初めての犬・猫用ニューキノロン
『バイトリル』
関口 昇 福本一夫 畠山英樹
日本では，様々な感染症中，ヒトにおける薬効

１.はじめに

評価基準が確立しており，この場合に重要な細菌
近年の抗菌剤の開発において，様々なセフェム

学的検査が比較的容易にできる，尿路感染症を対

系抗菌剤とともに，従来よりあるナリジクス酸等

象疾病として開発が進められ，注射剤は犬・猫用

のキノロン系抗菌剤にフッ素を導入した，ニュー

バイトリル2.5％注射液，錠剤はバイトリル15㎎

キノロンと称される系統の薬剤が特に注目されて

錠及び50㎎錠としてそれぞれ承認を受けるに至っ

いる。ニューキノロンはその強力な抗菌力ととも

た。

に幅広い抗菌スペクトラムを有することから，人

３.外国での使用状況

体用薬として急速に普及し，経口抗菌剤としては
現在セフェム系とならんで重要な位置づけがなさ

バイトリル製剤は1992年12月現在ドイツ，アメ

れている。

リカ合衆国等55カ国で販売されている。ドイツ本

小動物臨床における主要な疾病として，細菌

国では小動物用に2.5％及び５％の注射剤並びに

等による感染症が挙げられ，その治療には従来

15㎎，50㎎及び150㎎の錠剤が承認，販売されて

より様々な抗菌剤，特に，広域な抗菌スペクト

いる。

ラムを有し，かつ，副作用が少ない薬剤として

４.バイトリルの特長

アンピシリン等の半合成ペニシリン及びセフェ
ム系のβ−ラクタム剤が繁用されてきた。しか

（１）抗菌スペクトラムが広く，腸内細菌及び緑

し，近年耐性菌の増加がみとめられ，これらに

膿菌等グラム陰性菌及びブドウ球菌等のグラム陽

代わる新たな広域抗菌剤への要求が高まってき

性菌，並びに抗酸菌，マイコプラズマといった小

ている。

動物臨床における多くの病原細菌に対し，短時間

このような状況下，小動物臨床家にとっても

で殺菌的に作用する。

ニューキノロンは注目されており，犬・猫専用製

（２）細菌細胞のＤＮＡ合成に欠かせない酵素

剤の導入が待たれていた。

ジャイレースに特異的に作用して増殖を阻害す
る。一方，動物細胞のＤＮＡには直接作用できな

２.開発の経緯

いため，動物に対しては非常に安全である。

バイトリルの有効成分エンロフロキサシンは

（３）プラスミドによる耐性伝播が認められてい

1979年にドイツ・バイエル社にて合成され，世界

ないため，他系抗菌剤に比べ耐性が生じにくい。

に先駆けて動物専用のニューキノロンとして開発

また，主要な耐性獲得機序はＤＮＡジャイレース

が進められた。日本では鶏，牛及び豚用の経口剤

の突然変異であり，他系抗菌剤の耐性機序と全く

並びに注射剤が既に承認，販売されているが，諸

異なる。そのため，ペニシリン系・セフェム系，

外国においては犬及ぴ猫用の注射剤並びに錠剤も

アミノグリコシド系，テトラサイクリン系，ＳＴ

市販されその優れた抗菌活性と体内動態により

合剤等の単剤及び多剤耐性菌に対しても強い抗菌

様々な診療領域における感染症に応用され高い評

力を発揮する。

価を受けている。

（４）経口吸収が良好で，皮下投与とほぼ同等の
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血中濃度が得られるため，錠剤，注射剤いずれの

５．有効成分の物理化学的性質

投与でも同様の効果が期待できる。また，優れた
組織移行性を示し，特に主要排泄経路である尿中

●一般名：エンロフロキサシン（enrofloxacin）

には高濃度に分布する。

●略

（５）犬及び猫の単純性尿路感染症はもとより，

●化学名：１−シクロプロピル−７−（４−エチ

多剤耐性菌による難治性，複雑性の尿路感染症に

ル−１−ピペラジニル）−６−フルオ

語：ＥＲＦＸ

も優れた効果を示す。

ロ−１，４−ジヒドロ−４−オキソ−

（６）犬・猫用バイトリル2.5％注射液は水性，低

３−キノリンカルホン酸
●構造式：

刺激性で注射時の疼痛はほとんど認められない。
（７）バイトリル15㎎錠は小型犬および猫への投
与に，バイトリル50mg錠は割線入りで犬への投与
に適した分割投与可能な小型の錠剤である。
（８）注射剤を初回投与に用い，その後錠剤の投
与を継続する等，注射剤と錠剤の組み合わせ投与

●分子式：Ｃ19Ｈ22ＦＮ３Ｏ３

が可能である。

●分子量：359.40

６．成分・分量／効能・効果／用法・用量
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初めての犬・猫用ニューキノロン『バイトリル』

７．体内動態
（１）犬における体内動態

（２）猫における体内動態

５㎎/kgを皮下及び経口投与後の血中濃度は投

５㎎/kgの皮下及び経口投与後の血中動態は同

与１時間後以降同様に推移した（図１）。また，

様に推移した（図３）。また，薬物動態学的パラ

薬物動態学的パラメータは表１に示すとおりで，

メータは表２に示すとおりで，皮下投与と経口投

皮下投与と経口投与の間に明らかな差は認められ

与の間に明らかな差は認められなかった。

なかった。

経口投与２時間後には各組織に高濃度に分布

経口投与１時間後には各組織に高濃度に分布

し，投与12時間後まで多くの臓器，体液中で血清

し，投与１及び８時間後とも多くの臓器，体液中

中を上回る濃度が得られた。また，主として尿中

で血清中を上回る濃度が得られた。また，主とし

及び胆汁中に高濃度に排泄されることが確認され

て尿中及び胆汁中に高濃度に排泄されることが確

た（図４）。

認され（図２），平均尿中濃度は投与24時間後に

（ドイツ・バイエル社，アメリカ合衆国・モー

おいても19.2μg/ãであった。

ベイ社）

血中の主要代謝産物としてシプロフロキサシン
が確認された。
（ドイツ・バイエル社，スイス・チューリヒ大学）

（皮下n ＝６，経口n ＝４）
図１．犬に５m g / k g 単回投与後の血中濃度の推移

（n ＝３）
図３．猫に５m g / k g 単回投与後の血中濃度の推移
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表１．犬に５m g / k g 単回投与後の薬物動態学的
パラメータ

表２．猫に５m g / k g 単回投与後の薬物動態学的
パラメータ

図２．犬に５m g / k g 単回経口投与後の血中及び組
織中濃度

図４．猫に2 . 5 m g / k g 単回経口投与後の血中及び組
織中濃度
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（３）猫に対する安全性

８．安全性

犬・猫用バイトリル2.5％注射液は皮下投与に
（１）急性毒性

より６カ月齢の猫に，バイトリル15mg錠は経口投
与により８カ月齢の猫に，いずれもエンロフロキ
サシンとして５，15，30㎎/kg，１日１回10日間
連続投与した。その結果，30mg/kgでは，皮下投
与により食欲低下，嘔吐，流涎等がみられたが，
いずれの投与とも関節病変は認められなかった。
また，経口投与では雄で５㎎/kg，雌で15㎎/kg以
上で空腹時の上部消化管に対する直接刺激と思わ
れる嘔吐が，15mg/kg以上で薬剤の苦みによる軽

（２）犬に対する安全性

度の口腔刺激とそれに対する条件反射と考えられ

犬・猫用バイトリル2.5％注射液は皮下投与に

る流涎がみられた。皮下投与では注射部位の剖検

より11〜13カ月齢の犬に，バイトリル50㎎錠は経

所見も含め，15mg/kgまでの用量では問題となる

口投与により10〜11カ月齢の犬に，いずれもエン

所見は得られなかった。

ロフロキサシンとして５，15，50㎎/kg，１日１

（畜産生物科学安全研究所）

回1 0 日間連続投与した。その結果，5 0 ㎎/ k g で

９．製剤の安定性

は，皮下投与により食欲低下，嘔吐，沈欝等が，
経口投与により食欲低下，流涎がみられたが，い

注射剤及び錠剤とも，室温長期保存（錠剤は27

ずれの投与とも関節病変は認められなかった。ま

箇月・継続中）のみならず，温度，湿度，光及び

た，経口投与では雄で５㎎/kg，雌で15㎎/kg以上

それらの組み合わせによる苛酷条件下保存におい

でときに空腹時の上部消化管に対する直接刺激と

て，安定な製剤であることを確認した。

思われる嘔吐が散見された。皮下投与では注射部

（バイエル株式会社）

位の剖検所見も含め，15mg/kgまでの用量では問

10．効

力

題となる所見は得られなかった。
（１）犬及び猫の尿路感染症由来各種細菌野外分

３〜４カ月齢の犬を用いた14日間連続経口投与

離株に対する効菌力

において，15㎎/kgは関節及び腎に対し無作用量
であり，30㎎/kgは関節毒性発現境界量であるこ

臨床試験で分離された犬及び猫の尿路感染症由

とが確認された。

来のブドウ球菌属，レンサ球菌属，腸球菌属，大

雌犬を用いた繁殖能に対する試験において，

腸菌，クレブシエラ属，エンテロバクター属，プ

1 5 ㎎/ k g までの用量で異常は認められなかっ

ロテウス属，シュードモナス属，キサントモナ

た。

ス・マルトフィリア，アシネトバクター・カルコ

（畜産生物科学安全研究所，ドイツ・バイエル

アセティクス及びその他の細菌に対しエンロフロ

社，アメリカ合衆国・Theraco社）

キサシンは高い抗菌活性を示した（表３）。
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表３．犬及び猫の尿路感染症由来細菌に対するエンロフロキサシンの抗菌力

また，グラム陽性菌，腸内細菌並びにシュード
モナス属等のブドウ糖非発酵菌のいずれの細菌種
に対しても，エンロフロキサシンはシプロフロキ
サシンとともに最も優れた抗菌力を示した。他系
抗菌剤並びにいわゆるオールドキノロンに対し多
くの菌株が耐性を示したが，エンロフロキサシン
はこれら単剤あるいは多剤耐性株に対しても高い
抗菌活性を維持していた（図５〜７）。
（東京大学，日本大学，日本獣医畜産大学，鳥取

図５．グラム陽性菌に対するエンロフロキサシン
及びその他の薬剤の抗菌活性

県動物臨床医学研究所）
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11．臨

床

動物病院に来院した尿路感染症罹患犬及び猫を
対象として臨床試験を行った。症例は尿路の基礎
疾患の有無により，単純性及び複雑性感染症に分
けて検討した。臨床所見，尿性状並びに尿の細菌
学的検査の各結果を指標として治療効果を評価し
た。症例の内訳は犬，猫とも単純性感染症が約40
％，複雑性感染症が約60％であった（図８）。ま
た，起因菌は犬，猫ともグラム陰性菌が約70％を
占めたが，その種類には多少の相違がみられた

図６．腸内細菌に対するエンロフロキサシン及びそ
の他の薬剤の抗菌活性

（図９）。

図８．犬，猫別の尿路感染症の内訳
図７．ブドウ糖非発酵菌に対するエンロフロキサシ
ン及びその他の薬剤の抗菌活性

（２）犬及び猫の尿路感染症に対する効果
大腸菌実験感染犬と野外自然感染犬及び猫を用
いた効果試験の結果，臨床症状の改善，尿中細菌
の消失などに優れた効果を示し，犬及び猫の尿路
感染症に対するバイトリル製剤の推奨用量は，皮
下及び経口投与とも，エンロフロキサシンとして
５㎎/kg/日の１日１回あるいは２回の分割で５〜
10日間連続投与であると結論された。（ドイツ・
図９．犬，猫別の尿路感染症起因菌

バイエル社）
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（１）犬の尿路感染症に対する臨床成績

（２）猫の尿路感染症に対する臨床成績

注射剤はエンロフロキサシンとして2.5〜10mg/

注射剤はエンロフロキサシンとして2.5〜10mg/

kgの２〜10日間皮下投与，錠剤は2.5〜10.9㎎/kg

kgの３〜10日間皮下投与，錠剤は2.8〜12.2mg/kg

の３〜14日間経口投与した結果，有効率はいずれ

の3〜15日間経口投与した結果，有効率はいずれ

の用量においても，注射剤が98％以上，錠剤が93

の用量においても，注射剤が90％以上，錠剤が87

％以上で，注射剤の５㎎ /kg投与による効果並び

％以上で，注射剤の５㎎ /kg投与による効果並び

に錠剤の2.5及び５㎎/kg投与による効果は，対照

に錠剤の各用量投与による効果は対照としたＳＴ

としたＳＴ合剤投与の効果に比較していずれも有

合剤投与の効果に比較していずれも有意に優れて

意に優れていた（図10）。

いた（図12）。

また，５㎎/kg投与の臨床効果，膿尿及び細菌

また，５㎎/kg投与の臨床効果，膿尿及び細菌

尿に対する効果を単純性及び複雑性感染症例並び

尿に対する効果を単純性及び複雑性感染症例並び

に他剤無効症例で比較すると，膿尿に対する効果

に他剤無効症例で比較すると，いずれの症例に対

を除き，いずれの症例に対しても同等の効果が得

しても同等の効果が得られた（図13）。

られた（図11）。

投与に直接起因すると考えられる副作用は，注

投与に直接起因すると考えられる副作用は，注

射剤は主に軽度の投与局所の異常で3.6％に認め

射剤は主に軽度の投与局所の異常で3.6％に認め

られ，錠剤は軽度の消化器系の異常で2.9％に認

られ，錠剤は軽度の消化器系の異常で8.7％に認

められた。

められた。

（東京大学，日本大学，日本獣医畜産大学，鳥

（東京大学，日本大学，日本獣医畜産大学，鳥

取県動物臨床医学研究所）

取県動物臨床医学研究所）

図1 0 ．犬の尿路感染症に対する効果
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図1 2 ．猫の尿路感染症に対する効果
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図11

症例別にみた犬の尿路感染症に対する５mg/kg
投与による臨床効果ならびに細菌尿・膿尿に
対する効果

図1 3
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症例別にみた猫の尿路感染症に対する５mg/kg
投与による臨床効果ならびに細菌尿・膿尿に
対する効果

イヌとネコの細菌感染症
望月雅美

（尿による？）接触伝播もあるらしい。イヌは

はじめに

感染すると必ず発症するわけではないが，急性
最近の小動物臨床の隆盛は著しく，すでに昔

（発熱，食欲欠乏，跛行，リンパ節腫脹，疼

の面影を探すのは難しい。最新医療器具や遺伝

痛，皮膚紅斑など）または慢性（跛行，関節

子組換え技術による検査薬，専用治療薬，ワク

炎）経過をとる。ＩＦＡやＥＬＩＳＡによる血

チンが使われるようになってきており，獣医学

清抗体検査は病歴や臨床所見とともに診断に用

進歩の大きな原動力となっている。もちろん，

いられる。血液，尿，脳脊髄液，あるいは関節

開業の先生方も大変に勉強熱心であることは言

液からの菌培養と，モノクローナル抗体による

うまでもない。これまで，小動物の感染症とい

同定は確定診断法であるが，容易ではない。ネ

えばウイルス病が第一で，それらの予防ワクチ

コの本症は不明確で，抗体保有率も極めて低

ンや蛋白製剤などが最大の関心事であった。今

い。きれい好きな性格（グルーミング習慣）か

でもそれにはたいして変わりはないと思われ

ら付着したダニをすぐに取ってしまうためなの

る。一方細菌は，健康な動物に対して病原性を

か，あるいは鹿のように自然抵抗性を具備して

示すことは少なく，なんらかの理由で，例え

いるのか，実験的研究が必要である。

ば，ネコ白血病ウイルス（ＦeＬＶ）感染による

（２）レプトスピラ症

免疫不全のために宿主防御メカニズムが崩され

亜熱帯気候地域を中心に流行している哺乳類の

たりすると，体内での細菌増殖やそれに伴う毒

主要伝染病で，感染動物（特に野生齧歯類）の尿

素が原因で病気になりやすくなる。しかし，ウ

中に排菌されたレプトスピラに汚染された淡水が

イルス病と異なり，抗菌製剤などで多くは治療

主感染源である。数ある血清型のなかで，イヌか

が可能なため，特定の感染症を除けば，感受性

らはL.canicolaとL.icterohaemorrhagiaeが最も

試験以上の検査を求めることは少ない。表１に

高頻度に分離され，かつ病原性も強い。疫学調査

はイヌとネコの細菌感染症（マイコプラズマ，

では５％〜40％が抗体を保有するが，発病率は

リケッチア，クラミジアを原因とするものも包

低い。ネコは偶発宿主で，不顕性か，発病して

含）の一覧を示し，その中でも日常臨床で遭遇

も軽症である。粘膜や皮膚の傷口から感染する

する可能性のある疾病について概説する。

ことが多く，脈管に侵入し（レプトスピラ血
症），腎や肝などに感染が広まる。長期間，尿

主要な感染症

中に排菌（レプトスピラ尿症）するようにな

（１）ボレリア症（ライム病）

り，新たな感染源となる。甚急性〜亜急性感染

ライム病（ヒト）はB.burgdorferi感染症で，

では腎不全や肝機能障害により斃死することが

遊走性慢性紅斑，関節炎，神経障害など筋骨格

あるが，大部分は抗体産生により，慢性ないし

系，心臓系，神経系の広範な障害を特徴とする

無症状で経過する。腎，眼，生殖器などの局所

症候群で，類似感染症がイヌで増加傾向にあ

感染も認められる。診断は，急性期は血液の，

る。このスピロヘータは主に野外において節足

その後は尿の菌培養がよい。顕微鏡凝集試験な

動物（マダニ）の刺咬により伝播し，イヌでは

どの血清試験法は診断補助となる。死菌ワクチ

鹿児島大学農学部獣医学科家畜微生物学講座
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ンが市販されており，抗体は発症阻止や病状軽

B.canisの感染による犬科動物の生殖器系感染

減に有効である。高危険群のイヌは半年毎の予

症である。交配や，菌に汚染した生殖器分泌

防接種が望ましい。

物，あるいは流産胎児との接触により感染す

（３）カンピロバクター症

る。ネコは本菌に比較的抵抗性であるが，実験

C.jejuni に汚染した生の鶏肉などの摂食や感

的には感染し，一時的な菌血症を呈する。ヒト

染齧歯類の捕食，排菌性キャリアーとの接触な

もイヌから感染を受けることがある。イヌはま

どで感染する。しかし，ヒトの場合と異なり，

た，汚染した胎児や胎盤を摂食することで

イヌやネコをはじめ，感染動物の多くは無症候

B.abortusにも自然感染するが，疫学上の重要性

性である。放し飼いの個体に発病例が多く，加

は低い。長期間の菌血症を起こし，雌イヌでは

齢動物は軽微（慢性または間欠性の下痢）で，

妊娠後期に多い流産，雄イヌでは精巣上体炎な

若齢動物は重症（水様性下痢，食欲欠乏，嘔

どによる繁殖不能が主で，リンパ節疾患やブド

吐，発熱）の傾向を示す。診断は糞便中の菌を

ウ膜炎などの眼疾患も認められる。確定診断は

鏡検，培養，ＰＣＲ法などで証明する。たとえ

血液培養による菌の証明にて行う。急速スライ

糞便中に菌が証明されたとしても多くの場合は

ド凝集試験による血清診断はスクリーニングに

治療を必要としない。下痢が激しく，脱水顕著

適している。感染初期の抗生物質治療の成功率

であれば看護と補液療法が必要で，長期の下痢

は高いが，陽性犬の「摘発・淘汰」方式による

や発熱には抗生物質が指示される。不衛生な環

浄化が望ましい。獣医師は注意を要する。

境での幼若齢動物の密飼いは，本病に限らず，

（６）腸内細菌感染
イヌやネコの腸内細菌感染症には，サルモネ

万病の素である。
（４）ボルデテラ症

ラ症，エルシニア症，ペスト，仮性結核，細菌

B.bronchisepticaはヒトや多くの動物種の気

性赤痢がある。サルモネラ症はサルモネラ種細

道正常細菌叢の一部であるが，動物では病因子

菌に汚染した水や食物，あるいは器具を介して

となることが多い。多くの場合，呼吸器ウイル

感染する。胃腸炎，菌血症，内毒素血症を特徴

ス感染により気道粘膜が破壊されたために，あ

とし，膿瘍，眼炎，妊娠獣では流産の原因とな

るいは各種ストレスが誘因となって抵抗性が減

る。臨床的に健康または入院中のイヌの保菌率

弱し，菌の定着が亢進し，発病するものと考え

（糞便）は１〜36％，健康なネコでは０〜14％

られている。イヌでは気管支炎と慢性乾咳を病

であったことが報告されている。

の病原体の一つであ

Y.enterocoliticaを原因とする下痢症が発生

り，呼吸器病原体として単独でも動いている場

することがある。ヒト感染例とは異なり全身症

合がある。ネコでは本菌が肺炎や鼻気管炎を起

状を示すこともなく，あまり問題とはならない

こすことが知られている。イヌ用に弱毒生菌や

し，ヒトの感染源としての重要性も指摘されて

死菌ワクチンが開発され，ネコにも応用されて

いない。

徴とする

kennel cough

Y.pestis を原因とするペストはヒトでは重要

いるらしいが，効果のほどは不明である。
（５）イヌブルセラ症
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稀で，たとえ感染しても軽症で経過，治癒す

特に虫歯の多い）人は要注意である。

る。しかし，ネコは感受性が強く，主に感染ノ

（８）ネコの膿瘍

ミの刺咬により発症・死亡する危険が高い。病

三味線に用いられるほど丈夫で弾性の皮

型としては腺ペストが多い。肺ペストは安楽死

（膚）のため，ネコは外傷性膿瘍を形成しやす

させる。イヌやネコのノミはベクターにはなり

い。特に雄ネコ間の闘争は，鋭利な歯による深

にくいが，ネコが関係したヒトの感染例も多い

い刺し傷がすぐに塞がれ，皮下織には滲出液が

ので，ペスト流行地のネコは公衆衛生上，要注

貯溜する。多くは口腔内常在細菌を原因とする

意である。

が，好気性菌（Pasteurella，Actinomyces，

Shigella 属細菌による赤痢は霊長類の感染症

Nocardia，Rhodococcus など）よりも嫌気性菌

で，ヒト糞便内の本菌で汚染された水や食物を

（Bacteroides，Fusobacterium，Peptostreptococcus

介してイヌが自然感染したことはあるが，ネコ

など）がより頻繁に関与している。

の報告はない。

（９）嫌気性細菌感染症

（７）パスツレラ症

上記の嫌気性菌に加え，Clostridium，あるいは

パスツレラ種細菌は上部気道や口腔内の常在

通性嫌気性菌のEscherichiaやPasteurellaが混合

細菌で， P . m u l t o c i d a s u b s p . m u l t o c i d a と

感染する。口・咽頭部（膿瘍，潰瘍性歯肉炎），

subsp.septicaが健康なネコから，P.canisが健

皮膚，気道（肺膿瘍，膿胸），腹腔（肝膿瘍，腹

康なイヌやネコから高率に検出されている。し

膜炎，腸管穿孔），生殖器（子宮蓄膿症），ＣＮ

かし，歯石や歯肉炎の動物からの分離率はより

Ｓ（脳膿瘍，硬膜下蓄膿），筋組織（クロストリ

高い傾向がある。本菌は体深部に侵入したり，

ジウム性筋膜炎，筋壊死），骨組織（慢性骨髄

宿主の防御機構が減弱すると病原性を発揮する

炎）が冒される。本感染症原因菌の多くは内在性

と考えられる。動物間の咬傷や創傷口を舐める

で，臨床上の重要性が高まってきている。

ことで，組織内に侵入する。多くは膿瘍部が腫

（10）レンサ球菌感染症

れる程度で，全身症状を呈することは少なく，

本菌は本来化膿菌で，広範な感染症を起こす

開放されていればほとんど問題がない。しか

が，一方，多くは気道や消化器道の正常細菌叢

し，肺炎や膿瘍が膿胸などに進行することもあ

となっている。β−溶血性菌の方が病原性が強

るので，深部病巣には外科的排膿や抗生物質が

い傾向があり，Lancefield分類のＡ，Ｂ，Ｃ，

指示される。一般にネコ分離株の方がイヌ分離

Ｅ，Ｇ，Ｌ，Ｍ群はβ−溶血性で，ネコではＢ

株より病原性が強いと言われている。パスツレ

群とＧ群，イヌではＢ群，Ｃ群，Ｇ群およびＬ

ラ症はネコやイヌを原因とする人獣共通感染症

群の菌が病気（敗血症，肺炎，腹膜炎，腎炎，

のなかで最も頻度の高いもの一つで，咬傷（ネコ

咽頭炎，関節炎，膿瘍，皮膚炎，乳腺炎，繁殖

では足をよく舐めるためにひっかき傷も）による

障害など）に関連していることが多い。

局所感染と，肺炎，静脈洞炎，膿胸，産褥性敗血

（11）ブドウ球菌感染症

症あるいは脳膿瘍などの全身感染がある。イヌや

動物の化膿病巣から最も高率に検出される細

ネコと日常的にキスをする習慣のある（なかでも

菌がコアグラーゼ産生性ブドウ球菌（S.aureus
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やS.intermedius）で，ブドウ球菌属の大部分を占

ス，あるいはイヌジステンパーウイルス）や全

めるコアグラーゼ陰性菌は原則的には非病原性の

身性抗菌療法などが原因で易感染性状態（例え

日和見病原体である。2 0 種以上のブドウ球菌の

ば，免疫抵抗性減弱状態，正常細菌叢の混乱や

内，ネコやイヌからは約1 2 菌種が検出されてい

粘膜防御線の崩壊）の宿主に，吸入や摂食で入

る。ネコでは S . f e l i s ，S . a u r e u s あるいは

り込んで増殖し，化膿性や化膿性肉芽腫性病変

S.intermedius が，イヌではS.intermedius や

（歯肉炎，皮下織の膿瘍・瘻管形成，膿胸，骨

S.xylosusが，外耳炎，膿皮症，尿路疾患，鼻炎，

髄炎など）を起こす。放線菌症とノカルジア症

結膜炎，創傷感染などから頻繁に分離される。

は臨床的にもよく類似しているが（さらに，真

（12）クロストリジウム病

菌感染症や結核との類症鑑別も必要），ノカル

本菌属は土壌中や腸内にひろく存在してい

ジア症の方がリンパ節や全身性感染を起こしや

る。そのうちの９菌種が菌体外毒素を産生する

すい。また膿汁中の菌塊（sulphur granule：菌

病原体としてよく知られている。イヌやネコは

体と死細胞の塊）はActinomyces属に較べずっと

これらの毒素に対して比較的抵抗性である（破

小さいか，認められないことが多い。診断は臨

傷風毒素に対する感受性は，イヌは馬の１/

床経過，一般検査所見，Ｘ線検査，膿汁や生検

600，ネコは１/7,200といわれる）。C.tetani芽

材料の細胞診と直接鏡検，菌培養（Actinomyces

胞の創傷感染と引き続く神経毒に原因する破傷

属などの嫌気性菌を疑う場合は採材から専門家

風，腐敗斃死体や食品中にC.botulinumによって

に相談した方が良い）にて行う。

産生された神経毒を摂取することによるボツリ

（14）マイコバクテリウム感染症

ヌス中毒症，C.perfringensやC.difficile の腸

本菌属は広く土壌や水などの環境に存在する

内異常増殖や創傷感染により産生される毒素に

細菌群で，ネコとイヌの感染症には，結核・癩

起因するクロストリジウム腸炎やガス壊疽があ

病（ネコ），非定型/ 雑菌性抗酸菌感染症があ

る。破傷風がイヌとネコに，ボツリヌス中毒症

る。いずれも公衆衛生上，要注意である。結核

は腐肉を食べる習性があるイヌに時折発生する

はヒト結核菌（M.tuberculosis ）あるいは牛結

程度で，他は稀である。全身性骨髄炎のネコか

核菌（M.bovis）を原因とする場合がほとんどで

らC.novyiが，卵巣子宮摘出術24時間後に起きた

ある。ネコでは96％以上が牛結核菌感染で，し

壊疽性筋炎のネコからC.chauvoei とC.septicum

かも，本菌に対する感受性が強い。汚染した牛

が検出され，イヌの胃拡張・捻転症候群にも本

乳，乳製品，肉から感染し，主に消化器型を呈

菌属の関与が疑われている。

する。イヌは両細菌種に等しく感受性を示す

（13）放線菌症とノカルジア症

が，ヒト結核菌を原因とする場合が多く，主に

いずれもグラム陽性無芽胞性桿菌のActinomyces

呼吸器型を呈する。これらの動物種におけるヒ

属（呼吸器や生殖器正常細菌叢の構成菌）と

ト結核菌感染は逆の人獣共通伝染病例で，動物

N o c a r d i a 属（土壌腐生菌）細菌の感染症であ

が感染源であったという報告はこれまでない。

る。粘膜や皮膚の創傷部から侵入した場合と，

いずれも牛結核症例の根絶や牛乳の低温殺菌法

ウイルス感染（Ｆe ＬＶやネコ免疫不全ウイル

が導入されて以来，激減している。ヒトと同様
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の治療法が考えられるが，開始するか否かを含

はない。しかし，呼吸器病，泌尿・生殖器病，

めて慎重な対応が望まれる。

結膜炎，関節炎などで有意に検出されることも

ネコの癩病は主に寒冷地で発生しており，鼠

多く，慢性あるいは一過性に（特にウイルスや

癩菌（M.lepraemurium ）の感染によるが，ヒト

他の細菌感染症に随伴して）病変を憎悪させて

癩病（M.leprae ）によるという説も否定できな

いる可能性が強い。免疫不全状態の動物ではよ

い。感染経路は不明であるが，齧歯類が一番疑

り厳重な管理が必要であろう。

われている。病型は頭部や四肢に（無痛性，非

（17）ヘモバルトネラ症

掻痒性の）潰瘍性結節が形成されることが多い

ヘモバルトネラ症（ネコではネコ伝染性貧血

慢性皮膚感染症である。他には異常を示すこと

とも呼ぶ）は偏性細胞寄生性（細胞内で二分裂

はなく，健康そのものであるが，時に局所リン

によって増殖）リケッチアのH.felis（ネコ）と

パ節の腫脹，全身性に進行することもある。外

H.canis（イヌ）感染による溶血性貧血を主徴と

科的切除が治療法として採用されるが，再発す

する血液媒介性伝染病である。実験的にネコは

ることが多い。イヌにも発生している。

H.canisにも無症状感染する。ノミやダニなどの

非定型/雑菌性抗酸菌感染症は外傷や外科手術

吸血性節足動物が主に伝播していると考えられ

部位から主に M . f o r t u i t u m ，M . c h e l o n e i ，

ている。ネコでは，雄成獣の発症率が高いこと

M.smegmatisなどの「日和見」抗酸菌が侵入し，

（社交的で，闘争しやすく，雌より２〜３倍危

皮下織に慢性化膿性肉芽腫性炎症（膿瘍，瘻管

険），経路は未特定だが発症中の母から（新

形成，潰瘍，結節）を起こす。ネコの症例が多

生）子に，また輸血による医原性伝達も起きて

く，難治性で予後は悪い。

いる。健康なネコにとってH.felisは日和見病原

（15）デルマトフィルス症

体であることが多く，ストレスや他の発症素因

Dermatophilus種細菌は牛，馬，羊などの皮膚

（Ｆe ＬＶ感染など）が臨床症状発現を促進す

常在細菌と考えられており，D.congolensisが病

る。ネコは間欠性リケッチア血症を呈しながら

原性が強い。イヌやネコの本症は数少なく，ネ

重度の貧血に陥いり，加療しないと30％近くが

コでは（化膿性）肉芽腫性が多いが，基本的に

死亡する。ネコの貧血症の約10％は本菌が原因

は滲出性皮膚炎の病状を呈する。イヌでは全身

といわれる。直接クームス試験は最初のリケッ

性外表に，ネコでは舌，リンパ節，膀胱漿膜な

チア血症から１週間位で陽性になり，その後も

どにも発生することがある。感染源として牛な

リケッチアが検出されなくても陽性を示す。赤

どの家畜を示唆する報告が多い。ヒトは動物か

血球の免疫介在性損傷が貧血の主因で，脾，

ら感染することがある。

肝，肺，骨髄内のマクロファージ貧食の結果であ

（16）マイコプラズマ感染症

る。ＦeＬＶ感染症の二次感染として本症が起き

ネコやイヌで同定されているマイコプラズマ

やすく，ＦeＬＶサブグループＣウイルスとの同

（ウレアプラズマも含む）種のほとんどは正常

時感染では貧血が激しくなる。脾は血液内病原体

細菌叢として存在しており，これらの動物種で

の最重要防御線（フィルターの役割）で，イヌで

明らかな急性病原体として認定されているもの

は，脾の機能障害や欠損，他の病原体の混合感染
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などの発症素因が加わると，発症する。血液塗

たため，御不満の向きが居られるかもしれな

抹標本内にリケッチアを検出することによる確

い。優れた書を下に挙げておくので参考にされ

定診断は，数日間，連続して試みる必要があ

るとよい。

る。他の貧血性疾患との類症鑑別は容易でない
が，貧血に対する再生反応が著明である。抗生

１）Pedersen，N.C，（1988）.Feline Infectious Diseases.
Amer.Vet.Pub.Inc.，Goleta，CA 93117.
２）Barlough，J.E. （Ed. ）（1988 ）.Manual of
Small Animal Infectious Diseases. Churchill
Livingstone，New York，NY 10036.（邦訳書：
小西・長谷川 監訳（1990），小動物の感染症マ
ニュアル，文永堂，東京）
３）Greene，C.E.（Ed.）（1990）.Infectious
Diseases of The Dog and Cat，W.B.Saunders，
Philadelphia，PA 19106.

物質によるリケッチアの完全駆逐は難しく，慢
性キャリアーになりやすい。
（18）クラミジア感染症
偏性細胞寄生性で，C.trachoma （ヒト：トラ
コーマ，鼠径リンパ肉芽腫症），C.pneumoniae
（ヒト：肺炎），牛，羊，豚，コアラなどに脳脊
髄炎，関節炎あるいは肋膜肺炎を起こす

C.pecorum，およびC.psittaci（オウム病クラミ
ジア：鳥やヒトの他，イヌやネコなど多くの哺乳
類に感染し，呼吸器病，消化器病などを起こす）
の４種が存在する（ネコ由来株はC.psittaci var

felisと区別されることがある）。クラミジアは
健康なネコやイヌの結膜，消化器や生殖器粘膜細
胞などに住み着いており，両動物種で高い抗体保
有率（〜50％）を示している。イヌでは慢性表在
性角膜炎の原因と疑われているし，ネコではカ
タール性結膜炎や鼻炎の病原体である。（ネコ肺
炎；Feline pneumonitisの病原体とされてきた
が，気道下部で病原性を示すことは滅多になく，
誤称である）。全般的に，病原体としての臨床上
の重要性は低い。ネコ由来のクラミジアがヒトに
結膜炎を起こす危険性がある。

おわりに
紙面の都合から診断法や治療法を解説できな
かったので，表１には代表的な治療用抗生物質
類も簡略に入れておいた。診断法がこれらの動
物で特に異なっているわけではない。本稿では
おざなりの構成でほんのさわりしか述べなかっ
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小動物臨床における確定診断以前の
抗菌剤療法＊
Duncan C.Ferguson＊＊（監訳：安川明男＊＊＊）
Empirical Therapy

とは，確定診断を得る

薬剤の選択肢を絞り込む！

以前の治療を意味する。初診時や，生命に関わる
重症な感染症に対しては，しばしば菌の分離同定

細菌の分離同定成績を見る前に投与薬剤を決定

や感受性試験の結果を得る以前に投薬しなければ

する必要に迫られる場合には，少しでも薬剤の選

ならなくなる。このような状況下では，どのよう

択肢を狭めるために役立つ情報を探すべきであ

な病原体による感染かを，それまでに得られてい

る。たとえば，感染組織材料のグラム染色であ

る情報を基に推測し， 賭 をしなければならな

る。検討すべき各種抗菌剤の基本的特徴は，代

いことになる。以下は，このように菌分離同定成

謝，毒性も含め以下にまとめた。

績を見ずに薬剤を選択しなければならない場合の

＜抗菌剤の分類＞

薬剤選択のガイドラインである。

抗菌剤はその抗菌スペクトラム，作用機序，毒

臨床獣医師は以下の６つの質問に，その順に

性などに従って分類される。
１．抗菌スペクトラムによる分類

従って答えを考えながら，薬剤を選択していくこ
とになる。

１）広域抗菌剤

●どの器官系が関与しているか？

グラム陽性・陰性両菌に効果があり，さらにリ

●急性か慢性か？

ケッチヤや原虫にも効果のあるもの。広域抗菌剤

●その器官に最も存在する可能性の高い病原体

には，クロラムフェニコール，テトラサイクリ

は何か？

ン，セファロスポリン，キノロン，合成ペニシリ

●その病原体に最も効果が高いと思われる抗菌

ンの一部がある。

剤は何か？

２）狭域抗菌剤

●感染部位に必要な薬剤の量は？

主にグラム陽性菌にのみ作用する，たとえば古

●感染部位に必要な薬剤濃度を得るための投与

い世代のペニシリン（ペニシリンＧなど），マク

量および投与経路は？

ロライド（エリスロマイシンなど），リンコサミ

これらの問いに答えながら，臨床獣医師はそれ

ドと，グラム陰性菌にのみ作用するアミノ配糖体

ぞれの抗菌剤について以下のポイントを検討しな

などに分類される。

ければならない。

３）殺菌剤か静菌剤か

●抗菌スペクトラム（作用は殺菌的か静菌的

もう一つ，病原細菌を殺滅することができる

か，グラム陰性菌・陽性菌・嫌気性菌，リ

か（殺菌的）または単に細菌の増殖を抑止する

ケッチヤ，原虫に対する効力はどうか）

か（静菌的）による分類方法が臨床上有用であ

●作用機序

る。薬剤は必ずしもそのいずれかに分類される

●毒性

訳ではないが，その用量により殺菌的になった

●投与の実用性

り，静菌的になったりする傾向を理解すること

●利用率と経済性

も有用である。低濃度では殺菌剤でも増殖を抑

以下には，特にはじめの３つのポイント，投与

制する静菌的効果のみを示したり，高濃度にな

量，投与方法，経済性について，一般論を述べた。

ると静菌剤でも殺菌作用を示すこともある。静

＊ Rational Empirical Antimicrobial Therapy
＊＊ジョージア大学獣医学部（アメリカ合衆国ジョージア州）
出典：An International Symposium on Antimicrobial

Selection，The North American Veterinary
Conference,Orlando，Florida，Jan，19，1994.
＊＊＊西荻動物病院
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菌剤は，同時に投与された殺菌剤の効果を減弱

１つ以上の段階で，リボゾームから蛋白合成への

させることもある。静菌剤または殺菌剤いずれ

転移（transcription）の課程を阻害する。静菌

を選択するかは，宿主の免疫能の問題も関与す

剤としては，テトラサイクリン，クロラムフェニ

る。宿主の免疫能が病原菌を破壊するに十分で

コール，マクロライド（エリスロマイシン），リ

ない場合には，殺菌剤を選択する。免疫抑制

ンコサミド（リンコマイシン，クリンダマイシ

剤，例えばステロイドなどを投与している場合

ン）が，殺菌剤としてはアミノ配糖体（ストレプ

にこのようなことが起こる。静菌剤としては，

トマイシン，ネオマイシン，カナマイシン，ゲン

テトラサイクリン，クロラムフェニコール，マ

タマイシン，アミカシン，トブラマイシン）がこ

クロライド，リンコマイシン，サルファ剤，ニ

のグループに属する。

トロフランなどがある。殺菌剤にはペニシリ

４）核酸合成阻害および代謝拮抗剤

ン，セファロスポリン，アミノ配糖体，キノロ

増殖期にある細胞の分裂の課程を阻害する。静

ン，ポリミキシン，ＳＴ合剤などがある。殺菌

菌剤としてはサルファ剤，グリセオフルビン（抗

剤が有効に作用するためには，菌の増殖期に投

真菌剤），ナリジクス酸，ニトロフランがあり，

与しなければならない。

殺菌剤としてＳＴ合剤，キノロンがある。

２．抗菌作用機序による分類

＜抗菌剤の毒性＞

抗菌剤はその作用機序により，４つに分類され

薬剤の毒性や代謝経路を知り，その欠点や動物

る。

の状態を配慮して使用することも重要である。抗

１）細胞壁合成阻害

菌剤の毒性に関するキーワードは以下のとおりで

ペニシリン，セファロスポリン，バシトラシン

ある。

などの細胞壁合成阻害剤は，一般に殺菌的に作用

●腎毒性−近位尿細管中にある毒素により腎

し，細菌の増殖期に作用する。したがって，これ

障害を起こすもの（アミノ配糖体，ポリミキシ

ら薬剤は静菌剤と併用すると効果が減弱する。耐

ン，テトラサイクリン），また結晶尿の原因と

性は，細菌がβ−ラクタマーゼ（ペニシリナー

なり尿管を閉塞させるもの（サルファ剤など）

ゼ，セファロスポリナーゼ）という酵素を産生す

がある。

ることによって発現する。

●肝障害−実質の破壊（テトラサイクリン，エ

２）細菌細胞膜の破壊

リスロマイシン）。

細胞膜を破壊する薬剤は，一般的に殺菌的に作

●神経毒性−聴器毒性（例えばアミノ配糖体の

用するが，細胞増殖速度には依存しない。した

第８神経障害），神経筋遮断（アミノ配糖体，ポ

がって，静菌剤との併用によって作用が減弱する

リミキシン），けいれん（キノロン）。

ことはない。ポリミキシンＢ，コリスチン，ノボ

●胃腸障害−消化管粘膜の障害（アンピシリ

ビオシン，抗真菌剤であるナイスタチンおよびア

ン，リンコマイシン，クリンダマイシン）。

ムフォテリシンがこのグループに含まれる。

●骨髄毒性−クロラムフェニコールによる再

３）蛋白合成阻害

生不良性貧血がヒトおよび猫で報告されてい

このカテゴリーに分類される薬剤は少なくとも

動薬研究

1994．12．№50

る。犬における骨髄抑制は用量および時間依存
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小動物臨床における確定診断以前の抗菌剤療法

性で，可逆的である。トリメトプリムの長期投与

性シュードモナスに対してはチカルシリンまたは

による可逆的貧血が犬で報告されている。

セファロスポリンとアミカシン）。

●関節障害−関節のびらん性炎症（成長期の子

これら病原体に対する

犬−キノロン）。

empiric

治療には，

キノロンまたはアミノ配糖体の単独，もしくはア

●その他の毒性−薬物代謝阻害（クロラムフェ

ミノ配糖体と相乗効果を期待できる広域抗菌剤と

ニコールとテトラサイクリン）は薬物代謝酵素の

の併用がよい。アミノ配糖体とペニシリンもしく

活性を阻害し，他の薬物のクリアランスを遅延さ

はセファロスポリンを併用する際はそれぞれ別に

せる。

静脈内に投与する。菌血症に関するある報告で
は，分離菌の90％以上がゲンタマイシンに感受性

感染器官別抗菌薬選択のガイドライン

を示した。ペニシリンまたはセファロスポリンを

以下にempirical療法における薬剤の第１選択

同じ注射筒内でゲンタマイシンと混ぜると，お互

のためのガイドラインを示す。もちろん，できる

いに不活化してしまう。耐性シュードモナスには

限り菌の分離同定と感受性試験を優先的に実施す

キノロン，もしくはチカルシリン/カルベニシリ

べきである。

ンとアミカシンの併用がよい。

＜血液循環系＞

嫌気性菌で血液感染するものにクロストリジ

細菌血症が疑われる例においても血液培養で細

ウムとバクテロイデスがある。嫌気性菌感染症

菌が分離されることは稀であり，感染臓器を特定

には

することが先決となる。腸管の外傷がある場合に

に効力を示す薬剤群は５種類ある。ペニシリン

はグラム陽性菌と陰性菌，ならびに嫌気性菌の混

は大量投与で効果を示すが，耐性菌が増加して

合感染が疑われる。明らかな感染部位が認められ

いる。クロラムフェニコール，クリンダマイシ

ない場合は，血液培養を好気性菌と嫌気性菌の両

ン，メトロニダゾール，セフォキシチン，ラタ

方について数回繰り返す。

モキセフは考慮に値する。クロラムフェニコー

empirical

投薬が必要である。嫌気性菌

菌血症の原因菌となる好気性菌にはブドウ球

ルはin vitroでは最も効果が高いが，in vivoで

菌，レンサ球菌，大腸菌，クレブシエラ，エン

はしばしば効果が劣る。とはいえ，やはり使用

テロバクター，シュードモナス属がある。生命

を考慮すべき薬剤であろう。メトロニダゾール

を脅かすようなエンドトキシン血症はグラム陰性

と第３世代のセファロスポリンが最近臨床家間

菌によるものがほとんどである。このような状

での評価が高い。

況下で求められる抗菌剤は，１剤または複数薬

＜心臓＞
細菌性心内膜炎はほとんどの例で黄色ブドウ球

剤併用で，好気性菌，嫌気性菌，グラム陽性
菌，陰性菌いずれにも有効な

４範囲全適用薬

菌，大腸菌，β−溶血性レンサ球菌が原因とな

である。キノロンとアモキシリンまたはク

る。原因菌の分離同定は感染部位の外側で試みら

リンダマイシンの併用，もしくはβ−ラクタム

れるが，菌の分離同定ができない場合には，ア

剤とアミノ配糖体の併用（ペニシリンとアミノ

ンピシリンおよびゲンタマイシン，セファロス

配糖体，セファロスポリンとアミノ配糖体，耐

ポリン，またはキノロンが奨められる。黄色ブ

剤
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ドウ球菌は一般にゲンタマイシンとセファロス

クラブラン酸/アモキシシリン配合剤は，口腔

ポリンに感受性であるが，β−溶血性レンサ球

内細菌（レンサ球菌，パスツレラ，ペニシリナー

菌はしばしばゲンタマイシンに耐性で，アンピ

ゼ産生ブドウ球菌）の混合感染による咬傷感染の

シリン，セファロスポリン，キノロンには感受

治療に適している。第一選択薬としてこのほか

性を示す。大腸菌はゲンタマイシンとキノロン

に，オキサシリン，ジクロキサシリン，セファロ

にはほとんどが感受性を示すが，セファロスポ

スポリン，テトラサイクリン，キノロン，ＳＴ合

リン，アンピシリンには耐性であることが多

剤が用いられる。外傷もしくは膿瘍のある外来動

い。嫌気性菌はアンピシリンに感受性であるも

物にはエンロフロキサシンかクラブラン酸/アモ

のが多い。

キシシリン配合剤を選択すべきである。好気性，

アミノ配糖体は，セファロスポリンと併用し

嫌気性の多種の細菌による重症の混合感染にはエ

た場合には特に，血清クレアチニン値の測定，

ンロフロキサシンおよびメトロニダゾールの静脈

尿沈渣中の円柱の検索などによる腎機能のモニ

内投与を奨めている。

ターが必要である。血清中ゲンタマイシン濃度

火傷感染症の原因菌としては，シュードモナ

を測定することにより，腎障害をある程度予防

ス，ブドウ球菌，プロテウス，クレブシエラ，カ

できる。投与開始時には薬剤を静注するのがよ

ンジダなどがある。初期治療には銀スルファジア

い。また症状改善後もさらにペニシリン，セ

ジン，ポリミキシン−ネオマイシン−バシトラシ

ファロスポリン，キノロンなどを引き続き８週

ンの３種配合剤，ゲンタマイシンクリームなどの

間は経口投与する必要がある。治療終了１およ

外用剤が掲げられる。全身投薬にはアミノ配糖

び４週後に血液培養を行い，感染が完全に治癒

体，オキサシリン，ジクロキサシリン，クラブラ

したことを確認する。

ン酸/アモキシシリン配合剤，キノロンが用いら

＜軟部組織＞

れる。
＜呼吸器系＞

消化管以外の手術創の感染には，犬ではペニ

１．上部気道感染症

シリナーゼ産性黄色ブドウ球菌，猫ではパスツ
レラ属が関与することが多い。ブドウ球菌感染

咽頭，扁桃，鼻感染症は混合感染であること

症の予防もしくは治療にはセファゾリンの注

が多く，また常在菌が多い部位であるため，分

射，またはセファドロキシルの経口投与を奨め

離細菌の同定の解釈も容易でない。しかし，猫

る。咽喉頭，胸膜，肺，腹腔内感染症の約１/４

のウイルス性鼻気道炎，カリシウイルス感染に

が嫌気性菌による。バクテロイデス・フラジリ

おいては，常在細菌を抑制することも臨床的意

スが最もよく分離同定される嫌気性菌であり，

義がある。アンピシリン，アモキシシリン，セ

クラブラン酸/アモキシシリン配合剤，クリンダ

ファロスポリン，クロラムフェニコールなどの

マイシンなどが選択すべき薬剤である。消化管

広域抗菌剤を数日間投与する。扁桃炎および咽

付近の手術創にはゲンタマイシン，セファゾリ

頭炎には数日間のアンピシリン経口投与が有効

ン，セフォキシチン，セフォテタンなどが推奨

であることが多い。猫のクラミジア感染症には

される。

テトラサイクリンを用いる。
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２．下部気道感染症

あり，成長期の子犬に対して関節毒性があるの

ヒトと異なり，犬の肺炎の病原菌を予想するこ

で奨められない。

とはできそうもない。大腸菌，クレブシエラ属，

膿胸にはアンピシリンかセファロスポリンの静

パスツレラ属，ボルデテラ・ブロンキセプチカ，

脈注射，クロラムフェニコール，ＳＴ合剤を選択

Streptococcus zooepidemicusなどが原因菌とな

する。嫌気性菌の関与が疑われるときには，クリ

りうる。猫では約２/３がグラム陰性菌による感

ンダマイシンかメトロニダゾールを使用する。

染症で，汎用されている抗菌剤に耐性の菌も多

＜泌尿器系＞

い。気管洗浄により菌分離，感受性検査を行うよ

尿路の一部に感染が起こると，泌尿器系全体に

う奨める。その結果が出るまでＳＴ合剤，クロラ

広まる可能性が高い。抗菌剤の選択に際しては，

ムフェニコールもしくはキノロンを投与してお

必ず尿のグラム染色を行うことを奨める。特に猫

く。重症感染症では，アミノ配糖体またはキノロ

では感染と非感染性の炎症とを鑑別しなければな

ンの注射投与が良い。気道感染症にはクロラム

らない。猫では尿道カテーテルによる導尿後に大

フェニコールやキノロンのように脂溶性の高い薬

腸菌が分離されることが多いが，耐性菌の発現を

剤や，マクロライドのように分子量の大きい薬剤

考慮すると，カテーテル導尿時常に抗菌剤を予防

が，組織移行がよいのでよく用いられる。気道分

的に投与するのは考えものである。尿管切除手術

泌が多い場合には，ゲンタマイシンは分泌液への

後には，ブドウ球菌やレンサ球菌が見られること

移行が悪いので効果が低い。

が多い。

肺炎の原因となるグラム陽性菌は，α−および

約３/４の感染はグラム陰性菌によるもので，

β−溶血性レンサ球菌，ブドウ球菌属である。こ

分離頻度は大腸菌，プロテウス，クレブシエラ，

れらに対してはセファレキシン，ＳＴ合剤，クラ

シュードモナス，エンテロバクターの順である。

ブラン酸/アモキシシリン，キノロン，アモキシ

尿路病原菌の残り１/４が，β−溶血性レンサ球

シリン，アンピシリンが選択される。嫌気性菌に

菌またはブドウ球菌による。20％以上の症例で２

はクリンダマイシンとメトロニダゾールが汎用さ

種類以上の細菌が分離される。細菌検査の成績を

れる。マイコプラズマ感染が疑われる場合にはエ

得る前に投薬する場合には初発例でも再発例で

リスロマイシン，クリンダマイシン，テトラサイ

も，とにかく広域抗菌剤の投与を奨める。下部尿

クリンが用いられる。

路感染症では尿中濃度が高い薬剤，ペニシリン，

投与経路は感染の重症度により選択される。

セファロスポリン，キノロンを用いる。上部尿路

伝染性気管支炎（kennel cough）でのボルデテ

感染症では尿中もだが，血清中濃度の高い薬剤が

ラに対しては，細菌が気管支上皮に吸着してい

必要である。in vitro の抗菌力は臨床効果と大

るので，抗菌剤エアゾルでは効果に疑問があ

いに関係がある。in vitro で抗菌力を示す薬剤

る。ボルデテラには通常テトラサイクリン，Ｓ

の臨床効果は80％以上である。尿路感染症では

Ｔ合剤，セファロスポリンまたはクロラムフェ

膀胱穿刺尿もしくはカテーテル尿中の細菌数が

ニコールを用いる。エンロフロキサシンではボ

10５以上になっている。もし細菌数が10３〜10５/

ルデテラに対しては高濃度を必要とする傾向が

ã であった場合には，採尿中のコンタミネー
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ションを疑う。初発時の治療にも10〜14日間の

ム陰性菌による再発性感染症には選択すべき薬剤

投与が推奨されているが，女性（ヒト）におい

である。尿中細菌が消失した後は，ＳＴ合剤や尿

て，尿路感染症に対する抗菌剤単回投与が有効

殺菌剤を治療用量の50〜70％の用量で，毎夜１回

であることから，犬においても単回投与が有効

投与し再発予防を行う。

である可能性が示唆される。犬の大腸菌による

慢性腎盂腎炎では，十分な組織中濃度が得ら

尿路感染症をアミカシンまたはＳＴ合剤の１日

れる抗菌剤（クロラムフェニコール，トリメト

１回または２回，３日間投与にて治療した成績

プリム，フルオロキノロン〔エンロフロキサシ

が報告されている。この報告によれば，細菌尿

ン，ノルフロキサシン〕）を，少なくとも６週

は１回目の投与後には著明に減少しているが，

間は投与する。もちろん腎機能障害を伴う場合

雄犬ではいずれの薬剤でも完全な菌消失には

には，テトラサイクリンやアミノ配糖体を用い

至っていない。雌犬ではアミカシンの１回投与

てはならないし，キノロンを投与する場合にも

の後に菌が消失した１例があった。３日間の投

投与量や，投与間隔を腎障害の程度により調節

与後にはＳＴ合剤を投与した雌犬すべて，アミ

しなければいけない。

カシンを投与した４例中１例で菌が消失してい

〈生殖器系〉

た。雄犬に対しては，いずれの薬剤も有効では

生殖器感染症では特に薬剤の組織移行性が重要

なかった。これは雄犬では尿路感染症には通常

となる。急性前立腺炎では，早期に血液−前立腺

前立腺感染が合併しているためと考えられる。

関門が破壊されるので，たいていの薬剤は前立腺

雄犬の尿路感染症の治療には，血液−前立腺関

房に移行する。しかし，関門が修復された慢性前

門を通過できる抗菌剤を選択しなければならな

立腺炎では，酸性の感染前立腺液中へは，アルカ

い。

リ性の抗菌剤（pＫa７以下，例えばエリスロマイ

尿路感染症の治療経過は，臨床症状，尿沈渣

シン，クリンダマイシン，オレアンドマイシン，

のみではなく，常に尿細菌検査によりモニター

キノロンおよびトリメトプリム）がよく移行でき

すべきである。同じ細菌による再燃は比較的早

る。また，クロラムフェニコールは脂溶性が高い

期に起こるので，治療終了後４〜７日に１回，

ために前立腺へよく移行する。原因菌がグラム陽

さらに７〜10日にもう１回尿の細菌検査を実施

性菌であれば，エリスロマイシン，クリンダマ

すべきだ。尿路感染症の再発は，尿路結石，前

イシン，クロラムフェニコール，ＳＴ合剤また

立腺感染症などの基礎疾患を疑わせる。グラム

はキノロンを用いる。グラム陰性菌にはクロラ

陽性菌感染症にはペニシリン，グラム陰性菌に

ムフェニコール，ＳＴ合剤，キノロンを選択す

はＳＴ合剤，ニトロフラントイン，セファレキ

る。投薬は少なくとも６週間必要である。投与

シンまたはキノロンを用いる。投薬は少なくと

終了後数日目と１カ月目に，尿および前立腺液

も４〜６週間，尿中の細菌が完全に消失するま

の細菌検査を行う。

で続けるべきである。フルオロキノロン（エン

ブルセラは犬の子宮内膜炎，副睾丸炎，前立腺

ロフロキサシンやノルフロキサシン）は，シュー

炎を起こす。ミノサイクリンかＳＴ合剤を２週間

ドモナス，プロテウス，クレブシエラなどのグラ

隔で２週間投与する治療プログラムを奨める。
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子犬においては腟炎は伝染性ではなく，酢（水

サルモネラとキャンピロバクターは公衆衛生上

で４倍に希釈）またはポビドンヨウド（水で40倍

の問題を起こす菌でもある。サルモネラに対す

に希釈）による洗浄が有効である。成犬の難治例

る抗菌剤の使用は，耐性菌を増長させて保菌状

では，大腸菌，プロテウス，ブドウ球菌，レンサ

態を持続させるので議論の余地がある。抗菌剤

球菌属が原因であることが多い。有効な薬剤とし

の投与対象となるのは，全身性の感染症である

ては，クロラムフェニコール，アキモシシリン，

か，免疫抑制状態にある場合に限られる。サル

リンコマイシンがある。

モネラに有効な抗菌剤は，クロラムフェニコー

子宮畜膿症および子宮内膜炎では抗菌剤の投与

ル，ＳＴ合剤，アモキシシリン，キノロンであ

と維持療法を直ちに実施する。まず卵巣子宮切除

る。キャンピロバクターにはエリスロマイシン

術を行い，子宮内容物より菌分離を試み，感受性

が選択薬である。他にキノロン，ゲンタマイシ

試験を実施する。大腸菌感染症が最も多く，プロ

ン，クロラムフェニコール，テトラサイクリン

テウス，レンサ球菌がときに分離される。選択さ

も抗菌力を示す。エルシニア症に有効な薬剤と

れる薬剤はクロラムフェニコール，ＳＴ合剤，キ

しては，クロラムフェニコール，ゲンタマイシ

ノロンなどである。外科的治療を行わない場合に

ン，テトラサイクリン，セファロスポリン，Ｓ

は，殺菌剤や抗菌剤の子宮内注入はあまり意味が

Ｔ合剤，エンロフロキサシンがある。クロスト

ない。

リジウムに対してはアンピシリン，セファロス

＜消化管および肝臓の感染症＞

ポリン，クロラムフェニコール，クリンダマイ

消化管内の常在細菌叢は抗菌剤により壊され

シン，リンコマイシン，メトロニダゾールが有

やすい。培養は困難であるが，回腸までは嫌気

効である。

性菌が主体である。広域抗菌剤の経口投与によ

腸管壁が損傷すると，局所性または全身性の

り細菌の異常増殖を招くことがある。この場合

嫌気性菌感染症が起こる。特にバクテロイデス

タイロシンまたはテトラサイクリンを用いると

属が疑われることが多い。嫌気性菌感染症には

良い。

アンピシリン，セファロスポリン，クロラム

敗血症を伴わない非特異性急性または慢性の

フェニコール，クリンダマイシン，リンコマイ

消化管感染には，抗菌剤を投与しない。抗菌剤

シン，メトロニダゾールを選択する。肝臓・胆

治療を要する特異的な例はむしろ少なく，侵襲

道感染症には大腸菌，レンサ球菌，パスツレ

性の感染や，毒素産生性Clostridium perfrin‑

ラ，嫌気性のクロストリジウムの関与するもの

gens （クロストリジウム

パーフリンゲンス→

が多い。好気性菌にはカナマイシン，ゲンタマ

ウエルシュ菌）による感染の場合のみに限られ

イシン，クロラムフェニコール，ストレプトマ

る。犬や猫で下痢を起こす病原性細菌は多くな

イシン，セファロスポリン，アンピシリンまた

い。サルモネラ，赤痢菌，一部の大腸菌などが

はアモキシシリンが良い。肝臓・胆道感染症は

消化管内における侵襲性の一次感染菌である。

ほとんどがアンピシリンとメトロニダゾールで

エルシニア，キャンピロバクター，サルモネラ

治療できる。

は毒素を産生して分泌性の下痢症をひきおこす。
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＜中枢神経系＞

学的に微小膿瘍である。一次病原菌はブドウ球菌

神経系のほとんどの部位，特に髄液中に薬剤

で，抗生物質の大量投与が有効であるが，キノロ

が移行するかどうかは，その化合物の脂溶性に

ンを除く薬剤には耐性菌も多い。

依存する。ペニシリンは急性期の炎症部位には

皮膚感染症の

empirical

治療にはジクロキ

よく移行するが，炎症が治まった慢性期には移

サシリン，オキサシリン，アモキシシリン/クラ

行しなくなる。中枢神経系に最もよく移行する

ブラン酸の大量投与，セファロスポリン，エリ

薬剤はクロラムフェニコール，サルファ剤，ト

スロマイシン，リンコマイシン，キノロンが推

リメトプリム，メトロニダゾール，キノロンで

奨される。エリスロマイシンとリンコマイシン

ある。テトラサイクリン，ミノサイタリン，ド

は初診時に限って，第一選択薬として用いる

キシサイクリン，エリスロマイシンは，炎症が

が，耐性ができやすく，交差耐性を生じるの

ある場合に髄液中によく移行する。中枢神経系

で，再燃した場合には使用しない。ＳＴ合剤も

のトキソプラズマ症にはクリンダマイシンが選

良いが，深在性の膿皮症には効果がない。クロ

択薬である。

ラムフェニコールは安価であるが，大量に投与

＜眼＞

しないと静菌的にしか作用しない。ゲンタマイ

中枢神経感染症に用いられる薬剤は，ほとんど

シンなどのアミノ配糖体は，生命に関わる深在

眼の感染症にも使用できる。クロラムフェニコー

性感染症にのみ使用すべきである。フルオロキ

ルは全身投与されるほか，眼軟膏としても使用で

ノロンであるエンロフロキサシンは濃皮症の治

き，皮膚組織によく移行し，クラミジアやマイコ

療に適した薬剤である。抗酸菌による膿皮症に

プラズマにも効果があるので非常によい選択薬で

は大量のペニシリンまたはエリスロマイシンが

ある。グラム陽性菌感染症ではサルファ剤やネオ

有効である。ノカルジア症にはＳＴ合剤が最も

マイシン−ポリミキシン−バシトラシン３剤配合

有効である。

剤が用いられる。グラム陰性菌にはゲンタマイシ

細菌性外耳炎にはクロラムフェニコール，ネオ

ン，ポリミキシンが良い。

マイシン，ポリミキシン/ネオマイシン配合剤が

結膜炎はブドウ球菌やレンサ球菌によるものが

有効である。滲出性の耳道感染症には外用液が，

多い，バシトラシン，クロラムフェニコール，ネ

乾燥性のものには軟膏剤が適している。シュード

オマイシン，ゲンタマイシンが有効である。第一

モナスはクロラムフェニコールには耐性なので，

選択薬としてはバシトラシン−ポリミキシンＢ−

アミノ配糖体をDomeboro's液またはTris‑ＥＤＴ

ネオマイシン配合剤を１日４回以上投与するのが

Ａ液に加えて用いる。しかし，アミノ配糖体には

最も良い。

耳毒性があるので，鼓膜に損傷がある場合には使

＜皮膚＞

用すべきではない。中耳炎の治療には長期間（４

表在性膿皮症はコアグラーゼ陽性，ペニシリ

〜６週間）を要すことが多い。クロラムフェニ

ナーゼ産生ブドウ球菌によるものがほとんどであ

コール，ＳＴ合剤，セファロスポリン，クラブラ

る。深在性膿皮症はグラム陰性菌，真菌，マイコ

ンサン/アモキシシリンを単独もしくは併用して

プラズマが原因となる。ほとんどの感染症が病理

用いる。
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＜骨＞

ＩＣＵでは静脈や尿道カテーテル挿入時に抗菌剤

整形外科領域の無菌手術で，特に長期間に亘

を投与すると，結果的に医源性の感染症を増加さ

る場合には感染の危険が高く，抗生物質による

せる。アンピシリンは小動物領域で広く予防的に

感染予防が有用である。関節や創傷の感染症で

使用されてきたが，ブドウ球菌性敗血症には3 7

は細菌の分離が必須である。どのような治療を

％，大腸菌には55 ％の有効率しかないことが分

行うにしても投薬は４〜６週間は続ける必要が

かった。カテーテルの挿入および除去を，完全に

ある。

無菌的に行う以上の良い方法はない。静脈カテー

骨髄炎はブドウ球菌，レンサ球菌，大腸菌，プ

テルは２〜３日毎に取り替えるべきである。感染

ロテウス，シュードモナス属により起こる。グラ

の発現率は，カテーテルの留置期間が長くなるに

ム陰性菌感染症にはゲンタマイシン，アミカシ

つれて高くなる。

ン，キノロンが有効である。セファロスポリン

動物が医源性感染症にかかる要因には，年齢

（セファロチン，セフラジン，セファレキシン，

（高齢，幼弱），疾患の重症度，入院期間，侵

セファゾリン），クラブラン酸/アモキシシリン

襲性の維持療法の有無，そして特に重要な抗菌

イミペナム，新しいβ−ラクタムなどは通常グラ

剤の使用歴などがある。抗菌剤の使用により耐

ム陽性菌に有効である。ペニシリナーゼ産生ブド

性菌が兆現したり，通常病原性の細菌が腸管内

ウ球菌に対しては，オキサシリン，クロキサシリ

で繁殖するのを抑制している正常の細菌叢が乱

ンが有効である。急性の細菌血症を伴う骨髄炎で

されたりすることがある。このような耐性菌の

はオキサシリンとゲンタマイシン，イミペナム，

増殖をきたす恐れのある薬剤として，アンピシ

キノロンのうち骨組織への移行のよい薬剤を選ん

リン，クロキサシリン，アモキシシリン，クロ

で併用する。嫌気性菌が疑われるときには，ペニ

ラムフェニコール，フラゾリドン，テトラサイ

シリンと第三世代のセファロスポリン（ラタモキ

クリンがある。これら薬剤は主に広域抗菌剤で

セフなど）に加え，クリンダマイシンを使用す

あることは注目すべきである。このような傾向

る。敗血症性の多発性関節炎ではマイコプラズマ

のあまりない抗菌剤としては，セファロスポリ

やレンサ球菌，脊髄炎ではレンサ球菌，ブルセ

ン，アミノ配糖体，天然ペニシリン，ＳＴ合剤

ラ，大腸菌，パスツレラ，プロテウスの関与が考

の注射，サルファ剤がある。キノロンは広域抗

えられる。

菌剤であるが，耐性伝播がプラスミドによらな

＜感染予防＞

いため，耐性が生じにくい。
＜術後感染予防＞

抗菌剤を単なる感染予防のために用いるのは誤
りである。ある種の抗菌剤は不適切な使用により

無菌的手術創は抗菌剤投与を必要としない。

耐性菌が出現し，医源性の感染症を引き起こす。

消化管，呼吸器，泌尿生殖器などの外科的準汚

しかし，感染が存在していない場合に抗菌剤の投

染創には，場合によって抗菌剤の投与を考慮す

与が正当と考えられる場合もある。易感染状態

る。膀胱切開，内膜炎による卵巣子宮切除，腎

（糖尿病，免疫抑制性の疾患，高齢もしくは幼

切開，肺葉切除，気管手術，胃切開，食道切

弱，薬物使用など）にある患者がそれに当たる。

開，骨盤切除などがこの範疇に含まれる。汚染
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手術創（主として炎症巣）では抗菌剤を投与する
ほうがよい。広範囲の火傷感染組織周辺の手術，
プロテーゼ（人工器官）装着術，長時間手術など
がこれに当たる。汚染もしくは感染術創で，膿汁
や感染臓器の穿孔があるような場合には，抗菌剤
投与は不可欠である。４時間以上経過している外
傷も抗菌剤の投与が必要である。例えば，胃腸の
選択的手術での感染予防には，セファゾリン，Ｓ
Ｔ合剤，ネオマイシン，エリスロマイシン，メト
ロニダゾール，ゲンタマイシン，クリンダマイシ
ンなどが，消化管に常在するグラム陽性，陰性
菌，嫌気性菌に有効である。
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飼料汚染サルモネラの意義
足立吉數
ができるとなっている。この病原微生物の中にサ

１．はじめに

ルモネラ等の病原菌，ビールス，原虫類，カビ類
サルモネラの飼料汚染は昭和50年７月25日に法

その他，人体または家畜等に有害な微生物が記載

律第68号として公布され規制を受けることとなっ

してあり特にサルモネラは最も重要な病原菌であ

た。この飼料安全法は流通飼料を対象として３つ

る。このサルモネラは，飼料から毎年数十種の血

の基本的な側面を持っている。すなわち，１）健

清型菌が分離されそのうち日本で初めて分離され

康な家畜の生産への配慮（家畜の中毒の防止），

るもの，あるいは，世界で初めて分離されるもの

２）家畜食品を利用する人の健康への配慮（安全

などがある。

な畜産食品の生産）３）飼料の利用者および製造

２. 飼料原料からのサルモネラの分離

者への配慮（製造あるいは使用者を守る）で，飼
料安全法を守り１）安全な飼料および飼料添加物

私どもは，輸入される魚粉，肉骨粉，肉粉，

を製造，輸入販売されること，２）使用者の段

フェザーミール，動物性蛋白質混合飼料，植物性

階で適正に使用されること，３）安全な畜産物

油粕，家禽処理副産物，フィッシュソリュブル吸

を国民に安定に供給すること，および，４）畜

着飼料，血粉，骨粉および発酵飼料からサルモネ

産の健全な発展が確保されることとされてい

ラの分離同定を行ってきた。サルモネラの検査を

る。この第２条の６には有害な物質を含む飼料

飼料分析基準に従い行った２）。まず，被検飼料

等の禁止が記載されその中に病原微生物により

25gをペプトン水250ãに加え，よく混合した後，

汚染され，またはその疑いがある飼料または飼

37℃，18−24時間培養し，さらに，その培養液

料添加物は農業資材審議会の意見を聴いて製造

1 0 ã をセレナイトシスチン培養液およびハー

業者，輸入業者または販売業者に対し，当該飼

ナーテトラチオン酸塩培地それぞれ1 0 0 ã に加

料または当該飼料添加物の販売を禁止すること

え，37℃，16−24時間培養した。サルモネラと

表１．飼料原料からのサルモネラの分離成績

茨城大学農学部生物生産学科家畜保健学研究室
動薬研究
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表２．1 9 8 4 年−1 9 8 8 年までの分離サルモネラの血清群菌数の推移

思われる集落をそれぞれの培地から釣菌し，Ｄ

が，これら分離株の血清群別を行いその結果を表

ＨＬ寒天培地でクローニングし，ＴＳＩ培地，

２に示した。これは，1984年から1988年までに分

ＳＩＭ寒天培地およびリジン脱炭酸試験用培地

離されたサルモネラのそれぞれの血清群の菌数の

を用いて生化学的性状からサルモネラとして同

推移を示したもので，07（Ｃ１）血清群の分離頻

定すると同時に分離菌株をサルモネラＯ群多価

度が最も高かった。次いで，03，10（Ｅ１−３），

血清にあて，凝集の有無によってサルモネラか

01，３，19（Ｅ４）と続いた。

どうか確認した。さらに，ＯおよびＨ抗原に対

また，1984年から1988年までに飼料から分離さ

する因子血清を用いて血清型別を行った。この

れたサルモネラの血清型別を表３に示した。この

ような手順を踏んで同定されたサルモネラの血

表から04（Ｂ），07（Ｃ１），03，10（Ｅ１，Ｅ２，

清型別に基づく各年ごとの分離成績の説明，お

Ｅ３）および03，19（Ｅ４）群に属する血清型が

よび将来起こりうるこの菌による事故の可能性

多く，中でも07（Ｃ１）血清型を有する数が圧倒

について言及する。

的に多かった。

表１には1983年から1987年までに調べられた

これら血清型菌のうち日本で初めて飼料から分

676検体の動物性飼料原料からのサルモネラの分

離されたのは1984年には， S. Stanleyville，

離成績を示した。この表から，最も分離率の高

S. Gombe，およびS. Newbrunswick，1985年には

かったのは，肉粉で，次いで，動蛋混，肉骨粉，

S . N c h a n g a ，1 9 8 6 年には S . M i k a w a s h i m a ，

および家禽処理副産物からの分離率が高かった。

S.Pakistan，S.Fresno，およびS.Muenster，1987

また，飼料原料としてよく使われる魚粉からの分

年には，S.Chester，1988年には，S.Hadarであっ

離率は，14.7％と比較的高かった。

た。

３. 飼料原料から分離されたサルモネラの血清群および型別

４.飼料原料から日本で初めて分離されたサルモネラの病原性

飼料原料から多数のサルモネラが分離される
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これら日本で初めて飼料から分離されたサルモ
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飼料汚染サルモネラの意義

表３．1 9 8 4 −1 9 8 8 年までに飼料から分離されたサルモネラの血清型別

表４．日本で初めて飼料から分離されたサルモネラの幼雛に対する病原性

ネラの病原性についてふ化後24時間以内の幼雛を

移行しているかどうかについて調べたものと，同

用いて調べ，その結果を表４に示した。

居感染として，10−11羽の雛のうちの２羽に経口

これは，少数の菌を経口的に接種し，３日後に

接種し，１週間の間にそれ以外の同居雛の盲腸に

殺し盲腸に定着しているかどうか，および肝臓に

定着したかどうか，および肝臓に移行していたか

‑29‑

表５．飼料由来サルモネラの薬剤感受性

どうかについて調べた３）。その結果，経口感染

同居群のほとんどすべてに感染することを意味

において，供試菌株のいずれの菌も，同居雛の

している。

盲腸に定着し，また肝臓に移行していることか

飼料原料から1984−1988年に分離され
５．
血清型別されたサルモネラの薬剤感受性

ら，これらのサルモネラは病原性を有している
可能性が考えられる。また，同居感染において
は，１週間という短期間にもかかわらず，それ

さらに，これら飼料から分離されたサルモネラ

らサルモネラが同居雛のほとんどの盲腸に定着

の抗菌物質に対する感受性を調べ表５に示した。

し，また，ほとんどの雛の肝臓に移行してい

この表から，スルファジメトキシン以外，数株を

た。この事は，驚くべき事で，例えば，ふ化場

除き，いずれの菌もオキシテトラサイクリン，デ

の場合，１羽でも保菌雛がいれば，短期間に，

ヒドロストレプトマイシン，アンピシリン，クロ

動薬研究
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飼料汚染サルモネラの意義

ラムフェニコール，およびカナマイシンに対して

このように，サルモネラは飼料を介して日本に

感受性であった。これらの成績から，飼料原料か

入り，それらの菌によって畜産物が汚染される危

ら分離されたサルモネラは一般に抗菌剤に対し感

険性を抱えている。

受性である可能性が示唆された。これは，本来サ

６.サルモネラの卵殻表層への付着

ルモネラが抗菌剤に対して感受性なのか，あるい
は，飼料原料中に長期間存在することによって，

写真１には卵殻上に付着したS.Enteritidisの

薬剤耐性プラスミドが脱落した結果なのかもしれ

走査型電子顕微鏡弱拡大写真を，写真２にはその

ない。このことは非常に興味深いところなので，

強拡大写真を示した（矢印は，菌を示す）。卵殻

これら，一部の菌のプラスミドの有無を調べたと

には，気孔と呼ばれる小孔があり外界とガス交換

ころ，そのほとんどで，プラスミドが認められな

が行われており，この孔周辺に菌の付着している

かった。このような薬剤感受性の菌が飼料と共に

場合が多く観察された。孵卵場では，このように

ふ化場の種鶏の餌として与えられた場合，ある

卵穀表層に付着したサルモネラが孵化直後の幼雛

ものは介卵感染し，あるものは卵の殻に付着

に感染し，さらにその群で同居感染がおこり，経

し，ふ化と同時に雛へのサルモネラの感染が成

済的損失をこうむることもある。このような感染

立し，この菌が，やがて，各地の農家に出荷さ

様式の他に，介卵伝達がある。後者の場合は，人

れ，その数％が斃死することとなり，養鶏農家

の食中毒と大きくかかわりがあるので，特に重要

にとっては，少なからず損害を被る。このよう

である。

な感染経路において，飼料由来サルモネラは，

最近，朝日新聞でサルモネラによる食中毒が取

特に宿主となる雛もしくは種鶏の腸管内微生物

り上げられ，その食中毒の増加を報告した。この

から薬剤耐性プラスミドを獲得し，従って，薬

サルモネラの中にS.Enteritidisがあり，この菌

剤耐性を獲得することとなる。

による食中毒が特に問題となっている。この

写真１

写真２
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表６．1 9 8 7 から1 9 9 0 年度までに農林水産省家畜衛生試験場に持ち込まれたサルモネラの血清型別

S.Enteritidisは，介卵伝達し，1990年に広島で

血清型別を行った結果を示した。これらの特徴と

生卵を用いたティラミスが原因で578名にのぼる

して，1987年度には，S.Hadarが輸入雛から分離

食中毒が発生し，また，大阪を中心に約2200名の

され，1988年度にはS. Dublinが釧路，根室，福

感染者を数え，死者１名をだした食中毒の発生が

島，愛知，および千葉で分離され，1977年，大分

。1989年度に動物検疫所で英

で始まったS.Dublinの汚染が1988年に北海道で分

国輸入雛からこのサルモネラを分離し，その血清

離され，これをもって，S.Dublinの汚染が全国に

型別を家畜衛生試験場で行ったところ，

広がった記念すべき年である。

報告されている

１）

S.Enteritidisであることがわかった。英国では

1989年度には，S .Dublinが，盛岡，徳島，山

近年このサルモネラによる食中毒が非常に増加

形，新潟および鳥取で分離され，その汚染の激し

し，特にファージタイプ４（ＰＴ４）によるもの

いことがわかる。この年度に，英国からの輸入雛
からS.Enteritidisが分離されていることも注目

が注目されている。

される。また，S.Hadarが，根室，岐阜，および

1987−1990年に家畜衛生試験場に日本各地から
７．
検査のために持ち込まれたサルモネラの血清型別

盛岡で分離され，この菌が人の食中毒に深く関

表６には，1987年度から1990年度までに農林水

は，S.Dublinが千葉および新潟で分離され，この

わっていることから注目に値する。1990年度に
菌に対する速やかな対策が望まれる。

産省家畜衛生試験場に持ち込まれたサルモネラの
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８.おわりに
このように飼料およびそれに関わっている可能
性のあるサルモネラが，野外の，家畜および家禽
から頻繁に分離されており，家畜のみならず人の
食品，特に畜産物の汚染およびそれを摂取したこ
とによる人の食中毒の増加は，国民に安全な食品
を提供するという趣旨から非常に問題で，特に，
飼料から家畜へ，さらには人間へと感染が広がっ
て行くことは，非常に危惧すべきことである。こ
のようなサルモネラ汚染を防止するため，飼料の
特に原料の衛生および管理を徹底させることが大
切と思われる。
謝辞
この検査をするにあたって，協力を賜った農林水
産省東京肥飼料検査所の各位，ならびに，農林水
産省家畜衛生試験場石橋幸子技官に深謝致しま
す。
参考文献
１）本田武司，鶏卵内サルモネラ汚染と食中毒・メディア
サークル，37，293−298，1994.
２）木下光明，嶋田秀一，菅野清，草間豊子，堀切正賀寿，小
林利夫，松原伊佐夫，山谷正一，千原哲夫，浅木仁志，足立
吉数，宮川栄一，湊一，動物飼料原料のサルモネラ汚染の
検査成績. 畜産の研究，43，721−728，1989.
３）農林水産技術会議事務局編. 動物飼料の安全性評価手法
の開発.動物飼料並びに微生物飼料の安全性評価手法の
開発，研究成果170，７−16，1985.
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新しいトリサシダニ駆除剤
「鶏用バイチコール」
屋代眞彦 畠山英樹

なトリサシダニ駆除剤の開発が望まれていま

１．はじめに

す。

鶏の外部寄生虫の中でも重要な害虫であるトリ

２．開発の経緯

サシダニ（Ornithonyssus sylviarum）は，クモ
綱，中気門亜目，ヤドリダニ団，ワクモ科，イエ

今般上市した「鶏用バイチコール」の有効成

ダニ属に属する吸血性のダニで，Northern Fowl

分フルメトリンは，ドイツ・バイエル社の

Miteという英名が示すように温帯と寒帯とに分布

R.Fuchsらが，ダニ駆除効果を有する化合物を追

し，我国では1963年に鶏への寄生が報告されて以

究する中で，1977年に合成に成功したシクロプ

来，全国各地からその生息が報告されています。

ロパンカルボン酸エステルを有する合成ピレス

トリサシダニと同じワクモ科のワクモ

ロイド剤で，既に牛に寄生するマダニ，シラ

（Dermanyssus gallinae）が春季から秋季の気温

ミ，ハジラミ及び疥癬虫の駆除剤として世界各

の高い時期に増殖が盛んになり，主として昼間は

国で使用されています。

鶏舎の壁や柱の隙間に潜み，夜間に鶏体へ移動し

このフルメトリンが，トリサシダニ等の鶏に

て吸血するのに対し，トリサシダニは秋季から春

寄生する外部寄生虫に対しても駆除効果を有す

季に増殖が盛んになり，全生涯を鶏体上，特に総

ることは以前より外国で知られていました。我

排泄腔周辺で過ごして昼夜の区別なく吸血しま

国においてもin vitro効力試験を実施した結果，

す。

フルメトリンは，従来よりトリサシダニの駆除

トリサシダニが寄生した鶏は，吸血による刺激

に用いられているカルバマート系薬剤に比べ

と貧血のため，発育阻害，産卵率及び精液量の低

て，極めて低濃度で殺ダニ効果を示すことが確

下をきたします。また，ワクモのように雛に寄生

認されたため，フルメトリンを１％含有する製

することが殆どないため，斃死例は少ないのです

剤「鶏用バイチコール」の開発が開始されまし

が，雄鶏では重度に寄生して時々死亡します。さ

た。農林水産省における審議により，鶏に対す

らに，産卵された卵の殻にダニが付着して商品価

る安全性が高く，卵への移行残留性のない優れ

値を低下させることもあります。その上，トリサ

たトリサシダニ駆除剤として1994年５月に承認

シダニはニューカッスル，鶏痘，伝染性脳脊髄炎

されました。

を伝播する可能性があります。

３．鶏用バイチコールの特長

今までにいろいろなトリサシダニの駆除剤が開
発され，使用方法も検討されてきました。例え

本製剤には，次のような特長があります。

ば，乳剤や水和剤を水で希釈して鶏に噴霧した

（１）投与方法が簡便で，従来の薬剤に比べて10

り，又は鶏を薬浴する方法，あるいは粉剤を鶏に

分の１の時間で実施できます。

散布したり，又は擦り込む方法などが一般に普及

（２）１回の投与でトリサシダニに対する確実な

しています。

駆除効果が得られ，投与後３〜５カ月間に渡って
効果が持続するので，１シーズンに何回も投与す

しかし，近年，養鶏産業の大規模化及び自動

る必要がなく，非常に省力的です。

化に伴い，有効かつ安全であるとともに省力的

バイエル株式会社動物用薬品事業部 研究開発
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（３）本製剤は鶏への安全性が高く，常用量の５

６．効能又は効果

倍量を３日連続投与しても何等異常は認められ
ず，また卵への薬剤の移行残留がないので，産卵

鶏に寄生する外部寄生虫の駆除：トリサシダ

鶏にも使用できます。

ニ。

（４）本製剤の投与量は極めて少なく，鶏へのス

７．用法及び用量

トレスが少ないので，寒冷時にも安心して使用で
鶏１羽当たりフルメトリンとして１mg（製剤と

きます。
（５）投与に際しては，鶏１羽ずつに最低必要量

して0.1ã）を連続分注器などを用いて背部に滴

を滴下するので，薬剤の無駄や飛散がなく，飼育

下します。

環境を汚染する心配がありません。

８．製剤の安定性

（６）従来の粉剤や水和剤の使用時のように，作
本製剤は，室温長期保存試験，温度，湿度及び

業者が薬剤を浴びたり，吸い込んだりしないので

光の苛酷条件下保存試験において，極めて安定な

安全です。

薬剤であることが確認されました。（畠山ら：バ

４．有効成分の物理化学的性質

イエル㈱）

一般名：フルメトリン（Flumethrin）

９．効力薬理

化学名：シアノ‑（４‑フルオロ‑３‑フェノキシ
（１）In vitro感受性

フェニル）‑メチル‑３‑〔２‑クロロ‑２‑

Arthur，F.H.ら及びMatthysse，J.G.らの方法

（４‑クロロフェニル）‑エテニル〕‑
２，２‑ジメチル‑シクロプロパンカルボ

に従い，パスツールピペットを用いた接触試験

キシレート

法により，トリサシダニ成ダニに対する致死効
果をプロポクスルと比較検討しました。その結

化学構造式：図１に示した化学構造を有しま

果，両薬剤とも濃度勾配に従って横転と死亡個

す。

体の経時的な増加が認められ，また，横転個体
の蘇生も認められませんでした。表１に薬剤処
理後24時間の50％及び95％致死濃度（ＬＣ50及び
ＬＣ95）を示しました。（村野ら：千葉県畜産セ
図１

ンター）

フルメトリンの化学構造式

分子式：Ｃ28Ｈ22Ｃl２ＦＮＯ３
表１

分子量：510.39

５．成分及び分量
本製剤100ã中に有効成分フルメトリンを１g含
有する油性の製剤です。
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トリサシダニ成ダニに対する薬剤処理後
24 時間後のＬＣ5 0 及びＬＣ9 5 値

新しいトリサシダニ駆除剤「鶏用バイチコール」

（２）投与量の検討

匹/羽），５：極めて重度（10,001匹/羽以上）

トリサシダニが重度に寄生している鶏110羽を

の６段階に区別して記録しました。なお，対照

10羽ずつ11群に割り付け，鶏１羽当たりフルメト

群として流動パラフィン群及び無投与対照群を

リンとして0.5mg，1.0mg及び2.0mg，また投与液

設けました。その結果，速効性は1.0mg/羽及び

量として0.1〜10.0ãとなるよう本製剤又はその

2.0mg/羽投与群において同等度に優れ，また滴

流動パラフィン希釈液を鶏の背部に単回滴下した

下する液量は速効性及び持続性に影響を与えま

後，ダニの寄生状況を４カ月間調査しました。寄

せんでした。以上の成績から，本製剤は鶏１羽

生状況は，Devaney，J.A.らの寄生指数に従っ

当たりフルメトリンとして1 . 0 m g （製剤として

て，０：寄生なし，１：極少数（１〜1 0 匹/

0 . 1 ã ）を背部に滴下することが推奨されまし

羽），２：軽度（11〜100匹/羽），３：中等度

た。表２に駆除成績を示しました。（村野ら：

（101〜1,000匹/羽），４：重度（1,001〜10,000

千葉県畜産センター）

表２

鶏用バイチコール及び流動パラフィン希釈液によるトリサシダニ駆除効果

D u n c a n の多重比較検定結果（投与後３日）

D u n c a n の多重比較検定結果（投与後７日〜２カ月）
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研究所）

10.安全性及び残留性

（３）本製剤を鶏に用いた際の残留性
（１）フルメトリンの急性毒性

本製剤の常用量（1 . 0 m g / 羽）及び２倍量

表３に急性毒性値（ＬＤ 5 0 ）を示しました。

（2.0mg/羽）を鶏の背部に単回滴下しました。そ

（小田ら：（株）ボゾ・リサーチセンター）

の結果，血液，卵黄及び卵白に薬剤の移行残留は

表３

認められず，また，皮膚には常用量の滴下後14日

フルメトリンのＬＤ 5 0 値

まで微量の薬剤が検出されましたが，21日後には
消失しました。以上の成績から，卵を除く可食組
織の休薬期間が28日間設定されました。（青木
ら：（財）畜産生物科学安全研究所，花積ら：
（社）日本科学飼料協会

科学飼料研究セン

ター，屋代（典）ら：バイエル㈱）

11．臨床

（２）本製剤を鶏に用いた際の安全性
本製剤の常用量（1.0mg/羽），２倍量（2.0mg/

トリサシダニの寄生が重度に認められた鶏を

羽）及び５倍量（5.0mg/羽）を鶏の背部に１日１

用いて，本製剤の駆除効果を，一般に使用され

回，３日間連続して滴下しました。その結果，一

ているカルバマート系殺虫剤の粉剤及び水和剤

般症状，体重，飼料摂取量，産卵率，血液学的及

と比較検討しました。本製剤は鶏１羽当たり有

び血液生化学的検査所見，解剖所見，臓器重量に

効成分として1 . 0 m g （製剤として0 . 1 ã ）又は

薬剤に起因する異常は認められず，本製剤は臨

2.0mg（0.2ã）を背部に滴下し，対照薬剤の粉

床応用に当たって安全性に問題はないと結論さ

剤は40mg（４g）を総排泄腔周辺の羽毛及び皮膚

れました。（増井ら：（財）畜産生物科学安全

に１羽ずつ擦り込み，また水和剤は0.25％水希

表４
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新しいトリサシダニ駆除剤「鶏用バイチコール」

図３

鶏用バイチコールによるトリサシダニ駆除効果

釈液として１羽ずつ薬浴しました。なお，無投
与対照群を設定しました。試験期間中はダニの
寄生状況の調査，鶏の健康状態の観察を行うと
ともに，寄生ダニを採取し，ダニの種類の同定
を行いました。寄生状況は，前述のDevaney ，
J.A.らの寄生指数を用いて記録しました。その
結果，本製剤を鶏１羽当たりフルメトリンとし
て1.0mg（製剤として0.1ã）を背部に滴下する
ことにより，トリサシダニを速やかに駆除する
ことができ，３〜５カ月間に渡って効果の持続
することが明かとなりました。また，鶏に本製
剤に起因する異常所見は認められませんでし
た。なお，本製剤を鶏１羽に滴下するに当たっ
て要する時間は1.5〜２秒であったのに対し，粉
剤の擦り込みには約10秒，水和剤の薬浴では約
15秒を要し，省力的に投与できることが確認さ
れました。表４及び図２〜３に駆除成績を示し
ました。（渡邊ら：東京農業大学，早川ら：
（株）小松種鶏場
図２

県畜産センター）

鶏用バイチコールによるトリサシダニ駆除効果
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家畜診療所，村野ら：千葉

鶏用バイチコールによるトリサシダニの
駆除試験
渡邊忠男＊ 西脇
目

充＊＊

採取し，70％エタノール中に保存した後，種の同

的

定に供した。

トリサシダニの寄生を認める鶏に鶏用バイチ

寄生部位，寄生数（寄生指数）および一般臨床

コールを使用し，その駆除効果および効果の持統

症状等を各個体毎に観察した。

性を検討する。

ダニ寄生の観察は，薬剤投与前，投与後１週
目，２週目，３週目，４週目（１ヶ月目），２ヶ

試験実施機関

月目，３ヶ月目，４ヶ月目および５ヶ月目の計９

１．実施機関：東京農業大学家畜衛生学研究室

回にわたって実施した。

２．実施場所：東京農業大学富士畜産農場（鶏舎）

寄生数はDevaney，J.A.ら（1977）の方法に
従って，以下の寄生指数を用いて記録した。

材料および方法

０：寄生なし

１.供試薬剤

１：１〜10匹/羽

①被験薬剤：鶏用バイチコール

２：11〜100匹/羽

②対照薬剤：プラセポ

３：101〜1,000匹/羽

２.供試鶏

４：1,001〜10,000匹/羽

白色レグホン種（シェーバー系，1992年４月10

５：10,001匹/羽以上

日孵化）で，トリサシダニの寄生を認めた鶏を供

なお，各試験区で得られた成績については

試した。

D u n c a n の多重比較検定により統計処理を行っ

３.試験区分

た。
６.試験実施期間
1992年10月２日から1993年２月28日までの149
日間に実施した。

結果および考察
各区の鶏より採取したダニは全てトリサシダニ
（Ornithonysuss sylviarum）と同定された。
４.試験方法

各区供試鶏のトリサシダニ平均寄生指数は，表
１の如くであった。

各区とも群飼ケージに７羽ずつ収容し，各薬剤
の所定量を連続分注器等を用いて鶏背部に滴下し

薬剤投与前の各区の寄生指数は，１区３〜４

た。飼料は，市販の産卵鶏完全配合飼料を朝夕２

（平均3.6），２区２〜４（平均3.3），３区２〜

回給与の自由摂取，飲水も自由摂取とし，その他

４（平均2.9）および４区１〜４（平均2.9）であ

の管理は農場の慣行法で行った。

り，各区間には１区と３区および４区との間に統

５.観察項目

計学的に有意差（P＜0.01）を認めたが，他の各
区間には有意差は認められなかった（図１）。本

投薬に先立ち，各区の鶏より寄生ダニを数個体

＊

東京農業大学家畜衛生学研究室
東京農業大学富士畜産農場

＊＊
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鶏用バイチコールによるトリサシダニの駆除試験

表１．トリサシダニ寄生状況（平均寄生指数）

試験では，トリサシダニの駆除効果および効果の
持続性を検討するのが目的であるので，寄生指数
の高い１区（3.6）を薬剤高濃度投与区として検
討した。
薬剤投与後１週間目より３ヶ月目までは，薬剤
投与区（１区および２区）はトリサシダニの寄生
を１羽も認めなかったが，４ヶ月目では２区で35
羽中６羽に寄生指数１〜５の寄生が認められ，
５ヶ月目では１区3 5 羽中４羽（寄生指数１〜
３），２区35羽中９羽（寄生指数１〜３）に寄生
が認められたが，両区間に有意差は認められな
かった。なお，対照の３区および４区では寄生指
数の増減がみられ，薬剤投与前よりは平均寄生指
数が低下してはいるものの期間中を通してトリサ
シダニの寄生が認められた。
なお，寄生部位は主に排泄腔付近に認められた
が，寄生指数４以上の鶏では全身で寄生が認めら
れた。
一般臨床症状の観察では，寄生指数３以上の鶏
で排泄腔付近の羽毛の汚れや脱毛が認められた以
外にはほとんど異常は認められず，また薬剤投与
図１．Duncan 多重比較検定結果

に起因する異常も認められなかった。
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以上の成績より，今回の試験では鶏用バイチ
コールのトリサシダニに対する駆除効果は，薬剤
投与後，いずれの投与用量においても，１週間目
よりトリサシダニの寄生は全く認められなくな
り，0.1ã（1.Omg/羽）投与では投与後３ヶ月間
は，トリサシダニの寄生を全く認めず，駆除効果
の持続性が従来の薬剤より極めて長いことが確認
された。

In vitro 試験において，フルメトリンはその
0.005（mg/ã）で100％の致死効果が認められて
いる１）。
今回の試験においては，同一鶏舎内に薬剤無
投与対照区を設定したので，鶏舎内では試験期
間中を通してトリサシダニが存在していたこと
を考慮すると，鶏舎内全ての鶏に投薬すればさ
らにその持続性は延長することが期待できるも
のと思われた。
引用文献
１）村野多可子ら：トリサシダニに対するフルメトリンの
感受性及びフルメトリン１％製剤による新しい駆除方
法の検討.鶏病研報，29（３），155〜160，1993.
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トリサシダニの生物学に関する「温故知新」
藤崎幸蔵＊

村野多可子＊＊

したがって，企業養鶏のスタイルが抜本的な変

１.はじめに

容をしない限り，また適切な防除対策の確立がな
我が国をはじめとする先進国が世界人口に占め

い限り，トリサシダニの鶏に対する加害性は今後

る割合は，1980年代末で約25％弱であるが，世界

とも重要な問題としてあり続けると考えられる。

における鶏肉生産量の48％と，鶏卵生産量の67％

そこで，本稿では，トリサシダニの生物学に関し

１）

。さらに先

てこれまで得られている知見について，若干の復

進諸国における食肉消費の動向として，一人あた

習・まとめ（温故）を行うとともに，今後解明が

りの鶏肉消費が増加し続けているのに対して，

必要と思われる問題点について考察（知新）を試

いわゆるred meat消費は減少傾向にあることが

み，これからの対策の充実に資することとした

はこれら先進国で生産されている

注目されてから久しい

１）

。また，他の食肉にな

い。

い鶏肉の特徴として，鶏肉はアジア，中東，ア

２. トリサシダニの生物学の「温故」

フリカに多いイスラム諸国においても最も普遍
的に食される肉種であることがあげられる。さ

（１）系統発生

らに，いわゆる企業形態による優良改良鶏種の

ダニの系統発生の知見は，形態学的研究成果に

多頭羽飼育は，中国などの開発途上国を含むほ

よるところが大きく，まだ遺伝子レベルの情報を

とんど全ての国々で行われており，その大半は

生かした研究はない。以下は，主としてWooley

成功を収めていることも広く知られている。し

３，４）

の説による記述である。

たがって，来るべき21世紀に予見されている人

ダニ類など蛛形綱の生物は，カンブリア前期に

口急増問題への対応とも相まって，養鶏産業が

三葉虫から分化した鋏角類Chelicerataに包含さ

人類生存に占める重要性は今後とも拡大傾向に

れている。鋏角類は大分して，広翼類・サソリ

あると考えられる。

類，サソリモドキ（脚鬚）類・ヒヨケムシ（避

ところで，世界中で現在行われている企業養鶏

日）類・蜘蛛類，それにダニ類の３つの主要な進

は，その基本が自然環境条件下では存在し得ない

化ルートをたどったが，系統発生的にはダニ類が

ような高密度の飼育にあることから，飼育されて

最も三葉虫に近いところがら分岐したと考えられ

いる鶏で問題となる衛生関連の事項も，それまで

ている。

は発生がなかった近代養鶏に独特のものが多いこ

ダニ類の化石の最古のものは，スコットラン

とがひとつの特徴である。米国の養鶏全体で年間

ド，アバディーン州の古世代デボン紀にできた赤

被害額が５億ドルと試算されている加害性節足動

色砂岩から発見されたハシリダニ科の祖先と思わ

物２）においても，事情はまったく同様であり，

れるProtacarus craniである。現存種のダニ類の

いわゆる裏庭養鶏では問題にならなかったような

最古の化石は，オーストラリアの旧北マスリン砂

少数の害虫が大発生して問題が起きるケースが多

岩から発見されたフシダニ類のもので，およそ

い。この代表例がトリサシダニOrnithonyssus

5,000万年以前からこの種は存在していたことが

s y l v i a l u m であり，またヒメイエバエ F a n n i a

明らかである。

canicularisである

２）

。

現在想定されているダニ類の系統発生樹は図１

＊

農林水産省家畜衛生試験場
千葉県印旛支庁

＊＊
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図１．ダニ類の想定される系統発生（文献３，４）

のようなものであり，相当古い時代に寄生性と自

トリサシダニの所属するイエダニ属の高次分類

由生活性のダニ類に分岐し，前者は比較的早い時

については，中気門亜目Mesostigmata，ヤドリダ

代に，多気門類と中気門類・後気門類に枝分かれ

ニ団Gamasina，ワクモ科Dermanyssidae，イエダ

したとみられている。この系統樹からトリサシダ

ニ属とし，ワクモの所属するワクモ属とは属のレ

ニやワクモなどのヤドリダニ類が，どのダニ類よ

ベルで区別するのが，従来一般的であった６）。し

りもマダニ類に近い関係にあることを伺うことが

かし，近年はワクモ上科を設けて，科のレベルで

できる。

ワクモ（ワクモ科）とトリサシダニ（オオサシダ

（２）分類

ニ科Macroissidae）を区別する考えが主流となり
つつある７）。

トリサシダニは，1 8 7 7 年にC a n e s t r i n i と

（３）家畜衛生におけるトリサシダニ

Fanzagoによってイタリアはピザ市において採集
された標本について，Dermanyssus silvialumと

トリサシダニは，全世界の温帯に分布してお

して命名記載された。この後，属名は

り，鶏以外にも家禽や野鳥など24種類の鳥類に寄

Leiognathus，Liponyssusと変遷を重ね，一時期

生することが報告されている。また，ネズミや

Bdellonyssusとされたこともあった。しかし，こ

兎，人などにも寄生することが，一般的習性とし

こ2 0 年ほどは，1 9 2 8 年にS a m b o h によって O r ‑

て古くから知られている５，８）。
北米におけるトリサシダニの発生は，1917年ベ

nithonyssusイエダニ属とされたものが踏襲され

ルツビル市のものが最初で，以後米国で虫体から

ている５）。
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馬西部脳脊髄炎ウイルス（1947年）や，セントル

による報告が発表されるまではほとんど行われな

イス脳炎ウイルス（1948年）が分離されたことか

かった。

ら，ドラキュラとしての加害性よりも，疾病媒介

３．トリサシダニの生物学の「知新」

者としての重要性が医・獣医学において注目され
るようになった５）。しかし，その後は疾病媒介

トリサシダニには，卵，幼虫，第１若虫，第２

者としての役割はそれほど大きなものではなく

若虫，成虫の５発育期があることが知られてい

（近年は養鶏関係者のアレルゲンとしての重要性

る。過去の生活史に関する研究９，18，19）をまとめ

９）

），むしろ大量の寄生・吸

てみると，大要は以下の通りである。すなわち，

血による直接的被害が甚大であることが，近代養

雌は吸血後２日以内に平均２〜３個の産卵をし，

鶏の普及・隆盛によって顕在化していった。事

卵は１日以内に孵化し，静止状態の幼虫が生まれ

実，米国でも企業養鶏におけるトリサシダニの被

る。孵化した幼虫は吸血することなく脱皮し，第

害に関する最初の報告は，1960年のArkansasでの

１若虫となる。第１若虫は１〜２日間に２回以上

が注目されている

ものである

10）

。

活発に吸血し，１〜1.5日後に脱皮して第２若虫

一方，我が国におけるトリサシダニの分布に関

となる。第２若虫は吸血することなく１日以内に

する記録を調べてみても，1950年に浅沼らが埼玉

脱皮して成虫になる。したがって，１世代に要す

県下の野鳥の巣における採集例を示したもの

11）

る期間は最短で５〜７日である。

が最も古く，それ以前には，家畜衛生試験場で家

ここでまず生じる疑問は，吸血のbehaviorの詳

畜・家禽に寄生するダニ類をライフワークとして

細はどうなのか，なぜ幼虫や第２若虫が吸血しな

いた矢島朝彦を含め，誰もこのダニについて触れ

いのかということであろう。また雄の吸血性の有

ていない。さらに浅沼の報告以降も，1963年に北

無や，雌雄の交尾の様子なども疑問として残る。

12）

まで，鶏寄生

さらに，吸血前後の休眠や夏眠の有無も問題とな

例すら確認されていなかった。北岡らが愛知県下

る。以下，これらの点の一，二について，紙面の

の２万羽規模飼育の養鶏場における大発生例を報

許す範囲で論考してみたい。

告した1963年前後は，まさに我が国の養鶏の近代

（１）トリサシダニの吸血の様子

岡らが愛知県の事例を発表する

化が始まった時期であり，彼らの報告以降，トリ

トリサシダニなどの微小なダニの吸血の様子を

サシダニは養鶏の企業化と平行してまたたく間に

調べ，吸血活動に関与する種々の因子を明らかに

棲息域を拡大し，現在ではその分布と被害は全国

することは，大変難しいことである20）。一般に

に及ぶに至った。しかし，我が国においては，こ

節足動物の吸血とこれに関わる因子の解明には，

の間も鶏病研究が主としてウイルス，細菌，ある

人工吸血法を開発し，これを利用するという手段

いはこれらによる疾病の病理に注がれ，少ない戦

が取られる。トリサシダニについても，絹や鶏の

力による寄生虫病研究も主体がロイコチトゾーン

皮膚，パラフィルムなどを用いた経膜法による人

症やコクシジウム症に限定されていたことから，

工吸血が試みられ，いくつかの知見が得られてい

トリサシダニの生態や防除技術に関する我が国独

る 2 1 −2 6 ）。 し か し ， ト リ サ シ ダ ニ の 吸 血 部 位

自の研究は，近年，村野ら13−16）や中前ら17）など

（feeding lesion）について詳細を調べた観察は
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になる28））を第２脚の中間点あたりから一度突
き出して引っ込める動作をした後に，まるで
「吸血」部位を掃除するかのような感じで触肢
palpを激しく動かしてから，鋏角を皮膚に突き
刺す。鋏角は表皮を側方に押し，引き裂く感じ
で突き刺さり，最終的にはほとんど円形の穴が
皮膚に形成される。鋏角が完全に皮膚に突き刺
さると，組織液が滲出してくるが，これと同時
にダニの咽頭が活発に動き始め，滲出液がダニ
の消化管内に摂取・流入される。しかし，ダニ
がこの「吸血」行動途中で別の部位に移動する
ことも珍しくはない。ただし，大半のダニは最
初「吸血」行動を起こした部位に戻り，「吸
血」を行うことの方が多い。また１匹の第１若
図２．コウモリ寄生性のサシダニの１種
Chiroptonyssus robustipes のfeeding
lesion（文献27）

虫が「吸血」行動を起こした部位は，他の若虫
にも魅力的なようで，１箇所のfeeding siteで
３〜10匹の第１若虫が群がって「吸血」するこ
とも稀ではない。

まだない。そこで，トリサシダニと同じ中気門亜
目，サシダニ科に属するコウモリ寄生性の

ここで注目されるのは，若い第１若虫は組織液

Chiroptonyssus robustipesのfeeding lesionが

を摂取するもので，血液成分は決して摂取しない

明らかにされている27）ので，これを参考にして

点である。第１若虫は，複数回の「吸血」を行う

考察を加えてみたい。もちろん，トリサシダニの

が，少なくもその第１回目においては，「吸血」

吸血が本種と相同であるかは大いに問題のあると

活動によって宿主の皮膚脈管の透過性を増大さ

ころであるが，トリサシダニの吸血機構を明らか

せ，滲出してきた液（滲出液の貯溜pool）を摂取

にする上で，本種で得られている知見は有用かつ

する。一方，第２回目以降の「吸血」において

示唆に富むと考えることから，詳しく紹介する次

は，第１若虫は鋏角によって明らかに小血管を破

第である（図２参照）。

壊し，破綻性あるいは漏出性に出血してきた血液

C.robustipesの第１若虫は，「吸血」開始前に

の摂取を行っている。ただし，この場合も脈管に

第１脚をもちあげ，前方や側方に広げるが，その

鋏角を直接挿入することはない。この点で，第１

様はまるで第１脚を感覚器として使用しているか

若虫の吸血は常にT e l m o p h a g e （いわゆるp o o l

のようである。「吸血」に適した部位を発見する

feeder）29）である特徴を有することが明らかで

と，ダニは停止し第１脚を大きく広げる。次い

ある。

で，鋏角chelicerae（その微細構造に関してはイ

一方，雌ダニの吸血についてみると，その吸血

エダニOrnythonyssus bacotiの口器の研究が参考

部位決定までの様子（probing）は第１若ダニに
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そっくりであるが，鋏角が小血管に当たるまで

る可能性は高いと思われる。

は，雌ダニは何回も鋏角を皮膚に突き刺すこと

したがって，かなり大胆な推論を行うと，マ

を繰り返す。鋏角が目的とする小血管に遭遇す

ダニをはじめ各種吸血性節足動物は，脱皮ホル

ると，毛抜き状をした鋏角の可動肢によって血

モンの前駆体としてコレステロールが不可欠で

管壁を切り裂き，滲出してくる血液を摂取する

あるけれども自前ではコレステロール合成がで

（図２参照）。したがって，雌ダニが吸血する

きないために，宿主から吸血しなければならな

場合には若ダニと異なりpoolの形成はなく，こ

いことが知られている 30）ことから，トリサシダ

の点で雌ダニはtelmophagicではない。しかし，

ニの場合でも，単に栄養摂取のために，「吸

雌ダニが蚊やサシガメのような純然たるvessel

血」するのではなく，おそらくエクダイソン前

29）

かというと，図２から

駆体としてのコレステロール摂取が主要な「吸

明らかなように決してそうではなく，ツエツエ

血」目的のひとつとして存在すると思われるの

バエの吸血様式に最も近いということができ

である。血液中のコレステロールの70％は赤血

る。

球に存在することが知られており，トリサシダ

feeder（Solenophage）

さて，トリサシダニの第１若ダニが複数回の吸
20）

ニの若ダニがなぜ間欠的に何度も「吸血」する

，複

のか，幼ダニや第２若ダニがなぜ吸血すること

数回の吸血を行わないと第２若ダニに変態できな

なく変態できるのかなどの問題は，摂取する宿

いことは，人工吸血によるCrysta125）の観察以前

主成分中のコレステロール量の調節と蓄積，体

は知られていなかった。Crystalによると，トリ

内における脱皮ホルモン形成過程などの研究を

サシダニの第１若ダニは１日１回の吸血では変態

実施することによって解明できる可能性がある

できず，１日２回の吸血を４日間行って初めて第

といえないだろうか。また，古くから知られて

２若ダニに変態した。トリサシダニの第１若ダニ

いる高血漿コルチコステロン系統の鶏種がトリ

は幼ダニから脱皮後８〜12時間以内に吸血を開始

サシダニ寄生に抵抗する事実 31）や，雌雄鶏間の

するが，その吸血は18〜22時間かけて間欠的に行

トリサシダニ寄生抵抗性32）の解明も，コレステ

われ，この間欠的な複数回の吸血によって体のサ

ロールを中心としたダニの吸血生理の研究を通

イズが３倍程度まで増大して，はじめて次の発育

じて解明できる可能性があると思われる。今後

期への変態が起きるという。トリサシダニの第１

の検証が待たれるところである。

血を行うことは古くから知られているが

若ダニが間欠的に摂取する宿主成分が

さらに雄ダニの存在意義は交尾にあり，次世代

C.robustipesの場合と同様に，「吸血」の都度，

の卵にステロールを伝達する必要はないことか

滲出液あるいは全血液というように変化・相違す

ら，雄ダニでは雌ダニほど多量の血液を宿主から

るかについてはまだ知られてはいない。しかし，

摂取する必要はないと考えられる。事実，

若ダニ，雌ダニともに，トリサシダニは人工吸血

C.robustipesのケースにおいても，雄の消化管内

源として全血液よりも血漿や溶血液を好み，脱線

に赤血球は認められたが吸血をしているところは

血を吸血させるとその後の生存率が低下すること

確認できていない27）。おそらく，トリサシダニ

も知られており25），吸血の都度摂取成分が異な

の雄の場合も同様で，吸血量は微々たるものでは
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ないかと思われる。この点に関しても，今後の検

野でも，唾液成分と唾液腺構造に関して同様の

証が必要である。

基礎的研究知見が充実されることが強く望まれ

なお，北岡はその総説

33）

でトリサシダニの吸

る。

血と宿主の抵抗性獲得について触れ，マダニと

加えて，トリサシダニの寄生とストレス関連因

のアナロジーから，いかにもトリサシダニが血

子の関係22）が，これら免疫の研究とからめて総

液を濃縮するような表現をしている。しかし，

合的に研究されるとすれば，これは 脳下垂体・

トリサシダニを含む中気門のダニ類が，宿主血

副腎系：神経系 と感染防御能との関係という極

液を摂取消化する過程で濃縮を行うことを明ら

めて今日的な重要なテーマであることを付記して

かにした報告はまだないことに留意したい。た

おきたい。

だ，トリサシダニに吸血された鶏では，ダニ体

さらに，主題からは外れるが，トリサシダニの

成分に対する種々の抗体応答の見られること

神経伝達系に関しては，ワクモとトリサシダニに

は，内外において多くの報告がなされていると

イベルメクチン投与が必ずしも有効ではないこと

，マダニの吸血で明らか

が明らかにされており39，40），ＧＡＢＡによる神

にされた宿主の様々の免疫応答に関する多くの

経伝達系の有無を含め，早期の解明が必要な状況

知見が，トリサシダニやワクモなどと宿主鳥類

がある（筆者はトリサシダニやワクモにイベルメ

の相互作用を解明するために有用であることは

クチンが有効ではないのは，その合計の吸血時間

いうまでもない。

が疥癬やオウシマダニに比べ極めて短いことに起

ころであり

1 4 ，1 5 ，3 4，3 5）

例えば，C.robustipes の吸血でも，鋏角を突

因していると考えているが。）
（２）トリサシダニの交尾の様子

き刺された宿主の皮膚血管壁の透過性が増大す
ることが，宿主皮膚の水腫やpoolの形成という
27）

いわゆる中気門のダニの交尾は，雄が挿入器を

，同様の現象はマダニ

もたず，精子を収めた精包spermatophoreを産下

において一般的に存在することが知られてい

し，これを雌の導精孔sperm induction poreに

る。すなわちマダニのfeeding lesion形成にお

挿入する間接的なもの（podospemy）であること

いては，ヒスタミン，セロトニン，ロイコトリ

が知られている41）。しかし，精包や導精孔の有

エンＣ４とＤ４，ブラドキニン，アナフィラトキ

無，処女生殖の可否，あるいは雄が何匹の雌と交

シン，アデノシン３燐酸などのedema promoting

尾可能かなど，トリサシダニの交尾の詳細につい

mediatorの他に，脈管膨大化と血圧上昇を促す

ては，不明の点が多く未検討のまま残されてい

プロスタグランディンＥ群などが深く関わって

る。そこで，今後の参考としてワクモの交尾に関

いることが知られている36，37）。これらはマダニ

するOliverら42，43）の研究成果について紹介した

の唾液中に含まれており，その分泌の神経支配

い。

形で観察されているが

38）

。これら

ワクモの交尾行動は，まず雄と雌が接触するこ

の知見は，唾液成分の生化学と唾液腺の組織化

とから始まる。このとき雌は未吸血のことが多い

学など基礎的な研究の積み重ねの後に得られた

が，マダニの場合のように30），交尾が雌の飽血

ものであり，今後トリサシダニの免疫関連の分

に不可欠の要因か否かは知られていない。雄と接

についても既に明らかにされている
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触した雌は静止状態となり，体後部を持ち上げ

るかによく発達していることから，おそらくワ

る。雄は，雌の背中に体前方あるいは側方から

クモやその他の中気門類と同様に，トリサシダ

よじ登った後，雌の後側から腹部に這って行

ニも精包が導精孔に挿入されるpodospemy43）によ

く。この段階でカブリダニ方式による対面式の

る交尾が行われているものと推測される。しか

交尾姿勢がとられたことになる。雄の第１脚と

し，導精孔に挿入された精包内の精子がいかな

第２脚は，それぞれ雌の第１脚と第２脚の間，

るルートによって卵子と接合するのかは，中気

第３脚と第４脚の間にしっかりと固定される。

門のダニの解剖・組織学が脳神経系44）などの一

また雄の第３脚と第４脚は，雌の第４脚の後方

部を除いて不明なことから，十分には明らかで

に固定される。

はない。

この後の交尾行動は次のような５段階に分けら

また，雄と雌がいかなる機構によってお互いを

れる。すなわち，（１）まず雄が第１回目の精包

認識しあうのかに関しても，トリサシダニでは

を取り出す，（２）これを雌の一方の導精孔に挿

まったく明らかでないが，ワクモでは早くから集

入する，（３）第２回目の精包を取り出す，

合ホルモンの存在が知られている45）ほか，吸血

（４）これを１回目とは別の側の雌の導精孔に挿

の誘引機構としてのカイロモンの存在46）も知ら

入する，（５）雄と雌が離れる，である。この間

れている。以上紹介したワクモの交尾行動とこれ

に要する時間は14分から１時間以上で，平均する

から類推されるトリサシダニの交尾に関しては，

と27分間である。また，雄は連続して３〜４匹の

ほかにも種々論考したいところであるが，紙面が

雌と交尾可能である。

尽きたので割愛する。機会があれば，またこの続
編で述べてみたい。

（１）と（３）において，雄は鋏角を延ばしこ
れを腹側に曲げ，鋏角指状部（担精指）を用いて

４.おわりに

精包頸部をつかんで精包を生殖孔から取り出す。
（２）と（４）において，雄は雌の体に対して約

トリサシダニの生態とその防除に関する内外

30°の角度に体をずらしてから，精包を導精孔に

の一般的知見に関しては，これまで1983年に北

挿入する。なお，ワクモの雌の導精孔は１対であ

岡33）が，また1991年には田和・番場47）がそれぞ

り，第３脚基節後方に位置している。また，ワク

れまとめており大変参考になる。そこで，本稿

モの精包は，小さな頸部を有した直径200μmの透

においてはこれらの総説との重複はなるべく避

明な球形をしており，１個の精包内には大きさが

けたいと考え，代わりにトリサシダニの生物学

平均９x14μmの精子が約200含有されている。

に関する「温故知新」と題して，とくに藤崎の

以上のワクモの交尾行動で注目されるのは，精

考える今後のトリサシダニ研究のテーマについ

包がマダニに見られるような雌雄の生殖孔間の接

て紹介を試みた次第である。このため，記述内

43）

）によらないことである。ト

容のうちとくに「知新」の部分は，独断と偏見

リサシダニでは走査電顕観察によっても，雌の体

にうち過ぎた感じになったかも知れないことを

腹面に生殖孔や受精孔が認められない（横木・藤

畏れる。読者諸兄のご教示とご批判を賜れれば

崎，未発表）ことや，鋏角指状部がワクモよりは

幸いである。
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■総説■
最近の家畜寄生虫性疾患の問題点
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豚コレラの社会的発生要因と対策

近藤

卓夫ら

川越家畜保険衛生所
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（1 9 8 3）

各種家畜伝染病の根絶困難と寄生虫卵の関係について

李

国立台湾大学農学院獣医学部系

3 3号

犬／猫の栄養と栄養管理
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永基

37号

（1 9 8 3）

誠之助

日本農産工業株式会社中央研究所

（1 9 8 6 ）

孝史

農林水産省家畜衛生試験場

4 0号

農林水産省家畜衛生試験場

4 2号

（1 9 9 0）

4 3号

（1 9 9 0）

豚の呼吸器病

山本

対小型ピロプラズマ病戦略

南

遺伝子組換えを用いたワクチン開発

関川

賢二

農水省家衛試生物物理研究室

薬剤耐性菌の功罪

寺門

誠致

農林水産省家畜衛生試験場
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放牧の活性化と複合経営
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熊本県配合飼料価格安定基金協会
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小型ピロプラズマ病をとりまく諸課題
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北海道大学獣医学部
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ライム病
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欧米のブロイラー生産状況
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康雄
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豚のヘコヘコ病
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孝史ら
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豚胸膜肺炎の最近の動向について
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日本農産工業株式会社中央研究所筑波試験場 45号 （1992）
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農業技術研究所
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農林水産省
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（1 9 8 3）

放牧牛に寄生するハエ類とその生態（２）

長谷川

勉

農林水産省東北農業試験場

3 1号

（1 9 8 3）

アブの分類，生態とその対策（９）

早川

博文

農林水産省東北農業試験場

3 1号

（1 9 8 3）

放牧場におけるアブ捕獲器

安達

善則ら

京都府碇高原総合牧場家畜部

3 1号

（1 9 8 3）

家畜害虫について

大塩

行夫

元東京農工大学講師

3 2号

（1 9 8 3）

アブの分類，生態とその対策（1 0 ）

早川

博文

農林水産省東北農業試験場

3 2号

（1 9 8 3）

ハエ幼虫駆除剤トヨダン３％微粒剤について

日本特殊農薬製造

日本特殊農薬製造

3 2号

（1 9 8 3）

株式会社動薬部
ゲタウィルス及びアカバネウィルスの蚊の感受性及び媒介能
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北海道大学獣医学部獣医学科獣医公衆衛生学講座

33号 （1983）

送風機によるトヨダン３％微粒剤の散布とその効果
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（1 9 8 3）
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農林水産省東北農業試験場

3 3号

（1 9 8 3）
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アブの分類，生態とその対策（1 1 ）

早川

博文

農林水産省東北農業試験場

3 3号

（1 9 8 3）

殺タイレリア剤適期使用指導事業の効率的推進へのアプローチ

木戸

実ら

北海道十勝家畜保険衛生所

3 4号

（1 9 8 3）

アブの分類，生態とその対策（1 2 ）

早川

博文

農林水産省東北農業試験場

3 4号

（1 9 8 3）

放牧牛に寄生するハエ類とその生態（４）
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勉

農林水産省家畜保険衛生所
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農林水産省東北農業試験場
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ヌカカ採集と調べ方

北岡

茂男

ザンビア大学

3 6号

（1 9 8 6）

アブの分類，生態とその対策（1 4 ）

早川
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農林水産省北海道農業試験場
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アブの分類，生態とその対策（1 5 ）
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農林水産省東北農業試験場

3 7号

（1 9 8 6）

抵抗性イエバエの現状と駆除対策

林

千葉県衛生研究所

3 8号

（1 9 8 7）

アブの分類，生態とその対策（1 6 ）
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晃史

動物用薬品事業部
「バイチコール」プアオン法によるオウシマダニ駆除試験

平安名

盛己ら 沖縄県家畜衛生試験場

バイチコールによるフタトゲチマダニに対する野外効果試験

平桜

青森県畜産予防衛生研究所

4 0号

（1 9 8 9）

ヨモベットについて

バイエルジャパン ㈱ バイエルジャパン株式会社

4 1号

（1 9 8 9）

千葉県衛生研究所

4 1号

（1 9 8 9）

農林水産省北海道農業試験場

4 2号

（1 9 9 0）
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全作

動物用薬品事業部
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林

牛体寄生のアブ，サシバエ類に対するフルメトリン１
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晃史
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ヨモベットの使用実績と効果

バイエルジャパン ㈱ バイエルジャパン株式会社
動物用薬品事業部
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林
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新しい成虫駆除用殺虫剤バイオフライ

バイエルジャパン ㈱ バイエルジャパン株式会社
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沖縄県家畜衛生試験場

4 7号
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真彦ら
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（1 9 9 4）
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早川

博文ら

農林水産省国際農林水産業研究センター

4 9号

（1 9 9 4）

鶏用バイチコールによるトリサシダニ駆除試験

渡邊

忠夫ら

東京農業大学家畜衛生研究室

5 0号

（1 9 9 4）

新しいトリサシダニ駆除剤「鶏用バイチコール」

屋代

真彦ら

バイエル株式会社

5 0号

（1 9 9 4）

トリサシダニの生物学に関する「温故知新」

藤崎

幸蔵ら

農林水産省家畜衛生試験場

5 0号

（1 9 9 4）

島根県江津家畜衛生保健所

3 3号

（1 9 8 3）

米倉犬猫病院

3 8号

（1 9 8 7）

外部寄生虫類の寄生状況と牛の忌避行動

■外部寄生虫■
豚の寄生性皮膚病（疥癬，毛包虫）の集団発生例とその治療について

角

犬猫におけるノミ駆除剤（T i g u v o n S p o t ）の外用試験

米倉

郁夫ら

ボルホカラーＬならびＳによる犬寄生ノミ，マダニ駆除試験

小松健二ら

小松獣医科病院

3 8号

（1 9 8 7）

放牧場における，飛来アブ防除による牛白血病水平伝

高波

新潟県上越家畜保険衛生所

4 7号

（1 9 9 3）

林皮膚科クリニック

4 9号

（1 9 9 4）

督雄ら
保ら

播防止の検討（バイチコールプアオン法による試み）
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

■内部寄生虫■
犬・猫の条虫

環境とその被害

坂本

司

岩手大学農学部

3 5号

（1 9 8 5）

深瀬

徹ら

麻布大学獣医学部

3 5号

（1 9 8 5）

ドロンシット（D r o n c i t ）による犬・猫の条虫駆除成績

米倉

督雄ら

湘南木曜会

3 5号

（1 9 8 5）

ドロンシット注射液による犬，猫の条虫駆除試験

坂本

紘

鹿児島大学農学部獣医学科

3 7号

（1 9 8 6）

わが国の犬・猫にみられる寄生ぜん虫とその感染状況

‑53‑

壼型吸虫とその駆虫

深瀬

徹ら

麻布大学獣医学部寄生虫学教室

3 7号

F e b a n t e l による馬の内部寄生虫駆除試験

其田

三夫ら

酪農学園大学

3 8号

（1 9 8 7）

犬バベシア症

前出

吉光

北海道大学獣医学部

3 9号

（1 9 8 8）

被食者−補食者相互関係で伝播する寄生虫・エキノコックスの防除

神谷

正男

北海道大学獣医学部寄生虫学講座

犬の消化管内寄生線虫駆除剤「ウェルパン」

関口

昇ら

バイエル株式会社

4 9号

（1 9 9 4）

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

神戸大学医学部医動物学教室

4 9号

（1 9 9 4）

イヌ，ネコに対するキシラジンの効果

多川

政弘

日本獣医畜産大学獣医第一外科学教室

3 6号

（1 9 8 6）

犬のキシラジン・ケタミン併用麻酔に対する４−アミノ

武部

正美

開業

3 6号

（1 9 8 6）

44号

（1 9 8 6）

（1 9 9 1 ）

■獣医薬■

ピリジン・ヨヒンビンの拮抗効果
馬の鎮静麻酔の基礎とキシラジンの応用

吉田

慎三

日本中央競馬会競争馬総合研究所

乳牛に対するキシラジン投与の臨床応用例

相子

正隆ら

千葉県農業共済組合連合会家畜臨床研修所 36号 （1986）

36号

（1 9 8 6 ）

抗キシラジン剤としての塩酸トラゾリンの牛における臨床応用

石田

修

ウマに対するXylazine/Ketamine併用による短時間麻酔法

川俣由美子ら

石狩地区農済組合江別家畜診療所

36号

（1 9 8 6 ）

北海道大学獣医学部家畜外科講座

37号

（1 9 8 6 ）

■抗菌剤■
新世代の抗菌剤『バイトリル』

バイエルジャパン ㈱ バイエルジャパン株式会社

4 5号

（1 9 9 2）

動物用薬品事業部
新しいキノロン系抗菌剤バイトリルの治療試験

佐藤 淳一 他

山形県農業共済組合連合会

4 5号

（1 9 9 2）

育成鶏におけるMycoplasma gallisepticumとHeamo‑

坂井

利夫ら

坂井利夫家禽家畜診療所

4 5号

（1 9 9 2）

山本

輝次ら

千葉県農業共済組合連合会

4 6号

（1 9 9 2）

philus paragalllinarum の混合症例に対するバイトリル
の治療効果
豚胸膜肺炎に対するエンロフロキサシン（バイトリル）
注射液の治療効果
ウシおよびブタの呼吸器病原性菌に対するバイトリル抗菌活性

山本

孝史

農林水産省家畜衛生試験場

4 6号

（1 9 9 2）

乳用子牛下痢症に対するバイトリル注射液の治療試験

黒瀬

浩平ら

岡山県津山家畜保険衛生所

4 6号

（1 9 9 2）

乳用子牛に発生した細菌性肺炎に対するバイトリル

星

千葉県農業共済組合連合会

4 6号

（1 9 9 2）

欽彌ら

注射液の治療効果試験
ブロイラーの大腸菌症に対するバイトリルの効果

中村

暁美ら

バイエル株式会社

4 7号

（1 9 9 3）

鶏大腸菌症とエンロフロキサシンの治療効果

佐藤

優ら

秋田鶏病中央研究所

4 8号

（1 9 9 3）

ニューキノロンの背景

小久江

東京農工大学獣医学科

4 9号

（1 9 9 4）

初めての犬猫用ニューキノロン系抗菌剤「バイトリル」

関口

バイエル株式会社

5 0号

（1 9 9 4）

油壷マリンパーク

3 2号

（1 9 8 3）

栄一
昇ら

■水産■
水族飼育とその環境・循環飼育の仕組みとその実際（５）

堤

俊夫

濾過槽の洗浄と水産用水の基準について
Praziquantel（Droncit）魚類寄生虫に対する効果

小川

和夫

東京大学農学部水産学科

4 2号

（1 9 9 0）

吐山

豊秋

東京農工大学家畜薬理学教室

3 2号

（1 9 8 3）

キシラジンの薬理

吐山

豊秋

東京農工大学家畜薬理学教室

3 3号

（1 9 8 3）

獣医領域における薬剤選択（2 7 ）

吐山

豊秋

東京農工大学家畜薬理学教室

3 4号

（1 9 8 3）

■薬理■
獣医領域における薬剤選択（2 6 ）
６. 薬物の体内動態に関する基礎知識（その1 ）

６. 薬物の体内動態に関する基礎知識（その２）

動薬研究

1994．12．№50
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獣医領域における薬剤選択（2 8 ）

吐山

豊秋

東京農工大学家畜薬理学教室

3 5号

（1 9 8 5）

吐山

豊秋

東京農工大学家畜薬理学教室

3 6号

（1 9 8 6）

吐山

豊秋

東京農工大学家畜薬理学教室

3 7号

（1 9 8 6）

吐山

豊秋

東京農工大学家畜薬理学教室

3 8号

（1 9 8 7）

吐山

豊秋

東京農工大学家畜薬理学教室

3 9号

（1 9 8 8）

吐山

豊秋

東京農工大学家畜薬理学教室

4 1号

（1 9 8 9）

吐山

豊秋

東京農工大学家畜薬理学教室

4 2号

（1 9 9 0）

吐山

豊秋

東京農工大学家畜薬理学教室

4 3号

（1 9 9 0）

吐山

豊秋

東京農工大学家畜薬理学教室

4 4号

（1 9 9 1）

吐山

豊秋

東京農工大学家畜薬理学教室

4 7号

（1 9 9 3）

吐山

豊秋

東京農工大学家畜薬理学教室

4 8号

（1 9 9 3）

Rhipicephalus appendiculatsu Neumannの解剖と組織（２） W.M.Til1

3 1号

（1 9 8 3）

Rhipicephalus appendiculatsu Neumannの解剖と組織（３） W.M.Til1

3 2号

（1 9 8 3）

Rhipicephalus appendiculatsu Neumannの解剖と組織（４） W.M.Til1

3 3号

（1 9 8 3）

Rhipicephalus appendiculatsu Neumannの解剖と組織

3 4号

（1 9 8 3）
（1 9 8 9）

６. 薬物の体内動態に関する基礎知識（その３）
獣医領域における薬剤選択（2 9 ）
６. 薬物の体内動態に関する基礎知識（その４）
獣医領域における薬剤選択（3 0 ）
６. 薬物の体内動態に関する基礎知識（その５）
獣医領域における薬剤選択（3 1 ）
６. 薬物の体内動態に関する基礎知識（その６）
獣医領域における薬剤選択（3 2 ）
７. 動物用抗菌性剤の薬理と応用（その１）
獣医領域における薬剤選択（3 3 ）
７. 動物用抗菌性剤の薬理と応用（その２）
獣医領域における薬剤選択（3 4 ）
７. 動物用抗菌性剤の薬理と応用（その３）
獣医領域における薬剤選択（3 5 ）
７. 動物用抗菌性剤の薬理と応用（その４）
獣医領域における薬剤選択（3 6 ）
７. 動物用抗菌性剤の薬理と応用（その５）
獣医領域における薬剤選択（3 7 ）
７. 動物用抗菌性剤の薬理と応用（その６）
獣医領域における薬剤選択（3 8 ）
７. 動物用抗菌性剤の薬理と応用（その７）
■海外文献■

W.M.Till

蛍光法によるFlumethrin １％w/v の体表面分布動態の実証

H.D.Hamelら

南アフリカバイエル社

4 0号

バイチコールプアオンのダニ駆除効果に関する実験的研究

W.Stendel

ドイツバイエル社

4 1号

（1 9 8 9）

バイチコールプアオン牛の匍匐性外部寄生虫駆除の

A.Liebisch

ハノーバー獣医科大学

4 1号

（1 9 8 9）

アジュバンド：免疫調節および免疫刺激

P.Thein

ドイツバイエル社

4 3号

（1 9 9 0）

バイトリルの家禽における野外試験成績

R.Bauditz

ドイツバイエル社

4 5号

（1 9 9 2）

バイトリルの子牛および豚における臨床治療試験

R.Bauditz

ドイツバイエル社

4 6号

（1 9 9 2）

精神科入院病棟における動物を用いた治療

Ralph Holcombら

（出典）Anthrozoos，Vol Ⅱ ＃４，

4 7号

（1 9 9 3）

4 8号

（1 9 9 3）

新殺虫剤およびその斬新な投与法

（Ａ‑ ＡＴ）法の有効性

269‑264，1989

豚肥育農家における伝染性後期流産

Elisabeth Grosse ハノーバー獣医大学疫学研究所

（ＰＲＲＳ/ ＰＥＡＲＳ）流行語の繁殖に関する疫学的研究

Beilageら

ヨーロッパにおける放牧牛の寄生虫ハエ類

J.Heine

ドイツバイエル社

4 9号

（1 9 9 4）

小動物における急性期の緊急抗菌剤治療

Duncan C.

ジョージア大学獣医学部

5 0号

（1 9 9 4）

Ferguso n
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