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コクシジウム症・ジアルジア症の

治療法について
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各製剤の用量は様々な報告があるので、参考として記載

しておく。また、全商品を記載することはスペース上困難

であるので一部割愛してあり、処方時に販売終了している

口]^能性もあるので、使用前に確認していただければ幸いで

ある。日本国内で入手できる薬剤を中心に記戦する。

(適応症の製品1ま日1本自内に存在しない)

IsospOra等 における感染症。犬のコクシジウム症は臨床

の現場でよく遭遇する疾患の1つ であり、ド痢を主・・li l人 とし、

免疫獲得による感染防御はイく完/.Nな ため、再感染が容易に

おきる環境 ドでは無症状のまま少量オーシス ト (図 1)や

スポロシス トを排泄 し続けることがある。処方されている

薬剤としては トリアジン系、サルファ剤系等がある (表 1)。

しかし、現在の治療の主流であるサルファ剤ではコクシ

ジウムのライフサイクルのごく一部でしか効果が認められ

図1 顕微鏡下での
コクシジウム

ない。そこで、筆者 らは2010年 、日本国内ではじめてライ

フサイクルに幅広 く作用する トル トラズリル (図2)に よ

る報告を行った 2-。
複数回の投 与に対する動物への負担、

投 与回数、薬斉」の作用点等から、 トル トラズリルのほうが

1陣 1投 与という点で優れているといえるc

トル トラズリル (20mg/kg、 経口投与1回 )

投与量の報告も様々であ り、15mg/kgで 3～ 6日 間等の

報告 もある。 日本国内においては、牛では15mg/kg、 単

回投与、豚では20mg/kg 単
「

1投 与でコクシジウム症の

適応症をもっている。薬用量に関しては、筆者らが2010年

に報告 した20mg/kg単 回投与の報告がある。海外では、

トリ トラズリルとエモデプシ ドの経口用合斉1(PrOcox・ 、

図3)が販売されている。

葉理作用機序の点からも、サルファ剤系より、 トル トラ

ズリルが優れているのは明らかであるといえる。 トル トラ

ズリルは トリアジン誘導体の化学物質であ り、抗菌活性は

認められていない。 他の薬剤により治療 と比較 して以下

の特徴 (図 4)がある。

表1 コクシジウム症に処方される薬剤と報告されている投与量

繁多子Frit
50～60mg/kg
5-20日 間
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ジアルジア症に処方される薬剤と報告されている投与量

Fmg/kg l日 1～2回、5～7日 間
30～50mg/kg l日 2回、7日 間
犬 :44□g/kg l日 1回、3日 間
猫 :30mg/kg l日 1回、3日

ドロンタールプラス・  2～ 3日 間
1日 2回、2日 間
1日 1回、3～5日 間

1日 2回、7～ 10日 間
10～ 15mg/kg l日 2～ 3回、21日 間
10mg/kg l日 1回、5日 間
100mg/kg l日 2回、3日 間
犬 :9mg/kg l日 1回、6日 間

猫 :1l mg/kg l日 1回、12日 間

Report

2011年 にはLappinに よる15mg/kg、 1日 2回、2日 間の報告

があるが、副作用の骨髄毒性のためにあまり処方されてい

ない。

経回剤 :エ スカゾール・

フェンベンダゾール (50mg/kg、 経口投与1日 1回、3～5日 間)

投与量の報告も様々で、海外から購入している開業医も

いるベ ンズイミダゾール系である。2011年 にはLappinに

よる50mg/kg、 1日 1回、3～ 5日 間の報告がある。海外で

はPanacur'が販売されてお り、日本国内では、豚用の飼

料添加剤としてメイポールが販売されている。

添加材 :メ イポール

フラゾリドン (4mg/kg、 経口投与1日 2回、7～ 10日 間)

投与量の報告も様々であり、フラン系の抗菌剤である。

投与期間は7～ 10日 間である。

夕∠ロシン (lo～15mg/kg、 経口投与1日 2～ 3回、21日 間)

投与量の報告も様々であるが、日本国内では牛・豚など

で使用されているマクロライド系の抗菌剤である。

経口剤 :タ イラン°
経口用、タイロシン20BIvJ等

アジスロマイシン (10mg/kg、 経口投与1日 1回、5日 間)

2008年 Zygnerら による大においてlomg/kg、 経回投与1

日1回、5日 間の報告がある。

経口剤 :ジスロマック・

ニ ド (1 経回投与 1 3日

海外で販売されている、ヒトにおけるジアルジア症やク

リプ トスポリジウム症にFDAが認可した製剤である。

経口剤 :Aliniat

キナクリン (犬 :9mg/kg、 経口投与1日 1回  6日 間、猫 :

1l mg/kg、 経口投与、1日 1回、12日 間)

投与量の報告も様々であるが、抗原虫薬であり、2011年

にはLappinら の報告がある。

経回剤 :Atabttne

その他、動物による報告はないが、牛の肝蛭駆虫剤とし

て販売されているベンズイミダゾール系の トリクラベンダ

ゾール (フ ァシネックス=)や、鞭虫症用として承認され

ているメベンダゾールなども理論上では有効と思われる。
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