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みつばち用アピテンに関するQ&A

製剤及び専用飼料について

ミロサマイシンとはどんな物質ですか？

　ミロサマイシンは動物専用に開発されたマクロライド系抗生物質で、マイコプラズマやグラム陽

性菌及び一部のグラム陰性菌に強い抗菌力を示します。

　本剤と専用飼料を混合してペーストを調製すると、ペースト中の有効成分の分解が早まり、また、

ペーストそのものが変質するため、これを長期間保存することはできません。そのため、本剤は

使用時にペーストを調製する「用時調製」という形態をとっています。

　本剤及び本剤専用飼料を用いて薬剤添加ペーストを調製する際、それぞれの製品を計量する手間

を省くと同時に計量ミスを防止するため、このような包装形態になっています。したがって、養蜂家の

皆様は、本剤 1 袋と本剤専用飼料A 及びB 各 1 袋（すなわち、本剤 480 g入、専用飼料A750 g入

専用飼料B1,270 g入、各 1 袋ずつ）、それぞれ全量ずつを混ぜていただくだけで、所定の配合比率

に基づいた薬剤添加ペーストが簡単にできあがります。なお、所定の配合比率を保つため、ご使用

の際には各製品ともそれぞれ袋から内容物の全量を取り出すようにし、袋の中に使い残しがないよ

うにご注意ください。

　各製品の保存安定性、調製したペーストの物性、ペーストに対するみつばちの嗜好性等、種々

の面から検討してそれぞれの成分・分量、配合比率を設定しました。

　専用飼料 A（養蜂用糖液）の原料は、果糖、ブドウ糖及びクロレラ抽出物です。また、専用飼料 B（養

蜂用混合飼料）は砂糖、黄粉、ビール酵母、大豆油、果実抽出物の主原料に、種々のビタミン及びミ

ネラル類を添加しています。詳しくは製品の表示事項をご参照ください。

　これら本剤専用飼料は、みつばち用アピテンと混合して所定の薬剤添加ペーストを調製し、本剤を

適切にみつばちに投与することを目的としています。したがって、代用花粉とは異なります。
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ペースト状の製剤ができないのですか？

本剤と本剤専用飼料A及びBの配合比率はどのようにして決まったのですか？

どうしてこのような包装形態になったのですか？

本剤（みつばち用アピテン）専用飼料A及びBの成分は何ですか？代用花粉
として使えますか？
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製剤だけを購入し、自家製又は他の飼料に混ぜて投与することは可能ですか？

　本剤の用法・用量欄には、本剤を専用飼料に均一に混じて用いるよう規定されています。本剤

添加ペーストを調製する際には、必ず本剤専用飼料を用い、また、水等の専用飼料以外のものを

加えないでください。なお、本剤専用飼料と本剤は、それぞれ対応する容量と数量の商品を同時

に養蜂家の皆様のお手元にお届けいたします。製剤のみを購入することはできません。

　本剤は要指示医薬品ではありません。

　本剤は平成 18 年 9 月 12 日に農林水産大臣の承認を得て、有効期限が 12 ケ月から 24 ケ月

に変更されました。

　本剤に配合していた原料と専用飼料に配合していた原料を置き換えたことで、本剤の安定性を

向上させました。これにより、本剤は淡黄褐色の粉末に、専用飼料は褐色の粉末となりました。

　尚、薬剤添加ペーストの組成は従来と変わらず、本剤の効果、調製方法、使用方法、使用禁

止期間、みつばちの嗜好性については従来どおりです。
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みつばち用アピテンは要指示医薬品ですか？

以前のものと比べて有効期限が長くなったようですが、何が変わったのですか？
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なぜこのような投与方法を用いるのですか？

1．砂糖液に添加すると…
本剤の開発に当たり、以下の投与方法が検討されました。

　以上のことから、ペースト状の飼料に薬剤を添加してみつばちに投与する方法が最適であると判

断され、本剤の投与方法が設定されました。

　みつばちは薬剤添加砂糖液を蜜として摂取するため、みつばちの性質に基づいて摂取した砂糖

液をいったん蜜のうに蓄えます。その後はちみつを生成するため、これを吐き出します。吐き出

された薬物添加砂糖液は、はちみつ生成工程にしたがって濃縮され、薬物ははちみつ中に高濃度

で分布します。

2．砂糖粉末に添加すると…
　みつばちは薬剤添加砂糖粉末を異物として認識し掃除してしまうため、投与量の約半分しか

薬物を摂取しません。

3．吹きつけすると…
　水もしくはうすい砂糖水に薬剤を添加し、幼虫に直接噴霧する方法も試されましたが、作業が

非常に煩雑で薬物の投与方法としては適当ではありません。

4．ペーストに添加すると…
　薬物をペースト飼料に添加して投与した場合、みつばちはペーストを餌として摂取するため、

薬剤添加飼料は蜜のうを通過して腸管に送られ、消化吸収されます。更に薬物は唾液腺から

ゼリー中に分泌され、ゼリーは餌として幼虫に摂取されます。したがって、本剤のターゲットで

ある孵化後 2 日齢までの幼虫に薬物を摂取させるには合理的な方法です。
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薬剤添加ペーストは作り置きできますか？

　ペースト中では薬物の分解が早まるため、薬剤添加ペーストの作り置きはできません。本剤を

専用飼料に混じてトレイに分け入れ、一夜静置して表面が軽く乾燥した後、直ちにご使用ください。

　十分に混合すれば、垂れることはほとんどありません。しかし、夏場などの高温多湿な時期は、

一晩静置しても、表面が乾燥せず垂れるケースが稀にあります。夏場などの高温多湿な時期は、

涼しい場所で混合し、涼しい場所で一晩静置するようにしてください。

　もし、薬剤添加ペーストが垂れそうな場合には紙、新聞紙、網などでペーストの表面を覆うこ

とで、ある程度の垂れを防ぐことができます。

4

なぜ反復投与してはいけないのですか？

　抗生物質を反復投与すると耐性菌が出現しやすくなるためです。

薬剤添加ペーストは垂れませんか？

　アメリカ腐蛆病は蜂勢の弱い時期、すなわち女王蜂の産卵数が少ない時期に発症すると言われ

ています。したがって、蜂群が増勢し始める時期、言い換えれば幼虫が増え始める時期に投薬す

るのが効果的です。一方、投薬期間及び休薬期間を通じて蜂群は健康な強勢群となり、腐蛆病

に感染しにくくなります。このように、投薬適期に 1 回投与すれば充分な予防効果が期待され、

同一群に繰り返し投与する必要はないと考えられます。

投薬はそれぞれ適期に1回行えばよいのですか？

　アメリカ腐蛆病は孵化後 2 日齢までの幼虫が感染し、また、本剤は成蜂に摂取された有効成

分がローヤルゼリーを介して若齢幼虫に移行し、予防効果を発揮します。したがって、本剤のター

ゲットは若齢幼虫であり、これら幼虫が盛んに増える時期、中でも勢力の衰えた蜂群が再び増勢

し始める頃に投薬するのが効果的です。目安として、越冬明けの育児活動が活発になり始めた頃

（早春、ウメの花が咲く時期。サクラが咲き始めると花粉が増え、ペーストの摂取量が減ってしま

うのでご注意ください。）及び秋に入って越冬蜂の育児期（セイタカアワダチソウが咲き始める 2

～3 週間前）が投薬適期と考えられます。なお、採蜜期には投薬することができません。

本剤の投与適期はいつ頃ですか？
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7日間で薬剤添加ペーストを食べ残しても効果があるのですか？

　投与する薬剤添加ペーストの量（250 g）は、1 蜂群が 1 週間でほぼ食べ尽くす量として設定さ

れています。所定量を食べ残す場合は、成蜂がゼリーを与える幼虫の数が少ないものと考えられます。

したがって 7日間で摂取した量で充分ですので、トレイは速やかに取り除いてください。

　一方、幼虫の数が多い場合でも、野外の花粉が豊富な時期にはペーストを取らずに花粉を摂取し

てしまい、引き続きペーストを与えても、有効濃度に達することなく耐性菌の出現を促すことにな

ります。投薬時期を間違えないよう注意してください。

　成蜂数や幼虫数等によりペーストを食べ尽くす期間が異なることがありますが、本剤添加ペースト

1枚で巣箱 1箱にいる幼虫すべてに有効成分が行き渡るので、追加投与の必要はありません。

過量の薬剤添加ペーストを投与すると、はちみつ等への薬物残留期間が長くなる可能性があります。

5

2段箱で育児をしている場合、上下両方の巣箱に1トレイずつ投与するのですか？

　女王蜂 1匹が産む幼虫に対し1トレイとご理解下さい。したがって、2 段箱で育児をしていても、

下の箱にのみ投与してください。みつばちが移動してペーストを摂取します。なお、本剤の投与期

間中または休薬期間中は採蜜用の継ぎ箱を置かないことが原則です。やむを得ず、投与期間中ま

たは休薬期間中に継ぎ箱を置いた場合は、休薬期間終了後に継ぎ箱内のはちみつ、ローヤルゼリー

等はすべて取り除いてください。

7日以内にペーストを全て食べ尽くした場合、追加のペーストを投与するの
ですか？

　成蜂はペーストを巣箱内にすでに蓄えた花粉として認識するので、これを新たに他の巣房へ移して

貯めるということはありません。

　また、花粉の多い時期には花粉を好んで摂取するため、ペーストの摂取量が減り、薬物が有効濃

度に達しない恐れがあります。投薬時期には十分ご注意下さい。

とくに花粉の多い時期などには、ペーストを摂取せずに花粉として貯めて
しまいませんか？

　育児箱 1 箱当たりの成蜂数の目安として「1 万～2 万匹」という値を記しました。これは、通常巣

脾1枚当たりの成蜂数を2,000 匹、1巣箱中の巣脾枚数を5～10 枚として算出した値です。しかし、

本剤のターゲットは幼虫であり、その数は必ずしも成蜂数とは比例しません。したがって、「育児箱

1箱に1トレイを投与する」とご理解ください。

本剤の用法・用量欄に「育児箱1箱（成虫として概ね1万～2万匹飼養規模）」
と記されていますが、1万匹でも2万匹でも投与量が同じなのはなぜですか？



アメリカ腐蛆病に対する治療効果はありますか？

　アメリカ腐蛆病は家畜法定伝染病に指定され、本病に感染あるいは感染した恐れのある場合に

は、焼却、埋却、消毒等の処置をとるよう規定されています。したがって、本病に対する治療とい

う概念及び行為はありません。
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アメリカ腐蛆病の他、ヨーロッパ腐蛆病にも効果があるのですか？

　本剤はアメリカ腐蛆病の予防薬として開発、製造承認されたものであり、ヨーロッパ腐蛆病に対

する効果を確認する試験は行っていません。

本剤は芽胞にも効くのですか？投薬すると巣箱内は無菌になるのですか？

　本剤は有効成分が幼虫の腸管に分布することにより、幼虫の体内に入ってきたアメリカ腐蛆病菌

が活性化するとき（増殖するために発芽するとき）に抗菌作用を発揮します。したがって、巣箱や

巣脾、糞等に付着していると考えられるアメリカ腐蛆病菌の芽胞をはじめ、本剤感受性菌以外の菌

に対しても効果はなく、巣箱内が無菌になることはありません。

投与終了後に孵化した幼虫にも効果があるのですか？

　成蜂の体内やそこから分泌されるゼリー中には、投薬終了後も一定期間、有効成分が残存して

おり、そのゼリーを摂取した幼虫には予防効果があると考えられます。

予防効果の有無はどのようにして確認したのですか？

　アメリカ腐蛆病は法定伝染病であるため、感染した蜂群は直ちに処分されます。したがって、

野外において本剤の有効性に関する試験を行うことはできません。そこで、管理された実験室内で

複数の蜂群を個別に飼育し、一方には本剤添加ペーストを、他方には薬剤無添加ペーストを与えた後、

両者にアメリカ腐蛆病菌を接種し、発病の有無を観察しました。その結果、薬剤無添加ペーストを

投与した群では発病が認められたのに対し、本剤添加ペーストを投与した群では発病せず、このこと

から本剤の予防効果を確認しました。

製品の効果について
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どのようにしてはちみつに薬剤が残留するのですか？

　みつばちは薬剤添加ペーストを餌として摂取するため、ペーストは蜜のうを通過して腸に送られ
ます。しかし、蜜のう中において、摂取されたペースト中の薬物が花蜜と接する機会があり、この
際に少量の薬物が花蜜に移行し（①）、吐き出されてはちみつに残存します。また、薬剤添加ペー
ストが消化吸収される際、薬物は体内に吸収され、唾液腺に分布し、蜜のうから花蜜が吐き出され
る際に、唾液とともにはちみつ中に移行します（②）。このようにして、少量の薬物がはちみつに
移行すると考えられます。
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投薬後の蜂の子は食用として出荷できますか？

　休薬期間中に幼虫から薬物は検出されなくなります。したがって、休薬期間終了後に採取された
幼虫は、食用に供することができます。

休薬期間終了時のはちみつにはどの程度の量の薬物が残留するのですか？
休薬期間が終了すればはちみつ中の薬物は消えるのですか？

　実際に野外の蜂場において蜂群に所定量の薬剤添加ペーストを摂取させた後、休薬期間終了時
点に育児箱の貯蜜を採取して分析した結果、検出限界値の数倍の濃度の薬物が検出されています。
これらの薬物は、はちみつ中で長期に渡り安定で消失することはありません。したがって、14 日
間の休薬期間終了後、既に蓄えられたはちみつ等は必ず取り除いてください。休薬期間終了後以
降に蓄えられたはちみつ、ローヤルゼリー等には薬物の残留はありません。

通常の掃除蜜の作業では貯蜜を完全に取り除くことは不可能です。
それでも大丈夫？

　以下のような実験があります。
　休薬期間終了後に、投薬中及び休薬期間中に貯まったはちみつを通常行う作業で掃除蜜を行いま
した。そして掃除蜜を行った後の巣箱にみつばちが貯めたはちみつを分析した結果、薬物の残留は
認められませんでした。

蜜のう

薬物
（ペースト）

唾液腺

消化吸収
①②

中腸

花蜜

残留について



投薬による女王蜂への影響はありますか？

　安全性試験において規定量の 4 倍量の薬物を添加したペーストを 14 日間投与した結果、無投薬

群と比べて、蜂児圏の大きさ、成蜂数、落下蜂数、飼料摂取量等に差はなく、したがって、女王蜂

をはじめ、働き蜂等に対しても何ら影響は認められませんでした。

　巣脾及び巣箱への残留を調査したデータはありません。しかし、有効成分の性質からみても、巣

脾の原料である蜜ろうに薬物が移行することは考えにくく、また、はちみつに移行する量もわずかで

あり、通常の方法で使用している限り巣脾、巣箱に薬剤が残留することはないと考えられます。た

だし、投薬した育児箱の巣脾を採蜜用に用いる場合には、あらかじめ、巣脾の貯蜜を搾り取ってお

く必要があります。
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投薬開始後、薬物は成蜂、幼虫、はちみつ等、どのように移行していくのですか？

休 薬 終 了 後

継

ぎ

箱

育

児

箱

使用禁止期間
（14日間）

投　薬　期　間
（7日間）

搾り取り（掃除蜜）
食用として出荷しない

残留なし

食用に供する目的で
採取しない

はちみつ
ローヤルゼリー

はちみつ
ローヤルゼリー

はち
みつ

ローヤル
ゼリー

幼虫

薬物残留あり

薬物残留なし

薬物移行

（注）

白抜き

ペースト

黒字
休薬終了後に蓄えられた
はちみつ・ローヤルゼリー

消失成
蜂

休薬終了後に蓄えられた
はちみつ・ローヤルゼリー

　投薬開始後の薬物の移行は下図の様になります。

　本剤使用上の注意として、「本剤の投与期間中又は休薬期間中（投与終了後 14 日間）は、採蜜用の
継ぎ箱を置かないこと。」と規定されています。やむを得ず投与期間中又は休薬期間中に継ぎ箱を置い
た場合は、休薬期間終了後に継ぎ箱内のはちみつ、ローヤルゼリー等は必ず取り除いてください。

（注）

巣脾や巣箱への残留はありますか？投薬時に使用した巣脾や巣箱を採蜜期に
使用することができますか？

①

②

③

④

⑤

⑥
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⑥

　育児箱に置かれた薬剤添加ペーストは成蜂に摂取され（①）、薬物は成蜂の体内に取り込まれた後、

唾液腺からローヤルゼリーに分泌され（②）、更にこれを餌とする幼虫に摂取されて幼虫の体内に移

行します（③）。一方、成蜂を経由して育児箱のはちみつへも薬物が移行すると考えられます（④）。

本剤の有効成分ははちみつ中で比較的安定であることから、育児箱に蓄えられたはちみつ中の薬物

は休薬期間終了後でも残存しており、したがって、これらのはちみつを食用に供する目的で採取する

ことはできません。

　成蜂に移行した薬物は、投薬終了後も成蜂の体内に残存しています。本剤使用上の注意には「投

与期間中又は休薬期間中は、採蜜用の継ぎ箱を置かないこと」と規定されていますが、やむを得ず

これらの期間中に継ぎ箱を置いた場合、育児箱と同様、継ぎ箱に蓄えられるはちみつやローヤルゼ

リー中には、先と同様の理由で薬物が残留しており（⑤）、休薬期間終了後でもやはり食用にはでき

ません。これらのはちみつは、掃除蜜として採蜜開始前に必ず搾り取ってください。食用として出荷

することはできません。

　一方、成蜂中の薬物は、休薬期間中に成蜂の体内から消失し（⑥）、その消失とともにローヤルゼリー

やそれを餌とする幼虫、あるいは育児箱、継ぎ箱を問わずそこに蓄えられるはちみつにおいても薬物

の残留は見られなくなります。
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