の10％剤

を投与した３頭の検体からであった。なお，他

の内部寄生虫卵はいずれの検体からも検出され

なかった。

ロタウイルスの検出（表９）

ロタウイルスが検出されたのは17検体（38.6

％）で，いずれの区にも高率（28.6～75％）に

認められた。

子牛の細菌性下痢症の治療には，従来より各

種抗菌剤投与を中心とする対策が行われてきた

が，本症の発生頻度はなお高く，畜産農家に多

大な被害を与えている。これには，これら抗菌

剤に対して耐性を示す多剤耐性菌の出現２，３）が

関与していることも１つの要因であると考えら

れる。従って，多剤耐性菌に交差耐性を示さな

い有効な薬剤の開発が望まれている。

今回，乳用雄子牛の細菌性下痢症の治療薬と

して，フルオロキノロン剤であるバイトリル注

射液（以下バイトリルと略す）を用い，治療効

果と副作用の発現を検討するとともに，市販の

ＯＴＣ製剤との比較を行った。

本試験における下痢の起因病原体としては，

大腸菌の他にロタウイルスおよびコクシジウム

が確認された。バイトリルおよびＯＴＣともに

抗ウイルス作用および抗コクシジウム作用は認

められていないが，ロタウイルスの検出された

症例に対しては検出されなかった症例と同様の

効果がみられたことから，ロタウイルスが今回

の下痢症の主因とは考えにくい。しかし，コク

シジウムが検出された３例では血様便を排泄し

症状の改善がみられなかったことから，本下痢

症の主因はコクシジウムであると考えられた。

従ってこの３例は臨床効果判定より除き，細菌

学的評価のみ行った。

下痢症のみられた子牛は，各投与区とも軽

症，中症が主で一部に重症が認められ，臨床症

状の指数の総合評点ではバイトリル1.25mg/kg投

表９　投薬前の糞便からのロタウイルス，コクシジウム等の検出

４．考　察
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与区が平均4.7で最も高く，ＯＴＣ投与区が平均

2.6で最も低かった。

これらの子牛に対するバイトリルの有効率は

各投与区とも100％，ＯＴＣ投与区の場合は78.6

％で，バイトリルの優れた効果が示唆された。

これは著効を示した例がバイトリル投与区で25

～50％，ＯＴＣ投与区で7.1％であり，症状発現

日数をみてもバイトリル投与区は3.2～3.7日，

ＯＴＣ投与区で4.1日であり，さらに，投薬終了

後２日目の総合評点においてもバイトリル投与

区は０～0.4，ＯＴＣ投与区で1.0と，投薬前に

最も低かったＯＴＣ投与区が最も高い評点であ

ることからも裏付けられる結果であると思考さ

れる。

バイトリルの各用量間では，2.5mg/kg投与区

で最も症状発現日数が短く，次いで5.0mg/kg投

与区，1.25mg/kg投与区の順であった。しかし，

この差は小さく，投薬前の総合評点の平均はこ

の順の逆であったため，各用量間の効果の差は

ほとんどないものと思われる。

バイトリルの各濃度の薬剤間の比較では，有

意差は認められなかった。各投与区の投薬前後

の直腸便の大腸菌数にはいずれも大きな変動は

みられなかった。

エンテロトキシンを保有する大腸菌は２例より

耐熱性毒素原性大腸菌（ＳＴ）が検出され，この

血清型はいずれもＯ-20であった。本血清型は子

牛の大腸菌性下痢症において検出頻度の高い毒素

原性大腸菌の１つである４）。これら子牛の症状は

他の下痢子牛の症状と同程度であり，かつ，投薬

による回復態度も同様であった。従って，バイト

リルはＳＴ保有大腸菌性下痢症に対しても優れた

治療効果を有するものと考えられた。

供試薬剤の分離大腸菌に対する最小発育阻止

濃度（ＭＩＣ）値の測定ではエンロフロキサシ

ン（ＥＲＦＸ）は0.1～3.13μg/ã，ＯＴＣは

0.2～＞100μg/ãであり，ＥＲＦＸが優れた抗

菌活性を示したのに対し，80/88株（90.9％）が

ＯＴＣに耐性を示し，臨床効果と一致した。ま

た，同時に実施した他の抗菌剤に対してもゲン

タマイシンを除く薬剤に70％以上の株が耐性を

示し，当該農場における多剤耐性菌の高度の浸

潤が示唆された。

バイトリル投与による副作用は試験期間中い

ずれも観察されず，安全性の高い薬剤であると

思われた。

子牛の大腸菌性下痢症例に対し，バイトリル

注射液は体重１kg当たり有効成分エンロフロキ

サシンとして1.25～5.0mgの３日間連続皮下投与

で，オキシテトラサイクリン製剤の10mg/kgの同

日投与に比し，優れた治療効果を示すものと考

えられた。また，副作用の発現もみられなかっ

たことより，その有用性は極めて高いと思われ

た。
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乳用雄子牛の肥育は現在畜産物輸入自由化を控

え，早期離乳した肥育素牛の大量導入，多頭集団

肥育化が進み急激な飼養管理の効率化と低コスト

化が計られてきている。

しかし，集団飼育による抗病性の低下，感染機

会の増大，そして移行抗体の質と量などの問題に

より，導入後の呼吸器病および消化器病は１），多

発の傾向にある。その発生は，子牛の発育にも影

響を与え，死亡するものも稀でない。このため，

低コスト化を進める生産者に与える経済的損失は

極めて大きい。

このうち呼吸器疾患は主にストレスと各種細

菌，ウイルスの混合感染により発生し，中でもパ

スツレラ，マイコプラズマ等の細菌は症状悪化の

重大な要因となっている１，２，３）。

一方，消化器疾患を起こす細菌のうち，サルモ

ネラは限局性に発生し，損耗率が高く，発生農場

においては長期にわたり常在化するため，発生し

た場合の被害は重大である４，５，６）。

これら疾病の予防，治療には様々な抗菌剤

が使用されてきたが，肺炎起因菌であるパス

ツレラ，マイコプラズマのいずれにも有効な

ものはテトラサイクリン系，マクロライド系

等の一部の薬剤に限定され２，３，７，８），一方，

サルモネラでは近年高度の薬剤耐性化が報告

されており５，６），いずれの疾患においても新

たな抗菌剤が求められている。

今回，著者らは乳用雄子牛のPa s t e u r e l l a

multocida，Mycoplasma bovisおよびSalmonella

sp.（１）serovar dublinの混合感染による下痢

を伴う呼吸器感染症例に対し，ドイツ・バイエル

社にて新しく開発された新キノロン剤であるバイ

トリル注射液（エンロフロキサシン）を用いて治

療を行い，その治療効果について臨床症状ならび

に細菌学的に検討を行い以下のような成績を得た

ので報告する。

１．試験実施期間

1990年２月～1990年７月までの５ヵ月間。

２．試験実施場所

千葉県Ｔ肥育農場：主に０～７ヵ月のホルス

タイン子牛を導入し，常時約400頭の集団肥育を

行っている。

３．供試牛

臨床所見により，気管支炎，肺炎と診断され

た１ヵ月齢未満～６ヵ月齢，体重50～200kgのホ

ルスタイン雄子牛16頭。これらの子牛は導入時

にＰＩ－３，ＢＶＤ，ＩＢＲの３種混合ワクチ

ンを接種済みであった。

４．供試薬剤

試験に供した薬剤はバイトリル2.5％注射液

（エンロフロキサシンを2.5％w/v含有），同５

％注射液（同成分を５％w/v含有）の２製剤を用

いた（以後，バイトリル注射液はバイトリルと

略す）。

また，症状のやや重い症例には輸液ならびに

抗炎症剤（抗ヒスタミン剤）等を併用したが抗

菌剤の併用は行わなかった。

５．試験区分と投薬方法

前述の供試牛を３区に無作為に区分した。各

薬剤は表１に示すとおりエンロフロキサシンと

してそれぞれ2.5mg/kg，5.0mg/kg，10.0mg/kg

を，症状に応じて１日１回，３～５日間頸部皮

下に投与した。

６．臨床観察

星　欽彌，小野和弘，吉村博文，
長谷川隆，近藤寧子

乳用雄子牛に発生した細菌性肺炎に対す
るバイトリル注射液の治療効果試験

材料と方法

緒　言

千葉県農業共済組合連合会　家畜臨床研修所
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投与開始（０日目）より投与開始後６日目ま

での７日間毎日定時に表２に示す項目について観

察しそれぞれ指数化して記録した。

なお，本剤の投与に起因すると考えられる全

身および局所の異常についても観察した。

７．細菌学的検査

投与開始前および投与開始後６日目の２回，

各供試牛より滅菌綿棒を用いて採取した鼻汁を

検体とし，パスツレラ用には血液加ハートイン

フュージョン寒天を用い好気条件下で，ヘモ

フィルス用にはチョコレート寒天を用い５％Ｃ

Ｏ２存在下で，いずれも37℃18時間培養した。ま

た，マイコプラズマ用にはHayflick培地を，ウ

レアプラズマ用にはTaylor-Robinson培地を用

い，10％ＣＯ２下で37℃７日間培養して分離を試

みた。分離菌についてはバイオテスト１号（栄

研）を用いて同定した。なお，鼻汁の輸送には

一般細菌用にPBSを，マイコプラズマ用にHay-

flick培地を用いた。斃死牛からのサルモネラの

分離には主要臓器を検体とし，ＤＨＬ寒天，

マッコンキー寒天を用い，好気条件下で37℃24

時間培養し，生化学性状により同定した。

８．分離菌の薬剤感受性の測定

分離されたPasteurella multocida，Myco-

plasma bovis，Ureaplasma spp.を用い，日本

化学療法学会標準法８）に準拠して，以下の７薬

剤に対する感受性を最小発育阻止濃度（ＭＩ

Ｃ）により測定した。

Enrofloxacin（ＥＲＦＸ），Nalidixic acid（ＮＡ）

Ampicillin（ＡＢＰＣ），Kanamycin（ＫＭ）

Oxytetracycline（ＯＴＣ），Thiamphenicol（ＴＰ）

Tylosin（ＴＳ）

表２　臨床観察項目

表１　試験区分と投薬方法
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なお，マイコプラズマに対するＭＩＣの測定

は日本化学療法学会微量液体希釈法標準法10）に

準拠して行った。

９．類症鑑別

投与開始前および投与開始後６日目の２回，

各供試牛より血清を採取し，パラインフルエン

ザ３型感染症（ＰＩ－３）については「牛ＰＩ

３検査用抗原－ＫＢ」（微生物化学研究所），

牛アデノウイルス７型感染症（Ａd－７）につい

ては「牛Ａd ７検査用抗原－ＫＢ」（微生物化学

研究所）を用い，赤血球凝集抑制反応（ＨＩ）

により抗体価を測定し，牛伝染性鼻気管炎（Ｉ

ＢＲ）については自家作成抗原を用いＥＬＩＳ

Ａ法により抗体価の定性を行った。

10．効果判定

臨床所見について，その評点の合計点を総合

評点とし，症状発現の指標として，個体別に表

３の判定基準により効果を判定した。

１．臨床症状

総合評点に基づいた投与前の臨床症状の分布

状況について表４に示した。

各区の供試牛とも沈鬱，食欲廃絶，呼吸促

迫，呼吸困難，肺音粗ぞう，40.1℃以上の発熱

等明らかな肺炎症状を示し，総合評点による区

分では各区とも中症，重症例が主で，5.0mg/kg

投与区には一部軽症例も認められた。総合評点

の各区の平均は7.6～9.0で２区でやや低かった

が，各区間に有意差は認められなかった。

表５および図１は総合評点による臨床症状の

経過について示した。

投与後最も速やかな回復を示したのは2.5mg/

k g投与区で，投与後２日目には5 . 0 m g / k g，

10.0mg/kg投与区が総合評点4.9，4.3であったの

に対し2.7と低値を示した。しかし，４日目には

いずれの区でも1.3～2.0とほぼ回復し，６日目

には2.5mg/kg，5.0mg/kg，10.0mg/kg投与区それ

ぞれ1.0，0.9，0.3で10.0mg/kg投与区が最も優

れていた。個体別に見ると（付表２）いずれの

区でも重症例を除いて投与開始後１～３日目に

は回復が認められたが，重症例では４～６日目

と経過が長く，特に，元気，食欲，呼吸数，体

温でやや回復が遅く，総合評点の減少度合も緩

慢であった。また，5 . 0 m g / k g 投与区の１頭

（No.426）は無効であったが，その後投与開始
結　果

表３　効果判定基準

表４　投与開始前の区別臨床症状の分布状況

乳用雄子牛に発生した細菌性肺炎に対するバイトリル注射液の治療効果試験
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10日目に斃死した。

表６および図２は平均体温の経過について示

した。

投与前にはいずれの区とも，40.6～40.9℃と

ほぼ同一の発熱を示したが，２日目には2.5mg/

kg投与区で39.0℃となり，5.0mg/kg，10.0mg/kg

投与区の40.4℃，40.3℃と差が認められた。そ

の後も同一の傾向であったが，６日目にはいず

れの区も39.1～39.3℃とほぼ同一になった。各

区間での有意差は認められなかった。

表７は投薬日数について示した。

平均投薬日数をみると各区間の差は認められ

ず，いずれの区も軽症，中症例ではほぼ３日の

投与であったが，重症例では４～５日とやや長

かった。各区問で有意差は認められなかった。

表８には各区の臨床症状別転帰までの日数に

ついて示した。

区別の平均値の比較では2.5mg/kg，5.0mg/

kg，10.0mg/kg投与区それぞれ4.8，4.9，5.3日

と10.0mg/kg投与区でやや長かった。また，症状

別でみると軽症3.0日，中症3.0～5.0日，重症

5.0～6.5日と重症例で延びる傾向にあった。し

かし各区間に有意差は認められなかった。

表９には臨床効果判定について示した。

2.5mg/kg，5.0mg/kg投与区には１頭ずつ無効

例が認められ，2.5mg/kg，5.0mg/kg，10.0mg/kg

投与区の有効率はそれぞれ83.3％，85.7％，100

図１　総合評点による臨床症状の経過

表６　区別平均体温の経過

表５　総合評点による区分臨床症状の経過
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％で10.0mg/kg投与区が最も優れていた。症状

別では軽症，中症例には著効例が認められた

ものの重症例は全て有効もしくは無効であっ

た。

臨床症状の観察とともに本剤投与による副作

用についても観察したが，何ら全身，局所の異

常は認められなかった。

２.細菌学的検索結果

表10には細菌学的検索結果について示した。

今回肺炎起因菌としてパスツレラ，ヘモフィ

ルス，マイコプラズマについて検索したが，全

ての区でMycoplasma bovisが，2.5mg/kg投与区

でPasteurella multocida，Ureaplasma spp.が

分離された。また，試験前後での菌分離率には

明らかな差は認められなかった。一方，5.0mg/

kg投与区の１頭（No.426）および供試牛以外の

同居牛で，重篤な肺炎症状を呈し斃死した牛の

病性鑑定材料より，Salmonella sp.（１）

serovar dublinが分離された。

３．分離細菌の薬剤感受性の測定

表８　各区の臨床症状別転帰までの日数

表７　区別の臨床症状別投薬日数

乳用雄子牛に発生した細菌性肺炎に対するバイトリル注射液の治療効果試験
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分離されたP.multocida，M.bovis，Urea-

plasma spp.に対する各種薬剤のＭＩＣ測定結果

について表11，図３に示した。

１）P.multocidaの薬剤感受性

P.multocidaはＥＲＦＸに対しきわめて高い感受

性を示し，全ての株でＭＩＣ 0.025μg/ã以下で

あった。その他の薬剤に対する感受性ではＡＢＰ

Ｃ 0.1～0.2μg/ã，ＴＰ 0.39～0.78μg/ãと高

感受性を示し，ＮＡ，ＯＴＣは1.56～3.13μg/ã

とこれに続いた。一方，ＫＭは12.5μg/ã，ＴＳ

は25～50μg/ãと低感受性であった。

２）M.bovisの薬剤感受性

M.bovisはＥＲＦＸに対しＭＩＣ50 0.2μg/ãと

ＴＳ（0.05～0.1μg/ã）に次ぐ良好な感受性を示

したが，３株（33％）で1.56～3.13μg/ãと感受性

の低下が認められた。その他の薬剤に対する感受性

をＭＩＣ50でみると，ＫＭ 1.56μg/ã，ＴＰ 3.13

μg/ã，ＮＡ 6.25μg/ã，ＯＴＣ 12.5μg/ãと

中等度～低感受性で，ＡＢＰＣに対しては全株＞25

μg/ãと低感受性であった。また，ＫＭに対し１株

（11％）が＞25μg/ãで耐性であった。

３）Ureaplasma spp.の薬剤感受性

表10　細菌学的検索結果

表９　症状別臨床効果判定
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Ureaplasma spp.は１株のみであったがＥＲＦ

Ｘ，ＯＴＣ，ＴＳに0.39μg/ãと高い感受性を示

した。ＴＰには3.13μg/ãと中等度の感受性を

示したが，ＡＢＰＣ，ＫＭに対しては＞25μg/

ãと低感受性であった。

４．類症鑑別（ＰＩ-３，Ａd-７，ＩＢＲの血清抗体検査）

表12には投与開始日および投与開始後６日目

の血清抗体検査結果について示した。

いずれの区においてもＩＢＲが高率に陽性で

あり，特に６日目の検体では陽性率が上昇し，

ほぼ全頭が陽性となった。ＰＩ-３，Ａd-７につ

いては０～33％の陽性率で試験前後での大きな

変動はみられなかった。

本試験を行った農場では1990年２月初旬より

肺炎を主徴とし，一部下痢を伴う病牛が増加

し，斃死するものも認められた。これらの斃死

牛の鑑定材料よりSalmonella sp.（１）serovar

dublinが分離され，本試験供試牛で死亡した１

頭の剖検材料からも，同じくSalmonella sp.

（１）serovar dublinが分離された。さらに，

本試験供試牛の鼻汁からは，P.multocida，

M.bovis等の肺炎起因菌が大量に分離された。ま

た，ウイルス抗体検査の結果ＩＢＲ抗体が高率

に陽性であったが，本農場ではＰＩ-３，ＢＶ

Ｄ，ＩＢＲ混合ワクチンを接種しているため，

ワクチン抗体による高い陽性率であったと考え

られる。一方，臨床所見では通常のウイルス，

細菌の混合の呼吸器感染に認められる鼻汁，発

考　察

表11－３　Ureaplasma spp.（１株）に対するＭＩＣの測
定

表11-２　M.bovis（投薬前４株，投薬後５株、計９株）に対するＭＩＣの測定

表11-１　P.multocida（投薬前３株，投薬後２株，計５株）に対するＭＩＣの測定

乳用雄子牛に発生した細菌性肺炎に対するバイトリル注射液の治療効果試験
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咳が少ないにもかかわらず，著明な異常肺音が

聴診された。以上のことから，今回の症例は通

常の肺炎起因菌の他にサルモネラが関与した個

体もかなりあったのではないかと考えられる。

しかし，ウイルスの関与は無いか，あってもわ

ずかであったと考えられる。

これら供試牛に新キノロン剤であるバイトリ

ル注射液を2.5mg/kg，5.0mg/kg，10.0mg/kgの３

用量で３～５日間皮下投与した結果，有効率83

～100％と優れた効果が認められた。投与量別で

は2.5mg/kg投与区が症状回復，体温下降でやや

優れていたが，2.5mg/kg投与区は２～３月の冬

季～初春に発生した症例，5.0mg/kg，10.0mg/kg

投与区は５～７月の春～夏に発生した症例であ

り，また，2.5mg/kg投与区ではP.multocida

M.bovisが高率に分離されたのに対し，5.0mg/

kg，10.0mg/kg投与区では一部にM.bovisが分離

されたのみであることより，投与量間の正確な

比較はできない。

Bauditz11）はサルモネラ感染症に対して，本剤

の高用量（5.0mg/kg）の５日間投与が推奨され

ると述べている。今回の試験ではサルモネラの

関与が強く疑われたが，2.5～10.0mg/kgを４～

５日間投与した中症例，重症例ではその後の再

発がなかったことから，サルモネラの関与が疑

われる中症～重症例に対しては2.5mg/kg以上，

４～５日間程度の使用が望ましいと考えられ

た。

表12　試験開始日および終了日のＰＩ－３，ＡＤ－７，ＩＢＲの抗体検査結果
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今回分離されたP.multocida，M.bovis，

Ureaplasma spp.に対するエンロフロキサシン

（ＥＲＦＸ）および他の既存の抗菌剤６剤のＭ

ＩＣの比較では，ＥＲＦＸはP.multocidaに対

し全株≦0.025μg/ã，M.bovisに対し0.2～

3.13μg/ã，Ureaplasma spp.に対し0.39μg/

ãと，いずれの肺炎起因菌に対しても優れた抗

菌力を示した。

M.bovisに対し，ＴＳはＥＲＦＸを上回る抗菌

力を示したが，他のいずれの菌にも高い抗菌力

を示したのはＥＲＦＸのみであり，野外で発生

する肺炎はこれら３菌種が関与した混合感染が

多いことから，実際の臨床場面でもＥＲＦＸの

効果は充分期待できる。

一方，Scheer12）はSalmonellaに対するＥＲ

ＦＸのＭＩＣは0.003～0.5μg/ãの範囲にあ

り，ＭＩＣ50は0.03μg/ãであったと報告して

いる。また，SalmonellaのＲ-プラスミドによ

る高度の耐性化，特に多剤耐性化が報告されて

いるが４，５，６），ＥＲＦＸを始めとするキノロ

ン系薬剤はその作用機序（ＤＮＡ合成阻害）が

他系薬剤と異なり，耐性伝達がＲ-プラスミド

によらず，多剤耐性菌にも有効であるとされて

いる13）。今回はSalmonellaに対するＭＩＣは

測定しなかったものの，臨床症状の回復状況か

らみてもその効果がかなり期待できる。

1990年２月～７月にかけて千葉県Ｔ肥育農場

で発生したPasteurella multocida，Mycoplasma

bovis，Ureaplasma spp.，Salmonella sp.（１）

serovar dublinの関与が考えられる呼吸器症状

を呈する牛に，バイトリル注射液を2.5mg/kg，

5.0mg/kg，10.0mg/kgの３用量で３～５日間投与

し，臨床症状，細菌学的検査によりその効果に

ついて検討した。その結果，臨床上2.5mg/kg～

10.0mg/kgの３～５日間投与で83～100％有効で

あった。

一方，分離細菌に対する本剤ならびに既存の，

６薬剤のＭＩＣの測定では，本剤はいずれの肺炎

起因菌に対するＭＩＣも≦0.025～3.13μg/ã

で，他の薬剤を上回る抗菌力を示した。また，本

剤の投与により何ら副作用を認めなかったことよ

り本剤は牛の細菌性肺炎に対し有用性の高い薬剤

であると判断された。
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戦後の我国の畜産は主としてアメリカを手本

として発展してきた。しかし最近ではヨーロッ

パからの情報も多くなり，なかでも養豚はヨー

ロッパの方が参考になるという意見が多くなっ

てきた。それはヨーロッパの養豚がアメリカほ

ど規模が大きくなく，また技術的内容も精密養

豚といわれるように木目が細かいので，参考に

しやすいからであろう。

順序として統計数字から世界の養豚の生産状況

を説明する。表１は主な国の豚肉の生産と消費の

統計である。これでみるとアメリカ，ＥＣ，中国

が生産・消費ともに多く，東欧，旧ソ連邦（以下

単にソ連）がそれに続いている。世界的にみると

生産量，消費量ともに増加している。

表２の輸出入状況によると，輸出入ともに多

いのがＥＣで，差引き約50万トンの輸出超過と

なっている。輸出国としてはカナダ，東欧，中

国，台湾があり，輸入国は日本とソ連で，アメリ

カは輸出も輸入もあるが差引き輸入国である。

これらの数字から，ＥＣは生産でも貿易でも世

界で最も重要な養豚地域であることがわかる。

次にＥＣ内部の状況であるが（表３），生産

国はデンマーク，フランス，ドイツ，イタリ

ア，オランダ，スペインであり，イギリスは育

種を含め養豚先進国であるが生産量はそれほど

多くない。輸出国はオランダとデンマークが抜

田中庸雄＊

ヨーロッパの養豚事情

表２　主な国の豚肉の輸出入量

表１　主な国の豚肉の生産量と消費量

１．生産の概況
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きんでており，ベルギー/ルクセンブルグも輸出

国である。輸入国はフランス，ドイツ，イタリ

ア，イギリスとなっている。ＥＣ内では域内貿

易が盛んで，ＥＣ外からの輸入はほとんどな

く，域外輸出先は日本，東欧，ソ連，アメリカ

などである。ＥＣ内の養豚先進国であるデン

マーク，オランダ，イギリスでは社会的環境の

制約から生産量は横ばいで，ドイツは減少して

いる。一方スペイン，イタリア，ポルトガルは

増加傾向で，養豚生産地帯は今後南ヨーロッパ

に移動することが予想される。

参考のために東欧およびソ連の生産状況を表４

に示した。東欧の中で生産量の多いのはポーラ

ンドとルーマニアである。東欧の豚肉の品質は

ＥＣより劣り，生産性も低いのでＥＣへの輸出

は困難で，自家消費もしくはソ連向けとなり，

生産量は当面横ばいとみられている。CISの状況

は不明であるが生産は不安定で，当面は減少す

るだろう。

次にＥＣの生産構造を説明する（種豚は表

５，肥育豚は表６）。規模拡大の著しいのはオ

ランダ，イギリス，アイルランド，デンマーク

である。フランス，旧西ドイツ（以下単に西ド

イツ）では規模があまり拡大せず農家養豚の根

強さを示しており，これがまたドイツの養豚技

表５　ＥＣ諸国の100頭以上の種豚を持つ群の比率

表６　ＥＣ諸国の400頭以上の肥育豚を持つ群の比率

表４　東欧およびソ連

表３　ＥＣ諸国の豚肉の需給表（1990）

ヨーロッパの養豚事情



-48-動薬研究　1992．８．№46

術を特色あるものにしている。特殊なのはギリ

シャ，イタリア，スペイン，ポルトガルで大規模

養豚家のシェアーはあまり大きくなっていない

が，大規模養豚の飼養頭数比率が急速に拡大して

おり，養豚後進地帯における企業養豚ないしはイ

ンテグレイションの増加を裏付けている。

ここで諸外国の技術レベルを比較してみよ

う。アメリカ，カナダ，イギリスの３国の比較

を表７に示した。イギリスは平均でもトップ33

％でも最も優れている。表８はＥＣ内の母豚１

頭当たり年間の肉豚出荷数の比較である。現在

のトップクラスはデンマーク，フランス，アイ

ルランド，オランダ，イギリスで，ベルギー，

西ドイツ，ギリシャ，イタリアは中程度であ

る。西ドイツの成績があまりよくないのは意外

だが，農家養豚が主体のためかも知れない。下

位はポルトガル，スペインで技術的にも発展途

上国である。技術レベルの向上の著しいのはデ

ンマーク，アイルランド，オランダ，イギリス

でなるほどと思わせるものがある。

ヨーロッパの育種技術の進歩は著しいものが

ある。育種会社が存在する以前は主に純粋種に

対して選抜が行われ，選抜はコンフォーメイショ

ン，タイプ，脚質，乳質などの外貌に基づいて行

われた。共進会などが盛んな時代である。60年代

後半以後，選抜プログラムはヘテローシスとハイ

ブリット化の組み合わせにより，定められた目標

に向かって改良されるように急速に変化し，ハイ

ブリット豚のシェアが拡大した。

現在は全ての有効な情報をできるだけ活用

し，選抜の精度を高める方向となり，その代表

的な方法が家系指数選抜法である。すなわち豚

の経済価値は単一の形質，例えば繁殖性のみで

決まるものではなく，繁殖性，肥育性，肉質な

ど各種の形質を総合したもので決まる。そこで

これらの形質にそれぞれの経済的な重み付けを

表８　ＥＣ諸国の出荷豚/母豚/年

表７　アメリカ、カナダ、イギリスの生産性の比較（1990）

２．育　種
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与え，できるだけ多くの有効な血縁個体の表型

価を総合した総合表型価と，各形質の育種価を

総合した総合育種価との関係を最も適切にする

指数を求め，その指数で選抜することにより豚

肉生産の経済的利益を最大とし，且つ選抜精度

を高める方法である。この方法が実用になった

背景の一つにはパソコンのハードおよびソフト

の発展があり，他方には精度を高めるための形

質の選定，遺伝率をはじめとする各種パラメー

タ，情報源，遺伝的価値の評価方法の進歩があ

る。さらに精度を高めるためＢＬＵＰ（最良線形

不偏予測）が検討されている。弊社はオランダの

ユリグリッド社より育種のノウ・ハウを導入し，

ＮＢＯ（New Breeding Operation）により我国

の市場に適したハイポー豚作りをやっているが，

ユリブリッド社でも従来のオランダを頂点とする

ピラミッド形の改良組織を，オランダ，日本，ス

ペインなどの各ニュークレアス群を並列的に取扱

う組織に改め，ＢＬＵＰを導入しつつある。

もう一つの方向は肉質の改良である。ヨー

ロッパではできるだけ脂肪を薄くし赤身率を高

める方向で改良してきたが，現在は消費者の望

む肉質という方向を打出している。しかし肉質

の改良を行うには，肉質の定義を明確にし，必

要な形質を量的に把握し，その経済価値を明ら

かにし，且つ各種のパラメータを決定する必要

がある。また形質は現場の作業で測定できるも

のでなければならない。オランダではこれらの

課題を検討するための委員会が設けられ，活発

な討議が行われている。

将来の展望では，より適切なコンピュータの

ハードとソフト，より正確なパラメータ，より

よい統計処理の方法，より良い器具によるより

正確な形質の測定方法，繁殖および肥育の新し

い形質についての知識（例えば飼料摂取行動の

パターン，エネルギー代謝の背景，繁殖の生理

的側面）などがあげられる。またバイオテクノ

ロジーは長期的には重要形質の表型価の代りに

遺伝子の直接選抜を可能にするだろう。既にハ

ロセン因子がＤＮＡprobeにより同定可能になっ

ており，また抗病性因子が研究の対象になって

いる。

人工授精（ＡＩ）の技術も重要なツールであ

る。ヨーロッパのＡＩは全てフレッシュ・シー

メンで，弊社もこれにより優れた成績をあげて

いる。ＡＩのメリットには経済面，防疫面，育

種面の３つがある。育種面では優良遺伝子の巾

広い活用と，父親を同じくする多数の半兄弟

データのフィード・バックによる改良精度の大

巾向上の２点があげられる。ＡＩはオランダで

は50％を超え年々増加しており，我国でも普及

するものと思われる。

飼育管理技術の進歩にも著しいものがある

が，全てを紹介することはできない。そこで豚

舎と器具，機材について考えてみたい。豚舎は

ウインドレスが主体であることは御存知の通り

であるが，システムとしての基本コンセプト

は，投資効率の向上，防疫の強化，環境の均一

化，省力化，技術向上対応，環境対策となって

いる。ソフトはオールイン・オールアウト，

セットアップの合理化・標準化，ローテイショ

ンの適正化，作業の単純化・標準化，オートマ

チゼイション，環境制御の標準化などがあげら

れる。オートマチゼイションは一方では環境，

給餌，給水などのコンピュータ制御と，他方で

は飼育成績のコンピュータ分析システムに分か

３．飼育管理

ヨーロッパの養豚事情
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れている。前者では使いやすい手ごろな専用小

型コンピュータが多数ある。環境制御もド

アー・ベンチレーション，シーリング・ベンチ

レーションなどが新しく開発され，コンフォー

ト・ゾーンを中心とする生理的指標の研究が進

み，それらが標準化，ソフト化されている。後

者では農場の成績を分析し，問題点を明確にす

る非常に実用性の高いソフトがあり，弊社でも

これを使用してみたところ２～３年で目に見え

る改善効果を得た経験がある。日本のソフトは

焦点のはっきりしないものや，データ整理のた

めのものが多いような気がする。

エレクトロニクスの中で個体識別票は日本で

もぽつぽつ紹介されだしたが，一例として耳根

などにマイクロ・チップを埋め込み，マイク

ロ・トランスポンダーで個体識別をするものも

ある。群管理，飼料摂取行動などの追跡，予防

衛生，繁殖管理，肉質管理，改良などの各種の

管理に用途の広いものである。群飼を中心とす

るアニマル・ウエルフェア用の豚舎や器具，機

材も思考錯誤を繰返しながら実用に近付いてい

る。またスノコと飼料給餌器の進歩も著しい。

特に飼料給餌器には注目すべきものがある。

栄養・飼料についての考え方も変わってきて

いる。例えば，イギリスのノッティンガム大学

のコール博士の見解によると，学問の基本は変

化しないものの，現在のヨーロッパの栄養学者

はさらに次の３つの視点を持たなければならな

いという。第一は飼料の経済性，第二は豚の改

良進歩，第三は消費者の姿勢に対する配慮であ

る。これらについて解説する。第一の点では生

産性の向上そのものが目的ではなく，経済性に

焦点を当て，その重点は飼料要求率と飼料コス

トである。第二の点は育種改良の項で述べたよ

うに豚の進歩が著しいので，その栄養要求量の

変化を常にフォローする必要がある。また従来

は肉豚の栄養要求量が重視されてきたが，今後

は繁殖性の改善が著しい繁殖豚の栄養要求量に

注目する必要がある。例えば表８のようにオラン

ダでは１母豚当たりの年間の肉豚出荷数は1985

年の17.41頭が1990年には19.10頭と約1.7頭増加

している。これはもちろん育種の効果だけでな

く，管理技術の進歩も貢献しているが，それに

しても大きいもので，弊社の農場でも14～15頭

生むものがかなりいる。このような多産の豚で

の妊娠豚や泌乳豚の栄養管理をどうするかは重

要な課題である。第三の点は，豚肉の安全性，

肉質，生産の方法，環境対応に分かれ，それら

の中には既に立法化されている規制もある。前

二者は説明する必要は無いが，三番目の生産の

方法はアニマル・ウェルフェアの関係から最近

特に重視されている。飼料と環境との関係も新

しい視点が必要で，例えばオランダでは耕地に

糞尿を散布する場合燐の規制がある。そこで植

物性燐のフィチンを酵素で分解して，有効燐に

変えるフィターゼ製品を飼料に添加することに

より飼料への無機燐の添加量を減少させるだけ

でなく，飼料中の総燐，従って排泄物中の総燐

を低下させることが試みられている。またアイ

ディアル・アミノ酸の考え方で合成アミノ酸を

使用することにより飼料中の総窒素含量を低下

させ，従って排泄物中の総窒素を低下させるこ

とも行われている。これは我国でも注目すべき

考え方で，現在我々は養豚場の排水対策に頭を

悩ませ思考錯誤しているが，究極の対策は神奈

川県の例に見られるように放流にあると考えら

４．栄養と飼料
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れる。放流に当たってはＢＯＤやＳＳの除去は当

然のこととして，窒素や燐の含量もかなり除去

しなければならないが，この費用が高いので，

燐や窒素の排泄量を低下させることは経済的に

も価値のあるものとなろう。また窒素の場合は

窒素の排泄量が減少すれば，アンモニアの発生

量も低下するので悪嗅対策にも効果があるだろ

う。

次に飼料給与法の変化として，ウェット・

フィーディングがあげられる。これは配合飼料

の給与時に水を加える方法で我国では１頭口の

給餌器が広く普及している。ウェット・フィー

ディングのさらに進んだ方法として，コン

ピュータで豚の体重別，季節別，豚房別に加水

量を制御するシステムがあり，弊社でもこれを

使用し効果をあげている。ヨーロッパの養豚飼

料の形態はペレットとクランブルが主体である

が，ウェット・フィーディングではペレットの

方がマッシュより水によくなじみ，膨潤化し嗜

好性がよくなる。ドイツでは自家配用としてリ

キッドフィーディングがあるが我国では使用され

ていない。アニマル・ウエルフェアと関連し，コ

ンピュータ制御によるグループ・フィーダーも開

発されている。また最近ではフェーズ・フィー

ディング用と称し，飼料切換え時に２種類の飼料

を逐次混合したり，発育の段階に応じて栄養分の

高い飼料と低い飼料の比率を変えて混合していく

ものが開発されており，季節対応を加味すると我

国でも興味あるものと考えられる。

ヨーロッパでは豚の移動が多いので，予防衛

生には気を配っている。デンマークのようにＳ

ＰＦ化を考えている国や，オランダのようにＭ

Ｄ（Minimal Disease）化を志向する国もあり，

それぞれの地域に応じて工夫を凝らしている。

予防衛生の視点から興味のあるものは，屠場

の内蔵検査のデータを農家にフィードバックし

飼育管理の改善を図るシステムで，肺炎や寄生

虫対策に効果をあげている。肺炎では抗体価の

チェックのみでは判断できないものがあるの

で，直接目で病変を確認できる効果は非常に大

きい。弊社でもこれをとりあげ，屠場の肺病変

と農場成績の間にy＝631-1.89x（y：日増体重

g，x：肺罹患率％）の直線回帰があり，肺罹患

率が10％増加すれば日増体重が18.9g低下するこ

とを知り，農家の啓蒙と成績改善の指針として

いる。また２～３年間のデータの蓄積により特

定農場の肺病変発生の季節的パターンを把握

し，季節に先立って環境管理や予防投薬法を変

更することができるようになった例もある。し

かしそのようなシステムを組める屠場が少ない

のが難点である。

またオランダのＡＤ（オーエスキー病）を地

域ぐるみ清浄化するためのマーカー付きワクチ

ンによるナショナルプロジェクトも興味ある課

題であるし，ＡＲ（萎縮性鼻炎）対策も面白い

が，紙面の都合上割愛する。

以上，一つ一つ採り上げてもかなり説明を要

するものを駆け足で通り抜けてしまったが，

ヨーロッパの養豚事情の一端を知っていただけ

れば幸甚である。

５．予防衛生

ヨーロッパの養豚事情




