
プレスリリース

平成１８年５月２９日11時30分

北 海 道 Ｂ Ｓ Ｅ 対 策 本 部

国内2６例目のＢＳＥ発生に係る疫学調査に関する情報

（ＢＳＥ2６例目の疫学調査第１報）

「 （ ） 」平成18年5月13日付け 牛海綿状脳症 ＢＳＥ の確定診断の結果について

でプレスリリースした26例目の患畜に係る疫学調査結果について、現在までに確

認されたことをお知らせします。

記

１ 患畜関係

（１） 患畜の生産及び飼養期間

患畜は檜山支庁管内今金町の酪農家で平成12年8月11日に生まれ、同

18年5月10日に死亡するまで、同農場（生産農場）で飼養されていた。

（２） 給与飼料

患畜が１歳になるまでに給与された飼料は、初乳、自家産の乾草及びグ

ラスサイレージのほか 「別表１」のとおり、配合飼料が2品目、補助飼料、

が１品目が確認された。

（３） 動物用医薬品

、「 」 、 。患畜に投与された動物用医薬品は 別表２ のとおり 14品目である

（４） 患畜の産子

患畜は生産農場で３産しており、第１及び２産目の産子は出荷され、す

でにと畜されている。

なお、第3産目の産子は、現在、生産農場で飼養されている。

２ 生産農場関係

（１） 現在の状況

生産農場では、牛64頭（成牛は41頭、育成牛は15頭、哺乳牛は4頭、

肉用牛（ホルスタイン種雄及びＦ１雄）は4頭 ）を飼養している。。

これらの牛については、5月13日から家畜伝染病予防法第14条の3項の

規定に基づく移動制限を行っている。

（２） 肥料の使用状況

患畜が生まれる１年前の平成11年から、死亡した平成18年までに生産

農場で使用された肥料は「別表3」のとおり、33銘柄である。



３ 疑似患畜関係

「生産農場の飼養牛」のうち、患畜との同居歴やこれまでの給与飼料調査等

から、疫学的に関連性が高いと判断された10頭及び患畜の産子1頭（3産目）

について 「牛海綿状脳症に関する特定家畜伝染病防疫指針」に基づき、本日、、

5月29日、疑似患畜と決定した。

なお、疑似患畜は家畜伝染病予防法第20条に基づき、病性鑑定を行い、死体

は家畜保健衛生所で焼却処分する。

注： 牛海綿状脳症に関する特定家畜伝染病防疫指針」に定める「疑似患畜」「

の定義

ア １歳になるまでの間に、生後12か月以内の患畜と同居したことがあり、

患畜と同じ飼料を給与された牛。

イ 患畜が発病（ＢＳＥと診断される）前２年以内及び発病後に患畜から生

まれた産子。

【 、 。】報道に当たっては 当該牛の生産農場等に十分配慮願います

連絡先 北海道農政部食の安全推進局畜産振興課

TEL 011-204-5441［ﾀﾞｲﾔﾙｲﾝ］

担当 武内・寺田



　

「患畜が１歳になるまで給与された飼料（平成１２年８月～平成１３年８月）」

配合飼料

販売元 製造・輸入元 商品名 飼料の種類 動物性原料の由来等

ホクレン ㈱科学飼料研究
所高崎工場

ミルフードＡスーパー ほ乳期子牛育成用
代用乳用配合飼料

血しょうたん白は豚由来で規制対象外、
脱脂粉乳、濃縮ホエーたん白、
乾燥ホエー、カゼインは生乳由来で規制対
象外、動物性油脂は規制対象外、　　　　卵
白粉末は卵由来で規制対象外

ホクレン ホクレンくみあい
飼料㈱苫小牧工
場

カイキョウＨ１８ 乳用牛飼育用配合
飼料
若令牛育成用配合
飼料

注）　規制対象外：飼料製造当時は、法による規制対象外

補助飼料
販売元 製造・輸入元 商品名 飼料の種類 原　　　　　　材　　　　　　料 添　　　　　　　加　　　　　　　物 動物性原料の由来等

丸善薬品㈱ デンカ製薬㈱ ＳＣソルト 混合飼料 食塩、パン酵母 酸化マグネシウム、炭酸亜鉛、硫
酸マンガン、フマル酸第一鉄、硫
酸銅、ヨウ素酸カルシウム、硫酸
コバルト

【　別　表　１　】

原　　　　　　材　　　　　　料

脱脂粉乳、濃縮ホエーたん白、血しょうたん白、乾燥ホエー、カゼイ
ン、動物性油脂、ぶどう糖、植物性ガム物質、フラクトオリゴ糖シロッ
プ、食塩、飼料用酵母、発酵乳粉末、卵白粉末、ケイ酸

とうもろこし、マイロ、小麦、ライ麦、ルーピン、ふすま、コーングルテ
ンフィード、スクリーニングペレット、なたね油かす、大豆油かす、糖
蜜、炭酸カルシウム（鉱物由来）、食塩、プロピオン酸カルシウム



［ 別 表 ２ ］

「患畜に投与された動物用医薬品（平成１２年８月から平成１８年５月 」）

品 名 製造・輸入元 ※注 有 効 成 分

動物専用ゴナトロピン 10000 あすか製薬株式会社 胎盤性性腺刺激ホルモン
（帝国臓器製薬株式会社）

動物用プロナルゴンＦ注射液 ファイザー株式会社 トロメタミンジノプロスト

コンセラール注射液 ナガセ医薬品株式会社 酢酸フェルチレリン

イージーブリード サージ ミヤワキ株式会社 プロゲステロン

動物用イトレリン注射液 伊藤ライフサイエンス 酢酸ブセレリン

動物用プロカインペニシリンＧゾル 川崎三鷹製薬株式会社 ベンジルペニシリンプロカイン

ネオアス注射液 東亜薬品工業株式会社 スルピリン、塩酸メチルエフェドリン、
マレイン酸クロルフェニラミン

硫酸カナマイシン注射液 250 川崎三鷹製薬株式会社 硫酸カナマイシン

動物用スルピリン注40％ 川崎三鷹製薬株式会社 スルピリン

ロビソールＡＤ３Ｅオーラルタイプ 日本全薬工業株式会社 ビタミンA、ビタミンＤ３、ビタミンＥ
５０

黄色酸化鉄、三二酸化鉄、硫酸銅、硫酸コバルト、硫酸亜鉛、炭酸マンガン、鉱塩E100 日本全薬工業株式会社
ヨウ素酸カルシウムＦコート、亜セレン酸ナトリウム、ビタミンＥ、食塩

黄色酸化鉄、三二酸化鉄、硫酸銅、硫酸コバルト、硫酸亜鉛、炭酸マンガン、鉱塩E100ＴＺ 日本全薬工業株式会社
ヨウ素酸カルシウムＦコート、亜セレン酸ナトリウム、ビタミンＥ、食塩

クオーターメイト 日本全薬工業株式会社 ヨウ素複合体、ヨウ素酸ナトリウム、ヨウ化ナトリウム

ボバダイン 日本全薬工業株式会社 グリセリン-ヨウ素複合体、ヨウ素酸ナトリウム

注 （ ）内は過去に取り扱っていた会社）



　［　別　表　３　］

「生産農場で使用されていた肥料（平成１１年から平成１８年）」

1／2

販売元 製造・輸入元 銘　　　　　柄 原　　　材　　　料

（株）丹波屋 中日本肥料（株） 高度複合042
りん酸二アンモニウム、塩化加里、過燐酸石灰、硫酸アンモニア、
副産苦土肥料

ホクレン 日之出化学工業 20.0石灰窒素
石灰窒素

ホクレン 日産化学 苦土入り複合塩加燐安　264
塩化アンモニア、りん酸二アンモニウム、塩化加里、副産苦土肥料、
過りん酸石灰、硫酸苦土肥料、シリカフラワー

（株）丹波屋 中日本肥料（株） 中日本スペシャルアップ300
りん酸一アンモニウム、りん酸二アンモニウム、硫酸アンモニア、
塩化加里、副産苦土肥料

日東バイオン（株） 日東バイオン（株） NKC-6号
硫酸アンモニア、尿素、塩化加里

日東バイオン（株） 日東バイオン（株） 高度化成肥料S380号
硫酸アンモニア、尿素、りん酸一アンモニウム、りん酸二アンモニウム、
硫酸加里苦土、副産苦土肥料、硫酸加里

日東バイオン（株） 日東バイオン（株） 顆粒30苦土生石灰
ドロマイト

日東バイオン（株） 日東バイオン（株） 高度化成肥料330
硫酸アンモニア、尿素、りん酸一アンモニウム、りん酸二アンモニウム、
塩化加里、副産苦土肥料、ゼオライト

日東バイオン（株） 日東バイオン（株） グアノ30
グアノ、澱粉

日東バイオン（株） 日東バイオン（株） 高度複合肥料特455号
硫酸アンモニア、尿素、りん酸二アンモニウム、塩化加里、水酸化苦土肥料

ホクレン 小野田化学 重焼燐２号
りん鉱石、焼成りん肥、りん酸液、硫酸

ホクレン コープケミカル 35粒状苦土燐肥
重過りん酸石灰、過りん酸石灰、副産苦土肥料、ニッケルスラグ

ホクレン 新ケミカル商事（新日化興産） 21.0硫酸アンモニア
硫酸アンモニア

ホクレン 太平洋セメント 6.0苦土炭酸カルシウム肥料
ドロマイト

ホクレン 道南石灰 粗砕石灰石
石灰石

ホクレン 道南石灰 53.0炭酸カルシウム肥料
石灰石



　［　別　表　３　］

「生産農場で使用されていた肥料（平成１１年から平成１８年）」

2／2

ホクレン 道南石灰 50.0防散炭酸カルシウム肥料
石灰石、リグニン

ホクレン 道南石灰
50.0ｶｰﾎﾞﾝﾌﾞﾗｯｸ入り防散炭酸カルシ
ウム肥料

石灰石、リグニン、カーボンブラック

ホクレン 日産化学 18.0粒状過りん酸石灰
硫酸、りん鉱石

ホクレン 日産化学 苦土入り複合燐加安　S081
硫酸アンモニア、りん酸二アンモニウム、硫酸加里、副産苦土肥料、
過りん酸石灰、シリカフラワー

ホクレン 日産化学 苦土尿素入り複合硫加燐安S644
尿素、りん酸一アンモニウム、硫酸加里、硫酸加里苦土、重過りん酸石灰、
硫酸苦土肥料、シリカフラワー

ホクレン 日産化学 苦土入り複合塩加燐安　264
塩化アンモニア、りん酸二アンモニウム、塩化加里、副産苦土肥料、
過りん酸石灰、硫酸苦土肥料、シリカフラワー

ホクレン 日産化学 苦土入り複合硫加燐安　S325
りん酸一アンモニウム、硫酸加里、硫酸加里苦土、副産苦土肥料、
重過りん酸石灰、過りん酸石灰、シリカフラワー

ホクレン 日産化学
苦土マンガンほう素尿素入り複合硝
加燐安　S004

尿素、ニトロ燐安、りん酸一アンモニウム、硫酸加里、硫酸加里苦土、
副産苦土肥料、熔成微量要素複合肥料、シリカフラワー

ホクレン 日産化学 苦土入り複合硝加燐安　S806
硫酸アンモニア、ニトロ燐安、りん酸一アンモニウム、硫酸加里、
副産苦土肥料、重過りん酸石灰、シリカフラワー

ホクレン ホクレン肥料 苦土尿素入り粒状複合　S380
りん酸一アンモニウム、りん酸二アンモニウム、硫酸アンモニア、
硫酸加里苦土、硫酸加里、尿素、副産苦土肥料

ホクレン ホクレン肥料 苦土入り粒状複合　S343
りん酸一アンモニウム、硫酸加里苦土、硫酸加里、重過りん酸石灰、
過りん酸石灰

ホクレン ホクレン肥料 粒状複合　470
硫酸アンモニア、りん酸一アンモニウム、りん酸二アンモニウム、
塩化加里

ホクレン ホクレン肥料 苦土尿素入り粒状複合　565
硫酸アンモニア、塩化加里、硫酸加里苦土、りん酸一アンモニウム、
りん酸二アンモニウム、尿素

ホクレン ホクレン肥料 苦土尿素入り粒状複合　565
塩化アンモニア、塩化加里、硫酸加里苦土、尿素、りん酸一アンモニウム、
過りん酸石灰

ホクレン ホクレン肥料 尿素入り粒状複合　NK17
硫酸アンモニア、塩化加里、尿素

ホクレン ホクレン肥料 尿素入り粒状複合　NK17号
塩化アンモニア、塩化加里、硫酸アンモニア、尿素

ＪＡ今金 クリーン・ガイア(株) ミネマジック
貝化石
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