OLIVE 香川大学学術情報リポジトリ
香川大学農学部学術報告 第36巻 第1号 59〜68，1984

乳牛およびブロイラ、一鶏から分離される大腸菌・腸球菌の
薬剤耐性とRプラスミド
田

川

清

DRUG RESISTANCE AND R PLASMIDS AMONG ESCHERICHIA
COLIAND STREPmCOCCUS PAECALISISOLATED FROM
DAIRY COWS AND BROILER CHICKENS
KiyoshiTAGAWA

SixhundredandthreestrainsofEcoliand425strainsofS．舟ecalLgwereisolatedfl・Omdairycowsand184strains
ofE，COliand208strainsofS．becali5weIeflombIOilerchckens，andthesewerestudiedfordrugreSistanCe an
PreValenceofRplasmids

StrainsresistanttocommonlyusedantimicrobialdIugSWeremOre触equentlyobservedinisolatesfromchickens
thanthoseofcows：i．e．．，100％ofE．coliand97．．6％ofSjbecalL＄isolatesfiomchickenswereresistanttooneoImOr
dIugS，WheIeaS16 3％ofE，COliand22 1％ofSubeca揖isolatesfiOmCOWSWeIeIeSistanttoatleastonedrug
InEcoliisolatesfiOmChickens，reSistancetoTCandSUwasmost魚equentlyobseIVed，fbllowedbyIeSistance
tosM，KM，NM，FT，CM，APC，CERandTMinthatorder・Ontheotherhand，reSistancetoTC，
andNMwascommonlyobseIVedinchickenS．βecalisandfbllowedbyIeSistancetoCER，FT，GM，APC，Rifand
CMinthatorder

Inisolatesn・OmCOWS，reSistancetoTCwasmostflrequentlyencounteredinbothgeneraofbacter・ia，fbllowedby
resistancetoSM，KM，APC，FT，NM，SU，CM，CERandGMinE COlistrainsandbyresistance
LM，EM，APC，CER，RiらFTandGMinS hecaHsstrainsinthatorder，reSpeCtively
Itwasfoundthat788％ofEcolistIainsand77．0％ofS．jaecali5onestested，bothofwhichwerechickenorigi
caIriedRplasmidsand32．7％ofthefbrmerand46い7％ofthelater，thosewerecoworigin，Carriedthem・
InexaminingmolecularnatureofRplasmids，itisrevealedthatcovalently−Closed−CirculerDNAswereseparated
flOmE COliandSP7eCaHsstrainsharbouringdrugresistantplasmids・

乳牛から603菌株の大腸菌と425菌株の膀球菌を，そして，ブロイラー粗から184菌株の大腸菌と208菌株の勝球菌を
分離し，それらの菌の薬剤耐性とRプラスミドについて検討した・
通常用いられている抗菌性薬剤に対する耐性菌の出現率は鶏分離菌の方が年分離菌より高かった．すなわち，鶏分
離菌では大腸菌の全ての株および腸球菌の97い6％の株が一・剤もしくは多剤に耐性であったのに対し，年分離菌では大
腸菌の16．3％および腺球菌の22．1％の珠が一例以上の薬剤に耐性であった

鶏分離菌のうち，大腸菌ではTCとSU耐性のものが最も多く，ついでSM，KM，NM，FT，CM，APC，CER，
TM耐性の順であった．，一男，腸球菌ではTC，LM，EM，SM，NM耐性のものが多く，ついでCER，FT，GM，
APC，Rif；CM耐性の順であった

年分離菌では，大腸菌，腸球菌ともにTC耐性のものが最も多く，ついで大腸菌ではSM，KM，APC，FT，NM，

SU，CM，CER，GM耐性の順であり，腸球菌ではSM，NM，LM，EM，APC，CER，Rif；FT，GM耐性の順であった・
鶏分離菌のうち大腸菌の78．8％の株と被験腸球菌の77．0％の株がRプラスミドを・持ち，年分離菌のうち大腸菌の
32．7％と被験腺球菌の46い7％の株がRプラスミドを持つことが認められた．

Rプラスミド分子の性状を検討したところ，薬剤耐性プラスミド保有大腸菌および腸球菌から環状構造mA分子
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が分離された〃

緒

冨

著者はさきに市販鶏肉から分離されるサルモネラ菌および大腸菌が抗生物質を主とする各種抗菌剤（以下薬剤と
略）に対し高率に耐性であることを報告した（1・2）‖ このことば鶏飼育の段階で飼料等に添加される薬剤に起因すると

みられることから，養鶏場の鶏から分離されるこれらの菌種について薬剤耐性菌の出現頻度を調べたところ市販鶏肉
の場合とほぼ同様の結果を得た（3）．．さらに，飼料等への薬剤添加を規制する法改正（4）が1975年に行われ，その効果
について検討した結果，規制後ある種の薬剤に対する耐性菌の出現率が減少したものの，全般的には規制前と余り大
きな変化はみられないことについても報貸した（8）

本報告においては鶏とそれ以外の家畜における薬剤耐性菌の保有状況を比較する目的で調査所究を行った
家畜家禽に対する薬剤の使用については，1975年改正の「飼料の安全性確保と品質改善に関する法律」に基づく
「動物用医薬品の使用に関する省令（5）」によって規制されている．現在動物用医薬として許可使用されているものは
大部分が抗生物質であり，その年閤使用度は1粥2年の資料（6）では920，922kg（純米換静盈）となっている．これら
の抗生物質の使用内容を見ると，飼料への添加が752，56＄kg（822％）と圧倒的に多く，経口投与，注射，挿入等によ

る使われ方は少ない
従って，前述したように，薬剤耐性菌の出現はこれら薬剤の飼料中の濃度に関係するとみられることから，動物種
別飼料への薬剤添加の許可基準（7）をみてみると表1のようである
この表から明らかなように，最も多くの種類と畳の薬剤を投与されているのはブロイラー鶏であり，逆に最も少な

表1．飼料中の添加薬剤と汲度（許可基準）
薬 剤 名

濃 度

警禁忌ミ了 ブロイラー用

豚

用

牛

用

（トン当り）讐苦点び中前期用後期用ほ乳期用子豚期用ほ乳期用幼令期用
亜鉛バシトラシン

万単位 16」．8−168 ノ16．8−168 16‖8−168 42−12016．8−168

アルキルトリメチルアン
モニウムカルシウムオキ gカ価
シテトラサイクリン
クロルテトラサイクリン gカ価

エンボン酸
スピラマイシン
エンラマイシン
キクサマイシン
チオペプチン
デストマイシンA
ハイグロマイシンB

5−55
10−55

gカ価
gカ価

5−55

5−50

10−55

10−50

5−20

5−20

1−10

1−10

gカ価

0、．6−10

万単位

0り6−10

5−10

gカ価

2−5

2−5

ピコザマイシン

gカ価

5−20

5一0

フラボフォスフォリ
ボール

gカ価

ポリスチレンスルホン酸
オ■レアンドマイシン

gカ価

1−5

1−5

g力価

2−30

2−30

硫酸コリスチン
硫酸フラジオマイシン
リン酸タイロシン

10−50

2‖5−20

2，5−20

5、6−100

0ふ−10

ト20

5−10

1−20

5−10

5−10

660−1320 660−1320 660−1320 660−1320 660−1320

バ・−ジエアマイシン

マカルボマイシン
マンガンバシトラシン

1−10

5い6−11．1 5…6−11…1

5−10

5−50

5−100

gカ価

gカ価

42」120 16．＄−168

0，5−5

0‖5−5

2−5 10−20 10−20
5−20 5−20 5−20
0．5−5

5−20

1−10

0‖8−10

2−30

2−30

2−30

万岸・位 16，．8−168 16．8−16816h8−168 42−12016、8−168 42−−420 16．．8−168
gカ価

2−20

gカ価

10−35

g力価

4‖4−22

2−20
10−35
4い4−22

2−20

2−40
10−100
22−88

2−20 5−10
10−100 10＿70

（註）添加薬剤のうち抗コクシジウム剤を除いた．また，飼育業者が飼料に添加しうる薬剤についても省いた．
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い投与を受けているのは乳牛とみられる．故に本研究ではブロイラ・一鶏と乳牛を対象にすることとした
また，これまでの研究においては大腸菌の他にサルモネラ菌を対象としていたが，家畜家禽のサルモネラ菌の保有
率は低く，薬剤耐性菌の流布状況を知る上においては適当ではない… 従って，家畜家禽の腸内に常在し，しかもグラ
ム陽性の腸球菌（励r呼Jo〝CC〟ざ／becαJ∠；）を大腸菌と共に対象とすることにした

実 験 方 法
細菌の分離方法：養鶏場および乳牛飼育場から新鮮な糞便約5gを試験管内に無菌的に採取し，実験室に持ち帰り

直ちに菌の分離に供した
試料からの大腸菌の分離ならびに同定法は前報（3）と同様である．

腺球菌の分離は試料約1gをAzidecitrate培地（8）20mlに加え，37◇Cで48hr・培養して増菌した後，増菌液の
少盈を再びAzidecitrate培地に接種し450cで24hr培養を行い，生育した培養菌をTATAC寒天平板培地（9）に
塗抹し370C，20hI培養した小 出現したコロニーのうち腸球菌の特徴をもつもの5ケを選び，それぞれを滅菌生理食
塩水05mJに懸濁し，同一平板に画線培養して純化を行った
同定は顕微鏡観察による菌の形状，6．5％NaCl加ブドウ糖ブイヨン，ならびにpH9．0ブドウ糖ブイヨン培地にお
ける生育，およびカタラーゼ試験によった
薬剤耐性試験：大腸菌の薬剤耐性試験方法は前法（3）と同様であるい ただし，耐性非耐性を判別する各薬剤の最小
発育阻止濃度（以下MIC値と略）は以下の基準を採用した
テトラサイクリン（TCと略，以下同様）3，・1，ストレプトマイシン（ST）50，スルフィソキサゾール（SU）200，ト
リメトピリン（TM）1．6，クロラムフ．ェニコール（CM）25，カナマイシン（KM）25，ネオマイシン（NM）50，ゲンクマ
イシン（GM）125，アンピシリン（AI〉C）12．5，セファロリジン（CER）125，ポリミキシン（PB）1リ6，リファンピシン
（Rif）50，エリスロマイシン（FM）200，フラトリジン（FT）1．6，ナリジキシ酸（NA）12．5（単位は全て〃g／mJであ

るト
また，腸球菌の場合は，前培餐方法，接種方法は全く大腸菌のときと同様であるが，測定培地としてMuelleト

Hinton寒天培地（日水製）を用いた点が異なる．この培地にTC3．1，SM200，CM50，NM200，GM50，APC3．1，
CER12。5，Rif125，EM12。5，FT12。5，リンコマイシン（LM）25（単位は上と同じ）をそれぞれ加え，菌液を一白金
耳接種した後370C，24加培養後増殖の見られたものを耐性と判定した．
薬剤耐性プラスミドの伝達試験：大腸菌の耐性伝達試験はF．coli4902（rest−，NAr）を受容菌として用い前報（3）

と同様に行った
腸球菌の場合は受容菌としてぶ．励Jメ5JH2−2（Rif■r）および且欄油．4902を用い，フィルターメイテンダ法（10）
によって行った… すなわち，被験商および受容菌をそれぞれブレインハートインヒ．ユージョン培地（BHIと略，
Difbo製）にて 370C−・夜培養後，それぞれの培養液 5m卜づつをメンブラン1アイルクー（孔径045〃m，直径25

mm，Sa【tOIius製）で炉過したh フィルター上の菌体を370Cに加温したBHI培地5mJで洗ってから，、同温度に
保ったBHI寒天平板上にフィルター・と共に乗せ3」70Cにて3〜5hI・培養を行うい 菌体を■7イルターと共に取り出し，

3mJのBHI培地に懸濁し，その01mJをRif■50／増（受容菌が且coJよ4902の場合NA25J唱）と被験菌が耐性で
ある薬剤を含有するMu￠】1eトHinfon寒天培地にコンラージ樺で塗抹し370c，24如・培養した．出現したコロニー・を

少盈の生理食塩水に懸濁し，再び同一平板に画線培養し接合受容菌の純化を行った
R プラスミド DNAの調製：耐性伝達がみられた菌（R プラスミド保有菌）からのプラスミドDNAの調製は
BirnboimとDolyの方法（11）を幾分変えて行った．

劇夜前培養したRプラスミド保有菌をLB培地（12）またはBHI培地500mJに対し2mJ接種し3 70C，5b【・培
恕する．培蕃液を00cに冷却後遠心集菌し，00CのTES顔衝液（Ol01Mトリスアミノメタン，0．005MEDTA，
0 01M塩化ナトリウム，pHβ．1）で菌体を洗濯後5mg／mJの濃度にリゾチームを溶かした50mMのグルコースを
含むTES緩衝液10、mlに懸濁し，室温で5min放置するい20mlの0 2N NaOHと1％SDSからなる溶菌液を
加え静かに捜拝混合してから10min O◇Cに保つl15mlの00cに保った5M KCH，CO2（pH4．8）を加え中和し
てから日立超遠心磯で20，000rpm20min遠心分離する，透明上清をとり，1mg／mlの濃度に0，05M酢酸綬衝液
（pH5．0）に溶解したRNase（Sigma製，予め90OC，10min処理してmaseを失活させる）を1ml力打え37OC，
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20min処理し，更に5mg／mJの濃度にTES緩衝液に溶かしたプロナーゼE（科研化学製，予め370C，2hI保ち
自己消化させる）2mlを加え，37◇C，30min処理する．酵素処理後プラミスド溶液量の0．6に相当する盈のイソプロ
パノールを加えよく振教混和させ，100Cにて10，000rpm30min遠心分離する巾 上澄液を・捨て去り沈殿区分に70％

エタノールを加えて洗い，真空乾燥機中で乾燥させる．乾燥沈殿を9mJのTES顔衝液に溶解し，金魚をCN遠心
チ．ユーブ（日立工機製）に移し，9gの粉末CsClおよび10mg／mJ濃度の臭化エチジウム溶液1mJを加えよく混
和させる．屈折率が1．386になるように飽和CsCl溶液で調整した後，液面に流動パラフィンを1〜2滴のせ，200C

で35，000rpm，48hr遠心する。長波長UV光線下で下部のバンド区分を集め，この区分にCsClで飽和したイソア
ミールアノ㌣コ・−ルを加えて臭化エチジウム色素を除く，赤色がなくなったプラスミド溶液は，殺菌したセロファン
チエ・−ブに入れTES緩衝液に対して，40c，48bI透析を行う．
らの方法により調製したプラスミド試料に少量のクロロホルム液を加えて40Cに保存した
Rプラスミドによる形質転換：プラスミド試料による形質転換試験はCohenらによる CaC12法（1き）によった．
受容菌としてはg．α眉4902（ⅠeSt￣，NAりまたはぶ．角蝕班sJH2−2（Rif r）を用いた．．方法を概略すると，受容菌を
LB培地で37OC，3hr按漁培饗後集菌し，00Cで50mMのCaCl2で処理する＝ この菌液にプラスミド液を加え，
420Cにて2min加温した後，新鮮なLB培地を加え370Cで30min〜lhr培養し，プラスミドに標識された薬剤
およびNA（且／わeα7∫∫の場合Rif■）を含む選択培地平板に1平板当り培養液01〜02mJを拡げ370C，24hI培養
する．．出現したコロニーを同一・選択培地平板上で純化し，形質転換菌株とした．
Rプラスミドの電子顕微銃拇影：Rプラスミドの性状，大きさは電子顕微鏡下で観察することによった．
プラスミドDNAの炭素膜メッシュへ．の載せ方は微塵拡散法（14）により行い，シャドウイングは白金パラジウムを
直角方向から蒸着する方法く15）によった．観察および写真撮影は日立HU−12A型電子顕微鏡（日立製作所製）で
行ったい プラスミドの分子塵は電子顕微鏡写真からDNAの長さを測定し，1揮mは2、0 7×10￠の分子塵をもつ（16）

ものとして計算した

結

果

分離菌の薬剤耐性
1980年5月〜1981年3月の期間に香川県下の25ケ所の乳牛飼育場から採取した125点の試料から大腸菌603株，腸球
菌425株を分離したい また，1981年5月から1981年11月の期間に5ケ所のブロイラー養鶏場から合計45の試料を採取
し大腸菌184株と腸球菌208株を分離した‖ これら分離菌株の薬剤耐性を試験した結果は表2および表3に示すようで
ある．

大腸菌についてはブロイラーからの分離株の全てが供試薬剤のいずれかに耐性であった
これに対し乳年からの分離株については耐性であるものが少なく16い3％の株が耐性であるに過ぎなかった．
この傾向は腸球菌についてもみられ，ブロイラー分離株の97牒％のものは供試薬剤のいずれかに耐性であるのに対
し，乳牛分離株では22．1％の株が耐性であった．
個々の薬剤に対する耐性株の分離頻度についてみるとブロイラーからの分離大腸菌では TC，SU耐性のものが高

頻度であり分離株の約90％はこれらに耐性であったい 次いでSM，KM，NM，FT，CMの順であり，APC，CER，TM
耐性の株の分離頻度は低かったnGM，PB，Rif■，EM，NA耐性のものは見られなかった
乳牛からの分離株についても各薬剤に対する耐性株の分離される傾向はブロイラー分離株とほぼ同様であった（相
関係数0．67）巾 しかし，SU耐性に関してはブロイラ・一分離株の場合より低い割合であった
腸球菌の場合，ブロイラ1一分離株ではTC，SM，EM，LMに対する耐性のものが多く仝分離菌株のほぼ90％がこれ

らに耐性であった．次いでNM，CER，FT，GMの順であり，CM，APC，Rif耐性のものの分離頻度は極めて低く数
％であった．乳牛分離株の場合もほぼ同様の各薬剤に対する耐性傾向がみられた（相関係数0．8q．
表2および表3から類推されるように，ブロイラーからの分離大腸菌では殆んどのものが多剤耐性であり，5剤耐
性47株（25．5％），3剤耐性39株（212％），4剤耐性31株（16．8％），2剤耐性20株（10．9％），6剤耐性15株（8．Z％）
の順であり7剤耐性以上のものは少なかったが，9剤耐性のものが12株ありこれらは全て同一・耐性′ヾターンを示した．
高頻度に見いだされる耐性パターンを表4に示す．
乳牛分離大腸菌では単剤耐性のものが最も多く48株（49．0％）あり，そのうちTC耐性のものが32株，FT耐性の
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表6大腸菌の薬剤耐性因子の伝達頻度
被験菌の耐性薬剤名

TC SM SU TM CM KM NM GM APC CER FT

ブロイラ、一分離菌 伝達頻度120／166 87／108 29／1620／15 42／56 80／90 80／90 0 20／3116〃8 3／57
（％） （723）（806）（179）（0）（75．0）（889）（88・9） （645）（88・・9）（53）

乳牛分離菌

伝達頻度 21／7010／41 0／10 0 5／101り29 2／110／212／24 3／5 2／15
（％） （30‖0）（24．4） （0）

（50．0）（379）（18い2）（0）（500）（60・0）（13・3）

表7い」陽球菌の薬剤耐性因子の伝達頻度

被験菌の耐性薬剤名

TC SM CM GM APC CER EM LM FT

ブロイラ・−・分離菌 伝達頻度 76／197141／】82 0／316／23 4／10 32／73119／183126〃86 4／53
（％） （386）（775）（0）（696）（400）（438）（650）（67．7）（7．5）
乳牛分離菌

伝達頻度 15／44 16／23

0

2／ち

（％） （341）（69．6）

8／11 8／11 7／14

即18

0／4

（66．7）（72．7）（′72J7）（500）（44．4） （0）

ものが9株で他の単剤耐性のものは少なかった．2剤耐性のものは17株（17・3％）であり，その大部分が TC−SM，

または TC−KMのバク・−ンであった．3剤耐性10株（102％），4，5剤耐性各11株（11・2％），6剤耐性は1株
（1．0％）であった．

腸球菌については，ブロイラー分離株では6剤耐性のものが最も多く87株（429％）あり，そのうちTC−SM−
NM−EMMLM−FT，またはTC−SM−NM−CERpEM−LM耐性パターンのものが大部分であった．次いで多いのが5
剤耐性のもの44株（21‖7％），4剤耐性25株（123％）， 7剤耐性18株（89％），3剤耐性15株（74％）の順であり，
その他8剤耐性5株，単剤および2剤耐性各4株，9剤耐性1株であった−
乳牛分離株では単剤および2剤耐性のものが大部分でそれぞれ57株（606％），22株（234％）であった，その他
3斉り耐性10株（106％），4剤耐性2株（21％），5剤耐性3株（32％）であった…
腸球菌のうちで高頻度に見いだされた耐性バク・−ンを表5に示したい

薬剤耐性の伝達
薬剤耐性の伝達についてブロイラー・からの分離大腸菌の全184株，乳牛からの分離大腸菌98殊について試験した．
ブロイラー分節株の145株（L78り8％），乳牛分離株の32株（327％）が受容菌であるEeO7日902に薬剤耐性を伝達し
た，．個々の薬剤耐性因子の伝達頻度は表6に示すようである．ブロイラー分離株ではSU，TM，FTを除く他の薬剤
耐性因子は高い頻度で伝達されたが，乳牛分離株では，高頻度に伝達されるものは見られなかった．．

腸球菌については受容菌として用いた∫舟e〟J〜5JH2−2がRif耐性であると同時にNMに対して高いMIC値
を示したので，その他の薬剤耐性のみについて伝達試験を行ったい ブロイラー分離株196株のうち151株（77い0％），
乳牛分離株90株のうち42株（467％）がそれらが持つ薬剤耐性因子の全部または一・部を伝達し得た 個々の薬剤耐性
の伝達頻度を表7に示す．ブロイラー分離株，乳牛分離株ともにFTの伝達頻度が低いことを除いては他の薬剤耐
性因子の伝達はかなりの頻度であることが認められた−ただし，CM耐性の伝達頻度についてはこの薬剤に対する耐
性菌数が少なかったので明確でなかった．なお，受容菌として丘∴％巾4902（ⅠeSt￣，NAりを用いて，Rif■ぉよぴNM
耐性菌の全てについて耐性伝達試験を行ったが，伝達し得るものはなかったい
大腸菌および勝球菌のRプラスミドの性状
大腸菌と腸球菌のRプラスミドの形状大きさを比較すると共に，大腸菌から腸球菌へ逆に腸球菌から大腸菌へそ
れぞれのプラスミドが取り込まれ，形質転換しうるか否かについて検討した，．
両菌種の多剤耐性Rプラスミド保有菌数株づつを選び，プラスミドの抽出分離を種々検討した．菌の培養時にお
けるCM添加の効果は供試菌のいずれにもみられなかった．．また，pH80におけるSDS溶薗法（1J7），または，アル
カリ煮沸法による溶菌法（18）によってもCsCl密度勾配遠心により明確なプラスミドバンドを得ることができなかっ
た。
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実験方法において記載した方法により得られた大腸菌および腸球菌プラスミドの1例を写真1および写真2に示す．

写真2．腸球菌の薬剤耐性Rプラスミドの電子

写真1．大腸菌の薬剤耐性Rプラスミドの電子

琴頁微鏡写真

顕微鏡写真

これらのプラスミドは分離直後の電子顕微鏡観察では Supertwist しており，環状構造のものは少ない．試料を
40Cで1週間程度保った（19）ものでは殆んどのものが環状として観察された．
大腸菌から抽出されたプラスミドには的36Mdaltonと22Mdalton（写真1）の分子量をもつものが観察され，
勝球菌では約27Mdaltonと50Mdalton程度（写真2）のものが観察された．
形質転換試験を行った結果大腸菌のプラスミド試料による且cβJ〜4902への形質奄換は全て行われた．しかし，∫．
ノわecαJJ∫JH2−2への形質転換はみられなかった．腸球菌プラスミドでは∫．ノbgcαJJ∫JH2−2へは元の菌株が持つ薬剤
耐性マーカーの一部が表現形質として認められる転換株が得られたが，全部の耐性薬剤に耐性を示す転換株は得られ
なかった．またg．c∂Jg4902受容歯への形質転換は認められなかった．

考

察

ブロイラー鶏分離薗のうち薬剤耐性であるものの割合と乳牛分離菌のそれとを比較すると前者が非常に高い割合を
示した．このことはこれらの動物に対する飼料中への添加薬剤の種類および濃度，さらには給飼期間に密接に関係し
ているものと考えられる．一般に家畜家禽の幼令期には多種類の薬剤が比較的高濃度に投与されるのに対し，成長が
進むにつれて使用薬剤の種類・盈ともに減少している（衰1参照）．特に乳牛においては搾乳期に入ると薬剤添加飼
料は与えられていない，一方ブロイラー鶏では成長の全期間を通じて薬剤が加わった飼料で飼育されている．
高橋（20）は1970年〜74年の調査で鶏から分離されサルモネラ菌の薬剤耐性株の検出率は牛から分離されるそれより
も低かったと報告している．本研究結果との差異は対象とした細菌の種類が異なること，動物の飼育場所が地域的に
異なること，調査時期が異なること等に起因するものと考えられる．先づ薗種による薬剤耐性化の違いについては，
サルモネラ菌は大腸菌に比し耐性化率は幾分低いものの，同一試料から分離されるサルモネラ菌と大腸菌の耐性株分
離頻度は同じような傾向があり（3）対象歯種による違いは認め難い，細菌の分離試料の地域的遠いについては著者は
佐藤ら（2）と共に香川県下と新潟県下において鶏肉から分離される大腸菌の薬剤耐性率および耐性薬剤のパターンは
両地域ともほぼ同様であり，このことから鶏飼育に使用される飼料は規格化され全国いずれの地域においても同じよ
うな添加物組成の飼料が使われ，且つ同じような飼育形体がとられていることを推定した．同様なことが他の家畜に
ついても考えられるので，高橋が調査した地域と本研究における地域との鶏と牛の耐性菌保有率に大きな差があると
は考えられない．
それ故調査時期による違いが考えられる．高橋の調査と本研究の間にはほぼ10年感の隔りがあり，この間動物医薬
の規制が種々なされているものの，実際に使用された薬剤の盈は年々増加している．農林水産局の資料（私信）によ
ると動物用抗生物質の使用盈は1965年に65屯であったものが，1970年には234屯に，1975年には414屯に，そして1980
年には938屯に増加している．即ち，高橋が調査を始めた1970年から本研究を開始した10年間に抗生物質の使用盈は
約4倍に増加したことになる．
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一方家畜家禽の飼育頭羽数（21・22〉 はこの10年間において，牛が361．5万頭から438．5万頭に，一 豚が690．4万頭から
1，006け5万頭に，そして鶏が23，534万羽から28，628力羽に増加し，増加割合は1．2乃至1い5倍に過ぎない．従って単純
に見積っても一・頭または一・羽当りの抗生物質投与畳は2．5乃至3倍に増加したことになる．更に，乳・肉・卵への抗
生物質残留を厳しく規制する方向がとられてし1るので，乳牛や採卵鶏への薬剤使用は減少しているのに対し，肥育過
程にある動物に対しては一層増加させられる傾向にある（肉類への抗生物質残留抑制のため，屠殺前一定細聞薬剤の
使用は禁止されている（5））巾

これらのことから本研究にみられるように薬剤耐性株の検出率がブロイラー・鶏で高く乳牛で低く現われたものと考
えられる．
そして，ブロイラー鶏から分離される大腸菌の薬剤耐性株の検出率は1974年（3）から殆んど変っていない．個々の
薬剤に対する耐性菌株の分離頻度についてもFTを除いて殆んど差はなかったいFT耐性株の分離頻度は1974年度の
調査では93u8％であったが，1978年度では77．3％になり（3），さらに今回の調査では31い0％に減少していた．このこと
はニトロフランに発癌性が認められ（23），1975年の飼料添加剤に対する法改正とともにFTをはじめとする仝ニトロ
フラン系合成抗菌剤の鶏への使用が禁止された（5）為と考えられる

次に，動物腸管内で薬剤耐性プラスミドが大腸菌から腸球菌へ，または逆に腸球菌から大腸菌へ相互．に移り得るか
否かについては，両菌林間の各薬剤に対する感受性の違いがあり（大腸菌では本来EM，LMに耐性であり，腸球菌
ではSU，KM等に耐性である）推定することはできなかった．しかし，耐性腸球菌をメンブラン・7イルター法で大

腸菌受容菌と接合させその薬剤耐性プラスミドを伝達させることを試みたが実験した限りにおいては伝達はみられな
かった巾 また，大腸菌および腸球菌のプラスミドDNA標品による相互の形質転換を試みたが，大腸菌プラスミドに

よる腸球菌形質転換株または腸球菌プラスミドによる大腸菌形質寵換株を得ることばできなかった
このことは用いた受容菌側に開港がある（制限酵素の存在または輸入プラスミドの不安定性等）のか，プラスミド

そのものに問題があるのか今のところ明らかでない小 腸球菌プラスミドは極く限られた近縁の菌種にしか入り得ない
との報告（紬もあり，今後追究すべき問題と考えられる
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