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I 牛の衛生 
 
Ⅰ－１ ウイルス性疾病 
 
1．北海道内で初めて呼吸器病発症牛から分
離された D 型インフルエンザウイルス：北
海道網走家保 早川潤、上垣華穂 

2018 年 11 月に A 農場で、2019 年 1 月に
B 農場で呼吸器病発症牛から D 型インフル
エンザウイルス（IDV）を分離。2009～201
8 年度に搬入された発症牛の鼻腔スワブ 23
0 検体中 1 検体（C 農場、2010 年 2 月）で I
DV 遺伝子陽性。2009～2018 年度採材の牛血
清 960 検体の抗体陽性率は A 株で 55%、B
株で 56%。IDV 遺伝子 HEF 領域の分子系統樹
で A 株及び C 株は既報国内株と同系統に分
類されたが、B 株のみ異なる系統に分岐。
交差中和試験で分離株間に抗原性の差異を
確認。分離株は HRT18G 細胞で明瞭な CPE
を発現。分離株を用いた中和試験結果と HI
試験結果は強く相関。両農場で採材された
ペア血清の両分離株による中和抗体価陽転
率はホモ株 29%に対し、ヘテロ株 11%と有意
に低値。感度及び特異度に優れた検出用プ
ライマー及び HEF 系統が型別可能なプライ
マーを設計。HRT18G 細胞及び当該分離株を
用いた中和試験、新規設計プライマーを用
いた遺伝子検査法が国内に広く普及し、本
病のさらなる病態解明に寄与することを期
待。 
 
2．数理モデルを用いた牛コロナウイルスの
農場内流行動態解析：北海道石狩家保 榊
原伸一、神間清恵 
 常在疾病対策の一助とするため、数理モ
デルを用いて管内の一酪農場で発生した牛
コロナウイルスによる呼吸器病の流行動態
を解析。流行が見られた 2～3 カ月齢の乳用
育成牛 18 頭の群で、27 日間の日毎の発症
頭数データを入手。数理モデルは SEIR モデ
ルとし、E から I 及び I から R への遷移確
率は文献から共に 0.2 とし、伝達係数を日
毎の発症頭数データに基づく最尤法で推
定。伝達係数の推定値 2.10 を用いて基本再
生産数を 10.5 と算出し、流行防止に必要な
免疫保有割合を 90.4%と算出。続いて発症
牛の隔離による防疫効果を評価するため、
上記数理モデルに隔離（L）を追加した SEI
LR モデルにより確率論的シミュレーショ
ンを実施したところ、累計発症頭数は発症
牛を隔離しない場合は 12 頭、隔離する場合
は 5 頭に減少と予測。牛コロナウイルスに
よる呼吸器病について発症牛の隔離による
流行防止効果が数値として明確となり、数
理モデルに基づく防疫対策が可能となった
と考察。 
 
3．牛アデノウイルス遺伝子検出方法の検討
と浸潤状況について：北海道十勝家保 川
内京子、宮本真智子 

新規設計した牛アデノウイルス（BAdV）

遺伝子検出用プライマーによるコンベンシ
ョナル PCRでの BAdV1～7型に対する感度の
検証と病性鑑定材料からの遺伝子検出、BA
dV3 野外株を用いた中和抗体検査による、
十勝管内の BAdV 浸潤状況を調査。新規設計
プライマーの感度は BAdV1～4、7 型で Malu
quer らのプライマーによる nested PCR と
同等以上であり簡便かつ高感度。更に、RF
LP での型別も可能。浸潤状況は鼻汁 173 検
体中 14 検体（8.1%）、糞便 63 検体中 1 検
体（1.6%）から BAdV 遺伝子を検出。シーケ
ンスの結果全て BAdV3 型と同定。BAdV 遺伝
子が検出された 15 検体中 14 検体が哺育牛
由来。また、管内 317 頭（6～189 ヶ月齢）
の BAdV3 抗体陽性率は 83.5%、１歳未満で
は 79.7%。BAdV 遺伝子が検出された検体の
多くはその他の呼吸器病関連の病原体も検
出され、特に哺育牛における BRDC の原因と
して BAdV3 型関与の可能性を示唆。 
 
4．希釈ダイレクト PCR 法による牛伝染性リ
ンパ腫高リスク牛の検出：北海道十勝家畜
保健衛生所 宮本真智子 川内京子 

Bovine Leukemia Virus(BLV)感染牛の簡
便な感染リスク評価方法として、DNA 抽出
不要で希釈した全血から直接 PCR を行う希
釈ダイレクト PCR 法（D-PCR）を検討。材料
は BLV 抗体又は遺伝子陽性牛の全血 210 検
体。2 回凍結融解し滅菌 DW で 256 倍希釈し
た全血を検体とし D-PCR 実施。定量リアル
タイム PCR（LTR 法）及び EC の鍵判定結果
と比較。LTR 法リスク分類基準値は、既報
の定量リアルタイム PCR（tax 法）のリスク
分類基準値との相関により 2 万コピー以上
を高リスク、5 千～2 万コピーを中リスク、
5 千コピー未満を低リスクと設定。中リス
ク以上 134 検体は 1 検体を除き全て D-PCR
陽性。EC の鍵陰性の高リスク 15 検体を D-
PCR は見逃しなく検出。D-PCR 陽性かつ LTR
法未検出は 1 検体。ROC 解析より D-PCR 陽
性、EC の鍵陽性となる LTR 法のカットオフ
値は 5,271 コピー（特異度 0.987、感度 0.
993）、29,813 コピー（特異度 0.916、感度
0.901）と算出。D-PCR の中リスク以上を検
出する検査精度は高いと示唆。D-PCR の調
製済み試薬は-80℃ 6 カ月間保存後も検出
感度に変化なし。D-PCR の費用は 1 検体あ
たり LTR 法の約 12 分の１、待ち時間を除く
作業時間は約 3 分の 1 であり、多検体処理
可能。BLV 陽性率の高い農場の高リスク牛
選別に活用可能。 
 
5．BVD ウイルス遺伝子検出法の検討：北海
道上川家保 宮澤和貴、吉田美葉 

BVD ウイルス（BVDV）遺伝子検査の省力
化や多検体処理を目的に、リアルタイム PC
R 法（rPCR）とリアルタイム PCR 機器を用
いた RT-LAMP 法（LAMP）による BVDV 遺伝子
検出法を検討。LAMP では、反応から判定ま
での所要時間が現行の RT-PCR（PCR）と比
較して 29%以上短縮。しかし、BVDⅡ型の感
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度が低く、また移行抗体消失前の PI 牛血清
（野外材料）で PCR の結果と差異を確認。
対象領域配列の僅かな差の影響と推察さ
れ、プライマーや反応条件等の再検討が必
要。rPCR は、野外材料で PCR の結果と完全
に一致。さらに PCR に比べ、電気泳動等が
不要なため、所要時間も 40%以上短縮され、
多検体処理を必要とする検査に省力化が図
られる有効な手法であると考察。なお、rP
CR の結果から推定した力価が、文献による
下限値よりも低い値を示す PI 牛野外例を
認め、また rPCR は PCR と比較し検出感度が
10 倍低いため、確実な PI 牛摘発には、全
血や白血球を検査材料とした検討必要。 
 
6．牛ウイルス性下痢・粘膜病持続感染牛摘
発農場の防疫対策：青森県青森家保 清水
典子、児玉能法 

2019 年 4 月、管内乳肉複合経営 A 農場か
ら県外市場に出荷された子牛が、購買先の
導入時検査で牛ウイルス性下痢・粘膜病の
持続感染牛（PI 牛）と診断。本病対策ガイ
ドラインに基づき、全頭の臨床検査・抗原
検査を実施。結果、異常牛は確認されず抗
原検査も全頭陰性。新生子牛 19 頭の検査を
継続し全頭陰性、同年 12 月に清浄化達成。
A 農場の PI 牛摘発要因を調べるため、管内
乳用牛飼養 5 農場の飼養衛生管理状況、保
存血清を用いた過去 6 年の抗体保有状況を
調査。ワクチンは A 農場を含む 2 農場で後
継雌子牛に牛呼吸器病 5 種混合ワクチンを
接種。抗体陽性率は A 農場を含む 3 農場で
80～100%と、県平均（25%）よりも常に高値。
GM 値は A 農場の本病ウイルス 1 型で 2011
年 7.5、2016 年 548.7、2019 年 294.1 と年
毎に変動。以上により、A 農場では本病ウ
イルスの不顕性感染があったと考えられ、2
018 年 3 月から 7 月に感染、PI 牛産出と推
定。 
 
7．県内牛飼養農家で初めて分離された D
型インフルエンザウイルスと浸潤状況調査
：青森県青森家保 齋藤豪、佐藤宏樹 
 近年、牛呼吸器病症候群（BRDC）の一因
として D 型インフルエンザウイルス（IDV）
の関与が報告。過去の材料を検索した結果、
BRDC発生 2事例で県内初の IDV分離。また、
当該事例の抗体検査を実施。事例 1 では、
発生 2～3 か月前の抗体陽性率 11.8％、GM
値 7.5、発生時の抗体陽性率 100％、GM 値 2
98.6。事例 2 では、発生時の抗体陽性率 81.
3％、GM 値 198.7、発生 3 週間後の抗体陽性
率 93.3％、GM 値 201.6。なお、系統樹解析
の結果、分離株は 2 事例とも日本国内株と
同系統。次に、直近 5 年間の牛血清 505 検
体を用いて、県内牛飼養農家における浸潤
状況を調査。県内全域で抗体が確認され、
抗体陽性率は、県全体で 32.3％、品種別で
は黒毛和種で 22.1%、ホルスタイン種で 50.
0%、月齢別の抗体陽性率では 6～11 か月齢
まで低値で、その後、加齢に伴い上昇する

傾向。以上から、IDV は県内全域に浸潤し
ており、強い伝播性が考えられ、単独感染
での低病原性及び BRDC発症の 1次的要因の
可能性が示唆。 
 
8．預託施設における乳用牛の牛ウイルス性
下痢・粘膜病対策：岩手県県北家保 嶽間
澤直弥 今野一之 

平成 31 年 2～3 月、管内牛預託施設（施
設）を利用する県内外 2 戸の農場で牛ウイ
ルス性下痢ウイルス（BVDV）持続感染（PI）
牛が 3 頭発生。PI 牛母牛はいずれも非 PI
乳用牛で、施設で妊娠し妊娠後期に利用農
場に移動。BVDV を含む呼吸器病ワクチン接
種が施設の受託要件。施設、運営主体の町
及び利用農場の協力体制を整え、①PI 牛母
牛と BVDV 感染推定期間の同居牛及びその
産子（感染リスク牛）の検査、②預託乳用
牛の検査を実施。結果、感染リスク牛 180
頭及び対策開始時の預託牛 563 頭を検査
し、PI 牛 2 頭を摘発。新規預託牛の検査は、
県北家畜衛生協議会の検査手数料助成事業
を活用し、221 頭の陰性を確認。③呼吸器
病予防主眼のワクチン接種による不十分な
BVDV 感染予防が発生要因と推察されたた
め、ワクチンプログラムを見直し、12 か月
齢未満に生、それ以上に不活化ワクチン 1
～2 回接種を徹底。今後も対策を継続して
施設の清浄性を維持し、施設を介した感染
拡大を防止する。 
 
9．口腔液を用いた牛ウイルス性下痢ウイル
ス持続感染牛の検出方法の検討：岩手県中
央家保 五嶋祐介、福成和博 

牛ウイルス性下痢ウイルス（BVDV）の持
続感染（PI）牛の確認には、主に血清が用
いられる。他方、豚のウイルス検査では口
腔液（OF）が非観血的かつ比較的容易に採
取可能な材料として利用されている。本報
告では、OF の PI 診断への適用を検討した。
材料として PI牛 14頭に由来する OF及び血
清を用い、リアルタイム RT-PCR（PCR）に
供した。両材料は凍結融解し、再度、PCR
及び抗原 ELISA（ELISA）に供し、成績を比
較検証した。結果、OF の PCR により、全頭
から BVDV 遺伝子が検出され、遺伝子量（中
央値 2,760copies）は血清のそれと同等で
あった。OF は凍結融解後も PCR 及び ELISA
により陽性を示したが、血清と比較した場
合、遺伝子量（同 16copies）の減少及び E
LISA 値のばらつきが確認された。以上か
ら、OF による PI 牛の検出は可能であるが、
採取後速やかな検査が望ましいことが示唆
された。OF の採取は獣医師以外でも可能で
あり、導入牛検査及び PI 牛確認農場におけ
る新生子牛検査等の円滑な実施に寄与でき
ると思われた。 
 
10．病型不明の牛白血病例における Invers
e PCR 法の有効性：岩手県中央家保 戸塚
知恵、福成和博 
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牛白血病ウイルス(BLV)が感染している
若齢牛に B 細胞性リンパ腫の発症が認めら
れた場合、地方病型(EBL)と子牛型(SBL)の
分類が困難。近年、腫瘍性増殖細胞への BL
V関与を証明できる Inverse PCRの迅速(IP
CR)法が検討されている。今回、病型が不明
であった牛白血病 3 例（2、8、22 か月齢)
に応用し、その有用性を検討した。陽性対
照には EBL(5 歳齢)、陰性対照には SBL( 9
か月齢)のそれぞれ 1 例を用いた。従来の検
査では、病型不明の 3 例に、本病を疑う血
液所見等のほか、高 BLV プロウイルス量（6
07～1,154copies/10ngDNA）及び B 細胞クロ
ーナリティ PCR 陽性が確認された。IPCR 法
では、陰性対照を除く全例に、1 つ又は複
数の臓器に由来する材料から、腫瘍への BL
V 関与を証明する明瞭な単一バンド又は複
数検体に共通するバンドが認められ、これ
らの EBL が確認された。検索例数は少ない
が、従来の検査により本病の確認をしたう
えで、病型分類が困難な症例への IPCR 法の
実施は有効であり、EBL 診断への応用が期
待される。 
 
11．入牧条件の異なる 3 公共牧場における
牛白血病対策:宮城県北部家保 塩原綾早、
髙橋幸治 

管内 3 公共牧場(A、B、C)で入牧条件に応
じ牛白血病ウイルス(BLV)対策実施。A、B
牧場は BLV 抗体陰性の肉用繁殖牛が入牧、
陽転牛が課題。H30 より入牧時期を考慮し
中間検査 1～2 回追加、陽転牛を摘発。退牧
時の抗体陽転率が減少(A 牧場 H29:2.5%(2/
80)、H30:1.2%(1/86)、R1:0%(0/55)、B 牧
場 H29:9.1%(5/55)、H30:0%(0/71)、R1:1.6
%(1/62))、BLV 感染拡大防止に効果。C 牧場
は肉用繁殖・乳用育成の陰性・陽性牛を通
年受入。肉牛舎は衛生対策ガイドラインに
基づき舎内分離・放牧実施(10 月抗体陽転
率 H29:6.8%(3/44)、H30:2.0%(1/50)、R1:4.
9%(3/61))。乳牛舎は構造上、混合飼育のた
め陽転率が高く、旧牛舎・ネットを活用し
た舎内分離を提案。分離飼育後の抗体陽転
率は低下(分離前 H30:38.5%(10/26)、分離
後 R1:11.1%(3/27))。防虫ネット導入等、
実施可能な手法で効果を確認、農場での応
用が示唆。各牧場の対策推進のため牛群管
理や検査手法について PDCA サイクルを活
用した検討予定。 
 
12．置賜地域における黒毛和種繁殖牛の牛
白血病ウイルス（BLV）対策への取組み：山
形県置賜家保 関美津子、森大輝 
 管内の BLV 対策は K 町和牛繁殖農場 3 戸
のモデル農場(H24 年度～)及び 1 公共放牧
場(牧場)における分離放牧(H26 年度～)の
取組みを契機に拡大。モデル農場 3 戸並び
にその陽性率毎にステージ分類して指導し
た牧場利用農場の多くで陽性率は低下。H2
9 年度、これら取組みに触発され K 町(和牛
繁殖農場 83 戸 880 頭)の生産者団体が家保

を始め関係機関との協議を経て、町ぐるみ
で対策を開始。H27 年度に定められた「山
形県における地方病性牛白血病対策検査方
針」に基づき、H29、H30 年度は予防事業、
R1 年度には依頼検査として検査。検査結果
に基づき農場をステージ分類して巡回指導
を実施し、陽性率は年々低下(H29:33.6％→
R1：28.5％)。K 町の取組みは管内に波及し、
H31 年度には 2 市町(34 戸 417 頭)で対策を
開始。結果、管内 134 戸 1,806 頭(戸数:80
％、頭数:81％)が検査を実施済み。当初、3
戸で始まった対策が町ぐるみ、地域ぐるみ
まで拡大。 
 
13．牛呼吸器病関連ウイルスを検出するマ
ルチプレックス RT-PCR 法の改良：山形県中
央家保 佐藤遼太 

平成 30 年度、2 セット（セット A、B）で
7 種の牛呼吸器病関連病原体を検出するマ
ルチプレックス RT-PCR（MRT-PCR）法を構
築。約 1 年間で病性鑑定材料 31 件 96 検体
を実施し、約 8 割の業務量及び約 6 割の費
用削減が図られた。一方、平成 30 年度に県
内で初めて D 型インフルエンザウイルス（I
DV）の感染が確認されるなどの状況の変化
に伴い、セット B の対象ウイルスを再検討。
対象ウイルスとして、牛パラインフルエン
ザウイルス 3 型（BPIV3）、IDV、牛伝染性
鼻気管炎ウイルス（IBRV）、牛トロウイル
スを選定し、プライマーや PCR 条件を検討。
ウイルス株（標準株又は分離株）及び野外
材料（鼻腔スワブ）20 検体を用いて、感度
・特異性について検証。その結果、BPIV3、
IDV、IBRV の組合せにおいて、感度は従来
法と同等かつ非特異性の反応が確認され
ず、有用と判断。今後も県内の疾病の状況
に合わせ MRT-PCR 法を構築・改良し、更な
る業務の効率化に繋げたい。 
 
14．県内で初めて確認された D 型インフル
エンザウイルスによる搾乳牛の呼吸器病：
山形県置賜家保 土谷真実、小嶋暢 
 D 型インフルエンザウイルス（FluD）は
近年牛呼吸器病症候群（BRDC）の一因と考
えられている。平成 31 年 1 月、管内の 1
酪農家（55 頭飼養）で搾乳牛 3 頭が呼吸器
症状を呈し、3 日後には 15 頭まで急増。病
性鑑定の結果、主要な牛呼吸器病関連ウイ
ルスは検出されず、9頭中 7頭の鼻汁から M.
 haemolytica（Mh）を分離。発生状況から
ウイルスの関与を疑い、FluD の検査を追
加。全頭から FluD の特異遺伝子を検出し、
HI 抗体価の有意な上昇を確認。本症を Flu
D と Mh による BRDC と診断。FluD による呼
吸器病の集団発生は県内初事例。検出され
た FluD の系統学的解析では、既知の株とは
異なる新系統に属する株と判明。さらに、
過去の呼吸器病発症牛について FluDと BRD
C の関連を調査した結果、4.1%（3/73 検体）
で FluD と他のウイルスとの複合感染を確
認。FluD の疫学状況は不明な点が多く、今
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後も浸潤状況調査や症例の蓄積等、FluD の
疫学解明に向けた取組みが必要。 
 
15．管内の牛白血病対策取組状況：福島県
会津家保 喜多見はるか、佐藤東 
 当家保では牛白血病（EBL）対策に重点的
に取り組んでおり、清浄化希望農場で継続
的に対策指導を実施。家保による発信力の
あるモデル農場の育成及び紹介、講演会等
での対策の啓蒙などにより、年度毎の対策
実施農場は直近の 3年間で 2倍以上に増加。
その結果、順調に陽性率が低下している農
場がある一方、陽性率が低下しない農場が
存在。原因として、分離飼養が困難な飼養
形態や外部預託先での感染などが考えられ
た。それぞれの問題に対応するため、農場
内の吸血昆虫対策の強化や着地検査の徹
底、陰性牛の隔離と地域内資源の有効利用
を兼ねて夏期に EBL フリーの公共放牧場の
利用推進。また、陽性牛と陰性牛の取り違
えにより陽性率が上昇した事例も発生した
ため、見える化のため各飼養牛の検査結果
一覧表の配付及び現地での対策実施状況を
確認。今後も対策指導を継続して行い、農
場経営者の意識向上を図り、管内農場の EB
L 清浄化を目指す。 
 
16．県内 14 年ぶりに発生したブルータング
事例：福島県県北家保 山本伸治、山田高
子 

令和元年 10 月、和牛繁殖農家で分娩 9
日後の繁殖雌牛が 40℃の発熱、食欲不振。
子宮内膜炎を疑い加療するが、第 4 病日に
嚥下障害を発現し、第 11 病日に死亡。イバ
ラキ病等を疑い、病性鑑定を実施。ウイル
ス検査で、本牛及び同居牛 4 頭の血球から
ブルータングウイルス（BTV）の特異遺伝子
を検出。病理解剖及び病理組織検査で、食
道の弛緩、舌、食道、咽頭における横紋筋
線維の硝子様変性、壊死を確認。臨床症状
及び検査成績から、本牛をブルータングと
診断。同居牛における抗体検査で、抗体陽
性率 59%（13/22）。牛流行熱等抗体調査の
おとり牛を対象とした抗体検査で、県内に
BTV の流行が示唆。ブルータングは主にめ
ん羊で発症し、牛での発症は稀。本県にお
ける牛での発生は平成 6 年、17 年に続き 3
度目で、国内最多の発生回数。感染動物と
ヌカカの間で一年を通じた感染環が形成さ
れ BTV が常在化している可能性があり、今
後も留意が必要。 
 
17．肉用牛一貫農場における流行性出血病
ウイルス血清型７による嚥下障害の一症例
：福島県中央家保 土山喜之、白田聡美 
 令和元年 11 月中旬、管内 130 頭飼養規模
の肉用牛一貫農場で、嚥下障害を呈して死
亡した繁殖牛の病性鑑定を実施。遺伝子検
査でブルータングウイルス陰性、流行性出
血病ウイルス血清型７(以下、EHDV-7)が主
要臓器で陽性。遺伝子解析により、今期九

州で流行している EHDV-7 と 99.7%以上相
同。疫学調査として同居繁殖牛を検査し、E
HDV-7 と交差する EHDV-2 の中和抗体価 64
倍。今年度導入牛の関与を疑ったが全て県
内産であり、遺伝子検査は全て陰性、中和
抗体価全て 2 倍以下で関与を認めず。ヌカ
カは活動時期を過ぎており、過去の検査で
本県にはウシヌカカが確認されておらず、
有力なベクターがない状況で農場内の蔓延
がなかったと推察。また、県内抗体検査調
査で EHDV-2 の陽転を認めず、EHDV-7 の流
行はなかったと推察。本県における EHDV-7
の初めての症例。 
  
18．5 つのモデル農場における水平感染防
止対策に重点を置いた牛白血病清浄化の取
り組み:茨城県県北家保 荒川千夏、石井正
人 

平成 29 年、30 年度の管内酪農場におけ
る牛白血病ウイルス（BLV）抗体陽性率は、
農場ベースで 98.2％、頭数ベースで 85.4
％であり、管内の乳用牛に BLV が高度に浸
潤。年齢別抗体陽性率は 2 歳齢以降に上昇
することから、感染経路は水平感染が大半
を占めると推察。平成 30 年 9 月からモデル
5 農場において 3 つの水平感染防止対策①
防虫ネットの設置、②定期的な殺虫剤の噴
霧、③エプリノメクチン製剤の牛体塗布を
実施。対策実施前と対策実施後（平成 30
年、令和元年）の各農場における抗体陽性
率と陽転率の推移から対策の効果を検証。
対策実施前と比較してモデル 5 農場全てで
抗体陽性率が低下。特に子牛の抗体陽性率
の平均値は、対策実施前の 32.2％から対策
実施 2 年目（令和元年）に 15.7％まで低下
したことから、子牛の抗体陽性率の低下が
全体の抗体陽性率の低下に繋がったと推
測。陽転率は 5 農場中 3 農場が有意に低下。
今後は陰性子牛を陽転させないことで農場
の BLV 清浄化目指し、管内酪農場でも取り
組みが出来る BLV 清浄化対策の構築を目指
す。 
 
19．和牛繁殖農場における牛白血病浸潤状
況：茨城県県北家保 三浦達弥、根本聡実 
 H27から 30年度の 4年間で管内の繁殖和
牛全 2,440 頭の牛白血病抗体検査を実施。
全頭検査 2 周目となる H31 年度は 60 戸 605
頭を対象に抗体検査に加え牛白血病ウイル
スプロウイルス量を測定。抗体陽性率は個
体ベース（H27：56%→H31：55%）及び農場
ベース（H27：76%→H31：77%）ともに横ば
い。400 コピー/10ngDNA 以上の高リスク牛
は 36 頭（6%）であり、20 戸（34%）の農場
に分布。飼養頭数ごとの陽性率とリスク分
類の関係を調べたところ、伝播リスクの高
い農場は陽性率も高い傾向。また、A 町 40
戸の追跡調査では 4 年間で牛群の約半数が
更新。陰性牛の 55%、陽性牛の 50%が継続し
て農場内で飼養。4 年間の陽転率は 15%。初
回検査牛の陽性率は 51%で、自家保留牛の 5
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7%、導入牛の 37%が陽性。農場の飼養環境
に合わせた水平感染対策や牛の更新によ
り、陽性率の上昇が止まり、牛白血病対策
に対する意識醸成の成果を実感。今後は保
留牛・導入牛の検査、水平伝播対策を継続
するとともに、高リスク牛の優先とう汰を
より強化し清浄化を目指す。 
 
20．管内における牛白血病の現状と清浄化
への取り組み：茨城県鹿行家保 加藤佳子、
渡邊晃行 
 管内の牛白血病ウイルス（BLV）の浸潤状
況を調査し、82.9%の農場が陽性と広く浸
潤。陰性農場では、20 年間牛を導入してい
ないという共通点が判明。陽性牛導入事例
：乳用牛 BLV 陰性農場への導入牛 1 頭が陽
性と判明。越夏後の全頭検査で陽転牛なし。
遺伝子検査で、陽性牛は無視できるリスク
と判明。対策事例①乳肉複合農場で肉用牛
抗体陽性率 20.0%、乳用牛 95.5%。肉用牛を
並べ替え対策実施したものの、越夏後検査
で肉用牛の陽性率 53.3%と増加。乳用牛と
の分離不完全が原因と考察。対策事例②肉
用牛一貫農場で、H27 年から抗体陽性牛の
分離飼育を実施し，陽性率は 44.7%から 6.
0%へ、陽転率は 23.5%から 0%へ減少。対策
事例③今年度から対策モデル農場として乳
用牛 100 頭規模農場で防虫ネット、殺虫剤
噴霧による昆虫対策を実施。遺伝子検査で
リスク分類し、色分けしたネックタッグの
装着で BLV の“見える化”を図り、対策意
識向上。今後も清浄化に向け長期的に継続
可能な対策を模索。 
 
21．バルク乳中抗体エライザ値を用いた乳
牛群の牛白血病ウイルス感染率の推定:茨
城県県南家保 赤上正貴 

地域レベルの BLV 感染状況を省力的かつ
簡便に推定するため、農場バルク乳を材料
とし、市販の BLV 抗体エライザキットによ
るエライザ値から乳用牛群の BLV 感染率を
推定するため統計学的解析を実施。ロジス
ティック回帰分析の結果、脱脂乳の希釈倍
率は 10倍希釈の時に AICが最も小さい値を
示し、牛群の BLV 感染率と最もよく適合。
得られた回帰式から推定感染率 P を求める
式は P=e^(-3.7615+2.3466x)/(1+e^(-3.76
15+2.3466x) )。作出モデルの検証として、
酪農場 20 戸の搾乳牛群の血清及びバルク
乳を採取し、実際の感染率と推定感染率と
の差を比較。その結果、感染率 30％未満と
80％以上では推定感染率は概ね±10％程度
の範囲内だったが、30～80％では誤差が大
きかった。今回の結果により、バルク乳の
エライザ値から農場レベルの BLV 感染率の
推定が可能。ただし、BLV 感染率 30～80％
の搾乳頭数 30 頭未満の農場バルク乳によ
る推定感染率の精度が低いため、極めて低
い(0％)、低い(30％未満)、高い(55±25％)、
極めて高い(80％以上)の 4 区分で回答する
ことにより乳用牛群の BLV 感染率の初期ス

クリーニングとして活用していきたい。 
 
22．大規模農場における BVDV 清浄化を目指
した検査体制の構築：茨城県県北家保 石
塚駿、水野博明 

茨城県に本場を置く大規模酪農場におい
て，系列農場で牛ウイルス性下痢ウイルス
（BVDV）の持続感染（PI）牛が多発したた
め被害が拡大。これをきっかけとして本県
の系列 4 農場（本場、分場 1～3）において
も PI 牛摘発を目的とした対策を開始。今
回、搾乳牛はバルク乳スクリーニング検査、
育成子牛はプール血清の PCR 検査、出生子
牛と導入牛は耳片の抗原エライザ検査を選
択。4 農場において、H31 年 2 月～R2 年 3
月までに、搾乳牛のバルク乳 103 検体、育
成子牛の血清 950 検体、出生子牛と導入牛
の耳片 3406 検体の検査を実施。その結果、
本場では子牛 2 頭、分場 1 では搾乳牛 2 頭
と子牛 3 頭、分場 2 では子牛 2 頭をそれぞ
れ PI 牛と診断し、1 年間で計 9 頭の PI 牛
を摘発淘汰。複数の検査法を組み合わせた
効率的な検査体制を構築することで、1 年
間で 9 頭の PI 牛摘発に成功。経営形態上、
今後も PI 牛導入の可能性があるため、本体
制による BVDV 対策を継続することで、本農
場における BVDV 清浄化及びまん延防止の
推進を図る。 
 
23．牛白血病抵抗性遺伝子を用いた牛白血
病対策の展望：茨城県県北家保 鹿島悠幹、
大内義尚 

牛白血病（BL）抵抗性遺伝子の一つであ
る BoLA-DRB3*0902（抵抗性遺伝子）保有牛
（抵抗性牛）は、BL のプロウイルスが増殖
しにくく、BL 対策に有効。酪農場から抵抗
性遺伝子を保有する種雄牛（保有種雄牛）
を活用したいとの要望があり、ホルスタイ
ン種(ホル種)の種雄牛 135 頭及び黒毛和種
の種雄牛 10 頭を検査し、ホル種で 2 頭、黒
毛和種で 1 頭がヘテロで抵抗性遺伝子を保
有。モデル農場での保有種雄牛を年間 20
頭交配した場合の BLV 感染状況のシミュレ
ーションを実施し、10 年後に無視できるリ
スクの牛は 60％以上に達し、無視できるリ
スクの牛と抵抗性牛の数が一般の種雄牛を
交配した場合より有意に増加(χ2 検定：p<
0.01)。農場では抵抗性牛に保有種雄牛を交
配し、ホモで抵抗性遺伝子を保有する牛を
作出し、雌雄選別精液の交配又は受精卵採
取により、シミュレーションより効率的な
抵抗性牛の増頭や吸血昆虫対策を行うこと
で、水平伝播が減少し抗体陽性率が低下す
ると推察。これにより分離飼育が可能とな
り、BLV 高度感染農場でも、保有種雄牛を
交配し、清浄化への条件を揃えることが可
能。 
 
24．牛及び豚飼養農場間における牛ウイル
ス性下痢ウイルス伝播の疫学的検討:茨城
県県南家保 赤上正貴 
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牛ウイルス性下痢ウイルス（BVDV）は牛
だけでなく豚にも感染。豚が BVDV に感染す
ると豚熱ウイルス（CSFV）感染豚の早期発
見に支障をきたす。県内の牛における BVDV
の PI 牛の発生状況と豚農場における BVDV
感染状況を把握するための抗体保有状況を
調査し、CSF 診断に影響を与える BVDV の農
場間伝播を検討。PI 牛の発生状況調査で
は、乳用牛における PI 牛摘発農場率は 5.3
％、PI 牛は乳用牛群の約 0.2％で発生。PI
牛から検出された遺伝子型の 97％が BVDV
１型で、複数の近隣農場の PI 牛からも同一
のウイルスを検出し、器具や人を介した農
場間伝播を確認。繁殖豚の BVDV 抗体保有状
況調査では、抗体陽性農場は 3 戸（1.3％）
で、牛・豚農場混在地域に立地。中和試験
で識別したところ、すべて BVDV１型。BVDV
１型抗体陽性豚農場は BVDV１型の PI 牛の
発生農場と一部で関連がある立地条件。CS
F 疑い事例の早期発見及び迅速な診断を確
保するためにはペスチウイルスの総合的な
対策が必要。特に、酪農場における PI 牛の
摘発とう汰は、牛だけでなく豚への BVDV
伝播を未然に防止することも重要な取り組
み。 
 
25．地方病性牛白血病（EBL）清浄化対策と
公共牧場活性化を組み合わせた地域的取組
：栃木県県央家保 関野惣介、市川優  

K 地域には和牛繁殖 39 農場 1,022 頭、酪
農 45 農場 1,264 頭、和牛肥育 29 農場 1,41
2 頭が飼養、5 か所（A～E）の公共牧場が存
在。新たな地域的取組として、全ての放牧
場で EBL 入牧前検査及び感染牛の分離放牧
を開始。A～D 牧場は陰性又は陽性牧場に区
分、E 牧場は陰性及び陽性牧区を設置。更
に、K 地域内 29 農場で全頭検査を実施し、
抗体陽性率による農場のステージ及び遺伝
子量による個体のリスクを分類。検査結果
に基づき農場毎の清浄化目標及び対策内容
（分離飼育、母子分離、計画的更新、後継
牛選定及び検査の継続等）を提案し、畜主
とともに実施可能な対策方法を検討、分離
飼育が困難な農場には公共牧場の活用を推
奨。取組の結果、E 牧場では入牧頭数が前
年度の 22 頭から 41 頭に増加。取組開始全
農場で清浄化に向けた大きな課題である畜
主の意欲が向上。今後、他の地域でも対策
開始予定。なお、1 牧場で入牧中に 1 頭が
陽転し、その対策が今後の課題。 
 
26．EBL 清浄化対策事業キックオフ元年の
取組：栃木県県南家保 矢部翠、飯塚綾子 

平成 31 年度から地方病性牛白血病(EBL)
の清浄化対策の取組を開始。EBL 対策リー
フレットを牛飼養農場全戸に配布。清浄化
対策説明会及び講習会を開催し、対策開始
の気運を醸成。検査数増加に対応するため
若手職員の PCR 研修を実施。モデル農場を
2 つ設定のほか、法 5 条検査対象農場を中
心に対策を促進。対策希望農場に対し、対

策ポイント及び取組方針を個別リーフレッ
トにより提示し、以下①から④の対策を開
始。①農場の EBL 浸潤状況を把握するため
全頭抗体検査を実施。②抗体陽性牛の遺伝
子検査を実施し、感染伝播リスクを個体ご
とに評価。③リスクを色分けし現状の牛配
置と対比した分離飼育案を図示。④人為的
感染防止の徹底、初乳対策等を指導すると
ともに、高リスク牛からの後継牛作出の回
避や優先的淘汰を推奨。今後も、定期的な
検査実施と指導を継続予定。さらに、勉強
会開催、法 5 条検査対象農場に対する事業
推進により、対策の普及・啓発を図り、管
内の EBL 清浄化を目指す。 
 
27．分離放牧を活用した地方病性牛白血病
（EBL）対策：栃木県県北家保 稲葉浩子、
金子大成 

県内公共牧場の預託前検査で牛白血病ウ
イルス（BLV）抗体が陽性となり、預託でき
ない育成牛が増加。本年度から乳用牛を約
300 頭放牧する 1 公共牧場で、BLV 抗体陽性
牛（陽性牛）と BLV 抗体陰性牛（陰性牛）
の「分離放牧」を実施し、陽性牛約 50 頭の
預託を開始。陰性牛に月 1 回の抗体検査を
行い、清浄性を維持しながら陽性牛を放牧。
預託農家は飼育形態や限られた飼養スペー
スのため、農場内分離飼育は困難。陽性牛
の夏季預託により農場内 BLV 伝播リスクの
低減効果を期待。預託陽性牛は BLV プロウ
イルス遺伝子量に基づく伝播リスク分類を
実施し、高リスク牛の分離飼育や早期更新
等を指導。高リスク牛に絞った対策は比較
的取組み易く、農家の対策意欲が向上。今
後はさらに分離放牧を活用した EBL 対策を
推進。 
 
28．自動核酸抽出器を活用した地方病性牛
白血病（EBL）対策の推進：栃木県県北家保
 金澤礼樹、金子大成 

EBL の清浄化対策として遺伝子検査によ
る伝播リスク評価が重要。EBL 対策周知に
より検査頭数が増加するも、手動による核
酸抽出法（手動法）では多検体処理に苦慮。
今回、自動核酸抽出器を用いた方法（自動
法）を導入し検査効率化を試行。肉用牛の
全血 28 検体を材料とし、①両核酸抽出法の
抽出作業時間、DNA 濃度、遺伝子量、伝播
リスク評価、②自動法における採血量、抽
出処理までの検体の保存日数を比較。結果、
①DNA 濃度、遺伝子量はともに正の相関関
係（R=0.90、0.98）。自動法は作業時間を
70 分短縮し、十分な DNA 濃度が得られ、伝
播リスク評価は手動法と 1 検体を除きほぼ
一致。②7ml と 2ml の採血量での DNA 濃度、
遺伝子量に有意差なく、正の相関関係（R=
0.85、0.98）。7 日間の保存日数での DNA
濃度、遺伝子量に有意差なし。自動法導入
により、検査頭数、指導農家数はともに導
入前の 3 倍以上と大幅に増加。今後も効率
的な作業を実践し、更なる EBL 清浄化対策
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に努める。 
 
29．牛ウイルス性下痢ウイルス検査への取
組 第 2 報：群馬県中部家保 荒井葵 
 定期的な牛ウイルス性下痢ウイルス（BV
DV）清浄性確認のため、平成 30 年 11 月か
ら集乳車乳を用いた BVDV 遺伝子検査（検
査）を計 3 回実施。第 1 回は 82 検体（261
農場）中 11 検体、第 2 回は 80 検体（250
農場）中 1 検体陽性。第 3 回は全 76 検体（2
41 農場）陰性。陽性検体に含まれる農場に
ついて、陽性農場特定のためバルク乳を用
いた検査を実施。第 1 回は管内 4 農場を含
む 8 農場、第 2 回は管内 1 農場で BVDV 浸潤
を確認。管内浸潤農場において持続感染（P
I）牛摘発のため全頭検査を実施し 13 頭の
PI 牛を確認。うち 2 頭は導入牛、11 頭は自
家産牛で母牛は妊娠中の移動歴なし。浸潤
農場は PI 牛とう汰後 10 か月間、出生子牛
の検査を継続。現在まで新たな PI 牛摘発は
なく、初回の 4 農場は清浄化達成、第 2 回
の 1 農場は本年 7 月まで検査を継続予定。
今後も侵入防止対策の重要性を説明すると
ともに、生産者の衛生意識の向上に努める。
集乳車乳による定期的検査も継続し BVDV
清浄性を確認。 
 
30．管内における牛ウイルス性下痢持続感
染牛の摘発事例：群馬県東部家保 木下耕
一 

牛ウイルス性下痢ウイルス（BVDV）の胎
盤感染で産出された持続感染牛（PI）は生
涯 BVDV を体外へ排出し農場内の感染源と
して問題。管内酪農家の中央クーラーステ
ーション集送乳を用いたモニタリングによ
り 4 農場（A、B、C、D）で陽性。また、県
外出荷された子牛で 1 農場（E）、牛定期検
査で 1 農場（F）、病性鑑定で 1 農場（G）
の PI 摘発。4 農場（B、D、E、F）は家畜市
場経由での外部導入や子牛や初任牛等の出
荷もある。BVD ワクチンは 3 農場（A、B、D）
では預託牛のみ、E 農場では PI 摘発後定期
的に接種。他 3 農場（C、F、G）では未実施。
PI 摘発後の同居牛と産子牛検査で D 農場 4
頭、E 農場 3 頭の PI 摘発。B、D、F 農場の
PI は外部導入であり、導入元農場で BVD 陽
性が確認。今後、ワクチン接種の推進と導
入牛や産子牛の検査、バルク乳を用いた定
期的なモニタリングで PI の早期摘発と自
主淘汰により清浄性の維持を指導する。 
 
31．農場における牛白血病清浄化対策につ
いての一考察：利根沼田家保 小野祥平 
 管内の繋ぎ飼養の 1 酪農家において H28
年から地方病性牛白血病（EBL）対策を実施、
分離飼養せずに清浄化を進展。畜主は吸血
昆虫対策を重視、陽性牛へは殺虫用イヤー
タグ装着と駆虫剤のプアオン、牛舎では殺
虫成分入りの防虫ネット設置や定期的な殺
虫剤散布等を実施。年 2 回、全頭で牛白血
病ウイルス抗体検査を実施。抗体陽性牛は

プロウイルス量を測定し水平伝播リスクを
評価、500 コピー（copy/10 ngDNA）以上を
高リスク牛とし早期淘汰を指導。一方、複
数回測定で 100 コピー未満の牛が存在し、
低プロウイルス量を維持する牛（抵抗性牛）
と推測。高リスク牛より長期間在籍し、水
平伝播の防壁となった可能性。分離飼養困
難な農場でも、複数回のプロウイルス量測
定でリスクを評価、高リスク牛への重点的
な駆虫と早期淘汰、牛舎の吸血昆虫対策の
徹底、可能なら抵抗性牛を高リスク牛に隣
接させ水平伝播リスクを低減させることで
EBL 清浄化が可能と考察。 
 
32．牛白血病ウイルス浸潤農場における遺
伝子検査：群馬県家衛研 茂木麻奈美 

牛白血病ウイルス（BLV）による地方病性
牛白血病（EBL）の発生は近年増加、経済的
損失が問題。平成 27 年度から 30 年度に実
施した県内浸潤状況調査で、抗体陽性率は
38.1％。BLV 対策として、BLV 抗体陽性牛の
血中プロウイルス量測定を行い、伝播リス
クを評価。今回、これに加え tax 遺伝子の
型別を行い、発症リスクを評価。平成 30
年 10 月から 31 年 3 月、BLV 浸潤農場 20 戸
1072 頭について実施し、抗体陽性牛 567 頭
において、血中プロウイルス量とリンパ球
数及び血中プロウイルス量が 10,000copie
s/105cell 以上の高リスク牛割合と農場の
抗体陽性率は強い相関を示した。tax 遺伝
子型別検査では、L233 型が 82.7％、P233
型が 6.7%。L233 型のウイルス感染個体は全
農場で確認され、若齢での発症リスクの高
いウイルスの蔓延を確認。両型のウイルス
感染個体がいる農場では、プロウイルス量
測定による伝播リスクの評価に加え、発症
リスクの評価も淘汰・更新の順位決定に活
用できると考えられた。 

 
33．牛鼻炎 A ウイルス検出を目的とした PC
R 系の比較検討：埼玉県中央家保 小泉舜
史郎 

牛鼻炎 A ウイルス(BRAV)は牛呼吸器病症
候群(BRDC）に関与する病原体。検査の標準
基準はない。2 つの PCR 系(A 系:Hause et 
al.,2015(プローブ一部改変)、B 系:Kishim
oto et al.,2017)の感度及び特異度を比較
検討。BRAV 陽性検体を検出可能か確認。プ
ライマー濃度が異なる反応液で PCR。プロ
ーブ濃度が異なる反応液で PCR。階段希釈
した Sd-1 株(10^4.5～10^-3TCID50/mL)の 
RNA で PCR。BRDC 関連ウイルスの核酸で PC
R。BRAV 陽性検体で PCR。至適プライマー濃
度は A 系：900/900nM、B 系：900/300nM。
至適プローブ濃度はともに 250nM。A 系は 1
0^3TCID50/mL 、B 系は 10^-1TCID50/mL ま
で検出可能。両系ともに BRDC 関連ウイルス
に対する非特異反応確認されず、BRAV 陽性
検体が陰性になる事例あり。B 系はウイル
ス分離よりも感度が高くスクリーニング検
査に有用だが、野外株の遺伝子を検出でき
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ない事例を確認。今後は野外株を収集、多
くの株を検出できる PCR 系を作成する。 

  
34.肥育素牛農場における導入子牛の呼吸
器病抗体調査とワクチン接種プログラムの
検討（第 2 報）：千葉県北部家保 佐々田
由美子、青木朋子 

市場導入の肥育素牛 500 頭飼養農場で、2
017 年に呼吸器病原因ウイルス（IBR,BVD1,
BVD2,BRS,PI3,AD7）の抗体価追跡調査を実
施。BVD2 ワクチン追加、PI 牛摘発及び飼養
管理の見直しにより BRDC が減少したが散
発が継続。ワクチン接種プログラム再検討
のため、2019 年 1 月導入時に IBR の鼻粘膜
ワクチンを接種した子牛 20 頭を、2 及び 2
1日後に Mhワクチン及び 6種混合生ワクチ
ン（6 種混）の順に接種した群と逆の順番
で接種した群に分け、導入約 60 日後に 5
種混合生ワクチン、約 80 日後に Mh ワクチ
ンを両群に接種。上記 6 疾病に細菌性呼吸
器病（Mh,Pm,Hs）を加えた 9 項目の抗体価
追跡調査を実施。結果両群とも BVD2,BRS
の感染が示唆されたが全項目で抗体価の推
移に有意差がなく、病性鑑定で Mh が非検出
であったことから、導入後はウイルス病対
策を優先し、60 日後のワクチン接種を BVD
2 を含む 6 種混に変更。併せて群編成を最
小限とする等飼養環境の改善を指導。 

 
35．牛白血病高リスク牛とう汰奨励事業の
活用事例：東京都東京都家保 佐藤詩織、
竹内美穂 

当所では都内農家の牛白血病(EBL)清浄
化に向け継続的な取組みを実施。しかし、
牛の更新費用や長期間の取組みが必要にな
ることから、積極的に清浄化に取組む農家
はほとんどなかった。平成 31 年度より「東
京都家畜衛生対策事業」の対象に EBL ウイ
ルスを周囲に伝播するリスクの高い「高リ
スク牛」のとう汰奨励助成が追加。本事業
を活用した早期清浄化のための指導を実
施。飼養頭数 35 頭、陽性率 34％の酪農家
で事業の希望があったため、関係機関と連
携し、感染対策の再指導及びとう汰計画の
作成を実施。対策開始から 8 年での清浄化
達成を目標とした。平成 31 年度は 2 頭の高
リスク牛をとう汰、農場内 EBL 伝播リスク
の低下に寄与。また、関係機関との連携に
より生産性の向上につながる指導も実施。
来年度も指導を継続。また、本事例の成果
を周知、都内農家全体の EBL 清浄化への関
心を高める。 

 
36．分離放牧を活用した公共放牧場の牛伝
染性リンパ腫対策：新潟県上越家保 牧井
賢充、馬上斉 

管内の公共牧場において牛伝染性リンパ
腫(BL)感染防止のため抗体陽性群と陰性群
に分けた分離放牧を H29 から開始。H28 の
放牧前後の陽転率が 51%であったのに対
し、BL に関する衛生対策ガイドラインに準

じた感染拡大防止対策と抗体陰性群全頭の
毎月の抗体検査により H29 の陰性群の陽転
率は 53 頭中 3 頭 5.6%に低下。さらに H30
からは開牧直前に抗体陰性群全頭の PCR 検
査を行い、放牧期間中の陰性種付け群への
編入時にも PCR 検査を実施。H30 の陽転率
は 59 頭中 0 頭 0%、令和元年(R1)63 頭中 1
頭 1.6%となり、BL の制御可能な公共牧場に
成長。県内の公共牧場の数が減少している
が、この成果とともに積極的な活用を呼び
かけた結果、当牧場の利用戸数は H29 の 17
戸から H30 に 18 戸、R1 に 22 戸に増加。今
後もこの取組を継続する。また、放牧効果
を期待して古くから放牧が活用されてきた
が公共牧場の維持・確保とともに放牧管理
技術の継承も重要。 

 
37．管内和牛繁殖農家の導入子牛を重視し
た牛白血病清浄化対策：富山県東部家保 
竹中悠人、池上良 

平成 28 年より牛白血病清浄化を目指す
和牛繁殖農家（A 農場）にて導入子牛を重
視した対策を新たに実施。A 農場は繁殖雌
牛を約 200 頭飼養し牛白血病抗体陽性率は
4.5％、基本的な水平感染対策を実施。受精
卵産子（ET 産子）を他農家より年間約 80
頭導入。牛白血病抗体陽性母牛由来の ET
産子（8～99 日齢、17 頭）を経時的に複数
回検査（抗体：ELISA 法、遺伝子：PCR 法）
したところ、遺伝子陽性子牛 4 頭を摘発。E
LISA S/P 値の日齢の推移では、遺伝子陽性
個体の S/P 値の推移は陰性個体の移行抗体
による推移と識別できず、感染子牛の摘発
には遺伝子検査が適当と示唆。なお、遺伝
子陽性 4 頭の導入元農家は同一（B 農場）
であり、牛白血病抗体陽性率を経時的に調
査したところ、陽性率は 60～70%で推移し
陽転個体も多数存在。今後は B 農場由来 ET
産子は全頭検査を実施。既存陽性牛の淘汰
更新及び導入陽性子牛の摘発を的確に行
い、A 農場の牛白血病清浄化を目指す。 

 
38．管内酪農地域における牛白血病ウイル
ス定量検査を活用した疾病対策：山梨県東
部家保 北爪美帆、土橋宏司 

昨年度より牛白血病ウイルス（以下 BLV）
抗原定量検査（以下定量検査）を用いた農
家への指導を継続。浸潤率 33％の A 農家に
加え今年度の導入牛検査で BLV 抗体陽性牛
が確認され、清浄化対策に積極的な B 農家
を新たに追加。浸潤率把握のため、各農場
の抗体陽性牛の定量検査を実施。検査結果
に基づき、清浄化に必要な対策を｢直ぐに実
施できる対策｣｢時間をかけ実施する対策」
「今は実施できない対策」の 3 カテゴリー
に分け、指導を実施。A 農家では､昨年度か
ら①初乳加温処理②牛毎の直腸検査用手袋
交換③防虫対策④後継牛生産に BLV 陰性牛
供用を継続しており、今年度はプロウイル
ス量が多い高リスク牛の更新を実施し、フ
リーストールでも対策により浸潤率の低下



 

 

 - 9 - 

が可能であることを確認。B 農家では①～
④の対策実施と高リスク牛の淘汰を実施。
農家に寄り添った対策で農家のモチベーシ
ョン維持。今後も導入牛検査で本病への農
家の意識継続、清浄農家への侵入防除を継
続。 

 
39．乳用子牛で発生した牛丘疹性口炎：長
野県松本家保 加藤雅樹 

平成 31 年４月３日、乳用牛 369 頭を飼養
する酪農場で、群飼していた１から３か月
齢の子牛 14 頭のうち２頭の鼻鏡に丘疹、口
腔内に潰瘍を確認。他の部位に病変がなく、
同居牛に特定症状がないことから口蹄疫を
否定。発症牛と同居牛計 14 頭を隔離し経過
観察。その後、同居牛７頭に同様の症状を
認めたため、発症牛９頭から病変部組織ま
たは病変部スワブを採材し、ウイルス検査
と病理組織検査を実施。全検体からパラポ
ックスウイルス属に特異的な遺伝子を検
出。シークエンス解析の結果、牛丘疹性口
炎(BPS)ウイルスと同定。病理組織検査で有
棘層の肥厚、水腫、風船様変性および好酸
性細胞質内封入体形成、粘膜固有層の乳頭
状隆起を確認。これらから本症例を BPS と
診断。BPSV が病変部スワブから検出できた
ことから、病変部組織の採材が困難な場合
にも、病変部スワブの検査で感染状況やウ
イルス排せつ状況の把握が可能であり対策
に有用と考察。 

 
40．顕著な脾腫を認めた若齢牛の地方病性
牛白血病:長野県松本家保 川島大樹 

令和元年 10 月 20 日、管内肥育農場にお
いて 10 か月齢の肥育牛が死亡。翌日当所に
て病性鑑定を実施。全長 1ｍ以上の顕著な
脾腫、脾門付近からの出血および複数のリ
ンパ節の軽度腫脹を確認。抗体検査におい
て BLVELISA 検査陽性、遺伝子検査において
リアルタイム PCRで全血から 786.8 copies
/10ngDNA、脾臓から 208.9 copies/10ngDNA
の BLV 遺伝子を検出、組織検査で心臓、脾
臓および横隔膜においてリンパ球様腫瘍細
胞の増殖がみられ、腫瘍細胞は免疫組織化
学検査で CD79α陽性を確認。以上より本症
例を EBL と診断。EBL では一般的にリンパ
節の腫大が特徴であり、腫瘍形成部位によ
って食欲不振、下痢、起立不能といった様
々な症状を呈する。本症例はリンパ節の腫
大は軽微であったが、重度の脾腫がみられ、
脾臓からの出血が死因と推測。 

 
41．管内酪農家における牛白血病(EBL)対策
：長野県佐久家保 大笹範子 

管内酪農家において実施している牛白血
病(以下、EBL)対策を比較し検証。A 農場で
は繋ぎ牛舎と放牧場を牛が移動するため、
施設ごとに陰性牛と陽性牛の分離飼育を指
導。B 農場ではフリーストール牛舎で、分
離飼育に重点を置き指導。C 農場では繋ぎ
牛舎と放牧場での分離飼育を指導したが、

牛舎では牛床の幅が狭い場所が点在、また
放牧場が 1 区画しかないため分離飼育が困
難。A 及び B 農場は新規陽転数及び陽性率
が減少したが、C 農場では減少せず。本年
度は C 農場で EBL 抵抗性・感受性遺伝子型
検査を実施、牛舎内では陰性牛の隣に抵抗
性遺伝子を持つ牛の配置、放牧場では吸血
昆虫忌避剤の塗布の徹底を指導。しかし全
体の陽性率は微増。牛の動きから多くは放
牧場での感染と推察。今後は A 及び B 農場
で有効であった対策を踏まえ、放牧場の区
分け等による分離飼育を提案。また、牛の
適正配置や高リスク牛の早期淘汰等既存の
対策の更なる徹底を畜主のモチベーション
アップを図りながら指導、陽性率の低減に
努めたい。 
 
42．プール血清及びバルク乳を用いた ELIS
A 法による農場の牛白血病ウイルス抗体陽
性率の推測：長野県伊那家保 大泉卓也 
 牛白血病対策には農場における牛白血病
ウイルス(BLV)浸潤状況調査による感染牛
把握が重要だが、検査手数料の負担、採血
の労力により頻回検査の困難等が課題。そ
こでプール血清及びバルク乳を用いたエラ
イザ法(EL)により農場における BLV 抗体陽
性牛(陽性牛)有無の判定と陽性率推測の可
否を検討。試験 1：陽性牛プール血清の希
釈系列 ELでは陽性率 1％まで陽性牛検出が
可能。陽性率推測は困難。試験 2：農場毎
プール血清 EL では陽性牛有無の判定が可
能。試験 3：陽性牛プール乳清の希釈系列 E
L では陽性率 5％までの陽性牛検出と陽性
率推測が可能。試験 4：バルク乳 EL による
推定陽性率は個体毎の血清を用いた陽性率
と概ね同等。試験 5：バルク乳 EL による管
内酪農場の陽性率調査では、浸潤状況調査
未実施農場 34 戸中 18 戸に陽性牛が存在す
ると推測。BLV 清浄性確認検査にもプール
血清及びバルク乳利用で検査手数料の負担
が軽減、バルク乳利用で頻回検査が可能と
考察。 
 
43．鼻粘膜ワクチン接種牛における分離ウ
イルスの野外株とワクチン株の識別方法の
検討：静岡県中部家保 斉藤妙子 

2014 年、牛伝染性鼻気管炎ウイルス(IBR
V)及び牛パラインフルエンザ 3 型ウイルス
(PIV3)含有鼻腔内投与型ワクチン(経鼻 V)
が発売。病性鑑定時発症牛からの分離株が
経鼻 V 株か野外株かの識別が防疫対応上重
要なため識別方法を検討。IBRV は①経鼻 V
接種牛からの分離株②経鼻 V 株③野外株④
LA 株⑤No.758 株⑥注射ワクチン株を用い
1)Intergenic 領域の遺伝子配列を決定、類
似性の比較 2)HpaⅠ及び HindⅢを用い全長
ゲノムの制限酵素切断パターン(RFLP)を比
較。PIV3 は⑦経鼻 V 接種牛からの分離株⑧
経鼻 V株の 3) P領域の遺伝子配列の系統樹
解析を実施。1)①②のみ 58793 番目塩基が
アデニンからチミンに変異、アミノ酸でロ
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イシンに変化。2)HpaⅠで①②のみ他と異な
る切断パターン HindⅢは⑥以外全て同一
の切断パターンを確認。3)⑦⑧は 99.9％の
高い類似性、共に genotypeC に分類。以上
から①⑦は経鼻 V 由来と推測。HPaⅠの IBR
V全長 RFLPは経鼻 Vと野外株を識別可能な
方法として有用。 
 
44．牛白血病ウイルス浸潤農場飼養牛にお
ける血中リンパ球の免疫組織化学的分類：
静岡県中部家保 金森健太、森麻子 

地方病性牛白血病（EBL）は、B1 細胞が
腫瘍化。血中リンパ球を CD 分類に基づき分
類すれば、EBL 発症までの病態を評価可能
と考え、平成 30 年、牛白血病ウイルス(BL
V)浸潤農場飼養牛の血中リンパ球セルブロ
ックを用いた免疫組織化学染色で、B 細胞
率(CD20 陽性率)を測定。結果、BLV 陽性牛
は陰性牛よりも B 細胞率が高く、腫瘍化進
行が示唆。今年度は更なる結果検証と、リ
ンパ球分類精度向上を目的に T 細胞率(CD3
陽性率)の測定も実施。結果、B 細胞率は B
LV 遺伝子陽性牛で有意に高く、遺伝子量(r
＝0.829)及びリンパ球数(r＝0.683)共に正
の相関あり。このことから、本法は安定し
た結果が得られることを確認。T 細胞率は
遺伝子量(r＝－0.645)及びリンパ球数(r＝
－0.657)共に負の相関あり。さらに B 細胞
率と T 細胞率も強い負の相関あり(r＝－0.
906)。このことから、CD 分類に基づく血中
リンパ球の分類精度が向上。  
 
45．牛白血病ウイルス感染牛の末梢血と膣
粘膜スワブのプロウイルス量の関係性検討
：静岡県中部家保 森麻子、金森健太 
 平成 29 年、牛白血病ウイルス（BLV）浸
潤酪農場で、末梢血の BLV プロウイルス（ウ
イルス）量が多い牛の膣粘膜スワブ（膣ス
ワブ）からウイルス検出。末梢血と膣粘膜
中ウイルス量の関係性調査のため、令和元
年 5 月、同農場 1 戸の全飼養牛 61 頭の末梢
血と膣スワブ採取、リアルタイム PCR（LTR
法）によりウイルス量測定。BLV 感染牛の
膣スワブのウイルス検出牛群（検出群）と
非検出牛群（非検出群）の末梢血ウイルス
量、リンパ球数、採血時年齢、BLV 感染の
初確認年齢（感染確認年齢）、分娩前日数、
分娩後日数を比較検討。BLV 感染牛 45 頭中
21 頭の膣スワブでウイルス検出、うち 20
頭の末梢血ウイルス量は 37,160copies/105

細胞以上と多量、膣スワブウイルス量との
相関なし。検出群は非検出群より平均末梢
血ウイルス量及びリンパ球数が有意に多
く、感染確認年齢は有意に若齢。末梢血ウ
イルス量は膣スワブのウイルス検出の 1 要
因となるが、量の相関はなく感染確認年齢
等他の要因も関与の可能性。 
 
46．管内和牛繁殖農家における牛白血病清
浄化に向けた取り組み：愛知県西部家保尾
張支所 後藤達郎 

 平成 25 年まで酪農経営であった管内和
牛繁殖農家で地方病性牛白血病（牛白血病）
の検査及び対策を開始。母牛全頭の抗体検
査、及び育成牛の抗体検査又は遺伝子検査
を実施。結果、母牛は陽性 23 頭で陽性率約
33%、後継育成牛は陽性 0 頭。別途抗体陽性
牛はリアルタイム PCR 法によるウイルス遺
伝子量を測定、2 頭が約 100 コピー/10ngDN
A で高リスク牛と判明し、以下の対策を実
施。水平感染対策として、陽性牛と陰性牛
の分離飼育、吸血昆虫対策、血液を介した
感染防止対策を指導。垂直感染対策として
早期離乳及び人工哺育、受精卵採取の供卵
牛としての活用を指導。陽性牛については
積極的な淘汰を指導。その他に対策費用負
担減のため、県補助事業を活用。感染状況
の確認のため、新規牛の検査と年 1 回の陰
性牛の全頭検査を実施。以上の対策の結果、
令和元年度の検査で抗体陽性牛は 1 頭、陽
性率は 1%に減少。今後も対策を継続し、陰
性化に取り組む。 
 
47．廃業予定の酪農家における PI 牛摘発事
例とその後の対応：三重県北勢家保 富田
健介、川瀬聖 
 令和元年 5 月、北海道で摘発された牛ウ
イルス性下痢・粘膜病（BVD）の持続感染（P
I）牛が、同年夏に廃業予定の管内酪農家由
来であることが判明。販売に関与した家畜
商の相談を受け、畜主と対策を協議。「牛
ウイルス性下痢・粘膜病に関する防疫対策
ガイドライン」に基づき以下の対策を実施。
1．BVD 遺伝子検査（検査）受診歴の無い飼
養牛全頭を検査。2．廃業にあたり、妊娠牛
は市場に出さず、出生子牛の検査の必要性
を説明した上で管内酪農家に販売するよう
指導。3．管内酪農家に販売しない妊娠牛は
と畜することを確認。4．飼養牛を追跡し、
購買者に出生牛の検査受診を指導。検査の
結果、飼養牛は全て PI を否定。当該農家は
7 月に廃業し、24 頭の成牛のうち、妊娠牛
11 頭を含む 15 頭を管内農場 5 戸へ販売、9
頭をと畜。購買した酪農家と連絡を取り、
出生牛の検査を実施中。11 月現在で 4 頭の
母牛が分娩した子牛 5 頭（ホルスタイン種
雌 1 頭、交雑種 4 頭）を検査し、PI を否定。 
 
48．一酪農場における牛白血病対策（第 2
報）：三重県紀州家保 小林健斗、平塚恵
子 

乳用牛約 40 頭の酪農場で牛白血病対策
を実施。抗体検査や遺伝子検査により感染
牛を摘発。牛の並び替え、ホワイトーボー
ドを用いた牛配置の可視化、陽性母牛の初
乳給与中止、牛舎出入口の防虫ネット設置、
導入牛の抗体検査、直腸検査用手袋の１頭
ごとの交換等を実施。その結果、平成 27
年度の陽性率 36.1%が 30 年度には 28.1%に
低下した。また、28、29、30 年度の陽転牛
頭数はそれぞれ 7、0、1 頭で、陽転は全て
陽性牛の隣で飼育していた牛であった。し
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かし、本年度の抗体検査で 5 頭の陽転牛を
確認、うち 3 頭は陽性牛とかなりの距離を
隔てたストールで飼育されていた牛であっ
た。原因を探ったところ、陽転牛近くの出
入口から吸血昆虫の出入りが多いこと、一
時的に陽性牛の隣に陰性牛を移動させたこ
と、乾乳期に陽性牛と陰性牛を同じ放牧場
で飼育することがある等、感染要因が見え
てきた。 
 
49．牛パピローマウイルス 1 型による食道
腫瘤が認められた乳牛の１例：滋賀県滋賀
県家保 山本逸人、杉江 勇二 

牛パピローマウイルス(BPV)は体表や粘
膜に感染し、腫瘤形成。通常、BPV1 型は体
表や膀胱の腫瘤から検出され、食道などの
上部消化管腫瘤からは BPV2、4 型が検出。
食道腫瘤から BPV1 型が検出された事例に
遭遇したので報告。症例は 4 歳のホルスタ
イン種雌牛、2018 年 11 月 21 日にヨーネ病
患畜を摘発した農場で飼養、その後の同居
牛検査で 2019年 3月 19日にヨーネ病患畜。
剖検で食道の喉頭部下方にブドウの房状腫
瘤確認、その他著変なし。細菌検査で ELIS
Aおよびリアルタイム PCRでヨーネ菌陽性。
ウイルス検査で食道腫瘤のパラフィン組織
から BPV1 型検出。病理組織検査で食道腫瘤
の上皮下で線維性結合組織増殖、上皮肥厚、
有棘細胞層でコイロサイト確認。抗 BPV 抗
体による免疫染色で、有棘細胞の核内に BP
V 抗原検出。空腸下部および回腸の粘膜固
有層でリンパ球重度浸潤、ラングハンス巨
細胞散見。以上より、本症例を牛のヨーネ
病および牛乳頭腫と診断。 
 
50．牛アデノウイルス 2 型による呼吸器・
消化器病集団発生及び浸潤状況調査：京都
府中丹家保 久保田直樹、吉良卓宏 
 府内一酪農場で発生した牛アデノウイル
ス（BAdV）2 型の関与を疑う呼吸器・消化
器病と周辺地域における本ウイルス浸潤状
況調査の概要を報告。【材料と方法】①発
生農場で採取した鼻腔スワブ、糞便、ペア
血清（各 7 頭分）を用い、遺伝子検査、ウ
イルス分離検査、抗体検査を実施。②過去
3年間に周辺地域 14戸で採取した乳用牛血
清 599 検体と分離ウイルスを用いた抗体検
査による浸潤状況調査を実施。【結果】①
糞便 3 検体から BAdV 特異的遺伝子を検出、
ウイルスも分離。分離ウイルスはシーケン
ス解析で BAdV2 型に分類。6 頭のペア血清
において分離ウイルスに対してのみ抗体価
が有意上昇。②14 戸 516 検体で BAdV2 型に
対する抗体を検出。【考察】症例は BAdV2
型の関与が疑われた非常に貴重な症例。周
辺地域に広く BAdV2 型の浸潤が判明。牛の
移動に伴う隔離・観察の重要性を再認識。B
AdV の病原性等について今後も注意してい
く必要性。 
 
51．流行性出血病ウイルス血清型７による

イバラキ病様疾病の発生事例と疫学調査：
兵庫県姫路家保 名部美琴、寺一未奈子 

2019 年 10～11 月、2 農場の黒毛和種 2
頭（繁殖雌牛）が嚥下障害。症例 1 は妊娠
285 日目に発症、第 4 病日に死産し死亡。
症例 2 は第 9 病日死亡、食道筋肉の硝子様
変性や化膿性肺炎、誤嚥性肺炎あり。2 例
とも遺伝子・中和抗体検査で流行性出血病
ウイルス血清型 7（EHDV-7）感染によるイ
バラキ病様疾病と診断。症例 1 の死産胎子
は遺伝子・中和抗体ともに陰性。症例 1 の
同居牛は EHDV-7 抗体陽性率 78.6%、症例 2
は 7.7%。県内おとり牛検査で 9 月に丹波・
阪神北の陽転を確認。翌年 3 月までの県内
発症例は 2 例のみで感染牛の多くが不顕性
感染。今回の 2 例は分娩や肺炎により症状
が強く現れたと推察。遺伝子解析で今回の
2 株は相同性が高く、2016 年の県内の無症
状牛由来株や 2013 年の中国分離株と近縁。
2016 年は県外で EHDV-7 の関与が示唆され
る症例あり。今後もアジア近隣諸国から本
病ウイルスが侵入する可能性があるため引
き続き EHDV 全般の動向に注意し病性鑑定
を行っていく。 
 
52．牛ウイルス性下痢ウイルス持続感染牛
の摘発事例：奈良県 奈良県家保 戸田 
和将、井口 絵美 

令和元年 7 月肉用牛肥育農家 A 牧場にて
14 ヶ月齢の F1 が持続性下痢を発症。病性
鑑定より牛ウイルス性下痢（BVD）ウイルス
1 型持続感染（PI）と診断。疫学調査より
当該牛の母牛は酪農家 B牧場が平成 30年 3
月に県外より 26 ヶ月齢で導入、導入時遺伝
子検査より BVD 陰性。5 月に当該牛分娩。
当該牛は 10 月に A 牧場へ出荷。以上から母
牛が県外導入元で妊娠前期に感染したため
当該牛が PI 牛になったと推察。B 牧場では
バルク乳スクリーニングや導入牛の遺伝子
検査を実施してきたが、新生子牛は対象と
していなかった。令和元年８月、新生子牛
の遺伝子検査を実施することやワクチン接
種の励行を指導し、現在まで PI 牛の摘発無
し。 
 
53．酪農経営農場における継続的な EBL ま
ん延防止対策と肉用牛一貫経営農場への応
用：鳥取県倉吉家保 増田恒幸、朱夏希 
 EBL 届出数は全国的に増加し、まん延防
止に向けた様々な対策が実施されている
が、複雑化する牛の移動や高い農場抗体陽
性率のため清浄化は困難。管内の多くの農
場では『EBL は深刻な問題』と認識し、何
かしらの対策を実施している一方、手間や
コストなど様々な理由により対策未実施農
場散見。2017 年冬から搾乳牛 60 頭規模の A
及び B 農場で EBL まん延防止対策開始。A、
B 農場とも年 2 回の全飼養牛の BLV 抗体検
査、抗体陽性牛の積極的な更新等を実施。2
017年冬から 2019年冬にかけて A農場の抗
体陽性率は 11.8%から 2.4%まで減少し、近
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い将来清浄化達成見込。一方、B 農場では 2
4.1%から 26.8%と微増。A 農場では抗体陽性
牛の分離飼育を実施しており、水平感染防
止に大きな効果発揮したと推察。現在 A 農
場での取組を肉用牛一貫経営農場にて応
用。抗体陽性繁殖牛の更新は時間を要する
が、分離飼育により水平感染は防止可能。
地道な対策の継続により農場での EBL まん
延防止を図る。 
 
54．重点対策農場における牛白血病ウイル
ス感染拡大防止対策：鳥取県西部家保 小
林努、岡田綾子 
 管内の牛白血病ウイルス(BLV)抗体保有
状況を調査。また平成 28 年度から BLV 感染
拡大防止に取組む重点対策指導 3 農場の取
組状況と陽性率及び陽転数の推移を検討。
抗体陽性率について乳用牛(約 70%)は肉用
繁殖牛(約 40%)と比べ陽性率が高い。重点
対策農場の平成 30 年度と比較した陽性率
の変化(昨年度からの抗体陽転頭数)は、A
農場は 25.5%から 3.8 ポイント低下(0 頭)、
B 農場は 37.8%から 5 ポイント低下(5 頭)、
C 農場は 75%から 11.5 ポイント低下(4 頭)
と、3 農場とも陽性率改善するも、B 農場は
陽転頭数が 2 頭(平成 29 から 30 年度)から
5 頭(30 年度から令和元年度)と大幅に増
加。各農場の対策実施状況は、A 農場は区
分飼育徹底、B 農場は新牛舎移転後に区分
飼育中止、C 農場は区分飼育及び媒介節足
動物対策開始と差があり、感染拡大防止対
策を実施する A 及び C 農場で改善認める。
抗体保有状況の疫学調査の結果から、BLV
感染拡大防止対策は第一に区分飼育であ
り、次に媒介節足動物対策が重要と考察。 
 
55．管内一酪農場における牛コロナウイル
ス病の発生事例：島根県松江家保 原陽子、
矢田恭一 

令和元年 11 月 12 日、A 農場より 4 日前
から飼養牛の一部に下痢症を認めたが、群
全体に広がったとの連絡があり、同日立ち
入り検査実施。立ち入り時、乳用牛全頭が
下痢、一部は水様性血便を排泄。一方、同
一畜舎内に飼養される B 農場の黒毛和種牛
全頭に下痢症状なし。乳用牛 9 頭の血液及
び糞便、給与飼料を検査。糞便の細菌学的
検査では有意菌なし。飼料のサルモネラ検
査陰性。ロタウイルス・アデノウイルス簡
易キット検査は全例陰性。PCR 検査で全例
牛コロナウイルス（BCV）陽性、その他ウイ
ルスは全例陰性。これを受け、A 農場の下
痢発症牛 9 頭、同一畜舎内の B 農場牛 6 頭、
A 農場から B 農場に戻った牛 7 頭、B 農場繋
養牛 6 頭の BCV 中和試験実施。下痢発症時、
A 農場牛全例で BCV 抗体価が 160 倍以下、B
農場牛 5/6 頭で 160 倍以上。B 農場牛は以
前から移動の有無に関わらず高い BCV 抗体
価を保有する事が判明。このため B 農場牛
は発症を免れたと推察。A 農場にワクチン
接種を指導。 

 
56．管内における牛ウイルス性下痢・粘膜
病の清浄化への取組と今後の課題：岡山県
井笠家保 福田新、山内章江 
 本病については清浄化へ向け平成 30 年
度より県下統一の取組を開始。管内でもス
クリーニング検査、全頭検査により 3 戸で
持続感染牛(以下「PI 牛」)4 頭を摘発。そ
の後 10カ月の継続検査により更に 9頭を摘
発淘汰し、一旦は全戸で清浄化を達成。ま
た、生産者の希望により県外導入牛やその
産子の検査、育成牧場の入牧時検査等を継
続実施。その結果、11 月末時点で導入牛産
子から PI 牛 3 頭を摘発。摘発率は産子検査
0.2%（3/1,666 頭）、育成牛、成牛で 0%（0
/1,695 頭)。このことから頻繁に導入し、
その産子を抱える大規模な農場では継続的
な監視が必要と推察。しかし頻回かつ多数
の採血と r-PCR 検査への対応が多大な業務
負担となっている。今回、血清または耳片
組織で検査可能な市販の抗原検査用 ELISA
キットの利用を検証。その結果、生産者で
実施可能な耳片採材による労力軽減、また
家保での検査による農場への迅速な結果回
答等、本病検査体制の効率化が期待された。 
 
57．牛白血病ウイルス陽性牛における B 細
胞クローナリティ解析：広島県西部家保 
渡部伸也、秋山昌紀 

牛白血病ウイルス（BLV）により引き起こ
される地方病性牛白血病（EBL）発症のバイ
オマーカーを検討するため、BLV 遺伝子検
査陽性牛（血中プロウイルス量 100 コピー/
10ng 以上）52 頭及び、体表腫瘤が認められ
る等により EBL 病性鑑定依頼のあった牛 5
頭の末梢血由来 DNA を用いて、免疫グロブ
リン H 鎖領域を対象とした B 細胞クローナ
リティ解析を実施した結果、5 頭をクロー
ナリティ陽性と判定。この内腫瘤が認めら
れた牛は 4 頭、無症状は 1 頭。腫瘤が認め
られクローナリティ陰性の 1 頭は、追跡調
査時に腫瘤の退縮が認められたことから E
BL の可能性は低い。本解析結果と腫瘤の有
無は概ね一致し、本解析は EBL 発症の血中
バイオマーカーとして有用。無症状でクロ
ーナリティ陽性となった牛も 1 頭おり、こ
のような牛の将来的な EBL 発症リスク評価
に向けて、長期的な追跡調査等のデータの
蓄積が必要。 
                   
58．管内肉用繁殖牛の地方病性牛白血病清
浄化への取組：山口県東部家保 大岩本拓
也、横山明宏 
 管内肉用繁殖牛の地方病性牛白血病（EB
L）清浄化に向けた継続的な取組として、関
係機関及び農家等に対し会議及び巡回等に
併せて周知を実施。その結果、今年度新た
に 7 戸が牛白血病ウイルス（BLV）抗体検査
を実施し、2 戸 38 頭で陽性を確認。検査結
果を踏まえ、BLV 陽性農家、BLV 陰性農家そ
れぞれに対して実施可能な対策を指導し、
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清浄化に向けた対策の取組開始を確認。平
成 29、30 年度から清浄化に取り組む農家 1
4 戸に対して、定期的な感染状況確認検査
の実施を促し、今年度 5 戸 91 頭の BLV 抗体
検査を実施。さらに、清浄化に向けた対策
の実施を再確認。また、5 戸 29 頭の BLV 陽
性牛とう汰を確認。取組の結果、検査を実
施した 5 戸中、4 戸で BLV 陽性率が低下。
管内の BLV 浸潤状況の把握及び EBL 清浄化
をさらに進めるためには、今後も関係機関
と連携した検査の励行、対策に係る指導等
の積極的な実施が必要。 
                    
59．肉用牛繁殖農場の牛白血病清浄化への
取組：山口県西部家保 多度津大介、中谷
英嗣 

地方病性牛白血病（EBL）について、県は
H29 年度から依頼検査開始。家畜衛生情報
等で周知し EBL 対策実施を呼びかけ、講習
会も開催。同年 4 月、N 市 A 農場（肉用牛
繁殖経営 20 頭規模）で繁殖牛１頭発症。家
保は牛白血病ウイルス浸潤状況調査実施
（陽性率 62.5％）。遺伝子量を基に、高順
位牛淘汰もしくは分離飼育を指導。吸血昆
虫対策、早期母子分離及び人為的感染防止
対策の徹底も指導。淘汰事業活用提案。2
頭発症したが、新規陽転なく新生子牛への
感染も防止。陰性牛 1 頭導入、高齢陽性牛
５頭淘汰（1 頭は淘汰事業活用）。R2 年 1
月の抗体陽性率 16.7％と H29年に比べ有意
に低下。EBL 対策の啓蒙で、地域の中核的
指導者である家畜人工授精師が、自主検査
・対策を開始。他農家へ波及し積極的検査
・対策が展開。結果、N 市の依頼検査件数
は H29 年度 0 戸 0 頭、H30 年度 4 戸 102 頭、
R1 年度 14 戸 282 頭と増加。今後、A 農場の
取組を優良事例とし、分離飼育や陽性幼若
牛の分離が困難な農場等、実状に合わせた
対策検討・指導予定。 
 
60．管内和牛繁殖農家における繁殖候補牛
の牛白血病ウイルス対策：徳島県西部家保
森川かほり、山田みちる 
 管内の牛白血病ウイルス(BLV)対策実施
中の和牛繁殖農家 4 戸(A～D)において、繁
殖候補牛（候補牛）の対策を検討。A では、
陽性牛産子の雌 9 頭の BLV 遺伝子または抗
体検査を実施し 3 頭の BLV 感染を確認。陽
性牛産子は感染リスクが高いと判断し、陰
性農場からの母牛導入および陰性牛産子の
みを候補牛とし、陽性牛産子と分離飼育し
たところ、その後陽転牛の摘発なし。B で
は、陰性牛産子のみを候補牛とし、良好に
コントロール中。C では、陰性牛産子のみ
を候補牛とすることに加え、感染牛産子の
牛房と候補牛の牛房の間に、陰性牛産子か
つ出荷予定の子牛を飼育し、緩衝帯を設け
ることで、対策開始後の陽転率 0%と良好な
成績。D では、陽性牛産子、陰性牛産子、
導入 F1 の混在状況を整理し、候補牛を分離
して飼育管理予定。候補牛の BLV 対策は、

陰性牛からのみ候補牛をとること、候補牛
と感染牛産子の分離飼育することが簡易か
つ効果的で多くの農場で実施可能な対策と
考える。 
 
61．新種アルボウイルスの県内浸潤状況調
査：徳島県徳島家保 井口陽香、阿部敏晃 
 アルボウイルスは蚊やダニなどの吸血性
節足動物によって媒介され、ヒトや家畜な
どの脊椎動物に感染する生態学的特徴をも
つウイルスの総称。近年、日本に侵入した
ピートンウイルス(PEAV)、サシュペリウイ
ルス(SATV)、ディアギュラウイルス(DAGV)
やシャモンダウイルス(SHAV)は九州地方・
中国地方で症例の報告あり。今回県内のウ
イルス浸潤状況調査のため、2016 年～2019
年の血清 464 検体（各年未越夏牛を約 30
頭選定し 6・8・10・11 月に採血）の抗体検
査を実施。結果、PEAV において 2016 年 11
月に 6 頭、2017 年 6 月に 5 頭の陽性個体を
確認。SATV、DAGV、SHAV において陽性個体
確認なし。現在県内において新種アルボウ
イルスの発生はないが、近県において症例
の報告があり、本県へのウイルス侵入の可
能性を危惧。今後は新種アルボウイルスの
情報収集、異常産症例の検査、定期的なモ
ニタリングが必要。 
 
62．管内一酪農家における牛白血病陽性率
低下へ向けた取り組み：徳島県徳島家保 
阪口幸、谷史雄 
 当所では、隔年で牛白血病ウイルス浸潤
調査を実施。一酪農家の抗体陽性率が継続
して上昇、対策が必要。当該農家は搾乳牛
70 頭規模、牛舎はつなぎ飼いの対尻式、乾
乳期と分娩前の牛は群飼。後継牛は自家産
で、陰性牛産子を牛白血病陰性を確認した
後県外へ預託。陽性牛産子は代用乳給与後、
早期に母子分離。本年 5 月時点の抗体陽性
率は 48%。夏期の陽転牛の摘発のため本年 1
1 月に搾乳牛の全頭検査を実施、4 頭の陽転
を確認、陽性率は 49%に上昇。牛舎は陽性
牛と陰性牛の分離飼育がされておらず、伝
播リスクの高い状態。牛白血病の生前診断
の指標である「EC の鍵」による判定を行い、
陽性 13 頭、擬陽性 5 頭を確認。淘汰優先順
位の決定に資するためこの 18 頭について
ウイルス遺伝子量を測定、全て高リスク牛
と推察。今後は、定期的に抗体検査を行い
陽転牛を摘発するとともに、陽性牛と陰性
牛の分離飼育の実施と高リスク牛を優先的
に更新するよう促し、陽性率の低下へ向け
て取り組む。 
 
63．香川県内における D 型インフルエンザ
ウイルスの浸潤状況調査（第 1 報）：香川
県東部家保 森西恵子、中津弥乃梨 
 D 型インフルエンザウイルス（IDV）は近
年牛呼吸器症候群への関与が報告。過去、
県内で呼吸器病を発症した牛への IDV 関与
を疑い、浸潤状況を調査。平成 19 年度～令
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和元年 12 月までに呼吸器症状を主訴とし
て病性鑑定を行った牛の鼻腔スワブ由来精
製保存 RNA 延べ 58 農場 272 検体を用いて、
リアルタイム RT-PCRによる IDVの遺伝子検
査を実施。結果、4 農場 9 検体から IDV 遺
伝子を検出。県内での存在を確認。次に、I
DV 陽性検体における他の牛呼吸器病を発
症させる原因病原体の検出状況（PCR 及び
菌・ウイルス分離による）を調査。1 農場
では病原性の低いマイコプラズマ（Mycopl
asma dispar）のみ検出。主として IDV の関
与を疑う。今後、ウイルス分離・抗体検査
等を実施し、症例検査数を積み重ねていく
ことで、さらに浸潤状況を調査予定。 
 
64．乳肉複合農家における牛白血病清浄化
に向けた取組み：南予家保 山本達哉、戸
田広城 
 乳肉複合農家（ホルスタイン種約 25 頭、
繁殖用黒毛和種約 10 頭）において、平成 2
8 年に家畜伝染病予防法第 5 条検査と併せ
て牛白血病抗体検査を実施し、陽性牛 5 頭
摘発（陽性率 16%、全てホルスタイン種）。
翌年改めて全頭検査を実施し、本病抗体・
遺伝子陽性牛 5 頭摘発（2 頭新規、陽性率 1
4%）。陽性牛の白血球中の牛白血病ウイル
ス量を rPCR により測定。ウイルス量の多い
陽性牛の優先淘汰、牛舎内分離飼育、初乳
処理、吸血昆虫対策（堆肥の早期処理、段
階的な駆除剤利用等）など本病対策を指導。
また、管内乳用牛公共牧場への育成牛の預
託を開始し、感染リスクを低減。牧場入牧
前の検査での摘発なし。清浄化対策中も平
成 30 年、令和元年秋に全頭検査で浸潤状況
を監視。新たな摘発は平成 30 年に 1 頭（陽
性牛産子）のみで、陽性率 5%まで低下。今
春には残る陽性牛全ての淘汰を計画。淘汰
完了から一定期間の後、全頭検査を実施し、
農場内清浄化を目指す。 
 
65．乳汁を検体とした牛白血病検査の有用
性：愛媛県中予家保 今岡豊、森岡聖子 
 令和元年 5 月、牛白血病ウイルス（BLV）
ELISA 検査が乳清で使用可能となったこと
を受け、管内酪農家陽性 2 農場の個体乳（検
査総頭数 71 頭）とバルク乳を用いて、BLV
検査としての有用性（採材や検査方法の労
力面、資材コストなど）を検討した。従来
の血液による検査と比べ、採材は、農家自
身が採取可能で省力的かつ牛の負担も少な
く頻回採取可能などの利点があったが、資
材コストに大差はなく、冷却遠心分離が必
要なため、多検体では回数と時間が増加し
た。バルク乳については、2 農場とも陽性
であった。また、BLV 診断に用いられる PC
R 検査については、乳脂肪成分除去がさら
に必要となり前処理時間が増加するほか、B
LV 遺伝子の検出にもばらつきがあり、不向
きな傾向であった。BLV 浸潤状況把握と乳
房炎検査を同時に行うなど、病性鑑定方法
の可能性が広がった。血液と乳汁を目的別

に選択することで、より効果的に BLV 感染
牛の摘発に努め、今後の BLV 清浄化対策に
役立てたい。 
 
66．肉用子牛育成のワクチンプログラムの
検証：西部家保梼原支所 川村隆史、酒井
賀彦 

H24 年度から実施している分娩前の「下
痢 5 種」と「呼吸器 5 種」のワクチン接種
といったワクチンプログラムの効果につい
て、抗体価の測定と診療件数の調査から評
価。抗体価は、分娩 2 か月前と 1 か月前の
母牛から各 3 頭、分娩後の母牛および 0 か
月齢の子牛から各 2 頭、キャトルステーシ
ョン（以下 CS）の 1～3 か月齢を各 5 頭、C
Sから移動した 4か月齢 5頭を採血し測定。
その結果、診療件数は消化器疾病が 0～4
か月齢まで多くそこから減少、呼吸器疾病
が 1 か月齢が最も多くその後も一定件数が
発生。抗体価は母牛から子牛への移行と月
齢に伴う減少を確認。これらの結果から現
在のワクチンプログラムが疾病予防に一定
の効果を発揮していることが確認できた
が、更なる予防法や飼育環境の検討が必要
と考えられた。 
 
67．県内のピートンウイルス抗体保有状況
調査：高知県中央家保 與名理昇 

ピートンウイルス（PEAV）は、アルボウ
イルスの一種であり、国内では平成 11 年に
長崎県で初めて分離。平成 17 年以降、九州
・沖縄地方、平成 28 年度には中国地方や兵
庫県で PEAV の関与が疑われる牛の異常産
が報告。県内での報告事例はなし。今回、P
EAV 県内侵入状況把握のため、牛流行熱等
抗体調査の残余血清 60 頭分（9 市町、16
戸）を 4 回（6～11 月）及び 1 回目の検査
で抗体価の高かった子牛の親 2 頭につい
て、中和試験による抗体検査を実施。結果、
9 月末から 11 月中旬にかけて 10 戸、19 頭
で陽転。また、1 回目の検査で抗体価の高
かった子牛の親の抗体価は、8 倍と 16 倍。
今回の調査から、PEAV が県内に広く侵入し
ていたことを確認。現在までに県内で PEAV
の関与が疑われる異常産は発生していない
が、今後もウイルスの侵入を監視するとと
もに、異常産が発生した場合の PEAV の検査
体制及びワクチン接種による免疫賦与が必
要。 
 
68．ウイルス性下痢・粘膜病の PI 牛摘発事
例：佐賀県北部家保 植田大二郎、鬼塚哲
之 

平成 31 年 3 月 13 日、育成牛 434 頭、子
牛 286 頭を飼養するキャトルステーション
（CS）で、外部機関の検査で 2.7 カ月齢の
子牛 1 頭から BVDV1 型の遺伝子が検出。直
ちに預託元農場の当該子牛と母牛の血清等
について、ウイルス検査を実施し、当該子
牛のみ BVDV 遺伝子を検出。同年 4 月 18 日
に当該子牛が瀕死となり、病性鑑定を実施。
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剖検で肺の膿瘍形成、気管支内泡沫貯留、
組織検査で化膿性気管支肺炎を確認。細菌
検査で肺から連鎖球菌を分離。ウイルス検
査で大脳から外部機関と同じ BVDV1 型を分
離、血清及び主要臓器等から BVDV 遺伝子を
検出、中和反応で 3 月 28 日に抗体価 64 倍、
4 月 18 日に 32 倍を確認したが移行抗体と
推察。以上から、当該牛を BVD-MD の PI 牛
と診断。CS と預託元農場で浸潤状況調査を
実施し、検査した全頭が BVDV 遺伝子陰性。
今回の症例は、正確な感染時期は不明であ
るが、当該牛は導入前に母牛の胎内で感染
し、PI 牛となって出生したと推察。 
 
69．ディアギュラウイルスの浸潤とその関
与を疑う牛異常産の発生：佐賀県中部家保
岡本理、平野慎二 

佐賀県において 2018 年にディアギュラ
ウイルス（DAGV）の浸潤を確認し、DAGV の
関与を疑う牛の異常産に遭遇。2018 年 8 月
から 11 月にかけて、県内の未越夏牛 60 頭
のうち 23 頭で DAGV の抗体陽転を確認。洗
浄血球から DAGV を 3 株分離。2019 年春に
生まれた黒毛和種 1 頭で大脳欠損及び小脳
欠損、2 頭で大脳欠損を伴う異常産が発生。
病理組織学的検査では、3 頭で非化膿性脳
炎等を確認。3 頭で DAGV 抗体を認め、うち
2 頭では初乳未摂取のため、DAGV の関与を
疑う異常産と診断。2018 年に佐賀県へ浸潤
した DAGV は、胎子の水頭無脳症及び小脳形
成不全を引き起こすと考察。また、うち 1
頭の母牛は種付け前にチュウザンウイルス
（CHUV）ワクチン接種済みであり、DAGV 抗
体陽転前の CHUV 抗体価は 16 倍であったた
め、CHUV ワクチンは DAGV による異常産を
防御できない可能性が示唆。 
 
70．ピートンウイルスの関与を疑う牛異常
産事例：長崎県県北家保 重國由起子、鈴
田史子 
 令和 2年 2～3月に管内黒毛和種繁殖農場
2 戸で体型異常を伴う妊娠末期の死産が 2
例発生。2 例に共通して、剖検で脊柱湾曲、
四肢の屈曲・伸張、関節拘縮、四肢や体幹
の骨格筋量減少、骨盤変形、小脳低形成を
認め、病理組織検査で脊髄側索～腹索の狭
小化および髄鞘の低形成、腹角の形成異常
および神経細胞減数、骨格筋における筋線
維の大小不同、脂肪性置換を確認。牛異常
産関連ウイルス抗原検査は陰性、抗体検査
で母牛血清、子牛体液からともにピートン
ウイルス（PEAV）に対する抗体を確認した
ため PEAV の関与を疑う異常産と診断。発生
状況、肉眼および組織所見は既報と酷似。
平成 31 年度のおとり牛調査では管内を含
む県内複数地域で 9～11月に PEAVの動きが
確認され、同時期に侵入したと推察。PEAV
を含む牛異常産 4 種混合ワクチンの管内に
おける接種率は低く、本 2 症例でも接種さ
れていなかったため、ワクチン接種の重要
性について管内農家や関係機関に対し注意

喚起を実施。 
 
71．令和元年度に認められた多種アルボウ
イルスの流行と関連疾病の発生状況：長崎
県中央家保 酒井芳子、鈴田史子 

令和元年度アルボウイルス動態調査の結
果、9～11 月に県下の広範囲でアカバネ（A
KA）、ピートン（PEA）、サシュペリ（SAT）、
流行性出血病ウイルス 7 型（EHDV-7）、イ
バラキ（IBA）ウイルスに対する抗体陽転を
確認（8.1～23.0%）。抗原検索では 9 月採
材の血漿 2 検体から SATV（平成 19 年大分
株と相同性 99.32%）を分離、11 月採材の血
球 5検体及び 10月採材の黒毛和種由来血球
から EHDV-7 特異遺伝子（平成 18 年長崎株
と相同性 99.39%）を検出。関連疾病は令和
2 年 2～3 月に発生した牛異常産 2 例（体形
異常を伴う死産）で、剖検で脊柱弯曲、四
肢の関節拘縮、小脳低形成、脳室拡張が、
組織所見で脊髄側索～腹索領域の狭小化、
脊髄腹角の神経細胞減数、骨格筋の脂肪性
置換を確認。ウイルス抗体検査では 2 症例
共に母牛血清及び子牛体液から PEAV に対
する抗体を検出。今後もワクチンによる感
染防御や媒介昆虫対策による伝播リスクの
低減が重要。 
 
72．一牧野組合における牛白血病清浄化へ
の取組：熊本県阿蘇家保 小田原直子、中
央家保 福岡恒 

管内の一牧野（組合員 5 戸、地域外農家
2 戸）では、約 260ha（5 牧区）で肉用繁殖
雌牛約 80 頭を周年放牧。組合内で数頭が地
方病性牛白血病（EBL）を発症したことを機
に、組合一体となった対策の必要性で意見
が一致、清浄化への取組開始。牧野及び牛
舎における分離飼育及び吸血昆虫忌避剤塗
布指導後、2019 年 3 月実施検査の結果、陰
性牧区の陽転率は 17.4%。第 1 回検討会後、
牧野では 5m 緩衝帯を挟む二重柵設置によ
る分離飼育の再徹底。半年後の 10 月実施検
査の結果、陰性牧区における組合員の牛は
陽転率 0%。入牧前に検査未実施の地域外農
家の牛 10 頭中 5 頭の陽性牛摘発し、直ちに
陽性牧区へ移動。第 2 回検討会で、入牧前
検査徹底、導入牛隔離と速やかな検査実施
及び高リスク牛の優先的とう汰を指導。農
家経営に大きな負担なく、継続的に実践可
能な対策を選択し、農家の意識統一ができ
たことにより一定の成果。共同牧野におけ
る EBL 対策のモデルケースとして普及を図
る。 
 
73．一農場の牛白血病対策から見えた清浄
化への進展の要因と家保が果たす役割：熊
本県天草家保 松本卓也 
 2015年 4～9月に肉用繁殖牛 45頭飼養農
場で繁殖雌牛 9 頭が地方病性牛白血病（EB
L）を発症。同年 9 月に抗体検査で陽性牛を
把握し（陽性率 86.4％）、農場内分離飼育
等の EBL 対策を実施。2016 年 7 月から家保
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が支援を開始し、定期的な陰性牛の清浄性
確認検査、2 農場での陽性牛と陰性牛の分
離飼育及び早期離乳を実施。2017 年 8 月か
らは子牛の分離飼育と陰性後継雌牛の確
保、陽性牛のとう汰を行った結果、2019 年
6 月、陽性率は 24.6%に低下。残る陽性牛 1
2頭は 2020年 4月までに処分し清浄農場と
なる予定。清浄化への進展要因として、家
保の積極的な支援に加え、経済的負担が大
きいにも関わらず清浄化への確固たる意思
の持続、定期検査に基づく完全分離による
水平感染防止とウイルスの完全な封じ込め
が有効と推察。家保は本事例を参考に清浄
化がもたらすメリットを管内の EBL 陽性農
家に発信し、天草地域が取組む EBL 清浄化
に向けて支援していく。 
 
74．管内大規模農場の牛白血病対策の一考
察：熊本県城南家保 髙木郁哉 

管内の乳肉複合大規模農場（肉牛 350 頭、
乳牛 180 頭）の牛白血病対策を検討。第 1
農場は乳牛及び育成及び低産歴の肉牛を飼
養し、抗体陽性率は乳牛 77%、肉牛 22.4%。
第 2 農場は高産歴の肉牛を飼養し、陽性率
は 85.6%。遺伝子量検査を肉用育成牛と母
牛 5 組、1 ヶ月間に分娩した初乳未摂取の
肉用初生牛と母牛 31 組で実施。育成牛 3/5
頭、その母牛 2/4 頭及び初生牛の母牛 14/3
1 頭が牛白血病ウイルス伝播高リスク牛（1
0,000copy/10⁵ cell 以上）、初生牛 2 頭か
ら遺伝子を検出（52、1,613copy/10⁵ cell）。
高リスク母牛の 14.2%で母体内感染を確
認。本農場では、垂直感染の初生牛が感染
源となり、育成牛間での水平感染の可能性
が示唆。高リスク牛の多い大規模農場にお
いて、初生牛の遺伝子検査は感染初生牛の
摘発及び子牛間の水平感染防止に有用であ
り、陰性子牛の作出の一助になる。 
 
75.熊本型ＥＢＬ清浄化対策の取組（第一
報）：熊本県中央家保 福岡恒 

2019 年度から東海大学と連携し、抗体検
査、抗体陽性牛のプロウイルス量（PVL）の
定量及び地方病性牛白血病（EBL）発症に係
る遺伝子情報分析等の取組（熊本型 EBL 清
浄化対策）を開始。牛白血病ウイルス（BL
V）浸潤 20 農場 711 頭について、検査を実
施。全体の抗体陽性牛は 402 頭（56.5%）、
農場毎の抗体陽性率は 8.9～100%。農場毎
の PVL（平均値）は黒毛和種で 4,215～48,
759 コピー、ホルスタイン種で 5,845 コピ
ー、褐毛和種で 6～7,282 コピー。PVL25,0
00 コピー以上の牛を飼養している 15 農場
で高リスク牛の割合が高値で PVL25,000 コ
ピー以上の牛の対策は特に重要。BLV Tax
遺伝子型別試験では 16 農場 333 頭が L233
型、6 農場 42 頭が P233 型、27 頭が遺伝子
不検出。L233 型が検出された農場では PVL
測定による伝播リスク評価に加え、発症リ
スクも考慮し、淘汰・更新順位を決定。今
後は、東海大学での EBL 発症に係る遺伝子

情報等のデータを共有し、農家の EBL 清浄
化への一助にしたい。 
 
76．肉用子牛の日本脳炎発生と浸潤状況調
査：熊本県天草家保 島村昇吾、中央家保
福岡恒  

2018 年 8 月、起立不能を呈した 5 か月齢
の肉用子牛について、病性鑑定を実施。大
脳から延髄に非化膿性髄膜脳炎を認め、脳
から日本脳炎ウイルス（JEV）特異遺伝子（J
EV/Sw/Kagoshima/1/2016 と最も近縁(1 塩
基相違、相同率 99.93％)）を検出。県内初
発の牛の日本脳炎と診断。2018～19 年採材
の牛 79 頭、野生いのしし 56 頭の血清を用
いた JEV浸潤状況調査を実施。HI試験では、
牛・いのしし 96 頭で抗体価 10 倍以上を検
出。内 90 頭の検体について 2-メルカプト
エタノール処理後、HI 試験を実施し、17
頭で IgM 抗体陽性。2016 年に南九州で活動
した JEV が吸血昆虫と感受性動物間で維持
されながら牛農場に侵入し、発症したと推
察。牛・いのししの 71％が JEV 抗体を有し、
2018 年、19 年ともに感染初期の個体が確認
されたことから、2 年連続の流行を示唆。
日本脳炎は人獣共通感染症として重要な疾
病。豚へのワクチン接種及び吸血昆虫対策、
いのししの侵入防止対策等の飼養衛生管理
指導を実施。 
 
77．牛白血病清浄化への取組事例（第３報）
：大分県宇佐家保 安達聡 
 平成 25 年に繁殖雌牛の牛白血病ウイル
ス(BLV)浸潤状況調査を実施し感染率が 8
8.7%(94/106 頭)と非常に高かった農場で
分離飼育等の清浄化対策を開始。これまで
出生子牛計 410 頭の検査を行い感染牛 72
頭(17.6%)を摘発して、非感染牛の優先的な
保留を推進。外部導入牛は計 74 頭のうち感
染牛が 31 頭(41.9%)で、結果に基づき随時
群分けを実施。非感染牛群の清浄性確認検
査を延べ 12 回 364 頭実施し、11 頭(3.0%)
の新規感染牛を摘発して速やかに隔離。血
中 BLV遺伝子量 1,000コピー数/10ngDNA以
上の 12 頭をハイリスク牛として計画的に
淘汰。これらの取組を 6 年間実施し、農場
の感染率は H25:88.7%(94/106 頭)、H26:83.
8%(83/99 頭)、H27:81.4%(83/102 頭)、H28
:74.0%(71/96 頭)、H29:62.3%(76/122 頭)、
H30:53.7%(73/136 頭)、R1:47.9%(79/165
頭)と改善。地道な対策の継続と合わせ、補
助事業等を活用して隔離牛舎の確保や増頭
を進めながら計画的に淘汰更新を行い、着
実に農場の清浄化を進めている。 
 
78．廃業予定の酪農場における牛ウイルス
性下痢ウイルス持続感染牛の摘発と清浄化
対策：大分県宇佐家保 大森麻里子 

預託牛牧場入牧前検査で育成牛 2 頭を牛
ウイルス性下痢ウイルス（BVDV）の持続感
染（PI）牛と摘発。当該酪農家は廃業前で
ワクチン接種等対策に消極的な中で清浄化
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対策を実施。全頭抗原検査でさらに PI 牛 1
頭を摘発。その後新生子牛抗原検査を継続
実施し（対策 1）さらに PI 牛 1 頭を摘発。
計 4 頭の PI 牛を摘発、自主とう汰。以降 P
I 牛の出生はない。売却予定の繁殖雌牛 99
頭（育成牛含む）について人工授精前に抗
体検査を実施（対策 2）、すべての個体で
抗体保有を確認。他農場への移動後の PI
牛娩出リスクは低いと判断。自家保留の新
生牛 4 頭について、移行抗体の消失後の抗
体の動向による農場の清浄性確認を試みた
（対策 3）が 3 頭／4 頭で抗体上昇。農場清
浄化の確認には至らず。対策 1 及び 2 から
売却による他農場へのウイルス拡散リスク
は最小限と判断。導入畜検査や定期的スク
リーニング等のまん延防止策の必要性を管
内農家へ注意喚起。 
 
79．牛呼吸器病発生農場の状況に応じた対
策の検討：大分県豊後大野家保 林拓己、
壁村光恵 
 2019年 4月から 6月にかけて黒毛和種繁
殖農場 2 戸（A・B 農場）で牛 RS ウイルス
（BRSV）を原因とする呼吸器病が発生。A
農場は BRSV と細菌の混合感染、B 農場は B
RSV 単独感染事例。それぞれで BRSV 対策を
検討。A 農場は母牛抗体価、子牛の移行抗
体価の減少月齢が揃い、免疫付与ための子
牛育成スペースを確保できたことから、約
2 ヵ月齢で 5 種混合ワクチン接種後、約 1
ヵ月後に補強のため BRSV ワクチンを追加
接種。B 農場は母牛抗体価に差があったこ
とから、母牛全頭へ BRSV ワクチン接種、子
牛の移行抗体価の減少月齢の差とスペース
が確保できなかったことから、定期的に採
材、子牛ごとに抗体価の減少時期を推定、B
RSV ワクチンを接種。各農場では対策後、
呼吸器病の発生は抑えているが、経過観察
を継続中。2 つの症例は共に BRSV が主因だ
ったが、農場の状況に応じた対策を実施。
農場毎に適した呼吸器病発生対策には病原
体、免疫状態、飼養管理状況といった農場
全体像の把握が重要。 
 
80．牛白血病ウイルス(BLV)の県内感染率推
定及び遺伝子学的解析：大分県大分家保 
中出圭祐 
 (1)県内感染率推定：県内肉用繁殖牛農場
1,090 戸 13,780 頭中、67 戸 2,356 頭を集落
無作為抽出。市販の ELISA キットで 2,356
頭中 1,377 頭が陽性、県内肉用繁殖牛の感
染率を 58.4％（信頼区間 50.9～66.0％）と
推定。(2)血中 BLV プロウイルス量測定：県
内飼養牛 1,310 頭の末梢血中の BLV プロウ
イルス量を定量、2,000copies/50ng 以上の
306 頭を高リスク牛と判定。また、全飼養
繁殖牛を検査した肉用繁殖牛農場 27 戸の
高リスク牛の割合と抗体陽性率に正の相関
を確認(r=0.578)、高リスク牛が農場内の伝
播リスク要因と推察。他方、飼養環境等に
より感染拡大の農場も確認。(3)BLVtax 遺

伝子型別：肉用繁殖牛農場 27 戸の抗体陽性
牛 626頭を Inoueらの報告による multiple
x-PCR 検査で tax 遺伝子の 233 番目のアミ
ノ酸をロイシン(L233 型)かプロリン(P233
型)か判別。L233 型 294 頭、P233 型 50 頭、
型別不能 282 頭となり、県内全体では L233
型が多いが、27 戸中 2 戸では P233 型が多
いことを確認。 
 
81．東臼杵地域における口コミ方式による
地方病性牛白血病（EBL）準清浄化：宮崎県
延岡家保 小野英俊 
 家保主体で事業協力農場等から EBL のリ
スクの高い多頭飼育や外部導入をしている
和牛繁殖農場を選択検査。これらの農場か
ら EBL 取組を広めてもらう方式で、清浄化
の前段階としての準清浄化を進めた。ELIS
A 法で BLV 抗体を検査。2 回検査で清浄性確
認。全陽性牛淘汰 3 か月後の全頭検査で農
場清浄化確認。14 か月間で清浄性確認 23
農場、陽性牛確認 7 農場（清浄化達成 1 農
場、清浄化進行中 6 農場）。推進中に以下
の課題；検査前説明を理解していなかった
事例、検査陰性を安心して管理が甘くなる
事例、陽性農場からの口コミは広まりにく
い、農場任せの口コミでは検査希望が農閑
期に集中、優良牛の性急な淘汰抑制や高リ
スク牛優先淘汰のために、高リスク牛検査
が必要。今後、説明方法の改善検討、農場
指導のための臨床獣医師の協力強化、安心
して導入できる繁殖素牛生産地区が必要。E
BL 発生情報、陽性牛の疫学関連農場、後継
者、増頭を考慮して農場選択し、効率的な
EBL 準清浄化を目指す。 
 
82．県西地域の地方病性牛白血病清浄化の
取組第２報：宮崎県都城家保 栗林正弘、
丸田哲也 
 本県では近年牛白血病（BL）清浄化の機
運が高まる中、平成 25 年から県北、県央で
BL 清浄化の取組が始まり、管内の県西地域
は平成 29 年度に取組を開始。先進地視察、
勉強会等で関係者、生産者の理解を深め、
平成 30 年 3 月に特定疾病対策協議会を設
立。4 月からセリ上場雌子牛の任意検査、
品評会出品牛の検査を開始。牛白血病ウイ
ルス（BLV）陰性牛は次世代雌牛として表示
上場し陽性牛は評価購買して地域内の肥育
農場で飼育。セリ上場雌子牛の検査は 1 年
間で 1,157 戸 4,440 頭（それぞれ上場数の
77％,58％）。令和元年 8 月から生産元農場
の繁殖雌牛全頭の遡り検査を実施。遡り検
査対象の繁殖雌牛総数は 3,339 頭、うち 30
戸、1,006 頭の検査を実施。上場雌子牛の
検査希望に地区の偏りがあり、遡り検査実
施戸数も少ないが、遡り検査の結果を受け
今後は検査希望の増加が見込まれる。今後
は清浄化支援と清浄性維持の仕組み作り、
対策農場のセリ上場時の区分表示等検討。 
 
83．宮崎県内でのディアギュラウイルス浸
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潤状況と牛異常産の発生：宮崎県宮崎家保
瀬戸山博則、福田美津紀  

2018 年 6 月から 11 月に実施したアルボ
ウイルス流行調査で、10 月及び 11 月採材
血清でチュウザンウイルス及びディアギュ
ラウイルス（DAGV）抗体の陽転を確認。DA
GV 抗体陽転牛 13 頭中 4 頭の 10 月採材血球
から DAGV が分離され、県内での DAGV の流
行を示唆。病性鑑定を実施した 2018 年 7
月から 2019 年 6 月出生の先天異常子 57 頭
について DAGV の関与を精査。2019 年 1 月
下旬から 4 月中旬に生まれた 11 頭で、DAG
V 抗体保有と大脳欠損を確認。病理組織学
的検査を実施した症例では、大脳実質の膜
状菲薄化、脳実質の一部で石灰沈着、小脳
のプルキンエ細胞壊死及び脱落等の所見を
確認。11 頭のうち、9 頭は母牛初乳を摂取
し、2 頭は初乳製剤を摂取。最終的に移行
抗体の影響を考慮し、初乳製剤を摂取して
いた 2頭を DAGV関与疑う異常産と判断した
が、9 頭についても出生日が冬季から春季
に限局していたため、DAGV が関与していた
可能性が高いと判断。 
 
84．管内の地方病性牛白血病対策（第２報）
：鹿児島県北薩家保 森光俊晴、稲田年久 
 管内の地方病性牛白血病（EBL）清浄化を
目指し、清浄化に意欲的なモデル農家 5 戸
及び新たに牛白血病ウイルス(BLV)抗体検
査を希望した農家 33 戸（追加農家）で EBL
対策を実施した。モデル農家では陽転率が
概ね低く維持され、うち３戸では陽性繁殖
牛の淘汰・更新も進み清浄化が進展した。
しかし、2 戸で外部導入牛が関与した可能
性のある陽転事例があった。また追加農家
では、外部導入を行う農家は陽性牛がいる
割合が高い傾向であり、外部導入割合が大
きい大規模農家は抗体陽性率が高かった。
以上の結果から、EBL 対策として外部導入
牛検査の重要性及び対策を継続する必要性
が再確認された。また追加農家では小規模
・中規模農家が年々増加傾向にあり、EBL
対策必要性の認識が管内で拡がっているも
のと思われた。今後、検査体制を整備する
と共に、各農家の感染状況を踏まえて、実
施可能な対策を提案し、地域全体での EBL
清浄化に努めていきたい。 
 
85．与那国町における牛流行熱の発生と防
疫対応： 八重山家保 堺龍樹、仲松耕平 

【発生概要】6 月末、共済獣医師より与
那国町の農場において、B E F を疑うとの
通報があった。遺伝子検査及び中和試験に
より B E F と診断。その後、続発が確認 
され当年晩秋に収束（ 1 2 月 1 1 日現在、
1 8 戸 1 2 9 頭）。【病性鑑定成績】合計
8 戸 3 0 頭鑑定し、5 戸 7 頭特異遺伝子が
検出（ 2 0 1 2 年八重山分離株と近縁）。
【防疫対応】1 例目の遺伝子陽性を受け、
町内農家へ注意喚起及びワクチン接種を促
した。7 月、発生及び近隣農場対象に、8 

月にかけ繁殖母牛に、1 1 月にかけ出荷牛、
導入牛等に吸血昆虫忌避剤塗布とワクチン
を実施（ のべ 1 , 2 9 3 頭） 。また、対
策会議を開催し、防疫対応等を説明。【防
疫対応における反応】B E F の状況等を把
握していない農家が多数いた。一部ではワ
クチン接種牛での発症、流産等が確認され、
不満・不安の声が上がった。【まとめ】今
流行は阻止が遅れた。農家及び関係機関 
との体制の不十分さが露呈。今後は役割を
明確化し防疫体制の構築、情報共有及び連
帯意識の向上を図る。 
 
86．与那国島で発生した牛流行熱の疫学解
析: 沖縄県家畜衛生試験場 銘苅裕二、石井
圭子 

2019 年 6 月下旬、与那国島の肉用牛繁殖
農場 1 戸で発熱・鼻漏・起立不能等の症状
を呈し、病性鑑定を実施。牛流行熱ウイル
ス(BEFV)特異遺伝子を検出、BEFV に対する
中和抗体価の有意上昇を確認、BEFV を分
離、牛流行熱(BEF)と診断。2015 年以来、4
年ぶりの発生。7 月下旬及び 8 月下旬に与
那国島全農場 24戸 467頭に緊急ワクチン接
種を実施したが、ワクチン接種後も BEF 症
状を呈する牛が相次いで発生。10 月上旬ま
でに 18 戸 129 頭の BEF 疑い報告あり。9 月
中旬までに初発農場を含めた 5戸 10頭の病
性鑑定を実施。全て BEF と診断。分子系統
樹解析より 2017 年中国株や 2015～2017 年
タイ株と近縁、2012 年沖縄株と最も近縁
(塩基配列相同性 98.76％)。流跡線解析よ
り初発事例の 4 日前には台湾全土から与那
国島へ大気の移入を確認。台湾からウイル
スを保有した媒介昆虫が飛来した可能性を
示唆。今回、緊急ワクチン接種後も相次い
で BEF が発生した理由として十分に免疫
が得られる前に感染したものと推察。母牛
群の免疫を得るためには、流行前のワクチ
ン接種が必要。 
 
87．3 カ月齢黒毛和種子牛の地方病性牛白
血病の 1 症例:沖縄県家畜衛生試験場 石井
圭子、銘苅裕二 

2019 年 5 月、肉用牛繁殖農場（母 18 頭、
育成 4 頭、子 8 頭）で飼養され、食欲・活
力低下と浅頸及び腸骨下リンパ節腫脹を呈
する子牛（黒毛和種、3 カ月齢、雌）の病
性鑑定を実施。血液検査でリンパ球主体の
白血球数増加（異形リンパ球 20％）、BLV
抗体陽性、LDH 総活性値及び LDH2 分画比上
昇。遺伝子検査で BLV 特異遺伝子検出、遺
伝子型はⅠ型、血中遺伝子量は 1308copies
/10ngDNA、B 細胞クローナリティ解析陽性、
env 遺伝子欠損なし。病理組織学的検査で
全身リンパ節、脾臓、肝臓に B 細胞由来の
腫瘍性類円形細胞増殖を確認。当該子牛は
EBL と診断。BLV 浸潤状況調査で母牛陽性率
78％（14/18 頭）、当該母牛 BLV 遺伝子量
は 24copies/10ngDNA と低値だが、100copi
es/10 ngDNA 以上の同居母牛 7 頭が存在。
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当該子牛の感染及び発症要因として垂直感
染のほか、同居の BLV 伝播高リスク母牛か
らの水平感染（常乳摂取等）による生後早
期の多量なウイルス暴露が疑われた。今後
も症例を蓄積し、若齢発症に関する解析を
進め対策に繋げることが重要と考える。 
 
Ⅰ－２ 細菌性・真菌性疾病 
 
88．胆振管内の一酪農場における牛サルモ
ネラ症の課題と対応：北海道胆振家保 井
上恭彰、矢口弘美 

管内 A 酪農場で７年ぶりに牛サルモネラ
症（本症）が発生。家畜自衛防疫組織（自
防）に本症発生時の防疫方針や役割の定め
がなく、防疫対応に課題。当所が自防協議
に参加、課題への対応方法を提案、自防体
制の整理・再構築を支援。協議後、自防が
主体となり農場支援への積極的取り組みを
開始。自防が協力し、徹底消毒（計 4 回、
延 85 人動員）、保菌牛の隔離・治療、作業
動線の整理、環境検査結果を活用した消毒
困難箇所の改善、「同居牛及び環境検査 2
回連続全検体陰性で対策終了」と整理。結
果、70 日で対策終了、本事例と同様な道内
酪農場 10戸の本症対策日数中央値 76日（第
一四分位 71 日）より短期間。一方、「2 回
連続陰性」に対し「早く対策終了したい A
酪農場」と「再発生の不安を抱える周辺農
場」への防疫の信頼性説明のため、本事例
を基に本症の疫学解析を実施。結果、同居
牛検査全検体陰性 1 回で対策終了した場合
の再発生リスクは 18.1%、同 2 回では 1.3%。 
 
89．十勝管内におけるリアルタイム PCR 導
入後のヨーネ病防疫対策の検証と今後：北
海道十勝家保 日比浩之、原田健弘 

平成 25年 4月にヨーネ病検査法にリアル
タイム PCR（rPCR）が導入され、5 年以上が
経過。管内のヨーネ病防疫対策の成績を分
析、現行検査体制と清浄化の見通しを検討。
患畜摘発戸数・頭数は rPCR 導入前(平成 20
～24 年)の 214 戸・593 頭から導入後(平成
25～29 年) 341 戸・1,216 頭に増加。スク
リーニング ELISA(S)陽性牛の患畜転帰率
は rPCR 導入前 2.75%から導入後 9.54%に上
昇。rPCR 陽性牛の 15～20%は糞便中遺伝子
量１pg 以上の高度排菌牛。定性陽性牛の約
20%が患畜に転帰。摘発シミュレーションの
結果、管内の有病率は現在 0.50%から 10 年
後 0.11%に低下と推計。S+rPCR で患畜と診
断される割合は乳用牛 14 カ月齢未満 0%、
肉用牛 24 カ月齢未満 0.5%で、当該月齢の
血液検査を省略しても 10 年後有病率に影
響なし。rPCR の導入で汚染農場の摘発が進
んだ一方、検査量が増大。血液検査月齢引
き上げにより検査労力やコストの削減が可
能。感染拡大防止には高度排菌牛の早期発
見、定性陽性牛の早期淘汰が重要。 
 
90．スクリーニング遺伝子検査法を活用し

た牛ヨーネ病高度汚染農場の早期清浄化対
策：北海道釧路家畜保健衛生所 佃拓磨 
福田寛 
 牛ヨーネ病高度汚染農場で、早期清浄化
のため糞便を用いたスクリーニング遺伝子
検査法（本法）を導入。平成 30 年 2 月、本
法導入時の検査では、糞便 10 検体毎にプー
ルした糞便検査（プール）で 100％、プー
ル陽性検体の個別の糞便検査（個別）で 69
％が陽性。高陽性率は高度排菌牛の存在と
それによる環境の高度汚染が一要因と推
察。本法の弱陽性対照の増幅サイクル数を
指標とし、高度排菌が疑われるハイリスク
牛を設定。ハイリスク牛は優先的に公定法
による遺伝子検査（確定検査）を実施。環
境の高度汚染改善のため、環境検査を実施
し、その結果に基づきヨーネ菌感染のリス
クが高い若齢牛及び分娩牛の飼養場所にお
ける清掃、消毒を重点的に実施。導入時の
検査ではハイリスク牛 5 頭から患畜 3 頭を
摘発、環境は陽性 10ヵ所のうち 7ヵ所陰転。
これらの対策を継続的に取り組み、本法の
陽性率はプール、個別ともに検査のたびに
減少。平成 31 年 1 月、第 4 回検査で、プー
ル 36.6%、個別 3.0%が陽性、ハイリスク牛
の検出がなく、環境の高度汚染が改善され
たと判断し、個別陽性牛全てに確定検査を
実施。第 4 回、第 5 回検査では個別陽性計
25 頭から患畜計 4 頭を摘発。平成 29 年 11
月から令和元年 5月に摘発した 29頭の患畜
のうち 12 頭が本法を活用。高度汚染農場に
おいて、ハイリスク牛を設定し、環境改善
を進めることで本法の有用性と効率的な患
畜の摘発が可能であることを確認、清浄化
を目指す。 
 
91．同一牛から分離された性状の異なる Sa
lmonella Typhimurium(O4:i:-)の分子疫学
的解析と薬剤耐性について：北海道宗谷家
保 井澤将規、原希和子 

管内乳肉複合農場の肉用子牛 1 頭から、M
LCB 培地の発育性状が異なる 2 種類の Salm
onella Typhimurium(O4:i:-)を 12 株分離。
クリスタルバイオレット(CV)添加培養試
験、一濃度ディスク法による薬剤感受性試
験，キノロン耐性決定領域(QRDR)のシーク
エンス解析、プラスミド性コリスチン耐性
遺伝子(mcr-1)の保有確認及び分子疫学的
解析として PFGE及び SNP遺伝子型別法を実
施。CV 添加培養試験の結果より、弱発育性
8 株（Ⅰ群）と良発育性 4 株（Ⅱ群）に分
類。Ⅰ群は、キノロン系抗菌剤に耐性を示
し、QRDR である gyrA に 1 塩基変異及び mc
r-1 保有を確認。Ⅱ群は、キノロン系抗菌
剤に感受性であり、QRDR の変異及び mcr-1
保有はない。全 12 株は PFGE で同一のパタ
ーンを示し、SNP 型別では SNP9 型に分類。
サルモネラ防疫では、個体内に複数の性状
を持つ株が存在する可能性を考慮すること
が重要。QRDR が変異し mcr-1 を保有するキ
ノロン及びコリスチン耐性株の管内への侵
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入を確認したため、抗菌剤の適正使用が望
まれる。 
 
92．根室管内 Salmonella Typhimurium の遺
伝子型及び薬剤耐性の変遷：北海道根室家
保 澄川莉那、増子朋美 

管内の Salmonella Typhimurium（ST）の
動向を把握するため、過去 21 年間に管内で
分離された ST263 株について遺伝子型及び
薬剤耐性の変遷を調査。結果、SNP1 型 74
株、2 型 4 株、5 型 1 株、6 型 1 株、7 型 50
株、8 型 14 株、9 型 116 株、不明 3 株。管
内では H10～22 年に 1 型、H12～22 年に 7
型、H20～26 年に 8 型、H25 年以降に 9 型が
流行。SNP1,7,8,9 型から 105 株を選択し M
LVA を実施。結果、SNP 型毎に 4 つの主要な
クラスター（C）が形成。R1 年に分離され
た抗原構造 4:i:1,2 の ST（R1＋株）はいず
れの C にも分類されず。191 株について微
量液体希釈法により 13 薬剤の MIC を測定。
結果、168 株が 5 剤以上に耐性。SNP7 型は
KM 耐性傾向。H27 年以降に分離された SNP9
型は TMP 耐性傾向。R1＋株は ERFX、MRFX
に耐性、うち 1 株は CTF 耐性。管内では新
たな薬剤耐性を獲得した ST の出現によっ
て薬剤耐性パターンが変化。KM や TMP 等、
下痢症等の治療に用いられる薬剤への耐性
を確認。今後 ERFX、MRFX、CTF 耐性の R1＋
株がまん延する可能性を示唆。 
 
93．抗 Mycobacterium bovis 抗体を用いた
ヨーネ病検査方法の検討について：北海道
十勝家保 田子穣、谷口有紀子 

ヨーネ病の病理組織学的検査方法には H
E 染色、チール・ネルゼン染色（ZN）の他
に、より感度の高い免疫組織化学的染色（I
HC）があるが、市販の特異抗体はない。既
報に抗 Mycobacterium bovis（Mb）抗体を
用いた IHC の本病診断の有用性が示されて
おり、今回 ZN と抗 Mb 抗体を用いた IHC の
染色性を比較。類結核型病変を呈するヨー
ネ病患畜 24頭の回腸及び回腸リンパ節の Z
N と IHC の染色性を画像処理ソフト ImageJ
を用いて判定を実施。回腸は ZN 5 検体、I
HC 7 検体が陽性、回腸リンパ節は ZN 8 検
体、IHC 11 検体陽性となり、いずれの検体
も IHC の方が高感度と判明。また、抗原量
の少ない組織として、ヨーネ菌分離・遺伝
子陽性の乳腺組織 13 検体で ZN と IHC を比
較した結果、ZN は全検体陰性、IHC は 5 検
体で乳汁内等に微弱ながら陽性反応を確
認。以上より、IHC は ZN よりも感度が高い
と考えられ、抗原量の少ない組織の検査や、
ヨーネ菌の体内動態解明に抗 Mb 抗体を用
いた IHC は有用と考察。 
 
94．大規模肉用牛農場におけるヨーネ病清
浄化への取組：青森県むつ家保 堀口まな
ほ、高橋俊樹 
 青森県の肉用牛におけるヨーネ病の法第
5 条検査は現在 2 年に 1 回の体制で推進。

平成 24年 5月の 5条検査において飼養頭数
695 頭（繁殖雌牛 207 頭）の肉用牛農場で 8
頭の患畜を摘発。これは当時 1 回での摘発
頭数としては県内最多。その後も新たに 8
頭を摘発。清浄化に向け農場関係者らと数
回に渡り協議。まん延防止対策として検査
間隔の短縮と、当時患畜確定のための検査
となっていなかった遺伝子検査を活用した
自主とう汰を積極的に推進。また、導入牛
等の検査を実施し、導入牛専用牛舎を設定
することで既存の牛とは隔離。さらに、衛
生管理体制の見直しを実施するとともに、
農場産の雌子牛は後継牛とはせず肥育牛と
した。これら対策により摘発頭数は平成 24
年度の 19 頭から 25 年度 11 頭、26 年度 1
頭、28 年度 1 頭と減少し、初発から 7 年後
の令和元年 5 月に県の要領に基づく清浄化
を達成。この間の検査頭数は延べ 5,017 頭、
患畜摘発頭数が 32 頭、自主とう汰頭数は 4
9 頭となった。 
 
95．乳用牛の Salmonella O4:i:－ 集団感
染事例とその疫学調査：青森県八戸家保 
山上左都子、飯島彩 

令和元年 8 月、管内酪農家で下痢、発熱
を呈する牛を複数頭確認。8月 19日に立入、
病性鑑定で糞便から Salmonella O4:i:－
変異型 A 型(本菌)を分離。発症牛 8 頭を牛
サルモネラ症と診断。浸潤状況調査で、同
居牛 56 頭中 44 頭、環境 32 検体中 23 検体
から本菌を分離。牛群、牛舎が広く汚染と
判明。投薬、消毒後 5 頭、環境 12 検体から
再分離。疫学調査では分離菌 56 株に１濃度
ディスク法にて 12 薬剤の感受性試験を実
施し全株 ABPC、DOXY、OTC 耐性、１塩基多
型解析は 9 型。このうち 11 株に生化学性状
検査、プラスミドプロファイル、パルスフ
ィールドゲル電気泳動を実施し全て一致。
発症牛由来株死菌浮遊液で抗体検査を実施
し、初回立入時既に抗体保有。乳量減少時
期と併せ感染時期は 8 月上旬と推察。本事
例は 1 種類の本菌が、牛を繁殖ステージに
より頻繁に牛舎内移動させることによって
まん延したと推察。感染牛由来初乳給与子
牛は抗体保有し菌分離されないため、初乳
の効果に期待。 
 
96．導入時検査を実施する 1 大規模酪農場
の飼養牛におけるヨーネ病患畜の摘発につ
いて：岩手県県北家保 倉澤広樹、鈴木啓
太 
 本県は、県外導入牛のヨーネ病(JD)遺伝
子検査を行い、本病の侵入防止を推進。令
和元年 9 月、管内大規模酪農場において、
家伝法第 5条に基づく検査により JD患畜 1
頭を摘発。翌月、同法第 51 条に基づき、プ
ール糞便を用いたスクリーニング遺伝子検
査を活用して 1,096 頭の同居牛検査を実施
し、患畜 7 頭、定性陽性牛 9 頭を摘発。迅
速な防疫措置のため、後発の患畜 7 頭は、
殺処分後、県北家畜保冷保管施設を経由し
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県外で化製処理。農場は、平成 22 年以降、
北海道から初妊牛を導入し規模拡大。これ
まで 2,062 頭の導入時 JD 検査を実施し、患
畜 6 頭及び定性陽性牛 6 頭を摘発淘汰。今
回の患畜 8 頭のうち北海道産 6 頭は、導入
時の JD 検査で陰性。導入時に摘発不能な感
染牛による農場のヨーネ菌汚染拡大を危
惧。検査・防疫措置の効率化及び農場・検
査機関の負担軽減を図りつつ、清浄化対策
・導入牛検査を実施。県外導入牛に頼らな
い牛群維持が必要。 
 
97．ヨーネ病発生農場における遺伝子検査
成績を活用した牛舎消毒：岩手県中央家保
鈴木崇文、田村貴 
 2018 年 10 月、黒毛和種 14 頭を飼養する
繁殖農家で、水様性下痢と削痩を呈する繁
殖雌牛 1 頭の病性鑑定を実施し、ヨーネ病
と診断。定期的な同居牛検査で全頭の糞便
から遺伝子が検出され、2019 年 5 月までに
全頭を淘汰。その後、経営再開に向け牛舎
消毒を実施。牛舎内 20 か所から採取したス
ワブの遺伝子検査により、消毒効果を検証。
その結果、消毒前は 14/20 か所から遺伝子
が検出され、うち 5 か所は菌分離培養陽性
となる基準値 1×10-3pg/2.5µlμl以上であ
った。1 回目の消毒後は 5/20 か所に減少し
たが、2 回目の消毒後でも 4/20 か所から検
出されたため、3 回目の消毒の際は有機物
の除去を徹底。その結果、全 20 か所で遺伝
子は検出されず。その後、牛舎に石灰乳を
塗布し、2019 年 7 月、繁殖雌牛を導入。空
舎期間を設けたことで、徹底した有機物の
除去と複数回の消毒、乾燥が可能となった。
また、環境の遺伝子検査により消毒効果が
確認できたことで、農家の不安が払拭され、
経営再開に至った。 
 
98．Salmonella Newport 及び S. Bredeney
による牛サルモネラ症における清浄化対策
の課題と対応：岩手県県南家保 多田成克、
阿部憲章 
 平成 31 年４月、44 頭飼養の酪農場で下
痢が集団発生し、飼養牛 31 頭（70％）から
Salmonella Newport（SN）分離。全頭検査
を隔週で実施し、S. Bredeney(SB)の保菌も
確認。対策として、抗生剤治療、生菌剤投
与、牛舎消毒、カーフハッチ設置、長期保
菌牛をとう汰。８月に２回連続陰性により
清浄化と判断するも、２週間後に再発し、3
0 頭（77％）から SB、内２頭から SN 分離。
改善策として、①牛舎周辺の野生動物分離
株と飼養牛分離株は分子疫学的に同一で、
監視カメラにより野生動物の牛舎内侵入を
確認した出入口を封鎖。②HTT による増菌
培養に加え遅延二次培養、EEM 及び mEC に
よる増菌培養により保菌牛の摘発感度を向
上。宿主要因として③血液生化学検査で BU
N 値の低値（8.9±2.76mg/dl）、飼料分析
で充足率不足（DM87％、CP79％）により飼
料給与を改善指導。結果、11 月に保菌牛は

全て陰転し清浄化。本例は低栄養による免
疫低下が長期化の一要因と推察。野生動物
からの感染対策と飼料給与指導の必要性を
認識。 
 
99．県内で分離された多剤耐性 Mannheimia
 haemolytica 血清型 2 型の分子疫学解析：
岩手県中央家保 木﨑あゆみ、澤田徳子 
 Mannheimia haemolytica（Mh）の主要な
血清型として知られる 1、2、6 型のうち、2
型には不明な部分が多く薬剤耐性株の報告
も少ない。2019 年 3 月に死亡子牛及びその
同居子牛から分離された Mh（A 株）は血清
型 2 型の多剤耐性株であった。A 株を、同
一農場の別事例に由来する多剤耐性 Mh2 型
（B 株）及び県内他農場由来 Mh 株と比較す
るため、これらの血清型及び薬剤感受性を
確認し、PFGE による分子疫学解析を実施し
た。結果、他農場の 31 症例由来 33 株のう
ち血清型 2 型は 12 株（36.4 %）であり、既
報より分離率が高かった。血清型 1 及び 6
型を含め、他農場由来株に顕著な薬剤耐性
は認められなかった。PFGE により A 及び B
株は他農場由来の感受性株と同一クラスタ
ーに属し、PFGE 型と薬剤感受性パターンは
一致しなかった。このことは、県内の感受
性株が薬剤の使用により今後耐性化する可
能性を示すものと思われた。本調査により
薬剤の適正使用の重要性が再認識された。 
 
100．県内初の Salmonella Bredeney によ
る牛サルモネラ症の清浄化事例について：
宮城県東部家保 富樫哲也、國井洋 

平成 25 年 8 月、管内酪農場において 29
頭中 11 頭が下痢・発熱・乳量低下を呈し病
性鑑定を実施。検査の結果 Salmonella Bre
deney(SB）による牛サルモネラ症と診断。
初回全頭検査で 29頭中 22頭の糞便から SB
を検出。家保、共済、酪農組合等の関係機
関と連携した清浄化対策を決定。感染拡大
防止のため、保菌牛への抗生剤等の投与、
畜舎消毒、集乳路線の変更、保菌牛の分離
飼育及び定期的な全頭検査を実施。翌年か
ら保菌牛の優先的更新、牛サルモネラ２価
ワクチン接種等の対策を追加し 6 年間にわ
たり対策を継続。この間、延べ頭数 410 頭、
環境材料 75 検体を実施。令和元年 6 月の全
頭検査及び環境検査で SB は検出されず清
浄化を達成。本症例では、消毒、ワクチン
接種、各種検査を関係機関が一体となって
継続実施したことが清浄化に至った要因と
考える。 
 
101．腸管出血性大腸菌 O26 保菌牛を認めた
「ふれあい動物実施農場」における衛生指
導の一事例：宮城県北部家保 鹿沼憲一、
髙橋幸治 

ふれあい動物イベント供与予定牛の衛生
検査（腸管出血性大腸菌（O157・O26）、サ
ルモネラ属菌、クリプトスポリジウム；厚
生労働省ガイドラインに準拠）において、O
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26 保菌牛が検出（2/6）。同居牛への浸潤
状況確認検査（乳用牛 12 頭、肉用牛 9 頭）
を実施、新たに保菌牛検出（2/21）。当該
農場は昨年度も保菌牛を認め（3/5）、常在
化が示唆。分離株の病原遺伝子検査及び薬
剤感受性試験では、昨年度は eae、stx1、s
tx2 保有、薬剤耐性なし。今年度は eae 保
有、1～5 種類の抗菌性製剤（ABPC、AMPC、
CEZ、CL、OTC）耐性あり、多剤耐性株が存
在。農場管理者と対策プログラム（①環境
検査、②農場消毒、③従業員指導、④生菌
製剤投与）作成。環境検査では、パドック
1 ヶ所から今年度株と同性状の菌検出。農
場消毒と併せて従業員へ消毒や手洗い方
法、動物由来感染症予防等の指導強化。保
菌牛には、生菌製剤投与を実施中。今後、
清浄性確認検査を行い、消毒・感染予防指
導も継続。 
 
102．黒毛和種繁殖農家で発生した Aspergi
llus fumigatus による真菌性流産：仙台家
保 板橋知子、石橋拓英 
 H31 年 2 月、畜主が牛房内で死亡胎子（胎
齢約 8 ヵ月）を発見。当該母牛は初産に続
き 2 度目の流産。剖検では、胎盤は全体に
水腫性に肥厚、表面は失沢し白濁、胎盤小
葉は腫大し中央が陥凹。病理組織学的検査
では壊死性胎盤炎が見られ、壊死部に多数
の菌糸を確認。胎子組織では菌糸を認めず。
菌糸は幅がほぼ一定で隔壁を有し Y 字に分
枝、抗 Aspergillus 抗体による免疫染色陽
性。胎子は有意菌分離陰性、牛異常産関連
ウイルス遺伝子陰性。胎盤のパラフィン切
片を用いた PCR 及びダイレクトシークエン
スによる遺伝子解析の結果 A.fumigatus と
同定。以上より、本症例を A.fumigatus に
よる真菌性流産と診断。県内の牛での診断
事例は初。当該母牛は子宮洗浄実施後の AI
で受胎。本症例では真菌による病変は胎盤
に限局、異常産の病性鑑定における胎盤の
検査の重要性を再認識。真菌の培養検査が
困難な場合においてパラフィン切片を用い
た診断手法は有用。 
 
103．バルク乳モニタリング検査を活用した
搾乳衛生指導：秋田県中央家保 大庭要 
山口恭代 
 酪農家にとって乳房炎は、経営上損害の
大きい疾病だが、乳房炎検査の依頼は過去
３年間で６件と少ない。そこで、管内５農
場でバルク乳モニタリング検査により潜在
性乳房炎牛の摘発と搾乳衛生指導を実施。
バルク乳の細菌培養は、選択培地を活用し
簡易かつ迅速に検査し、培地写真を用い視
覚的にわかりやすく説明。聞き取りや搾乳
立会により原因を特定、改善策を提示し、
できることから対策を実施。乳房炎菌は３
農場で検出。うち２農場は、全頭検査等で
排菌牛８頭を特定。薬剤感受性試験結果を
基に管理獣医師へ治療を依頼。治療後も検
査を実施し効果を確認。耐熱性菌及び環境

性ブドウ球菌が多数検出された４農場につ
いて搾乳衛生を指導。耐熱性菌では、専門
業者によるパイプラインの点検を指示し、
実施した３農場で菌数減少。環境性ブドウ
球菌では、ゴム手袋装着を指導した２農場
で菌数減少。これらの結果、４農場すべて
で生菌数が減少。今後も、安全安心な生乳
生産のため指導を継続。 
 
104．乳房炎多発農場の乳質改善への取り組
み：福島県会津家保 大西彩香、小森淳子 

管内の乳肉複合経営の農場において乳房
炎多発により病性鑑定依頼。黄色ブドウ球
菌（SA）等が分離され、その後も体細胞数
（SCC）が上昇したため衛生指導実施。当農
場は泌乳期治療、搾乳順の変更、計画的淘
汰に難色。早期乾乳及び乾乳期治療と SA
ワクチン接種にて対策していたが、全頭検
査の結果、35 頭中 SA9 頭を含む難治性乳房
炎の罹患が判明。SCC 増加原因を特定する
ことで対策が明確化し、衛生意識が向上。
搾乳順の変更、牛の並び替えを実施し、計
画的淘汰も検討。淘汰の際は牛群検定デー
タを参考に優先順位を決定。対策の結果、
牛群検定の SCC 平均が 8 月約 100 万から 10
月約 36 万に低下。また、農場の要望で農場
内で検査可能な SA 培養検査方法を検討。7.
5%NaCl加 BHIでの増菌培養の有無及び卵黄
加マンニット培地と X-SA 培地を比較した
結果、増菌培養は必須で X-SA 培地を推奨。
今後も乳質改善に向けて指導を継続。 
 
105．大規模酪農家のサルモネラ症清浄化対
策の一例：福島県中央家保 岩永海空也、
白田聡美 
 平成 30 年 9 月、成牛約 250 頭規模の酪農
家で発熱を主徴とする成牛の難治性水様下
痢が発生し、病性鑑定実施。発症牛糞便か
ら Salmonella Typhimurium(以下 ST)を分
離しサルモネラ症と診断。直ちに畜主、診
療獣医師、所属団体を招集し対策を検討。
①飼養衛生管理の徹底によるまん延防止、
②全頭ワクチン接種、③農場の経済損失を
考慮した検査体制、④環境検査によるモニ
タリングを柱とした清浄化方針を決定。ST
陽性牛(32/99 頭)及び出荷前検査陽性子牛
(3/136 頭)は治療後全頭陰性を確認し、以
降発症はなく終息。その後の環境検査で複
数箇所から ST が検出されたため、重点消毒
箇所を設定。令和元年 5 月以降 2 回の環境
検査で検出はなく、令和元年 9 月清浄化達
成と判断。関係者と連携し、迅速に的確な
対策を講じたことで早期の清浄化を達成。
今後もワクチン接種と環境モニタリング検
査を継続し、清浄性を維持する。 
 
106．大規模酪農場における環境検査を活用
したヨーネ病対策:茨城県県北家保 高安
真理子、都筑智子 

管内大規模酪農場 2 農場のヨーネ病検査
は、フリーバーン形式で一度に全頭を保定
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できるスタンチョンがないため、搾乳牛は
ロータリーパーラーで搾乳時に採血し、抗
体検査を実施。乾乳牛は環境検査で乾乳牛
舎の汚染度の把握を試み、高度汚染が判明。
試験的に乾乳牛糞便の遺伝子検査を A 農場
217 頭、B 農場 214 頭実施。糞便は農場従業
員が分娩時に採取、1 週間分をまとめて搬
入、研究用試薬 qPCR で定量。A 農場 29 頭、
B 農場 33 頭が遺伝子陽性。2 回目検査は、1
回目検査から 4 か月後に遺伝子陽性牛につ
いて実施。A、B 農場ともに、約 9 割が陰転。
通過菌、もしくは一過性排菌期と考えられ、
1 回のみの検査では排菌牛の特定は困難。B
農場は、1 回目検査で遺伝子量 4.95×102p
g/well の高度排菌牛を摘発。2 回目検査で
抗体陰性、定量陽性の患畜は、殺処分時に
抗体が陽転。複数回の遺伝子検査で抗体陰
性の排菌牛を早期に摘発可能。環境検査で
ヨーネ菌汚染状況を把握し、消毒指導によ
り農場従業員の衛生意識が向上。今後は、
各検査法を組み合わせ、より効果的な検査
体制の構築が課題。 
 
107．牛サルモネラ症清浄化への取組：栃木
県県北家保 白井幸路、金子大成 

平成 30 年度に牛サルモネラ症が発生し
た 4酪農家(Salmonella 血清型 Typhimuriu
m(ST)2 件、血清型 4:i:-(非定型 ST)2 件)
で清浄化対策を実施。全てで消毒の強化、
全頭への生菌剤増量投与を指導。診断後は、
症状を呈した個体の早期隔離と薬剤感受性
試験結果に基づく抗菌剤投与、集乳車経路
の変更や農場出入の際の確実な消毒を指
示。非定型 STを原因とした Aと B農場では、
発生初期から対策を講じ、農場内の牛の移
動制限が可能で清掃消毒が比較的容易な牛
舎構造であった A 農場が早期に清浄化達
成。ST を原因とした C と D 農場では、迅速
なワクチンの全頭投与、徹底的な畜舎消毒
を行った D 農場が早期に清浄化達成。A 及
び D 農場は、初発牛確認から病性鑑定まで
の時間が短く、農場内の限られたエリアの
み汚染。早期清浄化のためには迅速な病性
鑑定実施の必要性を再確認。成果を獣医師、
関係者、発生農場と共有し今後の取り組み
に生かしたい。 
 
108．牛乳房炎由来レンサ球菌の薬剤感受性
と耐性遺伝子保有状況調査：栃木県県央家
保 加藤貴誉湖、小池新平 
 平成 22～24 年度（前期：49 株）と平成 2
8～30 年度（後期：51 株）に分離された牛
乳房炎由来レンサ球菌（OS）について、薬
剤感受性試験及び耐性遺伝子保有状況調査
を実施。前期、後期とも Streptococcus ub
eris（Su）が 4 割以上分離され、多剤耐性
傾向。後期は多剤耐性 Enterococcus faeci
um も確認。また、ピルリマイシン耐性 11
株中 10 株は Su。耐性遺伝子保有状況は、
テトラサイクリン耐性 17 株中 14 株、マク
ロライド耐性 5 株中 3 株、リンコマイシン

耐性 11 株中 8 株。本調査で、当県でも Su
が広く浸潤していることが判明。多剤耐性
株が複数確認されたことから、Su による乳
房炎を疑う場合、菌種同定と有効薬剤の確
認が重要。耐性遺伝子の保有は、表現型と
一致しない株もあり、最小発育阻止濃度と
の関連性の検討が必要。今回、レンサ球菌
属以外の多剤耐性 OS が分離されたことか
ら、今後も薬剤感受性モニタリングと適正
な抗菌性物質使用の啓発に努める。 
 
109．群馬県におけるヨーネ病スクリーニン
グ遺伝子検査の活用状況：群馬県家衛研 
髙梨資子 

本県では平成 31年 1月に群馬県ヨーネ病
防疫対策実施要領を改正し、搾乳牛を対象
にヨーネ病スクリーニング遺伝子検査(sPC
R)を導入。改正後 1 年間に患畜摘発農場で
実施した同居牛検査およびまん延防止のた
めの検査(カテゴリーⅡ農場検査)で、7 戸
8,439 頭 863 プール糞便を検査。この結果、
330 頭 37 プール糞便が陽性。これらを個別
糞便で sPCR し 50 頭が陽性。再採材しリア
ルタイム PCR 検査(rPCR)により、患畜 4 頭
を摘発、定性陽性牛 3 頭を確認。また、定
期検査のスクリーニング抗体検査陽性 32
戸 78 頭を個別糞便で sPCR した結果、4 頭
陽性。再採材による rPCR の結果、患畜 1
頭を摘発。以上より sPCR の有用性を確認。
一方、患畜診断基準の 10 倍以上の DNA 量を
検出または複数頭の患畜を摘発した 3 戸の
カテゴリーⅡ農場検査において、多数の sP
CR 陽性牛を確認。農場環境を消毒後、再検
査でヨーネ菌遺伝子が不検出になったこと
から、環境に残存するヨーネ菌の影響を考
慮した検査が必要。 
 
110．県営育成牧場の黒毛和種子牛呼吸器病
起因菌保菌状況調査：埼玉県中央家保 山
本栄子、石原径佳  
 県営育成牧場で、2019 年 4 月、生後 2 日
齢の子牛が呼吸器症状を呈し約 1 か月後に
死亡。細菌検査で Mannheimia haemolytica
血清型 2（Mh2 型）を分離。そこで、Mh 及
び Pasteurella multocida（Pm）の保菌状
況を調査。黒毛和種子牛延べ 76 頭の 6、7、
9 月の鼻腔スワブから菌を分離、分離菌の
生化学性状検査及び遺伝子検査による菌種
同定と、Mh 株の薬剤感受性試験を実施。月
別の Mh2型分離率がそれぞれ 30.8%、17.9%、
4.5%、Pm（全て莢膜型 A）分離率がそれぞ
れ 76.9%、71.4%、72.7%。Mh の薬剤感受性
試験では、全 14 株が EM 耐性、3 株が SM 耐
性又は中間、6 株が KM 中間。1 株で前述薬
剤に加え、PCG 及び ABPC に耐性。以上から、
導入後の水平感染が考えられたが、同一個
体からの Mh 株（7 月と 9 月）で薬剤感受性
に変化があり、新規株侵入の可能性も示唆。
6 月以降実施したワクチンプログラムや抗
菌薬の変更が Mh 分離率の減少に繋がった
と推測。予防及びまん延防止のため、今後
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も継続的な調査が重要。 
  
111．肥育素牛農場で発生した牛サルモネラ
症の清浄化への取り組み：千葉県北部家保
中村みどり、青木朋子 

令和元年 6 月、肥育素牛 500 頭飼養農場
で県外からの導入子牛 14頭中 8頭が導入 2
日目から下痢を呈し 12 日間で 6 頭死亡。6
月下旬の病性鑑定の結果、Salmonella O4:
i:-（ST）による牛サルモネラ症と診断。直
ちに発症群及び同居子牛各 8頭計 16頭を隔
離舎に移動し、初発生牛舎の清掃と消毒、
導入の一時停止、隔離舎に専用靴の設置を
指導。7 月中旬まで 3 回の確認検査で隔離
牛糞便 12/14 例、他の牛舎を含む環境検体
22/31 例から ST が検出されたため、隔離舎
と初発生牛舎専任の従業員を配置し隔離舎
の作業順を最後とした。8 月上旬には ST 検
出率は低下したものの初発生牛舎の環境 4
/8 例から検出、隔離舎との靴交換場所での
交差汚染が原因と推定され、すのこやサン
ダルを用いて履き替えを徹底した。その結
果、8 月下旬には環境からは検出されず隔
離牛糞便も 1/14 例に減少、11 月中旬には
全頭で非検出となった。畜主や従業員を根
気強く指導し対策を可視化して実効性を高
めたことが早期終息に繋がった。 
 
112．管内 1 酪農家の Serratia marcescens
を原因とした乳房炎の一考察：東京都東京
都家保 綾部文香、桑山隆実 

当所では乳房炎の細菌検査を実施し、検
出されたコロニーの同定及び薬剤感受性試
験の結果を診療獣医師に報告。ジャージー
種搾乳牛 19頭を飼養する 1農場から乳房炎
治療後に細菌検出されないが、特定の分房
で体細胞数が慢性的に高いと相談あり。飼
養者は臨床症状がなくても CMT 変法を実施
し、定期的に体細胞を測定。当所の細菌検
査履歴、飼養者の体細胞数のデータ等から、
Serratia marcescens（セラチア）の関与を
推測。過去２年間に当所で分離されたセラ
チアは薬剤感受性がいずれも悪く、治療回
数は平均 3.25 回。臨床獣医師の治療歴と併
せて分析したところ、セラチアが原因の乳
房炎では、泌乳期の治療により体細胞数が
低下しない場合に乳房内にセラチアが残存
していること、乾乳期に感受性のある抗生
物資で治療を実施することが有効である可
能性を示唆。この結果を飼養者及び診療獣
医師と情報共有し、乳房炎の予防と適切な
治療を指導する。 
 
113．管内酪農場で連続発生した Salmonell
a Typhimurium(4:i:-)による牛サルモネラ
症：神奈川県湘南家保 菊地千絵、小嶋信
雄 

管内 3 農場において牛サルモネラ症発
生、早期清浄化を達成したので報告。2019
年 6 月一農場で下痢発熱、泌乳量低下を主
徴とする牛が多発。直腸便培養検査にて Sa

lmonella Typhimurium（ST）分離、牛サル
モネラ症と診断。分離菌は 04、H１相 i、2
相（－）で牛由来では県内初事例。その後
2 農場で牛サルモネラ症が続発、各農場で
分離された 3 株の SNP 遺伝子型は 9 型、PF
GE プロファイルは同一。対策として踏み込
み消毒槽増設、生菌剤投与、牛舎の清掃消
毒を指導。治療はエンロフロキサシン製剤
全頭投与、休薬期間後、直腸便採材、排菌
牛摘発、それらを治療するプロセスを繰り
返した。併せて環境検査実施、牛と環境が
全て陰性で清浄化とし、診断からそれぞれ
44、56、37 日で清浄化。治療費を含めた損
害額は 3 農場とも 100 万円以上。同一由来
株が伝播した可能性が示唆。日頃の疾病侵
入防止対策が重要で農家自身の衛生管理認
識を一層高める必要がある。 
 
114．若手後継者の乳房炎防除意欲を引き出
した乳質改善の取り組み：新潟県下越家保
野崎朋子、田中健介 
 搾乳牛 30頭規模の管内酪農場で H29年 4
月から農場主の長男が後継者として就農。
後継者は異業種からの転職で飼養管理に苦
慮。前職の経験上、数値や検査結果に基づ
いた管理を希望し、H31 年 4 月から家保が
毎月のバルク乳、随時の乳汁検査を実施。
しかし、H30 年は 10～30 万/ml で推移して
いたバルク乳体細胞数が R1年 9月には 88.
7 万/ml に上昇。全頭乳汁検査後、関係機関
と検討会を開催、乳質悪化原因は高体細胞
数牛と再発を繰り返す乳房炎牛と判明。搾
乳順序の検討や暑熱対策等の指導、更に治
療に反応しない牛や高体細胞数牛の合計 6
頭の淘汰、更新指導を行い、バルク乳体細
胞数は R2 年 2 月時点で 10 万/ml 以下に改
善。後継者は、家保の搾乳衛生指導や検査
結果の提示により衛生管理技術と乳房炎防
除意識が向上し、目標設定が明確化。今後
も若手就農者の考えや目標を引き出して助
言指導を行い、良質乳生産の維持・向上に
取り組む。 
 
115．黒毛和種導入肥育素牛にみられたヒス
トフィルス・ソムニ（Hs）感染症：富山県
西部家保 岡部知恵、本多秀次 

黒毛和種肥育農場（266 頭飼養）にて、2
019 年 1 月 9 カ月齢の肥育素牛を他県から
導入、同年 3 月死亡。剖検では、左心室壁
2/3 に膿瘍を形成し、乳頭筋の先端は変性、
両腎に数㎜の不整形斑及び約 1 ㎜の白色結
節散在。大脳は脳溝白濁し、脳底部の数か
所で軽度出血。組織検査では、心臓に広範
囲な心筋壊死、血管炎、血栓がみられ、高
度に線維化。腎臓では、膿瘍及び糸球体塞
栓性化膿性炎、梗塞部で中動脈の血栓を確
認。大脳、脳幹部、小脳及び脊髄で化膿性
髄膜炎、大脳では、髄質に小壊死巣が散見。
免疫染色では、心臓、大脳の病変部及び腎
臓の糸球体塞栓部に抗 Hs 陽性反応。各臓器
の塞栓性病変は Hs の特徴的所見。大脳、心
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臓より Hs を分離。大脳と心臓由来株は、主
要外膜蛋白質遺伝子を用いた分子疫学解析
にてクレードⅡに分類され、国内外の肺炎
や国内の心筋炎由来株と遺伝的に近縁。以
上より、導入前に心臓に病変形成後、敗血
症となり脳と腎臓に病変形成後に斃死と考
察。 
 
116．酪農家における Salmonella Thompson
の清浄化対策：石川県南部家保 長門正志 
 2018 年 6 月、成牛 90 頭飼養の酪農家の
子牛 2 頭から Salmonella Thompson（以下、
STh）を検出。直腸スワブ、糞便、バルク乳、
塵埃（拭き取り）、飲用水、飼料、敷料に
ついて、浸潤状況調査（8 回）、転出牛お
よび継続排菌牛について検査（92 頭）を実
施。各検査の結果に基づき清掃・消毒の徹
底、成牛への生菌剤給与、子牛・継続排菌
牛への抗生剤投与を指導。当初 STh は牛群
の 3 割まで浸潤していたが徐々に減少、20
19 年 7 月に清浄化を達成。STh の侵入経路
は不明であったが、成牛の保菌状況からは
じめに成牛が感染、場内に蔓延し、哺育牛
へ伝播した段階で摘発に至ったと考察。農
場全体の対策による陽性牛の低減と継続排
菌牛の特定を行い、排菌牛への適切な個別
対応により STh の清浄化を達成した一例。 
 
117．牛から分離された Salmonella Cheste
r の一例：愛知県中央家保 髙村祐士 

【はじめに】Salmonella Chester (SC)
は、大きな食中毒被害の報告はあるが、動
物由来はまれ。臨床症状を示す牛から同菌
が初めて分離されたので、概要を報告。【発
生概要】県内酪農家において牛 4 頭が発熱、
下痢、内 1 頭が死亡。同時期に畜主が病院
で O4 群のサルモネラ症と診断。【材料と方
法】採取した糞便から菌分離、分離菌株を
用いて Salmonella の同定、12 剤について
薬剤感受性試験（ディスク拡散法）を実施。
【結果】1 頭より分離された菌株を血清型 S
C（O4:e,h:e,n,x）と同定。薬剤感受性試験
では 3 剤に感受性。【まとめ及び考察】SC
が分離された牛は 1 頭のみだが、下痢に関
する他病原体は未分離のため、SC が症状に
関与している可能性。本症例の畜主由来株
はすでに廃棄されていたため本症例との関
連は調査できなかったが、同じ O4 群である
ことから牛と畜主の間で感染があった可能
性。今後同様の事例には罹患牛と畜主の分
離菌株比較及び感染経路の考察必要。 
 
118．管内一酪農場における乳房炎対策：三
重県南勢家保 芦澤春香、林義規 

管内一酪農場から乳質改善の指導依頼が
あり、2017 年度より乳房炎対策指導を実
施。結果、衛生管理の問題点や黄色ブドウ
球菌性乳房炎(SA 乳房炎)罹患牛の存在が
認められた。このため、牛床の清掃消毒、
動画を活用した搾乳手順の確認、SA 乳房炎
罹患牛の淘汰、年に 1 回の全頭乳汁検査、

日常のこまめな乳房炎検査、細菌検査結果
に基づく治療、牛の並び替え、搾乳順序の
変更などを指導。その結果、2017 年度には
年間 6 頭の牛から SA の検出があったが、2
018 年度には 1 頭の牛のみに減少し、2019
年度には 10 月現時点で未検出と大幅に改
善。また、2017 年度にみられた体細胞数の
増加は 2018 年度から改善することができ、
2017、2018 年度に生じていた乳価のペナル
ティもなくなった。飼養頭数の増加に伴う
衛生管理の徹底、新規従業員の指導、難治
性の乳房炎の原因とされる Streptococcus
 uberis の対策に重点をおき、引き続き生
産性向上対策に繋げていきたい。 
 
119．凍結切片を用いた牛伝染性リンパ腫の
病理組織検査の検討：京都府中丹家保 吉
崎康二郎、吉良卓宏 
 牛伝染性リンパ腫の診断に必要な病理組
織検査は、通常、ホルマリン固定パラフィ
ン包埋（FFPE）標本の HE 染色、必要に応じ
免疫染色を実施。今回、凍結切片標本を用
いた本病の病理組織検査を検討。【材料及
び方法】FFPE 標本の HE 染色及びウイルス
検査により牛伝染性リンパ腫と診断した 2
症例について、病理解剖時に採取した材料
から凍結切片標本を作製し、HE 染色、抗 C
D3 及び抗 CD79α抗体を用いた免疫染色を
行い、FFPE 標本と染色性等を比較検討。【結
果】HE 染色では 2 症例ともに FFPE 標本と
同等に腫瘍細胞の形態学的分類が可能。免
疫染色では 1症例の腫瘍細胞は FFPE標本と
同等に CD3 陰性、CD79α陽性。もう 1 症例
は、FFPE 標本に比べ CD79αの反応性が低
下。FFPE 標本では 7 日間程度要するが、凍
結切片標本では 3 日間程度で判定可能。【ま
とめ】凍結切片標本の HE 染色では FFPE 標
本と同等に形態学的分類が可能。免疫染色
は最適な反応条件等の検討が引き続き必
要。 
 
120．牛クロストリジウム・パーフリンゲン
ス感染症による子牛の急死事例：大阪府家
保 神原正、堂之本琢人 

28 日齢の交雑種（F1）雄子牛が急死。牛
クロストリジウム・パーフリンゲンス（Cp）
感染症と診断。死亡の 2 日前に、微熱、食
欲減退の症状を呈したが、治療により翌日
には回復。しかし、その翌日の夜に腹囲膨
満、奇声を発し、急死。翌日、剖検、細菌、
病理検査を実施。剖検では、小腸の後半部
が暗赤色。第四胃、腸管の一部が膨大。気
管に異物、肺の前・中葉に炎症。腎臓の表
面は暗色化。細菌検査では、主要臓器から
有意菌の分離なし。回腸内容（血様）から、
Cp1.2×109cfu/g を分離、毒素型は A 型。
病理検査では腎臓に、皮質の間質の出血、
尿細管壊死、髄質のうっ血。肺は、うっ血、
水腫、誤嚥性肺炎。第四胃、小腸は、粘膜
上皮の剥離、壊死。回腸の粘膜深層に、壊
死巣、内部にグラム陽性桿菌を確認。抗 Cp
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免疫染色で陽性。回腸内容から基準値以上
の Cp を分離し、壊死巣から Cp 抗原を検出
したことから、牛 Cp 感染症と診断。壊死巣
にのみ Cp が認められ、死亡例では、まれと
思われた。 
 
121．Corynebacterium xerosis 感染による
牛尿路コリネバクテリア感染症：兵庫県朝
来家保 川口黎子、加地理紗  

Corynebacterium xerosis （Cx）はヒト
の粘膜や皮膚から分離される細菌で、これ
までに牛の尿路感染での報告はなく、病原
性や感染経路など不明点が多い。平成 30
年 11 月、肥育を主体とする繁殖肥育一貫経
営農場で、13 か月齢の肥育去勢牛 1 頭が尿
石症と血尿の症状を呈したため、病性鑑定
を実施。剖検では、泌尿器に膿、赤色尿の
貯留を確認。病理検査では、化膿性腎盂腎
炎、尿管炎、膀胱炎を確認。細菌検査では、
腎臓よりグラム陽性短桿菌が分離され、16
SrRNA遺伝子の塩基配列解析で Cxと相同性
が 100％一致。本症例を Cx による牛尿路コ
リネバクテリア感染症と診断。令和 2 年 1
月、同農場で 26 か月齢の肥育去勢牛 1 頭が
蛋白尿を呈したため、尿沈渣について細菌
検査を実施。当該牛および同一牛房の健康
牛 1 頭から Cx を分離。健康牛からも Cx が
分離されたことから、Cx は日和見感染症と
推察。発症予防には飼養管理の徹底、体調
不良の早期治療が重要。 
 
122．管内 2 農場における悪性水腫による突
然死の多発と対応：兵庫県姫路家畜保健衛
生所 寺一未奈子 今橋大輔（畜産課） 

2019 年度、管内 2 農場で突然死が多発。
A 農場は、フリーストール酪農場で、7～8
月に 10 頭（8 頭は分娩後）が突然死や発熱
後に死亡。うち 3 頭を剖検（①鑑定殺、②
③死亡牛）。3 頭は骨格筋の暗赤色化や膠
様化が共通、②③は腸管粘膜の菲薄赤色化
や臓器が融解。細菌検査で、③は多臓器か
ら Clostridium perfringens（Cp）や Clos
tridium septicum（Cs）を分離。病理検査
で 3 頭の主要臓器に多数のグラム陽性大桿
菌を認め、パラフィン切片から抽出した DN
A を用いた PCR で、全頭から Cs を検出。B
農場は、群飼肥育農場で 12～3 月までに 7
頭が突然死し、うち 3 頭（④～⑥）を剖検。
3 頭は骨格筋の暗赤色化や臓器の融解など
A 農場と類似所見がみられ、多臓器から Cs、
Cp、Clostridium sordellii を分離。その
他、肝膿瘍や腹膜炎等を確認。以上より 2
農場はともに悪性水腫と診断。A 農場では、
発酵不良が疑われた戻し堆肥の利用中止
や、本病のワクチン接種を指導したところ
突然死は終息。また、産褥感染の可能性や
猛暑も要因と推察。B 農場では、基礎疾患
も突然死を誘発したと推察。肝膿瘍対策を
兼ねて、濃厚飼料の多給を見直すとともに、
密飼いの回避や敷料交換の増加などで発生
は減少。発症には複数要因が疑われるため、

飼養衛生管理の改善やワクチン接種が重
要。突然死は今回のようにクロストリジウ
ム属菌によるものも多いと考えられ、これ
まで以上に本病も疑った検査対応を進めて
いきたい。 
 
123．管内黒毛和種子牛での Enterobacter 
cloacae 感染症の発生と対策：和歌山県紀
北家保 赤真寛美、上田雅彦 
 黒毛和種繁殖農家において 9 日齢の子牛
が起立不能、後弓反張、四肢伸張等の神経
症状を呈し病性鑑定実施。脳、延髄、脊髄
で充血、髄膜肥厚。肺はモザイク様。主要
臓器、脳、脊髄から Enterobacter cloacae
(Ec)を分離。化膿性線維素性気管支肺炎、
化膿性髄膜脳脊髄炎および軽度の臍帯炎が
見られ、Ec 感染症と診断。当該子牛は胸腺
低形成(40g)で、免疫能が低く、出生後に環
境中の Ec が呼吸器または臍帯から感染し、
血行性に波及したと推察。Ec は環境常在菌
のため、感染防除のための臍帯消毒、分娩
房の清掃・消毒、子牛の受動免疫獲得のた
めの初乳製剤投与を指導。胸腺形成には母
牛の分娩前 60 日間の飼料中のビタミン、ミ
ネラルおよび蛋白充足率の関与が示唆され
ており、母牛の適切な飼養管理についても
指導していく。 
 
124．管内大規模酪農場の乳房炎対策に向け
た取組：鳥取県西部家保 高橋希 
 令和元年 8 月から管内の大規模酪農場に
おいて乳房炎罹患牛が増加、バルク乳体細
胞数が増加。原因究明のため原因菌の特定、
敷料検査、ミルカーラインふき取り検査（H
Y-LiTE2）を実施。また各関係機関と連携し
農場研修会にて問題点の洗い出しと改善策
を検討。乳房炎検査では原因菌として環境
性細菌（大腸菌、セラチア、環境性連鎖球
菌等）が大半を占め、飼養環境の悪化が一
要因と推察。敷料検査では夏場の牛床内大
腸菌数増加を確認し牛舎内の牛の偏在等が
課題として浮上。11 月以降乳房炎頭数は減
少したが、次年度以降夏場に向けた飼養管
理の改善・牛床のモニタリング・牛舎環境
の整備によって乳房炎頭数の減少を目指
す。 
 
125．牛舎環境中細菌検査結果からみた乳房
炎防除への取組と課題：鳥取県鳥取家保 
樋口久美、錫木淳 
 昨年度、大規模酪農場の環境中細菌検査
において黄色ブドウ球菌（SA）を検出し環
境からの乳房内感染を示唆。そこで、乳房
炎発生状況と環境中 SA の関係を検証する
ため別の管内 3 戸（A、B、C）で環境中細菌
検査を実施。C では環境性連鎖球菌（OS）
による乳房炎が多発していたため併せて検
査を実施。A は SA 性乳房炎続発農場で健康
牛群（1 群）と乳房炎罹患牛群（2 群）で分
離飼養。SA 検出率は 1 群 13％に対し 2 群 5
0％と高値。B は 2 月、7 月と SA 性乳房炎が
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散発。SA 検出率は 83％と高値。C は SA 性
乳房炎陰性農場で SA検出率は 36％と低値。
一方、牛床から OS106 個/ml 以上検出。以
上より、環境中 SA は一定数存在し、SA 性
乳房炎罹患牛周囲環境にはより多数存在す
ると判明。結果を受け A では 2 群に石灰粒
散布を毎日実施し検出率 13%と減少。しか
し SA 性乳房炎は継続発生。今後、搾乳衛生
の再度確認を検討。B へは牛床消毒等を提
案。C は敷料に石灰混合し検出率は 18％と
減少。環境中 OS も減少し乳房炎は激減。今
後も各農場に合わせた乳房炎対策を実施す
る予定。 
 
126．子牛哺育育成農場でのマイコプラズマ
感染症対策（第 3 報）：鳥取県倉吉家保 水
野恵、増田恒幸 
 A 農場は年間 2 千頭近くの子牛を導入す
る大規模哺育育成農場。平成 27 年 2 月より
マイコプラズマに起因する肺炎事故が急増
し、平成 28 年度の死亡頭数は 150 頭で死亡
率 9.7％。平成 29 年度より衛生プログラム
をツラスロマイシン注射剤の投与に変更
し、発症子牛の治療指示の徹底、耳翼下垂
子牛の耳道洗浄等を開始。死亡率は 5.5％
となり一定の効果を得たが、一方で治療負
担が増大。平成 30 年度 10 月より注射剤か
ら哺乳子牛へのタイロシン製剤の経口投与
に変更。変更後は肺炎による死亡頭数、治
療頭数が著減。死亡率はそれまで横ばいだ
った 5％台から、平成 30 年度は 4.6％へ減
少し、今年度は 8 月まで 1.9％で推移。耳
洗浄の重症例に対する効果も向上。また注
射薬に比べ衛生コストも約 7 割削減。しか
し耐性菌発現リスクもあることから、飼養
管理方法のさらなる改善により、子牛の免
疫力を向上させ、「薬に頼らない」衛生管
理へのシフトが目標。 
 
127．Nocardia farcinica が分離された繁
殖和牛の敗血症事例：鳥取県倉吉家保 中
村耕太郎、朱夏希 
 ノカルジア属菌は牛の乳房炎などの原因
となるが、繁殖和牛の全身に形成された腫
瘤から、N.farcinica（Nf）が検出された珍
しい事例に遭遇したので概要を報告。症例
は 22 ヶ月齢、雌。8 ヶ月齢で県外から導入
後、17 カ月齢より食欲不振、肝機能低下で
治療。子牛分娩後に予後不良と判断され鑑
定殺。剖検で肝臓、消化管、リンパ節等、
全身に乾酪壊死結節が多発。消化管粘膜の
潰瘍、子宮粘膜の偽膜形成、肺はびまん性
肝変化と白色結節が多発。細菌検査にて肺
から Nf を、肝臓及び子宮から Trueperella
 pyogenes と Nf を分離。病理組織検査で全
身の結節は化膿性肉芽腫病変で、菌糸状に
分岐したフィラメント状桿菌を多数確認。
発症後の経過が長く、感染機序は不明だが、
創傷性第一胃炎・肝炎発症後に血行性に全
身に病変が拡大したものと推察。結節病変
の病性鑑定においてはノカルジア属菌の関

与も考慮に入れる必要あり。 
 
128．不明瞭な神経症状を呈した牛の破傷風
症例：島根県出雲家保 髙野涼子、船木博
史 
 4 歳 6 か月齢のホルスタイン牛が分娩 11
日後に、食欲不振、軽度神経症状（第三眼
瞼の露出、尾の挙上等）を呈した。開口障
害、全身性痙攣は認めず。神経型ケトーシ
スの治療を行うも神経症状は消失せず。第
13 病日に股関節脱臼を発症、第 18 病日農
場で鑑定殺。翌日、頭部と膣粘液のみ採材
し病性鑑定を実施。病理検査は著変なし。B
SE 検査陰性。細菌検査は 80℃加熱及び非加
熱 10％希釈膣粘液を強化クックドミート
培地にて 37℃一夜嫌気条件下で増菌培養
後、血液寒天培地、GAM 寒天培地に接種し 3
7℃24 時間嫌気培養。非加熱検体から縮毛
状遊走性コロニー発育、遺伝子検査で破傷
風菌毒素遺伝子を検出。以上より破傷風と
診断。臨床検査からの診断は特徴的所見に
乏しく困難であったが、細菌検査により診
断可能。破傷風が疑われる場合、病変部か
らの採材・検査は積極的に試みるべき。 
 
129．プール糞便を用いたヨーネ病スクリー
ニング遺伝子検査法を活用した患畜摘発事
例：島根県益田家保 大久保光晴、板倉悟 
 プール糞便を用いたスクリーニング遺伝
子検査法の活用により県内で初めてヨーネ
病患畜を摘発。乳用牛約 1,500 頭を飼養す
る酪農農場で、乾乳牛 54 頭の自主検査を実
施。プール糞便を用いたスクリーニング遺
伝子検査法（プール試料は最大 10 頭）でプ
ール試料 1 例が陽性。陽性プール試料の個
体別試料を用いて、家畜伝染病予防法施行
規則別表第一に定める方法により遺伝子検
査を実施し、1 頭陽性、患畜と診断。解剖
所見は、回腸の粘膜面でわらじ状肥厚やび
まん性淡赤色巣を確認。病理組織検査は、
空腸、回腸および各リンパ節で類上皮細胞
や多核巨細胞を確認。遺伝子検査は、空腸、
空腸腸間膜リンパ節、回腸、回腸腸間膜リ
ンパ節、回盲リンパ節、結腸、直腸でヨー
ネ菌遺伝子を検出。血液抗体検査は陽性。
細菌検査は、空腸、空腸腸間膜リンパ節、
回腸、回腸腸間膜リンパ節、結腸でヨーネ
菌発育。大規模農場の抗原検査方法として、
本検査法は効率性が高い。 
 
130．牛の腸管外病原性大腸菌感染症例にお
ける分離株の病原因子検索：島根県家畜病
鑑室 原由香、横田司 
 県内で腸管外病原性大腸菌（ExPEC）感染
が疑われた牛 6 症例の分離株について病原
因子検索等を実施。分離株の O 群型別、薬
剤耐性パターンは症例ごとに異なってい
た。病原因子検索の結果、ExPEC 関連病原
因子(毒素：cnf2、cdtB、付着因子：afa、F
17、papC、鉄取込能：fyuA、iutA、irp1、i
rp2)のうち鉄取込能因子のいずれかを全株
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が保有。特に iutA は 5 症例の分離株が保有
しており、iutA が全身感染に関与する可能
性が考えられた。そこで、iutA の有無によ
る分離株の病原性の比較を行うため、マウ
ス(1 群 3 匹)への感染試験を実施。iutA 保
有株の接種群では、全マウスの諸臓器から
接種株分離、iutA のみ保有株の場合も同
様。一方、iutA 非保有株（F17、fyuA、irp
1、irp2 保有）の接種群では 3 匹中 2 匹で
接種株非分離。試験で用いた iutA 非保有株
は全身感染を起こしにくいことが示唆。牛
の ExPEC感染症では iutAが重要な因子であ
ると推測された。 
 
131．飼養形態の異なる 2 酪農場で発生した
牛サルモネラ症の対策と課題：岡山県岡山
家保 荒木由季子、難波かおり 
 令和元年 9 月、管内 2 酪農場(A：33 頭フ
リーバーン、B：167 頭フリーストール)で S
almonella Typhimurium による成牛型サル
モネラ症が発生。両農場でただちに全頭糞
便検査及び環境検査、発生牛舎飼養牛全頭
への抗菌薬投与(2 クール)を実施し、更に
関係機関による牛舎消毒並びに検討会を開
催。抗菌薬投与後の分離陽性率が A 農場で
は 30.3%から 5.9%、B 農場では 3.6%から 1.
2%へとそれぞれ低下し、残存保菌牛への投
薬を継続。A 農場は敷料の全量除去と保菌
牛の完全隔離が困難で、乾乳牛で再び発生
したため、長期保菌牛の淘汰、チェーンに
よる簡易隔離、糞便除去量増、消石灰散布
後の散水等の対策により発生 90 日目に清
浄化。B 農場はほ乳牛舎のみで保菌が継続
確認されたため、ほ乳牛舎専任作業者の配
置、牛舎間の牛移動停止、重機消毒による
交差汚染防止等の対策により発生 58 日目
に清浄化。保菌牛の早期発見と治療、消毒
徹底に加え、飼養形態に応じた適切な衛生
対策が早期清浄化には重要。 
 
132．濡れ子流通に伴い続発した子牛のサル
モネラ症：岡山県津山家保 岡本雄太 
 平成 30 年 12 月、酪農家 A の子牛は死亡
率が高いため哺育農場（農場①）が受け入
れ拒否。12 月 20 日に別の哺育農場（農場
②）へ子牛が移動すると、導入後 3 日（13
日齢）で 1 頭死亡。糞便検査によりサルモ
ネラ属菌 O4 群（以下 O4）検出。1 月には酪
農家 A の子牛からも O4 を検出。後に非定型
Salmonella Typhimurium と同定。対策によ
り症状は改善。酪農場 A の子牛は、農場①
へ移動再開。2 月には農場①の子牛から O4
を検出。その後の調査で O4 は検出されなか
ったが、サルモネラ属菌 O3・10 群（以下 O
3・10）が広範囲に検出。3 月に剖検した別
の哺育農場（農場③）子牛からも、O3・10
を検出。いずれも Salmonella London と同
定。1 月に農場①は農場③から子牛を導入
しており、その関連が示唆。本事例は、濡
れ子流通による伝染性疾病の被害拡大の 1
例。防疫上の観点から複雑な子牛流通を把

握することは重要で、移動時の検査体制の
構築や移動後の隔離対策が必要。 
 
133．サルモネラ保菌率 7 割の酪農場におけ
る対応：岡山県津山家保 谷口翔、笹尾浩
史 

令和元年 10 月、管内酪農場で下痢が散
発。検査の結果 Salmonella Typhimurium(S
T)を検出。全頭検査の結果、牛群の約 7 割
で陽性(40 頭中 29 頭)。生乳出荷再開には
保菌率低下が必須。全頭への抗菌剤 2 クー
ル投与(投与 3 日、休薬 3 日を 2 回)を決定。
同時に、生菌剤を毎日全頭給与。1 クール
後の全頭検査の結果、陽性は 4 頭に減少。2
クール後の休薬期間経過直後から出荷再
開。抗菌剤投与開始から 12 日後と短期間。
牛サルモネラ症発生時の廃棄乳の問題を早
期に解消。環境検査でも ST を高率に検出。
特にネズミから高率に検出されたことか
ら、今回のサルモネラ症はネズミ由来と推
察。自動給餌機内の貯留物から ST を検出、
自動給餌機の汚染が感染拡大の要因と示
唆。今後はネズミ及び自動給餌機の対策が
課題。飼養衛生管理基準における野生動物
対策の重要性を再確認。 
 
134．ヨーネ菌高濃度排菌牛摘発に伴う清浄
化に向けた取組：岡山県高梁家保 守屋吉
英 
 平成 30 年度から肉用牛のヨーネ病（JD）
検査が開始され、管内の牛飼養農場 1 戸で
JD 患畜 1 頭を摘発。当該患畜は、遺伝子検
査（定量検査）において 10.9207pg/2.5μl
と判定基準値の約 10,900 倍の値を示した。
環境中へのヨーネ菌高濃度汚染を考慮し、
通常抗体検査で実施する同居牛検査に加
え、遺伝子検査（定性検査）をスクリーニ
ング検査として実施。また、関連農場等へ
の移動に伴う検査を実施。併せて、牛舎等
の消毒や牛舎環境等の遺伝子検査を実施
し、当該農場の清浄化に取組んだ。個体の
遺伝子検査を実施した結果、2 頭の定性陽
性牛を確認。当該牛に関しては、1 頭は自
主とう汰とし、1 頭は肥育に仕向けた。同
居牛検査等の結果、令和元年 7 月にカテゴ
リーⅠに復帰。牛舎消毒及び環境検査の結
果、育成牛舎から遺伝子検出はなくなった。
肥育・繁殖牛舎に関しては、引き続き農場
管理者が主体となり消毒を実施し感染防止
に努めている。            
                      
135．D 型菌が関与した牛クロストリジウム
・パーフリンゲンス感染症：岡山県岡山家
保病性鑑定課 田原鈴子 

令和元年 9 月に酪農場において搾乳牛 1
頭が起立不能、多量の流涎、頭部振盪を呈
し、急死。空腸重度充出血、内容物は暗赤
色血餅様。病理組織検査で桿菌の増殖を伴
う化膿性出血性小腸炎及び化膿性リンパ球
性腎炎と診断。空腸内容物の定量培養で 1
×108 個/g 以上の Clostridium perfringen
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s(CP)を検出。分離菌株について、毒素型別
のため遺伝子(PCR)検査、同居牛 5 頭及び山
羊 1頭の糞便について CPの分離と毒素型別
を実施。PCR 検査の結果、α毒素及びε毒
素遺伝子に特異的なバンドを検出。本バン
ドについてε毒素遺伝子由来確認のため、
シークエンス解析を行ったところ 100%一
致。以上から本症例は D 型菌による牛クロ
ストリジウム・パーフリンゲンス感染症と
診断。同居牛及び山羊全頭から CP を分離し
たが、全て A 型菌であった。D 型菌による
感染症は、めん羊では確認されているもの
の、成牛での症例は報告されておらず、非
常に希少な事例。 
 
136．Pasteurella multocida による子牛の
化膿性肉芽腫性精巣上体炎 2 症例：岡山県
岡山家保病性鑑定課 蛇島武久、水上智秋 

2017 年 6 月に A 農場で 5 週齢の子牛（黒
毛和種）が、2018 年 9 月に B 農場で 1 週齢
の子牛（F1）がそれぞれ右陰嚢腫大を呈し、
左右精巣及び精巣上体を外科的に摘出。2
症例とも右精巣上体から Pasteurella mul
tocida （Pm）を分離。病理検査で右精巣上
体に化膿性肉芽腫性炎が認められ、抗 Pm-A
抗体を用いた免疫染色で病変部に多数の陽
性反応を確認。分離株 2 株及び過去に本県
で牛の呼吸器から分離された 11 株の Pm に
ついて詳細に性状を解析。莢膜抗原型は全
て A 型、分離株 2 株及び過去の分離株 2 株
が 2～6 剤の抗菌剤に耐性。分子疫学解析に
より分離株 2 株が近縁であることが判明
し、発生時期も近いため由来が同一である
と推察したが、発生農場間に疫学的関連は
確認できなかった。分離株が生殖器病変を
形成しやすい可能性があるが、詳細は不明。
牛の精巣上体炎から Pm が分離された報告
は少なく、今後さらなる症例の蓄積が必要。 
 
137．Salmonella Oranienburg 感染症の一
例:岡山県津山家保 杉本裕亮 岡本雄太 

黒毛和種 160 頭、ホルスタイン 140 頭程
度を飼養する乳肉複合経営の牧場にて、9
日齢の黒毛和種（子牛 A）が発熱、腹囲膨
満を呈し死亡。小腸内容物より Salmonella
 Oranienburg(SO)を検出。さらに搾乳牛 1
頭が発熱、下痢を呈し死亡したため全頭検
査を実施。黒毛和種 2 頭、ホルスタイン種
19 頭で SO 陽性確認。全頭検査による陽性
牛摘発と陽性牛および同居牛への抗生剤投
与を繰り返し、陽性頭数は徐々に減少。対
策期間中に子牛 2 頭が下痢を呈し死亡、搾
乳牛 3 頭を淘汰。対策開始より約 5 ヶ月で
全頭陰性を確認。子牛 A 死亡から 3 ヶ月後、
消石灰消毒済みの子牛 A 飼養畜房で黒毛和
種子牛が下痢を呈し、糞便より SO を検出し
たことから、SO は消毒、乾燥に強く、環境
中でも長期間維持されると推察。本症例の
ように、届出伝染病の対象ではないサルモ
ネラであっても病原性が強い場合があり、
十分な対策と畜主への説明が必要。 

 
138．広島県における Streptococcus rumin
antium の分離状況：広島県西部家保 船守
足穂、細川久美子 

平成 5 年～令和元年の病性鑑定事例にお
いて生化学的性状により Streptococcus s
uis（Ss）と同定した 28 株について、PCR
法による Streptococcus ruminantium（Sr）
の識別と病性鑑定記録の振り返り調査を実
施。豚由来株は 95.4%（21/22 株）が Ss、
牛・めん山羊由来株は 83.3%（5/6 株）が S
r と同定。病性鑑定記録振り返り調査の結
果、Sr は全例が混合感染で主に肺・鼻汁・
関節膿瘍から検出され、1 例は Sr による敗
血症で死亡と推察。薬剤感受性は、肉用牛
由来株で SM・EM・LCM・TC・TMP に耐性の株
を認めたが、βラクタム系を含む多くの薬
剤に対し感受性。本県の Sr5 株の生化学的
性状は、既報の Sr8 株と同様にアピ 20 スト
レップで全て Ss と判定され、βGAL 及び A
DH 以外は API コード表の Ss のデータと概
ね類似。Sr は特に牛・めん山羊において分
離頻度が高く、敗血症と考えられる症例も
認めたため必ずしもリスクを無視できない
と考えられた。また、本菌による薬剤耐性
リスクは現状においては高くないと推察。S
r は Ss と生化学的性状が類似しているた
め、正確な同定には PCR 法の併用が必要。 
 
139．大規模肉用牛農場で発生した牛呼吸器
病症候群の対策（第 1 報）：山口県中部家
保 鶴田祐哉、伊藤博志 

牛呼吸器病症候群（BRDC）での死廃が多
発した肉用牛約 500 頭を飼養する農場にお
いて、被害低減に向け総合的な対策を実施。
家保は BRDC の確認後、農場、診療獣医師、
製薬会社及び関連企業を参集した検討会を
開催。農場の問題点、必要な対策・検査を
検討し、結果を共有・協議。衛生対策では、
踏込消毒方法の改善、煙霧消毒の実施回数
の増加及び実施方法の改善、病畜の隔離方
法の変更を指導。肺炎原因菌の特定のため、
気管支肺胞洗浄液及び死亡個体を検査。さ
らに分離菌の薬剤感受性試験を実施し、農
場に適した抗菌剤の使用を指導。また、現
行ワクチンプログラムの効果を確認するた
め抗体検査を実施。接種時期が早いことに
よる抗体上昇不良個体の存在を確認。呼吸
器病対策ワクチンの効果的な接種時期・回
数に基づいた接種プログラムを検討会で協
議・変更。対策の結果、過去 2 年に比べ、
今冬の呼吸器病の診療頭数（初診頭数）は
大幅に減少。 
 
140．管内酪農家におけるサルモネラ感染症
の発生と清浄化に向けた取組み：香川県東
部家保 久保貴士、大西美弥 
 管内酪農家（成牛約 240 頭飼養）におい
て、平成 30 年７月以降、流産や呼吸器症状
が頻発。10～11 月の病性鑑定で、下痢及び
呼吸器症状を呈し死亡した牛２頭（10 日
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齢、４歳齢）の主要臓器から Salmonella 
Dublin（SD）を分離。農場の浸潤状況確認
のため全頭の糞便検査を実施、成牛 234 頭
中６頭、子牛 44 頭中 10 頭から SD 排菌牛を
摘発。12 月、畜主と関係機関（家畜保健衛
生所、家畜診療所、JA）で対策を検討。①
成牛対策：SD 排菌牛の隔離と治療、全頭の
生菌製剤投与、ワクチン接種、②子牛対策
：感染牛摘発検査（１～２週間隔で糞便検
査を 2 回実施。摘発牛は治療後、再度２回
検査）、③環境対策：牛舎の洗浄・消毒等
を決定。12 月から子牛の感染牛摘発検査を
計 13 回延 278 頭実施、平成 31 年 2 月まで
に 2 頭の SD 排菌牛を摘発。結果、３月の環
境検査（15 検体）及び４月の全頭糞便検査
（成牛 241 頭）において全て遺伝子不検出
及び菌分離陰性、２月以降子牛の摘発牛も
なくなり、清浄化を達成。 
 
141．哺育育成牛農場で分離された Salmone
lla Panama への対策事例：南予家保 高橋
佳世、熊岡悟史 
 サルモネラ対策中の哺育育成牛農場にお
いて、令和元年 7 月、導入子牛から Salmon
ella Panama（以下、SP）を分離。直ちに当
該牛を導入元へ返却し、本農場の消毒を実
施。同年 10 月、導入時サルモネラ陰性の子
牛が下痢を呈し、SP を分離。更に管理獣医
師から下痢子牛が増加との稟告を受け、浸
潤調査を実施。21/51 頭及び牛舎 2 棟の敷
料・飲水・飼料から SP を分離。下痢子牛へ
の、抗菌剤・止瀉薬の投与、農場消毒、牛
舎移動時に抗生物質投与等の対策を実施。
同年 12 月の再調査では、3/42 頭及び牛舎 1
棟の敷料から SP が分離され、分離率は低
下。SP 分離牛について試験管凝集反応で S
P 抗体を確認、SP の感染を示唆。SP 分離牛
は全て 1 ヶ月齢以下であり、SP は哺乳子牛
に高感受性を示すと推察。また、分子疫学
的解析により 7 月及び 10月に分離された S
P は同一のものと判明。引き続き、導入牛
検査及び浸潤調査を実施し、清浄化を目指
す。 
 
142．大規模酪農家における子牛の呼吸器病
の低減に向けた取り組み：愛媛県東予家保
堀江陽二、宮城里美 
 大規模酪農家（成牛 500 頭、子牛 60 頭）
において、2019 年 4～6 月に Mannheimia h
aemolytica（Mh）による子牛の肺炎が発生。
分離菌の薬剤感受性試験の結果、ニューキ
ノロン系薬剤にも耐性を示すなど多剤耐性
化の進行が確認されたことから、マンヘミ
ア不活化ワクチンの接種を開始。しかし、
同年 10～12 月には 2～8 週齢の子牛 4 頭に
おいて Mh による線維素化膿性胸膜肺炎が
頻発し、その内 3 頭で肺以外の臓器からも
Mh を分離。ワクチン効果が十分に発揮され
ない原因を調査したところ、舎内温度不足
や換気不良等の飼養環境の問題、また、血
中免疫グロブリン値にバラツキが認められ

るなど初乳給与方法等の問題も判明。その
ため、子牛の保温対策、換気不良の改善、
初乳の早期給与等の指導を行うとともに、
鼻腔粘膜の局所防御能が期待できる牛鼻腔
内投与型ワクチンを追加。基本的な衛生管
理対策を繰り返し指導しながら、子牛の呼
吸器病の低減を図っている。 
 
143．サルモネラ症発生酪農場まん延防止に
向けた速やかな取組：福岡県中央家保 甲
斐田美菜、濱田恭平 
 平成 31 年 2 月 10 日から 11 日の間、管内
酪農場（成牛 90 頭規模）で哺育牛 4 頭が発
熱・下痢を発症。抗生剤投与するも 13 日に
2 頭死亡し、病性鑑定を実施。当農場はフ
リーバーン牛舎を有しているため、発生直
後から畜主、診療獣医師、家保の 3 者でサ
ルモネラ症を想定したまん延防止プログラ
ム（プログラム）を作成し対策を開始。細
菌検査で主要臓器、発症牛の糞便、敷料か
ら Salmonella Typhimurium(ST)（O4:i:-）
を分離。初見時から移動・出荷自粛を要請。
ST 確定前からプログラム 6 項目（①飼養衛
生管理基準の徹底、②牛サルモネラ症不活
化ワクチン接種、③定期的な汚染状況確認
検査、④仮設牛舎設置、⑤牛舎の徹底消毒、
⑥保菌牛の治療と全頭への生菌剤投与）を
開始。汚染状況確認検査で初回、同居牛・
環境材料から ST 分離。その後は 3 回の陰性
を確認。プログラムの早期開始と 3 者の協
力、農場の着実な対策実行が ST のまん延防
止につながった。 
 
144．適切な抗菌剤使用のために薬剤感受性
調査を活用した取組：福岡県中央家保 濱
田恭平、袈裟丸昇太 
 管内肉用牛肥育農場において、呼吸器病
治療における適切な抗菌剤選択に資するた
めに呼吸器病原因菌の薬剤感受性調査を実
施。2018 年 3 月～12 月の間、2～6 か月齢
交雑種の鼻腔スワブ 49 検体を採材。Paste
urella multocida（Pm）19 株、Mannheimia
 haemolytica（Mh）10 株、Mycoplasma bov
is（Mb）8 株分離。Pm はテトラサイクリン
（TC）（56%）、カナマイシン（KM）（38%）
に高い耐性率。Mh は血清型 6 型 3 株にてペ
ニシリン、TC、KM、チルミコシン（TMS）に
耐性。Mb はタイロシン、TMS、ツラスロマ
イシン、オキシテトラサイクリン、エンロ
フロキサシンに耐性傾向。導入初期のクロ
ルテトラサイクリン飼料添加やマクロライ
ド系薬剤投与が耐性化に関与の疑い。呼吸
器病治療では多剤耐性 Mh血清型 6型に注意
しながら、TC 系、アミノグリコシド系以外
の抗菌剤使用を指導。Mb は耐性薬剤が多い
ことから抗菌剤に頼らない予防、治療への
注力を指導。指導により当該農場での死亡
数低減。 
 
145．肉用子牛での出血性化膿性髄膜脳脊髄
炎を伴う R.o.感染事例：佐賀県西部家保 
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三好洋嗣 大坪利豪 
Raoultella ornithinolytica （R.o.）は

腸内細菌科に属する好気性グラム陰性桿菌
で、人の医療分野、畜産分野ともに症例数
が世界的に少ない。2 日齢で神経症状を呈
し急死した肉用子牛について、病性鑑定を
実施。剖検で大脳の点状出血、病理組織学
的検査で出血性化膿性髄膜脳脊髄炎を認め
た。細菌学的検査で主要臓器及び脳からグ
ラム陰性桿菌が分離され、同定キットによ
り Klebsiella oxytoca（K.o.）と判定され
たが、16SrRNA 遺伝子解析の結果 R.o.と判
明。以上より R.o.による出血性化膿性髄膜
脳脊髄炎を伴う敗血症と診断。子牛が自力
哺乳できなかったため初乳給与不足となり
受動免疫伝達不全状態であったことや、R.
o.が産生するヒスタミンの作用によって細
菌の組織への侵入が容易となったことなど
複数の要因が重なることで発症に至ったと
推察。R.o.は K.o.と誤同定されやすい性状
のため、今後 K.o.が分離された際には R.o.
も疑い、R.o.による症例の蓄積に努めたい。 
 
146．グラム陰性フィラメント状桿菌による
牛の頭蓋内に形成された化膿性肉芽腫の病
理組織学的検索：長崎県中央家保 寺山好
美、鈴田史子 
 黒毛和種繁殖牛 14 歳が神経症状を呈し、
病理組織学的検査の結果、頭蓋内の舌下神
経周囲にグラム陰性フィラメント状桿菌に
よる Splendore-Hoeppli 物質（SH） 
を伴う化膿性肉芽腫の形成を確認。腫瘤か
らの細菌分離検査は未実施。免疫組織化学
的検査で、抗 Actinobacillus lignieresii
家兎血清で陽性であったが、本血清は、Ma
nnheimia granulomatis や A.pleuropneumo
niae に対して交差反応を示した。抗 M.gra
nulomatis 家兎血清では陰性。パラフィン
切片を用いた 16SrRNA 遺伝子解析では塩基
配列が 99％以上一致した菌種はなし。牛
で、細菌感染により頭蓋内に SH を伴う肉芽
腫病変を形成した稀な症例であるととも
に、現場における腫瘤からの細菌分離検査
の必要性を再認識。 
 
147．黒毛和種子牛で発生した志賀毒素産生
性大腸菌 O22 の腸管外感染事例：大分県大
分家保 磯村美乃里 
 本年度、2 日齢で死亡した黒毛和種子牛
から志賀毒素（Stx）産生性大腸菌（STEC）
O22 が肺及び心臓から分離された事例が発
生。かつて STEC が病原性大腸菌（ExPEC）
の様に腸管以外へ感染した症例の詳細な報
告はないことから、大分県内の牛 ExPEC 症
例との比較及び既報の O22 保有の病原因子
との比較を実施。剖検では大静脈内に肉眼
で確認可能な大型血栓、肺の暗赤色化と水
腫、骨格筋の水腫などを認めた。細菌学的
検査で肺及び心臓から大腸菌 O22及び O-ge
notype 9 を分離。分離された O22 は stx1
と stx2 を保有するも、両株ともに県内の牛

ExPEC の症例で検出された鉄取込能因子遺
伝子（iutA など）や非線毛性付着遺伝子（a
fa8 など）は保有せず、STEC での保有が報
告されている鉄調節遺伝子 A 同族付着因子
遺伝子（iha）や長極線毛遺伝子（lpfA）を
保有。このことから、その病態に宿主の鉄
欠乏状態が関与する可能性の仮説を提示。 
 
148．黒毛和種肥育牛の鼻眼脳型播種性接合
菌症の一例：宮崎県都城家保 米山伸 
 鼻腔内の巨大腫瘤を特徴とした黒毛和種
肥育牛の鼻眼脳型播種性接合菌症に遭遇。
当該牛は 19 カ月齢の去勢牛で、眼球が突出
し、腹腔内に腫瘤が触知されたことから牛
白血病の疑いで病性鑑定を実施。剖検では、
左側鼻腔内に割面が骨組織様の巨大腫瘤、
腸間膜および縦隔リンパ節の腫大、右肺後
葉に腫瘤が認められ、リンパ節、肺腫瘤の
割面は壊死、石灰化。組織学的に、鼻腔内
腫瘤には化膿性肉芽腫性の炎症と共に真菌
様構造物が観察され、肺の腫瘤やリンパ節
においても同様の病変を形成。真菌様構造
物は PAS 染色およびグロコット染色に陽
性、免疫組織化学的に抗 Rizopus arrhizus
抗体に陽性、抗 Aspergillus 抗体に陰性。
牛白血病ウイルス抗体は陰性。これらのこ
とから本症例は、Rhizopus 属の接合菌を原
因菌とする鼻眼脳型播種性接合菌症と診
断。鼻腔内で感染、増殖した接合菌が血行
性に全身に播種され病変を形成したと推
察。 
               
149．Pasteurella multocida が分離された
牛の心房内心内膜炎：宮崎県宮崎家保 谷
ヶ久保佑也 重永あゆみ 

当該牛は 2019 年 4 月上旬より呼吸促拍、
食欲低下で治療。4 月下旬より発咳を確認。
7 月 24 日朝に死亡し病性鑑定に供した。剖
検時、左肺腹側に直径 10～15cm の膿瘍を形
成。心臓の右心房内壁に直径 1～2cm 白色結
節の形成。細菌学的検査で、脳、主要臓器
及び右心房内結節より Pm が分離され、PCR
検査により莢膜抗原 A 型と判定。左肺の膿
瘍からは Pm は分離されず。病理組織学的検
査では、肺胸膜膿瘍を観察。胸膜、心外膜
の癒着部位には線維性心外膜炎を確認。右
心房内結節ではグラム陰性菌塊を伴う心内
膜炎を確認。免疫染色で菌塊に一致して Pm
抗原を確認。以上の結果から Pm による感染
性心内膜炎と診断。家畜において、Pm が関
わる心内膜炎の症例は非常に少ないため、
一般的な Pm による呼吸器疾患の分離株と
比較し、今回の Pm 株の由来を明確にする必
要がある。 
 
150．乳牛でのサルモネラ症（O4:i:-）の発
生と清浄化対策：鹿児島県曽於家保 新屋
友梨、池田省吾 

令和元年 5 月 26 日～6 月 2 日、搾乳牛 2
5 頭、育成牛 10 頭、子牛 4 頭を飼養する酪
農場で搾乳牛 8 頭に食欲不振、発熱、下痢
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が続発し、病性鑑定の結果、サルモネラ症
（O4:i:-）と診断。搾乳牛群のサルモネラ
検査で、無症状牛を含む過半数から分離さ
れ、まん延が判明。農場の清浄化対策とし
て、清浄化まで継続した全頭への活性炭と
生菌剤の投与、薬剤感受性試験の結果に基
づく抗生剤の全頭投与、牛舎洗浄と石灰乳
塗布による消毒などを実施。農場の清浄性
確認検査で、搾乳牛全頭 2 回連続の陰性、
飼養環境の拭き取り全検体の陰性を確認
し、発生から約 4 ヶ月で清浄化達成。経済
的被害として、搾乳牛 2 頭が廃用又は肥育
転用、全頭抗生剤投与で 6 日間の生乳出荷
停止、1 頭はさらに 8 日間の生乳廃棄、5
ヶ月に渡る出荷全乳量の減少が発生。今後
も、再発防止に向けて衛生対策の継続を啓
発・指導し、清浄性の維持に協力していく。 
 
151．ヨーネ病発生農場における感染牛の効
率的な摘発に向けた検査成績分析：鹿児島
県南薩家保 白井彰人 

2018 年よりヨーネ病の清浄化対策に取
り組んでいる管内肉用牛農場の検査成績を
分析。患畜の抗体陽性率は、検出遺伝子量
1pg/well 以上の牛で 85％と有意に高く、2
4 カ月齢未満の牛で 4％と有意に低いこと
から、抗体検査は 24 カ月齢以上の高排菌牛
の摘発に有効と推測。また、ELISA 高値を
示した抗体陰性牛は高齢牛に多く、その 75
％が患畜になったことから、発生農場の EL
ISA 高値牛は抗体上昇過程である可能性が
示唆。一方、通過菌の影響を否定できずに
経過観察とした定量陽性牛のうち、12 カ月
齢未満の牛の 75％は、その後の検査で患畜
として摘発。さらに、病変の有無に関する
検出遺伝子量のカットオフ値を ROC 解析で
0.096pg/well と算出。分析結果から得られ
た知見に基づいた清浄化対策を発生当初よ
り実施した場合、2 回目のまん延防止検査
以降に摘発された患畜の 27％をより早期
に摘発できた可能性があり、今後の効率的
な患畜の摘発を期待。 
 
152．血清型 O55 及び O88 による子牛の腸管
外病原性大腸菌感染症:鹿児島県鹿児島中
央家保 北原尚英 

神経症状を呈した 12 日齢の黒毛和種の
子牛を病性鑑定。剖検で大脳髄膜混濁及び
脳溝部の膿貯留。細菌学的検査で中枢神経
系から大腸菌 O55 及び O88 を分離。それぞ
れの分離菌から毒素、接着因子、鉄補足因
子の遺伝子を検出。病理組織学的検査で重
度の化膿性髄膜脳脊髄炎、病変部に多数の
グラム陰性桿菌、免疫染色で抗大腸菌 O55
及び O88 免疫血清に陽性反応。子牛の腸管
外病原性大腸菌(ExPEC)感染症と診断。さら
に子牛舎敷料から大腸菌 O55 及び O88 を分
離、PFGE 解析で症例牛由来株と DNA 切断パ
ターンがそれぞれ一致。症例牛は臍帯炎に
よる治療歴があったことから、敷料中の大
腸菌が感染源となり臍帯から感染したと推

察。また、血清γ-グロブリン濃度の低値か
ら初乳による免疫獲得が不十分と推察さ
れ、発症要因となった可能性。本症例は複
数の大腸菌が関与した稀な症例だが、ExPE
C 感染症の検査では複数の大腸菌の関与も
考慮する必要がある。 
 
Ⅰ－3 原虫性・寄生虫性疾患 
 
153．ルーメンアシドーシス下における Can
dida krusei による子牛の真菌性前胃炎：
岩手県中央家保 大竹良祐、木﨑あゆみ 
 Candida 属による牛の胃炎の報告は少な
い。2019 年 10 月、成牛 11 頭規模の黒毛和
種繁殖農場において、代用乳を強制的に投
与された哺乳牛 3 頭が下痢を呈し、そのう
ち瀕死牛１頭（24 日齢）の解剖及び他牛１
頭の血液・糞便検査を実施した。剖検では、
第一胃から第四胃に腐敗酸臭を伴う灰色泥
状内容の貯留が認められた。組織学的に、
前胃の粘膜上皮には錯角化及び好中球の重
度浸潤による肥厚がみられた。病変部には
酵母様真菌及び仮性菌糸が認められ、抗 Ca
ndida 抗体を用いた免疫染色により陽性反
応が確認された。第一胃内容及び直腸内容
から Candida krusei が分離された。第一胃
内容に原虫は確認されず、同内容の pH 低下
（3.6）及び乳酸濃度の著増（316.5mg/dl）
のほか、両牛の血清中乳酸濃度の高値が認
められた。本症例は、第一胃に貯留した代
用乳が異常発酵し、ルーメンアシドーシス
による第一胃内の環境変化及び抗生剤投与
により生じた菌交代現象が要因となって引
き起こされたものと考えられた。 
 
154．過去１１年間の鹿角地域における３牧
場のピロプラズマ原虫の寄生と今後の放牧
衛生検査について：秋田県北部家保菅野宏
野村真実 
 平成２０年から平成３０年に実施した衛
生検査（以下、検査）において鹿角地域３
牧場における小型ピロプラズマ原虫（以下、
小型ピロ）の寄生状況を分析。入牧後の定
期的な殺ダニ剤投与及び検査で３牧場の小
型ピロの寄生頭数の割合及び程度が減少。
分析結果から今年度の３牧場の検査回数及
び対象牛を検討。今年度の３牧場の初回検
査を６月下旬から７月上旬に実施。小型ピ
ロの寄生割合及びＨｔ値等の検査結果によ
り次回の検査の有無と対象牛を選定し実
施。Ａ牧場では寄生頭数と程度が前年まで
の同時期と同程度であった為、次回検査は
目視検査による経過観察とした。Ｂ及びＣ
牧場は寄生程度の結果と初回の検査以降に
新規入牧牛がいた為、再度、検査を実施し
たが、小型ピロの寄生はみられなかった。
今回の検査で管理主体の放牧検査費用が軽
減。今後も定期的な殺ダニ剤の投与を推進
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し、効果的な検査を実施。 
 
155．黒毛和種繁殖牛の肝蛭症発生事例：新
潟県中央家保佐渡支所 1) 新潟県長岡食
肉衛生検査センター2) 佐藤香代子 1)、鍋
田信吾 2) 
 黒毛繁殖農場において慢性的な下痢や皮
膚糸状菌症が多発し、臨床獣医師の依頼で
血液検査を実施。7/18 頭で AST やγ-GTP
の上昇が認められたため、時計皿法にて糞
便検査を実施したところ 3 頭から肝蛭虫卵
を検出。給与粗飼料の状況から農場内感染
の可能性は低いと判断。肝酵素上昇牛や肝
蛭陽性牛は共通して 2018年に N放牧場を利
用しており、N 放牧場が肝蛭に汚染されて
いると推察。現地調査で湧き水を利用した
牧場水槽内にヒメモノアラガイを多数確
認。2019 年、Ｎ放牧場の 6 月中間検査で 6
/16 頭から肝蛭虫卵を検出、11 月の終牧検
査で 4/18 頭から肝蛭虫卵を検出。複数農場
の牛から肝蛭虫卵が検出され、放牧場に中
間宿主が存在する事から、N 放牧場が感染
源と疑われた。対策として放牧牛の駆虫、
ヒメモノアラガイの駆除を実施。N 放牧場
利用の 16 戸 39 頭、未利用の 12 戸 29 頭で
浸潤調査を実施。N 放牧場利用牛以外は全
頭陰性。N 放牧場の運営には今後も検査と
対策の継続が必要。 
 
156．マーシャル糸状虫の関与が疑われた全
身の出血傾向を呈し死亡した新生子牛の一
症例：石川県南部家保 河合愛美、堀登 

平成 30 年 12 月、県内酪農場でホルスタ
イン種の雌子牛 1 頭が生後数時間で急死。
外貌では眼球の強膜・外陰部に出血、可視
粘膜が蒼白。剖検では全身の出血と腹腔内
にマーシャル糸状虫の高度寄生を確認。主
要臓器からの細菌分離および BVD ウイルス
遺伝子検査は陰性。病理組織学的検査では
諸臓器の実質内や結合組織・脂肪組織に軽
度～重度の急性出血、肺の小血管内にミク
ロフィラリア（Mf）と炎症細胞の浸潤を確
認。令和元年 6 月、当該農場の飼養牛全 44
頭を採血、Knott 法変法により Mf 感染状況
を調査、7 頭が陽性。当該子牛の母牛は検
査前にエプリノメクチン製剤を投与してお
り Mf 陰性。当該子牛は妊娠中に本糸状虫に
感染していた母牛から胎内感染し、出生時
に高度寄生の状態となり、何らかの要因で
全身の出血傾向を示したと推察。BCS（Ble
eding calf syndrome）の病態と類似。病態
の発生機序等は不明なため、本糸状虫と BC
S の因果関係については継続した調査が必
要。 
 
157．子牛のクリプトスポリジウム症発生事
例：山梨県東部家保 池永直浩、相川忠仁 

生後 10 日齢前後で水様性下痢症の子牛

の死亡が続き病性鑑定を実施。死亡例と同
じ場所で飼養されている子牛の糞便も採材
し直接塗抹後、抗酸染色。クリプトスポリ
ジウムのオーシストを 14 頭中 9 頭で確認。
死亡例 2 頭ともに気管からコロナウイルス
を分離し、牛パラインフルエンザ 3 型の特
異遺伝子を検出。病理所見で、腸管はび慢
性に粘膜上皮が剥離変性、血管は充うっ血
し、粘膜固有層にはリンパ球、形質細胞が
重度に浸潤。結腸等の陰窩内にクリプトス
ポリジウムのオーシストを確認。免疫組織
化学染色では同部位に一致して陽性反応を
確認。肺は小葉単位で細気管支内および肺
胞腔内に単球、形質細胞、リンパ球、赤血
球が軽度～重度に浸潤。結果から、クリプ
トスポリジウム症とともに牛コロナウイル
ス病や牛パラインフルエンザの複合感染が
起こっていたと推察。対策としてカーフハ
ッチの設置場所を変更し、カーフハッチ撤
去後に火炎滅菌、消石灰散布を実施したと
ころ続発は見られず。 
 
158．牛糞便集卵検査法における渡辺法と２
段階沈殿法の比較:京都府丹後家保 田中
義信 

京都府丹後地域において軽度削痩、不受
胎、慢性軟便、及び発育不足を呈する軽度
寄生牛がみられる。これらの寄生虫による
生産性阻害を防止するため、軽微な寄生を
検出する必要がある。そこで糞便集卵法の
沈殿法における検査の検出感度の向上を目
的として黒毛和種繁殖雌牛の直腸より採取
した糞便 14検体について従来の渡辺法と 2
段階沈殿法（2step 法）で比較検討した。
渡辺法では糞便 5g、定法に従い実施し全視
野を鏡検した。2step 法は糞便 2g を金網メ
ッシュと水道水 250mlで濾し、15分静置後、
濾液の沈殿部を残し、上液を捨て、沈殿容
器を傾け喫水部をスポイトで吸引し、5 分
静置後、スライドガラスに沈殿液約 100μl
と蒸留水約 100μl を滴下しカバーガラス
をかけ鏡検した。糞便から双口吸虫卵 11
検体が検出された。EPG 検出感度を比較し
たところ、2step 法は渡辺法の 11.4±2.7
倍（平均±標準誤差）であった。このこと
から 2step 法は EPG 検出感度が高く、有効
な検査方法であると考えられる。 
 
159．繁殖和牛でみられた突然死の原因探索
および再発防止対策：和歌山県紀南家保 
駿河宣彦、谷口俊仁 
 管内和牛繁殖農家（A 農場）の繁殖和牛
で 2 頭つづけて発生した突然死の原因探索
および再発防止対策を検討。斃死 2 例目の
繁殖和牛（49 ヶ月齢）の病性鑑定及び自家
生産 WCS と飼料稲ほ場の土壌のボツリヌス
検査を実施。病性鑑定の結果、肝臓で 10
隻以上の肝蛭虫体の寄生を確認。死亡原因
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は肝蛭症と考えられた。一方、WCS でボツ
リヌス A 型菌および A 型毒素が検出された
が、死亡牛から検出されなかったことなど
から、直接の死亡原因ではないと判断。肝
蛭症対策として駆虫薬投与指導を行った
が、全頭投与には至らず。糞便検査を実施
した結果、A 農場繁殖和牛全 22 頭中 8 頭か
ら肝蛭虫卵を検出。より具体的な駆虫薬の
全頭投与計画および駆虫薬投与牛のチェッ
クリスト作成について再度指導。今後は肝
蛭症対策として定期的な糞便検査の実施及
び駆虫薬投与状況の確認、ボツリヌス症対
策として今秋自家生産した WCS についてボ
ツリヌス検査を行う予定。 
 
160．肝蛭症発生農場における肝蛭浸潤状況
調査と指導：和歌山県紀北家保 山田陽子、
上田雅彦 
 2019 年 2 月、和牛繁殖農場 A にて慢性肝
蛭症及び重度肺炎により 13 歳雌牛が死亡。
A は駆虫薬未投与、稲わら未給与で分娩前
後以外山間（一部湿地帯）放牧。同年 5 月
A の肝蛭浸潤状況（糞便中肝蛭虫卵及び血
清 GGT 値）を調査し駆虫薬投与を指導。対
照で隣接酪農場 B(同じ山で放牧、年 1 回駆
虫薬投与)も調査。A の駆虫薬投与は放牧直
前に実施。同年 11 月放牧帰還牛（投薬有 6
頭、無 4 頭）の虫卵検査と GGT 測定を行い、
投薬効果を確認。5 月調査では、虫卵陽性
率(%)は A が約半数、B が 4 割で、平均 GGT
(U/L)は A が 52.1±49.3、B が 34.1±21.3。
AB 共 GGT 値 50 以上の個体存在。投薬は当
該地放牧での感染防除は困難だが肝機能回
復には効果ありと推察。11 月帰還牛調査で
は 10 頭全て虫卵陽性、平均 GGT は 5 月調査
時の A 全体に比べ 11 月帰還牛は倍以上の
値。セルカリア水中最盛期が 7～8 月で秋頃
が最も肝障害を受ける時期と推察。肝機能
早期回復が繁殖に重要と考え、投薬時期を
放牧帰還直後に変更するよう指導実施。 
 
161．子牛のクリプトスポリジウム症の発生
と対策:鹿児島県曽於家保 岩元伸一郎、池
田省吾 
 2018 年 8～12 月、黒毛和種繁殖牛約 30
頭を飼養する農場の木造シラス床牛舎で、
子牛の水様性下痢が多発し計 11 頭が死亡。
下痢便からクリプトスポリジウム(Cr)オー
シストを検出、Cryptosporidium parvum 
と同定し、Cr 症と診断。子牛の Cr 保有率
が 50%と高く、対策として、トライキルと
消石灰の混合液での牛舎消毒を指導、発症
子牛への活性炭投与を開始。対策効果判定
のため、子牛の Cr 保有率を継続調査。対策
後、下痢症子牛の死亡はなく、子牛の Cr
保有率は 20%～約 30%まで低下。継続した消
毒により飼養環境中の Cr オーシスト及び
新生子牛への感染機会が減少し、活性炭投

与により症状が軽減したと推察。本報同様、
火炎滅菌等の Cr 症対策が困難な発生農場
において、本事例の対策は子牛の下痢減少
と重症化防止に有用。今回、継続調査用に
キニヨン染色法とショ糖浮遊法の長所を組
み合わせた新法を試み、検出感度良好。 
 
Ⅰ－4 一般病・中毒・繁殖障害・栄養性代
謝障害  
 
162．管内肉用牛農家の繁殖性向上を目指し
たチーム巡回指導の取り組み：秋田県中央
家保 千葉祐子 西宮弘 
 肉用牛の生産拡大に向けた、子牛の効率
的生産のため、家保・地域振興局・民間獣
医師等による指導チームを設置。数年前か
らモデル農家を設定し、定期繁殖巡回を実
施。平均分娩間隔は短縮してきたが、ここ
１～２年は長期不受胎牛が散見。今年度、
モデル農家３戸に繁殖不良１戸を追加し、
栄養管理面での問題を洗い出し、繁殖性改
善を目指す。繁殖情報はエクセルソフト等
で「見える化」し共有。検診ではエコーに
よる早期妊娠診断やフレッシュチェック等
実施。分娩間隔短縮による経済効果を算定。
今年の成績不振を受けて、４戸２９頭で、
血液検査、給与飼料計算、体測を実施し、
指導を強化。モデル農家の分娩間隔は県平
均よりも短縮し、これまでの経済効果は 19
0 千～669 千円。血液検査では３農場が養分
過剰と判定。タンパク質摂取量は農場毎、
繁殖ステージ毎に過不足あり。繁殖ステー
ジ毎の適正給与を指導。今後も関係機関と
協力、指導を継続し、経過をサポート。 
 
163．線維化マーカーを用いた虚弱子牛症候
群の病理学的検討：山形県中央家保 古田
信道 

虚弱子牛症候群(WCS)10 症例について、
腎臓及び肝臓の線維化に着目し検討。臓器
の機能低下には線維化の程度が大きく関与
するため、線維化の予測指標となる線維化
マーカー蛋白質（α-SMA、β-カテニン及び
ビメンチン）の免疫組織化学的染色（免染）
を行い、発現量や局在について検討。腎臓
の HE や PAS 染色の結果、WCS 全症例で固有
構造に異常は認めず。しかし、免染の結果、
対照牛と比較して WCSの腎間質でα-SMAの
陽性率、また尿細管上皮でビメンチンの陽
性率が増加。さらに、WCS においてβ-カテ
ニンは対照牛と異なる局在を示した。一方、
肝臓では固有構造及び線維化マーカーの異
常は認めず。線維化マーカー蛋白質の免染
により、WCS は腎臓において線維化を主徴
とする機能低下に陥る危険性が示唆され
た。WCS 病態生理の更なる解明のため、今
後も症例数を増やし、病理学的手法を用い
て各臓器を精査する事が重要。 
 
164．二分脊椎を呈した黒毛和種子牛の一例
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：福島県中央家保 今井直人 
令和元年 10 月生まれの黒毛和種子牛が

出生時より後躯麻痺による起立困難を呈
し、様々な奇形を認めたため、12 日齢で病
性鑑定を実施。脊椎では第 3～6 頸椎及び第
4～7 胸椎の癒合、第 1 腰椎以降の棘突起の
短縮、第 2～5 腰椎の癒合及び棘突起の左右
二分（二分脊椎）を確認。第 1 仙椎椎弓に
閉鎖不全があり、髄膜が皮膚まで突出し、
髄膜瘤を形成。脊髄では硬膜内に 2 本の脊
髄が存在する重複脊髄を第 8～11 胸髄で認
め、第 12 胸髄で右側の灰白質が消失、第 1
3 胸髄～第 2 腰髄で左側灰白質が右側へ変
位、第 3 腰髄で左側に灰白質が出現し、再
び重複脊髄となった。第 4、5 腰髄では脊髄
が硬膜ごと左右に二分する脊髄正中解離も
確認。延髄と小脳の一部が環椎脊柱管に変
位するアーノルド・キアリ奇形、肝臓、脾
臓などの奇形も確認。ウイルスの関与は認
めず、先天的な奇形と考察。二分脊椎でも
本症例のような重度の脊椎、脊髄奇形を呈
するものはまれ。 
 
165．黒毛和種の銅中毒事例及び血清銅濃度
調査：福島県中央家保 寺本直輝 
 令和元年 7 月、11 ヶ月齢の黒毛和種雌育
成牛が黄疸及び神経症状を呈し死亡。剖検
で肝臓割面の橙色化及び皮下組織の軽度黄
色化。病理検査で肝臓は銅染色陽性顆粒が
散在、腎臓は尿細管上皮細胞の変性及び脱
落。生化学検査で GOT、GGT、T-Bill、LDH
及び血清・臓器中銅濃度の上昇。以上より
当該牛を銅中毒と診断。銅の過剰摂取が原
因と推察されたが、同居牛に異常は認めず、
原因の特定に至らず。県内において黒毛和
種の銅中毒は 5 年間で 3 件発生。そこで、
県内飼養の黒毛和種及び他県導入直後の黒
毛和種育成牛、合わせて 308 頭を対象に血
清銅濃度の調査を実施。その結果、県内飼
養肥育牛の 57%、繁殖牛の 22%が基準範囲(7
0-150μg/dL)より低値。他県から導入直後
の育成牛に比べて県内の同月齢のものは低
値を示す傾向。県内の黒毛和種において潜
在的な銅の不足が示唆され、銅中毒だけで
なく銅欠乏に対しても注意が必要。 
 
166．家畜保健衛生所における繁殖和牛の繁
殖検診：茨城県県北家保 鈴木篤実 
 本県は常陸牛増頭を目標としており、和
牛生産体制の強化を図っている。生産現場
では臨床獣医の不足や高齢化が問題。当所
で超音波画像診断器を導入、繁殖台帳を整
備。平成 31 年 1 月～令和 2 年 2 月まで月に
1 度の繁殖検診を実施。延べ 532 頭の牛を
検査。妊娠鑑定は 24 日齢から対象とし、1
21 頭で早期妊娠鑑定を実施し、50 頭の不受
胎牛を摘発。早期妊娠鑑定後 2 回目の妊娠
鑑定までの妊娠喪失率は 4.2％。双胎発生
率は 1.4％。検診結果をもとに必要に応じ、
定時授精を指導。オブシンク、シダーシン
ク、ショートシンクを実施。ショートシン

クの受胎率が約 70％（12/17 頭）と良好。
検診時に発情兆候が見られた牛を授精する
よう指導したところ、50％（5/10 頭）が受
胎。不受胎牛の多い 1 農場で、簡易的な代
謝プロファイルを実施。エネルギー不足と
粗タンパク不足が判明。飼料給与について
指導。今後は、繁殖検診による空胎日数や
分娩間隔などの短縮効果の検証が必要。 
 
167．管内の和牛繁殖経営基盤強化の取組：
栃木県県央家保 片野優子、笹沼玲子 

平成 30 年から当所、農業振興事務所、畜
産酪農研究センター、診療獣医師及び農業
協同組合で構成した支援チームによる取組
を開始。管内 7 農場を対象にボディコンデ
ィションスコアや代謝プロファイルテスト
による繁殖牛の栄養状態のモニタリング、
給与飼料診断、繁殖検診及び衛生対策等、
飼養管理全般の課題抽出と改善指導を実
施。事例 1：分娩前の栄養不足と乾乳期の
過肥傾向が判明。指導後、娩出子牛の白痢
が激減。事例 2：冬期に哺乳子牛 5 頭が下
痢を呈して死亡。牛コロナウイルス病等の
他、繁殖牛の蛋白質過剰給与が判明。疾病
対策及び母牛の飼料変更後、子牛の死亡や
重篤な下痢が改善。事例 3：群全体で大幅
に分娩間隔が延長。総コレステロール、蛋
白質及びβカロチンの不足が判明。粗飼料
増量等の飼養管理指導後、繁殖成績が改善。
今回の取組で分娩成績及び疾病発生に、栄
養、健康状態の大きな関与を再確認。これ
ら事例を他農場へ情報発信し波及による和
牛繁殖経営基盤強化の推進が期待。 
 
168．展示施設で飼養されていた同一家系高
齢豚における肝臓癌発生事例：栃木県県北
家保 山田敦実、栃木県県央家保 戸﨑香
織 
 管内の展示施設において親子関係のある
ミニブタ 3 頭（いずれも十数歳の雌）が令
和元年 5 月から 8 月に死亡。病理解剖では、
全頭の肝臓に大型で白色又は黄色の腫瘤が
多発し、子宮病変を確認。症例 1 では、肝
臓腫瘍に肝細胞に類似した腫瘍細胞が索状
や充実性に増殖した多発性大型腫瘍を認
め、肺への転移も確認、子宮は多発性嚢胞
形成及び化膿性子宮内膜炎を観察。症例 2
では、肝臓腫瘤部に肝細胞の脂肪変性と大
滴性脂肪沈着及び肝細胞腫大をびまん性に
認め、子宮では化膿性子宮内膜炎を観察。
症例 3 では、肝臓に肝細胞に類似した腫瘍
細胞が充実性に増殖した多発性の大型腫瘍
と、脂肪変性を含む多様な組織像を認め、
子宮には腫瘍性病変を観察。全症例の腫瘍
細胞の核の異型性は低く、分裂像はまれ。
腫瘤の発生状況及び病理組織学的所見か
ら、全症例を高分化型の肝細胞癌と推定。
豚の報告例は少なく、今後の症例集積を望
む。 
 
169．黒毛和種にみられた被毛褪色を主徴と
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した銅欠乏症：群馬県中部家保 田中哲弥、
永井朋子 

繁殖雌牛 70 頭、肥育牛 110 頭を飼養する
黒毛和種一貫経営農場で、平成 30 年 7 月か
ら 10 月にかけて繁殖雌牛の被毛が退色。1
0 月 25 日から病性鑑定を開始、繁殖雌牛計
11 頭の血液検査で全頭の血清中銅濃度が
低下していることを確認。未発症の育成牛
及び肥育牛と比較して有意に低値を示し
た。対策として、原因と考えられたサイレ
ージの給与を中止するとともに、11 月 10
日から硫酸銅の経口投与を実施。投与量は
1 頭当たり 0.083g/日から開始し、段階的に
1g/日まで増量。7 頭で血清中銅濃度のモニ
タリングを行い、投与期間中の銅濃度上昇
を確認。平成 31 年 2 月 15 日の検査で銅濃
度が正常範囲を超える牛が出現したため投
与を中止。投与中止後も一時的に銅濃度の
上昇がみられたが、その後下降。4 月 25 日
には被毛色の回復を確認したため経過観
察。以降発症牛は未確認。国内で銅欠乏症
の報告は少なく、本農場周辺地域ではこれ
まで未確認。原因としてサイレージのヒー
トダメージを疑う。 
 
170．肉用牛のユズリハ中毒疑い事例：埼玉
県中央家保 春山優唯、小池絵理子 
 牛がユズリハを摂取すると第一胃運動停
止等の症状を呈し、重篤な場合死亡。今回
県内初のユズリハ中毒疑い事例を報告。平
成 30 年 11 月 21 日、2 日前から剪定枝を給
与していた肉用牛 1 頭が食欲廃絶及び腹部
膨満を呈し、22 日死亡。同月 23 日に同居
牛 1 頭が同様の症状を呈し死亡。24 日に別
の 1 頭も死亡したため、翌日この個体の病
性鑑定を実施。23 日に実施した当該牛の血
液生化学検査結果から中毒を疑い、剪定枝
の鑑定及び生存していた同居牛の血液生化
学検査を実施。剖検では、口唇蒼白及び皮
下組織黄色化、肝臓腫大、全身諸臓器で多
数赤色斑を確認。胃内容物中に剪定枝残片
なし。病理組織学的検査では重度の肝細胞
壊死、腎臓の尿細管上皮細胞変性及び壊死。
細菌学的検査及び生存牛の血液生化学検査
は有意な所見なし。剪定枝は形態学的にユ
ズリハと同定。過去の発生報告の所見と類
似していることからも、ユズリハ中毒を疑
った。今後、中毒植物について農家へ周知、
指導。 
 
171．牛呼吸器病症候群による搾乳牛の集団
死亡事例：東京都東京都家保 林朋弘、藤
森英雄 

平成 31 年 1 月 10 日、都内一農場から搾
乳牛呼吸器症状発生の連絡、3 頭の鼻腔ス
ワブを搬入。翌日 2 頭死亡し、病理組織検
査に加えウイルスおよび細菌検査を実施。2
頭とも胸腔内の繊維素析出、肺の肝変化、
肺病理組織における燕麦様細胞等を確認。
ウイルス検査は鼻腔スワブ 3 検体全てで牛
RS ウイルス（BRSV）遺伝子陽性だったが、

死亡牛肺由来検体の一部が BRSV 遺伝子陰
性。細菌検査は、鼻腔スワブ 3 検体中 1 検
体および各死亡牛の肺より Mannheimia ha
emolytica（Mh）を分離。BRSV 系統樹解析
の結果は遺伝子型 3、Mh 血清型別 PCR の結
果は 1 型で、BRSV と Mh の混合感染による
牛呼吸器病症候群（BRDC）と診断。農場で
は BRSV を含む呼吸器病混合ワクチンを接
種していたが Mh ワクチンは未接種。BRSV
の遺伝子型がワクチン株と異なり、個体ご
とのワクチン効果不十分の可能性に加え、B
RSV感染後 Mhの肺感染により短期間で複数
が死亡するに至ったと考察。 
 
172．一酪農家における乳質改善への取り組
み：富山県西部家保 渡辺健太、後藤利隆 
 フリーストール牛舎で乳用牛約 80 頭飼
養の A 農場で乳質改善指導を実施。平成 30
年度、腸内細菌による乳房炎が 9 頭発生。
使用前のもみ殻から腸内細菌数が 10⁶ 個/
g 検出されたため、使用 1 日前に 3～5%消石
灰を混合。結果、令和元年度の発生頭数は
5 頭に減少。分娩 2 ヶ月以内の乳房炎罹患
牛が平成 30 年度は 47 頭中 19 頭(40.4％)。
使用前の搾乳専用タオル中から一般細菌が
10⁶ 個/g 検出されたことが原因と考えら
れ、使用前に 200ppm の次亜塩素酸ナトリウ
ムによる殺菌を徹底。また、月 1 回の乳房
の毛焼きとビタミン A 剤の経口投与を実
施。結果、令和元年度の乳房炎罹患牛が 22
頭中 2 頭(9.1%)に減少。難治性の慢性乳房
炎の新たな治療方法として、乾乳前にショ
ート乾乳を実施。泌乳期軟膏で治癒せず、
レンサ球菌及び白色ブドウ球菌が分離され
ていた 2 頭 5 分房中 4 分房が完治。今後、
事例数を重ね治療方法の有効性について検
証する予定。 
 
173．牛鼻腔内の血管過誤腫と診断された一
症例：石川県北部家保 田谷直人、市川雄
一 

2018 年 2 月 13 日、18 か月齢のホルスタ
イン種で右鼻腔を閉塞する鶏卵大の腫瘤を
確認。鈍性剥離し、抗生剤・抗炎症剤を投
与するも、同年 3 月 12 日、右外鼻孔からソ
フトボール大の腫瘤が突出し、極度の呼吸
困難で予後不良と判断、当所にて鑑定殺。
剖検所見では、腫瘤は長さ約 40 ㎝、直径 1
0～20 ㎝で外鼻孔から咽頭部まで達し、鼻
腔内を大きく占拠。一部で背鼻甲介と癒着。
摘出腫瘤での細菌学的検査では有意な菌は
分離されず。病理組織学的検査では、大小
不同で不整な血管新生と間質を埋める線維
性細胞の増加と多形性がみられ、周辺の骨
破壊を伴って大きな腫瘤を形成。腫瘤内血
管新生部位には炎症性細胞がほとんど浸潤
しておらず、気管支リンパ節の腫大と濾胞
の拡張も認められなかったため、肉芽腫性
疾患を否定。本症例を新生血管と間質結合
組織が異常に増殖する組織奇形の血管過誤
腫と診断。牛の鼻腔内での発生は国内で初
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めてとみられ、貴重な知見となった。 
 
174．黒毛和種子牛の慢性銅中毒の一症例：
石川県北部家保井上良太、坂口政信 
 2018 年 11 月 30 日、6 カ月齢の黒毛和種
が、食欲不振、元気消失。第 3 病日に、耳
翼冷感、歩様蹌踉、起立困難。強肝剤、ビ
タミン E を投与したが、翌日に死亡、病性
鑑定を実施。剖検所見では、全身の黄疸を
認め、肝臓および腎臓はやや腫大し、割面
はそれぞれ、橙色、暗赤色を呈す。膀胱粘
膜は菲薄化し、内部に暗赤色尿を貯留。病
理組織学的検査では、小葉中心性に肝細胞
の空胞変性および壊死を、壊死部周囲の肝
細胞質内およびクッパ―細胞質内に、ロダ
ニン染色で茶褐色を呈した銅顆粒を確認。
生化学的検査で、肝臓、腎臓、胃内容物の
銅含有量を測定、それぞれ、490ppm、66pp
m、82ppm と高値。以上より、銅中毒と診断。
当該牛には、搾乳牛用のビタミン・ミネラ
ル補給を目的とした添加剤（銅濃度：1,99
7ppm）の給与歴があり、銅の過剰摂取が原
因と推測。添加剤給与の中止を指導したと
ころ、新たな発生はない。今後は、飼養衛
生管理指導を改めて行い、再発防止に努め
たい。 
 
175．アルコール不安定乳発生への対応：長
野県飯田家保 常田将宏 
 管内 A 農家にてアルコール不安定乳発
生。関係機関と原因調査。搾乳牛 46 頭中 1
6 頭の個体乳にてアルコール検査陽性。生
乳中の体細胞数及び細菌検査の結果、乳房
炎罹患の有無とは関係なし。代謝プロファ
イルテストにて HCT 及び BUN の低値以外は
概ね正常。バルク乳成分は MUN が低値のほ
か、発生前の乳蛋白が低値。飼料中の TDN、
CP 不足と推察。給与飼料は農家提供のコー
ンサイレージを中心に飼料会社が TMR を調
整して給与。飼料計算上 TDN、CP は概ね充
足していたことから、TMR 中コーンサイレ
ージの変敗を疑う。その後、コーンサイレ
ージを飼料会社提供の乾草に変更。数日で
アルコール検査陰性となった。アルコール
不安定乳はバルク全体が集乳不可となり、
経済的被害が大きい。長年散発的に被害が
ある一方、発生前の兆候がつかみにくく、
知見は非常に少ない。さらなる調査による
知見の積み上げが今後の被害低減には重要
である。 
 
176．管内複数農場で発生した黒毛和種子牛
の銅中毒：岐阜県飛騨家保 新井慧、青木
栄樹 

2019 年 2 月から 5 月にかけて、管内の黒
毛和種一貫農場 2 戸において、約 3 から 5
カ月齢の子牛が血色素尿、可視粘膜の黄疸
を呈し急死する例を複数頭確認。病性鑑定
を実施したところ、血液検査では、T-bil、
肝酵素の上昇など重度の肝障害を示す値が
みられた。剖検所見として全身の黄疸、肝

臓の黄色化および脆弱化、腎臓の暗赤色化
がみられ、組織学的検査ではロダニン染色
で肝臓に銅陽性反応を認めた。飼料内容を
調査した結果、A 農場では高濃度の銅を含
有する飼料を給与（1 日あたり銅 17.5mg/
頭）し、B 農場では銅含有飼料を複数給与
していたことが判明。以上の結果より銅中
毒が疑われたため、臓器の銅濃度測定を動
衛研へ依頼。子牛は成牛に比べ銅への感受
性が高く、銅要求量と中毒量の差が小さい
ため、子牛に銅含有飼料を与える場合には、
過剰給与に注意する必要がある。当所では
注意喚起のため、家畜衛生情報の発行およ
び研修会での情報提供を実施。 
 
177．生乳の氷点上昇がみられた一酪農家の
取組み事例：滋賀県滋賀県家保 瀬川敬世 

管内一酪農家において、夏季のバルク乳
の氷点が近畿生乳販売農業組合連合会の生
乳取引基準値（-0.510℃）を超え、連続し
て上昇。乳蛋白質率低下、乳量低下、代謝
プロファイルテスト（MPT）では AST、GGT
上昇、低 Alb、低 Ca もみられたため、氷点
上昇との関連を疑い対策を実施。2019 年２
月から乾乳期の飼料変更と増給を主とし、
泌乳期の乾物摂取量の増給、夏場の終日送
風、乾乳期の乳房炎治療を徹底。氷点成績
が基準値を超える回数は、対策前（2018 年
4 月～12 月）は 8 回であったが、対策後（2
019 年 4 月～12 月）は 1 回と改善。経産牛
1 頭当たり年間乳量成績は増加（7900Kg か
ら 8800kg）し、夏場の体細胞数は減少（15
0 万から 50 万）。この結果、当該酪農家の
意識も改善。一方、MPT の結果では GGT、A
ST は全体的に低下したが、依然として高い
個体があり、低 Alb、低 Ca は継続。今後、
泌乳ピークに合わせた飼料の増給の他、定
期的な餌の掃き寄せによる確実な予定給与
量の摂取、飼料分析による品質の改善など
継続した指導が必要。 
 
178．酪農家における分娩後の抗炎症剤投与
の効果：滋賀県滋賀県家保 諸岡剛俊、松
村一輝 

分娩後の乳牛は負のエネルギーバランス
から肝炎様の病態となり免疫機能低下等を
誘発。フリーストール形式の一酪農家で分
娩後の乳牛に後産停滞、第四胃変位が多発
していたため、その減少を目的にコンサル
タント指導により 2018 年 12 月から全ての
分娩牛に分娩日(1 日目)、翌日(2 日目)に抗
生剤(セファゾリン)と抗炎症剤(デキサメ
タゾン)を投与、翌々日(3 日目)に同抗生剤
を投与。この処置前後の 12 ヶ月間の 305
日乳量等、初回授精受胎率、診療件数(病類
別)、後産停滞発生率等を比較。305 日乳量、
各乳質、各産次の初回授精受胎率で未処置
群と処置群間で有意差は認められなかっ
た。診療件数は 151 件から 141 件に減少。
消化器病他 4 病類の診療件数は減少した
が、泌乳器病は増加、運動器病はほぼ同じ
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診療件数。後産停滞の発生件数は 30 件から
19 件に減少。第四胃変位は 11 件から 1 件
と有意(p 値<0.0055)に減少。処置が疾病発
生減に寄与した可能性が示唆。今後、季節
性、産次数などより詳細な条件下で解析を
行い、群管理が必要な農場で周産期疾病の
発生低減を目指す。 
 
179．受精卵移植（ET）を活用した和牛増頭
の取組：京都府中丹家保 岡本和久、井上
厳夫 

高齢化等に伴う子牛せり市への上場頭数
の減少に対し、管内の一繁殖和牛農家（成
牛 60 頭）における ET による和牛増頭の取
組を支援。【方法と結果】平成 22 年度から
平成 31年度までに黒毛和種延べ 139頭から
3,088 個（うち正常胚 1,676 個）の受精卵
を採取。酪農家飼養の長期不受胎牛を主対
象として延べ 1,122 頭（新鮮胚 559 頭、凍
結胚 563 頭）に移植し、446 頭（新鮮胚 23
2 頭、凍結胚 214 頭）が受胎。その結果、
せり市売買成立頭数 4,220 頭の 6％に当た
る 260 頭（ET 産子上場頭数 923 頭のうち 2
8.2％）を上場。せり市価格は平均より去勢
106％、雌 108%と高く取引。枝肉成績の追
加調査（61 頭）では、平均枝肉重量 520.2
kg(去勢 547.5kg、雌 497.0kg)及び平均 BMS
7.8(去勢 8.1、雌 7.6)で、府内成績(1,984
頭)のそれらと比較して高く推移し、特に去
勢で有意に高い(P<0.05)。【まとめ】近年
では本取組による ET 産子がせり市売買成
立頭数の 10%を占めるに至る。当所は今後
も本取組を継続して支援。 
 
180．シダーシンク法を活用した牛の生産性
向上の取組と効果:京都府丹後家保 坂田
貴洋 

稲作兼業農家における生産性向上を目的
とした腟内留置型プロジェステロン製剤併
用の定時人工授精プログラム（以下、シダ
ーシンク法）の効果について検証した。管
内搾乳牛 30 頭規模 1 農場において、明瞭な
発情徴候を示さず、シダーシンク法を実施
して受胎した 17 頭を試験区、また、シダー
シンク法以外で人工授精し受胎した 7 頭を
対象区として、両区間における総授精回数、
空胎日数および分娩間隔について比較し
た。また、試験区 17 頭において、シダーシ
ンク法の授精日を 0 日として、その後の受
胎までの授精日の日数についても調査し
た。両区間において有意差は認められなか
ったものの、総授精回数 0.04 回（試験区 3.
26 回：対照区 3.3 回、以下同様）、空胎日
数 33.3 日（231.1 日：264.4 日）、分娩間
隔 51.7 日（518.9 日：570.6 日）が短縮し
た。また、シダーシンク処置後、平均 49.4
日の授精で受胎した。本法は農繁期の酪農
場における生産性向上の一手法として、有
効な手段となりうる。 
 
181．黒毛和種肥育牛の導入後呼吸器病ワク

チン接種の検討：兵庫県淡路家保 齊藤将
希、山田美帆 

管内一農場で市場導入後の黒毛和種肥育
牛に呼吸器病ワクチンを接種し、呼吸器病
に対する効果を調査。市場上場前に牛呼吸
器病 5 種混合生ワクチンを接種済みの 109
頭を対照群 55頭と導入後牛呼吸器病 6種混
合生ワクチン接種群 54 頭に群分け。導入後
6 ヵ月間の呼吸器病発生率や平均治療回数
の集計、導入後 0、1、3 ヵ月時の抗体価測
定によりワクチンの効果を調査。発生率は
対照群で 34.5％、接種群で 18.5％と減少傾
向。導入後 1～2 ヵ月時の発生率は対照群で
21.8%、接種群で 5.6%と有意に減少。平均
治療回数は対照群で 1.18 回/頭、接種群で
0.52 回/頭と有意に減少。牛 RS ウイルス（R
S）、牛パラインフルエンザウイルス 3 型（P
I3）は両群共導入時には有効抗体価以下だ
ったが、ワクチン接種後に接種群で有効抗
体価以上まで上昇。RS、PI3 は特定の時期
に両群で高い抗体価上昇がみられたが、同
時期の呼吸器病発生頭数は接種群で減少。
導入後の呼吸器病ワクチン接種は対策とし
て有効であると考察。 
 
182．代謝プロファイルテストによる繁殖和
牛農家の飼養改善指導：和歌山県紀南家保
 角田千栄、前田恵助 
 繁殖成績の劣る管内黒毛和種農家に代謝
プロファイルテストを適用し、飼養改善指
導を実施。成績不良農家 A、対照とする成
績優良農家 B の母牛を妊娠末期（分娩予定
60～0 日前）、泌乳期（分娩～120 日）、乾
乳期（分娩後 121 日～分娩予定 61 日前）に
分類。指導前（7 月）と指導後（10 月）に
血清生化学的検査を実施。さらに農家 A 給
与飼料聞き取り調査と指導。農家と妊娠ス
テージを要因とし 2 元配置分散分析を実
施。指導の効果は分散分析を実施。指導前、
農家 Bより農家 A母牛で BUNが有意に低く、
アルブミン（Alb）が低い傾向。農家 A 給与
飼料 DM充足率 78.3％と不足のため DM増量
指導し、ソバ粉 1kg/頭/日追加給与開始。
指導後、農家 B より農家 A 母牛で Alb 有意
に高値。指導前より Alb、総コレステロー
ル、GOT、GGT、Ca、Mg、総タンパク有意に
上昇。 空腹ストレス軽減、CP 消化率向上
により栄養状態改善。今後、コストと経営
のバランスを考慮し、継続した繁殖成績改
善に向けた取り組みが必須。 
 
183．心大血管奇形を認めた新生子牛死亡症
例に対する１考察：広島県北部家保 重松
宏紀、松本早織 

肉用繁殖牛飼養農家で、予定日から 11
日後に介助分娩により生まれた黒毛和種、
雄、4 日齢の新生子牛が奇声を発して死亡。
病性鑑定を実施。解剖学的には、動脈管開
存（PDA）、胸水、腹水及び心嚢水の貯留、
気管周囲、胸大動脈、腹大動脈及び腎臓周
囲脂肪組織の浮腫、肺水腫を確認。病理組
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織学的には、肺胞腔内に羊水の貯留及び胎
便の散在、各臓器結合組織の水腫性変化、
小葉中心性の肝細胞空胞変性を確認。動脈
管は、通常の約 2.3 倍の大きさ（外径約 14
mm、内径約 9mm）で開存。PDA 以外の循環障
害の原因と考えられる所見はなく、PDA と
全身の循環障害との関連が考えられた。死
亡原因は、生後に発生した PDA 及び胎子期
に発生した羊水・胎便吸引が出生直後から
子牛に呼吸障害を引き起こしたと考察。ま
た、新生子牛で PDA 以外の顕著な心大血管
奇形を認めずに死亡した症例の報告は少な
く、希少と考えられた。 
                    
184．肉用牛一貫経営農家の白筋症発生と同
居牛検査：山口県北部家保 小南直司、原
田恒 

平成 31 年 3 月、当該農場で慢性下痢を呈
していた 2 か月齢子牛が、起立困難、水様
下痢、赤色尿等を呈し、加療するも著効無
く鑑定殺実施。病理組織学的検査で骨格筋
の変性及び壊死、血液生化学検査で肝酵素、
BUN、CPK の高値、血中ビタミン E（VE）の
欠乏を確認し、白筋症と診断。発症牛と同
時期に飼養された母子 4 組について同居牛
検査実施。子牛 3 頭に VE の欠乏を確認。さ
らに放牧経験のある母牛（放牧母牛）と舎
飼いのみの母牛（舎飼母牛）各 3 頭の分娩
前後の VE、及び産子の VE を測定。結果、
分娩前の放牧母牛の VE は舎飼母牛より有
意に高く、分娩前の母牛の VE と産子の VE
に正の相関を確認。ただし分娩後、放牧母
牛の VE は舎飼母牛と同程度に低下。本症例
は VE の低値な群の子牛が、下痢等により V
E が極度に低下し白筋症を生じたと推察。
対策として分娩前後の母牛、出生子牛に VE
製剤の投与を開始したが、VE の代謝は早
く、持続的な給与と飼養改善が必要と考え
られた。 
 
185．黒毛和種繁殖雌牛におけるドングリ中
毒による死亡多発事例：山口県中部家保 
柿原新、鳴重寿人  

令和元年 10 月、県内の肉用牛飼養施設に
おいて、朝夕の給餌時以外は隣接の放牧地
で放牧されていた黒毛和種繁殖雌牛群 18
頭のうち 10 頭で元気消失、食欲不振及び下
痢等の症状を呈し、現時点までに 9 頭が死
亡。血清生化学検査で尿素窒素とクレアチ
ニンが高度に上昇、カルシウムが低下。剖
検では腎臓を含めた複数の臓器で出血傾
向。病理組織学的検査では、全頭に共通し
腎臓における出血と尿細管壊死。細菌及び
ウイルス学的検査から感染性疾患は否定。
生化学的検査において比色法による総ポリ
フェノール濃度（乾燥重量%）を測定した結
果、放牧地で採取したドングリが 6.08～9.
50%、第一胃内容物が 0.24～0.58%。疫学、
血清生化学検査及び病理学的結果が、海外
及び国内唯一のドングリ中毒の報告例（平
成 26 年北海道）と類似していることから、

ドングリ中毒と診断。放牧地の草量が少な
い時期と、大型台風により大量のドングリ
が落下した時期が一致したことが、ドング
リ中毒による死亡が多発する要因になった
と推測。 
 
186．牛の先天性嚢胞性腺腫様肺奇形の一例
：徳島県徳島家畜保健衛生所 1)西部総合
県民局保健福祉環境部 阿部敏晃 河見博
子 1) 
 和牛繁殖農家において、2019 年 5 月出生
の子牛が 2 日齢で死亡し、管轄家保にて病
性鑑定を実施。当該子牛は出生直後から呼
吸促迫を呈していた。母牛は 8 産目で異常
産歴はなく、異常産 4 種混合ワクチン及び
呼吸器 6 種混合ワクチンを接種済。病理解
剖では肺中葉および右肺後葉が腫大し、広
範囲に?胞化。割面は血様漿液が貯留した大
小様々な?胞を多数形成。病理組織学的に炎
症反応を伴わない肺中葉・左右肺後葉にお
ける嚢胞壁および嚢胞壁間質に弾性線維が
増生、平滑筋や軟骨が存在。嚢胞壁の被包
細胞は立方上皮細胞で構成され乳頭状に増
生し、内腔へ向いポリープ様突起を形成。
本症例の肺病変の肉眼所見および組織所見
は、ヒトの先天性嚢胞性肺疾患の一種であ
る先天性嚢胞性腺腫様肺奇形に一致。原因
不明だが、器官形成期における細気管支あ
るいは気管支上皮の形成異常と推察。 
  
187．肉用育成牛に発生した大脳皮質壊死症
：徳島県徳島家保 中下弘子、阿部 敏晃  
 黒毛和種繁殖一貫農場において、2019 年
9 月、6 ヶ月齢育成牛 1 頭が、起立不能、昏
睡状態を呈したため、当所にて病性鑑定を
実施。病理解剖検査では、著変なし。細菌
学的検査では、有意菌分離陰性。理化学的
検査では、紫外線照射（365nm）による大脳
皮質の自家蛍光を確認。生化学的検査では、
血液および組織中チアミン濃度の低下を確
認（全血 10.1ng/ml、肝臓 0.6μg/g、心臓
0.7μg/g）。病理組織学的検査では、大脳
皮質神経網の粗鬆化および神経細胞の乏血
性変化、第 1 胃における軽度パラケラトー
シスを確認。以上の結果から、チアミン欠
乏による大脳皮質壊死症と診断。同居牛 5
頭における血液中チアミン濃度は、4 頭で
正常範囲内（50.9～64.0ng/ml）、1 頭で欠
乏値（11.4ng/ml）。欠乏値を呈した個体へ
は、チアミン添加飼料給与。続発確認なし。 
 
188．子牛の精巣に発生した血管過誤腫：香
川県東部家保 土佐進 
 子牛の精巣において血管増殖を特徴とし
た奇形組織が過剰成長する血管過誤腫症例
に遭遇。症例はホルスタイン種の雄で出生
直後よりソフトボール大の陰嚢腫大を認
め、内部に精巣様物を触知。1 か月経過す
るも縮小しないことから摘出手術を実施。
摘出された精巣は約 8cm×5cmの 1個のみで
左右は不明、対側は触知不可。病理学的検
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索を実施。組織学的には精巣固有組織はほ
ぼ認められず、大小不同、不整形の血管と
膠原線維の著しい増生を認める。血管の多
くは高分化の血管内皮細胞と平滑筋を有す
る厚い血管壁で構成され、血管周囲には卵
円形から紡錘形の細胞がび漫性又は塊状に
増生。トルイジンブルー染色の結果、肥厚
した細動脈の血管壁にメタクロマジーを認
め、粘液産生性間葉系細胞の存在を示唆。
以上は既報の特徴に合致したことから、本
症例を子牛の精巣における血管過誤腫と診
断。家畜の精巣における血管過誤腫報告は
極めて少なく、国内では初。 
 
189．和牛繁殖農場で発生した黒毛和種子牛
の大脳皮質壊死症：愛媛県南予家保 山口
絵美佳、熊岡悟史 
 3 ヵ月齢の黒毛和種子牛 1 頭が、振戦や
後弓反張を呈し予後不良と診断されたた
め、令和元年 10 月 31 日に病性鑑定。諸臓
器に著変なく、紫外線照射により大脳皮質
が自家蛍光。病理組織学的検査で大脳皮質
層状壊死を確認。高速液体クロマトグラフ
ィー法による生化学分析における本個体の
大脳ビタミン B1 濃度は 0.3µg/g（0.7µg/g
以下はビタミン B1 欠乏）。実質臓器、大脳、
脳脊髄液から有意菌の分離なし。以上の結
果より、ビタミン B1 欠乏による大脳皮質壊
死症と診断。本個体は発症数日前に離乳後、
2、3 頭で群飼。給餌飼料は適正であったが、
本個体は離乳前から発症まで１週間程度水
様性下痢。これによりビタミン B1 欠乏に陥
ったと推察。対策として、ビタミン B1 製剤
の予防的投与を農家と担当獣医師に助言。
以降、本農場で同様の症状を呈す個体なし。 
 
 190．哺乳管理に起因した子牛の尿毒症の
一例：高知県中央家保嶺北支所 北川咲、山
岡昭彦  

令和元年 11 月下旬、子牛の下痢を主訴と
して酪農家から往診依頼。症例は 1 か月齢
の黒毛和種。元気消失、肺音粗励、灰色水
様便を確認。抗生剤、消炎剤、止瀉剤を投
与するが改善なく、その後、同月齢の F1
子牛 1 頭も同様の症状を示した。原因検索
のため、子牛 7 頭（発症牛 2 頭含む）の血
液検査を実施。そのうち発症牛 2 頭は血中
Cre、BUN、NH3、GOT、GGT 値が高く、無症
状牛 2 頭も BUN が上昇。聞き取り調査から、
代用乳を溶かす湯量の不足や給水が制限さ
れていたことが判明。発症牛の BUN の高値
（黒毛和種：109.8 ㎎/dl、F1：78.6 ㎎/dl）
から飲水量不足による尿毒症を疑い、補液
を試みたが 2 頭とも死亡。農家に代用乳の
湯を標準量にすること、自由飲水を指導。
その結果、無症状牛 2 頭の BUN は低下し尿
毒症の続発を防止できた。農家によっては
牛舎構造や作業の手間から子牛の飲水や哺
乳量が制限。今後も良い子牛を生産するた
め各農家の実情に合わせた飼養管理向上
に、取り組むことが必要。 

 
191．乳用牛で発生した急性肝炎：福岡県中
央家保 黨征志郎、伊藤広記 

平成 31 年 2 月 27 日、搾乳牛 1 頭（3 歳 9
か月齢：最終分娩 1 月 11 日・2 産）が突如
起立不能、前駆振戦、翌日予後不良のため
病性鑑定を実施。発生農場の飼養頭数は、
成牛 57 頭、育成牛 23 頭、子牛 10 頭。飼養
形態は対頭式繋ぎ牛舎。成牛への給与飼料
は、粗飼料がスーダン乾草、自家産のイタ
リアンサイレージ・稲わら、濃厚飼料は市
販の配合飼料、おから。解剖検査で肝臓に
広範囲の出血斑、肺に間質性肺気腫、第一
胃に多量の食渣充満（内容物 pH5.4）。病
理組織検査で肝臓小葉中間帯の出血及び多
発性巣状壊死、間質性肺炎、第一胃粘膜の
過角化・錯角化。血液生化学検査で WBC・
好中球・RBC・HGB・Ht・Glu・T-Bil・GOT
・GGT・LDH・CPK・NEFA・アンモニアの上昇
及びビタミン A の低下。以上から急性肝炎
と診断。同居牛の血液検査で肝機能低下は
あったが、ビタミン A や E の低下は無し。
慢性ルーメンアシドーシスの牛が、濃厚飼
料多摂取に伴い、エンドトキシンが増加し
急性肝炎を発症したと推察。 
 
192．管内肉用牛繁殖農場への飼養管理向上
対策：長崎県五島家保 前田将誌、阿野貴
弘 
 繁殖成績や子牛事故率が課題の管内一農
場への重点的な飼養管理向上対策と地域へ
の対策波及を関係機関一体で実施。農場は
牛舎 2棟で黒毛和種繁殖牛 70頭を 4人で管
理。平成 29 年度子牛死亡事故率 20%（14/7
0 頭）。病性鑑定で 6 頭中 4 頭が肺炎症例。
母牛の代謝プロファイルテスト（MPT）で B
UN 低値、自給粗飼料分析で粗蛋白質（CP）
含有量低値が判明。対策として、衛生対策
強化及び MPT と飼料分析結果を基に飼料給
与体系を再設計。結果、子牛事故率低減（2
0→11％）、母牛の BUN 改善傾向に加え、子
牛出荷率（62→81%）、子牛日齢体重（0.9
2→0.98kg/日）、母牛平均分娩間隔（394.
0→389.6 日）が改善。母牛 1 頭約 86,000
円の収益増加と試算。管内各地での自給粗
飼料の分析で CP 低値傾向判明。6 農場で飼
料給与体系再設計し、分娩間隔短縮等を確
認。繁殖成績悪化に CP 不足影響の可能性を
周知。今後も関係機関で農場毎の課題解決
及び取組内容を地域へ波及させ、肉用牛生
産振興に寄与したい。 
 
193．肉用牛増頭に向けた対馬農業協同組合
繁殖センターと新規就農者経営安定への取
組み：長崎県対馬家保 安重由美子、宮本
全 
 初妊牛提供や繁殖障害牛を預かり治療を
行う対馬農業協同組合繁殖センター（以下、
繁殖センター）と新規就農者４戸に指導を
行い増頭を支援。繁殖センターへは従業員
に講習会を行い飼養衛生管理基準に基づき
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消毒の徹底を指導。また、繁殖管理ごよみ
を作成し、飼料給与方法と繁殖管理を指導。
新規就農者へは、発情兆候確認と飼養管理
技術を重点的に指導し、繁殖障害牛の早期
発見に努め、各農家 13～17 回の治療を実
施。指導後、繁殖センターでは問題となる
疾病の発生や繁殖成績の悪化はみられず、
運営開始から現在（約２年間）までの初任
牛提供頭数は 33 頭、平均初妊月齢は 14 か
月、繁殖障害牛預かりは 11 頭。対馬市の繁
殖雌牛頭数は、平成 27 年度 282 頭から令和
2 年度 353 頭と 71 頭増頭。新規就農者の令
和元年度における全体の受胎率は 93.5%で
あったが、指導を継続することでさらに向
上していくと考える。今後も対馬市の繁殖
雌牛 400 頭の目標に向け、効果的な支援に
取組む。 
 
194．黒毛和種子牛における Candida albic
ans 等真菌と牛アデノウイルスの重感染症
：長崎県中央家保 後田徹志 

平成 31 年 10 月、管内の肉用牛繁殖農場
で、生後 4 日齢の子牛がふらつき、眼球振
盪等の神経症状を呈し、17 日齢で死亡。剖
検所見では、胃漿膜面と脾臓表面に輪状紅
班が散在。第一胃粘膜面にも輪状潰瘍を確
認。細菌学的検査では、肺、肝臓、腎臓、
脳及び脳脊髄液から Candida albicans を
分離。病理組織学的検査では、肝臓、心臓、
胃、脳及び脊髄に真菌を伴う壊死や化膿性
病変を確認。グロコット染色等で複数種の
真菌が観察され、免疫組織学的染色で、抗
Candida albicans 抗体陽性のほか、一部に
抗 Aspergillus抗体及び抗 Rhizopus抗体陽
性も確認。その他、胸腺の低形成も確認。
ウイルス学的検査では、腸の壊死性病変部
や肝臓、脾臓、心臓、胃などの臓器におい
て、アデノウイルス遺伝子を検出。今回の
症例は Candida albicans 等真菌と牛アデ
ノウイルスの重感染症と診断。カンジダ症
の発症要因には免疫機能低下の関与が示唆
されており、今回も胸腺の低形成が発症の
一要因と推察。 
 
195．肉用牛繁殖農家における線虫およびセ
レン欠乏が関与した子牛の下痢症：熊本県
城南家保 吉田大志 

放牧飼養形態の肉用牛繁殖農家において
子牛の下痢及び死亡が多発したため、子牛
3 頭の病性鑑定を実施。糞便検査では 2/3
頭で線虫卵を検出。血中ビタミン・セレン
濃度測定では、ビタミン E が 3/3 頭、セレ
ンが 2/3 頭で欠乏値以下。その母牛で 2/3
頭が、他の繁殖雌牛で 10/10 頭が注意値以
下。うち放牧牛 3 頭は欠乏値付近で、放牧
地の牧草のセレン含有量不足と推測。繁殖
雌牛の代謝プロファイルテストでは、Alb、
BUN の低値、TCHO、GOT の高値を示した。こ
れらから、長期の蛋白質摂取不足及びルー
メンの発酵不良による乳質低下が示唆さ
れ、子牛の下痢を引き起こしたものと推察。

飼料充足率は泌乳期で CP、TDN、分娩末期
で DM が不足。以上から、給与飼料の見直し、
駆虫薬の投与、ビタミン・セレン製剤の給
与を指導。指導後、子牛の下痢は改善。 
 
196．ニューロパチーと診断した黒毛和種子
牛の病理組織学的考察：熊本県中央家畜保
健衛生所 杉 晋二 ほか 

感染や中毒によらない神経系が徐々に死
滅する疾患を神経変性疾患(ニューロパチ
ー)と総称。牛では褐毛和種やホルスタイン
種の報告は複数あるが、黒毛和種での報告
は乏しい。今回黒毛和種のニューロパチー
診断事例の概要を報告。繁殖牛約 90 頭規模
の肉用牛一貫経営農場で、約 9 か月齢の去
勢子牛が 2019年 2月 9日から徐々に四肢脱
力及び起立不能。加療に反応せず 3 月 4 日
にへい死し、同日病性鑑定実施。同農場で
は当該牛以外に同様の症状を示す個体な
し。剖検では体表の褥瘡や肺と胸膜の軽度
癒着を確認したが頭部や脊椎に外傷なし。
病理検査では脳幹部に炎症を伴わない大型
神経細胞の中心性色質融解多発。変性神経
細胞内に PAS 反応陽性の微小顆粒。周囲で
は稀突起膠細胞が増数し、細胞質内で Tau
タンパク及びユビキチンの免疫組織化学的
検査陽性。脊髄にマクロファージによる貪
食を伴う髄鞘膨化や変性。骨格筋に著変な
し。血清中のカルシウム、マグネシウム、
銅濃度は異状なし。細菌検査では病原細菌
非分離。ウイルス検査では臓器の旧シンブ
血清群や牛ウイルス性下痢ウイルス等の特
異遺伝子は不検出、血清中和抗体価はいず
れも 2 倍未満。神経系に限局した病変が確
認され、感染症、外傷及び中毒も否定され
たことから、稀突起膠細胞への Tau タンパ
ク蓄積を特徴としたニューロパチーと診
断。原因特定には至らず。グリオーシスが
顕著でなく骨格筋病変が認められないため
発症初期の病変と推察。ニューロパチーの
発症機序を解明する一助となることを期
待。 
 
197．牛の横隔膜を原発とする胎子型横紋筋
肉腫：宮崎県宮崎家保 鬼塚康晴 
 2016年に県内で慢性鼓腸症を呈する 5カ
月齢の黒毛和種雌子牛の病性鑑定を実施。
剖検時、横隔膜筋部食道裂孔周囲の食道末
端部側面に横隔膜内部から突出する白色腫
瘤が周囲食道、噴門部を圧迫していた。割
面は白色充実性。病理組織検査では腫瘤実
質内に筋芽細胞様の未分化円形細胞、複数
の円形核を有する筋管様紡錘形細胞、偏在
した扁平核を複数有する筋線維様大型細胞
が様々な割合でみられ、筋管様細胞及び筋
線維様細胞で細胞質内に明瞭な PTAH 染色
陽性の横紋構造散見。細胞分裂像は未分化
円形細胞で中等度。境界部では周囲の正常
な横隔膜組織へ浸潤。免疫染色で腫瘍細胞
はデスミン、myosin、myod1、myogenin に
陽性。横隔膜内部より突出する腫瘤で様々
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なステージの横紋筋様細胞がみられ、横紋
筋関連抗原に陽性のため、横隔膜を原発と
する胎子型横紋筋肉腫と診断。慢性鼓腸症
は腫瘤が食道及び迷走神経を圧迫したこと
が原因と推察。本腫瘍は動物での報告例が
なく、希少な症例。 
 
198．白筋症を併発した黒毛和種子牛の腎異
形成：宮崎県宮崎家保 田﨑友紀、鬼塚康
晴 
 県内の黒毛和種繁殖農場にて 2 カ月齢の
子牛 1 頭が元気消失、食欲不振を呈したた
め、鑑定殺を実施。剖検では、腎臓及び骨
格筋が両側性に退色し、胸腺は矮小であっ
た。病理組織学的検査の結果、腎臓の腎皮
質に未熟な尿細管や膠原線維で構成される
領域が散見された。尿細管腔は不整に拡張
し、好酸性漿液様物及び細胞頽廃物の貯留
を確認。骨格筋では筋線維の崩壊、硝子様
変性が見られた。胸腺は小葉内リンパ球数
が減少し、皮髄構造不明瞭であった。生化
学検査の結果、BUN が 170mg/dl、Cre が 10.
9mg/dl、他、AST、CPK、iP、Na、Cl が高値
を示し、ビタミン E は 6.7μg/dl と不足値
を示した。以上のことから本症例を白筋症
を併発した腎異形成と診断。血統より、ク
ローディン 16 欠損といった遺伝的素因は
保有していないと推察。免疫不全や腎機能
不全によって全身状態が悪化しビタミン E
が不足したため、白筋症を発症したと推察。
  
199．管内におけるディアギュラウイルスの
関与を疑う牛異常産の発生：鹿児島県姶良
家保 城間健、南京子 

2019 年 3 月，母牛 9 頭と子牛 5 頭を飼養
する管内の黒毛和種繁殖農場で 20 日齢の
子牛 1 頭で盲目，哺乳力の欠如，佇立呆然
等の神経症状を呈し，病性鑑定を実施。病
理解剖では大脳欠損を認め，病理学的検査
では間脳に石灰沈着を確認。ウイルス学的
検査で異常産子とその母牛及び同居牛から
ディアギュラウイルス（DAGV）に対する中
和抗体を検出。また，未越夏おとり牛のア
ルボウイルスサーベイランスでは，2018 年
9 月から 11 月にかけて，本土全域 17 戸 40
頭で DAGV の抗体陽転を確認。管内でも 3
戸 7 頭で DAGV の抗体陽転を認め，うち 1
戸 1 頭で DAGV を分離。病性鑑定の成績及び
アルボウイルスサーベイランスによるウイ
ルスの浸潤状況から，総合的に判断して，
本症例を DAGV の関与を疑う異常産と診断。
牛異常産ワクチンの接種により予防可能な
異常産については，媒介昆虫活動期前の接
種指導を引き続き徹底するとともに，DAGV
のようにワクチンが未だ開発されていない
ウイルスについては，症例の蓄積により牛
異常産の病態について究明が必要。 
 
200．搾乳牛のⅡ型ケトーシス：鹿児島県鹿
児島中央家保 中村誠 

周産期の起立不能及び急死多発酪農場

で、分娩 2 週間後に起立不能を呈した搾乳
牛 1 頭を病性鑑定。肝臓の脂肪変性、血清
中のβヒドロキシ酪酸(2030µEq/l)及び遊
離脂肪酸(1635µmol/l)の著増を認めたた
め、脂肪肝を伴うケトーシスと診断。ケト
ーシスの診断基準の一つに低血糖がある
が、本症例では高血糖(94mg/dl)を確認。追
加調査で、血清インスリン濃度を測定し、H
oltenius らの方法(2007)に従い、Revised 
Quantitative Insulin Sensitivity Check
 Index(RQUICKI)を算出し、インスリン抵抗
性を推定。インスリン濃度は 14.7µU/ml と
高値、RQUICKI は 0.29 と低値であり、イン
スリン抵抗性を示唆。以上から、Ⅱ型ケト
ーシスと診断。本症は治療効果が低く、予
防が重要。移行期の負のエネルギーバラン
スに起因し，各種周産期疾患と深く関連す
るため、損耗防止の観点から、牛群の健康
管理及び適切な飼養管理指導により、発生
低減を図る必要あり。 
 
201．黒毛和種子牛で発生した慢性銅中毒：
鹿児島中央家保熊毛支所 川原雄太，内村
江利子 

管内の繁殖牛９０頭を飼養する黒毛和種
繁殖農場において，２ヶ月間の間に４～６
ヶ月齢の子牛４頭が急死または黄疸，赤色
素尿，食欲低下，発熱などの症状を呈した。
病性鑑定の結果，肝臓や腎臓の銅濃度の高
値，及び肝酵素の上昇が認められ，病理組
織検査において肝臓に銅の蓄積，肝細胞の
壊死，結合組織の増生が認められた。測定
した給与飼料の銅濃度と給与量から，当該
農場の飼料設計における銅濃度はやや高値
であった。また，３ヶ月齢以上が給与対象
である育成期用配合飼料が１０日齢より飽
食給与されていた。以上より，本事例は，
飼料中の銅の過剰摂取が原因の慢性銅中毒
であると診断。当該農場へは，飼料設計の
再検討と育成期用配合飼料の給与時期と量
の遵守を指導した。 
 
Ⅰ－５ 生理・生化学・薬理 
  
202．肉用繁殖雌牛における血液生化学検査
基準値の検討：長野県松本家保 小林千穂 

肉用繁殖雌牛代謝プロファイル用の基準
値を設定するため、平成 28～30 年度の 3
年間、高収益型畜産推進事業で集積した延
べ 27 戸、298 頭の血液生化学検査結果を統
計解析。検討項目は PCV、TP、BUN、T-Cho、
Glu、GOT、GGT、Ca、iP、レチノール、βカ
ロテン、αトコフェロール、Alb、A/G 比、
B/G 比、(NEFA)の 16 項目。データ分布を確
認したところ、3 項目(PCV、Ca、Alb)は正
規分布と認めたが、他の 13 項目は正規分布
と認められなかったため、べき乗変換によ
り正規化。平均値±標準偏差を基準値の上
限および下限と設定。分娩前 60～0 日、分
娩後 1～90 日、分娩後 91 日～分娩前 61 日
の 3 期に区分けした場合、乳用牛ほど顕著
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ではないが各期で基準値が変動することを
確認。さらに、分娩前 30～0 日、分娩後 1
～30 日の区間では上記の区分の基準値以
上に変化。今後例数を重ねるとともに、飼
養管理状況や繁殖成績を考慮した、区分の
見直しを含めた検討が必要。 
 
203．黒毛和種肥育牛血液検査結果のとりま
とめと今後の展望：三重県中央家保 髙﨑
美帆、鈴木義久 
 三重県では松阪牛などのブランド牛を育
てる農場が多く、その肥育技術は地域ごと
に特色がある。それら黒毛和種肥育牛の血
液検査結果は肝機能障害の改善やビタミン
コントロールに役立てられている。血液検
査結果は、病気以外の肥育技術等の参考に
もなり、生産性の改善のために活用できる。
そこで、各農家のこれまでの血液検査結果
をとりまとめたところ、素牛導入後の飼い
なおし、農家ごとのビタミンコントロール、
飼料摂取量や充足率、肝障害リスクなどに
ついても検討できることが分かった。今回
は、とりまとめた血液検査結果のみで飼養
管理の評価をしたが、実際は枝肉成績も評
価項目に入れて検討する必要がある。今後、
血液検査結果を有効に活用するためには、
枝肉成績を管理している外部機関とも連携
し、総合的に評価し、農家ごとに適切なア
ドバイスを行うことで生産性の改善につな
げていきたい。 
 
204．黒毛和種繁殖農家における代謝プロフ
ァイルテストを取り入れた生産性向上の取
り組み：三重県南勢家保 山根知子、林義
規 
 管内の一小規模黒毛和種繁殖農家では、
未経産初回授精が 20 ヶ月齢超（3/3 頭）、
分娩間隔が平均 450 日超（4/7 頭）という
生産性の低い状況にあり、生産性向上の取
り組みを開始。黒毛和種繁殖雌牛のための
代謝プロファイルテスト（MPT）マニュアル
を参考に、輪切り調査と追跡調査を組み合
わせて実施したところ、育成期から乾乳期
までのすべてのステージでエネルギー不足
の傾向にあることが判明。慢性的なエネル
ギー不足が低い繁殖成績の要因となってい
ることが示唆されたため、飼料設計の問題
点を検討し、飼養管理の改善を実施。継続
調査により栄養状態の変化と繁殖成績の向
上を確認することとした。MPT マニュアル
は、大規模繁殖農場を対象に作成されたも
のであるが、今回の取り組みの結果から小
規模繁殖農家にも応用可能であると考えら
れたため、今後は他の小規模繁殖農家でも
活用していきたい。 
 
205．肥育後期に死亡例があった肉用牛肥育
農家での飼養管理指導：大阪府家保 別井
愛理子 

平成 29 年度、府内肉用牛肥育農家にて肥
育後期の死亡例が散見。再発防止のため、

当該農場の飼養管理状況についてモニタリ
ング調査を現在まで継続実施。【調査】導
入時及び各肥育期でビタミン測定含む血液
生化学検査を実施。農場主から飼料給与内
容、治療履歴及び出荷成績を、また食肉衛
生検査所から食肉検査データを収集。【結
果】平成 29 年度に農場管理者が変更。変更
以前は肥育期間全体を通してビタミン A 不
足が伺えたが、現管理者が計画的な管理に
改善したことで飼養管理が安定。しかし、
肥育後期のビタミン A 濃度は依然低値を示
していため、管理者と協議し投与方法や時
期を変更。農場での疾病発生状況に変化は
認められなかったが、食肉検査データでは
脂肪壊死症発生率や呼吸器系臓器廃棄率は
低下。出荷頭数は増加、枝肉成績では枝肉
総重量は減少したものの、B 等級以下の頭
数が減少し A 等級が増加。肥育後期の死亡
例は調査開始以降、当所で感染症による死
亡と診断した１例のみ。今後も健康で良質
な肉牛生産のためにモニタリングによる飼
養管理指導を継続。 
 
206．但馬牛発育不良子牛の血液生化学的考
察：兵庫県淡路家保 岡野康行、松本 瞳 

但馬牛繁殖経営の生産性向上のため、発
育不良に至る前に予後を推察可能な指標を
探す目的で、発育不良子牛の血液生化学検
査値（検査値）を比較検討。平成 28～31
年度に病性鑑定した生後 9 か月齢までの但
馬牛子牛 97 頭を発育正常牛（正常群）46
頭と発育不良牛（不良群）51 頭の 2 群とし
た。分析は日齢別（100 日齢未満・以上）、
疾病原因別に不良群の検査値を正常群と比
較。不良群の疾病原因の内訳は肺炎が 25%、
100 日齢未満は虚弱子牛症候群 29%、100 日
齢以上は肺炎と消化器疾病が各々29%。日齢
別の検査値は 100 日齢未満で栄養低下（AL
B*、TCHO 低値）、肝腎機能低下（TBIL*、G
OT*、BUN、CRE*高値）、筋肉損傷（CPK 高値）。
100 日齢以上は栄養低下（ALB*、TCHO 低値）、
慢性炎症（A/G 低下）、肝機能低下（TBIL*、
GGT*、GOT*高値）(＊P<0.05)。疾病原因別
は、肺炎や消化器疾病で血清脂質（TCHO）
の低下が顕著。今後も症例の詳細情報を蓄
積し予後推察の診断精度を高める。 
 
207．プロファイルテストを活用した黒毛和
種の成績向上への取組（まとめ）：鳥取県
倉吉家保 郡司美緒、湯村優子 
 子牛生産は和牛繁殖農家にとって最大の
使命。近年脂質や増体重視の和牛改良が進
む反面、繁殖台帳作成やプログラム授精等
による適切な繁殖管理を実施したにも関わ
らず成績改善が不十分な農家が増加。それ
らの農家に対し関係機関と連携してプロフ
ァイルテストを活用した指導を実施。特に
微量元素のひとつであるβカロチンが不足
している農家が多く、充足率を考慮した飼
料改善により繁殖成績が向上。平成 28 年度
業績発表後、新たにβカロチン製剤使用に
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より繁殖成績が改善した事例を報告。4 年
間で延べ 200 頭検査を行い、昨年末にこれ
までの取組みの総括を全県下での講演会に
て発表。今回はその発表内容と併せ、受胎
牛と不受胎牛間、若齢牛と高齢牛間で微量
元素以外の一般生化学血液検査項目を比較
し、幾つかの知見が得られたので報告。 
 
208．代謝プロファイルテストを用いた黒毛
和種肥育牛の肥育成績改善への取組：鳥取
県鳥取家保 髙木翔矢、田淵一郎 
 管内和牛農家一戸の肥育成績改善のた
め、平成 26 年度から代謝プロファイルテス
トを実施。対象農家は、平成 25 年度に枝肉
重量の平均が 400kg を下回ったため飼料給
与量を変更。平成 26 年度の血中ビタミン A
（VA）値は基準値より低く推移。VA 不足に
よる食いどまりに対してビタミン剤を飼料
に添加し対応。総コレステロール及びビタ
ミン E は基準値を下回る個体が少なく飼料
摂取状況は良好。平成 26 年度の肥育成績は
平成 25 年度と比較し肉質を維持しつつ枝
肉重量が増加し、改善。平成 26 年度の検査
結果をふまえ、肥育前期に VA 摂取量を増や
す飼料設計を提案。平成 27 から 29 年度の
VA 値は肥育前期に関しては改善。平成 27
から 29 年度の肥育成績は平成 26 年度と比
較し BMS は上昇したが枝肉重量は徐々に下
降。安定的な肥育成績を保つためには、定
期的なプロファイルテストの継続が必要。 
 
209．交雑種肥育農場におけるビタミン A
コントロール：鳥取県西部家保 岡田綾子、
澤英夫 
 交雑種肥育農場において 2018年 9月から
起立不能や出荷牛の全身水腫による全廃棄
等事故が続発。4 月から給与飼料をビタミ
ン A（VA）含有量 100IU/kg・モネンシンな
しのものから VA500IU/kg・モネンシン含有
のものに切り替え中であった。12 月に診療
獣医師からの依頼で血液検査を実施したと
ころ VA 欠乏の関与が判明。欠乏牛への VA
補給とその効果検証、翌年夏場の VA 変動と
その対策の検証のため、各 3 回の採血と検
討会を実施。2019 年秋には大きな事故もな
く順調に経過。血液検査値を確認すること
により、飼料の変更による増体の改善や夏
場のストレス等により VA 要求量が高まっ
たことで予想よりも早期に VA 低下が起き
ていることが判明。関係機関の連携により
当該農場の損耗防止と交雑種の VA コント
ロール法の確立に寄与。 
  
210．蛍光検出器の 2 波長同時検出を利用し
た牛血清中脂溶性ビタミン測定の迅速化の
検討：広島県西部家保 青山嘉朗 

高速液体クロマトグラフィー（HPLC）に
よる牛血清中脂溶性ビタミン（ビタミン A、
ビタミン E、β-カロテン）の同時測定は測
定時間の長さに課題があり、測定条件の変
更による迅速化及び低コスト化を検討。蛍

光検出器の検出モード、分析用カラム及び
移動相の組み合わせを従来法のタイムプロ
グラムによる検出波長切り替え、C18 カラ
ム（粒子径 5μm、内径 4.6mm×長さ 150mm）
及びエタノール：水＝95：5 から考案法の 2
波長同時検出モード、コアシェルカラム（粒
子径 2.7μm、内径 4.6mm×長さ 75mm）及び
エタノール単独に変更。考案法は従来法と
比較して、各成分とも同一検体の測定結果
は概ね同等の精度を確認。1 検体あたりの H
PLC 測定時間は 17min から 4min に短縮、検
査コストは 77 円から 30 円に低減、通常実
施の 20 検体の検査所要時間は 9.6hr から
4.2hr に短縮。以上から、考案法は従来法
と同等の精度で、迅速かつ経済的な検査法
であり、効率的な検査実施及び結果回答に
寄与すると考えられた。 
                   
Ⅰ－6 保健衛生行政 
 
211．飼養環境の見える化による体細胞数低
減の取り組み：山梨県西部家保 内田雄祐、
鷹野由紀 

経産牛約 50 頭を飼養する、酪農場におけ
る乳汁中体細胞数低減に向けての指導を実
施。取り組み開始時に、慢性高体細胞数牛、
初産高体細胞数牛を 7 頭 4 分房抽出。抽出
牛の乳汁細菌培養により、3 頭 4 分房から
環境性連鎖球菌を分離。飼養環境の改善が
必要と考えられた。 
牛体後方の汚れを 3 区分 4 段階で客観的に
評価する衛生スコアを活用。牛舎内環境の
見える化を実施、農場主へ衛生管理意識向
上、環境改善を指導。 
定期的な採点と継続的な指導により、衛生
スコア（下肢・蹄）“非常に汚い”の割合
が、2019 年 7 月（25.0%）から、2020 年 1
月（8.1％）に改善。平均体細胞数は、201
9 年 7 月（571 千個/ml）から 2020 年 1 月（2
83 千個/ml）へ減少。今後も指導を継続し、
体細胞数の低減に向けて取り組んでいきた
い。 
 
212．乳用牛預託育成牧場（哺育 C）におけ
る府内での後継牛育成体制強化へ向けた取
組（第 1 報）：京都府中丹家保 加藤あか
ね、折原詳 

高齢化や初妊牛価格高騰等の影響で酪農
戸数の減少が続く中、乳用後継牛育成体制
を強化するため生産者団体と府がリレー方
式で預託育成を行う取組を開始。当所は衛
生管理に重点を置いた支援を実施。【取組
概要】平成 31 年 4 月以降、哺育 C に府内の
生産農場から 3 週齢以降の子牛を導入、6
～14 か月齢まで育成後、種付け牧場へ搬
出。受胎後は哺育 C を経由または直接生産
農場へ約 23 か月齢で帰牧予定。【支援概要】
①ワクチンプログラムの作成・検証②牛舎
消毒③導入時の健康調査④適時の病性鑑定
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⑤体型測定。【成果】一年間で府内の酪農
家のうち 30％が本取組を利用し、107 頭の
子牛を哺育 C にて育成、50 頭を種付け牧場
へ搬出。定期的な抗体検査等によりワクチ
ンプログラムの有効性を確認。導入時の健
康調査や病性鑑定結果を基にした診療獣医
師との連携、牛舎消毒等により全頭で平均
値以上の発育を確認し、子牛損耗率は１％
未満。今後は帰牧後の生産性に係る調査を
実施予定。 
 
213．廃漁網リサイクルによる和牛肥育牛舎
のカラス侵入防止対策：京都府南丹家保 
岡田めぐみ、山岡俊幸  

【背景】カラスは、家畜にサルモネラ、
ボツリヌスやその他の病原体を伝搬し、つ
つきによる肉用牛の背面損傷・細菌汚染に
よる廃用や飼料の盗食等、多くの被害をも
たらす。そこで、京都府内の漁港から出る
廃漁網リサイクルによる和牛肥育牛舎のカ
ラス侵入防止対策を指導したので報告す
る。【材料及び方法】以前からカラス被害
に困っていた約２８０頭規模の和牛肥育農
場で廃漁網を活用した侵入防止対策を実
施。施工は、予め切断して長さ調節した廃
漁網を屋根梁外周部分に結束バンドで固定
して吊り下げる方法とし、畜舎四方を囲う
ように設置。【結果と考察】廃漁網施工は、
作業可能時に２～３名で実施し約２ヶ月を
要したが、容易で農家の自力施工が可能な
軽作業であった。点検しながら隙間の補修
を追加で行い、現在カラスの侵入はない。
【まとめ】廃漁網は容易に自力施工可能で、
肥育牛舎のカラス侵入防止対策に有用。今
後も他の畜産農家に広く紹介し普及してい
く。 
 
214．牛伝染性リンパ腫ウイルス浸潤状況調
査を足掛かりとした但馬牛振興の取り組み
：兵庫県朝来家保 狩谷尚輝、大田秀樹 

管内全戸全頭の繁殖用但馬牛を対象に牛
伝染性リンパ腫ウイルス（BLV）浸潤状況を
調査。JA 及び県機関と連携し、48 日間、延
べ 201 人で 191 戸（実施率約 96%）4,526
頭を採血し、BLV 抗体検査（ELISA 法）を実
施。17 戸(8.9%)125 頭(2.8%)が陽性。抗体
陽性牛はリアルタイム PCR 検査（BLV-CoCo
Mo-qPCR 法）を実施（陽性 119 頭；95.2%）
し、陽性農家にはプロウイルス量が多い牛
から順に速やかなとう汰を指導。併せて陽
性牛の隔離や吸血昆虫対策、陽性母牛から
の早期離乳などを指導。しかし、早期とう
汰は経済的理由により、その他対策は作業
の増加や人手不足のため、ほとんどの農家
で速やかな実施は困難。そこで管内の地域
指導の要となる全 JA を集め、清浄化に向け
た長期的な取り組みを協議。家保及び JA
が一体となった清浄化推進体制を確立。効

率的・効果的な検査指導計画を毎年策定し、
10 年後の繁殖用但馬牛陽性ゼロを目指す
目標を決定。 
 
215．肉用牛肥育農場の農場 HACCP 認証取得
支援と今後の展望:兵庫県朝来家保 浦滝香
菜子、浦本京也 

農場 HACCP 認証への取組を開始した大規
模肉用牛肥育農場を支援、肉用牛では県内
初の認証取得。当該農場は企業経営でブラ
ンド牛肉の生産・販売・輸出を行っており、
生産衛生面での信頼性向上のために取組を
開始。平成 30 年 11 月に従業員からなる HA
CCP チーム結成、当所を含む外部アドバイ
ザーによる支援体制確立。毎月の会議開催
によりシステムを構築。当所は飼養衛生管
理基準遵守指導と従業員の教育訓練等を支
援。結果、本年３月に認証取得。短期間で
の認証取得の要因は、農場側の高い目的意
識等と考察。システム運用開始以後、作業
手順・責任分担が明確化、飼養衛生管理基
準遵守状況が向上。今後も支援を継続。県
内での支援のあり方と課題を検討。飼養者
の知識・理解不足、取得メリットの不明確
さ、指導者の数や経験不足等の課題が判明。
食の安全安心への県民志向等から、一層の
農場 HACCP 普及が予想。家保は情報提供、
啓発指導で課題解決と認証取得を支援。 
 
216．管内農場における和牛精液等の利用実
態調査：岡山県真庭家保 西江拓海、山田
徹夫 

2018年 6月の和牛精液及び受精卵の中国
流出未遂を契機に、国はこれらの流通実態
を確認する全国調査を実施。そこで管内農
家（肉用牛 72 戸、乳用牛 61 戸）を対象に
調査した結果、液体窒素ボンベ（ボンベ）
所有戸数は 69 戸/133 戸（約 52%）。また、
精液を所持する肉用牛農家の繁殖雌牛 1 頭
当たりの和牛精液の本数は 2.6 本/頭、受精
卵を所持する肉用牛農家の受精卵数は平均
17 個。さらに、これらを他者へ販売・譲渡
する事例や、2 農場で 1 本のボンベを管理
する事例が聞き取り調査により確認される
など、農家間の和牛精液等流通実態が判明。
また、家畜人工授精所の開設が必要な家畜
人工授精師は 7 名。現在、開設手続に向け
指導中。国は、全国調査の結果等を踏まえ、
和牛遺伝資源保護に向けて家畜改良増殖法
の改正や和牛精液等の流通制度の強化を検
討中。今後、適正な指導を行うとともに、
地域の実情に応じた和牛精液等の流通体制
の有り方について助言する。 
 
217．県内酪農家の農場 HACCP 取得に向けた
家保の支援：徳島県徳島家保 尾川誠次郎、
谷史雄 
 県内酪農家の HACCP 認証取得に向けた取
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り組みを平成 30 年 4 月から開始。平成 31
年 2 月、HACCP 推進農場に認定、HACCP 認証
に向けて、6 月から HACCP チーム会議（チ
ーム会議）を 2 か月毎に開催。構成メンバ
ーは経営者、HACCP チーム（県酪、家畜診
療所）、内部検証チーム（家保、農場 HACC
P 認証協議会）。その中で家保は、HACCP
認証取得に向けた支援と、慢性疾病対策と
して乳房炎対策、子牛の下痢症対策、育成
牛の呼吸器病対策を主なテーマに設定、特
に当農場の衛生管理目標である安心・安全
な生産物のバルク乳、体細胞 10 万個/ml 以
下を達成維持するために乳房炎の原因牛の
特定と仕分けを実施。 また、繁殖管理表と
ワクチン接種表を一緒にした農場衛生管理
表を作成。これにより分娩の順番が一目で
分かり、煩雑なワクチン接種の時期も管理
が容易、ワクチンの接種忘れと農場側の労
力を軽減。今後は、定期的なチーム会議で
生乳、繁殖、疾病等の衛生管理目標の進捗
状況を確認、従業員を交えた効果を検討。 
  
218．死亡牛検案書から見えてくるもの：徳
島県徳島家保 阿部敏晃 
 徳島家保病鑑は BSE 検査事業を所管する
ため、化製場に提出される死亡牛検案書(検
案書)の写しを保管。今回、2018 年 4 月か
ら 2019年 10月までの検案書について分析。
期間中の検案書は実戸数 163 戸･1,075 頭
分。内訳は酪農 74 戸･394 頭分、乳肉複合 5
戸･64 頭分、肉牛 84 戸･617 頭分。うち頭数
上位 5 戸(多い順に A､B､C､D､E 農場)の検案
書数は 327 頭分で全体の 30.4%を占有。5
農場の検案書数、死亡状況は A 農場(肉用肥
育･105頭分)で肺炎 71.4%、急性鼓脹 13.3%、
B 農場(酪農･62 頭分)で流早死産 41.9%、他
新生子事故 22.6%、C 農場(肉用繁殖､肥育･
58 頭分)で肺炎 51.7%、急性鼓脹 24.1%、D
農場(乳肉複合･55頭分)で 4カ月齢未満 43.
6%、4 カ月齢以上 58.6%)、E 農場(肉用肥育
･47 頭分)で(急性鼓脹 57.4%、肺炎 17.0%）。
検案書は PDF 化して毎週管轄家保に送付。
同一農場における類似原因事故多発には必
ず背景、要因あり。事故低減にはその把握
・対処が必須。検案書は事故実態把握と対
策のための参考資料として有用。 
 
219．預託子牛の損耗低減に向けた取組：佐
賀県北部家保 江副大輔、園部深雪 

農業団体から管内繁殖農場において子牛
共同育成施設キャトルステーションへの預
託受付時（7 日齢）の低体重、預託中の病
傷事故多発について相談があり、状況調査
を実施。その結果、繁殖母牛の妊娠末期の
栄養充足率の不足、Glu、BUN の低値および
3 日齢子牛の TP、GGT を測定し、十分な初
乳摂取を確認。まず、繁殖母牛の妊娠末期
の栄養水準改善のため増餌を指導。次に預

託後の病傷事故低減を目的に初乳サプリメ
ント製剤および預託 2 日前に鼻腔内投与型
ワクチンを投与。取組の結果、妊娠末期の
栄養充足率は改善し、Glu、BUN が上昇。前
年同時期と比較して子牛の預託受付時の体
重、診療回数、診療期間および死廃事故率
に差はなし。対策実施後の子牛の出荷が始
まったばかりだが、雌で出荷時体重および
セリ価格が増加。今回の対策で生産性の向
上を確認するには至っていないが、引き続
き出荷成績等を精査し、今後の対策につい
て畜主および農業団体と協議し、継続して
取り組んでいく。 

 
220．管内農家の子牛死廃事故防止対策：佐
賀県北部家保 西川和雅、園部深雪 

平成 31 年 1～2 月、成牛 67 頭、育成牛 3
頭、子牛 40 頭を飼育する肉用牛繁殖農場で
5 頭の子牛の死廃事故が発生。内 4 頭は病
性鑑定で細菌感染が原因と診断。当該農場
では同時期に病傷事故も多発したため、家
畜診療所とともに当該農家へ立入。分娩子
牛の臍帯消毒、初乳の十分な摂取、踏込消
毒槽の設置、牛舎（特に分娩房）の清掃、
消毒の徹底及び分娩時の母牛・子牛の観察
徹底を指導。後日、関係機関（家保、家畜
診療所、農業団体及び普及センター）と畜
主で原因究明及び対策を協議、新たに種付
け時期分散及び隔離ケージ増設を指導。当
該農家も分娩前母牛の増餌、初乳製剤給与、
家族内役割分担等を積極的に実施。対策後、
子牛の死廃・病傷事故は 21 件/月から 12
件/月へ減少。今回の事例では、関係機関と
連携し、当該農家の問題点を十分に把握し
適切な対策を実施。今後も当該農家への調
査・指導を継続すると共に、同様の問題を
抱える農家への指導へ繋げていきたい。 
 
221．牛飼養農場の飼養衛生管理基準遵守に
向けた取組：佐賀県西部家保 井手口友香、
大曲秀明 

管内の約 550 の家畜飼養農場の年 1 回以
上の立入調査で飼養衛生管理基準の遵守状
況を確認・指導している中、飼養衛生管理
基準が遵守されていない牛飼養農場が年々
増加傾向。平成 29～30 年度の飼養衛生管理
基準の調査結果を用い、「衛生管理区域へ
の病原体の持込みの防止」（以下、項目３）
の達成率を管内 6 地区に分け比較。佐賀中
央家畜市場の平均子牛価格との相関関係に
ついても調査。平成 30 年度は飼養規模、飼
養者年齢と達成率を比較。平成 29 年度の子
牛価格と飼養衛生管理基準の「項目３」の
達成率には相関があった。平成 30 年度は 5
地区で相関があった。また、飼養規模が大
きい農場は達成率が高く、年齢が若い飼養
者ほど達成率が高かった。調査結果を用い
て配布資料を作成し、飼養者対象の研修会
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や巡回調査の際に指導を実施。本年度は前
年度と比較して達成率が向上し、一定の効
果を確認。今後、飼養衛生管理基準遵守指
導状況を各農場に還元し、衛生管理への意
識向上に努めていきたい。 
 
222．酪農メガファームにおけるヨーネ病清
浄化対策： 熊本県城北家保 徳永妙子、
川邊久浩 
 家畜伝染病予防法第 5 条に基づき 5 年に
1 度、乳用牛で実施しているヨーネ病検査
を、2018 年 6 月に酪農メガファーム（計 7
86 頭飼養）で行ったところ、患畜 7 頭を摘
発。中には高排菌牛も存在し、農場全体の
濃厚汚染を推測。汚染度低減及び新規感染
防止のため、家保と農場が一丸となり対策
を実施。一方、牛ヨーネ病防疫対策実施要
領に基づく同居牛検査を 4 か月毎に実施。
抗体検査（ELISA 法）を基本に、排菌牛の
効率的かつ早期発見のため、プール糞便に
よるスクリーニング遺伝子検査も活用。初
回摘発以降、全頭検査を計 5 回（延べ 3,63
6 頭）実施。同時に農場の汚染度把握のた
めの環境検査を計 4 回実施し、遺伝子検出
箇所を示した配置図で対策の効果説明と対
策継続を指導。初回 50%だった検出率は、4
回目には 2.5%と大幅に減少。今回、酪農メ
ガファームで患畜を多数摘発し、種々の対
策と、本県初のスクリーニング遺伝子検査
を活用した全頭検査による排菌牛の早期摘
発及び環境検査による対策の効果確認等
は、今後、増加するメガファームでの本病
発生時の清浄化モデルになり得る。 
 
223．農場 HACCP と JGAP 家畜・畜産物の取
り組み事例：大分県豊後大野家保 波津久
香織、川部太一 
 A 農場は農場 HACCP（HACCP）、B 農場は J
GAP 家畜・畜産物（JGAP）の認証を取得し、
安心安全な畜産物の生産を図っている。A
農場は、健康な家畜及び安全な畜産物の確
保を目的とし平成 28年 3月に HACCP認証取
得。平成 31年 1月に認証の継続を実施した。
作業工程がマニュアル化され、継続的に HA
CCP システムの改善が可能となり、疾病防
除及び生産性が向上した。今後、当家保で
は衛生管理向上の指導を定期的に実施し、
衛生管理の向上と HACCP システムが円滑に
機能するようフォローアップに努める。B
農場は、海外輸出を見越し、GAP チャレン
ジから JGAP 認証取得を目指し、取組みを開
始した。従業員の教育訓練として飼養衛生
管理基準及び消毒方法、疾病予防の指導を
実施した。今後、定期的に指導を行い、従
業員の衛生対策の意識向上に努める。当家
保では、個々の農場が自主的な衛生管理の
持続が行えるよう「計画・実行・検証・改
善」からなる PDCA サイクルを活用し衛生管

理の向上に努める。 
 
224．酪農家における牛ウイルス性下痢・粘
膜病の発生と清浄化に向けた地域包括型対
策（第２報）：大分県大分家保 志村英明 
 昨年度管内の酪農家で１例目となる、牛
ウイルス性下痢粘膜病（BVD-MD）の持続感
染牛（PI 牛）を摘発し、市および酪農組合
等の関係機関一体となった防疫対策を実
施。まん延防止策として同居牛、新生子牛、
預託帰牧牛の全頭検査を行い PI 牛の摘発
淘汰と預託する牛のワクチン接種を指導。
さらに、続発防止のため管内酪農家に対し、
情報提供、各牛群ごとの専用長靴使用、消
毒等衛生管理の徹底及び外部導入や預託等
のリスクを考慮したバルク乳検査頻度の設
定による検査を実施してきたが、今年度更
に 2 農場で発生した。PI 牛発生頭数と経済
損失は、初発農場は 14 頭で 4,228 千円、第
2 発生農場は 4 頭で 3,715 千円、第 3 発生
は 4 頭で 1,750 千円となり 2、3 例目の発生
頭数や経済損失は減少した。これまで行っ
てきた諸対策は、PI 牛早期摘発による BVD
-MD 蔓延防止や経済損失の減少に効果があ
った。 
 
225．家畜人工授精業務の適正管理に関する
新たな取組：宮崎県延岡家保 北山歩 
 本県では、黒毛和種種雄牛における精液
の製造・流通・利用情報を関係者が一元管
理できるシステムを構築。これを維持し、
更なる適正化を図るために関係機関と協力
し新たな取組を実施。県内統一した指導を
行うため法関連業務マニュアルを作成。複
雑なシステムの知識や授精業務で使用する
タブレット端末の操作方法を立入検査に活
用するため、県家畜改良事業団に依頼し、
家保職員への研修会を実施。立入検査時に
課題のある授精所には、再立入を実施。台
帳検査では、課題点を詳細に示した確認用
のチェック表を新たに作成。地域家畜市場
の協力で原本の確認が困難な授精証明書の
発行状況を確認。県家畜改良事業団と連携
し、システムによる授精師所有の精液スト
ローと精液証明書を突合し整理。授精師に
対する適正な授精業務のための研修会を実
施。和牛精液の適正管理が求められ、家保
の重要性が高まる中、今後も関係機関と協
力し、信頼性の高い和牛生産のために授精
師指導を続ける。 
 
Ⅰ－７ 畜産技術 
 
226. 代謝プロファイルテスト（MPT）を活
用した和牛規模拡大農場の支援：山形県最
上家保 福澤知夏、小林久美 

県では長年和牛増頭運動を実施。当所で
は、H23 年に増頭を図った地域のトップラ
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ンナー候補の A 農場について、H26 年より
母牛群の MPT を活用し子牛事故低減支援を
継続。母牛群の高エネルギー低タンパクを
認め指導するも、飼料変更に消極的。本年
は、子牛の血液生化学検査にあわせ呼吸器
病関連ウイルスの月齢別抗体検査を実施。
この際、栄養状況良好な B 農場を対照に設
置。結果、子牛の栄養状態は母牛群の栄養
状態を反映、A 農場１か月齢未満子牛は TP
4.3g/dl±0.27 と免疫移行不全状態。一方、
ウイルス抗体価は、個体ごとウイルスごと
のバラツキ判明、移行抗体消失時期の判定
に至らず。更に、初回ワクチン接種では栄
養状況にかかわらず両農場ともに抗体上昇
不明瞭。以上検査データを提示し、妊娠末
期の母牛の栄養改善による子牛免疫組織の
成熟強化指導。MPT 指導は、母牛だけでな
く成果物である子牛の状況の提示が効果
的。 
 
227．ちばの酪農夏季生産性向上対策事業を
活用した地域指導体制構築とその取組：千
葉県南部家保 田中なほ子、瀧口由貴 

管内酪農場が、遮熱材施工による暑熱対
策を実証する県新規事業対象となったこと
から、家保、農業事務所、畜産総合研究セ
ンター、酪農協によるチーム体制を構築し、
計 4 酪農場の生産性向上対策指導を実施し
た。指導チームでは夏前に現地確認し、事
業効果測定のためのデータ収集内容や役割
分担、指導計画について検討。県事業測定
項目のサーモカメラ撮影、舎内温湿度測定
に加え、生産性に関わるカウコンフォート
調査実施を決定。温湿度計を増設し、夏季
に扇風機風速調査、直腸温測定、飼養環境
状況調査等を実施。結果をもとに講師によ
る現地指導及び地域酪農家対象のバーンミ
ーティングを開催し、農場の飼養環境改善
とチームの指導技術向上、地域酪農家への
啓発を図った。事業対象農場の畜主は遮熱
材の舎内温度低下効果を実感していたが、
乳牛の夏季生産性向上には既存環境の改善
が必須。地域には複数の畜産クラスターも
あり、今後も指導体制強化を図りたい。 
 
228．一酪農場における関係機関と連携した
生産性向上への取り組み：富山県西部家保
田知慶久、飯田佳代 
 経産牛 58 頭飼養する酪農場は、繁殖成績
の低迷や分娩事故の多発により収益が減
少。そこで、関係機関が農場経営の把握と
情報共有のため、月 1 回検討会開催し、総
合的な指導を実施。取り組み内容は、定期
的な繁殖検診と超音波診断装置を用いた早
期妊娠鑑定、人工授精（AI）に対する技術
支援、情報通信技術（ICT）の試験的な導入
と繁殖成績調査、分娩事故防止や繁殖成績
向上のため、代謝プロファイルテストを用
いた母牛の飼養衛生管理指導を実施。結果、
平均空胎日数が 265 日から 164 日、初回授

精日数が 96 日から 79 日に短縮。AI 主体の
繁殖管理変更により、ET 経費が減少。ICT
活用により繁殖成績は、平均空胎日数で 23
日、初回授精日数で 14 日短縮し、その有効
性を確認。また、子牛の事故率は 22 %から、
14％まで減少。今回、関係機関が一丸とな
って技術支援を実施したことで、繁殖遅延
による経済損失の減少、繁殖経費の削減及
び事故率の低減に繋り、経営再建の足掛か
りとなった。 
 
229．府内酪農団地へ移転した酪農家への指
導：大阪府家保 大平真由 
 A 酪農団地（以下酪団）は、府内で営農
環境が整っている数少ない地域であり、畜
産クラスター事業を活用した生産力の向上
と地域の活性化に向けた取組を進めてい
る。この度、増頭のため都市部から酪団に
移転した１農家に対し、繁殖及び経営に関
する技術指導を行ったのでその概要を報告
する。【繁殖指導】大阪府立大学と連携、
令和元年 10月から 2週間ごとの繁殖指導を
実施。超音波診断装置を使った直腸検査に
よる繁殖検診や繁殖障害牛の早期発見によ
り、受胎率が向上、空胎日数も減少。今後
も繁殖指導を継続し、さらなるデータの蓄
積・解析を行い、繁殖成績の安定化を図る。
【経営指導】家保と専門家による経営コン
サルティングを実施。現在は経営の安定を
図るため、経理状況の把握とコスト管理の
見直しを進めている。また、法人化による
規模拡大を目指しており、今後も指導を継
続する。このような移転や規模拡大に対し
て行った技術指導の取組をモデルケースと
し、酪団内の他の農家にも波及させ、酪団
全体の活性化につなげていく。 
 
230．牛去勢術の現状と新手法の検討：和歌
山県紀北家保 小松希、高橋康喜 
 当所管内で、去勢する年間平均約 120 頭
の約 5％術前術後に問題。術前に問題のあ
った去勢術は①片側性潜在精巣・腹腔内精
巣位置をエコーで確認後、開腹術実施②陰
嚢内部癒着・陰嚢上部切開による観血式去
勢法（以下、観血式）実施③リング法失敗
による片側未去勢および一部精巣皮膚癒着
・腹部付近を切開し観血式実施④17 カ月齢
の去勢未実施牛・観血式実施。術後の症例
は⑤術後の出血・ガーゼで圧迫止血、抗生
剤注入⑥陰嚢炎・陰嚢切開し排膿後抗生剤
注入⑦術後全身感染症・術後 10 日で死亡、
悪性水腫原因菌を分離。術後の問題の改善
のため、作成した器具で新しい去勢法実施。
新しい去勢法は、手術時間が短く出血が少
ないため牛へのストレスが軽減、結紮部を
陰嚢内に戻さないため感染のリスクが軽
減。また、従来の観血式の精管の結紮が不
要で術者への負担、術後の感染リスクも軽
減。今後は、基本技術習得のため従来の観
血式の実施も必要だが、ニコイチ捻転去勢
法の導入を進める。 



 

 

 - 49 - 

 
231．黒毛和種における採卵業務効率化への
試み：岡山県真庭家保 小田亘 

近年、管内の黒毛和種受精卵の需要の高
まりとともに、増加している新規採卵希望
農家にとって、従来の過剰排卵処理（SOV）
である 6 回漸減投与法（従来法）は実施困
難。そこで採卵の処理効率化を図り、技術
者がこれに対応可能な方法を検討。SOV 簡
易化のため、試験 1 として、1 ショット法
を①FSH30A 水酸化アルミニウムゲル添加、
②FSH20A 生理食塩水 50ml の 2 法について
行ったところ、採卵成績は従来法と①は同
等、②は正常卵数等で有意に高かった。更
に、採卵スケジュール調整のため、試験 2
として発情 7 日目の黄体確認時、CIDR と E
2 製剤を用いた前処理について、日数と E2

製剤用量の調整により処理開始日延長を検
討。E2 製剤 2.5 日前 1mg の従来の処理から
段階的に 7 日前 2.8mg まで増量。2.5～5 日
前処理と、6～7 日前処理との比較では同等
の採卵成績が得られた。これらの結果から、
CIDR と E2 製剤用量調整による前処理と 1
ショット SOV の組み合わせにより、業務の
効率化が可能。 
 
232．農家に「見える化」で乳質改善：岡山
県高梁家保 馬場彩、西村祐枝 
 管内酪農場で今年度に入り黄色ブドウ球
菌(SA)保菌牛が増加。畜主から相談を受け、
陰性牛全頭検査、環境検査、搾乳手技の確
認を実施。2/16 頭で SA 分離、環境から SA
分離なし、搾乳手技はミルカー装着が早い
以外適正であり原因不明。そこで、SA 増菌
培養により検出感度を上げつつ、リスク別
に牛群を分け、より衛生的な搾乳や高リス
ク牛の優先的淘汰を提案。度重なる検査や
モニタリングで、バケットミルカーから SA
分離、乳頭口スコアも高かったため、バケ
ット消毒及びミルカー着脱時間を改善。そ
の後、ラクトコーダによりミルカーの洗浄
不良が判明。トライ&エラーを重ねた結果、
洗浄不良のミルカーを介した感染拡大が主
原因と推察。洗浄槽の仕様を変更し、水量
と洗剤濃度を調整。畜主と何度も相談しな
がら対策を検討し、調査結果や提案内容を
資料で「見える化」して提示。その都度丁
寧に説明することで畜主が理解し納得感を
得たことが改善対策の実践につながった。 
 
233．管内での肉用牛の山口型放牧推進：山
口県西部家保 前田翔一、稲吉洋裕 

長門市では放牧が精力的に行われていた
が、近年繁殖牛の飼養頭数減少に伴い放牧
面積も減少。当所は各農家が抱える様々な
課題の対応策として山口型放牧の利用を推
進。M 放牧組合は放牧場の維持管理の負担
が大きく、コスト面の利点が見えにくい等
の理由で放牧を休止していたため、飼料作
物栽培による交付金確保を提案。交付金に
より作業に協力した組合員への賃金対応が

可能となり、個人負担を軽減して放牧再開
（1.65ha）。当該放牧地は第 25 回全国棚田
サミットの現地見学会の会場として地域振
興にも寄与。Y 農家は牛舎から離れた放牧
場への牛の運搬が困難になり放牧を中止し
ていたが、農場に隣接する耕作放棄地（0.
6ha）の利用を提案し、放牧再開。I 農家は
定年退職後に肉用牛経営での新規就農を計
画。初期投資低減を目標に放牧主体の経営
を提案。簡易牛舎や日蔭舎等を自家施工し
放牧開始（1.03ha）。取組の結果、山口型
放牧が飼養管理負担や資金面の課題等の解
決への有効な手法であると再認識し、観光
資源的役割も確認。 
 
234．ONE TEAM で取り組む酪農支援：山口
県北部家保 木本結貴、西村隆光 

本県の目標は、体細胞数低減（目標値：2
0 万/ml）と平均分娩間隔短縮（目標値：38
0 日）。県が設置する牛群検定分析センタ
ー、酪農農業協同組合、畜産振興協会、臨
床獣医師、家保を構成員とする現地支援員
が、飼養管理技術の向上による乳量増加と
乳質の改善に取り組む。管内 3 戸の酪農家
の支援を実施。A 農家の課題は秋季の体細
胞数の増加と乳量低下。乳房炎の原因究明、
搾乳衛生と戻し堆肥の堆肥化指導、サシバ
エと暑熱対策を継続中。B 農場の課題は分
娩間隔の延長。繁殖検診の実施、発情観察
の徹底や牛群管理システムの導入を支援
し、農場目標値以下を達成。現在は周産期
疾病対策、飼料内容の検討を追加し総合的
な対策を実施。C 農場の課題は飼養環境と
分娩間隔の延長。現地支援員で牛舎の環境
整備を実施。分娩間隔は、繁殖掲示板活用
の指導と繁殖検診を徹底し 3 年間で約 3 か
月短縮。今後も立場の異なる現地支援員が
連携し、酪農家の経営改善に向けた支援を
継続。 
 
235．管内酪農家における飼料設計指導の効
果：徳島県徳島家保 岩田裕美、尾川誠次
郎 
 昨年、長期不受胎牛が問題になっていた
飼養頭数 40 頭の管内酪農家において、貧血
（Ht31.3%、HGB8.6g/dl）が認められたため
飼料設計指導（充足率 TDN0.79、CP0.83 か
ら TDN0.94、CP1.02）を実施。今年 5 月に
全頭採血を行い、長期不受胎牛を含めた牛
群の貧血と栄養状態を確認。その結果、血
中コレステロール値（T-cho）と尿素窒素値
(BUN)、ヘマトクリット値に変化はみられな
かったが、ヘモグロビン値は改善がみられ
た。そのためか、昨年長期不受胎牛として
検査及び指導した 9頭中 7頭に受胎を確認。
昨年の飼料設計指導により、牛群の栄養状
態が改善し繁殖成績も向上。また今回の検
査では空胎日数が延長するほど T-cho、BUN
値の低い個体が増えていたため、泌乳量に
応じた濃厚飼料の量を再検討する必要があ
ると示唆。今後も継続して指導を実施予定。 
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236．牛受精卵の採卵推進と和牛増産支援：
香川県西部家保 梶野昌伯 

県では、平成 21 年度から優良繁殖雌牛の
導入事業等に取組み、和牛増産支援を実施。
平成 28 年度から県有受精卵の利用が急増
し、不足したため、農家採卵を推進。管内
の採卵回数は平成 27 年度２戸２回が令和
元年度５戸 37 回（３月末予定）まで増加。
採卵で発生するＣランクの凍結不可卵を有
効に利用するためにコーディネートを実施
し、酪農家 10 戸、繁殖農家４戸、獣医師１
名が利用。結果、香川県家畜市場では受精
卵移植産子の上場頭数・割合が大幅増加。
現在、採卵回数に制限あり。そのため、採
卵実績による選定、飼養管理の調整、遺伝
子評価などを行い効率のよい採卵を推進予
定。また、和牛繁殖雌牛だけでは増産の限
界があるためホルスタイン・交雑種を受卵
牛として活用し、市場の求める高品質な「オ
リーブ牛」の増産体制を構築予定。 
 
237．肉用牛繁殖農家における堆肥の敷料利
用の検討：愛媛県中予家保 枡井和恵、中
村嘉宏 
 おが屑は H27 年頃から価格が高騰し、当
所管内農家においても現在の平均購入価格
は H26 年と比較し約 1.3 倍（H26：1,240 円
/㎥、R1：1,640 円/㎥）。今後の価格高騰
や量の確保等に不安を持つ農家もある。そ
こで、管内肉用牛繁殖農家（A 農場）にお
いて、おが屑の代替として自農場で製造し
た堆肥の敷料利用について検討。同面積の
2 区画を設定し敷料としておが屑又は堆肥
を投入。投入前の水分（％）及び大腸菌群
数（CFU/g、検出限界 102）はおが屑 44.9、
2.3×105 に対し堆肥 65.0、不検出。投入 1
4 日後まで大腸菌群数はおが屑 106～107、
堆肥 105～106 で推移。水分・温度は天気に
より変動。両区の牛の行動の違い、牛体の
汚れや体調の変化も確認されず。堆肥の敷
料利用は可能であり、A 農場のおが屑年間
購入費約 16 万円の低減が期待できる。な
お、敷料の状態は堆肥の方が水分が高いた
め牛の踏みしめ等により固くなったことか
ら、今後は、敷料利用を前提とした堆肥製
造、衛生管理を継続して指導。 
畜種：牛、分類：畜産技術、キーワード：
戻し堆肥 
 
238．関係機関と連携した酪農経営改善指導
の取組とその成果：福岡県北部家保 川島
幸子、柴田規光 
 当所管内の京築地域において、関係機関
4 者（京築普及指導センター、行橋農林事
務所、ふくおか県酪農業協同組合飯塚支所
及び当所）による既存の指導体制から、新
たに京築地域酪農技術者協議会を設立。当
所は細菌検査による乳質改善指導及び血液
検査による飼養管理指導を担当。協議会で
は酪農家毎の経営現状と目標を詳細に調

査、さらに生乳生産にかかわる具体的な数
値（牛群検定成績など）を解析してデータ
ベース化、支援方針や巡回指導計画等を立
て定例会議内で共有。取組事例として、1）
前搾りの効果を再認識してもらうためのラ
クトコーダーを用いた実証試験と、正しい
搾乳手順啓発のためタペストリー作成、2）
バルク乳で高体細胞数となり連続 4 回のペ
ナルティがかかった酪農家に対する黄色ブ
ドウ球菌保菌牛特定に向けた取組み、3）受
託乳量実績が前年度比 63%に落ち込んだ酪
農家に対する代謝プロファイルテストを用
いた飼養管理指導、を紹介。協議会設立に
より当所ならではの調査、指導項目が明確
となり組織的な役割分担と効果的な指導が
可能となった。 
 
239．酪農家における代謝プロファイルテス
トを用いた蹄病改善及び生産性向上への取
組み：長崎県県南家保 冨永知宏、下條憲
吾 
 平成 29 年 6 月、管内一酪農家で蹄病牛増
加の相談を受け立入調査実施。飼養牛の平
均蹄冠スコア（CS）3.13、飛節スコア（HS）
3.33 と高く、ボディコンディションスコア
（BCS）3.88 と過肥気味、代謝プロファイ
ルテスト（MPT）では泌乳前期～中期で AST
高値、BUN 低値の牛が認められた。対策と
して、飼料調整による前～中期における高
エネルギー是正、蛋白含量増加、混合飼料
に重曹添加等の飼養管理を指導。以後、年
2 回の MPT 及び牛群検定成績を用い指導を
継続実施。結果、令和元年には、平均 AST
（99.6→73.6mg/dl）、平均 BUN（9.3→17.
2mg/dl）、平均乳中尿素窒素（8.6→11.2m
g/dl）と改善し、CS（3.13→1.06）、HS（3.
33→1.60）と低下。これに伴い、平均乳量
（31.83→35.04kg/頭）、授精開始日数（1
15→71 日）等、生産性の向上がみられ、約
936 万円/年の収益向上が見込まれた。 
 
240．肉用牛繁殖農家巡回の ICT 利用推進：
長崎県県北家保 久保翔太郎、常岡純也 
 当所管内ではクラスター事業利用者や新
規就農者のフォローアップを目的に、関係
機関合同で巡回指導を実施。対象農家（飼
養頭数 8～92 頭）6 戸に ICT（Information 
and Communication Technology）利用を推
進することで繁殖状況をリアルタイムに共
有し巡回指導に活用。ICT ツールとして、
「Farmnote」（株式会社ファームノート提
供）を対象農家に紹介。6 農家中 4 農家で
利用を開始。農家が更新した繁殖状況をリ
アルタイムで共有。現地調査前にデータか
ら問題牛を抽出することができ、現地調査
の段階で問題点を重点的に調査、指導を実
現。結果、初回授精日数を平均 4.7 日、受
胎日数を平均 3.2 日短縮。現地調査時にお
ける繁殖状況の聞き取り省力化により、子
牛の病気予防や飼養衛生管理など指導の多
様化を実現。今後も ICT 利用の推進を続け、
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農家と関係機関のみならず、地域一体とな
った畜産振興につなげていきたい。 
 
Ⅰ－8 その他 
 
241．肉用牛肥育農場の抗菌剤使用低減に向
けた取り組み：北海道留萌家保 田村幸子、
上村伸子 

生産性向上対策事業活用の哺育牛下痢症
対策農場で抗菌剤使用の影響と考えられる
多剤耐性大腸菌出現が示唆され、抗菌剤使
用低減に向けた取り組みを実施。平成 30
年に採材した哺育牛糞便由来大腸菌 33 株
中 28 株が薬剤感受性試験（ディスク法）で
2 系統 2 剤以上に耐性。主な哺育牛下痢症
治療薬は、フルオロキノロン系、ペニシリ
ン系とアミノグリコシド系合剤で、代用乳
に 2 種の飼料添加抗菌剤を添加。令和元年
に実施した農場全体の多剤耐性大腸菌浸潤
調査では、抗菌剤を多用する哺育期で耐性
率が高く、4 株が基質拡張型βラクタマー
ゼ産生菌と判明。対策会議を開催し、抗菌
剤の慎重使用及び飼養衛生管理向上による
下痢症低減対策の継続を指導。現在は、代
用乳飼料添加抗菌剤を 1 種類に削減、軽～
中等度の下痢症は原則、非抗菌剤治療、同
系統薬剤の反復使用中止等、治療方法を変
更。また、抗菌剤の適正使用のため、疾病
発生状況及び治療記録の電子化による「見
える化」を試行中。 
 
242．県内最大規模農場における乳用牛定期
検査への対応：青森県十和田家保 田中真
希、藤掛斉 

今年度、乳用牛定期検査対象の A 農場は、
平成 28 年 5 月に新規参入。1,100 頭を飼養
し県内最大。年内 300 頭を増頭予定。ロー
タリーパーラーで搾乳。牛舎は全 6 棟、う
ち連動スタンチョン付きは 2 棟。パーラー
での一斉検査を計画し、2 月に試験的採血
を実施。ロータリーの回転が速く、作業台
も狭いため危険。連動スタンチョン付乾乳
舎が 4 月に新築。毎月１回、百数十頭を 10
か月間検査。乾乳舎にいない牛は、牛舎で
の個別検査で全頭検査が可能と判断。11 月
に進捗状況を確認。増頭数は 600 頭。既に
検査済牛 100 頭が廃用。未検査牛は 950 頭。
検査体制を再検討。連動スタンチョン付牛
舎が 5 棟に増加。これを利用し一斉検査。
未設置牛舎は、パーラー出口にあるキャッ
チペンで対応。後日、飼養名簿と検査済み
名簿を照合し、対象牛を各牛舎で追跡し検
査漏れを防止。約 1,800 頭の検査が終了。
大規模農場の検査は、詳細な打合せと計画
が必要。農場設立段階で検査・作業を説明
し、スタンチョン等の設置を助言すること
も重要。 
 
243．死亡牛の BSE 検査対象月齢の変更に伴
う対応：岩手県中央家保 村松圭以、大森さ
くら 

2015 年 4 月以降、死亡牛の BSE 検査は、
特定症状を示す牛の他、48 月齢以上の全頭
が対象であった。2019 年 4 月以降は、特定
症状牛の他、48 月齢以上の死亡牛は、歩行
困難又は起立不能を認めた牛に限定され、9
6 月齢以上の全頭が検査対象とされた。11
月までの本県の検査頭数は、特定症状牛 2
頭、48 月齢以上 96 月齢未満の歩行困難又
は起立不能牛 450 頭、96 月齢以上の死亡牛
424 頭、計 876 頭と、前年同期 1,697 頭か
ら半減。48 月齢以上 96 月齢未満の死亡牛
では、起立不能等を認めない検査対象外の
牛が混在するため、その判断基準等に対し、
管内の関係者から問合せが増加。このため、
9 月、検案した獣医師が検査対象か否かの
判断と死亡検案書への記載、農協の担当者
が検案書の確認と死亡牛処理整理票を発行
するなど、関係者の役割を明確化。今後更
に、死亡牛の輸送業者によるチェック体制
を構築して、「無視できる BSE リスク」の
国として、ステータスが維持できるよう適
切に BSE 検査を実施する。 
 
244．定期報告の提出率及び飼養衛生管理基
準の遵守率向上に向けた取組み：岩手県県
南家保 鈴鹿弘顕、川畑由夏 

県内の 54％を占める約 2,700戸の牛飼養
農家を所管する当所において、家伝法に基
づく家畜飼養状況報告の受理と遵守の徹底
は大きな課題。小規模で高齢飼養者が多く、
震災も重なり、平成 23～25 年の提出率は 7
0％未満で推移。平成 26 年から報告様式を
改正し未提出者への督促も開始したが、提
出率は 80％台。平成 30 年から配布様式の
削減やチェック表の表現を平易なものに修
正、複数年未提出農場へは立入、高齢者に
は提出支援を実施。飼養者からの問合せ対
応マニュアルを整備して全職員が共有して
働きかけた結果、年度内に全戸から受理。
翌 31 年は報告期限内の受理を達成。これに
より精度の高い統計情報の把握が可能にな
り、飼養衛生管理基準の遵守状況を分析し
た結果、管内は車両消毒や衛生管理記録の
項目が不十分。飼養形態や規模別の課題を
把握して関係機関や市町とも共有し、農場
への個別指導に活用。現在、遵守率が低い
項目の改善に向け取組み中 
 
245．牛大規模農場繁殖検診を通じた繁殖技
術向上対策：秋田県北部家保 中村南斗 
稲葉有紀 
 産業動物獣医師が不足する中、規模拡大
を図る畜産経営体を支援していくためには
家保職員等の繁殖等臨床技術の向上が課
題。平成２６年９月から管内一酪農場で開
業獣医師と連携し行っている分娩後早期の
定期繁殖検診において、秋田県獣医師職員
確保対策事業における技術向上対策の一環
として、家保の熟練職員と若手職員の相対
技術指導を併せて実施。延べ４名の若手職
員について、直腸検査法での繁殖検診及び
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子宮内薬液注入技術等を習得。習得した技
術や知識が畜産経営体への指導に活かされ
ている。若手職員への指導を通じ熟練職員
も指導方針の検討を行うなど、両者にとっ
て貴重な機会になっている。継続した検診
により、開業獣医師の人工授精技術と超音
波診断技術向上にも寄与。牛体内受精卵採
取においては更に高度な技術が要求される
が、その技術の習得機会は限られているた
め、今後積極的に応用技術の訓練機会を増
やし技術者を養成していくことが必要。 
 
246．受精卵移植技術の経営内取り入れと波
及効果：秋田県南部家保 佐藤龍 千田惣
浩 
 管内肉用牛繁殖農家２９戸で、平成２８
～２９年度にかけ、県の事業を活用し県外
から優良雌牛５４頭を導入。平成３０年度
からは、当該牛から採取した受精卵を活用
した繁殖雌牛資質向上事業を推進するた
め、実施に向けた農家への理解醸成と技術
指導を担いながら採卵を実施。一方で、主
に新規就農者からは個人的な採卵依頼も増
加。今年度の受精卵移植関連業務は飛躍的
に増加し、令和元年１２月末現在、延べ５
１頭の採卵を実施。１頭当たり平均で回収
卵数 18.3 個、正常胚数 9.8 個、合計 398
個の凍結受精卵を確保。昨年 10 月には基幹
種雄牛「義平福」号が現役引退したが、管
内肉用牛繁殖農家では「秋田牛」のブラン
ド確立への関心が高く、当所の指導を通じ、
若手農家の一部では育種価情報を利用した
牛群改良への意欲向上に伴って、繁殖成績
や飼養管理に対する意識改革も図られた。
今後も高品質な受精卵を確保し、「秋田牛」
の資質向上のための繁殖基盤強化に取り組
んで参りたい。 
 
247．上場子牛への呼吸器病ワクチン接種に
おける意識調査と多頭飼育農場の衛生対策
の検討：秋田県南部家保 高橋千恵 山田
典子  
 市場上場子牛の呼吸器病対策強化のため
平成 31 年４月から上場前の呼吸器病ワク
チン接種が２回に変更。市場利用者の意識
調査では約８割が子牛の状態良好と回答。
管内では前年度、多頭飼育農場や呼吸器病
浸潤農場におけるワクチン効果の阻害が判
明。今回、Ｎ地域の肉用繁殖牛 80 頭飼養農
場における上場前ワクチンプログラム作成
のため、平成 30 年７月～令和元年８月に繁
殖 41 頭、親子３組の呼吸器病ウイルス抗体
価を測定。牛コロナウイルス病(GM 値 384
→606）と牛 RS ウイルス病(GM 値 167→257）
の抗体上昇が確認され、農場へのウイルス
浸潤が示唆。移行抗体によるワクチン効果
阻害防止のため、接種時期の変更と不活化
ワクチンを応用。また、繁殖牛への下痢五
種ワクチンの接種、導入牛の既往歴等の事
前確認、疾病好発時期の消毒強化を提示。
状況の把握により対策事項が明確化。今後、

地域内農場の調査と個別指導を重ね、損耗
防止に向けた包括的な衛生対策の構築を支
援していく。 
 
248．預託牧場の子牛導入時における体表温
センサを用いた発熱検知と関連要因の解析
：栃木県県央家保 安西真奈美 

発熱を検知する体表温センサを冬季の群
導入子牛に装着し、導入後 22 日間の発熱検
知情報と呼吸器病発症要因の関連を調査。
個体毎の呼吸器病治療実施率は、発熱検知
回数 5～9 回の個体が 55.6%、10 回以上が 1
00%で、0 回（0%）、及び 1～4 回（6.3%）
の個体よりも有意に高値(p<0.05)。また、
呼吸器病がまん延した 14 日目では、発熱積
算値（発熱の程度に継続時間を加味した指
標）と臨床症状スコアは相関係数 0.54 で有
意に相関(p<0.05)。発熱検知報告個体の治
療実施率は 60.0%で、報告なし（8.3%）よ
りも有意に高値(p<0.05)。さらに、環境解
析で発熱検知頭数と最大風速が相関係数
0.44 で有意に相関(p<0.05)。防風設備の強
化で発熱検知頭数増加のリスクを抑制でき
ると考察。体表温センサは人員を要さずに
個体の発熱検知が可能で、この情報は治療
実施率や臨床症状と強く関連。環境対策や
呼吸器病の早期発見・治療に活用可能で、
飼養管理の省力化や効率化が期待。 
 
249．黒毛和種受精卵を受胎した乳用牛ホル
スタイン種の妊娠期間について：福井県家
保 宮谷正巳、生水誠一 

黒毛和種受精卵を受胎した乳用牛の妊娠
期間についての報告は少なく調査。調査期
間を平成 21 年度～30 年度とし、調査対象
は移植日と分娩日が分かっている 573 例、
調査方法は年度別推移とともに①未経産と 
経産、②子牛の性別、③移植する子宮角(左
右)、④胚の発育ステージ、⑤発情日を０日
とした移植日(DAY６、７、８)、⑥種雄牛、
⑦農家別の７項目で比較。期間内の妊娠期
間の平均は 287.5±6.2 日。①、③、④に差
なし。②雄が雌より 1.6 日長い(p＜0.01)、
⑤８日が７日より 1.7 日長い(p＜0.05)、⑥
但馬系が気高系より 2.7 日、藤良系より 2.
8 日長く、各系統内では但馬系で最大 8.7
日、気高系で 10.1 日、藤良系で 2.5 日の差。
⑦農家による違い有り。母体の品種ではな
く受精卵の品種が妊娠期間に影響と推察。
種雄牛の系統や血統の影響が大きいと推察
されたが、今後の飼養環境の追加調査必要。 
 
250．平成 29 年からの 3 年間で発生した子
牛の先天性異常：岐阜県中央家保 鈴木慈
生、中井麻生 

①2 ヶ月齢の交雑種オス子牛に全身無毛
及び歯牙欠損あり。下顎切歯・臼歯形成不
全及び皮膚形成不全を確認。遺伝子検査で
X 連鎖無汗性外胚葉形成不全症と診断。②
体型矮小で右眼白濁した黒毛和種の新生オ
ス子牛が死亡。脳室拡張、大脳皮質ひ薄化
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及び肝臓白色結節を確認。感染性疾病を否
定し、内水頭症及び肝細胞結節性過形成と
診断。③2 ヶ月齢の黒毛和種オス子牛が嚥
下困難による摂食不良で死亡。舌根部に手
拳大嚢胞を確認。嚢胞壁は重層扁平上皮で
形成。甲状舌管嚢胞と診断。④4 日齢のホ
ルスタイン種オス子牛の頭部に波動感を伴
う手拳大腫瘤あり。内部は液体貯留し内腔
は頭蓋腔と連絡、同部位の頭蓋骨・硬膜・
くも膜及び右大脳半球の欠損を確認。髄膜
瘤と診断。⑤3 日齢の黒毛和種メス子牛の
頭頂部が膨隆。脳脊髄液増量、脳室拡張、
大脳ひ薄化及び脳底部出血を確認。感染性
疾病を否定し、内水頭症と診断。鑑別診断
による原因究明は指導方針を決定する際に
肝要。 
 
251．乳質改善に対する参加型手法の活用事
例:静岡県東部家保  鈴木拓人、和久田高志 

搾乳立会主体の乳質改善指導で改善しな
い農家の指導方法を検討。問題意識醸成に
有用と報告の参加型手法活用ワークショッ
プを女性酪農家を対象に実施。搾乳手順紹
介で自身の搾乳手順を再認識、講義で乳房
炎の基本知識を確認。討議で理想的な搾乳
手順を合意形成し、自身の手順と比較、改
善策を設定。指導農家は、ストリップカッ
プ、ゴム手袋使用、ポストディッピング等
の改善策を設定。アンケートでワークショ
ップの有用性及び対策に前向きな姿勢を確
認。ワークショップ後巡回で指導農場の改
善策未実施を確認。女性酪農家参加は、意
見交換、連帯意識形成の活発化で、自発的
な改善策設定、前向きな姿勢形成を促すと
推察。ワークショップ内容の家族内伝達不
足が改善策未実施の原因。 
 
252．兵庫県家畜受精卵移植実施状況調査か
らみた但馬牛供卵牛の条件と採卵成績：兵
庫県姫路家保 岩木史之 

管内最大の受精卵生産牧場について兵庫
県家畜受精卵移植実施状況調査の結果を基
に受精卵の増産について検討。移植可能卵
を正常卵とした場合、採卵に適した年齢は
5～10 歳前後、採卵途中に分娩を挟むと回
収卵数は増加、回収卵数に季節差は無いが、
秋・冬は異常卵が多くなり正常卵割合も低
下。兵庫県の分類法による系統間の採卵成
績には差はなく近交退化も認められず。 
 
253．管内酪農家の農場 HACCP 認証の取組 
第 2 報:奈良県家保 倉田佳洋  
 平成 30 年 2 月より 80 頭の飼養規模で家
族経営の管内酪農家が後継者育成等のため
農場 HACCP の取組み開始。当所は専門知識
や文書作成面で支援。HACCP メンバーは家
族と当所職員、奈良県畜産会及び畜産課で
構成。農場作業の文書化と資材等のリスト
化で危害分析（HA）と重要管理点（CCP）を
設定し、一般衛生管理の写真付き作業マニ
ュアルを作成。平成 30 年 12 月に農場 HACC

P 推進農場を取得。平成 31 年から農場 HAC
CP の運用開始。教育訓練では農場作業を家
族間での実地訓練、牛疾病等の知識面は当
所職員が講師となり実施。また内部検証と
情報分析を行い、CCP であるバルククーラ
ー乳温の許容限界を見直す。令和元年 12
月に認証申請。書類審査を経て衛生管理文
書の改善を行い、令和 2 年 2 月 25 日に現地
審査。3 月 30 日に乳用牛で近畿初の農場 H
ACCP 認証を取得。今後は当該農場の HACCP
システム維持など指導を継続し、地域の畜
産農家への普及を検討。 
 
254．県内子牛市場における子牛価格への影
響要因解析：和歌山県紀南家保 髙田広達、
前田恵助 
 2014 年 5 月から 2019 年 2 月に上場、売
買が成立した去勢雄子牛 975 頭、雌子牛 55
2 頭を対象に日齢体重、母牛の産次数（産
次数）、母牛登録点数、受胎方法（ET  
vs AI）、期待育種価（枝肉重量×脂肪交雑）、
種雄牛の価格への影響を調査。単回帰分析
の結果、価格は去勢雄、雌ともに日齢体重
が増えると向上し（P<0.01）、産次数の増
加にともない低下（P<0.01）、母牛登録点
数の上昇により向上（P<0.01）。分散分析
による価格に対する産次数の効果は去勢雄
で有意であり（P<0.01）、雌においても傾
向が認められた（P<0.10）。受胎方法では、
価格は去勢雄、雌ともに ET が AI より高か
った（P<0.05）。日齢体重に対する期待育
種価の効果では、去勢雄で枝肉重量の主効
果が認められ（P<0.05）、価格に対する期
待育種価の効果では、雌において脂肪交雑
の主効果で傾向が認められた（P<0.10）。
ダミー変数を用いた種雄牛の重回帰分析に
より、価格および日齢体重に関連している
可能性の高い種雄牛を推定。 
 
255．新規酪農場への乳質改善を中心とした
飼養管理技術指導：和歌山県紀北家保 山
本敦司、髙橋康喜 
 新規業者が令和元年 6月に乳用育成牛 12
頭飼養。内 4 頭が分娩し搾乳開始したが 6
月下旬の乳質検査で乳脂肪 2.20~3.34%(基
準 3.50≦)、無脂固形 7.41~8.17%(基準 8.3
0≦)と低く出荷不能のため、関係機関と乳
質改善指導実施。農場は牛舎 2 棟、人員 2
名、飼料は分離給与。改善のため代謝プロ
ファイルテスト(以下 MPT)を 6･7･8 月に実
施。総コレステロール(mg/dl)73.5±21.5
→91.0±19→100.5±17.5(標準値 181±4
6)、総蛋白(g/dl)5.3±1.2→6.5±0.4→7.
1±0.8(標準値 8.3±0.7)、尿素窒素(mg/d
l)4.0±0.7→6.7±2.2→17±4(標準値 15±
3)。MPT は低栄養状態で、BCS も 2.0～2.25
と低い。原因は搾乳後も育成用飼料給与で
DM･CP･TDN 不足のため。飼料設計変更後、D
M･CP･TDN の各充足率は順に 70.9%→103%、7
1.1%→121%、82.5%→121%。7･8 月の MPT は
徐々に改善。9 月上旬に乳質検査基準を達
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成。9 月中旬に 1 名退職し搾乳不能のため、
搾乳牛を他農場に一時預ける。酪農継続の
意向だが経営再開時期未定。従業員は搾乳
再開までに飼養管理技術向上が必要。 
 
256．経営的課題が多い酪農経営体に対する
総合的指導：和歌山県紀南家保 山中克己、
岩尾基 
 県域の養牛農家を対象とした経営コンサ
ルティングにて、経営的課題が最も多い酪
農経営体を指導対象農家に選定。所得向上
と負のスパイラルから脱却を目指し、種々
の指導と対策を 3 年間実施。課題は①知識
・技術向上、②ダウナー症候群予防、③乳
房炎対策、④栄養管理改善、⑤慢性疾病予
防、⑥繁殖成績改善、⑦家畜改良、⑧副産
物販売、⑨労働時間短縮である。経営者の
関心を高めるよう工夫しつつ、具体的な指
導を実施。これにより、多くの対策を実行
するようになり生産性が向上。しかし、理
解しても取り組めないことが存在し、短時
間での劇的な経営改善は至難であった。未
だ死廃事故による負のスパイラルが継続し
ている。取り組めない最大の要因は長時間
労働であり、改善には経営者のスキルアッ
プが不可欠である。今後は経営コンサルテ
ィングを毎年実施し、信頼関係を維持しな
がら重点的指導を継続し所得向上を図る。 
 
257.牛の胆管癌と診断した一症例：島根県
家畜病鑑室 濱田悠太、横田司 
 本症例は 16 か月齢の黒毛和種肥育牛。2
019 年 6 月、血液検査の結果から肝機能の
低下を疑い診療。同年 8 月、起立不能とな
り病性鑑定実施。解剖の結果、肝臓は白色
の結合組織に被包化され、肝葉構造が確認
できず、バレーボール状を呈す。その他臓
器に著変なし。病理組織学的検査において、
肝臓の被包化している白色領域はマッソン
・トリクローム染色陽性の結合組織の豊富
な増生に伴う、上皮様細胞による胆管様構
造の増生確認。増生した胆管様構造は不整
形、重層化などの構造異型、肝実質への侵
襲像確認。抗 AE1/AE3 抗体を用いた免疫染
色陽性。肝実質には巣状壊死や出血。胆管
様構造を呈した上皮様細胞は構造異型、結
合組織増生、肝実質への侵襲傾向より悪性
腫瘍と判断し、牛の胆管癌と診断。肉眼所
見から感染性の肝線維症または肝臓の発生
異常を疑うが、病理組織学的に発生異常の
可能性を否定できず。今後さらに症例を集
め、検討していく。 
 
258．6 か月齢子牛において発生した牛白血
病への遺伝子学的クローナリティ検査の適
用：島根県家畜病鑑室 渡邉勉、横田司 
 近年、BLV 感染子牛の牛白血病発症が多
く、本病における成牛型と子牛型の境界が
曖昧。牛白血病診断技術には牛染色体上 BL
V プロウイルス挿入位置モノクローナリテ
ィ検出法(iPCR 法)、免疫グロブリン遺伝子

領域モノクローナリティ検出法(IgC 法)が
あり、今回、両法にて牛白血病分類を実施。
当該牛は 6 か月齢の黒毛和種。体表リンパ
節腫脹で牛白血病を疑い、母牛とともにリ
アルタイム PCR で抹消血 BLV プロウイルス
量を計測、当該牛が 2.9×104、母牛が 3.0
×104(コピー/105 細胞)。後日、予後不良に
て剖検実施、各種リンパ節が腫脹。病理組
織学的検査、免疫組織化学的検査では各種
リンパ節に抗 CD79α陽性腫瘍細胞。抹消血
白血球、浅頚リンパ節(lym)、下顎 lym、肺
門 lym のクローナリティ検査では、iPCR 法
は全例陰性、IgC 法は下顎 lym および肺門 l
ym が陽性。クローナリティ検査を用いるこ
とで、本症例に BLV の関与なく子牛型と判
定でき、本検査法の有用性が示唆。 
 
259．「見える化」による衛生指導方法の一
例：島根県益田家保 小林寛生、板倉悟 
 当管内で繁殖成績の低下が問題となって
いる肉用牛繁殖農家に対して、繁殖成績を
分かりやすくした資料の作成や、飼養管理
作業を分かりやすく標準化した作業書の作
成等の「見える化」による衛生指導を実施。
繁殖成績については、誰でも同じ様式で資
料を作成することができるエクセルファイ
ルを作成。この資料では、長期不受胎牛の
抽出をはじめ、様々な繁殖情報を表やグラ
フで表すことが可能。飼養管理作業につい
ては、当農場で問題であった従業員による
給餌量のバラツキを是正し、安定した飼料
給与を行うため、写真を用いた給餌表を作
成し、従業員の作業の標準化を図った。こ
うした「見える化」による衛生指導により、
農家は詳細な繁殖状態を把握し、長年にわ
たり改善されなかった指導内容に取り組む
きっかけとなった。見える化による衛生指
導は飼養衛生管理の向上の布石となるため
継続していきたい。 
 
260．規模拡大を目指す肉用牛農家の生産工
程管理支援：広島県西部家保 藤原郁美 
 広島県では、広島和牛の生産体制再構築
のため、肥育経営体の規模拡大を推進。平
成 31 年 1 月から、規模拡大を目指す一貫・
肥育農家 1 戸の課題解決を支援。農場の課
題は、子牛の生育及び枝肉成績の不振、従
業員の離職。情報共有不足と作業方法の未
確立が一因と考え、対策として次の過程で
生産工程管理支援を実施。1 専門家派遣事
業を活用し、経営者に対して生産工程管理
の重要性を説明。2 作業手順書の作成し、
現在の作業手順を標準化し、全員で共有す
るとともに、これを活用した教育体制の整
備。3 毎月 1 回農場全員参加の作業検討会
を実施し、効率的かつ衛生的な作業方法の
検討。取組の結果、生産工程管理体制の基
盤が整備されるとともに、従業員の管理意
識が向上。作業検討会ではスケジュールの
共有も行い、計画的に作業できる環境に改
善。今後は、さらなる作業方法の改善や農
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場が自立して生産工程管理できる体制の整
備により、枝肉成績の改善や従業員の雇用
定着を促進。 
 
261．大型酪農家の受精卵移植（ET）の取組
み：広島県東部家保 山本祐輔、北條巧 

大型酪農家で、ET（ホル育成 300 頭/年）
による和牛生産推進の取組みを実施。月 1
回の体内採卵と月 3回の同期化での ETを実
施。受精卵は体外・体内の新鮮・凍結を使
用。取組項目 1 同期化処置の移植率調査と
同期化法の検討、2 受精卵の種類別受胎率
調査、3 採卵の個体、回次、過排処置別の
正常卵数調査。1 同期化法の検討で、移植
率 69.9%（812/1161）から 85.3%（162/190）
に向上。2 受胎率は体内新鮮 57.5%（61/10
6）、体外新鮮 50.5%（99/196）、体内緩慢
50.0%（29/58）、体外ガラス化 38.4%（48/
125）、体外緩慢 18.2%（59/324）。3 正常
卵数は、個体別：10.8～0.3。回次別：1 回
7.6、2 回 5.9、3 回 4.2。過排処置別：漸減
7.4、ワンショット 2.7～7.3。今回の検討
で、移植率向上と効率的な採卵が可能。得
られた知見を、継続性のある ET 取組みの支
援と、和牛増頭に活用。 
                    
262．酪農経営の外国人労働者経営参画意識
向上への取組：広島県東部家保 清角夏紀、
橋本純恵 

外国人労働力の活用が進む中、外国人労
働者を雇用する大規模酪農経営体の、外国
人材の定着と育成への取組み。中小企業診
断士の支援を受け、日本人及び外国人従業
員が経営体の経営理念、経営目標、事業ド
メインを共有。経営戦略を考えるため SWOT
分析、クロス分析後、アンケート調査を実
施。経営者は、初めて外国人従業員の意欲
や提案を聴取。また、アンケート結果から、
外国人従業員にも経営者の「牧場の一員と
して経営戦略に加わり、長く働き続けてほ
しい」という気持ちが伝わったと判明し、
外国人従業員の経営参画意識向上に効果的
と考察。今後、当該牧場は、職場環境の整
備、外部研修制度の確立、写真を加えるな
どのマニュアルの改善を実施し、人材の定
着と育成を図り、安定的な経営の確立を目
指す。外国人の活用には人材育成という日
本人と共通する課題と意識の違いから発生
するギャップを補う工夫が、重要項目にな
ると考察。 
 
263．農場 HACCP 認証への取組み:香川県西
部家保西讃支所 渡邉朋子 
 肥育２農場、繁殖１農場を所有する肉用
牛繁殖肥育一貫農場において、平成 30 年５
月より肥育１農場の農場 HACCP 認証取得に
向けた取組を開始。農場、家保、普及セン
ター、畜産協会、飼料会社、動物医薬品メ
ーカー、JAからなる HACCPチームを発足し、
月１回の会議を開催。家保は飼養衛生管理
を重点的に指導。結果、衛生管理区域の見

直し、牛舎内の整理整頓、車両消毒装置の
設置、導入牛隔離牛舎の新設等を実施し、
飼養衛生管理の改善が図られた。危害要因
分析から重要管理点とした注射針及び動物
用医薬品等の管理は使用簿の整備、１頭１
枚の個体管理カードの整備等で管理。HACC
P 関連文書の整備を支援した結果、令和２
年３月の書類審査・実地審査で、県内初と
なる認証を予定。認証取得後も定期的な検
証・改善により畜産物の安全性の向上を図
っていく。 
      
264．管内酪農家における飼料費低減に向け
た稲発酵粗飼料（WCS）利活用の取り組み: 
愛媛県南予家保宇和島支所 廣瀬宗範、大
北栄人 
 畜産経営は、生産費に占める飼料費の割
合が高く､平成 18 年以降の飼料価格の高騰
により厳しい経営が続いている。また、平
成 23 年以降、国の経営所得安定対策の拡充
等により、WCS 及び飼料用米の作付が拡大
しており、その利活用が期待されている。 
 そこで、管内酪農家において、WCS を利
用した飼料費の低減を重点目標とし、関係
機関及び耕畜連携により自給飼料生産の課
題（労働力確保等）の解決を図り、酪農経
営における経営改善に取り組んだ。 
これにより、酪農経営 50 頭規模での適正な
WCS 必要量（270ｔ/年）を明らかにした。
さらに経費に占める飼料費の割合が 35％
（全国平均 40％）を達成し、飼料費の低減
が図られ、WCS 活用による経営モデルを確
立した。 
 
265．新規就農者の技術習得に向けて：高知
県西部家保 久保紀恵、橋詰由衣子 

管内の肉用牛飼養戸数は、高齢化や後継
者不在により減少傾向。今後、新規就農者
を確保するためには経営の安定化が重要。
そこで、繁殖和牛経営を開始した新規就農
者に、繁殖成績向上目的で代謝プロファイ
ルテスト（MPT）と牛群管理指導を実施。同
時に生産性に影響を及ぼす牛白血病ウイル
ス（BLV）の浸潤状況も調査。MPT は春と秋
に測定。春期ではグルコースが泌乳前・後
期で低値、ルーメンサイズと飼料養分充足
率が牛群全ステージで低値を示したため、
採食量改善を目的としてヘイキューブ給与
を指導。結果、分娩間隔が 468.9 日から 35
2.7 日、初回授精日数が 58.1 日から 49.3
日に短縮。それに伴い、市場への子牛出荷
は安定した頭数を確保。BLV 調査では、農
場での感染はなく侵入防止に向けて BLV 陰
性牛の導入対策を検討。今後は、この農家
を規模拡大により生産基盤を確立させ、地
域におけるビジネスモデル農家となるよう
さらに技術指導を継続。 

 
266．乳牛に見られた皮膚型牛白血病の一症
例：高知県中央家保 藤原理央 

牛白血病は地方病型と散発型に分類さ
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れ、非感染性とされる散発型は子牛型、胸
腺型及び皮膚型に細分。症例は 2 歳 10 ヵ月
齢の雌のホルスタイン種。全身性の脱毛及
び痂皮を伴う扁平状の隆起（局面）が見ら
れたため加療するが、搔痒、頸部及び眼瞼
の腫瘤形成、体表及び骨盤腔内のリンパ節
の腫脹が著しく、第 34 病日に病理解剖を実
施。皮膚腫瘤及び局面は乳白色を呈し充実
性。リンパ節は中等度～重度に腫大し割面
は乳白色髄様。血液検査では末梢血に異型
リンパ球は見られず、白血球数も正常。組
織学的に皮膚真皮、皮下組織及びリンパ節
にリンパ球様腫瘍細胞が浸潤。腫瘍細胞は
表皮向性を示し、Pautrier 微小膿瘍様の表
皮内浸潤を確認。核は異型性を呈し、脳回
状の核が散見。免疫組織学的に腫瘍細胞は
CD3 陽性。牛白血病ウイルス抗体は陰性。
以上の所見から、T 細胞性皮膚型牛白血病
と診断。 
 
267．防疫演習における新たな取組みと今後
の課題について：福岡県両筑家保 山本訓
敬、福島瑞代 
 口蹄疫等防疫対策事業の一環として、毎
年度実地防疫演習を開催。すでに１０年以
上経験しており、内容が恒常化。そのため
新たな取組みを模索し、問題の掘り起こし
を実施。新たな取組みとして傷病者マニュ
アル案を作成し、これをもとにシミュレー
ションを行い、演習で実演。演習後は内容
を精査し、ウイルスを農場外に持ち出さず、
迅速な対応に注力した傷病者対応動画を作
成。また演習のなかで、初動対応時の家畜
の取り扱いにおける問題点を洗い出し、地
域防疫演習を活用して牛の取り扱い研修を
実施。実地防疫演習は毎年度実施している
ため、初動防疫対応時の一連の工程につい
ては各家保とも十分に対応できる状態。引
き続き恒常的な演習は必要であるものの、
問題意識を持って取り組む必要性を確認。
傷病者対応に視点を当てることで、マニュ
アル化の足がかりとすることを期待。また
演習時に感じた問題点をテーマに研修を実
施することで、不得意な技術の向上を図る
ことができた。 
 
268．農場 HACCP 認証取得までの支援とこれ
からの取組み：長崎県壱岐家保 日高裕介、
高山裕介 

管内の肉用牛肥育農場に対し、農場 HACC
P 認証取得支援を実施。農場、薬品会社、
畜産協会、家保で HACCP チームを組織し、
平成 29 年 5 月から取組を開始。家保は毎月
の農場 HACCP 推進会議と農場との打合わせ
で文書記録類を整備し、農場環境整備も指
導。記録様式の整備と共に記録の意義を従
業員に説明し記録づけの習慣化を図った。
平成 30 年 6 月以降、家保がシステム構築指
導も担い、農場 HACCP 指導員研修に参加。
同年 11 月には文書作成が一通り終了。同年
12月に農場代表と共に農場 HACCP認証取得

支援研修会に参加。平成 31 年 1 月から内部
検証に取組み、構築したシステム並びに運
用法の適正性の確認と見直しを実施。取組
の結果、平成 31 年 3 月に審査申請し、令和
元年 6 月 3 日、農場 HACCP 認証農場として
認められた。また、従業員の衛生意識が高
まり、飼養衛生管理の向上が認められた。
今後も指導を継続し、次の目標である別支
場の認証取得時には、農場主導で進められ
るよう知識と経験を伝えていきたい。 
 
269．肉用牛繁殖データ活用法の検討及びレ
ポート作成自動化システム構築への取組：
熊本県城南家保 矢野光太郎 

当所では、年間約 1,200 頭の繁殖検診（検
診）を実施。従来は、手作業で検診データ
を集計・分析、時間と労力を要し、レポー
トの種類も限られていたため、集積したデ
ータベースの整理、エクセルマクロ機能の
追加による効果的なレポート出力を検討。
既存の①関係機関へ報告する繁殖成績集計
表、②検診実績をまとめた繁殖指導成績表
及び③講習会資料に使用する各種表・グラ
フに加え新たに、④農家管理用の母牛リス
ト、⑤牛毎に繁殖管理ができる授精・移植
記録表、⑥農家及び地域毎の受胎率等の繁
殖成績を示す牛群情報・繁殖成績表、⑦検
診対象牛を抽出し野帳として利用する検診
牛リストの 4 つのレポートを追加。その結
果、データ処理の時間短縮、分娩後のフレ
ッシュチェック対象牛や初回授精遅延牛を
現場で容易に把握でき、積極的な検診を可
能にするシステムを構築。今後も、農家へ
の有益な検診業務と情報提供に寄与できる
システムとなるよう、改良を継続。 
 
270．踏み込み消毒槽使用薬剤の比較試験：
大分県玖珠家保 池堂智信               

現場で使用される踏み込み消毒槽使用薬
剤は様々であり、適した使用薬剤の選定が
必要。消石灰（1 区）、複合次亜塩素酸系
消毒剤（2 区）、逆性石けん（3 区）、家庭
用漂白剤（4 区）及び水道水（対照区）を
供試。1 日に 1 度健康繁殖肉牛の糞便 20.0
g を投入し、30 日間継続的に消毒液の細菌
培養検査及び pH 測定を実施。1 区及び 2 区
は day30 でも消毒薬から腸内細菌は分離さ
れず、pH も変化無く推移。さらに 1 区、2
区についてゴム板に Salmonella Typhimur
ium(S.T）を塗布し、各区 day0 及び day30
の消毒槽に 5 秒間浸漬。その後ゴム板拭い
液を採取し培養したが、S.T は検出されず。
1 年間使用時のコストは 1 区が約 330 円と
他の区と比較して 1/7 以下。以上から総合
的に判断し、消石灰が踏み込み消毒槽使用
薬剤として最も適すると考えられる。 
 
271．後躯麻痺を呈した子牛 2 症例の病理学
的検索：宮崎県宮崎家保 重永あゆみ 
 後躯麻痺子牛 2 症例について病性鑑定を
実施。症例 1 は、牽引分娩直後から起立不



 

 

 - 57 - 

能、症例 2 は 9 日齢で突発的な起立不能を
呈し、ともに 14 日齢で鑑定殺。2 症例とも
に臨床的には後躯の完全麻痺を呈していた
が、腰部や腹部に外傷等は認められず。病
性鑑定の結果、症例 1 では、第 1 腰椎付近
から馬尾にかけての脊髄及び周囲組織の出
血、脊髄には典型的なワーラー変性に基づ
く病変形成が認められたことから、圧迫性
脊髄症と診断。発生状況から、牽引分娩に
起因したと推察。症例 2 では、脊髄に肉眼
的な異常はなかったが、右小腰筋の出血部
に炎症性細胞浸潤を伴う筋線維壊死、第 4
腰髄以降の脊髄灰白質に広範囲な融解壊死
が認められたことから、当該部分を支配す
る脊髄動脈の血行障害による虚血性脊髄症
と診断。発生要因として、右小腰筋の局所
的損傷の関与が疑われたが、鑑定殺時の血
清 CPK 値は基準値内であり、筋損傷の原因
は不明。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 - 58 - 

Ⅱ 豚の衛生 
 
Ⅱ－１ ウイルス性疾病 
 
272．汚染防止を考慮した豚コレラ蛍光抗体
法の検討：北海道石狩家保 羽田浩昭、和
田好洋 

豚コレラウイルス（CSFV）検出用凍結切
片作製にあたっては器具等の汚染防止措置
が重要。組織の急速凍結に用いる n-ヘキサ
ン、包埋に用いるコンパウンド及び切片の
固定に用いるアセトンの CSFV 不活化効果
について検討を実施。コンパウンドは殺菌
剤含有の市販品 3 種を使用。各種試薬と CS
FV（GPE-株）をそれぞれ混和し、室温で 10
分間反応した後、培養細胞に接種して細胞
変性効果を指標にウイルス力価を定量。コ
ンパウンドは全て濃度 5%以上で CSFV を検
出限界未満まで不活化。アセトンは濃度 50
%以上で CSFV を検出限界未満まで不活化し
たが、濃度 20%以下では不活化せず。n-ヘ
キサンは CSFV を不活化せず。以上より、コ
ンパウンドは包埋・薄切時の CSFV 汚染をあ
る程度防止可能と推察。アセトンは CSFV
を不活化するが、繰り返しの使用により劣
化した場合の効果減弱が示唆。n-ヘキサン
には CSFV 不活化効果が認められず、凍結処
理時の CSFV 汚染防止には使用後の n-ヘキ
サンの適切な処理が必要。 
 
273．CSF 及び ASF の侵入防止強化に向けた
農場指導：岩手県県南家保 世良田研、昆
野雄介 

管内 53 戸の養豚場の立入調査方法の在
り方と CSF 発生地域に豚を出荷する際の交
差汚染防止対策を強化。立入調査では、農
場の衛生レベルに応じた指導をするため、
規模及び経営形態により３段階のランクを
設定。順守すべき飼養衛生管理基準の確認
内容をより踏み込んで調査し、速やかな改
善を指導。特にも病原体持込み防止は、最
重要ポイントとして２週間以内の迅速な改
善を指示。防疫上、家保職員の立入を制限
する農場には、より客観的な判断ができる
よう指定した手法で撮影した調査箇所の映
像を求め、半年強で全戸の改善指導を完了。
管内種豚場６戸に対し、CSF 発生地域への
豚出荷時の留意点として、①出荷先農場外
での豚の受渡し、②受渡し後の車両消毒及
び作業員の衣服等の交換・消毒、③農場帰
着前の複数回以上の車両消毒の徹底、④作
業記録の作成及び保管を指導。①～④の内
容をまとめた独自リーフレット及び種豚出
荷記録の参考様式を送付、農場も理解し実
践中。 

 
274．実践経験を踏まえた養豚場における緊
急立入検査対応と防疫計画の課題の整理：

岩手県県南家保 池原遊人 
今年度、管内で実施した異常豚緊急立入

検査２事例と CSF 発生県派遣職員の経験及
び管内で実施した埋却訓練を踏まえ防疫計
画策定時の課題を整理。検査対象豚選定の
ための白血球数測定は、精度を確保するた
め現地計測から家保での測定へ変更、公用
車で安全に生体搬送するため体重に応じた
輸送容器を確保。県要領で定める獣医師 20
名/８時間で 1,000 頭のと殺計画は派遣職
員から困難と指摘、複数クールでの対応及
び獣医師を電殺と薬殺に専任し、６名/８時
間で 500 頭と算定。埋却訓練で、土木専門
家から従前８m とした埋却溝の幅は土質に
応じて 12m 必要との指摘を受け、計画の 1.
5 倍の面積が必要と判明。また埋却溝への
シート敷設方法及びフレコンバック投入時
の作業性向上と安全確保が課題で玉掛有資
格者の配置を検討。研修会を通じて、動員
要請する管内臨床獣医師と発生に備えた認
識を共有。今後、県要領への反映と関係機
関との連携により、防疫体制の強化を図る。 
 
275．東北一の養豚密集地帯における CSF
防疫体制の整備：宮城県東部家保 北勇一
朗、國井洋 

管内登米市は東北一の養豚密集地帯(農
場数 49 戸約 5 万頭飼養)であり、関連施設
（と畜場、7 有機センター）が集中するこ
とから、まん延防止策の強化など防疫体制
の整備が急務。交差汚染のリスク低減を目
的に関連施設及び関係機関等と協議の上、
緊急連絡体制、搬入ルール、車両・施設内
の消毒体制及び発生時の役割分担等のマニ
ュアル化に加え、と畜場での CSF 発生を想
定した埋却地調査とシミュレーション、有
機センター関係者への利用ルール等の周知
を実施。県現地対策本部の強化に向けて防
疫演習と実働訓練を実施（80 名参加）。建
設業協会（協会）との連携と危機管理体制
強化のため、県と県協会との共催による防
疫対策研修会について、支部協会と企画提
案し開催（180 名参加）につなげた。支部
協会とは CSF を想定した初の埋却演習を実
施(119 名参加)。農場対策として、いのし
し侵入防除のため防護柵設置を推進(11
戸)。CSF 発生時のまん延防止と体制の整備
を推進。 
 
276．管内と畜場における防疫体制強化への
取組：仙台家保 柴田千尋、小寺文 

平成 25 年の PED 発生以降、仙台市所管の
と畜場へ定期的に立入りを行い、車両動線
・消毒等の交差汚染防止対策を継続指導。
当初、入退場時の車両消毒設備の不備等の
課題があったが、施設改修を含め段階的に
改善。平成 30 年夏から、CSF や ASF の対応
としてと畜場管理者と防疫対策や通報体制
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等を検討。令和元年 5 月、当該食肉衛生検
査所から、と畜検査中に同一出荷農場の 2
頭で全身性の出血病変を確認した旨、通報
があり立入。同時に、当該農場への立入も
実施し、CSF 及び ASF を否定したが、本事
例から、両疾病に対する実効性のある詳細
な防疫体制の整備が必要と判断。速やかに、
県、市及びと畜場管理会社による定例会を
開始し、一体的な発生時対応マニュアルを
策定。さらに、市のと畜検査員を対象に、
生体検査に必要な豚の保定・採血研修を実
施。今後も関係機関と連携し、交差汚染防
止対策やマニュアルの精度向上等、防疫体
制の強化に向け、取り組みを継続中。 
（本文は 17 行であること。） 
 
277．県内の野生いのししを対象としたＣＳ
Ｆ検査体制：宮城県仙台家保 山﨑保奈美、
小寺文 

平成 30 年 9 月、CSF の国内発生が確認さ
れ、野生いのししでの浸潤も明らかになっ
た。本県では国の通知を受け、県庁畜産課
で実施要領を策定し、各家保が県地方振興
事務所各部（農振部・林振部）及び各市町
村との地域緊急防疫会議等を経て、交通事
故死個体を含む全死亡野生いのしし感染確
認検査を開始。開始直後は、当所病性鑑定
班（以下、病鑑）が県内全域の採材対応。
交通事故死個体は、検査事例が 10 件に達し
た段階で検査除外。現地管轄家保での採材
対応への変更に伴い、病鑑が汚染リスク防
止を考慮した「採材手技マニュアル」を作
成。これまで県全域で 20 頭の検査を実施
し、全て陰性を確認。また、当所では実施
状況に応じてその都度、市町村等と協力・
連絡体制について協議を重ね、採材対応効
率の向上を図ってきた。現在は、国内 CSF
発生拡大に対する県内の調査として県南部
の捕獲いのしし検査を開始、感染いのしし
県内侵入の監視を強化中。 
 
278．県内養豚場で発生した豚サーコウイル
ス関連疾病（PCVAD）：秋田県中央家保 千
葉脩史 李英輝 
 県内の養豚場において、同腹の哺乳豚１
２頭のうち１０頭が下痢を呈し、９頭死亡。
発症豚１頭、死亡豚１頭について病性鑑定
を実施。ウイルス検査では、5 臓器および
腸管から豚サーコウイルス２型（PCV2）特
異遺伝子を検出。PCV2 のリアルタイム PCR
では、臓器から最大 10８copies/g の遺伝子
を検出。病理組織検査では、腸管粘膜にお
いて絨毛萎縮、パイエル板のリンパ球減少
がみられた。また、リンパ系組織で好塩基
性細胞質内封入体がみられた。抗 PCV2 免疫
染色で各臓器に陽性反応を確認。以上から
PCVAD と診断。当該農場では過去に PCVAD
の発生が確認されており、また、本事例で

は環境材料からも PCV2 特異遺伝子が検出
されていることから、農場内で継続的に PC
V2 感染があったものと推察。環境中の PCV
2 が経口的に感染、腸管に病変形成しリン
パ行性および血行性に全身に伝播。易感染
状態となり、死亡豚についてはさらに細菌
等の混合感染により死亡したものと推察。 
 
279．豚繁殖・呼吸障害症候群（PRRS）コン
トロールによる生産性向上対策の一事例：
山形県庄内家保 丹恵、大河原博貴 

繁殖母豚 100 頭規模の一貫経営農場で、
オールイン・オールアウトができない肥育
舎 1 棟（A 肥育舎）における呼吸器症状の
散発や他肥育舎より高い事故率が課題、検
査により PRRS の関与が示唆。A 肥育舎のみ
での PRRS 陽性結果を受け、畜主は、生産性
向上のため本病のコントロールに着手。作
業動線やピッグフローを見直して、舎内及
び畜舎間の伝播リスクを低減。肥育舎 1 棟
を増設し A 肥育舎の半数の豚房に空舎期間
を確保。平成 30 年 12 月より、A 肥育舎で
飼養する予定の離乳豚に対し移動 3 週間前
に PRRS 生ワクチンの接種を開始。A 肥育舎
へ移動した接種豚と未接種豚との接触を防
ぐため、ロット毎に仕切りを設置。当所は
定期的にウイルス動態を調査し対策を継続
指導。対策開始後、畜主は A 肥育舎におけ
る症状軽減と生産性向上を実感。ワクチン
接種開始後の抗菌注射薬の指示頭数は、接
種前より約 25%減少。今後もウイルス動態
調査を通し、本病コントロールの取り組み
を支援していく。 
 
280．初産豚産子で認められた先天性豚痘の
一症例：山形県庄内家保 髙橋宏充、佐々
木志穂 

平成 31 年 3 月、管内養豚農場（母豚 280
頭飼養）で、初産豚 1 頭が娩出した産子 10
頭のうち、体表及び口腔内に 10mm 前後の白
〜淡赤色の丘疹を認めた 5 頭（死亡 3 頭、
虚弱 2 頭）を病性鑑定。他の繁殖豚・哺乳
豚に異常は認めず。病理組織学的検査では、
皮膚丘疹部で有棘細胞の風船様変性、好酸
性細胞質内封入体、炎症細胞の浸潤を確認。
ウイルス学的検査では、3 頭の皮膚病変部
から豚痘ウイルス特異的遺伝子を検出、他
のウイルスの関与は否定。PCR 産物の塩基
配列は 2011年以降の国内分離株と 100％一
致。細菌検査では、主要臓器からの有意菌
分離陰性。以上より、本症例を先天性豚痘
と診断。同一豚舎内での機械的伝播及び接
触感染による拡大防止のため、育成豚の導
入時の駆虫及び母豚の分娩舎移動前の豚体
消毒を継続。令和元年 11 月、本農場に隣接
する関連農場で、産子（6 産）に同様の症
状を確認。管内でも稀な症例で、ウイルス
の侵入経路や時期は不明。今後も症例を重
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ね、病態解明に努める。 
 
281．県内養豚場における豚サーコウイルス
3 型（PCV3）浸潤状況調査：福島県中央家
保 橋本知彦 

PCV3 は平成 27 年に北米で初めて確認さ
れ、繁殖障害や豚皮膚炎腎症候群等への関
与を示唆。県内での PCV3 の浸潤状況を調査
するため、平成 29 年度から令和元年度の事
業余剰血清を用い、概ね 4 又は 5 検体でプ
ールし、Palinski らの方法に基づく PCR 法
により検査を実施。その結果、平成 29 年度
36 農場中 14 農場、平成 30 年度 31 農場中 1
2 農場、令和元年度 35 農場中 21 農場で陽
性を確認し、PCV3 浸潤農場は増加傾向。一
度でも陽性を確認した農場を陽性農場とす
ると、69 農場中 38 農場が陽性。地域ごと
の浸潤状況は、中通りで 48 農場中 30 農場、
会津で 9 農場中 4 農場、浜通りで 12 農場中
4 農場が陽性農場であり、地域性があると
推察。飼養形態での比較では、肥育農場 18
農場のうち 12 農場、繁殖農場 7 農場のうち
4 農場、一貫農場 42 農場のうち 21 農場が
陽性。PCV3 は県内に広く浸潤し、発症が危
惧されることから、異常時の早期通報と原
因究明が必要。 
 
282．非定型豚ペスチウイルス（APPV）が検
出された先天性痙攣症の一症例：福島県中
央家保 佐藤敦子  
 一貫経営養豚場で平成 25年 3月に分娩し
た初産母豚 7 頭中 6 頭の新生子豚が神経症
状を呈し死亡。発症豚は脊髄白質の髄鞘低
形成、小脳白質に多数の小空胞形成。病原
体や遺伝的要因等を認めず、原因不明の先
天性痙攣症と診断。平成 30 年に熊本県で国
内初の非定型豚ペスチウイルス（APPV）の
関与を疑う先天性筋痙攣症が報告されたた
め、本症例でも APPV の NS3 領域を検索し、
子豚扁桃、血清から APPV を検出。一方、本
農場の過去の事業余剰血清 54 検体は陰性、
過去の病性鑑定 16 症例 120 検体は平成 25
年肺炎 1 症例 3 検体から APPV を検出。q-P
CR では肺炎症例のみ陽性、両症例の APPV
は塩基配列に相違があり異なる株と判明。
本症例の APPV の NS3-4 領域を遺伝子解析、
平成 29、30 年中国株と 90％相同。平成 25
年に既に県内に APPV が存在し、本症例への
関与を示唆。過去の原因不明とされた先天
性痙攣症への関与も示唆され、今後、病原
性の解明が必要。 
 
283．鹿行地域のオーエスキー病（AD）清浄
化：茨城県鹿行家保 田邊ひとみ、小貫登
輝夫 

管内養豚場、4 市 109 農場、約 18 万頭飼
養。A 市は 72 農場、約 14 万頭で最も多く、
次に B 市で 31 農場、3.4 万頭を飼養。AD

対策開始時（H20）の AD 陽性農場は A 市で
48 農場（32％）、B 市で 25 農場（17％）、
残り 2 市は陰性。清浄化対策として、農場
ごとの清浄性区分を繁殖豚、肥育豚ともに
野外陽性の++農場、繁殖豚のみ陽性の+農
場、陽性豚がいない清浄農場の 3 区分に分
類。++農場はワクチン接種の徹底で肥育豚
の陰性化を図った。+農場は野外感染母豚を
早期淘汰し、段階的に清浄化を目指した。
大規模農場ではピッグフローの改善等によ
り H31.2 月に清浄化達成。密集地域では繁
殖豚のワクチン接種時期を統一して年 3
回、肥育豚の接種回数を 2 回に増やした結
果、H29.7 月以降肥育豚の陰性を維持。陽
性農場は抗体検査を頻回実施することで感
染状況及び接種適期を確認し、清浄農場に
ついてもワクチン接種の徹底等を指導した
結果、R2 年 3 月鹿行地域の AD 清浄化達成。 
 
284．管内における野生イノシシ CSF 陽性地
域の推移：群馬県西部家保 藤澤 望 

隣接県の養豚場や野生イノシシでの CSF
陽性事例を受け、本県においても野生イノ
シシにおける CSF 浸潤状況の確認が急務。
令和元年 9 月、管内市町村等に野生イノシ
シの血液採取を依頼。令和 2 年 1 月末現在、
捕獲イノシシ 222 頭、死亡イノシシ 7 頭の
遺伝子検査を実施。10 月 4 日に上野村と藤
岡市で群馬県初となる CSF 陽性イノシシを
確認。その後、10 月中に南牧村と神流町、
11 月に富岡市、12 月に甘楽町及び高崎市に
おいて感染を確認し、管内 7 市町村にまで
陽性地域が増加。令和 2 年 1 月末時点まで
に 20 頭で陽性確認。うち、埼玉県に隣接す
る市町村での CSF 陽性は 11 頭。陽性イノシ
シの確認地域は北上を続け、埼玉県境から
20km 離れた富岡市まで拡大。養豚場に最も
近い陽性イノシシ捕獲場所は直線距離で
0.5km。今後も CSF 陽性イノシシの拡散に注
意が必要。養豚農家及び関係者の危機意識
を高め、CSF の侵入を防ぐ上で、野生イノ
シシにおける CSF 浸潤状況調査を継続する
ことが重要。 
 
285．管内養豚場における CSF 発生予防に向
けた取り組み：群馬県西部家保 今井 文 

隣接県での CSF(Classical swine feve
r、豚熱)の発生と県内初の CSF 感染野生イ
ノシシを管内で確認。管内養豚場での CSF
発生リスクが高い状況下で、発生予防のた
めの取り組みを実施。野生動物による感染
防止のため防護柵設置支援および農場内外
の衛生管理を指導。野生イノシシの CSF サ
ーベランスを強化、CSF 浸潤状況を把握し、
養豚場に迅速に注意喚起。CSF 感染イノシ
シ確認地域を中心に 55 農場 59,027 頭に初
回ワクチンを接種。接種後の免疫付与状況
調査を 53 農場で実施、抗体保有率 98%。未
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接種離乳豚のワクチン接種適期検討から 4
0 日齢以降の接種は適当と推察されるが、
更なる調査が必要。CSF 感染イノシシが農
場周囲に存在しうる中で、市町村、JA、地
域獣医師との連携、養豚場との信頼関係を
構築しながら指導。養豚場、関係者が協力
して防疫措置を実践できたことで発生予防
につながったと考察。今後も飼養衛生向上
のための指導を継続。 
 
286．豚サーコウイルス関連疾病の離乳豚に
みられた PCV2b による好酸性滴状物を伴う
大脳の水腫：群馬県家衛研 原田奈美香 

2019 年 3 月、母豚 40 頭を飼養する一貫
経営農場において、約 3 割の離乳豚で痩削、
死亡が続発。4 月、2 頭について病性鑑定を
実施。剖検では、小脳の髄膜に粟粒大の赤
色斑が多発、結腸間膜は水腫性に拡張。病
原検索では、2 頭とも主要臓器から病原細
菌は分離されず。CSFウイルスの FAは陰性、
遺伝子検査でペスチウイルスは不検出。肺
から PCV2b の特異遺伝子を検出。病理組織
検査では、2 頭とも大脳及び小脳の白質に P
AS 及び PTAH 染色陽性の好酸性滴状物を貪
食した貪食細胞の浸潤を伴う水腫、髄膜に
単核円形細胞を伴う水腫。小脳で出血巣が
多発し、髄膜の血管壁にフィブリノイド変
性。全身のリンパ節でリンパ球減少、好塩
基性ブドウの房状の細胞質内封入体が多
発。マウス抗 PCV2 抗体を用いた免疫染色
で、大脳、小脳、結腸の血管及び封入体に
一致して陽性抗原検出。以上より、本症例
を豚サーコウイルス関連疾病と診断。PCV2
による大脳病変に関する詳細な報告はこれ
までになく、本症例は稀。 
 
287．管内Ａ町における豚流行性下痢の発生
状況と課題：千葉県北部家保 岩間亮祐、
菅賢明 

平成 30 年シーズンに県内で豚流行性下
痢が再流行し 98 例中 20 例がＡ町で発生、
農場が密集する三地域に 18 例が集中。町内
全 42 農場にアンケートを取り伝播要因を
分析した結果、発生数は、最寄りの発生農
場からの距離が 500m 以下、飼養規模が小よ
り中～大規模、経営形態が肥育専門より一
貫及び繁殖経営の農場で有意に多かった。
地域間の伝搬は、畜産関係車両が頻繁に往
来する幹線道路沿いや、と畜場、死亡畜回
収場所等共通の集合施設を利用する農場間
で認められた。一方で、集合施設が共通、
かつ密集地に近い非発生農場も存在したた
め、該当 3 農場に詳細な聞き取りを行った
所、いずれも関係車両の農場侵入を最低限
とし出入時は消毒を徹底していた。以上よ
り関係者への迅速な発生情報提供と、農場
及び集合施設出入車両の消毒徹底が感染拡
大防止に有効と考えられた。今後調査対象

を県全域に広げて発生リスクを明らかにし
関係者全体で重要衛生管理点を強化してい
く。 
 
288．平成 31 年 1 月から流行した豚流行性
下痢についての一考察：千葉県中央家保 
三浦良彰、畑中ちひろ 

平成 31年 1月から令和元年 8月にかけて
養豚密集地を中心に豚流行性下痢（PED）が
98 例発生。流行の背景を探るため、平成 3
0 年夏期の流行地域における 3 年間非発生
農場の繁殖豚の PED ウイルス（PEDV）抗体
保有率、1 年以上非発生農場の肥育豚の PE
DV 抗体保有率、平成 31 年流行株の PEDV S
1 遺伝子領域の遺伝子解析を実施。 結果、
繁殖豚の抗体保有率は、5 産未満 55.3％、5
産以上 100％で、中和抗体価は 2 倍から 51
2 倍。肥育豚の抗体陽性戸数は 12/15 戸（8
0％）、陽性頭数は 37.3％。遺伝子解析の
結果、平成 31 年株は全て北米型で、平成 2
6年の北米型株と比べ S1遺伝子配列に明ら
かな差異はみられず。PED 発生後生まれと
考えられる 5 産未満の繁殖豚が抗体陽性で
あったこと、肥育豚の抗体陽性戸数が多か
ったことから、PEDV が広く養豚密集地域に
常在していると推察。今後も再発生が危惧
されることから、地域レベルでの衛生管理
の徹底が必要。 
 
289．管内と畜場の CSF 対策：東京都東京都
家保 宇杉央 磯田加奈子 

今年度、A と畜場の CSF 対策強化に取り
組んできたので、その経過について報告す
る。2019 年 4 月、関係部局で構成する家畜
防疫推進会議の中で、A と畜場での CSF 発
生時対応等について協議。9 月、野生いの
ししの CSF陽性地点から半径 10km以内の農
場から出荷があったことと、埼玉県の養豚
場での CSF 発生を受け、車両動線の整理、
車両及び人の入退場時の消毒体制を強化。1
0 月、「CSF に関する特定家畜伝染病防疫指
針」(以下、指針)の改正を受け、交差汚染
防止対策を強化。12 月、市場内の業界団体
を対象として(A と畜場は市場を併設)、CSF
に関する説明会が開催され、当所から、指
針及び発生時対応について説明。以上の結
果、A と畜場において適切に交差汚染防止
対策を実施することができた。一方、発生
時対応に関する体制については、未整備及
び検討を要する事項があることから、今後
も、関係部局と連携し、早急に体制整備を
図っていく。 
 
290．CSF 抗体検査の非働化条件の検討：東
京都 東京都家畜保健衛生所 竹内美穂 
 CSF ウイルス（CSFV）の血清抗体検査で
は、56℃、30 分間の非働化処理を実施する
が、本条件では CSFV は死滅しないことが報
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告されており、検査室等の汚染が危惧され
る。汚染リスクを低減する条件検索のため、
CSFV ワクチン株を用いたウイルス力価測
定、抗体陽性血清を用いた中和試験及び EL
ISA を実施した。56℃、60℃、65℃、70℃、
75℃の 30 分間処理では、75℃でウイルス力
価が最も低下したが、65℃以上で抗体検査
に影響が認められた。56℃、60℃、65℃の
それぞれについて、60 分、90 分、120 分、
180 分間処理すると、全温度で時間の経過
とともにウイルス力価は低下した。また、5
6℃及び 60℃では長時間の処理でも抗体検
査に影響はなかった。さらに、75℃から 10
0℃の高温で、数十秒から数分間処理を実施
したところ、短時間の加温でも抗体検査に
影響が認められた。温度条件を変更しても、
ウイルス力価が検出限界以下になることは
なかったが、UV を 60 分間照射した後に非
働化処理を実施する条件では、ウイルス力
価が検出限界以下に低下し、抗体検査にも
影響は認められなかった。本条件について、
容器の材質と形状の違いによる影響を確認
したところ、ポリプロピレン製の容器では、
容器の形状による影響は確認されなかっ
た。多検体を用いた確認検査でも、通常の
非働化条件と同様の結果を得ることがで
き、ウイルス汚染リスクを低減できる可能
性が示唆された。 
 
291．地域の連携で達成した 2 養豚場の PRR
S 野外株清浄化事例：新潟県下越家保 堀
江香会、木村仁徳 
 管内 K 農協組合員の 5 養豚場は H21 年か
ら衛生検査を継続し、毎年対策検討会を開
催。H30 年から PRRS 野外株陽性 2 農場の対
策を開始。長靴と衣類の交換、豚の配置変
更と接触防止等で対策し口腔液モニタリン
グで効果判定。2 農場とも野外株の検出が
続くためワクチン接種を開始。A 農場では
子豚舎で接種し肥育舎で野外株群とワクチ
ン株群を分離して配置。接種開始 9 か月後
には野外株は検出されず。出荷日齢が短縮
し肥育舎の呼吸器病が減少。B 農場では分
娩舎の離乳豚に接種するも当初は野外株の
検出が続き、接種日齢や子豚舎への移動日
を改善し 10 か月後には野外株は検出され
ず。肥育舎の呼吸器病が減少し、同時に実
施した衛生対策等により子豚舎の事故率が
低減。現在は 2 農場ともワクチン接種を中
止。清浄化には定期的な検査とそれに応じ
た対策の確実な実施が必須であり、農協と
連携した現場での迅速かつ頻繁な指導によ
り K 農協全体の野外株清浄化を達成。 
 
292．リスクステージに応じた CSF 発生予防
対策強化：富山県東部家保 水木亮史、池
上良 

CSF 発生リスクに応じ、発生予防対策を

強化。平成 30 年 9 月、岐阜県で CSF 感染を
確認。そこで県内侵入防止のため岐阜県の
子牛市場で県内肉牛農家へ消毒を指導。そ
の後、野生いのしし感染域が拡大、本県隣
接市でも感染を確認。リスク上昇より県外
導入豚の CSF 抗体検査で監視強化。併せて、
全養豚場で緊急消毒と県内と畜場で車両消
毒を指導。令和元年 7 月下旬、県内初の野
生いのしし CSF 感染を確認、農場フォロー
アップ指導を強化。指導前後で防護柵設置
17%→100%、効果ある防鳥ネット設は 25%→
82%、十分な車両消毒 58%→91%、専用衣服
等の更衣 25%→100%と大幅に改善。県内発
生なく、10 月下旬にワクチン接種実施。免
疫付与状況は、全農場で 80%以上抗体陽性。
しかし、肉豚平均 98.4%に対し、繁殖豚 81.
7%と低値。S/P 値も肉豚平均 0.485 に対し、
繁殖豚 0.278 と有意に低値。今後も適切な
ワクチン接種と飼養衛生管理の維持・向上
が、発生予防に重要。 

 
293．野生いのししの CSF・ASF ウイルス遺
伝子検査の効率化に関する検討：富山県東
部家保 宮本剛志、稲垣達也 

2019 年に県内の野生いのししで CSFV 感
染が確認されたためいのししの CSFV 遺伝
子検査件数が増加。加えて ASFV 遺伝子検査
も実施することとなったため、核酸抽出と
RT-PCR の時間短縮による遺伝子検査の効
率化を検討。病性鑑定指針に記載の RT-PCR
キットと反応時間が短い RT-PCR キットの
感度を比較したところ感度は同程度。核酸
抽出キットについて RNA 抽出キットと DNA
・RNA 両方抽出可能な核酸抽出キットの感
度を比較したところ感度は同程度。CSF 陽
性の野生いのしし検体を RNA キットと核酸
キットで抽出比較したところ結果は一致。
以上より検出感度を維持したまま RT-PCR
キットの変更により PCR 反応時間を約 1 時
間短縮、核酸抽出キットの抽出産物を CSFV
・ASFV 遺伝子検査の共通検体とすること
で、抽出時間を約 30 分短縮。 

 
294．CSF ワクチン接種豚の病性鑑定時にお
けるワクチン由来遺伝子検出事例：石川県
南部家保 沖尚子 

繁殖豚 7 頭規模の一貫経営施設にて、本
年 11 月 25 日に 3 カ月齢の肥育豚 2 頭（No.
1 及び 2）で起立不安定及び軽度の震え、発
熱を認め、病性鑑定を実施。当該 2 頭は 10
月 30 日に CSF ワクチンを接種、血液検査で
は 2 頭共に白血球減少なし。剖検所見では
No.1 に著変なく、No.2 で腎臓漿膜面に点状
出血、心臓に点状出血及び心内膜の疣贅を
確認。ウイルス学的検査では、CSF-FA 検査
で 2 頭の扁桃で陰性、遺伝子検査は No.1
の扁桃より CSF 特異遺伝子を検出、シーク
エンス解析でワクチン株と特定。CSF 抗体
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検査（ELISA 法）は 2 頭で陽性。同居豚 9
頭中 8 頭で CSF 抗体陽性、全頭で白血球減
少なし。同居豚の血清および環境材料を用
いた遺伝子検査は全検体で CSF 特異遺伝子
は検出されず、細菌学的検査および病理組
織学的検査より 2 頭共に豚レンサ球菌症と
診断。CSF ワクチン接種豚の病性鑑定時に
は、ワクチン株検出の可能性を考慮する必
要がある。 

 
295．県内 2 例目豚熱発生養豚場における防
疫対応：福井県家保 小林崇之、横田昌己 

令和元年 8 月県内 2 例目豚熱発生。防疫
対応について報告。当該農場は、7 月 7 日
監視対象農場に指定、28 日には半径 2 ㎞以
内での養豚場で豚熱が発生（1 例目）し移
動制限区域に指定。8 月 2 日、3 日に畜主よ
り肥育豚 1 頭死亡通報。立入検査の結果、
異常なし。病性鑑定の結果、死亡豚および
同居豚 10 頭で遺伝子陰性を確認。11 日母
豚 1 頭死亡と通報。立入検査の結果食欲不
振あり。病性鑑定の結果死亡豚および同居
豚（6/17 頭）で遺伝子陽性を確認、豚熱疑
似患畜と確定。12 日、疫学調査として豚 7
5 頭、環境 50 か所の採材を実施。その後防
疫措置を開始。14 日 7：06 殺処分完了、15
日 2：40 清掃完了。16 日 16：30 埋却完了、
16：34 に消毒完了し防疫措置終了。疫学調
査の結果、ウィルス侵入時期は 7 月中旬か
ら下旬と推察。防疫措置に要した日数は延
5 日間、殺処分数 688 頭、延動員数は 664
人。 

 
296．豚熱発生で見えてきた発生農場におけ
る防疫対応の問題点：福井県家保 朝倉利
江、小林崇之 

本県で発生した豚熱 1、2 例目の防疫対応
で起こった問題点とその対応を報告。1 例
目防疫対応では現場でテント設営の遅れ、
情報錯綜、資材管理の混乱、畜舎内外の光
源不足、画像記録の不備が発生。照明車の
手配や人員配置の見直しなどにより対応。
家畜防疫員数（防疫員）は防疫計画と比し
て病鑑立入人数、疫学調査の採材人数、封
じ込め協議資料等の収集人数、発生状況確
認検査人数、殺処分人数で不足。封じ込め
協議の資料収集等は豚担当を配置し対応。2
例目対応では人員配置の改善に取り組むも
病鑑立入人数および殺処分人員は不足継
続。2 例目では発生状況確認検査対象農場
はなかったため、本県防疫員のみで対応で
きた。しかし、他疾病発生時には発生状況
確認検査へ配置する防疫員が不足すること
が明確化。また、封じ込め協議資料として
農場の排水、除糞等の情報が必要。今後、
防疫員配置見直しおよび農場情報を追加収
集し、防疫マニュアルへの情報反映を実施。 

 

297．野生イノシシにおける豚熱の浸潤状況
調査：福井県家保 西川清文、清水誠也 

岐阜県での野生イノシシの豚熱感染拡大
に伴い、県内野生イノシシの浸潤状況調査
を強化。家保での調査方法（交差汚染防止
対策、採材改善法等）および豚熱浸潤状況
を報告。交差汚染防止対策で、対応職員、
採材車、家保内作業動線を固定、専用採材
セットを設置。使い捨てメスの使用。採材
後には採材器具と長靴を消毒し、帰所後に
すべて再消毒。防護服やマスクは 1 回使用
で廃棄。車は帰所後に消毒。採材は扁桃、
脾臓、腎臓採材から血液採材に変更。採血
方法も頸動脈切開や銃痕採材から心採血に
変更。心採血採用で血液汚染が減少し、急
傾斜地でも安全に採材可能。令和元年 10
月からは猟友会が血液採材、各農林総合事
務所に集約して家保に搬入。家保では入口
に搬入ボックスを設置し、交差汚染防止対
応。令和 2 年 2 月末までに 510 頭の遺伝子
検査を行い、55 頭の陽性確認。陽性個体は
12 市町で確認され、大野市、池田町付近か
ら岐阜県境を越えてウイルスが侵入し、県
内に拡大していったことが推察。 

 
298．県内で発生した豚熱の病性鑑定結果お
よび検査方法の検討：福井県家保 清水誠
也、武田佳絵 
 令和元年 7 月、県内 1 例目豚熱（CSF）感
染を A 農場で、8 月に県内 2 例目を B 農場
で確認。A 農場死亡豚 1 頭、B 農場死亡豚 1
頭、鑑定殺豚 2 頭の扁桃、腎臓、脾臓の全
検体で遺伝子陽性。一方、扁桃と腎臓の FA
法陰性。同居豚の検査の結果 A 農場、B 農
場それぞれ、白血球数減少を 7/14 頭、6/1
7 頭、抗体陽性を 4/14 頭、1/17 頭、遺伝子
陽性を 7/14 頭、6/17 頭で確認。疫学調査
の結果、A 農場、B 農場それぞれ、遺伝子陽
性を 7/53 頭、6/75 頭で確認。A 農場 54 か
所、B 農場 50 か所から環境採材し全て遺伝
子陰性。家畜保健衛生所機器更新後、FA 法
再検査の結果、B 農場鑑定殺豚 2 頭の扁桃
で陽性。環境採材条件の影響確認のため、C
SF 陽性イノシシ血清を 101～105 倍希釈し、
対象（綿棒無）、木軸綿棒、紙軸綿棒を浸
漬後、室温および 30 度でそれぞれ 2 時間静
置後の上清を材料として遺伝子検査実施。
結果、全検体で差は認められなかった。環
境中のウイルス量や夾雑物が遺伝子検査に
影響したと推察。 
 
299．食肉処理場で発生した豚熱（CSF）に
対する防疫措置：山梨県東部家保 齋藤那
美香、土橋宏司 

令和元年 9 月 12 日、県食肉処理場におい
て、県外からの出荷豚 1 頭が斃死、と畜検
査で同一農場出荷豚 3 頭に異常が確認され
た旨、食肉衛生検査所から報告。CSF の病
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性鑑定を実施した結果、斃死豚、と体の全
てを疑似患畜と判定。9 月 13 日、国の確定
診断により患畜と確定。生産農場でも CSF
患畜が確認され、当処理場は発生農場関連
施設と位置づけられた。施設内で保管され
ていた豚の枝肉および副産物は患畜との交
差汚染を否定できないため汚染物品とされ
た。防疫措置実施において、埋却予定地が
地下水位の影響により埋却不適と判断さ
れ、県有地を再選定。9 月 15 日から汚染物
品の搬出、施設内の洗浄・消毒、施設周囲
への消石灰散布を実施。本事例は、処理場
への CSF 侵入防止対策の一環として食肉衛
生検査所との合同勉強会を実施した翌日の
発生で、意識共有を図ったことにより迅速
な報告につながった。さらに防疫措置や疫
学調査実施により CSF の被害を最小限に抑
えられたと考えられる。 
 
300．管内での CSF 発生事例：山梨県西部家
保 石原希朋、大町雅則 

管内農場で CSF が発生。防疫作業を行っ
たので詳細を報告する。令和元年 9 月 13
日に県内と畜場、10 月 30 日に管内の捕獲
野生いのししで CSF 陽性。これらの監視対
象農場に対し、衛生指導、初動防疫計画の
見直し等を実施。監視対象農場であった A
農場で CSF が発生。6 クール延べ 964 名で
防疫作業を実施。消毒ポイントは協定先に
委託。集合施設は市と事前協議済。殺処分
は電殺機と薬殺。想定の時間内で終了。埋
却は協定先の協力により迅速に実施。汚染
物品の処理・畜舎消毒は機材の故障や方法
の変更等により想定以上の時間を要した。 
多くの問題点が出た。①家畜防疫員、ロー
ダーのオペレーターが不足、②初動防疫作
業終了の作業が想定よりも多く、動員が必
要であった、③動員要請や資材発注のタイ
ミングが問題、④県本部と現地本部との情
報一元化や意思疎通が行えなかった等。今
後の発生に備え、これらの問題点の改善を
行う。 
 
301．県内で発生した豚熱（CSF）に係る検
査：山梨県東部家保 水谷直子、相川忠仁 

【と畜場事例】令和元年 9 月、県内食肉
検査所から、県外出荷豚で CSF を疑う通報、
斃死体 1 頭及び同農場のと体 3 頭の腎臓で
病性鑑定。遺伝子検査（PCR）の結果、全検
体から CSFV の特異遺伝子が検出、その後患
畜と確定。疫学関連農場検査では県内 14
農場（延べ 816 頭）の血液・抗体（ELISA）
・抗原検査を実施し、陰性を確認。【農場
事例】同年 11 月、1 養豚農場からの通報、
検査を実施。分娩舎 20 頭中 13 頭の血清で
CSFV 特異遺伝子を確認、その内 4 頭を鑑定
殺。当該農場は、と畜場事例の疫学関連農
場であったが、系統樹解析結果から、と畜

場事例とは別のクラスターに属していた。
また、殺処分前検査では、一部の豚舎で EL
ISA 陽性・PCR 陰性個体を確認、農場へのウ
イルス侵入は通報時から遡って 1 ヵ月前で
あったと推測。一方、発生 1 ヵ月前はと畜
場事例の関連農場検査で PCR 陰性を確認し
ており、侵入初期での摘発の難しさが課題
と考察。 
 
302．管内と畜場における CSF（豚熱）発生
時の防疫措置に係る課題と対策：長野県松
本家保 三木一真 
 平成 31 年２月５日、豊田市の CSF を疑う
養豚場から県内 A 養豚場に肥育素豚が搬
入。さらに同日、A 養豚場から管内と畜場
に肉豚 38 頭出荷。PCR 検査の結果、38 頭中
12 頭で陽性を確認。２月６日、疑似患畜に
決定したため、と畜場の業務自粛を要請。
同日 11 時から防疫措置開始。殺処分は鎮静
剤を接種後薬液を静脈へ注射。殺処分は２
時間程度で終了。しかし、作業者の交代時
の連絡体制の不備、ゾーニングの設定、現
場休憩所設置困難等の問題が発生。最大の
問題点は、と畜場の汚染物品の埋却地の未
確保。今回は A 養豚場へ死体等を運搬し対
応。平時からと畜場での特定家畜伝染病発
生時のシミュレートが必要。県内と畜場す
べてにおいて迅速な防疫対応ができるよう
体制整備を推進。 
 
303．畜産試験場における CSF（豚熱）発生
に係る一考察：長野県松本家保・畜産試験
場 安藤順一 

隣県の CSF 続発、県内の発生や野生イノ
シシ感染拡大を受け、畜産試験場では車両
消毒の強化、野生動物防止として電気柵、
防疫フェンス下部に応急的な波板の設置、
豚舎周囲に防鳥ネットの設置、人や車両の
交差汚染防止等を強化してきた。しかし、
令和元年 9 月 14 日、畜産試験場で全国 42
例目となる CSF が発生。全 349 頭を殺処分
した。疫学調査では、10 豚舎 177 頭の内、
発生豚舎の 13 頭のみが PCR 陽性。環境材料
50 検体は全て陰性。豚移動歴や清浄性確認
検査結果から侵入時期は 9 月上旬で、初発
豚房は豚舎内の最奥と推定。発生豚舎への
ウイルス侵入要因を検討すると、最奥豚房
の壁と天井にはネズミの侵入口と推測され
るか所があり、ネズミを介した侵入の可能
性も疑われた。CSF の侵入防止対策には、
生産現場における野生動物の対策、各対策
の優先順位、施設のメンテナンスが重要と
考察。今後、これら経験を活かし再開に向
けて取り組みたい。 
 
304．CSF 発生農場における防疫対応につい
て-応援家保の視点から-：長野県佐久家保
神戸三希  
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2019 年 2 月及び 9 月に本県で発生した C
SF の防疫対応に管外家保から応援として
参加。内容は殺処分・消毒等防疫作業への
従事及び作業員への指示。県内初発である
2 月の宮田村の初回動員の際は集合基地の
運営が混乱している様子が見られた。農場
内においては作業開始直後の動員において
資材・設備が一部不足。動員者は作業に不
慣れだが徐々に順応。農場内作業は飼養頭
数だけでなく飼養形態も大きく影響。1 ク
ール 8 時間の作業は休憩を挟んでも相当ハ
ード。9 月の高森の事例では作業内容によ
り動員時間が異なり混乱。現地家保は連続
対応で疲労困憊だが、現地家保職員がいな
いと本部との調整は無理。連絡調整専任職
員が必要。また、クール交代時の家畜防疫
員間の引継ぎ必要。発生地以外の家保にお
いても監視対象農場が生じた場合そちらの
検査等も入り、野生イノシシ対応もあるた
め、全体的に人手不足となる。今までの防
疫対応の経験を踏まえ、防疫作業計画の更
新等が必要。 
 
305．一養豚場における CSF 発生までの取り
組み：岐阜県中濃家保 武田賢治、溝口博
史 

当該農場は、平成 30 年 9 月国内 1 例目の
CSF 発生に伴う疫学関連農場。県独自の取
り組みとして、岐阜県と畜場再開バイオセ
キュリティ要件により、と畜場での交差汚
染を防止。岐阜県監視対象農場衛生監視プ
ログラムを策定し週 1 回の立入検査、出荷
日又は前日の臨床検査及び遺伝子検査を実
施し監視体制を強化。CSF 侵入防止対策と
して 9 月に動力噴霧器、10 月に電気柵、平
成 31 年 2 月にワイヤーメッシュ柵を設置。
現地確認検査を 3 月及び 4 月、国等の立会
のもと実施し、飲水消毒器の設置、小動物
侵入防止対策等を実施。4 月末までに国等
の指摘事項を全て改善。しかし、7 月に CS
F 発生。当該農場は、CSF 発生までに疫学関
連農場 3 回、2 月に野生いのしし調査対象
区域となり長期に亘り監視下にあり、飼養
衛生管理基準を遵守し CSF の感染を防いで
いた。しかし、野生いのししに CSF の感染
が拡大した場合、ワクチン接種及びより高
いレベルの防疫体制を備えた養豚場への整
備が必要と考えられた。 
 
306．CSF 発生農場における県内初の経営再
開までの対応：岐阜県東濃家保 井藤光葉、
高井一彦 

2019 年 2 月、A 市で CSF 感染イノシシを
初確認。同市内で約 6000 頭を飼養する肥育
農場の半径 10km 圏内であった。9 日後の 2
月 19 日、当該農場にて CSF 疑似患畜確認。
豚、飼料、堆肥を埋却、2 月 23 日に防疫措
置完了。当該農場は 2 サイト経営で、繁殖

農場での仔豚滞留が懸念。早急な経営再開
のため、市・家保・畜産研究所で浄化槽・
畜舎下貯留槽内汚水のアルカリ化処理を検
討、実施。JASV・家保で現地調査を行い、
車両消毒装置設置、侵入防止柵強化、一方
通行のシャワー室整備、豚舎への出入手順
の見直し等侵入防止対策の改善を徹底。県
独自ルールである農場内環境検査・導入予
定離乳豚の CSF 遺伝子検査で陰性を確認
後、6 月 25 日に離乳豚を再導入。導入 2 週
間後の遺伝子検査で陰性を確認。10 月 3 日
に再導入後初の出荷。豚再導入後も、CSF
感染イノシシは農場周囲で継続して確認さ
れたが、再感染なく県内初の CSF 発生農場
の経営再開となった。 
 
307．PDCA サイクルを活用した CSF 防疫措
置：岐阜県中濃家保 片岡聡、溝口博史 

中濃地域では、平成 30 年 12 月以降、大
規模農場を含む 7 施設（12 月:3、4、5、6
例目、3～7 月:17、27、31 例目）で CSF の
防疫措置を実施した。当初は①引継ぎ体制、
②迅速な情報共有、③疫学採血と殺処分の
同時実施、④重量資材の人力運搬、⑤撤収
手順等について、課題があった。そこで PD
CA サイクルを活用して防疫措置作業を見
直した。①関係者は各クール前に現地家保
に集合し、充分な最新情報の収集により、
指揮系統の確立、円滑な防疫作業が図られ
た。②無料通信アプリの活用により、リア
ルタイムな情報共有が可能となった。③疫
学採血を殺処分前のクールへの変更によ
り、予定時刻から殺処分が開始できた。④
農場内で重機の活用により、一般動員者の
負担が軽減された。⑤専用運搬車の手配に
より、多量の防疫資材を速やかに農場から
搬出できた。今後、CSF および ASF 防疫マ
ニュアルに反映する等、効率的な防疫措置
に役立てたい。 
 
308．県下最大規模養豚場における防疫対応
：岐阜県飛騨家保 森本学、青木栄樹 

CSF 発生以降、管内養豚場に厳重な防疫
対応を指導。中でも被害が甚大と想定され
る県下最大規模（約 30,000 頭飼養）農場の
衛生対策指導、防疫措置計画を再検討。当
該農場は CSF 発生前から衛生レベルが高か
ったが、飼養衛生管理基準を上回る対策強
化を指導し、より効果的なウイルス侵入防
止対策がなされた。また埋却地追加確保を
指導し農場隣接の雑木林を伐採。防疫措置
完了までの所要時間等を試算し、集合場所
および農場内の動線等詳細を精査。加えて
ドローンによる農場内測量を実施し農場お
よび関係機関と検討の上防疫措置計画を修
正。ワクチン接種により CSF 感染リスクは
減少したが、野生イノシシ CSF 感染状況、
近隣諸国の ASF の発生状況から厳戒態勢の
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継続が必要。今後も農場や関係機関との連
携を密にした防疫体制の維持強化が重要。 
 
309．愛知県で発生した CSF の検査実績と検
査体制の改善：愛知県中央家保 久保卓司 
 本県で CSF 発生以降、26,427 検体につい
て目的に応じ、1.ペスチウイルス(PV)遺伝
子検査、2.ELISA 検査、3.白血球数測定、4.
FA を実施。また、検査体制整備のため、5.
自動核酸抽出装置の抽出感度の検証、6.遺
伝子検査試薬の比較検討、7.検査室の PV
遺伝子汚染状況調査を実施。検査の結果、1.
豚由来検体 247/5,495陽性、環境材料 13/1,
669 陽性、野生いのしし由来検体 99/1,058
陽性。2.豚由来検体 223/20,907 陽性、野生
いのしし 117/929 陽性。3.豚由来検体 776/
10,308 陽性 (1 万個/μl 未満陽性)。4.豚
由来検体 16/83 陽性。検証の結果、5.抽出
感度はカラム式抽出キットと同等。6.遺伝
子検査を 1 時間以上短縮。7.複数個所で PV
遺伝子を検出。膨大な数の検査をする上で
検査の効率化、迅速化が必須。検証により、
遺伝子検査の信頼性を確保し時間を短縮。
また、7 の結果を受けて交差汚染防止対策
を強化、検査担当者の意識向上。 
 
310．CSF 診断における白血球測定の有用性
の検討と課題：愛知県中央家保 小松徹也 

本県で発生した CSF の蓄積データから農
場で飼養されている豚の白血球数（WBC）の
正常値と CSF 罹患豚の WBC の変化、WBC 測
定の感度（Se）と特異度（Sp）、最適 Cut 
off 値と 95％の確率で摘発できる必要検査
頭数、ワクチン接種農場における WBC 測定
の課題を検討。【材料方法】発生状況確認、
清浄性確認、異常豚及び発生農場疫学検査
の WBC を利用。統計解析は EZR で実施。【結
果】WBC は日齢増加に伴い上昇。哺乳豚の W
BC の平均値は 12220 だが、ヒストグラムで
は 6000-10000 にピーク。陽性豚の WBC は陰
性豚に比べ有意に低値。指針の WBC 測定の
Se は 74.3％、Sp は 93.9％。最適 Cut off
値は 11700。本県の異常豚群の有病率は 76
%で、必要検査頭数は 4 頭。有病率 10%では
22 頭。ワクチン接種群での Se は 25.0％、S
p は 93.9％。【考察】哺乳豚は WBC が 1 万
未満の個体が多く、加齢に伴い増加。CSF
罹患豚の WBC は顕著に減少し、WBC 測定は
簡易検査として有用。一方ワクチン接種豚
群では Se が大幅に減少。Cut off 値や検査
頭数を再考する必要あり。 
 
311．CSF 野外感染症例の病理組織学的考察
：愛知県中央家保 杉江建之介、小松徹也 

CSF 野外感染病態の解明を目的に野外症
例を病理組織学的に評価。県内 CSF 発生 10
農場 20 頭の扁桃、脾臓、腎臓に HE 染色及
び抗 CSF ウイルス（CSFV）抗体を用いた免

疫組織化学染色（IHC）を実施。病変の程度
によるスコアを作製、組織標本を評価。臓
器、日齢、臨床症状、既報の CSFV 株や国内
流行株の感染実験と比較。臓器別では HE
で脾臓、扁桃、腎臓、IHC で扁桃、脾臓、
腎臓の順に重度病変を観察。腎臓はいずれ
も軽度、多くが病態進行していない可能性。
日齢別では若齢豚でスコア高値、病態進行
しやすいと考察。臨床症状示す豚は高値の
傾向だが、無症状でも病変あり。本症例群
は高病原性株に比べて組織病変、臨床症状
ともに軽度、低病原性を支持する結果。国
内流行株の感染実験に比べて組織病変は同
等かやや高値、臨床症状は死亡あり。以上
より、病理組織学的にも国内流行 CSFV は低
病原性だが、野外症例では他病原体との重
複感染やストレス等複合的な要因で急性経
過を辿り死亡した可能性。 
 
312．県内養豚農場で発生した豚熱（CSF）
に係る検査対応について：三重県中央家保
 戸塚麻喜、下田智彦 
 令和元年 7 月 22 日、県内養豚場の死亡豚
2 頭の病性鑑定を実施。2 頭中 2 頭の扁桃、
1頭の脾臓から RT-PCR検査によりペスチウ
イルス属特異的遺伝子を検出。PCR 産物の
シークエンス解析により、農場近隣の死亡
野生猪から検出された CSF ウイルス（CSFV）
と同一と判明。追加検査のため農場に立ち
入り、臨床症状の確認、同居豚 20 頭の採血、
血球数測定、ELISA 検査、血清の RT-PCR 検
査を実施。発熱および白血球減少が認めら
れた 3 頭の解剖検査、扁桃の蛍光抗体法（F
A）および RT-PCR 検査を行った。結果、20
頭中１頭 ELISA 陽性、1 頭偽陽性。FA では
3 頭陽性、RT-PCR 検査では血清 20 頭中 9
頭、解剖豚 3 頭全てで陽性となった。農場
内環境材料および飼養豚 200 頭の浸潤状況
検査では、3 豚舎の環境材料および豚 1 頭
から CSFV 遺伝子を検出。ウイルスが農場全
体に拡散する前の早期通報だったと考えら
れた。 
 
313．県内飼養の豚およびイノシシへの豚熱
（CSF）ワクチン接種：滋賀県滋賀県家保 
金谷須美礼 

2019 年 9 月、県内で初となる野生イノシ
シの CSF 陽性個体が確認され、豚熱に関す
る特定家畜伝染病防疫指針（以下指針）に
基づくワクチン接種推奨地域となった。接
種に先立ち、飼養者に対し説明会を実施。
対象家畜および初回の接種対象、ワクチン
の用法・用量、初回接種の例外、接種区域
における遵守事項、ワクチンの安全性およ
び効果と持続性について資料配布し説明。
接種順の指示、保定の協力、給餌制限およ
び家保専用長靴設置を依頼。接種台帳様式
は農場ごとに提案し作成。2019 年 10 月か
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ら 2020 年 3 月までに 5960 頭の豚およびイ
ノシシに接種。県内家保は 1 か所で豚およ
び野生イノシシ関連業務を実施しているこ
とから、交差汚染防止対策が重要。ワクチ
ン接種を含む豚およびイノシシ関連業務の
際は、1 日 1 班 1 農場を厳守し、帰所時の
更衣と物品および車の消毒を徹底。初回接
種時以降は農場への搬入物も大幅に削減な
ど交差汚染防止対策を実施。今後、繁殖豚
への追加接種のタイミング等の課題につい
て検討が必要。 
 
314．飼育いのししへの CSF（豚熱）ワクチ
ン接種の試みと課題：京都府山城家保 龍
村順子、一星暁美 

【はじめに】CSF（豚熱）は平成 30 年 9
月に岐阜県で発生、8 県に拡大。京都府は
ワクチン接種推奨地域に指定され、飼育い
のししの CSF 予防的ワクチン接種方法につ
いて検討。【管内の豚等の飼養状況】管内
に養豚農家はなく、愛玩用や試験研究など
様々な目的で 17 戸 49 頭が飼育。うち、い
のししは 6 戸 9 頭（令和 2 年 4 月現在）。
【いのししへのワクチン接種の検討】いの
ししは、運動能力や警戒心が高く、接種に
危険が伴うと判断。遠隔でも接種可能とす
る連続注射器を装着した注射補助具を自
作。また、アライグマ用のスクイズケージ
を活用する等の工夫により全頭に接種完
了。【まとめ】創意工夫によりいのししへ
のワクチン接種を実施。しかし、次回接種
時は、注射に対するいのししの警戒心の増
大が予想。いのしし、接種者への安全に配
慮するため、飼育いのししについても、経
口ワクチン投与の検討が必要。 
 
315．府内 CSF 確認農場の経営再開までの対
応：大阪府家保 國枝祐志 

平成 31年 2月府内の農場で CSFが確認さ
れ、防疫措置実施後、経営を再開。その過
程で行った種々の対応の概要について報告
する。本農場は埋却地が確保されておらず、
汚染物品の封じ込めと処理が必要となっ
た。静置期間を利用し衛生状況の更なる改
善に向けた取組みを実施。その後、それぞ
れの汚染物品のウイルス分離検査を行った
ところ全検体陰性であったため、焼却、堆
肥化、炭化いずれかの方法で最終処理。清
浄性確認のため農場内のウイルス分離検査
を行ったところ、全検体陰性であったため、
おとり豚を導入。導入から 2 週間後および
4 週間後に臨床検査および抗体検査を行
い、陰性であることが確認されたため本格
的に導入を開始し、経営を再開。今回、汚
染物品の封じ込めを行ったが、物品ごとの
処理方法が複雑になり、また、静置期間が
必要となり、経営再開まで時間を要したが、
当農場は今回の経験を経て衛生状況が更に

改善され、現在も高い意識をもって経営を
続けている。 
 
316．府内で発生した豚熱（CSF）の検査：
大阪府家保 大橋浩介、服部孝二 
 府内発生の CSF について、疑似患畜決定
のため導入豚の検査と疫学関連調査として
同居豚及び環境検査を行ったので概要を報
告。【材料・方法】全血・血清(導入豚 81
頭・同居豚 40 頭分)、環境材料 41 検体を採
材。抗体検査・遺伝子検査は各キット・プ
ロトコールに従い実施。【結果】導入豚 6
頭で CSF 特異的遺伝子を検出、1 頭で CSF
抗体陽性。同居豚の遺伝子・抗体は陰性。
環境材料 7 検体で遺伝子を検出。遺伝子検
査にあたり、血液検体で非特異反応が多く
見られる・血清検体で遺伝子が検出できな
くなる問題に遭遇。解決すべく、nestedPC
R（Vilcek ら）を実施したところ、非特異
反応の除去と 1stPCR で検出できない遺伝
子の増幅ができた。【考察】血液‐血清間
での検出率の差や非特異増幅の理由は不明
だが、CSF 遺伝子の量や血液中のその他の
遺伝子及び阻害物質の影響と推察。今後、
検体の選定や遺伝子抽出方法の検討、nest
edPCR や他の遺伝子検査法の併用により正
確な CSF 診断の一助としたい。 
 
317．豚熱（CSF）の遺伝子検査法の検討：
大阪府家保 服部孝二 
 現在、CSF の診断は遺伝子検査（PCR）で
確定診断されているが、大阪府の発生時に
検査を実施する上で問題となることがあ
り、遺伝子検査法の検討を実施。現在、公
定法として実施している RT-PCRの Nested 
PCR と制限酵素断片長多型（RFLP）による
識別と定量 PCR（qPCR）による検査法を検
討。結果、Nested PCR は 1st より感度・
特異性が上昇。今回、確立した RFLP 法では
他の Pestivirus と識別が可能。さらに野外
株とワクチン株（GPE－株）も識別可能。N
ested PCR の RFLP はこれまで報告はない。
一方、qPCR は、市販キット、他の２法で比
較、Nested PCR とほぼ同等の感度・特異性
があり、CSFV 以外の Pestivirus の増幅は
見られず、CSFV の検出に有用であることが
わかった。今後は、検証した PCR・RFLP・q
PCR 法の検体数を増やし、CSF の確実な診断
に繋げたい。さらに現在、qPCR 法は市販キ
ットと同様に検査手技の簡便化・インター
ナルコントロール（IC）の使用など検査手
法の改良を検討。 
 
318．県内で確認された豚繁殖・呼吸障害症
候群ウイルスの遺伝学的特徴（続報）：香
川県東部家保 中津弥乃梨 
 平成 30 年 2～6 月に県内の養豚農場 3 戸
（農場 A－C）で豚繁殖・呼吸障害症候群（P
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RRS）が発生し、Cluster Ⅳの PRRS ウイル
ス（PRRSV）を確認。その後、令和元年 11
月までに 6 農場（農場 A－F）で新たに PRR
S が発生したため、前述のウイルスとの関
連と県内のウイルス動向を調査。平成 30
年 12 月～令和元年 11 月までに病性鑑定し
た 9 農場 36 頭の肺・扁桃・血清を用い、R
T-PCR を実施。結果、7 農場（農場 A－G）2
2 頭から増幅産物を検出。Open Reading Fr
ame 5 遺伝子の塩基配列解析の結果、農場 A
－D は ClusterⅣのウイルス、農場 E は Clu
ster Ⅳだが農場 A－D と遠縁なウイルス、
また農場 F と G は各々Cluster ⅡとⅢに分
類されるウイルスであった。それらを前述
のウイルスと比較したところ、農場 A－D
は前回と由来が同じウイルス、農場 E、F、
G は全く異なるウイルスであり、4 種のウイ
ルスの存在を確認。さらなる飼養衛生管理
基準の遵守による、新たなウイルス株に対
する侵入防止対策が重要。 
 
319．一貫経営養豚場における PRRS の発生
と対策：香川県西部家保 四宮有果 
 令和元年 10 月、管内の母豚 100 頭規模一
貫経営農場で PRRS が発生。10 月初旬、畜
主から肥育豚での発咳及び下痢の散発、死
亡頭数の増加の通報があり立入検査を実
施。病性鑑定により、病理組織検査で間質
性肺炎、ウイルス検査で PCR 陽性、肺の免
疫染色でウイルスを確認し PRRS と診断。分
離ウイルスはクラスターⅣに分類。畜主、
家保及び関係機関で防疫対策検討会を開
催。農場は平成８年に初めて PRRS が発生
し、以降母豚全頭に年４回ワクチン接種を
継続。平成 30 年 10 月から新たに離乳豚へ
ワクチン接種を追加。検討会の結果、次の
対策を実施。①体調不良子豚の隔離飼育②
豚舎及び豚体の消毒の実施③子豚ワクチン
接種時期の変更④ワクチン接種における母
豚１頭１針、子豚１腹１針の遵守⑤育成母
豚の繰り入れ時の抗体検査及びウイルス検
査の実施。対策の結果、一般症状の改善、
死亡頭数の減少を確認。今後も対策を継続
し経過観察。 
 
320．飼養衛生管理を基本とした PRRS 清浄
化対策の取組み：愛媛県南予家保 吉澤頌
樹、友國由香里 

飼養規模 700 頭の A 農場（母豚 100 頭、
子豚 600 頭）と飼養規模 2,200 頭の B 農場
（母豚 100 頭、子豚 800 頭、肥育豚 1,300
頭）の二農場を経営する養豚農家において、
平成 29 年 2 月に PRRS の感染を確認したこ
とから、畜舎の新設に併せ、繁殖候補豚導
入時の PRRS ワクチン接種、豚舎のオールア
ウト実施と清掃・消毒の徹底、各豚舎専用
の作業着と長靴の設置、作業者の動線の見
直し等の清浄化対策を指導。ステージ別の

PRRS 抗体検査（ELISA 法）を年 2 回実施し、
PRRS 感染の動向を確認。平成 29 年 4、10
月は B 農場肥育豚の 120 日齢以降、平成 30
年 5 月は同 60 日齢以降、10 月は同 120 日
齢以降、平成 31 年 4 月は同 90 日齢以降で
PRRS 抗体陽性であったが、令和元年 10 月
に B 農場は全ステージ、A 農場は一部母豚
を除き PRRS 抗体陰性を確認。母豚の抗体も
全て陰性に置き換わる清浄化の達成に向け
て、対策継続を指導し、動向を確認する予
定。 
 
321．豚繁殖・呼吸障害症候群陽性農場の清
浄化への取組み：長崎県中央家保 藤岡芳
幸、松田廣志 

農場は母豚 130 頭規模の一貫経営で、繁
殖豚は原種豚（GP）を外部農場から導入。
豚繁殖・呼吸障害症候群ウイルス（PRRSV）
ワクチンは未接種で、自然感染による馴致
を実施。平成 19 年から PRRSV の浸潤状況を
把握するため、繁殖豚及び肥育豚について、
年 1 回、肥育ステージ毎に 4～5 頭ずつ採血
し、抗体検査を実施。また、平成 24 年から
は遺伝子検査を追加実施。平成 19 年の検査
において、繁殖豚で ELISA 抗体価の上昇を
確認。この結果から、平成 21 年から GP の
導入先を PRRSV 陽性農場から陰性農場へ変
更。導入後の馴致は、隔離豚舎でヒネ豚と
の同居により実施し、馴致後に 3 か月の回
復期間を厳守。導入先変更後、繁殖豚の抗
体価陽性を示す個体は減少。遺伝子につい
ては、平成 24 年から繁殖豚において陰性。
平成 28 年からは繁殖豚における抗体及び
遺伝子はともに陰性。本事例では、PRRSV
陰性農場への導入先変更から 5 年かけて全
頭を更新し、更新後 2 年で母豚群の PRRSV
陰性化に成功。 
 
322．長崎県の非定型豚ペスチウイルスの浸
潤状況調査：長崎県中央家保 秦祐介、鈴
田史子 

平成 30年 12月から令和元年 12月の間に
病性鑑定を実施した県内 23農場の死亡豚 9
6 頭の主要臓器等の 298 検体、死亡野生い
のしし 6 頭の主要臓器等の 18 検体の 10％
乳剤、ステージ別検査等で採材した 19 農場
564 頭のプール血清 109 検体について非定
型豚ペスチウイルス（APPV）の RT-PCR、検
出された PCR 産物について、遺伝子解析を
実施。5 件（3 農場：A、B、C）の事例にて、
APPV 特異遺伝子を検出。A 農場では、129
日齢の死亡豚で、中枢神経組織および全身
臓器から APPV 特異遺伝子を検出。B 農場で
は、167 日齢の死亡豚および 150 日齢のプ
ール血清から APPV 特異遺伝子を検出。C 農
場では、120 日齢の死亡豚および 60 日齢の
プール血清から APPV 特異遺伝子を検出。A、
B、C 農場で検出された APPV の塩基配列の
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相同性は 88.8～92.9％。調査結果から、県
内への複数の異なる APPV 浸潤が判明。一方
で、APPV の関与を疑う哺乳期の被害は認め
らず、今回確認された APPV の病態等は不
明。 
 
323．豚去勢時摘出精巣を活用した PRRS 検
査：熊本県中央家保 本田佐知子 

本県 PRRS 撲滅プロジェクト（プロジェク
ト）で、夏期及び冬期の年 2 回定期モニタ
リング実施。従来は発育ステージ毎の採血、
検査のみで哺乳豚未検査のため、母豚群の
免疫状態を十分に評価できないことが課
題。そこで去勢時に摘出した精巣の検査を
活用し、母豚の免疫状態を評価する方法を
検討。2019 年夏期のプロジェクト検査対象
24 農場中 8 農場で血清と精巣を採材。8 農
場中 1 農場で精巣 PCR 陽性、ワクチン未接
種の母豚 4/5 頭で ELISA 陽性で S/P 比のば
らつきが大。母豚群に PRRS ウイルスが侵
入、垂直感染の継続を推察。精巣 PCR 陰性
農場中 1 農場はワクチン接種母豚群の S/P
比がばらつき、母豚の免疫状態は評価不能。
残り 6 農場は母豚群の免疫状態安定と評
価。哺乳豚の去勢は必須作業であり、採血
より豚や農家への負担が少なく、複数腹を
簡便に採材、検査でき、従来のステージ採
血との組合せで母豚群の免疫状態評価に有
益。今後、更にデータ蓄積し、現場での農
場指導への活用を図る。 
 
324．CSF 侵入防止と発生に備えた取組：大
分県豊後大野家保 加藤洋平、尾形長彦    
 CSFは 2018年 9月の岐阜県での発生以降
感染は拡大し、2019 年 10 月現在 6 県 47 農
場で約 14 万頭超の豚を殺処分。また、野生
いのししにおいても 12 県に感染拡大。これ
を受け、当家保は養豚農場への CSF 侵入防
止と関係機関との関係構築に取組んだ。養
豚農家対応として、①情報提供並びに研修
会を通じ衛生意識の啓発。②九州・山口県
以外からの導入豚の CSF 検査実施。検査内
容は臨床症状、白血球数、PCR、ELISA。10
月現在、管内 18 件 257 頭の陰性確認。いの
しし対応として、①死亡いのしし通報に 16
件対応。②管内 15 戸の飼養者への CSF 発生
状況と野生動物との接触防止を指導。③管
内猟友会へ研修会等を通じ、情報提供や CS
F 発生時の協力体制を構築。管内は養豚が
盛んで、県内の 46％の豚を飼養。CSF 侵入
防止は、養豚農家だけでなく関係機関との
連携が重要。今回の取組は、各々の衛生意
識向上と関係構築に寄与。また、韓国から
ASF の侵入が危惧。今後も養豚農家や関係
機関との連携強化に努める。 
 
325．CSF 侵入防止対策：大分県大分家保 
平松香菜恵 

国内 26 年ぶりの CSF 発生を受け、大分県
では CSF 侵入防止対策として県外からの導
入豚状況把握(導入日、導入元農場、導入頭
数など)、県外導入豚の CSF 検査(臨床検査、
抗原検査、血清抗体検査)、野生いのししの
CSF 検査を実施。検査体制の整備として検
査室内でのコンタミネーション対策、検出
感度が血清等に比べ低い豚精液中の CSF 遺
伝子検査の抽出キットや反応試薬を検討。
結果、県内 23/55 農場が県外から豚を導入
しており、2019 年 2 月～11 月までに 9 県 6
455 頭の導入を確認。県外導入豚検査は九
州・山口を除く 4 県 313 頭について導入時
と 21 日後の 2 回実施、2019 年 11 月末まで
に CSFV 遺伝子や抗体の検出なし。野生死亡
いのしし及び捕獲野生いのししについても
陰性を確認。検査体制の整備では CSF 検査
専用スペースを確保、豚精液中の CSF 遺伝
子検査感度を通常系と同等に改善。今後も
CSF 侵入防止対策および迅速・正確な検査
体制の整備が重要。 
 
326．伝染性胃腸炎発生農場での通常出荷復
帰への取り組み事例：大分県玖珠家保 安
藤紀子、羽田野昭 
 母豚 800 頭規模の繁殖・肥育一貫経営の
養豚場で 2019年 3月哺乳豚の激しい水様性
下痢が発生。哺乳豚 4 頭の病性鑑定結果よ
り伝染性胃腸炎（TGE）と診断。農場に対し
豚の移動自粛と消毒等まん延防止対策の徹
底を指示。同日、出荷前肉豚舎の糞便で TG
E ウイルス（TGEV)の遺伝子検索を実施。全
検体で陰性を確認し、交差汚染を防ぐ食肉
処理場の受け入れ体制等を整備。その後各
日齢豚舎の糞便と血清で、遺伝子検索と抗
体検査を実施。母豚で中和抗体価のばらつ
きを確認、適切なワクチン接種を指導。5
月 15 日からの 2 週間、下痢による死亡豚を
認めず各豚舎の糞便での遺伝子検索と約 2
週齢の哺乳豚とその母豚の血清で抗体検査
を実施。結果、分娩舎の１豚房を除く全検
体で遺伝子陰性を確認。陽性となった分娩
舎も後日の再検査で遺伝子陰性を確認。通
常出荷への再開基準は、下痢による死亡を
2 週間以上認めず且つ肉豚舎の TGE 陰性を
確認するものとし、発生から 77 日後に通常
出荷を再開した。 
 
Ⅱ－２ 細菌性・真菌性疾患 
 
327．県内で分離された豚丹毒菌の分子疫学
的解析：宮城県仙台家保 真鍋 智，後藤
庸 
 2009 年以降の県内の豚丹毒の届出頭数
は，2013 年から 2016 年をピークに増加，
ワクチン接種頭数は減少傾向。近年，菌体
表層抗原 SpaAタンパクの 203番目のアミノ
酸がメチオニンタイプの血清型 1a 型菌に
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よる急性及び亜急性型事例が多発。そこで，
1998 年から本年までに病性鑑定で分離さ
れた菌株 7 件 7 株について，血清型別検査，
薬剤感受性試験及び小川らが報告した国内
流行株の全ゲノム一塩基多型を利用した系
統解析に基づく遺伝子型別を実施。その結
果，血清型は 7 株中 5 株が 1a 型，1b 型及
び 2 型が各 1 株。1a 型 5 株の遺伝子型は，
1998 年分離株がⅠ，2015 年以降に分離され
た 4 株が，九州分離株が属するⅣb-1 と同
定。薬剤感受性試験では，全株ペニシリン
系に感受性。県内の届出頭数の増加は，ワ
クチン接種率の低下と九州で流行した 1a
型菌のまん延によるものと推察。今後も，
ワクチン接種の徹底，適切な抗生剤治療及
び病原体の侵入防止のための飼養衛生管理
の徹底が必要。  
 
328．豚の腸内細菌叢におけるα多様性と抗
菌剤使用の関連性：茨城県県北家畜保健衛
生所 藤井勇紀 都筑智子 

国内の養豚現場は、抗菌剤販売量が獣医
療全体の 60％以上を占め、薬剤耐性菌のリ
スクに加え、腸内細菌叢への影響も懸念さ
れる。今回はα多様性の指標となる OTU 数
（≒細菌種数）と Shannon index の値を用
いて、抗菌剤が豚の腸内細菌叢へどのよう
に影響するかを調査するため、16s メタゲ
ノム解析を実施。飼料への抗菌剤添加無し
の農場（非投与群）と、有りの農場（投与
群）の 2 群間でα多様性値を比較。養豚場
の健康な離乳豚（非投与群 4 戸 25 頭、投与
群 13 戸 74 頭）、肥育前期豚（非投与群 9
戸 55 頭、投与群 13 戸 75 頭）、肥育後期豚
（非投与群 9戸 55頭、投与群 16戸 135頭）、
繁殖母豚（非投与群 6 戸 35 頭、投与群 9
戸 57 頭）の 4 ステージの直腸便（計 506
検体）を供試。OTU 数の平均値は非投与群
→投与群の順に、離乳期で 627.9→542.7（p
<0.05）、肥育前期で 698.3→594.3（p<0.0
01）、肥育後期で 734.2→731.4（p>0.05）、
繁殖母豚で 736.6→650.3（p<0.001）であ
り、3 ステージにおいて、投与群での有意
な減少を確認。Shannon index においても
同様の結果を確認。農場別にみても抗菌剤
を使用していない農場でα多様性の値が上
位にくる傾向。今回の結果は、農場飼養豚
では抗菌剤がα多様性に影響を与えている
ことを示唆。今後は糞便中の薬剤耐性遺伝
子、発育に関わる機能遺伝子の網羅的な全
ゲノム解析を実施し、抗菌剤が腸内細菌叢
へ与える影響を多面的に明らかにする予
定。 
 
329．県内初の Actinobacillus pleuropneu
moniae 血清型 15 による豚の死亡事例：栃
木県県央家保 小嶋有美香、中村真弓 

令和元年 6 月に 110 日齢の肥育豚（豚 A）

が、7 月に 120 日齢の肥育豚（豚 B）が突然
死。病性鑑定の結果、2 頭ともに全葉性の
重度肺炎を確認、Actinobacillus pleurop
neumoniae（App）血清型 15（App15）を分
離。豚 B は脾臓からも App15 を分離、免疫
染色の結果、菌血症と推測。農場内抗体検
査の結果、育成舎（60～90 日齢）で PRRS
及び Mycoplasma hyopneumoniae（M.hyo）、
肥育舎（90～190 日齢）で App の野外感染
を確認。また、と畜場出荷豚の浸潤状況調
査で、肺炎所見を有する肺 10 検体中 2 検体
から App15 を分離。さらに、県内分離 App
株の後ろ向き調査で、平成 21 年のと畜場由
来 1 株を App15 と同定。なお、全ての App1
5 分離株は毒素遺伝子 ApxⅡ、Ⅲ、Ⅳを保有、
また、OTC 耐性を示し、既報と一致。本症
例は PRRS 及び M.hyo の複合感染時に App
が感染して重篤化したと推測。今後、早急
な PRRS対策による豚群の免疫強化及び App
15 の病態究明が必要。 
 
330．肥育豚から分離した硫化水素非産生の
Salmonella Typhimurium の性状：千葉県中
央家保 岡本みさき、松本敦子 

平成 31 年 2 月、豚約 3700 頭規模の一貫
農場において、発育不良及び発咳等を呈し
死亡した肥育豚 2 頭について病性鑑定を実
施。細菌検査で、消化管等から DHL 寒天培
地上に無色透明集落を形成する菌が有意に
発育。本菌の生化学的性状は、硫化水素(H
2S)非産生、リジン脱炭酸能陽性、運動性陽
性及びクエン酸利用能陽性でサルモネラ属
菌と同定。抗原構造は O4:i:1,2、血清型は
Salmonella Typhimurium(ST)であった。病
理学的及びウイルス学的検査と併せて、本
症例はサルモネラ症及びウイルス性肺炎と
診断。また、同年 9 月、同農場において H2

S非産生の STによるサルモネラ症が再度発
生した。 
H2S 非産生の ST は本県では初めての確認と
なる。ST は宿主域が広く、今後も同様の性
状を示す ST が疾病に関与する可能性があ
るため、検査の際にはこれまでより広域な
生化学的性状を示す ST を想定する必要が
ある。 
 
331．Actinobacillus pleuropneumoniae 血
清型 15 による豚胸膜肺炎の一症例：神奈川
県県央家保 山本英子、荒木尚登 
 総飼養頭数約 3300 頭の一貫経営農場に
おいて 2019 年 2 月、系列農場からの導入子
豚に死亡が散見。豚舎内で削痩、発咳、黒
色便を認め、生体 3 頭の病性鑑定を実施。
本症例はこのうち 1 頭。剖検では、肺は赤
色肝変化を呈し、右肺中葉及び後葉で硬結
を認めた。病原検索では、肺から Actinoba
cillus pleuropneumoniae 血清型 15（App1
5）分離、扁桃から PCV2 特異遺伝子、肺か
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ら PRRSV 特異遺伝子検出。病理組織学的所
見では、肺は壊死し、周囲に好中球が高度
に浸潤し、燕麦様細胞を認めた。肺胞腔内
には炎症性細胞浸潤、線維素析出を認めた。
小葉間結合組織は拡張し、胸膜には軽度の
線維素析出を認めた。免疫組織化学的検査
の結果、肺で壊死部周囲の好中球浸潤部を
中心に App15 抗原、肺胞腔内デブリに PCV2
抗原、PRRSV 抗原を認めた。胃無腺部にお
いて潰瘍形成を認めた。農場では換気不足
などストレス要因が確認されており、豚胸
膜肺炎、胃潰瘍の発生に関与したと考えら
れた。 
 
332．小腸粘膜のホース状肥厚を伴う子豚の
浮腫病：新潟県中央家保 桐生直哉、福留
静 
 母豚 150 頭規模のツーサイト農場におい
て、40 日齢の離乳豚の病性鑑定を実施。3
頭全頭で、眼瞼腫脹、肺の充うっ血、腸間
膜リンパ節の腫大が認められ、2 頭で空腸、
回腸粘膜のホース状肥厚、腹腔内に線維素
析出が認められた。全頭で、小腸内容から
血清型 O139β溶血性大腸菌(Stx2e、F18 遺
伝子保有)を分離。腸内容から Lawsonia in
tracellularis 特異遺伝子は検出されず。2
頭では空腸から回腸にかけての絨毛の壊死
病変が強く、炎症細胞、線維素を含んだ偽
膜様病変が認められた。解剖所見では腸腺
腫症を疑う事例であったが、空腸にも粘膜
の肥厚がみられること、肥厚が粘膜上皮及
び粘膜固有層の壊死病変によるものである
こと等から、従来の浮腫病でみられる血管
変性及び水腫性変化の病変から、より進行
した病変であると考えられた。本症例は、
小腸粘膜の強い壊死を示した豚の浮腫病の
稀な事例で、類症鑑別上重要。    
 
333．新潟県内で分離された豚由来病原性大
腸菌の細菌学的解析：新潟県中央家保 佐
藤圭介、福留静 
 県内の豚由来病原性大腸菌の実態を把握
するため、過去 17 年間の病性鑑定 61 農場
158 事例で分離された、豚由来病原性大腸
菌 162 株を解析。直近 6 年間 54 株では、主
要血清型は O149(13 株)、O139(22 株)及び O
141(9 株)であり、2013 年以前に O149 に次
ぎ多く分離された OSB9 及び O147 は認めら
れず。県内では O149 が豚大腸菌症、O139
及び O141 が浮腫病の主要血清型と判明。薬
剤感受性試験では、複数抗菌剤の耐性率が
JVARM による健康豚での耐性率に比べ高
値。O141 ではコリスチンの耐性が顕著等、
血清型により耐性率に特徴を認め、より一
層の慎重使用の重要性が示唆。分子疫学解
析結果及び疫学情報から、O149 では近隣農
場間等、複数例で同一由来の可能性のある
株を確認。一方 O139 では、25 株中 8 農場

由来 19 株が同一パターンを示し疫学的関
連も確認。今回の調査結果から、近年の県
内浸潤株の顕著な変化を確認。株間の疫学
的知見から、飼養衛生管理基準の遵守徹底
の重要性を再確認。 
 
334．県内 1 養豚場における豚レンサ球菌症
発症豚由来 Streptococcus suis の性状検
査：福井県家保 田中知未 

Streptococcus suis(S.suis)は豚レンサ
球菌症の主な原因菌で、人獣共通病原細菌
として知られる。発症豚やヒト患者由来株
の多くが血清型 2 で、Sequence Type1comp
lex(ST1c)、ST27c に属する。豚レンサ球菌
症が多発する県内 1養豚場で分離された S.
suis の性状把握のため、平成 27 年 4 月か
ら令和元年 12月に発症豚から分離した S.s
uis39 株について、血清型推定 PCR 法、線
毛関連遺伝子プロファイリング法および 1
濃度ディスク法による 12 薬剤の薬剤感受
性試験を実施。結果、36 株が血清型 2 もし
くは 1/2、かつ ST1c に属する株と推察。薬
剤耐性率はリンコマイシン(100%)、エリス
ロマイシン(97.4%)、オキシテトラサイクリ
ン(94.5%)、カナマイシン(53.8%)、ストレ
プトマイシン(43.6%)で高値。2 株でペニシ
リン耐性がみられ、多剤耐性傾向。農場内
に豚やヒトに疾病を起こしやすい株がまん
延している可能性が高く、豚レンサ球菌症
低減および薬剤耐性菌対策に関する指導が
必要。 
 
335．Clostridium novyi による豚の突然
死：山梨県東部家保 土屋可奈、相川忠仁 

【発生概要】患畜は 42 ヶ月齢の母豚。前
日の夕方まで食欲あり。翌日の午前に死亡。
産子及び同居豚に異常なし。【剖検所見】
肝臓はスポンジ状、脳は軟化。多量の血様
腹水が貯留。【材料及び方法】脳及び主要
臓器、胸水、腹水、心嚢水、十二指腸内容。
嫌気培養はクックドミート培地培養後、卵
黄加 GAM 寒天培地で分離。16S rRNA 解析及
びα毒素の検出を依頼。【結果】嫌気培養
で複数臓器から卵黄反応陽性コロニーが分
離、鞭毛を標的とした PCR で Clostridium 
novyi (C. novyi)B 型と判断。16S rRNA 配
列は C. novyi B 型、C. novyi D 型と 100
％一致。C. novyi B 型の多くが保有するα
毒素遺伝子は不検出。【まとめ】C. novyi 
B 型と D 型はα毒素の有無で区別するが、
本菌はα毒素遺伝子を保有しない。一方、C.
 novyi B 型の鞭毛遺伝子が検出されたた
め、C. novyi D 型が B 型の鞭毛を保有、も
しくは C. novyi B 型がα毒素を欠損した
と考察。豚の C. novyi 感染は報告が少な
く、まれな症例。 
 
336．三重県の浮腫病発生状況：三重県中央



 

 

 - 72 - 

家保 佐藤福太郎 
 浮腫病の原因菌は志賀毒素 2e 型（Stx2e）
産生性大腸菌であり、志賀毒素産生遺伝子
（stx2e）や付着因子等（主に線毛因子 F18）
産生遺伝子を保有している。最近全国的に
発生が増加しており、豚コレラとの類似疾
病にも挙げられている。県内においては、
平成 29年 7月に浮腫病の発生が確認されて
以降、平成 31 年 4 月までに、14 事例 7 農
場（疑い事例を含む）で発生が確認された。
また、中央家保管内においては、8 農場中 6
農場で発生があり、約 300 頭が死亡してい
る。管内の発生農場に明らかな疫学的関連
性は確認されていないが、病性鑑定等で分
離された大腸菌は、1 農場を除き、PFGE 法
において全て同一の切断パターンを示し
た。さらに、付着因子等産生遺伝子未検出
の大腸菌による浮腫病発生事例や、脾臓の
全周性に出血性梗塞様の所見が確認される
事例もあった。今後は、未知の付着因子等
の検索や、Stx2e の病原性について検討す
る必要がある。 
 
337．繁殖養豚農家における Salmonella 血
清型 4:i:-によるサルモネラ症発生事例：
奈良県奈良県家保 新田温子、藤原朋子 

繁殖養豚農家において離乳豚で死亡頭数
の増加及び下痢を発症。Salmenella 血清型
4:i:-(4:i:-)によるサルモネラ症と診断。
離乳豚舎以外の豚舎から 4:i:-は分離せ
ず。月 1 回の離乳豚舎プール糞便・環境（各
豚房内 2 カ所、床 4 カ所）の汚染状況確認
検査及び使用薬剤の見直し、洗浄消毒方法
の変更、飼養密度や換気の改善、踏み込み
消毒槽の液換え頻度を上げるよう衛生指導
を実施。平成 25 年 11 月～令和元年 2 月に
分離した 3 株も含め、SNP 型別法では全て 9
型、パルスフィールドゲル泳動法では 2 パ
ターンの遺伝子型に分類。導入豚からは分
離されておらず、離乳豚舎内で感染サイク
ルが維持されていると推察。取り組み後、
死亡頭数が減少したが、4:i:-は継続的に分
離、清浄化に至らず。経営上、オールアウ
トができないため、生菌剤によるコントロ
ールを検討中。 
 
338．レプトスピラ症による繁殖豚の流産の
集団発生：鳥取県倉吉家保 朱夏希、中村
耕太郎 
 レプトスピラ症は病原性レプトスピラに
よる人獣共通の細菌感染症で、豚の流早産
の原因の一つ。菌分離、血清型別、抗体検
査はいずれも容易でなく確定診断は困難で
時間を要する。今回管内の繁殖母豚 550 頭
を飼養する一貫農場で、6 月から 8 月初旬
にかけて妊娠中後期の流産が 7 例続発。流
産胎子は白子と黒子を混じ、腎腫大と皮膚
点状出血が散見。ウイルス検査により CSF

をはじめウイルス感染症は否定。有意菌分
離陰性も、胎子の肝および腎臓でレプトス
ピラ属菌共通の鞭毛遺伝子 flaB を標的と
した nested PCR により同遺伝子を検出。そ
れら臓器で新鮮凍結切片を用いたワーチン
スターリー染色によりレプトスピラ様菌体
を確認。発生状況を踏まえレプトスピラ症
の可能性が高いと判断。飼養者に対し分娩
舎洗浄消毒、周辺豚への抗菌剤投与、ネズ
ミ駆除等対策を指導。早期診断および対策
により流産の続発および遷延を防止。今後
シーケンス解析および免疫組織化学による
詳細の検討を予定。 
 
339．大規模養豚農場で発生した豚胸膜肺炎
による死亡豚増加事例：島根県川本家保 
石井さやか、岡﨑尚之 
 管内養豚場（約 9,000 頭繁殖肥育一貫経
営）管理獣医師より、肥育豚の死亡数増加
の報告あり。農場への立ち入りを行ったと
ころ、死亡頭数は前日に 4 頭、当日に 18
頭。発咳、鼻汁漏出、下痢を呈する個体を
認める。死亡豚 3 頭の解剖の結果、共通し
て暗赤色胸水、肺の充鬱血および繊維素の
析出、割面はモザイク状を呈す。また腎臓、
脾臓には著変を認めず。気管スワブ、肺、
胸水、心臓、心嚢水から Actinobacillus p
leuropneumoniae（血清型 5）を分離。PCR
の結果 PRRSV、PRCV、SIV および PCV2 陰性。
ELISA、FA、PCR の結果より CSF を否定、病
性鑑定所見から ASF についても否定。聞き
取りにより畜主は前日の死亡数増加の原因
を換気過多による室温低下と考え、換気を
抑えていたことを確認。本事例は環境の変
化等ストレスにより豚胸膜肺炎を発症し死
亡したものと診断。換気を改善し抗生剤投
与を行ったところ死亡数は減少。現在、農
場では豚舎内環境のモニタリングと換気の
自動化を導入予定。 
 
340．管内養豚農家での Clostridium perfr
ingens 制御による事故率低下事例：徳島県
西部家保 五島万記子、福見貴文 
 繁殖母豚 1 千頭の一貫経営農家の肥育豚
舎で、毎年日較差のある初夏や初秋に死亡
豚増加。本農場の呼吸器病モニタリングの
ため実施したと場での肺採材時及び今年 6
月の死亡個体病性鑑定により Clostridium
 perfringens（C.p）感染を確認。そこで、
肥育豚舎において糞便及び豚房環境拭き取
り検査を実施し、環境拭き取り 14 検体中 4
検体及び飼料原料 8 検体中 2 検体から C.p
を検出。十分なワクチン接種効果は確認さ
れず、C.p 対策として豚舎内消毒指導にえ、
トウガラシ抽出物、カルバクロール及びシ
ナムアルデヒド等を含む飼料添加物の飲水
添加を実施。その後同様に豚舎内拭き取り
検査等を行い、C.p 検出は環境拭き取り 20
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検体中 1 検体（長靴底）まで減少。また、6
月から 11月の間に農場全体事故率が約 12%
から約 6%に低下。豚舎内での靴底消毒徹底
及び適切な消毒薬選択を再度指導。引き続
き農場の実情に応じた指導を実施し農場成
績向上を目指す。 
 
341．Streptococcus orisratti による豚レ
ンサ球菌症：愛媛県家畜病性鑑定所 越智
建太、彦田 夕奈 

母豚 360 頭を飼養する一貫経営農場にお
いて令和元年 8 月、28～77 日齢の子豚で遊
泳運動、死亡が散発。死亡豚 3 頭（No.1 は
約 50 日齢、No.2 は約 40 日齢、No.3 は約 3
0 日齢）を病性鑑定。剖検所見は、3 頭とも
脳血管充血、心嚢水貯留が認められ、No.3
のみ僧帽弁に疣贅性心内膜炎を確認。病理
組織学的検査では、No.1 と 2 の大脳および
小脳にグラム陽性（G+）球菌を伴う化膿性
髄膜炎、No.3 に G+球菌を伴う疣贅性心内膜
炎を確認。細菌学的検査では、No.1 と 2 の
肺から Streptococcus suis（S. suis）血
清型 2 型を分離。No.3 の肺と心臓から G+
球菌を分離、16S rRNA 遺伝子解析により、
Streptococcus orisratti（S. orisratti）
と同定。本症例を、S. suis 血清型 2 型、S.
 orisratti を原因とする豚レンサ球菌症
と診断。S. orisratti は、2005 年に S. s
uis 血清型 32 型及び 34 型から再分類され
た菌種であり、豚への毒性や病原因子は不
明。本菌によるレンサ球菌症と確認できた
国内初の事例であり、病態解析には更なる
症例蓄積が重要。 
 
342．一養豚場で発生した浮腫病由来大腸菌
の性状：福岡県筑後家保 横山博子、服部
美紀 

同一養豚場の離乳豚に発生した 2 症例を
浮腫病と診断。臨床症状、死亡率、分離大
腸菌（EC）の薬剤感受性に違いを認め、各
症例から分離した溶血性、非溶血性 EC の性
状を検査。症例 2 は死亡率が高く O139 によ
る典型的な浮腫病、一方、症例 1 は O139
と O2 の両血清型が関与し病態が多様化。O
139 は既知の Stx2e、F18 を有していたが、
O2 は Stx2e のみ保有。O2 は人の尿路感染症
からも分離されることから、人由来病原性
EC の定着因子（fimA、fimH、AIDA-Ⅰ等）
を検索。O2 を含む検査 EC 全てがタイプ 1
線毛をコードする fimH遺伝子をはじめ 1～
数種類の病原因子を有し、人獣共通感染症
としてのリスクを示唆。また、非溶血性 EC
も既知の病原因子は保有しなくとも複数の
定着因子を有し、損耗の原因となる可能性
あり。分離 EC は多剤耐性傾向にあり、ERF
X 耐性株の存在は、人の医療現場への影響
を危惧。的確な検査に基づく診断と抗菌剤
の慎重使用による発症コントロールが重

要。 
 
343．Lawsonia intracellularis（Li）によ
る豚増殖性腸炎発生事例：熊本県阿蘇家保
小野結菜、中央家保森美聡 

2018 年 12 月に母豚 6 頭を飼養する一貫
経営農場で肥育後期の豚 1 頭が死亡、同居
豚 1 頭が食欲不振及び元気消失を呈してい
ると通報があり、緊急病性鑑定実施。発症
豚は白血球数の顕著な増加と重度の貧血及
び血便が認められた。発症豚と死亡豚の結
腸粘膜に偽膜形成。2 頭の結腸及び糞便か
ら Li 特異遺伝子検出。2 頭共に結腸の粘膜
固有層に HE 染色で桿菌、ワーチンスターリ
ー染色で粘膜上皮細胞内に弯曲した小桿菌
を多数確認。以上の検査成績から本事例の
2 頭を豚増殖性腸炎（PPE）と診断。発生状
況と検査成績から、肥育後期以降で発生し
出血性下痢や突然死を特徴とする PPE 急性
型の典型的事例であった。飼料内容の変化
と冬期の寒冷ストレスにより発症した可能
性。畜舎の清掃・消毒による菌量の低減と
飼養管理及び飼養環境等のストレス軽減に
よる再発防止対策について指導、以降再発
なし。 
 
344．鹿児島県で分離された豚由来大腸菌の
薬剤耐性状況と治療に有効な薬剤の検討：
鹿児島県鹿児島中央家保 馬籠麻美、三角
和華子 

1999年 4月～2017年 3月に県内で分離さ
れた病豚由来大腸菌 125 農場 331 株につい
て、アプラマイシン（APM）とビコザマイシ
ン（BCM）が治療に有効か検討。また、コリ
スチン（CL）の耐性状況、CL 耐性遺伝子（m
cr-1～5）保有状況と最小発育阻止濃度との
関連性を調査。耐性株は APM3 株（0.9％）、
 BCM36 株（10.9％）、 CL169 株（51.1％）。
APM の耐性株は非常に少なく、BCM は近年耐
性株が減少し、両薬剤は今後、豚の大腸菌
による疾病発生時の治療に効果があると推
察。CL 耐性遺伝子は、33 株（10.0％）が m
cr-1、1 株（0.3％）が mcr-3、108 株（32.
6％）が mcr-5 を保有し、国内に浸潤する遺
伝子型と同様。CL 耐性遺伝子保有株は全て
CL 耐性、非保有株は 162 株（84.4％）が C
L感受性。2000年～2010年までは mcr-5が、
2011 年以降は mcr-1 を高率に検出。CL 耐性
遺伝子はプラスミドを介して伝播する可能
性があり、今後も動向に注視が必要。 
 
Ⅱ－３ 原虫性・寄生虫性疾病 
 
345．Entamoeba polecki subtype 3 と Sal
monella Typhimurium による豚の結腸炎：
広島県西部家保 伊藤弘貴 
  平成 28年 1月に母豚 800頭規模の一貫経
営農場において約 50 日齢の豚で下痢等が
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多発。病性鑑定で Salmonella Typhimurium
（ST）によるサルモネラ症と診断するも結
腸に認められたアメーバ原虫の病態への関
与は不明であったことから追加検索。HE 染
色で結腸に陰窩膿瘍及び潰瘍を確認。陰窩
膿瘍及び結腸粘膜上皮細胞の壊死領域の免
疫組織化学的染色でサルモネラＯ4 抗原陽
性の菌体確認。潰瘍部位における壊死領域
の境界部にアメーバ虫体の浸潤を確認し、
遺伝学的検査で Entamoeba polecki subty
pe 3（EP3）と同定。ST が粘膜上皮の壊死
に関与し、潰瘍における壊死層形成の主因
は EP3 と推察。本症例は ST と EP3 の混合感
染を確認した初めての症例で、EP3 により
潰瘍が重症化したと診断。豚の下痢症例に
おける Entamoeba 属原虫の病原性は不明な
点が多く、その種の違いや混合感染する病
原体による病態の変化を検討するため、症
例の蓄積が必要。 
 
346．管内一養豚場の寄生虫性肝炎低減に向
けた取組（第２報）：熊本県中央家保 稲
生祐輔、下西儀政 

間質性肝炎による肝臓廃棄率（廃棄率）
が 80%-90%と非常に高い一貫経営養豚場に
おいて、平成 27 年から対策を開始。糞便検
査等のデータから、温水高圧洗浄機を用い
た洗浄と駆虫薬の追加投与を指導し、平成
28 年 3 月には廃棄率が 53％まで減少。しか
し、平成 28 年 11 月までは 61.4%-86.0%と
明らかな効果は得られず。効果が出ていな
い間、家保は隔月で農場を指導。視覚資料
を用いた説明により農家のモチベーション
維持に努め、継続して対策を実施するよう
指導。その結果、平成 29 年 11 月には廃棄
率が 10%以下となり、現在は 5%以下で推移。
継続した対策が実施できた背景には、衛生
意識の高い後継者が農場に従事し、「きれ
いな豚肉を生産・出荷したい」との強い気
持ちを持ち続けたこと、家保が親身に指導
を継続したことにより、農家と家保の信頼
関係が構築され、対策が円滑に進行。今後、
フィードバック成績を基に駆虫薬の使用方
法を検討し、清掃・消毒等の衛生管理を徹
底し、低廃棄率の維持を目標に、取組を継
続。 
 
347．トリコモナス原虫の寄生を伴った離乳
豚の衰弱死：鹿児島県肝属家保 小林直樹、
都勇介  
 管内の母豚 20 頭規模一貫農場で 2019 年
2 月、40 日齢離乳豚が下痢及び衰弱死。発
症豚へのペニシリン、サルファ剤投与及び
豚舎消毒を実施するも改善なし。発症豚 3
頭の病性鑑定を実施。剖検所見は特になし。
病理組織学的検査では、2 頭の回腸、盲腸
及び結腸で、トリコモナスが陰窩腔内、陰
窩上皮細胞間及び粘膜固有層で多数認めら

れ、遺伝子解析により、Tritrichomonas（T.）
suis と同定。細菌学的検査では，腸内容由
来非溶血性大腸菌が eae 定着因子遺伝子を
保有し，セファゾリンに感受性、アンピシ
リン及び ST 合剤に耐性。豚の消化管に寄生
するトリコモナスの病原性は詳細不明であ
ったが、今回、T. suis が粘膜上皮間から
粘膜固有層へ侵入する過程が初めて観察さ
れ、侵襲性を有する病原体であることが判
明。本症例は eae 遺伝子保有大腸菌と T. s
uis の複合感染により重篤となったと示
唆。現在、セフェム系抗菌剤投与を実施し
ており、病状は改善傾向。 
 
Ⅱ－４ 一般病・中毒・繁殖障害・栄養
性代謝障害 
 
348．と畜検査データを活用した管内 1 養豚
場の慢性疾病対策の取組：鹿児島県姶良家
保 是枝輝紀、南京子 

平成 28 年度に家保に整備された家保ネ
ットで、と畜検査データの共有が可能。翌
年度以降、と畜検査データを活用した管内
1 養豚場の慢性疾病対策を実施。当該農場
の部分廃棄率の高い間質性肝炎と胸膜炎の
対策として、駆虫薬の変更、豚舎の定期的
な洗浄・消石灰塗布、豚ボルデテラ感染症
ワクチンの接種時期の変更等を実施。と畜
場での廃棄状況の確認の結果、昨年に比べ
本年の部分廃棄率の減少を確認。廃棄臓器
を採材・検査した結果、胸膜炎原因菌は分
離されず、廃棄肺ではわずかに化膿性肺炎
を、廃棄肝臓では高率で好酸球性間質性肝
炎を確認。取組開始前の平成 28 年度に比
べ、本年（4～9 月）の部分廃棄率は、間質
性肝炎が 25 ポイント、胸膜炎が 4 ポイント
減少し、昨年の平均出荷日齢は約 16 日短縮
し、400 万円以上の収益増。と畜検査デー
タは病変の程度の把握や、発症からの時間
経過により原因菌の特定が困難である等の
課題もあるが、と畜場での廃棄臓器の確認
や家保の病性鑑定も併せて、と畜検査デー
タを有効活用し、持続的で効果的な生産性
向上対策を今後も実施予定。 
 
Ⅱ－５ 生理・生化学・薬理 
 
349．臨床的健康豚による白血球正常範囲の
統計的推定：福岡県北部家保 北﨑宏平、
大山 慶 

豚コレラは白血球数（WBC）の減少と好中
球左方移動を特徴とするが、豚 WBC は 1.2
～3 万個（/µl）と幅が広く、白血球分画（D
F）の情報も少ない。そこで、臨床的健康豚
の白血球所見の正常範囲を統計学的に推
定。県内 8 農場の繁殖母豚 78 頭、肥育豚（3
～5 カ月齢）60 頭、と畜場の出荷肥育豚 32
頭を採血。WBC は自動血球計数装置で、DF
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は血液塗抹標本から百分比を算出。正規分
布値の WBC は平均値±1.96×標準偏差から
基準範囲、平均値±t 値×標準誤差で平均
値 95％信頼区間を推定。非正規分布値の D
F は 10・90 パーセンタイルを下限値、上限
値で算出。結果、WBC は育成母豚と肥育豚
が約 2 万個で他の 1.5～1.8 万個よりも多
く、DF では好中球が授乳母豚と出荷肥育豚
が他よりも多く、出荷肥育豚では左方移動
を認めた。リンパ球は育成母豚と肥育豚が
他よりも多かった。今後、豚白血球所見は
カテゴリーごとの正常範囲を参考にし、豚
コレラ等に対する予備診断へ応用、発展さ
せる必要がある。 
 
350．琉球在来豚アグー母豚の血液生化学性
状： 沖縄県北部家保 仲村望、沖縄県畜産
研究センター 親泊元治 

（背景）琉球在来豚アグー(以下、アグー)
は、一般豚に比べ繁殖性に劣っている。（ 
目的） 繁殖成績と代謝プロファイルテスト
の関連を調査。（方法）アグー母豚血清 1 
8 検体及び一般母豚血清 17 検体を用い血
液生化学検査 18 項目(TCho、TP、TG、Glu、
Alb、Cre、BUN、GOT、GGT、GPT、TBil、LD
H、Ca、IP、Mg、Na、K、Cl)を実施。（結果
及び考察）Tcho、TP、TG、Alb、GOT、GGT、
LDH の 7 項目が一般母豚より有意に高値。
アグーは一般豚に比べ筋肉内脂肪が多くオ
レイン酸・コレステロール含量等が高いこ
とが明らかになっているが、血中でも同様
に Tcho、TG 量が多く、アグー独特の脂質代
謝等の影響によるものと推察。また、Tcho、
TG 共に著高である母豚は繁殖障害に陥っ
ている可能性。GOT 及び GGT が一般母豚に
比べ高値を示したのは、脂質代謝の特性故
に生理的に肝臓への負荷がかかりやすいと
示唆。（展望）給与飼料成分・給餌量や繁
殖成績と血液生化学性状との関連性をより
詳細に明らかにし、アグー生産性向上に寄
与したい。 
 
Ⅱ－６ 保健衛生行政 
 
351．管内大規模養豚場のバイオセキュリテ
ィと防疫計画の見直し：北海道後志家保 
長尾賢、村松美笑子 

管内大規模養豚場で飼養豚のオールアウ
ト、オールインを機会に衛生管理のステッ
プアップのため、バイオセキュリティ（BS）
を強化。農場 BS の聞き取りと現地確認を実
施、BS の見直しと改善案を提示し、実行可
能か場長等と協議を重ねた。主な改善点は
①同一の導入口と出荷口を別々に設置、②
パスボックスの設置、③各豚舎に洗濯機を
設置、④運転手への車両消毒の周知等。従
業員等の防疫意識向上のため、講習会を開
催。防疫体制強化のため、防疫計画の見直

しを実施。埋却候補地に障害物を確認した
ため、後志総合振興局と農場に立入、立地、
湧水、重機の乗入等の確認を行い、埋却候
補地を再設定。農場に立入ることで、各豚
舎構造を把握し、防疫作業のイメージを鮮
明化。農場所在地は豪雪地帯のため、防疫
作業の積雪対策と作業者の寒冷対策につい
て具体的に検討。今後、各農場に合わせた
BS 強化と防疫計画の改善、北海道の豪雪地
帯における防疫作業の検討が必要。 
 
352．管内一養豚場の防疫強化と衛生対策へ
の取組：栃木県県南家保 牧誉大、手塚典
子 

管内一養豚場の防疫対策の相談に対し、
農場の飼養管理状況を把握し防疫強化と衛
生対策の指導を実施。農場の聞き取りから
飼養管理状況を把握し、当所で死亡記録台
帳を作成、畜主に記録するよう指導。デー
タベース化した分娩台帳から母豚の繁殖成
績、子豚の事故率及び飼養日数を畜主に把
握させた。また、離乳期から肥育期の呼吸
器病の一因として豚繁殖・呼吸障害症候群
（PRRS）を疑い、ELISA 検査及び PCR 法を
実施した結果、PRRS ウイルス感染時期が離
乳前後と判明。防疫及び衛生対策では、農
場全体の消毒方法や頻度の見直しを指導。
今後、畜主自身による飼養状況の継続的な
管理及び衛生管理の徹底、呼吸器病の疾病
対策として PRRS 感染時期を少しずつ遅ら
せる等のコントロールが重要。さらに、農
場出入り口の野生物侵入防止対策と適切な
消毒の実施、農場内の防疫強化、衛生対策
及び生産性の向上を図る。今後も、畜主と
の連携を密に図り引き続き指導を実施。 
 
353．国内での CSF 発生を受けて実施した養
豚農家に対する飼養衛生管理指導：東京都
東京都家保 向井悠太 

都の近県での CSF 発生を受け、養豚農家
の防疫体制を強化する取組を実施。ここ数
年の飼養衛生管理指導は、定期検査の採血
時に実施していたため、十分な時間をかけ
られず、具体的な改善策を提案しにくかっ
た。また、口頭指導ため、農家も内容を把
握しにくかった。さらに、年１回の指導の
ため、改善確認ができず、指摘事項は毎年
ほぼ同じだった。今年度は、定期検査とは
別に立ち入りすることで時間をかけ、実施
すべき理由や農家の実態に応じた具体的な
改善策を提案。絵・写真を用いて視覚的に
分かりやすい資料を作成し、文書指導を実
施。２回目の立ち入りで、改善確認を実施。
その結果、多くの農家で飼養衛生管理基準
の遵守状況が改善。さらに、都は CSF に対
する緊急防疫対策として、防護柵の設置な
どを対象に補助事業を実施。家保は事業の
推進のため、農家への事業説明、意向確認、



 

 

 - 76 - 

設置指導を実施し、農場毎に調査結果を取
りまとめた。 
 
354．管内一地域の養豚場における衛生対策
勉強会の試み：神奈川県湘南家保 閏間佐
和子、小嶋信雄 

管内一地域の養豚場 5 戸（令和元年度は
4 戸）において、平成 28 年度から家畜保健
衛生所（以下、家保）の職員が講師となっ
て衛生対策勉強会（以下、勉強会）を実施。
勉強会は生産者、家保、市、農協等で構成。
テーマは、年度毎に農場や全国的に話題と
なっている事柄から決定。平成 28 年度は健
康豚から大腸菌を分離し、薬剤感受性試験
を実施。薬剤の慎重使用を指導。平成 29
年度は畜環式ニオイセンサを用いて臭気マ
ップを作成。臭気発生状況を見える化し、
臭気対策指導を実施。平成 30、令和元年度
は県食肉衛生検査所等と連携して、平成 28
年度からのと畜検査結果を農場毎に集計。
内臓廃棄率の推移等を関係者と共有し、意
見交換を実施。さらに、令和元年度は豚熱
対策等の一貫として、各農場の飼養衛生管
理基準への対応状況を写真撮影し、有益な
対策を共有。今後も勉強会を継続し、関係
者の連携強化を図り、農場の生産性及びバ
イオセキュティレベルの向上につなげてい
きたい。 
 
355．当所における豚熱（ＣＳＦ）防疫体制
の整備について：神奈川県県央家保 板倉
一斗、荒木尚登 
 国内での豚熱発生、感染拡大を鑑み、当
所では豚熱の防疫体制整備を次のとおり実
施した。①全農場の個別の初動防疫マニュ
アル等を整備し、人員、資材、作業動線等
発生時の防疫措置に必要となる項目等を精
査。②管内と畜場に対し、交差汚染防止対
策に対応したマニュアル整備等を指導。③
死亡いのししの検査を実施するとともに、
捕獲いのししの検査体制を確立。④いのし
し生息地域の農場を中心に、有効な防護柵
設置を指導。⑤農場に対する巡回指導を強
化し、農場毎の問題点と課題を細かく洗い
出し、豚熱の侵入防止対策を指導。⑥令和
元年 12 月 20 日、本県がワクチン接種推奨
地域に追加された際、短期間で管内全ての
飼養豚に初回接種を実施。以後、子豚への
継続接種と接種豚の免疫付与状況調査を実
施。現在、県内への豚熱ウイルス侵入は確
認されていないが、感染拡大の危険性は継
続している。今後も豚熱防疫体制の整備を
継続する。 
 
356．生産者を主体とした農場バイオセキュ
リティの実践演習：新潟県中央家保 1)、下
越家保 2） 大勝裕子 1)、権田寛子 2) 
 アジアの ASF 拡大と国内の CSF 発生等を

受け、養豚場のバイオセキュリティ強化に
向けた指導の中で、交差汚染対策に対し農
場毎の構造や作業動線の違いから着手に戸
惑う生産者が多く、理解促進とより具体的
な方策の提示が必要と判断。養豚場、と畜
場、畜産関係者に対し交差汚染対策に着目
した実践演習を実施。会場に更衣室や畜舎
等に見立てたエリアを作り、病原体による
汚染を UV ライトと蛍光塗料を用いて可視
化。ゾーニング、動線、専用長靴の活用法
と効果を実演。車内の汚染は、可視化して
ペダルやフロアマット等の消毒徹底を啓
発。演習アンケートでは「わかりやすい」
「農場防疫で活用する」と好評。演習資料
は管内農場の説明資料に、演習 DVD は従業
員教育に活用。今回、農場が対策に苦慮す
る交差汚染対策に着目し実践演習に取り組
んだ結果、農場の理解が深まり対策を実施
する農場が増えた。今後も信頼関係を継続
し農場に寄り添う存在としてバイオセキュ
リティ向上に取組む。 
 
357．管内一農場における CSF 防疫対策につ
いて：石川県北部家保 山根裕太、一二三
誓祐 
 平成 30 年 9 月、我が国で 26 年ぶりに CS
F が発生。本県でも令和元年 8 月に野生イ
ノシシで CSF 感染を確認。CSF の防疫対策
が喫緊の課題となった。管内 A 農場は、イ
ノシシが生息している中山間部に位置する
が、後継者不在や費用面から防疫対策は停
滞。農家に危機意識を持ってもらうために、
自動撮影カメラを設置し、農場周辺でイノ
シシ、野良猫やキツネを確認。農家の危機
意識は改善し、消石灰散布、豚舎の修繕、
防鳥ネットや電気柵の設置等の侵入防止対
策を家保が支援して実施。一方、恒久柵の
設置については、高額なことから消極的。
家保と関係機関が協力し、安価な恒久柵の
設計・提案、補助金を活用することで、設
置に至った。農場内にイノシシが侵入した
形跡はなく、異常豚の通報もない。引き続
き飼養衛生管理基準の遵守の徹底を指導し
ていきたい。 
 
358．管内で発生した CSF の防疫活動での問
題点：三重県北勢家保 徳永到 
 平成 30 年 9 月岐阜県での CSF 発生以降、
三重県は発生に備え、防疫活動の事前確認
を行ってきた。しかし令和元年 7 月管内 40
00 頭規模一貫経営養豚場で、豚コレラが発
生するに至り、種々の想定外の問題が発生
した。①鶏インフルエンザと異なり、殺処
分自体に複数獣医師が必要、極度の獣医師
不足に陥った。②真夏の発生で、作業の効
率が低下。季節需要から CO2 ガスボンベが
不足。③鶏と豚の根本的な違いをマニュア
ル、作業員、後方支援が十分に織り込んで
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おらず混乱。これらの問題を踏まえ、防疫
作業終了後、家畜保健衛生所有志によって
問題の対策法を検討した。結果①の対策と
して、殺処分の省力化を検討、CO２ガス殺
を中心に A．密閉トラック荷台上で CO2 殺
を行う、B．死亡牛を入れる缶を用いる、C．
フレコンバックに直接投入する、方法を検
討、結果、C で補助具（図１）を用いた方
法が効率的と考えた。②の対策として、極
力重機を使い暑熱に対応する、CO2 ボンベ
の効率的利用や業者と確保数等の再確認。
③の対策として、今後研修会を実施する予
定。 
 
359．国内での豚熱（CSF）発生を踏まえた
衛生指導：三重県中央家保 田中伸昌、富
田智美 
 2018 年 9 月に岐阜県で発生した CSF は、
2019 年 11 月には関東まで拡大、現在に至
るまで終息していない。県内では 2019 年 6
月にいなべ市で捕獲された野生いのししで
CSF の陽性を確認、7 月にはいなべ市の養豚
農家 1 戸で CSF が発生した。こうした状況
を受けて、管内では、関係機関と連携し、
農家情報の整備、防疫演習の開催、発生時
の対応打ち合わせ等を実施した。また、自
主消毒ポイントの設置、養豚農場に対する
消石灰の配布等管内全体の防疫レベルの向
上を図りつつ、農場ごとに防護柵等の設置
促進、飼養衛生管理基準に基づいた指導を
行った。その結果、管内の多くの農場で防
護柵、防鳥ネットの設置等飼養衛生管理の
向上が認められた。三重県もワクチン接種
推奨地域に設定され、予防的ワクチンの全
頭接種を行ったが、家畜防疫の基本は飼養
衛生管理基準の遵守であることから、継続
して管内養豚農家に衛生指導を実施し、飼
養衛生管理の向上を促進していく。 
 
360．豚熱発生に備えた危機管理対応につい
て：京都府南丹家保 西田寿代、塚本智子 

豚熱への対応として以下の取組を実施。
【内容】①情報発信（81 回）、緊急巡回（延
べ 83 戸）、飼養衛生管理基準の遵守指導（延
べ 80 戸）と監視強化等の農家対応。②家畜
防疫員を対象とした机上訓練と殺処分訓
練。③現地対策本部体制強化のための関係
機関との打合せや現地調査（17 回）、防疫
措置計画策定やマニュアル、詳細な手順書
の整備。④本年 1 月に管内全頭にワクチン
を接種し（18 戸 7,161 頭、従事者 103 人）、
抗体付与状況調査（7 戸 215 頭、従事者 26
人）を実施。陽性率は 96％で十分な免疫付
与を確認。【PCR 陽性事例】病性鑑定で PC
R 陽性事例があり、ワクチン株と判明する
までの間、野外株を想定した防疫対応を行
い、円滑な対応を確認。【まとめ】家畜防
疫員が府内最大規模農場での発生を想定し

た実効性のある防疫措置のイメージを共
有。関係機関の役割分担を明確化し、課題
を精査し解決に尽力。今後も発生予防対策
と防疫体制の強化を継続。 
 
361．各養豚場に対応したステップアップ方
式による飼養衛生管理基準遵守状況改善指
導：鳥取県西部家保 山﨑健太 
 養豚場の飼養衛生管理基準遵守状況は様
々であり、不遵守項目を把握し改善指導し
ていくために、管内養豚場についてそれぞ
れの課題を抽出し、不遵守項目を把握し改
善指導していくために明確化。ステップア
ップ方式で一つずつ課題を改善できるよう
に指導。課題については、①すぐに改善で
きる内容、②早急に改善した方が良い内容、
を分類し重点化。①②の課題の改善状況を
養豚場と家保が共有するために西部家保独
自の「飼養衛生管理基準確認表」を作成。
養豚場と家保が遵守状況をわかりやすく認
識し、〇や△の記号を用いて、遵守・不遵
守を明確化。立ち入りが困難な養豚農場に
は確認に必要な写真の提出を求め、改善状
況を共有。改善項目のうち、特記事項とし
て、本年度内に西部管内全養豚場が防護柵
の設置を決定。養豚場の飼養衛生管理への
意識向上と遵守状況の大幅改善が認められ
た。 
 
362．養豚農場における GAP 取得チャレンジ
システムの取組：鳥取県倉吉家保 長千恵、
柄裕子 
 畜産 GAP 認証は、食の安全・家畜衛生に
加え労働安全・環境保全等に取り組む畜産
農場に付与される日本の GAP 制度。GAP 取
得チャレンジシステムは、畜産 GAP 認証の
準備段階として位置づけられる取組。今回
管内養豚一貫経営農場が GAP 取得チャレン
ジシステムの取組を開始し、普及所、家保
が支援。概要について報告。当該農場は平
成 30 年 6 月に農場 HACCP 推進農場に指定
後、GAP 取得チャレンジシステムへの取組
を開始。必要文書の作成は主に普及所が支
援。家保はアニマルウェルフェア、家畜衛
生に係る部分を担当し、子豚の去勢時期、
薬剤の保管場所・管理方法を指導。その他
県事業を利用し衛生管理区域にワイヤーメ
ッシュを設置し、労働安全上必要な環境改
善を実施。12 月 20 日に現地審査受検。そ
の内容も併せて報告。 
 
363．食肉衛生検査所と連携した農家の飼育
改善：徳島県西部家保 市川正史、福見貴
文 
 管内養豚農家（母豚 900 頭一貫経営）に
おいてと畜検査時の豚胸膜肺炎（以下 App）
による高い廃棄率と，それに伴う育成不良
対策について相談あり。当農家では肺炎対
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策として App、PCV2 ワクチン等の接種及び
定期的な抗体検査のモニタリングを実施。
相談を受け当所では食肉衛生検査所（以下
食検）のフィードバック事業による成績表
の活用及びと畜場での肺病変のスコアリン
グ及び細菌検査を実施。その結果、慢性的
な胸膜炎が多く、App の直接関与を否定し
聞き取りから、飼養管理全般について再点
検を実施。子豚の温度管理について、哺乳
舎及び離乳舎での温度管理状況を数値化し
農家と共有。現在、保温箱の設置及び改良
とワクチネーションプログラムの再検討を
実施中。今後、家保と食検での情報交換を
より一層行うことでよりスムーズな農家指
導につなげたい。 
 
364．外国人技能実習生を対象とした飼養衛
生管理基準指導：徳島県西部家保 中田翔、
福見貴文  
 国内での CSF 発生要因として、CSF ウイ
ルスに汚染された海外からの肉製品の持込
みが示唆。畜産農場で働く外国人技能実習
生（実習生）についても、飼養衛生管理基
準及び肉製品持込み禁止について、指導が
必要。管内畜産農場（全畜種）で従事する
5カ国 60人の実習生を対象に巡回指導を実
施、その内最多（38 人）のベトナム人に、
ベトナム語の啓発資料を作成し指導。併せ
て管内監理団体へ、海外からの肉製品持込
み禁止について指導協力を依頼。また、管
内 2 養豚農場（各母豚 400 頭一貫）のベト
ナム人実習生（計 8 人）に対し、CSF 及び A
SF の発生防止に係る出前講座を開催。両疾
病の発生状況や症状に加え、肉製品の持込
み禁止について重点的に指導。イラストを
多用し、ベトナム語で記載した資料を用い
ることに加え、コミュニケーションツール
として翻訳アプリを活用することで、意思
疎通が容易となり、一定の指導効果が得ら
れた。今後は様々な国籍に応じたきめ細や
かな指導を実施したい。 
 
365．管内養豚場の農場 HACCP 認証取得に向
けた取組：西部家保高南支所 宮岡美樹、
中橋徹 

管内 A 養豚農場が平成 28年度から農場 H
ACCP 認証取得に向けて取り組み、今年 6 月
に認証機関へ申請。8 月 22 日に現地審査。
審査は、書類と現地の整合性確認。申請時
は、提出前の最終確認、懸念事項の修正対
応、文書・記録類の整理整頓が重要。結果、
9 月 20 日付で農場 HACCP 認証を取得。認証
取得を目指すには、文書や記録類が膨大な
量となり時間と労力が必要だが、衛生管理
レベルの向上、従業員の意識改善やスキル
アップにつながり、取組のメリットは大き
い。この取組は、畜産クラスター計画の重
点項目。認証農場の製品に認証マークを貼

付。広く消費者にアピールすることで、A
養豚農場のみならず地域ブランドの四万十
ポークの大きな強みの一つとなる。認証有
効期間は 3 年間。今後、定期的にチーム会
を実施。PDCA サイクルを常に回しながら、
地域ブランドを担う安全、安心、安定の養
豚生産を展開。 
 
366．関係機関と連携した CSF 等の発生防止
対策指導：佐賀県中部家保 野田由美、大
澤光慶 

CSF 発生拡大及び ASF 国内発生リスクが
高いことから、家保中心に関係機関で支援
チームを編成し、管内 4 養豚場（A～D 農場）
について野生動物侵入防止柵（柵）設置指
導を実施。A 農場はイノシシ生息地域の山
間部に立地。豚舎周辺には柵設置済みだが、
未設置の堆肥舎周辺にも柵設置を指導。B
農場も山間部に立地し、豚舎内へイノシシ
や猫の侵入を確認。柵下部の目が細かく、
地面の掘返し不可能な柵の設置を指導。C
農場は山際平坦部に立地。イノシシ被害は
ないが、周辺でイノシシ、タヌキ等中小野
生動物が確認され、全面目の細かい柵設置
を指導。D 農場は平坦部に立地し、イノシ
シは見られないが、哺乳豚に猫被害がある
ため、豚舎周囲等に目の細かい柵設置と豚
舎外壁に金網設置を指導。立地条件や飼養
形態により有効な対策が異なるが、家畜伝
染病の発生防止のため、今後も関係機関と
連携して、より実効性の高い対策の指導を
継続。 
 
367．管内養豚農場の経営成績向上へ向けた
取組：佐賀県西部家保 大下真司、大曲秀
明 
 管内の養豚生産組合が実施している経営
検討会に昨年度初めて参加。飼養規模およ
び生産成績が同等の 2 農場間（A 農場、B
農場）で飼料費に 250 万円の差が見られた
ため、調査および対策を実施。と畜検査成
績の比較では、顕著な差は見られず。経営
検討会成績の比較では、平成 28～29 年で A
農場の購入飼料量（肉豚 1 頭あたり分娩か
ら出荷までの飼料量）が B 農場より常に多
く（7～20kg）、特に平成 30 年 1～6 月期で
38.6kg と顕著に多かった。改めて行った現
地調査で、A 農場はエサ箱の給餌部分へ流
入する飼料の量が多かったため、B 農場を
参考に改善したところ、平成 31 年 1～6 月
期の経営検討会成績で、A 農場の購入飼料
量が減少（329.9kg→310.3kg）。また、豚
舎内の冬場の温度測定も行ったところ、A
農場の方が B農場より約 2～4℃低かったた
め、さらに減少を図るには、冬場の畜舎の
保温対策も検討する必要がある。 
 
368．養豚農場における地域ぐるみでの衛生
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対策強化のための取組み：長崎県県南家保
七島琳、石丸憲二 

豚熱（CSF）およびアフリカ豚熱（ASF）
の防疫対応として地域ぐるみでの衛生対策
強化のための取組みを実施。養豚団体を通
じた情報共有・伝達が必要と考え、「ASF
侵入防止緊急支援事業」を契機とした養豚
協議会を各市 1 つずつ設立・拡充。事業の
ほか研修会等も開催し生産者個々の取組み
から地域一体となった防疫対策を強化。当
所からの情報発信方法の改善を目的に、管
内全養豚農家へ通信機器類の活用状況等の
アンケート調査を実施。対象農家の 93%が
スマートフォン等を所有。LINE 等の SNS を
活用し、疾病情報を収集。また、必要書類
の様式など様々な情報が必要と判明。多種
多様な情報を提供できるよう HP を改善。H
Pは検索しやすいよう情報紙等に QRコード
や検索バーを記載。CSF の防疫指針改正に
よる内容変更をうけ、管内養豚密集地帯に
対応可能な必要資材や人員を検討し、家保
に備蓄。今後 SNS 等の新たな情報発信方法、
地域一体で更なる防疫体制の強化に取組み
たい。 
 
369．管内観光牧場の越境性動物疾病の防疫
対策について：宮崎県都城家保 宮川陽一、
坂本拓巳 
 豚とのふれあいを目的とする管内観光牧
場の越境性動物疾病の防疫対策について報
告。平成 30 年 12 月 29 日に当該牧場の豚飼
養を確認、翌年 1 月 7 日に立入。当該牧場
は小規模観光牧場で、豚 12 頭飼養のうち子
豚 2 頭は日中放牧。4 月までに豚の放牧場
を再整備し、豚とのふれあい等様々なイベ
ントを計画。当日、越境性動物疾病の発生
状況と防疫の重要性を説明。1 月 28 日、当
所で作成した手洗い及び靴底消毒等のチラ
シを来場者へ提示するよう指導。4 月 8 日、
放牧場の完成に伴い立入。豚舎及び放牧場
周囲の電気柵の常時通電、立入制限の看板
設置及びふれあいイベントの消毒等徹底を
指導。4 月 26 日、当該牧場の「家畜伝染病
防疫規則（案）」を当所で作成し、協議。7
月 31 日、来場者の入場制限、複数箇所に看
板の設置、電気柵の常時通電、入場時の従
業員の立会い実施を確認。迅速な現地調査
と従業員との丁寧で継続的な協議により、
管理者の防疫意識が向上し、効果的な対策
が実施できたと考察。 
 
Ⅱ－７ 畜産技術 
 
370．繁殖豚の背脂肪厚測定による生産性向
上の取り組み：長野県松本家保 田垣智衣 

繁殖豚の交配期や妊娠期の栄養状態は、
繁殖成績に影響。特に過肥は、繁殖成績を
低下。今回、演者らは背脂肪厚を測定する

ことにより栄養状態が改善するかを検討。
平成 30 年 4 月から管内 A 農場にて、繁殖豚
の定期的な背脂肪厚測定を開始。背脂肪厚
が正常範囲内になるよう給餌量を調整。背
脂肪厚が正常範囲内の繁殖豚割合は、測定
開始時繁殖豚全体の 49％だったが、1 年間
で 70％まで上昇。特に妊娠中期の斉一性が
上昇。また、過肥の割合も 23％から 15％に
減少。背脂肪厚測定に併せ、繁殖成績の推
移を調査。繁殖豚 1 頭あたりの生存産子数
は 10.7 頭から最大 12.3 頭となり、繁殖豚
1頭あたりの離乳頭数は 9.6頭から最大 11.
3 頭に増加。また A 農場の年間出荷頭数は、
対策前 3692頭から対策後は 4219頭に増加。
繁殖豚の背脂肪厚を正常範囲内に揃えるこ
とで繁殖成績が改善、さらに生産性が向上
されることを確認。 
 
371．地域で協力した CSF 防疫対策：長野県
長野家保 橋本淳一 
 CSF が県内で 3 例発生。長野家畜保健衛
生所は CSF発生予防を目的とする地域の CS
F対策専任チームの一員として 10農家の野
生鳥獣害防護柵設置を支援、死亡野生いの
ししを 18例検査し全頭陰性(2019末現在)、
CSF予防的ワクチン接種を 16農場 3,423頭
で実施、管内と畜場での CSF 発生予防と交
差汚染防止のため消毒等衛生管理マニュア
ル改訂及び車両消毒の記録徹底等を支援、
台風 19 号による内水氾濫被災農家に対す
る CSF 等病原体対策として緊急消毒を実
施。また、管内の長野・北信地域で CSF 等
を対象とした防疫演習を実施。うち、長野
地域では防護服の着脱訓練、模型の豚を使
った保定・殺処分実習を実施。さらに、脱
衣前消毒に軽量かつ安価な自動防護服消毒
ゲートを作成、消毒時間短縮を目指した。
演習後の参加者アンケートでは CSF 発生へ
の不安や実践的訓練を要望する意見が多か
った。今後は CSF 等伝染病を管内で発生さ
せないための飼養衛生管理基準の遵守向上
に繋がる農家支援を行っていきたい。 
 
372．南信州 ONE TEAM で取り組む CSF 対策
：長野県飯田家保 井上紗季 
 2018 年 9 月、岐阜県で国内 26 年ぶりに C
SF が発生し、その後野生イノシシで陽性を
確認。当管内は発生県と隣接しており本病
の侵入が危惧された。このような状況の中、
管内では関係機関の協力のもと、いち早く
防鳥ネット及び防護柵の設置を支援。2019
年 7 月、本県の野生イノシシでも陽性を確
認し、イノシシへの経口ワクチンの散布と
共に、全養豚場の埋却予定地状況を確認し
万一の発生に備えた。9 月、県畜産試験場
での発生に伴い管内で監視対象農場(2 戸)
を指定。その内 117 頭飼養の一貫経営 1 戸
で発生。当経営は 2 農場であったこと、農
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場内の通路が狭く重機が入らなかったこと
等で中規模飼養ながら防疫措置は困難を極
めた。しかしながら、これまでの CSF 対策
で連携が強固となっていた南信州の関係機
関が一体となり防疫措置完了。未だ本病発
生のリスクは継続するが、飼養豚への CSF
ワクチン接種やイノシシ対策等、当地域は
ONE TEAM で CSF 対策に今後も取り組む。 
 
373．P2 点背脂肪厚測定による繁殖雌豚栄
養度評価と経営改善の取組：鳥取県鳥取家
保 錫木淳、樋口久美 
 管内 A 養豚農場（繁殖雌豚 50 頭規模、一
貫）では近年、産子数減少に悩んでいたが、
繁殖雌豚更新率の見直し等対策実施中。今
回、さらなる生産性向上に向けた取組とし
て繁殖雌豚の栄養度評価を実施。毎月定期
の妊娠鑑定時に、繁殖雌豚（妊娠鑑定時及
び分娩前の 2ステージ）の P2点背脂肪厚（以
下、P2）を超音波診断装置を用いて測定。
栄養度の「見える化」により、産次数と P2
に有意な負の相関（P<0.01）を確認。授乳
期の P2 低下について注意喚起したところ、
データを踏まえた個体管理意識が定着。1
年間の取組後、2019 年前半（1～6 月）と後
半（7～11 月）を比較すると、高産次（4
産以上）の繁殖雌豚では両ステージともに
有意な P2 増加（P<0.01）が図られ、妊娠鑑
定ステージでは産次数増加により P2 低下
する傾向が緩和。また、冬期の増飼不足、
繁殖候補豚の過肥傾向等、解決すべき新た
な課題も浮上。引き続き、きめ細かい飼養
管理により経営改善につなげる取組を継
続。 
 
374．管内繁殖複合経営農家の現状と増頭に
向けた取組：高知県中央家保 川澤麻友 

管内和牛繁殖農家 A・B の 2 戸（以下 AB）
は隣接する放牧地で夏山冬里方式で飼養牛
を管理し、トマト栽培との複合経営を行っ
ている。今年度、AB は県の補助事業を活用
し牛舎の増改築を実施。AB とも 5 年間で繁
殖雌牛頭数を現在の 4頭から 10頭まで増頭
し収益の増加を図る予定。一方、現在の繁
殖雌牛の平均分娩間隔は A：409 日、B：48
3 日と長く、また流産や死産の発生により
本年の子牛販売頭数は AB とも 1 頭だった。
原因究明のため、AB で放牧地のノシバ・土
壌および冬季給与粗飼料の成分分析を実施
したが、硝酸態窒素含量は低いなど特に問
題は見られなかった。また、AB の繁殖雌牛
全頭で代謝プロファイルテスト（以下 MPT）
を実施。今後、繁殖雌牛の増頭を図り肉用
牛部門での収益を確保するために MPT 及び
粗飼料分析を継続的に行い、繁殖成績の改
善と子牛の損耗防止に努める。 
 
375．養豚農家慢性疾病対策指導体制の長期

にわたる取組み：福岡県両筑家保 永野英
樹 

管内一養豚場において、慢性疾病対策を
柱とした取組みを平成 24 年から開始し、経
営が改善。平成 28 年から当事例を応用し、
慢性疾病対策が必要な 3 農場で取組みを開
始。当取組み以前も病性鑑定時のスポット
的対策は実施していたが、慢性疾病対策と
して継続的な指導は未実施。指導は、長期
間の取組みを維持するため、パターン化し、
以下の 4 点を柱とした。(1)と畜検査成績を
3 か月毎に提示し、対策を提案。(2)と畜場
において畜主と内臓所見を確認し肺病変部
の細菌検査を実施。(3)家保事業と外部検査
機関の抗体検査成績等による微生物の動態
把握。(4)家保、獣医師、製薬会社、畜主で
ワクチンプログラム、投薬方法及び衛生管
理の検討会議を開催。対策の結果、2 農場
において出荷頭数の大幅な増加を確認。１
農場は、対策が継続せず、取組み効果が十
分に確認できなかった。今後は、改善目標
の明確化及び過年度の検査結果や指導歴を
容易に確認できるデータ管理方法の検討も
必要。 
 
376．市街化地域養豚農家の悪臭対策：福岡
県筑後家保 日名子健司 

一貫経営養豚場で市街地に面した農場は
以前から悪臭苦情があり独自に対策を実
施、平成 26 年から苦情が増えたため、同年
 7 月に家畜保健衛生所や市、関係機関で構
成する畜産経営環境保全推進指導協議会
（協議会）で臭気対策を実施。農場立入に
よる臭気発生源特定と畜舎清掃強化、排水
処理工程の適正管理を指導、施設周辺の環
境整備を実施。 その後、市内 3 養豚場を対
象とした臭気モニタリング調査では臭気は
同程度の 3.0 に改善したが、市街地のため
農場への苦情は継続。さらに協議会はペア
リング消臭技術を導入し、農場の臭気削減
対策を実施。対策の結果、さらに臭気モニ
タリング調査の平均値はペアリング消臭対
策前 3.0 から対策後 1.4 へ改善、悪臭苦情
は無くなった。市街地の農場では通常より
悪臭苦情が出やすく、苦情対策には衛生対
策に加え、環境面への目に見える対策が必
要である。今後はさらに省力的に継続しや
すく効果のある臭気対策を検討、提案して
いきたい。 
 
Ⅱ－８ その他 
 
377．生産者と考える養豚場の防疫計画：北
海道上川家保 吉田美葉、松田きく 

生産者及び養豚関連団体が組織する上川
養豚振興会（振興会）と連携を強化。伝染
病講習会への講師派遣等、家保と振興会が
協力し地域防疫の向上に寄与。家保と振興
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局農務課は 1,000 頭以上を飼養する養豚場
の防疫計画試案を作成。畜舎構造等の情報
収集のため、振興会を介し各養豚場に協力
依頼。計画策定の目的と防疫措置内容につ
いて、情報共有を目的に振興会で講習会を
開催。家保は実在の農場での発生を想定し
具体案の説明後、各養豚場にて殺処分作業
動線等試案を生産者と共に確認、ディスカ
ッションし防疫計画を精査。事前の講習会
により、短時間でも実行性のある計画に向
けた話合いが可能で、養豚場ごとの防疫上
の課題を生産者と家保が共有。建設予定の
新規養豚場については、事前に近隣養豚場
と地域自衛防疫組合を交えて防疫計画を作
成し、課題整理。家保は生産者との信頼関
係を維持し、今後も継続的に計画見直しを
行いつつブラッシュアップする方針。 
 
378．CSF 防疫体制の強化とさらなる取組：
青森県十和田家保 方波見将人、渡辺測子 

管内は養豚場 58 戸、と畜場 3 施設、生体
市場が存在。CSF 発生時の社会的影響や経
済的損失は甚大。農場情報、殺処分計画、
埋却地、立入資材等を見直し整備。生体市
場の監視強化。消毒ポイントや集合施設の
運営方法を再検討。市町村と役割調整。令
和元年 9 月下旬、CSF 疑いでと畜場がライ
ンを停止。立入検査は迅速・的確に実施。
と畜場の防疫対応が課題。と畜場関係者の
防疫対応向上のため研修会を開催。防疫指
針、県マニュアル、と畜場再開要件、消毒
対応等を説明。アンケート調査で理解不足
と判断。と畜場 3 施設を個別訪問。疑い事
例時の場内消毒、従業員や車両の動線、立
入制限等を説明。防疫作業の支援と埋却場
所の確保を要請。CSF 等発生時のと畜場再
開要件の事前確認を自ら希望。再度訪問し
現場・必要書類等を確認。改善を指導。頻
回訪問で防疫への理解醸成と信頼関係を構
築。東北家畜衛生協議会検討会で、と畜場
との連携の必要性をアピール。今後も防疫
体制をより強固にする所存。 
 
379．埼玉県で発生した CSF の防疫措置：埼
玉県熊谷家保 留場寛子、山品恒郎 
 県内で令和元年 9 月から 11 月にかけ 5
例の CSF が発生、防疫措置を実施。発生は
9 月 2 例 2,231 頭、10 月 2 例 3,237 頭、11
月１例 2,153 頭。防疫措置完了まで 3～8
日、うち殺処分に１～4 日を要した。殺処
分の家畜防疫員は 13～18 名で 1、2 例目は
全員、3 例目から 1 班 4～5 名 3 交代で作業。
農場内動員作業員は延べ 2,430 名、応援獣
医師は延べ 145 名。殺処分では哺乳豚はガ
ス殺、他は追い込み後電殺と薬殺を併用、
雄豚は鎮静後電殺。続発事例では追い込ま
ず豚房内やストール内で電殺、鎮静せず物
理的に動きを封じるなど工夫。3 例目は台

風 19 号の影響で防疫措置開始が遅れ、豚房
の泥漿化が発生。通路幅も狭く死体搬出が
難航。5 例目は死体を人力で畜舎外に搬出
し時間を要した。課題は各農場の状況によ
ってマニュアル通りの対応が困難、週末等
に発生し資材調達が困難、家畜防疫員の不
足など。今後は防疫作業マニュアルの見直
しや、応援獣医師の活用方法の再検討を実
施。 
  
380．ＣＳＦ発生５農場における埋却方法と
課題：埼玉県熊谷家保 椚友香、田口清明 
 令和元年 9月から 11月にかけて本県にお
いて 5 例の CSF が発生、処分畜及び飼料等
の汚染物品の埋却処理を実施。発生の際、
埋却地の選定から埋却完了まで迅速な対応
が必要。しかし実際の埋却地の状況は様々
で、個別に埋却方法を検討。進入路の幅員
不足に対しては障害物除去、砂利質土壌の
埋却溝崩壊の恐れに対してはフレコンバッ
クの投入にクレーン車を使用、湧水発生に
対しては水の吸引や埋却地変更等を実施。
発生農場の病原体拡散防止措置完了後 72
時間以内に埋却作業が終了した事例は 2
例。埋却地に関する課題として、住宅や水
路との位置関係や道路状況等の周辺環境に
関する事前情報の不足、湧水や土壌の性質
等により掘削の際に特別な対応、農場や埋
却地の近隣の住民への説明が必要。これら
は、他の農場においても家畜伝染病発生時
の埋却処理の妨げとなる可能性あり。発生
経験を農家指導に活かし、発生時に迅速な
防疫対応ができる体制づくりが重要。 
 
381．養豚生産者が主体的に取り組んだ地域
防疫への支援：千葉県東部家保 山桐慶之、
佐藤沙樹         
 管内一養豚密集地域には生産者 66 名か
らなる協議会が存在。オーエスキー病（AD）
清浄化対策など、主体的に地域防疫の取り
組みを行ってきた。当協議会の地域防疫部
会には、民間獣医師や家保など関係機関も
加わり、一体となってその活動を支援して
いる。平成 29 年度、生産者発案で地域内養
豚場の所在地を明らかにする農場マップと
地域内で疾病発生情報共有のための緊急連
絡網が整備された。同年、地域豚疾病緊急
対策推進事業を活用し、豚繁殖・呼吸障害
症候群（PRRS）コントロールプロジェクト
を開始。また、国内での CSF 発生を受け、
生産者向け防疫演習を実施。仮発生農場を
設定し、実在する制限区域内農場、管理獣
医師や家保が登場するシナリオにすること
で、実際に自農場がどのような制限を受け
るのかなど、生産者が具体的なイメージを
持てるようにした。今後は同様の取り組み
が他地域へ波及し、地域間での連携強化に
つながるよう支援していきたい。 
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382．CSF ハイリスク養豚場における発生防
止に向けた取り組み～ある養豚農家の決断
～：富山県西部家保 稲畑裕子、後藤利隆 

令和元年 7 月、本県野生いのししで CSF
感染を初確認。県内養豚場への感染リスク
の高まりを受け、管内ハイリスク養豚場（A
農場）の発生防止対策を実施。農場主は防
疫措置の防護柵設置等にも難色を示した
が、説得により設置完了。8 月、監視対象
農場指定後は一段と防疫レベルが向上。ま
た、防疫措置計画実効性確保のため、埋却
地や人員に関し市や農協と協議。しかし、A
農場のバイオセキュリティは依然低水準。
農場へのウイルス侵入は不可避との考えに
より、農場主は 9 月に早期出荷を決断。7
週齢未満の豚が殺処分対象となったが、受
入業者では飼料安全性の観点から一般的な
薬剤が使用できず。試行錯誤の末、豚用電
撃機と塩化カリウムの併用により子豚 1,4
42 頭を安楽死しレンダリング処理。合計 4,
142 頭の早期出荷が終了し CSF の発生を免
れた。昔気質の農家に衛生指導し実行に移
させることは困難だが、農家との良好な関
係は緊急時に防疫レベル向上の後押しとな
ることを実証。 
 
383．管内養豚農家における埋却候補地の調
査と埋却計画の検討：山梨県東部家保 髙
橋聡、土橋宏司 

H30 年 9 月、岐阜県にて豚熱（以下 CSF）
が国内 26 年ぶりに発生。これを受けて、こ
れまで農家が確保・報告してきた埋却地に
対して、関係機関と合同で現地調査を実施。
立地条件や周辺状況を詳細に確認し、埋却
地としての適正判断を行うとともに、埋却
溝の設置レイアウトを決定。さらに必要な
機材、人員数を算定し、掘削に必要な時間
を試算。これらを整理することで埋却地の
必要面積や必要資機材を簡易に割り出す汎
用的な計算表を作成。併せて、夜間の作業
に必要な投光器の設置計画や、資材の調達
手段および汚染物品の搬送経路の詳細につ
いても検討し、これまでより実務に沿った
作業手順書を作成。より円滑な作業を行う
ためには、それぞれの埋却地における課題
を検討するとともに、発生事例での課題を
反映した実践的な計画の構築が必要。また、
今回は CSF 発生を受けて養豚農家を対象と
した調査と計画を行ったが、他の畜種につ
いても同様の調査、検討を実施していく。 
 
384．CSF（豚熱）交差汚染対応と検査環境
整備：長野県松本家保 林健  

2019 年 7 月、長野県の野生いのししで C
SF 感染を確認。検査は扁桃又は血清を用い
て PCR・ELISA を実施。9 月には畜産試験場
で CSF 発生。野生いのししの感染は拡大し、
監視対象農場等の増加に伴い検体数は急

増。汚染防止対策をとっていたが、検査室
内で交差汚染が発生、検査に混乱が生じた。
原因として、大量の陽性検体搬入（９月末
現在 371 検体中陽性 124 検体）及び野生
いのしし検体と清浄性確認の検体を同時に
処理したことが考えられた。このため、RN
Aase 等を使い検査室の清浄性の回復を図
るとともに検査体制の見直しを行った。PC
R 検査は、陽性が疑われる検体、清浄性を
確認する検体及び一般病性鑑定検体の 3 系
統に分けて処理。別棟に一方通行のシャワ
ールームと特定家畜伝染病検査室を設置。
器具の配置、検査者の動線に課題が生じた
が、パーテーションで対応。今後は HPAI
を含めた特定家畜伝染病専用検査室として
活用していく。 
 
385．令和元年度奈良県豚熱防疫演習：奈良
県奈良県家保 北川稔子 

肥育豚 3 頭（体重 100kg、127kg、177kg）
を供用し、家畜防疫員を対象とした奈良県
豚熱防疫演習を実施。電気ショックは脳通
電に約 3 秒、心臓通電に約 33 秒要し、殺処
分の所用時間は、1 頭目は脳通電に失敗し 2
2 分、2 頭目は電気と殺装置の電源接触不良
で 25 分、3 頭目は 10 分。殺処分場所は、
各農場で最も安全に行える場所を選択する
必要あり。心内注射は、プラスチックカニ
ューレ型穿刺針で、左右どちらからでも可
能。死体はスリングベルト等を四肢につな
ぎ 2～4 人で移動でき、フレコンバッグへの
投入は、フレコンバッグ保持に 2～3 人必
要。豚の大きさにもよるが、フレコンバッ
グ内袋内で採材可能。過去の防疫演習と同
様、柄付き保定器や豚の追い出しに不慣れ
であることが判明。ゴーグルは曇り対策に
3 商品を比較し、一長一短あり。トランシ
ーバーの装着方法の再検討やタイムキーパ
ーによる時間管理が必要。得られた結果や
課題を元に各養豚場の防疫作業計画見直し
の必要あり。 

 
386．イノシシ用止め刺し機を用いた豚の殺
処分方法の検討について：鳥取県西部家保
山﨑健太 

昨年 9 月に国内で発生した CSF は未だ終
息の目途が立たず、万が一発生すれば農場
の豚は全て殺処分となる。豚の殺処分は時
には数千頭もの豚を豚用電殺機（以下電殺
機）を用いて殺処分を行うため、電殺機が
故障し易く、必要数を十分に確保すること
が困難といった課題がある。そこで、より
効率的な殺処分方法の検証や電殺機の代替
品の検証が必要。電殺機の代替品としては、
①人への安全性が確保されていること、②
豚を意識消失させうる性能があること、③
連続使用への耐性があること、以上 3 つの
条件を満たすことが必要。今回は一般的に
使用されている安価で低電圧なイノシシ用
止め刺し機（一般的な電殺機は 200～300V、
イノシシ用止め刺し機は約 110V、価格は約
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25 分の 1 の価格、）を用いて、上記の①と
②に関して、昨年西部家保で行った電殺機
を用いた豚殺処分演習や CSF 発生時の殺処
分経験のある職員の意見を参考に比較検討
し、豚の殺処分への適用の可否を検証。 

 
387．家畜防疫員の ASF 及び CSF に関するい
のしし侵入防止対策の取組み：広島県東部
家保 岩﨑宗弘、部屋智子 

ASF 侵入防止緊急支援事業（ASF 事業）で
は家畜防疫員による防護柵の確認検査が必
要。飼養衛生管理基準の改定でも、豚飼養
農場にいのしし防護柵設置の義務化検討
中。家畜防疫員のいのしし侵入防止対策の
習得に向け 3 回の研修会を実施。1 農作物
野生鳥獣被害対策アドバイザーの資格を持
つ当所職員による座学研修会、2 県畜産課
主催の研修会及び復命研修会、3 防護柵を
設置している優良地区での現地視察研修
会。各研修会により、いのしし及び防護柵
の基礎知識を習得し、確認検査時の留意点
を把握。複数回の研修会により、多くの職
員が参加でき、職員間で知識を共有。現地
視察により現場の実態や課題を確認し、様
々な土地に適した防護柵の設置及び維持管
理方法を理解。今回の取組みを通じて、AS
F 事業にかかる確認検査業務の円滑な遂行
と防護柵未設置農場に対する指導に必要な
知見が集積。             
                    
388．管内養豚場のコリスチン慎重使用指導
事例：福岡県筑後家保 佐伯厚記  

コリスチン（CL）はヒト感染症の最終選
択薬、養豚業で多くの使用実績。2015 年 L
iu らが CL 耐性遺伝子（mcr-1）を報告、CL
は 2018 年 7 月飼料添加物指定取り消し、2
次選択薬に指定。飼料安全法改正前、養豚
場 2 戸で 70 日齢まで飼料添加物、及び離乳
後 2 週間の予防的投与が判明。慎重使用指
導を目的に落下便由来大腸菌の mcr-1 保有
状況を PCR 法で確認、薬剤耐性を 1 濃度デ
ィスク法で 16 薬剤、CL は寒天平板希釈法
で EUCAST を採用し調査。mcr-1 保有株は離
乳後下痢 3/4 株、70 日齢まで 25/30 株、90
日齢 0/10 株、母豚 2/20 株で CL 使用時期と
一致。同株は MIC≧8μg/ml で CL 耐性、多
剤耐性の傾向、mcr-1 の出現は CL 使用との
関連が示唆。農場管理者等に結果説明、慎
重使用を指導。2019 年 1 月 CL 使用を中止、
2～4 か月後 40 日齢豚由来株を調査。mcr-1
陰性 19/20 株は CL 耐性を認めず、管理者が
成果を実感。今後も法改正を契機に、調査、
効果検証を継続し、薬剤耐性対策を管内農
場へ実施予定。 
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Ⅲ 鶏の衛生 
 
Ⅲ－１ ウイルス性疾病 
 
389．肉用鶏飼養農場の鶏アデノウイルス（F
AV）感染症発生事例：青森県八戸家保 谷
地村結未、太田智恵子 

2019 年 5 月、肉用鶏農場で 17 日齢雛の
斃死が増加し、病性鑑定を実施。剖検では
肝臓退色、筋胃びらん（AGE）が認められ、
病理組織学的検査では、肝臓、筋胃、膵臓
に好塩基性核内封入体（封入体）を確認。
ウイルス学的検査では肝臓、筋胃から FAV
遺伝子を検出。遺伝子解析で、血清型 8b
型と同定。当該農場の系列農場では 2010
年に 8～11 日齢の種鶏雛で 8a 型、2015 年
に 15日齢の肉用雛で 1型の FAV単独感染が
発生。3 事例を比較するといずれも若齢発
生。主訴は 1 型が発育不良、8a、8b 型は斃
死増加。主な病変は、1 型が AGE、8a、8b
型が封入体肝炎。封入体は、1 型が筋胃の
み、8a、8b 型が肝臓、膵臓、筋胃で確認さ
れ、既報と一致。当該系列農場は、自社、
契約種鶏場及び社外種鶏場由来の種卵を、
自社又は社外孵卵場で孵化。複数の種卵供
給源は、血清型の異なる FAV 伝搬を容易に
するとされ、他社と比較して複雑な入雛形
態が FAV 感染症散発の一要因と推察。 
                    
390．複数臓器に核内封入体を認めた鶏アデ
ノウイルス血清型 8b による鶏封入体肝炎
：青森県十和田家保 米田有希、小田桐千
鶴恵 

平成 31 年 2 月、系列肉用鶏 2 農場で死亡
羽数が 4 倍に増加。死亡鶏は 11 日齢、同一
種鶏場由来。各農場 10 羽剖検。全羽で肝臓
腫大、退色、点状出血を確認。病勢が強い
9 羽を病性鑑定。細菌検査、発育鶏卵での
ウイルス分離。4 疾病の遺伝子検査を実施、
系統樹を作成。病理組織学的検査は HE 染色
で観察、兎抗トリアデノウイルス血清の免
染で診断。電子顕微鏡で観察。結果、細菌
感染症、ND、HPAI を否定。肝臓、筋胃から
鶏封入体肝炎遺伝子を検出。血清型 8b、2
農場同一遺伝子。HE 染色で空胞変性を伴う
肝細胞壊死、核内に full 型封入体を多数確
認。CowdryA 型も散見。腸、腎臓、肺でも
核内封入体観察。免染陽性。ファブリキウ
ス嚢はリンパ濾胞萎縮。免染陰性。電子顕
微鏡で肝細胞内にウイルス粒子を確認。以
上から血清型 8b による鶏封入体肝炎と診
断。近年、血清型 8b は全国で発生。発症日
齢が若く、ウイルス粒子を認めたことで急
性期と推定。腎臓、肺間質動脈に封入体を
認める例は県初。 
 
391．鶏アデノウイルスにより死亡率が増加
した農場における衛生対策：岩手県中央家
保 茂木美和、長山玲子、福成和博 

令和元年 5 月、1 肉用鶏飼養農場（10 鶏

舎、112,000 羽）の 1 鶏舎において 9 日齢
から 17 日齢に渡り、雛の死亡率が増加（1
2 日齢で最大 0.7％）。原因検索のため発生
鶏舎の死亡鶏 2 羽及び発症鶏 3 羽並びに同
一ロットの別鶏舎 3 羽の病性鑑定を実施。
結果、発生鶏舎全羽で肝臓の退色、核内封
入体の確認及び鶏アデノウイルス（FAdV）
血清型 8b を分離。IBDV、CAV の関与は否定。
以上より FAdV の単独感染と推察。鶏封入体
肝炎と診断。当該鶏舎の床面給温設備は半
面が故障、死亡率が増加した期間の最低気
温は-2～8℃、日格差は 6～20℃と大きく、
温度管理の不備が誘因と示唆。次の入雛に
備え、環境中の FAdV の浸潤状況を調査。結
果、出荷後の敷料からのみ FAdV 遺伝子を検
出。対策として、床面給温設備の修繕を指
導。併せて FAdV に効果的な消毒薬への変
更、作業動線の変更及び鶏糞ボイラー室前
に踏込消毒槽を設置。次ロットの検査で FA
dV 遺伝子は検出されず、以後 3 回転の追跡
調査で死亡率の増加は無い。 
 
392．再発防止対策に主眼をおいた鶏アデノ
ウイルス(FAV)感染症の対策指導：岩手県県
南家保 鈴木勇摩、金子和華子 

FAV は薬剤抵抗性が強く、ワクチンがな
いため、農場で対策を行うのは困難。管内
肉用鶏 A 社 B 農場では、H28 に 2 度の血清 1
型、H31.3 には血清 8 型の発生を経験し、
対策に苦慮。そこで、空舎期間を延長し、
従来から導入していた複合次亜塩素酸系薬
剤での消毒後の鶏舎環境材料(床、壁、給餌
器、給水器、サービスルーム等)及び新規導
入雛の感染状況を PCR で、全検体陰性を確
認。種鶏が共通する雛を飼養する管外別農
場では、本症が発生していたが、45 日齢に
再検査し陰性を確認、出荷まで再発なし。A
社は、系列農場にも空舎消毒工程に同薬剤
を追加し、取組みが進行中。契約種鶏場も、
雛への移行抗体付与を期待し、種鶏での抗
体上昇を確認後、種卵選択を実施。A 社系
列農場での今年度発生はなく、生産成績も
向上。今年度血清 2 型が発生した他社農場
においても、有効薬剤による全棟消毒を指
導、更に消毒前の材料を加えた検査を実施
し、再発なし。管内で本症の対策が普及中。 
 
393．伝染性ファブリキウス嚢病(IBD)抗体
を指標としたワクチン接種の適正化指導：
岩手県県南家保 木村裕子、金子和華子 

養鶏場におけるワクチンの適正接種を目
的に、接種率の高い IBD ワクチンに着目し、
延べ 43 戸 402 検体について、接種方法と E
LISA 抗体測定による免疫賦与状況を調査。
抗体陽性率は平均で 59.0%、肉用鶏では 44.
5%と低い傾向で、農場によるばらつきも大。
平均接種日齢は初回 11.3、2回目 20.4日齢、
弱毒タイプワクチンの飲水投与が主流。接
種方法の調査では、ワクチン溶解水の調整、
手順書の未整備、ワクチン投与量、投与時
間、遮光の順に不適が多い状況。抗体陽性
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率が特に低値の 2 社 2 戸に対して改善指導
を実施。1 戸は好転（40→80％）したが、1
戸では好転せず（10→0%）。要因検討のた
め、各調査項目の抗体陽性率への影響度を
統計分析。接種後経過日数、初回に接種す
るワクチンタイプ及び株で有意差（P<0.0
1）、溶解水の調整（中和時間）で影響大（オ
ッズ比：4.15）。調査結果の還元や研修等
での情報交換の結果、合計インテ 4 社にお
いて手順書整備や接種内容の見直し等の波
及効果があった。 
 
394．ブロイラー農場における伝染性気管支
炎(IB)発生事例：宮城県大河原家保 大寺
世志子、網代隆 
 40,000羽飼養する養鶏場で 5月中旬導入
の同一ロットを 2 鶏舎に収容。6 月上旬、1
鶏舎 3,500 羽の鶏群が異常呼吸音及び元気
消失を呈し、一日で 830 羽が死亡。当該鶏
舎のみ自家配合飼料を給与。異状鶏 3 羽に
ついて病性鑑定を実施。剖検で粘液に被覆
された喉頭を確認。ウイルス学的検査で全
羽の気管から伝染性気管支炎ウイルス（以
下 IBV）を分離。遺伝子型は JP-Ⅰ型。生化
学検査でγグロブリン分画が低下。組織所
見で喉頭の粘膜上皮の変性とファブリキウ
ス囊のリンパ球減少を確認、免疫組織学的
検査で全羽の気管から IBV を検出。対策と
して自家配合飼料の給与中止、毎日の死亡
羽数の報告徴求、異状鶏の淘汰を指導。高
い死亡率と免疫低下から飼料中のかび毒検
査も実施。免疫機能を抑制するトリコテセ
ン類及びフモニシン等７種について検索。
定量分析でフモニシン B1 のみ微量に検出。
今回検査した飼料中のかび毒による影響は
否定。対策後は異状を認めることなく 7 月
上旬に出荷。 
 
395．HPAI 発生を想定した現地地方支部と
しての実践的な初動防疫演習の取組み：宮
城県北部家保 大関貴大、髙橋幸治 

HPAI 防疫演習は、これまで実際の農場を
使用する等現地地方支部として家保と地方
振興事務所等が一体となり継続的に実施。
各班員の役割の理解不足が課題。本年度は
自律的な初動対応、班運営を目的に実践的
な演習立案。各自の理解向上のため、4 月
に各班リーダー会議後、サポート班の要望
に応じ、保健師の指導による防護服着脱を
含めた事前研修会等実施。演習では、各公
所の所長等による連絡調整会議で、疑似患
畜確定までの手順を確認。実際に想定する
体育館を会場とし、5 班 7 チーム 48 人が参
加。サポート班主体で資材を搬入配置し、
集合施設を迅速に設営。平行して、模擬農
場前に農場仮設テントも同様に設営。発生
時同様の流れで、健康対策班も含め、従事
者の受付から帰還までを演習。移動規制班
は、初動における消毒ポイントを設置、運
営。アンケートでは概ね理解と全員が回答
し、動員予定者の意識が向上。集合施設の

動線改善に寄与。一方、悪天候時の設営は
今後の課題。 
 
396．肉用鶏農場における鶏封入体肝炎の再
発防止に向けた取組：福島県県北家保 渡
邉希幸志、原恵 

令和元年 10 月、3 万羽規模の肉用鶏農場
において、10 日齢の幼雛で死亡羽数増加の
通報があり、農場立入。簡易キットにより
鳥インフルエンザを否定し、病性鑑定を実
施。剖検所見より、肝臓に褪色及び点状出
血を確認。肝臓病変部を材料としたウイル
ス検査で、鶏アデノウイルス(FAV)を分離、
病理組織学的検査で核内封入体の形成を確
認。以上の検査成績より、本症例を鶏封入
体肝炎と診断。再発防止のため、飼養衛生
管理を指導。鶏舎消毒をオルソ剤から FAV
に効果のあるグルタルアルデヒド製剤に変
更。消毒効果確認のため、消毒前後の環境
検査を実施。消毒前検査で、全検体 FAV 特
異遺伝子陰性、床及び給水器より大腸菌を
102～103cfu/cm2 検出。消毒後検査で、全
検体大腸菌未検出となり、消毒効果を確認。
今回、同一農場から導入した幼雛のみが発
症し、FAV の単独感染が示唆されたことか
ら、種鶏からの介卵感染が原因と推察。 
 
397．小規模愛玩鶏飼養場で発生したマレッ
ク病：富山県東部家保 石原未希 
 管内で愛玩および生体販売用途に烏骨鶏
約 60 羽を飼養する飼養場について平成 31
年 3 月に 7 ヵ月齢の雌、令和元年 9 月に 6
ヵ月齢の雄計 2 羽の病性鑑定を実施。2 羽
はいずれも病理組織学的検査でリンパ腫を
呈し免疫組織化学染色結果では B 細胞マー
カー陽性であったことからマレック病(MD)
と診断。いずれも剖検では神経病変は認め
ず内臓諸臓器の腫瘍形成が主であったため
内臓型 MD と推察。当飼養場では MD を含む
ワクチネーション未実施かつウイルス学的
検査で MD 特異遺伝子が検出されたことか
ら野外株感染による発症を強く示唆。当飼
養場は小規模飼育のためコマーシャル鶏と
異なりワクチン接種やオールイン・オール
アウトが困難であることから、今後発生予
防の一環として定期的な鶏舎の水洗・消毒
の徹底や適正な密度での飼養について継続
的な指導が必要。 
 
398．管内で発生した伝染性気管支炎につい
て：三重県中央家保 木村壮太郎、富田智
美 
 2019 年 2 月、管内大規模採卵鶏農場の自
家育成群(約 25000 羽、31 週齢)が鼻汁、異
常呼吸音、産卵低下を呈した為、生鶏 4 羽
の病性鑑定を実施。剖検所見では腎臓の退
色と片側性腫大(3/4)、生殖器の発育不良(3
/4)、病理組織学的検査では非化膿性間質性
腎炎(4/4)、非化膿性気管支肺炎(3/4)を確
認。ウイルス学的検査では卵管子宮部(1/
4)、腎臓(1/4)より IB ウイルス（IBV）に特
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異的遺伝子を検出、腎臓より IBV を分離。
追加採材した同居鶏の気管スワブからも I
BV に特異的遺伝子を検出、IBV が分離され
IB と診断。分離株は、JPⅢかつ B1642 型の
近縁株と判明、ワクチン株と異なる遺伝子
型であった。別の自家育成群でも産卵低下
等の症状が認められた為、有効株を含むワ
クチンネーションプログラムへの変更を指
導。結果、自家育成群の産卵率のピークは
87％から 97％に改善し、生産性が向上し
た。 
 
399．管内養鶏場におけるマレック病の発生
：三重県北勢家保 諏訪智乃、林有紀 
 令和元年 10 月、146 日齢 10,500 羽の群
で削痩・沈鬱・歩様異常を示す鶏が散見。
剖検では心臓、小腸、卵巣の腫瘍化や趾蹠
の腫脹が認められた。足根関節液および足
掌拭い液を材料とした Mycoplasma gallis
epticum 、Mycoplasma synoviae 遺伝子検
出 PCR 検査は全検体陰性。細菌検査につい
ても全検体陰性だった。ウイルス学的検索
では心臓、脾臓、肝臓、腱、肺を材料にマ
レック病ウイルス（MDV）腫瘍形成強毒株の
みが有する MDV-EcoRⅠ-Q(meq)遺伝子検出
PCR 検査を実施。心臓（4/5 検体）、脾臓(3
/4 検体)、肝臓（4/5 検体）、肺(4/5 検体)
より meq 遺伝子検出。他に、細網内皮症ウ
イルス、トリレオウイルスの遺伝子検査を
実施したが、全検体陰性だった。病理組織
学的検査で坐骨神経や中枢神経、心臓、肺、
肝臓、小腸、卵巣に CD3 陽性リンパ球様細
胞浸潤が見られたことからマレック病と診
断。異常鶏 120 羽の淘汰や育雛・育成舎を
中心に清掃・消毒強化を実施し、現在入雛
群の発生はなし。 
 
400．淡路島における鳥インフルエンザ防疫
体制構築の取組：兵庫県淡路家保 寺田博
美、山口悦司 
 鳥インフルエンザは近隣諸国で継続的に
発生しており、今後もその対策は必要。そ
こで当所の取組を整理、今後について検討。
【発生予防対策】①農家を年 2～3 回巡回
し、飼養衛生管理基準の遵守状況を確認、
指導。農場の衛生管理レベルが向上。②農
家に発生状況等を情報提供し消毒の徹底等
を注意喚起。【まん延防止対策】①当所、
県民局、３市で構成する地域の協議会を開
催し情報を共有。令和元年度は机上演習を
行い各所属の役割への理解を深めた。②農
場毎防疫作業計画書を作成、随時更新。③
動員予定者訓練を開催し殺処分作業等を実
習。従事者の知識と作業経験が向上。④平
成 29 年度に農場訓練を開催。作業動線を確
認し実践的な技術を習得。⑤島内焼却施設
間と協力体制を構築し、実地演習や作業マ
ニュアルの見直しにより処分体制を強化。
今後は、飼養形態に合わせた捕鳥・集鳥方
法の検討と防疫演習を開催し、事前対応型
の防疫体制を充実。 

 
401．管内肉用鶏農場におけるワクチン接種
状況：鳥取県西部家保 生田泰子、山本路
子 
 この度管内肉用鶏農場において、約 35
日齢の血液を用いてニューカッスル病（ND）
抗体保有状況の調査を行った。その結果、
一部農場では十分な抗体を得られていない
状況が認められた。原因として飲水投与方
法の失宜が推察された。農場と情報共有し、
ワクチン投与方法の確認および見直し、対
策後の抗体確認検査を行った。その結果抗
体獲得が不十分だった農場において抗体価
の改善が認められた。肉用鶏農場では飲水
投与法はワクチンのみならず、その他治療
薬等の投薬にも欠かせない重要な技術であ
る。今後も定期的に調査を行いながら、適
切な飲水投与方法を指導し、管内の防疫対
策に取組んでいきたい。 
                                  
402．県内で発生した伝染性気管支炎及び伝
染性ファブリキウス嚢病：鳥取県倉吉家保
黒田萌黄、朱夏希 
 県内 2 ブロイラー農場で伝染性気管支炎
(IB)が発生。うち 1 農場では伝染性ファブ
リキウス嚢病(IBD)の関与も示唆されたた
め、概要を報告。事例 1 では、IBV につい
て遺伝子検査、ウイルス分離及び病理組織
学的検索を実施。事例 2 では上記の IB 検索
の他、IBD について遺伝子検査及び病理組
織学的検索を実施。事例 1、2 共に JP-Ⅲ遺
伝子型に属する IBV を検出。病理組織学的
検索で IBV 抗原陽性及び多発性の尿細管壊
死を伴うリンパ形質細胞性間質性腎炎、リ
ンパ形質細胞性気管炎を確認し、野外株に
よる IB 発症であると推察。事例 2 では IBD
使用ワクチン株の 253 位アミノ酸の変異(H
253Q)及びファブリキウス嚢における IBDV
抗原陽性及びリンパ球壊死を伴う重度のリ
ンパ濾胞萎縮を確認。事例 2 で検出された
アミノ酸変異は IBD の病原性増強に関与。I
BDV 抗原陽性像及びリンパ濾胞萎縮などの
病変が認められたことからも、ワクチン変
異株による IBD 発症の可能性を推察。  
 
403．ブロイラー雛の低血糖を伴った鶏封入
体肝炎：岡山県真庭家保 岡田慧、秦守男 
 2019 年 10 月、管内肉用鶏コマーシャル
農場の 1 ロット（7,600 羽導入）で 7 日齢
雛の死亡が散見との稟告を受け立入検査実
施。脚を伸展して倒れこんだ衰弱・死亡鶏
が舎内に散在。衰弱 11 羽、死亡 1 羽を病性
鑑定に供した。剖検にて全羽肝臓の退色・
脆弱化を認め、細菌検査では諸臓器から有
意菌分離なし。10 羽の血清生化学的検査で
血糖値標準（180～240mg/dl）未満が 7 羽（平
均 88.1±60.7）、AST1000U/l 以上が 7 羽。
病理組織学的検査で、肝臓及び膵臓に核内
封入体を確認。ウイルス検査で、全羽の肝
臓から鶏アデノウイルス（FAV）を分離。本
症例を、FAV による肝障害で糖新生能が低
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下し低血糖症を併発した鶏封入体肝炎と診
断。発症日齢は 7～11 日齢に限局し、期間
内損耗率 1.54％、育成率 95.1％（発生農場
平均 97.3％）。FAV の感染源として、介卵
感染や、本ロット種鶏群が FAV 抗体陰性で
あった可能性が考えられるが、今回特定に
は至らず。 
 
404．鶏痘の病理組織学的検索：山口県中部
家保 鳴重寿人、田代久宗 

2019 年 4 月、県内採卵鶏農場において鶏
痘（皮膚及び粘膜型）が発生。鶏痘の病態
解明のため、呼吸器における病変分布の評
価及び抗鶏痘ウイルス抗体を用いた免疫組
織化学的染色（免染）を実施。呼吸器では、
鼻腔・鼻涙管にのみ鶏痘性病変を確認。ボ
リンゲル小体の形成は表皮有棘細胞と比べ
鼻粘膜上皮細胞では少ない傾向。免染では、
表皮有棘細胞、鼻粘膜上皮細胞において陽
性反応が認められ、鼻粘膜上皮細胞では封
入体が認められない細胞においても多数の
陽性反応を確認。鼻粘膜の壊死部において
も明瞭な陽性反応を確認。本症例の呼吸器
病変は鼻腔・鼻涙管に限定され、的確な診
断のためには頭部呼吸器の採材が必須。免
染ではボリンゲル小体が認められない鼻粘
膜上皮細胞で多数の陽性反応がみられたこ
とから、表皮有棘細胞に比べ封入体が形成
されにくい可能性が示唆。よって、粘膜増
生が軽微な場合や壊死によりボリンゲル小
体が確認されにくい症例では、免染の実施
が有用。 
 
405．管内ブロイラー農場における低血糖を
伴った封入体肝炎発生事例：徳島県西部家
保 大道真見、鈴木幹一郎 
 本年 5 月、管内ブロイラー農場（5 鶏舎、
29 千羽飼養）から死亡羽数増加により検査
依頼があった。死亡が増加した鶏舎(8,292
羽飼養)では、神経症状及び死亡の急増を確
認（9日～18日齢間、1,448羽死亡（17.4%））。
当該鶏舎の 14 日齢 10 羽について病性鑑定
を実施したところ、剖検では肝臓の顕著な
退色、組織検査では肝細胞に好塩基性核内
封入体を確認。PCR では鶏アデノウイルス
（FAV）特異遺伝子を検出。発症鶏 6 羽の血
糖値は平均 22.2mg/dl と低値のため、Glu
製剤を投与したところ、死亡羽数が減少。F
AV 中和試験では GM 値が 13.9→27.9→13.9
と推移（1、2、4 週後）。分子系統樹解析
では、FAV 血清型 8b で大分県分離株（2018
年）と相同性 100%。疫学調査を実施したが
感染源は不明。出荷・消毒後の鶏舎内拭き
取り検査（41 か所）では、FAV の PCR は全
て陰性。以後、本症の発生はない。本症例
は、FAV 感染により封入体肝炎を誘引した
後、低血糖を併発し、神経症状及び死亡の
原因となったと考察。 
 
406．鳥インフルエンザウイルスの農場侵入
と外気温の変化に関する調査：香川県西部

家保西讃支所 山本英次 
 野生動物は鳥インフルエンザウイルス（A
IV）の家きん舎への侵入経路の一つと考え
られる。平成 28 年度の高病原性鳥インフル
エンザ（HPAI）発生事例に関する疫学報告
書に「経験的に、外気温が低下すると野生
動物の家きん舎内への侵入が増加する傾向
にあるとの意見がある」とあり、平成 28、
29 年度の各 HPAI 発生 12 事例について、AI
V が家きん舎へ侵入したと推定される時期
（侵入推定時期）の気温変化を調査。過去
の気象データから HPAI 発生地付近の気温
データを取得し、各日の最高と最低気温の
差（同日差及び最低気温が朝の場合の前後
日差）を算出。結果、全ての事例で侵入推
定時期に 10℃以上気温の低下した日が存
在。平成 29 年度の香川県での事例では、侵
入推定時期と気温の低下した日が一致。日
頃の飼養衛生管理基準遵守に加え、寒気到
来前後の野生動物侵入防止対策の強化や早
期発見のための監視の徹底は HPAI 発生防
止、早期発見に有効と考察。 
 
407．媛っこ地鶏の分譲日齢変更に伴うワク
チン投与指導と課題：愛媛県中予家保 林
愛彩、曽我部芳恵 

管内の媛っこ地鶏飼育 5 農家への指導を
継続的に実施しているが、昨年 3 月に分譲
日齢が 21 日齢に変更され、農家で 2 回目の
NB ワクチン投与（約 28 日齢）が必要にな
ったため、投与未経験の 3 農家に飲水器、
バットによる投与方法を指導。ND-HI 抗体
価にばらつきが見られ、2 倍未満（＜2）の
個体も一部認めたため、5 農家の分譲毎に
投与方法等の再確認及び分譲時、42、56、7
0、84 日齢時に各群 10 羽、計 650 羽の抗体
価を測定。その結果、ほぼ抗体陽性になる
ものの＜2 の個体が存在し、投与時の給水
資材が通常と異なることで飲水量と飲水ま
での時間に個体差が生じるためと推察。約
56 日齢で追加投与を行う 2 農家では、70
日齢以降＜2 の個体は認められず改めて追
加投与の効果を確認。追加投与未実施の 3
農家に対し、28 日齢での投与時の余剰ワク
チンを日齢の異なる別ロットにも同時に投
与することで十分な免疫を賦与するよう指
導したい。 
 
408．大規模採卵鶏農家で続発した伝染性気
管支炎（IB）：東予家保今治支所 西野由
里絵 

平成 30 年 9 月、26 万羽飼養の採卵鶏農
家において 3～4 週齢の育成鶏に下痢や沈
鬱、死亡羽数増加がみられた。病性鑑定を
行ったところ、腎腫脹と退色が認められ、
腎から IBV を分離、遺伝子解析で S1 遺伝子
型 JP-Ⅰ型、S2 遺伝子型 Y-4 型、病理組織
学的検査では、尿細管間質性腎炎、免疫染
色（IHC）で IBV 陽性であり IB と診断。JP
-Ⅰ型ワクチンは C-78 株の初生投与のみで
あったことから、IB ワクチンの変更又は追
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加を提案。しかし、次の 11 月導入群では異
常がなかったため、従来のワクチンプログ
ラムを継続。2 例目及び 3 例目は、平成 31
年 2 月、5 月導入群でいずれも 4 週齢で 1
例目と同様な症状を呈した。2 例目では、
幼雛時の死廃率も約 10％と高く、成鶏舎移
動後、約 10％に肉冠矮小が散見され、卵巣
・卵管の発育不良もみられた。産卵ピーク
が出ず、約 80％の産卵率で推移。3 例目発
生後の 8月導入群から 10日齢で S95株ワク
チンを追加し、現在まで異常はみられてい
ない。 
 
409．管内養鶏農場における HPAI 発生時の
防疫体制確立への取組：高知県中央家保田
野支所 千頭弓佳 

当所管内の養鶏農場で千羽以上飼養の 5
農場のうち HPAI 発生時の対処計画が確立
されていない 1 万羽未満の 4 農場の防疫体
制を再確認。農場への経路図及び農場図面
の作成、作業動線の確認、動員者数の算出、
埋却地及び消毒ポイントの確認を実施。自
農場内に埋却地がない（1 農場）、設定さ
れた埋却地が使用困難（1 農場）、農場周
辺の通信状況が悪く連絡体制の確立が困難
（2 農場）、消毒ポイントが山中となる（4
農場）などが課題。埋却地は市町村と再協
議し使用可能な公有地を選定。連絡体制構
築には衛星電話や連絡中継基地の設置によ
るトランシーバーの使用を検討。山中の消
毒ポイントには公用車を 1 台配備し休憩場
所等としての活用を検討。問題点は農場ご
とに異なり、円滑な防疫対応実施のため細
部まで検討しておく必要あり。また農場ご
とに導入元や出荷先、消毒方法等の飼養衛
生管理に準拠した農場基本情報を作成。随
時情報を更新、所内で共有し、迅速な防疫
対応に活用。 
 
410．高病原性鳥インフルエンザ対策訓練に
おける課題点：高知県中央家保 森木啓 

高病原性鳥インフルエンザ（HPAI）が県
内で発生した場合の初動防疫・蔓延防止対
策として、HPAI 県内発生時対処計画に基づ
き対策訓練を実施。情報伝達訓練、職員の
参集、防疫演習での課題を検討。情報伝達
訓練では動員者 600 名を想定した動員リス
ト作成に対し、各部局からは 529 名の報告。
部局ごとの参集率はバラつきがあり、実際
の発生時には 40%程しか確保できない可能
性。動員参集では、健康チェックで各グル
ープの約１割が作業従事不可となり、欠員
数を見込んだ動員が必要。防疫演習では、
防疫服の着脱に時間がかかるなど課題が見
えた一方、テント内のレイアウトを訓練中
に改善するなど臨機応変に対応。各団体等
との連携や協力体制も確認。殺処分訓練は
生きた鶏を使い、ケージの高さや通路の狭
さも想定すべきとの意見。全体としては概
ねスムーズな進行だったが、大雨などの状
況も想定が必要。 

 
411．肉用鶏農場で発生した鶏封入体肝炎：
福岡県中央家保 伊藤広記、近藤浩之 

2019 年 5 月 21 日、5 万羽を飼養する肉用
鶏農場で死廃が急増。発生は、北に位置す
る 1 鶏舎で 18 日齢 9,600 羽を飼養。ワクチ
ンは 11 日齢でニューカッスル病（ND）、伝
染性ファブリキウス嚢病（IBD）を接種。2
1 日に立入り、定法に基づき各種検査を実
施。病理解剖で、全羽に肝臓の腫大・退色
・脆弱化、腎臓の腫大・退色、1 羽で膵臓
の退色を確認。ウイルス検査で、鶏アデノ
ウイルス血清型 2（FAdV-2）を分離。イン
フルエンザ簡易検査、インフルエンザ・ND
・伝染性気管支炎のウイルス分離は陰性。
鶏貧血、IBD ウイルスの特異遺伝子不検出。
細菌検査では有意菌分離陰性。組織検査で
は、全羽で核内封入体を伴う壊死性肝炎、
胸腺・脾臓・ファブリキウス嚢におけるリ
ンパ球の壊死・減数、3 羽で膵臓における
核内封入体を伴う巣状壊死を確認。以上の
ことから FAdV-2 の単独感染による鶏封入
体肝炎と診断。死廃率は 0.9%、8 日間で終
息。発症要因は、外気温の低下と過換気と
推察。 
 
412．マレック病発生肉用鶏飼養農場におけ
る水洗効果の検証：佐賀県西部家保 原敦
子、大坪利豪  
 9 鶏舎で飼養する管内肉用鶏農場で、51
日齢の鶏をマレック病（MD）と診断。食鳥
検査の MD 様廃棄率は、鶏舎間で差。聞取調
査の結果、入雛前に行う水洗作業において
鶏舎間で作業者および作業時間の違いがあ
ることが判明。そこでオールアウト後の水
洗効果を検証。洗浄消毒作業者が同一の鶏
舎で、鶏糞をすべて搬出後、水洗前と水洗
後に鶏舎内 14 ヶ所のふき取りを実施し、一
般細菌数を比較。その結果、水洗前より水
洗後の一般細菌数の平均が、何れの箇所も
約 1/100～1/1000 に低下。現在、農場は農
場主だけによる入念な水洗を継続してお
り、その後 MD 様廃棄率の上昇は認めていな
い。そのため、十分な水洗は、鶏舎内の MD
ウイルス(MDV)量を減少させ、入雛初期の M
DV 暴露を抑制したと推察。飼養環境の衛生
対策は MD 以外の感染症予防にも有用であ
るため、この水洗効果の検証結果を農家向
けの衛生だよりとして作成し、養鶏農家の
衛生対策の意識向上に役立てている。 
 
413．佐賀県で平成 23 年から平成 30 年度に
発生した肉用鶏の鶏封入体肝炎：佐賀県中
部家保 平野慎二 

平成 23～30 年度に、鶏封入体肝炎（IBH）
が 7～16 日齢肉用鶏で 18 症例発生。臨床症
状は死亡羽数増加が主体、一部で起立不能、
沈うつ及び神経症状。65 検体中 48 検体で
肝臓退色、一部膵臓点状白斑確認、心嚢水
貯留なし。病理組織：肝臓の好塩基性 Full
型核内封入体形成（IB）を伴う多発性肝細
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胞壊死（48/65 検体）、膵臓の IB を伴う多
発性巣状壊死（33/59 検体）並びに腺胃（1
5/61 検体）、筋胃（33/62 検体）及び腸管
（39/63 検体）の粘膜上皮内 IB 形成。肝臓
退色がない検体の肝臓（7/17 検体）及び膵
臓（5/17 検体）に IB を伴う病変確認。肝
臓（18/65 検体）や膵臓（18/59 検体）に線
維化がみられた検体で筋胃に IB の傾向。一
部で卵黄嚢上皮細胞及び尿細管上皮細胞に
IB 確認。8 症例で大腸菌、ブドウ球菌又は
サルモネラ菌分離。平成 27 年までの 16 症
例及び平成 30 年の 2 症例で、それぞれ血清
型 8 及び 2 の鶏アデノウイルス分離。血清
型の違いによる病理所見の違いはほとんど
ない。 
 
414．堆積式ブロイラー飼育農場での抗原変
異型伝染性ファブリキウス嚢病ウイルス清
浄化対策：長崎県県南家畜保健衛生所 井
上大輔 中島大 

抗原変異型伝染性ファブリキウス嚢病ウ
イルス（vIBDV）は、国内で確認されて間も
ないウイルスで、従来の IBDV と抗原性が異
なり海外では制御困難と報告。今回、わが
国での vIBDV に対する有効な対策法を検討
するため、本ウイルスが常在化した堆積式
飼育の 1 ブロイラー農場で、令和元年 5 月
から 1 年間、対策を行いながら、IBDV と鶏
貧血ウイルス（CAV）の感染状況と鶏の免疫
状態を経時的に調査。16 日齢で IBD 弱毒ワ
クチンを接種した 5 月導入群では、vIBDV
と CAV の重感染、F 嚢と胸腺のリンパ球減
数、鶏壊疽性皮膚炎の発生が確認され、IB
D ワクチンのブレイクが示唆。対策として、
敷料の一部廃棄と残敷料の発酵処理、鶏舎
と器具の消毒により環境中のウイルス量を
減少させ、IBD ワクチンを中等毒に変更し、
18 日齢で接種。その結果、次の 8 月導入群
では、一部個体でワクチンがテイクし、F
嚢の状態はやや改善、CAV は検出されなく
なり、胸腺のリンパ球数はほぼ正常となっ
た。しかし、多くの個体で vIBDV の感染を
防ぎきれず、本対策ではウイルスの常在化
を防げないと考えられたため、環境中のウ
イルス量低減対策を継続しつつ、中等毒ワ
クチンを 14 および 21 日齢での 2 回接種に
変更。その結果、10 月導入群以降、3 回転
連続で野外感染を防御。以上から、全敷料
が廃棄できずとも、環境中のウイルス量低
減対策と中等毒ワクチンの複数回接種を組
み合わせることで、vIBDV を清浄化可能な
ことが示唆。 
 
415．同一鶏舎で２年連続して発生した鶏ア
デノウイルスによる封入体肝炎：大分県宇
佐家保 池田稔 
 肉用鶏農場の同一鶏舎で 2 年連続鶏アデ
ノウイルス(FAV)による封入体肝炎(IBH)が
発生。2017 年は、8 日齢で死亡増加、約 7
日で終息、21%死亡。肝臓に塩基性核内封入
体を伴う重度壊死(5/5 例)。血清型 2 遺伝

子検出(7/10例)。平均抗体価は 113.1(2型)
及び 33.64(8 型)。導入元種鶏では 2 及び 8
型の抗体保有は一部の個体のみ。ウイルス
の動きを示唆、垂直感染を疑う。2018 年は、
8 日齢で死亡羽数が増加、約 7 日で終息、4
%が死亡。肝臓で塩基性核内封入体を伴う変
性・壊死。血清型 8b の遺伝子を検出(6/6
例)。発症鶏群（12 日齢）の一部に血清型 8
の高い抗体価。垂直感染を示唆。両ロット
および 2018 年の次ロットでは非発生鶏群
も含め各血清型の抗体価上昇。様々ウイル
スは通常も動いてる。両年の発生に直接的
な因果なし。発症にはウイルスの存在より
もひな側の要因（移行抗体、垂直感染）が
大きい。生産時点の種鶏が各血清型の十分
な中和抗体を保有することが重要。 
 
Ⅲ－２ 細菌性・真菌性疾病 
 
416．同一孵卵場を利用する複数肉用鶏農場
で発生した幼雛の緑膿菌感染症:岩手県県
北家保 城志乃、千葉由純 

平成 30 年 9 月、県南地域 1 肉用鶏農場の
幼雛に緑膿菌感染症が発生。以後翌年２月
にかけ、複数肉用鶏農場の幼雛の死亡羽数
が増加。うち 6 農場の病性鑑定を実施。死
亡幼雛の病理学的検査では心外膜炎が共通
して認められ、細菌検査では全羽の諸臓器
から緑膿菌が分離。同感染症と診断。これ
ら幼雛は 3 種鶏場（A～C）の種卵由来であ
り、同一の孵卵場を経由して導入。A 種鶏
場と孵卵場を検査し、種卵の卵殻、孵卵場
の環境・飼養管理器具から緑膿菌が分離。
分離菌株の POT 法による遺伝子型解析によ
り、孵卵場のワクチン接種器材と発症幼雛
全例の分離菌株の遺伝子型が一致。注射針
及び輸液管は煮沸消毒後再利用されていた
が、不十分な消毒・乾燥により原因菌が残
存し、感染したと推察。注射針及び輸液管
の確実な滅菌又はワクチンボトル毎の交換
を指導。同対策後、発症は終息。遺伝子型
解析の活用は原因特定及び衛生管理改善に
有効。他常在菌感染症対策への応用に努め
る。 
 
417．肉用鶏農場で発生した鶏ブドウ球菌症
：福島県県北家保 山田高子 

令和元年 10 月、肉用鶏 2 万 9 千羽を飼養
する農場において、39 日齢の鶏群で死亡羽
数増加の通報があり農場立入。衰弱鶏で沈
鬱、歩様異常、下痢の症状を確認。簡易キ
ットにより鳥インフルエンザを否定し病性
鑑定を実施。剖検にて、大腿骨近位部の脆
弱性を確認。細菌検査で骨髄及び主要臓器
より Staphyrococcus aureus を分離。ウイ
ルス検査で伝染性 F 嚢病ウイルス（IBDV）
特異遺伝子を検出。病理組織検査で骨髄に
グラム陽性球菌を伴った化膿性炎、主要臓
器に小壊死巣、ファブリキウス嚢（F 嚢）
に濾胞の委縮等を確認。以上の臨床症状及
び検査成績より、本症例を鶏ブドウ球菌症
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（化膿性骨髄炎及び敗血症）と診断。発症
には IBDV 感染が関与と推察。RFLP 法によ
り検出された IBDV は、農場使用ワクチン株
と同一型と判明。ワクチン由来の野外株の
関与が示唆。鶏舎内温度上昇に伴う飼養環
境の悪化が発症誘因と推察し、衛生対策を
指導。 
 
418．採卵養鶏場におけるサルモネラ対策：
富山県西部家保 南部愛、後藤利隆 

同一グループの農場 HACCP 認証２農場で
サルモネラが検出。平成 30 年、A 農場の 1
鶏舎の環境から、Salmonella Infantis を
分離。その後の浸潤状況調査において同一
鶏舎内から Salmonella Cerro及び Salmon
ella Typhimurium も分離され、複数の血清
型のサルモネラ汚染が判明。清浄化対策は、
鶏舎通路に定期的に消石灰を散布。まん延
防止対策は、隣接鶏舎廊下に踏み込み消毒
槽設置、サルモネラ検出鶏舎に専属従業員
配置、殺鼠剤によるネズミ駆除を実施。結
果、４か月後に清浄化を達成。令和元年、B
農場の 4鶏舎の環境から Salmonella Braen
derup を分離。清浄化対策は、空舎の際、
ブラシを用いて餌槽等の有機物除去を徹
底、消毒回数を 2 回に増やし発泡消毒を追
加、作業後の目視検査を複数人で実施する
ことを徹底。その後、全ての鶏舎から、サ
ルモネラが検出されなくなった。HACCP チ
ームでの対策検討が、短時間での清浄化に
つながり、衛生水準の連続的な改善を達成。 
 
419．過去 4 年間に発生した鶏大腸菌症の薬
剤感受性及び血清型別試験成績に基づく予
防策の検討：佐賀県北部家保 久野裕理、
鬼塚哲之 

2O15年 4月～2O19年 6月までの約 4年間
に鶏大腸菌症の薬剤感受性及び血清型別試
験を実施し、本症の予防策を検討。供試株
125 株中 121 株がいずれかの薬剤に耐性を
保有。耐性率はペニシリン系やアミノグリ
コシド系で、76.8～93.6％と高い耐性率。
エンロフロキサシン（ERFX）では 72/113
株が耐性を保有。血清型別試験を 63/125
株について検査。2015 年分離株 5/14 株が O
111 に型別、9 株が O78 に型別。2018 年分
離株中 6 株及び 2019 年分離株中 2 株は O11
1 に型別。残り 41 株は型別不明。今回の結
果から、大腸菌の薬剤耐性率が非常に高く、
ERFX 等歴史の浅い抗菌剤にも耐性を示す
菌が高率に出現しており、様々なタイプの
大腸菌が農場内にまん延していることが示
された。本症を予防するため、養鶏農家等
関係者に適切な抗菌剤の選択と適正使用の
徹底、鶏舎等消毒の徹底により抗菌剤の使
用機会を減らし、耐性菌の出現が抑制され
るような衛生指導を行っていく。 
 
420．肉用鶏飼養農場で発生した壊疽性皮膚
炎：長崎県県北家保 川﨑洋平、三浦昭彦 
 飼養羽数 70,000 羽の肉用鶏農場の 14 棟

中 3 棟で死亡羽数が増加したため農場へ立
入。元気消失等の臨床症状は認められなか
ったが、死亡鶏は散在し、胸部～腹部の皮
膚に暗赤色変化を確認。3 鶏舎の鳥インフ
ルエンザ簡易検査陰性を確認後、病性鑑定
を実施。剖検では、主に胸部～腹部皮下に
暗赤色水腫及び気腫が認められ、その他に
肝臓や脾臓の退色を認める。病理組織学的
検査では、骨格筋線維の大小不同、膨化・
硝子様変性や筋線維間の水腫、腸管におけ
るコクシジウムの寄生等を認める。主要臓
器から一部で大腸菌が分離され、皮下病変
部から Clostridium septicum を分離。以上
の検査成績から壊疽性皮膚炎（鶏大腸菌症
及び鶏コクシジウム症との合併症）と診断。
最も被害が認められた鶏舎では出荷率 64.
7％。また、発症から死亡までの経過が早く、
臨床症状は不明瞭。堆肥の十分な発酵消毒
及びグルタルアルデヒド製剤による鶏舎消
毒の実施後、次入雛以降での発生なし。 
 
421．肉用鶏から分離された Mycoplasma ga
llisepticum の薬剤感受性及び疫学解析：
長崎県中央家保 浦川了、鈴田史子 

肉用鶏農家における M.gallisepticum（M
G）による鶏マイコプラズマ症が発生、病性
鑑定、薬剤感受性試験及び分子疫学解析を
実施。解剖所見では眼瞼周囲の腫脹、流涙、
気管粘液の増量等を確認。病理組織学的検
査では気管粘膜等にリンパろ胞の過形成。
免疫組織化学的染色では気管等で MG 抗原
陽性反応を確認。細菌学的検査では一部の
被検鶏主要臓器から大腸菌、気管から MG
を分離。MG 抗体検査は被検鶏全羽陽性。MG
の薬剤感受性試験ではタイロシン、カナマ
イシン、オキシテトラサイクリン（OTC）、
エンロフロキサシン（ERFX）が有効。ウイ
ルス学的検査では伝染性気管支炎ウイルス
の PCR 陽性、分離陰性。長崎、福岡、埼玉
分離株等を用いた MG の分子疫学解析では
ワクチン株と同一クローンまたは近縁な野
外分離株であることを確認。治療に際して
は大腸菌の混合感染も考慮し、OTC、ERFX
の使用が有効であると示唆。分子疫学解析
の結果、ワクチン株の病原性復帰の可能性
を示唆。 
 
422．敗血症の豚由来腸管外病原性大腸菌：
熊本県中央家保 森美聡、杉晋二 

腸管外病原性大腸菌（ExPEC）は豚に敗血
症を起こす要因の１つだが、鶏や牛と異な
り報告が少なく、病原性は不明な点が多い。
哺乳豚へい死 3 事例の主要臓器由来大腸菌
で病原因子検索を実施。剖検で肺の肝変化、
小腸充血、胸膜で繊維素析出を確認。大腸
菌分離臓器で化膿性病変を確認。分離大腸
菌全てが腸管内病原性大腸菌の病原因子を
保有せず、病理組織学的検査からも豚大腸
菌症や浮腫病を否定。全事例で ExPEC 関連
遺伝子の付着因子(tsh)、鉄取込能(iucD、i
utA)、血清抵抗性(iss)、病原性遺伝子の伝
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達性(cvi/cva)を保有しており、大腸菌によ
る敗血症と診断。分離大腸菌は上記性状の
とおり、血中で増殖しやすい性質を有した
ExPEC と考察。腸内容由来株も病原因子を
保有しており、一定の病原因子を獲得した
ExPEC が感染源となる可能性を示唆。今後
は病原因子の由来を把握するため、臓器と
ともに腸管内由来大腸菌についても検査を
実施し、知見を重ねていきたい。 
 
Ⅲ－３ 原虫性・寄生虫性疾病 
 
423．採卵鶏の盲腸にみられたアメーバ様原
虫の寄生事例：栃木県県央家保 戸﨑香織 

県内の採卵鶏農場で死亡羽数が増加。20
18 年 9 月に 4 羽(365 日齢 2 羽、444 日齢 2
羽)、10 月に 3 羽(147 日齢)、計 7 羽の死亡
鶏について病性鑑定を実施。寄生虫学的検
査の結果、6 羽でコクシジウムのオーシス
トを検出。病理組織学的検査の結果、6 羽
でコクシジウムの寄生を認め、3 羽の盲腸
内腔及び粘膜固有層に不整円形で細胞質に
空胞を有し、過ヨウ素酸シッフ反応に陽性
を示すアメーバ様原虫を確認。盲腸(生材料
及びパラフィン切片)から、Entamoeba 属及
びヒストモナス原虫の特異遺伝子は検出さ
れず。農場での死亡羽数増加は鶏コクシジ
ウム病によるものと推測。さらに、過去 5
年間に病理組織学的検査を実施した 35戸 2
01 羽の家きんの腸管について遡り調査を
実施したが、アメーバ様原虫は観察されず。
今回、アメーバ様原虫の種の同定には至ら
ず、感染経路や感染時期、病原性等は不明。
今後も引き続きアメーバ様原虫の種の同定
及び病態解明に努めたい。 
 
424．パラフィン標本を用いたリアルタイム
PCR による鶏コクシジウム種の鑑別：東京
都東京都家保 高野真帆、藤森英雄 

2018 年 12 月、採卵鶏約一万羽、肉用鶏
約千羽飼養の農場で、初生導入した採卵鶏
65 日齢群の一部個体に元気消失、食欲不振
を確認。生体 2 羽、死体 1 羽で病性鑑定を
実施。空腸上部に膨満部を認め、内容物は
粘性暗緑色物で、寄生虫検査にてコクシジ
ウムオーシストを多数確認。病理検査で十
二指腸から直腸でコクシジウム寄生を認め
たが、Eimeria 属は特定困難。川原らの報
告(2008)をもとに E.acervulina(Ea)、 E.b
runetti(Eb)、E.maxima(Em)、E.necatrix(E
n)、E.tenella(Et)について、パラフィン標
本を用いたリアルタイム PCR を実施。日生
研に依頼した検査では、Ea、Em、Et、当所
の検査では、Eb、Em、En、Et を検出。結果
の不一致は DNA 抽出キットや装置、薄切部
の差異が原因と推察。過去 4 症例で本方法
を実施。3 症例で Et、1 症例で En、Et を検
出。本方法は、混合感染や死後変化等で病
理検査による Eimeria 属特定困難な症例や
過去の探索に有用だが、キットや装置等の
検討が必要。 

 
425．実用的ワクモモニタリング手法の確立
：三重県南勢家保 中山季大、竹馬工 
 採卵鶏農場のワクモ対策には、正確な現
状把握と、増殖の早期発見が重要であり、
定期的モニタリングが有効。ワクモの定量
法としていくつかの手法が考案されている
が、作業性や定量性、検査室汚染リスクな
どに課題。現場利用に適した手法を目指し、
当所で従来行ってきたダンボール法の変法
を改良。定量性を確保しつつ、迅速簡便か
つ検査室汚染リスクの低い手法（カラーサ
ンド法）を発案。無作為抽出したワクモ 10
0 匹辺りの平均重量（0.0115g）から一定匹
数の集塊を作り、これと同等体積のカラー
サンドを調製し、100 匹から 10 万匹までの
指標を作成。モニタリングはダンボールト
ラップを回収後クリアパックに入れ、ワク
モを凍結殺後、パックの一角に集め、指標
と比較して近似値を見出す方法。結果の正
確性向上に伴い、管内 1 採卵鶏農場のモニ
タリング結果を図示し推移を見える化。農
場が殺虫剤に展着剤添加を始めた際には、
使用前の同時期との比較で改善を確認。 
 
426．既存製品改良によるワクモトラップの
考案とその効果：岡山県井笠家保 田中成
枝、横内淳一郎 
 珪藻土によるワクモ防除対策の効果を昨
年実証。しかし、冬期にはワクモの活動低
下と冷水散布による鶏へのストレス低減の
ため散布回数が減少。結果、春先にワクモ
が増加。このため冬期のワクモ対策として
既存のダニ取シートの利用を考えたが、シ
ート内部でワクモが増殖したため、珪藻土
を使用したトラップを考案。その効果を 2
農場（農場①9,500 羽、農場②33,000 羽）
で検証。方法は濃度別（0～40％）の珪藻土
トラップをワクモが多く生息する金具部分
などに設置し、効果を判定。結果、濃度 20
％が最も効果的と判明。しかし、このトラ
ップでは珪藻土の飛散などの問題が浮上。
そこで既存製品の製造会社へ相談。共同で
展着剤使用の珪藻土トラップを考案し、同
2 農場で同様に効果検証を実施。珪藻土濃
度 28％以上で高い捕獲効果とワクモの活
動性の低下を確認。結果からワクモの生態
を考慮し、珪藻土トラップと珪藻土散布を
併用することで年間を通じて防除効果が期
待される。 
 
427．珪藻土とダニ取りシートを用いたワク
モ対策法の検討：岡山県高梁家保 梶谷真
一郎、田中静香 
 採卵鶏農場（高床鶏舎、飼養羽数約 10
万羽）から珪藻土を用いたワクモ対策を実
施したいとの相談があり、試験的に珪藻土
を散布。動力噴霧器（動噴）で週 1 回 1 カ
月間珪藻土散布を実施したところ、ワクモ
の有意な減少を確認。しかし、ケージ裏等
鶏舎の構造上珪藻土散布が難しい部分があ
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る等の課題が浮上。動噴のつまりやすさや、
実施にかかる労力やコストも考慮し、農場
は以降の散布を実施せず。これを受け、別
のワクモ対策法を検討。比較的取り組みや
すいダニ取りシートを用い、ワクモの誘因
性を高める誘因剤やシートの素材について
所内で試験。効果的な誘因剤は特定できな
かったが、シートの素材である不織布と比
較し、綿花で有意なワクモ誘因性を確認。
綿花を用いた方法は、単独で使用でき、か
つ珪藻土散布の課題を補完しうる有用な対
策である可能性が示唆された。今後、綿花
のワクモ誘因性等について農場内で検証
し、農家のニーズに合わせたワクモ対策法
の１つとして提示したい。 
                
428．管内一養鶏場のワクモ対策：佐賀県中
部家保 溝上恵、葛見敏男 
 2019年 5月 1,200羽飼養の採卵鶏農場で
ワクモによる貧血が原因のへい死がみら
れ、調査と対策を実施。【調査】①段ボー
ル片を鶏舎内の定位置に設置、週毎に回収
し重量を測定。②各日齢群（3 群）から重
度の貧血を呈した 3 羽を週毎に採血し Ht
値を測定。③数種の殺虫剤及び消石灰で感
受性試験を実施。【対策】調査①の結果ワ
クモが多かった箇所に重点的に段ボールト
ラップを設置。鶏舎周辺の定期的な除草及
び鶏舎内の清掃・洗浄の実施。調査③から
駆除効果が高いことが判明した消石灰を週
毎の除糞後に鶏舎内床面に散布。次回入雛
に備えて空鶏舎の清掃・消毒を徹底。【結
果】上記の対策の結果、ワクモの総数及び
死亡羽数は大幅に減少し貧血が改善。【ま
とめ】鶏舎内でワクモが多い箇所に段ボー
ルトラップを設置し駆除する方法及び消石
灰の鶏舎内床面散布は、ワクモ総数の減少
に効果があった。今後はワクモ発生前から、
鶏舎内の清掃・洗浄及び消石灰散布等の対
策を取るよう指導。 
 
Ⅲ－４ 一般病・中毒・繁殖障害・栄養
代謝障害 
 
429．管内一種鶏場における尿酸塩沈着症の
原因究明(第一報)：徳島県徳島家保 吉川
勇輝、富久章子 
 管内肉用種鶏農場１戸において、育雛か
ら産卵期まで継続した育成率、産卵率の低
下が発生。剖検により心外膜、肝漿膜の白
色化、腎臓萎縮等をみとめ、病理組織学的
検査では腎臓、脾臓、肺、心臓等に尿酸塩
沈着を確認。細菌検査の結果、有意菌認め
ず。原因究明のため、入雛時より定期的に
鶏舎内落下糞便等を採取し、腎炎関連ウイ
ルスのモニタリングを実施するとともに、
水質検査、飼料成分分析、ワクチンプログ
ラムを精査した。その結果、PCR 法による
ウイルス検査では、鶏腎炎ウイルスは 3 週
齢(ｗ)のみ、鶏伝染性気管支炎ウイルスは
7ｗ以降毎回、鶏ウイルス性腱鞘炎/関節炎

ウイルスについては 3、5、13ｗで検出。ま
た、水質検査及び、ワクチンの種類・プロ
グラムについては疑義なく、一方、飼料成
分分析では、有効リン(P)の不足傾向が推
察。関連農場において有効 P 含量の高い飼
料に変更したところ育成率の改善を確認。
飼料変更の影響について当該農場でも経過
を観察中。 
 
Ⅲ－５ 保健衛生行政 
 
430．短期間に取得した採卵鶏農場 HACCP
認証事例:青森県十和田家保 髙𣘺優、中村
直子 

経営者は、鶏卵の安全性確保と海外輸出
を考え原卵生産から選別包装まで一元管理
を目的に HACCPの導入を決意。2019年 1月、
導入セレモニーを開催し「衛生管理の見え
る化」を宣言。経営者、管理職、従業員計
7 名と指導員がチームを結成。指導員は経
験豊富な獣医師をリーダーに家保職員等計
４名。毎月、チーム会議を開催。計画の方
向性と進捗状況を確認。家保は、手順書等
の作成と飼養衛生管理基準に基づく衛生管
理を指導。手順書は、指導員が指示した内
容を農場側が作成。先に指導員が作成文書
を共有し詳細に検討。会議で調整し現実性
と実効性を確保。危害要因の分析は、関連
する手順書等と並行して作成すると効率
的。教育訓練として講習会を 10 回実施。ス
ライドや動画を利用し短期間で効果的に知
識を習得。その都度テストを実施。理解度
を確認し、状況により再教育。全従業員が
衛生管理を理解し、記録作業が習慣化。宣
言から 10 か月で認証取得。 
 
431．非営利目的の中規模鶏飼養農場に対す
る衛生指導：福島県中央家保 町田拳、白
田聡美 
 管内中規模農場 2 戸から産卵数の低下や
死亡数の増加の相談、病性鑑定を実施。そ
の対応と発生予防を含めた飼養衛生管理を
指導。S 農場は農業高校で、令和元年 11 月、
採卵鶏で産卵数が低下。立入調査で鶏冠の
退色、ケージに付着したワクモを確認。ワ
クモの吸血ストレスによる産卵数の低下と
判断、鶏舎内の清掃の徹底を指導し、産卵
数は回復。N 農場は福祉施設で、令和元年 7
月、中雛の死亡数が急増。立入調査で衰弱
鶏、水様性下痢を確認。検査の結果鶏コク
シジウム病と診断、サルファ剤の投与、鶏
舎内の消毒を指導し、糞便中のコクシジウ
ムオーシストは確認できなくなり、死亡数
は減少。上記 2 農場は、共通して主要な飼
養目的が販売ではなく管理者が鶏疾病の知
識が浅い農場であった。管内で同様の他の
5 農場にも今後は飼養管理や鶏疾病につい
ての情報を積極的に発信し指導を継続、管
内養鶏農場の意識向上を図る。 
 
432．直立多段式ケージおよび最新特殊鶏舎
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に対応する HPAI 防疫措置：茨城県県北家保
和知亜紀子、前田育子 

本県では平成 17 年に HPAI が発生し、そ
の際約 570 万羽の防疫措置を実施。当時防
疫措置の指揮にあたっていた職員は順次退
職し、防疫措置経験者は年々減少。令和 2
年度には、県内の家保職員のうち防疫措置
経験者は全体の約 2 割にまで減少する見込
み。約 8 割の職員が防疫措置未経験となる
中、HPAI 発生に備え具体的な防疫措置につ
いて伝承の必要性あり。一方、近年養鶏場
では多数の鶏を収容できる直立多段式ケー
ジが増加。管内 10 万羽以上飼養農場の 75%
が採用していることから、殺処分時に高所
での作業をしなければならない状況を想
定。今回、平成 17 年度の経験をもとに高所
作業用台車を選定し、未経験者を中心に実
地訓練を実施。また、近年、管内には動物
愛護の観点から設計された最新の特殊鶏舎
（立体平飼、エンリッチャブルケージ）を
取り入れ始めた養鶏場が存在。当該農場の
廃鶏出荷作業を見学して鶏舎構造を把握
し、今後具体的な防疫措置を検討。 
 
433．管内養鶏場における HPAI 防疫計画第
2 報：茨城県鹿行家保 稲葉俊祐、渡邊晃
行 

高病原性鳥インフルエンザ（HPAI）防疫
対策上、初動防疫対応は重要。管内養鶏場
で HPAI が発生した際、迅速対応できるよう
管内全養鶏場 27 農場の防疫計画書を作成。
作成した防疫計画書について作業性や効率
性を確認するため、全農場主と①通報から
作業開始まで、②周辺農場・施設戸数、③
防疫支援センター、④通行制限とサポート
拠点、⑤消毒ポイント、⑥農場内作業動線
について協議。結果、鶏舎の構造上、作業
動線を変更すれば効率が上がる事例や、ケ
ージの形式が特殊で防疫作業に従事する人
員配置の変更等、作業内容の改善が必要な
事例有。また、具体例を示すことで、効率
の良い作業動線を考察することが可能とな
り、HPAI に対する農場主の危機意識が高ま
り、さらなる衛生対策向上につながった事
例有。今後も農場主と協議を重ねることで、
PDCA サイクルに沿ったより現実的な防疫
計画書を作成し、万一の HPAI 発生時の備え
とする。 
 
434．生産者の主体性を重視した飼養衛生管
理向上に向けた取組み：神奈川県県央家保
赤間倫子、荒木尚登 

養鶏技術や生産性等の知識共有・向上を
図る後継者等で構成されている K 研究会か
ら当所に、「飼養衛生管理の基礎」につい
ての講師依頼があり、依頼理由としては、
①当所との協力体制の再構築②飼養衛生管
理の学び直し③養鶏情勢の最新情報収集、
であった。講習会を行うにあたり、自ら対
応を考えて進める参加型手法を採用。内容
は、飼養衛生管理基準の基本的な説明をし

たのち、生産者自ら各農場の飼養衛生に関
する問題点や解決方法等について主体的に
意見を出し合い、最後は改善計画を設定し
発表。その後、本講習会に参加した一部の
養鶏場で、飼養衛生の改善に向けた取り組
みや改善方法の相談等、衛生面の改善が動
き出した。今後は、各生産者が設定した目
標の遂行状況を共に見直し・改善を続ける
とともに、本研究会会員以外の生産者に対
しても同様のアプローチをし、生産者が主
体的に飼養衛生の向上に取り組める構造づ
くりを行っていく。 
 
435．管内採卵鶏農場の異常鶏対応改善にむ
けた取り組み：愛知県中央家保 岩田亜美 

異常鶏通報時は迅速な対応が必要。採卵
鶏農場（A 農場）の通報事例で他事例の 2
倍以上の時間を要したため家保及び A 農場
で一連の対応を検証。結果、連絡手段確保
の準備、A 農場の管理体制の把握及び A 農
場側への情報提供、A 農場のマニュアル改
正が必要と判明。連絡手段確保のため、持
出品にトランシーバーを追加。農場マニュ
アル改正のため A 農場担当者と家保で検討
会を実施。異常鶏発見時の報告ルール及び
立入検査時の必要物品、防疫措置中の従業
員の動き等を検討。A 農場の管理体制を確
認し県要綱や通報時の持出品リスト等情報
提供。農場従業員へ周知するため、A 農場
主催の防疫演習で家保が発生時の防疫措置
を説明。現在 A 農場は農場マニュアルを改
正、随時マニュアル及び農場作成防疫作業
シミュレーションを精査し家保と共有。今
後は他農場の立入時に農場内の電波状況や
照明等の情報を収集するほか、農家へ鳥イ
ンフルエンザ発生時の防疫措置やその後の
対応を情報提供。 
 
436．GAP 取得チャレンジシステムを目指す
熊野地鶏生産農場に対する衛生指導：三重
県紀州家保 植木裕也、平塚恵子  

11,000 羽規模の管内一肉用鶏農場は、平
成 20 年から熊野地鶏の生産を開始。以来、
家畜保健衛生所は関係機関と連携し、継続
的に衛生指導を実施。「熊野地鶏」飼養衛
生・管理マニュアルの作成、年 5 回の熊野
地鶏生産者が集う会議での飼養衛生管理指
導や、多発するコクシジウム症とつつきへ
の対策指導を実施。コクシジウム症対策で
は、感染時期の特定とその時期の健康観察
強化、鶏舎消毒時における薬剤の変更や方
法の見直し、発生確認後の早期投薬と敷料
交換等を指導し、死亡羽数が減少。つつき
対策は、止まり木の増設、つつかれる鶏が
逃げ込める場所の設置等を試行中。また、
平成 29年度から GAP取得チャレンジシステ
ムへの取り組み支援を開始。毎月関係者に
よる会議を開催し、書類作成等を指導。従
業員間での作業内容の共有、統一化に寄与
したほか、衛生管理への意識も向上。これ
ら取り組みの結果、飼育当初は 75%であっ
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た育成率が、平成 30 年度には 95%に改善。 
 
437．食鳥処理場での高病原性鳥インフルエ
ンザ（HPAI）発生に備えた防疫対応：兵庫
県姫路家保 松尾大輝、片山光正 

管内食鳥処理場における HPAI の発生を
想定した防疫対応について検討。HPAI 疑い
発生時の通報体制、殺処分、消毒、殺処分
鶏及び汚染物品の搬出から焼却対応につい
て、家保、食肉衛生検査センター、処理場、
県民局及び市と協議。処理場において生鳥
検査時に異常鶏が発見されたことを想定し
た実地訓練を実施。殺処分法として集鳥カ
ゴから鶏を金属製コンテナへ移し替えて炭
酸ガス殺を行う方法、輸送用トラックをシ
ート等で覆って炭酸ガス殺を行う方法を検
証。今後、食鳥処理場における防疫措置計
画をモデル化、処理場毎の計画策定に生か
していく。 
 
438．高病原性鳥インフルエンザ（HPAI）の
発生に備えた兵庫・岡山合同の取組と検証
：兵庫県姫路家保 國東亜耶 

岡山県と合同で県域を越えた防疫対応に
ついての検討を目的として、①県境付近の
県内農場における HPAI 発生を想定した合
同机上訓練、②県域を越えた防疫体制につ
いて周知するための県内防疫演習、③「①、
②」の成果と課題を共有するための県境防
疫会議を実施。初めて岡山県と県境付近に
おける HPAI 発生時の対応を協議し、防疫体
制を構築。また、取組を検証することで今
後の課題を明確化。対応として、両県で防
疫情報を送受信する際のチェック表を作成
するとともに、県境付近各農場の消毒ポイ
ント予定地を共有。引き続き近隣府県との
防疫体制・連携強化を図り、県境をまたが
る重大家畜伝染病の発生に備える。 
 
439．管内養鶏場の鶏糞流出問題とその対応
：奈良県家保 青森大輝、倉田佳洋 

2018 年 7 月 30 日、住民より、管内養鶏
場（鶏舎数 3 棟）から鶏糞が河川へ流出し
ていると通報。老朽化した排水用パイプの
破損や飲用水のこぼれ水による漏水が鶏糞
と混ざり、老朽化で損壊した床から外部へ
の流出が原因。家保は、不具合のある設備
・施設の早急な補修、鶏糞や汚水のくみ取
り等を指導。家保職員も排水用パイプの簡
易補修、土嚢や雨樋の応急設置、汚水のく
み取り、清掃等の作業を援助（24 回、のべ
80 人）。結果、2018 年 11 月以降鶏糞の流
出は阻止。2018 年 8 月と 11 月に住民説明
会を実施。流出した経緯、講じた措置、今
後の対応等についての養鶏場や家保の説明
に対して厳しい意見あり。2019 年 4 月に敷
地内配水管工事及び流出防止パネル設置工
事完了。2019 年 5 月に住民も交えた現場確
認では、養鶏場の対応に一定の理解あり。
家保は問題発生から 2020 年 5 月まで計 94
回立入指導実施。今後は鶏糞の確実な処理

の監視を継続。 
 
440．管内養鶏農場におけるハエの発生と対
策：奈良県家保 河野仁、青森大輝 

管内養鶏農場（高床鶏舎）では長年、近
隣住民からハエ飛来の苦情（例年５月～７
月）。家保はハエ発生源である堆積糞の除
糞および堆肥化処理や薬剤使用など指導。
令和元年度は、堆積高が高いまたはウジ等
の発生箇所（高リスク箇所）を優先的に頻
回処理するために、新たな取組として「農
場への立入回数増」と「従業員への直接指
導」を実施。立入時に鶏舎一階の堆積糞や、
ヒメイエバエの発生源である梁等の堆積糞
の除糞を指導。その結果、処理進捗状況の
指標とした糞堆積高は低位を維持。近隣住
宅へのハエ飛来数も減少。立入回数の増加
や、従業員への直接指導により、高リスク
箇所や梁等の堆積糞の処理を確実に行えた
と考察。糞堆積高を低く維持できたことで
糞の乾燥が進みウジ等の成長が抑制された
こと、ハエに成長する前のウジ等を処理で
きたことなどがハエ飛来数減少に寄与した
可能性がある。今後は農場が自主対応でき
るよう指導したい。 
 
441．特定家畜伝染病発生時の迅速な消毒ポ
イント設置に向けた候補地の選定：和歌山
県紀北家保 鳩谷珠希、黒田順史 
 特定家畜伝染病発生時に使用する可能性
のある消毒ポイント候補地について、利用
可否を管内 4 地域の振興局農林水産振興部
に照会を行い、候補地を整理。照会にあた
り、これまで候補地としていた高速道路の
インターチェンジや道の駅等を除外し、新
たに検討した候補地を追加。必要に応じて
施設や道路の所有者である市町等にも照
会。その結果、111 ヵ所の候補地のうち 21
ヵ所が利用不可。利用可能な候補地の中か
ら、高病原性鳥インフルエンザ発生時の養
鶏農家毎の消毒ポイントを再選定。参考の
ため、農家や関係業者に生産物や飼料等の
運搬経路の聞き取りを実施。管内の消毒ポ
イント設置予定数は、これまでの平均 6.4
ヵ所から 4.3 ヵ所に減少。振興局等の地元
関係機関に照会を行うことで、利用可能性
の高い候補地を選定でき、車両通行経路を
考慮することで、必要のないポイントを削
減できた。今後も候補地について、随時見
直しを行うとともに、関係機関との情報共
有を継続していく。 
 
442．鳥インフルエンザに備えた実践型演習
から見えた問題と対策：和歌山県紀北家保
 湯橋宏美、黒田順史 
 鳥インフルエンザに備え、振興局職員が
現地対策本部（現対）職員として参加し、
実際の器材を用い、集合から殺処分までの
一連の行程を行う実践型演習を実施。動員
者 20 人、現対職員 30 人、観覧者を含め計
152 人が参加。演習後、問題点が挙げられ、
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対策を検討。動員者集合・検診場所では医
師が 1 人のため、診察で多くの待機者が発
生。補助者の配置や医師の増員を検討。診
察により動員者 20 人中 5 人（25％）が現場
での作業は不可と判断。この割合を考慮し、
動員計画を見直す。現地防疫センターでは
より多くのサポート人員を求める意見。互
いに着脱補助を行う等の工夫で対応。暑い
等の防護服着衣時の不満の声。十分な説明
や事前の資料配布を検討。アンケート（10
3 人回収。回収率 67.8％）では、95％以上
が「役立った」と回答。具体的な作業内容
や資材の確認ができた有意義な演習となっ
た一方、準備は家保や畜産課が中心。今後
は準備から振興局が中心となる演習の継続
が重要。  
 
443．肉用原種鶏農場に対する飼養衛生管理
指導：徳島県徳島家保 富久章子、笠井裕
明 
 肉用原種鶏農場において、Mycoplasma g
allisepticum（MG）及び Mycoplasma synov
iae（MS）の血清平板凝集反応（SPA）法で
凝集、産卵率低下、緑便、鶏冠・肉垂の退
色がみられるが、死亡率に異常なしとの報
により、9 月 24 日に病性鑑定を実施。検体
は、軍鶏、雌、297 日令、6 羽、鑑定殺。剖
検所見は、採食量低下（3/6 羽）、鶏冠・
肉垂の退色（2/6）の他に著変なし。SPA 法
による MG 陽性が 2/6、疑似が 3/6、MS 陽性
が 3/6 であったが、有意菌の分離陰性、MG
・MS 遺伝子検査陰性。病理組織学的検査に
おいて、肝被膜にシゾントを確認（3/6）。
以上より、MG・MS の SPA 法の凝集は、Leuc
ocytozoon caulleryi 寄生を一要因とした
非特異反応と推察。10 月末の SPA は、陽性
なし。また、軍鶏の産卵率について、供給
元である県畜産研究課と協議し、飼養管理
及び産卵成績について助言・指導。今後、
経過観察及び生産性を含む飼養衛生管理指
導を継続。 
 
444．特別天然記念物（土佐ｵﾅｶﾞﾄﾞﾘ）の衛
生指導講習会を実施して：高知県央家保香
長支所 安藝秀実 

管内オナガドリ保存会より「鶏インフル
エンザ感染予防講習会」の依頼があり、総
会終了後に実施。実施後のアンケートから、
衛生管理区域の設定・野生動物侵入防止方
法については理解を得ることが出来たが、
作業記録や異常鶏の早期報告・消毒液選択
について更に丁寧な説明が必要であるとの
結果。定期報告は、記載方法等の質問。先
だって、飼養状況現地確認では、舎飼施設、
つがいで飼育し主に人工授精にて繁殖させ
種を維持、DNA 検査で遺伝子を確認。衛生
管理区域設定や石灰散布、定期的にワクチ
ン接種や駆虫薬投与を実施。衛生的な飼養
管理に理解を示し、その関心度も高い。品
評会等の集合展示会には未参加。課題は、
新たな後継者育成。 

 
445．システム開発による防疫事務の効率化
：福岡県中央家保 岸紗英、平木康陽 
 家保では特定家畜伝染病対策業務の増加
に伴い、職員の業務量が増大。従来防疫事
業の業務時間の大半を占める事務作業につ
いて、効率化するためのシステムを表計算
ソフトで開発。本システム利用により書類
の入力作業を低減。各種書類のシートを関
数で紐付け、農場基礎情報や検査結果が自
動反映するように設計。関係者への通知文
は、特定セルへの入力で自動的に定型文書
の形で出力できるように工夫。農場名や品
種名の入力はプルダウンリストから選択す
る方式として、農場の市町村名ごとのデー
タ振り分けは自動で行われるシステムとし
た。本システムの取組により、個別データ
を通知文や月報へ転記する作業がなくな
り、入力ミスが消失。書類作成の省力化に
より、作業時間が短縮。本システムの他業
務への応用で、防疫事務業務のさらなる省
力化が期待。現場業務や防疫演習、マニュ
アル作りにより一層の労力を注ぐことが可
能となり、特定家畜伝染病対策が強化。 
 
446．肉用鶏農場における農場ＨＡＣＣＰ認
証取得に向けた取組：熊本県阿蘇家保橋口
未迪、小田原直子 

肉用鶏の農場 HACCP 認証取得農場が全国
でも 14 農場と他の畜種と比較して少ない
中、管内一肉用鶏農場で認証取得に向け取
組を実施。経験則に基づいた管理で疾病が
多発し、経営悪化していた当該農場に対し
て、家保が HACCP 導入を提案し、平成 28
年から取組開始。管理者、農場指導員、畜
産協会及び家保からなる HACCP チームを結
成し、構築会議を毎月開催。家保は必要文
書の作成、衛生管理指導及び教育の面から
支援。取組の結果、鶏舎内作業が高度平準
化され、家保の指導で年間薬品代が 14%削
減、生産指数と坪利益がそれぞれ 9％と 19
%上昇。数値として見える形で成果が表れる
ことで管理者もシステムの有効性を実感で
き、モチベーションの維持につながってい
る。当該農場は、平成 29 年に肉用鶏では県
内初となる農場 HACCP 推進農場に指定さ
れ、令和元年に維持審査を受け更新。現在、
令和 2年の新鶏舎完成に合わせた農場 HACC
P 認証申請に向けて、チーム一丸となって
構築を継続中。 
 
447．採卵鶏農場のサルモネラ衛生対策と分
離法の検討（第 2 報）：大分家保 吉田史
子 
 【はじめに】採卵鶏農場でサルモネラが
分離されたため衛生対策を実施。2017 年度
より遅延二次増菌培養法(DSE）にてサルモ
ネラ分離を実施。その概要を報告。【衛生
対策】鶏舎消毒の徹底、サルモネラ検査、
飼養衛生管理の徹底等。【材料・方法】①2
013～2016 年度は鶏舎環境から 1,428 検体
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のサルモネラ検査を鶏卵のサルモネラ総合
対策指針(指針)に基づき実施。②2017～20
19 年度は指針に基づき 13 回鶏舎環境等 69
0 検体の検査を DSE まで実施。【結果】①
鶏舎環境の陽性率は 2013 年 9％(18/195)、
2014 年 13.6％(33/282)、2015 年は 3.7％(3
/81)、2016 年は 40％(111/301)。②2017 年
度は 11％24/305（1 次）、DSE で 11/281 検
体（全体 11％）、2018 年度は 1 次培養で 1
/265 検体、DSE で 6/264 検体（全体 2％）、
2019 年度は 1 次培養で 1/120 検体、DSE で
4/119 検体（全体 4％）でサルモネラ分離。
【まとめ及び考察】衛生対策により農場の
サルモネラ汚染は低減。DSE によってサル
モネラ分離率は向上、得られた情報は農場
の衛生対策に有効活用。 
 
448．センサーカメラを活用した食肉目野生
動物の侵入確認と鶏舎侵入防止対策：宮崎
県宮崎家保 弓戸猛、平野佑季 

管内の採卵鶏農場に自動撮影カメラを設
置し、鶏舎への野生動物侵入状況を「視え
る化」し、侵入防止対策を実施。対象農場
は高床式開放鶏舎 1 棟に 36,000 羽を飼養
し、インライン方式の集卵棟が併設。8 台
のカメラを鶏舎周囲、集卵レーン（以下、
レーン）及び、集卵棟内を観察できるよう
調整して 2019年 1月 15日から 4月 16日ま
で設置。小型の食肉目野生動物（以下、小
型動物）がレーンを登り、鶏舎に出入りす
る映像を頻繁に確認。侵入経路は、管理者
が階段状に積み上げた捕鳥カゴと金属製の
レーンの支柱(以下、支柱)の 2 箇所。捕鳥
カゴは撤去、支柱には 40cm×100cm の板を
鼠返し状に設置して物理的に侵入経路を遮
断。管理者と協力して鼠返し板の設置箇所
を増やし、野生動物の侵入回数は大きく減
少。侵入状況の「視える化」により、管理
者がより効果の高い侵入防止対策に取り組
めた。今後は、他の農場へ広く周知・啓発
する必要がある。 
 
449．養鶏農家を交えた防疫計画作成への取
り組み： 沖縄県中央家保 北村恵、翁長友
理子 

鳥インフルエンザ発生時、迅速かつ円滑
な防疫措置の実施には、所内演習や関係機
関との防疫演習に加えて養鶏農家の協力が
不可欠。今回、防疫作業で困難が予想され
る農場を中心に、防疫措置の流れを情報共
有し、計画精査への協力を依頼。より現実
的な防疫計画作成を目的に、以下の取り組
みを実施。① 廃鶏出荷作業へ立ち会い、殺
処分方法や動線の見直しにより作業を効率
化。大多数の農場に対応できるよう備蓄資
材を再検討。② 防疫作業時の農場敷地や資
材利用等の協力について、農家と共に確認。
③ 発生時の農場連絡体制や必要情報等に
ついてチェックリストを作成、農家に配布。
④ 埋却以外の死体処理体制の整備として、
焼却施設との事前協議を継続。作業が滞ら

ないよう、具体的な体制作りを推進。農家
を交えて防疫計画を検討することで、防疫
作業に対する農家の不安が解消、伝染病発
生への危機意識も向上。これをモデルケー
スに、他の農家についても同様の取り組み
を進めていく。 
 
Ⅲ－６ 畜産技術 
 
450．鶏舎内地点別二酸化炭素濃度ならびに
風量に着目したブロイラー農場の換気指導
：山形県最上家保 中嶋宏明、須藤庸子 

管内の 1 ブロイラー農場は、1 棟 4 室の
ウインドウレス鶏舎で、経営開始当初より、
種々のトラブルが発生。消毒やワクチン投
与等を実施するも、疾病再発を繰り返し、
近年は、飼育後期の死亡羽数増加に苦慮。
家保では、これらの要因を、換気不足によ
るものと推察、事故の多い 2 号舎の二酸化
炭素（CO2）濃度と風量を測定。結果、夜間
に継続測定した CO2 濃度測定では舎内奥
で、2,500ppm を超える状況が 3 回発生。ま
た、日中に実施した風量測定では、奥で 0.
6m3/時程度で無風状態である一方、その他
の箇所では約 2m3/時で、舎内風量に偏りを
観察。これらの結果を、グラフ化し畜主に
提示したところ、自主的に舎内扇風機の増
設や角度調整を実施。同様に事故の多かっ
た 4 号舎で同日齢時に実施した計測では、
各地点の風量増加に伴い、CO2 濃度が低下。
最終的に、本群において死亡多発事故は生
じず。当該農場においては、畜主の意識改
革による換気量の増加が事故低減に繋がっ
たと推察。 
 
451．小規模養鶏場のニューカッスル病ワク
チン接種取組事例：東京都東京都家保 大
山知美 

都では、概ね百羽以上を飼養している養
鶏場を対象にニューカッスル病（ND）抗体
価の調査を毎年実施。調査対象の農場では、
T 種鶏場配布の東京うこっけいを飼養する
農場が多いが、導入後のワクチン接種が不
十分で、ND 抗体価の低い農場が多い。管内
M 農業協同組合の東京うこっけい生産組合
に所属する A 農場は、昨年度調査で ND 抗体
価が低下。これを受け、同組合では組合員
の ND 生ワクチンの飲水接種を実施。接種
後、A 農場と、百羽未満の飼養で調査対象
ではなかった B、C 農場の ND 抗体価を調査。
その結果、飼養鶏を一羽ずつ捕獲して経口
投与した A 農場では一部抗体価の低い個体
がいたが、概ね抗体価が上昇。自由飲水し
た B、C 農場では抗体価がばらついた。今回
の結果から、ND 生ワクチンを飲水接種する
場合、個体間で飲水量に差が出る等の要因
で抗体価がばらつくことが示唆。今後は、
これらの結果を踏まえ各農場に合った接種
方法を指導し、ND 発症の予防につなげてい
く。 
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Ⅲ－７ その他 
 
452．一養鶏場の防疫シミュレーション作成
と課題：広島県北部家保 田村参代、松本
早織 

高病原性鳥インフルエンザ発生時に備
え、一養鶏場で防疫シミュレーションを作
成し、併せて課題も整理。肉用鶏 72,000
羽飼養、二階建て平飼い鶏舎 6 棟。農場基
礎調査表で情報収集し、現場との照合によ
り防疫シミュレーション素案を修正。①鶏
舎内の通路確保、捕鳥、運搬等の作業動線
の確認②殺処分場所と方法の検討③汚染物
品処理の作業動線と作業場の問題点を整理
④鶏舎外の搬出方法の確認⑤殺処分鶏と汚
染物品の推定量提示と保管場所を検討。実
働に即した作業計画へ変更し、農場と共通
認識に基づく防疫シミュレーションを作
成。作業動線は現地確認が必要。埋却地の
確保や移動式焼却炉の設置場所、焼却方法、
現地基地の設営場所等防疫措置等が課題。
整理事項のリスト化。防疫措置を円滑化す
べく未整理事項の解決に具体的な検討が必
要。今回、畜主に農場内の防疫作業を提示
することで農家の危機管理意識の向上が図
られた。今後は今回の取組み踏まえた防疫
シミュレーションの作成が重要。 

                   
453．伝染性気管支炎（IB）が発生した大規
模採卵鶏農場における衛生指導事例：愛媛
県東予家保 高橋 弥生、藤田 明子 

成鶏全羽を自家育雛している大規模採卵
鶏農場(約 16 万羽）では、家保、農場、農
協、飼料会社との定期的な技術検討会を 20
13 年より実施。産卵成績及び抗体検査成績
等に基づく各種技術支援をするなか、IB が
関与した 2 症例を確認。症例 1（2019 年 3
月）：産卵率及び個卵重低下、奇形卵増加
の鶏群（342 日齢）において、使用ワクチ
ン株以外の IB ウイルス（IBV）中和抗体が
上昇。症例２（2019 年 10 月）：死亡羽数
が増加した鶏群（29 日齢）の虚弱雛より I
BV を分離。症例 1 を受けた技術検討会にお
いて、ワクチンプログラムの見直しを提案。
産卵成績改善を目的としていたために農場
からは成鶏担当者しか参加しておらず、育
雛期のワクチンプログラムの変更には慎重
であったが、症例 2 を受けて実施した育雛
担当者への直接指導により、前向きに検討
することとなった。今回の事例を踏まえ技
術検討会には各担当者の参加を呼びかけ、
育雛から成鶏まで農場全体の衛生管理を一
体的に指導する予定。 

 
 

454．新規就農者が養鶏農家として成り立つ
には：西部家保 織田聡美、吉村敦 

近年寄せられる就農相談のうち本県で
は、養鶏は肉用牛に次いで多い。養鶏は肉
用牛と比べ、低コストで経営開始出来る事
や早期の資金回収が可能であるといった理

由から初心者でも就農が容易と思われる。
昨年管内にて U ターンで就農した養鶏農家
を分析。当該農家は土佐ジローでの就農を
希望。鶏の飼育経験及び卵の販売ルートが
無く、加えて資金不足であったことから家
保が就農計画の見直しを提案。それを踏ま
え、農外資金を公庫より借り入れ確保。古
い納屋を改築した鶏舎の利用で経費削減。
飼育容易なコマーシャル鶏を少数羽飼育す
る事で技術の習得。積極的な営業活動、SN
S を活用し時代にあった広報活動で販売ル
ートを開拓。以上の取組により経験を積み、
現在は小規模鶏舎整備事業を活用し土佐ジ
ローの飼育も開始し、認定新規就農者も取
得。今回得た知見より、新規の養鶏就農に
は、農業研修、初期投資を抑えるための簡
易な鶏舎整備支援が必要。 
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Ⅳ 馬の衛生 
 

Ⅳ－１ ウイルス性疾病 
 

455．日高管内の馬伝染性貧血の清浄化達成
までの取組：北海道日高家保 前田友起子、
宮澤国男 

国内最大の軽種馬生産地の取組を報告。S
23 年、診断方法が臨床検査、赤血球計算及
び担鉄細胞検出法となったが、効率的な感
染馬の摘発は困難。S53 年、診断方法が特
異性の高い寒天ゲル内沈降反応に改正さ
れ、摘発率が向上。当所は、関係者と協議、
事前準備により、多頭数検査の体制整備。H
9 年まで家畜伝染病予防法（法）第 31 条に
よる毎年検査、H10 年以降は法第 5 条によ
る 5 年に 1 回検査を実施。S56 年に管内、H
5 年（在来馬は H23 年）に国内最終発生。H
29 年に馬防疫検討会で国内清浄化が確認
され、法に基づく検査は終了。清浄化対策
の過程で、地元関係機関で構成される日高
家畜衛生防疫推進協議会（推進協）が設立
され、地域一帯となった防疫体制を構築。
今後は、清浄性維持のため、侵入リスクと
なる輸入馬の着地検査が重要。推進協及び
関係機関と連携し、引き続き、本病の清浄
性維持並びに他の馬伝染病防疫を推進。 

 
Ⅳ－２ 細菌性・真菌性疾患 
 
456．Enterobacter cloacae complex によ
る新生子馬の敗血症：熊本県阿蘇家保 亀
井隆太郎、中央家保 森美聡 

2019 年 3 月、2 日齢の子馬が高体温及び
肺雑音を呈し急死したため病性鑑定を実
施。病理解剖で胸腔内に重度の線維素析出
による癒着、胸水、心嚢水及び腹水の貯留
を認め、病理組織学的検査で心外膜及び肺
にグラム陰性桿菌を伴う線維素性化膿性炎
を確認。細菌分離検査で心臓、肺及び肝臓
から Enterobacter cloacae complex（Ec）
を分離。Ec が関与した敗血症と診断。Ec
は水、土壌、人及び家畜の腸管に存在する
常在菌、Enterobacter 属菌による馬の敗血
症の報告は極少。当該子馬の母馬は初乳分
泌不良であったため、他者飼養馬（分娩後
1 日）の初乳を給与したが、初乳中抗体含
有量不足及び初乳給与遅延による子馬腸管
の抗体吸収能低下によって、当該子馬は移
行免疫伝達不全を呈し、日和見感染菌の敗
血症を発症した要因になったと推察。出生
時の飼養管理における初乳給与が重要と再
認識。 
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Ⅴ 山羊・めん羊の衛生 
 
Ⅴ－1 ウイルス性疾患 
 
457．Trueperella pyogenes 感染を伴う山
羊関節炎・脳脊髄炎の 1 症例：福井県家保
 武田佳絵、清水誠也 

左後肢負重を嫌がるザーネン種、雌、8
歳、愛玩用の山羊の平成 31年 1月の血液で、
山羊関節炎・脳脊髄炎（CAE）ウイルス遺伝
子（遺伝子）、抗体が共に陽性。同年 7 月
21 日、起立不能後に斃死。剖検所見は右手
根関節腫脹と壊死化膿炎、右乳房硬結、胸
膜肺炎および子宮腔の水溶液貯留。ウイル
ス検査で、左右前肢の関節包、乳腺、乳汁、
乳房上リンパ節および脾臓で遺伝子を検
出。細菌検査で、右手根関節膿汁と肺から
Trueperella pyogenes（Tp）を分離。病理
組織所見は左前後肢関節包の関節滑膜の絨
毛状増殖を伴う非化膿性炎、非化膿性間質
性乳腺炎および線維素性化膿性胸膜気管支
肺炎。アミロイドが白脾髄に重度に、腎糸
球体、肝類洞および全身の血管周囲に軽度
に沈着。関節包と乳腺での組織所見と遺伝
子検出から CAE と診断。CAE 関節症状で負
荷増大の右手根関節皮膚傷から Tp に感染
と推察。化膿性病変主体でも、歩行困難等
の場合、CAE 検査を併せて実施することが
まん延防止上重要。 
 
458．県内一山羊飼養農場における山羊関節
炎・脳脊髄炎ウイルスの浸潤状況調査及び
清浄化へ向けた指導：高知県中央家保 西
明仁 

山羊関節炎・脳脊髄炎（以下 CAE）は、
成山羊の関節炎や子山羊の脳脊髄炎を主徴
とする届出伝染病。主な伝播経路は乳汁を
介した垂直感染。国内では 2002 年に初めて
発生して以降、全国的に散発。県内の搾乳
山羊飼養農場から、清浄化対策を検討する
ため検査依頼があり、抗体検査及び PCR 検
査を実施し、4 年前の浸潤状況と比較。搾
乳山羊の抗体陽性は 106 頭中 9 頭（前回 39
頭中 3 頭）。陽性率は 7.7％から 8.5％に微
増。PCR 検査の結果、106 頭中８頭陽性（前
回は未実施）。抗体または PCR 陽性山羊は
畜舎内に散在。清浄化対策として、現在実
施している早期離乳と人工哺乳に加えて、
抗体または PCR 陽性山羊は隔離し、優先的
な淘汰もしくは肥育を推奨。さらに、導入
時の隔離と着地検査の実施を指導。CAE ウ
イルスは感染後、個体の状態により抗体が
陰転することが知られており、定期的な検
査を実施し、清浄化を目指す。 
 
Ⅴ－２ 原虫性・寄生虫性疾患 
 
459．めん羊農場における寄生虫症衛生指導
：福島県中央家保 蛭田彩子、三瓶佳代子 
 平成 29 年度に腰麻痺の発生がみられた

繁殖めん羊約 60 頭飼養農場において令和
元年 10 月、貧血、削そうを呈し 15 頭が死
亡。病性鑑定の結果、毛様線虫の寄生によ
る寄生性胃炎と診断。病性鑑定結果を受け
た立入により 、不衛生な環境での飼養を確
認。頻繁な畜舎の除糞と消石灰散布を指導
した結果、管理者の飼養衛生に対する意識
が向上し飼養環境の改善が図られた。めん
羊を飼養する上で、衛生管理と寄生虫対策
は重要。当該農場は寄生虫対策としてイベ
ルメクチン製剤経皮投与を毎月実施してお
り、適切なプログラムによる定期的な駆虫
の検討が必要。今後は投与回数や手技など、
適切な投与方法の検討のため、糞便検査を
随時実施し、駆虫効果を確認しながら畜主
が疾病の特徴や対策を理解し実行できるよ
う、指導を継続。 
 
460．管内めん山羊の疾病発生状況：鳥取県
西部家保 山本路子 
 近年管内の山羊、めん羊の飼養者は増加
傾向。病性鑑定依頼は年間 30 件を超える。
糞便検査依頼が最も多く、コクシジウムオ
ーシストや線虫卵が多数検出される事例が
ある。この中で駆虫後の再検査で虫卵等が
再度検出されることがある。定期的にイベ
ルメクチンによる駆虫を実施していた山羊
農場で捻転胃虫症による死亡症例が見られ
たことは、イベルメクチン耐性が発現した
ことを示唆。また、めん羊農場において原
因不明の死亡が続いた症例では、セレン欠
乏を呈する個体を数多く確認。以上のよう
に飼養者が異常に気が付いた時は手遅れで
あることもあるため、薬剤の選択、投薬方
法、飼養管理等について、注意喚起が必要。
  
 
461．山羊の消化管内線虫症の病理学的解析
： 沖縄県家畜衛生試験場 奥村尚子 

2018 年 4 月～ 2019 年 12 月に病理組
織検査を実施した山羊 25 例のうち、消化
管内線虫が関与した例は 8 例（約 32 ％）。
冬季を除き発生し、母山羊からの移行抗体 
が消失し生草採食をはじめる離乳前後の幼
獣や免疫力が低下する周産期の雌山羊での
発生が 5 例（ 62.8 ％ ）。糞便検査した 6
 例全てで線虫卵は 1,000 を超え重篤な寄 
生状態であり、ほとんどが鞭虫、乳頭糞線
虫、コクシジウムとの混合感染。臨床症状
は食欲不振、増体不良など、急性の捻転胃
虫症では生前症状なく急死、末期には粘膜
蒼白、貧血、低蛋白血症による皮下浮腫、
初期症状確認後 1 カ月以内に死亡。解剖所
見は組織所見と関連し、第四胃への線虫寄
生による炎症、粘膜肥厚、リンパ管拡張を
伴う全身性の水腫（ 皮下、心冠部など）、
肝臓小葉中心性の肝細胞の変性、壊死など。
肝病変は貧血に起因と推察。山羊の消化管
内線虫症の病態形成機序は、牛と同様に第
四胃への線虫寄生による機械的粘膜傷害、
低蛋白血症、虫体の吸血や粘膜出血 
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による貧血に起因すると再確認。 
 
Ⅴ－３ 生理・生化学・薬理 
 
462．山羊の一般血液生化学検査：高知県中
央家保 橘川雅紀 

山羊の一般血液生化学検査の基準値につ
いて記載された文献は少ない。そこで、県
内最大飼養頭数の農場の延べ 51 頭の経産
山羊について、血液成分値を分娩後 2 日か
ら 298 日まで追跡調査。測定項目は Ht、TP、
ALB、GLB、GLU、TCHO、TG、BUN、GOT、GGT、
LDH、BIL、CRE、Ca、P、Mg、Na、K、Cl、ビ
タミン A（VA）、ビタミン E（VE）、βカロ
チン（BC）、NEFA の 23 項目。既知の基準
値と比較すると、CRE、TG 及び Cl は全搾乳
期間で BUN は泌乳前期から中期にかけて低
値。TP は全搾乳期間で LDH は泌乳前期から
中期にかけて高値。その他の項目は基準値
以内。基準値の報告が無い VA、VE、BC およ
び NEFA について牛の基準値と比較したと
ころ、全泌乳期間を通してビタミン類は充
足されているが、NEFA は高値で推移。今後、
乾乳期の一般血液生化学検査に加え、飼料
成分及び乳質等を調査し、乳牛で広く実施
されている代謝プロファイルテストを山羊
に応用することで、乳量の増加等の生産性
向上を目指す。 
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Ⅵ みつばちの衛生 
 
Ⅵ－１ 原虫性・寄生虫性疾患 
 
463．養蜂家参加型のアカリンダニ症講習会
：千葉県南部家保 不破友介、谷水友也 

アカリンダニの寄生が確認された管内 1
小規模二ホンミツバチ飼養養蜂家から、本
症検査の技術習得に関する講習会の依頼が
あったことから、当所において講習会を実
施。講習会は依頼者及び同じグループの 4
名を対象として実習形式で行い、過去の病
性鑑定保管検体を用いて、顕微鏡でダニを
確認する手技を身につけることを主体に、
その他重要疾病である腐蛆病や他疾病につ
いてはスライドで説明した。養蜂家自身が
蜜蜂を解剖し顕微鏡でダニを確認する体験
を通じ、疾病に興味を持って積極的に学ぶ
機会になった他、養蜂の疾病に関する法律
があり本症が届出伝染病に該当し獣医師の
診断が必要であることが初めて理解され
た。養蜂協会未所属や趣味の養蜂家は疾病
について学ぶ機会が少なく、気づかぬうち
に他の養蜂家に被害を及ぼす可能性がある
ことから、今後も小規模養蜂家を対象に疾
病予防に関する広報や講習会の実施等継続
していきたい。 

 
464．管内における近年のみつばちの疾病発
生状況：岡山県岡山家保 萱原佳美、児子
友美 
 養蜂振興法の一部改正により、H25 年 1
月から趣味養蜂についても都道府県への飼
育届が義務付けられた。管内趣味養蜂の届
出件数は、H25 年次 72 件から H31 年次 91
件へと増加。これに伴い、病性鑑定依頼も
H25 年以降、11 件と増加し、内 9 件が趣味
養蜂であった。疾病は、届出伝染病である
アカリンダニ症 5 件、バロア病 2 件に加え、
サックブルード病 1 件、遺伝病 1 件、麻痺
病(バロア病との混合感染)1 件と多彩であ
り、特に麻痺病は県内初症例であった。趣
味養蜂では畜主に疾病や衛生対策に対する
知識が十分でない場合があり、使用できる
薬剤も限られていることから、衛生指導に
苦慮する場合が多く、今後、更なるみつば
ちに関する衛生情報の集積と発信が必要と
考えられた。 
 
465．管内ニホンミツバチのアカリンダニ寄
生状況調査及び発生蜂場追跡調査：福岡県
両筑家畜保健衛生所 寺迫美知子 

管内ニホンミツバチ蜂場におけるアカリ
ンダニの寄生状況調査、病性鑑定及び発生
蜂場追跡調査を実施した結果及び、検査方
法による検出感度の差異について報告。【寄
生状況調査】2018 年 7 月から 2020 年 4 月
にかけ、管内 9 蜂場 61 群を対象とし、アカ
リンダニ特異遺伝子を標的としたプライマ
ー2種と Acarapis属ダニに共通の特異遺伝
子を標的としたプライマー1 種を用いた PC

R で比較した結果、検出率に差異。【病性
鑑定】2018 年 11 月から 2020 年 1 月にかけ
延べ 5 蜂場の病性鑑定を実施。各 PCR と比
較し解剖検査の検出率が高い結果。【追跡
調査】アカリンダニ蔓延が確認されている
1 蜂場において、2019 年 10 月から 2020 年
11 月まで 3 回の追跡調査を実施。全群の解
剖検査及び各 PCR の検出率を比較、うち 1
種類の PCR と解剖検査の検出率が高い傾
向。【検査方法に関する考察】有症群では
解剖検査で検出可能。多検体スクリーニン
グでは検出率の高いプライマーを用いた P
CR が適当と考察。【追跡調査結果の考察】
当該蜂場は、2017 年に本症確認以降、複数
回にわたり本症（疑い含む）が発生。一連
の結果より、アカリンダニは、無症状のま
ま群内で感染が長期間維持され、環境変化
等により発症に至ると推察。当該蜂場の飼
養者は越冬の技術に優れ、弱群も翌春まで
維持が可能であるため、結果としてアカリ
ンダニ感染群が蜂場で存続。また、野生群
の導入や複数群の合同も感染の維持や拡大
に関与と推察。 
 
Ⅵ－２ 保健衛生行政 
 
466．管内蜜蜂の飼養実態調査：熊本県中央
家保 弓削美野里、廣嶋精哉 

熊本県では養蜂家数及び蜂群数ともに増
加しているが、熊本地震と豪雨後等の飼養
状況の変化を把握するため、管内養蜂家 51
戸に対し飼養実態調査を実施。飼養経験 5
年以内が約 30％と経験の浅い養蜂家や衛
生状態の不明な県外からの導入が多い傾
向。花粉交配を目的とした養蜂家が過半数。
約 40％が抗菌剤使用や消毒の腐蛆病予防
対策未実施。経験が浅く、防疫意識が低い
養蜂家が増加。花粉交配用蜜蜂の流通実態
把握が不十分で動物用医薬品適正使用の指
導の必要性が判明。アンケート等による飼
養実態調査は現状や課題把握のためには有
益と思慮。対策として新規飼育届出者を対
象とした養蜂講習会、動物用医薬品適正使
用の指導、花粉交配用蜜蜂の現状把握等を
実施し、防疫意識や衛生管理技術の向上を
図った。動物用医薬品の使用方法認識不足
による残留の可能性も確認されたことか
ら、今後も定期的に実態調査を実施し、指
導を継続。 
 
Ⅵ－３ その他 
 
467．一歩先を行く養蜂知識～養蜂家との信
頼醸成のための情報提供～：静岡県中部家
保 橘川学、片山信也 

養蜂家向け技術情報・資料用に養蜂産業
関連の国内外の文献調査を実施。経済規模
は、直接生産物価格より受粉の経済波及効
果が高。ただし、環境変化、残留農薬や昆
虫疾病等で蜜蜂等の受粉生物種・数は激減、
FAO は地球規模食料危機対応の受粉生物維
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持活動をすでに開始。越冬蜂群崩壊の主因
となる疾病対策の生物学的解決を目標とし
て先進地は疾病対策上重要なバロア病耐性
系統作出に成果あり。一方、実用的バロア
病対策は、無償公開の HBHC(蜜蜂健康協議
会:米)の体系的制御マニュアルを管内受粉
サービス主体養蜂家向けに翻訳版作成。こ
れを一部養蜂家に試験配布し情報交換中。
国内外文献調査情報とバロア病制御マニュ
アルで管内養蜂家との信頼関係を醸成。 
 
468．ニホンミツバチのアカリンダニ症浸潤
状況調査及び衛生指導：和歌山県紀南家保
 藤原美華、谷口俊仁 
 管内ニホンミツバチ（和蜂）農家のアカ
リンダニ症（本症）浸潤状況及び衛生管理
状況を調査し、改善指導を実施。無作為に
抽出した 8農家から計 200匹の和蜂を採取、
本症の感染状況を調査。さらに聞き取り調
査、衛生管理状況調査を行い、問題点に対
し、改善指導を実施。結果、本症の感染は
認められず。8 農家で今年は蜂群の弱体化
が顕著。7 農家で疾病の知識が不十分、家
保を未認知。6 農家で衛生管理が不十分。
農家に対し、本症の調査結果と、作成した
資料を基に、疾病について及び衛生管理に
対する指導を実施。今回の調査から、当所
管内での本症の感染確率は低いと推察。ま
た、疾病の知識や衛生管理法の普及、家保
の認知度向上に結びついたと考える。今後
も引き続き、本症の浸潤状況調査を継続す
るとともに、和蜂農家の衛生意識の向上を
目指し、効果的かつ積極的な指導を継続し、
農家と家保との連絡体制の構築と疾病の早
期発見によるまん延防止に努める。 
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Ⅶ その他の家畜の衛生 
 
Ⅶ－１ ウイルス性疾病 
 
469．都内における野生いのしし群の CSF
ウイルス浸潤状況調査：東京都東京都家保
八町慶史 三宅結子 

都内の野生いのしし群における CSF ウイ
ルスの浸潤状況調査を実施。死亡いのしし
については、平成３０年９月より検査を実
施。多摩環境事務所からの死亡いのしし確
認の情報提供を受け、検査の可否を判断の
上、原則的に家畜保健衛生所（家保）にて
解剖及び検査を実施。捕獲いのししについ
ては、令和元年９月より検査を実施。環境
局自然環境部と協議の上、野生いのししの
捕獲実績のある 7 市町村に捕獲時の血液の
採材と郵送等による家保への搬入を依頼。
家保における検査体制の整備として、令和
元年９月より本病検査に必要な検査員の拡
充及び教育・研修を行い、また、交差汚染
防止策として野生いのしし専用の検査室を
整備。結果として、令和元年１２月末まで
に、死亡いのしし８頭、野生いのしし４９
頭の検査を実施し、すべて陰性を確認。以
上より、都内の野生いのしし群への本病の
侵入は確認されなかったが、今後も検査体
制を維持、充実させていくことが必要。 
 
470．県内野生イノシシのＣＳＦ（豚熱）感
染拡大要因の検討：長野県松本家保 金子
文大、山本修 

県内の捕獲及び死亡野生イノシシの CSF
検査結果から、CSF ウイルスの感染拡大要
因を検討した。木曽地域では７、８月に幼
獣と成獣雌を中心に急激に感染が拡大した
のに対し、南信州地域では 11、12 月に成獣
雄を中心に感染が拡大した。中央自動車道
及び国道 20 号線で隔たれた高ボッチ山側
では CSF 陽性イノシシが確認されなかった
ことから、高速道路や交通量の多い国道が
野生イノシシの行動を制限している可能性
が示された。また、CSF 陽性イノシシが高
標高の山塊を超えて拡大しなかったことや
野生イノシシが捕獲された最高地点が約 1
700m であったことから、およそ標高 1800m
以上の山塊が野生イノシシの行動を制限し
ている可能性が考えられた。以上により、
捕獲や防護柵の設置、経口ワクチン散布等
の野生イノシシ対策を実施する際は、行動
を制限している要因や地域の生息状況を考
慮して実施する必要があると考えられる。 
 
471．滋賀県の野生イノシシ豚熱(CSF)検査:
滋賀県滋賀県家保 古川桃子 
 野生イノシシ対策として、県下全域の死
亡イノシシ検査、14 市町における捕獲イノ
シシ検査、県東部・西部地域での経口ワク
チン散布を実施。2020 年 3 月 31 日までに
死亡イノシシ 24 頭中 2 頭、捕獲イノシシ 6
46 頭中 173 頭感染確認。検査にあたり所内

業務マニュアルを整備し交差汚染防止対策
を徹底。死亡イノシシの採材は現地で当所
職員が実施、捕獲イノシシの採材と各市町
のストックポイントへの搬入は猟友会等外
部に依頼、職員が回収するよう整理。また、
専用の検査室を整備。野生イノシシの感染
拡大が続く中、当所は今後も高い汚染リス
クに曝される。農場への交差汚染防止のた
め、消毒等ソフト面での対応、施設改修に
よるハード面での取組を始め、さらなるリ
スク低減を図る。また、検査対象地域拡大
により業務負担は増加。陰性地域の重点的
検査など、今後の検査のあり方について見
直す必要がある。 
 
472．国内で 17 年ぶりに発生した兎ウイル
ス性出血病：愛媛県家畜病性鑑定所 片山
亜紀保、岡﨑直仁 
 県内飼育施設において、令和元年 5 月 5
日～11 日にかけて同部屋で飼育する兎群
全 8 羽が相次いで死亡。発症兎を治療室に
隔離したところ、同室の別ケージにて飼育
されていた兎 2 羽も 14 日、19 日に死亡。
発症兎は呼吸促迫、食欲廃絶を示したが無
症状で急死した個体も多く、発症群と隣接
した部屋で飼育されていた兎群全 7 羽に異
状はみられず。病理解剖の結果、肝臓の脆
弱化、肺の充うっ血、出血がみられ、病理
組織学的検査では肝臓の小葉中間帯～辺縁
部の肝細胞壊死、腎臓の糸球体毛細血管に
血栓形成がみられた。ウイルス学的検査で
は兎出血病ウイルス（RHDV）の特異遺伝子
が検出され、ダイレクトシークエンス法を
用いた遺伝子解析の結果 RHDV2 型に分類さ
れた。電子顕微鏡検査では変性した肝細胞
内にカリシウイルス様粒子が観察された。
以上より兎ウイルス性出血病と診断。国内
における兎ウイルス性出血病は 2002 年以
降 17 年ぶりの発生。 
 
Ⅶ－２ 原虫性・寄生虫性疾患 
 
473．県内動物展示施設で発生したシロフク
ロウの鳥マラリア：埼玉県中央家保 小池
絵理子              
 鳥マラリアは蚊によって媒介され血液に
寄生する Plasmodium 属原虫による感染症
の総称。P. elongatum（Pe）によるシロフ
クロウの鳥マラリアが動物展示施設で確認
されたので報告。平成 30 年 10 月 5 日、シ
ロフクロウ 1 羽が元気消失、食欲低下、8
日に斃死したため病性鑑定を実施。剖検で
は、肝臓は腫大し粟粒大黄褐色点が散在、
脾臓は腫大し赤黒く脆弱。心外膜、盲腸の
漿膜には赤色点散在、胸部気嚢は混濁、肥
厚。肝臓のスタンプ標本で赤血球、単球様
細胞内に原虫や稀にマラリア色素を認め
た。組織所見では、肝臓の類洞は拡張、ク
ッパー細胞内や単球内、稀に肝細胞内に原
虫やマラリア色素を確認。脾臓、腎臓、骨
髄で原虫を少数確認。脾臓では出血、脾索
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に漿液貯留、線維素析出。肝臓、脾臓、腎
臓、肺で血管炎。肝臓を材料とした遺伝子
検査では Pe GRW06 系統と一致する遺伝子
を検出。以上から本症例を Pe による鳥マラ
リアと診断。死因は肝障害、急性脾炎、貧
血、暑熱ストレスと推察。 
  
 
Ⅶ－３ 一般病・中毒・繁殖障害・栄養
代謝障害 
 
474．中毒原因植物の遺伝子検索法検討：大
分家保 人見徹 
 【目的】植物中毒の原因究明に利用のた
め、中毒植物の専用 primer を設計し特異的
遺伝子の検出と同定を試みた。【方法およ
び結果】①primer 作成：ワラビ、カタバミ、
ウマノアシガタ、ギシギシ、スイバの 5 種
の植物で matK 領域の塩基配列から primer
を設計し、8 種類の preimer を作成。②遺
伝子検出試験：植物の葉を破砕し 4 種類の
市販遺伝子抽出キットを用い DNA を抽出、
作成した植物種専用 primerと植物共通 rbc
L 領域 primer を用い PCR を実施した結果、
カラム精製工程のあるキットでワラビを除
く 4 種の植物に想定されるサイズの遺伝子
断片が増幅され、ダイレクトシークエンス
で目的植物の遺伝子を確認。③胃内容の影
響検討：ルーメン内容にカタバミおよびウ
マノアシガタを 0.5%w/v 混和、DNA を抽出
し専用プライマーで PCR を実施した結果、2
種の植物ともに特異的遺伝子断片を検出。
【考察】各中毒植物に特異的な遺伝子検出
が可能となり、中毒発生時の原因植物特定
に敏速に対応が可能。 
 
Ⅶ－４ 保健衛生行政 
 
475．茨城県における野生イノシシの豚熱対
策:茨城県県北家保 川西菜穂子、水野博明 

平成 30年 9月に岐阜県の養豚農場におい
て豚熱（CSF）発生、令和 2 年 3 月末までに
豚では 1 府 9 県で発生確認、97 農場、16
万頭の豚が殺処分。野生イノシシでは 12
県、2,038 頭で CSF 陽性。本県において飼
養豚および野生イノシシでの CSF 感染事例
は確認されていないが近隣県で野生イノシ
シ陽性事例が継続的に確認されており、本
県への CSF 侵入リスクは高い。本県の野生
イノシシ対策として①CSF 経口ワクチンの
野外散布②死亡イノシシの感染確認検査
（扁桃の蛍光抗体、扁桃・腎臓・脾臓の遺
伝子検査、ウイルス分離検査）③捕獲イノ
シシの感染確認検査（ELISA、血清の遺伝子
検査）実施。CSF 経口ワクチンは令和 2 年 1
月から野生イノシシ生息地域の 10 市町で
散布開始。野生イノシシの感染確認検査で
は死亡イノシシ 32 頭全て陰性確認、捕獲イ
ノシシ 515 頭のうち遺伝子検査は全て陰
性、3 頭で ELISA 陽性。ELISA 陽性個体の捕
獲場所は経口ワクチン散布地域と一致、遺

伝子検査陰性のためワクチン抗体と判断。
引き続き、年 3 回の経口ワクチン散布と監
視体制強化に取り組み、本県への CSF 侵入
阻止を図る。 
 
476．屋外展示施設におけるいのししの防疫
対策の取組：石川県南部家保 礒辺真由美 
 管内 A 公園は 1150ha の森林内にあり、公
園内の動物園では、いのしし 13 頭を展示。
当所は国内野生イノシシでの CSF 感染拡大
を受け、農場等の指導を強化。A 公園には、
管理体制の他、森林内の衛生管理区域、屋
外展示いのしし舎の問題点があり、実情を
踏まえ改善に向けた検討会を開催。最初に、
当所支援のもと、A 公園は飼養衛生管理要
領（要領）を作成し管理体制を構築、防疫
意識が向上し管理が徹底。次に、衛生管理
区域は、動物園の境界及び畜舎周囲を 2 段
階に区分。動物園の来場者入口を限定し消
毒設備・看板を設置。いのしし舎は、外側
に防護フェンスと防鳥ネットを設置し、物
の投げ入れが容易な来園者の観覧橋を閉
鎖。さらに、既存の隔離房を全頭飼養に適
した屋内畜舎に改築。本年 8 月、本県野生
イノシシでの CSF 発生以降、要領により動
物園は現在閉鎖中。CSF ワクチン接種や飼
養衛生管理の徹底を踏まえ、今後関係者で
動物園再開に向けた協議を実施予定。 
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Ⅷ 共通一般 
 
Ⅷ－１ 細菌性・真菌性疾患 
 
477．消毒評価法（欧州標準試験法）の国内
畜産分野への活用:山形県中央家保 大橋郁
代 

薬剤耐性対策により飼料添加物が見直さ
れ消毒の重要性が増す。効果的な消毒には
検証が有用だが、国内の畜産分野では消毒
評価の標準法はない。そこで日本薬局方が
参考とする欧州標準試験法の活用を検討。
対象に畜産分野で報告が少ないサルモネラ
のバイオフィルム（BF）を用いた。県内で
は 2004～2019年の家畜農場由来 99株は 97
％が BF 産生性。BF 量の異なる 5 株 108CFU
へ 0.2%複合塩素系製剤(次亜)、0.05%逆性
石鹸製剤または 10%石灰上清を 25℃5 分作
用。各対数減少量(lr)は、浮遊菌で 5.2<,5.
2<,5.2<、1 日 BF 産生時(時)1.0～5.2<,5.0
<,5.0<。3 日時 0.2～3.1,5.3<,5.3<。また
1 日時、2%糞便下で 0.7～4.0<,2.3～5.3<,
5.0<、1%BSA・Yeast Extract 下で-0.3～1.
1,2.3～5.3<,-0.2～1.2 と活性が低下。一
方、BF 量に応じた殺菌抵抗性は認めず。本
法では明確な基準と結果が得られ精度管理
上望ましく、また結果の比較性に優れ効率
的に検証可能と考えられた。 
 
Ⅷ－２ 原虫性・寄生虫性疾患 
 
478．野生アライグマから検出された Crypt
osporidium 遺伝子の解析：大阪府家保 堂
之本琢人 

本府では動物由来感染症の病原体保有状
況に関するサーベイランスを実施してお
り、対象動物として野生アライグマも含ま
れる。アライグマは府内農場の畜舎周辺で
も確認されており、病原体の伝播が危惧さ
れる。 今回、Cryptosporidium 遺伝子の
解析を大阪府立大学のご協力のもと実施し
た。平成 29 年度に府内で捕獲されたアライ
グマの直腸スワブ 116 検体から得た DNA を
用い、18S rRNA 遺伝子を標的とした PCR を
実施し、7 検体が陽性と判明した。系統分
析の結果、内 2 検体は C. parvum（Cp）、3
検体は C. skunk genotype（Cs）と一致し
た。各種遺伝子解析により、それらはヒト
に感染し得る遺伝子型であると判明した。
野生アライグマから Cp を検出した報告は
国内で過去になく、今回検出された Cp と C
s はともにヒト及び動物のクリプトスポリ
ジウム症を引き起こすと考えられ、アライ
グマがヒトと動物のクリプトスポリジウム
感染症の直接的または間接的な原因となる
可能性が示唆され、農場内への野生動物の
侵入防止の重要性を再確認できた。 
 
Ⅷ－３ 保健衛生行政 
 
479．海外悪性伝染病の発生に備えた渡島管

内の体制強化：北海道渡島家保 内田兼司 
渡島管内は、近年道内初、国内初の伝染

病が発生し、疾病侵入リスクの高い地域と
認識。海外悪性伝染病（本病）に対する防
疫体制を見直したところ、課題が浮上。防
疫対応を行う際に重要となる、発生市町対
策本部設置要領等について管内 11 市町
（町）中 9 町が未整備で初動防疫の遅れを
懸念。また、複数農場を所有する大規模企
業養豚場の埋却候補地が一部未確保、交通
機関等や留学生・外国人技能実習生等（実
習生）への本病啓発も課題。9 町には家保
作成の「本病対応マニュアル案」を提示の
うえ作成を依頼し初動防疫が迅速に行える
体制を整備。選定済みの消毒ポイントは本
病発生時の使用許可手続が迅速に行えるよ
う道路台帳への作図を推進。埋却候補地は
農場毎ではなく企業全体の課題として検討
を依頼し生産部門以外の企業所有地等を確
保。交通機関等や実習生には容易な多言語
資料を作成、配布し理解を醸成。畜産関係
者以外とも連携し地域一体で防疫体制を継
続予定。 
 
480．管内海外悪性伝染病防疫体制の強化に
向けた取組：北海道檜山家保 山城淳、橋
本健二郎 

近隣諸国の口蹄疫等継続発生、平成 28
年道内初の高病原性鳥インフルエンザ(HPA
I)発生、平成 30 年国内で CSF（豚コレラ）
発生。振興局（局）及び家保主体で地域一
体の防疫体制を強化。農場が準備した埋却
候補地を現地調査により適否を確認。町は、
町有の第二候補地を確保。局では迅速な初
動防疫のため、幹部が農場を現地視察、防
疫概要を共有。また局職員向けに HPAI 防疫
演習等を継続し課題を分析。随時、防疫計
画を修正。管内養鶏場が全戸平飼いのため、
獣害防止ネットを用いた効率的で作業者等
に負担の少ない捕鳥方法を考案、実証。局
独自の防疫対応マニュアルに反映。関係機
関は職員が少数のため、一部地域で 4 町が
海外悪性伝染病発生時に協力して防疫を行
う協定を締結、さらに 4 町主体で防疫演習
を実施。課題は農地及び漁港近くの消毒ポ
イント設置への住民の理解と、管内の防疫
体制の水準に地域的な隔たり。今後も関係
機関と連携し、防疫体制の更なる強化。 
 
481．つがる地域の特性と課題に応じた防疫
体制の強化：青森県つがる家保 佐藤香、
相馬亜耶 
 当地域の防疫上の特性や課題は、①中小
規模農家が多く高齢化が進み、設備投資を
伴う衛生対策は実施困難、②2 県民局を所
管し関係機関が多いため、効率的な防疫体
制強化が必要。そこで①では、生産者対象
の研修会を開催し衛生意識を向上。豚飼養
者の防疫検討会で衛生対策を各農場と協議
し、改善目標を定め、後日巡回により改善
を確認。高齢のため実施困難な対策は家保
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が支援し、管内全体の衛生レベルを引上げ。
②では、まず、2 県民局ごと各 5 か所の防
疫拠点別の勉強会や建設業者による埋却地
調査を行い、防疫措置への理解を向上。次
に、2 県民局の防疫拠点担当者が携帯電話
を用いて発生時の情報伝達を訓練する合同
机上演習や、埋却委託団体の管内全 3 支部
を参集した埋却地掘削等の演習を開催し、2
県民局分の防疫体制を効率的・効果的に強
化。さらにバス会社等の関係者と協力体制
を構築。農場の実情に応じた衛生指導と地
域性を踏まえた関係機関の連携強化によ
り、防疫体制の実効性が向上。   
 
482．山形空港における家畜伝染病侵入防止
の為の水際対策：山形県中央家保 野崎陸、
庄司真希 

国内での CSF の発生や近隣諸国でのＡＳ
Ｆの発生が続く中、空港及び海港における
水際対策が重要。管内に所在する山形空港
では、平成 22 年から空港事務所（山形県）
管理のもと、利用者に対し靴底消毒を実施。
当空港の国内便及び国際チャーター便の増
加に伴い、改めて水際対策の実施状況を確
認。靴底消毒の方法及び空港関係者の水際
対策に対する認識不足が課題として挙げら
れた。対策として、消毒マットの設置場所
・枚数、消毒薬の保管方法・散布方法等を
再検討。また、空港の管理会社や航空会社、
旅行会社等関係者を対象に防疫演習を開催
し、越境性動物疾病の特徴、発生状況及び
水際対策の重要性を説明。加えて、消毒マ
ットの設置場所や消毒方法を見学してもら
い、理解を深めた。今後も水際対策の実施
状況の確認や講習会を定期的に行うなど、
空港職員と家畜保健衛生所の連携強化を図
り、より効果的な水際対策を推進していく。 

 
483．課題克服に重点を置いた防疫演習：山
形県最上家保小林久美、中嶋宏明 

昨年の防疫演習は、発生時の現場事務所
の設置、防疫作業者の健康調査等が主体。
これに対し参加者と主催者側から①動員者
の役割分担並びに作業内容説明者の明確化
②作業手順のスライド上映③実際の防疫作
業の体験演習の要望や課題が浮上。そこで、
本年は①カードによる自動役割分担②作業
内容動画の作成③豚モデルを使用した殺処
分演習に加え、派遣経験者の意見を取り入
れた④PPE 着脱説明の簡略化の 4 点を柱に
実施。結果、①着席と同時に自動的に役割
分担決定②動画を用いた作業の事前学習③
リアル豚モデルを使用した殺処分演習と昨
年の防疫演習に対する要望・課題を克服。
加えて④PPE 着脱説明の簡略化では、理解
度上昇の意見の一方、戸惑いの意見もあり、
今後とも円滑な防疫作業推進のため、PPE
着脱等の共通項目は継続実施すると共に、
実際の派遣経験を活かした演習内容の追加
で、参加者の防疫作業に対する理解と意識
の向上を図る。 

 
484．自衛防疫組織と連携した農場 HACCP
認証取得支援：山形県置賜家保 黒田聡史、
森大輝 

農場 HACCP 認証取得の要望を受け 3 農場
（肉用牛 2 戸、採卵鶏 1 戸）に対し、平成
29 年より管内で初めて構築を支援。支援実
績の豊富な県域自衛防疫組織（自衛防）を
中心に、県自衛防-地域自衛防-家保の 3 者
が各農場に合った体制で連携。家保は支援
に必要なノウハウを実地に学びつつ参画。
肥育牛家族経営 A には農業技術普及課と供
に HACCP チーム内部検証員として、生産加
工流通を一貫して行う肥育牛管内最大規模
経営 B には営業責任者を交えた会議へオブ
ザーバーとして参加し文書作成を支援。管
理獣医師、コンサルタントを擁する採卵鶏
管内最大規模農場 C では地域自衛防を介し
構築の進捗を共有。令和元年、3 農場が認
証取得（取得までの期間は A：29 か月、B
：18 か月、C：17 か月）。支援を通じ関係
者の連携が一層強化された他、防疫上特に
重要な農場について詳細な情報を取得。一
農場を濃密に指導する機会が減少傾向にあ
るなか、有用な取組みと考えられた。 

 
485．動員集合施設設営演習による迅速な防
疫措置実施に向けた初動体制の検証：山形
県庄内家保 佐々木志穂、齋藤友佳 

特定家畜伝染病発生時の迅速な防疫措置
の実施のため防疫要員の拠点となる集合施
設の速やかな設営や運営が重要。今回、管
内体育館において対策業務班担当職員（県
38 名・市 5 名）と運搬業者を参集、施設の
設営開始から運営開始までの 3 時間の作業
を検証。演習では、優先順位付けした初動
対応分の資材（防疫要員 150 人、鶏殺処分
3 時間を想定）を 4ｔ車両１台に積載、施設
配置図を基に動線を確保し資材を配置。作
業に要した人数・時間を記録。マニュアル
の対策業務班設定人数を基準に時間を概算
し配置人数を変更することで資材積載に 8
4 分、施設の設営に 173 分と推定、概ね想
定時間内に運営開始可能。演習後の参加者
アンケートによれば、作業内容は十分理解
できたが、資材確認の簡素化、初動資材の
一括保管、施設詳細配置図の事前準備が課
題として抽出。限りある人員を有効活用し
業務を効率的に進めるため、段階的に課題
解消に努め、より実践的な防疫体制の構築
を目指す。 

 
486．愛玩動物看護師法に関するアンケート
結果からの一考察：千葉県中央家保 清田
和花、藤野晴彦 

令和元年 6月 28日、愛玩動物看護師法（以
下動物看護師法）が公布。この法律は愛玩
動物看護師（以下動物看護師）の資格を定
め、その業務が適正に運用されるように規
律することで、獣医療の普及、向上並びに
愛玩動物の適正な飼養に寄与することが目
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的。動物看護師法に規定される動物看護師
の業務範囲等についてはまだ検討段階で、
今後政令で定められる予定。当所では、千
葉県獣医師会の協力を得て愛玩動物獣医師
を対象に動物看護師に関するアンケート調
査を実施。その結果、動物看護師に採血や
投薬、手術助手等の獣医師に準ずる業務を
希望する傾向が判明。また、動物看護師の
勤務人数は現状以上を希望する回答や、動
物看護師の資格を重視し、資格の有無によ
り待遇差をつけるという回答が多数。今後、
国に対して本調査結果に基づく要望を行っ
ていくとともに、チーム獣医療体制の構築
と持続的な発展に努める。 

 
487．昭和から令和にかけての家畜保健衛生
所業務の一考察：神奈川県県央家保 宮下
泰人、荒木尚登 

本県の乳用牛、肉用牛、豚、採卵鶏の飼
養戸数・頭羽数のピークは、昭和（Ｓ）30
～50 年代にピークを迎え、その後減少。こ
の間の本県家畜保健衛生所（家保）の業務
は、零細農場の栄養・繁殖指導等防疫業務
に併せて実施。防疫業務ではワクチンによ
る伝染病の防除の他、発生時の防疫措置（事
後対応）により発生数は減少または清浄化。
平成（Ｈ）に入ってからの口蹄疫、高病原
性鳥インフルエンザなどの防疫は他機関と
の連携、防疫計画の策定、防疫演習の実施
など事前対応型の防疫体制。Ｈになり振興
施策の比重増加。農場ＨＡＣＣＰの他、出
口戦略などの生産物の流通促進施策も取り
組み、今後も比重の増加が見込まれる。こ
れらは、事前対応型防疫体制の強化と畜産
振興施策の比重増加に柔軟に対応できるよ
うな組織体制、人材育成が必要。 

 
488．管内における農場 HACCP 取組の現状と
課題：長野県長野家保 本谷眞澄 

農場 HACCP（HACCP）認証に向け取り組ん
できた当管内の農場のうち 4 農場につい
て、その現状と今後の課題について検討。2
014年 5月に認証を取得した A農場は本年 5
月に維持審査を受審。2014 年 7 月～2016
年 7 月に推進農場指定であった B 農場及び
2010年 9月から推進農場指定の C農場は今
年度書類完成。D 農場は系列農場が認証と
なったのを受けて、2018 年 10 月から認証
を目指しシステム構築中。多くの農場では
HACCP への取組の動機は主に衛生管理の向
上による生産量の安定確保。HACCP は取組
みを始めてから認証申請までに多くは３年
から４年という長い期間が必要。取り組ん
でみたものの、経営の向上が見えてこない
等の理由で認証申請を躊躇する農場も散
見。認証取得までのモチベーションを持続
させ、衛生管理の向上を図るためにも、肉
牛では信州あんしん農産物[牛肉]生産認定
制度を上手く活用し、HACCP が全従業員の
日々の作業や行動への高い意識と、更には
習慣の構築に繋がるよう支援していく。 

 
489．家畜保健衛生所統合への対応と課題：
長野県佐久家保 塩入哲  

佐久家畜保健衛生所上田支所（以下、「支
所」）の廃止に伴い、平成 30 年 4 月 1 日に
当所と支所を統合。支所管内の 2 市 1 町 1
村、畜産農家 152 戸について、当所を起点
に対応することとなった。この影響を、管
轄範囲、業務の量、業務の質の 3 点の変化
から考察。管轄範囲については、移動距離
・移動時間の増加が考えられ、ガソリン使
用量や時間外勤務について、業務の量につ
いては、農家数・家畜頭数の増加があり、
事業対応日数・人員の負担増について、業
務の質については、農家や診療獣医師との
接点の減少が危惧され、検査件数等につい
て指標とした。管轄範囲については、17 年
前から支所化していたため影響は認められ
ず、業務量についても一部の事業対応日数
に増加が見られたものの、統合の影響かは
不明。業務の質については、検査件数で獣
医師が持ち込む検査項目に減少が認められ
た。また、上田地域の農場と連絡が取れな
くなる事例が発生。統合に際しては、顔の
見える関係性の維持が課題であると思われ
た。 

 
490．迅速な消毒ポイント設置・運用に向け
た静岡県 GIS の活用：静岡県西部家保 佐
藤紘朗、辻川礼 

特定家畜伝染病発生時に迅速な対応が求
められる消毒ポイント（消毒 P）選定及び
関係機関との情報共有に、地図上に各種情
報を重ね合わせ閲覧できる静岡県地理情報
システム（GIS）の活用を検討。管内市町、
農業協同組合が管轄する施設から当所がリ
ストアップした候補地での消毒 P 設置の可
否、その管理部署及び連絡窓口等を照会し、
候補地台帳を整備。台帳から発生農場の周
辺候補地を GIS で抽出できるようになり、
防疫計画の作成・更新作業が省力化。また、
設置可の回答が得られた候補地の現状を把
握するため、現地調査を実施し、設備配置
図を候補地ごとに GIS に保存。それらの保
存データにアクセスできる URLと QRコード
を設定することにより、外出先のモバイル
端末から保存された地図データの閲覧を可
能とした。結果、GIS 活用は消毒 P 選定作
業を省力化でき、家畜防疫マップシステム
を利用できない関係機関への情報共有手段
としても有効であり、消毒 P 設置の迅速化
に寄与。 

 
491．海部地域の移動式レンダリング装置に
よる家畜死体の化製処理：愛知県西部家保
福定昌美、伊藤侑起 

愛知県西部の海部地域はほとんどが海抜
0ｍ地帯。CSF 等発生時に殺処分した家畜死
体埋却のため、溝を掘削すると地下水湧出
の可能性高く、家畜死体処理方法は地域の
重要課題。海部地域防疫部会で移動式レン
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ダリング装置（以下、レンダ装置）を利用
した化製処理について次のように検討。①
化製処理担当のレンダリング班設定、追跡
班、移動制限班、消毒班及び農家経営支援
班の業務を一つの班で担当する等見直し、
地域防疫部会班編成案を作成②レンダ装置
設置候補地の現地調査をし、レンダ装置ユ
ニット配置、汚染エリア区分及び車両動線
を入れた配置図を作成③レンダリング生成
物を焼却する施設は調整中④レンダ装置の
設置から化製処理、レンダリング生成物の
搬出までの基本的な工程管理表の作成⑤化
製処理等に係る調達資材一覧表の作成。今
後は、迅速に初動対応するため、地域防疫
部会各班研修の実施、ASF や口蹄疫発生時
の化製処理へ検討内容を展開させる必要が
ある。 
 
492．CSF 発生時の防疫資材の運搬：愛知県
中央家保 山田真理子 

当所では、防疫措置開始時に必要な資材
を備蓄し、家畜伝染病発生時に、運送会社
が発生農場へ運搬。資材運搬業務は①必要
量の算出②運送会社の確保③荷積み・荷下
ろしであり、①～③の工程で以下の課題が
判明。①動員者数の変動等で資材が不足、
②運送会社が車と人を確保できず運搬不
可、③少数で荷積み荷下ろし作業となり多
大な時間と労力が必要。その対策は、①1
日の最大動員者数を決定し、資材量を定数
化。行先や種類ごとにパレットでパッケー
ジ。これにより、現場の整理が容易となり、
資材不足と紛失が解消。さらには、フォー
クリフトも活用可能で③の課題も解消。②
では、人材派遣会社に 24 時間体制で車と人
の確保を依頼することで、円滑に防疫活動
を支援できる体制を構築。この成果を活か
し、他の特定家畜伝染病に対応するパッケ
ージを作成。さらには、初日の防疫資材の
備蓄・運搬を防疫資材取扱業者に委託する
ことで県が在庫を持たない新たな管理手法
を進行中。 

 
493．過去 2 年の防疫演習で得られた課題の
改善に向け実践した集合場所演習の概要：
島根県出雲家保 鈴木郁也、福田智大 

過去 2 年に実施した家畜防疫演習（集合
場所演習）では、防疫装備品の配布及び装
着箇所で混雑がみられ、動員者が滞留。動
員者へのスムーズな誘導や説明の工夫が課
題。今年度の集合場所演習では、これら課
題改善に向け、若手家畜防疫員 7 名（B 班）
が事前に検討した改善策（①誘導経路の明
示、②防疫装備品着用説明パネルの分割掲
示と大型化、③動員者への積極的な声かけ
と誘導）の効果を検証。動員者 25 名の受け
入れから送り出しを既存の県家畜防疫業務
マニュアルに基づき実施する班（A 班）と
比較。B 班が A 班と比べ、全体で 4 分短縮
し、参加者へ実施したアンケートでは「B
班の方がわかりやすかった」との意見が多

数あり、改善策が効果的であったと推察。
今後、改善策を県家畜防疫業務マニュアル
に反映させるとともに、引き続き家畜防疫
演習や研修会等を通じて関係機関職員の習
熟度向上を図り、迅速かつ円滑な防疫対応
が可能な体制の構築に努める。 

 
494．海外悪性伝染病に対する病性鑑定体制
の強化：島根県家畜病鑑室 石倉洋司、横
田司 

CSF や ASF を疑う緊急時の病性鑑定にお
いて、検査室汚染が起こらないよう、作業
体制及び動線を改善。農場で採材した血液
は、現地家保検査室の汚染リスクの減少と
家保業務の効率化を図るため、異常豚等と
同時に当室へ搬入することとし、白血球数
測定を自動測定器ではなく、ディスポーザ
ブル検査資材を用いた視算法とした。また、
従来別々の検査室で用途に応じて使用して
きた FA 検査に用いる機材を一カ所に集約
し作業動線を改善。さらに、遺伝子抽出・
増幅試薬をウイルス検査室とは別の一室に
準備し、野生イノシシ検査については全て
その別室で対応できるよう改善。CSF や AS
F に限らず、HPAI 発生時には周辺農場の検
査も実施することから、異常家畜の病性鑑
定とその他検査の実施場所を明確に区分す
ることにより、検査試料の相互汚染とそれ
に伴う誤判定のリスクを減少。今後も、限
られた人員と検査資器材の中で、迅速かつ
正確に病性鑑定を実施する体制の維持・向
上を図っていく。 

 
495．飼育動物診療施設に対する獣医事指導
状況：岡山県岡山家保 難波かおり 

岡山県では適切な獣医療の確保のため、
獣医療法第 8 条第 1 項に規定されている飼
育動物診療施設(施設)の立入検査を毎年実
施している(目標件数:総施設数の 1/5)。当
家保管内では H27 年度まで新規開設に伴う
立入件数が多く、5 年以上立入不実施施設
が多い状況となっていた(H28 年度：58 戸、
49.2%)。H29 年度に長期間立入不実施施設
での獣医師法違反を摘発したため、10 年以
上立入不実施施設全て(34 戸)に立入。立入
時の法令不遵守事項は、届出提出不備(法人
化に伴う届出、廃止届、各種変更届未提出)、
X 線装置管理不備(各種表示なし、定期検
査、線量測定非実施)、劇薬保管不備が多く、
長期間立入不実施施設では要指導施設とな
る割合が多いことが判明。また、届出提出
指導により、正確な開設状況の把握につな
がった。H30 年度末には、5 年以上不実施施
設が 20 戸(18%)まで減少。今後も各施設の
立入実施間隔を把握し、的確に指導を実施
していく。 

 
496．管内畜産農家の飼養衛生管理基準不遵
守農家に対する改善指導の取組：山口県中
部家保 亀山光博、伊藤博志 

黒毛和種繁殖農家において、飼養衛生管
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理基準（基準）が長期間改善されない事案
が発生。当該農家は、2017 年 6 月頃から牛
舎内の排せつ物の除去が滞り、多量に堆積。
2018年 5月、起立不能を呈した 1頭が死亡、
死後 5 日目になって報告。当該事案は基準
「衛生管理区域の衛生状態の確保」及び「家
畜の健康観察と異常が確認された場合の対
処」の不遵守に該当。飼養者と家保に加え、
家畜診療所、JA 及び市の関係機関で検討会
を開催、口頭で改善を指導。一時的に改善
がみられたものの、再度排せつ物が堆積、
衛生状態の悪化が原因と考えられる死亡事
例が続発。口頭指導のみでは改善が望めな
いと判断、行政手続法の規定に基づく文書
指導を実施。現在も改善指導中であり、飼
養者の管理能力に応じた飼養頭数へ削減し
ている段階。本事案は関係機関が連携し、
県内で初めて文書による行政指導を行った
事例。今後も行政指導、法に基づく指導を
含め、より厳しい遵守指導を行う機会の増
加が想定。 

 
497．家保で活用する一次病性鑑定用テキス
トの改訂：山口県中部家保 佐野裕規、大
谷研文  

本県では現地家保が剖検、細菌検査等の
一次病性鑑定（一次病鑑）を実施。毎年、
現地家保に配属され一次病鑑を初めて行う
家保職員を対象に病性鑑定研修会を開催。
研修会で使う細菌検査の現行テキストは、
特定の項目に重点を置き、それ以外の検査
項目の詳細な記述はなく、検査手法のバラ
つきが生ずるため診断精度の影響を懸念。
一次病鑑の高位平準化を目的としたテキス
トの改訂を実施。一次病鑑の流れに沿った
検査項目に整理し、目次・索引、手技を図
示した模式図や菌株写真等、視覚的に理解
が深まるよう、新規情報を追加。引用文献
や成書を明示し、研修後の検索を容易にし
た。改訂したテキストの活用度を評価する
ため、受講者や他県の細菌検査担当者を対
象にアンケート調査を実施。アンケート結
果を精査して、テキストの再改訂に反映。
こうして PDCA サイクルを形成し、一次病鑑
の高位平準化への取り組みを継続。 

 
498．徳島家畜保健衛生所病性鑑定担当の家
畜疾病診断信頼性確保へ向けた取組：徳島
県徳島家保 瀧田裕子、阿部敏晃 

2018年 7月公表の国際獣疫事務局獣医組
織能力評価における勧告や近年の畜産物輸
出入検疫協議における輸出相手国の指摘を
背景に、家畜保健衛生所（家保）実施の試
験及び検査に係る信頼性確保の必要性が増
加。これに伴い、本年、家保法施行令･同法
施行規則の一部改正と「家保における試験
等の業務管理要領（国要領）」の制定あり。
徳島家保病性鑑定担当では、牛ヨーネ病(J
D)･鳥インフルエンザ(AI)診断から信頼性
確保への取組を本格始動。農林水産省提示
のひな形を参考に、JD･AI 遺伝子検査と AI

血清抗体検査の標準作業書を作成、2018 年
7 月付で「徳島家保における病性鑑定担当
の業務管理実施要領（徳島病鑑要領）」初
版運用を開始。徳島病鑑要領には、対象家
畜疾病の追加を含め、現実に即した改良･
改定及びその検証が継続的に必要。また、
国要領規定の業務管理体制上不可欠である
「信頼性確保部門と検査部門の独立」等を
進めるため、組織育成も必要。 

 
499．動物用医薬品販売業者に対する薬剤耐
性対策の推進-ワンヘルス実現に向けた取
組み-：福岡県北部家保 大山慶、中央家保
甲斐田美菜 

薬剤耐性（AMR）対策の推進には、ワンヘ
ルスの考えのもと獣医師や生産者のほか販
売流通業者への啓発が重要。今回、動物用
医薬品販売業者（動薬販売業者）に AMR 対
策の普及啓発を実施。AMR シンポジウムに
参加して情報収集を行い、動物薬事研修会
で AMR 研修を実施。薬剤師を中心に 55 名が
参加し、AMR 対策を新たな知見と評価。特
例店舗販売業を有するホームセンターに対
して抗菌性飼料添加物の指定見直しに合わ
せ広報を作成。立入検査時に商品を前に具
体的な啓発を実施。動薬販売業者に対して
は AMR に関する研修体制の確立あるいは持
続的な研修機会の確保が重要。資格者が販
売従事しない特例店舗販売業では、商品を
前に具体的な啓発を行うことで専門知識が
なくとも理解が深まり、AMR 対策の推進に
効果的。獣医師や生産者に対する普及啓発
事業であるワンヘルス推進家畜衛生対策事
業と動薬販売業者に対する啓発を両輪とし
て広範囲な普及啓発を持続的に展開し、ワ
ンヘルスの実現に取り組んでいきたい。 

 
500．CSF 等を疑う緊急病性鑑定に備えた検
査体制の構築：熊本県中央家保 早田春陽、
長野琢也 

国内での CSF 発生を受け、養豚農場の防
疫意識の向上と死亡野生いのししの浸潤状
況確認検査開始により本県における緊急病
性鑑定件数の増加を想定。CSF 等を疑う緊
急病性鑑定に備えた検査体制を検査課主導
で次のとおり構築。検査方針や採材部位等
を示した CSF 病性鑑定実施マニュアルを作
成し、全庁的に統一した検査体制を確立。
検査課内では課員全員が CSF の PCR 法及び
FA 法の研修を履修し、担当者不在時の検査
体制を整備。更に若手職員を対象とした豚
の病理解剖及び殺処分実習を２度実施。以
上により、現在まで検査に必要な検体は確
実に採材され、PCR 法及び FA 法いずれも課
内複数人が検査手技習得。若手職員への研
修後アンケートでは全員が「上司不在でも
CSF の採材がおおむね可能」と回答。これ
により鳥インフルエンザ等に加え、CSF の
検査体制も構築。次年度以降も必要に応じ
研修会等を開催し、緊急病性鑑定時の診断
精度向上に努める。 
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501．農場ＨＡＣＣＰ認証取得に向けた家畜
保健衛生所の取組：熊本県城北家保 永井
幸子、白石隆 

農場 HACCP 認証は、2019 年 10 月末まで
に全国で 313 農場、本県では 10 農場（当管
内 8 農場）が取得。家保は継続して構築に
携わっているが、①採卵鶏農場及び②乳・
肉用牛育成農場の２農場については家保が
中心的に構築を進めて認証取得。①約 67,0
00 羽を飼養し、卵の生産から販売まで行う
農場。以前 ISO9001（品質マネジメントシ
ステム）に取り組んでおり既存の記録類が
多数存在。作業工程を見直し、検証・改善
に有効な記録様式に整理し、取組開始から
1 年 8 ヶ月後に認証取得。②肥育用素牛の
生産拠点として年間 500 頭の和牛子牛の出
荷を目標として畜産クラスター事業で設立
された 740 頭を飼養する農場。農場設計の
段階から HACCP チームを編成して構築を開
始し、運用開始後には衛生的な作業手順を
徹底するよう指導。定期的に内部検証と改
善を重ね、2019 年 10 月に認証取得。今回
認証取得した 2 農場において家保は全ての
作業工程に関して助言・指導を行った。特
に②の農場は運用開始前から関係機関が一
丸となって構築に取組み、職員教育を計画
的に行い、運用開始後短期間で認証取得。 

 
502．スマートフォンを活用した緊急立入検
査用務効率化の一考察：大分県玖珠家保 
手塚渓、木本裕嗣 

特定家畜伝染病の防疫には迅速な対応と
情報連携が必須。県の防疫ガイドラインに
基づき、スマートフォンを活用した緊急立
入検査用務効率化を検討。1.複数条件でデ
ジタルカメラとスマートフォンの撮影精度
を比較、動態の撮影でスマートフォンは良
好な画像を撮影可能。2.データ送信におい
て、スマートフォンを用いた方法と、ガイ
ドライン指定の方法で通信速度を比較。そ
れぞれ設定を最適化した結果、画像 40 枚の
送信にスマートフォンでは約 10 分、ガイド
ラインでは約 27 分必要。さらにスマートフ
ォンは衛生管理区域内から直接送信でき、
ガイドラインより明確に早い事を確認。3.
管内の電波圏内農家戸数を調査。一部農家
が電波圏外であると判明、通信には農場か
らの移動が必要。以上の結果から、スマー
トフォンは送信速度や、衛生管理区域内防
疫員が直接連絡可能という点で優れ、緊急
立入り検査に有効活用できる可能性を提
示。今後タブレットでも検討予定。 

 
503．県南地域における駐在業務の概要と今
後のあり方：宮崎県宮崎家保日南駐在 松
本春菜、近藤奈津子 

宮崎県での口蹄疫発生を受け、県内 3 か
所に駐在を設置。今回、県南地域の日南駐
在業務の概要と今後のあり方を報告。平成
30 年度業務内容は、①病性診断(5%)、②牛

業務(29%)、③豚業務(14%)、④鶏業務(13%)、
⑤農場 HACCP・JGAP(13%)、⑥会議研修(21%)
と業務は多様。日南駐在の取組について、
①地域での牛白血病(BL)対策構築として、
協議の場での対策提案や地域 BL 研修会を
実施。②一部地区で再発を繰り返す豚流行
性下痢(PED)対策として、発生農場及び周辺
農場での対策の統一を提案。再発したが発
生には縮小効果あり。③生産者向け研修の
実施として、子牛セリ前学習会、牛農場巡
回及び地域防疫研修会において、同じ内容
の防疫指導を繰り返し行い、地域と連携し
た防疫啓発を実施。多様な駐在業務へ対応
し地域と密着した取組を行う上で、地域と
の関係性づくりと、家保と連携し地域を支
える態勢づくりが最も重要だと思われた。 

 
504．ＧＡＰ取得チャレンジシステム取組農
場への指導（第２報）：鹿児島県北薩家保
前田かおり、稲田年久 

管内複数の肉用牛農家が GAP 取得チャレ
ンジシステムに取り組み、現在 4 農場が確
認済経営体として公表された。農家へは関
係機関と協力し管理点の指導、書類･様式等
作成を補助｡確認審査までにネット環境や
パソコン操作，燃料の保管方法等の課題が
表出、解決に向けた取組を実施。また確認
済農場に対し経営改善効果に関するアンケ
ートを実施。確認済農場になってまだ期間
が短いが、取組は経営の改善・従業員管理
に有用と判明。工程管理に関する記録の実
施は全農場で継続確認｡経年後、より具体的
な売上、販売単価や生産コスト等の判明が
期待される｡JGAP 認証の取得は、飼養衛生
管理基準の遵守・維持に重要で、家保も積
極的な関与が必要。また、農家の所得向上
も期待されるので必要性を更に認識させる
必要がある｡畜産物の輸出拡大を図るため、
取得の必要性が益々重要となってきてお
り、本報告を関係機関と共有し、JGAP 認証
取得に繋げていきたい｡ 

 
505．外国人観光客増加にともなう伝染病侵
入リスクに対する防疫対策： 沖縄県宮古家
保 長濱克徳、友知久幸 

平成 2 7 年以降宮古島では外国人観光
客の増加に伴い、伝染病の侵入リスクも増
加。那覇空港を含む全国の国際線で違法持
ち込みの肉製品からアフリカ豚熱ウイルス
が検出。このような伝染病侵入リスクに対
し、各関係機関と連携した取り組みについ
て報告。1 、農場防疫対策： 家畜セリ市場
での防疫衛生指導、家保便りや宮古和牛改
良組合の総会で特定家畜伝染病発生状況の
情報提供。2 、水際防疫対策： 観光関係機
関、団体へ、家畜伝染病侵入防止対策の説
明会を実施。動物検疫所と連携し、海外ク
ルーズ船寄港時の靴底消毒の確認や畜産物
持ち込み禁止および農場立入禁止の看板設
置、リーフレット等の配布を実施。3 、関
係機関との連携強化： 平成 3 0 年に宮古
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地域特定家畜伝染病対策本部設置要綱を作
成。要綱を基に、毎年、特定家畜伝染病防
疫実働演習を開催。自衛隊へ訪問、家畜伝
染病発生状況や侵入リスクを説明し、今後
の協力体制を要請。今後も農場の防疫対策
指導、関係機関への連携、情報共有を継続、
強化を実施していく。 

 
Ⅷ－４ 畜産技術 

 
506．民間獣医師指導による職員の繁殖技術
向上への取り組み：群馬県浅間家畜育成牧
場 清水 誠之 

牧場職員の繁殖技術向上及び平準化によ
る、繁殖成績の維持向上を目的として、民
間獣医師の協力の下、牧場での技術指導及
び往診に同行する実地研修を実施。技術指
導の結果、多くの職員が超音波診断装置（エ
コー）による診断技術を習得。繁殖検査時
の直腸検査とエコーの併用で、診断精度の
向上、早期妊娠鑑定による不受胎牛への早
期対応が図られると共に、経験の浅い職員
の所見理解度が向上。系統的な繁殖障害牛
対策、効果的な発情同期化方法による効率
的な授精、客観的評価に基づく牛群管理の
早期改善により、職員の繁殖技術が向上し、
繁殖成績が改善。実地研修により、技術指
導内容の活用例等を確認。指導獣医師より
指導内容の理解に対する評価を得たことか
ら、業務への職員の意識統一を図り、職員
間での技術伝承が課題。今後は、指導内容
の体系的な整理による業務のマニュアル
化、他機関の職員育成方法を参考にした、
牧場に適した人材育成プログラムを検討。 

 
507．超音波噴霧器を用いた次亜塩素酸水に
よる消毒効果：長野県松本家保 鈴木健太、
安藤順一  

家保公用車の車内は農場巡回や CSF 対応
等で最も汚染される場所の一つ。今回、超
音波噴霧器と次亜塩素酸水の組み合わせに
よる家保公用車への消毒効果を検討。大腸
菌、黄色ブドウ球菌、枯草菌、牛ウイルス
性下痢粘膜病ウイルスワクチン株及び標準
株を対象に、欧州標準試験法を参考に実施。
濃度及び噴霧時間、有機物の有無による効
果を比較。同時にウイルスに対する遺伝子
消失効果を検討。濃度 80ppm、10 分間の噴
霧で大腸菌及び枯草菌は対数減少量で 1lo
g10、黄色ブドウ球菌は 6log10 以上菌数が
減少し、牛ウイルス性下痢粘膜病ウイルス
標準株で 105 から 104.25TCID50/mL に力価
が低下。どちらも有機物存在下では効果が
低下。また噴霧によるウイルスに対する遺
伝子消失効果は認めなかった。以上により
超音波噴霧器と次亜塩素酸水の組み合わせ
は車内の消毒に有効。一方遺伝子は残存す
るため、遺伝子検査の交差汚染防止に用い
るためには使用方法の検討が必要。 

 
508．東部家保における家畜疾病検査の精度

管理体制：香川県東部家保 片山進亮 
平成 31 年 4 月より、家畜保健衛生所法施

行令で家保での試験及び検査の信頼性を確
保するために必要な措置を取ることが定め
られ、精度管理の取組を実施。検査担当者
毎に必要な研修会に参加。検査機器の点検
ではピペットで修理不可が複数あり交換を
実施。検査方法が統一されていない牛白血
病ウイルス(BLV)PCR 検査については感染
の有無を確認する定性検査で、最も精度の
高い OIEマニュアル準拠 nested PCR法を採
用し、標準作業手順書を作成。さらに、記
録簿にこれまで記載されていなかった検査
者等を記載するワークシートを作成。また、
非特異反応が起きやすい BVDV PCR 検査で
はコンタミ防止マニュアルを共有。今後、
コンタミ防止に特化した講習会を実施予
定。その他の伝染性疾病についても精度の
高い検査を行うため、標準作業書作成マニ
ュアルを作成。 

 
509．採卵鶏農場におけるハエ駆除方法の改
善について：東予家保 岸本 勇気、戸田
克史 

ハエ対策を行っているものの毎年苦情が
発生する農場に対して、家保と市が連携し
て問題点を抽出し、駆除方法の改善を実施。
鶏舎は高床式で除糞は半年に 1 回、IGR 剤
とピレスロイド系乳剤（乳剤）を混合し不
定期に空中に噴霧、毒餌製剤は床面への直
接散布。問題点は鶏糞の長期堆積に加え、I
GR 剤の空中噴霧は幼虫に効果が低いこと
及び毒餌製剤の劣化が早いことと推定。作
業行程を農場主と協議し当面の処置として
週 1 回の除糞に変更。IGR 剤と乳剤は個別
散布に変更。乳剤は隔週噴霧、IGR 剤は成
虫の発生量が減少するまで週 1 回の鶏糞へ
の直接散布に変更。毒餌製剤はナイロン紐
に塗布後ハンガーに吊し埃による薬剤の劣
化を抑制。改善後、成虫は急速に減少し苦
情も寄せられなくなった。引き続き市や農
場主と連携して月 1 回の除糞、成虫の発生
を事前に抑制するため定期的な幼虫発生状
況のチェック及び IGR 剤の早期散布を実施
中。 

 
Ⅷ－５ その他 

 
510．煙霧消毒の防疫作業への応用に関する
検討：北海道網走家保 泉一宏、高畠規之 

倉庫を仮想畜舎とし、煙霧機はプルスフ
ォグ K22-STD（福栄産業）を使用。10 倍に
希釈した逆性石鹸（CK）、過酢酸（MP）及
びグルタルアルデヒドを約 15ml/m3 煙霧
し、病原体に１時間感作させ培養。病原体
は、Salmonella Typhimurium（ST）、豚イ
ンフルエンザウイルス（SIV）及び牛エンテ
ロウイルス（BEV）を使用。寒天培地及び 5
%牛糞抽出液（BF）加寒天平板に ST を塗布
し、表面消毒効果及び有機物による影響を
評価。ST を懸濁した液体培地、半流動培地
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及び 5%BF 加半流動培地について液量を変
えて分注、物体内部への浸透性を評価。SI
V 及び BEV は、ウイルス液について液量を
変えて分注、感染価を測定。CK 及び MP は
寒天平板上の ST 増殖を完全に抑制。MP は 5
%BF 加寒天平板上の ST 増殖を完全に抑制。
浸透性評価で最も効果を示したのは CK だ
が、寒天や有機物の存在下でその効果は低
下。液量に依存するが、SIV に対して CK が、
BEV に対して MP が効果有。CK、MP の使用が
効率的な煙霧消毒へ寄与することが示唆。 

 
511．アルカリ性顆粒状凍結防止剤散布によ
る一般車両の消毒法の検討：北海道空知家
保 大河原彩子、川島悠登 

防疫時の一般車両のタイヤ消毒に用いる
消毒マットや消石灰帯は、冬季の北海道で
は実施困難。代替法として、ギ酸ナトリウ
ムを主成分とするアルカリ性顆粒状凍結防
止剤（A 剤）の路上散布を検討。A 剤を多価
アルコール系中性不凍液に溶解して試験。A
剤は-20℃で一週間凍結せず、濃度 15%以上
で口蹄疫ウイルスに有効な pH10 以上を維
持。口蹄疫ウイルス、豚コレラウイルスを
想定した豚エンテロウイルス、牛ウイルス
性下痢ウイルスと A 剤溶液を-20℃下で感
作した結果、陰性対照の PBS 群と比べウイ
ルス力価がそれぞれ 102 以上低下し効果あ
り。鳥インフルエンザウイルスを想定した
豚インフルエンザウイルスには効果なし。
鉄、アルミニウム、銅、真鍮への腐食性は
なく一般車両に利用可能。冬季アスファル
ト路面への散布で、3 日間凍結乾燥せず。
以上の結果から、A 剤の路上散布は冬季の
一般車両のタイヤ消毒に有用。今後実用化
に向け、実際に冬季消毒ポイントとして設
置し運用法を検討。 

 
512．管内堆肥センターにおける運営実態と
課題：宮城県東部地方振興事務所畜産振興
部 千葉紗知、安達芳則 

石巻地域の畜産は震災前と比較し、飼養
戸数は約５割、頭羽数で約３割減少したが、
１戸当たりの飼養頭羽数は増加傾向にあ
り、家畜排せつ物に伴う苦情が毎年数件発
生。家畜排せつ物法の施行に伴い、管内５
つの堆肥センターでは家畜排せつ物の適正
処理と利用が進められてきたが、稼働中の
４つの堆肥センターの製品堆肥の需要と供
給のアンバランスが問題として浮上。そこ
で堆肥センターの利用推進と耕畜連携の取
組を図るため、堆肥センターの現状を調査
し課題を整理。その結果、農家数減少によ
る原料不足や供給先の減少、施設の老朽化
や修繕費の増加、ストックマネジメントの
必要性、農協から生産組合等への指定管理
者の変更、製品堆肥と利用農家のコーディ
ネーター役の不足などの諸課題を認識。こ
れらを農協、市、普及センターと情報共有
し、今後関係機関とともに堆肥センターの
利用を推進し、耕畜連携の取組を図るため

の具体的な活動を行う。 
 

513．家畜衛生技術セミナーによる若手職員
育成の取組み：宮城県仙台家保 松尾賢吾、
石橋拓英 

家畜衛生技術セミナーは若手家保職員の
実務的な知識や技術の習得を目的として昭
和 56 年から毎年 5 回程度開催。仙台家保病
性鑑定班員が企画運営を担当。各種家畜疾
病や病性鑑定上の留意点等の講義、採血、
各種抗体検査、寄生虫検査及び解剖等の実
習、外部講師の講演や関連施設の視察等を
実施。テーマによっては畜産試験場や食肉
衛生検査所職員も参加。研修内容は家畜衛
生業務の変化や参加職員の要望を取入れ柔
軟に設定。近年では、高病原鳥インフルエ
ンザについて畜産課と共催で、診断技術や
初動対応に加え殺処分から農場再開までの
対応を含めた総合的な研修を実施。他にも、
CSF・ASF の発生状況や診断方法、いのしし
の採材手法、口蹄疫抗原検出キットの使用
法、精度管理の留意点等の研修を実施。セ
ミナーの開催により、知識や技術の習得だ
けでなく職員同士の情報交換や交流、講師
となる病性鑑定班員の資質向上にも寄与。
本県の家保職員育成の一助として今後も開
催を継続。 

 
514．台風 19 号による管内の被害状況と防
疫対応：宮城県大河原家保 佐藤浩庸、網
代隆 

令和元年 10 月 12 日、国内に台風 19 号が
上陸。管内の畜産関連施設・設備の被害件
数は 91 件。家畜の死亡頭羽数は牛 19 頭、
豚 2,069 頭、鶏 15,000 羽。畜産関連被害額
は約 3 億 6 千万円（12 月現在）。丸森町役
場周辺は広範囲に浸水、一時機能不全。被
害状況把握のため家保職員を 11日間延べ 2
3 人派遣。川の氾濫及び土砂崩壊で一部地
域インフラが壊滅的被害。複数の酪農家が
道路寸断による集乳不能で生乳を廃棄（約
85ｔ）。一養鶏場は飼養者避難により飼養
管理不能。一養豚場では洪水により飼養豚
が出奔。そのうち 57 頭を農協等と連携し捕
獲。昨年廃業した隣市の養豚場で一時飼養。
被災畜舎の清掃及び石灰乳塗布による消毒
を実施。一時飼養豚を元の畜舎へ戻し、被
災から約 2 ヶ月で経営再開。現在、施設補
修や機械再取得に係る費用の把握、事業や
資金活用への誘導及び経営の助言等によ
り、被災農家の経営継続を支援中。 

 
515．東日本大震災後の相双地域における営
農再開に向けた取り組み：福島県相双家保
 小林由希子 

管内では、東日本大震災及び原発事故に
より多くの畜産農家が避難や経営中止を余
儀なくされ、農家戸数及び飼養頭数が激減。
近年、避難指示が解除された地域での営農
再開を希望する農家が増加。家保は関係機
関と連携し、営農再開を支援。再開前の調
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査として、畜舎環境における放射性セシウ
ム（以下 Cs）の摂取防止措置や飼料等の放
射性 Cs 測定等を実施。また、営農再開希望
農家を対象とした研修会を開催。再開後は
3 ヵ月毎に立入し、家畜の飼養状況や家畜
排せつ物管理状況等を確認。さらに、農家
の希望に応じ、各種疾病の検査を実施。平
成 29 年 1 月に楢葉町、平成 31 年 1 月に葛
尾村で原乳出荷を再開。令和 2 年 1 月 1 日
現在、酪農 3 戸 278 頭、肉用牛 27 戸 770
頭、養鶏 2 戸 16 万 9 千羽が営農再開。今後、
大規模ファームの設立等による農家戸数及
び飼養頭数のさらなる増加が見込まれてお
り、引き続き支援に取り組み、相双地域の
畜産復興を目指す。 

 
516．管内の JGAP 家畜・畜産物及び農場 HA
CCP 認証取得に向けた家保の役割：福島県
中央家保 西郷智貴、星陽子 

当所では平成 30 年度から地域推進チー
ムを立ち上げ、JGAP 家畜・畜産物（以下 G
AP）及び農場 HACCP 認証取得支援に取り組
んでいる。チーム会議を毎月開催し、家保
は、衛生管理の技術的助言、従業員への教
育訓練、文書整備補助等を担当。初年度は
採卵鶏 3 農場、養豚 1 農場が農場 HACCP 推
進農場に指定。次年度は採卵鶏及び酪農各
1 農場が県補助事業を活用し県内初の GAP
を取得。農場では飼養衛生管理レベルの向
上に加え、酪農では生乳の体細胞数低減、
採卵鶏では産卵率向上等、経営改善に寄与。
家保は定期的に関係機関を参集し支援推進
会議を開催する他、管轄を越えた交流を積
極的に実施し、県全体の情報共有や指導員
の技術向上に貢献。安全・安心な畜産物生
産の観点から GAP や HACCP の認証は重要だ
が、認証取得に向けた取り組みは個人経営
では負担が大きく、組織的なサポートが不
可欠。今後も農場に寄り添い支援を継続す
る。 
 
517．特定家畜伝染病防疫措置に備えた家畜
防疫リーダー養成の取組：福島県中央家保
 齋藤由美子、松本裕一 
 昨年、家保獣医師を対象に県内初となる
家畜防疫リーダー研修会を開催。初動作業
の洗い出し等でリーダーの認識を共有。課
題や要望を踏まえ 2 回目の研修は県マニュ
アルのテストに加え、豚の殺処分や現場事
務所設営の指揮等、実践に即した訓練を実
施。研修は直前で無作為にリーダー役を指
名し、現場で起こりうるトラブルに対応等、
臨機応変な指揮力を養うとともに自覚を刺
激する内容に工夫。参加者 23 名の研修前後
のアンケートでは、リーダーとして「自覚
あり」が 61%から 91%に向上し、リーダーと
して「自信なし」が 61%から 43%に減少。特
に昨年も参加した 16名は 1回目より 2回目
で自信をつける傾向にあり、継続開催の重
要性を確認。また CSF 防疫措置派遣者への
アンケートで 12名中 9名が発生現場で本研

修会が役立ったと回答。今後も不安点や課
題を研修プログラムへ反映するとともに、
獣医師以外の職員の参加も促し、継続開催
することで指揮力のレベルアップを図る。 
 
518.消毒ポイントの運営からみえた課題と
対応状況：埼玉県川越家保 田代卓也、関
根貴司 
 令和元年、埼玉県内における 5 例の CSF
発生に伴い、消毒ポイントを設置。消毒作
業を一般社団法人埼玉県ペストコントロー
ル協会に委託し、1 例目が発生した 9 月 13
日から 11 月末までに計 12 か所を稼働。設
置箇所は、発生農場から 1km 付近に 1 か所、
3km 付近に 1 か所、10km 付近に 2 か所。1k
m 付近の消毒ポイントでは、防疫作業従事
者の集合施設に併設した場合に関係車両の
利用が増加。3km 及び 10km 付近では、飼料
業者の利用が多い傾向。と畜場周辺の消毒
ポイントでは、養豚農家の利用が 23％で、
早朝の利用や県外農家の利用も散見。利用
者の主な要望として、広い場所への変更並
びに稼働時間及び期間の延長があり、関係
機関と調整し柔軟に対応。今後、平時に市
町村との調整により決定する消毒ポイント
候補地について、面積、水源及び電力の使
用可否を現地確認し、資材の配置や車両動
線を決定。発生時は、と畜場や飼料工場等
周辺に優先的に配置し、畜産農家や関係業
者の要望に柔軟に対応していく。 
 
519．特定家畜伝染病発生時における防疫活
動支援業務の概要と課題：埼玉県川越家保
成田沙織、田中美貴 
 2019年、埼玉県内で計 5例の CSFが発生。
約 3,000 人の防疫作業従事者(以下従事者)
を動員。従事者は、発生農場近隣に設置し
た集合施設を基点として防疫作業に従事。
集合施設の運営は防疫活動支援班(以下支
援班)が担い、従事者の受け入れ、送り出し
や資機材調達を行う。24 時間以内の殺処分
完了達成のためには、支援班の迅速な集合
施設設営が前提となる。一連の CSF 発生に
より、防疫活動支援業務（以下業務）の概
要と課題を検証。CSF 発生が疑われた時点
で支援班は直ちに集合施設の設営、施設内
従事者動線確定、従事者輸送手段確保、資
機材搬入を実施。従事者の安全のため、保
健師と連携して健康調査等を実施。帰着時
には、手指消毒とうがいの他、足元の消毒
も実施。集合施設までの交通手段、従事者
健康管理、資機材の効率的な調達等が課題。
さらなる検討を重ね、迅速かつ的確な業務
を目指し、体制を整えていく。 
 
520．病性鑑定における検査の精度管理体制
の構築と課題：東京都東京都家保 寺崎敏
明、竹内美穂 

家畜保健衛生所法施行令の改正に対応す
るため平成 29 年度以降、検査の信頼性を確
保するための取り組みを実施。精度管理検
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討委員会（委員会）を立ち上げ標準作業書
作成に向けた組織体制、執筆分担、検査マ
ニュアルを検討。並行して職員の理解、意
識を醸成するため研修会の受講、カンファ
レンスを開催。必要な備品の整備、信頼性
確保のための外部精度管理の受験、内部精
度管理は継続的に実施。標準作業書は各疾
病の検査担当が執筆し、毎回の委員会で進
捗状況や記述内容を検討。各職務分掌責任
者、検査員は必要な研修を受講、2 回のカ
ンファレンスにより職員全体への周知を徹
底。備品整備は必要な予算要求を実施。平
成 31 年 3 月、業務管理実施要領が完成し 4
月 1 日から施行。一連の取り組みで記録作
成、機器のメンテナンス、備品の更新が徹
底、責任の明確化、技術レベルの平準化が
図られた。また運用の中で不測の事態に対
処するための改訂作業の必要性が生じ一部
改訂を実施した。 
 
521．CSF 発生に伴う病性鑑定体制の見直し
及び構築：岐阜県中央家保 梅田拓実、中
井麻生 

2018 年 9 月、国内 26 年ぶりに CSF 発生。
更に野生いのししの CSF 感染を確認。これ
により、中央家保（当所）で病性鑑定等の
「陽性になり得る検査」と清浄性確認等の
「陰性確認検査」が混在。初発事例から 2
週間、当所で検査時間を区分し PCR を間断
なく実施したところ、施設汚染や検査者の
疲労に伴う人的ミスにより検査が不成立。
全検査を一時中止し全検査室をクリーンア
ップ。施設面と人員面から検査体制を再考。
施設面で、当所以外の施設を活用して検査
種類を区分し、当所内でも汚染度に応じて
2 系統の作業動線を設定。人員面で、9 月中
旬から他県や本県他部局技術者の増員およ
び当所の検査熟練者を増員・養成し、指示
系統確立による検査精度向上と交差汚染を
防止。施設面、人員面を対策した結果、多
検体の的確な検査体制を確立。2019 年 10
月の所内の環境材料の PCRで 60箇所全て陰
性。今後も検査体制の更なる向上のため所
内の動線を継続的に検証。 
 
522．家畜保健衛生所の精度管理：静岡県東
部家保 村田学博、田中ちぐさ 

平成 31 年 3 月 28 日付け 30 消安第 6100
号により家畜保健所法施行規則の一部改正
に伴い、静岡県東部家保（以下、当所）の
精度管理運用を開始し、当所の検査（AI 及
び CSF の ELISA と AI 寒天ゲル内沈降反応
（以下、AGP 反応））が精度管理に基づい
ていることを記録。しかし、チェックシー
トの具体的でない表現、記載方法の不統一、
わかり難い標記、機器の日常点検未実施、A
GP 反応用ゲルの性能と使用期限設定の確
認試験未実施を確認したため、精度管理文
書の改訂を実施。チェックシートでは、作
業者のアンケートで得られた具体的な作業
方法を記載、イラストも追加。また①ELIS

A 検体希釈時のピペッティング回数検討②
日常点検で使用する温度計の校正と測定場
所の検討③AGP 反応用ゲル性能を確認し、
これらデータを改訂に活用。今後も、適宜
精度管理文書を改訂し、当所に精度管理が
根付くよう継続。 
 
523．家保若手職員のレベルアップ研修につ
いて:静岡県東部家保  井上まり菜、和久田
高志 

家保の業務は多岐にわたり、必要な知識
を OJT のみで身につけるのは困難。そこで、
業務の基礎知識習得と見直し、職員間コミ
ュニケーションの向上を目的として計６回
の研修を実施。対象は経験年数の近い５年
以内の職員５名。研修前後にアンケート調
査を行い、具体的な研修内容の決定及び研
修の意見収集を実施。全対象者が必要知識
の習得、業務の見直し及び研修形式に満足
したため研修は有用。一方、研修内容の決
定方法や職員間コミュニケーションの更な
る向上が課題。今後、研修内容は県で統一、
職員間コミュニケーションは実践的な研修
を加えることでより効率的に知識や能力を
習得できると推察。今後も、アンケートで
出た意見をもとに、新規採用職員を含めた
経験年数の近い職員で研修を行い、知識の
習熟度を高め、業務の見直しを図れるよう
検討。 

 
524．「小学生向け出前授業」の取り組み～
畜産ってなあに～：三重県中央家保 川瀬
聖、富田智美 

平成 21 年度から津地域の県関係機関が
連携し、「小学生向け出前授業」に参加。
この取り組みは、次世代を担う小学生やそ
の家族に対して県政への理解を高め、あわ
せて職員のプレゼンテーション能力等を高
めることが目的である。当所では、「牛乳
がとどくまで」と「たまごがとどくまで」
のテーマを掲げ、津市内の小学校低学年（1、
2 年生）を対象に、これまで 10 校（A～J）、
延べ 1,464 人に授業を実施。身近な食材で
ある牛乳やたまご、それを生産する牛や鶏
について、クイズや体験を交えた参加型の
授業を行った。小学生からは牛乳やたまご
について、①どうやって作られるのか初め
て分かった。②多くの人が関わっていると
知ってありがたみを感じた。③これからは
残さずに食べるようにしたい。との感想が
寄せられ、動物と畜産物との関わりや命と
食の大切さ、感謝の気持ちを芽生えさせる
ことができた。今後も児童や学校の要望に
応じた分かりやすい授業を実施していきた
い。 

 
525．高病原性鳥インフルエンザ(HPAI)等お
よび口蹄疫等防疫対応マニュアルの改正：
滋賀県滋賀県家保 坪根麻由子、宮田朋香 

特定家畜伝染病防疫指針の改正や本県の
危機管理体制の見直し、本県において実施



 

 

 - 115 - 

した豚熱(CSF)防疫措置の課題等を踏まえ、
本県の防疫対応マニュアル 2 種（HPAI 等防
疫対応マニュアル、口蹄疫防疫対応マニュ
アル）を改正。口蹄疫防疫対応マニュアル
は、CSF、アフリカ豚熱(ASF)対応を加え、
口蹄疫等防疫対応マニュアルに改正。両マ
ニュアルとも、CSF 防疫措置の際に大きな
課題となった指揮体制の強化を図るため、
統括責任者、農場内責任者、集合場所責任
者の役割を明確化。併せて、混乱をきたし
た情報伝達についての改善を図るため、家
畜防疫連絡調整員を新設し、作業進捗状況
や資材調達等の連絡調整が円滑に行える体
制を構築。また、運営に係る人員の識別方
法や役割分担の明記、運営方法・必要資材
・様式の見直し、CSF・ASF については、危
機レベル別対応総括表や、口蹄疫と対応が
異なる部分を追記。今後は改正マニュアル
を用いた防疫演習や研修を実施し、実効性
の検証や必要に応じた見直しを行う。 

 
526．農場 HACCP・JGAP 認証に向けた取組み
：香川県東部家保 上村圭一、泉川康弘 

①農場 HACCP（HACCP）認証農場の指導は
平成 29 年５月から４農場で実施。農場へ H
ACCP を説明した後、書類作成等の HACCP 構
築を指導、任意で HACCP 推進農場の指定を
受け、HACCP 認証農場の認証を取得する計
画で実施。農場の理解不足等のため、指導
員養成研修会の受講及び HACCP 構築後に模
擬審査を追加。現在、１農場は HACCP 認証
農場の申請前、１農場は HACCP 推進農場、
２農場は HACCP 構築中。②JGAP（家畜・畜
産物）（JGAP）認証農場の指導は平成 30
年８月から４農場で実施。農場へ JGAP を説
明した後、書類作成等の JGAP 構築を指導、
GAP 取得チャレンジシステム取組農場の認
定を受け、JGAP 認証農場の認証を取得する
計画で実施。農場の理解不足等のため、指
導員基礎研修会の受講を追加。現在、3 農
場は GAP 取得チャレンジシステム取組農
場、１農場は同システムに申請中。これま
での指導の問題点から農場担当者の研修会
受講や模擬審査の実施が必要。 
 
527．家畜伝染病の発生に備えた防疫体制強
化等の取組：香川県西部家保 宮本純子、
松元良祐 
 平成 30 年１月 11 日に本県初の高病原性
鳥インフルエンザが発生し、防疫措置の円
滑な実施について問題点が明確化。改善の
ため、平成 30 年 12 月に本県の鳥インフル
エンザマニュアルを改正するとともに、防
疫体制強化への各種取組を実施。現地家保
では、連絡体制の強化として、発生農場で
使用するトランシーバーの整備。家畜防疫
員の補佐的人員確保として、現地事務所の
人員確保。資材調整係の人員確保として、
年度ごとの名簿作成と作業内容等について
の研修会の実施。非発生地家保では、消毒
ポイント係の運営改善として、連絡体制強

化とポイント設置訓練の実施。追跡係及び
検診係等の技術研修として、健康福祉部を
含む県職獣医師を対象に採血や検査業務の
研修を実施。その他の取組としては、外国
人研修生を対象とした家畜伝染病に関する
講習会を実施。今後の課題として資材調整
係の連絡体制の充実等を含め、現在明確化
していない各種問題点についても随時対応
していきたい。 
 
528．消毒ポイントの迅速な設置と確実な運
営のための改善：香川県西部家保西讃支所
 萱原由美 
 平成 30 年１月、県内での高病原性鳥イン
フルエンザ初発生に伴い、消毒ポイント（消
毒 P）を 10 カ所設置し、19 日～25 日間運
営。その際、①２カ所で給水設備無し②住
民からの騒音苦情③テントが強風により破
損④設置者が消毒 P 設置方法を知らない
⑤従事者による不十分な消毒等問題があっ
た。それを踏まえて、先ず、支所管内の消
毒 P 候補地の見直しのため、関係者と共に
現地確認。主要道路からの安全な侵入路、
給水設備、近隣住宅との距離等を重視し、2
9 カ所の候補地から３カ所削除、２カ所追
加、28 カ所に再設定。速やかな設置のため、
各消毒 P の給水設備、電源及び機器資材設
置場所等の図面を作成。消毒 P には、早期
にコンテナハウスを設置する体制も整備。
従来の運営マニュアルに加え、消毒マニュ
アル DVD を作成したことで、スムーズな運
営が可能。今後も、定期的な消毒 P 候補地
の確認及び見直しの実施と候補地管理者と
の協力体制の継続を図る。 
 
529．特定家畜伝染病発生時の防疫準備対応
について：愛媛県南予家保宇和島支所 小
池正充、山本哲 

特定家畜伝染病の発生に備え、国はそれ
ら伝染病に対する特定家畜伝染病防疫指針
を制定し適宜改正、各自治体では防疫対策
マニュアルを作成。演者は 3 度の県外 CSF
防疫派遣要請に従事した経験をふまえ、防
疫対策マニュアルにおける集合施設及び仮
設テントの防疫準備対応について検討。よ
り衛生的かつ交差汚染防止に重点をおいた
施設の円滑な運営法、また防疫従事者の防
疫服の着脱方法について提案し、今年度実
施された第 45 回海外家畜悪性伝染病防疫
演習時に検証。結果、集合施設内に詳細な
防疫服の着衣法を示すことでスムーズな防
疫従事者の誘導が可能。防疫従事者の動線
を意識した仮設テントの設営で農場の出入
りの際の交差汚染を防ぎ、また脱衣補助者
を設けることで、防疫服脱衣の際の防疫従
事者の汚染リスクを低減させることが可
能。 
 
530．民間物流倉庫を活用した特定家畜伝染
病防疫資材備蓄体制の構築：佐賀県農林水
産部畜産課 田中徹、青木陽 
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特定家畜伝染病発生時の防疫措置で使用
する多種多様な防疫資材の備蓄について
は、従来複数の県有施設にスペースを確保
し分割して保管する分散型の体制であった
が、過去の HPAI 発生において資材調達が煩
雑となり防疫措置の進捗に影響が出たた
め、民間物流倉庫を活用した集約型の備蓄
体制を新たに構築。これにより、２４時間
の緊急対応を維持しつつ、フォークリフト
によるトラック直載、用途・仕向先ごとの
事前仕分けによる搬出入時の受払負担軽
減、消毒ポイントへの直送体制等を可能と
し、資材調達の大幅な効率化を達成。また、
搬出訓練を実施し積み込みに要する時間が
大幅に短縮されたことを確認。今後の課題
として、消毒ポイントへの資材搬送時間短
縮に合わせて動員体制を見直す必要がある
ことや、資材積み下ろし用重機の確保等に
よるさらなる改善が必要。今後危惧される
豚熱等の発生に備え、より効率的な備蓄方
法について検討を続けていく。 

 
531．重要疾病疑い事例発生時における病性
鑑定材料の航空輸送体制確立に向けた取り
組み：長崎県中央家保 横山竜太、酒井芳
子 

航空機貨物輸送を利用した検体輸送体制
を構築する目的で、輸送業者と連絡協議及
びマニュアルの作成、見直し等を実施。航
空機貨物輸送業者との連絡協議は、平成 30
 年 3 月以降毎年 1 回、長崎空港内 2 社と
協議し、申請書類や輸送容器等現物を確認。
平成 30 年の連絡協議後、「病性鑑定材料
の航空機貨物輸送マニュアル」を策定。マ
ニュアルには疾病別の輸送フローチャー
ト、輸送材料の準備方法、輸送業者別の手
続き方法を記載し、変更事項は随時改訂。
口蹄疫の場合、本土の他家保から直接搬入
となるため協議内容を他家保へも情報提
供。平成 30 年 7 月、令和元年 8 月に課内
演習を実施し、問題点を抽出。令和元年か
らは豚熱やアフリカ豚熱疑い事例の検体輸
送方法を加えたことから、輸送容器の準備
方法が多様化し、パターンに応じた準備方
法を検討し事前準備を実施。定期的に連絡
協議を継続しマニュアルの見直し及び演習
を実施し、迅速かつ円滑な検体輸送体制の
確立に努めたい。 

 
532．家畜伝染病発生に備えた防疫資材備蓄
方法の再検討：長崎県中央家保 早稲田万
大 

昨年、高病原性鳥インフルエンザ（HPAI）
発生時における防疫資材を変動要因別に備
蓄したことを報告。今回、変動要因別の備
蓄方法について再検討。検討の結果口蹄疫
等 HPAI 以外の家畜伝染病と HPAI での防疫
作業に必要な資材の種類や量が異なること
から他疾病への応用が困難、資材の不足及
び購入量が正確に算出できないなどの問題
を抽出。資材は作業の省力化を目的として

原則、品目毎にカゴ台車に積載して備蓄。
資材が大きいまたは小さくカゴ台車での備
蓄が不適な資材については、所定の場所ま
たはラックにより備蓄することとした。ま
た、消毒ポイントで使用する資材は各疾病
共通のため、箇所毎に必要となる資材をま
とめて備蓄。なお、資材には番号を付して
番号順に配置し、レイアウト作成により資
材の運び出しが迅速にできるように整備。
防疫演習では、5 万羽規模の養鶏場で HPAI
発生時に必要となる資材の運び出しを 35
分程度で完了。今後、作業手順について手
順書を策定予定。 


