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　薬物の体外への排泄には，尿中排泄，胆汁中
排泄とその後の糞中排泄，呼気への排泄および
乳汁中への排泄がある。このうち，呼気への排
泄は吸入麻酔薬の主要な消失経路であるが，他
の薬物では実質的な排泄経路にはならない。乳
汁中への排泄も実質的な排泄経路ではないが，
乳牛での乳汁中残留や離乳前の子動物の薬物暴
露の観点からは重要な経路となる。このため，
ここでは尿中排泄，胆汁中排泄，糞中排泄およ
び乳汁中排泄について概説する。

１．尿中排泄

　尿中排泄は，主に水溶性薬物の体内からの主
要な消失経路となっている。尿中へ排泄される
までの過程には，糸球体濾過，近位尿細管から
の能動分泌と再吸収が関与する。
⑴ 腎糸球体濾過
　血漿中でタンパク質に結合していない薬は血
漿とともに腎糸球体で濾過され，尿細管に移行
する。したがって，糸球体濾過による移行は，
血漿中の非結合型の薬物濃度と腎糸球体濾過率
glomerular filtration rate（GFR）によって決
まる。薬物と結合する血漿タンパクであるアル
ブミンとα1-酸性糖タンパクは濾過されないた
め，これらの血漿タンパクと結合した薬物は濾
過によっては尿細管へ移行できない（図₁）。
　血漿タンパクと結合せず，濾過されたすべて
が尿中に排泄される（尿細管で再吸収されない）
薬物の腎クリアランスは，GFRと等しくなる。
このため，GFRの測定では，これらの条件を満
たすイヌリンを静脈内投与し，その腎クリアラ
ンス求める。この値は動物種によってやや異な
るが，２～４竓/ｍｉｎ/㎏が報告されている1-4。腎
臓に流入する血漿量は10～13 竓/ｍｉｎ/㎏程度な

ので5-7，流入する血漿の20～30%が糸球体で濾
過されることになる（表₁）。
⑵ 能動輸送
　近位尿細管には化学物質を輸送する担体が存
在し，担体に親和性のある薬物は担体と結合し
て尿細管内に能動輸送される。この輸送系の能
力は高く，腎臓を通過する際に血漿中に存在す
るほとんどが輸送される。例えばパラアミノ馬
尿酸（p-aminohippuric acid, PAH）は腎臓を
通過する際に血漿中のほぼすべてが能動輸送さ
れるため，腎静脈の血漿中濃度はほぼゼロにな
る。またPAHは水溶性が高く，尿細管では再

表₁　主な動物種における糸球体濾過率と腎血漿
流量

動物種 糸球体濾過率
（竓/ｍｉｎ/㎏）

腎血漿流量
（竓/ｍｉｎ/㎏）

イヌ 3.1-3.9 13.3
ネコ 2.5-3.1 10.1
ウシ 2.1-3.6 10.5
ブタ 2.1 報告なし

それぞれの値は文献１～７から引用した。

細動脈

尿細管

赤血球 血漿タンパク 薬物

図₁　薬物の糸球体濾過の模式図
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吸収されないので，その腎クリアランスが腎血
漿流量を表わす。
　尿細管での能動輸送には，有機酸輸送系と有
機塩基輸送系がある。有機酸の輸送担体（トラ
ンスポーター）としては，OAT（organic anion 
transporter）ファミリーやMRP2（multidrug 
resistance associated protein 2） が 知 ら れ て
いる。有機塩基のトランスポーターとしては，
OCT（organic cation transporter） フ ァ ミ リ
ー やMATE（multidrug and toxic compound 
extrusion）ファミリーが知られている。MATE
ファミリーは微生物の薬剤排出機能を担うトラ
ンスポーターとして知られていたが，近年，あ
らゆる動物種においても発現していることが証
明されている。ヒトにおいてはMATE1および
MATE2-Kが有機塩基の輸送に関係しているこ
とが明らかとなっている。P糖タンパク（P-gp）
も輸送担体として刷子縁膜に存在し，有機酸や
有機塩基を輸送する。図₂には，ヒトにおいて
薬物の尿中排泄にかかわるトランスポーターを
示した。
　獣医領域の動物での研究がほとんどないため
に詳細は不明であるが，ヒトで能動輸送される
薬物は他の動物種でも能動輸送されることか
ら，同様のトランスポーターが腎臓に存在する
と思われる。
⑶ 再吸収
　尿中に移行した薬物は尿が濃縮されるに従っ
て尿中濃度が高まる。糸球体で濾過された水分
の99%が再吸収されるので，薬物濃度は濾過時
の100倍になり，血漿中濃度と大きな濃度差が
できる。その結果，脂溶性のある非イオン型
の薬物は受動拡散によって血液へ再吸収され
る。尿中に存在する非イオン型薬物の比率は

Hendarson-Hasselbalch式によって決まる。
弱酸性薬物では

非イオン型の比率 = 1 ①式10pH−pKa＋1
弱塩基性薬物では

非イオン型の比率 = 1 ②式10pKa−pH＋1
で表わされる。したがって，再吸収は，尿の
pHや薬物のpKaによって影響される。また，
脂溶性が高いほど膜透過が速いので，脂溶性が
高いほど再吸収される割合が高くなる。図₃に
スルファモノメトキシン，スルファメトキサゾ
ールおよびスルファニルアミドのブタで得ら
れた再吸収率と尿pHの関係を示した。スルフ
ァメトキサゾールはスルファモノメトキシンと
pKaには差がないが（それぞれ5.94と:6.01），脂
溶性がより高い。このため，非イオン型比率の
曲線との開きがスルファメトキサゾールの方が

MRP2

MATE1

MATE2-K

P-gp

上皮細胞

OAT1

OAT3

OCT2

血液側
（側底膜側）

尿側
（刷子縁膜側）

図₂　腎尿細管における薬物トランスポーター（ヒト）
　赤い丸は有機酸のトランスポーター，青い丸は有機
塩基のトランスポーターをそれぞれ表わす。
OAT : organic anion transporterファミリー
OCT2 : organic cation transporter 2
MRP2 : multidrug resistance associated protein 2
P-gp : P-grycoprotein
MATE : multidrug and toxic compound extrusionファミリー
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大きい。このことは，同じ非イオン型比率だ
と，スルファメトキサゾールの方がより再吸収
されることを示している。一方，スルファニル
アミドはスルファモノメトキシンやスルファメ
トキサゾールと比べると，pKaはかなり高いが

（10.4），脂溶性がかなり低い。このため，尿中
ではほぼ100%は非イオン型で存在するにもか
かわらず，再吸収される割合がかなり低くなっ
ている。

⑷ 尿中排泄が主な消失経路となる薬物
　主な消失経路が尿中排泄である薬物の多く
は，糸球体濾過だけでなく能動輸送によっても
尿へ移行すする。比較的水溶性が高いβラクタ
ム系やアミノグリコシド系の抗生物質などは，
再吸収を受けないので，尿中排泄によって体内
から速やかに消失する。オキシテトラサイクリ
ンは糸球体濾過によって尿中に排泄される。脂
溶性があるため，尿細管で再吸収を受けるが，

100

80

60

40

20

0

100

80

60

40

20

0

100

80

60

40

20

0

4 5 6 7 84 5 6 7 8
尿pH尿pH

4 5 6 7 8
尿pH

SMXSMM

SA

非
イ
オ
ン
型
比
率
（
％
）

非
イ
オ
ン
型
比
率
（
％
）

再
吸
収
率
（
％
）

再
吸
収
率
（
％
）

 SMM：スルファモノメトキシン
 SMX：スルファメトキサゾール
 SA：スルファニルアミド

図₃　ブタにおけるサルファ剤の再吸収率と尿pHの関係
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ほとんど代謝されないため，尿中排泄が主要な
消失経路となっている。利尿薬は能動輸送によ
って排泄されるが，フロセミノド（イヌでの半
減期は₁～1.5時間8）やトリアムテレン（ヒト
での半減期は1.5～₂時間9）のように速やかに
体内から排泄されるものと，ヒドロクロロチア
ジド（ヒトでの半減期は₆～12時間10）のよう
に比較的緩やかに体内から排泄されるものもあ
る。強心薬のジゴキシンも能動輸送によって排
泄されるが，高い脂溶性のために，そのほとん
どが再吸収される。しかし，体内ではほとんど
代謝されないため，非常に緩やかに尿中に排泄
されて体内からきわめて緩やかに消失する（イ
ヌでの半減期は30-40時間11）。
　イヌにおいて主要な消失経路が尿中排泄であ
る薬物を表₂に示す。これらのほとんどに能動
輸送による排泄がかかわっていることが分か
る。
⑸ 尿中排泄における薬物間相互作用
　トランスポーターを介した臨床的な問題は，
能動輸送における薬物間相互作用である。同一
のトランスポーターによって輸送される薬物を
併用すると，競合拮抗によって輸送が低下する
可能性がある。代謝が主要な消失経路の薬物で
も，能動輸送されるものがあり，これらの薬物
が他の薬物の尿中排泄を阻害して相互作用を引
き起こす可能性がある。プロベネシドはヒトで
尿酸排泄促進作用のために痛風の治療に使われ
ていたが，有機酸のトランスポーターで能動輸
送されるため，過去にはペニシリンの排泄抑制
の目的で獣医領域において併用されたことがあ
る。NSAIDのジクロフェナクは体内からは代
謝によって消失するが，有機酸のトランスポー
ターによって尿細管へ移行する。同一のトラン

スポーターで抗がん薬のメトトレキサートも輸
送されるので，過去においてこれら薬物の併用
で，ヒトでメトトレキサートの蓄積が原因の死
亡事故があった。他のNSAIDであるインドメ
タシン，ケトプロフェン，フルフェナムやイブ
プロフェンもメトトレキサートの輸送を阻害す
ることが明らかとなっている12。また，ヒトに
おいて，P-gpの基質であるカルシウムチャンネ
ル阻害薬のべラパミルやニフェジピンおよび免
疫抑制薬のシクロスポリンAが，ジゴキシンの
排泄を抑制して血漿中濃度を上昇させることが
知られている13。

２．胆汁中排泄

　脂溶性の薬物は肝臓ら受動拡散によって移行
するが，量的には問題とはならない。したがっ
て，胆汁中に有意な量が排泄される場合には，
能動輸送系が関与する。胆汁中に排泄される薬
物のうち，脂溶性のものは小腸上部で再び受動
拡散によって吸収され，門脈を経て肝臓に取り
込まれ，腸肝循環を形成する（図4-A）。代謝
されにくいものは糞中に排泄される。また，比
較的水溶性の薬物は小腸で吸収されずにその
まま糞中に排泄される（図4-A）。代謝を受け
るものは，そのままの形ではほとんど糞中には
排泄されない。代謝物は一般的には尿中に排泄
されるが，能動輸送系によって胆汁中に排泄さ
れると，代謝物として糞中に排泄される（図
4-B）。薬物のグルクロン酸抱合体も胆汁中に
能動輸送によって排泄されるものがある。大腸
に存在する細菌にはグルクロン酸抱合体を加水
分解する酵素（β-グルクロニダーゼ）を持つも
のがあり，この酵素によって元の脂溶性の薬物
に戻ると，大腸から吸収されて肝臓に取り込ま
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れ，腸肝循環を形成する（図4-B）。
⑴ 能動輸送
　肝細胞の類洞側と胆管側の膜には輸送担体が
それぞれ存在し，これらが薬物を胆汁中に能動
輸送する。獣医領域の動物ではほとんど研究が
なされていないため，トランスポーターに関す
る情報はほとんどない。このため，ヒトにおい

て，能動輸送に関与するトランスポーターにつ
いて，以下に概説する。
　図₅に示されているように，肝細胞への取
り込みに関与するトランスポーターには，有
機酸を取り込むOAT2や有機酸輸送タンパ
ク（organic anion transporting polypeptide，
OATP）等がある。ヒトにおいてはこれらのう

表₂　イヌにおいて尿中排泄が主要な消失経路である薬物の消失半減期と全身クリアランス

薬　物 尿中排泄様式 消失半減期
（h）

全身クリアランス
（竓/ｍｉｎ/㎏）

尿中排泄率
（%）

ペニシリンＧ 能動輸送／糸球体濾過 0.5 3.6 ほぼ100
アンピシリン 能動輸送／糸球体濾過 1.3 1.9 ほぼ100
アモキシシリン 能動輸送／糸球体濾過 1.6 3.4 ほぼ100
オキサシリン 能動輸送／糸球体濾過 0.5 6.9 ほぼ100
クロキサシリン 能動輸送／糸球体濾過 0.5 4.6 ほぼ100
カルベニシリン 能動輸送／糸球体濾過 1.3 1.8 ほぼ100
イミペネム17 能動輸送／糸球体濾過 0.8 NR NR
セファゾリン 能動輸送／糸球体濾過 0.8 10.4 ほぼ100
セファピリン18 能動輸送／糸球体濾過 0.4 8.9 62＊
セファレキシン 能動輸送／糸球体濾過 1.4 2.5 ほぼ100
セフォタキシム 能動輸送／糸球体濾過 0.75 10.5 ほぼ100
ゲンタマイシン 能動輸送／糸球体濾過 0.9-1.1 1.5-4.2 ほぼ100
カナマイシン19 能動輸送／糸球体濾過 0.7 3.7 ほぼ100
アミカシン20 能動輸送／糸球体濾過 1.0-1.1 2.8-3.6 ほぼ100
オキシテトラサイクリン 糸球体濾過 6.0 4.2 60
スルファジアジン 糸球体濾過 9.9 NR NR
スルファメトキサゾール 能動輸送／糸球体濾過 8.0 NR NR
トリメトプリム 能動輸送／代謝 2.5 NR NR
オルビフロキサシン 能動輸送／糸球体濾過 7.1 3.3 90
オフロキサシン 能動輸送／糸球体濾過 6.9 NR NR
フロセミド 能動輸送 1.0-1.5 NR NR
ジゴキシン11 能動輸送／糸球体濾過 42 0.058 NR
メトトレキサート21 能動輸送／糸球体濾過 11.2 NR NR

NR：報告なし
文献番号がないものは，文献８から引用した。
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ち，OATPファミリー（OATP1B1，1B3）が
有機酸の取り込みに重要な役割を果たしている
と考えられている。プラバスタチンやロバスタ

チン等のMG-CoA 還元酵素阻害薬，や胆汁中
排泄型のアンギオテンシン変換酵素阻害薬，バ
ルサルタン等のアンギオテンシン受容体拮抗
薬，また，メトトレキサート等の抗がん薬の一
部やジゴキシンの輸送に関与することがヒトに
おいて示されている14。
　有機塩基の取り込みには主にOCT1が関
与する。抗潰瘍薬のシメチジンやラニチジ
ン，抗不整脈薬のキニジンやベラパミル等の
輸送に関係することがヒトで知られている14。
Na+- taurocholate cotransporting polypeptide

（NTCP）は，胆汁酸とナトリウムイオンを共
輸送によって肝細胞に取り込むトランスポータ
ーであるが，一部の薬物も輸送する。ベンゾジ
アゼピン類でその関与が知られている14。また，
スタチンの一部（ロバスタチン）も輸送するこ
とが知られている15。肝細胞に取り込まれた薬
物は，速やかに代謝されるものと，胆管側の輸
送系によって胆汁中に排泄されるものがある。
　 胆 汁 中 へ の 排 泄 に は 有 機 酸 を 輸 送 す る
MRP2，有機酸や有機塩基を輸送するP-gp，
bile salt export pump（BSEP），breast cancer 
resistance protein（BCRP）などのトランス

肝細胞

胆管側類洞側
OAT2

OATP1B1

OATP1B3

NTCP

OCT1

MRP2

BSEP

P-gp

BCRP

図５　胆汁中排泄に関与する肝臓内の主なトラン
スポーター（ヒト）

　赤色は有機酸のトランスポーターを，青は有機塩基
のトランスポーターをそれぞれ表わす。BSEP（bile 
salt export pump）は胆汁酸に特異的なトランスポータ
ーで薬物を輸送しない。
OAT2 : organic anion transporter 2
OCT : organic cation transporter
OATP : organic anion transporting proteinファミリー
NTCP : Na+- taurocholate cotransporting polypeptide）
MRP2 : multidrug resistance associated protein 2
P-gp : P-grycoprotein

薬物薬物 薬物

代謝物代謝物 代謝物

薬物

薬物薬物

A B

図４　胆汁中に排泄された薬物の動態の模式図
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ポーターが関与している。MRP2はcanalicular 
multispecific organic anion transporter 
(cMOAT）とも呼ばれているが，その名の通り，
比較的多くの有機酸を胆汁中に能動輸送する。
βラクタム系抗生物質の一部，フルオロキノロ
ン系抗菌薬の一部やメトトレキサートなどの抗
がん薬の一部が，MRP2によって胆汁中に排泄
されることが知られている16。また，薬物の抱
合代謝物の輸送にも関与する14。P-gpは腎臓，
消化管や血液脳関門において異物排除の輸送系
として重要な役割を担っているが，肝臓におい
ては比較的脂溶性の高い有機塩基や中性の薬物
を輸送する。表₃に示されているように，輸送
する基質はMRP2とかなり重複する。BCRPは

フルオロキノロン系抗菌薬の一部やメトトレキ
サートなどの抗がん薬の一部を輸送する。した
がって，このトランスポーターの基質もMRP2
やP-gpと重複する。シクロスポリンや抗結核薬
のリファンピシンなどの一部の薬物が，胆汁酸
の排泄を阻害することが知られている。その結
果，胆汁のうっ滞を引き起こす可能性があるた
め，ヒトでは重要なトランスポーターと認識さ
れている15。
　これまでに概説したトランスポーターに相当
するトランスポーターは，獣医領域で扱う動物
種においても存在すると考えられる。たとえ
ば，動物専用薬のCa2+チャンネル阻害薬である
ベナゼプリルはかなりの量が胆汁に排泄される

表₃　肝のトランスポーターとその基質となる薬物と阻害する薬（ヒト）

トランスポーター 基質となる薬物

肝取り込みトランスポーター
OATP1B1 プラバスタチン，ビバスタチン，バルサルタン，ジゴキシン

メトトレキサート，シクロスポリンなど
OATP1B3 プラバスタチン，バルサルタン，ジゴキシン，シクロスポリン

エリスロマイシンなど
OCT1 シメチジン，ラニチジン，キニジン，ベラパミル，プロカインアミドなど
NTCP ベンゾジアゼピン類，ロバスタチンなど

胆汁排泄トランスポーター
MRP2 セフォジジム，クレバフロキサシン，プラバスタチン，葉酸

デモカプリラート，インドメタシン，メトトレキサート，シクロスポリンなど
P-gp ジルチアゼム，ベラパミル，ビンクリスチン，イトラコナゾール

シクロスポリン，タクロリムス，ジゴキシン，キニジン，シメチジン
エリスロマイシン，クラリスロマイシン，ドキソルビシン，オンダンセトロン
デキサメタゾンなど

BCRP ニトロフラゾン，スルファサラジン，メトトレキサート，シメチジン
クレバフロキサシン，ロバスタチン，シクロスポリンなど

BSEP シクロスポリン，リファンピシンなど

文献14～16から引用
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が，おそらくOCT1やP-gpに相当するトランス
ポーターが輸送に関与しているものと思われ
る。ウサギはウサギにペニシリンを避腸投与し
ても，腸管の細菌叢がダメージを受け，致死的
な腸性菌血症などを引き起こすことがよく知ら
れている。ペニシリンは有機酸なので，OATP
ファミリーやMRP2に相当するトランスポータ
ーがウサギにも存在することを示すものと思わ
れる。動物専用薬のフルオロキノロンであるエ
ンロフロキサシンとその活性代謝物であるシプ
ロフロキサシンは，イヌにおいてかなりの量が
胆汁中に排泄される。したがって，その排泄に
はMRPやP-gpなどのトランスポーターによる
能動輸送が関与している可能性がある。
　エンロフロキサシンのこのようなイヌでの特
徴にも関わらず，ウサギでは安全な抗菌薬とし
て認識されている。このため，著者らはウサギ
においてエンロフロキサシン，シプロフロキサ
シンに加え，オフロキサシン，オルビフロキサ
シンおよびマルボフロキサシンの胆汁中排泄を
検討した。検討した結果，いずれのフルオロキ
ノロンも投与₈時間までに排泄された量は，投
与量の₁%程度と極めてわずかであった。また，
全身クリアランスに対する胆汁クリアランスも
₁～₂%程度で，投与量のほとんどが他の経路

から消失することを示した。したがって，エン
ロフロキサシンの胆汁中排泄はイヌとウサギで
はかなり異なり，トランスポーターに種特異性
がある可能性が示された。
⑵ 能動輸送における薬物間相互作用
　尿中排泄における相互作用と同様に，トラン
スポーターにおける競合などの薬物間相互作用
が，臨床上で問題となる可能性がある。ヒトで
この相互作用の重要性が認識されたのは，セリ
バスタチンとシクロスポリンの併用で，致死的
な横紋筋融解症が誘発されたことがきっかけで
あった。このセリバスタチンの副作用が増強さ
れたのは，シクロスポリンがセリバスタチンの
胆汁中排泄を阻害したことが原因であることが
後に示された15。この種の相互作用で重要なも
のとしては，シクロスポリンやベラパミルがジ
ゴキシンの血漿中濃度を上昇させて副作用を招
くことが知られている15。獣医領域では，この
種の相互作用は明らかにされていないが，この
ような可能性があることは認識しておく必要が
あると思われる。

３．糞中排泄

　薬物が糞中への排泄されるためには，胆汁中
へ排泄されるか，あるいは消化管に直接排泄さ

表₄　ウサギにおけるフルオロキノロン静注後の胆汁中排泄

フルオロキノロン 排泄量
（投与量に対する％）

胆汁クリアランスの全身クリアランス
に対する割合（％）

エンロフロキサシン 1.09 1.62
オフロキサシン 1.43 2.32
オルビフロキサシン 1.00 1.21
マルボフロキサシン 1.38 2.14

エンロフロキサシンの数値はエンロフロキサシンと代謝物シプロフロキサシンを合わせて算出した。
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れる必要がある。糞中へ排泄される薬物の多く
は，胆汁中に排泄された後に腸管で吸収されな
かったものが糞中に排泄されるのが一般的であ
る。腸管に直接排泄される場合，受動拡散では
極めて僅かな量しか移行できないので，能動輸
送系が関与する。
　小腸に存在する薬物排泄に関与するトランス
ポーターとしては，P-gp，MRP2やBCRPが知
られている。これらはいずれも薬物の胆汁中へ
の排泄に関与するトランスポーターである。肝
のトランスポーターと小腸のトランスポーター
のどちらが糞中排泄に重要であるかについては
不明である。小腸に存在する薬物排泄トランス
ポーターは基質となる薬物の消化管吸収を阻害
する。このため，薬物の糞中排泄に対する役割
としての重要性よりも，一部の薬物の消化管吸
収の観点からの重要性が認識されている。

４．乳汁中排泄

　薬物は間質液へ濾過によって移行した後，膜
を透過して乳汁中へ移行する。このため，血漿
中で高率タンパクと結合する薬物は乳汁中へは
ほとんど移行しない。また，水溶性の薬物も乳
汁中にはほとんど移行できない。脂溶性の薬物
は受動拡散によって間質液から乳汁中に移行す
る。間質液のpHは7.4であるので，間質液中で
の非イオン型の比率は酸性の薬物では，①式か
ら以下の式で表わされる。

非イオン型の比率（間質液中）

= 1 ③式107.4−pKa＋1

また，乳汁のpH6.0 ～ 6.8であるため，仮にpH
を6.4とすると，乳汁中での非イオン型の比率
は以下の式で表わされる。

非イオン型の比率（乳汁中）

= 1 ④式106.4−pKa＋1

したがって，非イオン型の比率は乳汁中の方が
高くなる。間質液中と乳汁中の非イオン型濃度
は受動拡散では等しくなるので，非イオン型と
イオン型を合計した濃度は，乳汁中の方が間質
液中よりも低くなる。図₆にはpKaが6.0のスル
ファジメトキシン（弱酸）の乳汁中への移行を
模式的に示した。この図から，乳汁中濃度は間
質液中濃度の1/7程度（3.5：26）になることが
分かる。
　塩基性薬物では，間質液中と乳汁中の比率は
②式からそれぞれ以下の式で表わされる。

非イオン型の比率（血漿中）

= 1 ⑤式10pKa−7.4＋1

非イオン型の比率（乳汁中）

= 1 ⑥式10pKa−6.4＋1

イオン型濃度
（2.5）

非イオン型濃度
（1）

イオン型濃度
（25）

非イオン型濃度
（1）

乳汁
（pH6.4）

間質液
（pH7.4）

図₆　スルファジメトキシン（pKa6.0）の乳汁移
行の模式図

　平衡に達すると，膜を隔てた両側の非イオン型濃度
は等しくなる。非イオン型とイオン型薬物の濃度比は
③および④式を用いて算出した。
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乳汁中濃度の方が高くなる。図₇にはpKaが8.8
のエリスロマイシン（弱塩基）の乳汁中への移
行を模式的に示した。この図から明らかなよう
に，間質液中の非イオン型の比率はスルファジ
メトキシンと同一であるにもかかわらず，乳汁
中濃度が間質液中濃度の10倍近く（256：26）
になる。以上から，塩基性薬物の方が酸性薬物
よりも乳汁中に移行しやすいことが分かる。
　受動拡散による移行は比較的速やかなので，
血漿中濃度が低下とともに乳中濃度も低下す
る。したがって，血漿中濃度が速やかに消失する
薬物では，乳汁中濃度も速やかに消失する。授
乳中の動物にやむを得ず薬物を投与する場合に
は，半減期の短いものであれば，乳汁中から子
動物への暴露を最小限に抑えることができる。

図₇　エリスロマイシン（pKa8.8）の乳汁移行の模
式図

　非イオン型とイオン型薬物の濃度比は⑤および⑥式
を用いて算出した。

イオン型濃度
（251）

非イオン型濃度
（1）

イオン型濃度
（25）

非イオン型濃度
（1）

乳汁
（pH6.4）

間質液
（pH7.4）

したがって，非イオン型濃度が間質液中と乳汁
中の間で等しくなるので，酸性薬物とは逆に，
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飛来昆虫サシバエ・アブの生態とその防除
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節足動物門 蛛形綱

倍脚綱

唇脚綱

甲殻綱

昆虫綱

真正クモ目（セアカゴケグモ）
ダニ目（フタトゲチマダニ）

オビヤスデ目（ヤケヤスデ）

ムカデ目（アオズムカデ）

十脚目（クルマエビ）

総尾目（セイヨウシミ）
蜉蝣目（モンカゲロウ）
蜻蛉目（オニヤンマ）
直翅目（トノサマバッタ）
網翅目（チャバネゴキブリ）
革翅目（ハサミムシ）
等翅目（ヤマトシロアリ）
食毛目（ニワトリハジラミ）
シラミ目（ウシホソジラミ）
半翅目（スコットカメムシ）
鱗翅目（アゲハチョウ）
双翅目 長角亜目（カ科、ブユ科、ヌカカ科）

短角亜目（アブ科）
環縫亜目（イエバエ科、クロバエ科）

隠翅目（ネコノミ）
膜翅目（オオスズメバチ）
鞘翅目（ミヤマクワガタ）

表₁　節足動物門の主な綱と目の分類
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１．はじめに

　近年，畜産の現場では主に野外でのアブ類
と，主に舎内でのサシバエ類の被害がこれまで
にもまして増大し，放牧衛生，畜舎衛生の観点
からもこれらアブ類とサシバエ類に対する関心
が高まっている。アブ類・サシバエ類は家畜に
飛来して吸血するだけでなく，アブ類では吸
血に伴って牛白血病，馬伝染性貧血などの疾
病の病原となるウイルス，surraの病原となる
Trypanosoma evansiなどの原虫，アナプラズ
マ症の病原となるAnaplasma marginaleや炭疽
病の病原Bacillus anthracisなどの細菌を機械的
に，human loiasisを引き起こす寄生線虫のLoa 
loaなどを生物学的に媒介することが知られて
いる（Foil, 1989）。またサシバエ類では，炭疽
病やブルセラ症の病原となる細菌を機械的に媒
介するほか，ハブロネマ症の原因となる寄生線
虫の中間宿主となっていることが知られている

（Zumpt, 1973）。さらに，刺咬に際しての家畜
に及ぼす精神的，肉体的なストレスも甚大であ
ることが推測され，放牧牛のいわゆるサマース
ランプ（発育停滞）の原因の一端であるとの指
摘もある（沢村ら，1974）。そこで，本稿では
これまでに報告された研究の成果を踏まえ，ア
ブ類，サシバエ類の種類と形態，そして生態に
ついて概略を述べ，併せて家畜衛生上特に問題
となるアブ類とサシバエの防除について述べて
いきたい。

２．アブ類，サシバエ類の分類と種類

　アブ類，サシバエ類ともに，節足動物門
（Arthropod）（ 体 が い く つ も の 環 節 に 分 か
れ，その環節一つ一つに関節のある肢を持っ

ている動物群で，クモやムカデ，エビ・カニ
などが仲間）昆虫綱（Class Insecta）の双翅
目（Order Diptera）に属する昆虫である（表
₁）。アブ類は昆虫綱の中の短角亜目（Suborder 
Brachycera）アブ科（Family Tabanidae）に
属する昆虫群の総称で，サシバエ類は，環縫
亜 目（Suborder Cyclorrhapha） イ エ バ エ 科

（Family Muscidae）サシバエ亜科（Subfamily 

表₂　アブ科の区分と主な属の名称

俗名
属　　名

学名 和名
Deer flies Chrysops キンメアブ

Horse flies Hybomitra キボシアブ
Atylotus キイロアブ
Tabanus アブ

Clegs Haematopota ゴマフアブ
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表₃　我が国に生息する主なアブ類とその分布

和　　名 学　　名 北海道 本　州 四　国 九　州
クロキンメアブ Chrysops japonicus ○ ○ ○ ○
キンメアブ C. suavis ○ ○ ○ ○
ホソヒゲキボシアブ Hybomitra olsoi ○
ホルバートアブ Atylotus horvathi ○ ○ ○ ○
キンイロアブ Tabanus sapporoensis ○ ○ ○
イヨシロオビアブ T. iyoensis ○ ○ ○ ○
アオコアブ T. humilis ○
アカウシアブ T. chrysurus ○ ○ ○ ○
アカアブ T. sapporoenus ○ ○
シロフアブ T. trigeminus ○ ○ ○ ○
ニッポンシロフアブ T. nipponicus ○ ○
ウシアブ T. trigonus ○ ○ ○ ○
ヤマトアブ T. rufidens ○ ○ ○ ○
ゴマフアブ Haematopota tristis ○ ○
アカバゴマフアブ Hae. rufipennis ○ ○ ○

図1　アブ類　キンメアブ（Deer fly），アブ（Horse fly），ゴマフアブ（Cleg）
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Stomoxynae）を構成する昆虫群の総称である。
　アブ類は，キンメアブ（Deer flies: Chrysops
属），アブ（Horse flies: Tabanus属など），ゴ
マフアブ（Clegs: Haematopota属）に₃大別さ
れる（表２，図１）。全世界に4,000種以上が分
布すると言われ，我が国には₉属94種と₉亜種
の分布が認められている（Hayakawa, 1985）。
それらのうち，家畜衛生上重要な種の日本国内
における分布を表₃に示した。
　また，我が国に分布するサシバエ類は，サシバ
エ（Stomoxys），ミナミサシバエ（Haematobosca），
ノサシバエ（Haematobia）の₃属に分類される
₅種で，それぞれの国内における分布と形態の
特徴を表₄と図₂に示した。なお，アブという

和名を持つものの，ミズアブはミズアブ科，ム
シヒキアブはムシヒキアブ科，さらにハナアブ

（幼虫はオナガウジと呼ばれる）は，ハナアブ
（ショクガバエ）科にそれぞれ属する昆虫で，双
翅目ではあるがアブ科ではない。

３．アブ類，サシバエ類の形態

　いずれも双翅目の特徴である，後翅が平均棍
に変化して見かけ上₁対の翅を持っているが，
触角の形状で簡単に見分けが付けられる。
1）　アブ類
　成虫　アカウシアブ（図₃）など，スズメバ
チに擬態した種が多いことからしばしばハチと
混同されることがあるが，ハチは膜翅目（Order 

表₄　我が国で記録のあるサシバエ類とその分布

和　　名 学　　名 北海道 本州 四国 九州 沖縄
サシバエ Stomoxys calcitrans ○ ○ ○ ○ ○
インドサシバエ S. indica ○ ○ ○ ○
チビサシバエ S. uruma ○
ミナミサシバエ Haematobosca sanguinolenta ○ ○ ○ ○ ○
ノサシバエ Haematobia irritans ○ ○ ○ ○

図₂　サシバエ（左）とノサシバエ（右）
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Hymenoptera）で，前後₂対の翅を持ってい
ることから，見かけ上₁対のアブとは容易に区
分できる（図₄）。体は昆虫の特徴である「頭・
胸・腹」の₃部に分かれ，頭部は比較的大きい。
胸部は比較的強固で矩形，腹部は幅が広く卵形
で，種によって特有の斑紋を有している。体の

大きさは，アカウシアブ（体長約26㎜）のよう
にオオスズメバチに匹敵するものから，キンメ
アブ（体長約10㎜）のように小型のものまで様々
である。
　頭部には，種によっても異なるが，キン
メアブでは透き通った緑色の，キボシアブ

（Hybomitra）では₃本の横線の入った緑色の，
アブでは緑，茶，赤茶などの，ゴマフアブでは
斑紋のそれぞれ特徴的な美しい大きな複眼を具
えている（図₅）。複眼の斑紋は，分類学上有
用な特徴であるものの，多くの種では死後乾燥
とともに消失する。しかし，再度湿らせること
によって再現する種もある。雄では複眼が前頭
部で左右接合するのに対し，雌では少し離れて
眼間区を形成する。眼間区にある額瘤は，同定

図₃　アカウシアブ（左）とオオスズメバチ（右）

図₄　アブとハチの体制模式図

図₅　アブの複眼

キンメアブ属 キボシアブ属 キイロアブ属 アブ属 ゴマフアブ属
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の大きな特徴の一つとなっている（図₆）。触
角の形状は分類学上の特徴として用いられる
が，いずれも前方に突出し，基部の柄節，梗節
の₂節と₂ ～ ₈節が融合した鞭節からなる。
キンメアブでは長く，鞭節の基部が肥大してい
ないのに対し，アブでは肥大して違いを見せて
いる（図₇）。また，口器には，₂節からなる
触鬚があり，触角などとともに分類の特徴の一
つになっている。口器は，液体を吸収するのに
適した構造で，特に雌は大顎や上唇がキチン化
したナイフ状の刺器となって動物の皮膚を切り
裂くのに適した形状となっている（図₈）。流
れ出てたまった血液は唇弁によって吸収される
ことからこの吸血様式を”pool feeding”と呼ん
でいる。頭頂にある単眼は，キンメアブやゴマ
フアブでは存在するのに対し，アブでは痕跡状
か存在しない。
　胸部には₁対の翅（前翅）と₃対の肢をもつ。
翅は，キンメアブやゴマフアブでは特有の縞模
様や斑紋を持つのに対し，アブではたいていが
透明である（図₉）。ゴマフアブの斑紋は種の

同定に用いられることが多い。後翅は平均棍に
変化している。肢はその付け根から，基節，転節，
腿節，脛節，跗節の₅節に分かれ，後跗節端の
棘は，キンメアブでは存在するのに対し，アブ
では消失している。

図₆　アブの眼間区と額瘤

眼間区

額瘤

図₇　アブの触角
上：キンメアブ属（Deer fly）

中：アブ属（Horse fly）
下：ゴマフアブ属（Cleg）



― 18 ―
動薬研究　2014．6．№70

　腹部は₈節を数え，特有の斑紋を持つが，種
内でも変異が見られる。
　卵　両端が細まった長円筒形で，0.8～ ₃㎜。
色は乳白色から褐色まで種によって異なる。一
般には葉裏などに₃～₅段のピラミッド状に卵
塊として産み付けられるが，1卵ずつばらばら
に産下する種もあり，種によって特徴的である。
　幼虫　無脚の紡錘型をしており，体長は老熟
幼虫で，12～60㎜である。体色は白からクリー
ム色が一般的だが，紅褐色や淡緑色の種もある。
Hayakawa（1982）は，イヨシロオビアブなど
₉種の幼虫が，褐色に白斑を持つことなどから，
アブ（Tabanus）属から分離独立させツナギア
ブ（Hirosia）属を新設した。また，ほかの種
でも各環節の端の部分では暗色のリング（環毛
帯）が見られる。体節は頭部と11節よりなり，
前方の胸部₃節と腹部末節を除く各節に₃～₄
対のイボ状の擬脚がある。頭部は伸縮自在で，
キチン化して強靱な大顎を持つ。腹部末節には，
円形の肛門と呼吸管がある。擬脚，環毛帯，毛
紋などが同定の際重要な特徴として用いられて

図₈　アカウシアブの口器

図₉ 　アブの翅
上：キンメアブ（Deer fly）

中：アブ（Horse fly）
下：ゴマフアブ（Cleg）
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いる。
　蛹　一般に褐色で，₉～35㎜の円筒形で少し
腹側に湾曲している。体表はキチン質の比較的
硬い皮膚で被われ，大きな頭部と，肢と翅の突
き出た覆いが特徴的である。頭胸部は融合して
いて，腹部のみ₈節が数えられる。腹部末端節
には，星状体と呼ばれる₂個の尖った硬い突起
がある。羽化の際，蛹殻が縦に割れて成虫が這
い出てくる。

2）サシバエ類
　成虫　イエバエと同様の体型だが，やや小型
で，体長₄～₆㎜の灰黒色のハエで，他のハエ
との大きな違いは，雌雄ともに末端に小さな唇
弁のある管状のキチン化して硬い口吻が前方に
まっすぐ伸びて，動物の皮膚を刺して吸血する
のに適した構造となっている点である（図10）。
口吻と触鬚の形状や長さの関係，体色，斑紋な
どが分類上の特徴として用いられている。
　卵　乳白色ないし褐色で，一端は狭小，他端
は円形のバナナ型。長さは0.85～1.70㎜で，湾

曲した内側に一本の溝が縦方向に走る。表面に
は多数の空気取り入れ口である莢孔（aeropyle）
があり，属によって違いが見られる（Hinton, 
1960）。卵は一個ずつばらばらに産み落とされ
る。
　幼虫　乳白色でテーパー様の円筒形で，老
熟（₃齢）幼虫で体長₆～12㎜の，イエバエ型
ウジ虫。イエバエとは斜走隆線様の装飾が，腹
部の擬脚に走っていることにより見分けられる

（Crosskey, 1993）。咽頭骨格の口鉤は右に比べ
左が小さい。末端節にある一対の後方気門の形
態は，咽頭骨格の形状とともに種の同定の重要
な着目点となっている（Kano, 1953）。
　蛹　終齢幼虫の皮膚が硬化した殻（囲蛹）で
覆われた赤褐色の俵型。体長は₃～₅㎜。羽化
の際，囲蛹の上部が環状に割れて成虫が這い出
てくる。

４．アブ・サシバエ類の生態

1）アブ類
a.　生活史
　雌成虫は，100～800個ほどの卵を卵塊として
産下するが，その数は種によって，また摂取し
た血液の量によって異なる。胚形成は種によっ
ても異なるが，21～24℃で₅～12日を要する。
卵は産下直後では白色だが，時間の経過ととも
に暗色へと変化した後孵化する。松村（1987）
のニッポンシロフアブ室内飼育実験の結果によ
ると，牛体で吸血した雌成虫は，₄～₉日後に
200～300卵を卵塊として産下し，卵は₃～₅日
後に孵化した。孵化幼虫にミミズを与えて飼育
したところ，各齢期間に₆～36日を要した₄～
₆回の脱皮を経た後に，終齢（₅～₇齢）幼虫
まで成長した。終齢幼虫期間は，278.7±9.0日で，図10　サシバエの口吻先端部
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雄が雌に比べて短い傾向が見られた。蛹期間は
14.3±1.1日で，雄が雌に比べ有意に長かった。
羽化率は6.6％であった。羽化時期は，雄が₆
月中旬から₇月下旬，雌が₇月上旬から₉月上
旬であった。産卵から羽化までの日数は，雄が
337.2±8.0日，雌が363.8±10.4日となり，明白
な雄性先熟性が認められた。また，キンイロア
ブでは，野外飼育の結果，卵期間₆～14（平均
₈）日，幼虫期間314～725（平均637）日，蛹
期間₆～15（平均₉）日，羽化率₄～₈％，成
虫期間₇～26（平均15）日であった（早川ら，
1972）。イヨシロオビアブでは，野外飼育の結果，
卵期間₆～10（平均₇）日，幼虫期間319～727

（平均584）日，蛹期間₆～12（平均₈）日，羽
化率₂～10％，成虫期間₇～51（平均16）日で
あった（長島ら，1972）。このように種によっ
て生育期間が異なるものの，多くの種では羽化
までの期間が₂～₃年に及び，その長短は外気
温，湿度などを含む要因によって左右されると
いわれている。
　アブ科の昆虫は，雌成虫が卵巣発育のため
の栄養を得るために動物から吸血するが，す
べての種が吸血するわけではない。ヒメアブ

（Silvius）やムカシアブ（Nagatomyia）などは
吸血性がなく，もっぱら花蜜や樹液から養分を
得ている。吸血性の種でも，ヤマトアブ，イヨ
シロオビアブ，キンイロアブ，キノシタシロフ
アブ，ホソヒゲキボシアブ，ゴマフアブなどは，
最初の産卵を吸血することなしに行う無吸血産
卵性種（autogenous species）であり（Inaoka, 
1992），これらの種では，人畜に襲来する個体
の多くがすでに一回目の産卵を済ませた個体で
あることから，防除対策を講じる上での大きな
問題点となっている（表₅）。

b.　自然環境下での発生実態
　一口に自然環境下と言っても地域によって異
なるため，ここでは筆者が中心に調査を行って
いる北海道の放牧地を中心とした地点における
アブ類の種構成，捕獲消長，吸血活動などにつ
いて述べていく。
　種構成　北海道ではこれまでに₇属の37種
と₂亜種の分布が知られている（Sasaki and 
Hayakawa, 1986）が，大まかに道内を天塩山地，
大雪，日高山脈と続く脊梁山脈と，黒松内低地
帯によって道東・道北，道西・道南そして道南
の₃地域に分けてそれぞれの地域ごとに特徴的
な種を列挙してみると，道東・道北ではカラフ
トアカアブ，タカハシキボシアブが，道西・道
南ではクロキンメアブ，イヨシロオビアブが，
道南ではギシロフアブ，ハタケヤマアブがそれ
ぞれ地域の特徴的種としてあげられる（表₆，
図11）。また，全道に広く分布する種としてキ
ンメアブ，キバラアブ，ホソヒゲキボシアブ，
ニッポンシロフアブ，ヤマトアブ，ゴマフアブ
などがあげられる。
　発生消長　種によってその羽化時期が異な

表₅　我が国に生息する主な無吸血産卵性
（Autogenous）アブ類

和　名 学　名
キタヨスジキンメアブ Chrysops vandervulpi kitaensis
ホソヒゲキボシアブ Hybomitra olsoi
キンイロアブ Tabanus sapporoensis
イヨシロオビアブ T. iyoensis
キノシタシロフアブ T. kinoshitai
ヤマトアブ T. rufidens
ゴマフアブ Haematopota tristis
シベリアゴマフアブ Hae. tamerlani

Inaoka（1992）を基に作表
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り，北海道では最も早く発生するのはクロキン
メアブで，₅月下旬には道南地方で発生が見ら
れる。一方，最も遅く発生するのはヤマトアブ
で7月中旬頃からである。また，発生期間も種
によって異なり，キンメアブ，ニッポンシロ
フアブなど₃ヶ月近くの長期に及ぶ種から，イ
ヨシロオビアブやクロキンメアブなど₁ヶ月未

満の種，そしてタカハシキボシアブやカラフト
アカアブなどほんの数週間程度しかない種など
様々である。主な種の発生期とその消長の概略
を図12に示した。北海道では図12のように₅月
下旬から₉月下旬までで，₇月から₈月にピー
クを持つ一山型の発生消長を示すが，日本全体
を俯瞰してみると，暖かい九州地方では₄月上

表₆　北海道に生息するアブ類の分布パターン

全道分布型種
キンメアブ Chrysops suavis
ヨスジキンメアブ Chrysops vanderwulpi yamatoensis
カラフトアカアブ Hybomitra tarandina
キバラアブ Hy. distinguenda
コムラアブ Hy. borealis
ホソヒゲキボシアブ Hybomitra olsoi
ホルバートアブ Atylotus horvathi
フタスジアブ A. bivittateinus
アカウシアブ Tabanus chrysurus
アカアブ T. sapporoenus
シロフアブ T. trigeminus
マンシュウシロフアブ T. pallidiventris
ニッポンシロフアブ T. nipponicus
キノシタシロフアブ T. kinoshitai
ヤマトアブ T. rufidens
キスジアブ T. fulvimedioides
ゴマフアブ Haematopota tristis

北海道西部分布型種
クロキンメアブ Chrysops japonicus
マルヒゲアブ Hybomitra hirticeps
キンイロアブ Tabanus sapporoensis
イヨシロオビアブ T. iyoensis

北海道東部分布型種
タカハシキボシアブ Hybomitra takahasii
シベリアゴマフアブ Haematopota tamerlani

北海道南部分布型種
オシマヨスジキンメアブ Chrysops vanderwulpi stonei
カトウアカアブ Tabanus katoi
ギシロフアブ T. takasagoensis

ニッポンシロアブ キンイロアブ タカハシキボシアブ オシマヨスジキンメアブ
全道分布型 道西・道南分布型 道東・道北分布型 道南分布型

図11　北海道におけるアブの分布パターン
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旬から10月下旬まで何らかの種の発生が見ら
れ，その消長も北海道とは異なったものである
ようである。
　吸血習性　イヨシロオビアブなど薄暮期に活
動する種も見られるが，ほとんどの種の雌成虫
は日中活動する昼間活動性である。よって，一

日単位の活動性を見ると，朝夕に少なく10時～
15時頃に活発になる一山型の消長を示す（図
13）。これは，アブ類の活動が気象条件，特に
気温と湿度，そして気圧に左右されているため
と考えられている。アブ（horse flies）やキン
メアブ（deer flies）の多くは，牛や馬そして
人を含む大型ほ乳類を好んで吸血するが，キン
メアブ（Chrysops）属の種では，カラスやアヒ
ルといった鳥類やカメなども吸血することがあ
ると言われている（Mullens, 2002）。
　アブ類は一般に長距離を飛翔できるが，その
距離は吸血源動物が得られる難易度によって決
められる。すなわち，近くに吸血源がないとき
は遠くまで飛行するが，近くにあるときはそれ
ほど飛行しない。アメリカ・オクラホマ州での
Cooksey and Wright（1987） に よ るTabanus 
abactorの記号再捕獲調査では，放逐地点から
2.4㎞離れたトラップによって再捕獲された個
体があったことが記録されている。また，筆者
らが行ったゴマフアブ（Haematopota tristis）
の記号再捕獲法による移動距離調査では，放逐

クロキンメアブ

キンメアブ

カラフトアカアブ

キバラアブ

キノシタシロフアブ

キタヨスジキンメアブ

ウシアブ

ニッポンシロフアブ

ホルバートアブ

ホソヒゲキボシアブ

アカアブ

シロフアブ

アカウシアブ

イヨシロオビアブ

キンイロアブ

カトウアカアブ

ゴマフアブ

ヤマトアブ

5 6 7 8 9
（月）

図12　北海道における主なアブ類の発生消長

図13　₈月上旬北海道南部におけるニッポンシロ
フアブの日周活動性
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地点から道路沿いに1.6㎞離れた再捕獲ポイン
トのトラップで再捕獲され，少なくとも1.6㎞
は飛行することが確かめられている（清里町，
1992）。
　アブ類の色彩選好性を見ると，黒（赤を含む）
と青を好み，白と黄を忌避することが調査によ
って確認され，それは，波長が570nmである緑
との対比が大きい色ほど誘引力が高い結果だ
と考察されている（Sasaki, 2001）。しかし，ゴ
マフアブやアメリカのChrysops carbonariusや
Hybomitra nudaは白にも誘引される（Browne 
and Bennett, 1980）など，種によって異なっ
ている。アブ類は皮膚の柔らかい所を好んで刺
咬し吸血するが，種類によって好む部位が異な
っている。クロキンメアブは顔面を，アカウシ
アブやアカアブなどは主に背面を，ニッポンシ
ロフアブやイヨシロオビアブなどは腹面を，そ

してキンイロアブは臀部を好んで吸血する傾向
がある（図14）。それ故後述するが，防除用ト
ラップにおいては捕獲対象によって形状を考慮
しなければならない。
　アブ類の吸血量は十分に吸血した場合，ア
カウシアブなどの大型種で500㎎以上，ニッポ
ンシロフアブなどの中型種で120㎎，ゴマフア
ブなどの小型種で50㎎程といわれ，空腹時体重
が約50㎎のTabanus fuscicostatusでは約110％
にあたる55㎎を吸血する（Leprince and Foil, 
1993）。
　アブ類は色彩の他に化学物質によっても誘引
される。最も誘引効果が高いのは二酸化炭素で，
筆者らは捕獲調査の際毎分1.5リットル，ボン
ベから放出して高い効果をあげているが，他に
もオクテノール，アセトン，アンモニアなども
誘引効果が高い。

クロキンメアブ キバラアブ アカウシアブ

ニッポンシロフアブ ヤマトアブ ゴマフアブ

図14　主なアブの牛体への寄生部位
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c.　産卵および幼虫・蛹の生態
　アブ類の産卵場所については，早川らが1980
年代に精力的に調査して報告しているが，キン
メアブでは湖沼の岸辺のカヤツリグサなど（渡
辺，1968），ホソヒゲキボシアブではミズゴケ
の繁茂する高層湿原のタチギボウシなど（早川
ら，1983），ニッポンシロフアブでは牧草地に
生えるカヤツリグサなど（早川・米山，1984），
アカウシアブでは林内の沢沿いの湿地に生える
アカサワザサやエゾハンノキなど，産卵対象は
幼虫が生息する場所に生える木本，草本植物が
ほとんどであった（表₇）。
　孵化した幼虫は頭蓋に具えた卵殻破壊具

（egg burster）で卵殻を破り，直下の水中や湿
った場所に落下し，最初の脱皮を摂食せずに行
った後，水辺の湿地など様々な生息場所へ移動

し，地下₅～13㎝の深さまで潜行する。アブ 
（horse flies）の幼虫は一般に肉食性の捕食者
で，ユスリカやガガンボの幼虫などを捕食する
ほか，共食いもする。そのため，幼虫は自然界
では距離をとって生息することから採集は容易
ではない。それに対しキンメアブ（deer flies）
の幼虫は捕食性ではあるが，腐食性とも考えら
れ（Mullens, 2002），共食いの頻度が低いとの
記述もある。幼虫は終齢まで土中などで小動物
を捕食して成長し，幼虫態で越冬する。蛹化は
孵化翌年になされる種が多いが，先に触れたよ
うに，低温や乾燥そしてそのほかの不適な条件
がそろうと，幼虫期間が₃年にも及ぶことが知
られている。蛹化が近づくと，全ての終齢幼虫
はそれまで水辺環境に生活していた種でもそう
でない種でも，地表に近い比較的乾燥した所に

表₇　主なアブ類の産卵場所と植物

種　　名 産　卵　植　物 文　　献
クロキンメアブ 水田際のヨシ etc. 早川・米山，1985

キンメアブ 湖沼の岸辺に生える植物
カヤツリグサ，ヨメナ，etc. 渡辺，1968

キタヨスジキンメアブ 池塘の水中に生えるヨシ，サンカクイ，ガヤ etc. 早川・米山，1985

キバラアブ 水田用水路沿いなどの湿地に生える
ミズガヤツリ，ヨシ，オニナルコスゲ etc. 早川・稲岡，1989

キボシアブ 高層湿原のエゾリンドウ etc. 早川・米山，1985

ホソヒゲキボシアブ 水ゴケの繁茂する高層湿原の
タチギボウシ，エゾリンドウ，ヌマガヤ etc. 早川・米山・ 稲岡，1983

ニッポンシロフアブ 放牧地のカヤツリグサ，ギシギシ，林のハンノキ，
沼辺のヨシ 早川・米山，1984

シロフアブ 林縁の湿地や林内の湿性草原に生えるヨシ，アヤメ etc. 早川・米山，1985

ニセアカウシアブ 雑木林内や林縁の湿地（日陰）
ヨシ，アブラガヤ etc. 早川・米山，1985

アカウシアブ 落葉樹林内外の沢沿いの湿地
アカサワザサ，エゾハンノキ，ヨモギ，トウダイグサetc. 早川・米山，1981
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移動し蛹化する。蛹期間は種により，温度によ
って異なるもののおよそ₄～16日間である。

2）サシバエ類
a.　生活史
　サシバエ（Stomoxys calsitrans）の雌成虫は
羽化後₁週間目から₃週間目までの間，特に10
日目前後を中心に25℃条件下で₁日₁雌あた
り11個を産卵するという報告がある（Salem et 
al., 2012）が，温度条件さえ好適なら，100～
200粒を₁回に産卵し，生涯で600卵以上を産卵
するという記述（Crosskey, 1993）もあり，詳
細は未だ不明な点が残されている。なお，我が
国では長崎大学の末永（1965）による「一世代
中の産卵回数は比較的少ないように思われる」
との報告がある。卵，幼虫，蛹の各期間は，平
均26℃では，それぞれ₂日，10日，₈日で，卵
から成虫まで15～31（平均20）日，成虫寿命は
₂～28（平均15）日（末永，1965）であるが，
25±₂ ℃ で は， そ れ ぞ れ1.4日，9.6日，8.2日
で，16～23（平均19.2）日を要す（Salem et al., 
2012）。ノサシバエ（Haematobia irritans）では，
卵，幼虫，蛹の各期間は，平均25℃条件下で，
それぞれ0.93日，5.65日，7.00日で，卵から成
虫まで12～17（平均13.58）日，成虫寿命は10
～ 27日である（長谷川，1984）。

b.　発生実態
　発生消長　サシバエは一般に秋バエと呼ば
れ，秋に多発する傾向がある。高知など暖地で
は，₅・₆月に第一の山があり，₇・₈月は低
く，₉から11月に顕著な第二の山を形成する二
山型の消長を示す（岩本，1958）が，北海道で
は₆月から10月までの期間発生が見られるが，

ピークを形成するのは₈月下旬～10月にかけて
の秋風が吹き始める頃で，一山型の消長である

（倉持・細井，1988）。一方ノサシバエは北日本
を中心に分布するが，₅月下旬頃から発生し，
₈月から₉月上旬にかけてピークを持ち，10月
上旬には収束する発生消長を示す（佐々木ら，
1977; 更科・工藤，1982）。
　吸血習性　サシバエの牛体への飛来は日の出
とともに始まり，日没後照度が40ルックス以下
に低下するまで続き，10ルックス以下になると
全く認められなくなる。夜間の休息場所は，畜
舎周辺の牧草や雑草上とみられている（奥村，
1975）。牛体での寄生部位は主に下腹部，脚部
で，飽血するまでに₁～₅分ほどかかるが，一
旦吸血し始めると，妨げられない限り吸血し続
ける。十分に吸血した場合の吸血量は，雌で
16.43㎎，雄で9.45㎎と，それぞれ体重の1.12倍
と0.93倍に相当する（末永，1965）。ノサシバ
エは，畜体依存度がとりわけ高く，交尾も畜体
上で行われることから，産卵時以外は牛体か
ら離れないと言われるほどである。牛体での寄
生部位は背部や腹側部で，頭を下にして止まる
習性がある。これは追い払われたときに逃げや
すいためとも言われているが，詳細は未だ定か
ではない。十分に吸血した場合1回の吸血量は，
1.5㎎と，体重の約0.4倍に相当する（Kuramochi 
and Nishijima, 1980）。

c.　産卵，幼虫・蛹の生態
　サシバエの産卵は排糞や敷料の腐敗したも
の，餌の残渣など十分に水分を含んだ有機物に
なされ，そこで幼虫が成育する。ノサシバエで
は，産卵は排出された直後の牛糞に行われる。
そのため，雌成虫は牛の排糞行動を察知して，
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あらかじめ後脚脛部に移動して排糞を待つと言
われている。産卵場所で孵化した幼虫は，培地
の排糞や植物質の腐敗物などを摂食し，₂回の
脱皮を経て₃齢を経過した後蛹化する。蛹化は，
サシバエもノサシバエも幼虫が生育した培地か
その近くの土壌中で行われる（Schmidtmann, 
1988; Mendes and Linhares 1999）。越冬は蛹
態で，それぞれの蛹化場所でなされる。

５．アブ類，サシバエ類の害

1）アブ類
　独特の羽音を伴って家畜に襲来することによ
って，家畜は恐慌をきたし，暴走し脱柵するな
ど重大な事故につながるだけでなく，安寧を妨
げられ，食欲不振に陥り，泌乳量の低下や増体
重の減少をもたらす。さらに，吸血に伴ってア
ブ類は様々な病原微生物を媒介する（表₈）。
それらのほとんどは，機械的に媒介されるも
のであるが，それらの中でも地方病性牛白血
病（以後牛白血病）は，世界中にまん延し，我
が国においても重要疾病として家畜伝染病予防
法で届出伝染病に指定されている。この牛白血
病は，レトロウイルス科デルタレトロウイルス
に属すヒト成人型T細胞白血病ウイルスに近縁
の牛白血病ウイルスが，リンパ球に感染するこ
とで牛白血病の感染が成立する。感染しても発
症までの潜伏期間が数ヶ月から数年と非常に長
く，その期間は無症状感染期と呼ばれる。その
後病態が進むと約30％が血液中のリンパ球が増
えた状態であるリンパ球増多症に陥り，さらに
進んだBリンパ球の白血病（肉腫形成）を，₂
～₅％の感染牛が発症する。発症牛の症状は
様々で，体表のリンパ節の腫脹が最も特徴的だ
が，削痩，元気減退，食欲不振，眼球突出（Eye 

cancer），泌乳量減少，下痢，便秘などである。
リンパ節の腫脹は必ずしも全感染牛に現れるわ
けではなく，そのため食肉検査所で初めて発見
される場合も多い。このような発症牛の場合は，
共済の廃用認定が受けられるが，発症していな
いウイルス感染牛では淘汰補償を受けられず，
これが清浄化を困難にしている原因の一つとな
っている。感染牛数は現在増加の一途をたどっ
ており，1998年度の発生件数が99頭であったも
のが，2012年度には2,090頭に増加している（農
水省統計）。乳汁等を介した垂直感染の他に，
水平感染も高率で起こっており，その原因が，
アブやサシバエなど吸血昆虫による吸血と目さ
れている。

2）サシバエ類
　サシバエ類もアブと同様吸血に伴って数々の
害を家畜にもたらす。そのうち直接的害として
血液の損失の他，安寧を妨げること，皮膚炎を

表₈　アブ類が媒介する疾病と病原生物

病原の種類 疾病・病原名 媒介様式
ウイルス 馬伝染性貧血 機械的

牛白血病 機械的
豚コレラ 機械的

バク テリア/ 
リケッチア

アナプラズマ病 機械的
野兎病 機械的
炭疽（症） 機械的
ライム病 機械的

原虫 Besnoitia besnoiti 機械的
Trypanosoma evansi 機械的
Trypanosoma vivax 機械的

線虫 ロアロア 生物的
Elaeophora schneideri 生物的
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惹起すること，食欲減退，増体重の減少，泌乳
量の低下，そして広範囲の免疫力の低下などが
あげられる。また，炭疽病やブルセラ症の病原
となる細菌を機械的に媒介するほか，ハブロネ
マ症の原因となる寄生線虫の中間宿主となるな
ど，媒介する疾病も多い（表₉）。牛白血病も
実験的に媒介するとされるが，現在のところ実
地での証明はなされていない（Baldacchino et 
al., 2013）。

くは肉食性で共食いをするため，密集して生息
することはない上，その生息場所は水辺を中心
とした地中である。そのため，殺虫剤による幼
虫駆除は，費用対効果の点のみならず環境保全
の点からも実用的でない。このことが発生源対
策を困難にしている主要な要因である。一方，
成虫対策であるが，アブ類の吸血時にのみ飛来
する習性は，畜体へ殺虫剤塗布をしてもその効
果を限定的なものにしてしまうことから，現在
承認を得ている動物用医薬品や医薬部外品の中
には実用に耐えられるものは見当たらない。薬
剤を練り込んだ樹脂製のイアータッグの効果も
アブ類にはあまり期待できない。そこで考えら
れるのがトラップによる大量誘殺によって畜体
へ飛来する個体数を低下させることである。実
際アフリカでは，多数のトラップを放牧地の周
囲に設置してツェツェバエを誘殺し，効果を上
げている（Dransfield and Brightwell, 2001）。
現在我が国の牧野で多数用いられているトラ
ップは，安価に自作可能で簡便なボックストラ
ッ プ（http://cse.naro.affrc.go.jp/siraisi/trap/）
である。しかしこのトラップは，ニッポンシロ
フアブなど畜体の下腹部等に飛来し吸血する種
に対しては効果的であるものの，アカウシアブ
など背面に飛来する種に対しての効果は期待で
きないという欠点を持っている。筆者は，ケニ
ア・ナイロビにある国際昆虫生理生態学センタ
ー（ICIPE）での調査研究の経験から，20年来，
アブ類の採集調査にはNG2Gトラップ（Sasaki 
et al., 1995）とその発展型であるSteve Mihok
が2002年に考案したNZIトラップ（図15）を用
いている。このトラップはボックストラップで
は捕獲できにくいアカウシアブを始め多くの種
を捕獲できる。しかし，大量に捕獲するために

表₉　サシバエが媒介する疾病と病原生物
病原の種類 疾病・病原名 媒介様式

ウイルス ベスノイチア病 機械的
豚繁殖・呼吸障害症候群 機械的
ウエストナイル熱 機械的

バ クテリア/ 
リケッチア

回帰熱 機械的
ブルセラ（症） 機械的
サルモネラ（症） 機械的
豚丹毒 機械的

原虫 皮膚リーシュマニア症 機械的
Trypanosoma evansi 機械的

線虫 ハブロネマ症 生物的

６．アブ類，サシバエ類の防除

　防除というとcontrol（駆除）をのみ意識す
るきらいがあるが，そもそも防除とは予防駆
除が語源であり，予防（prevention）も重要
で，忘れてはいけない。それ故，防除すなわち
management（管理）と言う概念の導入が，家
畜害虫分野でも求められている。そこで，アブ
類，サシバエ類の防除法を手段によってまとめ
た（表10）。
1）アブ類
　生態の項でも述べたように，アブ類幼虫の多
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は二酸化炭素を誘引源とする必要があり，駆除
用としては費用がかさむという欠点を持ってい

る。そこで，現在，マニトバトラップ（Bracken 
et al., 1962）を基に，誰でも作れ，費用のかか
らない簡便なトラップを試作中である。

2）サシバエ類
　サシバエの発生培地は，先に述べたように，
排糞や敷料，さらには餌の残渣などが腐敗・発
酵したもので，それらが残る床のスミやウォー
ターカップの下など舎内の清掃が行き届かない
ちょっとした場所やたい肥場があげられる。ま
た，ロールベール給餌柵の下にたまり，腐敗
した乾草残渣なども隠れた発生源である。それ
故，第一に行うべき対策は，舎内，特に床面の
清掃である。近年では少なくなってきているも
のの，敷料の全量排出と交換を行うことなしに

表10　アブ類、サシバエ、ノサシバエの防除手段

防除の種類
対象の昆虫

アブ類 サシバエ ノサシバエ
生態的防除 避陰林の整備

避難小屋の設置
産卵植物の除草
湿地の乾燥化

畜舎特に床面の清掃
頻繁なたい肥の切り返し

排糞の粉砕と除去

物理的防除 トラップの設置
畜舎への防虫網の設置

トラップの設置
壁面などへハエ取り紙の貼付
畜舎への防虫網の設置

生物的防除 寄生蜂の保護
寄生菌やバクテリアの散布
捕食性天敵の保護

（いずれも実用化されていない）

寄生蜂の放飼 食糞性コガネムシの保護
ハネカクシなど卵や幼虫の捕食
性天敵の保護

化学的防除 畜体への殺虫剤塗布
忌避剤の使用

畜体への殺虫剤塗布
たい肥場への殺虫剤やIGRの散
布

ダストバッグなどによる殺虫剤
の施用
薬剤含有イアータッグの両耳へ
の装着

図15　NZIトラップ（アカウシアブで捕虫カゴが
一杯になっている）
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追加投与することなどは，サシバエに対して好
適な産卵場所と幼虫生息場所を提供すること
になるので，決して行うべきではない。フリ
ーストール牛舎においても，自走式スクレーパ
ー等で排糞等を除去するだけでなく，高圧水に
よる床面の洗浄を定期的に行うことが推奨され
る。また，サシバエは，日周的に舎内外を往復
するため，暑熱と換気対策を考慮した上で，窓
や出入り口に防虫ネットを張ることも効果的で
あり，兵庫県などで実施され効果を上げてい
る（長井，2009）。さらに，サシバエが細いロ
ープなどに止まる性質を利用した蜘蛛の巣状粘
着トラップも実用化されている（Kaufman et 
al., 2005）が，ほこりの多い牛舎ではすぐに網
目がほこりだらけになって効果が激減するこ
とが多い。そこで，筆者は，綿ロープにピレ
スロイド系油剤をしみこませて天井に張り巡
らすことの方が実用的かもしれないと考えてい
る。次に天敵を使う生物防除では，蛹に寄生す
るコガネコバチ科のSpalangia属などのハチの
効果が実証され（Romero et al., 2010），一部の
種は商品としても流通している。また，昆虫寄
生性糸状菌のメタリジウムや，ボーベリア，ペ
シロマイセスなどを用いた駆除も知られてい
る（Lopez-Sanchez et al., 2012）。化学的防除
においても，殺虫剤以外の植物精油（たとえ
ばネペタミントやレモングラスなど）による
吸血および産卵忌避（Zhu et al., 2012），誘引

（Hieu et al., 2012a），殺虫（Hieu et al., 2012b）
効果が検証されている。たい肥など，サシバ
エ幼虫が生息する培地には，pyriproxyfenや
buprofezinなどの昆虫成長制御剤（IGR）を散
布して，発育阻害や表皮形成阻害による駆除が

実用化されている（Liu et al., 2012）。殺虫剤で
は，diflubenzuronやpermethrinなどが幼虫に
対して用いられてきたが，近年それら薬剤に対
する抵抗性の発達が合衆国のフロリダで確認
される（Pitzer et al., 2010）など，殺虫剤によ
る駆除は現在困難な状況になりつつある。新
たな薬剤の開発とより効果が高い剤型の開発
が望まれる。成虫に対しては，アブ類でも述べ
たように，サシバエでも，吸血時にのみ飛来す
る習性は，畜体への殺虫剤塗布をしてもその効
果を限定的なものにしてしまうことから，現
在承認を得ている動物用医薬品や医薬部外品
の中には実用に耐えられるものは見当たらな
い。成虫用には，短時間の接触でも効果的な
上，人畜と環境に安全な薬剤の一日も早い開発
が望まれる。

７．まとめ

　様々な害をもたらすアブ類とサシバエ類であ
るが，現場ではその実態を十分に知られている
わけでない。そこで，対策をとる上で最も大切
なことは対象を理解する（相手を知る）ことだ
という観点から，種類と形態，そして生態につ
いて述べてきた。また，防除については，駆除
に頼ることなく予防（発生源対策）が重要であ
るとの考えを述べた。言い尽くせなかった点も
多々あるものの，今後は最近の成果を踏まえた
拙稿を参考に，相手をよく知った上で，人畜の
安全安心のみならず環境にも配慮した対策を講
じていってほしいと願っている。
　なお，本文中に引用した論文については，紙
面の都合でリストアップしていないので，必要
な場合は著者に問い合わせいただきたい。
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【はじめに】

　日々の診療の中で最も使用頻度の高い薬剤
は，抗菌薬である。しかしながら，薬剤感受性
試験の重要性は認識していても，結果が出るま
で数日間を要し初期治療に間に合わないため，
薬剤感受性試験を実施せず経験的に抗菌薬を使
用しているのが一般的ではないでしょうか？
　薬剤感受性試験の意義は，「細菌感染症の治
療に有効な抗菌薬を選択するための方法」であ
り，感染症の患者に感受性の認められる抗菌薬
を投与するためには必ず行うべき試験である。
薬剤感受性試験を行わずに抗菌薬治療を行え
ば，感受性のない抗菌薬の継続投与を行った結
果，薬剤耐性菌を選択してしまう可能性がある
こと，あるいは抗菌薬投与が必要ない患者に無
駄に抗菌薬を投与してしまうなど，治療上問題
となることが多々認められる。
　これらの問題を解決するため本稿では，臨床
現場でできる簡便な薬剤感受性試験の方法につ
いて解説する。

１．初期治療における抗菌薬の選択

　初期治療における抗菌薬の選択は，多くの先
生方が悩まれることだろう。また，初期治療に
は多くの場合，広域スペクトルを有する抗菌薬
が汎用されているが，抗菌薬を漫然と使用する
ことだけは避けなければならない。さらに，安
心のための抗菌薬の投与や治療目標を定めず意
味のない抗菌薬の長期間投与も極力避けるべき
である。
　感染症と考えられる症例を前にして最初に行
うべきことは，感染症の確定診断である。細菌
感染症でなければ抗菌薬は効力を発揮しないた

め，ウイルスによる感染，真菌による感染，あ
るいは寄生虫による感染症とは区別しなければ
ならない。細菌による感染症であることを診断
するために最も重要なことは，臨床症状や血液
検査所見，あるいは画像診断ではなく，病変部
に原因となる細菌が存在するか否かを確認する
ことである。病変部の塗抹標本を作成しグラム
染色を行い，病変部における細菌の存在を確認
するだけで細菌による感染症の確定診断が可能
となる。さらに，グラム染色を行うことで原因
菌のグラム染色性と菌の形態が判別でき，原因
菌を推定できるばかりでなく，より適確に抗菌
薬の選択が行えることを理解してほしい。
　例えば，皮膚の感染症である膿皮症の場合，
病変部の塗抹標本を作成しグラム染色を行い，
グラム陽性のブドウの房状の形態をとる球菌が
多数観察された。この結果により，膿皮症の原
因はブドウ球菌による細菌感染が原因である，
と科学的に確定診断できるため，ブドウ球菌に
対し感受性を有する抗菌薬を選択すれば良い。
これに対し，臨床症状だけで膿皮症と診断し，
膿皮症の原因を科学的に判断せず，治療のため
にとりあえず抗菌薬を投与する，という非科学
的な診断に基づいた安易な抗菌薬投与とを比較
すると，前者の方がより科学的根拠（グラム染
色により病変部の細菌を確認すること）に基づ
いた診断・治療を行っていることになる。
　したがって，初期治療における抗菌薬の選択
は，必ず病変部の塗抹標本のグラム染色結果に
基づいた選択を行うべきである。
　初診の症例で病変部の塗抹標本でグラム陽性
球菌やグラム陽性桿菌が検出された場合，基本
的にペニシリン系あるいは第一世代セファロス
ポリン系抗菌薬を第一選択薬とする。一方，グ
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ラム陰性桿菌が検出された場合，基本的に広域
ペニシリン系抗菌薬（アンピシリン：ABPC，
ア モ キ シ シ リ ン/ク ラ ブ ラ ン 酸：AMPC/
CVA），アミノグリコシド系抗菌薬を第一選択
薬とする。また，再発した症例や転院してきた
症例においては，原因菌が薬剤耐性菌の可能性
があるため，必ず培養検査と薬剤感受性試験を
行い，命に別状がなければ結果が出るまでの間
できる限り抗菌薬を使用しない方が良い。

２．薬剤感受性試験の準備

　薬剤感受性試験に必要な器具・消耗品は，す
べて市販品がある。
　器具として必要なものは，細菌を培養するた
めのインキュベーターである。大型のものから
パーソナルインキュベーターまで多くの種類が
市販されているので，用途に合わせて₁台購入
しておくと良い。
　消耗品として必要なものは，培地，ディスク，
滅菌綿棒などである。細菌を培養するための培
地は，滅菌されたものが10あるいは20枚単位で
購入できる（表₁）。薬剤感受性試験に用いる
培地はミューラーヒントン寒天培地を，細菌分

離用培地には血液寒天培地などを購入しておけ
ば，原因菌を分離することも可能である。
　薬剤感受性ディスクは，50枚あるいは100枚
単位で市販されている（表₁）。ディスクの購
入目安は，病院に常備されている抗菌薬の種類
に応じて準備すれば良い。ただし系統が同じ抗
菌薬の場合，例えばABPCとAMPCは同じペニ
シリン系抗菌薬であるため，感受性の結果がい
ずれも同じように出てくるため，どちらか一方
のディスクを購入しておけば良い。また，動物
用に開発された抗菌薬のディスク（VKBディ
スク）は，昨年より順次発売されているので，
まだ市販されていない種類の抗菌薬の場合に
は，人体薬ディスクあるいは同系統の抗菌薬デ
ィスクを代用する。

３．薬剤感受性試験方法

　薬剤感受性試験は，基本的には病変部から分
離された原因菌を純培養し，その菌株を使用し
なければ，正確な薬剤感受性の成績を得ること
はできない。しかしながら，病変部から原因菌
を分離して純培養できる病院内の設備・消耗品
が整っていない，あるいは手間と時間をかける

表₁　市販の培地と薬剤ディスク

培地・ディスク 製造メーカー 価格

ミューラーヒントン寒天培地 栄研化学，ベクトン・デッキンソン，
シスメックス･ビオメリュー ¥130～220/枚

ミューラーヒントン血液寒天培地 栄研化学，ベクトン・デッキンソン，
シスメックス･ビオメリュー ¥320～380/枚

KBディスク 栄研化学 ¥20/枚
VKBディスク 栄研化学 ¥43～53/枚
SNディスク 日水製薬（在庫がなくなり次第販売中止） ¥21/枚
センシディスク ベクトン・デッキンソン ¥25/枚
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ことができない等の理由により，多くの病院が
培養検査と薬剤感受性試験を外注している。正
しい薬剤感受性試験の方法は種々の制約がある
が，ここでは臨床現場でできる「迅速に感受性
のある抗菌薬を選択する方法」としてのディス
ク法による簡便法（直接法）について紹介する。
1）サンプル採取と処理方法
　患者の感染部位が無菌的な部位（血液，体腔
内臓器，胸水，腹水，関節液，尿路など）の場
合は，無菌的に採取した材料をそのまま使用す
る。一方，患者の感染部位に常在菌が存在する
部位（皮膚，耳，眼，外陰部，口腔内，気道内，
腸管内など）の場合，材料を採取する時に必ず
消毒してから採取する，あるいは採取した材料
を100 ～ 1,000倍に希釈して使用する。病変部
における病原細菌は少なくとも₁ｇあたり，あ
るいは₁㎠あたり約106個以上増殖しているた
め，消毒をしても決して₀にはならない，ある
いは100 ～ 1,000倍希釈してもまだ十分に原因
菌が残っているため，必ず常在菌の菌数を減少

させてから検査を行う。
2）ミューラーヒントン寒天培地への塗抹方法
　採取したサンプルをミューラーヒントン寒天
培地に塗抹する場合，滅菌綿棒を用いると塗抹
しやすい。
　最初に採取した材料をミューラーヒントン寒
天培地全面に，隙間がないように注意しながら
綿棒で塗抹する（図₁，①）。次に培地を60°回
転させ，同じ綿棒で先程と同じように培地全面
に材料を塗抹する（図₁，②）。さらに60°回転
させ，同じ綿棒で先程と同じように培地全面に
材料を塗抹する（図₁，③）。このように材料
を₃回同じように塗り広げることで，材料の塗
抹ムラをなくし，判定を見やすくする。
3）薬剤ディスクの置き方
　材料を塗抹した培地は，₅分間材料が浸み込
むのを待ってから，薬剤ディスクを載せるよう
にする。
　₁枚のミューラーヒントン寒天培地には，₅
～₆種類の薬剤ディスクを置くことができる。

60°

60°

③　さらに60°回転させ，
培地全面に塗抹

②　60°回転させ，①と同じ
ように全面に塗抹

①　綿棒で培地全面に
材料を塗抹

図₁　ミューラーヒントン寒天培地への塗抹方法
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調べる薬剤の数により培地の枚数を調節する。
　薬剤ディスクを培地表面に載せる時は，歯科
用ピンセットを利用すると便利である。まず，
アルコールにピンセットの先を浸し，アルコー
ルから出した後に火を付けピンセットを火炎滅
菌する。
　次に薬剤ディスクの端をつまみ，材料を塗抹
した培地の表面に載せる。この時の注意点は，
ディスク同士の間隔を24㎜以上あけるようにす
る（図₂）。

24㎜以上

図₂　薬剤ディスクの置き方

図₃　センシディスク ディスペンサー

図₄　センシディスクディスペンサーで載せた薬
剤ディスク

　薬剤ディスクを簡単に載せる機器が市販され
ている。センシディスク･ディスペンサーは，
どのメーカーのディスクも利用できるので購入
すると便利である。
　ディスペンサーにディスクをセットし，培地
の蓋を開け，上からバチンと押すだけで₆薬剤
のディスクが一度に接種できる（図₃）。
4）培養
　ディスクを載せた培地は，37℃で18～24時間
培養する。増殖スピードが早い原因菌の場合に
は，₆時間ぐらいで阻止円が確認できるため，
午前中に検査を行った場合，夕方に阻止円が確
認できるかを観察すると良い。
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5）判定
　培養後，ディスクの周囲に形成された阻止円
の直径を測定し，ディスクに添付されている判
定表に従い，感受性（S），中間（I），耐性（R）
を判定する。
　阻止円の大きさは抗菌薬の種類によって異な
るため，阻止円が大きければ大きい程感受性が
高い訳ではないことを理解してほしい。
　もし原因菌の発育が少なく阻止円の直径が測
定できない場合には，ミューラーヒントン寒天
培地に発育した菌を利用して再度薬剤感受性試
験を行う。
6）薬剤感受性結果の解釈
　薬剤感受性試験の判定の解釈として，「感受
性＝臨床的に効果が認められる」と理解するの
ではなく，あくまでも「感受性＝原因菌は治療
上問題となる耐性メカニズムを有していない」
と考える方が，より臨床的な考え方かも知れな
い。すなわち，感受性と判定された抗菌薬を患

者に投与し，感染部位に十分な濃度で分布すれ
ば，原因菌の増殖を抑える，あるいは原因菌に
対して殺菌的に働き，臨床症状が改善される可
能性が高いと判断し，抗菌薬治療を行うべきで
ある。
　また，簡便法による薬剤感受性試験結果の解
釈は，①必ずしも正しい感受性結果ではないこ
とを理解すること，②常在菌を含めた感受性結
果であることを理解する，③常在菌の免疫バリ
アーを破壊する可能性が高いこと，などを考慮
し抗菌薬の選択を行わなければならない。この
ため，常在菌が存在する部位では，必ず別途培
養検査と純培養菌に対する感受性試験を行うこ
とが必要となる。

４．薬剤感受性試験におけるディスク選択

　薬剤感受性試験を行う時のディスクは，基本
的に病院に常備されている抗菌薬に対してのみ
行うことである。病院に常備されていない抗菌

表₂　病院保有抗菌薬の薬剤感受性試験に選択するディスク

病院保有抗菌薬
（商品名）

系統別抗菌薬
（成分名） 選択するディスク

ビクシリン ペニシリン系：アンピシリン
ABPC

バセトシン ペニシリン系：アモキシシリン
リレキシンベット 第一世代セファロスポリン系：セファレキシン CEX

コンベニア 第三世代セァロスポリン系：セフォベシン 人体薬代用品
CTX（セフォタキシム）

ゼナキル フルオロキノロン系：マルボフロキサシン
ERFXビクタス フルオロキノロン系：オルビフロキサシン

バイトリル フルオロキノロン系：エンロフロキサシン
ゲンタシン アミノグリコシド系：ゲンタマイシン

GM
アミカシン アミノグリコシド系：アミカシン
ミノマイシン テトラサイクリン系：ミノサイクリン MINO
リンコシン リンコマイシン系：リンコマイシン LCM
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薬に対して試験を行い感受性があると判定され
ても，手元になければ投与することができない
からである。さらに，同じ系統の抗菌薬に対し
ては，代表的薬剤₁つに対してのみ行うこと
で，同系統の薬剤の感受性が判断できる。例え
ば，病院に常備されている抗菌薬としてABPC
とAMPCがある場合，これらの薬剤はペニシ
リン系抗菌薬で同じ系統であることから，薬剤
感受性試験にはどちらか一方のディスクを使用
すれば，両方の薬剤に対する感受性が判明する。
　次に，原因菌のグラム染色性により薬剤感受
性試験に用いるディスクを使い分ける。
　原因菌がグラム陽性菌の場合，ペニシリン
系抗菌薬では，ベンジルペニシリン（PCG）
とABPCを，グラム陰性菌の場合はABPCと

AMPC/CVAを使用する。マクロライド系抗菌
薬，リンコマイシン系抗菌薬とグリコペプチド
系抗菌薬は，グラム陽性菌に対してのみ抗菌ス
ペクトルを持つことから，グラム陰性菌に対し
ては効果がないので，使用しない。ただし，原
因菌がグラム陰性の嫌気性菌と考えられる場合
は，嫌気性性菌に対して効果があるリンコマイ
シンを加えると良い。また，ポリペプチド系抗
菌薬はグラム陰性菌に対してのみ抗菌スペクト
ルを有することから，グラム陽性菌には使用し
ない（表₃）。
　グラム染色性からディスクを選択し判定した
薬剤感受性試験で，感受性を有する抗菌薬が認
められない場合には，薬剤耐性菌の可能性があ
るため，必ず原因菌の菌種同定を行うべきであ

表₃　原因菌のグラム染色性により選択する薬剤ディスク

グラム陽性菌 グラム陰性菌
ペニシリン系：ベンジルペニシリン

アンピシリン
ペニシリン系：アンピシリン

アモキシシリン･クラブラン酸
第一世代セファロスポリン系：セファレキシン 第一世代セファロスポリン系：セファレキシン
第二世代セファロスポリン系：セフロキシム 第二世代セファロスポリン系：セフロキシム
第三世代セファロスポリン系セフォベシン 第三世代セファロスポリン系：セフォベシン
カルバぺネム系：パニペネム カルバぺネム系：パニペネム
テトラサイクリン系：ミノサイクリン テトラサイクリン系：ミノサイクリン
アミノグリコシド系：ゲンタマイシン

アミカシン
アミノグリコシド系：ゲンタマイシン

アミカシン
マクロライド系：エリスロマイシン マクロライド系は無効

リンコマイシン系：リンコマイシン グラム陰性嫌気性菌の場合のみ
リンコマイシン系：リンコマイシン

MRSAの場合のみ
グリコペプチド系：バンコマイシン ポリペプチド系：コリスチン

フルオロキノロン系：エンロフロキサシン フルオロキノロン系：エンロフロキサシン
その他

ホスホマイシン
スルファメトキサゾール／トリメトプリム

その他
ホスホマイシン
スルファメトキサゾール／トリメトプリム
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る。
　原因菌がグラム陽性球菌でブドウ球菌と同
定された場合，メチシリン耐性ブドウ球菌

（MRSA）かを判別するため，オキサシリンと
セフォキシチンのディスクを用い，両者が耐性
を示した場合にMRSAと判定する。MRSAと判
定された場合は，バンコマイシンとアルべカシ
ン，さらにミノサイクリン，クリンダマイシン，
レボフロキサシン，テイコプラニン，リネゾリ
ド，ST合剤に対する感受性を調べる。
　原因菌がグラム陽性球菌で腸球菌と同定され
た場合，バンコマイシンとテイコプラニンに対
する感受性を調べ，両者が耐性と認められた場
合にはバンコマイシン耐性腸球菌（VRE）と
判定し，リネゾリドとリファンピシンに対する

表₄　最初の薬剤感受性試験で感受性を有する抗菌薬が認められない場合

グラム陽性球菌 グラム陰性桿菌
MRSA 腸球菌 緑膿菌

ペニシリン系：オキサシリン
第二世代セファロスポリン系：

セフォキシチン

グリコペプチド系：バンコマイシン
テイコプラニン カルバぺネム系：イミペネム

上記２薬剤に耐性を示した場合
テトラサイクリン系：ミノサイクリン

上記薬剤に耐性を示した場合
リネゾリド
リファンピシン

アミノグリコシド系：ゲンタマイシン
アミカシン

リンコマイシン系：クリンダマイシン フルオロキノロン系：
シプロフロキサシン

フルオロキノロン系：
レボフロキサシン

上記の３系統に耐性を示した場合
ポリペプチド系：コリスチン

ポリミキシンB
グリコペプチド系：バンコマイシン

テイコプラニン モノバクタム系：アズトレオナム

アミノグリコシド系：アルベカシン
その他
リネゾリド
スルファメトキサゾール／ 

トリメトプリム

感受性を調べる。
　原因菌がグラム陰性桿菌で緑膿菌と同定され
た場合，イミペネム，アミカシン，シプロフロ
キサシンに対する感受性を調べ，すべてに耐性
と判定された場合には原因菌を多剤耐性緑膿菌

（MDRP）と判断し，コリスチン，ポリミキシ
ンB，アズトレオナムに対する感受性を調べる

（表₄）。

５．薬剤感受性試験データをアンチバイ
オグラムとして利用

　薬剤感受性試験データは，積み重ねるごとに
非常に重要なデータとなることを理解してほし
い。
　人の医療ではアンチバイオグラムが利用され
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ている。アンチバイオグラムというのは，ある
抗菌薬が，ある細菌に対し，どのような濃度で
S（感性），I（中間），R（耐性）となるのかを，
統計処理した表である。アンチバイオグラムは
それぞれの病院ごと，施設ごとに作成し，各薬
剤に対する感受性の確率（%）で記載したもの
で，この表に基づいて抗菌薬を簡便に選択でき
るというものである（表₅）。
　アンチバイオグラムを利用する際には必ずグ
ラム染色を利用し，グラム染色から得られる推
定菌種の情報から有効性の高い抗菌薬を第一選
択薬として使用する。これにより，抗菌薬の適
正使用を病院内のすべての獣医師が行うことと
なる。
　アンチバイオグラムの作成に当たっては次の
注意点がある。

1）毎年必ず改訂すること。
2）少なくとも30菌株以上集めた上で感受性

パターンを算出すること。
3）診断目的で採取された培養のみの場合も

含めること。
4）同一患者で複数回検査した場合，最初の

₁回のみをデータとすること。
5）必ず感受性率を表示し，中間（I）のデー

タは含まないこと。
6）ブドウ球菌はMRSAとメチシリン感受性

ブドウ球菌（MSSA），グラム陰性桿菌は
腸内細菌科とそれ以外の菌に区分して表
記すること。

【おわりに】

　臨床現場でできる薬剤感受性試験の簡便法に
ついて述べてきたが，あくまでも感受性を見る
だけの簡便法であるため，結果を鵜呑みにしな
いようにしてほしい。また，再発感染症や慢性
感染症の場合には，必ず培養検査と純培養され
た細菌に対する薬剤感受性試験を行うようにし
てほしい。
　小動物臨床における抗菌薬の使用は，人の医
療や食用動物に対する抗菌薬の使用と同様に，

表₅　アンチバイオグラムの一例

尿路感染症 ABPC AMPC CEX CFV MINO GM ERFX ST合剤

グラム陰性桿菌
（腸内細菌科） 〇 〇 × ◎ ◎ 〇 ◎ ◎

グラム陰性桿菌
（腸内細菌科以外） ◎ ◎ × ◎ 〇 〇 ◎ 〇

ブドウ球菌（MSSA） ◎ ◎ ◎ ◎ 〇 〇 ◎ 〇

ブドウ球菌（MRSA） × × × ◎ ◎ ◎ 〇 〇

レンサ球菌 ◎ ◎ ◎ ◎ × × 〇 〇

腸球菌 × × × ◎ ◎ △ 〇 ◎

グラム陽性桿菌 ◎ ◎ ◎ ◎ △ △ 〇 △
◎：90%以上の菌株が感受性，〇：80 ～ 89%の菌株が感受性，△：70 ～ 79%の菌株が感受性，×：69%以下の菌株が感受
性，■：使用が推奨される薬剤
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「科学的根拠に基づいた抗菌薬の処方」が望ま
れる。その大きな理由として，薬剤耐性菌の問
題がある。小動物獣医療では食用動物における
抗菌薬の使用とは異なり，動物用抗菌薬以外に
人体用抗菌薬も獣医師の裁量で自由に使用でき
る。また，抗菌薬の残留問題もないため，投与
量や投与期間の制限がないことも大きな要因と
なる。さらに，人の生活圏と伴侶動物は密接に

関係するため，公衆衛生学的にも人の医療と同
様に薬剤耐性菌の問題が大きな社会問題となる
可能性が高い。抗菌薬は，有効な細菌感染症の
治療薬である。その唯一の特効薬が使用できな
くならないためにも，「薬剤耐性菌」のことを
常に念頭におき，抗菌薬の適正使用を一人一人
の臨床獣医師が心掛けてほしい。
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はじめに

　大腸菌群による甚急性乳房炎（以下，本病）
の多くは重篤な症状を示し，乳生産の著しい
低下や斃死，また治癒困難による廃用転帰な
ど乳牛の経済的な価値を著しく損なわせてい
る1,2,3,4）。著者の日々の診療においても科学的論
拠に乏しい判断により，本病の初診時において
適切で有効な治療法および対応が適用されず，
酪農家において治癒困難および疾病の長期化に
よる経済的損失の増大に影響を及ぼしており，
薬剤耐性菌の出現の可能性などの問題も発生し
ている。
　ヒトの市中肺炎の診療においては，診療時に
短時間で病原体を特定し治療を行うことが困
難であるため，医師の経験や病態から病原体
を推定し，適正と思われる治療法を選択する
empiric therapyが行われており，種々の分類
法が存在する5,6,7）。本病の初診時において迅速
且つ的確に治療方針を決定し，予後判定を行う
ことが可能ならば，適正な診療の遂行および経
済的被害の軽減に有効と考えられる。著者は本
病の初診時において臨床所見，血液検査ならび
に急性相蛋白濃度よりEscherichia coli（以下，
E.coli）およびKlebsiella pneumoniae（以下，
K.pneumoniae）の原因菌の推定判別スコアな
らびに，それらの予後判定スコアを考案・開発
したが，臨床現場において一般的な検査ではな
いため多くの臨床家に本病の診断として利用し
難いものであった8）。このことから本病の初診
時に臨床症状および一般的に行われている血液
学的検査値から可能な限り情報を収集し，整理・
分析を行うことで予後判断基準を規定し，それ
に基づいて治療方針の決定や予後への対応がで

きるならば農家に対する経済的被害をより低減
させることが可能と考えられる。
　本報告は，西南暖地に位置する愛媛県の飼養
環境下における乳牛の大腸菌群による甚急性乳
房炎の初診時の臨床症状および血液学的性状よ
り普遍的かつ客観的な予後判断基準を検討し
た。

材料および方法

1）供試牛
愛媛県南予地方の₉酪農家で飼養されているホ
ルスタイン種乳牛の大腸菌群による甚急性乳房
炎牛35頭を供試し，転帰により治癒群（22頭）
および廃用群（13頭）に分類した。乳房炎の原
因菌種はE.coli（15頭）およびK. pneumoniae

（20頭）であった。供試牛の年齢は₃ ～ ₈才で，
乳房炎発病時の分娩後日数は表₁に示した。
2）大腸菌群による甚急性乳房炎牛の判断基準
　甚急性乳房炎牛の判断基準は，発熱，呼吸数
および心拍数の増加を示し，食欲廃絶，元気沈
衰等の明らかな全身症状を認め，罹患乳房の腫
大，硬結，疼痛等を示し，その乳汁から大腸菌
群が分離・同定されたものを供試牛とした。
3）�初診時の臨床スコア，乳房スコアおよび総
スコア

　臨床スコアは，初診時の全身症状として①食

表１　大腸菌群による甚急性乳房炎牛の頭数と 
分娩後日数

分娩後 治癒群（22） 廃用群（13）

7日以内 8 5

2 ～ 15週 8 5

16 ～ 35週 6 3
（　）：頭数
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欲廃絶，②眼球陥凹，③起立困難または起立不
能，④下痢，⑤耳介反射低下および⑥耳介およ
び皮温冷感の₆項目について症状を有するもの
を「₁」，認めなかったものを「₀」とし，そ
の合計を臨床スコアとして示した。乳房スコア
は，初診時の罹患乳房において①乳房腫脹，②
乳房硬結，③乳汁透明，④乳汁中ブツおよび⑤
乳汁の色調の変化の₅項目について症状を有す
るものを「₁」，認めなかったものを「₀」とし，
その合計を乳房スコアとして示した。臨床スコ
アと乳房スコアを加算して総スコアとして示し
た。
4）臨床学的ならびに血液生化学的検査
　乳房炎牛は，初診時に体温，心拍数および
呼吸数さらに臨床症状の観察を行った。血液
のヘマトクリット（Ht）値，白血球数および
血小板数は自動血球計算機（Celltac α，日本電
光，東京），また，血糖，血中カルシウム（Ca），
血液尿素窒素（BUN），アスパラギン酸アミノ
トランスフェラーゼ（AST）およびγ -グルタミ
ルトランスペプチダーゼ（GGT）は，オート
アナライザー（AU400，ベックマン・コール
ター・バイオメディカル，東京）を用いて定法
に準じて測定した。
5）乳汁の細菌学的検査
　治療前に乳房炎分房から約10竓の乳汁を無菌
的に採取し定法に従い細菌学的検査を行った。
採取した乳汁を₅％羊血液寒天培地（BBL-血
液寒天培地，東京）とマッコンキー培地（ニッ
スイ，東京）に塗布し37℃で18時間培養した。
大腸菌群の同定は，EB同定キット（ニッスイ，
東京）を用いて行った。
6）大腸菌群による甚急性乳房炎牛の治療法
　乳房炎牛の治療は，原因菌に対して抗生物質

に感受性が確認されたセファゾリン（セファゾ
リン注フジタ，フジタ製薬，東京）₄ｇ静脈内
投与またはカナマイシン（カナマイ注250，フ
ジタ製薬，東京）₅ｇの筋肉内投与を行った。
また，輸液として高張食塩液（高張食塩注「KS」，
共立製薬，東京）₃Ｌの静脈内投与を行った。
さらに，局所療法としてセファゾリン乳房炎軟
膏（セファゾリンL「フジタ」，フジタ製薬，東京，
150㎎力価）の乳房内注入（₁日₁回）を行った。
7）血清および乳汁の採取
　乳房炎牛の血清は，初診時の治療前に採取し
測定まで−30℃で保存した。罹患分房の乳汁は
血清とともに採取し遠心分離後（2500×g，20
分，₄℃），乳清を分離し測定まで−30℃で保
存した。健康牛の血清と乳清も同様に処理し
−30℃で保存し測定に供試した。
8）�大腸菌群による甚急性乳房炎牛の治癒群お
よび廃用群における初診時の予後判定スコ
ア

　E.coliおよびK. pneumoniaeによる甚急性乳
房炎牛の治癒群および廃用群における初診時の
調査項目より，有意差を認めた項目について
Receiver operating characteristic（ROC） 解
析でAZ値が高いものを抽出し，さらにそれら
の調査項目をROC解析により病態識別値を算
出し，病態識別値以上のものを「₁」，未満の
ものを「₀」とスコア化し，そのスコアの合計
をROC解析により大腸菌群による甚急性乳房
炎牛の予後判定スコア値として示した。
9）　統計解析
　測定値は平均±標準偏差で表した。治癒群と
廃用群の臨床症状出現率は₂×₂分割表解析に
より感度・特異度およびP値を示した。各項目
の比較対照はBonferroni’s testによるone-way 
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ANOVAを用いた。総スコアと臨床症状および
血液検査値との相関性はSpearmanの順位相関
係数およびKendallの順位相関係数を用いた。
大腸菌群による甚急性乳房炎牛の総スコア，心
拍数，Ht値，BUN値および血清中Ca濃度の病
態識別値はROC解析を用いて示した。これら
の検定ではP<0.05を有意とした。

成績

　大腸菌群による甚急性乳房炎牛における治癒
牛群と廃用牛群の初診時の臨床症状出現率を表
₂に示した。廃用牛群の臨床症状において食欲
廃絶，下痢，耳介反射低下，耳介および皮温冷
感，眼球陥凹，起立不能または起立困難，乳汁
透明，乳汁中ブツおよび乳汁の色調の変化の₉
項目で，治癒牛群のそれらより症状の出現率が
有意に（P<0.05）高かった。廃用牛群の臨床
スコア，乳房スコア，総スコア，心拍数，呼吸
数，Ht値およびBUN値は治癒牛群のそれらよ

り有意に高値であった（呼吸数，心拍数および
Ht値：P<0.05，臨床スコア，乳房スコア，総
スコアおよびBUN値：P<0.01）（表₃）。また，
廃用牛群の血小板数および血中Ca値は治癒牛
群のそれらより有意に低値であった（血小板数：
P<0.05，血清中Ca：P<0.01）（表₃）。大腸菌
群による甚急性乳房炎牛における治癒牛群と廃
用牛群の初診時の総スコアと心拍数，Ht値お
よびBUN値との間に有意な正の相関を認めた

（心拍数およびHt値：P<0.05，BUN：P<0.01）（表
₄）。また，総スコアと血清中Caとの間に有意
な負の相関を認めた（P<0.01）（表₄）。
　大腸菌群による甚急性乳房炎牛における治癒
牛群および廃用牛群においてROC解析を用い
て予後を判別する病態識別値を算定した（表
₅）。病態識別値は，総スコア₈，心拍数116回
/分，Ht値37％，BUN値19㎎ /竕および血清中
Ca 8.0㎎ /竓であった（表₅）。大腸菌群による
甚急性乳房炎牛の初診時の予後判定における₅

表２　大腸菌群による甚急性乳房炎牛の初診時の治癒群および廃用群の臨床症状出現率

臨床所見 治癒群（22） 廃用群（13） 感度 特異度 ｐ値
食欲廃絶 90（7） 100（13） 1 0.68 0.000
下痢 41（9） 100（13） 1 0.59 0.001
耳介反射低下 36（8） 100（13） 1 0.63 0.000
耳介および皮温冷感 41（9） 100（13） 1 0.59 0.001
眼球陥凹 41（9） 100（13） 1 0.59 0.001
起立不能または起立困難  9（2） 69（9） 0.69 0.91 0.000
乳房腫脹 100（22） 100（13） 1 0 1
乳房硬結 100（22） 100（13） 1 0 1
乳汁透明  59（13） 100（13） 1 0.41 0.013
乳汁中ブツ 32（7） 100（13） 1 0.68 0.000
乳汁の色調の変化 41（9） 100（13） 1 0.59 0.001

％（頭数）
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表３　大腸菌群による甚急性乳房炎牛の初診時の
治癒群と廃用群の臨床所見と血液検査値

検査項目 単位 治癒群（22） 廃用群（13）
臨床スコア 1.9±1.8ｂ 5.7±0.5b
乳房スコア 3.3±0.8b 4.8±0.4b
総スコア 5.3±2.1b 10.1±0.8b
体温 ℃ 40.5±0.8 40.3±0.7
心拍数 回/分 103.4±21.8a 120.5±10.7a
呼吸数 回/分 40.9±21.6a 51.1±16.6a
Ht値 ％ 33.1±4.1a 38.2±1.9a
白血球数 /µl 1,690.9±724.9 1,456.2±363.9
血小板数 ×104/µl 27.7±6.3a 22.8±10.1a
血清中Ca mg/dl 8.4±0.8b 7.4±0.5b
BUN mg/dl 17.6±5.8b 26.1±6.6b
AST IU/l 92.4±49.4 129.5±96.7
GGT IU/l 24.6±10.9 25.7±9.2
血糖 mg/dl 53.2±10.8 52.8±9.0

（　）：頭数
平均±標準偏差
a：両群間の有意差P<0.05
b：両群間の有意差P<0.01

表４　大腸菌群による甚急性乳房炎牛の初診時の
総スコアと臨床所見および血液学的性状値
との相関関係

検査項目 総スコアとの相関係数（r 値）
体温 ns
心拍数 0.338a
呼吸数 ns
Ht値 0.404a
白血球数 ns
血小板数 ns
血清中Ca -0.760b
BUN 0.617b
AST ns
GGT ns
血糖 ns

a: P<0.05
b: P<0.001
ns: 相関なし

表５　大腸菌群 による甚急性乳房炎牛の初診時の予後判定における病態識別値とスコア

項　目 ROC解析のAZ値 病態識別値 P値 感度 特異度

総スコア 0.963 8 0.001 0.923 0.826

心拍数 0.717 116回/分 0.030 0.833 0.591

Ｈｔ値 0.819 37% 0.001 0.833 0.773

BUN 0.830 19mg/dl 0.003 0.833 0.727

血清中Ca 0.830 8.0mg/dl 0.002 0.818 0.773

項目の病態識別値とそのスコアを表₆に示し，
このスコアを用いて治癒牛群および廃用牛群に
おける₅項目のスコアとその合計スコアを表₇
に示した。大腸菌群による甚急性乳房炎牛の廃
用牛群における合計スコア（3.80±0.41）は治

癒牛群のそれ（1.39±1.47）と比較して有意に
（P<0.01）高値を示し，予後を判別する予後
判定スコアはROC解析により₃と算定された

（ 感 度92.9 ％， 特 異 度77.3 ％，AZ値 ＝0.8611，
P=0.0001）（図₁）。
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考　察

　Wenzら9）は，大腸菌群による甚急性乳房炎
における初診時の臨床症状において，体温，脱
水の程度，第一胃の蠕動運動および沈鬱の程度
をそれぞれスコア化し，その総和で症状の重篤

度を示すことを報告している。また，その全身
症状のスコアに加えて罹患乳房の硬結，腫脹，
疼痛および乳汁中ブツ等をスコア化し，それぞ
れのスコアを₄つの方法により集計し，菌血症
および治癒の状況を比較評価している10）。今回
著者は，大腸菌群による甚急性乳房炎牛群にお
ける治癒群および廃用群の初診時の全身性およ
び罹患乳房の臨床所見に加えて，血液一般検査
値および血液生化学検査値を検討し，さらに信
頼度の高いスコア化による予後判定法を検討し
た。
　大腸菌群による甚急性乳房炎牛の初診時の治
癒群と廃用群の臨床症状の出現率を比較したと
ころ，廃用群の出現率が治癒群のそれと比較し
て11項目中₉項目で有意に高かった。また，こ
れら11項目の臨床所見を有するか否かをスコア
化した臨床スコア，乳房スコアおよび総スコア
では，廃用群のそれらが治癒群のものと比較し
て有意に高値を示した。このことから，本病の

表６　大腸菌群 による甚急性乳房炎牛の初診時の
予後判定における病態識別値とスコア

項目 病態識別値 スコア

総スコア ＜ 8 0
≧ 8 1

心拍数 ＜ 116回/分 0
≧ 116回/分 1

Ｈｔ値 ＜ 37% 0
≧ 37% 1

BUN ＜ 19mg/dl 0
≧ 19mg/dl 1

血清中Ca ≧ 8.0mg/dl 0
＜ 8.0mg/dl 1

表７　大腸菌群による甚急性乳房炎牛の治癒群と
廃用群における初診時の病態識別値スコア

スコア項目 治癒群（22） 廃用群（13）

総スコアのスコア 0.17±0.38b 1.00±0.00b

心拍数スコア 0.20±0.40 0.69±0.46

Ht値スコア 0.22±0.41b 0.77±0.42b

BUNスコア 0.35±0.48b 0.85±0.36b

血清中Ca値スコア 0.22±0.41b 0.77±0.42b

スコア合計 1.39±1.47b 3.80±0.41b
（　）：頭数
平均±標準偏差
a：両群間の有意差P<0.05
b：両群間の有意差P<0.01
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図１　大腸菌群による甚急性乳房炎牛におけるス
コア合計のＲＯＣ曲線
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初診時に臨床症状をスコア化することで，客観
的な数値化による重篤度の推測や治療方針の策
定に有用と考えられた。
　ヒトの重度の感染症における心拍数および呼
吸数の増加は，全身性炎症反応により免疫細胞
から産生されたIL-1やTNF-αの作用により増加
することが報告されている11）。本病の廃用群の
心拍数および呼吸数が治癒群のそれらと比較し
て増加していたことは，廃用群の全身性の炎症
反応が治癒群のそれよりも重篤であることが考
えられた。
　廃用群におけるHt値が治癒群のそれと比較
して有意に高値を示していたことは，廃用群の
多くで認められた下痢が脱水と関連があったた
めと考えられた。
　重症感染症等での体組織に急激な異化作用の
亢進が起こる場合に体内でアンモニア生成が促
進され，BUN値の増加をみることが報告され
ている12）。本病の廃用群におけるBUN値が治
癒群のそれと比較して有意に高値を認めたこと
は，廃用群の方が感染症として重篤であったた
めと考えられた。
　大腸菌群が有するリポポリサッカロイドや活
性酸素の作用により，血管内皮細胞や単球より
TNF-αやIL-1βが産生され，自らの細胞や好中
球を活性化し，抗凝固物質であるトロンボモジ
ュリンやヘパリン様物質の発現低下を起こし，
プラスミン生成を促進する組織型プラスミンノ
ゲンアクチベーター（t-PA）産生を低下させ，
プラスミン生成を抑制するプラスミンノゲンア
クチベーターインヒビター -1（PAI-1）の産生
を促進し，また，IL-6の作用により肝臓におけ
る抗凝固物質であるアンチトロンビンやプロテ
インCの産生低下とα2-プラスミンインヒビタ

ーの産生を促進させて，播種性血管内凝固症候
群が引き起こされるため血小板数の減少を示す
ことが報告されている13）。本病の廃用群におけ
る血小板数が治癒群のそれと比較して有意に低
値を示したことは，廃用群においてエンドトキ
シン等により惹起される播種性血管内凝固の程
度が治癒群よりも重度であったものと推測され
た。
　著者は以前の研究で，大腸菌群による甚急性
乳房炎牛の全身性炎症反応の病態が重篤である
ほど血中Ca濃度が低値を示すことを報告して
いる14）。本病の廃用群における血清中Ca濃度が
治癒群のそれより有意に低値を示したことは，
廃用群の全身性炎症反応が重篤であったためと
考えられた。
　本研究における予後判定スコアリングに普遍
性と客観性を持たせるために，総スコアと体温，
心拍数および呼吸数などの臨床所見ならびに血
液一般検査値および血液生化学値との相関関係
をみたところ，心拍数，Ht値およびBUN値で
正の相関を認め，血清中Ca濃度で負の相関を
認めた。さらに，総スコアならびに総スコアと
相関を認めた₄項目（心拍数，Ht値，BUNお
よび血清中Ca）について治癒群と廃用群の値
よりROC解析を行い，それぞれの予後を判別
する病態識別値を算定したところ，総スコア₈，
心拍数116回/分，Ht値37％，BUN19㎎/竕およ
び血清中Ca8.0㎎ /竕であることが示された。
これら₅項目を予後を判別する項目としてスコ
ア化し，それらの合計スコアを予後判定スコア
として示した。その予後判定の診断基準として，
大腸菌群による甚急性乳房炎牛の初診時におい
て，①総スコア₈以上，②心拍数116回/分以上，
③Ht値37％以上，④BUN値19㎎ /竕以上，⑤
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表８　予後判定スコア記録表

臨床所見 スコア 項　目 スコア カットオフ値
食欲廃絶 総スコア 8
下痢 心拍数 116
耳介反射低下 血清中Ca 8
耳介および皮温冷感 Ｈｔ値 37
眼球陥凹 BUN 19
起立不能または起立困難 合計（3以上かどうか）
乳房腫脹

カットオフ値の覚え方：灰
8  1

色
1 6

は
8

皆
3 7

い
 1

く
9  

乳房硬結
乳汁透明
乳汁中ブツ
乳汁の色調の変化
合計（8以上かどうか）

血清中Ca8.0㎎ /竕以上の₅項目のうち，₃項
目以上（予後判定スコア₃以上）で予後不良と
なる確率が高いことがROC解析により示され
た（AZ値=0.8611，感度0.9286，特異度0.7727，
P=0.0001）。
　以上のことから，本研究において大腸菌群に
よる甚急性乳房炎牛の初診時にスコアによる評
価を用いることにより重篤度の推測や予後判定
が可能であり，治療方針の策定や治療法の選択
に有用であることが示された。これらのスコア

による評価を利用することで，特殊で高価な診
断器具を用いることなく，本病の罹患牛の初診
時において迅速でより正確な病態を把握するこ
とが可能となり，過剰診療や病状の評価の過誤
による不適切な診療行為を避けることで，生産
者に対して信頼性の高い診療の提供や経済的負
担の軽減に貢献できるものと考えられた。現在
著者は，このスコアリングシステムを用いて本
病の予後判定を行っており，農家に対し経済的
被害を最小限に防ぐよう努力している。
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１　はじめに

　バイトリル10%注射液の有効成分エンロフロ
キサシン（ERFX）は，動物専用に開発された
フルオロキノロン系の合成抗菌剤（以下FQs）
で，本邦初の動物用FQsとして1991年に承認さ
れて以降，各種製剤が牛，豚，鶏，犬及び猫の
各種疾病の治療に用いられており，20余年経っ
た現在でも有用性の高い薬剤として使用され続
けている。
　本稿では，2013年10月11日に追加承認された，
新たな投与経路の静脈内注射による，新たな適
応症の牛の甚急性及び急性乳房炎についての成
績を紹介する。

２　追加適応症とその治療

　牛の甚急性及び急性乳房炎は，牛の乳房炎の
中でも臨床症状が重篤で，既存の薬剤をその治
療に用いても死廃率が高く，酪農家に大きな経
済的損失を与えている。全身症状を呈している
場合は，乳房内注入剤を用いた局所のみの投薬
では薬剤分布の面から最早十分な治療効果は期

待できず，静脈内投与による全身療法の治療効
果がより高いと考えられている。実際の臨床場
面においても，全身症状を伴う甚急性及び急性
乳房炎の治療には同一の抗菌性物質の乳房内注
入と全身投与の併用が原則とされている。
　なお，乳房炎に対する抗菌剤の静脈内投与に
よる治療には，以下のような利点がある。

① 　速やかに高い治療濃度を得ることができ
る。このことは，特に用量依存的な効果を
示すFQsにおいて重要である。

② 　乳汁はもとより，乳房実質における薬物
濃度を直接的に高めることができる。

③ 　既に血液-乳房関門を通過した病原菌に
も薬剤が作用し，これらを殺滅し得る。

３　安全性

　泌乳牛における静脈内投与による安全性を表
₁に示した。
　投与に起因する異常として，落ち着きのなさ
と呼吸リズムの不整が認められた。
　ERFXは麻酔下のウサギ3）及び犬4）への静脈内
投与によりいずれも軽度ながら投与直後に一過

表₁　泌乳牛における静脈内投与による安全性

動物
（品種，年齢，体重） 動物数 投与量注）

（㎎ /㎏） 投与期間 結果

泌乳牛
（フリーシアン種，

約３～８歳，
559.0 ～ 667.0㎏）

１群６頭 生食対照（0）
常用量（5）

１日１回，
５日間連続 投与に起因する異常は何ら認められなかった1）。

泌乳牛
（ホルスタイン種，

約2 ～ 8歳，
438 ～ 654㎏）

１群３頭
無投与対照（0）

常用量（5）
３倍量（15）

１日１回，
３日間連続

投与に起因する異常として，投与直後から軽度な落ち
着きのなさが，常用量群では３頭中１頭に第１回投与
後15分まで，３倍量群では３頭全頭に第１回及び第
２回投与後30分まで認められた。３倍量群ではさら
に第１回投与後10～20分の間に軽度な呼吸リズムの
不整も認められた2）。

注）：ERFXとして
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性の血圧低下が認められていることから，これ
らの徴候は血圧と何らかの関連性があるものと
推察された。血圧低下はFQsの主な副作用の1つ
として既知のものであり，イヌにERFXの主要
代謝物シプロフロキサシン（CPFX）の10㎎ /㎏
用量を50㎎ /分の静注速度で投与し，血圧，心拍
数及び血漿中ヒスタミン濃度に与える影響を調
べた報告5）で，血漿中ヒスタミン濃度が有意に
上昇し，血圧と心拍数は有意に低下しているこ
とから，血圧低下の原因の₁つとしてヒスタミ
ン遊離が考えられている。ヒスタミンの薬理作
用には，血管拡張による血圧低下の他，気管支
平滑筋の収縮などもあり，これらの徴候はこの
薬理作用に起因している可能性も示唆される。

４　薬物動態

　泌乳牛₅頭にERFXとして5㎎ /㎏用量で単
回，静脈内，筋肉内及び皮下注射し，血清及
び乳汁中の抗菌活性（微生物学的定量法）と
ERFX及びCPFX濃度（高速液体クロマトグラ
フィー）を測定した結果，血清中では静脈内注
射後の抗菌活性の滞留時間は筋肉内及び皮下
注射後のそれに比して短時間であり，いずれ
の投与経路でもERFXは速やかにCPFXに代謝
され，両物質は同様に推移すること，また乳
汁中ではERFXは血清中と同様に推移するが，
CPFXは最高濃度到達時間が血清中に比して明
らかに遅く，濃縮し，投与経路にかかわらず同
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図１　静脈内，筋肉内及び皮下への単回投与後の血清及び乳汁中の
ERFX（■）及びCPFX（○）の濃度推移
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様に推移することが示された（図₁）6）。
　泌乳牛10頭にERFXとして₅㎎ /㎏用量で₁
日₁回，₂日間連続静脈内注射し，血清及び乳
汁中のERFX及びCPFX濃度を測定した結果，
血清中ではERFXは速やかにCPFXに代謝され

た後，速やかに血中から消失し，蓄積は認め
られないこと（図₂，表₂），また乳汁中では
ERFX及びCPFXは乳汁中に高濃度に分布した
後，速やかに乳汁中から消失し，蓄積は認めら
れないことが示された（図₃，表₂）7）。
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図₂　静脈内へ₂日間連続投与した第₂回投与後のERFX及びCPFXの血清中濃度推移

表₂　静脈内へ₂日間連続投与したときの薬物動態学的パラメータ

試　料 血　清 乳　汁
分析対象 ERFX CPFX ERFX CPFX
投与回次 第２回 第１回 第２回 第１回 第２回

AUC0-24（㎎*h/L） 4.372 2.324 2.160 2.533 20.960 18.532
Cmax（㎎ /L） － － 1.225 1.285 4.202 3.262

Tmax（h） － － 0.5 0.5 2 2
t1/2（h） 0.87 2.13 0.90 0.89 2.17 2.37

Vz（L/㎏） 1.14 6.50 － － － －
CL（L/h/㎏） 1.43 2.12 － － － －
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　ERFXは，肝循環の過程で酸化的N-脱エチル
化により速やかにCPFXに代謝される。Malbe
ら8）は，ERFXの乳房内動態について検討し，
乳汁中にCPFXが高濃度で認められる現象に
ついて考察している。これは，主に乳汁中に
CPFXが徐々に濃縮されることによるものであ
る。このような現象は，pH依存性解離によっ
て極性が決定されるマクロライドなどの弱有機
塩基においてよく見られる。したがって，可溶
性有機塩基は，pHが低い乳汁中でその極性が
増すにつれて，徐々に乳汁コンパートメントに
トラップされやすくなる。これにより，血液へ
の逆拡散が制限される。CPFXは血液及び乳汁
のpH範囲ではERFXよりも溶解性が高く，水
に対してもERFXよりも高い溶解性を示す。

５　使用禁止期間と残留

⑴　使用禁止期間
　₂施設で実施された泌乳牛における静脈内投
与後の臓器・組織及び乳汁中残留試験成績と
ERFXの牛における残留基準値（MRL：ERFX
及びCPFXの和として，筋肉，脂肪，食用部分
及び乳0.05ppm，肝臓及び腎臓0.1ppm）を用い
て統計学的解析を行い算出した9-14）。

ERFX として 5㎎ /㎏用量で 1 日 1 回，2 日間
連続静脈内注射した場合の使用禁止期間：

牛：8 日間，牛乳：60 時間

⑵　残留
　泌乳牛40頭にERFXとして₅㎎ /㎏用量で₁
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図₃　静脈内へ₂日間連続投与したときのERFX及びCPFXの乳汁中濃度推移
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日₁回，₂日間連続静脈内注射し，最終投与後
₁，₂，₃及び₄日に臓器・組織中のERFX及
びCPFXの濃度を測定した結果，最終投与後₄

日までに小腸を除く臓器・組織中のERFX及び
CPFXの濃度はMRL未満となった（表₃）9,11,12）。
　小腸の最終投与後₄日における残留濃度の平

表₃　臓器・組織中残留分析結果

臓器
・

組織
最終

投与後

施設1 施設2
定量値（µg/g） 定量値（µg/g）

ERFX CPFX ERFX＋CPFX ERFX CPFX ERFX＋CPFX

筋肉

1日 <0.005 ～ 0.014 0.016 ～ 0.054 0.016 ～ 0.068 <0.005 ～ 0.012 0.027 ～ 0.042 0.027 ～ 0.054
2日 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 ～ 0.006 <0.005 ～ 0.006
3日 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 ～ 0.009 <0.005 ～ 0.007 <0.005 ～ 0.016
4日 － － － <0.005 <0.005 <0.005

脂肪

1日 0.035 ～ 0.236 0.082 ～ 0.267 0.117 ～ 0.503 <0.005 ～ 0.010 <0.005 ～ 0.070 <0.005 ～ 0.079
2日 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 ～ 0.014 <0.005 <0.005 ～ 0.014
3日 <0.005 ～ 0.151 <0.005 ～ 0.692 <0.005 ～ 0.843 <0.005 <0.005 <0.005
4日 <0.005 ～ 0.008 <0.005 <0.005 ～ 0.008 <0.005 <0.005 <0.005

肝臓

1日 0.009 ～ 0.034 0.057 ～ 0.337 0.066 ～ 0.371 0.013 ～ 0.032 0.097 ～ 0.258 0.117 ～ 0.290
2日 <0.005 ～ 0.006 0.017 ～ 0.038 0.017 ～ 0.044 <0.005 ～ 0.010 0.024 ～ 0.061 0.026 ～ 0.071
3日 <0.005 0.010 ～ 0.035 0.010 ～ 0.035 <0.005 ～ 0.016 0.006 ～ 0.065 0.006 ～ 0.081
4日 <0.005 0.009 ～ 0.032 0.009 ～ 0.032 <0.005 <0.005 ～ 0.014 <0.005 ～ 0.014

腎臓

1日 0.013 ～ 0.055 0.067 ～ 0.308 0.080 ～ 0.363 0.019 ～ 0.042 0.128 ～ 0.185 0.147 ～ 0.226
2日 <0.005 ～ 0.007 0.005 ～ 0.027 0.005 ～ 0.034 <0.005 ～ 0.013 0.017 ～ 0.054 0.017 ～ 0.067
3日 <0.005 0.006 ～ 0.010 0.006 ～ 0.010 <0.005 ～ 0.037 <0.005 ～ 0.040 <0.005 ～ 0.060
4日 <0.005 ～ 0.006 <0.005 ～ 0.018 <0.005 ～ 0.024 <0.005 <0.005 ～ 0.006 <0.005 ～ 0.006

小腸

1日 0.039 ～ 0.257 0.091 ～ 0.291 0.130 ～ 0.548 0.071 ～ 0.151 0.107 ～ 0.270 0.178 ～ 0.385
2日 0.027 ～ 0.096 0.018 ～ 0.067 0.087 ～ 0.116 0.020 ～ 0.089 0.064 ～ 0.173 0.084 ～ 0.262
3日 <0.005 ～ 0.022 0.012 ～ 0.052 0.012 ～ 0.074 0.012 ～ 0.104 0.027 ～ 0.084 0.044 ～ 0.188
4日 0.006 ～ 0.025 0.026 ～ 0.053 0.039 ～ 0.078 <0.005 ～ 0.019 0.027 ～ 0.079 0.027 ～ 0.098

−：分析せず
<0.005：定量限界未満
ERFX＋CPFX： 各個体（n=5）におけるERFXとCPFXの残留濃度を合計し，その値の範囲を記載。残留濃度が定量限界

未満のものは0として計算し，両方の残留濃度が定量限界未満のものは<0.005と記載

表４　乳汁中残留分析結果

最終
投与後

施設1 施設2
定量値 （µg/g） 定量値 （µg/g）

ERFX CPFX ERFX＋CPFX ERFX CPFX ERFX＋CPFX
12時間 0.006 ～ 0.027 0.397 ～ 1.309 0.403 ～ 1.336 0.012 ～ 0.032 0.640 ～ 0.877 0.652 ～ 0.909
24時間 <0.005 0.046 ～ 0.142 0.046 ～ 0.142 <0.005 ～ 0.006 0.092 ～ 0.135 0.092 ～ 0.141
36時間 <0.005 0.017 ～ 0.082 0.017 ～ 0.082 <0.005 0.027 ～ 0.050 0.027 ～ 0.050
48時間 <0.005 0.008 ～ 0.019 0.008 ～ 0.019 <0.005 0.013 ～ 0.024 0.013 ～ 0.024
60時間 <0.005 0.006 ～ 0.011 0.006 ～ 0.011 <0.005 0.006 ～ 0.014 0.006 ～ 0.014
72時間 <0.005 <0.005 ～ 0.008 <0.005 ～ 0.008 <0.005 <0.005 ～ 0.009 <0.005 ～ 0.009
84時間 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 ～ 0.006 <0.005 ～ 0.006
96時間 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005

<0.005：定量限界未満
ERFX＋CPFX： 各個体（n=5）におけるERFXとCPFXの残留濃度を合計し，その値の範囲を記載。残留濃度が定量限界

未満のものは0として計算し，両方の残留濃度が定量限界未満のものは<0.005と記載。
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均がMRLを超過していたことから，直線回帰
分析を行った結果，施設₂において直線回帰分
析のための条件を満たした。最終投与後₈日に
おける小腸の残留最大許容濃度の上限（片側
での99%上側許容限界に対する95%上側信頼限
界）は0.043µg/gと算出され，MRLに収まるこ
とを確認した15）。
　泌乳牛10頭にERFXとして₅㎎ /㎏用量で₁
日₁回，₂日間連続静脈内注射し，最終投与
後12，24，36，48，60，72，84及び96時間に乳汁
中のERFX及びCPFXの濃度を測定した結果，

最終投与後60時間までに乳汁中のERFX及び
CPFXの濃度はMRL未満となった（表₄）10,13,14）。

６　抗菌活性

　海外及び本邦における牛の乳房炎由来細菌に
対するERFX及びCPFXの抗菌活性を表₅に示
した16-19）。
　グラム陰性菌の大腸菌及びクレブシエラ属
菌に対するERFX及びCPFXの優れた抗菌活性
が明らかとなった一方，グラム陽性菌のブド
ウ球菌群や連鎖球菌群などに対するERFX及び

表₅　牛の乳房炎由来細菌に対するERFX及びCPFXの抗菌活性

菌種名 株数 薬剤 MIC（µg/mL）
範囲 50% 90%

Escherichia coli

30 ERFX 0.008 ～ 128 0.032 0.032
CPFX 0.008 ～ 32 0.016 0.032

106 ERFX 0.016 ～ 0.125 0.063 0.125

46 ERFX 0.016 ～ 0.063 0.032 0.032
CPFX 0.016 ～ 0.032 0.016 0.032

74 ERFX ≦0.063 ～ 128 ≦0.063 ≦0.063
CPFX ≦0.063 ～ 32 ≦0.063 ≦0.063

Klebsiella pneumoniae
30 ERFX 0.016 ～ 1 0.032 0.063

CPFX 0.004 ～ 0.25 0.032 0.063

11 ERFX ≦0.063 － －
CPFX ≦0.063 － －

Klebsiella oxytoca
2 ERFX 0.032，0.032 － －

CPFX 0.016，0.016 － －

1 ERFX 0.25 － －
CPFX ≦0.063 － －

Klebsiella spp.
（K. pneumoniae, K. oxytoca）

34
（32, 2） ERFX 0.016 ～ 0.25 0.125 0.125

Staphylococcus aureus 8 ERFX 0.063 ～ 0.25 － －
CPFX 0.25 ～ 0.5 － －

Staphylococcus sp. 15 ERFX 0.032 ～ 2 － －
CPFX 0.032 ～ 2 － －

Streptococcus dysgalactiae 14 ERFX 0.25 ～ 0.5 － －
CPFX 0.25 ～ 1 － －

Streptococcus uberis 18 ERFX 0.25 ～ 4 － －
CPFX 0.25 ～ 2 － －

Streptococcus sp. 2 ERFX 2，2 － －
CPFX 1，1 － －

Enterococcus sp. 2 ERFX 2，4 － －
CPFX 1，4 － －



バイトリル 10%注射液の新投与経路による効能追加

― 55 ―

CPFXの抗菌力はグラム陰性菌に対するそれと
比較してやや弱かった。
　本邦における牛の乳房炎由来大腸菌及びク
レブシエラ属菌野外分離株に対するERFX，
CPFX及び各種汎用抗菌剤のMIC及び耐性菌の
分布状況を表₆に示した17,19）。
　大腸菌，クレブシエラ属菌のほとんどの菌株

に対してERFX及びCPFXは低いMICを示し，
耐性菌もほとんど認められていない。一方，各
種汎用抗菌剤のMICは比較的高く，耐性菌も比
較的多く認められている。
　本邦におけるバイトリル10%注射液投与前後
の牛の乳房炎由来大腸菌及びクレブシエラ属菌
野外分離株に対するERFXのMIC及び耐性菌の

表₆　牛の乳房炎由来大腸菌及びクレブシエラ属菌野外分離株に対するERFX，CPFX及び各種汎用抗菌剤の
MIC及び耐性菌の分布状況

菌種名 株数 薬剤
MIC（µg/mL）

耐性率（%）
範囲 50% 90% BP

Escherichia coli
（大腸菌）

106

ERFX 0.016 ～ 0.125 0.063 0.125 － －
ABPC注1,2） 2 ～ 128 4 128 32 10.4

AMPC 1 ～ 256 4 256 32 13.2
CEZ注1,2,3） 1 ～ 8 4 4 － －
CXM注3） 2 ～ 8 4 4 － －

CTF 0.25 ～ 1 0.5 1 － －
CPDX 0.125 ～ 1 0.5 1 － －
CAZ 0.125 ～ 4 0.25 0.5 － －
IPM 0.063 ～ 0.125 0.125 0.125 － －

MEPM 0.031 ～ 0.063 0.063 0.063 － －
KM注2,3） 1 ～ 256 4 8 64 2.4

DSM注2,3） 2 ～＞512 8 64 128 8.5
GM 0.5 ～ 4 1 2 － －

OTC注1,2,3） 1 ～ 512 2 256 16 23.6
CL 0.5 ～ 4 1 2 － －
CP 4 ～ 256 8 8 128 1.9

SDMX注1,2） 64 ～＞512 ＞512 ＞512 － －
NA 2 ～ 8 4 4 － －

74

ERFX ≦0.063 ～ 128 ≦0.063 ≦0.063 2 5.4
CPFX ≦0.063 ～ 32 ≦0.063 ≦0.063 4 5.4

PCG注1,2,3） 16 ～＞128 64 ＞128 － －
MDIPC注1,3） ＞128 ＞128 ＞128 － －

CEZ注1,2,3） 1 ～＞128 2 4 32 9.5
SM注2,3） 4 ～＞128 8 128 32 24.3
KM注2,3） 2 ～＞128 4 8 64 2.7
EM注3） 16 ～＞128 128 ＞128 － －
TS注2） ＞128 ＞128 ＞128 － －

OTC注1,2,3） 2 ～＞128 4 128 16 35.1
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菌種名 株数 薬剤
MIC（µg/mL）

耐性率（%）
範囲 50% 90% BP

Klebsiella spp.
（クレブシエラ属）
（K. pneumoniae，

K. oxytoca）

34
（32, 2）

ERFX 0.016 ～ 0.25 0.125 0.125 － －
ABPC注1,2） 4 ～ 256 128 256 32 91.2

AMPC 4 ～ 256 64 256 32 91.2
CEZ注1,2,3） 1 ～ 128 2 2 32 2.9
CXM注3） 1 ～ 4 2 2 － －

CTF 0.25 ～ 4 0.25 0.25 － －
CPDX 0.25 0.25 0.25 － －
CAZ 0.125 ～ 1 0.5 1 － －
IPM 0.063 ～ 0.5 0.25 0.5 － －

MEPM 0.016 ～ 0.125 0.031 0.063 － －
KM注2,3） 1 ～ 256 4 4 64 26.5

DSM注2,3） 2 ～ 512 8 512 128 38.2
GM 0.5 ～ 4 2 4 － －

OTC注1,2,3） 1 ～＞512 4 64 16 11.8
CL 0.5 ～ 32 2 4 16 2.9
CP 2 ～ 512 8 512 128 23.5

SDMX注1,2） ＞512 ＞512 ＞512 － －
NA 2 ～ 8 4 8 － －

12
（11, 1）

ERFX ≦0.063 ～ 0.25 － － － －
CPFX ≦0.063 － － － －

PCG注1,2,3） 128 ～＞128 － － － －
MDIPC注1,3） ＞128 － － － －

CEZ注1,2,3） 1 ～＞128 － － 32 8.3
SM注2,3） 2 ～ 128 － － 32 33.3
KM注2,3） 1 ～ 4 － － － －
EM注3） 128 ～＞128 － － － －
TS注2） ＞128 － － － －

OTC注1,2,3） 2 ～＞128 － － 16 25.0

BP： ブレークポイント［我が国の家畜衛生分野における薬剤モニタリング耐性（JVARM）の報告あるいはClinical and 
Laboratory Standards Institute（CLSI）の示した値に準拠し，両者にBPの設定がないものは2峰性のMIC値の中間値，
又はERFX及びCPFXはCLSIの示した値に準拠し，その他は細菌学的BP（各種薬剤のMIC分布が二峰性分布を示し
た場合の両ピークの谷間）］

PCG：ベンジルペニシリン，MDIPC：ジクロキサシリン，ABPC：アンピシリン，AMPC：アモキシシリン，CEZ：セフ
ァゾリン，CQN：セフキノム，CXM：セフロキシム，CTF：セフチオフル，CPDX：セフポドキシム，CAZ：セフタジジム，
IPM：イミペネム，MEPM：メロペネム，SM：ストレプトマイシン，KM：カナマイシン，DSM：ジヒドロストレプト
マイシン，GM：ゲンタマイシン，EM：エリスロマイシン，TS：タイロシン，NA：ナリジクス酸， OTC：オキシテトラ
サイクリン，CP：クロラムフェニコール，CL：コリスチン， SDMX：スルファジメトキシン
注₁）牛の乳房炎を適応症として静脈内（血管内）注射の用法が承認されている抗菌剤
注₂）牛の乳房炎を適応症として非血管内注射の用法が承認されている抗菌剤
注₃）牛の乳房炎を適応症として局所適用（乳房内注入）の用法が承認されている抗菌剤
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分布状況を表₇に示した19）。
　大腸菌，クレブシエラ属菌とも投与後の耐性
化の傾向は認められない。

７　臨床

　₁道₈県の17診療施設において，被験薬バイ
トリル10%注射液（ERFXとして₅㎎/㎏用量で
₁日₁回，₂日間連続静脈内注射）の牛の甚急
性及び急性乳房炎の治療の二次選択薬としての
有効性及び安全性を対照薬（CEZ注射液：CEZ
として₅㎎/㎏用量で₁日₁回，₃日間連続静
脈内注射）と比較した19）。このため，原則とし
て一次選択薬による治療が無効あるいは十分な
効果が得られなかった症例，及び耐性菌の常在
化等により一次選択薬による治療では効果が十

分ではないと予想される農場の症例を対象とし
た。なお，有効性の対象菌種は，大腸菌，クレ
ブシエラ及びプロテウスとしたが，プロテウス
は検出されなかった。

⑴　有効性
①　臨床的有効性
　最終投与後₇日の臨床（全身症状，乳房及び
乳汁所見）スコアは，被験薬群が対照薬群より
有意に低く，改善率及び有効率（70％以上の改
善率を示した症例の割合）は被験薬群が有意に
高かった（表₈）。
②　細菌学的有効性
　被験薬群及び対照群の陰性化率（細菌学的有
効率）は，被験薬群がやや高かったが，群間で

表₇　バイトリル10%注射液投与前後の牛の乳房炎由来大腸菌及びクレブシエラ属菌野外分離株対するERFXの
MIC及び耐性菌の分布状況

菌　種 分離時期 株数
MIC（µg/mL） 耐性率注1）

（%）範囲 50% 90%

Escherichia coli（大腸菌）
投与前 62 ≦0.063 ～ 32 ≦0.063 ≦0.063 3.2
投与後 8 ≦0.063 ～ 32 － － 12.5

Klebsiella spp.（クレブシエラ属）注2） 投与前 8 ≦0.063 － － 0
投与後 2 ≦0.063，0.25 － － 0

注₁）：MICブレークポイントは2µg/mL
注₂）：投与後分離のMIC 0.25µg/mLを示した株はK. oxytoca，他の株はすべてK. pneumoniae

表₈　最終投与後₇日の臨床スコア，改善率及び有効率

項　目 被験薬群
（n=52）

対照薬群
（n=15） 検定結果

平均臨床スコア
開始前 8.1±2.8 7.8±2.7 p=0.7351）

最終投与後7日 2.5±3.0 5.3±4.3 p=0.0241）

検定結果 p≦0.0014） p=0.0184）

平均改善率 70.5±29.2% 34.6±50.6% p=0.0012）

有効率 61.5% 26.7% p=0.0213）

1）Mann-WhitneyのU検定，2）t検定，3）Fisherの直接確率検定，4）Wilcoxonの符号順位検定，太字は有意差あり
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有意差はみられなかった（表₉）。 　以上の結果より，被験薬は臨床的，細菌学的
及び総合的評価により，牛の大腸菌及びクレブ
シェラによる甚急性・急性乳房炎の治療に有効
であることが確認された。

⑵　安全性
　有害事象の発現頻度に群間で有意差はみられ
なかった（表12）。
　被験薬群及び対照薬群でみられた有害事象は
いずれも，偶発症あるいは治験開始前からの併

表₉　細菌学的有効性

判　定 被験薬群
（n=43）

対照薬群
（n=10） 検定結果1）

陰　性 36（83.7%） 7（70.0%）
p=0.376

不　変 7（16.3%） 3（30.0%）
1）Fisherの直接確率検定

③　総合的有効性
　臨床的及び細菌学的にいずれも有効であった
症例を総合的に有効，いずれも無効であった症
例を総合的に無効と判定した。被験薬群及び対
照薬群の総合的有効率は，有意な差ではないも
のの被験薬群が高かった（表10）。

表10　総合的有効性

判　定 被験薬群
（n=43）

対照薬群
（n=10） 検定結果1）

有　効 28（65.1%） 4（40.0%） p=0.169
無　効 6（14.0%） 3（30.0%） p=0.346

1）Fisherの直接確率検定

④　再発の評価
　再発率に群間で有意差はみられなかった（表
11）。

表11　再発の評価

再発 被験薬群
（n=30）

対照薬群
（n=3） 検定結果1）

あり 4（13.3%） 0（0.0%）
p=1.000

なし 26（86.7%） 3（100%）
1）Fisherの直接確率検定

表12　有害事象の発現頻度

有害事象 被験薬群
（n=136）

対照薬群
（n=52） 検定結果1）

あり 6（4.4%） 2（3.8%）
p=1.000

なし 130（95.6%） 50（96.2%）
1）Fisherの直接確率検定

発症の悪化であり，治験薬投与との因果関係は
認められなかった。これらのことから，被験薬
の安全性に問題はないものと考えられた。
⑶　結論
　以上の結果から，被験薬は牛の大腸菌及びク
レブシェラによる甚急性・急性乳房炎の治療に
有効で，安全性についても問題はなく，当該疾
病に対する治療の二次選択薬として有用である
と結論された。

８　PK/PD

　PK/PDとは，抗菌剤の効果を薬物動態（PK）
と薬力学（PD）の関係から検討するものである。
PKとは抗菌剤の用法及び用量と生体での濃度
推移の関係を明らかにするもので，PDとは生
体での濃度と作用の関係を明らかにするもので
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ある。したがって，PK/PD理論により，ある
用法及び用量で抗菌剤を投与したときに，どの
ような作用を示すかを予想することができるた
め，抗菌剤の最大の有効性を引き出し，最小の
副作用で，耐性菌の発現も防止できる適切な用
法及び用量の設定が可能となる。
　牛の乳房炎にERFXとして₅㎎ /㎏用量で₁
日₁回，₂日間連続静脈内注射したときのPK/
PD解析を表13に示した。
　算出されたPK/PDは，血清中では目標値以

下であったが，牛の乳房炎起因菌の存在する乳
汁中においては目標値以上（太字箇所）となっ
たことから，PK/PD理論に基づき，牛の甚急
性及び急性乳房炎の治療効果及び耐性菌抑制効
果が期待できると考えられた。

９　承認事項

　変更された（下線を付した箇所）用法及び用
量，効能又は効果，使用上の注意を表14に示し
た。

表13　牛の乳房炎にERFXとして₅㎎ /㎏用量で₁日₁回，₂日間連続静脈内注射したときのPK/PD解析

試料 PK注） PD PK/PD
パラメータ

効果の期待できる
目標値

PK/PD
ERFX CPFX

血清
AUC0-24

7）

ERFX：4.372㎎ *h/L
CPFX：2.324㎎ *h/L

大腸菌とクレブシエラ・
ニューモニエに対する

MIC90の最大値16-19）

ERFX：0.125µg/mL
CPFX：0.063µg/mL

AUC/MIC ≧100 ～ 125
（治療効果） 35 37

大腸菌に対するMPCの
最大値20,21）

ERFX：0.5µg/mL
CPFX：0.3µg/mL

AUC/MPC ≧22
（耐性菌抑制効果） 9 8

乳汁

AUC0-24
7）

ERFX：2.3465㎎ *h/L
CPFX：19.746㎎ *h/L

Cmax7）

ERFX：1.255㎎ /L
CPFX：3.732㎎ /L

大腸菌とクレブシエラ・
ニューモニエに対する

MIC90の最大値16-19）

ERFX：0.125µg/mL
CPFX：0.063µg/mL

AUC/MIC ≧100 ～ 125
（治療効果） 19 313

大腸菌に対するMPCの
最大値20, 21）

ERFX：0.5µg/mL
CPFX：0.3µg/mL

AUC/MPC ≧22
（耐性菌抑制効果） 5 66

大腸菌とクレブシエラ・
ニューモニエに対する

MIC90の最大値16-19）

ERFX：0.125µg/mL
CPFX：0.063µg/mL

Cmax/MIC ≧8 ～ 12
（治療効果） 10 59

注）血清のAUCは第₂回投与，乳汁のAUCとCmaxは第₁回投与と第₂回投与の平均
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表14　バイトリル10%注射液の変更された用法及び用量，効能又は効果，使用上の注意

用法及び用量 １日１回，体重１㎏当たりエンロフロキサシンとして下記の量を注射する。
牛：肺炎　2.5～５㎎，３～５日間，頸部皮下注射

大腸菌性下痢症　2.5㎎，３日間，頸部皮下注射
甚急性及び急性乳房炎　５㎎，２日間，静脈内注射

豚：胸膜肺炎　2.5 ～５㎎，３日間，頸部筋肉内注射
大腸菌性下痢症　1.25 ～ 2.5㎎，１～３日間，頸部筋肉内注射

牛の肺炎に対して，投与3日以内に臨床的に好転が見られない場合には，他の治療法への変更を検討すること。

効能又は効果 ⑴　皮下注射，筋肉内注射
有効菌種：本剤に感受性の下記菌種

大腸菌，パスツレラ・ムルトシダ，アクチノバシラス・プルロニューモニエ，マイコプラズマ・ボビス，ウレ
アプラズマ・ディバーサム

適応症：第一選択薬が無効の場合の下記適応症
牛：肺炎，大腸菌性下痢症
豚：胸膜肺炎，大腸菌性下痢症

⑵　静脈内注射
有効菌種：本剤に感受性の下記菌種

クレブシエラ・ニューモニエ，大腸菌
適応症：第一選択薬が無効の場合の下記適応症

牛：甚急性及び急性乳房炎

使用上の注意 【一般的注意】
⑴　本剤は要指示医薬品であるので獣医師等の処方せん・指示により使用すること。
⑵　本剤は第一選択薬が無効の症例のみに限り使用すること。
⑶　本剤は効能・効果において定められた適応症の治療にのみ使用すること。
⑷　本剤は定められた用法・用量を厳守すること。なお，用法・用量に定められた期間以内の投与であってもそれ

を反復する投与は避けること。
⑸　本剤の使用に当たっては，耐性菌の発現等を防ぐため，原則として感受性を確認し，適応症の治療上必要な最

小限の期間の投与に止めること。特に，牛の甚急性及び急性乳房炎に対して本剤を使用する場合は，可能な限
り原因菌が有効菌種であることを確認した後に投与すること。

⑹　本剤は「使用基準」の定めるところにより使用すること。
【使用者に対する注意】

⑴　誤って注射された者は，直ちに医師の診察を受けること。
⑵　本剤は強いアルカリ性（pH約11）であるので，皮膚，飲食物についた場合には速やかに水洗いすること。
⑶　本剤が目に入った場合には多量の流水（水道水）で十分に洗った後，医師の診察を受けること。

【牛及び豚に対する注意】
１　副作用
⑴　副作用が認められた場合には，速やかに獣医師の診察を受けること。
⑵　本剤は注射部位で硬結を起こすことがある。
⑶　牛への静脈内注射により，軽度で一過性の落ち着きのなさ及び呼吸リズムの不整がみられることがあり，また

まれに循環障害によると思われるショック反応を起こすとの報告があるので，本剤を静脈内投与する場合には，
被投与動物の状態を十分に把握しながら慎重に投与すること。

２　相互作用
　類似化合物で，非ステロイド性消炎鎮痛剤との併用により，まれに痙攣が発現するとの報告がある。
３　適用上の注意
⑴　注射器具は滅菌されたものを使用すること。
⑵　皮下及び筋肉内注射で，一回の投与量が多い場合又は連続投与する場合は注射部位を変えること。
⑶　他の注射剤と混用しないこと。
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10　おわりに

　バイトリル10%注射液は，広い抗菌スペクト
ル，強い抗菌活性（グラム陰性菌に対して特に
優れ，グラム陽性菌に対してはやや劣る），良
好な組織移行性など高い有用性を備えており，
ヒトの医療上も重要とされる系統の抗菌性物質
製剤であり，それゆえ二次選択薬として慎重使
用を義務付けられている。牛の乳房炎の主な起
因菌はグラム陰性菌の大腸菌群，グラム陽性菌
のブドウ球菌群，連鎖球菌群などであるが，こ
のような特性に加え，本邦において牛の乳房炎
症例から野外分離された大腸菌群の大腸菌及び
クレブシエラ属菌に対する各種汎用抗菌剤の抗
菌活性の低下とERFX及びCPFXの優れた抗菌

活性が明らかとなった一方，ブドウ球菌群や連
鎖球菌群に対するERFX及びCPFXの抗菌力は
大腸菌及びクレブシエラ属菌に対するそれと比
較してやや弱かったことから，牛の乳房炎の中
でも臨床症状が重篤で，既存の薬剤をその治療
に用いても死廃率が高く，酪農家に大きな経済
的損失を与える大腸菌及びクレブシエラ・ニュ
ーモニエに起因する甚急性及び急性乳房炎を新
たな適応症とした。
　これらの損耗率の高い乳房炎に対する治療薬
にバイトリル10%注射液が二次選択薬という制
限付であっても使用できるようになることによ
って，酪農産業に大きく貢献出来ると考えられ
る。

【取扱い上の注意】
⑴　使用済みの容器は，地方公共団体条例等に従い処分すること。
⑵　本剤を廃棄する際は，環境や水系を汚染しないように注意し，地方公共団体条例等に従い処分すること。
⑶　使用済みの注射針は，針回収用の専用容器に入れること。針回収用の容器の廃棄は，産業廃棄物収集運搬業及

び産業廃棄物処分業の許可を有した業者に委託すること。
【保管上の注意】

⑴　小児の手の届かないところに保管すること。
⑵　食品とは区別して保管すること。

【その他の注意】
　本剤は，ナリジクス酸高度耐性株に対して効力を示すが，フルオロキノロン高度耐性株に対しては効力を示さない。
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