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マダニとマダニ媒介性疾病の対策，とくにマダニの吸血
生理と自然免疫に関する知見をもとにして
(1) 抗止血機構

藤崎 幸蔵

はじめに

筆者は 1988 年にマダニの分類と系統発生に

ついて，「マダニの生物学，マダニの出現と進化」

と題する小文を発表した 1）。当時，この分野の

研究は大変少なく，この小文においても，稀代

の大マダニ学者 Hoogstraal 博士（1917 年生～

1986 年没）（図 1）の形態観察に基づいた見解
2）を中心にして解説を行った経緯がある。しか

し，その後の各種の遺伝子やタンパク分子の解

析を通じたマダニの高次分類と系統発生に関す

る研究進展にはめざましいものがあり，とくに

この数年はいくつかの注目すべき新知見が得ら

れている。そこで，本稿は「マダニとマダニ媒

介性疾病の対策」について解説することを主目

的とするものではあるが，このような最近のマ

ダニの進化や系統発生に関する研究の現況を背

景に，とくにマダニの吸血生理と自然免疫に関

わるタンパク分子を事例として取り上げて，病

原虫と媒介マダニの host-parasite 関係の成因

や成立に関連すると思われる研究成果を紹介す

ることによって，今後のマダニとマダニ媒介性

疾病に関する対策の戦略策定に役立てたいとす

るものである。このような筆者の意図は，所期

の目的達成には一見迂遠のように見えても，マ

ダニの吸血生理の理解なくしてその病原体獲得

と伝播の真の姿を見ることはかなわず，またマ

ダニ自身の免疫防御機構の理解なくしてその体

内における病原体の発育や増殖の実態を語るこ

とはできない，という確信に基づくものである。

世界の畜産が被っている，ウシだけでも毎年

70 億ドルともいわれるマダニとマダニ媒介性

原虫病による経済的損失を，持続的で安全な手

段によって軽減するために，いかにマダニ学の

基本的情報と基盤的知見が不可欠であるかを，

少しだけでも読み取っていただければ，この小

文の目的の過半は達成されたことになると思わ

れる。

Ⅰ．マダニの進化と系統発生

筆者が 1988 年の小文のべースとした Hoog-

straal の研究は，マダニの進化にとって宿主特

異性 host specificity こそが最も重要であると

するもので，数十年に及ぶ彼のマダニ形態観

察の集大成ともいうべき性格を帯びていること

が大きな特徴であった 2）3）。彼は，マダニを非

常に宿主特異性の高いもの srict-total category

から，まったく特異性の見られないもの non-

particular category までの 6 段階に分類し，例

えばマダニの口器や基節などにみられる様々

な形態や構造の変異や多様性は，吸血用宿主

に対してマダニが寄生を通じて適応した結果

であると考え，non-particular category のマダ

ニに関しては，牧畜などの人為によって本来
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の宿主特異性が希薄になった一種の artefact で

あるという，相当強引とも思われる断定を行

った。その上で彼は，マダニの系統発生は単

系mono-phyletic であり（図 2を参照，この図

におけるマダニの種類数は Keirans4）によって

修正），原始ダニの誕生についても，約 2億年

前（200MYA）の古生代後半から中生代前半に

かけて恐竜など爬虫類の寄生者として出現した

ものであるとする，それまで誰もが語ることの

なかったマダニの起源に関して，具体的証拠な

しのほぼ直感に近い大推論ではあったが，彼な

りの見解を学術論文として発表した。マダニ

の系統発生が単系であり，その解明には共進化

coevolution（cospeciation 共種分化）を最も重

要視しなければならないという Hoogstraal の

考えは，最近のいくつかの分子生物学的研究に

よっても追認されており，天才の卓見のすばら

しさにただただ驚くばかりである。

しかし，Hoogstraal が 1986 年に急逝する

とすぐに，マダニの共進化について吸血期 on-

host phase における宿主特異性だけを重視した

彼の考察は大きな片手落ちで，未吸血期offhost 

phaseにおける生態特異性ecological specificity

をもっと十分に考慮すべきであるという指摘

が，Hoogstraa1 の高弟の Keirans と Klompen

などから提出された 5）。この見解は，マダニ

が生涯にわたって宿主から離脱することのな

い permanet parasite ではなく，その生活史に

おいて時間的に占める割合は吸血期よりも未吸

血期の方がはるかに長いという事実に注目した

もので，未吸血期は宿主の棲息する habitats に

も大きな影響を受けるはずであるという，きわ

めて妥当と思われる考えに基づいた論考に拠

るものであった。Klompen らの提言では，系

統発生において原始的 primitive とされるマダ

ニの宿主が必ずしも原始的動物といえないな
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どの，Hoogstraal 説に存在している問題点の

いくつかについてもうまく説明できるなどの利

点があり，ごく最近まで広く受け入れられてい

た 6）。また，この宿主と生態環境という2要因と

マダニの共進化という考えに立脚し，筆者の友人

の南ジョージア大学節足動物寄生虫学研究所長の

Oliver らは，原始マダニは捕食性のヤドリダニ

Parasitoformes であり，これがカエルなどの両

生類の寄生者として出現したのが約 350MYA

のデボン紀であるとし，マダニの地上出現に

ついては，原始ダニの誕生を 200MYA とする

Hoogstraal の見解を大幅に改めて，さらに 1

億 5000 万年以上さかのぼることができるとい

う推論を示して注目された 5）6）。

一方，1990年代にはいると，もっぱら形態や

生態学的な特徴に立脚してマダニの系統発生を

考察するそれまでのアプローチに代わって，分

子生物学的手法を活用したマダニの進化や系統

発生解明の試みが活発となり，研究成果も数多

く発表されるようになった。この分野の研究は，

最初はマダニのミトコンドリア 16SrDNA を少

し解析しただけの簡単なものから始まったが，

その後は 18S や 28S の核 DNA の解析，あるい

はミトコンドリアの 12SrDNA など様々な解析

が本格的に行われるようになった。初期の頃の

ミトコンドリアや核の遺伝子を検討した報告に

は，それまでのマダニ学の「常識」と矛盾する

珍奇と思われる内容のものもあったが，最近は，

このような過誤の理由となっていた材料や手法

上の問題も解決され，従来の形態や生態の特徴

に基づく系統分類では到底なしえなかったよう

な，新たな発見や提言も行われている。33 種

類の Rhipicephalus属と Hyalomma属のマダニに
ついて，12SrDNA，チトクローム Cオキシダー

ゼ，核 rRNA の internal transcribed spacer 2，

18SrRNA を totalevidence analyses で解析した

Murrell らの報告 7）や，マダニの吸血生理に関

与する蛋白分子を検討対象としてマダニの分子

生物学的進化シナリオを示したMans らの報告
8）は，その好例である。Murrell らは，単一の

遺伝子や形態などの解析では系統発生全般を解

明することは困難であるが，複数の database

の解析によって生物地理学とマダニの系統発生

の関係などに多くの新知見を加えることができ

ることを明らかにしている（彼女らが考察で

Boophilusを Rhipicephalusの亜属としているこ
とには到底賛成できないが）。また，Man らは，

原始マダニの誕生時期を Oliver 説ほど古い時

代に求めることはできず，オーストラリアがゴ

ンドワナ大陸の一部だった最終時期である中生

代白亜紀（約 120MYA）頃とするのが妥当で

あるとして注目された。

Ⅱ . マダニの吸血生理とその進化

筆者は，1994 年にこの「動薬研究」誌上で

トリサシダニ Ornithonyssus sylvialumの吸血生
理について，千葉県畜産センターの村野多可子

博士と共に概説を行ったことがある 9）。その中

で，マダニを含む吸血性ダニ類は，若干の例外

はあるもののほとんどすべてがblood-pool feeder

（Telmophage）であり，吸血活動によって宿主

の皮膚血管が破断，あるいは血管透過性が増大

することによって脈管外に形成された滲出液の

貯溜物（blood-pool）を摂取するものであり，

蚊やサシガメのように血管に口器を直接挿入し

て吸血する vessel feeder（Solenophage）とは

吸血様式が根本的に異なっていることを強調

した（図 3）。吸血様式として Telmophage と

マダニとマダニ媒介性疾病の対策，とくにマダニの吸血生理と自然免疫に関する知見をもとにして　(1) 抗止血機構
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Solenophage のいずれが優れているかは，問題

のあるところであるが，Solenophage は閉鎖血

管系の脊椎動物を宿主とする吸血様式であり，

Telmophage は節足動物などの解放血管系の宿

主の体液摂取にも対応可能な吸血様式と考えら

れることから，系統発生においては Telmophage

よりも Solenophage の方が新しい様式であると

考えることができよう。ほとんどの脊椎動物の

皮膚内血液量は皮膚の全容積の5%以下と極めて

少量であることから，短時間のうちにそれほど

豊富でない皮膚血管を探しあてて飽血を完了す

ることは，どの節足動物にとっても大変至難の

仕事であることは明らかであろう。この意味で，

Telmophage は，blood-pool 形成に時間を要する

ことから短時間吸血にはまったく不向きである

が，長時間の吸血中に遭遇せざるを得ない宿主

の止血 hemostasis と免疫 immunity 機構の問

題さえ対処できれば，口器を毛細血管に穿刺

させるための精巧な血路発見 vessel probing 機

構をとくに必要とせず，しかも Solenophage

よりもはるかに大量の吸血を行いうることか

ら，安全に大量の吸血を行うマダニには大変適

した様式であるということができる。いずれに

しても，Telmophage という，数多い吸血性節

足動物の中でも他にはブユ，数種のノミでしか

知られておらず，したがってマダニにほぼ特異

的ともいえる吸血様式は，宿主動物の止血機構

と免疫応答の激しく厳しい交渉の中で進化・獲

得されたものであることは間違いない。本稿で

は Telmophage 確立のために真っ先に必要とな

る宿主の止血機構に対抗するマダニのメカニズ

ムについて，まず解説することにする。

なお，節足動物の吸血行動 hematophagy の

成否と密接に関係を有する脊椎動物宿主側の血

液凝固カスケードは，約400MYA 頃に始まっ

たもので，ほぼ現在の原型を整えたのが約200 



― 5―

MYA 頃というのが定説のようである。した

がって，原始マダニが誕生したと思われる約

120MYA には，吸血される側の宿主動物には

すでに立派な止血メカニズムが備わっていたこ

とから，原始マダニの頃からマダニは吸血遂行

のための抗止血戦略の展開を迫られていたも

のと考えられる。さらに，遺伝子解析によるマ

ダニの系統発生に関する最近の研究結果で注

目されるものに，原始マダニは現在のカタダニ

Holothyrida（四気門類）に近縁であったとす

る報告がある 10）。これが正しいとすれば，原

始マダニは，カタダニと同様の自由生活性の

scavengingmite として節足動物の体液を主要

な食餌源とし，Telmophage によって解放血管

系の節足動物のヘモリンフなどの体液を摂取を

していたものが，新たに脊椎動物を宿主とする

のにともなって，吸血のための抗止血機構や脊

椎動物の血液特有の赤血球などの消化・代謝の

機構を獲得していったと推測される。また，節

足動物の寄生者であった原始マダニは，宿主節

足動物に独自の血液凝固システム（カブトガニ

で詳細に調べられている）との戦いを経験済み

であった（あるいはその渦中にあってそれを忌

避して脊椎動物に寄生するようになったかはま

ったく想像の外にあるが）とすることは推察に

かたくない。すなわち，マダニは原始マダニと

しての誕生時からすでに，脊椎動物と節足動物

に共通する止血メカニズムに対しては，ある程

度の抗止血因子を用意できていた可能性が大き

いと推測されるのである。

Ⅲ．マダニの止血メカニズム

脊椎動物の止血メカニズムは，血小板凝集

platelet aggregation， 血 液 凝 固 blood coagu-

lation，血管収縮 vasoconstriction の 3 本柱から

成る極めて精緻で複雑な生理現象である 11）12）。

吸血者（ドラキュラ Dracula）として，現在，

蚊とならんで最大の成功者となっているマダニ

は，何回もの大きな進化を経て，吸血時の唾液

腺の大きさが未吸血時の 25倍にも増大するこ

とに端的に示されているように，現在では宿主

の止血機構に対して縦横無尽に対抗し，これを

阻止するための多種の薬理活性物質 pharmaco-

logical substance を多量に唾液中に産生できる

ようになっている。吸血節足動物の吸血生理・

生化学の第 1人者である Ribeiro（NIH）の表現

を借りれば最高の「pharmacologist」12）となっ

ている。なお，唾液成分に対する宿主の免疫応

答への対応，すなわち宿主側のマダニの唾液に

対する免疫中和システムは，抗止血戦略となら

んで，マダニの Telmophage 確立のための重要

な第 2の鍵と考えられるが，本稿では紙面の関

係で割愛する。

マダニが宿主皮膚への吸着 attachment に成功

すると，吸血部位 feeding lesion では小血管が

寸断され，破綻箇所から出血が起きる。マダニ

はこの出血によって feeding lesion に形成され

た blood pool から，数日間あるいは数週間にわ

たって blood meal を摂取して飽血 engorgement

に至るが，通常は皮膚毛細血管におけるこのよ

うな出血は，宿主の止血機構によって迅速かつ

完壁に阻止されるものである。すなわち，（1）

血小板凝集によって血栓が形成され，これが血

管の破綻部分に栓をし，（2）次いで血漿の凝固

カスケードが活性化してfibrin meshが形成され

ることによって，血栓の固着が強化され，（3）

最後に血管収縮があって，破綻部分の血栓密封

がさらに強化され盤石なものになる，という 3

マダニとマダニ媒介性疾病の対策，とくにマダニの吸血生理と自然免疫に関する知見をもとにして　(1) 抗止血機構
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段階の止血プロセスが進行する 11）。しかし，マ

ダニは，吸血時に行われる唾液腺由来の唾液分

泌と中腸由来の腸内容吐き戻し regurgitation（こ

の興味深い regurgitation 現象についても紙面の

関係で割愛する）によって，これらのプロセス

のすべてを阻害し，blood pool の凝固を徹底的

に防止するとともに，摂取 blood meal の液状態

fluidity を維持することによって，口器と食道を

経て腸管へ至るblood meal のスムースな移動を

常に可能としているのである。以下，宿主の3

段階の止血メカニズムに対抗するマダニ唾液成

分について，少し詳しく紹介したい。

（1） 抗血小板物質 platelet aggregation inhibitor

（PAI）（antiplatelet factor）

a．アピラーゼ

脊椎動物の止血メカニズムの第 1 は血小板

凝集であり，マダニの唾液中に含まれるアピラ

ーゼ apyrase は，血小板を凝集させる作用のあ

る ADP（アデノシン 2リン酸）を加水分解して，

吸血部位の血小板凝集を阻止する。ADP は，傷

害を受けた細胞の周囲では濃度が 1000 倍まで

上昇する組織傷害の最大のインディケーターで

あり，ADP 値の高い部位には血小板が凝集し，

凝集した血小板が放出する顆粒中の ADP とセ

ロトニン serotonin（血管収縮作用あり）はさ

らに多量の血小板凝集を招来する。apyrase は

ADP と ATP（アデノシン 3 リン酸，好中球を

凝集させる作用を持つ）を無機リン酸に加水分

解し，血小板の凝集阻止 dis-aggregate を行う。

apyrase で注目される点は，マダニとヒメダニ

に共通して広く認められるばかりでなく，すべ

ての吸血性節足動物の唾液に共通して存在する

血小板凝集阻止物質であることである。この点

に注目したMans らは，吸血性を獲得する以前

の原始マダニにも apyrase は存在していたとす

る考察を述べている 8）。apyrase は筋肉や酵母，

あるいは植物に広く存在する酵素であり，別目

的で存在していたものが転用されてマダニやそ

の他の節足動物では，吸血性獲得において抗止

血物質として一役買ったという可能性は十分に

あり得ることと思われる。また，マダニでは知

られていないが，蚊では blood meal として人血

を選択することと唾液 apyrase 活性の高さの間

には相関のあることが知られている 13）。

b．ディスインテグリン

血小板の表面に露出したインテグリン integrin

分子はフィブリノーゲン fibrinogen の RGD（ア

ルギニン・グリシン・アスパラギン酸）配列を認

識して凝集する。ディスインテグリンdisintegrin

はこの RGD 配列と同様の機能をもった配列を

有するペプチドの総称で，fibrinogen に対す

る血小板の接着を阻害してその凝集を妨げる。

disintegrin は蛇毒に広く認められることが知ら

れているが，マダニでも Ornithodoros moubataの
唾液腺から disintegrin と同様の機能をもつペプ

チドのディサグレジンdisagreginが報告された。

しかし，このペプチドは RGDドメインを欠くと

いう特色がある。その後，O.savignyiから報告さ
れたサビニグリン savignygrin には RGD ドメイ

ンが存在している。

c．その他

血小板の凝集は，ADP 以外のコラーゲン

collagen や thromboxane A2，thrombin などに

よっても引き金が引かれる。O. moubataの全
身抽出液から精製されたモウバチンmoubatin

は，コラーゲンによる血小板凝集を阻害する

17kDa のペプチドである。

d．血小板凝集は数秒間で起こり，しかも後述
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の血液凝固や脈管収縮とは無関係に破綻血管

の止血を行いうる，多岐・複雑なカスケード

から成るメカニズムである。このカスケードを

すべてマダニが阻止可能かはまだ明らかでない

が，マダニの唾液に含まれる多種多様の抗血小

板物質（表 1）は，宿主の血小板凝集カスケー

ドの多岐・複雑さに対応したものであることは

間違いないであろう。これまでのところ，マダ

ニの抗血小板凝集システムには重複over-lapping 

duplication や過剰 redundancy は認められず，こ

れはマダニの吸血成功のために血小板対策がい

かに重要かを物語るものであろう。また，唾液

に多様な抗血小板凝固因子を有するマダニほど，

宿主域が広い可能性があるかも知れない。

マダニとマダニ媒介性疾病の対策，とくにマダニの吸血生理と自然免疫に関する知見をもとにして　(1) 抗止血機構
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（2） 抗血液凝固物質anticoagulant（coagulation 

inhibitor）

a．止血メカニズムの第2は血液凝固であり，内

因性 intrinsic と外因性 extrinsic の 2経路を介し

て起きる（図 4）。両経路は独立したメカニズム

であるが，いずれも Factor X を Factor Xa に変

換 し，Factor Xa が prothrombin か ら thrombin

を作り，thrombin が fibrinogen を fibrin に変換

することによって血液を凝固させるものであ

る。内因性経路は，創傷が原因で collagen など

の内皮下成分が血液に暴露されると引き金が引

かれる結果，plasma factor XII の活性化が起こ

り，いくつもの反応の後 Factor X の活性化に至

る。外因性経路は，傷害を受けた細胞が tissue 

thromboplastin を放出することによって引き金

が引かれる。この場合も最終的には Factor X の

活性化が起きる。

マダニが抗血液凝固活性を有することは，す

でに 100 年以上昔に Sabbatini（1898）によ

って発見され，また 20 世紀初めにはヒルやコ

ウモリなどの吸血性動物の唾液腺には hirudin

などの抗凝固物質が存在することが知られてい

た。しかし，マダニの抗凝固物質について詳し

い特性解明が行われるようになったのは，この

20 年くらいのことである。これまでに 12 指

を超える数の抗凝固物質 anticoagulant がマダ

ニの唾液や唾液腺から発見されており，数年前

までは表 2に示すように，マダニの抗凝固物質

の本体は，カスケード上流の Factor VIIa を阻

害する Dermacentor andersoniを例外として，す
べて Factor Xa または thrombin 阻害によって

宿主の血液凝固を妨げる外因性経路に関係する

タンパクであると考えられていた 14）。しかし，

その後，IxodesからもFactor VIIa/Tissue Factor を
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阻害する Ixolaris が同定され，また Ornithdoros

から Tissue Factor を阻害する可能性のある 2

種類の BaS04 吸着タンパクが発見されるなど，

マダニの抗凝固物質はさらに多岐に及ぶもので

あることが明らかになっている。

b．マダニ抗凝固ペプチド（TAP）

O.moubataから精製されたマダニ抗凝固ペ
プチド TAP（tick anticoagulant peptide） は，

Factor Xa 特異的セリンプロテアーゼ・インヒ

ビター serine protease inhibitor であり，組換

え体がいち早く作成されるなどマダニの抗凝固

物質の中で最も詳しく特性が解明されているも

のである。60 個のアミノ酸から成る 1 本鎖の

酸性ポリペプチドであり，1 個の BPTI（ウシ

膵臓トリプシンインヒビター canonical bovine 

pancreatic trypsin inhibitor）様ドメインを有

する。TAP の他に O. moubataからは Factor Xa 
inhibitor として fXaI が報告されている。

c．トロンビン阻害因子

トロンビン阻害因子 thrombin inhibitor は

ヒメダニ科の O. moubata からオルニソドリ
ン ornithodorin が，また O. savignyi からサビ
グニン savignin が報告されている。マダニ科

からは Ixodes ricinus から ixodin が， また B. 
microplusからも新たな thrombin inhibitor が報
告された。いずれも 2個の BPTI 様ドメインを

有し，TAP やこれらの thrombin inhibitor は，

Kuniz-type inhibitor のカテゴリーに分類される

ものである。

d．Telmophage では，blood-pool における凝

固阻止の可否が長時日に及ぶ飽血の成否を左右

することから，マダニがこのように強力で多彩

な抗凝固物質を有することは当然の帰結と思わ

れる。多くのマダニ種が共通して Factor Xa と

thrombin の両者を阻害することによって抗血

液凝固機構としていることに関しては，生体で

は Factor Xa の完全阻止が至難であるため，カ

スケード下流にある thrombin についても阻害

を可能にして抗凝固対策の完壁を期しているも

のと推測される。加えて，thrombin は最強の

血小板凝集素のひとつとして，血小板凝集阻止

にも大きく関わっており，このことも凝固カス

ケードにおける thrombin 阻害を必要なものに

していると考えることができる。

e．Mans ら 8）は既述のように，Ornithodorosの
抗凝固物質がすべて BPTI ファミリーに属して

いることに着目して，マダニの抗止血物質に関

する BPTI ドメインを用いた分子生物学的進化

シナリオを検討した。彼らの推論によると，抗

止血物質の中で系統発生的にはthrombininhibitor

がもっとも古く，これに Factor Xa inhibitor が続

き，platelet aggregation inhibitor は最新のもの

であるという。また，マダニ科の B. microplus

や D. variabilis の BPTI inhibitor は，ヒメダニ
のそれとは系統発生が異なっており，マダニ

科とヒメダニ科は分化 divergence 後それぞれ

独自に抗止血機構の適応・進化を行った可能

性が大きいとした。Mans らはまた，120 ～

80MYA の白亜紀初期に行われた鳥類と有胎哺

乳類の分化時期にも注目し，これと前後するほ

ぼ同時期の 120MYA に出現した原始マダニは，

遅くとも 90MYA までには現在の止血メカニズ

ムの原型を獲得し，その一方で鳥類と哺乳類と

いう宿主側の 2 分化にトリガーされてマダニ

とヒメダニの 2科へ分化したとした。2科に分

科後，マダニ科は哺乳類，またヒメダニは鳥類を

それぞれ主要な宿主として，宿主の生理や生態に

適応した抗止血戦略を独自に展開することによ

マダニとマダニ媒介性疾病の対策，とくにマダニの吸血生理と自然免疫に関する知見をもとにして　(1) 抗止血機構
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って，現在認められるような抗止血物質各種を

具備するに至ったと考えられる。

（3） 抗血管収縮物質 anti-vasoconstrictor（血

管拡張物質 vasodilator）

a．第 3 の止血メカニズムの血管収縮は，凝集

した血小板や炎症性細胞（好中球やマスト細

胞など）が放出する serotonin，thromboxane 

A2 などの血管収縮物質 vasoconstrictor によっ

て，血管周囲の平滑筋が収縮することによっ

て惹起される。大きな血管は血小板と血液凝

固の 2 システムが参画しないと止血は不可能

であるが，微小循環系の場合は血管収縮だけ

でも損傷部位の封印が可能である。マダニ以外

の吸血性節足動物からは，ペプチド性の血管

拡張物質 peptidic vasodilator が知られており，

Lutzomyia属のサシチョウバエ由来の erythema-
inducing peptide（maxadilan），Aedes属の蚊の
tachykinin（sialokininI，II）などがその好例で

ある。sialokinin は内皮細胞に作用して nitric 

oxide（NO）産生を活発にし，この NO が平

滑筋の細胞内酵素の guanylate cyclase（cyclic 

guanosine monophosphate（cGMP）の形成を

導く）を活性化させる結果，脈管拡張が招来さ

れることが判明している。マダニでも最近，唾

液腺管の拡張作用を有するという NO合成酵素

（NOS）が発見されたが，これと宿主の血管拡

張との関連性は注目される点である。

b．プロスタグランディン

マダニの血管拡張物質としては，非ペプチ

ド性のプロスタグランディン prostaglandin

が専ら特有の抗血管収縮物質として機能して

いる。すなわち，B. microplus,  I. scapularis, 
Hya. excavatum,  A. americanumなどのマダニの
唾液腺抽出液や唾液中からは，prostaglandin 

E2（PGE2）やプロスタサイクリン prostacyclin

が，数百ナノモル（場合によってはマイクロモル）

の単位で検出されている。これらのプロスタグ

ランディン吸血部位の血流量を増大させること

によってマダニの吸血を助けていると考えられ

ている。

c．ヒスタミン結合蛋白

R.  appennd icu la tus ,  D .  ver t i cu la tus ,  A .  
americanaumなどのマダニからヒスタミン結
合蛋白 histamine-binding protein（HBP）が最

近検出されており，その一部はとくに強力な

histamine や serotonin 結合活性を有したリポカ

リン lipocalin であることが判明している。HBP

の血管拡張作用の実証は興味ある今後の検討課

題である。

Ⅳ . マダニの吸面機構と病原体媒介

マダニが媒介する Babesiaや Theileriaなどの
病原体は，唾液とともに脊椎動物宿主の blood 

pool に注入され，また，感染動物体内の病原

体も blood pool に入ってからマダニに摂取さ

れる。いずれの場合も，マダニ媒介病原体は，

マダニの抗止血関連物質などの様々な薬理活

性分子によって相当に修飾変容された feeding 

lesion の環境に曝露されることに留意すべきで

あろう。すでに Therileria parvaでは，媒介マ
ダニの R. appendiculatusの唾液腺抽出物が宿主
のウシリンパ球のスポロゾイト sporozoite 感

受性を高めることが報告されている 15）。また，

R. appendiculatusや A. variegatumの唾液腺抽出
物中には，宿主の免疫応答を阻害することに

よって Thogo ウイルスの媒介を促進する因子

salivary activated transmission（SAT）factor が

含まれていることも報告されている 16）。本稿で
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解説した抗止血物質と病原体との関わりはま

だ明らかでないが，抗止血物質の影響下で病原

体媒介が行われていることは明らかである。さ

らに，各種のマダニ媒介性病原体の最終発育

期が留まっている唾液腺こそは，抗止血物質や

抗免疫応答物質などの，唾液腺特異的な様々な

遺伝子発現の場所でもあることは，媒介病原

体の感染機構において考慮すべき重要な点であ

ろう。次回紹介するマダニの自然免疫をコント

ロールしている生物活性物質をコードしている

遺伝子の活性化のために必要なシグナル伝達経

路は，マダニではまだ不明である。しかし，マ

ラリア媒介蚊のガンビアハマダラカ Anopheles 
gambiae では Toll，IMD，STAT の 3 種類の経
路が明らかになっており 17），これらの自然免

疫のシグナル伝達経路は哺乳類のサイトカイン

産生のそれと共通することも明らかになってい

る。節足動物界における「pharmacologist」の

第 1 人者のマダニの唾液腺細胞における抗止

血物質の遺伝子発現と，同一細胞に寄生する媒

介病原体の遺伝子発現が，まったく独立無縁と

考える根拠はないように思われる。むしろ，マ

ダニと媒介病原体とは，遺伝子発現のシグナル

をも含めてそれぞれの遺伝子産物の活用につい

ても，それぞれ部分的に共有することによって，

吸血と感染の効率的成立を可能にしていると考

えることはできないであろうか。とすれば，マ

ダニの吸血生理の分子・遺伝子レベルでの解明

は，媒介病原虫の防圧対策について新たな戦略

や指針を立案する上で，極めて重要な意味を持

ってくると思われる。
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ズーノーシスとしてのイヌ・ネコの回虫症
の重要性

藤田紘一郎

はじめに

ズーノーシスとは別名「人畜共通感染症」と

いい，ヒトと動物とが共通してかかる感染症の

ことをいう。WHO（世界保健機関）は全世界

で 200 種類ほどあるとしている。しかし，日

本では島国という条件もあって，発生するのが

その 3 分の 1 くらいとされている。最近，こ

のズーノーシスが新聞，テレビなどのマスコミ

を賑わすようになった。マスコミばかりでなく，

小児科医学会や皮膚科学会などの医学会，獣医

学会，それに製薬学会などのシンポジウムで盛

んに取り上げるようになった。それはズーノー

シスが社会的に重要な課題となってきたからで

あろう。

日本人のライフスタイルが急激に変化してい

る。動物を家族の一員として迎え，感情を注い

でいる人たちが増えてきた。少子化と高齢化が

同時進行している日本社会の必然的な結果であ

ろう。しかし，それと共にズーノーシスに感染

する日本人も増えてきているのである。

ヒトと動物とが楽しく生活するためには，動

物から感染する病気，ズーノーシスのことを知

り，正しい知識をもってペットに接することが

必要である。

本稿ではズーノーシスのうち，最も重要な疾

患，イヌ・ネコ回虫症について概説したい。

感染源

感染源となるイヌ回虫卵は一歳未満の幼犬

が，ネコ回虫卵は幼猫，成猫共に排出する。

成犬では汚染土壌，糞便や感染した肉の摂取

によってイヌ回虫に感染する。成犬の小腸にお

いて第Ⅲ期幼虫は腸壁へ侵入し，静脈内へと進

む。次いで肺や肝臓，脳および眼などの様々な

組織に留まり，内臓幼虫移行症（VLM）様症

状を呈する。しかし，やがて被嚢して休止期に

入る。虫体は成虫までにはならない。したがっ

て，ほとんどの成犬は感染源となっていないこ

とを知るべきである。

犬への感染源として重要なのは泌乳期の雌成

犬である。被嚢した幼虫は妊娠犬体内で活性化

し始め，胎盤から仔犬に移行する。第Ⅲ期幼虫

は子宮のなかの仔犬体内の腸管から肺，および

気管へと移動し，再び腸管内へと移行し，仔犬

が子宮のなかにいる間にイヌ回虫は成虫にまで

発育する。

泌乳犬の乳汁中にもイヌ回虫の感染性の幼虫

が排出される。出産後の 4 週間は排出し続け

るという。イヌ回虫の幼虫は仔犬に吸飲され，

4週間後にイヌ回虫の成虫となる。

ヒトヘの感染源は幼犬や猫から排出されたイ

ヌやネコ回虫の卵である。しかし，産卵直後の

新鮮な虫卵での感染は成立しない。虫卵内に感

染幼虫が形成されるには 1 週間ほど必要であ

るが，この時期でも感染率は低く，発育開始後

1ヶ月以上の幼虫包蔵卵が感染の危険性が高い

とされている。

イヌ回虫とネコ回虫は，それぞれ犬と猫を終

宿主とする寄生虫で世界に広く分布している。

日本も例外ではなく，北海道から沖縄まで全国

各地の犬や猫から報告されている。最近報告さ

れた数編の論文から感染率を計算すると，イヌ

回虫は 21%，ネコ回虫は 40% となっている 1）。

宇賀ら 2）が兵庫県下で実施した成績によれば，

1 歳以上の成犬 521 頭における寄生率は 18%

であった。しかし，3ヶ月令以下の幼犬91頭に

おける寄生率は実に 67% に達していた。

東京医科歯科大学大学院　国際環境寄生虫病学　教授
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ヒトへの感染経路

次の三つの経路が考えられる。①犬や猫の被

毛についた虫卵が被毛の手入れ時やゴミと一緒

にヒトに誤って摂取される。②子どもの遊び場

である学校や公園の砂場に散布されたイヌ・ネ

コ回虫卵が手指について感染する。③イヌ回虫

やネコ回虫の待機宿主となりうるニワトリやウ

シの肝臓あるいは肉を生で食べることの三つの

ルートである。

公園の砂場のイヌ・ネコ回虫卵の汚染を調べ

た多くの調査成績から，砂場を汚染しているの

はイヌ回虫卵よりもネコ回虫卵によるものが多

いとされている。汚染のひどい地域では調査し

た砂場の 70% 以上からイヌやネコ回虫の虫卵

が検出されている。しかし，こんな砂場で遊ん

でいる子どものイヌ・ネコ回虫に対する抗体保

有率が他の地域のそれと変らないのは，砂場の

汚染とイヌ・ネコ回虫との感染はあまり関係が

ないものと考えられる 3）。

イヌ・ネコ回虫のヒト体内での移行経路

ヒトに摂取された虫卵は小腸で孵化して血行

性に体内循環を行う。すなわち，孵化した第Ⅲ
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期幼虫は小腸内で発育し，腸管壁を穿孔して門

脈循環へ侵入する。まず肝臓に行き，大部分は

そこで被嚢し，肉芽腫に取り込まれて比較的長

期間生存し、一部肺に移行する。これを内臓イ

ヌ・ネコ回虫症という。

一部の元気の良い幼虫は網膜，脈絡膜および

毛様体血管を通じて眼球に侵入し，炎症をひき

起す。これを眼イヌ・ネコ回虫症という。

内臓イヌ・ネコ回虫症の症状　

肝臓に寄生した場合の自覚症状は咳，ぜい鳴

や発熱，発育不良，異食症などである。肺寄生

の時は一過性の肺炎症状を呈する（図 1）。他

覚症状としては，肝腫脹，白血球増加，高度好

酸球増加，肺浸潤像，γ‐グロブリンの高値な
どを示す。

肝生検によると好酸球浸潤の強い炎症像や壊

死巣が見られ，時に虫体の断面を見出すことが

ある（図 2）。人体内を移行している幼虫は体

長約 400µm，体幅 20µm前後の第Ⅲ期幼虫で，
それ以上は発育しない。

イヌ・ネコ回虫症の 1 歳から 5 歳の小児に

おける症状と臨床所見を過去の 5 編の論文か

らまとめると，表 1のようになる。

ズーノーシスとしてのイヌ・ネコの回虫症の重要性
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眼イヌ・ネコ回虫症の症状

米 国 軍 病 理 学 研 究 所 眼 病 学 の 女 医，

H.P.Wilder は内眼球炎や網膜芽細胞腫の疑いで

摘出された小児の眼球を再調査した。多くの眼

球に大量の好酸球を伴う肉芽腫様の炎症が見ら

れ，調査した 46 例中 23 例に線虫の幼虫ある

いはその被鞘遺残物が同定された 4）。

その後，P.C.Beaver らによってイヌやネコの

回虫（トキソカラ属）の幼虫が原因虫であるこ

とが確認された 5）。

一般的な眼症状は，網膜周辺または眼球後極
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にみられる凝縮された白色病巣である（図 3）。

不活化した虫体が多数の好酸球の集簇によって

中心部壊死性肉芽腫性炎症を引き起こす 6）。視

力障害が主症状だが，網膜剥離が発生した時に

は視覚に重大な変化が出る場合がある。

診断および検査法

イヌやネコの回虫は，ヒトの腸管内で成虫に

なることはない。したがって糞便検査で虫卵を

認めることはない。また，生検材料から幼虫の

断端を確認することも困難なので，診断はもっ

ぱら血清中の抗体の有無と臨床所見から判断さ

れる。

内臓イヌ・ネコ回虫症では好酸球増多が必発

するが，眼イヌ・ネコ回虫症では好酸球増多は

必ずしも伴わない，血中抗体の測定にはイヌ回

虫の幼虫排泄物抗原を用いた酸素抗体法やウェ

スタンブロット法による特異画分の有無によっ

て決められる。私たちは最近迅速抗体検査キッ

トを用いて検査を行なっている。本法は 1 検

体 5 分以内と極めて短時間で抗体の有無を確

認でき，血清のみならず硝子体液や前眼房水中

の抗体をも検出できるので，今後普及すると思

われる。

治療法

アルベンダゾール（15mg/kg/ 日）4 ～ 8 週

間またはイベルメクチン（9mg）単回投与が行

われる。炎症媒介物質および傷害の可能性を減

少させるために，コルチコステロイド類を投与

することが重要である。

眼イヌ・ネコ回虫症ではレーザー光凝固療法

が眼内の線虫を殺滅するために使用されてい

る。外科手術は炎症塊を除去し，網膜上の牽引

作用を修正する目的で行なわれている。なお，

眼球摘出は 1970 年代からは行なわれていな

い。

予防法

犬や猫と遊んだり砂場で遊んだあとは手指を

よく水洗すること。飼い犬や猫は定期的に獣医

師の診察を受け，糞便検査で虫卵が認められた

犬や猫については速かに駆虫すること。とくに，

幼犬では生後できるだけ早い時期に虫卵の有無

を検査し，陽性であれば駆虫することが必要で

ある。

また，待機宿主となりうるニワトリやウシの

肝臓，筋肉などを生食しない，などの注意が必

要であろう。

参考論文
1） 宇賀昭二 : 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，動薬研究，5，6-14，1994

2） 宇賀昭二ら : 兵庫県下における捕獲犬の寄生蠕虫類

について，寄生虫学雑誌，31，407-413，1982

3） 赤尾信明 : 小児の感染症，回虫症，小児科臨床，52，

170-172，1999
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6） Takayanagi TH et al. : New animal model for human 

ocular toxocariasis. Br. J Ophthalmol 83，967-972，
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熱煙霧による除菌効果試験及び熱煙霧を
加えた総合的消毒の効果

横関正直

1. 実験の目的

最近，畜産現場のおける消毒液散布の手段と

して熱煙霧機の普及が著しい。この方法では，

ガソリンまたは軽油の爆発的燃焼によるガスの

発散力を利用して消毒液を遠方に噴射するので，

瞬間的ではあるが高温に暴露されるので消毒液

の安定性への影響が考えられ，どの製剤でも使

用可能とは言えないかとも考えられる。この度，

熱煙霧に最適と考えられる英国アンテックイン

ターナショナル社製「ハイペロックス」が紹介

されたので，熱煙霧による除菌効果の確認を行

い，併せて実際鶏舎における洗浄，消毒液散布，

熱煙霧の総合的消毒の効果についても検討した。

2. 実験 1: 密閉舎内における「ハイペロックス」

煙霧のSalmonella Enteritidisに対する除菌効果

1）実験場所 : 茨城県下 1農場の倉庫

2）実験舎の概要及び検体の配置 :30.0m×3.6m

× 2.5m（270 ㎥），木造コンクリート床，図 1

に示すように舎内 6 ヵ所に検体用トレイを配

置した。各箇所とも床面から 30cm，100cm，

150cm の高さにトレイを設置した。

3）供試薬剤 :

① アンテックインターナショナル社製「ハイペ

ロックス」，主成分は下記の通り，過酸化水

素水 20%，過酢酸 5%，界面活性剤 1%，残

量は水。本薬剤は，加熱により酸素及び酢酸

を発生し，酸化作用により病原菌やウイルス

を殺滅するとされる。

② ホルマリン，オオシカケミテック㈱製造，医

薬外劇物，含量はホルマリン 30%，メタノー

ル 8%

4）供試菌及びテストピース :

Salmonella Enteritidis 鶏由来株を滅菌生理食

塩水に浮遊させて 1ml を木板上に接種し，舎

内の各トレイ上に配置した。

5） 供試機材 :ドイツMOTAN 社製「スイング

食品・環境衛生研究所　主宰，農学博士・技術士
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フォグ SN-81Pump」

6）煙霧の方法 :「ハイペロックス」原液

600ml に水道水 5,400ml を加え（10 倍液），

スイングフォッグを用いて煙霧を発生し，実

験舎内に充満させた。燃料（ガソリン）は約

800ml を使用した。10 分間で煙霧の発生を完

了し，以後 1 時間舎内を密閉した。ホルマリ

ンは原液を 600ml 使用した。

7）テストピースの処理及び菌の培養等 :所定

の除菌処理を済ませたテストピースは滅菌生理

食塩水にて湿した滅菌綿棒で板面をふき取り，

試験管内の滅菌生理食塩水 5ml 中にて攪拌し

て菌を浮遊させ，段階希釈してその 1ml を 3M

製「ペトリフィルム大腸菌群用」に接種し，

37℃，48 時間培養した。いずれも培養後，菌

数を計数し対照区と比較して除菌率を求めた。

8）実験結果

表 1 ～表 4及び図 2に示す。「ハイペロッ

クス」区では，99.97 ～ 99.999999% 以上の

除菌結果を得た。ホルマリン区では全区画で

99.999999% 以上であった。検体配置位置及び

高さによる除菌効果の差が認められた。

3.実験2:実際鶏舎における洗剤を用いた洗浄、

消毒液散布、煙霧の総合的消毒の効果

1）実験場所 :宮崎県下 K農場の鶏舎

2）実験舎の概要及び検体の配置 :90.0m × 7m

× 3.5m，木造コンクリート床（床面の状態

熱煙霧による除菌効果試験及び熱煙霧を加えた総合的消毒の効果
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 はかなり荒れていた。側面はカーテン及びはね

戸で密閉性はよくなかった）。図 3に示す舎内

6 ヵ所の床面及びその近くの壁面（床上 1m）

に検体採取位置（区画）を定めた。

3）供試薬剤 :

① アンテックインターナショナル社製洗剤「バ

イオソルブ」100 倍希釈液として 2000L 使

用（約 1.2L/ ㎡）。水量として約 10L/ ㎡。

② アンテックインターナショナル社製消毒薬

「ビルコン S」500 倍希釈液として 2000L 使

用（約 1.2L/ ㎡）。

③ アンテックインターナショナル社製熱煙霧専

用剤「ハイペロックス」10 倍希釈液として

50L 使用（約 20mL/ ㎡）。

3）供試機材 :

①動力噴霧機

②スイングフォッグ SN81PUNP
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4）煙霧の方法 :「ハイペロックス」10 倍液と

して 50l をスイングフォッグを用いて煙霧を発

生し，実験舎内に充満させた。燃料（ガソリン）

は約 800ml を使用した。10 分間で煙霧の発生

を完了し，以後 1時間舎内を密閉した。

5）採材と培養等 :除糞後のブロイラー鶏舎を

バイオソルブを使用した水洗，ビルコン Sを使

用した消毒液散布，ハイペロックスによる熱煙

霧を実施して，各処理後の床面・壁面の付着菌

数を測定した。図 3に示す位置から，5cm ×

5cm の枠内を滅菌綿棒でふき取り，それを試

験管内の滅菌生理食塩水 5ml 中にて攪拌，細菌

を浮遊させ，段階希釈後，ペトリフィルム好気

性菌用，同大腸菌群用，同真菌酵母用に 1ml を

接種し，37℃、24 時間（真菌酵母用は 24℃，

4 日間）培養し，コロニー数を計数した。それ

ぞれ対照区と比較して除菌率を求めた。

6）実験結果

実験 2の結果は，表 5及び図 4に示す。各段

階処理後の床面及び壁面の残存細菌数は，事前・

水洗・消毒液散布・煙霧の順で減少した。総菌数・

大腸菌群・真菌のいずれについても同様の傾向

を示した。最終的な残存細菌数は，総菌数の場

合，床面で 1.4cfu/ ㎠，壁面で 0.4cfu/ ㎠とな

り，事前に対する除菌率は床面 99.9999%，壁

面 99.999% となった。

4. 考察

①実験 1（密閉室内）において，ハイペロッ

クスは木板上の Salmonella Enteritidis に対し

熱煙霧による除菌効果試験及び熱煙霧を加えた総合的消毒の効果
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て最高99.999999%の極めて有効な除菌効果を

示した。これは，オゾンガス1.3ppmに約10時

間暴露した木板上の Salmonella　Enteritidis の除

菌効果が99.9%程度，200ppmに 2時間暴露し

たゴム長靴表面の一般細菌に対する除菌効果が

99.9%程度であることから考えても，この結果

は高い評価を得られる除菌率と考えられる。

②ハイペロックス区では，表 3及び 4に示すよ

うに，区画あるいは高さにより除菌効果にばら

つきがあった。これはスイングフォッグの噴霧

の方向による差ではないかと考える。また，煙

霧の発生量，煙霧中の薬剤の有効濃度，さらに

は拡散性が影響していると思われる。高さによ

る差異は比較的小さかった。

ホルマリン剤では上記のような除菌効果の検

体位置による差異は見られなかった。ところが，

ホルマリン剤の使用濃度をハイペロックスと同

じ10倍希釈液として実験したところ，検体位置

別の除菌効果に表 6に示すようなハイペロック

スと類似の差異が生じた。このことから，実験

2におけるホルマリン剤の除菌効果の均一性は，

ホルマリン剤を原体で使用したこと（薬剤成分

熱煙霧による除菌効果試験及び熱煙霧を加えた総合的消毒の効果
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が大量に存在したこと）によるものと推測され

る。

③実験 2 において，各処理後の残存菌数が段

階的に減少したことから，それぞれの処理によ

る除菌効果が明らかになり，これら薬剤を用い

て鶏舎消毒を総合的に消毒を行うことが，鶏舎

の汚染排除をより効果的に，確実にし，清浄化

に有効なことが確認された。

④水洗にバイオソルブを用いた効果は，総菌数

の場合，床面で 98.8%，壁面で 98.9%であった。

使用水量は約 10L/ ㎡（推定）と通常よりも少

なかったにもかかわらず，通常の単なる水洗で

は得られないほどきれいになったことは，養鶏

場担当者の目視による感想でも明らかであった。

⑤ビルコン Sの散布による除菌率は総菌数の場

合，床面で 99.9% 以上，壁面で 99% 以上であっ

た。鶏舎の床面の状況から見て，この程度の除

菌率は妥当と考える。

⑥ハイペロックス熱煙霧の効果は，総菌数の場

合，床面で 97.3%，壁面で 95.8% とやや低かっ

たが，鶏舎の密閉性が低かったことから見て，

やむを得ないと考える。また，その前のビルコ

ン S散布により付着細菌数が少なくなっていた

ことも，特に大腸菌群，真菌の場合影響してい

たと考える。

⑦通常，ホルマリン燻蒸後の鶏舎には 3 ～ 4

日はガス（刺激臭）が残存し，後の作業に支障

を来すと言われているが，本実験においても煙

霧後長時間強力な刺激臭が残った。他方，ハイ

ペロックス煙霧では刺激臭の残存が少なく，お

そらく数時間後には舎内での作業が通常通りに

可能と考えられた。近年，ホルマリンの毒性や

発ガン性についての関心が高まってきているこ

とから，養鶏場，孵化場等でのホルマリン消毒

は，作業者の安全（労働災害の防止）と健康の

確保の観点から可及的速やかに再検討をなすべ

きであり，その場合に，これに代わる薬剤とし

てのハイペロックスの効果が確認できたことは

意義が大きいと考える。
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Pasteurella および Mycoplasma 感染未発症導入牛

に対するエンロフロキサシンの呼吸器病発症防止効果
加藤敏英

1. はじめに

牛の呼吸器病は，国内外を問わず多くの肉牛

肥育農場で発生が見られる疾患である。わが国

においては，肥育牛の病傷事故のほぼ半数が

呼吸器病であり，その損害は非常に大きい。な

かでも，導入牛は輸送や飼養環境変化などの

ストレスを受けるため，発症率は特に高いと

いわれている。近年は，各種ワクチンの普及

に伴い，ウイルス性疾患の発症防止効果が認

められているが，牛の呼吸器病の発症率は依

然として高い。これは，牛の呼吸器病発症に

細菌や Mycoplasmaが関与しているため 1）2）5）

6）8）であり，発症防止にはそれらの菌に対する

対策もきわめて重要となる。このような状況の

中で，近年，Pasteurella  multocida Mannheimia 
haemolyticaおよび Mycoplasma や Ureaplasmaな
どに有効な抗菌剤が開発され，牛の呼吸器病に

対する治療効果が数多く報告されている 9）11）

12）14）。しかしながら，発症防止効果に関する報

告はほとんど見当たらない。そこで今回は，導

入肥育素牛に対しワクチンとともに抗菌剤を投与

し，その呼吸器病発症防止効果について検討した。

2. 材料および方法

（1）供試農場 :飼養頭数約2,000頭の大規模肉

牛肥育農場であった。この農場では，病傷事故

に占める呼吸器病の割合が高かったため，平成

10年から導入牛に対し5種混合ワクチン（牛伝

染性鼻気管炎，牛ウイルス性下痢・粘膜病，パ

ラインフルエンザ3型ウイルス感染症，アデノ

ウイルス7型感染症，牛RSウイルス感染症 ;微

生物化学研究所，京都）を接種してきたが，平

成11年までの2年間における導入後1ヶ月以内 

の呼吸器病発生率は 29.5 および 30.2% と高

かった。

（2）供試牛および供試薬剤 :平成 11 年 12 月か

ら 14 年 11 月の間に導入された臨床的に健康

な肥育素牛，計1,612 頭を供試した。このうち，

694 頭は 7 ヵ月齢の F1 種（ホルスタイン種と

黒毛和種の交雑種），918 頭は 9 ～ 11 ヵ月齢

の黒毛和種であり，いずれもトラック輸送によ

り搬入された。F1 種の体重は 229 ～ 273kg，

黒毛和種のそれは 275 ～ 311kg であった。農

場到着後，全供試牛に対して牛舎搬入前に 5

種混合ワクチンを接種し，無作為に抗菌剤投与

群（n=1,376）と無投与群（n=236）に分類した。

直ちに，投与群のうち試験群とした 731 頭に

は牛用エンロフロキサシン単回注射液（バイト

リルワンショット注射液 ; バイエル㈱，東京）

7.5mg/kg（ERFX 群）、対照群とした 645 頭に

はチルミコシン注射液（ミコチル 300 注射液 ;

日本全薬工業㈱，福島県）10mg/kg（TMS 群）

をそれぞれ 1 回皮下注射した。搬入後，牛舎

内では 4 ～ 5 頭が 1 群として飼養され，牛群

間で環境などに大きな差はみられなかった。

（3）発症率調査 :臨床症状観察期間は導入後 4

週間とし，この間に 39.5℃以上の発熱および

食欲減退を伴い，発咳や鼻汁，聴診による呼吸

音異常などの呼吸器症状を呈し，臨床的に治療

が必要と認められたものを発症例として，両群

の発症率を χ2検定により比較した。軽度の鼻
汁や発咳のみを呈したものや食欲減退が認めら

れなかったものなど，薬剤による治療は必要で

ないと判断された症例は軽症例とし，発症例か

ら除外した。

（4）細菌学的検査:薬剤投与前にERFX群から18頭，

無投与群から 24頭を無作為に抽出し， 長さ約

山形県農業協同組合 中央家畜診療所
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50cm の滅菌綿棒 2本を用いて採取した鼻腔内

ぬぐい液を検査材料とし，菌分離および菌数の

調査を試みた。検査材料は，BHI-broth および

PPLO-broth の輸送培地に浸し，冷蔵下で検査

室に搬入した。分離培地として，P.multocida，
M.haemolytica お よ び Haemophilus somnus に
は 5% ウマ血液加 Heart Infusion 寒天培地を，

Mycoplasma には M-broth および Tw-broth を

用いて培養し、常法 4）に従って同定した。なお，

本研究では Mycoplasmaの関与の有無を知る目
的で，液体培養法により最優勢の Mycoplasma

の分離培養を試みた。同一個体のうち無投与

群の 2頭を除く 40 頭に対しては，導入 3日後

にも同様の検査を実施し，分離率の変化をそれ

ぞれの菌について，群ごとおよび群間で Fisher

の直接確立計算法により導入時と比較した。さ

らに，薬剤投与前に分離された菌株のうち，無

作為に抽出した一部については最小発育阻止

濃度（MIC）を求めた。分離菌株のMIC の測

定は動物用抗菌剤研究会 3）4）に準拠し寒天平

板希釈法で実施した。感受性試験に用いた薬

剤は，ERFX，TMS，オキシテトラサイクリン

（OTC），カナマイシン（KM），フロルフェニコー

ル（FF）のほか，P.multocidaに対してはアンピ
シリン（ABPC），セフティフル（CTF）を，M.bovis

および M.bovirhinisに対してエリスロマイシン
（EM），リンコマイシン（LCM）を加えた 7 種

類であった。なお，起因菌の分離・同定および

薬剤感受性試験は京都動物検査センターに依頼

した。

3. 成　績

（1）呼吸器病発症率ならびに臨床所見:投与群の

うち，ERFX 群の 49 頭および TMS 群の 42 頭

が発症し，発症率はそれぞれ 6.7% および 6.5%

であった。これに対し，無投与群では 52頭が

発症し発症率は 22.0% であり，ERFX 群および

TMS群との間には有意差が認められた（p<0.01）

（表 1）。発症は，年間を通して 12 月～ 3 月の

冬季に多かったが，月齢や産地，発症時期など

に差は認められなかった。各群とも，導入後早

い例では 3日目から発症がみられたが， それら

のほとんどが初診時に 40.0℃以上の発熱と食

欲廃絶を呈したほか，多くの症例で気管支呼吸

音の増強，鼻汁，湿性発咳，呼吸数の著増（1

分間に 70 回以上）および眼結膜の充血などが

認められた。また，鼻汁は軽度の粘稠性を帯び

た透明～軽度白濁のものが多く，白濁粘性のも

のは少なかった。一部の症例では鼻汁がほとん

ど認められなかった。一方，軽度の鼻汁や発咳

のみを呈したもの，あるいは膿性鼻汁は認めら

れたものの食欲低下と発熱が認められなかった

ものは，ERFX 群で 41 頭，TMS 群で 38 頭お

よび対照群で 15 頭であった。

（2）投薬前と3日後の菌分離率および分離菌数:

検査した全個体の成績を表 2に示した。投薬

前と3日後の分離率を比較すると，ERFX群の

P.  multocidaではそれぞれ 22.2%（4/18 例）と
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27.8%（5/18），M.bovisおよび M.bovirhinisでは
16.7%（3/18）と11.1%（2/18）であった。一方，

無投与群の P.multocidaでは 36.4%（8/22）と
59.1%（13/22），M.bovisでは 4.5%（1/22）と
0%，M.bovirhinis で は 4.5%（1/22） と 18.2%
（4/22）であった。両群の比較では， P.multocida

の 3日後の分離率は ERFX 群よりも無投与群で

高かった（p=0.062）。また，分離された菌数

は P.multocidaが 1.0 × 102 ～ 2.O × 106（CFU/
スワブ），M.bovisが 102 ～ 105（CCU/ スワブ，
M.bovirhini103 ～ 106（CCU/ スワブ）であっ
た。なお，今回の症例からは M.haemolyticaと
H.somnusは分離されなかった。

（3）分離菌株の薬剤感受性試験成績 :P.multocida

は，CTF（MIC90 ≦ 0.025μg/mL），ERFX お よ
び ABPC（MIC90=0.1μg/mL）に対し非常に高
い感受性を示した。また，TMS と FF に対して

はMIC90 が 1.56μg/mL と中等度の感受性を示
したが，OTC および KM に対してはMIC 値が

広範囲に及んだほか，一部耐性株も認められ

た（表 3）。M.bovis は ERFX に最も高い感受性

を示し，LCMと FF には中等度の感受性を示し

た。一方，TMS に対しては 5 株中 4 株が耐性

（MIC ≧ 100μg/mL）を示した（表 4）。また，

M.bovirhinis は M.bovis とほぼ同様の成績を示

し，TMSには 4株中1株が耐性を示した（表 5）。

4. 考　察

牛の呼吸器病は各種ストレスが誘因となり，

ウイルスや Mycoplasma，Pasteurellaなどの細菌
が感染することにより発症する。この中で，近

年，ウイルスに対しては各種ワクチンが開発・

使用されており，臨床的にも発症防止効果が確

認されている。しかしながら，牛の呼吸器病の

発生率は他の疾患に比べ依然として高い。この

ことは，ワクチンの有効性は認めながらもすべ

ての呼吸器病を防遏するには至っていないとい

う Potgieter13）の報告を裏付けるものであり，呼
吸器病発生における細菌や Mycoplasmaの重要
性を示している。このような状況の中で，加藤ら
7）は，トラックにより輸送・導入された臨床的

に健康な黒毛和種肥育素牛27例の鼻腔内ぬぐい

液を検査したところ，P.multocida，M.haemolytica

お よ び Mycoplasma spp. が そ れ ぞ れ 33.3%，
7.4% および 25.9% の個体から分離されたと報

告した。これは，牛の呼吸器病発症防止には，

Pasteurellaや Mycoplasmaなどに対する対策も
重要であることを強く示唆している。これまで，

P.multocida，M.haemolyticaに加え，Mycoplasma

や Ureaplasmaにも有効な抗菌剤の臨床的な牛
の呼吸器病発症防止効果に関しては，Morck ら
10）および加藤ら 7）が TMS を用いた成績を報告

した以外にはほとんど見当たらない。そこで，

今回は呼吸器病多発大規模肉牛肥育農場におい

て，導入時に 5種混合ワクチンと牛用 ERFX 単

回注射液を投与し，発症防止を試みた。その結

果，ERFX 投与群の発症率は，TMS 投与群のそ

れと同等でありワクチン単独投与群に比べると

有意に低かった。この成績より，牛用 ERFX 単

回注射液は Pasterellaと Mycoplasmaが関与し
た牛の呼吸器病発症防止に高い臨床効果を有す

ることが明らかになった。また，供試牛の鼻腔

ぬぐい液からは臨床的に健康であるにもかかわ

ず，P.multocida， M.bovirhinisが菌数は少ないも
のの数多くの個体から分離された。このうち，

P.multocidaの分離率が最も高かったが，これら
の成績は，加藤ら 7）の報告とほぼ一致していた。



― 31―

P.multocidaの導入 3日後の分離率は，ERFX 群
に比べ無投与群で高かったが，その他の菌種で

は群ごとおよび群間の分離率に大きな変化は認

められなかった。菌分離の有無および投与前後

の菌数の変化を呼吸器病発症と直接的に結び

つけることはできなかったが，検査牛のうち

ERFX 投与群では発症がみられなかったことは

注目に値するだろう。また，薬剤感受性試験で

Pasteurella および Mycoplasma 感染未発症導入牛に対するエンロフロキサシンの呼吸器病発症防止効果
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は ERFX に対して分離株が高い感受性を示し

た。ERFX は，山形県においては牛の呼吸器病

に対して 1988 年から継続して使用されている

が，加藤 5）6）が報告しているとおり，感受性は

10 年間以上ほとんど変化していない。このこ

とは，ERFX の適切な投与とそれに伴う高い臨

床効果の裏付けとなるだろう。いっぽう，TMS

に対しては M.bovisと M.bovirhinisの菌株の一
部が耐性を示した。TMS の薬剤感受性につい

ては，Watts ら 15）が P.multocida，M.heamolytica

と H.somnusを用いた試験で，これらに対する
MIC が年々変化していたことを報告し，この原

因として同系薬剤であるエリスロマイシンの多

用を挙げている。今回の供試牛においては，導

入前の飼育農場で同系薬剤が多用された可能性

も考えられた。各種抗菌剤の感受性は，in vitro

の成績がそのまま in vivoに反映するものでは
ないが，今後の使用にあたっては十分な注意が

必要であろう。
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―お知らせ―

動物用薬品事業部では、コンパニオンアニマルのオフィシャルサイトを開設しています。

昨年来・Z・C（ズーノーシス・コントロール［人獣共通感染症啓蒙 &予防運動］を目的としたウェ

ブサイトを開設し・ペットオーナーや獣医師の先生方から様々なご意見、ご賛同を頂戴してまいりまし

た。今年 5月から、頂いたご意見をもとに「Life with Pet ～人もペットも健康に～」をテーマに、内容

を更に発展・深化させました。世間でますます関心が高まっているズーノーシスに関する情報や、ペッ

トとペットオーナーの健康を守る獣医師の先生方のインタビュー、また「うちの子カルテ」という会

員専用のコンテンツでは・ペットに関する情報や・動物病院で処方された薬の内容や処方時期などを

Web上で管理できるほか・薬の投与日を e メールでお知らせするサービスも開始しております。また、

獣医療関係者専用サイトでは、これまで提供してきた「動薬研究」誌から関連の話題を抜粋し、PDF デー

タで掲載・製品要覧をはじめ、より専門的な情報を掲載しております。今年 1 月に上市となりました

スポットタイプのフィラリア症予防＋ノミ駆除薬「アドバンテージ ハート」のキャンペーンサイト

www.advantage-heart.com共々、ぜひアクセスしてみてください。
www.bayer-pet.iP

（獣医療関係者専用サイトにアクセスの際は、ユーザー名 :bayer パスワード :zc を入力してください。）
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大変御待たせ致しました。「動薬研究」

No.62 をお届け致します。

本号では横関先生には弊社商品「ハイペロッ

クス」の野外試験成績を初め , より効果的な「総

合的消毒法」についてのご紹介 , 加藤先生には

バイトリルワンショット注射液を用いた非常に

多くの臨床成績を基に , 本剤の Pasteurellaおよ
び Mycoplasma感染未発生牛に対する呼吸器疾
患の発症防止効果を , 藤崎先生にはマダニの吸

血生理 , 特に吸血時の抗止血のメカニズムに関

する最新の知見を解説頂き , 藤田先生には近年

注目を集めております人畜共通伝染病に関連し

て「ズーノーシスとしてのイヌ・ネコ回虫症の

重要性」についてご執筆頂きました。お蔭様で

大変内容の濃いものが出来たと自負致しており

ます。

既にご案内の通り , 本年 1 月から私共動物用

薬品事業部は , バイエルメディカル株式会社に

統合されました。これを機に社員一同ますます

社業発展に遭進する所存でございますと共に ,

読者の皆様方には今後とも弊社ならびに「動薬

研究」に対しまして益々のご愛顧をお願い申し

上げ , 巻末のご挨拶とさせて頂きます。

（藤田）
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