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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】 がじゅつ、しょうきょう、及び、ききょ
うからなる群の中から選ばれた１種以上の生薬を主成分
とすることを特徴とする家禽の抗サルモネラ生薬
【請求項２】 がじゅつ、しょうきょう、及び、ききょ
うからなる群の中から選ばれた１種以上の生薬を含有す
ることを特徴とする家禽の抗サルモネラ飼料
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】本発明は、鶏等の家禽がサル 10
モネラ菌等の細菌に感染するのを予防のために使用され
る抗菌性飼料に関するものである。サルモネラ菌は、腸
内細菌科の細菌の一属で、チフス菌や食中毒の病因菌を
も含み、グラム陰性で胞子非形成であり、鳥から人まで
広範囲の動物の寄生菌として発見されている。そして、
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夏期には、往々にして、この菌が発生するエンドトキシ
ン等毒素によって、食中毒が発生している。本発明は、
このようなサルモネラ菌等の細菌に感染するのを予防の
ために、鶏等の家禽に使用される新規な抗菌性飼料に関
するものである。
【０００２】
【発明が解決しようとする課題】従来から、サルモネラ
菌等に起因する鶏卵や鶏肉等による食中毒を防止するた
め、多くの化学薬品や抗生物質が開発され使用されてき
た。しかしながら、これらの物質が、鶏等の体内からそ
のまま、あるいは、生化学的に変成されてから、鶏肉や
卵に残留して、人に摂取されると、健康上、好ましくな
い影響を与えるおそれがあった。本発明が解決しようと
する課題は、サルモネラ菌に対して、このようなおそれ
のない抗菌剤の開発することにある。
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【０００３】
【課題を解決するための手段】本発明者は、前述の課題
を解決するため、がじゅつ、しょうきょう、及び、きき
ょうからなる群の中から選ばれた１種以上の生薬を主成
分とすることを特徴とする家禽の抗サルモネラ生薬（以
下「第１発明」という）、並びに、がじゅつ、しょうき
ょう、及び、ききょうからなる群の中から選ばれた１種
以上の生薬を含有することを特徴とする家禽の抗サルモ
ネラ飼料（以下「第２発明」という）を提供する。
【０００４】第１及び第２発明における「がじゅつ」
は、漢字では「莪朮」と記載される生薬であって、しょ
うが科（Ｚｉｎｇｉｂｅｒａｃｅａｅ）のがじゅつ（莪
朮Ｃｕｒｃｕｍａ ｚｅｄｏａｒｉａ Ｒｏｓｃ．）の
根茎を乾燥したものであり、家兎の腹腔内の血液や血塊
の吸収促進作用、抗腫瘍作用、及び、健胃作用があると
いわれている。本発明者は、種々の生薬の中から、サル
モネラ菌に対して抗菌作用があると予想される生薬とし
て、がじゅつ、南瓜子、及び、桂皮を選び出して、鶏に
対する抗菌作用を調べたところ、がじゅつに卓越したサ
ルモネラ菌に対する抗菌作用があることを見出して、本
発明に到達したものである。
【０００５】「しょうきょう」は、漢字では「生姜」と
記載される生薬であって、しょうが科（Ｚｉｎｇｉｂｅ
ｒａｃｅａｅ）の姜（Ｚｉｎｇｉｂｅｒ ｏｆｆｉｃｉ
ｎａｌｅ Ｒｏｓｃ．しょうが）の新鮮な根茎であり、
発汗作用や健胃作用があるといわれている。本発明者
は、このしょうきょうについて、鶏に対する抗菌作用を
調べたところ、がじゅつに次いで優れた卓越したサルモ
ネラ菌に対する抗菌作用があることを見出して、本発明
に到達したものである。
【０００６】 「ききょう」は、漢字では「桔梗」と記
載される生薬であって、ききょう科(Campanulaceae) の
桔梗(Platycodon grandiflorum (Jacq.) A.DC. ききょ
う) の根を乾燥したものであり、気管の分泌の促進作
用、鎮咳作用、及び、白癬菌に対する抗真菌作用がある
といわれている。本発明者は、このききょうについて
も、鶏に対する抗菌作用を調べたところ、がじゅつに次
いで優れた卓越したサルモネラ菌に対する抗菌作用があ
ることを見出して、本発明に到達したものである。
【０００７】 参考生薬として用いられた「ちょうじ」
は、漢字では「丁子」又は「丁香」と記載される生薬で
あって、ふともも科(Myrtaceae) の丁香(Eugenia caryo
phyllata Thunb. ちょうじ) の花蕾を乾燥したものであ
り、健胃作用、赤痢菌や黄色ぶどう球菌や結核菌に対す
る抗菌作用、抗ウィルス作用、及び、白癬菌に対する抗
真菌作用があるといわれている。本発明者は、このちょ
うじについても、鶏に対する抗菌作用を調べたところ、
がじゅつに次いで優れた卓越したサルモネラ菌に対する
抗菌作用があることを見出して、参考生薬としてとり上
げたのである。
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【０００８】 第１発明に係わる家禽の抗サルモネラ生
薬は、前述のがじゅつ、しょうきょう、及び、ききょう
からなる群の中から選ばれた１種以上の生薬を主成分と
する抗サルモネラ生薬であって、それを構成する主要成
分は、この群の中の１種の生薬であってもよいし、この
群の中の２種の生薬でもよい。また、この群の中の３種
の生薬でもよい。また、これらの主要成分の他に、脱脂
米糠やふすま等を含んでいてもよい。
【０００９】 第２発明に係わる家禽の抗サルモネラ飼
料は、通常使用されている家禽の飼料に、がじゅつ、し
ょうきょう、及び、ききょうからなる群の中から選ばれ
た１種以上の生薬を、個々に添加し混合したものでもよ
いし、また、第１発明に係わる抗サルモネラ生薬を添加
したものでもよい。また、この飼料に含まれる全体の生
薬の含有量は、通常は、飼料２０kg当たり１０〜６０g
の範囲であるが、費用と効果を勘案すると、２０〜３０
g の範囲が好ましい。また、第２発明に係わる抗サルモ
ネラ飼料に使用される飼料は、添加する生薬の薬効を損
なわないものであれば、どのようなものでもよいが、生
薬の薬効を損うおそれのある化学薬品等を添加する飼
料、又は、このような薬品が既に添加されている飼料に
使用することは好ましくない。
【００１０】
【発明の実施の形態】〔実施例１〕供試鶏として７週齢
の白色レグホン、ジュリア５０羽づづ２回に分けて計１
００羽購入し、各回ごと、１週間健康管理した後、１区
１０羽づつ５区に分けて、飼育試験を行った。飼料に
は、中雛用標準飼料（ＳＤＬ Ｎｏ．２）を使用し、こ
の飼料２０ｋｇに対して、第１区では、桂皮２０ｇ、脱
脂米糠５ｇ、及び、ふすま５ｇの計３０ｇからなる生薬
を添加したもの、第２区では、南瓜子１０ｇ、桂皮５
ｇ、がじゅつ５ｇ、脱脂米糠５ｇ、及び、ふすま５ｇの
計３０ｇからなる生薬を添加したもの、第３区では、南
瓜子２０ｇ、脱脂米糠５ｇ、及び、ふすま５ｇの計３０
ｇからなる生薬を添加したもの、第４区では、がじゅつ
２０ｇ、脱脂米糠５ｇ、及び、ふすま５ｇの計３０ｇか
らなる生薬を添加したもの、第５区では、全く生薬を添
加しないものを投与して飼育した。
【００１１】試験方法は、サルモネラ菌（Ｓａｌｍｏｎ
ｅｌｌａ Ｅｎｔｅｒｉｔｉｄｉｓ（ＳＥ）ＨＹ−１
７
Ｒｉｆ）の菌液１ｍｌ（３．２×１０ ＣＦＵ）を、各
鶏に経口接種し、１日後、４日後、７日後、１１日後、
１４日後の盲腸便中の生菌数を、リファンピシリン加Ｄ
ＨＬ寒天培地を用いた定量培養と増菌培養により測定し
た。その各区ごとの平均値の推移は、図１に示したとお
りである。
【００１２】
【図１】
【００１３】また、各鶏について、試験開始時、１週間
経過、及び、２週間経過の体重を測定し、試験開始から
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１週間後までの体重の増加量、及び、試験開始から２週
間後までの体重の増加量を求めた。その各区ごとの平均
値は図２のとおりである。
【００１４】
【図２】
【００１５】その後、各鶏を解剖して、盲腸内容、肝
臓、及び、脾臓の生菌数を、定量培養と増菌培養により
測定した。盲腸と盲腸内容は、１０倍量のハーナテトラ
チオン酸塩培地で乳剤にして１０倍段階希釈し、各希釈
液０．０２５ｍｌをリファンピシリン加ＤＨＬ寒天培地
に塗布し、発育したコロニー数を計測して１ｇ当たりの
生菌数を算出した。なお、この定量培養で陰性の場合
は、ハーナテトラチオン酸塩培地で、４１．５℃で１日
増殖培養し、それでも陰性の場合は、さらに７日間室温
で静置後、新たなハーナテトラチオン酸塩培地に接種し
培養する遅延二次増菌培養を行い、生菌数を算出した。
その各区ごとの平均値は図３のとおりである。
【００１６】
【図３】
【００１７】図１から、桂皮や南瓜子には排菌抑制効果
は認められないが、がじゅつには、卓越な排菌抑制効果
が認められ、統計学的にも有意の差がみとめられた。ま
た、図２から、体重の増加については、何れの生薬につ
いても差が認められなかったが、図３から、がじゅつを
用いた区が、特に盲腸内容において極端に低い生菌数を
示していることが認められ、がじゅつが、特に盲腸内容
に顕著な効果を示すことが明らかになった。このような
結果から、がじゅつがサルモネラ菌に対して抗菌性を有
していることが明らかである。
【００１８】〔実施例２〕第１区では、しょうきょう２
０ｇからなる生薬を添加し、第２区では、ちょうじ２０
ｇからなる生薬を添加し、第３区では、ききょう２０ｇ
からな生薬を添加し、第４区では、がしゅつ１０ｇから
なる生薬を添加し、第５区では、生薬無添加の他は、実
施例と同様にして、雛の飼育試験を行った。なお、経口
７
接種したサルモネラ菌は、２．９×１０ ＣＦＵであっ
た。
【００１９】試験開始から１日後、３日後、７日後、１
０日後、１４日後の盲腸便中の生菌数の各区ごとの平均
値の推移は図４のとおりであった。また、試験開始から
１週間後までの体重の増加、試験開始から２週間後まで
の体重の増加、及び、試験開始から３週間後までの体重
の増加の各区のごとの平均値は、図５のとおりであっ
た。また、解剖後の盲腸内容、肝臓、及び、脾臓の生菌
数は、図６の通りであった。
【００２０】
【図４】
【００２１】
【図５】
【００２２】
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【図６】
【００２３】図４、図５、図６から明らかなように、し
ょうきょう、ちょうじ、及び、ききょうに、サルモネラ
菌に対して抗菌性があることが認められる。なお、その
効力は、その２０ｇが、がじゅつ１０ｇに相当している
ように、がじゅつに次ぐものと考えられる。
【００２４】〔実施例３〕第１区では、がじゅつ１０
ｇ、及び、ちょうじ１０ｇからなる生薬を添加し、第２
区では、がじゅつ１０ｇ、及び、しょうきょう１０ｇか
らなる生薬を添加し、第３区では、がじゅつ１５ｇ、及
び、ちょうじ５ｇからなる生薬を添加し、第４区では、
がじゅつ１０ｇ、ちょうじ５ｇ、及び、ききょう５ｇか
らなる生薬を添加し、第５区を生薬無添加の他は、実施
例１と同様な飼育試験をおこなった。
【００２５】その結果、がじゅつとききょうとを混合し
たものに、相乗作用とみられる優れた抗菌作用が見られ
た。また、その他の混合した生薬については、単独の生
薬を加算したと同程度の効果が認められた。
【００２６】本発明は、漢方薬局に常備される約２００
種の生薬について、グラム陰性菌の内毒素を中和する生
薬のスクリーニングを行い、その中の能力の高いものの
中から食品の分類に入るもの選び、研究の結果、到達し
たものである。従って、本発明に係わる生薬及び飼料
は、サルモネラ菌だけではなく、同じグラム陰性菌であ
り食中毒の原因菌であるカンピロバクターにも同等の効
果があると考えられる。
【００２７】
【発明の効果】本発明に係わる家禽の抗サルモネラ生
薬、及び、抗サルモネラ飼料は、前述のような構成と作
用を有するので、鶏肉や卵に残留して人に摂取されると
健康上好ましくない影響を与えるおそれがある化学薬品
等を使用することなく、サルモネラ菌に除去することが
できるものである。従って、健康上の問題を懸念するこ
となく使用して、食中毒を未然に防止することができ、
国民の健康の維持に大きな貢献をなすものである。
【図面の簡単な説明】
【図１】供試鶏にサルモネラ菌を経口接種した後、第１
発明に係わる抗サルモネラ生薬等を使用して飼育した時
の盲腸便中の生菌数の経日変化を示す図である。
【図２】供試鶏にサルモネラ菌を経口接種した後、第１
発明に係わる抗サルモネラ生薬等を使用して飼育した時
の１週間及び２週間の体重の増加量を示す図である。
【図３】第１発明に係わる抗サルモネラ生薬等を使用し
て飼育した供試鶏を解剖した時の盲腸内容、肝臓、及
び、脾臓の生菌数を示す図である。
【図４】供試鶏にサルモネラ菌を経口接種した後、第２
発明に係わる抗サルモネラ飼料を使用して飼育した時の
盲腸便中の生菌数の経日変化を示す図である。
【図５】供試鶏にサルモネラ菌を経口接種した後、第２
発明に係わる抗サルモネラ飼料を使用して飼育した時の
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１週間及び２週間の体重の増加量を示す図である。
＊ 飼育した供試鶏を解剖した時の盲腸内容、肝臓、及び、
【図６】第２発明に係わる抗サルモネラ生薬を使用して＊
脾臓の生菌数を示す図である。
【図１】

【図３】

【図２】

【図４】
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【図５】
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