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鶏のロイコチトゾーン症の研究史における

暗中模索からの脱出記録(1 7) 

秋葉和温*

2. r鶏口イコチトゾーン症の予防法と予防・治療薬

検索上の問題点について」と題して発表

(1)予防法上の問題点

1960 年(昭和 35 年)5 月に私は獣医界第 55 号 1~6

に「鶏のロイコチトゾーン病一特に予防法と予防・

治療薬検索上の問題点一」と題する論文を書いた。

これは分類学的位置並びに名称，分布と発生時期，

発育環と症状との関係，診断，予防法上の問題点，

予防・治療薬検索上の問題点などからなっている。

媒介者(ベクター)がニワトリヌカカであったこと

から，ロイコチトゾーンの一応の発育環の輪郭が判明

したことと，その後の有効薬剤捜しの現状をお話し，

さらなる協力をうるためのものであった。

予防法上の問題点という項目には次のように

記している。

「媒介吸血昆虫が明らかになった以上，これを防

げば本病の予防は可能であるというわけであるが，

実際問題としてはカ，ハエをなくする運動にみられ

る以上に困難を伴う。…略一従来，養鶏家の中には

このニワトリヌカカをユスリカと呼んでいる方も

あるが，…ユスリカは決して吸血しない。ニワトリ

ヌカカは体長 1mm程度で普通の蚊I懐の目も容易に

通過する。…略…これは夜間吸血性で昼間はみられ

ない。昼間糞の周辺を飛んでいるのはハエの一種で

ある。夕方になると鶏舎周辺，鶏の周囲を乱舞，俳

佃し，暗くなる頃から鶏を攻撃し，羽毛の中に潜り

込み吸血する。昼間姿をかくしているので，案外知

られていないが， 7月から 8月の曇った，無風の蒸

し暑い夜，鶏舎内の壁の近くに電灯をつけて 30分

位して壁をみると腹が血液で真っ赤に膨大した極

めて多数の吸血ニワトリヌカカを容易にみること

ができる。このため，鶏は一晩中安眠できず，損耗

が甚だしい。しかしニワトリヌカカについては不明

の点が多く，発生源すら「鶏糞中や，湿地，湿潤な

腐蝕物中などで発生するものといわれている」という

*元農林水産省家審衛生試験場 (Kazuo Akibal 

表現が使われている現状であり，したがって対幼虫

対策としての殺虫剤使用の経済的，効果的な散布場

所を示すことは困難な状況である。したがって現段

階では鶏舎周辺を一応対象として殺虫剤(例えば

DDT， BHC， etc.一当時はまだ使用が許可されてい

た)の散布が必要となり，その鶏舎の排水を良くす

ると共に鶏糞処理も良好にし常に清潔に保つなど

の機械的処置もまた必要である。

次に成虫処置としてはこのニワトリヌカカは夜

間吸血後は余り遠くへは飛べず比較的近くの柱，天

井，壁に止まり休息し，夜が明け始めると同時にこ

れらの隙間，凹み，近くの草むら，物置小屋などの

溝，暗い場所に退避し，昼間休息するので，この聞

にできるだけ殺す方法が考えられる。この目的には，

これらの場所にマラリア防圧に極めて良好な成績

を挙げた残効性の長い殺虫剤による残留噴霧(DDT，

Dieldrinなど，当時はこのような殺虫剤が使用可能

であったのである…後記)の処置がなされる必要が

ある。しかしニワトリヌカカは毎晩，どこからとも

なく新たな個体が現れ，直接鶏体に吸血にくるし，

その上最近は屋外パタリー飼育がみられる状況な

どから，鶏体に直接散布しでも中毒を起さず，肉，

卵に影響のない殺虫剤を夜間，鶏体とその周辺に散

布し，吸血に集まってきた成虫を殺す方法，あるい

は殺虫忌避剤使用が望ましい。しかしこれらの製剤

は揮発性が強く，効力の持続は中々期待されないの

で頻繁に散布することが必要となり，飲水として与

え，しかも長い期間効果が認められ，その上毒性の

ない殺虫製剤の出現が強く望まれる。

いずれにしても色々と問題はあるが，土述の方法

により，できるだけニワトリヌカカの数を減らし，

被害を最小限に止める努力が必要と思われる。Jと

記載している。

この当時はまだ、ニワトリヌカカの発生源がどこで

あるのかも不明で、あったが，我が国でのこの分野の
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先駆者の徳永雅明京都府立大学農学部教授(昭和 18

年刊の医用昆虫学上，下巻の著者)の研究室での調

査でニワトリヌカカの発生源は水田であることが

明らかにされたのである。

Tokunaga， M. ， Takiyama， K. ， Tanaka， M. ， and 

Yoshikawa， H. : Early stages and breeding plac怠sof 

Culicoides ara，伽叩~e (Diptera : Ceratopogonidae). Sci. 

Rep. Kyoto Pref. Univ. Agric. 13， 53-59 (1961). 

北岡技官は早速，徳永先生の研究室を訪れて，ニ

ワトリヌカカの踊や幼虫について教示を受けてこ

られた。また神奈川県衛生研究所に城ケ島の海岸に

発生するイソヌカカについて研究している研究員

の方がおられるとのことで，ヌカカというものの幼

虫はどのようなものか，見せて貰おうということで，

私は北岡さんとともに，衛生研究所を訪問した。

この城ケ島のイソヌカカは海岸の岩場で海を見

ながら散策している観光客，特に夕方から薄暗くな

るまで，海岸の岩に腰掛けて語らっている男女を

襲って吸血し，激しい掻痔感と皮下出血などの被害

を与えていたのである。したがって地元ではその駆

除を神奈川県に要望したのである。このため衛生研

究所で調査研究がされるようになったとのことで

あった。衛生研究所では，それがイソヌカカ

(Culicoides circumscriptus)であることを明らかにし，

その発生源の調査や駆除試験をされていたのである。

担当者にお会いして踊や幼虫を見せて貰った。そ

の幼虫の泳ぎ方は特徴的で，蛇の泳ぎのように 8の

字を描くような泳ぎ、であった。また発生場所は“城

ケ島の東南の海岸の岩場で清水が湧き出て溜まり，

時々，波の飛沫が飛び込むといった場所で，蛇のよ

うな泳ぎかたをする白い体をした幼虫を採取すれ

ば，それがイソヌカカです。しかし，まだ調査研究

中なので，あまりあちこち荒らさないようにして下

さしい'とのことであった。

私達は京浜急行で三崎口に出て，ここからパスで

城ケ島に渡った。立派な橋がかかっていた(城ケ島

大橋)0 1960年(昭和 35年)に完成したとのこと。終

点にはパス会社の建物と魚の乾物を売っている二

三の庖屋があっただけである。灯台も遠望できた。

海岸に出て東の方に発生源らしい水溜まりを探し

ながら歩いた。島の東南の辺で，それらしい水溜ま

りを見つけて水溜りを掻き混ぜたところ，白い蛇の

ような泳ぎかたをする幼虫と少数の踊が浮いて

きたのが見られた。これかと持ってきた瓶に砂と幼

虫，踊を海水とともに採取した。 2個所以外はさわ

らなかった。目的を達した後，島の上に出て西に進

みパスの停留所に帰った。

この城ケ島を有名にしたのは， I雨はふるふる，

城ケ島の磯に，利休鼠の雨がふる。…」と歌われた，

かの有名な北原白秋の詩であろう。白秋が三崎向ヶ

崎の異人館に父母兄弟などと住んでいた 1913年(大

正 2年)10月 27日に作詞，梁田貞作曲で 10月 30

日の東京数寄屋橋の有楽座で開催された芸術座音

楽会で発表されたものである。

‘城ケ島といえば白秋'とまでになっている。その

歌碑は 1927年(昭和 2年)7月 9日，城ケ島灯台 80

周年の祝いがあり，その翌日の 10日に「城ケ島の

雨」の詩碑除幕式が行われた。その後，大橋の架橋

工事のため，碑は 50mほど西に移動されたとのこ

と。しかし，そこまでは行かなかった。

その後， 1998年(平成8年)に久し振りに家内と家

内の兄夫妻と兄夫妻の友人の方の車で案内され城

ケ島を再び訪れた。しかし，橋を渡った所の辺から

東にも，西にかけても工場や家屋が雑然と立ち並び，

パスの停留所まで町並みが連なっているのにまず

驚いた。停留所の近辺は十字路になっていて，何軒

もの食堂や駐車場があちこちにできていた。ところ

が観光客が多くて車を入れる駐車場が一杯で，中々，

見つからず，かなり遠くに入れてきたとのことで

あった。週末でもないのに，どうしてこんなに観光

客が多いのであろうか。

さらに南の海岸までの聞には両側に土産物屋が

並び，アーケードも作られていて，観光客を呼び込

もうと，大声で呼びかう中を，南に通り抜け，やっ

と灯台や海岸に辿り着くといった状況で，その変わ

りように驚いたものである。

城ケ島の雨に歌われた風情はもう味わえなく

なっている。私は，鶏のロイコチトゾーンのベク

ターのニワトリヌカカの発生源を調べるのに参考

にするため，その昔，この城ケ島にイソヌカカの幼

虫，踊を取りにきたこと，その当時の島の様子を家

内などに話したのである。

持ち帰った幼虫は砂，海水とともにシャーレに移

し，実験台の上に置いているだけで，容易に踊と

なった。採取した踊もシャーレ内で踊となったものも，

北岡さんは l個体毎に小試験管に少量の水を入れ，
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5cm程の長さに細長く切った漉紙を立てかけて羽

化させ，イソヌカカの踊の形態を観察していた。種

の幼虫，踊の形態は，このようにして決定すること

を知った。

このイソヌカカの観察から得た幼虫や踊の特徴

を参考にしながら，ニワトリヌカカの幼虫や踊を，

群馬県宝泉村の水田とか，大宮の種畜牧場の裏の湿

固などで，北岡さんとともに採取を試みた。後者の

大宮種畜牧場では関令二技官に裏の湿田に案内さ

れ，一緒に採取を試みたのである。最初は飽和食塩

水に水田の泥を入れ，掻き混ぜて浮かび上がらせよ

うとした。しかし効率は良くなかった。そのうち，

ポリバケツに半分位，泥を入れ，水道水を溢れない

程度に注いで，よく掻き混ぜて静置しておくと，そ

のうちにイソヌカカの幼虫のような白い体をして，

蛇のような泳ぎをする大小の幼虫が浮き上がって

くることが分かり，これをピペットで吸い取るよう

にした。しかし，似たような別種の幼虫も多いので

専門的な知識が必要である。

このようにしてニワトリヌカカの発生源は水田

であることが私達でも確認されたが，ニワトリヌカ

カ防除のための発生源対策はお手上げという他な

い。稲作中心の殺虫剤，農薬散布がなされているが，

これによる一時的なニワトリヌカカの採取数の減

少を記録した報告はあるが，それによる感染率の低

下が見られたとしづ報告はない。まさにお手上げで

ある。

(2)予防・治療薬検索上の問題点

また，前述した 1960年(昭和 35年)5月発行の獣

医界第 55 号 1~6 の「鶏のロイコチトゾーン病一

特に予防法と予防・治療薬検索上の問題点-Jと題

する論文の「予防・治療薬検索上の問題点」の項に

は次のように記載している。

「すでに述べた如く，現在までこの原虫に効果が

あったと認められた薬品は全く報告されていない

が，治療効果を判定する基準として次に述べる事項

のいずれか一つでも満足させるものがあれば，この

原虫に効果があったと判定してよいものと，思って

いる。

すなわち，ガメトゴニー (gametogony)の過程を I

からV期に分けたが，その中 1，11期像のみられる

病鶏に対して投与した結果， V期像の出現がみられな

かった場合(1)，V期像は出現したがガメトサイトに

何らかの変化がみられる場合(2)，ガメトサイトに

形態学的変化は認められなかったが，ニワトリヌカ

カ体内でスポロゴ、ニー (sporogony)の過程が全く

みられないか，中途で発育を中止しスポロゾイト

(sporozoite)を形成し得なかった場合(3)，スポロゾ

イト接種によりシゾント (schizont)の形成のみられ

なかった場合(4)，シゾントは形成されたが，放出

されたメロゾイト (merozoite)に変化が起きガメト

ゴニーの過程に進み得なかった場合 (5)，シソゴ

ニーあるいはガメトゴ、ニーのいずれか一方，あるい

は二っとも発育が何らかの形で抑制され，対照と比

較して感染の程度が軽くなった場合(6)などが考え

られる。

これらの点はあくまで現段階において考えられ

るもので，将来の研究によりさらに個々の点で細分

されることは勿論である。 V期像の出現が認められ

る病鶏に対し，ある種の薬品を投与し， 2，3日後に

V期像が消失したとしても，その効果を判定するこ

とは出来ない。また自然感染鶏群に感染前から薬品

を投与し， 1週間から 10日間隔で血液検査を行し、投

与群と対照群とを比較し試験する場合においても

鶏舎の位置，時期，年度により自然感染の程度に差

があるので少なくとも 2，3ヵ所の成績により判断

する必要があるし，またこの形の試験では「原虫そ

のものにある程度の効果があるようだjと判定する

ことも極めて危険なことで，これだけの試験ではそ

のように判断することは出来ない。

このような範曙に入りそうな薬品に対しては結

局，スポロゾイト接種感染鶏についての成績の検討

を待つ必要があり，筆者などもすでに各国において

種々試験されているコクシジウム，黒頭病などの予

防治療薬，抗生物質などから成鶏に与えても産卵に

異常をきたさないという種類の薬品を選び自然感

染地区の鶏群に 1ヶ月間使用して貰い， 10日間隔

(その後， 7日間隔とした)で血液検査を行い原虫の

態度と臨床面からスクリーニング、を行ってきてい

るが，現在まで原虫そのものに効果があったと考え

られる所見は全く得ていない。しかし，臨床的にみ

た場合，軽減したのではなかろうかと考えられる薬

品はある。

筆者などのこの種の試験は埼玉県熊谷家畜保健

衛生所，群馬県太田家畜保健衛生所，伊勢崎家畜保

健衛生所，山梨県住吉種畜場などの協力で、行って
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きており，いずれ別の機会にそれらの成績について

報告するが，ここではフラゾリドン(Furazolidone)

について簡単にふれてみたい。フラゾリド、ンについ

ては鶏，アヒノレ，七面鳥，豚などにすでに使用され，

それらの生長促進，飼料効率の改善に役立つこと，

産卵率，解化率を向上させる作用とともに抗菌性も

認められ，黒頭病，コクシジウムの予防薬として艶死

率を低下させるなど多数の報告が海外でみられる。

筆者も雛(山梨県住吉種畜場)，産卵鶏(群馬県)につ

いてロイコチトゾーン病を対象に使用してみた。

雛では対照ならびに他の薬品に比し体重増加が

認められた。また産卵鶏投与群では対照群に比し産

卵率の上昇が認められるとともに臨床所見も対照

に比し良好で、あった。雛の群では昨年の 9月は感染

が軽度で出血死を認めたものは対照群と 3群に夫々

1， 2羽程度で， 10日間隔の血液検査でも各群 10羽

以内しか原虫を検出し得なかった関係と，フラゾリ

ドン投与群にも8羽に原虫を検出していることから，

現段階ではあくまで対症療法薬という範曙の中で，

雛にも成鶏にも使える薬として，今後の検討に待つ

ことが望ましい。また本病は混合感染のみられるも

のでは被害が増大すると考えられるので黒頭病，コ

クシジウムなどの予防治療薬，駆虫薬，抗生物質，

飼料添加剤などの投与も勿論適当である。」と記載

したのである。

また前述した 1961年に出版された農林省家畜衛

生試験場編技術の手引き 10 fにわとりのロイコチ

トゾーン病」の 12. 予防薬，治療薬の項には次のよ

うに記述した。

「現在のところ，アヒル，七面鳥のロイコチトゾー

ン原虫そのものに効果のある薬品は全く報告され

ていない。

にわとりのロイコチトゾーンについては，ニワト

リヌカカが中間宿主(この言葉は，その後，マラリ

アなども含めて不適当ということになり，現在では

ベクター，媒介者と呼ばれるようになっている)と

なることがやっとわかった程度で，実験室で常時感

染鶏をつくって，各種薬品の効果をしらべていける

段階にはいたっていない。したがって野外の自然感

染鶏群でできるだけ広い範囲で、試験を行っていく

ことも必要と考えられる。

コクシジウム症では，必要に応じて人工感染鶏を

使って薬品の効果をしらべることができたのに，

サルファ剤が用いられるようになるまでには，枇素

剤，アクリジン系色素，アニリン系色素，オキシヒ

ノリン誘導体，各種有機または無機金属塩などが試

みられ，また乳酸菌製剤，脱脂乳なども用いられた

時代があったわけで，ロイコチトゾーン病の予防，

治療薬については，いわばコクシジウム症のこの模

索時代に相当するものといえよう。

それぞれの薬品は，原虫そのものに対する効果，

臨床上の効果の二つの面から検討しなければなら

ないし，また原虫そのものに対する効果も，原虫の

発育段階のそれぞれについて検討していかなけれ

ばならない。さらにつけくわえるならば，投薬後の

原虫出現の有無だけでは，最終的な効果判定ができ

ないことは，コクシジウムの予防薬として用いられ

ているものに，投薬後にも感染力をもったオオシス

トが糞中にみられるにかかわらず，なお予防薬のな

かにいれられているものがあることを例にひけば，

わかっていただけるものと思う。

なお参考までに，原虫そのものに効果があると判

定できる一応の基準をここに記しておく。」として

前述の獣医界の中で紹介した基準と同様の基準を

記述している。そして，その後に次のように記述し

ている。

「結局，いまのところにわとりのロイコチトゾーン

病の予防，治療薬についてはとくにいえることもな

く，感染鶏が，シゾントによる出血，ガメトゴ、ニー

の段階でみられる赤血球系細胞の破壊などによっ

て衰弱し，ほかの病気とからみあって被害が大きく

なることが多く，また夏の暑い時期に発生の多いこ

となどから，いまの段階では発見しだい看護に重点を

おいて被害を未然に防ぐことが大切で、あろう。そして

治療薬，特効薬などについては，今後のこの方面の

研究成果にまちたいと思う。Jと結んだのである。

このように，ロイコチトゾーンに関する内外の文

献にも，有効なという薬剤についての報告が見当た

らなかったことから，この分野も，日本で切り開い

て行かなければならなかったのである。しかも夏に

しか流行しないので， 1人の人が 1個所で， 1年に 1

回しか試験ができないということになるのである。

このハンデを少しでも克服するために，できるだけ

多くの方に，それぞれの地方で，思い付くままの薬

品，身近にある薬品について試験して欲しいと要望

したのである。
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そして，試験する場合の効果判定の基準はこのよ

うなものですから，この基準に照らして判断し記録

して欲しいと要望したのである。このようにして貰

うと，私はその記録によって，その薬品が効果が

あったのか，なかったのか判断ができるので，私自

身がその薬を試みなくても良いし，また，他の人か

ら相談を受けた時，その薬は使用する必要はないの

で，別の薬について検討して欲しいと要望もできる

からで、あった。

また当時，私と無関係に一二の注射薬が使用され，

有効であったと報告された。そのうちの一つはV価

アンチモン剤(商品名:アンチリコン)で、あったが，

これは原虫の見られる鶏に注射して良くなったと

いうものであるが，原虫は何もしなくても，症状を

だしてから数日で消失し，その後は徐々に回復する

ので，効果判定は難しい。私も 1959年に新潟県か

ら送付されてきた病鶏3羽にO.5ml接種し観察した

が，ガメトサイトの消失を早めるとか，ガメトサイ

トに形態的な変化を及ぼすとかといった所見は認

められなかった。また感染前から予防的に投与して，

どうなるかという試験はされていなかった。

また一時は廃鶏を購入して回る業者が，ロイコチ

トゾーン症に感染して貧血した産卵鶏はもう回復

の見込みはないと臨して安くたたいて買い漁り，鶏

舎ががら空きとなっているといった状況も見られ

るようになったとのこと。そこで，飼料販売業者は，

飼料の販売量が減るので，この病気は感染して一時，

弱るが，そのうちに回復して産卵も再びするように

なるので，売らないようにと養鶏家を説得して回っ

ているといった話も私達の耳に入っていた。さらに

は，生理食塩水を注射しでも良くなるという風評ま

で出てきていた。

このようなことからも，前述のような効果判定基

準を示さなければならないと判断したのである。

もう一つの注射薬というのは，枇素と色素の混合

剤(商品名:クロランD)である。この薬はガメトサ

イトに形態的変化を与えるというもので、あった。こ

の注射液は小倉喜佐次郎先生のところで製造され

たもので、あったので，期待して，サンプルを頂き，

1961年千葉県からの病鶏でE期の原虫の見られる

感染鶏 5羽に1.5mlと2.0mlを連続 5日間注射を

試みたのである。しかし，どうしたことか，私には

形態的変化を起こしたようには観察されなかった。

この私の観察について，当時，日本獣医師会の館沢

先生が「最近，何でも原虫そのものに変化を与えな

ければ効果が無いようなことを言っているものが

おるが，生体を活性にしたり，賦活する作用を有し

ていても効果があるのであるJといった意味の記事

を雑誌に載せられていた。私は「この薬を製造され

た小倉先生が私の，恩師の板垣先生の先生であった

ため，さすがと思い，先生に手紙をだして，サンプ

ルを送って貰い，期待して使用させた貰ったもので

す。若し，形態的に変化がみられれば，推奨してあ

げたいとの思いであったのですが，しかし私の目に

はガメトサイトに形態的な変化がみられなかった

のです」と手紙に書き，館沢先生にお送りしたこと

もあった。

3. 各種の調査・研究グループの誕生

このような状況下で， 1962年(昭和 37年)度から

は農林省畜産局衛生課を中心とし，県畜産課に対す

る家畜疾病疫学調査費補助金，大学に対する農林水

産業特別試験研究費(応用研究費)， 1963年度からは

県の畜産試験場または養鶏試験場に対する都道府

県農業試験場補助金(総合助成試験費)が当時の農

林水産技術会議の藤田簿吉研究調整管，後に石谷類

造先生方のご努力で支給されるようになり，これら

三つの研究グループ(これらのグループ以外にも各

地で調査研究がなされていたことはもちろんであ

るが)は毎年，家畜衛生試験場で中間報告会または

打合せ会を聞き，それに基づいて調査研究が進めら

れたのである。

藤田祷吉先生は戦前は朝鮮の釜山にあった牛疫

血清製造所，次いで、満州にあった獣疫研究所に勤務

されていた。終戦で引き揚げられ，東北大学農学部

教授をされていたが，その後家畜衛生試験場第一部

部長となられ，私の上司となられたのである。

私がロイコチトゾーン症の研究を群馬県養鶏飼

料研究会や山梨県富産試験場の方々の協力でベク

ターがニワトリヌカカであることが判明したこと，

またフラゾリドンやピリメタミンがこの病気に対

して効果がありそうだということも分かつてきた

ことから，一日も早く，有効性や安全性を確認して，

実用可能かどうか決定する必要に迫られているこ

となど説明したことから，上述のようなグループを

作って下さったのである。
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これらのグルーフ。の活動で，本病の流行が夏に限

られていることからくる研究項目の時期的制約を

ある程度打開しえたし，流行状況の地域差，環境差

などの検討も可能にしたし，その上に，それぞれの

機関の特殊性に応じた調査研究がなしえたこと

などから，予想外の成果を挙げることができ，本病

がわが国で発見されて以来， 10年目，各種研究補助

金が支給されて3年目に予防薬の実用化に成功した

のである。

[農業畜産情報]

牛流産防止に期待 ネオスポラ原虫感染を抑制 ワクチン実用化へ北海道・帯広畜産大学

北海道の帯広畜産大学の西川義文准教授らの研究グループは，牛の流産の原因となる原虫「ネオスポ

ラj の感染を抑えるワクチンを世界で初めて開発した。実用化に向け製薬会社と連携した試験も予定す

る。西川准教授は「順調に行けば5年ほどで，遅くても 10年以内には量産化させたいJとしている。

牛のネオスポラへの感染は全国的に発生しており，酪農畜産が盛んな北海道十勝地方では， 1995年か

ら98年 9月に流産した牛の 26%の原因になるなど，流産の主要因となっている。一方で、有効な治療薬

やワクチンはなく，農家は感染牛の淘汰を強いられるなど，経済的な損失も大きい。

生きた病原体を使う生ワクチンは投与によって発症の恐れがあったり，死んだ病原体を使う不活化ワ

クチンは十分な効果が期待できないなどの課題があった。

そこで西川准教授らは，ネオスポラの病原体の l成分を，マンノースとしづ糖分や脂質でカプセル状

に包み込んだ新しいタイプのワクチンを開発した。

ワクチンが牛の体内の免疫細胞に吸収されることで，ネオスポラ原虫を制御する細胞 (T細胞)が生

まれる。ワクチン表面のマンノースは免疫細胞と結び付きゃすい特性を持っており，効率的に T細胞を

生み出せる。

西川准教授らは今後，製薬会社と連携し，年内に妊娠牛への大規模な投与試験を予定するなど，実用

化に向けた取り組みを進める。

ネオスポラは圏内では 1990年初めに牛の流産や異常産の原因として初めて報告され，牛と水牛の届

け出伝染病に指定されている。ネオスポラの卵を含む犬のふん便に汚染された牧草を食べるなどで牛が

感染。感染後は原虫は体内にとどまり，胎盤を経由して母牛から胎児に感染する。

d合遁
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