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牛肺炎に対する気管支肺胞洗浄の応用と
抗菌薬療法

帆保 誠二

鹿児島大学共同獣医学部
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　牛肺炎は病態の把握が難しいため重症化する
ことも少なくなく，経済的な損失も多大である。
そこで著者らは気管支肺胞洗浄（Bronchoalveolar 
lavage：BAL）を牛医療に応用し様々な知見を蓄
積している。本稿では呼吸と肺炎に関する概説
に続いて，１．気管支肺胞洗浄の基礎知識と牛
医療への応用，２．気管支肺胞洗浄液を用いた
肺炎原因菌の特定とその薬剤感受性，３．エン
ロフロキサシンの気管支肺胞領域への移行性，
４．PK/PD理論に基づいた臨床効果の評価，お
よび５．気管支肺胞洗浄の臨床現場への応用の
必要性について具体例を交えながら紹介する。

呼吸と肺炎

呼吸と死因
　ヒトや動物が生存するためには，誕生の瞬間
から最期の時まで呼吸を継続する必要がある。
呼吸は通常は無意識のうちに行われるが，場合
によっては意識的に調節したり何らかの生理的
あるいは心理的な要因によって調整されたりす
る。そのためヒトや動物も息を弾ませたり，た
め息をついたり，時には息を忍ばせたりする。
そして最期には“息を引き取る”。このような
息（呼吸）に関連する言葉は，日常的に様々な
場面で用いられている。このことからも，ヒト
や動物が生存することと呼吸は切っても切れな
い極めて重要な生命現象と言える。
　呼吸は，外界から気道内に吸った酸素を肺胞
において血液中の二酸化炭素と交換する外呼吸
と組織レベルでそれらを交換する内呼吸とに大
別される。このうち気道を介して行われる外呼
吸は，塵埃，ウイルス，細菌，真菌をはじめと
した様々な異物を肺の最も奥深い部位である肺
胞領域にまで侵入させてしまう危険性を秘めて
いる。一方，体内の血液循環を考えてみると，

血液は１回の循環のうちに必ず１回は肺内を巡
り，肺胞毛細血管という極めて微細な箇所を通
過する。心臓も１回の循環のうちに必ず１回は
血液が通過するが，その機能はポンプであり血
液の殆どは心臓を素通りしている。このように，
肺は外界開放型の臓器として様々な異物に暴露
されるとともに，血管内に侵入した異物が必ず
巡ってくる器官でもある。そのため，肺は肺炎
や肺癌をはじめとした様々な疾患に罹患する可
能性が高い。このことから，動物医療に従事す
る我々は常に肺疾患の存在を考慮して動物を診
療することが重要である。実際，動物の死因あ
るいは廃用原因を考えると，その飼養目的や用
途により異なるが，肺炎がそれらの主要因にな
っていることは間違いない。

肺炎の病態
　肺炎は何らかの原因によって肺に炎症が引き
起こされる疾患であるが，動物の場合はウイル
スや細菌のような病原微生物の肺胞領域への感
染が原因となることが多く，その主病態は“肺
胞性肺炎”である。すなわち，呼吸により気道
経由で末梢気道〜肺胞領域に侵入した病原微生
物は生体のクリアランス能や免疫能をかいくぐ
り，本来無菌状態が維持されている気管支肺胞
領域に定着し感染する。その結果，気管支や肺
胞領域に炎症が引き起こされ，気管支炎や肺炎
といった感染性の呼吸器疾患に罹患する。
　牛肺炎の多くは下気道領域でのウイルス感染
が引き金となり，病原性細菌が気管支肺胞領域
へ侵入，増殖，感染することにより発症すると
考えられている。実際，著者らの調査結果で
は季節等により変動はあるものの，セリ市場
導入子牛の導入１週間後の気管支肺胞洗浄液

（Bronchoalveolar lavage fluid：BALF） か ら



は主にRSウイルスが分離され，その後の細菌
性肺炎の引き金となっている。
　一方，ウシはヒトやウマに比べて発咳等の呼
吸器症状が発現しにくい動物である。このこと
は，後述するBAL実施時に咳反射を抑制する
ために使用する局所麻酔薬の必要使用量が，ウ
シの場合はヒトやウマに比較して少量であるこ
とからも容易に推測できる。そのため，肺炎を
はじめとした呼吸器疾患の病態把握が困難な場
合もある。牛肺炎はこのように臨床症状に乏し
い病態であること，さらに集団飼育されること
が多いことから，初期病態が発見されにくく治
療期間が長期化することも少なくない。

肺炎の予後と経済性
　長期加療を必要とするような肺炎はウシの成
長に影響を及ぼしたり，ときにその生命をも奪
ったりし，多大な経済的損失を招きかねない。
また，加療により生存したとしても長期間にわ
たって飼養環境中へ病原微生物を排出し続け，
他のウシの肺炎発症要因となることも否定でき
ない。さらに様々な抗菌薬の長期間使用により
耐性菌が出現することも危惧されることから，
獣医療において極めて重要な疾患である。この
ことからもウシの肺炎を十分に理解し早期に診
断・治療すること，さらには予防策を講じる
ことは経済的にも衛生学的にも極めて重要であ
る。実際，年間約１万３千頭のウシが肺炎で死
廃用されており，その経済的な損失は100億円
を遥かに超えるものと試算されている。

従来の肺炎の診断と治療
　これまでの牛肺炎の診断は体温を含めた臨床
症状，胸部聴診を主体とした身体検査，末梢血
中白血球数計数をはじめとした血液検査，鼻腔

スワブを用いた細菌学的検索を中心に実施され
てきた。肺炎の診断において，臨床症状や身体
検査の結果は重要な判断材料ではあるが，肺炎
の病態をこれら診断法のみで十分に把握するこ
とは困難な場合も少なくない。また，胸部聴診
による呼吸音の聴取は，聴診器と被毛との摩擦
音，心臓の拍動音あるいは腸管の蠕動音，さら
には環境音により呼吸音の異常が打ち消される
こともある。一方，末梢血中白血球数はあくま
でも末梢血液中に存在する白血球数を反映して
いるに過ぎないことから，肺炎の病態によって
はその状態を正確に反映しないこともある。す
なわち，感染時，短時間のうちに炎症部位に白
血球が集簇すると骨髄での白血球の生産が間に
合わないため，末梢血中の白血球数は生理基準
値の範囲内であったり下限値を下回ったりする
こともある。
　一方，牛肺炎の抗菌薬治療におけるその選択
は臨床経験に基づく知見，鼻腔スワブあるいは
廃用もしくは死亡した肺炎罹患牛から分離され
た細菌の薬剤感受性試験結果に基づいて実施さ
れることが多い。しかし，健常牛の鼻腔から気管
にわたる気道には様々な細菌が恒常的に存在す
ることが後述する著者らの試験結果からも明ら
かである。そのため，肺炎を発症したウシの鼻腔
スワブからの分離細菌が肺炎発症領域の情報を
正確に反映しているかは多くの場合において疑
問である。さらに，廃用もしくは死亡した肺炎罹
患牛は末期の肺炎像となっていることが多く，
肺炎原因菌以外の細菌も分離されることがある
ことから，検査結果の解釈には慎重を要する。

これからの肺炎の診断と治療
　従来の肺炎の診断法や治療法により数多くの
ウシが肺炎から救命されたことは事実である。
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しかし肺炎が完治せず，その生産性の低下に結
びついたり，廃用となったりした症例も少なく
ない。この要因として，肺炎の発症や病態の継
続に関与した病原微生物の特定が不十分であっ
た可能性も否定できない。前述したように，従
来の肺炎に関与する病原微生物の特定が鼻腔ス
ワブや廃用もしくは死亡したウシの肺病変から
分離された細菌を中心になされてきたことが，
肺炎原因菌の特定が不十分であった主要因であ
ると考えられる。さらに，肺炎発症牛の病態が
農場単位やロット単位によって異なること，初
期病態は同様でも抗菌薬の使用により肺炎に関
与する細菌が交代し各症例の病態が変化したこ
と等が関与しているものと考えられる。
　これらの問題点を改善するためには，肺炎原
因菌の特定を必要とした時点において肺炎発症
部位からダイレクトに肺炎原因菌を分離し，そ
の同定とともに当該細菌の薬剤感受性を明らか
にすることが重要である。生存する肺炎罹患動
物の肺炎発症領域から直接的に肺炎原因菌を分
離する方法として，馬医療ではBALが広く臨
床応用され，肺炎の治癒率向上に大きく貢献し
ている。

１．気管支肺胞洗浄の基礎知識と 
牛医療への応用

　BALは人医療では肺胞蛋白症をはじめとし
た肺疾患の診断に有益な情報を提供している。
一方，獣医療では，馬医療において細菌性肺炎
をはじめとした呼吸器疾患の診療時に一般的な
手技として定着しており，極めて有効な診断，
治療法として20年以上にわたり応用され続けて
いる。近年に至り，牛医療においてもBALが
呼吸器感染症の診断に応用され始めているが，
内視鏡システムが一般的に普及していないた

め，その定着には時間を要している。しかし，
ウシの肺炎をはじめとした呼吸器疾患の病態を
把握することは，科学的根拠に基づいた治療法
の確立とともに，それに伴う治療期間の短縮に
有益であると考えられる。
　本項では，まず著者らが馬医療で確立した内
視鏡検査に関する知見を紹介し，続いて現在実
施している牛医療における内視鏡検査の臨床応
用に関する知見を具体的に紹介する。

気管支肺胞洗浄（Bronchoalveolar lavage： 
BAL）とは
　競走馬臨床においては有効長１mの内視鏡が
30年以上前に上気道疾患の診断に臨床応用さ
れ，その確定診断が可能となった。その結果，
上気道疾患の診断法，治療法および病態解明に
関する調査研究が実施され多数の報告がなさ
れている。そのような中，約30年前に有効長３
mの内視鏡（気管支鏡）が研究使用目的で開発
された。当該内視鏡は競走馬の運動誘発性肺
出血をはじめとした様々な下気道疾患の確定
診断に応用された。特に，任意の気管支肺胞
領域を生理食塩水で洗浄する“気管支肺胞洗
浄（Bronchoalveolar lavage：BAL）” は 下 気
道の様々な情報を得る手段として実施され，未
知であった運動誘発性肺出血や肺炎を中心とし
た気管支肺胞領域の病態解明に大きく貢献し
た。これらの研究成果により，BALは約22年
前に競走馬医療に臨床応用され，それ以降現在
に至るまでその有用性が多数報告されている。
特に肺炎を発症した競走馬に対するBALの臨
床応用は競走馬の肺炎による死亡率の低下や競
走への復帰に大きく貢献している（表１）。す
なわち，BALにより得られる気管支肺胞洗浄
液（BALF）の細菌学的な解析により，肺炎原
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因菌の特定とともに当該細菌の薬剤感受性試験
に基づく抗菌薬の選択が功を奏し，競走馬の肺
炎による死亡率の低下や競走への復帰率向上へ
とつながった。また，BALによる気管支肺胞
領域の洗浄効果も多大であることから，肺炎病
態の改善に大きく貢献してきた。これは肺炎発
症領域でのBALの実施により，BALF １mLあ
たり103〜105CFU程度の細菌やエラスターゼを
はじめとした炎症起因物質が病巣部から洗浄回
収されることにより，病巣部に存在するバイオ
フィルムが排除され，治癒率の向上に貢献した
ものと考えられている。さらに，全身投与され
た抗菌薬が効率的に肺炎発症領域へ移行し，抗
菌薬の効果が十分に発揮されたと推察されてい
る。その結果，競走馬の肺炎治癒率の改善（従
前の92.9%から98.3%に），治療期間の短縮（従
前の平均19.8日から14.7日に），競走への復帰率
の改善（従前の66.7%から89.9%に）がもたらさ
れている（表１）。なお，競走馬が日本中央競馬
会の施設からいったん離厩した場合，再度帰厩
する割合は健常馬であっても約90%であること
から，肺炎治癒後の競走への復帰率89.9%とい
う数字は肺炎を発症しても救命できれば，その
殆どが競走に復帰できることを意味している。

牛医療への気管支肺胞洗浄の応用
　著者らは競走馬臨床で確立したBALに関す

る知見を牛医療に応用し，牛肺炎の診断ととも
に治癒率向上や治療期間の短縮を目指して様々
な調査および研究を推進している。著者らがウ
シの臨床現場において実施しているBALに関
する手順およびBALFの検査法についてはP5〜
P7に紹介する。

２．気管支肺胞洗浄液を用いた 
肺炎原因菌の特定とその薬剤感受性

　本項では健常牛および肺炎罹患牛から採取し
たBALFの細菌学的な解析により特定された肺
炎原因菌とその薬剤感受性について紹介する。

健常牛での気管支肺胞洗浄液からの細菌分離
　呼吸器症状が認められない健常子牛のBALF
から88%以上の割合で細菌やMycoplasma属菌
が分離されたとの報告がある。しかし，呼吸器
の構造が類似しているウマでは健常時のBALF
からは細菌は全く分離されない。そこで著者ら
は，呼吸器症状が認められない健常子牛27頭（黒
毛和種３頭，ホルスタイン種24頭）から鼻腔ス
ワブ，気管吸引液およびBALFを期間を開けて
それぞれ２回採取し，細菌，Mycoplasma属菌
および真菌の分離を試みた。その結果，呼吸器
症状が認められない健常子牛のBALFからは細
菌等は全く分離されなかった。すなわち，呼吸
器症状が認められない健常子牛の気管支肺胞領

表１　肺炎を発症した競走馬における気管支肺胞洗浄の有用性

平均投薬日数（平均値 ± 標準誤差） 治癒率（%） 競走復帰率（%）

抗菌薬療法群 19.8 ± 1.5 92.9 66.7

抗菌薬療法 + BAL実施群 14.7 ± 0.9 98.3 89.9

　抗菌薬療法の改善により肺炎からの治癒率は著しく向上したが，競走への復帰率は比較的低かった（抗菌薬療
法群）。そこでBALFの解析により得られた細菌学的な情報を治療に活かすととともに，肺炎患部の洗浄を目的と
したBALも同時に実施した。その結果，治癒率，競走復帰率ともに著しく向上した（抗菌薬療法+BAL実施群）。
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1�内視鏡の選択：著者らはオリンパス社製の内視鏡を使用しており，ウシの体重が
100kg程度以下であれば先端部直径5.5mm，有効長1.1mのフレキシブル電子内
視鏡（図Ａ）を，100kg程度〜400kg程度であれば先端部直径8.8mm，有効長
1.4mのフレキシブル電子内視鏡を，400kg程度以上であれば先端部直径8.6mm，
有効長3.0mのフレキシブル電子内視鏡を選択して使用することが多い。実際には，
体重のみならず体格等の要因を考慮して適切な内視鏡を選択している。

2�内視鏡の消毒：使用する内視鏡は，十分な洗浄・殺菌消毒・乾燥の後，ガス滅菌す
ることが最良である。しかし，実際の臨床の現場での使用を考慮すると，ガス滅菌
は困難である。そこで著者らは，図Ｂに示す手順により内視鏡を殺菌消毒して使用
している。
　この殺菌消毒法により，内視鏡が無菌的な状態であることは既に確認済みである。

3�ウシの保定：ウシを鉄柵等へ保定する。その際，ウシの頭部を軽度に挙上させた状
態で保定することにより内視鏡の挿入が比較的容易となる（図Ｃ）。
　保定の際，必要以上に胸部を圧迫するような保定は，呼吸困難を引き起こす可能
性があるので注意が必要である。なお，BAL実施牛の呼吸機能の低下を避けるため
に鎮静処置は実施しない。

4�酸素吸入：肺炎をはじめとした呼吸器疾患に罹患しているウシに対してBALを実施
する場合が多いので，対象牛が低酸素血症に陥る可能性も否定できない。低酸素血
症を防止するために，マスクやチューブを使用した酸素吸入をBAL実施前10分間
程度行う。さらに，必要に応じてBAL実施中もチューブを使用した酸素吸入を継続
する。
　このような低酸素血症の予防策により重度の低酸素血症を引き起こしたBAL実施
牛はいないが，常にそのリスクの存在を意識しておくことが重要である。

5�鼻孔周辺の清拭：内視鏡を挿入する側の鼻孔周辺を消毒薬含有綿花やアルコール綿
花で清拭し，同部に付着している汚れや細菌の下気道への持ち込みを抑制する。

6�必要人員：ウシでのBAL実施時には，内視鏡を操作する内視鏡操作者，内視鏡をウ
シの鼻孔から挿入する内視鏡挿入者，内視鏡の鉗子チャンネル経由で気道粘膜の麻
酔および洗浄液の注入−回収を行う麻酔洗浄実施者およびウシの保定担当者の少な
くとも４名が必要である（図Ｄ）。
　BALの手技に熟練すれば，２〜３人でも実施可能であるが，まずはヒトやウシの
安全性，BAL実施の容易さの観点から人数の確保を優先すべきである。

7�内視鏡の挿入と観察：全検査関係者がディスポーザブルのグローブを装着し，消毒
用アルコール液等を用いて必要な箇所の消毒を行い，常に無菌操作を心掛ける。
　まず，内視鏡操作者が内視鏡の操作部を持った後，内視鏡挿入者が内視鏡の先端
部をウシの鼻孔から挿入し，鼻腔粘膜での粘液の付着の有無，量，色調等を観察記
録しながら喉頭部へと進める（図Ｅ）。鼻孔からの内視鏡の挿入の際，鼻腔の腹側
方向へ進めると挿入が容易である。
　続いて，内視鏡を声門裂から気管内腔へ挿入するが，本テクニックがBALの中で
最も難しいので，複数回の経験を積む必要があるかもしれない。当該テクニックの
コツとしては，内視鏡を喉頭に触れないようにゆっくりと声門裂の腹側（喉頭蓋の
基部）へと進め，内視鏡操作者と内視鏡挿入者とが声を掛け合いながら内視鏡を気
管へ挿入することが重要である（図Ｆ）。内視鏡の声門裂への挿入の瞬間に，内視
鏡操作者は内視鏡の先端部をわずかにウシの背側へ向けると，挿入が比較的容易と
なる。これは，ウシの喉頭の構造上，内視鏡を真っ直ぐのまま進めると，内視鏡の
先端部が声門裂の基部〜気管入口腹側部に当たってしまい，挿入がスムーズでなく

図Ａ　内視鏡システムと�
フレキシブル電子内視鏡

⒜内視鏡システム　⒝フレキシブル電子内視鏡（写
真は先端部直径5.5mm，有効長1.1m）

⒝⒜

図Ｂ　専用の洗浄器具を装着した内視鏡
内視鏡に付属の洗浄器具を用いて，以下の手順で
内視鏡の殺菌消毒を行う。
① 殺菌効果のある逆性石鹸製剤（塩化ジデシルジ
メチルアンモニウム等）で洗浄：シリンジを用
いて２ルートの洗浄を各10回以上

② 滅菌蒸留水でリンス：２ルートのリンスを各５
回以上

③ 消毒用アルコール（70%アルコール等）で殺菌
消毒：２ルートの洗浄を各５回以上

④ 滅菌蒸留水でリンス：２ルートのリンスを各５
回以上

図Ｃ　内視鏡検査時の保定例

図Ｄ　BAL実施風景

BALに関する手順およびBALFの検査法
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る対物レンズが内視鏡先端部の中央ではなく，わずかに横へずらして設置してある
ことによる。このようなズレをもって対物レンズを配置することにより，内視鏡に
回転を加えると同一部位を異なった角度から観察できるようになっている（図Ｇ）。

8�気道粘膜の表面麻酔：内視鏡の鉗子チャンネルから挿入した専用の噴霧チューブを
介して，麻酔洗浄実施者が２%リドカインによる気管〜気管支粘膜面の表面麻酔を
行う（図Ｈ,Ｉ）。
　20mLの滅菌注射用シリンジに３mL程度のリドカインと空気を吸引しておき，
0.5mL程度のリドカインを噴霧チューブ内に注入した後，同シリンジ内に吸引した
空気を噴霧チューブ内に勢いよく注入する。これにより，リドカインが霧状になり，
効率的に気道粘膜の表面麻酔が実施できる（図Ｈ）。その後の10回程度は，追加で
リドカインを注入することなく，シリンジ内に新たに吸引した空気を噴霧チューブ
内に勢いよく注入することで気道粘膜の麻酔が可能ある。なお，リドカインの使用
量はウシの反応により異なるが１回のBALで0.5〜２mL程度である。

9�肺炎発症領域の観察と洗浄部位の決定：肺炎発症領域からは膿性粘液を含んだ滲出
液が排出されていることが多いので，それを目印に内視鏡を進めていく（図Ｊ）。
肺炎発症領域は，肺炎のステージにより異なるが，肺炎初期には中葉および副葉領
域が罹患していることが多く，ステージが進むにつれて，左前葉や後葉へと拡大し
ていくことが一般的である。これは，肺炎が肺のより腹側に位置する気管支肺胞領
域から発症し，悪化に伴って拡大していくことが多いためである。

⓾�気管支肺胞洗浄実施部位の決定：一般的には，膿性粘液を含んだ滲出液が排出され
ている気管支のいずれを選択しても，分離されてくる病原性細菌は同様である。そ
のため著者らは，肺炎初期から病原菌に侵されている可能性が最も高い中葉領域を
選択することが多い。また，肺炎の急性期では，膿性粘液を含んだ滲出液の観察が
比較的困難であるので，このような場合には中葉領域を洗浄部位として選択すると
病原微生物が分離される可能性が高い。
　洗浄する領域を決定したら，内視鏡を洗浄する領域へと進め，内視鏡の先端部直
径と同径の気管支に楔入する。

⓫�洗浄領域の脱気：洗浄領域には空気が残存しているので，洗浄直前に当該領域の脱
気を行う。
　まず，麻酔洗浄実施者が内視鏡の鉗子チャンネルから噴霧チューブを抜去後，
50mLの滅菌注射用シリンジに装着した滅菌エクステンションチューブの先端部を
内視鏡の鉗子チャンネルに挿入する（図Ｋ）。
　続いて，エクステンションチューブに装着したシリンジを用いて内視鏡の楔入部
位より遠位の気管支肺胞領域の空気を吸引除去する。先端部直径5.5mmの内視鏡
の場合，100〜300mL程度の空気を吸引除去することで洗浄領域の脱気が完了す
る。脱気により気管支が軽く閉塞する画像が観察できるので，その段階で脱気は終
了する。必要以上に脱気を繰り返すと，出血しやすくなるので注意が必要である。

図Ｆ　健常牛および肺炎罹患牛の喉頭
部内視鏡所見

⒜健常牛の鼻中隔〜喉頭　⒝健常牛の喉頭　⒞肺
炎罹患牛の喉頭〜気管；少量の膿性粘液が気管内
に付着している　⒟肺炎罹患牛の喉頭〜気管；喉
頭部および気管内に膿性粘液が付着している。

⒜ ⒝

⒞ ⒟

図Ｇ　内視鏡先端部の構造

対物レンズ

照明レンズ

送気・送水ノズル鉗子口

⒜ ⒝

図Ｈ　内視鏡の鉗子チャンネルから�
挿入した噴霧チューブと�
リドカインの噴霧

⒜内視鏡の鉗子チャンネルから挿入した噴霧チュ
ーブ；無菌操作を心がけることが重要である。⒝
リドカインの噴霧；噴霧チューブの先端部からリ
ドカインが霧状に噴霧されている。

図Ｅ　健常牛および肺炎罹患牛の鼻腔内視鏡所見
⒜健常牛の右鼻腔　⒝健常牛の右鼻腔〜鼻中隔　⒞肺炎罹患牛の右鼻腔；膿性の粘液が付着している。
⒟肺炎罹患牛の右鼻腔〜鼻中隔；膿性の粘液が付着している。

⒜ ⒝ ⒞ ⒟なるためである。
　内視鏡の声門裂から気管への挿入の際に
嚥下反射が引き起こされてしまうと内視鏡
の先端部は食道内へ入ってしまうので，そ
の際にはいったん内視鏡を10cm程度抜去
して同様の操作を実施する。
　なお，オリンパス製の内視鏡の場合は，
その構造上の理由からウシの右鼻孔から内
視鏡を挿入した方が，喉頭の観察や気管へ
の挿入が容易である。これは，画像を捉え
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図Ｉ　健常牛および肺炎罹患牛の気管
の内視鏡所見

⒜健常牛の気管　⒝健常牛の気管の気管支　⒞肺
炎罹患牛の気管；多量の膿性粘液が付着している。
⒟肺炎罹患牛の気管の気管支；多量の膿性粘液が
付着している。

⒜ ⒝

⒞ ⒟

⒜ ⒝

⒞ ⒟

図Ｊ　健常牛および肺炎罹患牛の気管
支の内視鏡所見

⒜健常牛の気管分岐部　⒝健常牛の右気管支；下
方左側が中葉への気管支，下方右側が副葉への気
管支である。⒞肺炎罹患牛の左気管支；左前葉前
部から浸出液が漏出している。（⒟）肺炎罹患牛
の右気管支；中葉および副葉から多量の膿性粘液
が漏出している。

図Ｋ　内視鏡の鉗子チャンネルに挿入さ
れたエクステンションチューブと�
回収された気管支肺胞洗浄液

⒜内視鏡の鉗子チャンネルに挿入されたエクステ
ンションチューブ　⒝回収された気管支肺胞洗浄
液；左側は健常牛のＢＡＬＦ，右側は肺炎罹患牛
のＢＡＬＦである。肺炎罹患牛からは炎症の程度
や感染菌の種類あるいは数に応じて様々なＢＡＬ
Ｆが回収される。

⒜ ⒝

健
常
牛

肺
炎
罹
患
牛

　この脱気操作により内視鏡の先端部が洗浄する領域の気管支と密着するのでBAL
が確実かつ効率的に実施できる。

⓬�気管支肺胞領域の洗浄：まず，麻酔洗浄実施者が脱気に使用したシリンジを，37
℃に加温した滅菌生理食塩水30mLをあらかじめ吸引した50mL滅菌注射用シリン
ジに交換する。
　続いて，同シリンジの生理食塩水をゆっくりと注入する。その直後，同シリンジ
を用いて注入した生理食塩水をゆっくりと吸引回収する（図Ｋ）。この際，シリン
ジによる吸引圧が高すぎると気管支が虚脱し，注入した生理食塩水の回収率が悪く
なったり，出血したりするので，吸引圧を掛けすぎないようにすることが重要であ
る。一般的には，30mLの生理食塩水の注入に５秒程度を，吸引回収に10秒程度
を要する。なお，回収率は30〜80%程度であり，洗浄部位や肺炎の病態等により
大きく異なる。回収率の差は，BALFからの細菌分離時の分離菌種数の増減や分離
菌数にはあまり影響しないので，必要以上に回収率の増加を目指す必要はない。
　また，洗浄回数は洗浄の目的や肺炎の病態によって異なるが，肺炎原因菌の特
定を目的とする場合は，同部位の洗浄を２回実施（30mLを２回）し，回収された
BALF全量をプール検体として供試する。これは，１回目のBALFは主に気管支から
末梢気管支領域に存在する細胞成分や液体成分を，２回目のBALFは主に末梢気管
支から肺胞領域に存在する細胞成分や液体成分を回収することができると考えられ
ているからである。

⓭�気管支肺胞洗浄液の処理：BALFの処理は検査の目的等により異なるが，一般的に
は50mLの滅菌チューブにプールした後に，チューブのままか，少量の滅菌チュー
ブに分注して冷蔵下で検査室へ運ばれる。

⓮�細菌学的解析：主要肺炎原因菌（Mannheimia haemolytica，Pasteurella mul︲
tocida，Histophilus somni，Mycoplasma bovis）の分離を可能とする条件を満
たす方法で実施すればよい。著者らは，以下の方法で細菌分離検査および薬剤感受
性試験を実施している。
細菌分離検査：BALFを５%ウマ血液含有コロンビア寒天培地（BA培地），マッコ
ンキー寒天培地，マイコプラズマ分離用寒天培地およびマイコプラズマ増菌培地に
接種し，37℃で培養する。マイコプラズマ増菌培地が培養陽性の場合は，１白金
耳をマイコプラズマ分離用寒天培地に塗布し，37℃でさらに培養する。
　培養後のBA培地から主要な細菌を分離し，純培養後にグラム染色検査および細
菌同定検査（飛行時間型質量分析法：TOF-MS），必要に応じて遺伝子検査を実施
することにより菌種を同定する。また，培養後のマイコプラズマ分離用寒天培地は，
実体顕微鏡で観察するとともに，培地上の目玉焼き状のコロニーについて純培養後
にTOF-MSおよび遺伝子検査により同定する。
薬剤感受性試験：薬剤感受性試験は，常法に準じて微量液体希釈法，寒天平板希釈
法，薬剤感受性ディスク法等により実施する。

BALチューブ
　BALFの回収をBALチューブという海外で販売されている軟性チューブを用いて行
うことも可能であるが，残念ながら肺炎発症領域からのBALFを回収することは殆ど
不可能である。肺炎発症領域は殆どの場合においてウシの腹側に位置するため，内視
鏡の先端部を曲げる操作をしながら腹側に位置する気管支へと進める必要がある。例
えば，中葉へ内視鏡を進めるためには気管分岐部付近から腹側へ内視鏡の先端部を約
50度曲げなければならない。しかし，BALチューブは先端部を曲げたりすることは
不可能であるので，その先端部は後葉後部（殆どの肺炎症例では正常な領域）へ進ん
でしまう。そのため，肺炎発症領域の情報を得ることは多くの場合において不可能で
ある。



域には細菌やMycoplasma属菌が存在する可能
性は極めて低いことが示された。なお，BALF
と同時に採取した同供試牛の鼻腔スワブおよ
び気管吸引液からは，ウシの主要肺炎原因菌

（M. haemolytica，P. multocida，H. somni，
M. bovis）をはじめとした様々な細菌が分離さ
れた。このことは，BALFから分離される細菌
は肺炎原因菌である可能性が極めて高いことを
意味している。しかし，BALに習熟していな
い場合は鼻腔や気管内に存在する細菌を気管支
肺胞領域へ持ち込んでしまい，結果的に細菌が
BALFから分離されることがあるので，BAL実
施時には無菌操作を心がけることが重要であ
る。一般的に，肺炎の原因菌と考えられる細菌
のBALFからの分離は１〜３菌種程度であり，
その分離数も102CFU/mL以上である。このこ
とから，BALFからの分離細菌数が10CFU/mL
程度，あるいは多種の細菌が分離されるようで
あれば内視鏡挿入時のコンタミネーションの可
能性も考慮する必要がある。

肺炎罹患牛の気管支肺胞洗浄液からの細菌分離
　臨床的に重症の肺炎と診断された黒毛和種
牛のうち，BALFとともに鼻腔スワブも採取可
能であった31頭のサンプルの細菌学的データを
解析した。その結果，P. multocidaが鼻腔スワ
ブ31検体中13検体（41.9%），BALF31検体中15
検 体（48.4%） か ら，M. haemolyticaがBALF 
31検体中１検体（3.2%）から分離された（表
２）。また，M. bovisは鼻腔スワブ31検体中10
検体（32.3%），BALF31検体中31検体（100.0%）
から分離された（表２）。なお，鼻腔スワブか
らのM. haemolyticaおよびH. somniの分離はな
かったが，主要肺炎原因菌以外の多菌種の細菌
が多数分離された。BALFからはH. somniの分

離および主要肺炎原因菌以外の細菌の分離はな
かった。一方，同一牛において鼻腔スワブおよ
びBALFの両検体から同一細菌種が分離された
割合はP. multocidaでは29.0%（31頭９頭），M. 
haemolyticaでは0.0%（31頭０頭），M. bovisで
は32.3%（31頭10頭）であった。
　このことから，肺炎の主要原因菌としてP. 
multocidaおよびM. bovisが大きく関与してお
り，特にM. bovisは肺炎の発症〜重症化に強く
関連しているものと推察された。また，鼻腔ス
ワブからの分離細菌とBALFからの分離細菌と
の分離一致率が低かったことは，鼻腔スワブに
よる肺炎原因菌の推定には限界があることを示
唆している。さらに鼻腔スワブからは主要肺炎
原因菌以外の細菌や真菌も多数分離されること
からも，鼻腔スワブによる肺炎原因菌の推定は
困難であると考えられる。
　以上より，より確実な肺炎治療法を確立する
ためには，BALFを採取し真の肺炎原因菌を特
定することが重要であると考えられた。

肺炎罹患牛の気管支肺胞洗浄液から分離された
細菌の薬剤感受性
　重症肺炎罹患牛のBALFから分離されたP. 
multocida およびM. bovisの薬剤感受性を微量
液体希釈法あるいは寒天平板希釈法により検
査した。その結果P. multocida，M. bovisとも
に，最小発育阻止濃度（MIC）はフルオロキノ
ロン系抗菌薬（エンロフロキサシン，マルボフ
ロキサシン，オルビフロキサシン）では１µg/
mL以下であったが，他の抗菌薬では比較的高
かった（表３）。これらの結果からは，牛肺炎
の治療にはフルオロキノロン系抗菌薬が最も
適しているものと考えられた。なお，データは
示していないが，鼻腔スワブから分離された
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表２　重度肺炎罹患牛からの主要肺炎原因菌の分離結果
供試牛 Pasteurella multocida Mannheimia haemolytica Histophilus somni Mycoplasma bovis
No. 鼻腔スワブ BALF 鼻腔スワブ BALF 鼻腔スワブ BALF 鼻腔スワブ BALF
1 － － － － － － － ＋
2 － － － － － － － ＋
3 － ＋ － － － － － ＋
4 － － － － － － － ＋
5 ＋ ＋ － － － － － ＋
6 － － － － － － － ＋
7 ＋ － － － － － ＋ ＋
8 － ＋ － － － － － ＋
9 － ＋ － ＋ － － － ＋
10 ＋ ＋ － － － － － ＋
11 － ＋ － － － － ＋ ＋
12 － ＋ － － － － － ＋
13 － － － － － － ＋ ＋
14 － － － － － － ＋ ＋
15 － － － － － － － ＋
16 ＋ ＋ － － － － ＋ ＋
17 ＋ ＋ － － － － ＋ ＋
18 ＋ ＋ － － － － ＋ ＋
19 ― ― － － － － ― ＋
20 － － － － － － ＋ ＋
21 ＋ － － － － － － ＋
22 ＋ ＋ － － － － － ＋
23 ＋ － － － － － － ＋
24 ＋ ＋ － － － － ― ＋
25 ＋ ＋ － － － － － ＋
26 ＋ － － － － － － ＋
27 － － － － － － － ＋
28 ＋ ＋ － － － － ＋ ＋
29 － ＋ － － － － ＋ ＋
30 － － － － － － － ＋
31 － － － － － － － ＋

＋：分離陽性，－：分離陰性
　P. multocidaが鼻腔スワブ 31検体中13検体（41.9%），BALF 31検体中15検体（48.4%）から，M. haemolyticaがBALF 31検体中１検体（3.2%）から分離された（表）。
また，M. bovisは鼻腔スワブ 31検体中10検体（32.3%），BALF 31検体中31検体（100.0%）から分離された。鼻腔スワブからは，M. haemolyticaおよびH. somniの分離
なかったが，主要肺炎原因菌以外は多菌種の細菌が多数分離された。BALFからは，H. somniの分離および主要肺炎原因菌以外の細菌の分離はなかった。
　一方，同一牛において鼻腔スワブおよびBALFの両検体から同一細菌種が分離された割合は，P. multocidaでは29.0%（31頭９頭），M. haemolyticaでは0.0%（31頭０頭），
M. bovisでは32.3%（31頭10頭）であった。

表３　BALFから分離されたPasteurella multocida及びMycoplasma bovis各12株の薬剤感受性試験結果

抗菌薬名 略号
Pasteurella multocida 12株のMIC Mycoplasma bovis 12株のMIC

Range MIC50 MIC90 Range MIC50 MIC90
アモキシシリン AMPC ≦0.25 − >8 0.5 4 >16 >16 >16
アンピシリン ABPC ≦0.25 − >8 ≦0.25 1 >16 >16 >16
チアンフェニコール TP 1 − >8 2 >8 1 − 16 4 16
フロルフェニコール FF ≦0.25 − >8 0.5 >8 0.5 − 8 2 8
タイロシン TYL >8 >8 >8 0.5 − >16 8 >16
チルミコシン TIL ≦0.25 − >8 2 >8 16 − >16 >16 >16
カナマイシン KM 4 − >8 >8 >8 1 − 16 4 16
オキシテトラサイクリン OTC 8 − >8 >8 >8 4 − >16 16 >16
クロルテトラサイクリン CTC 2 − >8 >8 >8 4 − >16 16 >16
エンロフロキサシン ERFX ≦0.25 − 1 0.5 1 ≦0.125 − 1 0.5 1
マルボフロキサシン MRFX ≦0.25 − 1 ≦0.25 1 0.25 − 1 0.5 1
オルビフロキサシン OBFX ≦0.25 − 1 ≦0.25 1 ≦0.125 − 1 0.5 1

単位：μg/mL
P.multocida： 5%馬血液含有寒天平板希釈法により，8，4，2，1，0.5，0.25μg/mLの抗菌薬濃度で試験した
M.bovis ：微量液体希釈法により，16，8，4，2，1，0.5，0.25，0.125μg/mLの抗菌薬濃度で試験した
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P. multocida およびM. bovisのMICはフルオロ
キノロン系抗菌薬においても高かった（4.0µg/
mL以上）。

フルオロキノロン系抗菌薬を使用しない治療法
は肺炎に有効か？
　肺炎の治療法に関するお話をすると，「フル
オロキノロン系抗菌薬でなくとも，昔から注射
しているXX系抗菌薬の注射で肺炎は治る」と
おっしゃる先生がいる。XX系抗菌薬は，M. 
bovisを除く肺炎原因菌には効果があることも
多いようである。実際，薬剤感受性試験結果を
見てもP. multocidaにはペニシリン系抗菌薬は
効果を有するようである（表３）。
　著者らは肺炎発症病態の解明のためにセリ市
場導入牛を対象にBALを実施している。そこ
では季節や群編成等に影響を受けるが，導入後
10日前後で肺炎を罹患しているウシがBAL実
施牛の半数程度存在する。しかし，分離される
細菌の多くはP. multocidaでありM. bovisは殆
ど分離されない。このような症例では特段の治
療をしなくとも肺炎は治癒する。しかし，先に
示したような重症化した肺炎罹患牛の100%か
らM. bovisが分離される。すなわち，M. bovis
の感染こそが肺炎病態の悪化につながっている
ものと推測できる。
　これらのことから，著者らは「M. bovisの感
染が否定できるならば治療しないかフルオロキ
ノロン系抗菌薬以外の抗菌薬で治療を，否定
できないならば可能な限り早い段階でM. bovis
に効果があるフルオロキノロン系抗菌薬を選択
し，適切に投与する」ことが重要であると考え
ている。しかし実際にはM. bovisの感染の有無
を推測することは困難であるので，農場ごとの
肺炎原因菌をBALFの細菌学的な解析により特

定しておくことが重要である。

３．エンロフロキサシンの 
気管支肺胞領域への移行性

　著者らは，バイトリル®の主成分であるエン
ロフロキサシン（ERFX）の主要原因菌に対す
るMICが比較的低いことを薬物感受性試験で証
明した。しかし，全身投与されたエンロフロキ
サシンが常に外界と交通している気管支肺胞領
域へ移行することを証明した報告は見当たらな
かった。そこで以下の試験を実施し，ERFXの
肺胞腔を含む気管支肺胞領域への移行性を証明
した。

試験の背景
　子牛の肺炎の殆どはM. bovisやP. multocida
をはじめとした肺炎主要原因菌が引き起こす肺
胞性肺炎であるため，全身投与された抗菌薬が
効果を発揮するためには，体内に存在しながら
も常に外界と交通している気管支肺胞領域へ効
率的に移行することが必要である。しかし抗菌
薬の種類によっては，全身循環から気管支肺胞
領域へ移行しないものや移行性が悪いものも存
在する。そのため肺胞性肺炎の治療にあたって
は，気管支肺胞領域への移行性が良好な抗菌薬
を選択することが重要である。
　ERFXの肺組織への移行性についてはERFX
投与後の摘出肺を用いた試験により確認されて
いる。しかし，これは肺間質，血管，血液を含
む肺組織中に含まれるERFX濃度も測定したも
のであり，気管支肺胞領域への移行性について
は十分な情報がなかった。そこで，全身投与さ
れたERFXの子牛気管支肺胞領域への経時的な
移行性を，BALFおよび血液を解析することに
より明らかにした。
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材料と方法
供 試牛と採材：臨床的に健常なホルスタイン種

子牛４頭（雄；生後２〜８週齢）をそれぞれ
２回供試した。試験は，バイトリル® ５%注
射液（5mg/kg 体重）を子牛の頸部皮下に投
与し，その前後において頸静脈から採血（投
与前，投与後１，２，３，６，10および24時間）
するとともに，BALFを採取（投与前，投与
後２，６，10および24時間）した。採取した血
液およびBALFは遠心操作後，血漿，BALF
液性成分およびBALF細胞成分として冷凍保
存した。

抗 菌薬濃度および尿素濃度測定：血漿中，BALF
液性成分中およびBALF細胞成分中のERFXお
よびCPFX（シプロフロキサシン；ERFXの活
性代謝物）濃度は，高速液体クロマトグラフィ
法（HPLC）により測定した。また，血漿中お
よびBALF液性成分中の尿素濃度はバイオアッ
セイ法により測定した。
　肺胞上皮を覆っている液体（気道上皮被覆
液 epithelial lining fluid：ELF）中 のERFX
およびCPFX濃度は，血漿中およびBALF液
性成分中の尿素濃度から算出した。すなわち

「ELF中ERFX（CPFX）濃度=BALF中ERFX
（CPFX）濃度×血漿中尿素濃度/BALF液性
成分中尿素濃度」により算出した。一方，
BALF細胞中ERFX濃度は1.28µL/106BALF
細胞として換算して算出した。

結果
ERFXおよびCPFX濃度：血漿中ERFX濃度は
投与後１時間において平均1,272.2ng/mLに上
昇し，ERFX投与後２時間においてピーク値

（平均1,450.4ng/mL）に達した（図１a）。そ
の後，経時的に減少し，ERFX投与後24時間

において平均148.4ng/mLまで低下した。血漿
中CPFX濃度はERFX投与後１時間において平
均155.5ng/mLに上昇し，ERFX投与後６時間
においてピーク値（平均332.4ng/mL）に達し
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⒝　気道上皮被覆液中薬物動態

図１　�バイトリルの皮下投与前後におけるERFXお
よびCPFXの薬物動態
成績は平均値±標準偏差で示す
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た（図１a）。ELF中ERFX濃度はERFX投与後
２時間においてピーク値（平均9,372.0ng/mL）
に上昇した後，経時的に減少したが，ERFX
投与後24時間においても比較的高濃度（平
均766.5ng/mL）が維持されていた（図１b）。
ELF中CPFX濃度はERFX投与後６時間におい
てピーク値（平均316.4ng/mL）に達した（図
１b）。一方，BALF細胞中ERFX濃度はERFX
投与後２時間において平均4,409.1ng/mLに上
昇し，ERFX投与後６時間においてピーク値（平
均5,241.4ng/mL）に達した（図１c）。BALF細
胞中CPFX濃度はERFX投与後６時間において
ピーク値（平均907.7ng/mL）に達した（図１
c）。一方，ELF中ERFX濃度と血漿中ERFX濃
度との比率はERFX投与後６時間において平均
8.9倍に達した。BALF細胞中ERFX濃度と血漿
中ERFX濃度との比率はERFX投与後10時間に
おいて平均8.2倍に達した。

まとめ
　本試験により健常子牛に皮下投与された
ERFXが常に外界と交通している気管支肺胞領
域へ高濃度に移行することが証明された。これ
らの情報は，より確実な抗菌薬療法の確立に有
用であるばかりか，気管支肺胞領域でのERFX
に対する耐性菌の出現が起こり難いことを示し
ている。すなわち，気管支肺胞領域のERFX濃
度は多くの標的細菌のMICを遥かに越え，耐性
変異株抑制濃度（MPC）にも達していること
から，投与量を確実に守ればERFXに対する耐
性菌の出現の可能性は極めて低いものと考えら
れる。
　一方，肺炎発症牛でのERFXの気管支肺胞領
域への移行性は健常牛よりもさらに良好であ
る。これは，肺胞性肺炎発症時には肺胞基底膜

の損傷が引き起こされており，血液成分が肺胞
腔へ漏出しやすくなっているためである。
　臨床的にERFXを含むフルオロキノロン系抗
菌薬の効果を疑問視する声も少なくない。しか
し，肺炎発症牛のBALFから分離される肺炎原
因菌のフルオロキノロン系抗菌薬に対するMIC
は１µg/mL以下であり，さらにフルオロキノ
ロン系抗菌薬は気管支肺胞領域へ効率的に移行
することを考慮すると，ERFXの効果が十分で
ないのはERFXの投与法に問題があるように思
える。すなわち，投与量，投与間隔もしくは投
与回数に問題があると考えている。本来フルオ
ロキノロン系抗菌薬はいわゆる“切れる抗菌薬”
と言われるが，私の経験上，現在一般的な投与
法である「３日間以内の投与」では投与回数が
少なすぎるように思える。このことを解決する
ためにはPK/PD理論や薬剤耐性に関してさら
に考察する必要がある。PK/PD理論について
は次項で述べるが，薬剤耐性に関しては上述の
薬剤感受性試験結果をみても分かるように，「気
管支肺胞領域では，フルオロキノロン系抗菌薬
の耐性化は進んでいない」ことからも，フルオ
ロキノロン系抗菌薬の使用法については今後の
議論が必要であろう。

４．PK/PD理論に基づいた 
臨床効果の評価

　抗菌薬は，臨床効果が最大限得られるため
に最適な用法，用量を設定する指標である
PK/PDに基づいて投与することが重要である。
PK/PDは，PK（ 薬 物 動 態；Pharmacokinet-
ics）とPD（薬力学；Pharmacodynamics）を組
み合わせた指標であり，「ある用法，用量で抗
菌薬を投与した場合，どのような有効性や副作
用が示されるのかを予測する」ことを可能とす
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る。この予測により，抗菌薬の最大限の効果を
得るため，あるいは副作用を最小限にするため
の適切な用法，用量を設定することができる。
　一方，抗菌薬は濃度依存性抗菌薬と時間依
存性抗菌薬とに大別される。濃度依存性抗菌
薬は，最高血中濃度（Cmax）と最小発育阻止
濃度（MIC）との比率（Cmax/MIC），あるい
は血中濃度曲線下面積（AUC）とMICとの比
率（AUC/MIC）が重要な抗菌薬であり，アミ
ノグリコシド系抗菌薬，フルオロキノロン系抗
菌薬に代表される（図２，表４）。一方，時間
依存性抗菌薬は，薬物濃度がMICを超える時間

（%T>MIC；Time above MIC）が重要なパラ
メータであり，β-ラクタム系抗菌薬やマクロ
ライド系抗菌薬に代表される。
　濃度依存性抗菌薬であるフルオロキノロン
系抗菌薬のPK/PDパラメータでは，グラム陰
性菌やブドウ球菌感染症患者に対してはAUC/
MIC≧100〜125およびCmax/MIC≧８〜10が
推奨されている。一方，時間依存性抗菌薬であ
るマクロライド系抗菌薬は，マウス肺炎球菌感
染モデルでの検討で，クラリスロマイシンの
%T>MICが52であったことが報告されている。
　また，抗菌薬の効果に影響を及ぼすPAE 

（Post-antibiotic Effect）も抗菌薬の使用におい

て考慮する必要がある。PAEは抗菌薬がMIC
以上の濃度で細菌に接触した場合に，抗菌薬
の血中濃度がMIC以下あるいは消失しても持
続的に認められる細菌の増殖抑制効果である。
PAEはグラム陽性菌に対してはいずれの抗菌
薬でも認められるが，グラム陰性菌に対しては
アミノグリコシド系抗菌薬，マクロライド系抗
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図２　PK/PDパラメータ
　濃度依存性抗菌薬は，最高血中濃度（Cmax）と最
小発育阻止濃度（MIC）との比率（Cmax/MIC），あ
るいは血中濃度曲線下面積（AUC）とMICとの比率

（AUC/MIC）が重要な抗菌薬であり，アミノグリコ
シド系抗菌薬，フルオロキノロン系抗菌薬に代表され
る。時間依存性抗菌薬は，薬物濃度がMICを超える時
間（%T>MIC；Time above MIC）が重要な抗菌薬で
あり，β-ラクタム系抗菌薬やマクロライド系抗菌薬
に代表される。

表４　主要抗菌薬のPK/PDパラメータ

抗菌効果 PK/PDパラメータ
抗菌効果

タイプ 持続時間

フルオロキノロン系 AUC/MIC
濃度依存性 長い

アミノグリコシド系 Cmax/MIC

セフェム系ペニシリン系 %T>MIC 時間依存性 短い

マクロライド系 AUC/MIC 時間依存性 長い



菌薬のような蛋白阻害薬，フルオロキノロン系
抗菌薬のような核酸合成阻害薬には存在する
が，β-ラクタム系抗菌薬はカルバペネム系抗
菌薬を除きほとんど存在しない。このことから，
PAEを有する抗菌薬では投与間隔を延長して
も効果が期待できるが，PAEを示さない抗菌
薬ではMICを超える濃度を維持できるような投
与間隔を設定する必要がある。
　ウシの肺炎ではグラム陰性菌であるP. mul︲
tocida，M. haemolytica，H. somniやM. bovisが
主要肺炎原因菌であるので，その治療にはフル
オロキノロン系抗菌薬が最も適した抗菌薬であ
ると考えられる。牛医療に25年以上の実績があ
るバイトリル®はフルオロキノロン系抗菌薬の
代表的な抗菌薬であり，著者らの研究データ
からは体重１kgあたり５mgをウシの皮下に注
射した場合，気管支肺胞洗浄液から分離され
たウシの肺炎主要原因菌に対するAUC/MICは
125をはるかに超えている。このことはバイトリ
ル®を牛肺炎に対して適切に使用すれば，その
治癒率は著しく向上することを示唆している。
しかし，日常的に牛医療に従事している獣医師

からは，「バイトリル®を含めたフルオロキノロ
ン系抗菌薬の効果が期待を裏切る」との意見も
ある。そこで，その用法を詳しく聴取すると「二
次選択薬として最大５日間の投与であり，数日
間以上は他系統の抗菌薬を投与した後，再び３
日間以内でフルオロキノロン系抗菌薬を使用し
ている」とのことであった。一方，伴侶動物で
のフルオロキノロン系抗菌薬の用法では「投与
期間は原則として７日以内とし，14日までの追
加投与は慎重に行うこと」とされている。産業
動物であるウシに対して同様の考えでフルオロ
キノロン系抗菌薬を投与してよいかは議論の余
地があるが，特に価値が高いと考えられる個体
では，必要に応じた長期間のフルオロキノロン
系抗菌薬の投与により治癒率の向上を目指すこ
とも重要であると考えている。
　そこで著者らは，臨床的に治癒の見込がな
いと診断された長期加療重症肺炎罹患牛（M. 
bovisが分離）に対してフルオロキノロン系抗
菌薬を３週間連続投与したところ，供試牛３頭
とも臨床症状が改善し終診となり農場へ戻った

（図３）。このうちの１頭は約２ヶ月後に再度悪

図３　肺炎罹患牛のCT所見
⒜軽度肺炎罹患牛（参考），⒝長期加療重症肺炎牛（生存），⒞長期加療重症肺炎牛（生存），⒟長期加療
重症肺炎牛（終診２ヶ月後に廃用）。長期加療が必要となった重症肺炎罹患牛では，肺炎所見がCT画像
の50%を超えている場合は救命が困難なことが多い。

⒜ ⒝ ⒞ ⒟
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化しため廃用となったが，他の２頭はその後も
順調に成長している。当該症例は約10ヶ月齢で
体重100kg前後と重度の成長不良であったが，
著者らの継続的な抗菌薬療法により順調な成長
を示した。
　著者らが重症肺炎罹患牛に対して実施してい
るフルオロキノロン系抗菌薬の長期間投与は，
効能書の用量を守れば肺炎発症牛から分離され
る主要肺炎原因菌のMPCを遥かに超えている
ことから，耐性菌の出現を危惧する必要性は特
段ないように思われる。また，フルオロキノロ
ン系抗菌薬の長期間投与により鼻腔内に存在し
ていたP. multocidaやM. bovisの耐性株も消失
することから，著者らが実施した治療法はウシ
の肺炎治療法のひとつとして極めて有用である
と考えられた。

５．気管支肺胞洗浄の臨床現場への 
応用の必要性

　著者らがBALを牛医療に応用し始めてから
概ね５年間が経過し，肺炎原因菌が特定される
とともに，その薬剤感受性に関する知見が蓄積
されている。その背景には，臨床現場の獣医師
のみならず牛飼養者からのBAL実施へのニー
ズが高いことがある。特に，牛飼養者は飼養牛
の生死や成長不良が経済的な死活問題になり兼
ねないことから，BALの実施を希望されるこ
とが多い。しかし，内視鏡自体が産業動物医療
においては一般的には普及しておらず，BAL
を日常診療として実施できていないことも事実
である。
　牛肺炎の確定診断や治療法の決定に関する考
え方は獣医師によって大きく異なる。確かに
従来の知見や経験に基づく診断や治療でも多
くの肺炎は見かけ上は治癒するが，完治に至

らなかった症例も少なくない。実際，終診に
至った肺炎既往牛のBALFからもM. bovisやP. 
multocidaが分離されることも少なくない。し
かし，BALの実施により肺炎原因菌を特定し，
その薬剤感受性試験結果を応用した科学的根拠
に基づく治療を早期に実施すれば，肺炎罹患牛
の治癒率は明らかに向上するばかりか治療期間
も短縮する。
　多くの場合，同一飼養環境下で飼養される肺
炎罹患牛の肺炎原因菌は概ね一致し，その薬剤
感受性もほぼ同様である。そのため，肺炎罹患
牛の全てに対してBALを実施する必要性は低
いように思われる。しかし，飼養環境や肺炎予
防策が異なる場合は肺炎原因菌種は同様であっ
ても，その薬剤感受性は大きく異なることもあ
る。
　これらのことから，まずは牛臨床獣医師お
よび関係者がBALに関する知見や技術を身に
つけ，農場単位やロット単位で肺炎罹患牛の
BALを実施し，肺炎原因菌の特定とその薬剤
感受性を明らかにすることが重要である。それ
により得られた知見をその後の肺炎治療方針の
決定に応用すれば，治癒率の向上と治療期間の
短縮が十分に期待できる。

最後に

　ウシに対するBALの臨床応用は未だ日が浅
く普及には至っていない。しかし，BALの実
施により得られる知見は，臨床経験をも上回る
可能性がある。このことからも，今後BALが
広く臨床応用され牛肺炎の治癒率が向上するこ
とにより，牛飼養者の経済的なメリットが増え
るとともに，消費者に対する食の安全，安心に
貢献できることを切に願う。

牛肺炎に対する気管支肺胞洗浄の応用と抗菌薬療法
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はじめに

　乳牛の飼養管理技術は酪農業の発展に伴い急
速に進歩してきた。乳牛１頭当たりの年間乳量
は10,000kgを超えるに至っているが，疾病発症
率や事故率も同時に高くなっている。特に分娩
移行期の疾病発症率や事故率は高く，その中で
も，分娩後の代謝障害および繁殖障害に起因す
る事故率は年々増加し，乳牛の生涯生産性は低
下の一途をたどっている。分娩移行期の飼養管
理に起因すると考えられる疾病は乳牛淘汰の原
因の中で17.6％と最も高く，管理の失墜が影響
して現れる繁殖障害の17.6％を含めると，その
割合は35％を超える（平成26年度牛群検定成績，
都府県）。この影響により，酪農経営は乳牛償
却費が生乳生産費の14％を占めるという状況に
陥っている。このことは分娩移行期飼養管理の
難しさと重要性を示している。

分娩による恒常性（ホメオスタシス）変化 
［流常性（ホメオレシス）］

　高等動物の内部環境におけるホメオスタシス
は成長，妊娠，分娩，泌乳などの変化にともな
う生体の栄養代謝の変化に応じて，その設定点
が変化する。このような現象をホメオレシスと
いう。下垂体前葉から分泌される成長ホルモン

（GH）は骨成長，タンパク質合成を直接的に促
進する。また，GHは肝臓からのインスリン様
成長因子１（IGF-1）の分泌を促進し，分泌さ
れたIGF-1は細胞増殖や肥大を促進する。この
ようにGHは動物の成長に重要なホルモンであ
る一方で，肝臓からのグルコースの放出や脂肪
分解促進などの異化作用を有し，インスリンの

同化作用を抑制する。乳牛において血中GH濃
度は，分娩にともなう泌乳と呼応して増加す
る。血中GH濃度の増加は，肝臓での糖新生の
促進や脂肪組織での脂肪分解を促進する。GH
によって分泌されたIGF-1は乳腺で血流を増大
させるとともにインスリン抵抗性を高め，乳腺
以外でのグルコース利用を抑制する。このよう
なGHによる一連の作用により，栄養素の分配
が泌乳中心にシフトすることで乳汁生産が促進
される。以上のように，泌乳といった生理状態
を維持するために，生体はGHの分泌量を増加
させるなどの変化を引き起こし，ホメオレシス
に適応している（図１）。

泌乳初期の負のエネルギーバランス

　泌乳初期は乳量の増加に伴う栄養要求量の増
加に乾物摂取量（DMI）が追いつかず，その
アンバランスを負のエネルギーバランスと呼ん
でいる。一般的に，分娩後から泌乳最盛期まで
の期間はエネルギー要求量を飼料から充足させ
ることは不可能であり，乳牛は負のエネルギー
バランスに陥る。負のエネルギーバランスに対
する乳牛の一般的な反応として，１．糖の利用
を抑え，体脂肪を動員しエネルギー源を遊離脂
肪酸（NEFA）やケトン体で代替する，２．プ
ロピオン酸（DMIに依存するが），グリセロー
ル，乳酸および体タンパクから動員されるアミ
ノ酸を基質として肝臓での糖新生が活発化す
る，３．動員されたアミノ酸は乳タンパクにも
利用されるなど，体蓄積脂肪や体タンパクの利
用が亢進する。この負のエネルギーバランスに
対する個体の反応は，生理学的に考えれば極め
て自然な適応反応である（図２）。

乳牛における分娩移行期の栄養管理と初乳

杉野 利久

広島大学大学院生物圏科学研究科 
広島大学日本型（発）畜産・酪農技術開発センター
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（＋）IGF-1
の局所生産
（＋）乳糖合成

（＋）インスリンレセプター
への結合

脂肪分解効果

催糖尿病効果

（＋）血中グリセロール

（＋）血中グルコース

（＋）血中グルコース

（＋）糖新生

（＋）インスリン抵抗性

（＋）グルコース節約

（＋）エネルギーとして
のNEFA（＋）乳脂肪合成

（＋）乳量

（＋）血流量

（＋）エネルギー源

（＋）血中成長ホルモン濃度

泌乳

（＋）血中遊離脂肪酸
（NEFA）

（－）乳腺退行

（＋）血中インスリン様
成長因子１（IGF-1） 末梢組織

体脂肪

乳腺

肝

図１　成長ホルモンによる増乳作用
（佐々木康之 監修，小原嘉昭 編：反芻動物の栄養生理学，農文協（1998），図６－13を一部改変）

0 50 100 200 300 400 （日）

エネルギー摂取量

泌乳曲線

体重・BCSの回復体重・BCSの低下

体重・BCSの回復期間が延長…

図２　泌乳曲線とエネルギー摂取量の関係（イメージ）
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泌乳初期の代謝状態

　前述した乳汁生産に適応するためのホメオレ
シス反応と，エネルギー摂取量と乳量のアンバ
ランスによる負のエネルギーバランスに対する
個体の適応反応は，異なる生理反応（乳汁生産，
エネルギー不足）に端を発した反応である。こ
れらは現象として類似していることから混同し
がちであるが，実際には泌乳初期はこの二つの
反応が同時進行で起こっている。したがって，
分娩移行期は代謝疾病が起こりやすい時期とし
て認識されてきているが，これら適応反応自体
に問題があるわけではなく，この適応反応が過
度になることが問題であると考えられる。すな
わち，分娩後に体蓄積脂肪やタンパクが過度に
動員されると代謝障害を起こしやすくなるとい
うことである。このような代謝障害は過肥のま
ま分娩に至った乳牛においてよく観られる1）。

分娩前の過肥とインスリン抵抗性

　分娩前の過肥は，分娩後に観られる一連の適
応反応に必要な体脂肪を過剰に蓄積しているこ
とを意味する。分娩前の過剰な飼料摂取は血糖
値と血漿インスリン濃度の増加につながり，分
娩後のインスリン抵抗性を亢進すると考えられ
ている2）。このことは，①増乳のためのGH－
IGF-1軸亢進によるインスリン抵抗性の増強と，
②負のエネルギーバランスによる体蓄積脂肪の
動員を更に助長することになる。これらにより
体蓄積脂肪分解がさらに促進され，血中NEFA
濃度と肝臓への流入3）が増加し，脂肪肝やケト
ーシスのリスクを高め，さらに体重やボディ
ー・コンディション・スコア（BCS）の過度な
減少を招く。産褥期（fresh）での過度の血中

NEFA濃度増加は脂肪肝やケトーシスだけでな
く，免疫機能の低下とそれによる乳房炎，胎盤
停滞や子宮内膜炎，また第四胃変位などのリ
スクも高め，それがさらにDMIの低下を招き，
体重やBCSの減少…という負のスパイラルに陥
る1）（図３）。最近では，排卵同期化プログラム

（オブシンク）の普及によって初回授精率や受
胎率も向上しているが，分娩後にBCSを下げる
乳牛はオブシンクを利用しても受胎率が低いこ
とが明らかになっている4）。以上のことから，
分娩前の過肥は分娩後の代謝障害だけでなく繁
殖成績にも直結し，最終的には生涯生産量にも
影響することを示している。したがって，分娩
までに過肥にさせないことが重要となる。

泌乳後期の甘い罠

　最近の飼養管理の傾向として，規模拡大と労
働力の不足により，繋ぎによる個別管理からフ
リーストールやフリーバーンによる群管理の割
合が多くなり，それに伴い飼料の給与形態も分
離給与から混合飼料給与（TMR）が主流にな
っている。群管理・TMRの利点は作業時間の
短縮や混合することによる栄養摂取の偏りの改
善である。問題点としては，個体管理の難しさ
や，群分け数にもよるがTMRの栄養濃度の設
定の難しさが挙げられる。中小の酪農規模の場
合，泌乳牛は１群TMRで管理されている場合
が少なくない。TMRは，栄養濃度を人が設計
するとは言え，摂取量は牛の自発的摂食行動に
よって決まる。したがって，TMRの栄養濃度
を牛群乳量のどこに設定するかにもよるが，設
定乳量以上の乳牛にはTMRを多く摂取しても
らわねばならず，設定以下の乳牛は乳量に対す
る飼料効率が下がる（肥る）。乳牛の高泌乳化

― 19 ―

乳牛における分娩移行期の栄養管理と初乳



による栄養管理の難しさは現場での飼養管理に
も左右されることになる。
　先述したように，近年の周産期疾病や繁殖障
害の増加は受胎率の低下を引き起こし，空胎期
間の延長につながっている。平成26年度牛群検
定成績（都府県）では，分娩間隔は平均で446日，
平均産次数も2.5産に至っている。NRC2001で
推奨されている乾乳期60日を想定した場合，泌
乳初期を除くと一年以上泌乳中・後期が続く
ことになる。群管理・TMR給与の場合は前述
のように摂取量を乳牛自体に依存することとな
り，乳量減少に伴う栄養要求量の低下と栄養摂
取量のアンバランスにより乳牛は過肥になりや
すく，分娩間隔の長期化により乾乳時にすでに
過肥になっているケースが多いことも問題であ
る（図２）。したがって分娩移行期の問題（周

産期疾病，繁殖障害）を軽減するためには，泌
乳後期の栄養管理に関する研究も重要であると
考える。近年では乾乳期の短縮を目的とした研
究も試みられているが，泌乳後期の栄養摂取量
の過剰により乾乳時には過肥になっているケー
スが多いことを考えると，酪農経営規模にもよ
るが，乾乳期の短縮が収益に効果があるとして
も，分娩移行期の問題解決につながるかどうか
は別問題である。分娩前60日間は胎児の急激な
発育時期である。したがって飼養管理上，泌乳
を止め，乾乳させることは，母牛では分娩に向
けて，胎児には誕生準備という意味で重要であ
る。また乾乳期を設けることはルーメン壁や乳
腺の修復など，泌乳に向けた準備をするという
意味でも重要であると考える。

不適正なビタミン、微量ミネラル
または抗酸化物質

高DCAD、低Mg飼料

低Ca血症
筋弛緩免疫機能低下

分娩前後の乾物摂取量低下

乳房炎

胎盤停滞と子宮炎

乳熱

第４胃変位

飼料中有効繊維の不足

ルーメンアシドーシス

蹄葉炎
ケトーシス
脂肪肝

エネルギーと蛋白の負のバランス
遊離脂肪酸増加

図３　負のエネルギーバランスと周産期疾病１）
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乾乳期の飼養管理

　分娩移行期の定義に関して，人によって乾乳
後期（Close-up）および産褥期（fresh）を分
娩移行期と定義する場合もあるが，ここでは，
乾乳前期（far-off），乾乳後期および産褥期を
分娩移行期と考えたい。NRC2001では，乾乳
期間は60日で２群管理（前期40日，後期20日）
が推奨されている。前段でも触れたが，近年で
は乾乳期短縮の研究もなされており，泌乳後期
の過肥は別として，20日程度の短縮（乾乳期40
－45日）は次乳期の乳量に影響しないことから，
乳腺の退縮・休息・発達には乾乳期40－45日程
度で十分であると考えられる。この場合の２群
管理は前期20－25日，後期20日となる。この乾
乳期２群管理を栄養学の観点から見た場合，前
期は粗飼料を多給した低エネルギー管理を行
い，泌乳期間中の濃厚飼料多給により傷んだル
ーメンを修復する。後期は分娩後の濃厚飼料多
給による高エネルギー管理に馴致させる期間で
あり，濃厚飼料を増給した中エネルギー管理に
よりルーメンを分娩後の飼料に馴致させる。乾
乳期の２群管理により後期群を設けることは，
ルーメン微生物やVFA吸収をになうルーメン
壁の分娩前の馴致という意味では効果的であ
る。
　分娩時の理想的なBCSは3.0－3.25である。同
時に，乾乳期のBCSは維持することが理想とさ
れている（経験則で科学的な根拠はない）。こ
のことは分娩時の過肥に問題があることが多く
の研究で明らかになっている一方で，乾乳時
に過肥である乳牛の飼養管理に現時点では指
標がないことを示している。例えば乾乳時に
BCS4.0という乳牛を乾乳前期30日でBCS3.5ま

で落とすことは225Mcalのエネルギー消費が必
要となり，１日7.5Mcal消費させる必要がある。
これは乾乳期に必要なエネルギー摂取量の約半
分であり，毎日エネルギー（NEL）充足率50％
で管理することになる。栄養学の理論上は可能
だが現実的ではない。このことを考慮すると，
過肥の乳牛に関しては少なくともBCSをそれ以
上にせず，維持することが妥当であることを示
している。
　先に述べた乾乳期２群管理はルーメン微生物
や壁の馴致では効果的である一方で，乾乳後期
のエネルギー過剰摂取につながり，分娩後の代
謝障害リスクが高まる。また，乾乳期１群管理
の場合は適度なエネルギー含量の飼料であって
も，自由採食により過剰なエネルギー摂取にな
りがちである。乾乳期のエネルギー過剰摂取に
より過肥となった場合，分娩後に多量のNEFA
が血中に放出され，先述の負のスパイラルに陥
る。脂肪肝やケトーシスを発症すると，血中ケ
トン体濃度の増加に伴い免疫機能の低下，それ
による子宮内膜炎や乳房炎につながる5）。これ
ら過肥リスクから考えると，乾乳期は低エネル
ギー１群管理が良いと考えてしまうが，その場
合は産褥期を別飼い出来ないとルーメン壁の馴
致もなく高エネルギー管理になり，アシドーシ
スの危険性を増大させる恐れがある。したがっ
て，このような管理の場合は産褥期に中エネル
ギーで管理する必要性がある（図４）。泌乳牛
を１群管理しており泌乳初期を別飼い出来ない
酪農現場も多くあるが，アシドーシスを発症し
た牛は自発的に切断長の長い粗飼料を好むこと
から6），乾乳期を低エネルギー１群管理した場
合は，泌乳牛の飼槽レーンの隅に切断長の長い
粗飼料置き場を設置するのもアシドーシス予防

乳牛における分娩移行期の栄養管理と初乳

― 21 ―



には効果があるかもしれない。

乳牛の肝臓脂質代謝の特性

　教科書的な内容になるが，乳牛（反芻動物）
の脂質代謝について述べたい。単胃動物も同様
だが，個体のエネルギー充足率がマイナスに
なった場合（負のエネルギーバランス），体貯
蓄脂肪を分解しNEFAとグリセロールの利用が
亢進する。グリセロールは肝臓での糖新生に
利用されグルコースに変換される。脂肪酸は肝
臓でβ酸化されてアセチルCoAとなり，オキザ
ロ酢酸と反応してクエン酸となり，TCA回路
に入りATP（エネルギー）を産生する。この
脂肪酸のエネルギー産生経路が飽和するとアセ
チルCoAはアセトアセチルCoAを経てケトン
体［アセトン，アセト酢酸，βヒドロキシ酪酸

（BHBA）］を合成する。また，余剰な脂肪酸は
グリセロールと結合して脂肪が再合成される。
　反芻動物の場合，炭水化物はルーメン微生
物の発酵によって揮発性脂肪酸（VFA；酢酸，
プロピオン酸，酪酸）に分解されルーメン壁か
ら吸収される。そのため単胃動物のような小腸
からのグルコース吸収がほとんどなく，反芻動
物はプロピオン酸などを基質として，肝臓での
糖新生に依存して必要なグルコースを産生して
いる。プロピオン酸の場合，肝臓でサクシニル
CoAに代謝されTCA回路に取り込まれる。そ
の後，オキザロ酢酸を経て解糖系のホスホエノ
ールピルビン酸に代謝され解糖系を遡りグルコ
ースが産生される（図５）。また，酪酸はルー
メン壁から吸収される際にBHBAに変換され吸
収される。負のエネルギーバランスによる肝臓
での脂質代謝について上述したが，反芻動物の
場合は糖新生が連続的に行われているため，ア

セチルCoAがTCA回路に入るためのオキザロ
酢酸との反応が少なく，また酪酸がBHBAとし
て吸収されるため，単胃動物と比較して血中ケ
トン体濃度が高い。この反芻動物の脂質代謝特
性は分娩移行期の飼養管理において重要である
ので理解する必要がある。

乾乳期の低エネルギー飼養管理

　乾乳期の飼養管理（エネルギー摂取量）に関
する研究はイリノイ大学の研究グループによ
り多く報告されている。乾乳前期のNEL要求量

（NRC2001）を80，100および150％の３群で管
理し，さらに乾乳後期を自由採食（NEL要求量
136％）と制限給飼（78％）に分けた試験にお
いて，分娩後10日間のDMIは乾乳前期150％群
で低い傾向にあり，またエネルギーバランスも
最も負に陥ることが示されている。産褥期の血
清BHBAおよびNEFA濃度は80％群で低値を示
し，肝臓脂肪含量も同様に80％群で低値であっ
た。また肝臓脂肪含量に関しては，乾乳後期制
限給飼群が乾乳前期のエネルギー水準とは関係
なく低値を示す傾向にあったが，概ね乾乳後期
のエネルギー水準はDMIを始め乳生産，代謝
プロファイルに影響を与えなかった7）。同様に
乾乳期を通してNEL要求量（NRC2001）を80，
100および150％の３群で管理した場合，150％
群は産褥期のBCSの低下が最も大きく，体重あ
たりのDMIも80％群より低かった。分娩後８週
間の乳量に関しては150％群で最も多かった8）。
また，これら試験における子牛の出生時体重に
関しては，乾乳期エネルギー水準による差は認
められず正常であった。筆者らも同様の試験を
TDN要求量ベース（日本飼養標準）で実施した。
試験処理として乾乳後期20日間をTDN要求量
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泌乳後期 泌乳初期（フレッシュ）

エネルギー要求量

乾乳期２群栄養管理

乾乳期１群栄養管理

乾乳前期 クローズアップ

エ
ネ
ル
ギ
ー
要
求
量
／
供
給
量

図４　乾乳期飼養管理（イメージ）

クエン酸

ピルビン酸

α-ケトグルタール酸

プロピオン酸

プロピオニールCoA

サクシニールCoA

フマール酸

オキザロ酢酸

アセチルCoA
TCA回路

ホスフォエノールピルビン酸

グリセルアルデヒド‒3‒リン酸

フルクトース‒1,6‒ジリン酸

フルクトース‒6‒リン酸

グルコース‒6‒リン酸

グルコース

グリセロール

図５　反芻動物の肝臓における糖新生経路
（佐々木康之 監修，小原嘉昭 編：反芻動物の栄養生理学，農文協（1998），図３－１を一部改変）
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100％としつつ，乾乳前期40日間の栄養水準に
着目し，その時期に低栄養水準（TDN要求量
80％）で管理した経産牛の分娩移行期における
代謝プロファイル，発情回帰および305日乳量
に及ぼす影響を検討した。乾乳期の給与飼料と
して粗飼料主体型の乾乳期用混合飼料（ドライ
コンプリート；全酪連，図６）を用いた。結果
として，低栄養管理された乳牛は乾乳前期を通
して体重変化がなく，なお且つ子牛の出生時体

重に影響が認められなかったことから，体脂肪
にして20kg程度の減少が考えられた。そのこ
とは分娩前後の血漿NEFA，BHBA濃度からも
伺え，これらの分娩後の増加が抑制され低く推
移した。低栄養管理群のBCSは乾乳時に平均で
3.23から分娩予定20日前には3.11まで減少（0.14
ポイント減）したが，乾乳後期をTDN要求量
100％とすることで分娩直前には3.28にまで回
復した。低栄養管理群の分娩後のDMIは対照
管理群（概ねTDN要求量通り，乾乳期１群管理）
との違いはなかった。BCSは対照管理群が５週
目に最低値2.72，低栄養管理群では３週目に最
低値2.81であり，15週目に対照管理群2.84であ
ったのに対して低栄養管理群は3.09まで回復し
た。低栄養管理群の305日乳量は対照管理群と
比較して差はなかったが（対照：10,904，低栄
養 10,967kg），低栄養管理により泌乳ピーク到
達週が遅くなると同時に泌乳持続性の向上がみ
られた。発情回帰に関しては，低栄養管理群の
初回排卵日が対照管理群より２週間程度早く，
分娩後25日以内の出現率が75％であった9）。
　これら報告は乾乳期の低エネルギー管理が分
娩後の健全性に好影響を与えることを示してい
ると同時に，以下に注視する必要がある。①乾
乳期２群管理の場合，乾乳後期よりも前期のエ
ネルギー水準が産褥期の代謝に影響する。②
乾乳期１群・２群管理でも，現行の飼養標準

（NRC，日本飼養標準）による20％程度のエネ
ルギー制限はBCSにして－0.15程度の変化（体
脂肪20kg程度の減少）であり子牛の生時体重
に影響しない。③エネルギー制限時に負のエ
ネルギーバランスによる血漿NEFA濃度の増加
は認められるが血漿BHBA濃度には影響しない

（先述の脂質代謝経路が上手く回っている）。④

図６　粗飼料主体型乾乳期用混合飼料�
（ドライコンプリート；全酪連）

粗飼料のガサでDMIを制御することで自由採食（DMI 
14kgを想定）により乾乳期栄養要求量を過不足無く充
足させる。
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これら試験はBCSが3.00－3.25と正常とされて
いる範囲の乳牛を用いて実施し，乾乳期の過剰
エネルギー摂取（特に前期）により0.25ポイン
ト程度増加した（分娩時の理想とされるBCS）
が，産褥期の血漿NEFAおよびBHBA濃度は
100％充足率と比較し増加しており（過剰な体
脂肪動員），肝臓脂肪含量も多かった（先述の
GH－IGF-1軸の亢進と負のエネルギーバランス
により脂質代謝経路が過飽和状態）。
　先述のように，乾乳期間中のBCSは維持する
ことが望ましいとされているが，これに関して
は経験則であって科学的根拠に基づいたもので
はない。酪農現場では過肥牛であっても乾乳期
はBCSが上がることのないように維持している
と（乾乳期にさらに過肥にならないよう）よく
聞く。これは乾乳時に体重を落とすことで，分
娩前に脂肪肝やケトーシスのリスクを考えての
ことであると考えられるが，実際，上述したよ
うに20％程度のエネルギー制限では脂質代謝は
上手く回っていることを考えると，BCSの0.5
ポイントの減少は無理としても，0.15ポイント
程度でも減少させた方が周産期疾病や事故リス
ク軽減には効果がある可能性があり，乾乳時に
過肥である場合の管理に関して報告例はないが
議論の余地があると考える。

夏季の乾乳期には注意が必要

　乳牛の健全性や乳生産に適した環境温域は４
〜24℃といわれているが，22℃以上になると乳
牛は体熱放出機能が弱いため生理的ダメージを
受け始める。近年の平均気温の上昇は最低気温
の上昇もその要因となっており，気象データで
は最低気温25℃を超える熱帯夜の日数が増加
している。牛群検定情報によると夏季の授精頭

数が他の時期の60％程度に落ち込んでいる。ま
た平成25年度の生乳生産量は６月頃より減少が
始まり，８月には５月に比べて約２kg減少し，
乳生産に適した環境温域圏である11月まで減少
が認められる。従来の乳牛に対する暑熱対策は，
施設環境対策としてミストファンの設置による
体温冷却，生乳生産量対策として，夏季の分
娩を避け秋季に集中させるなどが講じられてき
た。しかし秋季に分娩を集中させることは，乾
乳期の乳牛が暑熱ストレスに暴露されることに
なる。フロリダ大学の研究では，乾乳期の暑熱
曝露は乾乳期間中のDMIと増体重を減少させ，
また早産の可能性と子牛の出生時体重の低下を
引き起こすと報告している。また乾乳期の暑熱
曝露は次乳期にまでその影響が持続し，乳量の
減少を認めている10）。イリノイ大学の研究では，
乾乳期低エネルギー水準は子牛の出生時体重や
分娩後の代謝プロファイルおよび乳生産には悪
影響は認められなかったが，夏季（暑熱時）乾
乳期でのDMI低下は負の影響を及ぼす可能性
があると報告している。

乾乳期の過肥と初乳

　新生子牛は，初乳に高濃度で含まれる免疫
グロブリン（IgG）を摂取し小腸から吸収する
ことで，受動的に体液性免疫を獲得する。一
般的に出生後24から48時間の子牛の血清IgG濃
度が10 mg/mL以下の場合，免疫の受動伝達不
全（failure of passive transfer，FPT）とされ
ている11）。IgGが吸収できるのは生後24時間以
内とされているが，生後12時間を境に吸収率は
急激に減少するため（減少率が0.3％/ｈから2.5
％/ｈに），Osakaらは生後６時間以内にIgG濃
度40mg/mL以上の初乳を３L以上給与するこ
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とが望ましいと報告している12）。またGodden
は初乳中IgG濃度50 mg/mL以上を良質として
3.78L以上を給与するべきと提唱している11）。
FPTの場合，離乳前の子牛の健康や増体に影
響し13），その後の生産性にも影響する14）。また，
初乳給与量は離乳時の子牛の体重にも影響し，
給与量が少ない場合，どのような哺乳プログラ
ムであっても離乳時体重が低くなる15）。以上の
ことから新生子牛には①良質な初乳を十分に，
なお且つ②初乳中のIgGを十分に小腸から吸収
出来る時期に給与することが重要である
　初乳中IgG濃度は乾乳期の栄養状態の影響を
受ける。乾乳期の過剰なエネルギー摂取は初乳
にも影響し，分娩前４週間をエネルギー要求量
の125％で管理した場合の初乳中IgG濃度は100
％で管理した群と比較して約10％低く，また
150％で管理した群は約25％も低下したという
報告がある16）。このことは，分娩前の過肥が分
娩後の母牛の健全性に影響するだけでなく，新
生子牛の健全性にも影響を及ぼすことを示して
いる。

中鎖脂肪酸による過肥予防の可能性

　乳牛の飼料エネルギー濃度を高めるためにル
ーメンバイパス油脂が用いられることが多い。
ルーメンバイパス油脂には脂肪酸カルシウム塩
や水素添加脂肪酸などがある。脂肪酸カルシウ
ム塩の多くはパーム油由来である。パーム油由
来の脂肪酸カルシウム塩はパルミチン酸（炭素
数16）やオレイン酸（炭素数18：１）を多く含み，
乳量，乳脂率を高める効果がある。一方，問
題点として嗜好性の低下によるDMIの低下や，
長鎖脂肪酸を構成成分としているため体脂肪と
して蓄積されやすく，栄養摂取量が過剰の場合，

過肥の原因となる。
　そこで筆者らは中鎖脂肪酸（炭素数８〜12）
に着目した。中鎖脂肪酸は，最近ヒトの健康食
品として注目されるココナッツ油に多く含まれ
る成分であり，吸収後速やかに肝臓で酸化され
るため体脂肪として蓄積されない特徴を有す
る。したがって，中鎖脂肪酸カルシウム塩は飼
料エネルギー濃度を高め，かつ体脂肪蓄積を回
避できる効率の良いルーメンバイパス油脂と考
えられる。また，摂食亢進およびGH分泌作用
を有する消化管ホルモンであるグレリンは，３
番目のセリン残基にカプリル酸（炭素数８）の
アシル修飾を受けており，このカプリル酸の修
飾が活性に必須である。中鎖脂肪酸カルシウム
塩の摂取は活性型グレリンの血中濃度を高める
可能性があり，グレリンを介した血中GH濃度
の増加，それによる増乳作用も期待できる。そ
こで以下のような中鎖脂肪酸カルシウム塩の添
加に関する３つの給与試験を実施した。試験１
は分娩後70日の乳牛を供試し，１期２週間の反
転法を用いて実施した。試験２は分娩後から８
週間添加給与した。試験３は乾乳後期に添加給
与した。添加給与量は３試験ともに1.5％DMと
し，TMR給与体系で飼養管理した。
　試験１および２の結果，中鎖脂肪酸カルシウ
ム塩の添加給与によりDMIおよび乳量には影
響しなかったが，代謝プロファイルでは血中
NEFA濃度の増加が認められ，また代謝ホルモ
ンではグレリン，GHおよびグルカゴン濃度の
増加とインスリン濃度の減少が見られ，インス
リン/グルカゴン（I/G）比の低下が認められた。
この代謝プロファイルの結果から，中鎖脂肪酸
カルシウム塩は体内栄養代謝を異化にシフトす
ることが考えられた17,18）。試験３では，試験群
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の乾乳後期において試験１と２で見られた栄養
代謝の異化シフトは認められなかったが，分娩
後に同様の代謝プロファイルを示した。試験群
の牛では対照区と比較して乳量が多く，６週
には対照区より平均乳量が７kg程度多かった。
乳質に関しては，その機序は不明であるが，試
験牛群の乳において酸化臭の一因とされる香気
成分ヘキサナールの減少が認められた。
　以上の試験から，中鎖脂肪酸カルシウム塩は
体内栄養代謝を異化にシフトすること，また増
乳効果が期待できる可能性が考えられた。本試
験は移行期の飼料エネルギー濃度を高めること
を目的として実施したが，結果として飼料を過
剰に摂取した乳牛の代謝を異化に向けて乳生産
を高める可能性があることから，泌乳後期の飼
料源として泌乳持続性および過肥予防に効果的
であるかもしれない。

おわりに

　乳牛の周産期疾病や繁殖障害は分娩後の過度

の体重減少，それに伴う血漿NEFAやBHBA濃
度の過度の増加がその一因とされている。この
ような所見は過肥のまま分娩に至る乳牛に多く
認められることから，泌乳後期および乾乳前期
の過肥予防（太らせないこと）が重要であると
考える。また分娩前の過肥は初乳の質にも影響
することから，子牛の健全性にも直結する問題
である。しかしながら，過肥牛への乾乳期飼養
管理に関する研究データはほとんどなく，酪農
現場では経験則で管理している実態がある。今
後は暑熱対策を含む移行期の問題解決に向けた
乾乳期飼養管理に関する研究が必要である。最
後に，乾乳期の低エネルギー管理に関して北米
ではNRC2001における乾乳期のエネルギー要
求量は高いと決着している。またCNCPSの最
新版では粗飼料のエネルギー評価も上がってお
り，それに伴い乾乳期のエネルギー充足率（同
じ設計でも高くなる）も変わっているので注意
が必要である。

乳牛における分娩移行期の栄養管理と初乳
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　近年，家畜の様々な感染性疾患に対する粘膜
ワクチンの可能性について関心が寄せられてい
る。本稿では，粘膜ワクチンを理解する基礎と
なる粘膜免疫系の特性を述べ，その上で感染防
御と炎症性疾患の予防および治療のための粘膜
ワクチンの開発の可能性について解説する。

粘膜免疫系の役割

　呼吸器，消化器および生殖器などの粘膜面
は，摂取された食物や空気中の様々な物質（異
物）を分解し，またそれらに毒性がある場合そ
の毒性を物理的および化学的に回避する清浄化
機序を有している。さらに異物が出入りする頻
度の高い粘膜面においては，特に外来異物の特
徴に対して適応された粘膜免疫系が備わってお
り，物理的，化学的な清浄化機序とは別の免疫
的な機能を働かせて生体を保護している。健康
な成人では，この粘膜免疫系に全免疫細胞のほ
ぼ80％に相当する細胞が分布し，その細胞のほ
とんどが各粘膜局所に付随する粘膜関連リンパ
組 織（Mucosa-Associated Lymphoid Tissue：
MALT）中に蓄積されているかまたはその間
を往き来しているといわれている1）。牛では
現在までのところ，全身においてMALTが
確認されている部位は人やマウスに対して少
ないが，図１に牛でもその存在が予想される
MALTの位置を示した。
　基本的に粘膜免疫系は，⒤体外からの侵入す
る有害な物質および体内に潜在的に常在してい
る物質（常在細菌叢も含む）らを監視する，ⅱ
体外からの侵入する異物に対し積極的な免疫応
答をとるか消極的な免疫応答（免疫寛容）をと
るかを選択する，ⅲ有害物質が身体内部に侵入
した場合それらを排除することなどの役割があ

る。粘膜免疫系は，血管などの通常無菌環境の
中にしばしば侵入した微生物などに対して強い
免疫応答を誘導する全身免疫系とは異なり，常
に大量の外来異物の情報がある中で最もコスト
パフォーマンスの高い適切なエフェクター機能
を粘膜局所で発動させて組織の損傷やアレルギ
ー反応が起こらないようするための制御をして
いると考えられる。

粘膜免疫系の応答

　粘膜面が主に対象となる粘膜免疫応答に
おいてMALTは中心的な役割を担っている。
MALTは，独自の免疫反応を誘導させることの
できる高度に発達した構造を持ち，基本的に全
身免疫系から独立して存在している。MALT
の構造的な特徴としては，免疫学的な役割が異
なる抗原提示細胞（Antigen Presenting Cell：
APC），T 細胞あるいはB 細胞などの個々の
細胞集団が一定の区画に配置され，かつ未成
熟リンパ球および抗原提示能をもつ樹上細胞

図１　牛でも存在が予想されるMALTの位置
※ここでは人で明らかにされた組織として示す

鼻咽頭関連リンパ組織

気道関連リンパ組織

涙道関連リンパ組織

腸管関連リンパ組織
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（Dendritic Cell：DC）の小さなクラスターが
上皮細胞の周辺に存在し，リンパ球を機能的に
成熟させることのできる領域を持つことがあげ
られる2,3）（図２にパイエル板の構造を例として
示した）。粘膜器官に接している個々のMALT
は，解剖学的に明瞭なリンパ様微小組織として
存在しており，消化器においては，パイエル板，
腸間膜リンパ節，腸内濾胞および孤立性小胞な
どが，また呼吸器においては外来異物の入口部
分に位置するアデノイドを含むワルダイエル扁
桃輪などが例としてあげられる。またMALT
に は 共 通 粘 膜 免 疫 経 路（Common Mucosal 
Immune System：CMIS）と呼ばれる機能と連
動することにより，特異的抗体の産生やウイル
スに感染した細胞を攻撃出来るように活性化し
たリンパ球を，他の粘膜部位に移動させる（ホ

ーミング）機能も備わっていることが知られて
いる（図３）4,5）。一般に抗原認識部位のMALT
を誘導組織と呼び，その抗原認識を受けたこと
で特異的免疫応答の機能（エフェクター機能）
を方向付けされた細胞がCMISによって移動し
てエフェクター機能を発揮する粘膜組織を実行
組織と呼んでいる（図４）。
　吸収性の上皮細胞および粘膜面から粘膜直
下のMALTに抗原を送り込むことに特化され
たMicrofold（M）細胞によってMALTに取り
込まれた抗原は，その場に存在しているDCや
APCに直接貪食され誘導組織としてのMALT
に配置された未成熟なB細胞または T 細胞（キ
ラー T 細胞；CD4+あるいはヘルパー T 細胞；
CD8+）に提示され，抗原特異的な免疫応答が
誘導される6）。一部の特定の抗原については，

抗原提示細胞

胚中心

円蓋部

傍濾胞域
Ｂ細胞

濾胞域

Ｔ、Ｂ細胞

FAE（M細胞）

図２　腸管関連リンパ組織（パイエルパッチの例）
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限られた多様性しか持たないγδ型の T 細胞
やNKT細胞，隣接する上皮細胞などによって
粘膜層の T 細胞へ直接処理および提示される
こともあるが，通常誘導組織としてのMALT
のAPCやDCから抗原提示された T 細胞およ
び B細胞は，抗原特異的抗体産生や抗原特異的
細胞傷害などのエフェクター機能を発揮する分

化して成熟する方向性が付与される。
　誘導組織での抗原特異的な免疫応答が方向づ
けられた免疫細胞（B 細胞および T 細胞）は，
抗原との最初の遭遇部位（例えば，腸管におけ
るパイエル板）を離れ，リンパ管を通過し，循
環に入り，全身の他の粘膜部位で記憶細胞また
は形質細胞（抗体産生能をもつ B 細胞を形質細

粘膜免疫循環帰巣経路

鼻咽頭関連リンパ組織
気管支関連リンパ組織
腸管関連リンパ組織

誘導組織

鼻腔、咽頭、上気管支、
消化管、唾液腺、乳腺

実効組織

図３　共通粘膜免疫システム（CMIS）とリンパ球循環帰巣経路

誘導組織 実行組織

B-α B-αリンパや血液
の流れ

形質
細胞

樹状
細胞

M細胞

病原体

分泌型IgA

図４　粘膜免疫系における誘導組織と実行組織
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胞と呼ぶ）や細胞傷害 T 細胞に分化し，CMIS
の経路で他の粘膜部位に移動する。このような
細胞の移動先は，その細胞の表面にある部位特
異的インテグリン（ホーミングレセプター）や，
血管内皮細胞上の相補的な粘膜組織特異的レセ
プター（アドレシンなど）によって主に決定さ
れる7）。さらに局所微小環境で産生されたケモ
カインは，感作を受けた B 細胞および T 細胞
上のインテグリン発現を調節してエフェクター
機能を発揮すべく目的の粘膜組織へと移動させ
る8）。
　特に興味深いのは，粘膜面のDCは，抗原の
情報を T あるいは B 細胞に提示することに加
えて，それらの細胞にホーミングの指向性を
指示することである。たとえば腸間膜リンパ
節およびパイエル板から単離されたマウスDC
は，（腸管）粘膜へのホーミングレセプターα
4β7 9,10）およびCCR9 10）の発現を増加させ，一
方それらと相互作用する記憶T細胞には，細胞
上に腸関連ケモカインTECK/CCL25，および
腸管上皮に優先的に移動させるエフェクター／
メモリーCD8 +T 細胞を発現させることで T 細
胞あるいは B 細胞のホーミングを運命づけ，ど
この実効組織へそれら免疫細胞を誘導させるか
を決定している。さらに注目すべきことに，腸
管への T 細胞あるいは B 細胞のホーミングの
指向性を発揮させるDCは，腸管DCで特異的に
産生されるレチノイン酸によるものであり，他
のリンパ器官由来のDCではレチノイン酸の産
生が起こらないことが報告されている11）。こう
したリンパ球のホーミングの運命は，各誘導組
織のDCにおいて特徴づけられていることが示
唆されている。このように特定のMALTで活
性化された免疫細胞が，そのMALTが付随す

る粘膜部位だけではなく，他の遠隔の粘膜組織
に免疫細胞を移動させるCMISの概念を説明す
る基礎的な知見になっている。将来的には，ケ
モカイン，サイトカインあるいはインテグリン
を質的あるいは量的に発現調節することによっ
て，特定のMALTで誘導された粘膜免疫を他
の粘膜組織でエフェクター機能を発揮させる，
すなわちCMISをうまく活用することで実行組
織を選んで粘膜免疫を作用させることも人為的
に可能になるかもしれない。

粘膜を防御する免疫応答と免疫寛容

　CMISにより目的の実行組織に移動した B 細
胞（形質細胞）は，粘膜面での液性免疫防御，
主に分泌型IgA（SIgA）抗体を粘膜面に分泌
させることによってその機能を発揮する。分泌
されるSIgAは，細菌やウイルス自体および病
原菌が分泌する毒素と結合することで，その上
皮への結合や体内への侵入を阻害し，菌や毒素
の体外への排出を促進する。表１に粘膜面の防

表１　粘膜防御における分泌型IgAの特徴と作用

１．１日に約35gを産生（体重約700kgで換算）
２．粘膜面への特異的輸送
３．自己のプロテアーゼに耐性
４．ウイルスや細菌の上皮細胞への付着を阻害
５． 巨大分子吸収（アレルゲンの取込みを含む）

を阻害
６．他の免疫グロブリンの炎症作用を阻害
７．ウイルス（細胞内外）や細菌毒素を中和
８． 非特異的な防御作用（ラクトペルオキシダ

ーゼやラクトフェリン）を増強
９． ポリ免疫グロブリン受容体を介して組織内

の抗原を除去
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御における主な分泌型IgAの作用を示した（表
１）。粘液面に接着した病原体および毒素タン
パク質抗原に対する特異的SIgAの誘導は，ヘ
ルパー T 細胞に依存するが12,13），一方興味深い
ことに，共生細菌叢に対するSIgAは，胸腺非
依存性14）の T 細胞および低親和性15）の形質細
胞である。ヒトでは，IL-4，IL-10およびTGF-
βと協調してSIgA産生細胞への B 細胞スイッ
チおよびIgA産生細胞への分化を制御してい
ることが報告されている16,17）。MALTにおける
抗原認識とエフェクター機能は，抗原の性質，
抗原提示に関与する抗原提示細胞（APC）の
タイプおよび局所微小環境によって支配され
る。粘膜面に存在するほとんどの抗原は非病原
性の抗原（例えば食餌から摂取したタンパク
質）であり，それらの抗原に対しては，粘膜の

APCやDCによって免疫応答に対し積極的に反
応しないようにする経路をたどり，２型ヘルパ
ー T 細胞（Th2）および様々な調節性 T 細胞

（Treg）の応答により抗原に対し寛容となる18）

（図５）。しがたって，MALTは，積極的免疫
誘導（免疫応答）と消極的免疫誘導（免疫寛容）
とを選り分けた制御をしている。

感染症に対する粘膜ワクチンと展望

　粘膜ワクチンに対する研究は，全身免疫およ
び注射型ワクチンに対する研究に比べてまだ少
ないが，近年基礎的知見が蓄積されつつある。
また上記したように，CMISを利用することで
病原性微生物が粘膜上皮に付着・増殖すること
や，ウイルスや細菌が感染した細胞が複製され
ることを防止する粘膜免疫系を，実行組織に誘

食餌性分解物

Th1

Th2

B-2
Treg

Tγδ

B-1

共生細菌叢

病原性細菌

積極的免疫応答消極的免疫応答
Treg

Th

免疫寛容 免疫応答

図５　粘膜面における積極的免疫応答と免疫寛容
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導することが出来ることから，CMISの概念に
立脚した粘膜ワクチンが最近注目されている。
粘膜ワクチンは注射によって誘導される全身免
疫の機構とは一線を画し，経口あるいは経鼻と
いった経粘膜経由で抗原を投与することで各粘
膜面へ抗原特異的な免疫応答を発揮させること
が出来る。人では難治性の粘膜感染症に対して
粘膜ワクチンの開発が進んでいる。例えば，ヘ
リコバクターピロリ，コレラ菌，腸毒素原性大
腸菌，赤痢菌，ディフィシル菌，ロタウイルス
およびカリシウイルスによって引き起こされる
胃腸感染，インフルエンザウイルスおよび呼吸
器合胞体ウイルスによって引き起こされる呼吸
器感染，クラミジアおよび単純ヘルペスウイル
スによる生殖器感染症などが粘膜ワクチンの対
象となっている。
　一方家畜においては，牛を含む獣医領域の動
物における粘膜免疫の基礎的知見はまだまだ少

ない。牛の粘膜T細胞反応性を評価するための
アッセイ技術は依然として不十分であり，牛に
おける粘膜ワクチンの有効性を予測する方法論
はまだ十分であるとはいえない。その状況の中
で牛では牛伝染性鼻気管炎ウイルス（IBR）と
牛パラインフルエンザ３型（PI3）の２種のウ
イルスに対する牛の呼吸器病用の粘膜生ワクチ
ンが平成27年度に国内で承認されている。現在
著者らは黄色ブドウ球菌性乳房炎を念頭に，黄
色ブドウ球菌が感染初期に乳腺組織の粘膜面で
の定着•増殖に関与する細胞菌表層蛋白や毒素
分泌を制御する蛋白などをターゲットにしたワ
クチンの候補抗原を探索し，それらの働きを特
異的に阻止する分泌型IgA抗体を乳腺粘膜上に
分泌させる粘膜免疫誘導型のワクチン開発を進
めている。乳房炎粘膜ワクチンの技術を確立す
るとともに有効性を確認し，できるだけ早く生
産現場での実用化を目指したい。
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１．はじめに

　高用量単回投与の豚用エンロフロキサシン
（以下ERFX）製剤「バイトリル ワンジェクト
注射液」が2016年10月に発売されたので，その
製品概要をまとめた。

２．開発の経緯

　豚胸膜肺炎の治療・予防には各種の抗菌剤・
ワクチンが承認，使用されているものの，未だ
年間数十件の戸数で数百〜千頭の発生が確認さ
れている，発生頭数の多い疾病であり，肥育豚
の疾病の中では家畜衛生上重要な疾病であると
考えられる。
　バイトリル ワンジェクト注射液の有効成分
ERFXは，豚胸膜肺炎に対する効果は顕著であ
るが，これまでのERFX製剤はその治療に３日
間の投与を必要とした。しかし，多頭飼育下に
おける治療のための頻回にわたる保定によるス
トレスを軽減し，かつ省力化を図るために，単
回投与で十分な効果を有する治療薬剤が望まれ
ていた。
　フルオロキノロン系の合成抗菌剤（以下
FQs）の効果は，濃度依存性でCmax/MICや
AUC/MICに依存することから，高用量投与に
より一層の効果が期待できる。また，高用量と
して投与回数を減じることで，耐性菌の出現
抑制が期待できる。しかし，これまでの豚用
ERFX製剤は，高用量投与による組織への刺激
性の問題を有していた。
　そこで，組織への刺激性を軽減させる製剤設
計とした本剤を用い，豚胸膜肺炎に対する国外
の用量決定試験において単回投与による投与量
を検討し，用量確認試験で検証した後に，国内

臨床試験を実施した結果，本剤の高用量単回投
与は既承認の豚用ERFX製剤の低用量３日間投
与と同等の有効性を示したことから，申請を行
い，承認を受けるに至った。

３．成分・分量／効能・効果／用法・用量

成分・分量
100mL中 に エ ン ロ フ ロ キ サ シ ン
10.0gを含有する（アルギニン含有製
剤）。

効能・効果 有効菌種：本剤に感受性の下記菌種
アクチノバシラス・プルロニュー
モニエ

適応症：第一次選択薬が無効の場合
の下記適応症

豚：胸膜肺炎

用法・用量 体重1kg当たりエンロフロキサシン
として下記の量を頸部筋肉内に1回
注射する。なお，重症あるいは慢性
の胸膜肺炎の場合で十分な効果が認
められないときは，48時間後に再度
同量を注射する｡

豚：7.5mg

４．効力薬理

⑴ In vitro効果
　臨床試験における豚胸膜肺炎由来Actinoba︲
cillus pleuropneumoniae（ 以 下App） 野 外 分
離株に対するERFXとその他抗菌剤のMICを
比較すると，ERFXはAMPC及びCTFと同等，
FFCの２倍，PCGの４〜８倍，OTCの８〜16倍，
TMSの32倍強い抗菌活性を示した（表１）。
　また，「新キノロン等製剤に係る調査」にて
収集したApp野外株に対するERFXのMICは
2003年以降ほとんど変わらず，耐性菌も認めら
れていない（表２）。

高用量単回投与の豚用エンロフロキサシン製剤�
「バイトリル ワンジェクト注射液」

関口 昇

バイエル薬品株式会社 動物用薬品事業部 開発 ･ 薬事
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表１　臨床試験における豚胸膜肺炎由来野外分離株に対するERFX及びその他抗菌剤の抗菌活性

菌種名 株数 薬剤
MIC（µg/mL）

範囲 50% 90%

Actinobacillus pleuropneumoniae 28

ERFX ≦0.125 － －
FFC 0.25 － －
PCG 0.5～1.0 0.5 1

AMPC ≦0.125 － －
CTF ≦0.125 － －
TMS 8 － －
OTC 1～2 1 2

FFC：フロルフェニコール，PCG：ペニシリンG，AMPC：アモキシシリン，CTF：セフチオフル，TMS：チルミコシン，
OTC：オキシテトラサイクリン

表２　「新キノロン等製剤に係る調査」にて収集した豚胸膜肺炎由来野外分離株に対するERFXの抗菌活性

菌種名 年度 株数
MIC（µg/mL）

範囲 50% 90%

Actinobacillus pleuropneumoniae

2003 19 ≦0.025～0.78 － －
2005 52 ≦0.125～0.5 ≦0.125 0.5
2007 28 ≦0.125～0.25 ≦0.125 0.25
2009 16 ≦0.125～0.5 － －
2011 27 ≦0.125～0.5 ≦0.125 0.25
2013 23 ≦0.125～0.25 ≦0.125 0.25
2015 36 ≦0.125～0.25 ≦0.125 0.25

表３　豚胸膜肺炎に対する有効性

項目 試験方法 試験成績

用量決定

ERFXの豚胸膜肺炎に対する用量を決定するため，
App感染が確認されている「シーダー」豚に曝露
させることによる胸膜肺炎を人工感染させた豚を
対象に，ERFXとして2.5，５，7.5又は10mg/kg
の用量で単回皮下投与，あるいは2.5mg/kg用量
を１日１回，３日間皮下投与し，投与後における
呼吸器疾患の臨床徴候よりその効果を評価した。

ERFXはいずれの用量においても，死亡例は認められず，臨床徴候
と生産性を改善させた。また，試験５日における「治療成功」と「治
療成功の持続」という２つの臨床パラメータにおいても，５mg/
kg以上の単回投与及び2.5mg/kgの３日間投与を受けた豚は明らか
に良好な結果であった。
以上の結果より，ERFXを単回投与する場合の最小有効用量は
5.0mg/kg以上であると考えられ，より確実な効果が認められた
7.5mg/kgを常用量と決定した。

用量確認・
野外有効性

自然発症した急性呼吸器疾患（Appによる豚胸膜
肺炎）の豚にERFXとして7.5mg/kgの用量で単
回皮下投与し，試験期間中の有病率，死亡率，直
腸温，体重変化，平均試験日数から用量確認及び
野外有効性を評価した。

試験期間中の有病率，死亡率，直腸温，体重変化，平均試験日数に
有意な影響が認められ，その有効性が確認された。試験期間を通し
て，本薬剤に起因する有害反応は局所性にも，全身性にも認められ
ず，野外条件下でERFXを7.5mg/kgの用量で使用したとき，安全
かつ有効であることが確認された。

豚胸膜肺炎の発生歴のある飼育場において発生し
た豚胸膜肺炎の豚に，ERFXとして7.5mg/kgの
用量で耳後部に単回皮下投与し，試験期間中の有
病率，死亡率，直腸温，体重変化，平均試験日数
から用量確認及び野外有効性を評価した。

試験期間中の有病率，死亡率，直腸温，体重変化，平均試験日数
に有意な影響が認められ，その有効性が確認された。試験期間を
通して，ERFX投与に直接関連する有害反応は，観察・報告されず，
ERFXとして7.5mg/kgの用量における豚胸膜肺炎に対する治療効
果及びその安全性が確認された。
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⑵ In vivo効果
　豚胸膜肺炎に対するERFXの有効性について
表３に示した。
　本剤は筋肉内投与する注射剤であるが，
In vivo効果試験については皮下投与による用
法で実施された。なお，筋肉内投与と皮下投与
の生物学的同等性を確認している。

５．薬物動態

　本剤のERFXとして7.5mg/kgでの単回筋肉
内投与後の吸収は比較的緩やかで，投与後4.9
時間に1.459µg/mLの最高血中濃度に到達し，
その後の消失相における減少も緩やかで，投与
後24時間においても最高濃度の約1/3の濃度が
認められている（図１及び表４）。

６．臨床

　２県の２農場において，被験薬のバイトリ

ル ワンジェクト注射液（ERFXとして7.5mg/
kgの用量で１〜２回筋肉内投与した。２回目
の投与は，投与開始後１日の体温が38.0˚C未満
又は40.5˚C以上を示した症例に対して初回投与
後２日に行った。）の豚胸膜肺炎（臨床スコア*
が５以上の豚で，一次選択薬による治療歴があ
る症例及び同じ豚房内で一次選択薬が無効であ
ることが確認された治療歴がない症例）の治療
の有効性及び安全性を対照薬のバイトリル10%
注射液（ERFXとして2.5〜５mg/kgの用量で
１日１回，３日間筋肉内投与した。）と比較した。

＊： 動物用抗菌剤の臨床試験実施基準（試案）・「豚
の細菌性肺炎に対する抗菌剤の臨床試験実施基
準」，動物用抗菌剤研究会報　第18号，1997年，
動物用抗菌剤研究会臨床評価検討委員会

⑴ 有効性
①�臨床的有効性
　被験薬群及び対照薬群の投与開始後７日
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図１　ERFXとして7.5mg/kgの用量で単回筋肉内投与後の血清中濃度推移
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の臨床スコア改善率は，それぞれ87.5%及び
78.2%で，被験薬群が高く，群間で有意差が
みられた。被験薬群及び対照薬群の投与開始

後７日の有効率は，それぞれ91.2%及び77.3%
で，有意な差ではないものの，被験薬群が高
かった（表５）。

表４　ERFXとして7.5mg/kgの用量で単回筋肉内投与したときの薬物動態パラメータ（n=28）

パラメータ
分析対象

ERFX CPFX ERFX + CPFX
Cmax（µg/L） 1459 ± 328 59 ± 12 1499 ± 325

Tmax（h） 4.9 ± 1.9 12.1 ± 3.5 5.0 ± 1.7
t1/2（h） 13.19 ± 2.99 12.78 ± 6.67 12.86 ± 2.78

AUC0-24（µg*h/L） 20445 ± 2476 1001 ± 226 21376 ± 2523
AUClast（µg*h/L） 28562 ± 3541 1473 ± 731 29830 ± 3886

Vz/F（L/kg） 4.90 ± 1.19 81.10 ± 21.59 4.59 ± 1.05
Cl/F（L/h*kg） 0.26 ± 0.03 5.26 ± 2.13 0.25 ± 0.03

MRTinf（h） 19.69 ± 4.23 23.64 ± 9.77 19.38 ± 4.01

CPFX：シプロフロキサシン（ERFXの活性代謝物）

表５　臨床スコア，臨床スコア改善率及び有効率

項　目 被験薬群（n=68） 対照薬群（n=44） 検定結果

臨床スコア

投与開始時 平均 6.8 ± 1.8 6.7 ± 2.1 p = 0.4641）

投与開始後１日
平均 3.1 ± 2.0 3.5 ± 2.4 p = 0.5871）

検定結果 p ≦ 0.0014） p ≦ 0.0014）

投与開始後３日
平均 1.6 ± 1.8 1.9 ± 2.2 p = 0.6931）

検定結果 p ≦ 0.0014） p ≦ 0.0014）

投与開始後７日
平均 0.9 ± 1.0 1.4 ± 1.9 p = 0.4711）

検定結果 p ≦ 0.0014） p ≦ 0.0014）

臨床スコア
改善率

投与開始後１日 平均 54.8 ± 28.5% 47.0 ± 42.2% p = 0.2412）

投与開始後３日 平均 77.2 ± 25.9% 70.5 ± 34.2% p = 0.2442）

投与開始後７日 平均 87.5 ± 15.1% 78.2 ± 29.6% p = 0.0312）

有効率注）

投与開始後１日 36.8% 34.1% p = 0.8413）

投与開始後３日 70.6% 63.6% p = 0.5353）

投与開始後７日 91.2% 77.3% p = 0.0543）

注）臨床スコア改善率が70%以上の症例の割合
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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表６　投与開始時及び投与開始後7日のAppの陽性率

時　点 被験薬群 対照薬群 検定結果1）

投与開始時 29.4%（20/68） 27.3%（12/44） p = 0.834

投与開始後７日 0%（0/68） 0%（0/43）

１）Fisherの直接確率検定

②�細菌学的有効性
　鼻腔スワブの検査で，開始時のAppの検出
率に群間で有意差はみられず，投与開始後
７日は全ての症例でAppは検出されなかった

（表６）。

③�再発の評価
　投与開始後７日に著効又は有効と判定され
た症例で，投与開始後14日の検査・観察が実
施された症例の再発率に群間で有意差はみら
れなかった（表７）。

⑵ 安全性
　被験薬群では，投与部位を含め，有害事象は

みられなかった（表８）。対照薬群では，一次
選択薬による治療歴がある１症例が投与開始後
５日に死亡し，剖検により肺全域の出血，肺門
リンパ節の腫大・出血が認められた。その他の
臓器に異常は認められなかった。肺病変部の検
査では，App及びPmは分離されなかったこと
から，これらの感染以外の要因による肺炎の悪
化が原因と考えられた。

⑶ 結論
　以上の結果から，被験薬は豚胸膜肺炎の治療
に対照薬と同等以上に有効で，安全性について
も問題はないと結論された。

表８　有害事象の発現頻度

被験薬群（n=68） 対照薬群（n=44） 検定結果1）

0（0.0%） 1（2.3%） p = 0.393

１）Fisherの直接確率検定

表７　再発の評価

被験薬群 対照薬群 検定結果1）

6.0%（3/50） 8.0%（2/25） p = 1.000

１）Fisherの直接確率検定

高用量単回投与の豚用エンロフロキサシン製剤「バイトリル ワンジェクト注射液」
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７．安全性

　ERFXとして7.5mg/kg（常用量）あるいは
22.5mg/kg（常用量の３倍）を48時間間隔で合
計６回，連続筋肉内投与を行っても全身性の副
作用を示唆する明らかな変化は認められず，注
射部位の局所傷害が認められるものの特に問題
となる副作用は現れないと結論されたことか
ら，常用量の単回筋肉内投与の安全性について
臨床応用上問題ないものと判断された（表９）。

８．残留と使用禁止期間

　２施設で実施された豚におけるERFXとして
7.5mg/kgの用量の48時間間隔での２回筋肉内
投与後の臓器・組織中残留試験成績とERFXの
豚おける残留基準値（ERFX及びCPFXの和と
して，筋肉，脂肪及び食用部分0.05ppm，肝臓

及び腎臓0.1ppm）を用いて統計学的解析を行
い，休薬期間を算出した。
　最終的に，本剤の豚における使用禁止期間は
12日間とされた。

９．おわりに

　バイトリル ワンジェクト注射液の有効成分
ERFXは，動物専用に開発された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，四半世紀が経過し
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。新しい豚用ERFX製剤のバイトリ
ル ワンジェクト注射液は，単回投与のため保
定によるストレスの軽減と省力化を図れ，臨床
試験ではバイトリル10%注射液の常用量の３日
間投与と同等以上の有効性と安全性を示したこ

表９　豚における安全性

項目 動物
（品種，性，年齢，体重） 動物数 投与量注）

（mg/kg） 投与経路・期間 試験結果

全身安全性

豚
（ランドレース，雌雄，

９～11週齢，
20.0～40.0kg）

１群
10頭

生食対照（0）
常用量（7.5）
３倍量（22.5）

耳根部筋肉内・
48時間間隔で

合計６回

生食対照群に比して常用量及び
3倍量群に軽度～中程度のCK
及びLDHの上昇が認められた。
また，病理組織学的検査におい
て，３倍量群では10頭中２頭に
大腿骨遠位端の関節軟骨に軽微
な限局性壊死が認められた。

局所忍容性

豚
（肥育豚，雌雄，

約８週齢，
18.0～22.0kg）

１群
８頭

生食対照 （0）
常用量 （7.5）

頸部筋肉内・
48時間間隔で

２回

最終投与後１，７，14及び21日
の投与局所の肉眼病理検査及び
病理組織学的検査において，生
食対照群には変化はほとんど認
められなかったが，常用量群で
は筋壊死～瘢痕形成の連続的変
化の過程が認められた。

注）ERFXとして
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とから，既承認の豚用ERFX製剤以上に有用性
が高いと考えられる。
　一方，FQsはヒト医療で重要な抗菌剤といわ
れ，耐性菌のヒトへの伝播を防止するためにも，
動物に投与する場合は特段の配慮が要求されて
いる。

　FQsは動物医療で貴重な抗菌剤であり，今後
も継続して使用するためにも，これまで行なっ
てきたFQsに対する耐性菌のモニタリング調査
を継続するとともに，FQsの慎重かつ責任のあ
る使用の徹底について獣医師や生産者により一
層啓蒙していかねばならない。

高用量単回投与の豚用エンロフロキサシン製剤「バイトリル ワンジェクト注射液」
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　先日インターネットで今どきの学校給食を見

ていたのですが，私の小学校時代とはずいぶん

違いを感じました。まず米飯とおかずのメニュ

ーが多様なこと，彩りが鮮やかなこと，食器が

アルミではないことなど，あげたらきりがない

ほどです。私の小学校の頃の給食といえば食パ

ンもしくはコッペパンにビンの牛乳（紙のふた

がうまく開けられず，無理やり押し開けてこぼ

したりもしたような…），タンパク源と言えば

鯨肉か魚といったメニューだったかと思いま

す。食パンはトーストしていなかったからなの

か，ジャムやマーガリンが口に合わなかったの

か，50歳を過ぎた今でも好んでは食べていませ

ん。鯨肉は週２，３回出ましたが，サイコロ状

にカットされた濃いしょうゆ味の竜田揚げは未

だに強く記憶に残っており，また食べたい（ビ

ールが飲みたい！）と思うことが良くありま

す。故に子供の頃の食事というのは生涯にわた

って，これほどまでに人の嗜好に影響するのだ

と痛感しました。

　給食で鶏肉・豚肉が出たという印象はほとん

どありませんが，現在の日常生活ではこれらを

よく食べます。家畜の育種改良や畜産農家の大

規模化も加わって畜産物の生産効率はどんどん

上がり，私の子供の頃に比べ国民の所得に対す

る肉の値段はずいぶん安くなったのではないか

と思います。今給食を食べている子供たち，こ

れから先の世代の子供たちはおいしいお肉，卵，

乳製品が彼らの味覚を育てていくのだろうと思

います。これら畜産品を生産されている農家さ

んやその関係者の方々に深く感謝。

　アメリカ合衆国はトランプ政権となり，日

本の農業にとって脅威になると思われていた

TPPは急激にトーンダウンした感があります。

しかし，この先EUとのEPAやアメリカ合衆国

との貿易交渉となると，日本の農業はこの先も

安心していられないようです。

　今年も３人の先生方の貴重な知識とデータを

ご紹介いただきました。この場をお借りして深

く感謝申し上げます。かねてより「経験」では

なく「データに基づく獣医療」が提唱されてい

ますが，本書における先生方のデータはお読み

いただいた方々にとって大いに参考になるもの

と思います。

 （岩田）
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