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2014年度殺虫剤研究班研究集会報告 

 

日時： 2014 年 3月 21日（金） 12:50-16:00 

会場： 岐阜大学 全学共通教育棟１C講義室 

参加者：会員  22名, 非会員  22名 

 

総会では、下記の事項が審議され承認された。 

 

１．会員動向：団体会員  10 (-1)  個人会員  56 (-4)  

 

２．2013年度決算： 

期間：2013.4.1～2014.3.31

収入 支出

2012年度繰越金 1,438,617 印刷費 0

大会参加費 8,500 通信運搬費 5,040

団体会員年会費 会議費 40,240

（2014年度分） 0 講師謝金・交通費 76,000

（2013年度分） 40,000 雑費 294

（2012年度分） 5,000

個人会員年会費

（2014年度分） 2000

（2013年度分） 92000

（2012年度分） 6,000

（2011年度以前分） 0

雑収入

合計 1,592,117 121,574

差引残高（2013年度繰越金） 1,470,543
 

 

３．委員： 

  冨田隆史・葛西真治・橋下知幸・川田 均・武藤敦彦・元木 貢・谷川 力 

 

４.指名委員： 

  庄野美徳・杉浦正昭 
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国内のマダニ相とマダニ感染症の現状 

 

アカリ医学研究所 藤田博己 

 

 国内のマダニ相は，種類数も多く多様性に富むとされるが，正確な種類数や生息状況はまだ十分に

把握されているわけではない．これまでに国内マダニ類で命名されている種類は 47 種であるが，これ

ら既知種以外にも発育期の一部のみが知られる 10 種以上の未命名種があることから，少なくとも国内

には 60 種を超える種類が生息しているものと推測される．これらには極東アジア大陸と共通する北方

系や東南アジアの南方系の種類も含まれるために，北海道から沖縄県に至る各地域におけるマダニ相

には地域的特性が見られる． 

種類ごとにも分布状況は異なる例を以下の図に示した．国内最大種のタカサゴキララマダニは南西

諸島から関東地方までが主な分布域の南方系の種類である．放牧牛にも寄生機会の多いフタトゲチマ

ダニは北海道から南西諸島の与那国島まで全国的に分布する．日本紅斑熱病原体の主要保有種のヤマ

アラシチマダニは西日本から南西諸島に広く分布する．北方系のシュルツェマダニは北海道に多い種

類であるが，本州から四国，九州の一部にまで生息するが，南下するにしたがって高い標高の山岳地

帯に限られてくる． 

 

タカサゴキララマダニ フタトゲチマダニ

ヤマアラシチマダニ シュルツェマダニ

放牧牛から１♀が記録
繁殖の有無は未確認

 

マダニ類 4 種類の国内における分布 
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国内に知られるヒトのダニ媒介感染症（2014年現在）

Flaviviridae科Flavivirus属

Bunyaviridae科Phlebovirus属

ウイルス

1. ダニ脳炎

2. 重症熱性血小板減少症候群 SFTS

Babesia microti

原虫

13. ヒトバベシア症

Francisella tularensis

Borrelia afzelii,  Borrelia garinii

Borrelia miyamotoi

細菌

10. 野兎病

11. ライム病

12. 新興回帰熱

Orientia tsutsugamushi

Coxiella burnetii

Rickettsia japonica

Rickettsia helvetica

Rickettsia heilongjiangensis

Rickettsia tamurae

Anaplasma phagocytophilum

リケッチア

3. ツツガムシ病（つつが虫病，恙虫病）

4. Q熱（コクシエラ症）

5. 日本紅斑熱

6. ヘルベティカ感染症

7. 極東紅斑熱

8. タムラエ感染症

9. ヒトアナプラズマ症

病原体疾患名 （丸印は2013年に追加）

紅斑熱群

 

国内のマダニ媒介性感染症は 2014 年現在，ウイルス 2（ダニ脳炎，SFTS），リケッチア 6（Q 熱，

日本紅斑熱，ヘルベティカ感染症，極東紅斑熱，タムラエ感染症，ヒトアナプラズマ症），細菌 3（野

兎病，ライム病，新興回帰熱），原虫 1（ヒトバベシア症）が知られる．このうち，Q 熱と野兎病はマ

ダニ媒介以外の飛まつ感染や保菌動物との接触感染の機会のほうが多い．なお，上の疾患一覧表には

マダニ媒介以外のツツガムシ病も加えてあり，広義のダニ媒介性感染症としては 13 種類におよぶこと

になる． 

ダニ脳炎は，国内では 1993 年に北海道で初めて症例が報告された．発生地区のヤマトマダニ，イヌ，

野ネズミから極東型ダニ媒介性脳炎の起因ウイルスが分離された．2014 年現在，北海道を除く地域で

の患者発生は記録されていない．病原体保有が認められたヤマトマダニは国内の普通種で北海道から

鹿児島県（屋久島を含む）まで広く分布するが，全国レベルでの病原ウイルスの保有状況に関する情

報はない． 

重症熱性血小板減少症候群 SFTS は 2013 年 1 月に初めて国内での発生確認が公表された．これま

での国内での確認症例は中国での発見に先立つ 2005 年とされる．発生地域は九州，中国，四国，近畿

地方で西日本に偏る傾向が続いている．国内の患者から回収されているマダニ類のうち，種類が公表

されたのはタカサゴキララマダニとフタトゲチマダニで，これらの症例においては SFTS ウイルスが

虫体から分離された例もあるが，これらが媒介に関係していたのか，あるいはすでに別ルートで感染

していた患者からの吸血時にウイルスを取り込んだだけなのかは不明である．野外の植生上から採集

された未吸血マダニの調査では，これら 2 種を含むヒゲナガチマダニ，オオトゲチマダニ，キチマダ

ニからウイルス遺伝子が検出されている．ウイルス遺伝子陽性マダニは既知の患者発生地域を含むさ

らに広い地域にも見いだされていることから，今後の患者発生地域の広がりが懸念される．これまで

の発生数を届出数で見ると，第 4 類感染症に指定された 2013 年には 40 例で，2014 年 8 月現在では

43 例に達している． 
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ダニ脳炎とSFTS ツツガムシ病

ダニ脳炎

SFTS

紅斑熱群Q熱

 

ヒトアナプラズマ症
野兎病

ライム病
新興回帰熱

ヒトバベシア症

 

国内のダニ媒介感染症の発生分布 2014 年現在 
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日本紅斑熱は，1984 年に初めて確認された紅斑熱群のリケッチア症で，南西日本を中心に散発して

いる．病原体は 1986 年に患者から初分離され，1992 年に Rickettsia japonica と命名された．最近，

東北地方の青森，宮城および福島の各県から日本紅斑熱の届出があったが，青森の例は感染種が未確

定，宮城の例は次の極東紅斑熱，福島の例は遺伝子検査で R. japonica 感染が確認されたものの，感染

地は三重である．これまでにフタトゲチマダニ，ヤマアラシチマダニ，キチマダニ，ツノチマダニ，

タイワンカクマダニからの R. japonica の分離例がある．この他には遺伝子検査からオオトゲチマダニ，

タカサゴチマダニおよびヤマトマダニも病原体保有種とされる．発生数（届出数）は増加傾向が続い

ていて，最近では年間 200 例弱にまで達している． 

極東紅斑熱は，2004 年に初めてロシア極東地域において発生が報告された新興の紅斑熱群リケッチ

ア症で，イスカチマダニが主に保有する Rickettsia heilongjiangensis 感染による疾患である．国内で

は 2008 年に宮城県仙台市での発生が初確認された．イスカチマダニは国内でも主要媒介種と推測され，

宮城県から北海道東部までの主に太平洋沿岸の地域に広く分布することから，青森県の症例も極東紅

斑熱の可能性がある． 

紅斑熱群の Rickettsia helvetica によるヘルベティカ感染症は，1999 年にスウェーデンで最初の症

例が見つかって以降，ヨーロッパでの散発が続いている．日本でも 2004 年に福井県で届出された日本

紅斑熱の 1 例の R. helvetica 感染が強く示唆された．本病原リケッチアは 1978 年にスイスの Ixodes 

ricinus から最初に分離され，病原性不明の Swiss agent と呼称されていたが，1993 年に新種のリケ

ッチアとして命名された．国内の R. helvetica は，シュルツェマダニとヒトツトゲマダニを主体にマ

ダニ属の複数種が保有しているので，ヘルベティカ感染症例は国内に広く潜在しているものと推測さ

れる． 

タムラエ感染症は，紅斑熱群の R. tamurae による感染症で，紅斑熱に典型的な高熱などの症状を欠

き，マダニ刺咬部位の発赤，軽度腫脹，局所的発熱などを特徴とする．2009 年に島根県で初めての症

例が見つかっている．R. tamurae は 1993 年に徳島県のタカサゴキララマダニから初分離された新種

のリケッチア（命名までは AT-タイプと呼称）で 2006 年に命名された．タカサゴキララマダニが特異

的保有種で，オオトゲチマダニからの分離例もある．タカサゴキララマダニの強いヒト嗜好性からは，

広い地域におけるタムラエ感染症の潜在が示唆されるが，症状が軽度のこともあって，確定診断には

至っていない例が多いものと推測される． 

Q 熱は，国内では 1988 年のカナダからの輸入症例を契機に調査・研究が進み，ヒトや各種の動物に

発生していることがわかってきたが，マダニによる媒介よりも感染源の特定されない症例がほとんど

である．国内の最近の発生数は少なく，この 10 年間ほどは年間 5 例前後で推移している． 

ヒトアナプラズマ症は，国内では 2005 年のシュルツェマダニとヤマトマダニからの初めての病原体

検出によって患者の発生が予想されていた．2002 年と 2003 年に高知県で日本紅斑熱との混合感染を

含む 2 例が発生していたことが 2013 年に確定した．中国では SFTS の発生当初にアナプラズマ感染

が有力視されたことがあったように，症状が SFTS に酷似するとされる． 

野兎病は，国内ではマダニ関連よりもノウサギとの接触による感染がほとんどを占める細菌感染症

で，北日本に発生が多い．海外ではマダニ類が野兎病菌の維持に大きく関わっていることが知られて

いて，おそらく国内でもマダニ類の役割は同様と推測される．国内の発生数は 1950 年代の年間 80 例

弱をピークに，1960 年代以降は年間 10 例前後で推移していたが，2008 年の 5 例の確定以降は発生を 
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ヘルベティカ感染症例

日本紅斑熱の発生届出地点 Rickettisia japonica の

分離地点

Rickettsia helvetica

保有マダニの分布地点

主要保有種：
ハシブトマダニ
ヒトツトゲマダニ

シュルツェマダニ

 

極東紅斑熱発生地点

？青森県

宮城県

Rickettsia heilongjiangensis

保有種 イスカチマダニ

リケッチア分離地点

イスカチマダニ
生息確認地点

タムラエ感染症の発生地点

島根県

Rickettsia tamurae の
分布確認地点

分離例：
タカサゴキララマダニ
オオトゲチマダニ

リケッチア未検出

 

国内の紅斑熱群リケッチア症と病原体・媒介マダニの分布 2004 年現在 
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見ていない． 

ライム病は北海道を主な発生地としつつも全国的に散発している．主要な媒介者であるシュルツェ

マダニが特異的に保有する Borrelia afzelii と B. garinii のいずれかが起因菌となっている．発生数は 

年間 10 例前後の推移が続いている． 

回帰熱は，従来ヒメダニ科のマダニ類の約 10 種類とヒトジラミにそれぞれ固有な複数種の Borrelia

菌による感染症の総称である．これらは国内には存在しないとされ，これまでは輸入症例だけが記録

されていた．2011 年にロシアでシュルツェマダニ媒介性の Borrelia miyamotoi による回帰熱の発生

が明らかにされたのを機に，この病原体が 1995 年に発見されていた日本でも患者発生が予想されて症

例の発掘が進められた結果，2013 年に感染例が初確認された．従来のヒメダニ科や昆虫ではなくマダ

ニ科を媒介種とし疫学的背景もかなり異なることが予想されることから，「新興回帰熱」の名称を用い

て区別されることもある． 

ヒトバベシア症は原虫の 1 種 Babesia microti 感染による疾患で，国内では 1999 年に輸血を介した

1 症例が報告された．国内の B. microti には複数の型別が知られるが，ヒトに病原性の Kobe 型を媒介

するマダニの種類はまだ特定されていない． 

国内のマダニ媒介性感染症は，2013 年に SFTS など新たな病種の追加が続いた結果，これまでに

12 種類に達するとともに，マダニ類への関心も高まりつつある．その中で，話題性の高い特定の感染

症にのみ注意が集中してしまう傾向は避けられないとしても，マダニ媒介感染症は複数存在すること

や他の類似疾患も念頭においた包括的な対応を期待したい． 
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マダニ忌避剤の室内試験における効力評価 

 

日本環境衛生センター環境生物部 橋本知幸・武藤敦彦 

 

１．はじめに 

 吸血害虫に対する忌避剤の効力の評価については、その効力試験の実施環境として、室内

または実地で行うことが考えられる。ここで吸血・誘引源を使う場合、動物や人を用いるこ

とになるが、近年は動物の愛護や被験者へのインフォームド・コンセントなどの点で、これ

まで以上に配慮が必要であり、試験実施に制約が増えている。 

 一方、2013 年、国内で初めて確認された重症熱製血小板減少症候群（SFTS）の媒介種が

マダニ類である疑いが高まった。これに伴い、厚労省はマダニ類を薬事法適用害虫に指定

し、既承認品でゴキブリ・イエダニを適用害虫とする製品について、メーカーからの申請が

あれば、マダニ駆除剤または忌避剤として、その迅速審査に取り組む旨を通知した（厚労省

通知，2013）。しかしながら、日本国内でマダニコロニーを飼育している機関は限られ、安

定的な供試虫供給が難しいこと、標準試験法がないことで、試験実施には困難な面がある。 

筆者はこれまでに蚊、ブユ、トコジラミ、イエダニ、ツツガムシ、ヤマビル等に対する吸

血忌避効力試験に携わったことがあるが、今般、室内試験においてマダニを用いた忌避効力

の評価を試みたので、実施手順上のポイントと評価結果について概説する。 

 

２．海外におけるマダニに対する忌避効力評価 

海外ではマダニ・ツツガムシに対する忌避効力の室内試験による評価法としていくつか

の方法が報告されているので、その概要を紹介する。指先や人腕を用いる方法は被験者への

インフォームド・コンセントなどの手続きが必要で、咬着や感染リスクがあるとされるが、

マダニの場合には論文中にあるような短い観察時間では咬着の恐れは考えにくいであろう。

なお、いずれの方法も観察の容易さという点では一致している。 

 

Fingertip bioassay（Schreck et al., 1995; Pretorius et al., 2003; Carroll at 

al.,2005; Soares et al., 2010） 

①人差し指の第１関節(指先に近い関節)と第２関節の間（または指の付け根まで）に、薬液

を塗布したり、布を巻いた上で薬液を塗布し、所定時間風乾する。 

②指先の未処理部分（爪の根元～第２関節）に供試ダニを、ピンセットなどでリリースした

り、マダニを放ったシャーレ内に指先を接地して任意に這い上がらせ、その後、所定時間、
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マダニの行動を観察する。 

④未処理部分に留まったり、落下した個体は「忌避個体」と判定し、処理部分に留まったり、

そこを通過した個体は「非忌避個体」と判定する。 

⑤試験に先立ち、動きのよい供試ダニを選定するために、無処理の指を這い上がる個体のみ

を使用する。 

利点 

・実際にマダニに咬着されやすい手（Falco & Fish, 1988）を用いて評価できる 

・人が被験者になるものの、マダニ咬着リスク面積を最小限に抑えられる 

 

EPA法（US EPA, 2010） 

①前腕部（手首～肘）に薬液を塗布し、

手首側の境界線（boundary line）と

そこから３cm外側（release line）に

線を描いておく。 

②処理した前腕を、実験台などで 30°

以上の角度に保ち、release line 上

にマダニをリリースする。 

③前腕部への最初の動きから３分間観 

 察する。 

④処理エリアに３cm 以上侵入した場合は「非忌避」、侵入しなかった個体、落下した個体、

侵入しても３cm 未満で無処理エリアに戻ってしまう個体は「忌避」と判定する。 

⑤試験に先立ち、動きのよい供試ダニを選定するために、無処理の前腕指を這い上がる個体

のみを使用する。 

利点 

・実際の用法・用量に近い条件で評価できる 

 

Choice test (Bissinger et al., 2009) 

①ガーゼ（cheesecloth）に薬液を滴下処理し、風乾する。 

②シャーレ内で処理ガーゼと無処理ガーゼ（または他の忌避成分処理区）を半分ずつになる

ように、接して配置する。 

③供試マダニを接線部分にリリースし、５分ごとに 30分間、その分布を観察する。 

④処理エリア：無処理エリアのマダニの割合で、忌避率を算出する。 

利点 

boundary line

release line

3cm
30°or more

treated area

図１ EPA法概略 
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・皮膚処理できない薬剤（衣服処理時などの効果）の忌避効果を評価できる 

・被験者のリスクがない 

・忌避剤間の直接比較ができる 

 

Petri dish bioassay (Carroll et al., 2004) 

①直径９cmのろ紙の中心に、同心円となる直径 1.6cm、3.2cm、6.0cmの円を鉛筆で描く。 

②シャーレ内にろ紙を敷き、直径 3.2cm と 6.0cm の円の間のエリア（20cm2）に、薬液（エ

タノール希釈液 165μL）を均一に滴下し、風乾する。 

③最小円内に供試マダニを放ち、継続的に観察し、３、５、10 分後のマダニの位置を、最

小円内（1.6cm円内）、無処理内リング（1.6～3.2cmエリア）、処理リング（3.2～6.0cmエ

リア）、無処理外リング（6.0cm円外）別に記録する。 

④最小円から１度でも外に出た個体のみを active 個体とみなし、データ解析に算入する。 

⑤処理リングから外に出た個体は、円内に戻らないようにピンセットで除去する。 

⑥処理リングを超えた個体および記録時点で処理リング内の個体は「非忌避個体」とみな

し、処理リングに入っても記録時点で無処理内リングに戻った個体は「忌避個体」として

カウントする。 

・皮膚処理できない薬剤（衣服処理時などの効果）の忌避効果を評価できる 

・被験者のリスクがない 

・評価方法がシンプル（マダニが処理エリアから出るかどうかが判定基準） 

 

Vertical bioassay (Carroll et al., 2004)  

①４cm×７cmのろ紙の両端１cm以外の中央部（４cm×５cm）に薬液を滴下処理し、無処理

エリア部分でクリップを使って、シャーレ上に吊るす。 

③風乾後、下端の無処理部分に、供試マダニを入れたバイアルを据え付け、マダニを自発的

にろ紙に移行させる。 

④バイアルを取り外し、マダニの行動を継続観察し、３、５、10 分後のマダニの位置をエ

リア別に観察する。 

⑤上部の無処理エリアに到達したマダニは、再度処理エリアに下降しないように除去する。 

⑥下部無処理エリアに留まったり、落下したい個体は「忌避個体」とみなしてカウントする。 

利点 

・落下による忌避効果を検出できる 

・動きの活発な（水平配置の場合、勢いで処理エリアを通過してしまうような）A.americanum

にも適用できる 



殺虫剤研究班のしおり 第 85号（2014年 9月） 

 

12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図２ Carroll et al.（2004）による忌避効力試験２法 

 

この他、忌避効力の評価ではないが、マダニの吸血意欲の評価法として、以下のような方

法も実施されている（Belova et al., 2012） 

①10cm×100cm の帯型の綿布に、10cm×10cm の区画を、幅１cm の間隔を空けて５区設定す

る。 

②設定した５区には、ディートの 0.1％、0.5％、１％、５％、10％液の順に滴下処理し、地

面と 60°の角度で、0.1％の区が下部になるよう、壁に設置する。 

③0.1％区の外側の無処理エリアにマダニを放し、その行動軌跡を観察する。 

④マダニの吸血意欲が旺盛であれば、ディート処理濃度が高まっても登攀を続け、行動距 

 離が長くなるとみなして、その行動距離や登攀速度で吸血意欲を評価する。 

 

３．忌避効力試験のコンディショニングと評価基準 

 EPAの人体による忌避剤試験ガイドライン(2010)では、蚊を含む吸血性節足動物の試験法

を提示しているが、マダニ・ツツガムシに対する試験条件として、下記のような項目を挙げ

ている。 

・供試ダニの発育ステージは若虫、成虫 

・供試ダニおよび飼育に用いた動物が病原体フリーであることを確認しておくこと 

・試験後の供試ダニは直ちに廃棄 

・本試験前に供試ダニの行動活性を確認すること 

・ポジティブ対照区として、ディート 20％エタノール液の 1mL/600cm2（3.33g(ai)/㎡）滴

下処理区を設ける。 

 

７cm ５cm 

４cm 

直径９cm ろ紙 

処理リング(直径６cm) 

無処理リング(直径 3.2cm) 

最小円(直径 1.6cm) 

処理エリア 無処理 

エリア 

シャーレ 
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４．当センターで実施した忌避効力の評価 

１）試験方法 

上記方法を検討し、当センターでは下記の２つの試験法により忌避効力を評価した。 

前腕法 

①前腕部（約 500cm2）に薬液（今回はディート濃度５％、８％、10％製剤を供試）１mL を

滴下処理（≒20mL/㎡）し、１時間風乾した。 

②無処理腕上のろ紙にマダニをリリースし、１分以内に皮膚に移行した個体を供試マダニ

とした（マダニ活性の確認）。なお、供試マダニは飼育系統のフタトゲチマダニ若虫とし

た。 

 

図３ 前腕による忌避効力試験 

 

②供試マダニを処理前腕中央付近に張り付けたろ紙上に移し、その後３分間のマダニの行

動を観察し、以下の基準で忌避効果を判定した。  

 「忌避個体」 

  ・３分間ろ紙から出ない  

  ・ろ紙から出ても、３分以内に腕から落下  

  ・ろ紙と皮膚の間の往復を、６分間繰り返す  

 「非忌避個体」  

  ・処理エリア上を３分間継続して徘徊  

  ・処理エリアを通過して、手や上腕部に到達  

③反復は２人×５回、処理１時間、２時間、４時間、８時間後に実施した。待機時間中は腕

を露出 しておいた。反復ごとの合計値から、以下の式で忌避率を算出した。 

忌避率（％）＝｛１－（忌避個体数/供試個体数）｝×１００ 

 

ろ紙這い上がり法 

①ガラス製腰高シャーレの内壁にろ紙を固定し、ろ紙に忌避製剤を所定量（今回は製剤

処理エリア 

清潔なろ紙 
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0.2mL/100cm2）で処理した。 

②１時間風乾後、供試虫一群(５匹)をリリース

して、静かに息を吹きかけ、マダニを刺激し、

30分間の観察でろ紙を通過し、シャーレ上部

に到達した場合は非忌避個体としてカウン

トした。 

③反復は１製剤につき３回ずつ行った。 

  

２）結果および考察 

各試験法による忌避率を図５に示した。 

前腕内配置法 

薬剤原液換算で概ね 20mL/㎡で処理した結果、ディート濃度が５～10％で、処理１時間後

はマダニの処理面の「通過」を完全に抑制した。 その後の時間経過に伴う忌避率からは、

10％製剤では８時間後まで完全な忌避効果を持続し、８％、５％製剤では濃度依存的に持続

時間が減少する傾向が見られた。 

この試験では処理面上のろ紙に供試マダニをする前に、無処理腕で行動活性を１個体ず

つ確認したが、ほとんどの個体が無処理腕では、30 秒以内の短時間で皮膚上に移行した。

供試マダニは清潔なろ紙から皮膚に移行する際に、必ず第１脚で触れて確認する行動が観

察された。 

前腕内配置法も EPA法も基本的な方法は同様であるが、今回の試験法では、ろ紙から処理

面に移行する行動が明確に判定される。EPA 法では処理エリアに向かわずに反対側（指側）

に移動する個体も現れことが多いと見られ、よく動く個体（種類）では前腕内配置法のほう

が、試験実施が容易であると考えられる。しかし、人体を用いる試験法では、被験者の体温

や発汗などによって、ばらつきが現れることが多いので、その点では被験者をなるべく多く

設定することが必要であると考えられる。 

 

ろ紙這い上がり法 

対照区の忌避率が 20％未満であったのに対して、処理区はいずれの濃度も 100％の忌避

率を示した。 

行動活性の高いマダニは上方へ移動する習性が強いため、ガラス管瓶などに入れてもす

ぐに上部の縁に這い上がることが多い。Carroll et al. (2004)の vertical bioassayはそ

の習性を利用して忌避効力の評価を行うものである。人体を使用する試験場合よりも、被験

者のリスクは少ないが、効力の減退の仕方については方法間での比較が必要となろう。 

8.5cm

5.5cm

ろ紙

3cm

0.5cm

ガラスシャーレ

図４ ろ紙這い上がり法

概略 
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 これらの試験の成否は対照区のマダニの這い上がりが十分に得られることが前提であり、

人の呼気の吹きかけなどの条件はできるだけ排除されるべきであろう 

 

 またマダニは基本的に屋外性であり、取り付かれるのは体の下部が中心であるという点

で、同じ徘徊・吸血性のトコジラミ、イエダニと比べて、動きや吸血までの行動の変化に特

徴があるので、他の供試虫とは効力の現れ方が異なる可能性がある。過去に筆者が実施した

トコジラミ（橋本, 2013）と比べて、徘徊速度の勢いで処理面を通過してしまうことは少な

い傾向であった。 

今回の観察の範囲では、マダニは処理直後のディート処理面に触れると、しばらく行動が

おかしくなり、正常な徘徊ができなくなる個体も見られた。この点で供試虫の使いまわしは

できないであろう。また、マダニを供試虫とする点では、供給先が日本国内では限られてい

るため、代替供試虫の検討も行われるべきであろう。山林で捕獲したマダニも低温調湿環境

で維持しておくと、極めて長期間生存しているので、こうした野外採集個体を用いた試験法

（この場合は、原則的に人体を用いることはできない）でも同じ傾向が得られるか、検証が

必要であろう。 
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日本産マダニに対する DEET忌避剤の有効性 

 
国立感染症研究所昆虫医科学部 

小川浩平, 駒形修, 林利彦, 冨田隆史 

【緒言】 

2013 年 6 月時点において日本では、DEET を有効成分とした虫よけ剤は販売されているものの、マ

ダニに対して適用した製品はなく、さらに日本のマダニに対する有効性も明らかにされていなかっ

た。そこでマダニ忌避剤の代替品として、現在市場で入手可能な DEET 忌避剤のマダニに対する有効

性を検討した。 

【材料及び方法】 

忌避剤 

実験には、虫よけスプレーとして販売されている DEET を 12%含むスプレーエアゾールタイプの製品

を使用した。スプレータイプを選択した理由としては、作業性が良く、噴霧処理後すぐに乾燥し、調査

が行えると考えたためである。調査時点では、この忌避剤の対象害虫にマダニは含まれていないが、ツ

ツガムシが登録されている。また忌避剤噴霧において、製品に記載されている下記の使用方法に従った: 

(1)使用前に缶を 5 - 10 回程度振って、約 15cm の距離から噴霧すること。(2)同じ箇所に連続して 3 秒以

上噴霧しないこと。 

実地調査 ― ヒト囮法 

 ヒト囮法は、2013 年 6 月 24 日に北海道帯広市新得町狩勝峠(43°14’N, 142°77’E)の草丈約 1m の大型の

ササ群落で行った。調査開始直前に、72cm ☓ 72cm の白いフランネル布(綿 100%)に DEET 忌避剤をむ

らなく全体に噴霧した。このとき噴霧前後のスプレー缶の重量を測定し、フランネル布 1 枚あたりの

DEET 用量を記録した。2 名の調査員が左足に DEET 処理フランネル布を、右足に無処理フランネル布

を巻きつけ、5 分間群落内を歩行し、アスファルトの路面上で 10 分間直立静止した後に、各フランネル

布に付着していたマダニを回収した。回収したマダニは、実験室に持ち帰り、実体顕微鏡下で種名と発

育ステージを記録した。DEET 処理フランネル布の再利用は、最大 2 回までとし、実験は 13 反復行っ

た。 

実地調査 ― 旗擦り法 

 旗擦り法は、2013 年 6 月 25 日に北海道帯広市戸蔦別川沿いの山道(42°72’N, 142°92’E)の両端に生えて

いた雑草上で行った。旗擦り法に用いたフランネル布と DEET の散布方法は、ヒト囮法と同様である。

1m の木製の棒に DEET 処理布または無処理布を取り付け旗状にしたものを、どちらか一方手にとり、

道端沿いを 5 分間歩行し、10 分間静止後、布に付着していたマダニを回収した。回収したマダニは、実

験室に持ち帰り、実体顕微鏡下で種名と発育ステージを記録した。DEET 処理フランネル布の再利用は、

最大 2 回までとし、実験は DEET 処理布、無処理布それぞれ 24、22 反復行った。 

室内試験 
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 実地調査において採集されたヤマトマダニおよびシュルツェマダニの雌雄成虫を用いて、DEET 処理

フランネル布に対するマダニの忌避行動を記録した。室内試験は半筒状態にしたフランネル布(10cm ☓ 

10cm)の中心に、5-10 頭のマダニ成虫を放飼した後に、布を垂らし、10 分間の打ち切り観察を行い、放

飼個体の滞在時間(s)を記録した。フランネル布は、実地調査と同様の方法で DEET 処理したものと無処

理のものを用いた。各実験には、ヤマトマダニおよびシュルツェマダニの各雌雄成虫 25-29 頭を用いた。 

統計解析 

 実地調査における DEET の有効性を表すために、次の式を用いて忌避率を算出した。 

忌避率 =
無処理マダニ数 − DEET 処理マダニ数

無処理マダニ数
  

さらに DEET 処理フランネル布と無処理フランネル布のそれぞれで捕獲された合計マダニ数は、χ2検

定を用いて比較した。また室内試験における各処理区でのマダニ成虫の滞在時間は、カプランマイヤー

法で分析し、DEET 処理布と無処理布間の滞在時間をログランク検定により比較した。 

【結果】 

 ヒト囮法の結果、合計 10 頭のシュルツェマダニと 179 頭のヤマトマダニが付着していた。またヤマ

トマダニの若虫が 1 頭付着していた以外は、すべて成虫であった。ヒト囮法の DEET 処理布に付着して

いた平均マダニ数 2.0 頭は、無処理布に付着していた平均マダニ数 12.5 頭に比べ有意に少なく(χ2=99.3, 

df=1, P<0.05)、DEET 処理によるマダニ忌避率は 84.0%であった(図 1)。 

 旗擦り法の結果、合計 100 頭のシュルツェマダニと 215 頭のヤマトマダニが付着していた。またシュ

ルツェマダニの若虫が 2 頭付着していた以外は、すべて成虫であった。旗擦り法の DEET 処理布に付着

していた平均マダニ数 0.04 頭は、無処理布に付着していた平均マダニ数 14.3 頭に比べ有意に少なく

(χ2=311.0, df=1, P<0.05)、DEET 処理によるマダニ忌避率は 99.7％であった(図 2)。 

室内試験において、DEET 処理を行ったフランネル布に放飼したマダニは、明らかに無処理布のとき

とは異なる行動を示した。無処理布に放飼した多くのマダニは、 10 分間の観察打ち切りまで 布上を徘

徊していた。一方、DEET 処理布に放飼したマダニは、一直線に布の端まで行って落下、もしくは放飼

してすぐに布の中央部から脚を外して落下するといった無処理布では見られなかった行動が確認され、

放飼したほとんどのマダニは、実験開始 3 分以内に布上から落下した。シュルツェマダニ雌成虫では、

1 頭だけ打ち切りまで布上に滞在していた個体が確認されたが、この個体は布の起毛に脚が絡まってい

たため、落下できなかったと思われた。ヤマトマダニおよびシュルツェマダニ両種の雌雄成虫別に DEET

処理布と無処理布間の滞在時間を比較した結果、無処理布における滞在時間は全ての試験区において有

意に長かった(図 3)。 

【考察】 

本調査の結果、DEET 製剤は完璧ではないが、マダニに対する忌避効力を示すことが明らかとなった。

またヒト囮法の忌避率 84.0％は、旗擦り法の忌避率 99.7％に比べ低くなった。この違いは、ヒト囮法に
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おける吸血原であるヒトの存在や調査中における植物体とDEET処理面の摩擦の強さが調査方法によっ

て異なることによる DEET 減少量の違いが影響していると思われるが、本調査では明らかにすることは

できなかった。この調査方法による相違は、マダニ類に対して行われたフィールド試験においても観察

されており、旗ふり法、脚カバー法それぞれの付着抑制効果は 94.6％、79.6％と報告されている(荻野・

野田, 2001)。本調査を含むこれまでに実施されたマダニに対する忌避試験の結果は、DEET を脚部や衣

服に処理しても、マダニに対して一定の効果は認められるものの、完全に防ぐことができないことを示

している(Mount and Snoddy, 1983; Schreck et al., 1986; Solberg et al., 1995)。しかし忌避剤の利用は、ダニ

媒介性の病気に対する予防有効性があることが確認されている(Vázquez et al., 2008)。このため、マダニ

に遭遇する危険のある場所に赴く際には、明るい色の長袖や衣服を裾に入れるといった着衣に気をつけ、

忌避剤を利用することが望ましい。 
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図 1. ヒト囮法の DEET 処理布または無処理布に付着していたマダニ数の箱ひげ図. 
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図 2. 旗擦り法の DEET 処理布または無処理布に付着していたマダニ数の箱ひげ図. 
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図 3. DEET 処理布または無処理布における各種マダニの滞在時間. 

ヤマトマダニ♂ ヤマトマダニ♀ 

滞在時間(s) 

実線: 無処理, 点線: DEET 処理, +:打ち切り. 
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殺マダニ剤の基礎効力試験並びに準実地効力試験 

 

一般財団法人 日本環境衛生センター  皆川恵子、武藤敦彦、橋本知幸、數間亨 

       日本防疫殺虫剤協会  池田文明、渡辺登志也、足立雅也  

国立感染症研究所  澤邉京子、冨田隆史  

 

はじめに 

重症熱性血小板減少症候群（SFTS）はウイルスを持ったマダニ類に咬着されることにより感染す

ることが平成 25 年に報告された。しかし、マダニ類は薬事法による承認を受けた医薬品および防除

用医薬部外品の対象種ではなく、マダニ類に対して生活環境で使用できる医薬品や防除用医薬部外品

はなかった。平成 25 年 6 月に厚生労働省から「イエダニ」および／または「ゴキブリ」を対象に承

認を受けている薬剤に限り、迅速審査を実施することが通知され、日本環境衛生センターではフタト

ゲチマダニ若虫に対する致死効果を検証した。直接噴霧による効果を円筒直撃試験によりエアゾール

製剤 6種類について、残留噴霧による効能・効果が標榜されているエアゾール製剤 3種類については

残渣接触試験（クリップ法）で、さらに、防疫用殺虫剤 17 種類については野外に散布した場合の致

死効果を、モニター用のマダニを設置しその効果を確認する準実地試験により検証した。なお、供試

ダニはいずれも分譲を受けた累代飼育中の個体を用いた。 

 

 

基礎効力試験－１（円筒直撃試験） 

 

１．供試薬剤：下記のエアゾール製剤 

①d-T80-フタルスリン＋フェノトリン含有エアゾール製剤 

②d-T80-フタルスリン＋d-T80-レスメトリン含有エアゾール製剤 

③イミプロトリン含有エアゾール製剤 

④イミプロトリン＋フェノトリン含有エアゾール製剤 

⑤イミプロトリン＋メトキサジアゾン含有エアゾール製剤 

⑥プロポクスル含有エアゾール製剤 

 

２．試験方法： 

長さ43cm×内径20cmのガラス円筒下部に、深さ20cm×内

径20cmのガラス円筒を固定し、その底面中央に、底面にろ

紙（東洋濾紙製№5A）を敷き、内壁に炭酸カルシウムを薄

く塗り、この中に供試虫の10匹を入れた腰高シャーレ（内

径8.5cm、深さ5.5cm）を１個を置いた（図1参照）。円筒

上部の円孔から、定量噴射装置を用いて供試薬剤をガラスポ

ット内に向けて垂直方向に1秒間噴射処理し、15分間暴露さ

せた。その後腰高シャーレを取り出して濡らしたろ紙片を入

れ、上面をビニールで覆って高湿度に保った状態で25℃前

後の温度下に保存し、1～3日後の致死状況を観察した。な

お、観察の際、脚をわずかに動かす程度で蘇生が見込まれな

ガラス円筒 

木製台 

腰高シャーレ 

ガラス板 

ガラスポット 

43cm 

20cm 
5cmの円孔 

（噴霧後、蓋をする） 

図１ 円筒直撃試験法 
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いような個体は瀕死虫と判定した。 

 

３．結果および考察 

家庭用エアゾール剤6製剤のフタトゲチマダニ若虫に対する円筒直撃試験の結果を表1に示した。いずれ

の製剤を供試した場合も、暴露終了時の15分後の時点で全ての供試ダニが苦悶状態となって正常な

歩行ができない状態となった。また、1日後の時点では「イミプロトリン＋フェノトリン含有製剤」、

「d-T80-フタルスリン＋d-T80-レスメトリン含有製剤」「イミプロトリン含有製剤」、「イミプロト

リン＋フェノトリン含有製剤」は90%以上の致死が得られ、瀕死ダニを含めた致死率は100%であり、

2日後では100％の致死率が得られ、「イミプロトリン＋メトキサジアゾン含有製剤」と「プロポクス

ル含有製剤」は1日後に100%の致死が得られた。 

以上の結果から、「イミプロトリン＋フェノトリン含有製剤」、「d-T80-フタルスリン＋d-T80-

レスメトリン含有製剤」、「イミプロトリン含有製剤」、「イミプロトリン＋フェノトリン含有製剤」、

「イミプロトリン＋メトキサジアゾン含有製剤」、プロポクスル含有製剤、はゴキブリに対する用法・

用量で直接噴霧処理することにより、フタトゲチマダニ若虫に対し、基礎的に優れた直撃効果を示

すと判断された。 

 

 

表1 家庭用エアゾール製剤6種類の円筒直撃試験結果 

 

噴射量 

(g/m2) 

15分後の 

苦悶虫率 

致死率（％） 

1日後 2日後 

①イミプロトリン＋フェノトリン含有 1.80 100 93.3（100） 100 

②d-T80-フタルスリン＋d-T80-レスメトリン含有 0.84 100 93.3（100） 100 

③イミプロトリン含有 2.66 100 93.3（100） 100 

④イミプロトリン＋フェノトリン含有 2.50 100 96.7（100） 100 

⑤イミプロトリン＋メトキサジアゾン含有 2.00 100 100 100 

⑥プロポクスル含有 0.81 100 100 100 

*：（  ）内の数値は致死＋瀕死虫数（率）を示す 

暴露時室温：24.0～25.2℃ 

 

 

基礎効力試験－２（残渣接触試験） 

 

１．供試薬剤：エアゾール製剤 

 ①イミプロトリン＋フェノトリン含有 エアゾール製剤 

 ②イミプロトリン＋メトキサジアゾン含有 エアゾール製剤 

 ③プロポクスル含有 エアゾール製剤 

 

２．試験方法：ろ紙を用いた残渣接触試験 

1m2の区画を設け、その区画内に 5×10cmに切断したろ紙（東

洋濾紙製No.131）を配置し、20cm程度の距離から各製剤のゴキ

図２ クリップ法（ダニ封入図） 
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ブリに対する用法・用量に従って均等に噴射処理し、1 時間風乾した後、短辺をあわせるように 2

つ折りにし、開放部分の 2方を目玉クリップで留め袋状にした。残りの開放部分から袋内に炭酸ガ

スで軽く麻酔した供試ダニを放ち、直ちにクリップで蓋をして、ダニが脱出できないようにし（図

2参照）、水に浸した脱脂綿をシャーレに入れて高湿度に保った容器内で、温度約 25℃下で保存し、

1 日および 2日経過後に供試ダニの生死を実体顕微鏡下で観察した。なお、生死の判定は脚をわず

かに動かす程度で蘇生が見込まれない個体は瀕死虫と判定した。 

 

３．結果と考察： 

家庭用エアゾール剤3製剤のフタトゲチマダニ若虫に対する残渣接触試験の結果を表2に示した。

「イミプロトリンとフェノトリン含有製剤」では1日後に90%以上の致死が得られ、瀕死ダニを含め

た致死率は100%であり、2日後では100％の致死率が得られた。「イミプロトリン＋メトキサジアゾ

ン含有製剤」は1日後に100%の致死率が得られた。「プロポクスル含有製剤」は1日後には64.5%の

致死率であったが、瀕死ダニを含めた致死率は100%であり、2日後には100％の致死率が得られた。 

以上の結果から、イミプロトリンとフェノトリン含有製剤、イミプロトリンとメトキサジアゾン含

有製剤、プロポクスル含有製剤はゴキブリに対する用法・用量で残留噴霧処理することにより、フタ

トゲチマダニ若虫に対し、基礎的に優れた残渣接触効果を示すと判断された。 

 

表2 家庭用殺虫剤3種類の致死率（%） 

 

噴射時間 

（秒/m2） 

噴射量 

（g/m2） 

致死率（％） 

1日後 2日後 

①イミプロトリン 

 フェノトリン含有 
20 35.16 90.0（100） 100 

②イミプロトリン 

 メトキサジアゾン含有 
45 82.05 100 100 

③プロポクスル含有 150 89.53 64.5（100） 100 

 （ ）内の数値は瀕死虫数を含む致死虫数（率）を示す。 

  処理時温度：28.9～29.2℃ 

 

 

準実地効力試験（野外試験） 

 

１．供試薬剤： 

①d.d-T-シフェノトリン フロアブル剤 Lot.3301A0 有効成分：d.d-T-シフェノトリン 5% 

②エトフェンプロックス 乳剤 Lot.17040023  

   有効成分：エトフェンプロックス 5%＋S-421 11% 

③エトフェンプロックス 水性乳剤 Lot.24U50001 有効成分：エトフェンプロックス 7% 

④炭酸ガス製剤 Lot.30709 容器番号：ST34-06664 有効成分：フェノトリン 1% 

⑤フェニトロチオン 乳剤 Lot.5F0K1A 有効成分：フェニトロチオン 10% 

⑥フェニトロチオン フロアブル剤 Lot.3407A0 有効成分：フェニトロチオン 10% 

⑦フェニトロチオン マイクロカプセル剤 Lot.2A01E0 有効成分：フェニトロチオン 20% 

⑧フェニトロチオン 粉剤 Lot.3104F0 有効成分：フェニトロチオン 1.5% 
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⑨フェンチオン 水性乳剤 Lot. 5F7J1A 有効成分：フェンチオン 5% 

⑩フェンチオン 粉剤 Lot.511058 有効成分：フェンチオン 1% 

⑪プロペタンホス 水性乳剤 Lot.3606E0 有効成分：プロペタンホス 3% 

⑫プロペタンホス マイクロカプセル剤 Lot.209027 有効成分：プロペタンホス 20% 

⑬トリクロルホン 粉剤 Lot.511073 有効成分：トリクロルホン 2% 

⑭トリクロルホン・ジクロルボス混合 乳剤 Lot.OX188  

   有効成分：トリクロルホン 5%＋ジクロルボス 2% 

⑮フェンチオン・フタルスリン混合 乳剤 Lot.OX188  

   有効成分：フェンチオン 5%＋フタルスリン 0.5% 

⑯フェニトロチオン・d.d-T-シフェノトリン混合フロアブル剤 Lot. 

   有効成分：フェニトロチオン 5%＋ d.d-T-シフェノトリン 0.5% 

⑰フェニトロチオン・フタルスリン混合フロアブル剤 Lot.3704A0  

   有効成分：フェニトロチオン 5%＋フタルスリン 0.5% 

 

２．散布機器： 

 １）全自動噴霧機：B&Gエクステンダーバン 1ガロン（図 3参照） 

   ノズルパターン：ファンパターン、噴霧量：450mL／分、B&G社製 

 ２）ふるい（図 4参照） 

 

 

３．試験場所：山梨県韮崎市の山中（地表面のほとんどは雑草または落ち葉で覆われていた。） 

 

４．試験方法：準実地効力試験 

内径8.5cm、深さ5.5cmのガラス製腰高シャーレの底面にろ紙

（東洋濾紙№5A）を敷き供試ダニ１匹群を入れ（図5参照）、試験

エリア（5×5m）内の草むら地表面の所定位置5カ所に配置した（図

6および図7参照）。なお、炭酸ガス製剤を処理する場合は、供試

ダニを入れた内径3.6cmの球形のステンレス製網かご（36メッシ

ュ）を配置した。 

乳剤、水性乳剤、フロアブル剤およびマイクロカプセル剤は薬剤

を希釈して、50ml／m2の割合で、全自動噴霧機を用いて試験エリ

図３ 全自動噴霧機 

図５ 供試虫を投入した腰高シャーレ 

図4 ふるい 
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ア内に均一に噴霧処理した。 

粉剤は処理量を計りとり、ふるいを用いて試験エリア内に均一に散粉処理した。 

液化炭酸ガス製剤は処理エリア内に向けて地上約50cmの高さから扇状に噴射処理した。 

なお、薬剤に設定された希釈倍率や処理薬量に幅がある場合は、その低倍希釈（高濃度区）と高倍

希釈（低濃度区）を設定し、一つの希釈倍率（薬量）の場合はその倍率（薬量）（以下、標準量区と

呼ぶ）とその2倍希釈（半量区）を設定した。 

処理30分後に腰高シャーレを回収し、それぞれの供試ダニの苦悶状況を観察した。なお、観察の際、

正常な歩行ができない個体を「苦悶」と判定した。回収した腰高シャーレに供試ダニを入れたまま、

濡らしたろ紙片を入れ、ビニルシートで覆って25～30℃の温度下に保存し、1、2、3日後に致死、瀕

死および苦悶状況を観察した。なお、脚をわずかに動かす程度で、蘇生の見込まれない個体を「瀕死」

と判定した。なお、3日後以降も瀕死虫が認められたため、その後も全ての個体が致死するまで観察

を続けた。 

 

５．結果および考察： 

防疫用殺虫剤 17製剤のフタトゲチマダニ若虫に対する野外試験の結果を表 3に示した。 

「d.d-T-シフェノトリン フロアブル剤」では、高濃度区の 20倍希釈区および低濃度区の 30倍

希釈区とも、30 分間の暴露時間終了後に、100%のノックダウン率が得られ、3 日後の瀕死ダニを

含んだ致死率は 100%であり、その時点で瀕死であったダニも 20倍希釈区では 14日後、30倍希釈

区では 21日後に全ての個体が致死した。 

「エトフェンプロックス 乳剤」では、高濃度区の 20倍希釈区および低濃度区の 30倍希釈区と

も、30 分間の暴露時間終了後に、100%のノックダウン率が得られ、3 日後の瀕死ダニを含んだ致

死率は 100%であり、その時点で瀕死であったダニも 20倍希釈区では 10日後、30倍希釈区では 7

日後に全ての個体が致死した。 

「エトフェンプロックス 水性乳剤」では、高濃度区の 10倍希釈区および低濃度区の 20倍希釈

区とも、30 分間の暴露時間終了後に、100%のノックダウン率が得られ、3 日後の瀕死ダニを含ん

だ致死率は 100%であり、10倍希釈区は 35日後、20倍希釈区では 42日後に全ての個体が致死し

た。 

「フェノトリン 液化炭酸ガス製剤」では、標準量区の 10g/m2区では 30分間の暴露時間終了後に、

86.0%のノックダウン率が得られ、3日後の瀕死ダニを含んだ致死率は 100%であった。しかし、半量

区の 5g/m2区では、30分間の暴露時間終了後のノックダウン率 50.0%であり、3日後の瀕死ダニを含

んだ致死率は 90.0%であったが、10日後には全ての個体が致死した。

5m 

5m 

  ●：供試虫の配置場所 

図7 散布場所概要図 

1m 

図6 散布場所写真 
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表3 防疫用殺虫剤17種類の野外試験結果 

供試薬剤  

希釈倍率 

または 

処理量 

30分後 

KD率（%） 

3日後の 

瀕死ダニを含む 

致死率（%） 

100%の完全 

致死が得られた 

日数 

①d.d-T-シフェノトリン フロアブル剤 
高濃度 ×20 100 100 14d 

低濃度 ×30 100 100 21d 

②エトフェンプロックス 乳剤 
高濃度 ×20 100 100 10d 

低濃度 ×30 100 100 7d 

③エトフェンプロックス 水性乳剤 
高濃度 ×10 100 100 35d 

低濃度 ×20 100 100 42d 

④フェノトリン 液化炭酸ガス製剤 
標準量 10g/m2 86.0 100 7d 

半量 5g/m2 50.0 90.0 10d 

⑤フェニトロチオン 乳剤 
高濃度 ×10 54.0 100 21d 

低濃度 ×20 12.0 100 21d 

⑥フェニトロチオン フロアブル剤 
高濃度 ×10 4.0 100 7d 

低濃度 ×20 0 100 10d 

⑦フェニトロチオン マイクロカプセル剤 
高濃度 ×40 46.9 100 10d 

低濃度 ×80 34.8 100 10d 

⑧フェニトロチオン 粉剤 
標準量 20g/m2 0 100* 2d 

半量 10g/m2 0 100* 2d 

⑨フェンチオン 水性乳剤 
高濃度 ×5 0 100 10d 

低濃度 ×10 4.1 100 14d 

⑩フェンチオン 粉剤 
標準量 30g/m2 0 100* 6d 

半量 15g/m2 0 100* 6d 

⑪プロペタンホス 水性乳剤 
高濃度 ×10 4.2 100 3d 

低濃度 ×20 0 100 21d 

⑫プロペタンホス マイクロカプセル剤 
高濃度 ×40 11.1 100 10d 

低濃度 ×80 11.1 100 10d 

⑬トリクロルホン 粉剤 
標準量 25g/m2 100 100* 6d 

半量 12.5g/m2 100 100* 6d 

⑭トリクロルホン・ジクロルボス 混合乳剤 
高濃度 ×20 100 100 3d 

低濃度 ×40 100 100 28d 

⑮フェンチオン・フタルスリン 混合乳剤 
高濃度 ×5 96.0 100 7d 

低濃度 ×10 90.0 100 14d 

⑯フェニトロチオン・ d.d-T-シフェノトリン 

混合FL剤 

高濃度 ×10 100 100 7d 

低濃度 ×20 100 100 7d 

⑰フェニトロチオン・フタルスリン 混合 FL

剤 

高濃度 ×10 90.0 100 3d 

低濃度 ×20 40.0 100 10d 

＊：2日後の観察結果を示す。 

 

「フェニトロチオン 乳剤」では、高濃度区の 10 倍希釈区では 30 分間の暴露時間終了後に、

54.0%のノックダウン率が得られ、3 日後の瀕死ダニを含んだ致死率は 100%であり、21 日後には

全ての個体が致死した。また、低濃度区の 20倍希釈区では、30分間の暴露時間終了後のノックダ

ウン率 12.0%であったが、3日後の瀕死ダニを含んだ致死率は 100%であり、21日後には全ての個

体が致死した。 

「フェニトロチオン フロアブル剤」では、高濃度区の 10倍希釈区では 30分間の暴露時間終了

後に、4.0%のノックダウン率であったが、3 日後の瀕死ダニを含んだ致死率は 100%であり、7 日

後には全ての個体が致死した。また、低濃度区の 20倍希釈区では、30分間の暴露時間終了後のノ
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ックダウン率は得られず、3日後の瀕死ダニを含んだ致死率は 100%であり、10日後には全ての個

体が致死した。 

「フェニトロチオン マイクロカプセル剤」では、高濃度区の 40倍希釈区では 30分間の暴露時

間終了後に、46.9%のノックダウン率であったが、3日後の瀕死ダニを含んだ致死率は 100%であり、

10日後には全ての個体が致死した。また、低濃度区の 80倍希釈区では、30分間の暴露時間終了後

のノックダウン率は 34.8%、3日後の瀕死ダニを含んだ致死率は 100%であり、10日後には全ての

個体が致死した。 

「フェニトロチオン 粉剤」では、標準量の 20g/m2区および半量区の 10g/m2区とも、30 分間

の暴露時間終了後にはノックダウン個体は認められなかったが、2 日後の致死率は 100%であり、

その時点で全ての個体が致死していた。 

「フェンチオン 水性乳剤」では、高濃度区の 5 倍希釈区では 30 分間の暴露時間終了後にはノ

ックダウン個体は認められなかったが、3日後の瀕死ダニを含んだ致死率は 100%であり、10日後

には全ての個体が致死した。また、低濃度区の 10倍希釈区では、30分間の暴露時間終了後のノッ

クダウン率は 4.1%、3日後の瀕死ダニを含んだ致死率は 100%であり、14日後には全ての個体が致

死した。 

「フェンチオン 粉剤」では、標準量の 30g/m2区および半量区の 15g/m2区では、両区とも 30

分間の暴露時間終了後にはノックダウン個体が認められなかったが、2 日後の瀕死ダニを含んだ致

死率は 100%であり、6日後には全ての個体が致死した。 

「プロペタンホス 水性乳剤」では、高濃度区の 10倍希釈区では 30分間の暴露時間終了後に、

4.2%のノックダウン率であり、3 日後には全ての個体が致死した。また、低濃度区の 20 倍希釈区

では、30分間の暴露時間終了後のノックダウン個体は認められなかったが、3日後の瀕死ダニを含

んだ致死率は 100%であり、21日後には全ての個体が致死した。 

「プロペタンホス マイクロカプセル剤」では、高濃度区の 40倍希釈区では 30分間の暴露時間

終了後に、11.1%のノックダウン率であり、3 日後の瀕死ダニを含んだ致死率は 100%であり、10

日後には全ての個体が致死した。また、低濃度区の 80倍希釈区でも同様の結果であった。 

「トリクロルホン 粉剤」では、標準量区の 25g/m2区および半量区の 12.5/m2区とも、30分間

の暴露時間終了後には 100%のノックダウン率が得られ、2日後の瀕死ダニを含んだ致死率は 100%

であり、6日後には全ての個体が致死した。 

「トリクロルホン・ジクロルボス 混合乳剤」では、高濃度区の 20 倍希釈区および低濃度区の

40倍希釈区とも、30分間の暴露時間終了後には 100%のノックダウン率が得られ、3日後の瀕死ダ

ニを含んだ致死率は 100%であり、高濃度区は 3日後に、低濃度区は 28日後に全ての個体が致死し

た。 

「フェンチオン・フタルスリン 混合乳剤」では、高濃度区の 5 希釈区では 30 分間の暴露時間

終了後に 96.0%のノックダウン率が得られ、3 日後の瀕死ダニを含んだ致死率は 100%であり、7

日後に全ての個体が致死した。また、低濃度区の 10倍希釈区では、30分間の暴露時間終了後のノ

ックダウン率は 90.0%が得られ、3日後の瀕死ダニを含んだ致死率は 100%であり、14日後には全

ての個体が致死した。 

「フェニトロチオン・d.d-T-シフェノトリン 混合フロアブル剤」では、高濃度区の 10希釈区お

よび低濃度区の 20倍希釈区とも、30分間の暴露時間終了後には 100%のノックダウン率が得られ、

3日後の瀕死ダニを含んだ致死率は 100%であり、両区とも 7日後に全ての個体が致死した。 

「フェニトロチオン・フタルスリン 混合フロアブル剤」では、高濃度区の 10倍希釈区では 30

分間の暴露時間終了後には 90.0%のノックダウン率が得られ、3 日後に全ての個体が致死した。低
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濃度区の 20倍希釈区では 30分間の暴露時間終了後のノックダウン率は 40.0%で、3日後の瀕死ダ

ニを含んだ致死率は 100%であり、10日後に全ての個体が致死した。 

以上の結果から、防疫用殺虫剤 17製剤を用法・用量の高倍率希釈および低倍率希釈し、50mL/m2

の割合で処理した場合、または標準量と半量で処理した場合、フタトゲチマダニ若虫に対して高い

致死効果を発揮するものと判断された。 

 

まとめ 

イエダニおよび／またはゴキブリの効能・効果が承認されている家庭用殺虫剤および防疫用殺虫剤

のフタトゲチマダニ若虫に対する致死効果を、ゴキブリに対する用法用量に基づいて処理し、その効

果を検討した。 

その結果、家庭用エアゾール剤をマダニに対してゴキブリに対する用法用量で直接噴霧したり、残

留処理したりすることで、暴露されたフタトゲチマダニ若虫は 3日後には全て致死し、マダニ類に対

し実用的に十分な致死効果を示すことがわかった。 

また、乳剤等の防疫用殺虫剤をゴキブリに対する用法用量を処理した場合には、フタトゲチマダニ

若虫は 3 日後の観察で、瀕死やノックダウンしていた個体も含めた致死率は 100%であり、薬剤によ

り致死に至る日数にバラツキはあるものの実用的に十分な効果を示すと思われた。 
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牛の放牧におけるマダニ対策の現状 

 

農業・食品産業技術総合研究機構 動物衛生研究所   寺田 裕 

 

【はじめに】 

 近年、畜産業界では穀物の価格高騰などにより飼料自給率向上が強く求められている３）。

農林水産省では飼料自給率引き上げのため、放牧の推進を国産飼料有効利用の重要な柱と

位置づけており、放牧が注目されている。 

 本文ではわが国における牛の放牧や放牧衛生の現状、また放牧衛生上重要なマダニおよ

びその対策について主に現場の観点から紹介したい。 

 

【放牧と放牧衛生の現状】 

 放牧はわが国で古くから行われてきた家畜の飼養法で、広大な牧草地に恵まれた公共牧

場（運営母体は県、市町村、牧野組合など）を中心に行われてきた（図１）。昭和 40年代後

半から 50 年代前半を中心に全国で数多くの公共牧場が開設され、昭和 55 年には牧場数

1,179 カ所、利用頭数 21 万 3 千頭のピークを迎えた８）。しかし、最近は運営母体の財政悪

化に伴う牧場運営費の減少により草地管理や繁殖管理などが行き届かなくなった結果、放

牧牛の増体量や受胎率の低下などを引き起こしている 14）。それに伴い利用頭数や牧場数は

減少傾向にあり、平成 24年現在、全国における公共牧場は 761カ所、利用頭数 12万９千頭

となっている８）。地域別にみると、北海道 204カ所（27％）、東北 236 カ所（31%）、九州 158

カ所（21％）に多く、関東 72カ所（９％）中国・四国 35カ所（５％）と続いている 11）（図

２）。中でも北海道は 1 牧場あたりの平均利用頭数および牧草地面積がそれぞれ 408 頭、

248haと、全国平均である 93頭、66haを大きく上回っているのが特徴である。また、北海

道から中国・四国・九州までの地域では主に夏期に農家からの預託牛を放牧している場合が

多いが、九州の一部や沖縄では温暖な気候を利用した周年放牧（1年を通じた放牧）が実施

されている。  

一方、近年では急増する耕作放棄地対策の一つとして放牧利用が推奨されており、西日本

を中心に始まった耕作放棄地を利用した小規模放牧は現在関東や東北地方にまで広がりを

見せ、その数も急増している７）。その結果、繁殖牛経営における生産コスト低減、景観の好

転、獣害の低減等の成果が報告されている。さらに、最近では北海道を中心とした酪農家に

よる搾乳牛の集約放牧などもみられ、放牧は公共牧場のみならず様々な形態へと多様化し

ている。 

 放牧における疾病は、全国的な調査 12,13）によると小型ピロプラズマ病、肺炎・気管支炎、

下痢、皮膚病、蹄病、眼病などが多く、発育や繁殖への悪影響から放牧における生産性を低

下させている。中でも長年放牧において猛威を振るっていた小型ピロプラズマ病は、牛の赤
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血球に寄生する小型ピロプラズマ原虫が原因となって牛に貧血、発熱、発育停滞などを引き

起こす疾病で経済的損失が大きい。 

小型ピロプラズマ原虫は主にフタトゲチマダニなどの３宿主性のマダニによって媒介さ

れるが、継続的な殺ダニ剤投与が奏功し、近年では牧野におけるマダニ生息数の減少ととも

に感染頭数、発病頭数、死亡頭数ともに減少傾向にある２）。しかし、小型ピロプラズマ病の

専用治療薬（８-アミノキノリン製剤（商品名：パマキン））が 2007年以降販売中止になり

入手できないことや本病に対する有効なワクチンがないことを背景に、近年の放牧場の財

政悪化による殺ダニ剤投与回数の減少やシカなどの野生動物の侵入増加などが原因となり、

牧野内に生息するマダニや本病発病牛が再び増加している放牧場が認められる。これらの

ことから、今後もマダニ対策を中心とした本病の総合的な対策の必要性が指摘されている。 

 

                     

 

 

 

 

 

 

 

 

【放牧場のマダニ対策の歴史】 

放牧場でのマダニ対策は牛体へのマダニ対策と草地へのマダニ対策に二分することがで

きる。 

牛体へのマダニ対策としては、薬液槽に牛を強制的に浸漬する「薬浴法」（図３）、動力噴

霧器等を用いた牛体への「薬液噴霧法」、鎖に巻き付けた布に油とともに薬剤を浸み込ませ、

牛がそれに体をこすりつけることにより体表に薬剤を行き渡らせる「バックラバー法」、薬

剤の入った布袋を牛の通路にのれん
．．．

状に吊し、通過時に薬剤が牛体に付着するようにした

「ダストバック法」などがかつて利用されていた５）。現在は薬液を牛の背線に沿って滴下す

る「プアオン法」（図４）および徐放性の薬剤含有タッグを耳に装着する「イヤータッグ法」

（図５）が主流となっている。とくにプアオン法は省力的で効果が高いことから全国的に利

用されており、放牧期間中数週間隔で定期的な投与が行われている。牛体のマダニ対策に用

いられる薬剤は、有機リン系のクマホス（商品名：アズントール）、トリクロルホン（同：

ネグホン）など、カーバメイト系の BPMC（同：バリゾン）、セビン（同：サンマコー）、プロ

ポクスル（同：ボルホ）などが用いられてきた５）。最近 20 年ほどはその効果や安全性から

ピレスロイド系が主体となっている。とくにプアオン法ではフルメトリン製剤（同：バイチ

コール）が最も広く利用されており、イヤータッグ法としてはペルメトリン製剤（同：ペル

 
 
図２ わが国における公共牧場数と放牧頭数 

７２

２５

２５
５

３５

１ 東北地方における公共牧場の現状
（東北農政局生産経営流通部畜産課H25.6）より作成

全国：７６１カ所
（12.9万頭）

北海道： ２０４カ所
７．９万頭

東北６県：２３６カ所
２.１万頭

九州７県：１５８カ所
０．９万頭

 

図１ 公共牧場における放牧（青森県） 
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タッグ）が利用されている。これらの薬剤以外では、マクロライド系抗生物質であるイベル

メクチン製剤（同：アイボメックトピカルなど）や IGR 作用を有するエトキサゾール製剤

（同：ダニレス）がプアオン法により使用されている。 

 草地へのマダニ対策ではスプレーヤーやヘリコプターを利用して、広大な草地に殺ダニ

剤が散布されていた５）（図６）。散布薬剤として有機リン系製剤のダイアジノン、カーバメ

イト製剤のセビン、プロポクスルなどが利用されていたが、現在は周辺環境へ及ぼす影響を

考慮し実施されていない。薬剤によらない草地へのマダニ対策としては、「草地更新」（放牧

草地を耕起し、牧草種子を播種して草地の更新を図る。すなわち、草地のマダニ生息環境を

破壊することによりマダニ生息密度を減らす）および「休牧」（数年間、牛を放牧しないこ

とによりマダニの吸血源を欠乏させ、それによりマダニの生活環を絶つことによってマダ

ニ生息密度を減らす）が効果的とされている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

放牧におけるマダニ対策を述べるには沖縄県でのオウシマダニ撲滅に触れる必要がある。

沖縄県ではかつて牛に対し非常に病原性が強く死亡率の高い家畜の監視伝染病の病原体で

あるバベシア原虫（バベシア ビゲミナ、バベシア ボビス）が猛威をふるい、その媒介者

図４ プアオン法による薬剤の投与 

（牛体の背線に沿って薬液を滴下） 

 
図５ イヤータッグ法 
 （薬剤含有タッグを牛の耳に装着） 

 

図３ 薬浴用施設 
 

薬液槽

 

図６ ヘリコプターによる放牧草地への 
殺ダニ剤散布 （1960年頃） 
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であるオウシマダニの生息が認められた。沖縄県では昭和 26年の琉球政府時代からオウシ

マダニ対策に取り組み始め、昭和 46 年からは国庫補助事業を受け、平成８年に 50 年近く

にわたる歳月、膨大な予算と努力の末ついにオウシマダニの撲滅を達成した。この取り組み

はわが国のマダニ対策史上重要な意味を持つものであり、その業績は今も語り継がれてい

る 6,9）（図７）。本事業では対象であるオウシマダニが幼ダニから成ダニに至るまで牛体に寄

生している期間の長い１宿主性のマダニであることや、離島という限られた地域の中で関

係機関が協力・連携のもと計画的かつ徹底的に薬剤が使用されたことなどが撲滅に大きく

寄与したものと考えられている。一方、牧野でのオウシマダニ清浄化が継続する中、３宿主

性のマダニであるフタトゲチマダニ、マゲシマチマダニなどが八重山地方の離島で現在も

確認されており、これは３宿主性のマダニの撲滅は１宿主性のマダニに比べて困難である

ことを示しているものである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【放牧場におけるマダニ対策の現状】 

 2000 年に農林水産省家畜衛生試験場によって行われた全国 701 カ所の公共牧場を対象に

した調査 12）では、草地および牛体に対するダニ駆除はそれぞれ４％、80％が実施されてお

り、続く 2008年の動物衛生研究所による公共牧場 341カ所における調査 13）においても 71％

の放牧場で牛体に対するマダニ対策が実施されていることが示されている。いずれも薬剤

はピレスロイド系のフルメトリン製剤が多く、プアオン法による投与が約８割の牧場で行

われていた。また、著者が 2005年に東北６県 145カ所の放牧場を対象にマダニ対策につい

て調査を行ったところ、96%の放牧場で牛体へのマダニ対策が実施されていた。殺ダニ剤は

94％がフルメトリン製剤単独またはその他薬剤との併用（併用されている薬剤はイベルメ

クチン製剤が多い）であり、殺ダニ剤の１放牧場あたりの年間使用回数は平均 5.6回、殺ダ

ニ剤の使用歴は平均約 10 年（２～39 年）、過去５年間の殺ダニ剤の使用はフルメトリン製

剤を平均 4.5回／年という結果であった。 

以上に示したように、放牧場におけるマダニ対策としては現在フルメトリン製剤の牛体

  

図７ オウシマダニ撲滅記念誌とオウシマダニ清浄化事業完了記念碑（沖縄県） 
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へのプアオン法による定期的な投与が中心となっている。一方、公共牧場におけるマダニ対

策では現在いくつかの課題がみられ、その対応策として以下の３点が考えられる。 

１．放牧期間を通した殺ダニ剤の継続的な使用 

  牛体への殺ダニ剤投与は通常、放牧衛生検査時に行われるが、衛生検査が７、8月で終

了する場合、それに伴って殺ダニ剤投与も終了する放牧場が認められる。一般的にわが国

の牧野では秋期に幼ダニの生息密度が上昇するが、それらが小型ピロプラズマ原虫感染

牛を吸血することにより原虫感染若ダニとなり次年度の感染源となると考えられている。

このことから秋期においてもマダニ対策は重要であり、入牧から退牧まで放牧期間を通

した継続的な殺ダニ剤使用が望まれる。 

２．放牧面積と放牧頭数を勘案したマダニ対策の実施 

近年では放牧場への牛の預託頭数が減少傾向にあり、放牧面積に対する放牧頭数が従

来に比べて減少している場合がみられる。殺ダニ剤は牛体に投与することから、単位面積

あたりの放牧地への殺ダニ剤投入量を考えた場合、それは放牧頭数に大きく影響を受け

ることになる。したがって、放牧頭数が減少した場合は、その頭数に合わせて放牧面積も

適宜縮小し、殺ダニ剤の効果が十分得られるよう配慮する必要があると考えられる 10）。

放牧利用しない草地は採草利用すると無駄が少ない。 

３．放牧場への野生動物の侵入対策 

  近年、野生動物の放牧場内への侵入が増加している。とくにシカの侵入が著しい放牧場

が関東や北海道などで認められる（図８）。シカが感染するピロプラズマ原虫の牛への感

染の可能性は低いようであるが４）、牛の小型ピロプラズマ原虫媒介種であるフタトゲチマ

ダニはシカにも寄生することから、シカの侵入は放牧場におけるマダニの生息数に影響

を及ぼし１）放牧牛の小型ピロプラズマ病感染のリスクを増加させているものと考えられ

る。このことから放牧場の周囲に柵などの障壁を設けて野生動物の侵入を防止する必要

がある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図８ 放牧草地内に侵入するシカ (北海道) 
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【おわりに】 

以上述べてきたように、畜産分野においてマダニは吸血のみならず疾病媒介という役割

も演じていることからその対策は極めて重要である。 

放牧場でのマダニ対策は牛体に対する殺ダニ剤の継続的使用が基本であり、沖縄県での

１宿主性マダニであるオウシマダニ撲滅のような輝かしい業績もあるが、フタトゲチマダ

ニなど３宿主性マダニの撲滅は困難であると考えられている。したがって、マダニの生息密

度をできる限り低く抑え、それを維持することが現実的な放牧場でのマダニとの付き合い

方と言えるかもしれない。 

ところで、現在、放牧場においてマダニ対策としてプアオン法により投与されているフル

メトリン製剤は、その省力的な使用方法と高い殺ダニ効果から四半世紀にわたり使用され

ている。本薬剤のフタトゲチマダニにおける耐性獲得については現在わが国では報告はな

いものの、将来的な薬剤耐性ダニの出現が危惧されている。今後マダニに対する効果が高く、

かつ畜産物に対しても安全性の高い新たなマダニ対策用薬剤の開発が期待される。 

一方、放牧場は人にとって観光資源としての要素を持ち合わせており、施設の一部を開放

するなど積極的な運営を行っている牧場も認められ、放牧場や牛と人との接点は拡大して

いる。マダニは人に対する重要な病原微生物の媒介者でもあることから、公衆衛生的な面か

らも放牧場におけるマダニ対策は重要な意味を持つものと考えられる。 
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防疫薬の適用拡大承認状況 

（一財）日本環境衛生センター 武藤敦彦 

日本防疫殺虫剤協会 

 

マダニ用薬剤については、家畜やイヌ、ネコなどのペットの体に処理する噴霧剤、滴下

剤、経口投与剤、牧野や犬小屋周辺に処理する散布剤などが承認されているが、これらはい

ずれも農林水産省により動物用医薬品または動物用医薬部外品として承認されている製剤で

ある。 

 マダニ類は、家畜やペットの感染症を媒介するだけでなく、以前からわが国でも日本紅斑

熱、ライム病、ダニ脳炎などのヒトに感染する疾病を媒介してきた。近年、ペットのイヌが

散歩中に咬着されたダニが原因となって、庭でフタトゲチマダニが大量発生してしまった事

例や、ヒトやイヌが普通に散歩する公園や河川敷、遊歩道などで多くのマダニが採集され、

それらの場所でヒトが日本紅斑熱に感染した事例などが報告されてきたが、薬事法に基づき

承認された薬剤、すなわち、生活環境や居住環境および人体に使用できるダニ用の医薬品や

医薬部外品は、ヒョウヒダニ類などの屋内塵性ダニに対する殺ダニや増殖抑制などの効能・

効果や、イエダニに対する殺ダニ効果が承認された殺虫剤、イエダニおよびつつが虫病を媒

介するツツガムシ類への忌避効果について承認された人体用忌避剤のみで、マダニ用に承認

された製剤は無かった。 

2013年 1月の重症熱性血小板減少症候群(SFTS)の感染事例が報告され、さらに、その後

の患者の増加を受けて、厚生労働省は、平成 25年 6月 26日に医薬食品局審査管理課長通

知「マダニの防除を標榜する殺虫剤について」（薬食審査発 0626第 1号）を発出し、同日

に厚生労働省 医薬食品局 審査管理課から「マダニの防除を標榜する殺虫剤の取扱いに係る

質疑応答集(Q&A) について」の事務連絡があり、マダニ用薬剤の迅速審査とその対象製

剤、表示等について周知がなされた。 

この通知等では、イエダニおよび／またはゴキブリに対する効能・効果が標榜されている

医薬品または医薬部外品について、「マダニの防除や忌避に関する効能・効果および用法・

用量の追加を承認事項の一部変更承認申請で行う場合は、迅速な手続き（迅速審査）を設け

ることとする」とし、「平成 25年 8月 1日から 8月 31日までに申請された製剤について

は、同年 11月 29日までを目処に承認すること」、「9月 2日から 9月 30日の間に申請さ

れた製剤については、同年 12月 26日までを目処に承認すること」、「マダニに対する効力

については、当該薬剤の用法・用量に見合った試験法により実施し、確認すること」、など

が示された。 

これらを受けて各メーカーでは、一斉に効力評価や承認申請に着手し、当方でもその効力

評価の一部を担当した。防疫用殺虫剤については、17製剤について準実地試験を実施し、

フタトゲチマダニ若虫に対する効力評価を行った（本試験の内容および結果については、本

しおりの皆川班員の報告を参照）。 

これらの試験結果等に基づき迅速審査により承認された防疫用殺虫剤 39製剤を下表に示

す。用法・用量などの詳細は日本防疫用殺虫剤協会や各メーカーに問い合わせいただきた

い。 

これらの製剤の一部については、各種のマダニが発生・生息している野外で実地試験によ
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る効果の実証試験を継続実施しており、供試した製剤については十分な効果が確認されてい

る。これらの実地試験の結果についても機会があれば報告したい。 

 

系統 有効成分 区分 商品名
有効成分
含有率（％）

剤型 メーカー

医薬品 金鳥スミチオン乳剤 10.0 乳剤 大日本除虫菊

医薬品 金鳥スミチオン乳剤LS 10.0 乳剤 大日本除虫菊

医薬品 フマキラー印プレミアムスミチオン乳剤 10.0 乳剤 フマキラー

医薬品 スミチオン１０ＦＬ「ＥＳ」 10.0 フロアブル剤 住化エンバイロメンタルサイエンス

医薬品 金鳥ゴキブリ用スミチオンＭＣ 20.0 ＭＣ剤 大日本除虫菊

医薬品 フミキラーゴキブリ用スミチオンＭＣ 20.0 ＭＣ剤 フマキラー

医薬品 スミチオン粉剤「ＥＳ」 1.5 粉剤 住化エンバイロメンタルサイエンス

医薬品 フミキラースミチオン粉 1.5 粉剤 フマキラー

医薬品 フマテックス水性乳剤 5.0 水性乳剤 フマキラー

医薬品 フマテックス乳剤ブルー 5.0 乳剤 フマキラー

医薬品 バイヒット粉剤 1.0 粉剤 サンケミファ

医薬品 フマキラーサフロチン乳剤Ｆ 3.0 乳剤 フマキラー

医薬品 水性サフロチン乳剤「ＥＳ」 3.0 水性乳剤 住化エンバイロメンタルサイエンス

医薬品 サフロチンMC 20.0 ＭＣ剤
日本化薬

（アリスタライフサイエンスアグリマート）
（三井化学アグロ）

トリクロルホン 医薬品 ディプサイド粉剤B 2.0 粉剤 サンケミファ

トリクロルホン
ジクロルボス

医薬品 ディプサイドＤ乳剤
5.0
2.0

乳剤 サンケミファ

フェニトロチオン
フタルスリン

医薬品 金鳥SNP乳剤A
5.0
0.5

乳剤 大日本除虫菊

フェニトロチオン
フタルスリン

医薬品 フマキラースミチオンNP乳剤
5.0
0.5

乳剤 フマキラー

フェニトロチオン
フタルスリン

医薬品 スミチオンＮＰ－ＦＬ「ＥＳ」
5.0
0.5

フロアブル剤 住化エンバイロメンタルサイエンス

フェンチオン
フタルスリン

医薬品 三丸バイテックスＮＰ乳剤
5.0
0.5

乳剤 サンケミファ

部外品 金鳥スミスリン乳剤 10.0 水性乳剤 大日本除虫菊

医薬品 金鳥ULV乳剤S 10.0 水性乳剤 大日本除虫菊

医薬品 ミラクンＳ 1.0 炭酸ガス製剤 日本液炭

医薬品 金鳥ULV乳剤E 5.0 水性乳剤 大日本除虫菊

部外品 金鳥エクスミン乳剤 5.0 水性乳剤 大日本除虫菊

部外品 金鳥エクスミン乳剤LA 5.0 水性乳剤 大日本除虫菊

フェノトリン
d‐T80-フタルスリン

部外品 プロ用キンチョールＴ
0.75w/v%(原液当り)
1.083w/v%(原液当り)

エアゾール剤 大日本除虫菊

イミプロトリン
フェノトリン

部外品 プロ用ゴキブリ駆除剤
0.417w/v%(原液当り)
0.417w/v%(原液当り)

エアゾール剤 大日本除虫菊

イミプロトリン
フェノトリン

部外品 水性プロ用ゴキブリ駆除剤
0292w/v%(原液当り)
0.750w/v%(原液当り)

エアゾール剤 大日本除虫菊

d-T80-フタルスリン
d-T80-レスメトリン

部外品 プロ用ハエ・カ駆除剤
0375w/v%(原液当り)
0.050w/v%(原液当り)

エアゾール剤 大日本除虫菊

ピレトリン
フタルスリン

ピペロニルブトキサイド
部外品 キンチョール液

0.08g(100ml中)
0.068g(100ml中)

-
油剤 大日本除虫菊

ジョチュウギクエキス 医薬品 ミラクンＰＹ 1.0 炭酸ガス製剤 日本液炭

部外品 ベルミトール水性乳剤・アクア 7.0 水性乳剤 三井化学アグロ

部外品 レナトップ水性乳剤2 7.0 水性乳剤
三井化学アグロ

（アリスタライフサイエンスアグリマート）

部外品 ETF水性乳剤2 7.0 水性乳剤
三井化学アグロ
(イカリ消毒）

部外品 フマキラーサニタリーEP水性乳剤 7.0 水性乳剤 フマキラー

部外品 フマキラーサニタリーEP水性乳剤Ｓ 7.0 水性乳剤 フマキラー

部外品 レナトップ乳剤
5.0
11.0

乳剤 三井化学アグロ

部外品 レナトップ乳剤（ミツマル）
5.0
11.0

乳剤 サンケミファ

エトフェンプロックス

ピレスロイド様

エトフェンプロックス
オクタクロロジプロピルエーテル

フェニトロチオン

ピレスロイド

プロペタンホス

フェノトリン

ペルメトリン

有機リン

有機リン／
ピレスロイド
混合

　　　　　　　　　表　　マダニ適用拡大承認製剤（防疫用殺虫剤）一覧　

フェンチオン
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医薬品及び農薬の使用に関する見解 

 

    アペックス産業株式会社  元木 貢 

 

はじめに 

 

医薬品は、「人又は動物の保健のためにするねずみ、はえ、蚊、のみその他こ

れらに類する生物の防除の目的のために使用される物」（薬事法 第二条 定義）

であって、医薬品、医薬部外品の種類に応じ、それぞれ厚生労働大臣の許可を受

けた者でなければ、それぞれ業として、製造販売をしてはならない（第十二条 

製造販売業の許可）。医薬品は、これに添附する文書又はその容器若しくは被包

に、「用法、用量その他使用及び取扱い上の必要な注意」が記載されていなけれ

ばならない（第五十二条 添附文書等の記載事項）。 

 一方農薬とは、農作物を害する菌、線虫、だに、昆虫、ねずみその他の動植物

又はウイルスの防除に用いられる殺菌剤、殺虫剤その他の薬剤をいう（第一条の

二 定義）。農林水産大臣及び環境大臣は、農薬の安全かつ適正な使用を確保す

るため、その種類ごとに、その使用の時期及び方法その他の事項について農薬を

使用する者が遵守すべき基準を定めなければならない。農薬使用者は基準に違

反して、農薬を使用してはならない（第十二条 農薬の使用の規制）。  

 国立感染症研究所で取りまとめた「ウエストナイル熱媒介蚊対策に関するガ

イドライン 」では、幼虫及び成虫用殺虫剤として医薬品である防疫用殺虫剤を

リストアップしている。屋外に乳剤などを散布するのは植物体への直接噴霧と

なるため、植物への影響のない農薬を使用する必要があるとしている。  

植物が枯れないように基準以下の希釈濃度で散布・使用することに法律上問

題があるのか、また、農作物や観葉植物等に医薬品を使った場合、農薬取締法上

違反になるのか、農薬を樹種や作物の種類に関係なく散布した場合はどう取り

扱うのか、という疑問が残る。そこで、厚生労働省医薬食品局監視指導・麻薬対

策課及び農林水産省消費・安全局農産安全管理課農薬対策室を公益社団法人日

本ペストコントロール協会技術委員会のメンバーで訪問し質問を試みた。 

 

１．厚生労働省への質問 

 

質問① 害虫駆除等に際して、用法用量に従って屋外で医薬品および医薬部外

品を使った場合、植物が枯れてしまうことがあります。医薬品および

医薬部外品を、基準以下の希釈濃度で散布・使用することに法律上問
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題があるでしょうか。 

回 答 薬事法は業としての規制、流通の規制であるので、使い方の有効性につ

いては関与しない。薬事法上では規制対象外である。安全が担保され

れば使用は差支えないと思われる。問題が生じれば施工者が民事上の

責任を問われる。 

 

質問② マダニ用またはイエダニ用の製剤を、ダニの仲間のツツガムシ用に適

用した場合に法律上問題があるでしょうか。また、蚊の使用で承認さ

れた薬剤をツツガムシやその他の不快害虫、媒介昆虫の駆除に使用し

た場合はどうでしょうか。 

回 答 ①の回答と同じ 

 

質問③ 農薬を、蚊や他の衛生動物の駆除の目的で使用した場合、薬事法上、問

題があるでしょうか。 

回 答 ①の回答と同じ 

 

質問④ 医薬品の加工について 

例① 殺鼠剤にペットフードを混ぜてネズミが食べやすくする。 

回 答 現場で混ぜるのは製造ではない。ただし、誤食の問題がでる可能性があ

る。 

例②  ２種類の殺虫剤を混用する。 

回 答 ①の回答と同じ、薬事法の問題ではない。承認時に混合できるようにす

るのが妥当。判断が難しい問題である。 

 

質問⑤ 蚊の駆除のために薬剤散布した場合の損失の補償についてはどのよう

になるでしょうか。 

回 答 感染症法にはこのようなことは規定されていない。有事の場合、補償に

ついては災害救助法により損害が補填されることは可能である。 

 

２．農林水産省への質問事項 

 

質問① 農作物に医薬品を使った場合の農水省の見解はいかがですか。 

回 答 農薬は農作物に害を及ぼす昆虫等の防除に用いる。蚊は農作物に害を

及ぼすことはなく、人の健康のために使うので、農薬取締法の対象外

で、医薬品を使っても取り締りすることはない。 
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質問② 医薬品だと植物が枯れる心配があります。農薬を使った場合の見解は

いかがですか。 

回 答 質問①と同様、蚊は適用外の使用となる。農作物を加害するわけではな

いので、農薬取締法の範疇外であり、本法に基づく罰則はないが、拡大

解釈されて乱用されては困るので、使わないように指導する。 

 

質問③ ウェストナイル熱は馬にも感染するので、家畜対策として農薬を散布

することに対する見解はいかがかでしょうか（その場合、樹種や作物

の種類に関係なく散布することになります）。 

回 答 質問①と同様の理由で、厚生労働省が判断する問題だと考える。危機対

策の例外事項として法律を改正してもらったらどうか。その程度の改

正なら簡単にできるはず。また、平常時に厚労省と農水省の関係部署

で協議しておくことも必要であるが、動物薬の使用が妥当と考える。 

 

質問④ 作物に殺虫剤がかかると、残留農薬の基準値をオーバーする恐れがあ

ります。都道府県が感染症の蔓延を優先して殺虫剤の散布を指示した

場合、農水省としての見解はいかがでしょうか。補償は都道府県が行

うことになるのでしょうか。 

回 答 農薬、添加物、動物用医薬品以外のことなで、食品衛生法に則り厚労省

で判断する問題だと考える。農作物と食品との区分けはグレーで難し

い。玄米は農作物、白米は食品、店頭に並んだリンゴや魚は加工してい

なくても食品に入る。厚労省が判断し補償するべきと考える。 

 

質問⑤ 食品倉庫や畜舎でのネズミの駆除で医薬品を使えますか。 

回 答 質問①と同様に、食物を加害するのなら農薬を使うべき、衛生上の害の

防止で使用するのであれば、農薬取締法の範疇から外れる。畜・鶏への

害が考えられるのであれば動物薬を使用すべきである。 

 

まとめ 

 

 薬事法は業としての規制、流通の規制であるので、使い方の有効性については

関与しない。エンドユーザーの薬剤散布は、薬事法の世界とは別の世界であるこ

とが分った。したがって、農薬の使用についても薬事法では規制対象外である。

用法・用量にない低濃度（または高濃度）の希釈での使用については、薬事法の

承認をとるのが正攻法であるが、安全性に問題なければ差支えない。 

農薬は農作物に害を及ぼす昆虫等の防除に用いる。蚊は農作物に害を及ぼす
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ことはなく、人の健康のために使うので、農薬取締法の対象外で、医薬品を使っ

ても取り締りすることはない。 

 以上のことから、①蚊成虫やマダニ、ツツガムシ等の駆除には比較的植物に影

響の少ない水性乳剤を 50倍程度に希釈して使用しても問題はない、②協会や学

会が適用外の使用を推奨すべきではない、と思われる。 

また、感染症対策のための緊急的な殺虫剤の使用などについて、厚労省や農水

省など関連の官公庁で平常時に協議しておき、植物防疫法にある「緊急防除」の

ような規定を厚生労働省の関連の法律に盛り込む、緊急時には、使用薬剤、防除

法など薬事法の縛りなしに行えるよう準備しておく、ことなどが必要である。 


