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鶏の口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(18) 

秋葉和温*

①調査研究グループ選定の考え方

a.農林省畜産局衛生課を中心とする疫学調査の

グループ

群馬県宝泉村でのニワトリヌカカの調査と，どう

したら薬剤の効果判定が可能であろうかという有

効薬剤探しのための手探りの薬剤投与と産卵率の

記録，血液塗沫検査などの実施から，不完全なデー

タであったが，年度による流行のずれというものを

記録の上で見ることができた。雨が多く，順調に周

辺が水田となった昭和 34年(1959年)は 7月中下旬

が流行の山であったが，雨が少なくて，上流から水

固化する地方では下流に水が供給されるのが遅れ，

水田化が遅れた昭和 35年(1960年)は，流行も遅れ

て8月上，中旬に流行のピークがくるというような

年度による流行のずれがあり，媒介者がニワトリヌ

カカと判明し，その発生源が水田であることが判明

して，初めて，上述のような説明が可能となったの

である。夏は暑く，人間もふーふーいうのだから鶏

も夏は暑さのせいで，産卵率が低下するのはやむを

得ないと，一般に言われていたが，そのようなもの

の中に，ロイコチトゾーンの原虫感染による産卵率

の低下現象があったのである。

以上のような私の観察から，年度別，地区別に流行

のずれが見られたが，これらを各県でデータで明ら

かに示すこと，そして，それをどのように説明する

ことができるのか，またその調査によって，その県，

地区の流行が予察(予測)できないものであろうか，

また毎年，流行を繰り返す要因が鶏側にあるのか，

ベクターのニワトリヌカカ側にあるのかなど，いろ

いろの問題があったため疫学的調査が必要であっ

たのである。

この目的のために，私は次のような理由で，これ

らの県を選んだのである。

青森県:東北地方での発生は昭和 33年に初めて

福島県郡山市近辺で確認された。そして，昭和 34年

*元農林水産省家畜衛生試験場 (Kazuo Akiba) 

には岩手県一ノ関付近，昭和 35年には青森県まで

発生が見られるようになっていた。したがって緯度

の上から北限に当たるので，この県でのニワトリヌ

カカの数，消長，感染状況など知りたい点であった

のである。

群馬県:当時，私は民間の方々(群馬県養鶏飼料

研究会)や太田家畜保健衛生所の五十嵐所長始め皆

さんの協力で試験をしてきたが，その試験地を引き

継いで、貰った。

静岡県:県内の流行も確認されていたし，私の

陸軍獣医部依託生の同期生の米倉久雄氏が新しい

養鶏試験場の建設に努力していたこと，しかも，そ

の建設地が本病の発生に好都合と推定される小川

に近い水団地帯に移転したことで，本病について

の今後の調査研究を依頼したいと思ったことと，

しかも，地元の要望も寄せられていたことなどから

選んだ。

岐阜県:県内には大きな醇化場が 2つもあって，

全国的にヒナが配布されているので，その地の流行

状況を知っておくことは，何かの時に都合が良いの

ではなかろうかと考えたためである。

岡山県:当時の県の畜産課の石井敏雄衛生係長が

中心となられて，県畜産課，岡山大学，養鶏試験場

および民間の養鶏場の協力で「鶏のロイコチトゾーン

病研究普及会」を作っておられ，すでに調査研究を

されつつあったためと，地区としても適していると

考えたためである。また石井係長は貴方(私，秋葉)

が岡山県出身だから，貴方の後援会を作って応援し

てあげているのですと有り難い激励の言葉を頂い

たのである。

宮崎県:わが国での最も暖かい地方であること。

本病の流行が日本脳炎のように南から順次，北上

するのかどうかという点を確かめるためからも，

グ、ループに加わって貰ったのである。沖縄県はまだ

米軍の施政権下にあった。
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これらの県以外にも熱心に仕事をしておられた

県，家畜保健衛生所も多数あったわけであるが，予

算と地域の特殊性を考慮、して，これらの県となった

のである。なお青森県が緯度という点を強調したの

に対し，長野県には別途，海抜を加味しての調査が

依頼され，またその後，神奈川県と茨城県も加わった。

b.大学に対する農林水産業特別試験研究費(応用

研究費)支給のグループ

岡山大学:堀慧教授と鳥海徹助教授。岡山県の

項で述べたように，すでに調査研究を実施されてい

たし，鳥海先生は前に家畜衛生試験場におられたと

いうことで，堀先生に大学のグ、ルーフ。のまとめ役に

なって貰い，その補佐を鳥海先生にお願いしたので

ある。

名古屋大学:五島治郎教授。

茨城大学:玉崎幸二教授。

この名古屋大学の五島治郎教授と茨城大学の

玉崎幸二教授は今まで一度も，この病気を診たこと

はないとのことであったが，薬理学の立場からご

助言をうるため，藤田先生がお願いして下さったの

である。

c.県の畜産試験場または養鶏試験場に対する都道

府県農業試験場費補助金(総合助成試験費)支給の

グループ

1962年度までの成績から，実用化に一歩近付いた

薬剤について，その安全性の検討を色々な面から，

すなわち，増体重，飼料効率，産卵率，受精率，瞬

化率などの面からしなければならず，そのためには，

どうしても畜産試験場または養鶏試験場の協力を

得なければならなかったのである。そのため， 1963 

年から青森県畜産試験場，群馬県畜産試験場，静岡

県養鶏試験場，岐阜県種鶏場，岡山県養鶏試験場，

宮崎県家畜衛生試験場の方々に参加して貰った。こ

れも，前述した疫学調査をお願いした県の試験場に

お願いした方が，何かにつけて都合が良いのではな

かろうかと判断したためである。

昭和 37年 11月 9，10日に家畜衛生試験場でのニ

ワトリヌカカ疫学調査とロイコチトゾーン病応用

研究打合会および昭和 38年 11月 12，13日の家畜

疾病疫学調査「鶏のロイコチトゾーン病に関する研

究」の中間成績報告会出席者名簿によると次の方々

であった。昭和 37年または 38年のいずれかのみの

出席者は括弧内に示した。

岡山大学農学部堀慧(37年)，鳥海徹，名古

屋大学農学部五島治郎，茨城大学農学部玉崎

幸二，

青森県農林部畜産課原川俊郎(鳥谷部昌三，岡県

種鶏場島川英一郎， 38年)， 

(茨城県農林水産部畜産課米永勇吉，岡県高萩家

畜保健衛生所小峰直之，岡県瓜連家保佐藤

康次， 38年)， 

群馬県農政部畜産課大沢良夫， (岡県畜産試験場

磯員誠吾，保田弘太郎，岡県沼田家保有本親

史，岡県太田家保高野一彦，岡県渋川家保

梅村保一， 38年)，大国家保五十嵐丈人，

(神奈川県農政部畜産課綾部重明，岡県大和家保

大高春男，岡県小田原家保曽我昭新， 38年)， 

長野県農政部畜産課百瀬澄雄，

静岡県養鶏試験場伊藤憲作，岡県家畜衛生研究

室(大須賀徹弥， 38年)，山田淳一， 37年)， 

岐阜県農務課畜産課井上 昭(清水道男，岡県

種鶏場谷内光雄， 38年)，岡県西濃家保山本

隆典，

岡山県農林部畜産課(石井敏雄， 37年)(遠藤卓夫，

岡県養鶏試験場松井修， 38年)， 

(宮崎県家畜衛生試験所児玉重方， 38年)，岡県

都城家保神谷誠優，

(山梨県畜産試験場海老沢昭二， 38年)， 

農林水産技術会議研究調整官(我孫子孝一，同鈴

木俊二， 38年)，同藤田淳吉，永井隆夫，

畜産局衛生課中井忠之，佐藤卯朔，古川健彦，

(田口義也， 38年)，大橋義光，

家畜衛生試験場場長石井進， (矢島朝彦， 37年)， 

秋葉和温，北岡茂男，森井勤， (山口本治，

37年)，志村勝郎，

②有効薬剤検索のために選定した薬剤とそれらの

選定理由

ナイカルパジン，グリカマイド，アンプロリウム，

フラゾリドン，ピリメタミンなどについては私達の

群馬県宝泉村や山梨県住吉種畜場，後畜産試験場で

の野外試験の実施時に説明しているが，ナイカルパ

ジン，グリカマイドおよびアンプロリワムは鶏コク

シジウム症の予防薬である。大日本製薬(株)から

サンプルの提供を受けて使用したが，本病には無効

であった。
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フラゾリドンは鶏コクシジウム症，鶏，七面鳥の

黒頭病の予防薬であるとともに，広範な抗菌性，抗

原虫性を持った薬剤であるとされていた。最初は武

田薬品工業(株)からのサンプルを使用していたが，

その後，上野製薬(株)や三共化成工業(株)などの

サンフ。ルも用いられた。最初の使用は本病の発生鶏

群に治療的に使用したのであるが，産卵率，臨床症

状などの回復状況が対照とした無処置群と比べ，良

好であったので，次に本剤の予防的投与を試みた。

明らかな差の見られなかった鶏群もあったが，感染

による産卵率の低下も軽く，また早く回復した鶏群

も見られた。しかし，産卵鶏での試験ではいろいろ

の条件が入りすぎる点を考慮、して， 1959年の山梨県

住吉種畜場でヒナを用いての試験に使用してみた。

その結果は前述しているが，全体の感染率は低かっ

たのであるが，フラゾリドン群は1羽の死亡もなく，

無投薬対照群より平均体重が優っていたのである。

このことから，さらに検討を要する薬剤として，こ

の調査研究グ、ループの会合で、紹介し，検討をお願い

したのである。

ピリメタミンについても前述しているが，抗マラ

リア剤であるが，トキソプラズマにも効果があると

いう報告から日本トキソプラズマ研究委員会の

メンバーで、あった信藤謙蔵家畜衛試企画連絡室長

(後動物医薬品検査所長，畜産局衛生課長)が藤田製

薬におられた森さんに依頼されパイロン貿易を通

じてイギリスのウェルカム会社製のダラプリン錠

剤を輸入され， 日本トキソプラズマ研究委員会の

メンバーに配布されたものである。私と同室であった

そのメンバーの一人の鈴木恭技官から貰ったもので

ある。ロイコチトゾーンを対象として使用したとの報

告に接していなかったので， 1959年の山梨県住吉種畜

場での試験に初めて使用してみたのである。この成績

についてはすでに前に述べている。毒性が強くでたが，

感染は完全に防止されていたのである。

さらに 1961年の移転した山梨県畜産試験場での

試験では，すでにr1961年の野外試験成績について」

の中に記述しているごとく，ケンダルらやノ〈ルらが

コクシジウムのアイメリア・テネラに用いた

0.005%の量を私達の試験では隔週投与する群に使

用した。その結果，この量の隔週投与でも感染を完

全に阻止していた。さらに同じ年の第 2回目の試験

で0.0025%や 0.00125%の群を設けたが，これらの

量でも感染を防止していたのではなかろうかと

疑われる成績がでていたのである。したがって，

さらに検討を要する薬剤として，この調査研究

グループの会議で紹介し，より低濃度での検討を

お願いしたのである。

次にサノレファ剤について再検討する必要のある

ことに気付き，取り上げたのである。すなわち，プ

ラスモヂウム・ガリナセウム， トキソプラズマやア

イメリア・テネラなどの治療試験で，ピリメタミン

とサルファ剤との聞には相乗作用があるというこ

とが多数報告されている。ロイコチトゾーンにピリ

メタミンが完全予防効果を示したということから，

サルファ剤は本当に効かないのであろうかと疑い

始めたのである。

現在まで(1962年)までサルファ剤をわれわれの

試験群に加えなかった理由は 2つあった。

その 1つは兵庫県清滝村で本病のヒナでの最初の

発生に遭遇した時(結果は 70~80%の死亡率となった

のであるが)，川島先生と私はペニシリン，ストレプ

トマイシンなどとともに，治療目的で、コクシジウムの

治療に使用されていた量のスルファメラジンの投与

を試みた。しかし，出血死亡するものは死亡し，治療

効果があったようには思われなかったのである。

鶏コクシジウムのアイメリア・テネラ感染時には，

血便が見られる時期でも，サルファ剤の投与で，そ

の後の出血を抑え，急速に治癒さすことができたの

である。このような場合には治療効果があったと判

断できるが，清滝村でのロイコチトゾーン感染時に

は死ぬものは死んだようで，治療効果があったとは

認められなかったのである。

第2の理由はカナダのファリスという研究者がア

ヒルのロイコチトゾーン・シモンデイーにスルファ

メラジンを使用したが，予防効果も治療効果もな

かったと報告していた。これら 2つの理由からで

あったのである。

しかし，ピリメタミンが本病に有効であるという

ことから，逆に，サルファ剤を検討しなおす必要が

あると気付いたのである。鶏のコクシジウムのアイ

メリア・テネラに感染した場合に盲腸からの出血で

死亡するが，サルファ剤の投与で死亡を防止する

ことができる。したがって，アイメリア・テネラの

感染にはサルファ剤で治療ということになってい

るのである。
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ロイコチトゾーンの出血死亡の場合には 200，300

ミクロンにも成熟したシゾントに出血の原因があ

り，しかも，それらの集団は肉眼でも見られるよう

な大きさとなるのであるが，これらが体内いたると

ころにできるので，いたるところの血管が破れたり，

血流が阻害され，欝血，出血を起こす。肺の血管が

破れて気管内に出血し，略血死亡したり，腹腔内の

大出血で死亡したりするのである。このような巨大

なシゾントに発育し，出血の一歩手前まできている

ような感染鶏に，治療的に薬剤を投与しでも，この

ようなシゾントを瞬時に萎ませ，小さくするような

薬品でなければ，出血死亡を止めることはできず，

ある期間内の死亡はまぬがれないのではないかと

考えた。したがって，兵庫県清滝村で次々に出血死亡

が見られつつあったヒナの群にスルファメラジン

を治療的に投与したが，効果があったと判断しえな

かったことも，かかる点に起因しているのではなか

ろうかと考え，予防的投与の効果の検討を必要とし

たのである。

このような考え方から検討するサルファ剤とし

て，最初はスルフアジメトキシンとスルフイソメ

ゾールを選び， 1962年の夏の私と山梨県畜試との共

同研究での試験に使用したのである。当時，日本の

鶏のコクシジウムにはサルファ剤耐性株が出現し

て，それまで広く使用されてきたスルファメラジン，

スルファメサジンなどでは効果が見られなくなっ

てきていたのである。しかし，スノレフアジメトキシン

とスルファモノメトキシンは，かかる耐性株に対し

でも効果があることが，私と同じ研究室の角田技官

によって明らかにされていたのである (1962)。した

がって，その段階ではスルフアジメトキシンを除外

するわけにはいかないと判断したのである。

また本病の場合は予防を目的として投与するこ

とになるので，長期間使用ということがでてくるの

で，毒性については特に注意する必要があった。た

またま藤岡・池田らはスルフイソメゾーノレが，従来

のサルファ剤と異なり，毒性が低いと報告したこと

から，このサルファ剤をも選んだのである。

スノレフアジメトキシンとスノレフイソメゾー/レは

コクシジウムの治療量である 0.2%でスタリーニン

グに供したのであるが，全く原虫は検出されず完全

な予防効果を示した。ところが，たまたま，スルフ

イソメゾールの投与量を誤って使用し，結果的に

0.02%を投与したことになったのであるが，その群

においても感染を完全に防止していたのである。怪

我の功名とでもいうべきであろうか。このことから，

サルファ剤もピリメタミンと同様にコクシジウム

に有効な量よりも，かなり少量で有効で、あるかもし

れないと考え，このことを研究グループの会議で報

告し，より低濃度での有効性が試験されることに

なったのである。

その他，抗マラリア剤の 8ーアミノキノリン誘導

体のパマキン，プリマキンは牛の小型ピロプラズマ

病の治療薬でもあること，またジアミジン製剤であ

るガナゼックはパベシア病の牛の大型ピロプラズ

マ病に有効であることから， 1962年の山梨県畜産試

験場での試験に使用した。これらの薬剤がロイコチ

トゾーンに対して，望みがあるかどうかを知るため

であった。これらは効果がなかった。

また岡山大学で試験されたダイアベリジンは

ピリメタミン関連化合物で，毒性が少なくなったも

ので，いずれもイギリスのウェルカムの開発製品で

ある。同社はさらに，関連化合物としてオルメトプ

リン， トリメトプリンなどが開発され，サルファ剤

との聞に相乗効果があるということで，最初にダイ

アベリジンとスルフアキノキサリンとの合剤がコ

クシジウムの有効薬剤として市販されつつあった。

その後，オルメトプリン，トリメトプリンなどとス

ルファヂメトキシンとの合剤も開発されたが，当時

はまだダイアベリジンとスルフアキノキサリンと

の合剤，ダルピタールのみが入手可能であったので

ある。

③経過の概要

1962年度は疫学調査の各県では，ライトトラップ

を使用してニワトリヌカカの発生消長と血液塗抹

標本を作製しての病気の発生状況の調査と 1，2の

薬剤の効力試験が試みられた。大学では，当初でき

ればということで岡山大学には 4・アミノキノリン

製剤，名古屋大学にはサルファ剤(これは名古屋大

学では前からサルファ剤について研究されていた

ためである)，茨城大学にはガナゼックをお願いした。

しかし，この年は岡山大学ではフラゾリドン，枇

素剤およびアマイドン(抗コクシ剤)，名古屋大学は

フラゾリドンとスルフイソメゾール，茨城大学はガ

ナゼックとピリメタミン，私達の家畜衛試と山梨県
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畜試との共同研究ではピリメタミン，プリマキン，

パマキン，スルフアジメトキシン，スルフイソメ

ゾーノレ，フラゾリドンおよびガナゼックなどが，

また群馬県ではフラゾリドン，岡山県では枇素剤

(クロラン)および宮崎県ではフラゾリドンなどが

検討されたことになった。

④1962年(昭和 37年)の私達の家畜衛生試験場と

山梨県畜産試験場との共同研究の成績

この年の8月20日餌付けヒナを各群20羽宛の 10

群に区分した。 l区は無投薬感染対照， 2， 3， 4区

はピリメタミンの 0.001910，0.0005910，0.00025910投

与群とした。 5区はプリマキンの 0.001-0.002910，6 

区はパマキンの 0.001-0.002910，7区はスルフアジ

メトキシンの 0.2910，8区はフラゾリドンの 0.003910

とスルフイソメゾールの 0.02一0.2910の併用， 9区は

フラゾリドンの 0.01910，10区はガナゼックの

0.002910投与群とし，フラゾリドンのみは連続投与

したが，他の薬剤は 2週目， 4週目と 6週目の隔週

投与とした。またプリマキン，パマキンとガナゼッ

クは飲水投与，他の薬剤は飼料添加とした。

体重測定は試験開始日と，その後， 7日間隔で毎

週実施した。血液塗抹は 2週目から毎週，体重測定

日に併せて行った。私はこの血液塗抹採取には前日

の夕方，畜産試験場にお邪魔して，研修員の宿舎に

泊り，翌日の血液塗抹採取を海老沢技官や場員の

方々の協力を得て実施したのである。

この年は 2週目 (9月 3日)の血液塗抹では，まだ

原虫は検出されなかったが， 3適目 (9月 10日)の血

液塗抹では， II期の原虫が検出された、し， 4週目 (9

月 17日)の血液塗抹では， II期やV期の原虫が多数

検出された。 5週目にはV期の原虫が少数羽に観察

されるのみとなった。したがって，流行は終ったと

判断して， 9月 26日に試験を終了とした。

この試験の結果， 1区の自然感染対照群は 20羽中

17羽， 85.0910の感染率を示した。また 5区のプリマ

キン群は 20羽中 17羽， 85.0910， 6区のパマキン群

は 19羽中 15羽， 78.94910の感染率， 9区のフラゾリ

ドン群は 20羽中 13羽， 65.0910， 10区のガナゼック

群は 20羽中 19羽， 95.0910の感染率を認めた。しか

し， 2，3，4区のピリメタミン群と 7，8区のスルフア

ヂメトキシン，スノレフイソメゾール群は l羽の感染

鶏も認められなかったのである。

このことはプリマキン，パマキン，ガナゼックな

どは効果が認められなかったが，ピリメタミンは

0.00025910でも，まだ感染を完全に予防する効果が

あることを示していたのである。また，使用したサ

ルファ剤も鶏のコクシジウム症の治療量で感染を

完全に予防する効果が認められたのである。しかも，

スノレフイソメゾール群で，担当者への不十分な連絡

のため，誤ってスノレフイソメゾールの O.02910が投与

されたにもかかわらず，感染が防止されていたこと

が判明した。怪我の功名とでもいうべきものであっ

たが，鶏のコクシジウムの治療量の1/10量でもロ

イコチトゾーンに対しては有効で、あったのである。

このことはロイコチトゾーンに対してはさらに低

濃度でも有効で、あるかもしれないという推定をさ

せてくれたのである。

このように，この年にピリメタミンは 0.00025910

でも，なおかつ完全な予防効果のあることが判明し，

毒性も見られず，実用に供しうる可能性が窺われた

のである。

しかし，ピリメタミンは未だかつて諸外国で、鶏の

ある疾病を予防したり，治療したりする目的で実用

に供されているということは全く聞いていなかっ

た。わが国で初めて鶏のロイコチトゾーン病の予防

にピリメタミンの使用を試みようとしていたので

ある。

したがって，どうしても，ピリメタミンについて

は，ヒナの発育に及ぼす影響，産卵鶏に対する産卵

率はもちろんのこと受精率，解化率，精巣の発育な

どについても安全性を検討する必要があった。山梨

畜試では，この夏のピリメタミンの成績から，引き

続いて 0.0002910と0.0001910について受精率，解化

率が検討された。しかし，急に計画された試験で

あったため， 6週間しか，この目的に使用できなかっ

たのであるが， 0.0001910では，この間，全く影響の

ないことが分かつた。

そこで，この調子だと，案外，夏の期間中の連続

投与も可能かもしれないと判断し，もし，そうだと

本病の予防はきわめて容易となると思い，次の年の

1963年の打ち合わせの席上，この山梨での量を基準

として3カ月間の連続投与での同じような試験を青

森県畜産試験場，岡山県養鶏試験場にお願いした。

またヒナの発育試験は群馬県畜産試験場が担当す

ることになった。
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またサルファ剤も前述したように， 1962年の私達

の山梨県畜産試験場での試験で，予防効果があるこ

とが判明した。しかも，全く予想もしていなかった

ことであるが，鶏のコクシジウムの治療に投与する

量よりも，はるかに少ない量でも足りそうな成績が

えられ，この調子だと，たとえ，ピリメタミンの毒

性が強くて実用に供しえなくなった場合でも，サル

ファ剤で、予防しうるかもしれないと考え，非常にあ

かるい希望をいだいたのである。結局， 0.005%前

後でも良いのではなかろうかと推定し，次年度から，

この辺の量を検討することにした。例えば岡山県養

鶏試験場でスノレフアジメトキシンの 0.0025%が一

区設けられているが，これも， 2区設ける場合は

0.005%と0.001%を， 1群しか都合がつかない場合

は，外に割り当てていないので 0.0025%を試みて下

さいとお願いしたためで，この量の果した役割は大

きかった。

かくて 1963年(昭和 38年)度および 1964年(昭和

39年)度はさらに検討を要する薬剤として，主とし

てピリメタミンとスルフアジメトキシンを中心に

して，そのテーマと使用薬剤名，投与量などをこの

調査研究グループの会合で紹介し，検討をお願いし

たのである。

その結果，ピリメタミンは 0.00005%まで有効で，

0.000033%以下では感染鶏がでることが判明した。

このピリメタミンの有効量が 0.00005%という表示

は，%表示としてはそぐわないので， ppmの表示に

変更したらどうかというご意見が，当時の家畜衛生

試験場の技術連絡室長の野口一郎技官から寄せら

れたのである。当時としては，少し，抵抗感はあっ

たが， 0.5ppmと表示することとしたのである。 ppm

という表示はこの時から採用されたのである。

またピリメタミンの 2ppmも 1ppmも3カ月連続

投与で産卵率はもちろん，受精率，解化率にも何ら

悪影響のないことが岡山県養鶏試験場，青森県畜産

試験場から，また別個に実施された滋賀県畜産試験

場からも示され，また滋賀県畜産試験場の古田賢治

技師からは，その後，精巣の発育にも影響のないこ

とも報告された。群馬県畜産試験場からはヒナの発

育に 5ppm以下では影響のないことも中間報告で報

告され，一応，安全性が立証された。なお，この薬

剤が許可された時は山梨県畜産試験場の受精率，解

化率の成績はでていたが，岡山県養鶏試験場などの

成績は目下実施中で、あった。しかし，実際に薬剤が

使用される 6月までには，その成績もでる予定で

あった。もし岡山養鶏試験場の成績で悪影響がある

と判定された場合は，種鶏を除外しての使用という

ことにしなければならないと考えていたのである。

またサルファ剤としてはスルフアジメトキシン

は0.0025%まで有効(岡山県鶏試)， 0.001%では無

効(岡山大学)， 0.005%で、飲水投与も可能(福島県)， 

スルフイソメゾールは 0.01%(これ以下は試みてい

ない)，スルフアキノキサリンは 0.005%(この量の

み試験)で有効，しかし，スルファメラジンは 0.01%

でも無効(筆者ら)と判定した。

これら以外の薬剤としては抗マラリア剤である

パルドリン (0.01%)が神奈川県で実施され有効と

判定されていたし，埼玉県家畜衛生試験場の試験も

あった。

またピリメタミンの誘導体であるダイアベリジン

は 0.005%では有効， 5ppm以下は無効(岡山大学)

とし、う結果がだされた。

さらに抗マラリア剤であるハイドロトリアジン

誘導体(1.3. 5トリアジン核)の検討，さらにはフラン

核とトリアジン核(このトリアジン核は1.2. 4 トリ

アジン核である)の結合したパンフラン)なども興

味のある対象薬剤として取り上げた。このうちパン

フランは 0.01%で無効で、あったが，前者の誘導体は

1964年(昭和 39年)の夏に山梨県畜産試験場での野

外試験に一部使用したが，この年の夏から 1ppmの

ピリメサミンの飼料添加が許可されて，実用に供さ

れることとなり，飼料会社の段階で飼料に添加され，

全国的に使用されたため，筆者らの山梨県畜産試験

場での野外試験では対照群の感染率が 20%という

状況となって，効果判定ができずじまいとなって

しまったのである。

⑤ピリメタミンおよびサルファ剤の使用(実用化)

について

ピリメタミンは 0.5ppmで、有効であったが，飼料

会社での大量配合のことを考慮すると， 1ppmの量

が望ましいとしたのである。この量を予防的に投与

しておけば本病の感染は見られない。

しかし，投与していなくて，本病に感染し，出血

死亡が見られ始めたヒナの群，あるいは貧血し始め

た病鶏に本剤(サルファ剤も同様)を投与しでも，
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死亡するものは死亡するし，貧血もすぐには良くな

らないし，血液塗抹標本を作って検査しでも，普通

と変わりなく原虫がでてくるし，でてきた原虫に

形態上の変化も与えていなし、。

しかし，感染して 10日目位までのものには効果

があるしCschizonticida1action)，またピリメタミン

に感作されたガメトサイトは機能的影響を受けて

ニワトリヌカカ体内でのスポロゴ、ニーが完成しな

いかもしれないので(sporontocida1action)，もし万

一，予防的に投与していなくて，感染鶏が出始めた

際にも，これら 2通りの目的でできるだけ早めに

投与することが大切であると指導したのである。

結局， 3通りの使い方をすることを推奨したので

ある。

サルファ剤で、も 0.005%を隔週投与すれば本病を

予防することができるし，もし，鶏のコクシジウムや

コリーザを治療する目的でサルファ剤が使用された

場合には，当然，本病には，それらに使用された量

よりも少量で効果があるので，有効に作用していると

いうことを考慮しておく必要があると指導した。

また，今までは本病に感染する鶏は，初めて夏を

迎える鶏であったが，予防薬が使用された場合は，

免疫ができていない場合もありうるかもしれない

ので， 2年鶏も投与が必要となるかもしれない。な

お，ピリメタミンが使用されていたにかかわらず，

緑便や貧血が夏から秋にかけて見られる場合には

プラズモジュームの感染をも疑い，顕微鏡検査を

してみる必要があるとした。

このようにしてピリメタミンとス/レフアジメト

キシンが鶏のロイコチトゾーン症を対象として

使用することが許可され， 1964年(昭和 39年)の

夏から実用に供されたのである。この当時はピリメ

タミンが 1ppm飼料会社の段階でヒナから中雛，成

鶏に至るまでのすべての飼料に添加され，全国的に

使用されたのである。そのため本症の発生は激減し，

わずかに，無添加飼料投与群にのみ，少数見られる

程度となったのである。

したがって 1964年(昭和39年)の夏は私達の山梨

県畜産試験場での野外試験による薬剤の効力試験

で，無投薬感染対照群の感染率が 20%前後となり

効果判定ができなくなったため，この種の野外試験

は中止せざるを得なくなったと述べたが，各県の家

畜保健衛生所での野外試験でも同様の現象となり，

野外試験をしても，効果判定ができなくなったので

ある。きわめてよく効いたのである。

この年以降は実験室，研究室での人工感染鶏を使

用して，各種の試験の一環として薬剤の効力試験も

行ってきたのである。
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