放牧場における，飛来アブ防除による牛白血病
水平伝播防止の検討（バイチコールプアオン法
による試み）
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当地域での牛白血病は，昭和55年から徐々に浸

の対策がとられている。

潤し，その浸潤率は約40％前後に及んでいる。ま

今回，我々は④について，Ｂ剤が牛白血病のベ

た，牛白血病は吸血昆虫により媒介されるといわ

クターとなるアブ等への効果について報告１），さ

れ，特にアブがその第一にあげられている。

れていることから，新潟県内Ｓ放牧場で牛白血病
水平伝播防止調査を実施したので報告する。

最近，牛肉の輸入自由化が実施され，低コス
ト生産を目標として，放牧が行われているが，

調査方法

牛白血病の浸潤が小型ピロプラズマ病と並び問

１．供試薬剤と使用方法

題になりつつあり，その対策として，陰性牛と
陽性牛との分離放牧が一部で実施され，その効

Ｂ剤を牛の背中線に沿って体重100kg当り10ã

果も認められている。しかし，放牧頭数による

（牧牛に対するダニ類の防除を目的とした薬量）

群編成や牧区の区分で，良いと知られていても

をプアオン用の簡易施用器具を用いて（以下プア

実施できない放牧場が多く，しかも巻牛利用の

オン法という）７日間隔で滴下した。

場合，陰性・陽性の両方の種雄牛が必要となり

２．供試牛
Ｓ放牧場に放牧されている黒毛和種（成牛・育

中・小の牧場では経済的に実施困難な場合が多

成牛）及びホルスタイン未経産牛（体重約400kg）

く見受けられる。

を試験区（Ⅰ・Ⅱ）と対照区に区分した。

当地域の牛白血病の発症は生後３歳以上の牛に

３．調査頭数及び区分

最も多く，しかも牧場から下牧後１〜２ケ月で発
症するもの，また分娩前後に発症するものと様々

総

頭

数

：

1 2 4 頭

であるが，ここ10年間の発症例では毎年３〜４頭

試

験

区Ⅰ

：

3 3 頭

が発症死廃となっており，飼養農家に大きな経済

試

験

区Ⅱ

：

4 8 頭

的損失及び精神的不安を与えている。

対

照

区

：

4 3 頭

４．調査期間

このことから，最も簡単で効果があるとされて

平成２年５月〜同年10月

いるバイチコール（合成ピレスロイド系殺虫剤の

５．調査月及び調査回数

フルメトリン１％製剤，以下Ｂ剤という）のプア

５月，７月，８月，９月，10月（計５回）

オン方法による吸血昆虫アブの忌避効果と，白血

６．Ｓ放牧場の略図（図１）（写真１，２参照）

病抗体の消長について検討した。

目

妙高山の西南山麓に広がる起伏の少ない緩傾斜

的

地（面積104ha）で標高1,300〜1,400mの高冷地に
ある。今回，図に示すとおり試験区２，対照区１

牛白血病は，小型ピロプラズマ病と並び放牧牛
及び舎飼牛の生産阻害要因になっている。現在，

に区分し試験を実施した。

対策として①陽性牛の隔離②子牛の早期離乳③分

７．検査項目及び検査方法

離飼育（分離放牧）④吸血昆虫防除（殺虫剤）等

①ＢＬＶ抗体

＊
＊＊＊＊

新潟県上越家畜保健衛生所
現，新潟県畜産試験場

＊＊
＊＊＊＊＊

現，新潟県食肉衛生検査所新発田支所
新潟県新潟青陵女子短期大学

‑1‑

：寒天ゲル内沈降反応
＊＊＊
＊＊＊＊＊＊

現，新潟県種豚改良センター
現，（株）ニチエー

写真１．Ｂ剤プアオンおよび採血状況( 手前がカヤ)

図１

写真２．カヤによる捕虫。

Ｓ放牧場の略図

（gp.p抗原）
②血液検査

④飛来昆虫（アブ）の季節別消長調査及び採集

：Ｈt値，白血球数

同定

③ピロプラズマ病：原虫検査
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⑤飛来昆虫（アブ）の薬剤接触致死効果試験
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図２

表１

Ｓ放牧場におけるアブの飛来確認と分類

図３

放牧場における放牧期間中のＢＬＶ抗体陽転率

フルメトリン製剤プアオン諸知事に観察された
アブの動態

⑥気象状況調査（気温，最高・最低気温，天候）

成

績

１．飛来アブの薬剤接触致死効果
Ｂ剤を用い，牛の背中線に沿ってプアオン用の

ウシアブ，シロフアブ，ジャーシーアブが占め，

簡易施用器を用い滴下処置時のアブの動態を観察

８月９日ではアカウシアブ，シロフアブに加え，

した所，図２に示したように，非処置牛に対して

ヤマトアブ，ニッポンシロフアブ，カトウアカア

は飛来，吸血を行うのに対し，処置牛に対しては

ブ等が観察されたが，９月６日以降にはアブの飛

上空を旋回するものが多く，吸血に及んだアブは

来は確認出来なかった。

１〜２分後に黒変，転落した。しかし，腹部及び

３．放牧期間中の気象状況

腹側面では薬剤の拡散が遅いため，飛来，吸血が

放牧期間中の気象状況は，表２に示したとお

認められた

り気温では平均気温13.5℃〜24.2℃，平均最高

２．飛来アブの季節別消長及び分類

気温1 5 . 7 ℃〜2 6 . 1 ℃，平均最低気温8 . 2 ℃〜

飛来アブの季節別消長と分類については，表１

15.6℃の範囲で推移した。又，期間中の天候は

に示すとおりで，６月28日迄はアブの飛来は認め

雨及び小雨が18日間と少なく，８月には１日し

られなかったが，７月10日と19日の時点ではアカ

か雨が降らないという異常ともいえる天候で
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表２

気象状況（平成２年度）

表３

放牧場における放牧前のＢＬＶ抗体検査成績

表４

放牧場における放牧後のＢＬＶ抗体陽転状況

は表３に示した通り，試験前の試験区Ⅰでは33頭
中４頭（1 2 . 1 ％），試験区Ⅱでは 4 8 頭中５頭
（10.4％），対照区43頭中８頭（18.6％）が陽性
であった。
（２）放牧後の牛白血病ＢＬＶ抗体検査成績
放牧後のＢＬＶ抗体検査成績は表４に示すとお
り，試験区Ⅰでは33頭中７頭（21.2％），試験区
Ⅱでは48頭中９頭（18.8％），対照区43頭中21頭
（48.8％）の陽性率であった。
（３）放牧前陰性牛の牛白血病ＢＬＶ抗体陽転状況
試験前陰性を示した牛の放牧期間中の抗体陽転
状況は表５及び図３に示したとおりである。放牧
期間中の陽転は，８〜10月に対照区の陽転率が高
あった。

くなっており，試験区Ⅰでは 29頭中３頭（10.3

４.放牧場における牛白血病ＢＬＶ抗体検査

％），試験区Ⅱでは43頭中４頭（9.3％）である

（１）放牧前のＢＬＶ抗体検査成績

のに対し，対照区では3 5 頭中1 3 頭（3 7 ，1 ％）

Ｓ放牧場における放牧前のＢＬＶ抗体検査成績
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で，対照区と試験区との間には統計的に１〜５％
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表５

図４

Ｓ放牧場におけるＢＬＶ抗体検査成績

Ｈt 値の推移

図５

ピロプラズマ原虫の出現率

の危険率で有意差を認めた。又，試験区Ⅰ・Ⅱと

ところが認められた。

の間には統計的に差を認めなかった。

６．白血球の推移

５．ピロプラズマ原虫（以下Ｐ原虫という）の出

血液１mm ３中の白血球数は，図７に示したとお

現率とＨt値の推移

り放牧期間中7,500〜8,200個の範囲であり，放牧

Ｐ原虫の出現率及びＨt値の推移を図４に示し

初期から下牧期にかけ，上昇する傾向がみられ，

た。Ｐ原虫の出現率は図５，６に示すように試験

その変動差は4,100〜16,800個の範囲であり，各

区，対照区とも入牧１ケ月目の検査で7 3 . 3 〜

区との間には差は認められなかった。

82.3％を示し，入牧２ケ月目では全区とも出現

７．病類別事故発生状況
放牧期間中の病類別事故発生状況を，表６に示

率が低下した。その後，試験区
Ⅰ・Ⅱでは出現
率が徐々に低下するのに対し，対照区では反対

した。又，表７には昭和56年〜平成元年迄のもの

に出現率が高くなり，下牧時には88.9％と最高

を参考資料とした。
放牧牛全体ではピロプラズマ病が124頭中５頭

値を示した。
Ｈt値の推移は各区とも数値の変動にはさほど

（4.0％），胃腸炎３頭（2.4％）の順であった。

差を認めなかったが，対照区でＨt値20％以下の

区分別では，試験区Ⅰ・Ⅱの胃腸炎が81頭中３頭
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Ｈt 値の推移及びピロ原虫の出現率
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表６

病類別事故発生状況

表７

病類別事故発生状況

（3 . 7 ％）と，最も多くピロブラズマ病は１頭

これについては，1 9 9 0 年早川が報告してお

（1 . 2 ％）であるのに比べ対照区は4 3 頭中４頭

り，本法によりアブ，ノサシバエに極めて有効

（9.3％）であった。

なことが明らかにされた成績と一致している

考

が，今後，より期待できる薬量及び施用後の飛

察

来アブ，吸血部位等の忌避効果についても調査

今回，我々は牛白血病の放牧場における浸潤防

する必要がある。

止対策として，分離放牧不可能な放牧場に対しア

飛来アブの季節別消長と分類については，単年

ブに有効と考えられるＢ剤によるプアオン法を試

度のみの調査にとどまらず，継続的に実施する必

みた。

要がある。今後は，放牧場内に捕集用トラップを

飛来アブの薬剤接触致死効果は，放牧牛に寄生

常時設置しアブ，ハエ類の発生実態及び分類を調

するマダニ類の防除を目的とした薬量でも，吸血

査する必要がある。また，気象状況により，ア

におよび薬剤と接触したアブは，１〜２分で黒

ブ，ハエ類の発生状況及び飛来数が異なるとされ

変，転落する現象がみられ，アブに対する致死効

ていることからも捕集用トラップの設置が必要で

果があると考えられた。

ある。

‑7‑

アブに有効と考えられたＢ剤プアオンによる牛

転し，各試験区は対照区に比べ伝播の度合が緩

白血病水平伝播は，完全に阻止することはできな

く，統計的に１〜５％以下の危険率で有意差を

かったが，放牧前陰性牛の牛白血病抗体陽転状況

認めた。

では，対照区35頭中13頭（37.1％）に対し，試験

また，アブに対する効果についても，プアオ

Ⅰは29頭中３頭（10.3％），試験Ⅱ 43頭中４頭

ン法を実施した試験区では，上空を旋回するも

（9.3％）と約１/４の伝播であった。

のが多く，なかなか吸血を行わず，吸血に及ん

放牧期間中の陽転率は８月以降，対照区で急上

で薬剤に接触したアブは１〜２分で黒変，転落

昇したのに対し試験区Ⅰ・Ⅱでは，期間を通じ陽

する現象を確認しアブの接触効果及び忌避効果

転率は緩慢であった。このことは，Ｂ剤プアオン

を確認できた。

の応用がアブによる牛白血病の伝播防止に完全で

本研究は平成２年に新潟県上越家畜保健衛生所

はないものの分離放牧不可能な放牧場における有

にて実施されたものである。

効な一手段と考えられた。
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Ｂ剤プアオンの応用とピロプラズマ原虫の出
現率では，入牧後約１ケ月で全区とも上昇し
73.3％〜82.3％の範囲であったが，２ケ月目に
は5 1 . 5 ％〜6 2 . 2 ％に低下した。その後，試験
Ⅰ・Ⅱは徐々に下降するのに対し対照区では急
上昇し４頭の発症牛がみられた。このことか
ら，ピロブラズマ病対策にも効果があるものと

家畜保健衛生業績発表会収録

考えられた。

まとめ
牛白血病の伝播には，吸血昆虫（アブ）の関与
が示唆されている。今回，分離放牧不可能なＳ放
牧場において，合成ピレスロイド系殺虫剤のフル
メトリン１％製剤プアオンによる牛白血病伝播防
止の可能性を検討した。
この放牧場では，牛白血病抗体陽性牛と陰性牛
を混牧のまま，試験区Ⅰ33頭，試験区Ⅱ48頭の計
81頭，対照区43頭に区分し，試験区には毎週１回
プアオン法を実施した。
その結果，試験区Ⅰ３ /29頭（10.3％），試験
区Ⅱ４/43頭（9.3％）計７/72頭（9.7％）が陽
転したのに対し，対照区13/35頭（37.1％）が陽
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「バイチコール」プアオン法の
オーストラリアヌカカに対する駆除効果
新城 圭子＊

平安名 盛己＊＊

供試牛と使用方法

はじめに

沖縄県家畜衛生試験場で飼養されているホルス
ヌカカは吸血活動の際に多くの疾病を媒介し飛

タイン種の去勢牛３頭（体重300〜450kg）と黒毛

翔によって近距離内での伝播を，また気団の移動

和種の雌１頭（体重400kg）の計４頭を試験に用

に伴う運搬作用によって長距離の伝播を可能とし

いた。それらの牛のうち，冬期の試験では試験区

６）

衛生害虫である。そ

としてＢ牛舎でホルスタイン種と黒毛和種の計２

のため，ヌカカの防除を目的とした種々の試験が

頭，対照区としてＡ牛舎でホルスタイン種の２頭

行われている４，10）。

を，また初夏の試験では試験区としてＡ牛舎でホ

家畜に甚大な被害を及ぼす

３，８）

バイチコールはマダニ類の駆除

を目的とし

ルスタイン種２頭，対照区としてＣ牛舎でホルス

て開発されたものであるが，最近アブおよびサシ

タイン種と黒毛和種の計２頭を舎飼し試験に供し

バエ類にも有効である１）ことが明らかにされ，さ

た（表１）。なお牛舎はいずれもコンクリート製

らにオーストラリアヌカカに対し接触致死効果を

の開放式牛舎であった。

２）

ことも確認されてきた。しかし，バイチ

供試牛は雨天時以外は日中は舎外で繋牧した

コールのヌカカに対する駆除効果を詳細に検討し

が，供試牛どうしの接触がないように留意し，さ

た報告は見あたらない。

らに午後４時から翌朝10時までの舎飼時には１牛

有する

今回著者らは，ヌカカに対するバイチコール

房に１頭ずつ収容した。
ライトトラップの設置方法

の駆除効果を検討するため，ヌカカ採集数およ
び吸血率の推移以外に，ヌカカを保有血液なら

ライトトラップ（ＦＨＫ）は試験区および対照

びに体色の状態によって区分し，それらの推移

区の各区で１基ずつ使用し，Ｂ牛舎では牛房内，

についても観察を行ったのでその概要を報告す

他の牛舎では牛房出入口の床上1.5mの高さにそれ

る。

ぞれ設置した（図１）。
ヌカカの採集方法

材料と方法

試験開始半日と試験開始後は６〜７日間隔で夕

供試薬剤と薬剤使用方法

方５時から翌朝８時までライトトラップを点灯し

バイチコール（フルメトリンを１％含有）を牛

てヌカカの採集を行った。採集したヌカカはクロ

の体重100kg当り10ãÇÃ割合で鼻鏡直後から尾根部
までの正中線上にほぼ均等に滴下（以下プアオ

表１

ン）した。
試験期間
冬期は平成４年１月24日から２月28日，初夏は
同年５月16日から６月20日まで実施した。
バイチコールのプアオン回数と間隔
試験区の牛に試験開始時と14日後の２回，バイ
チコールをプアオンした。
＊

沖縄県家畜衛生試験場

＊＊

沖縄県中央家畜保健衛生所
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供試牛舎と供試頭数

能な限りヌカカの飛来を防いだ状態の牛舎で，前
述した方法で採集される，細分化したヌカカ数の
消長を観察した。
成績の解析
吸 血 率：吸血率は雌ヌカカ総数に対する新血ヌ
カカ数の比とした。
相対成績：下記の計算式により対照区に対する試
験区の成績の比を求めて「相対成績」
図１

供試牛舎配置図

とした。
便宜上細分化した各ヌカカ数および

ロホルムで麻酔後70％アルコールに浸漬し，実体

吸血率の相対成績を相対数および相

顕微鏡下で採集数，種類，性について観察し，さ

対率と表記した。例えば総ヌカカ数

らに雌ヌカカについては腹部の状態により次に述

の相対成績を総ヌカカ相対数とし，

べる方法で細分化した。

吸血率については相対吸血率として

ヌカカの区分

表した。

新血ヌカカ： 吸血後間もないと思われる鮮紅色
相対成績＝

の血液を保有したヌカカ

試験区の成績
対照区の成績

×100

古血ヌカカ： 濃縮された黒褐色の血液だけを保
有したヌカカ

成

吸血未経験
ヌカカ

ヌカカ採集数と種類

： 腹部の色素沈着がほとんど確認さ

試験期間中に７種，総計53,548匹のヌカカが採

れず透明感を呈するヌカカ

集されたが，中でもオーストラリアヌカカが90％

吸血経験
ヌカカ

績

：腹部背面の色素沈着が確認される

以上を占めていた（図２）。このことから，以下

か，腹部内が淡褐色あるいは淡灰色

の成績はすべてオーストラリアヌカカに関するも

を帯びているヌカカ

のを述べることとする。
オーストラリアヌカカの夜間における消長

夜間におけるヌカカの活動状況の観察
試験開始前に，夕方５時から翌朝８時まで対照

オーストラリアヌカカ（以下ヌカカ）は一晩の

区に設置されているライトトラップを点灯し，１

間に薄暮時と夜半時のそれぞれの時間帯に活動の

時間間隔でヌカカの採集を行い，夜間における細

山が見られたが，夜半時の活動の山は著明であっ

分化したヌカカ数の消長を観察した。

た。薄暮時に活動するヌカカは主として古血ヌカ

密閉した牛舎で採集されるヌカカの観察

カと吸血経験ヌカカで構成されていたのに対し，

試験開始前に牛舎の窓，出入口および牛舎外へ

夜半時に活動するヌカカは吸血未経験ヌカカが殆

通じるその他の間隙をビニールシートで封し，可

どを占め，続いて新血ヌカカが優勢であった。吸
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図２

図３

ヌカカ採集数と種類

夜間における各ヌカカ数の推移
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図４

密閉牛舎における各ヌカカの推移

図５

総ヌカカ相対数の推移

血未経験ヌカカの活動が夜半時における一峰性で

後一過性に増加がみられるなど，プアオンと総

あるのに対し，新血ヌカカでは薄暮時と夜半時の

ヌカカ相対数の推移との関係は明らかではな

二峰性を示していた。また雄ヌカカは吸血未経験

かった。

ヌカカが活動する時間帯とほぼ一致して採集され

新血ヌカカ，吸血経験および未経験ヌカカ相対数

た（図３）。

の推移

密閉牛舎におけるヌカカの採集状況

吸血未経験ヌカカ相対数および吸血経験ヌカ

牛舎外からのヌカカの飛来を防いだ場合，牛舎

カ相対数のいずれもそれぞれの試験時期の総ヌ

内部のヌカカの活動は薄暮時において著明に認め

カカ相対数の推移とほぼ一致する傾向を示し，

られた。この時間に活動するヌカカは古血ヌカカ

プアオンの影響は見られなかった。さらに新血

が大部分を占め，次に吸血経験ヌカカが優勢で

ヌカカ相対数においても，各試験時期の成績の

あった。また，夜半においてもこれらのヌカカの

推移は総数のそれと傾向はほぼ一致していた

みが採集され，その他のヌカカの活動はほとんど

（図６）。

見られなかった（図４）。

古血ヌカカ相対数の推移

総ヌカカ相対数の推移

図７に示したように古血ヌカカ相対数はプア

図５に冬期および初夏における総ヌカカ相対数

オンの影響を受け，いずれの試験時期において

の推移を経日的に示した。

もプアオン後２〜３週間は著明にその数が抑制

冬期および初夏の成績を比較した場合，それ

された。
雄ヌカカ相対数の推移

ぞれの成績の増減に同様な傾向は見られなかっ
た。すなわち冬期試験においては総ヌカカ相対

雄ヌカカ数の推移におよぼすバイチコールの影

数は試験開始後８日目からは一定の低い値に抑

響は不明であった。すなわち冬期における雄ヌカ

制されたが，初夏の成績では２回目のプアオン

カ数はプアオン実施日（０，14日）以外にも減少
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する日があり，また初夏の試験においては，２回
目のプアオン日まで増加の傾向を示したにもかか
わらずそれ以後は減少した（図８）。
相対吸血率の推移
ヌカカ総数に対する新血ヌカカ数の比を吸血
率としてその相対成績を図９に示した。冬期の
試験では２回目のプアオン日に，また初夏では
試験開始後８日目にそれぞれ一過性の減少を示
したが，それ以外はいずれもほぼ一定の値を推
移するか，あるいは逆に増加の傾向を示すな
ど，吸血率の推移とプアオンとの関係は明らか
ではなかった。

考

察

一般に殺虫剤のヌカカに対する効果は採集
数，吸血率及び生存率を指標とする場合が多
い。採集数の減少傾向を効果判定の指標とする
場合には，予期しない未知の自然変動により，
結果の解析が妨げられることが普通である５）。
またバイチコールを用いたヌカカの駆除試験に
おいては，ライトトラップに捕集されたヌカカ
は薬剤が付着しているヌカカとの接触によって
も死亡することが強く示唆されている２）。従っ
て著者らは今回の試験では効果判定の指標には
生存率は用いず，種々の状態のヌカカ相対数と
相対吸血率を採用した。
腹部に新鮮血液を保有するオーストラリアヌ
カカを蜂蜜で飼育した場合，鮮紅色の血液は時
間の経過とともに黒変・縮小化し，それに伴い
腹内部が淡灰色化し，飼養３日後では腹部背面
の茶褐色が明瞭になることが観察される。この
ことから，今回細分化した各ヌカカについて若
干の考察を加えると，新血ヌカカとしたものは

図６

吸血活動を終了した直後か，あるいは吸血活動
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新血ヌカカ、吸血経験ヌカカ、吸血未経験ヌカ
カ相対数の推移

を継続している状態であり，古血ヌカカとしたも
のは摂取血液の濃縮・消化を行っている状態のも
のであると思われる。また吸血経験ヌカカとした
ものは摂取血液を消化し終えた状態のものであ
り，さらに吸血未経験ヌカカとしたものは，羽化
後全く血液の摂取を行ったことのない状態のもの
であると解釈される。
一方，試験の一部としてプアオン開始前に観
察を行なったヌカカの夜間における消長と，ヌ
カカの飛来を防いだ牛舎で採集されたヌカカの
状態から，採集ヌカカ数の大部分を占める吸血

図７

古血ヌカカ相対数の推移

未経験ヌカカと，その活動とほぼ並行して採集
される雄ヌカカは牛舎外から飛来し，またほと
んどの新血ヌカカは吸血未経験ヌカカ由来のも
のであり，さらに採集された古血ヌカカと吸血
経験ヌカカの中には牛舎内由来のものが多数い
ることはほぼ確実である。この観察結果から，
吸血未経験ヌカカと雄ヌカカは牛舎から飛来す
るため吸血未経験ヌカカ相対数と雄ヌカカ相対
数のそれぞれの相対数の推移がプアオンの影響
を受けなかったことは容易に推察されよう。こ
のことは殺虫剤の効果判定の指標としてヌカカ
数を用いる場合には，細分化されたどのヌカカ

図８

に着目するかを十分に考慮しなければならない

雄ヌカカ相対数の推移

ことを示している。
新血ヌカカ相対数および相対吸血率の推移に
及ぼすプアオンの影響は明らかではなかった。
しかし古血ヌカカ相対数はプアオン後長日数に
わたり著明に抑制されていた。これは，バイチ
コールの接触致死効果が速効性でない２）ことに
起因する以外に，きわめて微量のバイチコール
量でヌカカを死に至らしめることをも示唆して
いる。またプアオンによって，古血ヌカカ数が
抑制されれば，吸血経験ヌカカ数の減少も見ら
図９
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れると推察される。しかし，その推移は吸血未経
験ヌカカ相対数や雄ヌカカ相対数と同様に総ヌカ
カ相対数の推移とほぼ一致し，吸血経験ヌカカは
牛舎外からも飛来することが示された。このこと
から，吸血経験ヌカカを効果判定の一指標とする
場合には，牛舎内で採集される吸血経験ヌカカと
牛舎外から飛来するものとの区別が必要であると
思われた。
また忌避剤をヌカカの防除に用いた場合には
吸血率が著明に抑制されることが確認されてい
る５）。今回の試験では相対吸血率に明らかな抑
制は見られなかった。したがってバイチコール
は忌避効果を有していないか，あるいは有して
いてもきわめて弱いと結論づけられる。
以上のことよりバイチコールによるヌカカ媒
介性疾病の侵入防止効果はほとんど期待しえな
いが，後述するようにヌカカ媒介性疾病の侵入
防止よりもむしろ蔓延防止に主眼を置いて用い
るべき薬剤とも考えられた。すなわち古血ヌカ
カ数がプアオン後長日数にわたり著明に抑制さ
れたことは血液と共に病原体を摂取したヌカカ
が駆除されることをも意味している。このこと
から推察して，ある牛群でヌカカ媒介性病原体
の侵入を受け発病する個体がでたとしても，バ
イチコールを継続して使用した場合，ヌカカに
よる病原体の群内での蔓延が抑制される可能性
が強く示唆される。具体的な事例として1989年
に沖縄県八 重 山 諸 島 で 牛 流 行 熱 の 発 生 が あ っ
たが，バイチコールプアオン法でダニ駆除を
行なっていた黒島では発症牛は認められてい
ない ９）。この点に関しては今後追求にあたいす
る興味ある問題と思われた。
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ブロイラーの大腸菌症に対するバイトリルの
効果
中村暁美，阿部英雄＊
家畜衛生週報による「最近における鶏疾病の

腸菌症と異なり，主として呼吸器から感染して

発生状況」の細菌性疾病の中で，大腸菌症の発

気嚢に主病変を作る。これは現行の平飼い方式

生件数が最も多い。相対的にマイコプラズマ症

では，特に温度と換気量とのかねあいで寒暖の

との合併症が減少しており，マイコプラズマに

激しい季節に，肥育日令が進むにつれ，舎内空

ついてはかなり浄化が進んでいることが分かる

気中の総菌数および大腸菌数が急激に増え，呼

（表１，２

１）

）。

吸器感染の機会が増すことを意味している（図
１２））。

大腸菌症発症鶏群にサルモネラ菌が検出され
たり，ＳＨＳ（顔腫れ症候群）と大腸菌症との

最近ではこの様なこととも絡み，ブロイラーの

関連が報告される等，最近では大腸菌症も多岐

コマーシャル生産の鶏舎構造の見直し（Dark out

に渡っている。特に，免疫抑制を起すことで現

方式，換気方式等）および飼育形態（ベルトコン

在最も問題になっている高度病原性の，伝染性

ベア方式等）の新しい試みがなされている。

ファブリキウス嚢病（ＩＢＤ）発症に伴なう大

大腸菌の二次感染としての役割はこの様に考え

腸菌症は，ここ数年来，畜産業界に深刻な打撃

てみると重要だが，その誘因をまとめると表３２）

を与えている。この為，ワクチン回数の増加，

の様になる。

ワクチン投与方法の変更によりストレスが増加

このような環境で種々薬剤の感受性低下が問

し，大腸菌の合併する機会が増し，育成率や商

題視されている中，ニューキノロン系抗菌剤と

品化率に大きなダメージを与えている。また，

してはじめてバイトリル（有効成分エンロフロ

食鳥検査制度が平成４年４月から施行され，残

キサシン）が動物用に認可され，昨年１月に発

留規制は勿論，従来の投薬方法等の見直しが求

売されて１年が経過した。ここでは大いなる期

められている。

待を担って発売され，全国で奇跡の新薬とまで
いわれるほどの高い評価を受けているバイトリ

鶏の大腸菌性敗血症は，人・子牛・子豚の大
表１

＊

鶏疾病の発生状況（細菌性疾病）

バイエル株式会社
動物用薬品事業部 学術
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表２

鶏疾病の発生状況（合併症）

表３

図１

大腸菌性敗血症とマイコプラズマ病における
病原菌と誘因

ブロイラー飼育経過にともなう舎内空気中の総
菌数および大腸菌数の推移と大腸菌性敗血症の
発生

ル経口液の，ブロイラー大腸菌症への使用事例の

まず，わが国における最大のブロイラー生産地

一端を紹介したい。

である南九州の使用事例を紹介する。
平成３年11月に餌付けされた，１鶏舎当たり約

事
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１

13,500羽の鶏群で，入雛時よりＮＤとＩＢＤのワ
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図２

南九州地区Ａ農場における大腸菌症

クチンが２回ずつ実施されていた。18日齢に２回

に落ち込んだ。

目のＩＢＤワクチン後，リアクションとしての

事

呼吸器症状の発現とともに，斃死羽数が急激に

例

２

増加し１日70羽に達した。従来使用していた他

もう一つ南九州の事例を紹介する。平成３年12

の抗菌剤は同系のオキソリン酸を含めてほとん

月に入雛した約10,000羽の４鶏群のうちの１鶏舎

ど効果がなく，手の打ちようがなかったため，25

で大腸菌症が発生した。入雛時とＮＤワクチンが

日齢よりバイトリル1 0 ％経口液の投薬に踏み

実施される度に，オキシテトラサイクリン製剤を

切った。１鶏舎当たり１日1.3ç（エンロフロキ

用いてリアクションを予防していたが，26日齢に

サシンとして約10mg/kg相当）を３日間飲水添加

実施された３回目のＮＤ（スプレー）の後，１鶏

投与したところ，２日目より斃死数が劇的に減

舎で斃死羽数が急増。クロラムフェニコール製剤

少した（図２）。この鶏群では，出荷間際に再

を投薬したが全く効果なく，１日斃死羽数が200

び斃死が増加し，最終出荷率は約93％であった

羽に近づくに及び，33日齢よりバイトリル10％経

が，同時期に入雛し，従来薬のうちやや感受性

口液の投与を開始した。１鶏舎当たり１日１ç

があると考えられたクロラムフェニコール製剤

（エンロフロキサシンとして約10mg/kg相当）を

を投薬した鶏群では斃死を抑えきれず，１日斃

３日間飲水添加投与したところ，２日目より斃死

死羽数が最高250羽に達して最終出荷率は70％代

数が劇的に減少した。他の３群では斃死数がさほ

‑19‑

図３

南九州地区Ｂ農場における大腸菌症

ど増加しなかったため，オキソリン酸の投薬で乗

４分の１を中抜き出荷し，平均育成率が常に

り切った（図３）。

事

80％代と苦労している農場で，平成４年３月入

例

雛の10,000羽の鶏群にバイトリルを使用した。

３

この鶏群はチアンフェニコールの飼料添加と，

次に南九州に次ぐブロイラー生産地である東北

ＮＤワクチン後にドキシサイクリンやクロルテ

地方からの事例を紹介する。東北地方では従来南

トラサイクリンを飲水添加投与していたが，37

九州に比べて伝染性疾病が少ない傾向にあり，九

日齢に中抜き出荷後大腸菌症が発生し，１日斃

州に比べて気温の差が少なく，ワクチンリアク

死羽数が50羽となった。そこで，39日齢よりバ

ションもワクチン後の床面暖房により軽減を図る

イトリル1 0 ％経口液を１鶏舎当たり１日１ç

などで十分対応してきてはいるが，食鳥検査制度

（エンロフロキサシンとして約6.3mg/kg相当）

施行に伴い，更なる大腸菌対策に取り組まざるを

３日間飲水添加投与した。投与終了後斃死数は

得なくなった。東北では中抜きをするところが比

著明に減少し，育成率は97％と他のロットを大

較的多く，中抜き後のストレスから大腸菌症が発

きく上回った（図４）。

生することもある。この時期にきての斃死は経済

事

的損失も多大であり，かつ生き残った鶏の処理場
での廃棄も深刻である。
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４

最後に中部地区の例を紹介する。この農場では
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ブロイラーの大腸菌症に対するバイトリルの効果

図４

東北地区Ｃ農場における大腸菌症

ＮＢ，ＩＢＤのワクチンを実施し，様々な薬剤を

あった（図５）。

用いてそのリアクション対策に努めていたが，30

なお，この農場では２日間の投薬で満足すべき

日齢前後に大腸菌症が発生し，大きな損害を被っ

結果を得てはいるが，将来的に耐性菌の発現を防

ていた。そのため入雛後に飼料添加剤を，更にワ

止するためには，このような場合でも３日間の投

クチン後に大腸菌症の発症を予測して各種抗菌剤

与が望ましいと考えている。

を投与したが効果がなく，薬剤費が嵩む一方で

ま

あった。

と

め

そこで，平成４年３月入雛の17,000羽の鶏群

バイトリルが日本で初めて動物用ニューキノロ

に，ＮＢワクチン後25日齢よりバイトリル10％

ンとして発売されて後１年を経過し，全国各地よ

経口液を１鶏舎当たり１日１ç（エンロフロキ

りここに紹介した事例と同様の成績が報告されて

サシンとして約7.2mg/kg相当）２日間飲水添加

きている。バイトリルのブロイラー・コマーシャ

投与したところ大腸菌症の発生はなく，育成率

ルでの位置づけや，使用方法についてはかなり定

は97％であった。一方同様にドキシサイクリン

着してきたように思う。しかし，ここへ来てバイ

を投与した鶏舎では大腸菌症が発生し，オキソ

トリルに続く動物用ニューキノロン剤が相次いで

リン酸を投与したが抑えきれず，育成率は9 3

発売されるに及び，ニューキノロン剤の鶏におけ

％，斃死率はバイトリル投与群の２倍以上で

る位置づけを改めて考えねばならない時期にきて
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図５

表４

中部地区Ｄ農場における大腸菌症

いる。今後ニューキノロンを超える新薬をそう簡

ドイツにおけるバイトリルに対する各種野外
分離株の感受性（1990 −1991 ）

単には期待できないという現状では，これら
ニューキノロンを正しく使用し，その効果を長く
保つ必要がある。
バイトリルはアイルランドで1986年に世界で
はじめて発売されて以来，ヨーロッパ各国で鶏
を中心に牛，豚，ペットなど幅広く使用されて
きた。にもかかわらず，ドイツ・バイエル社に
おいて1990〜1991年に調査した野外分離株の感
受性試験成績は表４に示したとおりで，依然とし
て低いＭＩＣ値が保たれており，耐性菌はほと
んどない３）。それはニューキノロンの耐性がで
きにくいということにもよるが，ニューキノロ
ン剤の獣医学領域でのパイオニアとして，バイ
エル社がバイトリルの使用法を徹底してきたから
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表５

である。すなわち，１回投与量を減らしたり，予
防日的での漫然とした長期投与を避け，必要な時

日本国内における鶏由来大腸菌に
対するバイトリルのＭＩＣ

期に的確に投薬する方法を取ってきたということ
である。
バイトリルはエンロフロキサシンとして飲水１
ç当たり50mgを添加し３日間投与する。これは鶏
の種類や週齢により，１日用量として約６〜
10mg/kgに相当し，上述の事例もその範囲で投与
されている。日本各地によりバイトリル発売後に
集められた鶏由来大腸菌のＭＩＣ値は表５に示し
た通り，今の所依然として低い ４） 。しかし，
ニューキノロン剤間にある程度の交差耐性がある
ことは否めず，バイトリルに続くニューキノロン
が使用を誤れば，その影響はニューキノロン全体
に及ぶであろう。
ニューキノロンの耐性問題については，人体
薬の領域でかなり進んだ研究がなされており，
ローテーションにより使用薬剤を換えていく，
適当な併用薬を用いる，一定期間使用を中止す
るなどの方法が検討されている５）。どの薬剤と
の併用でも概ね耐性化が遅れるが，特にin vitro

表６

での協力作用が認められるアミノ配糖体やβ−

野外分離大腸菌に対する各種ニューキノロンの
抗菌力

ラクタム抗生物質，更にリゾチームやＣＳＦな
どの非抗菌剤との併用も耐性防止に役立つ。ま
た特にβ−ラクタム抗生物質との併用では，キ
ノロン系抗菌剤を先に作用させる方が，β−ラ
クタム抗生物質の透過性を高めるのでよいこと
も知られている。一方in vitroで拮抗作用を示
すリファンピシンとの組み合わせでも，ブドウ
では，中止１ヵ月でＭＩＣ値はかなり改善し，

球菌での耐性菌発生が強力に抑制されるとの報
。一旦高度耐性となった施設で，一

中止３ヵ月で感受性は完全に回復している５）。

定期間ニューキノロン抗菌剤の使用を完全に中

これら人体薬領域で得られた知見は，今後畜産

止することにより感受性が回復することも複数

領域でも生かしていかなければならない。耐性

の施設で確認されている。尿路感染症の起因菌

防止のためのローテーションプログラムの確立

告もある

６）
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図６−１

図６−２

血中濃度

図６

肺組織中濃度

ブロイラーにおけるバイトリル投与後の血清中および肺組織中濃度推移

や，耐性化の進んだ農場での，感受性回復まで

たものであり，人体用としては用いられないこと

に必要な使用中止期間についての検討は早急に

も，公衆衛生上の利点である。現在ブロイラー，

なされるべきであろう。

軽種および重種鶏，採卵育成鶏においても使用場

動物用ニューキノロン剤の鶏由来大腸菌に対

面が増えており，それらの事例についても，今後

するin vitroの抗菌力は表６に示したとおりみ

紹介していきたい。

な優れている。しかし，体内動態はかなり異

最後に，本稿をまとめるにあたり，貴重な使

なっており，それぞれの薬剤の特徴となってい

用成績をご提供いただいた各農場の皆様に深謝

る。残留は短いが低用量で高い標的臓器濃度を

いたします。また，投薬，ワクチンプログラム

得るために，２時間断水した後，１〜２時間で

の詳細は敢えて記載しませんでしたがご容赦下

投薬しなければならない薬剤では，病鶏に対す

さい。

る断水の影響が懸念される。単回経口投与での
参考文献
１）平松 都：鶏病研報27(４)：195−199，1987
２）佐藤静夫：鶏病研報 増刊号：１−11，1987
３）Scheer，Ｍ：ドイツ・バイエル社社内資料，1992
４）バイエル株式会社社内資料1992
５）第40回日本化学療法学会シンポジウム「感染症化学療
法と薬剤耐性化防止策」:Chemotherapy41(１)：134−
141，1993
６）Fintin，B et al：Antimicrob．Agents Chemother.36
（５),907−912，1992
７）Scheer，Ｍ：ドイツ・バイエル社社内資料，1992

吸収が速やかで呼吸器系への移行が非常によい
薬剤であるが，ほぼ100％腎排泄型であり，腎臓
障害の程度によりかなりの用量調節が必要なも
のもある。バイトリルは速やかに吸収され，各
臓器に分布し，単回投与だけでなく，飲水添加
による不断投与によっても高い血中濃度が維持
できる（図６）７）。また，尿中，胆汁中いずれ
にも排泄されるため，腎障害時や摂水制限の有
無による用量調節の必要もない。
バイトリルは当初より動物専用として開発され
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豚のヘコヘコ病
山本孝史・久保正法＊

豚のヘコヘコ病は，千葉県の養豚地帯である

て妙である。

北・東総地帯の大規模一貫経営農場のうち，一般

病

的な衛生管理状態が良好とはいえない農場におい

変

て1989年秋頃より集団発生するようになった疾病

前，中，後葉にわたる広範囲な肺炎が特徴的で

である。病名の由来は，強い腹式呼吸のため腹部

ある。肉眼的には一見正常と見まがうが触れると

が波打つ様子を養豚家が「腹がヘコヘコする病

硬く肉片化して無気肺であることが明らかである

気」と表現したことによるものである。年間の死

（写真１）。この点ではマイコプラズマ性肺炎

亡事故発生率は，離乳頭数のほぼ10％程度に達す

（ＭＰＳ）と似ているが，健康部との境界が明瞭

る農場もある。現在のところ，発生は上記地域に

でないこと，病変部がきわめて広範囲にわたって

限定されているようであるが，伝染性疾病である

いることの２点で異なっていた。組織学的には，

ことは間違いないと考えられ，さらにマイコプラ

ＭＰＳに特徴的なリンパ濾胞の過形成はごく少数

ズマ性肺炎，アクチノバシラス症に次ぐ第３の肺

の例で認められたに過ぎず，肺胞中隔の肥厚が顕

炎となる危険性も考えられるのでその概略を記し

著であった（写真２），気管支周囲には線維芽細

て注意を喚起したい。

胞の増殖が顕著な例，プラズマ細胞の浸潤が強い
例等まちまちであった（写真３）。また肺胞腔内

発生状況

にはマクロファージの浸潤が認められたがその程

当初は前述のように，衛生管理状態が良好とは

度は様々であった。肺以外では半数以上に心外膜

いえない大規模一貫経営農場に限定されていた

炎が，また約１/３の脳に囲管性細胞浸潤や髄膜

が，1992年秋より周辺の比較的飼養管理の行き届

炎が認められた。

いた養豚場にまで拡大する傾向をみせている。好

微生物検査成績

発日齢は50日齢前後で，時期的には秋から春先ま
でであり，冬場には集団発生が多発する。発生豚

肺の一般細菌の検査では， A c t i n o b a c i l l u s

舎はもともと密飼い・換気不良といった呼吸器病

pleuropneumoniae，Haemophilus parasuis等が分

発生豚舎に特有の状態であるが，本病の蔓延によ
り発育の遅延を来しさらに密飼が進行するといっ
た悪循環を繰り返す。

症

状

発熱に伴う体表の発赤と元気消失に続いて発咳
がみられ始め，徐々に腹式呼吸を示すようにな
る。症状の進行はゆるやかであるが，被毛粗剛，
削痩し次第に衰弱して死に至る。四肢の関節に腫
脹が認められる場合もある。名称の由来した腹式
写真１．肉眼病変。ほぼ前葉が無気肺となっている。

呼吸が最も特徴的であり，ヘコヘコ病とは言い得
＊

農林水産省家畜衛生試験場
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写真２．肺胞中隔が肥厚し，肺胞腔を著しく狭窄し
ている。

写真３．写真２の一部を拡大。肺胞腔を狭窄してい
る細胞は，上皮系の細胞であり，マクロ
ファージや好中球はほとんど見られない。

離された例もあるが，何も分離されない例も多

状に始まり，跛行や関節の腫脹等が認められる

く，これらの菌は本症に限ってはむしろ２次感染

ようになる。また腹膜炎や胸膜炎の症状とし

菌と考えるべきであろう。一方マイコプラズマ

て，歩行時に腹部を伸展させる様な動作を示し

は，Mycoplasma hyorhinisがこれまで検査した約

たり呼吸が荒く腹式となったりする。病変は漿

20例の肺すべてから高い菌量で分離されている。

液線維素性および線維素膿性の心膜炎，胸膜

ウイルス検査においては，ＴＧＥやクラミディア

炎，腹膜炎や関節炎等である。心外膜は線維素

等が分離された例もあるが少数である。またオー

が付着してザラザラしており，肺，肝，腸の漿

エスキー病ウイルスの関与も，ウイルス分離，抗

膜面には黄白色の線維素が網目状に付着してい

体検査いずれの面からも浮かび上がって来ていな

ることが多い。静脈内接種により実験的に自然

い。さらに臨床的に類似し，わが国でも１例報告

例と同様の病変を再現できるが，漿膜面のすべ

されているカリニ肺炎の可能性を考慮し，

てに病変を形成する株，心膜炎あるいは関節炎

Pnemmocystis cariniiの検査を実施したが有意の

のみを惹起する株等，菌株間に病原性に差があ

成績は得られなかった。このように現在のとこ

ることが知られている。本菌の肺炎起病性に関

ろ，M.hyorhinis以外に有意の微生物が分離され

しては，意見の分かれる所であり，２次感染菌

ていないので，次に本菌の病原学的意義について

にすぎないとする説が一般的ではあるが，Gois

考察したい。

らは幼若なノトバイオート豚の鼻腔内接種によ
り，ＭＰＳ類似の気管支肺炎や胸膜肺炎を惹起

M.hyorhinis の豚に対する病原性

したと記載している。

本菌の病原性として異論のないのは，多発性

このようにM.Hyorhinisは，実験的にも多発性

漿膜炎および関節炎起病性である。これらの疾

漿膜炎を惹起すること，またヘコヘコ病からの分

病は，通常３〜1 0 週齢の豚に発生し，被毛粗

離率と分離菌量がきわめて高いこと等を考え併せ

剛，元気食欲の減退，軽度の発熱等の一般的症

ると，本病で認められる心外膜炎等の原因となっ
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ていることは，ほぼ確実と考えられる。しかしな
がら本菌の病原性に関する過去の報告からは，ヘ
コヘコ病の主病変である肺炎の起因菌とは，考え
にくい。
今後ノトバイオート豚を用いた感染実験等によ
り病原体を確定することが急務である。
参考文献
１）渡辺一夫（1992)：豚のヘコヘコ病.臨研支所だより，
とんとんファミリー 26号（２）
２）Gois,M.and Kuksa,F.(1974)：Intranasal infection of
gnotobiotic piglets with Mycoplasma hyorhinis: Differ‑
ences in virulence of the strains and influence of age on
the development of infection.Zbl.Vet.Med.,B,21,
352‑361.
３) Gois,M.et al.(1968)：Mycoplasma hyorhinis,a causa‑
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精神科入院病棟における動物を用いた治療
（Ａ−ＡＴ）法の有効性＊
Ralph Holcomb and Mary Meacham
緒

いては，動物を用いた治療（Ａ−ＡＴ）中の相互

言

作用から，患者を評価する際に役立つ有効な診断
精神科入院施設におけるグループ作業は，患者

上の手掛かりが得られるという。そこで，本論文

と臨床医の双方に数多くの機会を提供する。患者

では，グループ観察を行う精神科医の患者評価機

にとっては，生活上の諸問題の治療的再現や社会

会として，Ａ−ＡＴグループが有効かどうかを，

への適応，対人関係の確立といった機会となり，

グループヘの参加状況を基準にして報告する。ま

精神科医にとっては，社会的な設定の下に患者を

た，孤立した患者は評価が大変難しいので，本論

綿密に観察して，より正確な診断的評価を下す機

文では特に，Ａ−ＡＴが孤立患者の気を引くかど

会となる。

うかという点についても報告する。

近年の重症持続性精神病（ＳＰＭＩ）の治療

本研究の目的は，特に孤立患者の参加動向を中

は，継続的な治療とリハビリテーションとに

心に，Ａ−ＡＴへの参加者数と他の作業療法（Ｏ

よって行われている。たとえば，ストレスが多

Ｔ）グループヘの参加者数とを比較することに

かったり，投薬に調整が必要な場合には，ＳＰ

あった。既に述べた通り，孤立患者の参加率が高

ＭＩ患者を短期間（１〜２週間）緊急治療施設

いほど診断的評価の機会が増大し，より正確な診

に移し，この間に患者を観察して，投薬をさら

断が可能となるのである。

に納得のいくレベルまで調整している。K I e i n

ただし，グループヘの参加者数は治療効果と

（1986）らの報告によると，退院したいという

は無関係である。例えば，生に関するテーマを

切実感とかさむ医療費のせいで入院期間を短縮

避けている患者が，一番不適格なグループに引

せざるを得ない状況下で，精神科医らはより迅

きつけられるといったこともある。B e c k

速に診断・治療しなければならないというプ

（1985）によると，Ａ−ＡＴ療法は広く受け入

レッシャーにさらされている。そうした状況の

れられたが，患者に対する効果を細かく分析し

精神科病棟の臨床医らにとっては，孤立した患

てみると，結果は多岐に及んだ。また，Beckお

者たちを正確に評価することは困難な仕事であ

よびKatcher（1984）は，Ａ−ＡＴに携わってい

る。孤立した患者たちが他人とコミュニケー

る研究者たちが参加者数などの比較的単純な

ションを取ろうとすることは希であり，どちら

データの観察のみに固執していることを指摘し

かと言えば病棟内で提供される各種グループ活

ている。

動を利用せずに終わることが多いからである。

本研究は参加者数と治療効果を関連付けようと

この問題に対して，Yalom（1983）は，孤立した

するものではないが，研究計画の内容から両者の

ＳＰＭＩ患者は部屋に閉じこもりがちで，評価過

関連も考察に値する問題といえる。Ａ−ＡＴが実

程が失敗に終わるため，この種の患者に対しては

際に有効な治療的介入であるならば，Ａ−ＡＴが

グループ参加を強制するよう主張している。しか

「楽しいと同時に効果的な」治療法である故に入

しながら，患者の自主的決定に任せる基本方針が

院患者に人気があるとも考えられる。

ある以上，このような強制はできない。

精神病患者に動物が利益をもたらすと言われ

Brickle（1980）の主張によると，精神科にお

る実例はいくらでもある。Searls（1960）がま

＊

Effectiveness of an animal‑assisted therapy program in
an inpatient psychiatic unit
‥
出典：Anthrozoos，Vol.Ⅱ，Number４，259−264（1989）
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ずその有効性に関する証拠を挙げている。

６．正常であること，帰属意識，あるいは他人か

Searlesは，「精神分裂症患者が，いっかは起こ

らの受け入れ意識が増大する。

るはずの精神異常の発症を長年にわたっておさ

７．リラックスした状態が続き，血圧が低下す

えていたケースの主たる要因が一頭の犬との関

る。

係を保つことだったというのは何例もある。一

方

頭の犬が，友情，愛情，そして自分が必要とさ
れているという自信を患者に与えたのだ。」と

法

最初に考慮した研究課題は次の通りである：

報告している。

１．入院患者を誘引するという点で，Ａ−ＡＴは

C o r s o n が共同研究者らと共に実施した研究

他のＯＴグループよりも有効であるか？

（1977）では，情緒障害のある精神病患者のグ

２．孤立の程度が高い入院患者は他のグループよ

ループが感情面においてＡ−ＡＴによって改善さ

りもＡ−ＡＴの方に多く参加するか？

れたことが報告されている。また，Robb，Boydお

３．Ａ−ＡＴは孤立した精神分裂症患者の誘因に

よびPristach（1980）は，入院中の退役軍人をほ

有効であるか？

ほ笑ませ，感情を口に出して語らせるのは，生命

研究の場としたのは，ミネソタ州にあるヘネ

のない物よりも籠の中の子犬である場合の方が多

ピン郡メディカルセンター精神科入院病棟の作

いことを確認した。さらに，Beck，Seraydariaお

業療法部門である。この部門は，様々な治療の

よびHunter（1986）によると，普通の部屋で集ま

中でも特にグループ活動を利用して患者の関心

る慢性精神病患者グループよりもフィンチ（アト

を高め，相互交流を図っている。これらの活動

リ科の小鳥）の籠を置いた部屋でミーティングす

はまた，作業療法士が患者の行動を観察して，

るグループの方が活動に積極的に参加・貢献する

診断と投薬治療に役立てる機会でもある。グ

としている。

ループはすべて任意参加であって，どのグルー

全体像はまだ明らかではないが，現在のとこ

プヘの参加も強制はされていない。グループの

ろ，精神病患者を対象としたＡ−ＡＴに関する研

ミーティングは，毎日行われる場合もあれば，

究では，この療法により，短期的に次のような結

月に１回という場合もある。

果が得られることが確認されている。

入院患者の入院期間は平均1 3 日間である。グ

１．社会的相互作用の増大。スタッフや患者間の

ループ参加状況の観察期間は，１ケ月間の内Ａ−

会話や交流の増加。人間関係を確立する能力

ＡＴを実施した１週間とした。

の向上。

本研究の対象とした「グループ」は，いずれも

２．感情表現が顕著になり，それも前向きなもの

過去２年間に全入院患者がいつでも参加できるよ

となる。

うになっていたすべてのＯＴグループである。全

３．無条件に物事に順応する機会が生じてくる。

グループミーティング数を数えると，入院患者に

４．グループ参加者や第三者に対して感情を表現

は合計で週に約30回のＯＴグループ参加機会があ

する機会が生じてくる。

る。 Ｈug‑Ａ‑Ｐet （ペットを抱き締めよう）

５．感覚的な刺激に敏感になる。

という名のグループは，全入院患者に参加機会の
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あるＡ−ＡＴグループで，治療中に参加者を動物

８．Chemical Dependency：薬物常用に至るプロ

に触れさせるというものである。ミーティング時

セスと行動に関する情報を提供する。週１〜

間は約１時間で，入院患者が動物を撫でなり抱い

３回，１時間ずつのグループ。

たりできるように，通常は犬２頭，猫１匹，ウサ
ギ１羽を用意する。入院患者たちは，動物と接触

本研究の「診断」とは，通常，グループに参

しながら，作業療法士や他の患者に話しかけるこ

加した精神科医が患者の過去，および現在の行

とがよくある。

動に基づいて下したＤＳＭ−３診断である。ま

Ａ−ＡＴ以外のＯＴグループは次の通りであ

た，観察週間中にＯＴグループ参加数が３つ以

る：

下の患者を「孤立している」とした。「グルー

１．ＯＴ Clinic：作業，社会性，役割，及び認

プ有効性」とは，精神科病棟の全患者中そのグ

知といった患者の能力を評価することが目

ループに参加した患者の比率で，例えば，病棟

的。週５回，１時間ずつの職業訓練を行う

の全患者の半数があるグループに参加した場

グループ。

合，そのグループの有効性は50％である。この

２．Ｈ23：機能はＯＴクリニックと同じだが，対

場合，グループ有効性はグループが患者を誘引

象は開放病棟の患者。週３回，１時間ずつの

する能力であって，治療効果の尺度ではない。

グループ。

ただし，参加者数は以下のような数々の要因に

３．Living Skills：栄養摂取や金銭管理などの

よって低減する：

基本的な生活技術の学習に当てられる。週１

１．あるグループの実施日に入院していなかった

回，１時間ずつのグループ。

ために参加できない患者もいる。例えば，火

４．Exercise：体を動かして，協調性や感覚運

曜日に入院した患者は（その週の調査対象に

動技能を学習するグループ。集中治療病棟

含まれるが），入院前日の月曜日に実施され

（ＩＣＵ）で週５回，１時間ずつ実施され

たグループに参加する機会はない。同様に水

る。

曜日に退院した患者も，木曜日と金曜日のグ

５．Special Topics：孤立度の高い患者を特に誘

ループに参加する機会がない。したがって，

引することを目的とするグループ。週１回，

実際の効果は，Ａ−ＡＴも含めて１週間の実

１時間ずつの脅迫観念を取り除くデスカッ

施回数が少ないグループでは過小評価される

ション・グループ。

傾向にある。

６．Communication：コミュニケーション技能

２．すべてのグループの宣伝が同等に行われるわ

の学習と練習に焦点をおいたグループ。開

けではないので，入院患者がある特定のグ

放病棟で週１〜２回，１時間ずつ実施され

ループについての宣伝に影響されることがあ

る。

る。また，グループの名前のつけ方にも分か

７．Assertiveness：自己を主張することの学習と

り易いものとそうでないものがある。Ａ−Ａ

訓練に当てられる。週１回ないし２回，１時

Ｔ療法に対する

間ずつのグループ。

を抱き締めよう）というグループ名は最も分
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（ペット

かり易いものと言えよう。

を受けることもある。

３．患者が以前の入院で既にいくつものグルー

７．実施時刻も，グループ参加を左右する一要因

プ活動を経験しており，その経験に基づいた

である。Ａ−ＡＴは，大半の患者が疲れを感

固定観念を抱いているということもあり得

じる午後に実施される。

る。目新しい経験をすることが，最初は多数

データ収集

の患者を引き付ける要因となることもある
が，多くの患者は馴染んだ日課から離れるの

この調査では，ヘネピン郡メディカルセンター

が嫌でいつも同じグループに参加している。

の精神科入院病棟にて1985年７月から1987年５月

Ａ−ＡＴグループは月に一度のみ実施される

までの期間に実施された10種類のＯＴグループに

ので，全グループ活動の中では目新しいグ

関するデータが収集された。１回の観察期間は，

ループ活動に感じられるはずである。しか

１ケ月のうちのＡ−ＡＴが実施された１週間と

し，短期入院の場合は，Ａ−ＡＴは観察週間

し，Ａ−ＡＴが実施されなかった1985年10月を除

内に一度実施される他のグループ活動と変わ

き，合計23回の観察を行った。グループ参加者数

らないように感じられる。言い換えるなら

と患者の診断に関する情報はすべて記録保管所の

ば，病棟にいる期間が１週間のみという患者

参加記録から得た。データは，観察日，診断，患

にとっては，Ａ−ＡＴは週１回のグループ活

者の孤立/非孤立性，および有効性（％）ごとに

動と同じで，特にめずらしく感じられるわけ

収集した。

ではないのである。

ここで明記すべきことは，各グループの実施が

４．グループ活動の実施期間中に入院患者が他の

重なったりして数値に影響することはなかったと

用事で病棟から呼び出されることもある。こ

いうことである。つまり，すべての患者が，１

れは，Ａ−ＡＴのように週に何回も実施され

つ，複数またはすべてのグループに参加できたわ

ないグループの有効性を人為的に引き下げる

けであり，実際には，複数のグループによる治療

ことになる。

が行われていた。データの分析に当たっては，こ

５．グ ル ー プ の 活 動 の 実 施 場 所 も ， 患 者 の グ

の事実を考慮した。データは，ミネソタ大学で開

ループ参加の意志を左右する。行き易い場

発されたＰＣ統計パッケージ，Statistixを使っ

所で実施されれば，ちょっと立ち寄るとい

て，ＩＢＭ−ＰＣに入力した。

う形で参加する機会も多くなる。また，Ｉ

結

ＣＵのような特定の病棟にいる患者はグ

果

ループ活動の実施場所まで個々に送っても

総合的なグループ有効性の統計学的結果は，表

らわなければならないため，入院している

１にまとめた通りである。Ａ−ＡＴは，二番目に

病棟以外でのグループ活動に参加するのが

有効であったグループ Living Skills よりも，

難しいときもある。

有効性（52％），参加者数（22人）ともに有意に

６．入院患者がグループのリーダーの人柄や他の

優れていた[t(44)＝11.6，p＜.01]。また，図１が

患者から聞いたグループの評判によって影響

示しているとおり，孤立患者を誘引するという点
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表１

全作業療法グループの統計学的結果

図１

孤立条件での平均グループ有効性（Ｎ＝2 3 ）

で最も有効であったのは，平均で全患者数の44％を

有効性はわずか12％であった。非孤立患者につい

集めたＡ−ＡＴ[t(191)＝10.87，p＜.01]であり，

て言うと，Ａ−ＡＴは，第２位の

２番目に有効であったグループ Communicatio の

Skills [t(218)＝5.34，p＜.01]よりも有意に多
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Living

い64％を誘引した。さらに，Ａ−ＡＴは孤立精神

れた，つまり孤立した入院患者を，他のグループ

分裂症患者の47％を引き付けたのに対して[t(25)

よりも有意に多く引き付けている。即ち，他の方

＝6.5，p＜.01]，第２位の Clinic の有効性は

法ではグループを利用できない患者集団に役立っ

13％にとどまった。

ているのである。

Ａ−ＡＴは，入院患者の間で診断に関係なく均

Ａ−ＡＴの誘引力は，いかなる症状の患者に

等に人気があった。複数の平均値を対比させると

おいても等しく優れている。作業療法が提供す

きに生じる全体的な誤差発生率はテューキーの最

る他のどのグループよりも，Ａ−ＡＴに引き付

小有意差（ＬＳＤ）検定法により抑えられる。す

けられる孤立患者が多い。ただし，研究基準に

なわち，治療平均値間に差が全くないとすると，

よって孤立していると見なされる患者の参加者

多重t検定の場合よりも誤った統計的有意差が少

数は，孤立していない患者のそれよりも有意に

なくなる。テューキーのＬＳＤ検定法によれば，

低い。このことは，孤立患者が参加するグルー

Ａ−ＡＴの有効性に関する診断の分散分析におい

プの数が全体的に少ないという事実によって，

ては，有意に異なる平均値は認められなかった[t

当然説明がつく。

＝1.99，ＳＥ＝.06，a＝.05]。また，線型対比で

本研究においては「有効性」が治療効果を意

も，精神分裂症患者を誘引するという点でのＡ−

味するものではないこと，また，Ａ−ＡＴの治

ＡＴの有効性と他のすべてのグループの有効性の

療価値に関しては，「緒言」で触れた過去の事

平均値に有意差は認められなかった[ Ｆ＝（1 ，

例はあるものの，ここで主張するつもりはない

110）＝.36，a＝.01]。Ａ−ＡＴの診断別有効性

ことを，ここでもう一度繰り返しておいた方が

の平均値は，次の通りである。双極性鬱病＝5 6

良いだろう。

％，精神分裂症＝56％，精神病傾向＝50％，その

「方法」で言及した通り，著者らにとっての大

他＝50％。さらに，孤立していない患者と孤立し

きな問題は，観察した週に実施回数が少なかった

た患者での比較の場合，Ａ−ＡＴの有効性に関す

グループに関する報告が過小に評価された可能性

る孤立状態の分散分析によって得られたテュー

があることである。つまり，いずれの観察週にも

キーのＬＳＤによれば，Ａ−ＡＴの人気は非孤立

１回しか実施されなかったＡ−ＡＴの参加有効性

患者の間での方が高かった。[t＝1.9，SE＝0.4，

は，過小評価されている可能性が極めて大きいと

a＝.05]。

いうことである。この調整を行えば，このグルー

考

プの有効性は増大することはあっても，減少する

察

ことはないはずである。

Ａ−ＡＴは，ヘネピン郡メディカルセンターの

以上のことから，診断，孤立状態またはこの両

精神科入院病棟の入院患者の間で非常に人気があ

者の相互作用に拘わらず，Ａ−ＡＴは病棟患者に

る。過去２年間に収集したデータを分析したとこ

任意参加を即すという点で，全グループの中で最

ろでは，このグループが他のグループよりも常に

も有効であるものと思われる。

著しく多くの入院患者を集めていることが確認さ

結

れている。さらに，Ａ−ＡＴは，社会的に隔離さ
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本研究は，精神科入院病棟で実施されているＡ

<デルタ・ソサエティについての解説>

−ＡＴが，他のＯＴグループよりも有意に多くの
患者を引き付けていることを示している。さらに

デルタ・ソサエティは，アメリカ合衆国で1970

また，Ａ−ＡＴグループは，本研究で「孤立患

年代に，動物を人間の大切な仲間と認識する専門

者」と呼んでいる，あまりグループに参加しない

家やその他の人々の小さなグループから生まれ，

患者集団を引き付けるという点においても，全グ

1981年に専門的な協会として公益法人化されてい

ループの中で最も有効と言える。その結果とし

る。デルタ・ソサエティは，人と動物との相互作

て，Ａ−ＡＴは，このような環境における作業グ

用と環境についての研究を通して，両者の健康と

ループにとって，以下の２つの目標を達成する上

福祉を増進するためのものである。
デルタのメンバーには，幅広い各種分野の人々

で効果のある手段であると言える。
１．Ａ−ＡＴは，すべての患者，それも特に孤立

がいる。メンバーの中には，獣医師，精神科医，

患者の臨床評価と診断の優れた手段となる。

医師，化学者，教育者，ソーシャルワーカー，看

２．Ａ−ＡＴは，孤立患者間に社会的な関係を築

護婦，各種のセラピスト，プログラム主催者，学
生，及びコンパニオン・アニマルの飼い主などが

く機会を促進する。

いる。彼らは，研究所，大学，地域組織，動物福
参考文献
１) Beck,A.1985.The therapeutic uses of animals. Veteri‑
nary Clinics of North America,Small Animal Practice
15：２.
２) Beck,A.,and A.Katcher,1984.A new look at animalas‑
sisted therapy.Journal of the American Veterinary
Medical Association 184：414−21.
３) Beck,A.,L.Seraydarian,and G.Hunter.1986.The use
of animals in the rehabilitation of psychiotric inpatients.
Psychological Reports 58：63−66.
４) Brickle,C.1980.A review of the roles of pet animals in
psychotherapy with the elderly.International Journal of
Aging and Human Development 12：２.
５) Corson,S.A.1977.Pet dogs and nonverbal communi‑
cation.Comparative Psychology 18：61−79.
６) Klein,C.1986.Patient character and attendance pat‑
terns in outpatient group psychotherapy.International
Journal of Group Psychotherapy.
７) Robb,S.,M.Boyd,and C.Pristach.1980.A wine bottle,
a plant and a puppy：catalysts for social behavior.
Journal of Gerontological Nursing ６ : ４.
８) Searles,H.1960.The non−human environment.New
York：International Universities Press.
９) Yalom,I.1983.Inpatient group psychotherapy.New

祉協会などで働いているが，何がこれらの人々を
協力させたのか。それは，共通の強い関心，すな
わち，人と動物との相互作用，また，良き環境の
保存の大切さであった。
◆人と動物との相互作用の研究，及び地域活動
プログラム
研究の結果，コンパニオン・アニマルは人の
精神的及び肉体的な健康面に深く関わり，大き
な影響を及ぼすことが判かっている。動物は，
情緒不安定児，精神病患者，囚人，及び長期療
養を要する高齢者などに対する療養に活用さ
れ，大きな成功をおさめている。コンパニオ
ン・アニマルが，飼い主の健康を助けているの
は明らかであるが，さらに人のストレスを解消
し，患者が重病を克服し生きてゆくチャンスを
高めている。またコンパニオン・アニマルは，
愛情を注ぎ，触れ合い，ともに運動し，笑いか
ける相手となるのである。
アメリカン・メディカル・ニュース（1986年９

York：Basic Books.
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月号）は，1978年から続けられている人とコン

サエティの支部は，現在，米国，及びカナダで

パニオン・アニマルとの相互作用に関する研究

次々にスタートしている。同ソサエティは，国

で，血圧の低下，及び心筋梗塞患者の延命に効

の内外における会議を主催したり，教育的なセ

果があることを報告している。また，水槽の魚

ミナーを行い，年２回発行する雑誌

は，歯科の患者を鎮静させることや，乗馬が身

Animal−Enviroment

体障害児の筋力増強に役立つこと，また，犬が

Interactions

People−

，及びニュースレター

は，会員に近年の研究や活動

自閉症患者の心を開くきっかけとなることも明

プログラムに関する最新情報を提供している。

らかにしている。

‥
「Anthrozoos」は同ソサエティの研究機関誌で

過去10年間に，数多くの科学者が人間の健康に

多数の意義のある研究と信用できる事実の利用

対するコンパニオン・アニマルによるインパクト

に関する提言などをコミュニケートするために

に関する研究を行っているが，その報告は米国の

年４回発行されている。今回はこの

内外を問わず幾何級数的に増加している。

‥
「Anthrozoos」の中から動物を用いて行われた

米国のほとんどの大都市では，多くの人々が

精神病院での動物療法（Ａ−ＡＴ）に関する記

集まって動物療法やそのための訪問活動（ＣＡ

事を翻訳し，動薬研究に掲載することに至っ

ＰＰ＝コンパニオン・アニマル・パートナー

た。尚，資料はデルタ・ソサエティに賛助会員

シップ・プログラム）をはじめており，プログ

として団体登録している（社）日本動物福祉協

ラムは乗馬療法から囚人のための訪問療法まで

会に提供してもらった。

行っている。
◆デルタの活動
デルタ・ソサエティは，人と動物の相互作用に
関する国際的情報センターとして奉仕するもので
ある。また，研究助成プログラムを通じて，人類
の福祉に対するコンパニオン・アニマルの役割を
研究する。また科学者たちには，毎年多額の研究
費が与えられている。それらの成果は，同ソサエ
ティのジャーナルに発表されている。
同ソサエティは，情報センターとしてその会
員，マスメディア関係者，その他の人々にも，現
在，及び過去の研究報告，世界中の動物を利用し
た療法の基準，視聴覚教育材料，文献，記事，及
びその他の情報を提供している。
同ソサエティは，地域社会の活動プログラム
の立案と実施，すでに行われているプロジェク
トに対する助言などを行っている。デルタ・ソ
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獣医領域における薬剤選択（37）
７．動物用抗菌性剤の薬理と応用（その６）
吐山豊秋＊
が高く，③治療に用いたときの有効性は他の抗菌

Ⅴ．テトラサイクリン類（ＴＣs）

性薬ほどシャープではない。また④菌交代による
テトラサイクリンは抗生物質開発の初期に現

カンジタ症などの危険がある。

れ，汎用された薬効群であるが，現在では古い薬

1960年代以後は各種感染症における病原菌の認

になっている。しかしスペクトルが広いことと安

定技術が発達し，また各種の微生物に対して

価である点では魅力的であり，獣医畜産領域では

シャープに働く抗菌性薬が開発されてきている。

現在でも汎用薬になっている。

このためにＴＣsの投与によるblind shot的な治

テトラサイクリン（ＴＣ），オキシテトラサイク

療法が少なくなってきた。

リン（ＯＴＣ），クロルテトラサイクリン（ＣＴ

医学領域でのＴＣs使用の傾向を調べると，リ

Ｃ）が世に出てきたのは1950年前後である。さらに

ケッチア・クラミジア感染症のように他の有効な

改良型としてドキシサイクリン（ＤＯＸＹ），ミノ

薬剤がないような感染症での使用に限られてきて

サイタリン（ＭＩＮＯ）などが現れたのは1960年前

いる。

後であるが，新薬の開発は事実上この時点で止まっ

体内動態

ている。その他の系の抗生物質，例えばβ−ラクタ

ＴＣsの分配係数は1.0前後であるから，水へも

ム，マクロライドなどが1980年以後にも新薬開発が

有機溶媒にも同じ程度に溶ける。この様な性格で

続いているのとは対照的である。

あるから体内バリアを通過できるといっても透過

ＴＣとその誘導体の化学構造を挙げておいた

性は悪い。

が，改良型の開発では基本骨格に簡単なラジカル

ＴＣsのもう一つの物理化学的特色はカルシウ

を導入した程度で止まっていたことが分る。

ムやマグネシウムなどの二価イオンとの結合性が

抗菌スペクトル

強いことである。この結合は分子中の２つの水酸

broad spectrum antibiotics（広範囲スペクト

基に結合するキレート結合である。

ル性抗生物質）という用語はＴＣsのために作ら
れた用語であるし，これ程にも広いスペクトルの
抗菌性薬はその後も出ていない。

in vitro のＭＩＣ測定で２〜４μg/kg以下だ
と抗菌活性があると判定すると，グラム陰性，
陽性細菌の全て，マイコプラズマ，クラミジ
ア，ウレアプラズマに活性があり，さらにアナ
図１

プラズマなどのリケッチア，一部のアメーバや
大型ウィルスにも活性がある。全ての菌種で活
性がないと判定された微生物は真菌だけのよう
である。
ただし，①有効な菌種の全てに対して静菌作用
だけを示して殺菌作用を示さず，②一般に耐性率
＊

（財）畜席生物科学安全研究所
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テトラサイクリン

犬にＣＴＣ，ＯＴＣ，ＴＣを経口投与して吸収

できる。このために子牛や子豚における肺炎の治

率（利用率）を測定してみると30〜60％の値が得

療には適した製剤とされている。

られる。これは腸管内でカルシウムと結合した化

他の注射剤ではＴＣとマクロライドのオラキ

合物が吸収されないためである。元来，腸管内は

ンドックスとの配合剤が古くから用いられてい

体内におけるカルシウムの保存場所であり，どの

る。

動物種でも濃度が高い。

人体用にＤＯＸＹやＭＩＮＯの注射剤が販売さ

吸収されたＴＣs は体内にほぼ均一に分布す

れているが，いずれも静注専用で，一般には点滴

る。分布容を計算すると１前後の値が得られるか

で用いる。筋注や皮下注用に用いるのは危険であ

ら，細胞内の濃度も細胞外液と同じ程度の濃度に

るし，利点もない。

なる。しかし，細胞内ではマグネシウムと結合

外用剤：子宮・膣挿入剤と乳房注入剤が販売さ

し，抗菌力がなくなる。このために細胞内での抗

れているが，乳房注入剤の有効性には疑問を持

菌力は全く期待できない。

たれている。乳中のカルシウムの濃度が高いの

消失は主として腎からの尿中排泄により，一部

で，有効には働かないはずだとの意見が強いた

が糞中に排泄される。

めである。
臨床応用

改良型のＤＯＸＹやＭＩＮＯでは多少とも事情
が異なってくる。これらの薬物はカルシウムやマ

スペクトルが広いので無難な汎用薬として用い

グネシウムとの結合力が弱いので経口後の吸収が

られている。しかし病原菌が特定できればより選

極めてよい。吸収後も細胞内にあまり入らないの

択的な薬物を用いる方がよく，次第に使用頻度が

で細胞外液中の濃度は高くなる。

下がると思われる。

消失ではＭＩＮＯが尿中と糞中へ半分ずつ排泄

Ⅵ．ク口ラムフェニコール系抗菌薬

される。ＤＯＸＹは全てが糞中に排泄されるの
で，腎障害のある動物に対しても消失速度が遅く

クロラムフェニコール（ＣＰ）は抗生物質とし

ならず，安全であると主張されている。
製

て発見されたが，直後に合成され，以後は専ら合

剤

成品が用いられている。したがって発酵生産した

経口用剤：ＯＴＣ，ＣＴＣでは多数の飼料添

ＣＰが流通したことはないが，行政的な分類では

加，飲水添加，強制経口投与剤が販売されてい

抗生物質になっている。しかし，同系薬物のチア

る。ＤＯＸＹは鶏用の飲水添加剤だけが販売され

ンフェニコール（ＴＰ）やフルフェニコール（Ｆ

ている。

Ｐ）は合成抗菌薬に分類されているので，ここで

注射剤：ＴＣsは刺激性の強い物質であるから

はまとめて説明する。
抗菌活性

注射にはあまり向かない。ＯＴＣは刺激性が比較
的弱いので塩酸塩の注射剤が出ている。多くの製

ＣＰの抗菌力はサルファ剤に似ており，他の抗

剤では起炎性を弱める工夫がしてある。

生物質と比べるとＭＩＣが１桁高い。スペクトル

ＯＴＣに２.−ピリドンを配合した注射剤は徐

の面ではサルファ剤より狭く，細菌だけに有効で

放性製剤で，１回の注射で数日間の有効性が期待

ある。細菌ではグラム陰性・陽性の両方に有効で
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獣医領域における薬剤選択（37）

ある。静菌作用だけを示す。
体内動態
ＣＰは有機溶媒への溶解性が良く，生体内で
のバリア通過性が高い。極めて苦味の強い薬物
であるから，通常パルミチン酸塩として経口投

図２−１

与する。パルミチン酸は胃内で離れ，小腸でＣ

クロラムフェニコール

Ｐが吸収されるが，その速度は速く，吸収率も
高い。
組織への分布性も良い。分布容が１〜２の薬物
であるから，多くの組織では細胞内濃度が血漿中
濃度より高くなる。
主な消失経路は肝での代謝であるために，草食

図２−２

チアンフェニコール

図２−３

フロルフェニコール

動物では半減期が１〜２時間と速く，肉食動物で
は５〜６時間と遅い。代謝されたあと，尿中に排
泄される。
特

色

ＣＰの特色は細胞内に入ったＣＰも活性を持つ
点である。このために食菌細胞内で増殖するサル
モネラとかブドウ球菌の感染症では効果が高い。
特にサルモネラではグラム陰性菌であり，細胞内
で有効な抗菌薬では陰性菌に有効な薬物が少ない
ことから貴重な存在になっている。人体用では専

難しいために制約される。一般の主張では，
①

ら腸チフスなどのサルモネラ感染症に用いられて

ＣＰは人の致死的過敏症の原因になる。
②人の

いる。

過敏症原因毒物では域値が不明確であるとの論

副作用

拠が示される。この主張がどの程度まで正しい

血液毒性が最も重要であるが，人では過敏症性

かは不明であるが，ＦＡＯ/ＷＨＯの残留専門家

の無形性貧血を発症する可能性があると主張され

会議でも食品中の許容濃度は設定できないと決

ている。

定している。

もう一つの副作用は肝のマイクロソーム酵素の

この様な訳で各国とも食料生産動物には強い

阻害作用である。この阻害は非可逆的であるらし

制限を付けており，使用を全く認めてない国も

く，ＣＰを治療に用いていると他の薬物の併用が

多い。我が国では豚への使用だけが承認されて

難しくなる。

いる。

臨床応用

古くはＣＰの注射剤が牛に投与されていたが，

食料生産用家畜での使用は残留の毒性評価が

その半減期が１時間で，有効濃度巾が狭いことを
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考えると１日に少なくとも４回は注射しないと体

として用いる。ブリの類結症には単独で用いてい

内濃度をＭＩＣ以上に維持することが難しいはず

る。人体用には用いていない。
ビコザマイシン

で，有用性にはかなり疑問が残る。
犬猫では使用可能であるが，半減期が長いし，

この抗生物質はグラム陰性菌に特異的な抗菌力

他剤との併用が難しいことを考えると，高い必要

を示す。陽性菌には無効である。豚の下痢の防

性がない限り使用を避けた方がよい。

除，治療に用いている。
バンコマイシン

サルモネラに対してはニューキノロン系が有効
であるといわれており，ＣＰに代って使用される

この薬物は糖ペプチド系抗生物質で，グラム

ようになると思われる。

陽性菌に静菌作用を示す非吸収性の薬物であ

チアンフェニコール，フルフェニコール

る。ペニシリン耐性の嫌気性菌BacteroidesやＭ

この２つの化合物はＣＰと化学構造が類似して

ＲＳＡに強い抗菌活性を示し，耐性菌が殆ど発

おり，in vitroの抗菌活性も似ている。しかし投

生しない。毒性が強いのに注射剤が用いられて

与後の血漿中濃度が高く，逆に分布容が低いので

いるのはこのためである。犬のBacteroides感染

細胞内での活性は殆ど期待できない。逆にＣＰの

症ではペニシリン耐性の場合が多いので用いら

ような毒性も予想できない。

れる。
ホスホマイシン

細胞内での抗菌性を期待する訳でなければ，他
の系の抗菌薬に耐性になった感染症に対するよい

グラム陽性菌に強い作用を示すが，大腸菌など

治療薬であろう。

の一部の陰性菌にも有効である。殆ど毒性のない
物質であるので，医学領域では弁膜症とか敗血症

Ⅶ．その他の抗生物質

のような難治性グラム陽性菌感染症に対して大量

これまでに述べなかった抗生物質のうち，我

を点滴静注している。小動物でもこの用法で用い

が国の獣医臨床に用いられている薬物を列記し

られることがある。高等動物では大腸菌下痢の治

ておく。

療に飼料添加で用いる。

コリスチン

リファンピシン

この物質はポリペプチド系抗生物質であり，

リファンピシンはグラム陽性，陰性の両方に有

グラム陰性菌に特異的で強い抗菌作用を示す。

効であり，また体内で細胞内で殺菌作用を示す。

非吸収性であり，腎毒性が強いので注射では用

したがって，利用範囲の広い魅力的な薬物であ

いられない。牛や豚の下痢の治療に経口投与で

る。しかし耐性の発現が速いので，医学領域では

用いる。

結核の治療だけに用いるようにしている。

ノボビオシン

犬のブルセラ症とか子馬のロドコッカス肺炎で

抗菌スペクトルが特異で，グラム陽性菌と陰性

は菌が細胞内にゆっくり分裂するので，細胞内で

菌の一部に有効である。経口投与で吸収されるの

殺菌作用を示す薬物が望まれる。このためにリ

で鶏用の飼料添加剤として家禽コレラやブドウ球

ファンピシンと他の抗生物質との併用が唯一の治

菌症の予防防除に，多くの場合ＴＣsとの配合剤

療法になっている。
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獣医領域における薬剤選択（37）

のことから抗生物質は腸管内のウェルシュ菌の発

Ⅷ．飼料効率改善用抗生物質

育を抑えることによって飼料効率を改善すると主
テトラサイクリンをヒナの飼料に添加して給

張した。ウェルシュ菌はグラム陽性の嫌気性菌で

餌すると成長が速くなると報告されたのは1950

あり，PＣsへの感受性が高いのでＰＣＧの効果が

年頃である。その後の研究では成長を速めるよ

高いのだと説明した。
子

り少ない飼料で通常の成長曲線になるような添

豚

加法の方が経済的に利点の多いことが分ってき

子豚における研究は主として東欧と英国の研究

た。そこで飼料要求率（体重１kgの増加に必要

者によって進められた。彼等は子豚の上部小腸，

な飼料のkg数）をなるべく低くする抗生物質の

下部小腸，盲腸，結腸にカニューレを装着して腸

給餌法が研究された。〔飼料効率は飼料１kgの

管内容がいつでも取出せるような試験豚を作り，

給餌によって得られる増加体重k g 数であるか

これに抗生物質添加飼料や無添加飼料を与えて腸

ら，要求率と効率は逆数の関係であり，いずれ

管内容の変化を調べた。

を用いても同じである〕

彼等の結果では下部小腸の内容の変化が著明で

1950年頃の研究者は各種の抗生物質を飼料に

あった。抗生物質の投与によって回腸内容におけ

添加して要求率の改善効果を調べていたが，Ｔ

る乳酸，揮発性酸，アンモニアの生産が低下して

Ｃsよりベンジルペニシリン（ＰＣＧ）の方が効

くる。単胃動物ではこれらの物質の回腸，大腸に

果が高いことを見出して驚いたようである。Ｐ

おける吸収は殆ど期待できず，糞中に排泄される

ＣＧは経口投与しても胃で殆どが分解してしま

と考えられている。

うし，分解を逃れた極小部分も十二指腸で吸収

豚や鶏のように穀物が多給される家畜の回腸

されると考えられていたからである。しかしＰ

における細菌の殆どは乳酸菌やレンサ球菌（腸

ＣＧを飼料添加していると，糞中の大腸菌のア

球菌）であり，いずれもグラム陽性菌である。

ンピシリン耐性率が上昇することが分ったの

したがって，グラム陽性菌の代謝さえ抑えれば

で，やはり腸管微生物に働いて飼料効率を改善

飼料効率が改善できるというのが彼等の理論で

したのだと思われるし，もしそうだとしたら腸

ある。

管内の濃度は極低濃度でよいはずであるとの結

鶏においてはウェルシュ菌が注目されている

論であった。

が，同時に子豚における様な現象も起っている可

1960〜70年代には抗生物質の飼料効率改再効果

能性が高い。
公衆衛生

の作用機序に関する研究が多かった。
ブロイラー

1970年代は家畜における抗生物質の大量使用が

鶏を用いた試験は主として米国の研究者たちに

非難され始めた時である。生産される抗生物質の

よって進められた。彼等が注目したのは，鶏の大

半分（力価換算）が家畜に使用され，しかもその

腸に常在しているウェルシュ菌（Clostridium

９割が飼料効率改善のために飼料に常時添加され

perfringens）であり，この菌の生育状態と飼料

る状態が指摘された。

効率とは逆相関の関係があることを見出した。こ

この結果，①環境中の大腸菌の耐性率が上昇し

‑41‑

表

飼料添加物に用いる抗生物質（飼料添加物指定品目）

て人に常在している大腸菌に耐性を伝播し，疾病

質である。

における抗生物質の治療効果を失わせる。②食品

飼育環境や飼養条件のよい飼養場での試験で

中に抗生物質が残留する可能性がある。

は，新しい開発品の効果はＴＣsより高いようで

飼料効率改善用抗生物質の開発

ある。

1970年代後半にはこれらの批判に応え，また新
しい知識に基づいた新薬の開発が始まった。開発
の方向はどの企業でも似ていた。
①グラム陽性菌だけに抗菌力があり，
②代謝抑制だけが必要であるから静菌性で殺菌性
がなく，
③残留問題が起らないように消化管から吸収され
ず，
④Ｒプラスミド性の耐性を生じない。
⑤人体用，動物用の医薬品としては使用されてい
ない。
⑥飼料効率改善効果がなるべく高い。
現在用いられている飼料添加物のうち，これら
に比較的近い抗生物質を挙げた。ノシペプチド，
アボパルシン，アビラマイシン，エフロトマイシ
ンは上記の開発方向を受けて新規に開発された物
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