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略語と用語 

 

＜略語＞  

AGG agglutination test、凝集試験 

AGID agar gel immunodiffusion、寒天ゲル内沈降反応 

ALOP acceptable level of protection、リスクの許容範囲 

BSE Bovine Spongiform Encephalopathy  

BSL biosafety level、バイオセーフティーレベル 

c-ELISA competitive ELISA、競合 ELISA 

CAT Card agglutination test、カード凝集反応 

CF complement fixation test、補体結合反応 

CPE cytopathic effect、細胞変性効果 

EBL Enzootic bovine leucosis  

ELISA enzyme-linked immunosorbent assay、酵素結合免疫吸着法 

FA fluorescent antibody test、蛍光抗体法 

FAO Food and Agriculture Organization、国際連合食糧農業機関 

HI hemagglutination inhibition test、赤血球凝集抑制反応 

IBR infectious bovine rhinotracheitis  

IFA indirect fluorescent antibody test、間接蛍光抗体法 

IgM immunoglobulin M、免疫グロブリン M 

IHA indirect hemagglutination、間接赤血球凝集反応 

IHC Immunohistochemistry、免疫組織化学的染色 

LSD Lumpy skin disease 

MAT Microscopic Agglutination Test、顕微鏡下凝集試験 

NACCS Nippon Automated Cargo and Port Consolidated System 

輸出入・港湾関連情報処理システム 

NT Neutralization test、ウイルス中和試験 

OIE Office International des Epizooties 

（World Organization for Animal Health）、国際獣疫事務局 

PBS Phosphate buffered saline、リン酸緩衝生理食塩水 

PCR polymerase chain reaction、ポリメラーゼ連鎖反応 

PHA Passive Hemmaglutination、受身赤血球凝集反応 

PPE Personal protective equipment、個人用防護具 

RT-PCR reverse-transcriptase polymerase chain reaction、逆転写 PCR 

RVF(V) Rift Valley fever (virus) 

SPS sanitary and phytosanitary measure、衛生及び植物防疫のための措置 

VS vesicular stomatitis  

WTO World Trade Organization、世界貿易機関 
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家伝法 家畜伝染病予防法 

感染症法 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 

動衛研 （国）農業・食品産業技術総合研究機構 動物衛生研究部門 

要綱 家畜防疫対策要綱 

  
＜用語＞ 

 
OIE コード OIE の発行する動物疾病衛生規約（the Terrestrial Animal Health Code）。 

OIE マニュアル OIE の発行する陸生動物の診断及びワクチンに関するマニュアル 

 
（the Manual of Diagnostic Tests and Vaccines for Terrestrial Animals）。 

影響リスク 
我が国に持ち込まれた病原体が国内家畜に感染し、家畜の健康や環境に悪影響を与え更

に社会経済的影響を及ぼす可能性。 

侵入リスク 輸入により我が国に病原体が持ち込まれる可能性。 

暴露リスク 我が国に持ち込まれた病原体が国内家畜に感染する可能性。 

ハザード 輸入により国内の家畜衛生に悪影響を与える可能性のある全ての病原体。 

ハザードの特定 
輸入する物品に付随して国内に持ち込まれ国内の家畜衛生に悪影響を与える可能性のあ

る病原体を特定する過程。 

リスク 我が国において家畜衛生上悪影響が発生する見込みと予想される被害の大きさ。 

リスク管理 リスク低減措置を特定し、選択し、実施する過程。 

リスク低減措置 リスクを低くするために適用可能な措置。 

リスクの許容範囲 国内の家畜衛生の維持に耐えられると判断するリスクのレベル。 

リスク評価 
我が国に病原体が侵入し、定着し、拡大する見込みとその生物学的・経済学的影響を評価

すること。 

リスク分析 ハザードの特定、リスク評価、リスク管理及びリスクコミュニケーションからなる分析の過程。 

臨床観察 基本的な臨床症状の確認、身体検査（体温、心拍数、呼吸数等の測定）と定義する。 

臨床検査 
輸出入検疫時に行われる、臨床観察（基本的な臨床症状の確認、身体検査（体温、心拍

数、呼吸数等の測定））及び血液検査（各血球数及び貧血指数等の確認）と定義する。 

ロット 家畜等の輸入検疫単位。 

同一ロット 
当該家畜と同一船舶、航空機で輸入された全ての家畜及び当該家畜と同一畜舎に収容さ

れていた全ての家畜のこと。 
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1. はじめに 

 

1.1 背景 

 

動物検疫所では、水際防疫として輸入動畜産物の検疫を行い、海外からの監視伝染病の侵入防止に日々

努めている。生体の輸入に際しては衛生措置を収載した家畜衛生条件を相手国との間に取り決めており、そ

の条件に合致した輸入動物のみを受入れ、更に輸入時に係留検査を行った上で輸入を認めている。 

動畜産物の輸出入に当たり、国際獣疫事務局（OIE）は「国際基準（OIE コード）に基づく衛生措置をとるか、

そうでない場合には輸入リスク評価を行い、科学的根拠と透明性のあるリスク評価に基づく衛生措置をとる

べきである」としている。これは、衛生措置を課すことにより一方的に貿易を規制するのではなく、貿易の円滑

化に資する側面から、貿易の支障となるような行きすぎた衛生措置を規制し、必要十分なリスク低減措置に

留めるという WTO の理念を反映しているものである。 

このような動畜産物の輸入リスク分析手法の導入は、1995 年世界貿易機関（WTO）の発足と WTO 協定の

発効に伴い、衛生植物検疫措置の適用に関する協定（SPS 協定）が発効されたことに遡る。 

WTO 加盟国である我が国も、原則、OIE が提唱する国際基準に基づく衛生措置をとることが求められてい

る中、輸入リスク分析手法の導入以前に取り決められた家畜衛生条件の多くを現在も引き続き適用している

ことから、OIE コードとの整合性に欠ける部分や輸入リスク評価に準拠しない衛生措置が含まれていることが

懸念される。このような状況を見直し、国際基準にも合致した防疫体制を再構築する必要があることから、当

所では輸出国における疾病発生状況や動物の用途等を勘案した定性的なリスク分析手法を用いて、我が国

に輸入される生体の輸入リスク評価を平成 22 年より開始した。本書は肥育用素馬の輸入リスク評価に続くも

のであり、我が国への輸入頭数が圧倒的に多い肥育用素牛を対象に、各疾病の輸入リスクを包括的に評価

したものである。なお、これらの分析は（国）農業・食品産業技術総合研究機構 動物衛生研究部門の専門家

に意見を求めながら、動物検疫所危険度分析課において実施した。 

本リスク評価は国内外における疾病発生状況の変化や科学的知見・技術の進展等があった場合には随時

見直しを行う必要がある。また、定期的に関係各所と十分なリスクコミュニケーションを実施し、少なくとも 5 年

毎にリスク評価内容について検討することとしたい。 
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2. 我が国の牛産業 

 

2.1 牛の疾病対策 

 

我が国では、牛に関して表 1 に掲げる疾病について家畜伝染病予防法（昭和 26 年法律第 166 号、以下「家

伝法」という。）に基づく発生の予防や蔓延の防止、輸出入検疫等の必要な措置を定めている。家畜伝染病

と届出伝染病を合わせて監視伝染病と言い、これらはいずれも届出の義務や輸出入の制限があるが、この

うち家畜伝染病に関しては法に基づき殺処分、移動制限、汚染物品の焼却等の措置がとられることがある。

家伝法に基づきと殺又は殺処分される場合には、原則として当該家畜の評価額に応じ、一定の割合で手当

金又は特別手当金が交付される（法第 58 条）。監視伝染病のうち、ブルセラ病、結核病、ヨーネ病及び伝達

性海綿状脳症は、家伝法第 5 条に基づく疾病の発生状況及び動向把握のための検査を行っている。ブルセ

ラ病、結核病及びヨーネ病については少なくとも 5 年に 1 回、伝達性海綿状脳症については毎年実施するこ

ととされ、厳しい監視がなされている。 

輸入される家畜に対しては、動物検疫所における輸入検疫が実施される。生体牛の係留期間は最低 15 日

である。輸入検疫期間中には、臨床検査に加え、輸出国の疾病発生状況を踏まえた精密検査が実施される。

輸入検査の結果、監視伝染病の病原体をひろげるおそれがないものとして輸入が認められた生体牛は、そ

の後国内の都道府県に仕向けられ、家畜防疫対策要綱（平成 11 年 4 月 12 日付け 11 畜 A 第 467 号農林水

産省畜産局長通知。以下「要綱」という。）に沿って、原則として 3 ヶ月間の着地検査を受ける（と場直行牛を

除く）。着地検査中は都道府県の家畜保健衛生所により、搬入時に加えて月 1 回程度の定期検査があり、臨

床観察を中心とした健康状況の確認と必要に応じた精密検査が実施される。その他、輸入検疫中に監視伝

染病が摘発された家畜と同一ロットの家畜（当該家畜と同一船舶、航空機で輸入された全ての家畜及び当該

家畜と同一畜舎に収容されていた全ての家畜。「ロット」とは家畜等の輸入検疫単位のことをいう。）について

は、少なくとも１回は当該疾病の精密検査が実施される（要綱 別記 7 輸入家畜の着地検査指針）。 

なお、着地検査期間中は基本的に隔離施設に飼養することとされているが、実際には隔離が難しい場合も

あることから、輸入牛が疾病に感染していた場合には輸入牛以外の家畜に感染が拡がる可能性がある。一

方で、疾病の疑いがある場合には家畜保健衛生所に速やかに連絡をすることとされている。 
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表 1 牛の監視伝染病 

 

 

2.2 牛の飼養状況 

 

我が国における乳用牛および肉用牛の飼養頭数は図 1 に示す通りであり、乳用牛は 145 万頭、肉用牛は

270 万頭前後で推移している。 

 

図 1 乳用牛及び肉用牛の飼養頭数の推移 

家畜伝染病 届出伝染病 

牛疫 ブルータング レプトスピラ病 

牛肺疫 アカバネ病 サルモネラ症 

口蹄疫 悪性カタル熱 牛カンピロバクター症 

流行性脳炎 チュウザン病 トリパノソーマ病 

狂犬病 ランピースキン病 トリコモナス病 

水胞性口炎 牛ウイルス性下痢・粘膜病 ネオスポラ症 

リフトバレー熱 牛伝染性鼻気管炎 牛バエ幼虫症 

炭疽 牛白血病  

出血性敗血症 アイノウイルス感染症  

ブルセラ病 イバラキ病  

結核病 牛丘疹性口炎  

ヨーネ病 牛流行熱  

ピロプラズマ病 類鼻疽  

アナプラズマ病 破傷風  

伝達性海綿状脳症 気腫疽  

出典：農林水産省 畜産統計調査 

- 8 -



  肥育用素牛の輸入に関するリスク評価書 

肉用牛の県別飼養頭数は北海道、鹿児島県、宮崎県の順に多い（2014 年現在）。そのうち、北海道では乳

用種の肉用牛（ホルスタイン種、ジャージー種等及び交雑種）が飼養頭数の 7 割弱を占める。一方、鹿児島

県や宮崎県では飼養頭数のほとんどを肉用種（黒毛和種、褐毛和種、その他の肉用種等）が占める（図 2）。 

 

出典：農林水産省 畜産統計調査確報（2014 年） 

 

図 2 肉用牛の県別飼養頭数（2014 年） 

 

2.3 牛の輸入状況 

 

我が国には年間12,000 頭前後の生体牛が輸入されており、その約97％が肥育用素牛、約 3％が乳用繁殖

牛である。ここ数年、肉用繁殖牛およびと畜場直行牛は輸入されていない。また、牛の輸入状況は近年減少

傾向にある。 

                

図 3  輸入される牛の用途（2014 年）                図 4 肥育用素牛の輸入頭数推移 
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肥育用素牛は船舶、乳用繁殖牛は航空機により輸送されている。肥育用素牛では 1,000～2,000 頭規模が

1 つのロットとして到着する。到着した輸入牛は動物検疫所の係留施設において最低 15 日間の輸入検疫を

受け、検疫終了後は国内の農場に仕向けられ、着地検査を受ける。 

近年輸入される肥育用素牛は主にオーストラリア産であり、それらの約 65％は九州地方に仕向けられ、九

州地方に仕向けられたうちの半数は宮崎県に仕向けられている（図 5）。仕向先農場では輸入した肥育用素

牛を1 年半～2 年近く肥育し、平均 2.5 歳齢で出荷している。仕向先農場の多くは中～大規模の肥育農場で、

輸入牛の他に国産牛（和牛等）を飼養しているところが多く、豚等その他の家畜を飼養している農場も見受け

られる。飼養形式は主に畜舎飼いであり、放牧例は見られない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 5 輸入肥育用素牛の仕向先県（2014 年） 

 

係留期間中に摘発される疾病は、ブルセラ病とヨーネ病が多く、牛ウイルス性下痢・粘膜病も散見される。

また、その他の疾病としてはサルモネラ症、アナプラズマ病等が摘発されている（表 2）。摘発された動物は自

衛殺処分、返送、再検査で陰性を確認する又は回復するまで係留期間を延長する等の対応がとられる。 

 

表 2 輸入牛における輸入検疫期間中の疾病摘発状況 

輸入年 輸出国 用途 摘発疾病 摘発頭数 

2006 

オーストラリア 乳用繁殖用 ブルセラ病 2 

オーストラリア 肥育用 ブルセラ病 17 

ニュージーランド 肥育用 ブルセラ病 1 

オーストラリア 乳用繁殖用 ヨーネ病 1 

オーストラリア 肥育用 ヨーネ病 15 

オーストラリア 肥育用 牛ウイルス性下痢・粘膜病 12 

2007 

オーストラリア 肉用繁殖用 ブルセラ病 1 

オーストラリア 肥育用 ブルセラ病 9 

オーストラリア 乳用繁殖用 ヨーネ病 8 

オーストラリア 肥育用 ヨーネ病 9 

オーストラリア 肥育用 牛ウイルス性下痢・粘膜病 2 

出典：動物検疫所 NACCS 統計 
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出典：動物検疫所「動物検疫年報」 

 

2.4 牛肉生産状況 

 

国内で牛肉用にと畜される牛の頭数は、国内で BSE が発生した 2001 年に一時落ち込んだものの、それ以

降回復し、ここ数年は年間 120 万頭前後と横ばい傾向で推移している（図 6）。 

県別のと畜頭数は、全体では北海道が最も多く、次いで鹿児島県、東京都となっている（図 7）。 

   出典：農林水産省 畜産物流通統計確報 

                       図 6 生体牛のと畜頭数の推移                 図 7 県別と畜割合（2014 年）  

2008 

オーストラリア 肥育用 ブルセラ病 9 

オーストラリア 乳用繁殖用 ヨーネ病 2 

オーストラリア 肥育用 ヨーネ病 16 

2009 
オーストラリア 肥育用 ブルセラ病 4 

オーストラリア 肥育用 ヨーネ病 33 

2010 

オーストラリア 乳用繁殖用 ブルセラ病 2 

オーストラリア 肥育用 ブルセラ病 8 

オーストラリア 乳用繁殖用 アナプラズマ病 1 

オーストラリア 肥育用 ヨーネ病 4 

2011 
オーストラリア 肥育用 ヨーネ病 22 

オーストラリア 繁殖用 サルモネラ症 1 

2012 

オーストラリア 乳用繁殖用 ヨーネ病 1 

オーストラリア 肥育用 ヨーネ病 3 

オーストラリア 肥育用 牛ウイルス性下痢・粘膜病 28 

2013 

オーストラリア 乳用繁殖用 ヨーネ病 1 

オーストラリア 肥育用 ヨーネ病 1 

オーストラリア 肥育用 牛ウイルス性下痢・粘膜病 43 

2014 摘発なし 
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2.5 牛肉輸入状況 

 

我が国に輸入される牛由来の畜産物は、2014 年は年間で 72 万トンが輸入されており、その内訳は食用の

牛肉の他、動物性油脂、ゼラチン等の動物性加工たん白、皮類、臓器類、骨類、精液及び受精卵等がある

が、大部分は食用の牛肉である（図 8）。 

食用の牛肉について輸出国別にみると、オーストラリア及び米国が 9 割を占める（図 9）。なお、輸入量は米

国での BSE 発生以降オーストラリアが大部分を占めていたが、輸出プログラムによる監視を条件とした家畜

衛生条件を取り決めて以降、米国からの輸入も増加傾向にある。 

 

図 8  牛由来畜産物の輸入状況（2014 年）                図 9  食用牛肉輸出国割合（2014 年）  

 

  

出典：動物検疫所 NACCS 統計 
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3. 輸入リスク分析の方法 

 

輸入リスク分析は、国際基準で定められている定性的な輸入リスク分析の手法に基づき実施することとし、

「ハザードの特定（Hazard identification）」、「リスク評価（Risk assessment）」の順で検討したうえで、「リスク管

理（Risk management）」の必要性を提言することとした。 

 出典：OIE コード 

図 10 リスク分析における 4 要素 

 

輸入リスク分析を開始するに当たっては、リスク分析の適用範囲を決定する必要がある。 

本リスク分析においては、分析対象の動物種は「牛」、その用途は「肥育用」とした。 

近年、肥育用素牛の輸出国はオーストラリアおよびニュージーランドに限定されており、特に2008年以降は

オーストラリアからのみ輸入されている。現在、我が国との間に生体牛の家畜衛生条件を取り決めている国

はオーストラリア、ニュージーランド、バヌアツ共和国、北マリアナ諸島の 4 ヶ国である。米国、カナダ、デンマ

ーク及びドイツとは以前家畜衛生条件が取り決められていたものの、現在は輸入停止措置が講じられている。

現行条件のうち、北マリアナ諸島との衛生条件は 1980 年に取り決められたものであり、その後 35 年間以上

当該国からの輸入実績はない。これらのことから、分析対象とする輸出国の範囲は、現在家畜条件が取り決

められており、且つその条件が適応しうると考えられるオーストラリア、ニュージーランド、バヌアツ共和国の 3

ヶ国とした。 

 

3.1 ハザードの特定 

 

本分析では、生体として輸入される肥育用素牛（以下、「輸入牛」という。）に付随して侵入しうる病原体とし

て、以下のいずれかに該当する疾病の病原体を評価対象疾病としてリスト化し、ハザードとして特定するかど

うかについての評価を実施した。 

 

 ● 家伝法に基づく牛の監視伝染病である。 

 ● OIE コードにおいて生体牛のリスク管理措置が推奨されている疾病である。 

 ● その他、新興感染症等、国内家畜に影響があると懸念される牛の疾病である。 

 ● 現行の家畜衛生条件でリスク管理措置を講じている疾病である。 

 

国際基準では、以下 a～c の基準を満たす場合に、リスク評価を実施する疾病、つまりはハザードとして特

定することとされている。 
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 a. 病原体が輸入される動物種やその用途、またそれに由来する畜産物に含まれている可能性があるこ

と。 

 b. 輸出国に存在する可能性があること。 

 c. 輸入国に存在している場合は、輸入国が疾病管理の対象としている疾病であること。 

 

本分析における輸出国はオーストラリア、ニュージーランド及びバヌアツ共和国に限定した。しかし、当該国

の疾病発生状況が変化しうること、また、今後、分析対象国の範囲を拡大する可能性があることを考慮し、ハ

ザードの特定に当たっては、上記基準のうち「b. 病原体が輸出国に存在する可能性」については考慮しない

こととした。また、病原体が輸入される動物種に含まれていても、感染源となり得ない場合が想定されること

から、「a. 病原体が輸入される動物種に含まれている可能性があること」については「生体牛が感染源となり

うること」とし、さらに c を満たす疾病及びこれらの基準に該当しないことが確認できない疾病についてハザー

ドと特定した。この他、国内に存在しない疾病については、我が国として輸入管理を強化していくべきと考えら

れることから、生体牛が感染源となりうる又はなり得ないことが確認できない疾病であって、我が国にとって

海外病である疾病、又は海外株が国内株より高い病原性を持つ疾病についてハザードと特定し、その後のリ

スク評価の対象とした。 

 

3.2 リスク評価 

 

SPS 協定においては、ハザードに対するリスク管理措置に関して満足できる国際的な基準がある場合には、

それを適用するものとされているが、国際基準がない又は不十分な場合には輸入リスク分析を実施した上で、

必要なリスク管理措置を求めることができる。また、動畜産物の輸入に関する国際基準は OIE コードの規定

とされている。本分析では、国際基準のある疾病についても、基準を適用することが妥当であるかどうかを検

討することとし、特定されたハザードについて OIE コードの推奨条件の有無に関わらずリスク評価を行った。 

国際基準では、リスク評価とは「ハザードが輸入する国の領域内に侵入し、定着し拡大する可能性と生物

学的及び経済学的な重要性を評価する」ものとされ、リスク評価は、「侵入リスク評価」、「暴露リスク評価」、

「影響リスク評価」、「リスクの推定」の 4 つの要素から構成される。疾病の病原体が侵入、暴露、定着さらに

は拡大するシナリオと各要素の評価範囲は図 11 に示すとおりである。本分析では国際基準に則り、図 11 の

シナリオにおいて各要素を段階的に定性的に評価し、最終的なリスクの推定を行った。 

 

  
 
 

 
 
 
 
 
 
図 11 疾病の病原体が侵入、暴露、定着及び拡大するシナリオとリスク評価における各要素の評価範囲 
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3.2.1 リスク評価の枠組み 

 

リスク評価は図 12 に示すフローチャートに従って実施した。まず、「侵入リスク評価」、「暴露リスク評価」

について、それぞれのリスク発生確率を表 3 の区分に基づき定性的に評価し、表4 に示すリスク発生確率

の組み合わせ判定表に従い、「侵入リスク及び暴露リスクの発生確率（LRE）」を判定した。続いて、「伝播

及び定着のしやすさ」及び「疾病の重大さ」を評価し、その組み合わせにより「影響リスク発生確率（LC）」

を判定した。更に判定された LRE 及び LC から、再度表 4 の判定表を用いて最終的なリスクの推定を行っ

た。 

なお、侵入リスク発生確率、暴露リスク発生確率及び影響リスク発生確率のいずれかが「無視可」と判

定された場合にはその時点でリスク評価を終了し、最終的なリスクは「無視可」と評価した。 

 

図 12 リスク評価の流れ 

 

表 3 リスク発生確率の区分 

 

 

 

表 4 リスク発生確率の判定表 

 

 
 
 
 
 

 

区 分 定 義 

高い 事象が起きる可能性が明らかである 

中程度 事象が起きる可能性が高い 

低い 事象が起こる可能性がいくつかのケースに限られる 

極低い 事象が例外的な条件下でのみ起こる可能性がある 

無視可 事象が起こる確率が無視するほど十分低い 

区分 高い 中程度 低い 極低い 無視可 

高い 高い 高い 中程度 低い 無視可 

中程度 高い 中程度 低い 低い 無視可 

低い 中程度 低い 低い 極低い 無視可 

極低い 低い 低い 極低い 極低い 無視可 

無視可 無視可 無視可 無視可 無視可 無視可 
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3.2.2 侵入リスク評価 

 
侵入リスク評価では、輸出国から無作為に選出された牛を介して疾病の病原体が我が国に侵入するシ

ナリオを、輸送形態等を踏まえて検討し、侵入リスク発生確率（LR）を判定した。 

 

3.2.3 暴露リスク評価 

 

暴露リスク評価では、疾病に感染している輸入牛が原因となり、牛以外の家畜を含む国内の家畜に感

染が起きるシナリオを、感染経路等を踏まえて検討し、暴露リスク発生確率（LE）を判定した。 

 

3.2.4 影響リスク評価 

 

影響リスク評価では、国内家畜に感染が起きた場合に見込まれる感染の拡大や定着の可能性（伝播及

び定着のしやすさ）と、それに伴い発生しうる被害の大きさ（疾病の重大さ）から、生物学的、経済的な影

響を評価し、影響リスク発生確率（LC）として判定した。 

 

3.2.5 リスクの推定 

 

図 12 に示すフローに従い、最終的なリスクの推定を行った。これにより、ハザードとして特定された病原

体が輸入牛を介して侵入し、国内家畜に暴露し、更には国内で感染が拡大して影響が出るというシナリオ

全体のリスクが推定される。 

 

3.2.6 リスクの許容範囲（ALOP）とリスク管理措置 

 

WTO は貿易の自由化を促進する理念から、SPS 協定の中で家畜（生体）やそれに由来する畜産物の国

際的取引における家畜衛生上の管理措置は OIE が定める OIE コードに準拠することを基本としている。も

し OIE コードより厳しい管理措置を相手国に求める場合や OIE コードが定められていない疾病については、

輸入国はあらかじめ輸入リスク評価を実施した上で、必要な限度において科学的根拠に基づく措置をとる

こととしている。これは過度のリスク管理措置が貿易の妨げになる事を防ぐためのものである。適切なリス

クレベルの設定に当たっては SPS協定の中で、「WTO 加盟国の国民、動植物の生命あるいは健康を守る

ための動植物衛生対策により達成され、その国により適正であると認められる保護レベル」と唄われる

「衛生植物検疫上の適切な保護水準（Appropriate Level of Protection：ALOP）」が提唱されている。ALOP 

は、疫学データやリスク評価の結果として推定される客観的な数値やレベルとして表現されるものである。

加盟国はそれぞれ ALOP を設定することができ、輸入国は輸出国からの照会に対し、自国の ALOP の設

定根拠を科学的に説明しなければならないとされている。 

今回検討対象とした疾病はいずれも貿易に伴い輸入国に侵入した場合に生物学的又は経済的な影響

を及ぼす疾病として国際的に重要と位置付けられている又は国内法等により規制されている疾病である。

従って、いずれの疾病についてもリスクを最小限に留めるべきであることから、我が国の ALOP は 5 段階
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の最終リスクのうち「極低い」以下と設定することとした。すなわち、「極低い」又は「無視可」と判断された

疾病には特段のリスク管理措置を求めないが、「低い」、「中程度」又は「高い」と判定された疾病に関して

は、家畜衛生条件の設定により、輸出国に対して具体的なリスク管理措置を講じた上でリスク低減がなさ

れた牛を輸入していくことを提案するものとする。 

 

3.3 国の清浄性に関する声明 

 

評価対象国の清浄性の判断においては、OIE リスト疾病については各国の OIE への発生報告状況を基本

として判断した。その他、ベクターの生息域等の要因により発生地域が限局する疾病であって、輸出国が発

生地域に当たらない疾病や、輸出国において通報疾病に指定され、サーベイランスが実施された結果陰性

が確認されている場合も清浄であると判断した。しかし、疾病発生時に OIE に迅速に通報がなされるか等は

国家の獣医組織の体制に左右される。今回、評価の対象となった輸出国はいずれも十分な獣医組織体制を

有していると考えられるが、今後、評価対象国が十分な国家獣医組織体制を持ち得ない国である場合には、

清浄性声明の信頼度が低下することを念頭において評価を実施する必要がある。 
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4. ハザードの特定 

 

4.1 ハザードの検討 

 

牛に感染する疾病は数多くあり、それらの中には国内で発生しているもの、発生のないもの、発生状況が

把握できていないものもある。また、牛に感染するものの、牛で疾病を引き起こすかどうか不明であるものも

ある。これらの疾病について、3.1章で示したハザードの特定手順に基づき、評価対象疾病をリスト化し、ハザ

ードの特定を行った。 

 

4.2 ハザード特定結果 

 

ハザードの特定を行った結果、以下の42疾病の病原体をハザードとして取り扱い、リスク評価を実施するこ

ととなった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

なお、ハザードと特定されなかった疾病については生体牛が感染源となる報告がないと判断されたことから、

リスク管理措置も「不要」と判断した。 

● 牛疫 ● 炭疽 

● 口蹄疫 ● 牛結核病 

● 狂犬病 ● ヨーネ病 

● 水胞性口炎 ● 類鼻疽 

● リフトバレー熱 ● 気腫疽 

● 出血性敗血症 ● レプトスピラ症 

● ブルセラ病 ● サルモネラ感染症 

● ブルータング ● カンピロバクター症 

● アカバネ病 ● 野兎病 

● 悪性カタル熱 ● 心水病 

● チュウザン病 ● 牛肺疫 

● ランピ－スキン病 ● バベシア病 

● 牛ウイルス性下痢・粘膜病 ● タイレリア病 

● 牛伝染性鼻気管炎 ● アナプラズマ病 

● 牛白血病 ● 伝達性海綿状脳症 

● アイノウイルス感染症 ● トリパノソーマ病 

● 流行性出血病（イバラキ病を含む） ● トリコモナス病 

● 牛丘疹性口炎 ● ネオスポラ病 

● 牛流行熱 ● 牛バエ幼虫症 

● オーエスキー病 ● 旧大陸スクリューワーム 

● シュマレンベルクウイルス感染症 ● 新大陸スクリューワーム 
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12) 農林水産省畜産物流通統計、<http://www.maff.go.jp/j/tokei/kouhyou/tikusan_ryutu/> (Accessed 26 

January 26, 2016) 

13) 動物検疫所年報（2006 年～2014 年）、農林水産省動物検疫所 

14) Iowa State University, The Center for Food Security & Public Health Homepage, 

<http://www.cfsph.iastate.edu/> (Accessed 26 January 26, 2016) 

15) 「日本脳炎」（動衛研ニュース（No.51 2013.12.25、白藤浩明 著） 

16) 「日本脳炎ウイルスのウシ血液からの分離」（ウイルス Vol.19(1969) No.6 P336-339） 

17) 「アルボウイルス感染症におけるウエストナイル熱・脳炎の位置付け」（ウイルス Vol.55(2005) No.1 

P63-68） 

18) New Zealand government homepage, Import risk analysis: Cattle from Australia, Canada, the European 

Union, and the United States of America, : Final Report. 

<http://www.biosecurity.govt.nz/files/regs/imports/risk/cattle-ra.pdf> (Accessed 26 January 26, 2016) 

19) Australian government homepage, Import Risk Analysis Report on the importation of Bovine Semen and 

Embryos from Argentina and brazil into Australia, : Final Report. 

<http://www.agriculture.gov.au/biosecurity/risk-analysis/ira/final-animal/bovine-brazil> (Accessed 26 

January 26, 2016) 

20) 「食品により媒介される感染症等に関する文献調査報告書」（社）畜産技術協会、平成 22 年 3 月 
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5. リスク評価及びリスク管理 

 

5.1 牛疫 

 

5.1.1 疾病情報 

 

5.1.1.1 背景 

 

牛疫はパラミクソウイルス科(Paramyxoviridae)モルビリウイルス属(Morbillivirus)牛疫ウイルス

(Rinderpest virus)が原因となり、牛、水牛、めん羊、山羊等の偶蹄目を宿主とする急性致死性伝染病で

ある。畜種や品種により感受性は異なり、最も高いのは牛や水牛である。また、東南アジアやアフリカの

牛は感受性が比較的低いが、和牛や朝鮮牛は高い。めん羊、山羊、豚及びラクダも感受性を有する。

めん羊、山羊及び豚の症状は軽く、豚がアジア（インド等）では本ウイルスの感染源と考えられている。

ラクダは終末宿主（dead-end host）であり感染源とはならない。 

本病は我が国において口蹄疫、アフリカ豚コレラとともに重要な海外悪性伝染病に指定され、清浄地

域以外からの偶蹄類動物及びその肉等の輸入は禁止されている。また、家畜伝染病に指定され、特定

家畜伝染病防疫指針が制定されている他、本病の病原体は家伝法で重点管理家畜伝染病病原体又

は届出伝染病病原体に指定されており、BSL-3ag の施設で取り扱う必要がある。OIE のリスト疾病

（2015 年）かつ清浄性認定対象疾病である。なお、牛疫ウイルスの所持及びワクチンの製造・保管は

FAO と OIE が認定した施設のみで行われることとなり、英国、米国、エチオピア、日本（動物衛生研究所）

が認定されている。 

 

5.1.1.2 疫学 

 

4世紀以降、アジア、アフリカ、ヨーロッパの各地で大流行し、18世紀の北西ヨーロッパでは約2億頭の

牛が死亡した。我が国へは中国大陸から侵入して流行したが、1922 年に撲滅された。近年の発生は東

アフリカ、イエメン及び西アジアに限局していた。1992 年より、FAO 及び OIE は 2010 年の撲滅を目標と

した牛疫撲滅キャンペーンを開始し、2009 年には 3 系統ある牛疫のうち 2 系統が撲滅され、2011 年 5

月には全系統が撲滅されたとして、OIE 及び FAO により牛疫撲滅宣言が出された。 

ウイルスは発病牛の鼻汁、涙、唾液、尿、糞便中に多量に排出され、感染牛の分泌物や排泄物の飛

沫の吸入、発病牛との直接接触によって容易に伝播する。垂直感染の報告はない。限定された条件下

では空気感染も成立する。ウイルスは熱、光、乾燥、紫外線に感受性であり、環境中で迅速に不活化さ

れ、排泄物中のウイルスも 1～2 日以内に不活化される。 

 

5.1.1.3 臨床症状 

 

潜伏期は通常 2～9 日である。突然の高熱（41～42℃）、食欲減退、沈鬱等の様相を呈し（前駆期）、続

いて眼瞼腫脹等の症状が認められる。流涙や鼻汁は最初水様であるが後に膿様となり、口周囲の粘膜
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は充血し、口唇、口蓋、舌、鼻粘膜、膣粘膜等に広がり、潰瘍、糜爛へと続く（粘膜期）。その後、背弯姿

勢をとり、血液や粘膜組織を含んだ激しい下痢を伴い（下痢期）、脱水症状、起立不能、体温低下により

死亡する。症状を示した後 6～12 日で死亡する例が多い。未感染群では感染率、致死率ともに高く、

100％に及ぶこともある。 

 

5.1.1.4 診断 

 

臨床的に、鼻及び目からの分泌物が認められる口内炎・腸炎症候群で、発熱、口腔の糜爛、流涎過

多、下痢、死亡のうち 2 つ以上を伴う場合は牛疫を疑う。 

牛疫を疑う場合は、患畜の脾臓やリンパ節、抗凝固剤添加血液、涙等を検査材料としてウサギ免疫血

清を用いたCF、AGIDによりウイルス抗原を検出する。組織材料については、FAや酵素抗体法でウイル

ス抗原を検出する。また、RT-PCR によるウイルス遺伝子の検出も行われる。B95a 細胞、BK 細胞を用

いたウイルス分離が可能である。 

血清診断では、NT、CF、IHA、FA、ELISA、AGID 等を用いて抗体価を測定する。モノクローナル抗体を

利用した特異的な c-ELISA は広く使用され、OIE における推奨検査に指定されている。ELISA は精度の

高い検査法であるが、ワクチン抗体と感染抗体を判別することはできない。 

アフリカ等の小反芻獣疫の常在地では、牛疫と小反芻獣疫の類症鑑別のため各ウイルス特異的なモ

ノクローナル抗体による c-ELISA が行われる。 

我が国では、牛疫を疑う患畜を認めた場合は特定家畜伝染病防疫指針に従い、病変部位の写真判

定、疫学情報及び（国）動物衛生研究所（以下、動衛研という。）にて実施する遺伝子検査、血清抗体検

査、ELISA による抗原検査の結果に基づき専門家の意見を踏まえて病性を判定する。病性判定で陽性

とされなかったものの、動衛研が実施するウイルス分離検査により陽性の結果が出た場合には改めて

判定する。 

 

5.1.2 リスク評価 

 

5.1.2.1 侵入リスク評価 

 

本病は 2011 年に FAO 及び OIE より世界清浄化宣言が出されている。また、本病の臨床症状は明確

であり、経過も早いことから、輸出入検疫期間中に摘発されると考えられる。これらのことから、侵入リス

ク発生確率（LR） は「無視可」と判断した。このため、本病に対するリスク評価はここで終了とする。 

 

5.1.2.2 リスクの推定 

 

LR が「無視可」と判断されたことから、最終的なリスクは「無視可」と判断された。 
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5.1.3 リスク管理 

 

リスク評価の結果、輸入に当たってはリスク低減措置が不要であると判断された。 

なお、OIE では 2013 年以降、家畜の輸出入に当たり、本病に関するいかなる条件も求めないことを推

奨している。 

 

5.1.4 参考資料 

 

1) OIE コード 2015 （第 8.15 章） 

<http://www.oie.int/fileadmin/Home/eng/Health_standards/tahc/2010/chapitre_rinderpest.pdf> 

(Accessed 26 January 26, 2016) 

2) OIE コード 2012 （第 8.12 章） 

3) OIE 陸棲動物の診断テスト及びワクチンに対する基準マニュアル 2015(第 2.1.15 章) 

<http://www.oie.int/fileadmin/Home/eng/Health_standards/tahm/2.01.15_RINDERPEST.pdf>  

(Accessed 26 January 26, 2016) 

4) OIE Technical disease card “RINDERPEST” 

<http://www.oie.int/fileadmin/Home/eng/Animal_Health_in_the_World/docs/pdf/Disease_cards/RINDERP

EST.pdf> (Accessed 26 January 26, 2016) 

5) 「動物の感染症〈第三版〉」（近代出版） 

6) （国）農業・食品産業技術総合研究機構 動物衛生研究所ホームページ 

7) 「獣医感染症カラーアトラス〈第二版〉」（文永堂出版） 

8) Iowa State University, The Center for Food Security & Public Health Homepage, 

< http://www.cfsph.iastate.edu/Factsheets/pdfs/rinderpest.pdf> (Accessed 26 January 26, 2016) 

9) 「牛疫に関する特定家畜伝染病防疫指針」（平成 23 年 10 月 7 日農林水産大臣公表） 

10) 海外悪性伝染病対策要領（平成 26 年 3 月 動物検疫所） 

11) 「海外悪性伝染病」（チクサン出版社） 

12) 山内一也：牛疫根絶までの歩み（モダンメディア 57 巻 3 号 2011「話題の感染症」） 

13) 「牛病学＜第三版＞」（近代出版） 

14) 「病性鑑定指針」（26 消安第 4686 号） 海外伝染病 – 牛疫 
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5.2 牛肺疫 

 

5.2.1 疾病情報 

 

5.2.1.1 背景 

 

牛肺疫は、Mycoplasma mycoides subsp. mycoides （牛肺疫マイコプラズマ）による牛の胸膜肋膜肺炎

と毒血症を主徴とした急性致死性疾病である。牛、水牛を主な宿主とする。めん羊、シカ、山羊等の一

部の反芻動物にも感染するが、病原性は低く感染期間も短い。 

本病は我が国において家畜伝染病に指定されており、特定家畜伝染病防疫指針が制定されている。

また、本病の病原体は家伝法で要管理家畜伝染病病原体に規定されている。OIEのリスト疾病（2015年）

かつ清浄性認定対象疾病である。 

 

5.2.1.2 疫学 

 

アフリカのサハラ以南で発生し、アジア、中南米、南ヨーロッパ等様々な地域で発生がある。我が国で

は 1940 年以降発生は確認されていない。主な感染経路は感染牛との接触、飛沫吸入による気道感染

である。発症牛の鼻汁や気管粘膜に大量の病原体が含まれ、発咳により飛沫となるため、集団におけ

る伝染力は極めて高い。菌の排出は感染後抗体が検出される前から始まる。 

特異な感染様式として、病原体が付着した乾牧草から経口感染することもある。また、気象条件（高湿

度、短日照時間、低気温等）によってはエアロゾルにより 200m 程度の距離を伝播する。本病の病原体

は環境抵抗性が比較的強く、宿主外での生存期間は、熱帯では 3 日、温帯では 2 週間程度と考えられ

る。 

清浄地域での発病率は高いが、汚染地域では症状を示さない例が多い。致死率は牛の月齢、感受性

と株の毒力に依存し、5～80％と多様であるが、若齢牛ほど高い。3 歳以上ではほとんどが耐過して保

菌牛となり、感染源となる。耐過後は肺病変部に菌が長期間（2 年間）に渡り残存し、ストレスや免疫力

の低下時に再活性すると言われている。 

 

5.2.1.3 臨床症状 

 

1～4 ヶ月の潜伏期間の後に発症し、食欲不振、発熱、呼吸困難、多呼吸、発咳、鼻汁漏出等の呼吸

器症状がみられ、食欲と反芻が廃絶する。乳牛では泌乳停止が起こる。病勢が進むと発熱は 42℃に達

し、起立不能、死の転帰をとる。慢性症では軽度の発咳がみられる程度であるが、関節炎を併発するこ

ともある。 
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5.2.1.4 診断 

 

死亡罹患牛については、肺や近傍リンパ節の圧片標本中の牛肺疫マイコプラズマを FA で検出するか、

肺病変を乳剤にして PCR-RELP（PCR 産物の制限酵素切断パターン）解析で遺伝子診断を行う。病原

体の分離は比較的容易であり、肺や近傍リンパ節等を PPLO 培地に接種して 2～3 日で目玉焼き状の

特徴的なコロニーを確認する。 

保菌牛では症状が認められないことから、血清を用いた抗体検査を実施する。我が国では、動衛研よ

り販売される「牛肺疫診断用アンチゲン」を使用した CF が行われる。海外では c-ELISA も利用されつつ

ある。いずれの診断法も感度と特異性に優れるが、CF よりも感度が高いことを理由に OIE マニュアルで

は c-ELISA を推奨している。 

我が国では、牛肺疫を疑う患畜を認めた場合、特定家畜伝染病防疫指針に従い病変部位の写真判

定、疫学調査及び動衛研にて実施する遺伝子検査、血清抗体検査、ELISA による抗原検査の結果に基

づき病性を判定する。また、併せて菌分離を実施する。 

 

5.2.2 リスク評価 

 

5.2.2.1 侵入リスク評価 

 

現在家畜衛生条件を取り決めている国のうち、オーストラリア及びニュージーランドではそれぞれ 1967

年及び1864年以降本病の発生は認められておらず、オーストラリアはOIEの清浄性ステータスを有して

いる。また、バヌアツ共和国は過去に本病の発生がないと OIE に報告している清浄国であり、いずれの

国も本病を通報疾病に指定し、サーベイランスも実施されている。これらのことから、侵入リスク発生確

率（LR） は「極低い」と判断した。 

 

5.2.2.2 暴露リスク評価 

 

本病の主な感染経路は感染牛との接触、飛沫吸入による気道感染等の直接伝播であることから、暴

露リスク発生確率（LE）は「中程度」と判断された。 

 

5.2.2.3 侵入及び暴露リスク評価 

 

LR が「極低い」、LE が「中程度」と判断されたことから、侵入及び暴露リスク発生確率（LRE）は「低い」

と判断された。 

 

5.2.2.4 影響リスク評価 

 

本病は発症牛との直接接触の他、エアロゾル化した飛沫でも感染する等、感染力が強い。致死率は

牛の月齢や感受性、ウイルス株により異なるものの 80%に及ぶこともあり、経済的にも影響が大きい。本
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病は家畜伝染病であり、我が国では 1940 年以降本病の発生がない。また、OIE が清浄性認定を行う疾

病である等、国際的にも最重要視されている疾病である。 

これらのことから、影響リスク（LC）は「高い」と判断された。 

 

5.2.2.5 リスクの推定 

 

LRE が「低い」、LC が「高い」と判断されたことから、最終的なリスクは「中程度」であると推定された。 

 

5.2.3 リスク管理 

 

リスク評価の結果、輸入に当たってはリスク低減措置が必要であると判断された。 

 

（参考） OIE における推奨条件 

 

OIE コードでは、牛の輸入に当たって以下の条件に合致していることを証明する国際獣医証明書の提

示を求めることが推奨されている。 

 

1) 牛肺疫清浄国、地域及びコンパートメント※からの生体牛又は水牛の輸入条件 

(1) 輸送当日、牛肺疫の臨床症状が認められないこと。 

(2) 牛肺疫清浄国、地域及びコンパートメントに出生以降又は輸出前少なくとも 6 ヶ月間飼養されてい

たこと。 

※ 牛肺疫清浄国、地域及びコンパートメントの条件 

① 家畜伝染性疾病の国内発生状況について、定期的かつ迅速な通報体制が国によって整備されて

いること。 

② 以下 a～c について OIE に宣言していること。また、牛肺疫のサーベイランスが行われており、牛肺

疫の予防と管理のための規制措置が整備されていること。 

a. 過去 2 年間、牛肺疫の発生が認められないこと。 

 b. 過去 2 年間、牛肺疫が存在する証拠が認められないこと。 

 c. 過去 2 年間、牛肺疫に対するワクチンがなされていないこと。 

③ 牛肺疫ワクチン接種が禁止されて以降、牛肺疫ワクチンを接種されたいかなる動物も輸入されな

いこと。 

2) 牛肺疫発生国からのと畜場直行牛又は水牛の輸入条件 

(1) 輸送当日、牛肺疫の臨床症状が認められないこと。 

(2) 生産農場において、過去 6 ヶ月間牛肺疫の発生が認められないこと。 

 

なお、生体牛のうち発生国からの繁殖牛及び肥育牛については推奨条件が提示されていない。 
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5.2.4 参考資料 

 

1) OIE コード 2015 （第 11.7 章）  

<http://www.oie.int/fileadmin/Home/eng/Health_standards/tahc/2010/chapitre_mycoplasma_mycoides.p

df> (Accessed 26 January 26, 2016) 

2) OIE 陸棲動物の診断テスト及びワクチンに対する基準マニュアル 2014 (第 2.4.9 章) 

<http://www.oie.int/fileadmin/Home/eng/Health_standards/tahm/2.04.09_CBPP.pdf> 

(Accessed 26 January 26, 2016) 

3) OIE Technical disease card “CONTAGIOUS_BOVINE_PLEUROPNEUMONIA” 

<http://www.oie.int/fileadmin/Home/eng/Animal_Health_in_the_World/docs/pdf/Disease_cards/CONTAG

IOUS_BOVINE_PLEUROPNEUMONIA.pdf> (Accessed 26 January 26, 2016) 

4) 「動物の感染症〈第三版〉」（近代出版） 

5) （国）農業・食品産業技術総合研究機構 動物衛生研究所ホームページ 

6) 「獣医感染症カラーアトラス〈第二版〉」（文永堂出版） 

7) Iowa State University, The Center for Food Security & Public Health Homepage, 

<http://www.cfsph.iastate.edu/Factsheets/pdfs/contagious_bovine_pleuropneumonia.pdf>  

(Accessed 26 January 26, 2016) 
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9) 海外悪性伝染病対策要領（平成 26 年 3 月 動物検疫所） 

10) 「海外悪性伝染病」（チクサン出版社） 

11) 「牛病学＜第三版＞」（近代出版） 

12) 監視伝染病診断指針 （社）日本獣医師会ホームページ 牛編 「牛肺疫」 

<http://nichiju.lin.gr.jp/tksn/illness/c02.html> (Accessed 26 January 26, 2016) 

13) 「牛肺疫に関する特定家畜伝染病防疫指針」（平成 23 年 10 月 7 日農林水産大臣公表）
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5.3 口蹄疫 

 

5.3.1 疾病情報 

 

5.3.1.1 背景 

 

口蹄疫はピコ ルナウ イルス科(Picornaviridae)アフトウ イルス属(Aphthovirus)口蹄疫ウ イルス

(Foot-and-mouth disease virus: FMDV)の感染による、偶蹄類の口周囲や蹄部の水疱形成を主徴とする

急性熱性伝染病である。宿主域が広く、全ての偶蹄目の家畜（牛、豚、めん羊、山羊等）や野生の偶

蹄目動物（シカ、イノシシ、キリン等）に感染する。相互にワクチンの効かない 7 つの血清型（O, A, C, 

Asia 1, SAT1, SAT2,及び SAT3）がある。また、多様な抗原性を示し、同一血清型でも抗原性に差が認

められる。低温条件下、pH7～9の中性領域では安定であるが、pH6以下及びpH9以上では速やかに不

活化される。 

本病は我が国において家畜伝染病に指定されており、特定家畜伝染病防疫指針が制定されている他、

本病の病原体は家伝法で重点管理家畜伝染病病原体に規定されている。OIE のリスト疾病(2015 年)か

つ清浄性認定対象疾病である。 

 

5.3.1.2 疫学 

 

本病はアジア、アフリカ等で広く発生が認められ、ここ数十年間発生がないのは北米とオセアニア地域

のみである。我が国では2010 年4 月に宮崎でO 型のウイルスによる口蹄疫が発生したが、感染が疑わ

れる牛や豚等の家畜の殺処分や埋却・消毒、感染拡大を抑えるためのワクチン接種等の防疫措置を実

施した結果、同年 7 月末には家畜の移動制限区域がすべて解除され、2011 年 2 月にワクチン非接種清

浄国ステータスに復帰した。なお、中国、韓国、北朝鮮、ロシア等の周辺アジア諸国においては依然とし

て A 型及び O 型の発生が認められている。 

牛は一般的に口蹄疫ウイルスに感受性が高い（最小有効感染量：経気道感染で 101.0ID50）。豚は牛に

比べて感受性が低い（最小有効感染量：経気道感染で102.6ID50、経口感染で105.0ID50）が、感染後のウイ

ルス排出量は牛の100～2,000倍といわれる。めん羊や山羊は症状が明瞭でないため、本病を伝播する

動物として注意が必要である。アフリカ水牛は不顕性感染する。感染を耐過した又はワクチン接種後に

感染した動物では咽頭部に 28 日以上ウイルスが生残するキャリアー化がおこり、牛では 15～50％がキ

ャリアーとなる。キャリアーとなる期間は動物種とウイルス株により異なるが、その期間は牛で 2.5 年、ア

フリカ水牛で 5 年、めん山羊で 9 ヶ月、シカで 11 週といわれている（全て最長期間）。なお、豚はキャリア

ーとはならないと考えられている。 

感染動物は水疱形成前からウイルスを排出する。その期間は水疱出現前の 1～5 日（牛）、2～10 日

（豚）、3～5 日（めん羊）といわれ、接触感染で容易に周囲の感受性動物に感染をひろげる。発症又は

潜伏感染中の動物との直接接触やエアロゾルの吸引により感染する他、汚染された媒介物（手指や服、

用具等）との接触、汚染された肉製品（残飯）の給与や汚染乳の摂取、汚染精液の人工授精によっても

感染する。また、気象条件（高湿度、短日照時間、低気温）によっては空気伝播が起こり、陸上で 60km、
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海上で 250km もの距離を風で移動するとの報告もある。さらに、これらの経路に加え、狭い地域（通常

3km 以内）での特定できない、あるいは複数の経路による近隣伝播も報告されている。 

 

5.3.1.3 臨床症状 

 

潜伏期間は 2～14 日（牛で 6.2 日、豚で 10.6 日、めん羊で 9 日）。口蹄疫の特徴的な症状は高熱（39℃

以上）と水疱の形成であり、水疱は口腔、舌、鼻、蹄だけでなく、乳房や乳頭にもみられる。水疱は比較

的早期に破れ、糜爛となる。水疱形成による疼痛等により、牛では泡沫性流涎、跛行、起立不能、泌乳

の減少ないし停止がみられ、豚では跛行、起立不能が認められる。感染動物が死亡することは稀であ

るが、幼弱動物では突然死することがあり、新生子牛は心筋炎により死亡することがある。株により病

原性の違いが認められ、水疱を伴わない非典型的症状を示す場合もある。 

類症鑑別としては牛伝染性鼻気管炎、牛ウイルス性下痢・粘膜病、ブルータング、趾間腐爛等が重要

である。なお、豚水胞病や水胞性口炎は口蹄疫と同様に我が国では発生がなく、いずれも臨床的に口

蹄疫と区別できない。これらの水疱性疾病が発見された場合には、口蹄疫を想定した対応が必要であ

り、精密検査での判定を要する。 

 

5.3.1.4 診断 

 

精密検査にはウイルス学的検査と血清学的検査があり、発症初期はウイルスを検出することができる

ことからウイルス学的検査が主となる一方、発症後時間が経過している場合はウイルスの検出が困難

となるため主に血清学的検査が行われる。 

水疱液、水疱上皮等（キャリアー動物の摘発には咽頭拭い液（プロバング材料））を材料として、牛甲

状腺あるいは牛腎初代培養細胞や豚腎培養細胞等を用いてウイルス分離を実施する。分離ウイルス

は抗原検出 ELISA（間接サンドイッチ ELISA）を用いてウイルスの同定と血清型の決定を行う。迅速検査

法として RT-PCR により材料中のウイルス遺伝子の検出を行う。 

口蹄疫ウイルスは pH に極めて敏感であるため、検査材料は pH7.4(±0.2)に保った状態で輸送する。

血清学的検査には NT と液相競合サンドイッチELISA があり、NT には IBRS2 細胞等の感受性株化細胞

を使用する。以前、我が国では生ウイルスの使用が禁止されており NT が実施できなかったことから、通

常液相競合サンドイッチELISA を実施していたが、2000年の発生以降NTも実施可能となった。牛では、

ワクチン抗体と感染抗体の識別に非構造タンパク質を用いた ELISA が開発されており、ワクチン接種地

域における群レベルでの清浄性や感染状況の評価手法として利用されている。 

水疱液、水疱上皮及び血清等の検査材料は冷蔵（4℃）で検査室に輸送する。採血時にヘパリン入り

真空採血管を用いると、液相競合 ELISA で非特異反応が出やすい。また、血液を凍結させて溶血した

場合には検査に供することができないため、必ず冷蔵で送付する。プロバング材料は厳重に密閉した上

でドライアイス等を用いて冷凍（-70℃以下）で輸送する。 

我が国では、口蹄疫を疑う患畜を認めた場合、特定家畜伝染病防疫指針に従い、病変部位の写真判

定、疫学調査及び動衛研にて実施する遺伝子検査の結果に基づき専門家の意見を踏まえて病性を判
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定する。病性判定で陽性とされなかったものの、動衛研が実施する血清抗体検査又はウイルス分離検

査により陽性の結果が出た場合には改めて判定する。 

 

5.3.2 リスク評価 

 

5.3.2.1 侵入リスク評価 

 

現在家畜衛生条件を取り決めている国のうち、オーストラリアでは 1871 年以降本病の発生は認めら

れていない。また、ニュージーランド及びバヌアツ共和国は過去に本病の発生がないと OIE に報告して

おり、3ヶ国ともOIEの清浄性ステータスを有している。しかし、本病は症状が不明確な株が存在しており、

極めて低いながらも輸出国において本病の侵入が検知されない時期が想定される可能性がある。これ

らのことから、侵入リスク発生確率（LR） は「極低い」と判断した。 

 

5.3.2.2 暴露リスク評価 

 

本病は感染力が非常に強いことから、暴露リスク発生確率（LE）は「高い」と判断した。 

 

5.3.2.3 侵入及び暴露リスク評価 

 

LR が「極低い」、LE が「高い」と判断されたことから、侵入及び暴露リスク発生確率（LRE）は「低い」と

判断された。 

 

5.3.2.4 影響リスク評価 

 

本病は発症牛との直接接触で群内に蔓延する他、飛沫核感染による空気伝播が起こる。また、感染

牛は発症前から多量のウイルスを排泄し、感染耐過後にキャリアーとなることがある。 

本病は伝播力が強いことから家伝法において予防的殺処分の対象疾病に指定され、OIE では清浄性

認定疾病に指定される等、国際的にも最重要視されている。また、発生時の経済的影響は甚大となる。 

これらのことから、影響リスク（LC）は「高い」と判断された。 

 

5.3.2.5 リスクの推定 

 

LRE が「低い」、LC が「高い」と判断されたことから、最終的なリスクは「中程度」であると推定された。 

 

5.3.3 リスク管理    

 

リスク評価の結果、輸入に当たってはリスク低減措置が必要であると判断された。 
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（参考） OIE における推奨条件 

 

OIE コードでは、牛の輸入に当たって以下の条件に合致していることを証明する国際獣医証明書の提

示を求めることが推奨されている。 

 

1) ワクチン非接種清浄国※1 又は地域からの口蹄疫感受性動物の輸入条件 

 (1) 輸送当日、口蹄疫の臨床症状を示していないこと。 

(2) 出生以降又は輸出前少なくとも 3 ヶ月間、口蹄疫ワクチン非接種清浄国※で飼養されていたこと。 

(3) ワクチンを接種していないこと。 

(4) 汚染地域を経由する場合には、輸送中、口蹄疫の病原体と接触することがないこと。 

 

※1  ワクチン非接種清浄国の条件 

下記①～④の条件を満たし、OIE に承認されること。②～④については OIE コード Chapter1.1 に従い、

毎年及び疫学的状況等の変化があった場合に、③b及び④については変更があった場合に申告書類を

再提出する。 

① 動物疾病の通常及び迅速な発生状況の記録を保有していること。 

② OIE に以下の a～d の項目を申告していること。 

a. 過去 12 ヶ月間口蹄疫の発生がないこと。 

b. 過去 12 ヶ月間口蹄疫ウイルスが循環している証拠が認められないこと。 

c. 過去 12 ヶ月間口蹄疫のワクチン接種が実施されないこと。 

d. ワクチン接種禁止後、ワクチン接種した動物が導入されることがないこと。 

③ 以下 a,b を証明する書類があること。 

a. 口蹄疫及び口蹄疫ウイルス感染に関するサーベイランスが OIE コード Article 8.7.42,47,49 に従って

実施されていること。 

b. 口蹄疫の早期発見、防止、管理のための規制措置が実施されていること。 

④ プロテクションゾーンを設置している場合、境界及び管理措置についての詳細な説明がなされるこ

と。 

 

2) ワクチン接種清浄国※2 又は地域からの反芻家畜及び豚の輸入条件 

(1) 輸送当日、口蹄疫の臨床症状を示していないこと。 

(2) 出生以降又は輸出前少なくとも 3 ヶ月間、口蹄疫清浄国で飼養されていたこと。 

(3) ワクチンを接種していないこと。ワクチン非接種清浄国に輸出される場合は抗体検査で陰性が確

認されること。 

(4) 汚染地域を経由する場合には、輸送中に口蹄疫ウイルスと接触することがないこと。 

 

※2  ワクチン接種清浄国の条件 

ワクチン接種清浄国の感受性動物は、物理的、地理的障壁も考慮に入れた効果的なウイルス侵入防

止対策の適用により周辺の発生国からのウイルス感染から防御される必要がある。 
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その上で下記①～④の条件を満たし、OIE に承認されること。②～④については OIE コード Chapter1.1

に従い、毎年及び疫学的状況等の変化があった場合に、③b 及び④については変更があった場合に再

提出する。 

① 動物疾病の通常及び迅速な発生状況の記録を保有していること。 

② OIE に以下の a,b の項目を申告していること。 

a. 過去 2 年間口蹄疫の発生がないこと。 

b. 過去 12 ヶ月間、口蹄疫ウイルスが循環している証拠が認められないこと。 

③ 以下 a～d を証明する書類があること。 

a. 口蹄疫及び口蹄疫ウイルス感染に関するサーベイランスが OIE コード Article 8.7.42,47,49 に従って

実施されていること。 

b. 口蹄疫の早期発見、防止、管理のための規制措置が実施されていること。 

c. 口蹄疫の発生防止を目的とした定期的なワクチン接種が実施されていること。 

d. 使用ワクチンは OIE マニュアルの基準に準じていること。 

④ プロテクションゾーンを設置している場合、境界及び管理措置についての詳細な説明がなされるこ

と。 

 

3) 口蹄疫汚染国又は地域からの反芻家畜及び豚の輸入条件 

(1) 輸送当日、口蹄疫の徴候を示していないこと。 

(2) 出生以降、生産施設で飼養されていること。又は、下記①,②のいずれかの条件を満たすこと。 

① 輸出国で口蹄疫撲滅政策が実施されている場合、過去 30 日間、飼養施設の半径 10km 以内で口

蹄疫の発生がないこと。 

② 輸出国で口蹄疫撲滅政策が実施されていない場合、過去 3 ヶ月間、飼養施設の半径 10km 以内で

口蹄疫の発生がないこと。 

(3) 下記①,②のいずれかの条件を満たすこと。 

① 輸出 30 日前から飼養施設で隔離され、同一条件下で飼養されている全ての輸出牛は口蹄疫の精

密検査（プロバング材料及び血清）で陰性と診断されていること。また、期間中飼養施設の周辺半径

10km 以内の地域で口蹄疫の発生がないこと。 

② 輸出牛は輸出前 30 日間出国検疫を受けており、全ての輸出牛は口蹄疫の精密検査（プロバング

材料及び血清）で陰性と診断されていること。また、検疫期間中、検疫施設の周辺半径 10km 以内の地

域で口蹄疫の発生がないこと。 

(4) 輸出動物は輸送中、口蹄疫ウイルスと接触することがないこと。 

 

5.3.4 参考資料 

 

1) OIE コード 2015 （第 8.8 章） 

<http://www.oie.int/index.php?id=169&L=0&htmfile=chapitre_fmd.htm> (Accessed 26 January 26, 2016) 

2) OIE 陸棲動物の診断テスト及びワクチンに対する基準マニュアル 2012（第 2.1.5 章) 
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3) OIE Technical disease card “FOOT_AND_MOUTH_DISEASE” 

<http://www.oie.int/fileadmin/Home/eng/Animal_Health_in_the_World/docs/pdf/Disease_cards/FOOT_A

ND_MOUTH_DISEASE.pdf> (Accessed 26 January 26, 2016) 

4) 「動物の感染症〈第三版〉」（近代出版） 

5) （国）農業・食品産業技術総合研究機構 動物衛生研究所ホームページ 

6) 「獣医感染症カラーアトラス〈第二版〉」（文永堂出版） 

7) Iowa State University, The Center for Food Security & Public Health Homepage, 

< http://www.cfsph.iastate.edu/Factsheets/pdfs/foot_and_mouth_disease.pdf> 

(Accessed 26 January 26, 2016) 

8) 「病性鑑定指針」（26 消安第 4686 号） 海外伝染病 - 口蹄疫  

9) 海外悪性伝染病対策要領（平成 26 年 3 月 動物検疫所） 

10) 「海外悪性伝染病」（チクサン出版社） 

11) 「口蹄疫に関する特定家畜伝染病防疫指針」（平成 23 年 10 月 1 日農林水産大臣公表） 

12) 「牛病学＜第三版＞」（近代出版） 

13) 監視伝染病診断指針 （社）日本獣医師会ホームページ 牛編 「口蹄疫」 

<http://nichiju.lin.gr.jp/tksn/illness/c03.html> (Accessed 26 January 26, 2016) 

14) 筒井俊之、小林創太、山本健久、西口明子、坂本研一：口蹄疫に対するワクチン接種戦略について

（獣医疫学雑誌、12（1） P27-35、2008） 

15) 村上洋介：口蹄疫ウイルスと口蹄疫の病性について（山口獣医学雑誌，24, 1-26. 1997） 

16) Tsutsui T. (2011). Epidemiology of foot-and-mouth disease, All about SWINE 39, 3-8 
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5.4 狂犬病 

 

5.4.1 疾病情報 

 

5.4.1.1 背景 

 

狂犬病はラブドウイルス科(Rhabdoviridae)リッサウイルス属(Lyssavirus)狂犬病ウイルス(Rabies virus)

が原因となり、ヒトを含む全ての哺乳類で神経症状を呈してほぼ 100％が死亡する致死性感染症である。

自然宿主は不明であるが、重要な保有宿主は犬科、イタチ科、ジャコウネコ科、アライグマ科及び翼手

目である。 

本病は我が国において家畜伝染病に指定されており、OIE のリスト疾病でもある（2015 年）。感染症の

予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律（平成 10 年法律第 114 号、以下「感染症法」という。）

で三種病原体に指定され、BSL-3 以上の施設で取り扱う必要がある。 

 

5.4.1.2 疫学 

 

狂犬病は、我が国を含めオーストラリア、ニュージーランド、英国、アイスランド等のいくつかの国では

長期間発生がないものの、これら少数の国を除くと世界各地で毎年多くの動物及びヒトで発生している。

牛では、近年はナイジェリア、イタリア、ドイツ、アルバニア、中南米（ウルグアイ、エクアドル、エルサル

バトル）等で発生が認められる。輸入牛の主な輸出国であるオーストラリアでは 1867 年以降発生がなく、

ニュージーランドは過去に発生したことがない。 

ヒトの狂犬病はほとんどの場合、感染犬による咬傷が原因となるが、臓器移植による感染報告もある。

牛では、キツネ、アライグマ、スカンク、コウモリ等の野生動物が感染源となる。狂犬病ウイルスは感染

動物の唾液、神経組織、脳脊髄液に存在し、感染動物の 50～90％がウイルスを排泄する。ウイルスの

排泄は犬や猫で発症前 1～5 日、牛で 1～2 日、コウモリで 2 週間前から始まるとされているが、実験感

染では発症前 13 日の犬の唾液中にウイルスが確認されたとの報告もある。なお、血液や尿、糞には感

染力がないと考えられている。 

牛は通常終末宿主となり、感染環を形成しないと考えられるが、稀にヒトに感染を拡げることがある。 

 

5.4.1.3 臨床症状 

 

ウイルス株や感染部位等により潜伏期間は 1 週間から 1 年 4 ヶ月と多様であるが、平均 1 ヶ月、犬や

猫では通常 2 週間から 3 ヶ月である。牛では 25 日から 5 ヶ月以上との報告がある。なお、OIE コードで

は潜伏期間を6 ヶ月としている。 

一般的に哺乳類は食欲不振、情緒不安定等の異常行動を示した後に、狂躁型又は麻痺型に進行す

る。狂躁型では、反射機能の亢進、筋肉のれん縮、振戦、流涎、異嗜、興奮状態が2～4日間継続し、そ

の後運動失調、下顎下垂、脱水、意識不明の麻痺状態が 1～2 日間認められた後に死亡する。麻痺型

では、興奮状態を示さずに、麻痺状態が 3～6 日継続した後に死亡する。 
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牛では麻痺型が認められることが多い。泡を含まない多量の唾液を流し、脱水する。食欲低下が生じ

るが、糞を食べるなどの異食がみられることがある。また、舌、咽頭及び食道が麻痺し、嚥下困難や反

芻が止まる。次いで不穏、敏感状態になり、腹痛や四肢の麻痺がみられ、起立不能、横臥状態で遊泳

運動を示して死に至る。 

発症はワクチン未接種のものがほとんどであり、発症すると致死率はほぼ 100％である。 

 

5.4.1.4 診断 

 

潜伏期の生前診断法は確立されていない。 

異食による胃内の異物や、脳、脊髄の充血及び浮腫、脳神経細胞内の封入体（ネグリ小体）が認めら

れることもあるが必発ではない。病原検索法としては脳組織の塗抹標本の FA が検出率も高く最も広く

使われている。その他、ELISA、RT-PCR が有効であるが、検査陰性でも本病を否定せず、疑わしい場

合には脳組織乳剤のマウスの脳内接種又は培養細胞を用いたウイルス分離を試みる。 

発病後の生前診断としては、角膜や皮膚根部の神経細胞における蛍光抗原の検出が行われる。 

抗体産生以前に死亡するため、血清学的な検査は無効である。 

 

5.4.2 リスク評価 

 

5.4.2.1 侵入リスク評価 

 

現在家畜衛生条件を取り決めている国のうち、オーストラリアでは 1867 年以降本病の発生は認めら

れていない。また、ニュージーランド及びバヌアツ共和国は過去に本病の発生がないと OIE に報告して

いる清浄国である。しかし、本病の潜伏期間は長く、輸出入検疫で摘発されない可能性がある。これら

のことから、侵入リスク発生確率（LR） は「極低い」と判断した。 

 

5.4.2.2 暴露リスク評価 

 

牛は本病の終末宿主とされていることから、暴露リスク発生確率（LE）は「極低い」と判断した。 

 

5.4.2.3 侵入及び暴露リスク評価 

 

LR が「極低い」、LE が「極低い」と判断されたことから、侵入及び暴露リスク発生確率（LRE）は「極低い」

と判断された。 

 

5.4.2.4 影響リスク評価 

 

本病はヒトにも感染し、致死率も非常に高いため、社会的影響は大きいものの、牛は通常本病の終末

宿主であり、当該患畜の淘汰により本病の収束が見込まれる。 
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これらのことから、影響リスク（LC）は「極低い」と判断された。 

 

5.4.2.5 リスクの推定 

 

LRE が「極低い」、LC が「極低い」と判断されたことから、最終的なリスクは「極低い」であると推定され

た。 

 

5.4.3 リスク管理 

 

リスク評価の結果、輸入に当たってはリスク低減措置が不要であると判断された。 

 

5.4.4 参考資料 

 

1) OIE コード 2015（第 8.13 章） 

<http://www.oie.int/fileadmin/Home/eng/Health_standards/tahc/2010/chapitre_rabies.pdf>  

(Accessed 26 January 26, 2016) 

2) OIE 陸棲動物の診断テスト及びワクチンに対する基準マニュアル 2013（第 2.1.13 章) 

<http://www.oie.int/fileadmin/Home/eng/Health_standards/tahm/2.01.13_RABIES.pdf>  

(Accessed 26 January 26, 2016) 

3) OIE Technical disease card “RABIES” 

<http://www.oie.int/fileadmin/Home/eng/Animal_Health_in_the_World/docs/pdf/Disease_cards/RABIES_

FINAL.pdf> (Accessed 26 January 26, 2016) 

4) 「動物の感染症〈第三版〉」（近代出版） 

5) （国）農業・食品産業技術総合研究機構 動物衛生研究所ホームページ 

6) 「獣医感染症カラーアトラス〈第二版〉」（文永堂出版） 

7) Equine Infectious Diseases, SAUNDERS ELSEVIER, D. C. Sellon and M. T. Long, 2007, 

8) World Health Organization (WHO) Homepage,  

< http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs099/en/> (Accessed 26 January 26, 2016) 

9) AUSTRALIAN VETERINARY EMERGENCY PLAN, Disease Strategy, Rabies, Version 3.0, 2011, 

<http://www.animalhealthaustralia.com.au/our-publications/ausvetplan-manuals-and-documents/>  

(Accessed 26 January 26, 2016) 

10) Iowa State University, The Center for Food Security & Public Health Homepage, 

<http://www.cfsph.iastate.edu/Factsheets/pdfs/rabies.pdf> (Accessed 26 January 26, 2016) 

11) 「海外悪性伝染病」（チクサン出版社） 

12) 監視伝染病診断指針 （社）日本獣医師会ホームページ 牛編 「狂犬病」 

<http://nichiju.lin.gr.jp/tksn/illness/c05.html> (Accessed 26 January 26, 2016) 

13) 「犬等の狂犬病の検査指針」（平成 20 年 10 月 6 日付け 20 動検第 704 号） 
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5.5 水胞性口炎 

 

5.5.1 疾病情報 

 

5.5.1.1 背景 

 

水胞性口炎（VS）はラブドウイルス科(Rhabdoviridae)ベシキュロウイルス属(Vesiculovirus)水胞性口炎

ウイルス(Vesicular stomatitis virus)が原因となり、多くの家畜の蹄部や鼻腔・口腔に水疱を形成する急

性熱性疾患である。 

VS ウイルスは主に吸血昆虫により伝播するが、流行時には感染動物からの直接伝播も起こる。野生

宿主も多く、土壌や植物もウイルス源として疑われる。 

我が国において本病は家畜伝染病に指定されている。また、本病は 2014 年まで OIE リスト疾病であっ

たが、2015 年から除外された。本病の病原体は家伝法で届出伝染病等病原体に指定されている。 

 

5.5.1.2 疫学  

 

南北アメリカ大陸に分布する。メキシコや中南米諸国に常在し、米国では一部地域に常在するが、そ

の他の地域では初夏から晩秋にかけて季節的に発生する。大きな流行は 10 年あるいはそれ以上の間

隔で周期的に認められる。豚での発生は牛及び馬の発生後にみられることが多い。 

VS ウイルスの血清型は主に New Jersey(NJ)型と Indiana(IND)型の 2 つであり、IND 型は更に 3 亜型

に分類される(IND-1～3)。NJ 型株と IND-1 亜型株はメキシコ南部、中米、ベネズエラ、コロンビア、エク

アドル、ペルーの家畜で発生している。NJ 型株と IND-1 亜型株はメキシコ北部、米国西部でも散発的、

IND-2 亜型株はブラジルとアルゼンチンの哺乳類からのみ散発的に見られ、IND-3 亜型株はブラジルで

のみ分離報告がある。米国では 2014 年 5 月中旬から 12 月上旬にかけ、計 4 州 434 施設 646 頭（牛 60

頭、馬 586 頭）で NJ 型の発生があった。家畜では馬科、牛科、豚科、南米のラクダ科が、野生動物では

オジロジカやイノシシの他多くの小型哺乳類が宿主となり、実験的にはマウス、ラット、シカ、アライグマ、

サル等多くの哺乳類に感染する。ヒトも感染動物との濃厚接触により感染し、インフルエンザ様症状を

呈することがある。 

伝播経路は完全には解明されていないが、ウイルスは唾液、浸出物又は開放した水疱上皮に含まれ

ており、経皮的又は経粘膜的に伝播する直接接触感染の他、ダニ、ブユ、サシチョウバエ、蚊等の吸血

昆虫による生物学的及び機械的伝播もおこる。流行地域ではブユと不顕性宿主との間で安定した生活

環が維持されていると考えられている。また、バッタにも感染し、感染バッタを摂食した牛の感染が実験

的に確認されている。本ウイルスは元来牧草等の植物ウイルスであり、動物には最終的に感染すると

いう説もあるが、その発病機序や感染環は不明な点が多い。本病の発生には季節性があるが、未知の

宿主中に生存して越冬すると考えられている。 

自然感染した牛の免疫期間は短く、同じ型のウイルスに再感染する場合もある。豚では再感染の起こ

る率は低いといわれている。ウイルス血症の期間は短く、ウイルス価も低い。 
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5.5.1.3 臨床症状 

 

潜伏期間は 2～8 日と多様であるが、通常は 1～4 日である。罹患率は様々であるが、90％に達するこ

ともある。1 歳未満の牛や馬ではほとんど罹患せず、一般的に成体で症状が見られる。10～15％の動物

が臨床症状を示し、致死率は低く、数日から 2 週間で回復する。 

初期の臨床症状は著しい流涎で、その後 40℃前後の発熱、食欲不振、元気消沈を呈する。水疱は感

染後 24 時間以内に発現し、白色の様々な大きさであり、隆起又は崩壊することから、偶蹄類動物では

口蹄疫と混同されやすい。水疱は一時的な病変で、容易に破れて糜爛や潰瘍となり、その後完全に治

癒する。蹄部の疼痛により跛行が見られることがある。乳牛では泌乳量が低下する。蹄部の糜爛や潰

瘍は細菌の二次感染を起こしやすく、重篤化の原因となる。 

ヒトの潜伏期は通常 3～4 日で稀に軽いインフルエンザ様症状を呈するが、多くの場合不顕性である。 

 

5.5.1.4 診断 

 

偶蹄類では口蹄疫、豚水胞病、豚水疱疹との類症鑑別が重要である。口蹄疫との類症鑑別のため、

病原体の封じ込めが可能な BSL-3 施設での迅速な確定診断が必要となる。 

病原検索として、水疱発生部の水疱液、未破裂水疱の上皮、新鮮破裂水疱上皮片又は破裂水疱拭

い液を採取する。それらが採取不可能な場合には、牛では咽喉頭液、豚では喉拭い液を採取して診断

する。ウイルス分離は類症鑑別の観点から同一サンプルを適切な培養細胞に接種して実施し、CPE を

観察する。また、病変組織や感染培養細胞を特異蛍光抗体で染色することも有効である。電子顕微鏡

による観察でラブドウイルス科と判断できる。その他、ELISA、CF、PCR も用いられる。 

血清学的検査としては液相ブロッキング ELISA や c-ELISA が抗体検出と定量のために用いられ、感

染性がなく中和抗体を検出できるウイルス糖タンパクを抗原として用いることが推奨されている。また、

NT が特異抗体の同定と定量に用いられる。その他、感染初期では CF が IgM の定量に用いられる。 

ウイルスはヒトに病原性があり、感染の可能性のある組織やウイルスを取り扱う際には適切な予防措

置を講じる必要がある。 

 

5.5.2 リスク評価 

 

5.5.2.1 侵入リスク評価 

 

現在家畜衛生条件を取り決めている国はいずれも過去にVSの発生がないとOIEに報告している清浄

国である。また、本病の発生は南北アメリカ大陸に限局しており、VS ウイルスは輸出国に存在しないと

考えられる。これらのことから、侵入リスク発生確率（LR） は「無視可」と判断した。このため、本病に対

するリスク評価はここで終了とする。 
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5.5.2.2 リスクの推定 

 

LR が「無視可」と判断されたことから、最終的なリスクは「無視可」と判断された。 

 

5.5.3 リスク管理 

 

リスク評価の結果、輸入に当たってはリスク低減措置が不要であると判断された。 

 

5.5.4 参考資料 

 

1) OIE Technical disease cards “VESICULAR STOMATITIS” 

<http://www.oie.int/fileadmin/Home/eng/Animal_Health_in_the_World/docs/pdf/Disease_cards/VESICUL

AR_STOMATITIS.pdf> (Accessed 26 January 26, 2016) 

2) OIE コード 2013（第 8.16 章） 

3) OIE 陸棲動物の診断テスト及びワクチンに対する基準マニュアル 2010（第 2.1.19 章） 

<http://www.oie.int/fileadmin/Home/eng/Health_standards/tahm/2.01.19_VESICULAR_STOMITIS.pdf> 

(Accessed 26 January 26, 2016) 

4) 「動物の感染症〈第三版〉」（近代出版） 

5) （国）農業・食品産業技術総合研究機構 動物衛生研究所ホームページ 

6) 「獣医感染症カラーアトラス〈第二版〉」（文永堂出版） 

7) AUSTRALIAN VETERINARY EMERGENCY PLAN, Disease Strategy, Vesicular stomatitis, 1996, 

<http://www.animalhealthaustralia.com.au/our-publications/ausvetplan-manuals-and-documents/> 

(Accessed 26 January 26, 2016) 

8) Iowa State University, The Center for Food Security & Public Health Homepage, 

<http://www.cfsph.iastate.edu/Factsheets/pdfs/vesicular_stomatitis.pdf>  

(Accessed 26 January 26, 2016) 

9) 「海外悪性伝染病」（チクサン出版社） 

10) 「牛病学＜第三版＞」（近代出版） 

11) 監視伝染病診断指針 （社）日本獣医師会ホームページ 牛編 「水胞性口炎」 

<http://nichiju.lin.gr.jp/tksn/illness/c06.html> (Accessed 26 January 26, 2016) 
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5.6 リフトバレー熱 

 

5.6.1 疾病情報 

 

5.6.1.1 背景 

 

リフトバレー熱(RVF)はブニヤウイルス科(Bunyaviridae)フレボウイルス属(Phlebovirus)リフトバレー熱

ウイルス(Rift Valley fever virus)が原因による反芻動物の熱性疾患で、膿状の鼻汁、下痢血便、流産等

を特徴とする。感受性動物は牛、めん羊、山羊、ヒトコブラクダ、水牛、シカ及び数種の齧歯類であり、通

常は偶蹄類と吸血蚊の間で感染環を形成する。 

本病は我が国において家畜伝染病に指定されており、OIE のリスト疾病でもある（2015 年）。本ウイル

スはヒトにも感染し、髄膜炎や黄疸等の重篤な疾患を引き起こすため、感染症法で三種病原体に指定さ

れており、BSL-3 以上の施設で取り扱う必要がある。 

 

5.6.1.2 疫学 

 

本病は 1918 年に初めて報告された。サハラ砂漠以南の多数のアフリカ諸国に存在し、周期的な流行

を繰り返している。近年では 2000 年にアラビア半島で発生し、アフリカ以外では初めての発生となった。

1977 年のエジプトの発生ではナイル川デルタ地域で飼養頭数の約半分の牛やめん羊が感染し、ヒトで

は 18,000 人以上の感染者と約 600 人の死者を出した。 

伝播は吸血昆虫による生物学的伝播により起こり、イエカ属、ヤブカ属、ハマダラカ属、マダラカ属等

の多くの吸血蚊がベクターとなるが、サシバエやヌカカ等がベクターとなる可能性も示唆されている。多

雨の後に蚊が大発生すると流行が起こりやすい。ウイルスは臓器（脾、肝）や血液から検出されるだけ

でなく、乳汁、精液等に排泄される。吸血昆虫の他、感染動物や汚染肉、生乳からの直接感染、エアロ

ゾルの吸引による感染も起こる。ヒトは感染動物の体液との接触や汚染肉の摂食により高率に本ウイ

ルスに感染する。 

 

5.6.1.3 臨床症状 

 

潜伏期は 1～6 日と様々であるが、牛、めん羊及び山羊の幼獣では、12～36 時間程度といわれる。潜

伏期間は成獣のほうが長くなる。OIE コード上の感染性期間（infective period）は 14 日とされている。 

めん羊及び山羊の幼獣（1 週齢以下）では急激な発熱(40～41℃)、食欲不振、下痢を呈し、虚脱後 36

時間以内で死亡する。死亡率は 20～70％程度。めん羊及び山羊の成獣では、発熱、嘔吐、膿状鼻汁、

下痢血便、脱力等がみられ、約 20％が死亡する。 

成牛ではめん羊及び山羊の成獣と同様の症状が認められるがより軽微であり、多くは不顕性感染とな

るが稀に急性感染もみられる。発熱は 24～96 時間継続し、乳量の低下も認められる。妊娠動物（牛、め

ん羊及び山羊）が感染すると高率に流死産が起こり、流産率はめん羊で 100％、牛で 85％に及ぶことも

ある。子牛は感受性が高く、死亡率はめん羊及び山羊と同程度の 20～70％である。 
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ヒトの潜伏期は 2～6 日とされ、インフルエンザ様の症状を起こし、髄膜脳炎や黄疸を併発する場合も

ある。死亡率は 1％前後で、通常は 2～3 日で回復する。 

 

5.6.1.4 診断 

 

偶蹄類ではブルータング、牛流行熱、小反芻獣疫等との鑑別が必要となる。 

病原検索方法として、乳飲みマウス、ハムスター、発育鶏卵、Vero 細胞又は CER 細胞を用いたウイル

ス分離や、FA による採材組織中のウイルス抗原の検出、RT-PCR によるウイルス遺伝子の検出等の方

法がある。ウイルス分離後、陽性血清を用いた NT で同定する。 

生前診断の場合は熱発時に採取した非凝固血を、死亡後は肝臓、脾臓及び脳を検査材料とする。 

血清診断法として NT（OIE 推奨）、ELISA、HI、CF、AGID 及び FA による抗体の検出がある。感染動物

は感染後1週間以内に抗体を産出する。NTは特異性が非常に高いが、生ウイルスを扱うことからヒトへ

の感染のおそれがあるため適切なバイオセキュリティ設備のある実験室以外では推奨されない。NT 以

外の試験は不活化抗原を扱うため安全性が高いが、他のフレボウイルスとの交差反応が起こりうること

に注意が必要である。ELISA は感度が高い。 

 

5.6.2 リスク評価 

 

5.6.2.1 侵入リスク評価 

 

現在家畜衛生条件を取り決めている国はいずれも本病の分布域ではなく、2016 年現在、本病の分布

域はアフリカ諸国及びアラビア半島から拡大が認められていないことから、侵入リスク発生確率（LR） 

は「無視可」と判断した。このため、本病に対するリスク評価はここで終了とする。 

 

5.6.2.2 リスクの推定 

 

LR が「無視可」と判断されたことから、最終的なリスクは「無視可」と判断された。 

 

5.6.3 リスク管理 

 

リスク評価の結果、輸入に当たってはリスク低減措置が不要であると判断された。 

 

5.6.4 参考資料 

 

1) OIE Technical disease cards “RIFT VALLEY FEVER” 

<http://www.oie.int/fileadmin/Home/eng/Animal_Health_in_the_World/docs/pdf/Disease_cards/RIFT_VA

LLEY_FEVER.pdf> (Accessed 26 January 26, 2016) 

2) OIE コード 2015（第 8.14 章） 
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<http://www.oie.int/fileadmin/Home/eng/Health_standards/tahc/2010/chapitre_rvf.pdf>  

(Accessed 26 January 26, 2016) 

3) OIE 陸棲動物の診断テスト及びワクチンに対する基準マニュアル 2014（第 2.1.14 章） 

<http://www.oie.int/fileadmin/Home/eng/Health_standards/tahm/2.01.14_RVF.pdf>  

(Accessed 26 January 26, 2016) 

4) 「動物の感染症〈第三版〉」（近代出版） 

5) （国）農業・食品産業技術総合研究機構 動物衛生研究所ホームページ 

6) 「獣医感染症カラーアトラス〈第二版〉」（文永堂出版） 

7) Iowa State University, The Center for Food Security & Public Health Homepage, 

< http://www.cfsph.iastate.edu/Factsheets/pdfs/rift_valley_fever.pdf> (Accessed 26 January 26, 2016) 

8) 「海外悪性伝染病」（チクサン出版社） 

9) FAO Animal Health Manual No.17, Recognizing Rift Valley Fever, 

<http://www.fao.org/docrep/006/y4611e/y4611e00.HTM> (Accessed 26 January 26, 2016) 

10) 国立感染症研究所 感染症情報 IASR  

<http://idsc.nih.go.jp/iasr/29/336/fr3361.html> (Accessed 26 January 26, 2016) 

11) 監視伝染病診断指針 （社）日本獣医師会ホームページ 牛編 「リフトバレー熱」 

<http://nichiju.lin.gr.jp/tksn/illness/c07.html> (Accessed 26 January 26, 2016) 
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5.7 炭疽 

 

5.7.1 疾病情報 

 

5.7.1.1 背景 

 

炭疽は通性嫌気性のグラム陽性桿菌である Bacillus anthracis を原因とする疾病である。本菌は芽胞

を形成し、土壌中で長期に渡り感染性を保持する。牛、めん羊、馬及び山羊は本菌の感受性が高く、感

染すると高率に急性敗血症を呈して死亡する。 

本病は家畜伝染病に指定されており、OIE のリスト疾病でもある（2015 年）。2001 年には米国におい

て郵便物を介したテロに用いられたことを受け、感染症法に基づき、二種病原体及び四類感染症等とし

て管理規制がなされ、BSL-3 以上の施設で取り扱うこととされている。 

 

5.7.1.2 疫学 

 

本病は世界各地で発生がみられる。我が国でも 1920 年代頃まで牛、馬を中心に年間数百頭の発生

が見られたが、飼養形態の変化及び衛生管理技術の向上により発生は急減した。牛では、2000 年に 2

頭発生があって以降は発生報告がない。致死率は高いが発生規模は小さく、散発的である。 

動物は、環境中に長期間生存する本菌の芽胞を経口摂取するか、皮膚の創傷より感染する。ハエの

刺咬によって感染する可能性も指摘されている。ヒトでは摂食、吸入又は皮膚の創傷から感染する。 

動物の生体内からは芽胞は検出されず、空気に触れることで芽胞が形成される。芽胞は熱、乾燥、消

毒に対して強い抵抗性を持つが、体内の栄養型菌は腐敗によって速やかに失活する。炭疽菌が個体か

ら個体へ直接伝播されることはほとんどない。無莢膜弱毒株を用いた生ワクチンの製造が承認されてお

り、牛又は馬に利用できる。 

 

5.7.1.3 臨床症状 

 

牛等の感受性の高い動物では、急性敗血症を呈して急死する。潜伏期は 1～5 日と考えられている。

なお、OIE コード上の潜伏期は 20 日とされている。 

感染初期には体温の上昇、眼結膜の充血、呼吸・脈拍の増数等の症状が認められ、病態が進行して

敗血症期に入ると、呼吸困難、時に血色素尿がみられる。経過の早いものでは発症から 24 時間以内

に死亡する。死亡畜では皮下の浮腫、口腔・鼻腔や肛門等の天然孔から凝固不全で暗赤色タール様の

出血、脾臓の腫大等が見られる。豚等の比較的抵抗性の強い動物では慢性的な経過をたどることが多

い。 
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5.7.1.4 診断 

 

家畜が急死したときには、外見上炭疽の症状を示していなくても本症を疑う。確定診断として血液を採

取し、塗抹染色、ファージテスト、アスコリーテスト等による細菌学的検査を実施する。普通寒天培地で

生育するが、5～7％馬又はめん羊血液添加寒天培地を選択する。37℃で一晩培養すると灰白色から

白色を呈する非溶血性の 0.3～0.5 ㎝のすりガラス様のコロニーが生育する。また、プラスミド上の莢膜

形成に関与する遺伝子及び毒素遺伝子を標的遺伝子としたPCRによる菌の同定も可能で、迅速診断と

して用いられる。ELISA 等による抗体検査が可能ではあるが、家畜の場合は通常は実施しない。 

汚染を避けるため、一般的な病理解剖は行わない。 

 

5.7.2 リスク評価 

 

5.7.2.1 侵入リスク評価 

 

現在家畜衛生条件を取り決めている国のうち、ニュージーランドでは 1954 年以来本病の発生はなく、

バヌアツ共和国は過去に本病の発生がないと OIE に報告している清浄国である。オーストラリアでは地

域的に発生が認められるが、本病の潜伏期は 1～5 日であり牛では致死的な経過をとることから、感染

牛は出国検疫期間中に摘発される可能性が高いと考えられる。これらのことから、侵入リスク発生確率

（LR）は「極低い」と判断した。 

 

5.7.2.2 暴露リスク評価 

 

感染牛の血液等により汚染された環境を介して国内家畜に感染が拡がる可能性は否定できないこと

から、暴露リスク発生確率（LE）は「低い」と判断した。 

 

5.7.2.3 侵入及び暴露リスク評価 

 

LR が「極低い」、LE が「低い」と判断されたことから、侵入及び暴露リスク発生確率（LRE）は「極低い」

と判断された。 

 

5.7.2.4 影響リスク評価 

 

本病は潜伏期間が短く経過も早いことから、発生は散発発生に留まると考えられるが、炭疽菌は芽胞

菌であり、一度環境を汚染すると長期に渡り定着すると考えられる。また、人獣共通感染症であり、ヒト

が感染すると致死的な経過をたどる可能性があるものの、これまでも国内で発生があり発生時の対策

も確立されていることから、社会的影響は限定的と考えられる。 

これらのことから、影響リスク発生確率（LC）は「低い」と判断された。 
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5.7.2.5 リスクの推定 

 

LREが「極低い」、LC が「低い」と判断されたことから、最終的なリスクは「極低い」であると推定された。 

 

5.7.3 リスク管理    

 

リスク評価の結果、輸入に当たってはリスク低減措置が不要であると判断された。 

 

5.7.4 参考資料 

 

1) OIE コード 2015（第 8.1 章） 

<http://www.oie.int/fileadmin/Home/eng/Health_standards/tahc/2010/chapitre_anthrax.pdf>  

(Accessed 26 January 26, 2016) 

2) OIE 陸棲動物の診断テスト及びワクチンに対する基準マニュアル 2012（第 2.1.1 章） 

<http://www.oie.int/fileadmin/Home/eng/Health_standards/tahm/2.01.01_ANTHRAX.pdf>  

(Accessed 26 January 26, 2016) 

3) 「動物の感染症〈第三版〉」（近代出版） 

4) （国）農業・食品産業技術総合研究機構 動物衛生研究所ホームページ 

5) 「獣医感染症カラーアトラス〈第二版〉」（文永堂出版） 

6) 国立感染症研究所ホームページ、感染症発生動向調査週報(IDWR) 感染症の話「炭疽」 

<http://idsc.nih.go.jp/idwr/kansen/k01_g3/k01_47/k01_47.html> (Accessed 26 January 26, 2016) 

7) 「病性鑑定指針」（26 消安第 4686 号） 牛伝染性疾病 – 炭疽（牛） 

8) Iowa State University, The Center for Food Security & Public Health Homepage, 

<http://www.cfsph.iastate.edu/Factsheets/pdfs/anthrax.pdf> (Accessed 26 January 26, 2016) 

9) 監視伝染病診断指針 （社）日本獣医師会ホームページ 牛編 「炭疽」 

< http://nichiju.lin.gr.jp/tksn/illness/c08.html> (Accessed 26 January 26, 2016) 
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5.8 出血性敗血症 

 

5.8.1 疾病情報 

 

5.8.1.1 背景 

 

出血性敗血症（HS）は通性嫌気性、グラム陰性桿菌である Pasteurella multocida 血清型 B:2、B:2・5

及び E:2（6:B 及び 6:E）を原因とし、主として牛、水牛が罹患する全身の皮下、臓器粘膜・漿膜の点状出

血を伴う急性敗血症である。本病の原因となる型の菌は、山羊、めん羊、豚、ラクダ及び象等からも分

離されており、これらの動物に類似疾病の発生も認められている。患畜の大部分が死亡することから経

済的被害が非常に大きい疾病である。 

本病は我が国において家畜伝染病に指定されており、OIE のリスト疾病でもある（2015 年）。また、本

病の病原体は家伝法で届出伝染病等病原体に指定されている。 

 

5.8.1.2 疫学 

 

東南アジア、中近東、アフリカ及び中南米諸国で発生が認められる。日本、オーストラリア、ニュージー

ランド、カナダ、西ヨーロッパでは発生がない。東南アジアでは B:2 型が多く、アフリカでは E:2 型が多い。

中近東では両血清型が混在する。本菌は乾燥、日光に弱く、外界では長期間生存できず、土壌中の生

存期間は 2～3 週間以内である。発症牛や保菌牛との直接接触により、あるいは本菌で汚染された牧草、

敷わら、飲水等から経気道感染又は経口感染する。本症は年間を通じて発生するが、特に乾季の終わ

りから雨季にかけて多発する。潜伏期は 3～5 日。罹患率は 30～60％であり、患畜のほとんどが死亡す

る。流行は 7～10 日で終息する。流行地では牛と水牛の 5％が保菌しており、潜伏感染が成立する。保

菌動物は間欠的に排菌して感染源となる。OIE コードにおける本病の潜伏期は 90 日とされている。 

ヒトが感染するとの報告はない。 

 

5.8.1.3 臨床症状 

 

甚急性例では突然死が起こる。急性例では、感染動物は動きが鈍くなり、元気消失、発熱、反芻停止、

流涎、流涙、粘液様鼻汁等がみられる。咽喉頭部、下顎、頚側、胸前が腫脹し、咳、呼吸促迫に続き呼

吸困難になり横臥する。体温は下降し、発症後は概ね数時間から 2 日の経過で死亡する。回復すること

はほぼなく、慢性的経過をとることもない。 

 

5.8.1.4 診断 

 

臨床症状、肉眼的病変、罹患率と死亡率の高さから、ある程度本病は診断可能である。 

菌血症は末期におこるため、発症初期の感染牛の血液からは病原体の検出は期待できない。発症末

期の感染牛の血液又は実質臓器の塗抹染色標本で両端染色性のグラム陰性小桿菌を確認する。これ
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らの材料を血液寒天培地に培養すると直径 1mm 前後の灰白色円形のスムース型集落の発育がみられ

る。生化学的性状を調べるとともに血清型別試験を行う。確定診断は細菌培養及び血清型別試験によ

る。本菌特異的 PCR、莢膜抗原型別 PCR 及び本病を引き起こす B 型株に特異的な PCR も診断に有用

である。 

生前の鼻腔拭い液、死後時間の経過した材料には、抗生物質含有の選択培地を用いるか、材料を乳

剤にしてマウスの皮下、腹腔内に接種する。本菌が存在すればマウスは1日で死亡し、その心血を培養

すると本菌が純培養的に分離できる。なお、本病は急性経過をとるため、血清診断は実用的でない。 

類症鑑別は発生状況、症状の把握が重要で、血液がタール様にならない点で炭疽と区別できる。また、

筋肉病変の違いから、気腫疽、悪性水腫と区別が可能である。 

 

5.8.2 リスク評価 

 

5.8.2.1 侵入リスク評価 

 

現在家畜衛生条件を取り決めている国はいずれも過去に本病の発生がないため、本病が侵入した場

合には激烈な発症経過をとり、摘発淘汰されると考えられる。これらのことから、侵入リスク発生確率

（LR）は「無視可」と考えられた。このため、本病に対するリスク評価はここで終了とする。 

 

5.8.2.2 リスクの推定 

 

LR が「無視可」と判断されたことから、最終的なリスクは「無視可」であると推定された。 

 

5.8.3 リスク管理 

 

リスク評価の結果、輸入に当たってはリスク低減措置が不要であると判断された。 

 

5.8.4 参考資料 

 

1) OIE Technical disease cards “HAEMORRHAGIC SEPTICEMIA” 

<http://www.oie.int/fileadmin/Home/eng/Animal_Health_in_the_World/docs/pdf/Disease_cards/HAEMOR

RHAGIC_SEPTICEMIA.pdf> (Accessed 26 January 26, 2016) 

2) OIE コード 2015（第 11.9 章） 

<http://www.oie.int/fileadmin/Home/eng/Health_standards/tahc/2010/chapitre_hs_pasteurella_multocida

.pdf> (Accessed 26 January 26, 2016) 

3) OIE 陸棲動物の診断テスト及びワクチンに対する基準マニュアル 2012（第 2.4.12 章） 

<http://www.oie.int/fileadmin/Home/eng/Health_standards/tahm/2.04.12_HAEMORRHAGIC_SEPTICAE

MIA.pdf> (Accessed 26 January 26, 2016) 

4) 「動物の感染症〈第三版〉」（近代出版） 
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5) （国）農業・食品産業技術総合研究機構 動物衛生研究所ホームページ 

6) 「獣医感染症カラーアトラス〈第二版〉」（文永堂出版） 

7) 「病性鑑定指針」（26 消安第 4686 号） 牛伝染性疾病 – 出血性敗血症（牛） 

8) Iowa State University, The Center for Food Security & Public Health Homepage, 

<http://www.cfsph.iastate.edu/Factsheets/pdfs/hemorrhagic_septicemia.pdf>  

(Accessed 26 January 26, 2016) 

9) 「海外悪性伝染病」（チクサン出版社） 

10) 「牛病学＜第三版＞」（近代出版） 

11) 監視伝染病診断指針 （社）日本獣医師会ホームページ 牛編 「出血性敗血症」 

<http://nichiju.lin.gr.jp/tksn/illness/c09.html> (Accessed 26 January 26, 2016) 
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5.9 ブルセラ病 

 

5.9.1 疾病情報 

 

5.9.1.1 背景 

 

ブルセラ病は、Brucellaceae 科 Brucella 属菌のうち B. abortus（牛）、B. melitensis(めん羊・山羊)、B. 

suis(豚)及び B. ovis(めん羊)を原因とする流産、早産、死産を主徴とする疾病である。Brucella 属菌はグ

ラム陰性、好気性、通性細胞内寄生菌の小（短）桿菌で菌種毎の宿主特異性が高い。なお、以前は 6 菌

種に分類されていたが、遺伝学的類似性が高いことから分類学上は B. melitensis 1 菌種にまとめられ、

abortus 等は生物型とされたが、医学及び獣医学ではこれらの生物型を従前通り菌種として扱うことが

認められている。 

我が国ではブルセラ病は家畜伝染病に指定されており、B. ovis を除く 3 菌種によるブルセラ病は OIE 

のリスト疾病である（2015 年）。本病は家伝法第 5 条第 1 項において搾乳牛、種雄牛及びその同居牛、

並びにその他農林水産大臣又は都道府県知事の指定する牛については少なくとも 5 年毎に施行規則

別表第一に定める検査（抗体検査）を実施することが定められている他、家畜改良増殖法により種畜検

査の細密検査対象疾病に指定されている。B. abortus、B. melitensis、B. suis は感染症法で三種病原体、

4 類感染症に指定され、BSL-3 以上の施設で取り扱う必要がある他、B. ovis は家伝法で届出伝染病等

病原体に指定されている。 

 

5.9.1.2 疫学 

 

ブルセラ病は世界各国に分布し、特に地中海地域、アラビア湾地域、インド、中南米で多く発生が認め

られる。国内では 1950 年代に蔓延したものの、摘発淘汰による防疫対策の結果、現在ではほぼ清浄化

されている。 

ブルセラ病は流産胎子、胎盤や悪露とともに排出されたブルセラ菌が動物間及び動物からヒトに感染

して発症し、経口、経皮、交尾、粘膜等の全ての経路から自然感染する。菌は侵入部位のリンパ節の細

胞内で増殖し、菌血症を起こして全身のリンパ節・臓器へ分布する。乳腺に達した菌は増殖して持続感

染し、泌乳とともに大量の菌が排泄される。胎盤や雄生殖器等の組織に含まれる糖（エリトリトール）の

存在下でブルセラ菌は特に増殖し、胎盤炎による血行障害で流産を起こす。妊娠 7～8 ヶ月の流早産で

は大量の排菌が起こり、新たな感染源となる。感染牛は正常に出産しても大量の排菌を起こす。草地で

の胎子及び胎盤は他の家畜や野生動物の感染源となる他、流産後の悪露や乳からの排菌も畜舎、飲

水、放牧場、草地を汚染して感染牛を増加させる。また、罹患雄は精液中に排菌するため感染源となる。

その他、糞便中への排菌もあるが、土壌病的な感染様式はとらない。ヒトでは獣医師や飼養管理者、乳

業関係者等に感染機会が多く、公衆衛生上重要な疾病である。雌は妊娠後期、雄は性成熟後に本病

の感受性が高まる。 

病原菌は乾燥土壌中で 1～2 ヶ月、湿潤土壌中で室温 2～3 ヶ月、糞便中で 3～4 ヶ月生残する等、

環境抵抗性が比較的強い。 
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5.9.1.3 臨床症状 

 

牛では流産、不妊、精巣炎、関節炎、膿瘍形成、乳房炎等の症状がみられる。流産は妊娠 7～8 ヶ月

が多い。通常は一回だけ流産を起こし、その後 90％は慢性感染して数年間菌血症が続く。妊娠してい

ない雌、性成熟前の雄は感染しても無症状である。牛以外の動物も同様の症状を示すが、流産は妊期

に関係なく起こる。流産は前駆症状を示さないため予測が困難である。 

ヒトでは特異的な症状はなく、発熱、関節痛、疲労、うつ状態等の症状がみられる。流産することもあ

る。 

 

5.9.1.4 診断 

 

我が国においては家伝法施行規則別表第一により、細菌学的検査でブルセラ属菌が分離された場合

又は ELISA で陽性かつ CF が陰性でない場合に本病の患畜と判断する。また、ELISA 陽性のものであっ

て患畜に該当しないものは疑似患畜とする。なお、ELISA 陽性かつ CF が陰性のものについては患畜及

び疑似患畜でないと判断する。 

本病を疑う場合は、まず血清診断として急速凝集反応でスクリーニング検査を行い、陽性のものにつ

いて ELISA 及び CF を行う。原因菌の分離同定には流産胎児の胃内容、流産牛の膣スワブ、抗体陽性

牛の乳汁、解剖時の子宮、乳房、精巣、頭部・乳房・生殖器の各リンパ節、脾臓及びその他の病巣を無

菌的に採材してサンプルとし、血清加寒天平板に接種して、3～10％CO2下で培養する。通常2日後から

微小な集落が出現し 4 日後には直径 1～2mm のスムース型半透明集落を作る。疑わしい集落をグラム

染色及び PCR でスクリーニング後、専門機関で菌種や生物型の同定を行う。 

その他の血清診断としてミルクリングテスト、Coombs反応、AGIDがある。OIEではローズベンガルテス

ト、CF 及び ELISA を推奨検査としている。 

 

5.9.2 リスク評価 

 

5.9.2.1 侵入リスク評価 

 

現在家畜衛生条件を取り決めている国のうち、B. abortus による牛のブルセラ病はオーストラリア及び

ニュージーランドでは 1989 年以降、バヌアツ共和国では 1992 年以降発生が認められていないことが

OIE に報告されている。また、本病は全ての国で通報疾病に指定され、サーベイランスが実施されてい

る。これらのことから、本病が侵入する可能性は極めて低いと考えられ、侵入リスク発生確率（LR）は

「極低い」と判断した。 
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5.9.2.2 暴露リスク評価 

 

本病の一般的な感染経路は流産胎子や悪露等に汚染された環境中からの経口感染であるが、輸入

牛が出産する可能性は低く、環境を汚染することは考えづらいことから暴露リスク発生確率（LE）は「低

い」と判断された。 

 

5.9.2.3 侵入及び暴露リスク評価 

 

LR が「極低い」、LE が「低い」と判断されたことから、侵入及び暴露リスク発生確率（LRE）は「極低い」

と判断された。 

 

5.9.2.4 影響リスク評価 

 

本病は汚染環境から伝播する可能性があるが、肥育牛は一般的に去勢されるため本病への感受性

が低く、不顕性感染することが多く症状も認められない。また、肥育牛は感染した場合であっても排菌経

路は限定的であり、肥育後には出荷されることから定着する可能性は低い。一方で、本病はヒトに流産

を引き起こす人獣共通感染症であることから、社会的な関心は高いと考えられる。 

これらのことから、影響リスク発生確率（LC）は「極低い」と判断された。 

 

5.9.2.5 リスクの推定 

 

LRE が「極低い」、LC が「極低い」と判断されたことから、最終的なリスクは「極低い」であると推定され

た。 

 

5.9.3 リスク管理 

 

リスク評価の結果、輸入に当たってはリスク低減措置が不要であると判断された。 

 

5.9.4 参考資料 

 

1) OIE コード 2015（第 8.4 章） 

<http://www.oie.int/fileadmin/Home/eng/Health_standards/tahc/2010/chapitre_bovine_brucellosis.pdf> 

(Accessed 26 January 26, 2016) 

2) OIE 陸棲動物の診断テスト及びワクチンに対する基準マニュアル 2014（第 2.4.3 章） 

<http://www.oie.int/fileadmin/Home/eng/Health_standards/tahm/2.04.03_BOVINE_BRUCELL.pdf> 

(Accessed 26 January 26, 2016) 

3) 「動物の感染症〈第三版〉」（近代出版） 

4) （国）農業・食品産業技術総合研究機構 動物衛生研究所ホームページ 
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5) 「獣医感染症カラーアトラス〈第二版〉」（文永堂出版） 

6) 岡本嘉六（鹿児島大学）：共生と競争の生物界（７）ブルセラ病 

<http://www.vet.kagoshima-u.ac.jp/kadai/V-PUB/okamaoto/vetpub/Dr_Okamoto/Forum/FtoT/Brucello

sis.pdf> (Accessed 26 January 26, 2016) 

7) 平成 21 年度食品安全確保総合調査「食品により媒介される感染症等に関する文献調査報告書」 

（社団法人 畜産技術協会作成） 

8) 「病性鑑定指針」（26 消安第 4686 号） 牛伝染性疾病 – ブルセラ病（牛） 

9) Iowa State University, The Center for Food Security & Public Health Homepage, 

<http://www.cfsph.iastate.edu/Factsheets/pdfs/brucellosis_abortus.pdf>  

(Accessed 26 January 26, 2016) 

10) 国立感染症研究所病原微生物検出情報国内の家畜ブルセラ病、 (IASR Vol. 33 p. 191-192: 2012 年

7 月号) 

<http://www.nih.go.jp/niid/ja/iasr-sp/2120-related-articles/related-articles-389/2323-dj3895.html> 

(Accessed 26 January 26, 2016) 

11) 「牛病学＜第三版＞」（近代出版） 

12) 監視伝染病診断指針 （社）日本獣医師会ホームページ 牛編 「ブルセラ病」 

<http://nichiju.lin.gr.jp/tksn/illness/c10.html> (Accessed 26 January 26, 2016) 
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5.10 牛結核病 

 

5.10.1 疾病情報 

 

5.10.1.1 背景 

 

牛結核病はグラム陽性、偏性好気性、抗酸性桿菌であるウシ型結核菌（Mycobacterium bovis）又はヒ

ト型結核菌（M. tuberculosis）を原因菌とする、慢性の呼吸器感染症である。家畜や野生動物の症例か

ら分離されるのは主に M. bovis であり、結核牛からのヒト型結核菌の分離症例はあるが、ヒト型結核菌

の牛に対する病原性はウシ型結核菌に比べ低い。 

本病は我が国において家畜伝染病に指定されており、OIE のリスト疾病でもある（2015 年）。また、家

伝法第5条第1項において、搾乳牛、種雄牛及びその同居牛、並びにその他農林水産大臣又は都道府

県知事の指定する牛については少なくとも 5 年毎に施行規則別表第一に定める検査（ツベルクリン検査）

を実施することが定められている。また、家畜改良増殖法により種畜検査の細密検査対象疾病に指定

されている。M. bovis 及び M. tuberculosis は重要な人獣共通感染症の病原体であり、M. tuberculosis は

感染症法で四種病原体（多剤耐性結核菌は三種病原体）に指定され、BSL-3 以上の施設で取り扱う必

要がある他、M. bovis は家伝法で届出伝染病等病原体に指定されている。 

 

5.10.1.2 疫学 

 

本病は世界各地で発生が認められたが、各国において疾病制御プログラムが実行された結果、オー

ストラリア、カナダ、北欧等の国では撲滅された。しかし、イギリスでは1996年以降毎年5，000頭以上の

ツベルクリン陽性牛が摘発されており、牧野に生息するアナグマが放牧牛やめん羊への感染源として

疫学的に重要視されている。ニュージーランドではフクロギツネが保菌動物として注目され、牛やめん羊

への感染源となっている。その他、アライグマ、ポッサム等の野生動物が海外における本病の感染源と

して注目されている。 

我が国では乳牛を対象としたツベルクリン陽性牛の摘発淘汰が進められ、乳牛ではほぼ清浄化を達

成した。一方、肉牛はツベルクリン全頭検査の対象外であるため散発的な発生がみられている他、養鹿

牧場において輸入シカにおける集団感染事例が認められた例もあるが、近年では 2010 年以降発生報

告はない。 

ウシ型結核菌の伝播はエアロゾルの吸入による経気道感染が主であり、経口感染も成立する。肺病

巣をもつ感染牛からは気管分泌物、鼻汁、唾液等から結核菌が分離される他、糞便や尿中にも排菌さ

れ、牛舎環境を汚染し同居牛への感染源となる。妊娠牛では稀に胎盤感染も成立する。結核菌は一般

細菌に比べて抵抗性が強く、環境中で数ヶ月生残する。 

ヒトの結核症例の 0.4～8％がウシ型結核菌によると推定する報告（Grange, 2001）もあれば、10～15％

と推定する報告（Cosivi et al., 1998）もあり、人獣共通感染症としても重要である。 
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5.10.1.3 臨床症状 

 

潜伏期は数ヶ月間と長い。原発病巣は肺及び胸腔内リンパ節に形成され、病巣が全身に拡がると発

咳、被毛失沢、食欲不振、元気消失、乳量減少、削痩等栄養不良症状を示す。不顕性感染が多く、回

復しても全身から排除されず、ストレス時や加齢に伴い再発することがある。重症例では鼻汁や唾液、

糞便中に排菌し、環境を汚染することで集団感染が容易に起こる。妊娠牛では全身性の粟粒結核とな

りやすい。乳房に病巣が形成されると乳汁中に菌が排出される。 

 

5.10.1.4 診断 

 

本病は不顕性感染が多く、臨床症状からの摘発は困難である。通常、生前診断はツベルクリン反応に

より皮膚の発赤や硬結といった局所の遅延型アレルギー反応を半定量的に捉えることで行われる。ツ

ベルクリン反応は、ツベルクリン診断液を尾根部皮内に注射し、48～72 時間後の腫脹差を測定して判

定する。鳥型結核菌等の非結核性抗酸菌の感染が疑われる場合は、鳥型ツベルクリンPPDと牛型ツベ

ルクリン PPD を頸部皮内に同時接種し、反応を比較することも可能である。また、新たな牛結核の診断

法として、本菌のもつ 25kDa のタンパク抗原を用いた間接 ELISA(血中抗体価の測定)や、細胞性免疫を

指標としたインターフェロン・ガンマ検査が試みられている。 

病原学的診断は、肺門リンパ節、胸腔リンパ節、腸間膜リンパ節、乳房付属リンパ節並びに乾酪化病

巣を有する臓器を用いて、乳剤化した組織を水酸化ナトリウム液で処理し、グリセン添加及びグリセリン

非添加 Tween80 添加小川培地等を用いて培養して菌分離を試みる。2～4 週後に発育が確認されたコ

ロニーは市販の抗酸菌鑑別キット等で性状を調べる。結核菌群に特異的なPCRやDNAプローブ法によ

り菌を同定する。 

 

5.10.2 リスク評価 

 

5.10.2.1 侵入リスク評価 

 

現在家畜衛生条件を取り決めている国のうち、オーストラリア及びバヌアツ共和国ではそれぞれ 2002

年及び 1993 年以降本病の発生は認められていない。一方、ニュージーランドは本病の常在国である。

また、いずれの国も本病を通報疾病に指定している。これらのことから、本病の侵入リスク発生確率（LR）

は「中程度」と判断した。 

 

5.10.2.2 暴露リスク評価 

 

本病の主な感染経路として発症牛の発咳等のエアロゾル感染、経気道感染及び汚染環境からの経口

感染が想定されるが、本病は不顕性感染が多くストレス時や年齢が上がってから発症することが多い。

輸入牛は国内で 13～20 ヶ月程度肥育され、その間に発症して排菌する可能性は高くないと考えられる
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が、輸送等のストレスにより発症する可能性は否定できないことから、暴露リスク発生確率（LE）は「中程

度」と判断した。 

 

5.10.2.3 侵入及び暴露リスク評価 

 

LRが「中程度」、LEが「中程度」と判断されたことから、侵入及び暴露リスク発生確率（LRE）は「中程度」

と判断された。 

 

5.10.2.4 影響リスク評価 

 

本病は発症牛の発咳等からの経口・経気道感染で伝播し、多くは慢性感染する他、結核菌は環境抵

抗性が強いことから定着する可能性がある。不顕性感染が多いが、全身感染を起こした個体は生産性

が著しく低下し、予後不良である。また、ヒトにも感染して結核症状を引き起こすことから、本病の発生に

よる社会的な関心は高いと考えられる。 

これらのことから、影響リスク発生確率（LC）は「中程度」と判断された。 

 

5.10.2.5 リスクの推定 

 

LRE が「中程度」、LC が「中程度」と判断されたことから、最終的なリスクは「中程度」であると推定され

た。 

 

5.10.3 リスク管理 

 

リスク評価の結果、輸入に当たってはリスク低減措置が必要であると判断された。 

 

（参考） OIE における推奨条件 

 

OIE コードでは、牛の輸入に当たっては以下の条件に合致していることを証明する国際獣医証明書の

提示を求めることが推奨されている。 

1) 繁殖用及び肥育用牛、水牛、森林バイソンの輸入条件 

(1) 輸送当日に牛結核病の臨床症状を示さないこと。 

(2) 以下の①～③のいずれかを満たすこと。 

① 牛結核病清浄国、地域※1 又はコンパートメントの牛結核病清浄群※2に由来すること。 

② 牛結核病清浄群に由来し、輸出前 30 日以内のツベルクリン検査で陰性となること。 

③ 輸出牛群に加わる少なくとも 90 日前に隔離され、野生のレゼルボアから防御されること。また、6 ヶ

月間隔でツベルクリン検査を2 回実施して陰性となること。なお、2 回目の検査は輸出牛群加入前 30 日

以内に実施すること。 
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※1  牛結核病清浄国又は地域の条件  

① M. bovis による感染症が、飼養管理下にある牛、水牛及び森林バイソン（以下、ウシ科動物とす

る。）について、通報疾病に指定されていること。 

② 牛結核病を疑う疾病を認めた場合に通報を促すような早期発見プログラムが実施されていること。 

③ 全てのウシ科動物に対して定期的に牛結核病の検査が実施され、少なくとも 99.8％の群かつ国又

は地域中の 99.9％の個体が牛結核病を 3 年継続して発症しないことが確認されること。 

④ 牛結核病を摘発するためのサーベイランスプログラムが OIE コード第 6.2 章で説明された生前生後

検査等を通じて実施されること。 

⑤ 上記③④のサーベイランスプログラムで、少なくとも 99.8％の牛群、99.9％のウシ科動物について

M. bovis 感染症が 5 年間継続して存在しないと証明された場合、OIE コード第 6.2 章で説明された生前

生後検査等を通じて実施されたサーベイランスプログラムは維持できると考えられる。 

⑥ 牛結核病清浄国又は地域から導入されるウシ科動物には、それらが牛結核病清浄国、地域、コン

パートメント又は清浄群に由来すること、又は OIE コード Article 11.5.5 又は 6 の関連規定に準拠して輸

入されたことを証明する公的獣医証明書が添付されること。 

 

※2  牛結核病清浄群の条件 

① 牛群が牛結核病清浄国、地域又はコンパートメントに由来し、牛結核病清浄であることが獣医当局

により証明されていること。 

② 群内のウシ科動物が以下 a～c を満たすこと。 

a. 少なくとも 1 年に 1 回実施される生前又は生後検査において、牛結核病の症状又は病変を示さない

こと。 

b. 6 週齢以上のウシ科動物は、ツベルクリン検査を6 ヶ月以上間隔をあけて 2 回実施し、陰性となるこ

と。なお、牛結核病の発生後に清浄群に復帰する場合は、1 回目の検査は、最後に感染が確認された

動物がと殺されてから少なくとも 6 ヶ月後に実施すること。 

c. 清浄群ステータスを維持するために、以下ⅰ～ⅳのいずれかを満たすこと。 

ⅰ. 牛結核病が継続して存在しないことを確認するために毎年実施されるツベルクリン検査で陰性と

なること。 

ⅱ. 過去 2 年間、毎年の感染割合から国又は地域の全ての群で牛結核病の感染率が 1％を越えない

ことが確認される場合、牛結核病が継続して存在しないことを確認するために 2 年に 1 回実施されるツ

ベルクリン検査で陰性となること。 

ⅲ. 過去 4 年間、毎年の感染割合から国又は地域の全ての群で牛結核病の感染率が 0.2％を越えな

いことが確認される場合、牛結核病が継続して存在しないことを確認するために 3 年に 1 回実施される

ツベルクリン検査で陰性となること。 

ⅳ. 過去 6 年間、毎年の感染割合から国又は地域の全ての群で牛結核病の感染率が 0.1％を越えな

いことが確認される場合、牛結核病が継続して存在しないことを確認するために 4 年に 1 回実施される

ツベルクリン検査で陰性となること。 
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③ 新しく導入されるウシ科動物は牛結核病清浄群に由来すること。本条件は、導入前少なくとも90日

間隔離飼養され、6 ヶ月間隔で少なくとも2 回のツベルクリン検査を実施して陰性である場合はその証明

に代えることができる。なお、2 回目の検査は導入前 30 日以内に実施すること。 

 

2) と畜場直行牛の輸入条件 

輸送当日に牛結核病の臨床症状を示さないこと。また、以下(1)、(2)のいずれかを満たすこと。 

(1) 以下①、②のいずれかを満たすこと。 

① 牛結核病清浄群に由来すること。 

② 輸出前 30 日以内のツベルクリン検査で陰性となること。 

(2) 当該牛が牛結核病撲滅計画から除外されていないこと。 

 

5.10.4 参考資料 

 

1) OIE コード 2015（第 11.5 章） 

<http://www.oie.int/fileadmin/Home/eng/Health_standards/tahc/2010/chapitre_bovine_tuberculosis.pdf>

(Accessed 26 January 26, 2016) 

2) OIE 陸棲動物の診断テスト及びワクチンに対する基準マニュアル 2009（第 2.4.7 章） 

<http://www.oie.int/fileadmin/Home/eng/Health_standards/tahm/2.04.07_BOVINE_TB.pdf>  

(Accessed 26 January 26, 2016) 

3) 「動物の感染症〈第三版〉」（近代出版） 

4) （国）農業・食品産業技術総合研究機構 動物衛生研究所ホームページ 

5) 「獣医感染症カラーアトラス〈第二版〉」（文永堂出版） 

6) Iowa State University, The Center for Food Security & Public Health Homepage, 

<http://www.cfsph.iastate.edu/Factsheets/pdfs/bovine_tuberculosis.pdf>  

(Accessed 26 January 26, 2016) 

7) 国立感染症研究所感染症発生動向調査週報 感染症の話 結核(IDWR 2003 年第 7 週号) 

<http://idsc.nih.go.jp/idwr/kansen/k03/k03-07/k03_07.html> (Accessed 26 January 26, 2016) 

8) 「病性鑑定指針」（26 消安第 4686 号） 牛伝染性疾病 - 結核病（牛） 

9) 「牛病学＜第三版＞」（近代出版） 

10) 監視伝染病診断指針 （社）日本獣医師会ホームページ 牛編 「結核病」 

<http://nichiju.lin.gr.jp/tksn/illness/c11.html> (Accessed 26 January 26, 2016) 

11) Bovine tuberculosis at the animal–human–ecosystem interface （FAO, EMPRES No.40, 2012） 

<http://www.fao.org/3/a-i2811e/i2811e01.pdf> (Accessed 26 January 26, 2016) 
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5.11 ヨーネ病 

 

5.11.1 疾病情報 

 

5.11.1.1 背景 

 

ヨーネ病はグラム陽性、偏性好気性、抗酸性桿菌であるヨ－ネ菌（Mycobacterium avium subsp. 

paratuberculosis）を原因とする牛、めん羊、山羊等反芻動物の慢性肉芽腫性腸炎である。長い不顕性

感染期間を経て発症し、難治性の慢性下痢と重度の削痩の後、衰弱死する。ヨーネ菌は発育にマイコ

バクチンと呼ばれる特別な成分（鉄キレート物質）を必要とし、寒天培地上のコロニー形成には 2 ヵ月以

上を要する遅発育菌である。環境抵抗性は結核菌より強い。 

本病は我が国において家畜伝染病に指定されており、OIE のリスト疾病でもある（2015 年）。また、家

伝法第5条第1項において、乳牛、種雄牛及びその同居牛、並びにその他農林水産大臣又は都道府県

知事の指定する牛については少なくとも 5 年毎に施行規則別表第一に定める検査を実施することが定

められている。また、ヨーネ病防疫対策要領が策定され、感染リスクの高い牛に対する自主淘汰の推進、

牛導入時の陰性証明確認等の清浄化対策が強化されている。 

 

5.11.1.2 疫学 

 

本病は世界各国で発生が認められる。我が国では、家伝法による搾乳牛及び種畜の定期検査におい

て年間 1,000 頭前後が摘発されており、農場レベルの陽性率は 2％前後と推計される。北米、ヨーロッパ

諸国では本病が蔓延している国が多く、農場レベルの抗体検査による陽性率は 50～70％と高く、諸外

国の蔓延状況に比べ我が国での本病摘発率は極めて低いレベルにある。 

感染はヨーネ菌を含む患畜の糞便や乳汁を介した経口感染により成立し、重症例では胎盤感染も起

こる。汚染物品やベクターを介した機械的伝播の可能性もある。年齢により感受性に差があることが知

られており、若齢牛ほど感受性が高く、6 ヶ月齢以下の子牛が感染した場合に将来本病を発症する可能

性が高くなる。発症前は無症候キャリアーとなり間欠的に糞便中に排菌する。発症率は 1％程度である

が、無症候キャリアーは生産性が低下するため経済的に問題となる。本病の潜伏期は 4 ヶ月～15 年

と長く、乳牛の発症年齢は 3～5 歳が最多である。授乳期間が長く感染菌量が多いと推定される肉牛は

発症年齢がやや低い。 

反芻動物以外にも、ウサギ、キツネ、フェレット、アナグマ等の野生動物、カラス等の野鳥からヨーネ菌

が分離されたとの報告があり、これらの野生動物や野鳥がヨーネ菌の媒介動物となる可能性もあるとさ

れる。 

 

5.11.1.3 臨床症状 

 

本病は慢性の頑固な間欠性の下痢、乳量の低下、削痩等を引き起こし、牛では発症後急激に削痩し、

乳量低下、乳房萎縮、泌乳停止の経過をとる。また、発症前から増体率、乳量、乳質が低下し、空胎期
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間が延長する。2～3 週間の間欠性下痢はやがて持続性下痢に変わり、数ヶ月から 1 年以内に衰弱死

する。病末期では下顎部に浮腫を認めることがある。妊娠や分娩等のストレスが発症の誘因とされてい

る。めん羊・山羊では下痢の他、脱毛が認められる。 

 

5.11.1.4 診断 

 

我が国における本病の法定判定は家伝法施行規則別表第一による。 

病原検索方法として、糞便の塗抹染色により集塊状のヨーネ菌を直接検出する方法の他、マイコバク

チン添加ハロルド培地等を用い、糞便材料等からのヨーネ菌の分離・同定を行う。菌の発育速度が極め

て遅いため、培養観察期間は 12～16 週とする。発育コロニーから IS900 遺伝子をターゲットとする PCR

によりヨーネ菌を同定する。糞便や病変部組織乳剤の PCR によって直接 IS900 遺伝子を検出することも

可能である。 

血清学的検査方法としては、牛は ELISA、めん羊・山羊では CF が用いられる。しかし、抗体陽転時期

はヨーネ菌に感染してから長期間経過した感染中～後期であることが多いことから、抗体検査が陰性で

あっても糞便中にヨーネ菌を排菌している感染牛が存在し、抗体検査のみでは感染牛の一部しか診断

できないことに留意する。 

その他、ヨーネ菌に対する細胞性免疫を指標とする診断として、ヨーニン皮内反応とインターフェロン・

ガンマ検査が行われる。ヨーニン皮内反応は遅延性過敏症反応を検出するが、非特異反応を示すこと

がある他、疾患の進行に伴って消失することがある。環境細菌を含むその他のマイコバクテリア属菌へ

の暴露により偽陽性となることもある。 

 

5.11.2 リスク評価 

 

5.11.2.1 侵入リスク評価 

 

現在家畜衛生条件を取り決めている国のうち、バヌアツ共和国は本病を通報疾病に指定し、サーベイ

ランスを実施しており、過去に本病の発生がない旨 OIE に報告している。一方、オーストラリア及びニュ

ージーランドでは本病の発生があると OIE に報告しており、オーストラリアは本病を通報疾病に指定して

撲滅対策を進めているが、ニュージーランドは通報疾病に指定しておらず公的なサーベイランスは実施

されていない。 

これらのことから、侵入リスク発生確率（LR）は「中程度」とした。 

 

5.11.2.2 暴露リスク評価 

 

輸入牛から国内家畜への本病の主な感染経路として、感染牛が排菌して汚染した環境からの経口感

染が想定されるが、肥育農場において本病の感受性が高い 6 ヶ月齢以下の子牛を飼養することは想定

しづらい。これらを踏まえ、暴露リスク発生確率（LE）は「低い」と判断した。 
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5.11.2.3 侵入及び暴露リスク評価 

 

LR が「中程度」、LE が「低い」と判断されたことから、侵入及び暴露リスク発生確率（LRE）は「低い」と

判断された。 

 

5.11.2.4 影響リスク評価 

 

本病は糞便中の菌を介して経口感染するが、重症例では胎盤感染も起こることから、定着する可能性

がある。本病の発症率は 1％程度と低く、肥育牛は発症前に出荷されることが多いと考えられるが、発

症した場合には生産性が低下し、予後不良となる。 

これらのことから、影響リスク発生確率（LC）は「中程度」と判断された。 

 

5.11.2.5 リスクの推定 

 

LRE が「低い」、LC が「中程度」と判断されたことから、最終的なリスクは「低い」であると推定された。 

 

5.11.3 リスク管理 

 

リスク評価の結果、輸入に当たってはリスク低減措置が必要であると判断された。 

 

（参考） OIE における推奨条件 

 

本病は OIE においてリスト疾病に指定されているが、OIE コードでは牛の輸入にあたり推奨条件を示し

ていない。 

 

5.11.4 参考資料 

 

1) OIE 陸棲動物の診断テスト及びワクチンに対する基準マニュアル 2014（第 2.1.11 章） 

<http://www.oie.int/fileadmin/Home/eng/Health_standards/tahm/2.01.11_PARATB.pdf>  

(Accessed 26 January 26, 2016) 

2) 「動物の感染症〈第三版〉」（近代出版） 

3) （国）農業・食品産業技術総合研究機構 動物衛生研究所ホームページ 

4) 「獣医感染症カラーアトラス〈第二版〉」（文永堂出版） 

5) Iowa State University, The Center for Food Security & Public Health Homepage, 

<http://www.cfsph.iastate.edu/Factsheets/pdfs/paratuberculosis.pdf> (Accessed 26 January 26, 2016) 

6) 国立感染症研究所感染症発生動向調査週報 感染症の話 結核(IDWR 2003 年第 7 週号) 

<http://idsc.nih.go.jp/idwr/kansen/k03/k03-07/k03_07.html> (Accessed 26 January 26, 2016) 

7) 「病性鑑定指針」（26 消安第 4686 号） 牛伝染性疾病 - ヨーネ病（牛） 
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8) 牛のヨーネ病防疫対策要綱（平成 25 年 4 月 1 日 24 消安第 5999 号） 

9) オーストラリア政府ホームページ、“Bovine Johne's Disease in Australia” 

<http://www.animalhealthaustralia.com.au/what-we-do/endemic-disease/johnes-disease/>  

(Accessed 26 January 26, 2016) 

10) 食品安全委員会 ヨーネ病 ファクトシート 

<https://www.fsc.go.jp/sonota/hazard/H21_12.pdf> (Accessed 26 January 26, 2016) 

11) 「牛病学＜第三版＞」（近代出版） 

12) 監視伝染病診断指針 （社）日本獣医師会ホームページ 牛編 「ヨーネ病」 

<http://nichiju.lin.gr.jp/tksn/illness/c12.html> (Accessed 26 January 26, 2016) 

13) 百溪英一：欧州におけるヨーネ病の発生状況と対策の現状 2012（日獣会誌、65、P636-641、2012） 
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5.12 ピロプラズマ病（バベシア病、タイレリア病） 

 

5.12.1 疾病情報 

 

5.12.1.1 背景 

 

牛ピロプラズマ病は赤血球内寄生原虫の胞子虫綱ピロプラズマ目バベシア科原虫によるバベシア病

とタイレリア科原虫によるタイレリア病に大別され、貧血、黄疸を主徴とする。 

バベシア病の病原体である Babesia bigemina、B. bovis は牛、水牛及びシカを宿主とし、マダニ属

(Ixodes) やコイタマダニ属（Rhipicephalus）のマダニによって媒介される。 

タイレリア病の病原体である Theileria parva は牛及び水牛を、T. annulata は牛を宿主とし、それぞれコ

イタマダニ属（Rhipicephalus）及びイボマダニ属（Hyalomma）のマダニによって媒介される。 

ピロプラズマ病は我が国において家畜伝染病に指定されており、OIE のリスト疾病でもある（2015

年）。 

 

5.12.1.2 疫学 

 

①バベシア病 

B. bigemina 及び B. bovis は中南米、アフリカ、南ヨーロッパ、東南アジア、オーストラリア東部等広い範

囲に分布する。B. bigemina は 1 宿主性のコイタマダニ属ウシマダニ亜属（Boophilus）や R. decoloratus、

2 宿主性のコイタマダニ属の R. bursa、R. evertsi、3 宿主性のコイタマダニ属の R. appendiculatus やチマ

ダニ属のHaemaphysalis punctata等により媒介される。B. bovisはウシマダニ亜属やコイタマダニ属のダ

ニにより媒介される。1 宿主性のウシマダニ亜属は生涯を通じて 1 頭の動物に寄生する。ダニの唾液腺

内のバベシア原虫（スポロゾイト）は吸血時に牛体内に侵入し、赤血球内で双梨子状又は単梨子状のメ

ロゾイトとなり、赤血球の破壊とともに別の赤血球に侵入し、増殖を繰り返す。このような感染牛を別の

未感染マダニが吸血すると、ダニ体内に取り込まれた原虫はダニの腸管内で有性生殖を行い、経卵感

染して次世代の幼ダニに移行する。原虫は幼ダニや若ダニの唾液腺内でスポロゾイトに発育し、これら

のマダニが別の動物を吸血することで新たな感染を起こす。ダニが媒介できる発育ステージは病原体に

より異なり、B. bigemina では若ダニと成ダニが、B. bovis では幼ダニが感染牛を吸血した場合に感染が

成立する。 

バベシア原虫は脊椎動物の宿主不在下でもマダニ内で 4 年間生存し、感染源となる。感染耐過牛は

B. bigemina では数ヶ月、B. bovis では数年に渡り持続感染してキャリアーとなる。ダニによる媒介の他、

アブ・サシバエ等の機械的伝播を起こすベクターや原虫を含む血液に汚染された物品によっても感染が

成立し、稀に子宮内感染も起こる。 

我が国では過去に沖縄県において B. bigemina 及び B. bovis の発生が見られたが、1993 年を最後に

本病の発生はない。また、我が国における媒介ダニは熱帯から亜熱帯地域に生息するオウシマダニ（B. 

microplus）で、以前は沖縄の八重山諸島で常在化していたが、長期に渡る撲滅対策により 1999 年に撲
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滅が達成されており、現在我が国では本病は清浄化したと考えられる。なお、B. bigemina 及び B.bovis

によるバベシア病はそれぞれ Tick Fever（ダニ熱）、脳性バベシア症とも呼ばれる。 

 

②タイレリア病 

T. parva は East Coast Fever（東海岸熱）の原因であり、東・南アフリカ諸国に分布し、3 宿主性のコイタ

マダニ属のマダニ（主に R. appendiculatus）により媒介される。発生範囲は媒介ダニの分布と一致し、発

生時期もダニの活動期に限られる。T. annulata は熱帯タイレリア症の原因であり、アフリカ、アジア、欧

州等広い範囲に分布し、イボマダニ属のマダニにより媒介される。ダニの唾液腺内のタイレリア原虫は

吸血時に牛体内に侵入し、リンパ球でシゾントを形成する。シゾント感染リンパ球は動物体内で自立的

に増殖を繰り返し、体内の各臓器に浸潤してリンパ球増多症の原因となる。タイレリア原虫は感染リン

パ球内でシゾントからメロゾイトに発育し、リンパ球から赤血球に移行してピロプラズムとして増殖する。

このような感染牛を別の未感染マダニが吸血すると、ダニ体内に取り込まれた原虫はダニの腸管内で

有性生殖を行い、唾液腺内に侵入してスポロゾイトとなる。これらのマダニが別の動物を吸血することで

新たな感染を起こす。タイレリア原虫は気候条件により牧草地中で最長 2 年間感染性を有するが、経卵

感染はしない。タイレリア病はダニ等の生物学的ベクター不在下では維持されず、機械的伝播はない。

感染耐過牛はキャリアーとなることが多い。 

 

5.12.1.3 臨床症状 

 

①バベシア病 

潜伏期間は 2～3 週間と長いが、野外感染及び実験感染例では B. bigemina は 4～5 日、B. bovis は

10～12 日との報告もある。 

B. bigemina は 41～42℃の発熱が 2～7 日間続き、貧血、血色素尿、高度の黄疸が認められる。下痢

等の消化器症状も認められ、妊娠牛では流産も起こる。急性例では発症後 4～8 日で死亡し、致死率は

90％、原虫血症は 10～30％に及ぶ。 

B. bovisは発熱、貧血、黄疸及び血色素尿が特徴的で、脳性バベシア症を起こすこともある。脳性バベ

シア症の場合、流涎、興奮、麻痺等の神経症状を呈して急死する。致死率は 20～30％、原虫血症は

1％未満である。若齢牛よりも成牛において致死率が高い。 

 

②タイレリア病 

T. parva の潜伏期間は平均 8～12 日で、心拍・呼吸数増多、元気消失、泌乳停止が認められる。40℃

以上の発熱と体表リンパ節の腫脹が認められ、多くの動物はシゾント感染リンパ球の全身臓器への浸

潤に伴う多臓器不全となり、重度の肺水腫に起因する呼吸困難を起こして窒息死する。死亡に至らない

か、慢性経過をたどる場合、原虫の赤血球侵入に伴い貧血は顕著になり、時に黄疸が認められる。感

染後 3～4 週間の経過で死亡し、死亡率は 70％以上、時に 100％にも達する。死亡例では鼻腔、口腔か

ら泡沫状分泌物の多量流出が見られる。感染末期には、赤血球から原虫が検出できる。 

T. annulata の潜伏期間は平均 10～25 日であり、T. parva と同様の初期症状が認められる。致死率は

5～90％である。 
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5.12.1.4 診断 

 

①バベシア病 

発症牛の血液を塗抹し、ギムザ染色したものを鏡検して赤血球内の双梨子状の虫体を検出する。B. 

bigemina は B. bovis よりも大型の虫体として観察される。B. bigemina は全身血中にほぼ均等に出現する

が、B. bovis の感染赤血球は末梢血管に偏在することから、耳端、尾端等の毛細血管から採取した血液

を用いる。OIE では病原体の鑑別に PCR 検査を推奨している。血清診断としては ELISA、IFA、CF が用

いられる。IFA は交差反応が出やすいため診断が難しい。簡易迅速診断法として LAMP 法の研究が進

められており、実用化が期待される。 

 

②タイレリア病 

T. parva では、発症牛の血液の他、耳下腺又は浅頸リンパ節のバイオプシー検体の塗抹ギムザ染色

標本からのマクロシゾントの検出により診断する。T. annulata では腫脹している体表リンパ節のバイオプ

シー検体からマクロシゾント、ミクロシゾント及びミクロメロゾイトの検出により診断する。DNA 診断法

（PCR、DNA プローブ法）も可能である。血清診断として OIE は IFA を推奨している。なお、IFA は多種の

タイレリアとの交差反応が生じるため数種のタイレリアが存在する地域での診断には向かない。ELISA

は全ての感染牛を摘発するのに十分な感度があるとは言えないが、群レベルでの感染状況の把握に

は有用である。 

 

5.12.2 リスク評価 

 

①バベシア病 

 

5.12.2.1 侵入リスク評価 

 

現在家畜衛生条件を取り決めている国のうち、オーストラリアでは、発生地域は限定されるものの本

病の発生が認められる。ニュージーランド及びバヌアツ共和国は過去に本病の発生がないと OIE に報

告している清浄国である。 

これらのことから、侵入リスク発生確率（LR） は「中程度」と判断した。 

 

5.12.2.2 暴露リスク評価 

 

現在、我が国に本病を媒介しうるダニは存在しないと考えられることから、輸入牛から国内家畜への

主な感染経路としてアブ等の吸血昆虫による機械的伝播が想定される。アブ等が感染能を保有する期

間は短いと考えられるが、感染耐過牛は長期に渡りキャリアー化することから暴露機会は多いと考えら

れ、暴露リスク発生確率（LE）は「中程度」と判断された。 
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5.12.2.3 侵入及び暴露リスク評価 

 

LRが「中程度」、LEが「中程度」と判断されたことから、侵入及び暴露リスク発生確率（LRE）は「中程度」

と判断された。 

 

5.12.2.4 影響リスク評価 

 

我が国における本病の伝播経路としてアブ等の吸血昆虫による機械的伝播が想定され、感染耐過牛

は持続感染するが、生物学的ベクターであるマダニ不在下では原虫のライフサイクルが成立せず、本病

が我が国に定着する可能性は低い。発症率は一般的に高く、致死率は 90％に及ぶこともあることから、

一度発生すると牛産業に重大な影響を与えることが想定される。 

これらから、影響リスク発生確率（LC）は「中程度」と判断された。 

 

5.12.2.5 リスクの推定 

 

LRE が「中程度」、LC が「中程度」と判断されたことから、最終的なリスクは「中程度」であると推定され

た。 

 

②タイレリア病 

 

5.12.2.6 侵入リスク評価 

 

現在家畜衛生条件を取り決めている国はいずれも過去に本病の発生がないと OIE に報告している清

浄国であり、通報疾病に指定され、サーベイランスも実施されている。また、本病のベクターであるイボ

マダニ属及びコイタマダニ属の R. appendiculatus 等の分布域ではないことから、侵入リスク発生確率

（LR） は「無視可」と判断された。このため、本病に対するリスク評価はここで終了とする。 

 

5.12.2.7 リスクの推定 

 

LR が「無視可」と判断されたことから、最終的なリスクは「無視可」と推定された。 

 

 

5.12.3 リスク管理    

 

リスク評価の結果、輸入に当たっては①バベシア病についてはリスク低減措置が必要、②タイレリア病

については不要であると判断された。 
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（参考） OIE における推奨条件（バベシア病） 

 

OIE コードでは、牛の輸入に当たっては以下の条件に合致していることを証明する国際獣医証明書の

提示を求めることが推奨されている。 

 

1) 発生国から牛を輸入する場合の条件 

下記(1)又は(2)を満たすこと。また、輸送前にダニ駆除剤を投与し、完全にダニを駆除すること。 

(1) 下記①、②を満たすこと。 

① 輸送当日にバベシア病の臨床症状を示さないこと。 

② 出生以降、過去 2 年間バベシア病の発生のない地域で飼養されていたこと。 

(2) 下記①～③を満たすこと。 

① 輸送当日にバベシア病の臨床症状を示さないこと。 

② 輸出前 30 日以内にバベシア病の検査を実施し陰性となること。 

③ イミドカルブ等の効果的な抗原虫薬を 1 回投与（2mg/kg）すること。又は、アミカルバライドを投与

（10mg/kg）すること（現在、検証中）。 

 

5.12.4 参考資料 

 

1) OIE Technical diseasecards “BOVINE BABESIOSIS”, “THEILERIOSIS” 

<http://www.oie.int/fileadmin/Home/eng/Animal_Health_in_the_World/docs/pdf/Disease_cards/BOVINE_

BABESIOSIS.pdf> (Accessed 26 January 26, 2016) 

<http://www.oie.int/fileadmin/Home/eng/Animal_Health_in_the_World/docs/pdf/Disease_cards/THEILERI

OSIS.pdf> (Accessed 26 January 26, 2016) 

2) OIE コード 2015（第 11.2 及び 11.12 章） 

<http://www.oie.int/fileadmin/Home/eng/Health_standards/tahc/2010/chapitre_bovine_babesiosis.pdf> 

(Accessed 26 January 26, 2016) 

<http://www.oie.int/fileadmin/Home/eng/Health_standards/tahc/2010/chapitre_theileriosis.pdf> 

(Accessed 26 January 26, 2016) 

3) OIE 陸棲動物の診断テスト及びワクチンに対する基準マニュアル 2014（第 2.4.2 及び 2.4.16 章） 

<http://www.oie.int/fileadmin/Home/eng/Health_standards/tahm/2.04.02_BOVINE_BABESIOSIS.pdf> 

(Accessed 26 January 26, 2016) 

<http://www.oie.int/fileadmin/Home/eng/Health_standards/tahm/2.04.16_THEILIERIOSIS.pdf> 

(Accessed 26 January 26, 2016) 

4) 「動物の感染症〈第三版〉」（近代出版） 

5) （国）農業・食品産業技術総合研究機構 動物衛生研究所ホームページ 

6) 「獣医感染症カラーアトラス〈第二版〉」（文永堂出版） 

7) Iowa State University, The Center for Food Security & Public Health Homepage, 

<http://www.cfsph.iastate.edu/Factsheets/pdfs/bovine_babesiosis.pdf> (Accessed 26 January 26, 2016) 
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8) 「病性鑑定指針」（26 消安第 4686 号） 牛伝染性疾病 – ピロプラズマ病（牛） 

9) 動衛研研究報告 バベシア症に対する新規血清及び遺伝子学的診断法の開発に関する研究（Bull. 

Natl. Inst. Anim. Health No.116. 65-67(January 2010)） 

10) New Zealand government homepage, Import risk analysis: Cattle from Australia, Canada, the European 

Union, and the United States of America, : Final Report. 

<http://www.biosecurity.govt.nz/files/regs/imports/risk/cattle-ra.pdf> (Accessed 26 January 26, 2016) 

11) 「牛病学＜第三版＞」（近代出版） 

12) 監視伝染病診断指針 （社）日本獣医師会ホームページ 牛編 「ピロプラズマ病」 

<http://nichiju.lin.gr.jp/tksn/illness/c13.html> (Accessed 26 January 26, 2016) 

13) 寺田 裕：特集 大きな牧場の小さな虫たち -小さな虫たちの大きな悪事 放牧と家畜害虫- 

（動衛研ニュース 2012.2.27、No.57） 

14) 佐伯英治：マダニの生物学 （動薬研究、1998、5、No.57） 

15) 角田 隆、藤曲 正登：千葉県におけるマダニ類の生態（千葉衛研報告、第 20 号、P1-3、1996） 

16) 八重山地域からの牛の移動制限解除 -悲願のオウシマダニ撲滅を達成- （内閣府沖縄総合事務局 

広報誌「群星」1999 年 7 月号＜農林水産部＞） 

<http://www.ogb.go.jp/muri/199907/P10-P11.pdf> (Accessed 26 January 26, 2016) 

17) 八重山諸島の畜産家たちが取り組んだ一大事業 オウシマダニ撲滅への道（Hermony May 

2000,p16-17） 
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5.13 アナプラズマ病 

 

5.13.1 疾病情報 

 

5.13.1.1 背景 

 

アナプラズマ病は直径 0.2～1μm の類円形細菌であるリケッチア目(Rickettsiales)アナプラズマ科

(Anaplasmataceae)アナプラズマ属(Anaplasma)のアナプラズマ・マージナーレ（Anaplasma marginale）の

感染による貧血性疾患である。ウシ科、シカ科、ラクダ科動物の赤血球内に寄生する。近縁種に病原性

の弱いアナプラズマ・セントラーレ（A. centrale）がある。 

A. marginale によるアナプラズマ病は我が国において家畜伝染病に指定されており、OIE のリスト疾病

でもある（2015 年）。 

 

5.13.1.2 疫学 

 

A. marginale はほぼ世界中の熱帯、亜熱帯及び一部の温帯に分布する。我が国では 1977 年、1980～

83 年、1989～91 年、2007 年及び 2008 年に発生が記録されている。発生地域は主に西日本であるが、

1989～90 年には東京都（三宅島）、1991 年には青森県と北海道で、いずれもオーストラリアからの輸入

牛で発生した。A. centrale は世界中に分布し、我が国の牛にも広く感染していると考えられる。 

特定のマダニやヒメダニに感染した病原体がダニ体内で増殖し、感染ダニが未感染牛を吸血すること

により伝播する生物学的伝播の様式をとる。現在のところコイタマダニ属、カクマダニ属、イボマダニ属、

チマダニ等、19 種のダニが媒介すると言われている。我が国における最も重要なベクターは熱帯から亜

熱帯地域に生息する 1 宿主性のオウシマダニ（Rhipicephalus. microplus）であり、以前は沖縄の八重山

諸島で常在化していたが、長期に渡る撲滅対策により 1999 年に撲滅が達成された。病原体は媒介ダニ

体内で長期間生存し、経卵感染が起こる他、3 宿主性ダニでは経発育期伝播（幼ダニ、若ダニ、成ダニ

期にそれぞれ異なる宿主に寄生することで他の宿主に感染を拡げる伝播様式）により伝播される。 

アブ、サシバエ、蚊等による機械的伝播も成立するが、感染性を示すのは吸血後短時間に限られる。

注射針等による医原性機械的伝播も起こりうる。感染母牛から子牛への胎盤感染や子宮内感染の報

告例もごく稀にある。感染耐過牛は回復して血中にアナプラズマが確認されなくなり、再感染に対して強

い抵抗性を示すが、体内からアナプラズマが完全に消失することはなく、キャリアー化して感染源となる。

沖縄県では 1990 年代に感染、耐過していた牛が妊娠ストレスのため発病したと考えられる事例が 2007

年と 2008 年に発生した。 

 

5.13.1.3 臨床症状 

 

A. marginale の潜伏期は通常 2～5 週間であるが、100 日以上となる例もある。赤血球破壊による溶血

性貧血が主症状で、急性型では貧血、発熱、食欲及び活力低下、便秘、黄疸、脱水、呼吸数増加、流

産、乳量低下、不妊が認められ、死亡することもある。甚急性は重篤な症状を呈して発症から 2～3 時間
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で死亡する。重症例や瀕死期を除き、血色素尿の出現は少ない。1 歳未満では不顕性感染するか、発

症しても軽症で良性経過をとるが、1 歳以上では急性の経過をとり、2 歳以上では死亡例が増加する。

病原体の株やアナプラズマ血症の程度が症状の重篤化に大きく影響する。死亡率は約 50％である。 

A. centrale は病原性が弱いが、発熱や貧血を発症した例も報告されている。タイレリアとの混合感染

有で検出されることが多い。海外ではワクチン株として用いられている。 

 

5.13.1.4 診断 

 

疫学調査、臨床症状、臨床病理所見及び血液塗抹標本での検査により診断する。 

感染牛の末梢血の血液塗抹標本をギムザ染色又はアクリジン・オレンジ染色し、顕微鏡検査により赤

血球に感染する点状又は類円状の小体を観察する。A. marginale は赤血球内辺縁部、A. centrale は中

央部に寄生する。Howell-Jolly 小体、標本上のゴミ、タイレリア等との鑑別が必要である。PCR と遺伝子

解析も有用である。 

血清診断は CF により血清抗体を検出する。CF 抗体はアナプラズマの増殖にほぼ一致した期間に産

生される。抗原を 80℃・10 分間加熱することにより A. centrale 抗体の交差反応が消失し、両種の鑑別

が可能となる。しかし、感染源となりうる耐過牛では、血中の CF 抗体は消失しており、CF では摘発でき

ない。一方、ELISA 抗体は持続することから、摘発が可能である。海外では c-ELISA 法に基づく検査キ

ットが発売されているが、A. centrale との鑑別ができないため国内において診断目的には使用できな

い。 

OIE では CF 及びカード凝集試験（CAT）を輸入検疫時の推奨検査としている。 

 

5.13.2 リスク評価 

 

5.13.2.1 侵入リスク評価 

 

現在家畜衛生条件を取り決めている国のうち、オーストラリアでは、地域的に本病の発生が認められ

る。一方ニュージーランド及びバヌアツ共和国は過去に本病の発生がないと OIE に報告している清浄国

であり、サーベイランスが実施されている。 

これらのことから、侵入リスク発生確率（LR）は「中程度」と判断した。 

 

5.13.2.2 暴露リスク評価 

 

輸入牛から国内家畜への主な感染経路として、ダニによる生物学的伝播が想定されるが、我が国に

生息するカクマダニ属やチマダニ属のダニが本病を伝播するかは明らかでない。一方、アブ等の吸血昆

虫による機械的伝播が起こる可能性があるが、感染能を保有する期間は短い。感染耐過牛は長期に渡

りキャリアー化することから暴露機会は多いと考えられ、暴露リスク発生確率（LE）は「中程度」と判断さ

れた。 
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5.13.2.3 侵入及び暴露リスク評価 

 

LRが「中程度」、LEが「中程度」と判断されたことから、侵入及び暴露リスク発生確率（LRE）は「中程度」

と判断された。 

 

5.13.2.4 影響リスク評価 

 

我が国における本病の伝播経路としてアブ等の吸血昆虫による機械的伝播が想定され、感染耐過牛

はキャリアー化して感染源となることから定着の可能性は高い。本病の発症率については明確な情報

が得られていないが、発症すると生産性が低下し、2 歳以上の牛における致死率は 50％に及ぶことから、

一度発生すると牛産業に大きな影響を与えることが想定される。 

これらのことから、影響リスク発生確率（LC）は「中程度」と判断された。 

 

5.13.2.5 リスクの推定 

 

LRE が「中程度」、LC が「中程度」と判断されたことから、最終的なリスクは「中程度」であると推定され

た。 

 

5.13.3 リスク管理 

 

リスク評価の結果、輸入に当たってはリスク低減措置が必要であると判断された。 

 

（参考） OIE における推奨条件 

 

OIE コードでは、牛の輸入に当たっては以下の条件に合致していることを証明する国際獣医証明書の

提示を求めることが推奨されている。 

 

1) 発生国から牛を輸入する場合の条件 

下記(1)又は(2)を満たすこと。また、輸送前にダニ駆除剤を投与し、完全にダニを駆除すること。 

(1) 下記①、②を満たすこと。 

① 輸送当日にアナプラズマ病の臨床症状を示さないこと。 

② 出生以降、過去 2 年間アナプラズマ病の発生のない地域で飼養されていたこと。 

(2) 下記①～③を満たすこと。 

① 輸送当日にアナプラズマ病の臨床症状を示さないこと。 

② 輸出前 30 日以内にアナプラズマ病の検査を実施し陰性であること。 

③ オキシテトラサイクリン等の効果的な薬品を5 日間投与（22mg/kg）すること（現在、検証中）。 
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5.14 伝達性海綿状脳症 

 

5.14.1 疾病情報 

 

5.14.1.1 背景 

 

伝達性海綿状脳症(TSE)の病原体は感染性タンパク質プリオンであり、宿主の正常プリオンタンパク質

（PrPC）の構造異性体である異常プリオンタンパク質（PrPSc）がその主要構成成分となる。プリオンはゲ

ノムに相当する病原体固有の核酸を持たない。伝達性海綿状脳症には牛海綿状脳症（BSE）、めん羊・

山羊のスクレイピー、鹿慢性消耗病（CWD）が含まれる。ヒトのクロイツフェルト・ヤコブ病（CJD）も類似

の疾病であり、変異型 CJD は BSE プリオンの感染に起因していることから、本病は人獣共通感染症に

含まれる。BSE は BSE プリオンの感染による牛の遅発性、致死性神経変性疾患である。 

BSE は家畜伝染病に指定されている。また、OIE のリスト疾病（2015 年）であり、清浄性認定対象疾病

である。なお本病は家伝法第 5 条第 1 項において月齢（又は推定月齢）が満 48 ヶ月以上で死亡した牛

について検査を実施することが定められている。 

 

5.14.1.2 疫学 

 

BSE の宿主は家畜としての牛であり、1986 年に英国で報告があって以来、現在までにヨーロッパ、北

米、日本等 25 カ国で 18 万頭以上の感染牛が確認されている。BSE プリオンに汚染された動物性タンパ

ク質飼料（肉骨粉）が蔓延の原因となったが、同飼料の使用規制により世界中で BSE の発生は激減し、

2014 年では 12 頭のみの摘発となり発生は終息に向かっていると考えられる。我が国では 2001 年 9 月

以降 2009 年 1 月までの間に 36 頭の感染牛が発見されたがそれ以降発生は見られておらず、2003 年

以降に出生した牛では BSE は確認されていない。これを受け、我が国は 2013 年 5 月に、OIE から国際

的な BSE ステータスを「無視できる BSE リスクの国（清浄国）」に認定された。 

BSE プリオンは経口的に取り込まれ、パイエル板等の消化管付随リンパ装置から体内に侵入した後、

末梢神経に侵入し、内臓神経を経て脊髄腰部に、迷走神経を経て延髄に侵入する。 

プリオンは紫外線照射、ホルマリン処理、一般的な消毒薬に抵抗性が高い。感染性減弱の方法として、

1～2N の水酸化ナトリウムへの浸漬、3％以上の次亜塩素酸ナトリウムへの浸漬、134℃以上の高圧蒸

気滅菌等がある。 

 

5.14.1.3 臨床症状 

 

BSE の潜伏期は平均 4～6 年である。経口量が少ないと発病までの期間は延長する。発病後は数週

間から数ヶ月の経過で病状が進行する。発症初期は不安動作等の行動異常、音や光に対する過敏反

応が認められ、中期には運動失調（ふらつき、歩様異常等）、乳量低下が認められる。歩行異常は後肢

に顕著にみられ、後肢を高く持ち上げ、歩幅を大きく取るようになる。末期には転倒しやすくなり、起立不
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能、麻痺がみられるようになり死亡する。これらの病状は中枢神経障害に起因する。臨床症状のみから

本病を診断することは困難である。 

 

5.14.1.4 診断 

 

BSE は通常の感染症と異なり、病原体が宿主の自己タンパク質（PrPC）の構造異性体から構成されて

いるため炎症反応がなく免疫応答もない。現在でも血清診断等の生前診断は不可能である。 

病原体の確認としては、一次検査として ELISA（市販の迅速診断キット）が活用されている。確定診断

は病理組織標本による中枢神経系灰白質の海綿状変性の確認、IHC によるプリオンタンパク質の蓄積

及びウエスタンブロット法によるプリオンタンパク質の確認により行う。延髄への侵入経路に一致し、迷

走神経の起始角である延髄閂部の迷走神経背側核で最初に PrPSc の蓄積が認められるので、延髄閂

部を被検材料とする。生化学的検査法では、タンパク質分解酵素処理抵抗性のプリオンタンパク質

（PrP）をPrPSc として検出する。 

 

5.14.2 リスク評価 

 

5.14.2.1 侵入リスク評価 

 

現在家畜衛生条件を取り決めている国は全て本病の未発生国で、OIE において「無視できるリスクの

国」に認定されており、本病に対する積極的なサーベイランスが実施されている。 

これらのことから、侵入リスク発生確率（LR）は「極低い」と判断した。 

 

5.14.2.2 暴露リスク評価 

 

本病は汚染プリオンの経口摂取により伝播する。現在、我が国ではと畜場において特定部位の除去

及び BSE 検査がなされる他、肉骨粉の牛用飼料利用は規制されていることから、感染牛が輸入された

場合であっても、BSE プリオンが残存し、国内家畜へ暴露する可能性は限りなく無視できると考えられる。

これらのことから、暴露リスク発生確率（LE）は「無視可」と判断し、本病に対するリスク評価はここで終

了とする。 

 

5.14.2.3 リスクの推定 

 

LE が「無視可」と判断されたことから、最終的なリスクは「無視可」であると推定された。 

 

5.14.3 リスク管理    

 

リスク評価の結果、輸入に当たってはリスク低減措置が不要であると判断された。 
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5.14.4 参考資料 

 

1) OIE コード 2015（第 11.4 章） 

<http://www.oie.int/fileadmin/Home/eng/Health_standards/tahc/2010/chapitre_bse.pdf>  

(Accessed 26 January 26, 2016) 

2) OIE 陸棲動物の診断テスト及びワクチンに対する基準マニュアル 2014（第 2.4.6 章） 

<http://www.oie.int/fileadmin/Home/eng/Health_standards/tahm/2.04.06_BSE.pdf>  

(Accessed 26 January 26, 2016) 

3) 「動物の感染症〈第三版〉」（近代出版） 

4) （国）農業・食品産業技術総合研究機構 動物衛生研究所ホームページ 

5) 「獣医感染症カラーアトラス〈第二版〉」（文永堂出版） 

6) 牛海綿状脳症（BSE）に関する基礎資料（食品安全委員会） 

7) Merck Veterinary Manual, “Bovine spongiform encephalopathy” 

<http://www.merckvetmanual.com/mvm/nervous_system/bovine_spongiform_encephalopathy/overview_o

f_bovine_spongiform_encephalopathy.html> (Accessed 26 January 26, 2016) 

8) Iowa State University, The Center for Food Security & Public Health Homepage, 

<http://www.cfsph.iastate.edu/Factsheets/pdfs/bovine_spongiform_encephalopathy.pdf>  

(Accessed 26 January 26, 2016) 

9) 「病性鑑定指針」（26 消安第 4686 号） 牛伝染性疾病 – 伝達性海綿状脳症（牛）（牛海綿状脳症） 

10) 「牛病学＜第三版＞」（近代出版） 

11) 監視伝染病診断指針 （社）日本獣医師会ホームページ 牛編 「伝達性海綿状脳症」 

<http://nichiju.lin.gr.jp/tksn/illness/c15.html> (Accessed 26 January 26, 2016) 
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5.15 ブルータング  

 

5.15.1 疾病情報 

 

5.15.1.1 背景 

 

ブルータングはレオウイルス（Reoviridae）科、オルビウイルス（Orbivirus）属に属するブルータングウイ

ルス（Bluetongue virus : BTV）の感染によるめん羊、山羊、牛等の吸血昆虫媒介性疾病である。粘膜部

におけるチアノーゼや潰瘍形成を主徴とし、主にめん羊で発症することから、めん羊の生産国に多大な

影響を与える。26 の血清型が知られ、それぞれ流行地域や病原性に差異が認められる。ブルータング

は我が国では届出伝染病に指定されている。また、家畜改良増殖法により種畜検査の現畜検査対象疾

病に指定されている。OIE のリスト疾病(2015 年)である。 

 

5.15.1.2 疫学 

 

我が国を含む世界中の熱帯・亜熱帯・温帯地域に分布し、牛、水牛、シカ、めん羊、山羊等の偶蹄類

が発症し、ウイルスに対する感受性はめん羊が最も高い。BTV は多種類のヌカカによって媒介されるが、

発生地域ごとに主要な媒介種は異なり、流行には季節性（夏～秋）がある。感染したベクターは生涯を

通して感染性を有する。雌のヌカカは 3～4 日ごとに吸血を繰り返し約 70 日間生存するが、BTV に感染

すると約1週間後に唾液腺でウイルスが増殖し他の動物にBTVを伝播する。ヌカカは垂直感染を起こさ

ないとされているが、比較的暖かい冬では活動を弱め、長期間生存して越冬することがある。接触感染

はおこらないと考えられていたが、近年いくつかの血清型（1、8、26 等）では直接接触により伝播するこ

とが明らかになった。また、ウイルスは精液中にも排泄される。 

BTV が感受性を有する動物の体内に入ると、まずリンパ節で増殖し、血流により体内に拡がる。約 1

週間程度で発熱と共にウイルス血中濃度はピークに達し、2～3 日継続後にウイルス血中濃度は次第に

低下するが、ウイルス血症は長期間（5～9 週間以上）続くこともある。OIE コード上の感染性期間は 60

日とされている。 

2006年より報告された中央ヨーロッパにおける血清型8の発生では牛の発症が多く、流産や先天性異

常も多発しているが、死亡率は 1％未満に留まる。2007 年以降、国内発生は確認されていない。なお、

我が国では 6 種類の血清型（血清型 2、3、9、12、16 及び 21）が分離されている。 

 

5.15.1.3 臨床症状 

 

潜伏期は通常 5～10 日である。牛、山羊及びその他の反芻動物では一般的に発症は軽度で不顕性

感染の割合が高い。口部及び鼻鏡の潰瘍等、めん羊と同様の症状が認められる場合もある。不顕性感

染した牛は感染 4 日後にウイルス血症となる。 

めん羊では発熱、元気消失、食欲減退、顔面浮腫、流涎、嚥下障害、鼻汁漏出、呼吸困難等の症状を

示し、舌や口唇、口腔・鼻腔粘膜に腫脹や潰瘍形成がみられる。発症後期には、蹄部の腫脹や潰瘍形
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成、骨格筋の変性による跛行を示す場合もある。また、妊娠めん羊が感染すると流産や死産、新生子

羊の大脳欠損がみられることがある。野生動物ではシカの感受性が高く、死亡することもある。 

 

5.15.1.4 診断 

 

OIE マニュアルでは、病原検索としてウイルス分離及び RT-PCR、リアルタイム RT-PCR を推奨してい

る。ウイルス分離は発病初期又は発熱時の血液を材料とし、ヘパリン加血液を発育鶏卵（10～11 日齢

の静脈内）や培養細胞（BHK-21、HmLu-1 等）に接種する。分離ウイルスは IFA 又は抗原検出 ELISA で

血清群の同定を行い、特異抗血清を用いた NT で血清型を決定する。また、RT-PCR 及びリアルタイム

RT-PCR によるウイルス特異的及び血清型特異的遺伝子診断も推奨されている。 

ウイルス抗体の上昇は感染後 7～14 日後に認められ一般的に長期間持続する。血清診断法として、

OIE マニュアルでは、ウイルスの血清群の決定に当たりモノクローナル抗体 c-ELISA が、ウイルスの血

清型の決定に当たっては血清型特異的な NT が推奨されている。その他、代替法として AGID 及び CF

が提示されている。 

 

5.15.2 リスク評価 

 

5.15.2.1 侵入リスク評価 

 

現在家畜衛生条件を取り決めている国のうち、オーストラリアでは地域的に本病の発生が認められる。

また、牛は不顕性感染することが多く、輸出入検疫では臨床所見からは摘発されない可能性が高い。ニ

ュージーランド及びバヌアツ共和国は過去に本病の発生がないと OIE に報告している清浄国であり、サ

ーベイランスが実施されている。これらのことから、本病の侵入リスク発生確率（LR）は「中程度」と判断

した。 

 

5.15.2.2 暴露リスク評価 

 

輸入牛から国内家畜への主な感染経路として、吸血昆虫（ヌカカ）による伝播が想定され、ウイルス血

症が長期間続くこともあることから、暴露リスク発生確率（LE）は「高い」と判断された。 

 

5.15.2.3 侵入及び暴露リスク評価 

 

LR が「中程度」、LE が「高い」と判断されたことから、侵入及び暴露リスク発生確率（LRE）は「高い」と

判断された。 

 

 

 

 

- 75 -



  肥育用素牛の輸入に関するリスク評価書 

 

5.15.2.4 影響リスク評価 

 

本病はヌカカの吸血により伝播することから、群間伝播する可能性が高い。また、ヌカカは温暖な地域

では長期間生存し越冬する可能性があることから、定着する可能性がある。牛は通常不顕性感染し、

発症しても症状は軽度であるが、稀に流産する。 

これらのことから、影響リスク発生確率（LC）は「低い」と判断された。 

 

5.15.2.5 リスクの推定 

 

LRE が「高い」、LC が「低い」と判断されたことから、最終的なリスクは「中程度」であると推定された。 

 

5.15.3 リスク管理    

 

リスク評価の結果、輸入に当たってはリスク低減措置が必要であると判断された。 

 

（参考） OIE における推奨条件 

 

OIE コードでは、牛の輸入に当たっては以下の条件に合致していることを証明する国際獣医証明書の

提示を求めることが推奨されている。 

 

1） BTV 清浄国又は地域※からの反芻動物及び感受性動物の輸入条件 

(1)～(4)のいずれかを満たし、かつ(5)を満たすこと。 

(1) 出生以降又は輸出前過去 60 日間、BTV 清浄国又は地域で飼養されていたこと。 

(2) 少なくとも輸出前 28 日間 BTV 清浄国又は地域で飼養され、OIE マニュアルに準じた BTV 属の抗

体検出血清検査を実施し陰性であること。また、輸出まで BTV 清浄国又は地域に留め置かれること。 

(3) 少なくとも 7 日間 BTV 清浄国又は地域で飼養され、OIE マニュアルに準拠した病原検索を行い陰

性であること。また、輸出まで BTV 清浄国又は地域に留め置かれること。 

(4) 輸出動物は次の①～④全ての条件を満たすこと。 

① 少なくとも 7 日間 BTV 清浄国又は地域で飼養されること。 

② OIE コード Article 8.3.16～21 のサーベイランスプログラムに沿った存在しうる全血清型のワクチン

を BTV 清浄国又は地域に移動する 60 日前に接種すること。 

③ ワクチン接種がなされていることが識別されること。 

④ 輸出まで BTV 清浄国又は地域に留め置かれること。 

(5) BTV 発生国の清浄地域から輸出される場合は、次の①～③いずれかの条件を満たすこと。 

① 輸送中、BTV 汚染地域を経由しないこと。 

② 汚染地域を経由している間は殺虫剤で蚊等から防御されること。 

③ (4)のとおり、適切なワクチン接種がなされていること。 
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※  ブルータング清浄国又は地域の条件 

① BTV が通報疾病に指定されてから継続して BTV 清浄とみなされる国又は地域であり、次の a,b ど

ちらかを満たすこと。 

a. OIE コード Article 8.3.16～21 のサーベイランスプログラムを実施し、過去 2 年間 BTV の発生の証拠

が認められないこと。 

b. 実施しているサーベイランスプログラムにおいて Culicoides 属の蚊が当該国又は地域に存在する

証拠が示されないこと。 

② OIE コード Article 8.3.19 の 5 で示されるベクターサーベイランスにおいて、Culicoides 属の蚊が存

在する証拠が認められない国又は地域は、感染国又は地域からのワクチン接種、抗体陽性又は感染

動物、精液及び受精卵の輸入により清浄ステータスを失うことはない。 

③ BTV の清浄国又は地域であって、サーベイランスで Culicoides 属の蚊が存在する証拠が認められ

ている国又は地域は、次の a,b の条件下で感染国から輸入されたワクチン接種又は抗体陽性動物によ

り清浄ステータスを失うことはない。 

a. OIE コード Article 8.3.16～21 のサーベイランスプログラムに沿った存在しうる全血清型について少な

くとも輸送の 60 日前にワクチンを接種すること。また、ワクチン接種について、添付証明書で識別できる

こと。 

b. 当該輸出牛はワクチン非接種であり、輸送の少なくとも 60 日前に、輸出国又は地域に存在する

BTV の血清型の特異抗体を保有していることが証明されていること。 

④ BTV 発生国又は地域に隣接した BTV 清浄国又は地域は OIE コード Article 8.3.1 に示されるような

緩衝ゾーン（OIE コード Article 8.3.16～21 に従ったサーベイランスが実施される）を含めるべきであり、境

界は明確に区別され、緩衝ゾーンの動物は継続的な監視下におかれる必要がある。 

 

2） BTV 季節清浄国からの反芻動物及び感受性動物の輸入条件 

(1)～(4)のいずれかを満たし、かつ(5)を満たすこと。 

(1) 出生以降又は輸出前60日間、BTV季節清浄期間中にBTV季節清浄地域で飼養されていたこと。 

(2) 少なくとも輸出前 28 日間 BTV 季節清浄地域で飼養され、OIE マニュアルに準じた BTV 属の抗体

検出血清検査を実施し陰性となること。また、輸出まで BTV 季節清浄国又は地域に留め置かれること。 

(3) 少なくとも輸出前 14 日間、BTV 季節清浄地域で飼養され、OIE マニュアルに準拠した病原検索を

実施して陰性となること。また、輸出まで BTV 季節清浄地域に留め置かれること。 

(4) 輸出動物は季節清浄期間中、BTV 季節清浄地域で飼養され、かつ、BTV 清浄国又は地域に入る

少なくとも 60 日前にワクチン接種を受けること。ワクチンは OIE コード Article 8.3.16～21 のサーベイラン

スプログラムに沿った全ての存在しうる血清型のワクチンを使用すること。 

(5) 次の①～③の条件のいずれかを満たすこと。 

① 輸送中、汚染地域を経由しないこと。 

② 汚染地域を経由する間、殺蚊剤で蚊等から防御されること。 

③ (4)のとおり、適切なワクチン接種がなされていること。 
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3） BTV 汚染国からの反芻動物及び感受性動物の輸入条件 

輸出牛は次の条件のいずれかを満たすこと。 

(1) 輸出前少なくとも 60 日間及び輸送中、ベクター侵入防止措置のとられた施設内でヌカカ等から防

御されること。 

(2) 輸出前少なくとも 28 日間及び輸送中、ベクター侵入防止措置のとられた施設内でヌカカ等から防

御されること。また、OIE マニュアルに準じた BTV 属の抗体検出血清検査を隔離期間中に実施し陰性で

あること。 

(3) 輸出前少なくとも 14 日間及び輸送中、ベクター侵入防止措置のとられた施設内でヌカカから防御

されること。また、OIE マニュアルに準拠した病原検索を隔離期間中に実施し陰性であること。 

(4) 輸出の少なくとも 60 日前にワクチン接種を受けること。ワクチンは OIE コード Article 8.3.16～21 の

サーベイランスプログラムに沿った存在しうる全血清型のワクチンを使用すること。加えて、証明書でワ

クチン接種歴が証明されるか抗体価の証明がなされ、輸出前少なくとも 60 日間、ベクターから防御され

ていること。 

(5) 輸出前少なくとも 60 日前に、OIE コード Article 8.3.16～21 のサーベイランスプログラムに沿った存

在しうる全血清型の抗体を有することが証明されること。 

 

5.15.4 参考資料 

 

1) OIE Technical disease cards “BLUETONGUE” 

<http://www.oie.int/fileadmin/Home/eng/Animal_Health_in_the_World/docs/pdf/Disease_cards/BLUETO

NGUE.pdf> (Accessed 26 January 26, 2016) 

2) OIE コード 2015（第 8.3 章） 

<http://www.oie.int/fileadmin/Home/eng/Health_standards/tahc/2010/chapitre_bluetongue.pdf> 

(Accessed 26 January 26, 2016) 

3) OIE 陸棲動物の診断テスト及びワクチンに対する基準マニュアル 2014（第 2.1.3 章） 

<http://www.oie.int/fileadmin/Home/eng/Health_standards/tahm/2.01.03_BLUETONGUE.pdf>  

(Accessed 26 January 26, 2016) 

4) 「動物の感染症〈第三版〉」（近代出版） 

5) （国）農業・食品産業技術総合研究機構 動物衛生研究所ホームページ 

6) 「獣医感染症カラーアトラス〈第二版〉」（文永堂出版） 

7) Iowa State University, The Center for Food Security & Public Health Homepage, 

<http://www.cfsph.iastate.edu/Factsheets/pdfs/bluetongue.pdf> (Accessed 26 January 26, 2016) 

8) 「病性鑑定指針」（26 消安第 4686 号） 牛伝染性疾病 – ブルータング（牛） 

9) 海外悪性伝染病（チクサン出版社） 

10) 「牛病学＜第三版＞」（近代出版） 

11) 監視伝染病診断指針 （社）日本獣医師会ホームページ 牛編 「ブルータング」 

<http://nichiju.lin.gr.jp/tksn/illness/c16.html> (Accessed 26 January 26, 2016) 
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5.16 アカバネ病   

 

5.16.1 疾病情報 

 

5.16.1.1 背景 

 

アカバネ病はブニャウイルス科（Bunyaviridae）、オルソブニャウイルス属（Orthobunyavirus）、アカバネ

ウイルス（Akabane virus）の感染により、牛、水牛、めん羊及び山羊に流産や早産、死産、関節弯曲症、

大脳形成不全等を示す先天異常子の娩出を引き起こす疾病である。生後感染により若齢牛に、非化膿

性脳脊髄炎を起こすことがある。 

血清型は単一と考えられているが、国内分離株は genogroupⅠと genogroupⅡの二つの遺伝型に分け

ることができる。 

本病は我が国では届出伝染病に指定されている他、家畜伝染病予防事業により発生予察対象疾病

に指定され、全国的に抗体保有状況のサーベイランスが行われている。OIE のリスト疾病には指定され

ていない。 

 

5.16.1.2 疫学 

 

本病は亜熱帯から温帯地域に分布し、オーストラリア、イスラエル、韓国、台湾等で発生報告があり、

抗体保有状況やウイルス分離成績から、アフリカ、中近東、アジアに広く分布していると考えられる。我

が国では西日本を中心に発生し、稀に東北や北海道で発生がみられる。ウイルスは吸血昆虫（主にヌ

カカ）を介して伝播し、我が国ではウシヌカカ（Culicoides oxystoma）が主要なベクターになっていると考

えられる。接触感染や飛沫感染は起こらない。オーストラリアではオーストラリアヌカカ（C. brevitarsis）、

中東では C. imicola がアカバネウイルスを媒介する。アカバネウイルスは、偶蹄類等の大型、中型動物

に広く感染する。九州以北では夏から秋にかけてウイルスの伝播が起こり、冬期には終息する。胎子感

染による死産や先天異常を持った子牛の分娩は、伝播が起こった年の冬から翌年の春にかけてみられ

る。分離ウイルスの遺伝子解析から、夏期に海外からベクターとともに複数の遺伝型が我が国に入れ

替わり侵入し、一過性の流行を繰り返していると考えられている。 

我が国では、アカバネ病単味ワクチンの他、牛異常産 3 種混合ワクチン（アカバネ病、チュウザン病、

アイノウイルス感染症）等様々な混合ワクチンが開発されており、初夏（5～6 月）の接種が推奨されてい

る。 

 

5.16.1.3 臨床症状 

 

母牛はウイルスに感染しても一過性の白血球減少を示すのみでほぼ無症状である。ウイルス血症は

感染後1～6日で起こり、1～4日持続すると考えられるが、不顕性感染牛が長期キャリアーになることは

ない。妊娠動物が感染すると流産、早産、死産が認められる。また、正常に出産した場合であっても、子

牛には四肢の関節彎曲や脊柱彎曲等の体形異常や、水無脳症（大脳欠損症）等の中枢神経異常を伴
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う先天的な奇形がみられる。これらの症状をまとめて「異常産」と呼称している。しかし、感染した妊娠動

物が胎子感染を起こす割合はそれほど高率ではなく、感染母牛の約 1/3 程度と考えられている。5～

50％が異常産を起こすという報告もある。流行株によっては生後感染により子牛や育成牛に脳脊髄炎

を起こし、発症牛の多くで後肢又は前肢の麻痺を伴う起立不能や運動失調等の神経症状が観察され

る。 

なお、実験感染から、めん羊及び山羊は牛に比べてウイルスに対する感受性が強いことがわかってい

る。 

 

5.16.1.4 診断 

 

成牛は無症状であり、流死産の発生で本病を疑う。アイノウイルス感染症、チュウザン病、牛ウイルス

性下痢・粘膜病等と類症鑑別が必要となる。 

病原診断として、流産胎子の脳や筋肉の凍結切片や子牛の脳脊髄炎材料から FA により抗原証明が

可能である。新鮮な流産胎子の臓器乳剤や脳脊髄炎病巣部からはウイルスが分離できるが、先天性に

異常を示す子牛はすでに抗体を保有しており、ウイルス分離は難しい。ウイルス分離は乳のみマウスの

脳内あるいはハムスター由来の HmLu-1 細胞、BHK-21 細胞に接種して行う。ホルマリン固定した材料

を用いて、IHC によるウイルス抗原の検出も可能である。S 分節及び M 分節を標的とした RT-PCR によ

る遺伝子診断も用いられる。母牛からのウイルス分離は抗体が陽転する直前の血液を用いれば可能で

あり、ヘパリン加血液をウイルス分離に供する。生後感染例では、脳幹部又は脊髄等の中枢神経系か

らのウイルス分離を実施する。また、中枢神経を用い、PCR によるウイルス遺伝子の検出も補助診断と

して利用できる。 

血清診断では、初乳未摂取の異常子血清から NT により抗体を検出する。抗体陽性であれば胎子期

に感染を受けた証明となる。抗体の検出には HI も用いられるが、NT の方が確実である。市販 ELISA キ

ットによる抗体検出も可能である。98％の特異性を有する c-ELISA キットも開発されている。 

 

5.16.2 リスク評価 

 

5.16.2.1 侵入リスク評価 

 

現在家畜衛生条件を取り決めている国のうち、オーストラリアでは本病の発生があり、その分布域（ク

イーンズランド州、ニューサウスウェールズ州、オーストラリア北部）はブルータングや牛流行熱等とほ

ぼ一致している。また、通報疾病には指定されていないものの継続的にサーベイランスが実施されてい

る。一方、ニュージーランド及びバヌアツ共和国では本病の発生報告はなく、通報疾病にも指定されて

いない。これらのことから、侵入リスク発生確率（LR） は「中程度」と判断した。 
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5.16.2.2 暴露リスク評価 

 

輸入牛から国内家畜への主な感染経路として吸血昆虫による伝播が想定されるが、本病のウイルス

血症持続期間は 1～4 日と短いことから、暴露リスク発生確率（LE）は「中程度」と判断された。 

 

5.16.2.3 侵入及び暴露リスク評価 

 

LRが「中程度」、LEが「中程度」と判断されたことから、侵入及び暴露リスク発生確率（LRE）は「中程度」

と判断された。 

 

5.16.2.4 影響リスク評価 

 

本病はヌカカ等の吸血により伝播することから群間伝播する可能性が高く、ウイルスは夏期にベクタ

ーとともに侵入して一過性の流行を繰り返すと考えられるが、ヌカカ内で越冬する可能性は否定できな

い。しかし、成牛は本病に感染しても無症状であり、一部の妊娠牛に異常産を起こすが母牛に後遺症が

残ることは稀である。また、本病は適切なワクチン接種により予防が可能な疾病である。 

これらのことから、影響リスク発生確率（LC）は「無視可」と判断された。 

 

5.16.2.5 リスクの推定 

 

LRE が「中程度」、LC が「無視可」と判断されたことから、最終的なリスクは「無視可」であると推定され

た。 

 

5.16.3 リスク管理 

 

リスク評価の結果、輸入に当たってはリスク低減措置が不要であると判断された。 

 

5.16.4 参考資料 

 

1) OIE 陸棲動物の診断テスト及びワクチンに対する基準マニュアル 2014（第 2.9.1 章） 

<http://www.oie.int/fileadmin/Home/eng/Health_standards/tahm/2.09.01_BUNYAVIRAL_DISEASES.pdf> 

(Accessed 26 January 26, 2016) 

2) 「動物の感染症〈第三版〉」（近代出版） 

3) （国）農業・食品産業技術総合研究機構 動物衛生研究所ホームページ 

4) 「獣医感染症カラーアトラス〈第二版〉」（文永堂出版） 

5) 松本稔（北里研究所）：アカバネ病とアカバネウイルス（ウイルス 30(1), 1-10, 1980） 

<https://www.jstage.jst.go.jp/article/jsv1958/30/1/30_1_1/_pdf> (Accessed 26 January 26, 2016) 

6) Iowa State University, The Center for Food Security & Public Health Homepage, 
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<http://www.cfsph.iastate.edu/Factsheets/pdfs/akabane.pdf> (Accessed 26 January 26, 2016) 

7) 「病性鑑定指針」（26 消安第 4686 号） 牛伝染性疾病 – アカバネ病（牛） 

8) Akabane Virus – Risk Management in Australia, P.D. Kirkland, EMAI, Camden NSW Australia, 

<http://ec.europa.eu/food/animal/diseases/schmallenberg_virus/docs/at_risk_management_akabane_en.pdf> 

(Accessed 26 January 26, 2016) 

9) AU – National Arbowirus Monitaring Program (NAMP) Annual report 2013-2014, 2014-2015 

<http://www.animalhealthaustralia.com.au/our-publications/namp-report/> 

<http://www.animalhealthaustralia.com.au/wp-content/uploads/2016/01/NAMP-2014-15-Report.pdf> 

(Accessed 26 January 26, 2016) 

10) NZ-IRA (Import Risk Analysis: Cattle from Australia, Canada, the European Union, and the United 

States of America) 

11) 「牛病学＜第三版＞」（近代出版） 

12) 監視伝染病診断指針 （社）日本獣医師会ホームページ 牛編 「アカバネ病」 

<http://nichiju.lin.gr.jp/tksn/illness/c17.html> (Accessed 26 January 26, 2016) 

13) 管内で発生したアカバネ病の生後感染事例、 広島県獣医学会雑誌 № 28（2013） 

<http://www.hiro-vet.or.jp/learning/pdf/magazine-h2507/P53-58.pdf> (Accessed 26 January 26, 2016) 
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5.17 悪性カタル熱  

 

5.17.1 疾病情報 

 

5.17.1.1 背景 

 

悪性カタル熱にはウシカモシカ（ヌー）が自然宿主であるウシカモシカ媒介型（WA-MCF）と、めん羊が

自然宿主であるヒツジ随伴型（SA-MCF）がある。それぞれ自然宿主では不顕性感染するが、ウシ、水

牛等のウシ亜科、めん羊、シカ等の動物は感受性があり、発熱、呼吸器・消化器のカタル性炎、角膜混

濁、皮膚炎、神経症状を主徴とする致死的感染症である。WA-MCF はガンマヘルペス亜科、Macavirus

属のウシカモシカヘルペスウイルス-1（Alcelaphine herpesvirus 1: AlHV-1）、SA-MCF は同属のヒツジヘ

ルペスウイルス-2（ovine herpesvirus 2: OvHV-2）を病原体とする。 

我が国では、悪性カタル熱は届出伝染病に指定されているが、OIE のリスト疾病には指定されていな

い。また、本病の病原体は家伝法で届出伝染病等病原体に指定されている。 

 

5.17.1.2 疫学 

 

WA-MCF、SA-MCF ともに、牛、水牛等のウシ亜科、シカ等が終末宿主となり発症する。 

WA-MCF は主にサハラ以南のアフリカの牛で発生するが、動物園や自然保護区等、自然宿主と感受

性動物が共存する環境下ではどこでも発生する可能性がある。ウシカモシカでは胎盤を介して垂直感

染し、新生動物の鼻汁、涙及び糞便中に感染性ウイルスが排出される。ウイルス排泄は 3～4 ヶ月齢で

最も多く、6 ヶ月齢以上では、ストレス時や分娩期を除き排泄量は激減する。牛やシカはこれらに汚染さ

れたエアロゾルの吸引や接触により感染し、多くの感染は 1～2 ヶ月齢で起こり、6 ヶ月齢以降で感染す

ることは稀である。通常、感染には濃厚接触が必要であるが、100m 離れた距離での伝播の報告もある。

AIHV-1 ウイルスの環境抵抗性は非常に弱く、環境中では 72 時間以内に感染性を失い、太陽光によっ

て速やかに不活化される。 

SA-MCF は我が国を含めた世界中で発生し、豚の発症例も報告されている。感受性は宿主により差

があり、牛やコブウシは比較的抵抗性を示して通常は散発発生であるが、シカ、バイソン、水牛、バリ牛

は高感受性を示す。めん羊は母乳を介して垂直感染する。感染動物の鼻汁中（特に 6～9 ヶ月齢の子羊

に多い）に排出される感染性ウイルスの呼吸器感染により伝播する。ウイルス排泄期間は短く、通常 24

時間以内である。牛への感染は通常は出産期の感染めん羊との濃厚接触と考えられるが、70m 離れた

距離から伝播したとの報告もある。 

ごく稀に牛、バイソン、シカ及び豚等の終末宿主での不顕性感染も報告されており、これらの動物にお

いてもストレス時等に再発する可能性がある。感染牛からその他の感受性動物に本病が伝播する可能

性については、これまでに報告がないことからも成立しづらいと考えられるが、発症した場合にはウイル

ス排泄がおこることから感染の可能性は否定できない。 

潜伏期はウイルス株、宿主等の要因により様々で、牛では 11～34 日から 9 ヶ月まで幅があるとされる。

終末宿主における症状は潜伏期の長さにより様々であるが、牛は比較的抵抗性である。WA-MCF のア
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フリカにおける罹患率は通常 6～7％、稀に 50％といわれる。また、SA-MCF は、欧州の罹患率は通常

1％未満であり、散発発生である。しかし、発症した場合の致死率は高く 80～90％と考えられており、多

くの発症動物は 4～15 日で死亡する。慢性例や回復例も報告されている。 

高感受性のシカやバイソン、水牛での罹患率及び致死率は非常に高い。 

 

5.17.1.3 臨床症状 

 

WA-MCF 及び SA-MCF ともに、自然宿主は不顕性感染する。 

甚急性型では無症状から発熱、口腔・鼻腔粘膜の炎症、出血性胃腸炎を呈し、1～3日で死亡する。一

般的には突然の発熱、元気・食欲消失、脱水、呼吸数・脈拍数の増加が認められる。体表リンパ節は腫

脹し、眼の充血、鼻鏡や鼻腔・口腔粘膜の充血、糜爛・潰瘍形成、流涎・膿性鼻汁、皮膚炎、泌乳量の

減少、悪臭の下痢、神経症状等を呈して死亡する。慢性例や回復例ではこれらの症状が穏やかに認め

られ、回復後は角膜混濁が認められることが多い。 

牛疫、牛ウイルス性下痢・粘膜病、牛白血病、イバラキ病等との類症鑑別が必要である。 

 

5.17.1.4 診断 

 

典型例では自然宿主との接触等の疫学所見や症状、病理所見から診断が可能である。 

血液検査ではリンパ球の増加や異型単核球の出現が認められる。 

WA-MCF は血液や病変部、リンパ系組織を材料に末梢リンパ球を取り出し、牛胸腺細胞に接種して

AIHV-1 ウイルスの分離を実施する。感染細胞は合胞体を形成し、FA により抗原が証明される。

SA-MCF ではウイルス分離は成功していない。AIHV-1、OvHV-2 に特異的な PCR による診断が実施さ

れている。血清診断として、c-ELISA を用いた特異抗体の検出は有効であり、その他、IFA も実施され

る。 

 

5.17.2 リスク評価 

 

5.17.2.1 侵入リスク評価 

 

現在家畜衛生条件を取り決めている国のうち、オーストラリア及びニュージーランドでは本病

（SA-MCF）の発生がある。また、オーストラリアでは本病を通報疾病に指定しているが、ニュージーラン

ドでは指定していない。本病はOIEリスト疾病ではないことから、バヌアツ共和国の本病発生状況につい

ての詳細情報は得られていない。本病の潜伏期間は 11 日～9 ヶ月と幅があるため、輸出入検疫期間中

に摘発されない可能性がある。これらのことから、侵入リスク発生確率（LR） は「中程度」と判断した。 

 

 

 

 

- 84 -



  肥育用素牛の輸入に関するリスク評価書 

 

5.17.2.2 暴露リスク評価 

 

牛は本病の終末宿主であり、これまでの発生報告からも輸入牛から国内家畜へ本ウイルスが伝播す

る可能性については極めて低いと考えられることから、暴露リスク発生確率（LE）は「極低い」と判断し

た。 

 

5.17.2.3 侵入及び暴露リスク評価 

 

LR が「中程度」、LE が「極低い」と判断されたことから、侵入及び暴露リスク発生確率（LRE）は「低い」

と判断された。 

 

5.17.2.4 影響リスク評価 

 

本病は発症牛の鼻汁中に排泄される感染性ウイルスとの接触感染により伝播する可能性があるが、

発症牛が同居家畜に本病を伝播した報告はない。発症牛は致死的経過をとることが多いものの、牛は

本病への感受性が低く終末宿主であることから発生は散発性に留まり、定着する可能性も低いと考えら

れる。また、国内でも発生が認められており、発生時に社会に与える影響は限定的と考えられる。 

これらのことから、影響リスク発生確率（LC）は「無視可」と判断された。 

 

5.17.2.5 リスクの推定 

 

LRE が「低い」、LC が「無視可」と判断されたことから、最終的なリスクは「無視可」であると推定され

た。 

 

5.17.3 リスク管理    

 

リスク評価の結果、輸入に当たってはリスク低減措置が不要であると判断された。 

 

5.17.4 参考資料 

 

1) OIE Technical disease cards “MALIGNANT_CATHARRAL_FEVER” 

<http://www.oie.int/fileadmin/Home/eng/Animal_Health_in_the_World/docs/pdf/Disease_cards/MALIGN

ANT_CATHARRAL_FEVER.pdf> (Accessed 26 January 26, 2016) 

2) OIE 陸棲動物の診断テスト及びワクチンに対する基準マニュアル 2013（第 2.4.15 章） 

<http://www.oie.int/fileadmin/Home/eng/Health_standards/tahm/2.04.15_MCF.pdf>  

(Accessed 26 January 26, 2016) 

3) 「動物の感染症〈第三版〉」（近代出版） 

4) （国）農業・食品産業技術総合研究機構 動物衛生研究所ホームページ 
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5) 「獣医感染症カラーアトラス〈第二版〉」（文永堂出版） 

6) Iowa State University, The Center for Food Security & Public Health Homepage, 

<http://www.cfsph.iastate.edu/Factsheets/pdfs/malignant_catarrhal_fever.pdf> 

 (Accessed 26 January 26, 2016) 

7) Merck Veterinary Manual - “Mallignant Cathrral Fever” 

<http://www.merckvetmanual.com/mvm/generalized_conditions/malignant_catarrhal_fever/overview_of_m

alignant_catarrhal_fever.html?qt=mallignant cathrral fever&alt=sh> (Accessed 26 January 26, 2016) 

8) 「病性鑑定指針」（26 消安第 4686 号） 牛伝染性疾病 – 悪性カタル熱（牛） 

9) 「牛病学＜第三版＞」（近代出版） 

10) 監視伝染病診断指針 （社）日本獣医師会ホームページ 牛編 「悪性カタル熱」 

<http://nichiju.lin.gr.jp/tksn/illness/c18.html> (Accessed 26 January 26, 2016) 
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5.18 チュウザン病  

 

5.18.1 疾病情報 

 

5.18.1.1 背景 

 

チュウザン病はレオウイルス（Reoviridae）科、オルビウイルス（Orbivirus）属、パリアムウイルス

（Palyam virus）群に属するチュウザンウイルス（Chuzan virus）の胎子感染によって起こる、水無脳症や

小脳形成不全を伴う先天異常子の出産を主徴とする疾病である。チュウザンウイルスは血清学的に、

1956 年にインドで分離されたカスバウイルス（Kasba virus）と同一であることが確認されている。 

本病は我が国では届出伝染病に指定されているが、OIE ではリスト疾病に指定されていない。また、

家畜伝染病予防事業により発生予察対象疾病に指定され、全国的にサーベイランスが行われている。 

 

5.18.1.2 疫学 

 

我が国の他、韓国、台湾で発生しているがその他の国での発生報告はない。我が国では九州・沖縄

地方での発生が確認されている。南九州における国内初発時（1985～86 年）の疫学調査では、中四国

及び近畿地方でも抗体陽性牛が確認された。なお、パリアムウイルス群に属するウイルスは日本を含

むアジアの他、アフリカやオーストラリアでも分離されており、本ウイルス以外にも牛胎子に感染して異

常産を引き起こすウイルスが存在する。 

ウイルスは吸血昆虫（Culicoides 属ヌカカ、日本では主にウシヌカカ）によって媒介され、牛、水牛、山

羊等に伝播する。ウイルスの伝播は媒介昆虫の活動が盛んな夏から秋に起きる。妊娠牛が感染した場

合、秋から翌年の春にかけて流行性異常産が発生する。和牛で多発し、乳用牛での発生は少ない。ま

た、めん羊、山羊ではウイルス感染が確認されているものの、これまでに異常産の発生は報告されてい

ない。 

なお、2001～02年に発生したパリアムウイルス群のディアギュラウイルス（D'Aguilar virus）による異常

産でも本病と同様の症状がみられた。ディアギュラウイルスはチュウザンウイルスの遺伝子再集合によ

り生じた新たなウイルスとして報告されており、チュウザンウイルスの分節ゲノムの一部を保持している

ことが示唆されている。 

我が国では、牛異常産 3 種混合ワクチン（アカバネ病、チュウザン病、アイノウイルス感染症）等が開

発されており、ウイルス流行期前である初夏（5～6 月）に接種されている。 

 

5.18.1.3 臨床症状 

 

成牛や子牛はウイルスに感染してもほぼ無症状であるが、ウイルス血症は 1～2 ヶ月持続する。 

妊娠牛の感染による異常子牛の娩出を主徴するが、流産を起こすことは少ない。感染母牛には異常

はみられない。胎子感染により子牛の先天異常が起こり、関節彎曲等の体形異常は起こさないが、虚

弱、自力哺乳不能及び起立不能等の運動障害、間欠的なてんかん様発作、旋回運動、後弓反張等の

- 87 -



  肥育用素牛の輸入に関するリスク評価書 

 

神経症状が認められる。異常子牛の病変は中枢神経系に限られ、大脳欠損（水無脳症）及び小脳形成

不全が認められる。これらの異常子牛の多くは視力障害を伴っており、眼球の白濁、盲目等の異常行

動がしばしば認められる。 

 

5.18.1.4 診断 

 

先天異常子牛では、初乳未接種血清を用いて NT を行い、特異抗体を検出する。その他、ELISA や

AGID も用いられる。 

病原診断については、先天異常子牛の娩出がほとんどであり、ウイルスの感染から時間が経過し、ウ

イルスが消失しているため、ウイルス分離や遺伝子、抗原の検出は困難である。成牛では、血液からの

ウイルス分離及び HI、NT による抗体検査を実施する。 

 

5.18.2 リスク評価 

 

5.18.2.1 侵入リスク評価 

 

本病は OIE リスト疾病ではなく、現在の輸出国各国でも通報疾病に指定されていないことから各国の

発生状況の把握が十分でない。これまで本病の発生報告があるのは日本、台湾、韓国に限られている

ものの、輸出国には本病を媒介するヌカカが存在することから、侵入リスク発生確率（LR）は「低い」とし

た。 

 

5.18.2.2 暴露リスク評価 

 

本病はヌカカ等の吸血昆虫により伝播する。ベクターであるウシヌカカは日本国内に常在すること、ウ

イルス血症期間が長いことから、暴露リスク発生確率（LE）は「高い」と判断された。 

 

5.18.2.3 侵入及び暴露リスク評価 

 

LR が「低い」、LE が「高い」と判断されたことから、侵入及び暴露リスク発生確率（LRE）は「中程度」と

判断された。 

 

5.18.2.4 影響リスク評価 

 

本病はヌカカ等の吸血により伝播することから群間伝播する可能性が高く、ヌカカ内でウイルスが保存

され定着する可能性がある。しかし、成牛や子牛は本病に感染しても無症状であり、一部の妊娠牛に異

常産を起こすが母牛には後遺症は残らない。また、本病は適切なワクチン接種により予防が可能な疾

病である。 

これらのことから、影響リスク発生確率（LC）は「無視可」と判断した。 
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5.18.2.5 リスクの推定 

 

LRE が「中程度」、LC が「無視可」と判断されたことから、最終的なリスクは「無視可」であると推定され

た。 

 

5.18.3 リスク管理    

 

リスク評価の結果、輸入に当たってはリスク低減措置が不要であると判断された。 

 

5.18.4 参考資料 

 

1) 「動物の感染症〈第三版〉」（近代出版） 

2) （国）農業・食品産業技術総合研究機構 動物衛生研究所ホームページ 

3) 「獣医感染症カラーアトラス〈第二版〉」（文永堂出版） 

4) Lim SI et al (2007) Sero-survey on Aino, Akabane, Chuzan, bovine ephemeral fever and Japanese 

encephalitis virus of cattle and swine in Korea. J Vet Sci 8(1):45-49 

5) 「病性鑑定指針」（26 消安第 4686 号） 牛伝染性疾病 – チュウザン病（牛） 

6) 「牛病学＜第三版＞」（近代出版） 

7) 監視伝染病診断指針 （社）日本獣医師会ホームページ 牛編 「チュウザン病」 

<http://nichiju.lin.gr.jp/tksn/illness/c19.html> (Accessed 26 January 26, 2016) 

8) 日本に侵入する牛のアルボウイルスの脅威について（動衛研研究情報、梁瀬 徹） 

<https://www.naro.affrc.go.jp/publicity_report/publication/files/naro-se/news2004.pdf>  

(Accessed 26 January 26, 2016) 
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5.19 ランピースキン病 

 

5.19.1 疾病情報 

 

5.19.1.1 背景 

 

ランピースキン病は、ポックスウイルス科(Poxviridae)カプリポックス属(Capripoxvirus)ランピースキン病

ウイルス（Lumpy skin disease virus）の感染により、体表に硬い結節が多数現れる牛及び水牛の皮膚疾

患である。本ウイルスは同じカプリポックス属の羊痘・山羊痘ウイルスと近縁であるが、めん羊や山羊に

は病原性がないといわれる。同属のカプリポックスウイルスと血清学的に交差する。ヒトには感染しな

い。 

感染から回復までの経過が 3 ヶ月以上かかり衰弱状態が長期間続くこと、回復しても結節の跡が残り

皮革の商品価値が下がること等から、経済的損害の大きい疾病である。 

ランピースキン病は我が国では届出伝染病に指定されており、OIE のリスト疾病（2015 年）でもある。ま

た、家畜改良増殖法により種畜検査の現畜検査対象疾病に指定されている。 

 

5.19.1.2 疫学 

 

発生は当初アフリカのサハラ砂漠以南に限局していたが、近年はアフリカ全域、マダガスカル島、クウ

ェート、イスラエル、イエメン等の中近東の国々に拡大している。2000 年の発生では、モーリシャス共和

国及びモザンビーク共和国で発生が報告され、数百～千頭単位の感染があった。河川の流域や低地で

の発生が多く、季節的には多湿夏期（雨期）に多いといわれる。豪雨によりしばしば流行する。 

節足動物（蚊、ハエ等）による機械的伝播が主な伝播経路であるが、牛の背中に付着した節足動物を

摂食する野鳥の関与も疑われている。感染牛の唾液との接触感染又は唾液で汚染された飼料や飲水

の摂取による伝播も起こる。ウイルスは唾液、鼻汁、乳汁、精液等に含まれるが、尿及び糞便中には排

泄されない。ウイルス血症は感染後 1～2 週間持続する。痂皮も感染源となる。本ウイルスは環境抵抗

性が強く、乾燥痂皮で 33 日以上、乾皮で少なくとも 18 日間、暗環境下では数ヶ月生残する。また、

-80℃で 10 年保存した皮膚結節からも分離が可能であり、4℃培養液中で 6 ヶ月生残するとの報告があ

る。アフリカでは水牛等の野生反芻動物が汚染源となる。 

牛は性別や品種に関係なく同等の感受性を有し、感染率は 5～45％といわれるが、発生地によっては

50～100％に達するなど多様である。死亡率は 10％以下で 2％を越えることは稀である。感染動物がキ

ャリアーとなることはない。 

 

5.19.1.3 臨床症状 

 

潜伏期間は 2～4 週間といわれる。感染初期には発熱、食欲不振、鼻汁、流涙、流涎が認められ、発

熱後 48 時間以内に多数の結節、発疹が体表や呼吸器、消化器、生殖器の粘膜に現れる。結節の大き

さは 0.5～5cm である。結節部が二次感染により壊死して潰瘍となり、浸出液が固まって痂皮を形成する。
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軽度の病変は 2～3 週間で治癒するが、回復までに 3 ヶ月以上、長いものでは半年から 1 年かかる場合

があり、回復後も痕跡が残る。肉眼的にはリンパ節炎とリンパ液の貯留による四肢、腹部及び胸部の浮

腫が認められる。流産や泌乳量の低下も起こる。症状が軽度のものでは牛乳頭炎（偽ランピースキン

病）、牛丘疹性口炎、偽牛痘との鑑別が重要である。 

 

5.19.1.4 診断 

 

初期の病変部（皮膚上結節等）及びリンパ節をバイオプシーして無菌的に採取し、めん羊か牛の初代

培養細胞に接種してウイルス分離を実施する。一次分離には発育鶏卵や Vero 細胞は適さない。ウイル

ス血症期であれば非凝固血からもウイルス分離が可能であるが、発症から 4 日以上経過している場合

は成功率が低い。電子顕微鏡によるウイルス粒子の検出、病変組織の好酸性細胞質内封入体の確認

により診断する。バイオプシー検体や痂皮を検体とした PCR でのウイルス遺伝子の検出、ELISA による

ウイルス抗原の検出も実施される。 

ウイルス分離と抗原検出 ELISA に供する検体材料は発症から 1 週間以内に採取する。PCR 用の検体

はそれ以降の材料でも検出可能である。検体は冷蔵して検査施設へ送付する。 

血清診断法として、NT、FA、ELISA が利用される。 

 

5.19.2 リスク評価 

 

5.19.2.1 侵入リスク評価 

 

本病の発生はアフリカ及び中近東に限局しており、現在家畜衛生条件を取り決めている国はいずれも

本病の発生地域になく、過去に LSD の発生がないと OIE に報告している。また、本病の潜伏期間は 2～

4 週間で、発症すれば明確な症状を示すため、輸出入検疫で摘発されると考えられる。これらのことから、

本病の侵入リスク発生確率（LR） は「無視可」と判断した。このため、本病に対するリスク評価はここで

終了とする。 

 

5.19.2.2 リスクの推定 

 

LR が「無視可」と判断されたことから、最終的なリスクは「無視可」であると推定された。 

 

5.19.3 リスク管理    

 

リスク評価の結果、輸入に当たってはリスク低減措置が不要であると判断された。 

 

5.19.4 参考資料 

 

1) OIE Technical disease cards “Lumpy skin disease” 
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<http://www.oie.int/fileadmin/Home/eng/Animal_Health_in_the_World/docs/pdf/Disease_cards/LUMPY_S

KIN_DISEASE_FINAL.pdf> (Accessed 26 January 26, 2016) 

2) OIE コード 2015（第 11.11 章） 

<http://www.oie.int/fileadmin/Home/eng/Health_standards/tahc/2010/chapitre_lsd.pdf>  

(Accessed 26 January 26, 2016) 

3) OIE 陸棲動物の診断テスト及びワクチンに対する基準マニュアル 2010（第 2.4.14 章） 

<http://www.oie.int/fileadmin/Home/eng/Health_standards/tahm/2.04.14_LSD.pdf>  

(Accessed 26 January 26, 2016) 

4) 「動物の感染症〈第三版〉」（近代出版） 

5) （国）農業・食品産業技術総合研究機構 動物衛生研究所ホームページ 

6) 「獣医感染症カラーアトラス〈第二版〉」（文永堂出版） 

7) Iowa State University, The Center for Food Security & Public Health Homepage, 

<http://www.cfsph.iastate.edu/Factsheets/pdfs/lumpy_skin_disease.pdf> (Accessed 26 January 26, 2016) 

8) Merck Veterinary Manual - LSD 

<http://www.merckmanuals.com/vet/integumentary_system/pox_diseases/lumpy_skin_disease.html?qt=lu

mpy&alt=sh> (Accessed 26 January 26, 2016) 

9) 「病性鑑定指針」（26 消安第 4686 号） 海外伝染病 - ランピースキン病 

10) 海外悪性伝染病（チクサン出版社） 

11) 「牛病学＜第三版＞」（近代出版） 

12) 監視伝染病診断指針 （社）日本獣医師会ホームページ 牛編 「ランピースキン病」 

<http://nichiju.lin.gr.jp/tksn/illness/c20.html> (Accessed 26 January 26, 2016) 
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5.20 牛ウイルス性下痢・粘膜病  

 

5.20.1 疾病情報 

 

5.20.1.1 背景 

 

牛ウイルス性下痢・粘膜病（BVD-MD）はフラビウイルス科（Flaviviridae）ペスチウイルス属（Pestivirus）

の牛ウイルス性下痢ウイルス（Bovine viral diarrhea virus: BVDV）の感染に起因する伝染病で、一過性

の発熱、呼吸器症状、下痢、発育不良、免疫抑制、異常産等の繁殖障害、粘膜病等多彩な病態を引き

起こす。病原ウイルスは細胞病原性（CP）と非細胞病原性（NCP）の 2 つの生物型がある他、遺伝子型

で 1 型（BVDV1）、2 型（BVDV2）に分かれ、さらにいくつかの血清型が存在する。また、BVDV1 及び 2 に

含まれない近縁ウイルスが南米、アジア及び欧州で確認されており、近年 3 型（BVDV3）として提案され

ているが、名称は確定しておらず、HoBi-like virus とも呼ばれている。なお、当該ウイルスによる病態は

BVDV1 及び 2 と大きな差は認められていない。 

本病は我が国では届出伝染病に指定されており、OIE のリスト疾病（2015 年）である。また、2016 年よ

り国の家畜生産農場清浄化対策事業の対象疾病とされ、発生農場等の重点的な検査及び持続感染

（PI）牛のとう汰等が推進されている。 

 

5.20.1.2 疫学 

 

本病の自然宿主は牛、豚、めん羊、山羊等の家畜、水牛、ラマ、シカ、ヤク等の野生動物、ラマ、アル

パカ等のラクダ類である。牛が最も感受性が高く、臨床症状は牛及びアルパカに認められる。本病は世

界各地に広く分布しており、我が国にも常在し、地域や季節に関係なく発生している。 

白血球、血小板、上皮細胞、線維芽細胞等の膜表面に存在するCD46 がウイルスレセプターの役割を

果たしでおり、ウイルスは主に粘膜（口腔、鼻、消化管、生殖器）を介して宿主体内に侵入した後、血行

あるいはリンパ行により全身へ分布する。ウイルスは唾液、鼻汁、糞便、尿、乳汁、精液等のあらゆる分

泌物中に排出され、経口及び呼吸器感染により高率に伝播する。 

BVDV は細胞変性効果（CPE）の発現性により、CPE を示す CP 株と示さない NCP 株に生物型で分類

される。培養細胞に対する病原性と牛体内における病原性は一致せず、NCP 株でも牛に重篤な症状を

もたらすことが多い。自然感染牛から分離されるウイルスはほとんどが NCP 株である。 

妊娠牛がBVDVのNCP 株に感染すると高頻度に垂直感染が起こり、免疫応答能が未発達の胎齢100

日未満の胎子が子宮内感染すると BVDV に対して免疫寛容となり、PI 牛として娩出される。PI 牛は終生

ウイルスを保持し、継続的に排泄して感染源となる。NCP 株が PI 牛の体内で CP 株に変異した場合、PI

牛は粘膜病を発症して高率に死亡する。粘膜病は PI 牛にのみ発症する。PI 牛が摘発されることなく牛

群内に潜伏しているケースも多く、国内では約 0.5～1％存在すると考えられている。 

BVDV は遺伝子型の違いによる病原性の違いはほとんど認められておらず、免疫応答が正常な非妊

娠牛が BVDV に感染した場合は急性感染を起こすが一般的に症状は軽微で、感染後 2～3 週間で十分

な抗体を産生してウイルスを排除し、終生免疫を獲得する。しかし、BVDV2 の一部には、感染すると甚

- 93 -



  肥育用素牛の輸入に関するリスク評価書 

 

急性の経過をたどり、発症率も高く全年齢層の牛に致死的な影響をもたらす強毒ウイルス（BVDV2強毒

株）が存在し、1990 年代に北米で多大な被害をもたらした。北米以外の発生は稀であったが、2013 年に

ドイツ、2014 年にオランダで発生が認められている。 

粘膜病を伴わない場合、致死率は低い（0～20％）。また、粘膜病の発症率は低い（5～10％）が、粘膜

病を発症した PI 牛の致死率は 90～100％と非常に高い。 

近年 BVDV3 として提案されているウイルスは少なくとも南米、アジア、欧州に分布していると考えられ、

ブラジルには広く浸潤していると考えられる。オーストラリア、ニュージーランドでの分離報告はない。当

該ウイルスは試験研究用牛血清への迷入として確認される例が多いが、野外感染の報告もあり、PI 牛

も確認されている。 

本病はワクチン開発が世界各国で活発に進められているが、ワクチンは急性感染症による発症予防

効果を有するものの、確実な感染防御はできない。 

なお、我が国では、BVDV1 及び非致死的な弱毒タイプの BVDV2 のみが確認されており、BVDV2 強毒

型及び BVDV3 の発生報告はない。 

 

5.20.1.3 臨床症状 

 

急性感染、重症急性感染、持続感染、粘膜病、繁殖障害に分けられる。 

急性感染：免疫応答能の正常な牛がウイルスに一過性に感染した場合におこる。ワクチン未接種で初

感染の 6～24 ヶ月齢の牛で発症しやすい。5～7 日の潜伏期の後、熱発、白血球減少、活力及び食欲低

下、軽度の下痢、泌乳牛では乳量低下等が認められる。稀に口腔内に糜爛病変が認められる。急性感

染牛では BVDVによる症状よりも感染により免疫が抑制されることで二次感染や日和見感染が起きるこ

とが問題であり、輸送性疾病にもかかりやすくなる。 

重症急性感染：BVDV2 強毒株の感染により認められる。下痢とともに顕著な血小板減少が認められ、

甚急性の経過をたどり死亡する。発熱、肺炎等の症状を呈して突然死することもある。流産も起こる。発

症率は高く、全年齢層の牛に致死的な影響を及ぼす。 

持続感染（PI）：発育不良を示すものが多く、二次感染や日和見感染による下痢症や肺炎症状を発症

しやすい。治療に対する反応性も悪い。無症状のものも多く、PI 牛の約半数は順調に発育する。繁殖も

可能であるが、PI 牛を娩出する。PI 牛は鼻汁、唾液、糞、尿、精液等に大量のウイルスを排出し、感染

源として重要な役割を果たす。 

粘膜病（MD）：PI 牛にのみ発現する致死的な病状で、発症年齢は数週間から数歳齢と幅広いが、6 ヶ

月～2 歳齢に多い。口腔内粘膜に潰瘍が形成される。急性型では元気消失、食欲廃絶、泥状～水様性

下痢、脱水を呈して数日以内に斃死する。慢性型では元気沈衰、食欲減少、熱発、軟便が数ヶ月間続

き、脱水、削痩して衰弱死する。粘膜病変は口腔から直腸までの消化管粘膜に形成される。粘膜病変

は不可逆的で、治癒することはない。 

繁殖障害：妊娠牛が感染すると、流産や異常子の娩出等感染時の胎齢に応じた様々な異常産が発生

する。妊娠中期（100～150 日）の感染では脳奇形が発生する。脳奇形牛では、起立不能、虚弱、旋回運

動等の症状を示し、予後は不良となる。妊娠後期の感染では感染から回復し、抗体を保有した健康牛

が娩出される。胎齢 100 日以前での感染では流産、ミイラ化胎子、PI 牛の娩出等がみられる。急性感染
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牛及び PI 牛の精液はウイルスを含み、感染源となりうる。急性感染後抗体反応によりウイルス血症が

治まった後でも精液中にウイルスが放出される。 

 

5.20.1.4 診断 

 

OIE マニュアルでは、ウイルス分離及び抗原検出 ELISA を本病の推奨診断法としている。 

生前診断は血清、白血球、鼻腔拭い液、下痢便等を検体としてウイルス分離を実施する。簡易抗原検

索として、血清及び白血球を検体とした抗原検出 ELISA やイムノクロマトキットが利用できる。ウイルス

分離には牛腎細胞（BK 細胞）や牛筋肉細胞（BFM 細胞）等の初代細胞の他、牛腎由来株化細胞

（MDBK 及び MDBK-SY 細胞）や牛動脈内皮細胞（BAT 細胞）が用いられる。分離ウイルスの同定は FA

や酵素抗体法で実施する。末梢白血球や各種組織を検体として RT-PCR 等の遺伝子検査法も用いら

れる。 

死亡時には肺、腎臓、脾臓及びリンパ節等を用いてウイルス分離を行う。脳奇形牛からのウイルス分

離は困難であり、初乳摂取前血清からの抗体検出が有効な診断法となる。 

PI 牛の診断は血液からのウイルス分離により実施する。急性感染牛と区別するため、初回検査時か

ら 3 週間以上あけて再度抗原検索を実施して陽性となった場合に PI 牛と診断する。PI 牛からは常にウ

イルスが分離される。 

血清診断ではペア血清を用いた NT を実施して抗体上昇があるか確認する。初乳未摂取の先天性異

常子牛では抗体陽性となるが、PI 牛は抗体陰性又は低抗体価を示す。 

なお、ウイルス分離及び NT に用いられる培養細胞用の培地には血清添加が必要であるが、市販牛

血清にはPCRで検出可能なBVDVの遺伝子断片や抗体、感染性のある粒子が含まれていることもある

ため使用に十分注意する必要がある。 

 

5.20.2 リスク評価 

 

5.20.2.1 侵入リスク評価 

 

現在家畜衛生条件を取り決めている国のうち、オーストラリア及びニュージーランドでは本病の発生報

告がある（BVDV1 のみで、BVDV2 及び 3 の発生報告はない）。オーストラリアは本病を通報疾病に指定

しておりサーベイランスが実施されているが、国内の 8 割の牛群で感染が確認されているとの報告もあ

る。ニュージーランドは通報疾病に指定しておらず、国内発生も多い。バヌアツ共和国は本病の未発生

国であり、通報疾病に指定され、サーベイランスも実施されている。また、PI 牛はほぼ無症状であること

が多く、輸出入検疫期間中に摘発されない可能性がある。 

これらのことを勘案し、侵入リスク発生確率（LR）は「中程度」と判断した。 
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5.20.2.2 暴露リスク評価 

 

輸入牛から国内家畜への本病の主な感染経路として、唾液や鼻汁の飛沫による呼吸器感染が想定さ

れることから、暴露リスク発生確率（LE）は「中程度」とした。 

 

5.20.2.3 侵入及び暴露リスク評価 

 

LRが「中程度」、LEが「中程度」と判断されたことから、侵入及び暴露リスク発生確率（LRE）は「中程度」

と判断された。 

 

5.20.2.4 影響リスク評価 

 

本病の伝播は呼吸器感染によるため、輸入牛による感染拡大は導入先の肥育牛群内に留まると考え

られる。PI 牛は粘膜病を発症すれば致死的経過をとるが粘膜病の発症率は低く、多くは無症状で順調

に発育する。急性感染牛は発症により一時的な生産効率の低下を引き起こすものの症状は軽微で、一

度感染すると終生免疫を獲得する。また、肥育牛は 1 年半～2 年間の肥育期間後に出荷されることから、

仮に PI 牛が輸入された場合であっても定着する可能性は低い。 

これらのことから、影響リスク発生確率（LC）は「無視可」と判断された。 

 

5.20.2.5 リスクの推定 

 

LRE が「中程度」、LC が「無視可」と判断されたことから、最終的なリスクは「無視可」であると推定され

た。 

 

5.20.3 リスク管理    

 

リスク評価の結果、輸入に当たってはリスク低減措置が不要であると判断された。 

 

5.20.4 参考資料 

 

1) OIE 陸棲動物の診断テスト及びワクチンに対する基準マニュアル 2014（第 2.4.8 章） 

<http://www.oie.int/fileadmin/Home/eng/Health_standards/tahm/2.04.08_BVD.pdf> 

 (Accessed 26 January 26, 2016) 

2) 「動物の感染症〈第三版〉」（近代出版） 

3) （国）農業・食品産業技術総合研究機構 動物衛生研究所ホームページ 

4) 「獣医感染症カラーアトラス〈第二版〉」（文永堂出版） 

5) 牛ウイルス性下痢ウイルス感染症（田島誉士著、日獣会誌、65、111-117、2012 年） 
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6) Merck Veterinary Manual – “Intestinal Diseases in Cattle - Bovine viral diarrhea and mucosal disease 

complex” 

<http://www.merckvetmanual.com/mvm/digestive_system/intestinal_diseases_in_ruminants/intestinal_dis

eases_in_cattle.html#v3263133> (Accessed 26 January 26, 2016) 

7) 「病性鑑定指針」（26 消安第 4686 号） 牛伝染性疾病 – 牛ウイルス性・下痢粘膜病  

8) Bovine viral diarrhoea virus ('pestivirus') in Australia: to control or not to control? 

(Lanyon SR1, Reichel MP, Aust Vet J. 2014 Aug; 92(8):277-82. 2014 Jun 17.)  

9) 「牛病学＜第三版＞」（近代出版） 

10) 監視伝染病診断指針 （社）日本獣医師会ホームページ 牛編 「牛ウイルス性下痢・粘膜病」 

<http://nichiju.lin.gr.jp/tksn/illness/c21.html> (Accessed 26 January 26, 2016) 

11) 亀山健一郎：牛ウイルス性下痢ウイルスによる病態発現（JVM Vol.60、No.10、2007） 

12) 亀山健一郎：牛ウイルス性下痢・粘膜病（BVD-MD）の迅速診断法と発生機序（畜産技術、2009 年 1

月号、P34-38） 

13) 西口明子、西田岳史、青木博史、嶋崎智章、福所秋雄他：牛ウイルス性下痢・粘膜病ウイルスの豚

に対する感染試験（動薬研年報、第 39 号、p21-23、2002） 

14) 高久英徳、五十嵐康博、清原博光、平松美裕子他（北海道根室家畜保健衛生所）：野外豚からの牛

ウイルス性下痢ウイルス抗体の検出（日獣会誌、60 号、p125-130、2007） 

15) HoBi-like viruses -- the typical 'atypical bovine pestivirus'. 

(Bauermann FV, Anim Health Res Rev. 2015 Jun; 16(1):64-9) 

16) HoBi-like viruses: an emerging group of pestiviruses. 

(Bauermann FV, J Vet Diagn Invest. 2013 Jan; 25(1):6-15.) 

17) In vitro neutralization of HoBi-like viruses by antibodies in serum of cattle immunized with inactivated 

or modified live vaccines of bovine viral diarrhea viruses 1 and 2. 

(Bauermann FV, Vet Microbiol. 2013 Sep 27; 166(1-2):242-5.) 
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5.21 牛伝染性鼻気管炎  

 

5.21.1 疾病情報 

 

5.21.1.1 背景 

 

牛伝染性鼻気管炎（IBR）は、ヘルペスウイルス科（herpesviridae）アルファヘルペスウイルス亜科

（Alphaherpesvirinae）バリセロウイルス（Varicellovirus）に属する牛ヘルペスウイルス 1（Bovine herpes 

virus 1: BHV-1）の感染による牛及び水牛の結膜炎、髄膜炎、膿疱性陰門膣炎、亀頭包皮炎（伝染性顆

粒性亀頭包皮炎、IPV）等の症状を示す熱性呼吸器病である。本ウイルスの宿主は牛、水牛で、豚の自

然感染例も報告されている。実験的にはウサギが感受性を示す。 

牛伝染性鼻気管炎は我が国では届出伝染病に指定されている。また、家畜改良増殖法により種畜検

査の現畜検査対象疾病に指定されている。OIE のリスト疾病である（2015 年）。 

 

5.21.1.2 疫学 

 

本病は世界各国で発生を認めるが、デンマーク及びスイスでは根絶に成功している。我が国では1970

年の初発生後全国に広がり、北海道を中心に現在も年間約 200～300 頭前後で発生しているが、2013

年は発生頭数が 1000 頭を上回った。なお、2014 年の発生頭数は 105 頭に留まっている。 

BHV-1は制限酵素切断パターンにより3つの亜型1、2a、2bに分けられる。亜型1ウイルスは呼吸器、

亜型 2 ウイルスは生殖器から分離されることが多い。国内での流行は、当初は亜型1 ウイルスのみであ

ったが、その後亜型 2b ウイルスも確認されている。 

ウイルスは感染牛の鼻汁、涙、生殖器分泌物中に排泄され、それらに汚染された埃や飛沫核、エアロ

ゾルを吸入することで気道感染が成立する他、交配、汚染精液による人工授精でも感染が成立する。ウ

イルスは生涯に渡り三叉神経節、腰椎や仙椎神経節に潜伏感染し、輸送や分娩等のストレスによって

再活性化して排出されるため、感染耐過牛が重要な感染源となる。ウイルスの鼻汁中への排出は 10～

14 日間継続し、極期のウイルス量は 108～1010TCID50/mL に達する。牛の放牧病、輸送熱として重要な

疾病である。成牛における感染率は 50％程度との報告もあるが不顕性感染も多く正確な感染率の把握

は難しい。一方、初生牛では感染率は 100％に達することもあり、しばしば致死的となる。 

各国で種々のワクチンが実用化されており、我が国では現在は筋肉内接種用弱毒生ワクチンが用い

られている。単味ワクチンの他、牛ウイルス性呼吸器病 3～6 種混合生ワクチンがある。 

本ウイルスの物理化学的処理に対する抵抗性は比較的低く、熱及び適切な消毒剤で容易に不活化さ

れる。 

 

5.21.1.3 臨床症状 

 

2～4 日の潜伏期の後、漿液性鼻汁、流涎、発熱、食欲不振、元気消失等が認められる。数日以内に

鼻汁及び目やには粘液性から膿性となる。鼻腔粘膜の壊死病巣が潰瘍化するとジフテリー性炎を併発
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し、気道閉塞で開口呼吸となる。乳牛では泌乳量の低下、妊娠牛では死流産を起こすこともある。また、

上部気道炎との合併症として眼瞼の浮腫、眼結膜の高度の充血等の角結膜炎が認められることもある。

生殖器感染では陰門膣炎や亀頭包皮炎を起こす。汚染精液の人工授精では子宮内膜炎が生じる。若

齢牛では内臓諸臓器に限局性壊死性病変を伴った全身感染や胃腸炎を起こす。また、パスツレラ等の

二次感染により気管支肺炎を併発することがある。 

症状の程度はウイルス株、動物の免疫状態、年齢、ストレスの有無等により異なるが、通常 3 ヶ月齢

以上の牛では局所病変は 5～12 日間で緩解する。若齢牛の全身感染や流産には単核球へのウイルス

感染が関与すると考えられている。抗体を有しない初生牛ではしばしば致死的となる。 

 

5.21.1.4 診断 

 

病原検索法としてはウイルス分離、PCR 等が用いられる。感染牛の鼻汁、結膜、口腔スワブ、生殖器

拭い液の直接塗抹標本を作成し、蛍光抗体染色後に鏡検を行い、特異蛍光を呈した細胞がみられたも

のを陽性とする方法は迅速抗原診断として有用である。 

ウイルス分離は、感染初期の鼻汁や結膜のスワブ及び臓器材料を牛腎細胞、牛精巣細胞、MDBK 細

胞、BEK-1 細胞又は ESK 細胞に接種して実施し、CPE を確認する。分離されたウイルスは免疫血清又

はモノクローナル抗体を用いた NT により同定する。OIE では精液からのウイルス分離及びリアルタイム

PCR を推奨している。 

 血清診断法としては NT、ELISA、CF 及び AGID 等がある。OIE では NT 及び ELISA を推奨している。

NT では急性期と回復期のペア血清において 4 倍以上の抗体価上昇をもって陽性と判定する。ELISA は

未だ標準手順が確立していない中、様々な ELISA キットが市販されており、乳汁で診断可能なキットも

ある。C57BL マウス赤血球を用いた HI 試験も可能である。 

 

5.21.2 リスク評価 

 

5.21.2.1 侵入リスク評価 

 

現在家畜衛生条件を取り決めている国のうち、オーストラリア及びニュージーランドでは本病の発生が

認められているが、通報疾病には指定されていない。バヌアツ共和国は過去に本病の発生がないとOIE

に報告している清浄国である。本病は持続感染し、不顕性感染牛は輸出入検疫期間中に摘発されない

可能性がある。これらのことから、侵入リスク発生確率（LR）は「中程度」と判断された。 

 

5.21.2.2 暴露リスク評価 

 

輸入牛から国内家畜への主な感染経路として呼吸器感染が考えられる。感染耐過牛が輸送等のスト

レスによって再発すると、鼻汁中に多量のウイルスを排出することから、暴露リスク（LE）は「中程度」と

判断された。 
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5.21.2.3 侵入及び暴露リスク評価 

 

LRが「中程度」、LEが「中程度」と判断されたことから、侵入及び暴露リスク発生確率（LRE）は「中程度」

と判断された。 

 

5.21.2.4 影響リスク評価 

 

本病の伝播は呼吸器感染によるため、輸入牛による感染拡大は導入先の肥育牛群内に留まると考え

られる。本病の感染率は高いが、通常 3 ヶ月齢以上の牛では局所病変は 5～12 日間で緩解することか

ら、本病による経済的な被害は一時的な生産効率の低下に留まると考えられる。また、本病は潜伏感

染が成立してキャリアーが生じるものの、肥育牛は 1 年半～2 年間の肥育期間後に出荷されることから

定着する可能性は低い。 

これらのことから、影響リスク発生確率（LC）は「無視可」と判断された。 

 

5.21.2.5 リスクの推定 

 

LRE が「中程度」、LC が「無視可」と判断されたことから、最終的なリスクは「無視可」であると推定され

た。 

 

5.21.3 リスク管理    

 

リスク評価の結果、輸入に当たってはリスク低減措置が不要であると判断された。 

 

5.21.4 参考資料 

 

1) OIE コード 2015（第 11.10 章） 

<http://www.oie.int/fileadmin/Home/eng/Health_standards/tahc/2010/chapitre_ibr_ipv.pdf> 

 (Accessed 26 January 26, 2016) 

2) OIE 陸棲動物の診断テスト及びワクチンに対する基準マニュアル 2010（第 2.4.13 章） 

<http://www.oie.int/fileadmin/Home/eng/Health_standards/tahm/2.04.13_IBR_IPV.pdf>  

(Accessed 26 January 26, 2016) 

3) 「動物の感染症〈第三版〉」（近代出版） 

4) （国）農業・食品産業技術総合研究機構 動物衛生研究所ホームページ 

5) 「獣医感染症カラーアトラス〈第二版〉」（文永堂出版） 

6) Merck Veterinary Manual – “Viral Respiratory Tract Infections in Cattle” 

<http://www.merckmanuals.com/vet/respiratory_system/respiratory_diseases_of_cattle/viral_respiratory_

tract_infections_in_cattle.html> (Accessed 26 January 26, 2016) 

7) 「病性鑑定指針」（26 消安第 4686 号） 牛伝染性疾病 – 牛伝染性鼻気管炎 
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8) MSD Animal Health HP - IBR? NO THANKS! 

<http://www.ibr-marker.com/Transmissionof-BoHV-1.asp> (Accessed 26 January 26, 2016) 

9) INFECTIOUS BOVINE RHINOTRACHEITISCLINICAL, PATHOLOGICAL, AND VIROLOGICAL 

ASPECTS： R. A. Curtis*, A. A. Van Dreumelt, and J. Ditchfield, CAN. VET. JOUR., vol. 7, no. 8, August, 

1966 

10) 「牛病学＜第三版＞」（近代出版） 

11) 監視伝染病診断指針 （社）日本獣医師会ホームページ 牛編 「牛伝染性鼻気管炎」 

<http://nichiju.lin.gr.jp/tksn/illness/c22.html> (Accessed 26 January 26, 2016) 
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5.22 牛白血病  

 

5.22.1 疾病情報 

 

5.22.1.1 背景 

 

牛白血病は、牛白血病ウイルス感染によるリンパ肉腫を主徴とする地方病性白血病（EBL）と、ウイル

ス感染の関与が確認されていない散発性白血病（SBL）の総称である。EBL の原因はレトロウイルス科

（Retroviridae）オルソレトロウイルス亜科（Orthoretrovirinae）デルタレトロウイルス（deltaretrovirus）に属

する牛白血病ウイルス（bovine leukemia virus : BLV）である。BLV には複数の遺伝子型があるが、血清

型の多型は知られていない。SBL は子牛型、胸腺型、皮膚型に分類され、いずれもウイルスの関与は

ないと考えられているが、発生原因は不明である。 

牛白血病は我が国では届出伝染病に指定されており、EBL は OIE のリスト疾病に指定されている

（2015 年）。また、2014 年より国の家畜生産農場清浄化対策事業の対象疾病とされている。 

 

5.22.1.2 疫学 

 

牛、水牛、めん羊、山羊等を宿主とする。めん羊は感受性が高く短期間でリンパ肉腫を形成するが、

牛及び山羊では発症しにくい。また、一般に肉用牛より乳牛の陽性率が高いと言われている。南北アメ

リカ、東南アジア、日本等に分布する。 

我が国では 1998 年より届出伝染病として発生報告が義務づけられ、発生報告数は近年増加の一途

を辿っており（2014 年は 2,415 頭発生）、そのほとんどが EBL である。EBL 発生牧場では抗体陽性牛が

多くみられる。BLV は牛の B リンパ球に感染するため、感染牛の血液、乳汁が感染源となる。去勢、除

角又は直腸検査等出血を伴う医療行為（汚染血液の輸血、注射器具や直腸検査手袋の転用も含む）や、

アブ等の吸血昆虫による機械伝播（夏場）による水平伝播が主な感染経路と考えられる。胎内感染や経

乳感染も成立する。 

現在、本病に対するワクチンはなく、開発中のワクチンの実用化が待たれている。 

 

5.22.1.3 臨床症状 

 

 EBL：BLV 感染牛の全てが EBL を発症するわけではなく、多くの牛（BLV 感染牛の 60～70％）は長期

間（数ヶ月～数年）臨床的に無症状であり、キャリアーとなる。病態が進行すると、約 30％は持続性リン

パ球増多症（PL）を呈するが、臨床的には正常である。さらに進行すると、感染牛の 2～3％は B リンパ

球（CD5 陽性、sIgM 陽性）性白血病/リンパ腫を発症し、体内のリンパ節にはリンパ肉腫が認められる。

発症牛は体表リンパ節の腫脹の他、削痩、元気消失、眼球突出、下痢、便秘、乳量減少等の症状を呈

し、死の転帰をとる。末梢血液中には量的な差はあるが常に異型リンパ球の出現がみられる。発症牛

の多くは 5～8 歳である。 
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SBL：子牛型、胸腺型、皮膚型がある。子牛型は 6 ヶ月齢未満の子牛に好発し、病状は地方病型に類

似するが、主に肝臓、脾臓、腎臓、骨髄に腫瘍を認める。胸腺型は 6 ヶ月齢～2 歳未満の子牛に好発し、

T 細胞系の胸腺の腫脹を特徴とする。皮膚型は 2～3 歳の牛に好発し、体表並びにリンパ節の T リンパ

肉腫を特徴とする。 

 

5.22.1.4 診断 

 

無症状キャリアーの牛の場合、臨床症状では診断できないことから、検査による摘発が重要である。

BLV 感染牛は生涯抗体を産生するため、抗体検出による診断が有用である。抗体価は感染成立後 3～

16 週で上昇する。なお、母牛から子牛への移行抗体の消失までは 6～7 ヶ月要することもあり、移行抗

体と感染抗体を区別する方法はない。抗体が確認されたら、血液の PCR により BLV のプロウイルスを

検出して感染を確認する。 

抗 BLV 抗体の検出法としては、AGID 及び ELISA による gp51 抗体の検出が OIE の推奨検査とされ、

世界的に用いられる。AGID は高い特異度を有するが、感度は ELISA に劣る。検体には血清を用いる。

初乳以外の乳汁は AGID には適さない。ELISA の検体には血清及び乳汁を用いることができる。検体は

単体でも、プールしても利用可能。 

通常 BLV 抗体陽性牛からはウイルスが分離される。ウイルス分離は末梢血リンパ球を牛胎子脾臓細

胞等に接種し、多核巨細胞（シンシチウム）を伴った CPE を検出し、ウイルスの同定は FA で実施する。

遺伝子の検出にはリンパ球 DNA を用いて BLV の env、pol、tax 等の領域を増幅し、プロウイルスを検出

する RT-PCR が用いられている。 

SBL は病原及び血清学的診断法はないため、臨床・病理学的に診断される。 

 

5.22.2 リスク評価 

 

5.22.2.1 侵入リスク評価 

 

現在家畜衛生条件を取り決めている国のうち、オーストラリアは乳用牛では 2010 年以降本病の発生

は認められていないものの、肉用牛では発生がある。ニュージーランドは 2008 年以降本病の発生がな

いと OIE に報告しており、ターゲットサーベイランスが実施されている。バヌアツ共和国は過去に本病の

発生がないと OIE に報告している清浄国である。本病は持続感染し、不顕性感染牛は輸出入検疫期間

中に摘発されない可能性がある。これらのことから、本病の侵入リスク発生確率（LR）は「中程度」と判

断した。 

 

5.22.2.2 暴露リスク評価 

 

本病の主な感染経路として、アブ等の吸血昆虫による機械的伝播が考えられる。アブ等が感染能を保

有する期間は短いと考えられるが、本病は持続感染することから暴露機会は多く、輸入牛と同一農場の

国内家畜に暴露する可能性があることから、暴露リスク発生確率（LE）は「中程度」と判断された。 
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5.22.2.3 侵入及び暴露リスク評価 

 

LRが「中程度」、LEが「中程度」と判断されたことから、侵入及び暴露リスク発生確率（LRE）は「中程度」

と判断された。 

 

5.22.2.4 影響リスク評価 

 

本病はアブ等の吸血昆虫等により伝播することから、群を超えて伝播する可能性が否定できない。ま

た、感染牛の多くは長期間無症状キャリアーとなるため定着する可能性が高い。本病は感染牛の 3 割

がリンパ球増多症となり、うち 3％が EBL を発症して致死的な経過をとる。長期間臨床的に無症状であ

ることが多いが、肥育牛では無症状発病牛がと畜場で全廃棄となることがある。しかし、我が国では本

病は常在化していることから本病の発生による社会的な影響は小さいと考えられる。 

これらのことから、影響リスク（LC）は「低い」と判断された。 

 

5.22.2.5 リスクの推定 

 

LRE が「中程度」、LC が「低い」と判断されたことから、最終的なリスクは「低い」であると推定された。 

 

5.22.3 リスク管理 

 

リスク評価の結果、輸入に当たってはリスク低減措置が必要であると判断された。 

 

（参考） OIE における推奨条件 

 

OIE コードでは、牛の輸入に当たって、以下の条件に合致していることを証明する国際獣医証明書の

提示を求めることが推奨されている。 

 

以下(1)～(3)のいずれかを満たすこと。 

(1) EBL 清浄国、地域又はコンパートメント※1 由来であること。 

(2) EBL 清浄群※2 由来であること。 

(3) 以下①～③を満たすこと。 

① 以下 a,b のいずれかを満たすこと。 

a. 輸出牛群は過去 2 年間、臨床的及び解剖的に、又は検査で EBL が認められないこと。なお、24 ヶ

月齢以上の全ての牛は過去 12 ヶ月の間に少なくとも 4 ヶ月間隔で 2 回 EBL 検査を受け陰性であ

ること。 

b. 公的獣医が認定した隔離施設で少なくとも4ヶ月間隔で2回EBLの検査を受けて陰性であること。 

② 輸出前 30 日の間に EBL 検査を受け陰性であること。 
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③ 2 歳以下の牛の場合、その母牛が過去 12 ヶ月の間に少なくとも 4 ヶ月間隔で 2 回 EBL 検査を受

け陰性であること。 

 

※1  EBL 清浄国又は地域の条件 

以下①～③の条件を少なくとも 3 年間満たしていること。 

① 全ての腫瘍性疾患は国の獣医当局に報告され、適切な診断法で検査が行われること。 

② 24 ヶ月齢以上の全ての牛は個別に EBL の検査を受けていること。 

③ 少なくとも国又は地域内の 99.8％の群は EBL 清浄であると証明されること。 

 

※2  EBL 清浄群の条件 

以下①～④の条件を満たすこと。 

① 過去 2 年間、臨床的及びと場検査における検査において EBL 発生の証拠がないこと。 

② 24 ヶ月齢以上の全ての牛は、過去 12 ヶ月の間に少なくとも 4 ヶ月間の間隔で 2 回 EBL 検査を受

け陰性であること。 

③ 初回の EBL 検査後に群に導入される牛は、OIE コード Article 11.8.5 の輸入条件を満たすこと。 

④ 初回の EBL 検査後に群に導入される全ての牛精液及び受精卵は、OIE コード Article11.8.6 及び 7

の条件を完備すること。 

 

5.22.4 参考資料 

 

1) OIE コード 2015（第 11.8 章） 

<http://www.oie.int/fileadmin/Home/eng/Health_standards/tahc/2010/chapitre_ebl.pdf>  

(Accessed 26 January 26, 2016) 

2) OIE 陸棲動物の診断テスト及びワクチンに対する基準マニュアル 2012（第 2.4.11 章） 

<http://www.oie.int/fileadmin/Home/eng/Health_standards/tahm/2.04.11_EBL.pdf>  

(Accessed 26 January 26, 2016) 

3) 「動物の感染症〈第三版〉」（近代出版） 

4) （国）農業・食品産業技術総合研究機構 動物衛生研究所ホームページ 

5) 「獣医感染症カラーアトラス〈第二版〉」（文永堂出版） 

6) 村上賢二：我が国の地方病性牛白血病の発生動向と対策 —その現状と課題—（日獣会誌、第 62 号、

499-502、2009 年） 

7) 今内覚：増加している牛白血病－北海道での現状と対策について－（北獣会誌、56、245-251、2012） 

8) 今内覚：増加傾向にある牛白血病の現状と対策～診療現場からの声に対して～（学術シンポジウム 

牛白血病の現状と今後の対策を考える 基調講演 1） 

9) 「病性鑑定指針」（26 消安第 4686 号） 牛伝染性疾病 – 牛白血病[地方病性（成牛型）牛白血病] 

10) 「牛病学＜第三版＞」（近代出版） 

11) 早川博文：アブの生態とその防除法 （動薬研究、1990.11. No.43） 

12) 監視伝染病診断指針 （社）日本獣医師会ホームページ 牛編 「牛白血病」 
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<http://nichiju.lin.gr.jp/tksn/illness/c23.html> (Accessed 26 January 26, 2016) 

13) 小西美佐子：地方病性牛白血病（EBL）（日獣会誌 第 68 号、352-354、2015） 

14) Kenji MURAKAMI, Sota KOBAYASHI, Misako KONISHI, Ken0ichiro KAMEYAMA and Toshiyuki 

TSUTSUI, Nationwide Survey of Bovine Leukemia Virus Infection among Dairy and Beef Breeding Cattle in 

Japan from 2009-2011. : J.Vet. Med. Sci. 75(8):1123-1126, 2013 

15) 寺田 裕：特集 大きな牧場の小さな虫たち -小さな虫たちの大きな悪事 放牧と家畜害虫- 

（動衛研ニュース 2012.2.27、No.57） 
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5.23 アイノウイルス感染症  

 

5.23.1 疾病情報 

 

5.23.1.1 背景 

 

アイノウイルス感染症はブニャウイルス科（Bunyaviridae）オルソブニャウイルス属（Orthobunyavirus）

アイノウイルス（Aino virus）感染による牛、めん羊、山羊の流死産や胎子の先天性関節弯曲症、水無脳

症、小脳形成不全症候群を主徴とする疾病である。アイノウイルスはアカバネウイルスに近縁で、ウイ

ルス核タンパクNはアカバネウイルスと共通抗原性を持ち、CF、AGID及びFAで交差反応を示すが、NT

及び HI では交差せず区別される。 

アイノウイルス感染症は我が国では届出伝染病に指定されており、家畜伝染病予防事業により発生

予察対象疾病に指定され、全国的に抗体保有状況のサーベイランスが行われている。OIE ではリスト

疾病に指定されていない。 

 

5.23.1.2 疫学 

 

我が国やオーストラリアでウイルスが分離されている他、インドネシアでも抗体が検出され、アジア、オ

ーストラリアに広く分布すると考えられる。日本国内ではアカバネウイルスの分布域と同様の分布を示し、

現在のところ近畿地方が流行の北限となっている。牛、水牛、めん羊及び山羊が感染し、馬や豚でも抗

体が検出される。 

本病は吸血昆虫（主にウシヌカカ）によって媒介され、接触感染や経口感染は起こらず、ウイルスの流

行には季節性（夏～秋）がある。妊娠牛が感染した場合、夏から翌年の春にかけて一連の流行性異常

産が発生する。胎子には血流を介して経胎盤感染する。なお、同一牛での再発生はみられない。ウイル

スは環境中で吸血昆虫と感受性宿主により保持されていると考えられている。アイノウイルスの潜伏期

間を明確に呈示している文献はないが、アカバネウイルス、シュマレンベルクウイルスと同様にオルソブ

ニヤウイルス属のうちシンブウイルス群のウイルスであることから、潜伏期間は1 週間程度と考えられる。

また、ウイルス血症の期間は 1 週間以内で、発症率は通常低いと考えられているが、流産率が 40％を

上回るケースも報告されている。胎盤感染した子牛における死亡率は高い。 

我が国では牛異常産 3 種混合ワクチン（アカバネ病、チュウザン病、アイノウイルス感染症）等様々な

混合ワクチンが開発されており、初夏（5～6 月）の接種が推奨されている。 

 

5.23.1.3 臨床症状 

 

症状はアカバネ病に類似する。成牛はほとんどの場合不顕性感染して無症状で耐過するが、胎子に

感染すると流産、早産、死産及び先天異常子牛の娩出が起こる。先天異常子牛は分娩予定より 10～30

日以前に死産で分娩されることが多く、四肢の関節弯曲、斜頚、脊柱弯曲等の体形異常を示す。生存し
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ている場合でも、虚弱や体形異常、起立困難、神経症状、盲目等が認められ、自力哺乳できない場合

が多い。 

 

5.23.1.4 診断 

 

疫学調査、臨床検査の結果をもとに、抗体検査及び病原検索で診断する。 

病原検索では、流産胎子又は血液を材料としてBHK-21、HmLu-1細胞等の培養細胞や乳のみマウス

を用いてウイルス分離を行う。S 分節及び M 分節を標的とした RT-PCR による遺伝子検出も用いられ

る。 

抗体検査は初乳未摂取異常子牛の血清、流死産胎子の体液や脳脊髄液及び成牛の血清を検体とし

て NT、HI を実施し、抗体上昇をみる。 

 

5.23.2 リスク評価 

 

5.23.2.1 侵入リスク評価 

 

本病は OIE リスト疾病ではなく、各国における発生状況が十分に把握できていない。 

オーストラリアでは本ウイルスが分離されており、広く分布していると考えられている。また、一部地域

（サウスオーストラリア州）では通報疾病であるものの、その他の地域では通報疾病に指定されていな

い。これらのことから、本病の侵入リスク発生確率（LR）は「中程度」と判断した。 

 

5.23.2.2 暴露リスク評価 

 

輸入牛から国内家畜への主な感染経路としてヌカカ等の吸血昆虫による伝播が想定されるが、ウイル

ス血症の持続期間は 1 週間以内と短いことから、暴露リスク発生確率（LE）は「中程度」と判断された。 

 

5.23.2.3 侵入及び暴露リスク評価 

 

LRが「中程度」、LEが「中程度」と判断されたことから、侵入及び暴露リスク発生確率（LRE）は「中程度」

と判断された。 

 

5.23.2.4 影響リスク評価 

 

本病はヌカカ等の吸血昆虫により伝播することから群間伝播する可能性が高く、ウイルスはヌカカ内で

越冬する可能性がある。しかし、成牛は本病に感染しても無症状であり、妊娠牛に異常産を起こすが母

牛に後遺症が残ることは稀である。また、本病は適切なワクチン接種により予防が可能な疾病である。 

これらのことから、影響リスク発生確率（LC）は「無視可」と判断した。 
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5.23.2.5 リスクの推定 

 

LRE が「中程度」、LC が「無視可」と判断されたことから、最終的なリスクは「無視可」であると推定され

た。 

 

5.23.3 リスク管理    

 

リスク評価の結果、輸入に当たってはリスク低減措置が不要であると判断された。 

 

5.23.4 参考資料 

 

1) 「動物の感染症〈第三版〉」（近代出版） 

2) （国）農業・食品産業技術総合研究機構 動物衛生研究所ホームページ 

3) 「獣医感染症カラーアトラス〈第二版〉」（文永堂出版） 

4) Iowa State University, The Center for Food Security & Public Health Homepage, 

<http://www.cfsph.iastate.edu/Factsheets/pdfs/aino_disease.pdf> (Accessed 26 January 26, 2016) 

5) Northern Territory Government, AU, Department of Primary Industry and Fisheries, Australia and New 

Zealand Standard Diagnostic Procedures, October, 2003. – Aino virus 

6) 「病性鑑定指針」（26 消安第 4686 号） 牛伝染性疾病 – アイノウイルス感染症 

7) 「牛病学＜第三版＞」（近代出版） 

8) 監視伝染病診断指針 （社）日本獣医師会ホームページ 牛編 「アイノウイルス感染症」 

<http://nichiju.lin.gr.jp/tksn/illness/c24.html> (Accessed 26 January 26, 2016) 
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5.24 流行性出血病 （イバラキ病を含む） 

 

5.24.1 疾病情報 

 

5.24.1.1 背景 

 

流行性出血病（Epizootic hemorrhagic disease：EHD）は、レオウイルス（Reoviridae）科セドレオウイル

ス亜科（Sedreoviridae）オルビウイルス（Orbivirus）属流行性出血病ウイルス（Epizootic hemorrhagic 

disease virus：EHDV）群による、野生及び家畜の反芻動物の疾病。EHDV には 10 の血清型が知られて

いる。EHDV は北米のオジロジカ等、野生の反芻動物の熱性出血性疾病として注目されてきたことから、

10 の血清型のうち多くがシカの疾病として研究されてきた経緯がある。牛への病原性が知られる EHDV

は限定的であり、遺伝学的及び血清学的に EHDV-2 に分類されるイバラキ病ウイルスは日本、台湾、

韓国等のアジアでの発生に留まっている。アジア以外での EHDV は牛に対して無症候性と考えられてい

たが、近年、中東や北アフリカの地中海諸国においてEHDVの流行があり、2006年以降牛に疾病をもた

らす EHDV-6, 7 型感染が報告されるようになり、EHD は 2008 年に OIE リスト疾病に追加された。 

一方、血清型と牛への病原性との間には明確な対応関係が認められるものではなく、オーストラリアで

は EHDV-1, 2, 5, 6, 7, 8 が分離されているものの、牛に特段の症状をもたらしていないと報告されてい

る。 

我が国での EHD 感染は 1959～60 年の急性熱性疾患の集団発生事例で茨城県の牛から分離された

株が病名の由来となっているイバラキ病が知られており、これまでに小～大規模発生を散発的に経験し

ている。本病は届出伝染病に指定されているが、本病に該当する EHDV の血清型については明言され

ていない。また、本病は家畜伝染病予防事業により発生予察対象疾病に指定され、全国的に抗体保有

状況のサーベイランスが実施されている。なお、牛に対してイバラキ病ウイルスと類似の症状をもたらす

ブルータングウイルスは EHDV と同属であり近縁であるが、異なる分類のウイルスである。 

 

5.24.1.2 疫学 

 

EHDは北米、オーストラリア、アジア、アフリカ、中東で発生が認められており、抗体陽性動物は南米で

も確認されている。10 の血清型のうち、北米では EHDV-1, 2 のみが確認されている。北米の EHDV-1

は、オジロジカに高い死亡率を引き起こし、罹患率及び致死率は 90％に達することもあるが、重篤度は

発生時期や地域により異なる。 

オーストラリアでは EHDV-1, 2, 5, 6, 7, 8 の牛での感染が確認されている。これらの株は実験感染によ

り牛と羊に穏やかな症状をもたらすものの、自然感染牛での病原性や被害は報告されておらず、健康

牛における抗体やウイルスの保有が確認されているに留まっている。また、オーストラリアで確認される

EHDV-1 は北米株とヌクレオチドベースで 20％異なっていることから、オーストラリアに存在する株はア

ジアや北米の病原性株とは異なると考えられている。 

EHD は吸血昆虫（主に Culicoides 属）によって生物学的に伝播する。接触感染及び飛沫感染は起こら

ない。 
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我が国における EHD の発生は、1959～60 年の集団発生以来、九州から関東地方にかけての小～大

規模なイバラキ病の発生が散発しており、その発生には季節性、地域性が認められる。直近の国内発

生例は 2013 年の鹿児島県の牛における発生（2 例）である。これらは EHDV-2 に属するウイルスによる

ものであると確認されているが、1997 年にはこれまでのイバラキ病では認められなかった牛の死流産を

伴う発生が確認された事例があり、本事例は EHDV-7 に属する株によるものであったことが後に確認さ

れている。これまでの流行において、感染牛の数～20％が発症し、ホルスタイン種に比較して肉用種の

発症割合が高く、ウイルスに対する感受性は品種により異なると考えられている。発症牛の致死率は約

10～20％である。本ウイルスは宿主の赤血球に吸着して免疫応答を免れるため、赤血球の寿命に近い

2～3 ヶ月間に渡りウイルス血症を起こすことがあり、疾病の流行と存続に大きな役割を果たしているも

のと考えられる。イバラキ病はめん山羊にも感染するが発症は非常に稀で、病原性はないと考えられる。

我が国ではイバラキ病は当初、「流行性感冒」として牛流行熱とともに家畜伝染病として取り扱われてい

たが、1998 年からは届出伝染病に指定された。我が国ではイバラキ病の単味生ワクチン、牛流行熱と

の 2 種混合不活化ワクチンが開発されており、流行期に備えて 7 月までに接種することが推奨されてい

る。 

 

5.24.1.3 臨床症状 

 

本病はシカでは出血性の発熱を伴う明確な症状を示すが、家畜の反芻動物では不顕性であることが

多い。潜伏期間は 2～10 日とされている。 

シカにおける甚急性例では、高熱、脱力感、食欲不振、唾液分泌過剰、呼吸困難及び頭頸部の急性

浮腫、口腔粘膜や結膜充血、口内炎、腸管の炎症が認められる。8～36 時間以内に急死する例もある。

劇症例では大量の出血を伴うことがあり、血便、血尿、脱水が認められ、死亡する。 

一方、牛における症状は出血性のものではなく、ブルータングに類似する。感染初期には軽度の発熱

とともに、食欲不振、流涙、結膜充血・浮腫、泡沫性流涎、鼻腔・口腔粘膜の充血・鬱血・潰瘍、蹄冠部

の腫脹・潰瘍、跛行等がみられる。初期症状の後 3～7 日で、発症牛の約 5％に食道麻痺・咽喉頭麻痺・

舌麻痺による嚥下障害が発生する。発症牛は飲水しても口や鼻から水が逆流し、水分飢餓により脱水

状態に陥る。誤嚥により異物性肺炎を起こすこともある。嚥下障害を起こさない限り予後は良好である

が、嚥下障害を起こしても水分補給により回復することも多い。感染牛は症状の有無に関わらずウイル

ス血症を起こす。ウイルスが舌や食道の筋繊維で増殖して、筋繊維の増殖壊死が起こる。 

なお、1997 年の EHDV-7 による感染例では、これらイバラキ病の典型的症状に加えて死流産もみられ

た。 

  

5.24.1.4 診断 

 

牛においてはブルータング、BVD-MD、口蹄疫、牛伝染性鼻気管炎、牛流行熱、水胞性口炎、悪性カ

タル熱等と、シカにおいてはブルータング及び口蹄疫との類症鑑別が必要である。 

EHDV は比較的容易にウイルスを分離できることから、ウイルス学的及び血清学的検査から診断する

ことが確実である。 
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ウイルス学的診断においては、発病初期又は発熱期の血液、死亡牛のリンパ節や脾臓乳剤を材料と

し、牛腎、BHK-21、HmLu-1、Vero 細胞又は乳のみマウスの脳内に接種してウイルス分離を行う。

EHDVは血中に抗体が出現した後も赤血球から分離可能である。分離ウイルスはFA やNT、HI、遺伝子

解析によって同定する。RT-PCR は分離材料からのウイルスゲノムの直接検出にも有効で、補助的診

断法として活用できる。 

血清診断としては、急性期と回復期のペア血清を用いたHI又はNTで抗体価の有意上昇を確認する。

AGID、競合 ELISA も有用である。 

 

5.24.2 リスク評価 

 

5.24.2.1 侵入リスク評価 

 

現在家畜衛生条件を取り決めている国のうち、ニュージーランド及びバヌアツ共和国は本病を通報疾

病に指定し、過去に本病の発生がない旨 OIE に報告している。ニュージーランドでは本病のサーベイラ

ンスも実施されている。一方、オーストラリアでは野生動物における通報疾病に指定されているが、家畜

では指定されていない。しかしながら、本病のサーベイランスは野生動物、家畜ともに実施されており、

抗体陽性牛が確認されているものの、自然感染での臨床的な発生は認められていない。 

これらのことから、本病の侵入リスク発生確率（LR）は「中程度」と判断した。 

 

5.24.2.2 暴露リスク評価 

 

輸入牛から国内家畜への主な感染経路としてヌカカ等の吸血昆虫による伝播が想定され、ウイルス

血症は長期間続くことから、暴露リスク発生確率（LE）は「高い」と判断された。 

 

5.24.2.3 侵入及び暴露リスク評価 

 

LR が「中程度」、LE が「高い」と判断されたことから、侵入及び暴露リスク発生確率（LRE）は「高い」と

判断された。 

 

5.24.2.4 影響リスク評価 

 

本病はヌカカ等の吸血昆虫により伝播することから群間伝播する可能性が高く、ウイルスはヌカカ内で

越冬する可能性がある。 

本病は野生シカに高率に出血性の発熱を伴う明確な症状を示すが、牛における本病の発症率は数～

20％であり、致死率は 10～20％程度とされるが嚥下障害を起こさない限り予後は良好で、水分補給等

により回復することも多い。また、本病は適切なワクチン接種により予防が可能な疾病である。 

これらのことから、影響リスク発生確率（LC）は「低い」と判断した。 
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5.24.2.5 リスクの推定 

 

LRE が「高い」、LC が「低い」と判断されたことから、最終的なリスクは「中程度」であると推定された。 

 

5.24.3 リスク管理    

 

リスク評価の結果、輸入に当たってはリスク低減措置が必要であると判断された。 

 

（参考） OIE における推奨条件 

 

OIE コードでは、牛の輸入に当たって以下の条件に合致していることを証明する国際獣医証明書の提

示を求めることが推奨されている。 

 

1） EHD 清浄国又は地域※からのウシ科及びシカ科動物の輸入条件 

(1)を満たし、かつ(2)～(5)のいずれかを満たすこと。 

(1) 輸送当日、EHD の臨床症状が認められないこと。 

(2) 出生以降又は輸出前過去 60 日間、EHD 清浄国又は地域で飼養されていたこと。 

(3) 少なくとも輸出前 28 日間 EHD 清浄国又は地域で飼養され、EHDV の抗体検出血清検査を実施し

陰性であること。また、輸出まで EHD 清浄国又は地域に留め置かれること。 

(4) 少なくとも 14 日間 EHD 清浄国又は地域で飼養され、病原検索を行い陰性であること。また、輸出

まで EHD 清浄国又は地域に留め置かれること。 

(5) 輸出動物は次の①～④全ての条件を満たすこと。 

① 少なくとも 7 日間 EHD 清浄国又は地域で飼養されること。 

② OIE コード Article 8.7.14 のサーベイランスプログラムに沿った存在しうる全血清型のワクチンを

EHD 清浄国又は地域に移動する 60 日前に接種すること。 

③ ワクチン接種がなされていることが識別されること。 

④ 輸出まで EHD 清浄国又は地域に留め置かれること。 

(6) EHD 発生国の清浄地域から輸出される場合は、次のいずれかの条件を満たすこと。 

① 輸送中 EHD 汚染地域を経由しないこと。 

② 汚染地域を経由している間は殺虫剤で蚊等から防御されること。 

 

※  EHD 清浄国又は地域の条件 

① OIE コード Chapter1.4 に記載されるような、歴史的な清浄性（Histrical freedom）は EHD には適用さ

れない。 

② EHD が通報疾病に指定されて以降、動物、精液、受精卵、卵母細胞が OIE コードに従って輸入さ

れ、以下 a,b のいずれかを満たす国又は地域は清浄とみなす。 

a. OIE コード Article 8.7.14 のサーベイランスプログラムを実施し、過去 2 年間 EHDV の伝播の証拠が

認められないこと。 
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b. OIE コード Article 8.7.14 及び Chapter4.3 に基づき実施しているサーベイランスプログラムにおいて

Culicoides 属が当該国又は地域に存在する証拠が示されないこと。 

③ 現在実施されているベクターサーベイランスにおいて、Culicoides 属が存在する証拠が認められな

い国又は地域は、感染国又は地域からのワクチン接種、抗体陽性又は感染動物、精液及び受精卵の

輸入により清浄ステータスを失うことはない。 

④ EHD の清浄国又は地域であって、サーベイランスで Culicoides 属が存在する証拠が認められてい

る国又は地域は、次の a,b いずれかの条件下で感染国から輸入されたワクチン接種又は抗体陽性動物

により清浄ステータスを失うことはない。 

a. 現在進行中のサーベイランスプログラムは家畜のウシ科動物及び養鹿農場で飼養されるシカ科動

物に着目しており、国又は地域で EHDV が伝播した証拠が示されないこと。 

b. 動物、精液、受精卵、卵細胞は OIE コードに基づいて輸入されること。 

 

2） EHD 季節清浄国からのウシ科及びシカ科動物の輸入条件 

(1)及び(6)を満たし、かつ(2)～(5)のいずれかを満たすこと。 

(1) 輸送当日、EHD の臨床症状が認められないこと。 

(2) 出生以降又は輸出前60日間、EHD季節清浄期間中にEHD季節清浄地域で飼養されていたこと。 

(3) 少なくとも輸出前 28 日間 EHD 季節清浄地域で飼養され、EHDV の抗体検出血清検査を実施し陰

性となること。また、輸出まで EHD 季節清浄国又は地域に留め置かれること。 

(4) 少なくとも輸出前 14 日間、EHD 季節清浄地域で飼養され、病原検索を実施して陰性となること。ま

た、輸出まで EHD 季節清浄地域に留め置かれること。 

(5) 輸出動物は季節清浄期間中、EHD 季節清浄地域で飼養され、かつ、EHD 清浄国又は地域に入る

少なくとも 60 日前にワクチン接種を受けること。ワクチンは OIE コード Article 8.7.14 のサーベイランスプ

ログラムに沿った全ての存在しうる血清型のワクチンを使用すること。また、ワクチンを接種されたものと

して識別され、輸出まで EHD 清浄国又は地域に留め置かれること。 

(6) 次の①～③の条件のいずれかを満たすこと。 

① 輸送中、汚染地域を経由しないこと。 

② 汚染地域を経由する間、殺蚊剤で蚊等から防御されること。 

③ (5)に従い、適切なワクチン接種がなされていること。 

 

3） EHD 汚染国からのウシ科及びシカ科動物の輸入条件 

輸出牛は(1)を満たし、かつ(2)～(5)のいずれかを満たすこと。 

(1) 輸送当日、EHD の臨床症状が認められないこと。 

(2) 輸出前少なくとも 60 日間及び輸送中、ベクター侵入防止措置のとられた施設内でヌカカ等から防

御されること。 

(3) 輸出前少なくとも 28 日間及び輸送中、ベクター侵入防止措置のとられた施設内でヌカカ等から防

御されること。また、EHDV の抗体検出血清検査を隔離期間中に実施し陰性であること。 

(4) 輸出前少なくとも 14 日間及び輸送中、ベクター侵入防止措置のとられた施設内でヌカカから防御

されること。また、病原検索を隔離期間中に実施し陰性であること。 
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(5) 輸出前少なくとも 60 日前に、OIE コード Article 8.7.14 のサーベイランスプログラムに沿った存在し

うる全血清型の抗体を有することが証明されること。 

 

5.24.4 参考資料 
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<http://www.oie.int/fileadmin/Home/eng/Animal_Health_in_the_World/docs/pdf/Disease_cards/EPIZOOT

IC_HEAMORRHAGIC_DISEASE.pdf> (Accessed 26 January 26, 2016) 

2) OIE 陸棲動物の診断テスト及びワクチンに対する基準マニュアル 2014（第 2.1.4b 章） 
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5) 「獣医感染症カラーアトラス〈第二版〉」（文永堂出版） 
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5.25 牛丘疹性口炎  

 

5.25.1 疾病情報 

 

5.25.1.1 背景 

 

牛丘疹性口炎の病原体は、主にポックスウイルス科（Poxviridae）コルドポックスウイルス亜科

（Chordopoxvirinae）パラポックスウイルス属（Parapoxvirus）の牛丘疹性口炎ウイルス（Bovine popular 

stomatitis virus）である。偽牛痘ウイルス等、他のパラポックスウイルスが原因となる場合もあり、発症

部位による本疾病名と原因ウイルスは必ずしも一致しない。同属の偽牛痘ウイルス及びオルフウイルス

と血清学的に交差するが、エンベロープ領域の塩基配列解析及び PCR 産物の制限酵素切断パターン

により識別が可能である。 

牛丘疹性口炎は我が国では届出伝染病に指定されているが、OIE ではリスト疾病に指定されていな

い。 

 

5.25.1.2 疫学 

 

本病は我が国を含む世界中で発生がみられる。我が国では、1990年代に実施された牛の抗体調査に

おいて、地域に偏りなく高率に抗体陽性牛が確認された。感染性ウイルス粒子は病変部の痂皮や脱落

痂皮中に存在し、病変部が付着した器具や飼養施設、痂皮が脱落した放牧場等が感染源となり、皮膚

の創傷部にウイルスを含むこれらの病変部や汚染物が直接接触し感染が成立する。 

ウイルスは乾燥に対して抵抗性がある。本病は性別や年齢に関係なく発症し、免疫能が有効な期間

が短いため、同一牛での再発がある。不顕性のキャリアー牛が多い。未汚染群の発病率は高いが、死

亡率は低い。ヒトが本ウイルスに感染すると結節病変を形成するが、数週間程度で自然治癒する。 

 

5.25.1.3 臨床症状 

 

主に口唇、口腔、舌、乳頭等に小豆大ないし大豆大の丘疹や結節を形成する。丘疹は褐色の壊死部

の周囲に紅色の充血部がリング状に形成される。稀に水疱や膿疱、潰瘍まで進行することがあるが、全

身症状や死亡は稀である。痂皮を形成し、脱落後 1 ヶ月程度経過すれば外見上治癒する。 

口蹄疫をはじめ、水胞性口炎、牛痘、牛乳頭炎、牛乳頭腫等との鑑別が重要である。 

  

5.25.1.4 診断 

 

牛丘疹性口炎ウイルス､偽牛痘ウイルス及びオルフウイルスは非常に近縁であり、血清学的に区別で

きないため､鑑別は臨床所見及び遺伝子検査を総合して行う｡初期症状が口蹄疫に類似していることか

ら鑑別が重要である。 
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丘疹、潰瘍等の病変部組織より抽出した DNA を用いて PCR を行う。PCR-RELF により近縁ウイルス

の鑑別を実施する。その他、免疫組織化学的検査によるウイルス抗原の検出、電子顕微鏡によるウイ

ルス粒子の確認、病変部における封入体の確認及びウイルス抗体の検出を行う。 

発病初期の病変組織乳剤を牛胎子由来初代培養細胞に接種してウイルス分離することは可能である

が、困難な場合が多い。 

血清診断はペア血清について実施する。AGID による抗体検出が一般的であるが、検出感度は高くな

い。本法で結果が得られない場合は、FA、ウエスタンブロット等を行う。NT は適さない。 

 

5.25.2 リスク評価 

 

5.25.2.1 侵入リスク評価 

 

本病は OIE リスト疾病ではなく、各国においても通報疾病にも指定されていないことから、発生状況が

十分に把握できていない。オーストラリア及びニュージーランドでは本病の発生報告があるが、バヌアツ

共和国における発生状況は不明である。これらのことから、侵入リスク発生確率（LR）は「中程度」と判

断された。 

 

5.25.2.2 暴露リスク評価 

 

本病は直接接触により伝播し、発症経過が長く不顕性感染牛も多いことから、暴露リスク発生確率

（LE）は「中程度」と判断された。 

 

5.25.2.3 侵入及び暴露リスク評価 

 

LRが「中程度」、LEが「中程度」と判断されたことから、侵入及び暴露リスク発生確率（LRE）は「中程度」

と判断された。 

 

5.25.2.4 影響リスク評価 

 

本病は発症牛との接触感染により伝播し、国内家畜も高率に感染している。感染耐過牛及び不顕性

感染牛はキャリアーとなる可能性があるが、発症から 1 ヶ月程度で治癒し、予後は良好である。また、人

獣共通感染症であるがヒトの症状は軽度で問題とはならない。 

これらのことから、影響リスク発生確率（LC）は「無視可」と判断された。 

 

5.25.2.5 リスクの推定 

 

LRE が「中程度」、LC が「無視可」と判断されたことから、最終的なリスクは「無視可」であると推定され

た。 
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5.25.3 リスク管理    

 

リスク評価の結果、輸入に当たってはリスク低減措置が不要であると判断された。 

 

5.25.4 参考資料 

 

1) 「動物の感染症〈第三版〉」（近代出版） 

2) （国）農業・食品産業技術総合研究機構 動物衛生研究所ホームページ 

3) 「獣医感染症カラーアトラス〈第二版〉」（文永堂出版） 

4) Merk Veterinary Manual - Papillar Stomatitis in Large Animals 

<http://www.merckvetmanual.com/mvm/digestive_system/diseases_of_the_mouth_in_large_animals/papilla

r_stomatitis_in_large_animals.html> (Accessed 26 January 26, 2016) 

5) 「病性鑑定指針」（26 消安第 4686 号） 牛伝染性疾病 - 牛丘疹性口炎（偽牛痘） 

6) 猪島康雄：牛ウイルス性乳頭炎の調査および診断法の開発（動衛研研究報告、108、23-32（2002.3）） 

7) 小谷道子、増田恒幸、井上真寛、河本悟（鳥取県倉吉家畜保健衛生所、西部家畜保健衛生所）：パラ

ポックスウイルス感染症を疑う症例（第 52 回全国家畜保健衛生所業績発表会） 

<http://www.pref.tottori.lg.jp/secure/749851/2208.pdf> (Accessed 26 January 26, 2016) 

8） 「牛病学＜第三版＞」（近代出版） 

9) 監視伝染病診断指針 （社）日本獣医師会ホームページ 牛編 「牛丘疹性口炎」 

<http://nichiju.lin.gr.jp/tksn/illness/c26.html> (Accessed 26 January 26, 2016) 
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5.26 牛流行熱 

 

5.26.1 疾病情報 

 

5.26.1.1 背景 

 

牛流行熱はラブドウイルス科(Rhabdoviridae)エフェメロウイルス属(Ephemerovirus)に分類される牛流

行熱ウイルス（bovine ephemeral fever virus）の感染によっておこる一過性の発熱、流涎、呼吸促迫、関

節痛等を主徴とする牛及び水牛の急性熱成疾患である。 

牛流行熱は我が国では届出伝染病に指定されており、家畜伝染病予防事業により発生予察対象疾

病に指定され、全国的に抗体保有状況のサーベイランスが行われている。OIE ではリスト疾病に指定さ

れていない。 

 

5.26.1.2 疫学 

 

牛流行熱は以前、イバラキ病とともに「流行性感冒」として家畜伝染病として取り扱われていたが、

1998 年からは届出伝染病に指定された。我が国の他、台湾、中国、韓国、インドネシア、オーストラリア、

中東、アフリカ諸国の熱帯から温帯にかけて牛や水牛に発生がみられる。本病は牛及び水牛でのみ発

症するが、シカ、レイヨウ等の野生動物でも抗体の保有が確認されており、レゼルボアとなっている可能

性がある。ウイルスは吸血昆虫（蚊やヌカカ）によって媒介されるため発生には季節性がある。ウイルス

に感染した吸血昆虫は風によって運ばれ、広範囲に伝播が起こると考えられている。オーストラリアで

は、1968 年の発生時、6 週間で 2,000km 先まで流行が広がったことが報告されている。 

我が国では 1949～51 年に大規模な流行があり、その後も主に西日本において周期的な流行を繰り返

してきたが、ワクチンの開発と接種の励行により、近年は流行が限局的で頻度も少なくなっている。直近

では 2001、2004、2013 及び 2014 年に沖縄で発生しているが、これらの発生の直前に台湾で本病の発

生があったこと、両地域で分離されたウイルスの遺伝子配列がほぼ同一であったことから、ベクターに

よりウイルスが侵入したと推定されている。九州以北では約20年間本病の発生がない。また、全国サー

ベイランスによる抗体保有状況調査では、2011 年以降抗体陽転牛は認められていない。 

本病の発症率は一定でなく、数％～100％と幅がある。処女地での発病率は 30～40％に及ぶが、一

般的には 1.8～20.7％と推定される。死亡率は 1％以下で、予後は極めて良好である。また、感染耐過牛

は数年に渡り本病に対する免疫が持続することが多い。 

我が国では本病の単味不活化ワクチン及びイバラキ病との 2 種混合不活化ワクチンが開発されてお

り、7 月までの接種が推奨されている。 

 

5.26.1.3 臨床症状 

 

3～8 日の潜伏期間の後、突発的な発熱（41～42℃）がみられ、その後 1～2 日程度で回復することが

多い。感染初期には目立った症状は認められないが、発熱に伴い元気消失、食欲低下、呼吸促拍、流

- 120 -



  肥育用素牛の輸入に関するリスク評価書 

 

涙、流涎、四肢の関節痛や浮腫による歩行困難、起立不能、筋肉の振戦、反芻停止、乳量低下ないし

泌乳停止等の症状を呈する。これらの症状は解熱とともに消失し、3～4 日で回復する。予後は極めて

良好であるが、重症例では肺胞破裂あるいは肺葉断裂により頚背部、胸前部、肩端部に皮下気腫が認

められて窒息死する。乳用牛では乳量低下や泌乳停止、種雄牛では精子数の減少が起こる。本病の経

過は早く、ウイルス血症は一過性である。 

 

5.26.1.4 診断 

 

牛流行熱に類似した疾病としてイバラキ病、ブルータング、牛伝染性鼻気管炎、牛 RS ウイルス感染症、

牛パラインフルエンザ、牛ウイルス性下痢・粘膜病、牛疫等があげられる。 

発症牛や同居牛の血液を分離材料としてウイルス分離を行う。材料を培養細胞又は乳飲みマウスの

脳内へ接種し、NT や FA によりウイルスを同定する。血液又は血球から RNA を抽出し、G タンパク質を

標的とした RT-PCR も補助的検査として有用である。 

血清診断には発病期間の前後ペア血清を用いて NT を行い、有意な抗体価の上昇で確認する。牛流

行熱ウイルスはエフェメロウイルス属の他ウイルスと血清学的に交差するため、ELISA や CF、FA では

特異抗体の検出は難しい。 

 

5.26.2 リスク評価 

 

5.26.2.1 侵入リスク評価 

 

本病はオーストラリアでは発生報告があり、通報疾病に指定されているが、OIE リスト疾病ではなくそ

の他の国では通報疾病にも指定されていないことから、発生状況が十分に把握できていない。しかし、

本病は潜伏期間及び発症期間がともに短く、輸出入検疫期間中に摘発される又は検疫期間及び輸送

中に感染耐過する可能性が高いと考えられることから、侵入リスク発生確率（LR）は「低い」と判断され

た。 

 

5.26.2.2 暴露リスク評価 

 

輸入牛から国内家畜への主な感染経路としてヌカカ等の吸血昆虫による伝播が想定されるが、本病

は発症経過が早くウイルス血症期間も短いことから、暴露リスク発生確率（LE）は「中程度」と判断され

た。 

 

5.26.2.3 侵入及び暴露リスク評価 

 

LR が「低い」、LE が「中程度」と判断されたことから、侵入及び暴露リスク発生確率（LRE）は「低い」と

判断された。 
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5.26.2.4 影響リスク評価 

 

本病はヌカカ等の吸血昆虫により伝播することから群間伝播する可能性が高く、ウイルスはヌカカ内で

越冬する可能性がある。本病の発症率は 30～40％に及ぶこともあるが、通常予後は良好である。また、

本病は適切なワクチン接種により予防が可能な疾病である。。 

これらのことから、影響リスク発生確率（LC）は「無視可」と判断された。 

 

5.26.2.5 リスクの推定 

 

LRE が「低い」、LC が「無視可」と判断されたことから、最終的なリスクは「無視可」であると推定され

た。 

 

5.26.3 リスク管理    

 

リスク評価の結果、輸入に当たってはリスク低減措置が不要であると判断された。 

 

5.26.4 参考資料 

 

1) 「動物の感染症〈第三版〉」（近代出版） 

2) （国）農業・食品産業技術総合研究機構 動物衛生研究所ホームページ 

3) 「獣医感染症カラーアトラス〈第二版〉」（文永堂出版） 

4) Iowa State University, The Center for Food Security & Public Health Homepage, 

<http://www.cfsph.iastate.edu/Factsheets/pdfs/bovine_ephemeral_fever.pdf> 

(Accessed 26 January 26, 2016) 

5) 「病性鑑定指針」（26 消安第 4686 号） 牛伝染性疾病 - 牛流行熱 

6) 監視伝染病診断指針 （社）日本獣医師会ホームページ 牛編 「牛流行熱」 

<http://nichiju.lin.gr.jp/tksn/illness/c27.html> (Accessed 26 January 26, 2016) 

7) Australia, NSW Government Homepage, Primary Industries - Bovine ephemeral fever, 

<http://www.dpi.nsw.gov.au/agriculture/livestock/health/images/information-by-species/cattle/bovine-

ephemeral-fever> (Accessed 26 January 26, 2016) 

8) 「牛病学＜第三版＞」（近代出版）  
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5.27 類鼻疽 

 

5.27.1 疾病情報 

 

5.27.1.1 背景 

 

類鼻疽はグラム陰性好気性桿菌である類鼻疽菌（Burkholderia pseudomallei）が原因となり、多くの哺

乳類、は虫類、魚類等に感染する宿主域が広い疾病である。本菌は鼻疽菌によく似た性質を有する土

壌菌の一種で、熱帯から亜熱帯地域の土壌や水等の環境中に分布している。 主に創傷感染により伝

播し、水平感染は非常に稀である。 

類鼻疽は我が国では届出伝染病に指定されているが、OIE ではリスト疾病に指定されていない。また、

類鼻疽菌は鼻疽菌とともに感染症法における三種病原体等に指定されている。 

 

5.27.1.2 疫学 

 

類鼻疽は熱帯、亜熱帯土壌に分布し、東南アジア、北部オーストラリア、中国、インド亜大陸、中東、カ

リブ海沿岸、南米、台湾、シンガポール、アフリカで発生があり、特に東南アジアと北部オーストラリアが

多発地域である。我が国での発生はない。 

本病はげっ歯類、めん羊、山羊、馬、豚、猿、牛、犬、熱帯魚、野生動物で発生がみられ、稀にヒトにも

感染することがある。めん羊や山羊で強い感染性を示すが、馬は比較的抵抗性である。牛での発生報

告は稀である。豚は不顕性感染する。 

菌は土壌や水等の環境中に存在しており、これらの菌が経口、経鼻、創傷感染することで発症する。

感染動物の創傷浸出液、鼻汁、乳、糞便、尿中にも菌が含まれるが水平感染はないとされており、発生

地域は菌の分布域と地理的に一致する。なお、山羊、豚及びクモザルでは経胎盤感染の報告がある。 

激しい雨や洪水後に感染の拡大が起こりやすい。米国においては事故等に伴うヒトの散発事例が認

められている。 

類鼻疽菌は環境抵抗性が強く、好環境下であれば土中や水中で数ヶ月～数年生残し、糞便中でも 1

ヶ月生残する。悪条件下では非増殖型の形態に変化し、環境の改善を待つ。また、細胞内寄生性を示

す。 

 

5.27.1.3 臨床症状 

 

多くの動物において、急性例では発熱、食欲不振や敗血症死がみられ、慢性例では食欲減退と元気

消失を呈して次第に削痩することが多い。潜伏期間は数日から数ヶ月で数年に及ぶこともある。症状は、

発熱、食欲不振、膿性鼻汁、浮腫、リンパ管炎、敗血症、限局性呼吸器症状（咳、膿性鼻汁、肺炎）、消

化器症状（下痢等）、敗血症性関節炎、跛行、運動障害、乳房炎、精巣炎、大動脈瘤と多様であり、神経

症状も見られる。敗血症や重要臓器の広範な侵襲により死亡することもあるが、致死率は病態や病巣

による。 
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成牛で報告されている多くの症例は慢性例であるが、発熱、呼吸困難、流涎及び神経症状を呈するも

のも認められる。急性症状は子牛で認められる。馬では鼻疽に似た症状を呈し、若齢個体では急性に

経過することがあるが、その他亜急性、慢性に進行することもあり、症状も軽度から重度まで幅広い。 

菌は細胞内寄生性を示し、肺（好発）、副鼻腔、脾臓、肝臓、腎臓とそれらの付属リンパ節に膿瘍や結

節を形成しやすい。呼吸器症状を呈している動物では滲出性の気管支炎と肺の硬化や膿瘍を伴う。鼻

疽との類症鑑別が最も重要となる。本病は治療を行ってもその後の再発や再排菌を完全に防止するこ

とは困難で、原因菌が土壌に定着すれば継続的な発生を許すことになるため、発症動物は淘汰して焼

却し、汚染土壌及び環境材料は十分な消毒を行う必要がある。 

 

5.27.1.4 診断 

 

菌の分離と同定により診断する。 

菌分離は組織、体液、創傷浸出液を材料として実施する。血液寒天培地の他、多くの培地で生育する

が、Ashdown's 選択培地がよく用いられる。コロニー性状は、光沢状の中に皺状が混在するが、株によ

っては粘液状のこともあり、腐敗した土壌臭がする（注；感染のおそれがあるため直接臭いをかぐのは

危険。）。類鼻疽菌は運動性のある両極性のグラム陰性短桿菌で、幼若培養で異染性を示す。菌分離

の他は、外毒素、細胞成分の検出に ELISA が、鼻疽菌との鑑別には生化学性状の比較や RT- PCR 

等が用いられる。 

血清診断は一般的ではない。PHA、FA、CF 等が用いられるが、鼻疽菌等他の菌との交差反応がある

ため注意が必要である。 

 

5.27.2 リスク評価 

 

5.27.2.1 侵入リスク評価 

 

現在家畜衛生条件を取り決めている国のうち、オーストラリアでは本病の発生報告があり、ニュージー

ランドでは発生報告がないとされているが、本病は OIE のリスト疾病ではなく通報疾病にも指定されてい

ないことから各国の発生状況が十分に把握できていない。本病は潜伏期間が長期に渡る場合があるこ

と、不顕性又は慢性感染することから輸出入検疫期間中に摘発されない可能性が高いと考えられ、侵

入リスク発生確率（LR）は「中程度」と判断された。 

 

5.27.2.2 暴露リスク評価 

 

本病は水平感染が稀な疾病であり、直接接触による感染はほとんどないと考えられる。一方で、感染

動物により土壌や水が汚染されると長期間の感染源となりうる。類鼻疽菌の好む熱帯及び亜熱帯地方

では汚染環境で菌が長期間残留し問題となることから、我が国における亜熱帯地方（沖縄、小笠原、奄

美地方）においては注意が必要となる。しかしながら、これらの地域はこれまでの輸入牛の仕向先県に

は該当しないことから、現状では国内動物に感染する暴露リスク発生確率（LE）は「低い」と判断された。 
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5.27.2.3 侵入及び暴露リスク評価 

 

LR が「中程度」、LE が「低い」と判断されたことから、侵入及び暴露リスク発生確率（LRE）は「低い」と

判断された。 

 

5.27.2.4 影響リスク評価 

 

本病は動物間の直接接触感染は稀で、排菌牛が汚染した環境からの創傷感染が考えられる。また、

亜熱帯地方を除き定着する可能性は低いと考えられる。牛は本病に対して比較的抵抗性であり発生報

告は稀であるが、発症した場合には慢性例となることが多く、削痩し生産性の低下が認められることも

ある。また、ヒトに健康被害を起こし重篤となる可能性があることから、国内で発生した場合には社会的

関心が高いと考えられる。 

これらのことから、影響リスク発生確率（LC）は「低い」と判断された。 

 

5.27.2.5 リスクの推定 

 

LRE が「低い」、LC が「低い」と判断されたことから、最終的なリスクは「低い」であると推定された。 

 

5.27.3 リスク管理    

 

リスク評価の結果、輸入に当たってはリスク低減措置が必要であると判断された。 

 

（参考） OIE における推奨条件 

 

本病については、OIE より牛の輸入にあたっての推奨条件は提示されていない。 

 

5.27.4 参考資料 

 

1) 「動物の感染症〈第三版〉」（近代出版） 

2) （国）農業・食品産業技術総合研究機構 動物衛生研究所ホームページ 

3) 「獣医感染症カラーアトラス〈第二版〉」（文永堂出版） 

4) Iowa State University, The Center for Food Security & Public Health Homepage, 

<http://www.cfsph.iastate.edu/Factsheets/pdfs/melioidosis.pdf> (Accessed 26 January 26, 2016) 

5) 「病性鑑定指針」（26 消安第 4686 号） 馬伝染性疾病 - 類鼻疽（馬・牛・豚・めん羊・山羊） 

6) 国立感染症研究所ホームページ、病原体検出マニュアル「類鼻疽」 

<http://www.nih.go.jp/niid/images/lab-manual/pseudomallei-2.pdf> (Accessed 26 January 26, 2016) 

7) Merck Veterinary Manual Homepege - Melioidosis, 
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<http://www.merckvetmanual.com/mvm/generalized_conditions/melioidosis/overview_of_melioidosis.html

> (Accessed 26 January 26, 2016) 

8) Centers for Disease Control and Prevention Homepage, Melioidosis, 

<http://www.cdc.gov/melioidosis/> (Accessed 26 January 26, 2016) 

9) 監視伝染病診断指針 （社）日本獣医師会ホームページ 牛編 「類鼻疽」 

<http://nichiju.lin.gr.jp/tksn/illness/c28.html> (Accessed 26 January 26, 2016) 

10) 「新編 獣医微生物学」（養賢堂） 
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5.28 気腫疽   

 

5.28.1 疾病情報 

 

5.28.1.1 背景 

 

気腫疽は、クロストリジウム属のグラム陽性、偏性嫌気性、有芽胞桿菌である気腫疽菌（Clostridium 

chauvoei）による、筋肉の出血及びガス壊疽を主徴とする反芻動物の急性致死性感染症である。 

本菌は土壌及び動物の腸管内に分布しており、芽胞が創傷部及び消化管に侵入することにより発症

する。 

気腫疽は我が国では届出伝染病に指定されているが、OIE ではリスト疾病に指定されていない。 

 

5.28.1.2 疫学 

 

気腫疽菌は世界中の土壌に分布し、温暖な地方に汚染地帯を形成する。また、動物の腸管にも生息

し、健康な動物の肝臓や脾臓からの分離報告もある。本菌は感染牛の糞便中に排出され、土壌が汚染

されると考えられるが、本菌の芽胞は他のクロストリジウム属と異なり土壌から分離することは困難であ

る。自然感染は牛、水牛に多く、シカ、めん羊、山羊、稀に豚、いのしし、馬及び鯨にも認められる。豚は

一般的に抵抗性を示す。ヒトの病変部から分離されたとの報告もあるが、病原性は確定していない。 

感受性動物は環境や土壌中の芽胞が創傷部より経皮感染するか、経口感染で消化管に侵入して発

症する。一般的に発生は散発的であるが、時に集団発生がみられる。栄養状態が良好な 6 ヶ月～3 歳

齢の若齢牛に発生が多く、発症すると致死率は非常に高い。春から秋にかけての発生が多い。我が国

では北海道、東北、関東等の特定の地域を中心に年間数十頭前後の発生が認められたが、ワクチン接

種の普及に伴い減少傾向にあり、現在は年間数例の発生にとどまっている。 

 

5.28.1.3 臨床症状 

 

1～5 日の潜伏期の後、突然の高熱（40～42℃）、元気消失、反芻停止を示す。仙骨、肩胛、胸部、大

腿部、臀部等の多肉部及び四肢が気腫性に腫脹する。腫脹は急速に広がり、冷性又は熱性で浮腫性、

無痛性である。その後、腫脹部は中央が冷感を帯び、圧迫すると特有の捻髪音を発する。局所リンパ節

は腫脹し、充血、疼痛があり、運動機能障害を起こし跛行を呈する。筋組織は暗赤色となり、大量の気

泡が認められる。経過は激烈で、呼吸困難、頻脈となり発病後1～2日で死亡する。多くは死後発見であ

る。稀に天然孔からの出血をみることがある。 

豚では咽頭浮腫が認められ、顔面腫脹することがある。病変部からは腐敗したバターのような悪臭が

ある。 
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5.28.1.4 診断 

 

病変部からの菌分離により同定する。分離培養には嫌気環境を要求する。 

細菌検査として病変部材料をスライドグラスに塗抹し、芽胞形成性、無莢膜の大型桿菌を確認する。

迅速診断には FA が有効であり、病変部あるいは接種マウス等の臓器スタンプから直接特異蛍光で染

まる気腫疽菌が確認できる。FA の試薬は海外で販売されており入手が可能である。 

主要臓器、病変部筋肉等をVL 変法寒天培地、ツアイスラー血液寒天培地又は GAM 寒天培地等を用

いて分離培養する。本菌は悪性水腫菌（Clostridium septicum）と似ており、生化学性状検査及び FA に

よる鑑別が必要である。PCR は分離菌の同定、悪性水腫菌との鑑別に利用可能である。 

周毛性の鞭毛を形成するため活発な運動性を呈し、分離初期には固形培地上で培地表面全体に薄く

広がる傾向にある（swarming）。血液寒天上にβ溶血性の扁平で、周辺が隆起してボタン状の集落を確

認する。また、気腫疽菌はサッカロースを分解し、サリシンを分解しないことから悪性水腫菌と区別でき

る。本病は発症した場合の致死率が極めて高く、病状の進行が速いため、本菌の汚染地帯では不活化

ワクチンの接種が望ましい。 

 

5.28.2 リスク評価 

 

5.28.2.1 侵入リスク評価 

 

現在家畜衛生条件を取り決めている国のうち、オーストラリア及びニュージーランドでは本病の発生報

告があるが、本病は OIE のリスト疾病ではなく、通報疾病にも指定されていないことから、疾病の発生状

況が管理されているとはいえない。また、バヌアツ共和国における発生状況については十分に把握でき

ていない。本病の潜伏期は短く、甚急性又は急性に経過して致死率も高いことから輸出入検疫期間中

に摘発される可能性が高いと考えられ、侵入リスク発生確率（LR）は「極低い」と判断された。 

 

5.28.2.2 暴露リスク評価 

 

本病は汚染環境中の芽胞が創傷部より経皮感染するか、経口感染で消化管に侵入して発症する。発

症牛の糞便等により汚染された環境を介して国内家畜に感染が拡がる可能性は否定できないことから、

暴露リスク発生確率（LE）は「低い」と判断された。 

 

5.28.2.3 侵入及び暴露リスク評価 

 

LR が「極低い」、LE が「低い」と判断されたことから、侵入及び暴露リスク発生確率（LRE）は「極低い」

と判断された。 
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5.28.2.4 影響リスク評価 

 

本病は動物間の直接接触感染は稀で、汚染環境からの創傷感染が考えられ、国内でも発生が認めら

れることから本菌は国内土壌中に常在していると考えられる。本病を発症した場合には致死的経過をと

るが、発生は通常散発的である。また、ヒトに健康被害を与えるとの報告はなく、本病の発生による社会

的な影響はないと考えられる。 

これらのことから、影響リスク発生確率（LC）は「無視可」と判断された。 

 

5.28.2.5 リスクの推定 

 

LRE が「極低い」、LC が「無視可」と判断されたため、最終的なリスクは「無視可」と推定された。 

 

5.28.3 リスク管理    

 

リスク評価の結果、輸入に当たってはリスク低減措置が不要であると判断された。 

 

5.28.4 参考資料 

 

1) 「動物の感染症〈第三版〉」（近代出版） 

2) （国）農業・食品産業技術総合研究機構 動物衛生研究所ホームページ 

3) 「獣医感染症カラーアトラス〈第二版〉」（文永堂出版） 

4) 監視伝染病診断指針 （社）日本獣医師会ホームページ 牛編 「気腫疽」 

<http://nichiju.lin.gr.jp/tksn/illness/c30.html> (Accessed 26 January 26, 2016) 

5) Australia, NSW Government Homepage, Primary Industries - Bovine ephemeral fever, 

<http://www.dpi.nsw.gov.au/__data/assets/pdf_file/0016/111175/blackleg-in-cattle.pdf> 

(Accessed 26 January 26, 2016) 

6) 「病性鑑定指針」（26 消安第 4686 号） 牛伝染性疾病 - 気腫疽（牛） 

7) Merck Veterinary Manual Homepege - blackleg 

<http://www.merckvetmanual.com/mvm/generalized_conditions/clostridial_diseases/blackleg.html> 

(Accessed 26 January 26, 2016) 

8) 茨城県畜産協会ホームページ、気腫疽 

<http://ibaraki.lin.gr.jp/tech/eisei/katikudensenbyo_16.html> (Accessed 26 January 26, 2016) 

9) 「牛病学＜第三版＞」（近代出版） 

10) 「新編 獣医微生物学」（養賢堂） 
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5.29 レプトスピラ症 

 

5.29.1 疾病情報 

 

5.29.1.1 背景 

 

レ プ ト ス ピ ラ症 は グ ラム 陰 性 好 気 性 の ス ピ ロ ヘ ー タ 目 （ Spirochaetales ） 、 レ プト ス ピ ラ科

（Leptospiraceaa）、レプトスピラ属（Leptospira）の病原性レプトスピラ（Leptospira interrogans 等）の感染

による黄疸と血色素尿、流死産を主徴とする疾病で、ヒトを含む多くの哺乳類が宿主となる。レプトスピ

ラ属菌は遺伝学的に 16 菌種に分類され、これらは更に 250 以上の血清型に分けられている。家畜は多

種の血清型の菌に感染するが、家伝法の届出対象は 7 血清型（ポモナ（Pomona）、カニコーラ

（Canicola）、イクテロヘモリジア（Icterohaemorrhagiae）、グリポティフォーサ（Grippotyphosa）、ハージョ

（Hardjo）、オータムナーリス（Autumnalis）、オーストラーリス（Australis））である。 

レプトスピラ症は我が国では届出伝染病に指定されているが、OIE ではリスト疾病に指定されていな

い。人獣共通感染症であり、感染症法で四類感染症に指定されている。 

 

5.29.1.2 疫学 

 

我が国をはじめ、世界各地で発生している。原因となる血清型は国又は地域で異なり、我が国では

Hebdomadis、Australis、Autumnails、Krematosが、諸外国ではPomona、Hardjo、Icterohaemorrhagiae等

が分離されている。我が国では牛での発生報告は 1970 年以降ほぼないものの、血清学的調査では全

国的に抗体陽性牛が認められ、本病の広範囲な浸潤が示唆される。 

本菌はヒトを含むほぼ全ての哺乳類に感染する。特にネズミ等の齧歯類は高率に保菌しており、重要

な宿主と考えられている。感染耐過動物は菌を腎臓の尿細管に保有して尿中に排出する保菌動物とな

り、ヒトや家畜は保菌動物の尿により汚染された土壌や水を介して経皮又は経口感染する。尿中への

排菌期間は牛では数週間から数ヶ月程度、豚で数ヶ月から 1 年以上に及ぶ。齧歯類はほぼ一生涯に渡

り排菌する。牛等の動物では多くは不顕性感染で終わる。 

予防は飼養衛生管理を徹底することが重要である。特にネズミの飼育舎への侵入防止と駆除に努め

る必要がある。なお、本菌は湿潤な環境中では生存するが、乾燥状態や低 pH 中では死滅しやすく、消

毒剤や抗菌剤に対して感受性を示す。抗菌剤としてはストレプトマイシンが最も効果的であり、慢性的な

保菌状態の除去にも効果がある。ペニシリンは菌血症の場合には有効であるが、慢性期に移行し、腎

の尿細管に定着しているレプトスピラの排除には無効である。 

北米や欧州では、多価不活化ワクチンが応用されている。 

 

5.29.1.3 臨床症状 

 

動物種や感染血清型により症状は異なる。牛では多くの場合不顕性感染で終わるか元気消失程度で

あるが、急性又は亜急性の場合、数日間の発熱後に元気・食欲低下、下痢、結膜炎、貧血等を呈する。
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重度の場合は黄疸、暗赤色から黒色の血色素尿を排出する。泌乳牛では黄色の凝固乳がみられ、乳

量が低下して数日から 2 週間程度にわたり無乳症となる。その後回復するが、泌乳期間中の乳量低下

をきたす。不妊症を伴うこともある。妊娠牛の急性感染では 1～3 週間後に死流産することがあり、その

胎子や胎盤の感染率は高い。また、感染した新生子牛は虚弱で、肝あるいは腎で変性がみられ、二次

感染等で重症化する。耐過すると慢性保菌牛となる。豚では妊娠豚に流死産あるいは新生子障害が認

められるが、非妊娠豚では一般的に軽症で症状は不明瞭である。 

ヒトでは感冒様症状のみで軽快する軽症型から、黄疸、出血、腎障害を伴う重症型（ワイル病）まで多

彩な症状を示す。5～14 日の潜伏期の後、発熱、悪寒、頭痛、筋痛、腹痛、結膜充血等が生じ、4～6 日

後に黄疸が出現し、出血傾向も増強する。 

 

5.29.1.4 診断 

 

感染初期であれば血液及び肝臓、慢性期であれば尿、腎臓及び尿細管、流産であれば流産胎子を材

料として菌分離を実施する。検体を無菌的かつ速やかにレプトスピラ培養培地（コルトフ培地、EMJH 培

地等）に加え、29±1℃で数日～2 ヶ月静置培養する。1～2週毎に暗視野顕微鏡で特徴的な形態と運動

性（ひも状螺旋型の回転運動をする菌体）を確認する。補助診断として、flaB遺伝子や16S rRNA遺伝子

等を標的とした PCR が有用である。速やかに培養できない場合は、尿は pH7.0～7.4 に調整し、血液は

ヘパリン加血として常温で、組織は 4℃で保存する。 

血清診断法としては MAT が最も一般的であり、ペア血清で 4 倍以上の抗体価上昇が認められた場合

に陽性と判定する。本法には複数血清型の標準菌株と暗視野顕微鏡が必要である。地域によって流行

血清型は異なるため、スクリーニング法としてマイクロカプセル凝集法（MCAT）や ELISA がある。 

 

5.29.2 リスク評価 

 

5.29.2.1 侵入リスク評価 

 

現在家畜衛生条件を取り決めている国のうち、オーストラリア及びニュージーランドでは本病の発生報

告があるが、本病は OIE のリスト疾病ではなく、通報疾病にも指定されていないことから、疾病の発生状

況が管理されているとはいえない。また、バヌアツ共和国における発生状況については十分に把握でき

ていない。本病は牛では不顕性感染することが多いことから出国検疫期間中に摘発されない可能性が

あり、侵入リスク発生確率（LR）は「中程度」と判断された。 

 

5.29.2.2 暴露リスク評価 

 

輸入牛から国内家畜への主な感染経路として不顕性感染牛が尿中に排菌して汚染した環境中の菌

の経皮及び経口感染が考えられる。排菌期間は数週間から数ヶ月に渡ることから、暴露リスク発生確

率（LE）は「中程度」と判断した。 
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5.29.2.3 侵入及び暴露リスク評価 

 

LRが「中程度」、LEが「中程度」と判断されたことから、侵入及び暴露リスク発生確率（LRE）は「中程度」

と判断された。 

 

5.29.2.4 影響リスク評価 

 

本病は汚染環境との接触により伝播する他、稀に衛生動物による群間伝播が起こり、衛生動物は生

涯レゼルボアとなる。また、感染耐過牛は慢性保菌牛となる。牛は多くが不顕性感染し、発症は稀であ

る。本病は人獣共通感染症であり、ヒトの症状は軽症型から重症型まで様々であるが、治療法があり、

発生時における社会的影響は限定的と考えられる。 

これらのことから、影響リスク（LC）は「極低い」と判断された。 

 

5.29.2.5 リスクの推定 

 

LRE が「中程度」、LC が「極低い」と判断されたため、最終的なリスクは「低い」と推定された。 

 

5.29.3 リスク管理 

 

リスク評価の結果、輸入に当たってはリスク低減措置が必要であると判断された。 

 

（参考） OIE における推奨条件 

 

本病は OIE のリスト疾病ではなく、牛の輸入にあたっての推奨条件は提示されていない。 

 

5.29.4 参考資料  

 

1) OIE 陸棲動物の診断テスト及びワクチンに対する基準マニュアル 2014（第 2.1.9 章） 

<http://www.oie.int/fileadmin/Home/eng/Health_standards/tahm/2.01.09_LEPTO.pdf> 

(Accessed 26 January 26, 2016) 

2) 「動物の感染症〈第三版〉」（近代出版） 

3) （国）農業・食品産業技術総合研究機構 動物衛生研究所ホームページ 

4) 「獣医感染症カラーアトラス〈第二版〉」（文永堂出版） 

5) Iowa State University, The Center for Food Security & Public Health Homepage, 

<http://www.cfsph.iastate.edu/Factsheets/pdfs/leptospirosis.pdf> (Accessed 26 January 26, 2016) 

6) 監視伝染病診断指針 （社）日本獣医師会ホームページ 牛編 「レプトスピラ症」 

<http://nichiju.lin.gr.jp/tksn/illness/c31.html> (Accessed 26 January 26, 2016) 

7) 小泉信夫、渡辺治雄：レプトスピラ症の最新の知見（モダンメディア 52 巻 10 号 2006［話題の感染症］） 

- 132 -



  肥育用素牛の輸入に関するリスク評価書 

 

8) レプトスピラ症病原体検査マニュアル（国立感染症研究所） 

9) 「病性鑑定指針」（26 消安第 4686 号） 牛伝染性疾病 - レプトスピラ症（牛） 

10) 菊池直哉：わが国の乳牛におけるレプトスピラ症の抗体調査（日獣会誌、66、463-467、2013） 

11) 国立感染症研究所 感染症発生動向調査週報（IDWR） レプトスピラ症（2003 年第 1-2 週合併号） 

<http://idsc.nih.go.jp/idwr/kansen/k03/k03_012/k03_012.html> (Accessed 26 January 26, 2016) 

12) 「牛病学＜第三版＞」（近代出版） 
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5.30 サルモネラ症 

 

5.30.1 疾病情報 

 

5.30.1.1 背景 

 

サルモネラ症はグラム陰性通性嫌気性短桿菌である Salmonella 属菌に起因する感染症で、下痢、敗

血症を主徴とした急性又は慢性の伝染性疾病である。ヒト及び動物のサルモネラ症の原因となる血清

型は S. enterica subsp. enterica に含まれ、菌体(O)抗原と鞭毛(H)抗原の組み合わせにより 2,600 種以

上の血清型に区別されている。我が国では、S. Typhimurium、S. Dublin、S. Enteritidis の 3 つの血清型

が牛のサルモネラ症として届出伝染病に指定されているが、OIE ではリスト疾病に指定されていない。

人獣共通感染症である。 

 

5.30.1.2 疫学 

 

我が国をはじめ、世界各地で発生している。自然宿主はヒトを含む各種哺乳類、鳥類、は虫類、魚類

等広範囲の動物種にわたる。牛では S. Dublin が比較的高い宿主特異性を示す。欧米諸国では S. 

Typhimurium と S. Dublin に起因した牛のサルモネラ症が多く、我が国も欧米と同様に最も多く分離され

る血清型は S. Typhimurium、次いで S. Dublin であるが、分離される血清型は多様化している。また、多

剤耐性を示す S. Typhimurium ファージ型 104（DT104）の分離が増えており公衆衛生上注目されている。 

感染は主に保菌牛の糞便中に排出された菌の経口感染によるが、子宮、結膜、呼吸器等からも侵入

する他、牛以外の保菌動物や衛生昆虫等も汚染拡大の要因となる。感染耐過牛は容易に保菌化して

長期に渡りキャリアーとなり、垂直及び水平感染により農場内に感染を広げることから、常在化しやす

い。 

本菌は乾燥や脱水に強く、環境中、特に糞便中では数ヶ月間生残するが、熱や日光で死滅する。 

 

5.30.1.3 臨床症状 

 

サルモネラ症は起因血清型が同じでも宿主の種類や年齢により病型が異なる。通常は不顕性感染す

ることが多く、ストレス等による免疫能低下時等に発症が認められることから散発的に発生する。 

子牛の場合、症状は多岐に渡るものの、腸炎型が多い。6 ヶ月齢以下の子牛では流行的に発生し、1

～4 週齢で症状も激しく死亡率も高い。発熱(41～42℃)、食欲不振、黄色下痢便、粘血便、削痩、脱水、

肺炎を呈し、急性例では敗血症により数日で死亡する。慢性例では関節の腫脹や神経症状を呈するこ

とがある。下痢便には多量のサルモネラ属菌が含まれ、回復後も長期間保菌して間欠的に排菌し環境

を汚染し、他の子牛への感染源となる。 

成牛型サルモネラ症は S. Typhimurium による乳用牛の症例が多く、子牛と同様に発熱、食欲不振、下

痢、起立不能、肺炎等がみられ、重症例では死に至る。また、泌乳量の低下もおこる。妊娠牛の一部で
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流産がみられ、特に S. Dublin の感染は妊娠後期の牛（特に黒毛和種）に流早産を引き起こす。発症牛

における死亡率は 10～20％、ときに 50％にのぼる。 

治療には抗菌剤が用いられるが、多剤耐性化が進展しているため、薬剤の使用に当たっては分離菌

の薬剤感受性を調べ、十分に感受性を持つ薬剤を選択して使用することが望ましい。 

 

5.30.1.4 診断 

 

発症牛では下痢便や唾液を、死亡牛では血液、腸内容物、主要臓器を、流産牛では流産胎子（第一

胃、肝臓等）や悪露を用いてノボビオシン（20μg/mL）加 DHL 寒天培地等で分離培養する。保菌牛では

糞便又は直腸拭い液をハーナーテトラチオン酸塩培地 100mL で増菌後にノボビオシン（20μg/mL）加

DHL 寒天培地等を用いて分離培養を行う。分離菌は腸内細菌の同定法に従ってサルモネラ属菌と同定

後に血清型別試験を実施する。 

血清診断としては O 抗原（LPS）を利用した ELISA が可能である。 

 

5.30.2 リスク評価 

 

5.30.2.1 侵入リスク評価 

 

現在家畜衛生条件を取り決めている国のうち、オーストラリア及びニュージーランドでは本病の発生報

告があるが、本病は OIE のリスト疾病ではないことから、疾病の発生状況が管理されているとはいえな

い。また、バヌアツ共和国における発生状況については十分に把握できていない。本病は不顕性感染し

ている保菌牛が出国検疫期間中に摘発されずに輸入される可能性があることから、侵入リスク発生確

率（LR）は「中程度」と判断された。 

 

5.30.2.2 暴露リスク評価 

 

輸入牛から国内家畜への主な感染経路として不顕性感染牛や発症牛が糞便中に排菌して汚染した

環境中の菌の経口感染が想定されることから、暴露リスク発生確率（LE）は「中程度」と判断した。 

 

5.30.2.3 侵入及び暴露リスク評価 

 

LRが「中程度」、LEが「中程度」と判断されたことから、侵入及び暴露リスク発生確率（LRE）は「中程度」

と判断された。 

 

5.30.2.4 影響リスク評価 

 

本病は通常は不顕性感染の経過をとり、発生は散発的であるが、6 ヶ月齢以下の子牛では成牛に比

べ症状は重い。基本的に汚染環境との接触により伝播し、感染耐過牛は長期間キャリアーとなるため
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常在化しやすい。本菌はヒトの食中毒原因菌となるものの治療法があることから、本病の発生による社

会的影響はないと考えられる。また、我が国でも全国的に発生が認められている。 

これらのことから、影響リスク発生確率（LC）は「無視可」と判断された。 

 

5.30.2.5 リスクの推定 

 

LRE が「中程度」、LC が「無視可」と判断されたため、最終的なリスクは「無視可」と推定された。 

 

5.30.3 リスク管理 

 

リスク評価の結果、輸入に当たってはリスク低減措置が不要であると判断された。 

 

5.30.4 参考資料 

 

1) OIE 陸棲動物の診断テスト及びワクチンに対する基準マニュアル 2010（第 2.9.9 章） 

<http://www.oie.int/fileadmin/Home/eng/Health_standards/tahm/2.09.09_SALMONELLOSIS.pdf>  

(Accessed 26 January 26, 2016) 

2) 「動物の感染症〈第三版〉」（近代出版） 

3) （国）農業・食品産業技術総合研究機構 動物衛生研究所ホームページ 

4) 「獣医感染症カラーアトラス〈第二版〉」（文永堂出版） 

5) Iowa State University, The Center for Food Security & Public Health Homepage, 

<http://www.cfsph.iastate.edu/Factsheets/pdfs/nontyphoidal_salmonellosis.pdf>  

(Accessed 26 January 26, 2016) 

6) 監視伝染病診断指針 （社）日本獣医師会ホームページ 牛編 「サルモネラ症」 

<http://nichiju.lin.gr.jp/tksn/illness/c32.html> (Accessed 26 January 26, 2016) 

7) 「病性鑑定指針」（26 消安第 4686 号） 牛伝染性疾病 - サルモネラ症（牛） 

8) 国立感染症研究所 感染症発生動向調査週報（IDWR） サルモネラ感染症（2004 年第 5 週合併号） 

<http://idsc.nih.go.jp/idwr/kansen/k03/k03_012/k03_012.html> (Accessed 26 January 26, 2016) 

9) 一般社団法人 日本家畜輸出入協議会ホームページ、平成 19 年度家畜輸出入に関するセミナー、

『家畜のサルモネラ症と防除対策』（（株）科学飼料研究所 佐藤静夫） 

<http://www.jlta.or.jp/news/news20080415_3.html> (Accessed 26 January 26, 2016) 

10) 「牛病学＜第三版＞」（近代出版） 

11) 「新編 獣医微生物学」（養賢堂） 
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5.31 牛カンピロバクター症 

 

5.31.1 疾病情報 

 

5.31.1.1 背景 

 

牛カンピロバクター症は、Campylobacter fetus による牛の伝染性低受胎及び散発性流産を主徴とす

る疾病である。C. fetus はグラム陰性らせん状菌であり、微好気条件下で発育する。本菌は C. fetus 

subsp. venerealis 及び C. fetus subsp. fetus の 2 亜種に分類される。C.fetus subsp. venerealis は生殖器

親和性が強く生殖器のみに感染し、感染雄牛の包皮腔に終生定着して伝染性低受胎、時に散発性流

産を起こす。C. fetus subsp. fetus は腸管内に保菌され、胎盤親和性が強く、散発性流産あるいは伝染

性低受胎を起こす。 

本病は我が国では届出伝染病に指定されており、OIE のリスト疾病でもある（2015 年）。また、家畜改

良増殖法により種畜検査の現畜検査及び細密検査対象疾病に指定されている。C. fetus subsp. fetus

は、食品を介したヒトへの感染も報告されている人獣共通感染症である。 

 

5.31.1.2 疫学 

 

米国、豪州、南米等の自然交配で放牧を行っている牧畜国に広く分布する。我が国では、種畜検査と

人工授精の普及に伴い本病の発生は激減したものの、現在でも東北や北海道を中心に散発的な発生

がある。 

 

①C. fetus subsp. venerealis 

牛及び水牛を宿主とする。生殖器に感染し（生殖器親和性）、感染個体との自然交配又は本菌に汚染

された精液や器具を介した人工授精により伝播する。菌血症は起こさない。雄牛の包皮腔や尿道先端

の粘膜に偏利共生し、長期間生息する。種雄牛が長期保菌牛となり、未感染雌牛と交配することで感染

は拡大する。菌は感染雌牛から 1 ヶ月程度で消失し、その後感染に抵抗性を示すが、一部の雌牛は保

菌牛となる。本亜種では同居感染は生じず、経口感染も成立しない他、腸管内には生息できない。 

 

②C. fetus subsp. fetus 

牛、めん羊、カメ、ヒトを宿主とする。通常腸管内に保菌されており、汚染食物や水を介して経口感染

する。胎盤親和性が強く、牛で妊娠中期、めん羊で妊娠末期に流産を起こす。経口的に侵入した菌は腸

管から血中に入り、感染後 3～14 日間菌血症を起こす。雄牛には病原性を示さず、偏利共生し包皮腔

に留まる。腸管・糞便あるいは胆嚢内で生息し、実験的には土壌や糞便で 20 日間生存する。 
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5.31.1.3 臨床症状 

 

①C. fetus subsp. venerealis 

自然交配や汚染精液による人工授精により感染し、集団的で急激な受胎率低下と流産が特徴である。

感染後、膣や子宮頸管内で急激に増殖する。中程度の子宮頸管炎や子宮内膜炎を誘引し、低受胎とな

る。本菌による流産は感染動物の約 10％に認められ、胎齢 5～6 ヶ月が多い。 

 

②C. fetus subsp. fetus 

牛の不妊と散発性流産、めん羊の流行性流産の原因となる。牛では経口感染及び交尾感染、めん羊

では経口感染により発症する。子宮内膜炎、卵管炎、膣炎、子宮頸管炎等が起こり、不妊となる。 

 

いずれの亜種菌でも特徴的な臨床所見は認められず、個体の臨床診断は困難である。特に雄は不顕

性感染して症状を示さず、精液性状にも異常は認められない。菌は陰茎上皮や包皮腔の腺窩あるいは

尿道先端の粘膜部に定着して増殖し、射精時に精液に混入する。雌では初感染牛で不妊、流産が認め

られ、感染初期に子宮内膜炎、頸管炎を示すことがある。受胎率は 10～20％低下する。 

 

C. fetus subsp. fetus がヒトに感染した場合、主に高齢者、低栄養状態、糖尿病、悪性腫瘍等の免疫抑

制状態にある患者、心臓・大血管疾患を有する患者等に敗血症、髄膜炎、心内膜炎、膿瘍、軟部組織

感染症等を起こす。また、妊婦に流早産を引き起こす他、母体からの経胎盤感染や経産道感染による

新生児の敗血症や髄膜炎を起こし、感染患者では高率に脳性麻痺や発達障害が認められる。 

 

5.31.1.4 診断 

 

確定診断は菌分離により行う。雄では精液又は包皮垢、雌では膣粘液、流産胎子では消化管内容を

材料として原因菌を分離培養するか、直接塗抹標本を石炭酸フクシン染色又は蛍光抗体染色して特徴

的なコンマ状又は S 字状の湾曲桿菌を確認する。C. fetus subsp. venerealis は CCDA 培地では発育が

悪いため、Skirrow 培地を用いて培養するのが適当である。C. fetus subsp. fetus はCCDA 培地でも発育

するが空気中で死滅しやすいため、迅速に培養に供する。分離菌の同定は生化学的試験あるいは

PCR により実施する。分離株がどちらの亜種菌であるかの同定は防疫上重要であり、必ず実施する。 

本症は生殖器の局所感染であり、血清学的診断は感度が低く個体診断には不向きである。膣粘液を

材料とした膣粘液凝集反応による抗体検出が群全体の診断として用いられる。感染後 1 週から膣粘液

中に抗体が検出され、約 60 日間持続する。海外では ELISA も行われている。 
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5.31.2 リスク評価 

 

①C. fetus subsp. venerealis 

 

5.31.2.1 侵入リスク評価 

 

現在家畜衛生条件を取り決めている国のうち、オーストラリア及びニュージーランドでは本病の発生報

告があり、OIE のリスト疾病ではなく通報疾病にも指定されていないことから、疾病の発生状況が管理さ

れているとはいえない。一方、バヌアツ共和国では 2012 年 6 月以降本病の発生は認められておらず、

通報疾病に指定されている。輸入牛は交配に供されることなく輸入されることから、本菌を保菌している

可能性は低い。これらのことから、侵入リスク発生確率（LR）は「低い」と判断された。 

 

5.31.2.2 暴露リスク評価 

 

本病は感染個体との交配又は本菌に汚染された精液や器具を介した人工授精により伝播し、経口感

染は成立しない。肥育用素牛は繁殖に供されることはないことから、輸入牛が国内家畜に感染を広げる

可能性は無視できるほど低いと考えられる。よって、暴露リスク発生確率（LE）は「無視可」と判断した。

このため、本病に対するリスク評価はここで終了とする。 

 

5.31.2.3 リスクの推定 

 

LE が「無視可」と判断されたことから、最終的なリスクは「無視可」と判断された。 

 

②C. fetus subsp. fetus 

 

5.31.2.4 侵入リスク評価 

 

現在家畜衛生条件を取り決めている国のうち、オーストラリア及びニュージーランドでは本病の発生報

告があるが、通報疾病には指定されていない。一方、バヌアツ共和国では 2012 年 6 月以降本病の発生

は認められておらず、通報疾病に指定され、サーベイランスが実施されている。本病は経口感染し、不

顕性感染している保菌牛が出国検疫期間中に摘発されずに輸入される可能性があることから、侵入リ

スク発生確率（LR）は「中程度」と判断された。 

 

5.31.2.5 暴露リスク評価 

 

輸入牛から国内家畜への主な感染経路として不顕性感染牛が糞便中に排菌して汚染した環境中の

菌の経口感染が想定されることから、暴露リスク発生確率（LE）は「中程度」と判断した。 
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5.31.2.6 侵入及び暴露リスク評価 

 

LRが「中程度」、LEが「中程度」と判断されたことから、侵入及び暴露リスク発生確率（LRE）は「中程度」

と判断された。 

 

5.31.2.7 影響リスク評価 

 

本病は汚染環境からの経口感染により伝播するが、肥育牛では臨床的な異常は示さない。本菌は環

境抵抗性が弱く群を超えた伝播は想定されず、感染牛の出荷により排除されると考えられる。本病は人

獣共通感染症であり、高齢者や新生児等で重篤な症状を示すことがあるが、ヒトへの感染は本菌に汚

染された水や食品の摂取（レバーの生食等）によるものであり、予防策が講じられている。 

これらのことから、影響リスク発生確率（LC）は「無視可」と判断された。 

 

5.31.2.8 リスクの推定 

 

LRE が「中程度」、LC が「無視可」と判断されたため、最終的なリスクは「無視可」と推定された。 

 

5.31.3 リスク管理 

 

リスク評価の結果、輸入に当たっては、両亜種菌ともにリスク低減措置が不要であると判断された。 

 

5.31.4 参考資料 

 

1) OIE コード 2015（第 11.3 章） 

<http://www.oie.int/fileadmin/Home/eng/Health_standards/tahc/2010/chapitre_bovine_genital_campylob

acteriosis.pdf> (Accessed 26 January 26, 2016) 

2) OIE 陸棲動物の診断テスト及びワクチンに対する基準マニュアル 2008（第 2.4.5 章） 

<http://www.oie.int/fileadmin/Home/eng/Health_standards/tahm/2.04.05_BGC.pdf>  

(Accessed 26 January 26, 2016) 

3) 「動物の感染症〈第三版〉」（近代出版） 

4) （国）農業・食品産業技術総合研究機構 動物衛生研究所ホームページ 

5) 「獣医感染症カラーアトラス〈第二版〉」（文永堂出版） 

6) Iowa State University, The Center for Food Security & Public Health Homepage, 

<http://www.cfsph.iastate.edu/Factsheets/pdfs/campylobacteriosis.pdf>(Accessed 26 January 26, 2016) 

7) 「新編 獣医微生物学」（養賢堂） 

8) 監視伝染病診断指針 （社）日本獣医師会ホームページ 牛編 「牛カンピロバクター症」 

<http://nichiju.lin.gr.jp/tksn/illness/c33.html> (Accessed 26 January 26, 2016) 

9) 三澤尚明：カンピロバクター感染症（モダンメディア 51 巻 3 号 2005［話題の感染症］） 
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10) 「病性鑑定指針」（26 消安第 4686 号） 牛伝染性疾病 - 牛カンピロバクター症 

11) 「牛病学＜第三版＞」（近代出版） 

12) 高橋弘康（北海道上川家畜保健衛生所）：牛カンピロバクター症の発生と分離菌性状について（第 59

回全国家畜保健衛生業績発表会） 

13) 中村幸嗣ら：遺伝子解析によって診断された Campylobacter fetus subsp. fetus による髄膜炎・脳膿

瘍の 1 新生児例（小児感染免疫 Vol. 22, No. 4, 357-361, 2010）  
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5.32 トリパノソーマ病 

 

5.32.1 疾病情報 

 

5.32.1.1 背景 

 

トリパノソーマ科(Trypanosomatidae)トリパノソーマ属(Trypanosoma)トリパノゾーン亜属(Trypanozoon)

の Trypanosoma brucei 、T.congolense、T. vivax、T. evansi 及び T. theileri による発熱と貧血を主徴と

する疾病である。 

T. brucei、T. congolense 及び T. vivax による疾病をアフリカトリパノソーマ病と称し、これらはツェツェバ

エにより生物学的に媒介される（以下①とする）。一方 T. evansi は動物の感染血液を介してアブやサシ

バエにより機械的に伝播される（以下②とする）。T. theileri はアブが生物学的に媒介し、非病原性であ

る（以下③とする）。 

トリパノソーマ病は我が国では届出伝染病に指定されている。また、T. evansi 及びツェツェバエ媒介性

のトリパノソーマ病は OIE のリスト疾病にも指定されている（2015 年）。 

 

5.32.1.2 疫学 

 

①T. brucei、T. congolense 及び T. vivax 

アフリカのサハラ砂漠以南のツェツェバエ生息地帯（北緯 15°から南緯 29°）でのみ発生する。ツェツ

ェバエは感染動物を吸血することで感染し、その後 15～21 日かけて感染力を獲得して終生感染源とな

る。感染はツェツェバエが吸血前に唾液を宿主に注入する初期段階で起き、刺咬される回数が増えるほ

ど罹患率は高くなる。ツェツェバエによる感染の他、子宮内又は分娩時の垂直感染、出生後の子牛では

汚染血液やその他体液の摂食による経口感染も起きうる。食肉目では感染した新鮮な餌を摂食するこ

とによる経口感染が一般的である。原虫は宿主血液、体液、組織内及びツェツェバエの体内でのみ生

存し、脊椎動物中に寄生した原虫は宿主が死亡すると数時間で消失する。なお、例外としてアフリカか

ら南米に拡大した T. vivax はアブやサシバエによる機械的伝播も起こすことから、リスク評価に当たっ

ては②に準じて扱うものとする。 

自然宿主は 30 種以上の野生動物（反芻動物、単胃動物）で家畜は偶発宿主であり、牛、馬、犬、猫、

ラクダ、めん羊、山羊、豚が感染する。アフリカでは特に牛で経済的被害が最も大きい疾病である。 

 

②T. evansi 

東南アジア、中央アジア、インド、台湾、北アフリカ、中米及び南米で発生しており、主要宿主は地域に

よって異なる。南米では馬が、中国では馬、ラバ、水牛、シカ、東南アジアでは馬、牛及び水牛、中東と

アフリカではラクダが多く感染する。 

動物の感染血液を介してアブやサシバエにより機械的に伝播し、乳汁感染や交尾感染も報告されて

いる。ツェツェバエは本病を媒介しない。南米及び中米では吸血コウモリが宿主、レゼルボア及び媒介

動物となる。食肉動物は感染肉を摂食することで感染する。 
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宿主外では短期間しか生存できず、宿主の死後、と体中から速やかに消失する。また、感染ハエも吸

血の 8 時間後にはトリパノソーマ原虫を伝播しなくなる。T. evansi は宿主域が広く、主にラクダ、馬及び

犬で致死的な症状を示す。その他、シカ、リャマ、猫、牛、水牛にも感染し重篤な症状を示すことがある。

北東アフリカに生息するラクダは 20～70％の感染率で、治療しなかった場合、馬やラクダの致死率は

100％に近い。牛と水牛では致死率が低く慢性化する傾向にあるが、清浄群に本病が侵入した場合の

感染率は 50～70％程度になるとの報告がある。低栄養や妊娠、使役等のストレス下にある動物は感受

性が高くなる。 

 

③T. theileri  

我が国を含む世界各地に分布する。アブ媒介性で、合併症等がない限り単独で病原性を示すことは

ない。 

 

なお、トリパノソーマ病に有効なワクチンは開発されていない。 

 

5.32.1.3 臨床症状 

 

 牛への病原性は一般に T. congolense > T. vivax > T. brucei の順に強い。T. evansi の病原性は分離

株によって異なる。本病の特徴は貧血と血液中原虫の増減に一致する回帰熱であり、ほぼ 12 日間隔で

発熱し、高熱は 2～3 日続く。急性の場合は治療しない場合 1 ヶ月以内に斃死するが、流行地では 1 年

以上の慢性経過をたどることが多い。 

 

①T. brucei、T. congolense 及び T. vivax 

潜伏期間は通常 8～20 日間であるが多様である。主な臨床症状は弛張熱、貧血、浮腫、流涙、リン

パ節の腫脹、流産、不妊、食欲低下、栄養状態悪化、繁殖力減退等多様である。経過期間は 8 日から

4 ヶ月で、進行性で特段の処置をしない場合には致死的な経過をたどる。牛では一般的に慢性化し、

徐々に回復する場合もあるが、通常はストレスで再発する。野生の反芻獣では症状を示さない。種によ

りヒトに致死性の睡眠病を起こす。 

 

②T. evansi 

牛、豚に貧血、削痩、衰弱等の慢性症状を、馬、ラクダに発熱、貧血、ショック様症状等の急性症状を

起こす。馬、犬での感染は急性で致死的であるが、それ以外の動物では症状は比較的軽度である。一

般に動物における潜伏期間は 1～4 週間、馬、ラバ、ロバ、ラクダでの潜伏期間は 5～60 日である。 

 

③T. theileri 

牛に不顕性感染を起こし、通常は単独での病原性は示さず無症状であるが、感染牛から輸血を受け

た虚弱子牛や重度のストレスを受けた成牛では増殖して急性症状を起こす場合がある。 
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5.32.1.4 診断 

 

生鮮血液塗抹標本又は生血液滴下標本の鏡検により鞭毛を持つ虫体を確認する。宿主が斃死すると

トリパノソーマ原虫も急激に死滅するため虫体の検出は困難となる。また、必要に応じて溶血処理やヘ

マトクリット管遠心による白血球層への原虫濃縮により検出感度を高める。原虫の識別には補助診断と

して特異的プライマーを用いた PCR が利用できる。T. theileri は大型で、形態から他の種との鑑別が可

能である。 

血清診断としては、海外ではラテックス凝集反応による血清診断キットが販売されている。その他、トリ

パノソーマ虫体可溶化抗原を用いた ELISA、IFA、CF 等によっても抗トリパノソーマ抗体の検出が可能で

あるが、その他のトリパノソーマによる交差反応がおきる。 

 

5.32.2 リスク評価 

 

①T. brucei、T. congolense 及び T. vivax 

 

5.32.2.1 侵入リスク評価 

 

現在家畜衛生条件を取り決めている国はいずれも過去に本病の発生がないと OIE に報告している清

浄国であり、ベクターであるツェツェバエの分布域でもないことから、輸出国に本病が定着する可能性は

無視できるほど低いと考えられる。これらのことから、侵入リスク発生確率（LR）は「無視可」と判断され

た。このため、本病に対するリスク評価はここで終了とする。 

 

5.32.2.2 リスクの推定 

 

LR が「無視可」と判断されたことから、最終的なリスクは「無視可」と判断された。 

 

②T. evansi 

 

5.32.2.3 侵入リスク評価 

 

現在家畜衛生条件を取り決めている国はいずれも過去に本病の発生がないと OIE に報告している清

浄国であることから、侵入リスク発生確率（LR）は「極低い」と考えられた。 

 

5.32.2.4 暴露リスク評価 

 

輸入牛から国内家畜への主な感染経路として、アブ等の吸血昆虫による機械的伝播が考えられるが、

吸血昆虫内での原虫の生存期間は短いことから、暴露リスク発生確率（LE）は「中程度」と判断された。 
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5.32.2.5 侵入及び暴露リスク評価 

 

LR が「極低い」、LE が「中程度」と判断されたことから、LRE は「低い」と判断された。 

 

5.32.2.6 影響リスク評価 

 

本病は吸血昆虫等により伝播することから、群間伝播する可能性が高い。流行地では慢性的な経過

を取ることが多いが、清浄群に侵入した場合の発症率は高い。牛は慢性症状を示すことが多く、致死率

は高くないが、我が国は本病の清浄国であり、本病の宿主域は広いため、発生時には畜産業全体に影

響を与えると考えられる。 

これらのことから、影響リスク発生確率（LC）は「中程度」と判断した。 

 

5.32.2.7 リスクの推定 

 

LRE が「低い」、LC が「中程度」と判断されたことから、最終的なリスクは「低い」であると判断された。 

 

③T. theileri 

 

5.32.2.8 侵入リスク評価 

 

本病は OIE のリスト疾病ではなく、通報疾病にも指定されていないことから、各国における発生状況が

十分に把握できていない。しかし、世界中で発生報告があり、オーストラリアでも発生報告があることか

ら、侵入リスク発生確率（LR）は「中程度」と考えられた。 

 

5.32.2.9 暴露リスク評価 

 

輸入牛から国内家畜への主な感染経路として、アブ等の吸血昆虫による機械的伝播が考えられるこ

とから、暴露リスク発生確率（LE）は「中程度」と判断された。 

 

5.32.2.10 侵入及び暴露リスク評価 

 

LR が「中程度」、LE が「中程度」と判断されたことから、LRE は「中程度」と判断された。 

 

5.32.2.11 影響リスク評価 

 

本病は吸血昆虫等により伝播することから、群間伝播する可能性が高い。流行地では慢性的な経過

を取る。本病は牛では不顕性感染して病原性を示すことは稀で、我が国にも全国的に分布していること

から、本病発生時の社会的影響はないと考えられる。 
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これらのことから、影響リスク発生確率（LC）は「無視可」と判断した。 

 

5.32.2.12 リスクの推定 

 

LRE が「中程度」、LC が「無視可」と判断されたことから、最終的なリスクは「無視可」であると判断され

た。 

 

5.32.3 リスク管理    

 

リスク評価の結果、輸入に当たっては、①及び③についてはリスク低減措置が不要、②については必

要であると判断された。 

 

（参考） OIE における推奨条件 

 

本病については、OIE より牛の輸入にあたっての推奨条件は提示されていない。 

 

5.32.4 参考資料 

 

1) OIE Technical disease cards “TRYPANOSOMOSIS (TSETSE-TRANSMITTED)” 

<http://www.oie.int/fileadmin/Home/eng/Animal_Health_in_the_World/docs/pdf/Disease_cards/TRYPAN

O_TSETSE.pdf> (Accessed 26 January 26, 2016) 

2) OIE Technical disease cards “TRYPANOSOMA EVANSI INFECTIONS (INCLUDING SURRA)” 

<http://www.oie.int/fileadmin/Home/eng/Animal_Health_in_the_World/docs/pdf/Disease_cards/TRYPAN

O_EVANSI.pdf> (Accessed 26 January 26, 2016) 

3) OIE 陸棲動物の診断テスト及びワクチンに対する基準マニュアル 2014（第 2.1.17 章、第 2.4.18 章） 

<http://www.oie.int/fileadmin/Home/eng/Health_standards/tahm/2.01.17_TRYPANO_SURRA.pdf> 

<http://www.oie.int/fileadmin/Home/eng/Health_standards/tahm/2.04.18_TRYPANOSOMOSIS.pdf> 

(Accessed 26 January 26, 2016) 

4) 「動物の感染症〈第三版〉」（近代出版） 

5) （国）農業・食品産業技術総合研究機構 動物衛生研究所ホームページ 

6) 「獣医感染症カラーアトラス〈第二版〉」（文永堂出版） 

7) Iowa State University, The Center for Food Security & Public Health Homepage, 

<http://www.cfsph.iastate.edu/Factsheets/pdfs/surra.pdf> (Accessed 26 January 26, 2016) 

8) Incidence of Trypanosoma evansi in Thrissur town, Veterinary World, Vol.1(9): 275-277 

9) 監視伝染病診断指針 （社）日本獣医師会ホームページ 牛編 「トリパノソーマ病」 

<http://nichiju.lin.gr.jp/tksn/illness/c34.html> (Accessed 26 January 26, 2016) 

10) 「病性鑑定指針」（26 消安第 4686 号） 牛伝染性疾病 - トリパノソーマ病（牛） 

11) 海外悪性伝染病（チクサン出版社） 
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12) AUSTRALIAN VETERINARY EMERGENCY PLAN (AUSVETPLAN) – Surra (ver. 3.0, 2006) 

<http://www.animalhealthaustralia.com.au/wp-content/uploads/2011/04/surra13final.pdf>  

(Accessed 26 January 26, 2016) 

13) 「牛病学＜第三版＞」（近代出版） 

14) 「最新 家畜寄生虫病学」（朝倉書店） 

  

- 147 -



  肥育用素牛の輸入に関するリスク評価書 

 

5.33 トリコモナス病 

 

5.33.1 疾病情報 

 

5.33.1.1 背景 

 

鞭毛虫類の原虫、牛胎子トリコモナス（Tritrichomonas foetus）の感染によって起こる生殖器感染症で

ある。低受胎、妊娠早期の流産を起こし、繁殖障害の主因となることが多く特に乳牛で経済的被害が大

きい疾病である。T. foetus は精液の凍結融解では不活化されない。 

トリコモナス病は我が国では届出伝染病に指定されており、OIE のリスト疾病に指定されている（2015

年）。また、家畜改良増殖法により種畜検査の現畜検査及び細密検査対象疾病に指定されている。 

 

5.33.1.2 疫学 

 

本病の分布は世界的で、北米、南米及びオーストラリア等の放牧の盛んな国で蔓延しており、特に南

米諸国では重要疾病の 1 つとなっている。しかし、人工授精の普及した先進諸国では発生はほとんどみ

られず、我が国では 1963 年以降発生していない。 

宿主は牛及び水牛で、トリコモナスに感染している種雄牛との自然交配あるいは汚染精液の人工授

精により感染が成立する。自然交配の場合、遺伝子型により差異はあるものの約 30～90％が感染する。

感染雄牛は持続感染し、生涯感染源となる。雌牛は感染耐過後に原虫が消失するが、1 年以上感染が

持続する例もある。また、免疫持続期間は短く、再感染する。 

 

5.33.1.3 臨床症状 

 

雌牛は感染後約 3 日で膣炎を起こし、膣粘膜や陰唇の充血と腫脹、多量の黄白色又は乳濁色の分泌

物（悪露）の流出等の特徴的所見が認められる。約 2 週間後に原虫は子宮内で増殖する。炎症は子宮

頸管、子宮内膜、卵管へ波及し、不妊となる。種付け後 1～16 週で早期流産が起こり、死亡胎子や胎盤

の子宮内残留は化膿性子宮内膜炎の原因となる。極早期の流産は見逃され、発情周期の異常とみな

される場合が多い。 

感染雄牛は稀に包皮炎を起こし、充血、腫脹、膿様粘液の排出がみられるが通常無症状である。 

 

5.33.1.4 診断 

 

急性期では膣や子宮の粘液及び滲出液、流産例では胎子胃内容、羊水、尿膜液の生標本を直接鏡

検して運動性の原虫を確認する。T.foetus は高温、乾燥で不活化されるため、生標本の作製にあたって

は乾燥の防止と保温（30℃程度）に注意する。慢性、悪環境下では運動不活発、変形等で検出困難な

場合があるので注意を要する。また、これらの材料や流産胎子の第四胃内容を牛血清加ブドウ糖ブイヨ

ン培地又は牛乳培地で分離培養（37℃、7 日間）して原虫を分離する。同定には PCR も利用できるが、
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感度、特異度が十分でない。雄牛では急性期以外での原虫検出は困難である。原虫数が少ない場合、

包皮腔洗浄液を遠心して沈渣を確認する。 

血清や膣粘液中の抗体を検出する粘液凝集試験や皮内試験等も報告されているが、感度、特異度が

あまりよくないことから、我が国では一般的ではない。 

 

5.33.2 リスク評価 

 

5.33.2.1 侵入リスク評価 

 

現在家畜衛生条件を取り決めている国のうち、オーストラリアでは本病の発生報告があり、ニュージー

ランドでは 2008 年以降発生報告はないが、両国とも本病を通報疾病には指定していない。バヌアツ共

和国は過去に本病の発生がないと OIE に報告している清浄国であり、通報疾病に指定されている。 

肥育用素牛は性成熟前の 6～12 ヶ月齢で輸入されることが多く、交配に供された牛が輸出牛として選

抜される可能性は低いことから、侵入リスク発生確率（LR）は「低い」と判断された。 

 

5.33.2.2 暴露リスク評価 

 

輸入牛から国内家畜への主な感染経路として、原虫保有牛との交配又は汚染精液の人工授精による

伝播が想定されるが、肥育用素牛は交配に供されることはないと考えられることから、暴露リスク発生

確率（LE）は「無視可」と判断された。このため、本病に対するリスク評価はここで終了とする。 

 

5.33.2.3 リスクの推定 

 

LRE は「無視可」と判断されたことから、最終的なリスクは「無視可」と判断された。 

 

5.33.3 リスク管理    

 

リスク評価の結果、輸入に当たってはリスク低減措置が不要であると判断された。 

 

5.33.4 参考資料 

 

1) OIE コード 2015（第 11.13 章） 

<http://www.oie.int/fileadmin/Home/eng/Health_standards/tahc/2010/chapitre_trichomonosis.pdf> 

(Accessed 26 January 26, 2016) 

2) OIE 陸棲動物の診断テスト及びワクチンに対する基準マニュアル 2012（第 2.4.17 章） 

<http://www.oie.int/fileadmin/Home/eng/Health_standards/tahm/2.04.17_TRICHOMONOSIS.pdf> 

(Accessed 26 January 26, 2016) 

3) 「動物の感染症〈第三版〉」（近代出版） 
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4) （国）農業・食品産業技術総合研究機構 動物衛生研究所ホームページ 

5) 「獣医感染症カラーアトラス〈第二版〉」（文永堂出版） 

6) Merk Veterinary Manual - Overview of Trichomoniasis in Cattle 

<http://www.merckvetmanual.com/mvm/reproductive_system/trichomoniasis/overview_of_trichomoniasi

s_in_cattle.html > (Accessed 26 January 26, 2016) 

7) 監視伝染病診断指針 （社）日本獣医師会ホームページ 牛編 「トリコモナス病」 

<http://nichiju.lin.gr.jp/tksn/illness/c35.html> (Accessed 26 January 26, 2016) 

8) 「病性鑑定指針」（26 消安第 4686 号） 牛伝染性疾病 - トリコモナス病 

9) 「牛病学＜第三版＞」（近代出版） 
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5.34 ネオスポラ症 

 

5.34.1 疾病情報 

 

5.34.1.1 背景 

 

ネオスポラ症はコクシディア目(Eucoccidiorida)、ザルコシスティス科(Sarcocystidae)、ネオスポラ属

(Neospora)に属するネオスポラ・カニナム（Neospora caninum）の感染を原因とする牛の流産を特徴とす

る疾病である。犬は終宿主かつ中間宿主となる。牛、めん羊、山羊及びシカ等が中間宿主となる。感受

性は牛が最も高い。 

ネオスポラ症は我が国では届出伝染病に指定されているが、OIE のリスト疾病には指定されていな

い。 

 

5.34.1.2 疫学 

 

世界的に分布し、米国、ニュージーランド、オランダ等では乳用牛の流産の主要因と考えられている。

発生に地域性及び季節性はない。発生は概ね散発性であるが、集団発生も報告されている。 

中間宿主における主要な感染経路は胎盤を介した垂直伝播である。集団発生の場合はオーシストに

汚染された飼料や水の摂取による感染が疑われる。 

終宿主である犬が本症に感染した牛等の肉を摂取して感染し、犬の腸管内で有性生殖して感染力を

持つオーシストが糞便中に排泄される。オーシストを摂取した中間宿主（牛等）の体内で無性生殖が行

われてタキゾイトとなり、中枢神経系や筋肉組織内でシストを形成する。感染牛の大多数は不顕性感染

のまま成長して潜伏感染牛となる。潜伏感染牛が妊娠すると、シストからブラディゾイトが遊出してタキ

ゾイトになり、感染が再活性化して高率に胎子感染が起こる。牛から牛への水平感染が起こる可能性は

非常に低い。 

ワクチンはない。飼料へのオーシスト混入防止、ネオスポラ抗体陽性牛の淘汰、抗体陰性牛の導入に

より本病の発生を減少させることが可能である。 

 

5.34.1.3 臨床症状 

 

年間を通して発生する散発性又は単発性流産、新生子牛の異常が特徴的な症状である。流産胎齢は

通常 3～8 ヶ月、平均 5.5 ヶ月であり、胎子の死亡や吸収、ミイラ胎子の娩出及び死産が発生することも

ある。抗体陽性牛の胎子は高頻度に経胎盤感染して娩出されるが、その大多数は不顕性感染のまま

成長し、シストを中枢神経系組織に保持し続ける潜伏感染牛となる。潜伏感染牛となった子牛の一部は、

生後 2 ヶ月までに、神経症状、成長不良、起立困難等の症状を呈する。 

 アカバネ病、牛ウイルス性下痢・粘膜病、チュウザン病、牛伝染性鼻気管炎等による流産との類症

鑑別が重要である。 
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5.34.1.4 診断 

 

PCR により本原虫に特異的な核酸を検出する。また、血清診断として、IFA、ELISA イムノブロット法及

び AGG による抗体検査が可能である。確定診断は病理組織学的及び免疫組織化学的検査によりなさ

れ、病理組織学的には非化膿性脳炎、肝炎、心筋炎、心膜炎、骨格筋炎及び胎盤炎が観察される。病

変部ではタキゾイトが、中枢神経ではシストが認められ、免疫組織化学的にタキゾイト又はシストを検出

することで確定診断とする。 

 

5.34.2 リスク評価 

 

5.34.3 侵入リスク評価 

 

現在家畜衛生条件を取り決めている国のうち、オーストラリア及びニュージーランドでは本病の発生報

告があるが、本病は OIE のリスト疾病ではなく各国の通報疾病にも指定されていないことから発生状況

が管理されているとはいえない。また、バヌアツ共和国における本病の発生状況は明らかでない。これ

らのことから、侵入リスク発生確率（LR）は「中程度」と判断された。 

 

5.34.3.1 暴露リスク評価 

 

輸入牛から国内家畜への本病の主な感染経路は胎盤を介した垂直伝播であるが、肥育用素牛は繁

殖に供されることはないと考えられることから、暴露リスク発生確率（LE）は「無視可」と判断された。この

ため、本病に対するリスク評価はここで終了とする。 

 

5.34.3.2 リスクの推定 

 

LRE は「無視可」と判断されたことから、最終的なリスクは「無視可」と判断された。 

 

5.34.4 リスク管理    

 

リスク評価の結果、輸入に当たってはリスク低減措置が不要であると判断された。 

 

5.34.5 参考資料 

 

1) 「動物の感染症〈第三版〉」（近代出版） 

2) （国）農業・食品産業技術総合研究機構 動物衛生研究所ホームページ 

3) 「獣医感染症カラーアトラス〈第二版〉」（文永堂出版） 

4) Merk Veterinary Manual - Overview of Neosporosis 
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<http://www.merckmanuals.com/vet/generalized_conditions/neosporosis/overview_of_neosporo
sis.html> (Accessed 26 January 26, 2016) 

5) 監視伝染病診断指針 （社）日本獣医師会ホームページ 牛編 「ネオスポラ症」 

<http://nichiju.lin.gr.jp/tksn/illness/c36.html> (Accessed 26 January 26, 2016) 

6) 「病性鑑定指針」（26 消安第 4686 号） 牛伝染性疾病 - ネオスポラ症 

7) United States Department of Agriculture, Agricultural Research Service Homepage, 

<http://www.ars.usda.gov/Main/docs.htm?docid=11007> (Accessed 26 January 26, 2016) 

8) 「牛病学＜第三版＞」（近代出版） 

9) 「最新 獣医寄生虫病学」（朝倉書店） 
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5.35 牛バエ幼虫症 

 

5.35.1 疾病情報 

 

5.35.1.1 背景 

 

牛バエ幼虫症は、 双翅目ヒツジバエ科のウシバエ（Hypoderma bovis）及びキスジウシバエ

（Hypoderma lineatum）の幼虫寄生による背部皮膚病変を特徴とする疾病である。ハエが感受性動物の

被毛に産卵し、幼虫が皮下に侵入することで感染が成立する。幼虫の皮膚侵入時や体内移行時、腫瘤

形成により生じる疼痛が牛の生産性を下げる他、幼虫の寄生により皮革が損傷するため、経済的損失

が大きい。また、産卵のために飛来する成虫によるパニックによる事故も問題となる。 

牛バエ幼虫症は我が国では届出伝染病に指定されているが、OIE のリスト疾病には指定されていない

（2015 年）。 

 

5.35.1.2 疫学 

 

ウシバエ、キスジウシバエはともに北緯 25°～60°の北半球に広く分布し、北米、欧州、アフリカ、ア

ジア等 50 ヶ国以上で発生がある。熱帯や南半球での定着的な発生はない。北米では、カナダ、米国、

及びメキシコ北部ではキスジウシバエ幼虫症が、北 35°回帰線付近では牛バエ幼虫症の発生がある。

牛、水牛を主宿主とするが、稀に馬、めん羊、山羊及びヒトにも感染する。 

有病率は北米で大幅に減少している。我が国での発生は散発的で、北海道で初発生が認められて以

降青森や熊本等でも報告されたが、1997 年 5 月の鹿児島での発生以後、近年はみられていない。 

本幼虫の至適温度は 20～30℃で 10℃未満では活動できず、10～16℃では繁殖しない。生活環は 21

日間。ウシバエの羽化は 6～8 月で、羽化後は吸血することなく交尾し、牛体の被毛に産卵する。皮毛に

おいて平均 4 日で孵化した幼虫は皮膚に下降して皮下に侵入し、体内移行により脊髄硬膜及び骨膜間

に約 4 ヶ月間留まった後再び体内移行し、約 9 ヶ月かけて背腰部の皮下に達して皮膚を穿孔し 2 期幼

虫となる。これが虫嚢として冬から初夏にかけて観察される。次いで宿主の結合組織内で 3 期幼虫とな

り、その後皮膚から脱落し土中で蛹となり、再び羽化する。 

 

5.35.1.3 臨床症状 

 

 牛体背部に腫瘤孔、組織溶解、出血、壊死、痒覚、皮膚炎がみられる。背腰部の皮膚に幼虫を包む

クルミ大から鳩卵大の虫嚢が特徴的所見であり、その中央には幼虫の脱出による孔ができ、膿が流出

している場合が多い。腫瘤の形成、皮下侵入や体内移行時は牛に疼痛を与える。 

体内移行幼虫の脊髄迷入による運動障害、神経麻痺、嚥下障害や死滅虫体によるアナフィラキシー

ショックがみられることがある。幼虫摘出後は通常、合併症もなく治癒する。 
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5.35.1.4 診断 

 

背線の両側、腰、頚部の皮膚にみられる開口部のある虫嚢から幼虫を摘出し、形態学的に同定する。

診断は比較的容易である。血清学的診断としては、幼虫の分泌する毒素である hypodermatoxin に対す

る抗体を皮内反応や ELISA による免疫学的診断法により検査する。 

 

5.35.2 リスク評価 

 

5.35.2.1 侵入リスク評価 

 

現在家畜衛生条件を取り決めている国はいずれもウシバエ又はキスジウシバエの分布しない南半球

にあり、本病の発生報告もない。また、本病の臨床症状は特徴的であり、輸出入検疫による外貌検査で

摘発されると考えられる。これらのことから、侵入リスク発生確率（LR）は「無視可」と判断した。このため、

本病に対するリスク評価はここで終了とする。 

 

5.35.2.2 リスクの推定 

 

LR が「無視可」と判断されたことから、最終的なリスクは「無視可」と判断された。 

 

5.35.3 リスク管理 

 

リスク評価の結果、本病の輸入に当たってはリスク低減措置が不要であると判断された。 

 

5.35.4 参考資料 

 

1) 「動物の感染症〈第三版〉」（近代出版） 

2) （国）農業・食品産業技術総合研究機構 動物衛生研究所ホームページ 

3) 「獣医感染症カラーアトラス〈第二版〉」（文永堂出版） 

4) Merk Veterinary Manual - Hypoderma spp 

<http://www.merckvetmanual.com/mvm/integumentary_system/cattle_grubs/hypoderma_spp.html> 

(Accessed 26 January 26, 2016) 

5) 監視伝染病診断指針 （社）日本獣医師会ホームページ 牛編 「牛バエ幼虫症」 

<http://nichiju.lin.gr.jp/tksn/illness/c37.html> (Accessed 26 January 26, 2016) 

6) 「病性鑑定指針」（26 消安第 4686 号） 牛伝染性疾病 - 牛バエ幼虫症 

7) 「最新 家畜寄生虫病学」（朝倉書店） 
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5.36 オーエスキー病 

 

5.36.1 疾病情報 

 

5.36.1.1 背景 

 

オ ー エ ス キ ー 病 は ヘ ル ペ ス ウ イル ス 科 (Herpesviridae) 、 ア ル フ ァヘ ル ペ ス ウ イル ス 亜 科

(Alphaherpesviridae)、バリセロウイルス属(Varicellovirus)の豚ヘルペスウイルス 1 型（オーエスキー病ウ

イルス）感染による、主に豚、いのししに神経症状、呼吸器症状を示す疾病である。新生豚は高率に発

症して死亡し、妊娠豚は流死産を起こす。豚、いのしし以外にも、牛、めん羊、山羊等の家畜、犬、猫等

多くの動物が自然感染する。豚以外では掻痒症を示し急性経過で死亡することから、仮性狂犬病ともい

われる。 

オーエスキー病は我が国では豚及びいのししの届出伝染病に指定されており、OIE のリスト疾病でも

ある（2015 年）。 

 

5.36.1.2 疫学 

 

本病は欧州、東南アジア、米国、メキシコ等、世界的に広く分布している。我が国では現在清浄化対策

が行われており、48 都道府県中 37 都道府県が清浄化を達成している（平成 27 年 1 月現在）。 

自然宿主は豚で、牛や山羊等反芻家畜の他、犬や猫等にも感染する。牛やめん羊はウイルスを排出

することがあるものの、終宿主であり水平感染の報告は稀である。豚では、鼻汁や唾液等のエアロゾル

の吸入、汚染乳や飼料の摂取による経口感染、交尾や汚染器具を用いた人工授精により伝播し、胎盤

感染も成立する。豚及びいのししが感染耐過した場合、ウイルスは三叉神経節に潜伏感染して容易に

検出されなくなるものの生涯消失することはない。潜伏感染豚に妊娠や輸送等でストレスが加わるとウ

イルスの再活性化が起こり、感染源となる。豚以外の動物は、感染豚との直接接触又はそれらの摂食

等により成立する。豚以外の感受性動物は終末宿主となり、致死的な経過をとる。 

 

5.36.1.3 臨床症状 

 

牛を含めた豚以外の宿主は感受性が低いが、感染すると特徴的な掻痒症や痙攣、運動失調などの神

経症状を呈し、咽頭麻痺を起こして多量の唾液を分泌する。急性経過をとり、通常 1～2 日以内に 100％

死亡する。 

妊娠豚に感染すると、母豚はほぼ無症状に経過するが胎子は死流産する。一方で、生後 1 週間まで

の新生豚に感染すると神経症状を呈してほぼ 100％死亡する。豚の加齢に伴い死亡率は減少するが、

初感染の場合は週齢や月齢に関わらず発熱や食欲不振等の元気消失の兆候が少なからず認められ

る。 
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5.36.1.4 診断 

 

本病に特徴的な臨床所見や病理学的変化は少なく、確定診断にはウイルス及び血清学的診断が重

要である。発症動物及び死亡動物の鼻腔スワブ、扁桃や脳乳剤等を材料にウイルス分離を実施する。

本病はウイルス血症を起こさないため、血液からの分離はできない。接種半日～1日で明瞭なCPE を伴

い増殖が認められる。組織中のウイルス抗原の検出には脳脊髄及び扁桃等の凍結切片を材料とした

FA による抗原検出が一般的である。PCR も可能であるが、増幅が困難である。 

NT、IFA、間接ラテックス凝集反応、ELISA 等による抗体検出も容易で、ペア血清を用いた診断に用い

られる。ラテックス凝集反応と ELISA は抗体検出キットが市販されている。ELISA にはウイルス抗体の有

無を調べるものの他、野外感染抗体とワクチン抗体とを識別する目的のものがある。NT は抗体の定量

が可能である。IFA は定量できないが特異性が高い。 

 

5.36.2 リスク評価 

 

5.36.2.1 侵入リスク評価 

 

現在家畜衛生条件を取り決めている国のうち、オーストラリア及びバヌアツ共和国は過去に本病の発

生がないと OIE に報告している清浄国であり、ニュージーランドでは 1995 年以降発生はない。また、本

病は全ての国で通報疾病に指定され、サーベイランスが実施されている。本病は牛では感染後数日で

致死的経過をとることから、輸出入検疫期間中に摘発されると考えられる。これらのことから、侵入リス

ク発生確率（LR）は「無視可」と判断した。このため、本病に対するリスク評価はここで終了とする。 

 

5.36.2.2 リスクの推定 

 

LR が「無視可」と判断されたことから、最終的なリスクは「無視可」と判断された。 

 

5.36.3 リスク管理 

 

リスク評価の結果、輸入に当たってはリスク低減措置が不要であると判断された。 

 

5.36.4 参考資料 

 

1) OIE コード 2015 （第 8.2 章） 

<http://www.oie.int/fileadmin/Home/eng/Health_standards/tahc/2010/chapitre_aujeszky.pdf> 

(Accessed 26 January 26, 2016) 

2) OIE 陸棲動物の診断テスト及びワクチンに対する基準マニュアル 2012（第 2.1.2 章） 

<http://www.oie.int/fileadmin/Home/eng/Health_standards/tahm/2.01.02_AUJESZKYS_DIS.pdf> 

(Accessed 26 January 26, 2016) 
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3) 「動物の感染症〈第三版〉」（近代出版） 

4) （国）農業・食品産業技術総合研究機構 動物衛生研究所ホームページ 

5) 「獣医感染症カラーアトラス〈第二版〉」（文永堂出版） 

6) Merk Veterinary Manual - Pseudorabies 

<http://www.merckvetmanual.com/mvm/nervous_system/pseudorabies/overview_of_pseudorabies.html> 

(Accessed 26 January 26, 2016) 

7) Iowa State University, The Center for Food Security & Public Health Homepage, 

<http://www.cfsph.iastate.edu/Factsheets/pdfs/aujeszkys_disease.pdf> (Accessed 26 January 26, 2016) 

8) 監視伝染病診断指針 （社）日本獣医師会ホームページ 豚・いのしし編 「オーエスキー病」 

<http://nichiju.lin.gr.jp/tksn/pig/pi19.html> (Accessed 26 January 26, 2016) 

9) 「病性鑑定指針」（26 消安第 4686 号） 豚伝染性疾病 - オーエスキー病 

10) 「豚病学＜第四版＞生理・疾病・飼養」（近代出版） 

11) 山田 修治：オーエスキー病（日獣会誌、第 68 号、p148-150、2015） 

 

  

- 158 -



  肥育用素牛の輸入に関するリスク評価書 

 

5.37 野兎病 

 

5.37.1 疾病情報 

 

5.37.1.1 背景 

 

野兎病（tularemia）はグラム陰性好気性球桿菌である野兎病菌(Francisella tularensis）の 4 亜種

(F.tularensis subsp. tularensis、F.tularensis subsp. holarctia、F.tularensis subsp. mediasiatica、及び 

F.tularensis subsp. novicida)による急性熱性疾患で、亜種により病原性は異なる。宿主域が非常に広く、

めん羊、豚、いのしし、牛、馬、犬、猫、ウサギ、げっ歯類、鳥類等約 250 種の動物に感受性がある。ほ

ぼ全てが北半球（北緯 30°以上）で発生しており、我が国でも野生動物が保菌していると考えられる。 

野兎病は我が国では届出伝染病に指定されているが、対象動物は馬、めん羊、豚、いのしし、兎であ

り、牛は含まれていない。また、OIE のリスト疾病でもある（2015 年）。人獣共通感染症であり、感染症法

では第 4 類感染症に指定されている。野兎病菌のうち 2 亜種(F. tularensis subsp. tularensis 及び F. 

tularensis subsp. Holarctia）は二種病原体に指定され、BSL-3 以上の施設で扱われる必要がある。 

 

5.37.1.2 疫学 

 

北アメリカ、ヨーロッパ、アジアの一部、中東、北アフリカに分布している。亜型が 4 種あり、それぞれ

分布や病原性が異なる。F. tularensis subsp. tularensis（A タイプ）は最も病原性が高く、特にヒトで病原

性が高い。ほとんどが北米国に分布しており主にウサギ類が保有している。F. subsp. holarctica（B タイ

プ）は北半球に広く分布し、病原性は低い。北アメリカではマスクラット、アメリカンビーバー、ハタネズミ

が、ヨーロッパでは野ウサギ、齧歯類が保菌している。F. subsp. mediasiatica はアジアで発生が見られ、

F. subsp. novicida は北アメリカ、オーストラリア、スペインで発生しているが、いずれも限局した地域に

分布し病原性は低い。 

感染動物の血液、糞、尿、組織に含まれる菌が経口的（汚染水、汚染飼料、感染動物の摂食）、経気

道的（汚染飛沫の吸入）、直接接触による経粘膜又は創傷感染する他、ダニ、サシバエ、アブ、蚊等の

吸血昆虫による機械的伝播を起こすが、本来は野生齧歯類と生物学的ベクターであるマダニ類の間で

感染環が成立している。 菌は環境中（感染動物の屍体、獣皮、穀物粉塵、わら、水、土壌中）で数週間

から数ヶ月に渡り生存する。 

宿主域は広く、野生のウサギをはじめとする齧歯類で感受性が高い他、めん羊と猫が発症しやすい。

豚、馬、ヒトを含む霊長類でも感染が見られるが、犬、牛、馬及び豚は抵抗性である。鳥類、は虫類、両

生類、貝類、魚類等の動物やザリガニでも感染が認められる。我が国には B タイプが分布しており、野

兎から菌分離された事例、野兎を喫食したヒトで発症報告がある。 
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5.37.1.3 臨床症状 

 

動物種により様々な症状を呈し、不顕性の場合も多い。野生哺乳類、家畜のウサギ、ペットの齧歯類

では敗血症を起こしほとんどが死亡する。 

一般的に、1～10 日の潜伏期の後、沈鬱、食欲不振、嘔吐、下痢、全身リンパ節症、粘膜蒼白、皮膚

点状出血を起こし、動物によっては急死する。致死率も動物種によって多様であるが、牛、馬及び豚は

比較的低感受性で顕著な症状を示さないといわれる。成豚では潜在性の感染を起こす。早期段階では

テトラサイクリン系、キノロン系の抗生物質で治療できるが、ワクチンはない。 

 

5.37.1.4 診断 

 

肝、脾、腎、骨髄、肺、血液のスタンプ標本でグラム陰性球桿菌を確認するか、免疫蛍光法により組織

中の抗原を検出する。動物の組織中、分泌物中、あるいは水や土等の環境材料中の抗原を検出する

には ELISA を用いる。菌分離は腫大したリンパ節、血液、肝、脾、骨髄を材料とする。A タイプと B タイプ

はシステイン等のチオール化合物要求性であるため通常培地では発育せず、9％チョコレート血液添加

システインハート培地(CHAB)、チャコール酵母エキス培地(BYCE)、フランシス培地、Thayer/Martin 改

良培地、マッコイ・チェーピン培地、8％血液加ユーゴン培地、その他の特別な培地を用いる。CHABでは

24～48 時間で緑色のオパール様光沢、隆起したコロニーを形成する。マッコイ・チェーピン培地では小

さく突出した丸い透明なコロニーを、フランシス培地及び Thayer/Martin 改良培地では融合した白色粘

液状コロニーを形成する。本菌の生育を抑制する細菌の存在が疑われる場合は、抗菌物質添加 CHAB

（CHAB-A）が有用である。分離されたコロニーはスライド凝集反応、FA、PCR で同定する。なお、ヒトに

も病原性があることから培養と同定は BSL-3 の病原体を取り扱うことのできる検査室で行う。 

血清学的検査は本病に感受性の高い動物種では抗体産生前に死亡するため、血清診断は抵抗性の

動物（めん羊、豚、牛、犬）で用いられる。抗体検出には AGG や ELISA が実施される。 

 

5.37.2 リスク評価 

 

5.37.2.1 侵入リスク評価 

 

現在家畜衛生条件を取り決めている国のうち、オーストラリアでは F. subsp. novicida の発生事例があ

るが、牛は本病に抵抗性であり、好適な宿主ではないことから、侵入リスク発生確率（LR）は「低い」と考

えられた。 

 

5.37.2.2 暴露リスク評価 

 

輸入牛から国内家畜への本病の主な感染経路としてダニや蚊、サシバエ等の吸血昆虫による機械的

伝播が想定されることから、暴露リスク発生確率（LE）は「中程度」と判断された。 
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5.37.2.3 侵入及び暴露リスク評価 

 

LR が「低い」、LE が「中程度」と判断されたことから、侵入及び暴露リスク発生確率（LRE）は「低い」と

判断された。 

 

5.37.2.4 影響リスク評価 

 

本病は吸血昆虫により機械的伝播するが、国内発生状況を踏まえると群を超えて感染が拡がること

は稀と考えられる。本病の病原体は国内の野生動物に常在するが牛での発生報告は非常に稀であり、

牛は抵抗性が強く顕著な症状を示さない。本病はヒトに健康被害を起こすものの治療法があり、発生時

における社会的影響は限定的であると考えられる。 

こらのことから、影響リスク発生確率（LC）は「極低い」と判断した。 

 

5.37.2.5 リスクの推定 

 

LREが「低い」、LC が「極低い」と判断されたことから、最終的なリスクは「極低い」であると判断された。 

 

5.37.3 リスク管理 

 

リスク評価の結果、輸入に当たってはリスク低減措置が不要であると判断された。 

 

5.37.4 参考資料 

 

1) OIE コード 2015 （第 8.17 章） 

<http://www.oie.int/fileadmin/Home/eng/Health_standards/tahc/2010/chapitre_tularemia.pdf> 

(Accessed 26 January 26, 2016) 

2) OIE 陸棲動物の診断テスト及びワクチンに対する基準マニュアル 2008（第 2.1.18 章） 

<http://www.oie.int/fileadmin/Home/eng/Health_standards/tahm/2.01.18_TULAREMIA.pdf>  

(Accessed 26 January 26, 2016) 

3) 「動物の感染症〈第三版〉」（近代出版） 

4) （国）農業・食品産業技術総合研究機構 動物衛生研究所ホームページ 

5) 「獣医感染症カラーアトラス〈第二版〉」（文永堂出版） 

6) 国立感染症研究所ホームページ、感染症発生動向調査 週報（IDWR） 

<http://www.nih.go.jp/niid/ja/encycropedia/392-encyclopedia/522-tularemia.html>  

(Accessed 26 January 26, 2016) 

7) 横浜市衛生研究所ホームページ、横浜市感染症情報センター、野兎病について 

<http://www.city.yokohama.lg.jp/kenko/eiken/idsc/disease/tularemia1.html>  

(Accessed 26 January 26, 2016) 
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8) New Zealand government homepage, The Importation into New Zealand of Meat and Meat Products: A 

Review of the Risks to Animal Health, 

<http://www.biosecurity.govt.nz/files/regs/imports/risk/meat-meat-products-ra.pdf>  

(Accessed 26 January 26, 2016) 

9) 「病性鑑定指針」（26 消安第 4686 号） うさぎ伝染性疾病 - 野兎病（うさぎ・豚・馬・めん羊） 

10) Iowa State University, The Center for Food Security & Public Health Homepage, 

<http://www.cfsph.iastate.edu/Factsheets/pdfs/tularemia.pdf> (Accessed 26 January 26, 2016) 

11) U.S. Geological Survey, National Wildlife Health Center homepage, 

<http://www.nwhc.usgs.gov/publications/tularemia/> (Accessed 26 January 26, 2016) 

12) Characterization of a novicida-like subspecies of Francisella tularensis isolated in Australia,  

(M. J. Whipp and others, Journal of Medical Microbiology (2003), 52, 839–842) 

<http://jmm.sgmjournals.org/content/52/9/839.full.pdf+html> (Accessed 26 January 26, 2016) 

13) CDC, Emerging infectious disease, Francisella tularensis Subspecies holarctica, Tasmania, Australia, 

2011, 

<http://wwwnc.cdc.gov/eid/article/18/9/11-1856_article> (Accessed 26 January 26, 2016) 

14) 監視伝染病診断指針 （社）日本獣医師会ホームページ 兎編 「野兎病」 

<http://nichiju.lin.gr.jp/tksn/rabit/ra01.html> (Accessed 26 January 26, 2016) 
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5.38 スクリューワーム（新大陸及び旧大陸） （screwworm （New world and Old world）） 

 

5.38.1 疾病情報 

 

5.38.1.1 背景 

 

新大陸スクリューワーム（New World screwworm、NWS）はクロバエ科（Calliphoridae）の Cochliomyia 

hominivorax (ラセンウジバエ)、旧大陸スクリューワーム（Old World Screwworm、OWS）は同じくクロバエ

科の Chrysomya bezziana の幼虫が寄生することにより起こる疾病で、皮膚及び皮下織が食べられるこ

とにより外傷及びハエ幼虫症を引き起こす。 

我が国では監視伝染病に指定されていないが、OIE ではリスト疾病とされている（2015 年）。 

 

5.38.1.2 疫学 

 

ヒトを含む哺乳類と、稀に鳥類に寄生する。クロバエ科の多くの種は死体や腐敗した肉に産卵するが、

本病の病因であるラセンウジバエ及びChrysomya bezzianaは死肉ではなく生体の傷や天然孔に産卵す

る。新生動物のへそや母親の外陰部等（特に傷がある場合）に産卵しやすい。幼虫は無傷の粘膜（鼻腔

や眼窩、口、耳、生殖器等の天然孔）からも侵入する。産卵から 12～24 時間後に孵化し、傷の滲出液

や皮下織を食べ始め、群れをなして傷口から中に掘り進む。幼虫は 3 回脱皮し、約 5～7 日かけて成

熟する。その後傷口から地面に落下し、地中 1～5cm にもぐってサナギとなる、成虫は通常朝サナギか

ら羽化し土の上に這い出してから羽を乾かして飛び立つ。雄はその後 24 時間で性成熟するが雌が性

成熟するには 6～7 日を要する。また、雌が雄と交尾できるのは羽化後 3 日の時で、交尾後 4 日して

産卵を開始する。全ての卵は同じ方向を向けて互いに密着させて宿主にしっかり接着して産み付けられ

る。産卵数は状況により異なるが初回産卵の平均数は NWS で 340 個、OWS で 175 個である。初回

産卵から 3～4 日間隔で産卵し、寿命は平均で 2～3 週間でその間は花から餌を得るが、雌は傷から

出る滲出液等のタンパク質も摂取する。寒い時期は生活環に 2～3 ヶ月を要するが、平均気温 22℃程

度の暖かい時期は 24 日ほどで、熱帯の平均 29℃の環境では約 18 日である。気温が氷点下に達する

と死滅する。 

NWS は新大陸で発生が認められ、夏期に広がり冬期には縮小するが、温暖地域では年間を通して

発生する。かつては米国南部からメキシコ、中米を経てウルグアイ、チリ北部及びアルゼンチン北部ま

で分布していたが、米国、メキシコ、プエルトリコ、キュラソー、バージン諸島、ホンジュラス等の諸国では

不妊雌を利用した対策により撲滅を達成し、パナマやジャマイカでは対策が進行中である。 

OWS は旧大陸で発生し、多くのアフリカ諸国（エチオピア、サブサハラ諸国、南アフリカ北部）や湾岸

諸国、インド大陸、東南アジア、（中国南部からマレー半島、インドネシア、フィリピン、パプアニューギニ

ア）に分布している。香港でも 2000 年に初めて報告され、2003 年にはヒトでの感染が報告された。 

2 種のスクリューワームの病因昆虫はいずれも似た生態であることから、互いの生息域に広がる可能

性がある。成虫は通常 50km 以内の範囲に移動可能であるが、時に 200km 以上、最高 290km 離れた地

域にまで適当な動物を求めて移動することがある。 
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5.38.1.3 臨床症状 

 

皮膚及び皮下織中の幼虫の鉤状の口吻が、摂食時に組織を引き裂き、傷は大きく深くなり損傷組織

が拡大する。傷口は独特の臭気を放つため感染動物を発覚する手がかりとなるが、ヒトが気づかない

程度でも妊娠雌ハエを誘引し、更に多くの卵が産み付けられて被害が拡大する。感染動物は、傷口の

痛みや幼虫の動きによる刺激に反応し続ける。めん羊や山羊の場合は傷口を下にして伏せ、再感染を

防ぐこともみられる。感染動物を放置すると傷口が大きくなり、歩行不能や二次感染を起こして死亡する。

重度の感染でも死亡することがある。 

 

5.38.1.4 診断 

 

損傷の深部から採取した幼虫を採取し形態学的に鑑別する。近年ではミトコンドリア DNA が分析され

ており、NWS ではすべての配列が解析されている。 

血清学的な診断法はない。 

 

5.38.2 リスク評価 

 

5.38.2.1 侵入リスク評価 

 

現在家畜衛生条件を取り決めている国はいずれも過去に本病の発生がないと OIE に報告している清

浄国であり、通報疾病に指定され、サーベイランスが実施されている。本病は経過が早く明確な症状を

示すことから、輸出入検疫で摘発されると考えられる。これらのことから、侵入リスク発生確率（LR）は

「無視可」と考えられた。このため、本病に対するリスク評価はここで終了とする。 

 

5.38.2.2 リスクの推定 

 

LR が「無視可」と判断されたことから、最終的なリスクは「無視可」であると推定された。 

 

5.38.3 リスク管理 

 

リスク評価の結果、輸入に当たってはリスク低減措置が不要であると判断された。 

 

5.38.4 参考資料 

 

1) OIE Technical disease cards “SCREWWORM” 

<http://www.oie.int/fileadmin/Home/eng/Animal_Health_in_the_World/docs/pdf/Disease_cards/SCREWW

ORM.pdf> (Accessed 26 January 26, 2016) 

2) OIE コード 2015 （第 8.11 章） 
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<http://www.oie.int/fileadmin/Home/eng/Health_standards/tahc/2010/chapitre_cochliomyia_chrysomya.

pdf> (Accessed 26 January 26, 2016) 

3) OIE 陸棲動物の診断テスト及びワクチンに対する基準マニュアル 2013（第 2.1.10 章） 

<http://www.oie.int/fileadmin/Home/eng/Health_standards/tahm/2.01.10_SCREWW.pdf>  

(Accessed 26 January 26, 2016) 

4) 「動物の感染症〈第三版〉」（近代出版） 

5) AUSTRALIAN VETERINARY EMERGENCY PLAN, Disease Strategy, Screw-worm fly, Version 3.0, 2007, 

<http://www.animalhealthaustralia.com.au/our-publications/ausvetplan-manuals-and-documents/> 

(Accessed 26 January 26, 2016) 

6) Iowa State University, The Center for Food Security & Public Health Homepage, 

<http://www.cfsph.iastate.edu/Factsheets/pdfs/screwworm_myiasis.pdf>  

(Accessed 26 January 26, 2016) 

7) New Zealand government homepage, Import risk analysis: horse and horse semen, 

<https://mpi.govt.nz/document-vault/2845> (Accessed 26 January 26, 2016) 

8) 海外悪性伝染病（チクサン出版社）  
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5.39 心水症 

 

5.39.1 疾病情報 

 

5.39.1.1 背景 

 

心水症は Amblyomma 属のマダニが媒介するグラム陰性偏性細胞内寄生性多形性小細菌であるリケ

ッチア（Ehrlichia ruminantium）を原因とする反芻動物のダニ媒介性疾病である。本病の病原体は感染細

胞の細胞質内に寄生し、増殖には生きた細胞を必要とする。環境抵抗性は極めて弱く、宿主外では 2～

3 時間で不活化される。多くの反芻動物に感受性があり、株により症状は不顕性から甚急性と様々であ

る。 

本病は我が国では家畜伝染病に指定されていないが、OIE ではリスト疾病に指定されている（2015

年）。 

 

5.39.1.2 疫学 

 

サハラ砂漠以南のアフリカ諸国、マダガスカル島、レユニオン島、モーリシャス島、カリブ海諸国で発生

が認められる。山羊、めん羊、牛、アジア水牛、ラクダ等の他、シカ、ウシカモシカ等の多くの反芻動物に

感受性がある。ブレスボックスとヌーは不顕性感染することから自然界の感染巣であると考えられる。 

伝播は Amblyomma 属ダニの媒介によってのみ起こるとされているが、感染細胞を含む初乳による感

染の可能性も疑われている。接触感染はない。Amblyomma 属ダニは世界の熱帯、亜熱帯地域に広く分

布しており、これらの分布域では本病が発生する可能性がある。現在、Amblyomma 属の少なくとも 13 種

類が本病の媒介能を有することが判明している。また、PCR によりコイタマダニ属（Rhipicephalus evertsi）

及び Hyalomma 属（Hyalomma truncatum 及び Hyalomma marginatum）から E. ruminatium の遺伝子断片

が検出されているが病原体そのものは検出されておらず、それらのダニが本病を媒介する可能性につ

いては明らかになっていない。これらのダニは長期間（5 ヶ月～4 年）生存し、一度感染したダニは終生

病原体を有してベクターとなり、少なくとも 15 ヶ月間は感染性を有するといわれる。経卵感染はない。 

潜伏期間は自然感染では2～3週間程度と考えられているが、成書によると10日～1ヶ月と幅がある。

本病原体の株は多様で病原性の強さも様々であり、致死率は 6～90％と幅がある。感受性には品種や

本病の汚染状況により差が認められ、汚染地域では比較的抵抗性が強い。汚染地域に感受性動物が

輸入された場合には発症率・致死率はともに高くなり、60～80％の死亡は珍しくない。コブウシ（ゼブー、

Bos indicus）はウシ（Bos taurus）より抵抗性が強い。回復すれば、通常は相同株に対しては持続免疫が

成立するが、感染性を数ヶ月間有するキャリアー動物になるものもいる。 

本病の予防には Amblyomma 属ダニの侵入予防か撲滅対策が有効であるが、当該ダニは多種類の動

物に寄生し、薬剤耐性が高く繁殖力が旺盛であるため、温暖地域に一度侵入すると撲滅は非常に難し

い。治療薬としてサルファ剤やテトラサイクリン系薬剤が利用できるが、発熱初期に投与しないと効果が

ない。なお、本病は人獣共通感染症ではないと考えられているが、近年南アフリカで脳炎死亡患者の脳

組織から本病の病原体が見つかっており、より詳細な調査研究が必要とされている。 
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5.39.1.3 臨床症状 

 

潜伏期間は一般にめん羊や山羊では牛より短いが、感受性を有する家畜を本病汚染地域に移動する

と 2～4 週間以内に発熱、発症が認められる。臨床症状は感染動物の感受性の差や病原体の株の毒性

により異なり、大別して甚急性型、急性型、亜急性型、軽症型の 4 タイプに分けられる。 

甚急性型は発生地域外から輸入された牛、めん羊、山羊等の感受性動物に稀に認められる型で、急

激な発熱（42～43℃）と知覚過敏、流涙、痙攣に続いて急死する。牛の種類により時として激しい下痢を

伴うこともある。 

急性型は多くの感染例に見られる症状で、在来種や海外から輸入された牛、めん羊、山羊等多くの家

畜にみられる。突発的な発熱に続いて食欲不振、意気消沈、静止状態と呼吸数の増加がみられ、続い

て咀嚼強直性発作、目玉の引きつり、回転を繰り返す、跳ねる等の神経症状を示す。神経過敏症や駆

け回る症状は死の直前に見られることが多い。眼振症や口から泡を吹き出す症状も末期にみられる。

下痢を伴う場合もある。急性型の多くは発症後約 1 週間で死に至る。神経症状は一般的に牛やめん羊

よりも山羊で顕著である。 

亜急性型の経過をとる場合も稀にあり、発熱や咳、軽い神経症状を示すだけで回復、もしくは 1～2 週

間後に死亡する経過をとる場合もある。 

軽症型は心水症熱型とも呼ばれ、カモシカやアフリカ在来牛・めん羊に認められる不顕性感染で、一

時的な発熱以外の症状はみられない。若齢の子牛及び子羊にも認められるが、これらの感染子牛等が

保菌動物となることはないと考えられている。 

リケッチアははじめ細網内皮細胞（特にマクロファージ）で増殖し、次いで血管内皮細胞で増殖する。

発熱期の血液は、短時間ではあるが感受性のある動物に感染性を示す。症状と病変は血管内皮の障

害によるもので、血管の透過性が高まり際立った組織内の出血を起こす結果、動脈圧が降下し全身の

循環障害を招く。甚急性、急性型の病変は、胸水、心嚢水の貯留、肺浮腫、充血、脾腫、粘膜と漿膜面

の点状出血、時に消化管内出血等である。 

 

5.39.1.4 診断 

 

甚急性及び急性型では臨床症状で診断する。確定診断は死後間もない感染動物の脳組織のスタンプ

スメアや脳組織（灰色部）の塗抹標本をギムザ染色して鏡検し、細胞質内に赤紫又は青色に染色されて

観察されるリケッチアコロニーを確認する。多くの場合、核付近で桿状又は馬蹄形で認められる。その他、

頸静脈内皮細胞、脾臓、腎糸球体細胞でも認められるが、循環血液中では確認できない。 

臨床症状を示している動物では全血の PCR で検出が可能である。発熱直前から回復後 2～3 日まで

利用できるが、キャリアー動物では利用できない。全血からの病原体分離による診断も可能であるが、

培養には時間がかかる。多くの反芻動物の内皮細胞又は内皮細胞株中で増殖可能である。 

血清診断として、ELISA やウエスタンブロッドが利用されるが、その他の Ehrlichia 属と交差反応を起こ

すことから、診断範囲が限られる。CF は信頼性が低く、血清検査は有効ではない。 
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5.39.2 リスク評価 

 

5.39.2.1 侵入リスク評価 

 

現在家畜衛生条件を取り決めている国はいずれも本病の分布域ではなく、2016 年現在、本病の発生

地域はサハラ砂漠以南のアフリカ諸国とその付近の島国及びカリブ海諸国に限局している。また、汚染

地域以外の牛では症状が激烈であることから輸出入検疫で摘発されると考えられる。これらのことから、

侵入リスク発生確率（LR）は「無視可」と考えられた。このため、本病に対するリスク評価はここで終了と

する。 

 

5.39.2.2 リスクの推定 

 

LR が「無視可」と判断されたことから、最終的なリスクは「無視可」であると推定された。 

 

5.39.3 リスク管理 

 

リスク評価の結果、輸入に当たってはリスク低減措置が不要であると判断された。 

 

5.39.4 参考資料 

 

1) OIE Technical disease cards “HEARTWATER” 

<http://www.oie.int/fileadmin/Home/eng/Animal_Health_in_the_World/docs/pdf/Disease_cards/HEARTW

ATER_FINAL.pdf> (Accessed 26 January 26, 2016) 

2) OIE コード 2015 （第 8.9 章） 

<http://www.oie.int/fileadmin/Home/eng/Health_standards/tahc/2010/chapitre_heartwater.pdf> 

(Accessed 26 January 26, 2016) 

3) OIE 陸棲動物の診断テスト及びワクチンに対する基準マニュアル 2008（第 2.1.6 章） 

<http://www.oie.int/fileadmin/Home/eng/Health_standards/tahm/2.01.06_HEARTWATER.pdf>  

(Accessed 26 January 26, 2016) 

4) Iowa State University, The Center for Food Security & Public Health Homepage, 

<http://www.cfsph.iastate.edu/Factsheets/pdfs/heartwater.pdf> (Accessed 26 January 26, 2016) 

5) 海外悪性伝染病（チクサン出版社） 

6) JICA Report – Animal Disease Control in the Repabulic of Uganda - 心水症 (heartwater, cowdriasis) 

<http://yk8.sakura.ne.jp/ADC-UG/Pages/Pages-J/Diseases/Hearwater.html>  

(Accessed 26 January 26, 2016) 

7) New Zealand government homepage, Import risk analysis: Cattle from Australia, Canada, the European 

Union, and the United States of America, : Final Report. 

<http://www.biosecurity.govt.nz/files/regs/imports/risk/cattle-ra.pdf> (Accessed 26 January 26, 2016) 
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5.40 シュマレンベルクウイルス感染症 

 

5.40.1 疾病情報 

 

5.40.1.1 背景 

 

シュマレンベルクウイルス感染症は、ブニャウイルス科オルソブニャウイルス属のうちシンブウイルス

群に属するシュマレンベルクウイルス感染による疾病で、牛、めん羊、山羊等で産子異常等の繁殖障害

が認められる。本ウイルスはシンブウイルス群のうち、特にシャモンダウイルスとサシュペリウイルスに

遺伝的に近縁とされる。 

本病は 2011 年 11 月に初めて OIE に発生報告がなされた新疾病である。我が国では監視伝染病では

なく、OIE 上の規定もないが、OIE は本病に関するテクニカルファクトシートを公表しており、この中に安

全な防疫のための勧告の内容が記載されている。 

 

5.40.1.2 疫学 

 

2011 年夏に、ドイツにおいて乳牛の高熱、食欲不振、下痢、乳量低下等を主徴とする症例が多発した。

発症牛の血液抽出 RNA を用いたメタゲノム解析で新ウイルスの遺伝子が検出された。後にウイルスも

分離され、最初に検出された地名をもとにシュマレンベルクウイルスと暫定的に呼称されるようになった。

2011 年秋からはシュマレンベルクウイルス感染が疑われる四肢や脊柱湾曲等の体形異常、大脳欠損

等を示す先天異常子の娩出がめん羊、牛、山羊、バイソンで確認された。本病の流行は、2012 年 10 月

までにドイツ、オランダ、ベルギー、ルクセンブルク、イギリス、フランス、イタリア、スペイン、デンマーク、

スウェーデン、ノルウェー、フィンランド、ポーランド、アイルランド、オーストリアと 15 カ国に拡大し、計 5，

955件の農家で異常産が確認されている。なお、2012年12月以降はチェコ、ハンガリー、エストニア等で

も感染が確認され、今後東欧及び南欧諸国での感染拡大が懸念されている。 

本病は主に反芻動物で発生報告があり、PCR 又はウイルス分離で感染が確認された宿主として牛、

めん羊、山羊、バイソン、ノロジカ、犬（1 件のみ）が、血清学的検査のみで感染が確認された宿主として、

アカシカ、アルパカ、ムフロン、イノシシがある。 

シンブウイルス群に属する他のウイルスと同様に Culicoides 属のヌカカによって媒介されると考えられ

る。流行地では、C. scoticus、C. obsoletus、C. chiopterus、C.pulicaris 及び C. dewulfi の 5 種のヌカカか

ら本ウイルスの遺伝子が検出されたことから、これらの種が伝播に関与していたと推測されている。脊

椎動物で垂直感染するが、接触や飛沫による感染はないと考えられている。ヌカカの成虫は冬期には

活動しないため、高緯度地域ではウイルスの感染環は遮断されると考えられるが、本ウイルスは越冬し

ていた事実があることから、感染ヌカカ成虫あるいは経卵感染した次世代のヌカカが幼虫で越冬するこ

とにより、環境中にウイルスが残留したことが推測される。脊椎動物では感染により終生免疫を獲得す

ると考えられている。本ウイルスの宿主及びベクター外における生残期間は長くないと考えられる。 

シンブウイルス群はヒトに疾病を起こすことはないこと、血清学的及び疫学的観点から、本ウイルスは

人獣共通感染症でないと考えられている。 
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本病は我が国では未発生であるが、シュマレンベルクウイルスと遺伝学的に近縁なシャモンダウイル

スやサシュペリウイルスは、1999 年以降繰り返し我が国に侵入し、西日本で牛に感染していたことが明

らかになっている。しかし、現在のところ疾病の原因として大きな問題とはなっていない。 

 

5.40.1.3 臨床症状 

 

実験感染では牛やめん羊は臨床症状を示さないか軽症で、1～4 日の潜伏期の後 1～5 日間程度ウイ

ルス血症を起こす。臨床症状は動物種により様々であり、成牛ではベクター活動期間中は急性の軽症

型の徴候を示す他、多くの反芻動物（牛、めん羊、山羊、バイソン）で先天異常子牛の娩出が認められ

る。 

乳牛では感染後高熱（40℃以上）、下痢、食欲不振、乳量の低下（50％以下）がみられるが数日で回

復する。めん羊、牛、山羊、バイソンでは四肢や脊柱の弯曲、大脳欠損を伴う先天異常子の娩出が報

告されている。また、流行地では野生のシカや飼育されているアルパカでも抗体の陽転が報告されてい

るが、臨床症状は確認されていない。ウイルスの伝播はベクター活動期（夏～秋）に起こったと思われ、

体形異常を伴う異常子の娩出は感染数ヶ月後にみられる。他のアルボウイルスと同様に本ウイルスに

感染した動物はほとんどの場合症状を示さず、発症率はそれほど高くないと予想される。実際、流行が

起こった地域において本ウイルスによる異常産が発生した農家の割合は、めん羊農家で 0.07～7.62％、

牛農家では 0.5～1.32％と推計されている。 

 

5.40.1.4 診断 

 

病原診断として、急性感染牛の EDTA 血、血清、流産胎子及び先天異常子牛等の脳組織（大脳、脳

幹）、羊水、胎盤、心嚢液、初乳給与前の血液等を用いたリアルタイム RT-PCR 又はウイルス分離を行

う。ウイルス分離には KC 細胞、BHK 細胞、VERO 細胞等が用いられる。血清診断として、ELISA 及び

IFA、NT が利用できる。 

なお、ELISA の検査結果は NT により、PCR 陽性結果はシークエンス解析により確定診断する必要が

ある。 

 

5.40.2 リスク評価 

 

5.40.2.1 侵入リスク評価 

 

現在家畜衛生条件を取り決めている国は全て本病の未発生国であると考えられるが、本病は通報疾

病ではなく、実際の発生状況は明らかではない。本病は潜伏期間及びウイルス血症期間が短く、輸出

入検疫及び輸送期間中にウイルスが消失する可能性がある。これらのことから、侵入リスク発生確率

（LR）は「極低い」と考えられた。 
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5.40.2.2 暴露リスク評価 

 

本病は Culicoides 属のヌカカにより伝播すると考えられており、日本国内に生息する Culicoides 属ヌカ

カが媒介能を有するかは明らかでないが、国内のヌカカは本ウイルスと遺伝学的に近縁なシャモンダウ

イルスやサシュペリウイルスを媒介することから、ベクターとなる可能性がある。また、本病のウイルス

血症期間は 1～4 日と短く、暴露機会は少ないと考えられることから、暴露リスク発生確率（LE）は「中程

度」と判断した。 

 

5.40.2.3 侵入及び暴露リスク評価 

 

LR が「極低い」、LE が「中程度」と判断されたことから、侵入及び暴露リスク発生確率（LRE）は「低い」

と判断された。 

 

5.40.2.4 影響リスク評価 

 

本病はヌカカ等の吸血昆虫により伝播することから、群間伝播する可能性が高く、ウイルスはヌカカ内

で越冬する可能性がある。本病は成牛では症状を示さないか軽症であり、妊娠牛に異常産を起こすが

母牛に後遺症が残ることは稀である。欧州の例では異常産が発生した農家は非常に少なく、感染率は

低いと考えられるが、本病はワクチンが未開発であり、我が国は本病の清浄国であることから、本病の

発生時には限定的ではあるものの牛産業に影響があると考えられる。 

これらのことから、影響リスク発生確率（LC）は「低い」と判断した。 

 

5.40.2.5 リスクの推定 

 

LRE が「低い」、LC が「低い」と判断されたことから、最終的なリスクは「低い」であると推定された。 

 

5.40.3 リスク管理    

 

リスク評価の結果、輸入に当たってはリスク低減措置が必要であると判断された。 

 

（参考） OIE における推奨条件 

 

OIE は本病に関するテクニカルファクトシート内で、生きた動物について以下の条件に合致していれば

輸入リスクを無視できるとしている。 

 

1) 生きた動物（非妊娠） 

(1) 媒介昆虫が存在しない環境下で 7 日間過ごした後、PCR 検査で陰性を確認したもの。 

(2) 血清学的検査が陽性かつ PCR 検査が陰性であるもの。 
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2) 生きた動物（妊娠） 

(1) 媒介昆虫が存在しない環境下で 28 日間過ごした後に血清学的検査で陰性を確認した動物の子

畜。 

(2) 受精前の血清学的検査で陽性を確認した動物の子畜。 

上述以外の全ての家畜の子畜のリスクは不明である。 

 

5.40.4 参考資料 

 

1) OIE Technical factsheet “SCHMALLENBERG VIRUS” 

<http://www.oie.int/fileadmin/Home/eng/Our_scientific_expertise/docs/pdf/A_Schmallenberg_virus.pdf> 

(Accessed 26 January 26, 2016) 

2) European Food Safety Authority (EFSA), TECHNICAL REPORT "Schmallenberg" virus: analysis of the 

epidemiological data (May 2013)  

<http://www.agriculture.gov.ie/media/migration/animalhealthwelfare/diseasecontrols/schmallenbergviru

s/EFSASBVtechnicalreport230513.pdf> (Accessed 26 January 26, 2016) 

3) European Food Safety Authority (EFSA), SCIENTIFIC REPORT OF EFSA Schmallenberg virus: State of 

Art1 European Food Safety Authority2, 3 European Food Safety Authority (EFSA), Parma, Italy 

<http://www.efsa.europa.eu/fr/search/doc/3681.pdf> (Accessed 26 January 26, 2016) 

4) 農林水産省ホームページ シュマレンベルクウイルス感染症に関する情報及び発生状況 

<http://www.maff.go.jp/j/syouan/douei/katiku_yobo/pdf/120611_schma2.pdf> 

<http://www.maff.go.jp/j/syouan/douei/katiku_yobo/pdf/20130118_schma_map2.pdf>  

(Accessed 26 January 26, 2016) 

5) （国）農業・食品産業技術総合研究機構 動物衛生研究所ホームページ シュマレンベルクウイルス感

染症 

<http://www.naro.affrc.go.jp/niah/disease/schmallenberg/index.html> (Accessed 26 January 26, 2016) 
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6. リスク評価結果まとめ 

 

6.1 疾病別の結果一覧 

 

ハザードとして特定された 42 疾病の病原体について、リスク評価結果を含めた検討の結果を表 5 に一覧と

した。 

 

6.2 リスク管理が必要とされた疾病 

 

42 疾病の病原体のうち、リスク評価の結果、最終的なリスクがリスクの許容範囲である「極低い」又は「無

視可」より高いと評価され、輸入に際してリスク低減措置を講じるべきと判断された疾病は以下の13疾病とな

った。 

 

● 牛肺疫 ● 牛白血病 

● 口蹄疫 ● 流行性出血病（イバラキ病を含む） 

● 牛結核病 ● 類鼻疽 

● ヨーネ病 ● レプトスピラ症 

● ピロプラズマ病（バベシア病） ● トリパノソーマ病（T. evansi によるものに限る） 

● アナプラズマ病 ● シュマレンベルクウイルス感染症 

● ブルータング 
 

 

 

また、疾病の地理的分布及び 2014 年現在の OIE への通報状況（資料 2）等を踏まえ、疾病別に我が国とし

てリスク管理を実施すべき清浄国、清浄国以外の国（発生国）を表 6 に取りまとめた。なお、疾病の清浄性に

ついては、輸出国において疾病の発生が認められた場合、疾病発生状況の把握方法等に関する情報が得

られた場合等に適宜変更する。 
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表 5  疾病別リスク評価結果一覧    

ハザード 侵入 暴露 侵入×暴露 影響 最終 リスク管理

牛疫 無視可 － 無視可 － 無視可 不要

牛肺疫 極低い 中程度 低い 高い 中程度 要

口蹄疫 極低い 高い 低い 高い 中程度 要

狂犬病 極低い 極低い 極低い 極低い 極低い 不要

水胞性口炎 無視可 － 無視可 － 無視可 不要

リフトバレー熱 無視可 － 無視可 － 無視可 不要

炭疽 極低い 低い 極低い 低い 極低い 不要

出血性敗血症 無視可 － 無視可 － 無視可 不要

ブルセラ病 極低い 低い 極低い 極低い 極低い 不要

牛結核病 中程度 中程度 中程度 中程度 中程度 要

ヨーネ病 中程度 低い 低い 中程度 低い 要

バベシア病 中程度 中程度 中程度 中程度 中程度 要

タイレリア病 無視可 - 無視可 － 無視可 不要

アナプラズマ病 中程度 中程度 中程度 中程度 中程度 要

伝達性海綿状脳症 極低い 無視可 無視可 － 無視可 不要

ブルータング 中程度 高い 高い 低い 中程度 要

アカバネ病 中程度 中程度 中程度 無視可 無視可 不要

悪性カタル熱 中程度 極低い 低い 無視可 無視可 不要

チュウザン病 低い 高い 中程度 無視可 無視可 不要

ランピ－スキン病 無視可 － 無視可 － 無視可 不要

牛ウイルス性下痢・粘膜病 中程度 中程度 中程度 無視可 無視可 不要

牛伝染性鼻気管炎 中程度 中程度 中程度 無視可 無視可 不要

牛白血病 中程度 中程度 中程度 低い 低い 要

アイノウイルス感染症 中程度 中程度 中程度 無視可 無視可 不要

流行性出血病（イバラキ病を含む） 中程度 高い 高い 低い 中程度 要

牛丘疹性口炎 中程度 中程度 中程度 無視可 無視可 不要

牛流行熱 低い 中程度 低い 無視可 無視可 不要

類鼻疽 中程度 低い 低い 低い 低い 要

気腫疽 極低い 低い 極低い 無視可 無視可 不要

レプトスピラ症 中程度 中程度 中程度 極低い 低い 要

サルモネラ感染症 中程度 中程度 中程度 無視可 無視可 不要

カンピロバクター症(C. venerealis ) 低い 無視可 無視可 － 無視可 不要

カンピロバクター症(C. fetus ) 中程度 中程度 中程度 無視可 無視可 不要

トリパノソーマ病
※1 無視可 － 無視可 － 無視可 不要

トリパノソーマ病
※2 極低い 中程度 低い 中程度 低い 要

トリパノソーマ病
※3 中程度 中程度 中程度 無視可 無視可 不要

トリコモナス病 低い 無視可 無視可 － 無視可 不要

ネオスポラ病 中程度 無視可 無視可 － 無視可 不要

牛バエ幼虫症 無視可 － 無視可 － 無視可 不要

オーエスキー病 無視可 － 無視可 － 無視可 不要

野兎病 低い 中程度 低い 極低い 極低い 不要

新旧大陸スクリューワーム 無視可 － 無視可 － 無視可 不要

心水病 無視可 － 無視可 － 無視可 不要

シュマレンベルクウイルス感染症 極低い 中程度 低い 低い 低い 要

 ※1  T. brucei、T. congolense 及びアフリカで流行しているT. vivaxによるものに限る。
 ※2  T. evansi及び南米で流行しているT. vivaxによるものに限る。
 ※3  T. theileriによるものに限る。
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表 6 疾病別の輸出国清浄性 

（○：2014 年 12 月現在において疾病清浄と考えられる国）  

※  T. evansi 及び南米で流行している T. vivax によるものに限る。 

  

 

疾病名 
牛
肺
疫 

口
蹄
疫 

牛
結
核
病 

ヨ
ー
ネ
病 

バ
ベ
シ
ア
病 

ア
ナ
プ
ラ
ズ
マ
病 

ブ
ル
ー
タ
ン
グ 

牛
白
血
病 

流
行
性
出
血
病 

類
鼻
疽 

レ
プ
ト
ス
ピ
ラ
症 

※

ト
リ
パ
ノ
ソ
ー
マ
病 

シ
ュ
マ
レ
ン
ベ
ル
ク 

ウ
イ
ル
ス
感
染
症 

輸出国 

 

オーストラリア ○ ○ ○               ○ ○ 

ニュージーランド ○ ○    ○ ○ ○ ○ ○ ○   ○ ○ 

バヌアツ共和国 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○     ○ ○ 
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資料 1  疾病別の各国発生状況及び家畜衛生条件一覧 （2014 年現在） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. 牛疫 

国名 

発生状況 1) 通報体制 2) ｻｰﾍﾞｲﾗﾝｽ 3) 家畜衛生条件 

家畜 野生 家畜 野生 家畜 野生 
国 4) 

清浄 

農場 5) 

清浄 

精密 6) 

検査 

ワクチン 7) 

/抗生剤 

オーストラリア 1923 1923 Y Y GS GS ●       

ニュージーランド N Y GS ●     × 

バヌアツ共和国 N Y GS ●       

日本 1922 1922 Y Y GS GS         

注釈 

1) 発生状況 

  数字 ： 最終発生年・月   なし： 最終発生年は不明であるが現在のところ発生していない 

N ： これまでに発生がない  UN ： 発生状況不明 

  疑い ： 発生はしていない  地域的 ： 発生地域が限定される 

限定的 ： ある用途の牛にのみ発生が認められる   臨発 ： 臨床的に発生 

  抗体陽性 ： 臨床症状はないものの抗体陽性牛が確認されている 

  ○ ： 発生報告がある   空欄 ： 情報なし 

   

2) 通報体制 

  Y ： 通報疾病である   N ： 通報疾病でない   空欄 ： 情報なし 

 

3) サーベイランス 

  GS ： General Surveyllance 

  GTS ： General and Targeted Surveyllance 

 

4) 国の清浄性 

  ● ： 存在しないこと 

 

5) 生産農場の清浄性 

  y ： 年   m ： 月 

 

6) 精密検査 

  ● ： 実施   ○ ： 場合によって実施  ※ 詳細は各項目参照 

 

7) ワクチン又は抗生剤の投与 

  ◎ ： ワクチンまたは抗生剤投与  ○ ： 場合によって実施  × ： 接種禁止  ※詳細は各項目参照 
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2. 牛肺疫 

国名 

発生状況 1) 通報体制 2) ｻｰﾍﾞｲﾗﾝｽ 3) 家畜衛生条件 

家畜 野生 家畜 野生 家畜 野生 
国 4) 

清浄 

農場 5) 

清浄 

精密 6) 

検査 

ワクチン 7) 

/抗生剤 

オーストラリア 1967 1967 Y Y GS GS ●       

ニュージーランド 1864 1864 Y Y GS GS ●     × 

バヌアツ共和国 N Y GS ●       

日本 1941 UN Y N GS GS         

 

3. 口蹄疫 

国名 

発生状況 1) 通報体制 2) ｻｰﾍﾞｲﾗﾝｽ 3) 家畜衛生条件 

家畜 野生 家畜 野生 家畜 野生 
国 4) 

清浄 

農場 5) 

清浄 

精密 6) 

検査 

ワクチン 7) 

/抗生剤 

オーストラリア 1871 1871 Y Y GS GS ●       

ニュージーランド N Y GS ●     × 

バヌアツ共和国 N Y GS ●       

日本 7/2010 UN Y N GS GS         

 

4. 狂犬病 

国名 

発生状況 1) 通報体制 2) ｻｰﾍﾞｲﾗﾝｽ 3) 家畜衛生条件 

家畜 野生 家畜 野生 家畜 野生 
国 4) 

清浄 

農場 5) 

清浄 

精密 6) 

検査 

ワクチン 7) 

/抗生剤 

オーストラリア 1867 1867 Y Y GS GS ●       

ニュージーランド N Y GS ●     × 

バヌアツ共和国 N Y GS ●       

日本 1956 UN Y N GS GS         

 

5. 水胞性口炎 

国名 

発生状況 1) 通報体制 2) ｻｰﾍﾞｲﾗﾝｽ 3) 家畜衛生条件 

家畜 野生 家畜 野生 家畜 野生 
国 4) 

清浄 

農場 5) 

清浄 

精密 6) 

検査 

ワクチン 7) 

/抗生剤 

オーストラリア N Y GS ●       

ニュージーランド N Y GS ●     × 

バヌアツ共和国 N Y GS ●       

日本 N Y GS         
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6. リフトバレー熱 

国名 

発生状況 1) 通報体制 2) ｻｰﾍﾞｲﾗﾝｽ 3) 家畜衛生条件 

家畜 野生 家畜 野生 家畜 野生 
国 4) 

清浄 

農場 5) 

清浄 

精密 6) 

検査 

ワクチン 7) 

/抗生剤 

オーストラリア N Y GS ●       

ニュージーランド N Y GS ●     × 

バヌアツ共和国 N Y GS ●       

日本 N Y GS         

 

7. 炭疽 

国名 

発生状況 1) 通報体制 2) ｻｰﾍﾞｲﾗﾝｽ 3) 家畜衛生条件 

家畜 野生 家畜 野生 家畜 野生 
国 4) 

清浄 

農場 5) 

清浄 

精密 6) 

検査 

ワクチン 7) 

/抗生剤 

オーストラリア 地域的 UN Y Y             

ニュージーランド 1954 1954 Y Y GS GS         

バヌアツ共和国 N Y 
 

        

日本 8/2000 UN Y N GS GS         

 

8. 出血性敗血症 

国名 

発生状況 1) 通報体制 2) ｻｰﾍﾞｲﾗﾝｽ 3) 家畜衛生条件 

家畜 野生 家畜 野生 家畜 野生 
国 4) 

清浄 

農場 5) 

清浄 

精密 6) 

検査 

ワクチン 7) 

/抗生剤 

オーストラリア N Y GS ●       

ニュージーランド N Y GS ●     × 

バヌアツ共和国 N Y GS   12m     

日本 N Y GS         

 

9. ブルセラ病  （※B. abortus のみ） 

国名 

発生状況 1) 通報体制 2) ｻｰﾍﾞｲﾗﾝｽ 3) 家畜衛生条件 

家畜 野生 家畜 野生 家畜 野生 
国 4) 

清浄 

農場 5) 

清浄 

精密 6) 

検査 

ワクチン 7) 

/抗生剤 

オーストラリア 1989 1989 Y Y GS GS   12m ● × 

ニュージーランド 1989 1989 Y Y GS GS ●     × 

バヌアツ共和国 1992 UN Y N GS   
 

12m ● × 

日本 3/2008 UN Y N GTS GTS         
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10. 牛結核病 

国名 

発生状況 1) 通報体制 2) ｻｰﾍﾞｲﾗﾝｽ 3) 家畜衛生条件 

家畜 野生 家畜 野生 家畜 野生 
国 4) 

清浄 

農場 5) 

清浄 

精密 6) 

検査 

ワクチン 7) 

/抗生剤 

オーストラリア 2002 2002 Y Y       12m ●   

ニュージーランド 臨発 臨発 Y Y       12m ● 
 

バヌアツ共和国 1993 UN Y N GS     12m ●   

日本 地域的 UN Y N GTS GS         

 

11. ヨーネ病 

国名 

発生状況 1) 通報体制 2) ｻｰﾍﾞｲﾗﾝｽ 3) 家畜衛生条件 

家畜 野生 家畜 野生 家畜 野生 
国 4) 

清浄 

農場 5) 

清浄 

精密 6) 

検査 

ワクチン 7) 

/抗生剤 

オーストラリア 地域的 2009 Y Y       5y ●   

ニュージーランド 臨発 2005 N N       5y ●   

バヌアツ共和国 N  Y GS   5y ●   

日本 臨発 UN Y N GTS GS         

 

12①. ピロプラズマ病 （バベシア病） 

国名 

発生状況 1) 通報体制 2) ｻｰﾍﾞｲﾗﾝｽ 3) 家畜衛生条件 

家畜 野生 家畜 野生 家畜 野生 
国 4) 

清浄 

農場 5) 

清浄 

精密 6) 

検査 

ワクチン 7) 

/抗生剤 

オーストラリア 地域的 UN Y Y     12m ○   

ニュージーランド N Y GS ●     × 

バヌアツ共和国 N Y GS ●       

日本 1993 UN Y N GS GS         

 

12②. ピロプラズマ病 （タイレリア病）   注）T. theileri はOIE通報疾病でないため、発生情報に含まれない。 

国名 

発生状況 1) 通報体制 2) ｻｰﾍﾞｲﾗﾝｽ 3) 家畜衛生条件 

家畜 野生 家畜 野生 家畜 野生 
国 4) 

清浄 

農場 5) 

清浄 

精密 6) 

検査 

ワクチン 7) 

/抗生剤 

オーストラリア N Y GS   12m ○   

ニュージーランド N Y GS ●     × 

バヌアツ共和国 N Y GS ●       

日本 1993 UN Y N GS GS         

6) ○： 生産農場が媒介ダニの棲息しない地域に位置する場合、その証明に代えることができる。 
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13. アナプラズマ病 

国名 

発生状況 1) 通報体制 2) ｻｰﾍﾞｲﾗﾝｽ 3) 家畜衛生条件 

家畜 野生 家畜 野生 家畜 野生 
国 4) 

清浄 

農場 5) 

清浄 

精密 6) 

検査 

ワクチン 7) 

/抗生剤 

オーストラリア 地域的 UN Y Y     12m ○   

ニュージーランド N Y GS ●     × 

バヌアツ共和国 N Y GS ●       

日本 7/2008 UN Y N GS GS         

6) ○： 生産農場が媒介ダニの棲息しない地域に位置する場合、その証明に代えることができる。 

 

14. 伝達性海綿状脳症 

国名 

発生状況 1) 通報体制 2) ｻｰﾍﾞｲﾗﾝｽ 3) 家畜衛生条件 

家畜 野生 家畜 野生 家畜 野生 
国 4) 

清浄 

農場 5) 

清浄 

精密 6) 

検査 

ワクチン 7) 

/抗生剤 

オーストラリア N Y GTS ● ●     

ニュージーランド N Y GTS ●     ※ 

バヌアツ共和国 N Y GS ●       

日本 1/2009 UN Y N GTS GTS         

  ※ 反芻動物由来の肉骨粉の給与がなされなかったこと 

 

15. ブルータング 

国名 

発生状況 1) 通報体制 2) ｻｰﾍﾞｲﾗﾝｽ 3) 家畜衛生条件 

家畜 野生 家畜 野生 家畜 野生 
国 4) 

清浄 

農場 5) 

清浄 

精密 6) 

検査 

ワクチン 7) 

/抗生剤 

オーストラリア 地域的 6/2010 Y Y      12m ●   

ニュージーランド N Y GTS ●     × 

バヌアツ共和国 N Y GS ●       

日本 2/2006 UN Y N GS GS         
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16. アカバネ病 

国名 

発生状況 1) 通報体制 2) ｻｰﾍﾞｲﾗﾝｽ 3) 家畜衛生条件 

家畜 野生 家畜 野生 家畜 野生 
国 4) 

清浄 

農場 5) 

清浄 

精密 6) 

検査 

ワクチン 7) 

/抗生剤 

オーストラリア ○ N           

ニュージーランド 
 

N           

バヌアツ共和国   N           

日本 臨発 
 

Y N GTS GS         

 

17. 悪性カタル熱 

国名 

発生状況 1) 通報体制 2) ｻｰﾍﾞｲﾗﾝｽ 3) 家畜衛生条件 

家畜 野生 家畜 野生 家畜 野生 
国 4) 

清浄 

農場 5) 

清浄 

精密 6) 

検査 

ワクチン 7) 

/抗生剤 

オーストラリア ○ Y           

ニュージーランド ○ N           

バヌアツ共和国               

日本 臨発 
 

Y N GS GS         

 

18. チュウザン病 

国名 

発生状況 1) 通報体制 2) ｻｰﾍﾞｲﾗﾝｽ 3) 家畜衛生条件 

家畜 野生 家畜 野生 家畜 野生 
国 4) 

清浄 

農場 5) 

清浄 

精密 6) 

検査 

ワクチン 7) 

/抗生剤 

オーストラリア               

ニュージーランド 
 

            

バヌアツ共和国               

日本 2007 
 

Y N GTS GS         

 

19. ランピースキン病 

国名 

発生状況 1) 通報体制 2) ｻｰﾍﾞｲﾗﾝｽ 3) 家畜衛生条件 

家畜 野生 家畜 野生 家畜 野生 
国 4) 

清浄 

農場 5) 

清浄 

精密 6) 

検査 

ワクチン 7) 

/抗生剤 

オーストラリア N Y GS ●       

ニュージーランド N Y GS ●     × 

バヌアツ共和国 N Y GS ●       

日本 N Y GS         
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20. 牛ウイルス性下痢・粘膜病 

国名 

発生状況 1) 通報体制 2) ｻｰﾍﾞｲﾗﾝｽ 3) 家畜衛生条件 

家畜 野生 家畜 野生 家畜 野生 
国 4) 

清浄 

農場 5) 

清浄 

精密 6) 

検査 

ワクチン 7) 

/抗生剤 

オーストラリア 臨発 UN Y Y     
12m

※ 
○※  ○※ 

ニュージーランド 臨発 UN N N       12m     

バヌアツ共和国 N Y GS   12m     

日本 臨発 UN Y N GS GS         

5), 6) ,7) ： 生産農場の清浄性、精密検査、不活化ワクチン接種のいずれかを満たすこと 

 

21. 牛伝染性鼻気管炎 

国名 

発生状況 1) 通報体制 2) ｻｰﾍﾞｲﾗﾝｽ 3) 家畜衛生条件 

家畜 野生 家畜 野生 家畜 野生 
国 4) 

清浄 

農場 5) 

清浄 

精密 6) 

検査 

ワクチン 7) 

/抗生剤 

オーストラリア 臨発 UN N N     
12m

※ 
○※ ○※ 

ニュージーランド 臨発 UN N N 
 

   12m   ◎ 

バヌアツ共和国 UN UN Y N GS     12m   ◎ 

日本 臨発 UN Y N GS GS         

5), 6) ,7) ： 生産農場の清浄性、精密検査、不活化ワクチン接種のいずれかを満たすこと 

 

22. 牛白血病 

国名 

発生状況 1) 通報体制 2) ｻｰﾍﾞｲﾗﾝｽ 3) 家畜衛生条件 

家畜 野生 家畜 野生 家畜 野生 
国 4) 

清浄 

農場 5) 

清浄 

精密 6) 

検査 

ワクチン 7) 

/抗生剤 

オーストラリア 限定的 UN Y Y       5y     

ニュージーランド 2008 UN N N GTS GTS   5y     

バヌアツ共和国 UN UN Y N GS     5y     

日本 臨発 UN Y N GS GS         
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23. アイノウイルス感染症 

国名 

発生状況 1) 通報体制 2) ｻｰﾍﾞｲﾗﾝｽ 3) 家畜衛生条件 

家畜 野生 家畜 野生 家畜 野生 
国 4) 

清浄 

農場 5) 

清浄 

精密 6) 

検査 

ワクチン 7) 

/抗生剤 

オーストラリア 抗体陽性 N             

ニュージーランド     N             

バヌアツ共和国                     

日本 2008 UN Y N GTS GS         

 

24. 流行性出血病（イバラキ病を含む） 

国名 

発生状況 1) 通報体制 2) ｻｰﾍﾞｲﾗﾝｽ 3) 家畜衛生条件 

家畜 野生 家畜 野生 家畜 野生 
国 4) 

清浄 

農場 5) 

清浄 

精密 6) 

検査 

ワクチン 7) 

/抗生剤 

オーストラリア 12/2013 6/2010 N Y  GS GS          

ニュージーランド N Y GS         

バヌアツ共和国 N Y 
 

        

日本 12/2013 UN Y N GTS GS         

 

25. 牛丘疹性口炎 

国名 

発生状況 1) 通報体制 2) ｻｰﾍﾞｲﾗﾝｽ 3) 家畜衛生条件 

家畜 野生 家畜 野生 家畜 野生 
国 4) 

清浄 

農場 5) 

清浄 

精密 6) 

検査 

ワクチン 7) 

/抗生剤 

オーストラリア ○ N             

ニュージーランド ○ N             

バヌアツ共和国                     

日本 臨発 UN Y N GS GS         

 

26. 牛流行熱 

国名 

発生状況 1) 通報体制 2) ｻｰﾍﾞｲﾗﾝｽ 3) 家畜衛生条件 

家畜 野生 家畜 野生 家畜 野生 
国 4) 

清浄 

農場 5) 

清浄 

精密 6) 

検査 

ワクチン 7) 

/抗生剤 

オーストラリア ○ Y             

ニュージーランド     N             

バヌアツ共和国                     

日本 臨発 UN Y N GTS GS         
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27. 類鼻疽 

国名 

発生状況 1) 通報体制 2) ｻｰﾍﾞｲﾗﾝｽ 3) 家畜衛生条件 

家畜 野生 家畜 野生 家畜 野生 
国 4) 

清浄 

農場 5) 

清浄 

精密 6) 

検査 

ワクチン 7) 

/抗生剤 

オーストラリア ○ N       12m     

ニュージーランド     N     ●     × 

バヌアツ共和国             ●       

日本 N Y N GS GS         

 

28. 気腫疽 

国名 

発生状況 1) 通報体制 2) ｻｰﾍﾞｲﾗﾝｽ 3) 家畜衛生条件 

家畜 野生 家畜 野生 家畜 野生 
国 4) 

清浄 

農場 5) 

清浄 

精密 6) 

検査 

ワクチン 7) 

/抗生剤 

オーストラリア ○ N       12m     

ニュージーランド ○ N       12m     

バヌアツ共和国               12m     

日本 臨発 UN Y N GS GS         

 

29. レプトスピラ症 

国名 

発生状況 1) 通報体制 2) ｻｰﾍﾞｲﾗﾝｽ 3) 家畜衛生条件 

家畜 野生 家畜 野生 家畜 野生 
国 4) 

清浄 

農場 5) 

清浄 

精密 6) 

検査 

ワクチン 7) 

/抗生剤 

オーストラリア ○ N       12m ○※ ○※ 

ニュージーランド ○ N       12m   ◎ 

バヌアツ共和国               12m   ◎ 

日本 臨発 UN Y N GS GS         

6) ,7) ： 精密検査又は抗生剤の投与のいずれかを実施すること 

 

30. サルモネラ感染症 

国名 

発生状況 1) 通報体制 2) ｻｰﾍﾞｲﾗﾝｽ 3) 家畜衛生条件 

家畜 野生 家畜 野生 家畜 野生 
国 4) 

清浄 

農場 5) 

清浄 

精密 6) 

検査 

ワクチン 7) 

/抗生剤 

オーストラリア ○ N             

ニュージーランド ○ Y             

バヌアツ共和国                     

日本 臨発 UN Y N GS GS 
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31. カンピロバクター症 

国名 

発生状況 1) 通報体制 2) ｻｰﾍﾞｲﾗﾝｽ 3) 家畜衛生条件 

家畜 野生 家畜 野生 家畜 野生 
国 4) 

清浄 

農場 5) 

清浄 

精密 6) 

検査 

ワクチン 7) 

/抗生剤 

オーストラリア 臨発 UN N N       12m     

ニュージーランド 臨発 UN N N       12m     

バヌアツ共和国 6/2012 U Y N GS GS   12m     

日本 4/2013 UN Y N GS GS         

 

32. トリパノソーマ病 

国名 

発生状況 1) 通報体制 2) ｻｰﾍﾞｲﾗﾝｽ 3) 家畜衛生条件 

家畜 野生 家畜 野生 家畜 野生 
国 4) 

清浄 

農場 5) 

清浄 

精密 6) 

検査 

ワクチン 7) 

/抗生剤 

オーストラリア N Y GS ●       

ニュージーランド N Y GS ●     × 

バヌアツ共和国 N Y GS ●       

日本※ 地域的 UN Y N GS GS         

※ 日本は T. theileri の発生があるが、T.theileri は OIE リストに含まれない。 

 

33. トリコモナス病 

国名 

発生状況 1) 通報体制 2) ｻｰﾍﾞｲﾗﾝｽ 3) 家畜衛生条件 

家畜 野生 家畜 野生 家畜 野生 
国 4) 

清浄 

農場 5) 

清浄 

精密 6) 

検査 

ワクチン 7) 

/抗生剤 

オーストラリア 疑い UN N N       12m     

ニュージーランド 2008 UN N N GS GS   12m     

バヌアツ共和国 N Y GS   12m     

日本 1963 UN Y N GS GS         

 

34. ネオスポラ病 

国名 

発生状況 1) 通報体制 2) ｻｰﾍﾞｲﾗﾝｽ 3) 家畜衛生条件 

家畜 野生 家畜 野生 家畜 野生 
国 4) 

清浄 

農場 5) 

清浄 

精密 6) 

検査 

ワクチン 7) 

/抗生剤 

オーストラリア ○ N             

ニュージーランド ○ N             

バヌアツ共和国                     

日本 臨発 UN Y N GS GS         

- 185 -



  肥育用素牛の輸入に関するリスク評価書 

 

35. 牛バエ幼虫症 

国名 

発生状況 1) 通報体制 2) ｻｰﾍﾞｲﾗﾝｽ 3) 家畜衛生条件 

家畜 野生 家畜 野生 家畜 野生 
国 4) 

清浄 

農場 5) 

清浄 

精密 6) 

検査 

ワクチン 7) 

/抗生剤 

オーストラリア                     

ニュージーランド                     

バヌアツ共和国                     

日本 1997 UN Y N GS GS         

 

36. オーエスキー病 

国名 

発生状況 1) 通報体制 2) ｻｰﾍﾞｲﾗﾝｽ 3) 家畜衛生条件 

家畜 野生 家畜 野生 家畜 野生 
国 4) 

清浄 

農場 5) 

清浄 

精密 6) 

検査 

ワクチン 7) 

/抗生剤 

オーストラリア N Y GS         

ニュージーランド 1995 1995 Y Y GS GS ●     × 

バヌアツ共和国 N Y GS         

日本 3/2012 UN Y N GTS GTS         

 

37. 野兎病 

国名 

発生状況 1) 通報体制 2) ｻｰﾍﾞｲﾗﾝｽ 3) 家畜衛生条件 

家畜 野生 家畜 野生 家畜 野生 
国 4) 

清浄 

農場 5) 

清浄 

精密 6) 

検査 

ワクチン 7) 

/抗生剤 

オーストラリア N Y GS         

ニュージーランド N Y GS         

バヌアツ共和国 N Y 
 

        

日本 UN UN Y N GS GS         

※ F. tularensis subsp. novicida は OIE への報告対象菌種ではないが、オーストラリアで発生が認められる。 

 

38. 新旧大陸スクリューワーム 

国名 

発生状況 1) 通報体制 2) ｻｰﾍﾞｲﾗﾝｽ 3) 家畜衛生条件 

家畜 野生 家畜 野生 家畜 野生 
国 4) 

清浄 

農場 5) 

清浄 

精密 6) 

検査 

ワクチン 7) 

/抗生剤 

オーストラリア N Y GTS         

ニュージーランド N Y GS         

バヌアツ共和国 N Y GS         

日本                     
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  肥育用素牛の輸入に関するリスク評価書 

 

39. 心水病 

国名 

発生状況 1) 通報体制 2) ｻｰﾍﾞｲﾗﾝｽ 3) 家畜衛生条件 

家畜 野生 家畜 野生 家畜 野生 
国 4) 

清浄 

農場 5) 

清浄 

精密 6) 

検査 

ワクチン 7) 

/抗生剤 

オーストラリア N Y GS         

ニュージーランド N Y GS         

バヌアツ共和国 N Y GS         

日本                     

 

40. シュマレンベルクウイルス感染症 

国名 

発生状況 1) 通報体制 2) ｻｰﾍﾞｲﾗﾝｽ 3) 家畜衛生条件 

家畜 野生 家畜 野生 家畜 野生 
国 4) 

清浄 

農場 5) 

清浄 

精密 6) 

検査 

ワクチン 7) 

/抗生剤 

オーストラリア                     

ニュージーランド                     

バヌアツ共和国                     

日本                     
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資料2  各国のOIEリスト疾病報告状況（2014年）
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