犬の消化管内寄生線虫駆除剤『ウェルパン』
関口 昇 畠山英樹
テトラピリミジン類であるパモ酸ピランテルを

１.はじめに

併用することにより，線虫類に対する駆虫作用
わが国の犬に寄生する主な消化管内線虫は犬

において相乗的効果が発揮されることを見出し

回虫，犬鉤虫及び犬鞭虫の３種であり，その感

た。この効果に基づき犬の消化管内寄生線虫駆

染は高率で全国各地に広く分布し，他種の寄生

除剤としての開発が進められたウェルパンは，

はまれである。これら線虫感染症は慢性に経過

これらを有効成分とする配合剤であるため，毒

することが多く，一般に軽視されがちである。

性及び効果の相互作用が検討された。その結

しかし，嘔吐，下痢，血便，貧血等の他に，発

果，本配合により安全性の低下を示すことなく

育遅延，被毛の光沢の消失等，犬に対する悪影

薬効の増大（犬回虫，犬鉤虫，犬鞭虫に対する

響が多く知られている。また，犬回虫について

相乗的な駆虫効果）が認められ，承認を受ける

は罹患した動物の問題のみにとどまらず，近

に至った。

年，公園の砂場の虫卵による汚染がヒト，特に

３.外国での使用状況

小児への感染源としての役割を果たしていると
の報告もあり，この生活環を断つことは公衆衛

ウェルパン（フェバンテル・パモ酸ピランテル

生上重要な意義を持っている。

配合剤）に条虫並びに吸虫駆除剤であるプラジカ

これらの線虫に対しては多くの駆虫薬が市販さ

ンテルを加えた３種の有効成分を含有する配合剤

れているが，３種のすべてに有効な薬剤はパーベ

が，犬に寄生する主要な蠕虫すべてを駆虫できる

ンダゾール製剤及びフルベンダゾール製剤のみ

薬剤として，ドイツを含め世界20カ国で承認，販

で，これらの薬剤の場合にも犬鞭虫や犬鉤虫に対

売されている。

しては２〜３日間の連続投与が必要であった。ま

４.特

た，他の薬剤の場合もそれぞれの寄生虫により選

長

択され，使い分けが必要であるため，臨床的には

（１）２つの有効成分の異なる作用機序が同時に

煩雑であった。

発揮され，消化管内線虫類に対して相乗的な駆虫

『ウェルパン』は１回の投与で犬に寄生する犬

効果を示す。

回虫，犬鉤虫，犬鞭虫のすべてを駆虫できる新し

（２）１回の投与で犬回虫，犬鉤虫，犬鞭虫のす

い薬剤である。

べてに駆虫効果を示す。
（３）高い安全性を有する。

２.開発の経緯

（４）簡便な経口投与剤（懸濁液）である。

1986年にドイツ・バイエル社のAndrewsらは，

（５）比較的駆虫が困難であった鞭虫に対して優

プロベンズイミダゾール類（体内でベンズイミ

れた駆虫効果を示す。

ダゾールに変換される）であるフェバンテルと
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５.理化学的性質
●一般的名称：フェバンテル
（Febantel）

日局「パモ酸ピランテル」
（Pyrantel embonate）

●化学名：２−メトキシアセトアミド−４−（フェ

（Ｅ）−１，４，５，６−テトラヒドロ−１−メ

ニルチオ）フェニル−Ｎ'，Ｎ −ビ
ス−メトキシカルボニルーグアニジン

チル−２［２−（２−チエニル）ビニル］ピリミ
ジン−４，４'−メチレンビス（３−ヒドロキシ
−２−ナフトエイト）

●構造式：

●分子式：Ｃ20Ｈ22Ｎ４Ｏ６Ｓ

Ｃ11Ｈ14Ｎ２Ｓ・Ｃ23Ｈ16Ｏ６

●分子量：446.48

594.69

●性状：白色の結晶又は結晶性の粉末で，におい

淡黄色〜黄色の結晶性の粉末で，におい及び味は
ない。

はない。
●溶解性：クロロホルム，塩化メチレン又はテトラ
ヒドロフランに溶けやすく，アセトンに

ジメチルホルムアミドにやや溶けにくく，メタ
ノール及びエタノールに極めて溶けにくく，水，

やや溶けやすく，酢酸エチルにやや溶け
にくく，メタノールに溶けにくく，エタ

酢酸エチル，エーテル及びクロロホルムにほとん
ど溶けない。

ノール又はイソプロパノールに極めて溶
けにくく，水にほとんど溶けない。
ウェルパンの性状
淡赤色の懸濁剤で，長く静置するとき，徐々に淡黄白色の沈澱物と赤色の上澄液に分離するが，穏やかに
振り混ぜるとき，再び容易に懸濁状となる。

６.成分・分量

７.効能・効果

本品100ã中にフェバンテル1.5g及びパモ酸ピ

犬：犬回虫，犬鉤虫，犬鞭虫の駆除。

ランテル1.44gを含有する懸濁剤である。
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犬の消化管内寄生線虫駆除剤『ウェルパン』

８.用法・用量

10.安全性
（１）急性毒性

通常１回，体重１kg当たり１ã（フェバンテ

フェバンテル・パモ酸ピランテル配合剤（重量

ルとして1 5 m g 及びパモ酸ピランテルとして

比1.5：1.44に配合）の急性毒性値

14.4mg）を強制的に，又は少量の餌に混じて経
口投与する。
使用上の注意
本剤を使用直前によく振ってから投与するこ
と。

９.薬理作用
（１）特性
ウェルパン（フェバンテル・パモ酸ピランテル
配合剤）が線虫類に対し相乗的に駆虫効果を示す
相互作用の検討

のは，両有効成分のそれぞれ異なる作用機序
（フェバンテル：エネルギー産生の妨害，フマル

ラットを用い，腹腔内投与によるフェバンテル

酸還元酵素の阻止，チューブリン合成の遮断及び

及びパモ酸ピランテル各単剤の急性毒性試験を実

グルコース輸送の阻止により寄生虫は飢餓にな

施し，先に実施した両物質の配合剤の試験結果と

る・パモ酸ピランテル：コリン作動性作用物質と

比較することにより，これらの急性毒性における

して働き収縮性麻痺が生じる）が同時に発揮され

相互作用を検討した。その結果，配合剤の急性毒

ることにより，寄生虫体が複数の位置で障害を受

性は一般症状については配合による特異的な変化

け，その結果としてそれぞれの有効成分を単独で

を示さず，また，死亡発現は各単剤の急性毒性の

用いた場合よりも低用量での駆虫が可能となった

相加的作用によるものと結論された。（畜産生物

ものと考えられる。

科学安全研究所）

（２）吸排

（２）犬に対する安全性

ウェルパンを犬に１ã / k g の用量で単回強制

強制経口投与でのウェルパンの10ã/kg（常用

経口投与したときの血中濃度は，フェバンテル

量の10倍）までの用量の単回投与，並びに常用

の代謝物であるフェンベンダゾールが投与１〜

量の３日間連続投与，さらに，常用量の強制経

３時間後にO.1〜0.2μg/g検出されたのみで，

口投与後14日目の常用量の混餌投与による安全

フェバンテル及びパモ酸ピランテルはいずれの

性試験を実施した。その結果，薬剤投与に起因

時点でも検出限界以下であった。また，フェバ

すると考えられる異常はまったく認められず，

ンテル，パモ酸ピランテルとも主に糞中に排泄

ウェルパンの犬に対する安全性は極めて高いと

されることが確認された。（畜産生物科学安全

結論された。（明治薬科大学，ドイツ・バイエ

研究所）

ル社）
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（２）駆虫効果

11.安定性

犬回虫（未成熟，＞７cm）の実験的感染症及

ウェルパンは，室温長期保存，及び苛酷条件下

び自然感染症，並びに犬鉤虫（未成熟，成熟）

保存において安定な製剤であることを確認した。

及び犬鞭虫の自然感染症の犬にウェルパンを１

（バイエル株式会社）

ã/kgの用量で単回経口投与し，投与後に糞便

12.効

中に排出された虫体数を連日計数するとともに

力

全供試犬を剖検して残存虫体を検索することに

（１）配合比率の検討，薬量設定及び相互作用の

より駆虫効果を検討した。その結果，未成熟の

検討

犬回虫に対しては78.3％でやや効果が低かった

犬回虫，犬鉤虫，犬鞭虫の自然感染犬にフェ

ものの，＞７cmの犬回虫及びその他の線虫類に

バンテルとパモ酸ピランテルをそれぞれの単独

対しては86.3〜93.2 ％と優れた駆虫効果を示

又は併用により様々な用量で経口投与し，投与

した。

後に糞便中に排出された虫体数を連日計数する
とともに，投与７日後に全供試犬を剖検して残
存虫体を検索することにより駆虫効果試験を実
施し，フェバンテルとパモ酸ピランテルの至適
配合比率を検討するとともに，至適配合比率に
おける至適用量を検討した。さらに，各単剤と
配合剤の成績を比較することにより，これらの
駆虫効果における相互作用を検討した。その結
果，フェバンテル単独では３種の線虫をほぼ100
％駆虫するためには45mg/kgの単回投与または
15mg/kgの３日間連続投与が必要であり，また，
パモ酸ピランテル単独では犬鞭虫に対してはほ
＊

駆虫率(％)＝

とんど効果が認められず，犬回虫と犬鉤虫をほ

排出虫体数
×100
排出虫体数＋残存虫体数
（ドイツ・バイエル社）

ぼ100％駆虫するためには43.2mg/kgの単回投与
又は14.4mg/kgの３日間連続投与が必要であっ

13.臨

た。一方，併用した場合にはフェバンテル15mg/

床

kgとパモ酸ピランテル14.4mg/kg（併用した薬剤

糞便検査により犬回虫，犬鉤虫，犬鞭虫の各虫

量の合計が最も少ない）以上の用量の単回投与

卵が確認された犬にウェルパンを１ã/kgの用量

により３種の線虫が完全駆虫された。すなわ

で単回，強制経口あるいは混餌投与し，投与７〜

ち，それぞれの単独で３種の線虫駆除に必要と

10日後の糞便検査における虫卵の有無により効果

される用量の約１/３量の併用で有効であった。

の判定を行った。対照薬剤として，ベンズイミダ

（明治薬科大学）

ゾール系Ａ剤を有効成分量として10mg/kgの用量
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犬の消化管内寄生線虫駆除剤『ウェルパン』

で犬回虫に対しては単回又は２日間連続，犬鉤虫
及び犬鞭虫に対しては２〜３日間連続経口投与し
た。その結果，ウェルパンの投与により，犬回虫
に対して99.1％，犬鉤虫に対して99.2％，犬鞭虫
に対して91.7％といずれも優れた駆虫効果が認め
られ，犬回虫と犬鞭虫に対しては対照薬剤に比較
してウェルパンの効果が有意（Ｐ＜0.05）に高
かった。なお，副作用はいずれの供試犬にも認め
られなかった。
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公園砂場におけるトキソカラ属線虫卵の
汚染の現状と対策
宇賀昭二＊
なことに加えて寄生虫が幼虫のままで組織内を

はじめに

移行するため，ヒトに激しい症状を起こす場合
過去の一時期と比較し現在では，寄生虫疾患

が多く，幼虫移行症と呼ばれている。今回話題

が減少していることは明らかである。かつて国

としている犬蛔虫や猫蛔虫（以後トキソカラ属

民の70％以上が寄生虫の感染を受け，国民病と

線虫と略記）は，この幼虫移行症の原因寄生虫

まで呼ばれた寄生虫の感染率が今日では0.1％以

のなかでも特に重要なものの一つと考えられて

下にまで低下してきている。最近，交通網の発

いる寄生虫である。

達や食生活の変化などを根拠として，これら寄

我々の周囲の環境（土壌）からこれらトキソ

生虫の増加を指摘する報告もなされてはいる

カラ属線虫卵を検出しようとする試みは海外の

が，ヒトから一般的に見つかる寄生虫に関して

いくつかの国から報告されている。アメリカ，

いえば，わが国の寄生虫の感染率は低率に推移

イギリス，ドイツ，オーストラリアあるいはナ

していると考えられている。しかし，このこと

イジェリアといった国々では，公共の広場，庭

は決して我々が寄生虫の脅威から解放されたこ

園，幼稚園の運動場あるいは公園などが調査さ

とを意味するものではない。我々の身近かな動

れ，それらの13−87％からトキソカラ属線虫卵

物，たとえばイヌやネコの寄生虫は依然として30

が検出されたと報告されるとともに，これらの

−40年前の寄生率を維持しており，これら寄生

場所を介してヒトが感染を受ける危険性が示唆

虫がヒトに感染する場合が少なくないからであ

されている。しかし，本邦においては過去に同

る。これらイヌやネコから普通に見つかる寄生

種の調査はほとんど行われておらず，その汚染

虫のうち，ヒトにも感染する寄生虫のことを人

の実態はもとより対策法などに関しても全く検

畜共通寄生虫（ＷＨＯとＦＡＯの合同専門委員

討されていなかった。我々は人畜共通寄生虫症

会による定義では

の疫学的研究の一環として，公園の砂場を対象

ヒトと脊椎動物との間を自

由に行き来する寄生虫

とされている）と呼ん

とした調査を実施し，トキソカラ属線虫卵によ

でいる。これら人畜共通寄生虫がヒトに感染し

る汚染の現状やその対策などについて検討して

た場合，大別すると２つの異なる発育態度を示

いるので，現在までに得られた結果を中心に解

す。すなわちヒトを好適な宿主とし，速やかに

説する。

成虫にまで発育できる寄生虫と，好適な宿主と

トキソカラ属線虫とトキソカラ症

せず成虫にまで発育できない（人体内で数日か
ら数年間生存する。その間にある程度発育する

犬蛔虫（Toxocara canis）と猫蛔虫（T.cati）

ものから全く発育できないものまで種類により

は，それぞれイヌとネコを終宿主とする寄生虫で

差がある）寄生虫である。前者に属する寄生虫

あり世界に広く分布している。このことは本邦に

のほとんどは糞便検査などで容易に診断できる

おいても例外ではなく，北海道から沖縄に至る日

し，寄生虫自身が宿主と共存する術を心得てい

本各地からその分布が報告されている。1928年以

るためにヒトに強い症状を示さない場合が多い

降本邦で報告された論文より犬蛔虫と猫蛔虫の寄

のに対して，後者に属する寄生虫は診断が困難

生率を調べて見ると，前者で2 1 ％（3 1 編の平

＊

神戸大学医学部医動物学教室助教授
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均），後者で40％（27編の平均）とイヌやネコ

キソカラ属線虫の幼虫包蔵卵を経口的に摂取し

に最も普通に見られる寄生虫であることが明ら

てトキソカラ症が成立する。感染後虫卵から脱

かとなってくる（田中，1992；1993）。これら

出した幼虫はヒトの体内を移行することになる

トキソカラ属線虫の寄生で特に興味深いのは犬

が，臨床症状の発現形態より本症は２つに大別

蛔虫における年齢抵抗性と呼ばれる性質であ

される。１つは幼虫が内臓に移行する場合で内

る。すなわち，犬蛔虫にとって幼若犬は好適宿

臓移行型，そしてもう１つは眼に移行する場合

主であるのに対し，成犬は非好適宿主となると

で眼移行型と呼ばれる。前者で見られる一般的

いうものである。兵庫県下で実施した我々の成

な症状としては発熱，全身倦怠，Ｘ線による肺

績によれば，１才以上の成犬521頭における寄生

炎様像が，後者では視力障害，ブドウ膜炎，硝

率は18％であったのに対し，３ヵ月令以下の幼

子体混濁などが報告されている。これら症状は

若犬91頭における寄生率は67％であった（宇賀

いずれもトキソカラ症に特異的なものではない

ら，1982）。イヌやネコはその70−90％がなん

ために，その症状のみから本症を疑うことは非

らかの寄生虫の寄生を受けている。そしてその

常に困難である。その点虫体を検出して確定す

糞便中からは通常13−15種類の寄生虫の虫卵が

る方法が最も確実かつ信頼のおける方法である

検出される。ただしこれら虫卵が体外に排泄さ

が，本症では虫体を検出して診断できる機会は

れた場合，その生存には適度な温度や湿度など

限られており（本邦では１例しか報告されてい

の条件が必要となる。従ってそれらが単に砂場

ない），代わって免疫学的な検査が実施される

に混ざっている限りにおいては，そのほとんど

ことになる。そこで兵庫県下の住民を対象とし

が熱や乾燥によって比較的速やかに死滅する。

て酵素抗体法による抗体調査を実施してみた。

しかし，今回問題として取り上げているトキソ

健康診断受診の成人グループと子供（１−1 2

カラ属線虫の虫卵に関してはこの限りではな

才）のグループ，さらに何らかの症状を訴えて

い。イヌやネコの体内で産卵され，糞便ととも

眼科を受診し，ブドウ膜炎あるいは硝子体混濁

に体外に排泄されたこれら虫卵は一細胞期卵で

と診断された患者グループを対象とし，そのト

ある。この時点での虫卵はまだ未熟であり，全

キソカラ属線虫に対する抗体陽性率を調べたと

く感染性を示さないが，その後２週間程度かけ

ころ，眼科を訪れた患者グループが29％と健康

て土壌中で発育し，内部に幼虫を宿す幼虫包蔵

成人（５％）あるいは子供（６％）の抗体価を

卵にまで発育する。虫卵はこの時点になって初

有意に上回る結果が得られた（Uga et al .，

めてヒトや動物に対する感染性を有するように

1990）。本邦におけるトキソカラ症の報告例は

なる。これら虫卵は，種々の物理・化学的刺激

約100例とされている。しかし，何らかの症状を

に耐え，砂場の劣悪な環境下で長期間生存する

訴えて眼科を訪れる患者のなかには眼移行型の

ことができるため，単に寄生虫学的見地からだ

トキソカラ症をその原因とするものも少なくな

けでなく，衛生あるいは公衆衛生学的見地から

いことより，本症は決してまれな疾患ではない

も非常に重要な問題となってくる。

と我々は考えている。感染経路としては前述し
た成熟卵の経口感染が主流であることは疑いな

ヒトが砂遊びなどを通じ，そこに存在するト
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いが，これ以外にもニワトリやウシの生肉を食

ており，例えばＫ砂場で0.7頭，Ｓ砂場で1.4頭

べて感染したと考えられる例や，ゴキブリの関

そしてＩ砂場では4.7頭であった。すなわちこれ

与を指摘する報告（高橋ら，1 9 9 0 ）も見られ

らの砂場には10日間で７−47個の糞便が供給さ

る。我々は最近ミミズを食べて本症に感染した

れること，さらにこの値にネコの猫蛔虫寄生率

と考えられる症例を経験した。このケースは偶

（22−40％）を乗ずると２−19個/10日の虫卵陽

然見つかったもので，その感染経路の特異な点

性糞便が供給され続けていることになる。我々

以外にも，トキソカラ属線虫に対する高い抗体

は過去に別の方法で調査を行った際，砂場１
㎡

価を有して（血清学的には陽性と判断）はいる

当たりには平均35個の糞便の断片があると報告

ものの，本症を疑わせるいかなる臨床症状をも

（Uga，1993）しておいたが，その結果は今回の

有していない（臨床的には陰性と判断）患者で

結果と矛盾していなかった。このことは，砂場

あるという点において注目している。今後この

に対して特に積極的な対策をとらない場合は，

患者の抗体価がどのように変化して行くの

ほとんどの砂場がトキソカラ属線虫卵によって

か？，何らかの症状が顕性化してくるのか？，

強く汚染されることを意味している。砂場に排

それとも不顕性に推移してゆくのか？，などに

泄された糞便の80−90％は最初から砂場内に埋

関して追跡中である。

没しており，外からは認め難い。この時点では
糞便はその形を保ち虫卵も糞便内に留まってい

公園砂場のトキソカラ属線虫卵による汚染の現状

るが，比較的速やかに糞便の崩壊（細菌やウジ

公園砂場のトキソカラ属線虫卵による汚染の

虫などによる自己融解）が始まる。砂場に排泄

現状を明らかにする以前に，まずこれら砂場が

後６−９週目には糞便は完全にその形を失い，

イヌやネコの糞便によっていかに汚染されてい

すでに感染性を有するまでに発育した虫卵が砂

るのかを明らかにすることが重要な問題である

場内部に拡散することになる。

と考えた。そこで我々は兵庫県下の３ヵ所の砂

このようにして汚染した砂（土壌）の中の虫

場にビデオカメラを設置し，イヌやネコの24時

卵を検索するためには，虫卵を砂から効果的に

間の排便行動をほぼ６ヵ月間にわたって観察し

分離する方法が必要となる。この目的のために

てみた。観察期間を通じて３ヵ所の砂場で記録

は，従来から行われている糞便検査法は適用で

された動物の種類はイヌとネコの２種類であ

きないため，各研究者が工夫した独自の方法が

り，その総数はイヌ６頭，ネコ961頭であった。

用いられる。少数の例外を除きこれらの方法の

これらの観察結果より，砂場の糞便汚染の原因

ほとんどが，庶糖や硫酸亜鉛を用いた高比重液

はイヌではなくむしろネコによるものであるこ

を利用して虫卵を浮遊させる方法を採用してい

とが明らかとなった。さらに砂場で観察された

る点において一致しているが，１度に検査でき

ネコのうち，その約9 0 ％は1 8 ：0 0 から翌朝の

る砂の量や検査に要する時間，あるいは虫卵の

６：00にかけて観察されたものであり，汚染は

回収率などに差があり，必ずしも統一した方法

夜間に生じていることも明らかとなった。１日

が用いられている訳ではない。我々は砂場の砂

当たりに観察されるネコの数は各砂場で異なっ

からの虫卵の回収方法について検討した結果，
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200gの砂が一時間以内に検査できる比較的簡便

表１

な方法（回収率は4 8 ％）を工夫し報告（宇賀

兵庫県下のＡ市とＢ市における公園砂場の
トキソカラ属線虫卵汚染状況

ら，1993）した。この方法の有効性を調べるた
めに，インドネシアにおいて住宅周辺の土壌を
用いて虫卵回収試験を行ったところ，蛔虫
（Ascaris lumbricoides ）と鞭虫（Trichuris

trichiura）の虫卵が検出された。これらのこと
より本法は砂場のトキソカラ属線虫卵汚染状況

であった。

調査のみならず，開発途上国等における土壌媒

人畜共通感染症の立場から仕事をする場合，

介性線虫卵の汚染状況のための疫学調査にも使

これら虫卵の生存性あるいはその発育段階が問

用し得るものと考えられる。

題となる。表３には砂場から回収した1,007個の

この方法を用いて行った兵庫県下のＡ市とＢ

虫卵の発育段階を示している。虫卵はその86％

市の調査結果を表１に示した。トキソカラ属線虫

が幼虫包蔵卵（感染性を有していることを意味

卵はＡ市内とその周辺の227ヵ所の公園の砂場を

する）にまで発育していた。しかもこの値は調

対象とした調査では42％の砂場から，またＢ市

査を実施した３ヵ所の異なる環境下でも差が認

内の144ヵ所を対象とした調査ではその30％の砂

められず，いったん外界（砂場）に排泄された

場から検出された。汚染の程度を市街地の民家

虫卵は途中で死滅することなくそのほとんどが

の密集した地域にある砂場と，郊外の住宅地に

幼虫包蔵卵にまで発育することを示している。

ある砂場，さらにはその周辺に田畑が隣接した

その後の調査ではこれらの幼虫包蔵卵のうちの96

農村部にある砂場で比較した場合，市街地の汚

％に運動性が認められ，マウスに対する感染実

染率（6 9 ％）が住宅地（1 8 ％）や農村部（1 3

験でその感染性も確認されている（Uga et al.，

％）の汚染率を有意に上回っていた。この理由

1989）。

は，市街地では排便に適した場所が限られてい

公園砂場のトキソカラ属線虫卵汚染に対する対策

るため，ネコは公園の砂場に集中するのに対し
て，農村部では周りに排便に適した場所が多数

以上述べた如くほとんどの公園砂場は感染性を

あるために糞便が分散するからであろうと考え

持ったトキソカラ属線虫卵によって汚染されてい

ている。表２はＢ市で調査した144ヵ所の砂場を

た。この汚染は特に何らかの対策を講じない場

その面積に従って大（≧5 0 ㎡），中（ 1 5 −5 0

合，次第に集積する性質のものであるため，積極

㎡）および小（<15㎡）と分けて，それぞれの陽

的な対策が待たれている。対策法として考えられ

性率を調べたものである。その結果，大きな砂

る手段は①汚染した虫卵を殺滅する方法，②主な

場の陽性率は13％であるのに対し，小さな砂場

汚染源であるネコの侵入を防止し糞便の混入を防

のそれは39％と小規模砂場の汚染がより強いこ

ぐ方法，および③その他，が考えられる。これら

とが明らかとなった。さらにこの現象は砂場の

の手段のうちから我々が実際に検討したいくつか

代わりに公園の面積を指標として調べても同様

の結果を紹介する。
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表２

表３

公園および砂場面積がトキソカラ属線虫卵の陽性率におよぼす影響

た。検査を実施した当日（1990年７月26日）の

砂場から検出されたトキソカラ属線虫卵の
発育段階

天気は快晴であり，外気温は調査を開始した午
前10時にはすでに30℃，午後１時のピーク時に
は33℃を記録した。砂の表面をビニールシート
で被わなかった場合，表面温度は50℃を超した
ものの，砂場内部の温度上昇は顕著ではなかっ
た。これに対しビニールシートで被った場合は
砂場内部の温度上昇に明らかな効果が認められ

①汚染した虫卵を殺滅する方法

た。透明なビニールシートを用いた場合，表面

砂場に混入した虫卵を殺滅する方法を検討する

から３cmの深さの温度を42℃以上に３時間保つ

ために虫卵の物理・化学的諸因子に対する抵抗性

ことができた。一方，黒いシートを用いた場

を調べた。虫卵は完全な乾燥条件下に放置した場

合，表面温度は59℃にまで上昇したが，表面か

合でも２週間程度は生存できるし，１％のホルマ

ら３cmの温度は透明なシートを用いた場合より

リン液に懸濁し20℃に放置すると数年間（我々の

低く，4 2 ℃以上の温度を２時間保ったのみで

研究室には37ヵ月間生存している虫卵がある）は

あった。以上の結果より，砂場表面をビニール

生存する。虫卵は低温に対しても抵抗力がある。

シートで被い，熱で虫卵を殺滅しようとする試

４℃に放置するとその発育は停止するが死滅する

みは砂場表面にしか効果がおよばず効果的な方

訳ではなく，27℃に戻すと発育を再開する。しか

法ではないと結論した。

し熱に対する抵抗力は弱い。虫卵を37℃で処理す

写真１には砂（土壌）用の焼砂機を用いた焼却

ると数日以内に，また50℃の湿熱で処理すると３

法を実施している様子を示している。この方法で

分以内に死滅する。そこで熱を用いた砂場の虫卵

は規模が大きくなり若干の経費を必要とするが，

の殺滅法を検討した。

確実に虫卵を殺滅することができる。利点は

砂場表面を透明や黒のビニールで被い，砂場

（１）砂の再利用が可能である（砂の入れ替えの

内部の温度上昇を比較した。温度は砂場面，表

場合は汚染された砂の処理という新たな問題が生

面から３cm，15cmおよび35cmの深さについて午

ずる），（２）トキソカラ属線虫卵だけでなく，

前10：00から午後４：00までの１時間毎に調べ

病原細菌に対しても効果がある。（砂の温度は
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写真２
抗菌ガラスで48時間処理した犬蛔虫卵。この時点では
卵殻が黄褐色に着色している。

維持管理が容易な方法を求める場合，安全性の
確保された薬品類を用いた対策を検討すること
も必要であると考えた。最近になってガラスに
銀イオンを含有させた物質が細菌だけでなくト
キソカラ属線虫卵に対しても殺滅効果を有する
ことが明らかとなった。この物質は抗菌ガラス
（イオンピュア；石塚ガラス製）と呼ばれる物

写真１
焼砂機による砂の焼却処理。焼却後の砂の温度は1 2 0
℃に達し、寄生虫以外にも、細菌や原虫の殺滅効果を
有する。

質であり，すでに食器棚シート，まな板，ある
いは時計用皮バンドなどに使用されその安全性
も確認されている物質である。写真２はこの抗
菌ガラスで48時間処理した後の虫卵の変化を示

120℃に達する）に加え（３）臭気を除去できる

している。表面の黄褐色の着色は抗菌ガラスか

（砂遊びの際の不快感を解消できる）などが上げ

ら溶出した銀イオンの虫卵表面への付着による

られ，完全に砂を再生することが可能となる。し

ものである。この変化は時間の経過とともに進

かしこれだけの操作では，以後の糞便の供給を阻

行し，最終的に虫卵は黒色となる。この影響は

止できず６−９週間程度の効果しか期待できな

内部の幼虫にもおよび，幼虫体は死滅する。砂

い。従って後述する如く，忌避剤やその他の薬剤

場での実際の使用に際しては，抗菌ガラスを１

との併用が必要となる。

−２％を含む自然砂（イオンピュアサンド：石

小児の安全という立場から我々は薬品類を用

塚ガラス製）を用いる。実験室内における成績

いた対策法には消極的であった。しかし安定し

では，イオンピュアサイドが５％以上に水分を

た効果を比較的長期間に渡って期待し，しかも

含む条件で（砂場の砂の水分含量は２−20％）
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表４

砂入れ替え後フェンスを設置した砂場と設置しない砂場の虫卵数の変化

虫卵への影響が確認されている。

ころ，その状態はフェンスを設置しない砂場と

②ネコの侵入を防止する方法

ほぼ同様であり，フェンス設置の効果は特に認

海外で見られる報告の中には砂場をフェンス

められなかった表４。ネコの侵入を防ぐという観

で囲むことが，汚染防止に効果的である（フェ

点からはフェンス設置が砂場の虫卵や糞便の汚

ンスの高さや構造などには全く触れられていな

染防止に有効であることは充分に理解できる

い）とするものがみられる。そこで我々は砂場

が，その高さを増したり，入り口の構造を変化

の周囲を高さ90cmの金網で囲んだ場合について

させることは容易ではない。今回の調査に用い

その効果を検討した。砂場への出入り口は１ヵ

たフェンスは子供をそのような状況下で遊ばせ

所（扉の幅１m）とし，利用者本人が自由に開閉

るという点で利用者に不評であり，現在ではす

を行えるようにした。扉は砂場で遊ぶ小児の安

でに取り壊されている。

全を考慮しバネを用いた開閉方式は採用しな

砂場の糞便汚染がネコによって夜間に生じて

かった。表４にも示した如く，調査には２ヵ所

いることが明らかになった以上，その点を考慮

の砂場を用いた。すなわち両方の砂場の砂をす

した対策をたてるほうが効果的である。砂場表

べて入れ替えると同時に，一方はフェンスを，

面をビニールシートで被い，熱を利用して虫卵

そしてもう一方はフェンスを設置しない状態で

を殺滅する試みでは好結果が得られなかった

放置した。これら砂場は砂の入れ替え後３週間

が，夜間砂場表面を被うだけで糞便の新たな混

毎に24週目まで虫卵の汚染状況を観察した。砂

入を防ぐことができると考える。この方法は幼

の入れ替え後フェンスで囲わなかった砂場では

稚園や団地の砂場等といった管理の行き届いた

６週目から虫卵が検出され始めた。９週目には

砂場に対しての対策として，安全かつ経済的な

その数を増し，12週目以降の汚染の程度は砂の

方法であると考える。ビニールシートを用いる

入れ替え前のそれとほぼ同じ程度となった。一

と砂の温度が上昇し，細菌の増殖を助長するた

方フェンスを設置した場合でも９週目には砂か

め，ネットを用いるほうが良いとの意見も聞か

ら虫卵が検出された。汚染の広がりの状態を砂

れるが，日中の温度は細菌の発育には不適当な

場の表層，中層および深層部に分けて調べたと

程に上昇するし，砂の中には栄養分が充分では
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ないためにその発育は限られており，重要な問

を捉す掲示がなされている。ビデオカメラを用

題とはならないと考えている。

いた観察ではイヌによる汚染がほとんど見られ

次に焼砂機と忌避剤を併用する方法を検討し

ないことより，これら活動の効果が出ているの

た。この方法はある会社が砂場の細菌や虫卵汚染

かもしれない。しかし今後この対策をますます

の対策法として用いている方法をそのまま採用し

効果的なものにして行くためには，野良猫に対

た。すなわち，前述の焼砂機にて処理し再生させ

する直接的な働きかけも含めて，ネコを念頭に

た砂の１㎡当たりに，この会社で生産している忌

おいた対策が必要となると考える。公園を利用

避剤（ノラヨケサンド：神東塗料社製）の１kgを

する立場の者は，砂遊び中の指しゃぶりなどの

散布するという方法である。調査では同一砂場内

禁止，あるいは砂遊び後の手洗いの励行などを

に抗菌剤を含む砂の区域や，全く処理をしない砂

心がければ感染の機会を減ずることができると

の区域をもうけ，排便に訪れるネコの数をビデオ

考える。ペットの健康管理に携わる獣医師の先

カメラを用いて観察した。この観察で記録された

生方はペットのオーナーに対して駆虫を働きか

ネコの数は379頭であった。このうち忌避剤を散

けるとともに，本虫ならびに本症に対する正し

布した区域で観察されたネコの割合は12％と抗菌

い知識の普及・啓発活動を続けていくことが重

剤区域の54％，対照区域の34％と比較しても低い

要な対応策になると考える。

値であった。３つの区域をネコが無作為に訪れた

おわりに

場合の期待値は33％であり，これに対して12％は
有意（Ｐ＜0.05）の減少と言える。したがってこ

以上述べた如く，公園砂場のトキソカラ属線虫

の方法による対策は，糞便の混入を完全に防ぐこ

卵による汚染の問題は， ペットブーム と言う

とはできないものの，糞便数を低く抑え感染の機

言葉に代表されるような社会現象と，人口の集中

会を減少させるという点において効果的であると

化あるいは都市化といった社会環境の変化に伴っ

考えた。抗菌剤区域で観察されたネコの数が多

て生じた一種の環境汚染と考えられなくもない。

かったのは，この区域が対照区域をはさんで忌避

我々はまずその現状を正確に把握し，次にそれに

剤区域から最も離れた場所に位置していたためと

対する効果的な対策を講じなければならない。残

考えられ，これも忌避剤の効果の現われであると

念ながらこの問題は最近になってクローズアップ

考えている。

されてきた問題であるために，我々はまだこの問

③その他

題を一挙に解決できる 特効薬 を得ている訳で

以上研究者の立場からの対策法を述べたが，

はなく，現状把握やその対応策を模索しているの

これ以外にも種々の立場にある人達によって対

が現状である。それでも最近は各地で報告がされ

策がなされている。現在行政の立場から行われ

るようになってきており，その研究成果は着実に

ている対策は，公園を利用するペット飼育者に

上がりつつある。

対するマナーの喚起である。例えば兵庫県下の

ペットの飼育がヒトの心身に好影響を与えて

砂場に限っていえば，ほとんどの公園の入り口

いることはすでに知られた事実である。しかし

にはペットの持ち込み禁止あるいは糞便の処理

一方，このことを原因として生ずる健康上の障
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ついて.寄生虫学雑誌，31，407−413，1982.
５．UGA,S.et al.：Prevalence of Toxocara species eggs in
the sandpits of public parks in Hyogo Prefecture,Japan.
Jpn.J.Parasitol.，38，280−284，1989.
６．UGA,S.et al.：lncidence of seropositivity to human toxo‑
cariasis in Hyogo Prefecture,Japan,and its possible role
in ophthalmic disease.Jpn.J.Parasitol.39,500−502,
1990.
７．宇賀昭二ら：砂場からの犬・猫蛔虫卵検出法.臨床検査,
37，685−688，1993.
８．UGA,S.：Prevalence of Toxocara eggs and number of
faecal deposits from dogs and cats in sandpits of public
parks in Japan.Journal of Helminthology,67,78−82,

害も無視することはできない。今後はこれらの
事実を踏まえた上で，両者のバランスをとりつ
つペットと拘わって行くことが必要であると考
える。
参考文献
１．高橋純子ら：犬・猫蛔虫卵の伝搬におけるクロゴキブ
リの役割，寄生虫学雑誌，39，551−556，1990.
２．田中英文：我が国に於ける主要イヌ寄生蠕・原虫調査
の文献的考察.実験動物技術，27，37−52，1992.
３．田中英文：我が国に於ける主要ネコ寄生蠕・原虫調査
報告の文献的考察.実験動物技術，28，24−42，1993.
４．宇賀昭二ら：兵庫県下における捕獲犬の寄生蠕虫類に
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牛に寄生するハエ類の新しい駆除剤
バイオフライ®イヤータッグ
屋代眞彦 畠山英樹
より①物理的・生理的被害，②心理的・神経的被

１.はじめに

害，③疫学的被害，④飼育管理・衛生上の被害に
牛に寄生する重要な外部寄生虫は，昆虫綱In‑

分類される。

secta及びクモ綱Arachnidaのダニ目Acarinaに属

実際には，いくつかの要素が複合して作用した

する節足動物であるが，このうち昆虫綱は主に次

結果が家畜の被害として現れ，発育阻害，増体重

の３目に分類される。

の停滞や低下，泌乳量減少，繁殖率低下などとし

シラミ目Anoplura：無翅昆虫で，背腹に偏平で

て経済的な損失につながる。特に外部寄生虫の寄

あり，口器は刺して吸う型をしている。不完全変

生活動が盛んな夏季には，暑熱に加えて，放牧場

態をし，宿主特異性は強く，哺乳動物に寄生し，

の牧草が夏枯れを起こして飼料が不足すると，更

吸血する。

に体力の消耗を促して相乗効果を生み，寄生の影

食毛目（ハジラミ目）Mallophaga：無翅昆虫

響が極めて大きくなる。

で，背腹に偏平であり，口器はそしゃく型をし

双翅目 の 昆 虫 の な か で 重 要 な 牛 の 外 部 寄 生

ている。不完全変態をし，主として鳥類に寄生

虫は，イエバエ科Muscidaeのハエ類とアブ科

するが哺乳類に寄生するものもある。

Tabanidaeのアブ類である。畜産上問題となる

双翅目Diptera：70科以上から成り，昆虫のな

イエバエ科は，刺咬性のサシバエ類と非刺咬

かでも大きな一群で，衛生害虫としての種類も

性のイエバエ類で，サシバエ類は雌雄ともに

多い。成虫はほとんどのもので後翅が退化して

吸血する。

おり，一見して一対のみの翅を有するように見

わが国のサシバエ類は，全国的に分布するサシ

える。退化した後翅は平均棍h a l t e r として残

バエStomoxys calcitrans，ノサシバエHaematobia

り，バランス器官としての役割を果している。

irritans（海外のバッファロー・フライH.exigua

前翅及び中胸は一般によく発達しており，飛翔

と類似），ミナミサシバエ H a e m a t o b o s c a

力に優れている。一部のものでは寄生生活に適

sanguinolenta，北海道を除く各地に分布するイン

応したため翅を全く欠くものもある。発育は完

ドサシバエS.indica，沖縄県下にのみ分布するチ

全変態で，卵→幼虫→蛹→成虫の各発育期をも

ビサシバエS.urumaが知られ，重要なのは畜舎周

つ。卵は一般にバナナ形で卵殻は軟らかいもの

辺での発生が多いサシバエと放牧場で大量発生す

が多い。幼虫は無脚のウジである。寄生生活を

るノサシバエである。

するものの多くは一時寄生者で，成虫が寄生す

また，イエバエ類で重要なのは，畜舎周辺で

るものがほとんどであるが，ウシバエのように

の発生が多いイエバエMusca domestica，ヒメイ

幼虫期のみ寄生生活を送るものもある。成虫が

エバエFannia canicularis ，放牧地での発生が

吸血を行うものでは，雌雄ともに吸血するサシ

多いノイエバエM.hervei （海外のフェイス・フ

バエ類を除き，卵巣を発育させるために雌のみ

ライ M . a n t u m n a l i s と類似），クロイエバエ

が吸血を行う。この場合の宿主特異性は概して

M.bezzii（海外のM.fergusoniと類似），ウスイ

低い。

ロイエバエ M . c o n d u c e n s ，セジロハナバエ

M.saishuensisである。このうちイエバエ，ヒメ

これらの外部寄生虫による被害は，その様式に
バイエル株式会社動物用薬品事業部
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イエバエは全国に分布し，ノイエバエ，セジロ

３.外国での使用状況

ハナバエは沖縄県を除く各地に，クロイエバエ
は近畿以北に，ウスイロイエバエは関東以南に

バイオフライ イヤータッグは，アメリカにお

分布する。

けるバイエル関連会社のマイルス社によって開発

放牧牛に寄生するハエ類の駆除は，昔からの

され，1989年に登録，上市されている。ヨーロッ

難問で，古くは1889年にSmithが牛の糞を草地に

パ諸国においても，本製剤の開発が検討され，試

撒き散らして乾燥を早め，ノサシバエが繁殖し

験が行われている。

難いようにすることを勧めている。その後，

４.バイオフライ イヤータッグの特長

1940年代に合成殺虫剤が登場して以来，ハエ類
の駆除にも広く使用され，現在は，有機リン化

バイオフライ イヤータッグは次のような特長

合物に加え，合成ピレスロイド化合物が普及し

を有する。

ている。

（１）プラスチックの担体（イヤータッグ）内の
ポリマー・マトリックスに練り込まれている有効
成分が，６ヵ月間にわたり継続的に放出されるた

２.開発の経緯

め，１放牧シーズンに１回の装着で充分な駆除効

今回新たに上市したバイオフライ イヤータッ

果が得られ，省力的である。

グの有効成分シフルトリン（Cyfluthrin）は，

（２）牛の耳及び被毛の皮脂が薬剤拡散の媒介と

1976年ドイツ・バイエル社のFuchs博士らによっ

して機能するため，ストール内の牛が通常行う身

て合成されたシクロプロパンカルボン酸エステル

繕いや牛相互の身体の接触によって，有効成分が

構造を有する合成ピレスロイド剤である。

牛の被毛全体へと拡散する。

本剤は接触性作用及び消化中毒作用を有する

（３）装着後１週間目には，刺咬性及び非刺咬性

が，浸透移行性及び蒸散性はほとんど認められ

ハエ類が死に至るに充分な量の有効成分が，牛の

ない。世界各地で実施された殺虫効力試験によ

頭部，頚部，背部，腹側部，尻部に拡散する。

り，シフルトリンが家畜害虫，衛生害虫，農業

（４）ハエ類は，牛の体表面に静止した際に，被

害虫，貯蔵穀物害虫などに対して広範囲の殺虫

毛に拡散した有効成分に接触し，仰転及び死に至

スペクトルを有し，さらに従来のピレスロイド

る。

剤に比べ極めて少ない薬量で仰転効果，致死効

（５）本製剤は構造的・形状的な強度が充分なた

果及び効果の持続性を有する化合物であること

め，従来のイヤータッグに比べ，装着後の脱落が

が実証された。

非常に少ない。

バイオフライ イヤータッグは，シフルトリン

（６）牛に対する安全性は高く，また非吸収性の

を11％含有する耳標型の製剤で，農林水産省にお

薬剤のため，移行残留性や蓄積性は認められず，

ける審議において，牛に寄生する刺咬性及び非刺

搾乳牛にも安心して使用できる。

咬性ハエ類の駆除に安全性が高く，効果の優れた

５.有効成分の物理化学的性質

製剤として評価され，承認された。
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牛に寄生するハエ類の新しい駆除剤バイオフライ® イヤータッグ

表１

図１

薬剤接触3 0 分後の5 0 ％仰転濃度

シフルトリンの化学構造式

一般名：シフルトリン（Cyfluthrin）
化学名：（±）‑２‑（２,２‑ジクロロビニル）‑３,
３‑ ジメチルシクロプロパンカルボン酸α‑ シア
ノ‑フルオロ‑３‑フェノキシベンジルエステル
化学構造式：図１に示した化学構造を有する。
分子式：Ｃ22Ｈ18Ｃl２ＦＮＯ３
分子量：434.29

６.効能・効果
牛に寄生する外部寄生虫の駆除：ノサシバエ，
ノイエバエ，クロイエバエ

７.用法・用量
図２

バイオフライ イヤー夕ッグを付属の装着用ピ

バイオフライ
の放出量

イヤータッグからの有効成分

ンにより，牛の左右の耳に１個ずつ装着する。

８.製剤の安定性

位より被毛を採取し，ノサシバエ及びノイエバエ

本製剤は，室温長期保存試験，温度及び湿度

とシャーレ内で接触させた試験において，有効成

の苛酷条件下保存試験，直射日光下保存試験に

分が速やかに牛の体表面に拡散し，４カ月間の放

おいて，極めて安定な製剤であることが確認さ

牧期間にわたって殺虫効果が持続していることが

れた。

明らかとなった。
（３）アメリカで実施された効力試験（表３）

９.効力薬理

ノサシバエの寄生数が増加した春季に，本製剤

（１）In vitro効力試験（表１）

を牛群に装着し，１週間毎に25週間にわたって寄

濾紙接触試験において，シフルトリンはノサシ

生数を調査した。比較対照群として，無処理群及

バエ，ノイエバエ及びクロイエバエに対して著し

びダイアジノン20％含有イヤータッグ装着群を設

く速効的な仰転効果を示した。

けた。

（２）本製剤装着牛の被毛との接触試験（表２）

その結果，試験期間中の平均防除率は，ダイア

本製剤の装着後１，２，４ヵ月目に，牛の各部

ジノン装着群では95.8％であったのに対し，本製
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表２

接触試験によるノサシバエ及びノイエバエの経時的死亡率

剤装着群では97.3％を示した。なお，無処理群の

するとの仮定のもとに，回帰式を求めたところ，

平均寄生数は1,084.7/頭であった。

測定値と近似した回帰線が得られた。

（４）本製剤からの有効成分の放出量（図２）

回帰式：Ｙ＝430.0（１−e −0.0115t）
Ｙ：シフルトリン放出量（mg）

本製剤を牛に装着後，概ね１ヵ月間隔で本製剤

t：装着日数

を回収し，シフルトリンの減少量を測定した。
この測定値をもとに，シフルトリンの放出速度

以上の結果，本製剤から有効成分が６ヵ月間

（単位時間当たりの放出量）を求め，放出時間と

にわたって継続的に放出されることが明らかと

放出速度との間に一次の反応速度式の関係が成立

なった。
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牛に寄生するハエ類の新しい駆除剤バイオフライ ®イヤータッグ

表３

バイオフライ

イヤータッグ装着後のノサシバエの寄生数と駆除率

た３ヵ月間混餌投与試験で無作用量は雌300ppm，

10.安全性及び残留性

雄1,000ppmであった。（聖マリアンナ医科大学，

（１）急性毒性試験（表４）

日本バイエルアグロケム株式会社）

（２）亜急性毒性試験

（３）特殊毒性試験

マウスを用いた４週間混餌投与試験で無作用量

催奇形性及び変異原性は認められず，吸入毒

は雌雄共に300ppmであった。また，ラットを用い

性，皮膚感作性，皮膚一次刺激性，眼粘膜刺激性
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表６

バイオフライ イヤータッグ装着後の
ノイエバエの寄生数と駆除率

表７

バイオフライ イヤータッグ装着後の
クロイエバエの寄生数と駆除率

表４ シフルトリンのＬＤ50 値

表５

バイオフライ イヤータッグ装着後の
ノサシバエの寄生数と駆除率

及び神経毒性に特に問題となる所見は認められな

11.臨床

かった。（日本バイエルアグロケム株式会社，ド

国内４試験機関の約1,100頭の牛を用いて，本

イツ・バイエル社）
（４）牛に対する安全性試験

製剤のハエ類駆除効果を無処理群及びペルメトリ

本製剤を牛１頭当たり６個（常用量の３倍量）

ン15％含有イヤータッグ装着群と比較検討した。

装着した安全性試験において，臨床症状，体重，

試験期間中，牛に寄生した刺咬性及び非刺咬性ハ

乳量，血液学的・血液生化学的検査所見に薬剤に

エ類の同定と寄生数，ハエ類に対する牛の忌避行

起因する異常は認められなかった。（財団法人畜

動（頭，耳及び尾の振り，足上げ，皮膚の振

産生物科学安全研究所）

戦），増体重量，健康状態などを４から６ヵ月間

（５）牛における残留性試験

にわたり調査した。

本製剤を牛１頭当たり６個装着した残留性試験

その結果，本製剤を牛１頭当たり２個装着した

において，血液及び乳汁への薬剤の移行残留性及

牛群で，試験期間中，ノサシバエ，ノイエバエ及

び蓄積性は認められなかった。（財団法人畜産生

びクロイエバエに対する優れた駆除効果が認めら

物科学安全研究所）

れた。結果の一部を表５〜７に示した。
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ヨーロッパにおける放牧牛の寄生虫ハエ類＊
J.Heine＊＊（訳：早川博文＊＊＊ 屋代眞彦＊＊＊＊）
domesticaがある。

要約

牛に寄生する最も重要なアブ類は，アブ属Tabanus,
メクラアブ属Chrysops，キボシアブ属Hybomitra

ヨーロッパにおける放牧牛に寄生するハエ類

およびゴマフアブ属Haematopotaの種である。

の問題について総説した。最も重要な種類は，
ノサシバエ属Haematobia の刺咬性ハエ類，イエ

ハエの種類

バエ属Musca，トゲアシメマトイ属Hydrotaeaおよ
びセジロイエバエ属Morellia の舐食・吸汁性ハ

１.ノサシバエHaematobia irritans（horn fly）

エ類，それとある種のアブ類と考えられる。経

同種異名：Lyperosia irritans，Siphonia

irritans

済的被害は，牛の失血と痛痒感が原因となっ
て，若齢牛の増体重低下および乳牛の泌乳量減

成虫の体長３〜５mm，幼虫は牛糞で発育，生活

少をもたらすことである。また，ハエ類は夏季

環は温度により10〜30日，中央ヨーロッパでは年

乳房炎，伝染性角結膜炎の重要な伝播者，およ

３〜４世代。

び他の家畜疾病の潜在的媒介者として知られ

成虫は牛体上に留まって生活し，産卵時にのみ

る。ハエ類の防除には，合成ピレスロイド系薬

離脱する。好んで寄生する部位は角の基部，背

剤が多く施用されている。ヨーロッパの放牧牛

中，側腹部，腹部および前膊で，下向きの姿勢を

で最も広範囲に用いられているハエ類の防除

取るのが特徴的である（図１）。中央ヨーロッパ

は，伝統的な全身スプレー法，イヤタッグ法，

では７月から９月にかけて大量寄生が起こる。牛

およびポアオン法である。

１頭当たり数百匹も寄生するのが観察されている
が（Parsons，1977；Liebisch，1985），１頭の牛

はじめに

に数千匹もの寄生が報告されている北アメリカ

放牧牛の最も重要な外部寄生虫は，イエバエ科

（Bruce，1964）程には多くない。
２.Haematobia stimulans

（Muscidae）のハエ類とアブ類（Tabanidae）で

同種異名：Haematobosca stimulans，Stomoxys

ある。ヨーロッパにおいて経済的に最も重要なイ

stimulans

エバエ科の代表は，刺咬性ハエ類のノサシバエ

Haematobia irritansおよびH.stimulans（訳者
注：後者は日本に分布せず），および口器が舐食
と吸汁に適した構造をしているハエ類のM u s c a

autumnalis（訳者注：形態および生態がノイエバ
エに類似する種で，日本に分布せず），トゲアシ
メマトイ属 H y d r o t a e a 及びセジロイエバエ属

Morelliaの種である。その他，時折見られるハエ
類にはオオイエバエ属Muscina，ヒメイエバエ属

Fannia の種があり，特に畜舎近辺ではサシバエ

図１

S t o m o x y s c a l c i t r a n s およびイエバエM u s c a
＊

Flies parasites on grazing cattle in Europe.
Veterinary Medical Review，(１):９−16，1987.
＊＊
Bayer AG D−51368 Leverkusen，Germany.
＊＊＊
国際農林水産業研究センター，畜産草地部.
＊＊＊＊
バイエル㈱，動物用薬品事業部.
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牛の背部で、特徴的な頭部下向きの姿勢をとる
ノサシバエ

※図１〜３は、ハノーバー大学獣医学部寄生虫学研究室のA . L i e b i s c h 博士のご好意による。

図３

牛の腹側部に寄生する３匹のMusca autumnalis
と１匹のアブ属の種

在する。夏季，発生盛期の乾燥した日には，牛１
図２

頭当たり数百匹も寄生する例が観察される

牛の脚部で、特徴的な頭部上向きの姿勢をとる
Haematobia stimulans

（Mair，1980：Eckertら，1984）。
４.トゲアシメマトイ類，セジロイエバエ類

成虫の体長５〜７mm，幼虫は牛糞で発育，生活
環は３〜４週間。

トゲアシメマトイ属およびセジロイエバエ属

成虫は日中，牛体上に留まって生活する。上向

の数種のハエが，牛に一時的に寄生する。中央

きの姿勢を取る傾向がある（図２）。中央ヨー

および北部ヨーロッパでは，H.irritans （head

ロッパでは晩夏から初秋にかけて，牛１頭当たり

f l y ，訳者注：わが国には分布しないが，ヨー

1 0 0 匹程の寄生が観察される（M a i r ，1 9 8 0 ；

ロッパでの重要種），キリガクレメマトイ

Eckertら，1984）。

H . m e t e o r i c a ，シラホシトゲアシメマトイ

３.Musca autumnalls（face fly）

H.albipuncta，H.tuberculata（訳者注：日本に

同種異名：Musca corvina

は分布せず），M.simplex（訳者注：日本には分

成虫の体長4.5〜7.5mm，幼虫は牛糞で発育，生

布せず），およびキタセジロイエバエ

M.hortorumが広く認められる。

活環は温度により９〜25日，中央ヨーロッパでは

野外でこれらの種を見分けるのは容易ではな

年に４〜５世代。
成虫は牛に一時的に寄生する。好んで寄生する

い。牛に好んで寄生する部位は，頭部の粘膜，乳

部位は頭部で，とくに目の周囲，外傷，およびア

頭の先端，およびアブ類や刺咬性ハエ類による出

ブ類や刺咬性ハエ類による出血した傷口である

血した傷口である。

（図３）。このハエは殆どの時間，牛の周囲で群

５.アブ類（gadflies）
数種のアブ類の雌のみが，哺乳動物の一時的な

飛するか，草の葉，牧柵などの垂直な物体上に滞
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寄生虫として重要である。中央ヨーロッパで

を低下させる。

は，特に体長25mmほどのアブ属 Tabanus に代表

経済的に明らかな損失として，主に飼料利用

される種と，より小型のキボシアブ属

性の悪化，増体重の低下，泌乳量の減少が挙げ

Hybomitra，ゴマフアブ属Haematopota ，および

られる。このような損失の定量は，寄生虫の種

メクラアブ属Chrysops の種が牛を襲う。大量寄

類や寄生の程度以外に，草地管理，生産レベ

生は，夏季の高温で蒸し暑い日にのみ見られ

ル，調査期間など，様々な要因が関与するので

る。

容易ではない。
若齢牛１頭当たりノサシバエが１千匹以上も大

被害

量に寄生すると，増体重で８〜22％の減少をもた

ハエ，アブ類は寄主に対して失血させ，不快感

らし得る（Haufe，1982；Kinzerら，1984；Kunz

を与え，各種疾病の病原菌を伝播することによっ

ら，1984）。１日当たりアブ属66〜90匹の刺咬が

て被害をもたらす。

あると，増体重で平均1 3 ％の低下が起こった

ノサシバエ１匹によってもたらされる牛の日平

（Perichら，1986）。しかし，Kinzerら（1984）

均失血量は14.3mg（Harris ＆ Frazer，1970），

によると，成雌牛１頭当たりノサシバエ71匹の軽

アブ属の種による１回の刺咬では約１ã である

度の寄生でも，損失は16.5％にも達する。Storck

（Hiepe＆Ribbeck，1982）。刺咬は皮膚のアレル

（1979）の調査では，ハエ類の寄生による体重の

ギー反応を引き起こす。とくにアブ属の種では口

減少は牛１頭１日当たり27〜339gであると報告し

器が大きいため，皮膚を刺した際に神経繊維に当

ている。
乳牛では，ハエ類による不快感と搾乳時の障害

たり，非常な痛みを伴う。
イエバエ属，トゲアシメマトイ属，およびセジ

が問題となる。ハエ類の寄生が泌乳量に及ぼす影

ロイエバエ属の舐食・吸汁性ハエ類は，牛の鼻，

響については，相反した結果がだされている。

口，乳頭口のような体の自然開口部，および皮膚

Cheng ＆ Kesler（1961），Burtonら（1984）お

損傷部，またはアブ類や刺咬性ハエ類による出血

よびSchmidtmannら（1984）は，Musca autumnalis

した傷口などからのタンパク質に富んだ分泌物を

やノサシバエの寄生が泌乳量に有意に影響を及ぼ

摂食する。それに加えて，Musca antumnalisおよ

すことを証明できなかった。それと反対に，

びHyderotaea irritansは，口吻の先端にある前

Granett ＆ Hansenn（1956，1957）は，ノサシバ

口歯で，寄主の薄い粘膜や治癒過程にある創傷部

エに寄生された乳牛で，５週間の試験期間にわ

に小さな傷を負わす（Tarry，1975；Hiepe ＆

たって17kgまでの泌乳量の低下を観測した。最大

Ribbeck，1982）。

の20％もの泌乳量の顕著な減少は，アブ類やサシ

ハエ，アブ類の寄生は牛に不快感を与え，牛は

バエの攻撃が原因となっていた（Freebornら，

頭や尾を動かし，蹴り上げ，皮膚を震わせ，耳を

1925；Bruce ＆ Decker，1958；Minarら，1979；

振ってそれらの攻撃者を追い払おうとする。この

Hiepe ＆ Ribbeck，1982）。

不安感は忌避行動をさらに激しくさせ，採食と反

Kunzら（1984）は間接的方法を用いて，放牧地

芻を妨げ，失血による被害と相まって牛の生産性

でノサシバエの寄生を受けた授乳牛について泌乳
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量の減少を測定した。９月に，定期的な殺虫剤施

1982；Hall，1984）。

用によってハエ類の寄生を免れた牛の哺乳子牛

防除

は，無処理牛の子牛に比べ平均4.1％も体重が多
かった。

放牧牛におけるハエ類の防除は，昔からの難題

同様の試験を行ったCampbell（1976）も，ハ

である。古くは1889年に，Smithは牛の糞を草地

エ類の寄生を受けない牛の子牛は3 . 4 ％も高い

に均一に撒き散らして乾燥を速め，ノサシバエの

増体重となることを認めた。処理牛の子牛が高

繁殖培地として不適当なものにすることを薦めて

い増体重を示したのは，中程度の発生ではサシ

いる。

バエは母牛にだけ寄生して子牛には寄生しない

1 9 4 0 年代に初めて合成殺虫剤が登場して以

ため，母牛の泌乳量が直接影響したものとして

来，これらの物質はハエ類の防除にも使用が

いる。

年々増大している。季節的にハエ類の発生が著

ハエ類はウイルス，細菌，リケッチャ，原虫

しく高いアメリカとオーストラリアが，その先

および蠕虫類を伝播する媒介者または中間寄主

駆者であった。

となり得る。中央ヨーロッパでは，ハエ類は口

ヨーロッパにおいても1980年代初頭から，放牧

蹄疫，牛の伝染性鼻気管炎，伝染性膿疱性陰門

牛に寄生するハエ類の防除に殺虫剤が広く使用さ

膣炎，白血病，ブルセラ病など，経済的に重要

れてきた。これは，便利で効果的な施用法の開

な牛の各種疾病の潜在的伝播者と考えられてい

発，および生産の損失を最小限に抑えたい畜主の

る。とくにトゲアシメマトイ属とセジロイエバ

一層の願望によるものであった。

エ属の舐食・吸汁性ハエ類は，糞や腐敗物から

現在使用されている製剤には，有効成分とし

各種細菌を放牧牛の粘膜や皮膚創傷部へ伝播す

て，1950年代から外部寄生虫の防除に使用され

る。

ている有機リン酸エステルが含まれる。しか

Hydrotaea irritansは，北ヨーロッパでは夏季

し，合成ピレスロイドの方が，より一般的であ

乳房炎，すなわち数種細菌の混合感染によって引

る（表１）。

き起こされる乾乳期の牛や未経産牛の急性乳房炎

これらの製剤を使用することにより，ノサシ

の，最も重要な伝播者と考えられている（Tolle

バエ属の刺咬・吸汁性ハエ類に対して，ほぼ完

ら，1983；Bramleyら，1985）。ハエ類の防除に

全な防除が達成できる。牛に一時的にしか寄生

よって，夏季乳房炎の発生は90％以上抑えること

しないイエバエ属，トゲアシメマトイ属および

が可能である（Rertels ＆ Robijns，1985；

セジロイエバエ属の舐食・吸汁性ハエ類の場合

Hofmann，1985）。

には，80％まで抑圧できる。１回の施用（スプ

Musca autumnalisは，Moraxella bovisによっ

レー法，ポアオン法）でその防除効果は６週間

て引き起こされる牛の伝染性角結膜炎（放牧牛角

まで持続するが，有効成分が持続的に放出され

膜炎，伝染性角膜炎，ピンクアイ）の重要な伝播

る製剤（イヤタッグ法）では数か月持続する。

者である。この疾病の発生は，効果的なハエ類の

その上，最近開発されたピレスロイド製剤は，

防除によって著しく低下する（G e r h a r d t ら，

ハエ類に対する速効的ノックダウン効果，哺乳
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表１

ヨーロッパ諸国における放牧牛のハエ類防除用製剤

動物に対する低毒性，および環境中での迅速な分

定の寄生部位だけを処理するのであれば，より

解など，大きな利点を有している。

少量で十分である。自動スプレーについては，

放牧牛に殺虫剤を施用するには色々な方法が

これまで各種の装置が考案されてきた。牛が

ある。ハエ類の地域的な問題，牛の生産コスト

ゲートを通ると光のバリアが開放される方法

の構造的差異，管理条件の相違などに合わせて

（Chengら，1957）や，ヨーロッパ以外の国々で

適用される。

広く使用されているスプレー・レース

１.スプレー法

（sprayrace）法などがある。未経産牛や乾乳期

手動スプレー（背負い式噴霧器）または自動

の牛の夏季乳房炎を伝播する，乳房に寄生する

スプレー装置を用いて，水溶液，懸濁液，ある

ハエ類の防除に，自動スプレー用の特殊な飲水

いは乳剤を噴霧することができる。この方法は

器がオランダで考案された（Liebish，1983）。

労力を要し，しかも時間がかかる。また，有効

これは，動物が水を飲む度にポンプが作動し，

成分を動物の体全体に行き届かせるには，噴霧

殺虫剤溶液が乳房に噴霧される仕組みになって

量として牛１頭当たり約500ãを要する。ある特

おり，原理はBruce（1952）が記述した自動スプ
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レーのそれと同様である。

（ear tag tape）がある（Philips ＆ Herbut，

２.自動施用法

1983）。これは，イヤタッグの基部にプラスチッ

乳房部に寄生するハエ類の防除には，前述した

ク製の細い粘着テープが巻かれている。このテー

自動スプレー法に加えて，殺虫剤溶液あるいは粉

プには，有効成分を含有するガラスのアンプルが

剤を牛の背中に自動施用する各種方法が，1950年

ガーゼのクッションに包まれて付着しており，装

代初頭から薦められている（Rogoff ＆ Moxon，

着後にガラスのアンプルはつぶれる。効果の持続

1952；Hargett ＆ Turner，1958）。殺虫粉剤ま

期間はイヤタッグと同様である。

たは殺虫剤溶液のしみ込んだ材料を多孔性のバッ

殺虫剤を含有するテールタッグ（Flannigan ＆

グに詰め，これを２本の柱の間に吊し，その下に

S u r g e o n e r ，1 9 8 3 ）および首輪（H a r v e y ＆

牛を通らせて背部でこすらせるという方法であ

Brethour，1970）も，放牧牛に寄生するハエ類

る。ヨーロッパではこのような方法はあまり広く

の防除に様々に使用されている。しかし，これ

使用されていない。

らの方法は野外での有効性がまだ証明されてい

３.イヤタッグ（ear clip）法

ない。
４.ポアオン法

古くは1970年に，Harvey ＆ Brethourがジクロ
ルボスを含有する首輪またはイヤタッグ（訳者

ポアオン法では，動物の背中線に沿って調製済

注：ヨーロッパではear tagよりもear clipと称

みの殺虫剤液を少量（10〜40ã）滴下する。イヤ

するようである）を放牧牛に装着し，ノサシバエ

タッグと同様に，有効成分は体表全体に分散す

に対する防除試験について報告している。イヤ

る。施用法はイヤタッグの装着より容易である。

タッグ法は1970年代後半から，ヨーロッパでは

現在使用されている製剤の有効期間は４〜６週間

1982年（著者不明，1982）から，放牧牛のハエ類

である。

防除に使用されている。有効成分は，プラスチッ

５.飼料添加法

ク製の担体（ポリ塩化ビニルまたはポリウレタ

古くは1938年に，Kniplingがフェノチアジン

ン）より持続的に放出され，牛の体表面に分散す

を牛に経口投与することによって，糞中におけ

る。ピレスロイド剤を含有するイヤタッグであれ

るノサシバエ幼虫の発育を阻害することを発見

ば，放牧期間（３〜５か月）を通して防除効果が

した。現在の製剤は，キチン合成阻害剤のグ

期待できる（M i l l e r ら，1 9 8 3 ；L i e b i s c h ，

ループに属する成長調節剤で，飼料あるいは飲

1986）。

水に混入して連続的に施用するか（Beadlesら，

しかしながら，イヤタッグ法の欠点として，装

1975），あるいは有効成分が長期間にわたり胃

着の不便さ，脱落の可能性，有効成分の不均一な

の中で放出するようにした丸薬を，１回投与す

分散が挙げられる。Taylorら（1983）はフルシト

る（Millerら，1977）。ヨーロッパでは，放牧

リネートを含有するイヤタッグを用いて試験した

牛におけるこのような形態のハエ類の防除はま

結果，ハエ類の防除効果は乳頭部では頭部に比較

だ広く行われていない。

してかなり劣ると結論づけている。
参考文献省略。

イヤタッグ型殺虫剤の改良には，イヤテープ

原著参照のこと。

本稿はドイツ・バイエル社発行のVeterinary Medical Reviewに収載されており，原著者の許可を得て日本語に訳したものである。
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シフルトリン含有イヤータッグ装着放牧牛における
外部寄生虫類の寄生状況と牛の忌避行動
早川博文＊ 長島義介＊＊

谷地

仁＊＊＊

集治善博＊＊＊

１枚区：片耳にイヤータッグ１枚を装着した

はじめに

日本短角種雌成牛で，約70頭を一群として放牧

アブ，サシバエなどの外部寄生昆虫類の簡易

した。

な防除法として，合成ピレスロイド系殺虫剤の

２枚区：両耳にそれぞれイヤータッグ１枚を装

ペルメトリンを練り込んだ耳標を畜体に装着す

着した黒毛和種雌成牛で，約50頭を一群として放

る，いわゆるイヤータッグ法がわが国でも試験

牧した。

され，普及し始めている（Amanoら，1985；岩根

無Ａ区：イヤータッグを装着しない黒毛和種

ら，1987；長谷川ら，1989）。本法では，ノサ

と日本短角種雌成牛で，約50頭を混群として放

シバエなどのハエ類に対して顕著な防除効果が

牧した。

得られているが，外部寄生虫類に対する牛の忌

無Ｂ区：イヤータッグを装着しない黒毛和種雌

避行動との関連については全く調査されていな

成牛で，約20頭を一群として放牧した。

い。

なお，各区とも，生後１〜４か月の子付き母牛

今回，合成ピレスロイド系殺虫剤のシフルトリ

が含まれており，２か月以上の子牛には母牛と同

ンを含有する，新たに開発されたイヤータッグに

枚数のタッグを装着した。
放牧状況

ついて，装着枚数を変えた現地試験を行った。そ
の中で，とくに放牧牛における外部寄生虫類の寄

放牧開始は1991年５月21日，終了は10月22日

生状況と牛の忌避行動についての結果を，ここに

で，区間には２〜４日のずれがあった。イヤー

報告する。

タッグの装着は５月17〜21日に行った。無Ａ区
の牛群は体外受精の試験に供するため，事務所

材料と方法

に近い標高の低い牧草地に放牧され，また他の

供試薬剤

区の牛群はその場所から500〜2000m離れた標高

合成ピレスロイド系殺虫剤のシフルトリン

の高い牧草地で，夏季には野草の混牧林にも放

（Cyfluthrin）を11％w/w含有する合成樹脂製のイ

牧されたため，無Ａ区はアブ，ハエ類の発生が

ヤータッグで，その形状は装着部を除き正六角

他の３区よりも少ない傾向にあった。２枚区と

形，外周250mm，表面積91.05c㎡，厚さ2.5mm，重

無Ｂ区は類似した環境の草地で，アブ，ハエ類

さ13.7gのものである。

の発生は当場内ではきわめて多い場所であっ

試験場所

た。各区の牛群は，放牧中に牧区が隣接するこ

岩手県岩手郡玉山村大字薮川にある岩手県畜産

とはなかった。

試験場外山分場である。この牧場は標高6 7 0 〜

外部寄生虫類調査

1000mの北上高原に位置し，面積1600ha，うち牧

アブ，ハエ類については，放牧前，放牧期間中

草地は160haで，放牧牛約180頭を飼養し，明治初

はほぼ１か月間隔で，各区から成牛10頭を任意に

期から牛馬の放牧を行っている。

選び，頭，下腹面を含め体躯の片側に寄生してい

試験区

る数を，牛が自由に行動している条件下で種類別

試験牛群として，下記の４区を設けた。

に数えた。

＊

農林水産省国際農林水産業研究センター畜産草地部
新潟青陵女子短期大学
＊＊＊
岩手県畜産試験場外山分場
＊＊
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マダニ類については，放牧前，１か月後，３か

しかし，ノサシバエは装着１か月後（６月10日）

月後，４か月後に，各区から成牛10頭を任意に選

には無Ａ区，無Ｂ区で寄生がみられ，４か月後

び，両耳，尻の部位について，牛を追込み，柵入

（９月16日）の調査まで継続した。それに対して

れした条件下で検査した。

イヤータッグ装着の牛群では１枚区，２枚区と

忌避行動調査

も，ノサシバエの寄生は放牧期間中に全く認めら

忌避行動については，アブ，ハエ類の調査に合

れなかった（Ｐ＜0.01）。これは，イヤータッグ

わせて，同一牛で，頭，耳，足，尾の振り，体躯

装着によるノサシバエに対する優れた防除効果と

片側の皮膚の震えについて，各項目について１分

判断される。

間の回数を調査した。

ノイエバエを主体とする他ハエ類は，装着１

牛の健康状態とイヤータッグの装着状況

か月後から４か月後まで，いずれの区でも寄生

各区の牛群は，放牧開始時から終了時まで，ほ

がみられた。しかし，その寄生数はイヤータッ

ぼ１か月間隔で健康状態の観察とイヤータッグの

グ装着の牛群で著しく少なかった（Ｐ＜

装着状況について観察した。

0.01）。また１枚区より２枚区の方で少ない傾

統計処理

向が示され，とくに１か月後の調査では２枚区

前項「放牧状況」の項に記載したように，無Ａ

の方が１枚区よりも有意に少なかった（Ｐ＜

区の牛群は他の３区とは異なった放牧条件で飼育

0.05）。この結果は，他の非刺咬性ハエ類に対

され，アブ，ハエ類の発生が他の３区よりも少な

しても，本法による防除効果がかなり大きいこ

い傾向にあったため，あくまで参考程度の試験区

とを示唆するものと判断される。

として取り扱い，統計処理はアブ，ハエ類の発生

アブ類に関しては，大型アブ（アカウシアブ

密度が同程度に多かった１枚区，２枚区と無Ｂ区

が主体）は装着２，３か月後に，中型アブ（１

との間で，アブ，ハエ類の牛体寄生数と牛の忌避

か月後はジャーシーアブ，２，３か月後はニッ

行動のデータについて行った。

ポンシロファブが主体），小型アブ（１か月後

まず，各調査項目の測定値について分散分析を

はクロメクラアブ，２，３か月後はアオコアブ

行い，測定値間に有意差が認められた場合に

が主体）は１か月後から３か月後まで寄生がみ

Duncanの多重比較の検定を用いて各試験区間の各

られた。４か月後に寄生がみられなくなったの

値と比較した。

は，アブ類の発生シーズンがこの場所ではほぼ
終息したためである。アブ類の寄生数は，大型

結果と考察

アブについては，３か月後に１枚区と無Ｂ区，

アブ，ハエ類の牛体寄生数

２枚区と無Ｂ区との問に有意差（Ｐ＜0.01，Ｐ

調査結果を表１に示した。装着前（５月17日）

＜0.05）が認められた。中型アブについても３

は，放牧前にパドック内の牛群で調査したもので

か月後に１枚区，２枚区と無Ｂ区とに有意差

あるが，気温が14℃以下でまだ肌寒く，キバネフ

（Ｐ＜0.01）が認められた。小型アブについて

ンバエが牛糞に数頭飛来していただけで，牛体に

は，１枚区と無Ｂ区との間に１か月から３か月

はアブ，ハエ類は１個体も寄生していなかった。

後まで有意差（Ｐ＜0.01）が認められ，２枚区
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表１

アブ、ハエ類の牛体寄生数

と無Ｂ区とでは１か月後と３か月後に有意差

短時間しか牛に寄生しない。このため，薬剤との

（Ｐ＜0.01）が，また２か月後にも有意差（Ｐ

接触時間が短いなどによるものと推察される（天

＜0.05）が認められた。しかし，放牧期間中の

野ら，1991）。

アブ類の寄生数は２枚区よりも１枚区の方が全

マダニ類の牛体寄生数

般を通じて少なく，薬量依存性の効果を確認す

調査結果を表２に示した。マダニ類（フタト

ることができなかった。

ゲチマダニが主体）の寄生はきわめて少なく，

害虫の種類によって，このような防除効果の差

装着前（５月17日）はもちろん４か月後（10月

がみられたのは，薬剤に対する感受性の差以上

１日）の調査でもゼロで，１か月後（６月2 1

に，害虫の寄生生態の差異に基づく影響のほうが

日）と３か月後（８月27日）にのみ数個体が得

大きいものと判断される。ノサシバエは牛体上に

られた。

長時間滞在して生活するが，アブ類は吸血に際し

各区を比較すると，寄生数の多い順に総数では

‑29‑

表２

0.01），また１枚区に比べて２枚区の方がより少

マダニ類の牛体寄生数

なかった（Ｐ＜0.01）。この結果は，イヤータッ
グ装着によるハエ類の防除効果が牛の忌避行動の
軽減にも現れていたと判断される。しかし，アブ
類の多発した装着３か月後においては，１枚区と
無装着区との間で有意差が認められたものの（Ｐ
＜0.01），２枚区では無装着の牛群と尾の振りや
皮膚の震え回数に有意差がみられず，装着の効果
を充分確認することはできなかった。これは，ア
ブ類の寄生数が両者であまり差異がなかったこと
が関与している。
牛衣装着による害虫の防御効果が，牛の忌避行
動の軽減に影響を及ぼしたとする報告がある（桜
井，1990）。今回の調査でも，害虫類の寄生数と
牛の忌避行動には密接な関連のあることが確認さ
れた。

無Ｂ区12個体，無Ａ区５個体，２枚区２個体で，
１枚区ではゼロであった。マダニ類の寄生は牧区

牛の健康状態とイヤータッグの装着状況

（草地の環境）の影響が大きいと思われるが，無

試験期間中，イヤータッグ装着部位の異常や健

装着の牛群に比較して装着の牛群では明らかに少

康を害した牛は認められず，またイヤータッグの

なく，イヤータッグ装着による防除効果はあった

脱落もみられなかった。

ものと判断される。
以上の成績から，シフルトリンを含有する合

牛の忌避行動
調査結果を表３に示した。アブ，ハエ類の寄生

成樹脂製のイヤータッグは，放牧牛に寄生する

がなかった装着前には，頭の振り，皮膚の震えば

刺咬性のノサシバエ，非刺咬性のノイエバエな

全くみられず，またアブ類の発生が終息した装着

どのハエ類に対する防除効果が４か月間の放牧

４か月後にも牛の忌避行動は少なかった。しか

期間中に継続して認められ，牛体への寄生数を

し，アブ類の発生盛期であった装着３か月後に

減少させるとともに，害虫の寄生に起因する牛

は，忌避行動が最も盛んで，いずれの振り震え回

の忌避行動も軽減させた。また，１枚区よりも

数も最大となった。とくに，耳，尾の振り，皮膚

２枚区の方が効果が高く現れ，本剤は牛１頭当

の震え回数が顕著に増加した。

たり２枚を装着することが望ましいと考えられ

ノサシバエとノイエバエの発生が主体で，アブ

た。マダニに対する防除効果には十分な可能性

類の発生が少なかった１か月後，２か月後と４か

が残されたが，アブ類に対してはその寄生生態

月後の調査では，忌避行動はイヤータッグ装着の

の特異性から，ハエ類に認められたほど顕著な

牛群の方が無装着の牛群に比較して少なく（Ｐ＜

効果は認められなかった。
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表３

牛の忌避行動( 振り、震え回数／分)

参考文献
１）Amano，K.，Hasegawa，T.，Sadoya，H.，Tsubaki,
Y.and Oshio，Y.（1985）：Effects of Permethrin‑
impregnated ear tags for control of insect pests on
pastured cattle.Bull.Animal Hygiene，21：１−８.
２）天野和宏（1991）：アブ類の殺虫剤に対する感受性試
験．北日本病虫研報，42：167−169.
３）長谷川勉，椿洋一郎，貝賀真俊（1989）：パーメスリ

ン含有イヤタッグによる放牧牛寄生ウスイロイエバエ
の防除効果．衛生動物，40（４）：337−340.
４）岩根和夫，内藤善久，長谷川勉（1987）：殺虫剤含有
イヤタッグによる放牧牛の外部寄生昆虫類防除試験．
岩手大学農学部農場報告，３：101−104.
５）桜井茂作（1990）：放牧牛への牛衣装着の効果（２）.
畜産の研究，44（７）：48−52.
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人体皮膚科領域からみた
人畜共通外部寄生虫症
「疥癬」

林

正幸＊

以下にヒトの疥癬と動物疥癬について述べてみ

はじめに

たい。
疥癬は皮膚科専門医にとって臨床上，きわめ

Ⅰ

疥癬とは

て重要な疾患である。正しい診断を下せない場

疥癬は疥癬虫（ヒゼンダニ）Sarcoptes scabiei

合，他分野の専門医や職種の方々から鼎の軽重

v a r h o m i n i s が皮膚の角層内に寄生することに

を問われるだけでなく，もしその患者さんが後

よって発症する一種の皮膚感染症である。疥癬

に他の皮膚科医により疥癬と診断され，ただち

は大昔から流行をくり返しており，本邦での前

に治療を施されると，劇的に治癒してしまうた

回の流行は太平洋戦争直後の混乱期で，昭和20

め，患者さんの信頼をも失うおそれがあるので

年の東京大学医学部皮膚科の外来患者のおよそ

ある。特に前医がステロイド外用剤を使用して

３分の１は疥癬であったという１）。しかし，昭

いるような場合，臨床病型が典型例から著しく

和30年代にはいったんほとんど消失し，昭和40

解離してきわめて診断が困難となる。Stokesは

年代に入ってから再び流行し，そのまま終息し

1936年に

Scabies is at once the easiest，

ないで今日に至っている。基幹病院や大学病院

and the most difficult diagnosis in

でも皮膚科外来患者の１〜２％を占める疾患で

dermatology

ある ２）３）。

と述べている。

（i）疥癬虫について

さらに疥癬は医学史上からも特異な疾患であ
る。古代バビロンの時代から疥癬は知られてお

疥癬虫の雌成虫（図１）は体長0.4mmで雄は雌

り，数千年の人類史（特に戦争に関して）に少

よりやや小さい。このダニは皮膚にトンネルを

なからぬ影響を及ぼしてきた。ナポレオン時代

掘ってその奥に住み，卵，幼ダニ，若ダニ（雌

のフランス国内，特にフランス軍で疥癬が大流

雄）が区別される。受精した雌は新しい孔を掘

行していたことは歴史上の事実であり，この病

り，この中に卵を生み，これはおよそ１週間で

気が当時のフランス軍の戦意をそいだことは有

かえって幼ダニとなり，さらに若ダニ，成ダニ

名である。激痒とそれによる睡眠不足のため戦

と発育する。一世代の長さは10日から14日であ

争どころでない部隊があふれていたことであろ

る。

う。さらにナポレオンを描いた絵には服のボタ

（ii）感染経路（表１）

ンをはずしてそこに手を入れているものが多い

第１の感染経路は人の肌から肌への直接接触に

が，あれはナポレオンが疥癬のため，かゆくて

よるものである。夫婦間，親子間，寄宿舎などの

手でかいていたのだという文献が存在する。日

共同生活を送るような間柄でも感染しうる。第２

本でも吉田松陰が下田に来航した黒船に乗船を

の経路は布団やシーツなどの寝具を介しての感染

拒否されたのは彼が疥癬だったためだとの説が

で，老人ホーム内の流行や宿直室での集団発症例

ある。いずれも疥癬が歴史に及ぼした影響の氷

にあてはまる。

山の一角に過ぎず，疥癬という病気が梅毒や癩

第３の経路はノルウェー疥癬（痂皮が厚く肥厚

ほど悲惨ではないが故に，却ってユーモラスで

し無数の疥癬虫が寄生している病型一後述）患者

興味がそそられる。

を介するもので，精神病院，老人ホームなどで時

＊

林皮膚科クリニック
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表１

感染経路と年齢・性別

に認められる。

疥癬患者にみられる皮疹には以下のものがあ

第１の経路の亜型であるが，ＳＴＤ（sexually

る。

transmitted diseases）〔性行為感染症〕として

iii−a 疥癬トンネル

３）

の経路もある。著者の統計

では疥癬のおよそ16

主として手，ことに手掌尺側から手関節屈曲

％はこの経路である。

部および指間にみられる線状の特徴的な発疹

（iii）疥癬の臨床症状，診断

（図２）で，その盲端には雌の成虫がいる。こ

疥癬の臨床像は一見，湿疹・皮膚炎（自家感

の疥癬トンネルから疵癬虫（幼ダニ，若ダニ，

作性皮膚炎，アトピー性皮膚炎あるいは急性湿

成ダニ）や虫卵が検出されれば疥癬と確定診断

疹等）様で，注意深く診察しないと誤診しやす

が下される。従って疥癬トンネルは疥癬の特異

い。しかし一部の例外（新生児の疥癬やステロ

疹である。

イド外用剤を使用してしまった例など）を除

iii‑b 紅色小丘疹

き，顔面と頭部には皮疹が出現しないこと，家

躯幹および四肢ことに臍周囲に粟粒大〜米粒大

族内に同様の皮疹をきたす人がいることが多い

の紅色丘疹が散在する（図３）。新生児では顔面

こと，ステロイド外用剤が無効であることなど

や頭部にも生じることがある。この皮疹は疥癬に

を意識しながら疥癬虫の検索を行うことにより

特異的というわけではなく，湿疹等他の皮膚疾患

確定診断に辿りつく。

でも生じうる。
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iii‑C 小結節（痒疹）

表２

ヒゼンダニの分類

特に陰嚢に生じやすい小豆大までの軽度褐色
を帯びた暗赤色の硬い小結節で，この皮疹はや
はり疥癬の特異疹とはいえないものの，これが
陰嚢にみられる場合は，疥癬をまず疑うべきで
ある。
疥癬を疑う場合，手のa，臍囲のb，外陰部のc
をすべて診察した上で，虫体，虫卵を検索するこ
とが診断学的には賢明である３）。
最近，血清中の特異抗体の検出４）５）や免疫病理
学的研究６）が少数ではあるがでてきている。将
来，血清学的診断等より簡便な方法が実用化され
れば臨床上きわめて有益と思われる。
Ⅱ

ノルウェー疥癬 Norwegian scabies，

Crusted scabies
灰白色〜帯黄白色の蠣殻状の角質増殖を特徴と

５），末端にあるヒゼンダニ類とは形態学的に

する疥癬（図４）で， 痒は激しいこともあり，

異なっている。しかし，Sarcoptesの各亜種は形

全くないこともある。特記すべきはその強力な感

態の上では区別できない。たとえば，イヌ疥癬

染力で，ノルウェー疥癬患者のいる施設（老人病

虫Sarcoptes scabiei var. cabis についてもヒ

院，精神病院，老人ホーム等）では大抵の場合，

ト疥癬虫と同じであるという見解７）と変種であ

周囲の人々に普通の疥癬が認められる。本症の発

るとする見解 ８）が対立している。従来，臨床医

症はＡＩＤＳ，ＡＴＬ（成人Ｔ細胞性白血病）を

学を含む衛生動物学的な報告から Sarcoptes は

含む悪性腫瘍，糖尿病など免疫低下をきたす疾患

hostspecificであり，var.hominis以外のものが

や精神病などに合併しやすいとされている。もち

ヒトに感染しても角質層にトンネルを掘ること

ろん免疫抑制剤や副腎皮質ホルモン剤の長期投与

も子孫を残すこともできないと信じられてきた

に伴って発症する例も多い。

９）

Ⅲ

動物疥癬

，しかし，一方ではイヌ疥癬虫がヒトに感染

し，その患者から虫体と虫卵が見い出され，さ

Sarcoptes scabiei var.hominis 以外のSar‑

らに別のヒトにも感染した症例も報告 10）されて

coptes による疥癬を動物疥癬という。疥癬虫に

いて両者の結論は未だでていない。ところで臨

は宿主の違いに応じて多数の亜種または変種が

床からの報告 11）によれば，イヌ疥癬をはじめと

ある（表２）。表２のほかにもオランウータ

する動物疥癬の臨床的特徴として① 疥癬トンネ

ン，チンパンジーなどの真猿類にもSarcoptesが

ルがないこと，②ヒトの皮疹から虫体が証明さ

寄生することが知られている。さて，小ヒゼン

れることは一部の例外 12）を除けばきわめて稀で

ダニ類Notoedresの肛門は体の背面に位置し（図

あること，③ヒト疥癬の発疹の好発部位である
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人体皮膚科領域からみた人畜共通外部寄生虫症「疥癬」

図１

図５

図２

図６

図３

図７

図８

図４
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３）林 正幸：疥癬の研究，第１編 横浜市立大学医学部病
院皮膚科における疥癬の臨床統計.横浜医学，37，297
−303，1986.
４）Dahl,J.C.,Pharm,B.S.,Graudel，C.,Christophersen,J.and
Henrisken，S.A.：Serum ＩgＥ antibodies to the scabies
mites.lnternat.J.Dermatol.，24，313−315，1985.
５）林 正幸，赤尾信明，近藤力王至：ＥＬＩＳＡによる
疥癬患者血清中の特異ＩgＧの検出.西日皮膚，47，674
−677，1985.
６）Masayuki Hayashi,Mitsuaki Uchiyama,Hiroshi Nakajima and
Ryukichi Nagai：The immunohistopathologic study of
scahies by the PAP method‑ldentification of ＩgＥ positive
mast cells.J.Dermatol.，13，67−69，1986.
７）Fain,A,：Epidemiological problems in scabies.lnt.
J.Dermatol.，17，20−30，1978.
８）Emde,R.N.：Sarcopticmange in the human.Areport of an
epidemic of 10 cases of infection by Sarcoptes scabiei
variety canis.Arch.Dermatol.,84，633−636，1961.
９）Estes,S,A.,Kummel,B.,Arlian,L：Experimental canine
scabies in humans.J.Am.Acad.Dermatol.,397−401，1983.
10）Norins,A.L.：Canine scabies in children： Puppy dog
dermatitis.Am.J.Dis.child，117，239−242，1969.
11）林 正幸，小清水 満，中嶋 弘，永井隆吉，赤尾信
明，近藤力王至：イヌ疥癬虫によると思われる疥癬の
１例.臨皮，39，443−445，1985.
12）近藤力王至，岡本 敬，吉村裕之，川島愛雄：犬穿孔

手には発疹ができにくく，躯幹全面に好発する
こと，④発症までの潜伏期間がないか，もしくは
約２週間と短いことなどがあげられる。イヌ疥
癬，ネコ疥癬は最近のペットブームを反映して時
として経験する。また，養豚経営者がブタ疥癬に
罹患した例や屠場労働者におけるブタ疥癬流行の
報告もみられる。図６はイヌ疥癬虫による疥癬の
発疹，図７はブタ疥癬虫による疥癬の発疹で，図
８はこの患者の発症に直接関係した疥癬に罹患し
ているブタの臨床症状である。

おわりに
疥癬は人畜共通感染症の一つであり，医師も
獣医師も忘れてはならない皮膚疾患である。最
近のペットブームにより，疥癬をはじめとして
種々の人畜共通感染症が流行しているにもかか
わらず，医師と獣医師間の協力体制が十分では
ないことは残念なことである。今後，医師，獣
医師あるいは衛生動物学者などの協力組織を作
ることが，臨床的にも公衆衛生上も重要な課題

疥癬虫による疥癬.日本医事新報，2872，27−29，1979.

である。
文献
１）笹川正二，佐藤直子：諾威疥癬臨皮泌，６，369−
372，1952.
２）林 正幸，佐々木哲雄：疥癬の統計，皮膚臨床，27，
595−598，1985.
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ニューキノロンの背景
小久江栄一＊

合戦が続いているわけです。また個々の抗生物質

１.はじめに

についても，もっとこうあつて欲しいという獣医
子供の頃（終戦直後）薬と言えばペニシリンと

師や医師の願望がこめられて，激烈な開発競争が

ストレプトマイシンだけだと思っていました。そ

展開されてきました。本稿の初めにニューキノロ

のくらいこの２つは有名でした。新陳代謝が激し

ンを中心に主要な抗菌製剤のミニレビューを書き

い製薬業界で両方ともいまだに獣医医療で現役で

ました。

使われているというのは驚異です。人気のある理

１）βラクタム系抗生物質（ペニシリン系とセ

由の一つは殺菌的な効果を持つことでしょう。ペ

フェム系）は基本的にはグラム陽性菌感染症に使

ニシリンの実用化前後にサルファ剤，クロラム

う薬物ですが，アンピシリンや第二世代セフェム

フェニコール，マクロライド，テトラサイクリン

以降，βラクタム系抗生物質の抗菌スペクトルは

がありますが，これらはいずれも静菌的な効果し

広がりました。この抗生物質は細菌のペプチドグ

かなく，やはりどうしても医療現場では不満が

リカンを合成する酵素を阻害します。ペプチドグ

残っていたのではないでしょうか。切れ味という

リカンは細菌膜の外側にあって，水圧等の圧力が

点でかなわない。

かかっても菌体がつぶされないように防壁になっ

ペニシリンとストレプトマイシンはともに組

ている部分です。

織や菌体への浸透性が悪いという欠点がありま

最も早く実用化されたベンジルペニシリンは経

す。抗菌製剤の場合試験管の中でいくら薬効が

口投与できず，抗菌スペクトルも狭く，組織浸透

高くても，生体内の細菌増殖が起っている部位

性も良くない薬でした。その後の開発努力が実

に到達できなければ威力を発揮しようがない。

り，経口投与可能でスペクトルも広いアミノペニ

細菌が増殖している部位に浸透して初めて威力

シリン（広域ペニシリン；アンピシリン，アモキ

を発揮するので，組織浸透性が悪いということ

シシリン）や，緑膿菌にも有効なカルベニシリ

は欠点になります。マクロライド系やテトラサ

ン，更に弱毒性グラム陰性菌感染症にまで効くと

イクリン系，クロラムフェニコールなどがその

いうウレイド系ペニシリン（イミペネム，アズト

欠点を補ってきたとも言えます。つまり長い抗

レナム）も出現しました。ペニシリン耐性菌に有

菌製剤の歴史で今まで残されてきた課題は組織

効なメチシリンも有名です。

浸透性が良くて殺菌効果をもつ抗菌製剤の開発

セフェム系抗生物質を第一世代，第二世代，第

でした。この様な背景で出てきたのがニューキ

三世代などと分類して呼びます。第一世代の開発

ノロンで，現実にその出現は化学療法の歴史に

はかなり古いのですが，ペニシリンと同様グラム

一時代を築いています。

陽性菌用の殺菌作用を持つので，ペニシリンの陰
に隠れてあまり活躍の場がありませんでしたが，

２.抗菌製剤ミニレビュー

ペニシリン耐性菌に対する代替薬としてにわかに

1942年にペニシリンが衝撃的なデビューをして

登板の機会が巡ってきました。その後日和見感染

から２年後にはもう耐性菌の報告が出ています。

で有名なクレブシェラヘの抗菌スペクトルが発見

その後今日まで抗生物質と耐性菌とのサバイバル

されて注目度が高まり，開発が進みました。開発

＊

東京農工大学獣医学科
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が進むに連れて組織浸透性が良くなり，弱毒性グ

配糖体系のリボゾームヘの作用がβラクタムの

ラム陰性菌感染症にまで適用できるようになり，

ＲＮＡhydrolysis作用を増強するといった説が

第一，第二，第三世代というように分類されるよ

昨年の抗生物質学会で発表されています。いず

うになりました。

れにしても作用点の異なる薬物は，併用すると

近年イヌやネコの寿命が延び，また例えば副

薬効が増強すると言う典型的な例としてよく紹

腎皮質ホルモンの使いすぎなどが原因の免疫不

介されます。

全患畜では弱毒性グラム陰性菌による慢性疾患

アミノ配糖体抗生物質は欠点も多い薬物です。

が増えていると聴きます。第三世代セフェムや

まず経口投与で吸収されない。これはどうにもな

ウレイド系ペニシリンの使用が小動物臨床で増

らないようです。次に耐性が発現しやすい。アミ

えているのはその辺に理由があるように思いま

ノ糖はいずれも化学構造上枝葉が多く，この枝葉

す。しかしウレイド系も第三世代セフェムも，

のかなりの部分がそれぞれ薬効に関係していま

生体内での殺菌効果という点ではそれまでのβ

す。枝葉が多いということは細菌側にとっては攻

ラクタムに比べて弱いようです。実際に患者に

撃の的が沢山有るということで，ちょっとした攻

投与すると，試験管内での殺菌効果ほど効果は

撃能力を獲得すれば耐性菌になれるわけです。最

無く，かなりの大量を投与しなければならない

近開発されたアミカシンはこの標的となる枝葉が

という報告が人体医療でも獣医医療でも多数報

少なく，耐性菌が出来にくいと言われています。

告されています。

またアミノ糖は抗生物質にしては珍しいほど毒性

２）アミノ配糖体抗生物質は好気性・グラム陰

が強い。腎や聴覚器官への毒性は有名で，これは

性菌に強い殺菌作用を持ちます。アミノ糖は水溶

アミノ糖の蓄積が原因です。この毒性を解決する

性が高い薬物で細胞外膜を持つグラム陰性菌を通

のにいろいろな工夫がされてきましたが，p o s t

過しにくいはずですが，グラム陰性菌に効くの

antibiotic effect（ＰＡＥ）の性格を利用した

は，グラム陰性菌細胞外膜の構成蛋白の一つがエ

大用量一日一回投与法が人体医療では常識的に

ネルギーを使ってアミノ糖を能動的に取り込むた

なってきました。また，神経筋接合部での刺激伝

めらしい，嫌気性菌にはこの取り込み機構がない

達物質の伝達阻害作用も言われています。術中・

ためアミノ糖は嫌気性菌に抗菌力を持たない，と

術後の抑制状態でのアミノ糖の投与には気を付け

いわれています。

なげればなりません。

アミノ糖のありがたいところは他のほとんど

３）マクロライド系抗生物質の代表薬はエリス

の抗菌製剤と一緒に使って協力作用が出ること

ロマイシン，スピラマイシン，タイロシンです。

です。特にβラクタム系との強い増強効果は有

菌体の蛋白合成を抑制して静菌的な効果を発揮す

名です。その原因はいまだにはっきりと解明さ

るグラム陽性菌感染症用の抗生物質です。人体医

れていませんが，アミノ配糖体系がリボゾーム

療ではペニシリン耐性菌の代替え薬として，獣医

に作用して蛋白合成を停止して細胞外膜の形成

領域ではマイコプラズマ症用に多く使われてきま

を障害し，ペニシリンなどが菌体に接近し易く

した。現在では同効薬のリンコサミド系抗生物質

なるため薬効が増強されるという説や，アミノ

やニューキノロンが出現し，使用は減少していま
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す。マクロライド類はいずれも経口吸収が不安定

ムフェニコールは確かにイヌ・ネコでも造血臓

で筋注すると痛い。若ネコで歯の着色が報告され

器への毒性はあるらしいのですが，ヒトの再生

ています。リファンピシンはマクロライド骨格を

不良性貧血の場合と異なり投薬をやめればまた

持つのに通常はマクロライド系には入れまぜん。

元に戻ります。小動物医療にはまだまだ大いに

グラム陽性菌・グラム陰性菌さらに抗酸菌にも有

利用できる薬と思います。

効です。組織浸透性が良くしかも殺菌的に働きま

６）テトラサイクリン系抗生物質は初期のテ

す。しかし耐性菌が出来易い欠点があり，人体医

トラサイクリン，オキシテトラサイクリン，ク

療では結核とライ病の特効薬として限定した使い

ロルテトラサイクイン（旧世代）の群と，その

方をしています。獣医領域では犬のブルセラ症と

後開発されたドキシサイクリン，ミノサイクリ

か子馬のロドコッカス肺炎への使用が試みられて

ン（新世代）に分けられます。いずれも菌体の

います。

蛋白合成阻害作用による静菌的な作用です。旧

４）リンコサミド抗生物質ではリンコマイシ

世代の薬物は広域スペクトル・長時間有効・安

ン，クリンダマイシンが代表薬です。そしてクリ

価ということで，依然として産業獣医領域では

ンダマイシンは組織浸透性が良く，抗菌スペクト

多く使われていますが，２価の金属イオンとの

ルはマクロライド系抗生物質とほぼ同じですが，

キレート結合能が強く，結合した部分は薬効を

嫌気性菌感染症，トレポネマ・リケッチア・原

発揮しないため，生体内での薬効が試験管内で

虫・クラミジア感染症に有効です。静菌的作用薬

の薬効ほど切れ味がありません。分布容も大き

に分類されていますが，オプソニン形成を促進し

く組織浸透性は見かけ上は良いことになってい

好中球による食菌作用を促進するとされており，

ますが，これも割り引いて考えなくてはなりま

切れ味が良いと宣伝されています。

せん。長期間有効がこれらの薬物のセールスポ

５）クロラムフェニコールは経口投与でき

イントのひとつですが，腸肝循環しているため

て，抗菌スペクトルが広くて，組織浸透性が良

に体循環にいつまでも留まっているので，この

いと言う抗生物質としての一つの理想像を備

場合は薬物滞留時間と薬効持続時間を切り放し

え，一時代を築きました。蛋白合成抑制作用に

て考えなければならないように思います。幼動

よる静菌作用薬ですが細胞内にまで入ることが

物に使用すると歯を着色することがありますか

でき，細胞内に入ってからも抗菌活性を持ちま

ら注意が必要でしょう。

す。こんな特性のためサルモネラやブルセラ感

新世代のドキシサイクリン，ミノサイクリン

染（細胞内増殖）には欠かせません。また嫌気

には金属イオンとのキレート結合性はなく，小

性菌感染症（膿瘍，クロストリジウム感染症，

動物医療では世代交代が急速に進むように思い

慢性腹膜炎，慢性骨髄炎など）には第一選択薬

ます。

として使われています。ヒトでは再生不良性貧

７）ニューキノロンはフルオロキノロンとも呼

血が言われ，代替え薬としてチアンフェニコー

ばれます。ピリドンカルボン酸（オールドキノロ

ルが開発されましたが，組織浸透性という点で

ン骨格）にフッ素や種々の置換基を導入したた

クロラムフェニコールにかないません。クロラ

め，抗菌力は増大し抗菌スペクトルも拡大し組織
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浸透性も高まったのがニューキノロンです。その

くとも全身投与薬については体内動態が類似し

構造活性相関については，松本純一氏の「ニュー

ていないとその種の効果は期待できません。例

キノロンの構造と薬理」（診断と治療74：1316，

えば肺炎の時にニューキノロンとアミノ糖を併

1986）に詳しく書かれています。組織浸透性が良

用しても，両薬物の肺組織での分布形態も消失

いばかりでなく，ニューキノロンは細菌，特にグ

速度も違いすぎて併用効果は期待できないで

ラム陰性菌へ容易に侵入します。グラム陰性菌に

しょう。しかし尿路感染のような場合は投与計

もニューキノロンを好んで取り込む性格があるか

画を工夫することによって膀胱での両薬物の濃

もしれません。大腸菌でも緑膿菌の場合でも取り

度を調整できますから，併用の効果を期待でき

込みがはじまって数分以内に菌体内薬物濃度はプ

るように思います。

ラトーに達します。

逆にニューキノロンと併用してはいけない一

いままでいわれている副作用は，関節障害と

般薬や抗菌薬がいくつかあります。殺菌効果を

フッ素が関係する光過敏症です。関節障害は

持つ抗菌製剤と静菌効果しかない抗菌剤を組み

ニューキノロンが金属イオン（Ａl，Ｍgなど）と

合わせても有用な効果は現れない，というのが

キレート結合し，関節軟骨表面に沈着し関節の変

定説です。例えばサルファ剤は細菌の増殖を抑

形を起す作用機序がいわれています。このため小

制します。ニューキノロンは分裂・増殖してい

児科医はニューキノロンをかなり慎重に使用して

る細菌を殺すので，一緒にやっても効果は出ま

きたようですが，英国での過去３年間の調査で人

せん。またキノロンには金属イオンと結合する

では関節障害の発生は余り考慮にいれなくても良

性格があるので，制酸剤（アルミニウムやマグ

いのではないか，ということになったようです。

ネシウムを含む）との併用は経口吸収が阻害さ

しかし幼犬ではかなりの頻度で関節障害が発生す

れます。テオフィリンやＮＳＡＩＤ抗炎症薬と併

ることが実験的に証明されています。しかしオー

用すると重度の痙攣を起す場合がある，と報告さ

ルドキノロンと比べると，ニューキノロンでは発

れています。これは併用によってニューキノロン

生率はかなり低いというデータもあります。さら

の脳内ＧＡＢＡ受容体への親和性が高まるためと

なる誘導体の開発によって副作用軽減も夢ではな

説明されています。

いように思えます。

３.分布容と組織浸透性

いくつかの抗菌製剤とキノロンとの併用が抗

１）pＫaと分配係数

菌活性を増加させるといわれています。例えば

抗菌製剤の薬効の鍵を

アンピシリン，リファンピシン，ＣＯＵＭＥＲ‑

握っている一つの要因が組織浸透性です。組織

ＭＹＣＩＮ，ポリミキシンやコリスチン，アミ

浸透性が良い薬物① 分子量が大きすぎない，②

ノ配糖体系抗生物質との併用などです。しかし

生体内で非解離部分が多い，
③分配係数（油に

これらは試験管内での抗菌効果の増強で，生体

溶け易さの指標）が適度に大きい，の３つの要

内でも同じように効果の増強が期待できるかは

因を満足しています。薬のサイズ（分子量）が

適応症によって異なるでしょう。つまり作用部

大きすぎると，当然ながら動きが鈍くなり組織

位に一緒にあるから増強効果が出るので，少な

浸透性は落ちます。薬は分子量500以上のものが
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表１

抗菌製剤のp Ｋa ・分配係数と組織浸透性

表２

抗菌製剤の分布容と組織浸透性・抗菌スペクトル（牛）

ほとんどです。大きな薬の代表はマクロライド

いうパラメータで表します。生体環境はだいた

で，マクロライドは分配係数も適度に大きいし

いpＨ７ですから，このpＫaが７に近い値だと非

pＫaも７に近いのですが，経口吸収が不安定で注

解離部分の割合が大きくなります。生体は細胞

射すると痛い欠点があります。これには分子量が

膜によって幾重にも仕切られていますが，組織

大きいため消化管からの吸収が難しいこと，注射

を浸透するということはこの細胞膜を通過する

剤形化のためにいろいろな溶媒を使っていること

ことです。生体膜はコリンと脂質でできていま

と関係していると思われます。

すが，このコリンは親水性の物質です。要する

薬物は弱電解質ですから解離・非解離が一定

に細胞膜を通過するためには親水性でしかも親

の比率で平衡状態を保っていますが，この比率

油性でなければならない。そのためには薬物は

は周囲のp Ｈによって変わります。解離・非解

非解離の状態でなければなりません。解離の状

離の比率が50％になるような環境pＨ値をpＫaと

態だと薬物分子の周りに水分子が取り囲んで生
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体膜内の脂肪酸・グリセリン部分を通過できま

0.2

せん。

：組織間質液に分布。（組織浸透性
の悪い薬）

それでは非解離の状態ならどんな薬でも同じ速

0.5

：一部細胞内に分布。（組織浸透性

度で細胞膜を通過するか，というとそうではなく

も比較的良く経口投与しても吸収

て，非解離部分の脂溶性が問題になります。脂溶

される）

性が高い（分配係数が大きい）と通過が早く，脂

1.0＜

：細胞内分布も可能，または薬が体

5.0＜

：細胞内にも分布し，体の特定の部

溶性が低いと通過が遅い。つまり分配係数の大小

の一部に局在。

で通過速度が決まります。以上の様な理由で薬を
開発する時に組織浸透性の良い薬を開発しようと

位に高濃度に局在。

するなら，pＫaが７に近く分配係数が適度に大き

以上のような理由で分布容は薬物の組織浸透性

いように化学的にデザインします。表１にいろい

の指標として，獣医師や医師のように薬を使う側

ろな薬物のpＫaと分配係数と組織浸透性の関係を

の立場にとって有用なパラメータになります。ま

まとめました。

た組織浸透性が良いと言うことは，燐脂質ででき

２）分布容

分布容は薬物動態学のパラメー

た細菌の細胞外膜を通過し易いということで，グ

タで体内に入った薬が体のどの範囲まで分布す

ラム陰性菌への攻撃力が強いということになりま

るかを表す指標として使われます。例えばもし

す。表２にいろいろな抗菌製剤の分布容と組織浸

薬が循環系にしか分布しなければ（そんな薬は

透性を列記しましたが，表１のpＫa・分配係数と

ありませんが），循環系の体での容積比はだい

組織浸透性の関係を比べるとかなりよく一致する

たい５％ですから分布容は0.05ç/kg（５％）と

ことが分かります。

なります。もし細胞外液に薬が一様に分布する

分布容が大きくて殺菌的な作用のある抗菌製剤

なら，分布容は0.2ç/kgとなります。病気の原因

は今のところニューキノロンだけだ，ということ

はほとんどが細胞膜表面での異常です。細菌増

も表２から理解いただけるかと思います。しかも

殖も多くの場合細胞表面で起ります。従って薬

扱いにくいグラム陰性菌に対して殺菌効果を発揮

は細胞外液に分布しなければならないことにな

するので，グラム陰性菌による尿路感染症などに

ります。ということは分布容は少なくとも

はきわめて適した薬になるわけです。またセフェ

0.2ç/kgを越えていなければならない。また細

ム系はペニシリン系より切れ味が鈍いようだとい

胞内にまで分布してほしい薬とか，厚いバリア

う事を開業の先生から聴きましたが，表２のセ

に覆われた血液脳関門を通過してほしい中枢薬

ファロチンとベンジルペニシリンの分布容の違い

のような場合はもっと大きな分布容を要求され

はこの話と一致します。

ます。分布容値が記載されている薬の指示書が

４.おわりに

これから増えると思います。以下に分布容のお
おまかな見方を列記しました。

組織浸透性に優れ，殺菌的に働き，グラム陰

0.05ç/kg：循環系から出ない。（全身投与薬

性菌に有効性が高い薬物を作ろうとして出来た

にはならない）
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のがニューキノロンといえます。従来の抗生物
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質の発見とはちょっと違う。ニューキノロンの

交差耐性は既に発表されています。おそらくは

場合は発見と言うよりは自然科学の知識と技術

ニューキノロン同士の交差耐性もあるのでしょ

の粋を集めた発明といったほうが適当でしょ

う。ということは例えば「シプロフロキサシン

う。どのような物理化学的な性格だったら薬物

を使っていて耐性が出たから，ノルフロキサシ

の組織浸透性が良くなるか，どのような化学構

ンに代えよう」という具合にはいかないと思い

造だったら抗菌スペクトルが広がるか，殺菌作

ます。この抗菌製剤と耐性菌の問題は永遠の課

用が強まるかなどなど。

題であろうし，薬物の適正な使用という獣医師

耐性菌の問題はニューキノロンでもやはり重

の先生方の医療努力に頼るしかないように思い

要です。オールドキノロンとニューキノロンの

ます。
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