牛白血病

最近の知見と対策について
今内 覚
ルス感染症の検査診断の提供ならびに牛群の感

牛白血病

染症防疫対策の指導・助言を行っている。牛白

牛白血病は，白血球増加や全身性の悪性リン

血病においては，各獣医畜産臨床機関からの依

パ肉腫を主徴とする。牛白血病の発生原因は，

頼により，BLV感染迅速診断（過去３年間で

ウイルス性と非ウイルス性に大きく二つに分か

233件8974頭）や清浄化対策講習（過去３年間

れる。ウイルスが関与しない牛白血病は，散発

で22回）を行ってきた。

型と呼ばれ，子牛型（主に２歳未満に腫瘍が発

牛白血病ウイルス

生）
，胸腺型（主に若牛の胸腺（胸垂付近）に
腫瘍が発生）および皮膚型（成牛や若牛の皮膚

BLVは1969年，Millerら に よ っ て 初 め て 分

に腫瘍が発生）の３つに分類されるが，発生原

離された（Miller et al., 1969）。BLVはレトロ

因は不明である。一方，牛白血病ウイルス（Bo

ウイルス科デルタレトロウイルス属に属し，

vine leukemia virus: BLV）が原因となる地方

その遺伝子構造はヒトT細胞白血病ウイルス

病型が，本病のほとんどを占め，増加の一途を

（HTLV-1）に最も近縁なウイルスである（Saga

たどっている。現在，このBLV感染症に対す

ta et al., 1985）。BLVは種々の末梢単核球に感

るワクチンや有効な治療法はなく，発症すると

染し，宿主細胞の染色体にDNA（プロウイルス）

死に至る。牛白血病は，平成10年の家畜伝染病

として組込まれ（Panei et al., 2013），感染牛は

予防法の改正に伴い，新たに届出伝染病に指定

終生ウイルスを保持する。抗体によってウイル

された。平成26年の牛白血病届出数は2,415頭

スは排除されない。T細胞の腫瘍化を引き起こ

（北海道が392頭で最多発生）で，家畜伝染病予

すHTLV-1と異なり，B細胞を特異的に腫瘍化

防法が指定するウシの監視伝染病では最多であ

することが明らかになっている（Mirsky et al.,

る。この発生数は届出伝染病に指定された平成

1996, Schwartz et al., 1994）。BLV感染牛の大

10年（発生数96頭）の25.2倍にも達し，未だ増

部分は無症候感染（Aleukemia:AL）であるが，

加に歯止めがかかっていない（農林水産省 消

感染牛の20 ～30%がポリクローナルなB細胞の

費・安全局動物衛生課 監視伝染病発生年報：

異常増殖を呈する持続性リンパ球増多症（Pers

http://www.maff.go.jp/j/syouan/douei/kansi_

istent lymphocytosis:PL）を引き起こす。さら

densen/kansi_densen.html）
。2009年 か ら2011

に感染牛のうち２～３％はB細胞性の白血病で

年の検体を用いて行われた動物衛生研究所の大

ある地方病型牛白血病（Enzootic bovine leuk

規模調査（20,835頭）によると，国内のウシの

emia: EBL）を発症し，リンパ節に悪性リンパ

約35%が既に，
BLVに感染しており（Murakami

肉腫が形成され予後不良で死に至る（Schwartz

et al., 2013）
，淘汰事業の実施は極めて困難な

and Lévy, 1994, Gutierrez et al., 2014）。感染成

状況にある。診療現場や生産現場からは，本病

立からEBLの発症までには５～10年の潜伏期間

への早急な対策を求める声が非常に多い。北海

があるとされるが，近年若齢でのEBL発症も日

道大学大学院獣医学研究科ならびに北海道大学

本各地で確認されている。

動物医療センターでは，産業動物におけるウイ

病態進行過程や発症機序にはウイルス因子

北海道大学大学院 獣医学研究科

―1―

（Gillet et al., 2007）や宿主免疫応答（Kabeya

であり，ヒトの血絨毛性胎盤に比べ，母体

et al., 2001）などが関連するとされるが，全体

血流内の物質の胎仔への移行が起こりに

像は明らかになっていない。中でも特に，細胞

くいとされ，BLVの胎盤感染はHTLV-Iよ

性免疫の抑制は病態進行の一因とされ，PL牛

りも成立しにくいとされている。しかし，

ではAL牛と比較してIFN-γ，IL-2，IL-12など

129頭のBLV感染牛の産子を調べた最近の

のTh1サイトカインが低下すること，EBL牛お

報告によると，14頭（10.8 %）に胎盤感染

よびPL牛のCD4+T細胞はBLV抗原に対する幼

が認められ，特に，ウイルス保有量が多い

若化反応性が低下する一方で，IL-10が上昇す

母牛からの産子においては40%以上の感染

ることが明らかになっている。これらの報告か

が確認されている（Mekata et al., 2015）。

らBLV感染牛の病態進行には細胞性免疫の抑

このことから胎盤感染は，重要な感染伝播

制が深く関わっていると考えられている。さら

経路の一つであり，母牛のウイルス量は，

に，BLV感染牛群では乳房炎や肺炎などの日

新生子牛への伝播リスクに反映すると考え

和見感染症，ヨーネ病の発症への関与が疑われ

られる。これまでの報告から，リンパ球増

ており（Coussens et al., 2012）
，BLV感染によ

多症のウシは保有ウイルス量が多いこと

る細胞性免疫の抑制は，BLV感染症の病態進

が明らかである（注：しかし，ウイルス量

行のみならず他の感染症の発症にも関与してい

が多いウシのリンパ球数が多いとは限らな

ることが示唆されている。ほとんどの感染牛は

い）
。AL牛産子では感染子牛がいなかった

AL状態であり，生産性には影響はないとされ，

が，PL牛産子の約30%が感染子牛であっ

感染牛の牛白血病発症率も高くはない（Gutierr

たという過去の報告とも合致する（Agresti

ez et al., 2014）
。しかし，病態後期での生産性

et al., 1993）。よってリンパ球増多症や高

の低下は明らかであり，他疾患への感受性の影

いウイルス量を呈する母牛からの産子の感

響を考えると決して無視できない疾病である。

染検査は，清浄化対策において重要となる。
2産道感染は，出血を伴う出産時に感染リス

牛白血病ウイルスの感染経路

クが上がると考えられる。臨床研究では産

BLVは，ヒト免疫不全ウイルス（HIV）や

道が狭く，出血しやすい初産牛の産子に産

HTLV-Iと同様にウイルスを含む感染血液・乳

道感染が多いという報告もある。既述の報

汁によって伝播される。感染経路には垂直感染

告によると，BLV感染牛由来産子129頭中
10頭（7.7%）に産道感染が認められている

および水平感染が知られている。
①垂直感染

（Mekata et al., 2015）。

BLV感染牛の母体内で子牛への感染が成立

尚，受精卵移植や人工授精によるBLV

する胎盤（子宮内感染）感染，娩出過程で感染

感染伝播を示唆する報告もあるが，BLV

する産道感染，出生後，乳汁を介して感染する

は卵子および精子には感染（インテグレー

乳汁（経乳）感染がある。

ション）しないので原因とならないとされ
る。受精卵移植で感染仔牛が産出された場

1胎盤感染は，ウシの胎盤は結合織絨毛胎盤
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合は，レシピエントがBLV陽性牛で，上

汁のパスチャライザーによる加温処置は本

記の胎盤感染または産道感染による伝播で

来，ヨーネ菌，サルモネラ菌，大腸菌など

あ る（DiGiacomo et al., 1986）
。 一 方， 人

の下痢を起こす細菌感染症対策を目的とし

工授精用精液による感染もないとされる

たものであり，BLVの不活化の為ではな

（Monke et al., 1986）
。 し か し，BLVは 精

い。凍結処理では，細菌は死滅せず細菌感

子には感染しないが，精液にはウイルスが

染症の予防にはならないので注意が必要で

含まれる場合があり，自然交配や交配行為

ある。

（本交）による感染のリスクは，他のレト
②水平感染

ロウイルス（HIVやHTLV-1）と同様であ

牛群内で広がる水平感染の原因は，接触感染

ると考えられる。

（創傷感染），医原性感染および吸血昆虫による

3乳汁感染。乳汁を介して子牛が感染するの

ものである。

は，乳汁の中にも感染リンパ球を含むから

1医原性感染の主たるものとして，かつて行

である。HTLV-Iの場合，母乳を介した感
染が高いこと（約16%）が報告されている。

われていた同一注射針によるワクチン等の

ヒトと比較してウシは，出生直後の消化酵

連続接種があげられるが，現在は行われて

素の作用が弱い。かつ小腸上皮細胞が未熟

いないので，感染経路としてはないと信じ

なため，初乳中に含まれるタンパク質やリ

たい。2006年にKoharaらが，実験的に行

ンパ球等の細胞が小腸上皮から取り込まれ

った連続直腸検査で，プラスチック手袋を

直接血中へと移行する。このときに初乳中

介した感染伝播を証明した（Kohara et al.,

に含まれるBLV感染リンパ球も新生子牛

2006）。Koharaらによると，使用後の手袋

の血流内へ侵入することで感染が成立する

に血液が目視されない場合でも感染伝播が

と考えられている。しかし実際は，BLV

成立したそうである。この報告以降，注射

感染牛の初乳を摂取した子牛において，感

針の１頭１針に加え，プラスチック手袋の

染が認められない例も多く，むしろ陽性牛

１頭１枚が推奨されることとなった。同様

の乳汁を含むバルク乳を摂取した非感染母

に繁殖検診等に用いる超音波診断装置のプ

牛の産子や移行抗体が消失した時期の子牛

ローブからもBLVが検出されたという報

の方が，感染リスクが高いという報告もあ

告もあり，プローブの洗浄等にも留意する

る（Dimmock et al., 1991）
。感染牛由来の

必要がある。臨床現場では，プローブにデ

初乳を含めた乳汁による感染リスクについ

ィスポプラスチック手袋を装着して使用す

ては，まだ検証の余地があるが，乳汁中の

る等の工夫もされている。農場での種々の

BLVは，適切な凍結や加温によって死滅

作業についても注意が必要である。BLV

する。よって初乳等をしっかり凍結または

は血液を介して感染伝播するので，出血を

加温（56℃30分）した後，子牛に与えれば

伴う除角，削蹄，断尾，去勢，耳標等の装

乳汁感染は断つことが可能である。尚，乳

着など使用した器具に感染血液が付着して
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いると新たな感染のリスクが生じる。各使

れ，牛白血病を含めた吸血昆虫媒介性の疾

用器具の消毒は大原則で，出血した血液を

患やイエバエ等による機械的伝播による感

他のウシに触らせない，接触させないこと

染症の防御効果が期待されている。防虫ネ

が非常に大切である。このことから，生産

ットによる対策は，感染症伝播の予防効果

者だけでなく，牛群へ入る削蹄師や人工授

だけでなく，吸血時の痛みによるストレス

精師へのBLV伝播リスクについての啓発

の軽減も期待されており，臨床研究では防

活動も重要となる。

虫対策による生産性の向上も報告されてい

2ア ブ（Ohshima et al., 1981）
，サシバエ

る。しかし，農場から吸血昆虫をすべて排

（Buxton et al., 1985）等の吸血昆虫による

除することは極めて困難である。公共牧場

伝播がある（短期連続吸血しないダニで

においては，アブ等によるBLV伝播を防

は伝播しない。Morris et al., 1996）
。これ

ぐ為の分離放牧が非常に有効である実証成

は汚染注射器を使い回すのと同じ原理で，

果も多く示されている。北海道大学が関与

BLV感染牛を吸血した昆虫の口器に血液

した過去の事例では，ある公共牧場で，約

が付着したまま，次のウシへの吸血時に

40%がBLV陽性である牛群1000頭を対象に

感染リンパ球が打ち込まれることにより感

分離放牧を行った結果，下牧後の陰性牛の

染が成立する。Buxtonらの報告によると，

陽転率は1.9%であった。フリーストール牛

感染牛を吸血したサシバエ（口器）は，吸

舎においても同様に，同じ牛舎内であって

血後１時間では感染力がないことが示され

も陽性牛の隔離飼育が，接触感染や昆虫に

ており，短期連続吸血させないことが重要

よる感染を防ぎBLV伝播防御に有効であ

であると考察される。Ooshiroらの報告に

ることが示されている（安富ら）
。タイス

よると，サシバエによって感染伝播が疑

ト—ル牛舎では，BLV感染牛の隣になる

われた農場で，駆虫薬３種（イアータッ

ことで感染リスクが高まることが，改めて

グ，バイチコールおよびアイボメック）併

確 認 さ れ（Kobayashi et al., 2015）， 感 染

用によるベクターコントロールを実施し

牛と陰性牛を離して繋留する方法も有効手

た結果，BLV陽転を抑えることに成功し

段の一つであると考えられる。
放牧場やフリーストール牛舎などでは，

て い る（Ooshiro et al., 2013）
。 ま た， 大
城，津波らは，肉牛繁殖牧場におけるサシ

同居牛群内での創傷感染・接触感染もあ

バエ対策として，ハエの発生源である堆肥

る。各農場でのスペースの問題はあるが，

場に消石灰を散布し，幼虫を殺滅すること

BLV感染伝播を防ぐには感染牛の隔離が

でBLVの陽転防止に成功している（未発

極めて有効である。

表データー）
。北海道では，冬にはBLVの

生産性に与える影響

新規陽転が低下するとの報告もあり，これ
らの知見からも吸血昆虫対策は重要と考え

BLV感染症は急性感染症ではなく，牛白血

られる。近年，防虫ネットも販売が開始さ

病を発症するまでに数年の潜伏期間を要する。
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また，BLVに感染してもすべてのウシが発症

となっている。牛白血病発症による直接的な損

する疾病でない。このことが牛白血病の対策を

害のほか，産乳量の低下（Emanuelson et al.,

一段と困難にしている。BLVが感染しても大

1992, Da et al., 1993）や他の感染性疾病の発生

部分は何の症状を示すことないALとして経過

頻度が増加するという疫学研究も報告されてい

し，見た目的には健康である。実際に，BLV

る（Emanuelson et al., 1992）。日本においても

抗体陽性牛をモニターした研究の多くでは，生

BLV高率感染牛群は，非感染牛群より再診率

産上問題がないとされる（Tiwari et al., 2007ほ

や傷病率が有意に高く，経済損失を与えている

か多数）。しかし，感染牛という大雑把なくく

ことが報告された（Kakinuma et al., in press）。

りではなく，病態別に解析を行うと結果は異な

最近の我々の研究では，病態後期では，TGF-β

るであろう。本病は病態が進むと約３割が，血

等の免疫抑制因子を産出する制御性T細胞が増

液中のリンパ球が増えた状態のリンパ球増多症

加すること（Ohira et al., in submission）やNa

に陥る。さらに病態が進行すると最終的に２〜

tural killer細胞の活性が著しく低下することが

５％の感染牛が，Bリンパ球の白血病（肉腫形

日和見感染のリスクを上げていることが明らか

成）を発症する。病態後期になると生産性にも

となった（Nakahara et al., in submission）。ま

影響が出るのは明らかである。発症牛の症状は

た，生産性への影響に加え，牛白血病発生の農

様々で，体表のリンパ節の腫れが一番の特徴の

場に対する風評被害も確認されており，生産現

他，削痩，元気消失，食欲不振，眼球突出，乳

場からは本病に対する早急な対策が求められて

量減少，下痢，便秘などを示す。しかし，体表

いる。

のリンパ節の腫れは必ず現れるとは限らず，体

牛白血病対策

の中で腫瘍（心臓，脾臓，消化管や子宮等で）

①牛白血病清浄化の道，それは新たな感染を防

を形成し，獣医師や授精師が繁殖検診や人工授
精時の直腸検査で初めて気づく場合や食肉検査

ぐことから

所での検査で初めて腫瘍が発見される場合も多

既述したようにBLVに感染したウシのすべ

い。臨床研究では，腫瘍ができる場所によって

てが，発症牛というわけではない。牛白血病発

臨床症状が，かなり異なることが報告されてい

症牛は，共済の廃用認定を受けることができる

る。すなわち腫瘍が消化器系に発生した場合は，

が，牛白血病予備軍，すなわち発症していない

劇的な食欲喪失や削痩が認められ，子宮付近に

BLV感染牛を見つけたとしても，現在，淘汰

発生した場合は繁殖障害を及ぼすとされる。腫

補償はなく，清浄化を困難としている最大の理

瘍発生部位により臨床症状が異なることも，牛

由である。

白血病発症牛の摘発を困難にしている理由の一

重複になるが，BLVの感染経路は，感染牛

つである。

の血液や乳汁との接触である。この限局された

食肉検査所において牛白血病が発見された場

感染経路を考えると，汚染物との接触を阻止す

合，全廃棄になり，遡っての廃用認定は認めら

れば，理論上，感染拡大は阻止可能となる。こ

れず，農場に対する直接的な経済的損失の原因

れはHIVやHTLV-Iに対する感染予防対策と全
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設定値

牛白血病清浄化の試み
〜 感染牛清浄化へのシミュレーション 〜

100頭飼育群での例
北大の検査で平均陽性率である
20%陽性群としてスタ−ト

新たな感染牛を作らないことが重要です!!
淘汰更新をしても陽転率が高ければ、清浄化には結びつかない
7%陽転率 5%陽転率
無対策
10%淘汰

7%陽転率 9%陽転率
10%淘汰 10%淘汰

陽性牛 陰性牛
80
スタート時
20
74
1年目
26
69
2年目
31
64
3年目
36
60
4年目
40
56
5年目
44
52
6年目
48
48
7年目 52
52
45
8年目
55
42
9年目
58
39
10年目
61
36
11年目
64

陽性牛 陰性牛 陽性牛 陰性牛 陽性牛 陰性牛
20
80
20
80
80
20
14
86
17
83
84
16
8
92
15
85
88
12
3
97
12
88
92
8
0
100
10
90
96
4
8
92
99
1
4年目で清浄化
7
93
100
0
5
95
6年目で清浄化
4
96
2
98
1
99
0
100

7年間で半数以上
が陽性に！！！

11年目で清浄化

10%陽転率 12%陽転率
10%淘汰 10%淘汰

陽性牛 陰性牛 陽性牛 陰性牛
20
80
20
80
18
82
20
80
16
84
19
81
15
85
19
81
13
87
19
81
12
88
18
82
11
89
18
82
10
90
18
82
9
91
18
82
8
92
18
82
7
93
18
82
6
94
18
82

10%以上の陽転率 10%淘汰では清浄化は不可能！

く同様である。牛白血病の清浄化のために淘

し，BLV感染牛を優先淘汰した場合，理論的

汰更新を敢行しても，新しい感染，すなわち陽

に６年目で清浄化が達成されることとなる。さ

転率を抑えることが出来なければ意味をなさな

らに陽転率を５％に抑えた場合では，４年目で

い。そのためにも感染牛を把握し，感染伝播リ

清浄化が達成となる。しかし，いくら淘汰を敢

スクを抑えることが非常に重要となる。
例えば，

行しても陽転率９％では11年を要し，10%以上

本学での検査で平均的な陽性率である20%陽性

では不可能に陥ってしまう。このシミュレーシ

率を想定し，100頭飼育規模の牧場と仮定する。

ョンは机上の空論でしかないが，いかに陽転率

毎年のウイルス感染陽転率（新しい感染牛が出

を抑える，すなわち新たな感染を抑えることが

てくる割合）を７％と仮定し，無対策で放置

大切かを示したものである。大切な牛の淘汰に

とすると７年目には半数以上が陽性となる。そ

は経済的な問題が生じる。断腸の思いで行った

こで清浄化対策として年間更新率を10%と設定

淘汰更新が，牛白血病の清浄化に結びつかなけ
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最近の知見と対策について

過観察。

れば，その結果に失望し衛生管理等に対するモ
チベーションの低下にも及ぼすのは明らかであ

3BLV感染牛の隔離飼育（フリーストール

る。生産現場から我々に寄せられる実際のウイ

牛舎内に柵を設置し陰性牛と接触しないよ

ルス感染陽転率は非常に高いのが現状である。

うにした）。
4牛の動線を設置し，搾乳は⑴ウイルス陰性

残念ながら，
本病に対する淘汰補償がない現在，
極端な淘汰更新は困難であり清浄化への道は安

牛，⑵乳房炎牛，⑶ウイルス陽性牛の順で

易ではない。しかし，まずは，１つでも可能な

行った。
5初乳ならびに全乳に対する凍結処理（また

対策を実施し少しでも陽転率を抑えることから

は加温殺菌56℃ -30分）を行い，出生子牛

が清浄化への第一歩となる。

の哺乳管理を徹底した。
②牛白血病ウイルスの検出・診断方法

6出血を伴う処置（除角，削蹄，断尾，去勢
など）の使用器具やロープの洗浄・消毒を

現行の診断法は次の通りである（研究レベル

徹底した。

での診断法を除く）
。
1臨床診断：リンパ球数の測定（白血球ではな

7感染牛の分娩時の出血に対する消毒に注意

い）。血液塗抹観察による異型リンパ球の確

を払った。陽性牛の産子は，Nested-PCR

認

法による早期感染診断を行った。

2血 清診断法：ELISA法（BLV-gp51を抗原に

8ウ イルス量の定量による淘汰順位を設定

用いた抗体検出法（JNC株式会社）
）
，受身赤

し，生産性を第一に考慮した感染牛の淘汰

血球凝集反応試験（日本生物科学研究所）に

を行った（極端な淘汰更新は行っていな
い）
。

よる抗BLV抗体の検出。ゲル内沈降反応試験

9繁殖検診時等の直腸検査手袋使い回しをし

診断試薬はH26年より生産中止で入手不能。

ない。

3ウイルス遺伝子検出法：BLV-tax遺伝子をタ

10超音波のエコープローブに直腸検査用手袋

ーゲットとしたReal-time PCR法によるウイ

を装着し使用した。

ルス定量法（タカラバイオ株式会社）
。

11診療・人工授精・繁殖検診順序を徹底した
③農場，臨床獣医師および北海道大学が行った

（ウイルス陰性牛を先に，
感染牛を最後に）。

牛白血病対策の実施例

12畜主承諾のもと陰性牛の継続的検査を行っ
て，感染拡大がないかを管理した。

1畜主／農場従業員／臨床獣医師に対する牛

結果：３年間の陽転率は2.8％と極めて低く，

白血病対策講習会の開催と対策実施の意思

畜主らが行った対策が非常に有効であったこと

確認。
2全 頭（約500頭）の感染検査を実施。陰性

が示された。現在この農場では，ウイルス感染

牛は継続して検査を実施（預託後などの着

を含めた総合要因（生産性や受胎率の低さなど

地試験）。陽性牛は，定期的なウイルス量

を優先的に考慮）を考えた淘汰を実行し，感染

の定量およびリンパ球のモニターによる経

牛の清浄化に進んでいる。
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の排除に必要なサイトカインの産生やリンパ球

北海道大学における牛白血病研究

の機能が低下するなど細胞性免疫の抑制が顕著

感染免疫・腫瘍免疫において病原体や腫瘍を

である。しかし，その病態発生機序については

排除する活性化リンパ球は，
『免疫チェックポ

明らかではなかった。そこで各病態における免

イント』によって制御され過剰な免疫応答が抑

疫抑制因子の解析を行った。

えられている。この『免疫チェックポイント』
①PD-1 ／ PD-L1

は，種々の免疫制御（抑制）因子によって制御

PD-1およびそのリガンドであるPD-L1の発現

され，恒常性が保たれている。しかし一方で，
慢性感染症を含む難治性疾病では，種々の免疫

解析を行った結果，病態が進むに伴いPD-1は

制御因子の暴走が，病態の進行および維持に関

CD4+お よ びCD8+陽 性 細 胞，PD-L1はB細 胞 上

連することが示唆され，感染細胞や腫瘍細胞が

で発現が亢進していた。PD-L1の発現は白血球

排除されない免疫回避機序の一因であることが

数，ウイルス力価およびプロウイルス量と有意

示されている。このような慢性感染症や腫瘍疾

な正の相関を示す一方，免疫抑制の指標である

患ではProgrammed death 1（PD-1）に代表さ

IFN-γ発現量とは有意に負の相関を示しPD-1/

れる免疫抑制受容体が，エフェクター細胞上で

PD-L1が免疫抑制機序の一端であることが明

発現が上昇し，それぞれのリガンドと結合する

ら か と な っ た（Ikebuch et al., 2010, Ikebuch

ことで『エフェクター細胞の免疫疲弊化』を誘

et al., 2011, Ikebuch et al., 2012, Ikebuch et al.,

発し，細胞増殖能，サイトカイン産生能，細胞

2013, Nishimori et al., 2014）。

傷害機能を著しく低下させている。
②LAG-3，Tim-3，CTLA-4

我々は北海道大学に寄せられたウシや伴侶動
物の臨床検体を用いて，難治性疾病の病態発生

抗原特異的リンパ球に発現するLymphocyte-

機序の解析を行っている。その結果，それらの

activation gene 3（LAG-3），T-cell immunogl

病態進行にはPD-1などの免疫抑制受容体が深

obulin and mucin domain-containing protein 3

く関与すること，また，これらに対する抗体に

（Tim-3），Cytotoxic T-lymphocyte antigen 4

より疲弊化した抗ウイルス免疫や抗腫瘍免疫が

（CTLA-4; CD152）などのPD-1/PD-L1機構以外

再活性化され，難治性疾病の制御法として利用

の免疫抑制受容体についても免疫疲弊化への関

できることを明らかにした。本制御法の特徴は

与が示唆されていることから解析を進めた。

サイトカインの単独投与とは異なり，エフェク

ウシのLAG-3遺伝子を同定し，BLV感染ウシ

ター細胞を標的とすることから細胞増殖能をは

における発現解析を行った結果，病態が進む

じめ種々のサイトカインの誘導および細胞傷害

につれて，リンパ球上のLAG-3発現量が上昇し

機能など多機能的な効果により抗病原体効果や

ていた。このことはBLVの感染により発現が

抗腫瘍効果が発揮されることにある。現在，本

上昇するB細胞上のMHC class II（LAG-3リガ

学にて抗体製剤を用いた臨床応用試験を計画中

ンド）との相互作用が免疫疲弊機序の一つとし

である。BLV感染症の病態進行にはウイルス

て推察された（Shirai et al., 2011, Konnai et al.,
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2013）
。

最近の知見と対策について

らかとなってきた（投稿予定）。本研究室では

Tim-3は，Timフ ァ ミ リ ー に 属 す る 細 胞 膜

長年，BLVワクチン開発に取り組んできた。In

+

表面上の膜貫通タンパク質でありCD4 Th1細

vitro試験で有望だったワクチン抗原を応用し

胞の抑制性制御因子として同定されている。

たものである。しかし，様々な手法を用いて挑

Tim-3のリガンドとしてはレクチンの一種で

んだが，エフェクター細胞は確実に体内に存在

あるガレクチン-9（Gal-9）が報告されており

するのにもかかわらず，感染どころか発症すら

Tim-3の 糖 鎖 を 認 識 し て 結 合 す る。Tim-3は

防ぐことができなかった。今回の解析結果より，

Gal-9と結合することで細胞内へのカルシウム

ワクチンの無効化の原因には，ウイルスが備え

流入を誘導し，Tim-3+T細胞内に抑制性シグ

持つリンパ球の疲弊化という免疫回避機構が関

ナルを送ることで，Th1サイトカインや炎症性

与する可能性が示唆された。今後の慢性感染症

サイトカインの分泌および細胞増殖を抑制する

対策には，病原体が備え持つこの手強い免疫回

とともに，T細胞に対して細胞死を誘導する。

避機構を先回りした新規制御法の開発が必要と

+

+

病態別にBLV感染牛のCD4 およびCD8 細胞に

なるであろう。そのためにも今後，他の慢性感

おけるTim-3およびGal-9の発現量を解析した結

染症における免疫疲弊化について，より詳細な

果，病態進行に伴い上昇し，IL-2やIFN-γの産

研究解析が待たれる。現在，ヒトでは免疫チェ

生抑制の原因の一つであることも明らかとなっ

クポイントを標的としたバイオ医薬品が開発さ

た（Okagawa et al., 2013）
。

れ，臨床治験が活発に行われている。抗PD-1
抗体においては，2014年に臨床応用に至った。

BLV感染牛の病態別における制御性T細胞の
+

+

動態解析では，病態進行に伴いFoxp3 CD25

今後，牛病を含めた獣医畜産領域への応用も期

細胞が有意に増加しIFN-γの減少やTGF-βの増

待される。

加に伴う免疫抑制と相関していること，さらに

おわりに

制御性T細胞上のCTLA-4発現も病態進行につ
れて有意に発現が上昇しており，制御性T細胞

スペース，人手，経済的な事情は農場によっ

は免疫不全を伴うBLV感染牛の病態進行に深

て異なるので，紹介した農場のようにすべてを

く関与していることも明らかとなった。
（Suzuki

行うことは困難である。今回紹介した例は，数

et al., 2013 Suzuki et al., 2015）
。

少ないすばらしい成功例であるが，このような
対策により感染予防は可能であることが示され

③今後，何が必要か

た。今回の結果は，医原性感染（治療時などの

免疫異常（不全）を呈するウシの疾患は多い

感染）は獣医師によって阻止できると仮定して

が，機序については，ほとんど明らかになって

も，総括的には牛を管理する畜主の理解，協力

ない。これまでの我々の解析により，牛白血病

が絶対的に必要であることを示している。清浄

のほかにもヨーネ病，乳房炎，マイコプラズマ

化手段としての淘汰更新や分離飼育などは難し

症などの慢性感染症における免疫機能の低下に

いのが現状であるが，まずは１つでも可能な対

PD-1などの免疫抑制因子が関与することが明

策を実施し少しでも陽転率を抑えることが清浄
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化への第一歩となる。尚，この農場では牛白血

は，今後も検査診断を提供することでBLV感

病対策に加え，様々な衛生管理を行っており，

染コントロールや清浄化に尽力される農場や臨

対策開始後の乳量は年々増加している。

床獣医師に少しでも寄与できれば幸いである。

既に幾つかのヨーロッパ諸国（デンマーク，

本研究調査ならびに検査実施の一部は，農林

イギリス，スウェーデン）では，国家レベルで

水産業・食品産業科学技術研究推進事業および

の対策により本症の清浄化に成功しているが，

文部科学省科学研究費補助金によるものであ

日本での現状は清浄化に対する取り組みはな

り，㈱ゆうべつ牛群管理サービス・安富一郎先

く，本病による淘汰補償もない。現在の時点で

生，宮崎大学・目堅博久先生，柿沼獣医科医院・

は，BLVの感染検査を定期的に行うことで感

柿沼清一先生，沖縄県・大城守先生をはじめ，

染個体を認識し，感染経路である血液や乳汁か

多くの共同研究者および農場の皆様に深謝いた

らの伝播を防ぐ方法のみしかない。北海道大学

します。

大学院獣医学研究科と動物医療センターとして
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蚊の生態と衛生害虫としての蚊の存在
佐伯 英治
蚊とは節足動物門，昆虫綱，双翅目（ハエ

表１

目）
，長縫亜目，カ科に分類される衛生害虫の

順位

代表的存在であり，全世界で35属，3520種類以
上が知られている昆虫集団に与えられた総称で

１

ある22）。日本は国土が南北に長いため，北方系

２

から南方系の各種の蚊が比較的多く生息してお
り，不確定要素はあるものの17属112種類の分
布が記録されている22）。蚊は吸血により痒みを
もたらすのみならず，その際の唾液の注入によ
り人や動物に各種病原体を伝播する非常に危険
な媒介動物であるとの認識が世界共通の常識で
あるが，ともすればわが国ではその存在は軽ん
じられてきた。昨年のデング熱騒動で一時的に
蚊の重要性が再確認されたが，動物医療関係者
も含めて蚊に対する注意喚起が一般に広く浸透
したか否かは必ずしも確かではない。本稿では
生物としての蚊の特性および，蚊により媒介さ
れるいくつかの感染症の伝播方法について整理
してみたい。

蚊の分類とわが国における分布
蚊の分類にはいまだに流動的な要因があり，
現段階では必ずしも確立されていないようであ
る。ここでは田中21） の記載にしたがって紹介

上位15種の蚊と日本における分布1,2）
種

名

コガタイエカ

（属名）

日本における
分布域

（ナミカ）

アカイエカ/チカイエカ群（同上）

北海道以外
全国

３

ヒトスジシマカ

（ヤブカ）

東北以南

４

カラツイエカ

（ナミカ）

九州，沖縄

５

キンイロヤブカ

（ヤブカ）

北海道，
関東以北

６

ヤマトクシヒゲカ

（ナミカ）

全国

７

イナトミシオカ

（同上）

８

トラフカクイカ

（カクイカ）

９

オオクロヤブカ

（クロヤブカ）

全国

10

ハマダライエカ

（ナミカ）

全国

11

キンバラナガハシカ

（ナガハシカ）

12

フタクロホシチビカ

（チビカ）

13

ハマダラナガスネカ

（ナガスネカ） 沖縄，奄美

14

ヤマトヤブカ

15

シナハマダラカ

本州南西部
以南
東北以南

本州南西部
以南
東北以南

（ヤブカ）

全国

（ハマダラカ）

全国

するが，わが国に認められるには２亜科，４族，
17属（34亜属）が生息する。表１には最近の10
年間に関東地方の住宅地（品川区，新宿区，府
中市，東久留米市および成田市）
，公園および

は種による嗜好が存在する。主たる蚊類の好適

農村，
水田地帯
（新潟県砂潟湿地，
島根県出雲市，

発生場所について表２に示したが，蚊の防御対

徳島県阿南市，茨城県新利根町）をおもな対象

策のターゲットは幼虫あるいはサナギのステー

22）

地として，国立感染症研究所が実施した調査

ジに限られるので，それに合わせた手段の選択

で採集された蚊の個体数について，上位15位ま

が必要になる。表２の人工的な生息場所につい

でとそれらの主な分布域などを示した。

ては，これらを可能な限り排除すればある種の
蚊の発生は軽減できる。

蚊が発生する場所，すなわち蚊の産卵場所に

サエキベテリナリィ・サイエンス
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表２

おもな蚊の発生および生息水域

水域の性状

具体例

特徴

地表性

沼，湖，湿地，潟，水田，
用水路，井戸など

恒常的に水をたたえる
（水域が広く，水深が深い）

ナミカ属（イエカ類）
アカイエカ，コガタイエカ
カラツイエカ

林内の水たまり，雪解け水の湿
地，排水溝など

一時的に水がとどまる
（水域が狭く，水深が浅い）

ヤブカ属
エゾヤブカなど北方系の蚊

竹の切り株，樹洞，
植物の葉腋（葉の付け根），
岩のくぼみ

自然にできた器
（容量が小さい，公園や緑地など）

器状

おもな蚊類

ヤブカ属
ヒトスジシマカ，ヤマダシマカ
トウゴウヤブカ，ヤマトヤブカ
オオクロヤブカ
ナガハシカ属
キンパラナガハシカ

花立て，水桶，水瓶，雨水マス，
人工容器
ヤブカ属
古タイヤ，空き缶
（容量が小さい，日常生活圏に近い）
ヒトスジシマカ，ヤマトヤブカ
ナミカ属（イエカ類）
アカイエカ
文献21より一部改変引用

横浜市（動物園）

比較的最近報告された蚊の生息状況調査

キンバラナガハシカ（0.72%）

昨年のデング熱国内発生事例以前から衛生行

ヤマトクシヒゲカ（0.72%）

政の一環として，あるいは公衆衛生学的見地か
ら蚊の調査は継続的に実施されてきた。

オオクロヤブカ（2.17%）

その

ヤマトヤブカ

カラツイエカ（0.46%）
コガタイエカ（0.34%）
クシヒゲカの１種（0.23%）
フタクロホシチビカ（0.19%）
ハマダラナガスネカ

（0.04%）

（5.07%）

いちいちは詳述できないが，調査の目的はデン

トラフカクイカ

グ熱よりはむしろウエストナイル熱の侵入阻止

（5.34%）

のためである。本稿では比較的最近におこなわ
れた各地方の調査報告の一部を紹介する。それ
ぞれの報告に種構成や採集蚊数に差異がみられ

ヒトスジシマカ
（32.33%）

るのは当然であるが，それは蚊の採集法や採集

アカイエカ群
（52.31%）

場所の地整，当該調査年の気候条件などの要因
が複雑に絡み合うためである。異同はあるもの
の，近接の地域の成績は蚊媒介性感染症のリス
ク管理に極めて有用な情報となることはいうま

図１

でもない。
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神奈川県横浜市の動物園内における捕獲採
集蚊の種構成13）

蚊の生態と衛生害虫としての蚊の存在

藤沢市（大学構内）
オオクロヤブカ（0.6%）
キンバラナガハシカ（3.7%）

京都市市街地（2013 年度）
コガタイエカ

コガタイエカ（0.1%）

（0.4%）

オオクロヤブカ（0.3%）
ヤマトヤブカ

（0.2%）

ヤマトヤブカ

（6.9%）

アカイエカ群

（26.1%）

図２

アカイエカ群
（46.1%）

ヒトスジシマカ
（62.5%）

図４

神奈川県藤沢市の大学構内における捕獲採
集蚊の種構成18）

沖縄県本島、与那国島（2005 年度）

大阪府内（2011 年度）
トウゴウヤブカ (0.04%)

ムラサキヌマカ（0.3%）

キンパラナガハシカ (0.02%)

ナンヨウヤブカ（0.6%）
アシマダラヌマカ（0.9%）
シナハマダラカ（2.8%）

ヤマトヤブカ (0.02%)

カラツイエカ
(0.02%)

コガタイエカ (1.9%)

カラツイエカ（0.2%）

キンイロヌマカ（0.06%）

トラフカクイカ（0.06%）

トウゴウヤブカ（0.03%）

タテンハマダラカ（2.9%）
ヒトスジシマカ（3.4%）

キンイロヌマカ

(0.02%)

ヒトスジシマカ
(48.9%)

京都市内における捕獲採集蚊の種構成８）

CDCトラップ法で採集した蚊であり，夜間採集され
た蚊の98%がヒトスジシマカで捕獲のピークは７月，
一方昼間採集されたおもな蚊はアカイエカ群（捕獲の
ピークは６月）とヒトスジシマカ（同じく７月）が占
めていた。

隣接する神奈川県の２市であっても採集された蚊の種
類には差がある。しかし，ヒトスジシマカとアカイエ
カ群の２群で全体の80%以上を占めており，これらが
圧倒的優占種である。

シナハマダラカ (0.09%)

ヒトスジシマカ
（53.0%）

不明（0.5%）

オオクロヤブカ
（3.8%）

アカイエカ群
(49.1%)

キンイロヤブカ
（21.8%）

ネッタイイエカ
（34.3%）

コガタイエカ
（28.2%）

図３

大阪府内における捕獲採集蚊の種構成2）

図５

大阪府内20カ所が対象であり，2011年６月第４週から
９月第２あるいは４週までにCDCトラップ（ドライ
アイス）法により採集された，総計5605匹についての
成績である。アカイエカ群とヒトスジシマカで全体の
98%を占める。両者の構成比率に差はない。

沖縄県における捕獲採集蚊の種構成19）

沖縄本島の豚舎，牛舎，水田，野鳥飛来池および与那国
島の役場，畜舎および野鳥飛来池で採集した蚊の構成
比である。本州との気候条件および採集場所の地勢が
異なるため，蚊の種類構成には大きな差異がみられる。
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表３

おもな蚊類の吸血行動にかかわる特性
種類

動物嗜好性

日周期

移動距離（km）

吸血態度

アカイエカ

鳥類，人

夜間

1.5

探索型

コガタイエカ

ブタ，ウシ，鳥類，人

夜間

2.0

探索型

ヒトスジシマカ

人，犬，小型哺乳動物

昼間，薄暮

0.4

待ち伏せ型

トウゴウヤブカ

シカ，ウシ，犬，人

昼間，薄暮

－

待ち伏せ型

キンイロヤブカ

ウシ，ブタ，人，大型哺乳動物

昼間，薄暮

0.025

待ち伏せ型

オオクロヤブカ

ウシ，人，大型哺乳動物

昼夜間，薄暮

－

待ち伏せ型

シナハマダラカ

ウシ，ウマ，人，大型哺乳動物

夜間

1.0

探索型

キンパラナガハシカ

ネズミ，人，小型哺乳動物

昼間

－

待ち伏せ型
文献８を一部改変作表

図４の脚注で触れたが各種の蚊がもつ行動特

から体腔液中に移動する。体腔中のアミノ酸の

性として，吸血の日周性（吸血時間帯）のほか

濃度が高まるとそれがトリッガーとなり卵の発

飛翔あるいは移動範囲，吸血時間帯や動物嗜好

育が開始される24）。

性等を整理しておく必要がある。

れぞれ70~80個の卵巣小管が集まり構成されて

蚊の左右一対の卵巣はそ

いる。血液由来のアミノ酸を材料として脂肪体

蚊の口器と吸血

でつくられた卵黄タンパク前駆体（ビテロジェ

吸血のため動物に飛来する雌成虫は，ほとん

ニン）は卵巣小管中の各濾胞に１個ずつ存在す

どの種類ですでに交尾をすませている（交尾後

る卵細胞に吸収蓄積され，やがて卵の完成にと

吸血）
。もちろん雌成虫のみが吸血をおこなう

もない産卵行動が始まる（この卵形成過程にお

が，それは卵の発育に高タンパクの血液を必要

ける吸血はない。産卵終了後，次の産卵準備に

とするためであり，雄は夜露や果汁，花の蜜か

入ると吸血欲が高まる）
。蚊の雌はこの吸血と

らエネルギー源の糖分を摂取する。雌成虫も

産卵のサイクルを繰り返す。多岐にわたる蚊の

日常のエネルギー源としては糖分を必要とし

なかには，雌成虫が吸血せずとも産卵する種類

ており，栄養源の糖分を含んだ物質は浸透圧の

（無吸血産卵種）が70種類ほど存在する（これ

影響を防ぐため嗉嚢にいったん蓄積され，少し

らの蚊には病原体媒介能はない）
。チカイエカ

ずつ中腸に送られて消化される。一方，糖質の

は初回の産卵時に限って無吸血の状態で産卵す

少ない血液成分は直接中腸に送り込まれ，吸血

る。以降の産卵には他種と同じく吸血が必要と

後３～４日経過するとアミノ酸に分解され中腸

なる。
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蚊の生態と衛生害虫としての蚊の存在

以上の吸血行動をスムースに完了するため，

膚との引っ掛かりがなくなり，動物から容易に

蚊には非常によく統制された吸血機構が具備さ

離れることができる。吸血管を内包する口針の

れている。そのシステムの根幹は精巧につくら

長さは１～２㎜で，その半分ほどを皮膚内に穿

れた蚊の口器にある。

入する。吸血管は弾力性のあるレシチンで裏打
ちされたキチン板からなり，先端の1/5はとく

小顎には根元の方向に向かう10 〜20の鋸歯
様構造物が備わる。まず片側の小顎で基部から

に柔軟で前後左右自由に動き血管を探索する。

連結する筋肉を使って皮膚組織を切り開き，そ

蚊は直接血管から吸血するため，吸血管の先端

の部位に鋸歯を引っかける。続いてもうひとつ

が真皮に到達しなければ吸血できない。真皮内

の小顎をその部位にあて，引っかけたほうの小

に占める毛細血管の容積は１～２％程度といわ

顎を挙上すると新たに差し込んだ小顎がより深

れているので口針が血管をとらえるのはそうそ

く皮膚に入り込み，その結果吸血管や唾液管を

う容易ではなく，そのような場合は吸血管を皮

深部に挿入できる。蚊は頭部をおもり替りとし

膚組織の途中まで引き抜き再度血管を探すこと

て弾みをつけ，毎秒６～７回の割合で針を打ち

になるが，うまく血管にヒットしなければ口針

込む。抜針する際には小顎の歯面が内転して皮

を完全に引き抜きもう一度初めからやり直す。

口針の解剖

吻

下唇

下唇
図６

蚊の口器の模式図（ミクロワールド「理科」 2010年度第15回

蚊

吸血の秘密の画像を参考に作画）

吸血していない状態の蚊の口吻は６つの構造物（口針部分）がひとつにまとまり，それを下唇が鞘のように囲い込んでい
るため，外観上はあたかも１本の針のようにみえる。
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小顎

唾液管

小顎

大顎

大顎

吸血管
図７ 口針を解剖し拡大した模式図
（ミクロワールド「理科」 2010年度第15回 蚊 吸血の秘密の画像を参考に作画）
口針部分を解剖すると皮膚面を切り裂いて針を差し込むための支えとなる１対の小顎，吸血するための管状の吸血管（上
唇），吸血管と一体となり下咽頭を形成する唾液管，非吸血時には吸血管と唾液管を両側から抱き込みそれらの開口部を
ふさいいで液漏れを防ぎ，吸血時には先端がずれて吸血管や唾液管などの管口が露出するように動く１対の大顎からなっ
ている。

この血管探索行動をinfective bitesとよび，口

然ながらある一定の時間が必要となる（表４）
。

針の抜き刺し行動にともない唾液が繰り返して

病原体の増殖・発育日数には気温が影響してお

注入される。Infective bitesの回数が増えれば

り，一般に至適温度の範囲は25~30℃であるが

22）

気温が高ければその期間は短縮し反対に低い場

病原体伝播の危険性も高まる 。

合は遅延する。一定期間経過すると病原体は感

蚊の寿命と病原体の伝播との関係

染可能となり，それらの蚊は寿命がつきるまで
ベクターとして機能する。

吸血とともに蚊に侵入しいくつかの関門（い
わゆる感受性）を越えた病原体が，蚊体内で増

他の病原体に比べて短期間で増殖するチクン

殖あるいは発育したのちに唾液腺あるいはその

グニア熱ウイルスを除き，ほとんどが感染可能

周辺部位に集合して感染が可能となるには，当

となるまでに10日あるいはそれ以上を要する。
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表４

で減少する。

蚊体内に侵入した病原体が感染可能となる
までに要する期間
病原体

病原体を含んだ血液を吸引した蚊が新たな宿

期間

主にこれを伝播する機会は，それ以降何回目か

日本脳炎ウイルス

10 ～13ないし14日

の吸血時にある。飽血した雌の蚊は産卵し，そ

デング熱ウイルス

８～10ないし11日

の後24時間以内に吸血欲が亢進して再吸血に向

チクングニア熱ウイルス

２～６日

かう。吸血と吸血のインターバルは種によって

黄熱ウイルス

９～12日

若干の違いがあるが，おおよそ３，４日である

ウエストナイル熱ウイルス

10 ～14日

マラリア原虫

10 ～15日

バンクロフト糸状虫（ヒト）

10 〜14日

犬糸状虫

10 〜14日

（このインターバルを栄養生殖環という）。蚊の
体内における病原体の増殖や発育が蚊の吸血あ
るいは産卵行動に影響しないと仮定すると，雌
成虫が感染可能蚊になるまでには３，４回の吸
血と産卵を繰り返す計算になる。この伝播の概
要について，犬糸状虫を例にとり模式化すると

つまり病原体を保有する人や動物から吸血し

図８のようになる。上述のように，吸血した蚊

た蚊は，少なくとも10日程度は生存していなけ

の24時間後の生存率は80%程度といわれている

れば感染伝播はない。それでは蚊の寿命はどの

が，何らかの病原体を体内にとり込んだ蚊の生

程度か，またその間にどのように活動している

存率はこの数字よりも低下する。また犬糸状

のであろうか，それらを蚊の生活史に照らし合

虫の場合，体内にミクロフィラリア（mfと略）

わせて明らかにしたい。

を10匹程度吸引した蚊は100%死亡し，mfが２，

雄成虫は羽化後数日で力尽きて死ぬ。一方雌

３匹程度ならば感染力のある幼虫にまで発育可

成虫は生涯に１～４回産卵することから，雄に

能という。もちろん蚊の生存率は低下する。つ

によれ

まり，野外で犬糸状虫の感染幼虫を保有する蚊

ば，ヒトスジシマカについて６月から10月まで

は存外低率であると考えられる。これらの推察

観察した結果，６月採集の雌成虫は最長で40.8

はいくつかの論文で明らかである。たとえば

日，最短は９月採集の13.8日，その他の月では

畑6）によれば金沢市で採取されたアカイエカの

21.3 ～26.5日であったという。一般的には高温

0.66%，同じく大分市の報告1） ではヒトスジシ

多湿の条件下では寿命は延長する。越冬可能な

マカの0.1%およびコガタアカイエカの0.2%が犬

雌成虫では４か月以上生存して次の年を迎える

糸状虫の感染幼虫を保有していたという。しか

ことになる。しかしその一方，自然界における

しこの数字をもって，犬糸状虫の感染機会は決

蚊成虫の24時間後における平均生存率は80％で

して高くないと判断するのは早計であろう。た

あるといわれている。既述のごとく，何らかの

とえば蚊の保有率が0.1%ということは，感受性

病原体が伝播可能となるまで10日以上は必要で

動物が1000頭（ヒトも含めて）存在すれば，そ

あるため，それまで生き残って感染源を供給し

のうち１頭が感染する可能性があるという見方

うる蚊は，実際には元の個体数の10％程度にま

も可能である。

比べて寿命はかなり延長する。津田

22）
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1 回目吸血

吸血の際に蚊に侵入

1 回目産卵

犬糸状虫感染犬

×

ミクロフィラリア

3日
第 1 期幼虫

2 回目吸血

犬体内の発育

2 回目産卵

×

14 日
第 3 期幼虫
（感染幼虫）

3 回目吸血

6日
3 回目産卵
4 回目吸血

5 回目吸血

蚊体内の発育
4 回目産卵

9日
第 2 期幼虫

吸血の際に皮膚から侵入

図８

蚊の生活史に連動した犬糸状虫の蚊体内における発育と伝播

①犬糸状虫感染犬から蚊が吸血時にミクロフィラリアを同時に吸引（感染０日目），３，４日後に第１回目産卵
②24時間以内に第２回目の吸血（動物種は問わない）。犬糸状虫は第１期幼虫に発育するが感染力はない（×で表示）。３，
４日後に第２回目産卵
③24時間以内に第３回吸血（動物種は問わない）。犬糸状虫は早期の第２期幼虫に発育。いまだ感染力はない（×で表示）。
３，４日後に第３回目の産卵
④24時間以内に第４回吸血（動物種は問わない）。犬糸状虫は早期第３期幼虫ないし気温が高い場合は感染幼虫に達して
いる虫体もある（感染はおこりうる。△で表示）。３，４日後に第４回目の産卵
⑤24時間以内に第５回目の吸血。吸血の際に口針の刺創から第３期幼虫が侵入する（○で表示）。吸血相手の動物種には
こだわらないが，このときの吸血対象が犬ならば犬糸状虫の発育サイクルが循環する。

会的かつ集中的な取り組みが必要である15）。②

蚊の防御対策

は個人的な対応であり即効的な方法である7）。

蚊への対策は①蚊の発生防御および，②成虫

表２に示した広い水域を発生源とする蚊を駆

に対する忌避（殺虫を含む）にわけて考えるこ

除絶滅させる，すなわち幼虫やサナギを駆除絶

とになる。①は幼虫に対する環境対策であり社

滅することは技術的にも経済的にもほぼ不可能
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である。したがって，現実的に蚊から身をまも

雨ざらしのバケツなどの用具・容器，ビ

るすべは②に頼ることになるが，局所的にある

ニールシートのたるみ，空の弁当容器，古

限られた時間内個人的に蚊から刺されるのを防

タイヤ，旗立てやのぼりなどの支柱，植木

御できれば，①の駆除の目的は部分的には達成

鉢の水受け，放置された空き缶，ペットボ

されたといえなくもない。

トルや空きビン，散水用の水受け，水生植

もちろん，比較的狭い水域，しかも生活圏に

物の鉢などは片づけるか週に一度水を抜

きわめて隣接する水域からの発生を個々に予防

く，あるいは替える。地面や木，岩のくぼ

する意義はきわめて高い。昨年のデング熱発生

みなどは水がたまらないよう充填剤の埋

をうけ，各自治体からは蚊の対策についてさま

設，水飲み場の排水ますのつまり除去

ざまな提言がなされている。それら情報と最近

３．やぶや草むら，よどんだ池や川に注意
吸血後に葉や草にとまって休む性質があ

の報告17）を参考に蚊の防御対策を列記した。

るので，雑草の定期的刈取りや樹木の選定

蚊の対策とは

で日当たりと風通しを確保。湿った落ち葉

Ⅰ．蚊に刺されないための対策（成虫対策）

やコケにも産卵する種類があるので落ち葉
の清掃。よどんだ池には魚の放流など。

１．網戸の点検，扉・窓の開閉を素早く
２． 肌の露出を最小限に（長袖，長ズボン，

４．建物内や屋上など排水に注意
雑排水層や受水漕室の排水漕などの蓋の

靴下着用・素足を避ける）

。雨水ま
確認と防虫網対策（チカイエカ）

３．虫除けおよび蚊取り線香の適宜使用

すや排水のつまり確認，散水栓などの水の

化学的方法としてDEETあるいはピレス

溜まり具合のチェック

ロイド系薬剤

５．寺社や墓地には蚊が多い

天然成分としてニームオイル（センダン

花立て，あか受け，石鉢，おけ，手水鉢

抽出物）やシトロネラオイルなど

などの水は不要ならば抜いておく（ヒトス

４．物理的方法として薬剤塗布した蚊帳，無

ジシマカ対策）。

処置蚊帳の使用，蚊のトラップ方法として

６．必要ならば殺虫剤の投与

電気虫取り器，モスキートマグネット

雨水ますのように水を除去できない対象
Ⅱ．蚊の発生を防ぐ（幼虫対策）

については，幼虫の殺虫剤による防御（有
機リン剤，ＩＧＲ製剤，ピレスロイド系）。

蚊の防御は水中に生息する幼虫の段階のう

デング熱発生時などの緊急対策

ちに実施する。すなわち，対応が可能な小さ
い水域はできる限り水をなくすための日々の

成虫の忌避目的で使用する薬剤であるDEET

注意が必要。

は，人を対象に古くから使用されてきた薬剤で

１．雨水ますや排水ますの定期的点検（つま

あり，すでに50年以上にわたり使用されている。

りを除く，殺虫剤の投入）

その間に20,000以上のあらたな化合物が検討さ

２．周辺の水たまりの撤去

― 21 ―

れたが，いまだにこれを上回る広いスペクトラ

これがピレスロイド系薬剤への抵抗性発達を抑

ムと効果持続期間をもち，かつ商業的にも成功

制しているものと考えられている12）。その一方

3）

を収めた製剤はないという 。DEET製剤はわ

で，ピレスロイドに対する高い抵抗性を示すア

が国でもいわゆる虫よけとして一般に市販され

ラビア産ネッタイシマカも知られている12） な

ているがそれは人体用であり，動物用の医薬品

ど，害虫と殺虫剤に歴史は抵抗性と耐性とのせ

はない。人体用のDEETは直接皮膚への使用も

めぎ合いの歴史である。ピレスロイド系殺虫剤

可能であるが23），衣服やベッド，テントなどへ

抵抗性に関与するナトリウムチャンネル遺伝子

の使用が広くおこなわれている。動物への使用

も特定され，そのプライマーも対象害虫の抵抗

5）

性に関する判断材料として汎用される20）。各種

は避けるべきとの記述も多い 。
DEETは昆虫の嗅覚受容器に作用することで

節足動物に対する天然由来成分の忌避効果につ

忌避作用を発揮するといわれている9）。DEET

いて，現在も活発な開発研究がおこなわれてい

とともにピレスロイド系製剤の忌避的効果もよ

る10）。

く知られている。吸血昆虫類は宿主への滞留お

まとめ

よび吸血時間が短いため，忌避的作用でなけれ
ば防御の意味はないが，ピレスロイド系のひと

最近出版されベストセラーとなった昆虫学者

つであるペルメトリンは，DEETとともに外部

丸山宗利氏の「昆虫はすごい」
（光文社新書）

寄生虫忌避・殺ダニ剤の双璧をなす。ペルメト

の一節にもあるように，人類にとって最も恐ろ

リンは節足動物に対する神経毒性が長時間持続

しい吸血昆虫は「蚊」であり，世界的にみると

することによる殺虫効果が高く，本剤の忌避作

野生動物による人の死亡原因の第１位は蚊が媒

用はこの毒性の延長上にあると考えられてい

介する感染症である。わが国で蚊というと，た

る4）。ピレスロイド系殺虫剤の節足動物におけ

とえばことわざにある「蚊のなみだ」や「蚊ほ

る作用点は，ナトリウムチャンネルにあること

どの何々」のごとく，小さくてとるに足らない

14，
20）

。ノックダウン剤に

存在と捉えられがちであるが，蚊の生態や生物

属するピレスロイド系薬剤は，空間忌避剤とし

学的特性を改めて学習すると，現状，人智を越

て長くその寿命を保っているが，空間忌避によ

えてほぼコントロール不可能なタフな生物群で

る防虫効果は害虫の致死を目的とした手法では

あることがよくわかる。

が明らかにされている

ないためそれら個体群に対する選択圧が低く，
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豚繁殖・呼吸障害症候群（PRRS）の
国内状況と抗体検査の重要性について
矢原 芳博
はじめに

PRRSの歴史

豚繁殖・呼吸障害症候群（Porcine Reprodu

1980年代後半，欧州各国と米国より母豚の繁

ctive Respiratory Syndrome; PRRS）は，ニド

殖障害（特に早産の多発）と離乳子豚の事故率

ウイルス目，アルテリウイルス科，アルテリウ

が増加する奇妙な疾病が多発しているという報

イルス属に属するPRRSウイルス（PRRSV）に

告が相次ぐようになった。死亡する離乳豚が耳

よって引き起こされる，妊娠母豚に対して早産

翼等にチアノーゼを呈する事から「ブルーイヤ

を主とする繁殖異常と離乳豚を中心とした呼吸

ー病」，原因が分からない事から「ミステリー病」

器病を主徴とする新興感染症のひとつである。

など様々な名称で呼ばれていた。
（表１）

PRRSVが本病の原因ウイルスとして発見され

世界各国で同時多発的に発生したこれらの疾

た1991年からすでに四半世紀が経とうとしてい

病は，1991年にオランダ中央獣医学研究所の

るが，PRRSは，いまだに世界各国の養豚業界

Wensvoortらが原因ウイルスを発見し，レリス

において最も経済的に被害の大きい感染症とし

タットウイルスと命名して以来，すべて同一

て恐れられている。本稿では，PRRSのこれま

のウイルスが原因である事が分かってきた1），2）。

での歴史と対策の難しさ，さらには診断方法の

病原ウイルスの発見によって，各地で別々に呼

進歩と重要性について，養豚生産現場の試行錯

ばれてきたこれらの疾病は，繁殖障害と離乳後

誤の状況も交えながらご紹介したい。

子豚の呼吸器症状の両方（あるいは片方）が主

表１

PRRSV発見前に世界各地でPRRS類似疾病に名付けられていた病名

Abortus blauw

Porcine reproductive and respiratory syndrome (PRRS)

Blue ear disease

Blue-eared pig disease

Enfermedad misteriosa del cerdo

Rätselhafte schweinekrankheit

Epidemisch spätabort der sauen

Seuchenhafter spätabort der schweine

Lan er bing (Chinese)

Sindrome disgenésico y respiratorio del cerdo

Heko-Heko disease (Shimizu et al., 1994) Sindrome misterioso del cerdo
Maladie blue du porc

Syndrom reproductif et respiratoire du porc

Maladie mystérieuse du porc

Swine infertility and respiratory syndrome (SIRS)

Mystery pig disease

Swine plague

Mystery swine desease (MSD)

Swine reproductive and respiratory syndrome

New pig disease

Syndrome dysgénésique et respiratoire du porc

Plague or 1988-1989

Syndrome HAAT
(Hyperthermie-Anorexie-Avortement de la Truie)

Porcine epidemic abortion and respiratory
Wabash syndrome
syndrome (PEARS)
（Zimmerman 2003）

日清丸紅飼料株式会社 総合研究所

検査グループ
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症状であることから，豚繁殖・呼吸障害症候群

Boad）の2011年の試算ではPRRSによる経済的

（PRRS）と呼ばれるようになった。

被害は少なくとも年間6.64億ドルに上ると試算

一方，日本でもやはり1980年代後半から各地

されている6）。この様な経済疫学的研究は日本

で同様の疾病が報告されている。当時はそれぞ

でも行われており，山根らは日本国内における

れが同一の原因による疾病だとは分からず，各

PRRSによる被害総額は年間283億円に上ると

地で風土病的に考えられ，欧米の場合と同様

試算している7）。

に様々な病名で呼ばれていた。1994年，Shim

PRRSVが持つ特徴

izuら3） は，千葉県を中心に「ヘコヘコ病」と
して知られていた離乳豚の呼吸器病発症豚から

PRRSV発見以来，過去からのウイルス性の

PRRSVの分離に成功し，欧米で発生している

呼吸器病の対策例に倣い，様々な対策が試みら

PRRSが既に日本にも存在している事が確認さ

れてきたが，PRRSVにはそれ自身が持つ特徴

れた。これを契機に間接蛍光抗体法（IFA）に

により，従来からの対策がなかなか効果を発揮

よる抗体調査が日本でも広く行われ，既に日本

しない。

全国で非常に高率に浸潤している事が明らかと

PRRSVが 持 つ 特 徴 の １ つ は， ウ イ ル ス が

4）
，
5）

なった

標的とする細胞が，本来肺の局所免疫を担当

。

する肺胞マクロファージだという事である。

しかし抗体陽性農場のすべてが，高い離乳
後の事故を示している訳ではなかった。同時

PRRSV実験感染後数日の豚の肺を採材し，気

に様々な機関で行われた野外分離PRRSVの実

管より還流液を流し込み，回収すると，健康な

験感染でも，PRRSV単独感染では，野外の養

豚では数億個のマクロファージが採取できる

豚場で見られるような激しい呼吸器症状を再現

が，感染豚の肺からは，死滅したマクロファー

できない事がほとんどであった。以上の２つの

ジが採取できるのみとなる。この事実からも，

事実を組み合わせて考えても，野外の養豚場

PRRS感染後の肺では局所免疫が抑制され，他

で発生しているPRRSという疾病は，PRRSVの

の病原体の２次感染の影響を受けやすくなるこ

単独感染のみで起きる単純な感染症ではなく，

とが容易に想像できる。
（図１）

PRRSV感染により免疫に影響を受けた子豚が，

第２の特徴として，本ウイルスのウイルス排

引き続き２次感染病原体の影響を受け，複数の

出期間の長さが挙げられる。通常ウイルス感染

病原体の多重感染を受けている状態であると考

の場合，局所感染を突破し，全身感染に移行す

えられる。このような複数の呼吸器病の多重感

る際には，血液を介し（ウイルス血症）全身へ

染状態は，現在では豚呼吸器病症候群（Porcine

ウイルスが届けられる。宿主はこれに対抗す

Respiratory Disease Complex ; PRDC）として

るため抗体を産生し始め，抗体の量があるレ

広く理解されている。

ベルに達すると，血中ウイルスは中和され，全

い ず れ に し て もPRRSは1990年 代 以 降 の 養

身に分布したウイルスも死滅し治癒に至る。し

豚産業における経済的被害の主要な要因であ

かしある種のウイルスは，血中抗体が上昇した

り続けており，全米養豚協会（National Pork

後でもウイルス血症が継続する。これを持続感
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PRRS ウイルス
本来ウイルスの感染、増殖を防御する肺胞マクロファージの
中で増えてしまう！

マクロファージ
図１

PRRS対策が難しい理由（その１）

染（persistent infection）と呼ぶが，PRRSVの

ヨーロッパ型と北米型に分類されるが，両型間

場合このウイルス血症の持続期間が非常に長い

のこの領域の相同性は60％程度しかない。ちな

ことが知られている8）。これは農場内において，

みに日本で分離されるPRRSVのほとんどは北

絶えず感染源となるウイルスが供給されている

米型である。北米型間のORF5は15％以上の変

という事であり，疾病のコントロールに対して

異が見られるといわれている。この部位の変異

は大きな障害となる。
（図２）

が10％以上見られる株間の交差免疫はきわめて

第３の特徴は，PRRSVの遺伝子変異の幅が

部分的なものとなり，異なる株によるPRRSの

非常に大きい点である。PRRSVはゲノムとし

再発症も起こりうるとされている。さらに，世

て一本鎖RNAを持つ。約１万５千塩基からな

界で分離されるPRRSV株のORF5部位の遺伝子

るPRRSVのRNAゲノムは，７つのオープンリ

配列を系統樹解析すると，北米型株については

ーディングフレーム（ORF）を持ち，１つの

大きく５つのクラスターに分類される。日本で

酵素と６つの構造蛋白をコードしている。こ

も，野外分離株のORF5配列のシークエンスの

のうち，GP5と呼ばれるウイルス膜上の糖タン

比較を行ったデータでも，同一農場に異なった

パクをコードするORF5領域は，600個強の塩

クラスターのウイルス株が同時に存在し，さら

基で構成されるが，このORF5領域は，全ゲノ

に経時的にそのパターンが変化している事がわ

ムの内で最も変異が激しい。一般にPRRSVは

かっている9）。つまりPRRSVは一つのウイルス
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一般的なウイルス感染の場合

２日

感染

１週

抗体上昇

２週

３週

４週

PPRS ウイルス感染の場合

２日

感染

１週

２週

３週

４週

ウイルスを排出する期間が長い

７週

５週

６週

７週

PRRS対策が難しい理由（その２）

北米型PRRSウイルスのORF5遺伝子に
基づく分子系統樹

でありながら，その変異株が多様であるため，
PRRS耐過豚群であっても別の株の浸潤を受け
た時に，再度の発症を起こす危険を孕んでいる。

系統Ⅱ
2/32
（6%）

1/32
（3%）

６週

抗体上昇

図２

系統Ⅴ

５週

（図３）
最後の特徴は，獲得抗体の持続期間が短く，
特に農場内に長期間飼育される母豚群の保有抗
体のばらつきが大きくなりやすい点である。現
在PRRSV抗体検査法としてはELISAが一般的

系統Ⅰ

に行われるが，母豚によっては感染後数ヶ月で

7/32
（22%）

系統Ⅳ

台湾

系統Ⅲ
20/32
（63%）

（吉井

図３

動薬研究

抗体が低下し，陰転する場合すらある。また

中国

PRRSVに対するウイルス中和抗体は感染後４
週間以上たって出現し，しかもそのレベルは非

1992～93年分離株
2000～01年分離株

常に低いといわれている。
これらの事実から，PRRSV浸潤農場におい

ピッグジャーナル2006年５月号より）

ては，何の対策も打たなければ，母豚の抗体価

PRRS対策が難しい理由（その３）
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は陰性のものから非常に高い抗体価のものま

ョン（部分的な豚群入れ替え）もPRRS対策と

で，ばらつきが大きく，なおかつその状態が長

して多用されている。現在では極端な早期離乳

期間継続することとなる。これは即ち移行抗体

は，その後の母豚の繁殖成績への悪影響が大き

のバラツキを意味し，生後，子豚は移行抗体消

く，かつ体重の小さな哺乳豚を離乳させ飼育す

失と同時にばらばらに感染をするため，農場内

る難しさから行われなくなりつつあるようだ

でのウイルスの制御が極めて難しくなる。

が，離乳豚を他の豚群と隔離するという考え方
は本疾病の対策の基本的な原則となっている。

PRRS対策のポイント

特に北米ではPRRS出現前後で，飼育システム

実際の養豚生産現場における疾病制御にお

がマルチサイト化へ大きくシフトした。一つの

いては，上記のようなPRRSV特有の問題点を

ウイルス病が，養豚産業全体のシステムをドラ

理解した上でPRRS対策を考えなければならな

スティックに変えてしまった点で，PRRSとい

い。元来PRRSを対象に考案された方法ではな

う疾病は養豚の歴史上大きな意味を持つといえ

いが，1980年代に提唱された方法として，隔離

る。
さらに上記のような隔離飼育を成功させるた

早期離乳（Segregated Early Weaning； SEW）
がある 。これは哺乳豚を，移行抗体が消失し

めには，少なくとも分娩直後から離乳前までの

ない日齢で離乳して，離乳後は他の子豚のいな

哺乳子豚をPRRSVに感染させない事が大前提

い施設に離乳することで，感染を分断し発症を

となる。まずは哺乳豚には十分な移行抗体を賦

防ぐという考え方である。このSEWの効果を

与する必要がある。このためには母豚群の抗体

より確実にするために，繁殖部門と離乳部門を

レベルを充分に引き上げなくてはならない。繁

別農場とし，かつ両農場の距離を数百マイル以

殖サイクルに組み込まれた繁殖母豚にPRRSV

上離すという，いわゆる２サイトシステムも考

抗体を積極的に保有させる事は難しいので，繁

案された。それまでも繁殖農場と肥育農場を分

殖母豚（特に外部の農場から導入される育成母

けるシステムは存在したが，温度管理の必要な

豚）は育成期間中に十分な時間をかけて，隔離

離乳舎は，繁殖農場側に置かれるのが通常であ

しながらPRRSVに暴露させ，完全にウイルス

った。
（日本にはこのタイプの２サイト農場は

排出をしなくなってから経産母豚群に繰り入れ

現在でも良く見られる。
）現在ではさらにこの

る方法が有効である。この方法をいわゆる馴致

考え方を発展させたマルチプルサイトシステム

（Acclimatization）と呼んでいる。このように

10）

を採用するインテグレーターと呼ばれる巨大養

離乳豚の隔離飼育の成功のための前提として，

豚生産会社が北米では主流となっている。また

農場内の母豚を「抗体は持つが，ウイルスは排

農場の設備を完全に更新するような“マルチサ

出しない」状態にそろえてやることが重要であ

イト化”ではなく，とりあえず既存の離乳舎を

る。なお馴致は，言葉を変えれば人工的な感染

空舎にして，その間は別な飼育場所を確保し，

ということもできる。馴致の実行に当たっては，

一定の空舎期間を取った上で再び既存の離乳舎

農場内に広めるべきでない他の疾病が存在しな

を使用するという，パーシャルデポピュレーシ

い事を確認した上で行うべきであり，そのよう
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な病原体の存在下では馴致は行うべきでない。

表されるような飼育環境の整備は，現在では

PRRSVに対しては，現在世界的に数種のワク

PRDCの最も有効な改善対策である事が，世界

チンが発売されており，日本ではそのうちの１

的に認められている。ノースカロライナ州立大

種が発売されている。このPRRSワクチンは発

学のMcCawは，1995年にPRRS対策として，２

売当初は子豚接種用のワクチンであったが，現

次感染菌への暴露を減少させるための管理面か

在では母豚の免疫安定化の際の目的で使用され

らのアプローチ法をMcREBELTM（Managem

ることが多い。

ent Changes to Reduce Exposure to Bacteria
and Eliminate Losses）として発表した11）。そ

実際の養豚場におけるPRRS対策の実例

の内容は，里子の方法や哺乳豚の分娩舎での管

ここまで，PRRSVの出現の経緯とこのウイ

理の方法などを具体的に列挙しており，米国の

ルスの持つ特徴，さらにこれらの特徴を踏まえ

大規模農場においては，必ずしも熟練した管理

た対策について述べてきた。加えて，実際の養

者でなくともPRRSのような疾病存在下の養豚

豚場ではPRRSVが単独で疾病を起こすことは

場でウイルス及び，それに続く２次感染病原体

稀で，農場内に存在する他のウイルスや病原性

の広がりを防ぐためのマニュアルとして実践さ

細菌が複雑に絡み合って目に見える疾病が形作

れている。

られている。これらの多重感染の形態は，既に

効果的なPRRS対策を検討するための
血清抗体検査の重要性

紹介したPRDCとして知られており，これらの
病原体が渾然一体となって発症しているのが一
般的である。死亡豚の剖検所見の違いや，抗体

これまで述べてきたように，養豚生産現場で

検査によるプロファイルテスト等により，これ

PRRS対策を検討する際には，現時点でPRRSV

らの病原体の関与の程度，あるいはどのような

が豚群にどのように浸潤して，どの程度の免疫

病原体が２次，３次感染の原因となっているの

状態にあるのか，農場に浸潤しているPRRSV

かを推定することは，その農場のワクチネーシ

はどのようなタイプなのか，単独の株なのか複

ョンプログラムや投薬プログラムを組む上で非

数の株が同時に浸潤しているのか等々につい

常に重要である。しかし逆に，死亡豚の病性鑑

て，正確に把握する必要がある。このような状

定や抗体検査で違う病原体がピックアップされ

況把握のためのツールとして有効なのが，血清

る度にワクチネーションや抗菌剤を頻繁に変更

抗体検査と遺伝子検査である。この２種類の検

しても，効果が無いばかりか事故が長引いてし

査を組み合わせる事で，農場に浸潤している

まう原因になりかねない。

PRRSVの遺伝子型とその多様性の把握，さら

まずは，PRRSVの特色を念頭に入れ，母豚

には実際にウイルス感染が起きているステージ

の免疫安定化，離乳子豚のロット毎の隔離（オ

の把握，農場内の豚の免疫保有状態の把握が可

ールイン／オールアウト）を粛々と進めていく

能となる。本稿においては，特に血清抗体検査

必要がある。

に絞って，その活用の実際例をご紹介したい。

上記のようなオールイン／オールアウトに代
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浸潤状況を知る方法として広くELISA（Enzy

の頭数とその群の有病率，さらに検出確率の３

me Linked Immunosorbent Assay；固相酵素

つのパラメーターを決定すれば，その豚群で採

抗体法）が使用されている。ELISAは，主に血

材すべき頭数が決定できる。PRRSの場合，農

清中の抗PRRSV特異抗体を高感度かつ簡便に

場内でのウイルス浸潤速度は極めて速いため，

捕らえられる優れた方法であり，他の疾病診断

有病率は非常に高く設定しても良いと考えられ

にもよく使用される方法である。本来ELISA

るので，各群の採材頭数はより少なくてすむは

によって判断できる事柄としては，厳密には陽

ずである。たとえば大まかに，50％の有病率を

性であるか陰性であるかの定性的判断のみなの

示す豚群において，95％の確率で摘発するため

だが，さらに一歩進んで，農場内のさまざまな

の検査頭数は，１群の頭数が10頭でも500頭で

ステージの豚からある程度の数量のサンプルを

も４頭となる。45％の有病率であれば５頭であ

抽出し，各群の吸光度値を比較することで，農

る。（獣医応用疫学

場内のPRRSVの浸潤状況を大まかに把握する

した。）

文永堂出版

P92を参照

ことができる。これがいわゆるプロファイルテ

このような事から，我々はPRRSのプロファ

ストという手法である。我々は，この方法を定

イルテストを行う場合，農場の母豚規模に関わ

期的に積み重ねていくことにより，PRRSVの

らず，１群の頭数を４～５頭としている。ただ

農場内の継時的な動きを掴みながら，実際の農

し同じステージの豚でも２カ所の豚舎に分かれ

場における対策を検討している。本稿では，実

ていてお互いに豚の行き来がない場合は，これ

際の養豚生産現場において，ELISA抗体値を

を２群とみなす。
さらに一貫経営農場であれば，母豚群は，育

どのように読み取っていくかについて考えてみ

成豚，１～２産豚，３産以上豚の３群に分け，

たい。
現在日本で市販されているPRRSのELISAキ

肥育豚は，30，60，90，120，150，180日齢の

ットは２種類あり，いずれも高感度かつ高精度

６群に分ける。各群５頭ずつであれば45頭，４

に抗PRRSV特異抗体を検出可能である。また，

頭ずつであれば36頭が一農場の基本採材頭数と

両メーカーのキットの比較試験においても，ヨ

なる。
（表２）
この構成単位で，年間最低２回，できれば

ーロッパ型と北米型の両方の株に対しても同様

季節ごとに４回のサンプリングを行うことで，

な反応性を示すことが確認できている。

PRRSVの農場内での動静が見えてくる。

これらのキットを使用して血清抗体検査を行
う場合，販売種豚の陰性チェック等の目的以外

さらに最近では，綿製のロープを豚房内に吊

では，豚群全体の状況を知るための検査が主要

るし，豚房内の豚が十分に口でくわえた後に，

な目的になる。

このロープを絞り，唾液を収集し，血清の代わ
りに抗体を調べる方法も実用化されつつある。

ある養豚場において，農場全体のPRRSVの
浸潤状況を確認しようとした場合，まずは，ど

「コットンロープ法」と称されているこの方法

のステージの豚をどれくらい採材すれば良いか

を使えば，採血の労力と技術を必要とせずに豚

を考えなければならない。統計学的には，豚群

群の抗体保有状況をモニタリングできる。ただ
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た豚などが混在しているので，ここから生産さ

表２ 養豚場でのプロファイリンクテストにおける
サンプリング頭数の一例
ステージ
母豚

育成母豚
１～２産豚
３産以上豚

４～５
４～５
４～５

母豚計

12 ～15

30日齢
60日齢
90日齢
120日齢
150日齢
180日齢

４～５
４～５
４～５
４～５
４～５
４～５

子豚計

24～30

合

36～45

子豚

計

れる哺乳豚が得られる移行抗体もまたばらつき

頭数

が大きいものとなる。また，分娩直前に胎盤感
染してしまった初生豚は生まれながらにウイル
スを排出しながら，移行抗体の低い周りの哺乳
豚への水平感染源になってしまう。このような
農場の子豚の抗体価も，またばらつきの大きな
推移となる。
図４のケースでは，30日齢の時点でも，移行
抗体，感染抗体を持つ豚が混在しており，さら
に抗体陰性の豚も混じっている。まだ感染して
いない子豚は60日齢にはすべて感染を受け，抗
体値はピークに達する。当然症状も哺乳中から
始まって離乳舎で爆発し，呼吸器症状による死
亡は相当数に達する。そしてその後抗体は出荷

有病率45 ～50%、検出確率95％とした場合、１群の頭数
は、10頭でも500頭でも４～５頭で良い。
ただし、同じ日齢でも、相互に豚の行き来がなく、隔離
された豚舎であれば別群として扱う必要がある。

時までゆっくりと低下していく。このように，
農場内のPRRSVの感染状況は，個々の豚の抗
体値の高さと，群内でのばらつきを見ながら判
断していく。

し，コットンロープ法で得られた唾液サンプル
を，現行の市販キットを使用して抗体検査を行

次に，図４のような状況から，さまざまな

う場合には若干のプロトコールの変更が必要と

PRRS対策（母豚の免疫状態の安定化，離乳豚

なる。

の隔離飼育など）を講じていくと，徐々に図５
のような抗体推移に変化していく。母豚群につ

農場ごとの抗体分布の実際例

いては高い抗体値を示すものが減少し，全般に

上記のような単位での採材を行った場合の抗

低いレベルに収束していく。これを受け，30日

体分布の例を見ながら，その解釈についてお示

齢の子豚のレベルのばらつきも少なくなり，分

ししたい。

娩舎で感染する哺乳豚が見られなくなってく

まず農場内でPRRSVが活発に活動し，繁殖

る。その後の子豚間の水平感染のスピードも少

成績も悪く，離乳後の事故率も高い農場の例を

しずつゆっくりとなり，抗体値のピークは90日

図４にしめした。母豚群は産次に関わらず，高

齢に遅れてくる。その後の肥育豚の抗体値もだ

い抗体値から陰性までばらつきが非常に大きく

んだんとばらつきが小さくなる。

なっている。このような母豚群では，今まさに

さらに育成母豚の馴致が理想的に進むと，図

ウイルスを排出している感染豚，感染を受けて

６のような推移に変化していく。育成母豚群は

いない陰性豚，感染耐過して防御抗体を獲得し

馴致期間中に感染を受け，ウイルス排出を終え
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激しい浸潤の例

状況改善途中の例
高い↑

高い↑

抗体値

抗体値

↓低い

↓低い

１８０日齢

１５０日齢

ステージ

１２０日齢

90

日齢

60

日齢

30

日齢

図５

３〜産豚

PRRS ELISA S/P比のステージ別分布の例

１〜２産豚

育成豚

１８０日齢

１５０日齢

ステージ

１２０日齢

90

日齢

60

日齢

日齢

３〜産豚

１〜２産豚

育成豚

図４

30

PRRS ELISA S/P比のステージ別分布の例

さらにコントロールが進んだ例

陰性化途中の例
高い↑

高い↑

抗体値

抗体値

↓低い

↓低い

１８０日齢

１５０日齢

１２０日齢

ステージ

90

日齢

60

日齢

30

日齢

図７

３〜産豚

PRRS ELISA S/P比のステージ別分布の例

１〜２産豚

育成豚

１８０日齢

１５０日齢

１２０日齢

ステージ

90

日齢

60

日齢

日齢

３〜産豚

１〜２産豚

育成豚

図６

30

PRRS ELISA S/P比のステージ別分布の例

ると，全例が高い抗体値を示し，陰性豚は見ら

を防げた場合には，ウイルスが増殖できる余地

れなくなる。このような育成母豚が数回分娩を

がなくなり，清浄化が進む。図７にその過程の

繰り返すと，徐々に抗体値が低下していく。経

一例を示した。子豚群での抗体陽転時期が徐々

産豚群に，特に高い抗体値が見られていないの

に後ろに下がっていく。このような状況で，バ

で，経産母豚群内での感染が見られないことが

イオセキュリティを強化し，ワクチン接種や馴

分かる。子豚群の抗体推移は図５の時よりさら

致をやめると，最後には肉豚の出荷直前の豚で

に低下し，子豚の陽転日齢は90日齢まで遅れ，

も抗体陽転しなくなってくる。母豚群の抗体が

各ステージのばらつきが少なくなってくる。

低下してくるのはそれより遅れるが，最終的に

図６のような状態をしばらく維持できて，農

は全例陰性の状態を迎える事となる。ただしバ

場内に遺伝子タイプの異なったPRRSVの侵入

イオセキュリティが不完全な場合，このような
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経過をたどる途中で，外部からのPRRSVの侵

接表すものでないという事を常に頭に入れてお

入を受けると，場合によっては初発生時のよう

く必要がある。

な重篤な被害を受けるリスクもある。農場の抗

まとめ

体推移がだんだんと図７のような状態に近づい
てきた場合には，そのまま清浄化へと進むため

ここまで，実際の農場のプロファイルテスト

にワクチンや馴致を止めるのか，外部からの侵

を例に挙げて，PRRS抗体値の解釈の方法を述

入のリスクを回避するために，ワクチンや馴致

べてきた。もちろん実際の農場の場合には，陽

を継続するのか選択する必要がある。

性農場にさらに変異したPRRSV株の感染を受
けたりして，さらに複雑な様相を呈している場

抗体検査を読む上での注意点

合も多いと思われる。またこれらの考え方は，
数多くの抗体検査結果とその農場の実際の状況

ここでひとつ注意しなければならないのは，
農場全体でPRRS抗体レベルが非常に高く，抗

を付け合せながら得られた知見であり，いわば

体値もばらついているのに，農場の生産成績は

「経験則」であるので，場合によっては違う解

良好で，PRRSらしき症状が見当たらないとい

釈も成り立つ可能性もある。

うケースもありうるという事である。PRRSと

PRRSという疾病についてはまだまだ不明な点

いう疾病は他の病原体との相互作用やストレ

も多く，抗体値の読みに関しても，さらに見直

ス感作の状況により，疾病の重篤度や症状が多

すべき点があるのかもしれない。本稿をお読み

様に変化するのが特徴であることは繰り返し

になった方々と，抗体検査結果の解釈について

説明してきた。抗体検査で捕らえているのは

ディスカッションができれば我々にとっても望

PRRSVがその豚群でどのように動いているか

外の喜びである。

ということであり，それが豚の症状の状態を直
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牛急性大腸菌性乳房炎の治療と
臨床現場でできること
篠塚 康典
の特徴を理解し，ステージに応じた有機的な治

はじめに

療を現場に還元しなければならない。

大腸菌やクレブシエラといったグラム陰性桿

本稿では，臨床現場で遭遇する機会の多い病

菌を原因菌とする急性大腸菌性乳房炎（Acute

態ステージと治療について述べるとともに早期

Coliform Mastitis: ACM）の特徴は，①病態の

発見・早期治療を実践するために臨床現場でで

進展が非常に早いこと，②他の乳房炎との発病

きることとしてNOSAI広島北広島家畜診療所

病理の違いから治療方針が異なる，の二点であ

の取り組みについて紹介する。

る。グラム陽性菌による乳房炎は，１個の菌体

ACMの病態

から蛋白毒素が放出され，その特異的な作用に
よって特異的な病像を作る一方，原因菌がグラ

ACMの病態の進展を図１に示した。感染成

ム陰性桿菌である場合は，菌体の一部であるエ

立から臨床症状発現，進展のスピードはきわめ

ンドトキシン（Lipopolysaccharide: LPS）に対

て早いため，早期発見・早期治療が大原則であ

する生体反応が非特異的な病像を作る。ACM

る。ACMを極めて早期に発見した場合の治療

の病態はLPSに対する純粋な生体反応が過剰と

の基本は他の感染症と同様に抗菌剤投与である

なり自己傷害的に働いている状態といえ，この

が，臨床例の多くは何らかの全身的な臨床症状

ことに対する治療が感染コントロールと同様に

により発見されることが多く，この時の病態は

重要となることが特徴的である。生体の炎症

すでにSIRSであることが多い。すなわち，乳

反応は時間軸に沿った動的な現象であり，急

房局所では感染が成立し，全身的には高サイト

性の経過をたどるACMの場合は病態ステージ

カイン血症となっているので，病態は「局所感

に応じてその両者の治療バランスに注意が必

染の存在するSIRS」である。この時期に無処

要な時期がある。臨床例の初診病態ステージ

置あるいは不適切な治療が行われると次の病態

は様々なので，ACMの効果的な治療には的確

へ進展する。各種サイトカインによって血管拡

な病態ステージ評価が前提となる。これまでに

張，末梢血管透過性は亢進し，生体が必要とす

ACM治療法に関する多くの臨床報告がされて

る心拍出量が得られない循環不全状態を惹起

きたが，病態ステージのばらつきのため治療効

し，敗血症性ショックの病態を呈する。この時

果の評価が難しいという現状があった。このよ

期に，適切な介入による循環補正や感染症対策

うなACMの病態理解に全身性炎症反応症候群

などの全身管理が行われないと多臓器障害，多

（Systemic Inflammatory Response Syndrome:

臓器不全へと進展し死の転帰をとる。

SIRS）の疾患概念が導入され1），その後高サイ
SIRSの概念

トカイン血症と臨床症状の関連も明らかにされ
2）

SIRSは侵襲によって全身的な炎症反応が惹

てきた 。炎症性サイトカインが過剰となった
SIRSからSHOCKへの病態悪化の流れは早く，

起されている状態をさし，高サイトカイン血症

治療方針・内容も病態ステージに応じて変わっ

である。ヒトの場合の診断基準3）をウシへ応用

てくる。臨床獣医師はこのようなACMの病態

し，表の条件のうち２つ以上を満たす場合と
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多臓器不全
多臓器障害
敗血症性ショック

死

高サイトカイン血症（SIRS）
症状

好中球の動員･活性化
血管透過性亢進
SIRS：Systemic Inﬂammatory Response Syndrome

ET遊離･認識･免疫応答

全身性炎症反応症候群

感染の成立
時間
図₁

表

ACMの病態の進展

る。しかし，見逃すと重大な結果を招くACM

SIRSの診断基準（ウシの場合）

の診断としてSIRSという感度の高い診断基準

項 目

値

体温

＜38℃ または 40℃＜

脈拍

90/min以上

に行うべきだと考えている。したがって，全身

呼吸数

20/min以上

症状をともなう甚急性乳房炎では，SIRSの診

WBC（㎣）

＜4000 または 12000＜

を採用することは，誤診（見逃し）による農家
の損害防止という観点からも意義が高く積極的

断を行う。SIRSの診断基準にあげられている
徴候はすべて炎症性サイトカインの投与によっ

少なくとも２項目を満たした場合

て再現できるが，ACMの臨床症状で特徴的な
のものは第一胃運動の消失であるとの報告もあ

定義している。SIRSの臨床的診断基準はゆる

る4）。SIRSは，敗血症から敗血症性ショック，

く，また感染症によらずともいろいろな重症急

それに引き続く多臓器障害・不全へ発展する流

性疾患によって惹起されるあいまいな病態であ

れの初期段階であり，非常に危険な状態である。
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敗血症性ショック

出量が増大し，末梢血管が拡張しているhyper

ショックとは，何らかの理由による急性全身

dynamic stateと末梢血管透過性亢進によるthi

循環障害によって，重要臓器や細胞機能を維持

rd spaceへの漏出によるhypodynamic stateで

するのに必要な血液循環が得られないために生

あ る。hyperdynamic stateで は， 末 梢 血 管 拡

じる異常状態をさす。これは介入による補正が

張に伴う血圧低下を補うため末梢循環量が増

必要なレベルの循環不全であり，病態に応じ

加するので高熱と皮温が高いことが特徴的で

た補液による循環管理と原因の除去が必要と

warm shockとも呼ばれている。呼吸促迫があ

なる。エンドトキシンによる敗血症性ショック

って呼吸性アルカローシスに傾くが，極期ない

は血管拡張による血液分布異常性ショックに分

し末期には組織の酸素利用が減少するため乳酸

類されるが，末梢血管透過性亢進による循環血

増加による代謝性アシドーシスとなる。臨床的

液量減少性ショックの側面も併せ持つことが特

にはSIRSの所見に加え眼球充血（写真１）等

徴的であるため，病態理解のため２つのステー

が見られる。このhyperdynamic な循環動態の

ジに分けて考えられている。すなわち，心拍

変化をもたらすメディエータとして，炎症性サ

第１病日

第２病日

第３病日

第７病日

写真1

眼結膜充血状況
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イトカインが関与していると考えられており，

可逆的な病態へ進展する初期段階であり，非常

IL-1やTNFの実験的投与によってhyperdynam

に危険な状態である。したがって治療の基本方

5）

ic shockを引き起こすことが証明されている 。

針は①SIRSからの脱却，②SIRSの原因である

hyperdynamic shockの状態が続くと心機能は

LPSコントロール，③LPSの由来である原因菌

次第に低下し，hypodynamic stateへ進む。エ

コントロール，の三点である。病態の進展が極

ンドトキシンによる毛細血管の透過性亢進にと

めて早いため，治療はこれらの方針に従ってで

もなう循環血液量減少性ショックであり，皮

きるだけ早期に行うべきであるが，ここで問題

温が低下することからcold shockと呼ばれてい

となるのは，③の治療として抗菌剤を用いた場

る。

合の菌の大量死滅に伴う一過性のLPS遊離（以
下医原性LPS）の存在である。SIRS状態である

病態ステージの診断

生体に抗菌剤を用いた治療を行うことは，医原

病態の進展に伴い全身症状は強くなり症状は

性LPSによってさらなる炎症反応の誘発が危惧

悪化する。重篤度の評価法として全身症状（体

され，病態を悪化させる可能性がある。医原性

温，脱水の程度，第一胃運動，沈鬱度）や局所

LPSが臨床例においてどの程度の役割を演じて

症状（分房の硬結，腫脹，疼痛，乳汁性状）を

いるかを示した直接的なデータはないが，初診

スコア化し指標とする報告 や，臨床症状と一

時の抗菌剤投与は有害であったとの臨床評価の

般的な血液学的検査値と組み合わせて重篤度の

報告もある8）。感染の制御は生体の炎症反応の

推定や予後判定を可能とした報告7）がある。こ

制御と同列に重要であるが，この病態ステージ

れらの指標を利用しながら臨床獣医師は現場で

における原因菌コントロールには生体の炎症反

病態ステージを診断，治療することになるのだ

応とのバランスを考慮した治療が必要だと考え

が，各病態ステージに明確な境はない。病態ス

られる。生体の炎症反応は時間軸に沿った動的

テージの評価が難しい場合は，次のステージに

現象であり，したがってこのステージのACM

準じた治療を行うべきで，半日後の再診によっ

治療には優先順位が存在する。

6）

て病態の流れをつかむことができる。
医原性LPS問題を考慮した治療

局所感染の存在するSIRSの治療

多くのACM症例では抗菌剤による原因菌コ

この病態ステージの治療には

ントロールを要するので，医原性LPSによる影

優先順位が存在する

響を最小にする工夫を治療に組み込む必要があ

ACMの 病 態 の う ち， 局 所 感 染 の 存 在 す る

る。医原性LPSへの対応法は，①乳房内の原因

SIRSという時期は原因菌であるグラム陰性桿

菌絶対量を減らし殺菌に伴うLPS総遊離量を抑

菌の細胞壁に由来するLPSに対する純粋な生体

える，②医原性LPSに対する生体反応をあらか

反応が自己傷害的に働き，高サイトカイン血

じめ抑制する，の２点が考えられる。①の方法

症となっている状態である。高サイトカイン血

として，オキシトシンを用いた頻回搾乳や乳房

症は，その持続により全身循環に支障を生じ不

内洗浄療法があげられる。抗菌剤による殺菌を
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行う前に，乳房内の原因菌を物理的に除去する

集積しており，この状態で何らかの理由によっ

ことによって菌量を減らし，抗菌剤を投与した

てサイトカインの再誘導が起きると活性化して

場合の菌の死滅に伴うLPS総遊離量の減少が期

いる好中球は著しい反応を示し生体に悪影響を

待できる。頻回搾乳・乳房内洗浄療法は，同時

及ぼすことが報告12） されている（セカンドア

に乳房内に充満しているLPSや大量の活性化し

タックセオリー）。ウシにおいてはこのことに

た好中球も除去可能であり，安価で安全で特別

関する報告はまだないが，医原性LPSがサイト

な技術を要しない治療法である。抗菌剤の投与

カイン再誘導のトリガーとなっている可能性も

前に乳房内洗浄療法を実施すれば予後に悪影響

考えられる。

9）

がないとの報告 もされており，本法の臨床的
抗菌剤の選択

意義は大きいと考えている。抗菌剤の殺菌機序
の違いによりLPS放出量が異なるという報告は

抗菌剤の選択は薬剤感受性試験に基づくこと

複数されているが，いずれの抗菌剤でも少なか

を原則とするが，原因菌制御という目的を達成

らずLPSが放出されることからその存在を認識

するためには，必要な濃度の薬剤が必要な部位

することが重要であり，抗菌剤の選択基準は薬

に十分な時間デリバリーされなければならな

剤感受性を基本とすることが推奨される。②に

い。そのためには薬剤の特性と投与方法に注意

ついては，LPSチャレンジモデルを用いた試験

が必要である。臨床現場での抗菌剤選択の基準

でグルココルチコイド投与によるLPSに対する

の一つとして，静菌性のものの方が殺菌性のも

生体反応抑制が報告10） されている。この中で

のよりもLPS放出が少ないという理由も用いら

グルココルチコイドの局所投与は全身投与に比

れている13） が，同じ薬剤でも高濃度で用いた

べ２時間程度効果の発現が早いことが示されて

方が，LPS放出が少ないという報告もあり14），

いる。臨床例では多くの場合細菌感染が持続し

大動物臨床現場での診療形態を考慮すると時間

ており，同時に細菌の分裂・増殖の過程での

依存性のものよりも濃度依存性のものを用いる

LPS遊離も持続していることを考慮すれば，グ

ことも選択の基準となり得る。また，治療対象

ルココルチコイドは局所および全身投与が合理

は炎症動物であり，炎症部位への薬剤分布は不

的である。ヒトでは髄膜炎の抗菌剤治療による

明な部分もあることに加え，感染部位は局所に

LPS放出がサイトカインカスケードのトリガー

限られていることが多いことを考えると，抗菌

11）

となりうることから ，抗菌剤投与30分前のデ

剤は全身および局所へ投与されるべきである。

キサメサゾン投与が試みられている。

薬剤感受性，殺菌機序，依存性等を考慮すると

原因菌コントロールとしての抗菌剤使用に際

フルオロキノロン（fluoroquinolone : FQ）が

しては以上のような方法であらかじめ準備をし

第一選択薬となるし，実際臨床例での治療効果

ておく必要があり，私の治療症例の臨床反応観

も高い。

察によるとその準備に要する時間的目安はおよ

獣医師が治療として抗菌剤を選択・使用する

そ２～６時間であった。ヒトでは，SIRS状態

にあたっては，薬剤耐性菌に関するリスクの低

では局所および重要臓器に活性化した好中球が

減を目的として抗菌剤の責任ある慎重使用が示
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されている15）。中でもFQは食品安全委員会の

酪農家実施

リスク評価の結果を受けてリスク管理措置が講

ステロイド投与

頻回搾乳

乳房内洗浄

乳房冷却（灌水･湿布）

じられており，第二次選択薬としての使用に限
定されている。これは家畜での薬剤耐性菌の選

乳房内洗浄

択と伝播を抑え，抗菌剤の有効性を保つととも

乳房内ステロイド投与

にヒトへの薬剤耐性菌の伝播を抑え，人の治療

一次治療

に使用する抗菌性物質製剤の有効性を保つこと

図２

を目的としている。しかし，初診時の菌コント
ロールが不充分で，炎症による局所症状が強く

獣医師実施

抗菌剤は使わない

頻回搾乳
循環管理

抗菌剤投与
二次治療

ACM（病態：局所感染の存在するSIRS）の
治療方針

なった状態で第二次選択薬としてFQを使用し
た場合，初診時から使用した場合にくらべその
効果は得られにくく，耐性を生じる危険性が高
まる可能性がある。すなわち，病態の進展が早
いACMの治療としては，早期に突然変異株抑
制濃度（MPC）を考慮した十分量のFQを全身
および局所に投与することが耐性菌抑制という
点からは合目的的であると考える。

NOSAI広島の取り組み

写真２

広報誌を活用した取り組み

具体的な治療方針を図に示した。治療優先順
位を考慮すると，第一病日の治療を一次治療と
二次治療に分けることが勧められる（図２）。

にACMに関して酪農家を対象とした勉強会を

病態の進展が早いACMは，可及的早期の段階

開催した。最も重要な診断方法を伝えること

で想起し治療を開始することが望ましいが，診

に関して特に気を付けたことは，的中率100％

療依頼を受けた獣医師が往診・診断し治療を開

を目指すのではなく，ACMを見逃さないよう

始するまでは相応の時間を要する。したがっ

に診断感度を100％に近づけることを重要視し

て，一次治療は第一発見者である農家が実施す

た。すなわち，疑わしき症例は積極的にACM

るのが合理的である。そのためには農家の協力

の準じた対応をしてもらい，たとえ誤診の場合

が不可欠なので，農家に納得して行動してもら

でも農家の損害は防止されるということを強調

うために一次治療の必要性を伝える機会を設

した。治療については，抗菌剤は全身・局所と

けた。まず，ACMの病態を理解してもらうた

も使用禁忌ということを徹底し，獣医師への発

めにNOSAI機関誌を利用して漫画でわかりや

生連絡後に乳汁の採材と湿布や灌水による乳房

すく伝えられるよう工夫した（写真２）
。次に，

冷却，低温の生理食塩水による乳房内潅流など

正しい診断・治療技術を身につけてもらうため

の炎症の抑制効果が期待できる処置をお願い
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し，実施可能なら乳房内洗浄療法も依頼した。

例はほとんど無くなったが，ACMの激烈な炎

乳汁の採材と乳房内洗浄療法は説明だけでな

症と感染のコントロールが困難であることに変

く，我々がACM治療を行う際に手順と理論を

わりはない。二次治療以降は獣医師が臨床病態

実地指導した。また，乳房内洗浄療法をしてく

を丁寧に再評価し，病態ステージに応じた治療

れるACM発生農家には洗浄液としての中性水

を行うわけだが，経験上，二次診療では感染制

や生理的食塩水を配置し，加えて獣医師の指導

御と炎症を遷延化させない治療が柱となるケー

の下での使用を条件にデキサメサゾンを農家に

スが多い。しかし，この時期の抗菌剤使用によ

常備してもらった。実際に一次治療を行っても

って局所の炎症反応が強く出ることもあり，そ

らった時には往診時にその効果を説明・実感し

のあたりの見極めは未だ模索的である。また，

てもらい，その後の農家の自発的行動につなが

ACM の局所および全身症状は，乳房内のエン

るようフォローアップした。この取り組みをは

ドトキシンに誘導された炎症性サイトカインに

じめた当初は一次治療を実施してくれる農家は

大きく影響される一方，乳量低下をもたらす乳

少なかったが，効果を実感した農家の口コミ等

腺上皮細胞へのダメージは，乳房内に浸潤した

で広まり，現在ではACM発症時には管内の農

好中球の関与が示されている。すなわち，組織

家で積極的に行われており一定の成果をあげて

傷害の発生機序と生体防御反応が非常に深く関

いる。

係していることが治療を難しくしている。臨床
獣医師がこのことを理解し，病態に応じた適切

おわりに

な治療を行うことによって炎症を制御し遷延化

ACMの治療の成否はいかに病態に応じた治

させないことが，その後の乳生産にもつながる

療をするか，だけでなく，いかに早く治療を始

ものと考えられる。今後，ACMにおける炎症

めるかということにも大きく依存している。今

のメカニズムを詳細に明らかにすることが，適

回の取り組みで酪農家に一次治療を実施しても

切な治療の選択に大きな手がかりを与えるので

らうようになってから病態が急激に悪化する症

はないかと期待される。
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フロルフェニコール10%飲水添加剤
「セルバー10%液」
金子 絵厘

藤田 真司

緒方 徹

平田 裕彦

フロルフェニコールは構造的，作用的にクロ

１．はじめに

ラムフェニコールと類似しており，広い抗菌ス

セルバー10%液は，チアンフェニコール系合

ペクトルを持つ合成抗菌薬である。効果は一部

成抗菌薬「フロルフェニコール」を有効成分と

の菌種を除いて静菌的であり，細菌の70Sリボ

する鶏の大腸菌症の治療を目的とした飲水添加

ゾームの50Sサブユニットに結合することによ

剤である。

り，ペプチド転移酵素を阻害し，たん白質合成

バイエル薬品は，鶏の大腸菌症の治療薬とし

を阻害する。国内におけるフロルフェニコール

て，1994年より鶏用飲水添加剤「バイトリル

を主剤とする動物用医薬品は，主に牛（細菌性

10%液（有効成分エンロフロキサシン）
」を販

肺炎），豚（胸膜肺炎），鶏（大腸菌症）及び魚

売してきたが，同製剤はフルオロキノロン系抗

類（類結節症・連鎖球菌症・パラコロ病・ビブ

菌薬であるため第二次選択薬として使用しなけ

リオ病・せっそう病）を対象に，注射剤（筋肉

ればならない。フルオロキノロン系抗菌薬の耐

内投与）及び経口剤（飼料及び飲水添加）とし

性菌の出現をできる限り低く抑えるために，当

て使用されている。

該疾病の第一次選択薬として使用できる薬剤を
2-2．製剤「セルバー10%液」

検討し，本剤「セルバー10%液」の有効性及び
安全性を確認した結果，
上市する運びとなった。

セルバー10%液は，フロルフェニコールを
10%含有する液剤である。

２．主剤及び製剤

日本で承認されているフロルフェニコール製

2-1．主剤「フロルフェニコール」

剤の中で鶏用飲水添加剤が１製剤あったが，本
剤の開発時において既に国内では販売されてい

フロルフェニコールの物理化学的性質を以下

なかったため，先発動物用医薬品と同様の承認

に示す。

事項を取得するために，本剤の有効性及び安全
一 般 名：フロルフェニコール/ Florfenicol

性を検討，残留性を確認した後に，後発動物用

CAS No.： 73231-34-2

医薬品として製造販売承認申請を行った。

［
（1R,2S）
-3-フルオロ
化 学 名：	2,2-ジクロロ-N-

３．安定性

-1-ハイドロキシ-1（4-メタンスルホ
ニルフェニル）プロパン-2-イル］ア

本剤1000mL容量の製品を用いて，VICHの

セトアミド

ガイドラインに則り，25℃･60%RH（長期保存

分 子 式：C12H14Cl2FNO4S

試験），30℃･75%RH，40℃･75%RH（加速試験）

分 子 量：358.21

の条件下の安定性試験を実施・検討した結果，

O

構 造 式：
H3C

S

O

F

OH

本剤の有効期間として24 ヵ月間を設定した。
O

N
H

４．対象動物安全性

Cl

本剤の鶏における安全性試験の概要を表１に

Cl

バイエル薬品㈱ 動物用薬品事業部 開発・薬事
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表１

対象動物安全性試験の概要

動物種
（年齢，投与時の体重）

試験群

常用量
鶏
（4週齢，雄：1507～1522g， ３倍量
雌：1317～1332g） ５倍量

投与経路・期間等

結果

５日間連続
飲水添加投与

投与に起因する異常として，５倍量群の雄で投与期
間終了後14日目にナトリウムの有意な高値が認めら
れた。常用量，３倍量及び５倍量群の雄で肝臓及び
腎臓に肉眼的に大形化，５倍量群の雌で腎臓の大形
化が認められた。

示した。

与し，投与後0.5 ～48 時間に血液を採取し，フ

本剤のフロルフェニコールとして20mg/kg

ロルフェニコールの血中濃度の推移を確認し

（常用量）
，
60mg/kg（３倍量）及び100mg/kg（５

た。その結果，本剤の有効成分フロルフェニコ

倍量）を４週齢の鶏に５日間連続飲水添加投与

ールは投与後急速に体内に吸収され，その後24

し，対象動物に対する安全性を検討した。その

時間にかけて急速に減衰することが推定され

結果，投与に起因する異常として，血液生化学

た。

検査において５倍量群の雄で投与期間終了後14

血中濃度の推移を図１，薬物動態学的パラメ

日にナトリウム値の有意な高値が認められた。

ータを表２に示した。

しかしながら，試験施設の背景データにおける

６．残留

基準値範囲内を僅かに逸脱する軽度な変化であ
った。病理学検査では，肝臓及び腎臓で肉眼的

本剤のフロルフェニコールとして20mg/kg

に大形化が認められ，絶対重量においても高値

を鶏（28 ～30日齢）に５日間連続飲水添加投

がいずれも散在的に認められたが，病理組織学

与し，臓器及び可食部位への組織移行性を確認

検査ではこれらと関連性のある所見は認められ

した。その結果，すべての分析値は投与後５日

ず，被験物質投与による影響を示唆する変化は

以内に現行の各残留基準値を十分下回ることを

認められなかった。その他，一般状態の観察，

確認し，本剤の使用禁止期間を先発品と同様に

体重増加，飼料摂取量及び血液学的検査所見に

５日間と設定することとした。

被験物質投与に起因すると思われる変化は認め

フロルフェニコールの鶏における残留基準値

られなかったことから，本剤は鶏への臨床使用

を以下に示す。

において，安全性に問題はないものと結論され

筋肉：0.1ppm

た。

肝臓：３ppm
腎臓：0.5ppm

５．薬物動態

脂肪：0.3ppm
食用部位（小腸，皮膚及び筋胃）：0.5ppm

本剤のフロルフェニコールとして20mg/kg
を鶏（21日齢のブロイラー）に単回強制経口投

動薬研究
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フロルフェニコール10%飲水添加剤「セルバー10%液」

（μg/g） 10

8
6
試料１
試料２

4

試料３
平均

2
0

0

6

12

18
図１

表２

24

30

36

42

48

投与後時間（hr）

血中濃度の推移

薬物動態学的パラメータ
血漿

試料

平均±SD

1

2

3

AUCt（µg･hr/g）

19.73

18.89

19.29

19.30±0.42

Cmax（µg/g）

8.4

9.3

9.0

8.9±0.46

tmax（hr）

1.5

0.5

0.5

0.8±0.6

MRT（hr）

2.5

1.9

2.1

2.2±0.3

t1/2（hr）

1.6*（7.6**）

1.3

1.4

1.4±0.2***

SD ：標準偏差
*：１相目
**：２相目
***：１相目の結果を用いた

７．抗菌活性

（AMPC）
，スルファメトキサゾール-トリメト
プリム（ST）
，ドキシサイクリン（DOXY）及
びエンロフロキサシン（ERFX）の分離年別

2009 ～2011年に国内で分離された鶏大腸菌

MIC及び耐性菌の状況を表３に示した。

症罹患鶏由来大腸菌60株に対するフロルフェ
ニ コ ー ル（FF） 及 び ５ 種 類 の 各 種 汎 用 抗 菌

2009 ～2011年の３年間に日本各地より提供さ

薬，アンピシリン（ABPC）
，アモキシシリン

れた鶏大腸菌症罹患鶏から分離された合計60株
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表３

日本各地で分離された鶏大腸菌症罹患鶏由来大腸菌60株に対する各種抗菌薬の分離年別MIC及び耐性菌
の状況

抗菌薬名

FF

ABPC

AMPC

ST

DOXY

ERFX

動薬研究

MIC範囲

MIC50

MIC90

微生物学的
ブレイクポイント
（µg/mL）

20

4 ～256

8

128

32

3

3.3

2010年

20

4 ～16

8

16

32

0

0.0

2011年

20

4 ～16

8

8

32

1

1.7

合計

60

4 ～256

8

16

32

4

6.7

2009年

20

2 ～ >512

4

512

16

9

15.0

2010年

20

2 ～512

128

256

16

13

21.7

2011年

20

2 ～ >512

512

>512

16

14

23.3

合計

60

2 ～ >512

128

>512

16

36

60.0

2009年

20

2 ～ >512

4

>512

16

9

15.0

2010年

20

2 ～512

128

256

16

13

21.7

2011年

20

2 ～ >512

>512

>512

16

14

23.3

合計

60

2 ～ >512

128

>512

16

36

60.0

2009年

20

0.5 ～ >512

4

>512

32

5

8.3

2010年

20

0.5 ～ >512

0.5

>512

32

3

5.0

2011年

20

0.5 ～ >512

1

>512

32

5

8.3

合計

60

0.5 ～ >512

2

>512

32

13

21.7

2009年

20

1 ～64

16

64

4

15

25.0

2010年

20

1 ～64

2

64

4

9

15.0

2011年

20

0.5 ～128

4

64

4

11

18.3

合計

60

0.5 ～128

8

64

4

35

58.3

2009年

20

≦0.125 ～0.5

≦0.125

0.5

－

0

0.0

2010年

20

≦0.125

≦0.125

≦0.125

－

0

0.0

2011年

20

≦0.125 ～0.5

≦0.125

0.25

－

0

0.0

合計

60

≦0.125 ～0.5

≦0.125

0.5

－

0

0.0

分離年度

供試株数

2009年
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耐性株数
（株）

耐性率
（%）

フロルフェニコール10%飲水添加剤「セルバー10%液」

の大腸菌に対するFFのMICを測定し，ABPC，

以上，今回のMIC測定試験成績から得られた

AMPC，ST，DOXY及びERFXと比較した。そ

結論として，FFは鶏大腸菌症の治療薬として

の結果，FFの大腸菌のMIC範囲は4 ～256µg/

の有効性が期待できると考えられた。

mL，MIC50は8µg/mL，MIC90は16µg/mLで，

８．臨床

耐性率は6.7%であった。
ブロイラーの生産現場において現在鶏大腸

国内の養鶏場２施設において，被験薬「セル

菌症の治療薬として繁用されているABPC及

バー10%液（フロルフェニコールとして20mg/

びAMPCは共にMIC50は128µg/mL，MIC90は

kg/日用量を５日間連続自由飲水）
」の鶏大腸

>512µg/mL，耐性率は60%と高値を示した。

菌症に対する有効性及び鶏に対する安全性を

STのMIC範 囲 は0.5～>512µg/mL，MIC50

「対照薬（アンピシリンとして20mg/kg/日用

は2µg/mL，MIC90は>512µg/mLとMIC分 布

量）」と比較検討した。
（1）有効性

ではほぼABPC及びAMPCと同等であったもの

①

の，耐性率は21.7%でABPC及びAMPCより低
かった。

臨床学的効果
被験薬群，対照薬群及び無投薬対照群におい

DOXYはMIC分布において，ABPC，AMPC，

て，それぞれ３鶏群を設定し，開始時から投与

STに比しやや良好な成績を示したが，耐性率

終了後５日まで毎日，鶏群ごとに活力，糞便性

は58.3%であった。また当該薬は鶏大腸菌症の

状，呼吸器症状を観察してスコア化し，その合

効能を有しておらず，現時点では臨床応用する

計を総合臨床スコアとした。

ことが出来ない薬剤である。

開始時，投与終了後１日及び投与終了後５日

ERFXのMIC範 囲 は ≦0.125～0.5µg/mL，
MIC

に，鶏群ごとの体重及び飼料摂取量の測定と各

50は≦0.125µg/mL，MIC90は0.5µg/mLと 非 常

鶏群より５羽を抽出して剖検を行い，心臓，肝

に良好な成績が示したが，当該薬の属するフロ

臓及び気嚢の病変をスコア化し，その合計を総

オロキノロン系抗菌薬は第二次選択薬として，

合病変スコアとした。

臨床応用において非常に限定された使用が義務

死亡・切迫殺個体は，剖検を行い，その原因

付けられている。このため，ERFXを鶏大腸菌

を確認した。

症の発症時に第一次選択薬として使用すること

死亡率，総合臨床スコア及び総合病変スコア

は出来ない。

を群間で比較した。

今回のMIC測定結果においては，現在生産現
場で鶏大腸菌症の治療薬として汎用されている

①-１．施設１における評価

ABPC，AMPC及びSTは十分な治療効果が得
られない可能性が推測された。

施設１における総合臨床スコア，日増体量
（g/日）及び飼料要求率の３鶏群の平均値，総

また，当該試験成績において，FFはERFX

合病変スコアの範囲及び死亡率（%），ならび

に次いで良好な成績を示し，FFの大腸菌に対

にそれらの群間における検定結果を表４～８に

する有用性が明らかとなった。

示す。
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表４

施設１における総合臨床スコア及び検定結果
試験群

開始時1）

投与期間2）

全期間3）

被験薬群

平均

3

9

10

対照薬群

平均

3

9

9

無投薬対照群

平均

3

18

29

被験薬群 vs 対照薬群

p=0.974

p=0.974

被験薬群 vs 無投薬対照群

p=0.195

p=0.188

p=0.202

p=0.195

対照薬群 vs 無投薬対照群
１）群別後投与開始前（０日）
２）投与開始後１日～５日間投与後１日（１～５日）の総合臨床スコアの合計
３）投与開始後１日～投与終了後５日（１～９日）の総合臨床スコアの合計

表５

施設１における日増体量（g/日）及び検定結果
試験群

投与期間1）

休薬期間2）

全期間3）

被験薬群

平均±SD

50.0±6.5

74.9±3.0

61.1±4.7

対照薬群

平均±SD

47.9±2.8

73.2±2.4

59.1±1.5

無投薬対照群

平均±SD

39.2±2.9

66.4±3.7

51.3±3.2

被験薬群 vs 対照薬群

p=0.834

p=0.781

p=0.775

被験薬群 vs 無投薬対照群

p=0.054

p=0.035

p=0.029

対照薬群 vs 無投薬対照群

p=0.113

p=0.081

p=0.068

Tukeyの多重比較検定（危険率5%）太字は有意差あり

１）投与開始時から投与終了後１日
２）投与終了後１～５日
３）投与開始時から投与終了後５日

表６

施設１における飼料要求率及び検定結果
試験群

投与期間1）

休薬期間2）

全期間3）

被験薬群

平均±SD

1.7±0.1

1.5±0.3

1.6±0.2

対照薬群

平均±SD

1.8±0.0

1.6±0.0

1.7±0.0

無投薬対照群

平均±SD

2.0±0.0

1.6±2.1

1.8±0.0

被験薬群 vs 対照薬群

p=0.398

p=0.774

p=0.582

被験薬群 vs 無投薬対照群

p=0.023

p=0.760

p=0.237

対照薬群 vs 無投薬対照群

p=0.126

p=1.000

p=0.719

Tukeyの多重比較検定（危険率５%）太字は有意差あり

１）投与開始時から投与終了後１日
２）投与終了後１～５日
３）投与開始時から投与終了後５日

動薬研究
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フロルフェニコール10%飲水添加剤「セルバー10%液」

表７

施設１における総合病変スコアの範囲及び検定結果
試験群

開始時

投与終了後１日

投与終了後５日

被験薬群

0 ～4

0 ～3

0

対照薬群

0 ～5

0 ～3

0
2 ～4

無投薬対照群

0 ～5

1 ～4

被験薬群 vs 対照薬群

p=0.978

p=0.930

被験薬群 vs 無投薬対照群

p=0.977

p=0.001

対照薬群 vs 無投薬対照群

p=0.920

p=0.001

Steel-Dwassの多重比較検定（危険率5%）太字は有意差あり

表８

施設１における死亡率（%）
試験群

死亡率

被験薬群

0.7%（1/135）

対照薬群

0.0%（0/135）

無投薬対照群

0.7%（1/135）

被験薬群 vs 対照薬群

p=1.000

被験薬群 vs 無投薬対照群

p=0.478

対照薬群 vs 無投薬対照群

p=1.000
χ2検定（危険率５%）

コアは，被験薬群が無投薬対照群より低く，群

被験薬群では，投与開始後の総合臨床スコア
は改善される傾向がみられ，投与期間，休薬期

間で有意差がみられた。投与終了後５日には，

及び全期間の日増体量は無投薬対照群より大き

無投薬対照群の多くで中等度以上の病変が認め

く，休薬期間及び全期間では有意差がみられた。

られていたが，被験薬群ではすべての総合病変

また，投与期間の飼料要求率は，被験薬群が無

スコアは０であった。

投薬対照群より低く，
群間で有意差がみられた。
①-２．施設２における評価

対照薬群では，日増体量及び飼料要求率に無投
薬対照群との間に有意差はみられなかった。被

施設２における総合臨床スコア，日増体量

験薬群及び無投薬対照群のそれぞれ1羽ずつが

（g/日），飼料要求率，総合病変スコア及び死

大腸菌症により死亡したが，死亡率にいずれの

亡率（%）ならびにそれらの群間における検定

群間にも有意差はみられなかった。

結果を表９～13に示す。

剖検個体では，投与終了後１日の総合病変ス
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表９

施設２における総合臨床スコア及び検定結果
試験群

開始時1）

投与期間2）

全期間3）

被験薬群

平均

5

13

13

対照薬群

平均

5

17

18

無投薬対照群

平均

5

25

45

被験薬群 vs 対照薬群

p=0.970

p=0.786

被験薬群 vs 無投薬対照群

p=0.166

p=0.166

p=0.166

p=0.166

対照薬群 vs 無投薬対照群
１）群別後投与開始前（０日）
２）投与開始後１日～５日間投与後１日（１～５日）の総合臨床スコアの合計
３）投与開始後１日～投与終了後５日（１～９日）の総合臨床スコアの合計

表10

施設２における増体量（g/日）及び検定結果
試験群

投与期間1）

休薬期間2）

全期間3）

46.8±6.6

116.8±12.9

77.9±6.5

被験薬群

平均±SD

対照薬群

平均±SD

21.7±6.7

97.3±18.0

55.3±6.7

無投薬対照群

平均±SD

13.9±14.2

93.3±37.5

49.2±17.4

被験薬群 vs 対照薬群

p=0.047

p=0.633

p=0.112

被験薬群 vs 無投薬対照群

p=0.015

p=0.523

p=0.049

対照薬群 vs 無投薬対照群

p=0.617

p=0.979

p=0.793

Tukeyの多重比較検定（危険率５%）太字は有意差あり

１）投与開始時から投与終了後１日
２）投与終了後１～５日
３）投与開始時から投与終了後５日

表11

施設２における飼料要求率及び検定結果
試験群

投与期間1）

休薬期間2）

全期間3）

被験薬群

平均±SD

2.9±0.4

1.5±0.1

2.0±0.2

対照薬群

平均±SD

6.1±2.7

1.5±0.1

2.4±0.2

無投薬対照群

平均±SD

42.0±59.2

1.5±0.6

2.8±1.1

p=0.202*

p=0.974*

p=0.725

被験薬群 vs 対照薬群
被験薬群 vs 無投薬対照群

p=0.202

p=0.797*

p=0.323

対照薬群 vs 無投薬対照群

p=0.553

p=0.797*

p=0.720

Tukeyの多重比較検定，*：Steel-Dwase（危険率５%）

１）投与開始時から投与終了後１日
２）投与終了後１～５日
３）投与開始時から投与終了後５日
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表12

施設２における総合病変スコアの範囲及び検定結果
試験群

開始時

投与終了後1日

投与終了後5日

被験薬群

0 ～2

0 ～2

0 ～1

対照薬群

0～ 3

0 ～2

0 ～2

無投薬対照群

0 ～2

1 ～2

0 ～4

被験薬群 vs 対照薬群

p=0.945

p=1.000

p=1.000

被験薬群 vs 無投薬対照群

p=0.953

p=0.005

p=0.143

対照薬群 vs 無投薬対照群

p=0.827

p=0.005

p=0.168

Steel-Dwassの多重比較検定（危険率5%）太字は有意差あり

表13

施設２における死亡率（%）及び検定結果
試験群

死亡率

被験薬群

0.0%（0/135）

対照薬群

0.7%（1/135）

無投薬対照群

1.5%（2/135）

被験薬群 vs 対照薬群

p=1.000

被験薬群 vs 無投薬対照群

p=0.478

対照薬群 vs 無投薬対照群

p=1.000
χ2検定（危険率５%）

被験薬群では，投与開始後の総合臨床スコア

剖検個体では，投与終了後１日の総合病変ス

は改善される傾向がみられた。投与期間，休薬

コアは被験薬群が無投薬対照群より低く，群間

期間及び全期間の日増体量は無投薬対照群より

で有意差がみられた。投与終了後５日には，被

大きく，投与期間及び全期間では有意差がみら

験薬群では１羽を除き総合病変スコアは０であ

れた。また，投与期間の飼料要求率は，統計学

った。

的に有意ではないものの，被験薬群が無投薬対
②

照群より低かった。対照薬群では，総合臨床ス

細菌学的効果

コアは改善される傾向がみられたものの，日増

投与開始時，投与終了後１日及び５日に，剖

体量及び飼料要求率に無投薬対照群との間に有

検検体の心臓，肝臓及び気嚢からの大腸菌の分

意差はみられなかった。被験薬群では大腸菌症

離を行いスコア化し，菌分離率を群間で比較し

により死亡した個体はなかった。被験薬群と対

た。

照薬群の比較では，総合臨床スコアに群間で有
②-１．施設１における評価

意差はみられなかった。一方，日増体量は，被

施設１における各時点，各臓器の大腸菌の分

験薬群が対照薬群より大きく，投与期間では群

離率を表14に示した。

間で有意差がみられた。
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表14

施設１における大腸菌の分離率（%）
心臓
試験群

投与
開始日

１日後

肝臓
投与
開始日

５日後

１日後

気嚢
５日後

投与
開始日

１日後

５日後

40.0
（6/15）

60.0
（9/15）

40.0
（6/15）

33.3
（5/15）

被験薬群

46.7
86.7
（13/15） （7/15）

40.0
80.0
53.3
（6/15） （12/15） （8/15）

対照薬群

73.3
53.3
（11/15） （8/15）

53.3
80.0
73.3
40.0
（8/15） （12/15） （11/15） （6/15）

無投薬対照群

60.0
80.0
20.0
（9/15） （12/15） （3/15）

73.3
100
100
66.7
100
100
53.3
100
100
（11/15） （15/15） （15/15） （10/15） （15/15） （15/15） （8/15） （15/15） （15/15）

被験薬群 vs 対照薬群

p=0.648

p=0.537

p=0.464

p=0.648

p=0.449

p=0.464

p=1.000

p=0.062

p=0.680

被験薬群 vs 無投薬対照群

p=0.648

p=0.004

p=0.001

p=0.680

p=0.010

p=0.001

p=0.713

p=0.001

p=0.001

対照薬群 vs 無投薬対照群

p=0.680

p=0.010

p=0.010

p=0.680

p=0.107

p=0.001

p=0.713

p=0.224

p≦0.001

χ 検定（危険率５%）太字は有意差あり
2

②-２．施設２における評価

開始時には心臓，肝臓及び気嚢から高率に大

施設２における各時点，各臓器の大腸菌の分

腸菌が分離され，いずれの臓器においても大腸

離率を表15に示した。

菌の分離率に群間で有意差はみられなかった。
投与終了後１日には，被験薬群及び対照薬群

開始時には心臓，肝臓及び気嚢から高率に大

では心臓，肝臓及び気嚢の大腸菌の分離率が開

腸菌が分離され，いずれの臓器とも大腸菌の分

始時に比べ減少した。一方，
無投薬対照群では，

離率に群間で有意差はみられなかった。

これらの臓器の大腸菌の分離率は全て100%で

投与終了後１日には，被験薬群及び対照薬群

あった。被験薬群では，全ての臓器の大腸菌の

では，心臓，肝臓及び気嚢の大腸菌の分離率は

分離率に無投薬対照群との間に有意差がみられ

開始時より顕著に減少した。無投薬対照群でも，

た。対照薬群では，心臓の大腸菌の分離率に無

心臓及び肝臓の大腸菌の分離率は開始時よりや

投薬対照群との間に有意差がみられた。

や減少したが，気嚢の分離率は開始時と同等以

投与終了後５日には，被験薬群及び対照薬群

上であった。気嚢の大腸菌の分離率は，被験薬

とも心臓，肝臓及び気嚢の大腸菌の分離率はさ

群及び対照薬群が無投薬対照群より低く，いず

らに減少したが，無投薬対照群ではいずれも

れも有意差がみられた。

100%のままであった。被験薬群及び対照薬群

投与終了後５日には，被験薬群では心臓から

とも，全ての臓器の大腸菌の分離率に無投薬対

１例で大腸菌が分離されただけで，肝臓及び気

照群との間に有意差がみられた。

嚢からは分離されず，全ての臓器の大腸菌の分
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表15

施設２における大腸菌の分離率（%）
心臓
試験群

肝臓
投与
開始日

気嚢
投与
開始日

投与
開始日

１日後

被験薬群

60.0
（9/15）

6.7
（1/15）

6.7
80.0
6.7
（1/15） （12/15） （1/15）

0.0
73.3
6.7
（0/15） （11/15） （1/15）

0.0
（0/1）

対照薬群

40.0
（6/15）

6.7
（1/15）

6.7
73.3
6.7
（1/15） （11/15） （1/15）

33.3
73.3
6.7
（5/15） （11/15） （1/15）

20.0
（3/15）

無投薬対照群

46.7
（7/15）

26.7
（4/15）

53.3
（8/15）

53.3
（8/15）

40.0
（6/15）

60.0
73.3
86.7
60.0
（9/15） （11/15） （13/15） （9/15）

被験薬群 vs 対照薬群

p=0.273

p=0.464

p=0.464

p=1.000

p=0.464

p=0.050

p=0.680

p=0.464

p=0.224

被験薬群 vs 無投薬対照群

p=0.464

p=0.327

p=0.017

p=0.245

p=0.084

p=0.001

p=0.680

p≦0.001

p=0.001

対照薬群 vs 無投薬対照群

p=0.713

p=0.327

p=0.017

p=0.449

p=0.084

p=0.143

p=0.680

p≦0.001

p=0.062

５日後

１日後

５日後

１日後

５日後

χ 検定（危険率５%）太字は有意差あり
2

離率に無投薬対照群との間に有意差がみられ

すると考えられる異常は認められず，安全性に

た。対照薬群では，心臓，肝臓及び気嚢の大腸

問題はないものと判定された。

菌の分離率がいずれも無投薬対照群より低く，
心臓では有意差がみられた。肝臓の大腸菌の分

（3） 結論

離率は被験薬群が対照薬群より低く，群間で有

以上，被験薬の有効性及び安全性を検討した

意差がみられた。

結果，被験薬「セルバー10%液」は鶏大腸菌症
の治療に有効で，ブロイラーに対する安全性に

③

有効性に関する総合評価

も問題はないものと結論された。

施設１及び施設２において，被験薬群の総合

９．承認事項

臨床スコア，総合病変スコア，大腸菌の分離率
の全てで無投薬対照群と比較して有意な改善が

セルバー10%液の承認事項として，用法及び

認められたことにより，被験薬「セルバー10%

用量，効能又は効果，使用上の注意を表16に

液」は鶏の大腸菌症の治療に有効であることが

示した。

確認された。
（2）安全性
施設１及び施設２ともに，被験薬投与に起因
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表16

セルバー10%液の承認事項

用法及び用量

１日，体重１kg当たりフロルフェニコールとして下記の量を１日飲水量の1/4 ～1/2量に添
加して５日間経口投与する。
鶏（産卵鶏を除く）：20mg

効能又は効果

有効菌種：大腸菌
適応症 鶏：大腸菌症
【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。
⑶ 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。
⑷ 本剤の使用に当たっては，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。
⑸ 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】
誤って薬剤を飲み込んだ場合は，直ちに医師の診察を受けること。

使用上の注意

【鶏に対する注意】
１ 制限事項
本剤は産卵鶏（食用に供するために出荷する卵を産卵している鶏をいう。）には投与しな
いこと。
２ 副作用
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。
【取扱い上の注意】
⑴ 本
 剤を使用するために希釈する際は，主剤であるフロルフェニコールの析出を防止する
ため，100倍以上の倍率で希釈すること。
⑵ 本剤は使用の期限までに使用すること。
⑶ 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。
 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
⑷ 本
い処分すること。
【保管上の注意】
小児の手の届かないところに保管すること。

また，セルバー10%液の使用禁止期間を以下に示した。
フロルフェニコールを有効成分とする飲水添加剤
使用対象動物：鶏（産卵鶏を除く。）
用法及び用量：１日量として体重１kg当たり20mg以下の量を飲水に溶かして経口投与すること。
使用禁止期間：食用に供するためにと殺する前５日間
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ロルフェニコールはエンロフロキサシンに次い

10．終わりに

で良好な成績を示した。さらに臨床試験におい

セルバー10%液はフロルフェニコールを10%

て，本剤「セルバー10%液」はアンピシリンに

含有し，鶏の大腸菌症の治療を目的とした飲水

比して良好な治療効果を示した。また，本剤は

添加剤である。抗菌活性で示したように，フロ

用法・用量を遵守する限り，鶏への安全性及び

ルフェニコール及びエンロフロキサシンならび

鶏肉ならびにその可食部位への残留性に何ら問

にブロイラーの生産現場において現在鶏大腸菌

題はないことが確認された。
以上の試験結果より，本剤「セルバー10%液」

症の治療薬として繁用されている他の抗菌薬

は鶏大腸菌症の治療に有用な薬剤であると考え

（第一次選択薬）の鶏大腸菌症罹患鶏由来大腸

られた。

菌に対するMIC及び耐性率を検討した結果，フ
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MEMO

MEMO

編

集

後

記

昨年の秋に娘の誕生日祝いということで，久

ているようです。この波に乗り，この先，世界

しぶりに黒毛和牛のステーキを食べました。

中で「和食」による「食育」がさらに加速する

100gほどの肉でしたが子供の味覚は正直なの

ことを切に願う今日この頃です。

ですね，それ以来，今まで黒毛和牛のステーキ

さて，今年も無事に動薬研究No.71を発刊で

を食べたことがなかった15歳の娘は「また和牛

きることになりました。本誌では日本の畜産業

を食べさせろ‼」と攻めたてるようになりまし

で問題視されているものの十分な対策が進んで

た。私自身も改めて黒毛和牛は“うまい”とい

いない疾病として，北海道大学の今内覚先生に

うのが実感でした。

は牛白血病について，日清丸紅飼料の矢原芳博

政府のTPP交渉は困難を極めながらも少し

先生にはPRRSについてご執筆頂きました。麻

ずつ前に進んでおり，日本の農業は，それに対

布大学の篠塚康典先生には搾乳牛において未だ

応した変化を急がなければならなくなってきま

大きな問題となっている大腸菌性乳房炎対策に

した。日本の畜産物も国内外の方々にたくさん

ついて，ご自身の臨床現場での活動をご執筆頂

食べていただけるように努力しなければならな

きました。また昨年，日本で60数年ぶりに感染

いでしょう。そのためにも，子供たちに多少値

が確認されたデング熱により，改めて関心が高

段が高くとも品質の良い，おいしい畜産物を食

まっている「蚊」について，サエキベテリナリ

べさせる機会を増やすことが重要なのかもしれ

ィサイエンスの佐伯英治先生にその生態につい

ません。アベノミクス効果により，今年４月に

てご執筆頂きました。どれも非常に興味深い内

は15年ぶりに日経平均株価が２万円台をつけ，

容であり，読者の方々のお役にたてるものと思

景気回復の実感がわかないながらも，経済指標

います。
最後に，ご執筆頂きました先生方には，この

は着実に改善してきています。アジアだけでな

場を借りて深く感謝申し上げます。

く北米，EUもおおむね経済は上昇傾向を見せ

動

薬

研

（岩田）

究 № 71

平成27年₆月25日印刷
平成27年₆月30日発行
編

集

バイエル薬品株式会社

発 行 所

バイエル薬品株式会社

動物用薬品事業部
動物用薬品事業部
東京都千代田区丸の内1-6-5
電話 03（6266）7344〜5 〒100-8265
ご意見・ご要望はこちらまでお願いします。

*Bayer-ah.jp@bayer.com
印 刷 所

― 60 ―

松尾印刷株式会社

