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は じ め に

家畜保健衛生所が実施する事業、検査、調査等の業績は、各都道府県並びに

ブロックで毎年度に開催される家畜保健衛生業績発表会で発表、討議されてい

る。この全国家畜保健衛生業績抄録は、各都道府県の平成十六年度の発表会の

抄録を編集したものであり、発表された全ての演題が収載されている。抄録の

配列は家畜別に、また、病因並びに病類別に行い、多岐にまたがるものはその

主要部分の属する項に集録されている。

本抄録が家畜保健衛生所の日常活動のより一層の活性化と、地方における家

畜衛生の向上に役立つことを期待する。
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Ⅰ鶏の衛生

Ⅰ－１高病原性鳥インフルエンザ

1 胆振管内の高病原性鳥インフルエンザ発生予1 胆振管内の高病原性鳥インフルエンザ発生予1 胆振管内の高病原性鳥インフルエンザ発生予1 胆振管内の高病原性鳥インフルエンザ発生予
：北海道胆振家保 北川健、山谷るり子防対策防対策防対策防対策

高病原性鳥インフルエンザ（本病）発生予防
のため、第1に家保、支庁の関係課、農業改良普
及センター、農業試験場、教育局、警察で構成
する連絡会義を設置し防疫マニュアルを作成。
関係者へ防疫対策を啓発。第2に少羽数飼養者や
学校等を含め養鶏場129戸の巡回指導を実施。異
常発見時の通報方法や防鳥対策など衛生管理強
化を指導。第3に本病の正確な情報を伝達するた
め、広報誌を発行。関係者や消費者に対し講習
会を開催。市民からの電話相談を受付け、マス
コミ取材にも対応。第4に野鳥のウイルス保有状
況把握と、市民の不安軽減のため、66羽の死亡

。 、 、野鳥の検査を実施 回収後 簡易検査を実施し
全て陰性を確認。これらの結果、飼養者の衛生
意識が向上。市町村単位で防疫対策会議が設置
され、具体的な防疫対策を検討。家保と関係が
薄かった少羽数飼養者等からの相談や病性鑑定
依頼が増加し、的確な情報収集や衛生管理指導
が実施可能になった。

2 三八地域における高病原性鳥インフルエンザ2 三八地域における高病原性鳥インフルエンザ2 三八地域における高病原性鳥インフルエンザ2 三八地域における高病原性鳥インフルエンザ
：青森県八戸家保 中島聡、吉田ひろみ対応対応対応対応
国、県の方針により防疫対応を実施。講習会

開催、広報、パンフレット、チラシ発行等の情
報発信。正しい情報により鶏飼養者に安心感。
徴求報告の分析では種鶏場、育雛場の死亡率は
概ね0.2%以下で推移。採卵では0.2%程度、肉用
鶏農場死亡率はそれよりもやや高く0.3%程度で
推移。夏期、特に台風通過時に肉用鶏で上昇。
肉用鶏農場では死亡率の推移にパターンの違い
有。導入時に高い農場と出荷時に高い農場。畜
舎構造別による死亡率に著差なし。データを基

。に指導を実施すれば管理改善につながる可能性
机上演習で危機管理意識高まり、役割分担を確
認。農場個別調査により家保と大規模農場間で
信頼感向上。愛玩鶏飼養者把握に広報利用と消
毒薬配布が効果的。衛生意識の啓蒙で防鳥ネッ
ト設置と鶏舎消毒が進展。ニューカッスル病ワ
クチン接種も実施。対象者毎に情報の重点化必
要。以上の対策を総合的に進めることにより防
疫対応円滑化が図られる。

：青3 愛玩鶏飼養者に対する衛生指導の取組み3 愛玩鶏飼養者に対する衛生指導の取組み3 愛玩鶏飼養者に対する衛生指導の取組み3 愛玩鶏飼養者に対する衛生指導の取組み
森県木造家保 村井孝生、齊藤益

（ ）我が国での高病原性鳥インフルエンザ HPAI
発生以降、愛玩鶏飼養者（飼養者）の把握と衛
生指導が 対策上大きな課題。当所では市HPAI
町村の認識強化と協力体制の構築を図り、飼養
者緊急調査を実施。その結果、当所で 発HPAI
生前に把握していた 戸を大幅に上まわる52

戸の飼養者を把握。このため重点的取組み1082
として①市町村との連携強化等による飼養者の
継続的把握②広報及び講習会等による 対HPAI
策の周知徹底③ニューカッスル病（ ）ワクチND

ン接種を推進。また、発生時の対応として飼養
者の防疫マップ等を作成。 の対策は大規HPAI
模養鶏場への指導強化のほか、飼養者への正し
い知識の普及啓蒙と指導が大変重要であり、今
回市町村との連携及び協力の中実施。また、鶏
の衛生対策上重要である ワクチン接種推進ND
による接種率向上も大きな成果の一つ。今後も
さらに飼養者への指導強化を図る予定。

4 地域ぐるみの高病原性鳥インフルエンザ防疫4 地域ぐるみの高病原性鳥インフルエンザ防疫4 地域ぐるみの高病原性鳥インフルエンザ防疫4 地域ぐるみの高病原性鳥インフルエンザ防疫
：岩手県中央家保 熊谷芳浩、長内治夫
高病原性鳥インフルエンザ（HPAI）の防疫

は、鶏伝染病防疫の最重要課題の一つである。
今回、管内全養鶏場（29経営体72農場）の自衛

、 。 、防疫状況 防疫上の意見等について調査 結果
25％の農場で渡り鳥の飛来、24％で留鳥の存在
が確認。防鳥ネットや金網の設置等による鶏舎
内への野鳥侵入防止対策は全農場で完了。78%の
農場が愛玩鶏でのHPAI発生を危惧していること
が判明。そこで大規模養鶏場との意見交換会を
開催したところ、愛玩鶏飼養者の防疫体制未整
備を課題として抽出。このことから、愛玩鶏飼
養者全戸（1，192戸）にリーフレット配布およ
び市町村広報により注意を喚起。また、大規模
養鶏場が主体となった「盛岡・宮古地域鶏伝染
病自衛防疫対策協議会」を設立。この組織が中
心となり、愛玩鶏飼養者の防疫意識啓発として
野鳥との接触防止、消毒奨励の防疫指導を展開
中。以上により、地域ぐるみのHPAI防疫体制整
備に万全を期する。

5 高病原性鳥インフルエンザ（ ）防疫危5 高病原性鳥インフルエンザ（ ）防疫危5 高病原性鳥インフルエンザ（ ）防疫危5 高病原性鳥インフルエンザ（ ）防疫危HPAIHPAIHPAIHPAI
：岩手県県北家保 工藤剛、長機管理体制整備機管理体制整備機管理体制整備機管理体制整備

山玲子
管内は全国最大のブロイラー産地かつ密集地

であり、 防疫のため関係機関一体となっHPAI
た危機管理体制強化が急務。所内に防疫対策プ
ロジェクトチームを立上げ、発生シミュレーシ
ョン作成、市町村自衛防疫体制整備支援、防疫
マニュアル作成並びに机上演習による防疫対策
手順の周知、確認。加えて、県および市町村災
害対策関係主務課の危機管理対応能力向上を目
的に県が主催したロールプレイング方式による
状況付与型図上訓練（実際の場面を想定し役割
を疑似的に演じ問題解決法を会得する学習法）
に参加し、異常鶏発見から県および市町村防疫
対策本部設置までの初動対応を検証。その講評
にて、家保と県畜産課の連絡協調体制は良好だ
が市町村の家畜防疫対策に関する認識が一部不

。 、足とされた 今後は市町村との連携を深めつつ
さらに演習、訓練等により生産者の飼養形態等

、 、の変化に対応した防疫体制の検討 改善を行い
より迅速かつ円滑な防疫体制整備を図る。

6 高病原性鳥インフルエンザの国内発生に伴う6 高病原性鳥インフルエンザの国内発生に伴う6 高病原性鳥インフルエンザの国内発生に伴う6 高病原性鳥インフルエンザの国内発生に伴う
宮城県仙管内の鶏等飼養者及び県民への対応管内の鶏等飼養者及び県民への対応管内の鶏等飼養者及び県民への対応管内の鶏等飼養者及び県民への対応::::

台家保 山田治、西川彰子
平成 年 月に国内で高病原性鳥インフル16 1

エンザが発生。大々的なマスコミ報道の中、仙
。台家保管内の鶏等飼養者及び地域住民への対応

国内発生に伴い、鶏等飼養者及び関係機関等へ
情報提供及び注意喚起のため 件の通知を発11
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送。防疫措置の徹底のため、緊急立入調査を実
施。併せて、流通を含めた飼養実態を調査、デ
ータベース化し電子地図へ入力。鶏等飼養者等
を含めた緊急防疫対策会議を 月に開催。発生3
当初から家保は鳥インフルエンザ、死亡鳥類に
関する相談に対応したが、連携不足への批判も

。 。多数 死亡鳥類の鳥インフルエンザ検査も実施
対応に追われる中、各行政機関間での体制をフ
ロー化。市町村、自然保護員及びアニマルレス
キュー隊員の協力を得て、検体搬入を含む県民
対応を実行。死亡カラスからのウイルス分離の
報道後、相談件数及び検体搬入件数は急増。各
行政機関間の連携充実化、疾病発生を想定した

。防疫指導及び飼養者情報の集積と共有化が重要

7 県内の鳥インフルエンザ清浄性確認検査の取7 県内の鳥インフルエンザ清浄性確認検査の取7 県内の鳥インフルエンザ清浄性確認検査の取7 県内の鳥インフルエンザ清浄性確認検査の取
：茨城県県北家保 都筑智子り組みり組みり組みり組み

養鶏業の盛んな本県では、平成 年 月に茨15 5
城県高病原性鳥インフルエンザモニタリングプ

、 。ログラムを発出 毎月県内 農場で検査を実施4
その後国内での発生を受け、モニタリング農場
の追加と監視体制強化として県内 農場で鳥イ50

、ンフルエンザ検査を 回にわたり積極的に実施2
検査結果陰性の確認で県内の清浄性確認ととも
に検査結果をホームページ等に公表、県民の不
安の払拭に努めた。又、病性鑑定依頼、愛玩鶏

、 、・放置鶏の対応 死亡野鳥の搬入等が多数あり
その対応に苦慮したものの、人体用インフルエ
ンザ簡易キットを活用し合わせて発育鶏卵によ
るウイルス分離を実施、迅速且つ正確な検査を
行い県内の清浄性を維持・確認してきた。平成

、16 12年度からは毎月 農場のモニタリング検査
月から翌年 月にはさらに 農場のモニタ12 3 25

リング検査の追加、また感染源対策として 湖10
沼における水禽類の糞便からのウイルス分離を
実施、監視体制強化により県内への鳥インフル
エンザの侵入をいち早く察知しうる体制の整備
に努めている。

8 鳥インフルエンザ国内発生時の当所での防疫8 鳥インフルエンザ国内発生時の当所での防疫8 鳥インフルエンザ国内発生時の当所での防疫8 鳥インフルエンザ国内発生時の当所での防疫
：茨城県県南家保 水野博明、黒対応と問題点対応と問題点対応と問題点対応と問題点

木哲也
平成 年の高病原性鳥インフルエンザの国内16

発生時に、当所では多くの電話相談や病性鑑定
受付などに対応。 月 日から 月 日まで2 18 4 26

、 （ ）の電話相談等受付は 件で 県全体 件668 1,166
の約 割。 月 日から 月 日までに 件6 2 6 4 16 187

。の病性鑑定依頼を受け 羽に簡易検査を実施221
内訳は家禽 羽、野鳥が 羽。鶏飼養農家に87 134
立入調査及び追加検査を行い異常がないことを
確認し、加えて発生時以降適宜情報を発信。過
剰な報道のため国内全体が冷静さを欠き、管内
でも以下の事例が発生し混乱を来した。 )死亡1

、 、鶏 羽の不法投棄 )河川への鶏の不法投棄500 2
)死亡カラスの投棄、 )倒産農場での放置鶏の3 4
餓死、 )大量の雛と鶏死体等の路上の散乱。感5
染症防疫と併行しこうした事例にも対応する必
要性を認識。今後、管内はつくばエクスプレス
開業に伴う「新住民」の増加が予想され，防疫
対応の困難さが推測。不安解消及び風評被害を
防ぐため、普段接触のない一般県民への迅速正
確な情報提供の手段等も検討が必要。また愛玩

動物担当機関等との連携が円滑に進まず、非常
時の協力体制も検討が必要。

9 管内における高病原性鳥インフルエンザ防疫9 管内における高病原性鳥インフルエンザ防疫9 管内における高病原性鳥インフルエンザ防疫9 管内における高病原性鳥インフルエンザ防疫
群馬県吾妻家保 砂長伸司、南山治美対応：対応：対応：対応：

（ ）山口県での高病原性鳥インフルエンザ HPAI
発生以来、１月から４月まで家保への相談及び
問い合わせは 件、死亡野鳥の通報が 件、捨75 28
て鶏の相談が４件あった。鳥飼養者に対しリー
フレットを延べ ヶ所に配布し 防疫の協力654 HPAI
を呼びかけた。流行期に備え鶏飼養者及び関係
団体を交え 防疫会議を開催。これらを踏まHPAI
え、管内地区 対策連絡協議会を設立。構成HPAI

2員は各町村、農協、飼料会社、警察、消防など
団体にわたり、 発生時の連絡網を作成し協8 HPAI
力関係を構築した。さらに、鶏飼養者及び協議

。会メンバーと発生時を想定して机上演習を実施
、防疫対策やより具体的な問題点を検討した結果

予防方法、移動制限区域内に多量の鶏卵及HPAI
び糞が滞留、発生後の補償の迅速な対応、作業
人員及び機材並びに埋却場所の確保等問題点が
多く出た。今後連絡協議会内で問題点解決に向
け検討する。

10 管内の高病原性鳥インフルエンザへの対応状10 管内の高病原性鳥インフルエンザへの対応状10 管内の高病原性鳥インフルエンザへの対応状10 管内の高病原性鳥インフルエンザへの対応状
況と課題況と課題況と課題況と課題
：埼玉県中央家保 渡辺志保、斉藤良幸

年ぶりの高病原性鳥インフルエンザ発生に79
伴い、 月中旬に管内養鶏農家全戸への聞き取1
り調査、 月上旬に立入検査を実施し情報提供3
・防疫対策を周知。京都の続発により鶏の検査

10 285依頼や問合せが増加。１月から 月までに
件 羽を検査。内訳は家きん等 羽(遺棄鶏480 259
210 221 95 3羽)、野鳥 羽(カラス 羽)。野鳥は
月・ 月に多かった。 月中旬から死亡羽数等の4 3
報告義務化で全戸の衛生状況を把握するととも
に、 月から延べ 戸のモニタリング検査で陰4 24
性を確認。さらに、発生した場合の防疫措置に
ついて全戸に説明、衛生対策も指導。また、市
町等の関係機関を対象に発生を想定した机上演
習会を開催し、危機管理体制の構築・連携を図
るとともに、 市町 小学校等の職員に正し39 413
い知識を伝達するため、研修会を 回実施。今15
後は養鶏農家の発生防止対策の徹底と愛玩鶏の
対策が重要。関係機関と緊密な連携強化を図り
たい。

11 高病原性鳥インフルエンザ対策と生産・消費11 高病原性鳥インフルエンザ対策と生産・消費11 高病原性鳥インフルエンザ対策と生産・消費11 高病原性鳥インフルエンザ対策と生産・消費
：埼玉県熊谷家保 高桑郁子、山本者意識調査者意識調査者意識調査者意識調査

信義
年ぶりの高病原性鳥インフルエンザ（以下79
）発生のため、埼玉県は消費者や生産者にHPAI

対し各種対策を速やかに実施。今回、鶏飼養者
（養鶏農家、愛玩鶏飼養者）並びに消費者へ対
策への理解を確認するため意向調査を実施。鶏

、 、飼養者へは電話等で に関する知識 予防HPAI
発生時の対応を、消費者へは「畜産フェア」来
場者等を対象に に関する知識や鶏飼養者HPAI

。 、への要望を聴取 愛玩鶏飼養者は の知識HPAI
発生時の対応の認識が低く発生時の周囲への影
響を考えると、さらに指導が必要。また、消毒
等の予防措置が不十分である事が示されたので
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70 HPAI引き続き指導が必要 消費者は ％以上が。
の知識がある。養鶏農家への要望は、安全な畜
産物の提供が ％で最多。この結果を踏まえ、61
養鶏農家に対し安全・安心な畜産物の生産をな
お一層推進してゆきたい。

12 高病原性鳥インフルエンザ発生に備えた取り12 高病原性鳥インフルエンザ発生に備えた取り12 高病原性鳥インフルエンザ発生に備えた取り12 高病原性鳥インフルエンザ発生に備えた取り
：千葉県中央家保 笠井英、高橋岩雄組み組み組み組み

平成 年 月、国内で 年ぶりに高病原性16 1 79
鳥インフルエンザ（ ）が発生。万一の発生HPAI
に備え、本県では養鶏農家巡回、関係者会議な
どを行い、当所も防疫対策会議、所内防疫演習
を行って防疫体制を確認。県内での 発生HPAI

4時は、県防疫対策本部、各家保を中心とした
つの現地対策本部及び関係市町村の現地対策本
部が設置され、協力して防疫業務を行う。今年
度も国内での発生が懸念され、当所は関係者の
協力のもと①机上防疫演習②現地対策本部設置
会議③防疫対応に係る各種調査④養鶏農家への
啓発活動を行った。その結果、関係者間で①防
疫業務に対する理解と協力体制②防疫組織の整
備③関係機関の連携の強化など防疫意識の向上
が見られた反面、問題点として①発生現地応援
人員の確保②埋却地・焼却施設の確保などの課
題が挙げられた。今後は、 現地対策本部HPAI
防疫マニュアルの作成、野外防疫演習の実施な
どにより、一層強固な防疫体制を目指す。

13 高病原性鳥インフルエンザ（HPAI）防疫への13 高病原性鳥インフルエンザ（HPAI）防疫への13 高病原性鳥インフルエンザ（HPAI）防疫への13 高病原性鳥インフルエンザ（HPAI）防疫への
千葉県東部家保 安川葉子，辰野対応と課題：対応と課題：対応と課題：対応と課題：

直子
本年1月に79年ぶりとなるHPAIが発生。管内は

60戸94農場、総飼養羽数約440万羽と県内でも有
数の養鶏産業の盛んな地域であることから、当
所では直ちに管内全養鶏農場に対し異常鶏の有
無の調査と対策指導や養鶏農家を含む関係者を
参集しての防疫対策会議の開催、衛生だよりに
よる注意喚起等を行ってきた。更に、その後の
状況確認のため個別巡回により衛生管理状況や
農家が実際にとった対策について確認・指導を

。 、 、実施した その結果 石灰散布等の消毒の実施
防鳥ネットの設置、鶏舎への立入り制限などの
対策が行われていたが、消毒の不備など一部に
基本的な衛生管理ができていない農場も見受け
られ、迅速な情報提供や風評被害による収入減
への補償の充実を求める声も聞かれた。飼養規
模の大型化が進展する中で、まん延を防止する
ために発生した場合の迅速な防疫措置への準備
と合わせて今後とも養鶏場へのウイルスの侵入
防止対策の徹底を図っていく必要がある。

14 野鳥を指標とした管内養鶏農家の高病原性鳥14 野鳥を指標とした管内養鶏農家の高病原性鳥14 野鳥を指標とした管内養鶏農家の高病原性鳥14 野鳥を指標とした管内養鶏農家の高病原性鳥
：神奈川インフルエンザ(HPAI)防疫の実態調査インフルエンザ(HPAI)防疫の実態調査インフルエンザ(HPAI)防疫の実態調査インフルエンザ(HPAI)防疫の実態調査

県東部家保 加藤千晴
養鶏農家を対象に防鳥対策等、野鳥を中心と

したアンケート調査及び鶏舎周囲の野鳥飛来状
況調査等を実施した。アンケート結果：約6割が
鶏舎への野鳥侵入防止対策を実施していたにも

、 。拘わらず うち8割以上で野鳥の侵入がみられた
また鶏舎内で野鳥は全く見ないとした9戸(26%)
のうち8戸はウインドレス鶏舎で、開放鶏舎では
防鳥対策が不十分。約6割の農家では鶏舎内に1

～4種の野生動物がみられた。野鳥飛来状況調査
結果：調査した10戸で平均12種、全体では27種
が確認でき、うち6種が冬鳥であった。鶏舎内の
スズメを狙って猛禽類が鶏舎へ侵入したり、冬
鳥が周囲の藪から鶏舎内を通過する事例等も観
察された。養鶏農家は野鳥対策等に気を配って
いるものの実際にはその対策は十分ではなく、
万一HPAIが発生した場合には、その発生源や伝
播に野鳥や野生動物の関与を重要視する必要が
あると考えられた。

15 国内での高病原性鳥インフルエンザ発生に伴15 国内での高病原性鳥インフルエンザ発生に伴15 国内での高病原性鳥インフルエンザ発生に伴15 国内での高病原性鳥インフルエンザ発生に伴
：神奈川県県央家保 小菅千う当所の取り組みう当所の取り組みう当所の取り組みう当所の取り組み

恵子、木村進
平成16年1月、国内での高病原性鳥インフルエ

ンザの発生を受け、防疫対策実施。家きん1,000
羽以上飼養者は同年3月から死亡鶏報告が義務
化。同報告を活用した飼養実態把握の結果、①
急激に死亡・淘汰羽数が増加した農場の監視強
化、②暑熱被害等の事例では一農場の被害を確
認した時点で広く注意喚起、③導入に併せた検
査実施等きめ細かな指導が可能となった。本病
の影響から、大規模養鶏では要因が明らかな死
亡鶏増加の場合でも取引先から家保による本病
の否定が求められ、検診実施。一方、愛玩鶏の
飼養者調査から、139戸を名簿へ追加。伝染病を
懸念した検診から、飼養管理の知識不足から急
死する等の実態が判明。一般からの問い合わせ
は、同年12月までの264件中61％、内容は、消毒
や飼養鶏の取り扱いについて。本病は人獣共通
感染症として県民生活へ与える影響も大きく、
今後は県で実施した防疫演習を軸に、関係機関
との地域防疫対策の整備等に努めていきたい

16 高病原性鳥インフルエンザの国内発生に伴う16 高病原性鳥インフルエンザの国内発生に伴う16 高病原性鳥インフルエンザの国内発生に伴う16 高病原性鳥インフルエンザの国内発生に伴う
：神奈川県足柄家保 沖村朋彦 吉田恒雄対応対応対応対応

、高病原性鳥インフルエンザの国内発生を受け
養鶏農家と愛玩鶏飼養者等に対して、①正しい
情報の提供②異常鶏の早期発見と届出③野鳥等
の侵入防止対策等について、巡回指導や市町の
広報を利用して注意喚起。市町等関係機関と地
区獣医師会に対し、情報の提供と併せ、異常鶏
の早期通報等の協力要請。問い合わせは159件に
達し、うち飼養衛生管理に関する相談が最も多
く、対応に際しては、適切なリスクコミュニケ
ーションを心懸けた。本病は、人への感染が危
惧される疾病のため、保健福祉事務所との連携
を重視。一養鶏場において、管理失宜に起因す
る大量羽数死亡事故があり、疫学調査等から監
視伝染病の疑いは薄いと考えたが、一時鶏卵の
出荷を見合わせるよう指導し、翌朝、異常のな
いことを確認後、出荷自粛を解除。今回の事例
で、モニタリングの重要性や出荷自粛要請の難
しさを感じた。今年も、防疫措置と併せ問い合
せ対応マニュアルも整備し、適切な対応に努め
たい。

：富山17 高病原性鳥インフルエンザの防疫対応17 高病原性鳥インフルエンザの防疫対応17 高病原性鳥インフルエンザの防疫対応17 高病原性鳥インフルエンザの防疫対応
県東部家保 台蔵正司、保田仁美

、国内での高病原性鳥インフルエンザ発生以来
管内の家きん飼養者への防疫対応を実施。養鶏

16 142 63農場 戸、愛玩鶏家 戸並びに学校関係
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41 149 74施設の立入検査を延べ 戸、 戸並びに
41施設、文書による情報提供・注意喚起を延べ

戸、 戸並びに 施設に実施。電話相談件222 136
数は、 月まで計 件、その内訳は、対応策7 267

、 、 。24.4% 18.0% 13.2%消毒方法 死亡野鳥報告
養鶏農場のモニタリング検査計 羽、持ち込380
まれた死亡野鳥計 羽及び家きん計 羽の検89 45
査で全て陰性を確認。ガンカモ類の生息状況調
査により ヵ所中 ヵ所と殆どの市町村で118 63
飛来を確認。養鶏農場の鶏舎では、防鳥ネット
等を張る等の野鳥対策を全て実施。しかし、堆
肥場では、 の実施率であり、スズメ等の18.2%

。小鳥が金網の網目から侵入する等の不備を確認
全ての市町村が処分鶏の第一埋却予定場所を農
場敷地内とした。防疫机上演習により、発生時
における初動防疫の対応及び協力体制等を明確
化。

18 高病原性鳥インフルエンザ発生に伴う対応と18 高病原性鳥インフルエンザ発生に伴う対応と18 高病原性鳥インフルエンザ発生に伴う対応と18 高病原性鳥インフルエンザ発生に伴う対応と
：富山県西部家保 宮本剛志、水木今後の課題今後の課題今後の課題今後の課題

亮史
高病原性鳥インフルエンザの発生に伴い、養

鶏場30戸、愛玩鶏飼養者177戸、学校等家きん飼
育施設44校の巡回指導、養鶏場情報の整理、防

。疫机上演習および初動防疫用資材の点検を実施
緊急巡回時の問題点として、養鶏場での車両消
毒の未実施（14/30戸 、愛玩鶏飼養者・学校等）
家きん飼育施設での家きん舎消毒の未実施（そ
れぞれ132/177戸、27/44校 、放し飼い（10/44）
校）がみられた。養鶏場には車両消毒の強化、
愛玩鶏飼養者・学校等家きん飼育施設には消毒
法と舎飼への変更を指導。その後、養鶏場で車
両消毒の強化（5戸 、学校等家きん飼育施設で）
家きん舎消毒の実施（20校 、舎飼への変更（8）
戸 、他に専用靴・衣服の用意など衛生対策の改）
善を確認。今後の課題として、万一の発生時に
は関係機関と連携して人員、埋却地、資材の確
保が必要。

19 鶏気管スワブ簡易採取補助器「スワブ助筒」19 鶏気管スワブ簡易採取補助器「スワブ助筒」19 鶏気管スワブ簡易採取補助器「スワブ助筒」19 鶏気管スワブ簡易採取補助器「スワブ助筒」
すけっと

：富山県西部家保 稲垣達也の考案の考案の考案の考案
気管スワブの採取は困難。簡単に採材できる

鶏気管スワブ簡易採取補助器「スワブ助筒 （以」
下「スワブ助筒 ）を考案。プラスチック製の５」
ｍｌのディスポ注射器の外筒を利用し、指かけ
より約１．５ｃｍの位置で垂直に切り取り、切
り口を火であぶり丸めたもの。製作が簡単、材
料も安く、家保では容易に手に入り、消毒する
ことで再利用が可能。 気管スワブ採取に熟練
した者１０人と経験が少ない者３人が１０羽の
鶏の気管スワブの採材平均時間を調べたところ
18.2 34.3 7.1秒 秒 スワブ助筒を使用した場合、 、 、
、 。秒 秒といずれも時間の短縮が認められた15.4

特に経験の少ないものは、咽頭部が確実に確認
でき採材に自信がもてる。また、現場での採材
の際、鶏が騒がないので養鶏農家にも好評。 万
が一ＨＰＡＩが発生した場合、搬出制限地域内
における清浄性確認検査のため、 日に数百羽1
の気管スワブの採材が必要となるが、鶏の扱い
が不慣れな獣医師でも、この簡易採取器を使用
することで、確実、安全かつ速やかに気管スワ
ブを採材することが可能。

20 国内における高病原性鳥インフルエンザ発生20 国内における高病原性鳥インフルエンザ発生20 国内における高病原性鳥インフルエンザ発生20 国内における高病原性鳥インフルエンザ発生
：石川県南部家保後の家保の対応とその検証後の家保の対応とその検証後の家保の対応とその検証後の家保の対応とその検証

植田寿美、村上俊明
国内での高病原性鳥インフルエンザ発生後、

家保は養鶏農家の立入検査、少羽数飼養者の把
握および立入検査、学校飼育鳥類の衛生指導を
実施。県民からの電話対応も含め 「鳥インフル、
エンザの清浄性の確認作業」として、全てに対
応。立入検査は1月31戸112,518羽、2月70戸225,
766羽、3月52戸174,082羽について実施。ウイル
ス検査は3月には100件を超え、検査消耗品の確
保も難航したが、発育鶏卵は県畜産総合センタ
ーの協力を得て確保。県民からの電話は3月には
200件を超え、その通報は昼夜を問わず、時間外
の鳥回収・検査作業が増加、残業時間も急増。
広報の不備、関係機関との連携不足等の問題点
が浮上。対策として窓口を一本化、検査対象を
「数羽の死亡で事故死以外」と決定。県のホー
ムページによる情報提供は2月末から開始、死亡
鳥回収を3月中旬より農林総合事務所が担当し改
善。また防疫演習を実施し各機関との連携を経
験、問題解決に前進。

21 高病原性鳥インフルエンザ発生に備えた初動21 高病原性鳥インフルエンザ発生に備えた初動21 高病原性鳥インフルエンザ発生に備えた初動21 高病原性鳥インフルエンザ発生に備えた初動
：石川南部家保 中田昌和防疫対応防疫対応防疫対応防疫対応

高病原性鳥インフルエンザ発生時に備え、①
発生養鶏場の検索により、住所、電話番号、飼
養羽数、 情報等を瞬時に表示。②発生場所GPS
の 情報入力により、移動制限区域内鳥類飼GPS
養農家を瞬時に抽出。さらに移動制限区域を表
示。③飼養羽数、鶏糞総体積、餌総重量等の情
報入力により、埋却溝の体積を算出。④作業用
重機台数入力により、殺処分人員数と時間およ
び発生現地班初日の人員数を算出。さらに発生
現地班必要資材を表示。以上 項目をデーター6
ベースソフト、表計算ソフト、電子地図ソフト
を使用し省力化。これらの情報を短時間で処理
することにより、必要資材の早期確保、埋却溝
体積の情報等を迅速に提供し、効率的な防疫作
業の実施が可能。
22 高病原性鳥インフルエンザ防疫訓練の実施と22 高病原性鳥インフルエンザ防疫訓練の実施と22 高病原性鳥インフルエンザ防疫訓練の実施と22 高病原性鳥インフルエンザ防疫訓練の実施と

：福井県家保 竹内隆泰、近藤守発生時の課題発生時の課題発生時の課題発生時の課題
人
「福井県家畜防疫指針」および「福井県高病

原性鳥インフルエンザ防疫マニュアル」に基づ
き、防疫措置の内容を確認するため防疫訓練を
実施。また、訓練の評価と発生時の問題点を検
討するため、市町村等関係者にアンケートを実
施。県庁では、県対策本部会議訓練、発生農場

、 、管轄の県合同庁舎では 現地対策本部会議訓練
（ 、 、発生農場では防疫研修会 机上訓練 模擬実技

講演会等）を同時進行で実施。各会場間は、電
話での状況報告・指示、インターネット放送に
よる映像の配信などで連携を図った。知事をは
じめ、県庁の多くの部局が高病原性鳥インフル

。 、エンザ防疫の重要性を認識 アンケート結果は
８０％以上の参加者が 「理解できた 「参考に、 」、

」 。 、なった と回答しており研修会は有効 しかし
農家の処分地の確保に関しては 「確保できる」、
と回答したのは１０％のみ。市町村有地の提供
については「対応できる」は０％ 「今後検討」、
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は１８％で、８２％が「対応できない 「分から」
ない 。今後、県、市町村、農家での処分地の調」
整が急務。

：山梨23 高病原性鳥インフルエンザの防疫対策23 高病原性鳥インフルエンザの防疫対策23 高病原性鳥インフルエンザの防疫対策23 高病原性鳥インフルエンザの防疫対策
県西部家保 松下摩弥、望月洋
本年1月、国内で79年ぶりに高病原性鳥インフ

ルエンザ（HPAI）の発生が確認された。これに
伴い、県内でのHPAI発生を想定した防疫体制を
整備し、関係機関・養鶏農家等への周知徹底を
図るため、家保と畜産課でプロジェクトチーム
を組み、防疫演習や研修会等における情報提供
を実施。防疫演習では、県及び現地対策本部の
構成、家保への異常通報から県及び現地対策本
部設置までの経緯、現地対策本部で行われる作
業の説明、作業に係る必要人員確保の依頼等を
内容とした。また、採卵養鶏家を対象とした研

、 、修会では 農家が取るべき対応を含む内容とし
防疫マップを取り入れて説明を実施、発生時の
適切な現場対応について周知した。なお、長野
県との県境防疫会議では県境付近にある養鶏家
の情報交換や県境の消毒ポイント設置について
も検討を行った。今後も、マニュアルの整備と
ともに、農家、関係機関への周知や協力体制整
備を推進する。

24 国内鳥インフルエンザ発生に伴う野鳥等の検24 国内鳥インフルエンザ発生に伴う野鳥等の検24 国内鳥インフルエンザ発生に伴う野鳥等の検24 国内鳥インフルエンザ発生に伴う野鳥等の検
：山梨県東部家保 相川忠仁、深沢矢査と課題査と課題査と課題査と課題

利
平成16年1月、79年ぶりとなる国内での高病原

性鳥ｲﾝﾌﾙｴﾝｻﾞ(HPAI)が山口県で発生。その後、
大分県で愛玩鶏、京都府2養鶏場の発生、並びに
京都、大阪府では死亡野鳥等(ｶﾗｽ)からHPAIｳｲﾙｽ
が分離。以降、本県でも、一般住民からの死亡
野鳥等、東西家保に計371件532羽の通報・搬入
を受け、HPAI検査を実施し、全てHPAIは陰性。

、 、 、そのうち 当所搬入死亡野鳥等は 186件307羽
死後長期経過等による検査不能が78羽、衝突等
事故死が98羽、HPAIｳｲﾙｽ分離検査実施鳥は、一

。 、部事故死鳥を含め98羽であった 今回の検査で
①役割分担（体制）②検査体制等③HPAIｳｲﾙｽに
対する対応等いくつかの課題が残された。

25 管内における高病原性鳥インフルエンザ対策25 管内における高病原性鳥インフルエンザ対策25 管内における高病原性鳥インフルエンザ対策25 管内における高病原性鳥インフルエンザ対策
：長野県長野家保 和田浩彦の問題点と対応の問題点と対応の問題点と対応の問題点と対応

2004年の高病原性鳥インフルエンザ(HPAI)の
国内発生に対応して防疫対策を実施。当初は限
られた人員で効率的に対応するため、電話とフ
ァクシミリによる鶏農家・関係機関連絡網を活
用し情報を伝達及び収集。発生が拡大するにつ
れ、自家消費養鶏、愛玩鶏、学校等飼育鶏に関
する相談・検査依頼が増加。相談件数が多かっ
た消毒法を中心に「小規模養鶏・ペット養鶏の
ための鳥インフルエンザウイルス侵入チェック
リスト｣を作成し、情報提供・現地指導を実施。
一方、死亡した野鳥の発見通報が増加、市町村
と地方事務所林務課と連携し検査を実施。通報
のあった337件のうち316羽についてインフルエ
ンザ抗原検出キットによる検査を実施。検査し
た野鳥のうちカラスが81件と最多。以上の経過

。を踏まえ管内関係者による防疫対策会議を実施
従来からのHPAI発生時防疫対策フローに加え、

愛玩鶏、野鳥等に対応するフローを作成し発生
前対応の補完を行うことで防疫体制強化を図っ
た。

26 長野県における高病原性鳥インフルエンザ検26 長野県における高病原性鳥インフルエンザ検26 長野県における高病原性鳥インフルエンザ検26 長野県における高病原性鳥インフルエンザ検
：長野県松本家保 林健査体制の強化査体制の強化査体制の強化査体制の強化

2004年1月、国内で79年ぶりに高病原性鳥イン
フルエンザ（HPAI）が発生。県は巡回・聞き取
り調査による清浄性確認、広報等による情報提
供等を実施。抗原検出キットを用いたスクリー
ニング検査、発育鶏卵接種試験によるウイルス
分離、寒天ゲル内沈降反応法による抗体検査結
果から県内HPAI清浄性を確認｡その後さらに、以
下の防疫体制を強化した。人獣共通感染症の病
原体拡散防止等を含めた鳥の病性鑑定検体の取
扱い方法を検討・強化。鶏卵と鶏腎細胞の併用
で対応していた発育鶏卵接種試験は、大型転卵
式孵卵器を整備し、全て鶏卵で対応が可能とな
、 。り 試験実施者の養成等により処理能力が向上

抗原検出キットの非特異反応の対策として測定
原理の異なる複数のキットを常備し､臨床所見と
合わせて総合的に判定する体制を整備｡防疫演習
による関係者個々の役割の確認、家保のみで対
応が困難な野鳥、愛玩鳥、学校飼育鳥の対応を
関係部局と検討・整備。

27 高病原性鳥インフルエンザ（HPAI）防疫指導27 高病原性鳥インフルエンザ（HPAI）防疫指導27 高病原性鳥インフルエンザ（HPAI）防疫指導27 高病原性鳥インフルエンザ（HPAI）防疫指導
：岐阜県岐阜家に伴う肉用鶏農家への衛生対策に伴う肉用鶏農家への衛生対策に伴う肉用鶏農家への衛生対策に伴う肉用鶏農家への衛生対策

保 伊藤一智、馬渕貞三
平成16年1月、国内で79年ぶりのHPAI発生に伴

い、本病の防疫対策を実施、県内全戸の養鶏農
家のウイルス分離検査を実施。また家畜伝染病
予防法第52条に基づき、養鶏農家に対して死亡
鶏の報告を義務化。管内農家の平均死亡率は採
卵鶏0.17％、肉用鶏0.27％、種鶏0.15％（平成1
6年3月から10月末 。その状況下で出荷直前に１）
％に近い高い死亡率を示す鶏群に対し病性鑑定
を実施。その結果、HPAIを含む家畜伝染病を否
定し、ブドウ球菌感染と暑熱ストレスによる死
亡と推定。対策としてオールアウト後の消毒の

、徹底と次回入雛時の抗生剤の飼料添加を指導し
その後死亡率が低下。死亡鶏の毎週の報告によ
り、農家と家畜保健衛生所の信頼感が一層緊密
となり農家の立場に立ったきめ細かな指導が出
来た。またウイルス分離検査により安全が担保
され、消費者の安心感が保たれ、風評被害の軽
減が図られた。

28 広報を活用した高病原性鳥インフルエンザ H28 広報を活用した高病原性鳥インフルエンザ H28 広報を活用した高病原性鳥インフルエンザ H28 広報を活用した高病原性鳥インフルエンザ H（（（（
岐阜県中濃家保 辻貞典、浅PAI）発生の対応：PAI）発生の対応：PAI）発生の対応：PAI）発生の対応：

井礼子
本年1月から3月にかけてHPAIが3府県4飼育施

設で発生し、畜産関係者のみならず、国民を震
撼させた。これによるパニックの原因は色々あ
るが、マスメディアの位置づけは非常に大きい
ものがある。家畜保健衛生所（家保）としては
管内の養鶏場の状況、愛玩鶏の飼養状況、学校
・施設飼育鶏及び死亡野鳥等の地域情報を収集
し、それを発信していく必要が生じた。演者ら
は県の「行政広報士」の資格を活用し、広報の
一手段として積極的にマスメディアを利用。ま
た、畜産の専門者（県職畜産OB）を活用する目
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的で「生き生き畜産OBモニター制度」を創設し
詳細な地域情報の収集に努めた。結果として、
鳥インフルエンザ相談窓口の対応件数が151件、
愛玩鶏の飼養状況については、470戸、5,321羽
を掌握。野鳥などの病性鑑定は30件77羽実施し
何れも異常を認めなかった。今後とも県民の安
全安心を担う１機関として家保の存在を県民に
広報してゆく必要がある。

29 国内発生直後の東濃地域における高病原性鳥29 国内発生直後の東濃地域における高病原性鳥29 国内発生直後の東濃地域における高病原性鳥29 国内発生直後の東濃地域における高病原性鳥
：岐阜県東濃家保 野インフルエンザ防疫対策インフルエンザ防疫対策インフルエンザ防疫対策インフルエンザ防疫対策

村仁志、山下博幸
平成16年2月下旬、京都府で発生した高病原性

鳥インフルエンザ（HPAI）の発生農場から愛知
県の食鳥処理場へ廃鶏が出荷、同日に管内のA養
鶏場からも出荷、交差接触の可能性もあり立入
調査等を実施。調査の結果HPAIウイルスは分離
されず陰性。長野県阿智村の愛玩鶏が死亡し、
簡易キット陽性の疑似例の発表あり。移動制限
区域は当時半径30km、管内で9戸の農家が区域内
に存在。陽性の場合を想定、移動制限区域の設
定、管内養鶏農家の斃死状況を把握するため、
農家の協力を得て毎日の報告を徴収、監視体制
を強化。埋却場所を調査、自己所有地内で埋却
可能な農家は約53％。東濃地域HPAI防疫対策協
議会を開催し県機関等に協力を要請。幾つかの
課題が判明。簡易キット検査の位置づけ、他県
で発生した場合、農場の特定方法、埋却場所の
確保等。簡易キットは原則使用しない方向。県
境防疫会議時に他県の農家情報提供を確認。埋
却場所は防疫演習時に市町村と協議。

30 鳥インフルエンザウイルス 検査状況：30 鳥インフルエンザウイルス 検査状況：30 鳥インフルエンザウイルス 検査状況：30 鳥インフルエンザウイルス 検査状況：(AIV)(AIV)(AIV)(AIV)
岐阜県岐阜家保 棚橋嘉大、青木栄樹
平成 年度から、動物由来感染症監視体制11

整備事業に基づき モニタリングを実施してAIV
いたが、国内での高病原性鳥インフルエンザ

の発生をうけて岐阜県では、本県への侵(HPAI)
入防止及び早期発見、県民に対し、鶏肉、鶏卵
の安全性確認と安心感提供を目的とし、高病原
性鳥インフルエンザ緊急モニタリング調査を拡
充。方法は、県下全養鶏場への立入調査と発育
鶏卵接種によるウイルス分離。本調査で検査機
器（孵卵機２台、高速冷却遠心機 台、光ファ1
イバー式検卵器 台）を追加整備し、県下全養1
鶏場の検査を実施。また、常時検査に必要な発
育鶏卵を準備し、随時病性鑑定が実施できる体

16 11 328制を整備。平成 年 月末現在、国事業
戸、県調査 戸、国内での 発生以降1,705 HPAI
の病性鑑定 件 羽の検査を実施。いずれ266 462
も本県への 侵入がないことを確認。AIV

：静岡31 東部地域の鳥インフルエンザ防疫対策31 東部地域の鳥インフルエンザ防疫対策31 東部地域の鳥インフルエンザ防疫対策31 東部地域の鳥インフルエンザ防疫対策
県東部家保 白岩佑美子、浅倉豊司
国内での高病原性鳥インフルエンザ（以下HPA

I）発生を受け、HPAI発生情報や侵入防止対策、
異常鶏の届出等に関するリーフレットの作成、
養鶏場への立ち入りや、学校飼養鳥類の調査な
どの緊急対策を行い、関係機関との連携を図り
防疫体制を整備するために防疫対策会議の開催
や警察署への協力依頼、開業獣医師を対象とし
た講習会の開催などを行った。

また、住民等からのHPAIに関する電話相談に対
応したが、相談件数、内容ともにマスコミの報
道による大きな影響があった。寄せられた相談
のうち、必要と認める症例について簡易検査キ

、 。ット等により検査したが すべて陰性であった
その他、市町村・農協・警察署・保健所・食肉
衛生検査所・農林事務所の担当者を参集し、HPA
I防疫シミュレーションを中心とした机上演習を
開催するとともに、養鶏場を巡回しHPAIの防疫
措置に関する調査・指導を行った。

：静岡県東部家保32 富士地域におけるHPAI対策32 富士地域におけるHPAI対策32 富士地域におけるHPAI対策32 富士地域におけるHPAI対策
富士分室 山内俊幸、野秋眞
管内の27養鶏農家を対象に、高病原性鳥イン

フルエンザ（HPAI）への対応状況を調査し、現
状と対策を考察。管内には採卵鶏農家（レイヤ
） 、 （ ） 、ー 20戸 肉用鶏農家 ブロイラー 7戸があり

特にＦ市はレイヤー9戸（64万羽 、ブロイラー6）
戸（44万羽）と大規模な経営。全養鶏農家に防
疫に関する調査を行った（回答25戸/27戸 。出）

（ 、 ）入口を閉める レイヤー94.7% ブロイラー100%
（ 、 ） 、や立入制限 同94.7% 同100% の実施率は高く

車両消毒、鶏舎施錠はレイヤーで低かった。給
与水は井戸水の使用が多かった。管内で生産さ
れる卵は約50万個/日。21日間で2800m 。保管の3

ため民間倉庫業者を調べたが半数は受入不可。
流通は賞味期限、風評から困難。管内に加工工
場なし。その他にブロイラーの扱い、鶏糞処理
（100t/日以上 、埋却場所確保等課題が多い。）

、 、今後調査結果をもとに 防疫体制の強化を図り
大規模経営での発生に備え鶏の処分方法、生産

。物の円滑な流通方法等検討を重ねる必要がある

33 高病原性鳥インフルエンザに関する新たな情33 高病原性鳥インフルエンザに関する新たな情33 高病原性鳥インフルエンザに関する新たな情33 高病原性鳥インフルエンザに関する新たな情
、報発信方法の検討報発信方法の検討報発信方法の検討報発信方法の検討：静岡県中部家保 鈴木秀歌

手塚喜代美
高病原性鳥インフルエンザ に対する一(HPAI)

般県民の意識調査を行い、現在家保が実施して
、いる家畜伝染病の情報発信方法の問題点を分析

検討。昨年度の山口県での の発生から今HPAI
年度 月までの電話相談件数は 件で、内12 305
訳は一般県民 ％、学校関係者 ％、養鶏業40 16
者 ％、その他 ％。電話相談の集中と同時3 41
に一般県民からの病性鑑定依頼数が急増。意識
調査では一般県民 ％が に対する関心62 HPAI
を示し、正確な情報の不足や報道の過熱による
ヒトへの感染に対する漠然とした不安を示唆。

発生時に鶏卵・鶏肉の購入を控えた県民HPAI
が ％。相互理解を深めるため生産者消費者66
交流会を開催。一方で今後の の発生に備HPAI

HPAIえ教育委員会、警察署も交えて中部地域
。 、防疫演習を実施 人獣共通感染症が問題となり

一般県民の畜産物安全性に対する関心が年々高
まる中、今後は市町や教育委員会を通じ一般県
民、学校関係者にも情報提供を図る必要性を提
案。

34 管内高病原性鳥インフルエンザ対策の現状と34 管内高病原性鳥インフルエンザ対策の現状と34 管内高病原性鳥インフルエンザ対策の現状と34 管内高病原性鳥インフルエンザ対策の現状と
:静岡県西部家保 武田美和、松村知之課題課題課題課題
管内の養鶏場アンケート調査、渡り鳥飛来場

所調査、教育機関飼養実態調査及び愛玩鶏飼養
者調査を実施。養鶏場36戸のアンケート調査で
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は、野鳥侵入対策の実施30戸、車両消毒実施15
戸、発生時に埋却場所確保可能13戸、総合的に
防疫対策が徹底されているもの8戸であった。渡
り鳥飛来場所調査で15箇所の主要な飛来地が判
明。生息マップを作成し、野鳥侵入対策の徹底
を指導。教育機関の飼養実態調査で回答のあっ
た259校中、家禽飼養校数は111校。うち23校で
現在も子供による世話を中止。愛玩鶏飼養者調
査では、720戸あることが判明。今回の調査結果
から、養鶏農家へは防疫対策徹底を指導。発生
時対策として、移動式焼却システムの検討が必
要。教育機関へは、基本的飼養衛生管理技術や
高病原性鳥インフルエンザに関する正しい知識

。 、 、の普及 今後も 愛玩鶏飼養者実態把握に努め
。衛生指導や発生時対策等についての検討が必要

35 高病原性鳥インフルエンザ（以下HPAI）発生35 高病原性鳥インフルエンザ（以下HPAI）発生35 高病原性鳥インフルエンザ（以下HPAI）発生35 高病原性鳥インフルエンザ（以下HPAI）発生
：静岡県西部家保に備えた情報収集及び管理に備えた情報収集及び管理に備えた情報収集及び管理に備えた情報収集及び管理

松井繁幸、服部篤臣
国内でのHPAI発生に伴い、疫学情報収集のた

め養鶏農家に対し調査を実施。調査内容の多く
は通常の巡回指導時に収集しているものであっ
た。これらの情報は整理蓄積されておらず、HPA
I発生時に必要な情報としては不十分であったた
め、改めて頻回の調査を実施しなければならな
かった。また、緊急時は情報収集が容易ではな
く、通常時にいかに情報を集積・整理していく
かが重要。このことから、通常時に収集した情
報を適切に管理する方法として、1農家に1台帳
を作成する事を考案。このことにより所在地、
飼養頭数、飼養管理状況、病性鑑定・各種検査
結果等様々な農家情報を関連付けて、さらにそ
の所在を一つにして保存することが可能。これ
を継続的に集積更新し適切に管理することで伝
染病発生時などの緊急時でもスムースに情報を
扱うことができ、また、通常の巡回指導時にも
有効利用が可能。

36 静岡県の鳥インフルエンザ防疫対策の取組み36 静岡県の鳥インフルエンザ防疫対策の取組み36 静岡県の鳥インフルエンザ防疫対策の取組み36 静岡県の鳥インフルエンザ防疫対策の取組み
：静岡県畜産振興室 道越小雪、鈴木巧
高病原性鳥インフルエンザ発生後、本県は養

鶏場の防疫対策、一般県民の不安解消への対応
。及び万一の発生に備えた防疫体制の整備を実施

今回、防疫対策を検討する上で、①埋却場所の
確保②防疫作業の支援体制③養鶏農家の支援の3
点が課題となった。①については、養鶏農家及
び市町村に対する埋却場所調査により、埋却が
非常に困難であると判断され、埋却に替わる方
法として、発生地で組立てる移動式焼却炉の整
備を検討。②については、防疫演習等により県
内関係機関および農政局と連携を図っている。
③については、風評被害対策について、ワーキ

、 。ングブループを設置し調査 検討を進めている
、 、本病の発生時の社会的影響から 防疫対策には

危機管理体制としての充分な体制の整備が、発
生予防対策としては、飼養衛生管理基準の遵守
を含めた防疫対策の徹底を指導するとともに、
モニタリング等の監視体制を強化する必要性が
ある。

37 高病原性鳥インフルエンザ国内発生に伴う県37 高病原性鳥インフルエンザ国内発生に伴う県37 高病原性鳥インフルエンザ国内発生に伴う県37 高病原性鳥インフルエンザ国内発生に伴う県
愛知県尾張家保 井藤雅子、中根斉民対応:民対応:民対応:民対応:

平成16年1月、高病原性鳥インフルエンザが国
内で発生。40市町村に養鶏農家59戸、愛玩鳥飼
育者924戸が存在し、また人口は県内の約６割で
ある当所の県民等への対応状況をまとめた。相
談・問合せ等は800件（期間：山口県での初発～

）。 、京都府での終息宣言 その内訳は官公庁277件
県民170件、警察125件、愛玩鳥飼育者122件、学
校等48件、農家18件、その他40件。本病は、動
物由来感染症で、養鶏業界だけでなく一般県民
まで過剰に反応。県民・愛玩鳥飼育者から多か
った内容は、鳥からの感染を心配する相談や死
亡野鳥の発見通報。官公庁等からは死亡野鳥の
発見通報が大半。件数の増減は本病関連のマス
コミ報道に同調傾向、ピーク時には一日66件。
また死亡鶏・野鳥等の病性鑑定を275羽実施。こ
のうち162羽は迅速検査キット、16羽は精密検査
で陰性を確認。一方、本病は家きん・野鳥・愛
玩鳥・ヒトが関与し、当初は対応する行政の受
付体制の不備・混乱が見られたが、徐々にネッ
トワーク構築。今後は、関係機関との連携を深
、 。め 県民サービスの向上に一層努めていきたい

：愛知県38 鳥インフルエンザの対策と意識調査38 鳥インフルエンザの対策と意識調査38 鳥インフルエンザの対策と意識調査38 鳥インフルエンザの対策と意識調査
知多家保 山本雅夫、猪口みどりほか
平成16年6月から8月に、飼養羽数千羽以上

の管内全養鶏・養鶉農家70戸の鳥インフルエン
ザ（AI）対策の実施状況及びAIに関する意識等
について調査。同時に異常鶏発生時の連絡啓発
パンフレットも配布。AI対策実施率は、養鶏場
への立入制限18.6%、作業靴履き替え68.6%、踏
込み消毒槽設置91.4%、養鶏場入場車両毎回消毒
25.7%。野鳥侵入防止対策は、一部のウインドレ
ス鶏舎を除く全農家で防鳥ネットや金網が設置
され、網目の大きさが小型野鳥も通過しにくい
と思われる20㎜以下の農家は31.3%。AI対策にか
けた総費用は、平均1戸当たり43万円、１羽当た
り9.9円。農家の意識は、77.1%の農家が自分の
鶏舎でのAI発生を心配。京都府での大規模AI発
生事例に45.7%の農家が同情的。AI発生時の補償
充実等を行政に要望。農家を集めての防疫机上
演習時に調査結果を報告し、実施状況が不十分
な対策を重点改善項目として指導中。調査結果
を防疫対策基礎資料としても活用予定。

39 高病原性鳥インフルエンザ(HPAI)発生農場か39 高病原性鳥インフルエンザ(HPAI)発生農場か39 高病原性鳥インフルエンザ(HPAI)発生農場か39 高病原性鳥インフルエンザ(HPAI)発生農場か
ら管内食鳥処理場への鶏の搬入に伴う防疫措置ら管内食鳥処理場への鶏の搬入に伴う防疫措置ら管内食鳥処理場への鶏の搬入に伴う防疫措置ら管内食鳥処理場への鶏の搬入に伴う防疫措置
：愛知県東三河家保 岡村隆、澤嵜裕是
国内で発生したHPAIにおいて、京都の発生農

場より管内の食鳥処理場へ鶏が搬入された。こ
れに対し次の防疫対策を実施し、二次発生を防
止。①消毒：処理場屋外敷地、車両、搬送ゲー
ジ②物流調査：当該鶏の搬入前後に処理場への
搬入業者、車両、出荷元農家及び搬出品の動向
③交差汚染疑いの農場調査：処理場に搬入した
県内の養鶏場６ヵ所を監視④処理場従事者の鳥
飼育等調査⑤管内全養鶏鶉農家の定期聞き取り
調査⑥当該鶏運搬ルート近くの農場10件の鶏抗
体及びウイルス検査など。防疫業務上問題とな
ったことは、食鳥処理場内の調査権限、食品衛
生法等の他法令と家伝法上の物品の取扱いの違
い、正確な処理羽数の把握、個人情報であるこ

、 。との制約 排水中のウイルス不活化の確認など
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今年11月に新防疫指針が出されたが、HPAIは人
畜共通感染症であり、公衆衛生機関と協調して
の作業が重要。そのためには他部局機関と連携
し、必要な情報を共有化するなど有事に対応で
きるよう、日頃からの体制を構築しておくこと

。が重要である

40 採卵養鶏家グループと共に取り組んだ高病原40 採卵養鶏家グループと共に取り組んだ高病原40 採卵養鶏家グループと共に取り組んだ高病原40 採卵養鶏家グループと共に取り組んだ高病原
：三性鳥インフルエンザ（ＨＰＡＩ）防疫活動性鳥インフルエンザ（ＨＰＡＩ）防疫活動性鳥インフルエンザ（ＨＰＡＩ）防疫活動性鳥インフルエンザ（ＨＰＡＩ）防疫活動

重県北勢家保 野澤馨、東山陽子ほか
平成8年に鈴鹿市の採卵鶏農家を中心に安全で

高品質な鶏卵生産と養鶏産業の発展を目的とし
た養鶏家グループが結成され、当所はその育成
指導に取り組んできた。グループでは農場の衛
生管理に「サルモネラ」を危害としたHACCP方式
を取り入れ活動。また、海外でのHPAI発生を踏
まえ、平成15年度は事業推進方針の第一項にHPA
I対策を掲げ警戒を強めていたところ、平成16年
1月に山口県の採卵鶏農場で発生。そのためグル
ープは、急遽危害を「インフルエンザ」に切り
替え防疫活動を開始。その活動内容は、緊急役

、 、員会と2回の緊急防疫会議 2回の啓蒙文書配布
防疫資材の協同購入、研修会開催と多岐に渡っ
た。当所はこれらの自主的な活動を全面的に支
援すると共に、GPセンターや愛玩鳥飼養者への
衛生指導を実施。その結果、グループの自立化
が進み、当所と一体となってHPAI防疫に協力で
きる関係が築かれた。

41 地域で取り組む高病原性鳥インフルエンザ41 地域で取り組む高病原性鳥インフルエンザ41 地域で取り組む高病原性鳥インフルエンザ41 地域で取り組む高病原性鳥インフルエンザ
三重県紀州（ＨＰＡＩ）事前対応型防疫体制：（ＨＰＡＩ）事前対応型防疫体制：（ＨＰＡＩ）事前対応型防疫体制：（ＨＰＡＩ）事前対応型防疫体制：

家保 中尾真治、小林 登ほか
本年1月、79年ぶりのHPAIの発生を受け、管内

9月8日の全農場一斉点検等の防疫活動を展開。
全県的な防疫演習で提示されたHPAI の三重県防疫
基本方針を受け、紀州地域特性にあった防疫体制
を検討。考慮した点は、異常鶏の通報から中央家
保への搬入に時間を要すること、異常鶏通報時に
は家畜防疫員全5名で対応すること、生活圏の違い
から防疫体制を紀北・紀南地区の2つに分けるこ
と、管内の養鶏農場分布は小規模肉用鶏農場が散
在し、しかも中規模採卵鶏農場が紀北地域に集中

。していることなどの課題を踏まえ防疫体制を構築
意識調査においてHPAIに対する知識が浅いため、
関係機関と連携し防疫説明会・演習を紀南、紀北
地域に分け実施。防疫対策の共通認識と発生時の
体制を確認。説明・内容について、今後の参考に
なったとの回答90％を得た。今後も防疫体制の修
正整備を継続していきたい。

42 滋賀県における高病原性鳥インフルエンザ防42 滋賀県における高病原性鳥インフルエンザ防42 滋賀県における高病原性鳥インフルエンザ防42 滋賀県における高病原性鳥インフルエンザ防
：滋賀県家保 藤田雅彦疫対応疫対応疫対応疫対応

高病原性鳥インフルエンザ（以下 ）のHPAI
16 3 HPAI発生に備え 県は 平成 年 月 滋賀県、 、 、「

対策会議」を設置。終息宣言後も対策の万全を
期して、初動防疫体制の確保、監視体制の維持
並びに予防対策の徹底を図った。初動防疫体制
は 「防疫対応実務マニュアル」を策定して、県、
及び地域の組織間の連携体制を構築、各組織の
防疫対応を具体化。さらに、県内発生を想定し
た防疫演習を開催。監視体制は、養鶏農家に対

して、家保が巡回と農家からの死亡羽数報告並
びにモニタリング農場での検査により監視を継
続。小規模鶏飼養者には、市町村が実態把握と
異常時の連絡体制を構築。学校関係には、県獣
医師会が教職員を対象に研修会や巡回を実施、
正しい知識を啓発。予防対策は、特に養鶏農家
に対し、防鳥対策を中心に広報誌と衛生情報に
より広報、 ～ 月に 回、延べ 戸の現場6 12 3 151
指導を実施した。本病の社会的影響力の大きさ
に鑑み、今後も諸対策の完成度を高める必要が
ある。

43 高病原性鳥インフルエンザ(HPAI)移動制限区43 高病原性鳥インフルエンザ(HPAI)移動制限区43 高病原性鳥インフルエンザ(HPAI)移動制限区43 高病原性鳥インフルエンザ(HPAI)移動制限区
：京都府中丹家保域における防疫と予防対策域における防疫と予防対策域における防疫と予防対策域における防疫と予防対策

渡邊昌英、安藤嘉章
[府内発生前]管内は養鶏場 戸が約 万羽30 100

'03 12 HPAI '04を飼養。 年 月から 情報を提供、
1 2年 月に防疫対策会議を開催。[府内発生時]

月 日疑い事例報道から問い合わせ殺到。肉用27
鶏や鶏卵の出荷自粛を要請。養鶏場立入検査、
鶏卵保管の移動立会 発生農場の支援を開始 [移、 。
動制限] 戸約 万羽が対象、鶏卵保管、消毒12 50
ポイント、死亡野鳥等で振興局等の支援を受け
た。小規模飼養者 戸を調査。制限区域外か395
ら区域内育雛場へのヒナ導入に立会。[終息宣言
後]管内生産の保管鶏卵 と管外の の焼594t 371t

5 18 5 1却処分の搬出立会は 月 日まで継続。 月
日まで肉用鶏約 千羽の出荷や処分に立会。処65
分は炭酸ガスとフレキシブルコンテナを用い
羽単位で効率化。[予防対策] 月から養鶏農150 7

場の巡回を強化。 月から水源を調査、飼養規8
模等に適した飲水消毒を提案。 月から市町と10
連携し小規模飼養者延 戸を調査指導。予防867
対策の継続指導で補助事業を活用した飲水消毒
等の整備が進んだ。

44 高病原性鳥インフルエンザ( )の防疫対44 高病原性鳥インフルエンザ( )の防疫対44 高病原性鳥インフルエンザ( )の防疫対44 高病原性鳥インフルエンザ( )の防疫対HPAI
：京都府南丹家保 藤野日出海、西野洋応応応応
【はじめに】平成 年 月 日府内最大規16 2 29

HPAI H5N1 3 5模の採卵鶏農場で ( )が発生、 月
日に近隣肉用鶏農場で続発。関係機関等の協力

4 13 0を得てまん延防止措置を講じ、 月 日午前
時移動制限を全面解除し終息 【発生時対応】防。
疫対策本部設置。立入調査・制限、移動自粛、
緊急消毒の初動防疫。殺処分、消毒、埋却。移
動制限区域内全養鶏場清浄性確認 【問題点】①。
通報遅延により汚染拡大②大規模発生により汚

、染物品処理等防疫措置が長期化③マスコミ対応
風評被害対策④移動制限措置に伴う農家対応⑤
人への感染の危険性【まとめ】発生の経験と検
証に基づき、発生予防対策、発生に備えた防疫
対策、大規模農場を想定した防疫措置の つの3
柱と の個別マニュアルからなる府独自の防疫34
対策要領を制定。当所は、衛生管理台帳、防疫
マップ、緊急連絡網を整備。発生防止対策とし
て対策会議、農家説明会及び農家しっ皆指導。
続発農場は環境・モニター家きんの清浄性確認
検査後 月に経営再開。8

45高病原性鳥インフルエンザの発生に伴う病性45高病原性鳥インフルエンザの発生に伴う病性45高病原性鳥インフルエンザの発生に伴う病性45高病原性鳥インフルエンザの発生に伴う病性
：京都府中央家保 松田誠一、吉鑑定実施状況鑑定実施状況鑑定実施状況鑑定実施状況

良卓宏
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【はじめに】平成 年 月、国内 年ぶり16 1 79
に高病原性鳥インフルエンザ（ ）が山口及H5N1
び大分県に続き２月に京都府で発生。府内初発
後、続発監視と野鳥による拡散防止を目的に実
施した家禽並びに死亡野鳥等の鳥インフルエン
ザウイルス（ ）に係る病性鑑定の概要を報AIV
告 【材料及び方法】①検査対象：府内死亡家禽。
等（98件162羽）と死亡野鳥等（8目33種：143件
151羽 。②ウイルス学的検査：家禽は死亡原因）
の特定できない症例（計 件 検体）と腐敗70 206
・乾燥等のない死亡野鳥等（ 件 検体）の96 137
気管とクロアカスワブを発育鶏卵接種２代継代

13 AIVを実施 結果 ①初発農場材料全 羽から。【 】
を分離（府内 例目 )。②初発後：家禽で1 :H5N1
は肉用鶏農場死亡例 羽中 羽から を分離5 3 AIV
（府内 例目 。死亡野鳥等ではカラス２2 :H5N1）
羽から を分離（府内分離計 羽 。③AIV 7 :H5N1）
ウイルス検査不要と判断した家禽の死因は外傷､
慢性腹膜炎､腫瘍 【考察】分離 はいずれも。 AIV
府内初発農場から拡がったと推察。カラス以外
分離なく、野鳥等には広くまん延がなかったと
推察。

46 高病原性鳥インフルエンザ発生に伴う管内移46 高病原性鳥インフルエンザ発生に伴う管内移46 高病原性鳥インフルエンザ発生に伴う管内移46 高病原性鳥インフルエンザ発生に伴う管内移
大阪府北部動制限区域を中心とした防疫対応：動制限区域を中心とした防疫対応：動制限区域を中心とした防疫対応：動制限区域を中心とした防疫対応：

家保 関口美香、土井孝司
昨年 月に京都府で高病原性鳥インフルエン2

ザが発生。発生農場から ㎞圏内が移動制限区30
域に指定、管内の養鶏場 戸が含まれた。本府5
では「防疫対策本部」を立ち上げ、 か所に消7
毒ポイントを設け、期間中計 台の関係車1,870
両消毒、物品搬出入確認や異常鶏の有無確認実
施。区域内の農家に卵・ふん保管場所設置、卵
保管ケース配布等を支援し、府内全農家を対象
に防鳥ネット、消毒薬を配布。この間、関係機
関と連携し、迅速・的確に本病の発生防止措置
を講じるため 「大阪府高病原性鳥インフルエン、
ザ発生時の防疫対応マニュアル」を策定。一般
府民に及ぼす影響も大きく、ホームページ等で

4,706情報提供。終息までの電話相談件数は計
件、死亡野鳥等の検査数は計 件。京都府3,017
での防疫措置完了後、区域内の養鶏場・愛玩鶏
等少羽数飼育施設 戸の第一次清浄性確認検180
査。結果陰性により 月 日搬出制限区域へと4 1

4移行 第二次清浄性確認検査結果 陰性により、 、
月 日終息宣言。11

47 高病原性鳥インフルエンザ(HPAI)終息後の大47 高病原性鳥インフルエンザ(HPAI)終息後の大47 高病原性鳥インフルエンザ(HPAI)終息後の大47 高病原性鳥インフルエンザ(HPAI)終息後の大
：大阪府阪府の取り組みと管内養鶏農家の現状阪府の取り組みと管内養鶏農家の現状阪府の取り組みと管内養鶏農家の現状阪府の取り組みと管内養鶏農家の現状

北部家保 桂法子、森田千清
HPAI続発を受け、本府は発生予防対策指導他、

様々な取り組み実施。終息後、管内養鶏農家に対
し、状況把握と取り組み効果の確認を目的に聞き
取り調査実施。1．府の取り組み状況：1)HPAI発生
予防対策；モニタリング検査(毎月1戸)、全農家立
入検査2)移動禁止期間中に蓄積した鶏卵・鶏糞処
理支援3)防鳥ネット・消毒薬配布4)鶏卵販促イベ
ント協力等 ．聞き取り調査項目；①HPAI対策実2
施状況とその具体策②経営被害程度、鶏卵販売量
の推移等③販売回復への取り組み ．結果：1)HP3
AI検査；陰性 聞き取り調査；①HPAI対策は全戸2)
で実施②販売量は3～5月が最も減少③農家による

営業活動、鶏卵品質向上等の対策実施。農家の努
力や関係機関による販促イベント等の取り組みの
結果、平成16年12月には販売量はほぼ従前どおり
回復した。

48 高病原性鳥インフルエンザ発生時における病48 高病原性鳥インフルエンザ発生時における病48 高病原性鳥インフルエンザ発生時における病48 高病原性鳥インフルエンザ発生時における病
:大阪府南部家保 津山栄一、入性鑑定室の対応性鑑定室の対応性鑑定室の対応性鑑定室の対応

汐渉
年 月、我が国で 年ぶりに高病原性2004 1 79

鳥インフルエンザが発生。京都府の発生では本
府の一部も移動制限区域内となったため、各種
防疫対策を実施。病性鑑定室ではウイルス検査
を行ったのでその概要について報告。病性鑑定
室では死亡鳥 羽と移動制限区域内の採卵鶏3017
羽について、簡易キット、 、発育鶏卵221 PCR

接種による鳥インフルエンザ検査を実施。この
うちカラス 羽が陽性となり、動物衛生研究所2
での病性鑑定の結果、血清型が 亜型であH5N1
ると診断された。剖検所見では膵臓の白色化と
点状壊死、肺の鬱血が、組織所見では、膵臓の
多発性巣状壊死、中枢神経細胞の変性壊死など
が認められ、ウイルス抗原も確認された。その
後、二度の清浄性確認検査で全検体陰性となっ
たため、 月 日に全ての制限が解除された。4 11
移動制限解除後も、継続的なウイルス検査、防
鳥ネットの設置、防疫対応マニュアルの作成な
どを行っている。

49 食鳥処理場で発生した高病原性鳥インフルエ49 食鳥処理場で発生した高病原性鳥インフルエ49 食鳥処理場で発生した高病原性鳥インフルエ49 食鳥処理場で発生した高病原性鳥インフルエ
：兵庫県姫路家保 小谷貴彦、ンザの防疫対応ンザの防疫対応ンザの防疫対応ンザの防疫対応

職員一同
平成16年2月27日、京都府内の高病原性鳥イン

フルエンザ発生農場から管内Y町の食鳥処理場へ
の鶏の搬入が判明。処理場で保留されていた発
生農場、岡山県及び広島県の鶏のうち、発生農
場5羽と岡山県10羽を患畜と診断。当該処理場に
おける防疫措置として、2月29日に保留中の鶏6,
880羽全てを自衛殺処分し、3月5日に場内のと体
等とともに県内の産廃処理施設に搬送し焼却。3
月6･7日に施設の消毒を実施し、措置を完了。周
辺地域では、2月28日に当該処理場を中心とする
半径30km圏内に移動自粛を要請したが、まん延
の危険性は小さいと判断し、29日には５kmに縮
小。自粛対象は家きん飼養農場6戸(約34,000羽)
と愛玩家きん飼養者157戸(約1,400羽)。自粛期
間中は、区域内の農場に継続的に立入検査、愛
玩家きんは市町を通じて異常の有無を確認。3月
3日からY町の境界付近に消毒ポイントを1か所設
置。3月9･10日に実施した清浄性確認検査に基づ
き、3月17日午前0時に自粛を解除。

50 食鳥処理場で発生した高病原性鳥インフルエ50 食鳥処理場で発生した高病原性鳥インフルエ50 食鳥処理場で発生した高病原性鳥インフルエ50 食鳥処理場で発生した高病原性鳥インフルエ
：兵庫県姫路家保 富田啓ンザの病性鑑定対応ンザの病性鑑定対応ンザの病性鑑定対応ンザの病性鑑定対応

介、大田康之
平成16年2月27日京都府の高病原性鳥インフル

エンザ（HPAI）発生農場から、管内食鳥処理場
への出荷鶏で感染事例確認。1 処理場の鶏の病

、 、性鑑定成績：対象は京都府A農場 岡山県B農場
広島県C農場の3ロット。①ウイルス学的検査
抗原検出キットはA・B＋、C－、発育鶏卵接種は

、 、 、 。A・B胚死亡 C生存 尿膜腔液HAは A・B＋ C－
分離ウイルスはH5N1亜型AIV、遺伝子解析は京都
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。 。株由来 ②病理学的検査 剖検所見は異常無し
一般染色はA・Bで、肝臓、大脳、膵臓で壊死性
病変、免疫染色は全身諸臓器で抗原を検出、肉
冠では抗原伴う病変無し。③処理場近隣・感染
鶏搬送経路沿い農家で感染無し。2 鶏・野鳥の
検査：鶏類279羽（2月1日～4月30日 、野鳥2752）
羽（3月8日～4月15日）全てAIV陰性。3 まとめ
①A・Bは同居感染。②剖検所見乏しいが、一

部臓器で壊死性病変、肉冠は抗原を伴う病変無
し。③AIV伝播力は比較的緩やかな可能性。④鶏
・野鳥は全てAIV陰性、迅速な診断、防疫対応の
結果と考察。

51 高病原性鳥インフルエンザ発生に伴う防疫対51 高病原性鳥インフルエンザ発生に伴う防疫対51 高病原性鳥インフルエンザ発生に伴う防疫対51 高病原性鳥インフルエンザ発生に伴う防疫対
：兵庫県和田山家保 松本瞳、職員一同応応応応
2004年2月、京都府で高病原性鳥インフルエン

。 。ザが発生 管内の1市5町を移動制限区域に指定
その区域を中心に家きん飼養者等の立入検査、
清浄性確認検査、鶏卵等の移動の指示・確認、
養鶏関連車両の消毒等防疫対策を実施し、管内
での発生は無く終息。区域内の生産者及び関連
企業に、価値減少等に対し補てんを実施。今回
の防疫対応を踏まえ、今後の発生防止対策とし
て、飼養管理基準の徹底を基本とした巡回指導
を実施。発生に備えた体制整備として、特定家
畜伝染病防疫指針に則った、兵庫県高病原性鳥
インフルエンザ防疫作業マニュアルに改正。愛
玩鶏を含めた全飼養者の把握と、農場の位置、
消毒ポイント等の防疫関連情報を記した防疫マ
ップを作成し、全市町に配布。さらに生産者と
の円滑な情報交換をするとともに、発生時の市
町及び養鶏関連団体の役割分担を明確化するた
めの防疫演習を実施し、緊急時に即時に対応で
きる体制を構築。

52 奈良県の高病原性鳥インフルエンザ防疫対応52 奈良県の高病原性鳥インフルエンザ防疫対応52 奈良県の高病原性鳥インフルエンザ防疫対応52 奈良県の高病原性鳥インフルエンザ防疫対応
奈良県家保 金原稔子、松田勇：：：：
わが国で 年ぶりに高病原性鳥インフルエン79

ザ（ ）が発生。本県の防疫対応について報HPAI
告。 の発生に伴い養鶏農家の一斉巡回調HPAI

10 12 HPAI査・指導を実施。 月から 月にかけて
対策指導を行った。 への注意点を記載しHPAI
た家保だよりを発行、電話対応、野鳥対応、休
日出勤および夜間の電話連絡体制を整え、小羽
数鶏飼育者の把握、家伝法第 条に基づく死亡52
羽数の報告徴求、奈良県高病原性トリインフル
エンザ現地対策本部防疫マニュアルを作成し、
奈良県高病原性トリインフルエンザ防疫演習を

、 。実施 鳥インフルエンザのモニタリングを実施
今回の防疫対応の結果、腐敗した野鳥の持ち込
みや人獣共通伝染病、マスコミの影響など様々
な問題点が指摘されたが、養鶏農家の現状を把
握することができ、その現状をふまえ、今後、
問題点を解決し、より迅速で的確な防疫対応を
行える体制を整えなければならないと考える。

和53 高病原性鳥インフルエンザへの防疫対応：53 高病原性鳥インフルエンザへの防疫対応：53 高病原性鳥インフルエンザへの防疫対応：53 高病原性鳥インフルエンザへの防疫対応：
歌山県紀中家保 豊吉正成、嵩秀彦

年 月より養鶏農家を対象に、高病原性2003 8
鳥インフルエンザ（ ）のモニタリング調査HPAI

2004 1 79 HPAIを実施 年 月 我が国で 年ぶりに。 、
が発生。防疫対応として、ウイルス分離、抗体

。 、検査によるモニタリング調査の継続 死亡野鳥
愛玩鳥等の検査。巡回指導、当所作成リーフレ
ットによる指導、立ち入り検査後のインフルエ
ンザ確認書の発行、全国一斉消毒、管内防疫説
明会、県内防疫演習、家畜伝染病予防法第 条52
に基づく報告徴求、京都府への家畜防疫員の派
遣実施。養鶏農家への巡回指導時に聞き取り調
査実施。補償の充実、有効なワクチン開発、愛
玩鳥飼養者への指導徹底、消費者への正しい知
識の伝達等の要望有。今回、養鶏農家への指導
の他、予想外に多い愛玩鳥飼養者への指導や一
般住民からの死亡野鳥の検査依頼等、想定外の
業務発生。限られた人員の中で効果的、効率的
な指導を模索し実施。本県はこれまで 未HPAI
発生。今後も指導継続。

：鳥54 鳥取県の鳥インフルエンザ検査について54 鳥取県の鳥インフルエンザ検査について54 鳥取県の鳥インフルエンザ検査について54 鳥取県の鳥インフルエンザ検査について
取県倉吉家保 安田航、水野恵
平成 年 月の高病原性鳥インフルエンザの16 1

発生に伴い、鳥取県では国の定める「高病原性
鳥インフルエンザ防疫マニュアル」に基づき、
本疾病のサーベイランスを実施し発生予防に努
めている。また、鳥取県独自の「鳥取県高病原
性鳥インフルエンザ初動防疫マニュアル」を制
定し、発生に備えている。
今回は鳥取県における国のマニュアルに基づ

くサーベイランスの検査状況と、鳥取県の制定
する初動防疫マニュアルに基づく鳥インフルエ
ンザの検査について説明する。

55 山口県における高病原性鳥インフルエンザの55 山口県における高病原性鳥インフルエンザの55 山口県における高病原性鳥インフルエンザの55 山口県における高病原性鳥インフルエンザの
：島根県発生に伴う益田家畜保健衛生所の対応発生に伴う益田家畜保健衛生所の対応発生に伴う益田家畜保健衛生所の対応発生に伴う益田家畜保健衛生所の対応

益田家保 石倉洋司、中村俊
平成16年1月12日、山口県において高病原性鳥

インフルエンザの発生があり、発生農場から半
径30km以内の地域が山口県においては移動制限
区域に指定され、島根県においては管内の一部
地域が移出制限区域に指定された。その後2月19
日に山口県において終息宣言があり、それに伴
って管内でも制限区域の解除がなされた。当所
においては、発生から終息宣言までの間、防疫
対策会議、各種説明会、情報提供、立入検査並

、 、 、びに聞き取り調査 清浄度確認検査 車輌消毒
食鳥処理場直行対応を随時実施。また終息宣言
から3ヶ月後の5月20日までの間、モニタリング
調査、立入検査並びに聞き取り調査を実施する
など監視体制の強化を図った。我々は今回の貴
重な経験を生かし、本病発生時の防疫体制の確
立並びに日頃からの養鶏農家および関係団体等
との連絡を密にし、危機管理体制の充実を図っ
ている。

56 日本での 発生に伴う家畜保健衛生所の56 日本での 発生に伴う家畜保健衛生所の56 日本での 発生に伴う家畜保健衛生所の56 日本での 発生に伴う家畜保健衛生所のHPAI
行政サービス～野鳥等の病性鑑定対応について行政サービス～野鳥等の病性鑑定対応について行政サービス～野鳥等の病性鑑定対応について行政サービス～野鳥等の病性鑑定対応について
：岡山県岡山家保 澤田健二、児子友美～～～～
昨春の高病原性鳥インフルエンザ( ）のHPAI

発生に伴い、家畜保健衛生所（家保）には一般
県民から問い合わせや野鳥等の病性鑑定依頼が
殺到した。野鳥・愛玩鳥は家畜伝染病予防法上
の家畜の種類には該当しないが、 に対すHPAI
る県民の健康不安を解消する目的で、家保の行
政サービス事務として対応した。病性鑑定のた
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め野鳥等の家保への搬入システムの構築が最大
のネックであったが、市町をはじめ警察、県関
係機関との連携のもとに進めた。また、所内に
おいても一連の作業をマニュアル化して全員が
対応できるようにした。
現行 発生した場合のまん延防止体制は県 現、 （
） （ ） 、地 対策本部設置要綱 準則 等の作成に加え

市町をはじめ保健所との合同訓練を行う等、有
事に備えた対応を実施しているが、野鳥等に係
る対応や関係者の共通理解を得ておくことも防
疫実施上切な課題である。
特に、 の発生があった場合には、先のHPAI
の教訓から、風評被害を未然に防止しておBSE

くことが本来の家畜防疫の実効性確保のために
も肝要なことである。

57 井笠家保管内の高病原性鳥インフルエンザ防57 井笠家保管内の高病原性鳥インフルエンザ防57 井笠家保管内の高病原性鳥インフルエンザ防57 井笠家保管内の高病原性鳥インフルエンザ防
：岡山県井笠家保 岡田ひろみ、野口竜疫対策疫対策疫対策疫対策

三
高病原性鳥インフルエンザについては、平成
年 月、 年ぶりの山口県での発生以後 例16 1 79 3

が発生。国内においてはその後現在に至るまで
発生は無いものの、アジア諸国では 月以降も6
発生が継続しており、依然として予断を許さな
い状況。井笠は、県内でも有数の養鶏業の盛ん
な地域であり、そのため農場のインフルエンザ
に対する危機感は高く、家保も万が一の発生を
考えた防疫体制を検討した。中でも①鶏舎形態
別の作業（鶏の取り出し・運搬・殺処分方法・
埋却）方式の検討、②人への健康面を踏まえた
作業効率性（作業継続時間・班編制 、③大規模）
発生時の作業人員の確保、④移動制限区域が県
を越えた場合の県境防疫対策等の問題が浮上。

：広58 高病原性鳥インフルエンザの発生と対応58 高病原性鳥インフルエンザの発生と対応58 高病原性鳥インフルエンザの発生と対応58 高病原性鳥インフルエンザの発生と対応
島県東広島家保 細川久美子、山中裕貴
国内での高病原性鳥インフルエンザ（HPAI）

、 、の発生に伴い 当所では養鶏農家への立入検査
愛玩鶏等鳥飼養者への啓発を実施した。また、H
PAIウイルスに関する多数の相談が当所に寄せら
れた。当所が取った対応と措置、寄せられた相
談の分析及び県下の野鳥対応について整理し、
その課題について検討した。調査指導期間：平
成16年1月～12月。相談と対応：当家保に寄せら
れた質問、情報、指導内容のまとめ。野鳥対応

、 （ ）。：野鳥の回収 ウイルス分離 発育鶏卵接種法
立入検査：養鶏農家18戸、愛玩鶏等鳥飼養者598
戸。相談は全部で220件。相談内容は、野鳥が死
んでいる場合の相談及び消毒の方法など。回収
野鳥938羽、腐敗の激しいもの等を除き、587羽
を検査。結果は全て陰性。今後とも小規模飼養
者の把握に努め、万が一発生した場合スムース
な対応が取れるよういかしたい。

59 高病原性鳥インフルエンザ発生に伴う野鳥の59 高病原性鳥インフルエンザ発生に伴う野鳥の59 高病原性鳥インフルエンザ発生に伴う野鳥の59 高病原性鳥インフルエンザ発生に伴う野鳥の
：広島県福山家保 渡邉史郎、丹下俊検査対応検査対応検査対応検査対応

晴
検査材料：平成16年3月13日から6月21日の間

に、管内で回収され、当所に搬入された死亡野
鳥324羽と捕獲カラス及びドバト合計8羽。疫学
情報等：当所の調査記録及びHPAI野鳥対応整理
簿の記録。 検査方法：病理解剖及び気管及び

（ ） 。直腸から鳥インフルエンザ AI ウイルス分離
結果：死亡野鳥324羽のほとんどは都市部で回収
され，検査可能羽数は267／324羽。153／324羽
は事故等外傷で死亡し、3／324羽に腫瘍を確認
したが、その他の死亡原因は不明。死亡野鳥267
羽と捕獲カラス及びドバト8羽は全てAIウイルス
分離陰性。今後の課題：特定家畜伝染病防疫指
針或いは防疫マニュアル策定には、法定家畜以
外の野生動物等に対する家保の対応についての
検討と、社会的な影響が大きい伝染病について
は、より積極的な広報活動が必要。

60 高病原性鳥インフルエンザ（ ）防疫体60 高病原性鳥インフルエンザ（ ）防疫体60 高病原性鳥インフルエンザ（ ）防疫体60 高病原性鳥インフルエンザ（ ）防疫体HPAI
：山口県東部制を活用した衛生管理指導の強化制を活用した衛生管理指導の強化制を活用した衛生管理指導の強化制を活用した衛生管理指導の強化

家保 村上昌子、三好雅和
監視強化のために制定されたモニタリHPAI

ング及び家畜伝染病予防法第 条の報告徴求制52
度を活用し、養鶏農場の衛生管理指導を強化。

、毎月 農場のモニタリング及び随時検査により3
年 月末時点で延べ 農場を検査し、管2004 12 38
HPAI 52内の 清浄性を確認。定期巡回に加え、

条報告で死亡率増加を認めた場合は、直ちに農
場調査や病性鑑定を実施。肉用鶏農場で頭部腫
脹症候群の多発を確認したが、感受性抗生物質
の予防的投薬及び消毒の徹底を指導した結果、
沈静化。また、通常死亡率が 未満の採卵鶏0.1%

、農場で死亡率の微増が継続して確認されたため
立入検査を実施。原因は台風被害の影響であっ
たが、環境材料からサルモネラ菌を検出したた
、 、 。め 塵埃除去や消毒等 衛生管理の改善を指導

HPAIこの様な指導強化の結果、農場における
対策が推進されるとともに、一般の衛生管理も
向上。引き続き、安全・安心な生産現場を維持
できるよう、関係機関との連携体制を取りなが
ら、指導を継続。

61 学校施設・小規模鶏飼育者に対する高病原性61 学校施設・小規模鶏飼育者に対する高病原性61 学校施設・小規模鶏飼育者に対する高病原性61 学校施設・小規模鶏飼育者に対する高病原性
：山口県西部家保鳥インフルエンザへの対応鳥インフルエンザへの対応鳥インフルエンザへの対応鳥インフルエンザへの対応

井上愛子、宮崎元志
学校施設、小規模飼育者を対象に高病原性鳥

インフルエンザ（ ）の防疫対策を実施。管HPAI
87 320内飼育状況は学校施設等 戸・愛玩小規模

戸。管内は、養鶏産業が盛んな地域で昭和 年46
より地域自衛防疫として市町、家畜防疫員と連
携・情報交換を図り、学校や小規模飼養鳥類へ
のニューカッスル病ワクチン接種や消毒等、防
疫指導を継続的に実施、長年に渡り地域ぐるみ

。 、の防疫活動を誘導 飼養実態を把握していた為
発生直後も迅速な対応が可能であった。HPAI

巡回（ 回／年）の中で平素から各種疾病、発3
生状況や予防について衛生広報等配布・説明に

HPAI 2よる情報を提供、 についても本県発生の
年前から衛生広報を作成・配布。巡回に加え、
学校関係者を対象に講習会を開催、地域家畜自
衛防疫協議会等も利用、 の正しい知識のHPAI
普及や食の安全性について講習会を実施。一般
消費者を対象にシンポジウム・料理講習会を開
催、 紙と共に県産鶏卵を配布し、鶏卵・鶏肉PR
の消費回復促進を図った。

62 高病原性鳥インフルエンザ( )発生に伴62 高病原性鳥インフルエンザ( )発生に伴62 高病原性鳥インフルエンザ( )発生に伴62 高病原性鳥インフルエンザ( )発生に伴HPAI
：山口県北部家保う移動制限区域内の防疫対応う移動制限区域内の防疫対応う移動制限区域内の防疫対応う移動制限区域内の防疫対応
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川口めぐみ、阪田昭次
平成 年 月阿東町の 発生で、当家保16 1 HPAI

管内のほぼ全域が移動制限区域内に入った。①
移動制限解除までの取組：養鶏農家、小羽数飼
養者立入検査で 戸 羽に異常無しを220 107,223

2 471確認 車両消毒ポイントを カ所設置し 延。 、
台を消毒。出荷食鳥鶏の通過確認( 羽)。71,386
防疫措置終了 週間後の清浄性確認検査で清浄2
性を確認。滞留鶏卵 の一時保管の確認。177.9t
県民相談で 件対応。②移動制限解除後の取組37
：解除 ヶ月後の清浄性確認検査で清浄性を確2
認。死亡野鳥検査が増加( 件)。滞留鶏卵の100
液卵出荷( )、焼却搬出( )の確認。ま69.2t 133.6t
ん延防止のため防疫会議の開催( 回)、死亡鶏6
報告徴求、モニタリング検査、小羽数飼養者巡
回指導を実施( 回延 戸 羽)。イベント2 393 4,177
等により、鶏卵・鶏肉の安全性ＰＲ。まん延防
止及び小羽数飼養者を含めた防疫体制の確立、
並びに消費者の不安解消はできたが、埋却地の
確保や一部小羽数飼養者の危機意識の低さが課
題。

63 高病原性鳥インフルエンザ（HPAI）発生県で63 高病原性鳥インフルエンザ（HPAI）発生県で63 高病原性鳥インフルエンザ（HPAI）発生県で63 高病原性鳥インフルエンザ（HPAI）発生県で
：山口県中部家保 柳澤郁のモニタリング実施のモニタリング実施のモニタリング実施のモニタリング実施

成、大谷研文
2004年1月、本県でHPAIが発生。その経験を基

に県HPAI防疫マニュアルを作成、モニタリング
や家きんの死亡状況の報告徴求の対象農家を拡
充し監視体制を強化。独自に現地病性鑑定や低
病原性鳥インフルエンザ（LPAI）の緊急モニタ
リングに人体用迅速検査キット（キット）を導
入、野鳥糞便からのウイルス分離も試行。業務
効率化のため、市販スワブ採取資材（資材）を
使用。これらキットや資材の鳥インフルエンザ
ウイルス（AIV）での有用性を検討。資材は、4
℃で5日間、AIVの保存が可能。資材を小型鳥類
の気管スワブ採取用に改良し効果を発揮。4月か
ら12月の間に延べ128農場、1,280羽のモニタリ
ングを実施、HPAIの清浄性を確認。LPAIモニタ
リングを124農場、野鳥糞便からのウイルス分離
を30検体実施、LPAIの浸潤認めず。キットは、A
IV検出に有用だが、検体に糞便乳剤を用い、キ
ット用法に従わず、検体を直接キットに反応さ
せると検査不能や非特異反応が出現し注意が必
要。

64 山口県で発生した高病原性鳥インフルエンザ64 山口県で発生した高病原性鳥インフルエンザ64 山口県で発生した高病原性鳥インフルエンザ64 山口県で発生した高病原性鳥インフルエンザ
山口県中部家保 山西富野、の現地防疫措置：の現地防疫措置：の現地防疫措置：の現地防疫措置：

松本容二
2004年1月12日山口県阿東町の採卵養鶏場で高

病原性鳥インフルエンザが発生。現地防疫措置
での問題点3つの対策実施。①発生当初、現地総
括は埋却場所選定など準備作業に奔走、作業班

。 。の命令系統が麻痺 応援人員増加に伴い顕在化
。 。班長を掲げた班再編で解消 他の作業も円滑化

、 。 、②開始当初 3係に分担 台車にガスボンベ積載
殺処分作業実施。狭い通路で作業効率低下、士
気低下。班編制に併せ、多人数組織の班毎作業
は、動線整備で1人当たり2倍以上の作業量を消
化、作業期間が半減。③舎内で手作業処理が必
要な糞処理は、多数の問題を解決し、ケージ撤
去と重機投入により予定の約半分の日数で作業

終了。防疫措置の要である汚染物品埋却は、場
所の確保と円滑な資材調達、天候にも恵まれ、
早期に適切な作業が実現。今後の課題は、糞処
理・殺処分方法の更なる効率化、作業従事者へ
の徹底した感染防止、大規模養鶏場での最終処
理方法のマニュアル化が必要。

65 高病原性鳥インフルエンザに罹患した採卵鶏65 高病原性鳥インフルエンザに罹患した採卵鶏65 高病原性鳥インフルエンザに罹患した採卵鶏65 高病原性鳥インフルエンザに罹患した採卵鶏
山口県中部の病理学的、免疫組織化学的検討：の病理学的、免疫組織化学的検討：の病理学的、免疫組織化学的検討：の病理学的、免疫組織化学的検討：

家保 中谷英嗣、山西富野
2004年1月、山口県で高病原性鳥インフルエ

ンザ（H5N1）が発生。罹患鶏の病理学的、免疫
組織化学的検査を実施。材料に16羽を供し、剖
検で卵巣の黒褐色変化、脾臓および腎臓の軽度
腫脹、ミューラー管嚢腫等を確認。病理組織学
的に肝臓の肝細胞壊死、脾臓の莢組織および濾
胞の壊死、脳のグリア細胞を伴う壊死、膵臓腺
房細胞の壊死が特徴的で、稀に肺の気管支炎、

、腸管粘膜固有層の壊死および盲腸の平滑筋変性
軽度の腎臓変性等を散見。免疫組織化学的に、
抗原は病変部に主座、病変のない臓器でも血管
内皮および上皮系細胞に分布。肝臓、脾臓、心
、 、 、 、 、 、 、臓 腺胃 筋胃 腸管 卵管で重度 腎臓 肺

膵臓、脳、卵巣、皮膚でも陽性、気管は陰性。
本症例は、重度の抗原を伴う壊死が特徴的で、

、 、抗原分布から ウイルスの糞便への排泄が示唆
呼吸器からの飛散はそれほど多くなかったこと
が示唆。

HHHH66 管内化製場での高病原性鳥インフルエンザ66 管内化製場での高病原性鳥インフルエンザ66 管内化製場での高病原性鳥インフルエンザ66 管内化製場での高病原性鳥インフルエンザ（（（（
：香川県東部家保 山下洋治、香PAIPAIPAIPAI）防疫対策）防疫対策）防疫対策）防疫対策

川正樹
平成 年 月 日、県畜産課に管内の化製業者16 2 28

から通報。京都の 発生鶏の処理残査が兵庫HPAI
県の食鳥処理場経由で搬入を察知。化製場への
ウイルス搬入の可能性を警戒。家伝法及びマニ
ュアル対象外の化製場だが、周辺農家へのウイ
ルス拡散を警戒。家保は、国の示すマニュアル
に準じて防疫対策を実施。残査などから検査材
料を採取後、化製場内の消毒を実施。発生農場
由来の残査（ ｔ）は化製処理済み。処理ライ9.4
ンなどに付着した残存物（羽毛、血液）からウ
イルスを分離。 月 日、県対策本部設置。化製3 1
場に営業自粛要請。輸送沿線の養鶏農家から随

。 。時立入検査を実施 県内全養鶏農家で異常なし
化製場内を 回徹底消毒。 月 日化製場の営業自4 3 5
粛要請解除。昨年 月本事案の経験も踏まえ管内9
で総合的な防疫演習を実施。

：愛媛県67 HPAI対応と防疫体制の整備について67 HPAI対応と防疫体制の整備について67 HPAI対応と防疫体制の整備について67 HPAI対応と防疫体制の整備について
今治家保 稲谷憲一
国内で79年ぶりにHPAIが発生、2例目の愛玩鳥

での発生以降、一般住民からの問合せが多くな
る。これに対し、事務所を基点に携帯電話で連
絡を取り合い、公用車2台で立入を実施。3例目
の京都府の発生から死亡鳥の問合せが殺到し、
これに迅速･適正に対応するため、市町村及び関
係団体と緊急防疫連絡網を整備。管内の特色と
して1市15町村のうち10町村は島嶼部に所在。島
嶼部への対応は橋梁や船舶利用となるため、即
時対応が困難である。時には、市町村への搬入
要請や電子メールを利用した画像情報診断によ
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り死亡鳥検査の必要性を判断し、効率的な検査
を実施。また、今治地方局HPAI現地防疫対策連
絡体制を3月11日に整備し、当所の少人員を補う
よう関係各課の職員を具体的に各班毎に貼り付
け、発生時の迅速な対応に備えた。当所のよう
な小規模家保においては、関係機関等の協力は
不可欠で、今後とも日頃からの連携を密にし、
伝染病防圧意識の高揚を図るよう努めたい。

68 鳥インフルエンザに学んだ家畜保健衛生所の68 鳥インフルエンザに学んだ家畜保健衛生所の68 鳥インフルエンザに学んだ家畜保健衛生所の68 鳥インフルエンザに学んだ家畜保健衛生所の
：福岡県筑豊家保 八尋計、杉野久課題課題課題課題
相談窓口として一般住民や小学校等からの質

問、要望、検査依頼等478件に対応。現場指導や
検査、必要に応じて関係機関との調整を実施。
成果と問題点を整理し、家保の課題を検討。成
果は指導する機会が少なかった愛玩鶏飼養者、
小学校等への直接的な指導(122件)、広報で一般
住民に家保を周知(23/25市町村)、保健福祉環境
事務所との連携強化で住民相談の転送が35.0％
から12.5％に減少。問題点は家畜伝染病予防法
対象外の野鳥の取り扱い、24時間体制の警察署
との調整、人の健康に関する相談の対応。課題
はリーダーシップをとり総合窓口として関係機
関との連携を構築すること、人の健康対策も視

、野に入れた動物衛生への新たな展開を図ること
CS（Citi-zen Satisfaction）研修等で幅広い対
応ができる人材を育成すること。これらを確立
し幅広い住民サービスに努めることが今後の家
保には必要。

69 高病原性鳥インフルエンザ(HPAI)防疫対応と69 高病原性鳥インフルエンザ(HPAI)防疫対応と69 高病原性鳥インフルエンザ(HPAI)防疫対応と69 高病原性鳥インフルエンザ(HPAI)防疫対応と
福岡県筑後家保 永野英養鶏関係者実態調査：養鶏関係者実態調査：養鶏関係者実態調査：養鶏関係者実態調査：

樹、福島瑞代
国内での 発生後、家保において防疫対HPAI

応の強化を図り 鶏飼養者立入検査(延べ 戸)、 169
を実施。また、情報共有化のため、講習会 回13
(延べ 名)、広報配布 回、自治体広報誌指361 7
導 回、机上防疫演習( 回延べ 名)、地域3 3 177
防疫対策会議( 回延べ 名)、相談窓口対応2 94
377 E( 件)を実施 加えて小規模農家台帳の整備。 、
メール等を利用した情報伝達の整備を行った。
養鶏関係者の実態調査では、①意識調査( 名)49
から風評被害対策( )、講習会等の開催を望49%
む( )という意見が多かった。②農場の防疫59%
実態調査( 戸)から発生時の埋却場所が無い72
( )移動制限時鶏卵の保管に十分な対応がで40%
きない( )といった問題が明確化された。こ60%
れら防疫対応、実態調査より課題を抽出し、発
生規模に応じた防疫対応をマニュアル化と、一
般住民向け説明用資料の作成及び活用等の改善
を行った。今後は発生農場飼養鶏の処理方法の
検討、小規模農家への衛生指導の強化が必要。

70 従来の業務域を超えた高病原性鳥インフルエ70 従来の業務域を超えた高病原性鳥インフルエ70 従来の業務域を超えた高病原性鳥インフルエ70 従来の業務域を超えた高病原性鳥インフルエ
：福岡県中央家保 藤井英之ンザ対応ンザ対応ンザ対応ンザ対応

、高病原性鳥インフルエンザ相談窓口を設置し
県民および行政機関から相談や野鳥の病性鑑定
対応を実施。1国内発生前の対応：海外悪性伝染
病の発生予防の事業中で実施。 発生後の対応2
：( )相談窓口設置、件数は大分県の発生直後最1
多で延べ1,129件。主な相談者：一般県民･愛玩
鶏飼養者･教育関係者、内容：死亡･衰弱鳥発見

時の対応499件うち野鳥分414件(83%)、消毒方法
100件等(2)野鳥等の病性鑑定、羽数： 羽、159
種別：カラス 羽、愛玩鶏 羽等、異常の原52 15
因：物理的損傷 羽、中毒疑い 羽、栄養不59 22
良 羽等、ウイルス分離： 羽すべて陰性( )17 80 3
関係機関との連絡調整会議･講習会開催、件数：
回、時間外対応： 時間うち野鳥分34 35,165
羽 ％、( )その他、養鶏農家以外機関18,835 54 4

毎の役割分担、問答集作成活用等。さらに、応
対時間も休日を含め 時間体制とし、必要と判24
断した事例では速やかに病性鑑定実施等の対応
を行った。

71 高病原性鳥インフルエンザ発生に伴う関連農71 高病原性鳥インフルエンザ発生に伴う関連農71 高病原性鳥インフルエンザ発生に伴う関連農71 高病原性鳥インフルエンザ発生に伴う関連農
、場への迅速対応場への迅速対応場への迅速対応場への迅速対応：福岡県北九州家保 小河大輔

内布幸典
平成 年 月 日、山口県で高病原性鳥イ16 1 12

ンフルエンザ（ ）発生。当所管内に発生農HPAI
場と関連する 農場（採卵鶏 羽飼養）A 184,000
と 農場（育成鶏 羽飼養）があり、発生B 55,000
農場と 農場は 農場より鶏を導入。 発A B HPAI
生当日に聴き取り調査、翌 日・ 日に立入13 19

A検査を行い臨床症状のないことを確認 検査は。
、 、農場で鶏 羽 血液・クロアカスワブ各 検体5 35

農場で鶏 羽、血液等各 検体を用いて、B 19 15
ウイルス分離、抗体検査、病理検査等を行い、

HPAI A 12全例で を否定 ・Ｂ農場の死廃羽数は。
～ 月の間を毎日調査し、 日当り死廃率 ～1 1 0

で異常を認めず。発生農場は 発生0.164% HPAI
直前に鶏を導入していたが、 ・ 農場の清浄A B
性確認により、山口県発生事例の 侵入経HPAI
路検討の一助となった。逐次県庁・当所から広
報を行ったが、清浄性確認後も 農場から鶏卵A

HPAI出荷できず 風評被害対策の重要性を痛感、 。
の発生を疑う時点での他県・関連機関との連絡
体制強化が必要。

72 高病原性鳥インフルエンザ国内発生時の管内72 高病原性鳥インフルエンザ国内発生時の管内72 高病原性鳥インフルエンザ国内発生時の管内72 高病原性鳥インフルエンザ国内発生時の管内
：佐賀県中部家保 永田志保、江頭達防疫対応防疫対応防疫対応防疫対応

介
79本年、高病原性鳥インフルエンザが国内で

、 、年振りに発生し 海外では人への感染例もあり
人獣共通感染症として社会不安を招いた。そこ
で、養鶏農家だけではなく、一般県民への対応
を含め、本病に関わる全てを家保で対応。しか
し、時間的、人員的に家保だけでは、困難とな
り、管内約 戸の愛玩鶏飼養者や学校への3,300
対応、放置鶏への対応、死亡野鳥の回収につい
て、関係機関へ協力を依頼。さらに今季に向け
て、関係機関と打合せをし、各機関の役割を明
確化。また、実在の養鶏農家での発生を想定し
た防疫演習を実施。関係市や保健所とともに、
作業従事者の健康管理や付近住民への対応も網
羅。今後は、防疫演習で明らかになった発生時
の防疫従事者の確保、防疫従事者及び発生地周
辺住民の健康管理対策、埋却地の確保、ＧＰセ
ンターなどの流通関係業者への対応について、
さらに議論が必要。

73 管内の高病原性鳥インフルエンザ防疫体制の73 管内の高病原性鳥インフルエンザ防疫体制の73 管内の高病原性鳥インフルエンザ防疫体制の73 管内の高病原性鳥インフルエンザ防疫体制の
：佐賀県北部家保 千綿整備に向けた取り組み整備に向けた取り組み整備に向けた取り組み整備に向けた取り組み

秀之、犬童忠広
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平成１６年３月、インフルエンザ簡易検査で
陽性反応を示した死亡カラスを確認。直ちに、
関係機関を召集して防疫措置を講じたが、死亡
野鳥で発生した場合の防疫対応について、関係
機関との事前協議や具体的方針を定めていなか
ったことから、一部で対応の乱れが生じた。そ
こで、これらの問題点を解決するため、防疫対
策会議や机上防疫演習を通じて、初動防疫から
まん延防止までの活動内容や関係機関毎の役割
分担及び動員人数等を明確にし、危機管理意識
の高揚を図った。また、県民から死亡野鳥や放

、置鶏の通報があった場合の取り扱いについては
、 、 、市町村 保健所と連携強化を図りながら 検査

回収を行う協力体制を整備。今後更に、関係機
関同士の迅速な情報の伝達、協調体制の推進を
図るため、インターネット等を利用した電子マ

、ニュアルのネットワーク化に取り組むなどして
本病の防疫対策に万全を期していく。

74 高病原性鳥インフルエンザ発生に係る長崎県74 高病原性鳥インフルエンザ発生に係る長崎県74 高病原性鳥インフルエンザ発生に係る長崎県74 高病原性鳥インフルエンザ発生に係る長崎県
：長崎県県北家保 下村辰人、橋本哲二の対応の対応の対応の対応

国内で 年ぶりに高病原性鳥インフルエンザ79
( )が発生。養鶏農家のみならず一般市民にHPAI
も大きな衝撃を与えた。養鶏農家には情報の提
供、侵入防止対策等を指導。小規模及び愛玩鳥
飼育者は関係機関を通し飼養状況の把握、適切
な飼育方法等を指導。また、学校関係も同様に
対応。死亡野鳥は、該当市町村や警察と連携を
図り、回収およびウイルス検査を効率的に実施
すると共に公報や電話相談にも随時対応し、県
民の不安の軽減や風評被害防止に努めた。本県
への ウイルスの浸潤は確認されず、養鶏HPAI
農家をはじめ鳥類飼育者に対して適切な飼養管
理の徹底が図られた。また、関係機関との連携
により死亡野鳥検査体制が確立され的確な対応
が可能となり、正確な情報提供や適切な電話相
談への対応と併せ県民の に対する不安がHPAI
軽減された。今後は、他の部課との連携強化を
図りながら、万一の 発生に際しても迅速HPAI
かつ的確な対応ができるような体制の構築に努
める。

75 大分県での高病原性鳥インフルエンザ発生時75 大分県での高病原性鳥インフルエンザ発生時75 大分県での高病原性鳥インフルエンザ発生時75 大分県での高病原性鳥インフルエンザ発生時
熊本県阿蘇家保 内山由の問題点とその対策：の問題点とその対策：の問題点とその対策：の問題点とその対策：

香、島村勝則
2004年2月、大分県で高病原性鳥インフルエン

ザ（HPAI）が発生し、管内6町村を移動制限区域
に指定。その際、①一般家庭の鳥類飼養状況が
不明、②一般家庭や教育機関の不安・混乱、③
報道機関の取材への対応、④小規模鶏卵生産者
への対応、⑤問い合わせや死亡鳥情報が殺到、

、⑥家保の人員不足等多くの問題点が生じたため
県独自のHPAI防疫マニュアルを整備。さらに、
今後の課題と対策として、①小規模鳥類飼養者
を含めた防疫マップを作成、②定期的な防疫演
習の実施、③家保OBや民間獣医師等による支援
体制の構築、④外部委託の活用、⑤講習会等の
開催、⑥正しい知識の啓発、⑦報道機関に正確
な情報を正しく伝え住民の不安解消・風評被害
防止に活用、⑧各機関の役割分担の明確化と連
携強化、⑨相談窓口の充実などが必要。今後も
公衆衛生部門等、関係各機関との連携を深め、

家畜飼養者は基より、住民やマスコミ、消費者
。等への正しい知識や情報の提供が重要と考える

76 高病原性鳥インフルエンザの発生に係る現地76 高病原性鳥インフルエンザの発生に係る現地76 高病原性鳥インフルエンザの発生に係る現地76 高病原性鳥インフルエンザの発生に係る現地
、防疫対策本部の対応防疫対策本部の対応防疫対策本部の対応防疫対策本部の対応：大分県玖珠家保 菅正和

内田雅春
HPAI 2004高病原性鳥インフルエンザ（ ）が、

年 月 日に本県九重町のチャボに発生。国内2 17
例目の本症例に対し、全県的かつ大規模な取2

り組みがなされたが、現地防疫対策本部として
の活動を報告。 年 月 日、通報を受け2004 2 14
立ち入りし、死亡鶏 羽を大分家保に持ち込み2
病性鑑定を実施。 月 日に動物衛生研究所に2 17
材料を送付、 亜型のウイルスと判明。発生をH5

、受け現地周辺道路及び通路等の通行自粛を実施
日には鶏卵等汚染物品の埋却及び現地の消毒18

を完了。発生農場より半径 の範囲を移動30km
制限区域に設定。第 回までの清浄性確認（立3
ち入り検査及びウイルス分離・抗体検査）を迅
速に実施し、発生確定後 日目の 月 日に23 3 11
は全ての制限を解除し、終息。また、移動禁止
期間中は鶏卵のストックポイントを設置し、鶏
卵を保管。今回の発生は早期通報と迅速な対応
により早期に終息し賞賛されたが、多くの反省

、 。点もあり 今後の防疫対応に生かしていきたい

：大77 高病原性鳥インフルエンザ発生時の対応77 高病原性鳥インフルエンザ発生時の対応77 高病原性鳥インフルエンザ発生時の対応77 高病原性鳥インフルエンザ発生時の対応
分県三重家保 平川素子、伊藤雅之

年 月 日、本県九重町において高病2004 2 17
原性鳥インフルエンザが発生。当家保は発生地
の隣接家保として防疫対応を実施。今回は、移
動規制班の対応について報告。飼養状況の把握
は愛玩鶏飼養者に関する情報が皆無だったため
集計に数日を要した。移動制限区域の境界設定
では、道路担当者にも協力を仰いだ。車両消毒
ポイントは発生翌日から４カ所に設置。 日に23
業務委託。生産物の保管および移動としては、
移動制限区域内での家きん卵の移動を 月 日2 26
に実施。 日には搬出制限区域となり一定条件28
下で区域外への移動が許可された。今回の発生
を機に管内全域の愛玩鶏飼養者を含む家畜飼養
農家データベースを構築し、さらに移動制限区
域の設定や消毒ポイントの設置等の初動防疫の
迅速化を図るため防疫マップ作成システムを開
発。これにより移動制限区域内の農家名簿と移
動制限区域図を迅速に作成可能。また、机上演
習を実施し当システムの有効性を検証。

78大分県で発生した高病原性鳥インフルエンザ78大分県で発生した高病原性鳥インフルエンザ78大分県で発生した高病原性鳥インフルエンザ78大分県で発生した高病原性鳥インフルエンザ
：大分県大分家保 堀浩司の防疫対応の防疫対応の防疫対応の防疫対応

韓国での高病原性鳥インフルエンザ発生に伴
い、農家巡回や異常鶏発見時の通報依頼、防疫

16対策会議 防疫資材の準備等してきたが 平成、 、
年 月に一般家庭の愛玩用チャボから が2 HPAI
確認され、防疫対応を実施。確定日に全庁緊急
対応体制を敷き、県及び各家保に防疫対策本部
を設置。初動防疫や緊急防疫対策会議の開催、
国との協議、鶏や鶏卵の移動制限区域の確定、
各消毒ポイントの消毒開始等を実施。通報から
確定まで 日間で初動防疫終了から 日間異常4 21
が無く 日目に清浄化宣言という迅速な対応を22
実施。防疫マニュアルでの移動制限解除は初動
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防疫終了から 日以上だったが、国との徹底協28
議や県独自の第 次確認検査等の防疫対応の結3
果、 日間の短縮が実現。また、防疫対応以外7
に市町村との協力による早期通報の徹底、小規
模発生、県全体の危機管理体制構築や危機管理
意識の高さ、悪性伝染病防疫資材の備蓄等にも
より早期終息が出来、発生に備えた事前準備の
徹底が功を奏した。

79 大分県で発生した高病原性鳥インフルエンザ79 大分県で発生した高病原性鳥インフルエンザ79 大分県で発生した高病原性鳥インフルエンザ79 大分県で発生した高病原性鳥インフルエンザ
：大分県大分家保 人見徹の病性鑑定対応の病性鑑定対応の病性鑑定対応の病性鑑定対応

平成16年2月、県内の一般家庭で愛玩用として
飼育していたチャボ7羽が急死。病性鑑定を行な

6 4 3った 例のうち 例で頚部皮下に水腫を確認、 、
例で盲腸先端部の充血。組織所見では全身組織
で壊死性病変を確認。ウイルス分離の結果、気
管、脾臓、直腸、脳より鳥インフルエンザウイ
ルス（ ）を分離、動衛研にて 亜型とAIV H5N1
確定。生存していたチャボ及びアヒル血清は分
離株に対する抗体陰性。清浄性確認検査では、
鶏卵接種後 時間培養、 と抗原検出キット48 HA
の併用による分離確認により 回につき 日間1 4
で検査を実施。 回の検査とも全ての検体（ 月2 2
日に 戸 検体、 月 日は 戸24 164 1,350 2 29 125
検体）で分離、抗体検査ともに陰性。野鳥1,165

等の病性鑑定は 月 日までに 検体全てウ3 31 164
イルス分離陰性。解剖されたチャボでは肉眼所
見で各個体に共通する特徴的な病変を確認。ウ

、イルスは検査を行なった全ての臓器で分離され
組織所見と合わせて全身感染を示唆。

80 少羽数飼養農場高病原性鳥インフルエンザの80 少羽数飼養農場高病原性鳥インフルエンザの80 少羽数飼養農場高病原性鳥インフルエンザの80 少羽数飼養農場高病原性鳥インフルエンザの
：宮崎県宮崎家保 岡野宏和、安発生防止対策発生防止対策発生防止対策発生防止対策

藤忠弘
県内での高病原性鳥インフルエンザ（ ）HPAI

発生防止対策のため県内の関係機関団体が連携
し、防疫強化。家保で少羽数飼養農場に農場巡
回指導を実施。平成16年３月時点管内8,030戸が
鳥類を飼養。うち家きんを50羽以上1,000羽以下
飼養農場199戸を調査。飼育実態の把握と発生防
止対策の啓発を目的とし、自己チェックシート

。 、形式のアンケート調査を実施 内容は消毒対策
野鳥等侵入防止対策、水・飼料汚染防止対策、
飼養環境に関する10項目。１水鳥の飛来地隣接
農場、２不適飲用水使用、３水鳥と家きんの同
居飼育、以上の条件に該当する４５農場を巡回
指導。指導内容は、野鳥対策やネズミ駆除、飲
用水の変更や消毒、注意喚起。多くの巡回農場
のHPAIに対する意識は高く、市町村の公報等を
通じて対策を実施。巡回農場のうち８戸が飼養
中止の意向。

81 国内の鳥インフルエンザ発生に伴う地域防疫81 国内の鳥インフルエンザ発生に伴う地域防疫81 国内の鳥インフルエンザ発生に伴う地域防疫81 国内の鳥インフルエンザ発生に伴う地域防疫
鹿児島県鹿児島中央家保 岩尾俊、新保対応：対応：対応：対応：

秋雄
年ぶりに国内発生した高病原性鳥インフル79

エンザ（ ）は、人畜共通感染症という本HPAI
病の特性から、一般県民へも多大な不安や衝撃
を与えた。家保の防疫活動も過去に例を見ない
対応が要求され、その対応として、防疫会議の
開催、電話問合せ対応、病性鑑定体制の拡充と
強化、鶏 羽以上飼育場所への立入検査、鳥50

飼養者名簿と防疫マップの再整備を実施。それ
に加えアンケート調査も実施。結果、防疫会議
では市町村等との連携を図り、立入は関係機関
の協力のもと早急に行った。少羽数飼育者が多
く、都市部や一般県民からの問合せが多かった
ことも判明。それに伴い病鑑も多数実施。飼養
者の中には、精神的苦痛を受けていることも判
。 、明 のような人畜共通感染症においてはHPAI

、関係機関の協力なしでは緊急対応出来ないため
地域防疫体制の強化が必要。また混乱回避のた

。め正確な情報を迅速に県民に伝えることが重要
少羽数飼育者が非常に多いことや農場への野鳥
飛来の割合が高いことから、今後の防疫指導の
方向付けを明確にすることが示唆された。

：82 鳥インフルエンザパニックの収束に向けて82 鳥インフルエンザパニックの収束に向けて82 鳥インフルエンザパニックの収束に向けて82 鳥インフルエンザパニックの収束に向けて
沖縄県中央家保 渡辺章子、安里左知子
国内で 年ぶりに発生した高病原性鳥インフ79

ルエンザは県民に大きな衝撃を与えた。当家保
は本病の防疫措置の再徹底に加え、県民の不安
を払拭するために講じた幅広い対策の内容は、
①氾濫している情報を整理し、パンフレットを
活用した広報活動による過剰反応の抑制②管内
の鳥飼養状況把握と一斉消毒の取り組み③他機
関との連携による家保の窓口への情報の一元化
及び死亡野鳥発見時の連絡体制構築④本病の発
生を想定した実働演習並びに机上演習による各
機関の役割の明確化。これらの対策を講じてき
た結果、県民の混乱は一定の収まりをみせ畜産
関係以外の機関との防疫体制も整備された。そ
して本病のように畜産だけでなく社会的に影響
を及ぼす疾病が発生したとき、家保の対策は広
範囲にわたっていくことも予期された。今後も
多分野機関との緊密な連携による危機管理体制
の強化と県民の健康に直結した情報提供の継続
に努めていきたい。

Ⅰ－２ウイルス性疾病

83 キジ養殖場におけるニューカッスル病を疑う83 キジ養殖場におけるニューカッスル病を疑う83 キジ養殖場におけるニューカッスル病を疑う83 キジ養殖場におけるニューカッスル病を疑う
：栃木県県南家保疾病の発生とその防疫指導疾病の発生とその防疫指導疾病の発生とその防疫指導疾病の発生とその防疫指導

中野佳奈
キジ養殖場の約130日齢のキジにニューカッス

ル病(ND)を疑う疾病が発生、12日間で200羽ほど
が死亡したことから、発生要因の究明とワクチ
ン投与法を検討した。死亡キジ(生ワクチン飲水
投与後1ヵ月目)の直腸便から、ワクチン株とし
て用いられているB1株類似のNDウイルスが分離
された。しかし、聞き取り調査から暑熱の影響

、 。も考えられ 死亡原因の確定には至らなかった
これを契機に、3種類のワクチンを接種したキジ
の抗体検査を実施し、ワクチン投与法を検討し
た。B1株生ワクチン接種群では、抗体価[<2～12
8倍(n=5)]にばらつきがみられ、アルミニウムゲ
ル及びオイルワクチン接種群ではそれぞれ8～32
倍(n=10)、8～128倍(n=10)と双方とも良好な抗
体上昇が認められた。オイルワクチンは高価で
あるため、今後は生ワクチン点眼接種あるいは
アルミニウムゲルワクチン接種と生ワクチン飲
水投与の併用が適当と思われた。
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84 ニューカッスル病(ND)ウイルスワクチン株が84 ニューカッスル病(ND)ウイルスワクチン株が84 ニューカッスル病(ND)ウイルスワクチン株が84 ニューカッスル病(ND)ウイルスワクチン株が
：新潟県中央家分離された症例とその防疫対応分離された症例とその防疫対応分離された症例とその防疫対応分離された症例とその防疫対応

保 仲山美樹子、後藤靖行
18,000羽規模のブロイラー農場において、呼

吸器症状を呈して死亡する羽数が週間1％以上に
増加したことから、41日齢の鶏について病性鑑
定を実施。鳥インフルエンザは否定されたが気

。管および直腸内容からNDウイルスが分離された
当鶏群は出荷間際であったことから鶏の移動自
粛等の防疫措置を実施。周辺農場調査では異常
を認めず。解剖で腹膜炎を、組織検査で線維素
性化膿性漿膜炎等を認める。細菌検査では大腸
菌を有意に分離。農場ではその後顕著な死亡の
増加およびNDのHI抗体価の上昇を認めず。分離
ウイルスは弱毒株で18日齢で生ワクチンを投与
していることからワクチン由来と考えられ、総
合的にNDを否定。本症例を鶏大腸菌症と診断し
移動自粛を解除。分離ウイルスは遺伝子検査の
結果、当農場で使用されている生ワクチン株（V
G/GA株）と100％の相同性を示し、Ｆ蛋白質の開
裂部位は弱毒株の配列構造であったことからワ
クチン株と判定された。

85 ニューカッスル病(ND)生ワクチンVG/GA株の85 ニューカッスル病(ND)生ワクチンVG/GA株の85 ニューカッスル病(ND)生ワクチンVG/GA株の85 ニューカッスル病(ND)生ワクチンVG/GA株の
：兵庫県和田山家接種反応とND診断上の問題点接種反応とND診断上の問題点接種反応とND診断上の問題点接種反応とND診断上の問題点

保 中条正樹、秋山敬孝
平成12～15年度の定点観測(40～50日齢)調査

(延べ46鶏舎実施)で、VG/GA株飲水1回接種(20鶏
舎)のGM値は23～339であり B1株飲水1回(6鶏舎)、
のGM値1～12、同飲水2回(17鶏舎)のGM値2～72、
同飲水とスプレー各1回(3鶏舎)のGM値26～85に
比べ高く、VG/GA株の飲水1回接種は、省力的な
ワクチネーションであることが判明。平成16年9
月、ブロイラー8,000羽飼養するVG/GA株接種鶏

、 、 。群で 脚弱を伴い 死数が増加(0.2～0.5%/日)
35日齢の5羽を病性鑑定し、大腸菌とブドウ球菌
の混合感染症と診断。1羽で斜頸が見られ、ND－
HI価は256～2048倍であった。1羽の気管、2羽の
脾と腎のプール乳剤からNDウイルス遺伝子を検
出し、1羽から弱毒株を分離。制限酵素解析とシ
ーケンス解析により、VG/GA株の持続感染が示唆
され、VG/GA接種農場では慎重かつ総合的な診断
が必要であると考察。

ブロイラーコマーシャル農場における伝染性ブロイラーコマーシャル農場における伝染性ブロイラーコマーシャル農場における伝染性ブロイラーコマーシャル農場における伝染性86
、喉頭気管炎の発生喉頭気管炎の発生喉頭気管炎の発生喉頭気管炎の発生：宮城県大河原家保 國井洋

沼辺孝
平成 年 月末、 ブロイラー飼養農場にお16 3

いて 日齢 羽の群（セミウインドウレス54 5,000
鶏舎）で開口呼吸、眼瞼結膜の充血、腫脹、流
涙 を呈し 羽（最終 羽）が死亡。病性鑑118 321
定を行い鳥インフルエンザ否定。剖検所見で鼻
腔から咽喉頭部に粘液充満、気管粘膜肥厚、出
血、血餅を栓状に確認。組織所見で合胞体およ
び核内封入体を伴う化膿性気管支肺炎を確認。
ウイルス学的検査で気管、肺乳剤の発育鶏卵接
種で漿尿膜のポックの形成を確認、分離ウイル
スは 法で伝染性喉頭気管炎（ ）ウイルPCR ILT
スと同定し と診断。東北ではブロイラーでILT
初報告。ウイルスの侵入経路は特定できなかっ
たが、 月末の大風で畜舎の屋根、外壁が破損2
し外気と触れたことが要因と推察。蔓延防止の

ため関係機関の協力を得て発症から 日目で発5
症鶏群の全淘汰及び畜舎消毒を実施。さらに消
毒効果確認のためのふき取り検査、オトリ鶏を
飼育し清浄性を確認、経営を再開、以後発生な
し。

：87 一採卵養鶏場で発生した伝染性喉頭気管炎87 一採卵養鶏場で発生した伝染性喉頭気管炎87 一採卵養鶏場で発生した伝染性喉頭気管炎87 一採卵養鶏場で発生した伝染性喉頭気管炎
埼玉県中央家保 吉田徹、福田昌治
平成 年 月、採卵鶏農場で 日齢の成鶏16 3 180

に元気消失、呼吸器症状。産卵率の低下はみら
れず。その後、発症は約 週間で農場の全域に2
拡大し、死亡率が約 ％に達し、病性鑑定を実5
施。剖検では、気管粘膜面に多量の血様粘液付
着。細菌学的検査では、細菌は分離されず。ウ
イルス学的検査では、気管および肺から伝染性
喉頭気管炎（ ）ウイルスを分離。病理組織ILT
学的に、気管から気管支は粘膜上皮が剥離ある
いは増生し、合胞体形成と好酸性ないし好塩基
性の核内封入体を伴う。ウイルス分離で発育鶏
卵漿尿膜に形成されたポックでも同様の組織所
見を認め、 と診断。本事例と同時期に、関ILT
東および東海地方の３県の養鶏場で が発ILT
。 、生 各県で分離された ウイルス株についてILT

制限酵素 Ⅰ、 Ⅰ、 Ⅲを用いたRestrictHha Msp Hae
ion Fragment Length Polymorphismを実施し、
ウイルス遺伝子の切断パターンを解析。その結
果、切断パターンはすべて一致し同一株の可能
性。

：88 伝染性喉頭気管炎（ILT）と診断した一例伝染性喉頭気管炎（ILT）と診断した一例伝染性喉頭気管炎（ILT）と診断した一例伝染性喉頭気管炎（ILT）と診断した一例
神奈川県県央家保 山本美佳、木村進
2004年3月、採卵鶏農家から死亡鶏増加の一報

を受け検診。7鶏舎中2鶏舎で奇声や開口呼吸が
散見されケージには血痰を認めた。剖検所見；5
/8羽の気管内に粘膜の充血剥離あるいはチーズ
様物貯留。病理組織所見；4/8羽の気管や気管支
の粘膜上皮に合胞体と好酸性核内封入体、粘膜
固有層では偽好酸球やリンパ球浸潤像。ウイル
ス学的検査；常法により高病原性鳥インフルエ
ンザとニューカッスル病を否定。PCR検査で2羽
の直腸乳剤から伝染性気管支炎（IB）ウイルス
の特異遺伝子を検出。気管及び肺乳剤の発育鶏
卵接種で4羽からILTウイルスを分離。以上からI
Bなどの関与も疑われたが、奇声や血痰、剖検及
び病理組織所見、ウイルス分離結果と併せILTワ
クチン未接種だったことからILTと診断。今回、
HPAI国内発生の影響を受け、早い段階での検診
依頼による診断と防疫対応により早期回復を実
現。その後再発を認めず。

採卵育成鶏群に発生した伝染性喉頭気管炎 I採卵育成鶏群に発生した伝染性喉頭気管炎 I採卵育成鶏群に発生した伝染性喉頭気管炎 I採卵育成鶏群に発生した伝染性喉頭気管炎 I89 （（（（
：愛知県西三河家保 青木直人、桑原正樹LTLTLTLT））））
管内の養鶏場で、県外から導入した採卵用育

成鶏18, 000羽（44日齢）が､導入時から開口呼
吸、流涙、鼻汁漏出など呼吸器症状を示し、1週
間で100羽が死亡したとの稟告を受け、発症鶏及
び死亡鶏各4羽について病性鑑定を実施。なお、
ILTワクチンは未接種。①剖検所見で気管の充出
血、気管内に血痰。その他臓器に著変なし。②
病理組織学的検査で気管粘膜固有層にリンパ球
の浸潤及び気管上皮細胞に好酸性核内封入体を
確認。③ウィルス学的検査で気管、肺からILTV
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を分離。ウィルスの遺伝子型別で、平成12年に
愛知県で分離された株（AI-00株）及びNS175株
とは異なる切断パターンを確認。防疫対策で病
性鑑定直後に発症鶏群にILT生ワクチンを緊急接
種したところ終息。今回の事例は導入直後から
発症しており、当農場は過去にILTの発生が無か
ったことや、ウィルス学的検査結果などから導
入元で感染していた可能性が高いと思われた。
経済的な理由から発生鶏群の殺処分ができず、I
LTの常在化が懸念されるため、今後も適切なワ
クチン接種を継続し、経過を観察する必要があ
ると思われた。

:千葉90 愛玩鶏に発生した伝染性気管支炎(IB)90 愛玩鶏に発生した伝染性気管支炎(IB)90 愛玩鶏に発生した伝染性気管支炎(IB)90 愛玩鶏に発生した伝染性気管支炎(IB)
県中央家保 吉田喜一郎、芦澤尚義
2004年3月、管内の愛玩鶏で死亡、元気消失を

主徴とする疾病が発生し、当所で病性鑑定(生体
1例、死体4例)を実施。剖検所見は腎臓の腫大、
退色が顕著で、組織所見では尿細管上皮の変性
を確認。ウイルス学的検査は発育鶏卵尿膜腔接
種を実施し、鶏胎児に矮小化及びカーリングを
観察。尿膜腔液にHA性は認められず、鳥インフ
ルエンザおよびニューカッスル病を否定。RT-PC
R法では臓器乳剤及び尿膜腔液から伝染性気管支
炎ウイルス(IBV)に特異的な遺伝子を検出。以上
の成績から当該疾病をIBと診断し、得られたPCR
産物について、制限酵素切断パターンによる比
較及びシークエンスを実施した結果、過去中国
で分離された株と近縁であることが判明。本邦
では1998年以降分離されている系統であるが、
本県では分離報告のない抗原型であり、対応す
るワクチンがないことから、浸潤状況の実態調
査及び飼養者へのバイオセキュリティ指導が必
要である。

：和歌山91 和歌山県で発生した伝染性気管支炎91 和歌山県で発生した伝染性気管支炎91 和歌山県で発生した伝染性気管支炎91 和歌山県で発生した伝染性気管支炎
県紀北家保 黒田順史、松井望

年 月からの 年間に和歌山県で 件2003 10 1 6
の伝染性気管支炎（ ）が発生。初めに 農場IB A

2004 2 B C（ ）、 （ ）肉用鶏 年 月に 農場 肉用鶏 と
農場（肉用鶏 、 年 月に 農場で再び発） 2004 3 A

1 7生。症状は沈鬱、下痢等で、死廃率は ％～
％。 年 月に 農場（採卵鶏）で産卵率の2004 4 D
低下、 月に 農場（肉用鶏）で呼吸器症状の10 E
み。細菌検査では、 、 、 農場で、肝臓等かA B C

E.coli Aerococcus viridansら を分離 農場では。 、E
A C IBを分離 ウイルス分離では Ｅ農場で。 、 、 、

B D Aウイルスを分離。 、 農場では分離されず。
農場で分離された株のみが制限酵素 Ⅱで切Hae
断。分子系統解析の結果、この株は近年ヨーロ

4/91 C Eッパで流行している 系統の株。また、 、
農場で分離された株は 近縁株。分離ウイルC78
ス株は 系統の遺伝子型に分けられたが、症状2
や死廃率は様々。 の多様性を確認。予防にはIB
適切なワクチン接種も重要であるが、日頃の一
般衛生管理の徹底も重要で、農場内への病原ウ
イルス侵入防止に努めることが大切。

採卵養鶏場で発生した鶏伝染性気管支炎採卵養鶏場で発生した鶏伝染性気管支炎採卵養鶏場で発生した鶏伝染性気管支炎採卵養鶏場で発生した鶏伝染性気管支炎92
：岡山県高梁家保 萱原佳美、濱下香那子

（ ） 、鶏伝染性気管支炎 は多様な症状を示すIB
経済損失の大きい家畜伝染病の一つである。管

内採卵養鶏場（ 羽飼養）において、導入56,000
鶏群で直腸脱を呈し死亡する鶏が散見、病性鑑
定を実施した。剖検所見では、 例でいずれも3/3
著変を認めなかったが、組織学的検査では、カ
タル性気管支炎を認めた。 による抗体検ELISA
査でいずれも高値の ウイルス( )抗体を認IB IBV
め、腸管から が分離された。当農場では全IBV

（ 、 、鶏群に ワクチン 株 株・ 株IB H120 M41 D274
株・ 株）を接種しており、接種後の抗M41 H52

IBV RT-PCR体上昇も確認されていた。分離 を
で増幅後、制限酵素による切断で遺伝子型別を
行ったところ、 Ⅲであることが判明した。こJP-
れは既存のワクチンでは予防効果が期待できな
い為、消毒の徹底等を指導した。その結果、直
腸脱を呈する死亡は約 カ月後に終息し、他の3
鶏群への感染は認められなかった。現在、従来
のプログラムどおりのワクチン接種を継続して
いるが、以後 の発生は認められていない。IB

大規模採卵養鶏場で発生した伝染性気管支炎大規模採卵養鶏場で発生した伝染性気管支炎大規模採卵養鶏場で発生した伝染性気管支炎大規模採卵養鶏場で発生した伝染性気管支炎93
：香川県東（ ）と分離ウイルスの遺伝子解析（ ）と分離ウイルスの遺伝子解析（ ）と分離ウイルスの遺伝子解析（ ）と分離ウイルスの遺伝子解析IBIBIBIB

部家保 高橋茂隆、久利俊二
平成 年 月、約 万羽飼養の大規模採卵養16 6 30

1 2 47 10鶏場にて、 群 万羽の育成鶏群で 日齢から
400 8/9日間で 羽が元気消失し、死亡。剖検では

羽に腎腫大。組織所見では 羽に間質性腎炎、8/9
羽に小腸炎を確認。他臓器には著変なし。ウ5/9

イルス検査では 羽の腎臓や腸管と 羽の気5/6 1/6
IB IB管から ウイルスを分離。以上の所見から、

の腎炎型と診断。分離株の 領域の － 法N PCR RFLP
では腎臓由来 株、腸管と気管由来の各 株の切2 1
断パターンは一致。分子系統解析で、抗原決定
基が多く存在する 遺伝子では 系統。抗原S1 4/91
決定基が少ない 遺伝子では Ⅱ系統に分類。S2 JP-
生ワクチン 株に対する相同性が高く、塩基4/91
配列 ％、アミノ酸配列 ％。以上から、89.6 87.1
分離株は外国で高い死亡率の報告がある 株4/91
の変異株と判明。また、農場への分離株の侵入
は当該ヒナの導入以降と推察。

94 伝染性気管支炎ウイルス（ ）関与が疑わ94 伝染性気管支炎ウイルス（ ）関与が疑わ94 伝染性気管支炎ウイルス（ ）関与が疑わ94 伝染性気管支炎ウイルス（ ）関与が疑わIBV
：熊本県中央家保れた頭部腫脹症候群（れた頭部腫脹症候群（れた頭部腫脹症候群（れた頭部腫脹症候群（SHS））））

笹岡奈々、幸野亮太
平成 年 月に、堆積床の開放鶏舎でブロイ16 4

ラー 羽を飼養する農家の 日齢雛で元40,000 24
気消失、眼瞼周囲腫脹、異常呼吸音、嗜眠を呈
し死亡する鶏が増加。 日齢までに 羽死55 2,100
亡。剖検では眼瞼周囲皮下に水腫、組織所見で
頭蓋骨全域の に化膿性炎を確認。細菌Airspace
検査で大腸菌を分離。ウイルス検査で気管・ク
ロアカスワブから を分離。発育鶏卵接種でIBV
カーリングを確認。 により分離しRT-PCR-RFLP
た 遺伝子をマサチューセッツタイプに分IBV
類。抗体検査において 抗体価及び七面鳥鼻IBV

IBV気管支炎ウイルス抗体保有率の上昇を確認。
の関与が疑われる と診断。発酵不十分な堆SHS
積床が発症の誘因となったと推察され、堆積床

IBの十分な発酵処理等の飼養衛生管理の徹底、
ワクチン株の検討、ワクチンプログラムの見直
し等を指導。指導後に導入した鶏群の抗体検査
ではワクチンの効果が認められ本病の発生は認
められない。
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：富山県東部95 産卵低下症候群-1976の発生例95 産卵低下症候群-1976の発生例95 産卵低下症候群-1976の発生例95 産卵低下症候群-1976の発生例
家保 池上良、台蔵正司
採卵鶏約500羽他を平飼する管内Ａ農場にて、

平成16年7月に150日齢で導入した200羽のボリス
ブラウン種の産卵数が9月末頃より120個／日程

。 、度に低下 10月初旬に検査依頼を受けたところ
当該鶏群は産卵低下症候群-1976（EDS-76）に対
するワクチン歴はなく、HI試験でEDS-76抗体陽
性。さらに12月に2～16倍の抗体価の上昇が見ら
れたことから、本症例をEDS-76と診断。また高
病原性鳥インフルエンザモニタリング検体を供
試したところ、当該鶏群導入以前のEDS-76抗体
が陰性であることと、PCRで同鶏群導入直後の7
月及び8月、10月のクロアカスワブよりEDS-76ウ
イルス特異的遺伝子が検出されたことから、当
該鶏群が導入元のＢ孵化場で既にEDS-76に汚染
されていた可能性が強く示唆。Ｂ孵化場は9月よ
りEDS-76のワクチネーションを実施しているた
め、今後の問題は少ないと考察。当該鶏群の産
卵数は12月時点で160個／日まで回復。

高病原性株伝染性ファブリキウス嚢病（ の高病原性株伝染性ファブリキウス嚢病（ の高病原性株伝染性ファブリキウス嚢病（ の高病原性株伝染性ファブリキウス嚢病（ の96 )96 )96 )96 )IBD
奈良県家保 西河真美、樫本卓也発生事例：発生事例：発生事例：発生事例：

県内で元気消失、衰弱死を示した が発生したIBD
ので、その概要を報告。気管スワブ、クロアカスワブお
よび臓器乳剤の発育鶏卵漿尿膜腔内接種、ファブリキ
ウス嚢 嚢 乳剤の発育鶏卵漿尿膜上接種、各種ウイ(F )
ルスの抗体検査、 染色および 嚢の免疫組織染HE F
色、 嚢乳剤について の および寒F IBDV RT-PCR
天ゲル内沈降反応（ ）を実施。同居鶏 羽でAGP 1

抗体価が 倍。 嚢濾胞内リンパ球の壊死・脱IBD 8 F
落および濾胞の萎縮、 免疫染色は陰性。全てIBDV
の 嚢から 遺伝子が検出、 で 抗F IBDV AGP IBDV
原が検出。 遺伝子について、 により高IBDV RFLP
病原性株と判明。 および を用いたRT-PCR RFLP

遺伝子の検出と遺伝子型別による迅速診断IBDV
は、ワクチン接種や対策を実施する上で大変有用。

97 トリ白血病ウイルス感染採卵鶏にみられた頭97 トリ白血病ウイルス感染採卵鶏にみられた頭97 トリ白血病ウイルス感染採卵鶏にみられた頭97 トリ白血病ウイルス感染採卵鶏にみられた頭
：富山県西部家保 小桜利恵、池上部皮下腫瘤部皮下腫瘤部皮下腫瘤部皮下腫瘤

良
34 1約 万羽を飼養する採卵鶏農場において

鶏舎のみに頬や下顎の皮下に巨大腫瘤を認める
鶏が多数出現したため、発症鶏 羽、同居の非6
発症鶏 羽及び別鶏舎の 羽について病性鑑定3 3

5を実施。その結果、発症鶏の頭部皮下腫瘤は
羽が粘液腫、 羽が線維腫と判明。いずれも腫1

。瘍細胞は抗トリ白血病ウイルス 抗原陽性(ALV)
うち 羽の腫瘍組織から 亜群 を分離、2 A ALV
また別の 羽で電顕的に 様粒子を確認。1 ALV
さらに 羽中 羽で脳に星状膠細胞腫、 羽で6 2 1
腎芽腫、 羽で脾臓に神経線維腫を認め、いず1
れも腫瘍細胞は 抗原陽性。非発症鶏ではALV
いずれも腫瘍病変は認められず主要臓器の

でも 亜型 遺伝子陰性。以上の結RT-PCR A ALV
果から 亜型 により頭部皮下の粘液腫・A ALV

。線維腫及び他の臓器の腫瘍が形成されたと考察

奈良県家保 中98 MDマレック病( )の発生例：マレック病( )の発生例：マレック病( )の発生例：マレック病( )の発生例：
西晶、西河真美

年 月 日、死亡数が増加したと報告がH16 11 2

。 、あり家保が立入 患畜は 年 月 日餌付けH16 7 7
ロット 羽、採卵鶏。脚麻痺、翼下垂、起1 4,800
立不能など神経症状を呈していた。ワクチン歴

MD ND 14は、初生で 、ニューカッスル病( )を
日齢と 日齢、 と伝染性気管支炎の混合120 ND
を 日齢と 日齢に接種していた。 羽を病30 50 5
性鑑定に供した。心臓、肺、肝臓、腎臓、脾臓

、 、 、 、に白色の結節性病変 肝臓 腎臓 脾臓の腫大
坐骨神経の腫脹が認められた。諸臓器に大小様
々なリンパ様細胞が浸潤又は腫瘍性に増殖して
いた 心臓、肺、肝臓、脾臓を用いた 法に。 PCR
より腫瘍原性 ウイルス 型の特異的なバンMD 1

MDドが検出された。以上のことから本症例を
と診断した。

山99 大規模採卵養鶏場における鶏痘の発生99 大規模採卵養鶏場における鶏痘の発生99 大規模採卵養鶏場における鶏痘の発生99 大規模採卵養鶏場における鶏痘の発生：：：：
口県中部家保 松本容二、山西富野
平成 年 月から 月の間、管内採卵養鶏場16 4 6

で、 鶏舎最大 近くの死亡率を呈し病性鑑定1 7%
。 、 、 、を実施 死亡鶏は 脱毛 皮膚に点状隆起散在

、 、 。 、衰弱 削痩を認め ワクモも寄生 細菌検査で
Staphylococcus皮膚、血液、臓器から高率に

を分離。病理組織検査で、皮膚の有棘層hyicus
細胞の細胞質内に、好酸性封入体（ボリンゲル
小体）を確認。ウイルス検査で、皮膚乳剤の発
育鶏卵の漿尿膜上接種で、 性を有するウイHA
ルスの存在を否定、ポックを確認し、敗血症を
併発した皮膚型鶏痘と診断。ワクモ発生後、殺
虫剤の散布と消毒回数の増加で、鶏体にも影響
があったものと推察。ワクチン抗体価の低下も
一因と考えられ、追加接種を指導。消毒薬の適

、 。正使用 状況に応じた対策の検討も併せて指導

ブロイラー筋胃び爛からのトリアデノウイブロイラー筋胃び爛からのトリアデノウイブロイラー筋胃び爛からのトリアデノウイブロイラー筋胃び爛からのトリアデノウイ100
：長崎県中央家保 島ルス分離および接種試験ルス分離および接種試験ルス分離および接種試験ルス分離および接種試験

田善成、豊田勇夫
120,000羽飼養規模のブロイラー農場の平成15

年10月出荷群（3群、11,500羽）において、約20
％に筋胃び爛が認められ、病変を示した筋胃7/8
例からトリアデノウイルス（FAV）を分離。分離
株はすべてOte株（Serotype1）抗血清で中和。
分離株による接種試験において、6日目解剖群で
例に軽度の筋胃び爛。 日目解剖群では全2/5 10

2 14例に病変が認められ うち 例は重度のび爛、 。
3/5 21日目解剖群では 例に軽度の病変を確認。

日解剖群では病変は認めず。ウイルス分離では
、 日目解剖群からウイルスが分離され、接6 10
種した株と同様に 株抗血清で中和。病理学Ote

6的検査においては、検出頻度は低いものの、
日目解剖例の１例において特徴病変である粘膜
上皮細胞の好塩基性核内封入体を確認。また、
病変を示した筋胃には共通して出血、偽好酸球
の細胞浸潤を伴う潰瘍を確認。接種試験成績よ
り、筋胃び爛由来 の病原性を確認。また、FAV
び爛病変は一定期間認められるものの、その後
治癒するものと考えられ、感染時期が出荷群の
び爛発生率に影響すると推察。
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Ⅰ－３細菌性・真菌性疾病

101 汚染養鶏場の清浄101 汚染養鶏場の清浄101 汚染養鶏場の清浄101 汚染養鶏場の清浄SalmonellaSalmonellaSalmonellaSalmonella EnteritidisEnteritidisEnteritidisEnteritidis
東京都家保 林朋弘、鈴木治雄化事例化事例化事例化事例：

Salmone平成15年7月上旬、一養鶏場（A農場）で
Enteritidis（SE）が検出。汚染状況調査lla

の結果一部飼養鶏の臓器、自家配合飼料及び配
合前の単体飼料からSEを検出。清浄化に向けて
の指導を実施。A農場では陽性鶏群の淘汰、鶏舎
への定期的消石灰撒布、出荷鶏卵の消毒、SEワ
クチン接種済ひなの導入等を開始。2ヶ月間隔の
定期的な検査継続の結果、平成16年5月を最後に
サルモネラが検出されなくなり、7月以降3回連
続で全検体が陰性。全鶏群の淘汰更新も9月まで
に完了。これにより11月下旬、発生から1年半で
清浄化を達成したと判断。また、衛生管理状況
を採点してみたところ、SE検出時期と比較して
格段の向上が見られた。他の継続してサルモネ
ラが検出されている農場では点数が悪くなり、
一定の点数で汚染農場と清浄農場とに分けられ
た。

102 消石灰散布を基本とした採卵養鶏場のサル102 消石灰散布を基本とした採卵養鶏場のサル102 消石灰散布を基本とした採卵養鶏場のサル102 消石灰散布を基本とした採卵養鶏場のサル
、モネラ清浄化対策モネラ清浄化対策モネラ清浄化対策モネラ清浄化対策：新潟県中央家保 市村有理

藤原信子
オールイン・オールアウトが困難な採卵養鶏

場（15,000羽飼養）において平成8年度に鶏舎内
塵埃からサルモネラを分離。鶏舎消毒の実施に
より一時分離されなくなったが、平成12年度に
は分離率が38.6%（44/114検体）に上昇。盲腸便
及び鶏舎通路から高率に分離されたほか、GP施
設の汚染も確認。検査箇所を増加してモニタリ
ング検査を継続すると共に、ハト、ネズミ等の
媒介動物対策、鶏舎への消石灰散布及び消石灰
踏込み槽設置、GP施設の洗浄消毒の徹底及び入
口踏込み消毒槽設置等の対策を指導。結果、分
離率が高かった盲腸便、鶏舎通路からの分離は
激減し、平成16年12月の検査では全ての検体が
分離陰性。オールイン・オールアウトが困難な
農場ではサルモネラ清浄化対策のひとつとして
消石灰散布は有効。これらに加え、モニタリン
グ検査により継続的に衛生状態を把握すること
が清浄性を維持していく上で重要。

103 汚染採卵鶏103 汚染採卵鶏103 汚染採卵鶏103 汚染採卵鶏SalomonellSalomonellSalomonellSalomonella Enteritidis(SE)a Enteritidis(SE)a Enteritidis(SE)a Enteritidis(SE)
、農場の清浄化指導：農場の清浄化指導：農場の清浄化指導：農場の清浄化指導：富山県東部家保 保田仁美

永井勝
管内の一採卵鶏農場で、 年より 汚染2000 SE

が持続し 年には鶏群、 施設から が2003 GP SE
分離、清浄化対策実施。汚染実態調査結果で、
死亡鶏、鶏舎、 施設より 分離。疫学調GP SE
査で過去からの分離 はすべて同一由来株。SE
鶏舎の濃厚汚染箇所を特定し、鶏群の淘汰、在
鶏の ワクチン接種、衛生動物の駆除及び鶏SE
舎とケージの徹底洗浄消毒等を計画。経営者へ
の説得がポイントと考え、 汚染状況をわかSE
りやすく図示、 施設で鶏卵消毒に使用してGP
いた発酵液の殺菌効果試験を実施して無効性を
認識させ、有効消毒薬の使用を提案。実効性の

SEある清浄化対策を説明 計画を実行 家保は、 。

ワクチン接種の作業支援、鶏舎及び 施設のGP
洗浄消毒の全面協力を行った結果、経営者自ら
定期的消毒やサルモネラ検査の民間委託、自動
給餌機の毎日の点検等を実施、衛生管理意識が

5 124向上 その結果 回の農場環境調査 延べ。 、 （
検体）で、 は検出されないレベルにまで低SE
減。

Enteritidis( E)介卵感染機序Enteritidis( E)介卵感染機序Enteritidis( E)介卵感染機序Enteritidis( E)介卵感染機序104 Salmonella SSalmonella SSalmonella SSalmonella S
：滋賀県家保 市川雅子、石本明宏の一考察の一考察の一考察の一考察

1980年代後半から1990年代にわたり、鶏卵の
S汚染による食中毒が世界的に発生。この原因は

Eの介卵感染により種鶏からコマーシャル鶏に伝
播したものである。そこで今回、免疫抗体が介
卵感染に関与するかを検討。免疫はホルマリン

15 20不活化 E菌液を雌鶏 羽に静脈内接種 そのS 、
日後に E抗体をELISA法により測定。接種鶏血清S
のE値の平均 、有精卵 。 E抗体陽性卵1.36 1.46 S
を孵卵し、 日目で卵黄嚢内、 日目で尿膜腔7 11
内および卵殻腔内へ Eを接種。卵黄内および尿S
膜腔内接種卵は接種後 日目で全ての胚が死亡2
し、これら全ての卵黄嚢が融解。一方、卵殻腔

5/6 3 0内接種卵は、 が孵化し、そのうち 羽が
5日齢で死亡。2羽を１日齢で鑑定殺。これら

。 、羽全ての臓器から Eが検出 病理組織検査ではS
。 、顕著な所見はなかった 今回の試験の結果より

卵黄内および尿膜腔内への接種では孵化せず、
卵殻腔内への接種で孵化することが可能で、 ES
の介卵感染は免疫抗体とは無関係。

：三重県105 鶏サルモネラ汚染の原因と対策例鶏サルモネラ汚染の原因と対策例鶏サルモネラ汚染の原因と対策例鶏サルモネラ汚染の原因と対策例
南勢家保 伊藤英雄
細菌性の食中毒の原因菌は、1992年以来サル

モネラが常に上位を占めており、その原因食品
に鶏卵及び鶏肉が関与。サルモネラは初生雛に
は症状を示す時があるが、ほとんどは鶏には影
響はなく、養鶏経営にも悪影響を及ぼさないた
め、鶏病としての意識がないのが現状である。
サルモネラ汚染の原因として、今回①ブロイラ
ー農場で導入雛からの持ち込み、②採卵農場で
廃鶏業者からの持ち込みと思われる例を、また
③GPセンターでは卵トレイ・コンテナからの持
ち込みと思われる汚染例をPFGEパターンから確
。 、認 それぞれの汚染にあわせた対策を講じた所

以後のサルモネラの分離は認められず、サルモ
ネラに対する意識が農場及び孵化場で向上。

採卵養鶏場から分離されたサルモネラの伝採卵養鶏場から分離されたサルモネラの伝採卵養鶏場から分離されたサルモネラの伝採卵養鶏場から分離されたサルモネラの伝106
：滋賀県家保 谷庸子、石本明宏播と定着播と定着播と定着播と定着
年 月から 年 月までの 採卵養1997 7 2004 3 20

鶏場の導入時および農場（定期）のサルモネラ
検査成績から養鶏場のサルモネラ汚染の現状を
分析。初生ひな導入検査の分離率は 年度の1998
％から 年度は ％に低下。中大雛導入20 2003 7

検査の分離率は 年度の ％を最高にその1999 38
23 34後やや低下。定期検査の陽性農場率は ～

％で推移。初生ひな導入検査では 種類の血清12
、 。 、型が分離され その ％が 一方44 .SenftenbergS

26 22中大雛導入検査では 種類、定期検査では
種類と数多くの血清型が分離され、 やS.Infantis

が比較的多く分離された。パルスフィS.Agona
ールドゲル電気泳動法による遺伝子型別などか
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ら、孵卵場、育成場および養鶏場に定着してい
るサルモネラが存在し、孵卵場や育成場のそれ
らの一部は、ひなの導入時に農場に伝播すると
推察。初生ひな導入検査では分離率が低下して
いることから、孵卵場ではサルモネラ対策が進
んでいると推定。今後は育成場と養鶏場に定着
しているサルモネラ対策が重要。

107 ハーナテトラチオン培地（ ）の遅延107 ハーナテトラチオン培地（ ）の遅延107 ハーナテトラチオン培地（ ）の遅延107 ハーナテトラチオン培地（ ）の遅延HTT
二次培養の有用性と におけるサルモネラ二次培養の有用性と におけるサルモネラ二次培養の有用性と におけるサルモネラ二次培養の有用性と におけるサルモネラHTT

：滋賀県滋賀県家保 浅井素子・谷増菌の推移増菌の推移増菌の推移増菌の推移
庸子
当所では鶏のサルモネラ検査を導入素ひなの

敷き料、鶏舎の糞便、塵埃、機材等について行
ってきた。 増菌培養はサルモネラを分離すHTT
る上で欠かすことはできない。平成 年度から14
年間遅延二次培養（ ）法を実施。結果、3 DSE

サルモネラ検出例 検体のうち一次・二次両229
培養から 、二次培養のみで が分離66.8% 30.1%
され、 法の有用性が確認。しかし、 材料DSE 1
から 種類以上の血清型が存在する場合、全て2
の血清型を分離することは困難。次に、一次、
二次併用する検査では膨大な作業となるため、

。 、省力化を検討 鶏糞に各希釈段階の S.Enteritidis
を加えサルモネラ、大腸菌の菌数の推S.Infantis

移を調査。 培養の一次ではサルモネラは増HTT
菌するが大腸菌は抑制されず分離率は低く、二
次では大腸菌は抑制、サルモネラは増菌され分

3 4離率が向上。また、一次培養後室温保存 ～
日目で大腸菌とサルモネラが菌数で逆転。この

、 、ことから 室温保存 ～ 日目に二次培養して3 4
分離培養により検出可能。

：大108 アヒルふ化場のサルモネラ清浄化対策108 アヒルふ化場のサルモネラ清浄化対策108 アヒルふ化場のサルモネラ清浄化対策108 アヒルふ化場のサルモネラ清浄化対策
阪府南部家保 橋本昌俊、虎谷卓哉
管内アヒルふ化場で、府外出荷先での発生を

機にサルモネラ汚染が確認。清浄化に向けた対
策指導を実施。<ふ化場概要>導入元 県の種ア:X
ヒル場。ふ化数 ～ 羽 週。出荷先：肥育:200 600 /
農家( 県他)等。<出荷先発生概要>出荷後 週Y 2
間に 羽中 羽以上死亡、死亡ひなより850 150

( )分離。<ふ化場検査>Salmonella Typhimurium ST
、 、 、ふ卵器 種卵表面等より 分離 消毒の徹底ST

清浄な種卵導入等を指導。種卵については、種
アヒル場の検査等が必要。<種アヒル場検査>種
アヒル舎等より 分離、消毒の徹底等の指導ST
により、以後の検査で 分離陰性。<ふ化場清ST
浄化確認>初回検査以後、検査指導を継続。現在
分離陰性。<疫学調査>汚染源確認のため、分ST

離 株をﾊﾟﾙｽﾌｨｰﾙﾄﾞｹﾞﾙ電気泳動法により解ST 14
析。結果、 型に分類。ふ化場は両方、種アヒ2
ル場、出荷先は片方のみ。<まとめ>ふ化場のサ
ルモネラ清浄化には、総合的な対策が重要。今
後も他県との連携を深め、情報交換し、検査指
導を継続したい。

109 サルモネラ汚染農場における清浄化への取109 サルモネラ汚染農場における清浄化への取109 サルモネラ汚染農場における清浄化への取109 サルモネラ汚染農場における清浄化への取
：和歌山県紀北家保 松本順也、小西英り組みり組みり組みり組み

邦
平成１６年度鶏卵衛生管理体制整備事業の一

環として実施したサルモネラ検査で、採卵鶏約
， 。６ ０００羽飼養する養鶏場で 汚染を確認S.E

その後の汚染状況調査により、 汚染は養鶏S.E
場全般に及んでいることが判明。我々は 汚S.E
染を軽減していくことを目的に既存鶏および導
入鶏へのワクチン接種、生菌剤の投与、鶏舎の
徹底した消毒等の指導を行うとともに感染鶏群

。を含む全鶏群へのアンピシリン投与を指示した
以後定期的に汚染状況をモニタリングした。そ
の結果、一次的に鶏舎床面での細菌数の減少が
認められたが、 汚染の状況を改善するにはS.E
至らなかった。それは、畜主の清浄化に向けた
意識のあり方と対策の取り組みが徹底されてい
ないことに起因する。今後の課題として畜主の
意識改革を行うと共に、鶏舎床面および集卵作
業室床面の清浄化を重点的に行うよう指導して
いく事が必要だと考える。

管内養鶏農家におけるサルモネラ検査状況管内養鶏農家におけるサルモネラ検査状況管内養鶏農家におけるサルモネラ検査状況管内養鶏農家におけるサルモネラ検査状況110
：岡山県井笠家保 高橋瑞穂、岡田ひろみ
鶏卵衛生管理体制整備事業により、農場の卵

受けケージ塵埃、床塵埃、盲腸便等を採材し、
サルモネラ検査を実施している。その中で、平
成 年度にサルモネラ菌が検出された一開放鶏15
舎で衛生管理対策を検討、オールアウト時に鶏
舎内の清掃を行い、有機物等を取り除いた後、
普段農場で使用している逆性石けん剤（以下、
消毒剤）で 日おきに 回の消毒を実施した。1 3
また、 月から 月の間は細霧装置により、消6 9
毒剤の噴霧を行った。その他、車輌消毒、ハエ
・ネズミ対策も併せて実施した。これらの対策
により、その後、サルモネラ菌は検出されなか
ったが、オールアウト時の消毒から 年後経過1
した平成１６年度になってサルモネラ菌が検出
された。今後、清浄性を維持するための衛生管
理対策について検討を行うことが必要。

採卵養鶏場のサルモネラ清浄化の取り組み採卵養鶏場のサルモネラ清浄化の取り組み採卵養鶏場のサルモネラ清浄化の取り組み採卵養鶏場のサルモネラ清浄化の取り組み111
：広島県福山家保 冨永参代、横田文彦

Enteritidis（以下SE）汚染が確Salmonella
認されている管内の採卵養鶏場（高床式ウィン
ドウレス鶏舎1～3号棟）で、平成12年度からSE

、清浄化のための衛生管理指導を実施しているが
清浄化対策の基本となる清掃・消毒方法につい
ては指導を行うもののなかなか改善されない状
況。そのため、平成16年度は定期的に農場へ赴
き、サルモネラ総合対策指針（案）に基づき鶏
舎、集卵施設から鶏糞や鶏卵、鶏舎環境につい
て採材を行い、細菌学的検査を実施し、汚染状
況を把握。検査及び調査結果をもとに、当所が
作成した養鶏場内の清掃・消毒方法のリーフレ
ットを活用し、鶏舎及び集卵施設内の基本的な
作業工程を示し、清掃・消毒の指導を行ったと
ころ、集卵施設からのSEは検出されなくなった
が、今だ清浄化には至っていないため、今後も
定期的に検査を実施し、早期に清浄化が出来る
よう農家を継続指導実施。

112 同一採卵養鶏農場でのサルモネラ汚染状況112 同一採卵養鶏農場でのサルモネラ汚染状況112 同一採卵養鶏農場でのサルモネラ汚染状況112 同一採卵養鶏農場でのサルモネラ汚染状況
：徳島県鴨島家保 久保貴士、北の疫学的考察の疫学的考察の疫学的考察の疫学的考察

村聡
同一農場で同じサルモネラ菌の血清型が複数

年分離されている管内２農場について、サルモ
ネラ菌のプラスミドプロファイルと薬剤感受性
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A試験を実施し 疫学的考察を行った その結果、 。 、
農場４３検体、Ｂ農場２７検体すべてプラスミ
ドバンドは見られず、 農場で複数年分離されA
た３血清型の薬剤感受性試験は、ほとんど同じ
結果となった。このことから、農場内がサルモ
ネラ菌で汚染されている可能性が示唆された。
一方、 農場で分離された２血清型の薬剤感受B
性試験では感受性が異なっていたため、外部か
らの持ち込みの可能性が示唆された。このこと
より、 農場では鶏舎内衛生管理、 農場ではA B
外部からのサルモネラ侵入に重点を置いた防除
対策の必要があると考えられた。

113 １肉用鶏農家におけるサルモネラ汚染状況113 １肉用鶏農家におけるサルモネラ汚染状況113 １肉用鶏農家におけるサルモネラ汚染状況113 １肉用鶏農家におけるサルモネラ汚染状況
：徳島県三加茂家保 山本由美子、大石典調査調査調査調査

子 出荷鶏の糞便検査で （以Salmonella Infantis
下 ）が分離された肉用鶏農家において、 ）SI 1
出荷後、 ）消毒後の鶏舎( ～ 全６鶏舎)環境2 A F
の細菌検査を実施。入雛後は、 ）導入雛の衛生3
検査及び ）定期的な糞便検査を実施。出荷鶏4

15 4 A C SIの糞便では 検体中 検体（ 、 鶏舎）で
を分離。 ）出荷後の鶏舎では、 検体中 検1 88 15
体（ 、 、 、 鶏舎）から分離され、鶏舎消A C D E
毒方法の改善、生菌剤の投与等を指導。 ）消毒2
後の鶏舎では、 検体中 検体（ 鶏舎）から61 1 A
分離。 ）導入雛からは分離されなかった。 ）3 4

A 17 B入雛後の糞便検査では 鶏舎は 日齢から、 、
鶏舎は 日齢から 及び が14 SI HavanaSalmonella

、 。分離され 現時点で他の鶏舎からの分離はない
今後、清浄化に向けて、畜舎消毒の徹底及びバ
イオセキュリティ等の総合的な対策を畜主に意
識づけるとともに、農場に適した清浄化対策を
考案、実施していく。

114 大すう導入採卵鶏に見られた非ひな白痢反114 大すう導入採卵鶏に見られた非ひな白痢反114 大すう導入採卵鶏に見られた非ひな白痢反114 大すう導入採卵鶏に見られた非ひな白痢反
：香川県西部家保西讃支所応（ ）とその対応応（ ）とその対応応（ ）とその対応応（ ）とその対応NPRNPRNPRNPR

山本英次、竹内康裕
管内採卵養鶏農家の大すう導入時の衛生検査

で、 羽中 羽がひな白痢平板凝集反応陽性。再10 1
。 （ ）検査で 羽中 羽が陽性 非ひな白痢反応20 3 NPR

も疑い、再検査で陽性の 羽についての病性鑑定3
を実施。畜主に鶏群の移動自粛、他の鶏群への
感染防止、種鶏場・育すう場の衛生状況の確認
を指示し、サルモネラ分離時の対応を協議。そ
の結果、サルモネラのモニタリングが不十分で
汚染状況が不明、導入鶏のクレーム対応に畜主
と種鶏・育すう業者との取り決めがない、鶏群
処分の際の埋却地が未確保などの問題が判明。
病性鑑定の結果サルモネラは分離されず、本事
例は と判断。今後、種鶏・育すう業者によるNPR
サルモネラ検査の強化と、クレーム発生時の対
応について畜主との事前協議を実施。畜主には
衛生対策強化と農場の自主的モニタリングの実
施を指導。

115 鶏血清によるサルモネラスクリーニング方115 鶏血清によるサルモネラスクリーニング方115 鶏血清によるサルモネラスクリーニング方115 鶏血清によるサルモネラスクリーニング方
：愛媛県中央家保 森岡聖子、手島有法の提案法の提案法の提案法の提案

平
サルモネラ菌は根絶が困難で、日々生産現場

からのリスクを減らすべく努力をしているが分
離培養には時間がかかる。このため、迅速簡易
なスクリーニング方法を検討。材料としてサル

モネラ不活化ワクチン接種及び未接種鶏血清を
用い、県内由来 Enteritidis株からSalmonella
大内らの方法（臨床獣医(2001)3.40-46）を参考
に作成した抗原による凝集反応と市販ELISAの成
績を比較したところ、8割以上が一致し凝集反応
の有効性が示唆された。また、IgMの非特異的反
応を軽減する2ME処理の必要性も検討したが、EL
ISA検査時に初生検体で起きやすい非特異的反応
は両者ともに起きず、さらに、未処理区の方が

、 。凝集塊が大きく 判定が容易であることが判明
以上のことから、簡易血清学的サルモネラスク
リーニング方法として凝集反応の利用が有効で
あり、非特異的反応除去にかかる2ME処理の必要
性もないことがわかった。

116 採卵鶏農場に持ち込まれた卵トレイのサル116 採卵鶏農場に持ち込まれた卵トレイのサル116 採卵鶏農場に持ち込まれた卵トレイのサル116 採卵鶏農場に持ち込まれた卵トレイのサル
：福岡県両筑家保 横山敦史、中央モネラ汚染モネラ汚染モネラ汚染モネラ汚染

家保 村上弘子
平成12年度以降、鶏卵衛生管理体制整備事業

によりサルモネラ汚染状況を調査、分析し、衛
生対策を推進。高床式開放鶏舎で成鶏 万羽を2
飼養する採卵鶏農場において、14年5月から16年
1月の間に集卵業者から搬入された卵トレイ49検
体中23検体(46.9%）よりサルモネラを分離。主
な血清型は （ .）Enteritidis、 . TSalmonella S S
yphimurium、 . Infantis等。卵トレイの使用実S
態調査を行うとともに、散布、浸漬、発泡消毒
の3方法について効果試験を実施。その結果、卵

、トレイは県外の液卵工場で他の農場と混同され
未消毒のまま農場へ返却。消毒効果は浸漬、発
泡、散布の順に認められたが、浸漬消毒は長時
間を要することから省力的で継続可能な散布消
毒を指導したところ、消毒の定着化が図られ、
農家の衛生意識も向上。今後、未消毒のまま混
同、使用されている卵トレイについては、伝染
性疾病のまん延防止の観点からも集卵施設等が
率先して洗浄消毒を徹底する必要があると思わ
れた。

東117 卵用鶏に発生した急性大腸菌性敗血症：117 卵用鶏に発生した急性大腸菌性敗血症：117 卵用鶏に発生した急性大腸菌性敗血症：117 卵用鶏に発生した急性大腸菌性敗血症：
京都家保 内田茂、中村博
ブドウ畑で ヶ月齢の平飼い卵用鶏 羽飼16 40

養の内 羽が死亡したため、 羽について病性5 2
鑑定を実施。
解剖所見は、目立った所見なし。組織所見は実
質臓器内に短桿菌、脾臓組織に巣状壊死。発育
鶏卵接種によるウイルス分離陰性。鳥インフル
エンザ、ニューカッスル病の 検査陰性。PCR
細菌検査は、主要臓器から大腸菌を分離。菌体
血清型はＯ７８。鞭毛・線毛血清型別不明。エ
ンテロトキシン産生性遺伝子の保有陰性。 ４3
日齢の中びなを用いた接種試験を実施。左胸筋
接種 羽の内 羽は 日以内に死亡し解剖所見3 2 1
では特徴的な所見なし。接種後 日目死亡 羽4 1
の解剖所見は肝包膜炎、心嚢炎等の所見。 羽3
の主要臓器から大腸菌を分離。組織所見は脾臓
の巣状壊死。点鼻、経口投与群は死亡せず、接
種後９日目の解剖所見でも異常所見なく、主要
臓器から大腸菌分離なし。検査結果と感染試験
から急性大腸菌性敗血症と診断。経口、経鼻で
の感染試験は成立せず、感染が成立した要因は
不明。



- 22 -

118 ブロイラー農家から分離された病原性大腸118 ブロイラー農家から分離された病原性大腸118 ブロイラー農家から分離された病原性大腸118 ブロイラー農家から分離された病原性大腸
：富山県西部家保 伊東菌 類似菌菌 類似菌菌 類似菌菌 類似菌O157(O157)O157(O157)O157(O157)O157(O157)

佳代
平成 年度動物用医薬品危機管理対策事業15

、 。において 本県の調査対象菌は大腸菌であった
当該事業の研修会において、動物用医薬品検査

（ ）所から配布された 検出法 プロトコールO157
に従い分離を行ったところ、管内 ブロイラー1

BCM O157(BCM農家より、ノボビオシン加
培地上で のコロニーと類似の色調O157) O157

を示す大腸菌を分離。しかし、従来法による確
認検査では、 とは相違あり。追加試験にO157
より を否定。分離菌はソルビット陰性とO157
いう特徴をもつ大腸菌であった。このことが
BCM O157 O157 Dark培地上で に見られる

の典型的なコロニー形成に関与しているとblue
O157考えられたが その原因は不明 今までに、 。

BCM O157 Darkではない大腸菌が、 培地上で
。 、blueのコロニーを形成した報告例はない また

農場の再調査においてこのような性状を示す菌
は分離されず。以上のことから、本分離菌は、

培地上で のコロニーをBCM O157 Dark blue
形成する極めて稀な大腸菌と思われた。

119 ブロイラーの大腸菌・ブドウ球菌混合感染119 ブロイラーの大腸菌・ブドウ球菌混合感染119 ブロイラーの大腸菌・ブドウ球菌混合感染119 ブロイラーの大腸菌・ブドウ球菌混合感染
：和歌山県紀北家保 山本敦司、松井症と対策症と対策症と対策症と対策

望
（ ）総飼養羽数約１万羽 平飼い無窓鶏舎１５棟

の農場で、平成１６年１０月中旬頃から３千羽
（ ） 、 、飼養 １０月４日導入 の１棟に 異常呼吸音

うずくまり等を呈し、斃死淘汰羽数増加。病性
鑑定実施。検査材料は２１日齢の瀕死鶏４羽。
解剖所見は眼球炎、心嚢炎、腎腫大。細菌検査
は心、肝で大腸菌、肝で黄色ブドウ球菌、盲腸
内容物で を分離。薬剤感受性Salmonella Infantis
試験は３菌種ともキノロン系、セファロスポリ
ン系に感受性、テトラサイクリン系に耐性。大
腸菌と黄色ブドウ球菌を分離し、全身の臓器で
化膿性の病変がみられたため、大腸菌およびブ
ドウ球菌の混合感染症と診断。サルモネラも分
離されているため早急に対策をとる。適正な薬
剤投与。栄養補給、鶏舎内環境（換気、湿度、
温度、密飼）改善。発症鶏早期発見淘汰。死亡
鶏早期発見、処理。衛生動物・害虫駆除。踏み

。 、込み消毒槽設置のような衛生管理を指導 今回
速やかな対応により終息に向かう。

鶏大腸菌症と健康鶏由来大腸菌の病原性、鶏大腸菌症と健康鶏由来大腸菌の病原性、鶏大腸菌症と健康鶏由来大腸菌の病原性、鶏大腸菌症と健康鶏由来大腸菌の病原性、120
：香薬剤感受性などの性状検査および疫学調査薬剤感受性などの性状検査および疫学調査薬剤感受性などの性状検査および疫学調査薬剤感受性などの性状検査および疫学調査

川県東部家保 上村圭一、久利俊二
12 16 1平成 ～ 年に分離した鶏大腸菌症（病鶏：

6 56 73 (15 15戸 羽）の主要臓器由来 株と健康鶏 戸
羽 の糞便由来 株の大腸菌について、生化学的) 30
性状 アピ 病原因子 遺伝子 ､( 20E) (PCR:iss (iss)、
K1 (K1)) (ABPC,AMPC,SM,KM,O遺伝子 、薬剤感受性

の性状検査および、その性状TC,CL,OFXN,ERFX)
( PCR)の比較と分子疫学解析 ランダムプライムド

による疫学調査を実施。生化学的性状： パタ14
。 、ーンに分類 病原因子： 陽性株を病鶏のiss 95%

健康鶏の が保有。 は陰性。本県では 陽40% K1 iss
3性株によって発症。薬剤感受性：病鶏由来株は

～ 薬剤の耐性、健康鶏由来株は 薬剤以下の耐8 5
103 iss 79 (77%)性。また、供試 株のうち 陽性株 株

は ～ 薬剤の耐性、 陰性 株 ）は 薬剤3 8 iss 24 (23% 3
以下の耐性。疫学調査：農家を超えて共通する
株はなく、農家個々の株で発症。以上から、特
に、健康鶏も 陽性株を保有していることを考iss
慮した衛生管理が必要。

抗生物質無投薬ブロイラーに発生した壊死抗生物質無投薬ブロイラーに発生した壊死抗生物質無投薬ブロイラーに発生した壊死抗生物質無投薬ブロイラーに発生した壊死121
：茨城県県西家保 橋本憲幸、真原隆治性腸炎性腸炎性腸炎性腸炎

平成 年 月、無薬飼育平飼いブロイラー農16 8
場( 鶏舎、雌雄別鶏舎、 羽飼養）の雌鶏舎2 5000
にて壊死性腸炎( )が発生。敷料にもみがらをNE

10使用し コクシジウム コクシ 生ワクチンを、 （ ）
日齢にて飲水投与していた。斃死体 羽につい5
て細菌学的検査、病理学的検査を実施。腸内容

Clostridium perfringens物から の10 CFU/g6 7～

( )分離、十二指腸・空腸・盲腸における絨C.p.
毛の帯状壊死、十二指腸にコクシの重度寄生を
確認。 法による毒素産生遺伝子検索によりPCR

型と同定。発生要因として、成長促進剤C.p.A
（含、抗コクシ剤）の無投与、もみがらやコク
シ感染による腸管粘膜傷害、不完全な消毒を推
察。対策として、アモキシシリンの飲水投与指
示、コクシワクチン適正使用の指導、出荷後洗
浄消毒の徹底と鶏舎内への石灰散布指導。無薬
飼育下で を始めとする各種疾病を防止するNE
には飼養衛生管理基準に沿った適切な飼育がよ
り重要となる。

：岐阜122 採卵鶏で発生した壊死性腸炎の一例122 採卵鶏で発生した壊死性腸炎の一例122 採卵鶏で発生した壊死性腸炎の一例122 採卵鶏で発生した壊死性腸炎の一例
県西濃家保 武田聡、古田淳
平成16年10月、約6.5万羽を飼育する採卵鶏農

場から死亡鶏が増加し始めたと病性鑑定の依頼
があり立入検査を実施。死亡鶏は、H16年8月に9

、0日齢でウインドレス鶏舎に3万羽導入した群で
発生以前は1日3羽程度の死亡鶏が20羽程度に増
加。臨床検査では元気消失し佇立不動の鶏を多
数認め、これらは皆著しい貧血を呈していた。

、 、 、衰弱鶏4羽 死亡鶏6羽を病性鑑定し その結果
Clostridi壊死性腸炎像及び小腸下部内容物から

A型を分離したことより本症例um perfringens
を壊死性腸炎と診断した。原因として、他の2群
には発生は認められないこと、猛暑と産卵開始
によるストレスから、導入間もない群のみに発
生し、さらにケージと除糞ベルトの間が短かっ
たために群全体に広がったと考察。対策として
生菌剤の投与、除糞ベルトを中心とした鶏舎の
清掃を指示したところ、発生は約1ヶ月で終息し
た。

管内養鶏農家におけるカンピロバクター浸管内養鶏農家におけるカンピロバクター浸管内養鶏農家におけるカンピロバクター浸管内養鶏農家におけるカンピロバクター浸123
：静岡県西潤状況と清浄化対策の検討（第２報潤状況と清浄化対策の検討（第２報潤状況と清浄化対策の検討（第２報潤状況と清浄化対策の検討（第２報））））

部家保 石本史子、飯田正
昨年に続き、管内養鶏農家38戸を対象にカン

ピロバクター浸潤状況調査を実施。菌は形態及
、 。び性状検査で確認 Multiplex-PCR法により同定

Multiplex-PCR法はカンピロバクター検査の簡便
。 （ ）化に有効 採卵鶏農家では24戸中19戸 79.2％

C.jejuni C.coli C.から分離され が9戸 が4戸、 、 、
＋ が5戸、その他1戸。肉用鶏農家jejuni C.coli

C.jeでは、14戸中4戸（28.6％）から分離され、
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、 、 。juni C.coli C.jejuni C.coliが2戸 ＋ が各１戸
2菌種が同時に分離されたのは開放鶏舎のみ。採
卵鶏9戸、肉用鶏2戸は昨年度も陽性。陽性から
陰性に転じた農家は採卵鶏１戸、肉用鶏2戸。開
放鶏舎は進入経路が多く菌の汚染を受けやすい
こと、オールアウトによる鶏舎の清掃消毒が困
難な飼養形態では水平感染による汚染の長期間
継続の可能性が示唆。茶ポリフェノール資材は
抗菌剤添加とほぼ同等の菌抑制効果の可能性が
示唆。清浄化対策には飼養衛生管理基準に沿っ
た飼養管理の確実な実施が必要。

肉用鶏農場の 疫学調査－定点肉用鶏農場の 疫学調査－定点肉用鶏農場の 疫学調査－定点肉用鶏農場の 疫学調査－定点124 Campylobacter
：京都府中丹家保 矢野小夜子、森下賀観測－観測－観測－観測－

之
食の安全が重視される中､ は細Campylobacter

菌性食中毒の原因として報告件数が増加。しか
し、農場レベルでの汚染の実態把握や対応策は

15十分とは言えない 衛生対策一助のため 平成。 、
年 月から 年 月まで 肉用鶏農場で鶏群4 16 11 A
ロットの糞や環境等から細菌検査により4

を分離、 法による同定とCampylobacter PCR
法による菌体鞭毛蛋白 の遺伝子PCR-RFLP FlaA

A 4 B型別を実施 農場第 ロットと同時期に近隣。
肉用鶏農場の鶏糞も採材。 農場では導入雛､環A
境から本菌は分離されず、 ～ 週齢で鶏糞か4 6
ら分離され始め、その後鶏舎内の鶏群全体に拡
がったが、一部分離されない鶏舎もあった。分
離株は全て と同定、遺伝子型別によりC.jejuni
第 ロット分離株は と 、第 ロットでは1 1 2 2A A

1 3 3 4 4 5A A A Aと 第 ロットでは 第 ロットでは、 、
B 5 Aに分類 農場でも タイプを分離 以上から、 。A

農場には複数の汚染源が存在し、何らかのルー
トで鶏群に侵入、 農場と共通の汚染源も存在B
することが推察された。

：埼玉県川越125平飼い養鶏場の鶏パスツレラ症125平飼い養鶏場の鶏パスツレラ症125平飼い養鶏場の鶏パスツレラ症125平飼い養鶏場の鶏パスツレラ症
家保 山岸聡美、伊藤麗子
平成 年 月、平飼いで約 羽の採卵16 10 1,200

鶏を飼養する養鶏場で、一鶏舎に元気消失、う
ずくまる等の症状を示し死亡する鶏が増加。当
該鶏舎での死亡率が を超えたため病性鑑定11%
を実施。検査で、病理学的に慢性漿膜炎、線維
素性肺炎を観察。細菌学的に死亡鶏、発症鶏か
ら を分離したことから、鶏Pasteurella multocida
パスツレラ症と診断。当該養鶏場では、死亡羽
数増加の数日前に鶏舎ごとの鶏の入れ替えを実
施。さらに翌日から気温低下、台風の通過など
環境ストレスを強く受けていた。これらの環境
要因が発症に強く関与したと考えられた。畜主
は発生鶏群をオールアウト、石灰乳による消毒
を実施し、発生は終息。

：滋126126126126 ブロイラーで発生した鶏パスツレラ症ブロイラーで発生した鶏パスツレラ症ブロイラーで発生した鶏パスツレラ症ブロイラーで発生した鶏パスツレラ症
賀県家保 細井美佳、谷庸子
鶏パスツレラ症は、家禽コレラとの類症鑑別

を要する疾病。県内のブロイラー農場で本症が
発生し、疫学、病態とも典型例と考えられたの
で報告。発生は 群中 群で約 ～ が呼8 4 40 80%

5.1 21.8%吸器症状 顔腫れおよび斜頚を呈し ～、 、
2が死亡。当該鶏舎のみに雨水の浸水を確認。

群 羽の病性鑑定の結果、全例に頭部皮下～頭12

蓋骨 または気嚢の化膿性炎を認め、散air space
発的に肝臓の巣状壊死、脾臓の莢組織活性化、
肺炎、気管炎および消化管小出血がみられた。
細菌およびウイルス検査では 羽中 羽の主要12 8
臓器から が分離、ニューPasuteurella multocida
カッスル病ウイルスと鳥インフルエンザウイル
スは分離陰性。出血性敗血症の所見がないこと
と死亡率から家禽コレラを否定、本症と診断。
浸水防止対策により続発を防止。本症は水や飼
料を介して群内に広く伝播することが知られて
いることから、今後も鶏舎環境の管理が重要と
なる。分離された菌については、今後、同定や
病原性の確認を実施予定。

：東京都家保 齋藤秀127 鶏結核病の診断方法127 鶏結核病の診断方法127 鶏結核病の診断方法127 鶏結核病の診断方法
一、南波ともみ
昨年、都内の動物園から卵殻異常の病性鑑定

、 。依頼があり検査の結果 鶏結核病が認められた
発生鳥との同居鳥17羽及び同じく疫学的に関連
する鳥29羽の合計46羽の自主淘汰等の指導を行
った。同居鳥の剖検所見では、１羽に乳白色の
結節が認められた。17羽の肝臓と脾臓の乳剤を
用い16SrRNA及びIS901の２種類のプライマーを
用いPCR検査を行った。16SrRNAで３羽、 IS901
で４羽が陽性を示した。剖検所見で結節が見ら
れた1羽から鳥結核菌が分離された。つぎに疫学
的に関連のある鳥34羽のクロアカスワブを用いP
CR検査と抗酸菌の分離を行った。PCR検査の16Sr
RNAで８羽、 IS901で11羽が陽性を示した。これ
らのうち、29羽を淘汰し臓器乳剤を用い抗酸菌
の分離培養を行ったところ、３羽から鳥結核菌
が分離された。淘汰鳥の血清を用い牛ヨーネ病
検査用ELISAによる抗体検査を行ったところ、鳥
結核菌を分離した個体は高値を示した。

：沖128 ブロイラー雛で発生した緑膿菌感染症ブロイラー雛で発生した緑膿菌感染症ブロイラー雛で発生した緑膿菌感染症ブロイラー雛で発生した緑膿菌感染症
縄県北部家保 太野垣陽一、大城聡

年 月に管内 村のブロイラー 農場2004 9 A B
及び 村のブロイラー 農場において 日齢雛C D 3
がうずくまり等の症状を呈し多数死亡する事例
が発生。 農場 羽、 農場 羽の死亡雛及B 12 D 14
び衰弱雛を材料とし病性鑑定を実施。 事例と2
も剖検で心外膜の線維素付着、細菌検査で心血
及び肝から緑膿菌を分離。分離緑膿菌 株の血6
清型はすべて 群であった。病理組織学的検査G
においても卵黄嚢炎及び線維素性心外膜炎が共
通し、免疫組織化学的染色法により緑膿菌抗原

2 2を確認 以上より 事例を緑膿菌感染症と診断。 。
農場の種卵の導入元は異なったが、県内 孵化E

E場において同一日に孵化していた。同時期に
孵化場から出荷した他の農場において異常は確
認されていなかった。 孵化場からは複数の箇E

、 、 、 、 、所から緑膿菌が分離され 血清型は A B E F
、 及び 群であった。 農場及び孵化場由来G H I 2
の緑膿菌 株の薬剤感受性試験において公衆衛15
生学上問題となる薬剤耐性緑膿菌は確認されな
かった。

129 ブロイラー初生雛で発生したアスペルギル129 ブロイラー初生雛で発生したアスペルギル129 ブロイラー初生雛で発生したアスペルギル129 ブロイラー初生雛で発生したアスペルギル
広島県芸北家保 大原祥子、三上恭ス症：ス症：ス症：ス症：

ブロイラー71,000羽を無窓鶏舎で平飼いする
農場において、平成16年6月、アスペルギルス症
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が発生し入雛直後3日間で344羽が死亡。死亡衰
弱雛6検体について病性鑑定を実施。病理学的検
査では、肺割面に針頭大から粟粒大の白色結節

、 。 、が散見され 真菌性肉芽腫が認められた また
Aspergillus真菌学的検査では、全検体の肺から

が分離された。対策として、発生鶏fumigatus
舎内の消毒及び十分な換気、死亡衰弱雛の早期
排除及び淘汰、敷料及び鶏糞等の焼却、作業服
及び器具の徹底消毒等を指導。結果、病性鑑定
実施日から約1週間後には、従来の死亡率までに
回復。発生原因として、種鶏場の輸送車の消毒
不良による真菌増殖が推察され、種鶏場は自主
的に消毒の徹底を図った。その後の入雛による
発生はない。死亡鶏多発時には、ニューカッス
ル病やインフルエンザ等の急性伝染病が疑われ
るが、本症例のようにアスペルギルス症でも急
性経過をとることがあり、診断には注意が必要
である。

Ⅰ－４原虫性・寄生虫性疾病

：和歌山130 ブロイラー団地における衛生指導130 ブロイラー団地における衛生指導130 ブロイラー団地における衛生指導130 ブロイラー団地における衛生指導
県紀南家保 橋本典和、中本和弘

年 月管内ブロイラー団地で鶏伝染性気2004 2
管支炎が発生。その後の防疫処置により大量死
は発生していないが、コクシジウム症による死
廃鶏の増加が見られた。今回、定期的に立入検
査を行いコクシジウムの予防対策を通じて、農
家の衛生管理意識の向上を目指した。団地内の
農家で週 回立入検査を実施、糞便と敷料中の1

OPG OPGコクシジウムの を測定 この結果より。
増加前に抗コクシジウム薬投与時期を設定し、
次回入雛時に実施するよう指導。同時に衛生管
理について指導。 は入雛後 ～ 日目にOPG 25 30
× ～ と急激に増加していたため、投1.0 10 104 6

20 OPG薬を次回入雛後 日前後に行ったところ、
は × ～ にまで抑えられた。衛生指1.0 10 103 4

、 、導により オールアウト後の除糞・水洗・消毒
敷地内の立入制限、専用出荷カゴの設置等の改
善があった。今回のコクシジウム対策を足がか
りにした指導により、農家の衛生管理意識の向
上が見られた。

鹿児島県鹿131平飼い愛玩鶏のヒストモナス症：131平飼い愛玩鶏のヒストモナス症：131平飼い愛玩鶏のヒストモナス症：131平飼い愛玩鶏のヒストモナス症：
児島中央家保 森木啓、東山崎達生
発生農家は都市近郊の山間部に位置し、当初

はボリスブラウン BB）40羽とプリマスロック数(
羽を 号鶏舎で飼育していたが、2号鶏舎を新設1
し全羽移動。1号鶏舎は約40日空舎期間後、5月1
1日新たにBBの中雛を容れ、さらに5月28日名古
屋コーチンの初生ひなを購入し鶏舎内分離して
飼育中、１号鶏舎で、5月27日から1週間程でBB6
羽が死亡したため、死亡鶏と元気消失鶏の病性
鑑定を実施。解剖所見で肝の菊花状壊死、盲腸
の壊死を確認。病理所見で肝の壊死巣、盲腸粘
膜下組織の変性を認め、PAS染色で肝、盲腸にヒ

。ストモナス原虫を確認しヒストモナス症と診断
そこで砂床入替、オルソ剤による消毒と駆虫薬
投与を指示。その後、名古屋コーチンで再発し
たが前述対策を反復した結果、発生は抑えられ
た。加えて、鶏舎床面舗装、定期的床砂の交換

消毒、駆虫薬投与を指導。今回、鶏盲腸虫は認
、 、められず 感染経路については不明であったが

飼育環境の悪化が本病発生の誘因と思われた。

Ⅰ－５一般病・中毒・繁殖障害・
栄養代謝障害

：千葉県132 愛玩鶏に認められたアミロイド症132 愛玩鶏に認められたアミロイド症132 愛玩鶏に認められたアミロイド症132 愛玩鶏に認められたアミロイド症
中央家保 相田洋介、小川明宏

年 月、成鶏 羽（褐色採卵鶏、 ヶ2004 2 3 15
）、 （ 、 ）月齢 雛 羽 横斑プリマスロック 日齢17 90

2 1の愛玩鶏飼養者において、成鶏 羽が死亡、
羽が沈鬱、下痢、翼下垂等を呈し、発症鶏の病

。 。 、性鑑定を実施 雛に異常は認めず 剖検で肝臓
腎臓、脾臓に点状出血、小腸上部に充出血、卵
管に腐敗した卵塊を認めた。組織学的には、肝
臓のディッセ腔にエオジン淡染物質が沈着、肝
細胞索の萎縮、消失を認めた。十二指腸の筋層
に腺癌、盲腸に卵墜性漿膜炎、卵管に化膿性卵
管炎を認めた。病原検索では、卵管から大腸菌
を分離。肝臓のエオジン淡染沈着物は、コンゴ
ーレッド染色で赤橙色、蛍光顕微鏡下で蛍光橙
色を呈し、電子顕微鏡検索で分枝しない細線維
を認めた。さらに 前処理でコンゴーレKMnO4

ッドの染色性が消失したことから、沈着物をア
ミロイド 蛋白と同定。アミロイドは肝臓以外A
に、脊髄、実質臓器、胃、腸等に沈着。本症例
を大腸菌感染等の関与による続発性アミロイド
症と診断。

：東京都家保133 採卵鶏に見られた骨軟化症133 採卵鶏に見られた骨軟化症133 採卵鶏に見られた骨軟化症133 採卵鶏に見られた骨軟化症
中村博、岩倉健一
成鶏約12,000羽を飼養する採卵農家で、約160

日齢の採卵鶏群に1～2%の脚弱が発生。発生農家
は、初生雛を導入し、45日齢以降は自家配合飼
料で育成。剖検で肋骨の脊椎部と胸骨部の結合
部の腫大、肋骨の脆弱化、胸骨骨稜の湾曲、脛

、 。 、骨骨折 上皮小体の腫大等が認められた 細菌
ウイルスは分離されなかった。病理組織検査で
は脛骨皮質骨は菲薄で構造が不明瞭で骨髄骨周
囲に骨芽細胞が増加。肋骨には軟骨の過形成を
認めた。血液生化学検査ではカルシウム10.0mg/
dl、無機リン3.95mg/dlと採卵鶏の成鶏と比較し
て低値。自家配合飼料の分析では、大すう用飼
料のカルシウムは1.35～2.41%、全リンは0.62～
0.69%、成鶏用飼料のカルシウムは2.55%、全リ
ンは0.58%。飼料の公定規格と比較して大すう用
飼料はカルシウム、全リンとも充足。成鶏用飼
料はカルシウムが不足。飼料の配合を変更する
よう指導。

：鳥取134 ブロイラー農場における脚弱発生例134 ブロイラー農場における脚弱発生例134 ブロイラー農場における脚弱発生例134 ブロイラー農場における脚弱発生例
県西部家保 錫木淳、福間規夫
平成 年 月、管内肉用鶏農場で 日齢の海16 9 9

外合成鶏雛の約 割に脚弱が発生。入雛後 日8 4
目位から歩様異常が見られ、農場管理者の依頼
で病性鑑定を実施。触診により異常鶏大腿骨の
脆弱化を認めた他は、諸臓器に著変なく、細菌
も分離されなかった。疫学調査から、孵卵中の

。 、事故・感染症などは否定 病理学的検索の結果
骨化不全像を確認。飼料分析・血清生化学検査
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により、カルシウム( )過剰摂取によるものとCa
推測。以上のことから、本症例は 過剰飼料Ca
摂取による低リン血症性くる病と診断。

135 特殊肉用鶏農場に発生した鶏脳軟化症と早135 特殊肉用鶏農場に発生した鶏脳軟化症と早135 特殊肉用鶏農場に発生した鶏脳軟化症と早135 特殊肉用鶏農場に発生した鶏脳軟化症と早
、期対応の必要性期対応の必要性期対応の必要性期対応の必要性：福岡県筑後家保 江﨑健二郎

今村和彦
、 、2003 9 16,000年 月 特殊肉用鶏 羽飼養農場で

～ 日齢の雛に脚麻痺を主徴とした死亡鶏21 24
が発生。病性鑑定の結果、剖検所見で小脳の軽
度点状出血（ 、病理組織検査で小脳におい1/10）
て神経線維の疎開と消失、出血および硝子様血
栓形成（ ）を認めた。細菌、ウイルス検査等6/6
は陰性。以上から鶏脳軟化症と診断。本症例で
は、脳の肉眼病変が と低く、専用配合飼料1/10
を給与していたことから、当初は本病を疑わな
かったが、対症療法として病理組織診断がでる

、 、前に ビタミン 剤を 日間投与した結果ADE 3
発生羽数は急速に減少。最終発生率は、発生の
早かった群が ～ ％であったのに対し、ビ1.6 2.3
タミン 投与前後の発生群では、 ～ ％でE 0.1 0.9
あった。今回の症例のように、脳の肉眼病変出
現率が低い場合でも、種鶏の脚弱関連疾病ワク
チンの接種状況等から、本病を疑う余地があれ
ば、組織診断を待たず早期のビタミン 投与がE
重要と思われた。

Ⅰ－６生理・生化学・薬理

136 ウコッケイの血液生化学的性状と基準値の136 ウコッケイの血液生化学的性状と基準値の136 ウコッケイの血液生化学的性状と基準値の136 ウコッケイの血液生化学的性状と基準値の
：埼玉県中央家保 益岡奈津樹検討検討検討検討
ウコッケイ( )の血液生化学的検査を実施n=50
、 。 、 、 、し その基準値を検討 検査項目は TP Alb GOT
、 、 、 、 の８項目とし、いずT-Cho Glu Ca IP UA

れもドライケミストリー法で測定。測定値が正
規分布を示した項目は平均値± を、その1.96SD
他の項目は自然対数に変換後同様の方法で範囲

、 。 、を求め それぞれ基準値とした ～TP3.1 4.8g/dl
Alb 1.1 2.2g/dl GOT 141 281IU/L T-Cho 124～ ～、 、
～ 、 ～ 、 ～210mg/dl Glu 111 381mg/dl Ca 6.3

、 、 。1.3mg/dl IP 2.4 7.7mg/dl UA 2.7 9.0mg/dl～ ～
これらは採卵鶏( )の測定値と比べて 、n=29 GOT

、 が有意に高く、 、 が有意に低T-Cho Glu TP Ca
かった。さらに品種および飼養目的で比較した
結果、 の飼養目的による差は顕著で、採卵鶏Ca

± に 対 し ウ コ ッ ケイ ±21.7 6.8mg/dl 9.1
、チャボ( ) ± 、卵用種1.4mg/dl n=16 10.6 1.8mg/dl

愛玩鶏( ) ± と、愛玩用群で有n=15 10.5 2.5mg/dl
意に低値。週齢、性別、産卵率等による飼料か
らの 摂取量とその体内動態の差を反映したCa
ものと推察。

Ⅰ－７保健衛生行政

137 一採卵養鶏場における 方式導入の137 一採卵養鶏場における 方式導入の137 一採卵養鶏場における 方式導入の137 一採卵養鶏場における 方式導入のHACCPHACCPHACCPHACCP
：岩手県県南家保 井戸徳子、大和貢取り組み取り組み取り組み取り組み

管内一採卵養鶏場より 方式導入の支HACCP
。 、援要請 本農場は放し飼いや観光牧場の併設等

特殊な飼養管理状況から、農場（生産段階）で
の即時導入が困難。次善策として、消費直前段

、階である洗卵・選別過程での衛生管理を重視し

まず 部門での 方式導入を先行。支GP HACCP
援内容は ｱ 衛生管理状況の見直しと改善指導 ｲ( ) (

チーム定例会の開催誘導と参画 ｳ 一般)HACCP ( )
衛生管理ガイドラインの整備 ｴ 顧客アンケート( )
に基づく製品説明書の作成。結果、① 部門GP
の衛生管理改善、②従業員の衛生意識の向上お
よび知識習得が図られた。今後は 部門のGP

システム構築の継続、生産段階での衛HACCP
生管理改善および 導入を推進。本農場HACCP
での取り組みから導入プロセスをマニュアル化
し、他農場への普及を図る。

ブロイラー特別飼育農場の換気改善によるブロイラー特別飼育農場の換気改善によるブロイラー特別飼育農場の換気改善によるブロイラー特別飼育農場の換気改善による138
：岩手県中央家保 佐藤直人生産性向上対策生産性向上対策生産性向上対策生産性向上対策

細川泰子 高橋学
１特別飼育農場で６週齢以降に死亡率が上昇

し、この時期の死亡が全体の （平成 年63% 15
成績）を占めた。大腸菌症が主な死因と診断さ
れたことから、鶏舎環境を調査して、改善策を
施した。鶏舎内アンモニア濃度は５週齢以降上
昇（最大 ）し、換気扇能力は６週齢以降60ppm
不足（充足率 → ％）していた。換気を強91 72
化した１鶏舎（試験区）を設置して従来換気の
１鶏舎（対照区）と比較した。対照区で４週齢
以降の死亡率が高く推移した。５週齢以降アン
モニア濃度は両区で増加したが、換気量の充足
率は６週齢以降、試験区で → 、対照86.2 63.0%
区では → であり試験区でより高値で51.2 44.1%
あった。試験区と対照区の生産成績は、育成率
（ ％・ ％ 、飼料要求率（ ・ 、99.6 96.3 1.96 2.13） ）

52.8g 50.5g 268日増体重（ ・ ）および生産指数（
・ ）ともに試験区で良好であった。得られた224
成績から飼育後半の十分な換気により大腸菌症
の発生が減少し、生産性向上（約 万円の売1200
上増：推定）が図られた。

比内地鶏主産地における少羽数飼育者の衛比内地鶏主産地における少羽数飼育者の衛比内地鶏主産地における少羽数飼育者の衛比内地鶏主産地における少羽数飼育者の衛139
：秋田県北部家保 山田典子、小林俊博生指導生指導生指導生指導

比内地鶏の飼養羽数は年々増加し、全県の8割
以上を管内で飼育。主産地であるH町の生産部会

、 。は衛生意識が高く その対策や連絡体制が整備
一方、愛玩鶏などの少羽数飼育者については衛
生意識や関心が低く、実態も不明瞭で、把握し
ている飼育場所は比内地鶏農場と混在。当町の
防疫対策強化を目的に、約3,700世帯に監視伝染
病予防のリーフレット配布および相談窓口を開
設し、少羽数飼育者23戸（372羽）を実態調査、
指導および各種検査（ニューカッスル病（ND 、）
鶏マイコプラズマ病、サルモネラ症、内部寄生
虫症）を実施。ND-HI抗体価が低く、消毒が未実
施など監視伝染病に対する危機感が希薄。ワク
チン接種を含めた衛生指導により飼育者の意識
が向上したことから、少羽数飼育者がワクチン
接種を継続するための体制づくりが必要。今後
も少羽数飼育者の完全把握と監視伝染病の普及
啓蒙を続け、関係機関や生産部会とも連携し地
域一丸となった防疫体制の推進に努める。

採卵鶏農場へのＨＡＣＣＰシステム導入の採卵鶏農場へのＨＡＣＣＰシステム導入の採卵鶏農場へのＨＡＣＣＰシステム導入の採卵鶏農場へのＨＡＣＣＰシステム導入の140
：福島県いわき家保 佐藤敦子、藤本取り組み取り組み取り組み取り組み

尊雄
平成 年度より家畜衛生技術指導事業におい15
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てモデル農場として採卵鶏農場 戸を選定、1
システムの導入に取り組んだ。システHACCP

ム導入後、農場では日常業務等の管理記録を開
始、当所では月に約 回の頻度でモニタリング1
を実施、 システムによる農場管理の維HACCP
持、衛生意識の高揚を図るため助言、指導を行
った。また、鶏舎、 センター等の環境材料のGP
サルモネラ検査を実施、農場の衛生管理状況を

4 84評価。環境材料を中心として現在まで計 回
検体についてサルモネラ検査を実施、全検体陰
性。 システムの導入に伴い、農場の衛HACCP
生意識が高揚、業務記録による問題発生時の原
因究明が可能となった。

：福島141 会津地鶏飼養農家に対する衛生指導会津地鶏飼養農家に対する衛生指導会津地鶏飼養農家に対する衛生指導会津地鶏飼養農家に対する衛生指導
県会津家保 鈴木優美子、小原直樹
会津地鶏は会津地方固有の在来種を基に改良

された肉用鶏で、管内の飼養羽数は年々増加。
更に管内三島町で食鳥処理所施設が整備され、
地域内での処理が可能となる。当家保では毎年
会津地鶏飼養農家を巡回し、鶏疾病検査、衛生
指導を実施。今年は衛生実態の現状調査とサル
モネラ、カンピロバクターの保菌状況、ニュー
カッスル病(ND)及びマイコプラズマ症(MG・MS)
の抗体保有状況、寄生虫卵数などの衛生検査を
実施。消毒を定期的に行っていない農家ではMG
・MS陽性率が高い傾向。今年度から実施したカ
ンピロバクター分離陽性率は鶏舎の清掃と消毒
を実施しておらず、糞が著しく堆積している農
家で最も高かった。ND-HI抗体価は20倍を下まわ
る鶏が全体の76.6%を占め、知識不足によりワク
チンの接種方法に問題がある農家がみられた。
今後、頻回巡回し、飼養衛生管理基準の遵守を
指導するとともに、衛生検査を反復する予定。

：福142 川俣シャモにおける衛生対策について川俣シャモにおける衛生対策について川俣シャモにおける衛生対策について川俣シャモにおける衛生対策について
島県県北家保 大西彩香
川俣シャモは 戸の農家で組織する川俣町肉17

14 10シャモ振興会（振興会）で生産。平成 年
月に振興会員農家でコクシジウム症が発生。さ
らに病性鑑定時にニューカッスル病（ ）抗体ND
価が低いことが判明。振興会および川俣町と連
携して ワクチン投与方法とコクシジウム症ND

ND対策について見直しおよび衛生指導を実施。
4 26 2 7 14ワクチンは 日 日齢の 回投与から 日、 、

日、 日齢の 回投与に変更。検証の結果、さ26 3
らに 日、 日、 日齢に変更。ワクチン投12 26 60
与回数の変更により費用は 羽当たり約 円1 0.6
増加したが、出荷近くのシャモにおいて十分な
抗体価を確認。コクシジウム症対策はサルND

ファ剤投与からワクチン投与に切り替え、現在
効果の検証中。加えて、振興会および地域ぐる
みでの鶏疾病や衛生管理の勉強会開催で振興会
員の衛生意識が向上。今後、振興会員の増加お
よび増羽に向けて更なる衛生管理指導が必要と
なる。

HACCP方式を導入した平飼い養鶏農家の衛生HACCP方式を導入した平飼い養鶏農家の衛生HACCP方式を導入した平飼い養鶏農家の衛生HACCP方式を導入した平飼い養鶏農家の衛生143
茨城県鹿行家保 西野弘人、飯島知一実態：実態：実態：実態：

独自の衛生管理マニュアルを持ち、サルモネ
ラ対策にHACCP方式を導入している平飼い採卵農
場(H農場)の衛生実態を調査。H農場は舎内平飼

。 、いで採卵鶏を約2,000羽飼養 聞き取り調査では
HACCP方式による衛生管理実態を調査。雛の導入
や飼料の購入ではサルモネラ陰性証明書を確認
する等の衛生管理を実施。サルモネラ検査では
全検体陰性。また、H農場の自主的なサルモネラ
検査でもサルモネラ菌は検出されていないこと
から、H農場の導入しているHACCP方式は有効。
抗体検査ではニューカッスル病ワクチンの有効
性やマイコプラズマ感染症の抗体等を確認。寄
生虫検査ではコクシジウムをわずかではあるが

。 、 、確認 総体的に衛生状態は良好だが 消毒方法
コンテナの管理方法などを指導。引き続き衛生
管理の徹底による生産性阻害要因のコントロー
ルが必要なので、今後も農家の飼養実態に即し
た衛生指導の確立等に努めていきたい。

：千葉144144144144 鶏の死亡報告からみた死亡率の実態鶏の死亡報告からみた死亡率の実態鶏の死亡報告からみた死亡率の実態鶏の死亡報告からみた死亡率の実態
県南部家保 羽田野恭子、梶川和彦
今後の飼養衛生管理の指導に活用するため、

家畜伝染病予防法第 条に基く養鶏農場の報52
告より 月～ 月の農場の死亡率の実態を検4 9
討。その結果、平均死亡率は肉用鶏 ％、採0.53
卵鶏 ％で種別により差があった。常に高く0.17
推移する農場と低く推移する農場があった。採

35 7卵鶏では、日最高気温 度以上が連続した
月の 週間で、 農場が死亡率 ％以上となっ2 8 1
た。死亡率の高い農場は、病性鑑定と電話によ
る聞取りを行い高病原性鳥インフルエンザを否
定。以上より、死亡率の差は種別による飼養形
態や、農場による飼養衛生管理技術の差にある
と考えられた。また、管理技術により全体の暑
熱の影響は低いが、管理技術水準以上の暑さの
連続時期には、衛生管理情報の共有と農場毎の
管理チェックの注意喚起が更に必要と考えられ
た。農場からの報告は、地域の衛生管理指導を
効率的に行う上で重要な手掛りとなるので、デ
ータを蓄積し今後の指導に活かしたい。

145 鶏疾病のサーベイランスからみた家畜保健145 鶏疾病のサーベイランスからみた家畜保健145 鶏疾病のサーベイランスからみた家畜保健145 鶏疾病のサーベイランスからみた家畜保健
：神奈川県湘南家保 宮地衛生所の今日的役割衛生所の今日的役割衛生所の今日的役割衛生所の今日的役割

明子、三木桐美
（ ）、 （ ）ニューカッスル病 ND サルモネラ症 SAL

及び高病原性鳥インフルエンザ（HPAI）のサー
ベイランス（サーベイ）業務から家保の役割に
ついて考察。平成16年1～12月、管内養鶏場のサ
ーベイ実施状況。NDは、臨床及び抗体検査を実
施、SALは、臨床及び細菌検査を実施し、検査結
果を養鶏場に還元。HPAIは、臨床及びモニタリ
ング検査、死亡鶏羽数の把握によりHPAI侵入の
有無を監視。愛玩鶏は、飼養戸数の把握、飼養

。 、者等からの相談及び検診に対応 NDサーベイは
養鶏産業の安定的経営を目指した家保が従来か
ら実施している基幹的家畜衛生業務。加えて、S
ALサーベイによる養鶏場での発生予防は、消費
者の食品衛生にも寄与する。HPAIサーベイは、
人と動物の共通感染症の発生予防にも寄与し、
発生時には、危機対応を迅速かつ円滑に行うこ
とに貢献する。今日、安全・安心なくらしを支
えるため、家保はこれらサーベイを確実に実施
していく役割を担う。

県内採卵鶏農場における 方式導入県内採卵鶏農場における 方式導入県内採卵鶏農場における 方式導入県内採卵鶏農場における 方式導入146146146146 HACCP
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、に向けた取り組みに向けた取り組みに向けた取り組みに向けた取り組み：新潟県中越家保 岡本英司
田中史彦
新潟県では平成 年度から採卵鶏農場を対象12

に 導入普及定着化事業を実施。 およHACCP 12
び 年度は県内 農場を対象に飼養状況調査13 47
および一般衛生管理状況調査を、またモデル農
場として 農場を対象にサルモネラ検査を実10
施。結果、一般衛生管理状況調査では各項目で
全国平均を下回り、またモデル農場でのサルモ
ネラ検査では 農場でサルモネラを分離。衛生4
管理指導の徹底が必要と思われた。そこで 年14
度から 農場を対象に一般衛生管理啓発のため8
記録簿の整備とサルモネラ検査を行い、 年度15
からは更に重要管理点に①鶏舎洗浄消毒②導入
鶏の健康管理③採卵鶏健康チェック④鶏卵保存
を加え、各農場で指導を行った。これら指導・
調査の結果、 および 年度対象の延べ 農14 15 16
場全てで記録簿が整備または改善された。しか
しサルモネラは延べ 農場中 農場から分離さ16 6
れ、更なる衛生指導の徹底と、全農場への普及
に向け啓発が必要。

147 消毒効果判定指標に基づいた有効な飲水消147 消毒効果判定指標に基づいた有効な飲水消147 消毒効果判定指標に基づいた有効な飲水消147 消毒効果判定指標に基づいた有効な飲水消
：富山県西部家保 石地智乃、松村隆治毒法毒法毒法毒法

管内約30万羽飼養のA養鶏場で実施されている
飲水消毒効果を検証するため、検査室内にて飲
水添加可能な塩化ジデシルジメチルアンモニウ
ム（DDAC）を含む消毒薬の EnteritiSalmonella
dis（SE 、 （SA）に対す） Staphylococcus aureus
る消毒効果をもとに希釈倍率、感作時間、温度
の3点を柱として消毒効果判定指標（指標）を作
成。低希釈倍率、長時間感作、高温により効果
が増加。指標と比較することで農場での効果を
検証。当初はSEに対する効果は見られず、SAに
対する効果も弱かったため、消毒薬添加量の改
善を指導。改善後の検査でSE・SA両者に対して
有効であることを実証。給水パイプ内で有機物
等の影響と見られる下流の消毒効果減少が見ら
れたが、下流域では感作時間の延長により十分
な効果が発揮されていると推察。SE・SAよりDDA
Cに高感受性の高病原性鳥インフルエンザウイル
スの防御に貢献することを期待。今後指標をも
とに有効な飲水消毒法の普及に取り組む予定。

「 」と「エゴマ」を取り入れた高付「 」と「エゴマ」を取り入れた高付「 」と「エゴマ」を取り入れた高付「 」と「エゴマ」を取り入れた高付148 HACCPHACCPHACCPHACCP
：福井県家保 宮地利江、笠原加価値鶏卵生産加価値鶏卵生産加価値鶏卵生産加価値鶏卵生産

香澄
高付加価値鶏卵の生産を希望する養鶏家に対

し、関係機関が連携して生活習慣病予防効果が
期待できるエゴマの飼料添加および 方HACCP

HACCP式を取り入れた衛生管理導入を指導。
方式導入のため農家と勉強会を実施。危害因子
はサルモネラ属とし、農家の実態調査を実施し
たところ結果はすべて陰性。管理表を作成し毎
日の点検および記帳を指導。 方式導入HACCP
は記帳が煩雑との意見が出たが農家自身が有効
性を認識し衛生管理に積極的となった。課題と
して、記帳のベースとした表が使いにくく改良
の余地があると考えられた。鶏はエゴマ添加開
始前・開始後に採血し、生化学検査および脂肪
酸組成分析を実施。産卵成績、卵黄中脂肪酸組
成の測定を実施。血清生化学検査で差はなく、

脂肪酸組成は血清・鶏卵とも 系列が高値。n-3
産卵成績にも差がなかったため健康な鶏から高
付加価値鶏卵が生産できたと判断。直売所での
アンケートでは卵購入動機に「美味しかったか
ら 「対象農家が衛生重視であるため信頼して」、
購入」などの意見が多く、販売効果も増加。

ＨＡＣＣＰ方式による採卵養鶏農家の衛生ＨＡＣＣＰ方式による採卵養鶏農家の衛生ＨＡＣＣＰ方式による採卵養鶏農家の衛生ＨＡＣＣＰ方式による採卵養鶏農家の衛生149
：三重県中央家保 竹馬工、岩本仁司ほか指導指導指導指導

平成9年度から始まった畜産物生産衛生管理指
導体制整備事業のモデル農家である管内A採卵養
鶏農家の取り組みを報告。平成9年から鶏舎の改
修等施設面の改善を実施。平成11年からは畜産
物HACCP導入促進対策事業にも参加。HACCP方式
導入のため、フローダイヤグラムの作成、危害
分析の実施、重要管理点の設定及び検討会の開
催等の取り組みを実施するとともに衛生意識を
向上させるため従業員研修を開催。またHACCP方
式導入の効果を検証するため当所において鶏舎
とGPセンター内のサルモネラ検査及びATPテスタ
ーによるATP値の測定を定期的に実施。その結果
に基づき清掃等衛生管理方法を改善指導。また
従業員を対象にアンケート調査を実施しHACCP導
入前と導入後の従業員の意識行動について調査
した結果、導入後の衛生意識が向上。

徳島県特産地鶏、阿波尾鶏における「安心徳島県特産地鶏、阿波尾鶏における「安心徳島県特産地鶏、阿波尾鶏における「安心徳島県特産地鶏、阿波尾鶏における「安心150
：徳島県徳・安全な 鶏肉」生産への取り組み・安全な 鶏肉」生産への取り組み・安全な 鶏肉」生産への取り組み・安全な 鶏肉」生産への取り組み

島家保 宮﨑喜美、鴻野文男
管内 戸の阿波尾鶏生産農家は県南の１生産22

組合に所属し、昨年 万羽を出荷。①抗菌剤95.3
無投与②健康的飼育に焦点を絞り、家保の指導
のもと「安心・安全な阿波尾鶏」生産に取り組
む。飼養管理面ではコクシジウムワクチンを追
加し、 、 、 もプログラムを改善。飼育ND IBD IB
全期間無薬飼料に変更し、原則として抗菌剤は
中止しビタミン剤、生菌製剤を奨励。 対HPAI
策を兼ねた衛生面の強化として、全農家で飲水
及び車輌消毒、鶏舎内外に生石灰乳塗布。鶏舎
周辺を石灰石で舗装、電柵、防鳥ネット等を指

HPAI 5示 飼養管理衛生及び 対策勉強会を昨年。
回開催し、衛生・防疫意識の高揚に努めた。生
産組合は出荷トラックの消毒、出荷カゴ洗浄機
改善等を実施。取り組み始めた昨年の平均出荷
成績は前年比 ３、粗利益 円 羽上昇、食PS 23.0 /
鳥検査廃棄率 。衛生費は増加したが、生0.21%
産性が向上し、容易ではない生産者の団結と自
信を構築できた。

151 農産物直売所への鶏卵出荷農家に対する衛151 農産物直売所への鶏卵出荷農家に対する衛151 農産物直売所への鶏卵出荷農家に対する衛151 農産物直売所への鶏卵出荷農家に対する衛
：福岡県両筑家保 田中優子ほか生指導生指導生指導生指導

平成 年 月にオープンした農産物直売所及16 4
びそこへの鶏卵出荷農家 戸を対象に、調査及12

1 1 100 7び指導を実施 調査 )飼養規模： 羽未満(。
戸)、 ～ 羽未満( 戸)、 羽以上( 戸)100 500 3 500 2
と小規模。 )飼養形態 ：平飼い( 戸)、ケー2 10
ジ飼い( 戸)、全て開放鶏舎。 )導入状況：初2 3

7 1 3 1生( 戸)、中雛( 戸)、大雛( 戸)、自家孵卵(
戸)。 )導入後ニューカッスル病( )ワクチン4 ND
：接種( 戸)、未接種( 戸)。 )衛生管理対策2 10 5
：防鳥( 戸)、水洗( 戸)、未実施( 戸)。 )温7 1 4 6
度測定（平成 年 月 ：直売所売り場（平均16 8 ）
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23.3 29.6 A 25.2℃ 最高 ℃ 農家保管場所 平均、 ）、 （
、 ） 。 、℃ 最高 ℃ であり特に問題なし ただし30.3

今回未測定の農家によっては保管方法の改善が
。 （ 、 、必要 指導 )講習会 回実施 サルモネラ2 1 2 ND

高病原性鳥インフルエンザ等について 。 )個別） 2
（ 、指導により ワクチン接種率が向上 戸ND 2/12

％から 戸、 ％ 。 課題： ワ16.7 11/12 91.7 3 ND）
クチン接種の継続、鶏舎消毒の実施及び鶏卵保
管方法の改善指導。

：佐賀県中部家152 新規就農採卵鶏農家の指導新規就農採卵鶏農家の指導新規就農採卵鶏農家の指導新規就農採卵鶏農家の指導
保 詫摩美幸、永渕成樹
新規農家はM農場傘下で、飼養管理方法にこだ

わる自然卵養鶏場。ワクチン接種済、平飼、3群
600羽飼養。1群目導入後の平成16年6月19日に家
保が立入。デビ－ク不良、過肥、やや脚弱が見
られた。6月26日に鶏コクシジウム病発生。群の
約半数が沈うつ症状、最終的に13羽死亡。原因
は種鶏場での汚染と推定。農家は家保の指導に
より抗コクシ剤を 回だけ投与、異常鶏を空舎1
へ隔離、発酵菌利用による本病対策を実施。家
保は週2回立入し、OPGの推移をもとに指導。飼

、 。養管理面の指導で 他農家で鶏の勉強会を開催
産卵数増加のため固定客販売を指導。その後、
コクシ汚染、デビ－ク等の問題からM農場傘下を
離脱、種鶏場を変更。2・3群目は発病なく、産

。 、 、卵率8-9割 12月現在 卵を毎日500個強生産し
9割以上を固定客に販売していることから、配達
に忙しいため、鶏の観察不足が懸念される。今
後は、固定客向けに産卵数維持が必要で、鶏群
の衛生管理面の継続指導が重要である。

食鳥検査データを活用したブロイラー養鶏食鳥検査データを活用したブロイラー養鶏食鳥検査データを活用したブロイラー養鶏食鳥検査データを活用したブロイラー養鶏153
：大分県三重家保 鈴木秀幸場への衛生指導場への衛生指導場への衛生指導場への衛生指導

平成 年度食鳥検査データを用い、年間全部14
廃棄・と殺禁止率（廃棄率） の 食鳥処0.75% T
理場利用農場中で年間廃棄率が と最も高3.20%

A 15かった 養鶏場を重点指導農場に選定、平成
年 月より立ち入り検査・指導を開始。検査の6
結果、糞便中からコクシジウムオーシスト、肉
眼的・病理学的検査、抗体価検査によりマレッ
ク病の発生を確認したため、コクシジウム症、
マレック病を重点指導項目に設定。コクシジウ
ム症対策として投薬プログラムを検討、経時的
な糞便中コクシジウムオーシストを計測、早期

。 、投薬を指導 マレック病対策として消毒の徹底
鶏舎改装を指導。その結果、出荷前の休薬期間
中でのコクシジウムオーシスト が低減し、OPG
平成 年 月以降削痩・発育不良廃棄率 以15 8 1%

8.74% 15下を維持。マレック病廃棄率は （平成
年 月出荷分）から （平成 年 月出11 0.29% 16 10
荷分）へ低減。食鳥検査データにより効率的な
農場指導を行うことができた。

Ⅰ－８その他

平飼い養鶏は新規就農の第１歩となりえる平飼い養鶏は新規就農の第１歩となりえる平飼い養鶏は新規就農の第１歩となりえる平飼い養鶏は新規就農の第１歩となりえる154
：和歌山県紀南家保 高橋康喜、大出満寿雄かかかか

、 、本県では 新規に農業を始める人達に対して
農業をやってみようプログラムを推進している
が、農業を始めるには、初期投資や安定した収

入を得難いという問題点を抱えている。小羽数
の平飼い養鶏は、初期投資が少なく、日々の安
定した収入があるため、初期生計の一助に成り
えるかを検討。管内平飼い養鶏農家の大半がＵ
ＪＩターン等で農業をスタートし、他の農業と
平行しながら養鶏を行い、鶏による収入が全収
入の３～７割を占めていた。初期費用は、非常
に安価に済ましており、生計に影響を与えるも
のではなかった。各農家とも独自の販売経路で
宅配や店舗への直接販売を行い、高単価での販
売であった。平飼い養鶏の特色を十分にアピー
ルし、販売方法に工夫を凝らしていけば、初期
生計の手助けになると考えられた。各種疾病対
策は、自然な状況での飼育・生産を行いたい等
の理由から、導入後のワクチン接種、消毒は十
分に実施されておらず今後に課題を残すもので
あった。

三豊地域における養鶏農家の排せつ物処理三豊地域における養鶏農家の排せつ物処理三豊地域における養鶏農家の排せつ物処理三豊地域における養鶏農家の排せつ物処理155
：香川県西部家保西讃支所状況及び流通状況状況及び流通状況状況及び流通状況状況及び流通状況

澤野一浩、竹内康裕
「家畜排せつ物の管理の適正化及び利用の促

進に関する法律」が、平成 年 月 日から16 11 1
完全施行。施設整備にとらわれがちだが、その

。 、後の適正な管理と利用の促進が重要 そのため
· 62堆肥の処理 流通状況の実態を調査。採卵（

戸)の場合、主に自己経営外で処理する農家の割
合は 戸、散布実施は 戸、焼却施設を保有60 24
する農家は 戸。価格は他の畜種と比べ低い傾6
向。ブロイラー（ 戸）の場合、主に自己経営27

20 3外で処理する農家の割合は 戸、散布実施は
戸、焼却施設を保有する農家は 戸、うち焼却7
処理のみが 戸。三豊地域は堆肥が過剰に生産4
されているため、一部の農地で過剰投与傾向。
他地域と連携した有機物資源の広域循環利用が
必要。

農場調整池の浄化に端を発した養鶏場環境農場調整池の浄化に端を発した養鶏場環境農場調整池の浄化に端を発した養鶏場環境農場調整池の浄化に端を発した養鶏場環境156
福岡県筑後家マネジメントと衛生意識の向上マネジメントと衛生意識の向上マネジメントと衛生意識の向上マネジメントと衛生意識の向上：

保 浅田研一、横山博子
町が山麓にある農業用水池の護岸工事を行Y

った際、池の水の異変に気づき、水質調査を実
、施した結果 及びリンの値が高いことからBOD

山頂にある 万羽を飼養する農事組合法人採卵15
養鶏場の、農場調整池から鶏糞等を含む汚水の
流出が原因として考えられた。そこで養鶏場組
合員、役場職員を含めた関係機関による「環境
保全対策協議会」を設置し、調整池に溜まった
汚水の排水と鶏糞等を含む汚泥を除去。次に全
組合員対象の研修会、場内施設の改善、環境管
理マニュアルの作成、作業工程の共有化を図る
ため担当者の配置転換等の農場環境マネジメン
トを実施。その結果、調整池の環境維持管理、
鶏糞の適切な管理、全組合員の連携の強化と農

。 、場内問題点の共有化が図られた 環境改善後は
衛生面に対する意識が向上したため、家保は衛
生管理マニュアル（案）を作成し、現在農場側
と調整しており、今後は、現場に即した誰にで
も理解できるマニュアルを完成させていく予定
である。
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Ⅱ豚の衛生

Ⅱ－１ウイルス性疾病

豚コレラ疑似患畜の発生状況とその疫学：豚コレラ疑似患畜の発生状況とその疫学：豚コレラ疑似患畜の発生状況とその疫学：豚コレラ疑似患畜の発生状況とその疫学：157
鹿児島県肝属家保 牧内浩幸、森山良人
平成 年 月 日に発生した管内 例目の16 9 17 4

豚コレラ（豚コ）疑似患畜発生農場の疫学調査
km 54を実施 農場は初発農場から２ 圏内の母豚。

頭を飼養する一貫農家。剖検で、母豚に腎臓の
点状出血と脾臓の出血を確認。哺乳豚では、腎
臓の点状出血が 、脾臓の出血性梗塞 、7/18 3/18
膀胱粘膜の出血 を確認。豚コウイルス2/18
（ ）検査では、母豚は 陽性、 陽CSFV FA ELISA
、 。 、 、性 分離陽性 哺乳豚は 陽性がCSFV FA 14/18

ELISA ELISA全頭陰性 分娩舎では 離乳豚は。 、 、
陽性が 、 分離陽性が で、以15/190 CSFV 28/190
前 陽性母豚が分娩した豚房を中心に確認ELISA
し、子豚の移動による 拡散も確認。ストCSFV
ール舎では、 陽性は 頭認め、うち 頭ELISA 4 1
は 月中旬に流産。 頭は、子豚は黄白色の下8 1
痢で全滅。抗体陰性であった肥育舎は、防疫帯
で区分し殺処分は未実施。疫学調査等から、農
場へは 月上旬～中旬に が侵入したと推8 CSFV
察。感染経路は特定できなかったが、近隣感染
によるものと推定。

同一地域で連続した豚コレラ疑似患畜の発同一地域で連続した豚コレラ疑似患畜の発同一地域で連続した豚コレラ疑似患畜の発同一地域で連続した豚コレラ疑似患畜の発158
：鹿児島県肝属家保 森山良人、鬼塚剛生生生生
平成16年3月～9月に、養豚場密集地帯の半径1

km圏内の地域で豚コレラ（豚コ）を疑う例が4件
連続して発生。病態は従来と相違ないが、伝播
力は緩徐。全例で豚コワクチンに類似する同一
の豚コウイルス（CSFV）が分離。CSFVの性状や
初発農場管理者の証言等から豚コレラ撲滅技術
検討会で疑似患畜の発生と判断され、疑似患畜
の発生として対応。発生農場では電殺器と化製
場を利用した全頭の殺処分を実施。ただし、４
例目は防疫的に区分できた一部豚舎を除き殺処
分。その後、汚染物品の埋却及び農場内消毒を
実施。周辺地域は疑い察知時点で半径3km圏内の

、 。農場に移動自粛を要請し 清浄性を確認後解除
発生が連続したため、清浄性確認検査の精度向
上に加え家伝法に基づく報告徴求や積極的な病
性鑑定を実施し 監視体制を強化。豚コワCSFV
クチン接種豚の混在は清浄性確認作業上大きな
障害。同時に関係者の意識向上を図り地域一体
となった防疫対策を実施し、平成 年 月に16 11
地域の清浄性を確認。

高159 日本脳炎ウイルスによる豚の死産発生例：日本脳炎ウイルスによる豚の死産発生例：日本脳炎ウイルスによる豚の死産発生例：日本脳炎ウイルスによる豚の死産発生例：
知県高幡家保 濵田康路、堤聰太郎
平成１６年１０月、母豚２５０頭規模の一貫経

営農場において、黒子と一部白子を含む死産が相
次いで発生。死産した胎仔について病性鑑定を実
施。剖検で死産胎仔全例に水無脳症を確認。ウイ
ルス学的検査として、 抗体検査、蛍光プローブHI
を用いたリアルタイムＰＣＲ、 細胞を用Vero9013
いたウイルス分離を実施。胎仔脳脊髄液、胸水、
血清から極めて高い 抗体価を確認。脳脊髄液HI
から日本脳炎ウイルス特異遺伝子も検出したが、

ウイルス分離は陰性。以上の結果から、本症例を
日本脳炎ウイルスによる死産と診断。管内の同ウ
イルス流行調査では８月初旬頃から抗体が陽転し
中旬にはピークに達したことから、本症例は８月
中旬頃の感染を示唆、感染時期としては胎齢の早
い時期に感染した可能性が高い。当農場では日本
脳炎ワクチンが未接種であり、衛生対策としてワ
クチン接種の徹底を指導。近年同疾病に対する認
識が低下傾向にあるため、管内の養豚農場を対象
にワクチン等に関する啓蒙指導を実施し、衛生管
理の更なる向上を図ったので報告する。

大規模養豚場のオーエスキー病清浄化への大規模養豚場のオーエスキー病清浄化への大規模養豚場のオーエスキー病清浄化への大規模養豚場のオーエスキー病清浄化への160
：福島県相双家保 宮田なつみ、原 恵取組み取組み取組み取組み

繁殖豚500頭規模のSPF農場において、平成4年
にオーエスキー病（AD）野外抗体陽性豚を確認
し、ワクチン接種を開始。以降、ワクチンによ
るコントロールを継続。農場は平成13年4月より
清浄化への積極的な取組みを開始。農場の取組
みとして、①平成13年4月から農場の分割と短期
間でのオールアウトを実施 ②平成15年12月か
らのワクチン接種中止と家保との協議による福
島県AD防疫対策実施要領に基づく清浄化プログ
ラムを作成 ③平成16年7月までに種豚更新完
了。これらの対策の結果、平成12年度の野外ウ

、 。イルス抗体陽性率35.7％は 平成13年度以降0％
平成16年8月、農場清浄性確認検査において、全
頭陰性。現在、清浄性維持のための農場モニタ
リングを家保の定期検査と農場自主検査により
継続。AD清浄化後、農場はワクチン使用量など
の低減、安全で信頼されるSPF豚の生産を実現す
る等の成果を得た。

：神161 オーエスキー病(AD）清浄化の取り組みオーエスキー病(AD）清浄化の取り組みオーエスキー病(AD）清浄化の取り組みオーエスキー病(AD）清浄化の取り組み
奈川県湘南家保 牧野敬、井之本史
ADは1984年県内に侵入、家保は20年間本病の

防疫に取り組んで来た。2003年度、定期的清浄
度確認検査でAD野外抗体保有豚（陽性豚）が摘
発された農場は管内5市31農場中F市とC市の6農
場であった。2003年秋、両市の養豚団体と協議
の結果、両市内の陽性豚完全排除を目指すこと
になり、地域での清浄化に取り組んだ。取り組
みは、AD陽性農場での確実なワクチン接種並び
に種豚及び精液の生産基地となっている3農場
（母豚数250～450頭）での繁殖候補豚の全頭抗
体検査を実施、地域内母豚群への陽性豚の拡散
防止を徹底した。また、陽性豚が摘発された6農
場を含む両市の7農場で繁殖母豚、種雄豚のほぼ
全頭についてAD抗体保有状況把握のため検査を
実施。結果、陽性豚は832頭中110頭、各農場の
野外抗体保有率は0～29％だった。今回の取り組
みの結果、各農場の陽性豚リストアップによる
現状把握が出来、近い将来両市から陽性豚を完
全排除出来る見通しがついた。

：山梨162 オーエスキー病抗体陽性豚確認報告オーエスキー病抗体陽性豚確認報告オーエスキー病抗体陽性豚確認報告オーエスキー病抗体陽性豚確認報告
県東部家保 池永直浩、名執裕仁
平成16年10月に豚オーエスキー病（AD）準清

浄地域である管内D村のADワクチンを接種してい
る繁殖農場より、定期的に実施しているADの抗
体検査の依頼を受け、同じ豚舎で飼養されてい
る72頭を抗体識別ELISAキットにより検査したと
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ころ、61頭で抗体陽性を確認。抗体陽性豚は61
頭中60頭が未経産で系列農場からの導入豚であ
った。1頭は6産している経産豚であり、平成14
年3月の検査では陰性。抗体陽性豚が分娩舎に移
動後、ウィルスの排泄・他の豚への感染の有無
について検査したが陰性。農場責任者と対策に
ついて協議した結果、年3回全頭一斉接種へとワ
クチンプログラムを変更し、繁殖候補豚を導入
する際は、導入前に確実に2回接種し、検査後陰
性の豚を導入することとした。家保では引き続
き飼養豚のAD抗体検査を実施するとともに、抗

、 、体陽性豚については 計画的な早期淘汰を奨め
清浄化に向けて取り組んでいく。

猟犬由来オーエスキー病ウイルスの豚への猟犬由来オーエスキー病ウイルスの豚への猟犬由来オーエスキー病ウイルスの豚への猟犬由来オーエスキー病ウイルスの豚への163
：三重県中央家保病原性及び野生猪の浸潤状況病原性及び野生猪の浸潤状況病原性及び野生猪の浸潤状況病原性及び野生猪の浸潤状況

林義規、池町安雅ほか
2002年県内飼養の猟犬からオーエスキー病ウ

イルス（Pseudorabies Virus；PrV）を分離（猟
犬株 。野生猪からの感染を疑いウイルスゲノム）
制限酵素切断パターン解析による遺伝子学的検
査を実施したところ1998年に猪から分離した株
（猪株）と極めて類似するⅣ型を示した。2ヶ月
齢豚へ感染実験では猪株、猟犬株いずれの接種
群においても発症を確認（動物衛生研究所海外
病部に依頼 。平成10年度から15年度までの県内）
飼養豚計8,500頭の抗体検査、病性鑑定豚219頭
の分離検査ではオーエスキー病の陰性を確認。
同年度に猟友会の協力により得られた野生猪血
清のPrV抗体検査において、県南部を中心に16.8
％（109/650）の抗体保有を認めたことからも、
豚舎への野生猪侵入防止対策を引き続き指導し
ていく必要があるものと考えた。

：宮崎県164 哺乳豚に発生したオーエスキー病哺乳豚に発生したオーエスキー病哺乳豚に発生したオーエスキー病哺乳豚に発生したオーエスキー病
宮崎家保 入田重幸、鎌田博志
県内の一貫経営養豚場で、哺乳豚にオーエス

キー病（AD）が発生したのでその概要を報告。
病性鑑定を実施した10日齢の哺乳豚4頭は神経症
状を呈し、剖検では、腎に点状出血様の病変が
認められた他、著変なし。病理学的検査では、
大脳、中脳、小脳で非化膿性髄膜脳炎を呈し、
大脳皮質で神経細胞の変性・壊死とともに好酸
性の核内封入体が認められた。これらの神経細
胞は、抗ADVgB蛋白抗体を用いた免疫組織化学的
検査で陽性。また、肺の一部の細気管支上皮お
よび肺胞上皮に核内封入体、肝の巣状壊死およ
び脾の巣状壊死が認められた。ウイルス学的検
査では、4頭全ての扁桃および大脳からADVを分
離。血清学的検査では、4頭全てADgⅠ識別ELISA
陰性。当該農場はAD清浄化推進地域に在り、AD
ワクチン未接種であったことが今回のAD発生の
原因と考えられた。今回分離されたADVゲノムDN
Aの制限酵素切断パターンの比較では、日本代表
株に類似したが、一部相違が認められた。

：鹿児島県曽165 管内のオーエスキー病浸潤状況管内のオーエスキー病浸潤状況管内のオーエスキー病浸潤状況管内のオーエスキー病浸潤状況
於家保 藤本純、稲田年久

管内249戸の90.0％にあたる224戸の豚血清4,37
5検体を対象にオーエスキー病（ＡＤ）の浸潤状況を
調査。野外ＡＤウイルス抗体陽性率は22.9％，農場
陽性率は25.0％であった。 経営規模別の農場陽

性率は，いずれの飼養形態においても規模が大きく
なるほど陽性率も上昇する傾向が見られた。出荷先
により農場の陽性率が大きく異なっていた。輸送スト
レスのため，不顕性感染していた豚により汚染され
たと畜場で，ＡＤＶが拡散している可能性があると思
われる。抗体陽性農場の分布は偏りが見られた。Ａ
町（66.7％）からＧ町（31.7％），Ｆ町（27.3％）にかけ
て陽性農場の集中する地域が認められた。特に陽
性農場が集中しているＡ町の陽性農場17戸につい
て抗体陽性率を検索したところ，平成14年度の41.6
％から16年度の28.6％へ低下していた。地域をあげ
てのワクチン接種，血清学的検査等の対策が功を
奏しているものと考えられる。今回の調査で管内の
ＡＤ浸潤状況がおおむね把握できたことから，今後
陽性農場への情報提供と共に陰性農場も含め，広
く管内のＡＤの浸潤状況，清浄化の必要性と方法に
ついて周知していきたい。

Fixed-cell ELISAによる豚繁殖･呼吸障害Fixed-cell ELISAによる豚繁殖･呼吸障害Fixed-cell ELISAによる豚繁殖･呼吸障害Fixed-cell ELISAによる豚繁殖･呼吸障害166
：青森県青症候群ウイルス（PRRSV）抗体の測定症候群ウイルス（PRRSV）抗体の測定症候群ウイルス（PRRSV）抗体の測定症候群ウイルス（PRRSV）抗体の測定

森家保 菅原健、佐藤尚人
PRRSVのエライザ市販キットは高価であるた

め、安価にエライザで抗体検査を行うためFixed
。-cell ELISAによるPRRSV抗体測定を実施し検討

この手法は固定した細胞を抗原とするので抗原
精製は不要。県内豚農場で採材された血清420検
体を用いて成績を比較検討。両検査値間の相関
係数は0.83と高い相関関係。判定成績は市販キ
ットは249検体（59.3%）が陽性、Fixed-cell EL
ISAでは208検体（49.5%）が陽性。個体別判定一
致率は84.0%。農場別では両検査で陽性農場が33
農場、陰性農場が9農場と判定され全て一致。検

、査コストは市販キットでは1検体あたり約388円
Fixed-cell ELISAでは約36円。成績を市販キッ
トと比較すると個体別陽性率に差はあるが、農
場別判定は全て一致し、PRRSVの抗体検査に使用
可能と考えられた。試算した経費は市販キット
の約10分の１と安価に検査が実施可能。今回の
手法は他のウイルスでも応用可能。

PRRSが侵入した種豚場のオールアウトによPRRSが侵入した種豚場のオールアウトによPRRSが侵入した種豚場のオールアウトによPRRSが侵入した種豚場のオールアウトによ167
:山形県庄内家保 細川みえ、石川らない清浄化らない清浄化らない清浄化らない清浄化

俊幸
平成16年6月、豚繁殖･呼吸障害症候群(PRRS)

陰性の種豚場(繁殖舎2棟、育成前期舎1棟、同後
期舎2棟、肥育舎3棟)で、抗体陽性豚が摘発され
た。浸潤検査を実施したところ、繁殖舎258頭中
6頭陽性、育成舎では 412頭中141頭が陽性であ
った。清浄化は、全頭とう汰によらず、生産フ
ローに沿ったデポピュレーションにより、豚舎
ごとの空舎期間を設け、消毒と清浄豚導入を順
次行って実施した。具体的に、①繁殖舎の陽性
豚とう汰による清浄化、②子豚出荷と肥育豚早
期出荷、③育成舎～肥育舎を順に空舎化し、消
毒実施、④陰性豚の順次導入、⑤清浄性確認検
査(延べ12回計1,189頭)等を実施した。育成舎･
肥育舎の清浄化は12月に完了。消毒作業には延
べ223名が従事した。豚生産システムの最も上流
にある繁殖舎の汚染が軽微であったため、部分
的なデポピュレーションにより清浄農場に復帰
できた。
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豚繁殖・呼吸障害症候群（PRRS）の集団発生豚繁殖・呼吸障害症候群（PRRS）の集団発生豚繁殖・呼吸障害症候群（PRRS）の集団発生豚繁殖・呼吸障害症候群（PRRS）の集団発生168
：熊本県中央家保 幸野例と分離ウイルスの性状例と分離ウイルスの性状例と分離ウイルスの性状例と分離ウイルスの性状

亮太、加地雅也
平成16年3月、母豚100頭規模のA農家及び60頭

規模のB農家で母豚の流死産、虚弱子分娩を主徴
とする疾病が発生。6月までに合計55頭が流死産ま
たは虚弱子を分娩し、合計800頭の子豚が死亡。両
農家ともPRRS陰性であり、同一種豚場から育成豚を
導入。同時期に種豚場と他の同系列3農家及び隣
接1農家（PRRS陽性農家2戸を含む）にも同様の発
生。病性鑑定ではいずれもペア血清によるPRRS抗
体陽転もしくはPRRSウイルス（PRRSV）の分離、免疫
染色によるPRRSV抗原検出によりPRRSと診断。ORF
5遺伝子領域のシークエンス解析によりA、B農家の
検出遺伝子は99.8％、C農家とも99.3％の高い相同
性であり、同一ウイルスに由来すると推察。一連の
発生は導入豚を介したPRRSV感染が原因である可
能性。R.D.Wesleyらの方法による制限酵素解析（RF
LP）では全て1-2-4の切断パターンだが、過去の県
内分離株はいずれも異なるパターン。過去浸潤株と
抗原性が異なるため、陽性農家での発生を含め被
害が多大になったと推察。

：169 ＰＲＲＳエライザ検査の非特異反応事例ＰＲＲＳエライザ検査の非特異反応事例ＰＲＲＳエライザ検査の非特異反応事例ＰＲＲＳエライザ検査の非特異反応事例
大分県三重家保 宇都宮公平、松岡恭二
管内の 農場から依頼を受け、毎年 回、飼1 1

養豚全頭の豚繁殖・呼吸障害症候群ウイルス
PRRSV 14（ ）抗体のエライザ検査を実施。平成

年度 頭、 年度 頭の検査結果はすべて533 15 373
陰性。本年は 頭の検査を実施し陽性 頭を345 9
確認。同一血清の 、中和試験、 はIFA RT-PCR
すべて陰性。 日後 比が高かった 頭の10 S/P 44
再検査を実施、 頭がエライザで陽性、 、中6 IFA
和試験、 ではすべて陰性。陽性個体１RT-PCR
頭の肺組織 は陰性。臨床症状が認めらRT-PCR
れないためエライザ陽性は非特異反応と判断。
陽性 検体を非働化しエライザを実施、 検15 14

、 。体で 比が低下 うち 検体は陰性になったS/P 8
陰性にならなかった 検体をカオリン処理しエ7
ライザを実施、 検体で 比が低下したが陰4 S/P
性にはならなかった。ブロッキングは効果がな
かった。 の診断にはエライザだけでなくPRRS
、中和試験、 も併用すべきと考えらIFA RT-PCR

れた。

PRRSウイルス・豚サーコウイルス2型の複PRRSウイルス・豚サーコウイルス2型の複PRRSウイルス・豚サーコウイルス2型の複PRRSウイルス・豚サーコウイルス2型の複170
：宮崎県宮崎家保 前田浩二、合感染豚の1症例合感染豚の1症例合感染豚の1症例合感染豚の1症例

鎌田博志
県内の母豚 頭、肥育豚 頭を飼養する一60 800

貫経営養豚農場で、平成 年 月上旬に ヶ月16 8 2
齢の子豚 頭に腹式呼吸を主徴とした呼吸器症10
状を認め、内 頭を病性鑑定。剖検所見は脾臓1
がやや腫大し、下顎・咽頭・鼠径・縦隔リンパ
節の腫大、左肺の一部に胸膜炎と全葉性に桃色
肝変化。細菌学的検査は主要臓器から有意菌分
離陰性。豚コレラ 検査陰性。ウイルス分離FA
は 細胞 代陰性、 細胞初代で肺CPK 3 MARC145
から ウイルス（ ）を分離。組織学PRRS PRRSV
的には非化膿性脳炎、間質性肺炎、非化膿性間
質性腎炎、脾臓・空回腸パイエル板・空腸リン
パ節に浸潤するマクロファージの細胞質内に封
入体を観察。免疫組織化学的に肺・空腸リンパ

2 PCV2 PRRSV節で豚サーコウイルス 型 肺で（ ）、
陽性を確認。以上により と の複PRRSV PCV2
合感染と診断。当該農場は過去の抗体検査で母
豚の 抗体陽性を確認。今後、適切なワPRRSV
クチネーションや畜舎環境の改善により発生の
軽減に努めることが重要。

豚テシオウイルスおよび豚エンテロウイル豚テシオウイルスおよび豚エンテロウイル豚テシオウイルスおよび豚エンテロウイル豚テシオウイルスおよび豚エンテロウイル171
：石川県北ス の関与が疑われた豚の脳脊髄炎ス の関与が疑われた豚の脳脊髄炎ス の関与が疑われた豚の脳脊髄炎ス の関与が疑われた豚の脳脊髄炎-B

部家保 長井誠、堀登
年 月、繁殖豚 頭飼養規模の一貫経2004 9 400

営養豚場で、 ～ ヶ月齢 頭中 頭に神経1 2 505 6
症状を主徴とする疾病が発生し、うち１頭が死
亡。剖検では著変を認めなかったが、組織学的
に中枢神経、特に大脳に主座する非化膿性脳室
周囲炎、囲管性細胞浸潤および非化膿性髄膜炎
を 頭中 頭に確認。 ( )6 5 S.suisStreptococcus suis
を 頭中 頭の大脳から分離。 細胞による6 1 CPK
ウイルス分離は陰性であったが、豚テシオウイ

PTV PEV -Bルス( )および豚エンテロウイルス( )
を標的とした逆転写酵素 ポリメラーゼ連鎖反応-
PCR 6 5 4( )でそれぞれ 頭中 頭が陽性 そのうち。
頭は両方に陽性を示した。それぞれの 産物PCR

PVT UKG 173/74の塩基配列を決定したところ、
株と 株に および ％のPEV-B UKG 216/80 100 99
相同性を確認。 は、中枢神経系からの分S.suis
離は 頭のみであることと化膿性の病変は病理1
組織学的に共通所見ではないことから、本病へ
の関与は低いと推察。以上より およびPTV

の本症への関与が示唆。PEV-B

新潟県における豚インフルエンザの発生と新潟県における豚インフルエンザの発生と新潟県における豚インフルエンザの発生と新潟県における豚インフルエンザの発生と172
：新潟県下越家保 平山栄一、里麻啓浸潤状況浸潤状況浸潤状況浸潤状況

平成 年 月、 月に管内の 養豚場で激16 11 12 3
しい発咳を主徴とする呼吸器病が発生。病性鑑
定の結果、鼻腔スワブから 亜型のＡ型イH1N2
ンフルエンザウイルスを分離し、豚インフルエ
ンザと診断。そこで、新潟県におけるウイルス
浸潤調査のため、平成 年 月から 月に採16 8 12
材した県内 市町村 戸 頭の豚血清につ18 45 284
いて抗体検査を実施。その結果、下越家保管内

4 10 53 8のみ 市町村 戸 頭に抗体陽性を確認。
月に抗体陽性を確認以降、冬季にかけて発生地
域に広く浸潤したことが示唆。発生地域 市町5
村 戸において聞き取り調査を実施し、 月36 11
下旬から 月上旬にかけて発生農場を除く 町12 3
村 戸で類似疾病の発生を認めた。また、過去8

11の流行状況把握のため、遡り抗体検査(平成
年度 年度)を実施。発生地域では平成 年-15 11

、 、 、度 戸 頭 年度 戸 頭 年度 戸 頭1 1 12 1 2 14 2 3
年度 戸 頭で抗体陽性豚を認め、毎年本病15 3 4

の流行があったものと推察。

豚インフルエンザウイルスの県内浸潤状況豚インフルエンザウイルスの県内浸潤状況豚インフルエンザウイルスの県内浸潤状況豚インフルエンザウイルスの県内浸潤状況173
：新潟県中央家保 濱崎尚樹、村山修吾

16 11 12 2平成 年 月及び 月、下越家保管内の
戸養豚場において、呼吸器症状を主徴とする疾
病が発生。鼻腔拭い液から豚インフルエンザウ
イルス( 亜型)を分離。県内の浸潤状況をH1N2

5把握するため下越家保管内(発生地域を中心)
市町村 戸 頭( 月 月採材)、中央家保27 230 8 -12
管内 市町村 戸 頭( 月 月採材)及び9 10 30 11 -12
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中越家保管内 市町 戸 頭( 月採材)の豚4 8 24 12
血清について抗体検査を実施。抗体陽性豚は下
越家保管内の 市町村 戸 頭にのみ認めら4 10 53

、 。れたことから 発生地域に限局した流行と判断
11 15保存血清による遡り抗体検査(平成 年度～

年度)を下越家保管内 市町村 戸 頭、中央3 11 51
7 13 45 6家保管内 市村 戸 頭及び中越家保管内

市町村 戸 頭について実施。下越家保管内13 45
、 、のみに平成 年度 戸 頭 年度 戸 頭11 1 1 12 1 2

年度 戸 頭、 年度 戸 頭で抗体陽性豚14 2 3 15 3 4
を認め、発生地域では、毎年、豚インフルエン
ザウイルスの動きがあったものと推察。

豚呼吸器病における豚サーコウイルス2型豚呼吸器病における豚サーコウイルス2型豚呼吸器病における豚サーコウイルス2型豚呼吸器病における豚サーコウイルス2型174
：栃木県県央家保 小島浩一、（PCV2）の関与（PCV2）の関与（PCV2）の関与（PCV2）の関与

飯塚綾子
過去5年間の豚呼吸器病31症例について、PCV2の
関与実態や他の病原微生物の関与を明らかにす
るため病理組織学的及び免疫組織学的に検討。
病理組織学的特徴は、化膿性肺炎21例、気管支

、 、 、肺炎16例 間質性肺炎8例 胸膜肺炎16例に観察
70.9%(22/31)が2つ以上の病理組織学的特徴をも
つ複合型肺炎像。免疫組織学的検査ではPCV2抗

A.pleuropneumoniae原は5例、PRRSV抗原は6例、
P.multocida Streptoc抗原は21例、 抗原は12例、

spp 抗原は5例検出、48.3％(15/31)が混occus .
合感染。また、PCV2抗原陽性5例に間質性肺炎を
観察。肺病変におけるPCV2抗原分布はPRRSV抗原
と異なりマクロファージ細胞質と細気管支上皮
細胞核内の両方に検出。肺病変におけるPCV2抗
原陽性細胞数は25.56±31.47個、PRRSVは30.53
±28.85個で有意差なし。豚呼吸器病は複数の病
原体の関与による複合型肺炎を呈し、PCV2はPRR
SV同様、豚の呼吸器病に関与し、間質性肺炎病
巣を形成する可能性を示唆。

離乳後多臓器性発育不良症候群（PMWS）発離乳後多臓器性発育不良症候群（PMWS）発離乳後多臓器性発育不良症候群（PMWS）発離乳後多臓器性発育不良症候群（PMWS）発175
生農場の豚サーコウイルス2型（PCV2）浸潤調査生農場の豚サーコウイルス2型（PCV2）浸潤調査生農場の豚サーコウイルス2型（PCV2）浸潤調査生農場の豚サーコウイルス2型（PCV2）浸潤調査
：静岡県中部家保 松本浩二
中部地域の離乳後事故率の高いA農場(6%)と低

いB農場(3%)において、発育不良豚の病性鑑定を
実施。さらに、PCV2 とPRRSVの浸潤状況を比較
検討。発育不良豚の病性鑑定は、A農場45～120
日齢9頭、B農場60～90日齢2頭について、また農
場飼養豚の血清を用い、PCV2およびPRRSV抗体検
、 。 、査 PCV2特異遺伝子検出を実施 発育不良豚は

両農場ともに化膿性肺炎を高率に認め、60～90
日齢でPCV2封入体、あるいは高率に間質性腎炎
を観察。同部位にPCV2抗原を認めPMWSと診断。3
0～60日齢ではPCV2抗体、検出ともに陰性。A農
場では90日齢から抗体を認め、120日齢以降は全

。 。頭保有 検出も90～120日齢で80～100％と高率
PRRSV抗体はPCV2保有状況にほぼ一致。B農場で
は、90および150日齢で保有率25％、検出率も15
0日齢で12.5％と低率。A農場では、農場内の高
いPCV2浸潤、PCV2とPRRSVの感染時期の一致がPM
WS多発に関与し、事故率を上昇させていると推
察。

離乳子豚に多発した肺小葉間水腫を伴う離離乳子豚に多発した肺小葉間水腫を伴う離離乳子豚に多発した肺小葉間水腫を伴う離離乳子豚に多発した肺小葉間水腫を伴う離176
：徳島乳後多臓器性発育不良症候群（乳後多臓器性発育不良症候群（乳後多臓器性発育不良症候群（乳後多臓器性発育不良症候群（PMWS））））

県徳島家保 山田みちる、大西克彦

2003 7 2004 2 9年 月から 年 月にかけて、母豚
頭規模の一貫経営養豚農家において、約 日齢50
の子豚 頭が前駆症状なく死亡。外貌所見は全5
頭に共通して発育不良が、解剖所見では胸水及
び腹水の貯留、肺小葉間水腫、縦隔水腫がみら
れた。組織学的には全身のリンパ系組織におけ
るリンパ球減数、細網細胞増生、多核巨細胞の
浸潤、好塩基性細胞質内封入体が高度に認めら
れた。うち 例については外貌で黄疸が高度に1
みられ、組織学的にはびまん性肝細胞壊死がみ
られた。豚サーコウイルス 型（ ）免疫染2 PCV2
色を実施したところ、封入体及び細網細胞細胞
質内に陽性抗原が認められた。肝細胞壊死がみ
られた症例では肝細胞空胞を内張するように

陽性抗原が、 例には肺気管支粘膜上皮細PCV2 1
胞核内等に 陽性抗原が認められた。発育PCV2
不良を呈していたこと、病理組織学的所見及び
免疫組織学的検査結果から と診断。PMWS

：島根県松177 豚呼吸器系疾病の抗体動態調査豚呼吸器系疾病の抗体動態調査豚呼吸器系疾病の抗体動態調査豚呼吸器系疾病の抗体動態調査
江家保 原文夫、渕上晃子
母豚10～50頭を飼養する4農家でMycoplasma h

yopneumoniae(M.h)、豚繁殖･呼吸障害症候群ウ
イルス(PRRS)、豚サーコウイルス2型(PCV)、Act
inobacillus pleuropneumoniae2型(AP2)に対す
る血清抗体を測定。A農家で1～6の各月齢3頭の
保有状況はPRRSが2ヶ月、M.hが3ヶ月齢以降ほぼ
100%陽性、AP2は1ヶ月齢から抗体価漸増、PCVは
全例陽性。1ヶ月齢までにAP2、PCVに感染、その
後PRRS、M.hの多重感染が示唆。4農家(A～D)の6
月及び11月に肥育豚3～10頭を対象とした成績
は、両時期の抗体保有はほぼ同様で、PRRSはA、
B農家70～100%、M.hはA、B農家50～100%、C農家
約40%陽性。AP2はD農家6月の材料以外は全例陽
性、PCVは検査全例陽性。平成16年1～11月のと
畜頭数に対する①正常豚、②呼吸器病変があっ

、 、 、 、 、た割合は A～D農家平均で①4 9 28 66%②93
86、56、7%。M.h陽性農家では肺炎に加え胸膜炎
所見も増加。4農家ではM.h陽性率に伴い病変率

、 。が上昇 PRRS陽性農家ではM.h陽性率も高かった

：178 豚皮膚炎腎症症候群（ ）の発生事例豚皮膚炎腎症症候群（ ）の発生事例豚皮膚炎腎症症候群（ ）の発生事例豚皮膚炎腎症症候群（ ）の発生事例PDNSPDNSPDNSPDNS
香川県東部家保 矢野敦史、久利俊二
肥育豚 頭飼養の農家で、平成 年 月導入1400 16 7

の肥育素豚 頭において約 頭が導入 週後に600 30 1
死亡。 ヶ月齢豚 頭を鑑定殺。剖検：全身皮膚3 1
に赤色丘状発疹、腎臓の点状出血。組織検査：
化膿性皮膚炎、真皮層の壊死性動脈周囲炎、線
維素性糸球体腎炎、腎臓髄質に壊死性動脈周囲

PCV2 PC炎。ウイルス検査：扁桃等から を分離、
抗体 倍。以上から県内初の と診断。V2 10240 PDNS

国内発生 例との比較では、病原体は 陽性、3 PCV2
動脈周囲炎の分布は皮膚と腎臓に限局。糸球体
腎炎はやや軽度。細菌分離は陰性。なお、糸球
体の硝子血栓、体表および腸間膜リンパ節等の
肉芽腫性リンパ節炎から、 以外の原因抗原PCV2
の感染を示唆。

179 Porcine dermatitis豚皮膚炎腎症症候群(豚皮膚炎腎症症候群(豚皮膚炎腎症症候群(豚皮膚炎腎症症候群(
：長崎and nephropathy syndrome)の１症例)の１症例)の１症例)の１症例

県県南家保 森田光太郎、長崎県中央家保 山
本賢一
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豚皮膚炎腎症症候群（ ）は、平成 年PDNS 5
に英国で初めて報告された豚コレラとの類症鑑
別が重要な豚サーコウイルス 型（ ）の関2 PCV2
与を疑う新疾病。平成 年徳島県で初発。平成13
年 月、母豚 頭一貫経営農場で、 日16 2 140 105
、 、 。齢 体重 去勢肥育豚 頭を病性鑑定実施60kg 1

剖検所見は全身皮膚の出血・壊死、腎臓の腫大
・点状出血、肺・心内膜・全身リンパ節等の出
血。病理組織学的所見は腎臓の重度な線維素性
糸球体炎、皮膚病変部の著明な出血・変性、腎
臓・皮膚・リンパ節・脾臓の動脈に血管壁のフ
ィブリノイド壊死・全層炎を確認。豚コレラは
ウイルス分離陰性。 は 陽性、免疫組PCV2 PCR

。 、織化学的染色陰性 ウイルスは 陰性PRRS PCR
抗体陽性。肺から 、ELISA spp.Streptococcus

。 、Pseudomonas spp.分離 クレアチニン>24.0mg/dL
BUN>140.0mg/dL。病理組織学的検査で、糸球体
腎炎と全身性壊死性血管炎の確認によりPDNSと
確定診断。死亡原因は腎不全。九州では初発事
例。

：180 ブタの初乳による抗体スクリーニングブタの初乳による抗体スクリーニングブタの初乳による抗体スクリーニングブタの初乳による抗体スクリーニング
秋田県南部家保 小川秀治、佐藤行
初乳には血清と同等以上の抗体が存在。市販

の豚萎縮性鼻炎(AR)、豚丹毒（SE 、豚オーエス）
キー病(AD)凝集抗原を用い、乳汁中抗体の検出
を検討。乳汁は①脱脂、②酸、③酵素処理し、I
gG濃度(IgG)、AR、SE抗体について処理法による
差異を比較。①～③ともにIgG、抗体価ともに有
意差なし。脱脂乳を材料とし、IgGと凝集抗体価
の分娩後における経時的推移を母豚24頭につい

。 。て調査 IgGは分娩０日で血清より高い50mg/ml
２週まで血清と同レベルで推移、３週で血清の1
/2に低下。ARは分娩20日後まで抗体を検出。SE
は分娩10日後まで抗体を検出。ADについてはワ
クチン接種豚の乳汁14検体をラテックス凝集で
調査。分娩０日で全てAD抗体陽性、10日後でも2
/2が陽性。同一材料のELISA検査では凝集反応と
同様にワクチン抗体を検出。初乳は血清と同様
抗体検査が可能、採材も容易。初乳による繁殖
母豚群の抗体スクリーニングは有用である。

Ⅱ－２細菌性疾病

：鳥取県181 豚丹毒と畜場摘発ゼロを目指して豚丹毒と畜場摘発ゼロを目指して豚丹毒と畜場摘発ゼロを目指して豚丹毒と畜場摘発ゼロを目指して
西部家保 西田昌樹、福間規夫
平成 年 月豚コレラ・豚丹毒（以下 ）11 4 SE

混合生ワクチン接種中止に伴い、 ワクチン接SE
種率低下が危惧されていたが、管内養豚農家に
おいては約 割が 生ワクチンを継続接種。8 SE
未接種農家 の母豚の 抗体価は 倍からA SE 4
倍とバラツキ、いつ発症してもおかしくな256

い状態。畜主と協議の結果、母豚の免疫を安定
化させたのち、子豚へのワクチン接種というプ
ログラムを策定。母豚への生ワクチンを 回接2
種後の抗体価は ～ 倍へと安定。同時期の16 64
日齢子豚の抗体価は 倍未満。同 日齢で40 4 70

は 倍に上昇。従って、子豚へのワクチン接種64
日齢は子豚豚舎移動前が適当と判断し、接種を
指定獣医師に依頼。接種後の肥育出荷豚の抗体

、 。価は 倍～ 倍で 野外感染防御が示唆された8 32

また、ワクチン未接種農家へも の発症によSE
る経済的損失の重要性を理解してもらい、適切
なワクチン接種と衛生的な飼養管理を併せた予
防を啓発していく必要があると思われた。

養豚農場における豚丹毒・下痢症およびPR養豚農場における豚丹毒・下痢症およびPR養豚農場における豚丹毒・下痢症およびPR養豚農場における豚丹毒・下痢症およびPR182
：愛媛県八幡浜家保 佐伯拡DC対策とその効果DC対策とその効果DC対策とその効果DC対策とその効果

三、谷尻大輔
管内母豚約550頭規模の一貫養豚経営農家にお

いて平成15から16年にかけて衛生指導を実施し
た。まず豚丹毒のと場摘発が多かったこと、哺
乳期から離乳期において子豚の下痢（コクシジ
ウム、大腸菌およびロ－ソニア）が多かったこ
とから、検査を実施するとともに改善指導を行
った。次に、生産性の向上のため肺炎対策を実
施した。事前に抗体検査を行い、その結果をも
とにAR、マイコプラズマ性肺炎およびアクチノ
バチラス性肺炎（Ⅰ、ⅡおよびⅤ型）等につい
てワクチンプログラムの検討を行った。
以上の改善指導の結果、豚丹毒のと場における
摘発はなくなり、子豚の下痢も問題にならない
程度に改善された。また、ワクチン接種により
場内での事故および発育の停滞が緩和されたこ
とから、事故率は15％から8％に、平均出荷日齢
は約210日から約180日齢に改善された。

：栃木県県183 肥育豚で発生したサルモネラ症肥育豚で発生したサルモネラ症肥育豚で発生したサルモネラ症肥育豚で発生したサルモネラ症
北家保 小池新平
平成 年 月中旬、一貫経営農場で カ月齢16 7 4

の肥育豚 頭に全身紫斑、発育不良、下痢を呈2
する豚が発生。剖検所見より体表リンパ節の腫
大、肺及び腎臓の点状出血を認めた。細菌学的
検査から 頭に共通して肺、肝臓、脾臓、小腸2

Salmonella内容物から硫化水素産生性
（以下、 ）を分離。ウイルス学Choleraesuis S.C

的検査では、ウイルス分離及びPCR検査（豚コレ
ラ、PRRS）は陰性。病理組織学的検査では非化
膿性間質性腎炎及び糸球体腎炎、肝臓にチフス
結節、多臓器性の多発性血管炎を確認。離乳豚
舎の環境から が分離されたが、その他の発S.C
育ステージの豚舎、飼料、糞便からは分離され
ず感染源や発症の要因は特定できなかった。食
肉衛生検査所でも平成16年3～8月に同農場の出
荷豚5頭に 感染を確認。発生は主に発育不良S.C
豚で多く見られ、これらの保菌豚が日和見的に
発症したものと考えられた。対策として有効薬
剤による投与の指示後、発生を認めず。発育不
良豚や疾病豚の混在飼養が病原体の汚染源とな
りうるため農場に対し早期淘汰を指導。

：新潟184 豚サルモネラ症発生農場の衛生対策豚サルモネラ症発生農場の衛生対策豚サルモネラ症発生農場の衛生対策豚サルモネラ症発生農場の衛生対策
県下越家保 里麻啓、本間裕一
繁殖母豚60頭飼養の一貫経営農場で平成16年3

月から60～70日齢の子豚で元気消失、耳翼・四
肢のチアノーゼを呈し、死亡する子豚が多発。
病性鑑定を実施したところ、剖検所見では肝臓
・脾臓の腫大が認められた。細菌検査で全身臓
器から Choleraesuisを分離、組織Salmonella
検査で肝臓の多発性巣状壊死を認め、豚サルモ
ネラ症と診断。また、肺でのPRRSウイルスの関
与及びPCV2感染を確認。サルモネラとの混合感
染を示唆。サルモネラ環境調査で環境からサル
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モネラは分離されず。農場衛生検査で子豚舎で
のPRRS抗体の上昇を確認。子豚舎が踏込豚舎の
ため洗浄、消毒が困難。対策として、子豚舎で
の飼養管理（換気、床状態）の改善、有効薬剤
の投与、生菌剤の投与に加え、子豚舎での間仕
切りによる隣接豚への接触防止などの総合的な
呼吸器病対策により子豚舎の死亡率が減少。

Salmonella185 肥 育 養豚 農 家で発 生し た肥 育 養豚 農 家で発 生し た肥 育 養豚 農 家で発 生し た肥 育 養豚 農 家で発 生し た
：福岡県筑豊家保 金子Choleraesuis SC（ ）症（ ）症（ ）症（ ）症

和典、嶋田公洋
年 月、 頭規模の肥育養豚農家にお2004 5 400

いて、県外から導入した カ月齢豚 頭が呼吸4 1
速迫、元気消失、チアノーゼを呈した。同居豚
は元気食欲等に著変く、白血球数の増加。発症
豚 頭を剖検、肺全葉にわたり大理石様紋理。1
肺門リンパ節出血腫大等。肝に壊死巣散在。肺
胞腔内好中球浸潤。肺門リンパ節に充出血を伴
う壊死等。各種臓器、脳、リンパ節及び胆汁か
ら 分離。薬剤感受性試験でアンピシリン等SC
に感受性。 、豚コレラ、 陰性。浸潤状AD PRRS
況調査で糞便プール材料 検体及び飼槽スワブ15

1 SC 2材料 検体から 分離陰性、糞便プ－ル材料
Salmonella検 体 か ら 遅 延 二 次 培 養 後 に

を分離。検査成績から による敗Typhimurium SC
血症型のサルモネラ症と診断。発生豚房の同居
豚への感受性薬剤の投与、豚舎消毒の徹底を指
導し続発なし。 による豚のサルモネラ症は本SC
県での発生報告はなく、保菌豚を導入したもの
と推察。浸潤状況調査で増菌、分離法を変え検
査法を検討したが は分離陰性。SC

子豚に発生した によ子豚に発生した によ子豚に発生した によ子豚に発生した によ186 EnteritidisSalmonella
：宮崎県宮崎家保 西村拓也、るサルモネラ症るサルモネラ症るサルモネラ症るサルモネラ症

鎌田博志
管内 養豚農家で平成 年 月から翌 月1 15 12 1

にかけて 数頭の子豚が神経症状を発症。この10
うち 頭について病性鑑定を実施。細菌検査で2
脳及び主要臓器から ( )を分離。そS.Enteritidis SE
れ以外の有意菌を分離せず。病理検査で脳脊髄
に化膿性髄膜炎、嗅球室・脳梁・脳室脈絡叢に
囲管性細胞浸潤を確認。抗 兎抗体SalmonellaO9
による免疫組織化学的染色法で浸潤マクロファ

SEージの細胞質内に陽性反応 後日 当該農場の。 、
浸潤状況調査を実施。野鳥糞便 検体から1

を分離。 は確認されず。パルS.Typhimurium SE
スフィールドゲル電気泳動により、本県分離の
他の と比較。遺伝子解析の結果から、過去SE
に別農場の豚から分離された との関連性はSE
低い。有効薬剤の投薬、農場の消毒により沈静
化、以後の発生は確認されず。

養豚農家における子豚の下痢症対策：養豚農家における子豚の下痢症対策：養豚農家における子豚の下痢症対策：養豚農家における子豚の下痢症対策：187
東広島家保 山中裕貴、細川久美子広島県

大規模な養豚場1戸で平成１４年から慢性的な
下痢症が散発し、対策、課題を整理。発生状況

Clostoridiumは①平成14年9月から哺乳子豚が
perfringens Salmonell（C．p 、11月離乳子豚で）
Typhimurium（S.T）での死亡事故多発。②平a

成15年5月哺乳豚でK88、99繊毛抗原保有大腸菌
での下痢発生。③平成16年度は、夏場から、哺

乳～離乳豚でC・pでの死亡事故が多発。それら
に対して、感受性薬剤による治療及び対応可能
ワクチンの使用や飼養環境の整備等の指導を行
い、下痢症発生率及び子豚死亡率は減少。平成1
6年度S.T分離状況は、母豚、子豚、環境31検体

、 。中11検体から分離 薬剤感受性パターンも同一
サルモネラ清浄化対策として、日頃の衛生管理
の徹底を基本とし、その改善効果を判定するた
、 。め 定期的なモニタリング検査の継続実施予定

養豚の飼養管理は集約化により慢性疾病は多発
しており、飼養密度の低減や飼養環境の改善な
ど基本技術の履行が今後とも必要。

と畜場において豚赤痢で摘発された豚の結と畜場において豚赤痢で摘発された豚の結と畜場において豚赤痢で摘発された豚の結と畜場において豚赤痢で摘発された豚の結188
：三重県中央家保腸内容からの豚赤痢菌の分離腸内容からの豚赤痢菌の分離腸内容からの豚赤痢菌の分離腸内容からの豚赤痢菌の分離

小畑晴美、庄山剛史
2004年7月27日、県内の1養豚場からと畜場に

、 。出荷された肉豚40頭のうち1頭が 豚赤痢で摘発
、食肉衛生検査所から当該豚の結腸の提供を受け

（ （ ））豚赤痢菌 B.hBr-achyspira hyodysenteria
の分離を実施したのでその概要を報告。病変部
は円盤結腸で、粘膜面は充血して暗赤色化して
いたが、壊死は認められず、結腸内容物も黄褐
色泥状であった。粘膜面の直接鏡検のウエット
マウント標本では、活発に運動する大型の螺旋
状菌が認められ、ギムザ染色でも大型の螺旋状
菌が多数認められた。BJ培地を用いた菌分離で
は、β溶血を示す薄膜状の集落が認められ、PCR
および生化学性状よりB.hと同定。結腸内容のB.
h菌数は1.1×10 CFU/gであった。病理組織検査６

では、結腸の粘膜固有層の形質細胞増数、陰窩
内および腸管腔内に螺旋状長桿菌増数、陰窩腔
拡大、リンパ装置肥大、粘膜固有層における毛
細血管充血が認められた。

：鹿児島189 管内で発生した豚赤痢とその対策管内で発生した豚赤痢とその対策管内で発生した豚赤痢とその対策管内で発生した豚赤痢とその対策
県姶良家保 今藤豊重、石井直樹

年５月中旬から管内養豚場において、３2004
～４ヶ月齢の肥育豚で泥状および血便の症状が
認められた。病性鑑定の結果、発症豚５頭の糞
便から が分離され、Brachyspira hyodysenteriae
本症を豚赤痢と診断。また、発酵オガクズ豚舎
の材料の直接塗抹標本で豚赤痢菌に類似した螺

。 、旋状細菌を確認 対策として発症豚の早期隔離
豚舎オールアウト後の高温高圧洗浄機による豚
舎の洗浄と消毒の徹底及び消石灰の散布、飼育
母豚頭数の削減、ネズミ駆除および酸性化剤の
飼料添加を、オガクズ発酵豚舎では、発酵床の
十分な攪拌作業の実施と畜舎環境改善剤の噴霧
などを行った結果、その後発生は認められなか
った。今回の豚赤痢の発生は、当該農場が飼育
施設の規模を上回る繁殖豚を飼育していたこと
で、過密な飼育状態となっていたことが原因の

。 、一つと考えられた 豚赤痢の清浄化対策として
豚舎オールアウト後の徹底した豚舎の洗浄、消
毒の実施が重要であると思われた。

の検討と野外の検討と野外の検討と野外の検討と野外190 Leptospira nested PCRflaB
：沖縄県家畜衛生試験場 新田芳樹応用応用応用応用

（以下 ）のLeptospira interrogans L.interrogans
領域を標的とした を設計検討。flaB nested PCR

1stPCR 2nd PCRのプライマーは 川端らの方法、 。



- 35 -

、 、は Forward 5'-TTGCTGTGGACAAGACGATG-3'
。 条Reverse 5'-CCCATATCCGCTCTCTGC-3' PCR

、 、 、件は ℃ 秒 ℃ 秒denature94 ,20 annealing63 ,30
℃ 秒で、増幅は サイクル。抗extension72 ,60 30

2ndPCR生剤投与済の犬の病性鑑定において、
nestedで血漿から が検出。保菌豚調査のflaB

では、尿沈査材料は ( )で、出PCR 38.3% 41/107
荷豚 ( )、候補豚 ( )、母豚66.7% 10/15 56.7% 17/30

( )、 ～ 日齢 ( )。血漿材27.5% 14/51 30 180 0% 0/11
料は、 ( )で、候補豚 ( )で確3.2% 5/154 15.2% 5/33
認。犬血漿由来１検体、豚血漿および尿由来の
各１検体の シークエンスは でDNA L.interrogans
あった。本法は、川端らの方法より 倍感度1000

L.interrogansが高く 特異性の上昇も確認 以上、 。 、
nestedの鞭毛遺伝子 の領域を標的としたflaB

は、豚や犬の病性鑑定において、高い感度PCR
と特異性から、レプトスピラ病の早期迅速診断
に有用と推察。

：広島県備191 豚萎縮性鼻炎（ 対策の検証豚萎縮性鼻炎（ 対策の検証豚萎縮性鼻炎（ 対策の検証豚萎縮性鼻炎（ 対策の検証AR)AR)AR)AR)
北家保 五反田桃子、田村和穂
母豚180頭飼養農家で 対策の効果を検討。AR
対象農家は母豚にボルデテラ・ブロンキセプチ
カ（B.b）皮膚壊死トキソイドとパスツレラ・マ
ルトシダ皮膚壊死トキソイド混合ワクチンを接
種 肥育豚に生後すぐカナマイシンを160 力、 （mg
価）鼻腔内噴霧。カナマイシン噴霧の効果検証
のため噴霧群と非噴霧群各9頭で経時的にB.b抗

++++体化を測定。と殺後に鼻甲介萎縮を－から
、 。にスコア化 肺の肉眼所見及び枝肉重量を調査

B.b抗体価は両群間に有意差を認めず。鼻甲介病
変は両群とも が50％、++が50％。肺病変につ+
いて、胸膜炎は噴霧群で75％、非噴霧群で0％。
肝変化病変の平均面積率は、噴霧群で0.5％、非
噴霧群で2.8％。出血性炎と膿瘍は両群とも認め
ず。枝肉重量は噴霧群平均72.6kg非噴霧群平均7
5.4kg。両群間で呼吸器予防効果に差を認めない
ため、カナマイシン噴霧を中止。薬剤費約72,00
0円/年と噴霧労力を削減。

大規模養豚場における大腸菌性腸管毒血症大規模養豚場における大腸菌性腸管毒血症大規模養豚場における大腸菌性腸管毒血症大規模養豚場における大腸菌性腸管毒血症192
：北海道空知家の長期的発生要因の疫学的検討の長期的発生要因の疫学的検討の長期的発生要因の疫学的検討の長期的発生要因の疫学的検討

保 橋本正文、立花智
管内養豚場（繁殖雌 頭）で約 カ月間に500 10

わたり 産生性大腸菌（ 、 保有）Stx2e O139 F18
による大腸菌性腸管毒血症が発生したため、長
期的発生要因を病原体、宿主、飼養環境の 要3

。 、因に着目し疫学的に検討 病原体及び宿主では
豚繁殖・呼吸障害症候群ウイルス抗体 値及S/P
び初産分娩豚の割合の増加からウイルス流行の
関与が示唆。この流行により、日和見感染症の
顕在化と同時に本症を誘因したと推察。飼養環
境では、離乳豚房の不十分な消毒による病原体
の集積、画一化された施設構造のためオールイ
ン・オールアウトが困難であったこと及び抗菌
性物質の不適切な使用が要因と考察。これらの
要因を改善することで疾病コントロールを可能

、 。 、 、 、にし 発生は沈静化 以上から 病原体 宿主
飼養環境の 要因に着目し疫学的検討を行うこ3
とは疾病コントロールを実行する上で重要な手
法であると考察。

哺乳豚に発生した腸管付着因子F18保有大哺乳豚に発生した腸管付着因子F18保有大哺乳豚に発生した腸管付着因子F18保有大哺乳豚に発生した腸管付着因子F18保有大193
：新潟県下越家保 小腸菌による下痢について腸菌による下痢について腸菌による下痢について腸菌による下痢について

林淳壱、平山栄一
繁殖母豚44頭を飼養する一貫経営農場におい

て、哺乳中の子豚が水様性下痢を示し、多数死
亡したため検査を実施。その結果、小腸内容か
らβ溶血性大腸菌を有意に分離。分離菌はエン
テロトキシン（LT、ST）産生及び腸管付着因子F

。18産生遺伝子を保有する病原性大腸菌であった
以上のことから、本症例は哺乳豚におけるF18保
有大腸菌による下痢と判明。分離大腸菌はペニ
シリン、アンピシリン、OTC、リンコマイシン、
チアムリン等に耐性であり、発生農場が使用し
ていた薬剤は全て耐性であった。また、発生農
場及び近隣3農場について、F18の環境汚染状況
把握のため調査を実施。発生農場の環境からF18
は未検出、しかし、近隣3農場中2農場の育成及
び繁殖豚の糞便からF18を検出し、育成、分娩房
での汚染を確認。対策として、①繁殖及び哺乳
豚への有効薬剤投与②分娩房清掃・消毒の徹底
③生菌剤投与などにより哺乳中の下痢は認めら
れていない。

一養豚農場における浮腫病発生予防への取一養豚農場における浮腫病発生予防への取一養豚農場における浮腫病発生予防への取一養豚農場における浮腫病発生予防への取194
：山口県東部家保 原田恒、三好雅和り組みり組みり組みり組み

繁殖雌豚 頭、肥育豚 頭飼養の一貫470 4,100
経営農場。平成 年夏～秋に浮腫病が発生。生15

16 1菌製剤投与中心の衛生プログラムにより 年、
15月以後は沈静化 再発予防の取り組みとして。 、

年発生時に行っていた毎日の死亡頭数の 報FAX
告を継続するとともに、定期的な細菌検査を実
施。 年 月下旬、死亡の増加傾向を確認した16 9

、 。 、ため ただちに育成豚の病性鑑定を実施 削痩
眼瞼浮腫、神経症状、腸管壁の菲薄化及び腸管

2 10内のガス貯留を確認。空腸内容物から × 4

/g STX O139:K12 15個 の 産生性大腸菌 を検出、
年と同一菌による浮腫病と診断。疫学調査の結

10 15果、離乳後 日目以降の死亡急増を確認、
年の死亡状況とほぼ一致。前回の発生が沈静化
後に行われた、生菌製剤投与期間の短縮や豚房
利用方式の変更が大きな要因と考えられ、その
改善をただちに指導。今回の発生は、緊密な連
携体制と早期の対応により短期間で沈静化。今
後の再発に備え、発生予防のための重要管理点
設定等の対策を実施中。

管内一養豚場で発生した浮腫病とその対策管内一養豚場で発生した浮腫病とその対策管内一養豚場で発生した浮腫病とその対策管内一養豚場で発生した浮腫病とその対策195
高知県西部家保 浜田泰祐、濱口礼子：：：：
繁殖母豚240頭を飼養する一貫経営農場にお

いて50日齢前後の離乳子豚が震戦、斜頚などの
神経症状を発現。重症例では無症状から2日程の
経過で致死。病性鑑定の結果、細菌検査で発症
個体ならびに斃死個体の脳および腸管膜リンパ
節からβ溶血を示す大腸菌を有意に分離。PCR法
により同菌からVT2、VT2vp毒素産生遺伝子及びF
18線毛遺伝子を検出、血清型はO－139と判明。
以上の所見から本症例をベロ毒素産生大腸菌に
よる浮腫病と診断。感受性のある抗生剤の投与
と環境消毒の実施を現場へ指示。しかしその後
も死廃が継続したため、畜主を交えて対策会議
を開催し、情報の共有化による意思の疎通と効
果的な対策を図った。その結果、抗生剤の投与
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法の改善に加えて生菌製剤の導入と投与、畜舎
環境の改善、さらに畜舎の徹底消毒等を含めた
清浄化対策を実施したところ、離乳後の死廃率
が減少。現在、清浄化を目指して環境中からの
菌分離を中心とした定期的なモニタリング検査
を実施中。

豚浮腫病から分離されたVTECに対する細菌豚浮腫病から分離されたVTECに対する細菌豚浮腫病から分離されたVTECに対する細菌豚浮腫病から分離されたVTECに対する細菌196
：高知県中央家保 水野悦秀、酒井賀学的検索学的検索学的検索学的検索

彦
県内幡多地域の養豚場で発生した育成豚の多

発死亡例よりVTEC（Vero毒素産生大腸菌）を分
離。血清型がO139により同症例を豚浮腫病と診
断。分離したVTEC（以下O139）に対しPCR法によ

。り検出された遺伝子と症状との関連ついて検索
今回、死亡個体の脳、腸管膜リンパ節、同居豚
の糞便等よりO139を各々数株づつ分離。PCR検査
の結果、ベロ毒素（以下VT）関連因子としてVT1
とVT2の共通遺伝子、VT2ならびにStx-2eの遺伝
、 。子 さらに付着因子としてF18線毛遺伝子を検出

一方、Vero細胞接種によりVTを検出するも、逆
受身ラテックス凝集反応では検出できず。症状
が浮腫よりも旋回運動等の神経症状が特徴的で
あることから、神経細胞毒性の強いVTの産生が
示唆された。Stx-2e遺伝子は腸管毒素産生を示
唆し、病理組織学的に主要臓器における病変形
成と一部一致。今後は、県下の養豚場における
分離株を対象に遺伝子検索による浸潤状況を調
査する予定。

管内養豚場で発生した離乳子豚における大管内養豚場で発生した離乳子豚における大管内養豚場で発生した離乳子豚における大管内養豚場で発生した離乳子豚における大197
宮崎県都城家保 山下裕之腸菌症の一例：腸菌症の一例：腸菌症の一例：腸菌症の一例：

管内の繁殖豚120頭規模の子豚生産農家におい
て、離乳後1週間以内に、水様性下痢を呈し、死
亡する症例が増加。死亡率は1腹中50％と高かっ
た。解剖所見は、空腸、回腸及び結腸の弛緩、
腸間膜リンパ節の腫大。細菌学的検査では、No.
1の腸管内容物から病原性大腸菌O141とO86aを分
離、No.2からはO141とO119を分離。

、 、 、 。O141は Stx2 LT ST産生能及びF18線毛を保有
O86aはLT、ST産生能を保有。O119はST産生能を
保有。病理組織学的検査では、回腸の粘膜上皮
に小桿菌の付着像と粘膜固有層及び粘膜下織に
軽度の水腫が認められ、免疫組織化学的検査で
は、O141、O86a、O119の混在した陽性所見が得
られたことから、腸管毒素原性大腸菌(O86a、O1
19)と腸管毒血症性大腸菌(O141)の複合感染によ
る下痢症と考えられた。今後、血清型や薬剤感
受性の異なる複数の大腸菌による下痢症の発生
が増加することも考え、慎重な診断、対策が重
要である。

養豚場における非結核性抗酸菌症清浄化への養豚場における非結核性抗酸菌症清浄化への養豚場における非結核性抗酸菌症清浄化への養豚場における非結核性抗酸菌症清浄化への198
：栃木県県南家保 市川優、佐久間淳江取組取組取組取組
管内一養豚場において、本症の浸潤状況調査を

鳥型ツベルクリン を用いて実施。繁殖母豚(PPD)
、 。の陽性率は ％であり 若い導入豚に陽性が集中30

その後の再検査で、陰性母豚の ％が陽転。肥育72
70 90 0 150 40豚の陽性率は ～ 日齢で ％、 日齢で

％であり、感染時期を離乳後と推定。 年度のと14
畜検査成績から、出荷豚の本症摘発頭数が 陽PPD
性母豚の産子数と一致、母豚へのストレプトマイ

シン投与により摘発頭数が減少し、母子感染と推
察。一方 年 月以降の摘発状況は、 年度と15 11 14
相違。さらに、肥育豚の 検査成績から、離乳PPD
後の感染を推察。細菌検査で、肥育豚の腸間膜リ
ンパ節から を ８Mycobacterium avium complex
株分離。血清型・遺伝子型別から、同一個体に由

、 。来の異なる菌株群が存在し 複数の感染源を推察
本症の清浄化には、飼育環境等からの感染を考慮
に入れた防除対策が必須と考え、畜舎環境等の衛
生対策を進めていく意向。

豚アクチノバシラス感染症ワクチン使用時豚アクチノバシラス感染症ワクチン使用時豚アクチノバシラス感染症ワクチン使用時豚アクチノバシラス感染症ワクチン使用時199
：三重県北勢家保 佐藤の抗体の推移と問題点の抗体の推移と問題点の抗体の推移と問題点の抗体の推移と問題点

勝哉ほか
Actinobacillus pl2003年9月、管内1養豚場で

（App）1・5型の抗体陽性豚をeurop-neumoniae
確認。臨床症状は認められず、と畜検査成績で
も肺病変は少なかった。浸潤調査で母豚と肉豚
で抗体保有を認めた。対策としてApp1・2・5型
不活化菌体と無毒変異型毒素を含むワクチンを
導入し、定期的に抗体検査を行い、監視。ワク
チン接種時期は、最初の抗体検査成績を参考に
して抗体価の最も低い70日齢を2回目、その1ヶ
月前を1回目と設定。育成豚の抗体上昇は順調な
群、反応の鈍い群もあった。後者では移行抗体
も高かったため、抗体獲得をしなかった可能性
が考えられた。母豚群の抗体保有状況はバラツ
キが多かったが、接種日齢は初期の設定で有効
と考えられた。この他、ワクチン接種・管理、
繁殖豚・肉豚の管理等、発症防御、清浄化に近
付けるための問題は残っており、引き続き畜主
と協議しながらApp防疫に努めていきたい。

Actinobacillus pleuropActinobacillus pleuropActinobacillus pleuropActinobacillus pleurop200 県内で分離された県内で分離された県内で分離された県内で分離された
長崎県中央家保 三浦昭彦neumoniaeneumoniaeneumoniaeneumoniaeの性状：の性状：の性状：の性状：
Actinobacillus pleuropneu本県で分離された

（App）について、性状を調査する目的でmoniae
、 、 。血清型別 薬剤感受性試験 遺伝子型別を実施

供試菌株は平成 年から 年 月の病性鑑定12 16 7
およびと畜場で分離されたApp 株。血清型別19
は抗血清を用いたスライド凝集反応および寒天
ゲル内沈降反応、薬剤感受性試験は 薬剤につ10
いて一濃度ディスク法、遺伝子型別はRandom Am
plified Polymorphic DNA法によりプライマーAP
40、AP41、NK51を用いて実施。血清型別は 株19
中 株が１型、 株が 型、 株が 型、 株2 10 2 4 5 1
が 型、型別不能が 株。薬剤感受性試験はチ7 2
アンフェニコール耐性株が 株（ 型： 、 型2 1 1 2

1 2 2 1 5： 株）ナリジクス酸耐性株が 株（ 型： 、
1 2 2 4 5型： 株 。遺伝子型別は１型で 、 型で 、）

型で つのパターンに型別。薬剤感受性に関し2
ては 株すべて単剤耐性型であり、薬剤耐性化4

2 5は進んでいないと判明 遺伝子型別では 型と。
型それぞれで同様の遺伝子パターンを示す株が
常在化していると考えられた。

2型に2型に2型に2型に201 Actinobacillus pleuropneumoniaeActinobacillus pleuropneumoniaeActinobacillus pleuropneumoniaeActinobacillus pleuropneumoniae
：広島県東広島家保 藤田よる子豚の後躯麻痺よる子豚の後躯麻痺よる子豚の後躯麻痺よる子豚の後躯麻痺

敦子、森本和秀
母豚 頭を飼養する一貫経営農場で、 日80 62

齢の子豚が後躯麻痺を発症。当該豚には目立っ
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た外傷はなく、発咳及び軽度の食欲不振を認め
た。病理解剖では、第 ～ 胸椎の椎体と胸9 11
膜間に胸腔内に突出した胡桃大の膿瘍形成。左
肺は胸壁に癒着、右肺後葉充出血。小腸下部粘
膜は軽度に肥厚。病理組織検査では、膿瘍内部
は変性好中球、リンパ球、グラム陰性桿菌及び
それらの退廃物で満たされ、周囲にマクロファ
ージ等が浸潤、結合組織によって被包。膿は、
椎体内部から周囲に波及し、椎体背側で脊柱管
内に突出。脊髄は圧迫され変形、出血し、神経
細胞も変性。肺には微小な化膿巣が散発し、化

Actinobac膿巣中心部にグラム陰性桿菌が増殖。
（以下 ） 型家兎血illus pleuropneumoniae App 2

免疫組織化学染色により、胸椎椎体清を用いた
膿瘍及び肺の化膿巣に陽性抗原を確認。細菌検

５査では、胸椎膿瘍内容物からApp2 を ×型 5 10
型cfu/ml 分離。以上のことより、本症例をApp2

感染症と診断。

ActinobacilluActinobacilluActinobacilluActinobacillu202 子豚の中枢神経系病変を伴う子豚の中枢神経系病変を伴う子豚の中枢神経系病変を伴う子豚の中枢神経系病変を伴う
、s equulis equulis equulis equuli感染症感染症感染症感染症：岩手県中央家保 佐々木幸治

清宮幸男
感染による化膿性病変Actinobacillus equuli

が内臓諸臓器に加えて中枢神経系まで波及した
豚例の報告はみあたらない。生時より発育が不
良で、4日間の罹病後に死亡した80日齢の子豚1
例を病理学的および細菌学的に検索した。当該
豚は食欲不振および活力の低下を示した後、沈

。 、鬱および困難な起立状態に陥った 剖検により
全身の鬱血および両側の房室弁に疣贅性心内膜
炎が観察された。組織学的に、微小膿瘍形成を
伴うグラム陰性小桿菌の栓塞が、中枢神経系を
含む全身諸組織の毛細血管および小動脈に多発
していた。細菌学的に、グラム陰性、通性嫌気
性、多形性小桿菌が脳を含む全身諸臓器から純
培養的に分離された。同菌は、市販キットおよ
び他の生化学的性状検査により と同定A. equuli
された。得られた成績から、 感染にA. equuli
より菌血症および心内膜炎が引き起こされ、そ
の後に中枢神経系に化膿性病変が波及したと考
えられた。高日齢時に発病したことが本症例に
亜急性経過を辿らせた一因と推察された。

：203 離乳豚で発生した細菌性線維素性腹膜炎離乳豚で発生した細菌性線維素性腹膜炎離乳豚で発生した細菌性線維素性腹膜炎離乳豚で発生した細菌性線維素性腹膜炎
三重県紀州家保 浅井麻実子、中尾真治ほか
管内の繁殖母豚880頭規模の子取り農家におい

て、7月下旬に40日齢の離乳豚1頭が前駆症状な
しに死亡。剖検所見では、腹腔内全体に線維素
が析出、乳白色の腹水が多量に貯留、大脳は充
血。細菌検査では、肺を除く主要臓器からレン

Bacteroidesサ球菌、また肺、肝および腹水より
（以下 ）を分離。病理組melaninogenicus B.m.

織学的検査では、肝において線維素性被膜炎、
腸管において 様菌を認める線維素性漿膜炎B.m.

Haemophilus parasuを確認、腸管部における抗
免疫家兔血清を用いた免疫染色検査は陰性。is

豚の 感染報告は膿瘍形成のみであり、今回B.m.
の線維素性腹膜炎との関連は不明だが、細菌検
査ならびに病理組織学的検査より本症例はレン

。 、サ球菌と の混合感染が示唆 本症例発生後B.m.
重点的に同日齢死亡豚の病性鑑定を行ったが、

類症例は認められなかった。

養豚場における尿路感染症の早期発見につ養豚場における尿路感染症の早期発見につ養豚場における尿路感染症の早期発見につ養豚場における尿路感染症の早期発見につ204
：鳥取県倉吉家保 前田佳奈、山里比呂いていていていて

平成 年 月から 月にかけて同一農場で16 9 11
原因不明により急死した母豚 頭について病性5
鑑定を行い、全てに尿路感染症の所見を確認。

、 、続発が懸念され清浄化の必要があること また
臨床所見による生前診断が困難なことから、今
回、同農場の母豚 頭の血液及び中間尿を採材20
し、血液生化学検査、尿検査及び細菌検査を実
施。有意菌が検出された母豚にアモキシシリン
を飼料添加。投薬終了後、再度採尿し、細菌検
査を実施した結果、有効性を確認。

Lawsonia intracellLawsonia intracellLawsonia intracellLawsonia intracell205 豚増殖性腸炎の発生と豚増殖性腸炎の発生と豚増殖性腸炎の発生と豚増殖性腸炎の発生と
：広島県東広島家保 川本千ularisularisularisularisの浸潤状況の浸潤状況の浸潤状況の浸潤状況

代実、森本和秀
平成13～15年度に県内で発生した4例の豚増殖

Lawsonia intracellul性腸炎（PPE）を精査し、
( L.i)の浸潤状況をIFA法で調査したので、aris

その概要を報告。PPEは、2戸の一貫経営農家で
離乳後に発生。病理学的検査で、増殖性腸炎の
他に3例で重度のバランチジウム寄生、2例でPCV
感染を確認。これより、PPEは宿主の免疫が低下

L.した状態で 発生しやすくなると考えられた、 。
を標的としたPCRは症例1～3で実施し，全て陽i
性 のIFA陽性率は 平成9年度の農場別で89.。 、L.i
5％、個体別で61％。平成15年度の日齢別陽性率
は、日齢とともに上昇し、120日齢以降が約80％
とほぼ一定した状況。また、浸潤に地域性は認
められず。以上のように、 は広く浸潤しておL.i
り、宿主の免疫が低下する状況にあると、どの
農家でもPPEが発生する可能性がある。しかし、
広島県内で確認されているPPEは4例のみで、水
面下では症状が分かり難いような発生があるの
ではないかと思われる。

:206 PMWS 発生農場の薬剤耐性発現状況調査発生農場の薬剤耐性発現状況調査発生農場の薬剤耐性発現状況調査発生農場の薬剤耐性発現状況調査
島根県家衛研 船木博史、大元隆夫
発育不良と斃死が多発する離乳後多臓器発育

不良症候群( )発生農場で、病性鑑定、薬PMWS
剤耐性発現状況調査および耐性伝達因子の検索
を実施。当該農場は抗菌剤を多用し、以前より
多くの分離菌が多剤耐性示していた。病性鑑定

、では日和見感染と考えられる Staph. hominis
等を全身性に分離。分離菌を対Pediococcus spp.

。象に寒天平板希釈法による耐性状況調査を実施
飼養豚の糞便からバンコマイシン耐性腸球菌(Ｖ
ＲＥ)分離とＶＲＥ関連遺伝子検索を実施。寒天
平板希釈法ではニューキノロン耐性を含む多剤
耐性を示した。ＶＲＥ分離およびＶＲＥ関連遺

PMWS伝子は陰性 以上の結果より 当該農場で。 、
に起因する日和見感染症の発生が判明。日和見
感染症の多発のため抗生物質に依存し、さらに

。耐性菌の発生をみるという悪循環が生じていた
対策の他、耐性菌の蔓延を防ぐために抗PMWS

生剤使用方法の再検討と、薬剤耐性状況の経時
的なモニタリングが必要。

生産性の向上を目的とした養豚農家の肺炎生産性の向上を目的とした養豚農家の肺炎生産性の向上を目的とした養豚農家の肺炎生産性の向上を目的とした養豚農家の肺炎207
：千葉県中央家保 林逸子、小泉勉対策対策対策対策
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母豚約 頭の一貫経営農場から、ワクチン100
接種の省力化と生産性向上のためワクチンプロ
グラムを見直したいとの相談を受けた。そこで
農場の状況を把握した上で、現行の豚アクチノ
バシラス・プルロニューモニエ（ ) 型感染App 2
症不活化ワクチン（ 回接種）を接種する対照2
群と豚マイコプラズマ肺炎( )不活化ワクチMPS
ン（ 回接種）を接種する試験群を設定し、そ1
の効果について比較検討。出荷豚の肺病変を観
察した結果、 様病変面積率 以上であるMPS 10%
個体が試験群で ％、対照群で 、 様5.2 14.2% App

、 。病変保有率が試験群で ％ 対照群で ％21.1 25.0
経済効果についてみると、出荷日齢、抗菌製剤
使用量、肉豚死亡率に大きな差はなかったもの
、 、 、の 上物率が試験群で ％ 対照群で ％42.1 32.1

1枝肉価格については試験群と対照群の差額が
頭あたり 円と、試験群の方が高値となる傾256
向が認められた。

Mycoplasma208 と畜場出荷豚の肺におけると畜場出荷豚の肺におけると畜場出荷豚の肺におけると畜場出荷豚の肺における
：新hyopneumoniae を主体とした病理学的検索を主体とした病理学的検索を主体とした病理学的検索を主体とした病理学的検索

潟県中央家保 村山修吾、矢部静
と畜場出荷豚の食肉衛生検査では肺炎が高率

に認められることから、その原因を探るために
( )を主体とした検Mycoplasma hyopneumoniae M.h

索を出荷豚 頭について実施。病理組織学的検20
査では全頭に細気管支周囲でのリンパ濾胞形成
等を認める。肉眼的に肝変化を呈した 頭では11
化膿性肺炎またはカタル性肺炎を認め、細菌検
索では 頭が 陽性であったが、 分4 M.hPCR M.h
離は全頭陰性、 頭で ( )8 P.mPasteurella multocida
等を分離。免疫組織化学染色では肝変化群で

陽性 頭を含む 頭で 陽性抗原を確認PCR 4 6 M.h
したが、肝変化を認めない群では全頭陰性。今

P.m回 と畜場出荷豚で認められた肝変化病変は、
等の細菌感染が主体であり、 頭では の関5 M.h
与は確認できなかった。これらのことから病理
組織学的にリンパ濾胞形成を認めても によM.h
る反応か判断するには、細菌検索や免疫組織化
学染色による抗原検出が必要。

大規模養豚場における衛生対策の取り組み大規模養豚場における衛生対策の取り組み大規模養豚場における衛生対策の取り組み大規模養豚場における衛生対策の取り組み209
：愛媛県中央家保 手島有平、森岡とその効果とその効果とその効果とその効果

聖子
管内大規模養豚場において、生産性の向上を

Mycoplasma h目的として、子豚及び繁殖豚への
(MPS)ワクチン接種を実施。さらにyopneumoniae

豚舎の出入り制限、専用衣類・長靴の設置、オ
－ルインオ－ルアウトによる豚舎消毒の徹底等
基本的な衛生対策の見直しも実施。また、当所
において定期的な抗体検査とと畜検査のフィ－
ドバック成績による評価も併せて実施。その結

10果、哺乳豚・子豚・肥育豚の事故率は それぞれ、
％前後あったものが概ね ％以下にまで低減、と3
畜検査における 陽性率も約 ％から ％MPS 50 20
以下にまで低減。胸膜炎陽性率も季節により変動

さらに、関節炎型豚丹はあるものの徐々に減少。
毒についても月平均５頭の発生が１頭未満にま
で減少。
以上のことから、大規模養豚場においても的確

なワクチン接種と衛生対策の徹底により、半年～
１年以内の短期間に生産性が大きく改善されるこ

とが実証され、改めてワクチンと衛生対策の重要
性が再認識された。

スリーサイト養豚農場における豚呼吸器病スリーサイト養豚農場における豚呼吸器病スリーサイト養豚農場における豚呼吸器病スリーサイト養豚農場における豚呼吸器病210
：宮城県迫家保 西形症候群（ＰＲＤＣ）対策症候群（ＰＲＤＣ）対策症候群（ＰＲＤＣ）対策症候群（ＰＲＤＣ）対策

葉子、加藤伸悦
管内には、22戸の契約繁殖農家、育成施設、

肥育施設から構成される分離早期離乳法を用い
たスリーサイト養豚生産組織が存在。当家保で
、 、は 平成12年度より離乳豚の肺炎を標的にした

サイト別の継続的な衛生指導を実施、事故率の
低減等の成果をあげてきた。平成15年度診断予
防技術向上対策事業において、マイコプラズマ
の二次感染抑制を図る目的で、繁殖農家及び育
成施設にて試験的にチアムリン製剤（T剤）の投
与区、未投与区を設定。各区の豚を繁殖農家か
ら肥育出荷時まで追跡調査し、呼吸器疾病感染
状況及び効果について比較検討。その結果、両
区とも肥育施設内ではPRDCと診断。しかし、投
与区は豚繁殖・呼吸障害症候群ウイルス、豚サ
ーコウイルス2型等の感染時期が遅延、出荷豚の
マイコプラズマ肺病変は限局的で、出荷日齢は
大幅に短縮。当家保は前年度に一貫経営農場に
てT剤投与の効果を実証したが、スリーサイト養
豚農場での応用も可能であることが示唆。

Ⅱ－３原虫性・寄生虫性疾病

豚回虫症の 抗体価測定による汚染豚回虫症の 抗体価測定による汚染豚回虫症の 抗体価測定による汚染豚回虫症の 抗体価測定による汚染211 ELISA
：長崎県中央状況把握の検討と県内の浸潤状況状況把握の検討と県内の浸潤状況状況把握の検討と県内の浸潤状況状況把握の検討と県内の浸潤状況

家保 山本賢一、藤原章生
豚回虫症は幼虫移行による病害で、現行の虫卵

検査、肝臓肉眼病変だけでは実態を反映しない場
合もあることから、豚回虫 法について検討。ELISA
抗原の作製は、と畜場採材の豚回虫雌成虫虫体を
用い、 の手技は堀井らの方法に準じ実ELISA 法
施。汚染状況が把握された各農場のステージ毎の
検査では、汚染農場で群として抗体価の上昇、肥育
期の陽転がみられ、出荷時の肝臓病変との一致率
は83％で肉豚時の抗体検査は幼虫移行症診断に
有効。同法により平成 から 年度に採材した肉14 15
豚および母豚余剰血清、県下 戸 検体を用152 827
い浸潤状況を調査。陽性率は農場別で ％、頭24.5

、一貫経営、少頭飼養、平飼、衛生数別 27.1%
。また、と場検査デ環境普通以下農場で多い傾向

ータの判明している38農場の寄生虫性肝臓廃棄率
との間に高い相関有（ｒ＝ 。今回、血清学的0.71）
に県内の実態を初めて把握。農場の損耗防止、公
衆衛生の面から疾病の把握は今後も重要で、現行
法に本法を加えることで豚回虫症の実態が明確化。

イベルメクチン製剤一斉投与による豚回虫イベルメクチン製剤一斉投与による豚回虫イベルメクチン製剤一斉投与による豚回虫イベルメクチン製剤一斉投与による豚回虫212
：長崎県中央家保 藤原章生、山本賢駆虫試験駆虫試験駆虫試験駆虫試験

一
と畜検査で豚回虫症発生率の高い一農場を対

象に、平成 年 月１日からと 月 日か15 10 10 14
らの２回、対象農家の飼養豚のうち５か月齢以
上の肥育豚を除く全飼養豚延べ 頭に、体重885
あたり 日のｲﾍﾞﾙﾒｸﾁﾝ製剤を飼料に混1kg 0.0165g/

合し７日間投与。平成 年 月生まれのおと15 11
10 14 12 15り豚 頭を月１回、平成 年 月と平成



- 39 -

年 月に採材した１から５か月齢の肥育豚及び12
母豚について豚回虫抗体検査を実施。出荷豚は
個体識別し、個体毎の生後日数、枝肉重量を調
査。抗体検査成績は、 年 月は母豚の陽性14 12
率 ％、肥育豚は３か月齢で陽転。平成 年100 15
月は母豚の陽性率 、肥育豚は出荷直前12 100%

の豚のみ陽性。おとり豚は、３か月齢で が20%
陽転し、その後加齢に伴い陽性率は上昇。と畜
検査成績は、投薬前 ～ ％で推移していた20 60

16 10%寄生虫性肝炎の罹患率が平成 年５月には
に低下。その後上昇傾向。出荷までの日数は投
薬前後で差を認めず。枝肉重量は寄生虫性肝炎
の罹患率が下がるにつれ上昇する傾向。清浄化

、 。には定期的な投薬と 清掃・消毒の徹底が必要

感染による哺乳豚の線維素感染による哺乳豚の線維素感染による哺乳豚の線維素感染による哺乳豚の線維素213 Isospora suisIsospora suisIsospora suisIsospora suis
：岩手県中央家保 高橋真紀、細川壊死性腸炎壊死性腸炎壊死性腸炎壊死性腸炎

泰子、村上隆宏
2004年6月から9月に、1養豚場の哺乳豚867頭

中約700頭が黄白色の水様下痢を示し、70頭が死
亡あるいは発育不良により淘汰された。発病豚1
例(9日齢)および回復豚2例(19、23日齢)の剖検
では、発病豚の空回腸に偽膜を伴う粘膜の壊死
が認められた。組織学的に、発病豚ではコクシ
ジウム感染を伴う線維素壊死性空回腸炎が観察
された。表層の粘膜固有層は壊死に陥り、残存
する粘膜上皮細胞および陰窩上皮細胞内に多数
のメロントおよびメロゾイトが存在した。壊死
病変部はしばしば線維素壊死性滲出物により被
われていた。回復豚の空回腸粘膜では腸絨毛が
軽度に萎縮し、少数のコクシジウムが感染して
いた。 のオーシスト(1-10 /g)が4Isospora suis ５

0例中17例の直腸内容より検出された。FA法によ
り、剖検した発病豚の空回腸粘膜にTGEおよびPE
D抗原は認められず、免疫クロマトグラフィー法
により同例を含む発病豚5例の直腸内容にロタウ
イルス抗原は検出されなかった。

Ⅱ－４一般病・中毒・繁殖障害・
栄養代謝障害

給水失宜に起因した豚の食塩中毒の発生：給水失宜に起因した豚の食塩中毒の発生：給水失宜に起因した豚の食塩中毒の発生：給水失宜に起因した豚の食塩中毒の発生：214
佐賀県西部家保 葛見敏男
母豚 頭を飼養する養豚一貫経営農家におい36

て、平成 年 月、 ～ 日齢の豚 頭に起16 5 50 60 6
立不能、後駆麻痺、旋回運動等の神経症状を認
め、病性鑑定を実施。剖検所見で大脳に充血、
水腫。病理組織所見で大脳実質に血管周囲にお
ける著しい好酸球浸潤と血管内皮細胞の腫大及

。 。び大脳皮質の水腫 細菌学的検査で菌分離陰性
ウイルス学的検査（蛍光抗体法）で豚コレラ陰
性。抗体検査でオーエスキー病陰性（ラテック
ス凝集反応及び中和試験 、トキソプラズマ病陰）
性（ラテックス凝集反応 。血液生化学的検査で）
ナトリウム、塩素濃度の顕著な上昇。水質検査
で硝酸態窒素値、亜硝酸態窒素値は正常。当初
はオーエスキー病等の急性伝染病が懸念された
が、大脳の好酸球性髄膜脳炎、血液中のナトリ
ウム、塩素濃度の上昇、給水施設の状況から、
本症例は給水失宜に起因した豚の食塩中毒と診
断した。

：215 豚の子宮内洗浄が繁殖成績に与える効果豚の子宮内洗浄が繁殖成績に与える効果豚の子宮内洗浄が繁殖成績に与える効果豚の子宮内洗浄が繁殖成績に与える効果
鳥取県鳥取家保 小谷道子
分娩後に子宮内を洗浄・消毒することが繁殖

成績の改善につながるとされており、牛におけ
る効果については報告されている。今回、豚に
おいてその効果を検証する機会を得たので報告
する。管内の一貫経営養豚農家において分娩翌
日の母豚に子宮内洗浄を実施した。洗浄には

イソジン水溶液 をを使用し、園芸0.3% 1000ml
用噴霧器にカテーテルを接続して子宮内に注入
した。分娩頭数、分娩時生存頭数、ほ乳中死亡
率、離乳子豚頭数、分娩間隔等を実施前と実施

、 （ ）後で比較した結果 平均分娩間隔 母豚回転率
が短縮された。

新生豚への抗生物質投与を中止するきっか新生豚への抗生物質投与を中止するきっか新生豚への抗生物質投与を中止するきっか新生豚への抗生物質投与を中止するきっか216
広島県福山家保 奥田裕子、けとなった事例：けとなった事例：けとなった事例：けとなった事例：

日高健雅
平成１５年１０月上旬、一貫経営養豚農家に

て、新生豚が咳、水様性下痢、振せんの神経症
状を呈し衰弱、抗生物質による治療にも関わら

。 、ず数日で死亡する症例に遭遇 病性鑑定の結果
病理学的検査で腹膜の浮腫（４／４）を認め、
有意菌及び有意ウイルス分離陰性。新生豚の死
亡は母豚の産歴と無関係に発生し、発生率は約
２０％。数日前に飼料タンクの清掃を行い、タ
ンク内にカビの生えた変性飼料が残存し、除去
が不十分で母豚が摂取した可能性あり。感染性

。疾病が否定されたことから抗生物質投与を中止
疫学調査等から暑熱ストレスによる母豚のビタ
ミン消費亢進、飼料の変性による飼料中ビタミ
ン破壊、マイコトキシンによる母豚体内でのビ
タミン破壊等により母乳成分が悪化し新生豚が
死亡したと推測された。診断的治療として、子
豚への総合ビタミン剤の投与を行ったところ、

、 。同様疾病の発生はなくなり 死亡率は低下した

Ⅱ－５保健衛生行政

小規模養豚場に対する一歩踏み込んだ衛生小規模養豚場に対する一歩踏み込んだ衛生小規模養豚場に対する一歩踏み込んだ衛生小規模養豚場に対する一歩踏み込んだ衛生217
：山形県置賜家保 大橋郁代、野川真指導指導指導指導

36,000管内の豚飼養頭数は、平成元年以降、
頭前後で推移しているが、農場数は約 ／ に1 7
激減（元年 戸、 年 戸 。現在、一部農280 16 44 ）
場では飼養規模拡大、徹底した衛生管理が図ら
れる一方、約 割は母豚 頭以下の複合経営小7 50
規模農場で、労力・資本不足、管理獣医師不在
等により衛生管理失宜が多く、家畜防疫・衛生

1 ( 21上 指導強化が必要 今回 小規模農場 母豚、 。
頭 の病性鑑定で豚増殖性腸炎の蔓延が示唆さ)
れ、衛生指導を実施。原因として投薬・畜舎消
毒の失宜、ずさんな群管理等の問題点を確認。
薬剤量を実測し用法用量是正、実例を示し消毒
指導を実施し、下痢症状回復、肥育状態改善。
また新たに肥育群管理表を作成、豚房毎に設置
し記録指導。今後、事故率・利益率把握に利用
予定。飼養衛生管理基準遵守や動物用医薬品適
性使用、生産病対策が重要視される中、管内に
多い小規模農場では本例の様な細部に渡る衛生
指導が重要。
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群218 モデル地域における養豚生産衛生指導：モデル地域における養豚生産衛生指導：モデル地域における養豚生産衛生指導：モデル地域における養豚生産衛生指導：
馬県西部家保 近藤浩之、木暮幸博
生産段階におけるＨＡＣＣＰ方式を導入した

畜産物の安全性確保が重要な課題である。そこ
で市町村、農協、県、開業獣医師で構成する推
進協議会を設置し、モデル地域養豚農家１２戸
を対象に衛生管理及び飼養管理記録の確認及び
指導を実施。生産工程が分かるよう各農家ごと
にフロ－ダイヤグラム、飼料給与計画、ワクチ
ンプログラムを作成。重要管理点３つ、危害因
子２つを設定し定期的な検証を実施。飼養管理
記録方法は農家個々で異なり第３者が検証でき
る内容ではなかった。そこで、記録簿の検討を
行い統一的な様式を作成し記帳指導を重ねた結
果、集団の中での個人の取り組みの責任感が芽
生え、記帳意識の向上につながった。今後の取

、り組みを把握するため意識調査を実施した結果
記録の必要性を感じている農家が多く、本事業
の継続実施とともに、将来的には第３者による
定期的な検証体制やパソコンによる記帳システ
ムの構築等の要望が多かった。

肥育豚農場の飼養衛生管理指導について：肥育豚農場の飼養衛生管理指導について：肥育豚農場の飼養衛生管理指導について：肥育豚農場の飼養衛生管理指導について：219
長野県佐久家保 福井秀樹

年 月、 頭飼養の肥育豚農場にお2003 12 1,200
いて、導入した肥育豚の死亡が多発していたた
め調査した。豚舎は不衛生かつ換気不良で、飼

11育者の衛生管理に対する意識が欠如しており、
月導入豚の死亡率は ％であった。死亡豚の19.6
病理組織検査では、化膿性腸炎・化膿性肺炎・
好酸球性肝炎等の所見が認められ、 月の食肉11
衛生検査所のと畜検査成績においても肺炎、大
腸炎、小腸炎及び抗酸菌症などの所見が認めら
れた。これらの成績をもとに飼育者及び関係者
により対策を検討し、①導入専用豚舎の設定②
密飼の解消③オールイン・オールアウトの実施
④除糞の徹底⑤衛生管理の徹底（踏み込み消毒
槽の設置、鼠族昆虫対策、従事者の服装等の衛
生管理）⑥給与飼料の変更などの改善を図った
結果、導入豚の死亡率が減少したほか、食肉衛
生検査所のと畜検査成績においても改善が認め
られた。

養豚農家のＨＡＣＣＰ導入に向けた衛生指養豚農家のＨＡＣＣＰ導入に向けた衛生指養豚農家のＨＡＣＣＰ導入に向けた衛生指養豚農家のＨＡＣＣＰ導入に向けた衛生指220
：三重県中央家保 徳永到、庄山剛史ほか導導導導
養豚農家におけるHACCP方式の普及定着を目指

し、生産衛生管理体制整備事業対象農家一戸（A農
家）と管内の大規模農家一戸（B農家）についてHA
CCP導入に向けた検査・調査を行なった。第一歩と
して、養豚でのHACCPにおいて一般的に危害因子に
設定されている環境中のサルモネラのふき取り検
査、農場内の清掃状況の点検等を定期的に行った
結果、両農家の環境中と、B農家の肉豚糞便中から

を検出。従業員への衛生Salmonella Typhimurium
研修会の実施、ネズミの駆除の徹底、投与薬剤の
見直し、衛生管理の改善等を行なうことにより、
畜主及び従業員の衛生意識が向上。食品衛生の観
点から、今後感染経路の究明と、衛生管理技術を
更に向上し、清浄化を目指す必要がある。

安全安心を主眼とした大規模養豚農家の衛安全安心を主眼とした大規模養豚農家の衛安全安心を主眼とした大規模養豚農家の衛安全安心を主眼とした大規模養豚農家の衛221
：三重県南勢家保 平塚恵子、安生指導取組み生指導取組み生指導取組み生指導取組み

芸博
平成15年5月から、食肉の生産から流通におけ

る安全・安心確保を目的に、生産現場から流通
までに携わる関係機関、流通団体により、県内
に7カ所の農場を持つ大規模養豚農家に対するリ
スクコミュニケーションが実施された。当所で
は生産段階における安全性確保を目的に、毎月
管内にある2農場を巡回、安全安心部分に繋がる
注射針の使用状況、抗生物質の使用状況、農場
内の衛生状態等を重点的に検査し、評価表を作
成。問題点は農場スタッフと検討。また、管内
の養豚農家では実行されていない記帳、保存を
行うことで、農場スタッフの衛生意識と改善意
欲が向上。結果、投薬の繁殖豚の個体管理記録
表、肥育豚の群管理記録表の記帳、使用針の記
録、踏み込み消毒槽の設置や消毒薬の交換、野
鳥侵入防止等が徹底。今後は、県全体で統一さ
れた基準や評価表、ホームページ上での公開等
検討。

養豚農家の活性化と安心・安全な豚肉生産養豚農家の活性化と安心・安全な豚肉生産養豚農家の活性化と安心・安全な豚肉生産養豚農家の活性化と安心・安全な豚肉生産222
：京都府南丹家保 山・品質向上への取り組み・品質向上への取り組み・品質向上への取り組み・品質向上への取り組み

本哲也、中西剛
【はじめに】管内の養豚農家は、高齢化や環

境問題等で１０戸と減少したが経営改善意欲は
強い。当所は、農家指導及び研修等で、農家活
性化と安心・安全で高品質な豚肉生産を推進し

。【 】《 》ているので概要を報告する 内容 農家指導
豚コレラ清浄性維持とともに疾病予防・衛生管
理指導。環境保全では、改善指導により２戸が
汚水処理施設を整備し、１戸が府畜産技術セン
ター方式の汚水処理施設整備中 《研修等》当所。
が 年間運営指導している生産者組織を中核に20
研修・研究・交流活動を支援。最新の豚疾病予
防対策、養豚技術向上等を研修。新たに「豚肉
品質向上研究会」を立ち上げ、生産豚の枝肉調
査・肉質調査・試食を実施。学識経験者の講演
や意見交換会では安心・安全で高品質な豚肉生
産について研究。府のブランド「京都ぽーく」
生産を振興 【課題】伝染病発生に備えたさらな。
る危機管理体制強化、家畜排せつ物法遵守指導
による地域との調和、安心・安全で高品質な豚
肉生産の拡大。

養豚経営における薬剤適正使用対策の成果養豚経営における薬剤適正使用対策の成果養豚経営における薬剤適正使用対策の成果養豚経営における薬剤適正使用対策の成果223
：山形県庄内家保 富樫克と薬剤耐性菌の動向と薬剤耐性菌の動向と薬剤耐性菌の動向と薬剤耐性菌の動向

博、高野儀之
これまで薬剤の適正使用を目指し様々な指導

を実施。その結果、飼料タンクへの直接薬剤添
加法は平成15年度に全面中止。薬剤添加機は約3
割の農場に普及。給餌器への添加濃度もほぼ適
正化。また、平成15年度よりワクチン（AR 、Mh
p： ）および保温対策Mycoplasma hyopneumoniae
を中心とした薬剤に依存しない呼吸器病対策を
重点的に啓蒙。平成14年度と比較しARワクチン
接種頭数は23％増加。Mhpワクチン使用農場割合
は25ポイント増加。１農場あたりの添加薬剤使
用品目数は15％減少。添加薬剤使用量は52％減
少。濃密指導した事例では、医薬品費が前年度

（ ） 。 、 、比52％ 400万円 減少 一方 耐性菌出現率は
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ペニシリン系、ST合剤は減少。テトラサイクリ
ン系、ニューキノロン系は増加。これらは薬剤
使用量の推移を反映。さらなる耐性菌出現率の
低下および薬剤使用量の軽減には今後も継続指
導が不可欠。

オーエスキー病感染豚を導入した農場へのオーエスキー病感染豚を導入した農場へのオーエスキー病感染豚を導入した農場へのオーエスキー病感染豚を導入した農場への224
東京都家保 藤森英雄、南波ともみ対応：対応：対応：対応：

平成 年 月、一貫経営養豚場（飼養数約13 9
３００頭）でオーエスキー病（ ）野外抗体陽AD
性豚（陽性豚）を摘発。 月に 未検査で導5 AD
入した豚が原因と判明。その後の清浄化に向け

15た対策が的確に進まず、感染が拡大。平成
年度から、豚配置や淘汰計画を で的確にFAX

16 2指示。その後の感染拡大は減少。平成 年
月、最後の陽性豚を淘汰後の陽性豚摘発なし。

、当該農場では 発症による被害はなかったがAD
陽性豚の淘汰、利益率の高い繁殖候補豚の出荷
ができないなど、経済的損失、精神的負担は大
きく、また、当所の検査等の経費、労力も大き
かった。今回のような疾病感染未確認の家畜の
導入は、農場へ病原体を持ち込む危険性が高い
が、家畜導入情報は飼養者の自主的な連絡に頼
るところが大きく、導入情報の把握と検査体制
の確立は急務。また、飼養衛生管理基準に導入
家畜による病原体の広がりを防止する項目もあ
り、その遵守の啓発も重要。

オーエスキー病の広域清浄化への取組みオーエスキー病の広域清浄化への取組みオーエスキー病の広域清浄化への取組みオーエスキー病の広域清浄化への取組み225
宮崎県宮崎家保 森川聖二、安藤忠弘：
管内Ｈ郡３町では平成７年にオーエスキー病

（ ）抗体陽性豚を確認後、次の経過によりほAD
ぼ清浄化を達成。第一段階：平成７年～９年度
における抗体陽性農場数は最大時で14戸（郡内
農場数42）確認。平成13年度まで各町単位で清
浄化の取り組みを実施し、郡内の陽性農場数は
徐々に減少。第二段階：平成 年度にＨ郡全体14
の取り組みを開始。過去陽性農場の種豚全頭検
査または個体抽出検査、陰性農場の個体抽出検
査を全戸実施し、陽性農場を３戸確認したが、
陽性豚のとう汰等により清浄化。第三段階：平
成 年度はADサーベイランスとともに、清浄性15
維持方針の検討材料とするためアンケート調査
を実施。その結果より、導入によるAD侵入防止
への措置強化が必要なことなどが判明。当該地

AD域には準清浄地域 清浄化推進地域が隣接し、 、
侵入の危険性が依然としてあり、ワクチンの種
豚のみの接種、種豚導入時のワクチン接種、導
入豚の 陰性確認、定期抗体検査などの方針AD
決定。

富山県西226 豚抗酸菌症清浄化への取り組み：豚抗酸菌症清浄化への取り組み：豚抗酸菌症清浄化への取り組み：豚抗酸菌症清浄化への取り組み：
部家保 水木亮史、小桜利恵
本病は、生産性への影響は少なく、農場で軽

視されるが、ヒトの非定型抗酸菌症の主な原因
菌で、食肉衛生上重要。今回、平成10年頃より
と畜検査で摘発が多発した養豚場で、清浄化対
策を実施。本養豚場は、3農場で構成、A、B農場
で繁殖、C農場で肥育を行う一貫経営。平成11年
9月よりヨード系消毒薬の飲水投与を行うが、根
本的解決に至らず、平成15年8月に中止。改めて

対策を協議。ツベルクリン検査(以下、ツ反)に
よる陽性繁殖候補豚摘発、SPF母豚導入による保
菌母豚更新と衛生対策を実施。結果、ツ反によ
る陽性母豚浸潤調査で、A農場で41.7％から18.0
％に減少。と畜検査成績では、本病での腸廃棄
が60％から15％前後に低下。また、本病による
出荷豚の廃棄率調査では、A農場で10％、B農場

。 、 、 、で50％であった 今回 A農場で 感染率の低下
感染母豚を把握。また、食肉検査所と連携した
対策構築が有効。A農場の清浄化で、A農場から
繁殖母豚を導入するB農場の清浄化も図ったが、
B農場はいまだ高い感染を確認。今後もA農場の
監視の継続とB農場の衛生対策の強化及びツ反を
利用し、清浄化を進める必要がある。

豚繁殖・呼吸障害症候群（ )、豚サ豚繁殖・呼吸障害症候群（ )、豚サ豚繁殖・呼吸障害症候群（ )、豚サ豚繁殖・呼吸障害症候群（ )、豚サ227 PRRS
：ーコウイルス２型（ )感染症の衛生対策ーコウイルス２型（ )感染症の衛生対策ーコウイルス２型（ )感染症の衛生対策ーコウイルス２型（ )感染症の衛生対策PCV2

滋賀県家保 田中政嗣、工藤善民
平成 年より肥育豚の死亡が多発している一13

貫経営の養豚場において、豚繁殖・呼吸障害症
候群ウイルス（ ）および 等の関与PRRSV PCV2

。 、が判明 今まで飼養衛生環境の改善指導に加え
のコントロールを重点に取りくみ、低減PRRSV

化に努めた。特に死亡が集中する 日齢前後の70
肥育前期の環境改善を徹底する必要があり、密
飼の防止、二次感染防止のための抗生剤投与、
豚房の洗浄・消毒の徹底、温度湿度管理の徹底
などを指導。 のコントロールとしては、PRRSV
繁殖候補豚の導入先の限定と適切な導入頭数の
確保および馴致の徹底、高産歴の母豚の淘汰、
母豚の抗体の有無による離乳子豚の分別飼育を
指導。しかしこれらの衛生対策は、農家に衛生
意識を向上させたものの、肥育豚の死廃の低減

PRRSに結びつけることはできなかった。現在
ワクチンの母豚への全頭接種を実施しており、
今後、引き続き、調査・検査を行い、被害を最
小限に食い止められるよう衛生対策を実施して
いく必要がある。

Ⅱ－６畜産技術

畑作と複合経営の養豚場における生産体系畑作と複合経営の養豚場における生産体系畑作と複合経営の養豚場における生産体系畑作と複合経営の養豚場における生産体系228
：北海道十勝家保 林紘太郎、安定化への取組安定化への取組安定化への取組安定化への取組

西裕子
繁殖豚 頭規模一貫生産で畑作と複合経営の50

養豚場で 年間にわたり生産体系安定化に向け5
て対策。まず多発する哺乳豚の下痢症対策とし
て早発性大腸菌症の予防・治療プログラムを策
定。しかし根本的解決には至らず農場全体を視
野に対策を検討。そして繁殖成績の安定化対策
としてボディコンディションと飼料給与量の点
検、繁殖候補豚の導入前馴致、分娩舎での管理
強化を実施。これにより産子数は 頭／腹、0.79
母豚 頭あたり年間離乳頭数は 頭増加。こ1 1.5
れを受け離乳豚舎を新設、離乳・肥育豚の定期
的なモニターによる を中心とした慢性呼PRRS

8吸器病対策を実施 損耗も激減し 出荷日齢は。 、
日短縮し平均 日齢となった。また枝肉重量191
の増加と上物率の上昇で 頭あたり販売額が約1

円上昇。母豚 頭あたりの年間では出荷頭6000 1
数で 頭、枝肉重量で ㎏以上の増加が見込5 350
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まれた。経済的にも飼料代は年間 万円節減、92
販売額は 万円の増加が見込まれた。今後も682
複合経営ならではの豚の生理的能力を活用した
飼養管理を念頭に対策予定。

飼養環境の改善を重視した豚の呼吸器病対飼養環境の改善を重視した豚の呼吸器病対飼養環境の改善を重視した豚の呼吸器病対飼養環境の改善を重視した豚の呼吸器病対229
岩手県中央家畜保健衛生所 細川泰子、高策：策：策：策：

橋学
500豚繁殖・呼吸障害症候群が多発した母豚

頭の一貫経営農場で要因となる飼養環境と豚へ
の影響を数値化することで対策を実施。年間７
回の環境測定 温湿度、 の結果、気温日較( NH )3

、 （ 、 ） 、差は５ 月 平均 ℃ ℃ で大きく10 6.8 5.0
さらに 月の最低気温は年間で最も低く 同10 (
19.9 ) 11 NH ( 10ppm) 12℃ 、 月は 高値 同 、１、3

月は湿度不足 同 ％ 。 月以降の環境悪化( 49 ) 10
に伴い血清α 値が上昇 、 、 月；1AGP (8 10 12
、 、 μ 。また、豚舎間の移動674 1011 936 g/ml)

ストレスを調査した結果、２週後まで有意に好
中球が増加、リンパ球が減少 移動前； ％、( 80.6
２週後： ％ 。これらより、温湿度、換気の67.7 )
管理の徹底と移動後２週間の保温を強化。その
結果、湿度が ％台から ％台に、アンモニ30 50
アは ～ に改善。以上により、28ppm 8.1ppm
事故率は 年度の ％から 年度の３％に減14 5 15
少、約 万円の売上増。この成績を「季節1,370
別管理のポイント」として作成し現在普及中。

新潟県内養豚農場おけるHACCP方式導入へ新潟県内養豚農場おけるHACCP方式導入へ新潟県内養豚農場おけるHACCP方式導入へ新潟県内養豚農場おけるHACCP方式導入へ230
：新潟県下越家保 本間裕一、須貝の取り組みの取り組みの取り組みの取り組み

寛子
新潟県では、消費者ニーズに対応した安全・

安心な生産物を供給するため、平成12年度よりH
ACCP方式導入定着事業がスタート。HACCP方式を
導入するにあたり危害要因を検討。①注射針の
残留②動物用医薬品残留③病原微生物、を危害
因子として設定。夫々の危害因子に対し管理基
準を作成し平成14年度から農場へ導入開始。具
体的な取組みとして「動物用医薬品の適正使用
並びに段階別飼料給与を考慮した衛生プログラ
ムの確立 「動物用医薬品及び注射針の使用記録」
管理 「各種検査成績から衛生状態を把握」を管」
理獣医師及び家保の指導のもと農場毎に検討し
衛生管理に定着するよう啓蒙。結果、県内養豚
場戸のうち54戸(H14年度20戸、H15年度15戸、H1
6年度19戸)をモデル農場として選定。結果、54
戸中47農場でほぼ定着し取り組み継続中。定着

、には生産者の衛生管理意識の向上が最重要課題
そのため家保として多方面から農場をサポート
することが必要。

管内養豚農家における汚水処理施設の現状管内養豚農家における汚水処理施設の現状管内養豚農家における汚水処理施設の現状管内養豚農家における汚水処理施設の現状231
：群馬県中部家保 小茂田匡央と問題点と問題点と問題点と問題点

管内養豚農家 戸における 月末時点の汚227 11
水処理施設整備状況(事業実施中を含む）は浄化

52.4 7.0 1.3処理 ％、液肥化処理 ％、発酵処理
％。なお廃業予定は ％。このうち 件の浄5.7 43
化処理施設における排水の水質検査を実施、Ｂ

20.9 4.7ＯＤは全施設でクリアし ｐＨ ％ ＳＳ、 、
44.2 62.8 4.7％ 全窒素 ％ 全リン ％ 大腸菌群数、 、 、

％で基準値（日間平均排水量 以上の事業10m3
場）を超えていた。排水量が ／日未満の10m3

施設では窒素で ％、リンで ％の施設が78.6 85.7
高い値であった。処理・タイプ方式別では窒素
において差が認められた。管内の設置者を対象
にアンケート調査を実施、日常の管理実施状況
は機器の点検 ％、ＳＶの測定 ％、透視73.7 42.1
度の測定 ％。定期的な水質検査は ％、63.2 60
メンテナンス契約は ％の施設で実施してお23.8
り、施設の規模に比例し実施率が高かった。異
常値を示した施設に対する改善指導等を実施す
るとともに、汚水浄化処理施設設置者講習会を
開催し、施設管理の指導を図っている。

鹿沼土・赤玉土による豚舎排水のリン除去鹿沼土・赤玉土による豚舎排水のリン除去鹿沼土・赤玉土による豚舎排水のリン除去鹿沼土・赤玉土による豚舎排水のリン除去232
：岐阜県中濃家保 中西寿男、高井尚治効果効果効果効果
2003年10月～2004年10月まで、6養豚農場（A

～F農場）の豚舎排水を毎月1回測定。全窒素はA
農場の3ヵ月間（1～3月）を除き、基準値190mg/
l 以内で概ね問題なし。しかし、全リンは6農場
とも基準値30mg/lを殆ど下回ることができず、
リン除去方法の検討が急務となる。8種類の用土
別リン除去試験では鹿沼土・赤玉土が有効（除
去率84％・77％）と解る。カラムによるリン酸
の50％低減試験では、日量排水10ｍ の場合に用３

土が990kg/週(y=442.64e )必要で、経費は3万0.114x

円かかる F農場排水で7日間曝した乾燥用土 処。 （
理後）による小松菜ポット試験では、無処理よ
り処理後が生育良く(P<0.01)、更に鹿沼土より
赤玉土が生育良好(P<0.01)。植物に必要な有効
態リンは処理後、鹿沼土は2倍（0.8→1.7mg/100
） 、 （ ） 。g に 赤玉土は4倍 0.7→2.9mg/100g に上昇
豚舎排水中のリン等を用土で吸収・乾燥する事
により、花野菜用育苗培養土としての有効活用
が可能と判明。

豚の体温測定における非接触赤外線放射温豚の体温測定における非接触赤外線放射温豚の体温測定における非接触赤外線放射温豚の体温測定における非接触赤外線放射温233
：神奈川県東部家保 久末修司度計の応用度計の応用度計の応用度計の応用

豚の体温は通常直腸温を測定。非接触赤外線
（ ） 、放射温度計 放射温度計 で体表温度を測定し

野外での応用を検討。体表温度は8ヶ所を測定。
、直腸温と各体表温度との相関係数は0.18～0.70

下膁部が最も高く直腸温を推定には、下膁部の
測定が有効。下膁部体表温度を用いて直腸温を
推定するための回帰式を求め（y=0.27x+29.95、
r=0.70 、下膁部体表温度と回帰式から推定体温）
を算出し直腸温と比較。比較にあたって推定体
温で発熱の有無の判断を検討するため推定体温
と直腸温を40℃を境に発熱無と発熱有に分類。
直腸温で発熱無のうち、推定体温も発熱無とな
り結果が一致した割合75%、直腸温で発熱有のう
ち推定体温も発熱有と一致した割合83%。回帰式
の確認のため別の豚群で調査し同様に比較、直
腸温で発熱無のうち推定体温も発熱無と一致し
た割合70%、直腸温で発熱有のうち推定体温も発
熱有と一致した割合90%と高かった。以上より、

。放射温度計は豚群体温のスクリーニングに有用

養豚農家における人工授精技術導入の試み養豚農家における人工授精技術導入の試み養豚農家における人工授精技術導入の試み養豚農家における人工授精技術導入の試み234
：山梨県西部家保 深澤映生、小田切美男
当所管内にバークシャー種の一貫経営を行う

養豚農家がある。本種は、脂肪の質と肉質に優
れる反面、産子数が白色種に比べ少なく、また
種雄豚は夏場の暑熱の影響を受け易く精液性状
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の悪化から繁殖成績の低下を招き易い。当農家
はこれまで1発情2回の自然交配による繁殖に頼
っていたが、交配時期のずれや精液性状の悪化
から、特に夏場以降の繁殖成績が低下し、冬期
の分娩成績の悪化に繋がっていた。これは直接
夏場の肥育豚の出荷数の低下に繋がり、経営に
対する打撃が大きい。そこで当農家は、人工授
精の技術を導入し、15℃、保存期間最長3週間の
液状保存精液による種付けを組み入れ、種付け
を1回目は自然交配、2回目を人工授精に切り換
えた。その結果、交配適期の把握による適期種
付けと精液性状の確認が可能となり、平均の分
娩産子数は1.8頭増加した。

：福岡県235 実用的な豚の尾静脈採血法の試み実用的な豚の尾静脈採血法の試み実用的な豚の尾静脈採血法の試み実用的な豚の尾静脈採血法の試み
筑豊家保 嶋田公洋
鼻保定による豚の採血は、体力が必要で、安

全確保が困難。 年橋本らは、保定不要な尾1985
静脈採血法を提案。しかし、採血後の出血が多
く、技術習熟が必要で成功率が安定しない等の
理由で未定着。採血後の出血を少なくし、安定

。 、的に採血できる方法を再度検討 繁殖雌豚 頭70
種雄豚 頭、計 頭（ 農場）で調査検討。尾2 72 7
根部から約 までの腹側正中線上で尾静脈か3cm
ら採血すれば、採血後の出血が少なく、短時間

3ml 21の圧迫で止血可能。採血器具は 注射筒、
ゲージ インチの針が、豚の痛み、血液の吸1/2

30引性 採血後の止血具合から最適 採血時間は、 。
5 1 41 0.3ml秒から 分（平均 分 秒 、採血量は）

3.0ml 1.3ml 11/22～ （平均 、成功率は豚房内）
50.0% 31/50 62.0% 42/72（ 、ストール （ 、全体） ）

（ 。採血直前の給餌で、豚は採食に夢中58.3%）
になり平静で、豚へのストレス極少。雄豚やス

。トール内の豚の採血で術者の危険を大きく軽減
不特定の豚で少量の血清で可能な検査に有用。

離乳後多臓器性発育不良症候群 と離乳後多臓器性発育不良症候群 と離乳後多臓器性発育不良症候群 と離乳後多臓器性発育不良症候群 と236 (PMWS)(PMWS)(PMWS)(PMWS)
：静岡県中部家保の共存の養豚経営のあり方の共存の養豚経営のあり方の共存の養豚経営のあり方の共存の養豚経営のあり方

手塚喜代美、鈴木秀歌
年カナダで と呼ばれる豚の新興1991 PMWS

感染病の発生が確認。以来、世界各地で報告さ
れ、発生農場に多大な経済的被害を与え、日本
国内でも 類似疾病の発生が確認され、PMWS
今後の養豚経営の損耗要因として近年注目。

は平成 年から診断予防技術向上対策PMWS 12
事業において全国継続調査したが、効果的な対
策はない。管内で平成 年～ 年の調査、分15 16
析結果から有効な対策のヒントを確認。対象農

PMWS A B B A場は 確認 ・ 一貫農場。 農場は
農場に比べ、食肉検査場成績、農場経営成績が
優れ、経済的被害が少ない。その為、飼養管理
について （フランスの独立行政法人食AFSSA
品安全局、 研究所）が作成したPloufragon
「 」PMWS対策における飼養衛生管理の推奨項目
リストを参考に両農場を調査、衛生面で両農場
に大きな違いが存在し、今回の 調査にPMWS
おける経済的被害の相違を生んだと考えられ、
病因学的面よりも飼養管理的面から病気撲滅を
進めることが、さらに重要と判明。

法を用いた豚増殖性腸炎診断の検法を用いた豚増殖性腸炎診断の検法を用いた豚増殖性腸炎診断の検法を用いた豚増殖性腸炎診断の検237 LAMP
鳥取県倉吉家保 藤田恵子、前田佳奈討討討討:

肉豚における経済被害の主要な疾病として近
年注目されてきている豚増殖性腸炎は、原因と
される ( )が偏性細胞寄Lawsonia intracellularis Li
生性細菌であり培養が困難であることから、診
断は病理組織学的検査が主体となる。その為本
県では迅速な診断の必要性から補助診断法とし
て による 遺伝子の検出を実施しNested PCR Li
てきた。しかし本法は作業が煩雑で特殊な機械
を要す為、病性鑑定室でしか実施できないのが
現状である。今回、より迅速・簡易な遺伝子検
出法として注目されている 法の 検出LAMP Li
プライマーを設計し、家畜保健衛生所での 迅Li
速診断への応用を検討したのでその概要を報告
する。

管内の豚コレラ疑似患畜の発生事例と今後管内の豚コレラ疑似患畜の発生事例と今後管内の豚コレラ疑似患畜の発生事例と今後管内の豚コレラ疑似患畜の発生事例と今後238
鹿児島県北薩家保 丸野弘幸、中西あの課題：の課題：の課題：の課題：

ゆみ
管内肥育豚農場主から、咳、鼻汁、食欲不振

等の肺炎症状を呈し、元気消失した豚が散見さ
れるとの連絡。立入調査を実施。鑑定殺 頭死1
亡豚 頭を病性鑑定。 頭に共通する所見とし1 2
て剖検所見：体表リンパの腫大。肺での健康部
との限界明瞭な無気肺巣を示すマイコプラズマ

。 、 、性肺炎様の病変 病理組織学所見：大脳 小脳
延髄、脊髄に囲管性細胞浸潤を散見。肺、気管
支周囲及び気管支腔内に炎症細胞での浸潤、肺
胞内に繊維素を含む浸出液の貯留。ウイルス学
的検査： 法で 頭とも扁桃陰窩上皮に豚コレFA 2
ラウイルスに対する特異蛍光。周辺農場の清浄
性と疫学関連農場の清浄性を確認。初動防疫措
置終了後、防疫体制を構築するため管内全養豚
農場を対象にアンケートを実施。自分の農場は
自分で守るという自衛防疫意識の高揚を確認。
今回の教訓をいかし、養豚経営者、関係機関、
団体等の緊密な連携のもと、豚重要疾病対策協
議会を中心に、消毒や衛生害虫・害獣の駆除等
を啓発し、また、地域における系統を超えた地
域養豚防疫対策会議等の設立等サポートし、再
発防止に取り組む。

Ⅱ－７その他

管内養豚農家における簡易汚水処理施設の管内養豚農家における簡易汚水処理施設の管内養豚農家における簡易汚水処理施設の管内養豚農家における簡易汚水処理施設の239
埼玉県熊谷家保 宮田基、佐竹吉機能分析調査機能分析調査機能分析調査機能分析調査:

人
管内養豚農家12戸の簡易汚水処理施設（簡易

施設）は、第三者の設計審査が未実施、機能分
析調査が不十分のため、3戸（浄化処理：A、液
肥化処理：B、C）の性能調査を実施し、BOD式浄
化処理施設（BOD施設）と比較。A施設の放流水

（ 、 、 ） 、は全項目 BOD COD SS等 が排水基準値以下
B施設はBOD89mg/l、飼養規模の大きいC施設はBO
D244mg/l、COD925mg/l及びSS400mg/l。簡易施設

、 、のBOD容積負荷は0.219kg/m ･日 0.134kg/m ･日3 3

0.313kg/m ･日、空気送風量は14.63m /分、11.693 3

m /分、15.16m /分、投入汚水は無希釈。BOD施設3 3

は全項目が排水基準値以下、BOD容積負荷0.3kg/
、 、 。m ･日 送風量4.78m /分 投入汚水BOD1,091mg/l3 3

簡易施設の特徴は無希釈汚水の投入、適切な設
計計算に基づかない規模設計等であり、C施設は
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曝気槽の発泡などが認められ、投入汚水BOD濃度
が約16,500mg/lと推定。なお、BOD施設の規模設
定は適正。今後、C施設の改善指導と設計審査に
基づいた施設導入指導を行う。

地域養豚における浄化槽管理委託の試み（第地域養豚における浄化槽管理委託の試み（第地域養豚における浄化槽管理委託の試み（第地域養豚における浄化槽管理委託の試み（第240
：静岡県東部家保 小林幸惠、杉山典1報1報1報1報））））

一貫経営養豚農家7戸を対象にアンケートを実施
した結果、不安の多い浄化槽管理の委託希望が多
かった。M市畜産連合会養豚部会員5戸の3浄化槽施
設を選定し、施設の保守点検等を浄化槽管理の専
門業者へ一定期間委託する試みを開始。週1回、浄
化槽管理士が浄化槽の機能点検、汚泥性状、MLSS
値等40項目以上を調査 その結果 適正な管理 ソ。 、 （
フト面）の必要性に加え、機械の老朽化（ハード
面）などの問題が明らかになり、段階的な改善案
を提案。試行後の巡回調査時に農家から「浄化槽
の問題点と機械設備の更新時期が具体的にわかっ
た」等の回答を得た。養豚部会では浄化槽管理委
託の定着化を希望し、委託費の負担軽減を図るた
め、助成金を市に要望。省力化・低コスト化のた
めに浄化槽の無人遠隔保守管理システムを国立沼
津工業高等専門学校に協力依頼。今後は生産性の
低い部門の外部委託等による「農家が飼養管理に
専念できる」飼養環境整備を実施していきたい。

既存施設を有効活用した低コスト浄化処理既存施設を有効活用した低コスト浄化処理既存施設を有効活用した低コスト浄化処理既存施設を有効活用した低コスト浄化処理241
：沖縄県中央家保 稲嶺修、森山高の指導事例の指導事例の指導事例の指導事例

広
管内では養豚での悪臭・水質汚染等に関する

苦情が多い。その要因は液肥活用が困難、施設
老朽化、経営環境悪化等があり、処理施設導入
は考慮が必要。今回当家保は安価で確実な処理
の出来る「沖縄県畜産試験場タイプ回分式浄化
処理」を参考に既存施設を有効活用した改修を

。 、 、 、指導 対象農家は 養豚一貫経営 母豚 頭130
糞尿処理は流下式浄化槽があるが機能せず、液
肥として活用していたが、畑地還元は限界にあ
った。平成15年6月から10月にかけ現場検証、処

、 、 、 、理法検討 処理施設設計 建設指導 運転指導
水質検査を実施 処理開始 ヶ月後 ､。 3 BOD53ppm

と放流基準に達した。経費は新設で当SS63ppm
初見積 万円であったが、既存施設を利用す2500
ることで 万円と約 まで落とすことが出273 1/10
来た。今回は農家の「意識の高さ 「設置条件」」
「指導時期」など諸々の要因が重なって成果を
あげることができた一事例だが、努力とアイデ
ィアにより、安価で確実な環境整備が可能な証
明となった。

千葉242 忌避具を用いた養豚場のネズミ対策：忌避具を用いた養豚場のネズミ対策：忌避具を用いた養豚場のネズミ対策：忌避具を用いた養豚場のネズミ対策：
県中央家保 山田裕康、乾昭志
平成 年からクマネズミが多数生息し、対策14

に苦慮していた養豚場に対して、先の尖ったも
のを嫌うネズミの習性を利用した忌避具を用い
て、ネズミの生息しにくい環境づくりを提案し
。 、 ，た ネズミの通路に 忌避具を試験的に設置し

赤外線カメラで忌避効果を確認後、子豚舎と肉
豚舎に 個設置したが、ネズミは減少しなか2000

。 、 、った そこで 子豚舎の天井裏に殺鼠剤を散布
肉豚舎では動力噴霧器を用いてネズミの追い出
しと生息場所の洗浄・消毒を実施した。さらに

、遮断板を設置し忌避具を 個追加したところ700
ネズミは減少した。ネズミの防除には、忌避具
の単独設置ではなく、複数の手段を併用したネ

。ズミの生息しにくい環境づくりが必要であった
今回使用した忌避具は、ステンレス鋼と樹脂で
構成され半永久的に使用可能であり、豚房の上
などの殺鼠剤を散布しにくい高所に設置できる

、 。利点がある一方 設置の煩雑さに課題が残った

：宮崎243 一養豚場での簡易な暑熱対策の試み一養豚場での簡易な暑熱対策の試み一養豚場での簡易な暑熱対策の試み一養豚場での簡易な暑熱対策の試み
県延岡家保 丸本信之、稲井耕次
簡易暑熱対策として、平成16年7月に一養豚場

において豚舎屋根への石灰乳塗布を実施。市販
の展着剤入り塗布用消石灰を石灰1に対し、水2
～3の割合で混合し、乳剤を作成。乳剤は動力噴
霧機で塗布。石灰乳塗布効果を調査するため、
豚舎内の２か所に温度計を設置し、塗布前後２

（ ） 。週間の豚舎内温度 内気温 及び外気温を比較
石灰乳塗布前後における内気温と外気温の平均
の差を比較すると、最高気温において5.4℃或い
は1.7℃低下し、一日の平均気温でも1.7℃或い
は0.6℃低下。最低気温についての効果は認めら
れなかった。塗布後35日以降においても、この
傾向に変化なく、石灰乳塗布効果は1か月半以上
持続。今回使用した石灰は、一般の動力噴霧機
で塗布可能であり、少人数で対応可能。豚舎屋
根への石灰乳塗布は簡易暑熱対策として有用。

豚コレラ疑似患畜発生地域の養豚農家意識豚コレラ疑似患畜発生地域の養豚農家意識豚コレラ疑似患畜発生地域の養豚農家意識豚コレラ疑似患畜発生地域の養豚農家意識244
：鹿児島県肝属家保 小池仁美、轟木淳一調査調査調査調査

豚コレラ疑似患畜発生地域の養豚農場におけ
る衛生管理の実態を把握するとともに衛生意識
向上普及活動の成果を検証し、今後の防疫対応
に反映するため、地域内70農場を対象に調査を
実施。無記名選択式の調査用紙に記入後回収。
回収率100%。飼養規模は総頭数1000頭未満の中
小規模経営が66%。74%が家保の対応は適切と回
答する一方、正確な情報が迅速に伝達されない
ことを理由に55%が情報伝達に不満を訴えた。ワ
クチン接種希望は発生前の10農家から33農家に
増加したが、各種説明会や農場巡回により農家
の理解が進み、実際申請したのは14農家であっ
た。衛生管理においても、発生以降約8割が衛生
害獣進入防止策、死亡豚の適正管理及び農場記
録の記帳を実施し、特に豚舎消毒について発生
前毎日実施する農家は56％だったが、発生後は7
6％に増加。今回一連の防疫活動により、養豚農
家の飼養衛生管理に対する意識が向上した。
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Ⅲ牛の衛生

Ⅲ－１ＢＳＥ

作業効率化に向けた死亡牛の牛海綿状脳症作業効率化に向けた死亡牛の牛海綿状脳症作業効率化に向けた死亡牛の牛海綿状脳症作業効率化に向けた死亡牛の牛海綿状脳症245
：北海道留萌家保 尾宇（ＢＳＥ）検査の取組（ＢＳＥ）検査の取組（ＢＳＥ）検査の取組（ＢＳＥ）検査の取組

江康啓、大墅治
北海道は平成 年 月 日より、 カ月齢16 4 1 24

以上の死亡牛 全頭検査を開始。留萌家畜保BSE
健衛生所 検査室は道北地区を担当し、延髄BSE
採材と 検査を実施。当初計画を上回る検ELISA
査頭数と、改修した旧と畜場の使用に伴う複雑
な作業動線に対処するため検査体制を検討。内
容は①輸送業者運転手から到着直前に電話連絡
を受け、搬入、搬出を円滑化。②受付台帳で死
亡牛収納用パレット番号、個体識別番号等牛の
個体情報を一括管理し、個体確認を簡略化。③
パレット収納時の牛の吊り上げを頚部と片側後
肢にロープを掛ける方法に変更し、頭部が下敷
きとなるのを防止。④採材は、頭頂部を支点に
吊り上げ、第一頚椎と後頭骨の間を切開して行
う方法とし、採材用薬匙も刻み入りに改良。⑤

検査は採材当日に乳剤調整、凍結保存をELISA
行い、翌朝、解凍後直ちに開始することで、陰
性牛の搬出が集中する時間帯前に検査が終了。
以上の改善により効率的な 検査が可能。BSE

死亡牛の牛海綿状脳症（ＢＳＥ）検査体制死亡牛の牛海綿状脳症（ＢＳＥ）検査体制死亡牛の牛海綿状脳症（ＢＳＥ）検査体制死亡牛の牛海綿状脳症（ＢＳＥ）検査体制246
北海道根室家保の整備と検査開始後の対応：の整備と検査開始後の対応：の整備と検査開始後の対応：の整備と検査開始後の対応：

小笠原房恵、黒澤篤
根室家畜保健衛生所（家保）のBSE検査室は、

1日あたり50頭の検査を想定して家保職員8名、
検査補助員6名、フォークリフト4台、150頭収容
保冷保管庫を配置。平成16年4月からの全頭検査
にあたって、事前に検査のシミュレーションを
行い、作業従事者の安全確保と効率的な作業体
制を整備。開始後、想定頭数を超える死亡牛の
搬入が続き、採材の遅延などで作業時間を要し
業務時間が延長。さらに、死後変化の著しい個
体の増加がみられたため、作業従事者間で検討
を行い、次の事項を改善。①採材場所への移動
方法②採材方法③エライザ検査法、さらに業者
へ早期搬入の指導を行うことで、1頭あたりの作
業時間は大幅に短縮。改善前に比べ、より安全
で迅速な作業が可能となり、1日100頭の検査で
も業務時間内に終了する体制確立。平成16年4月
から11月末までに11,518頭の検査を実施し、全
頭陰性。今後も新たな課題が予想されるが、今
回同様、改善策を講じ対応していく。

：青森県247 青森県の死亡牛BSE検査の取組み青森県の死亡牛BSE検査の取組み青森県の死亡牛BSE検査の取組み青森県の死亡牛BSE検査の取組み
青森家保 関合哲、佐々木誠
H16年度より24か月齢以上の死亡牛のBSE全頭

検査を実施。畜産試験場敷地内に荷捌き室・保
管冷蔵庫（保冷庫 ・採材室等からなる「牛の検）

」（ ） 。 （ ）査材料保冷施設 施設 を整備 管理運営は 社
県畜産協会に委託。死亡牛はレール上を移動し
鉄製コンテナで保管。採材は採材室で吊り下げ
方式で実施。死亡牛は県内全域から輸送業者に
よって基本的に平日搬入。採材と検査は病性鑑
定課中心に原則週2回実施。搬入頭数は12月末現

在840頭（月平均約95頭）で全頭陰性。本県の特
徴は、腐敗死亡牛の保冷庫内でのコンテナ・吊
り下げ併用方式による採材方法で、床の汚染防
止・省力化・牛の落下事故防止に有効。課題は
腐敗による脳幹部の融解・消失、悪臭・粘膜刺
激等による職員の精神的・肉体的苦痛、人員不
足と職員の負担増大。改善策は、死亡牛の速や
かな搬入、防毒マスク着用や採材職員のローテ
ーションなど検査体制の見直しが必要。

牛海綿状脳症( )検査対象死亡牛の脳融牛海綿状脳症( )検査対象死亡牛の脳融牛海綿状脳症( )検査対象死亡牛の脳融牛海綿状脳症( )検査対象死亡牛の脳融248 BSE
：岩手県中央家保 今野一之、解低減への取組解低減への取組解低減への取組解低減への取組

梶田敏彦
管内では平成 年度に ヶ月齢以上の死亡15 24
1,407 194牛 頭のＢＳＥ検査が実施され、うち

頭（ ％）の延髄が融解。特に夏季の融解数の14
増加が課題。そこで、死亡から材料の採取まで
の所要日数の調査及び家畜死体保冷施設の管理
状況を現地確認し増加要因を検討。調査は平成
年 月 日から 月 日までに死亡した融解16 4 4 6 2

牛及び非融解牛の計 頭を個体毎に保冷施設管62
理者に記述式で実施。結果、融解牛群では平均
3.36 22 1.45 40日（ 頭 、非融解牛群は平均 日（）
頭 。保冷施設の構造は冷蔵式が 施設で冷凍式） 1
が 施設。冷蔵式は収容頭数の増加に伴い温度3
が上昇( ℃から ℃)。以上の結果を踏まえ関5 15
係機関と協議し、①施設への早期搬入の周知徹
底。②施設の設定温度を下げる。③死亡牛脳融
解情報を施設管理者への還元等の対策を実施。
脳融解率は 月の ％（ 頭）から 月7 30.1 37/123 8
は ％（ 頭）に低下。今後も継続的な25.1 30/116
取組が必要。

：山249 山形県におけるＢＳＥ検査の取り組み山形県におけるＢＳＥ検査の取り組み山形県におけるＢＳＥ検査の取り組み山形県におけるＢＳＥ検査の取り組み
形県中央家保 守屋聖一
平成15年4月より、24ヵ月齢以上の死亡牛のＢ

ＳＥ検査を開始。本県は中央家保が採材と検査
を担当。職員1６名で一回の採材を2～3名、検査
を2名の当番制で実施。平成16年次の採材日数は
214日（休日3日含 、検査日数は159日（休日4日）
含 。一回の採材頭数が平均8.4頭（2～23頭 、） ）
検査頭数が平均11.8頭 1～26頭 総採材数が1,（ ）。
803頭、総検査数が1,868頭（家保病鑑65頭含 。）
検体が搬入に要した日数 搬入日－死亡日 は0.（ ）
50日（0～14日 、検査に要した日数（検査日－）
搬入日）は1.81日（0～7日 。保冷保管施設の収）
容能力が32頭であるため、頭数が増える時期に
臨時対応が必要。なお、確実な搬入を行うため
事前電話連絡採用。搬入頭数増加、円滑な採材
・検査のため、検査結果陽性後検査翌朝に動衛
研へ検体搬入を行うべく、従来の午後採材・翌
午前検査を午前採材・午後検査に変更。関係機
関の協力も得られ、スムーズな運営が可能。

本県における24ヶ月齢以上死亡牛ＢＳＥ検本県における24ヶ月齢以上死亡牛ＢＳＥ検本県における24ヶ月齢以上死亡牛ＢＳＥ検本県における24ヶ月齢以上死亡牛ＢＳＥ検250
：福島県県中家保 門屋義勝、白田聡査の現状査の現状査の現状査の現状

美
本県では牛海綿状脳症対策特別措置法に基づ

き、平成15年4月1日より24ヶ月齢以上死亡牛の
ＢＳＥ検査を実施。平成15年度2,247頭、平成16
年度1,457頭(12月末日)の計3,704頭を検査、全
頭陰性。平成15年度については、昨年当業績発
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表会で発表。今回は16年度の搬入状況を中心に
報告。平成16年12月末日の対前年比は83.2%。畜
種別では 乳用牛が最も多く1,203頭で全体の82.、
9%を占る。搬入者内訳では、家畜商組合指定業
者が、1,079頭で全体の74.1%を占め、次いで所
有者自ら搬入するケース269頭(20.3%)、生産者
団体職員64頭(4.4%)、その他18頭(1.2%)。搬入
時間帯では、午前より午後の搬入が多く、午後1
時から4時までの3時間に集中する傾向。曜日別
搬入頭数では、平日が平均5.9頭に対して、日曜
日は2.8頭と平日の半数。この傾向は、平成15年
度と同様。今後も、迅速な検査体制を構築し、
ＢＳＥの早期排除と原因の究明及び食の安心安
全に供する。

24ヵ月齢以上死亡牛の延髄融解に関する一24ヵ月齢以上死亡牛の延髄融解に関する一24ヵ月齢以上死亡牛の延髄融解に関する一24ヵ月齢以上死亡牛の延髄融解に関する一251
福島県県中家保 菅原克、高倉優子考察：考察：考察：考察：

牛海綿状脳症対策特別措置法に基づく24ヵ月
齢以上死亡牛BSE検査は、平成15年度より開始、
2年が経過。今回ELISA検査に供する延髄の融解
程度に注目。保冷施設に平成15年・平成16年の6
月から11月末日までに搬入された2,202頭を比較
・調査。閂部の形態を基に融解の有無を区分。
その結果、融解率は16%(352/2,202)、家畜用途
別に比較すると乳用牛は14%(261/1,869)、肥育
牛は37%(70/188)及び繁殖牛は14%(21/145)。肥
育牛は他と比較して2.6倍と高率。月別で比較す
ると6月～9月の搬入牛で融解率が高い。また融
解を死亡から採材までの日数別で見ると当日6％
(60/957)、1日目20%(212/1,055)、2日目40％(67
/169)及び3日目以降62％(13/21)と死亡から採材
までの日数が経過するに従って、融解率が高ま
る傾向。年度別では、15年度17%、16年度14%と
今年度は減少。死亡後速やかな搬入が必要。融
解と閂部の温度との関係を調査予定。

ＢＳＥサーベイランス検査の病理検査結果ＢＳＥサーベイランス検査の病理検査結果ＢＳＥサーベイランス検査の病理検査結果ＢＳＥサーベイランス検査の病理検査結果252
：茨城県県北家保 石井正人
平成 年度のＢＳＥサーベイランス検査でエ15
ライザ検査陰性を確認した牛 頭の延髄に2,976
ついて病理検査を実施。採材状況について腐敗
状況を つに分類検討すると、免疫染色が出来3
ないあるいは診断精度が著しく低下する検体は
頭あり、夏から秋に多い傾向。保冷後に検414

体を採材しても腐敗がある程度進行するが、免
疫染色は実施可能。標本作製状況では、 つ全3
ての神経核が観察ができた検体は 頭。全2,088
く観察されなかった 頭のうち採材失宜によ181
るものが 頭あり、更なる採材技術の平準化が52
必要。病理組織学的な病変は、非化膿性脳炎が
最も多く 頭であり、月別、年齢別でのその168
頭数には関連はなく病態も軽度あることから、
死亡とは無関係と推察。文献と同程度の発生率
があると仮定すると、当県の牛の中枢神経組織
には ％程度に非化膿性脳炎があると推察。迷30
走神経背側核に限定して髄鞘球を含むスフェロ
イド観察頭数は，加齢性に上昇し ～ 才で11 12
と最高値で新知見。12%

：栃木県県北家253 死亡牛データベースの構築死亡牛データベースの構築死亡牛データベースの構築死亡牛データベースの構築
保 山口修、桜井陵行
死亡牛情報の入力効率化と衛生指導への活用

を目的に、死亡牛情報と農場情報を組み合わせ
Microsoft Accessた死亡牛データベースを構築。

を使用し農場検索、農場詳細情報、死亡牛届出
入力、死亡牛 検査台帳入力画面を作成しBSE
た。起動画面では、短期間に複数の死亡牛が発
生した農場を早急に把握するため、 週間以内2
の死亡頭数順農場一覧を表示させた。死亡牛届
出は、当該農場を検索し農場詳細情報画面で死
亡牛履歴や各種農場情報を参照しながら死亡牛
情報を入力する。死亡牛検査台帳では、死亡牛
届出データを参照し牛個体識別番号をもとに自
動入力する仕様とした。また、農場の月別死亡
頭数表、任意期間の農場別死亡割合等、各種分
析機能を付加し集計作業の効率化も図った。今
後、衛生指導対象農場の選定に死亡牛データベ
ースの分析結果を活用し、高死亡率農場の調査
及び指導を行い原因追及と改善策を検討してい
く。

２年目を迎えた死亡牛ＢＳＥ検査の現状と２年目を迎えた死亡牛ＢＳＥ検査の現状と２年目を迎えた死亡牛ＢＳＥ検査の現状と２年目を迎えた死亡牛ＢＳＥ検査の現状と254
：栃木県県北家保 米山州円滑化への取り組み円滑化への取り組み円滑化への取り組み円滑化への取り組み

二
平成 年度から死亡牛 全頭検査を開15 BSE

始。初年度の検査頭数は 頭。昨年度から4,778
の問題点は、計画を大幅に上回る搬入頭数や牛

。体の腐敗による施設の汚染及び採取検体の融解
農家巡回により死亡牛早期搬入の徹底、飼養管
理改善の指導及び死亡牛増大の背景を調査。巡

、回時の聞き取り調査で乳廃用牛の停滞は無いが
起立不能牛の対応に苦慮している声が多数。本
年度の搬入頭数は 月末で 頭と前年度12 3,317
同時期より 頭（ ％）減少。また、起立385 10.4

。不能のまま死亡したと思われる牛の搬入が減少
これらは米国産の牛肉輸入禁止により乳廃用牛
の需要が高まっているためと推察。一方、 月12
までの採取延髄の約 ％に融解が見られ、夏40
季に一層の早期搬入が必要。施設の汚染は牛用
特注ポリ袋の使用で大幅に改善。今後、一部業
者への早期搬入指導の徹底、夏季は搬入当日の
採材を検討。さらに整備中の死亡牛データベー

、 、スにより 個別農家の死亡牛発生状況を分析し
きめ細やかな指導を実施予定。

検査死亡牛・病傷牛の搬入頭数の推検査死亡牛・病傷牛の搬入頭数の推検査死亡牛・病傷牛の搬入頭数の推検査死亡牛・病傷牛の搬入頭数の推255 BSE
：東京移及び病類別分類並びに農家での発生率移及び病類別分類並びに農家での発生率移及び病類別分類並びに農家での発生率移及び病類別分類並びに農家での発生率

都家保 岸田敬二、中村博
平成15年4月から16年11月まで家畜保健衛生所

（当所）に搬入された死亡牛及び病傷牛の月別
頭数の推移及び病類別分類並びに農家での発生

15率を調査。死亡牛及び病傷牛の搬入について
8 10 7年度の死亡牛は ～ 月に多く、病傷牛は

16 7月に多数搬入 年度 死亡牛は酷暑が続いた。 、
月から増加。病傷牛は平成16年９月から都内食
肉処理場が起立不能牛等の受け入れを再開した
結果 月から当所への搬入頭数は減少。病類10
別分類では 年度は死亡搾乳牛は、心不全等15

27 20.8の循環器病 ％ 産褥麻痺等の代謝病（ ）、 （
72.7％ が多く 死亡肉用牛は心不全の循環器病） 、 （

％）が大半を占めた。病傷牛は搾乳牛のみの搬
入で関節炎等の骨疾患（ ％）が多く見られ27.7
た。 年度死亡搾乳牛については前年同様の傾16
向を示したが、熱射病（ ％）が増加。農家12.4
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における発生は、死亡牛及び病傷牛の発生頭数
及び病類別分類とも各農家様々であり、農家毎
に発生率に大きな差が見られた。このことは管
理技術の改善により死亡牛、病傷牛の減少が可
能であることを示唆。

死亡牛の牛海綿状脳症（ ）検査体制構死亡牛の牛海綿状脳症（ ）検査体制構死亡牛の牛海綿状脳症（ ）検査体制構死亡牛の牛海綿状脳症（ ）検査体制構256 BSE
：新潟県中央家保 太田洋一、築への取り組み築への取り組み築への取り組み築への取り組み

樋口良平
対策特別措置法に基づく か月齢以上BSE 24

の死亡牛全頭検査体制確立のため、死亡牛保管
・採材施設を従来から県内死亡牛の大半を処理
してきた県内化製場敷地内に整備し、平成 年16
度から全頭検査を開始。死亡牛の受付、保管、
採材補助、陰性確認後の搬出、保管コンテナの
洗浄・消毒等を化製場に業務委託することによ
り、死亡牛取り扱い業務の効率化が図られた。
また、化製場に死亡牛を集めることで、新たな
環境問題の発生を防止。施設は県内の飼養頭数
から 頭規模とし、光触媒方式の脱臭装置を設30
置、１頭毎にコンテナにより移動・保管・採材
することにより、作業の迅速性及び良好な作業
環境を確保。以上のように死亡牛処理の連続性
が図られたことから、保管施設への平均搬入日
数は 日（死亡当日 、翌日 、計0.79 45.3% 38.1%

）と極めて良好、 月末現在、 回の83.4% 12 61
採材・検査により 頭全頭の陰性を確認。今639
後、早期搬入等の更なる適正な検査体制の整備
充実を図る。

本県における死亡牛の牛海綿状脳症（ＢＳ本県における死亡牛の牛海綿状脳症（ＢＳ本県における死亡牛の牛海綿状脳症（ＢＳ本県における死亡牛の牛海綿状脳症（ＢＳ257
：愛知県西三河家保 竹田昭彦、大橋Ｅ）検査Ｅ）検査Ｅ）検査Ｅ）検査

秀一
本県では、平成15年4月1日からBSE対策特別措

置法及び家畜伝染病予防法に基づくBSE検査を実
施するため、当所に採材室、一時保管庫等設備
を整備。体制が整うまでの間は、各家畜保健衛
生所長の指定に基づき、108ヶ月齢以上の死亡牛
を対象に一部検査を実施し、平成15年12月1日か
ら24ヶ月齢以上の死亡牛全頭検査を開始。平成1
6年4月1日以降、BSE対策特別措置法に基づく死
亡牛届出の当所への一本化、人事異動及び人員
増に伴う事務処理、勤務体制及び採材作業等の
見直しを検討。ファクシミリによる死亡牛届出
を廃止。休日の勤務体制は、職員の希望調査を
実施し、従来どおり土日連続勤務。構成を当初
の6人体制から平日4人、休日5人。班長日誌の整
備、保管箱使用方法を10頭単位で連番とし、採
材作業マニュアルの細部にわたり整理。夏季の
搬入死亡牛腐敗進行への対策に、リーフレット
配布、関係者に早期届出、搬入を周知。一時保
管庫内アンモニアガス発生への対応で、排気装
置による強制排気、消臭剤噴霧を実施。運転中
の携帯電話規制への注意喚起。今後も作業環境
の改善など見直すべき点は多いと思われる。

：三258 死亡牛ＢＳＥ検査の大腸菌群汚染対策死亡牛ＢＳＥ検査の大腸菌群汚染対策死亡牛ＢＳＥ検査の大腸菌群汚染対策死亡牛ＢＳＥ検査の大腸菌群汚染対策
重県中央家保 石井利通、千田明郎ほか
本所ではBSE検査における環境対策について徳

永らの報告に基づく対策を継続。牛に付着した
糞便、血液等を含む汚水の流出防止に努めてい
る。流出防止にシートを用いているが、死亡牛

の落下等によりシートが破れ、汚水が流出する
ことが懸念されたため、汚水が流出した場合の
リスク評価を行い、管理を検討。検査項目は汚
染の指標となる大腸菌群数を採択。作業所の外
部側溝の大腸菌数は通常水質汚濁法による排水
基準を満たしていたが、作業時のシート上は最
大で4.7×10 CFU/mlと著しく汚染。これが流出4

すると排水基準を逸脱する可能性が示唆。対策
として外部排水溝に活性炭を設置、吸着法によ
り大腸菌群の低減を試みたところ、最大で2.7×
10 CFU/mlから2.7×10CFU/mlに減少、効果が認2

められた。今後、活性炭の耐用期間の検証、活
。性炭に替わる新たな対策を講じる必要性がある

：三重県中259 ＢＳＥ検査の信頼性確保の取組ＢＳＥ検査の信頼性確保の取組ＢＳＥ検査の信頼性確保の取組ＢＳＥ検査の信頼性確保の取組
央家保 千田明郎、喜田宗敬ほか
BSE特別措置法の施行により本県では平成16年

11月末日までに牛1451頭を検査、全て陰性。一
方、BSE-ELISAの測定系指標である陽性コントロ
ール値が低く、検査不成立となりそうな事例を
経験。そこでBSE-ELISAのOD値に影響を与える要
因を検討したので報告 【方法】BSE検査時の余。
剰ウェルを使用。陽性コントロール及びBSE陰性

、 。乳剤を用い洗浄液温度 反応温度の影響を比較
併せて、恒温機器の内部点検実施 【結果】1）。
陽性コントロール：洗浄液が低温又は恒温機器
が設定（37℃）より低温であると正の誤差が、
恒温器が高温であると負の誤差が生じた。2）脳
乳剤：洗浄液及び反応温度の影響は恒温機器の
精度の範囲内では影響は認められなかった。3）
温度分布：恒温機器の場所により温度分布の差
を認めた 【まとめ】検査値の要求事項を満たす。
ためには、温度管理が重要であることが示唆さ
れた。今後も精度管理を向上させ、検査の信頼
性確保に努めたい。

奈良県で発生した （国内 例目）の奈良県で発生した （国内 例目）の奈良県で発生した （国内 例目）の奈良県で発生した （国内 例目）の260 BSE 13
：奈良県家保 戸瀬信一、小財千明防疫対応防疫対応防疫対応防疫対応

平成 年 月 日奈良県内で飼養されてい16 9 23
た乳牛が であると確定診断。これに対するBSE
防疫活動について紹介。当該牛は 月 日に病9 21
畜として 農家から出荷され スクリーニA BSE
ング検査陽性。同日調査に着手し移動制限を要
請。当該牛は平成 年 月北海道生，発生例の8 2
多くと同時期に生まれており ヶ月齢と過去103
最高。平成 年 月に 農場へ導入。 産をし10 3 A 4

。 ，ていたが最終分娩は平成 年 月 確定診断後14 4
移動制限をかけ本格的な調査を始めるとともに
県内全ての牛飼養農家に立入り特定臨床症状の
有無を確認する巡回指導を実施。また積極的に
情報公開をして風評被害防止に努めた。 患畜・
患畜の子・同居牛の履歴，飼料給与・医薬品使
用の状況等を詳しく調査した。書類の保管等に
一部不備があったものの 月 日には 農場10 1 A
に疑似患畜がいないことが確認され移動制限を
解除。巡回指導では１万頭弱の牛が検査され異
常無。牛肉の消費にも影響なし。今回の経験を
今後にいかしたい。

ＢＳＥ採材棟及び化製場に搬入された牛のＢＳＥ採材棟及び化製場に搬入された牛のＢＳＥ採材棟及び化製場に搬入された牛のＢＳＥ採材棟及び化製場に搬入された牛の261
：徳島県徳島家保死亡原因に関する疫学的分析死亡原因に関する疫学的分析死亡原因に関する疫学的分析死亡原因に関する疫学的分析

田上総一郎、松尾功治
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平成 年 月 日に 対策特別措置法が14 7 4 BSE
施行され、平成 年 月 日から ヶ月齢以15 4 1 24
上の死亡牛の全頭検査が義務づけとなり、本県
も 検査体制を確立し平成１５年度から検査BSE
を実施。本年度は 月から 月末までに 頭4 12 349
を採材し、エライザ検査を実施したところ全頭
陰性。今回 ヶ月以上の死亡牛および化製場に24
搬入された ヶ月未満の死亡牛の疫学調査を実24

24 58施。 ヶ月以上の死亡牛では７月が最も多く
頭。品種別では乳用種が 頭で ％。年齢290 83.1
別では 、 歳が多く ％。死亡原因は乳用4 5 13.5
種で循環器病 ％、消化器病 ％、産前産42.8 14.5
後疾病 ％。肉用種では、循環器病 ％、9.7 47.5
消化器病 ％であった。 ヶ月未満の死亡牛20.3 24
では８月が最も多く 頭。年齢別では８ヶ月齢31

。 、が最も多く ％ 死亡原因は消化器病 ％9.4 31.1
循環器病 ％、呼吸器病 ％。30.6 24.1

死亡牛発生状況の分析と農家指導に向けて死亡牛発生状況の分析と農家指導に向けて死亡牛発生状況の分析と農家指導に向けて死亡牛発生状況の分析と農家指導に向けて262
：香川県西部家保 上村知子の試みの試みの試みの試み

平成 年 月から死亡牛の 全頭検査開始。15 4 BSE
平成 年１月～ 年 月の管内死亡牛発生状況15 16 12
を検案書と畜産協会家畜衛生部の死亡牛処理票
の情報から、用途、年齢、死因別に分析。死亡
頭数の多い農家を用途、年次別に集計。上位の
酪農家について診療内容・件数、牛乳検査部の
バルク乳検査成績により問題点を検討。死亡年

、齢を用途別に見ると乳用牛は 歳未満と 歳以上1 9
肉用牛では 歳未満が多く、特に死亡牛の多い酪1
農家は繁殖障害、乳房炎での受診が多く、バル
ク乳検査成績も乳脂肪率、体細胞数が高い。今
後は死亡牛からの情報を農家指導に活用。また
今回分析に使用した死亡牛処理票等の情報の共
有化ができるような体制整備が必要。

福岡県死亡牛牛海綿状脳症（ ）検査体福岡県死亡牛牛海綿状脳症（ ）検査体福岡県死亡牛牛海綿状脳症（ ）検査体福岡県死亡牛牛海綿状脳症（ ）検査体263 BSE
：福岡県北九州家保 小森敏宏、井坂制の確立制の確立制の確立制の確立

浩
本県では平成 年度から 検査を開始。16 BSE

これに伴い検査体制を確立。１概要：①採材、
、 、 。検体輸送 エライザ検査 連絡網等の整備BSE

②採材マニュアルの策定。③死亡牛処理業者と
858の連携強化と応援体制の整備。２検査実績：

4 100 5 98 6 108 7 164頭 月 頭 月 頭 月 頭 月（ 、 、 、
頭、 月 頭、 月 頭）全て陰性。採材人8 204 9 184
員延べ 人。３問題点と対応策：①延髄融解397
時の採材と腐敗牛への対応→シリンジとストロ
ーを用いた採材法の考案と牛所有者への厳重注
意。②牛体から発生した硫化水素が冷蔵庫内に
充満→防毒マスク着用と換気の実施。③両側耳
標脱落時の個体確認→検案獣医師による確認。
④正確な作業を少人数で実施するための効率化
→市販のラチェットロープによる頭部保定と検
査死亡牛への赤色耳標装着による誤認防止。４
まとめ：死亡牛の 検査は原因を究明する上BSE
で重要。確立した検査体制によるデータを蓄積
し農家毎に分析を加え飼養管理指導の一助とし
たい。

（ ）（ ）（ ）（ ）264 BSE九州で初めて発生した牛海綿状脳症九州で初めて発生した牛海綿状脳症九州で初めて発生した牛海綿状脳症九州で初めて発生した牛海綿状脳症
：熊本県城北家保 森将臣、野田への防疫対応への防疫対応への防疫対応への防疫対応

伸司

発生農場はホルスタイン種８２頭を飼養する
酪農家。患畜は自家産の６２ヶ月齢であり、平
成１６年９月１０日に健康畜として食肉処理場
に搬入され、９月１３日に と確定。県ではBSE
熊本県食の安全対策会議を緊急開催し、関係部

BSE局等と連携し防疫対策を開始 一方 当所に。 、
防疫現地対策本部が設置され、９月１４日から
関係機関からの応援をうけ発生農場における疫
学調査を開始。また、地域振興局に関係機関と
の連絡調整会議の開催、所属農協に発生農場で
の報道関係者への対応を依頼。さらに、風評被
害対策として地域振興局や役場、団体に相談窓
口が開設され、広報活動などを実施。発生農家

、では肉骨粉等の動物性飼料は給与されておらず
BSE疑似患畜５頭が確認については、殺処分し

エライザ検査で全頭陰性を確認。今回の発生で
は消費者への情報公開や広報活動により、風評
被害はほとんど認められなかった。防疫作業で
は情報管理や畜主の精神面でのケアに課題を残
す結果となり、今後も検討が必要。

熊本県の死亡牛適正処理に係るＢＳＥ検査熊本県の死亡牛適正処理に係るＢＳＥ検査熊本県の死亡牛適正処理に係るＢＳＥ検査熊本県の死亡牛適正処理に係るＢＳＥ検査265
：熊本県中央家保 下西儀政、早所の取り組み所の取り組み所の取り組み所の取り組み

田繁伸
我が国で最初のＢＳＥ感染牛確認後、牛海綿

状脳症対策特別措置法の施行並びに関係法令の
、 、改正に伴い 24ヶ月齢以上の死亡牛に対し届出

ＢＳＥ検査（検査）及び死亡牛の適正処理が義
。 、 、務化 熊本県はコスト 環境及び衛生面等から

化製場が新設した死亡牛処理専用ラインに検査
所を整備。常駐する家畜防疫員と補助員が搬入
毎に採材、検査を実施し、検査陰性後に順次化
製処理。データベースを構築し、検査報告書作
成等の簡素化を図った。開所以来、受付等の混
雑防止と腐敗牛の搬入防止対策として、必要事
項を記載したパンフレットや携帯用カードを配
布、搬入時間の事前連絡と迅速な搬入を周知。
腐敗牛搬入農家へは注意を促すレッド・イエロ
ーカードを配布した結果、脳幹部の融解割合は
夏場に向け減少。死亡牛発生防止対策として家
畜疾病相談コーナーを設け、搬入農家の相談に
応じ、月毎の搬入状況は各家保へフィードバッ
ク。平成15年12月の開所以来1年間で3,027頭を
検査、全て陰性。

宮崎県都266 死亡牛ＢＳＥ検査の現状と課題：死亡牛ＢＳＥ検査の現状と課題：死亡牛ＢＳＥ検査の現状と課題：死亡牛ＢＳＥ検査の現状と課題：
城家保 黒木幹也
本県では24ヶ月齢以上の死亡牛BSE全頭検査

を、平成16年1月26日から開始し、11月30日まで
の213日間に1,927頭を採材。都城家保管内の施
設で採材し、宮崎家保で検査を実施。4月から11
月までの集計では166日で1,580頭を採材、うち
乳用牛860頭、肉用牛667頭、交雑種53頭。月別
平均採材頭数は198頭、最少は5月の162頭、最多
は9月の254頭。一日当たりの平均採材頭数は9.5
頭、最少が4月の7.9頭、最多が9月の12.7頭。死
亡牛の平均月齢は75.9ヶ月、死亡から採材まで
の平均日数は2.1日、最大で11日。採材した延髄
のうち融解が強く閂部が肉眼的に不明瞭で病理
検査用材料に不適な検体が30.2％あり 9月が37.、
0％と最も多かった。病理検査材料として不適な
ものが多かった理由としては、死亡確認時期、
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死亡発生場所の環境、収集運搬業者への連絡遅
延等の問題が原因と考えられる。良好な検体を
採取するには、死亡牛発生時に生産者が速やか
に回収を依頼するよう、指導を徹底する必要が
ある。

：宮崎県宮267 死亡牛牛海綿状脳症検査の取組死亡牛牛海綿状脳症検査の取組死亡牛牛海綿状脳症検査の取組死亡牛牛海綿状脳症検査の取組
崎家保 永吉美樹、後藤真琴
県では平成16年1月26日より24か月齢以上の死

亡牛を対象にBSE検査開始。化製処理敷地内死亡
牛BSE検査施設から夕方宅配業者により送られる
検体は冷凍保管され翌日に検査。保管庫の収容
能力に合わせて平日の検査は毎日実施され、三
連休は中日に検査。午後2時に結果を報告し化製
処理が開始。BSE ELISAキットでの検査中プレ
ート洗浄液、インキュベータ及び室温保存庫に
温度計を設置。検査手順・温度計等機器のチェ
ックシートを記入。H16年4月～9月実働日数123
日で計1,236頭を検査。火曜日は土日月曜日3日
分のため1日分最高検査数は9月の39頭。最高齢

。 。は23歳11カ月齢 融解により閂部不明瞭は33.0%
搬入日が死亡当日の場合60.0%。年齢とOD値の間
に相関なし。ほとんどの国内BSE牛生年月日が含
まれる期間、平成7年12月～平成8年4月に生まれ
た牛のOD値は他の生年月日の牛と特に違いはな
い。平成16年11月現在、死亡牛ELISA検査におい
て疑陽性・陽性を認めず。

鹿児島県の牛海綿状脳症（ ）検査体制鹿児島県の牛海綿状脳症（ ）検査体制鹿児島県の牛海綿状脳症（ ）検査体制鹿児島県の牛海綿状脳症（ ）検査体制268 BSE
：鹿児島県鹿児島中央家保 藏薗光輝と課題と課題と課題と課題

本県では平成 年度に死亡牛専用化製処理施15
（ ） 、 （ ）設 化製場 を本土 カ所 一時保管施設1 SP
を本土 カ所と離島 カ所に設置。 施設内に3 2 SP
冷凍庫、材料処理室等を整備。平成 年 月か16 4
ら 月齢以上の死亡牛 全頭検査を開始。24 BSE
死亡牛は に搬入され延髄採材後、牛体は検SP
査終了まで冷凍庫に保管。材料は鹿児島中央家

ELISA SP保に送付され 検査を実施。陰性牛は
から搬出され化製場で処理。平成 年 月末日17 1
現在 頭を搬入、結果全頭陰性。死亡は平2,526
均約 頭 日で、畜種は肉用種が約 割を占め8.3 / 6
る。検査材料変敗による 検査への影響がELISA
懸念される。死亡牛の早期搬入の徹底、牛の計
画的更新、飼養・衛生環境改善など死亡牛の発
生を抑える指導が必要。腐敗牛搬入の減少は施

。設内作業者の職場環境の改善にも繋がると期待
また、各 の収容状況に応じた効率的な搬入SP
や死亡牛届出表を活用した疾病監視体制の強化
などが課題。

ストックポイントにおける脳・脊髄組織にストックポイントにおける脳・脊髄組織にストックポイントにおける脳・脊髄組織にストックポイントにおける脳・脊髄組織に269
：鹿児島県姶良よる汚染状況の把握と消毒方法よる汚染状況の把握と消毒方法よる汚染状況の把握と消毒方法よる汚染状況の把握と消毒方法

家保 石井択径、石井直樹
本県では、平成 年 月 日から 検査16 4 1 BSE

のための採材をストックポイントで実施してい
る。今回、管内ストックポイントにおいて脳・
脊髄組織による汚染状況を調査するため、死亡
牛体とその保管箱及び冷凍庫、採材用道具、従
事者装備品を材料とし、 スクリーン脳・RIDA
脊髄組織含有テスト（テスト）を用いて各材料
表面の脳・脊髄組織含有濃度を測定。テストで
換算濃度 ％以上を示したものを陽性とし、0.1

全検体数に対する陽性検体数の百分率を陽性検
100体率 ％ としたところ 採材用道具の薬匙（ ） 、

％、装備品のグローブ ％、牛体では延髄周62.5
囲筋組織 ％及び頭部体表 ％、死亡牛保37.5 12.5
管箱の床及び内壁 ％で、その他の試料はす12.5
べて陰性。採材後の採材用道具や従事者装備品
には脳・脊髄組織が残存しており、現状のオー

134 138 18トクレーブによる滅菌 ～ ℃ ３気圧（ 、 、
分間）が適切と思われる。また、保管箱が陽性
であったことから、 発生時には、感染牛のBSE
焼却だけでなく、保管箱を十分に消毒する必要
がある。

Ⅲ－２ウイルス性疾病

：沖270 3333 年ぶりに石垣島で発生した牛流行熱年ぶりに石垣島で発生した牛流行熱年ぶりに石垣島で発生した牛流行熱年ぶりに石垣島で発生した牛流行熱
縄県八重山家保 荒木美穂、貝賀眞俊
１．発生概要〈臨床症状〉肉用牛繁殖経営農

場 戸で、平成 年 月 日～ 日にかけ1 16 10 4 14
、 、て成雌牛 頭が ～ ℃の発熱 活力低下4 40 41.8

食欲減退～廃絶 いずれも ～ 日で回復 検。 。〈3 4
査成績〉血液検査：発症中の１頭で白血球数

個／μｌ。 検査：発症中の 頭で牛3,200 PCR 3
流行熱陽性。中和試験： 頭すべてで中和抗体4
価の陽転及び有意な上昇（ ～ 倍以上 。ウ4 256 ）
イルス分離：発症中の 頭から牛流行熱ウイル1

10ス分離。継続実施中。２．防疫対策の内容
月 日に県の家畜衛生関係機関による緊急防21
疫対策会議、 月 日に地域の関係機関によ10 25
る八重山地域家畜防疫対策会議を開き、防疫対
策を検討。発生地域周辺農場、管内の乳用牛飼
養農場及び 月セリ出荷牛等約 頭に対11 1,600
して、牛流行熱不活化ワクチン 回接種及びフ2
ルメトリン製剤による薬浴を実施。発生農場以
外で本病の発生は確認されなかった。

家畜伝染病自衛防疫組合が中心となって取家畜伝染病自衛防疫組合が中心となって取家畜伝染病自衛防疫組合が中心となって取家畜伝染病自衛防疫組合が中心となって取271
：北海り組んだ牛ウイルス性下痢・粘膜病対策り組んだ牛ウイルス性下痢・粘膜病対策り組んだ牛ウイルス性下痢・粘膜病対策り組んだ牛ウイルス性下痢・粘膜病対策

道後志家保 阿部紀子、一條満
管内 町でほぼ同時期に 戸 頭の哺育牛が1 2 4

本病の持続感染（ ）牛と判明。疫学的に他農PI
場への浸潤が危惧。町家畜伝染病自衛防疫組合
が中心となり、町内全牛群のリスク回避方策を
検討。各関係機関が役割分担。抗体検査とウイ
ルス分離により、町内の浸潤状況を調査。 牛PI
の排除とワクチン接種により対策を推進。労力
・時間・経費節減のため抗体検査は 倍で打切16
り。昨年度抗体陽性率との比較で、町内広範囲
のウイルス流行を確認。新たに 戸 頭の 牛4 5 PI
摘発。全戸聞取り調査結果をスコア化し検査成
績と併せ分析。他牛群との接触頻度と農場の抗

3 PI体陽性率は正の相関。調査開始から カ月で
牛全頭の排除及び低抗体牛へのワクチン接種終
了。次いで摘発された 牛と接触した妊娠牛のPI
胎齢及び抗体価からハイリスク母牛を設定し、
産子の 有無確認検査を実施。現在まで 頭PI 28
の陰性を確認。今後は、 牛は直ちに排除、若PI
牛段階でワクチン接種の習慣化、導入牛の隔離
及び検査等の対策を継続予定。
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牛ウイルス性下痢ウイルス２型流産胎子の牛ウイルス性下痢ウイルス２型流産胎子の牛ウイルス性下痢ウイルス２型流産胎子の牛ウイルス性下痢ウイルス２型流産胎子の272
：北海道上川家保 横田高志、疋病理学的特徴病理学的特徴病理学的特徴病理学的特徴

田瑞栄
（ ）管内 農場で流産胎子 頭 胎齢 ～ カ月2 3 7 8

から牛ウイルス性下痢ウイルス 型（ ）2 BVDV2
を分離し、 による流産と診断。 頭ともBVDV2 3
に胎子側の免疫応答を認めず、感染後急性経過
で死亡したことから、従来株と比較し病原性が
強いことが示唆。病理検査では、主に中枢神経
系に出血性変化を確認。 頭に脳内出血による2
血腫形成、 頭に大脳皮質深層から髄質境界部3
における小出血巣を認め、 胎内感染のBVDV2
特徴的所見と推察。また、 頭ともに中枢神経3
系に血管変性を確認。今回、変性した血管壁に

抗原は検出されなかったが、いくつかのBVDV
実験感染報告で、血管壁に 抗原BVDV2 BVDV

が検出されていること、同様の血管変性が
による育成牛の髄膜脳炎例で報告されBVDV2

ていることから、血管変性が 感染によBVDV2
り引き起こされたと推察。今後、分離株の分子
系統解析並びに再現性試験により病原性を検証
する必要がある。

牛ウイルス性下痢ウイルス持続感染牛の効牛ウイルス性下痢ウイルス持続感染牛の効牛ウイルス性下痢ウイルス持続感染牛の効牛ウイルス性下痢ウイルス持続感染牛の効273
：岩手県中央家保 関慶久、八重率的な検出法率的な検出法率的な検出法率的な検出法

樫岳司
1農場あたり3頭の牛ウイルス性下痢ウイルス

（BVDV）検査により、持続感染（PI）牛の存在
を推測する方法を検討した。24農場1,437頭中5
農場18頭がPI牛であった。この成績から1農場の
3頭中2頭以上が一定以上の血清抗体価を示す確
率および1頭以上からBVDVが分離される確率を幾
つかの条件（月齢、抗体価）下で算出して比較
した。条件を6～12ヶ月齢、64倍以上の抗体価と
し、ウイルス分離成績を加えた際に高い確率が
得られた。すなわち、3頭中2頭以上が64倍以上
の抗体価を示すまたは1頭以上からBVDVが分離さ
れる確率は、PI牛の存在した5農場が1.000、PI
牛の存在しない19農場中17農場が0.000、他の2
農場が0.714～0.774を示した。以上から、6～12
ヶ月齢のワクチン未接種牛3頭の血清中和試験と
ウイルス分離により、農場内におけるPI牛の存
否を高い精度で推測し得ると考えられた。

牛ウイルス性下痢ウイルス持続感染牛の疫牛ウイルス性下痢ウイルス持続感染牛の疫牛ウイルス性下痢ウイルス持続感染牛の疫牛ウイルス性下痢ウイルス持続感染牛の疫274
：岩手県中央家保 八重樫岳司、関慶久学学学学
牛ウイルス性下痢ウイルス（BVDV）持続感染

（PI）牛8頭からのウイルス排泄量、Nose株の温
度抵抗性、過去に分離した31農場由来53株の分
子系統学的関連および疫学を調査した。PI牛の
排泄物（鼻汁、尿等）中には≦0.5～7.6Log10TC
ID /gのウイルスが存在した。Nose株の半減期は50

4℃で21日、18℃で5日、37℃で6時間であった。
系統樹上、牛の交流はないが地理的に近接する3
農場由来の11株が同一クラスターに属した。53
株中3株がワクチン由来株と同一のクラスターを
形成し、これらのうち2株は100日胎齢内に同ワ
クチンを接種されたPI牛から分離された。得ら
れた成績から、①PI牛から多量のウイルスが排
泄され、その感染性は寒冷下で約1か月、室温下
では約10日間維持され、BVDVが汚染物を介して
他農場へ侵入し得ること、②ワクチン接種が原

因と考えられるPI牛が存在することが明らかと
なった。

牛ウイルス性下痢ウイルスⅡ型の分離と農牛ウイルス性下痢ウイルスⅡ型の分離と農牛ウイルス性下痢ウイルスⅡ型の分離と農牛ウイルス性下痢ウイルスⅡ型の分離と農275
：群馬県家衛研 町出郁子、場内浸潤状況調査場内浸潤状況調査場内浸潤状況調査場内浸潤状況調査

佐藤幸代
平成 年 月、県内育成牧場の放牧牛 頭が15 5 1

重度の貧血を呈し、予後不良のため病性鑑定を
行い、牛ウイルス性下痢ウイルス（ ）細BVDV
胞病原性（ ）株が分離。このウイルスは制限CP
酵素 Ⅰを用いた遺伝子解析から、 ⅡPst BVDV
型と判定。本県では初めてⅡ型を用いた中和抗
体検査を実施し、患畜預託元農場の浸潤状況を
調査。ウイルス分離と、Ⅰ型およびⅡ型を抗原
とした 中和抗体検査を、農場における平BVDV
成 年 月と 年 月の血清を用いて実施し15 8 16 11
た結果、汚染源となる持続感染牛の存在は確認
されなかった。しかし、当農場内にⅡ型ウイル
スの流行が推測されるような高値を確認。これ
らの結果から、 の浸潤状況調査では、従BVDV
来のⅠ型中和抗体検査のみでなく、Ⅱ型につい

。 、ても検査を行う必要性があると思われる 今後
Ⅱ型について特徴的症状のひとつである出血性
症候群との関連、県内における浸潤状況の把握
等を検討したい。

血清を利用した牛ウイルス性下痢ウイルス血清を利用した牛ウイルス性下痢ウイルス血清を利用した牛ウイルス性下痢ウイルス血清を利用した牛ウイルス性下痢ウイルス276
：東京(BVDV)持続感染牛の摘発と清浄化の試み(BVDV)持続感染牛の摘発と清浄化の試み(BVDV)持続感染牛の摘発と清浄化の試み(BVDV)持続感染牛の摘発と清浄化の試み

都家保 近藤機、寺崎敏明
2003年の調査で、都内でも牛ウイルス性下痢

ウイルス持続感染牛（PI牛）が浸潤している可
能性が示唆されたため、①本病の複雑な病態に
関する情報提供、②PI牛の摘発・淘汰、③ワク
チン接種奨励、の３点を対策の柱とした清浄化
に取り組んだ。2004年4月から10月に実施したヨ
ーネ病定期検査分54農場1,008頭と臨時検査分19
農場109頭の余剰血清をウイルス分離した結果、
定期検査分で２農場２頭、臨時検査分で1農場2
頭のPI牛を摘発した。PI牛4頭中3頭に流死産の
経歴があり、残り1頭は発育遅延が顕著で27 ヶ
月齢で未経産であった。PI牛が摘発された3農場
に対して、①十分な説明、②検査成績について
客観的な説明、③PI牛を飼うデメリット、淘汰
するメリットを説明、④淘汰後の対応を協議す
る、の４点を中心とした衛生指導を行った。そ
の結果、2農場2頭の淘汰が終了し、残り１農場
も淘汰の方向で理解を得ることができた。

牛ウイルス性下痢ウイルス持続感染牛にお牛ウイルス性下痢ウイルス持続感染牛にお牛ウイルス性下痢ウイルス持続感染牛にお牛ウイルス性下痢ウイルス持続感染牛にお277
ける病理学的検討－持続感染型と粘膜病型の比ける病理学的検討－持続感染型と粘膜病型の比ける病理学的検討－持続感染型と粘膜病型の比ける病理学的検討－持続感染型と粘膜病型の比

：石川県南部家保 高井光、林みち子ほか較－較－較－較－
臨床症状を示していない牛ウイルス性下痢ウ
（ ） （ ） 、イルス BVDV 持続感染牛4例 PI群 について

下痢を呈し牛ウイルス性下痢・粘膜病と診断さ
れた4例（MD群）と、病理学的に比較、検討。剖

、 、検所見では 両群に共通して消化管粘膜の肥厚
リンパ節の腫脹を認め、MD群で消化管粘膜に著
しいビラン、潰瘍形成。組織学的には、両群で
消化管粘膜の変性壊死、カタル性炎、粘膜固有

、 、層の肥厚 リンパ組織の壊死や活性化がみられ
これらの所見はMD群で顕著であったが、PI群で
は軽度～中等度。モノクローナル抗体を用いた
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免疫染色では、両群とも消化管粘膜上皮細胞、
陰窩上皮細胞で陽性を示し、リンパ組織では陰
性～軽度陽性。PI群とMD群では、組織学的に同
様の病変を形成し、両者の病変部位にBVDV抗原
が検出されたことから、BVDV持続感染牛でも、
消化器系機能の低下を呈し、発育不良、二次的

。感染症の発生の一因となっていると考えられた
また、本症の診断に免疫染色は有効。

細胞を用いた牛ウイルス性下痢･細胞を用いた牛ウイルス性下痢･細胞を用いた牛ウイルス性下痢･細胞を用いた牛ウイルス性下痢･278 MDBK-SYMDBK-SYMDBK-SYMDBK-SY
静岡県中部家粘膜病 ･ ウイルスの検査粘膜病 ･ ウイルスの検査粘膜病 ･ ウイルスの検査粘膜病 ･ ウイルスの検査(BVD MD) :(BVD MD) :(BVD MD) :(BVD MD) :

保 戸塚忠
平成 年に県内の肉牛繁殖一貫経営農場に14

おいて飼養牛 頭が水様下痢を呈し急死する事3
牛ウ例があり、持続感染牛（ 牛）が介在したPI

イルス性下痢･粘膜病 ･ ウイルスの感染に(BVD MD)
と診断。その後、齋藤らが従来の培よる粘膜病

(CPE) NCP養細胞では細胞変性効果 を示さない
型のウイルスにおいても干渉法や継代を必要と
しないで分離確認が可能な － 細胞MDBK SY
を用いた方法を確立。そこで本細胞を使用して
牛摘発を目的に牛血清 戸 検体についPI 28 748

てウイルス分離検査を実施。併せてワクチン未
接種の 戸 検体について抗体検査を実施。3 232
その結果ウイルス分離成績は全て陰性であった
が、抗体検査を実施した３農家とも抗体陰性牛
の割合が ％以上と高く、 牛によるウイル60 PI
ス伝播の危険性を示唆。ワクチン接種農家は、

、今回調査した 戸のうち６戸で約２割と低く28
種または 種混合不活化ワクチン接種等によ3 5

る防疫対策が必要。

牛ウイルス性下痢・粘膜病 の調牛ウイルス性下痢・粘膜病 の調牛ウイルス性下痢・粘膜病 の調牛ウイルス性下痢・粘膜病 の調279 (BVD-MD)
：徳島県徳島家保 中井泉、小島久査について査について査について査について

美子
下痢を呈し鑑定殺を行った８ヶ月齢の子牛の

空回腸陰窩に膿瘍が散見され、 の関BVD-MDV
与が疑われた。同農場の過去 年間の保存血清3
を用いて の中和試験による抗体調査BVD-MDV
を行った結果、下痢もしくは呼吸器症状を呈し
ている個体( )と正常個体( )の間GM=210 GM=423
に有意な差は認めず。しかし、経時的に採血し
た 個体で、導入後 週間目と ヶ月目で抗体1 3 2
価が 倍から 倍に上昇しており、導入後に2 2048
農場内で感染したと考えられた。また、本年度
県内で異常産や呼吸器症状を呈し病性鑑定を行
った個体において、高い 抗 体BVD-MDV
( )を保有しているものの多くが特定のGM=161
地域に集中していた。この地域では、１ヶ月齢
前後の子牛に下痢症状が多く、このことから

の蔓延を確認。BVD-MDV

牛ウイルス性下痢・粘膜病による異常産の牛ウイルス性下痢・粘膜病による異常産の牛ウイルス性下痢・粘膜病による異常産の牛ウイルス性下痢・粘膜病による異常産の280
：愛媛県西条家保 大本敦子、発生とその対策発生とその対策発生とその対策発生とその対策

高橋哲也
管内酪農場において、H16年2月に頭形顔面異

常、起立不能がみられる異常産が発生、剖検所
見で小脳低形成、内水頭症が認められた。ウイ
ルス抗体検査で、産子の牛ウイルス性下痢・粘
膜病（以下BVD‐MD）抗体価が256倍であったた
め、BVD‐MDによる異常産と診断。BVD‐MD持続
感染牛摘発を目的とし、成牛の全頭抗体検査を

実施。155頭中、低抗体（ 4倍）牛が34頭であ?
ったため、低抗体牛への不活化ワクチン接種を
実施。接種後の抗体検査では、34頭中16頭が抗
体上昇を認めなかった。この16頭におけるBVD‐
MDのRT-PCR検査で遺伝子は検出されず、当該農
場に持続感染牛は認められなかった。今後の防
疫対策として、経産牛の追加免疫としての不活
化ワクチン接種、および未経産牛へのワクチン
接種並びに低抗体牛16頭の出生子牛の抗体モニ
タリングを実施することとした。

地方病型牛白血病の確定診断に向けて（病地方病型牛白血病の確定診断に向けて（病地方病型牛白血病の確定診断に向けて（病地方病型牛白血病の確定診断に向けて（病281
理組織切片からの牛白血病ウイルス遺伝子の検理組織切片からの牛白血病ウイルス遺伝子の検理組織切片からの牛白血病ウイルス遺伝子の検理組織切片からの牛白血病ウイルス遺伝子の検
：北海道釧路家保 伊藤満、山本慎二出出出出））））
牛白血病ウイルス（BLV）による地方病型牛白

血病の診断法は、臨床所見、血液所見、抗体検
査並びに病理組織学検査等の手法を用いた総合
的な診断が必要となるが、確定診断には至らな
い症例にしばしば遭遇する。そこで、病理学的
に、腫瘍細胞の異型が非常に強い症例（症例1）
と、異型がほとんど無い症例（症例2）の2検体
を用いパラフィン切片からBLV遺伝子の検出を試
みた。また、増幅産物を制限酵素で切断しゲノ
タイプの違いについて検索。両症例ともに、腫

、瘍細胞はB細胞のマーカーであるCD79aに陽性で
BLV遺伝子が検出され、症例1はⅢ型に、症例2は
Ⅰ型のゲノタイプにそれぞれ分類。腫瘍組織塊
の病理組織切片から、腫瘍細胞のBリンパ球由来
を確認し、BLV遺伝子を検出することにより、地

。方病型牛白血病の正確な診断が可能と思われた
また、形態学的に大きく異なる腫瘍のゲノタイ
プが異なっていたことは興味深く、今後症例を
増やし検討する必要あり。

：新潟282 牛白血病清浄化に向けての取り組み牛白血病清浄化に向けての取り組み牛白血病清浄化に向けての取り組み牛白血病清浄化に向けての取り組み
県中越家保馬上斉、篠川温
平成 年の 放牧場下牧検査で、牛白血病15 A

（ ） 、抗体検査 以下検査 で 頭中 頭に陽性確認43 2
2 B 12陽性牛は 頭とも 農場の上牧牛であった。

月に 農場における牛白血病の浸潤状況把握のB
ため生後 か月齢以上を全頭検査、陽性率は6
42.0% 21/50 14( )と高率だった。遡り調査で平成
年に 農場から 放牧場へ上牧した牛を検査、B A
生後 か月齢の 頭で陽性を確認。検査結果に6 1
ついて農家および関係機関に説明、今後の対策
を協議。平成 年度の 放牧場の対策は①上16 A
牧牛の事前検査による陽性牛摘発、②放牧期間
中の定期的検査、③ 農場の放牧場利用自粛とB
した。また 農場の清浄化に向けて①輸血をしB
ない、②削蹄・除角器具の衛生管理徹底、③直
検手袋の 頭 枚使用、④陰性牛の初乳ストッ1 1

6ク ⑤定期的な検査 ⑥陽性牛の計画的淘汰の、 、
項目を掲げた。その結果、今年度 放牧場ではA
陽性率 ( )、 農場では 月の陽性率0% 0/195 B 4

( )、 月は 頭が陽転し陽性率は36.2% 17/47 12 5
(22/43)だった。51.2%

遺伝子診断法を応用した牛白血病ウイルス遺伝子診断法を応用した牛白血病ウイルス遺伝子診断法を応用した牛白血病ウイルス遺伝子診断法を応用した牛白血病ウイルス283
：石川県北部家保 南藤子、堀登の疫学的解析の疫学的解析の疫学的解析の疫学的解析

管内では、牛白血病の清浄化対策に苦慮して
おり、牛白血病ウイルス（BLV）の侵入経路特定
・阻止のため、遺伝子診断法で疫学的解析を試
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みた。材料はBLV抗体陽性牛90頭の血液。白血球
からDNAを抽出後env領域を標的としたnested PC
Rを実施。PCR産物は制限酵素切断像の違いで遺
伝子型を分類、多重整列解析で塩基配列を比較
し、農場間の疫学調査を実施。遺伝子型はⅠ、
Ⅲ、Ⅴ型を確認、Ⅰ型が多い。複数の遺伝子型
を認めた農場は導入が頻繁な傾向。遺伝子型や
塩基配列の違いで近隣農場間でのBLV伝播の疫学
的関連は否定。2農場間で同一遺伝子型かつ同一
塩基配列が見られた事例は、疫学調査で牛の移
動による感染が示唆。遺伝子型と塩基配列の比
較と疫学調査には関連性があり、感染経路の解
明に有用。今回、管内のBLV侵入経路は近隣陽性

、 。 、農場でなく 導入牛からの可能性を示唆 今後
ゲル内沈降反応とPCRでの検査体制の強化が必
要。

管内酪農家における牛白血病浸潤状況とま管内酪農家における牛白血病浸潤状況とま管内酪農家における牛白血病浸潤状況とま管内酪農家における牛白血病浸潤状況とま284
、ん延防止対策の検討ん延防止対策の検討ん延防止対策の検討ん延防止対策の検討：静岡県西部家保 飯田正

岩堀剛彦
管内酪農家41戸1320頭を対象に牛白血病の浸

潤状況調査、汚染拡大の原因調査、BLV感染牛、
感染牛飼養農家の摘発方法およびまん延防止対
策について検討 ゲル内沈降反応により22戸(53.。
7%)、303頭(23.0%)の抗体陽性牛を確認。過去の
データより汚染の拡大が判明。原因はBLV抗体陽
性牛の把握不足、器具機材の消毒未実施、抗体
陽性牛の流通など。感染牛の早期摘発には、PHA
がゲル内沈降反応よりも高感度であることを確
認。バルク乳の検査ではPHA、NestedPCR法で汚
染率40%以上の農家で抗体、抗原を確認。スクリ
ーニング検査の有効性が示唆。対策は、新たな
方法を取り入れた効率的な検査による感染牛、
感染牛飼養農家の早期摘発淘汰、巡回指導によ
る啓蒙の継続が必要。

：愛285 黒毛和種で発症した牛白血病について黒毛和種で発症した牛白血病について黒毛和種で発症した牛白血病について黒毛和種で発症した牛白血病について
知県東三河家保 成瀬満佐子、井上剛一
県内の肉用牛では、近年まで牛白血病浸潤状

況調査で抗体陽性牛は未確認。肉用牛農家の繁
殖和牛で、 頭の牛白血病が発生。発症牛は酪2
農家の受精卵移植で一卵性双子として誕生。肉

2用牛農家へ戻り分娩後 採卵を実施 まもなく、 。
頭が白血病を発症。病理組織学的検査の結果、

（ ） 。 、成牛型白血病 以下 と診断 この農家はEBL
これまでの浸潤状況調査で陰性。同居牛と患畜
の子牛 頭の抗体検査を実施。 頭の抗体陽性2 1
を確認、この牛も受精卵移植産子。患畜が生ま
れた酪農家は以前から 陽性農家であり、陽EBL
性率も高い。今回 の農場への侵入発見が早EBL
く、農場内感染はなし。今後は保留牛について
抗体検査を実施し、 の進入防止。 技術EBL ET
の発展で牛の流通が盛んになり、様々な病気が
浸潤。 は感染しても発症率が低いため、積EBL
極的な対策がとられていないが、発症すれば治
療法はなく、被害は大きい。これ以上の のEBL
拡大を防ぐため、肉用牛、酪農家共に清浄化対
策の実施が必要。

：高知県東286 牛白血病汚染農場の清浄化対策牛白血病汚染農場の清浄化対策牛白血病汚染農場の清浄化対策牛白血病汚染農場の清浄化対策
部家保 竹内紀恵、與名理昇
管内の大規模酪農家において、廃用牛に牛白

血病の病巣を示す所見が見られたことから、搾
乳牛及び育成牛全頭について寒天ゲル内沈降反

AGP 1 411 311応( )を実施。 回目の検査では 頭中
頭が陽性で、陽性率 ％。 ケ月後の検査で75.7 3
は 頭中 頭が陽性で、陽性率 ％と汚398 344 86.4
染が拡大していた。成牛のほとんどが感染して
いる考え、新生仔牛による世代交代で牧場全体
の清浄化を計画。新生仔牛については、経乳感
染を防ぐため市販の初乳を投与するとともに、

による牛白血病ウイルス( )遺伝子検出PCR BLV
を実施。結果、約 割の仔牛が子宮内感染して1
いたが、世代交代による清浄化は可能と判断。
今後、成牛の 陰性牛については ケ月ごとBLV 3
に 検査を実施。新生仔牛は垂直感染及び水AGP
平感染の確認として、生後 ケ月及び ケ月の1 6

による 遺伝子検出を実施予定。水平PCR BLV
感染防御のため、 陰性牛の隔離、人為的要BLV
因の排除及び吸血昆虫駆除等の対策を実施し、
清浄化を目指す。

県内におけるブルータングウイルスの流行県内におけるブルータングウイルスの流行県内におけるブルータングウイルスの流行県内におけるブルータングウイルスの流行287
：宮城県仙台家保 小寺文、竹田百と浸潤調査と浸潤調査と浸潤調査と浸潤調査

合子
国内のブルータングウイルス(以下、 とBTV

略)の流行は西日本中心に毎年確認されている
が、宮城県以北での流行はないと考えられてい
た。平成 年 月に県北部で 抗体の陽転15 11 BTV

2 101 6を確認 関連 農場の飼養牛 頭及びめん羊。
頭の検査をした結果、 で 抗体、 か43% BTV 38%
ら 遺伝子断片を検出し、 農場では 頭のBTV B 6
牛に抗体陽転を認めた。また、 農場の溯り検B
査の結果、平成 年春～ 年春に抗体陽性牛14 15
は認めず、宮城県における の初感染例と判BTV
断。検出した 遺伝子断片の分子系統解析のBTV
結果、同年福島県で検出された と異なり、BTV
平成 年の北関東及び平成 年の栃木県で流行8 13
した の遺伝子構造に近縁であった。また、BTV
県内 戸 頭の 抗体浸潤調査の結果238 1,012 BTV

が陽性であっが、その流行は県北部に集13.4%
中し、局地的に流行していたことが明らかにな
った。関連 農場の牛及びめん羊を含め、県内2
に本病を疑う症状を示す家畜は認められていな
い。

府内の牛及びめん山羊におけるブルータン府内の牛及びめん山羊におけるブルータン府内の牛及びめん山羊におけるブルータン府内の牛及びめん山羊におけるブルータン288
：京都府中グウイルス（ ）の浸潤状況調査グウイルス（ ）の浸潤状況調査グウイルス（ ）の浸潤状況調査グウイルス（ ）の浸潤状況調査BTV

央家保 吉良卓宏、松田誠一
15【はじめに】牛流行熱等抗体調査で、平成

年府内で初めてﾌﾞﾙｰﾀﾝｸﾞｳｲﾙｽ（ ）抗体陽転BTV
9 11 1 BTV（ 、 ） 。 、月 月各 戸 確認 牛 めん山羊の
浸潤状況調査実施 【材料・方法】①抗体陽転農。
場同居牛（A､B農場各5､8頭）からBTV遺伝子検出

7（RT-PCR法）②府内飼養めん山羊抗体検査（
市町 戸 頭 ｹﾞﾙ内沈降反応）③A、B農場同居8 61 :
牛、近隣農場飼養牛抗体検査（3戸73頭、5戸97
頭：競合ELISA ④抗体陽性めん山羊飼養農場 C） （
農場）飼養牛抗体検査（119頭:競合ELISA法 。）

A B 3 1 BTV【 】 、 （ ）結果 ① 農場同居牛 各 ､ 頭 から
遺伝子検出。 農場の分子系統樹解析では九州A

3 4 9流行株に近い ②めん山羊抗体陽性( 市町 戸。
A 3 19 C頭) ③ 農場近隣農場 戸 頭抗体陽性 ④。 。

農場飼養牛 頭抗体陽性 【考察】平成 年未24 15。
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越夏牛、めん山羊に抗体確認。 は同年九州BTV
方面から侵入したと考察(経路不明)。 流行BTV
地からの導入は夏から秋を避けることも 侵BTV
入防止の一助。

岡山県におけるブルータングウイルスの流岡山県におけるブルータングウイルスの流岡山県におけるブルータングウイルスの流岡山県におけるブルータングウイルスの流289
：岡山県家畜病性鑑定所 福行と流行株の解析行と流行株の解析行と流行株の解析行と流行株の解析

冨豊子、大内紀章
岡山県では、ブルータングウイルス（ ）BTV
1997 1999 2000 2001 VP3が および 年に流行、 、 。

領域をターゲットにした の結果、nested PCR
、 および 年の初越夏おとり牛の1997 1999 2001

。 、血球から 遺伝子を検出 相同性解析の結果BTV
年と 年とは 、 年とは の1999 2001 99% 1997 93%

相同性。分子系統樹解析の結果、 年は同年1997
1999 2001 2001の鳥取県流行株と 年および 年は、

年の北関東流行株に近縁と判明。 年 月に2001 9
3 BTV OK2001おとり牛 頭の血球から を分離（

）。 （ ）株 抗 株免血を用いた中和試験ON89-1 NT
、 （ ）の結果 株は 株 型と近縁OK2001 ON89-1 21

とは異なる血清型と判明。 が流行した カBTV 4
年の血清を用い 株と 株によるOK2001 ON89-1
と競合 法の結果、 年と 年NT ELISA 1999 2001

には 株が、 年には両株と血清型がOK2001 1997
BTV ON89-1異なる の流行を確認 本県流行株は。

株とは異なる２種類の血清型であり、 年と1997
年および 年流行株は遺伝子学的に別1999 2001

のクラスターに分類された。

神経症状を呈した成牛のアカバネウイルス神経症状を呈した成牛のアカバネウイルス神経症状を呈した成牛のアカバネウイルス神経症状を呈した成牛のアカバネウイルス290
岡山県真庭家保 小阪和正による脳炎：による脳炎：による脳炎：による脳炎：

平成１６年１０月にホルスタイン種の成牛 ８（
歳）が後肢ナックル・眼球振盪・起立不能等の
神経症状を示し、病性鑑定を実施したところ、
神経症状を呈した成牛のアカバネ病と診断され
た。
１）病理組織学検査：中枢神経系にグリア細
胞の増殖・神経細胞の変性・囲管性細胞浸潤
・脱髄などの非化膿性脳炎が認めらた。
２）ウイルス検査：中枢神経からウイルスは
分離されなかったが、ＰＣＲ検査では、小脳
及び延髄からアカバネウイルスの遺伝子が検
出された。また免疫組織額検査においても神

。経細胞にアカバネウイルス抗原が確認された
３）疫学調査：管内４ヶ所の抗体調査では、
９～１０月に２地点でアカバネウイルスの抗
体陽転が認められた。また、同居牛群のペア
血清においても、アカバネウイルス抗体価に
有意な上昇が認めらた。
これらのことから、本来、成牛はアカバネウ

イルスに感染しても無症状であるとされるが、
。今回は症状が見られた希少な事例と考えられる

近年多発しているアカバネ病の発生状況と近年多発しているアカバネ病の発生状況と近年多発しているアカバネ病の発生状況と近年多発しているアカバネ病の発生状況と291
：岡山県家畜病性鑑定所 平井伸明、福富病態病態病態病態

豊子
アカバネ病は数年間隔で流行している。 年には県2004
内の牛群で 年の大規模な流行に次ぐアカバネウイル1998

、 。ス( )の流行がみられ アカバネ病が続発しているAKAV
今回の発生においては 感染による流死産及び新生AKAV
子牛の体形異常、虚弱、起立不能がみられているが、１２

月現在水頭症はみられていない。病理組織検査では、中枢
神経系で脳幹部を中心に単核球系細胞による囲管性細胞浸
潤とグリアの増数がみられている。今回の特徴は、いずれ
の発生例も大脳、小脳の病変が比較的軽度で、強い病変が
中脳から延髄にみられたことで、 ～ 年の流行時1998 99
の症例と異なっていた。また発生例では、小脳、延髄、脊
髄から の遺伝子が高率に検出された。さらには、AKAV

年 月に 感染による 歳の成牛の脳炎１2004 10 AKAV 8
例の発生もみられており、今後本病の発生状況と病態の変
遷に注意が必要である。

過去 年間に流行したアルボウイルスの動過去 年間に流行したアルボウイルスの動過去 年間に流行したアルボウイルスの動過去 年間に流行したアルボウイルスの動292 5
：佐賀県中部家保 有島太一態調査成績態調査成績態調査成績態調査成績

過去 年間(平成 年～ 年)に流行が認め5 11 15
られた 種類のウイルス動態調査成績を比較検4

。 、討した ブルータングウイルス( )についてBTV
競合 ( )により抗体検査を実施し、ELISA cELISA
寒天ゲル内沈降反応( )と比較した。 抗AGP BTV

AGP 3.0% 8/259 cELISA 10.4%体陽性率は ( ) 、
( )で の方が検出率が高く、客観的27/259 cELISA
に数値で判定できることからも、今後の動態調

。査や病性鑑定への導入は有用であると思われた
動態調査において平成 、 、 年のアカバネ11 12 15
ウイルス抗体陽転は、県南西部有明海沿岸地域
から始まっていたが、この地域ではチュウザン
ウイルス の陽転牛はほとんど認められず､、BTV
ウイルス流行の様相に違いが認められた。いず
れのウイルスも抗体陽転牛は県西部に比較的多
かった。特に は限局した範囲内の地域で認BTV
められ、ほとんどは吸血昆虫が滞留しやすいと
考えられる河川の中･上流域の山間部付近に位置
しており、アルボウイルスの流行において重要
な地点と思われた。

：山口293 乳用牛に発生した牛伝染性鼻気管炎乳用牛に発生した牛伝染性鼻気管炎乳用牛に発生した牛伝染性鼻気管炎乳用牛に発生した牛伝染性鼻気管炎
県西部家保 兼重泰弘、藤井満貴
管内の 農場で牛伝染性鼻気管炎（ ）発1 IBR

生。成牛 頭、育成牛 頭を飼養する酪農家100 70
で、乳用牛に重度の呼吸器症状、角結膜炎等を
認め、重症牛 頭死亡。鼻汁スワブ材料を用い1
株化細胞に接種、 例中 例でウシヘルペスウ6 4
イルス１型（ ）に対する特異蛍光を認めBHV-1

。るとともに融合性 を伴って を分離CPE BHV-1
法では分離ウイルスの はワクチン株PCR DNA

とは異なった。前後血清では全例で分離株及び
に対する有意な抗体上昇を認め、以上のBHV-1

IBR IBRことから、本症例を と診断。死亡牛は
感染成立後、細菌の二次感染で症状が悪化、死
亡したものと推察。管内の に対する抗体BHV-1
保有状況調査では、 戸 例中、 戸 例38 414 20 90
（戸数で ％、頭数で ％ 、乳用牛の県外導53 22 ）
入牛で ％の抗体保有。病性鑑定実施後、農場60
及び車両の消毒等まん延防止処置を指導、飼養
牛全頭に ワクチンを接種。家畜衛生広報等IBR
により県外導入のある農家を中心に発生防止対
策を実施。

日高管内の牛コロナウイルス病発生と衛生日高管内の牛コロナウイルス病発生と衛生日高管内の牛コロナウイルス病発生と衛生日高管内の牛コロナウイルス病発生と衛生294
：北海道日高家保 冨川創平、浅野対策の取組対策の取組対策の取組対策の取組

明弘
平成 年から 年 月まで管内 町 戸の15 16 3 3 4
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酪農家に牛コロナウイルス病が発生。予防策検
討のため発生のあった 農場の搾乳牛 頭をA 42
対象にワクチン接種を実施、接種効果（抗体価
の推移、下痢の発生、出荷乳量の推移、費用対

9 77効果）を検討。さらに、管内の保存血（ 町
231 44戸 頭 を用いた抗体保有状況調査 酪農家） 、

戸を対象にアンケート調査を実施。ワクチン接
種により、牛群の抗体価は 倍から 週後に74 6

倍に上昇。 週間後に本病の小規模な発生3,168 7
を認めたが、以前に比べ発症頭数は減少。下痢
による出荷乳量減少幅の抑制及び治療費の削減
などの費用対効果を確認。抗体保有状況調査で
は管内の陽性率は で、広く本病ウイルス91.3%
の浸潤を確認。アンケート調査により 戸28
（ ） 、 、63.6% の酪農家で例年 流行性下痢が発生
そのうち 戸（ ）では対策を取っていな13 46.4%
い。今後、農家への本病の周知と、下痢症の原
因調査を実施するとともに、ワクチンを応用し
た衛生対策の普及を図る予定。

石川県における牛コロナウイルスの流行と石川県における牛コロナウイルスの流行と石川県における牛コロナウイルスの流行と石川県における牛コロナウイルスの流行と295
：石川県南部家保 林みち子、村上俊その性状その性状その性状その性状

明ほか
1998年～2004年に牛コロナウイルス病と診断

した12症例からの牛コロナウイルス（BCV)分離
とS遺伝子領域の系統樹解析によるBCV代表株(掛
川株、Mebus株)、牛導入元の流行株との比較を
実施。分離株の生物学的性状検査はHA試験、ワ
クチン株との交差性は京都微研分与免疫血清(1,
280倍)を用い、HI試験で検討。BCVは6株分離さ
れ、マウス血球と鶏血球に凝集性を示すもの、
マウス血球にのみ凝集性を示すものに区分。200
4年分離株のHI価は1,280倍を示した。S遺伝子増
幅可能8検体は系統樹で全て代表株と異なるクラ
スターに属し、うち牛導入直後の流行2検体は、
導入元流行株と同じクラスターに属した。さら
に8検体は塩基配列で96.1～99.5%の相同性を示
した。2004年分離株はワクチン株と交差性が高
いが、系統樹解析で県内流行株は代表株と差が
認められたことから今後、ワクチン株との交差
性についても監視が必要。

ワクチン接種による牛コロナウイルスワクチン接種による牛コロナウイルスワクチン接種による牛コロナウイルスワクチン接種による牛コロナウイルス296
：徳島県三加茂家保(BCV)病予防への取り組み病予防への取り組み病予防への取り組み病予防への取り組み

紀川将之、刈谷亮介
当所では１０月中旬の ワクチン接種をBCV

指導してきた。しかし、平成１５年９月下旬、
管内Ａ地域１酪農家で発生。周辺農家には緊急
のワクチン接種を実施し続発はなかったが、よ
り早期のワクチン接種が必要と考えられた。Ａ
地域で平成１６年度は暑熱の影響が心配された

BCVが ９月上旬にワクチン接種することとし、 、
、動向把握とワクチン抗体の検討を実施するため

定期的抗体調査を実施した。ワクチン接種前の
（ ） 、GM 121.3抗体価は前年度発症牛 １戸５頭 で

接種後は 、ワクチン防御牛（１戸３頭）で485.0
から と上昇。両者ともに次年度のワ320.0 640.0

クチン接種により高い抗体価を獲得。ワクチン
、 、接種後に牛に異常もなく 平成１７年１月現在

集団下痢の発生はない。今後も抗体調査を継続
するとともにワクチンの毎年接種と農家接種率
向上を推進し、 病予防体制に取り組む。BCV

呼吸器病を主体とした牛コロナウイルス病呼吸器病を主体とした牛コロナウイルス病呼吸器病を主体とした牛コロナウイルス病呼吸器病を主体とした牛コロナウイルス病297
：福岡県中央家保 後藤敬一、江﨑健二の発生の発生の発生の発生

郎
2004年1月、乳用牛38頭飼養の1酪農場で32頭

（84.2%）が発熱、発咳、鼻汁、一部血様を含む
水様性下痢を発症。初発から全体に拡大するま
で3日間と、非常に早く伝播。発症牛7頭および
未発症牛2頭の前後血清、鼻腔拭い液、糞便を病
性鑑定材料に供す。全頭の前後血清で牛コロナ
ウイルス（BCV）に対するHI価が有意に上昇、全
頭の鼻腔拭い液からBCVを分離、全頭の糞便およ
び7/9の鼻腔拭い液からBCV特異遺伝子を検出。
他の病原因子の関与を否定し、BCV単独によるBC

。 、 （ 、V病と診断 本症例での臨床所見は 発熱 17頭
44.7% 、発咳（24頭、63.2% 、鼻汁（14頭、36.） ）
8% 、下痢（15頭、39.5%）と呼吸器症状が主体）
で、過去本県で発生した集団性水様性下痢を主
体とした事例とは、発生動態が異なっていた。
疫学的な感染経路は不明。乳量はバルク乳で最
大22%が減少、回復まで25日間を要した。分離し
たBCV株は、生物学的、抗原および遺伝子学的性
状に従来株と若干違いがみられた。

鼻汁および下痢便より分離された牛コロナ鼻汁および下痢便より分離された牛コロナ鼻汁および下痢便より分離された牛コロナ鼻汁および下痢便より分離された牛コロナ298
：長崎県中央家保 豊田勇夫、ウイルスの比較ウイルスの比較ウイルスの比較ウイルスの比較

島田善成
平成 年度に分離された 農場（ ～ 農15 5 A E
） （ 、場 株の牛コロナウイルス )について11 BCV

流行株の性状を知るためにウイルス性状検査を
実施。分離株の内訳は鼻汁 農場 株、子牛下2 3
痢便 農場 株、成牛下痢便 農場 株。鶏血2 2 3 6
球に対する 価は 農場 ～ 倍、 農場HA A 8 16 B
は ～ 倍、 農場は 倍、 農場は 倍256 512 C 4 D 2
未満、 農場は ～ 倍で農場間のばらつきE 64 128
を確認。下痢と呼吸器症状を併発した およびA
農場については同一農場における異なる由来B

株間に差は認められず。分離株の鶏血球に対す
る受容体破壊活性は、測定できなかった 農場D
を除く全ての株でみられた。中和試験では全て
の株が掛川株に対して交差性を示した。 蛋白S
に対するモノクローナル抗体を用いた 試ELISA

。 、験では農場間で抗体価に差が認められた また
蛋白領域の遺伝子解析では鼻汁および下痢便S

100% BCV由来株は 一致。このことから同一の
が呼吸器症状および下痢に関与し、農場間で異
なるウイルスが動いているものと推察。

牛C群ロタウイルスが関与した搾乳牛の下牛C群ロタウイルスが関与した搾乳牛の下牛C群ロタウイルスが関与した搾乳牛の下牛C群ロタウイルスが関与した搾乳牛の下299
：石川県北部家保 長門正志、堀登痢症痢症痢症痢症

2004年5月、搾乳牛60頭および繁殖用和牛14頭
を飼養する農家の搾乳牛で激しい水様性の下痢
が発生し、急速にまん延。病性鑑定の結果、牛C
群ロタウイルス（GCRV）の関与が認められた。
下痢を発症した搾乳牛群では、顕著な乳量の減
少が見られ、日量最大で17%低下。乳量の回復に
は3週間以上を要した。下痢便から抽出したRNA
でRT-PCRを実施、9頭中7頭からGCRV用プライマ
ーで特異バンド（約1000bp）を検出。シークエ
ンスによりGCRV遺伝子（VP7）と判明。国内発生

。2例のVP7遺伝子と93～97％の高い相同性を示す
ペア血清ではGCRV抗体価は9頭中9頭で5～8管の
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有意な上昇を確認。検査成績よりGCRVが関与し
た下痢症であると診断。GCRVによる牛の下痢症
の発生報告は国内では3例目。GCRVは感染実態・
感染経路等について依然不明な点が多く、適切
な対策を講ずるためにはこれらの解明が必要。

300 群ロタウイルスが検出された搾乳牛の牛300 群ロタウイルスが検出された搾乳牛の牛300 群ロタウイルスが検出された搾乳牛の牛300 群ロタウイルスが検出された搾乳牛の牛BBBB
：福井県家保 葛城粛仁、朝倉ロタウイルス病ロタウイルス病ロタウイルス病ロタウイルス病

裕樹
一酪農家の搾乳牛において、下痢、食欲不振

、および乳量の減少を示した症例に遭遇したため
病性鑑定を実施。細菌学的検査では有意な菌は
分離されず。寄生虫学的検査およびウイルス分
離は陰性。糞便の電子顕微鏡観察ではロタウイ
ルス粒子を多数確認。その他のウイルス様粒子
はなし。 ポリアクリルアミドゲル電気泳RNA-
動では 群ロタウイルス（ ）のショートパB GBR
ターンと同一の泳動像を確認。 を標的としGBR
た では陽性を示したが、その他のウイRT-PCR
ルスは陰性。ペア血清を用いた の抗体検GBR
査では搾乳牛の大半が陽転。その他のウイルス

GBRの陽転はなし。以上の結果より本症例を
GBRの感染による牛ロタウイルス病と診断。

遺 伝 子 の 分 子 系 統 樹 解 析 で はVP7
株と同じクラスターを形成。次Ishikawa2002

に 戸 検体（ 農家あたり 頭）の血清26 130 1 5
を用いて抗体検査を実施し、県内の の浸GBR

。 、 （ ）、潤状況を調査 その結果 戸中 戸 ％26 21 81
頭中 頭（ ％）が陽性を示し、県内に130 65 50

広く浸潤していることが判明。

同一農場で発生した牛コロナウイルス、牛同一農場で発生した牛コロナウイルス、牛同一農場で発生した牛コロナウイルス、牛同一農場で発生した牛コロナウイルス、牛301
B群及びC群ロタウイルスによる搾乳牛の集団下B群及びC群ロタウイルスによる搾乳牛の集団下B群及びC群ロタウイルスによる搾乳牛の集団下B群及びC群ロタウイルスによる搾乳牛の集団下
：山形県中央家保 馬渡隆寛、大貫淳痢痢痢痢
管内の搾乳牛約30頭飼養農場で搾乳牛の集団

、 、 。下痢が3度発生(2002年1月 11月 2003年12月)
下痢便からRNAポリアクリルアミドゲル電気泳動
(RNA-PAGE)及びRT-PCRにより、異なる下痢起因
ウイルス(2002年1月に牛B群ロタウイルス(GBR)
が5/5、2002年11月に牛コロナウイルス(BCV)が5
/5 2003年12月に牛C群ロタウイルス(GCR)が4/4)、
を検出。その他の下痢起因ウイルス、細菌、寄
生虫は、いずれの時期の下痢便からも未検出。
今まで、同一農場で3度搾乳牛の集団下痢が発生
し、3度とも異なるウイルスを検出したという報
告はない。また、2002～2004年まで搾乳牛の集
団下痢の病性鑑定依頼が79件あり、BCVを48件(6
1％)、GBRを3件(4％)及びGCRを5件(6％)検出。
主要な搾乳牛の集団下痢起因ウイルスはBCVであ
るが、GBR及びGCRも決して珍しいウイルスでは
なく野外で広く浸潤し、搾乳牛の集団下痢への
関与が示唆される。

平成１５年度牛下痢症病性鑑定事例の検討平成１５年度牛下痢症病性鑑定事例の検討平成１５年度牛下痢症病性鑑定事例の検討平成１５年度牛下痢症病性鑑定事例の検討302
：鹿児島県鹿児島中央家保 中嶋久仁子
平成１５年度に鹿児島中央家畜保健衛生所に

依頼された下痢を主症状とする 事例について31
検討した。
依頼時の日齢は 日齢以降子取り雌牛まで様2

4 7々であった。疾病発生時期について、 月～
月は子牛下痢症、 月～ 月は成牛の下痢症が11 3
多く発生。成牛については冬季赤痢と呼ばれる

牛コロナウイルス感染症の発生があったことが
大きな理由であると考えられた。発育ステージ
毎の病鑑依頼件数は、哺育期が 月、 月、 月4 6 7
に成牛期が 月、 月に多かった。全体数の11 12
疾病診断状況では、診断不明の割合が と高70%
く、疾病対策を立てるに当たり障害であると考
えられた。下痢発症から病性鑑定まで経過時間
別診断状況では、疾病発生日に あった診断75%
率がそれ以降劇的に減少することが示され、疾
病発生確認後なるべく早く病性鑑定を実施する
事が診断率向上のために必要と考えられた。

肉用哺育牛における下痢症対策（インター肉用哺育牛における下痢症対策（インター肉用哺育牛における下痢症対策（インター肉用哺育牛における下痢症対策（インター303
： 愛媛県八幡浜家保フェロンαの投薬効果フェロンαの投薬効果フェロンαの投薬効果フェロンαの投薬効果））））

鈴木麻有香、野崎周作
ロタウイルスとコクシジウムによる下痢が多

発した哺育育成農家に対し、牛哺育育成事故低
減対策にて重点指導を実施。下痢症対策として
サルファ剤とインターフェロンα（ＩＦＮα）
を併用する方法を提案し、ＩＦＮαについては
畜産分野での使用実績が少ないことからその有
効性を検討した。哺育牛をＩＦＮα＋サルファ
剤投与群（IS群）とサルファ剤単独投与群（Ｓ
群）に分け、ＩＦＮαはIS群のみに0.5IU/kgを
５日間連続経口投与、サルファ剤はコクシジウ
ム検出時に両群に随時３日間投与した。両群の
糞便性状観察、増体量測定、ウイルス・細菌・
寄生虫検査を行ったところ、IS群でＳ群よりも
ロタウイルス感染持続期間が短縮し、増体率は
増加した。糞便性状もIS群で改善傾向が大きか
った。ＩＦＮαは下痢症対策に有効な働きを示
し、本農場におけるロタウイルスとコクシジウ
ムによる下痢に対してＩＦＮαとサルファ剤を
併用することは有効な対策と考えられた。

牛の下痢症の浸潤状況調査とワクチン応用牛の下痢症の浸潤状況調査とワクチン応用牛の下痢症の浸潤状況調査とワクチン応用牛の下痢症の浸潤状況調査とワクチン応用304
：岐阜県中濃家保 高における経済効果の検討における経済効果の検討における経済効果の検討における経済効果の検討

島久幸、浅井礼子
下痢症と呼吸器病は、子牛の主な死亡原因で

ある。下痢症は多元的な疾病で、機能的下痢の
ほか、様々な病原体が関与している。下痢症の

、 、 、主な病原体は ロタウイルス コロナウイルス
大腸菌、クリプトスポリジウム、サルモネラ等
である。そこで、下痢症の主要な病原体（ロタ
ウイルス、コロナウイルス、Ｋ99保有大腸菌）
について、市販の抗体検出キット（ELISA法）の
有用性を検討するとともに、野外における浸潤
状況を調査した。特に、ロタウイルスは血清型
が多いため、下痢症の浸潤調査はあまり実施さ
れていない。このキットは、各々の特異共通抗
原を認識させるため、上記3種類の抗体検査が、
約2時間で可能であった。また、管内で下痢症が
断続的に散発している地域において、ワクチン
接種による経済効果を検討した。発生状況、損
失乳量等の分析をもとに、ワクチン接種による
経済効果を試算した。今後も、定期的なモニタ
リング調査による流行予察等が必要と考えられ
た。

全身性の出血および壊死性腸炎を主徴とし全身性の出血および壊死性腸炎を主徴とし全身性の出血および壊死性腸炎を主徴とし全身性の出血および壊死性腸炎を主徴とし305
：宮崎県た牛アデノウイルス病の病理学的検索た牛アデノウイルス病の病理学的検索た牛アデノウイルス病の病理学的検索た牛アデノウイルス病の病理学的検索

宮崎家保 鎌田博志、入田重幸
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全身性の出血および壊死性腸炎を主徴とした
牛アデノウイルス感染子牛について病理学的に
検索。材料は、生後２週齢で血便を呈し、発症
後３日目に死亡した子牛で、主要臓器をホルマ
リン固定後、定法に基づき標本を観察。組織内
の牛アデノウイルス抗原の検索には免疫組織化
学的検査および透過電子顕微鏡検査を実施。
剖検では、全身の皮下、粘膜、漿膜に播種性の

、 、点状・斑状出血 下部消化管粘膜に重度の出血
組織学的には、大脳では出血を伴う軟化巣、心
臓では心外膜下組織の出血、胸腺では実質に出
血、回腸では偽膜の形成を伴う壊死性腸炎、ほ
ぼ全身の血管内皮細胞に核内封入体を形成。こ
れらの封入体は、抗牛アデノウイルス 型抗体7
に対し陽性、封入体が認められた血管内皮細胞
の核内に直径 ～ の牛アデノウイルス粒60 70nm
子を観察。病原検索では、回腸内容物中に

が × と増Clostridium perfringens 7.5 10 CFU/g7

数。

：岐阜306 RS牛 ウイルス感染症の発生と対応牛 ウイルス感染症の発生と対応牛 ウイルス感染症の発生と対応牛 ウイルス感染症の発生と対応
県西濃家保 関谷博信、神田政孝
平成 年 月上旬、飼養頭数 頭の肉用16 11 128

牛一貫経営農家の子牛 頭が発熱、呼吸器症状6
5 1 40等の症状を呈し、そのうち ヶ月齢の 頭が

℃以上の発熱、開口呼吸、泡沫性流涎、湿性の
発咳を呈して死亡。そのため、病性鑑定を実施
したところ、皮下組織、心外膜、肺および肺周
囲結合組織の気腫、心臓の点状出血の所見が認
められた。また、鼻腔スワブおよび気管粘液を
材料とし、 抗原検出キットにより ウイRSV RS
（ ） 。ルス 以下 抗原検出を行ったところ陽性RSV

また、 （以下 ）を用いて鼻RSV nested PCR PCR
腔スワブおよび肺等から特異遺伝子を検出。な
お、同居子牛 頭においてキットでは全頭陰性9
だが、 では 頭から 特異遺伝子が検PCR 5 RSV
出されたことから、 の関与が示唆された。RSV
そこで、①人及び車両の立入制限。②管内の農
家へ広報を通じて周知および防疫対策の指導。
③近隣の農家への緊急予防接種などの対策を実
施。その後、子牛 頭は対症療法等により回復5
し、 感染症を疑う症例は認められていない。RS

牛ウイルス性疾病予防のワクチネーション牛ウイルス性疾病予防のワクチネーション牛ウイルス性疾病予防のワクチネーション牛ウイルス性疾病予防のワクチネーション307
、プログラムの検討プログラムの検討プログラムの検討プログラムの検討：北海道網走家保 今野泰博

浅野明弘
3種混合生ワクチン（LV 《牛伝染性鼻気管炎）

（ ）、 （ ） 、IBR 牛ウイルス性下痢・粘膜病 BVD 1型
牛パラインフルエンザ3型（PI3 》と5種混合不）

（ ）《 、 、 、 、活化ワクチン KV IBR BVD1型 BVD2型 PI3
牛RSウイルス感染症》の組み合わせによる牛の
ワクチネーションプログラムを検討。あわせてK
V接種による移行抗体調査も実施。①LV接種後11
カ月後にKV1回接種、さらに23カ月後にKV接種し
た群では、LV接種後BVD1型、BVD2型、PI3の抗体
価上昇。その後、KV接種後IBR、PI3抗体価上昇
し、23カ月後のKV接種によりすべての抗体価上
昇。②KV2回接種（3週間隔）群では、KV2回目接
種後すべての抗体価上昇。③母牛へのKV接種歴
の有無による哺乳牛の移行抗体価の比較では、K
V接種した母牛の哺乳牛がすべて高い抗体価保
有。今回の結果から基礎免疫を付与すると、免

疫維持のために年1回のKV接種で、高い抗体価が
保たれ、子牛への移行抗体も高くなることを示
唆。

和牛肥育農場における呼吸器病対策(第Ⅱ和牛肥育農場における呼吸器病対策(第Ⅱ和牛肥育農場における呼吸器病対策(第Ⅱ和牛肥育農場における呼吸器病対策(第Ⅱ308
：広島県備北家保 廻野智典、玉野光博報)報)報)報)
呼吸器5種混合不活化ワクチン(KV)を用いた呼

吸器病対策を2農場で実施。平成15年11月にA農
場(140頭飼育)は、6ヶ月齢時に呼吸器５種混合
生ワクチン接種済の子牛4頭を子牛家畜市場から
導入しKV接種。抗体検査(牛伝染性鼻気管炎(IB
R)、パラインフルエンザ３型(PI3)、牛アデノウ
イルス病7型(AD7)、及び牛RSウイルス病(RS）)
を実施。KV接種2週間後にIBR、PI3及びRSに対す
る抗体価が有意に上昇、全頭が有効な抗体価を
保持。平成15年12月以降A農場及びB農場(120頭
飼育)は導入時にKV接種を開始。平成14年3月か
ら平成16年11月の調査期間内に両農場が導入し
た432頭について調査実施。KV非接種牛の呼吸器
病発症率は64.7％及び47.7％、KV接種牛の発症
率は13.8％及び0％。KV接種経費を含めた衛生費
については10,620円/頭及び5,068円/頭から2,81
2円/頭及び1,640円/頭に減少。導入時のKV接種
により、呼吸器病の発生及び衛生費が減少し、
生産性が向上。

牛呼吸器病に関与するウイルスの県内抗体牛呼吸器病に関与するウイルスの県内抗体牛呼吸器病に関与するウイルスの県内抗体牛呼吸器病に関与するウイルスの県内抗体309
：広島県東広島家保 恵谷美江、山本保有状況保有状況保有状況保有状況

武
牛呼吸器病について平成12年4月から平成16年

11月までに病性鑑定した成績、抗体検査結果を
まとめた。依頼件数129件のうちウイルスあるい
は細菌による単独感染は50件。ウイルスでは牛R

PasteuleSウイルスによるものが26件、細菌では
によるものが12件と最も多く発lla multocida

生。混合感染は1５件発生。牛アデノウイルス7
型、パラインフルエンザウイルス3型はHI抗体10
倍以上、牛RSウイルス、IBRウイルスは中和抗体
2倍以上、BVD-MDウイルスは中和抗体8倍以上を
抗体陽性牛と設定。抗体陽性率は牛アデノウイ
ルス7型45％、パラインフルエンザウイルス3型6

、 、 、6.1％ 牛RSウイルス76.9％ IBRウイルス36％
。BVD-MDウイルスは70.9％と県内に浸潤していた

牛RSウイルスは、年度、地域、品種差はなく高
値であった。BVD-MDウイルスは抗体陽性率は上
昇、平成16年度は87％であった。これらウイル
スは呼吸器病の発生に関与しており、ワクチン
の適切な使用が必要。

乳雄牛肥育農場で発生した流行性呼吸器病乳雄牛肥育農場で発生した流行性呼吸器病乳雄牛肥育農場で発生した流行性呼吸器病乳雄牛肥育農場で発生した流行性呼吸器病310
：高知県中央家保 明神由佳、酒井賀彦
平成１５年１２月、約１５０頭飼養規模の乳

雄牛肥育農場で、出荷直前の２０～２２ヶ月齢
の肥育牛８頭に発咳、肺雑音を主徴とする呼吸
器症状が多発。うち４頭は呼吸困難等、重篤化
し相次いで死亡。死亡牛１頭については病理解
剖、他の発症牛７頭については血清のみ採材し

Pasteurella各抗体検査を実施。死亡牛の肺から
が分離され、発症個体は最終的に分multocida

離菌等による細菌性肺炎を併発したと考えられ
たが、発生状況から基礎疾患として呼吸器病関
連ウイルスの関与を強く示唆。発生後の同居牛
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に対する追跡調査は抗体検査を中心に実施。検
査結果を解析したところ、牛パラインフルエン
、 。ザ アデノウイルス７型の関与が強く疑われた

当農場はこれまで呼吸器病関連のワクチンが未
接種であり、疾病対策の基本としてワクチン接
種（５種混）を経営側との協議により開始。ワ
クチン接種後のモニタリング検査を実施し、同
疾病の浸潤とワクチン接種に関する適期を検討
したので報告する。

：大分県大311 牛ウイルス性呼吸器病発生状況牛ウイルス性呼吸器病発生状況牛ウイルス性呼吸器病発生状況牛ウイルス性呼吸器病発生状況
分家保 矢崎竜

H14 10 3 9 108 H15 4（ 月～ 月）は 件・ 頭、 （
） 、 （ ）月～ 月 は 件・ 頭 月～ 月3 28 151 H16 4 9

は 件・ 頭のウイルス性呼吸器病関連の病8 110
鑑依頼があった。それぞれウイルス（ウイルス
分離・抗体検査・抗原検索・遺伝子検索等 ・細）
菌・病理について定法に従い検査。 は牛のH14

PIV-3 1 BRSV 2パラインフルエンザ が 例・ が（ ）
例（疑い 例含 、 は が 例、牛伝染1 H15 PIV-3 1）

IBR 3 1 BRSV性鼻気管炎 が 例 疑い 例含（ ） （ ）、
の疑いが 例、 年は が 例発生。冬季5 H16 IBR 1
の 流行により、子牛が細菌の二次感染でBRSV
死亡する例を多数認めた。 の の発生事H15 IBR
例では、流産が発生し、流産胎仔から牛ヘルペ
スウイルス 型遺伝子の検出、免疫染色陽性、1
ペア血清で抗体上昇を認めた。また、子牛の月
齢別抗体検査は、移行抗体の推移および、農場
内で流行しているウイルス性呼吸器病の特定が
可能であり、ワクチン接種時期の検討に有効。
毎年、各種ウイルス性呼吸器病の流行が認めら
れることから、予防のためのワクチン接種が重
要。

牛異常産ワクチンの効果的かつ経済的なワ牛異常産ワクチンの効果的かつ経済的なワ牛異常産ワクチンの効果的かつ経済的なワ牛異常産ワクチンの効果的かつ経済的なワ312
：島根県家衛研 足立クチンプログラムの検討クチンプログラムの検討クチンプログラムの検討クチンプログラムの検討

全、新井伸雄
野外における牛異常産３種混合不活化ワクチ

ン（３混ワクチン）の効果持続期間と効果的か
つ経済的なワクチンプログラムを検討。３混ワ
クチンを毎年接種すると、同時期の抗体価は累
積的に上昇。２年連続３混ワクチンを接種する
と、数年間抗体価が持続、３年目の３混ワクチ
ン接種は不要と推察。初年度のみの３混ワクチ
ン接種（１回接種、２回接種）では、１年後に
抗体価は低下し、２年目は感染防御できない。
上記の事より、３混ワクチンの効果的かつ経済
的なワクチンプログラムとして、初年度２回接
種、翌年１回接種、以降隔年接種のワクチンプ
ログラムを推奨。

Ⅲ－３細菌性疾病

宗谷管内Ｙ町における牛ヨーネ病の疫学調宗谷管内Ｙ町における牛ヨーネ病の疫学調宗谷管内Ｙ町における牛ヨーネ病の疫学調宗谷管内Ｙ町における牛ヨーネ病の疫学調313
北海道宗谷家保 羽生英樹、吉岡宏志査：査：査：査：
平成15年度の法5条検査において、管内Y町の

酪農家9戸、肉牛農場2戸でヨーネ病が発生。過
去の発生農場も含めた6農場の分離菌株について
Variable Numbers of Tandem Repeats型別によ
る分子疫学的解析を実施、町内のヨーネ病発生

について検討。型別成績は肉牛農場A由来12株は
西森らの分類するMap-8、肉牛農場B及び酪農家4

。 。戸由来22株はMap-2と一致 型別は農場内で単一
農場Aは新規就農時に道内、他県より繁殖牛を導
入。Map-8型は分離例が少ないことから、一部の
導入牛が感染源と推察。農場Bは預託元企業の集
畜場内での感染の可能性。Map-2型は広く分布す
ることから、酪農家間の関連は明確にならず。
疫学調査の結果、発生酪農家10戸中6戸は過去10
年牛の導入なし。また、8戸は過去に町内公共牧
場を利用、5戸は周年預託を実施。平成9年から
の5年間で、5戸26頭の患畜及びその母牛に入牧
歴あり。うち8頭が冬季預託され、平均預託日数
は308日と長期。これらから、公共牧場内での感
染の可能性。14年度から実施中の入牧時ELISA検
査継続の必要性あり。

黒毛和種繁殖農家で発生したヨーネ病の早黒毛和種繁殖農家で発生したヨーネ病の早黒毛和種繁殖農家で発生したヨーネ病の早黒毛和種繁殖農家で発生したヨーネ病の早314
：岩手県県南家保 鈴木啓太、小期清浄化指導期清浄化指導期清浄化指導期清浄化指導

根口徹
平成16年10月、難治性の下痢と著しい削痩を

呈する牛について病性鑑定依頼があり、検査の
結果、本牛をヨーネ病と診断。発生農家は、黒
毛和種繁殖経営（繁殖牛13頭、子牛6頭）で、繁
殖牛の全てを県内外より成牛で導入。患畜は平
成6年生まれで、平成13年3月に他県より導入。
剖検で十二指腸から直腸に至る腸粘膜の顕著な
肥厚、組織で同部位に抗酸性小桿菌を伴う肉芽
腫性腸炎像と典型的な同病病変を確認。初動防
疫として、同居牛検査、牛舎等の消毒、感染リ
スクの高い患畜の産子（9ヶ月齢）の自主とう汰
を実施。同牛の空腸から結腸上部にも同病病変
を確認。同居牛の糞便のPCR検査において、18頭
中7頭にヨーネ菌遺伝子が確認され、農場内が広
く汚染されたものと推察。抜本対策として、速
やかな経営の再開を期待し 「家畜生産農場清浄、
化支援対策事業」による同居牛全頭の早期自主
とう汰を実施予定。その後は空舎期間中の徹底
した牛舎消毒と新規導入を図る予定。

大規模酪農場での牛ヨーネ病対策を基にし大規模酪農場での牛ヨーネ病対策を基にし大規模酪農場での牛ヨーネ病対策を基にし大規模酪農場での牛ヨーネ病対策を基にし315
：山形県置賜家保た今後の摘発・清浄化の検討た今後の摘発・清浄化の検討た今後の摘発・清浄化の検討た今後の摘発・清浄化の検討

齋藤真希、野川真
牛ヨーネ病は当県において、平成元年の初発

以来ほぼ毎年摘発されているが、半数以上は県
内で最も乳用牛の飼養頭数が多い置賜管内で発
生している。現在、定期検査、県外導入乳用牛
に対する着地検査等を実施し摘発に努めている
が、現行の検査で一度陰性と診断されても、そ
の後の検査で陽性となる場合が多い。また、着
地検査を義務づけているにもかかわらず、全て
の導入牛が検査を受けていない現状もある。そ
こで、今回平成５年より、本病が間欠的に発生
している大規模酪農場（搾乳牛約500頭）に対す
るこれまでの対応を基に、今後の清浄化対策に
ついて検討。その結果、今後の本病摘発・清浄
化の改善点として、①定期検査の際に発生歴の
ある農場に対しては糞便培養検査を併用②農家
の過去の本病発生状況や飼養状況に併せた継続
検査、衛生指導を実施③着地検査時期を見直す
こと等が考えられた。
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：福316 ヨーネ病発生要因分析と今後の取組みヨーネ病発生要因分析と今後の取組みヨーネ病発生要因分析と今後の取組みヨーネ病発生要因分析と今後の取組み
島県相双家保 原恵
管内ヨーネ病発生戸数は、平成5年の初発から

。 。平成16年12月まで10戸 うち3戸では清浄化達成
今年度県内のヨーネ病患畜36頭は1～3産、60ヶ
月齢までが半数を占有。また、最終分娩から3～
4ヶ月の多く、分娩後6ヶ月までにヨーネ病発生
リスクが増加する傾向。さらに本病のリスク要
因解明のため、導入や哺乳状況等についてアン
ケートを管内発生農家と非発生農家各10戸で実
施。農家回答を主成分分析した結果、発生農家
全体ではプール初乳がヨーネ病発生に関与する
傾向、またヨーネ病の各リスク要因から直接哺
乳、外部導入およびプール初乳であることが示
唆。一方、非発生農家においても、外部導入が
リスク要因となりうることが示唆。今後の取組
みとして①導入時の検査、②母子感染回避のた
めの衛生管理指導、③ヨーネ病潜在牛の摘発推
進、特に60ヶ月齢、3産目までの各分娩後6ヶ月
内での検査が重要と思われた。

：茨城県県北家317 ヨーネ病発生農場の防疫対策ヨーネ病発生農場の防疫対策ヨーネ病発生農場の防疫対策ヨーネ病発生農場の防疫対策
保 永井克典
ヨーネ病清浄化対策農場のヨーネ病に対するリ

スク認識向上、自衛防疫意識改善のため、リスク
、 。マネジメント リスクコミュニケーションを実施

、リスクマネジメント項目として哺乳牛の隔離飼育
除糞・清掃、初乳管理状態（初乳加熱処理、プー
ル初乳給与状況 、導入元確認状況、堆肥管理、立）
入制限・消毒槽設置、患畜の隔離・殺処分、畜舎
消毒、ハイリスク牛把握状況を設定、評価。各農
場毎に対策実施不十分な項目に対し農場施設の立
地・構造、労働力を考慮しつつ指導実施。初乳プ
ール回避、清浄農場からの導入、堆肥管理、ハイ
リスク牛把握は農場が早期に対応できる項目。哺
乳牛の隔離飼育、除糞・清掃、初乳加熱処理は経
済的・労力的に農場側も積極的でなく、対応まで
に時間を要する項目。今後、リスクマネジメント
の項目の追加、細分化を行い、更なる危害排除を
考慮した指導体制を整備し、リスクコミュニケー
ションの充実を図る。

：茨318 ヨーネ病多発農場清浄化への取り組みヨーネ病多発農場清浄化への取り組みヨーネ病多発農場清浄化への取り組みヨーネ病多発農場清浄化への取り組み
城県県北家保 大谷芳子
平成 年 月にヨーネ病患畜が初めて摘発さ14 2

2 6れた農場において その後 年間の立入検査で、
ヶ月毎に全頭について抗体検査及び糞便培養検
査を実施、その結果抗体検査において 頭の患38
畜を摘発・淘汰。しかし糞便培養検査ではヨー
ネ菌が検出されず、平成 年度からは排菌を見16
逃さないよう ヶ月毎に立入検査を実施、迅速3
に結果が得られるように全頭について糞便培養
検査に代えてリアルタイム 法を導入。 回PCR 2
にわたり、 検体について実施したがヨーネ343
菌 遺伝子は検出されず。当該農場では、IS900
患畜の摘発を続けているにもかかわらず、抗体
価の高い牛（ハイリスク牛）は減少せず、また
ヨーネ菌が全く検出されないため、測定されて
いる抗体はヨーネ菌以外の抗原による可能性が
示唆。今後、この原因の早期究明と、ハイリス
ク牛多発農場においては抗体検査、糞便培養検
査のほかにリアルタイム 法など、補助的診PCR

断を組み合わせた検査法が必要。

乳清を用いた牛ヨーネ病のスクリーニング乳清を用いた牛ヨーネ病のスクリーニング乳清を用いた牛ヨーネ病のスクリーニング乳清を用いた牛ヨーネ病のスクリーニング319
群馬県東部家保 川島敬二ほか検査：検査：検査：検査：

近年､牛ヨーネ病( )の発生は増加傾向にあJD
り､平成 年次は 戸 頭が県内で摘発され16 24 36
た。しかも､過去５年間における発生農場は飼養
規模 頭以上の農場が全体の ％を占め､200 45.6
多頭飼育農場での摘発が増加している。そこで､
採材に伴う労力的負担の軽減を図るため､農場に
おけるルーチン作業で畜主が採材可能な常乳の
乳清を用いた 抗体検出を 患畜４頭JD-ELISA JD
と血清抗体陰性牛 頭の個体乳清を用いて検討66
した。その結果､ポリアクリルアミド処理
( 型 )した濃縮乳清を用いることAB-1100 :ATTO
により陽性判定することが可能であり､血清抗体
陰性牛では全ての個体乳が 値 以下をELISA 0.2
示した。今後､酪農ではフリーストール牛舎など
により規模拡大化が進む中で､継続検査に対して
農場の負担とならない採材手段が求められてい
る。今回検討した方法は､抗体検査のための保定
採血を必要とせず 抗体検出が可能であり､本JD
病の清浄化対策を推進するための有用な方法で
あると考えられる。

ヨーネ病濃厚汚染農場へのリアルタイムヨーネ病濃厚汚染農場へのリアルタイムヨーネ病濃厚汚染農場へのリアルタイムヨーネ病濃厚汚染農場へのリアルタイム320
：埼玉県中央家保 川治聡子、PCR 検査の応用検査の応用検査の応用検査の応用

鉢須桂一
昨年度、リアルタイム （ ）による新PCR rPCR

しいヨーネ病検査法を報告。今回、汚染農場へ
A 13 9本法を応用。対象とした 農場は平成 年

25 14 5月の初発以来、患畜 頭を摘発。平成 年
月以降の全頭検査（計 回）に 検査を導9 rPCR
入、牛糞便 頭分 検体について実施。以126 622
下の点で本検査の有用性を確認。①菌分離牛の
評価： 年以上摘発を免れた牛由来の検体は1

検査でたびたび陰転し、陽性率 。早rPCR 56.5%
期に菌分離された牛の検体では と高く、97.1%
より多量の を検出。多量排菌牛の早期摘DNA
発、間歇排菌牛の継続監視に有用②自家産健康
牛の評価：初回全頭検査（平成 年 月）以13 11
前を曝露期間、以後を対策期間として比較。曝
露期間に生まれた牛の平均 濃度（ ×DNA 7.75

）は、対策期間（ × ）より10 pg/ l 1.51 10 pg/ l-4 -4µ µ
有意に高いと判明。個体の汚染度評価、未発症
感染牛の推定に有用③ 農場の評価： 陽A rPCR
性率は 平成 年 月 から 平、 （ ） （97.4% 14 5 10.7%
成 年 月）に低下。清浄化の状況を確認。16 7

高感度診断法を用いたヨーネ病の野外調査高感度診断法を用いたヨーネ病の野外調査高感度診断法を用いたヨーネ病の野外調査高感度診断法を用いたヨーネ病の野外調査321
：千葉県北部家保 佐藤岳彦、青木ふと問題点と問題点と問題点と問題点

き乃
本県では 年毎に (E)法による乳用牛4 ELISA

の全頭検査を実施､患畜発生農場については半
年､ ､ ､ 年後に清浄確認のため検査を行っ1 2 3

11 12ている 平成 年以降管内の患畜発生農場は。
戸で､うち 戸に継続発生があり､ 法のみでは5 E
清浄化が困難な状況である。過去に 法､糞便E
培養法とも陽性の患畜が継続発生した 農場A
で､今年 月( 頭） 法､糞便の 検査を実7 59 E PCR
施した結果､ 頭が 陽性となり自主淘汰し2 PCR
た。 月（ 頭）に再度両検査を実施した所､11 49
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B全頭陰性となった。さらに同月､患畜継続発生
農場及び患畜未発生 ､ ､ 農場の一部の牛C D E
で 検査､ ､ ､ 農場の全頭で 法によPCR B D E E
る検査を実施した結果､ 法では全て陰性､ ､E C
D PCR C農場で 陽性が検出された。このため
農場全頭について 法による追加検査を実施しE
た結果､陽性牛が確認された。以上から､早期清
浄化にはより高感度な 法､安価な 検査のE PCR
市販化が急務であり､ 法による定期検査の間E
隔を短縮する必要があると考える。

ヨーネ病野外発生例における市販 検ヨーネ病野外発生例における市販 検ヨーネ病野外発生例における市販 検ヨーネ病野外発生例における市販 検322 PCR
、査キット利用の検討査キット利用の検討査キット利用の検討査キット利用の検討：千葉県中央家保 平畠淳

木下智秀
当所のヨーネ病 検査は、 簡易抽出PCR DNA

剤および （従来法）でおこなってきNested PCR
たが、糞中の 阻害物質の影響で感度に問題PCR
があった。今回市販のヨーネ菌 抽出キッDNA
トおよび 試薬（キット）でヨーネ病野外発PCR
生例の保管材料を検査し、従来法と比較検討し
た。ヨーネ菌が分離された牛の糞便を段階希釈
して検査したところ、キットの感度は従来法の
倍程度であった。従来法で陰性の糞便 例10 293

22 11および小腸 例をキットで検査した結果 各、
例および 例が陽性となり、臓器材料等にも応15
用可能と考えられた。しかしキットは従来法と
比べ高価で、 抽出処理は煩雑、泳動で非特DNA
異的なバンドがみられる場合がある等の問題点
があった。今後は、高感度が求められる農場の
浸潤調査等にはキットを用いる等、状況に応じ
た検査法を選択する必要があると考える。

東京都家323 東京都でのヨーネ病清浄化事例：東京都でのヨーネ病清浄化事例：東京都でのヨーネ病清浄化事例：東京都でのヨーネ病清浄化事例：
保 吉崎浩
平成11年8月に30頭規模の 農場で病性鑑定A

によりヨーネ病が確認された。その後の同居牛
全頭検査で10頭の患畜が確認された。当初、子
牛と成牛が混在飼育され、罹患牛から子牛の時
期に感染したと推察。対策として(1)飼養環境の
清浄化（消毒）(2)飼養牛の定期的全頭検査によ
る早期摘発・淘汰(3)同居牛の自主淘汰・更新
(4)子牛の隔離飼育等を実施。飼養環境の清浄化
は関係機関の協力を得ながら実施し、淘汰更新
牛の補充についても関係機関及び都内酪農家の

。協力を得ながら経営維持を考慮しつつ実施した
同居牛全頭検査を定期的に実施し、エライザ検
査および糞便培養は全頭陰性で2年4ｹ月後に清浄
化とした。また、3年後のエライザ検査および糞
便培養でも陰性を確認。他の発生農場において
も導入牛がエライザ検査で患畜となったが、そ
の後の定期的同居牛検査は全頭陰性で清浄化が
確認されている。

一酪農家における牛白血病の清浄化への取一酪農家における牛白血病の清浄化への取一酪農家における牛白血病の清浄化への取一酪農家における牛白血病の清浄化への取324
：神奈川県湘南家保 山本禎、成井淑昭り組みり組みり組みり組み

一酪農家において、平成14年9月にと畜場出荷
した乳廃牛が白血病と診断されたことを契機に

、 。同病の清浄化への取り組みを開始 成果を得た
農場内での浸潤状況の調査として、飼養牛全頭
の抗体検査（寒天ゲル内沈降反応）を実施。結
果は、52頭中12頭(24.0%）が陽性、うち9頭は県
外育成牧場への預託歴があった。陽性母牛の初

乳使用の禁止、陽性牛の搾乳順序への変更、直
検手袋の１頭毎の交換、陽性牛の農場内放牧の
中止等の対策を指導。以後、毎年の全頭検査、
県外からの下牧・導入牛の検査を随時実施。平
成15年11月の検査では前回の陰性牛のうち陽転
は3頭のみ、平成16年11月の検査では新たに陽転
した牛は見られず、農場での対策の効果により

。 、清浄化は進んでいるものと考えられる 下牧牛
導入牛は今までに6頭を検査、平成16年4月、12
月に各1頭が下牧直後の検査で陽性となり、預託
先牧場での感染の可能性が考えられる。今後、
預託先牧場での衛生対策等の強化が必要と思わ
れる。

：静岡県中325 平成16年度に多発したヨーネ病平成16年度に多発したヨーネ病平成16年度に多発したヨーネ病平成16年度に多発したヨーネ病
部家保 野元孝子、川嶋和晴
静岡県におけるELISA検査によるヨーネ病の摘

発頭数は、平成15年度まで年間0～9頭であった
が、本年度は12月末時点で14戸24頭の発生を確
認。このうち、初発生農家は12戸、うち1戸は8
頭の集団発生。これら患畜はいずれもヨーネ病
に特徴的な症状は示さず、15頭はELISA値0.5以

。 、 。下の低い値 患畜は殺処分後 病性鑑定を実施
病理学的検査の結果、全頭で解剖時の肉眼所見
は見られなかったが、5頭の回腸で類上皮細胞の
集簇やラングハンス型巨細胞が確認され、ヨー
ネ菌の関与を疑う。細菌学的検査ではヨーネ菌
は検出されず、遺伝子学的検査でも、実施した
全ての検査でヨーネ菌に特異的な遺伝子を検出
できなかった。また、ヨーネライザの抗原に用
いられている の関与について検討するたM.avium
め、PCRを実施したが、 に特異的な遺伝M.avium
子は確認できなかった。

肉用交雑種生産農場で発生したヨーネ病と肉用交雑種生産農場で発生したヨーネ病と肉用交雑種生産農場で発生したヨーネ病と肉用交雑種生産農場で発生したヨーネ病と326
：兵庫県和田山家保 加茂清浄化への取り組み清浄化への取り組み清浄化への取り組み清浄化への取り組み

前仁弥、三崎博史
平成15年7月、管内の肉用交雑種生産農場でヨー
ネ病が発生。県ヨーネ病防疫対策要領を基本に
独自の清浄化プログラムを設定し、摘発・淘汰
及び導入制限等の防疫対策を実施。ELISA検査、

、 。糞便培養検査に加え 環境からの菌分離を実施
検査の結果、感染リスクがより高いと考えられ
た牛舎の隔離を目的として、牛舎間の移動を制
限。一定期間は自家産の雌牛を繁殖素牛として
保留せず、産子は全て系列農場へ肥育牛として
出荷することとし、感染リスクの高い牛は早期
に淘汰するように指導。さらに牛舎の消毒をは
じめ、人や関連機器などが牛舎間を移動する際
には消毒を徹底すること等を指導。頻回の説明
・指導により飼養者の清浄化への意識を向上。
現在までの検査の結果、現時点で清浄性が保た
れていると推察される牛舎については、経営状
況を鑑み、産子の保留や、清浄農場から新規に
導入することも検討。今後、空舎期間を設ける
等の指導を実施予定。

：奈良327 平成１６年度ヨーネ病定期検査結果平成１６年度ヨーネ病定期検査結果平成１６年度ヨーネ病定期検査結果平成１６年度ヨーネ病定期検査結果
県家保 大中幸子、樫本卓也

Ｈ16年度のヨーネ病定期検査において、９年ぶり
に10頭の患畜が摘発された。今年度、管内2122頭
の牛に対しELISA法による検査を行い、内10頭（0.4
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7％）が患畜として摘発された。陽性牛の病理解剖
では、１０頭中１頭に回腸粘膜の 状肥厚を認め皺襞
た。細菌学的検査では１頭から菌が分離され、６頭
がPCR検査で陽性であった。病理学的検査では全
頭の腸粘膜または腸間膜リンパ節に肉芽腫性病変
を認め、ﾁｰﾙﾆﾙｾﾞﾝ染色では１頭が陽性を示した。
また、発生農場の清浄化確認検査では、６ヶ月後の
ハイリスク牛検査で１頭が患畜として摘発された。今
回摘発された患畜は、臨床症状を示さず、肉眼病
変を認めたものも１頭に過ぎなかった。しかし、その
後の検査により、ヨーネ菌に感染していたことが確認
された。このような一見健康そうな牛の殺処分に対し
て、生産者の理解を得るため、現在、家保便りなど
を通してﾖｰﾈ病撲滅の必要性について啓発を進め
ているところである。

：328 管内におけるヨーネ病撲滅への取り組み管内におけるヨーネ病撲滅への取り組み管内におけるヨーネ病撲滅への取り組み管内におけるヨーネ病撲滅への取り組み
鳥取県西部家保 黒岩学、千代隆之

14 6 8平成 年度以降、当家保管内において 戸
1頭の酪農家でヨーネ病の発生があった その内。

戸は再発生するなど単発的な発生が繰り返され
ている。
殺処分、埋却に至る法令下の対応の中では、

埋却地の選定が困難などの問題点、発生による
周囲との隔離からくる孤立感、生産意欲の低下
などの精神的負担も見られた。また「ヨーネ病
検査方針」による幾つかの制約が、発生農場に
は経済的な負担になっていた。その都度様々な
ケースに対応し、農家との信頼関係を再構築す
るため、複数の職員による発生後のフォローも
充分に行い支援してきた。今後は衛生面はいう
までもなく、様々なケースに柔軟に対応するた
めのノウハウがより必要となろう。

：岡山県真329 真庭地域のヨーネ病清浄化対策真庭地域のヨーネ病清浄化対策真庭地域のヨーネ病清浄化対策真庭地域のヨーネ病清浄化対策
庭家保 今井久志
ヨーネ病は、現在我が国で最も多発している

牛の法定伝染病であり、感染から排菌、発症ま
で長い経過をとり、その診断においても早期発
見が困難なばかりか、感染牛の摘発も完全でな

10 16 12い 真庭地域では 平成 年度から平成 年。 、
月末現在、 農場、 頭のヨーネ病感染牛を23 123
摘発し高い汚染状況にあった。そこで｢早期発見
早期淘汰｣を合い言葉に、地域ぐるみの清浄化に
努め、 農場( ％)が陰性農場となっている。17 74
清浄化対策として、検査の義務付けのない牛群
において｢自主検査｣を行うと共に、汚染農場に
おいては｢人工初乳哺育｣により感染防止を指導
し、また高度汚染農場では γ法、 法INF- r-PCR
を併用した検査を行い、次世代への感染の早期
発見に努めた。平成 年度から 年度の自主12 15
検査で 頭の検査を行い、同時期の家伝法3,598

、第５条による定期検査での陽性頭数に匹敵する
頭の患畜を摘発した。また人工初乳給与の牛19

群では、摘発した例はなかった。

：岡山県井笠家保330 ヨーネ病発生状況と対策ヨーネ病発生状況と対策ヨーネ病発生状況と対策ヨーネ病発生状況と対策
平田祐介
県内では平成１２年以降ヨーネ病患畜が多発

傾向にあり、当所管内においても平成８年の初
（ 、発以降現在までに８農場５１頭 導入牛１７頭

自家産牛３４頭）の患畜が発生。発生農場の疫

学調査、継続検査の結果からヨーネ菌の侵入経
路を検索し、その対策を検討。
疫学調査は導入、分娩、哺育状況、親子関係を

。 、調査 ８農場のうち導入牛のみの発生が３農場
自家産牛のみが１農場、導入牛と自家産牛が４
農場。いずれの事例も導入牛によりヨーネ菌が
持ち込まれたと推定。自家産牛の事例では、プ
ール初乳により感染が拡大。４ヶ月間隔の継続
検査の結果、連続発生が４農場。うち１農場は
導入牛のみ、３農場は導入牛と自家産牛での発
生。これらのことから、ヨーネ病対策として、
感染牛を導入しないことが最も重要。発生農場
では継続検査を行い感染牛の早期発見と哺育管

。理の徹底により感染拡大を防止することが重要

液体培地と固形培地を併用したヨーネ菌培液体培地と固形培地を併用したヨーネ菌培液体培地と固形培地を併用したヨーネ菌培液体培地と固形培地を併用したヨーネ菌培331
：広島県東広島家保 森本和秀、川養法の検討養法の検討養法の検討養法の検討

本千代実
本県は平成11年から毎年ヨーネ病が発生し、

摘発頭数が増加。しかし、ヨ－ネ病はELISA法の
みによる全ての感染牛摘発が困難。糞便からの
ヨーネ菌の分離率を上げるため、液体培地と固
形培地を併用した培養方法を検討。材料：ELISA
陽性且つ従来法での菌分離陰性の糞便23検体。E
LISA陽性且つ従来法での菌分離陽性1検体。健康

、 、牛の糞便にヨーネ菌10倍段階希釈液(×1 ×10
×100、×1000)を混入したもの各1検体。方法：
前処理は従来法に替えて平成15年度診断予防技
術向上対策事業に準拠。液体培地はMiddlebrook
7H9を基礎に添加物を加えた。固形培地はOIE準
拠、抗生物質添加。前処理後、固形培地だけの
培養と、液体培地で4、6、8週間増菌培養後固形

、 。培地へ移植する培養法を実施し 従来法と比較
成績：前処理変更で分離率向上（1/24→2/24 。）
液体培地併用で感度向上（×10→×1000 。今回）
検討した方法はヨ－ネ病の摘発に有効と考えら
れた。

：福332 エライザ抗体陰性牛のヨーネ病発症例エライザ抗体陰性牛のヨーネ病発症例エライザ抗体陰性牛のヨーネ病発症例エライザ抗体陰性牛のヨーネ病発症例
岡県両筑家保 中村和久ほか

88 2006管内の酪農家で、 か月例の成牛１頭が
年６月末に３産目を分娩し、１か月後に水様性

。 、下痢を発症して８日目に死亡 細菌検査の結果
下痢便の直接塗抹標本から集塊状の抗酸菌及び
Nested PCR IS900で同検体から遺伝子挿入配列
を確認。病理所見は、回盲部の粘膜固有層から
粘膜下組織に抗酸菌を多数観察。生化学検査で
、 （ ） 、は 非選択性の低蛋白血症 がみられ3.4g/dl

血清学的検査はヨーネエライザ抗体価 と0.277
陰性。以上の成績よりヨーネ病と診断。なお、
当該農場は過去に本病の発生はなく、当該牛は
1999 2002年に北海道からの導入で、導入時及び
年の浸潤状況調査でも同抗体価は陰性。その原
因は、腸粘膜固有層組織の崩壊により急激にγ
グロブリンが漏出したためと推察。これまで国
内での本病発生事例は、エライザ法で摘発され
る場合が殆どであるが、今回の事例では発症後
８日目に急性経過で死亡したにも拘わらず、糞
便の細菌検査から迅速にヨーネ病と診断した稀
少例。
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ヨーネ病発生農家における菌検索とVNTR型ヨーネ病発生農家における菌検索とVNTR型ヨーネ病発生農家における菌検索とVNTR型ヨーネ病発生農家における菌検索とVNTR型333
：大分県大分家保 佐藤別を用いた疫学的考察別を用いた疫学的考察別を用いた疫学的考察別を用いた疫学的考察

亘、山田倫史
2003年7月から2004年3月に、糞便直接鏡検に

より2頭、菌分離により1頭、ELISA検査により2
頭のヨーネ病患畜を摘発し、5頭の殺処分と9頭

、の自主淘汰を実施した酪農家の発生例について
ヨーネ菌分離培養法の比較と疫学的考察を試み
た。腸内容物をマイコバクチン加ハロルド培地
（ハロルド培地）とBacT-ALERT MP液体培地（液
体培地）を用いて培養したものでは、ハロルド
培地より培養期間の短い液体培地がヨーネ菌遺
伝子を高率に検出。腸管のパラフィン切片と内
容物について行ったヨーネ菌遺伝子検索では、

。パラフィン切片でより高率に遺伝子を検出した
抽出したヨーネ菌のDNAについて縦列反復配列の
反復数による型別（VNTR型別）を利用してアリ
ルプロファイルを作成し、他の発生農場で分離
されたヨーネ菌と比較したところ、発生農場毎
に異なった型を示し、当農場における全ての検
体は同型を示した。

：沖縄県中央家334 ヨーネ病清浄化をめざしてヨーネ病清浄化をめざしてヨーネ病清浄化をめざしてヨーネ病清浄化をめざして
保 屋冨祖昇、仲村真理
平成 年度から県ヨーネ病防疫対策実施要領10

に基づく防疫対策を実施。検査は、乳用牛全頭
を対象に３年に１回実施する他、県独自にまん
延防止を目的として、導入牛について導入後１
年間隔で２回検査を実施。摘発農家では、清浄
化を目的に３年間で６回の追跡検査を実施。７
年間で、 検査 頭、細菌検査（糞便ELISA 20,502
培養検査） 頭を実施した。 戸で 頭の8,146 13 15
摘発。 検査陽性個体が８頭、 陽性ELISA ELISA
・ヨーネ菌分離陽性の個体が５頭、ヨーネ菌分

、 。離のみの個体が２頭で 摘発年齢は平均 歳4.55
菌分離されたのは全て導入牛で発症に至る前に
早期に摘発。導入牛対策を強化した現行の防疫
体制はまん延防止に効果があると考えられた。
一方、２戸の導入牛２頭が発症し、これらは２
回の導入牛検査 これら 戸の摘はすべて陰性。 15
発・発症農家で追跡検査を実施した結果、これ
までに３戸で清浄化達成。今後は、導入牛対策
を継続・強化し、例数を重ね、より効果的な検
査体制を構築する必要がある。

同一地域 農場において発生した成牛型サ同一地域 農場において発生した成牛型サ同一地域 農場において発生した成牛型サ同一地域 農場において発生した成牛型サ335 3
宮城県大河原家保 高ルモネラ症の清浄化対策ルモネラ症の清浄化対策ルモネラ症の清浄化対策ルモネラ症の清浄化対策:

森広典、沼辺孝
平成 年 月中旬から 月下旬に同一地域酪16 8 9

農家 農場の成牛に発熱と水様性下痢を主症状3
とする疾病が発生。病性鑑定の結果、糞便、飼

、槽と水槽から を分離Salmonella Typhimurium (ST)
サルモネラ症と診断。発症頭数は 頭、 頭及13 7
び 頭、初回検査時の保菌率は ％、 ％及び2 70 20
％と高率。 農場併せて 頭死亡。以下の対33 3 4

策を実施。牛の移動制限、畜舎への立入制限、
集乳ルートの変更、関係者の消毒励行、畜舎内外
と畜舎通路に踏み込み消毒槽の設置、畜舎周辺へ消
石灰散布、飼槽と糞尿溝の消毒徹底、ペットの放し
飼いの中止及び飼養者の手洗い励行と専用作業衣の
使用。また、全頭に抗生物質投与後、塩素と生石灰
による畜舎内及び周辺の消毒と逆性石鹸による牛体

消毒を実施。さらに、サルモネラ不活化 価ワク2
チンを全頭に投与。 週間毎に糞便検査を実施。2
対策後新たな発症牛は認めず、発生後 ヶ月で3

2 1全頭陰性を 回確認、清浄化を達成。現在月
回の陰性確認検査を継続中。

乳用牛に発生したサルモネラ症と衛生対策乳用牛に発生したサルモネラ症と衛生対策乳用牛に発生したサルモネラ症と衛生対策乳用牛に発生したサルモネラ症と衛生対策336
：秋田県中央家保 山口恭代、佐々木専悦
平成15年11月、管内酪農家で粘血便を示した

搾乳牛2頭から Typhimurium（ST）をSalmonella
分離。畜舎環境からSTが分離されたことから、
発症牛を隔離・淘汰し搾乳舎の消毒を実施。そ
の後、サルモネラ症の発生は確認されなかった
が、平成16年8月、搾乳牛9頭に軟便～粘血様の

、 。 、下痢が発生 糞便からSTを分離 直後の検査で
哺育牛を除く60頭中32頭の糞便からSTを分離。
分離菌は制限酵素（ＸbaⅠ）を用いたパルスフ
ィールドゲル電気泳動法による遺伝子解析で、
平成15年の分離株と全て一致。発症牛には感受
性抗生剤、同居牛には生菌製剤を投与。飼養牛
のST排菌および畜舎環境の汚染状況検査、搾乳
舎の消毒を主体とした衛生プログラムを策定。

カ併せて給与飼料分析による飼養改善を実施。1
月後のST排菌牛は2頭に減少、その後2回の検査
で飼養牛および搾乳舎からSTは検出されていな
いが、他の環境材料からSTが検出されており、
定期的な検査と消毒を推進。

搾乳牛に発生したサルモネラ症とその対応搾乳牛に発生したサルモネラ症とその対応搾乳牛に発生したサルモネラ症とその対応搾乳牛に発生したサルモネラ症とその対応337
：山形県中央家保 渡部真理安、佐藤利雄
平成16年9月24日、成牛15頭子牛4頭を飼養す

る酪農家において成牛3頭が発熱・食欲不振を呈
し、10月2日さらに成牛6頭で発熱・水様性下痢
が認められた。発症は成牛のみで、うち１頭が
流産、9日には2頭が死亡したが、4頭の子牛は無
症状だった。病性鑑定を実施したところ、糞便

、より Typhimuriumが分離されたためSalmonella
ただちに全頭検査および環境検査を行った。成
牛11/15頭・子牛4/4頭、環境では飼槽・堆肥・
敷料で菌分離陽性。対策として飼養牛全頭への
セファゾリン及びアモキシシリン製剤、発症牛
へのエンロフロキサシン製剤の投与、また畜舎
消毒、関係者への情報周知・立入り制限を徹底
したところ、全頭菌分離陰性、畜舎内環境も全
て陰性となった。堆肥からは１か月以上菌が分
離されたが、発酵処理により陰転。当農場の堆
肥を用いた分離サルモネラ菌の殺菌条件を検討
したところ50℃60分で死滅した。

福島県県338 搾乳牛で発生したサルモネラ症：搾乳牛で発生したサルモネラ症：搾乳牛で発生したサルモネラ症：搾乳牛で発生したサルモネラ症：
南家保 宮野英喜、篠木忠
ホルスタイン種（113頭）を飼養する管内M酪

農家（フリーストール牛舎）で、平成16年8月上
旬から成牛が分娩後数日して水様性粘血便及び
発熱を主徴とする疾病が発生。8月10日、診療獣
医師より異常便5検体の検査依頼。細菌検査でO
抗原(4、12)、H抗原(第1相:i、第2相:1、2)の血
清型であるSalmonella Typhimuriumが有意に分
離。8月20日、牛舎内の洗浄及び消毒を実施。9
月7日、飼養牛全頭を対象としたサルモネラ分離
検査を実施（排菌牛5/113 。10月6日、排菌の認）
められた5頭の再検査は全頭陰性。最終的に成牛
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、 、 、20頭 子牛5頭が発症し 9月中旬までに成牛5頭
子牛2頭が敗血症等の症状で死亡。治療及び対策
として発生初期から非耐性のビゴザマイシン系
抗生剤の投与、早期の農場内の清掃・消毒、全
頭検査後に生菌製剤の投与を実施。これらのこ
とから本症例が長期化しなかったものと推察。

フリーストール牛舎におけるサルモネラ対フリーストール牛舎におけるサルモネラ対フリーストール牛舎におけるサルモネラ対フリーストール牛舎におけるサルモネラ対339
：福島県いわき家保 久保修、根本光輔策策策策
平成 年 月、試験研究施設を保有するフリ16 9

ーストール牛舎において発熱、黄色下痢便を呈
して搾乳牛 頭が死亡。検査の結果、原因菌は1

（ ）と決定。飼養牛のSalmonella Typhimurium ST
全頭検査では、 牛舎での排菌率が と高FS 63.8%
く、牛群間の排菌率にも差が認められた（ ～0%

。関係者による防疫対策会議で、清浄化82.4%）
対策を確認。①排菌牛の摘発と隔離②薬剤感受
性試験成績に基づく抗生物質投与③生菌製剤投
与④定期的な畜舎消毒⑤導入牛の着地検査⑥堆
肥の完熟化等の対策を実施。発生後の牛舎消毒

、 。ではこれまで 回実施し 延べ約 名を動員3 160
着地検査での摘発はなく、排菌率も発生後 ヶ1
月目 （ 、 ヶ月目 （ 、 ヶ月13.4% 9/67 2 0% 0/74 3） ）
目 （ ）と順調に推移。農場全体でも発生0% 0/72
後３ヶ月目の排菌牛はなく、生乳出荷の自粛等
により約 万円の損失を生じたが、迅速なま130
ん延防止対策と関係者の協力により比較的短期
間に終息。

成牛型サルモネラ症が発生した酪農家３戸成牛型サルモネラ症が発生した酪農家３戸成牛型サルモネラ症が発生した酪農家３戸成牛型サルモネラ症が発生した酪農家３戸340
：福島県県中家保 鎌田泰之、小森の防疫対策の防疫対策の防疫対策の防疫対策

淳子
成牛17～26頭飼養の酪農家3戸(A、B、C)で7～

10月にかけ成牛型サルモネラ症(Salmonella Typ
himurium)が発生。抗生剤による治療、複数回の
全頭検査及び陽性牛の治療、衛生指導、牛舎消
毒等の蔓延防止対策を実施。A、B、Cの順に発生
当初の発症率(％)は55.9、30.0、44.4、発生か

、 、 、ら約1ヶ月後の菌分離率(％)は43.3 6.9 16.7
発生から1ヶ月間の成牛の死廃頭数(頭)は4、0、
4と３戸間に相違。発生から病性鑑定依頼及び蔓

、、 、延防止対策開始までの日数はB A Cの順に短く
Bは下痢の有無に関係なく発熱牛を治療。Cは汚
染源除去のため、下痢が回復しない牛の早期淘
汰処分実施。B、Cは乾乳牛と搾乳牛を区別して
管理。経過の違いの要因として防疫対策、飼養
管理等の関与が示唆。

Typhimurium(ST)感染症発生農Typhimurium(ST)感染症発生農Typhimurium(ST)感染症発生農Typhimurium(ST)感染症発生農341 SalmonellaSalmonellaSalmonellaSalmonella
：栃木県県央家保 細井裕香、大場の衛生対策場の衛生対策場の衛生対策場の衛生対策

木美奈
平成16年8月アルコール不安定乳が誘因と思わ

れるサルモネラ症が発生。初発牛は死亡。病性
鑑定当日から①消毒の強化②発症牛の隔離③全
頭への生菌剤投与④発症牛への抗菌剤投与を実
施。本症確定後は家保、畜主、組合と三者で協
議。農場内の大部分の牛が軟便から下痢であっ
たこと、畜主・組合の早期清浄化希望から、生
乳の出荷を停止し搾乳牛全頭へ抗菌剤投与。数
日で症状は改善。出荷再開時にバルク乳、環境
材料、飼料、飼養牛全頭の糞便を検査。搾乳牛
の糞便からのみSTを分離。その後月 回程度の1

清浄化確認検査を実施。発生から ヶ月後の検4
査で全頭陰性。現在も検査を継続中。昨年と同
一地区の発生であったことから家畜衛生情報を
配布し関係各機関へ改めて啓発。発生農場の清
浄性維持および再発防止のため、三者による綿
密な協議を実施 衛生管理の見直し 方。 、HACCP
式による作業記録の徹底とその検証を行い、三
者の生産段階における衛生管理体制を構築。

搾乳牛に発生した に搾乳牛に発生した に搾乳牛に発生した に搾乳牛に発生した に342 NewportSalmonella
群馬県中部家保 市毛洋子よるサルモネラ症：よるサルモネラ症：よるサルモネラ症：よるサルモネラ症：

年８月搾乳牛 頭の飼養農場で食欲不2004 36
振、下痢、発熱を呈する成牛５頭の糞便から

（ＳＮ）が分離されサルモSalmonella Newport
ネラ症と診断。その後 日間に 頭が同様に発5 12
症、エンロフロキサシンの投与により症状はす
みやかに回復し、再発も認められなかったが、
２週間経過後も排菌を確認。経済的損失は乳代

円、治療費 円、その他を加えて380,205 186,901
円となった。同年４月に近隣農場でＳＮ666,526

によるサルモネラ症が発生。しかし、この農場
とは獣医師、酪農組合、人工授精師は異なり、
その関連は不明。牛舎の清掃の強化、牛床への
消毒剤散布、畜主の手指消毒、人の出入りの制
限等を実施、３ヶ月後には当該農場、非発生農
場で排菌および環境中にＳＮは確認されなかっ
た。今回分離したＳＮは複数の薬剤に耐性を示
しており、また、ＳＮは公衆衛生面の問題も危
惧されていることから、より簡易で効率的な方
法による、すべて農場のＳＮ浸潤状況調査が、
今後必要であると思われた。

搾乳牛由来多剤耐性 Newport搾乳牛由来多剤耐性 Newport搾乳牛由来多剤耐性 Newport搾乳牛由来多剤耐性 Newport343 SalmonellaSalmonellaSalmonellaSalmonella
：群馬県中部家保 庭野正人
管内2酪農家で Newport( .NewporSalmonella S

t)によるｻﾙﾓﾈﾗ症が発生。2農場の .NewportはABS
PC、CEZを含む多剤耐性を示したため、2農場13
株についてその耐性発現機構を検討。ｾﾌｧﾛｽﾎﾟﾘﾝ
耐性株のｽｸﾘｰﾆﾝｸﾞとして人の医療上重要な第3世
代ｾﾌｧﾛｽﾎﾟﾘﾝ等の感受性ﾊﾟﾀｰﾝとｸﾗﾌﾞﾗﾝ酸阻害効

。 、果をSNﾃﾞｨｽｸで実施 薬剤感受性は耐性から中間
ｸﾗﾌﾞﾗﾝ酸の阻害効果も認められず、β-ﾗｸﾀﾏｰｾﾞ
はｾﾌｧﾛｽﾎﾟﾘﾅｰｾﾞのみを産生し、AmpC過剰産生株
が疑われた。PCR法により、すべての株でAmpCの
遺伝子CMY-2を確認。また、すべての株が140kb
のﾌﾟﾗｽﾐﾄﾞを保有。XbaⅠによるPFGEでは全株が
同じﾊﾟﾀｰﾝを示したが、BlnⅠでは農場間でわず
かに異なった。今回分離された .Newportは、ABS
、 、 、 、 、 、 、PC AMPC CEZ CXM SM TC CPに耐性を示し

その薬剤耐性ﾊﾟﾀｰﾝ、ﾌﾟﾗｽﾐﾄﾞﾌﾟﾛﾌｧｲﾙおよびPFGE
のﾊﾟﾀｰﾝは米国における報告と類似。今後、公衆
衛生面も含めて .Newportの動向に注意を要すS
る。

ELISA法を用いた牛のサルモネラ浸潤状況ELISA法を用いた牛のサルモネラ浸潤状況ELISA法を用いた牛のサルモネラ浸潤状況ELISA法を用いた牛のサルモネラ浸潤状況344
群馬県中部家保 中原大輔調査:調査:調査:調査:

多剤耐性 Newport(SN)による成牛Salmonella
のサルモネラ症が発生。分離SNの全菌体加熱抽
出抗原を用いたELISA法による血清抗体検査を検
。 、討 SN感染牛の平均OD値で有意な上昇を確認し

OD値0.5を陽性限界と設定。そこで浸潤状況調査
を管内8市町村、48戸の搾乳牛1838頭について、
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SNの全菌体およびTyphimurium (ST)のLPSに対す
る抗体検査を併せて実施。SNでは35戸190頭、ST
では4戸7頭が陽性を示した。飼養頭数に対する
陽性率10％以上の農場はSNで14戸。そのうち9戸
に対して概要を説明し、疾病発生状況、環境か
らのサルモネラ分離、飼養衛生管理基準に基づ
き農場の衛生状況調査を実施。全農場において
臨床症状は確認されず、サルモネラ分離も陰性
だったが、管理基準はあまり満たしていなかっ
た。今後も本法によるスクリーニングを農家へ
の疾病対策と衛生指導に有効活用し、畜産物の
安全性のために寄与したい。

搾乳牛に発生した 感搾乳牛に発生した 感搾乳牛に発生した 感搾乳牛に発生した 感345 SalmonellaSalmonellaSalmonellaSalmonella NewportNewportNewportNewport
千葉県南部家保 村杉真樹、稲毛幹雄染症：染症：染症：染症：

2004年1月21日、40頭を飼養する酪農家で9歳
の搾乳牛１頭が発熱、乳量低下、血便を伴う水
様性下痢を示し、アンピシリンに反応せず、起
立不能になり8日後廃用された。その2日後、初
発牛と対尻に位置する4歳の搾乳牛1頭が同様の
症状を示したため病性鑑定を実施した。粘血便
から Newport（SN）が10 CFU/g分離Salmonella ７

。 。された ホスホマイシン投与で症状は改善した
分離SNはアンピシリン、ストレプトマイシン等
に耐性を示した。1ヶ月後の糞便検査で病鑑牛を
含め同居牛に排菌はみられなかった。分離SNを
抗原とした試験管凝集反応で、検出された抗体
はすべて2ME感受性を示した。以上から発症牛に
よりSNが農場に蔓延したこと、SNの起病性が低
いことが推察された。排菌による感染防止のた
め定期的な消毒を実施し、その後の発生はみて
いない。発生1年後の同居牛糞便及び環境材料か
らSNは分離されていない。

搾乳牛に発生した Typhimurium搾乳牛に発生した Typhimurium搾乳牛に発生した Typhimurium搾乳牛に発生した Typhimurium346 SalmonellaSalmonellaSalmonellaSalmonella
：神奈川県県央家保 後藤佐感染症とその対応感染症とその対応感染症とその対応感染症とその対応

知子、木村進
搾乳牛79頭飼養の酪農家で、 TyphSalmonella

imurium（以下、ST）感染症が発生。平成16年5
（ 、 ） 。月27日に診療獣医師 以下 Vet から検診依頼

搾乳牛5頭の下痢便から多剤耐性のSTを分離、ST
感染症と診断。全頭検査で、55.6％の牛に保菌
を確認。以下、家保の対応。清浄化対策：感受
性薬剤による治療、生菌製剤の全頭投与、農場
内の徹底した清掃及び消毒、野生鳥獣の侵入防
止、作業者の分業、関係者以外の立入制限を指
示。まん延防止対策：集乳車の洗浄及び消毒の
徹底、農協等が牛舎内に立入る場合には、防疫
服、専用長靴、ゴム手袋の着用励行、近隣酪農
家に踏込み消毒槽の設置等を指示。一方、併せ
て 「家畜保健衛生だより」を作成し、管内の牛、
飼養者に情報提供。以上の結果、月１回の継続
検査で、2回連続して全頭陰性を確認、清浄化を
達成した。この間、本病による死亡牛は1頭もな
し。今回、一酪農家のサルモネラ症の発生を契
機に地域の衛生意識の向上につながった。

管内S農場で発生した牛のサルモネラ症対管内S農場で発生した牛のサルモネラ症対管内S農場で発生した牛のサルモネラ症対管内S農場で発生した牛のサルモネラ症対347
：山梨県東部家保 山中克哉、名執裕仁策策策策
平成16年8月、管内酪農家S農場において、下

痢、発熱を主徴とする牛が確認され、4頭の糞便
Salについて病性鑑定を実施。すべての検体から

が高い菌数で分離。共済獣医師とmonella Hadar
協力して発症牛の抗生物質による治療及び飼養
牛全頭に生菌剤の投与を行うとともに、飼養牛

、 。全頭 農場環境についてサルモネラ検査を実施
検査の結果43頭中30頭、環境材料7検体中3検体
でサルモネラが分離され、農場全体がサルモネ
ラに汚染されていることが判明。農場内の逆性

。 、 、石鹸及び消石灰による消毒を実施 家保 共済
農場主、農協の4者で対策について協議し、発生
農場の経営状態を考慮した無理のない対策を講
じることとした。直近の全頭検査では飼養牛46
頭中2頭陽性。今回の問題点として、農場構造お
よび経営状態により積極的な対策を実施するこ
とが出来ず清浄化に時間を要していること、監
視伝染病以外の伝染病が発生した場合の対応の
難しさなどが挙げられる。

：山梨県東348 乳用牛に発生したサルモネラ症乳用牛に発生したサルモネラ症乳用牛に発生したサルモネラ症乳用牛に発生したサルモネラ症
部家保 塩澤淳子、深沢矢利
平成16年11月、飼養頭数45頭の酪農家Y農場の

成牛が下痢を発症。下痢発症牛および発症歴の
あった搾乳牛8頭の糞便を検査したところ6頭か
ら Typhimurium(ST)を分離。分離菌Salmonella
はセファゾリン、セフロキシム、ホスホマイシ
ンに感受性を示したが、多剤耐性。直ちに飼養
牛全頭の糞便と、畜舎内外の汚染状況確認検査
を行った。排菌牛は45頭中27頭、畜舎内の汚染
も確認。その後、排菌牛の隔離、生菌剤投与、
牛舎内の洗浄、消毒を行うとともに、ST抗体検

（ ）。 、査を実施 陽性率76 抗体検査結果等を基に％
飼養者、診療獣医師、当家保でワクチンの使用
を検討、投与。19日後の全頭検査では、排菌牛2
7頭が、10頭に減少、環境の汚染レベルも低下。
今後も清浄化確認まで追跡検査および定期的な
畜舎消毒を継続。なお、侵入経路の特定はでき
なかった。

酪農家における成牛型サルモネラ症の発生酪農家における成牛型サルモネラ症の発生酪農家における成牛型サルモネラ症の発生酪農家における成牛型サルモネラ症の発生349
：新潟県中央家保 後藤靖行、仲山美樹と対策と対策と対策と対策

子
36 16乳用牛 頭飼養の酪農家において、平成

年 月 日に搾乳牛 頭が発熱及び泥状下痢を6 10 1
6 15 6 16呈したため加療するも 月 日に死亡。 月

日に同居牛 頭に同様の症状がみられ、糞便か4
ら （ ）を分離、牛サSalmonella Typhimurium ST

6 23 9ルモネラ症と診断 月 日までに初発牛含め。
頭発症。うち 頭が 月 日に死亡、病理組織1 6 24
学的検査で腸管に粘膜上皮の変性と水腫、腸間
膜リンパ節の壊死性リンパ節炎を確認。汚染状
況調査で、糞便 頭中 頭及び環境 か所中35 21 12
か所から を分離。糞便中の菌量は、死亡牛7 ST
以上、発症牛 ～ 、未発症牛 ～10 /g 10 10 /g 108 2 6 2

。関係者と早期清浄化の対策を協議し、生10 /g4

乳の出荷停止とともに全頭にエンロフロキサシ
ン製剤及び生菌剤の投与、消毒の徹底、踏込消
毒槽の設置、給与用の桶を設置するなど飼料給
与方法の変更、ネズミの駆除等を指導。対策後
は死亡牛を除く発症牛 頭は 月 日までに回7 6 26
復、 月 日に糞便及び環境とも 分離され7 26 ST
ず、 月 日の検査でも清浄を維持。10 6



- 64 -

血便を呈した搾乳牛から分離された血便を呈した搾乳牛から分離された血便を呈した搾乳牛から分離された血便を呈した搾乳牛から分離された350
の発生農場内での清浄化対の発生農場内での清浄化対の発生農場内での清浄化対の発生農場内での清浄化対Salmonella Saintpaul

：福井県嶺南家保 加藤信正、倉谷長太夫策策策策
Salmonella血便を呈した搾乳牛 頭から3

（Ｓ菌）を分離。発生農場の汚染状況Saintpaul
を調査した結果、同居牛 ％（ ／ 、58.5 24 41）
環境 ％（９／ ）からＳ菌を分離。清浄75.0 12
化対策として消毒薬（塩素系消毒薬・消石灰）
の散布、生菌製剤の投与などを実施。２ヶ月後
には、同居牛の汚染率は ％（１／ ）に低2.5 40
下。その間、発症牛の再発や子牛を含む他の同
居牛の発症を認めなかった。牛舎内の埃や餌槽
残渣からは継続して分離され、牛舎内環境の汚
染率は、 ％（４／８）と高率。感染時期や50.0
感染経路については特定できなかった。家族へ
の感染を防止するために、帰宅時の作業衣の交
、 。換 洗顔や手指などの消毒の徹底を併せて指導

血便を呈した搾乳牛から分離された血便を呈した搾乳牛から分離された血便を呈した搾乳牛から分離された血便を呈した搾乳牛から分離された351
：福井Salmonella Saintpaulの性状と疫学的考察の性状と疫学的考察の性状と疫学的考察の性状と疫学的考察

県家保 朝倉裕樹、加藤信正
平成16年9月初旬、搾乳牛が血便を呈し、

（ ）を分離、隣接農場かSalmonella Saintpaul S.S
らも を分離。2農場から分離された 7株S.S S.S
について、性状検査と疫学的検討を実施。生化

、 （ 、 、 、 、 、 、学性状 11薬剤 ABPC CEZ SM KM GM OTC
CP、OFLX、ERFX、NA、ST、SDMX）による薬剤感

、 、 、受性試験 プラスミドプロファイル分画 XbaⅠ
BlnⅠを用いたパルスフィールドゲル電気泳動法
の泳動パターン一致から 分離された株は同一で,
あると推察。

S a l m o n e l l a3 5 2 乳 牛 に 発 生 し た乳 牛 に 発 生 し た乳 牛 に 発 生 し た乳 牛 に 発 生 し た
：徳島県徳島家保Typhimurium(S.T)感染症感染症感染症感染症

大西克彦、山田みちる
年 月､ 頭規模の酪農家において４歳2004 4 50

の搾乳牛が分娩後に発熱、呼吸器症状、下痢を
、 。 、呈し １週間後に死亡 解剖所見は脳軟膜混濁

胸腔内出血、心臓内外膜の出血、肺の出血及び
小葉間気腫、肝臓の黄疸、小腸粘膜の点状出血
～潰瘍等が見られた。細菌検査では主要臓器及
び気管拭い液、腸内容から が、脳･心臓･肺･S.T
肝臓から を分離。病理組織検Streptococcus bovis
査により全身臓器にサルモネラの増殖像がみら
れたことから の敗血症と診断。 の薬剤S.T S.T
感受性試験ではアンピシリン、カナマイシン、

1テトラサイクリンに耐性を示した 同居牛では。
頭に発熱が見られた他は目立った臨床症状は見
られなかったが、糞便を検査したところ 頭か19
ら が分離された。発症牛にオルビフロキサS.T
シン、全頭に生菌製剤投与を行ったところ分離
頭数は 日後には 頭、 日後には 頭に減17 10 31 1
少。

大規模酪農家での牛サルモネラ症の発生と大規模酪農家での牛サルモネラ症の発生と大規模酪農家での牛サルモネラ症の発生と大規模酪農家での牛サルモネラ症の発生と353
：佐賀県中部家保 大澤光慶、宮本全対策対策対策対策

平成 年 月 日、成牛 頭を飼養する15 10 27 184
酪農家で牛サルモネラ症が発生。当所、役場、
担当獣医師等関係者で対策会議を開催。本病の

Salmonella清 浄 化 に 向 け 、 ① 分 離 さ れ た
( )の薬剤感受性試験に基づく抗Typhimurium ST

生物質治療。②新築哺育舎での隔壁を設けた新

生子牛の単独飼育。③導入牛の一時隔離や既存
牛も含めた個体管理の徹底。④牛舎等環境の消
毒徹底。以上 点を指導した結果、平成 年１4 16
月 日に発生が終息。しかし、当該農場は大規15
模のフリーバーン牛舎のため、大量のふん尿堆
積敷料を撤去できず、 が常在化。今後は、①ST

。 、健康で丈夫な子牛の生産 ②発症牛の早期発見
ST早期治療 ③定期的な牛床の消毒 ④飼養牛の。 。

排菌状況確認検査の継続。⑤運搬車輌の消毒徹
底と専用の作業着や長靴の着用等の農場外への
汚染拡大防止対策。⑥ミルカー・パイプライン
の定期的な分解清掃と消毒の徹底。以上 点を6
重点的に指導。

プロバイオティクス主体による牛サルモネプロバイオティクス主体による牛サルモネプロバイオティクス主体による牛サルモネプロバイオティクス主体による牛サルモネ354
：大分県宇佐家保 森学ラ症の対策ラ症の対策ラ症の対策ラ症の対策

成牛 頭、子牛 頭を飼養している肉用牛58 23
繁殖農家において、 年 月に子牛舎の子牛2003 7
が軟便や下痢そして血便を呈する。病性鑑定の
結果、 Dublin(SD)による牛サルモネSallmonela
ラ症と診断。抗菌性物質の子牛全頭投与や畜舎
消毒等といった牛サルモネラ症の従来型の対策
に加え、プロバイオティクス投与および寄生虫
の予防的駆虫といった牛群や他の疾病にも目を
向けた対策を実施。 年 月まで計７回の子2004 3
牛舎の全頭検査を実施したが、 は分離されてSD
いない。また、線虫とコクシジウムは検出率が

、 。 、確実に減少し 糞便性状も改善 また発生以降
市場出荷子牛の１日当り増体量( )が低下したDG
が、その後は増加傾向を示した。つまり、各種
改善が図られ早期に の排菌を抑え、また維SD
持することができ、それにともない子牛の発育
も改善傾向が見受けられたものと思われる。な
お、検査終了後も各種対策は引き続き実施中。

ウシ乳房炎由来 と飼ウシ乳房炎由来 と飼ウシ乳房炎由来 と飼ウシ乳房炎由来 と飼355 Streptococcus canisStreptococcus canisStreptococcus canisStreptococcus canis
：青森県弘前家保 原育動物由来株の性状比較育動物由来株の性状比較育動物由来株の性状比較育動物由来株の性状比較

園子、阿部知行
Streptococ管内A農家の乳房炎罹患牛3頭から

を分離。他の飼育動物からの感染をcus canis
疑いA農家の飼育動物と環境、近隣酪農家2戸及
び一般家庭の飼育動物を検査。イヌ3頭、ネコ2
頭から同菌を分離。同時期に病理解剖したアラ
イグマ2頭由来株と合わせ、13株の生化学的性状
検査を実施。今回の調査でイヌ、ネコが本菌を
保菌する事が判明。共通性状はβ溶血性、6.5％
NaCl加BHIブイヨン発育陰性、CAMPテスト陽性、

、 。ヒアルロニダーゼ非産生 Lancefield血清型G群
A農家のウシ3頭と同農家のイヌ肛門粘膜由来株
は生化学的性状が一致し、OTCに耐性。 その他
の動物由来株はOTCに感受性。A農家のイヌ唾液
株及び一般家庭のイヌ並びにアライグマ由来株

。 。はDNase産生 イヌ唾液由来株はプラスミド保有
A農家の乳房炎は飼育イヌを感染源としたと推
察。今後A農家に対して定期的な乳房炎診断と搾
乳衛生管理指導を実施、他の酪農家に対しては

。飼育動物が乳房炎の感染源となり得る事を啓蒙

乳質改善指導における乳房炎乳の細菌検査乳質改善指導における乳房炎乳の細菌検査乳質改善指導における乳房炎乳の細菌検査乳質改善指導における乳房炎乳の細菌検査356
：山梨県西部家保 渡辺真一、小田切美男結果結果結果結果

県内の生乳体細胞数が高いことを憂慮した県
酪農業協同組合が平成16年11月より実施した乳
質改善指導について、当所はNOSAI山梨家畜診療
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所とともに協力を行った。三者により、今年度
上半期平均体細胞数が50万個/ml以上であった8
農家を対象に搾乳立ち会いを実施し、搾乳手順
の確認および改善指導を行うとともに、うち7農
家では全頭にPLテスターを用い乳房炎検査を実
施した。陽性分房率は21.8%（115/527 、陽性牛）
率は46.5%（66/142）であった。当所にて乳房炎
乳の細菌検査を行い 2、 （Staphylococcus aureus

Streptococcus agalactiae Stre4株 、 （10株 、） ）
(5株)等を分離した（全ptococcus dysgalactiae

78株分離 。薬剤感受性試験はほとんどの株が基）
本的な薬剤に感受性であった。この結果を踏ま
え三者で検討を行い、引き続き改善指導を行っ
ていく

管内酪農家における乳汁中の細菌及び酵母管内酪農家における乳汁中の細菌及び酵母管内酪農家における乳汁中の細菌及び酵母管内酪農家における乳汁中の細菌及び酵母357
：福島県会津家保 壁様真菌の分離状況と考察様真菌の分離状況と考察様真菌の分離状況と考察様真菌の分離状況と考察

谷昌彦
乳房炎は乳用牛死廃事故の原因として大きな

割合を占め、乳質の悪化等により生産性の低下
を招くなど酪農経営上最も大きな問題である。
乳房炎の原因菌として黄色ブドウ球菌（SA）な
どのいわゆる伝染性乳房炎に着目する傾向にあ
るが臨床現場の獣医師から真菌の関与が疑われ
る症例についても耳にする。このような状況か
ら今後の乳房炎対策の一助とするためSAなどと
併せて酵母様真菌の汚染状況を把握する目的で
基礎的調査を実施、概要を報告。調査は農家9戸
の乳房炎罹患牛5頭、乳房炎歴のある牛11頭、健
康牛25頭について実施、コアグラーゼ陰性ブド
ウ球菌 CNS 9戸22頭 53.7％ SA4戸8頭 19.（ ） （ ）、 （
5％ 、酵母様真菌5戸7頭（17.1％）で分離。酵）
母様真菌はSA、CNSと同様に広く浸潤している傾
向。農場により酵母様真菌が乳房炎に関与して
いる可能性が示唆。今後例数を増やし農場別の

。汚染状況把握し農場にあった乳房炎対策を検討

：358 一酪農家におけるプロトセカ集団感染例一酪農家におけるプロトセカ集団感染例一酪農家におけるプロトセカ集団感染例一酪農家におけるプロトセカ集団感染例
福島県県南家保 青田実生
管内の一酪農家において、抗生物質による治

療に反応しない難治性乳房炎が多数発生。診療
獣医師より病性鑑定依頼。乳汁検査の結果、藻
類様菌を分離。分離菌は発育したコロニーの形

。態及びグラム染色性によりPrototheca属と判明
105頭中38頭（36.2%）が乳房炎に罹患し、その
内14頭（36.8%）からPrototheca属を分離。薬剤
感受性試験では、KMで若干の感受性を示したが
治療に反応しなかった。当農家での体細胞数推
移で、平成１６年１月から増加傾向にあること
からそれ以前に感染を受けたと推察。今回、感
染源特定のため、牛舎内外で用いられた利用水
である堀の水を培養したが分離陰性。疫学的感
染源は特定できなかったものの、堀の水の使用
中止、上水へ切り替えるよう指導。併せて罹患
牛は罹患分房の盲乳又は廃用、使用する器材の
消毒を指導。結果、乳房炎罹患頭数は減少し、
農家の経営意欲は回復した。

：埼玉県川越家保359 乳汁細菌検査手順の見直乳汁細菌検査手順の見直乳汁細菌検査手順の見直乳汁細菌検査手順の見直
原裕、春日政夫
個体乳検査の簡素化、 分離率向上を目的とSA

した検査手順を検討。①被検乳汁の遠心分離沈

渣を卵黄加マンニット食塩培地( )及び 羊EM 5%
血液寒天培地( )で培養。 のみで 分離BA EM SA
例あり。 では共雑細菌の影響で 分離不可BA SA
例あり。②無希釈乳汁を 及びフェニルエチBA

BA PEA PEA BAルアルコール加 で培養 では（ ） 。
に比べ大きい溶血を観察し、観察時間を早める
ことで共雑細菌の影響を低減。③ 分離用フSA
ィルム状培地使用を検討し、①の結果との食い
違いを確認。以上より、個体乳 検査には、SA
遠心分離沈渣を用いた による培養及び無希EM
釈乳汁を用いた による培養で、培地使用枚PEA
数を低減し 分離率を向上を確認。SA

乳房炎起因菌の薬剤感受性検査成績におけ乳房炎起因菌の薬剤感受性検査成績におけ乳房炎起因菌の薬剤感受性検査成績におけ乳房炎起因菌の薬剤感受性検査成績におけ360
：島根県江津家保 坂本洋一、板倉悟る一考察る一考察る一考察る一考察

NCCLS準拠ディスク法の中で判定基準がない感
受性ディスクについて、独自の判定基準を設け
ることを検討。材料は主要乳房炎起因菌114株(C
NS56株、col-iform25株、OS33株)を用いた。各
菌について昭和ディスクとNCCLS準拠ディスク法
で使用するSNディスクを用いて阻止円直径を算

。 、出し相関の有無を調べた 菌種別にCNSではABPC
、 、 、 、 、 、 、 、PCG MDIPC CEZ CXM SM FRM KM OTCの9種

coliformではCEZ、CXM、FRMの3種、OSではPCG、
CEZ、CXM、SM、FRM、OTCの6種、計18種について
相関を認めた。これまでNCCLS準拠ディスク法で
判定基準の設けられていなかったCNSのSM、OSの
ABPC、PCG、CEZ、CXM、SM、KMの7種のうち相関
が認められたCNSのSM、OSのPCG、CEZ、CXM、SM
の5種でそれぞれについて昭和ディスクの判定基
準表にあてはめる独自の判定基準を設けた。

乳用牛乳汁由来黄色ブドウ球菌の薬剤感受乳用牛乳汁由来黄色ブドウ球菌の薬剤感受乳用牛乳汁由来黄色ブドウ球菌の薬剤感受乳用牛乳汁由来黄色ブドウ球菌の薬剤感受361
：島根県家衛研 大元隆夫、船木博性試験成績性試験成績性試験成績性試験成績

史
黄色ブドウ球菌( )は、乳房炎の主要なS.aureus

病原菌であり、本菌による乳房炎の防除対策が
課題となっている。今回、島根県ならびに北海
道十勝地方の酪農家 戸から分離された36

株を材料として薬剤感受性試験を実S.aureus46
施した。ｱﾝﾋﾟｼﾘﾝ、ｾﾌｧｿﾞﾘﾝ、ｸﾛﾗﾑﾌｪﾆｺｰﾙ、ｴﾘｽﾛﾏ
ｲｼﾝ、ｶﾅﾏｲｼﾝ、ﾅﾘｼﾞｸｽ酸、ｵﾌﾛｷｻｼﾝ、ｵｷｼﾃﾛﾄﾗｻｲｸﾘ
ﾝおよびｽﾙﾌｧｼﾞﾒﾄｷｼﾝの９薬剤について最小発育
阻止濃度( )を測定した。その結果、臨床でMIC
実際に使用する薬剤については、ｱﾝﾋﾟｼﾘﾝに対し
３株、ｴﾘｽﾛﾏｲｼﾝに対し２株、ｵｷｼﾃﾄﾗｻｲｸﾘﾝに対し
１株で μ 以上の を認めた以外は32 g/mL MIC
高度な耐性を示す株は認めなかった。
各薬剤に対する の平均値を分離地域毎にMIC

比較すると島根県分離株が 、 、 、ABPC CEZ EM
、 で北海道分離株よりやや高い値であNA OFLX

ったが、ほぼ同様の傾向を認めた。また、各種
性状による感受性の違いも認めなかった。

広島362 敷料改善による大腸菌性乳房炎防除：敷料改善による大腸菌性乳房炎防除：敷料改善による大腸菌性乳房炎防除：敷料改善による大腸菌性乳房炎防除：
県備北家保 石田恭子、城田圭子
大腸菌性乳房炎の発生する危険性の低い敷料

を検討するため、敷料からの大腸菌群（CO）の
分離・消石灰添加試験を実施。CO分離は、使用
前の敷料26検体について実施。未処理のオガク
ズ4検体、消石灰を3～50日前に添加したオガク
ズ9検体、バーク5検体からCOを分離。バークか
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らは平均115万CFU/ｇと多数分離。戻し堆肥は１
検体を除き非分離。消石灰添加試験方法は使用
前のオガクズあるいはバークに消石灰を5％添加
後、経時的にCOを分離。オガクズは添加30分後
には分離しないが2日後は分離。消石灰添加によ
る消毒効果の持続は1日程度と考えた。バークか
らは添加後も分離。以上のことから、乳房炎発
生の危険性は消石灰添加後30分から1日までのオ
ガクズ・戻し堆肥で低く、バークは高いと考え
。 、 。た 以上のことを基に 農家に対し指導を実施

：山口県363 乳汁由来 の性状と対策乳汁由来 の性状と対策乳汁由来 の性状と対策乳汁由来 の性状と対策S.aureus
西部家保 引田久美子、澤野希
管内 農家で、搾乳牛全頭の乳汁及び搾乳器A

具からの菌分離を試み、搾乳牛 頭中 頭及58 23
び搾乳器具 検体から 株の （ )を3 80 SaS.aureus

。 。分離 を分離した個体は体細胞数が高い傾向Sa
分離 のうち 株についてエンテロトキシンSa 26
（ ) ～ 型及びトキシックショックシンドロSE A I
ームトキシン ( )遺伝子検査、また薬剤-1 TSST-1
感受性試験を実施。比較のため 農家以外の乳A

Sa14 SE TSST-1房炎乳から分離した 株でも 及び
遺伝子検査を実施。 農家由来 は 及びA Sa SE

遺伝子を保有せず、 農家以外の乳房炎TSST-1 A
乳由来 では 株が 型、 株が 型Sa 2 SEI 1 SED,G,I
を保有。薬剤感受性試験ではストレプトマイシ

。 、ンで耐性株が多く見られた 家保は共済獣医師
県酪獣医師、畜主と 対策を検討し、 陽性Sa Sa
牛群の分別管理、搾乳手順見直し、乾乳期治療
薬の変更等の対策を実施中。清浄化を目指し、
対策を長期継続する必要あり。また、生乳の安
全性確保のため乳汁から を分離した際にはSa
及び 遺伝子検査の実施も必要。SE TSST-1

管内の酪農家における乳房炎の発生と対策管内の酪農家における乳房炎の発生と対策管内の酪農家における乳房炎の発生と対策管内の酪農家における乳房炎の発生と対策364
：高知県中央家保嶺北支所 岡本令～その2～～その2～～その2～～その2～

奈、高岡和広
平成15年、 (SA)によるStaphylococcus aureus

乳房炎が多発した一酪農家において、対策を継
続した結果一定の成果を挙げたので報告する。
回(のべ 頭)の乳汁検査を実施し、 テ3 390 PL

スト陽性及び体細胞数 万 以上の乳汁につ20 /ml
いて細菌検査を行った。また、搾乳衛生向上の
ため搾乳立会・勉強会も実施。
結果、 陽性率 (昨年 )、体細胞PL 13.8% 23.4%

数 万 以上 。分離菌については、コ20 /ml 31.1%
アグラーゼ陰性ブドウ球菌 ( ) 、CNS 14.4%

、 、 。SA5.6% 1.5% 1.3%桿菌 その他の球菌 の割合
は昨年の に対して減少。また でのSA 11.9% SA

OTC EM KM CZ TS薬剤感受性は ・ ・ で低く、 ･
では高かった。
難治性複数分房感染牛の淘汰、適切な治療及

び酪農家の問題意識と改善意欲の向上が 感SA
染牛の減少につながった。今後は搾乳施設の衛
生管理を徹底、カウコンフォートに留意した飼
養管理を行う予定。また、 を危険因子としたSA

方式導入を目指したいとの要望もでてHACCP
いる。

：大分県宇365 2豊州牛群検定組合 年目の取組豊州牛群検定組合 年目の取組豊州牛群検定組合 年目の取組豊州牛群検定組合 年目の取組
佐家保 河野宣彦、中西年治
豊州牛群検定組合において生産性向上を目指

した取組を行うとともに、濃密指導農家を選定
しプロバイオティクス投与効果を検討。前年度
は、バルク乳の検査を中心に体細胞数の減少等
を図ったが、今年度は勉強会で新たに繁殖障害
の話を中心に行い、空胎期間の短縮を目指し取
組を実施し、 年度までは 戸中 戸のみの15 10 1
巡回指導が、 年度には 戸に増加。また、個16 5
体乳検査でかなりの確率で大腸菌、黄色ブドウ
球菌が検出された 牧場（搾乳牛 頭）を濃A 78
密指導農家に設定しプロバイオティクスを全頭
投与して乳房炎対策の効果と子牛や育成を含め
た微生物叢の経時的変化を検討。その結果、投
与前後で搾乳牛 頭当たりの総乳量が増える傾1
向がみられ、黄色ブドウ球菌を排菌する頭数が
減少。微生物叢は、大腸菌である程度抑制効果
がみられた。今後、他の畜種での効果や寄生虫
への影響等検査の幅を広げ生産性の向上が認め
られるか検討していきたい。

：366 マイコプラズマ性乳房炎の浸潤状況調査マイコプラズマ性乳房炎の浸潤状況調査マイコプラズマ性乳房炎の浸潤状況調査マイコプラズマ性乳房炎の浸潤状況調査
静岡県東部家保富士分室 森比佐子、天野忍
管内のA酪農家でH14年12月に泌乳量が突然激

減、一般細菌検査で原因菌分離されず、抗生物
質による治療効果が全く認められない急性乳房
炎が発生、その後マイコプラズマ性乳房炎であ
ることが判明。そこで、H15年11月及びH16年11
月の主要3農協分全戸のバルク乳を細菌培養によ

。 、 （ 、り調査 結果 H15年は全108戸中3戸 酪農家A
B、C）から、H16年は全107戸中1戸（酪農家A）
からマイコプラズマを分離。2年連続陽性であっ
たAではH16年3月に全頭検査を実施し183頭中7頭
の陽性牛を確認、内2頭を淘汰するも特に対策は
講じず乳房炎発症牛の治療により対応。陰転し
たBではH16年１月に全頭検査を実施、38頭中3頭
が陽性となり、内2頭を直ちに淘汰、1頭は治療
により陰転させ、その後廃用。同じく陰転したC
は特に対策を講じなかったが、比較的牛群更新
率が高かった。以上より、清浄化には潜在性乳
房炎牛の早期淘汰が最も効果的であることが示
唆された。

による乳房炎の発生：による乳房炎の発生：による乳房炎の発生：による乳房炎の発生：367 Mycoplasma bovis
福岡県中央家保 尾川寅太、大津尚子
本年 月、 頭を飼育する酪農家で乳房炎発4 54

生。発症牛 が 月末から、発症牛 は 月に1 3 2 4
初産後、漿液性乳汁排出。 頭 分房乳、同居2 6
牛 頭の乳汁を検査。発症牛 頭は鑑定殺後、52 2
病理解剖、細菌検査を実施。細菌検査は常法に
基づき実施、マイコプラズマ(マイコ)分離はム
チン寒天培地を供試。同定は生化学性状、発育
阻止試験等で実施。分離株は薬剤感受性試験を
実施し最小発育阻止濃度( )を測定。乳房上MIC
リンパ節等の著しい腫大を確認。発症牛 分房6
乳から 以上のマイコを分離、同居牛10 CFU/ml6

乳汁は分離陰性。乳房上リンパ節、関節腔等か
らマイコ分離、一般細菌分離陰性。全分離株を
Mycoplasma bovis M. bovis M. bovis( )と同定。抗
家兔血清を用いた免疫組織染色で乳腺等に陽性
抗原確認。 はチアムリン、エンロフロキサMIC
シンとも μ 。分離成績、免疫染色によ0.4 g/ml
る陽性抗原検出からマイコ性乳房炎と診断。発
症牛 への伝播はミルカーの共有によるものと2
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推察、早期摘発淘汰により終息。

による牛乳汁からのマイコプラズマによる牛乳汁からのマイコプラズマによる牛乳汁からのマイコプラズマによる牛乳汁からのマイコプラズマ368 PCR
沖縄県中央家保 柳田千夏、安里仁検出：検出：検出：検出：

マイコプラズマ感染による牛乳房炎は高い伝
染性と治療の困難性などから、伝染性乳房炎の
起因菌として注目されているが、県内では未だ
マイコプラズマ性乳房炎の存在そのものが十分
に把握されていない。そのため、 法によるPCR
乳汁からのマイコプラズマ検出を実施 ［材料］。
バルク乳； 検体( 農家)、臨床型乳房炎牛乳汁5 5
； 検体(６農家)、その他の搾乳汁； 検体20 100
( ４農家 )の計 検体 ［方法］ は125 PCR。
Mycoplasma bovis M bovigenitalium(Mbo) 、 ．

． ．(Mbg) (Mal)、 、及びM alkalescens M
が検出できる らの方法bovirhinis (Mbr) Hirose

と、 らによる の 法を併Pinnow Mbo Nested PCR
用 結果 法ではマイコプラズマ４菌種い。［ ］PCR
ずれも全て陰性だったが、 法ではバNested PCR
ルク乳５検体中１検体、およびその他の搾乳汁
検体中７検体で が検出され、本県にお100 Mbo

いて初めて乳汁におけるマイコプラズマの存在
が明らかとなった。今回検出されたマイコプラ
ズマは潜在性及び慢性乳房炎の原因として関与
している事が示唆された。

( . )による子牛の斜頚( . )による子牛の斜頚( . )による子牛の斜頚( . )による子牛の斜頚369 Mycoplasma bovis M bMycoplasma bovis M bMycoplasma bovis M bMycoplasma bovis M b
：愛知県西三河家保 川本隆之
県内の肉用牛農場で2004年4月から6月にかけ

導入した子牛の25%に耳下垂から斜頚を呈し、病
性鑑定の結果、 . による中耳炎と診断。鑑定殺M b
子牛ついては、細菌学的検査、病理学的検査を

Mycopla実施。同居子牛15頭は、鼻腔スワブから
分離、 血清抗体検査及び各種ウイルス血sma M.b

清抗体検査を実施。分離された に対し、液体M.b
培地希釈法により8薬剤（TS,TML,OTC,ERFX,LCM,
TP,FF,KM）を検査。左右中耳とその周辺組織か
ら が有意に分離。分離 に対する薬剤感受M.b M.b
性試験からTML, TP , FFに低感受性、LCMに高感
受性を認める。同居牛の鼻腔スワブから が１M.b
頭から分離されたが、同居牛の 血清抗体価のM.b
上昇は認められず。各種ウイルス抗体検査によ
、 。り RSVおよびBVDVの血清抗体価の上昇を認める

分離 の薬剤感受性成績により感受性のあるFFM.b
およびLCM投与による治療を実施。呼吸器5種混
ワクチン接種による牛群の呼吸器関連ウイルス

、 。のコントロールにより 清浄化を進めているM.b

Mycoplasma bovis(M.b)による肥育牛の化Mycoplasma bovis(M.b)による肥育牛の化Mycoplasma bovis(M.b)による肥育牛の化Mycoplasma bovis(M.b)による肥育牛の化370
：愛媛県西条家保 渡部正哉、膿性気管支肺炎膿性気管支肺炎膿性気管支肺炎膿性気管支肺炎

高橋敏方
2004年11月中頃より、約5ヶ月齢の肥育牛にお

いて、発熱、発咳、鼻汁漏出、食欲不振等を呈
する症例が多発。抗生物質を投与するも顕著な
効果を認めず、うち3頭が死亡したため病性鑑定
を実施。剖検所見：気管の充出血および泡沫液
の貯留、肺の癒着、肝変化、および多数の化膿
巣、肺門リンパの腫脹、充出血。細菌検査：鼻
腔スワブよりPasteurella multocida(P.m)、気
管、肺よりM.bを分離。病理組織検査：気管のう
っ血、充出血、粘膜上皮のはく離、細気管支内
に高度の好中球浸潤、肺で化膿性気管支肺炎、

肺膿瘍、肺胞内に好中球、マクロファージ、多
核巨細胞の浸潤。ウイルス抗体検査：IBR、BVD-
MD RSウイルスの抗体上昇認めず 以上より M.、 。 、
bによる化膿性気管支肺炎と診断。対策：M.b対
策としてマクロライド系薬剤の投与、二次感染
防止のためP.m感受性薬剤の投与、畜舎環境の改
善を指導し現在経過観察中。

哺育育成牛にみられたマイコプラズマ性中哺育育成牛にみられたマイコプラズマ性中哺育育成牛にみられたマイコプラズマ性中哺育育成牛にみられたマイコプラズマ性中371
：熊本県中央家保 村上美雪、濱田公男耳炎耳炎耳炎耳炎

2003 12 2004 9 2 2 4年 月～ 年 月 戸の生後 ～、
ヶ月齢の哺育育成牛に呼吸器症状および耳介下
垂などを呈する個体が散見したため病性鑑定を

。 （ 、実施 鼻腔スワブより )Mycoplasma bovis M.b
、 をMannheimia haemolytica Pasteurella multocida

分離。 ～ 日齢の血清を用いた の抗体12 200 M.b
検査では、 日前後での陽転を確認。血清中100
ビタミン 濃度は ～ とばらつA 19.7 165.6IU/dL
きが見られ、ビタミン 濃度は 頭中 頭でE 33 11

70 g/dL - 0.0欠乏値 μ 以下 β カロチン濃度が（ ）、
～ μ でほとんどの個体が正常値以下39.2 g/dL
であった。症状及び成績からマイコプラズマ性
肺炎および中耳炎と診断。発症要因として早期
離乳による母牛由来初乳の未摂取、群飼による
ストレス・栄養不足などが挙げられ、群全体的
な免疫力の低下がまん延を容易にしたと推測。
対策として有効薬剤の投与、発症牛の隔離飼育

初乳給与、スト等を行ったところ終息。今後、
レス軽減、適切な飼料給与による哺育育成システ
ムの構築が必要。

肥育農場における導入子牛の呼吸器病対策肥育農場における導入子牛の呼吸器病対策肥育農場における導入子牛の呼吸器病対策肥育農場における導入子牛の呼吸器病対策372
：山梨県西部家保 土橋宏司、望月洋（第１報（第１報（第１報（第１報））））

管内肉用牛農場において、肥育素牛が導入直
後から肺炎を呈し、難治性、慢性化する事例が
多発した。肥育素牛の導入時における肺炎起因
菌の感染有無、感染菌の薬剤感受性傾向を把握
し、治療・予防の参考とする目的で、導入毎に5
頭程度を抽出し検査した。細菌分離成績では、
気管洗浄液より （M.h）がManhemia haemolytica
5/22頭、 （P.m）が11/22Pasteurella multocida
頭分離された。薬剤感受性試験成績ではM.h、P.
m共にペニシリン系、セフェム系、キノロン系に
感受性を示したが、ストレプトマイシン、カナ
マイシン、チアンフェニコール、ST合剤では耐
性・感受性の低下が認められた。対策として、
導入直後のチルミコシン経口剤投与、肺炎罹患
牛への有効抗生物質による早期治療等を実施し
た結果、慢性化を呈する個体は減少した。今後
も検査を継続し、ワクチン接種等も視野に入れ
た効果的な感染防御対策を検討していく。

哺育育成農場におけるマンヘミアワクチン哺育育成農場におけるマンヘミアワクチン哺育育成農場におけるマンヘミアワクチン哺育育成農場におけるマンヘミアワクチン373
：鳥取県倉吉家保 中村耕太郎接種効果の検討接種効果の検討接種効果の検討接種効果の検討

肺炎が多発する哺育育成農場で、 月から導9
入後 カ月齢の子牛に順次、マンヘミアワクチ1
ンを接種し、その効果を検討。農場では 月以4
降、離乳後の子牛を中心に ウイルス、マイRS
コプラズマの浸潤による肺炎が多発。再発や重
症の化膿性肺炎を示す個体も多く、治療コスト
が嵩んでいた。ワクチン接種後の子牛は、離乳

、 、後に発熱 発咳を示す個体が散見されたものの
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肺炎が重篤化する例はなく、ペニシリン製剤に
よる治療により概ね改善。重度肺炎による発育
不良子牛の減少、治療費の軽減、肺炎事故への
不安解消が接種効果。農場ではマンヘミアワク
チンを肺炎対策の中心に位置づけ、継続使用す
る意向。

：長崎県県374 管内一酪農家での死亡多発事例管内一酪農家での死亡多発事例管内一酪農家での死亡多発事例管内一酪農家での死亡多発事例
北家保 川路陽美子、樽田嘉洋
平成16年３月に経産牛24頭飼養の酪農家で、

ほぼ全頭に泥状下痢、内数頭が呼吸器症状併発
し３頭死亡、発症牛８頭の鼻汁・糞便・ペア血
清を採材。治療後改善したが４月に再度３頭食
欲不振、内１頭が起立不能を呈し死亡。３、４
月に死亡した各１頭を症例１・２とし病性鑑定
を実施。剖検所見では共通して胸膜癒着と肺膿
瘍を確認。症例１で前葉～中葉の肝変化、後葉
の気腫、症例２で肺に小児頭大膿瘍、心臓は広
範囲に出血。病理組織所見では共通して線維素
性化膿性肺炎、症例２で多発性心筋炎を認む。

Mannheimia haemol細菌検査では肺から症例１で
症例２で を有意ytica、 Pasteurella multocida

に分離。ウイルス抗体検査で牛コロナウイルス
の関与を疑う。症例１は牛マンヘミア症、症例
２は多発性心筋炎を伴った牛パスツレラ症と診
断。発生要因として牛コロナウイルスの先行感
染や気候変動による飼育環境悪化を示唆。

病原性大腸菌（O157）保菌実態調査及び衛病原性大腸菌（O157）保菌実態調査及び衛病原性大腸菌（O157）保菌実態調査及び衛病原性大腸菌（O157）保菌実態調査及び衛375
:東京都家保 鈴木治雄、富田豊生指導生指導生指導生指導

平成13年度から3年間、都内の飼育牛について
O157の保菌実態調査及びO157検出農場への衛生
指導を実施。検査結果、平成13年度 14年度、検
出戸数１戸（同一農家 。平成15年度、検出戸数）
1戸。平成13年度の検出A農場及び平成15年度の
検出B農場について衛生指導を実施。A農場及びB
農場へは、給与飼料の改善として良質な乾草飼
料の多給及び生菌製剤投与とともに畜舎並びに
周辺の消毒の実施。見学者を受け入れる場合は
消毒施設の充実を図り手指の消毒の徹底を指導
した。0157はＡ農場では、平成14年６月以降未

。 、 。検出 Ｂ農場では 平成16年10月以降未検出

管内牛飼養農家の牛糞便由来病原性大腸菌管内牛飼養農家の牛糞便由来病原性大腸菌管内牛飼養農家の牛糞便由来病原性大腸菌管内牛飼養農家の牛糞便由来病原性大腸菌376
：大阪府北部家保 岡堂篤史、前検査実施状況検査実施状況検査実施状況検査実施状況

角高広
管内生産現場において平成 ～ 年に実施12 16

した検査・清浄化への取り組み状況の概要を報
告。 結果及び対応 管内牛飼養農家を対象に細[ ]

、 、 、 、 、菌検査を実施し 平成 年に各々12 15 16 A B
農家の牛で排菌を確認。それらの農家では飼C

養全頭の糞便検査により排菌状況を確認。全飼
養頭数に対する陽性率は 農家で 、 農A 35.6% B
家で 、 農家で 。特に 農家では飼2.2% C 4.4% A
養衛生管理に問題があり、汚染がまん延しやす
い状態であり高い陽性率を示す。各検出農家に
対し、飼養衛生管理の改善及び全頭への生菌剤
投与を指導。 農家ではすでにまん延状態であA
り清浄化に ヶ月要す。 ・ 農家では限局的6 B C
な排菌であり、 ～ ヶ月で清浄化。 今後の方2 4 [
針 各事例とも清浄化されたが、期間を要すこと]
から、今後は農場の排菌・汚染状況に応じ、よ

り短期間で有効な対策の検討と共に、飼養衛生
管理基準の遵守を指導。

腸管接着性微絨毛消滅性大腸菌( )と腸管接着性微絨毛消滅性大腸菌( )と腸管接着性微絨毛消滅性大腸菌( )と腸管接着性微絨毛消滅性大腸菌( )と377 AEEC
コクシジウムの混合感染による肉用子牛の死亡コクシジウムの混合感染による肉用子牛の死亡コクシジウムの混合感染による肉用子牛の死亡コクシジウムの混合感染による肉用子牛の死亡
：沖縄県北部家保 久高将雪、大城 聡例例例例

【材料と方法】死亡子牛 頭と同居牛 頭分の1 21
糞便を供試 細菌学的検査は常法による分離培1.
養、 による分離大腸菌の 、 、 遺PCR VT Aeae hly
伝子の検査、 群および 血清型別検査、線毛0 H
抗原検査、薬剤感受性試験 ウイルス学的検査2.
はロタウイルス検査 寄生虫学的検査は直接塗3.
沫 病理学的検査は剖検後常法にて組織学的検4.
査、 法、電子顕微鏡にて 病変の有無をSAB AE
確認 【成績】 細菌学的検査にて死亡個体の回。 1.

3 O26:H11 VT1腸 盲腸 結腸由来の 株が血清型、 、 、
A 13陽性、 、 陽性、薬剤感受性試験にてeae hly

2. 3.種の抗生剤に高感受性 ロタウイルスは陰性。
コクシジウムオーシストが多数確認。 剖検所4.
見にて空回腸・盲腸の粘膜充血等が確認、組織
学的にコクシジウムの寄生を伴う腸粘膜の剥離
と桿菌の付着が認められたカタル性の腸炎と診
断。 法では粘膜上皮に菌体と一致した陽性SAB
抗原と電子顕微鏡による 病変が確認 【浸潤AE 。

2 O26:H11 10 1状況調査】子牛 頭より ( 株)母牛
頭より ( 株)が分離。O157:H7 4

肥育牛でみられたＤ型毒素によるボツリヌ肥育牛でみられたＤ型毒素によるボツリヌ肥育牛でみられたＤ型毒素によるボツリヌ肥育牛でみられたＤ型毒素によるボツリヌ378
：神奈川県湘南家保 米持修、成井ス症の発生ス症の発生ス症の発生ス症の発生

淑昭
平成 年 月、肥育牛 頭を飼養する一16 10 555

、 、肥育経営農場で ～ ヶ月齢の交雑種 頭が6 8 23
起立不能、食欲廃絶及び呼吸速拍等を呈し、治
療に反応せず、うち 頭が発症後一両日中に死17
亡。発生は牛舎四棟中、一棟に限局。管内では
四例目の発生。死亡牛 頭、発症牛 頭、発症2 2
牛の直腸便 検体並びに飼料等環境材料 検体8 12
の計 検体について病性鑑定を実施。マウス接24

Clos種法及びＰＣＲにより直腸便等 検体から12
（ボツリヌス菌）Ｄ型毒素tridium botulinum

遺伝子を検出、ボツリヌス症と診断。感染経路
は不明。細菌、ウイルス、寄生虫及び血液生化
学的検査で特徴的な所見は認めず。病理学的検
査でも起立不能、死亡等につながる所見は認め
ず。農場に対し、敷料交換、牛舎消毒、飼料の
適正管理及び野鳥の侵入防止の徹底等を指導、
以後、発生を認めない。過去、周辺地域での河
川等の調査でボツリヌス菌は不検出。疫学的に
不明点多く、野鳥の保有状況調査を実施中。

：神奈川県病鑑379 ボツリヌスＤ型菌検査方法ボツリヌスＤ型菌検査方法ボツリヌスＤ型菌検査方法ボツリヌスＤ型菌検査方法
山本和明、柏木聰
当所ではボツリヌス症の診断は、菌分離が困

難なため培養上清をマウスに接種し毒素を証明
し、菌の存在を確認している。今回、 型毒素D
による牛ボツリヌス症に遭遇し、ボツリヌス菌
の検出率をあげるため、検出方法について検討
した。①発症牛の直腸便 例について培養前加8
熱処理（ ℃ 分）の有無による差を比較し70 15
たところ、加熱処理を行った検体は 例で毒7/8
素が証明されたが、非加熱は 例であった。0/8
②陽性検体 例について、 抽出キットを用7 DNA
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い でボツリヌス 型毒素産生遺伝子を検PCR D
索したところ、 例のみ特異的遺伝子を確認し1
た。③消化管の部位による検出率を比較するた
め第一胃から直腸まで各部位の内容について検
索を行ったところ、直腸便からのみ毒素が証明
された。以上のことから検出率を上げるために
は、直腸便を用い、培養前に加熱処理を行うこ
とが必要であった。 は 抽出の方法もPCR DNA
含め、検討の余地があった。

牛カンピロバクター症( )の発生と糞牛カンピロバクター症( )の発生と糞牛カンピロバクター症( )の発生と糞牛カンピロバクター症( )の発生と糞380 BGC
：青森県十便からの の分離便からの の分離便からの の分離便からの の分離Campylobacter fetus

和田家保 杉本裕美、眞山隆
平成 年種畜衛生検査で肉牛一貫経営・自然16

Campylobacter fetus交配農場の種雄牛 頭から1
（ ）が分離され と診断。発subsp. BGCfetus C.f.f

生後要綱に基づき対応。膣粘液凝集反応は発生
時 頭中陽性 頭、疑陽性 頭、陰性 頭。46 5 8 33
そ の 後 防 疫 措 置 に よ り 陰 転 。 膣 粘 液

( )分離陰性、受胎率低下なCampylobacter fetus C.f
し、繁殖雌牛の清浄性確認。本菌の浸潤状況把
握し清浄性維持のため発生農場及び非発生農場

。 、の糞便 分離率調査 発生農場繁殖雌牛陰性C.f
子牛 で 分離。非発生農場繁殖雌牛陰11.4% C.f.f
性、子牛 で 分離。疫学調査のため上2.7% C.f.f
記分離株及び管外患畜 株間で 相同性C.f.f DNA
比較。患畜と発生農場子牛糞便株間で解読した
塩基配列一致、非発生農場子牛糞便株及び管外
患畜株とは相違。本菌は子牛腸管から広く分離
されるが、発生農場は非発生農場より分離率が
高く、患畜株と発生農場子牛糞便株に疫学的関
連性が示唆。本菌は経口感染も成立するため、
清浄性維持には定期的細菌学的検査と衛生対策
が重要。

Ａ型及びＣ型がＡ型及びＣ型がＡ型及びＣ型がＡ型及びＣ型が381 Clostridium perfringensClostridium perfringensClostridium perfringensClostridium perfringens
：佐賀県中部家保 宮分離された子牛の突然死分離された子牛の突然死分離された子牛の突然死分離された子牛の突然死

本全、山下信雄
年 月 日、肥育素牛 頭飼養の農2003 10 3 300

場で、 カ月齢の子牛 頭が突然死したため、2.5 1
病性鑑定を実施。剖検所見で、腹囲膨満、腹水
貯留、十二指腸～結腸粘膜充出血、空腸～回腸
にピンク色液状物充満。病理組織所見で、小腸
粘膜上皮～粘膜下組織に軽度な粘膜の融解を伴
う大桿菌の侵入、好中球浸潤及び全層に充うっ
血。その他の臓器に著変は認められず。細菌検
査で、空腸内容から Ｃ型(Ｃ型菌)C. perfringens

８ ８4.0 10 cfu/g 1.8 10× 、 Ａ型 ×C. perfringens
分離。主要臓器、脳、腹水、粗飼料は有意cfu/g

菌分離陰性。また、同農場では９月にも同居牛
５頭が突然死していた。当該発生農場で粗悪な
粗飼料が給与され、牛は濃厚飼料に偏食。それ

C.により、腸管内の正常細菌叢が乱れ、
が異常増殖したものと思われた。なperfringens

お、牛でのＣ型菌分離については、国内では、
報告が見あたらなかったことから、本症例は子
牛の空腸内容からＣ型菌が分離された、国内で
は極めて珍しい症例と思われた。

が分離された肥育牛の疣が分離された肥育牛の疣が分離された肥育牛の疣が分離された肥育牛の疣382 Helcococcus ovisHelcococcus ovisHelcococcus ovisHelcococcus ovis
：贅性心内膜炎の症例と分離菌の細菌学的性状贅性心内膜炎の症例と分離菌の細菌学的性状贅性心内膜炎の症例と分離菌の細菌学的性状贅性心内膜炎の症例と分離菌の細菌学的性状

広島県東広島家保 森本和秀、久保田泰徳

症例：平成15年6月、肥育牛約250頭を飼養す
る肉用牛肥育農家で約15ヶ月齢のホルスタイン
種去勢牛が貧血を呈し死亡。病理解剖：右心の
三尖弁に直径7cmの白色腫瘤形成。病理組織所見

。：グラム陽性球菌の増殖を伴う疣贅性心内膜炎
細菌分離：腫瘤からグラム陽性球菌を純培養状

。 、に10 CFU/g分離 分離菌の性状等：通性嫌気性7

カタラーゼ陰性、非溶血性、16S rRNA遺伝子の
塩基配列は ( )と99.9％Helcococcus ovis H.ovis
一致。SDSポリアクリルアミドゲル電気泳動のパ
ターンは、 （石川県の肺炎由来株）とほH.ovis
ぼ一致。これらのことから分離菌を と同H.ovis
定。抗 免疫家兎血清（分離株使用）を用H.ovis
いた免疫組織化学染色で病変部の菌体に一致し
て陽性反応が認められた。我が国で初めて、牛

Helcococcus ovisの疣贅性心内膜炎の症例から
が分離された。

Histophilus somni(Haemophilus somnus)383
が分離された肉用牛の疣贅性心内膜炎の一症例が分離された肉用牛の疣贅性心内膜炎の一症例が分離された肉用牛の疣贅性心内膜炎の一症例が分離された肉用牛の疣贅性心内膜炎の一症例

：徳島県鴨島家保 富久章子、大谷長についてについてについてについて
治
肉用牛哺育農家で予後不良の育成牛に疣贅性

Histophilus somni心内膜炎がみられ、病巣部より
（ ）を分離。 患畜：慢性経過を辿った交雑H.s
種１０カ月齢の雌。解剖学的所見：心臓は全体
に弛緩、三尖弁に小豆大、僧帽弁に手拳大の結
合した乳白色疣状病巣を形成し、その割面は層
状で膿汁を貯留。肺臓前葉の一部は暗赤色を呈
す。脾臓は横隔膜に癒着して新生血管を造成、
その実質は広範囲に境界明瞭な薄桃色病巣を呈
していた。腎臓は漿膜面に点状出血、皮質に白
色楔形病変あり。細菌学的所見：心臓の疣状病
巣部及び膿汁より を分離。病理組織学的所H.s
見：心臓の疣状病巣部で繊維素析出、細胞退廃

、 。物蓄積 グラム陰性菌塊と 陽性抗原を確認H.s
肺臓、脾臓、腎臓において壊死及び化膿性炎症
像あり。今回患畜から心臓の疣状病巣部におい
てのみ が分離された。 感染症は様々な病H.s H.s

、 。態を示すことから 感染症の一病型と診断H.s

子牛の敗血症型リステリア症でみられた真子牛の敗血症型リステリア症でみられた真子牛の敗血症型リステリア症でみられた真子牛の敗血症型リステリア症でみられた真384
：青森県青森家保 佐藤尚人、菌の混合感染例菌の混合感染例菌の混合感染例菌の混合感染例

菅原健
6日齢の早産雄子牛（黒毛和種）を病性鑑定。

、 。剖検では 肝臓で小豆～大豆大灰白色斑の密発
脾臓で母指頭大の灰白色斑の散見。主要組織病
変は、肝臓、脾臓、肝門リンパ節、回腸リンパ
節、盲腸リンパ節で多発性巣状壊死。回腸粘膜
上皮細胞で変性・壊死。壊死巣でグラム陽性短
桿菌確認。免疫組織化学的染色（SAB法）で壊死
巣に一致し 型陽性抗原Listeria monocytogenes4b
確認。肝臓及び脾臓の壊死巣では、粗大で無隔
壁な不規則に分岐する菌糸確認。菌糸は、形態
的に接合菌と推察。肝臓と脾臓のSAB法及びPCR
法により 属の感染も示唆。壊死巣でAspergillus

Listeria肝 臓 、 脾 臓 、 肝 門 リ ン パ 節 よ り
が分離。血清型は4b。組織所見かmonocytogenes

ら、リステリア菌は、回腸から体内へ侵入し、
肝臓に達し敗血症リステリア症を発症。真菌の
感染経路は不明。本例は、敗血症リステリア症
に認められた真菌感染症例としてまれな症例。
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管内一酪農家における牛の乳頭状趾皮膚炎管内一酪農家における牛の乳頭状趾皮膚炎管内一酪農家における牛の乳頭状趾皮膚炎管内一酪農家における牛の乳頭状趾皮膚炎385
宮城県迫家保 真鍋（PDD）の発生とその対策：（PDD）の発生とその対策：（PDD）の発生とその対策：（PDD）の発生とその対策：

智、小堤知行
乳牛94頭を飼養する管内一酪農家で、平成13

年から本年7月までに延べ30頭で後肢蹄球部に隣
接する趾間隆起部に形成された疣状乳頭突起物
による跛行を確認。本年8月に発症した牛14頭の
うち6頭の病変部について病理学的検査を実施。
5検体から 属様スピロヘータを認めたTreponema
表皮有棘細胞層の過形成及び細胞浸潤を伴う不
全角化と真皮皮膚炎を確認。さらに、免疫組織
化学的検査では の共通抗原Treponema Pallidum
を認めた。また、発症牛と無症状牛における乳
量、体細胞数及び血清グルコース値に有意差を
認めた（p＜0.05 。県北家畜診療センター及び）
削蹄師の協力の下、病変部の外科的切除、焼烙
及び化学療法剤の塗布を実施。また、消石灰及
び逆性石鹸液による畜舎消毒及び水飲み場の修

、 、繕等による衛生対策の結果 14頭中13頭が治癒
再発牛は認めず。以上の結果を踏まえ本病に対
する管内酪農家への啓蒙及び予防について周知
を図った。

：386 管内の肉用子牛に発生した真菌性前胃炎管内の肉用子牛に発生した真菌性前胃炎管内の肉用子牛に発生した真菌性前胃炎管内の肉用子牛に発生した真菌性前胃炎
栃木県県北家保 高橋孝志
平成 年度に病理解剖した全ての牛につい15

て、常法により 染色標本を作製し、全身のHE
病理組織学的検査を実施。真菌の関与が疑われ
たものは 染色標本作製、真菌を確認したもPAS
のはその形態により分類。また、過去 年間10

15 6 7の発生状況を分析。結果、平成 年度は 戸
頭で発生、 頭中 頭は下痢を呈していた。感7 5
染部位は、全ての前胃で感染を確認 頭、小腸6

1 0で感染を確認 頭、消化器以外で感染を確認
頭 。 真 菌 は 頭 が 属 、 頭 が5 2Candida

科であった。病理組織所見は全例Mucoraceae
に共通し、前胃粘膜の広範かつ重度な糜爛、粘
膜 の 広 範 か つ 重 度 な 化 膿 性 炎 を 確 認 、

科の感染例は加えて、重度な化膿Mucoraceae
性血管炎を認めた。平成 年度から 年度の6 15

10 16 0過去 年間の発生頭数は 頭 年度により、 （
7 13～ とバラツキ 全て肉用牛 うち黒毛和種）、 （

17 12頭 、季節に偏りは認めず、日齢は 日～）
カ月（ 日～ 日齢で多発 。21 80 ）

が分離された乳が分離された乳が分離された乳が分離された乳387 Arcanobacterium pyogenes
：群馬県西部家保 渡辺環用牛の流産用牛の流産用牛の流産用牛の流産

管内の 酪農家において、平成 年 月かA 15 9
ら平成 年 月にかけて 頭に流産が発生。病16 6 4
性鑑定を実施した 例において、牛ウイルス性1
下痢・粘膜病ウイルス、牛伝染性鼻気管炎ウイ

4ルスに対する中和抗体価は 胎子胸水でともに、
倍未満、母牛血清でともに 倍未満。ネオスポ2
ラ抗体は胎子胸水、母牛血清とも陰性。胎子の

Arcanobacterium心臓 肺 肝臓 脾臓 腎臓から、 、 、 、
（ ）を分離。病理組織所見pyogenes A.pyogenes

においても肝臓、腎臓、心臓、肺、消化管、胸
腺、中枢神経系実質に短桿菌が散見。以上のこ
とから による流産と診断。流産母牛A.pyogenes
と同居牛について プロテアーゼ抗体A.pyogenes
価を測定したところ、抗体保有率は 、抗90.5%

1 32 5.4 15体価は から 倍 抗体価平均は 倍 平成、 。
年以降流産の発生がない酪農家 戸についても4
抗体保有率を測定。その結果は 農家 、B 100%
Ｃ農家 、Ｄ農家 、 農家 だっ86.7% 85.7% E 91.4%
た。

：388 黒毛和種肥育牛の肉芽腫性鼻炎の一症例黒毛和種肥育牛の肉芽腫性鼻炎の一症例黒毛和種肥育牛の肉芽腫性鼻炎の一症例黒毛和種肥育牛の肉芽腫性鼻炎の一症例
三重県北勢家保 種村幸徳、近成和弘ほか
管内肥育農場で群飼されていた肥育牛（17ヶ

月齢）1頭が、2004年4月下旬頃より鼻汁漏出、
流涎の症状を呈したため、共済獣医師が鼻環除
去及び呼吸器疾病を目的とした治療開始。症状
の改善が見られないため6月に病性鑑定依頼があ
った。立入調査時は軽度運動後に開口呼吸、鼻
汁漏出、流涎を呈し鼻腔内触診で狭窄を確認。

、特に鼻腔内狭窄以外は異常が見られなかったが
発育遅延による経済的損失を考慮し18ヶ月齢で
出荷。と畜場にてBSE検査部位採材終了後、法に
基づく手続きに従い、頭部を当所に持ち帰り病
性鑑定を実施。剖検所見で、鼻腔内大半を鼻甲
介を含む癒着物により狭窄しているのを確認。
病理組織学的検査で、中心にアクチノバシラス
と思われる特有の細菌塊を有する多発性巣状の
肉芽腫病変を確認。発症原因は、鼻環の取付に
よる細菌感染で肉芽腫が形成されたと考えられ
た。以上のことから、適切な装着を含めた鼻環
の取扱いが必要と思われた。

による牛のによる牛のによる牛のによる牛の389 Yersinia pseudotuberculosisYersinia pseudotuberculosisYersinia pseudotuberculosisYersinia pseudotuberculosis
高知県中央家保 南明博、酒井賀流産と疫学：流産と疫学：流産と疫学：流産と疫学：

彦
（ ）にYersinia pseudotubercurosis Y.pstb

起因する仮性結核病は各種哺乳動物や鳥類に感
染するが、今回６カ月齢のホルスタイン牛流産
胎仔の主要臓器から本菌を分離する稀少な症例
に遭遇したので報告する。胎仔には腹水の若干

Y.pの増量以外著変は無かったが、主要臓器から
１ｂを純粋培養的に分離。分離菌についてstb

はPCR法によりinvおよびvirF遺伝子を検出。自
発凝集およびカルシウム依存性が陽性。病理組
織学的検査では主要臓器に細胞反応を伴った菌
体を確認、特に肺では気管支および間質部に好
中球の浸潤が顕著。ウイルス学的検査およびネ
オスポーラ検査については陰性。疫学調査によ
り農場敷地内のカラスとタヌキの糞便各１検体
から １ｂを分離。それ以外の血清型の分Y.pstb
離は無かった。流産胎仔とカラス由来の株は同

。様なプラスミド制限酵素切断パターンを示した
本菌の農場周辺の野生鳥獣による保菌を示唆。
本邦では本菌による牛の流産の報告は無く、初
発例であり、今後 についても流産の一因Y.pstb
として考慮されるべき。

ヶ月齢以上死亡牛からのサルモネラ、ヶ月齢以上死亡牛からのサルモネラ、ヶ月齢以上死亡牛からのサルモネラ、ヶ月齢以上死亡牛からのサルモネラ、390 24
：宮崎県都城家保 岩下修O157分離状況分離状況分離状況分離状況

平成16年5月～10月、BSE検査対象として県内
全域から搬入された死亡牛1,221頭中205頭の直
腸スワブからサルモネラを18株 Typhimurium S｛ （
） 、 、 、 、T 7株 Derby4株 Manhattan2株 Infantis2株
Enteritidis1株、Corvaris1株、Thompson1株 、｝
O157を3株分離。STでは2～5薬剤耐性と他のサル
モネラより耐性が目立ち、分離7株中6株で病原
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プラスミドを保有、2株でインテグロン構造をPC
Rにより確認し、多剤耐性ST definitive phage
type 104の可能性が示唆された。また、肉用種
より乳用種で高率に分離した。サルモネラ全体
でみると、夏に分離率が上昇し、分離率の地域
差も見られ、分離された牛の平均年齢は、BSE検
査に供した牛全体の平均年齢より高かった。O15
7は2株がベロトキシン2型陽性であり、夏に多く
分離され、分離された牛の平均年齢は、BSE検査
に供した牛全体の平均年齢より高かった。

Ⅲ－４原虫性・寄生虫性疾病

：宮391 牛ネオスポラ症の発生と県内浸潤状況牛ネオスポラ症の発生と県内浸潤状況牛ネオスポラ症の発生と県内浸潤状況牛ネオスポラ症の発生と県内浸潤状況
城県仙台家保 矢島りさ、伊藤敦
牛の異常産を起こす疾病としてネオスポラ症

が全国的に報告され、本県でも牛の流産の病性
鑑定で毎年数件がネオスポラ症と診断、抗体検
査でも牛群毎に高い陽性率を確認。ネオスポラ
症は平成 年頃にパニック性疾病事業で県9~11
内全域の抗体検査が行われたが、その後、全県
域での検査は未実施である為、平成 年度の16
牛定期検査の余剰血清を用い抗体検査を実施。

、また平成 年度以降の病性鑑定状況も調査し10
それ以前の抗体保有状況と比較。その結果、平

10~16 10 30成 年度の流産胎子の病性鑑定で ／
頭 に非化膿性骨格筋炎等の特徴病変を認(33.3%)
め、免疫組織化学的検査でも病変部に陽性抗原
を確認し、ネオスポラ症と診断。病変を認め抗
原未検出のものが ／ 頭 。抗体検査5 30 (16.7%)
では ／ 検体 が抗体陽性。サ1106 1752 (63.1%)
ーベイランスでの抗体保有率は、平成 年度の9

から平成 年度には 戸 ／ 頭4.0% 16 40 193 200
に上昇。特定地域に限らず、広く県内に(96.5%)

浸潤していると思われた。

：山392 県内で初めて確認されたネオスポラ症県内で初めて確認されたネオスポラ症県内で初めて確認されたネオスポラ症県内で初めて確認されたネオスポラ症
梨東部家保 内藤和美、深沢矢利
県内1農場で本年5月下旬に流産があり、病性

鑑定を実施。母牛はアカバネ・イバラキワクチ
ンは接種済みだったが当該農場では以前から流
産が散発。胎仔剖検では損傷が著しく、自己融
解も顕著。全身水腫と赤色透明な心嚢水貯留と
脳脊髄液の増量を認めた。胎仔臓器からのウイ
ルス・細菌分離はなく、母牛のネオスポラ症の
抗体検査（間接蛍光抗体法）は陽性。胎仔の病
理組織学所見は、心内外膜・心筋及び四肢骨格
筋、眼球周囲筋にリンパ球や形質細胞の浸潤を
顕著に認め、脳ではグリア細胞の集蔟が散見。
脳を用いた免疫組織化学的検査で病変部に一致
して陽性を示したのでネオスポラ症と診断。オ
ーシストを含む犬糞便に汚染された飼料・水を
牛が経口摂取することで感染は成立することか
ら犬対策、娩出物の速やかな除去等の指導を行
った。

ネオスポラ原虫高度汚染農場における浸潤ネオスポラ原虫高度汚染農場における浸潤ネオスポラ原虫高度汚染農場における浸潤ネオスポラ原虫高度汚染農場における浸潤393
：愛知県西三河家保 竹内康江状況の追跡調査状況の追跡調査状況の追跡調査状況の追跡調査

ほか
管内Ａ農場は、1999年に3例のネオスポラ症が

発生。2001年、2003年に各1例発生。垂直感染対
（ ） 、策として抗体陽性 以下陽性 牛の把握に努め

水平感染対策として野犬対策、胎盤の加熱処理
を実施。農場内の陽性率は1999年は47.9%、2004
年は21.2%。2004年の陽性率を年齢で分けると3
才以上が10.6%、3才未満が34.2%。過去に陽性で
あったものが2004年に陰性になった陰転率は83.
3%で、全て3才以上。これらのことから、3才未
満の牛の方が感染のリスクが高いことが示唆。
２頭以上の親子関係が確認されたものを１系統
としたところ、2001年は陽性系統33.3％、陰性
系統22.9％。2004年は陽性系統18.8％、陰性系
統15.6%と減少。2004年陽性牛は母牛が陽性のも
のが44.4%、陰性のものが38.9%で、水平感染の
割合も高いことが示唆。水平感染対策を中心に
実施した結果、農場内の陽性率の低下がみられ
たが、今後も農場内の陽性率の動き等をみるた
め、継続調査が必要。

：大阪府南部394 管内の牛ネオスポラ浸潤状況管内の牛ネオスポラ浸潤状況管内の牛ネオスポラ浸潤状況管内の牛ネオスポラ浸潤状況
家保 大塚宏美、虎谷卓哉
牛ネオスポラ(NS)症は流産の主要原因の1つ

であるが、今回管内でNS症を疑う流産発生を受
、 、 。け 衛生対策に資する為 管内浸潤状況を調査

（発生事例）A：搾乳牛60頭飼養農家で胎齢9か
月の流産。胎児脳からNS原虫遺伝子検出。病理
検査で胎児脳にタキゾイト虫体。母牛血清抗体
価1600倍。NS症と診断。同居牛抗体陽性率25.0
％。疫学調査から水平感染を疑う。B：搾乳牛53
頭飼養農家で胎齢8か月の流産。母牛血清抗体価
800倍。NS原虫確認不可。同居牛陽性率9.4％。
疫学調査から垂直感染を疑う （浸潤調査結果）。
管内計41戸の酪農家を対象調査。平成16年は388
頭中44頭（11.3%）が抗体陽性。平成10年の11.1
%と比べ有意差無いが、抗体陽性農家数は倍増。
対策としては①分娩立会②後産の迅速な始末③
野犬等の侵入防止④犬の繋飼を指導中。今後も
定期的な抗体調査を実施し、抗体陽性牛の計画
的淘汰を進める。

乳牛にみられたネオスポラ症による流産発乳牛にみられたネオスポラ症による流産発乳牛にみられたネオスポラ症による流産発乳牛にみられたネオスポラ症による流産発395
：熊本県中央生例と県下の異常産病性鑑定状況生例と県下の異常産病性鑑定状況生例と県下の異常産病性鑑定状況生例と県下の異常産病性鑑定状況

家保 加地雅也、幸野亮太
平成 年 月より搾乳牛 頭飼養のフリー16 6 130

6 2バーン酪農場で 頭連続の流産が発生、うち
例を病性鑑定しネオスポラ( )症と診断。当該NS
農場は育成期にのみ異常産 種混合ワクチン(異3
常産 混)を 回接種し、成牛には未接種。母牛3 2
血清は 例とも 抗体陽性、胎子体液の お2 NS NS
よび各種異常産ウイルス抗体陰性。ウイルス分
離陰性。 で 属、チュウザンウイRT-PCR Simbu
ルス遺伝子は検出されず。病理組織検査は共通
して中枢神経系に 特有の壊死巣多発、非化NS

、 、膿性骨格筋炎を認め 免疫染色で 頭の脳脊髄1
骨格筋に 抗原陽性確認。平成 年以降、県NS 7
下では年数例 症を疑う異常産が発生、乳用NS
牛で多い傾向。一方ウイルス性異常産と診断さ
れる例は減少傾向で、家畜自衛防疫を主体とし
た異常産 混接種推進により県全体の接種率が3
向上したためと推察。今後 症に対するよりNS
簡便で精度の高い診断法や、流産を予防可能な
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治療法の研究が望まれた。大規模農場での発生
であり、浸潤状況の把握、まん延防止が肝要。

檜山南部公共牧場肉専用牛の小型ピロプラ檜山南部公共牧場肉専用牛の小型ピロプラ檜山南部公共牧場肉専用牛の小型ピロプラ檜山南部公共牧場肉専用牛の小型ピロプラ396
：北海道檜山家保 永井章ズマ病の疫学的背景ズマ病の疫学的背景ズマ病の疫学的背景ズマ病の疫学的背景

子、木口陽介
檜山管内南部公共牧場の 牧場では褐毛和種A

（褐毛 、日本短角種（短角）と、黒毛和種（黒）
毛）種雄牛との交雑種（褐黒、短黒）を、 牧B

C C場では褐毛を 牧場では短角と短黒を放牧、 。
牧場は小型ピロプラズマ（ピロ）高度汚染傾向

NestedPCRがあったため その要因を調査 検討、 、 。
法によるピロの型別比較では、 牧場とも池田3
株型及び千歳株型が主体であり、ピロ原虫の病
原性に差はなし。フランネル法によるダニの生
息調査では、 牧場の密度が最も高かった。過C
去 年間の検査結果の分析では品種的に短黒の4
抵抗性が低い傾向。以上のことから、檜山南部
のピロの動態にはダニの生息密度と品種による
ピロ抵抗性の差違が関与。現在これらの結果を
踏まえて来年度の 牧場のダニ対策の強化を牧C
場利用者及び関係機関と協議中。

管内放牧場の小型ピロプラズマ病対策と成管内放牧場の小型ピロプラズマ病対策と成管内放牧場の小型ピロプラズマ病対策と成管内放牧場の小型ピロプラズマ病対策と成397
：青森県十和田家保 八重樫恵嗣、西村秀太果果果果

郎
放牧牛の損耗防止を目的とした、小型ピロプ

ラズマ病（ピロ病）対策を牧野管理主体（21牧
野）と密接な連携をとりながら実施。衛生対策
の概要は、①原虫数に基づくピロ病汚染度に応
じた検査対応区分の設定（重度～軽度、4区分）
②フルメトリン製剤の適切かつ継続的なプアオ
ンによる牛体ダニ駆除（入牧直後のプアオンの

、 ）徹底 汚染度に応じた実施間隔及び回数の設定
③検査結果に基づく異常牛の早期発見と早期治
療の徹底等の衛生対策強化。平成11年度から平
成16年度の6年間の結果、ピロ病重度汚染牧野に
おける平均原虫数の顕著な減少、平均Ht値の上
昇。平成14年度以降3年間、全牧野におけるピロ
病による死亡事故はゼロ。放牧衛生に対する農
家等の意識が向上。

管内公共牧場における小型ピロプラズマ病管内公共牧場における小型ピロプラズマ病管内公共牧場における小型ピロプラズマ病管内公共牧場における小型ピロプラズマ病398
：宮城県迫家保 長内利佳、加藤伸悦ほか対策対策対策対策

ホルスタイン種育成牛の通年放牧を行ってい
る管内公共牧場において、平成 年度頃より小13

14型ピロプラズマ（ピロ）感染牛が急増、平成
年度にはピロ重度寄生（ ＋～ ＋ 、低ヘマト3 4 ）
クリット（ ）値を示す牛が多発し、受胎率もHt
低下。放牧牛の損耗防止を図る必要性から、牧
場設置団体、管理運営団体、預託農家による放
牧検討会において、従前の衛生対策を見直し、
新たな衛生プログラムを作成。平成 年度から15
は、約 週間毎の衛生検査時にフルメトリン製2
剤のプアオン法による定期的なダニ駆除を主と

14した衛生プログラムを実施。その結果、平成
16 86.4年度と平成 年度の比較で、ピロ陽性率は

％から ％、感染牛に占める重度寄生割合も26.2
％から ％に大幅に減少。 値 ％未満61.4 9.1 Ht 25

の割合は ％から ％へ、ピロ治療実施頭44.3 9.1
数は延べで 頭から 頭へ改善。また、単年度13 0
内受胎率の上昇、一頭あたり人工授精回数の減

少、受胎月齢の早期化など、繁殖成績が向上。

管内公共放牧場における小型ピロプラズマ管内公共放牧場における小型ピロプラズマ管内公共放牧場における小型ピロプラズマ管内公共放牧場における小型ピロプラズマ399
茨城県県北家保 植木美登里対策の現状：対策の現状：対策の現状：対策の現状：

強健な乳用牛の育成および肉用牛の繁殖効率
向上を図る目的で、管内8つの公共牧場において
平成16年4月～11月に定期的な衛生管理指導およ
び健康検査を実施し、平成12年～15年の成績と
比較検討。小型ピロプラズマ病（以下ピロ）に
ついては血液検査で感染牛の早期発見に努め、
抗原虫薬としてパマキン塩基投与、ダニ対策と

。して平成元年以降フルメトリン製剤をプアオン
健康検査は延べ2,205頭実施し、Ht値はすべての
牧場で大きな変動なく30％以上の値で推移。ピ
ロ原虫寄生陽性率（以下ピロ陽性率）はすべて
の牧場で春先から上昇し、過去5年間で最高値を
示したが、ピロ原虫寄生度（ピロ原虫寄生赤血

） 。球数を基に0～4に分類 は例年より低値で推移
退牧・舎飼を指導した牛は過去最低の43頭で、
うち7割がホルスタイン種。ピロ陽性率の上昇は
夏季の猛暑など気象的要因がダニの増殖を助長
したためと推察。放牧未経験牛の23.6％にピロ
原虫の感染が確認され、退牧後のピロ対策も必
要。今後も効果的なピロ対策を実施するためフ
ルメトリン製剤の投与時期および投与量につい
て再検討の予定。

東400 自家放牧場の小型ピロプロズマ病対策：自家放牧場の小型ピロプロズマ病対策：自家放牧場の小型ピロプロズマ病対策：自家放牧場の小型ピロプロズマ病対策：
京都家保 小山朗子
平成15年6月酪農家自家放牧場で放牧牛が小型

ピロプラズマ病となり加療したが分娩後の1頭が
死亡。放牧場の使用中止、牛舎内で退牧牛の観
察を指導し、その後残り5頭は回復。その後畜主
が再び放牧場の使用を希望し①育成牛のみの放
牧②フルメトリン製剤を月1回塗布③放牧牛の観
察の励行を指導。畜主は追い込み柵を作り、平
成16年5月より放牧場使用を再開。人工授精～妊

、 、娠鑑定は舎飼いし 放牧期間は育成前期約6ヶ月
育成後期約6ヶ月。家保は4～11月にかけて6回の
検査及び指導を実施。育成前期3頭中1頭が入牧3
ヶ月目の検査でHt26％、ピロプラズマ寄生赤血
球125/10視野あり治療を指導。育成後期5頭はい
ずれもHt20％を下回らなかったが、Ht23％の１
頭を退牧指導。牛体へのダニ付着はあったがフ
ランネル法での採取はなかった。今後は、草地
管理を強化。

乳牛育成牧場における小型ピロプラズマ病乳牛育成牧場における小型ピロプラズマ病乳牛育成牧場における小型ピロプラズマ病乳牛育成牧場における小型ピロプラズマ病401
：神奈川県足柄家保 仲対策の取り組みと現状対策の取り組みと現状対策の取り組みと現状対策の取り組みと現状

澤浩江、安藤正樹
管内の乳牛育成牧場では、小型ピロプラズマ

病（P病）の発生が継続。基本的防除対策として
ダニ寄生防止のため、殺ダニ剤プアオン法を応
用。平成9年度から11年度にかけては薬剤をイベ
ルメクチン製剤に変更。11年度からP病の症状が

。 （ ）重篤化 12年度から再びフルメトリン製剤 F剤
の使用に変更。9から12年度までは放牧開始直後
5月に陽性率が最も高く、Ht値は著しく低下。F
剤に切り替え1年を経過した13年度以降は、陽性

、率は低いまま推移し10月以降に高くなる傾向で
Ht値は比較的高い値で推移し、治療を要する牛
は減少。しかし、11月以降舎飼後に感染して症
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状を示す牛が確認され、ダニ対策を講じる必要
性有。F剤の継続使用により、牧野におけるダニ
の生息密度を低下させ、感染ダニの絶対数の減
少、感染抑制により、P病による損耗を防止でき
ると推察。今後も、F剤を用いた継続的な対策が
必要。

一公共牧場におけるピロプラズマ病の集団一公共牧場におけるピロプラズマ病の集団一公共牧場におけるピロプラズマ病の集団一公共牧場におけるピロプラズマ病の集団402
：新潟県上越家保 牧井賢充、山本昇発生例発生例発生例発生例

笹ヶ峰牧場におけるピロプラズマ( )病の発P
生は平成になってから大幅に減少し、放牧期間

。 、中の発生頭数は数頭で推移していた 平成 年16
放牧 日目の検査で異常を認めなかったもの13
の、 日目の検査で黒毛和種とホルスタイン種41
(ホル)混牧の牛群でﾎﾙ 頭のうち 頭にヘマト19 4

Ht 23% 13クリット値( )が 以下に低下したもの、
頭に血液塗沫鏡検で 視野に 個以上の 原虫1 1 P
を認めた。関係者と対応を協議し、臨時検査で
抗原虫薬投与、イベルメクチン製剤をフルメト
リン製剤( 剤)に変更しプアオン、監視の強化F
継続を行い、 日目の検査で の回復と原虫68 Ht
の減少を認めた。 病多発の要因として牧野のP
ダニ汚染の進行、まき牛利用のため原虫寄生牛
と放牧未経験牛を混牧する群編成や群間移動、

、 、使用殺ダニ剤の変遷 ホルの放牧頭数増加傾向
放牧前の馴致不足が考えられた。来年度、 病P
の発生防止のため群編成の検討、 剤によるダF
ニ駆除、放牧前馴致により対応したい。

タイレリア病発生農場で確認されたタイレリア病発生農場で確認されたタイレリア病発生農場で確認されたタイレリア病発生農場で確認された403
：沖縄県家衛試 大城守、座Anaplasma centrale

喜味聡
本県の放牧牛はチマダニの生息に伴ってタイ

レリア( )に感染しているが、放牧の好条件をTh
背景にこれまで発症例はなかった。しかし、和
牛繁殖農家で近隣農家から譲渡された牧野に放

12 50牧未経験の妊娠牛 頭を放牧したところ、
日後に 頭が重度貧血( 値 )を呈した。そ1 Ht 13%
の他の同居牛は平均 値 、血液塗抹検査Ht 25%
では全頭に 感染、 頭にアナプラズマ様小体Th 2
を確認。 ( )特異的 でAnaplasma centrale AC PCR

2 6は重度貧血牛と 様小体確認牛 頭を含め計AC
頭が陽性であり、本例を と の混合感染とTh AC
診断。 による浸潤調査では は発生農場PCR AC
の一地域に限局し蔓延していないことが判明。
の および 遺伝子配列を決AC gro-ESL16SrRNA

定しデータベース上の分離株と比較したところ
国内株(青森株)と 一致。ダニ汚染度が低100%
い牧野にもかかわらず 病が発生したのは、Th
妊娠と初放牧のストレス、 との混合感染が誘AC
因と推察。 特異的 は迅速診断ならびにAC PCR
野外調査に有用な手法であると考えられた。

「めざせ、肝蛭陽性率０％」をスローガンに「めざせ、肝蛭陽性率０％」をスローガンに「めざせ、肝蛭陽性率０％」をスローガンに「めざせ、肝蛭陽性率０％」をスローガンに404
：長崎県県北家保した生産性向上への取り組みした生産性向上への取り組みした生産性向上への取り組みした生産性向上への取り組み

高山裕介、久住呂毅
管内 市において平成 年度より和牛繁殖部S 12

「 、 」会を中心に関係機関と連携し めざせ 肝蛭０％
をスローガンに生産性向上に取り組み、管内のモ

2デル地区として育成。母牛の肝蛭全頭検査と年
回の駆虫の徹底、駆虫の重要性の啓蒙、稲ワラの
最低 ヶ月間の保存、サイレージ化、堆肥の適正3

14処理の指導 繁殖検診 飼養衛生管理指導を実施、 、 。
年度よりコクシジウム・一般線虫検査を実施。開

4 15.8 13始から 年が経過し 肝蛭陽性率が ％から、
年度 ％に低下も本年度は ％に上昇。コク1.2 5.4
シジウム陽性率は ％から ％に低下。双口19 12.5
吸虫 ～ ％、一般線虫 ～ ％で推移。13 17 3.8 6.9
生産意欲の向上により分娩間隔が２週間短縮、堆
肥処理の適正化、地域内で約 割増頭。反面、活2
動を怠る農家も出始め、今年度は肝蛭陽性率も若
干の上昇。継続指導の難しさを痛感。検討会を開
催し、一丸となって活動を続けることを再確認。
今後も関係機関と連携し継続指導を実施。

肉用牛における乳頭糞線虫とコクシジウム肉用牛における乳頭糞線虫とコクシジウム肉用牛における乳頭糞線虫とコクシジウム肉用牛における乳頭糞線虫とコクシジウム405
：山梨県西部家保 三橋一展、望月の感染事例の感染事例の感染事例の感染事例

洋
管内の肉用牛農家で、平成 年 月中旬より16 8

生後 ～ カ月齢の育成牛群において難治性の3 6
下痢を呈する個体が散見された。病性鑑定を実

、 、施したところ 糞便及び育成牛の敷料において
乳頭糞線虫卵（ 、コクシジウムオー10 EPG3 4～ ）

（ ） 。 、シスト が検出された 対策として10 OPG2 3～

イベルメクチン製剤及びサルファ剤による治療
を行うと共に、敷料の変更及び頻回交換、逆性
石鹸による牛床の徹底消毒を指導した結果、症
状は改善された。育成期における内部寄生虫の
駆虫は、その後の生産性を左右する重要な項目
であると思われることから、再発防止対策とし
て、新規導入牛、新生子牛、繁殖及び育成牛群
に対する駆虫プログラムの導入、定期的な虫卵
検査、及び衛生指導を継続し、清浄化に努めた
い。

和牛繁殖農家における寄生虫浸潤状況と衛和牛繁殖農家における寄生虫浸潤状況と衛和牛繁殖農家における寄生虫浸潤状況と衛和牛繁殖農家における寄生虫浸潤状況と衛406
：岡山県津山家保 有安亮代、高見剛生指導生指導生指導生指導

生産性の向上を図るため、管内繁殖和牛の糞
便を用いて内部寄生虫検査を行った。これまで
肝蛭のみの検査であったが、ショ糖遠心浮遊法
により線虫及びコクシジウムについても検査。
その結果、肝蛭の寄生率は低かったものの、線
虫類及びコクシジウム感染が多くみられた。そ
こで、飼養頭数及び寄生率の高かった農場を選
定、牛舎の衛生環境等を聞き取り調査するとと
もに、同居子牛について糞便検査を実施。その
結果、子牛のコクシジウム感染はあったものの
下痢症状の発生は少なかった。しかし、Ａ農場
は子牛のコクシジウム寄生率が高く、下痢の発
生も多くみられた。このため、駆虫プログラム
を作成し指導を行った結果、コクシジウムオー
シスト数が減少し、下痢の程度が改善。今後、
和牛繁殖農家については肝蛭のみの検査ではな
く、コクシジウム等の検査についても実施し、
指導を行っていきたい。

黒毛和種牛のコクシジウムオーシスト数の黒毛和種牛のコクシジウムオーシスト数の黒毛和種牛のコクシジウムオーシスト数の黒毛和種牛のコクシジウムオーシスト数の407
：長崎県県南家保 小川亮、濱推移とその対策推移とその対策推移とその対策推移とその対策

口芳浩
最近、肥育牛においても牛コクシジウム病の

発生が問題。汚染状況を調査し発症予防を含め
た生産性向上対策を実施。定期的に血液生化学
検査を実施中の肥育農家 戸 頭と平成 年5 176 15
月から平成 年 月まで子牛市場の上場子牛9 16 7
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263 OPG計 頭を調査。加えて、市場での検査で
が高値を示していた繁殖農家 戸の、各牛舎の1
汚染状況を調査。肥育牛は、肥育月齢が進むに
つれて は増加し(前期 、中期 、後OPG 42.3 153.8
期 )、血中ビタミン 濃度と弱い負の相関174.3 A
( )。牛舎構造も に影響。市場上場r =0.03 OPG２

子牛の陽性率は ％で、地域による差はなく、78
、 。 、冬に低く 夏に高い傾向を確認 繁殖農家では

離乳前牛舎が高濃度に汚染。当該牛舎を重点的
に十分な清掃・消毒を行ったところ、 はOPG
に減少。調査結果から、 には、年齢、25% OPG

飼育環境、ビタミン 欠乏、気候等が複合してA
影響。本病の経済的、効率的対策には、飼養管
理改善と同時に発育ステージ、気候を考慮した
有効消毒薬による消毒が有用。

：宮崎県都城408 子牛集団飼育の下痢発生状況子牛集団飼育の下痢発生状況子牛集団飼育の下痢発生状況子牛集団飼育の下痢発生状況
家保 片山貴志、末廣裕子
過去３年間の管内における子牛下痢発生状況

について、コクシジウムに代表される寄生虫病
に注目し発生動向を分析。病性鑑定・診断にお
ける子牛下痢症事例では寄生虫卵が検出される
割合が年々増加し家畜共済組合診療実績におい
ても寄生虫病の割合が増加。このことは下痢症
対策として細菌、ウイルスのみならず寄生虫病
対策についても検討する必要性がある。子牛を
集団飼育する和牛繁殖農家における難治性の下
痢発症事例では、コクシジウムおよびクリプト
スポリジウムを検出。対策として哺乳子牛の分
離飼育の指導、牛舎の石灰消毒、ワクチンの変
更を実施し下痢発症頭数の激減。飼養頭数の増
加および規模拡大にともなう子牛集団飼育にお
いては、日常的な飼養衛生管理のみならず、定
期的な消毒およびワクチンの効果的に活用した
飼養方法の再検討が必要。

：奈良県家保 真野409 寄生虫駆虫効果の検討寄生虫駆虫効果の検討寄生虫駆虫効果の検討寄生虫駆虫効果の検討
真樹子
乳牛で線虫を中心とした寄生虫の感染が生産

。性の低下を引き起こしているという報告がある
そこで、県内の状況を調査し、駆虫効果を検討
するための試験を実施。県内酪農家４戸での全
頭検査を実施し、全体で牛群平均 、育成26.9%
牛平均 、経産牛平均 の寄生虫感染70.0% 14.2%
が確認。しかし下痢などの症状を呈している牛
はいなかった。そこで、牛検実施２牧場で駆虫
試験を開始。Ｋ・Ｙ牧場ともに駆虫により線虫
類およびコクシジウムの減少が確認された。駆
虫した育成牛の腰角幅の成長率が有意に高くな
った( ＜ )。Ｋ牧場では、経産牛の初回授P 0.05
精日も大幅に短縮。今回の調査で、県内酪農家
でも寄生虫の感染が確認された。駆虫により、
線虫類は比較的容易に駆虫でき、コクシジウム
も確実に減少する。その結果、育成牛での増体
率向上、経産牛での繁殖成績向上の可能性が示
唆された。今後も継続した調査が必要である。
同時に寄生虫感染を視野に入れた衛生管理指導
が重要である。

：鳥410 肥育素牛における乳頭糞線虫症の発生肥育素牛における乳頭糞線虫症の発生肥育素牛における乳頭糞線虫症の発生肥育素牛における乳頭糞線虫症の発生
取県倉吉家保 水野恵、山里比呂志
管内の 肥育農場において、 か月齢の肥育F1 4

素牛育成牛が肺炎治療中に奇声を発して急死。
数日後、同牛房の 頭が同様の症状で死亡。死1
亡牛の直腸便より多量の虫卵を検出したこと
( )及び同居牛の臨床症状より本症例OPG:17,200
を乳頭糞線虫症と診断。対策として、同居牛全

、 、頭へのイベルメクチン製剤の投与 敷料の交換
虫体に効果のある消毒薬による消毒の徹底を指
導、続発なし。本事例は、近年県内でほとんど
発生のみられない乳頭糞線虫症が、依然として
農場への損耗をもたらす危険性を示している点
で重要であり、本症を念頭においた病性鑑定、
衛生指導を行う必要がある。

：佐賀県西411 黒毛和種に発生した牛毛包虫症黒毛和種に発生した牛毛包虫症黒毛和種に発生した牛毛包虫症黒毛和種に発生した牛毛包虫症
部家保 岸川嘉洋
平成 年 月頃から黒毛和種を飼養する肥育16 3

農家において、 ヶ月齢の雌 頭において体表15 1
に腫瘤の形成、掻痒感、患部に痂皮形成が見ら
れ、駆虫剤、抗生物質、消炎剤、ビタミン剤を

、 。投与するも効果がなく 月に病性鑑定を実施4
臨床所見では、全身の体表にゴルフ～ソフトボ
ール大の腫瘤を形成し、予後不良のため剖検を
実施。剖検所見では全身の皮膚に腫瘤形成、体
表リンバ節の腫大及び脾臓の腫大が見られ、細
菌検査では分離陰性、寄生虫検査では痂皮及び
腫瘤部の外部寄生虫等陰性、血液検査では白血
球数 μ 及びその百分比でリンパ球11,500/ l
、病理組織検査では、体表の腫瘤にニキビ62%
（ ） 。 、 、ダニ 毛包虫 の寄生を確認 本症例は 当初

抗体検査等から牛白血病を疑ったが、病理組織
検査により腫瘤からニキビダニが確認されたこ
とから牛毛包虫症と診断した。牛毛包虫症にお
いては、通常、皮膚の腫瘤は粟粒～エンドウ豆
大であるが、ゴルフ～ソフトボール大であり、
極めて稀な症例と思われた。

発育不良を呈した和牛子牛に見られたベネ発育不良を呈した和牛子牛に見られたベネ発育不良を呈した和牛子牛に見られたベネ発育不良を呈した和牛子牛に見られたベネ412
：宮崎県延岡家保 稲井耕次、デン条虫の寄生デン条虫の寄生デン条虫の寄生デン条虫の寄生

丸本信之
、住宅密集地に位置する和牛繁殖農家において

か月齢の子牛が下痢、発育不良を呈すること10
から病鑑依頼。剖検所見は、小腸内の一部にベ
ネデン条虫（以下条虫）が多数寄生し、腸間膜

。 。の腫脹を認めた その他の臓器に著変は認めず
糞便の寄生虫検査では、多数の条虫卵を確認。
病理組織検査では、寄生部位の小腸管腔内が虫
体で占領され、絨毛は虫体に接し縦横に倒伏。

、 。同居牛の寄生虫検査は 母牛３頭が条虫卵陽性
本症例は小腸内に条虫が寄生していたが、寄生
部位の病理組織検査で特に強い病変は認められ
ず、条虫による発育不良か否かは特定できなか
った。しかし、逆に条虫寄生以外に下痢や発育
不良等の原因と思われる所見も認めない。条虫
寄生による子牛への影響についての報告は少な
いことから、下痢や発育不良を呈する子牛の病
鑑を実施する際、寄生虫検査も併せて実施する
ことが条虫の病原性の解明につながると思われ
た。

管内寄生虫性疾病の発生状況とその衛生対管内寄生虫性疾病の発生状況とその衛生対管内寄生虫性疾病の発生状況とその衛生対管内寄生虫性疾病の発生状況とその衛生対413
：沖縄県八重山家保 片桐慶人、貝賀眞俊策策策策

年 月より 年 月にかけて実施し2000 4 2004 9
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た病性鑑定のうち寄生虫性疾患について整理・
分析を試みた。消化器性疾病に関連するものは
件 頭で、更に寄生虫性疾病について確定44 69

診断に至ったものはｺｸｼｼﾞｳﾑ病が 件 頭 ｸﾘﾌﾟ5 15 、
ﾄｽﾎﾟﾘｼﾞｳﾑ症が 件 頭、肝姪症が 件 頭、消3 5 2 2

1 6 1 1化管内線虫症が 件 頭 乳頭糞線虫症が 件、
頭およびﾛﾀｳｲﾙｽ病とｸﾘﾌﾟﾄｽﾎﾟﾘｼﾞｳﾑ症の混合感染

1 1 13 30 1が 件 頭の計 件 頭。次にｺｸｼｼﾞｳﾑ病は
～ ヶ月齢、ｸﾘﾌﾟﾄｽﾎﾟﾘｼﾞｳﾑ症は生後 週齢、肝7 1
姪症は母牛、消化管内線虫症は ヶ月齢、乳頭2
糞線虫症は ヶ月齢およびﾛﾀｳｲﾙｽ病とｸﾘﾌﾟﾄｽﾎﾟﾘ2
ｼﾞｳﾑ症の混合感染は生後 週齢に発生。また前1
記疾病のうち消化管内線虫症以外にて死亡を確
認。このように、八重山地域での寄生虫性疾病
は一部を除き確実に予防・治療が可能であるこ
とからこれら疾病の予防衛生ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑを作成し、
畜産農家に普及啓蒙することが必要。

Ⅲ－５一般病・中毒・繁殖障害・
栄養代謝障害

畜舎鉄柵塗料舐食による和牛子牛の鉛中毒畜舎鉄柵塗料舐食による和牛子牛の鉛中毒畜舎鉄柵塗料舐食による和牛子牛の鉛中毒畜舎鉄柵塗料舐食による和牛子牛の鉛中毒414
：宮城県古川家畜保健衛生所 大越啓司、田中
廣
平成16年5月、繁殖和牛30頭飼養の農家におい

て約2ヶ月齢の子牛1頭が突然旋回運動、強直性
痙攣、起立不能を呈し、高熱を伴い急死。剖検
では骨格筋及び肝割面の煮肉様変化、腎の暗赤
色化と自家融解、大脳の充血を認め、病理組織
所見では主要臓器の出血が見られた。細菌検査
では有意菌分離陰性。死亡原因特定のため、臨
床症状から給与飼料中毒、欠乏症等を疑い自給
乾草の硝酸態窒素測定、同居牛血清5検体の生化
学検査を実施したが異常値認めず。同年6月、更
に同居子牛1頭が同様の症状を示し、診断的治療
としてキレート剤(EDTA-Ca)投与を試みたところ

老朽化した畜舎内で子牛が鉄柵を回復。稟告では
頻繁に舐食、鉄柵塗料による鉛中毒が疑われ、死

臓器並びに塗料の鉛含量を測定。肝で1亡子牛の
4.9 、腎で59.8 、 1,351μg/g(湿重量) μg/g 鉄柵で

を検出、鉛中毒と診断。対策としμg/g(乾重量)
て無鉛塗料を塗装、その後発生を認めず。

：岐阜県岐415 肥育牛における鉛中毒の発生例肥育牛における鉛中毒の発生例肥育牛における鉛中毒の発生例肥育牛における鉛中毒の発生例
阜家保 杉山裕司、片岡稔雄
牛は鉛に対する感受性が高く、急性または慢

性中毒として発症しやすい。2003年9月28日、県
内の肉用牛一貫経営農家で、約11ヶ月齢の肥育
牛が突然起立不能に陥り、前肢前方への伸長、
頸部振せんなどの神経症状も呈していた。抗生
剤や栄養剤の投与をするも症状は改善されず予
後不良と判断して、10月1日に病性鑑定を実施。
剖検では大脳において水腫が認められた以外に
は肉眼的病変はなく、病理組織検査において大

、脳皮質の層状あるいは塊状壊死がみられたため
鉛中毒を疑い、ホルマリン固定材料の肝臓およ
び腎臓の鉛含有量を測定したところそれぞれ5.1
ppm、17.9ppmであったことから鉛中毒と診断。
増築した牛舎の鉄柵に四三酸化鉛70～80％含有
の塗料を使用していたことが原因であった。

大脳皮質に初期の層状壊死病変を認めた若大脳皮質に初期の層状壊死病変を認めた若大脳皮質に初期の層状壊死病変を認めた若大脳皮質に初期の層状壊死病変を認めた若416
：岐阜県岐阜家保 水齢牛の病理組織学的検索齢牛の病理組織学的検索齢牛の病理組織学的検索齢牛の病理組織学的検索

野恵子、杉山裕司
2若齢牛の大脳皮質に層状壊死病変を認めた

症例について病理組織学的に検索。症例は共に
起立不能や四肢の伸長などの神経症状を主徴と
した ヶ月齢の黒毛和種肥育牛で当所にて鑑定11
殺。疫学的、病理学的、生化学的検索により、

（ ）、症例 は大脳皮質壊死症 ビタミン 欠乏症1 B1

症例 は鉛中毒と診断。組織学的に 例は類似2 2
所見を認め、大脳外套の広い領域における皮質
中層から深層の塊状ないし層状壊死、神経細胞
の乏血性変化および血管周囲腔の拡張を特徴と
し、初期病変と推察。大脳における病変分布に
は差異がみられ、症例 では皮質領域に限局し1
た壊死が頭頂葉および後頭葉で高度であり、病
変部は紫外線照射により自家蛍光のみられた部
位とほぼ一致。症例 では白質に海綿状変化や2
軸索の膨化を認め、病変は前頭葉および後頭葉
で顕著。血管内皮細胞の腫大と軽度の好中球浸
潤を特徴とした。神経症状を呈した牛の病性鑑
定では種々の要因が考えられ、詳細な検査によ
る類症鑑別が必要。

ワラビ中毒とピロプラズマ病合併症の発生ワラビ中毒とピロプラズマ病合併症の発生ワラビ中毒とピロプラズマ病合併症の発生ワラビ中毒とピロプラズマ病合併症の発生417
：広島県備北家保 山本祐輔、日高英子と対策と対策と対策と対策

平成16年7月下旬～10月下旬、乳用牛（ホルス
タイン種）38頭、肉用牛（日本短角種）27頭の
通年放牧を行う牧場で、北海道から導入後直ち
に放牧した、乳用牛8頭及び肉用牛1頭の計9頭が
死亡。放牧地にはワラビが繁茂し、その他の草
種が不足。またワラビの採食形跡を確認。臨床
検査では発熱・貧血・黄疸及び点状出血等の血
液凝固不全を確認。血液検査では赤血球数の著
しい減少（400×10 /μl以下 、 Ht値の低下（24 ）
0％以下 、白血球（好中球）数の著しい減少（4）
0×10 /μl以下 。血液塗沫像では、ピロプラズ2 ）
マ（ピロ）原虫の感染。ワラビ中毒及びピロ病
の合併症と診断。対策を診療獣医師・農家と協
議し、ワラビの採食防止対策として購入粗飼料
の給与・放牧圧の低減、ピロ病の原虫対策とし
て8-アミノキリン製剤の投与、マダニ対策とし
てフルメトリン製剤の投与（1ヵ月間隔 ・馴致）
放牧及び発症牛の早期発見・隔離治療を指導。
その後発生は見られない。

：徳島県徳418 肉牛に発生したサルファ剤中毒肉牛に発生したサルファ剤中毒肉牛に発生したサルファ剤中毒肉牛に発生したサルファ剤中毒
島家保 小島久美子、岸良資

年 月、繁殖・肥育約 頭の肉牛を2004 10 500
飼養する農場において、 ヶ月齢の育成牛が下8
痢・脱水を呈した。糞便検査によりコクシジウ
ムオーシストが検出されたため、サルファ剤の
投与を開始。 日後症状の改善が見られず、血5

BUN105mg/dl 3.9mg/dl液検査では クレアチニン、
と著しい高値を示した。治療を行ったが 日後9

。起立不能となったため翌日病性鑑定を実施した
剖検所見では、腎臓は腫大及び褪色。腎杯と膀
胱に黄白色の微細顆粒及び結晶物散見。組織所
見でも腎杯と尿細管に弱好酸性の結晶物構造を
認める。肺には化膿性気管支肺炎がみられた。
腎臓の結晶物について尿石簡易鑑別法、サルフ
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ァ剤の確認試験、 スペクトル及び 法UV HPLC
を実施した結果、スルファモノメトキシンと同
定した。以上のことからコクシジウム治療薬投
与失宜に起因するサルファ剤中毒と診断。

：419 低コスト前処理血中硝酸態窒素野外調査低コスト前処理血中硝酸態窒素野外調査低コスト前処理血中硝酸態窒素野外調査低コスト前処理血中硝酸態窒素野外調査
栃木県県央家保 塩生光男
硝酸態窒素の慢性影響調査のため、低コスト

63 920前処理法でブルセラ病検査残余血清 農場
頭の血中硝酸態窒素濃度（ ）を測定。BNO3-N
農場及び個体の追跡調査を実施し、 とBNO3-N
疾病発生等の関連性を分析。 平均値はBNO3-N

μ ｌ、最高値 、最小値 。0.141 g/m 1.388 0.031
が高い個体の多い農場は、フリーストBNO3-N

ールやフリーバーンの牛舎構造が有意に多く、
構造や戻し堆肥利用等が影響したものと推察。

は乾乳期が有意に高く、粗飼料主体やBNO3-N
低質飼料給与の影響と推察。 が高い群BNO3-N

BNO3-Nの死亡率は有意に高率 乳房炎発生率は。
が ～ の群で有意に高率。蹄関節疾患0.259 0.375

。 、発生率は の高い群で有意に増加 一方BNO3-N
は高値だが、何ら異常のない個体も約BNO3-N

半数存在。これらから、血中硝酸態窒素の死亡
や疾病発生増加への直接影響を否定。また、

の上昇は飼料由来のほか、疾病に伴うBNO3-N
ストレス等が硝酸態窒素の吸収や代謝に影響し
たものと推察。

肉用牛繁殖農家に発生した急性硝酸塩中毒肉用牛繁殖農家に発生した急性硝酸塩中毒肉用牛繁殖農家に発生した急性硝酸塩中毒肉用牛繁殖農家に発生した急性硝酸塩中毒420
：埼玉県熊谷家保 荒井理恵、加藤幸彦
平成 年 月 日、肉用繁殖和牛 頭飼養16 9 23 40

の農家において 頭（ 、 ）が臨床症状2 No.1 No.2
を示さず相次いで急死。死亡前日より自給ソル
ゴー乾草を 頭、 回給餌。死亡牛 頭及び4kg/ 2 2
ソルゴー乾草 検体の病性鑑定を実施。死亡牛1
の細菌及びウイルス学的検査では有意な病原体
は確認されず。生化学的検査では の心嚢水No.1
から 、 の残血から 、ソル74 g/ml No.2 68 g/mlμ μ
ゴー乾草から乾物中 の硝酸態窒素が検8,597ppm
出。以上のことから、急性硝酸塩中毒と診断。
圃場への過度な生糞尿還元（計 ）が原16.8t/10a
因であると推測。発生農家へ当該飼料給与中止
を指導、その後の発生は無し。今回の発生を受
け、管内 戸の自給飼料中硝酸態窒素含量を調10
査した結果、給与制限が必要となる飼料は 検15
体中 検体（ ）のみ。今後、発生防止1 1,452ppm
の為には関係機関と連携し、①自給飼料給与前
検査及び飼料給与指導の徹底、②適正な糞尿還

。元方法の啓発の強化が必要であると考えられた

黒毛和種繁殖牛に発生した硝酸塩中毒とそ黒毛和種繁殖牛に発生した硝酸塩中毒とそ黒毛和種繁殖牛に発生した硝酸塩中毒とそ黒毛和種繁殖牛に発生した硝酸塩中毒とそ421
：宮崎県宮崎家保 内山浩子の転帰の転帰の転帰の転帰

平成16年7月、黒毛和種繁殖農家でローズグラ
スを給与した牛11頭中2頭死亡、3頭に沈鬱、食
欲低下の症状。飼料中硝酸態窒素(NO -N)濃度は3

11,207ppm。発症牛3頭中2頭回復、1頭は回復せ
ず後に廃用となった 血清中NO -N濃度(5頭検査)。 3

は、死亡牛65.6、43.8 g/ml、発症牛18.04、11.μ
07 g/ml、無症状牛5.53 g/ml。発生9日後は、廃μ μ
用牛0.61、その他0.08～0.14 g/ml。ハプトグロμ
ビン(Hp)は発生時、発症牛のみ検出されたが、
発生9日後は廃用牛以外は検出されず、α1酸性

糖蛋白( 1AG)には変化が見られなかった。廃用α
牛は、中毒発生当時、肺炎の症状はなく、血液
生化学検査でも他牛との相違はなかったが、9日
後の検査時多くの項目で異常値を示し、血清蛋
白分画に炎症性の変化とHp、 1AGの顕著な上昇α
を認めた。以上より、中毒発生後に肺炎、肝・
腎機能の低下が起こったことを確認。細菌・病
理検査成績も考慮すると、硝酸塩中毒が抗病性
低下等感染、病態悪化の誘因となった事が考え
られた。

自給粗飼料の硝酸態窒素濃度調査による牛自給粗飼料の硝酸態窒素濃度調査による牛自給粗飼料の硝酸態窒素濃度調査による牛自給粗飼料の硝酸態窒素濃度調査による牛422
：沖縄県北部家保 多田の硝酸塩中毒防止指導の硝酸塩中毒防止指導の硝酸塩中毒防止指導の硝酸塩中毒防止指導

郷士、大城聡
年 月 日より家畜排せつ物の管理の2004 11 1

適正化及び利用の促進に関する法律の本格的な
運用が開始。当家保では家畜排せつ物の過剰或
いは一定箇所への散布による、粗飼料中硝酸態
窒素の高濃度化を懸念し、自給粗飼料の硝酸態
窒素濃度調査し指導体制を策定。管内の牛農家
計 戸を立入り、自給粗飼料を中心に計 検36 150
体の硝酸態窒素濃度を測定。測定と並行し関係
機関と連携し、測定方法、施肥の指導方法の検
討、高値農家の疾病発生状況調査、病性鑑定等
により指導体制を整備。農家に対しパンフレッ
ト等をとおし普及啓蒙を図った。 農家 検17 44

1000ppm 16体から 以上の値が検出、うち７農家
検体から 以上の高値が検出。高値を示2000ppm
した草地は、畜舎排水が流入する構造、たい肥
散布を他者に依頼する等、散布された家畜排せ
つ物量を農家が把握していない傾向にあった。
自給粗飼料の硝酸態窒素含量を数値で具体的に
示し、施肥方法、給餌方法に対する意識向上が
見られた。

：鳥取県西423 エンドファイト中毒を疑う症例エンドファイト中毒を疑う症例エンドファイト中毒を疑う症例エンドファイト中毒を疑う症例
部家保 小林朋子、栗原昭広
管内和牛繁殖牛農家において、アメリカオレ

ゴン州産輸入乾草をライグラスストローとして
購入し給与したところ、 頭で体幹及び四肢の1

、 、 。痙攣 歩様異常 神経過敏などの神経症状あり
エンドファイト中毒を疑い給与を中止したとこ
ろ翌日より症状改善。飼料の穂の形状よりペレ
ニアルライグラスと判明、飼料種子のほとんど
にエンドファイト菌糸を確認。(独）肥飼料検査
所での検査により、エルゴバリン 、ロリ78ppb
トレム 検出。B 979ppb
管内農家へはちらしを作成し、出来るだけ給

与を避ける、または単独で給与しないよう注意
喚起するとともに、業者に販売する際中毒を起
こす危険性を農家に説明するよう依頼。本年は
気候の影響により稲ワラ確保が困難であったた
め、安価な購入粗飼料を給与することが考えら
れ、エンドファイト中毒への注意喚起が必要と
思われる。

牛夾竹桃中毒を疑う一症例と 診断の牛夾竹桃中毒を疑う一症例と 診断の牛夾竹桃中毒を疑う一症例と 診断の牛夾竹桃中毒を疑う一症例と 診断の424 PCR
：沖縄県家畜衛生試験場 座喜味聡、新垣試み試み試み試み

尚美
40 16 6黒毛繁殖雌牛 頭飼養農家で、平成 年

月 ～ 日もらった牧草ロール給与で 頭の繁8 10 7
殖牛が死亡。１．発生概要と検査結果［臨床症
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状］起立不能、体温低下、心機亢進、血便と血
液凝固不全等、死亡牛 頭の剖検で消化管の著1

。［ ］ 、 、明な充出血 生化学検査 血小板減少 GOT
、 、 。LDH T-bil 0.3ppmは増加 血清硝酸態窒素は<

消化管内容の でオレアンドリン( )は検TLC Ole
出されなかったが、 で小腸内容のみからHPLC

、 。Ole 0.816ug/mlと思われるピークを検出 濃度は
マウス接種試験は小腸内容で短時間に死亡 ［他。
検査］細菌検査で死亡牛臓器から有意菌分離な
し。組織所見は心、骨格筋、肺の間質、肝、脾

。 ．に中～重度出血と消化管で重度水腫・出血 ２
法［方法］西洋夾竹桃の 対PCR 18S rRNA gene
nested PCR RFLP sequence象に を構築、併せて 、

を実施 ［結果］新 は該葉の 抽出試。 PCR DNA
10 100%料について まで検出可能 塩基配列は-8 、

一致。しかし病鑑材料(消化管内容)から検出さ
れず、効率的な植物 抽出についてさらにDNA
検討が必要。

舎飼い繁殖牛に見られた低マグネシウム血舎飼い繁殖牛に見られた低マグネシウム血舎飼い繁殖牛に見られた低マグネシウム血舎飼い繁殖牛に見られた低マグネシウム血425
：秋田県中央家保 小林政症による急性死亡例症による急性死亡例症による急性死亡例症による急性死亡例

樹、阿部由香
黒毛和種約160頭（肥育牛約100頭、繁殖牛約6

0頭）を飼養する公共農場で、９歳の繁殖牛が分
娩１ｹ月後に急死し病性鑑定を実施した。また、
１カ月前に分娩後同様な状況で繁殖牛１頭が急
死していた。血液検査では、死亡牛は、Mg(0.8m
g/dl)、Ca(5.6mg/dl)が低値、K(8.7mEq/l)が高
値を示した。病理組織所見では、全身性のうっ
血、心筋の出血を認めた。同一牛房の繁殖牛５
頭は、Mgが低値を示し､Ca、K値は正常値であっ
た。しかし、グラステタニ－特有の痙攣、神経
症状は見られなかった。給与していた粗飼料はK
(Mg+Ca)当量比は4.5を越えておりミネラルバラ
ンスは大きく崩れていた。また、農場で放牧さ
れている繁殖牛のMg,Ca,Kの値は正常であった。
以上のことから死亡牛は、マグネシウム含量が
低い特定の乾草を給与されたことにより低マグ
ネウム血症に陥り、分娩後のストレスが引き金
になり急死したものと推測された。

飼養管理失宜に起因した繁殖和牛の低マグ飼養管理失宜に起因した繁殖和牛の低マグ飼養管理失宜に起因した繁殖和牛の低マグ飼養管理失宜に起因した繁殖和牛の低マグ426
：群馬県家衛研 小ネシウム血症および脂肪肝ネシウム血症および脂肪肝ネシウム血症および脂肪肝ネシウム血症および脂肪肝

澤美穂子、宮田希和子
県内の一貫生産和牛農場で本年 月 日宮崎5 21

。県から ～ 才と高齢の繁殖和牛 頭を導入13 17 4
日かけて輸送後、馴致することなく 月 日2 5 26
に 牧場に放牧。これら 頭中 頭は牧草が採K 4 3

1 A 5 31食できない状態で群から孤立 頭( )は 月。
2 B C 6日牧場内で死亡 頭( )は食欲不振のため。 、

月 日に退牧後、牛 は起立不能に陥り死亡。1 B
残りの 頭( )は分娩のため 月 日に退牧さ1 D 6 29
せ、分娩誘起で助産娩出させたが、起立不能と
なり 月 日死亡。 月 日(放牧前)の血液生7 1 5 24
化学検査では牛 に低 血症がみられた。牛A Mg
D NEFA ASTにおける退牧後の血液所見では 、
および が著明な高値を示し、剖検で高度GGT
の脂肪肝を確認。宮崎県と 牧場の牧草成分にK
異常はなく、 頭は長距離輸送後の休息や馴致4
を行わず放牧させたため、低 血症や脂肪肝Mg

。に陥った飼養管理失宜に伴う事故と考えられた

：大分県宇427 管内一酪農家の脂肪肝発生事例管内一酪農家の脂肪肝発生事例管内一酪農家の脂肪肝発生事例管内一酪農家の脂肪肝発生事例
佐家保 足立雅之、吉森治平太
搾乳牛 頭規模の一酪農家において、死亡牛86

、が多発し病性鑑定により脂肪肝と診断したため
当該農場の飼養管理状況の把握・対策の検討を
試みた。当該農場では、死亡例は 年度に比2002
して 年度以降大幅に増加。 年 月、2003 2004 6
死亡牛 頭について病性鑑定を実施。また、飼2

、養牛の乾乳期を含む泌乳ステージを 群に分け5
2004 7 10 2 2年 月に 回血液検査を実施 死亡牛、 。
頭については重度の脂肪肝によるものと診断。
血液検査では全期間を通じて 、γ 値GOT -GTP
の上昇、泌乳最盛期以降の総コレステロール値

5%の上昇を認めた 給与飼料成分では 脂質は。 、
以上、分解性蛋白質割合の軽度過剰を認めた。
以上より牛群全体が肝臓に負担のある状況が伺
えたたため、関係機関と共に対策を検討し、給
与飼料の改善・乾乳期に肝機能改善を講じるこ
とが必要と考えられた。今後も検査等を継続し
当該農場飼養牛の損耗防止を図りたい。

血清TRAP活性の測定による乳熱の発生予察血清TRAP活性の測定による乳熱の発生予察血清TRAP活性の測定による乳熱の発生予察血清TRAP活性の測定による乳熱の発生予察428
：岩手県中央家保 古川岳大、村上隆宏
周産期における血清酒石酸耐性酸性ホスファ

ターゼ(TRAP)活性の推移と乳熱あるいは低Ca血
症との関連を検討した。検索した1農場の乳牛24
頭を分娩後の臨床観察と血清Ca濃度により乳熱

、 。群6頭 低Ca群8頭および正常群10頭に区分した
各牛より乾乳開始前2週間から分娩後6週間まで

。 、の経過血清を得た 正常群の血清TRAP活性値は
乾乳時の1.43±0.48K-AU/lから分娩3～5週間前
の1.6K-AU/lまで増加した後、分娩5日後の1.05
±0.21K-AU/lまで低下した。その後は同様の値
で推移した。乳熱群および低Ca群は、分娩4週間
前から6週間後まで0.7～1.3K-AU/lの低値で推移
し、とくに乳熱群の分娩前1～4週間の値は正常
群より有意に低下していた。血清Ca濃度は、分
娩日の乳熱群において正常群より有意に低下し
ていたが、他の期間では3群間に差が認められな
かった。得られた成績から、分娩前数週間の血
清TRAP活性値の測定により乳熱の発生を予察し
得ることがうかがわれた。

市販キットでの牛血清中の酒石酸耐性酸ホ市販キットでの牛血清中の酒石酸耐性酸ホ市販キットでの牛血清中の酒石酸耐性酸ホ市販キットでの牛血清中の酒石酸耐性酸ホ429
スファターゼ活性値測定およびカルシウム濃度スファターゼ活性値測定およびカルシウム濃度スファターゼ活性値測定およびカルシウム濃度スファターゼ活性値測定およびカルシウム濃度

：石川県南部家保 由田洋一、植田寿との関連との関連との関連との関連
美
Ca代謝の指標とするため、人用の市販のキッ

ト(酸性ホスファKⅡ-テストワコー)を用い、酒
石酸耐性酸ホスファターゼ(TRAP)活性値および
総酸ホスファターゼ(AcP)活性値を測定、血清Ca
濃度との関連を調査。材料は当所で代謝プロフ
ァイルテストを実施した健康牛52頭(4戸)、検査
依頼のあった病牛でCaが低かった13頭の血清を
用いた。健康牛の総AcP活性値(K-A単位)は1.17
±0.28、TRAP活性値は0.82±0.21で、総AcPの70
%がTRAP。Caは9.21±0.75mg/dl。乳期別比較で
分娩直後にCaは低下、TRAPは上昇。4農家間でTR
AP活性値を比較すると農家間に差異がみられ、
また1戸の農家においてはTRAPとCaに相関がみら
れた。病牛のTRAP活性値は0.87±0.27、Caは6.0
0±1.68mg/dlで、TRAPとCaに相関はみられなか
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った。また、健康牛と病牛のTRAP活性値に有意
な差はなかった。TRAP活性値測定はCa代謝の指
標となり得るが、今後乳期別検体数を増やし更
なる検討が必要。

乳用牛の石灰沈着を伴った慢性糸球体腎炎乳用牛の石灰沈着を伴った慢性糸球体腎炎乳用牛の石灰沈着を伴った慢性糸球体腎炎乳用牛の石灰沈着を伴った慢性糸球体腎炎430
：群馬県家衛研 樋口明宏、小見邦雄
腎炎は病態が複雑で、特に牛の慢性糸球体腎

炎の報告は少ない。今回、平成 年 月７日生12 9
まれ、ホルスタイン種、乳用牛が下痢を主症状
とし、平成 年 月 日に死亡、同日、病性16 5 10
鑑定を行い、診断の結果、石灰沈着を伴った慢
性糸球体腎炎と診断されたので報告する。生化
学的検査は、 月 日と 月 日に実施。ＢＵ4 26 5 6
Ｎ： 、 、クレアチニン： 、25.1 116.9mg/dl 1.43

と高値を示した。臨床症状は黄色水溶5.0mg/dl
性の下痢、顔面の浮腫が見られ、治療期間の尿
性状は蛋白：－～ 、潜血：－～ であっ++++ +++
た。腎臓からのウイルスと細菌分離は陰性。組
織検査で、腎臓は足細胞の虚脱、スパイク構造
は認められないが、糸球体基底膜やボウマン嚢
壁の肥厚、メサンギウム細胞の増数、分節性に
線維化が加わった硬化像がみられた。他に尿細
管基底膜に石灰沈着がみられ、間質結合織に顕
著な線維化、リンパ球および形質細胞浸潤が認
められた。以上のことから慢性糸球体腎炎と診
断した。

乳牛に発生したアミロイドーシスの一症例乳牛に発生したアミロイドーシスの一症例乳牛に発生したアミロイドーシスの一症例乳牛に発生したアミロイドーシスの一症例431
：神奈川県湘南家保 田中嘉州、成井淑昭
平成16年8月、難治性下痢を呈する乳牛（10歳

齢）について、ヨーネ病を疑い検診。患畜は、
食欲廃絶、顎凹に軽度の浮腫を認め、発熱、体
表リンパの腫脹及び下痢症状の伝播を認めなか
ったため、ヨーネ病とアミロイドーシス（A症）
を中心に原因究明。ヨーネ病は、エライザ検査
及び直接鏡検陰性。血清生化学的検査で、低蛋
白血症（3.6g/dL 、低アルブミン（0.51g/dL 、） ）
低カルシウム（6.0mg/dL 、高窒素血症（64.3mg）
/dL）を認め、血清蛋白電気泳動で、α-グロブ
リン領域が相対的に増加した選択性漏出型低蛋
白血症を確認し、臨床症状及び他の検査結果と
併せＡ症と診断。生産者に早期廃用を指導。ま
、 、 。 、た 直検で 腎臓は正常～軽度腫大 尿検査で

比重1.020、潜血陽性、蛋白強陽性、沈渣陽性で
あった。他の検査結果は、サルモネラと牛白血
病は陰性。コクシジウム少数の寄生を認めた。
本事例は、県内でA症を生前診断した希少例であ
り、早期診断により、生産者の経済的損失を低
減できた。

管内黒毛和種牛のCL16欠損症に対する現状管内黒毛和種牛のCL16欠損症に対する現状管内黒毛和種牛のCL16欠損症に対する現状管内黒毛和種牛のCL16欠損症に対する現状432
：鹿児島県南薩家保 植原陽、小濱博昭
平成16年5月～6月腎機能低下を認めた管内黒毛

病理学検査で全症例和種去勢牛3頭を病性鑑定。
， ，の腎臓間質に結合組織の増生 線維芽細胞の増生

尿細管の低形成，及びリンパ球系細胞の浸潤を認
める間質性腎炎像を呈した。遺伝子検査で 頭が2
CL16 2 ,と診断 代にさかのぼって。 管内繁殖雌牛3

血統を調査。 保因牛とかかわりのあ912頭の CL16
る繁殖雌牛はＡ郡 ％，Ｂ郡 ％。Ａ郡で父4.0 13.3
が 保因のものは ％祖父 ％であり，CL16 2.2 1.9

飼養頭数に対して推定される保因率は ％，Ｂ1.5
郡で父が 保因のものは ％祖父 ％でCL16 8.9 4.4

5.4 2.5あり 同じく推定保因率は ％ 管内全体では， ，
％。 に関する認知度を把握するため，管内CL16

21 CL16人工授精師 人に聞き取り調査を実施。
について知っているかの問いでは「知っている」
がＡ郡で ％Ｂ郡 ％となり，遺伝病に関す70 36.4

今る知識がまだ浸透していないことが分かった。
後農家および家畜人工授精師に対して，遺伝病
の情報提供や交配指導をさらに徹底する必要が
あると考えられた。

：群馬433 秋季に発生した放牧牛の光線過敏症秋季に発生した放牧牛の光線過敏症秋季に発生した放牧牛の光線過敏症秋季に発生した放牧牛の光線過敏症
県家衛研 宮田希和子、小澤美穂子
本年５月に放牧されたホルスタイン種育成牛
頭に ～ 月にかけて光線過敏症様症状が認8 9 10
められた。 頭中 頭は同一群で発症。白色部8 6
皮膚の肥厚糜爛、鼻鏡白色部の糜爛、外陰部の
肥厚やチアノーゼがみられた。起立困難、眼球
振 等の神経症状がみられた牛でも放牧場から盪
舎飼に移し、強肝剤等の処置で神経症状は速や

。 、かに回復 発症牛の血液生化学的検査では Glu
の低値、 、 、 の高値が認T-Cho AST GGT NH -N３

められた。発症牛の尿に紫外線を照射すると紫
色蛍光を発し、蛍光スペクトルでは励起波長

、蛍光波長 にピークを示し、同居420nm 361nm
健康牛と対照農場飼育牛の尿とは異なるスペク

。 、トルを示した 本病は春の入牧後に発症がなく
発症牛父親が同一牛でないことから先天性ポル
フィリン症は否定。光線過敏症原因植物として
知られるソバ、オトギリソウ、カタバミ、ユズ
リハは放牧草地内にみられず、馬、猫で光線過
敏症発生報告があり草地内に散見されたタデ属
を原因植物と疑い調査中。

ホルスタイン種育成牛の播種性海綿状血管ホルスタイン種育成牛の播種性海綿状血管ホルスタイン種育成牛の播種性海綿状血管ホルスタイン種育成牛の播種性海綿状血管434
：青森県八戸家保 赤沼保、中村紀文腫腫腫腫
9ヵ月齢のホルスタイン種、雌牛の全身の皮膚

に多数の結節形成。病変部の試験的穿刺では新
鮮血液が流出。血管系の腫瘍を疑い鑑定殺を実
施。剖検所見では全身の皮膚に直径5～20mmの結
節が多発。結節は暗赤色、境界明瞭で比較的柔
軟。割面は網目状又は空洞状で内部には血液貯
留。同様の病変を脾、腎、心、肺、第一胃、小
腸、骨格筋、胸腺、甲状腺、大脳及び前頭洞で
確認。組織所見では全身でみられた病変はいず
れも同様の組織構造。すなわち拡張した血管腔
が多数形成され、管腔内には赤血球と若干の血
漿成分。内壁は一層の扁平な血管内皮細胞様の
腫瘍細胞で内張り。間質成分は結合組織。鍍銀
染色では管腔に沿って基底膜様の構造を確認。P
TAH染色で間質の結合組織は茶褐色に染色。免疫
染色では一部の腫瘍細胞が抗ヒト第Ⅷ因子関連
抗原陽性。以上の事から血管内皮細胞由来の良
性腫瘍と推察。組織学的特徴及び病変分布から
本例を播種性海綿状血管腫と診断。

牛白血病抗体陰性牛に見られたγδＴ細胞牛白血病抗体陰性牛に見られたγδＴ細胞牛白血病抗体陰性牛に見られたγδＴ細胞牛白血病抗体陰性牛に見られたγδＴ細胞435
：宮城県仙台家保 及川俊徳性リンパ腫性リンパ腫性リンパ腫性リンパ腫

搾乳牛１頭が食欲不振を呈し、直腸検査によ
り骨盤腔内に腫瘤を多数確認。 初診時の血液検
査では、白血球数・血液塗抹像には著変を認め
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ず。牛白血病寒天ゲル内沈降反応抗体検査は陰
性であり、原因究明のため病性鑑定を実施。外
陰部周囲に大小様々な硬結を認め、全身のリン
パ節の腫大、肝臓・脾臓・腎臓・肺・空腸・回
腸・膀胱・卵巣・子宮・乳腺・胸腺の漿膜面あ
るいは実質内に大小様々な白色結節を認めた。
定法に従い病理組織標本を作成し、 染色、HE

（ ） （ 、 、 ）免疫組織化学的 免疫 染色 CD3 CD79a WC1
を行った。病理組織学的検査で、各臓器におけ
る白色結節は、異型性を示す大型～中型円形の
単核細胞が高度に浸潤し、有糸分裂像も散見。
免疫染色で単核細胞は、 細胞陰性、 細胞陽B T
性、 陽性を示したためγδＴ細胞性リンパWC1
腫と診断。成牛型白血病は 細胞性リンパ腫でB
あるが、病変分布が成牛型のものの中に牛白血
病抗体陰性の 細胞性リンパ腫が存在することT
がわかった。

：山形県最436 肉用子牛に発生した悪性中皮腫肉用子牛に発生した悪性中皮腫肉用子牛に発生した悪性中皮腫肉用子牛に発生した悪性中皮腫
上家保 小林久美
中皮腫は中胚葉由来の腫瘍で、ヒトや家畜で

の発生が報告されている。今回、７５日齢の肉
用子牛が腹囲膨満、食欲廃絶を呈し死亡。剖検
所見では、血様混濁腹水の貯留と腹膜・横隔膜
及び腹腔内臓器漿膜面に腫瘤が多発。腫瘤は赤
褐色軟性で表面は平滑で光沢があり、扁平状や
癒合した塊状など多様な形状を示した。腹腔内

、 。臓器は重度に癒着し 心嚢と肺の癒着も認めた
細菌検査では有意菌は分離されず。病理組織所
見では、腫瘍細胞は腹腔内臓器及び胸腔内臓器
に認められ、明瞭な核小体を持つ核を 個また1
は複数個持ち、不定形で好酸性の細胞質を有し
シート状に増殖。細胞質内には、 及びアルPAS
シアンブルー陽性物質を認め、トルイジンブル
ー染色（ｐ ）でメタクロマジーを示した。H7.0

、腫瘍は肉眼的・組織学的に体腔漿膜に限定され
漿膜由来の腫瘍細胞が認められたこと、腫瘍細
胞内のヒアルロン酸の存在等から悪性中皮腫と
診断。

乳用育成牛に認められた大型顆粒性リンパ乳用育成牛に認められた大型顆粒性リンパ乳用育成牛に認められた大型顆粒性リンパ乳用育成牛に認められた大型顆粒性リンパ437
：山梨東部家保 内藤和美、深沢矢利腫（LGL腫（LGL腫（LGL腫（LGL））））

県外から導入した育成牛（ホルスタイン種）
が食欲不振、眼球突出、陰部皮膚隆起等の臨床
症状を呈し、牛白血病(BL)が疑われたため病性
鑑定を実施。全血中の牛白血病ウイルス（BLV）
PCRは陰性。BLV抗体陰性。剖検では、卵管や子
宮、前胃と小腸漿膜･粘膜面に大小の白色腫瘤が
存在。他にも広範囲に渡り多臓器でも同様の腫
瘤を観察。組織所見は類円から多角形の細胞境
界明瞭な腫瘍細胞が顕著に浸潤増殖、結節性病
変を形成。腫瘍細胞は細胞質内に好酸性顆粒を
持ち、核は大型で腎形･楕円形に偏在、有糸分裂
像も観察。好酸性顆粒が不明瞭な細胞が認めら
れる部位も観察。本症例は、粘膜固有層から下
織において病変が強く認められ、細胞質内好酸

。性顆粒を有する血球系細胞の腫瘍性増殖が特徴
特殊染色及び免疫染色の実施で腫瘍細胞はT細胞
と判明。その結果、LGLと診断。LGLで全身的に
腫瘍化が進んだ症例は珍しいため報告する。

乳用育成牛に発生した大型顆粒リンパ球性乳用育成牛に発生した大型顆粒リンパ球性乳用育成牛に発生した大型顆粒リンパ球性乳用育成牛に発生した大型顆粒リンパ球性438

：愛媛県八幡浜家保 野崎周作、沖本白血病白血病白血病白血病
宏

、 、牛の白血病は臨床病理学的に成牛型 子牛型
胸腺型、皮膚型と分類されている。今回、リン
パ節や内臓に広範囲にわたり腫瘍病巣が形成さ
れた症例を認め、形態学的、免疫組織化学的に
従来の4タイプには属さない大型顆粒リンパ球性
白血病と診断した。
乳用育成牛が約8ヶ月齢の頃から慢性下痢、発熱
を呈し、9ヶ月齢で顕著な削痩と衰弱のため起立
不能となり鑑定殺を実施した。剖検では、腸間
膜リンパ節の腫脹、肝の斑状退色、腎の点状出
血を認めた。寄生虫検査と細菌検査は陰性でBLV
抗体検査も陰性であった。白血球数は10900であ

。 、 、 、 、った 組織学的には 全身のリンパ節 脾 肝
腎に大小さまざまな好酸性顆粒を有する腫瘍細
胞が存在していた。免疫染色では、顆粒はパー
フォリン陽性で、腫瘍細胞は細胞質内CD３とCD
５７が陽性で、大型顆粒リンパ球の特徴と一致
した。腫瘤を作る傾向があまりないため、狭義
の白血病leukemiaと診断した。

大分県で に発生した牛の腫瘍性大分県で に発生した牛の腫瘍性大分県で に発生した牛の腫瘍性大分県で に発生した牛の腫瘍性439 4過去 年間過去 年間過去 年間過去 年間
：大分県大分家保 甲斐貴憲疾病29例の病理疾病29例の病理疾病29例の病理疾病29例の病理

大分 平成 年度から 年県の牛飼養農場で 13 16
牛の腫瘍性疾病29例の病理度にかけて発生した

組織学的検査結果をまとめた。29 中で20例例の
は牛白血病で、品種は黒毛和種が18例、ホルス
タインが2例。病変は心臓、リンパ節、胃等に多
。 、発 血液検査ではすべて牛白血病抗体は陽性で

多くの症例で白血球数の増加、異型リンパ球の
増加、乳酸脱水素酵素の上昇が認められた。牛
白血病以外の腫瘍性疾病は9例で、診断結果は黒
色腫、肝細胞癌、ユーイング肉腫様腫瘍、脂肪
腫2例、腺癌、心膜中皮腫、顆粒膜細胞腫、筋線
維芽細胞の腫瘍性増殖であった。品種は心膜中
皮腫がホルスタインでの発生で、そのほか8例は
黒毛和種。病理組織学的に、黒色腫と筋線維芽
細胞の腫瘍性増殖は悪性の可能性が高く、肝細
胞癌、ユーイング肉腫様腫瘍、腺癌は悪性、脂
肪腫2例、心膜中皮腫、顆粒膜細胞腫は良性であ

牛白血病以外った。本県での牛の腫瘍性疾病は
に極めて稀な症例も認められた。

第四胃食滞に見られたＴ細胞性が疑われる第四胃食滞に見られたＴ細胞性が疑われる第四胃食滞に見られたＴ細胞性が疑われる第四胃食滞に見られたＴ細胞性が疑われる440
：宮崎県都城家保 有田章一リンパ腫の一例リンパ腫の一例リンパ腫の一例リンパ腫の一例

年 月、管内の繁殖用黒毛和牛 頭を飼育2004 6 3
する農家で、 歳の母牛 頭に食欲不振と著しい3 1
削痩、餌をもどすような症状が繰り返し観察さ
れた。外観的に左最後肋骨の背側部皮下に可動
性の腫瘤（母指頭大）が2個観察された。予後不
良と判断され、鑑定殺を実施。病理解剖では、
腫瘤は皮膚組織とは容易に剥離され、皮下蜂窩
織に隆起、割面は血リンパ節様を呈した。周囲
リンパ節の腫脹はなく、右心室壁の退色、第 胃4
周囲の大網の脂肪壊死と狭窄、胃壁が肥厚。病
理組織学的に腫瘤は、副皮質領域の拡大を主徴
とするリンパ性腫瘍であり、異型細胞の核は大
小不同が強く、一部にはRS細胞に類似する大型
細胞も混在していた。心、胃壁の病変は転移巣
であり、この部位でも異型細胞の核は大小不同
が顕著。 ゲル沈反応は陽性であったが、腫瘍BLV
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細胞の形態、主座、転移巣の状況からＴ細胞由
来のリンパ性腫瘍と判断した。

：福島県県北家441 夏期分娩牛への脂肪酸給与夏期分娩牛への脂肪酸給与夏期分娩牛への脂肪酸給与夏期分娩牛への脂肪酸給与
保 松本裕一、前田守幸
乳牛の死廃・病傷事故において、周産期疾病

が占める割合は大きく、夏期分娩牛は泌乳量最
、盛期に暑熱ストレスにより乳量が低下するなど

農家の経済的負担は大きい。そこで対策の一助
とするため、暑熱期のエネルギー補給を目的と
し、平成 年 月分娩予定牛 戸 頭中 頭16 7 7 13 9
に、分娩直後より 日間、パルミチン酸を主140

。 、 、 、成分とする脂肪酸給与を実施 分娩直後 40 80
120 11 4日後の血清学的検査 項目の結果 対照牛、
頭に比べ、投与群は が高く 、β ヒドT-cho GPT -
ロキシ酪酸は低く推移。投与群の乳量は対照群
より期待補正乳量で 上回った。各農場2,066kg
の平均乳量と比べて対照群の平均は農場平均を
割下回り、脂肪酸給与は暑熱ストレスと高泌2

乳期のエネルギー不足を補う傾向がみられた。
周産期疾病は投与群 頭中 頭に、対照群 頭9 3 4
中 頭に認められた。繁殖成績は 月現在投与2 12
群 頭中 頭受胎、対照群に受胎は認められて9 4
いない。

栃木県内過去10年間の病性鑑定における牛栃木県内過去10年間の病性鑑定における牛栃木県内過去10年間の病性鑑定における牛栃木県内過去10年間の病性鑑定における牛442
：栃木県県央家保 飯呼吸器病の病理学的考察呼吸器病の病理学的考察呼吸器病の病理学的考察呼吸器病の病理学的考察

塚綾子
過去10年間県内牛呼吸器病発生様相を病理学

的に考察。平成6～15年度の病理材料169例を形
態病理学的分類。平成10～15年度抽出46例を、
特殊染色、免疫染色で病原検索。保存文書から
宿主要因、病原体分離成績を調査。病理検査の
結果、線維素性壊死性肺炎(1型)、カタル性化膿
性肺炎(2型)、肺膿瘍(3型)、その他の肺炎(4型)
に4分類。発病月齢別の病変形成の割合は、6カ
月齢未満で１型38.8％、2型35.6％、3型7.8％、
4型17.8％。７～12カ月齢は、53.8％、15.4％、

、 、 、 、 、7.7％ 23.1％ 成牛は76.4％ 5.9％ 11.8％
P.5.9％ 病変形成と分離病原体の関連は 1型で。 、

(Pm)、 (Mh)等、2型で大multocida M.haemolytica
、 、 、 、 。腸菌 Pm レンサ球菌 S.Dublin RSV等を分離

免疫染色では、1型でPm、Mh、 (Hs)、2H.somnus
型でPm 、RSVの陽性抗原を検出。1型は最重要病
変で、主要病原体はPm及びMhと推察し、特にMh
を重要視。2型は若齢牛で重要病変となり、種々
の病原体が関与と考察。

乳質改善指導の取組み状況（搾乳作業手順乳質改善指導の取組み状況（搾乳作業手順乳質改善指導の取組み状況（搾乳作業手順乳質改善指導の取組み状況（搾乳作業手順443
：山梨県東部家保 神藤学、福沢昭の現状調査の現状調査の現状調査の現状調査））））

文
生産者団体からの依頼により、体細胞数改善

のための乳質改善指導チームの一員として農家
指導を行った。取組み始めの本年度は、搾乳作
業手順の現状把握と再点検を目的にアンケート
及び現地調査・指導を実施した。その中で6ヶ月
間のバルク乳平均体細胞数が50万/ml以上の農家
を指導対象農家としたところ、指導対象農家の

、 、搾乳手袋使用率は40.0% 前搾り実施率は60.0%
1頭1布実施率は0.0%、ディッピング実施率は60.
0%、乾乳軟膏注入実施率は40.0%であり、指導対
象農家においては改善すべき搾乳作業手順が多

くみられた。また、HACCP方式に対する認知率は
。 、 、10.0%であった 指導対象農家においては まず

正しい搾乳作業手順の実践が第一課題であり、
搾乳に関する基礎知識向上や意識改革による改
善意欲の喚起が必要と痛感した。今後も関係機
関と協力し、乳質改善の前提条件である正しい
搾乳作業手順の定着を図るとともに、乳房炎対
策を中心としたさらなる乳質改善指導を実施し
ていく予定。

全身に出血性病変がみられた牛の急死事例全身に出血性病変がみられた牛の急死事例全身に出血性病変がみられた牛の急死事例全身に出血性病変がみられた牛の急死事例444
：愛知県東三河家保 藤田秀樹、鈴木道康
管内の肥育農家６農場で１７頭の急死例があ

り８頭の病性鑑定を行った。共通所見として、
異常の見られなかった牛が同一牛舎で複数頭急
死し、解剖所見で全身性に出血がみられる。特
に心臓、肝臓、肺、小腸の出血が顕著であった
が、脾臓の腫大は見られない。病性鑑定を行っ

、た ３ 頭 の 主 要 臓 器 か ら Clostridium.Spp
が検出され、他の２頭の腹Clostridium.Sordellii

水から が検出された。病理Clostridium.Sordellii
、 、 、検査の結果 出血病変 好中球の集簇がみられ

細菌が検出されたものは組織でも大型桿菌が確
認された。防疫処置として抗生物質の投与とク
ロストリジウム３種混合トキソイドの接種、牛
舎の清掃と消毒、堆肥の消毒を指示した結果、
その後急死事例は発生していない。以上の結果
より、クロストリジウム属による敗血症または
菌体外毒素による死亡事例だと推測される事か
ら、同様の事例が発生した時は疫学調査と解剖
所見で、クロストリジウム３種混合トキソイド
の接種を行うことが、被害の拡大防止につなが
ると思われる。

：和歌山県紀南家保445 和牛子牛の下痢症対策和牛子牛の下痢症対策和牛子牛の下痢症対策和牛子牛の下痢症対策
樽本英幸、大出満寿雄

15 3子牛下痢症の多発農家において、平成 年
月より母牛へ牛下痢 種混合不活化ワクチン 以5 （
下ワクチン）を接種し、昨年度診療費の削減、
事故の低減などの効果が確認され、今回産子の
出荷成績について検討。平成 ～ 年度まで14 16
の子牛の家畜診療簿、死廃事故頭数、その間出
荷された 頭の市場成績を調査。死亡事故頭数85

14 4 15 1 16は 年度 頭下痢症 年度新生児死 頭、 、
年度死産 頭、肺炎 頭。下痢症発症率は 年1 1 14
度出生子牛 頭中 頭（ ％ 、 年度 頭35 22 63 15 35）
中 頭（ ％ 、 年度 頭中 頭（ ％）14 40 16 27 5 19）
とワクチン接種後低下。一日当増体量（ ）はDG
去勢で平均 、雌 から、ワクチン接1.07kg 0.95kg
種後去勢 、雌 と有意差はないが、1.10kg 0.95kg
去勢で の増加の傾向。ワクチン接種前後でDG
は下痢症の発生や重症化の予防、死亡事故の減
、 。少 診療費削減及び産子のＤＧ増加などの効果

現在下痢対策後時間が経過したためか、下痢症
がやや増加し、もう一度消毒等を視野にいれた
飼養管理の徹底が必要。

肥育牛群血液データの解釈と勉強会の開催肥育牛群血液データの解釈と勉強会の開催肥育牛群血液データの解釈と勉強会の開催肥育牛群血液データの解釈と勉強会の開催446
：鳥取県倉吉家保 森利之、小西博(第一報)(第一報)(第一報)(第一報)

管内のＴ農協肥育部会から「導入牛の血統が
従前と異なり、飼養管理技術の再検討を行いた
い 」との相談を受け、農協指導部、農業改良普。
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及所との共同で対応。当所は、血液検査部門を
担当し、平成 年夏期から 農場 牧区の同時15 7 8
期導入牛を対象に、同一牛の肥育ステージ追跡

。 、 、 、 、 、検査を実施 検査項目は Ht TP Alb BUN
、 、 、 、 、 、 についT-cho AST GGT Ca P VitA VitE

て行い、採血時には給与飼料、加療状況、牛の
コンディション等の聞き取りと糞便モニタリン
グ検査も併せて実施。検査結果は、随時評価を
加えて回答するとともに、飼養管理農家を対象
に、農業改良普及所による飼料設計評価と合わ
せて、勉強会を開催。評価結果は、同一牧区の
牛の食い込みの揃いと の摂取時期の見極めVitA
がポイントと判明。従来、スポット的な血中ビ
タミン検査は実施してきたが、指導者段階での
結果理解に終始しがちであり、自立農場育成の
ためには、同一視野に立った農場と指導者の交
流が極めて重要である。

：鳥取447 哺育育成農家における肺炎発生事例哺育育成農家における肺炎発生事例哺育育成農家における肺炎発生事例哺育育成農家における肺炎発生事例
県倉吉家保 湯口俊之、前田佳奈
管内哺育育成農家において、子牛の肺炎が多

、 。発したため 死亡子牛について病性鑑定を実施
細菌検査によりパスツレラ菌が分離されたが、
主因菌としての特定には至らず。肺炎の蔓延を
助長する要因として、子牛の高密度飼育や哺乳
ロボットによる感染拡大、良質な初乳の摂取不
足等が考えられたため、子牛の新規導入を一時
休止、牛舎内消毒、導入元農家に対する初乳給
与徹底の依頼等の指導を行った結果、現在、農
場での肺炎は終息。初乳接種状況等を踏まえた
子牛の導入後管理及び牛舎規模に応じた飼養密
度の適正化、牛舎内消毒の適正実施、また、多
頭飼育農家において労力削減という大きなメリ
ットのある哺乳ロボットの的確な衛生管理等が
重要。

：鳥取448 肥育牛の起立不能多発事例への対応肥育牛の起立不能多発事例への対応肥育牛の起立不能多発事例への対応肥育牛の起立不能多発事例への対応
県倉吉家保 岡田綾子、山里比呂志
管内複数の乳去勢牛肥育農場で起立不能が多

発。農場はすべて素牛を北海道から導入する同
一系列の４農場( ～ )で、 農場は ～ 月A D A 1 6

37 B 2 2 C 3 4に 頭 農場は 月に 頭 農場は 月に、 、
頭、 農場は 月に 頭が、後躯麻痺・皮温低D 4 2
下・呼吸速迫・流涎・呆然等の症状を示し、急
性経過で死亡または病畜と場出荷。剖検または
と畜検査で多くに胃腸炎、一部にルーメンアシ
ドーシスを認めるが、起立不能を説明できるだ
けの所見なし。病理組織学的に ・ ・ 農場A C D
の牛に共通して小腸血管病変を認めた。多くの
症 例 で 小 腸 上 部 よ り 、E.coli 10 ~ cfu/g2 9

分離。大脳皮質壊死症、C.perfringens 10 ~ cfu/g3 8

硝酸態窒素中毒、鉛中毒およびボツリヌス症に
ついては否定的。 農場への対策としてエンテA
ロトキセミアに着目した濃厚飼料減量 粗飼料増/

/量、牛舎消毒、アンピシリン全頭投与、乳酸菌
、 、納豆菌製剤投与等を行い 一応の終息をみたが

確定診断には至らなかった。

哺育育成農場の肺炎と下痢対策のシステム哺育育成農場の肺炎と下痢対策のシステム哺育育成農場の肺炎と下痢対策のシステム哺育育成農場の肺炎と下痢対策のシステム449
：鳥取県鳥取家保 井上禎文、小谷道子化化化化
管内の哺育育成農場(常時 頭飼養)におい180

て、年間死廃頭数が 年 月～ 年 月H14 1 H16 12

まで 頭。死廃率 ～ と推移。15,11,26 6.1 14.4%
これらの病性鑑定結果から、各年とも冬期間の

H16呼吸器系疾患と消化器系疾患が主で、特に
年 月～ 月及び 月時の小膿瘍を伴う胸膜肺1 4 10
炎が 頭と多発した。また、通年の発生日齢は18

頭が ～ 日齢で低日齢での感染が疑18/25 20 150
われた。その主な分離菌は などであP.multocida
ったが、殆どの症例は有意菌が分離されなかっ
た。更に、この化膿性肺炎の他、農場内の呼吸
器病の動きを把握するため、日齢別の抗体(及び
)検査を実施。 ･ ･ ･ ･ ･PCR IBR PI3 RS Ad7 Corona

について動きは認められなかった。こBVDMD
れらの結果から、農場内衛生プログラムの見直
しを実施し、途中経過であるが、試験区 頭、13

、対照区 頭における離乳までの ( )16 DG 0.57:0.49
平均累積治療日数( ： )と改善が認めら5.46 10.31

。 、れている 今後は再度日齢別抗体検査を実施し
比較検討予定。

：広450 周産期疾病予防の乾乳期血液指標項目周産期疾病予防の乾乳期血液指標項目周産期疾病予防の乾乳期血液指標項目周産期疾病予防の乾乳期血液指標項目
島県東広島家保 小林弘明 望戸正則、
ホルスタイン種乾乳期血清（n=190）を用い周

産期疾病発生の予測項目検討。 NEF遊離脂肪酸（
、 、A μEq/L) BHB μmol/L)： βヒドロキシ酪酸 ：（

血清中レシチン:コレステロールアシルトランスフ
(LCAT：U)， (apoB：ェラーゼ アポリポ蛋白B-100

μg/ml)を中心に測定。結果、分娩前40日以降か
。 、 、ら各項目異常個体散見 特に夏季はNEFA LCAT

apoBの異常個体多く春と比べ有意差あり。分娩
前40日以降の項目間関係(n=46)，NEFA400以上の
apoBは200以下、apoB200以下のLCATは600以下。
LCATと総コレステロール間には正の相関。分娩
前40日以降に検査実施し産後状況の判明個体 (n
=29)の65％に疾病発生、うち52％が脂肪肝等の
肝機能異常。BHB800以上個体(3/3)、apoB200以
下個体（5/6）で高確率に周産期疾病発生、その
約6割が肝機能異常。BHB、apoBが周産期疾病発
生予測に有効、特にapoBは特殊機器不必要で現
場活用可能と考察。

乳房炎による死亡牛多発農家に対する指導乳房炎による死亡牛多発農家に対する指導乳房炎による死亡牛多発農家に対する指導乳房炎による死亡牛多発農家に対する指導451
：愛媛県中央家保家保 池田達彦、安（第一報（第一報（第一報（第一報））））

永圭介
昨年度、管内の一酪農家（搾乳牛17頭、育成

牛9頭飼養）において、高泌乳期にある乳房炎牛
（ ）。 、 、の死亡が多発 5頭 このため本年度 診療所

酪連および家保の連携のもと、乳房炎対策の衛
生指導を開始。6月と10月に乳汁検査を、6月、8
月および10月に血液検査を全頭対象に実施。6月
の乳汁検査でPLテスト（++）以上が7/17頭（41.
2％）に認められたため、細菌検査結果に基づく
治療を実施。併せて搾乳方法の改善、搾乳順序
の変更および消毒の徹底等を指導。8月の血液検
査において、高泌乳期の牛に低栄養状態が示唆
されるNEFAの上昇およびビタミンA欠乏が認めら
れたため、ビタミン・ミネラル補給等の夏季対
策について指導。この結果、10月の検査ではPL
テスト（++）以上が4/15頭（26.7％）と減少す
るとともに、血液性状も改善された。また、本
年度12月までの乳房炎による死亡牛は1頭のみで
あり、昨年度に比べ発生を減少させることがで
きた。
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：長崎県壱岐家畜452 黒毛和種子牛の複合奇形黒毛和種子牛の複合奇形黒毛和種子牛の複合奇形黒毛和種子牛の複合奇形
保健衛生所 小泉源也
異常産３混を接種済みの母牛から生まれた黒

毛和種雌新生子牛が頭部回旋、眼球振とう等の
。神経症状および両後肢飛節の関節湾曲を呈した

剖検では軽度内水頭症、大孔開大、小脳欠損、
大脳後頭葉の偏位、延髄の脊柱管への陥入及び

。 、仙骨棘突起欠損が認められた 病理組織所見で
延髄中心管の開口を確認。ウイルス抗体検査お
よび細菌検査では病因を特定できなかった。以
上より小脳無形成を伴った複合奇形と推察。本
症例は、過去に報告のあった牛のキアリ奇形に
類似、その病型に分類されると推察。牛のキア

、 、リ奇形は 小脳病変がほとんどの症例で発生し
二分脊椎症を伴うことも多いことから、本症例
によって牛のキアリ奇形は外胚葉奇形による小
脳発生異常が重要であることを示唆。

家畜保健衛生所における生産獣医療への取組家畜保健衛生所における生産獣医療への取組家畜保健衛生所における生産獣医療への取組家畜保健衛生所における生産獣医療への取組453
：青森県十和田家保 渡邉弘恭、岡本清虎みみみみ
臨床獣医師や農場からの依頼に応じ、生産獣医

療に取り組んできた中から、酪農と肥育牛での改
善事例を報告。酪農では、周産期疾病による事故
及び乳量・繁殖成績等が悪化した農場において、
ボディコンディションスコア（BCS）の測定と血液
代謝プロファイルテスト（MPT）を実施。全ステー
ジでのBCS低値、泌乳中期～後期の総コレステロー
ル低値等の問題点判明。BCS適正化・クローズアッ
プ期管理改善等の指導を実施したところ、BCS適正
化に伴い、死亡事故低減・乳量や繁殖成績改善。
肥育ではH10年度よりビタミンAを中心としたMPT及
び検査結果検討会を実施したところ、血液検査を7
年間継続してきた農場では、上物率がH10年度の54
％からH16年度には85％に向上。H16年度枝肉販売
価格では、血液検査継続農場がその他の農場より
も108,576円高値。今後も臨床獣医師等がカバーで
きない範囲においては、衛生管理指導の他に、飼
養管理面の指導も視野に入れる必要あり。

肉用牛経営での生産獣医療の必要性を感じ肉用牛経営での生産獣医療の必要性を感じ肉用牛経営での生産獣医療の必要性を感じ肉用牛経営での生産獣医療の必要性を感じ454
：宮崎県宮崎家保 坂元和樹た１症例た１症例た１症例た１症例

肉用牛繁殖農家２農場で、離乳後の子牛の軟
便・下痢が散発。常法に基づき、発症牛の細菌
学的・寄生虫学的・ウイルス学的検査を実施。
また、牛舎環境要因として建築資材を調査。さ

、 、 、らに 飼養管理要因として 飲料水の水質検査
粗飼料中の硝酸態窒素分析、飼料給与方法、離
乳後の栄養度を調査。検査及び調査の結果、子

、 、牛の事故防止のため 夜間制限哺乳にしたため
第一胃の発達が遅れ、軟便・下痢が発生したも
のと推察。生産者は獣医師に対し、個々の家畜
の疾病の治療のほか、農場全体の飼養衛生管理
などの技術の提供、指導を望んでいる一方、今
回の事例のように、生産者の単純な飼養管理失
宜による疾病の治療に、不要な費用と時間を費
やしている現状がある。このような中で、生産
性、収益性向上のための指導が必要であり、今
後、生産獣医療を定着させるために、地域臨床
獣医師並びに農業改良普及センターとの連携を
図るとともに、生産獣医療の必要性について啓
発していきたい。

黒毛和種繁殖牛に対する を用いた黒毛和種繁殖牛に対する を用いた黒毛和種繁殖牛に対する を用いた黒毛和種繁殖牛に対する を用いた455 CIDR
石川県北部家保 畑中昭、坂繁殖改善の試み：繁殖改善の試み：繁殖改善の試み：繁殖改善の試み：

口政信
75早期受胎と受胎率向上を目的として分娩後

日以上経過し繁殖障害と診断された能登牛に対
して膣内留置型プロジェステロン製剤( )をCIDR
用いた繁殖改善を実施。 日挿入( 頭)をCIDR14 7
群、 日挿入 ( 頭)を 群、通A CIDR7 +ovsynch 7 B

常診療を施したもの( 頭)を 群。分娩から初32 C
診までの日数はそれぞれ 、 、 日190.3 277.8 131.3
、 、 、 、 。と 群で長く 処置回数は 回A B 2.0 3.0 1.4

AI 25.5 9.8 30.3人工授精( )までの平均日数は 、 、
B AI 85.7 6/7 85.7日で 群が短く、 実施率は ( )、

( )、 ( )。初回 による受胎率は6/7 90.6% 29/32 AI
( )、 ( )、 ( )で各群で差60.0 3/5 50.0 2/4 55.2% 16/29

はなく、平均空胎日数は 、 、 日157.4 220.5 173.3
と 群で長く、初診から受胎までに要した平均B
日数は 、 、 日で 、 群が 群に16.7 10.0 50.8 A B C
比べて短くなった。 、 群供に挿入時に黄体A B
の存在を認めた方が受胎率が高く、卵巣嚢腫に

CIDR対する治療効果もあった 今回の結果から。
を用いた定時授精は発情見逃し防止に有用で、
受胎までの日数短縮に効果。

受卵牛の栄養診断による受胎率向上へのア受卵牛の栄養診断による受胎率向上へのア受卵牛の栄養診断による受胎率向上へのア受卵牛の栄養診断による受胎率向上へのア456
：鳥取県鳥取家保 田渕一郎、滝河哲プローチプローチプローチプローチ

郎
鳥取放牧場では平成 年度から乳用育成牛へ9

の受精卵移植を開始し、県内の受精卵移植の普
及に取り組んでいる。当牧場での移植頭数は平
成 年度開始当初から ～ 頭で推移してい9 40 70
たものの、平成 年度には年間移植頭数 頭15 125
と大幅な増加となった。しかし一方、受胎率は
毎年 前後と伸び悩んでいる。40%
そこで今回、当牧場における受精卵移植の受

胎率向上を目的として、平成 年 月から血液16 1
検査データによる受卵牛の栄養診断及び飼料計
算を実施し、受胎率と栄養バランスとの関係を
調査したのでその概要を報告する。

黒毛和種雌牛の人工授精後 ～ 日の血黒毛和種雌牛の人工授精後 ～ 日の血黒毛和種雌牛の人工授精後 ～ 日の血黒毛和種雌牛の人工授精後 ～ 日の血457 18 24
：島根中プロゲステロン測定による非妊娠判定中プロゲステロン測定による非妊娠判定中プロゲステロン測定による非妊娠判定中プロゲステロン測定による非妊娠判定

県松江家保 安部茂樹、藤井俊治
黒毛和種繁殖雌牛の人工授精後 ～ 日の18 24

血中のプロゲステロン( )を測定し、非妊娠牛P4
の早期摘発が可能か、黒毛和種繁殖雌牛 頭で60
検討。受胎が確認された調査牛は 頭、受胎率32

％。人工授精後 ～ 日に測定した 濃53.3 18 24 P4
度（ 以上）で妊娠の可能性があると判1.5ng/ml
定した割合は ％（ 頭 。この内、後に71.7 43/60 ）

（ ）。 、妊娠と判定した割合は ％ 頭 一方74.4 32/43
濃度で非妊娠と判定した調査牛は 頭、こP4 17

100れらは全て不妊と判定され、その一致率は
18 24 P4％。黒毛和種雌牛で人工授精後 ～ 日に

濃度によって非妊娠牛の早期判定が可能。従っ
て、人工授精後 を測定し非妊娠牛を早期にP4
判定し、発情確認の後、種々の処置を施すこと
で生産率の向上が図れる。

過剰排卵処理方法の変更による正常卵率の過剰排卵処理方法の変更による正常卵率の過剰排卵処理方法の変更による正常卵率の過剰排卵処理方法の変更による正常卵率の458
：岡山県津山家保 中原仁、中山裕貴向上向上向上向上
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当管内は受精卵移植を活用した和牛生産が盛
、 。 、んな地域であり 採卵頭数は年々増加 しかし

採卵により得られる正常卵の割合(正常卵率)は
低下傾向。通常、過剰排卵処理( )後の人工SOV
授精( )は２回実施するのが一般的であるが、AI
最近では を１回に減らすケースが多く、こAI
のことが正常卵率低下の原因のひとつと考えら
れた。そこで今回、 を通常法よりも半日早SOV
く始める方法(改良法)に変更し、１回の でAI
正常卵率が向上するか検討した。その結果、改
良法では１回の で通常法の２回 と同等のAI AI
正常卵率が得られた。このことから、この改良
法は１回 時の採卵に有効であることが示唆AI
された。

β―カロテン添加飼料による高産歴繁殖和β―カロテン添加飼料による高産歴繁殖和β―カロテン添加飼料による高産歴繁殖和β―カロテン添加飼料による高産歴繁殖和459
、牛の繁殖成績向上牛の繁殖成績向上牛の繁殖成績向上牛の繁殖成績向上：福岡県中央家保 黨征志郎

増岡和晃
1 20 7.6 8概要：繁殖牛 頭(平均 産)、育成牛

頭、哺乳牛 頭の計 頭飼養。平成 年 月6 34 15 8
から繁殖牛全頭に (β―カロテン ㎎・ビ50g 100
タミン 含有)／日給与。 成績：血A 150,000IU 2
中β―カロテン濃度上昇( → μ ／52.9 94.1 g
)。血中ビタミン 濃度上昇( → ／dl A 61.5 82.8IU

dl 10 4 JMR 30) 産以上の 頭全て給与後受胎 ＋。 。
40 0 1 471～ →± で年 産維持。分娩間隔短縮(

→ 日)。授精回数 回前後→ 回以下で精液388 3 2
代の負担減。廃用繁殖牛の枝肉成績上昇(格付け

→ 、枝肉重量 → ㎏、価格C1.4 B1.5 255.5 315.4
。 、117,377 192,552 /→ 円 頭) 哺乳牛の生時体重は

平均産歴の増加( → )にもかかわらず、雄8.1 9.1
→ ・雌 → ㎏。経済効果は育成26.3 26.3 24.6 26.5

牛の出荷で約 万増収、飼料代で約 万の支197 44
出増および精液代で約 万の支出減となり、合14
計約 万の増収見込み。 今後の展開：農場167 3
の自主的管理による繁殖成績の向上を目指すと
ともに、家保は、改善効果に基づき、他の繁殖
和牛農場の経営改善に貢献したい。

Ⅲ－６生理・生化学・薬理

肥育牛における尿石症の発生要因調査及び肥育牛における尿石症の発生要因調査及び肥育牛における尿石症の発生要因調査及び肥育牛における尿石症の発生要因調査及び460
岩手ビタミンＡコントロールによる低減事例：ビタミンＡコントロールによる低減事例：ビタミンＡコントロールによる低減事例：ビタミンＡコントロールによる低減事例：

県県南家保 奥村亮子、木戸口勝彰
肥育牛の尿石症予防対策の一助とするため発

生要因調査を実施。過去4年間において、家畜共
済の死廃件数に占める尿石症の割合は10.4%(管
内、肥育牛)、と畜場での発生率は6.8%(黒毛和
種・去勢)。同場において、健康牛の膀胱内に尿
結石を認めるもの65頭(尿石群)と認めないもの3
3頭(対照群)の尿及び結石成分を比較検討。対照
群における尿蛋白の陽性率15.2%、尿pH8以上27.

、 、 。3%に比較し 尿石群は32.3% 40.0%と高い傾向
尿結石46検体のうちリン酸Mg塩を主体とするも
の80.4
%。6検体に由来するリン酸Mg結石を用いウラジ
ロガシ製剤で溶解試験を実施した結果、薬剤濃
度及びpH依存性に溶解。尿石症多発農場(1戸)で
は、配合飼料のCa/P比は肥育後期に0.6と低下し
ていた。さらに血中ビタミンＡ濃度は20ヶ月齢

前後に30(IU/l)を下回る傾向が認められたこと
から 改善した結果 治療率が30%(H15)から8%(H、 、
16)に減少。以上より、尿pH及びビタミンＡコン
トロールの重要性が示唆された。

哺乳育成農場の呼吸器病対策と生化学的検哺乳育成農場の呼吸器病対策と生化学的検哺乳育成農場の呼吸器病対策と生化学的検哺乳育成農場の呼吸器病対策と生化学的検461
：茨城県県北家保 戸田尚美査査査査
牛約 頭を肥育する大規模農場で集団F1 1,800

飼育している哺育牛に発熱、呼吸器症状、中耳
炎が認められ、育成牛群にも拡大。当所では細
菌性肺炎及びマイコプラズマ性中耳炎を疑い、
発熱等治療時の抗生物質変更の他、導入 日目10
の哺乳牛全頭にウェルカムショット（ ）としWS
てチルミコシン製剤投与を指導。 実施群とWS
未実施群で血清 比、急性期反応蛋白であるAG
α 酸性糖タンパク（α ）とハプトグロビ1 1AG
ン（ ）を測定、また発熱の治療率等を調査・Hp
比較した。 未実施群ではα 及び のWS 1AG Hp
増加とその直後に治療率の増加及び 比の長AG
期低下が認められ、肺炎・中耳炎の集団感染が
起こり、臨床症状が悪化したことを確認。よっ
て には導入初期の肺炎等の発症を抑制するWS
効果があることが示唆された。哺乳牛の集団飼

、育では病原微生物のコントロールが困難であり
予防的意味での抗生物質投与は必要と考える。

活性値による周産期疾病診断の検討活性値による周産期疾病診断の検討活性値による周産期疾病診断の検討活性値による周産期疾病診断の検討462 LCATLCATLCATLCAT
：福井県家保 生水誠一、笠原香澄

、 。乳牛の周産期疾病には 脂肪肝が大きく関与
そこで今回、肝臓で合成され、脂質代謝に重要
な役割を果たしているレシチンコレステロール

（ ） 、アシルトランスフェラーゼ 活性値をLCAT
人体用測定キットを用いて測定し、周産期疾病
診断のための基礎調査を実施。平成 年 月16 4
から平成 年 月初旬まで、血液生化学なら17 1

、びに病理解剖の検査依頼があった酪農家 戸20
のべ 頭の乳牛の血清または血漿を用い、外91
見上健康な牛 頭（乾乳期牛 頭および泌乳47 25
期牛 頭）と周産期疾病を発症した 頭につ22 44
いて比較検討。検査項目は、 、総コレスLCAT
テロール（ 、総蛋白（ ）およびアスパラTC TP）

AST LCATギン酸アミノトランスフェラーゼ（ ）。
LCAT活性値は、周産期疾病発症牛では低値。

TC活性値と各生化学検査の対数との相関では、
で正の相関が認められたが、 および でTP AST
は、相関を認めず。今回使用した 活性値LCAT
測定キットは周産期疾病の診断には利用可能。

：大463 府内飼養乳牛の血清微量元素濃度水準府内飼養乳牛の血清微量元素濃度水準府内飼養乳牛の血清微量元素濃度水準府内飼養乳牛の血清微量元素濃度水準
阪府南部家保 神原正
生体内には必須微量元素と呼ばれるものが存

在する。これらのうち、欠乏または過剰により
障害を呈するもので、比較的血清中濃度が高い
、 、 。鉄 銅 亜鉛については標準値が示されている

しかし、舎飼、購入飼料給与を特徴とする本府
の酪農飼養形態からは、報告された標準値とは
異なっていることが考えられる。そこで、府内
飼養乳牛の、これら 成分の濃度を測定し、標3
準値と比較してどのような水準にあるかについ
て明らかにすることを試みた。材料と方法は、
平成 年度に採血されたヨーネ病定期検査の乳15
牛残余血清から 検体を無作為に抽出し、フレ50
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ーム原子吸光光度法により、鉄、銅、亜鉛濃度
を測定。銅は平均 μ 、亜鉛は μ78.5 g/dL 100.3

、 。g/dLとなり 報告されている標準値とほぼ一致
鉄については μ で高値となった。血220.4 g/dL
清鉄は溶血性貧血や鉄過多、肝炎等で上昇する
とされているが、今回の結果との関連は不明で
あり、今後も調査を続けて、明らかにしていき
たいと考える。

乳用雄牛肥育農場における哺育衛生プログ乳用雄牛肥育農場における哺育衛生プログ乳用雄牛肥育農場における哺育衛生プログ乳用雄牛肥育農場における哺育衛生プログ464
：兵庫県姫路家保 小國叔信、富田ラムの検討ラムの検討ラムの検討ラムの検討

啓介
、管内大規模乳用雄牛肥育農場で肺炎が多発し

平成16年8、9月の導入子牛40頭(11～60日齢)に
ついて、導入後0、20、40、60日の4回、臨床検
査、血液検査、ハプトグロビン(Hp)濃度測定、
環境検査を実施。ビタミンAは導入時から個体差
があり、期間を通して変動。ビタミンE、T-Cho
は期間を通して減少、Globは離乳以降上昇。哺
育期間の栄養状態の低下が感染防御能力の低下
を招き、離乳、環境中NH 、群飼などのストレス3

が重なり、肺炎が発症したと考えた。Hpは呼吸
器症状を認めた牛の半数から検出。Hp検出頻度
の高い牛ほど、DGが減少傾向であった。Hpは臨
床症状のない牛からも検出、肺炎の早期発見、
治療に役立つと考察。成績に基づき次の3点を改
善(1)定期的なビタミンA、E剤投与(2)群飼移行
前のチルミコシン投与(3)哺乳期間を10日間短
。 。縮 現在もこの新哺育衛生プログラムを継続中

セレン測定法の検討と県内セレン濃度調査セレン測定法の検討と県内セレン濃度調査セレン測定法の検討と県内セレン濃度調査セレン測定法の検討と県内セレン濃度調査465
：和歌山県紀北家保 豊吉久美、松井望

らによる蛍光光度法変法血清セレンBayfield
測定を検討。さらに乾草に応用を試み、県内牛
のセレン充足状況把握のため本法で調査実施。
材料は 年 月～ 年 月に採材した牛2003 5 2004 11

、 。 、血清 検体 乾草 検体 前処理湿式灰化は103 13
血清量 で分解操作を行い、灰化が終了し250uL
た分解液全量を蛍光試薬と反応させ、蛍光分光
光度計で測定。標準品は血清と同様に処理し、
検量線を作成。乾草は細切し、血清の方法に準

。 。じて操作 血清及び乾草の前処理の状況は良好
5灰化作業も安全に進行 再現性試験は変動係数。

％未満、添加回収試験は回収率 ± ％以内100 5
で信頼性確認。検量線は良好な直線性。牛血清
セレンはほとんどが正常境界範囲で、全体的に
低値傾向で欠乏値の個体も存在。乾草の結果は

～ 。以上より、今回の測定法は0.001 0.126ppm
充分実施可能。改良点は供試血清量の低減、前
処理での安全性の向上、操作の簡便化。濃度調
査では農家ごとにセレン充足に差が有り、不足
農家に指導。

管内の肉用牛哺育における血液性状とその管内の肉用牛哺育における血液性状とその管内の肉用牛哺育における血液性状とその管内の肉用牛哺育における血液性状とその466
：愛媛県宇和島家保 谷口芳恵、谷要因の検討要因の検討要因の検討要因の検討

修
分娩直後の子牛の初乳摂取量および摂取時間

は、その後の下痢、肺炎等の疾病発生と密接に
関連していることが知られているが、疾病発生

。 、時に初乳摂取量を推察することは難しい 今回
交雑種（Ｆ１）を導入16日後に死亡する事例に

遭遇、同居牛の血液検査を実施し、以前から当
所で実施している乳雄子牛の導入時血液検査結
果と合わせて検討した。

（ ） 、血清総蛋白 ＴＰ はＦ１が5.45±0.455g/dl
乳雄が5.30±0.575g/dl。Ｆ１では20日後の測定
で上昇または低下する個体も存在。血清アルブ
ミンは同様に2.286±0.764g/dl、2.867±0.264g
/dlで安定。γ-グルタミルトランスフェラーゼ
（ＧＧＴ）はいずれも日齢とともに急速に減少
し、ＴＰが5.0g/dl未満では低く推移。母牛の年
齢と子牛の血液性状には相関なし。
今後、ＧＧＴの検体数を増やすことで、ＴＰと
ＧＧＴ両方の利用で導入初期での疾病発生の際
に初乳摂取状況を推察できると思われる。

ディープウェル法による乳中尿素態窒素測ディープウェル法による乳中尿素態窒素測ディープウェル法による乳中尿素態窒素測ディープウェル法による乳中尿素態窒素測467
：長崎県中央家保 鬼塚伸幸定法定法定法定法
穴ディープウェルプレート( )を用いた迅96 DP

MUN DP速 簡便な乳中尿素態窒素 の測定法(、 （ ）
法)を搾乳牛 頭の乳汁を用い検討。試薬は測31
定範囲の広い 社製の用手法の血中 測定キK UN
ット。 穴の を用い室温で反応、吸光2.2mL/ DP
度は平底マイクロプレート( )に移し、 リMP MP
ーダーで測定。検体量を μ とし、検討し20 L

、 、 、た結果 試薬 の量が各々 μ の場合A B 700 l
量 まで検量線が直線性を有した。UN 100mg/dl

700 l DPこのことから 試薬量は各々 μ とした、 。
法は、このキットの原法との間に ( <r=0.98 p

)、ジアセチルモノオキシム（ )法0.01,n=16 DM
の間に ( < )と正の相関。原法とr=0.92 p 0.01,n=31

法との相関は ( < )。１検体DM r=0.96 p 0.01,n=31
、 、 、当たりの試薬コストは 法 円 原法 円DP 22 63

、 、DM 3.5 DM法 円だが 法のように刺激臭はなく
ガスコンロなどの加温装置は不要。 検体の測90

188 DM 185 DP定時間は 原法 分 法 分に対し、 、 、
法は 分と大幅短縮がされ、業務の効率化が図65
られる。

黒毛和種肥育牛のビタミンと必須微量元素黒毛和種肥育牛のビタミンと必須微量元素黒毛和種肥育牛のビタミンと必須微量元素黒毛和種肥育牛のビタミンと必須微量元素468
：長崎県中央家保 藤井猪一郎、鬼塚伸量推移量推移量推移量推移

幸
、 、肥育牛のビタミンと必須微量元素の Zn Mn

についての推移と関連性を調査。 ～ ヶ月Se 8 26
齢黒毛和種肥育牛 頭の血清を用い、高速液197
体クロマトグラフと原子吸光分光光度計にて測

Zn A VA r=0.44定。 は、ビタミン （ ）との間に
（ ）、 （ ）、n=197 r=0.52 n=197β－カロチンとの間に

r=-0.77 n=68 Zn月齢との間に の相関 月齢別（ ） 。
値は、 ヶ月齢（ ） 、 ヶ8 n=23 1.16 0.522ppm 10±
（ ） 、 （ ）月齢 ヶ月齢n=16 0.916 0.206ppm 20 n=6±
± ±0.129 0.046ppm 26 n=11 0.119、 ヶ月齢（ ）
。 、 （ ）、0.083ppm Mn VA r=0.58 n=21は との間に

β－カロチンとの間に （ 、月齢とのr=0.58 n=21）
間に （ ）の相関。 は、ビタミンやr=-0.54 n=21 Se
月齢との相関は認められず、ビタミン も今回E
測定した微量元素と相関なし。調査牛の肥育後
期で 値と 値は全頭欠乏値。 は ヶ月VA Zn Zn 16
齢以降、 は ヶ月齢以降で全頭欠乏値。肥VA 20

VA育後期牛では 食欲低下を示し調査肥育牛の、
やβ－カロチンの低下に伴って や ｎも低Zn M
下。
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血中βヒドロキシ酪酸を指標とした黒毛和血中βヒドロキシ酪酸を指標とした黒毛和血中βヒドロキシ酪酸を指標とした黒毛和血中βヒドロキシ酪酸を指標とした黒毛和469
：長崎県中央家保五島種子牛の離乳時期の検討種子牛の離乳時期の検討種子牛の離乳時期の検討種子牛の離乳時期の検討

支所 鈴田史子、田中英隆
血中βヒドロキシ酪酸（以下 ）は子牛のBHB

ルーメン発達の指標になるという報告があるこ
とから、黒毛和種子牛（ 頭）の血中 動94 BHB
態を調査し離乳時期等を検討。 と日齢、体BHB
高、胸囲、人工乳摂取量との間に正の相関（相

0.71 0.73 0.70 0.74 30関係数 調査対象牛を、 、 、 ）。
、日齢毎に 日齢まで区分した時の は150 BHB 83

、 、 、 μ 。人工乳給与開始163 376 496 490 mol/l
が早い群の ～ 、～ 日齢の は 、31 60 90 BHB 185
μ 、遅い群は 、 μ 。人工440 mol/l 143 244 mol/l

乳給与開始が早く摂取量が多い農家、～ 日150
齢区分で が高い農家で市場上場時の がBHB DG
高い傾向。人工乳摂取量 ～ 時の平均1 1.5kg

μ であったことから、離乳の目安BHB290 mol/l
を μ と設定すると 日齢以上でBHB300 mol/l 90
殆どの個体が μ 以上。 日齢でBHB300 mol/l 120

90 BHB300離乳させている農家でも 日齢時点で
μ に達している例があり、現行よりも早mol/l
期に離乳可能と思われた 以上の事から 測。 BHB
定は、離乳適期の指導に活用できると考えられ
た。

管内肥育農場における肉質と血液生化学性管内肥育農場における肉質と血液生化学性管内肥育農場における肉質と血液生化学性管内肥育農場における肉質と血液生化学性470
：広島県福山家保 今井昭、秋山昌紀状状状状
’９７年に経営を開始した２８０頭規模の

肥育農場にて、特にビタミンAコントロール技術
の習得を目的とした指導の一環としてビタミン
A、コレステロール等の血液生化学性状の測定を
実施 ’９７から’０２に導入した１４０頭につ。
いて肥育データと比較した結果、高脂肪交雑、
高枝肉重量に導く血液生化学性状パターンは見
つけられず ’９７から’０３年に導入した１５。
７頭について導入年別に血液生化学性状の変化
を検討し、肥育中期の血中ビタミンA濃度が経年
に従って低下していることを確認。このことか
ら、当該農場におけるビタミンAコントロール技
術の習得が示唆された ’９７から’０２年に導。
入した９７７頭の肥育成績は、経年に従って枝
肉重量の顕著な低下傾向、脂肪交雑評点の上昇
傾向を確認。経年により厳しくなったビタミンA

。コントロールの影響である可能性が考えられた
現在、枝肉重量の増加と脂肪交雑評点の維持を
可能とする、適切な時期でのビタミンA補給技術
について検討中。

Ⅲ－７保健衛生行政

衛生意識の向上を目的とした搾乳衛生指導衛生意識の向上を目的とした搾乳衛生指導衛生意識の向上を目的とした搾乳衛生指導衛生意識の向上を目的とした搾乳衛生指導471
：岩手県県北家保 村田健一、工藤 剛
搾乳工程へのＨＡＣＣＰ方式の導入には、健

康な家畜、適正な飼料給与、衛生的環境が前提
条件。管内３酪農家を対象に関係機関の連携に
よる指導を実施。特に衛生的作業の基本である
手指、乳頭をターゲットに簡易検査法として食
品検査現場で活用されているフードスタンプに
よる拭取り検査を実施。細菌培養結果の写真提
示による指導の結果、各工程で細菌数が減少。

細菌培養結果の目視確認が、ゴム手袋着用や手
指消毒用バケツの設置など酪農家の自発的行動
を促した他、生乳中の細菌数減少及び搾乳時間
の短縮による乳頭口スコアが改善。地域酪農家
が対象の勉強会を開催し指導結果を説明すると
ともに保健所職員による食品衛生講習を実施。
食品としての生乳生産の意識付けを図り衛生意
識が向上。今後も他の地域で取り組みを推進し
ていく。

実践可能な農場HACCPの導入に向けた取り実践可能な農場HACCPの導入に向けた取り実践可能な農場HACCPの導入に向けた取り実践可能な農場HACCPの導入に向けた取り472
：福島県会津家保 小原直樹、鈴木優美子組み組み組み組み

平成15年12月より、肉用牛100頭飼養農場でHA
CCP方式の導入を試みた。危害因子は①他農場か
らの伝染性疾病の侵入、②抗菌性物質の残留、
③サルモネラ・O157の汚染に設定。農家の意向
も取り入れ、実践可能で負担にならない記録表
の作成と対策を実施。①は素牛導入時の臨床検
、 、査 ②は記録表による投与量・休薬期間の厳守

③は出荷前の臨床検査について農家自らがモニ
タリングを実施。家保は、月一度巡回を行い実
施状況について調査。いずれの危害も管理され
ていた。平成16年7月からは、衛生管理状況のス
コアリングを実施。結果は毎回農家に提示し、
農家の衛生対策意識も飛躍的に高まり、管理状
況も改善されている。農場内の病原体モニタリ

、 、 、ング検査では サルモネラについては 直腸便
環境材料いずれからも分離陰性。O157について
は、取り組み開始時期に１頭陽性が確認された
が、その後の検査では分離されていない。

肉用牛農場における 導入普及の肉用牛農場における 導入普及の肉用牛農場における 導入普及の肉用牛農場における 導入普及の473 HACCP
：新潟県上越家保 曽我万里子、渡辺取り組み取り組み取り組み取り組み

誠市
新潟県では平成 年度から 導入普及12 HACCP

定着化事業を開始。肉用牛では危害因子をサル
モネラ、 、抗菌性物質及び注射針の残留、O157

。 、BSEに設定 農場の実態調査と衛生検査を基に
の考え方による県版衛生管理ガイドラHACCP

インと管理記録簿を作成。平成 年度からモデ14
ル農場 戸で試験的実施。目標は生産履歴とし32
ても活用可能な記録の整備。第 段階は出荷牛1
の健康状態、給与飼料、医薬品使用状況、体表

78%の汚れ等を出荷管理簿に記録。モデル農場
が実施。第 段階は日常的管理の記録。健康管2
理簿は 、作業管理簿は が実施。モデル56% 53%
農場以外にはリーフレットを配布し普及啓発。
アンケートでは安全な畜産物の生産を意識して
いる 、 を実施したい 、記録の76% HACCP 32%
習慣なし 。記録の整備はトレーサビリティ24%
にも必要。全農場への普及を目指し今後も重点
的に指導していきたい。

：474 搾乳衛生におけるHACCP方式導入の取組搾乳衛生におけるHACCP方式導入の取組搾乳衛生におけるHACCP方式導入の取組搾乳衛生におけるHACCP方式導入の取組
新潟県中央家保 中川浩、市村有理
近年、安全な畜産物の提供を求める社会的要

求が高まっていることから、酪農家に新しい衛
生管理手法であるHACCP方式の普及・定着化を図
ることにより、安全な牛乳の生産体制を整備す
ることを目的に平成12年度から事業を開始。HAC
CP導入にあたって当初2年間サルモネラ、O157に
よる汚染状況の確認、農場の衛生チェック、一
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般細菌検査などによって危害要因を分析。その
後、HACCPの導入に伴い適正農業基準（GAP）の
取組の必要性を再認識。搾乳手順、システム洗
浄およびバルククーラー管理チェックシート、
薬剤使用簿等の活用、一般細菌検査を行って農
場の衛生指導を実施。HACCPの考え方の導入で衛
生状態、搾乳手順等の改善が進み、結果的に乳
房炎対策の重要性が示唆された。今後さらにHAC
CPを普及していくためにもGAPの取組を推進する
ことは必須。また、現場で要求される作業、記
帳に見合った評価システムが必要と思われる。

HACCP手法の導入を目指した搾乳衛生管理HACCP手法の導入を目指した搾乳衛生管理HACCP手法の導入を目指した搾乳衛生管理HACCP手法の導入を目指した搾乳衛生管理475
、改善の取り組み：改善の取り組み：改善の取り組み：改善の取り組み：岐阜県飛騨家保 大林万希子

平尾一平
生乳の生産段階でのHACCP手法導入を目的に、

当所を中心に酪農協、獣医師による協議会を立
ち上げ、酪農家15戸に管理記録の記帳を主体に
搾乳衛生管理指導を実施。効果把握のため、月1
回農家を巡回し、記帳状況、搾乳衛生状況を確
認。搾乳衛生状況では、搾乳時の手指の黄色ブ
ドウ球菌と大腸菌群の汚染状況検査。搾乳機器
検査ではさらに一般細菌、サルモネラ菌、病原
性大腸菌O-157の検査を実施。この結果、管理記
録の記帳は15戸中6戸に不備。農家により衛生意
識に大きな差を認めた。搾乳機器の検査では、
サルモネラ菌と病原性大腸菌O-157は全て陰性で
あったが、一般細菌数、大腸菌群数、黄色ブド
ウ球菌数が多い農家は、体細胞数が多い傾向。
搾乳時の手指検査は、黄色ブドウ球菌が全て陽
性で手指洗浄の効果が認められなかったため、
管理記録項目の見直しを検討中。巡回指導の結
果、搾乳衛生管理状況は改善傾向にあり、農家
の意識向上が図られた。

コーチングの考えを取り入れた乳房炎防除コーチングの考えを取り入れた乳房炎防除コーチングの考えを取り入れた乳房炎防除コーチングの考えを取り入れた乳房炎防除476
：新潟県中越家保 田中史彦、金子周義指導指導指導指導
昨年、コミュニケーションを重視した乳房炎

防除指導を実施したが、受動的な酪農家では継
続的な効果が上がらなかった。このことから、
酪農家の作業実態に即した能動的な搾乳改善を

9促す必要性が強く感じられたので 一酪農部会、
農場でコーチングの考えを取り入れた指導を実
施。農場の実態把握と酪農家との協動的関係を
築くため、積極的に農場を訪問し、搾乳手順、
黄色ブドウ球菌感染牛の対処法等、搾乳衛生の
相談・指導を行った。また、研修会で、各農場
の搾乳状況調査結果、乳汁検査成績や搾乳時に

、ビデオ撮影した立ち会い風景を公開することで
各農場の違いを示した。多くの酪農家は他農場
での搾乳立ち会い経験がなく、搾乳手順や成績
の違いに興味を示し、自発的に搾乳手順等の改
善に取り組むようになった。結果、月別生乳検

、 、査成績では 体細胞数 万 を越えた農場は41 /ml
指導前 農場であったのに対し、指導後は 農6 1
場となった。

Ａ基幹牧場の生産衛生向上に向けたアプロＡ基幹牧場の生産衛生向上に向けたアプロＡ基幹牧場の生産衛生向上に向けたアプロＡ基幹牧場の生産衛生向上に向けたアプロ477
富山県東部家保 牧坂敦、後藤利隆ほかーチ：ーチ：ーチ：ーチ：

ふれあい施設を有する管内 基幹牧場にて、A
現在直面する家畜衛生、繁殖向上及び来訪者の
安全に関する問題点と対策を精査し 「生産衛生、

向上管理システム」を作成。家畜衛生対策は、
、 、導入牛のサルモネラ 腸管出血性大腸菌 O157

寄生虫等の検査を実施し、疾病の侵入防止を強
化。繁殖向上対策は、妊娠鑑定の誤診や分娩予
定日が不明瞭な妊娠牛の問題を改善するため、
鑑定方法、判定基準等を定めたところ、誤診率
は から へ減少。更に繁殖情報の管理を2.9% 0%
徹底することで、分娩予定日が不明瞭な妊娠牛

。 、は から に減少 来訪者の安全管理は11.8% 1.3%
家畜による危害事故、人畜共通感染症及び食中
毒の発生防止を図るために、二重牧柵を設置し
直接の接触を回避、ふれあい部門と飼養管理部
門の作業分化を徹底し人畜共通感染症対策とし

O157た。更に飲食施設での腸管出血性大腸菌
検査では清浄性を確認しており、食中毒からの
安全性を確保している。

安全・安心畜産物生産に関する地域酪農集安全・安心畜産物生産に関する地域酪農集安全・安心畜産物生産に関する地域酪農集安全・安心畜産物生産に関する地域酪農集478
：長野県松本家保 上條弘美団の取り組み団の取り組み団の取り組み団の取り組み

安全・安心な畜産物生産を目指し、管内の酪
農家集団を対象に、家保、普及センター、農協
等関係機関が協力し年２回の定期巡回を実施。
畜舎内外の環境、搾乳機器の衛生管理、給与飼
料などを幅広く調査、牛の健康状態、畜舎の衛
生状況把握のための検査を総合的に実施。特に
平成15～16年度は、牛に優しい飼育環境づくり
と搾乳管理、家畜排泄物法対応を念頭においた
農場環境美化運動を重点に指導。農場毎に調査

、 。結果を点数化し達成度として記録 指導に活用
巡回時には酪農家との会話を重視し、個々の農
家からの質問・相談等は家畜衛生相談窓口とし
て受付け、酪農家の要望・課題解決に迅速に対
応。農家は巡回結果に基づき、飼育環境改善、
個体の衛生管理向上のため生産体制を改善・強
化、問題意識を持ち達成度向上に取り組む。結
果、全体の達成度が27.5％向上。一方で、農場

。における防疫面・搾乳時等での改善課題が散見
今後の指導内容に反映必要。

：岐阜県岐479 Ｍ酪農組合の乳質改善の取組みＭ酪農組合の乳質改善の取組みＭ酪農組合の乳質改善の取組みＭ酪農組合の乳質改善の取組み
阜家保 山路浩志、原田正子
平成15年10月より、管内酪農家10戸をモデル

農家に選定し搾乳衛生に取り組む。搾乳作業の
点検項目を①前搾り②乳頭清拭③ミルカー離脱
④1頭搾乳毎のライナー消毒⑤ポストディッピン
グ⑥搾乳機器の洗浄の6項目に定め、その項目の
調査と改善を求めた。農家の改善意欲を高める
ため、当初は作業項目を1つでも多く改善する目
的で毎週立入し、バルク乳の培養細菌を見せ、
搾乳作業の改善理由を説明し作業の必要性を理
解させた。その結果、搾乳作業6項目全てを実施
した農家1戸でバルク乳体細胞数が最も低下。搾
乳作業5項目の農家5戸の内4戸においてバルク乳
体細胞数が低下。さらに乳質改善効果を高める
ため、ミルカー点検、牛舎環境等の汚染状況を

、 、調査したところ ミルカー点検の異常ない農家
牛舎環境の良い農家でバルク乳体細胞数が低か
った。今回指導してきた搾乳作業、牛舎環境の
改善などを実施し酪農家全体の乳質向上に努め
ていきたい。

：岐480 より良い生乳生産に向けての取り組みより良い生乳生産に向けての取り組みより良い生乳生産に向けての取り組みより良い生乳生産に向けての取り組み
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阜県東濃家保 甲斐野妙子、中井麻生
当管内には2酪農団体59戸の酪農家がある。近

年、夏季になると体細胞数が乳質規格基準で定
める30万／mlを超える農家が約半数を占める状
況。平成15年度にM酪農団体50戸の酪農家のバル
ク乳の細菌検査を実施。結果、難治性乳房炎の
原因菌である を7戸の農Staphylococcus aureus
家より分離。本年度は搾乳方法，衛生管理等を
再度見直すという観点から、国の補助事業であ
るHACCP導入支援事業に取り組む。農林水産省が
策定した『家畜の生産段階における衛生管理ガ
イドライン』を酪農家に周知するため、生産衛
生管理体制整備事業推進協議会を各団体毎に開
催。G酪農団体11戸で事業への取り組みに理解を
得た。9月よりバルク乳の細菌検査及び衛生面で
の危害因子であるサルモネラ菌，病原性大腸菌O
-157の検査を開始。検査結果に基づいた酪農家

、 ，への指導により 体細胞数が減少した農家１戸
搾乳方法を改善した農家2戸。今後、検査結果を
基に各農家毎の課題を明確にし、乳質改善を推
進。

：静岡県西部家481 管内酪農家の乳質改善指導管内酪農家の乳質改善指導管内酪農家の乳質改善指導管内酪農家の乳質改善指導
保 檀原麻実、望月克浩
管内の酪農協において、体細胞数低減を目標

に乳質改善指導を実施。全戸を対象にバルク乳
の細菌検査を実施し、その結果と個乳検査成績
を併せて農家をグループ分け。搾乳作業につい
て各自チェックリストで点検実施。次に改善が
必要なグループ各戸の乳房炎罹患牛について、
原因菌の同定及び感受性検査を実施し、必要な
対策について検討。改善が必要な農家は41戸中2
3戸で、個乳検査成績(平成16年4～7月)の体細胞
数平均値は64.1万個/ml。乳房炎原因菌のうち、
黄色ブドウ球菌の占める割合は33.6％(44/131
頭)。農家毎の成績表を作成し、説明会開催。検
査結果を継続的に活用するため、農家毎のカル
テを作成しデータを蓄積。これまで乳質改善は
家保主体で、生産者は受け身になりがちだった
が、最近は姿勢が変化。しかし、乳房炎治療を
重視する傾向があることから、引き続き搾乳衛
生の向上を指導していく必要あり。

管内酪農家のバルク乳検査・搾乳方法の実管内酪農家のバルク乳検査・搾乳方法の実管内酪農家のバルク乳検査・搾乳方法の実管内酪農家のバルク乳検査・搾乳方法の実482
：三重県南勢家保 谷口佳子、伊態調査と課題態調査と課題態調査と課題態調査と課題

藤英雄
平成12年度からa酪農組合で組合獣医師と協同

し、搾乳衛生改善に取り組み、平成13年度に組
合独自の搾乳マニュアルを作成。重点的に前搾
りを指導後、平成14年度から徐々に一般細菌数
及び体細胞数の減少が認められた。本年度はさ
らにb、c酪農組合を含む管内全酪農家でバルク
乳検査と搾乳方法の実態調査を行い、問題点を
指摘し指導。検査項目は一般細菌、黄色ブドウ
球菌、コアグラーゼ陰性ブドウ球菌、大腸菌、
連鎖球菌数を測定。検査結果を各菌種A～Dの4段
階に区分し個表を作成、3酪農組合の実態調査を
点数化し一般細菌数と比較。ランクAではプレデ
ィッピング実施により減少傾向を認めた。今回
の結果から、HACCP 方式実証モデル農家を選定
し事業を定着化させる予定。今後はバルク乳検

。査を継続することで搾乳技術向上を目指したい

：岡483 チームパフォーマンスによる乳質向上チームパフォーマンスによる乳質向上チームパフォーマンスによる乳質向上チームパフォーマンスによる乳質向上
山県津山家保 横内淳一郎、小阪洋子
安心で安全な高品質な食品が求められている

近年、生産現場での衛生的乳質は低下の一方。
そこで当所では、これに歯止めをかけるため、
指導機関の連携によるチームを編成。現地での
適正な搾乳指導、カウコンフォート指導。乳汁
細菌検査による原因究明、的確な乳房炎治療の
指導等々、チームパフォーマンスで個々の酪農
家の性格、能力に応じた改善方法を検討し、支
援を実施した。これにより、乳質改善に積極的
に取り組む地域が現れ始めた。中でも管内にお
けるＫ町酪農組合では、指導開始後およそ１年
半で、バルク乳中の平均体細胞数が、平成１４
年度平均 万／ であったが平成１６年平51.2 ml
均（ 月末現在） 万／ まで低減した。今11 34 ml
後とも、専門機関のチームワークにより、こう
した指導を継続的に実施していきたい。

：岡山484 ジャージー牛乳品質向上の取り組みジャージー牛乳品質向上の取り組みジャージー牛乳品質向上の取り組みジャージー牛乳品質向上の取り組み
県真庭家保 錦織拓美
蒜山地域では平成 年度から安全で高品質な11

「美味しい」生乳生産を目指した「ジャージー
酪農カイゼン事業」を蒜山酪農農協（以下、蒜
酪）中心に実施しており、成分的乳質は徐々に
ではあるが向上してきた。
一方、体細胞数の増加などの衛生的乳質の低

下が依然として認められ、その対策として平成
年度から蒜酪・おかやま酪農協・農業共済連15

とが連携し乳房炎の発生予防やその低減を目的
として搾乳環境の改善指導を蒜酪管内の全農家
を対象に行ってきた。その内容は①バルク乳ス
クリーニング検査。②検査結果に基づき選定し
た指導対象農家における全頭乳汁検査および搾
乳立会（週一戸 。③乳汁検査結果及び搾乳立会）
時の問題点等の農家との検討。その結果、指導
実施前 万 であった地域内のバルク乳平均32 /ml
体細胞数が 万 に減少し衛生的乳質におけ26 /ml
る改善がみられた。
これは関係団体が一体となった、草の根レベ

ルの指導体制が農家の乳質に対する意識の向上
を促し、結果としてジャージー牛乳品質向上に
結びついたと思われる。

高品質生乳生産のための総合的指導とその高品質生乳生産のための総合的指導とその高品質生乳生産のための総合的指導とその高品質生乳生産のための総合的指導とその485
：岡山県岡山家保 田原鈴子、江田泰一効果効果効果効果

岡山家保管内では、平成 年度から酪農協を14
中心とする関係機関で構成した指導チームを編
成し、トラブルシューティングの手法を用いて
人・牛・環境を起点とした高品質生乳生産指導
に取り組んできた。指導対象農家は、平成 年16
度までに 戸、管内酪農家の となった。28 21.5%
乳質向上効果の確認には、衛生的乳質であるバ
ルク乳体細胞数、細菌数等を指標とした。また
併せて乳質向上意欲の波及効果をねらった地域
研修会を実施し、当所管内全体の乳質向上を進
めた。飼養管理改善を中心とした現場立会調査
等に基づき提案した改善対策を積極的に実施し

。 、た農家については乳質が向上した このことは
指導チームの酪農家の作業時間にあわせた現場
立会調査が、農家の意識改革につながったため
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と考えられる。今後、酪農家の持続的な乳質向
上意欲喚起のためには、関係機関と協働して、

、対象農家等に対するフォローアップを行うなど
継続した指導の重要性が示唆された。

安全・安心な生乳生産を目指して～地域酪安全・安心な生乳生産を目指して～地域酪安全・安心な生乳生産を目指して～地域酪安全・安心な生乳生産を目指して～地域酪486
：広島県東広島家保 吉川農協議会の取組み～農協議会の取組み～農協議会の取組み～農協議会の取組み～

佳子、河村美登里
発生を契機に畜産物の安全性確保のたBSE

め、酪農家の安全・安心な生乳生産への取組み
、 。 、は以前にも増して 重要になっている 当所は

平成 年度から地域酪農協議会（協議会）と11
一体となって取組み、一定の成果を得たので、
概要を報告。協議会は、酪農振興を目的に、昭
和53年に設立された任意組織で、管内酪農家26
戸と関係機関14団体で構成。当所は、各種技術
的な課題と業務計画等を指導。主な取組み内容
は、乳質改善、暑熱対策、環境美化対策。取組
みの結果、バルク乳の平均体細胞数は、平成12
年度から30万個/ml以下になり、農家の乳質改善
に対する意識が向上。また、７戸のバルク乳と2
戸の全頭分房乳から黄色ブドウ球菌が分離され
なくなった。暑熱対策を全戸で実施した結果、

。 、夏季の乳量が増加 牛舎環境美化対策によって
安全・安心な生乳生産は、まず環境からという
意識づけができた。

：487 乳質改善対策における搾乳立会の有用性乳質改善対策における搾乳立会の有用性乳質改善対策における搾乳立会の有用性乳質改善対策における搾乳立会の有用性
広島県福山家保 岸本明美、小川美希
乳質改善を長年数多く取り組んできた中で、

県単独事業を活用し、平成15年度からは搾乳立
会を取り入れた。乳汁検査前の聞き取りと検査
後の対策実施の意向を確認し、立会は、時間計
測・ビデオ撮影も行った。搾乳状況は、聞き取
り事項と異なる場合が見受けられ、とくに各作

、 。業にかかる時間 作業手順において誤りが判明
実際に搾乳に立ち会うことで、牛の泌乳生理に
合った、かつ農家の実情に合わせた、効率的搾
乳作業の改善策を指導できた。また、映像で作
業者が自らの搾乳状況を視覚的に確認でき、指
導事項の理解が容易となった 「搾乳」という作。
業時間を共有することで、農家の改善意欲がよ
り向上し、出荷乳量が増加（例 農家月平均A
24,350 26,900kg 48.7→ し 体細胞数は減少 同） 、 （
→ 万個 ）した。体細胞数ペナルティ金14.6 /ml
額の減少（同 → 円）で、周囲の農85,000 1,500
家にも波及効果を上げ、管内バルク乳平均体細
胞数が県内平均を下回るようになった。

：香川488 体細胞数を指標とした搾乳衛生指導体細胞数を指標とした搾乳衛生指導体細胞数を指標とした搾乳衛生指導体細胞数を指標とした搾乳衛生指導
県東部家保 森田えり、松元良祐
平成 年度、生産衛生管理体制整備協議会を15

関係機関団体で設置。牛群検定農家 戸をモデル3
農家に、体細胞数 万個 以下を目標にした搾30 /ml
乳衛生指導を実施。 万個 以上の分房につい30 /ml
て、生乳からの細菌分離や薬剤感受性試験を実
施。検査結果をもとに、乾乳期治療や問題牛の
淘汰を指導。結果、伝染性細菌の分離は減少。
搾乳時の立会調査で、搾乳手順をチェックし、
改善点を指導。搾乳手順の改善指導効果なし。

。 、当初目標の 万個 以下達成農家は 戸 今後30 /ml 1

協議会に乳業メーカーを加えて、搾乳衛生指導
強化を予定。

：徳489 体細胞数低減を目指した乳質改善指導体細胞数低減を目指した乳質改善指導体細胞数低減を目指した乳質改善指導体細胞数低減を目指した乳質改善指導
島県鴨島家保 片山久美子、棚野光晴
管内の規格外生乳出荷農家は月平均 戸発生40

29 73.4し 体細胞数で規格外となった農家は 戸、 （
％）を占めるため、再三体細胞数規格外生乳を
出荷する農家 戸について立入調査を実施し29
た。 戸はＰＬテスターを持っておらず、持っ13
ている農家の内 戸は利用が不十分なため、慢8
性乳房炎を摘発できていない。 戸はミルカー27
の装着、離脱が遅れている。慢性乳房炎の細菌
検査では 頭中 頭から複数の菌種が分離さ40 32
れ、最も多く分離されたのはブドウ球菌 例で29
あった。農家 戸の血液検査では、 の高い5 BUN
農家 戸、 の高い農家１戸、 比の低い2 GOT A/G
農家 戸が見られた。体細胞数で規格外となっ1
た 月の平均農家数は、前年同月と同じ 戸12 29
であった。今後飼養管理・搾乳方法の見直し、
ＰＬテスターによる乳房炎牛の摘発、慢性乳房
炎牛の淘汰を中心に指導を実施していく。

宮490 乳汁中体細胞数改善のための巡回指導：乳汁中体細胞数改善のための巡回指導：乳汁中体細胞数改善のための巡回指導：乳汁中体細胞数改善のための巡回指導：
崎県宮崎家保 三浦博幸、西村拓也
本県出荷生乳の平均体細胞数は、 度九州H14

各県中最も高位で推移。 年 月から体細胞H15 10
数による乳価格差金がペナルティ強化されるの
に伴い体細胞数改善を主眼においた指導を 、JA
経済連、 、普及センター、家保で巡回チNOSAI
ームを編成し、当初４戸を対象に毎月巡回を実
施。事前にバルク乳の細菌検査を行い、乳房炎
起因菌分離時は個体毎に原因菌の分離と薬剤感
受性試験を実施。巡回時は最新の牛群検定デー
タを参考に搾乳手順の確認、飼養管理等につい
て聴き取り。搾乳牛 頭を飼養する農家で、43

を始め複数の乳房炎起因Corynebacterium bovis
菌を 頭から分離。乳房炎牛の淘汰、感受性試32
験に基づく治療、搾乳順番の変更、飼料給与変
更等を改善指導し、体細胞数が 万 以上か50 /ml
ら 万 台に減少。体細胞数増加の要因は、20 /ml
農場毎に異なり一律的な指導は困難。今回各関
係機関の協力で多角的かつ適正な指導が行えた
が、指導効果がすぐには現れにくいので農家の
理解と協力が最も大切。

戻し堆肥を敷料に利用している農場の乳房戻し堆肥を敷料に利用している農場の乳房戻し堆肥を敷料に利用している農場の乳房戻し堆肥を敷料に利用している農場の乳房491
：三重県中央家保 西康裕、石井利炎防除対策炎防除対策炎防除対策炎防除対策

通ほか
250頭規模フリーストール式酪農家で2004年7

月から8月にかけ急性乳房炎が多発、18頭が死亡
廃用。乳汁からは大腸菌、クレブシエラ、連鎖
球菌等を分離。環境衛生面で猛暑の影響は大き
いと思われた。搾乳器具や搾乳手順の点検・改
善を行ったが著効なかった。敷料はオガまたは
モミガラと戻し堆肥を半々に混合したものを用
いていた。オガは県内の製材工場から入手した
国産材または外国産材のものを、堆肥は密閉式
縦型コンポで急速発酵処理したものを使用。オ
ガ、モミガラ、戻し堆肥各々からは菌は分離さ
れなかったが、オガと戻し堆肥を混合後、牛舎
内に敷かれた材料からは10 CFU/g以上の大腸菌５
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群を分離。対策には敷料としてのオガの使用を
止め、古い敷料除去後、床面に消石灰を散布し
てから、戻し堆肥だけを敷くようにし、交換頻
度を増やしたところ乳房炎による死亡廃用頭数
は激減。

和牛の大規模農場での生産性向上対策(第2和牛の大規模農場での生産性向上対策(第2和牛の大規模農場での生産性向上対策(第2和牛の大規模農場での生産性向上対策(第2492
：岐阜県飛騨家保 棚橋美和、松野弘報)報)報)報)
昨年、第１報で発表した大規模和牛一貫経営

農家に対し継続的に、寄生虫学的検査、血液生
化学的検査、血中ビタミンA、E、β-カロテン濃
度測定、飼養管理（個体管理、体重測定、出荷
成績 、衛生管理の重点指導を行い改善点を認め）
た。①死廃頭数では、母子の早期分離、駆虫プ
ログラム、畜舎消毒の実施により、子牛では平
成14年度に死流産3頭・死亡11頭であったが、16
年度（10月末まで、以下同）に死流産2頭・死亡
1頭と減少。肥育牛死亡頭数は、ビタミン欠乏・
低カルシウム対策により14年度16頭が16年度6頭
に減少。②繁殖成績では、母子の早期分離、給
与飼料の改善により平均分娩間隔が 14年度427.、
0日が16年度366.6日と大幅に短縮。③枝肉出荷
成績では、肥育初期の良質乾草給与、飼養管理
の徹底により、平均出荷月齢と枝肉重量が、14
年度30.2ヶ月、419.4kgが16年度27.7ヶ月、433.
9kgに大きく改善。格付け5等級割合も、15年度1
5.8％が16年度22.2％に向上。

肥育牛の肉質向上対策への取り組み（第１肥育牛の肉質向上対策への取り組み（第１肥育牛の肉質向上対策への取り組み（第１肥育牛の肉質向上対策への取り組み（第１493
：岡山県高梁家保 中村浩三報報報報））））
平成 年 月から肥育牛における肉質向上15 11

のためビタミンＡ(ＶＡ)コントロール技術の普
及を目的として、びほく農協・全農岡山県本部
・西日本くみあい飼料・高梁地方振興局・高梁

。農業改良普及センターとともに巡回指導を実施
対象農家は高梁地域の黒毛和種肥育農家 戸と12
交雑種肥育農家 戸で、飼育管理指導および血2
中ＶＡと血中総コレステロール(ＴＣ)を測定。

14 17ＶＡおよびＴＣの測定は 導入時と ヶ月齢、 、
、 、ヶ月齢 ヶ月齢を基本として黒毛和種 頭20 475

交雑種 頭について実施。黒毛和種 頭の導77 96
（ ）入時のＶＡの平均は ～117.6IU/dl 66 207IU/dl

で 未満が 頭( )、同じくＴＣの平100IU/dl 24 25%
均は （ ～ 。黒毛和種枝137.1mg/dl 55 227mg/dl）
肉出荷牛のうち採血を実施した 頭の肉質等104
級は５等級 頭、４等級 頭、３等級 頭、10 42 50
２等級 頭で、平均枝肉重量、ロース芯面積は2

、 、 、それぞれ５等級  ４等級463.8kg 58.1 463.2kg
55.3 423.2kg 50.5 432.7kg 49.5 ３等級  ２等級、 、 、 、
。 、 関係機関が一丸となって指導することにより
農家もＶＡコントロール技術に意欲的に取り組
み、今後の肉質の向上が期待される。

肉用牛繁殖・肥育一貫複合経営農場の生産肉用牛繁殖・肥育一貫複合経営農場の生産肉用牛繁殖・肥育一貫複合経営農場の生産肉用牛繁殖・肥育一貫複合経営農場の生産494
：京都府丹後家保性向上を目指した衛生対策性向上を目指した衛生対策性向上を目指した衛生対策性向上を目指した衛生対策

西井義博、岩本尚史
肉用牛繁殖(黒毛和種)・肥育一貫(日本短角種

×黒毛和種の和牛間交雑種)の複合経営農場で、
生産性向上のため衛生対策を実施。 年度末の14
問題点は、繁殖成績の低迷、子牛の発育不良と
高い罹患率による子牛せり市成績の低迷、肥育
牛の高い内臓廃棄率。対策は定期繁殖検診、大

腸菌及び呼吸器５種混合生ワクチン接種による
子牛の損耗防止、罹患子牛の早期発見・治療、
飼養管理環境の改善、肝てつの寄生率調査に基
づく定期駆虫を実施。これらの結果、管理者の
飼養衛生管理意識が高揚し飼養環境が大きく改
善。 年次成績では、空胎日数が 日短縮し16 46
受胎率も向上。子牛は初診件数が半減、呼吸器
疾患が減少し、事故率は 年 ％から 年14 14.3 16
３％に低下。せり市成績は日齢体重が去勢牛

日、雌牛 日上昇し発育が改善、価0.06kg/ 0.07kg/
格は ～ ポイント上昇。肝てつ駆虫後の肝19 20
臓廃棄率は 年 ％が 年 ％に減少。15 25.0 16 3.3
収益性は繁殖・肥育部門とも大幅に上昇し経営
が改善。

：奈良県家保 真野真495 酪農女性の意識調査酪農女性の意識調査酪農女性の意識調査酪農女性の意識調査
樹子
酪農女性を対象とした活動を始めて４年が経
。 。過 家保の取り組みをどう受け止めているのか

それを把握するためにアンケート調査を実施。
アンケートは平成 年 月に県内酪農家の女16 11
性 名を対象に、郵送にて配布・回収した。回92
収率は ％であった。女性の担当作業として46.7
、 。は 糞かき・子牛の世話・搾乳全般が多かった

職業としての酪農については、休みが少ない・
しんどいが多かった。４年前の調査と比較して
｢安定している｣と答えた人が激減し、｢不安定｣
と答えた人が増加。後継者がいる牧場は ％30.2
で、継いで欲しいと思っているのは全体の ％23
だった。｢ひまわり通信｣のテーマでは、乳房炎
対策や搾乳技術・育成技術が役に立ったと感じ
ている人が多い。今後は｢牛の病気｣や｢最新のト
ピックス」を希望する声が多かった。今回の調
査で｢ひまわり通信｣が女性の情報源として浸透
しつつあることが判明。今後も継続して発行す
ると共に、様々なアプローチ方法を考える必要
がある。

組織間等の交流による肉用牛女性組織の活組織間等の交流による肉用牛女性組織の活組織間等の交流による肉用牛女性組織の活組織間等の交流による肉用牛女性組織の活496
山口県北部家保 奥原由子、倉重威見性化：性化：性化：性化：

女性組織活性化を図るため 重点支援した む、 「
つみ村畜産組合女性部」(むつみ村女性部)での
活動成果を田万川町・須佐町和牛女性部会(阿北
女性部)に提示し、組織間交流と広域の女性組織
活動の活性化に取組む。①むつみ村女性部活動
方式の波及：阿北女性部と未組織地域女性に対
し、子牛育成技術の現地研修・情報提供・意見
交換会等、むつみ村女性部研修会への参加を打
診し合同研修会を実施。体験学習を通じた組織
間交流活性化を誘導。②独自の研修会開始： 牛「
の見方教室 「無口の作り方教室」等、自発的な」
阿北女性部研修会への支援。組織活動への関心
・学習意欲が高まり、年3回の研修会定期開催が
決定。③未組織地域女性の参加：地域・広域女
性組織活動への女性の参加推進の結果、一部で
測尺棒での定期的な子牛発育調査を開始。④肉
用牛飼養意欲向上：アンケート調査から研修会

（ ）、 （ 。に満足 19/21名 増頭の意欲 5/24名)が判明
今後も各組織の活動定着化等の支援を継続。

松竹梅方式によるスキルアップを目指した松竹梅方式によるスキルアップを目指した松竹梅方式によるスキルアップを目指した松竹梅方式によるスキルアップを目指した497
：岩手県県北家保 坂田健一、村田健牧野衛生牧野衛生牧野衛生牧野衛生
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一
管内には、小規模かつ零細な ヵ所の公共放31

牧地(牧野)があり、ピロプラズマ病(ピロ)及び
消化管内線虫(線虫)に係る対策が未だ不十分。
昨年度、対応する 牧野でスクリーニング検査23
を実施し、松竹梅の コース(梅はピロ対策が不3
十分、竹はピロ対策実施も線虫を確認、松は衛
生対策良好)に分類。 コース毎に放牧衛生コン3
サルティングを実施し、対策の効果を実証する
ため展示牧野(展示)を設定。結果、①梅展示で
は 、所得は 頭 円増収、②竹DG1.12kg 1 12,773

、 、展示では 所得は 頭 円増収DG1.17kg 1 19,832
③松展示では 、衛生費約 ％削減とDG1.20kg 50
良好な成績。成果を牧野衛生検討会で関係者に
公表すると共に、牧野利用者へアンケート調査
を実施。展示では増体及び費用対効果で満足、
展示以外(梅竹 を含む)では松コースへのスキ9
ルアップ対策を継続との回答。今後は、地域全
体として、より上位の衛生対策へのスキルアッ
プを目指し、牧野を利用した低コスト生産によ
る所得の向上を図りたい。

ソーラー電気牧柵等を利用した水田・耕作ソーラー電気牧柵等を利用した水田・耕作ソーラー電気牧柵等を利用した水田・耕作ソーラー電気牧柵等を利用した水田・耕作498
：宮城県迫家保 菊田正信、放棄地放牧の推進放棄地放牧の推進放棄地放牧の推進放棄地放牧の推進

峯岸こう
ソーラー電気牧柵を利用した簡易低コスト省

力的な放牧管理技術が山口県畜産試験場等で開
発され、それらを参考にJA栗っこと協力して栗
駒町にモデル放牧ほ場を設置。播種後9年経過し
た混播牧草転作田21aと10aの2区に、平成16年11
月18日から放牧経験経産牛2頭を放牧開始。12月
28日現在で牛体外貌も良く柵外への逃亡や事故
等はなく順調に経過 。必要資材費は約15万円、
設置時間は3時間/2名で設置は非常に容易。周囲
の関心も高く今年度中にさらに4戸設置予定。
また管内の放牧状況を調査。志波姫町では、

平成11年に設置した放牧場1haで水田放牧を実施
し、兼業農家の労力低減、増頭に効果を確認。
本県内での水田・耕作放棄地放牧は実施事例

が少なく技術蓄積がないため、普及を目指した
種々の技術検討と支援が必要。

ＧＰＳによる管内放牧牛の行動測定及び有ＧＰＳによる管内放牧牛の行動測定及び有ＧＰＳによる管内放牧牛の行動測定及び有ＧＰＳによる管内放牧牛の行動測定及び有499
：栃木県県央家保 大島藤太用性の検討用性の検討用性の検討用性の検討

放牧牛の行動調査のためＧＰＳ（全地球測位
システム）を牛に装着、実用性を検証するとと
もに管内のＫ放牧場の放牧牛の行動を測定・解
析を実施。
ＧＰＳは軽量・小型・安価なハンディＧＰＳ

（ 社製 、測定データの解析は地GAMIN eTrex）
図ソフト：カシミール３Ｄを選定。実験１：装
着器具をつけた状態で自動車を移動しながら測
、 （ ）定 測定データを地図ソフト カシミール３Ｄ

上の道路に照合し測定誤差の程度を検証。実験
２：放牧牛の頸側上部にＧＰＳを装着し、 日1
の行動を測定。測定は ～ 月に任意の牛に10 11

（ ） 。ついて１日 時間 を１回として 回実施24 12
測定データは地図ソフトで解析（移動距離、行
動パターン 。）
ＧＰＳでの測定誤差はほぼ ｍ程度であり実10

用範囲内。放牧牛の移動距離は平均 ｍ／日3276
で、草量が少なくなる収牧間近で移動距離の伸

長がみられた。昼間に移動距離が多く、夜間は
少ない傾向がみられた。飲水場を中心に移動す
ることが多く、飲水場から遠い牧区への移動は
少ない傾向がみられた。

：500 管内公共牧場のよりよい放牧をめざして管内公共牧場のよりよい放牧をめざして管内公共牧場のよりよい放牧をめざして管内公共牧場のよりよい放牧をめざして
群馬県利根家保 坂庭あづさ
牛の放牧については排泄物処理の軽減、管理

の省力化が図れるため積極的利用の意向はある
が、昨年下牧子牛における線虫症の発生や牛の
管理格差が問題となってきた。管内５公共牧場
有効利用の一助とするため、従来の 、 、HT TP
ピロプラズマ検査の他に生化学的検査（総コレ
ステロール、 ）により栄養状態を調査。殺BUN
ダニ剤とイベルメクチン製剤の併用を検討し糞
便検査による消化管内線虫の寄生状態をモニタ
ー。生化学的検査では両項目とも退牧時の数値
が入牧時の ～ 倍となり採食、栄養状態と1.2 1.5
もに問題ないことを確認。線虫卵検査では、夏
場以降、数頭に虫卵数の増加と入牧後の感染が
確認されたが、下牧牛における線虫症の発生は
認められていない。また、今後の受託基準とす
るため について抗体検査を実施したとこBLV
ろ、全頭陰性で推移した１牧場を除き入牧時の
陽性率は ％～ ％と高率であり、陽転する40 75
個体も確認されたが、入牧希望および入牧頭数
確保等の問題もあり、 陰性牛の基準についBLV
ては今後の課題である。

：501 佐渡の畜産における放牧場の役割佐渡の畜産における放牧場の役割佐渡の畜産における放牧場の役割佐渡の畜産における放牧場の役割
新潟県中央家保佐渡支所 会田恒彦
佐渡では古くから夏山冬里式放牧を実施し、

県内放牧場が減少するなか9放牧場を維持。繁殖
和牛及び酪農戸数は高齢化や後継者不足等で減
少傾向。放牧場利用戸数も平成7年103戸から16
年76戸に減少するが 利用戸数率は44.6%から60.、
8%に上昇。平成7年以降の放牧頭数は年平均303
頭、うち6放牧場で上牧、中間、下牧時に年平均
206頭ピロプラズマ原虫（ピロ）の寄生を検査。
3回とも検査した牛の中間検査時の年平均ピロ寄
生率は、フルメトリン製剤のプアオン実施なしK
放牧場93.0%、上中下牧時実施S放牧場72.1%、月
2回実施のその他4放牧場33.1%。放牧場は管理人
駐在、農家共同管理、林間放牧などの形態があ
り、各地域の牛飼養経営にとって利用の重要性
は高い。平成16年から一島一市体制となったた
め放牧場の再編、再整備も想定されるが、今後
も当所を含む関係機関が協力して畜産振興につ
とめる必要がある。

放牧場における野外分娩産子の生産性（血放牧場における野外分娩産子の生産性（血放牧場における野外分娩産子の生産性（血放牧場における野外分娩産子の生産性（血502
島根県家衛研 森脇俊液性状と発育状況調査 ：液性状と発育状況調査 ：液性状と発育状況調査 ：液性状と発育状況調査 ：））））

輔
、中山間地域の放牧推進と技術の向上を目的に

野外分娩産子の血液性状と発育状況を調査。調
査は平成14年秋、15年春・秋の３期、各８頭を
６か月齢まで２週～２か月間隔で追跡し、舎内
分娩産子と比較（対象 。）
発育状況は、舎飼いへ移行後（約３か月齢以

降 、全国和牛登録協会の示す基準の下限付近で）
。 、 （ 、推移 血液性状は 栄養度 総コレステロール

ビタミンＥ）において出生季節間に差を認め、
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、 。 、また 放牧期間中にセレン不足を認めた 一方
移行抗体は対照に比べ低値であったが、放牧中
は下痢等の感染症は皆無。しかし、舎飼いへ移
行後に散発。貪食細胞の化学発光能（活性能）

、 、の推移は 対照において有意差な変動を示すも
野外分娩産子に大きな変動認めず。
以上のことから、放牧分娩は下痢症などの消

耗性疾病防除に有効。また、繁殖雌牛の選定、
草勢と放牧頭数のバランス、牧野での子牛への
配合飼料の給与、セレン含有鉱塩の設置に留意
することが重要。

：広島県備北家503 水田放牧における衛生対策水田放牧における衛生対策水田放牧における衛生対策水田放牧における衛生対策
保 玉野光博、本多俊次
地域における水田放牧の普及のため、平成16

年4～12月に放牧した黒毛和種繁殖牛3戸14頭 妊（
娠牛）を選定し、衛生対策を実施。期間中は10a
～1haの耕作放棄地17ヵ所に1群2～4頭で放牧。
衛生対策は、衛生検査、放牧状況調査、栄養度
調査、飼養管理指導を入牧時、放牧中（2ヶ月間
隔 、退牧時に実施。結果、小型ピロプラズマ病）
は軽度持続感染を確認。また、臨床異常個体は
認めなかったがT－Cho値の低下、GOT，GGT値の
上昇を確認。夏から秋にかけ一部の放牧区で草
量不足のため放牧未経験牛が栄養度の大きな低
下。以上から水田放牧では疾病や事故防止のた
め、放牧中の観察に重点を置き早期の対応が重
要。放牧終了後地域検討会を開催。疾病の蔓延
防止および異常牛早期摘発の観点から入牧時検

、 、 、査の実施 また放牧中は畜主主導で 臨床観察
、 、 、寄生虫対策 早期の牧区移動 草種草生の確認

放牧馴致等を実施するよう指導。今後も定期的
に衛生対策の啓発をはかる必要。

無畜産地域における肉用牛振興への取り組無畜産地域における肉用牛振興への取り組無畜産地域における肉用牛振興への取り組無畜産地域における肉用牛振興への取り組504
高知県高幡家保 影山孝之、吉本朋之み：み：み：み：

県内の耕作放棄地は約2,000haあり、中山間地
域の課題である。牛の水田放牧技術により、放
棄地等の土地資源を有効活用する動きは、平成1
2年から、山間地域で有畜農家が主体的に取り組

。 、んでいる 当所では無畜地域で牛の放牧を行い
放棄地の解消に役立つことを耕種農家に認識し
てもらうため、実証展示を行った。平成16年3月
より、240日間・２頭・約２haの遊休農地におい

。 、 、て実施 結果 展示圃を見た耕種農家にとって
牛が草刈りをし、圃場が蘇る景観は非常に好評
であった。今後も継続的に実施したいという気
運が高まり、土地を提供してくれた耕種農家を

、 、中心に和牛組合設立に至り 自ら牛飼育を行い
放棄地利用に取り組むことになった。牛は平成1
7年3月までに３頭の妊娠牛を導入し、約3.5haの
遊休農地に放牧を予定。新規農家になるため今
後の課題等は多く、技術指導等を強力に進めて
いく必要があるが、耕種農家による牛飼育とい

。う新たな畜産振興に繋がることを期待している

山口505 管内の山口型放牧普及への取り組み管内の山口型放牧普及への取り組み管内の山口型放牧普及への取り組み管内の山口型放牧普及への取り組み:
県東部家保 入部忠、市野清博
未利用資源の活用を目的とした山口型放牧を

普及させ、肉用牛振興と地域住民に畜産のイメ
ージアップを図った。そのため、放牧希望者に

、 、 、牛の斡旋 放牧器材の貸出し 関係機関の調整

技術指導等の支援、 等を実施。その結果、柳PR
井地域で、地域内の畜産農家の牛と放牧設備を
貸出す「レンタカウによる農地保全システム」
が確立し、耕種農家が牛を利用し、農地保全を
図ることを可能にした。さらに同システムは他
地域へも波及。実施地域は平成 年度の実証展13
示を契機に広がりを見せ、 年度現在、 市町16 12
村 カ所 に拡大。畜産農家の山口型放42 34.4ha
牧利用による飼料費の低減、省力管理化は、規
模拡大(事例 頭→ 頭、 頭→ 頭)に結:52 85 22 38
びついた。また山口型放牧実施により、 耕種
農家に肉用牛経営参入の意欲が生じ、関係機関
の誘導により、新たな畜産農家が誕生。耕種農
家や地域住民に牛の有用性をアピールでき、畜
産への理解と更なる放牧利用が拡大。

繁殖機能回復を目的とした公共牧場利用の繁殖機能回復を目的とした公共牧場利用の繁殖機能回復を目的とした公共牧場利用の繁殖機能回復を目的とした公共牧場利用の506
： 愛媛県中央家保 山形典彦、青野逸志推進推進推進推進
放牧による繁殖機能の回復効果については、

既に報告され公共牧場への利用促進に活用され
ている。
このような中で、長期不受胎牛（空胎期間２

年以上）所有農家が試験的に放牧利用し、７月
７日から11月６日までの入牧期間中に人工授精
を実施した結果、６頭中３頭が受胎し、平均授
精回数1.7回、受胎までの平均日数53.7日であっ
た。これまで繁殖牛として不適と考えられた長

、期不受胎牛でも繁殖機能の回復効果が示唆され
特に優良系統の確保・子牛生産に利用可能であ
ることが確認された。

：熊本507 天草における放牧推進と家保の役割天草における放牧推進と家保の役割天草における放牧推進と家保の役割天草における放牧推進と家保の役割
県天草家保 小池康司、中嶋達彦

年から関係機関と連携し、シバ型草地の1996
。造成とモデル牧野の実証展示により放牧を推進

1998 12家保は、衛生指導、繁殖検診を実施。 年
戸 頭、 年 戸 頭のピロ検査から陽89 2004 17 72
性農家は から 、陽性頭数は から25% 59% 24%
に増加。ピロ陽性率は、牧野毎に異なり放82%

牧年数との関連はなく、ピロ陽性牛の導入が原
因と推察。放牧牛の受胎率は、 で同地区の78%
舎飼い牛の成績と同等。再受胎日数は、舎飼い
牛より 日長い 日。放牧への農家の意識調14 132
査で、実施者 名の が省力化、 が増頭35 33% 20%
効果と回答。未実施者 名中放牧可能な希望105
者が 、実施が困難な希望者が 。困難な26% 37%
理由は、土地の問題 、管理の問題 、衛40% 24%

9% 1996 6 106生面の不安 。放牧件数は、 年 戸
頭から 年 戸 頭に増加。 家保の指導2003 41 357
による優良事例の波及効果と推察。新規放牧の
増加から、知識・経験不足によるピロ感染の拡
大や放牧に起因する事故等の発生が懸念され、
家保の放牧衛生指導等がますます重要。

：山口県中508 運動による肉用牛の繁殖性改善運動による肉用牛の繁殖性改善運動による肉用牛の繁殖性改善運動による肉用牛の繁殖性改善
部家保 柄裕子、中島伸樹

。肉用繁殖牛飼養農家では繁殖成績向上が課題
A運動が繁殖成績に及ぼす影響を調査するため、

町B家畜人工授精師が担当する農家30戸329頭を
（ ）、 （ ）、対象に運動場への放飼 Ⅰ群 繋ぎ運動 Ⅱ群

運動無し（Ⅲ群）の繁殖成績を比較分析。分娩
後の初回授精日数と空胎日数で、Ⅰ群はⅡ群お
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よびⅢ群に比較し短縮の傾向がみられた。繁殖
成績不良のため運動場を設置したC農家では、繁
殖成績の著しい向上がみられた（平均初回授精
日数が86日から43日、平均空胎日数が121日から
43日に短縮、平均授精回数も1.5回から1.0回と
減少、治療費も減少 。A町の肉用牛農家では、）
脱柵への不安から放牧実施農家は少ないため、
今回の繁殖成績改善事例を基に放飼を推進。研
修会開催、放飼準備作業の手伝い等により、放

。 、飼開始農家や放飼準備農家が増加 今後は放飼
放牧を推進することにより、繁殖成績・所得の
向上を図り、更に拡大推進することにより、肉

。用牛の増頭や山口型放牧に結びつけていきたい

子牛生産性向上を目指し牛群管理による獣子牛生産性向上を目指し牛群管理による獣子牛生産性向上を目指し牛群管理による獣子牛生産性向上を目指し牛群管理による獣509
、医療提供医療提供医療提供医療提供：長崎県壱岐家保対馬支所 小林貞仁

清浦邦彦
和牛繁殖農家数が減少するなか、一部の農家

は多頭化傾向にある。当所は家畜の診療業務を
活用し、多頭飼育農家を中心に牛群管理による
繁殖成績向上に取組んだ。現在、分娩後初回授
精日数・受胎日数の短縮と長期空胎牛の解消が
課題。今回、繁殖障害牛の早期発見・早期治療
を目的として、農家へ繁殖検診の受診を働き掛
け、牛群全頭の繁殖状況のチェックに取組み、
農家巡回を実施。牛群の繁殖状況を一括して把
握できるよう、牛のデータをパソコンに入力し
て繁殖台帳として利用し、空胎牛検索、早期妊
娠鑑定可能牛の検索結果を農家巡回に活用。繁
殖障害牛早期摘発と長期空胎牛の受診啓発で、
繁殖障害診療件数は増加し、分娩後の繁殖障害
治療開始までの日数は以前より平均 日短縮。35
初回授精日数は 日、受胎日数は 日と、平81 109
成 、 年よりも改善。農家の成績向上だけで14 15
なく、牛群管理で当所の業務効率も向上。今後
も生産性向上のために継続した獣医療の提供に
努めていきたい。

：富510 乳用牛群検定成績活用推進への取り組み乳用牛群検定成績活用推進への取り組み乳用牛群検定成績活用推進への取り組み乳用牛群検定成績活用推進への取り組み
山県西部家保 中島麻希子、長坂訓
酪農経営データベース導入を機に管内乳用牛群

検定実施農家 戸を対象に ①牛群検定成績表 検13 、 （
定成績表）利用状況調査と②調査結果に基づく指
導を実施。その結果、農家は、検定成績表をデー
タの見方がわからない（ ％）ので、利用しにく54
い（ ％）と認識、数値の意味を説明してほしい85
と要望。酪農経営データベースによる図表と併せ
て、当家保にて家畜改良事業団提供の「検定成績

4表の見方 を元に指導成績表を作成 モデル農家」 。
、 。 （ 、 、戸に対し 指導を実施 乳成分 乳脂肪 乳蛋白

無脂固形）のバランスからみた牛の健康状態、現
場におけるボディコンディションスコア、未消化
物等のチェック等を実施した結果、①指導成績表
は、わかりやすいと好評。②数値と牛を合わせる
ことで、農家の理解増。③これらの指導は、牛の
異常を予防することが可能。今後、関係機関と連
携した資料作成の効率化と指導者の育成、農家向
け勉強会の実施等を検討。

牛肉のトレーサビリティシステムへの家畜牛肉のトレーサビリティシステムへの家畜牛肉のトレーサビリティシステムへの家畜牛肉のトレーサビリティシステムへの家畜511
：長野県長野家保 小林良人保健衛生所の関与保健衛生所の関与保健衛生所の関与保健衛生所の関与

牛海綿状脳症が日本国内において初めて発生

したことなどに伴い、牛肉に対する消費者の信
頼確保が急務となった。そのため、2001年11月
から長野県独自に県産牛肉の安心シールシステ
ムが開始され、さらに2004年4月から信州産農畜
産物の統一イメージである「信州あんしん農産
物」の一環として、牛肉のトレーサビリティシ
ステム信州モデル支援事業が開始された。事業
実施にあたって家畜保健衛生所は、関係者と協
力してHACCPの考え方に基づいた独自の衛生管理
基準を作成するとともに、生産履歴の正確度保
持を目的とした事業参加農家における飼養管理
記録の確認と、衛生管理の検証を目的とした牛
舎内及び糞便の腸管出血性大腸菌Ｏ157並びにサ
ルモネラ検査を実施することにより、システム
の信頼性を高め、安全・安心な畜産物の生産を
支援することとした。事業開始当初、県内では6
戸のモデル農家で開始され、管内でも4戸の農家
で開始後、2004年12月現在9戸が事業参加し、更
に10戸が事業参加申請中である。

ストレス時の牛血中コルチゾールの動態とストレス時の牛血中コルチゾールの動態とストレス時の牛血中コルチゾールの動態とストレス時の牛血中コルチゾールの動態と512
：長野県松本家保 中島純子測定測定測定測定
近年、家畜にストレスをかけない飼養方法が

、 、注目され 客観的な指標が求められているため
牛の血中ストレス指標を検討。削蹄前後の牛を
用い指標項目はコルチゾール（CS）等19項目を
検査。CSは削蹄群で削蹄前平均11.2ng/ml､削蹄
直後に平均74.2ng/mlに有意上昇､その後減少、
削蹄のストレスで大きく変動。遊離脂肪酸は削
蹄群で削蹄前平均153.9ng/ml、削蹄1週間後平均
117.0ng/mlで低下傾向。他の項目は削蹄による
大きな変動はなかった。臨床上健康な乳牛71頭
のCSは平均6.5ng/ml、病牛では乳房炎牛3頭中3
頭、起立不能牛6頭中4頭でCSが15ng/ml以上であ
った。CSはストレス負荷時に一過性に上昇し、
急性ストレスの影響を反映しており、指標とし

。 、 、て利用可能 今回 CSの測定はEIA法を用いたが
低コストで検査を行えるセミミクロカラムを用
いたHPLC法を検討、EIA法との相関係数は0.95で
有効性を確認。今後、飼養管理や病気の種類等
によるCSの動態を検討予定。

：滋賀県家513 ヨーネ病の発生とその防疫対応ヨーネ病の発生とその防疫対応ヨーネ病の発生とその防疫対応ヨーネ病の発生とその防疫対応
保 宮坂光徳、山路泰介
家畜伝染病予防法（以下法という）第５条に

基づき平成 年度に 市町村 戸 頭に16 12 64 2,435
ついてエライザ法にて検査を実施したところ、
乳用牛において、 町 戸 頭に陽性を認め、2 8 11
患畜と決定。患畜はいずれも臨床症状はなし。
病理学的検査、腸内容からの 検査、菌培養PCR
を実施、いずれもヨーネ病の特徴的肉眼所見を
認めず、 において２頭が陽性。発生農家にPCR
おいて、導入状況、親子関係、飼料、敷き料に
ついて聞き取り調査を実施。過去にヨーネ病の
患畜が認められたのは１戸。患畜は北海道導入
２頭、県内導入１頭、自家育成牛は 頭。産次8
は３産以上３頭、 産 頭、未経産 頭。防疫1 6 2
対策としては、法および滋賀県ヨーネ病防疫対
策要領に基づき、発生農家に対し、摘発後、３
・９・１５・２４・３６ヵ月後の検査により監
視を強化し、清浄化に向けた指導を実施。
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黒毛和種肥育牛における輸入稲ワラ代替飼黒毛和種肥育牛における輸入稲ワラ代替飼黒毛和種肥育牛における輸入稲ワラ代替飼黒毛和種肥育牛における輸入稲ワラ代替飼514
：兵庫県姫路家保 中料としての小麦ワラ利用料としての小麦ワラ利用料としての小麦ワラ利用料としての小麦ワラ利用

家一郎、池内俊久
牛飼料用稲ワラの輸入が不安定な中、安価で

安定した確保が可能な代替飼料として 豪州 重、 （
大な伝染病の清浄国）産小麦ワラがあげられる
が、産肉性等への影響が不明なため、黒毛和種
肥育2農場の計9頭に肥育前期終盤から出荷まで
小麦ワラを給与して、稲ワラ給与牛計10頭と比
較検討。飼料分析の結果、小麦ワラは稲ワラと
ほぼ同等の粗繊維含量で、試験開始時は中国産
稲ワラよりkg当り5円安。増体性は体重、体高、
胸囲、血液性状は白血球数、血清タンパク質、
グルコース、尿素態窒素、総コレステロール、G
、 、 、 、OT GGT ビタミンA及びE濃度等 胃汁性状はpH

VFA量とその組成を経時的に測定するとともに、
出荷時の枝肉重量、単価等及び日本食肉格付協
会の格付項目を分析、検討。供試牛は特異な疾

、 、病もみられず 増体性及び胃汁性状に問題なく
枝肉成績は全項目で差を認めず。血液性状は両
農場とも一部項目の一時期で差をみるも概ね正
常範囲内。小麦ワラは稲ワラの有用な代替飼料
と考察。

：香川県西部家保 大515 肉用子牛の肺炎対策肉用子牛の肺炎対策肉用子牛の肺炎対策肉用子牛の肺炎対策
西美弥、真鍋圭哲
管内大規模農場（ 頭飼養）において、導1,600

入哺育牛（ ～ ヶ月齢： 頭 月）に肺炎が発生0 2 60 /
し、 年 月と 月の病性鑑定で複数の病原体がH16 3 9
関与した化膿性肺炎を確認。 月には肺及び鼻腔3
スワブよりマイコプラズマとパラインフルエン
ザ 型ウイルスを分離し、 月には肺及び気管等3 9
より多剤耐性緑膿菌・連鎖球菌とマイコプラズ
マを分離。農場に対し、ワクチン（ 種混合）接5
種プログラムの再考、チルミコシン製剤の予防
的投与、導入子牛の観察徹底、畜舎消毒・敷料
交換等衛生管理の改善、導入頭数増加する冬季

。の飼育密度適正化と防寒対策及び換気等を指導
今後、病傷・死亡頭数や出荷状況の記録を監視
し指導を継続。

：516 管内一肉用牛繁殖農家の子牛下痢症対策管内一肉用牛繁殖農家の子牛下痢症対策管内一肉用牛繁殖農家の子牛下痢症対策管内一肉用牛繁殖農家の子牛下痢症対策
佐賀県北部家保 井村福志郎、山﨑実
子牛の下痢は、病原体の感染のみならず、飼

養環境や母牛の栄養度などの要因が複雑に関与
して引き起こされることから、管内で子牛下痢

、症による損耗事故が多発している農家に対して
1）畜舎の清掃、消毒及び衛生害虫の発生駆除、
2）暑熱・寒冷感作等のストレスの除去、3）出
生直後の充分な初乳摂取、4）分娩前後の給与飼
料の改善、5）自給粗飼料品質管理の徹底、6）
定期的な消化管内寄生虫の駆虫等の衛生管理指
導を重点的に実施。その結果、①発症延べ頭数
は50頭から28頭に減少。②下痢の再発回数も1.9
回から1.2回に減少。③下痢の発生率は、指導前
76.5％から指導後61.5％に減少。④子牛の死亡
は指導前11頭から指導後2頭に減少。⑤母牛の栄
養度は改善し、虚弱子牛の発生は減少。今後、
これらの結果を踏まえ、下痢症を初めとする慢
性疾病による子牛損耗事故の低減につながる 衛「
生管理マニュアル」の作成に取り組む。

放牧場に発生した肉用牛結核病の清浄化へ放牧場に発生した肉用牛結核病の清浄化へ放牧場に発生した肉用牛結核病の清浄化へ放牧場に発生した肉用牛結核病の清浄化へ517
：熊本県阿蘇家保 村田典久、井出の取り組みの取り組みの取り組みの取り組み

清
1999年1月、県内と畜場でＡ放牧場の肉用牛が

結核病と診断。今回、3回目の発生のため前例の
ない広範囲なまん延防止対策を実施し、清浄化
を達成。発生直後から2004年までの6年間にツベ
ルクリン反応検査を中心に膨大な時間と人員を
費やし 管内対象全133放牧場を延べ2,832戸･22,、
620頭を検査。19戸･35頭を摘発淘汰し、清浄化
確認。発生当初、まん延防止のため発生放牧場
の放牧制限等関係者への影響が大きく、協力が
非常に得難かったが、発生時短期間内の度重な
る農家説明会等で、隔離放牧等の対応策を協議
し、関係者の理解を徐々に得ることができた。
その結果、円滑な防疫対応が実施できた。分子
診断で過去の潜伏菌による再発を今回の対策で
未然に防止できたことも示唆された。今後、生
産から消費に至るまで関係者と連携し、本病に
対する監視を怠らず、放牧畜産の活性化と拡大
を推進、安全な牛肉の生産と阿蘇地域の畜産振
興に寄与したい。

夏季の畜舎環境が乳牛の生産性に与える影夏季の畜舎環境が乳牛の生産性に与える影夏季の畜舎環境が乳牛の生産性に与える影夏季の畜舎環境が乳牛の生産性に与える影518
：新潟県下越家保 木村仁徳、若林光伸響響響響
一酪農家で畜舎内外の気温と湿度などの夏の

環境要因による乳牛の生産性への影響を検討。
また熱射病や乳量低下を防ぐために導入された
細霧機能付き扇風機の有効性についても検討。
畜舎内外の温度、湿度、乳牛の体温を経時的に
測定。これらの成績を調査農家での乳量を含め
統計学的に分析。その結果畜舎環境が乳量に及
ぼす直接的な原因は特定できず。畜舎環境と乳
牛の体温については夏に気温と湿度の上昇で体
温上昇、秋に気温の低下で体温上昇。夏は体温
の外部への逃げ場がないことによる上昇、秋は
気温の低下による体温の維持による上昇である
と考えられた。細霧機能付き扇風機の有効性に
ついてはほとんど稼働していなかった2003年に
比べ、猛暑により本格的に稼働した2004年の乳
量減少の傾向が小さく、また畜主からの稼働中
の乳牛の呼吸数減少、暑さによる流涎の減少な
ど変化が見られたとの報告から効果があったも
のと考えられた。

Ⅲ－８畜産技術

初乳の加温処理による病原体の不活化と子初乳の加温処理による病原体の不活化と子初乳の加温処理による病原体の不活化と子初乳の加温処理による病原体の不活化と子519
：北海道石狩家保 中岡祐司、牛への給与試験牛への給与試験牛への給与試験牛への給与試験

加藤一典
母子間抗体移行を初乳に依存する牛では初乳

。 、 、の摂取が感染防御上重要 ヨーネ サルモネラ
リステリアの加温処理による不活化方法を検討
し、子牛への給与試験を実施。処理条件として5
6、60、63℃30分間を設定。63℃加温では初乳の
粘性は著しく増加し凝固もみられたが、 ℃と56
60℃では凝固は認めず。ヨーネ菌標準株と野外

20 30株では60℃ 分で発育を認めず、56℃では
分でも生存を確認。 でSalmonella Typhimurium

Listeriaは 6 0 ℃ 分 で 発 育 を 認 め ず 、10
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野外株では60℃ 分でほとんどmonocytogenes 30
。 、 、の菌が死滅 60℃処理初乳のカゼイン 蛋白質

無脂固形分、総固形分率はわずかな増加を認め
たが、その他成分変化ほとんど認めず。 濃IgG
度は加温でわずかな減少を認めたが、ウイルス
の初乳中抗体価は処理前後での差は認めず。加
温処理初乳への子牛の嗜好性に悪影響はなく、
免疫グロブリンの賦与状況にも問題なし。病原
体の感染回避のための条件として ℃ 分の60 30
加温処理が良好と判断。

携帯用屈折計（糖度計）を用いた牛初乳と携帯用屈折計（糖度計）を用いた牛初乳と携帯用屈折計（糖度計）を用いた牛初乳と携帯用屈折計（糖度計）を用いた牛初乳と520
：鳥取県西部家保 栗子牛血清中 濃度の推定子牛血清中 濃度の推定子牛血清中 濃度の推定子牛血清中 濃度の推定Ig

原昭広
初乳の免疫抗体濃度を指標とした品質評価法

は種々ある 今回 すでに報告のある屈折計 糖。 、 （
度計）による測定法について検討した。また、
初乳を摂取した子牛血清の免疫抗体濃度もその
屈折計での測定値で推定できないかどうかも検
討した。屈折計測定値で初乳の免疫抗体濃度を
推定できることが再確認された。また、子牛血
清の免疫抗体濃度についても、出生後 日以内3
であれば、屈折計測定値で推定できることが判
明した。

大規模酪農場における初乳・移行乳給与法大規模酪農場における初乳・移行乳給与法大規模酪農場における初乳・移行乳給与法大規模酪農場における初乳・移行乳給与法521
：大分県玖珠家保 木本裕嗣の改善の改善の改善の改善

管内の大規模酪農場に於いて、子牛下痢が多
発しするとの臨床獣医師からの依頼を受け病性

。 、鑑定を実施 下痢に関与すると考えられる細菌
寄生虫等は検出されなかったため、子牛の飼養
管理状況等の確認を実施。農場の衛生管理は徹
底されており、ほ育に関してもほ育器具の取り
扱い、子牛の管理について衛生的には大きな問
題を認めず。しかし、搾乳後の移行乳（ 回目2
以降の搾乳で得られた初乳）が、保管中に十分
冷却されず、大腸菌が増殖。これに対してはチ
ラーにより前冷却し、冷蔵することで乳汁中大
腸菌数は低下。衛生指導の中で、初乳中 のIgG
極端に少ないものを認め、簡易な検査法として
の屈折糖度計による検査法の確認を実施。屈折
糖度計による初乳中 濃度の測定は、簡易でIgG
農場での良質な初乳給与に有効であると思われ
た。今後、継続的に衛生検査を継続しながら、
同時に給餌法の改善を含め下痢発生率の低下を
目指す。

日本短角種への胚移植による黒毛和種計画日本短角種への胚移植による黒毛和種計画日本短角種への胚移植による黒毛和種計画日本短角種への胚移植による黒毛和種計画522
岩手県県北家保 野口龍生、坂田健生産支援：生産支援：生産支援：生産支援：

一
急速に技術革新している胚移植関連技術を地

域に還元する目的で、日本短角種を受胚牛とし
た黒毛和種計画生産の技術支援。夏期放牧前に

CIDR E受胚に適した牛を選定。試験区は、 、
Ｂ、 α類縁体および を用いた排卵PGF GnRH2

同期化処理を 頭に実施、同期化率を調査、ま7
た、移植 日前に を投与、移植時に黄体2 hCG
を ランクに評価し、黄体の存在する牛全てに3
胚移植実施。対照区は、自然発情による胚移植
を実施した 頭とし、受胎率を比較。試験区15
の排卵同期化率は ％と高く、日本短角種に85.7
有用。黄体ランクの低い牛 頭を含む 頭が受2 4

胎 、排卵同期化処理し、移植時に黄体の(66.7%)
確認できる全ての牛で胚移植の可能性を示唆。

、 、対照区の受胎率は 胚移植での不受胎牛は20%
対照区の 頭を除いて全てが、その後の発情で2
および自然交配により受胎。不受胎牛は、子AI

宮疾患で加療。今回当所の技術支援により良好
な結果が得られた。

修正宮崎シンプル法凍結牛胚の融解方法の修正宮崎シンプル法凍結牛胚の融解方法の修正宮崎シンプル法凍結牛胚の融解方法の修正宮崎シンプル法凍結牛胚の融解方法の523
：福井県家保 河合隆一郎、加藤信正検討検討検討検討

修正宮崎シンプル法（ 法）凍結牛胚の融解M
方法と受胎率の関係を検討。１） 法のグリセM
リン液層（ 層）に色素を添加し凍結。融解時G
の 層とシュークロース液層（ 層）との混和G S

、 （ ）時の 層の動態を 綿栓を下にした場合 下法G
と上にした場合（上法）に分け、比較観察。下
法では 層と 層が瞬時に混和。上法では混和G S
せず。２）１）の下法により、 層と 層を混G S
和（ 層）したストローを使用。 層とリンGS GS

（ ） 、ゲル液層 層 との混和時の 層の動態をR GS
ストローを一気に振った後に転倒混和した場合
（一気法）と手指で弾いた後に転倒混和した場

GS合 手指法 に分け 比較観察 一気法では（ ） 、 。
層は 層の中程までしか混和せず、転倒混和後R

。 、も液層全体を均一にするのは困難 手指法では
層はストロー管壁に沿って細長く流入、転GS

倒混和により容易に均一。３）一気法と手指法
で融解した牛胚の受胎率は ％（ ）と30.6 15/49

（ ） 、 。23.8% 10/42 であり 差は認められなかった

：福井県524 牛胚移植における受胎率向上対策牛胚移植における受胎率向上対策牛胚移植における受胎率向上対策牛胚移植における受胎率向上対策
家保 笹木教隆、宮地利江
目的 糞便性状検査、子宮頸管粘液検査成績

をもとに受胚牛の選定と給与飼料の改善指導を
行い、受胎率の向上を図る。方法 経産受胚牛(1)
について胚移植前に糞便性状検査、子宮頸管粘
液検査を行い給与飼料状況を調査し胚移植を実
施。糞便は軟らかさ 正常、±、軟便、下痢 、( )
粗繊維等により分類。子宮頸管粘液は核崩壊し
た上皮細胞の割合 － ､± 未満､ ～( :0% :20% +:20
未満､ 以上）を検査。 頭の受胚80% ++:80% (2)71

牛について糞便性状、子宮頸管粘液検査成績を
行い、胚移植を実施。 給与飼料の改善指導と(3)
受胚牛の選定を行い胚移植を実施。結果 糞便
性状が、正常、±は軟便、下痢の受胚牛に比べ
受胎率が高く 、子宮頸管粘液が－から(p<0.05)
＋受胚牛の受胎率は ～ ％｡軟便、下痢50.0 75.0
受胚牛の給与飼料を診断した結果、高分解性摂
取蛋白含量、低非繊維性炭水化物含量、濃厚飼
料過剰給与牛が多かった。糞便性状により給与

、 、飼料の改善指導 受胚牛の選定を行ったところ
胚移植農家における胚移植成績も向上。

体外受精卵（IVF）移植の取り組みと今後体外受精卵（IVF）移植の取り組みと今後体外受精卵（IVF）移植の取り組みと今後体外受精卵（IVF）移植の取り組みと今後525
：長野県佐久家保 今村友子の課題の課題の課題の課題

佐久地域の肉用牛の飼養戸数は過去10年間で8
0戸減少・飼養頭数が約1200頭減少する中、受精
卵移植(ET)を活用することにより、地域肉用牛
の振興を図ることを目的に、(社)家畜改良事業
団の協力の基、酪農家・肉牛農家・JA・獣医師
・関係機関が連携し、体内受精卵より低コスト
の体外受精卵（IVF）移植に取り組んだ。内容は
①新鮮卵を使用②ET技術者の養成③ET協議会を
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介し、不受胎の場合は受精卵料金を低価格に設
定④親子判定の血液型検査実施の推進等、農家
のニーズに合った指導、情報交換等総合的な体
制を整備した。その結果、IVF新鮮卵移植実施頭
数及び受胎率は2001年度は100頭、37.0％、2002
年度は77頭､45.5％、2003年度は90頭、47.8％と
推移し、IVF-ET産子は、家畜市場平均価格より
高く取り引きされた。今後は、経産牛の受胎率
の向上を図り、意欲ある酪農家の参画を促し、
優秀な肉用繁殖雌牛確保のための登記可能IVFの
供給が必要である。

出張所管内の乳牛胚移植実施状況と今後の出張所管内の乳牛胚移植実施状況と今後の出張所管内の乳牛胚移植実施状況と今後の出張所管内の乳牛胚移植実施状況と今後の526
：兵庫県姫路家保神戸出張所 篠倉和己、展望展望展望展望

荒木亮二
昭和63年から平成15年度までに実施した採胚

・胚移植の実績と農家の意識をとりまとめ、今
後の展望を考察。採胚は18戸118頭で実施し、平
成13年度以降、経腟採卵技術の利用で年間平均
採胚頭数は増加。農家所有牛由来の胚移植は34

、 （ ）、戸236頭で実施し 90頭で受胎し 受胎率38％
雌子牛を41頭生産。県所有牛由来の胚は、13戸5
1頭へ移植、25頭で受胎し（受胎率47％ 、雌子）
牛を14頭生産。胚移植の経営に対する効果を乳
用牛群検定成績で分析。採胚・胚移植を多回実
施した農家で、短期間のうちに高育種価・高泌
乳牛の増頭が出来、本技術が牛群の泌乳能力向
上に貢献。胚移植で経営が改善されたと感じた
胚移植実施農家は42％で、効果が少なかった農
家を含め、全農家が今後も取り組みを希望。今
、 、後 農家への濃密指導や優良事例の紹介により

継続的実施農家を増やし、牛群改良による胚移
植技術の有効利用・普及に努める。

胚移植技術が但馬牛振興に果たした役割と胚移植技術が但馬牛振興に果たした役割と胚移植技術が但馬牛振興に果たした役割と胚移植技術が但馬牛振興に果たした役割と527
：兵庫県和田山家保 山口悦司、井今後の課題今後の課題今後の課題今後の課題

上輝美
胚移植（ET）技術の利用状況を調査し今後の

あり方を検討 【項目】平成8～15年度のET実施。
状況と産子の販売・利用状況等 【結果】採胚は。
延べ274頭、移植は895頭実施し受胎率39.2％。
受胎牛351頭のうち276頭が正常分娩。産子の雌

。 。雄比は48：52で流死産率15.6％ 生産率30.8％
登記された産子の利用内訳は、雌の63％が繁殖
牛（自家保留 、12％が自家肥育。雄の13％が種）
雄候補牛、27％が自家肥育、55%が県内販売。種
雄候補牛17頭のうち7頭が種雄牛として活躍。子
牛の市場成績は、平均価格比が雌110％、去勢11
。 、 、 、4％ 肥育成績は BMS6.7 枝肉価格97.2万円で

BMS 6以上が78.6％。 雌産子の推定育種価はBMS
1.47（上位1.8％ 【今後の課題】ET技術の普及）。
は、但馬牛の改良に大きく貢献したが増産には
直結せず。受胎率向上のため、技術指導と受胚
牛の確保が必要。異品種間移植の推進体制を整
備するとともに、ETを介した但馬牛へのヨーネ
病感染防止対策等を徹底する。

管内における受精卵移植体制定着への取り管内における受精卵移植体制定着への取り管内における受精卵移植体制定着への取り管内における受精卵移植体制定着への取り528
：島根県出雲家保 石川初、徳永清志組み組み組み組み
管内では、受精卵移植(ET)技術を積極的に活

用し 昨年度のET頭数は881頭で県内ET総頭数(1,、
158頭）の76%を占めている。更に、今年度管内

で1,200頭以上の移植頭数が見込まれる中、ET定
着の背景および今後の展望について報告。ET頭
数増加の要因は、ETを経営活用した農家の増加
と子牛の引き取り体制整備、熱心な指導者と経

、 、験豊かな技術者の存在 積極的な受精卵の確保
受卵牛の選定基準の緩和等。このET頭数の増加
に伴い、稼働ET師の確保が急務となり、 日間3
に及ぶ大規模な地域ET技術研修会（ 年研修H16

: 34 226 184会戸数 戸、同期化頭数 頭、ET頭数
） 、 。頭 を開催し 若いET師の技術経験の場を提供

ET技術は今後の和牛素牛生産の手段としての役
。 、 、割は大きい 今後は 更なるET頭数増加のため

管内でのET定着化に取り組む一方、地域の拠点
、 、となるET師の固定化 需要に応じた受精卵確保

。発情同期化による多頭同時移植の効率化が必要

現地採卵による受精卵移植技術を活用した現地採卵による受精卵移植技術を活用した現地採卵による受精卵移植技術を活用した現地採卵による受精卵移植技術を活用した529
：広島県東「広島牛１億円産地化プロジェクト「広島牛１億円産地化プロジェクト「広島牛１億円産地化プロジェクト「広島牛１億円産地化プロジェクト」」」」

広島家保 石浦英文、太刀掛和哉
平成10年6月、管内の和牛生産部会が、繁殖雌

牛群のBMS8以上、子牛販売価格45万円を達成す
るため、３原則（優秀精液の確保、優秀受精卵
の確保、優秀雌牛の導入）をつくり、関係機関
と活動を開始。更に、平成12年度から現地採卵
と受精卵移植（ET）を活用して１億円産地に向
けた取り組みについて報告。鹿児島県から「平
茂勝」等370本精液導入。宮崎県から「安平」産
子の雌14頭、鹿児島県から「平茂勝」産子の雌
2頭導入。繁殖牛の頭数・平均子牛価格・推定BM
Sの推移：99頭・30万円・BMS5.6（平成10年10月
） （ ）。末 →106頭・44万円・BMS7.5 平成16年3月末

現地採卵18回実施。平均回収正常卵数8個。ETを
89頭実施、受胎率56％（平成12～16年12月 。管）
内産の去勢牛（ 安平」産子の雌×「平茂勝 ）「 」
、 「 」が 平成16年全国肉用牛枝肉共励会で 名誉賞

受賞。管内の子牛セリの売上高1.5千万円（平成
12年度）→2.8千万円（平成15年度 。改良目標）
に向かって順調に推移している。

管内における （牛受精卵移植）事業の管内における （牛受精卵移植）事業の管内における （牛受精卵移植）事業の管内における （牛受精卵移植）事業の530 ET
：徳島県徳島家保 福見推進と取り組みの現状推進と取り組みの現状推進と取り組みの現状推進と取り組みの現状

貴文、河田章
本県では、平成元年の牛受精卵移植普及推進

事業を皮切りに、平成６年度には海外から高能
力乳用牛を導入し受精卵の性判別技術の開発・
事業化など各種事業を実施してきたが、移植頭
数は平成４年の６１１頭をピークに近年は１０
０～１６０頭と減少傾向。受胎率は平成元年～
３年の４０％前後から平成１５年度には５４％
に向上。
当所管内においては従来、乳用牛に県有の黒

毛和種及び高能力乳用牛受精卵の移植が主であ
ったが、平成１２年度からは和牛繁殖農家によ
る自家採卵の要望が増加。このため１人採卵の
技術を習得し業務の簡素化を図るとともに、平
成１５年度からは採卵時の人工授精を１回（通
常２回）にし、移植の低コスト化を実現。 受
胎率は平成１２年度から平均６１％と飛躍的に
向上した。今後は多くの移植産子の肉質等の能
力が判明するため、優良遺伝子の確保・増頭が
可能。
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市場が求める牛受精卵移植の実施（系統別市場が求める牛受精卵移植の実施（系統別市場が求める牛受精卵移植の実施（系統別市場が求める牛受精卵移植の実施（系統別531
：香川県西部家保 泉川康弘に見た分析に見た分析に見た分析に見た分析））））

2 16 50平成 年から 年に管内で利用された供卵牛
頭から採取した受精卵を系統別に見ると資質系
田尻 菊美 ×増体系 藤良 から増体系 藤（ ） （ ） （·
良 気高）×資質系（田尻）に移行。平成 年· 13
から 年に県内市場に上場された 頭のＥＴ子16 130

、 、牛成績では 去勢は が市場平均よりも低いがDG
㎏販売単価は去勢、雌とも高く推移。系統別で
は 、㎏販売単価とも去勢 雌共に増体系×資DG ·
質系が良好。中でも は気高（平茂勝）×田尻DG
（安福 安平 、㎏販売単価は藤良（北国 の ）· ） 7 8
×田尻（安福・安平）が高く推移。今後の受精
卵の作出の上で全国的に評価されている気高 平（

7 8 5茂勝）×藤良（北国 の ）の系統も必要。管内
頭の供卵牛中 頭の育種価が判明。その内、優0 9
良供卵牛を選抜したところ 頭が該当。今後は、6
優良供卵牛と育種価の高い種雄牛との交配指導
が必要。

受精卵移植（ＥＴ）を活用した肉用牛振興受精卵移植（ＥＴ）を活用した肉用牛振興受精卵移植（ＥＴ）を活用した肉用牛振興受精卵移植（ＥＴ）を活用した肉用牛振興532
高知県西部家保 山岡昭彦の取り組み：の取り組み：の取り組み：の取り組み：

平成１５年度より管内酪農家の協力の下、土
佐和牛生産基盤強化緊急対策事業を実施。受精
卵移植（ＥＴ）を活用した褐毛和種の生産に取
り組んだ。参加農家として、酪農家７戸、肥育
農家１戸、繁殖農家７戸が参加し、平成１５年
度の受胎率は４５．５％（妊娠５，不妊６ 、平）

、 （ 、 ，成１６年度は ２５％ １２月末現在 妊娠３
不妊４、妊否不明５）であった。生産された産
子は管内で肥育、繁殖での供用を目的に育成。
育成段階で月１回の測尺を８ヶ月齢まで実施し
育成技術についても検討。優良産子の管内保留
により、肥育・繁殖における質的向上の一助と
なることに期待。また、繁殖農家の減少、肉用
牛農家の規模拡大が厳しい状況の中、乳用牛を
利用したＥＴ技術は素牛生産の一手段として有
効であると考えられる。

大規模肉用牛繁殖経営の定時授精法による大規模肉用牛繁殖経営の定時授精法による大規模肉用牛繁殖経営の定時授精法による大規模肉用牛繁殖経営の定時授精法による533
：大分県大分家保 久生産率向上への取り組み生産率向上への取り組み生産率向上への取り組み生産率向上への取り組み

々宮仁三、広永潔
分娩後概ね ～ 日の母牛で初回授精を行40 50

っていないものについてグループ化し、一括処
置を行い、定時授精。膣内留置型プロジェステ
ロン製剤（以下 ）を 日間膣内留置し、CIDR 7
除去後 日目( 日)に定時授精。ホルモン処置3 10
として安息香酸エストラジオール（以下、 ）E2
を挿入時（ 日） （製剤としては 、プ0 2mg 1ml）

F2 PGF2ロスタグランジン αアナログ(以下、
α)を除去時( 日) (同 ｍｌ)、除去後 日7 15mg 3 1
目( 日)に を (同 )それぞれ筋肉注8 E2 1mg 0.5ml
射。本法による定時授精の結果、 頭の処置26
・授精の結果、 頭受胎(受胎率 ％ 、さら12 46.2 ）
に再発情の授精によるものも加えると 頭受胎13
(受胎率 ％)。 これら受胎牛群の次回分娩50.0
時の平均分娩間隔は ヶ月が推定。当該受胎11.8
牛群の最終分娩時の平均分娩間隔 ヶ月と比14.7

3 2,500較し、約 ヶ月短縮。コスト（薬価）は、
～ 円で、オブシンク法（ － α3,000 GnRH PGF2
－ －定時授精）とほぼ同等。GnRH

東臼杵地域における受精卵移植技術（現地東臼杵地域における受精卵移植技術（現地東臼杵地域における受精卵移植技術（現地東臼杵地域における受精卵移植技術（現地534
：宮崎県延岡家保 須崎哲採胚）への取り組み採胚）への取り組み採胚）への取り組み採胚）への取り組み

也、永田公仁
地域の肉用牛改良促進のため、協議会を組織

し、供胚牛に過剰排卵処置を施しフィールドで
の現地採胚を実施。平成14年度は、回収卵数46
個、正常胚数12個、変性胚数12個、未受精卵数2
2個で、正常胚率は26.1%で、回収卵数は個体に
よるバラツキが大きかった。平成15年度は、回
収卵数114個で、うち正常胚数53個、変性胚数27
個、未受精卵数29個、透明帯5個であり、正常胚
率は14年度に比べると向上したものの46.5%と低
く、回収卵数も個体によるバラツキが大きかっ
た。個体の回収卵数に大きなバラツキが見られ
たのは、供胚牛毎の卵胞刺激ホルモン感受性の
違いによるものと考えられ、また未受精卵数が
多いのは、人工授精を１回しか実施しなかった
ことも一因であると推察された。今後は個体毎
のホルモン投与量の検討や、最適期の人工授精
を行うことが、過剰排卵処理成績の向上にもつ
ながり、受精卵移植技術の積極的活用が地域の
肉用牛改良の発展につながると思われた。

浅間山噴火による被害状況及び今後の対応浅間山噴火による被害状況及び今後の対応浅間山噴火による被害状況及び今後の対応浅間山噴火による被害状況及び今後の対応535
：群馬県浅間牧場 下田優ほか
去る 月 日に、浅間山が中規模爆発し、浅9 1

間家畜育成牧場(以下牧場)では、空振、噴石、
降灰等を確認。噴石は大きなもので あり、22g

。 、火山灰は 程堆積 噴煙は南西の風に乗り2mm
牧場上空を帯のように通過、火山礫が降ったと
ころ( 牧区 )、火山礫と火山灰が降ったと30 36%
ころ( 牧区 )、全く何も降らなかったとこ36 33%
ろを分けた。噴火時に 頭( 群)を飼養。そ618 7
のうち、 頭( 群)が被害のあった草地に放牧311 3
されていた。牛の体調を考慮し、翌日から放牧
を中止、乾草とヘイレージ主体の舎内飼育に切
り替え。牧草に付着した灰は、翌日からの雨に

、 、より洗われ始めたが 草丈の長い牧草において
葉の付け根に長期にわたり付着。灰による汚染
状況を確認しながら、放牧を再開し 日には全7
群通常放牧。噴火による牛への被害は認められ
なかったが、今回の経験を元に、以前の対策マ
ニュアルを見直し、新たなマニュアルを作成し
た。

バルク乳の乳蛋白質率及び乳中尿素窒素検バルク乳の乳蛋白質率及び乳中尿素窒素検バルク乳の乳蛋白質率及び乳中尿素窒素検バルク乳の乳蛋白質率及び乳中尿素窒素検536
：東京都家保 岩倉健一査結果査結果査結果査結果

平成 年度から東京酪農業協同組合の依頼を12
受け、当所においてバルク乳検査を実施。飼料
給与の現状をみるため、乳蛋白質率と乳中尿素
窒素（ＭＵＮ）の検査結果を取りまとめた。乳

12 3.24 0.2蛋白質率は、平成 年度平均 、標準偏差
％、平成 年度平均 、標準偏差 ％、平1 13 3.25 0.24
成 年度平均 、標準偏差 ％、平成 年14 3.26 0.20 15

3.27 0.19 16 3.度平均 、標準偏差 ％、平成 年度平均
30 0.20 12 1、標準偏差 ％。ＭＵＮは平成 年度平均
、標準偏差 、平成 年度平均 、3.0 3.4mg/dl 13 13.2

標準偏差 、平成 年度平均 、標準3.5mg/dl 14 13.0
3.5mg/dl 15 12.3 3.偏差 、平成 年度平均 、標準偏差
、 、 。0mg/dl 16 12.4 3.1mg/dl平成 年度平均 標準偏差

都では今までの検査結果や各研究報告等から、
特に問題のない範囲として、乳蛋白質率は か3.0
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ら ％、ＭＵＮは から を設定。各年度3.5 8 16mg/dl
及び月別平均は両項目ともこの範囲内に入って
いた。しかし、農家別にみると範囲を外れるも
のが散見された。

東京都家保537 飼料改善による効果の一事例：飼料改善による効果の一事例：飼料改善による効果の一事例：飼料改善による効果の一事例：
轟木結子、磯田加奈子
管内では毎月 回、乳質検査を実施。今年度1

から、乳中尿素窒素（ ）が加わった。まMUN
た、飼料給与状況等を調査し、養分要求量分析

Aファイルで解析、成績を農家に還元、指導。
酪農家では、 が平均 と低値を示MUN 7.3mg/dl
し、養分充足率も代謝エネルギー 、可消化(ME)
養分総量 、素蛋白質 が各々 、(TDN) (CP) 102%

、 と、栄養とくに蛋白質不足が示唆。101% 96%
この結果を受けＡ農家では、 月から自家配合7

1 1の蛋白質含有量を１％増加 給与量も 頭当り、
。 、 。日 増加 結果 が に上昇1kg MUN 11.6mg/dl

H14夏期の乳脂肪率低下が改善 乳量は 推計で。 、
・ 平均は 日 頭当り両月 だったH15 1 1 11.8Kg
のが、 では 、 に増加。養分H16 15.0kg 18.6kg

ME TDN CP 104 103充足率は 、 、 が各々 ％、
％、 に改善。 成績から の夏期は104% JMR H16

。繁殖成績の低下が例年よりも抑えられたと推測
血清生化学値はほぼ変化なし。

管内酪農における稲発酵粗飼料の利用状況管内酪農における稲発酵粗飼料の利用状況管内酪農における稲発酵粗飼料の利用状況管内酪農における稲発酵粗飼料の利用状況538
：山梨県西部家保 伊藤和彦、小と今後の課題と今後の課題と今後の課題と今後の課題

田切美男
管内2地域では平成14年度から稲発酵粗飼料 W（

CS）生産に取り組んでいる。生産量は年々増加
し、平成16年度には約10haを栽培した。稲の品
「 」「 」 、種は クサホナミ ニホンバレ のほか2種で

栽培には32戸の稲作農家が参加し、収穫作業は
コントラクター「長坂ファームグループ」が実
施した。給与酪農家6戸を対象に調査を実施した
ところ、搾乳牛に1日当たり3～4㎏給与している
農家が殆どで、血液検査では給与前後で変化が
無く、乳質にも影響がなかった。アンケート調
査では「価格が安い 「嗜好性が良い 「今後も」 」
利用したい 「防鳥対策の必要性」の意見が多か」
った。WCSの利用拡大には、耕畜連携強化の下、
生産に係る労力の軽減や低コスト化、コントラ
クターの充実を図り、安定した高品質WCS生産に
取り組む必要がある。また、たい肥の利用促進
を図り循環型農業を推進する。

肥育地効果推定値を活用した和牛肥育の実肥育地効果推定値を活用した和牛肥育の実肥育地効果推定値を活用した和牛肥育の実肥育地効果推定値を活用した和牛肥育の実539
：長野県飯田家保 宮本博幸態調査と指導法態調査と指導法態調査と指導法態調査と指導法

本県においては、和牛の育種価解析が行われ
ており、種雄牛や繁殖雌牛の能力評価等に活用
されている。同時に環境効果の一つである肥育
地効果（ ）の推定値も解析されているが、有EF
効活用はなされていない。そこで、① に及EF
ぼす飼養要因解明のための飼養実態調査と、②
を活用した農家指導方法を検討した。飼養実EF

態調査は、枝肉重量（枝重）および脂肪交雑
（ ）の の高低により 戸を選定して調BMS EF 18
査した。その結果、枝重および 効果の高いBMS
農家では、①品種・性を統一して飼養、②素牛
は血統を重視し購入価格も高い、③行き届いた
飼養管理等の傾向が認められた。一方、 を活EF

6 EF用した指導法として、枝肉 形質における
を独自に育種価同様 、 、 にランク付けし、A B C
また枝重と 効果とのプロット図を活用したBMS
ところ、その農家の枝肉の長所短所や全肥育農
家中での位置が明確となり、改善目標の方向付
けに有効な手段と考えられた。

黒毛和種肥育牛の血中ビタミンＡ濃度測定黒毛和種肥育牛の血中ビタミンＡ濃度測定黒毛和種肥育牛の血中ビタミンＡ濃度測定黒毛和種肥育牛の血中ビタミンＡ濃度測定540
：三重県中央家保を中心とした肉質改善指導を中心とした肉質改善指導を中心とした肉質改善指導を中心とした肉質改善指導

北村裕紀、池町安雅ほか
肉牛の肉質評価は、脂肪交雑（BMS）わが国の

の状態に大きく依存しており 近年ビタミンA V、 （
A）とBMSとの関係が報告されて以来、生産農家
は血中VA濃度を指標に給与飼料をコントロール
することにより肉質向上を目指す傾向にある。
そこで県内黒毛和種肥育牛農家4戸20頭につい
て、血中VA濃度、総コレステロ－ル（T-CHO）濃

。度測定及び出荷成績調査を行い改善指導を実施
結果、VA濃度は導入時には高値で推移、肥育中
期以降は低値で推移しており従来の報告どおり
であった。また、VA濃度はBMS評価に関係なく肥
育中期以降は同様の推移であったが、T-CHO濃度
はBMS評価の高いもので肥育全期を通じ高い傾向
であった。このことはVA値とともにT-CHO値がBM
Sに関与していると考えられた。

：和歌山県541 和牛繁殖経営の生産性向上対策和牛繁殖経営の生産性向上対策和牛繁殖経営の生産性向上対策和牛繁殖経営の生産性向上対策
紀中家保 吉村肇史、五島啓普
肉牛団地で同業者が転廃業したなかで、１戸

が和牛繁殖経営を継続。成牛 頭飼養。将来の22
、 。規模拡大・子息への継承につき 改善点を検討

4 2 5子牛に下痢が多発し、過去３年間で、 、 、
頭斃死。ロタウィルス、コクシジウムの感染も
あり、ワクチン接種・子牛の接触防止・群飼前
の虫卵検査と陽性牛へのサルファ投与を実施。
その結果、下痢の発症率 ％、全頭治癒。繁殖56
対策として、分娩後の増飼と２か月で母子牛を
群に戻し、発情再帰を促進。初回授精日数 か95

77 448 374 128ら 日 分娩間隔 から 日 空胎日数、 、
から 日に改善。授精回数 から 回、初118 1.3 1.4
産月齢 から か月齢。高産歴牛で初回授精23 24
・最終授精日数が長くなり、これらの更新を指
導。子牛の市場対策として３か月齢で離乳。出

295 272 0.96 1.01荷月齢 から 日、日齢体重 から
㎏に改善。㎏単価は から 円になった1,194 1,280
が、市場平均を下まわり、市場評価を高めるこ
とが課題。後継者の技術習得を含め、経営の安
定に寄与していきたい。

新設された黒毛和種肥育センターへの衛生新設された黒毛和種肥育センターへの衛生新設された黒毛和種肥育センターへの衛生新設された黒毛和種肥育センターへの衛生542
：島根県松江家保 藤井俊治、安部茂樹指導指導指導指導

黒毛和種 頭規模の肥育センターが新設。200
当家保は衛生管理と良質肉生産のためのビタミ
ンＡコントロールを指導。衛生管理プログラム
で導入時に線虫駆除剤、肝蛭駆除剤の投与、牛
呼吸器５種混合ワクチンを導入１週間後、クロ
ストリジウムワクチンを導入 および カ月後3 12

H15 3 4 25に接種を指示。 年 、 月に初導入した
頭が、 月下旬に発熱、下痢、軟便を呈し、病4

、 。性鑑定の結果 牛コロナウイルスの関与が判明
コクシジウムのオーシストも検出。導入時の抗
生物質 抗コクシジウム剤 ビタミン 剤、 、 AD E３
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の投与、敷き料交換時の消石灰散布を衛生プロ
グラムに追加指導。導入時の血漿中ビタミンＡ

80IU/dl 190 12値の測定では、 未満の牛が 頭中
6.3 15 2頭存在 ％ 頭の血漿中ビタミンＡ値を（ ）。

カ月間隔で追跡調査。県指標に対し低下する時
期が約１カ月遅いことが判明、低ビタミンＡ飼
料に切替る時期を１カ月早めるよう指導した結
果、指標に沿った値で推移。

家畜セリデータを活用した農家指導情報家畜セリデータを活用した農家指導情報家畜セリデータを活用した農家指導情報家畜セリデータを活用した農家指導情報543
：沖縄県北部家保 藤井章、新田宗博（３（３（３（３））））

当家保では平成 年度より単年度ごとの出荷12
成績を取りまとめ、農家指導のための情報とし
て関係機関に配布し、農家へ通知し活用してき
た。しかし、農家が生産牛の市場性を把握する
には十分であるが、農家経営の視点から考える

、と子牛をどれだけ高く売るのかということより
頭の母牛から効率的に子牛を生ます（一年一1

産を目指す）ことのほうが重要である為、今ま
でのまとめ方では指導情報として有効性が薄い
と考えられた。そこで、平成 年 月から平成12 4
年 月までの今帰仁家畜セリ市場に出荷し15 12

た子牛の成績を 母牛ごと に取りまとめた 母” ” 「
牛成績表」を作成した。これにより、母牛ごと
の産子の市場性、分娩間隔などを知ることがで
き、さらに母牛育種価及び近年肥育農家を悩ま
している遺伝病に関する情報を乗せることでよ
り濃密な農家指導ができる。

：大阪544 乳用雌子牛育成事業とその哺育実態乳用雌子牛育成事業とその哺育実態乳用雌子牛育成事業とその哺育実態乳用雌子牛育成事業とその哺育実態
府南部家保 葛西洋平、虎谷卓哉
大阪府では成績優秀な乳用牛の育成のため、

（ ）大阪府民牧場乳用子牛育成配布事業 育成事業
。 （ ） 、を実施 管内の候補子牛 年間約 頭 に対し80

。健康検査を行い発育不良牛は育成事業から除外
今回、牧場育成時での発育が不均一な要因を検
討。＜方法＞育成牧場において子牛の発育の良
かった 発育にばらつきがあった 発育の悪かA, B,
った の酪農家群に対し、哺育方法について調C
査。＜結果＞初乳の給与量、時期および子牛飼

A C A 7 10育環境は ～ 群で差なし 群は生後 ～。
8 9kg C日までに授乳量が ～ （／日）と多く、

A群は哺育期全般に渡って授乳量が少なかった。
群は乳の給与量が多かったため育成後の体型が
大きく、 群は乳の給与量が少なかったためにC
体型が小さくなる傾向が判明。＜対策＞従来の
育成指導に加え、哺育育成 日齢までに授乳量10
～ の給与を指導。今後哺育育成指導を進7 8kg

め、大阪府に合った体型、資質の候補乳牛を産
出する予定。

：奈良県家保 堀川佳545 子牛の哺育技術改善子牛の哺育技術改善子牛の哺育技術改善子牛の哺育技術改善
代、小財千明
農家の哺育実態を調査し、マニュアル作成や

講習会実施とは異なる方法で、哺育技術改善を
検討。調査対象は、乳牛育成牧場の預託農家と
過去 年間に 和牛の哺育経験がある管内酪3 ET
農家 戸中 戸（ 。調査の結果、哺乳24 14 58.3%）
ビン等に比べ、哺乳バケツ利用で哺乳量が多い
傾向。哺育に関心が高い講習会参加者で、適切
に哺乳・スターター給与の傾向。離乳後から水
を給与し始める傾向。全体的に「講習会等によ

」「 」「 」 。る普及 哺育への関心 設備や方法 が関与
「設備や方法」の改善として、哺乳バケツ＆ホ
ルダーの貸し出しを実施。哺乳作業が大幅に軽
減、哺乳量が増加、下痢が減少。哺乳バケツを

、 。購入 設置による省力哺乳のきっかけとなった
「哺育への関心」向上のため “ 和牛子牛市、 ET
場成績のお知らせ”も実施。

公共放牧場が関連する河川の水質に及ぼす公共放牧場が関連する河川の水質に及ぼす公共放牧場が関連する河川の水質に及ぼす公共放牧場が関連する河川の水質に及ぼす546
：岩手県中央家保 坂本正光、菊池雄影響影響影響影響
放牧場の家畜排泄物等が周辺環境に及ぼす影

5 12響度合を把握する目的で 放牧場と関連する、
河川を対象として 年と翌年の梅雨期またはH15
秋雨期に各放牧場から ～ 下流の 地40m 4km 12
点(川幅 ～ )より採水した。各試料の1.0m 5.5m

、 、 、 、 、 、 、色度 濁度 pH COD NH3-N NO2-N NO3-N
、生物学的項目として一般細菌、腸管出PO43--P

血性大腸菌 、クリプトスポリジウムを検O-157
査した。放牧地を源流として湿地帯を経て水流
を形成する河川の 地点(湿地帯より 下1 100m

COD 5 10mg/l 3mg/l流)で が ～ であり基準値の
以下を超えていた。当該地点が一部崩壊した肥
料散布後の採草地に近接していたことから、要
因として肥料による直接的影響及び肥料の混入
による湿地帯の植生変化に伴う二次的影響が考
えられた。同地点の他の検査項目および他地点
の全検査項目の値は基準値以下であった。得ら
れた成績は管内放牧場の糞尿に起因する環境汚
染が最小限に留まっていることが示唆された。

「牛サルモネラ症防疫プログラム」による「牛サルモネラ症防疫プログラム」による「牛サルモネラ症防疫プログラム」による「牛サルモネラ症防疫プログラム」による547
：SalmonellaTyphimurium 感染症の早期清浄化感染症の早期清浄化感染症の早期清浄化感染症の早期清浄化

富山県東部家保 後藤利隆、佐野正記
年 月に、管内のＡ肉用牛肥育農家(常2003 12

時 頭飼養)の 日齢の子牛 頭が死亡。病240 48 1
性鑑定の結果 ( )感染Salmonella Typhimurium ST
症と診断。早急に農場内での牛の移動禁止と導
入を休止。飼養牛や畜舎環境等の汚染状況を調
査し、死亡子牛が飼養されていた牛舎の 濃ST
厚汚染を確認。同居牛全頭に有効薬剤であるエ
ンロフロキサシン製剤を 時間間隔で 回連続12 3
投与し、その直後に畜舎内の除糞・洗浄・消毒

STを実施。その結果、同居牛や環境材料から
は分離されず、臨床症状も回復し 感染症のST
早期清浄化を達成。この手法を 「牛サルモネラ、
症防疫プログラム」(プログラム)と位置づけ、
2004 8 220年 月に管内Ｂ肉用牛肥育農家(常時
頭飼養)の 日齢の子牛１頭が死亡し 感染48 ST
症と診断されたケースに応用。プログラムに基
づく汚染状況調査、薬剤投与や畜舎消毒等まん
延防止対策を講じたところ、Ａ肉用牛肥育農家
と同様に 感染症の早期清浄化が図れ、プロST
グラムの有効性が検証された。

牛呼吸器病の治療経過における血中ウシハ牛呼吸器病の治療経過における血中ウシハ牛呼吸器病の治療経過における血中ウシハ牛呼吸器病の治療経過における血中ウシハ548
：鳥取県倉吉家保 小西博プトグロビンの変動プトグロビンの変動プトグロビンの変動プトグロビンの変動

敏、山里比呂志
牛の慢性及び急性呼吸器病の損耗防止対策の

一助とすることを目的として、臨床現場での急
性期タンパク質検出の意義を検討。呼吸器病集

、 （ ，団発生農場において 使用薬剤 チルミコシン
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） 、タイロシン等 別に治療経過を経時的に観察し
臨床症状・飼料摂食状況・体温・白血球数・ヘ
マトクリット値（ ）等とウシハプトグロビンHt
（ ）の検出との関連について検討。Ｈｐは一Hp
元放射免疫拡散法及びラテックス凝集反応法で
検出。 は治療経過と概ね連動して消失し、体Hp
温 ℃以上では概ね ％以上で検出。 と39.5 70 Hp
体温は、初診時では正の相関を示したが、治療
中は関連がみられなかった。白血球数及び がHt
著しく高い慢性例では、多くが治療期間を通じ
て検出。臨床現場における の検出は、飼料Hp
摂取状況・臨床症状の観察、体温測定等と併せ
て実施することにより、的確な治療の目安とし
て、また健康検査等に組み入れることにより、
呼吸器病の早期発見及び事故率の低減につなが
るものと思われた。

：高知県東部家保 日高549 攪拌方式の堆肥化攪拌方式の堆肥化攪拌方式の堆肥化攪拌方式の堆肥化
洋介、山崎良洋
管内の主な堆肥化施設は１６、うち堆積方式

は１１、攪拌方式は５。従来から堆積方式が主
であるが、近年攪拌方式の個人農家導入も見ら

。 、れるようになった 導入されている攪拌方式で
処理時温度が上昇しないなど発酵不十分と見受
けられるものがあり、施設搬入時原料の推定容
積重、処理時の発酵温度、外観の性状の調査を
実施。推定容積重が高い場合、処理時の温度は
不安定であった。容積重を調整後処理を開始し
た場合、発酵温度は投入後次第に上昇しその後
下降する傾向が見られた。また、処理後の性状
は以前より取り扱いやすいものとなった。堆肥
化による発酵は、外気温など季節的要因もある
ため夏季との違いはあるものと考えられるが、
攪拌作業を機械で自動に行うことによる労力の
軽減はあるものの、処理原料の調整は堆積方式
同様必要。

パソコン管理下の歩数計測器を利用した牛パソコン管理下の歩数計測器を利用した牛パソコン管理下の歩数計測器を利用した牛パソコン管理下の歩数計測器を利用した牛550
：長崎県県南家保 酒井芳の繁殖成績向上対策の繁殖成績向上対策の繁殖成績向上対策の繁殖成績向上対策

子、荒木博司
平成 年 月から管内 戸の酪農家が繁殖成16 3 2

績向上を目的にパソコン管理下の歩数計測器に
よる発情発見システムを導入。管理データにつ
いて、①歩数増加ピーク時の数値、②歩数増加
継続時間、および③歩数増加開始から人工授精
までの時間と受胎の関係を検討。また、夜間発
情の割合についても調査。分析の結果（平均 ：）

、 、 。 、①は 受胎が 歩 不受胎が 歩 ②は1409 1006
受胎が 時間 分、不受胎が 時間 分。16 32 13 28

21 22 23 52③は 受胎が 時間 分 不受胎が 時間、 、
分。夜間（ ～ ）発情開始の割合は、19:00 6:00
全体の ％。本システムの導入により、個体57.4
管理が容易となり、授精適期の予測や発情の見
逃し防止に有効。しかし、システムで判別でき
ない例もあり、日常の観察は不可欠。分析デー
タのフィードバックにより繁殖成績のさらなる
改善を期待。今後もデータを蓄積、分析し、本
システムの有効活用を図る。

『採血管マガジン』を用いた、フリースト『採血管マガジン』を用いた、フリースト『採血管マガジン』を用いた、フリースト『採血管マガジン』を用いた、フリースト551
：大分県玖珠家ール牛舎での採血方法の効率化ール牛舎での採血方法の効率化ール牛舎での採血方法の効率化ール牛舎での採血方法の効率化

保 長岡健朗

採血管を10本ずつ50ml遠心管に入れ、腰の周
りに保持するための『採血管マガジン』を作成
し、採血法を改善。10頭毎、となりに動くだけ
で採血が可能。移動距離短縮とそれによる牛の
取り違い防止に寄与。採血管取り付け部分の着
脱式化により、補助者による採血針の付け替え
・採血管の交換作業が可能になり、採血者が採
血に専念でき作業効率向上。家畜用マーカース
ティックで、牛の臀部に検体番号の下２桁を記
入することとし、採血者、耳票記入者がともに
検体番号確認。検体取り違い防止と採血者と耳
票記入者の独立しての作業が可能になる。採血
管の検体番号をエクセル出力により８色に色分
け。番号記入ミスや採血管の取り違い防止に寄
与。遠心分離後、血清を8×12列の保存用プレー
トに移す際、採血管を8本ずつに配列、横列の色
が同色になり入れ違いのチェックが容易。特に
管内で増加している、フリーストール型牛舎で
の採血で作業時間短縮に効果大。

：鹿児島県552 パドック型牛舎の飼養環境調査パドック型牛舎の飼養環境調査パドック型牛舎の飼養環境調査パドック型牛舎の飼養環境調査
曽於家保 前田かおり、恒吉幸一
フリーバーンに類似した「パドック型牛舎」

といわれる牛舎が肉用牛繁殖農家へ普及しつつ
ある。しかし、長期間除糞を行わないことから
衛生環境悪化による疾病発生が懸念される。そ
こで関係機関と協力し「パドック型牛舎」の利
点及び問題点を明確にするため調査を行った。
管内 戸を選定した聴き取り調査、内4戸を対17
象にした立入調査等を実施。その結果、平均飼
養頭数の増加、繁殖成績の向上がみられ、敷料
中から寄生虫卵等が少数個散発的に検出された
が汚染の拡大は認められなかった。牛床堆積物
の高温発酵は認められず、発酵熱による寄生虫
、 、 。卵 微生物 雑草種子等の死滅は期待できない

牛床は夏季に寄生虫卵の発育に好適な環境を形
成するため、牛舎導入前の駆虫や定期的な駆虫
・検査が必要だと思われた。飼養密度が高くな
ると牛床の泥濘化が生じ衛生環境が劣悪化し疾

。 「 」病発生が危惧される しかし パドック型牛舎
は管理作業の省力化、繁殖成績向上などにおい
て長所を有する施設であり，今後衛生面に重点
を置いた調査を継続し飼養管理マニュアルの作
製に努めたい。

Ⅱ－９その他

：553 二地域での婦人部会の活動と肉用牛振興二地域での婦人部会の活動と肉用牛振興二地域での婦人部会の活動と肉用牛振興二地域での婦人部会の活動と肉用牛振興
青森県むつ家保 松本敦、斗沢富夫
黒毛和種繁殖地帯である川内町と東通村には

肉用牛経営に携わる女性で組織する婦人部会が
ある。両婦人部会合同の現地研修会と交流会を
開催し、併せてアンケート調査を実施。女性の
飼養管理技術の向上、経営への積極的参画が地
域の肉用牛振興に必要不可欠であり、交流によ
り地域以外の仲間との連帯が生まれネットワー
ク化ができ、この中で問題点解決の糸口をつか
み改善することで、年々市場成績が向上。アン
ケート調査結果から、地域の実情や問題点等の
回答があり、家保への要望等が把握でき、さら
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なる肉用牛振興のため当所及び関係機関で支援
していく。

西北五地域の肉用牛繁殖経営の問題点と対西北五地域の肉用牛繁殖経営の問題点と対西北五地域の肉用牛繁殖経営の問題点と対西北五地域の肉用牛繁殖経営の問題点と対554
：青森県木造家保 髙橋巧、中沢堅一応応応応
管内の肉牛繁殖経営は米等との複合経営が主

体。米価は年々低下傾向、子牛市場価格は良好
で肉牛部門への依存度高まる。農家戸数、頭数
は減少、高齢化、後継者不足が深刻。現状把握
のため全農家 戸に意識調査実施。結果、将来78
期待できる ％、増頭希望あり ％、周囲に64 53
新規参入希望者いる ％を確認。これを基に平31
成 年度から後継者、新規参入者発掘を関係者14
に呼びかけ、新規参入者には飼養管理技術の濃
密指導、後継者へは家畜人工授精師免許の取得
や勉強会による知識、技術レベルの向上図る。

5 4 AI結果、新規参入者 名、後継者 名が誕生。
師 名、 師 名の資格取得者も誕生し生産意5 ET 2
欲も向上。今後の対応は新規参入者には牛舎等
準備資金充実や受胎牛貸付、繁殖・衛生指導の
徹底。後継者には施設等拡張資金の充実、勉強

。会等開催による経営意欲向上を図ることが必要
今後新規参入者や後継者育成のため、家保、市
町村等関係者が一体となって、地域での肉牛を
飼いやすい環境作りが重要。

高知県高幡家保梼555 肉用牛振興への取組み：肉用牛振興への取組み：肉用牛振興への取組み：肉用牛振興への取組み：
原支所 山﨑和典
近年、肉用牛繁殖経営農家・頭数の減少が著

しい。当所管内は、四国カルスト放牧場、高原
家畜市場、 肥育センター等が整備され、畜産JA
経営における環境が整っているが、高齢化・後
継者不足に伴う経営農家・頭数の減少が継続し
ている。管内関係機関による肉用牛飼養の啓蒙
と振興に向けた取組みを行い、村単位で組織さ
れている畜産振興会を中心として、増頭への働
きかけを行った。その結果として、増頭に向け
た動きが生まれ、生産農家の意欲向上と換金農
業として活発な活動が見られるようになった。
この様な現状を基本に、新規有畜農家への取組
みも始まっている。一方では、肥育センターの
中に繁殖（雌牛）センターとしての役割を持た
せ、そのための育成牛導入と希望農家への雌牛
供給体制も整いつつあり、省力管理のカルスト
放牧場利用による増殖対策と共に成果を上げて

。 、きている 経営環境は非常に厳しい中であるが
中山間地の公共施設を活用した小資本・省力化
による増頭への取組みと、繁殖牛飼育による農
家収益との有利性を啓発・指導している。

：沖556 夢のある肉用牛アイランドをめざして夢のある肉用牛アイランドをめざして夢のある肉用牛アイランドをめざして夢のある肉用牛アイランドをめざして
縄県宮古家保 金城孝、新里真理子
多良間村において平成 年度から平成 年12 15

度にかけて、低コストかつ高品質な生産を念頭
においた肉用牛の生産基盤の整備および生産拡
大による経営体質の強化を図ることを目的とし
た畜産基盤再編総合整備事業を実施した。本事
業では 戸の農家を対象として①放牧地域に対19
応した採食場および堆肥舎の整備②低利用地の
草地改良整備③砂地への客土による草地改良整
備④草地管理を省力化するための機械整備⑤集
水池の整備を主に行い、地区全体として の61ha

草地造成および改良、 カ所の採食場および堆18
、 、 、肥舎 点の農機具 カ所の集水池を整備し49 3

総事業費は 千円であった。本事業によ1,403.217
り、飼料自給率は各農家あたり平均 ％の増16.2

TDN 1,344加（ 比 、事業参加農家の飼養頭数は）
頭から 頭への増加が見込まれている。ま1,909
た集水池の整備により、肉用牛経営に必要な農
業用水の利用状況は大幅に改善され、安定した
肉用牛経営の実現および強化に努めてきた。

地域に即した黒毛和種子牛下痢症対策の検地域に即した黒毛和種子牛下痢症対策の検地域に即した黒毛和種子牛下痢症対策の検地域に即した黒毛和種子牛下痢症対策の検557
：岩手県県南家保 阿部憲章、奥友正討と普及討と普及討と普及討と普及

範
下痢症多発指導農家（2戸）の対策を普及に

向け検討。1)要因調査(37戸51頭)；ロタウイル
ス(ロタ)検出率25％、クリプトスポリジウム17
％、乳頭糞線虫21％、コクシジウム35％。初乳
摂取状況は子牛血清IgGが1g/dl未満の母牛（6頭
/45頭）は2.8産と良好群（39頭/45頭）の4.7産
より若く、下痢5混ワクチン(ワクチン)使用によ
りロタ検出率が低い。2)低減対策の検討；①ワ
クチン効果検証；ロタ浸潤農家でのワクチン応
用により診療回数が使用前4.9回から2.6回へ減
少。②母牛への糖蜜固形飼料の給与によりアル
コールテスト陽性の割合が低く、また子牛下痢
症発生率が少ない(非給与群67％、給与群36%)。
③消化管内線虫の駆虫効果；4ヶ月齢時の虫卵陽
性率は47％（42頭/90頭）で同時期での駆虫群は
未処置群と比べ、市場上場時までのDGが雌20g、
去勢で75g多い。以上の成績をもとに、地域に即
した下痢症対策をパンフレットや講習会等で普
及。

広範な大腸潰瘍を認めた子牛の２例につい広範な大腸潰瘍を認めた子牛の２例につい広範な大腸潰瘍を認めた子牛の２例につい広範な大腸潰瘍を認めた子牛の２例につい558
：山形県中央家保 須藤庸子てててて
医学分野で、広範な潰瘍形成を伴う原因不明

の大腸炎である潰瘍性大腸炎の特徴と一致した
病変をもつ黒毛和種子牛を２例剖検、比較検討

、 。 、したので その概要について報告する 1例目は
50日齢、生後１週齢より下痢を呈し、抗生剤に

、 、 。よる治療に反応せず 予後不良と診断 鑑定殺
２例目は、６ｶ月齢、発育不良により受診、心奇
形を疑い、鑑定殺。剖検では、ともに大腸に著
しい潰瘍を認め、残存正常粘膜が偽ポリープと
して島状に点在。組織学的には、偽ポリープ形
成部で、粘膜は上皮、固有層とも正常構造を保
つものの、腺窩膿瘍を認めた。潰瘍部では、粘
膜表面を菌塊及び細胞退廃物が覆い、粘膜固有
層に著しい細胞浸潤と線維を認めた。潰瘍は、
粘膜固有層までで、筋層に達するものは認めら
れないが、２例目で、筋層並び粘膜下組織の小
血管周囲に著しい細胞浸潤を認めた。病原検索
では、両者ともにBVD-MD陰性。１例目の腸管内
に条虫の寄生を認めた。２例目は血液検査その
他により多血症と診断された。

黒毛和種にみられた骨髄異形成症候群の病理黒毛和種にみられた骨髄異形成症候群の病理黒毛和種にみられた骨髄異形成症候群の病理黒毛和種にみられた骨髄異形成症候群の病理559
：茨城県県北家保 赤上正貴学的検索学的検索学的検索学的検索

当所管内農場の急死及び発育不良を主訴とする
黒毛和種2例の病性鑑定を実施。全身の赤芽球増殖
が特徴の疾患が疑われ、病態の解明を目的に病理
学的検索を実施。1頭目は急死例で大腿骨骨髄及び
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脾臓に赤芽球系細胞及びおよそ2～10個の核を有す
る多核巨赤芽球が頻繁に出現。透過型電子顕微鏡
では、核膜不整、濃縮クロマチン、細胞質陥入及
び核橋を形成したダルマ状核を多数確認。2頭目は
発育不良で正球性正色素性貧血を呈し、末梢血に
有核赤血球を確認。大腿骨骨髄では赤芽球様細胞
が分裂像を伴って島状に過形成。免疫組織化学で
は骨髄及び脾臓のT細胞及びマクロファージ増数を
確認。透過型電子顕微鏡では骨髄で2核赤芽球や核

脾臓で赤血球貪食マク橋形成核を有する赤芽球、
ロファージを多数観察。2例とも赤芽球の形態分
化異常が著しく骨髄は異形成状態で、人の骨髄

、 、異形成症候群に該当。病因として栄養性 先天性
遺伝性が考えられ、早期の原因究明が必要。

八丈島における牛乳生産流通推進への取り八丈島における牛乳生産流通推進への取り八丈島における牛乳生産流通推進への取り八丈島における牛乳生産流通推進への取り560
東京都家保 磯田加奈子、轟木結子組み：組み：組み：組み：

八丈島は古くから酪農が盛んな地域で、島内
で生産・加工・消費される「八丈島牛乳」は貴
重な地場流通農産物である。しかし近年は、酪
農業戸数の減少等に伴い①生乳生産量が不安定
②製品の島内シェア低下③島内牛乳工場の収支
悪化といった問題点を抱え、その存続が危ぶま
れている。家保八丈支所では、島内の酪農業の
維持には生産量と消費量のバランスが重要であ
ると考え、生乳生産と製品流通の両側面につい

16て取り組んでいる。生産面においては、平成
年度は乳量と乳質の改善を目指し、各農家にお
ける飼料給与方法の調査および指導を実施して
いる。一方流通面では、行政と製造者からなる
「 」 、八丈島牛乳生産流通推進検討会 に参加して
①消費者アンケート②小売店での販売状況調査
等を行い、改善策を製造者である に提示しJA
た。現在は消費拡大へ向け、流通の改善、付加
価値の 、販売場所の拡大等の対策を推進中PR
である。

：561 黒毛和種去勢牛下腹部の好酸球性肉芽腫黒毛和種去勢牛下腹部の好酸球性肉芽腫黒毛和種去勢牛下腹部の好酸球性肉芽腫黒毛和種去勢牛下腹部の好酸球性肉芽腫
神奈川県病鑑 荒井眞弓、柏木聰
平成16年3月、黒毛和種去勢牛の陰嚢皮膚頭側

にできた腫瘤が外科的に切除された。腫瘤は皮
、 。膚が剥がれ表面から漿液 血液が浸出していた

、 、肉眼的には 外貌状一塊りとして観察されたが
内部はクルミ大の塊４つからなっていた。それ
ぞれの塊は独立し、腹壁との固着はなく、充実
感があった。割面は肉様でシストや液状物は認
められなかった。
組織学的には、表面から真皮表層部には、細

菌による化膿性炎が認められた。皮下組織には
毛細血管の増生を伴った好酸球の著しい浸潤が

、 。認められ これが腫瘤のほとんどを占めていた
出血、リンパ管の拡張の他、血管周囲性に好酸
球が浸潤する部位もみられた。さらに好酸性硝
子様物を囲むように多核巨細胞の浸潤を認め、
好酸球性肉芽腫と診断した。チールネルゼン染
色（ファイト法）とPAS染色、グラム染色を実施
したが、抗酸菌、真菌および寄生虫は確認され
なかった。

肉牛の地産地消を中心とした銘柄化に向けて肉牛の地産地消を中心とした銘柄化に向けて肉牛の地産地消を中心とした銘柄化に向けて肉牛の地産地消を中心とした銘柄化に向けて562
：静岡（牛トレーサビリティシステムの有効活用（牛トレーサビリティシステムの有効活用（牛トレーサビリティシステムの有効活用（牛トレーサビリティシステムの有効活用））））

県東部家保 塩谷治彦、浅倉豊司

南駿は平成 年度に管内の 戸の肉牛農JA 10 9
家と地元精肉販売店 店舗及び県、市町等関係13

「 」 、団体からなる あしたか牛推進協議会 を設立
良質な牛肉の販売を始めた。協議会には生産技
術部会、販売促進部会及び財務運営部会がある
が、農林事務所は全ての部会に会員として参加
指導を実施。協議会は生産から販売・消費まで
一貫した「地産地消」を推進するため、地元産
業祭等のイベントに積極的に参加、試食会等の
販売促進活動を展開。この結果、地元での知名
度は徐々に上がり 「あしたか牛」の平均枝肉販、
売価格は東京市場の 及び と肩を並べるよA4 B3
うになり、販売頭数も増加。平成 年には「あ14

15したか牛ホームページ」の運用を開始、平成
年度には消費者に生産情報を積極的に開示する
ために、現地管理型トレーサビリティシステム
を全国に先駆けて構築した。

Ｆ１肉用牛農家で発生した起立不能を主徴とＦ１肉用牛農家で発生した起立不能を主徴とＦ１肉用牛農家で発生した起立不能を主徴とＦ１肉用牛農家で発生した起立不能を主徴と563
：愛知県西三河家保 加藤篤幸する急死事例する急死事例する急死事例する急死事例

平成 年 月 日から同一群の肥育牛に起15 12 15
立不能牛が相次ぎ、最終的に 頭のうち９頭発症18
（うち５頭死亡、４頭鑑定殺）し、他の群でも３

。 、 、頭発症 共通症状は 深い腹式呼吸と後躯麻痺で
後肢を投げ出すような状態。発熱、呼吸器症状、

、 。下痢等の症状はなく 舌麻痺は認められなかった
病理組織学的には感染症を疑う所見や明確な壊死
性病変がなく、カビ毒、中毒あるいは特徴的な病
変を形成しないボツリヌス等の関与が疑われたも
のの、血液生化学的検査では、起立不能を推察す
るデータは得られず、細菌学的検査でも有意な細
菌は分離されなかった。動物衛生研究所でも原因
の特定には至らず、続発するようであれば毒素な
どの検索及び周辺環境物質（飼料、水、土壌）検
索の必要性が示唆された。平成 年 月に知多15 10
家保管内、今年は鳥取県、福島県、岩手県でも類
似の不明疾病が発生しているが、いずれも確定診
断には至っていない。今後は、こうした疾病によ
る被害を最小限に抑えるため、 独 動物衛生研究( )
所との連携はもとより他県との情報交換をさらに
活発に行うことが必要。

水田地域における飼料稲の団地化生産と耕水田地域における飼料稲の団地化生産と耕水田地域における飼料稲の団地化生産と耕水田地域における飼料稲の団地化生産と耕564
：京都府丹後家保 荻野武夫、岩井俊暁畜連携畜連携畜連携畜連携

平成 年４月、稲作地域のＫ市で１ 区画16 ha
ほ場での営農が開始されるにあたり、耕種農家
が転作として の飼料稲団地化生産を計画5.4ha
し、３戸の畜産農家と稲発酵粗飼料の利用供給
協定を締結。しかし、初めての取組みのため農
家は栽培方法、刈取り・調製給与方法、ロール

。代等の料金設定について関係機関に指導を要請
関係機関と農家は役割分担を明確にし、当所は
稲発酵粗飼料の品質評価と給与について府畜産

。技術センターの協力により畜産農家を助言指導
関係機関と農家が協議し決定したロール代等の

。料金設定は耕畜連携推進上重要な役割を果した
飼料稲の収量は であった。稲発酵粗飼2.3t/10a
料の品質を 官能法、浸出液の色、嗜好性でpH
検討したところ が高く、評点は 点の可、pH 41
浸出液は黄色で嗜好性も良好。また、飼料分析
値が日本標準飼料成分表値より 、 、粗脂TDN CP
肪は低く、粗繊維、水分が高いため、肉用繁殖
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牛への給与量を 日・頭に制限し、他の粗飼6kg/
料との併用を指導。

：奈565 管内一酪農家における牛群検定指導例管内一酪農家における牛群検定指導例管内一酪農家における牛群検定指導例管内一酪農家における牛群検定指導例
良県家保 西野治
管内の牛群検定実施農家に対し、牛群検定デ

ータを基にした指導を実施。当該農家の数点の
要改善点のうち、繁殖と飼養管理を重点的に指
導。繁殖面では初回授精が遅く、分娩間隔が長
かったため発情観察を強化して授精開始時期を
早めるよう指導。さらに、農家立ち入り時に繁
殖指導を実施。その結果、ＪＭＲ値が54.1から1
9.8に低下。その後は繁殖指導の継続により、20
～30の範囲で推移。飼養管理面では、乾乳牛に
対して粗飼料・配合飼料を増量するように強く
指導した結果、現段階では粗飼料のみ３㎏ 日か/
ら５㎏ 日まで増給。これによりルーメンの張り/
は良くなったが、適正なボディコンディション
への回復までには至らず。繁殖に関しては本人
の意識が高まり、一定の成果が得られたが、乾
乳牛の飼養管理に関しては十分な理解を得られ
ず。今後は乾乳牛の指導を継続しつつ、カウコ
ンフォートへの取り組みや育成牛の管理につい
ての指導も必要。

繁殖成績と生殖器検査成績からみた和牛繁繁殖成績と生殖器検査成績からみた和牛繁繁殖成績と生殖器検査成績からみた和牛繁繁殖成績と生殖器検査成績からみた和牛繁566
：和歌山県紀北家保殖農家の現状と今後の課題殖農家の現状と今後の課題殖農家の現状と今後の課題殖農家の現状と今後の課題

岩尾基、野口浩和
当所で人工授精実施の和牛繁殖農家４戸の繁

殖成績と生殖器検査成績、今後の課題を検討。
Ａ農家は、未経産牛の初回受精月齢が長く、育
成牛発育改善のため牛舎を建設。同時に発情観
察も省力化できたが、生殖器検査11回中 7回が
発情以外でのＡＩ依頼となり、新しい飼養環境
での適切な発情観察が必要。Ｂ農家は高齢牛が
存在し、平均受精回数 3.3回。生殖器検査36回
中17回が卵巣疾患関係。空胎日数と農家の意向
をあわせ、老齢牛の更新、ＥＴからＡＩへの切
り替え時期等の検討が必要。Ｃ、Ｄ農家は、繁
殖経験が浅く、生殖器検査はそれぞれ、20回中1
5回、13回中12回を発情周期把握に要し、その後
ＡＩを実施。各農家の現状は様々で、経験年数
が短い農家には、サポートを要し、飼養形態が
改善された事への取り組みと新たに生じた問題
点の修正が必要。今後も、各農家の現状と課題
を把握し、農家と協力して、これらの課題に取
り組み、より良い繁殖経営となるよう努力して
いきたい。

一地域の酪農家における繁殖成績向上への一地域の酪農家における繁殖成績向上への一地域の酪農家における繁殖成績向上への一地域の酪農家における繁殖成績向上への567
：島根県江津家保 山田彰司、岡崎尚取り組み取り組み取り組み取り組み

之
当所は、繁殖成績の向上を目的とした定期的

な酪農巡回を継続実施。関係機関と協力し、検
診牛のリストアップ、早期妊娠鑑定、検診・治
療を分担。今回、一地域の巡回継続実施農家４
戸を対象に、巡回開始時からの繁殖成績を調査
し、妊娠牛率、平均搾乳日数、予測平均分娩間

受胎までの日数 開始年度隔、 およびJMRを調査。
と１６年度の成績の比較したところ、2戸の妊娠牛率
において、43.9％から48.7％および35.0％から47.4
％と改善傾向を認めた。そのうち 戸は、平均搾乳1

日数、予測平均分娩間隔および受胎までの日数で
それぞれ226.8日から185.5日、463.0日から441.3日

本および181.1日から159.3日と改善傾向を認めた。
農家は、他の農家に比べ、現時点の繁殖状況を
把握する必要性を認識。今後、定期的な検討会
を開催し現時点の繁殖状況及び今後の予測を確
認検討することで、繁殖管理の重要性を各農家
に認識させることが必要。

：愛媛県西条家保568 近年の環境保全指導状況近年の環境保全指導状況近年の環境保全指導状況近年の環境保全指導状況
近藤理恵
平成13～16年の環境保全巡回指導において、

対象農家戸数に対する要指導農家割合は18～24
％で、家保の苦情受付けのうち59％がこれら農
家で占められた。うち問題要因割合では、施設
不足が4～6％、管理不足が7～10％であった。ま
た、3回以上続いて要指導とされた農家は12戸で
あった。中でも改善に取り掛かれていない農家
が問題であった。施設が不足する農家について
は、各事業や制度資金による施設整備や不浸透
シートによる簡易対応等の指導を続け、H16年度
は6ヶ所の整備が行われた。管理不足の農家につ
いては、H16年度は特に、市町村単位ごとに指導
検討会を開催し、管理基準を遵守した堆肥の生
産や流通促進についての指導方針や耕種農家斡
旋の検討を行った。これら指導の結果、平成16
年の環境保全の改善率は83％となり、残る農家
も改善への道筋がつけられた。
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Ⅳ その他の家畜の衛生

Ⅳ－１ウイルス性疾病

乗用馬の馬インフルエンザ(EI)抗体調査と乗用馬の馬インフルエンザ(EI)抗体調査と乗用馬の馬インフルエンザ(EI)抗体調査と乗用馬の馬インフルエンザ(EI)抗体調査と569
：栃木県県央家保 吉内圭、宇賀神源防疫指導防疫指導防疫指導防疫指導

一
。管内の乗用馬飼養者8/15戸がワクチン未接種

EIに対する防疫意識が低下しているが、大会等
を通して他の馬群と数多く接触。乗用馬の血清1
6戸96検体を用いHI反応を実施。最終接種から1
年以内の馬群のGM値は98.7、1年以上経過した馬
群では29.7。また、過去に接種歴のある乗用馬1
1頭をEIワクチン1回接種群(Ⅰ群5頭)、2回接種
群(Ⅱ群5頭)、未接種の対照(1頭)に分け、1カ月
間隔で計7回抗体価を測定。Ⅰ群のGM値は接種前
45.9で、接種後91.9まで上昇し、半年後52.8。
Ⅱ群では接種前34.8で、2回接種後211.1まで上
昇し、半年後91.9。対照は全て10で推移。長年
未接種でも1回接種で半年間発症防御レベル(40)
以上の抗体価を維持。以上の結果をもとにリー
フレットを作成し、飼養者に配布し、最低限1年
に1回は接種すること、冬に流行する可能性が高
いため秋に接種すること等を指導。その結果、

、 。未接種飼養者は 戸に減少し 衛生意識が向上3

山羊関節炎・脳脊髄炎病変の免疫組織化学山羊関節炎・脳脊髄炎病変の免疫組織化学山羊関節炎・脳脊髄炎病変の免疫組織化学山羊関節炎・脳脊髄炎病変の免疫組織化学570
：福井県家保 武田染色条件と抗原分布の検討染色条件と抗原分布の検討染色条件と抗原分布の検討染色条件と抗原分布の検討

佳絵
（独）動物衛生研究所において、山羊関節炎

・脳脊髄炎（ ）発症成山羊の ウイルCAE CAE
ス（ ）抗原に対する免疫組織化学染色条CAEV
件および病変の抗原分布を検討。 発症およCAE
び正常成山羊の諸臓器（関節、肺、脾臓、リン
パ節）のパラフィン切片で、抗 カプシドCAEV
タンパク マウスモノクローナル抗体（抗p28
CAEV CAEP5A1 CAEP10A1 CAEP抗体 （ 、 、）
８ 、 、 ）を一次抗体B1 CAEP13B1 CAEP12A1
に用いた 法で免疫組織化学染色を実施。SAB
一次抗体の陰性コントロールに正常マウス血清
IgG 0.1% Eを使用。抗原賦活化は アクチナーゼ
・ 溶液またはマイクロウェーブを用い、無PBS
処理と比較。マイクロウェーブ処理だけで陽性
反応あり。 山羊の諸臓器に浸潤した形質細CAE
胞の細胞質が反応。正常山羊の諸臓器では反応

。 、 、なし また 全ての抗 抗体で反応がありCAEV
正常マウス血清 では反応なし。この陽性反IgG
応の に対する特異性は現在検討中。CAEV

山羊関節炎・脳脊髄炎（CAE）清浄化への山羊関節炎・脳脊髄炎（CAE）清浄化への山羊関節炎・脳脊髄炎（CAE）清浄化への山羊関節炎・脳脊髄炎（CAE）清浄化への571
：長野県佐久家保 高橋陽子取り組み取り組み取り組み取り組み

2002年に国内初発のCAE発生農場において、清
浄化 への取り組みとして以下の対策を実施し
た。2002年度（初年度）は浸潤状況を把握する
ため飼養山羊の全頭について抗体検査を実施し
た。検査結果は237頭中150頭が抗体陽性であり
陽性山羊は順次淘汰した。成雌山羊のみは血統

。 （ ）を残すため分娩後に淘汰した 2003年度 2年目
は前年度の対策を継続するとともに(1)感染経路
の遮断のため①抗体検査に基づく分離飼育②子
山羊に初乳を授乳させない24時間体制の分娩管

理(2)生後2ヵ月齢からの抗体検査と陽性山羊の
淘汰を実施した。また、2003年度には清浄化対
策実施以前の山羊は全頭の淘汰を完了した。そ
の結果、抗体陽性頭数は145頭中4頭(約2ヵ月齢)
であった。2004年度(3年目)は分娩管理を24時間
体制から分娩予測時間帯の管理に変更した。抗

） 。体陽性頭数は171頭中1頭(約12ヶ月齢 であった
以上により本農場での清浄化推進には、子山羊
の分娩管理と陽性山羊摘発淘汰が効果的である
と推察された。

：熊本県城南家保 山下572 みつばちの麻痺病みつばちの麻痺病みつばちの麻痺病みつばちの麻痺病
利治、大倉昭信
平成 年 月、みつばちの大量死亡を受け、16 3

病性鑑定を実施。発症群は定飼約 群中 群、30 2
巣門周辺に多数の死亡蜂を認める。異常蜂は体
毛消失、腹部横紋の不明瞭化、全体的に黒く、
体表に油が浮いたような外観を呈し、他の蜂か
ら攻撃を受け、成蜂数減少。巣脾は産卵圏や幼
、 。 、虫 蛆に異常なし ダニ等の外部寄生虫の付着

消化管内のノゼマ原虫胞子および腸内容からの
有意菌分離陰性。異常蜂は糞便が貯留し、直腸

。 、 、が膨化 後腸 胸部の食道部粘膜上皮が変性し
消化管の正常な管腔構造が崩壊。変性した粘膜
上皮細胞質内に大小の好塩基性封入体を確認。

Chronic bee-Paralysis慢性型麻痺病ウイルス（
、以下 ）によるみつばちの麻痺病とvirus CBPV

診断。本症は、 感染だけでなく、蜂群のCBPV
遺伝的感受性の差が発症に関与。女王蜂更新で
約 ヶ月後に蜂勢回復。不顕性感染の存在が知1
られ、今後の発生にも注意が必要。

動物園で発生したオオフラミンゴ雛の発痘動物園で発生したオオフラミンゴ雛の発痘動物園で発生したオオフラミンゴ雛の発痘動物園で発生したオオフラミンゴ雛の発痘573
：東京都家保と分離ウイルスの性状についてと分離ウイルスの性状についてと分離ウイルスの性状についてと分離ウイルスの性状について

寺崎敏明、中村博
2003年９月、管内動物園で自然孵化した1ヶ月

齢オオフラミンゴ雛２羽で、嘴、皮膚の発痘を
示す疾病が発生し病性鑑定を実施。発痘乳剤を
用いたウイルス分離検査で発育鶏卵漿尿膜にポ
ックを形成、鶏胚線維芽細胞でCPEを確認。ポッ
ク乳剤を30日齢鶏雛の皮膚に接種し、発痘を確
認。発痘乳剤およびポック乳剤を用いて鶏痘ウ
イルスを標的としたPCR検査を行った結果、目的
の578bpのDNA産物が増幅。以上から本症例をポ
ックスウイルスによる発痘と診断。また同時期
にチャボの鶏痘が発生し、関連性を調べるため
両分離ウイルスPCR産物のシーケンス、分子系統
樹解析を実施。その結果、フラミンゴ分離株は
チャボ分離株とは異なること、過去wood pigeon
から分離された株と近縁であることが判明。当
該動物園におけるオオフラミンゴの繁殖時期は
春と秋で、今回は夏に孵化した雛で発生したこ
と、当該動物園の他の飼育鳥類に発生が見られ
なかったことから、吸血昆虫の関与、野鳥から
の感染が考えられた。

Ⅳ－２細菌性疾病

福岡県中574 ヨーロッパ腐蛆病の県内初発生：ヨーロッパ腐蛆病の県内初発生：ヨーロッパ腐蛆病の県内初発生：ヨーロッパ腐蛆病の県内初発生：
央家保 安増邦理、尾川寅太
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平成 年 月、管内 町 蜂場計 群を定16 6 4 5 114
置飼養する養蜂家の 蜂場 群において、蜂群2 2
の弱蜂群化及び蜂数の減少等異常を認めた。常
法に基づき病性鑑定を実施し、巣脾の酸臭、不

5規則な産卵圏、巣房の房蓋の陥入または穿孔、
日齢蜂児の多数死亡、粘稠性なく水様性で透明
感を有し黄白色から茶褐色を呈する腐蛆、矮小
かつ淡黄色の虚弱成蜂を多数認めた。ミルクテ
ストは全て陰性、腐蛆塗抹の直接鏡検では、芽
胞染色陰性、グラム染色では陽性球桿菌を多数
確認。 ／ 検体から 及び 培地の両4 7 KSBHI BHI
方に好気並びに嫌気下で発育する 陽性球桿G
菌、 ／ 検体から嫌気下で 培地のみに3 7 KSBHI
発育する 陽性連鎖状球菌を認めた。前者につG
いては、生化学性状から とEnterococcus faecalis

V.A.Govan同定、後者については常法に加えて
らの方法（ )に基づき 法による遺伝子1998 PCR
検査を実施し、 と同定しMelissococcus plutonius
。 、 。た 以上 本症をヨーロッパ腐蛆病と診断した

続発は認めていない。

：575 ヨーロッパ腐蛆病の発生と診断法の検討ヨーロッパ腐蛆病の発生と診断法の検討ヨーロッパ腐蛆病の発生と診断法の検討ヨーロッパ腐蛆病の発生と診断法の検討
岐阜県岐阜家保 小林弘明、伊藤一智
2004年4月、41群飼養の県内1養蜂場にて、蜂

勢の低下や有蓋蜂児の減少等の異常。無蓋蜂児
Enterの直接鏡検ではグラム陽性球桿菌を認め、

を優勢に分離。さらに72時間ococcus faecalis
継続培養後、KS-BHI寒天培地を用いた嫌気培養
で白色微小コロニーが発育。菌形態はグラム陽
性紡錘形連鎖球菌で、Bailey培地を用いた糖分

Melissococc解試験ではグルコース以外は陰性。
を疑うも決定できず、Govanらの報us plutonius

告を基にPCRによる診断法を検討。本菌に応用し
た結果、831bpの増幅DNAを確認。PCR産物の塩基
配列は既報の16S rRNAをコードする配列と99.7%
以上一致し と同定。41群中8群からM.plutonius

M.plutoni何らかの菌を分離、内4群がPCR陽性も
感染を疑い8群を焼却。以降の検査では菌分離us

されず。本病は法定伝染病であり迅速診断が望
ましいが、臨床検査では特徴的な病変を見逃し
やすく、細菌分離検査には日数が必要。PCRは有
用であるが、診断には病性を十分理解しておく
ことも不可欠。

ダチョウ抗酸菌症の集団発生と生前診断法ダチョウ抗酸菌症の集団発生と生前診断法ダチョウ抗酸菌症の集団発生と生前診断法ダチョウ抗酸菌症の集団発生と生前診断法576
：北海道渡島家保 稲としての糞便培養の検討としての糞便培養の検討としての糞便培養の検討としての糞便培養の検討

畑良、北本浩明
ダチョウ飼養農家で輸入繁殖雌鳥に抗酸菌症

の発生を確認。同居鳥の糞便培養を実施し、自
主淘汰時の病変確認と比較し糞便培養の有用性

。 、を検討 牛ヨーネ病糞便培養法に準じて処理し
Mycobacterium avium52 17 33%羽中 羽（ ）から

（ ） 。 （ ）M.avium を分離 淘汰鳥 羽中 羽53 10 19%
に病変を確認。糞便培養陽性で病変陽性は 羽17
中 羽( )。糞便培養陰性で病変陽性は 羽9 53% 1
で病変は腹腔内の限局病変。疫学調査では菌分
離 羽中 羽は南アフリカ産、 羽は産地が17 15 1
不明。分離された は遺伝子挿入配列M.avium
IS901 1 Variable Numbers ofを有し、血清型は 型

による分子疫学的解析で カ所Tandem Repeats 1
。が異なる 株を除き同一のアリルプロファイル1
3また 病変を有した繁殖鳥から生まれた育成鳥、

羽は病変なし。糞便培養は抗酸菌症の生前診断
に有用と判断。疫学調査から分離菌株は同一由

。 、来の菌で､国外から持ち込まれたと推察 今後は
監視伝染病の対象となっていない飼養家畜にも
対策が必要。

：福島県県中家577 ウサギの増殖性腸炎発生例ウサギの増殖性腸炎発生例ウサギの増殖性腸炎発生例ウサギの増殖性腸炎発生例
保 千葉正、小原佳代子
繁殖雌ウサギ150羽を飼養する実験用ウサギ生

産農家で、子ウサギの下痢、腹部膨満等の症状
がみられ死亡率が増加。離乳後の30日齢で死亡

、 。例が多く 離乳前や親ウサギの死亡もみられた
衰弱の2羽(No.1及びNo.2)と下痢を呈し死亡した

。 、1羽(No.3)の病性鑑定を実施 品種は日本白色種
50～60日齢。剖検所見ではNo.3の回腸及び盲腸
壁が肥厚。細菌検査ではNo.2とNo.3の小腸内容

、 。物から大腸菌が分離されたが 病原因子は陰性
寄生虫検査ではNo.3の直腸便からコクシジウム
オーシスト(1600 OPG)を検出。組織学的検査で
はNo.3の空回腸、盲腸及び結腸の粘膜固有層に
類上皮細胞の浸潤を認め、陰窩上皮細胞内にはW
arthin-Starry染色で黒染する湾曲桿菌が多数。

Lawsonia intracPCR検査では3羽の腸管粘膜から
(Li)特異遺伝子を検出。以上の成績かellularis

らNo.3については増殖性腸炎と診断。他2例でも
Li遺伝子が検出されたことから、今回の死亡率
増加の原因はLi感染によるものと推察。

Hafnia alvei578 野鳥の腸管内より分離された野鳥の腸管内より分離された野鳥の腸管内より分離された野鳥の腸管内より分離された
：滋賀県家保 市川雅子、浅井素子
家畜における腸内細菌群の主たるものは
である。平成 年 月～ 月に当所へ持E.coli 16 3 4

ち込まれた野鳥の直腸内容を採取し、 寒天DHL
培地にて腸内細菌群を調査。主たる腸内細菌と
して が分離された。 検体の野鳥Hafnia alvei 181
の 検体から腸内細菌群を分離。その内 検162 61
体から白色コロニーが分離、うち白色コロニー
のみ分離されたものが 検体、赤色コロニーと12
の混在が 検体。 検体 株の白色コロニー49 42 49
の生化学性状を にて調べたところ、Api20E

の分類では 検体 株が 属と考Bergey 30 35 Hafnia
えられたが、 のコードに照らすと 検Api20E 21

24 7 9 1体 株が 、 検体 株が 、Hafnia alvei E.coli
1 1 1検体 株が および 検体Serratia liquefaciens

株が該当なし。これらの株についてプラスミド
では多くの株で同一のパターンを示した。大腸

（ 、 、 、 ） 。菌毒素 はいずれも陰性ST LT VT eaeA
薬剤耐性パターンでは一致せず。野鳥の腸内細
菌群として 、 が主要な菌としE.coli Hafnia alvei
て存在していることが判明。今後、 を用いPCR
た遺伝子解析を行い の同定を行う予Hafnia alvei
定。

アイガモ水稲同時作農家で発生したボツリアイガモ水稲同時作農家で発生したボツリアイガモ水稲同時作農家で発生したボツリアイガモ水稲同時作農家で発生したボツリ579
：兵庫県洲本家保 岩本麻子 亀山衛ヌス症ヌス症ヌス症ヌス症

平成16年7月、管内のアイガモ水稲同時作農家
（ ） 。アイガモ農家 の1圃場でアイガモが多数死亡
剖検、病理組織検査では著変なし。有意菌分離
陰性及び鳥インフルエンザウイルス簡易検査陰
性。ニューカッスル病（ND）-HI価GM 32倍。発
生圃場以外でもHI価GM 32倍と高値を示したが、
死亡はなく、その他著変なし。ボツリヌス症を
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疑い毒素検査を実施したところボツリヌス毒素
検出。発生が1圃場に限られており、病変がみら
れず、発生圃場以外のND抗体陽性アイガモに異
常がなかったことから、ボツリヌス症と診断。
圃場に新鮮な水を入れることなどの衛生対策の
徹底を指導。町内のアイガモ農家2戸でND抗体検
査を実施したところ、野外でのNDウイルスの動
きが示唆され、来年度放飼前のNDワクチン接種
を指導。アイガモ農家は養鶏農家と比べて疾病
に対する衛生意識が低く、野外というハイリス
クな飼養形態であることから、今後積極的な指
導が必要。

Ⅳ－３一般病・中毒・繁殖障害・
栄養代謝障害

：富580 キジでみられた脚部骨端の軟骨異形成キジでみられた脚部骨端の軟骨異形成キジでみられた脚部骨端の軟骨異形成キジでみられた脚部骨端の軟骨異形成
山県東部家保 本多秀次、岡部知恵
平成 年 月上旬、キジを約 羽飼養す16 7 500

る業者から、約 日齢の育雛が 日間で 羽60 3 60
近く死亡しているとの連絡があり、脚弱を呈す
るキジ 羽の病性鑑定を実施。農場では、発14

。症群に対しカキ殻を添加した成鶏用飼料を給与
剖検では、 羽で脛骨両端及び中足骨近位端の8
骨幹端が顕著に肥厚し、同部位の病理組織検査
では、骨端軟骨板の顕著な増生及び骨化層で成
熟した軟骨細胞の過形成がみられた。ウイルス
検査で、 羽中 羽の肝臓等から鶏白血病に関11 9
連する骨髄芽球症関連ウイルス 型（ ）2 MAV-2
に近似する遺伝子を検出。生化学検査では、同

、 、 。日齢のブロイラーと比べ 高 低 の傾向Ca P
飼養者に対し、給与飼料を成鶏用から中雛また

MAV-2は大雛用への変更を指導し 脚弱は改善、 。
の関連は否定できないものの、カルシウム分過

、 （ ）剰の飼料給与が 軟骨異形成 Dyscondroplasia
の原因の一つと考察。

Equus581 飼育下のグレービーシマウマ（飼育下のグレービーシマウマ（飼育下のグレービーシマウマ（飼育下のグレービーシマウマ（
：千葉県grevyi）に認められた鉄沈着症の一症例）に認められた鉄沈着症の一症例）に認められた鉄沈着症の一症例）に認められた鉄沈着症の一症例

中央家保 佐藤重紀、小川明宏
グレービーシマウマ 頭を飼養する一動物園6

、 、において 年 月 日～ 日に歩様異常2003 11 1 12
3 18 16 1起立不能等を呈し 頭( 歳雌、 歳雄雌各

頭)が急死した。 頭中 頭を病性鑑定( 頭は病3 2 1
理学的検査のみ実施)したところ、剖検所見では
心外膜炎、肝臓の暗赤色化等が見られ、組織所
見により 頭に共通して肝細胞への重度のヘモ2
ジデリン沈着と脳や腎臓などの実質臓器に軽度

。 、から中等度のヘモジデリン沈着を認めた また
鉄含有量は肝臓で μ と増加し、血清2080 g/dl
鉄 (  ) 及びトランスフェリン飽和率310 /dl
( )の上昇と不飽和鉄結合能(  )の低下92.5% 25 /dl
も認めた。本症例の原因は不明であったが、鉄
剤の過剰投与や病理組織所見での中毒病変が認
められないことから、鉄の代謝異常により全身
のヘモジデリン沈着が起きたと推察した。

Ⅳ－４その他

県内動物園飼育コアラのクリプトコックス県内動物園飼育コアラのクリプトコックス県内動物園飼育コアラのクリプトコックス県内動物園飼育コアラのクリプトコックス582
：埼玉県中央家保 伊藤麗子、加島恭美症症症症

Filobacidiella neoformansクリプトコックス症は、
の 類または 類 (いわゆるgrubii bacillispora

； )の感染に起因するCryptoco-ccus neoformans Cn
人獣共通感染症で、本邦には 類が分布。grubii

年 、 月に県内動物園飼育コアラ 頭が2004 4 8 2
死亡、病性鑑定により本症と診断。症例は何れ
も雄で高齢。剖検では削痩顕著、 は肺全域No.1
気腫と脳髄膜軽度混濁、 は肺退縮不全。組No.2
織学的に、 は重度肉芽腫性髄膜炎、透明帯No.1
を伴う好酸性～好塩基性の酵母様物散見。酵母
様物は および 陽性で腎臓、心臓、肺PAS GMS
にも存在。 は同様の酵母様物を伴う重度肉No.2
芽腫性肺炎。抗 抗体による免疫染色で、酵Cn

2 5/7母様物が抗原陽性。生前の症例 頭を含む
頭の鼻腔スワブから 類を多数分離。本症grubii
はコアラで比較的一般的な疾病とされるが、国

1内での報告は輸入個体の 類感染例bacillispora
件のみ。多くの健康なコアラにおける 保菌Cn
も知られ、本症例は保菌状態にあって老齢によ
り発症、死亡したと推察。

滋賀県で採取された傷病野鳥の病性鑑定成滋賀県で採取された傷病野鳥の病性鑑定成滋賀県で採取された傷病野鳥の病性鑑定成滋賀県で採取された傷病野鳥の病性鑑定成583
：滋賀県家保 石本明宏、細井美佳績績績績
本県では傷病野鳥保護を推進し、野鳥のデー

タを集積。一方、死亡例についてはデータがな
かった。今回、国内で高病原性鳥インフルエン
ザ発生により、野鳥の病性鑑定が急増、その疾

2004 2 3病を検索したので報告。材料は、 年 月
。 、日～ 月 日までに搬入された 羽 剖検後4 18 255

常法に従いヘマトキシリン・エオジン染色を施
し鏡検。気管および直腸便乳剤の発育鶏卵接種
によるウィルス分離を実施。死因を特定したも
のは、骨折、内出血、釣り糸の縛創や銃創等事
故を疑うもの 例( )、感染症 例135 52.9% 7
( )、栄養不良 例( )、原因不明 例2.7% 3 1.2% 110
( )。感染症またはこれを疑う所見は 例43.1% 27

、 、( )に認め 病原体は寄生虫 例( )10.6% 13 48.1%
9 33.3% 1 3.7% 1細菌 例( )、真菌 例( )、ウィルス

例( ) および細菌と寄生虫の混合 例3.7% 3
( )。野鳥の傷病の多くは人の社会活動が11.1%
関与し発生。また、各種病原体の保有を示唆。
今後、自然環境保全、家畜衛生および公衆衛生
の観点から、継続的にモニタリングが必要。

小豆管内における愛玩鶏の飼養実態調査と小豆管内における愛玩鶏の飼養実態調査と小豆管内における愛玩鶏の飼養実態調査と小豆管内における愛玩鶏の飼養実態調査と584
：香川県東部家保小豆支所 瀬尾泰今後の課題今後の課題今後の課題今後の課題

隆、上原力
前回、小豆管内における愛玩鶏としての卵用

讃岐コーチン飼養状況調査を実施。国内での鳥
インフエルエンザ発生により、防疫対策のため

。 、管内の愛玩鶏飼養者マップを作成 さらに今回
愛玩鶏飼養者 戸から無作為に 戸を選定し、197 25
衛生管理を中心とした飼養状況調査及びニュー
カッスル病（ ）の抗体保有状況調査を実施。ND
野鳥侵入可能鶏舎 ％（ 戸／ 戸 。定期的36.0 9 25 ）
消毒未実施 ％（ 戸／ 戸 。 の感染防御96.0 24 25 ND）

ND HI 16 78.できると考えられる － 抗体価 倍未満が
％（ 羽／ 羽 。今後、愛玩鶏飼養者に対し9 56 71 ）
て、ワクチン接種普及活動および衛生指導を行
うため管内の防疫組織の設置が課題。
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Ⅴ 共通一般衛生

Ⅴ－１細菌性疾病

Salmonella585 宮城県で分離された動物由来宮城県で分離された動物由来宮城県で分離された動物由来宮城県で分離された動物由来
：宮城Typhimurium の疫学マーカーによる解析の疫学マーカーによる解析の疫学マーカーによる解析の疫学マーカーによる解析

県仙台家保 網代隆
Salmonella1992 2004～ 年に県内で分離された

例 株(牛 、豚 、ハト 、うTyphimurium 14 14 8 1 1
ずら 、野鳥 )について薬剤感受性試験( )、1 3 DR
プラスミドプロファイル( )、パルスフィールPP
ドゲル電気泳動( )、 スクリーニングPFGE DT104

を実施。 は 薬剤について一濃度ディPCR DR 12
Xbaスク法 は関崎の変法 は制限酵素、 、PP PFGE

BIO-RAD FingerprintingⅠ Ⅰで実施し 社の、 、Bln
UPGMA PCRⅡを用い 法による系統樹を作成。

は 、 、 、 の 種の病原遺伝子にflo int invA spvCst 4
DR 5 PP 6 8ついて検索 で 型 で 型 組合せで。 、 、

PFGE 70% 4型に分類 型は相同性 では Ⅰで。 Xba
6 ABPC CP SM Su OTC型 Ⅰで 型に分類， 。 、 、 、 、Bln

の 剤耐性かつ で 種の病原遺伝子が検出5 PCR 4
された 株についてファージ型別を国立感染症4
研究所に依頼 株が 株が と、 、2 DT104 2 DT104B

DT104 1997 2001 3型別。 は ～ 年の牛由来株で
例が成牛、 例が子牛での発生。牛由来株は地1
域、年次に関わらず多剤耐性を示し、 型PFGE
は畜種により分類される傾向。野鳥株と家畜株
の関連は認めず。

健康畜由来大腸菌における薬剤感受性の比健康畜由来大腸菌における薬剤感受性の比健康畜由来大腸菌における薬剤感受性の比健康畜由来大腸菌における薬剤感受性の比586
埼玉県川越家保 吉田輝美、鉢須桂一較：較：較：較：

、 、管内畜産農家 戸(肥育牛 戸 肥育豚 戸23 6 9
肉用鶏 戸及び採卵鶏 戸)の健康畜糞便由来大3 5
腸菌 株について、一濃度ディスク拡散法で推45
定 値を求め、耐性菌出現動向と抗菌性物質MIC
使用歴の関係を本年度と平成 ・ 年度で定点12 14
比較。本年度分離株では、供試 薬剤中 剤に19 6
耐性株を認め、耐性率はストレプトマイシン
( )、オキシテトラサイクリン( )、ア33.3% 22.2%
ンピシリン( )、トリメトプリム( )、20.0% 17.8%
クロラムフェニコール( )、カナマイシン13.3%
6.7% 18 5( )。畜種別では、肥育豚で 株中単剤～

14 11 3 4剤耐性 株 肥育牛で 株中単剤～ 剤耐性、
株を確認。肉用鶏と採卵鶏に耐性株は認めず。
前回は全畜種で耐性株を確認、肥育豚でキノロ

、 、ン剤を含む 剤 剤耐性が各 株あったが11 10 1
16今回は同薬剤耐性株は認めず。定点観測農場

7 3戸を比較 耐性率低下農場は 戸 増加農場は、 、
戸で、抗菌性物質使用歴のない農家と慎重使用
励行農家を含む 戸は何れの年度も耐性株を認6
めず。

：群馬県家衛587 病性鑑定由来株の薬剤感受性病性鑑定由来株の薬剤感受性病性鑑定由来株の薬剤感受性病性鑑定由来株の薬剤感受性
研 野末紫央、松浦俊幸
本県での薬剤耐性菌の現状を把握するため、病

64 53性鑑定由来株のうち サルモネラ 株 大腸菌、 、
(App)49株 、 Actinobacillus pleuropneumoniae

株について寒天平板希釈法で最小発育阻止濃度
。 、 、 、 、(MIC ) ABPC CEZ SM値 を測定 供試薬剤は

、 、 、 の７剤。サルモネラはKM OTC NA ERFX

、 、 、 、 に耐性株が存在。ABPC SM KM OTC NA
、 、 、血清型別には でTyphimurium ABPC SM KM

に耐性率が高かった。 は全てのOTC Enteritidis
薬剤に対して 値は低かったが、 、 にMIC SM OTC

。 、 。耐性株が存在 は に 耐性Dublin KM NA 100%
大腸菌は、 以外の 剤に耐性株が存在。特ERFX 6

ABPC SM KM OTC Appに の耐性率が高かった、 、 、 。
の 値は全体的に低く、血清型 および7型にMIC 1

。 、耐性株が存在 供試 菌種は耐性率に差はあるが3
、 、 に耐性株があり、 にはすSM KM OTC ERFX

べて感受性だった。本県分離株の耐性限界値は、
全国の健康家畜由来および野外流行株で設定され
た値とほぼ同様だった。

薬剤耐性モニタリング体制における健康家薬剤耐性モニタリング体制における健康家薬剤耐性モニタリング体制における健康家薬剤耐性モニタリング体制における健康家588
：新潟県中畜由来大腸菌の薬剤感受性調査成績畜由来大腸菌の薬剤感受性調査成績畜由来大腸菌の薬剤感受性調査成績畜由来大腸菌の薬剤感受性調査成績

央家保 樋口良平、矢部静
畜産分野における薬剤耐性菌の発現状況の動

向把握等を目的とした全国的なモニタリング体
制を平成 年度から開始。調査対象は大腸菌他12
の 菌種で、各都道府県を グループに分け、4 4
各グループごとに毎年 菌種の調査を実施。本1
県は平成 年度は 巡目の大腸菌の調査を実16 2
施、 畜種 戸 株について各薬剤の最小発4 24 43

。 、育阻止濃度を検査 薬剤中 剤に耐性を認め16 9
その耐性率は ～ 。畜種別ではブロイ9.3% 53.4%

8 7 5 5ラー 剤、肥育豚 剤、採卵鶏 剤、肥育牛
剤に耐性が認められた。 巡目の平成 年度の1 12
本県成績と比較すると、セフェム系に新たに耐
性株が出現したが、他の薬剤の耐性率はほぼ同

、 、様の傾向 平成 年度の全国成績と比較すると15
全国では本県で認められなかった 剤に耐性株4
が認められたが、他の薬剤の耐性率はほぼ同様
の傾向。今後も本モニタリング体制に積極的に
参画するとともに、調査成績を参考にした「慎
重使用の原則」に基づく薬剤の適正使用の指導
が重要。

管内畜産農場におけるサルモネラ分離事例管内畜産農場におけるサルモネラ分離事例管内畜産農場におけるサルモネラ分離事例管内畜産農場におけるサルモネラ分離事例589
新潟県下越家保 須貝寛子、本間裕一と対策：と対策：と対策：と対策：

種々の家畜疾病の原因となり、食品衛生上も
重要な指標であるサルモネラの浸潤状況につい

。て各種事業等により調査および対策指導を継続
平成 年から 年までにサルモネラ浸潤が確認9 16

、 、 、された農場は乳用牛 戸 肉用牛 戸 豚 戸2 2 12
鶏 戸。うち豚 戸、鶏 戸で複数年にわたり8 3 6
浸潤を確認。平成 年度、届出伝染病であるサ16

Salmonellaル モ ネ ラ 症 が 肉 用 牛 例 （1
SalmonellaTyphimurium ST 2； 、 豚 例 （）

、 )発生。また、乳用牛で水様性Choleraesuis ST
下痢を主徴とした 集団分Salmonella Heidelberg
離例が発生し、清浄化対策として畜舎消毒、有
効薬剤投与、生菌剤投与等を継続しサルモネラ
分離率が低下。また肉用牛のサルモネラ症では
子牛出荷農場の衛生対策も含めた清浄化対策を

。 、継続中 一度サルモネラが農場に侵入した場合
清浄化には膨大な時間及び労力を要することか
ら侵入防止に対する衛生管理面での意識向上及
び継続した調査・対策指導が必要。

血清型不明サルモネラ菌の遺伝学的アプロ血清型不明サルモネラ菌の遺伝学的アプロ血清型不明サルモネラ菌の遺伝学的アプロ血清型不明サルモネラ菌の遺伝学的アプロ590
：愛媛県家畜病性鑑定室 矢野克也ーチーチーチーチ
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血清型不明なサルモネラ菌についてPCR法を用
いた型別を実施した。①鞭毛抗原H1のプライマ
ーセット（H:1,2、1,5、1,6、1,7）を用い、過
去に血清型不明として回答した79株について検
査したところ、5株がS.Typhimurium（ST 、2株）
がS.Choleraesuis（SC）と同一の抗原構造を示
した。②鞭毛遺伝子fliBとfliAの間に挿入配列I
S200がSTにおいて特異的に存在していることか
ら、本領域に特異的なプライマーを用いて①でS
Tと異なる成績を示した71株（O4群:i:-）につい
て検査したところ、68株がSTと同一のPCR産物を
得た。以上の成績からH1抗原はPCR法で同定でき
るため、第１相の抗原作成法を静置培養から振
盪培養にすることでST及びSC等の血清型別が従
来の４日から最短で約６時間と短縮され、迅速
な防疫活動の一助となることが示唆された。ま
た②におけるPCR陽性検体は変異型のSTであるこ
とが考えられたため、今後は病原性等の比較検
討も必要と思われた。

Klebsiella pneumoniaeKlebsiella pneumoniaeKlebsiella pneumoniaeKlebsiella pneumoniae591 各種敷料における各種敷料における各種敷料における各種敷料における
、と の動態と の動態と の動態と の動態E.coliE.coliE.coliE.coli ：滋賀県滋賀県家保 米谷僚子

市川雅子
( )は大腸菌性乳房Klebsiella pneumoniae K.p
、 、炎の起因菌のひとつであり 経過が非常に早く

死亡に至る場合も多い。 乳房炎の大きな原因K.p
。 、としてオガコの使用が挙げられている そこで

敷料によって の増殖に違いが認められるのかK.p
を検討。検討した敷料は、わら、もみがら、オ
ガコ、および完熟堆肥。各敷料に、 乳房炎乳K.p

。 、汁から分離した を接種 培養温度は37℃の他K.p
夏の高温を想定した28℃。その結果、わら、も
みがら、オガコでは の増殖が著しかったのにK.p
対し、完熟堆肥では の増殖が抑制。一方、各K.p
敷料を滅菌してから菌接種した場合には、いず
れの敷料でも著しい菌の増殖が認められた。同
様の試験を、 でも実施したところ、 接E.coli K.p
種の場合と同様の結果が得られた。また、水分
含量の差による の動態を試験したところ差異K.p
が無かった。以上のことから、 乳房炎を含むK.p
大腸菌性乳房炎対策には、敷料に完熟の戻し堆
肥を用いることも一方策であると考える。

Ⅴ－２生理・生化学・薬理・保健衛
生行政・畜産技術・その他

家畜衛生情報の集積・活用による危機管理家畜衛生情報の集積・活用による危機管理家畜衛生情報の集積・活用による危機管理家畜衛生情報の集積・活用による危機管理592
：北体制の構築と畜産物の安全性向上への取組体制の構築と畜産物の安全性向上への取組体制の構築と畜産物の安全性向上への取組体制の構築と畜産物の安全性向上への取組

海道網走家保 塚本大輔、山口俊昭
北海道では牛海綿状脳症（ ）発生後、牛BSE

飼養農場全戸の衛生管理状況を調査し、農場衛
生カード（カード）の整備を開始。当所では、
独自項目を加えた細密なカードを整備し、更新
を継続。カードは、農場の衛生管理及び飼料給
与状況の把握等の危機管理対策、農場への衛生
指導ならびにと畜場搬入牛の給与飼料照会への
対応等に、さらに独自項目の情報は、牛個体識
別の導入、死亡牛の 検査体制の確立の基礎BSE
資料として活用。地域においては、 発生後BSE
の消費回復対策及び市町村における危機管理体

制の整備等に活用。生産農場では、飼養状況の
再確認等により、飼養者の衛生意識の向上に寄
与。現在、積極的なカード情報の還元及び飼養
衛生管理基準との連携等による更なる活用を推
進中。

これからの家畜衛生対策と家保の役割～家これからの家畜衛生対策と家保の役割～家これからの家畜衛生対策と家保の役割～家これからの家畜衛生対策と家保の役割～家593
：青森県青森家保畜診療体制構築に向けて～畜診療体制構築に向けて～畜診療体制構築に向けて～畜診療体制構築に向けて～

渡部巌、田中慎一
津軽地域（青森、弘前、木造の3家保管内）で
、 、は 産業動物診療獣医師が11名で平均年齢72歳

内6名が自衛防疫予防注射(予注)のみ。そのうち
実際診療をする獣医師は5名のみ。津軽地域2家
保では無獣医地域において地区家畜衛生推進協
議会と連携し緊急の診療を実施。現状では、予
注は、全家保で獣医師への支援が必要。また、
県南地域を中心に産業動物診療獣医師が食鳥検
査業務へ従事することから急患への対応が不十
分な状況。更に当所の無獣医地域での診療に対
、 、 。し 勤務時間外の夜間 休日診療への要望多数

今後、県全体の新たな産業動物診療獣医師と家
保の連携に向けた体制整備のため他県の事例を
参考に、①診療と予注を家保業務への検討。②
支援組織を誘導し、新規に診療施設の開設を図
るなど早急な対応が必要。関係機関等と連携し
診療体制を構築。

：秋田県北594 今後の家畜保健衛生所のあり方今後の家畜保健衛生所のあり方今後の家畜保健衛生所のあり方今後の家畜保健衛生所のあり方
部家保 安田正明、佐藤伸行
人獣共通感染症やBSE等の発生により食の安全

性や資源循環型農業が要求され、家畜保健衛生
所（家保）の役割と責任が増加し、5年前と比べ
新規業務量が22％増加。今後の家保業務推進の
方向性を検討する為家保の必要性、農家の現状
・要望について、無作為抽出した管内畜産農家2
00戸へアンケート調査、回答率68％。農家の関
心が高い項目は、家畜伝染病の衛生対策が全体
の86％、以下家畜ふん尿処理、エサ確保、家畜
受精卵移植の順。要望の多いものは防疫体制の
充実、堆肥化処理及び悪臭の減少方法、事業の
情報や良質なエサの確保等。家保への相談依頼
は、家畜伝染病関係、受精卵移植が高かった。
家畜防疫衛生のみならず農家の要望は多岐にわ
たり、農家が抱えている問題を一括解決する為
の多機能指導機関が必要。更に関係機関と連携
し農家までを結ぶネットワーク作りが重要であ
り、その中心的役割が今後の家保のあり方と考
える。

電子国土 システムを利用した防疫マ電子国土 システムを利用した防疫マ電子国土 システムを利用した防疫マ電子国土 システムを利用した防疫マ595 Web
群馬県東部家保 森口充代ほかップの作成：ップの作成：ップの作成：ップの作成：

Web国土地理院より無償配信される電子国土
システムを利用し、防疫マップ作成を試みた。
このシステムは群馬県側にある畜産情報と国土
地理院の地形図情報をインターネット上で統合
し、防疫マップとして表示している。畜産情報
はセキュリティ面を考慮して農場名、経度・緯

1/25000度データとし、地図データは常時最新の
～全国規模で国土地理院に用意されている。各
データを結合して表示するユーザーインターフ
ェース部分は 、 言語と 関HTML JavaScript API
数で記述し、過去に利用されていた地図ソフト
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ウェアと比較して防疫に特化したウェブサイト
を構築した。このシステムにより、インターネ
ット上で検索農場の表示、検索農場から任意範
囲内に存在する農場検索、指定した面積計測が
可能である。現在、家畜飼養規模の拡大、流通
の広域化が進展しているが、電子国土 シスWeb
テム活用によって全国レベルでの防疫情報の共
有化が可能となり、危機管理対策の一助として
有用と考えられる。

「 」「 」「 」「 」596 家保がつなぐ酪農家と消費者 安全・安心家保がつなぐ酪農家と消費者 安全・安心家保がつなぐ酪農家と消費者 安全・安心家保がつなぐ酪農家と消費者 安全・安心
：兵庫県姫路家保 片山光正、の確保に向けての確保に向けての確保に向けての確保に向けて

岡野康行
家保が酪農家と消費者が交流する機会を設け

、 、ることにより 消費者の安心を深めるとともに
安全な畜産物の供給に対する酪農家の意識を向
上。兵庫県産牛乳見学ツアーに参加した消費者5
8名は講習会生産現場の研修後、酪農家と６グル
ープに分かれて意見交換を実施。さらに消費者
・酪農家ともに牛乳工場での衛生管理を研修。
生産から流通段階の安全対策に対する消費者の
関心は高く、消費者全員が衛生的な現場に安心
感を享受。意見交換会では消費者から相互理解

。 、を深めることができたという意見が多数 また
酪農家も消費者と意見交換の場をほぼ全員有意
義と判断。安全・安心な畜産物の確保に向け、
酪農家と消費者のつながりを深め、相互理解の
なかで需要者と供給者の良い関係をコーディネ
ートしていくことが、これからの家保の役割。

：兵597 地域自主改善グループの育成及び支援地域自主改善グループの育成及び支援地域自主改善グループの育成及び支援地域自主改善グループの育成及び支援
庫県洲本家保 畑一志 出口佳宏
近隣の仲間の減少に伴う孤立化、生産意欲低

下が畜産農家廃業の促進要因。生産意欲向上に
向けた地域農家間コミュニケーション重視の指
導を平成15年度から実施 【指導対象】洲本市酪。
農協池田支部9戸（池田 、JA日の出あわじ和牛）
愛好婦人友の会一宮町部会10戸（一宮 、JA日の）
出 五色町堺・広石地区繁殖和牛グループ10戸
（五色 【指導内容】池田は約月1回の乳質改善）。
等の勉強会15回と17日の現地指導を実施。一宮
は毎月1回の繁殖管理等の現地調査6回と飼養管
理等の勉強会を3回実施。五色は暑熱対策の現地
検討会1回と飼養管理等の勉強会を2回実施 【成。
果】池田は勉強会開始後、乳脂肪率5戸、無脂固
形分率7戸、体細胞数4戸で改善。１戸が牛群検

。 、定に新規加入 一宮は子牛の生育状況等を把握
改善目標を明確化。五色は適切な飼養管理等の
有用性等を認識。農家間の意見、情報交換等で
生産意欲や地域の連携意識が高まり、全体的な
畜産経営技術が向上。

淡路の畜産をまもる自衛防疫組織 ２０年淡路の畜産をまもる自衛防疫組織 ２０年淡路の畜産をまもる自衛防疫組織 ２０年淡路の畜産をまもる自衛防疫組織 ２０年598
兵庫県洲本家保 山本剛、北垣の活動と成果：の活動と成果：の活動と成果：の活動と成果：

貴央
S59年、淡路自衛防疫推進協議会（協議会）発

足。地域・団体を超えて島内の家畜衛生及び自
衛防疫の維持強化を図る活動を実施。当所は指
導機関として参画、活動を牽引・支援。アカバ
ネ病ワクチン接種に取り組み（S59～H15 、H7か）
ら75％以上、H11以降は80％以上の高接種率で推
移、効果的に実施。アイノウイルスによる異常

産発生や抗体調査結果から３種混合ワクチン接
種へ移行、接種率80％を維持（H16 。家畜市場）
へ出荷する和子牛全頭に、全国に先駆けて呼吸
器病ワクチン接種、市場子牛の購買先の事故及
び伝染病の発生状況に対応しワクチン接種等を
適宜実施、購買者に好評。鼻紋採取時のタオル
の一頭一布、予防接種時における一頭一針の徹
底など衛生意識の向上・統一を図る。講習会や
防疫演習、リーフレット等で迅速・適切な情報
提供や啓発活動を実施。今後も、これまで培っ
てきた全島あげて取り組む体制を維持・強化、
家保と協議会が協力、淡路島の畜産の発展に寄
与。

事前対応型家畜防疫体制確立のための取り事前対応型家畜防疫体制確立のための取り事前対応型家畜防疫体制確立のための取り事前対応型家畜防疫体制確立のための取り599
：島根県出雲家保 安食隆、福田智大、濱組み組み組み組み

村圭一郎
平成 年度は、防疫活動の指揮に必要な農家15

分布を表す防疫マップ（牛・豚・鶏－白地図）
の作成、各農家の衛生状況の立入調査、愛玩鳥
の飼養実態調査及び ワクチン実施に対するND
啓発・実施指導を行い、 年度は愛玩鳥関係の16
飼養実態調査及び ワクチン実施に対する啓ND
発・実施指導を拡大の外、養鶏農家に対する高
病原性鳥インフルエンザ検査の毎月実施、主な
農家及び家畜飼養者について埋却場の保有状況

。 、調査を実施 埋却場の保有状況調査結果を基に
各市町に対し各市町毎の状況と各市町での埋却
地の必要性の説明を実施。平成 年 月１日16 12
の家畜の飼養衛生管理基準の施行に先立ち各動
物種毎のパンフレットを作成し、管内５カ所お
よび学校関係で説明会、農家及び学校で飼養衛
生管理及び消毒指導を実施。結果、①愛玩鳥飼
養者、学校関係等に衛生管理の重要性の認識が
強まり、②法定伝染病発生に備えた埋却処理場
等の処理場所の設定への理解は得るものの対応
に限界があり、③愛玩動物や野生鳥獣に対する
法律及び家畜防疫上の関与の仕方について整理
が必要。

地理情報システム(GIS)を用いた防疫マッ地理情報システム(GIS)を用いた防疫マッ地理情報システム(GIS)を用いた防疫マッ地理情報システム(GIS)を用いた防疫マッ600
：島根県益田家保 高橋優、中村俊プの検討プの検討プの検討プの検討

地理情報システム(GIS)は地図情報と位置に関
する様々な情報をコンピュータ管理するシステ
ムである。現在稼働中の防疫マップは市販ソフ
トを用いたもので作成から6年経過し、今回防疫
マップの更なる機能、精度向上の目的でGIS防疫
マップを試作。GIS防疫マップの地図情報は衛星
写真、航空写真、道路地図、等高線地図が多面
的に活用でき、地図の縮尺は中国5県内2万5千分
の1数値地図を表示できる。航空写真は県下の中
山間地域を中心に2/3を網羅し、画面上で農家の
全体像と近隣施設との位置関係を把握できる。
また、面積計測の機能を使えば地図上で任意の

、 。面積が計測でき 埋却地の選定等に活用できる
GIS防疫マップは、Web－GISとして利用すれば、
インターネットに接続できるパソコンとブラウ
ザがあれば特別なソフトやプラグインが必要な
くどこからでもマップを閲覧することも可能で
ある。
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防疫マップの活用による防疫推進体制防疫マップの活用による防疫推進体制防疫マップの活用による防疫推進体制防疫マップの活用による防疫推進体制601
：佐賀県北部家保 山口博之、犬童忠広の整備の整備の整備の整備

家畜伝染病発生時の初動防疫は、迅速かつ的
。確に関連農家の疫学情報を把握する必要がある

そこで、当所では、大分県玖珠家保で開発され
、 、た防疫マップシステムをもとに ①飼料購入先

出荷先等を明らかにした農家台帳、②農場配置
図、③埋却予定地、④家きん類飼養者名簿等の

「 」データをリンクさせた 疫学情報検索システム
を作成。今後は、家畜伝染病発生時における関
係機関との強固な支援協力体制を構築していく
必要があることから、今回作成した本システム
に加えて、関係機関相互をインターネットで接
続し、防疫活動内容の具体的な指示や映像配信

、等も可能な情報ネットワーク化を図るなどして
地域の防疫体制の整備強化に努めていく。

：602 家畜保健衛生所に対するアンケート調査家畜保健衛生所に対するアンケート調査家畜保健衛生所に対するアンケート調査家畜保健衛生所に対するアンケート調査
佐賀県西部家保 植松夏子
平成16年1月に管内の主要な畜産農家200戸を

対象として、家畜保健衛生所に対するアンケー
ト調査を実施。アンケートは、農家へ返信用封
筒を同封して郵送し、郵送した200戸のうち74戸
(37%)が回答。家保の業務に対する要望で多かっ
たのは家畜伝染性疾病の検査、病性鑑定。次い
で生産性向上のための巡回指導や畜産物の安全

、 。性確保のための検査・指導 牛受精卵移植業務
また繁殖農家では定期的な巡回指導の要望が多
く、全般に研修会等勉強の場の提供を望む声も
目立った。農家数の減少、高齢化、経営の大型
化が進み畜産経営が様変わりしている現在、家
保は団体や農家との信頼関係を一層強化する必
要がある。今回の調査を踏まえ、当所では①で
きるだけ現場(農家)へ出向き、現場の意見や情
報を収集②現場で十分に話を聞き、農家の状況
把握に努め、適切なアドバイスを実施③積極的
な情報提供④検査結果の報告等、早急なレスポ
ンスを念頭に置き業務を遂行している。

宮古地域の家畜伝染病対策―家畜災害とし宮古地域の家畜伝染病対策―家畜災害とし宮古地域の家畜伝染病対策―家畜災害とし宮古地域の家畜伝染病対策―家畜災害とし603
：沖縄県宮古家保 下地秀作、伊禮判て―て―て―て―

、 、家畜伝染病が国内に侵入したとき その都度
対策本部を立ち上げ、防疫対策を講じるが、対
応の遅れは農家や域内の経済に多大な損失を与
える。そこで家畜伝染病を台風などと同様に、
災害として捉え、迅速な対応のため 「地域災害、
対策合同連絡会議 （以下連絡会議）に畜産関係」
機関を包括し警察、消防などと意志の統一を図
り防疫対策に取り組んだ。高病原性鳥インフル
エンザの発生時に、支庁長を対策本部長とした
地域家畜新興・再興感染症防疫対策本部を立ち

、 。あげ 連絡会議と結合させた体制づくりを実施
養鶏農家や消費者団体を参集し消費者説明会等
を開催。その結果、大きな混乱もなく消費者団
体は安心し、域内に安心感が浸透。また、各種
家畜災害に対応可能な「宮古地域家畜新興・再

」（ ）興感染症防疫対策マニュアル 以下マニュアル
を策定。今後は、マニュアルの浸透を図り、連
絡会議との連絡を密にし ”家畜災害とは何か”、
と社会に問いかけ続けたい。

：沖604 獣医師法・獣医療法第１７条への対応獣医師法・獣医療法第１７条への対応獣医師法・獣医療法第１７条への対応獣医師法・獣医療法第１７条への対応
縄県中央家保 砂川隆治、波平克也
管内の動物病院において獣医師法・獣医療法

に関する違反事例を確認。その対応について概
要を報告。 Ａ動物病院において無資格事例１，
者の診療行為について苦情。立入検査を実施。
往診時に無資格診療の事実を確認。獣医師法第

，17条違反を文書による通知 改善指導、 。事例２
開業獣医師より広告の制限違反の通報。獣医療
法第 条の違反を確認。検討会の開催と立入検17
査を行い開設者に対し、具体的な違反事項を指
摘・改善例を示し法の趣旨を説明。今回の立入

。検査等の対応で当病院と家保は相談体制が構築
家保では広告に係る現状把握の為、アンケート
調査を実施。概要は、広告目的は「場所・電話
のお知らせ 、メディアは「タウンページ 、作」 」
成は「広告代理店へ依頼 、法令遵守に「努めて」
いる」が多数。今後の対策は１，関係機関と連
携強化による情報収集と指導体制の整備２，獣
医事監視指導マニュアル策定３，病院開設者等
へ講習会開催を実施、適切な獣医療の確保に努
めたい。

動物用医薬品指示書による医薬品の販売状動物用医薬品指示書による医薬品の販売状動物用医薬品指示書による医薬品の販売状動物用医薬品指示書による医薬品の販売状605
：宮城県古川家保 豊島たま況と使用実態調査況と使用実態調査況と使用実態調査況と使用実態調査

き、田中廣
食の安全・安心への関心が高まり、生産現場

における動物用医薬品（動薬）の適正使用が一
層重要となっている。平成 年 月から 月16 4 10
までの管内の動薬指示書発行件数は 件。畜1833

、 、 、 。種割合は牛 豚 鶏 馬50.4% 37.4% 12.2% 0.1%
畜産物への残留や薬剤耐性菌の発現が懸念され
る抗菌性物質を指示書で購入した農家 戸の248
中から酪農家 戸、和牛繁殖農家 戸、ほ育育25 3
成農家 戸、養豚農家 戸の計 戸について5 17 50
使用実態調査を実施。その結果、購入後の動薬
保管状況は全ての農家で適正。指示書保管率

、使用簿記帳率 、用量・用法遵守率68.0% 38.0%
。出荷後抗菌性物質残留が確認された農72.0%

家は乳、肉ともなし。動薬適正使用についてリ
ーフレットを作成し普及・啓発するとともに、

16 12動薬の使用低減を図る観点から、平成 年
、月 日施行となった飼養衛生管理基準に基づき1

衛生指導も併せて実施。畜産物の生産段階にお
ける安全性の徹底に向け、生産者のさらなる意
識の向上を図った。

提出指示書に基づく動物用医薬品使用状況提出指示書に基づく動物用医薬品使用状況提出指示書に基づく動物用医薬品使用状況提出指示書に基づく動物用医薬品使用状況606
：茨城県県南家保 榊原裕二、黒木哲也
本県では平成 年 月から指示書発行獣医師16 4

は家畜保健衛生所に動物用医薬品指示書の写し
を提出。 月までの半年間に提出された指示書9
をもとに要指示動物用医薬品の処方・流通・使
用の実態把握と問題点を検討。その結果、 月4
から 月まで他県を含めて 名の獣医師から計9 27

枚の提出があり、全体の 割が養豚農家向2,865 9
けであった。養豚農家の呼吸器疾患対策は主に
ワクチンより抗菌剤を処方、飼養規模が大きい
農場ほど多くの抗菌剤を飼料に添加、休薬期間
が長い抗菌剤が多く使用等の傾向。管内養豚農
家で抗生物質残留事例は増加傾向にあり、飼養
者の抗生物質認識不足、指示書・投薬記録簿の
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管理不十分が原因と推察。指示書は要指示薬品
の流通と使用を適正で安全にするための手段で
あったが、不適切な処方等による問題が発生。
動物用医薬品の畜産業での役割は大きく、誤っ
た使用は人の健康にも影響を及ぼす。動物用医
薬品を適正に使用し、安全で安心な畜産物の生
産に畜産農家・獣医師・動物用医薬品販売業者
と連携をとり指示書の提出システムが有効に機
能するよう努力したい。

薬事法令の改正に伴う薬事業務の状況と今薬事法令の改正に伴う薬事業務の状況と今薬事法令の改正に伴う薬事業務の状況と今薬事法令の改正に伴う薬事業務の状況と今607
：長野県飯田家保 長田宣夫後の方向性後の方向性後の方向性後の方向性

消費者の食の安全・安心に対する意識は、益
々高まってきている。このため畜産物生産にお
ける動物用医薬品（医薬品）の取扱いもそれに
呼応して①平成 年から薬事法令の規制が強化15
された。更に②獣医事・と畜場・飼料の関連法

、 。令が改正され 薬事法令との関係が緊密化した
一方、③一部事務処理の簡略化が図られるなど
規制緩和も行われた。①②への対応としては講
習会等を通じ周知徹底を図り、医薬品・飼料の
使用記録簿の作成と農家配布等、適正使用の指
導を行った。更に管内の医薬品販売業者への立
入検査等、指導を徹底した。販売業許可状況は
一般・特例販売業とも減少傾向であるが、立入
検査では違反等がなくならない状況にあった。
今後、医薬品に頼らない生産方式の確立ととも
に、薬事業務の方向性としては、規制緩和が可
能なものの緩和推進、規制強化に対しては医薬
品使用者の意識改革及び関係機関の更なる連携
強化が重要と思われる。

：愛知県608 動物用医薬品販売業者の改善状況動物用医薬品販売業者の改善状況動物用医薬品販売業者の改善状況動物用医薬品販売業者の改善状況
西三河家保 青木司、竹田昭彦
平成１４年度以降３年間の指示事項について

検討したところ、改善されてきた点および改善
されていない点が明らかになった。指示事項に
ついては次のとおりである。許可証の掲示につ
いて、平成１４年度は８件あったが、それ以降

、 。 、３件 ２件と減少 業務日誌の整備については
平成１４年度１１件だったものが５件、１件と
急激な減少が見られた。指導方法としては①す
べての項目を確認②改善の具体的指示③違反事
項のあった店舗への再立入の３点を重点的に行
った。 指示事項の件数は、平成１４年度以降
ほとんどの項目で減少の傾向にある。１４年度
特に多かった「区分陳列」および「許可証の掲
示」で指摘のあった店舗は、翌年には廃止にな
った店舗を除いてすべて改善されていた。この
ことから、指導として行ってきたことが一応の
成果を発揮したものと思われる。一方、許可は
取得しているものの取扱い実績の全くないとこ
ろもあるため、そのような店舗への立入りは、
回数を減らし効率的な監視をしていく必要性を
感じた。

動物用医薬品販売業の実態と改善指導への動物用医薬品販売業の実態と改善指導への動物用医薬品販売業の実態と改善指導への動物用医薬品販売業の実態と改善指導への609
：山口県西部家保 澤野希、引田久美取り組み取り組み取り組み取り組み

子
管内の動物用医薬品販売業許可店舗数は、平
14 55 15 58 16 55成 年度 店舗、 年度 店舗、 年度

店舗と店舗数、構成比ともほぼ変化なく、 年16

度 月現在では一般販売業６店舗と薬種商販売12
、 。業 店舗 特例販売業 店舗が動薬取扱い有り4 27

全販売業の許可店舗に対し 年度 件、 年14 71 15
度 件、 年度 件( 月現在)立入り検査。63 16 60 12

、 、 、そのうち違反件数は 件 件 件と減少し16 7 5
指導事項件数も 件、 件、 件と減少。し38 36 24
かし、特例販売業では制限品目販売等の違反店
舗が固定化し、指導事項である他商品との区分
も販売状況上困難。動薬販売許可のないペット
店等に随時立入り調査を行い 年度は無許可販16
売店舗を 件摘発。制度上動薬の販売実態が不3

9明瞭な薬局に対しアンケート調査を実施し、
％が動薬を販売、販売状況が適正であることを
把握。特例販売業では担当者が明確でなく違反
事項、指導事項が散見。今後も指導を重ねるこ
とにより、販売業者の動薬に対する知識及び意
識の向上に努める必要がある。

：徳島県徳島家610 当所の薬事監視指導の現状当所の薬事監視指導の現状当所の薬事監視指導の現状当所の薬事監視指導の現状
保 谷史雄、中西隆男

、平成 年度から動物用医薬品販売業の許可等9
薬事関連業務が家保に事務委任された。当所の
管轄区域は 市町村（県全体 市町村）と広25 47
域であるため、販売業者数も一般販売業が県内
の ％、特例販売業が ％を占めている。平71 55
成 年度（ 月～ 月）の一般販売業からの16 4 12
申請及び届出件数は計 件（新規 、更新 、変9 1 1
更 、廃止 、特例販売業からの申請及び届出6 1）

（ 、 、 、 、件数は計 件 新規 更新 変更 書換23 3 7 10 1
廃止 ）あり、これらを含めた販売業者 店舗2 22
について立入検査を実施したところ、医薬品の

2 1試験検査体制の不備 件 毒劇物保管庫の故障、
件、毒劇物譲受書の簡略化 件、陳列区分不明3
瞭 件、販売記録不備 件、変更届出内容の誤6 2

1 2 2り 件、指定外品目の陳列 件、変更届遅延
件、その他指示書記載内容不備等がみられ指導
を行った結果、改善された。今後も薬事監視指
導を積極的に推進する予定。

家畜伝染病発生時における埋却場所の検討家畜伝染病発生時における埋却場所の検討家畜伝染病発生時における埋却場所の検討家畜伝染病発生時における埋却場所の検討611
：千葉県東部家保 久保村哲也、柳川芳輝
家畜伝染病が発生した場合、家畜の所有者は

21患畜・疑似患畜の死体を家畜伝染病予防法第
条に基づき、埋却又は焼却することが義務付け
られている。そこで管内畜産農場 か所（牛633
： 、豚： 、鶏： ）に対し、殺処分した348 200 85

、家畜を埋却できる土地の有無を調査したところ
131 37.6% 95 47.5% 43牛で ( )、豚で ( )、鶏で

( )の農場で、土地が無い・地下水が浅い50.6%
・人家が近いなどの理由で飼養畜すべてを埋却
はできないとの結果だった。更に、管内 市町23
村に、家畜の所有者が適切に処分できない場合
の緊急対応として、埋却場所としての公有地の
使用や、一般廃棄物焼却施設の使用について検
討してもらったところ、すべての市町村で、公
有地の使用はできないとの回答であり、焼却施
設についても余裕は無く、使用については困難
との回答だった。伝染病発生時の速やかな防疫
活動を行うためには、新たな焼却場所や死体の
処分方法等についての検討が必要である。
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家畜排せつ物処理の適正化に対する地域の家畜排せつ物処理の適正化に対する地域の家畜排せつ物処理の適正化に対する地域の家畜排せつ物処理の適正化に対する地域の612
：宮城県仙台家保 猪股永治、大場実取り組み取り組み取り組み取り組み

排せつ物処理の適正化推進体制として，地方
プロジェクト委員会を核とし，関係機関との打
合会を開催。法(略称；家畜排せつ物法)対象農
家の施設整備状況調査を毎月実施。指導巡回は
月以前は施設整備推進を目的とし，未整備農11

家を対象に 月に 戸， 月に 戸(重点指7 54 10 15
導農家)実施。 月以降は管理基準が適正に遵11

211守されているかの確認を目的に法対象農家
戸全てを対象に実施。法対象農家のうち今年度

， 。の施設整備は国 県の補助事業活用により 戸13
また，広域堆肥化処理センター カ所の稼働に1
より 戸。町単独事業により， 戸の農家が35 23
整備実施。 町では，たい肥センターの能力向G
上を図るための施設改築と攪拌機更新を実施。
平成 年 月の整備状況は法対象農家 戸16 12 211

195 92% 8%に対し，整備済農家は 戸の 。なお，
に当る 戸は簡易対応を実施。畜産環境保全上16
問題となる臭気対策として活性炭利用による消
臭効果試験を養豚農家で実施。活性炭 混合4.9%
区(発酵処理ふん体積比)と対照区での比較。ア
ンモニア濃度は低値推移。

Ｋ地区の家畜排せつ物法施設整備と農家指Ｋ地区の家畜排せつ物法施設整備と農家指Ｋ地区の家畜排せつ物法施設整備と農家指Ｋ地区の家畜排せつ物法施設整備と農家指613
：秋田県中央家保 鈴木敦、鈴木篤導導導導
K地区の平成16年度当初の家畜排せつ物法未対

応農家戸数は6戸で対象農家に占める割合は42.9
％。農家の整備意向は補助事業利用2戸、自己対
応3戸及び堆肥センターの処理能力アップ対応1
戸。平成16年4月、堆肥舎整備支援を目的に関係
機関による指導チームで農家個別指導に着手。
内容は補助事業利用農家に対し計画書及び工程
表の作製支援、早期事業申請指導等。自己対応
農家に対し飼養規模等に応じた簡易堆肥舎を提
示し、必要資材の調達及び施工管理方法等を指
導。堆肥センターは改修内容を再確認し早期着
工を指導。平成16年7月、遅延農家3戸の指導方
法を決定。内容は当面野積み堆肥をビニールシ
ートで覆い草地還元可能農家は追肥を指示。さ
らに工程表も再検討し資材調達等、進捗状況を
定期的に確認。その結果、平成16年12月、全国
一斉調査ではK地区の家畜排せつ物法対応施設整
備は完了の見通しである。家畜排せつ物法完全
施行までの短期間に農家ニーズに的確に対応し
た家畜排せつ物法指導が出来たと考えている。

家畜排せつ物法の施行に向けた、地域別巡家畜排せつ物法の施行に向けた、地域別巡家畜排せつ物法の施行に向けた、地域別巡家畜排せつ物法の施行に向けた、地域別巡614
、回指導の取り組み回指導の取り組み回指導の取り組み回指導の取り組み：秋田県南部家保 小沼成尚

砂原栄子
年度当初 管内の対象農家戸数は３２９戸 仙、 （

北１２６戸、平鹿８５戸、雄勝１１８戸 。効果）
的な整備を推進するため、平成１５年までの経
緯を元に、地域の特徴を考慮した指導を実施。
仙北地域は肉牛の繁殖農家が多く、規模縮小が
懸念されることから、家畜排せつ物法の趣旨理
解を含め個別指導。平鹿地域は施設設備は整っ
ているが、例年水質汚濁、悪臭等の苦情がある
ことから管理面が不十分。より専門的な指導が
必要なため、振興局福祉環境部と連携。雄勝地
域は各畜種とも大規模農家が多く、施設整備や
改善には資金、処理場所等から広域的な協力体

制が必要で振興局農林部をはじめ、農家と密接
関係にある酪農協、ＪＡと歩調を合わせ実施。
現地の巡回指導後には、問題点、今後の対策に
ついて協議。関係者、農家が同じ認識の上で改
善を確認するまで繰り返し巡回したところ、家
畜排せつ物法に対する農家の意識が向上し１２
月末現在、整備中農家１０戸までとなった。

家畜排せつ物の処理施設整備推進と堆肥利家畜排せつ物の処理施設整備推進と堆肥利家畜排せつ物の処理施設整備推進と堆肥利家畜排せつ物の処理施設整備推進と堆肥利615
：福島県いわき家保 藤本尊雄、高野徹用推進用推進用推進用推進

家畜排せつ物の管理の適正化及び利用の促進
に関する法律（法）が公布されて以降、畜産農
家に対し家畜排せつ物処理施設の整備推進、さ
らには、管理基準施行以降の立入検査による未
整備農家に対する早期整備の指導を実施。その

11 22.9% 16結果 整備率は平成 年度末 から平成、
年 月末 、直近の平成 年 月末では10 81.8% 16 12

に上昇。施設整備を推進する一方で、堆89.4%
肥の利用促進も併せて実施。平成 年にいわき14

、地域の堆肥マップを作成し 等に配布したがJA
堆肥供給及び利用の両サイドからの意見を参考
に、マップ掲載希望者全員を掲載したマップを
現在編集中。さらに、畜産農家からの聞き取り
により耕種サイドで処理に困っているもみがら
については、畜産サイドで利用可能であること
が判明。今後は、地域での資源循環型農業の確
立に向けて耕種サイドとの連携強化と、耕種サ
イドにおけるさらなる利用促進が必要。

東部地域の畜産環境対策と堆肥利用の現状東部地域の畜産環境対策と堆肥利用の現状東部地域の畜産環境対策と堆肥利用の現状東部地域の畜産環境対策と堆肥利用の現状616
：群馬県東部家保 茂木浩徳ほかと課題と課題と課題と課題

家畜排せつ物法が、今年 月 日から完全施11 1
行され管理基準に基づく適切な処理が義務付け
られた。昨年度の一斉点検から市町村や農政総
務部、経営普及部等と連携を強化し、畜産農家
の管理施設の整備状況等について調査を実施し
た。未整備農家に対し、個別指導や補助事業等
により支援を実施した結果、整備率は平成 年15
度で から 年 月には へと向上し47.5% 16 8 87.6%
た。野積等のある未整備農家 戸には、 月54 10
末までに主にシートを利用した簡易整備で対応
することを推奨した。今後は堆肥を有効に活用
するため、自給飼料生産の拡大や耕種農家への
利用の促進を図ることが必要となる。そこで、
堆肥を生産する畜産農家と耕種農家の連携を強
化推進し、堆肥利用の促進の一助とするため、
堆肥の生産販売を確立している農家や農協を中
心とした組織的な堆肥利用の実態を調査、検討
した。また、放流が困難な地域においては、尿
の浄化処理水を液肥として利用する農家の事例
も併せて検討した。

：埼玉617 管内の家畜排せつ物法への取り組み管内の家畜排せつ物法への取り組み管内の家畜排せつ物法への取り組み管内の家畜排せつ物法への取り組み
県熊谷家保 油井武、佐竹吉人
家畜排せつ物法の完全施行に対応するため、

管理基準に適合しない農家を把握し、改善指導
を実施。平成 年度から家畜排せつ物の管理基14
準適用農家 戸の巡回調査を実施し、野積み605
・素堀りの解消が必要な農家は 戸と判明。267
さらに、平成 年度から関係機関と連携して施15
設の整備・稼働状況を再点検し、要指導農家を
93 15 12戸に絞った。この農家に対し、平成 年
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月から各農家毎に作成した改善計画書案を農家
に提示し、濃密巡回指導を実施。これら 戸の93
対策のうち、施設整備が 戸と改善。さらに、35
平成 年度以降の管内の施設整備状況は簡易施15
設 戸をはじめ整備化が進み、家畜ふんの堆肥31
化率は ％に増加。この結果、要指導農家は平67
成 年 月まで 戸となり、今後も改善計画16 12 11
に基づいた指導を継続。以上のことから関係機
関との連携、不適合農家の把握や改善計画書案
の提示、濃密巡回指導などの取り組みが改善に
つながったと考えられた。

（ ）（ ）（ ）（ ）618 管内の畜産環境整備リース事業 特別対策管内の畜産環境整備リース事業 特別対策管内の畜産環境整備リース事業 特別対策管内の畜産環境整備リース事業 特別対策
、導入による事業効果導入による事業効果導入による事業効果導入による事業効果：千葉県南部家保 堤節子

百崎雅美
通称「家畜排せつ物法」に則し、管内畜産農

家の総点検を15年度に実施した。調査農家637戸
の内、未整備農家は212戸。その後関係機関と連
携指導し 16年10月末で163戸が整備等を完了 恒、 （
久施設87戸、簡易施設50戸、法対象外規模対応2
6戸 。10年度から16年度で畜産環境整備リース）
（ ） 、事業 特別対策 を導入した農家は44戸であり

その内導入済み農家28戸の効果を調査した。26
。戸は施設及び製品について計画運用されていた

2戸（酪農）は事業内容が計画変更されていた。
発酵処理施設の堆肥舎利用前の水分調整が難し
く、その改善には副資材置場や乾燥処理施設が
必要であった。今後は求められる堆肥作りのた
めに関係機関による技術指導と利用促進の事業
導入指導が必要である。今回優良事例も多く、
中核農家として施設導入の近隣への波及効果が
認められた。自己の経営形態に合わせ活用しや
すく、汎用性が高い事業内容から、今後ともこ
の事業の継続を望む声が多かった。

「家畜排せつ物法」施行に伴う家畜保健衛「家畜排せつ物法」施行に伴う家畜保健衛「家畜排せつ物法」施行に伴う家畜保健衛「家畜排せつ物法」施行に伴う家畜保健衛619
：千葉県北部家保 井出基雄、松生所の取組み生所の取組み生所の取組み生所の取組み

木英明
平成 年 月 日に家畜排せつ物法（法）11 11 1

が施行され、平成 年度に創設された県単独12
事業により、巡回、講習会を行い、法に基づく
排せつ物の適正管理、利用及び発生量の記録の
指導を行うとともに、畜産環境整備リース事業

15により管理施設の設置を進めてきた。平成
年度には 「総点検」を実施、管理不適切農家は、

戸中 戸であった。この結果を基に、地693 331
域畜産環境保全推進指導協議会（協議会）の構
成員として協議、巡回指導実施。今年度は、管
理不適切農家を中心に 回の巡回指導を実施。2

10 53結果 月末の対応状況は恒久施設設置が
戸、簡易対応が 戸、廃業・対象外が 戸と79 48
なった。残り 戸に関しては、改善計画があ151
る農家 戸、ない農家が 戸であった。本123 28
年 月 日以降、協議会において、農家の評11 1
価付けを実施し、指導方針について協議を行っ
た。今後は、 戸の農家に対し結果確認・計151
画書の作成指導を目的として 月から 月に12 1
かけて巡回指導を実施する。

：山620 家畜排せつ物法施行に伴う管内の状況家畜排せつ物法施行に伴う管内の状況家畜排せつ物法施行に伴う管内の状況家畜排せつ物法施行に伴う管内の状況
梨県東部家保 仲澤太一、福沢昭文
家畜排せつ物法は猶予期間5年間を経て、現在

不適正な管理は法的に罰せられる。管内の平成1
5年度の法対象戸数は酪農56戸、肉牛22戸、養豚
18戸、採卵11戸、肉鶏4戸、馬1戸であり、対応
済農家は47戸、堆肥センターへ搬入農家34戸、
委託処理3戸であり、今後の指導農家は28戸であ
る。平成16年5月から11月1日を目途に家保独自
の環境指導と畜産課、東部家保、地域振興局、

。 、町村と連携し指導班としての指導を実施 結果
平成16年11月の状況は法対象農家、未整備農家
が乳牛では59戸、2戸、肉牛が26戸、0戸、養豚
が17戸、2戸、採卵が11戸、0戸、肉鶏が5戸、0
戸である。未整備の酪農1戸は農林公庫の融資が
見込まれ、来年6月までに解消。あと1戸は現有
堆肥舎が工作物か建築物かで検討中。養豚1戸は
踏込豚舎に移行するため、来年5月解消。あと1
戸は1/2リース事業で来年5月解消。今後、簡易
対応及び空き畜舎で対応する農家については引
き続き定期的な指導が必要。

家畜排せつ物の管理の適正化および利用の家畜排せつ物の管理の適正化および利用の家畜排せつ物の管理の適正化および利用の家畜排せつ物の管理の適正化および利用の621
促進に関する法律施行に伴う巡回指導の取みと促進に関する法律施行に伴う巡回指導の取みと促進に関する法律施行に伴う巡回指導の取みと促進に関する法律施行に伴う巡回指導の取みと

：富山県東部家保 堀田和、村上進成果成果成果成果
富山県は昭和49年家畜保健衛生所に環境課を

設置、畜産環境保全巡回指導を行って来たが、
家畜排せつ物処理への農家意識は低く少なから
ず問題が存在。平成11年7月「家畜排せつ物の管
理の適正化及び利用の促進に関する法律 （法）」
の公布を機に経過措置5年間中 指導強化月間 春、 （
秋年2回）を設定し関係機関と巡回指導強化、重
点指導農家の濃密指導と各事業による施設整備
への技術指導を実施。巡回指導時の問題発生状
況を不法投棄（利用意思無く放置 、野積（利用）
意思有り一時的 、害虫、水質、臭気、管理（法）
管理基準不適合）の６区分とし分析。平成16年
春には水質は検査指導により10件が4件に、不法
投棄は7件が0件に減少。しかし、一時的な堆肥
余剰のため野積、管理は減少せず。そこで、堆
肥有効利用を進めるため畜産と耕種農家等との
広域流通体制整備を図った結果、野積等環境問
題が解決、現状では法に全て対応。

いしかわ農林業情報システムを利用した環いしかわ農林業情報システムを利用した環いしかわ農林業情報システムを利用した環いしかわ農林業情報システムを利用した環622
、境保全指導の試み境保全指導の試み境保全指導の試み境保全指導の試み：石川県北部家保 山本美加

石川直樹
家保は環境保全指導を農林事務所と共同で実

施。しかし共同指導は日程調整が困難、所内で
は駐在所との細部に渡る情報交換の遅れ、過去

2004 5の状況把握が困難という問題点が存在 年。
IFF月 農畜産課がいしかわ農林業情報システム、 （

） 「 （ ）」ネット へ 畜産経営環境保全農家台帳 台帳
共有システム（システム）の運用開始。これを
家保が利用したところ問題点の改善と新たな課
題を発見。システムの利用サイトは ネットIFF
掲示板、ユーザー ・パスワードで利用制限、ID
台帳 は畜産経営環境保全実態調査内容と 家「 」 、「

」 、 。畜排せつ物法 への対応状況 巡回指導の経過
要整備農家中心に 戸の「台帳」を作成、 月53 8
より利用開始。利用効果は農家毎の経時的指導
状況把握が容易、農家全体像の把握が可能、本
所・駐在所間の情報交換および関係機関への情
報伝達の迅速化等。課題は農林事務所に更新許
可権がなく情報が一方通行、施設整備補助事業
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の適否・決定時期等の情報なし等。

家畜排せつ物法の管理の適正化及び利用の家畜排せつ物法の管理の適正化及び利用の家畜排せつ物法の管理の適正化及び利用の家畜排せつ物法の管理の適正化及び利用の623
促進に関する法律の完全施行に至るまでの畜産促進に関する法律の完全施行に至るまでの畜産促進に関する法律の完全施行に至るまでの畜産促進に関する法律の完全施行に至るまでの畜産

石川県南部家保 高山泰、山口撤農家の対応：農家の対応：農家の対応：農家の対応：
平成１１年に家畜排せつ物の管理の適正化及

び利用の促進に関する法律が施行されて以後、
平成１６年の完全施行に至るまでの間、家保は
関係機関との連携の下、畜産農家の現状把握、
問題の抽出及びその改善に取り組んできた。平
成１１年における管内の野積み・素堀り等の管
理不良農家は乳用牛で２４戸、肉用牛で５戸、
豚で７戸、鶏で６戸の計４２戸であった。以降
６年間に渡り、詳細な一斉調査、重点項目を設
けての巡回指導と共に、堆肥舎などの処理施設
や畜舎の新増設及び簡易シートの適正利用など
技術的指導を繰り返し行ってきた。その結果、
平成１６年度１０月末までに経営意欲、後継者
及び資金面において対応可能で改善した農家は
総計２８戸となった。その内訳は、畜舎や堆肥
舎などの施設整備１５戸、既存施設の有効利用
３戸、簡易対応など１０戸であった。しかし、
残りの１４戸は環境問題が大きな原因を占め対
応不可能となり廃業や規模縮小に至った。

：福井県家保624 畜産環境保全への取り組み畜産環境保全への取り組み畜産環境保全への取り組み畜産環境保全への取り組み
笠原香澄、尾澤宏朗
「家畜排せつ物の管理の適正化及び利用の促

」 、 ） 、進に関する法律 以下 法 の全面施行に向け(
県・市町村等関係機関が連携し、畜産農家への
適切な対応を指導。平成 年 月、｢福井県畜15 4
産環境整備促進特別プロジェクト｣を設置。施設
の整備状況、野積み・素掘り等の実態について
１５１戸で総点検を実施。パンフレット配布等
による啓発や情報提供を行う。法全面施行が半
年後に迫った平成 年 月、法規制対象外農16 6
家を除く 戸を再点検。その結果、野積み等131

。 、不適正処理農家は 戸 野積みの理由として31
、飼養頭数増加や施設老朽化による処理能力不足

堆肥の利用者減少などが挙げられた。これらの
実態をふまえ、 戸で処理施設の新設・増設を20

11 8指導 戸でシート利用等の簡易対応を指導、 。
月、｢福井県畜産環境保全推進指導協議会｣で不
適正処理農家への対応を再検討し、重点的に巡
回指導を実施。 月末現在施設未整備農家につ10
いては、工事完成までの間、暫定的措置として
シートで簡易対応。

「家畜排せつ物法」の施行にあわせた行政「家畜排せつ物法」の施行にあわせた行政「家畜排せつ物法」の施行にあわせた行政「家畜排せつ物法」の施行にあわせた行政625
：静岡県中部家保 伊東祐孝の取り組みの取り組みの取り組みの取り組み

『家畜排せつ物の管理の適正化及び利用の促
』（ 、 ）進に関する法律 以下 家畜排せつ物法と略す

が畜産農家に及ぼす影響と行政の取り組み方を
考察。現状として畜産農家及び耕種農家の高齢
化、後継者不足が進み、そのために費用負担や
経営拡大の意欲が減少。耕種農家からたい肥の
潜在需要があっても畜産農家が良質堆肥を生産
する施設が不足、散布する労働力が不足。家畜
排せつ物法施行後に堆肥の品質格差、価格の低
下が激しく経営が苦しい。今後は畜産農家が経
営維持するには良質な堆肥の生産とその証明が
必要。公的機関による優良堆肥を生産する農家

の公表、利用する耕種農家の保護、散布するた
めの地域の組織化作りが必要。

：愛626 管内の家畜排せつ物法への対応と指導管内の家畜排せつ物法への対応と指導管内の家畜排せつ物法への対応と指導管内の家畜排せつ物法への対応と指導
知県知多家保 上村誠一郎、内田正起ほか
家畜排せつ物の管理の適正化及び利用の促進

に関する法律（法）は平成１１年に公布され、
法第３条（管理基準）の適用猶予期間を経て、
平成１６年１１月から本格施行するに至った。
当所では、平成１４、１５年度に立入指導を実
施し、管理基準違反の恐れがある畜産事業所１
０５か所に書面により注意を促し、管理基準遵
守のための改善指導を実施した。今年度は、期
限までに管理基準に適合できるよう農林水産事
務所及び市町との合同指導班を編成し、３期(５
～６月、７～８月、９～１０月)にわたり、延べ
１４５か所に立入指導を実施した。その結果、
農家の環境対策に関する意識も一層向上し、施

。 、設整備も進行していった 多くの畜産事業所が
管理施設を整備したが一部には空畜舎の利用や
シート利用による簡易対応、資金問題や後継者
問題で廃業へと踏み切った事業所もみられた。
当所管内の特徴として、園芸用ハウスを利用し
た管理施設の普及があげられる。

：高知県東部家保香長627 堆肥利用推進の事例堆肥利用推進の事例堆肥利用推進の事例堆肥利用推進の事例
支所 米田佐知
農協管内では 年度生産堆肥の成分を分析A 15
、 「 」し 肥料取締法に基づく 特殊肥料生産者届出

の提出を指導。耕種農家への情報提供のため広
報活動を実施。 年春農協の広報誌に堆肥提供16

。 「 」の概要を掲載 秋には 牛糞堆肥で循環型農業
を特集。当地区の特産品であるニラ部門では、
堆肥利用について農協の酪農担当者と作物指導
員、農業振興センター担当普及員の意思統一が
なされた。普及員の巡回指導で配布する堆肥利

B 2用のチラシを作成。一方、管内 牧場は平成
年乾燥堆肥施設を設置し、袋詰め堆肥販売に着
手。平成 年から自らトマト栽培を実践し、堆10
肥の有効性を証明。一昨年後継者が就農、堆肥

150販売に力を注ぎ、年間の販売実績が一昨年
袋、昨年 袋、今年 袋と急増。だが、1200 3000
年間 の生産量の約 に過ぎず、課題が残180t 25%
されている。

図面発注方式による低コスト回分式畜産汚図面発注方式による低コスト回分式畜産汚図面発注方式による低コスト回分式畜産汚図面発注方式による低コスト回分式畜産汚628
水浄化処理施設（ 施設）整備の支援につい水浄化処理施設（ 施設）整備の支援につい水浄化処理施設（ 施設）整備の支援につい水浄化処理施設（ 施設）整備の支援についLC
：京都府中央家保 木下滋、中西径てててて
畜産汚水対策が重要度を増す中、畜産技術セ

ンター及び地方振興局と連携して 酪農(成牛A
頭)で整備した 施設への搾乳排水処理の追40 LC

加整備、 ・ 酪農(成牛 ･ 頭)での 施設B C 36 32 LC
整備を支援した 【概要】 酪農の 施設整備。 A LC
に要した経費は 万円、運転経費は月 万円89 1.4
であった。搾乳排水は、活性汚泥を阻害する消
毒液を含むものは電極で分離して直接放流し、
牛乳等を含むものは搾乳排水槽に回収後、尿汚

。 。水と併せて浄化処理 要した経費は 万 千円8 4
放 流 水 質 は 、 、BOD13.7ppm COD16.5ppm
SS57.8ppm T-N37.8ppm T-P0.2ppm 142、 、 、大腸菌群
個 と良好。この成果を生かし、 ・ 酪農の/ml B C
既設水槽（ 槽 列配置・各 ）を調整槽及6 1 4.7m3
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び曝気・回分槽として活用し、活性汚泥法によ
る生物処理を行った後、定時に放流する方向で
基本設計。自力施工できる部分を実施中。予定
経費は 万円 【まとめ】 施設は、コスト120 LC。
面からも、能力面においても他農家に普及でき
ると考える。

｢家畜排せつ物法｣への取り組みと今後の課｢家畜排せつ物法｣への取り組みと今後の課｢家畜排せつ物法｣への取り組みと今後の課｢家畜排せつ物法｣への取り組みと今後の課629
：大阪府南部家保 日野有紀子、服題について題について題について題について

部孝二
平成 年 月 日から施行された｢家畜排せ11 11 1

つ物法｣は本年度 月 日から完全施行。管内11 1
では着工中も含め全ての農家で施設整備完了予
定。法施行前の管内畜産農家のふん尿処理状況
と畜産経営及び環境状況に応じた施設整備指導
例および良質堆肥生産への取り組みを紹介。法
施行前のふん尿処理不適切農家は養牛農家 ふん:
処理 、尿処理 、養豚農家ふん尿処理4.2% 58.3% :
、養鶏農家 を占有。これら農家へハー40% :5.4%

ド・ソフト面から指導。＜指導例 ＞尿汚水を1
希釈放流していた酪農家。固液分離機と尿処理
施設を導入し良質堆肥生産。<指導例 >ふん尿2
混合汚水を放流していた養豚農家。固液分離脱
水システム導入で汚水の汚濁軽減。堆肥舎設置
により堆肥生産。併せて堆肥の利用促進のため
その生産技術の指導を行うとともに堆肥マップ
の作成・配布等を実施。今後、畜産環境の保全
と良質堆肥生産のため、関係機関と一層連携を
保って指導を行う。

：和歌山県紀南630 飼料の適正使用調査・指導飼料の適正使用調査・指導飼料の適正使用調査・指導飼料の適正使用調査・指導
家保 吉川克郎、山本喜彦
畜産経営において 「安全・安心」な畜産物の、

生産は不可欠である。その過程で飼料の適正使
用は、家畜の健康の維持のみならず、安全な畜
産物の生産のためにも極めて重要であることか
ら、管内49戸の農家に対して飼料安全法等の法
規制に対する認知度、飼料の使用実態、飼料給
与に対する意識等について調査。その結果、飼
料安全法の認知度は ％、動物性たん白質につ59
いての使用規制等についての認知度は 、飼88%
料納入の際の消毒の実施は ％、飼料保管時の27
衛生対策の実施は ％、飼料の購入及び使用に43
関する帳簿の使用は ％、抗菌性物質の使用規27
制についての認知度は ％等。これらの結果に71
基づき、当所において作成した指導書による指
導を実施。今後より一層の「安全・安心」な畜
産物生産のためには、飼料の適正使用がいかに

。重要であるかを農家に認識させることができた
引き続き指導を実施し、更に農家意識の向上を
図り、管内畜産農家の経営安定に資するよう努
めていきたい。

近赤外分析機( )による成分分析値に近赤外分析機( )による成分分析値に近赤外分析機( )による成分分析値に近赤外分析機( )による成分分析値に631 NIRS
：岡山関する検討(Ⅱ)堆きゅう肥及び配合飼料関する検討(Ⅱ)堆きゅう肥及び配合飼料関する検討(Ⅱ)堆きゅう肥及び配合飼料関する検討(Ⅱ)堆きゅう肥及び配合飼料

県家畜病性鑑定所 直木伸一、妹尾文雄
当所では、近赤外分析機( )を活用した粗NIRS

飼料・堆きゅう肥の成分分析を実施している。
今回はグレードアップした牛堆きゅう肥分析と
鶏堆きゅう肥分析を報告する。さらに のNIRS
配合飼料(牛・豚、鶏)への利用についても検討
した。検量線作成に用いたサンプル数及び化学

分析値との整合性を示す相関係数は、牛堆きゅ
193 0.849 0.973 49う肥で 点 ～ 鶏堆きゅう肥で、

点 ～ 、牛・豚配合飼料で 点で0.869 0.991 79
0.864 0.987 65 0.915 0.986～ 鶏配合飼料で 点 ～、
であった。そして、その分析精度を確認するた
め、 ～ 点のサンプルを用いて 及び化7 10 NIRS
学分析を平行して実施した結果、牛堆きゅう肥

、 、で ～ 鶏堆きゅう肥で ～0.541 0.962 0.751 0.970
牛・豚配合飼料で ～ 、鶏配合飼料で0.796 0.996

～ の範囲であった。これらサンプル0.720 0.983
の分析精度は、検量線作成時の精度とほぼ一致
していたので による粗飼料、牛堆きゅうNIRS
肥分析に加え、配合飼料、鶏堆きゅう肥分析は
実用化可能である。

環境浄化微生物による臭気対策への取り組環境浄化微生物による臭気対策への取り組環境浄化微生物による臭気対策への取り組環境浄化微生物による臭気対策への取り組632
：香川県東部家保 松元良祐、笹田裕司みみみみ
管内過去 年間の苦情発生 件。うち悪臭苦情1 30

のものが 件 ％。今回、悪臭苦情のあったブ21 70
ロイラー養鶏場で、出荷後の鶏舎床に環境浄化
微生物「えひめ （以下 ）を噴霧。堆積AI-1 AI-1」
鶏ふん中のアンモニア（以下 ）濃度を経時的NH3
に測定 消臭効果を確認 は定期的購入 約。 。 （AI-1

円／ ）が必要。家庭用に開発され自作7,000 20?
「 」（ ） 。可能な えひめ 以下 の利用を検討AI-2 AI-2

公開マニュアルに基づき、市販のヨーグルト、
AI-2 2納豆、ドライイースト等を使用し を作成。

の材料費は約 円。作成した をフラスコ0? 630 AI-2
内牛ふん堆肥に噴霧後 ℃で 時間静置し経時25 24
的に 濃度を測定。乳牛堆肥舎で 週間隔で 回NH3 1 6

を噴霧し 濃度を測定。以上の結果、消臭AI-2 NH3
効果を確認。現在、管内では 及び は 戸AI-1 AI-2 4
に普及。

：633 管内の家畜排せつ物管理状態と改善状況管内の家畜排せつ物管理状態と改善状況管内の家畜排せつ物管理状態と改善状況管内の家畜排せつ物管理状態と改善状況
香川県西部家保西讃支所 梶野昌伯、竹内康裕
「家畜排せつ物の管理の適正化及び利用の促

16 11 1進に関する法律 以下 法 の平成 年 月」（ 、 ）
日からの完全施行に備え平成 年 月の糞尿処15 5
理施設整備状況等の総点検を実施。管内 戸347

314 43 30うち法対象農家は 戸、うち 戸（酪農
戸、肉用牛 戸、養豚 戸、肉用鶏 戸）が野8 3 2
積みや素掘りで糞尿処理を行う不適切農家であ
った。当所・農業改良普及センター・市町等の

、 、関係機関が連携し 巡回・指導を実施した結果
不適切農家の意識は改善し、法の完全施行時に
は不適切農家のほとんどが糞尿処理を適正に行
い、残り 戸となった。今後はこの 戸に重点2 2
的に指導していく予定。

：634 管内の堆肥流通利用の取り組みについて管内の堆肥流通利用の取り組みについて管内の堆肥流通利用の取り組みについて管内の堆肥流通利用の取り組みについて
愛媛県宇和島家保 藤田純、稲垣祝
宇和島地域では「家畜排せつ物の管理の適正

化及び利用に関する法律」等の施行に対応し、
各種補助事業を有効に活用しながら、施設整備
を中心とした環境対策に取り組んできたところ
であるが、堆肥の流通利用という面では依然課
題を残している。
そこで、宇和島地域畜産環境保全指導協議会

が主体となり、耕畜連携の強化による堆肥の流
通利用と土づくりの推進を目的として、一定規
模以上の畜産農家を中心とする５０場所の堆肥
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生産者を掲載した「堆肥マップ」と、ＪＡ等の
生産者部会を中心とする７７場所の堆肥需要者
を掲載した「需要者リスト」を作成し、それぞ
れ耕種農家と畜産農家に配布した。
これらマップ、リストの配布後、どのような

効果が得られたかをアンケート調査、分析した
結果、堆肥の流通促進のためには、堆肥の品質
向上に加え、畜産農家と耕種農家の交流等が必
要であることが判明した。

畜産産地における耕畜連携の取り組畜産産地における耕畜連携の取り組畜産産地における耕畜連携の取り組畜産産地における耕畜連携の取り組635
： 久保田英和、河野良輝みみみみ 愛媛県八幡浜家保
平成16年11月1日に家畜排せつ物法が完全施行

され、畜産産地である西予市でも法の管理基準
に則した施設整備を実施している。今後は生産

、された堆肥の効率的な利用・流通が重要と考え
当所が中心となり西予地域堆肥利用推進協議会
を設立した。まず、畜産産地と耕種地域との意
見交換を行い「供給・需要者リスト」を作成し
た。現在当該リストを活用することによって、
肉用牛農家が農業生産組織と堆肥供給契約を締
結するに至り、連携の第一歩を踏み出したとこ
ろである。また、堆肥利用の向上や一戸当たり
の飼料作付面積の拡大、更には近隣に配慮した
「堆肥舎設置場所の提案」を行うとともに、地
域住民へのふん尿処理施設の紹介等畜産に対す
る「理解促進の場」を設けることにより、苦情
（悪臭）が減少するなどの成果をあげている。
今後も､畜産サイドと耕種サイド及び地域との連
携・調和の｢きっかけづくり｣を推進するととも
に、元気な畜産産地づくりをバックアップして
いきたい。

八重山管内の家畜排せつ物適正管理に向け八重山管内の家畜排せつ物適正管理に向け八重山管内の家畜排せつ物適正管理に向け八重山管内の家畜排せつ物適正管理に向け636
：沖縄県八重山家保 有田由美、比た取り組みた取り組みた取り組みた取り組み

嘉喜政
本年 月 日からの「家畜排せつ物法 （以11 1 」

下法）完全施行を前に平成 年 月末時点で整16 4
備率は ％だったことからふん尿処理施設整備38
に向け重点的な取り組みを行った。関係機関と
協力し次のような対策を実施。①家畜排せつ物
処理施設整備促進チームを設置し農家巡回ロー
ラー作戦を展開、②簡易対応モデル並びに事例
紹介パネルを展示、③事例紹介パンフレットの
作成・配布、④説明会・講習会の開催。その結
果、整備率は 月末で ％。肉用牛飼養未整10 66
備農家では小規模農家が多く、簡易であっても
余裕がない、費用を抑えたい、時間的に余裕が
ない、などが未整備の理由。今後は促進チーム
による未整備農家の戸別指導徹底、適正管理の
指導を強化し、新堆肥センターの整備に伴い、
関係機関との協力態勢を強化し耕畜連携を進め
家畜排せつ物の有効活用を図りたい。

：沖縄県北部家637 北部管内における環境対策北部管内における環境対策北部管内における環境対策北部管内における環境対策
保 新田宗博、藤井章
平成 年 月 日に「家畜排せつ物の管理11 7 28

の適正化及び利用の促進に関する法律 （以下」
「法」という ）が制定され、同年 月 日か。 11 1
ら施行され、平成 年 月 日から本格的に16 11 1
適用された。本県においては、家畜排せつ物の
不適切な管理方法を改善するとともに、資源と

しての有効利用を一層促進することが、本県畜
産業の健全な発展を図っていく上で必要不可欠
であるため、法第 条第 項の規程により「沖8 1
縄県家畜排せつ物の利用の促進を図るための計
画」を策定し、平成 年 月 日に国の承認を12 9 7

10 16 7受けた 今回 平成 年度から平成 年度の。 、
年間における北部管内において、法の趣旨に適
合するよう対応した環境対策に係る施設整備等
について取りまとめた。補助事業等による整備
状況については、管内肉用牛農家 戸のうち440
％にあたる 戸、管内乳用牛農家 戸のう22 93 23

ち ％にあたる 戸、管内養豚農家 戸のう43 10 99
ち ％にあたる 戸である。その他の農家に36 36
ついては、家畜排せつ物を適切に管理している
農家であり、北部管内においては、法への対応
はほぼ達成した。

免疫磁気分離法（ ）と酵素基質系培地免疫磁気分離法（ ）と酵素基質系培地免疫磁気分離法（ ）と酵素基質系培地免疫磁気分離法（ ）と酵素基質系培地638 IMS
：徳島の組合せによるサルモネラ分離率の向上の組合せによるサルモネラ分離率の向上の組合せによるサルモネラ分離率の向上の組合せによるサルモネラ分離率の向上

県徳島家保 鈴木幹一郎、八木一夫
と酵素基質系培地による の分IMS Salmonella

離向上を検討。 ( )、Salmonella Typimurium ST
Enteritidis SE CholeraesuisSalmonella Salmonella( )、

( )、 ( )を に調SC Dublin SD McFarland3Salmonella
10 10 IMS HTT整後 倍希釈 各菌液を 処理後４ ６、 。

で選択増菌(①)した菌液と、同処理後 で選RVS
択増菌(②)した菌液を酵素基質系培地で比較。
、 は①と②で差違はないが、 、 は①ST SE SC SD

より②が高度に分離。鶏卵衛生管理体制整備事
業の実態調査に応用。常法は ヶ所 を分1/103 ST
離（分離率 ％ 。 で選択増菌後、酵素0.97 RVS）
基質系培地( )にて培養同定で ヶ所X-SAL 5/92
（ ％） を分離。②後、 にて培養同5.4 ST X-SAL
定で が 、 （ ）が 、ST 9 Infantis SI 2Salmonella

（ ）Salmonella Braenderup 1 13 14.1が の計 ヶ所 ％
と分離率 ％向上。感受性試験では 項目実8.7 12
施したが株間の差違はない。プラスミッド試験
は、 では にバンドを確認したが はST 90kbp SI
未確認。 では 、 の各株間でバンドパPFGE ST SI
ターンが同一。同一菌の汚染を推察。

表計算ソフトを用いた獣医師法第 条届表計算ソフトを用いた獣医師法第 条届表計算ソフトを用いた獣医師法第 条届表計算ソフトを用いた獣医師法第 条届639 22
：福岡県北九州家保出集計報告業務の効率化出集計報告業務の効率化出集計報告業務の効率化出集計報告業務の効率化

龍王浩昭
1996年、表計算ソフトLotus123を利用し獣医

Excel師法第22条届出集計報告業務開始 2002年。 、
ファイルは、データ入に変更し県下利用開始。

力、集計、報告様式、説明シートで構成。必要
事項をデータ入力シート入力するのみで報告様

1996 168 1998式完成 当家保届出件数は 年 件。 、 、
年 件、 年 件、 年 件。うち178 2000 187 2002 184

1998 32 18.0% 2000新規入力件数は、 年 件（ 、）
年 件（ 、 年は 件（ 、他34 18.2% 2002 30 16.3%） ）
は過去のデータの確認訂正と不要データ削除で
集計完了。届出書の市町村別（建制順）年齢順
（昇順）整理は、ソート機能利用で短時間で終
了。県集計は各家保データのコピーするのみ。
データは診療施設開設届出との照合、届出周知
のための住所印刷等に活用。 年からは全家2004
保で 年データの利用が可能となり、さらに2002
効率化予定。今後データは獣医師検索用のデー
タベースとして利用。当ファイルは、市町村名
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リストを書き換えるだけで他県利用可能で、全
国集計にも対応可能。

植害試験における生ごみ・家畜ふんたい肥植害試験における生ごみ・家畜ふんたい肥植害試験における生ごみ・家畜ふんたい肥植害試験における生ごみ・家畜ふんたい肥640
:東京都家保 岩本千絵、浅海哲夫の特性の特性の特性の特性

平成11～15年度に実施した栽培試験（植害試
験）の結果と、窒素、炭素－窒素比（C/N比）及
び油分の分析値から、たい肥の特性を検討。た
い肥は、生ごみを処理機等で乾燥・発酵した生
ごみ処理物（NS）20点と、牛ふん中心の家畜ふ
んにNSを11～70％の割合で混合し堆積・発酵し
た生ごみ入り家畜ふんたい肥（KN）22点とし、
牛ふん中心の家畜ふんに剪定枝等を混合し堆積
・発酵した剪定枝入り家畜ふんたい肥（KT）９
点を参考として供試。植害試験は、無機肥料配
合土壌に供試たい肥を窒素成分量で１鉢当たり1
00mg添加し、コマツナを3週間栽培。植害の程度
は、収穫時のコマツナ生体重を無機肥料区と比
較し、評価。その結果、KNはKTと同様に植害が

、みられない良好なたい肥であると考えられたが
窒素含量がKTに比べて高い傾向があり、施用に
は成分量の考慮が必要。NSは55％に植害がみら
れ、その程度は窒素当たりの油分量と負の関係
であった。一方、植害がみられなかったNSの中
には油分が多いものが含まれていたが、それら
は窒素も多い傾向であった。

：東京都家641 飼料等の硝酸態窒素の分析結果飼料等の硝酸態窒素の分析結果飼料等の硝酸態窒素の分析結果飼料等の硝酸態窒素の分析結果
保 椿太司、藤澤利江子
飼料に起因する硝酸塩中毒は、大きな問題の

一つである。当所では、立入検査での収去や関
係機関からの依頼により飼料分析し、活用を行
っている。平成 年度から平成 年 月まで7 16 11
に分析した、収去品 点、依頼品 点の硝酸29 147
態窒素含量（以下値）について、結果を取りま
とめた。牧草（生草）と青刈飼料作物は、農家
の畑や牧場のもので、施肥量や天候、収穫時期
等に影響され、値の高低が極端であった。乾牧
草とオーツヘイは、ほとんどが輸入品であり値
が極端に高いものは少なかったが、ロットによ
る差があり、スーダングラスで高い傾向。サイ
レージも畑の飼料作物が原料で、施肥量等の影
響で値の高いものが散見。ＴＭＲでは、牧草割
合も小さいため、値も低い傾向。なお、井戸水
（牛飲用）は、水道の基準の 以下であっ10ppm
た。その他では、野菜の残さの値が高かった。
今後も、依頼分析への迅速対応と分析データの
充実に努めたい。

新潟県中越大震災による畜産被害への対応新潟県中越大震災による畜産被害への対応新潟県中越大震災による畜産被害への対応新潟県中越大震災による畜産被害への対応642
：新潟県中越家保 篠川温、馬上斉
平成 年 月 日、新潟県中越地方で最大16 10 23

震度 を観測する大地震が発生。翌日から関係7
機関・団体と連携し、被害状況を調査。畜舎被
害 市町村 戸、死廃家畜は乳用牛 頭、肉11 49 13
用牛 頭、豚 頭。また、出荷不能等による136 62
生乳被害は 市町村 戸 。畜産総被害額は17 54 37t
約 億 千万円。畜舎倒壊、市町村の避難指示9 5
等により 市町村 戸 頭の家畜避難対応4 42 1,394
が必要となった。特に山古志村ではいたるとこ
ろで道路が寸断され、陸路による輸送は一部を
除いて不可能と判断。県・村が中心となり搬出

経路を検討。 月 日、関係機関・団体の獣医11 3
療支援体制の下、陸路・空路による搬出作業を

11 25 22開始し 移動先確保にも努めた 月 日、 。 、
戸 頭の生存牛救出完了。死亡牛処理につ1,202
いては、一部埋却の他、周辺消毒とシート被覆
の応急措置を実施。これまでの作業において、
県内家保職員延べ 名が従事。雪解け、道路226
復旧後本格的な畜産復興対策を実施予定。

：富山643 家保のバイオセーフティ体制の構築家保のバイオセーフティ体制の構築家保のバイオセーフティ体制の構築家保のバイオセーフティ体制の構築
県東部家保 池上良、堀田和
バイオハザード事故を未然に防ぐためバイオ

セーフティ委員会（BS委員会）を設置し 「富山、
県東部家畜保健衛生所微生物等安全管理規定」
を制定してバイオセーフティ体制を構築。微生
物等の危険度分類と施設基準について動物衛生
研究所微生物等管理要領に準拠するが、家保の
特殊事情に応じて豚コレラウイルスのGPE-株を
バイオセーフティレベル（BSL2）に分類、BSL2
施設について前室の設置を必須項目とする独自
規定を追加。BSL3以上の微生物等についての取
り扱いも規定。微生物株の分与や譲渡、保存等
についてBS委員会への届出及び承認等を義務づ
けて所内の微生物を管理把握。BS委員会で協議
及び要求した結果、インフルエンザワクチンの
本県家保職員全員への県費接種が実現。ウイル
ス検査室は平成16年度に安全キャビネットの導
入及び前室の設置によってBSL2対応に整備。細
菌検査室が未整備、規定された職員の採血と血

。清保存が未実施であることを今後の課題とする

家畜衛生におけるWebデータベースの活用家畜衛生におけるWebデータベースの活用家畜衛生におけるWebデータベースの活用家畜衛生におけるWebデータベースの活用644
：長野県伊那家保 青木一郎
当所は 年 月から全職員にパソコンが2002 10

配備 行政情報ネットワークによる庁内 が。 LAN
整備され、家畜衛生分野での業務の効率化が期
待された。導入後、ファイルサーバ（以下 サF

） 、 、ーバ を設置し 各自のファイルを移行した所
情報資産が共有でき、事務処理の簡素化や活用
が図られた。また、各担当者が種々のアプリケ
ーションで作っていた薬事関係事務ファイルを

社の でデータベース化したとこMicrosoft Access
ろ更新作業等が簡略化されると共に、県下での
有効利用も示唆。しかし、県庁合庁間は共有サ
ーバがありデータ等を瞬時に共有できるのに対
し、単独現地機関にはなく、情報交換はメール
や で行っている。 サーバに対し、管理者FAX F
権限でのリモートコントロール、他機関からア
クセスを試みた所、共有サーバ以上に効果的な
運用が図られる事が確認できた。今後、県内で
一層業務の効率化を図るには、 と ブLAN Web
ラウザを利用した データベースが最も有効Web
であり、伝染病発生時の事務等を早急に整備す
る必要があると思われた。

病性鑑定データベースシステムの構築と運病性鑑定データベースシステムの構築と運病性鑑定データベースシステムの構築と運病性鑑定データベースシステムの構築と運645
：熊本県中央家保 濱田公男ほか用用用用
病性鑑定成績活用の目的で、マイクロソフト

アクセスを用い病性鑑定データベースシステム
を開発。システムの内容は入出力に、①事務進
行状況把握、②受付番号で年度と家保を区別、
③表計算と画像ファイル組込、④各畜種共通の
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、 、畜主名簿 ⑤回覧・依頼・回答などの文書印刷
⑥検査課とのやり取りを簡便化、⑦生化学・乳
房炎検査専用の入出力書式等の項目を追加。流
れとしては、受付簿入力後、検査課依頼の場合
はリンク画面で必要項目を加え表計算や画像を
含むファイル一つを検査課へ送信。検査課回答
も一つのファイルを取込み、システム内で依頼
者向けの文書を作成。判りやすいマニュアル配
布により問題なく1年以上経過。2003年度の各家
保のデータベース容量は、各家保20～50MB、検
査課120MB程度。病性鑑定事務を日常的にデータ
ベース化するこのシステムは、新たな文書作成
や複数ファイル管理を省略、所内LANによる一元
管理で、診断状況等チェック機能が向上し効率
化が図られた。
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