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本県でのＢＳＥ発生に係る疫学調査
に関する情報ついて

平成１８年３月１７日に本県で発生したＢＳＥに係る疫学調
査に関する情報として、飼料及び肥料についての調査結果をお
知らせします。

記

１ 患畜が１歳になるまでに給与された飼料
（平成４年２月～平成５年２月）

自家産の稲わら、牧草のほか、別表１のとおり配合飼
料５品目、単体飼料３品目が確認された。

２ 患畜（生涯）に給与された飼料
（平成４年２月～平成１８年３月）

自家産の稲わら、牧草のほか、別表２のとおり配合飼
料６品目、単体飼料９品目が確認された。

３ 生産農場で使用された肥料
（平成４年～平成１８年）

別表３のとおり１９品目の使用が確認された。

※患畜由来の枝肉・内臓等については、全て焼却処分されています。
※当該牛に係る地域に対する取材には、十分な配慮をお願いします。
※牛肉や牛乳・乳製品を食べても安全です。



【別表１】
「患畜が１歳になるまでに給与された飼料（平成４年２月～平成５年２月）」

配合飼料

販売元 動物性原料の由来等
長崎県経済連

長崎県経済連

長崎県経済連

長崎県経済連

長崎県経済連

製造・輸入元 商品名 飼料の種類 原　　　材　　　料
㈱科学飼料研究所 モーレット特Ａソフト ほ乳期子牛育成用 脱脂粉乳、フィッシュソリュブル吸着飼料、濃縮大豆たん白、動物

性油脂、ぶどう糖、植物性ガム物質、食塩、炭酸カルシウム（鉱物
由来）

脱脂粉乳は乳由来で
規制対象外
フィッシュソリュブルは
魚由来で規制対象外
動物性油脂は規制対
象外

（JA壱岐郡） 代用乳用配合飼料

北九州くみあい飼料㈱ モーレットえづけ ほ乳期子牛育成用 配合割合を確認できる資料は保存されていません。
（JA壱岐郡） 長崎工場 配合飼料

北九州くみあい飼料㈱ モーレットほいく ほ乳期子牛育成用 配合割合を確認できる資料は保存されていません。
（JA壱岐郡） 長崎工場 配合飼料

北九州くみあい飼料㈱ 壱岐子牛配合 若齢牛育成用 配合割合を確認できる資料は保存されていません。
（JA壱岐郡） 長崎工場 配合飼料

北九州くみあい飼料㈱ みのり 肉用牛肥育用 配合割合を確認できる資料は保存されていません。
（JA壱岐郡） 長崎工場 配合飼料

注１）モーレット特Ａソフトの製造元は、平成４年１月～９月は高崎工場、平成４年１０月以降は日向工場から出荷しているが、給与飼料について製造工場の特定はできない。
注２）モーレット特Ａソフトの原材料は、高崎工場は配合割合資料による。日向工場は表示票のコピーはあるが、原材料を確認できる資料はない。
　　　動物性油脂は、平成４～５年当時は規制対象外である。



単体飼料

注１）平成4年4月以降のデーターに基づく。
注２）一般ふすまの製造元は、データーがなく確認できない。
注３）スーダンヘイベールは、データーがなく確認できない。

販　　売　　元 製造・輸入元 商　　品　　名 飼料の種類
長崎県経済連 不明 一般ふすま 単体飼料

原　　　材　　　料 動物性原料の由来等
小麦製粉の副産物

大豆油かす
（JA壱岐郡）
長崎県経済連 日華油脂㈱ 大豆粕フレーク 単体飼料
（JA壱岐郡）

牧草（アメリカ産）長崎県経済連 不明
（JA壱岐郡）

スーダンヘイベール 単体飼料



【別表２】
患畜に給与された飼料（平成４年２月～平成１８年３月）

配合飼料

販売元 動物性原料の由来等
長崎県経済連

長崎県経済連

長崎県経済連

長崎県経済連

長崎県経済連

長崎県経済連

製造・輸入元 商品名 飼料の種類 原　　　材　　　料
㈱科学飼料研究所 モーレット特Ａソフト ほ乳期子牛育成用 脱脂粉乳、フィッシュソリュブル吸着飼料、濃縮大豆たん白、動物

性油脂、ぶどう糖、植物性ガム物質、食塩、炭酸カルシウム（鉱物
由来）

脱脂粉乳は乳由来で
規制対象外
フィッシュソリュブルは
魚由来で規制対象外
動物性油脂は規制対
象外

ジェイエイ北九州
くみあい飼料㈱
（JA壱岐市）

代用乳用配合飼料

ジェイエイ北九州くみあ
い飼料㈱

モーレットえづけ ほ乳期子牛育成用 とうもろこし、マイロ、ふすま、大豆油かす、りん酸カルシウム（鉱物
由来）、炭酸カルシウム（鉱物由来）、食塩、コーングルテンフィー
ド、魚粉、動物性油脂、ぶどう糖、デキストリン

魚粉は規制対象外
動物性油脂は規制対
象外

ジェイエイ北九州
くみあい飼料㈱
（JA壱岐市）

配合飼料
長崎工場

ジェイエイ北九州くみあ
い飼料㈱

モーレットほいく ほ乳期子牛育成用 とうもろこし、マイロ、末粉、ふすま、大豆油かす、なたね油かす、
あまに油かす、りん酸カルシウム（鉱物由来）、炭酸カルシウム（鉱
物由来）、食塩、コーングルテンフィード、海藻粉末、飼料用酵母

ジェイエイ北九州
くみあい飼料㈱
（JA壱岐市）

配合飼料
長崎工場

ジェイエイ北九州くみあ
い飼料㈱

壱岐子牛配合 若齢牛育成用 とうもろこし、マイロ、大麦、ふすま、末粉、大豆油かす、あまに油
かす、なたね油かす、糖蜜、炭酸カルシウム（鉱物由来）、食塩、
小麦粉、麦ぬか、アルファルファ、海藻粉末、飼料用酵母、りん酸
カルシウム（鉱物由来）

ジェイエイ北九州
くみあい飼料㈱
（JA壱岐市）

配合飼料
長崎工場

ジェイエイ北九州くみあ
い飼料㈱

みのり 肉用牛肥育用 とうもろこし、小麦、大麦、ふすま、ライ麦、大豆油かす、あまに油
かす、なたね油かす、糖蜜、炭酸カルシウム（鉱物由来）、食塩、
りん酸カルシウム（鉱物由来）、末粉

ジェイエイ北九州
くみあい飼料㈱
（JA壱岐市）

配合飼料
長崎工場

ジェイエイ北九州くみあ
い飼料㈱

肉牛用やまと繁殖 肉用牛繁殖用 とうもろこし、マイロ、大麦、ふすま、米ぬか、大豆油かす、あまに
油かす、なたね油かす、糖蜜、炭酸カルシルム（鉱物由来）、食
塩、コーングルテンフィード、麦ぬか、アルファルファ、海藻粉末、
飼料用酵母

ジェイエイ北九州
くみあい飼料㈱
（JA壱岐市）

配合飼料
長崎工場

注１）モーレット特Ａソフトの製造元は、平成４年１月～９月は高崎工場、平成４年１０月以降は日向工場から出荷しているが、給与飼料について製造工場の特定はできない。
注２）モーレット特Ａソフトの原材料は、高崎工場は配合割合資料による。日向工場は表示票のコピーはあるが、原材料を確認できる資料はない。
　　　動物性油脂は、平成４～５年当時は規制対象外である。
注３）ジェイエイ北九州くみあい飼料㈱長崎工場製品は平成７年７月以降の配合割合表で確認し、それ以前は確認できる資料は保存されていません。
注４）モーレットえづけは、平成１１年１２月まで製造している。
　　　動物性油脂は、当時は規制対象外である。
注５）モーレットほいくの原材料で、あまに油かすは平成１５年１２月まで、末粉・なたね油かす・海藻粉末は平成１６年１月から使用している。
注６）壱岐子牛配合の原材料で、麦ぬかは平成１４年７月から、あまに油かすは平成１６年７月まで使用している。
注７）みのりの原材料で、あまに油かす、ライ麦は平成１６年６月まで使用している。
注８）肉牛用やまと繁殖の原材料で、コーングルテンフィードは平成１６年４月まで、海藻粉末・飼料用酵母は平成１３年８月より、
　　　大麦・あまに油かすは平成１４年６月まで、麦ぬかは平成１４年６月より、アルファルファは平成１７年１２月より使用している。
注９）販売元は、平成１３年４月以降長崎県経済連からジェイエイ北九州くみあい飼料㈱になりました。



単体飼料

徳永商事㈱
日商岩井㈱九州

岡崎興産（有）

注１）牧草の輸入業者については、複数業者のため特定できない。
注２）スーダンヘイベールの輸入業者は、平成11年は㈱組合貿易・徳永商事㈱・日商岩井㈱九州、平成12年は㈱組合貿易・㈱関戸商事です。
注３）ヘイキューブは、データーがなく確認できない。

商　　品　　名 飼料の種類 原　　　材　　　料 動物性原料の由来等販　　売　　元 製造・輸入元
長崎県経済連 石橋工業㈱
ｼﾞｪｲｴｲ北九州くみあい

とうもろこしとうもろこし圧ペン 単体飼料

飼料㈱

小麦製粉の副産物
（JA壱岐市）
長崎県経済連 昭和産業㈱ 一般ふすま 単体飼料
ｼﾞｪｲｴｲ北九州くみあい
飼料㈱

大豆油かす
（JA壱岐市）
長崎県経済連 日華油脂㈱　 大豆粕フレーク 単体飼料
ｼﾞｪｲｴｲ北九州くみあい
飼料㈱
（JA壱岐市）
長崎県経済連 石橋工業㈱
ｼﾞｪｲｴｲ北九州くみあい
飼料㈱

大麦皮むき圧ペン麦 単体飼料

牧草（アメリカ産）
（JA壱岐市）
長崎県経済連 ㈱組合貿易 スーダンヘイベール 単体飼料
ｼﾞｪｲｴｲ北九州くみあい
飼料㈱
（JA壱岐市） ㈱関戸商事
長崎県経済連 石橋物産㈱
ｼﾞｪｲｴｲ北九州くみあい
飼料㈱

牧草（中国産）ヤンソウ 単体飼料

牧草（アメリカ産アルファルファ）
（JA壱岐市）
長崎県経済連 不明 ヘイキューブ 単体飼料
ｼﾞｪｲｴｲ北九州くみあい
飼料㈱

牧草（アメリカ産）
（JA壱岐市）

バミューダーストロー 単体飼料
ｼﾞｪｲｴｲ北九州くみあい
飼料㈱

長崎県経済連 ㈱組合貿易

（JA壱岐市）
武田商店 イタリアンヘイベール 単体飼料 牧草（アメリカ産）JA壱岐郡



【別表３】
生産農場で使用された肥料（平成４年～平成１８年）

販売元

全農

全農

全農

全農

全農

全農

全農

全農

全農

全農

全農

全農

全農

全農

全農

全農

JA壱岐市

全農

全農

製造元 銘　柄

くみあい肥料 BBNK化成C-3号

大日本産肥 育苗肥料４４４

津久見ドロマイト 炭カル

原　　材　　料

くみあい肥料 BB284 塩化アンモニア、りん酸一アンモニウム、加工りん酸肥料、化成肥料

塩化アンモニア、塩化加里

くみあい肥料 BB464 硫酸アンモニア、尿素、苦土重焼燐、りん酸二アンモニウム、化成肥料

硫酸アンモニア、過りん酸石灰 、硫酸加里、石こう、ベントナイト

津久見ドロマイト ゾウリュウクドセッカイ 白雲石（ドロマイト）

石灰石

全農バース 輸入尿素 尿素

三菱化学アグリ・宇部興
産農材・新日化興産

南九州化学 粒状BMようりん リン鉱石、ハイマンスラグ、ニッケルスラグ、コレマナイト、バインダー

硫安 硫酸アンモニア

くみあい肥料 BB48 硫酸アンモニア、尿素、りん酸二アンモニウム、化成肥料、シリカゲル肥料

内田食品 ケイフン「２０K」 鶏糞

くみあい肥料 果菜１号
硫酸アンモニア、被覆尿素、りん酸二アンモニウム、熔成りん肥、硫酸加里、化成肥料（有機入り：なたね粕、糖蜜）

なたね油粕、蒸製骨粉（豚）

くみあい肥料 BB５００「肥料」 加工りん酸肥料、化成肥料

くみあい肥料 BB特２８４ 硫酸アンモニア、りん酸二アンモニウム、混合りん酸肥料、化成肥料

くみあい肥料 BBヒカリNK１号２０ｋｇ 塩化アンモニア、塩化加里、けい酸加里肥料、苦土石灰

くみあい肥料 BB有機入りまごころ一番 塩化アンモニア、りん酸二アンモニウム、熔りん、化成肥料（有機入り：なたね油かす、糖蜜）

南九州化学 鉄入りエンリッチ４０号 熔成りん肥、けい酸苦土石灰、厚板スケール、バインダー

JA壱岐市 壱岐育苗培土こしひかり用 土、燻炭（籾殻）、硫酸アンモニア、過りん酸石灰、塩化加里、菜種粕

全農 くみあい肥料 BB有機入りらくらく一番
塩化アンモニア、被覆尿素、りん酸二アンモニウム、化成肥料、化成肥料（有機入り：なたね粕、糖蜜）

化成肥料


