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ウシの消化管内線虫に対するモキシデクチン製剤の

有効性評価試験

森友靖生*森実和子“・賓田正博市川・服部法文付事・椛田聖孝日*谷 峰人口付.

緒方良彦日付*下城研--******.福島さっき村山村.加崎弘康村山村*渡漣誠治“

Evaluation of the Efficacy of Moxidectin Against Gastrointestinal Nematodes in Cattle 

Yasuo MORITOMO， Kazuko MORIZANE， Masahiro SANEDA， Norifumi HAπ0札 KiyotakaKABATA， 

Mineto TANI， Yoshihiko OGATA， Kenichi SHIMoJO， Satsuki FUKUSHIMA， 

Hiroyasu KAZAKI and Se討iWATANABE 

(Received 26 October 2007 ; accepted 20 December 2007) 

The efficacy of moxidectin against naturally acquired gastrointestinal nematodes in cattle in Kumamoto 

prefecture was evaluated. The nematode infection status in 16 herds of cattle in the study紅 白 wasexamined 

by conducting fecal egg examination， and two of the herds were selected for this study with additional 

consideration of rearing management and pu中osesand animal development stages. The anthelmintic effect 

of moxidectin was determined by conducting fecal egg counts as well as by detecting indicator worms 

(Ostertagia ostertagi and Cooperia sp.) based on the larval morphology of the worms obtained by 

coproculture and the DNA sequence of the eggs determined by PCR. 

For a herd of pastured beef cows， heifers and calves， the detection rate and the fecal egg counts were 

remarkably reduced at two weeks after the administration of moxidectin. . Furthermore， the efficacy against 

the two indicator worms was also confirmed. For the other herd of housed da句 heifersand calves， although 

the detection rate of the fecal eggs was reduced after the administration of moxidectin， untreated animals 

showed similar decline like as treated group. Therefore， the anthelmintic effect was confirmed in the former 

herd but not in the latter herd. Because the fecal egg counts per gram of feces were remarkably low for the 

latter herd throughout the study period， the number of nematodes infected might have been lower than the 

detection limit of the fecal egg examination method. During the present experiment， the nematode infection 

rate was high in the cattle herds examined， whereas the number of nematodes infected in individual animals 

tended to be low. In controlling gastrointestinal nematodes in cattle using moxidectin， therefore， it would be 

necess訂Yto examine the duration of the drug efficacy and the economical effects of deworming on the cattle 

such as growth， weight gain and milk yield. 
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緒 言

ウシにおける消化管内線虫感染は育成牛の発育遅延や

泌乳牛では乳量に影響を与えるなど，少なからず経済的

に損失をもたらしている(1-4).駆虫薬による線虫感

染防御対策が行われているが駆虫薬の種類によりその

効果は虫種や発育ステージに応じて異なり，駆虫薬抵抗

性線虫の出現により消化管内線虫のコントロールはウシ
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の衛生管理上重要な問題の一つである (5-9).

モキシデクチン製剤は油性のため牛体の背線に沿って

のポアオン投与が雨天時でも可能な消化管線虫駆除剤で，

2001年に“サイデクチン・ポアオン"として共立製薬側

から発売され，ダニや野癖などの外部寄生虫にも効果が

認められている.本薬剤が農水省から認可を受け 6年を

経過したことから，薬事、法に従って有効性評価を行う必

要性が生じた.

そこで，熊本県内で消化管内線虫に自然感染した牛群

に対し，モキシデクチンの駆虫効果を糞便内虫卵検査で

判定 し，特に子虫培養および糞便内虫卵DNAからオステ

ルターグ胃虫およびクーペリアの 2種を特定し，それら

に対する有効性を調べたので報告する.

材料および方法

有効性評価試験を実施するにあたり，適切な牛群を選

定するため熊本市，阿蘇市および阿蘇郡を中心に，線虫

の寄生率および EPG (糞便 19中の虫卵数)を測定して

寄生状況を把握するとともにスクリーニングを実施した.

スクリーニングにより得られた虫卵検査結果をもとに，

飼育形態や用途さらにはウシの発育段階等を考慮して適

切な牛群を選抜し;有効性評価試験を実施した.

1.寄生状況の把握と牛群のスクリーニング

スクリーニングは， 2∞6年冬季(2月， 3月)と春季

後期 (6月 7月)に熊本県熊本市，同阿蘇市，同阿蘇

郡，同下益城郡および宮崎県西臼杵郡内の16牛群に対し

て実施した.各牛群あたり 5頭から10頭の直腸糞を採取

し，ウイスコンシン変法 (10) によりE問を測定した.

2.有効性評価試験

スクリーニングの結果をもとに試験に適した牛群を選

抜し，各牛群に対し10頭程度を 1試験区として 3試験区

を設けた.各試験区内の牛群に対し， 1頭あたり 500μ g/kg

換算のモキシデクチンを牛体の背線にそってボアオン投

与を行った.使用したモキシデクチン製剤はサイデクチ

ン・ポアオン (Lot.No.0600202)である.モキシデクチ

ン投与時と投与2週間後に直腸糞を採取して虫卵検査結

Table 1. Primers used for PCR 

果から駆虫効果の判定を行った.また，病原性が高く第

四胃寄生のオステルターグ胃虫と寄生率が高く小腸寄生

のクーベリアの 2種を指標とし，これらはろ紙培養また

はピン培養により得られた子虫から虫種を同定した(ll). 

さらに，糞便内の虫卵からキット (QIAGEN社製:

QIAamp DNA Stool Mini Kit)を用いてDNAを抽出し，

Template DNAとした (12)PCRで検出した.使用したプ

ライマーは Table1のとおり である(13). 

増幅酵素はAccuPrimeTMTaq DNA Polymerase System 

(invitrogen社12339・024)を用い，反応液を調製した.T3 

Thermocycler (Biometra杜)により増幅反応を行い，得ら

れた増幅産物は 2%アガロースゲルを用いた電気泳動を

行い，エチジエムブロマイド染色によって特異的バンド

の有無を確認した.

結 果

1.スクリーニングを実施した牛群における消化管内線

虫の寄生状況

スクリーニングの結果，冬季 (2月， 3月)に実施し

たP地区 5群の25頭には全く虫卵が確認できなかった.

春季後期(6月， 7 月)に実施したA~E地区のII牛群

では， 64検体中33検体に虫卵がみられ，検出率は平均

51.6%であったが放牧牛で高い傾向にあった.しかし，

EPGは全体的に低値で平均1.3士1.42であった (Table2). 

2.有効性評価試験

スクリーニング結果をもとに，牛群の飼育形態や用途

および発育段階が異なる A地区およびE地区の牛群を試

験区として設定し有効性評価試験を実施した.試験には，

それぞれ3試験区(1， II， ill)を設け，各試験区間は

2週間ずらして駆虫薬を投与した.従って，駆虫薬投与

2週後に効果判定を行うため， 1試験区と E試験区の駆

虫効果判定のための採糞時期が，それぞれE試験区と 皿

試験区の駆虫薬投与時に重なる.また， 1試験区の駆虫

薬投与時に E試験区で採糞し II試験区駆虫薬投与時の

虫卵検査と合わせて無投与区のデータとした.試験デザ

インは Fig.1のとおりである.

Parasite 

Cooperia sp. 

Primer No. 

618 (1) 

641 (r) 

417(1) 

526 (r) 

kngth (bp) Sequen田

151 5'-TCGATGAAGAGTTTTCGGTGTTC・2

5'-TTCACGCTCGCTCGTGACTTCA-3' 

257 5・-TAAAAGTCGTAACAAGGTATCTGTAGGT・2

5'-GTCTCAAGCTCAACCAT AACCAACCA TTGG-3' 

Ostertagia 

ostertagi 
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Table 2. The nematode infection status in the study area 

Area 
Number 

of herds 

Time of the 

sampling 
Herd category 

Detection 

rate (%) 
Fecal egg counts 

per gram 

P Housed dairy heifers and calves 5 0/25 (0) _ a) Feb.， March 

A Housed dairy heifers and calves 

B Pastured beef cows 

C Housed beef heifers and calves 

ζ

J

4

1

円。
D Hous巴dbeef cows 

E Pastured beef cows， heifers and calves 

Totai (Area A ~ E) 

a)一:Not de飽cted

11 

A出凶Iris佐官包on Eva!uation of 
ofMo氾d配位n efficacy 

1 group ト 2weeks寸
Feca! egg Feca! egg 
counts counts 

10/24 (41.7) 1.6:t1.05 June 

8/10 (80.0) 1.9:t1.76 June 

7/15 (46.7) 0.4:t0.20 June 

4/10 (40.0) 1.5:t2.55 July 

4/5 (80.0) 1.0土0.67 July 

33/64 (51.6) 1.3:t1.42 

11 group 卜一一一一
jFec訂-AEEl--1

counts 

Adminis位-ation Eva!uation of 
ofM侃id既知 efficacy

12weeks-

i Fm!eml Fec仇 g
counts c沼unts

2 weeks 

111 group 

A出ninistration
ofMo:氾d配 tin

Feca! egg 

Eva!uation of 
efficacy 

2 weeks寸
Feca! egg 

counts counts 
Fig.l. Schematic diagram of the experiment剖 design

:一一一一一.:: Data were also used as tl19~!! from untreated cattle 

A地区の牛群は乳用(ホルスタイン種)育成お よび子

牛群で30頭を供試し，2006年 8月から 9月にかけて実施

した.A-1試験区お よびA-Ill試験区ではキモシデクチ

ン投与後2週で虫卵検出率は減少したものの，投与時の

虫卵検出率は低く(それぞれ 4llO~ 4/14)， EPGも極め

て低値であった.さらに A-ll試験区では，投与時にす

でに虫卵は陰性であった.また，無投与区 (A-1試験

区投与時のA-ll試験区)の陽性個体は 2週後には陰

転していた.

E地区の牛群は肉用繁殖牛群 (E-I，E-ll)と育成

および子牛群(E-皿)で褐毛和種，黒毛和種およびそ

の交雑種の31頭を供試し， 2∞6年 9月後半から11月初旬

にかけて実施した.モキシデクチン投与時の虫卵検出率

は高く，特に E-Ill試験区におけるEPGは相対的に高い値

を示した.投与後2週では， E-1試験区およびE-Ill試

験区が陰転し， E-II試験区では虫卵検出率は明らかに

減少し， EPGも著しく低値となった.無投与区 (E-1試

験区投薬時の E-II試験区)では 2週後に検出率はやや

低下したものの， EPGは上昇していた.ま た，検出精度

は異な ったものの子虫培養またはPCRにより，オステル

ターグ胃虫およびクーベリアが消化管内線虫卵の検出個

体に高頻度で寄生していたことが確認され，投与後2週

でE-1試験区およびE-皿試験区には確認することは

できなかった. E-II試験区でも確認できた個体は減少

していた.

考察

モキシデクチン製剤は，消化管内寄生線虫の成虫，お

よび発育中の子虫に有効な駆虫剤jで(14.15)，肺虫やダ

ニなどの外部寄生虫にも有効であることから，わが国を

はじめ諸外国でもウシの寄生虫対策に用いられている.

今回の有効性評価試験の結果， E地区における放牧の肉

用繁殖，育成および子牛群では，駆虫薬投与時に陽性で

あった27例のうち 2週後には25例が陰転し，虫卵が見ら

れた 2例もEPGが低い値を示した.無投与区と比較する

と虫卵検出率および EPGは明らかに低値であり，指標と

して用いた 2種の線虫(オステルターグ胃虫とクーペリ

司
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Group 

Table 3. The detection rate and the fecal egg counts in a herd of housed dairy heifers and calves in area A 

Timing of sampling relative to the Detection Feca! egg counts 

administration of MD') rate per gram 

Upon administration 4/8 1.1土1.18
A-1 

After 2 weeks 

A-II 
Upon adminis位ation

After 2 weeks 

A-皿
Upon adminis甘'ation

0/8 一_b)

。。。。
，，，，，，，， 

n

U

A

U

 

4/14 0.1 :t0 

Af町 2weeks 1/14 0.1 

Upon administration in A・1 5/8 0.66:t0.43 
Untreated 

After 2 weeks in A-1 0/8 

a)MD:Moxidectin， b)ー:Notdeぬは吋

Tab!e 4. The detection rate of fecal eggs and indicator worms， and feca! egg counts in a herd of pastured beef cows， heifers阻 d

calves in area E 

Ostertagia ostertagi 

Group 
Timing of sampling relative Detection Feca! egg counts Basis of 

to the administration of MD') rate per gram Detection detection 
rate 

Larvea PCR 

Upon administration 10/10 1.6:::!::0.97 7/10 (7) c) (1) 
E-1 

After 2 weeks 0/10 ー_b) 0/10 

E-II 
Upon adminis位ation

After 2 weeks 

7/10 

2/10 

5.6:::!::6.19 

1.0:::!::0 

E-m 
Upon administration 10/11 

0/11 

33.6:::!::36.80 

After 2 weeks 

Upon administration in E-I 
Un甘eated

After 2 weeks in E-I 

9/10 

7/10 

2.4士1.51

5.6:::!::6.19 

Cooperia sp 

Detection 

rate 

Basis of 

detection 

Larvea PCR 

4/10 ー (4)

717 

2/2 

(?) 

(1) 

6/7 )

)

 

1

1

 

(

(

 

(3) (5) 

6/10 (4) 5/10 (5) (3) 

NEd
) NE 

7/7 (7) (1) 6/7 

NE NE 

(3) (5) 

a) MD:Moxide氾tin，b) -:Not detected， c) ( ) : Numbers of within paren出esesare the number of individuals worms were detected， 

d) NE:Not examined 

ア)に対しでも駆虫効果が認められ，モキシデクチン製

剤が消化管内線虫に対して有効に作用しているものと考

えられた.しかし， A地区における舎飼の乳用育成およ

び子牛群では本製剤の投与により虫卵検出率は低下した

ものの，無投与区でも虫卵が陰転していたため有効性を

確認できなかった.本牛群ではスクリーニングおよび試

験期間中のすべての試験区でEPGは低値が続いており，

寄生数が虫卵検査の検出感度以下であることも疑われる

ため，試験牛群として適していないものと判断された.

消化管内線虫の駆虫薬として，わが国ではイベルメク

チン製剤も使用されており，その駆虫試験の報告は多い

(4，6-8).モキシデクチン製剤がイベルメクチン製

剤ともに消化管内線虫に有効に作用することを認めた報

告 (5 )はあるが，駆虫評価試験の報告は少なく，今回

行った試験の意義は大きいと思われる.また，一般に寄

生虫疾患は，感染しでも不顕性の場合が多く臨床現場で

は見逃されがちであり，駆虫薬の効果は虫種や発育ス

テージによって異なっている.消化管内線虫の場合， ，放

牧育成牛の発育遅延やそれに伴う初回発情の遅延や人工

授精期の遅れによる経済的な損失はかなり大きいことが

指摘されており(1-3)，虫種によって駆虫薬に対する

感受性の差があることも報告されている(7 ).モキシデ

クチン製剤による消化管内線虫類のコントロールを行う

上で，今後は有効性の持続期間，発育や増体，泌乳量な

どの経済効果に及ぼす影響，虫種や各発育ステージの虫

体に対しての駆虫効果を調査することが望まれる.

ところで，今回の試験を実施するにあたり，糞便内の

虫卵数をある程度確保したいため冬季でも虫卵が検出さ

れる牛群を選定し，虫卵数が増加すると予想される春季

から初夏にかけて試験の実施を想定していた.さらに

労力が軽減できる舎飼牛群に対して冬季にスクリーニン

グを実施した.しかし，冬季には虫卵を検出する牛群を

。。
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見つけることができなかった.そこで，時期をずらして

春季後期から初夏にかけてスクリーニングを行ったとこ

ろ，すべての牛群で虫卵の検出個体を認めたが，放牧や

舎飼の飼育形態を問わずEPGは低値であった.このこと

は，冬季においては産卵する成虫の個体群が激減するが，

未熟な幼虫は寄生しているため，糞便検査では見かけ上

糞便中に虫卵が検出されないことや冬季聞に一部の幼虫

が発育を停止し，春先に成長した成虫が産卵を始めたこ

と(1， 2)を示唆する季節性の要因が伺える.スクリー

ニング時における舎飼のA，C， D地区牛群は放牧牛群

， に比べて虫卵検出率は低く A地区牛群は試験期間中も

虫卵検出率および EPGとも低値で推移したことなどは，

線虫幼虫の感染機会が低いことがその要因として考えら

れる.しかし，青草を摂取する機会が少ない舎飼牛であっ

ても，感染が成立していることを示しており，経済効果

に及ぼす影響を軽視しではならない.放牧牛群 (Bおよ

びE地区)では虫卵検出率は高値ではあったが， EPGは

必ずしも高いものではなく， E地区での有効性評価試験

時の育成および子牛群で比較的高いEPGを示した程度で

ある.したがって，九州中部地区に位置する熊本におけ

るウシの消化管内線虫の寄生状況は，寄生率は高率であ

るが，各個体の寄生数 (虫卵数)は少数であることが多

い(1)ことを示す結果となった.しかし，スクリーニ

ングを実施した地区では，下痢などの消化器症状が発現

した時に駆虫する程度であり，将来的な経済性を見据え

た効果的な駆虫プログラムを導入している牛群は少ない

ようである.

以上のように，今回のスクリーニングを含めたモキシ

デクチン製剤の有効性評価試験から，本製剤jはオステル

ターグ胃虫やクーペリアなどの消化管内線虫に対して駆

虫効果が認められた.また，熊本県内で飼育されている

牛群にも，少なからず消化管内線虫が常在していること

が示唆され，ウシの健康状態や飼育農家への経済的な影

響が危倶される.今後，乳用および肉用などの用途，舎

飼および放牧などの飼育形態を問わず定期的な駆虫プロ

グラムによる牛群管理および個体管理が望まれる.

要 約

熊本県内で自然感染したウシの消化管内線虫に対する

モキシデクチン製剤の有効'性評価試験を行った.線虫の

寄生状況を把握するために，試験地域の16牛群に対して

虫卵検査を実施し，同時に飼育形態や用途さらにはウシ

の発育段階等も考慮に入れて試験に適切な 2牛群を選抜

した.虫卵検査とともに，糞便培養から得られた子虫の

形態学的観察および PCR法により糞便内虫卵DNAから

指標虫種 (オステルターグ胃虫およびクーペリア)を検

出し，本薬剤の駆虫効果を判定した.

放牧の肉用繁殖，育成および子牛群ではモキシデクチン

製剤投与後2週目に虫卵検出率および虫卵数は明らかに

低下し，指標虫種2種に対しでも駆虫効果が認められた.

一方，舎飼の乳用育成および子牛群では投与後に虫卵検

出率が低下したものの，無投与の対照区も同様に低下し

た.したがって，前牛群では駆虫効果が認められたが後

牛群では駆虫薬の有効性は判定できなかった.後牛群で

は試験期間中糞便 1g中の虫卵数は極めて低値で推移し

ていたため，線虫の寄生数が虫卵検査の検出感度以下で

あったことも疑われた.ま た，今回の試験調査で，牛群

内では消化管内線虫の寄生率は高いものの各個体におけ

る寄生数は少ない傾向にあることが明らかとなった.本

製剤による消化管内線虫類のコントロールを行う上で，

今後有効性の持続期間，発育や増体，泌乳量などの経済

効果に及ぼす影響を調査することが必要と考えられた.
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