鶏大腸菌症とエンロフロキサシンの
治療効果
佐藤 優 笠井恵子
診断された病鶏の発生百分率を表１に示した。成

はじめに

鳥検査羽数の0.04％（2,500羽に１羽），全廃棄
鶏大腸菌症は，大腸菌（Escherichia coli）

された鶏の0.77％（130羽に１羽）と極く少ない

によって起こる病気である。本来，大腸菌は動

発生率であった。しかし，呼吸器疾患とくに細菌

物や鶏の正常腸内細菌叢を構成している細菌の

性疾患と強く関連していると考えられる心嚢炎，

一つであるが，そのうちの病原性を保有する菌

肝包膜炎病変が1.53％認められた。これら３ケ所

が単独にあるいは他の病原体と複合的に感染し

の食鳥処理場では削痩による廃棄率が著しく高

て鶏に多様な疾病を起こしている。特に，高密

く，９農場について解剖学的検査を行った結果，

度飼育形態のブロイラー鶏に多く発生し，その

16％に大腸菌症が確認された（表２）。単純に出

被害は大きい。

荷羽数に換算すると0.18 ％に相当する数値であ

鶏大腸菌症については成書１，２）や総説４，５）に

る。育成期間中の減耗または治癒した鶏も含める

詳細に解説されているのでここでは当研究所で

と大腸菌症の年間平均発生率は１〜３％程度であ

調査した大腸菌症の発生状況，ニューキノロン

ろうと推定される。

系抗菌剤エンロフロキサシン製剤（商品名バイ

季節的には夏は少なく秋から春に大腸菌症の

トリル）の大腸菌症治療事例および野外におけ

発生率が高い（表１）。この季節は日隔差が大

る大腸菌の薬剤感受性等の概要を述べることに

きく，外気温が低くて換気操作が難しいなど，

する。

一般に呼吸器病が多く発生する季節である。大
腸菌症の多発日齢は換羽後の５週齢であった

１.発生状況

（図１）。

ブロイラーの細菌性疾病で最も発生頻度が高い

大腸菌症は他の疾病との複合感染が多いと言わ

疾病は大腸菌症である。しかし，野外発生状況を

れている。我々の調査では，２〜３年前は伝染性

数量的に的確に把握した資料は少ないように思わ

気管支炎腎炎型（１Ｂ）が流行し，その複合感染

れる。そこで1992年４月から93年３月までの１年

症が多く発生した。昨年は高度病原性伝染性の

間に東北地方の３ケ所の食鳥処理場で大腸菌症と

ファブリキウス嚢病に継続して発生した大陽菌症

表１

食鳥処理場で見られる大腸菌症発生率の月別推移

（株）秋田鶏病中央研究所
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表２

食鳥処理場で見られる削痩鶏の解剖所見

図１
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ブロイラー大腸菌症週齢別発生状況（未発表）
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が多く見られた。今年は１Ｂや１ＢＤとの複合感

ロキサシン10mg/kg/日を２日間飲水投与した。

染は少なく，むしろ頭部腫脹症候群（S w o l l e n

エンロフロキサシン投与終了翌日より死亡，淘

Head Symdrome，ＳＨＳ）との複合感染が非常に

汰鶏は減少し，出荷時には完治していた。他

多い傾向にある。

方，Ｂ群は投薬終了後も死亡鶏が多く，出荷時
にも発育不良鶏が約２％（通常0.5％〜１％）認

２.エンロフロキサシンの大腸菌症治療事例

められた。

動物用ニューキノロン系抗菌剤は広範な菌種に

症例−２は初生導入時より死亡鶏がやや多く

強い抗菌力を保有している。グラム陰性の大腸菌

20日齢に大腸菌症の発生が確認された。Ａ群に

にも強い抗菌力を有し，その作用は殺菌的である

はエンロフロキサシン10mg/kg/日３日間飲水投

３）

。ここに，ニューキノロン系抗

与，Ｂ群にはアンピシリン20mg/kg/日３日間飲

菌剤の特徴が良く示された３つの症例について紹

水投与した（図３）。Ａ群は投与開始３日目に

介する。

は死亡鶏が減少し始め，その後の飼育状況も良

と言われている

症例−１は大腸菌症が確認された２鶏群にオ

好であった。Ｂ群は死亡鶏が減少したが，38日

キソリン酸10mg/kg/日を飲水投与した。大腸菌

齢より死亡鶏が再び増加し，47日齢時に大腸菌

症の程度が重度と診断されたＡ群には３日間，

症の発生が確認された。しかし食肉の安全性に

軽度と診断されたＢ群には２日間，それぞれ36

配慮し抗菌剤の投与を禁止したために出荷時ま

日齢より投与された（図２）。しかし，Ａ群は

で死亡鶏が多数発生した。

治療効果が顕著ではなく，40日齢よりエンロフ

図２

症例−３は3 3 日齢に頭部腫脹症候群（ＳＨ

エンロフロキサシンの鶏大腸菌症治療効果例−１
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図３

図４
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エンロフロキサシンの鶏大腸菌症治療効果例−２

エンロフロキサシンのＳＨＳと鶏大腸菌症複合感染治療効果例−３
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Ｓ）と大腸菌症の複合感染症と診断され，Ａ群

分離された菌株22株について薬剤感受性を調べた

とＢ群にアンピシリン20mg/kg/日を３日間飲水

成績である。ペニシリン，アモキシシリン，テト

投与した（図４）。しかし両群とも治療効果が

ラサイクリン，ドキシサイクリン，ロイコマイシ

認められなく，41日齢よりＡ群はエンロフロキ

ン，エリスロマイシン，カナマイシン等多くの薬

サシン10mg/kg/日２日間，Ｂ群はオキソリン酸

剤に耐性株が認められた。鶏用として許可がない

15mg/kg/日２日間，それぞれ飲水投与した。エ

セファゾリン，クロラムフェニコールを除くと。

ンロフロキサシンを投与したＡ群には治療効果

オキソリン酸とコリスチンにのみ高い感受性が認

が顕著に認められたが，オキソリン酸を投与し

められた。
表３は1991年に，以前より成績が低迷してい

たＢ群には治療効果がさほど認められなかっ
た。

た４農場４鶏群を細菌学的に追跡調査した時に
分離された大腸菌の薬剤感受性試験成績であ

３.大腸菌野外分離株の薬剤感受性

る。初生から４週齢まで，各鶏群より，正常ヒ

一般に，ブロイラーに発生する大腸菌性敗血症

ナと不良ヒナ各５羽ずつ，計1 0 羽を試験殺し

は経過が急性なので，できるだけすみやかに有効

た。初生ヒナの５株は卵黄から，１週齢以降の32

な抗菌剤を投与することが重要である。しかし，

株は変性した末吸収卵黄，気嚢炎および心嚢炎

従来から多用されている薬品の一部には，薬剤感

から分離された株である。初生ヒナから分離さ

受性が著しく低下していたり，全く感受性のない

れた５株は多くの薬剤に耐性を有していた。１

ものがある。図５は1991年に大腸菌性敗血症から

週齢以降も，やや類似している傾向にあった。

図５

大腸菌感受性試験( 1 9 9 1 ) トリデスク栄研
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表３

大腸菌野外分離株の薬剤感受性

この４群から分離された大腸菌は，コリスチ

た。エンロフロキサシン（表４，Ａ）は分離され

ン，オキソリン酸を除き，多くの薬剤に高率に

た大腸菌野外株に強い感受性を保有していた。他

耐性を有していた。この成績より，種鶏とコ

のニューキノロン系Ｂ，およびＤも強い感受性を

マーシャルヒナの薬剤を区分して使用する必要

有していた。これら４種類の薬剤感受性試験成績

があると考えられた。いずれにしても，このよ

と治療効果が密接に関係していると考えられる。

うな野外の成績から大腸菌症の新しい治療薬が

オキソリン酸，アモキシシリンにも薬剤感受性を

強く望まれていた。

示していた。しかし，これらの薬剤は二峰性の傾

昨年から今年にかけてエンロフロキサシンをは

向を示した。治療効果が不確実なのはそのためと

じめとしてニューキノロン系抗菌剤４種類が販売

考えられる。

された。前述したように，エンロフロキサシンの

一般にテトラサイクリン系は殺菌作用より静菌

大腸菌症に関する治療効果は，従来の薬剤に比べ

作用が強い傾向にあると言われている。ドキシサ

て非常に良く，優れた野外成績が得られている。

イクリンとクロルテトラサイクリンに対する，大

また，ここでは事例を紹介しなかったが，他の

腸菌野外株の薬剤感受性が低いのはそのためと考

ニューキノロン系抗菌剤についても同様に良い治

える。

療成績が得られている。

４.鶏大腸菌症予防治療の今後の課題

大腸菌性敗血症例から分離された野外株30株
についてニューキノロン系４種類と大腸菌症の

大腸菌症は頻度の高い疾病の一つである。大

予防，治療薬として従来から一般に使用されて

腸菌症に関する研究が積み重ねられている現

いる４種類の薬剤について感受性試験を行っ

在，それらの知見を参考に，薬剤の予防・治療

た。なお，各薬剤については市販のものを用い

法に頼るだけではなく，発生誘因としての環境

動薬研究

1993．10．№48

‑6‑

鶏大腸菌症とエンロフロキサシンの治療効果

表４

大腸菌の薬剤感受性試験

衛生，飼育管理法，使用ワクチンの種類と投与方

稿を終わるにあたり，貴重な資料の提供をして

法等を再検討して，総合的な予防対策の確立が必

下さいましたブロイラー会社の方々に深謝いたし

要であろう。

ます。

大腸菌の薬剤耐性が数多くの野外分離株に認め

る。畜産界と動物薬品界の現状を顧みると，この

参考文献
１）橋本和典：大腸菌症，335‑370.鶏病診断，堀内貞治
編，家の光協会，東京（1982）
２）井上 勇：大腸菌症，185‑193，鶏病臨床図説，井上
勇，今井正夫，金子史郎，関令二編，日本畜産振興
会，東京（1979）
３）金川佳弘：鶏大腸菌症の化学療法領域における新キノ
ロン系抗菌剤，獣医界，９‑18（1993）
４）佐藤静夫：鶏の大腸菌症，鶏病研修，24増刊，１−ll
（1988）
５）関崎 勉：鶏の大腸菌症より分離された大腸菌の病原因

ような新薬の開発・販売は今後，数多くはないと

子について，鶏病研報告，24増刊，13‑22（1988）

られる現在，発症鶏群の治療にあたり，感受性の
強い薬剤を選択するだけではなく，長期的視野に
立った薬剤選択が重要と考える。たとえば，コク
シジウム症予防対策のような薬剤のローテーショ
ン化を計るのも必要である。ニューキノロン系抗
菌剤は広い抗菌スペクトルと強力な抗菌力を保有
しており，獣医畜産界にとって画期的新薬であ

考えられる。
これら，ニューキノロン系抗菌剤の効能をより
長く保ち続けるためにも乱用を避け適正に使用さ
れることを願うものである。
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豚の胸膜肺炎の最近の動向について
鴇田忠明＊

ある。肺炎は91年56.4％，92年67.3％と，両年と

はじめに

も依頼件数の半数以上を占めており，我が国の養
我が国の養豚産業をとりまく環境は，輸入肉

豚現場で肺炎がいかに問題となっているかを示し

をはじめとする外圧や公害問題などの内圧によ

ている。

り，近年益々その厳しさを増して来ている。こ

豚の肺炎には，肥育豚の事故率の増加の面から

の様な環境の中，飼育戸数は平成５年には25千

も問題となるActinobacillus pleuropneumoniae

戸まで減少し，10年前の30％の水準となってい

（以下Ａppと略）による胸膜肺炎や，飼料要求率

る。しかし，一戸当りの飼養頭数は426頭と10年

の悪化の面から問題となるマイコプラズマ性肺炎

前の3.3倍に達し，農場は規模の拡大による生産

（ＭＰＳ）などがある。その他，単独感染はあま

コストの低減で，この環境に立ち向かおうとし

り問題とはならないが，２次感染菌として問題と

ている。この様な潮流の中，規模拡大に伴い，

なるPasteurella multocida（Ｐm）や，他の肺炎

１回の発生による疾病の被害も大型化して来て

の誘因となるインフルエンザウイルスによる肺炎

おり，疾病対策は益々その重要性を増して来て

もある。これらの中で最も問題となっているの

いると考えられる。

は，Ａp p による胸膜肺炎であろう。本稿では主

それでは，現在どのような疾病が農場で問題と

に，1992年度のＡppの浸潤状況と分離菌の薬剤感

なっているのであろうか。図１は1991年と1992年

受性の動向および本病の対策について，述べて行

に，日清製粉（株）検査センターに依頼のあった

きたい。

病性鑑定の診断結果を，疾病別に区分したもので

図１

全体のまとめ（1991〜1992年）

＊

日清製粉株式会社検査センター
現所属日清飼料株式会社福岡営業所
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表１

４年間の A.pleuropneumoniae 血清型別の推移

表２

9 2 年度県別抗体陽性状況

を通してＡpp１，２および５型について，補体

１.胸膜肺炎の浸潤状況

結合反応（ＣＦ）による抗体検査を実施してい

胸膜肺炎の原因菌であるＡppは，現在１〜12の

る。表２に1992年度に検査センターの検査で抗

４）

，我が国でも１，２，

体陽性の見られた県名を示すが，北海道・東

５，６，７，８，９および12型の分類が報告され

北・関東・九州とほぼ全国的に陽性が見られ，

血清型に分類されており
１，６，７，８）

５）

これら血清型の菌の全国的な浸潤が示唆され

以来，我が国のＡppは２型主体であるが，80年代

た。また，最近６年間の陽性率の推移は図２の

になって５型および１型をはじめとする他の血清

通りであった。すなわち，我が国のＡppの主体

ている

。1972年の初めての発症報告

２，３）

されるように

と考えられている２型の検査点数に対する陽性

なってきた。１，２，５型以外は今のところ散発

率は，1988年をピークとして減少傾向にあった

的な発生にとどまっている様だが，表１に示すよ

が，91年，92年とほぼ横ばいとなった。５型に

うに，1992年には３，８，９型などの血清型が相

ついては，1985年に山本らが初めて我が１月で

次いで分離されており，今後これら血清型による

の発症を報告９）し，そのわずか２年後の1987年

胸膜肺炎の増加が危惧される。

には10％近い陽性率を示すなど，広範囲な浸潤

型による発症が相次いで報告

が示唆され５型による胸膜肺炎の流行が心配さ

我々は「システムパック」（豚の健康診断）
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の陽性率が高く，九州のＡppは２型が特に多いと
推察される。
５型については，90年，91年と関東で10％以
上の陽性率を示した以外，東北，九州では３年
とも10％以下の陽性率であり，１型，２型に比
べ低い水準であった。しかし，東北では微量と
はいえ91年，92年と陽性率は上昇しており，現
状維持の九州，減少の関東に比べ今後の動向が
図２

注目される。

Ａp p ‑ ＣＦ抗体陽性率の推移

２.分離Ａppの薬剤感受性について
れた。しかし，1988年の13％をピークに，その後

1992年４月から1993年３月までの１年間に，検

は1 0 ％以下の陽性率で落ち着いているようであ

査センターで肺炎病巣から分離した１型菌66株，

る。１型については，1990年には17％代に上昇

２型菌81株，５型菌12株のペニシリン，アモキシ

し，野外での被害の高さからその後の動向が注目

シリン，アンピシリン，チアンフェニコール，Ｏ

されたが，ゆるやかな低下傾向を示し92年度には

ＴＣ（オキシテトラサイクリン），ＣＴＣ（クロ

10％代となった。以上，全国的に見ると２型と５

ルテトラサイクリン），オキソリン酸，サルファ

型が1988年，１型が1990年にピークを示し，その

剤とトリメトプリム合剤など，肺炎対策に用いら

後，陽性率は低下傾向にあるようである。

れている主な８薬剤に対する，１濃度ディスク法

次に主要養豚地域である東北，関東，九州につ

による薬剤感受性を，図６，７，８に示す。な

いて，最近３年間の１型，２型，５型の陽性率の

お，グラフの表示値は，ディスク法の判定である

推移を図３，４，５に示す。

＋
＋
＋を３，＋
＋を２，＋を１，−を０とし，各々の

１型については，関東で死亡事故が多発した

薬剤に対する感受性を血清型別に集計し，その平

90年に陽性率が34％と極めて高い値を示し，１

均値で表わしたものである。

型による胸膜肺炎の大流行が示唆された。91年

１型菌については，全国平均で＋
＋（2.0）以上

以降は17％代と半減しているが，東北で10％前

の感受性を示したのは８剤中４剤しかなく，２

後，九州が10％以下で推移している事から，現

型，５型に比べ耐性化の傾向が強いと考えられ

在でも関東の１型汚染の程度は他の地域より高

た。特に，２型，５型には比較的良好な感受性

いと推察される。

を示すＦ剤に対して，耐性化の傾向が強いのが

２型については，三地域とも90年が最も高く91

特徴的であった。また，地域によりペニシリン

年には各地域とも10％以上のペースで低下した。

系薬剤に対する感受性に差が見られ，九州では

92年には，関東では10％以上の低下傾向が持続し

比較的良好な感受性を示したのに対し，東北で

たのに対し，東北，九州では微量ながら上昇傾向

は低い感受性しか示さなかった。それ以外の薬

を示した。また，九州では１型，５型に比べ２型

剤に対しては，感受性にあまり地域差は見られ
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図３

Ａp p １型・抗体陽性率の推移

図４

Ａp p ２型・抗体陽性率の推移

図５

Ａp p ５型・抗体陽性率の推移

なかった。
２型菌については，全国平均で８剤全てが＋
＋
（2.0）以上の感受性を示し，比較的良好な感受
性を維持していると判断される。しかし，地域別
に見るとチアンフェニコール，ＯＴＣ，ＣＴＣの
広範囲抗菌剤に対する感受性に地域差が見られ，
東北では３剤に対し，概ね良好な感受性を示した
のに対し，九州では２剤が＋
＋（2.0）ギリギリの
感受性しか示さないなど，感受性の低下傾向が見
られた。
５型菌については，12株と分離株数が少なく関
東では１株しか分離されず，その感受性がＤ剤以
外は極めて高かったため参考にとどめるとして，
全国平均でもＤ剤を除いて７剤が＋
＋（2.0）以上
の感受性を示し，２型とほぼ同等の感受性を示し
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図６

Ａpp１型菌の薬剤感受性（1992.４〜1993.３）

た。地域別で見ても，東北と九州でほとんど同じ

（最少発育阻止濃度）で0.05μg/ã以下の極めて

感受性を示した事から，感受性の地域差は少ない

良好な感受性を示した。

と判断される。５型菌の抗体陽性率が全国平均で

３.対策について

７％を示し，１型の10％の７割，２型の26％の３
割弱あるにもかかわらず，肺炎病巣からの分離株

Ａppによる胸膜肺炎はいわゆる自発性感染症の

数では12株と１型の66株の18％，２型の81株の15

範疇に入るもので，不顕性感染をくり返し豚舎内

％しかなく，１型，２型に比べ，不顕性感染が多

にＡppが蔓延し，飼育管理の失宜，気候の急変，

い，即ち胸膜肺炎で問題となる率が低い，とも推

移動など豚にストレスがかかると，一挙に発症す

察された。

ると言う発病パターンを採る。更に，一旦発症す

一方，最近豚の胸膜肺炎について使用が認可さ

ると，咳やくしゃみ，鼻汁などを介し，発症豚か

れたエンロフロキサシンに対する，92年度に野外

ら多量のＡppが排出されるため，発症豚からの水

から分離された１型菌６株，２型菌９株，５型菌

平感染は顕性感染となる場合が多い。そして，発

５株の計20株の薬剤感受性を表３に示す。分離株

症豚の一部は甚急性や急性の経過で死亡するが，

は血清型および地域の差なく，いずれもＭＩＣ

大部分は回復し保菌豚となり不顕性感染をくり返
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図７

Ａpp２型菌の薬剤感受性（1992.４〜1993.３）

す，という経過を採る。

が多い理由として，空気の乾燥による豚舎内の

この様に本症発症のベースには，不顕性感染

乾燥とホコリの増加，保温を重視し過ぎての換

によるＡppの豚舎内蔓延があるため，予想好発

気不足による肺炎起炎菌や，アンモニアガスな

月令前後にのみ投薬したのでは予防効果はあま

どの刺激性ガスの豚舎内充満による感染菌量の

り期待出来ず，離乳後からの予防投薬が必要と

増加と，局所免疫機能の阻害などが考えられ

なる。更に，肥育後半で発症が見られる場合

る。また，春先や秋口の胸膜肺炎は，急激な温

は，投薬量も食下量に合わせて増加させる必要

度の変化に豚が対応出来ないため発症すると考

がある上に，薬剤も比較的安価なＤ，Ｅ，Ｆ剤

えられている。逆に言えば，これら胸膜肺炎発

に感受性の低下傾向を示す場合はＢ，Ｃ，Ｇ剤

症の誘因を除去すれば投薬に頼らずとも，胸膜

など高価な薬剤を使用せねばならないなど，胸

肺炎の発症を抑えられると言う事である。すな

膜肺炎の予防を投薬にのみ頼る事はコスト的に

わち，換気量の確保による刺激性ガスの充満防

困難な場合が多く，また，生産豚の安全の面か

止や，通路への散水等による加湿とホコリの除

らも，肥育後期の投薬は厳に慎しまなくてはな

去，最高最低温度計の豚舎内設置による日較差

らない。そこで誘因の除去や，豚舎環境内のＡpp

の把握と温度較差を生じさせないような温度コ

軽減など，飼育環境の整備による予防対策が必

ントロールの実施などである。更に，胸膜肺炎

要となってくる。

発症時に発症豚からの直接感染が豚舎の全群に

図９に過去３年間の胸膜肺炎の発生頭数を示

及ばないようにするため，豚舎をいくつかのス

すが，90年の５月を除いて４〜９月の発生は少

パーンに分け，スパーンごとにオールイン・

なく，冬期や春先，秋口に胸膜肺炎の発生が多

オールアウト方式をとり消毒を徹底する事は，

い傾向が窺える。冬期に胸膜肺炎をはじめ肺炎

豚舎での連続飼育によるＡppの常在化を断ち切
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図８

Ａpp５型菌の薬剤感受性（1992.４〜1993.３）

図９
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胸膜肺炎の発生頭数の月別推移
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表３

肺炎病巣由来Ａp p のエンロフロキサシンに
対する感受性

上げる上でのポイントとなる。

おわりに
今回Ａp p による胸膜肺炎について述べてきた
が，投薬による肺炎対策は菌株の耐性化とのイタ
チゴッコであり，肺炎対策の根幹とはなり得ない
と考えられる。
肺炎が飼育環境の悪化する冬期や，温度較差の
大きい春先や秋口に多いと言う事は，飼育環境が
肺炎の発症に対していかに重要な働きを占めてい
るかの証明となっている。
ワクチンや投薬による肺炎対策はもちろん必要
だが，安全で安く，しかもおいしい豚肉を供給す
る社会的責任が求められている現在，飼育環境の
整備や飼育システムによる肺炎対策こそが，肺炎
対策の正道ではないだろうか。
また，治療等のためやむをえず投薬する場合
も，薬剤の使用を最少限に抑えるため，農場の肺
炎起炎菌の薬剤感受性を日頃から把握しておく必
要があると考えられる。
参考文献
１）福安嗣昭（1990）：豚病臨床研究会誌18：１‑10.
２）伊藤裕和ほか（1988）：第106回日本獣医学会講演要旨
167
３）久米勝巳ほか（1987）：第103回日本獣医学会講演要旨
118
４）Nielsen，R.（1985）Acta.Vet.Scand.26 501‑512.
５）尾田進ほか（1975）：日本獣医師会雑誌28 584‑588.
６）鈴木祥子ほか（1987）：第103回日本獣医学会講演要旨
120
７）Thavajchai Sakpuaramほか（1988）：第106回日本獣医
学会講演要旨167
８）山木和枝ほか（1987）：第103回日本獣医学会講演要旨
118
９）山本孝史ほか（1985）：第100回日本獣医学会講演要旨
189

る意味でも極めて有効と考えられる。特に多剤耐
性型の１型菌による胸膜肺炎発症農場では，この
スパーン方式はかなり効果を上げている。設備の
改造は種々の問題を含んでいるが，１型菌の流行
農場ではぜひ検討してみる事をお勧めしたい。し
かし，不幸にして胸膜肺炎の流行が見られた場合
は，速やかな感受性薬剤の投与も必要となる。こ
のために日頃から肺炎死亡豚の肺の細菌検査を実
施し，農場の肺炎起延菌の薬剤感受性を把握して
いる事が必要である。なお，薬剤の選択に当って
は発症豚が食欲廃絶している事が多いため，注射
薬があるか，飲水投与が出来るか，なども効果を
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豚肥育農家における伝染性後期流産
(ＰＲＲＳ/ＰＥＡＲＳ)流行後の繁殖に関す
る疫学的研究
Elisabeth Grosse Beilage and Th.Grosse Beilage
要

いた養豚場の肥育成績と繁殖能力を調査するこ

約

とは有意義であると思われる。

1991年初頭，ＰＲＲＳに感染した９カ所の養豚

この疾患の病原体は完全に同定されていないた

場における肥育成績と繁殖能力に関する調査を行

めに，カナダとアメリカの研究者が肥育成績に及

い，この疾患が流行する前後及び流行期間中の

ぼす長期的な影響について行なった評価は，今の

データの変化を報告する（1990年７月〜1992年２

ところ非常に限られている（Deaら，1992）。

月）。４ヵ月間は子豚死亡例が増加したが，妊娠

ＰＲＲＳウィルスに感染した肥育豚の臨床症状

率や出産間隔等の成績パラメータには実質的な変

は多岐にわたっていた（De Jongら，1991）。こ

化は認められなかった。疾患の流行期間後に購入

の疾患は感染の急性期には高い死亡率を示すもの

した若令雌豚の出産成績や繁殖能力に低下は認め

の，臨床的には補足的な血清学的検査によってし

られなかった。疾患流行の急性期に出産した雌豚

か明らかにされないような，さほど際立った形態

はその後の出産では継続的な成績低下を示さな

をとらないことが報告されている（L o u l a ，

かった。疾患流行前の繁殖能力にまで回復した理

1990；Lindhaus ＆ Lindhaus，1991）。また，症

由として，1991年初頭に蔓延した地域に病原体が

状の多岐性に相応して，疾患の流行と同時に生じ

残存し，免疫学的な安定性が保たれているのでは

る肥育成績の低下も多様な経過をたどった（D e

ないかと考えられる。

Jongら，1991）。

1990年11月と12月に初めて北西ドイツに発生

最近まで適切な血清学的診断が利用できなかった

し，国内の何千カ所もの養豚場を襲ったといわ

（Ohlingerら，1991；Wensvoortら，1991）ため，臨

れる伝染性後期流産（ＰＲＲＳ＝porcine repro‑

床症状が明らかに現れた養豚場についてのみ，ＰＲ

ductive and respiratory syndrome『豚の生殖

ＲＳの肥育成績に与える影響を評価した（Busse

器・呼吸器症候群』またはＰＥＡＲＳ＝porcine

ら，1991；De Jongら，1991；Nienhoff，1991）。

epidemic abortion and respiratory syndrome

死産や離乳前の子豚の死亡率の増加によって

『豚の伝染性流産・呼吸器症候群』）は，長期

子豚の死亡数が明らかに増大することに加え，

的疾患で，時には死亡数が多くなるという特徴

発情障害や出産間隔が長くなる繁殖障害がＰＲ

を有している。子豚が感染した養豚場では細菌

ＲＳに関連して報告されている（Lindhaus ＆

感染が外見上増加するだけではなく，一時的に

Lindhaus，1991；Loula，1991；Leyk，1991）。

アルテリウィルス属に分類されているこの病原

De Jogら（1991）は19カ所の養豚場から得られ

体が肺胞マクロファージに親和力を有する

た知見に基づく評価の中で，発症後６ヵ月間に

（Ohlingerら，1991：Wensvoortら，1991）た

平均約３％増の発情障害が認められたと報告し

め，肥育成績にも非常に大きな長期的影響を与

ている。

える。この疾患が流行し始めてから１年が経過

疾患の経過及び肥育成績が低下する期間に関し

した現在，これまで知られていなかった感染の

ては，疾患が初めて発生してから間がないため

影響を解明するために，当時明らかに感染して

に，情報がほとんどない。特に子豚と肥育豚に見

ハノーバー獣医大学疫学研究所
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表１

子豚の死亡率‑ 疾患流行前との比較値（n ＝6 3 9 子豚総数）

られる症状から推定される免疫抑制（Busseら，

再び健康な子豚を出産することを報告してい

1991；Nienhoff，1991）と，１カ所の養豚場の症

る。

例しかないが，Polsonら（1991）による研究か

材料及び方法

ら，肥育豚の成績に長期的な被害を与えるものと
考えられる。

この疫学的研究の評価は，北西ドイツのＰＲＲ

Van Alstine（1991）とBlackburn（1991）は，

Ｓ感染規模が非常に大きかった地域の９カ所の養

発情障害の長期的な増加，完全な発情欠如，及び

豚農家＊（肥育子豚の生産）の肥育成績データに

平均産子数の減少について報告している。ただ，

基づいて行なった（Grosse Beilageら，1992）。

この報告は数値データが示されてはいない。ま

これらの養豚場は，規模（平均100[60〜180]頭の

た，Busseら（1991）は76カ所の関係養豚場の20％

雌豚），管理方法及び衛生状態においてこの近隣

で同様の結果を観察しているが，流行発生前の期

の代表的なものである。

間との比較データは示されていない。Nienhoff

この伝染性疾患は1991 年１月から４月に発生

（1992）は８カ所の養豚場の121頭の雌豚を観察

し，すべての養豚場で特異的な臨床症状が発現し

し，出産頭数，出産生存子数，離乳頭数，出産間

た。４カ所の養豚場から２つ１組の血清試料（発

隔，及び発情障害率を評価した。

症前のものと発症後３〜４週間目のもの）を入手

De Jongら（1991）は流産した雌豚の多くで，

し，ドイツ連邦ウィルス性疾患研究所（テュービ

流産後数日で正常な発情期が始まることを観察し

ンゲン＊＊）においてＰＲＲＳの病原体に対する抗

た。合計19カ所の養豚場の６カ月にわたる広範な

体の有無について臨床学的検査を行なった。その

評価によると，発情障害率は平均で約４％高かっ

結果，すべての症例で抗体が認められた。

た（De Jongら，1991）。Ohlingerら（1991）

前述の養豚場のすべての雌豚に関する肥育成績

は，疾患に感染した養豚場の雌豚が次の妊娠では

データはルーチンＥＤＶ（電子データ処理）を用
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表２

疾患流行前，流行中及び流行後のＰＲＲＳによる子豚の死亡率

いて得た。ソフトプログラムのパラメータの中に

慮しなかった。

は限定的にしか比較できないものもあるため，実

出産生存子豚のその後の死亡数だけを示す従来

際のデータのみ，すなわち出産生存子数，死産

通りの定義とは異なり，ここで言う「子豚の総死

数，離乳頭数，発情障害，及び出産間隔のみを以

亡数」には死産数と授乳期間中の死亡頭数も含ま

下の評価に利用した。各パラメータのプログラム

れる。出産間隔（ＺＷＺ）は２つの出産の間隔を

から自動的に計算された頻度は考慮しなかった。

示し，これには不妊期間，妊娠期間及び授乳期間

９カ所の養豚場における疾患発現半年前（1990年

が含まれる。若令雌豚ではこの値を示すことはで

７月〜12月）の上記データを肥育成績の比較に使

きなかった。

用した。３例においては1990年前半の肥育成績も

結

考慮に入れたが，その後半についての値の誤差は

果

子豚の死亡数

明らかではない。
1991年については，９カ所の養豚場で疾患流行

ＰＲＲＳの影響により子豚の死亡数に対する

期間中に飼育されていた雌豚と，流行期間中及び

比較値は，前述の養豚場の合計639頭の子豚（表

流行後に購入した全ての雌豚に関するデータを基

１）を伝染性疾患流行前の半年間にわたり観察

に評価しており，したがって集められたデータに

した肥育成績データから得た。このように過去

は問題の動物全てが包含されている。一方，当該

のデータを入手したことにより，各養豚場の肥

伝染性疾患流行前の肥育成績が可能な限り実際的

育成績レベルに基づいて比較することが可能と

に表せるように，1990年に生産から除外されて完

なった。
表２と図１は，流行の急性期直前と流行期間中

全なデータが揃わない雌豚の肥育成績データは考
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図１

流行前後と流行中のＰＲＲＳによる子豚の死亡率

及び流行後の合計14ヵ月にわたる月毎の肥育成績

る疾患の経過には顕著な臨床症状が伴った。養豚

の差を示している。発症時（０カ月目）の子豚の

場３ではこの期間中にＰＲＲＳの病原体に対する

死亡率は平均56％（36〜82％）増加し，前月の平

抗体反応が認められた＊＊。

均値（19％）より有意に高くなった。発症後４カ

産子数

月目では，死亡数は再び前年の水準に戻った。

１回の出産当りの平均子数を流行前（出産１回

1992年１月/２月までの評価可能な期間中の経過

当り11.6頭）と流行後（出産１回当り11.4頭）で

には，流行前の比較データと比べ注目に値するよ

比較したところ，この成績パラメータに関しては

うな差は認められなかった。

何ら影響は認められなかった（表１，２）。
疾患流行後に購入した若令雌豚の肥育成績

流行の急性期における子豚の死亡率に示すこと
ができる養豚場別の特異差を，養豚場３及び４の

疾患の急性期以後に各養豚場に届けられた若令

経過データをもとに図２に示した。この２カ所の

雌豚の繁殖能力と肥育成績を個別に示した（表

養豚場では1990年の死亡率がそれぞれ12％と11％

３）。

と低いのが目を引く。しかし，流行が発生した月

ここでこの肥育成績を考慮した雌豚は，流行発

の養豚場４の死亡率は養豚場３より約4 0 ％も高

生後早くとも７カ月目に初めて出産した。合計

かった。この２カ所の養豚場のこの餌間中におけ

171頭の若令雌豚のその後３〜６カ月間の出産子
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図３

ＰＲＲＳ流行前後および流行中の出産間隔

数を各養豚場で評価した。肥育成績と発情障害率

妊娠率

に関しては上記の比較データと比べ特記すべき差
は認められなかった。初産の平均産子数は経産の

流行前後及び流行中の発情障害率を評価する

場合と比べると予想通り少ないが，妊娠率は高

ことによって，この伝染病が妊娠に与える影響

かった。

を調べた（表４）。このように３つの期間に分
けて，流行前の四半期の妊娠率と，流行後最後
の３カ月ないしはその後の四半期のそれぞれの
妊娠率を比較した。上記の３期間における雌豚

表４

の発情障害率には何ら有意な差は認められな

ＰＲＲＳ流行前，流行中，流行後の妊娠率

かった。

妊娠間隔
平均妊娠間隔を比較してみると，伝染病流行後
は流行前と比べ妊娠間隔が約３日長くなったこと
が示された（図３）。
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表５

ＰＲＲＳ流行前，流行中，流行後に4 0 ％以上の死亡率を示した出産の相対頻度

伝染病急性期に子豚の死亡率が多かった雌豚の肥

なっていない。

育成績

疾患流行の急性期に特に高い子豚の死亡率を示

ＰＲＲＳ急性期に子豚の死亡数が多いことが特

した雌豚の成績の経過を図４に示した。平均総死

徴的であった。以下の評価（表５）では，死産率

亡率は急性期で67％，疾患流行前で22％，流行後

と離乳前の子豚の死亡率が40％以上になるなど，

で20％であった。流行後には流行前を上回る死亡

特に高い死亡率が示した出産例が多かった。

率を示す出産例は頻出しなかった。

流行のピーク時には出産全体の50％にこのよう

なお，このような特徴を示す感染雌豚の妊娠率

な大きな出産異常が認められた。流行ピーク時及

では，その発育障害による流行前後の差はなかっ

び流行前後に出産した雌豚について，このように

た（表６）。

高い死亡率を示した出産に関する成績を調査し

考

た。これに該当する出産は，流行前では８％，流

察

行後では10％であった。従って，流行ピーク時に

臨床的に感染が明らかな養豚場では肥育動物が

出産した雌豚のその後の子豚の死亡率が増加する

顕著な長期的肥育成績の低下を示すのではないか

ということはなかった。

という前提に基づいて上述の養豚場を選択した。

流行中に初めて出産した雌豚がいたことか

飼育管理状態や衛生状態が他より優れている養豚

ら，流行前と急性期の総子豚数に差があること

場よりも平均的な養豚場の方が適切なため，目的

は明らかである。流行後の総産子数は，肥育か

にあった養豚場のみを対象に評価を行った。また

ら除外された動物の分だけ減少した。従って，

同様に，家畜数（60〜80頭の雌豚）もその地域の

急性期に出産した若令雌豚の数（n＝76）はそれ

養豚場の平均的範囲内にあった。

以後に屠殺するため売られていった数（n＝86）

養豚場の規模が大きいと一般的に動物間の変

を相殺することになり，補充率は実際には高く

動が大きく，ＰＲＲＳによって１年に２回顕著
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図４

子豚の死亡率：ＰＲＲＳ流行前後および流行中の出産成績
表６

な流産のピークを示すことも臨床研究で示され
ているため，平均以上に規模の大きな養豚場は

疾患急性期に子豚の死亡率が4 0 ％以下であっ
た雌豚のＰＲＲＳ流行前及び流行後の妊娠率

評価に加えなかった。この伝染病はこのような
経過をたどるため，規模の大きな養豚場では場
合によってはより長期的に病原体が残存するこ
とも考えられる（Nienhoff，1991；Ohlinger
ら，1991）。
死産と離乳前の死亡による子豚の死亡率を評
価したところ，４カ月間の疾患流行期間後の死

が観察されたとする別の研究（Loula，1991；

亡率が最終値に相当することが示された。この

Pol‑sonら，1991）とは矛盾する。Black Burn

期間は疾患の継続期間であるとした文献の内容

（1991），Loula（1991），Van Alstine（1991）

と一致する（De Jong，1991；Loula，1991）。

らの報告によると，数値データは示されていな

しかし，その後７カ月間の死亡率は，前年度と

いものの，１回当たりの出産子数と妊娠率に関

比べて高くなっていないとする上記の評価は，

する繁殖能力に与えるマイナスの影響は，実際

これ以上の期間にわたって子豚の死亡数の増加

の感染期間中とその後の期間中でも確認されて
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いない。

があろう。

出産間隔（166日）のみが前年に比べ約３日長

広い地域にＰＲＲＳウイルス感染が広がると結

くなっているのは，De Jongら（1991）が報告し

果は異なってくる（De Jong，1991）ので，ＰＲ

ているように，離乳が遅れたために発情間隔に影

ＲＳ感染の一般的な経済的意義については慎重に

響を与えた可能性も考えられる。

述べる必要がある。また，我々の試験**では，感

流行の急性期後に初めて購入した若令雌豚の肥

染しているにもかかわらず臨床的な徴候や肥育成

育成績データを総括すると，Nienhoff（1992）に

績の低下が見られない養豚場も見られた。それ

よる観察とは異なり，肥育成績の低下を示唆する

故，肥育成績の平均的な損害を見積もるには，損

ようなものは認められなかった。臨床症状が遅く

害の少ないもしくは損害のない養豚場も加えなけ

現れた後でも動物に抗体反応が見られるという

ればならないだろう。

Ohlinger（1991）の報告から，若令雌豚の繁殖能
力は，積極的に獲得された免疫により妨げられる
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タイレリア原虫感染にともなう
宿主の免疫応答とその防御
小沼 操 松葉隆司
荘 文忠 杉本千尋
家畜の原虫性疾病としてはタイレリア，トリパ

T.sergenti 感染牛での主要な臨床症状はピロプ

ノソーマ，バベシア等が重要である。ここではウ

ラズムステージの貧血である。ここではスポロ

シのタイレリアを中心にその感染にともなう宿主

ゾイトとシゾントのステージでの免疫応答とし

の免疫応答，日本のタイレリアの主要な臨床症状

てT.parvaを，ピロプラズムステージの免疫応答

である貧血の機序，そして持続感染とワクチンに

として T . s e r g e n t i の系をとりあげて述べる。

よる防御の可能性について筆者らの研究をまじえ

Plasmodium 属原虫によるマラリアについても紹

述べる。

介する。

１.原虫感染に対する宿主の免疫応答

（１）赤外型（スポロゾイト，シゾント）ステー
ジの免疫

ウシのタイレリア症はピロプラズマ，タイレ
リア科の住血原虫感染によって起こるダニ媒介

タイレリアやマラリアの赤外型ステージの免

性疾病であり，アフリカの東海岸熱は Theile‑

疫にはクラスⅠ 主要組織適合性遺伝子複合体

ria parva （ T.parva ），熱帯タイレリア病は

（ＭＨＣ）拘束性Ｔ細胞が重要である。アフリ

T . a n n u l a t a ，日本の小型ピロプラズマ病は

カでは東海岸熱の免疫予防としてウシをT.parva

T.sergentiによる。タイレリア原虫の生活環は

スポロゾイト感染と同時にテトラサイクリンで

複雑である。簡単に述べると，ダニの唾液腺内

治療し免疫を獲得させる方法がとられている。

のスポロゾイトがダニの吸血によりウシ体内に

この免疫はリンパ球の移入で非免疫牛に伝達で

入り，まずリンパ球に侵入し多くの核を有する

きるが抗体では伝達できない事からシゾン，ト

シゾントとなる。 T.parva や T.annulata のシゾ

ステージの免疫には液性抗体よりも細胞性免疫

ントは宿主リンパ球を活性化させ，分裂増殖

が重要であると考えられる。これまで免疫牛か

（T.parva 感染リンパ球ではＩＬ‑２類似の増殖

ら多くのＴ細胞クローンが作出されており，そ

因子が産生され，これが増殖に関与）させる。

れら細胞の細胞傷害性Ｔ細胞（ＣＴＬ）活性が

細胞分裂の際シゾントも分裂し娘細胞は感染細

調べられている。それによると同一原虫株

胞となり，リンパ球も原虫も増殖し続ける。感

（Muguga）で免疫しても個体が異なる（ＭＨＣ

染後期にシゾントはメロゾイトとなり血液中に

表現型が異なる）とＣＴＬの原虫株特異性に相

出て赤血球に侵入しピロプラズムのステージと

違がみられている１）。この相違はクラスⅠ表現

なる。ピロプラズムはダニに感染性となりダニ

型の相違によるものであろうか？これまで

体内で有性生殖し，スポロゾイトとなる。

Muguga株で免疫した同一牛から多くのＣＴＬク

T.parva 感染牛は通常ダニの吸血感染後４週以

ローンが得られている。これらＣＴＬクローン

内に死亡する。そのようなウシでは原虫寄生リ

の認識するクラス
ⅠＭＨＣの表現型をモノク

ンパ球が増加し，重篤な肺浮腫を呈し死亡す

ローナル抗体で解析した結果，同一牛由来の同

る。 T.parva 感染牛では通常赤内型原虫（ピロ

じクラスⅠ拘束性をもつＣＴＬクローンはすべ

プラズム）による溶血・貧血に至る前に死亡す

て同じ株特異性を示した１，２）（表１）。しかし

る。これに対し T . s e r g e n t i ではシゾントのス

同一牛由来の異なったクラス
Ⅰ拘束性をもつＣ

テージが明確でなく，死亡率もずっと低い。

ＴＬクローンは異なった株特異性を示した（Ｄ

北海道大学獣医学部家畜伝染病学講座
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表１．Theileria parva 免疫牛由来ＣＴＬクローンの拘束ＭＨＣ表現型と Theileria 特異性１，２）

2 3 2 とＣ1 9 6 牛の例）。また興味あることに異

とから，抗体も食細胞との協同作用で一定の役割

なった個体由来のＣＴＬクローンでも同一のクラ

を荷っているものと考えられる。

スⅠ拘束性をもつクローンは同一の株特異性を示

マラリア原虫は熱帯から温帯まで広く世界に

した（Ｄ232とＣ887牛由来w6.2特異性をもつＣＴ

分布している。マラリア原虫は蚊の唾液ととも

Ｌクローン）。この事はＣＴＬクローンのＭＨＣ

にスポロゾイトが体内に入り，すみやかに肝に

表現型がＣＤ８細胞のTheileria株特異性を決定

侵入する。肝で無性生殖的に増殖しメロゾイト

していると考えられる。しかしこれでは説明のつ

が生じる。メロゾイトは赤血球に侵入し増殖す

かない例もいくつか見つかっている。これは原虫

る。赤血球はメロゾイトが増殖するため溶血す

がウイルスとは異なりクローニングにより１コの

るが，この際，放出されるメロゾイトはさらに

原虫から出発したクローンを得ることが困難であ

他の赤血球に侵入する。この無性生殖による周

り，用いている原虫材料が混りものであることに

期的な分裂増殖のためマラリア患者は発熱期と

よるものと思われる。事実，実験に用いている

無熱期を交互にくり返す特徴的な症状を呈す

Marikebuni株はＤＮＡパターンでもまた感染リン

る。スポロゾイトを放射線照射し接種すると，

パ球中のシゾント抗原の解析からも二種以上の原

これらのスポロゾイトは肝に侵入はできるが赤

虫が混在している２）。

内型の成熟期になることができない。しかし動

シゾントステージの免疫予防における抗体の役

物に防御免疫を賦与することができる。ゲッ歯

割はあまり重要ではないとされている。しかし東

類のマラリアを使った研究からこの防御免疫に

海岸熱回復牛の血清は確かにスポロゾイトを中和

はＣＤ８＋のＴ細胞が重要な役割を荷っているこ

することが知られており，この中和活性は主にＩ

とが明らかにされた５）。すなわち，弱毒スポロ

gＧ２分画に認められる３）。これはスポロゾイト

ゾイトの接種により宿主は感染肝細胞の原虫抗

表面の67ＫＤならびに85ＫＤタンパクに対する抗

原とクラス１抗原を認識したＣＤ８細胞が活性

体である４）。ＩgＧ２は特に好中球親和性のあるこ

化される。この活性化ＣＤ８細胞が直接原虫感
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染肝細胞に対し細胞傷害性を示すと同時にガン

示された７）。最近では原虫抗原単独よりもそれ

マーインターフェロン（γＩＦＮ）をも放出し

にＣＳ.Ｔ３を結合させたレコンビナント抗原を

肝のステージの原虫を攻撃すると考えられてい

ワクチンとして用いる事により，よい成績が得ら

る。このスポロゾイト免疫でＣＤ８細胞が認識

れている８）。

する抗原はスポロゾイトの表面をとり巻いてい

（２）赤内型（ピロプラズム）ステージの免疫

るcir‑cumsporozoite（ＣＳ）タンパクである。

日本の小型ピロプラズマ病は T.sergenti 感染

ＣＳタンパクは412個のアミノ酸よりなり中央部

に起因する放牧病である。一般に死亡率は低い

の１/３はＮＡＮＰ（Ａsn‑Ａla‑Ａsn‑Ｐro）の

がバベシァ原虫など他の感染やストレスが重な

アミノ酸よりなる約4 0 回のくり返し構造があ

ると重篤な貧血を呈し死亡することもまれでな

る。このくり返し構造は多くのマラリア原虫で

い。本病の予防法として以前には少量の感染牛

保持されている。このくり返し以外の部位に分

血液（毒血生ワクチン）を接種することにより

離原虫株間でアミノ酸配列の異なる領域があ

原虫が増殖する間に免疫が成立し臨床症状（貧

る。興味あることにＣＤ４やＣＤ８細胞が認識

血）を示さないですむという方法がとられてい

するＣＳタンパクの断片化されたペプチドのＴ

た。しかしこの方法は血液細胞を介する微生物

エピトープは，ＮＡＮＰの領域ではなく，この

の伝播の可能性があることから行われなくな

原虫分離株間で多型性を示す領域にある。各種

り，これにかわるワクチンの開発が望まれてい

系統マウスにＣＳタンパクを免疫した時，ある

る。

特定のＨ‑２ハプロ夕イプ（b，k）では強く抗体

毒血生ワクチンによる免疫は何によるのであ

産生がなされるが，他のＨ‑２ハプロ夕イプのマ

ろうか？ピロプラズムのステージでは子牛を摘

ウスでは抗体産生が低いか全くなされない６）。

脾すると原虫の赤血球内寄生率が上昇する事か

これはマウス系統差によるＴ細胞の活性化のち

ら，脾のとくに細網内皮系における寄生赤血球

がいによると考えられる。抗原提示細胞（ＡＰ

の排除が重要であろうと考えられている。そこ

Ｃ）表面上のＩr遺伝子産物がＣＳ抗原のＴエピ

で私共はT.sergenti 実験感染牛での末梢血単核

トープと複合体を形成しそれがＣＤ４細胞に提

球の活性化について調べた９，10）。図１Ａは感染

示される。もし種々のＭＨＣハプロ夕イプのう

後の寄生率と単球の活性化について示す。単球

ち，ＣＳ抗原の特定のＣＤ４Ｔエピトープと複

の活性はチモーザンをstimulantとしたケミルミ

合体を形成しにくいようなＭＨＣハプロタイプ

ネッセンス（ＣＬ）反応と，単球表面Ｆcレセプ

ではＣＤ４細胞は活性化し得ない。そこでこれ

ター（ＦcＲ）の増加により調べた。接種後，寄

までＣＳタンパク上のＮＡＮＰ繰返し配列以外

生率はほぼ3 8 日目にピークをむかえ，Ｆc Ｒの

で多くのＭＨＣハプロタイプと反応するＴエピ

ピークは25日目，ＣＬ活性のピークは20日目と

トープの検出が試みられた。その結果ＣＳタン

いずれも寄生率のピークに先行していた。寄生

パクのアミノ酸配列378‑398番目のペプチド（Ｃ

率のピーク時にはかえって単球の活性は抑制さ

Ｓ.Ｔ３）が見つけられた。ＣＳ.Ｔ３は多くの

れていた。次に末梢血単核球と原虫抗原と混合

ＭＨＣクラスⅡ（ＤＲ）分子と反応することが

培養にともなうリンパ球の増殖（ＭＬＰＣ）反
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図１

T.sergenti 実験感染牛における末梢血単核球の活性化

応を調べた（図１Ｂ）11）。寄生率のピークとほ

るものと考えられる。末梢血単核球と原虫の混合

ぼ一致してＭＬＰCindexがピークを示した。こ

物に原虫特異抗体を添加すると反応の亢進が認め

の反応は抗Ｔ細胞血清と補体添加により消失す

られた（図１Ｂ上から二段目）。これは原虫がオ

る。またindexがピークを示す４〜５週目の培養

プソニン化されることによりＡＰＣの貧食作用が

上清中にはＩＬ‑２活性が高く認められる事など

亢進したことによるものであろう。

より 12），このＭＬＰＣ反応はＴ細胞の増殖によ
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図２

タイレリア感染における宿主の反応

ではＣＤ４細胞が重要である13，14）。Ｔ細胞は直

T.sergenti感染牛では貧血を主徴とする臨床症

接感染赤血球に対し反応し得ない。まずＡＰＣに

状を示す。原虫感染赤血球は脾の細網内皮系でど

より抗原情報がＣＤ４細胞に伝えられる。マウス

の様に認識され貧食されるのであろうか？ここで

の系での実験で，免疫マウス由来のＣＤ４細胞ク

は，まず（１）赤血球の構造と機能を簡単に述

ローンの非免疫マウスヘの移入により免疫が伝達

べ，次いで生理機能としての（２）老化赤血球の

13）

。このクローンはIＬ‑２とγＩＦＮを産

脾臓での排除について述べる。最後に老化赤血球

生し，しかもマラリアの株特異的な赤内型原虫抑

の排除を参考に（３）原虫寄生赤血球の処理につ

制効果をもっている。すなわちＣＤ４細胞により

いて考察する。

放出されたリンホカインで脾の細網内皮系や末梢

（１）赤血球膜の構造と機能

された

血単球が活性化され感染赤血球が排除されるもの

赤血球は骨髄中の造血幹細胞を親としてエリス

と考えられる。T.sergentiの系ではＴ細胞のどの

ロポエチンやＩＬ‑３等の造血因子の作用により

サブセットが関与しているのか，またγＩＦＮな

何回かの分裂をくり返し，赤血球となる。赤血球

どの役割については不明であるがマラリアの系を

は細胞質が成熟し，ヘモグロビンの合成が盛んと

参考にタイレリアの系での宿主免疫応答は図２の

なり核は成熟濃縮し，脱核して網状赤血球となり

ように考えられる。すなわち，感染赤血球を貧食

流血中に出る。

したＡＰＣよりＣＤ４細胞が情報を得て活性化

成熟赤血球の血球膜は脂質二重層とその間に

し，γＩＦＮ等を放出し，それによりマクロ

埋まり込んだタンパクと，その内側の細胞骨格

ファージが活性化し寄生赤血球を排除するものと

より成る。脂質とタンパクはほぼ等量である。

考えられる。

膜脂質はリン脂質が60％，遊離コレステロール

２.原虫感染にともなう貧血の秩序

が30％，糖脂質が10％よりなる。膜タンパクは
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30％以上がband３とglycophorinよりなる構造

化（円盤状から金平糖状）がみられる。これは

タンパクと，50％を占める膜骨格をつくるタン

老化にともない赤血球諸酵素（グルコース６リ

パク（スペクトリン，アクチン，b a n d 4 . 1 ，

ン酸脱水素酵素など）活性が低下することによ

band4.9など）からなる。赤血球の主要な機能

り解糖系の活性低下（ＡＴＰの産生低下）をま

は酸素を組織に運び組織で産生される二酸化炭

ねき，ヘモグロビンの酸化変性を生じ，Heinz小

素を肺に運ぶ。赤血球は酸素・二酸化炭素の交

体の形成やband３の凝集がみられることによる

換を効率よく行うのに都合のよい独特な中央が

と考えられている。酸化変性したヘモグロビン

窪んだ円盤状（biconcave）を呈している。赤

であるヘミクロームはband３に高い親和性を示

血球膜には不飽和脂肪酸が多いこと，リン脂質

し結合する。これが引き金となりband３の凝集

の赤血球膜内・外の分布の非対称性であること

や赤血球リン脂質の非対称性がくずれる。band

が，円盤状の形態をとりやすくしている。また

３の凝集は老化抗原として知られており，この

直径7.5μmほどの赤血球が３μm程度の微小血管

変化はb a n d ３に対する自己抗体の産生を促進

や脾内での通過を容易にするため変形能を有す

し，産生抗体がband３へ結合するようになる。

る。赤血球膜の変形能と円盤状の形態を保つの

凝集band３への自己抗体の結合は，補体を活性

に解糖系で産生されるＡＴＰが利用される。Ａ

化しＣ３bの生成を促進し，補体レセプター（Ｃ

＋＋

＋

濃度が増加するとＫ と水の

Ｒ１）やＦcＲを介しＭφが老化赤血球を補促す

喪失をきたし，変形能は低下し，赤血球の形態

る15）。この様に老化赤血球は変形能の低下によ

は円盤状から球状（金平糖状，echinocyte）に

り赤脾髄内の洞内皮細胞を通過できず，また老

変化する。形態変化をきたした赤血球は脾のマ

化抗原の発現によりMφにとらえられるのではな

クロファージ（Ｍφ）で認識され，とらえられ

いかと考えられている（図３）。

る。

（３）原虫寄生赤血球の排除

ＴＰが低下しＣa

（２）老化赤血球とその排除

マラリア原虫寄生赤血球は非感染赤血球に較

個々の動物種にはそれぞれ特有の赤血球寿命

べ自己抗体（ＩgＧ）をより結合する。これは

がある。ヒトでは約120日，ウシでは約160日で

寄生原虫knob構造物の赤血球膜band３への結

ある。老化赤血球は血管内溶血と脾臓の，特に

合により赤血球の老化抗原（band３の凝集）の

赤脾髄の赤血球濾過機としての働きと，そこに

発現を促進するためと考えられる。ジアミド

おけるＭφの捕促により処理される。脾に於て

（20μＭ）処理血球もHeinz小体の形成やband

血液は赤脾髄中の髄索というＭφが多く存在す

３の凝集がみられ老化血球のモデルとして用い

る部位に入る。そこから洞内皮細胞間隙を通過

られている。ジアミド処理赤血球では凝集band

して洞内に入る。この際変形能の低下した赤血

３に自己抗体ＩgＧとＣ３bが結合し，Ｍφに捕

球はこの細胞間隙を通過できず髄索内に停滞

促される。Ｍφを抗ＣＲ１抗体で処理するこ

し，やがてＭφに捕促，貧食される。このよう

とにより老化赤血球やジアミド処理血球のＭφ

にして老化赤血球の約8 0 ％は脾臓で処理され

による貧食を完全に抑制できる。これはＭφが

る。老化赤血球では膜の変形能の低下や形態変

老化赤血球を処理する際，補体レセプタ一を介
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図３

老化赤血球，原虫寄生赤血球の排除予想図

して認識することを示している。同様にＭφを

の機序で認識し排除しているものと考えられる

抗ＣＲ１抗体で処理することによりＭφによる

（図３） 1 6） 。

T.sergenti 感染牛では末梢血中での寄生赤血

ring stageのマラリア原虫寄生赤血球の貧食を
16）

。しかし抗ＦcＲ抗体処

球の増加にともない赤血球の浸透圧抵抗性が減

理Ｍφでは，その貧食能を14％しか阻止できな

少し等張域での溶血の亢進がみられる。この溶

かった。すなわち原虫寄生赤血球の捕促・貧食

血率は寄生率より明かに高い値を示した17）。

に於ても老化赤血球やジアミド処理血球と同様

これは赤血球膜の変化が原虫寄生赤血球のみな

の機序が働いていると考えられる。しかし細網

らず非感染赤血球にも起こっていることを示唆

内皮系の認識はtrophozoite stage感染赤血球

している。発病（貧血）にともない赤血球膜の

の場合は異なるようである。ＭφのＣＲ１を

脆弱化（変形能の低下）および形態変化（金平

完全に阻止している

blockしたりＣ３bを欠除させてもＭφのtro‑

糖状）がみられる。この現象は原虫寄生赤血球

phozoite stage感染赤血球の貧食能は45％し

のみならず非寄生赤血球においても認められ

か減少していない。細網内皮系は原虫（マラリ

る。この原因についてはグルコース６リン酸脱

ア）寄生赤血球に対し，原虫stageによるちが

水素酵素の異常が認められることから，これに

いはあるものの，基本的には老化赤血球と類似

よる膜脂質の過酸化と膜タンパクに起因してい
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るのかもしれない。貧血を呈しているウシでは

３.T.sergentiピロプラズマ表面抗原遺伝子の多

脾の細網内皮系で原虫寄生赤血球のみならず非

型性と持続感染

感染赤血球をも貧食していると考えられる。何

原虫感染では虫体表面抗原の変異（トリパノソー

ゆえに非感染赤血球も脆弱化し細網内皮系で捕

マ）あるいは感染細胞表面の原虫抗原の変異（マラ

促されやすくなるのであろうか。これについて

リア）や宿主細胞内侵入（マラリア，タイレリア）

は

などにより免疫系からの攻撃を回避している。

a ）原虫寄生にともなう細網内皮系の活性
b ）血漿中

T.sergentiに一度感染すると，低レベルで持続

に原虫由来抗原が放出されそれが非感染赤血球

感染しており，ストレスなどの負荷で原虫の活発

膜に結合し，感染赤血球と同様の膜変化を生ず

な増殖がおこると考えられる。持続感染中に原虫

る

化による非特異的貧食能の亢進や

c ）原虫由来酵素により赤血球膜の傷害を

が体内のどこに，いかなる形で存在しているの

受け赤血球膜の構造変化を生ずるなどの考え方

か，あるいは免疫をいかに回避し得るかなど不明

がある。このうち

な点が多い。

a ）の機序については，原

虫感染にともなうＭφの機能の亢進が認められ

T.sergentiは技術的に１個の原虫から出発した

ており９，lO，18），細網内皮系の機能亢進もあるも

クローンを得ることができず，原虫表面抗原の変

のと考えられる。いっぽう，原虫寄生動物では

異等の研究を行う上で障害となっている。このよ

一般にＭφの機能抑制も認められている。これ

うな困難さはあるが，我々はT.sergenti原虫の抗

は多分感染初期には機能の亢進が，そして原虫

原レベルの多様性について日本各地の分離株，実

貧食にともないＭφの機能が抑制されるものと

験室継代株および感染牛体内での変異があるのか

考えられる。

否かについて検討した。

b）について最近のトリパノソー

マの研究を紹介する 19）。トリパノソーマは血流

放牧牛では寄生率の上昇にともない抗原虫剤で

中で増殖し発熱と溶血（貧血）をくり返す。ト

治療を行っている。血中寄生率を調べてみると，

リパノソーマは表面の糖タンパク抗原（ＶＳ

放牧中，何回かの寄生率のピークがみられるが，

Ｇ，Variable surface glycoprotein）を容易

これは初回に感染した原虫が持続感染し，再出現

に血流中に放出し，抗原性を変化させてゆくこ

したのか又は何回も再感染を受けた可能性があ

とで有名である。この放出されたＶＳＧが赤血

る。しかし，野外と異なり舎飼いでダニによる自

球膜に結合し，ＶＳＧに対する抗体と補体の存

然感染のない状態においても，感染後寄生率が低

在下で溶血することが示された。タイレリアや

下したあと何回も寄生率の再上昇が見られる（図

マラリアの赤内型原虫の場合も，原虫の表面抗

４a）。これは初回感染原虫が体内に持続感染し

原が血流中に放出されそれが非感染赤血球表面

ていた結果と考えられる。

に結合することがあるかもしれない。その時原

原虫ではトリパノソーマやマラリアなどで持

虫に対する抗体が存在すると溶血は起こさなく

続感染がよく知られている。これらの例では原

とも細網内皮系でより容易に認識されトラップ

虫がその抗原性を変化させ，免疫系からのがれ

されるのではないだろうか。

ていると考えられている。ここではT.sergent i
の主要表面抗原（p32）に注目し，そのＤＮＡと
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Ａ

Ａ

図４

Ｂ

T.sergenti 持続感染牛から得たピロプラズム
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Ｂ

図６

T.sergenti 全国分離株のＤＮＡレベルでの多
型性

タンパク質レベルの変化について述べ，それに
もとづき持続感染の成立機序について考えてみ
たい。千歳株原虫のmＲＮＡよりcＤＮＡを合成
しファージベクターλgt11の系で遺伝子クロー
ニングを行った。クローニングしたcＤＮＡは全
長1892塩基で112番目のＡＴＧより始まり960番
目のＴＡＧまで283個のアミノ酸をコードしてい
図５

T.sergenti 主要表面抗原（32ＫＤ）遺伝子の
全塩基配列

た。分子量は約3 2 0 0 0 ，これに３箇所のＮ‑
glycosylation siteがあり，matureタンパク質は
2 3 番目のグルタミン酸から切断されて出て来る
（図５）。このタンパク質コード領域（ＯＲＦ）
のcＤＮＡをプローブとし，全国分離株のPstⅠ切
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図７

３クローンの Ｐs t Ⅰサイト近傍の塩基配列の比較

クローンはPstⅠにより切断されるがＣ２とＣ13

断原虫ＤＮＡとの反応性をみると，各分離株間で
多型性が認められた（図６）

20）

。

の２クローンは塩基がＴ→Ｃ，Ｃ→Ｇに変化す

同じような変化は同一牛で時期を変えて得た

ることにより切断されない。このようなPstⅠサ

原虫にも認められている。すなわち日本全国の

イトの消失がＤＮＡレベルでの多型性を生じる

分離株に認められる多型性は一つの原虫株内で

のではないかと考えられた。そこで３'側Pst Ⅰ

も認められた。この事は用いている原虫分離株

サイトをカバーするプローブと５'と３'の両Pst

はＤＮＡレベルで異なる原虫が混在しているこ

Ⅰサイト内のプローブを用いて多型性の解析を

とを示唆している。そこでさらにいくつかのcＤ

試みた。その結果図８左に示すような３タイプ

ＮＡクローンをシークエンスし，その塩基配列

の原虫が含まれていると仮定すればＤＮＡレベ

を比較した。得られた３クローンの全塩基配列

ルでの多型性が説明できる。すなわち32ＫＤタ

を比較したところ，３クローンの塩基配列では

ンパク質遺伝子のＯＲＦをプローブにした場合

以下の点が異なっていた。１）poly Ａのつき方

のPstⅠ消化断片の多型性は，遺伝子内のPstⅠサ

が異なる２）５'側のタンパク質非コード領域の

イトの消失によって生じていることが明らかと

長さが異なる３）ＯＲＦではPstⅠサイトの有無

なった。

が異なる。その他は３クローンで全く同じで

次に全国の T.sergenti 分離株でのp32に対す

あった。図７は３クローンについてPstⅠサイト

るいくつかのモノクローナル抗体を用いて解析

近傍の塩基配列を比較したものである。Ｌ９‑１

した。いくつかの分離株ではあるモノクローナ

‑35‑

図８

T.sergenti 分離株のＤＮＡレベルでの多型性

ル抗体と反応しなかった（表２）。しかし，抗

新得株を接種した１頭の牛の赤血球内原虫寄生

T.sergenti ポリクローナル抗体を用いると全て

率（％）と各時期に得たメロゾイトとモノク

の分離株でp32は検出される。このことは，全国

ローナル抗体Ｃ９との反応性および，ＡとＢの

の分離株はp32に対するポリクローナル抗体とは

時期に得た原虫の二次元電気泳動像を示してい

反応しても同タンパク質上のあるエピトープに

る。図から明らかなように感染牛では何回も原

関しては反応し得ない（エピトープの消失）こ

虫血症を繰返し，持続感染している。ウェスタ

とを示している。次にＤＮＡレベルでの解析と

ンブロットでＡの時期の原虫は，Ｃ９抗体と反

同様，同一牛で時期を異にして得た原虫（メロ

応しているがＢの時期の原虫は反応していな

ゾイト）でモノクローナル抗体に対する反応性

い。二次元電気泳動の成績からＢの時期のメロ

に差が出るのか否かについて検討した。図４は

ゾイトにもp32は発現されている。このことから
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表２．全国分離原虫とモノクローナル抗体との反応

Ｂの時期の原虫がモノクローナル抗体Ｃ９と反

１ではβシートあったものがＧlyに変化したＣ13

応しない理由として，この時期の原虫のp32上の

はターン構造となり構造変化が予想された。この

Ｃ９に対するエピトープが消失していることが

ことは，１塩基が変化することによりアミノ酸が

考えられる。このようなp32上のあるエピトープ

置換され，さらにタンパク質の二次構造の変化を

消失に関して以下の可能性が考えられる。図７

もたらし，それが抗体との反応性を変化させてい

は，消失PstⅠサイト近傍のアミノ酸配列を示し

ることが考えられる。

たものである。PstⅠで切断できなかったＣ２，

アミノ酸置換を伴う原虫のポピュレーションの

Ｃ13クローンのうちＣ２はＬ９‑１と同じ196番

変化が原虫の生存上，宿主からの免疫回避に役

目のアミノ酸（塩基では697〜699番目）はアラ

立っている可能性が示唆される。事実，図４aの

ニン（Ａla）であるがＣ13はＡla→Ｇlyとグリ

Ａのすぐ後で得た自己抗体はＡの原虫とはよく反

シンに変化している。このＡla→Ｇlyの変化が

応するがＢの原虫とはあまり反応しない成績を得

どのようなタンパク質二次構造の変化をもたら

ている。

すかChou‑Fasman法をもちいコンピューター解析

p32とその遺伝子に注目し，原虫のＤＮＡとタ

をした。その結果196番付近の二次構造はＬ９‑

ンパク質のレベルでの多様性について述べてきた
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パク質レベルで異なった原虫が混在し，immune
pressureによりselectionを受け，別の原虫がma‑
jorとなり，持続感染を成立させているのではな
いかと考えられる。
４.組換えワクチンの開発の試み
これまでの実験でp32に対する抗体を受動免疫
しておくと T . s e r g e n t i 攻撃に対する発病（貧
血）阻止が認められたことにより，組換えp32ワ
クチンの開発をこころみた。前述のごとく

T.sergenti の分離株には少なくとも３種の原虫
が混在し，その32ＫＤ遺伝子のＯＲＦ内の196番
目のアラニン（Ａla）とグリシン（Ｇly）の原
虫が存在している。そこで196番目のアミノ酸の
異なる組換えp 3 2 （p 3 2 ‑ A l a 1 9 6 およびp 3 2 ‑ Ｇ
ly 196 ）をバキュロウイルスベクターの系を用い
図９

T.sergenti 32ＫＤ抗原遺伝子のバキュロウイ
ルスベクター系での発言

て発現させた（図９）。
２種類のp32の283個アミノ酸をコードする領
域は B a m ＨＩ認識配列を付加し，プラスミドベ

が，ＤＮＡと蛋白質の変化と持続感染について

クターp Ａc ＹＭ１の B a m ＨＩサイトに挿入し

現時点で以下のような考察が可能かと思われ

た。２種類の組換えベクター（p Ａc / p 3 2 ‑ Ａ

る。すなわちT.sergentiにはa，b，cとＤＮＡレ

la 196 とpＡc/p32‑Ｇly 196 ）は各々バキュロウイ

ベルで異なる少なくとも３種以上の原虫が混在

ルスと相同組換えを行わせた。これによりp32‑

しており，ダニの吸血で感染し，シゾントのス

Ａla 196 あるいはp32‑Ｇly 196 タンパクを感染Ｓf

テージを経て末梢血中のピロプラズムのステー

細胞で発現する組換えウイルスが作出された。

ジとなる。その際，主たるaがピークとなり，宿

組換えp32‑Ala 196およびp32‑Gly 196感染細胞での

主はaに対する免疫応答をする。それによりa原

原虫p 3 2 抗原の発現を抗 T . s e r g e n t i 血清を用

虫は末梢血中より消失する。消失後，どこにひ

い，フローサイトメトリーで解析した。未固定

そんでいるかは不明である。一つにはシゾント

のウイルス感染細胞は抗血清と特異的に反応し

の段階でリンパ節や肝に存在する。あるいはピ

た。また，Ｃ９抗体を用いた時も同時に特異蛍

ロプラズムの状態で脾などに潜伏していること

光を認めた（図10）。この事により組換えp32

も考えられる。そしてある種のストレスがあっ

はＳf 細胞表面に発現されていることが確認さ

た時，再度血中に出現する。多分immune pres‑

れた。ウェスタンブロットにより組換え発現タ

sureによるselectionで次にbがmajorとなり増殖

ンパクの分子量を調べると原虫に発現されてい

するのではないかと考えられる。ＤＮＡ，タン

るp 3 2と同じ分子量のタンパクを発現していた
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図10

バキュロウイルス発現 T.sergenti 32ＫＤ抗
原の検出

図11

（図11）。しかしながら，p32‑Ｇly 196と異なり

バキュロウイルス発現原虫 p32抗原の性状
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P32‑Ａla は抗体により36，39，40ＫＤaにもバ

研究助成によった。感謝の意を表します。

ンドが検出された（図11Ａ）。この３本のバンド
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獣医領域における薬剤選択（38）
７.動物用抗菌性剤の薬理と応用（その７）
吐山豊秋＊
Ⅳ

業でオキソリン酸を汎用する傾向は世界的であ

フルオロキノロン

る。
フルオロキノロン

この節ではフルオロキノロンの薬理について多
少とも詳しく説明する。

キノロンの開発は世界中の製薬企業が競ってい
たが，1980年に杏林製薬がノルフロキサシン図３

開発の経過

を発表した。この化合物はフルオロキノロンの最

ナリジクス酸

初の化合物であり，以後のプロトタイプになって

この系の化合物としては1962年にナリジクス酸

いる。

（図１）が現れた。この化合物は大腸菌など一部

図４にフルオロキノロンの一般式を示した。キ

のグラム陰性菌に殺菌作用を示し，経口投与での

ノロンの３位にカルボキシル基，７位にフッ素，

吸収性や分布性にも優れていた。全く新しい系統

８位に窒素が結合していることが基本条件になっ

であったので，その抗菌力の拡大を求めて多くの

ている。

化合物が合成された。

キノロン構造と３位のカルポン酸と４位のケト

ピリドンカルボン酸時代

基とは抗菌力発揮の基本条件である。７位のフッ

60年代後半から70年代に現れたナリジクス酸誘

素を導入することによって抗菌スペクトルが飛躍

導体は10種以上が臨床的に実用化されたが，その

的に拡大された。また８位の窒素の導入によって

半数は我が国の製薬企業が開発している。

水に対する低い溶解性と脂質に対する高い溶解性

全てに共通した特色は分子内に４−ピリドン３

が生じ，生体内での移行性に優れた化合物になっ

−カルボン酸の構造を持つことであるから（図

た。ノルフロキサシン以後に開発された化合物の

２），ピリドンカルボン酸系抗菌薬と総称され

全てがこの基本構造を持っているので，フルオロ

た。ただし後にフルオロキノロンが開発され始め

キノロンまたはニューキノロンと呼ばれている。

るとニューキノロンと呼ばれるようになったため

ピリドンカルボン酸でも６位相当位置にフッ素

に，この系の化合物は旧キノロンと呼ばれること

が結合した化合物（図２のフルメキン）や８位相

がある。
ピリドンカルボン酸系はグラム陰性菌だけに有
効であるが，70年代の開発品はスペクトルがかな
り広い。しかしその後にフルオロキノロンに置換
わったために，臨床的にはほとんど用いられなく
なっている。
我が国の動物用医薬品ではブリの類結症の治
療薬として用いられている。我が国では類結症
が多発疾病であるので，５種類のピリドンカル
ボン酸が水産用に承認されている。そのうちで

図１

はオキソリン酸が汎用薬になっている。養殖漁
＊

（財）畜産生物科学安全研究所
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ピリドンカルボン酸の一般構造

図２

図３

ピリドンカルボン酸の代表的化合物

ノルフロキサシン( 杏林， 8 0 )

図４

フルオロキノロンの基本骨格

当部分にピペラジン核が結合した化合物（ピペミ

ペクトルをより広く，抗菌力をより強くする。特

ド酸）はあったが，その性格からはいずれも

に緑膿菌の感受性を高める。②体内動態における

ニューキノロンには分類できない。

より優れた性格を求める。特に医学領域では中枢

ニューキノロンの特色は，①グラム陰性菌だけ

神経毒性が問題になっていたので，中枢神経系へ

でなく，グラム陽性菌にも抗菌力を示し，②殺菌

の分布性を低くすることが課題になっていた。こ

的に働き，③生体内での吸収性や分布性がよく，

の２つの改良方向を同時に追うことはできなかっ

④細胞内で増殖する菌に対して抗菌力を発揮す

たらしく，どの化合物もいずれかの点で優れてい

る。

る薬物になっている。

ノルフロキサシン以後は１位と８位の窒素部分

現在では人体用・動物用に二十数種のフルオ

に各種の置換基を導入した化合物が発表された。

ロキノロンが実用化されている。これらのうち11

３位，４位，７位は置換基を入れると抗菌力が失

の化合物が我が国の製薬企業が開発した化合物

われるからである。改良の方向としては①抗菌ス

である。
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図５

動物用医薬品における代表的フルオロキノロン

動物用医薬品への応用

ない。

どのフルオロキノロンもグラム陰性菌に対して

我が国の製薬企業は人体薬志向が強いので，

強い抗菌力を示すが，グラム陽性菌やマイコプラ

フルオロキノロン開発の先頭に立ちながら，動

ズマに対する抗菌力はまちまちである。特にマイ

物への応用は全く考えていなかったようであ

コプラズマに対しては当初一般的に低い活性しか

る。ヨーロッパの文献にバイトリル（当時は一

期待できなかった。しかし，約半数のフルオロキ

般名がまだ付いていなかった）の臨床試験が発

ノロンではマイコプラズマに対しても強い抗菌性

表され始めると我が国でもやっと動物用の開発

を示すことが分かってきた。家畜の疾病にはグラ

が始まった。我が国の企業では人体用として既

ム陰性菌とマイコプラズマによる感染症が多いの

に成功した薬物をそのまま動物用に開発した企

で，この両者に有効なら有用性が極めて高いはず

業と自社開発品の人体用医薬品と類似した化合

である。

物を動物用医薬品として開発した企業とがあ

バイエル社とファイザー社は自社で開発したフ

る。この様な事情のために国内開発品は対象動

ルオロキノロンがマイコプラズマに強い抗菌性を

物数や製剤数が限られている。

示すことに気付き，動物用医薬品として開発を開

フルオロキノロンの作用

始した。ただし，両社とも人体用医薬品と同一の

ジャイレース阻害

物質を用いることを避け，また，動物用として体
内動態的にみた有用性の高い，誘導体を開発し

フルオロキノロンの殺菌作用の機序ではジャイ

た。バイエル社のエンロフロキサシン（バイトリ

レース阻害作用が最も重要であるから，先ずこの

ル）とファイザー社のダノフロキサシン（アドボ

作用について説明する。

シン）はこのようにして生れた。

細菌のＤＮＡは一本鎖の輪であるが，染色体と

バイエル社の開発は順調に進み，各種の製剤

呼ばれるＤＮＡは大型で長い。しかし細胞内では

や多くの家畜種での臨床試験を重ねて80年代後

その輪がねじれ，折重なって狭い部分に折込まれ

半から欧州を中心に販売し始めている。ファイ

た形になっている。細菌ではプラスミドと呼ばれ

ザー社は開発初期に製剤化に遅れたために発売

る小型のＤＮＡ輪もある。

が遅れ，また発売後の製剤数や対象動物数も少

細菌は分裂する前にＤＮＡを複製して２個の輪
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図６

細菌の分裂に伴なうＤＮＡ複製
図７

細菌におけるジャイレースの作用

にし，分裂によってそれぞれの娘細胞に分けられ
る。複製した直後に鎖をよじり，折重ねて小型の
塊にしなければ細胞内に収まらない（図６）。こ
の作業を担当する酵素がジャイレースである。
ジャイレースは図７に示したようにＤＮＡ鎖の２
か所に接着し，両方を切断し，相手を換えて繋
ぐ。この作業によってねじれが出来るので，作業
を繰返せば塊にできる。
ジャイレースはＤＮＡ鎖を切断するユニットＡ
と結合させるユニットＢから成る。フルオロキノ

図８

細菌の分裂の前準備

ロンはユニットＡには影響せずにユニットＢを阻
害する。このために複製されたＤＮＡ鎖は多くの
箇所で切断され，細菌は分裂不能となって死滅す

クロラムフェニコールを加えて培養し，二次培養

る。ジャイレースは全ての細菌が持つと考えられ

するとフルオロキノロンでは増菌しないが，ナリ

ている。

ジクス酸では増菌する。

蛋白合成系

この成績は次のように説明されている。フルオ

細菌は分裂前に酵素蛋白なども増加させてお

ロキノロンはＤＮＡ複製後のジャイレースと蛋白

く。このためにはＲＮＡを合成し，次いで蛋白を

合成系の２か所に阻害作用を示すのに，ナリジク

合成する（図８）。このＲＮＡ合成はリファンピ

ス酸は蛋白合成系だけに働く。このためにフルオ

シンで阻害できるし，蛋白合成はクロラムフェニ

ロキノロンは抗菌スペクトルが広く，ナリジクス

コールで阻害できる。

酸ではスペクトルが狭い。またナリジクス酸は耐

フルオロキノロンかナリジクス酸の入った培養

性菌が容易に発生するが，フルオロキノロンは耐

液で大腸菌を培養すると菌は増殖しない。その一

性菌の発生が緩徐である。

部を薬物無添加培地に二次培養しても菌は増殖し

フルオロキノロンはグラム陰性菌に対しては

ないので，殺菌したことが分かる（図９）。

ギラーゼと蛋白合成系の両方に働くので有効性

一次培養でキノロンと一緒にリファンピシンと
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が確実で，耐性菌の発生が遅い。逆にグラム陽
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図９

旧キノロンとニューキノロンの相違

性菌に対してはジャイレースだけに働くので抗菌

ら通過する速度は脂質への溶解性が高いほど早

力が不確実で，耐性菌が発生し易いとも説明され

くなる。したがって，水にも多少は溶け，脂質

ている。

への溶解性のよい物質が吸収性が優れている。

抗菌性

我々は薬物のこの性格をオクタノールと水に対

グラム陰性菌には強い抗菌力を示すが，グラム

する分配係数を測定して予測する。一般に分配

陽性菌に対しては弱く，特に嫌気性菌，ブルセ

係数が100前後の薬物が吸収性がよい。各種のフ

ラ，好酸菌，コリネバクテリウム，一部のレンサ

ルオロキノロンの分配係数から吸収性を予測す

球菌に弱い。

ると，いずれも吸収性に優れていることが分か

陰性菌では緑膿菌に対して強いとはいえない

る。

が，緑膿菌に有効な薬物は少ない。ナリジクス酸

分布

耐性の腸内細菌には有効である。

吸収性に優れた薬物は分布性にも優れ，体内の
組織，体液（気管支内液など）にほぼ均一に分布

体内動態

する。分布については実験動物とヒトでのデータ

吸収

が多い。ヒトでは手術前に薬物を投与して摘出組

経口投与された薬物が吸収されるためには，

織中の薬物濃度を調べたデータが多い。
消失

まず消化管内で溶解されることが必要である。
溶解されると粘膜上皮細胞の細胞膜を通って吸

フルオロキノロンの消失半減期は薬物や動物に

収されてゆく。細胞膜は半液状の脂質であるか

よっても異なるが，数時間（３〜10）であり，１
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日１回の投与計画が立て易い。

に調べるとフルオロキノロンでこの全ての剤型

抗菌力と分布

を持つ薬物はエンロフロキサシンでありいずれ

前に述べたようにフルオロキノロンはグラム陰

の製剤にもバイトリルの商品名が付けられてい

性菌に強く働くが，マイコプラズマやグラム陽性

る。我が国は人体用フルオロキノロンの実用化

菌にも有効である。特に組織細胞とか好中球など

は世界の先端をゆくが，動物への応用では欧米

の細胞内への分布性がよく，また細胞内で抗菌力

よりかなり遅れた状態であり，バイトリルも例

を発揮する。このために細胞内でだけ分裂するサ

外ではない。

ルモネラのような菌や，主として細胞内で分裂す

エンロフロキサシン以外のフルオロキノロン

るブドウ球菌などによる感染症に有効に働くのが

の製剤開発は世界的にもかなり遅れており，一

特色である。

部の動物種に対する製剤だけしか実用化されて

抗菌性薬（抗生物質を含む）は細菌が分裂する

いない。
牛

ときに働き，分裂を阻害したり殺菌したりする。
静止している菌には働かない。このために動物体

牛では肺炎と下痢に対する治療成績が多く，こ

内で感染した菌が分裂する場所に分布して作用す

れまでに使用された薬物より有効性が高い。

る必要がある。多くの細菌は細胞間質で分裂する

乳房炎に対する有効性も期待はできるが，乳房

ので，間質液中の濃度が有効濃度になればよい

炎自体は8 0 ％がグラム陽性球菌による感染であ

が，細胞内で分裂する細菌に対しては細胞内に分

り，特にレンサ球菌に対しては無効例がある上に

布して作用できないと有効に働かない。

耐性菌を生じ易い。したがって，フルオロキノロ

細胞内で抗菌力が発揮できる薬物としてはマ

ンを開発している企業では乳房炎を対象疾病にす

クロライドやリンコサミド類が知られている

ることを避けている。
豚

が，いずれもグラム陽性菌にしか有効でない。
クロラムフェニコールは細胞内グラム陰性菌に

豚でも下痢と肺炎が多いし，フルオロキノロン

も有効であるが，畜産領域では事実上禁止の状

の使用対象になっている。特に胸膜肺炎に対して

態である。

はこれまで有効性の高い薬物がなかったので，こ

臨床応用

れからはフルオロキノロンによる治療が主流にな

以上のような訳で，フルオロキノロンは多くの

るであろう。

動物種の各種の細菌感染症の治療薬として期待さ

牛でも豚でもサルモネラ感染が時に発生する

れる。人体用医薬品では錠剤だけ作ればよいが，

が，現状では最もよい治療薬である。

動物用では動物別に各種の投与剤型を作る必要が

豚のもう一つの多発疾病である赤痢については

ある。

あまり期待されていない。
鶏

子牛に対しては経口投与剤や飲水添加剤，牛に
対しては，注射剤，豚に対しては注射剤と飼料添

鶏に多い細菌感染症はマイコプラズマ病，大腸

加剤，鶏に対しては飲水添加剤と飼料添加剤，犬

菌感染症，伝染性コリーザであるが，これらに共

猫に対しては錠剤と注射剤が必要である。世界的

通的に働く薬物として注目されている。これまで
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は別々の薬物を用いるか，配合剤を用いて対処し

畜類では報告されていない。

ていた。

関節障害：人体用のフルオロキノロンの発売前

犬猫

の毒性試験で，幼弱動物に投与すると関節軟骨の

欧米では犬猫にエンロフロキサシンの錠剤が

形成障害が起ることが報告された。この副作用も

販売され，使用されている。我が国では人体用

フルオロキノロンの共通的副作用であり，大量の

の汎用薬（オフロキサシン）の錠剤が用いられ

連続投与ではどの動物種でも観察されるが，犬以

ている。

外の動物種では薬物量の上限を守っていれば発現

犬猫ではブドウ球菌による膿皮症が多いが，

することはない。

フルオロキノロンが有効である。ただし，この

犬はこの副作用に敏感で，幼弱犬に高用量を連

疾病に対してはクリンダマイシンが極めて

続投与すると跛行が起る。モニターしながら跛行

シャープに効くので第二選択薬になるであろ

が起こったら直ちに中止すれば2〜3週間で回復す

う。尿路感染や下痢に対してはフルオロキノロ

るとの報告もあるが，一般には幼弱犬への投与を

ンの有効性が高い。

避ける方が良い。

犬の難治性感染症としてブルセラは知られて
いる。好中球内に寄生し，分裂が極めて緩徐で
あるから，細胞内で殺菌作用を示す薬物が必要
である。しかし現在までに発売されたフルオロ
キノロンはいずれもブルセラに対する抗菌力が
弱く，有効性が期待できない。ヒトでのブルセ
ラ症治療でも効果がほとんどなかった。この疾
病に対しては今後に開発されるフルオロキノロ
ンに期待されている。
副作用
筋硬直：初期のフルオロキノロンをヒトに投与
すると，時に筋硬直や痙撃が発症することがあっ
た。この作用は中枢神経内でのＧＡＢＡ拮抗作用
によると解析された。ＧＡＢＡは中枢神経で運動
抑制系の伝達物質として作動しており，中枢神経
系に分布したフルオロキノロンがその作用に拮抗
するために中枢性運動支配が強くなって筋硬直が
起こると説明されている。
人体用では，①大量投与を避ける，②副作用を
モニターする，③この副作用の低い化合物を選択
するなどの対策が取られている。この副作用は家
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編 集 後 記
たび重なる台風の直撃，米の戦後最悪の凶作

今回はバイトリル関連記事２報，豚のＰＲＲＳ

とこの一年，日本の農業・畜産にふりかかった

に関する海外文献訳，牛タイレリアに関する最近

災難は計り知れないものがありました。又，円

の知見および獣医領域における薬剤選択シリーズ

高による最近の畜産物の輸入数量の増加も加わ

でまとめさせて頂きました。

り，ますます日本の畜産業の将来が危倶されて

（伊藤）

います。
その中にあって製薬メーカーが成しうることは
有効，安全かつ経済効果をも有する優れた製品を
より多く開発し，畜産物の安定供給に寄与するだ
けなのだろうか…？そんな思いにかられる今日こ
の頃です。
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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

力」の表の中のダノフロキサシンのＭＩＣの範囲

果」(中村暁美，阿部英雄)23ページの表６「野外

の数値が20.05〜0.78ではなく0.05〜0.78の誤り

分離大腸菌に対する各種ニューキノロンの抗菌

でした。下記の通り訂正いたします。

頁

行

誤

23

表６

20.05
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0.05

