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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、各都道府県の平成十七年度の発表会の

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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北海道 平成17年10月26日 札幌市 17 149 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎

青森県 平成18年1月27日 アピオあおもり 16 91 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎

岩手県 平成18年1月19日 盛岡市エスポワールいわて 16 50 ◎ ○ ○ ○ ◎

宮城県 平成18年1月20日 仙台市「勾当台会館」 15 70 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎

秋田県 平成18年1月20日 秋田県庁 13 100 ◎ ◎ ◎ ◎ ○ ○ ◎ ◎ ◎ ○ ◎

山形県 平成18年1月24日 山形県村山総合支庁 10 57 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ○ ◎

福島県 平成18年1月19日 福島県自治会館 18 52 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎

茨城県

栃木県 平成17年12月16日 栃木県総合文化センター 12 110 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ○ ◎ ◎

群馬県 平成17年12月22日 群馬県畜産試験場研修棟 21 81 ◎ ○ ◎ ◎ ◎ ◎ ○ ◎ ◎

埼玉県 平成17年12月21日 埼玉県熊谷家畜保健衛生所 11 75 ◎ ○ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎

千葉県 平成17年12月20日 千葉県教育会館大ホール 17 129 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎

東京都 平成17年12月22日 家畜保健衛生所研修室 13 38 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎

神奈川県 平成18年1月13日 伊勢原市民文化会館 14 122 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎

山梨県 平成17年12月21日 山梨県北巨摩合同庁舎 14 50 ◎ ○ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎

長野県 平成18年1月13日 長野市 11 104 ◎ ◎ ◎ ◎ ○ ◎ ◎ ○ ◎ ◎

静岡県 平成17年12月20日、21日 静岡県総合研修所もくせい会館 18 75 ◎ ◎ ◎ ◎ ○ ○ ◎

新潟県 平成18年1月11日 新潟県庁講堂 17 66 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ○ ◎

富山県 平成18年1月20日 富山県農業共済連合会ホール 10 80 ◎ ◎ ◎ ◎ ○ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎

石川県 平成17年12月15日 石川県庁 14 31 ◎ ◎ ◎ ◎ ○ ◎ ○ ○ ○

福井県 平成18年1月25日 福井県職員会館 10 60 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎

岐阜県 平成17年12月16日 岐阜県福祉・農業会館 14 69 ◎ ◎ ◎ ◎ ○ ◎ ○ ○

愛知県 平成17年12月19日 愛知県自治センター 16 78 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ○ ◎ ○ ◎ ○

三重県 平成17年12月22日 三重JA健保会館３階 19 70 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎

滋賀県 平成18年1月17日 滋賀県男女共同参画センター 16 38 ◎ ◎ ◎ ○

京都府 平成18年1月20日 京都府福利厚生センター 10 67 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ○

大阪府 平成18年1月13日 大阪府職員会館多目的ホール 12 52 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎

兵庫県 平成18年1月21日 兵庫県農業会館 17 110 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎

奈良県 平成18年1月20日 農業振興会館 11 35 ◎ ◎ ◎ ◎ ○ ○ ◎

和歌山県 平成17年12月22日 和歌山県民文化会館 13 50 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎

鳥取県 平成18年1月20日 鳥取県庁講堂 18 87 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎

島根県 平成18年1月19日 島根県民会館 11 60 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎

岡山県 平成18年1月20日 テクノサポート岡山 23 116 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎

広島県 平成18年1月20日 広島県庁６階講堂 16 105 ◎ ◎ ◎ ◎ ○ ◎ ◎ ○ ◎ ◎

山口県 平成18年1月20日 山口県庁 14 90 ◎ ◎ ◎ ◎ ○ ◎ ○ ◎ ◎

徳島県 平成18年1月20日 徳島県職員会館 13 38 ◎ ○ ◎ ◎ ○ ◎ ○ ◎

香川県 平成18年1月13日 香川県獣医畜産会館 12 26 ◎ ◎ ◎ ○ ◎

愛媛県 平成18年1月13日 愛媛県庁 16 63 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎

高知県 平成18年1月30日 高知県職員能力開発センター 10 61 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ○ ○ ◎ ◎

福岡県 平成17年11月25日 福岡県吉塚合同庁舎 18 63 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎

佐賀県 平成17年11月25日 佐賀県西部家畜保健衛生所 13 40 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎

長崎県 平成17年11月15日 長崎県市町村会館 18 96 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎

熊本県 平成17年11月25日 熊本県農業研究センター 12 98 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎

大分県 平成17年11月22日 大分県庁正庁ホール 15 90 ◎ ◎ ◎ ◎ ○ ◎ ◎ ○

宮崎県 平成17年12月15日 宮崎市JA･AZMホール 15 74 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎

鹿児島県 平成17年11月17日 鹿児島県庁講堂 13 100 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ○ ◎ ◎ ◎

沖縄県 平成17年11月22日 沖縄県庁講堂 17 127 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎
計 669 3,493
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高病原性鳥インフルエンザ発生のため、ブロック発表会は中止。（全国演題は書類選考にて選定）
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平成１７年度家畜保健衛生業績発表会一覧
参集範囲　　○：呼びかけ　　◎：実際の参加

都道府県名 開催期日 開催場所

北
海
道
 

東
北



目 次

平成１７年度（第４７回）全国家畜保健衛生業績抄録

ページ
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・Ⅰ 鶏の衛生 1 ～ 23

１．高病原性鳥インフルエンザ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1 ～ 6
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２．ウイルス性疾病 6 ～ 12

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・３．細菌性・真菌性疾病 12 ～ 16
４．原虫性・寄生虫性疾病 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・16 ～ 17
５．一般病・中毒・繁殖障害・栄養代謝障害 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・17 ～ 18
６．保健衛生行政 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 18 ～ 21
７．その他 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・21 ～ 23

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・Ⅱ 豚の衛生 23 ～ 45
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１．ウイルス性疾病 23 ～ 30

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２．細菌性疾病 30 ～ 37
３．原虫性・寄生虫性疾 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・37
４．一般病・中毒・繁殖障害・栄養代謝障害 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・37 ～ 38
５．保健衛生行政 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・38 ～ 39
６．畜産技術 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・39 ～ 41
７．その他 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・41 ～ 45

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・Ⅲ 牛の衛生 45 ～ 114
１．ＢＳＥ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・45 ～ 47

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２．ウイルス性疾病 47 ～ 59
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・３．細菌性疾病 59 ～ 79

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・４．原虫性・寄生虫性疾病 79 ～ 81
５．一般病・中毒・繁殖障害・栄養代謝障害 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・81 ～ 89
６．生理・生化学・薬理 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・89 ～ 92
７．保健衛生行政 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・92 ～ 101
８．畜産技術 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・101 ～ 108
９．その他 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・108 ～ 114

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・Ⅳ その他の家畜の衛生 114 ～ 122
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１．ウイルス性疾病 114 ～ 115

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２．細菌性疾病 115 ～ 118
３．原虫性・寄生虫性疾病 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・118
４．一般病・中毒・繁殖障害・栄養代謝障害 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・118 ～ 119
５．その他 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・119 ～ 122

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・Ⅴ 共通一般衛生 122 ～ 135
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１．細菌性疾病 122 ～ 123

・・・・・・・・・・・・２．生理・生化学・薬理・保健衛生行政・畜産技術・その他 123 ～ 135



I鶏の衛生 

 Ⅰ－１高病原性鳥インフルエンザ 

 

１ 高病原性鳥インフルエンザ防疫対策の取組み：青

森県十和田家保 福田靖、神山義郎 

 高病原性鳥インフルエンザ感染経路は渡り鳥から

の感染が示唆されているため、管内の２千戸を越える

少羽数飼養者と７ヶ所の渡り鳥飛来地（飛来地）への

指導を実施。愛玩鶏飼養者に対しては、地区推進協議

会と連携し、市町村日程調整等協力の下、３２３戸へ

の巡回や広報等で呼び掛けにより、本病の啓発、侵入

防止対策及び消毒方法等の衛生管理について指導。そ

の９割以上で野鳥等の侵入防止対策の実施確認。希望

者へのＮＤワクチン接種も実施。県特産地鶏あおもり

シャモロック生産者へも農林水産事務所と定期的に指

導。渡り鳥飛来地に対しては、飛来地管理者に対し本

病の啓発と見学者へ靴底及び手指消毒について指導

し、衛生管理の徹底を図った。市町村担当者との戸別

巡回で連絡体制の緊密化が図られ、本病防疫意識高揚

と少羽数飼養者への対応が可能となった。 

       

２ 鳥インフルエンザ防疫強化への取組み：青森県八

戸家保 高橋むつみ、中島聡 

鳥インフルエンザが国内外で発生しているため、防

疫対策を強化。全国一斉サーベイランス・モニタリン

グ強化による監視体制の打合会議開催、趣旨・実施内

容周知。法に基づく死亡鶏報告内容分析。必要に応じ

立入による状況確認、病性鑑定を実施し、異常鶏早期

発見・通報徹底を指導。GPセンター等の関連施設管理

者と防疫対応、問題点協議。小羽数飼養者へ市町村広

報、電話等で情報発信・収集。採卵鶏密集地域を中心

に半径10㎞圏内の小羽数飼養者を重点指導。市町村と

協力して巡回。飼養衛生管理基準に基づき野鳥対策や

消毒の重要性を啓発。異常鶏早期通報要請、ニューカ

ッスル病ワクチン接種指導実施。小学校ではアンケー

ト実施。速やかな通報体制、農場や関連施設管理者と

の相互理解、信頼関係を構築。アンケートから家保の

情報発信や立入指導が効果的。小羽数飼養者の重点指

導で飼養管理や衛生意識向上。小羽数飼養実態は流動

的で、把握のために飼養者の届出等の方策も必要。 

 

３ 仙南地域における高病原性鳥インフルエンザ防

疫体制の整備に向けた取組み：宮城県大河原家保 國

井洋、大場実 

 高病原性鳥インフルエンザ（HPAI）防疫体制の整備

に向けた過去3年間の取組を報告。防疫演習は6回開

催し、発生時の迅速な体制整備と正しい知識の再認識

が図られた。特に、今年度の演習は農家の責任業務を

中心に実施。また、地方現地対策本部等の研修会も開

催し参加人数は農家及び関係者対象で延465名。さら

に、農家巡回を強化して疫学情報収集や飼養状況等随

時把握するとともに鴨類や小羽数飼養農家も対象とし

延203戸実施。成果として、農家からの異常鶏の迅速

な届出体制も整備され鳥インフルエンザの病性鑑定件

数は3年間で野鳥も含め127件241羽。なお、HPAI発

生時の対応で省力・低コストな消毒法としてCKライム

法（消石灰乳液にカチオン系界面活性剤を添加した消

毒薬）の応用試験を実施。消毒後のふきとり検査の結

果、生菌数が減少、従来の生石灰乳の方法より安価か

つ簡易で、消毒効果も高く実用的消毒法と判定。 

 

４ 我が国の発生事例検討に基づく管内大規模養鶏

農場における高病原性鳥インフルエンザ対策：宮城県

登米家保 小寺文、加藤伸悦 

 平成16年1月、国内で79年ぶりに発生した高病原

性鳥インフルエンザ(HPAI)は、平成17年6月から茨城

県を中心に弱毒タイプとして継続発生。茨城県では未

だ防疫対策を継続中。当所でも、発生に備え防疫演習

や地域情報連絡会議、畜産担当者を含む勉強会等を実

施するも、管内大規模養鶏2農場（24万羽ウィンドレ

ス鶏舎、24 万羽開放鶏舎）の発生想定と防疫対応に、

事前の農場協力が不可欠であると痛感。そこで、農場

立入を重ね、発生時に速やかに関係機関との防疫協議

に当たれる様、大規模養鶏農場における衛生管理及び

HPAI対策を確認。これまで口頭で行われていた作業手

順書の整備等、改善点を提示し、農場の防疫対策の一

環として実践。さらに、発生時の防疫対象である鶏体

及び汚染糞便の処理について、緊急性と病原体散逸防

止対策が必要なことから、発酵消毒を併用した焼却処

理方法を検討。県内飼養羽数の75%(戸数7%)を占める

大規模養鶏農場における HPAI 防疫シミュレーション

として報告。 

 

５ 高病原性鳥インフルエンザ(HPAI)対応と今後の

課題：栃木県県央家保 黒澤圭、阿部素子 

 当所で実施したHPAI対応の概要と課題を報告。平成

16年 1月山口県でHPAI 発生後、管内全養鶏農場を巡

回、リーフレットで注意喚起。平成17年2月県内の市

町村・関係機関を参集し防疫演習を実施、各機関の役

割分担を確認。同年6月茨城県で本病発生後、直ちに

情報提供と異常の有無等の調査を実施。疫学関連農場

8 戸の血清 166 検体、気管スワブ・クロアカスワブ各

106 検体は抗体検査・ウイルス分離で全例陰性。全国

一斉サーベイランスでは33戸で血清330検体を採取、

全例抗体陰性。飼養羽数1,000羽以上の農場全戸に対

し防鳥対策の実施状況・産卵率をはじめとした詳細な
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聞き取り調査を実施。併せて鶏舎見取り図を作成、死

体等の処分方法を個々に検討。防疫演習による危機管

理体制の構築等により、茨城県での発生後迅速に対応。

現在モニタリング及び報告徴求再開により監視体制を

強化中だが、隣県の茨城県で本病が終息していないこ

とを踏まえ、防疫対策のさらなる強化が必要。 

 

６ 高病原性鳥インフルエンザ抗体陽性農場への防

疫対応：埼玉県中央家保 渡辺志保、鈴木智 

 高病原性鳥インフルエンザ（HPAI）全国一斉サーベ

イランス実施の１採卵鶏飼養農場（約98,000羽飼養）

で、8月16日、1/10羽に抗体陽性を確認。確定検査で

29/40羽にH5N2亜型抗体を確認。8月18日、擬似患畜

と決定し、殺処分を命令。移動制限区域を半径5km圏

内とし、HPAIに関する特定家畜伝染病防疫指針及び埼

玉県HPAI防疫事務の手引きにより防疫措置を開始。移

動制限翌日、移動制限対象採卵鶏農家2戸の鶏卵は、

家きん卵出荷監視検査により陰性を確認し、出荷を再

開。消毒ポイント３か所で276台の関係車両を消毒。

殺処分用ペール缶のフタに穴をあけノズルを挿入して

炭酸ガスを注入。使用量を従来の６割に低減。殺処分

日数、9日間。死体は、3か所の焼却場で焼却。作業従

事者、延べ1,634人。鶏卵30tを含む汚染物品は、鶏

舎とともにホルマリン煙霧消毒、鶏糞770tは、鶏舎内

で発酵消毒し、防疫措置完了。愛玩鶏等の清浄性確認

により、9月25日、移動制限解除。 

 

７ 県内で確認された HPAI 対応を踏まえた防疫対策

の検討：埼玉県熊谷家保 塩入陽介、田中美貴 

 平成17年6月、茨城県の高病原性鳥インフルエンザ

（以下HPAI）の発生を受けて、埼玉県内の 74 農場で

サーベイランスを実施。8月18日にK市Ｉ農場で抗体

陽性鶏を確認。この農場の防疫作業には延べ約 1,800

人が従事し、当所からも延べ116人が業務に携わった。

防疫措置終了後、業務の経験を踏まえ、熊家保防疫マ

ニュアルの見直しを実施。新たに策定したマニュアル

は10万羽規模での発生を想定。主な改定部分は①抗体

陽性確認後から診断が確定するまでの3日間の初動体

制の明確化②各作業班における作業内容の細分化と組

織化③防疫対策に必要な機材等のリストの追加。発生

農場の飼養羽数、鶏舎数に加えて焼却施設数、消毒ポ

イントの設置数等を基に、防疫措置に必要な人数が積

算できる数式を作成。新たに策定したマニュアルを基

に、防疫研修会を開催し、発生時における集合場所や

必要機材の確保状況等についてアンケートを実施し、

危機管理意識の向上を図った。 

 

８ 高病原性鳥インフルエンザ発生に備えた管内焼

却施設等の利用の検討：千葉県中央家保 坂元依子、

高橋岩雄 

 平成 17 年に茨城県で発生した高病原性鳥インフル

エンザ（HPAI）2 例目の事例において、殺処分された

鶏等が全国で初めて一般廃棄物処理施設（焼却施設）

で焼却処理された。これを受け、発生に備えた対策と

して管内の焼却施設の利用について13市22施設を対

象に文書による調査を行った結果、殺処分された鶏等

の焼却処理可能が9施設、不可能が13施設であった。

また、処理不可能な理由については、構造上の問題、

焼却量の問題、周辺住民の承諾が取れない、施設の目

的外使用、従業員に感染の危険性の5項目が挙げられ、

中でも構造上の問題が も多かった。不可能と回答の

あった飼養羽数の多い2 市（4 施設）について、可能

性を模索するため、更に施設への巡回調査を行った結

果、2施設が利用可能へと転じた。HPAI発生時には通

常関わりの浅い清掃部局などとも協力し迅速に対応す

る必要があるが、本調査で更なる相互理解の必要性が

確認された。 

 

９ 高病原性鳥インフルエンザ(HPAI)への取り組

み：千葉県東部家保 飯田直樹、三輪律子 

本年6月の茨城県でのHPAI発生を受け、平成16年

度に組織化した東部地域現地対策本部としての活動を

開始。直ちに管内全養鶏農場に電話調査及び緊急巡回

で異常鶏の有無を確認し対策を指導するとともに、対

策本部連絡調整会議で対策本部構成員（以下構成員）

に情報提供並びに防疫体制の再確認を行い、また緊急

連絡網及び防疫活動支援要員名簿を整備し発生に備え

た。全国一斉サーベイを円滑に行うため、各市町村協

力のもと、市町村又は郡単位で直接農場に説明する会

議を開いた。12月には防疫演習を実施、茨城県の防疫

対策状況を説明し、各構成員の役割を再確認、また保

健所が防護服着脱方法の実演を行った。このような活

動により各構成員の現状把握や発生時の役割の理解を

促すことができた。今後も各構成員との連携を強め、

発生時、特に初動防疫が迅速にとれる防疫体制の確立

に努めたい。 

 

10 家畜病性鑑定所における鳥インフルエンザ検査

への対応：神奈川県病鑑 英 俊征、栗原定男 

 当所ではモニタリングの強化や死亡鶏等の病性鑑定

に係る鳥インフルエンザ検査業務に、より迅速な対応

をするため、検査体制の見直しと強化を行った。ウイ

ルス分離検査について、留意事項等を詳細に記載した

独自の検査マニュアルを作成すること等により、全職

員への技術伝達を行い検査対応能力の向上を図るとと

もに、検卵や継代等に係る休日作業には当番シフト制

により対応を行っている。また、自動転卵装置付ふ卵

器を導入し、有精卵(約100個/週)の計画的なふ卵を行

- 2 - 



い、発育鶏卵接種試験を常時可能としている。さらに、 

日常業務化した検卵には、従来の透過光式検卵器に加

え鶏胚の心拍や動きを簡易にモニターすることができ

る「デジタル検卵器」を導入し、熟練度合いにかかわ

りなく正確かつ早期に鶏胚の生死判別を可能とするこ

とで、効率化と精度向上を図った。今後も、県内での

万一の発生に備えた危機管理体制の強化と、充実した

検査体制の構築に努める。 

 

11 高病原性鳥インフルエンザ発生予防対策：福井県

家保 朝倉利江、近藤守人 

高病原性鳥インフルエンザ(HPAI）の国内発生から今

年度にかけて家保が実施した発生予防対策の概要を報

告。 巡回指導を平成16年1月から平成17年11月ま

でに8回実施し、鶏舎の構造・飲用水について、不適

切な事例に対しては改善を指示。市町村担当者などの

畜産関係者を対象とし、本病の危機管理を目的とした

防疫会議を４回実施。家畜保健衛生所（家保）内にお

ける机上訓練を実施。 効果は農家への巡回を繰り返

し実施することにより、家保と農家との意思疎通が円

滑に進むようになった。踏み込み消毒槽の設置および

野鳥侵入対策などを農家が講じるなどの指導効果がえ

られた。防疫会議、防疫訓練を実施したことで理解が

深まり、市町村の自衛防疫組合が自主的にマニュアル

を作成できた。年に1度の対策会議または防疫訓練を

行ったことから、関係団体および担当部署への協力体

制が構築。会議時の自由意見では情勢の変化および担

当者の異動も考慮して年に1度の防疫会議を求める声

が多かった。 

 

12 本県における高病原性鳥インフルエンザ（HPAI）

検査概要と防疫対応：山梨県東部家保 相川忠仁、深

沢矢利 

 昨年、７９年ぶりとなる国内でのHPAI発生が確認さ

れた。HPAIへの対応として、HPAIモニタリング検査２

８件２８０羽、死亡野鳥等のHPAI検査３７９件５４３

羽、病性鑑定でのHPAI検査７件５５羽並びにHPAIサ

ーベイランス検査（抗体検査）６９件７４２羽を実施

した（１１月３０日現在）。 

 今後もHPAIの監視を徹底していくため、家保と農場

主との情報交換会を開催し、①モニタリング検査農場

の追加検討、②サーベイランス検査の実施、③病性鑑

定の対応、④死亡野鳥等の浸潤状況調査、⑤家伝法第

５２条の報告の徹底、⑥飼養管理基準の徹底並びに⑦

農場でのHPAI対策等について認識を深めた。 

 

13 高病原性鳥インフルエンザの防疫活動状況：山梨

県西部家保 竹田真也、輿水佳哉 

 平成16年1月、本年6月の国内での高病原性鳥イン

フルエンザ（HPAI）の発生に伴い、HPAIに関する当所

管内の死亡鶏、野鳥等の問い合わせ及び検査依頼があ

った。平成16年は214件262羽、平成17年は現在ま

で13件42羽であった。平成17年に減少したのは、H

PAIに関する正しい知識、情報の周知が行われた結果

であると思われる。 

 今年行ったHPAIサーベイランス検査結果は、当所管

内対象農家全て陰性であったが、HPAI発生を想定した

初動防疫演習を実施した。この内容は、①畜産課への

通報、②当該市町村への対応、③防疫措置を行う組織

作り、④当該農家への対応等である。 

 HPAI 発生に対する防疫措置は一刻を争うことから、

緊急時に対処出来る防疫体制作りは重要である。今回

行った初動防疫演習は、防疫体制の確認をするだけで

なく、関係機関との連携の重要性、農家への周知方法

等が重要であることを認識した。 

 

14 高病原性鳥インフルエンザの発生に備えた取り

組み：長野県松本家保 山本修 

 松本家保管内は県内でも有数の養鶏地域であるため、

高病原性鳥インフルエンザ（ＨＰＡＩ）の発生に備え、

①積極的な情報提供②全国一斉サーベイランスの実施

とモニタリングの継続・強化③防疫演習・防疫研修会

の開催④防疫資材の備蓄⑤各中核経営体の立地条件・

飼養規模ごとに発生した場合の防疫措置のシミュレー

ションの実施といった取り組みを実施。シミュレーシ

ョンでは、京都府及び茨城県の実際例を踏まえ、移動

制限およびその例外措置、殺処分、死体等の処理につ

いて具体的に検討。死体等の埋却処理が可能な経営体

は約半数であったため、一般廃棄物焼却施設における

焼却も検討。さらにこれらの検討をもとに、県ＨＰＡ

Ｉ防疫対策マニュアルに基づき発生農場の各措置の作

業を詳細に記載した実施マニュアルを作成し、防疫措

置の迅速かつ円滑な実施を図った。 

 

15 茨城県での HPAI 発生以後の地域防疫対策：岐阜

県東濃家保 伊藤一智、井上富雄 

 平成16年2月京都府での高病原性鳥インフルエンザ

（以下HPAI）発生以後、全国的に様々な防疫対策が実

施されて終息。平成17年6月に茨城県で弱毒タイプの

HPAIの発生が確認されたため、新たな防疫対策として

飼養鶏1,000羽以上の農場45戸を対象に、飼養衛生管

理基準の遵守状況等と発生時の死体及び汚染物品の処

理場所（以下処理場所）の確保状況確認。その結果、

野鳥侵入対策等が不十分と判断された農場は 6 戸

13.3％。その対策として当該農場への再立入を実施し、

防鳥ネット設置等の具体的な改善を指導。また、処理

場所について焼却・埋却・発酵消毒いずれも困難と回

答した農場は飼養鶏 10 万羽以上の大規模経営を中心
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に 19 戸 42.2％。そのため、茨城県での事例に準じ一

般廃棄物焼却場の利用の可能性を検討するため管内当

該施設の調査を実施。その結果、処理性能等から現状

では困難と判断。今後、大規模養鶏地帯での発生に備

えた処理方法の確保が急務。 

 

16 管内過去５年間の愛玩鳥への防疫体制整備：岐阜

県中濃家保 野池洋行、森本久 

 平成16年1月から、山口・大分県、京都府で発生し

た高病原性鳥インフルエンザ(HPAI)は、同年4月に終

息。その後HPAI防疫指針が制定され、発生時は移動制

限区域内の愛玩鳥の清浄性確認が必要。平成 17 年 6

月から関東で続発した防疫措置で、愛玩鳥の清浄確認

検査が実施された。以前より当所では国内における愛

玩鳥を含むニューカッスル病の発生の増加に伴い、管

内愛玩鳥の飼養状況調査を実施。平成14年度業績発表

会で「小規模養鶏農家の防疫指導」を報告(292 戸、

2,734羽)。愛玩鳥の分布および養鶏農家からの距離は、

防疫活動上重要。平成16年2月に実施した調査におい

て、管内で多くの愛玩鳥飼育を確認(470戸、5,321羽)。

管内市町村は、自治会等に協力を求め広報・回覧板を

利用する等の方法で調査を実施。発生時の愛玩鳥調査

は、発生場所からの距離に応じた自治会との連携、迅

速な報告連絡、県GIS情報での野鳥水場調査等が有効。 

 

17 県内における高病原性鳥インフルエンザの防疫

対応：滋賀県家保 山路泰介 

 高病原性鳥インフルエンザ(HPAI)の発生は世界的な

広がりを見せ、国内においても茨城県を中心に抗体陽

性鶏群が継続的に確認されるなど、その防疫対応は重

要。茨城県におけるHPAI防疫対策支援と本県の防疫対

策に役立てるため職員を派遣。その報告会および研修

会を開催するとともに、防疫対策の万全を期し、初動

防疫の連携強化を目的に机上防疫演習を実施。茨城県

等で発生した HPAI は弱毒タイプで従来にない病性で

あり、監視強化のため7～12月にかけて延べ69戸、756

検体の抗体調査を実施。全て陰性。養鶏農家に対し、

国内外のHPAI発生について広報し、防疫意識の向上を

図り、HPAI対策の現状把握と指導を目的に6～12月に

かけ3回の巡回を実施。昨年度に比べ防鳥ネット、飲

水消毒等で改善。HPAIは社会的にも非常に注目されて

おり、農家のHPAI対策の徹底は緊要。また家保では国

と連携し定期的に琵琶湖に飛来する野鳥からのウイル

ス分離を実施し、その動向把握に努めている。 

 

18 高病原性鳥インフルエンザ（ＨＰＡＩ）発生に備

えた隣接府県との連携：京都府中央家保 森田誠、寺

石武史 

 京都府では2004年のＨＰＡＩ発生後、防疫対策要領

を制定、これにより発生予防に努め、府内発生時には

まん延防止に取り組む。一方、当所管内は三重県、滋

賀県、奈良県及び大阪府と隣接し、隣接府県でＨＰＡ

Ｉが発生した場合、正確な情報不足のため初動防疫が

遅れると、発生が拡大する恐れあり。そこで、ＨＰＡ

Ｉの発生に備えて隣接府県との情報交換を行い、連携

体制の構築に取り組む。１）管内養鶏農家の緯度・経

度を計測するとともに雛、廃鶏、飼料、鶏糞等の流通

状況を調査、状況把握。２）隣接５府県の家保との府

県境防疫会議で、ＨＰＡＩ発生時の情報交換等につき

協議、新たな取り組みとして府県境10km以内に位置す

る養鶏農家の緯度・経度情報を共有化。３）京滋広域

連携推進協議会で、畜産課及び家保が府県間の防疫体

制を協議、ＨＰＡＩ発生時の消毒ポイントの共有化、

家畜防疫員の派遣、防疫用資材の提供等の連携を確認。

今後はより実践に即した取り組みが必要。 

 

19 京都府高病原性鳥インフルエンザ防疫対策要領

に則した実地防疫演習：京都府南丹家保 川島康成、

藤野日出海 

 【はじめに】新型インフルエンザの出現を阻止する

には、高病原性鳥インフルエンザ（以下、「ＨＰＡＩ」

という。）発生時の初動防疫が 重要であり、経験を

基に対応事項別にマニュアル化した本府独自の防疫対

策要領に則した初動防疫実地演習を企画し、検証した。 

【演習の実施】関係機関への情報発信を①伝染性疾病

発生疑い段階、②ＨＰＡＩが否定できない段階、③Ｈ

ＰＡＩを疑う段階、④迅速遺伝子診断でＨ５亜型確認

の各段階で行い、段階毎に、能動的に担うべき事項を

整理し役割を明確化した。また、正確な情報収集・分

析に基づき、防疫スケジュールと体制の準備をした。 

【検証の結果】①関係機関との認識のすり合せにより、

防疫方針及び住民対応を意識した危機管理体制の整備

が図れた。②初動防疫時からの的確な連携と病性決定

後直ちに立ち上げる防疫体制の構築に手応えを得た。 

【検討事項】近隣府県に及ぶ発生時に、関係府県が協

調して初動防疫を遂行する広域危機管理体制の構築。 

 

20 高病原性鳥インフルエンザ防疫体制：大阪府南部

家保 葛城真美子、虎谷卓哉 

 一昨年の京都府での発生以降、府内養鶏農家等にお

ける感染の有無を確認するため、養鶏農家を選定し、

毎月ウイルス検査、抗体検査等のモニタリングを実施。

残りの養鶏農家や家きん飼育施設について、1 農家当

たり年3回立入りし、ウイルス検査、抗体検査等を実

施。養鶏農家等において、野鳥との接触防止のため、

立入検査に併せて防鳥ネット設置の確認及び再点検を

指導。防疫意識向上のため、健康福祉部や関係機関等

も参加した防疫演習を実施すると共に、「大阪府高病
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原性鳥インフルエンザ防疫対策要領」を制定し、対応

に万全を期している。一方、定期立入検査で、アイガ

モからA型インフルエンザウイルスを分離。直ちに移

動自粛要請、疫学調査、ウイルス浸潤状況検査等の初

動防疫を実施したが、低病原性のH4亜型と判明、移動

自粛を解除するなど、一連の初動防疫を終了。今後も

関係部局・関係機関等との連携を密にすると共に、監

視体制の充実強化と迅速な防疫対応を図りたい。 

 

21 アイガモから分離された低病原性鳥インフルエ

ンザウイルスについて：大阪府南部家保 木原祐二 

 鳥インフルエンザ(AI)定期検査でアイガモ飼養A農

場から AIV 分離、(独)動物衛生研究所で低病原性 H4

亜型と同定。その後実施したA農場と周辺農場の検査

内容と分離ウイルスの性状について報告。<材料と方法

>A農場：5群計47羽の気管・クロアカスワブ、周辺農

場：6農場計60羽の気管・クロアカスワブ。ウイルス

分離とA型インフルエンザウイルス共通のプライマー

でPCR検査。分離AIVは抗血清によるHI試験とH4特

異的プライマーで PCR、遺伝子解析。<結果>周辺農場

はPCR、ウイルス分離陰性。A農場3群でPCR陽性、同

3群からAIV分離。HI試験で3株共H4亜型と同定。3

株全て H4 特異的プライマーで遺伝子増幅。H4 亜型と

同定された4株のHA 遺伝子配列の相同性は99%以上、

HA蛋白の開裂部位推定アミノ酸配列は、4株共低病原

性の特徴。<まとめ>臨床症状のないアイガモから低病

原性AIVを分離、対応の困難さを感じたが、H4亜型を

同定する成果を得た。定期検査の継続でAI蔓延を未然

に防ぐことが可能。 

 

22 高病原性鳥インフルエンザ発生時の処分計画

と肉用鶏の発酵消毒試験：兵庫県和田山家保 松本

瞳 

 高病原性鳥インフルエンザ（HPAI）の発生に備え

た事前防疫対応として、家きん千羽以上飼養してい

る農場において、生産者自らが処分対象となる患畜

等の死体や汚染物品の数量把握と、対応可能な処分

方法を検討し、農場毎に処分計画を策定。家保及び

市町は地域推進会議、巡回指導を行い、計画策定を

支援。HPAI 発生時の防疫措置に要する経費、人員、

処理日数等をシミュレーションし、処分モデルを作

成。これらの結果を踏まえ、県の基本方針を焼却と

決定。一方、管内は肉用鶏生産地域であり、焼却施

設での迅速な対応が困難な場合を想定し、肉用鶏の

発酵消毒について検証。肉用鶏 100 羽、鶏ふん等、

副資材としてオガクズ及び乾草を用い、重層法を実

施。堆積内部の温度は3日以内に60℃まで上昇、持

続し、鶏死体は確実に分解。アンモニア濃度は、一

般的な鶏ふん発酵乾燥ハウスと同程度。発酵消毒は

肉用鶏においても実用可能であり、地域の実状に応

じて活用できる有用な処分方法。 

 

23 高病原性鳥インフルエンザの事前防疫対応：兵庫

県姫路家保 石井淳 

 高病原性鳥インフルエンザ（HPAI）の事前防疫対応

として、農場毎の患畜等処分計画とHPAI発生時の処分

モデルを作成。処分計画では1,000羽以上の134戸を

対象に処分場所の有無、水系汚染や臭気等の環境問題、

住民同意の必要性等について調査し、埋却･発酵･焼却

の中から処分方法を選定。集計･分析の結果、臭気や水

系汚染の心配がなく、埋却又は発酵を実施できると思

われる農場は14戸（10.4％）と少数。処分モデルでは、

一定の農場条件を設定し、防疫措置に要する人員、資

材、経費等を試算。焼却に比べ経費面で発酵が相対的

に安価となったが、追加経費や経営再開遅延など、発

酵産物の 終処分が問題。この結果と京都府･茨城県の

処分の実例も踏まえ、本県では焼却処分を基本方針と

決定。各市町と焼却施設の利用体制を調整中。今後は

所管区域を越えた広域の焼却施設利用体制整備や、焼

却処分の予備的措置として発酵消毒の利用も検討。 

 

24 平成１７年度倉吉家畜保健衛生所病性鑑定室で

の鳥インフルエンザ検査状況：鳥取県倉吉家保 安田

航 

 鳥取県内の３ヵ所の家畜保健衛生所では、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、毎月１回１農場についてモニタリング検査を実

施。また、平成１７年６月に茨城県で鳥インフルエン

ザの発生が確認され、７月に国から通達を受け、１，

０００羽以上飼養採卵鶏農場の３割以上を検査対象と

した全国一斉サーベイランス検査について、鳥取県は

告示検査として実施。さらに、１０月に強化された、

採卵鶏飼養羽数１，０００羽以上の農場について１年

に１回の検査が義務付けられたサーベイランス検査に

ついても実施、全て終了。 

  平成１７年１２月までのこれら検査結果は何れも全

て陰性。今後も引き続き飼養者へ発生予防の注意の呼

びかけと、万全の検査体制による早期発見に努力。 

 

25 高病原性鳥インフルエンザ発生時の防疫対応：岡

山県井笠家保 萱原佳美、別所理恵  

 高病原性鳥インフルエンザは世界各地で感染拡大が

報告される他、ウイルス変異によるヒトへの感染が懸

念される等、より迅速な防疫活動が求められる。また

国内でも、山口、大分、京都そして茨城など発生例の

増加とともに、防疫対応も変化。これを受け、当家保

でも発生を想定した事前の防疫対応のうち、死体・汚

染物品等の処分に係る①私有地等の埋却地所有状況調
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査②管内の廃棄物焼却施設の処理能力等に関する調査

を実施。その他の防疫関連事項についても関係機関と

ともに実施。情報の共有化、協力体制の強化を図り、

これらの情報を汎用性の高い地図ソフトに入力し、家

畜防疫実施体制の整備に努めたのでその概要を報告す

る。 

 

26 高病原性鳥インフルエンザ発生時の殺処分およ

び発酵消毒方法の検討：広島県備北家保 児玉幸子、

五反田桃子 

 1方法開放低床式ケージ飼育の採卵鶏30羽を用い、

二酸化炭素(CO2)を用いた安楽死及び発酵消毒法を検

討。発酵消毒は、鶏糞+わらの上に死亡鶏を置き、その

上に重層するものを変えて試験。試験区1はおがくず+

わら、試験区2は発酵中鶏糞+わら、試験区3は米ぬか

+発酵中鶏糞+わらとし、9日目に攪拌混合、37日目に

試験終了。鶏体内及び鶏体周囲の温度、鶏体分解程度

を比較。2成績[殺処分]鶏5羽では2l/secでCO2注入

120秒後、10羽では5l/secでCO2注入90秒後に死亡。

[発酵消毒]試験区1、3は鶏体内で攪拌前は56℃以下

で推移。試験区2は鶏体内及び鶏体周囲ともに24時間

以内に56℃以上に上昇。鶏体は試験終了時には全試験

区でほぼ分解。3考察[殺処分] CO2を急速に注入し、

袋内の鶏体詰め込み密度が高い状態が 適。[発酵消

毒]通気性を確保し、発酵中鶏糞が直接作用した試験区

2で鳥インフルエンザウイルス不活化条件(56℃以上)

を充足。鶏を移動せず発生農場での処理が可能で、環

境へ汚水流出が少ない等の利点から応用可能。 

 

27 高病原性鳥インフルエンザ(HPAI)防疫への取組

み：香川県西部家保 泉川康弘、合田憲功 

 国内でHPAIが発生し、現在も継続。県内での発生に

備えた対応として県防疫マニュアルの作成、防疫演習

（机上、実地）等を実施。家保では、防疫マニュアル

に基づく早期発見のための監視体制を強化するため、

連絡会議の開催、リーフレット作成・配布による情報

の共有化、飼養状況報告の徹底、定期的なモニタリン

グ調査、立入検査を実施。市町合併に伴い、関係機関

等との連携強化を図るため、広域化した防疫体制の整

備を確認。発生時の対応として、市町・関係団体の緊

急連絡先や消毒ポイント等の防疫対策リストに加え、

資材調達リストを作成。管内広域焼却施設等の利用に

向けた事前調査や各市町での役割分担を確認。GPセン

タ－再開のための調査・指導。現在、モニタリング調

査の年度内実施と迅速な防疫対応を図るための防疫マ

ップの整備、焼却時の安全性確保対策やその他の処分

方法など総合的な防疫対策について実施。 

 

28 高病原性鳥インフルエンザ発生における防疫対

策の検討：大分県宇佐家保 大塚高司 

 本年６月茨城県において高病原性鳥インフルエンザ

（Ｈ５Ｎ２亜型）が発生、９月で３１例に達し処分対

象羽数も約１４７万羽となり、茨城県より殺処分等に

係る家畜防疫員の派遣要請を受け、本県から３名の家

畜防疫員が実務に当り、今後本県における防疫対応に

ついて検討。大規模農場での殺処分は自衛隊及び各県

への派遣要請を行うとともに防疫従事作業員の人員確

保が重要であり人員配置および殺処分方法のシュミレ

ーション及び処分鶏の処分方法について検討。 

 本病の早急な防疫対策を目的とし埋却法並びに一般

処理場を活用した焼却法のため焼却場を調査検討。 

 さらに今後防疫体制の万全を期すため監視体制の強

化のためモニタリング強化や千羽以上飼養者への報告

徴求の再開、異常愛玩鶏の連絡徹底指導を図るととも

に畜産関係職員との連絡体制を再構築。本県での発生

は愛玩鶏であり、派遣は殺処分法等の貴重な体験とな

り、今後本県における迅速な防疫対応の参考となった。 

 

 Ⅰ－２ウイルス性疾病 

 

29 岩手県で分離された伝染性気管支炎ウイルスの

遺伝子学的および血清学的解析：岩手県中央家保 関

慶久、本川正人  

 2004～2005年に岩手県内の4農場の病鶏から分離し

た伝染性気管支炎ウイルス4株（IW-1～-4）を遺伝子

学的および血清学的に解析した。S1蛋白領域の分子系

統解析により、IW-1～-4は同順序でJP-Ⅰ、-Ⅱ、-Ⅲ

および4/91遺伝子型に分類された。HaeⅡ、EcoRⅠお

よび PstⅠを用いた制限酵素解析により、IW-1～-4、

MassachusettsおよびGray遺伝子型株は互いに識別可

能な切断像を示した。IW-1、-3および-4の切断像はそ

れぞれ既知の同一遺伝子型株のそれと一致した。IW2

のHaeⅡ切断像は既知のJP-Ⅱ型株と相違し、切断部位

の1塩基に点変異が存在した。IW-1～-4、H120および

Gray株を指示ウイルスとするJP-Ⅰ、-Ⅱ、-Ⅲ、4/91、

MassachusettsおよびGray遺伝子型株の免疫血清の中

和抗体価は、免疫血清由来株と指示ウイルスの遺伝子

型が同一の際により高い値を示した。 

 

30 アイガモのニューカッスル病発生への取り組

み：宮城県仙台家保 矢島りさ、岸田忠政 

管内のアイガモ飼養農場でニューカッスル病(ND)発

生を確認。当該農場は初生ひなを導入、約75日齢で出

荷。飼養舎は平飼い方式で常時約3,000羽飼養。NDを

含めワクチンは未接種。通常、導入後にアモキシシリ

ン製剤を投与するが発症群のみ未投与。症状は2週齢

の群で脚弱・起立困難等を呈し、入雛後 14 日間で約
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370羽(45%)が死亡。生存鳥7羽・死亡鳥2羽の病性鑑

定を実施。全例に心外膜炎等を認め、ほぼ全臓器から

Myroides sppを分離。ND-HI抗体は6羽(6/7)が保有、

腸管乳剤からNDウイルスを分離、NDと診断。直ちに当

所の他、農場所在の町役場に対策本部を設置。同居ア

イガモ2,814羽を法令殺後、飼料約4tとともに埋却処

分。法令殺には炭酸ガス(CO2)を用い、全羽処分に約3

時間を要した。当日の作業従事者は24名、諸経費は資

材・CO2で約 20 万円。アイガモはNDワクチンの免疫応

答が低くワクチンプログラムも確立されていないため、

農場再開に向けて今後の検討が必要。 

 

31 採卵養鶏場に発生した鶏痘:千葉県中央家保 吉田

喜一郎、芦澤尚義 

 平成17 年 8 月、採卵養鶏場で肉冠及び眼瞼に発痘を

生ずる疾病が発生し、当所で病性鑑定を実施。病理組織

学的検査では、肉冠及び眼瞼表皮の有棘細胞が腫脹し、

その細胞質内にボリンゲル小体を認めた。電子顕微鏡に

よる病原検索では、封入体にエンベロープを有するウイ

ルス粒子が認められた。ウイルス学的検査は、肉冠の発

痘部位の乳剤を発育鶏卵へ漿尿膜上接種し2代継代した

ところ、白色に隆起したポックの形成を確認。PCR 法で

は、発痘乳剤及び漿尿膜から鶏痘ウイルスに特異的な遺

伝子を検出。以上の検査成績から本症例を鶏痘と診断し、

得られた PCR 産物について系統樹解析を実施した結果、

従来鶏で分離されている株と同一のグループであった。

当該農場は9日齢へのワクチン１回接種を実施していた

が、時間経過によってワクチン効果が減退してしまい発

症したと思われる。今後の対策として、的確なワクチネ

ーションに従った、2 回接種による充分な免疫の賦与を

指導。 

 

32 都内養鶏場で発生したマレック病の防疫対応：東

京家保 南波ともみ  

 自宅で孵化・育成中のヒナが神経症状、発育不良を

呈し、死亡。病性鑑定の結果、マレック病と診断。飼

養規模は採卵鶏約2,000羽、庭先販売が中心。発症鶏

は個人的な理由で飼養していたので、採卵用鶏とは別

に飼養され、ワクチンは未接種。採卵用鶏は全てワク

チン接種済みヒナを導入のため、発症はなかった。採

卵用鶏の鶏舎は野鳥の防除、長靴の交換、消毒等の衛

生対策を行っていたが、発症鶏の飼養場所は衛生対策

を怠っていた。農家に対し、孵化の自粛を要請、孵化

を継続する場合はワクチン接種、衛生的な育雛管理を

する、ワクチン接種済みであっても飼育状況によって

発症率が上昇することから、採卵用鶏についても、飼

養衛生管理について再度徹底するよう指導。発症鶏舎

で飼養していた発症群については全羽淘汰を行い、消

毒を実施したが、その後も採卵用鶏以外の全ての群で

同様の症状を示したので発症群全羽を淘汰。 

 

33 採卵用ひなに発生した鶏脳脊髄炎：神奈川県県央

家保 山本美佳、萩原茂紀 

 2005年1月、飼養羽数3,700羽の養鶏場で飼養され

ている14日齢のひなに鶏脳脊髄炎（AE）が発生したの

で報告する。1月27日、「1月13日に餌付けした1,150

羽の群で、24日から死亡羽数が増加している」と家保

へ通報があった。24～27 日までの死亡羽数は 156 羽

（13.6％）であり、脚麻痺、元気消失、嗜眠等の臨床

症状を認め、病性鑑定を実施。19羽の剖検所見では特

に著変を認めず。9 検体の病理組織所見では、全ての

延髄及び脊髄に大型神経細胞の中心性虎斑融解、囲管

性細胞浸潤、グリア結節が見られ、心臓（9/9）や肝臓

（5/9）にリンパ球の浸潤や集簇、リンパ小節の形成を

認めた。10検体の細菌検査では有意な菌は認められず、

ウイルス検査では高病原性鳥インフルエンザ等を否定。

脚麻痺等の臨床症状及び中枢神経における中心性虎斑

融解を主徴とする非化膿性脳脊髄炎像の病理組織所見

からAEと診断。当該養鶏場では発症ひなの淘汰、育雛

室の洗浄・消毒・ホルマリン薫蒸を実施し、その後異

常を認めず。 

 

34 石川県の採卵養鶏場におけるトリニューモウイ

ルス浸潤状況：石川県南部家保 長井誠、林みち子 

 トリニューモウイルス（APV）の石川県における浸潤

状況を調査。1996年度から2005年度の10年分の保存

血清58戸3,805検体をAPV MM-16株とVero-T細胞を

用いたマイクロプレート法による中和試験で実施。

1996年度、2001年度および2005年度の抗体陽性率は、

農場で 43.5%(10/23 戸)、36.4%(8/22 戸)および

42.1%(16/38 戸 )、個体で 32.8%(62/149 羽 )、

17.9%(48/268羽)および36.3%(290/798羽)。1996年度

には既に当県に侵入していたことが判明。2005年度の

日齢別抗体陽性率および抗体価幾何平均値から、600

日齢以降日齢が進むごとに抗体陽性率および抗体価の

上昇を確認、APV は本県の農場内で流行している可能

性が示唆された。また、10年間毎年連続して抗体陽性

が確認された農家は、導入元が汚染されているかある

いは毎年流行を繰り返している可能性が示唆された。 

 

35 鶏白血病の発生があった地鶏群の鶏白血病ウイ

ルスの疫学調査：石川県北部家保 南藤子、堀登 

 平成15年11月、地鶏にリンパ性白血病が発生。感

染源特定のため、当該農家（A 農家）と関連農家（B

農家）の鶏白血病ウイルス（ALV）疫学調査を実施。A、

B 農家の鶏群別にクロアカスワブから RNA を抽出し

RT-PCRを実施。内在性ALVの識別には制限酵素を用い、

外来性ALV では塩基配列を決定。A 亜群の抗体検査は
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ELISA法を実施。A農家の発症鶏群からはAとB亜群、

同居鶏群からはB亜群の外来性ALV遺伝子を検出。発

症鶏とA農家の母鶏群からは内在性ALV遺伝子である

E亜群を検出。B農家はALV陰性。抗体検査では、母鶏

群と同居鶏群は陽性、B 農家は陰性。以上より、母鶏

群から発症鶏群へA亜群の垂直感染が疑われた。発症

鶏群から外来性ALV遺伝子が検出され、発症鶏の感染

が示唆。B 亜群の塩基配列は類似しており発症鶏群か

ら同居鶏群への水平感染が示唆。A 農家へ母鶏群、異

常鶏の淘汰、消毒の徹底を指導し、その後の発生はな

い。 

 

36 石川県の鶏白血病の浸潤状況：石川県北部家保 

南藤子、堀登 

 鶏白血病ウイルス（ALV）は、鶏にリンパ性白血病等

の腫瘍や産卵率、孵化率の低下を起こし、養鶏産業に

被害を与える。採卵鶏ではALVの清浄化が進められ感

染率が低下したと考えられるが、実態は不明。そこで

ALV の浸潤状況調査を実施。平成15年と17年の採卵

鶏38戸61群、地鶏3戸7群、愛玩鶏10戸11群を対

象とした。1群10羽をプールしたクロアカスワブを1

検体とし、RNAを抽出しRT-PCRを実施。制限酵素を用

いて、内在性ALVを識別し、外来性ALVは塩基配列の

決定、分子系統樹解析を実施。外来性ALVでは採卵鶏

2戸2群、地鶏1戸1群からA亜群、採卵鶏5戸5群、

地鶏1戸2群、愛玩鶏2戸2群からB亜群を検出。分

子系統樹解析ではA、B亜群のクラスターにそれぞれ2

つのグループを観察。採卵鶏は 11.5%が陽性を示し、

汚染鶏種の清浄化が急務。地鶏は26.8%が陽性を示し、

導入鶏群のチェック等が必要。愛玩鶏は 18.2%が陽性

を示し、防疫上考慮する必要がある。 

 

37 愛玩鶏への省力的なニューカッスル病ワクチン

接種方法の検討：福井県家保 葛城粛仁、仲村和典 

 愛玩鶏のニューカッスル病（ND）予防を目的に、オ

イルアジュバントワクチン（OEV）を省力的に接種し、

少しでも抗体を長く持続させる方法を検討するため、

ワクチン接種試験を実施。当所で孵化し、約90日齢ま

で育雛した雑種鶏 76 羽を供試。接種方法 1 では OEV

のみを接種（10 羽）。方法 2 では生ワクチン（LV）と

OEVを同時接種（30羽）。方法3ではLVを1回接種し、

4週後にOEVを接種（26羽）。方法4ではLVを2週間

隔で 3 回接種した 4 週後に OEV を接種（10 羽）。OEV

接種後22週目まで2週間隔で採血を行い、ND-HI抗体

価を測定。OEV接種後の平均抗体価（GM値）のピーク

は、方法3、方法4、方法2、方法1の順に高く、それ

ぞれ5,546倍（4週目）、5,120倍（4週目）、813倍（8

週目）、588 倍（6週目）であり、22週目のGM値は、

方法4、方法3、方法2、方法1の順に高く、それぞれ

1,896倍、1,052倍、192倍、111倍。これらの結果か

ら、ND防御に 低限必要とされる8倍に低下するには、

方法1で5年5ヶ月、方法2で6年7ヶ月、方法3で

9年4ヶ月、方法4で10年4ヶ月と推察。 

 

38 採卵鶏育成場で発生した貧血、緑便を主徴とした

症例：三重県南勢家保 谷口佳子、伊藤英雄 

採卵鶏育成場で 49 日齢導入群（12,000 羽）で導入

５日後に貧血、沈鬱、緑便を呈し10 羽死亡。42 日齢

導入群（ 7,200羽）も同様の症状で発生。各４羽の剖

検で胸腺萎縮、脾腫を、組織検査で肝臓は肝細胞の類

壊死、脾臓は白脾髄の萎縮・ﾘﾝﾊﾟ球の減数とﾏｸﾛﾌｧｰｼﾞ

の増生、Ｆ嚢は濾胞のﾘﾝﾊﾟ球の減数と嚢胞形成が、胸

腺は皮質ﾘﾝﾊﾟ球の減数・ﾊｯｻﾙ小体の増生。鶏貧血ｳｲﾙｽ

感染症（ CAV）抗体はペア血清で保有していたが、病

理組織学的所見から CAVと診断。しかし、畜主の稟告

から２群とも導入後ﾅｲｶﾙﾊﾞｼﾞﾝ 添加飼料給与後に発生、

投薬中止後２～３日で終息したため、再現試験を実施。

61日齢の採卵鶏で、0.08％添加区３羽、対照区２羽に

区分。添加区は４日目に緑便、６日目以後Ht値が低下。

８日目に添加区２羽と対照区１羽を解剖、添加区は脾

腫、Ｆ嚢萎縮。組織でほぼ同様の所見を確認。投薬中

止後緑便・Ht値は回復中。 

 

39 レオウイルスの関与が疑われた肉用鶏における

脚弱の発生：三重県中央家保伊賀支所 榊原秀夫、渡

辺弘一 

 管内の肉用鶏常時３万羽飼養農場の２群において、

飼育中期から足関節・足関節周囲の腫脹を伴う脚弱が

発生し、育成率の低下（88.4％、81.1％）と出荷体重

の減少（平均 2.72kg、2.62kg)がみられた。剖検では

足関節の腫大、やや混濁した関節液の貯留、腓腹腱・

趾屈腱の腫脹、腱周囲のゼリー状物の貯留がみられ、

病理組織学的検査では足関節に滑膜細胞の増生、滑膜

と腱の繊維間にリンパ球・形質細胞の増生、少数の球

菌の侵襲がみられた。細菌検査では１羽（１／５）の

大腿部皮下よりStaphylococcus xylosusを分離。マイ

コ プ ラ ズ マ の 血 清 凝 集 反 応 は Mycoplasma 

gallisepticum、Mycoplasma synoviaeとも陰性、ウイ

ルス分離も陰性（発育鶏卵・鶏腎臓細胞接種）、トリ

レオウイルスのゲル内沈降反応が陽性（５／５）であ

った。この２群以外に、脚弱の発生はみられていない。 

 

40 肉用鶏の導入・出荷計画改善による育成率向上対

策：滋賀県家保 細井美佳、畜産課 谷庸子 

 肉用鶏の呼吸器病対策はオールインオールアウト

(AIAO)が有効だが、地域流通型の販売を行う養鶏では

困難。今回、1 農家において平成14年夏季より複合感

染による呼吸器病が常在化し、育成率が低下。発生要
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因を分析し、導入・出荷計画の改善策を講じたところ

効果を認めた。疫学調査により、各鶏群の導入・出荷

日、隣接鶏群の日齢差および育成率を分析。病性鑑定

は、1群5羽について実施。2群について経時的に鶏伝

染性気管支炎（IB）の抗体検査を実施し、IBの使用ワ

クチンの適合性を検討。結果、病性鑑定では大腸菌症

と診断。IBの使用ワクチンは適合。農場の不規則な導

入・出荷が判明。隣接鶏舎での日齢に大きな差が生じ、

発症鶏から導入鶏に感染が拡大。本結果に基づき規則

的な導入・出荷計画に変更し、隣接鶏舎の日齢差を短

縮。平均育成率は88.3％から95.2％に向上。生産計画

の改善によって的確な農場管理が可能となり、ついて

は適正な衛生環境の確保に繋がる。 

 

41 鶏伝染性気管支炎の発生と対応：奈良県家保 金

原稔子、小財千明 

 管内の育雛農家で、鶏伝染性気管支炎（以下IB）が

発生。平成17年7月以降、元気消失、死亡数の増加、

無産鶏が多発し、12月までに11ロット65羽の病性鑑

定を実施。病理解剖の結果、肉眼的に腎臓の腫大、出

血、大理石紋様などの腎病変および卵巣の発育不全を

確認。病理組織学的に間質性腎炎、腎臓に尿酸塩沈着、

カタル性気管炎、肝臓に孤在性壊死病巣を確認。発育

鶏卵接種試験の結果、クロアカスワブおよび腎臓から

ウイルスを分離。漿尿膜腔液を用いたRT-PCRで鶏伝染

性気管支炎ウイルス（以下 IBV）遺伝子を検出。以上

の結果からIBと確定。分離ウイルスの分子系統解析の

結果、使用しているワクチン株とは一致せず、その近

縁のワクチン株を初生で接種するように、ワクチンプ

ログラムの変更を指示。また、飼養衛生管理を徹底し、

ウイルスの侵入防止に努めるよう指導。現在、死亡は

収まり、どのロットも経過は順調。 

 

42 コノハズクおよびワライカワセミで発生したニ

ューカッスル病(ND)：奈良県家保 西河真美、樫本卓

也 

 2005年4月、約260種、1500羽を飼養する鳥愛好家

が持ち込んだ3羽からNDウイルス（NDV）を分離。そ

の性状、侵入経路および今後の対応を検討。生存して

いた1羽でNDV抗体価は2倍未満。3羽の材料は発育

鶏卵接種により40~64時間後に死亡。漿尿膜腔液でHA

価は64~128倍、抗NDV血清によるHIを認めた。また、

RT-PCRでNDV遺伝子を検出。餌の鶉はNDV陰性。F蛋

白開裂部位のアミノ酸配列は強毒型、分子系統樹解析

では遺伝的位置はGenotypeⅥと判明。同時期に発生し

た鶏やアイガモからの国内分離株やハト分離株とは相

同性は低い。同定後直ちに畜主宅に立入り、発生舎の

消毒、移動の自粛等を指導。全ての家禽類に緊急 ND

ワクチン接種。他の鳥類へのワクチン接種、飼養衛生

管理基準の遵守を指導。さらに近隣の養鶏農家を巡回

し、鶏舎等の消毒を指導。分離株は海外由来株と考え

られ、検疫後の隔離、管理に一層の注意が必要。当場

は野鳥との接触が避けられず、ウイルス侵入防止対策

が重要。 

 

43 大規模ブロイラー農場で発生したアデノウイル

ス性筋胃炎：岡山県家畜病性鑑定所 平井伸明、大内

紀章 

 県内の同一事業者の経営する複数のブロイラー農場

において、2004年9月から食鳥処理場における筋胃び

らんによる筋胃廃棄率が増加し、2005年5月頃まで散

発的に発生がみられた。筋胃廃棄率は出荷鶏群により

ばらつきがあり、40%を越える群もみられた。発生鶏群

に臨床的な異常は認められず、剖検では筋胃びらんの

他に著変はみられなかった。組織学的には筋胃粘膜の

壊死と化膿性炎症が主体であり、２農場の病性鑑定例

で筋胃粘膜上皮細胞に核内封入体形成がみられ、封入

体に一致してトリアデノウイルス抗原が検出された。

また電子顕微鏡検査においてアデノウイルスの形態的

特徴をもつウイルス粒子が認められた。筋胃および主

要臓器からウイルス分離を実施したがウイルスは分離

されず、血清型の特定にいたらなかった。現在これら

の農場における発生はほぼ終息している。筋胃びらん

の発生が長期に渡ったことから、本症の制御の難しさ

が示された。 

 

44 ブロイラー農家に発生した頭部腫脹症候群への

取り組み：岡山県真庭家保 錦織拓美、小阪和正 

 衛生ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑには問題がないと思われていた管内ﾌﾞﾛ

ｲﾗｰ農家(約42,000羽飼養)において、昨年10月から頭

部腫脹症候群(SHS)の発生が見られている。発症鶏は

17日齢頃から呼吸器症状、頭部腫脹等を呈し、鶏舎毎

の発症率は0.17～1.18%であった。SHSは種々の病原体

の複合感染と飼育環境等の要因により発症する日和見

感染とされており、今回3 ﾛｯﾄにおいて経時的に①TRT

ｳｲﾙｽ等の感染との関連を明らかにするための各種抗体

検査、②飼育環境調査、③病原体検索のための病性鑑

定を実施した。その結果、発生要因の特定には至らな

かったが、今年10月餌付けのﾛｯﾄから、作業者が鶏舎

毎に専用の衣服・長靴を使用するなど基本的な衛生管

理の徹底を改めて行うことにより､発症率は減少傾向

にある。 

 

45 ニューカッスル病ワクチン株が分離された鶏病

事例：岡山県家畜病鑑 大内紀章、福冨豊子 

 2002年9月～05年12月に、呼吸器症状、死亡率上

昇、神経症状、うずくまり、顔面腫脹、沈鬱、脚弱等

により病性鑑定依頼のあった6例の肉用鶏群からニュ
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ーカッスル病（ND）ウイルスを分離。供試鶏は18～32

日齢、 終NDワクチン飲水投与後の経過日数は4～15

日。分離株は鶏胚を死亡させることなく、気管、肺、

腸管から分離、さらに1例では脳からも分離。分離株

のPCR 産物は制限酵素EcoRⅠで切断するRFLP 解析の

結果、ワクチン株と同様に切断された。うち3株につ

いてPCR産物のシークエンスを実施した結果、それぞ

れの鶏群で使用されたワクチン株と高い相同性を示し、

分離株はワクチン株と考えられた。病理学的にはいず

れも細菌感染が主体であったが、1 例で非化膿性脳炎

が認められた。以上のことから、ND ワクチン投与は、

潜在的に他の病原体感染鶏では病状の悪化を招く場合

があり、時には野外感染に似た非化膿性脳炎を起こす

ことが示唆された。ワクチンは健康な鶏に接種すべき

ことを改めて認識した。 

 

46 管内の ND 抗体保有状況とサーベイランス時のエ

ライザ検査の検討：岡山県津山家保 松馬定子、濱下

香那子 

 家きんの防疫は、法定家畜伝染病の中で人獣共通感

染症の占める割合が高く、その生産物は通常２日以内

で流通するため、発生の際には極めて迅速な対応が必

要。また、昨年に制定された「高病原性鳥インフルエ

ンザに関する特定家畜伝染病防疫指針」では、病原体

を特定するために、まずNDの否定を行わなければなら

ない。このため、従前から管内のワクチン抗体価の保

有状況を把握しておくことも重要なリスクマネジメン

トの一つと考え、採卵鶏農家 21 戸、38 ロット、448

検体について、ワクチン接種、抗体保有等の状況を調

査した。これらサーベイランスの実施時に、検査の効

率化を図る目的でHI検査とエライザ検査を検討した。

採卵農家から採取した血清 90 検体を用いて、HI 検査

とエライザ検査を行い、両者の相関を求めたところ、

相関係数r=0.87（p<0.1%）と高い相関があり、エライ

ザ検査は従来のHI検査に比べて、約1/10の所要時間

で迅速かつ簡便に検査できるため、効率的な手法と考

えた。 

 

47 SPF おとり鶏を用いた採卵鶏農場のウイルスの動

向調査：広島県備北家保 清水和、児玉幸子 

 採卵鶏農場におとり鶏としてSPF鶏を配置し、抗体

検査によりウイルスの感染動向をモニタリング。あわ

せて産卵成績と比較検討。平成15年6月～平成16年

12月に採卵鶏農場3戸（A・B農場：開放鶏舎 C農場：

無窓鶏舎）で、おとり鶏各12～13羽とおとり鶏と同一

鶏舎内の採卵鶏各10羽について調査。鶏脳脊髄炎(AE)、

鶏アデノウイルス(FAV)、トリレオウイルス(ARV)、伝

染性ファブリキウス嚢病(IBD)、産卵低下症候群

1976(EDS-76)、鶏伝染性気管支炎(IB)について検査。

EDS-76 を除きいずれのウイルスに対する抗体も陽転

し、その時期は農場間で差を認めた。AE、FAVはA・B

農場で、ARV はすべての農場で、採卵鶏が調査開始時

から抗体を保有。AE、IBD、EDS-76 はワクチン接種農

場ではおとり鶏で抗体の陽転を認めず。IBはワクチン

接種しているにも関わらずおとり鶏の抗体が陽転。今

回の成績では、採卵鶏の産卵率とウイルスの動きとの

間に関連は認めず。 

 

48 鶏白血病発症鶏群における誘導換羽処理による

生産性低下事例：徳島県徳島家保 宮﨑喜美、中西隆

男 

 2004年8月に大雛導入した1.5万羽鶏群で、22週齢

以降、腫瘍・貧血・削痩等が見られ病性鑑定の結果、

鶏白血病と診断。45週齢以降、死亡羽数が増加。ヘン

ハウス（HH）産卵率が 80%に到達した 23 週齢以降 65

週齢までの成績は同鶏種の産卵指標値に比べ、HH産卵

率で平均4.3%低く、ピーク時でも90%未満。飼料摂取

量は平均1.2g増加。従来からの絶食による強制換羽処

理では状態悪化が予想されたため、ストレスの少ない

誘導換羽処理を66週齢から実施。18日間産卵停止後、

75週齢で50%産卵に復帰。強制換羽処理終了後の指標

値を用いて50%産卵到達以降14週間の成績を比較する

と、平均で生存率4.5%及びHH産卵率4.9%低く推移。

飼料摂取量は平均0.8g増加。指標値を基準に損害額を

計算すると、換羽前43週間で約154 万円。換羽後14

週間で約382万円。今回の事例が示すように、疾病発

症鶏群では換羽処理は実施せず、早期に淘汰すべき。 

 

49 管内の水禽類の生息状況と養鶏場との関連：愛媛

県八幡浜家保 谷尻大輔、野崎周作 

鳥ｲﾝﾌﾙｴﾝｻﾞはカモ等の水禽類がｼﾍﾞﾘｱ北東部から南

へ渡って来てｳｲﾙｽを伝播させる可能性が高いと考えら

れている。今回、管内の実態を把握するため、冬場飛

来するカモ等の生息状況と養鶏場との関連を調査。管

内にある、2ヶ所のﾀﾞﾑ、40本の河川、150ヶ所のため

池を対象に、10 月下旬から 12 月にかけてカモ類の生

息状況を調査した結果、管内では12種が観察され、渡

りをする冬鳥としては6種が認められた。主に観察さ

れた種はｵｼﾄﾞﾘ、ﾏｶﾞﾓ、ｺｶﾞﾓ。調査期間中に野鳥の死亡

は確認されなかった。養鶏場とカモ類飛来地の距離は、

100m以内から5km以上まで様々であったが、養鶏場に

直接カモ類が飛来することはないと考えられ、カモ類

飛来地と養鶏場の媒介役としてカラスが要注意と推察。

養鶏場の対策は積極的に実施されているが、このよう

な調査もｲﾝﾌﾙｴﾝｻﾞ対策の一環として重要であると考え

る。 

 

50 清掃センターと堆肥化を活用したニューカッス
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ル病の防疫措置：福岡県両筑家保 田口博子 

管内の肉用鶏農場（1 8 棟2 7 , 5 0 0 羽飼養）で、

2 0 0 5 年4月2 2 日、ニューカッスル病が発生。緊

急防疫対策会議の中で殺処分鶏等の焼却・埋却に係る

方法・場所の選定等を中心に協議。農場敷地が借地で

周辺が水田地帯のため、埋却処分では土地所有者や周

辺住民の了解を速やかに得るのは困難であり、緊急

性・公益性を考慮すると清掃センターの活用が不可欠

と判断。殺処分鶏の焼却受け入れを重ねて要請した結

果、翌2 3 日の休業日に限り搬入・焼却が了承され、

全羽2 8 , 4 3 0 ㎏を処分。当該清掃センターは構造

上飼料の焼却が不可能なため、近隣の清掃センターへ

飼料の焼却受け入れを要請。平日のみの搬入を条件に

了承され、全飼料2 2 , 7 2 0 ㎏を３日間で処分。鶏

糞・敷料は堆肥舎がないため、逆性石けんを噴霧し消

石灰を散布後、鶏舎内で堆肥化。発酵温度を経時的に

測定し深部が5 6 ℃到達後、搬出許可。埋却処分が困

難な場合、緊急性・公益性から清掃センターの活用及

び鶏糞・敷料の堆肥化は極めて有用。 

 

51 福岡県に発生したニューカッスル病のウイルス

学的検証：福岡県中央家保 後藤敬一、両筑家保 柴

田規光 

 事例1：2004年12月及び1月、約10万羽飼養のブ

ロイラー農場で、ニューカッスル病（ND）が発生及び

続発。初発鶏群（41日齢、ワクチン12、24日齢飲水）

は累計死廃率21.3％と死廃増加。NDHI価はGM値196.4

倍。他鶏群では約７割がGM値10倍未満。続発鶏群は、

初発後のワクチン補強接種効果判定でGM値10倍未満

で、初発後17日目で死廃増加。事例2：2005年4月、

27,500羽飼養のブロイラー農場で、発症鶏群（21日

齢、ワクチン7日齢飲水）が死廃増加。NDHI価はGM

値7.6で、抗体分布は2峰性。事例3：2005年5月、

64羽飼養の愛玩鶏飼養家で、発症鶏（3年以上飼養、

ワクチン未接種）が沈鬱、死亡。NDHI価はGM値2.3

で、抗体陽性鶏が存在。各事例とも発症鶏の気管及び

直腸からNDウイルスを分離。分離株は、遺伝子解析

により野外強毒株と推測。各株間のF蛋白遺伝子の相

同性は99％以上。抗体検査成績から、各事例とも発症

阻止に十分な防御抗体を保有せずに発生したと検証。 

 

52 福岡県で発生したニューカッスル病における病

理学的検討：福岡県中央家保 大津尚子 

 2004年12月から2005年4月にかけて同一の野外強

毒株により県内3農場でニューカッスル病（ND）が発

生し、ワクチン接種歴がある２農場の発症鶏の病変を

比較した。材料は2004年12月に発生した農場Aの初

発鶏群を症例1(41日齢)、翌年1月に続発した各鶏群

を症例2(46日齢)、症例3(57日齢)、2005年4月に農

場Bで発生した鶏群を症例4（21日齢)とした。供試鶏

の臨床症状は沈鬱、呼吸器症状、神経症状、下痢等が

認められた。症例1、2では高率に非化膿性脳炎、ファ

ブリキウス嚢の壊死性病変、脾臓の軽度なリンパ球の

脱落が見られた。症例3ではリンパ組織に病変は認め

られなかった。症例4では脾臓、十二指腸のリンパ組

織に壊死性病変、腺胃の出血および炎症像が認められ

た。典型的な消化管の出血性病変は症例4以外ではほ

とんど認められなかった。ワクチン接種による不完全

な免疫状態、日齢、個体等により強毒株でも典型的な

症状や病変を示さないと言われ、今回も同様の理由に

よるものと思われた。 

 

53 ニューカッスル病の発生予防の強化：長崎県中央

家保 高橋礼奈、向原要一 

平成16年末に近県のブロイラー農場においてＮＤ

が連続発生したことから、県内養鶏農場へ発生状況を

周知するとともにワクチンプログラムの確認調査を実

施。また、初生雛の移行抗体価の推移と出荷鶏の抗体

価を調査し、現行のワクチンプログラムを検討。種鶏

40週齢未満の初生雛３群のHI抗体検査では、０日齢

238.9、７日齢62.2、14日齢15.5と有効な抗体価で推

移したが、40週齢以上の２群では、０日齢81.6、７日

齢26.0、14日齢4.0と若干低い抗体価で推移。15農

場114羽の出荷鶏での抗体検査では、2回のワクチン

接種を実施している農場の鶏で、いずれも高い抗体価

を示した（GM値29～512）。以上から、現行のワクチン

プログラム（14日齢、21または28日齢の2回の飲水

投与）で十分な効果が得られると考えられた。また、

小規模養鶏農場および愛玩鶏飼育者の飼養状況を調査

するとともに、飼養上の注意点を記載したリーフレッ

トを作成し、市町村を介して配布するなど、各種伝染

病の発生予防に努めた。 

 

54 トリ白血病ウイルスが関与した皮下腫瘤：熊本県

城北家保 山部剛司、野田伸司 

 採卵鶏４，０００羽を飼養する農家で顔面、頸部、

脚部などに拇指頭大から鶏卵大の皮下腫瘤が認められ

た。臨床症状は機械的な機能障害のみであり、死廃率、

産卵率に影響のは認められなかった。発症鶏を用いウ

イルス学的検査を実施したところ皮下腫瘤、主要臓器

からトリ白血病ウイルス（ALV）特異遺伝子が検出され、

A亜群トリ白血病ウイルス（ALV-A）と９６％相同性が

確認された。病理組織学的検査では腫瘤は粘液腫及び

線維肉腫と診断され、心筋にはALV特有の好酸性基質

封入体が確認された。さらに免疫染色では全ての腫瘤

及び心筋においてALV抗原陽性を示した。以上のこと

から今回の症例をALV-Aが関与した皮下腫瘤と診断し

た。 
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 今回の発生は報告されている事例より発生率が若干

高いものの死廃率、産卵率に変化は見られなかった。

ALV-A による皮下腫瘤は報告が少なく、発生状況を把

握できていないことや、農場における被害が大きい事

例もあるため、さらなる継続調査が必要と思われる。 

 

55 小規模採卵農家に発生した伝染性ファブリキウ

ス嚢病(IBD）：熊本県中央家保 幸野亮太、加地雅也 

 2005年8月、採卵鶏500羽を飼養する小規模養鶏農

家で45日齢群が元気消失、沈鬱を呈し、6日間で120

羽中24羽(全体の20%)が死亡。当該群は初生導入後ワ

クチン未接種。剖検でF嚢の萎縮と水腫、肝臓退色、

肺出血等を確認。細菌検査で有意菌分離なし。病理組

織検査でF嚢に激しい壊死とリンパ濾胞内のリンパ球

消失、出血や襞の壊死崩壊、肺の含気毛細血管の壊死

と出血、脾臓・膵臓の壊死。免疫染色ではF嚢や脾臓、

肺に強いIBDV特異抗原を確認。発育鶏卵、鶏腎細胞、

鶏胚線維芽細胞によるウイルス分離は陰性であったが

RT-PCRでIBD特異遺伝子を検出。制限酵素SspⅠによ

るRFLP、シークエンス解析の成績は高度病原性株の関

与を示唆。系統樹解析では国内分離株に近縁なものを

認めず。終息後の抗体検査では全羽抗体陽転を確認。

上記成績から高度病原性株関与のIBDと診断。ワクチ

ン接種済大雛導入の他鶏種群には発生を認めなかった

ことから、IBDワクチン接種を指導。 

 

Ⅰ－３細菌性・真菌性疾病 

 

56 肉用鶏初生ヒナの緑膿菌感染症：青森県青森家保 

太田智恵子、川畑正寿 

 平成17年8月下旬～9月上旬、一ふ化場と供給先の

県内4戸、県外1戸の肉用鶏生産農場で初生ヒナが多

数死亡。病性鑑定の結果、緑膿菌感染症と診断。事例

1：8月24日ふ化ヒナがふ化場、県内2農場で9日齢

までに35～42％がへい死。事例2：8月31日ふ化ヒナ

がふ化場、県内2農場と県外で、12日齢までに5～42％

がへい死。臨床では沈うつ、元気消失、剖検では頸部

主体に全身皮下の膠様浸潤を確認。病理組織では、頸

部真皮で顕著な水腫性肥厚と多数の細菌、主要臓器で

細胞浸潤、菌塊を確認。免疫組織染色で、組織内菌体

は緑膿菌抗原に陽性。細菌学的検査で、ほぼ全検体の

主要臓器と給水器から緑膿菌を分離。血清型別は、A

群主体で一部群別不明株。パルスフィールドゲル電気

泳動像は全農場のヒナ由来菌株で一致。両例共に頸部

ワクチン接種部位の病変が顕著なことから、感染源は

ふ化場であり、原因は、ふ化場でのワクチン接種失宜、

ふ卵器・給水器等の消毒不徹底、輸送ストレス等が関

与。 

 

57 肉用鶏におけるSalmonella Enteritidis感染症の

発生：岩手県県北家保 千葉由純、藤原洋  

2005年5月、管内1肉用養鶏場で脚弱と下痢により死

亡率上昇。農場自主検査でサルモネラO9血清凝集菌を

分離し当所へ通報。立入検査において4,900羽収容の1

鶏舎で元気消失・脚弱及び発育不良等を確認、当鶏舎

の1日あたり死亡率は1.8％。発症鶏は線維素化膿性心

外膜炎、漿膜炎、気嚢炎等菌血症を示唆する病理所見

を呈し、諸臓器からSalmonella Enteritidisを分離、

同感染症と診断。未発症鶏舎3棟を含む全飼養鶏約2万

羽を自主淘汰して早期清浄化を図ることとした。防疫

措置は①鶏、鶏糞及び敷料の処分②緊急消毒を短日間

で実施し、③約7週の空舎と反復消毒④環境検査の陰性

確認後に入雛を開始。結果、発生鶏舎の育成率は98%

と回復し、出荷後の環境検査でもサルモネラ菌は分離

されず。的確な診断と農場の自主淘汰の決断、迅速な

防疫措置が短期間の清浄化達成要因と思われた。 

 

58 七面鳥に発生したPasteurella multocida（P.m）

感染症：栃木県県南家保 久野友香、市川優 

 管内愛玩動物飼育農場の七面鳥において、平成 16

年6月20日から、約370日齢の七面鳥が断続的に死亡

し始め、同年7月5日までの16日間で32羽が死亡。

当該農場では、七面鳥 77 羽、鶏 3 羽及びダチョウ 3

羽を飼育し、七面鳥以外には異常を認めず。6月27日

及び7月5日死亡の計4羽について病性鑑定を実施。

剖検所見では、肝臓、脾臓及び腎臓に針頭大の白色結

節を散見。心嚢炎、気嚢炎及び肺炎も認めた。組織所

見では、肝臓、脾臓及び腎臓に壊死巣を、肺に全羽共

通して線維素性壊死性肺炎を認めた。細菌学的検査で

は、各主要臓器から P.m が高率に分離。血清型は

HeddlestonのA:3、Namiokaの8・9:Aと判明。以上の

結果から、P.m 感染症と診断。分離された P.m の血清

型は、日本国内で分離されている血清型と同じであっ

たが、本菌の畜舎への侵入経路は不明。発症鳥の淘汰、

衛生対策及び飼養管理改善を指導し、本病は終息。 

 

59 サルモネラ対策を中心とした都内養鶏農場衛生

管理状況の調査：東京都家保 林朋弘、富田豊 

昨年度、Salmonella Enteritidis(SE)による汚染か

ら１年半で清浄化を達成したA農場について当所独自

のサルモネラ対策に関する衛生管理状況の点数化を試

行。A農場の清浄化後の点数はSE検出時期と比較して

格段の向上が見られたことから、今年度は当所が立入

っている飼養羽数300羽以上の採卵鶏農場全てについ

て調査を実施。昨年度の基準で採点した場合、50点満

点中 30 点を上回ればサルモネラ汚染の拡大や長期化

を防げると考えていたが、ケージ飼い農場での平均は
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26.8 点と、全体的に低い傾向。しかし 30 点未満でも

サルモネラ未検出の農場も多く、特に平飼い農場では

過去の調査でサルモネラが検出された農場は皆無。こ

れらの農場は、清掃を定期的に実施。平飼い農場の多

くは飼育スペースに余裕があり、消毒の他に飼育環境

も重要であると思われた。 

 

60 県内ブロイラー農場のカンピロバクター分離成

績と分離株の疫学解析：新潟県中央家保 矢部静、樋

口良平 

 2005年7月から12月にかけ県内16戸の糞便、環境

材料についてカンピロバクターの分離検査を実施。113

検体中、30 日齢及び出荷前糞便21 検体、出荷前環境

材料 1 検体からカンピロバクター属菌を分離(10 戸)、

全て Campylobacter jejuni と同定。各農場 2 株、計

20 株について、受身赤血球凝集法による Penner 血清

型別、薬剤感受性試験を実施し、更に遺伝子型別の方

法検討のため制限酵素 DdeⅠ、AluⅠ、HindⅢを用い

flaA遺伝子のPCR-RFLP法を実施。血清型はA群4株、

C群15株、型別不能1株に分類。薬剤感受性試験では

NA、NLFX耐性株が16株存在。PCR-RFLP法では3種類

の制限酵素により 4 パターンに分類。2 農場では株間

における成績が一致せず農場内で株が混在。RFLP法は

簡便で解析の一次選択的方法として有用であるが、詳

細な解析にはパルスフィールドゲル電気泳動法等によ

る広範な遺伝子の解析が必要。 

 

61 大規模養鶏場サルモネラ清浄化対策と今後の取

り組み：静岡県西部家保 武田美和、石本史子 

 平成16年9月上旬、県西部で鶏卵による食中毒が発

生。管轄保健所の検査で、卵殻から Salmonella 

Enteritidis（SE）を分離。導入雛、育雛、成鶏の抗体

保有状況調査及び、農場、GPセンターの検査と、清浄

化対策を実施。育雛段階までの汚染は認められなかっ

たが、11鶏舎330羽の成鶏抗体検査で、陽性率24.5％。

全鶏舎 20 棟及び併設の 5 集卵所の環境中より、SE、

S.Thompson、S.Tennesse（ST）、S.Cerro（SC）、

S.Livingstone、S.Agona、S.Corvallisを検出。GPセ

ンターより、SE、ST、SC、S.Infantisを検出。農場対

策は、ネズミの駆除及び清掃消毒の徹底、SEワクチン

実施鶏の導入等、GPセンター対策は、エアシャワー及

び手洗い施設の設置、作業区域ごとの隔壁及び専用靴

設置、オゾン発生装置増設、清掃消毒の徹底等を指導。

対策実施後検査で、農場から3種類、GPセンターから

２種類のSalmonellaが検出され、清浄化には至ってい

ないが検出箇所は減少。今後もネズミ対策強化、ワク

チン接種鶏拡大等により清浄化へ向けて取り組む。 

 

62 養鶏場由来Salmonella  Enteritidisの疫学的検

討：静岡県中部家保 野元孝子、川嶋和晴 

県内の採卵鶏農場 4 戸から分離された Salmonella  

Enteritidis（以下 SE）について、疫学マーカーによ

る細分類を試み、SE汚染経路等を検討。供試菌は平成

13～17 年度に、糞便及び飼養環境から分離された 29

株（A 農場10 株、B 農場3 株、C 農場7 株、D 農場9

株）。生物型別、薬剤感受性検査、プラスミドプロファ

イル（以下 PP）、パルスフィールドゲル電気泳動（以

下PFGE）を実施。生物型別の結果、A農場由来10株は

Danysz型、B、C及びD農場由来19株はJena型。薬剤

感受性は、C農場由来株がDMSとCPの2剤耐性、他は

14薬剤すべてに感受性。PPでは、6本のバンドの組み

合せによって7パターンに分類、B農場とD農場は共

通のパターン。PFGEでは、3種類のクラスターに分類、

B農場とD農場は同一のパターン。以上のことから、B

農場由来株とD農場由来株は、疫学的関連が極めて高

いものと推察。B 農場と D 農場の疫学調査の結果、ひ

なの導入元及び衛生資材関係の業者が共通していたが、

SE汚染との因果関係は確認できなかった。 

 

63 一採卵鶏農場のサルモネラ清浄化の検討：三重県

中央家保 松田泰子、田上宏明 

 管内のウインドレス鶏舎 9 棟を有する一採卵鶏農

場でサルモネラ清浄化対策に取り組み、家保は廃鶏、

消毒後鶏舎ふき取り検査と衛生対策、ネズミ駆除指導

を実施。その結果検体からのサルモネラ分離率は平成

14 年度廃鶏 12.5%（30/240 検体）、ふき取り 41.1%

（58/141検体）、血清型 9種類を分離。平成15年度

廃鶏 7.7%（10/130 検体）、ふき取り 10.3%（19/184

検体）、血清型 4種類、平成16年度廃鶏分離されず、

ふき取り7.6%（18/236 検体）、血清型 3 種類、平成

17年度廃鶏分離されず、ふき取り9.6%（13/135検体）、

血清型 2種類と減少傾向にあり。平成16年 7月以降

育雛舎では分離が認められず、また育成舎では検査当

初より清浄化を維持。成鶏舎は依然分離が認められる

ことから、鶏舎構造の改善、清掃消毒の徹底、ネズミ

の駆除対策についてさらなる検討予定。 

 

64 ブロイラー農場で発生した潰瘍性腸炎：滋賀県家

保 浅井素子、市川雅子  

 潰瘍性腸炎はClostridium colinum(C.c)による急性

の細菌感染症で、鶏の発生報告は国内外ともに少ない。

今回、県内の 1 ブロイラー農場で本病が発生。6 月に

初生導入した35～70日齢の5群で発生。1群で発生後、

4 群で続発、9～26%が死亡。経過は急性で症状を示さ

ず死亡。鶏種、導入日齢や鶏舎形態の異なる群には発

生せず。薬剤の投与に関わらず 2～4 週間で終息。15

羽の病性鑑定では、剖検および病理組織学的検査で 9

羽に肝臓の変性壊死、12羽に腸管の出血、潰瘍または
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壊死を確認。病理組織学的検査で8羽にコクシジウム

を確認。細菌学的検査では6羽の肝臓から端在卵形の

芽胞を有するClostridiumを分離。以上の結果から潰

瘍性腸炎と診断。発生状況より、本病は伝染性の疾病

であり、鶏舎環境や日齢の違いが発症に関与。発症に

コクシジウム症の合併は必須ではない。また、死亡鶏

以外には臨床所見がないことや疾病の終息状況より、

免疫の関与が示唆。今後、発生要因の究明が必要。 

 

65 ブロイラー農場から製品までのサルモネラ対

策：兵庫県和田山家保 原田一郎、中条正樹 

 安全・安心な鶏肉を供給するために、食肉衛生検査

所と協力し、生産農場から製品までの処理段階ごとの

サルモネラ分離状況を調査し、サルモネラ汚染の対策

を検討。食鳥処理場における一般生菌数及びサルモネ

ラ分離状況は、脱羽と体で高い値、洗浄・冷却の工程

で減少、 終の製品では再び増加。農場でのサルモネ

ラ分離状況は 30～40％。分離菌のほとんどは

S.Infantis。2 鶏舎における同一ロットの農場から製

品までの検査では、いずれの鶏舎の脱羽と体等からも、

サルモネラＯ7 が分離。農場での汚染と食鳥処理場で

の二次汚染を推察。農場における疫学調査では、農場

の清掃・消毒の違いにより、サルモネラの検出率に差。

また石灰塗布の効果を確認。生産農場から製品までの

各段階においてサルモネラが分離。しかしながら、入

雛前の鶏舎の清掃・消毒、飼養管理の改善及び食鳥処

理場での汚染防止により、菌数を減少させることは可

能。 

 

66 採卵養鶏場のサルモネラ検査状況：和歌山県紀北

家保 山本敦司、五島啓普 

 はじめに：サルモネラの養鶏場侵入防止、サルモネ

ラ汚染農場清浄化のためサルモネラ検査実施。過去8

年間のサルモネラ検査成績から養鶏場汚染の現状を報

告。材料および方法：1998年４月～2005年11月まで

の16採卵養鶏場のサルモネラ定期検査成績等を用い

た。検査材料は盲腸便、環境材料等。検査方法は鶏病

研究会提示の方法（鶏病研報28:55-66;1992、

37:14-30;2001）で実施。成績：①定期検査成績：分離

陽性養鶏場数は9～50％で推移。各材料での推移は盲

腸便0～21％、床面0～46％、壁0～20％、給餌器0～

13％、給水器0～33％。②血清型比較：分離409株のO

群型別割合はO7群30.3％、O18群19.3％、O9群13.4％、

O4群12.7％。考察：2003年からSE汚染農場が認めら

れたが、SEワクチン接種鶏導入と衛生管理指導でSE

検出なし。他汚染農場でも検出率低減の指導するが、

鶏舎老朽化等があり難航。対策：鶏舎消毒徹底、石灰

散布、生菌剤給与、対応ワクチン接種鶏導入等を指導。 

 

67 マイコプラズマ病血清検査における非特異反応

と対応：鳥取県西部家保 尾崎裕昭、植松亜紀子 

 鶏マイコプラズマ病（以下Ｍ病）は、種鶏群におい

て清浄化が進み、そのコントロールは非常に重要。ま

た、Ｍ病検査に汎用される急速平板凝集反応（以下Ｒ

ＰＡ）の非特異反応については多数報告あり。管内で

も一種鶏群の８月期検査においてＲＰＡで非特異反応

が散見され、非特異反応のほとんどは従来行われてい

る処理で除去可能。同時に進めていた検査でロイコチ

トゾーン病の抗体が陽転していたことから、非特異反

応の一要因として推察。さらに、同じロットの発生ヒ

ナのＲＰＡ陰性。成鶏の気管スワブの培養とＰＣＲ検

査で陰性。１０月期のＲＰＡは陰性。当該ロットコマ

ーシャル鶏異常認めず。よって、非特異反応が見られ

た時、Ｍ病の精査もさることながら、疑われる要因の

検査、聞き取りをさらに行う必要がある。 

 

68 過去 8 年間採卵鶏分離 Salmonella Enteritidis

の性状：広島県東広島家保 河村美登里、川本千代実 

 H10～1７年度に採卵農場衛生検査で分離された

Salmonella Enteritidis18 株の性状解析。Kauffmann

の生物型別、薬剤感受性試験、プラスミドプロファイ

ル、病原性遺伝子検査（invA、spvC、intⅠ）、パルス

フィールドゲル電気泳動（制限酵素XbaⅠ、BlnⅠ）を

実施し、生物型別はDanysz型を主に由来と相関の認め

る3型を確認。18株中SM耐性株が13株、55kbpのプ

ラスミド保有株が 14 株、病原性遺伝子 invA、spvC、

intⅠ保有株が各18、16、10株。PFGEで5型に分類し、

分離年度や農場による傾向を認めた。 県内株はSM耐

性、55kbpのプラスミド、invA、spvC保有株をベース

とするも、多剤耐性株、intⅠ保有株が半数以上を占め、

43、45、60、75、90kbp のプラスミド保有株も確認。

主にDanysz型が飼養環境から分離され、ネズミの関与

が示唆。SE浸潤農場はPFGE1型による継続的汚染を示

唆。県内でSEが多く分離されたH10、11年度には、由

来の異なる4型が浸潤していた。 

 

69 一肉用鶏農場で発生した鶏パスツレラ症と衛生

指導：山口県東部家保 原田恒、三好雅和 

 開放鶏舎11棟、飼養規模約70,000羽の肉用鶏農場。

平成17年2月、2鶏舎で中抜き出荷後(約40日齢)か

ら週毎の死廃率が 大7.87%に急増。1鶏舎では発育不

良及び肺炎を確認。他の1鶏舎では、さらに異常呼吸

音や神経症状を認め、胸腹膜炎、皮下及び筋肉間の膿

瘍、眼瞼～下顎部皮下の膠様浸潤等を確認。偽好酸球

浸潤と線維素析出を広範に認め、肺、肝、腎、大脳、

頭部皮下、血液からPasteurella multocidaを有意に

分離し、鶏パスツレラ症と診断。なお、高病原性鳥イ

ンフルエンザ及びニューカッスル病はウイルス学的検
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査により否定。発生鶏舎は、いずれも床面が湿潤状態

で放置された時期があり、飼養環境の悪化が発生の誘

因と推測。鶏舎内の監視体制強化、消毒の徹底及び感

受性抗生物質の投与により本病は終息。しかし発生鶏

群では、食鳥処理時の廃棄率は削痩と炎症のため上昇

(全部廃棄1.18%、一部廃棄1.70%)。本病は再発しやす

いため、適切な飼養環境の維持と徹底した消毒が重要。 

 

70 鶏の下痢原性(病原性)大腸菌の保菌調査：香川県

東部家保 上村圭一、竹内康裕 

 下痢原性大腸菌は鶏大腸菌症とは無関係と言われ、

あまり調査されていない。平成12～17年に分離した鶏

大腸菌症75羽の100株と健康鶏25羽の50株の計100

羽150株の大腸菌について、血清型別およびPCR法に

よる病原因子検査を実施し、下痢原性大腸菌(5 種類)

の保菌状況を調査。血清型は、O2、O8 が各 1 株、O6、

O26、O86a が各2株、血清型別不能が142 株。腸管出

血性大腸菌(EHEC;病原因子VT1,VT2)：1羽、腸管毒素

原性大腸菌(ETEC;LT,ST)：0 羽、腸管病原性大腸菌

(EPEC;eaeA,bfpA)：非定型 8 羽、腸管侵入性大腸菌

(EIEC;invE,ipaH)：非定型1羽、腸管凝集接着性大腸

菌(EAEC;astA,pCND432)：非定型14羽で保菌を確認。

EPEC、EIEC、EAEC は プラスミド性の病原因子が欠如

した弱毒性の非定型。今回、国内で初めて鶏からEHEC

を分離。また、牛、豚に比べ低率ながら、鶏でも下痢

原性大腸菌の保菌が1%で確認され、キャリアとなるこ

とから保菌調査は重要。 

 

71 単相変異型 Salmonella Typhimurium の病原性：

愛媛県家畜病鑑 矢野克也 

 県内一養鶏場由来O4 群:i:－の抗原構造を示すサル

モネラを精査したところ、家畜由来では国内において

報告のない単相変異型S.Typhimurium（STv）と考えら

れたため、既知S.Typhimurium（ST）との病原性の比較

及び分子疫学解析を実施。STv 4株及び24農場由来ST

 28株を材料とし、PCR法を用いた病原因子（エンテロ

トキシン、組織侵入因子、溶血素、マクロファージ内

抵抗因子、病原性プラスミド）の検索に加え、鉄キレ

ート能及びVero細胞への侵入性を確認するとともに、

パルスフィールドゲル電気泳動（PFGE）による分子疫

学解析を実施。その結果、STvは死亡畜由来STの一部と

成績が一致したが、PFGEパターンは全てのSTと大きく

異なっていた。このことから、STvの病原性はSTと同等

であることが示唆されたが、由来については県内の家

畜由来STの性状が変異したものではなく、全く別の由

来によりSTvの表現型を保つ形で農場内に侵入したも

のと推察。 

 

72 ブロイラー農場で発生した鶏大腸菌症およびブ

ドウ球菌症：福岡県北九州家保 小河大輔、内布幸典 

 約44,000羽飼養のブロイラー農場（低床式開放平飼

鶏舎：計５鶏舎）で、平成17年4月18日（1号舎）

および22日（3号舎）導入の雛が、4月24日～30日

にかけて800 羽（1.8%）死廃。5月2日畜主より報告

を受け同日および翌日立入。1、3号舎の雛に沈鬱、斜

頚、体重のバラツキを認めた。4月29日以降の死廃率

は3号舎で減少、1号舎で増加したため5月9、10日

に再度立入。材料に5月2日生鶏50羽（５鶏舎）、3

日生鶏10羽（1、3号舎）、9、10日生鶏5羽（１号舎）

を供し、病理解剖、細菌分離、抗体検査（ニューカッ

スル病HI試験）、ウイルス分離、死廃羽数調査等を実

施。ウイルス分離陰性、抗体検査はGM平均9~60倍。5

月2、3日採材分はEscherichia coli分離および病理

解剖所見により鶏大腸菌症と診断。9、10 日採材分は

Staphylococcus aureus 分離および病理解剖所見によ

り鶏ブドウ球菌症と診断。1、3 号舎では 27 週齢種鶏

の雛と40週齢種鶏の雛が混飼されており、体格の小さ

い 27 週齢種鶏の雛に強いストレスがかかったことが

両症の発生原因で、無薬飼料給与が高死廃率長期化の

原因と推察。 

 

73 小規模養鶏農家におけるサルモネラの衛生対

策：大分県玖珠家保 渡邉直人 

 管内小規模農家で Salmonella Muenster （O:3,10

群 H:eh 1,5 以下 SM)が検出された。当該農場主が高

齢等の理由でGPでの衛生対策を徹底することにより、

出荷する卵の安全性を確保すべく取り組んだ。 

当該農場のGPの洗浄・消毒を重点的に行い、また飼養

者の衛生管理意識が向上した結果、GP施設内からサル

モネラ菌属の検出が見られなくなり、出荷段階での清

浄性が確認できた。また当該農場の希望により、農場

主がモミガラより作成したモミ酢についての殺菌効果

について検討を行った。その結果、逆性石鹸と同等の

殺菌効果が認められた。しかしモミ酢は臭いが強く、

卵や直接卵が接するものへの使用は向かないため、今

後使用法を検討し指導していきたい。 

 

74 ひな白痢簡易検査で認められた非特異反応事

例：宮崎県延岡家保 松川浩子 

 平成16年10月25日、管内の種鶏場でひな白痢急速

凝集反応による検査（凝集反応）を行い、150羽中31

羽が陽性となったが、臨床症状で異常は認められなか

った。平成16年10月25日から平成17年3月16日ま

でに採取した282羽分の血清学的検査では、凝集反応

で282中105羽が陽性、ゲル内沈降反応では全て陰性、

マイクロプレート法による凝集反応でも全て抗体価が

50倍以下、ELISA法では検査した5羽全てで陰性。個

体の変動をみるため全血検査陽性鶏5羽、陰性鶏5羽
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に翼帯をつけ隔離飼育したところ、陽転は認められな

かった。凝集反応陽性の16羽で病性鑑定、病理組織学

的検査を実施したところ、ひな白痢を疑う所見は認め

られず、サルモネラＯ多価血清による免疫組織化学的

検査も陰性。細菌学的検査においては、主要臓器、環

境中いずれからもサルモネラや他の有意菌は分離され

なかった。以上のことより、本事例は非特異反応と判

断。 

 

75 ブロイラーで発生したブドウ球菌症発生報告：鹿

児島県北薩家保 新原慎一、中西あゆみ 

 2005年5月、約2.4万羽を飼育する肉用鶏農場から

死亡鶏が増加し始めたと報告があり立入検査を実施。

死亡鶏は2005年4月に初生雛を開放平飼い2鶏舎に導

入した群で、17日齢時点で累計2,770羽死亡、死亡率

11.7%を超えたため病性鑑定を実施。検査材料は死亡鶏

5羽、発症鶏10羽。細菌検査でStaphylococcus aure

usを多数分離。ウイルス検査でウイルス分離陰性によ

り、高病原性鳥インフルエンザ（HPAI）及びニューカ

ッスル病を否定。病理検査で肺に球菌塊を確認。両翼

皮下に出血性漿液性浸潤を伴う特徴的な皮膚炎も認め

られたことからブドウ球菌症と診断。薬剤感受性試験

でテトラサイクリン系以外の殆どの薬剤に感受性。対

策として適正な薬剤投与、鶏舎内環境の改善、消毒槽

設置など衛生管理を指導、発生は終息。本事例は、通

常の死亡率を上回るものであり、診断前HPAIの発生を

想定した防疫対応を実施。 

 

Ⅰ－４原虫性・寄生虫性疾病 

 

76 軍鶏のヒストモナス症発生の一例：福島県県中家

保 稲見健司 

 軍鶏等計50羽をケージで飼養し、時折庭に放して

いる愛玩鶏繁殖農家で、毎年初夏に1ヶ月齢前後のヒ

ナの約2割が緑色便を排泄し、元気消失・死亡してい

た。剖検で肝臓に菊花状黄白色結節の多発および盲腸

の腫脹と粘膜への黄白色チーズ様物付着といった病

変が観察された。病理組織学的に肝臓は出血を伴う不

整形の壊死巣が多発、壊死巣および周辺領域にＰＡＳ

反応陽性を示す多数のヒストモナス原虫（Hm）とそれ

に伴う細胞浸潤が認められた。盲腸では一部筋層に及

ぶ広範な壊死および多数のHmとそれに伴う細胞浸潤

が認められた。肺の小葉間小動脈および毛細管内に

Hmが多数認められた。脾臓に病変を伴わないHm寄生

が稀に認められた。以上よりヒストモナス症と診断し

た。これまで鶏はHmに対して感受性が低いと考えら

れてきたが、近年鶏の品種あるいはHmの株によって

その感受性は異なると報告されている。今回の症例は

全身感染を示した一事例。 

 

77 小学校飼育鶏で認められた Cytodites nudus：千

葉県南部家保 原普、村杉真樹 

 平成17年6月、管内の一公立小学校で飼育されてい

た烏骨鶏の交雑種11羽中4羽が死亡し、3例について

鳥インフルエンザ検査と病理検査を実施。3 例ともイ

ンフルエンザ簡易検査は陰性であったが、全例の肺の

二次気管支腔から肺胞腔にかけて及び胸腔気嚢内には、

寄生数の多少はあったものの微小な白色半透明のダニ

が認められた。 も多いと推定された検体では片側肺

に約40匹の寄生があった。ダニの体長は0.2～0.35mm。

病理検査では細菌性気管支肺炎、ダニ周囲のリンパ球

による細胞浸潤あるいは気嚢の肥厚等の像が見られた

個体もあったが、他の実質臓器では伝染性疾病を示す

病変は認められない。鋏角と触肢の融合、胴部後縁に

毛が無い等のダニの形態学的特長および寄生部位から

無気門亜目フエダニ科に属するCytodites nudusと同

定。小学校の鳥小屋で古くからC.nudusの親子あるい

は水平感染が繰り返されてきたことと推察。日本国内

でC.nudus が認められた初めての事例。 

 

78 導入直後の中雛に発生したロイコチトゾーン

症：愛知県西三河家保 尾関祥子、大橋秀一  

 採卵鶏A農場(24,000羽飼養)の１群(2005年8月19

日導入6,000羽)に、50日齢導入4日後から死亡(8羽)、

沈うつ(14 羽)の症状。導入 11 日後(61 日齢)には、1

羽に貧血、緑色便の排泄を確認し当所へ報告。導入元

及び当該農場では本症予防用飼料添加は未実施。過去

に本疾病による被害はなく夏季の導入は初めて。同一

鶏舎内導入時期の異なる同居群に臨床的に異常はなく

産卵率も正常。報告当日はヘマトクリット値（Ht値）

の測定、原虫の検出、抗体検査、生体の解剖検査、細

菌検査及び病理検査を実施。導入14日後及び24日後

に発症群、同居の未越夏鶏群及び越夏鶏群のHt値の測

定、原虫の検出及び抗体検査を実施。24日後には、隣

接Ｂ農場未越夏鶏群の抗体検査を実施。報告当日の10

検体全てから、ロイコチトゾーン原虫（Ⅱ期像）を確

認し本症を診断。解剖所見は胸部及び大脚部の筋肉に

点状出血斑、脾臓の腫大。サルファ剤を3日間投与し

回復傾向に向かった。同居群は原虫及び抗体検査陰性、

隣接Ｂ農場の未越夏鶏群も抗体検査陰性。 

 

79 コクシジウムワクチン接種種鶏群での本症の発

生：鳥取県西部家保 植松亜紀子、尾崎裕昭 

 管内ブロイラー種鶏において５月（６４日齢）、７

月（４９日齢）に病性鑑定依頼があり、両症例とも呆

然、佇立、活力低下を主徴とし、病理解剖ではカタル

性出血性小腸炎が見られた。鶏群は全てコクシジウム
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ワクチン（３価＋ネカ）を接種済。週内斃死率は０．

２～０．３％。盲腸内容便のＯＰＧ数は１０４～１０

６で、小腸内容では認められず。小腸内容のクロスト

定量は１０３～１０６／ｇ。小腸サンプルのＰＣＲで

はアイメリア ネカトリックス（以下ＥＮ）＋＋、ア

イメリア ブルネッティ＋であった。以上より、ＥＮ

による鶏コクシジウム症と診断。次のロットでワクチ

ン投与法を変えて経時的にＥＮのエライザ検査を依頼

したところ、投与後５週で５０％、６週で９０％陽性

とほぼ良好であった。今回本症の発生でワクチン投与

法を含め様々な問題が明らかになった。今後さらに検

討、改善していく必要があると思われる。 

 

80 『鶏コクシ弱毒 3 価生ワクチン』接種肉用鶏で発

生した急性小腸コクシジウム症：徳島県徳島家保 鈴

木幹一郎、中久保昌邦 

 昨年8月、鶏コクシ弱毒3価生ワクチンを接種した

一肉用鶏農家で、35日齢から沈鬱、下痢を呈し死亡す

る症例に遭遇。発生期間は11日間で、発生鶏舎の3.6％

にあたる147羽死亡。解剖所見は、空腸～回腸の腫脹、

充血、白斑。腸粘膜は菲薄化し、点状出血～赤褐色化。

腸管内は血塊が充満。その他、心外膜、肝臓漿膜、気

嚢等に高度な尿酸塩沈着が散見。病理組織学的所見で

は、十二指腸の腸線周囲にコクシジウムの寄生を確認。

寄生虫検査では、コクシジウムOPGは10３であったが、

PCRによりEimeria necatrixを大量に確認。以上より、

Eimeria necatrixによる急性小腸コクシジウム症と診

断。Eimeria necatrixは、接種ワクチンに不含。35日

齢の肉用鶏での発症は、国内未報告。本症は、環境中

に残存したオーシストが、若齢雛の体内で優位に増殖

し発症したと推察。対策は、当該農家実施の消毒に加

え、オルソ剤を床面、鶏舎周辺に散布。壁、天井にグ

ルタルアルデヒドの発泡消毒を推奨。以後、発生はな

い。 

 

81 肉用鶏農家でみられた鶏回虫症の衛生対策指

導：佐賀県中部家保 古賀悠、犬童忠広     

食鳥処理場に出荷された肉用鶏の小腸内から鶏回

虫の成虫が確認され、当所に指導依頼あり。出荷後の

鶏舎内敷料及び鶏舎周辺の側溝及び土壌からも回虫

卵（100～3,600EPG）と子虫（900 匹／g）を確認。次

回１月入雛後も回虫卵及び子虫を確認し、農場周辺の

野生ｶﾗｽ 3羽中1羽の腹腔内からも回虫の成虫を確認。

原因として、約 10 年間交換なしの敷料が回虫の温床

になっていたこと、鶏舎内の清掃･消毒が不完全で従

事者の長靴を介して農場内に伝播したこと、伝播にｶﾗ

ｽの関与も示唆された。全鶏舎の敷料搬出、鶏舎の洗

浄及び消毒、鶏舎内外への生石灰撒布、鶏舎毎の踏込

み消毒槽の設置及び長靴交換、出荷後の敷料交換又は

堆積発酵の徹底について指導した結果、出荷成績は、

出荷体重（2.7Kg）、増体量（34.5g／日）、育成率

（99.4％）で改善。今後とも、農家の衛生意識の高揚

を図り、敷料交換又は堆積発酵の徹底、鶏舎内外の消

毒、ｶﾗｽ等野鳥の侵入防止等の衛生管理の徹底が必要。 

 

Ⅰ－５一般病・中毒・繁殖障害・栄養代

謝障害 

 

82 農薬中毒が疑われた採卵鶏の死亡症例：青森県八

戸家保 照井佐知子、沢目勝城 

 平成17年6月に約3万羽を飼養する採卵鶏農場で、

2,305 羽の鶏が、開口呼吸、努力呼吸、奇声、流涙等

の呼吸器症状を呈し急死、病性鑑定を実施。ウイルス、

有意な細菌は分離されず。解剖所見では、肺のうっ血

と水腫、組織所見では、旁気管支及び呼吸細気管支腔

内に滲出液充満並びに偽好酸球、マクロファージ多数

浸潤を認め、呼吸不全による窒息死と診断。疫学調査

では、①発生前の約1ヵ月間鶏の導入はない②発生は

4 鶏舎中 1 鶏舎③死亡鶏は南側に位置したケージほど

多い④前日の鶏舎内温度は19～27度で、熱中症は否定

⑤前日鶏舎南側の畑でクロルピクリン剤による土壌消

毒を実施、注入後の表面被覆処置は未実施。死亡鶏・

鶏卵へのクロルピクリン残留検査は検出限界未満。病

性鑑定及び疫学調査の結果、死亡鶏はクロルピクリン

剤により呼吸不全を起こし窒息死したと推察。再発防

止対策として、県農林水産事務所、農協が農薬の安全

使用を周知徹底。 

 

83 鶏のリボフラビン（ビタミンＢ２）欠乏症：山梨

県東部家保 内藤和美、深沢矢利 

 管内農家が肉用鶏種（採卵目的）を初生雛導入、自

家配合飼料と緑餌で飼養を開始、1６日齢から脚弱鶏が

増加。３０日齢（脚弱17羽／90 羽中）で当所に3羽

を持込み、病性鑑定を実施。脚弱による死亡はなく、

別ロットの成鶏にも著変なし。ワクチン歴や消毒は定

法実施。抗生物質や寄生虫駆除剤使用等の薬品使用は

一切ない。３羽の剖検所見では、共通して趾列の縮れ

を認め、腰仙骨神経叢、坐骨･腕神経が黄色を呈し重度

に腫大。内臓及び筋肉や関節･骨･脳に著変はなし。病

理組織学的検査で腰仙骨神経叢を始めとする末梢神経

でシュワン細胞の腫大と増数、髄球の形成、軸索の膨

化・消失等を認めたので、典型的なリボフラビン欠乏

症と診断。初期配合飼料再検討とビタミン混合剤投与

を農家へ指導。その後、配合飼料の変更で同症状は減

少。鶏のリボフラビン欠乏症は、 近は発生が少なく

なっているが、鶏を飼養する上で今も欠かせない病気
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であると思われた事例。 

 

84 庭先採卵養鶏における給餌数時間後の全羽急死

事例：京都府中丹家保 西井義博、村上司 

 [発生の概要]平成17年5月、採卵鶏10羽が給餌後

数時間で沈鬱、口腔内からの粘液排出、痙攣を呈し全

羽が突然死。京都府HPAI防疫マニュアルに基づき病性

鑑定。[検査項目・結果]ウイルス検査：LAMP 法（H5

亜型）陰性、ウイルス分離陰性、ND-HI 検査陰性。細

菌検査：十二指腸内容物、餌及び敷料からClostridium 

perfringens を検出。病理解剖・組織所見：全羽で口

腔から気管内の粘液貯留多量、肺の充うっ血水腫、腺

胃粘膜上皮の脱落及び腺胃構造の消失。生化学検査：

そ嚢内容物からコリンエステラーゼ活性阻害物質を確

認。[再現給与試験]鶏8羽を供試。飲用水投与鶏は異

常無く、残余飼料投与鶏では、沈鬱、口腔からの粘液

排出等の症状を呈し、2 時間以内に死亡する個体を確

認。[防疫処置]急性伝染病を疑い鶏飼養管理物品等の

移動自粛、鶏舎内外の消毒、環境（飼料・劇物等）調

査。[まとめ]病性鑑定と再現給与試験から有機リン中

毒による突然死が強く疑われたが、混入原因は不明。 

 

85 平飼い養鶏場で発生した産卵低下の１症例：島根

県出雲家保 福田智大、三成淳夫 

 有精卵生産の平飼い養鶏場で、平成 17 年 9 月下旬

に軽度の死亡増加をともなう産卵低下が発生。病理学

的検査、ウイルス学的検査（高病原性鳥インフルエン

ザ、ニューカッスル病、鶏伝染性気管支炎、産卵低下

症候群-1976、鶏アデノウイルス、伝染性ファブリキウ

ス嚢病）、細菌学的検査、マイコプラズマ抗体検査、

生化学検査、飼料中ミネラル濃度測定及び魚粉投与試

験を実施。筋胃の潰瘍・糜爛が主要所見。9月から11

月にかけ血中カルシウム濃度が低下。産卵率は、9 月

下旬に65％から急落、10月初旬に45％となり、10月

末に回復。自家配合飼料は、魚粉が13.4％配合。魚粉

製造元を9月末に変更。ミネラル添加剤が8月から10

月末まで添加されず、飼料中カルシウム濃度（2.38％）

が回復期（3.63％）より低値。魚粉投与試験は、10％

及び20％で臨床症状を認めず。本症例は低カルシウム

飼料に起因したカルシウム欠乏が疑われ、魚粉中に筋

胃糜爛原因物質が含まれていた可能性が示唆。 

 

86 地鶏における血中ビタミン濃度測定調査とその

考察：熊本県阿蘇家保 滝川晋史、川邉邦彦 

 地鶏におけるビタミン E(VE)及びビタミン A(VA)の

正常値に関して報告がないため、熊本県内の１系統の

地鶏について、4農場の正常発育鶏群から血液を採取、

高速液体クロマトグラフィーを用いて血中 VE 及び VA

の濃度測定調査を実施。今回調査した正常発育鶏群の

血中 VE 濃度は、7 週齢 573.0±130.2μg/dl、9 週齢

352.6±59.8μg/dl、12週齢389.3±115.0μg/dl、15

週齢 

318.0±64.1μg/dl と週齢と共に減少していく傾向。

血中VA濃度は、7週齢262.1±50.2IU/dl、15週齢347.5

±24.5IU/dlと、週齢と共に増加していく傾向。また、

平成17年5月、死亡・脚弱が増加した事例の病性鑑定

では、病理組織学的検査、生化学的検査の結果、飼料

の不適切な給与によるVE欠乏症と診断。その後家保の

適切な指導により改善。今回の調査により、正常発育

地鶏の飼養後期におけるVEとVAの血中濃度が、また

病性鑑定により臨床症状が発現した値が示され、今後

の地鶏飼養者の衛生指導の指標として活用できるもの

と推察。 

 

Ⅰ－６保健衛生行政 

 

87 少羽数・愛玩鶏飼養者への要指示薬適正使用の課

題と取組み：山形県中央家保 太田千春、須藤庸子 

 安全･安心な畜産物の供給が求められている中、動物

用医薬品の適正使用が重要視されている。一方、高病

原性鳥インフルエンザの発生を機に、少羽数及び愛玩

鶏飼養者へのニューカッスル病ワクチン接種指導や病

性鑑定結果による抗生剤投与が必要となってきている。

しかし、担当獣医師のいないこれらの飼養者は要指示

薬の手配に苦慮しているのが現状。現在、1,000 羽以

上飼養の養鶏農場では担当の開業獣医師が指示書を発

行しているが、獣医師による現状以上の農場担当は困

難。そこで今回、家畜保健衛生所(家保)による指示書

の発行を検討。この方法は、家保が直接実施した抗体

検査や病性鑑定の結果を基にした指導が利点。一方、

①開業獣医師と家保の2種類の指示書発行による現場

混乱の恐れ②家保実施事務との整合性③民業圧迫、等

の問題点がある。この点に関してはそれぞれ、①販売

業者への周知徹底②「家畜衛生指導に関すること」で

の運用③指示書発行に係る指針の制定、による整理で

解決可能。 

 

88 会津地鶏飼養農家に対する衛生指導：福島県会津

家保 鈴木優美子、壁谷昌彦 

 会津地鶏の飼養羽数は年々増加し、食鳥処理施設が

管内に整備され、既存の生産者組織を拡充した「会津

養鶏協会」を当家保が事務局となって設立する等、行

政、飼養者等が一体となり会津地鶏の振興とブランド

化を推進。当家保は安全・安心な地鶏の安定供給を支

援することを目的に、会津地鶏飼養農家を巡回しニュ

ーカッスル病（ND）抗体検査を中心とした各種疾病検

査を実施。また、疾病検査未実施の小規模農家を含め、
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衛生管理状態を把握するため飼養実態調査を実施。疾

病検査の結果、ND ワクチンの接種方法に問題点を確

認。マイコプラズマ症(MG・MS)抗体陽性率は360日齢

以上の鶏で、コクシジウム平均OPGは1,000羽以上飼

養農家で、高い傾向。実態調査の結果では、飼養羽数

100羽未満の農家はNDワクチンを未接種。そこで会津

地鶏飼養農家を集めて飼養・衛生管理に関する研修会

を開催。さらに戸別にワクチン接種の実技指導を実施。

今後は小規模農家も含めた衛生指導を実施し、衛生対

策の向上を推進。 

 

89 採卵鶏農場のサルモネラ清浄化対策例：千葉県中

央家保 石川直子、櫻井紀夫 

畜産物の安全、安心確保を目的として、当所で数年

にわたり小規模採卵鶏農場で実施したサルモネラのモ

ニタリング検査についての報告。1 例は廃鶏時に鶏か

ら菌が分離されたが、鶏舎の徹底的な洗浄消毒により

清浄化。2 例目は鶏舎環境の広範囲から菌が分離され

ていたが、日常の衛生管理の見直しと家保主導での廃

鶏後の鶏舎洗浄消毒を実施した所、直後には菌が分離

されていたが、適切な衛生管理の持続により汚染領域

が次第に縮小し清浄化に至った。3 例目は導入直後の

雛から菌が分離され、当該群を淘汰したが、しばらく

して同じ菌が鶏舎環境から分離された。鶏からの菌分

離はなかったため、日常の飼養管理法を見直し、現在、

鶏群更新時の徹底的な洗浄消毒を指導中。鶏から菌は

分離されなくても、環境から菌が分離される例も多く、

清浄化には鶏群更新時の徹底的な洗浄消毒は当然のこ

とであるが、日常の適切な飼養管理が 重要であると

再認識された。 

 

90 鳥インフルエンザと類似する鶏疾病の浸潤状況

調査と指導：千葉県北部家保 青木ふき乃、井出基雄 

 茨城県で発生した弱毒性の高病原性鳥インフルエン

ザ（HPAI）は軽度の産卵低下以外には症状を示さず、

類似疾病との鑑別が困難であった。本年8～9月にかけ

て、採卵養鶏場62戸でHPAIサーベイランスと飼養状

況調査を実施、併せて類似疾病と考えられる ND、

EDS-76、AE、MG、MSについてワクチン接種状況、抗体

保有状況（ND、EDS-76：HI価、残り3疾病：抗体の有

無）を調査した。ワクチン接種率は順に89、65、23、

58、0%であった。無接種農場での抗体陽性率（NDを除

く）は順に36、85、92、100%であった。ND-HI価は無

接種農で低い値が、接種農場でも接種後1年以上が経

過した7鶏群に高い値が認められ、自然感染が疑えた。

想像した以上に類似疾病の浸潤率は高く、弱毒性HPAI

の早期発見にはこれら類似疾病の発生防止が必須であ

るため、ワクチン接種の推奨、接種プログラムの見直

し、衛生管理の徹底などの指導を順次実施している。 

 

91 ブロイラー飼養農場の衛生指導：新潟県下越家保 

熊倉充得、石井清衛 

 本年度から養豚以外の畜種でも、HACCP 方式の衛生

管理手法を取り入れた畜産安心ブランド認定事業がス

タートし、認定基準(飼料、薬品、出荷等)について説

明指導するとともに衛生検査を実施。クリーンチキン

生産農場認定対象5農場での雛導入時、30日齢および

出荷時のカンピロバクター、サルモネラ検査の結果は、

カンピロバクターは導入時0％、30日齢11％、出荷時

36％の分離率。サルモネラは導入時17％、30日齢22％、

出荷時15％の分離率。また、1農場で導入後5日目か

ら起立不能を伴う死亡が増加し、病性鑑定の結果大腸

菌等の複数種類の細菌による敗血症と診断される事例

が発生。これらのことから、①鶏舎の洗浄剤を使用し

た徹底洗浄と消毒、②雛には導入時にCE剤(腸内細菌

培養剤)の投与、導入後は③飼料には生菌剤、糖類、有

機酸を添加、④飲水は除菌剤で処理後に給与、⑤鶏舎

内菌数低減には暑熱対策用スプリンクラーを利用した

除菌剤散布を対策として指導中。 

 

92 食鳥処理場成績を活用した一ブロイラー農家の

衛生指導：三重県南勢家保 谷口佳子、伊藤英雄 

 平成17年４・７月の食鳥処理場成績から,発育不良

による全廃棄は1.4%に,青脚の部分廃棄は0.8%に増加。

肝廃棄は 1.8%に減少したが常に多いため原因を調査。

肝廃棄は被膜表面の一部で白色化,組織検査で細菌感

染の修復像を呈し,細菌検査で11例中１例でブドウ球

菌を分離したが主原因は不明。青脚と発育不良の究明

に,ﾄﾘﾚｵｳｲﾙｽ(ARV)の分離と抗体検査を定期的に,７月

入雛の３,５号鶏舎で各10羽実施。 ARVは３号のみ38

日齢で分離。抗体は３号は38日齢,５号は50日齢で全

羽陽転。農場にARVの関与が示唆。また５回の検査成

績から青脚と発育不良に相関を確認。他の１鶏舎で ｶ

ﾝﾆﾊﾞﾘｽﾞﾑが発生し換羽不全。33日齢にはほぼ全群に脱

毛が進行し回復不能,対策に他の２鶏舎(19,24 日齢)

にてABPCの投与後換羽不全を認めず。処理場でブ菌に

よる全廃棄が増加。10月入雛群から廃材のオガを通常

のオガに変更,生菌剤投与を１鶏舎で実施。 

 

93 養鶏農家の飼養形態と規模に対応した飲水消毒

方法(鳥インフルエンザ対策)の検討と現地普及指

導：京都府中丹家保 八谷純一、矢野小夜子 

 京都府では H16 年の高病原性鳥インフルエンザ

(HPAI)発生以降、発生防止に全力を投じており、野鳥

侵入防止、飲水消毒等の5項目について飼養羽数を問

わず徹底指導。なかでも飲水消毒は一律的な対応が難

しい項目のため、事業や試験成績を基に農家の飼養形

態と規模に対応した飲水消毒の徹底に取組んだ。巡回
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指導を通じ飲水の消毒割合(消毒率)を調査。1 万羽以

上の大規模農場の消毒率は53%、1万羽未満の中規模農

場は6%と低く、府の補助事業を活用して飲水消毒装置

の導入を推進。また、卵肉の販売を目的としない少羽

数飼養者は、巡回指導とリーフレットの配布により水

道水給与を指導。中規模農場の中で、水源や給水装置、

給水器が多岐にわたり既存の装置で対応できない農場

に対しては、自作した塩素滴下装置や機械式の希釈装

置の設置指導を行うことで、大・中規模農場の消毒率

は 100%を達成。飲水消毒は HPAI に限らず伝染病予防

に有効な手段であり、管内のみならず、全国的な取組

みを期待。 

 

94 飼養衛生管理基準に基づく小規模家きん飼養者

への衛生対策指導：京都府南丹家保 黒田鼓、西野洋 

 ２００４年に管内で高病原性鳥インフルエンザが発

生し、終息後から飼養規模の大小に関わらず発生予防

対策を実施。同年１２月、飼養衛生管理基準（以下「基

準」という。）が施行され、その普及と一層の指導体

制の強化を図った。消費者の目線にたった共通認識に

基づき関係機関と７４３戸の小規模家きん飼養者を悉

皆立入。１０項目からなる基準を明示し、飼養状況に

合わせた調査票により実態を把握、適正な基準の遵守

及び伝染性疾病発生予防対策の指導を徹底。その結果、

飼養者の認識及び姿勢が大幅に向上し、自発的かつ持

続的に衛生管理を改善。異常家きん通報件数や飼養鶏

の健康に関する相談件数も増加。また、関係機関は基

準への共通認識を持ち、適正な指導を実施。以上から、

飼養者の適切な衛生管理の履行により、地域レベルで

の伝染性疾病発生予防対策が向上。今後、府民への基

準遵守の啓発、基準遵守不十分な飼養者への地域ぐる

みの改善指導強化の必要性が考えられた。 

 

95 養鶏農家における安全安心な鶏卵生産への取組

み：大阪府南部家保 篠田知江 西田眞治 

 近年消費者の食の安全安心への関心はますます高ま

っており鶏卵においても 優先項目に挙げられてい

る。管内養鶏農家では自らが生産から選別、包装およ

び販売まで行う直販システムが主流であり養鶏経営の

安定を図るためには安全安心な鶏卵の安定的生産が不

可欠。そこで当所では管内養鶏農家に対し「安全安心

は健康な鶏から」を合言葉に病気のない鶏群の維持（疾

病の侵入防止、疾病の定期検査及びワクチン効果の確

認）、食中毒菌汚染状況の確認（糞便・環境中のサル

モネラ検査）、鶏卵中抗菌性物質の残留検査の三本柱

を中心とした対策を実施。その結果ワクチン効果が不

十分な群が認められたものの疾病の発生は認められ

ず、食中毒菌汚染状況及び抗菌性物質残留検査におい

ても特に大きな問題は認められなかった。今後も鶏卵

の安全安心対策に積極的に取り組むことにより府民の

食への信頼確保を図っていきたい。 

 

96 ある地どり生産農場の一年間の歩み(病性鑑定と

ニューカッスル病抗体検査をもとにした衛生指導か

ら）：鳥取家保 水野恵、井上禎文 

 管内で平成１６年５月から新たに地どり生産を開始

した一農場について、これまで実施した病性鑑定やND

抗体検査の結果をもとに、疾病の発生状況やワクチン

プログラムの現況ついて考察した。１年目は雨水の吹

き込みや温度・換気等の管理失宜により腹水症、熱射

病、圧死、つつき、クロストリジウム感染症が発生。

２年目には大腸菌症、コクシジウム症、マレック病な

どの疾病の発生があり育成率が大きく低下した。これ

らの衛生対策と ND のワクチン接種による衛生管理を

徹底するため、モニタリングを実施し、その結果ワク

チン接種による抗体価がある程度改善に向かった。こ

の農場は現在常時飼養羽数約１千羽で、安定した生産

に向け努力を継続中であり、今後も家保として衛生面

から支援したい。 

 

97 鶏少羽数飼育農家の衛生指導：広島県芸北家保 

山中裕貴、植松和史 

 高病原性鳥インフルエンザの発生以来、基礎自治体

から報告された管内愛玩鶏（20羽以上）及び小規模養

鶏農家全戸（1、000羽未満）に、飼養衛生管理基準の

遵守、伝染病発生予防対策や早期報告、ニューカッス

ル病（ND）ワクチン接種等を指導。ND予防対策が不十

分な農家に、生ワクチン投与を指導。新規就農者へ、

導入時の鶏体消毒、栄養剤投与、寄生虫対策、鶏舎内

隔離・病鶏隔離施設の設置、水質検査、鶏群健康確認、

鶏卵衛生管理等を追加指導。しかし、鶏導入直後から、

呼吸器症状、採卵前（138 日齢）で急性コクシジウム

症が発生し、鶏体消毒、抗生剤投与、鶏舎消毒、栄養

剤補給等対策を実施、再発は認めない。これら指導に

より、地域の衛生状態は向上。また、新規就農者に、

県関係機関と連携し、食品衛生、営農指導も行い、今

後の新規小規模養鶏農家に対する総合的な支援体制を

確立。 

 

98 小豆島における卵用讃岐コーチンの衛生状況調

査と衛生指導：香川県東部家保小豆支所 瀬尾泰隆、

光野貴文 

 平成15年度から、小豆島における愛がん鶏の飼養状

況調査及び衛生管理啓発を実施。しかし16年度調査啓

発時にも、消毒・清掃、野鳥の侵入、ワクチン接種の

不備等の問題点を確認。このため今回、17戸の卵用讃

岐コーチン飼養者を対象に、これまでの啓発、指導の

効果を調査。また飼養衛生管理と病気への関心・意識
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を高める目的で、飼養鶏72羽よりNDの抗体検査とサ

ルモネラ菌分離を実施したので報告。結果、野鳥の侵

入、飲用水の不適切使用を確認。また、廃用鶏対策に

苦慮。ND-HI抗体価は飼養年数の延長に伴い減少(飼養

年数 1 年未満 GM 値 287.4、1 年 101.6、2 年 47.0、3

年26.5、4年14.3)し、16倍未満の割合が増加。サル

モネラ菌分離は陰性。引き続き野鳥侵入防止対策・飲

用水の適正管理への重点指導が必要。また、小規模食

鳥処理場への持込による廃用鶏対策を指導。少羽数愛

がん鶏へのワクチン接種については今後の課題。 

 

99 サルモネラを指標とした鶏卵の衛生管理指導：香

川県東部家保 山下洋治、井上英幸 

 鶏卵のサルモネラの汚染防止を目的に JA 系統の GP

センタ－3 ヶ所と採卵養鶏場 5 戸を対象に鶏卵の衛生

管理指導を実施。各GPセンタ－では食品衛生法に基づ

き衛生管理マニュアルが作成されており、卵用トレイ

やコンテナの消毒、自主検査などの衛生管理対策が実

施されていたが、1ヶ所で原卵置場の床からS.Anatum

を分離。採卵養鶏場では外来者の立入制限、踏込み消

毒槽の設置は実施されていたが、2 戸で鶏舎環境から

S.Thompson(衛生害虫)、S.Montevideo(鶏舎壁)、

S.Cerro(卵置場の床)、S.Infantis(卵置場の壁)を分離。

サルモネラが分離された GP センタ－に対しては原卵

置場の清掃・消毒の徹底、採卵養鶏場に対しては衛生

害虫の駆除、鶏舎及び卵置場の清掃と消毒を指導。今

後、清浄性を確認するため検査を実施予定。 

 

100 ニューカッスル病発生時の防疫措置とその後の

衛生指導：福岡県中央家保 安増邦理、中村弘  

 平成16年12月及び平成17年1月、管内の同一肉用

鶏農場においてニューカッスル病（以下ND）が発生し、

初発時約9,000羽及び続発時約65,000羽を対象に炭酸

ガスによる殺処分及び埋却を行った。本作業の実施に

際し、地元自治体及び関係者とND現地防疫対策会議を

開催し、円滑な作業の遂行を図った。本病決定から防

疫作業完了まで、それぞれ4日及び7日間要し、延べ

300名を超える作業人員が従事した。今回のND発生の

原因として、鶏の衛生管理及び飼養管理の失宜が認め

られ、再発防止を目的として、両管理、ワクチン接種

方法及び従業員教育について農場関係者と検討改善を

行った。特に、ワクチン接種方法については、防疫措

置終了後の導入鶏群について、初生から1週間毎に経

時的にND抗体価の推移を観察し、より効果あるワクチ

ンプログラムの検討を行った。今後、家保と農場等関

係者の連携協力体制をより強固にし、地域の畜産振興

及び家畜防疫の推進を図ることが大切と思われる。 

 

101 高病原性鳥インフルエンザ発生時のGPセンター

早期再開に向けた取組：福岡県筑後家保 石田剛、今

村和彦 

 高病原性鳥インフルエンザ（HPAI）発生時の移動制

限区域内GPセンター等（GP）の早期再開に向けた取組

を報告。管内全6GPに再開の例外規定を説明後、事前

準備を申し出た2GPの現場体制を立入調査、問題箇所

を抽出後指導。当該GPが問題箇所を改善後、再度立入、

改善点を確認、併せてGPの衛生管理マニュアルを当所

も保存、それぞれ平成17年1月及び3月に早期再開の

準備体制を短期間で完了。別の2GPは施設面を中心と

した病原体拡散防止措置を準備中。17 年 10 月に 6GP

を対象に意識調査を実施、全GPが使用済みコンテナ・

トレーの洗浄消毒の実施や乾燥保管場所の確保に苦慮、

また閉鎖後 24 時間以内の再開を強く希望。GP 早期再

開に向け、HPAI発生後早期の消毒ポイント設置や十分

な家畜防疫員の確保が重要。このため、GPとの緊急連

絡体制の構築や所内全家畜防疫員が再開確認作業に従

事できるように、当所独自のマニュアルを策定するな

ど家保側の緊急体制を強化。 

 

Ⅰ－７その他 

 

102 管内一ふ化場における HACCP 導入の試み：秋田

県北部家保 山田典子、山之内健 

 近年、生産段階における畜産物の安全性確保が求ら

れ、ふ化場からのサルモネラ対策及び衛生管理に関す

る検査要望が強まってきている。平成17年4月、管内

一ふ化場から比内地鶏飼養農家3戸に出荷した雛にお

いて腸内細菌が関与する疾病が発生。関係機関による

衛生対策検討委員会を組織し、素雛の品質向上及びサ

ルモネラ汚染防止対策のため、ふ卵舎へのHACCPを導

入。危害因子をサルモネラに設定、衛生管理状況を調

査分析。「種卵の消毒」、「セッター･ハッチャーの消

毒」、「人からの汚染防止」を重要管理点に設定。消

毒手順マニュアルの作成及び消毒・衣服着用管理簿へ

の記録、保存を指導。細菌検査の結果、8 項目中 6 項

目において管理基準を達成、衛生意識が向上。家保は

直営の食鳥処理場からのデータを活用した衛生管理指

導及び抗体検査等によるワクチン接種・投薬指導。今

後の課題は①農場全体への導入②運営主体による連続

的な監視指導③関係機関の支援強化。 

 

103 鳥インフルエンザ発生時における発酵消毒処

理：茨城県県西家保 橋本憲幸、井野壽麿 

 平成17年6月、8農場で高病原性鳥インフルエンザ

(HPAI)が発生。2農場の鶏死体処理に発酵消毒を実施。

堆肥盤に鶏死体、おが屑、乾燥鶏糞を1:1:1の体積比

で混合。堆肥表層温度は速やかに57℃以上に上昇した
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が、深層の温度上昇が不十分なため、5 週間間隔で 2

回切返しを実施。堆肥全体の温度上昇確認後、搬出し

土壌還元。他2農場の鶏体を含まない汚染物品の発酵

消毒も同様に措置した結果、良質な堆肥となり耕種農

家に配布。堆肥発酵温度は表層と深層では異なる推移

をとることがあるため、両者の測定は重要。経営再開

のための検査は堆肥搬出後に実施。農場の経済的被害

から、早期の経営再開を図りたいものの、鶏舎と堆肥

施設等が同一敷地内に存在することや切返し時のウイ

ルス拡散等による再発リスクを考慮すると、汚染物品

処理と農場消毒を確実に実施したうえで経営再開を行

うべき。 

 

104 鳥インフルエンザ発生時の鶏処分方法：茨城県

県西家保 真原隆治、鈴木和明 

 平成17年6月に管内養鶏場で見つかったH5N2亜型

の高病原性鳥インフルエンザは県内40農場約580万羽

で感染が確認され、家畜伝染病予防法に基づく措置を

実施。鶏の大量安楽死処分は二酸化炭素ガスを使用し

た。作業での第一選択肢は迅速性、作業従事者の精神

的・肉体的負担の軽減からウインドウレス鶏舎では鶏

舎密閉による方法を検討し、また、それが不可能であ

る開放型鶏舎の場合は作業効率と動物愛護精神に優れ

たコンテナを用いた方法を、それも難しい場合、汎用

性の高いポリバケツによる方法を選択した。鶏処分を

検討する場合は、農場の立地条件を勘案し、これらの

方法を組み合わせてより効率的な作業形態の選択が重

要。殺処分した鶏や汚染物品は、当初焼却場所・埋却

場所の確保ができず発酵処理場所が確保されたことか

ら発酵による消毒実施。その後発酵処理場所が確保で

きなかったが、地元自治体の協力・焼却施設周辺住民

の理解が得られ焼却処分した。 

 

105 高病原性鳥インフルエンザ発生に備えたGPセン

ター等の調査指導：岐阜県岐阜家保 浅井礼子、野垣

琢哉 

2004年1月の国内での本病発生以降、11月には「高

病原性鳥インフルエンザに関する特定家畜防疫指針」

が制定され、当初問題となった移動制限区域内の鶏卵

の滞留を解消すべく、例外規定が設けられた。発生時

に鶏卵流通を早期に再開させるため、家畜保健衛生所

では GP センター等の実態調査と衛生指導のため立入

を実施。施設の規模は様々であったが、移動制限の対

象となること、例外規定のあることは認識されていた。

各施設において『再開にあたっての確認事項』の各項

目について確認。車両消毒等の未実施の施設があり、

実施するよう指導。また、消毒や清掃の記録簿の不備

や、本病に対応した衛生管理マニュアルが整備されて

いないところが多かったため、案を作成し、各施設に

あったマニュアルや記録簿の整備を指導。その結果、

不備な点が改善され、衛生意識の向上が図られた。 

 

106 頸部運動機能障害を示した鶏の一症例：岐阜県

岐阜家保 棚橋嘉大、野垣琢哉 

 県内A育成場で、稀に頸部運動機能障害を認めた。

2004 年秋頃から約 0.06～0.1%の発生率で、幼雛個体

（約1週齢）に頸部運動機能障害とこれに付随する神

経症状がみられた。発症した個体は死亡せず、症状の

拡がりも認めず、加齢とともに正常に復する個体もみ

られた。今回、頸部運動機能障害の原因究明ため、5

回の病性鑑定をいずれも品種Bの雛を用いて実施。1、

2回目は原因不明。2回目の雛2羽を経過観察。2羽と

も正常に復したが、1羽が約3ヵ月後再発。3回目は病

理組織学的検査で頸部筋肉の瘢痕化病巣を認めた。4、

5 回目は病理組織学的検査で頚部皮下に高度な炎症細

胞浸潤と筋肉の変性壊死を認めた。感染性要因は各種

検査により否定。3～5回目の病理組織学的検査、疫学

的背景および病変の出現部位から、マレック病ワクチ

ンの接種失宜の可能性を示唆。 

 

107 養鶏農家データベースの考案とその利活用：静

岡県東部家保 小林幸惠、齋藤美英 

畜産物の安全性確保が求められる中、生産段階での

衛生対策の徹底が重要である。また、高病原性鳥イン

フルエンザなどの重大な監視伝染病の発生時には、迅

速な初動防疫が求められるため、農家等の基礎的な情

報の集積が必要。そこで、農家巡回指導時に聞き取っ

た情報を基に農家台帳（飼養状況、巡回記録等）を作

成するとともに、関連施設や、家畜衛生データバンク

（関係法規等）を、市販地図ソフトとリンクさせ、誰

もが見やすく簡単に検索できる養鶏農家データベース

を考案。本システムは農家巡回情報を蓄積して継続的

な家畜衛生指導や環境指導に活用するとともに、地図

ソフトに予め養鶏農家や関連施設をプロットすること

で、伝染病発生時に移動制限区域や消毒ポイントの設

定等を容易とし、迅速な初動防疫に利用できるものと

した。今後は他地域、他畜種の情報をデータベース化

し、静岡県全域で情報を共有化することで、さらに利

便性の向上を図る。 

 

108 養鶏場の石灰消毒の現状と指導改善：三重県南

勢家保 伊藤英雄、谷口佳子 

 畜舎の床や土壌消毒には石灰が使用されている。石

灰塗布は畜舎のひび割れや窪みを密封することで消毒

効果がある。今回、石灰消毒法の使用実態を調査し農

場の実情に合わせて効率的な方法を指導。１．消石灰

塗布には多くは肥料用が使用されており、動噴の利用

が困難なため、水中ポンプの利用で石灰塗布の効率化
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を普及。１）消石灰液濃度の調整で場内床面を均一に

塗布でき時間を短縮化、また場外の道路にも活用。軽

トラックで一人で散布できる方法を作成。糞ベルトの

消毒に水中ポンプを利用。２．生石灰塗布は濃度と液

量を決めることで、省力的・効果的に塗布できた。３．

場外の土壌の粒状消石灰散布にシャベルカーを利用。

今後はさらに、粒度の細かい特号規格以上の工業用消

石灰で動噴を使う事を指導。 

 

109 飼料に配合された魚粉に起因したブロイラーの

筋胃びらん・潰瘍：三重県北勢家保 竹馬工、野澤馨 

 管内の１ブロイラー農場で2005年5月下旬より、約

40 日齢の群で死亡羽数が増加したため病性鑑定を実施

した。剖検所見は筋胃内容物の黒色化、筋胃のびらん・

潰瘍・穿孔が主であった。また、穿孔による筋胃内容

物の腹腔内への漏出が認められた。6月中旬に導入され

た9日齢の雛にも10羽中4羽に筋胃粘膜のごく軽度な

びらんを認めた。飼料給与試験では供試鶏 6 羽全てに

筋胃粘膜のびらんが認められた。給与していた飼料の

ジゼロシン含量は 0.3～0.7mg/kg であった。給与飼料

を変更後、続発はなくなった。県内の同飼料を給与し

ている他の農場での発生の情報はなかった。以上のこ

とから、本症例は飼育環境などの要因により症状が重

度になったため発症した、飼料中のジゼロシンに起因

する筋胃びらん・潰瘍と診断した。 

 

110 地玉子に対する消費者の意識と生産者の対応：大

阪府北部家保 岡堂篤史、森田千清 

 平成 16 年京都府で高病原性鳥インフルエンザ

（HAPI）発生、風評被害で鶏卵販売量が激減。需要回

復までに長期間要す。平成17年茨城県でHAPIが発生、

鶏卵販売への影響をみるため、消費者と生産者にアン

ケートを実施。1．対象1）消費者：農業祭等での地玉

子購入者、2）生産者：管内養鶏農家13戸（直販主体）

2．結果1）消費者：①HAPI；関心が非常に高い②購入

者；多くは壮年以上の女性③購入理由；新鮮、安全・

安心（HAPIを含む）④価格；適切（市場相場より割高）、

2）生産者：①経営状況；大半が従来どおり②安全・安

心；家保の衛生指導・検査に協力的で飼養衛生管理基

準も遵守の方向③販売促進PR活動；イベント参加等積

極的に活動、また付加価値のつけた卵を販売する農家

もあり意欲的3．まとめ：HAPIに関心は高いが、新鮮、

安全・安心な地玉子には安定したニーズ。生産者は従

来どおりの経営、鶏卵販売への影響は無し。意欲的な

生産者多く、今後積極的に指導。 

 

111 スラット床は鶏舎環境を改善する：和歌山県紀南

家保 松田基宏、松井望 

 管内採卵鶏農家において、周辺環境が住宅地に変容

しつつあるため、鶏舎内塵埃の飛散を軽減する目的で

格子状の床（スラット床）を設置。そこで、その有効

性の検証のため、鶏舎環境及び衛生状況等の調査を実

施。方法は、スラット床鶏舎と平床鶏舎において、鶏

舎環境、衛生状況、堆積鶏糞の組成等を比較検討。結

果、スラット床を導入により、鶏舎内アンモニア濃度、

落下細菌数、コクシジウム数が軽減、強制換羽後の産

卵率低下時期が遅延。また、堆積鶏糞中アンモニア態

窒素（原物）に差異はないが、スラット床鶏舎のｐＨ

は有意に低く、水分は有意に高かったため、スラット

床鶏舎の堆積鶏糞からのアンモニア揮散が軽減された

ものと推察。今回の結果により、スラット床は鶏舎環

境、衛生状況、産卵成績等の改善に寄与することが確

認され、生体および環境にやさしい飼養技術であると

いえる。また、有害ガスや塵埃の問題は家畜の健康保

持とも関連して理解することが大切であると考える。 

 

112 一肉用鶏農場の衛生対策への取り組みとその効

果：愛媛県中央家保 森岡聖子、岡田栄一 

県内企業直営の一肉用鶏農場で、長年の成績不振

改善のため、平成16年から病性鑑定や定期検査を継続

し、疾病発生状況把握と生産性向上のための衛生対策

に取り組んだ。本農場は、直営ゆえに入雛羽数や出荷

日齢などで制約を受け、過密飼養気味で各種疾病が複

合的に発症。主因も不明確で予防対策が不十分であっ

た。複数回の病性鑑定から大腸菌症とｺｸｼｼﾞｳﾑ感染症と

診断。発症時期特定のため、複数のﾛｯﾄで、初生から出

荷前まで約1週間毎に各種検査を実施。20日齢前後に

大腸菌症、30日齢以降にｺｸｼｼﾞｳﾑ感染症の多発を確認。

疾病予防対策として、ｱﾝﾋﾟｼﾘﾝ、ｵﾌﾛｷｻｼﾝ及びｻﾙﾌｧ剤等

感受性薬剤の適正投与、ﾜｸﾁﾝﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑの見直し、消毒の

徹底など、総合的な衛生管理対策の結果、出荷率は徐々

に向上し、生産指数は17年9月のﾛｯﾄで初めて300を

超えた。今後は農場、本社及び家畜保健衛生所の3者

間で、生産性向上対策を協議し、徹底した衛生管理の

継続と薬剤軽減に取り組みたい。 

 

Ⅱ豚の衛生 

 

 Ⅱ－１ウイルス性疾病 

 

113 豚の牛ウイルス性下痢ウイルス野外感染例の原

因調査：北海道根室家保 宮根和弘、高久英徳 

 我々は、豚コレラ清浄性確認の抗体検査で、牛ウイ

ルス性下痢ウイルス（以下、BVDV）が豚に感染したと

推察した事例を報告（平成16年度日本産業動物獣医学

会）。今回、その原因究明のため追加試験を実施。根
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室管内の牛由来のBVDV（以下、野外BVDV）の遺伝子解

析、野外BVDVを用いた当該農場飼養豚の抗体検査及び

豚への感染試験を実施。遺伝子解析の結果、野外

BVDV21検体の多くは、1a、1a'、1b型。豚コレラウイ

ルス抗体検査は延65頭で実施、陽性GM値9.2。BVDV

抗体検査は3種の野外BVDV株を用い延90頭ずつ実施、

陽性GM値126.8～285.5。感染試験は豚に野外BVDVを

経口投与、環境散布で実験感染。全群、感染後14日目

以降に抗体が上昇。遺伝子解析の結果、野外BVDVは他

地域の分離ウイルスと近縁で、抗体検査では野外BVDV

に強い交差性を示したこと、感染試験ではBVDVが環境

を介し豚に感染したことから、今回の事例は、野外で

流行している BVDV が環境などから間接的に感染した

と考えられた。 

 

114 豚繁殖・呼吸障害症候群(PRRS)初発農場における

呼吸器病対策：岩手県中央家保 熊谷芳浩、大山貴行 

2005 年 5月、母豚80頭一貫経営の養豚場において

白子等の異常産が多発（1腹当り死亡率48～100%）。病

性鑑定の結果、異常産子の諸臓器からPRRSV遺伝子を

検出し、異常産母豚から同ELISA抗体を確認したため

PRRS と診断。異常産子の早期処理、作業動線の分断、

豚舎消毒等によるまん延防止、並びに子豚への App、

MPS ワクチンの接種徹底と発症豚への抗生剤投与によ

る呼吸器病対策を実施。結果、6 月までに異常産は終

息。10月に子豚180 頭中18頭で軽度の腹式呼吸を認

め3頭の病性鑑定の結果、子豚舎へのPRRSV伝播を確

認。なお、呼吸器病の増悪要因として細菌の2次感染

が示唆。7 月以降の出荷豚で抗体が検出され、農場全

体へのPRRSVのまん延を確認したが、10月の臨床検査

および 12 月までのと畜検査成績より肥育豚の呼吸器

病増加は認めず。2 次感染予防を主眼とした呼吸器病

対策による肥育豚の損耗軽減は可能。 

 

115 豚におけるBVDウイルス中和抗体保有状況調査：宮城

県仙台家保 石橋拓英、竹田百合子 

平成14年度から豚コレラ抗体保有状況調査にELISA検

査を導入。平成16年末以降、ELISA検査では陽性・疑陽性

を示すが豚コレラ中和試験では陰性を示す非特異反応が散

発。同じペスチウイルス属のBVDウイルス(BVDV)抗体の関

与を疑い、BVDV中和試験を実施したところ抗体保有を確認。

そこで、県内の豚におけるBVDV抗体保有状況を把握するた

め、過去2年間(平成16年、17年)に豚コレラ陰性を確認

した259戸2,878頭の血清を用い、BVDV中和試験実施。9

戸(3.5%)131頭(4.6%)が抗体保有。非特異反応の約95%の5

9頭がBVDV中和抗体保有。また、豚コレラELISA検査は陰

性を示すが、BVDV中和抗体保有している豚が72頭存在。B

VDV中和抗体価と豚コレラELISA値には正の相関を示し、B

VDV中和抗体は豚コレラELISA検査に影響することが示唆

された。抗体保有豚は牛と関連が全くない豚が大半を占め

た。今後の対応として豚コレラELISA検査が陽性の場合、

豚コレラ中和試験と同時にBVDV中和試験を実施。 

 

116 離乳後多臓器発育不良症候群（PMWS）豚にみられ

た脳炎の病理組織学的考察：宮城県仙台家保 及川俊

徳、伊藤敦 

 豚繁殖経営農場で、育成豚を中心に、呼吸器症状、

削痩を呈し、事故率が増加、3頭について病性鑑定を実

施。剖検で、脳は水腫性で充血、肺は肝変化および点

状出血、全身リンパ節腫大。病理組織学的に、豚No.1、

2の大脳、中脳、延髄、小脳では髄膜および血管周囲に

重度の単核系細胞浸潤、グリア結節形成を多発性に認

めた。豚No.3は軽度。リンパ系組織ではリンパ球が消

失し、好塩基性細胞質内封入体を認めた。肺の肺胞壁

は肥厚、肺胞腔に炎症性細胞頽廃物等が貯留。免疫組

織化学的検査では3頭に、PRRSウイルス（PRRSV）抗原

を肺で、豚サーコウイルス 2 型（PCV2）抗原を肺およ

びリンパ節で検出しPMWSと診断。豚No.1、2では脳か

らPRRSV遺伝子を、3頭の脳からPCV2遺伝子を検出。

以上より本症例の非化膿性脳炎はPRRSV あるいはPCV2

の関与が疑われた。過去5 年間のPMWS およびPRRS 症

例 18 例中 12 例で非化膿性脳炎を認めた。今後豚の病

性鑑定で他のウイルス性疾病との類症鑑別上注意が必

要。 

 

117 新規養豚場における日本脳炎の発生例：山形県

上家保 小嶋暢、佐藤利雄 

平成17年9月下旬～10月、繁殖母豚430頭を飼養

する管内の新規一貫経営養豚場にて、2 産目の経産豚

12頭が流産し、不受胎頭数も増加。繁殖豚は全頭、平

成17年1月～8月にSPF原種豚農場より育成豚を導入。

日本脳炎・豚パルボ混合生ワクチン接種済。流産母豚

の血清4検体、流産胎子5頭について病性鑑定を実施。

病理組織検査では、流産胎子2頭の大脳皮質にグリア

結節の形成を確認。ウイルス学的検査では、PCR 法で

胎子1頭から日本脳炎ウイルス(JEV)の遺伝子を検出。

また、母豚血清、胎子体液全例でJEVのHI抗体陽性を

確認し、さらに母豚血清では2-ME感受性抗体も保有。

以上の結果から、日本脳炎による流産と診断。管内養

豚農家5戸を対象にJEVの浸潤状況調査を実施。結果、

2戸でHI抗体陽性を確認。本農場で多発した要因とし

て、SPF 豚であるため疾病に対する抵抗性が低い、未

越夏の若豚であるため1回のワクチン接種では抗体の

上昇が弱いと推察。対策として、未越夏の若豚に対し、

生・不活化ワクチンの2回接種(LK方式)を指導。 

 

118 豚サーコウイルス2型が関与した豚サルモネラ症

の病理学的検討：山形県中央家保 水戸部俊治 
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 豚のサルモネラ症と豚サーコウイルス2型(PCV2)の

関連性について2症例を用いて病理組織学的に比較検

討。症例はいずれも離乳豚で、発育不良を呈し予後不

良で鑑定殺。ウイルス学的、細菌学的、病理学的検索

によりサルモネラ症と診断。症例1は結腸内容物から

のみ Salmonella Typhimurium(ST）分離。症例 2 は腸

管内容物、心外膜膿瘍、肝臓、腎臓、腸間膜リンパ節

からSTが分離され、脾臓、リンパ節で PCV2性封入体

を確認。抗サルモネラO4群抗体を用いた免疫組織化学

的検査により、症例1は腸管内容物のみ、症例2は腸

管の内容物、粘膜上皮細胞表面および粘膜固有層、心

外膜膿瘍部、腎臓の血管内皮、胆嚢粘膜上皮細胞で抗

原陽性。また、症例2では脾臓でTリンパ球の減数、

リンパ濾胞で組織球の増加が見られた。豚のSTによる

敗血症型にはPCV2感染による免疫機能低下が1つの原

因として考えられる。 

 

119 ワクチンを使用したオーエスキー病清浄化対

策：福島県県北家保 松本裕一 

 平成2年にオーエスキー病（ＡＤ）野外ウイルス抗

体陽性豚（陽性豚）が摘発された１村において、平成

3年より複数農場を対象に県統一のＡＤワクチン（Ｖ）

を使用した清浄化対策開始。Ｖ接種は全て一貫経営農

場で繁殖豚のみ年2回実施。徹底的なＶ接種と繁殖雌

豚全頭の抗体識別検査を毎年実施し、陽性豚を随時摘

発淘汰。経済的事情等から陽性豚の早期淘汰に時間を

要したが、徐々に摘発頭数は減少。平成13年に陽性豚

0％となったため平成14年でＶ接種終了。清浄化への

次のステップとして翌年より、Ｖ接種豚の早期更新と

導入元の固定化を推進するとともに、農家の村内ＡＤ

清浄化に対する高い意識を維持するように指導。Ｖ接

種終了以降、毎年繁殖雌豚の2割について抗体検査を

実施し、現在まで陽性豚の摘発はない。Ｖ接種豚が残

る農場は現在 4 戸で村内ＡＤ清浄化へ向け意識は高

く、残り僅かのＶ接種豚が更新されれば、清浄化を完

了。 

 

120 豚日本脳炎ウイルスが関与した異常産の発生：福

島県相双家保 宮田なつみ、原恵  

 平成17年10月～12月、繁殖豚117頭、肥育豚950

頭を飼養する一貫経営養豚場において、白子・黒子を

含む異常産が20腹以上で継続発生。当農場では日本脳

炎ウイルス(JEV)・パルボウイルスワクチン未接種。死

産胎児３頭の病性鑑定の結果、剖検において内水頭症

が認められ、脳脊髄液などのPCR検査でJEV遺伝子を

検出。死産胎児体液のHI試験でJEVの抗体を確認した

ことから、本症例をJEVと診断。異常産の発生状況お

よび育成豚の抗体検査結果等から、農場内でのJEV流

行時期を9月中旬から下旬と推測。一方、近隣の一貫

経営養豚場でもJEVが関与した異常産が発生するとと

もに、本年度に採材した保存血清による抗体検査では、

11月以降に抗体が確認され、管内においてJEVの大き

な流行があったことが示唆。管内の中小規模養豚農場

では、JEV ワクチン接種率が低いことから、今後本病

発生予防のため自衛防疫組織を活用し、ワクチン接種

の重要性について普及・啓蒙を図る。 

 

121 豚離乳後多臓器性発育不良症候群（PMWS）に関す

る病理組織学的検討：栃木県県央家保 小島浩一 

 過去6年間にPMWSと診断した18症例について、病

理発生、病態及びリンパ節病変におけるPCV2抗原とリ

ンパ球減少との関係を明らかにするため病理組織学的、

免疫組織化学的に検討。PMWS発症豚ではリンパ節にお

けるリンパ球減少、細網細胞増生、多核巨細胞浸潤及

び好塩基性細胞質内封入体等の特徴病変を観察、免疫

機能低下を示唆。病原学的検査では、肺からPRRSV (13

例)、Actinobacillus pleuropeumoniae (4 例) 及び

Pasteurella multocida (2 例)、腸では Lawsonia 

intracellularis (3例) の複合感染を確認。免疫組織

化学的検査では、PCV2抗原陽性細胞数が多い症例ほど、

多核巨細胞浸潤、リンパ濾胞壊死等の重篤なリンパ節

病変を認め、PCV2増殖がリンパ節病変形成へ関与する

可能性を示唆。さらに、PCV2抗原陽性細胞数が多い症

例ほど、リンパ節内のBリンパ球数が減少する傾向か

ら、PCV2の増殖とBリンパ球数低下に密接な関係があ

ることを示唆。以上の結果から、本県のPMWS発症豚に

おいて複合感染の病態悪化に PCV2 感染による免疫機

能低下が大きな要因を占める可能性を示唆。 

 

122 地域一体となったオーエスキー病(AD)清浄化対

策(Ⅱ)：群馬県東部家保 小澤美穂子 

 管内の豚の約 50％が飼養されているＫ市Ｎ地区は、

平成14年度から地域の養豚農家25戸が一体でＡＤワ

クチンの予防接種によるＡＤ清浄化に取り組んできた。

ワクチン接種は母豚に年２回以上および肥育豚に行い、

毎年各ステージ毎のＡＤ抗体保有状況を調査した。野

外抗体保有豚は順調に年々減少しており、発症も無く、

ワクチン抗体保有率も増加し取り組みの成果が顕著に

みられる。しかし、肥育後期の肉豚で移行抗体による

ワクチンブレイクと推定されるＡＤ抗体の陰転があり、

こうした豚からの発病が懸念される。今後は、各農場

毎のＡＤワクチン接種適期等を検討してワクチン抗体

保有率を上げるよう取り組みを図り、地域全体でのＡ

Ｄ清浄化実現を目指し指導を進めていきたい。 

 

123 重度非化膿性脳脊髄炎を呈した豚の一症例：群馬

県家衛研 樋口明宏、小見邦雄 

 県内の一養豚場で2005年１月以降、子豚に下痢や発
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育不良が散発。3月に当該農場の衰弱した75日齢子豚

の病性鑑定を実施。ウイルス学的検査は脳、扁桃およ

び肺でウイルス分離陰性。扁桃乳剤のPCRで豚エンテ

ロウイルス CPEⅠ型（テシオウイルス属）の特異遺伝

子を検出。細菌学的検査は肺から Pasteurella 

multocida と Streptococcus suis を分離。病理組織

学的検査で脳幹部を主体に重度の非化膿性脳脊髄炎を

観察。豚テシオウイルス（PTV）に対する抗血清を用い、

免疫組織化学染色を実施。その結果、中脳、小脳およ

び扁桃の血管周囲、グリア結節、壊死病巣等でPTVの

陽性所見を確認。また、中脳から延髄にかけて、左右

対称性軟化巣、血管周囲の PAS 陽性硝子滴、PAM 染色

による血管壁の障害が観察され、大腸菌症の所見を得

た。以上のことから今回の症例は、豚エンテロウイル

ス性脳脊髄炎が強く疑われ、さらに大腸菌による脳脊

髄血管症が病態をさらに悪化させたものと推察。 

 

124 豚エンテロウイルス性脳脊髄炎が疑われた症

例：千葉県中央家保 相田洋介、加山一三 

2005年4月、繁殖豚550頭を飼養する一貫経営農家

において、離乳豚900頭中40～50頭が歩様蹌踉、起立

不能、四肢硬直等の神経症状を呈して死亡。このため

症状を呈した40および35日齢の豚について病性鑑定

を実施。細菌学的検査では有意菌の分離はなく、ウイ

ルス学的検査ではRT-PCR法で35日齢の脳脊髄から豚

テシオウイルス（PTV）および豚エンテロウイルス B

型（PEV-B）の遺伝子が検出された。剖検所見では、40

日齢に肺の前葉肝変化および癒着、35日齢に右肺前葉

肝変化および肝臓の暗赤色化が認められた。組織所見

では、2 例ともに、脳幹部および脊髄を中心とした非

化膿性灰白脳脊髄炎が認められた。マウス抗PTVモノ

クローナル抗体を用いた免疫染色では、脳幹部および

脊髄の神経細胞細胞質内に陽性抗原が認められた。本

症例は、臨床症状および検査成績から、PTV による豚

エンテロウイルス性脳脊髄炎が疑われた。 

 

125 豚流行性脳炎の発生例：神奈川県湘南家保 牧

野敬、成井淑昭            

 豚流行性脳炎（ＪＥ）は、繁殖雌豚の死流産、雄豚

の造精機能障害を引き起こす。2005年9月～10月にか

けて、管内一農場（母豚へのワクチン接種はオーエス

キー病のみ実施）で黒子、白子、虚弱が混在する異常

産が続発し、6腹77 頭娩出された子豚のうち52頭が

死産、又は娩出後死亡した（死亡率 67.5%）。当所は

10月12日検診を実施、異常産を起こした母豚6頭と5

月に市内から導入した雄1頭の血清学的検査及び当日

娩出された胎仔 3 頭の血清及び病理学的検査を行っ

た。血清学的検査は繁殖豚ペア血清についてＪＥＨＩ

検査を実施した結果、前血清（7 月 28 日採材）で<10

～40倍(GM値6.7）、後血清（10月12日採材）で320

～5120 倍（GM 値 1413.2）と有意な抗体価の上昇を認

め、3 頭の胎仔体液からも 10～640 倍の抗体価を確認

した。また、胎仔の病理組織で非化膿性脳脊髄炎を確

認、本症例をＪＥと診断した。家畜伝染病であると同

時に人獣共通感染症として公衆衛生上も重要な疾病で

ある本病の発生防止のために徹底したワクチン接種に

よる防疫をさらに推進して行く事が重要である。 

 

126 ニホンカイL2のPRRS馴致の取り組み：新潟県下

越家保 田中史彦、馬上斉 

 当所管内には県種豚改良センターが PRRS 陰性の系

統豚ニホンカイ L2（以下 L2）を譲渡する養豚農場は

13戸、うち11戸がPRRS陽性農場（以下陽性農場）。

平成17年4月～12月に譲渡したL2 は13戸44頭。陽

性農場に11戸39頭譲渡され、3戸で3頭が2か月以

内に死亡。課題として陽性農場でL2馴致方法の検討が

必要と思われた。そこで①エライザ法による陽性農場

でのステージ別抗体検査、②L2譲渡2、4、6、23週間

後の抗体検査、③譲渡豚に対するワクチン接種試験を

実施。結果、ステージ別抗体検査でS/P比は各農場で

様々であった。また、譲渡後L2の抗体検査でS/P比は

陰性値を示した。一方、ワクチン接種試験では接種後

2 週間で S/P 比が陽性値を示し、交差免疫への期待や

安全性からワクチン接種が有効と思われた。馴致方法

については各農場にあった対策が必要であり、今後も

家保・種豚改良センター・養豚農家が一体となった改

善を計画。 

 

127 豚伝染性胃腸炎（TGE）ウイルス中和抗体の検出

事例:石川県北部家保 由田洋一 

4農場の無症状豚からTGEV中和抗体(中和抗体)を検

出。TGE ウイルス(TGEV)と豚呼吸器コロナウイルス

(PRCV)は中和試験で識別できず、両者識別のため、4

農場(A～D)の中和抗体陽性血清79検体で、ELISA検査

(TGEV / PRCV 識別キット)を動物衛生研究所にて実施。

また、3 農場(A,B,C)の、糞便、鼻腔スワブ等33 検体

でウイルス遺伝子検査を実施、併せて4農場の疫学調

査実施。結果、遺伝子検査はA農場の糞便1検体でTGEV

遺伝子陽性。ELISA検査は、A農場TGEV陽性36頭、疑

陽性8頭、PRCV陽性5頭、B農場全14頭PRCV陽性、C

農場全13頭PRCV陽性、D農場全3頭PRCV陽性。A農

場は過去のTGEV侵入の可能性と中和試験結果からTGE

ワクチン接種継続中。B,C,D 農場は TGE ワクチン未接

種。また、B、D農場は県外の同一農場から豚導入。各

農場の疫学調査結果およびA農場のTGEV遺伝子陽性は、

ELISA検査と合致。TGEVとPRCVの識別は遺伝子検査で

は検出率が低く困難だったが、ELISA検査では可能。 
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128 養豚場における豚繁殖・呼吸障害症候群（PRRS）

生ワクチンの接種効果：滋賀県家保 田中政嗣、北脇

由季子 

 豚呼吸器複合感染症で事故率の高い農場で、PRRSウ

イルスのコントロールを行った。繁殖候補豚の馴致お

よびPRRS生ワクチン（以下「ワクチン」）を接種し、

その効果を検討。繁殖候補豚とPRRSエライザ抗体価の

高い肉豚との同居では、抗体上昇は18.1%しか認めず。

繁殖候補豚の導入時のワクチン接種では、１ヵ月後に

100%が抗体陽性。母豚群への接種では、陰性豚は82.8%

が陽転。母豚群の陽性豚は加齢とともにエライザ値が

低下。子豚への生後14日齢の接種では、３腹中１腹で

ワクチン株を分離、 2 腹では70日齢で野外株を分離。

離乳時接種では、5 腹中 4腹からワクチン株を分離し、

約90日齢以降に野外株を分離。繁殖候補豚と非感染母

豚群のワクチン接種により、事故率は昨年の 19.3%か

ら15.1％に下がりワクチンの効果を認定。当農場では

子豚への接種は離乳時が適切。母豚群の移行抗体の有

無や初乳摂取量、環境条件により左右。今後一層の事

故率低減には、飼養衛生管理等の徹底が必要。 

 

129 豚肥育農場における呼吸器疾病対策ワクチンプロ

グラムの検討：兵庫県姫路家保 大田康之、清水優花 

豚肥育農場で、豚繁殖・呼吸器障害症候群(P)、

Mycoplasma hyopneumoniae(M)対策としてワクチンプ

ログラムを検討。【材料と方法】H16.8～12 月に P、M

ワクチンの導入時同時接種群(A)、P 接種群(B)、対照

群(C)について各10頭調査。抗体検査はP、M、豚胸膜

肺炎2型（APP2）、豚インフルエンザ(SI)、病原検索は

P、M、豚サーコウイルス2型(PCV2)、病理検査は肺の

肉眼病変と組織検査、出荷率、枝肉重量、肥育日数を

比較。【結果】P抗体はA、Bが3週目に陽転、M抗体は

Aが4週目に陽転、APP2は抗体保有豚を散見、SI抗体

は全群陰性。P、M は肺乳剤の PCR で全群陰性、PCV2

は肺門リンパ節の免疫組織検査で全群陽性。A では肉

眼検査で病巣領域の減少、組織検査で間質性肺炎が軽

減。出荷率(%)はA100、B90、C80、枝肉重量はCよりA

が8kg、Bが4.6kgの増加、肥育日数はCよりA、Bで

約10日短縮。以上からP、Mワクチン同時接種による、

生産性向上の効果確認。 

 

130 一養豚農場における豚繁殖・呼吸障害症候群

(PRRS)ウイルス血清学的考察：鳥取県倉吉家保 前田

佳奈、井上真寛 

 平成１７年４月より離乳子豚の肺炎による死亡が増

加。水腫性肺炎を呈しているものが多く病性鑑定の結

果、ウイルス分離、有意細菌分離は陰性であったもの

の、ＲＴ－ＰＣＲでＰＲＲＳウイルス遺伝子を検出し

たことからＰＲＲＳを疑った。農場の希望により母豚

へのＰＲＲＳワクチン接種によるコントロールを検討

するための基礎的な材料として農場全ての母豚１０２

頭を採血し、ＥＬＩＳＡ、ＩＦＡ及び中和試験による

抗体検査を実施。産歴等を考慮し母豚の汚染状況を調

査。また分娩舎離乳豚をＥＬＩＳＡ抗体保有群１０頭、

保有していない群１０頭、合計２０頭を出荷まで個体

で追跡。併せてＩＦＡ及び中和抗体の推移を調査。 

 

131 牛ウイルス性下痢ウイルス感染による豚コレラE

LISA陽性事例：山口県中部家保 大谷研文、柳澤郁成 

 平成17年3月に県内A農場で豚コレラウイルス(HCV)E

LISA陽性8頭、疑陽性4頭を確認。いずれもHCVワクチン

未接種、臨床症状なし。陽性豚3頭の病性鑑定を行い、

HCV感染を否定。陽性、同居陰性豚の白血球を材料にペ

スチウイルス共通プライマーを用いたPCRは陰性。陰性

確認まで、毎日の死亡状況報告徴求、巡回、死亡豚等

の病性鑑定を実施。ELISA陽性血清は中和試験でHCVよ

り牛ウイルス性下痢ウイルス(BVDV)に対して抗体価が

有意に高く、BVDV感染によるものと推察。その後、6

～8月にA及び系列3農場(B，C，D)でもELISA陽性17頭、

疑陽性17頭を確認。いずれもHCVワクチン未接種、臨床

症状なし、BVDV中和抗体価が有意に高かったが、ウイ

ルス分離、PCRは陰性。牛のBVDV抗体陽性率は、A農場

の近隣酪農家が18.5%、B農場の肉用繁殖牛が85.0%。牛

からBVDVは検出されず。4農場の遡り抗体検査からBVD

Vの侵入時期は16年8月から17年2月の間と推察。今後、

ELISA陽性の場合は、BVDVの検査を実施する必要があ

る。 

 

132 発育不良豚のPMWS(離乳後多臓器性発育不良症候

群)の病理学的検討：山口県中部家保 中谷英嗣、大

谷研文 

 平成12～15年度に病性鑑定依頼された発育不良豚38

件90頭の内、14件17頭（平均63.5日齢）がPMWSに該当。

全頭が顕著に削痩、剖検でリンパ節の腫大、肝変化等

の肺病変がみられた。組織学的に、特徴的なリンパ組

織のリンパ球の減数及び組織球性あるいは肉芽腫性炎

がみられ、大型単核細胞内に、特徴的な大小不同、ブ

ドウ房状の好塩基性細胞質内封入体を観察。この他、

間質性肺炎や肉芽腫性間質性腎炎も散見。これらは、

細菌性肺炎や脳脊髄血管症等を併発。免疫染色では全

頭にPCV2抗原検出。陽性反応は封入体がみられた組織

に強い傾向。PCRではPCV2遺伝子を全頭に、PCV1遺伝子

を1頭に、PRRSV遺伝子を2頭に検出。以上、検索した豚

の約2割をPMWSと診断し、発育不良を惹起する要因とし

て、高率に関与したことが判明。今後も、組織学的検

査及び類症鑑別を実施すると共に、PMWS発生農場にお

ける併発感染症に対するワクチン接種や飼養管理の改

善を図ることが養豚農場の損耗防止策と考察。 
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133 愛媛県南予南部地域における豚日本脳炎抗体価

推移の一考察：愛媛県宇和島家保 谷口芳恵、谷修 

 愛媛県 南端に位置するＩ町のA農家で平成17年1

月に早産が発生し、検査の結果、同時期に日本脳炎（日

脳）ウイルスが関与していた可能性があったことから、

4月から12月にかけて母豚および肉豚（約3ヶ月齢）

を対象に毎月日脳ウイルス抗体検査を実施。7 月に陽

転後、12 月まで抗体陽性、さらに 11、12 月にも 2－

Mercaptoethanol（2-ME）感受性抗体保有を確認。また、

4月に異常産の発生した同町内のB農家では、4月時点

で日脳抗体陽性、２－ＭＥ感受性抗体保有を確認。と

畜場で採材される厚生労働省実施の感染症発生動向調

査において、平成17年6月下旬に高知県、7月上旬に

愛媛県での日脳抗体陽転が確認されており、当管内で

は、A、B農家をはじめ多数農家が県外と畜場へ出荷し

ていることから、南予南部地域における日脳ウイルス

の動きは従来言われてきた時期よりもさらに早い時期

からもっと遅い時期まで動いている可能性を示唆。 

 

134 豚の牛ウイルス性下痢ウイルス（BVDV）抗体陽性

例：愛媛県家畜病鑑 髙橋倫子、丹比就一 

 豚コレラ撲滅対策事業は平成12年10月から第3段

階に入り、全国的にワクチンを使用しない防疫体制に

移行し、愛媛県では清浄性確認のため年間1,500頭の

豚コレラウイルス（CSFV）抗体検査を実施している。

本事業における ELISA 抗体検査により、1 農場におい

て陽性 2 頭、疑陽性 2 頭を検出し、精査の結果 BVDV

抗体交差反応であることを確認。ELISA 検査で陽性ま

たは疑陽性となった個体は、繁殖母豚12頭中県内導入

2頭、県外導入2頭。そこで県内導入元農場豚、陽性・

疑陽性豚の導入時、経過血清およびその同居豚につい

てCSFV ELISA、CSFV中和、BVDV中和試験を実施。CSFV

中和は全頭陰性。BVDV中和においては、ELISAで陽性・

疑陽性となった個体で陽性。また、ELISA 陰性範囲で

あってもS/P比が高い値を示す個体ではBVDV抗体を確

認。以上の結果から、本農場におけるBVDV感染豚の存

在を示唆。 

 

135 野生いのししにおける PRRS ウイルス抗体保有

状況：佐賀県中部家保 有島太一 

 豚繁殖・呼吸障害症候群ウイルス（PRRSV）の野外動

態調査の一環として、猟友会の協力により中部家保管

内で平成14年から17年に採材した計117頭の野生い

のしし血清について、市販ELISAキットにより抗体検

査を実施。採材場所でA地域（東部）とB地域（西部）

に分けて成績を検討。いずれの年もPRRSV抗体が検出

され、PRRSVの浸潤が伺われた。抗体陽性率(抗体陽性

/検査頭数）は平成14年計27.3%（6/22）で、A（1/5）

B（5/17）、平成15年計16.0%（8/50）で、A（2/11）

B（6/39）、平成16年計40.0%（8/20）で、A（7/12）

B（1/ 8）、平成17年計8.0%（2/25）で、A（1/15）B

（1/10）。抗体確認時期をみると、A地域で平成16年

の7月9～12日に5頭、B地域では平成15年の8月1

～4 日に 5 頭と抗体陽性個体が同地域で同時期に認め

られ、地域内でのPRRSVの流行が考えられた。豚から

いのししに感染した可能性が考えられ、今後ウイルス

の検出と株の比較が重要。 

 

136 長崎県の豚インフルエンザウイルス浸潤状況調

査：長崎県中央家保 豊田勇夫、島田善成 

 豚インフルエンザウイルスの流行地域の把握のため

にウイルス分離と浸潤状況調査を実施。浸潤状況調査

は平成16年度にと畜場へ搬入された肥育豚63戸1320

頭の血清について中和試験を行い、供試株に豚の流行

株である H1N2 の A/Swine/Nagasaki/1/89 株および

H3N2 の A/Aichi/2/68 株を用いた。ウイルス分離では

52戸中１戸１頭よりB型インフルエンザウイルスが分

離されたが当該豚において分離ウイルスに対する抗体

は確認されずウイルスの感染はないものと推察。浸潤

状況調査では平成 16 年度において、H1N2 に対する抗

体陽性農場は県全体で 20 戸で中央～県南地域の３市

１郡に限局。H3N2 に対しては 43 戸の農場が抗体陽性

を示し、離島を含むすべての地域に浸潤。いずれの抗

体も４～６月または10～12月に抗体陽性率が上昇。過

去５年間の遡り調査では抗体陽性農場は毎年抗体が検

出され、抗体の陰転例は認められなかったことからウ

イルスが農場内に定着しているものと推察。 

 

137 養豚密集地帯Ｋ町のオーエスキー病清浄化への

取り組み：宮崎県宮崎家保 森川聖二、佐藤友治  

 養豚密集地帯で清浄化推進地域の管内Ｋ町では、平

成16年度、町自衛防疫推進協議会と家保が中心となり

オーエスキー病（AD）清浄化へ向けた取り組みを開始。

農家へ経営・AD対策等に関するアンケート、陽性農場

の調査指導、AD抗体検査未実施農場を対象とした抗体

検査、食肉処理場採血によるサーベイランス強化を実

施。アンケート結果：対象農場 100 戸、回答総数 87

戸、母豚約13,000頭、総頭数約151,000頭、ワクチン

（Vac）接種農場（含一部接種）83戸、導入豚のAD陰

性確認実施農場 39 戸、取り組みへの協力賛同農場 73

戸。陽性農場20戸（H17.10末）を確認し、ADVacの全

頭接種・接種時期の見直し等を指導。Vacの接種漏れ、

導入豚の陰性確認不備、カラス・人的要因による拡散

等の問題点有り。陽性農場は町内特定地域に比較的密

集して分布。現在では、肥育豚において徐々に陽性農

場のAD抗体陰転を確認。Ｋ町ではADが高度に浸潤、V

ac 接種によるウイルス汚染レベル低減と町全体の取
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り組みが不可欠。  

 

138 病性鑑定事例の豚サーコウイルスⅡ型関連疾

病：宮崎県宮崎家保 鎌田博志 

 組織学的に豚サーコウイルスⅡ型（PCV2）の感染が

確認された豚の病性鑑定事例について、疫学及び組織

所見、関連疾病を整理。材料は、2001年4月から2005

年10月までの病性鑑定事例で、感染症以外の疾病、異

常産例を除外した、8市19町、89農場、144例、延べ

263頭で、方法は常法に基づき実施。PCV2の感染が認

められたのは、2市8町、15農場、18例で、日齢分布

は、40から60日が13例、70から120日が5例。組織

病変は、好塩基性細胞質内封入体の形成が15例、それ

に多核巨細胞の出現を伴うものが1例、肉芽腫性の炎

症が主体で封入体が形成されないものが2例。飼養形

態は、一貫農場が17例で母豚が15から3,600頭、肥

育農場が1例で600頭規模。各疾病におけるPCV2の感

染状況は、ウイルス性呼吸器病が9例、豚胸膜肺炎が

3 例、腸管毒素原性大腸菌症、増殖性腸炎、

S.Typhimurium によるサルモネラ症がそれぞれ 1 例、

離乳後多臓器性発育不良症候群と診断されたものが 3

例。 

 

139 管内のオーエスキー病、PRRS抗体保有状況：宮崎

県都城家保 岩下修、山下裕之 

 平成17年3～9月に得られた138戸828頭の豚血清

を用い、AD、PRRSのエライザ(E)抗体検査を実施。ま

たADは平成13年度から17年度の血清を用いて比較検

討。ADは平成17年の検査結果では、1戸2頭で陽性、

2戸3頭で擬陽性。年度別の頭数陽性率は平成13年度

11.7％、以降漸時減少傾向にあり17年度0.9％だった。

PRRSは全体で陽性戸数割合49.3%、陽性頭数割合57.1%、

E平均値1.25で、飼養規模が大きいほど陽性率が高く

なる傾向。母豚100～500頭規模でその前後の飼養規模

より陽性率がやや低い傾向。市町別では1戸当りの飼

養頭数が多い市町村ほど陽性率が高い傾向。また、と

畜場や家畜市場の所在する市町では、所在しない市町

より陽性率が高かった。 

 

140 豚サーコウイルス２型（PCV-2）の関与が疑われ

た症例の検討：鹿児島県鹿児島中央家保 後藤介俊 

 病性鑑定において、PCV-2に特有な細胞質内封入体が

認められた30～120 日齢の豚6 件7頭の臨床症状、剖

検所見、病理所見、ウイルス及び細菌検査成績を比較。

病理組織学的検査として、一般染色、抗ビオチン化

PCV-2豚血清酵素抗体法（免疫染色：SAB法）を実施。

さらに、電子顕微鏡によるウイルス粒子の検索を実施。

結果として、すべてに共通する臨床症状、剖検所見、

検査結果は認められないが、細胞質内封入体及び陽性

抗原は、リンパ節や腸管パイエル板で多数確認。4件4

頭は、封入体や陽性抗原が少なく、臨床症状や検査成

績から、死因とPCV-2の関与は不明。1件2頭では、肝

臓の出血・肝細胞の瀰漫性壊死や変性・消失を認め、

同部位で陽性抗原及びウイルス粒子を確認したため、

PCV-2 感染による肝臓の病変による死亡と推察。1 件1

頭では、発育不良を呈し、全身性のリンパ球の枯渇、

多くの臓器に多数の封入体、陽性抗原、ウイルス粒子

を確認し、PMWS の症状と一致したため、その関与を推

察。 

 

141 離乳後多臓器性発育不良症候群(PMWS)の病理組

織学的検討：沖縄県家衛試 津波修 

 PMWS発生4農場の離乳子豚について、豚サーコウイ

ルスⅡ型(PCV2)と豚繁殖・呼吸器症候群ウイルス

(PRRSV)の関連について病理組織学的に比較・検討。腹

式呼吸、体表リンパ節の腫脹等を呈した子豚(40～50

日齢)8 頭の主要臓器及び各種リンパ節を材料とし病

理組織学的検査(HE染色、免疫組織化学的染色：SAB)、

細菌分離、PRRSV抗体検査(一部PCRによる遺伝子検出)

実施。8頭中7頭でリンパ系組織の肉芽腫性病変確認。

豚サーコウイルス性細胞質内封入体（封入体）又は

PCV2 陽性抗原の確認により PMWS と診断。細菌検査で

Pasteurella multocida(2 頭)及びグラム陰性桿菌(1

頭)分離。6頭がPRRSV陽性。組織所見では、リンパ節

でリンパ球減少、カタル性～化膿性肺炎，間質性肺炎、

非化膿性間質性腎炎等認める。間質性肺炎重度なもの

はリンパ節病変強く、PCV2陽性抗原は全身性・多量に

分布。カタル性～化膿性肺炎が強いほど非化膿性間質

性腎炎強く、腎臓でのPCV2陽性抗原量増加。肺のPRRSV

陽性抗原量はほぼ同程度。PCV2 は抗原分布などから

PMWSの病態・病変形成に強く関与、PRRSVの関与も判

明。 

 

142 県内初の豚インフルエンザの発生：沖縄県中央家

保 服部洋祐、屋冨祖昇 

 平成17年5月9日から同11日、一貫経営の養豚農

家（800頭）の肥育豚20頭で強い発咳や腹式呼吸等の

呼吸器症状がみられ、インフルエンザＡ型（Ｈ１Ｎ１

亜型）が分離されたため豚インフルエンザと診断した。

発生農家での豚インフルエンザウイルス動きをみるた

めに、母豚21頭と日齢（40日・70日・90日・120日）

ごとの群に分けた肥育豚 35 頭を発生後 1 ヶ月半と 3

ヶ月に採血し抗体検査を実施した。その結果、40日齢

群は抗体を保有しておらず、陽転が認められなかった。

その他の群は抗体を保有していたが抗体価が低下し

た。また当該農家の過去5年の血清19頭分からも抗体

が確認。浸潤状況調査のため、平成15、16 年度の 12

市町村 23 戸 101 頭の血清について抗体検査を実施し
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た。その結果、10市町村14戸51頭（50％）に抗体陽

性豚が認められた。抗体検査により、発生農家では以

前5年から本病の浸潤が確認されたが、今回の発生で

感染の拡大はみられなかった。 

 

Ⅱ－２細菌性・真菌性疾病 

 

143 北海道上川管内の豚増殖性腸炎浸潤状況調査：北

海道上川家保 疋田瑞栄、開理奈 

平成 12 年度北海道家畜保健衛生業績発表会におい

て中岡らが当管内での豚増殖性腸炎の発生と浸潤状況

調査について発表。近年その浸潤拡大が疑われたこと

から、起因菌であるLawsonia intracellularis(以下、

Li)の抗体検査及びと畜場の腸管廃棄材料の病原検索

を実施。Brachyspira hyodysenteriae(以下、Bh) 及び 

Brachyspira pilosicoli(以下、Bp)の遺伝子も同様に

調査。Li抗体は平成12年度11/16戸(68.8%)24/47頭

(51.1%)、平成16年度19/24戸(79.2%)48/71頭(67.6%)

陽性。農場及び個体陽性率ともに上昇。Li病原検索(14

戸50頭調査)ではLi遺伝子7戸12頭陽性。病理肉眼

所見では腸粘膜の肥厚認めず。組織検査で2戸6頭に

軽度腺腫様過形成、免疫組織化学的検査で2戸5頭に

Li 特異抗原陽性。病原検索では12 年度の中岡らの報

告より、農場陽性率上昇。肥育後期まで抗体及び Li

を保有する豚の増加を示唆。今後、その要因について

検討が必要。Bh及びBp遺伝子検出結果は全検体陰性。

これら病原体との混合感染率は低いと推察。 

 

144 肥育農場で発生した豚サルモネラ症の衛生対

策：青森県十和田家保 二唐崇、杉本裕美 

平成16年9月、オールイン・オールアウト形態の豚

肥育農場で170日齢豚に下痢症発生。病性鑑定により

Salmonella Typhimurium（以下ST）を分離、豚サルモ

ネラ症と診断。発病豚は早期隔離・治療。全豚房のサ

ルモネラ検査を実施し、陰性群は臨床的に健康であれ

ば出荷。陽性群は個体毎に隔離し、陰性になるまで抗

生剤投与と検査を反復。出荷時は食肉衛生検査所に検

査・投薬状況を連絡し、食肉としての安全性を確保。

アウト後、豚舎消毒し次ロットを導入。一般衛生対策

を強化し、定期検査を実施していたところ、再度 ST

保菌豚を確認。初発群と次ロットの分離STの疫学マー

カーによる型別が一致し、消毒後の豚舎環境における

ST残存が示唆。農場側と問題点を検討し、アウト後の

消毒方法変更、空舎期間延長、生菌剤・有機酸投与及

びストレス低減のため導入頭数の縮小等、衛生対策を

改善した結果、ST清浄化達成。衛生対策及び飼養者の

意識向上により死亡率・と畜場廃棄率は発生前より減

少。 

 

145 離乳後における豚大腸菌症の病因分析と対策の

検証：山形県庄内家保 佐々木志穂、細川みえ 

当所の豚の病性鑑定成績に占める離乳後大腸菌症の

割合は、過去3年間11.1～20.3％。発生農場由来菌株

の病因分析とこれまでの対策を検証。毒素、線毛の検

出状況(PCR法)は、6戸82株中51株に1種類以上の毒

素を認め、このうちStx2eが56.9%、F18が62.7%、F4

（K88）が 35.3%陽性。由来別では、糞便、十二指腸、

腸間膜リンパ節、脳よりStx2eおよびF18を確認。Ｏ

抗原検索では、Ｏ139、Ｏ141、Ｏ149 を確認。H16･17

年に分離した134株の薬剤感受性(一濃度拡散法)は、

H14･15年189株より耐性割合が減少、一方、ビコザマ

イシンの高感受性が減少、低感受性が増加(p<0.05)。

対策には、有効薬剤や生菌剤の投与、保温対策、母豚

数適正化、液状ミルクの投与等組み合わせて実施。5

農場における対策後1年間(四半期毎)の事故率は、有

意に低下（p<0.01）。本症の発生には、多種の毒素、線

毛を伴う菌株が広く関与するが、適正な薬剤使用と離

乳時のストレス軽減等の対策が有効。 

 

146 豚大腸菌症継続発生農家における対策事例：福島

県県南家保 宮野英喜、篠木忠 

 平成14年より繁殖母豚25頭を飼養する養豚農家で

豚大腸菌症が継続的に発生。発生時期は離乳後約2週

間後に集中し、特に 5 月～7 月に多い傾向。症状は顔

面及び腸間膜等における浮腫病変、脳脊髄血管症の個

体も確認。4 回実施した病性鑑定で分離された大腸菌

はβ溶血性を示す2型ベロ毒素産生性大腸菌（VTEC）

であり、飲水（井戸水）からも分離陽性。当初より感

受性抗生剤の使用、離乳豚舎の清掃消毒の徹底を指導

していたが、分離菌の耐性薬剤が増加、平成16年には

3薬剤耐性。平成17年7月、同症の発生が再増加した

ことから、抗生剤等の注射薬剤の使用の中止、市販の

乳酸菌製品を哺乳期からの子豚への投与を指導。その

後の検査でヒネ子豚及び親豚の便、飲水からの溶血性

大腸菌陰性。大腸菌症発症数の減少が認められ、農家

の生産意欲も強くなり、独自にオリゴ糖の投与も開始。

今後は離乳豚舎の衛生対策及び環境の整備が重要。 

 

147 管内に発生した豚大腸菌症の症例：群馬県中部家

保 市毛洋子 

 2005年春から管内の複数の農場で、離乳豚が下痢を

主症状として急死する大腸菌症に遭遇。病性鑑定結果

から分離された大腸菌は、付着因子 F18、エンテロト

キシンおよびベロ毒素産生遺伝子を保有し、その性状

は類似。発生農場のうち4農場を対象に調査を実施。

ロタウイルス先行感染農場では生菌製剤等を給与した

が回復せず。発生初期に抗菌剤を投与した2農場は一
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時悪化したが、抗菌剤投与を中止し生菌製剤等の投与、

飼料給与の適正化および離乳豚舎の飼養環境改善の対

策を実施したところ2ヶ月で回復。発生と同時に常用

の抗菌剤から他の抗菌剤へ投与を切り換え、人工乳か

ら固形飼料へのプログラムを変更した農場は半月で回

復。下痢に耐過した子豚は発育不良となる事例が多か

った。4 農場は種豚の導入先、飼料、管理獣医師等に

共通点はない。4 農場を含めた、大腸菌症発生農場に

おける疫学調査、予防のための衛生管理の検討が必要。 

 

148 食肉処理場と農場で摘発された豚ｻﾙﾓﾈﾗ症:群馬

県中部家保 中原大輔 

食肉処理場（と畜場）に普通畜として出荷された豚

の、Salmonella Choleraesuis (SC)による豚ｻﾙﾓﾈﾗ症の

摘発数が増加。と畜場由来14農場25株とSC発生13

農場18株の性状を比較。全ての株が50Kbの血清型特

異性病原性ﾌﾟﾗｽﾐﾄﾞを保有。ﾌﾟﾗｽﾐﾄﾞﾌﾟﾛﾌｧｲﾙ、及びXba

ⅠとBlnⅠを用いたPFGE の RFLP はほぼ同一。と畜場

由来株と発生農場由来株に違いは認められなかった。

今年度と畜場でSCが分離されたA農場133検体とSC

発生4農場203検体の抗体検査をELISA法で実施した

結果、A農場は180日齢のみ、4農場はSC分離日齢を

中心に抗体陽性豚が認められ、農場での臨床症状発現

の有無は感染時期の違いが原因と示唆。SCを含め、家

畜が主な宿主と考えられてきたｻﾙﾓﾈﾗ属菌が近年公衆

衛生学的にも問題となっているため、発生状況に応じ

た農場の衛生対策を行うことが重要。 

 

149 西部管内における豚サルモネラ症浸潤状況調

査：群馬県西部家保 渡辺環 

管内の農場において、と畜場で Salmonella 

Choleraesuis（S.C）による豚サルモネラ症の発生報告

があり、また農場においても S.C および Salmonella 

Typhimurium（S.T）による豚サルモネラ症の発生が確

認されている。そこで豚サルモネラ症の浸潤状況を把

握するため、平成16、17年度12市町村、74農場、2100

頭の血清についてS.Cの全菌体およびS.TのLPSに対

する血清抗体検査をELISA 法で実施した。ELISA 法の

陽性限界をOD値0.4と設定したとき、S.Cは7市町村、

22農場(29.7%)、115頭(5.5%)が陽性を示し、と畜場で

報告された4農場中2農場と本病発症のあった2農場

中 2 農場において抗体陽性が確認された。S.T では 6

市町村、10農場(13.5%)、21頭(1.0%)が陽性を示し、

S.T による本病発症のあった農場でも抗体陽性を確認

した。ELISA 法による豚サルモネラ症の抗体検査の結

果を養豚衛生管理の指標の一つとし、今後も国内で豚

由来のS.C、S.Tが公衆衛生上問題とならないよう指導

したい。 

 

150 管内２養豚場のSalmonella Choleraesuis感染症

の取組：埼玉県熊谷家保 高桑郁子、山品恒郎 

 Salmonella Choleraesuis（SC）感染症の２事例に対

応し、取組方法等を考察。A 農場は過去 3 年間の病性

鑑定でSCが8回21検体分離。SCの対策強化のため、

抗体検査による浸潤状況調査を実施。陽性率は母豚

100%、発育不良豚60%、5か月齢80%、3か月齢0%、育

成豚0%。検査結果を踏まえ①排菌している可能性が高

い発育不良豚の早期淘汰、導入前の肥育豚房の消毒の

徹底②育成豚舎の洗浄、消毒の徹底等を指導。B 農場

では、と畜場でSCによると体全部廃棄が21頭と多発。

食肉衛生検査センターから菌株の分与を受け、薬剤感

受性試験に基づく、感受性薬剤の使用を指導したとこ

ろ、と畜場での発生は減少。これらより、今後の SC

感染症対策を①農場発生型では、浸潤状況調査により

ハイリスクステージ等を把握し、農場内のまん延防止

等を指導，②と畜場発生型では、食肉衛生検査センタ

ーと連携し、と体由来菌株の薬剤感受性試験に基づく

予防的措置後、①の対策を実施することとしたい。 

 

151 県内で分離された豚由来大腸菌の病原遺伝子保

有状況：埼玉県中央家保 吉田輝美、渡辺喜正 

 過去に豚大腸菌症と診断された事例から分離された

病原性大腸菌61株の血清型別、生化学的性状、線毛と

毒素遺伝子保有状況を調査。溶血性は5%綿羊血液加寒

天培地上の溶血環を観察、血清型別はO群型別を病原

性大腸菌免疫血清、生化学的性状は腸内細菌同定用キ

ット、線毛と線毛遺伝子の検出はスライド凝集反応と

PCR法、毒素遺伝子の検出はLT、STⅠ、STⅡ、EAST1、

VT、Stx2e の 6種類をPCR 法で実施。全株でβ様溶血

環を認め、O 群型別は O138/139 が 28 株、O141 が 17

株、O149が9株、O139が7株。生化学的性状からは7

タイプに区分。線毛遺伝子の保有は F18 が 48 株、F4

が11株、2株はどのタイプにも該当なし。毒素遺伝子

はLT･EAST1の2種類保有が26株、Stx2eのみ保有が

11 株、STⅠ･STⅡ･LT が 6 株、EAST1･Stx2e および ST

Ⅰ･STⅡ･LT･Stx2e が 4 株、STⅠ･STⅡ･LT･EAST1 が 3

株、LT･Stx2eおよびSTⅠ･STⅡ･Stx2eが2株、STⅡ･LT･

EAST1、STⅠ･STⅡ･EAST1･Stx2eおよびEAST1が1株。 

 

152 離乳子豚に発生したサルモネラ症：東京都家保   

内田茂、中村博 

離乳まで順調に発育していた子豚が、離乳後下痢が

続き、衰弱死亡する子豚が７割に及んだ。下痢症状で

発育不良の離乳子豚2頭の病性鑑定を実施。解剖所見

では腸に少量のガスの貯留、腸間膜リンパ節の腫大。

病理組織検査では、肝臓に巣状壊死。ウイルス分離陰

性。豚繁殖・呼吸障害症候群（PRRS）、豚コレラ、A型

インフルエンザ、豚サーコウイルス1,2型のPCR検査陰
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性。PRRS抗体陰性。細菌検査で、腸間膜リンパ節から

サルモネラ、大腸菌を分離。主要臓器、糞便からのサ

ルモネラは分離陰性。肝臓、腎臓、脾臓の増菌培養で

サルモネラを分離。サルモネラは、血清型から

Salmonella Typhimurium（以下S.T）と同定。薬剤感

受性検査では、多くの薬剤に感受性あり。離乳豚房の

ダスト、糞からもS.Tを分離。発症の経過、菌分離等

から離乳子豚のS.Tによるサルモネラ症と診断。 

 

153 急性型豚増殖性腸炎の発生例：神奈川県病鑑 松

尾綾子、栗原定男 

 母豚120頭、肥育豚飼養頭数1200頭規模の一貫経営

農家において、4～5ヶ月齢の肥育豚がチョコレート色

の下痢を呈し2～3日で死亡する事例が散発していた。

2005年1月、同症状を呈し死亡した140日齢の肥育豚

と150日齢の発症豚それぞれ1頭について病性鑑定を

実施した。発症豚は、RBC 324 万/μｌ、Ht 18％と貧

血を呈しており、その剖検所見は、回腸漿膜面に大脳

表面様雛壁形成、内腔に赤色内容物貯留、一部に偽膜

形成。病理組織検査所見は、回腸の陰窩上皮腺腫様過

形成、陰窩腔拡張、陰窩内腔に好中球浸潤、杯細胞消

失。さらに、ワーチン・スターリー染色で、両豚の回

腸及び発症豚の結腸陰窩上皮細胞内に彎曲した茶褐色

の菌体を確認した。細菌およびウイルス検査では、主

要臓器から有意な病原体は分離されなかったが、

Nested PCR により両豚の回腸内容物から Lawsonia 

intracellularis特異遺伝子が検出された。以上より、

典型的な急性型の増殖性腸炎と診断した。 

 

154 豚大腸菌症発生農場の衛生対策：新潟県下越家保 

馬上斉、田中史彦 

 平成17年6月、繁殖母豚42頭の一貫経営農場にお

いて離乳子豚が水様性下痢で5頭死亡。5頭中4頭の

腸内容からβ溶血性大腸菌を有意に分離。4 株中 3 株

がO139、エンテロトキシン（LT、ST）産生、ベロ毒素

（VT）産生及び腸管付着因子F18産生遺伝子を保有す

るベロ毒素産生性大腸菌。当該農場は平成14年10月

以降、豚大腸菌症により1腹当たり離乳頭数が減少。

哺乳から離乳後14日以内の下痢対策を7月に検討。①

分娩房・子豚房の消毒徹底②母豚に抗生剤の一斉投与、

生菌剤投与及びワクチン接種③子豚に生菌剤と卵黄抗

体投与により下痢発生は減少傾向。しかし10月に離乳

子豚7頭が死亡。7頭中5頭の腸内容からβ溶血性大

腸菌を有意に分離。分離菌は3株中3株がO149、LT、

ST 産生及び F4 線毛性付着因子を保有する毒素原性大

腸菌。消毒の徹底と子豚の飼養管理を指導。その結果、

平成16年7月から平成17年6月までの1腹あたり離

乳頭数8.0に対し7月から12月までは9.2と改善。 

 

155 線毛抗原F18保有大腸菌による豚大腸菌症の発生

状況とその対策：新潟県中央家保 市村有理、仲山美

樹子 

 平成16年4月～H17年11月の間、病性鑑定により

豚大腸菌症と診断された症例は11件（実戸数8戸）で、

そのうち線毛抗原F18保有大腸菌の関与が認められた

ものは9件（実戸数7戸）を占めている。本病の対策

として、有効薬剤の投与、有機酸及び生菌剤の投与、

飼養衛生管理の強化等を指導した結果、離乳豚の月平

均死亡率は発生時の2.4～28.6%（平均 14.3%）から 0

～12.8%（平均 5.1%）に一時減少したものの、その後

再発や長期化する農場も一部にみられた。そこで各農

場の対策を検証したところ、子豚への薬剤投与（7/7

戸）、子豚への有機酸又は生菌剤の投与（6/7 戸）、

母豚への有機酸又は生菌剤等の投与（6/7 戸）が実施

されており一定の効果が認められたが、再発防止、短

期終息を図るためには、これらに併せ早期発見、薬剤

感受性の再確認と有効薬剤の投与、飼養環境の改善等

の対策が必要と考えられた。 

 

156 一養豚農場における Salmonella Typhimurium の

清浄化対策：石川県北部家保 長門正志、堀登 

 本年5月、管内の一貫経営養豚農場において下痢を

呈す豚から Salmonella Typhimurium(ST)が検出され、

場内の浸潤状況を調査したところ、高度の汚染を確認。

農場との綿密な協議の元に、定期検査および清浄化対

策とその検証を実施。清浄化へ向けての指導内容とし

ては、第一に農場職員の衛生管理意識向上を挙げ、作

業動線の改善を行った他、母豚および肥育豚の一部に

薬剤の飼料添加、オガ粉への消石灰の添加、場内通路

の消石灰散布、各豚舎の踏込み消毒槽設置、豚舎内の

噴霧または炎熱消毒、衛生動物駆除の実施を指導。そ

の結果7月以降の検査ではSTの検出は大幅に減少し、

9月には1施設のみとなった。しかし、STの完全な清

浄化には到っていないため、今後も農場職員との連係

による衛生管理対策の徹底・強化と検査の継続を行う。 

 

157 離乳子豚に発生した浮腫病と対策：山梨県東部家

保 北島淳子、深沢矢利  

 平成16年10月～12月にかけて、飼養頭数60頭の

一貫経営農場で、離乳後約2週間の子豚に眼瞼浮腫、

ふらつき等を呈し急死する例が散発。剖検にて腸間膜

の高度水腫、腸間膜リンパ節の腫大が認められ、細菌

検査で腸管内容物等からVT2産生の溶血性大腸菌O139

が分離されたため、浮腫病と診断。対策として、子豚

への乳酸菌投与、豚舎の清掃・消毒の徹底、離乳期の

飼料切り換えの改善等を指導し、沈静化。しかし、平

成17年5月、再び死亡頭数の増加がみられた為、家保

による豚舎の徹底消毒を実施。衛生対策を引き続き行
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うよう指示。その後、死亡豚はみられていない。 

 

158 肥育豚におけるSalmonella Choleraesuisと豚サ

ーコウイルス2型（PCV2）の混合感染症例：静岡県西

部家保 石本史子、飯田正 

 管内A養豚場で平成17年2月、80日齢前後の育成

豚に呼吸器症状、発熱、チアノーゼを呈して急性経過

で死亡する豚が散見され、その後6月中旬には80日齢

前後の育成豚に食欲不振、下痢を呈し慢性経過でひね

豚となるものが増加。病性鑑定では7 頭（急性 2、慢

性 5）すべてに肺の肉様～肝変化を、慢性経過の3 頭

に結腸潰瘍を確認。4頭（急性1、慢性3）の主要臓器

からSalmonella Choleraesuis(SC)が分離され、うち3

頭（急性1、慢性2）のリンパ組織でPCV2の封入体を

認めたことから、SC と PCV2 の混合感染症と診断。本

症例では多様な病型を観察。感染時期については、育

成豚舎移動後の60日齢以降でPCV2の遺伝子が検出さ

れたが、混合感染の経過は一様でないと考察。対策と

してSC等の細菌感染症を主眼に発症豚の隔離、豚舎消

毒の徹底及び感受性のある抗生物質の投与を指導。剖

検所見で豚コレラの所見に類似した所見が散見された

ことから、類症鑑別に注意が必要。 

 

159 大脳基底核に限局性壊死がみられた豚レンサ球

菌症：静岡県中部家保 松本浩二 

平成15年11月、県中部地域の母豚130頭を飼養す

る一貫経営農場において、畜舎移動直後の40日齢の育

成豚3頭が発熱、元気消失を呈した。抗生物質による

治療に回復せず。3頭とも細菌分離、豚コレラFA、豚

コレラおよびオーエスキー病抗体検査は陰性。剖検で

は体表リンパ節の腫脹等のほか主要臓器に著変認めず。

病理組織学的検査では、3 頭に共通して大脳基底核に

おける限局性壊死および大脳に主座する非化膿性髄膜

脳炎および脳室炎等を認めた。これら組織像からウイ

ルス性疾病等の関与が推測され酵素抗体染色による検

索を実施したが、いずれも関与は認めず。細菌性疾病

の検索としてグラム染色を実施したところ、病巣内に

はグラム陽性菌が存在し、酵素抗体染色において

Streptococcus suisの陽性反応を認めた。以上の検査

結果から、本症例を豚レンサ球菌症と診断。本例は、

大脳基底核に壊死が認められた点など、病理学的には

非定型的なレンサ球菌症と考えられた。 

 

160 養豚農家における HACCP 導入に向けた

Salmonellaの清浄化：三重県中央家保 小林直樹、庄

山剛史 

 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 HACCP 導入

に向けた検査を平成16年度より開始。養豚でのHACCP

で一般的に危害因子として設定されているサルモネラ

の環境拭き取り検査、農場内の清掃状況の点検を定期

的に行い平成 16 年度に両農家で Salmonella 

Typhimurium（以下ST)を検出。その後、従業員への衛

生研修会の実施、ネズミ駆除の徹底、薬剤投与や消毒

の見直し等、衛生管理の改善を行った結果、A 農家は

2005年5月、B農家は4月以降STは分離されていない。

加えて、農家の衛生意識は昨年に比べ向上し、積極的

な取り組みを自らの意志で行うようになった。今後、

県はHACCP導入までのシステム作り、認定組織等を構

築し、農家では衛生管理技術のさらなる向上を目指す

必要がある。 

 

161 管内一養豚場で発生した豚連鎖球菌症：三重県北

勢家保 鶴野智美、種村幸徳 

 平成17年9月中旬、繁殖肥育一貫経営農場で、約30

日齢の離乳豚104頭のうち10頭が発熱、起立困難、食

欲不振等を呈した後、死亡した。また、9月下旬に育成

豚舎で移動直後の育成豚 1 頭が死亡、分娩豚舎で離乳

予定の哺育豚1頭が死亡、3頭が元気消失、起立困難等

の臨床症状がみられたため育成豚 1 頭、哺育豚 3 頭の

病性鑑定を実施した。剖検所見では、育成豚で胸水の

軽度の貯留、肝臓に白斑が認められたが、その他諸臓

器および哺育豚においては特に異常所見は認められな

かった。病理組織学的検査では、哺育豚 1 頭で重度の

化膿性髄膜脳炎が認められた。細菌学的検査では哺育

豚１頭の脳から Streptcoccus suis が分離されたこと

から、豚連鎖球菌症と診断した。対策として、薬剤感

受性試験で高感受性を示した有効薬剤の投与と豚舎内

の消毒を指示、その後の発生は認められていない。ま

た、発育不良豚や疾病豚の混在飼養が病原体の汚染源

となり得るため農場に対して早期の飼養環境の改善な

どを指導した。 

 

162 離乳豚における浮腫病の発生例：三重県紀州家保 

浅井麻実子、佐藤勝哉ほか 

 管内の繁殖母豚45頭規模の一貫経営農家において、

2005年9月26日、23日齢で離乳し、分娩腹単位で飼

養していた子豚が前駆症状を示さず1頭死亡。死亡豚

の同居豚へ同日DNFX を筋肉内投与。10月 8日同豚房

において1頭死亡し、同居豚内で元気消失が目立ち、1

頭を鑑定殺。外貌検査では両側眼瞼浮腫、剖検では小

腸から大腸における腸間膜の水腫性肥厚。細菌検査で

は腸内容物で Vero 毒素遺伝子２型またはその変異型

をもつβ溶血性大腸菌を分離。解剖所見と細菌検査よ

り浮腫病と診断。この大腸菌に対する薬剤感受性は

FF、ST合剤で高感受性、ABPC、KM、GM、ERFXで中感受

性、PCG、OBFXで低感受性、SM、BCM、OTC、DOXY、DNFX、
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CLで耐性。同居豚および隣接豚に感受性薬剤の投与、

個体観察を重視および異常豚の早期発見に努め、発見

した際は速やかに連絡するよう指導。有効薬剤投与後、

終息。その後、続発はない。 

 

163 豚マイコプラズマ肺炎（ＭＰＳ）の検索を目的と

した肺の肝変化病巣の病理組織学的検討：三重県中央

家保 庄山剛史、小林直樹 

 県内飼養豚の肺の肝変化病巣における Mycoplasma  

hyopneumoniae(Mph) の関与を検討する目的で、と畜場

で肉豚の肺の肝変化病巣を採取し病理組織検査、細菌

検査、抗 Mph免疫抗体を用いた免疫組織化学検査を実

施。結果、供試動物は肺の前葉・中葉の辺縁性・左右

対称性で限界明瞭な肝変化を呈したもの49頭。このう

ち MPS の特徴病変とされる気管支周囲のリンパろ胞

過形成を伴う気管支間質性肺炎を認めたのは 29 頭

(29/49=59%) で、うち11頭は細菌などによる重感染を

併発。重感染を認めなかった18頭(18/49=37%) の Mph

免疫染色では９頭が陽性。一方 MPSの特徴病変を認め

なかった20頭では、延べ12頭にカタル性化膿性肺炎

を、８頭に間質性肺炎を、３頭に誤嚥性肺炎を確認。

化膿性肺炎病巣からは主にPasteurella multocida を

分離。肝変化には MPS以外に複数の要因があり、肉眼

検査のみによる MPS の動向調査の際には注意が必要

と考察。 

 

164 哺乳子豚の多剤耐性毒素原性大腸菌症の発生と

対策：三重県中央家保伊賀支所 井上大輔、渡辺弘一 

 2005年９月中旬、母豚100頭規模の一貫経営養豚農

家で、発育良好な哺乳子豚が白痢を伴い急死する例が

続発。抗菌薬による治療効果なく、９月 11 日～９月

25日の15日間で７～24日齢の子豚10腹100頭中51

頭が死亡（死亡率51％）。９月11日、12日死亡の子

豚５頭について病性鑑定を実施。主な剖検所見は、小

腸充血（３頭）、腸ガス膨満（４頭）、腸点状出血（１

頭）、腎臓出血斑（１頭）、結胸腔内線維素付着（１

頭）、大脳出血（１頭）。細菌学的検査では２頭の脾

臓から線毛抗原k88及びLT毒素遺伝子を有する大腸菌

を検出。分離菌の薬剤感受性試験では、フルオロキノ

ロン系３種を含む抗菌薬12種中11種に耐性（コリス

チンのみ中等度感受性）。症状及び上記所見より、多

剤耐性毒素原性大腸菌による新生期下痢と診断。対策

として分娩豚房の石灰塗布による消毒を指導した結

果、下痢の発生は減少し、哺乳子豚の急死例は認めら

れていない。 

 

165 浮腫病発生における一考察：大阪府北部家保 羽

岡美智代 前角高広 

 管内一養豚場において浮腫病の発生傾向と予防対策

効果について検討。【農場概要】開放式豚舎で約 900

頭飼養、肥育専門経営で80～90日齢の子豚を導入。飼

料は主として残飯、導入直後は配合飼料のみ。【発生

の経緯】2002年までは導入後数日から発症。導入元に

関わらず一年を通じ発生。予防対策の結果、2003年は

ほぼ発生なし。2004年秋に再発、2005年に予防対策追

加。発生時期は導入後30日以降、発生頭数は減少。【対

策】2002年、豚舎消毒徹底等の衛生対策、生菌剤・抗

菌剤の投与。さらに2005年からは抗菌剤投与時期を変

更、導入農場別の分離飼育を指導。【まとめ】定期的

に立入検査を実施。立入検査により、特定農場導入豚

群が発生の主体であることが判明。感受性抗菌剤と生

菌剤の併用が効果的。予防対策の結果、浮腫病発生は

減少。今後、特定農場導入豚群を中心に生菌剤の増量・

投与期間延長等の対策、まん延防止対策を指導。 

 

166 豚丹毒対策に於ける菌検索の応用：鳥取県西部家

保 千代隆之、佐々木雄一  

  豚丹毒発症予防には、出荷豚、農場の母豚及び各ス

テージ毎の豚丹毒抗体価を調べ移行抗体消失時期をチ

ェックした後、適宜のワクチン接種が効果的。一方農

場によっては豚丹毒菌は常在化しており、農場内でど

の様に分布し影響を与えるのか、つまり農場特有の汚

染パターンまでは明確ではない。そこで、ワクチン接

種農場（Ａ農場）と未接種農場（Ｂ農場）の抗体価の

変動を比較すると同時に野外（扁桃、皮膚、床等）か

らの菌分離を試み、抗体価との関連、農場汚染パター

ン等を検証。その結果、Ａ農場での抗体価は理想的な

動向を示したが、Ｂ農場では明らかに自然感染後、耐

過したものと疑われる肥育豚が散見された。Ａ，Ｂ両

農場で菌分離されたが、特にＡ農場では移行抗体消失

後のワクチン接種前の育成豚でも高率に分離され、衛

生管理の重要性を再認識。今後は抗体検査に加え、菌

検索することでより実効性の高い支援が可能となる。 

 

167 県内で分離された大腸菌O139の性状比較による

疫学的考察：山口県中部家保 真鍋幸穂、柳澤郁成 

 平成12～17年の豚由来大腸菌O139、26株について病

原因子(PCR法：LT、ST、Stx2e、F18)、プラスミドプロ

ファイル(PP)、パルスフィールドゲル電気泳動(PFGE)、

NCCLS寒天平板希釈法による薬剤感受性試験を検査し

浮腫病発生農場間の関連や再発時の菌の性状変化を考

察。Stx2eは全て、F18は23株で陽性。ST、LTは全て陰

性。PP、PFGEは農場ごとに特徴的、再発時も同型。一

農場に複数の耐性薬剤パターン、農場や地域で共通耐

性薬剤が存在。結果より以下を考察。未発生農場環境

由来株も病原因子をもち浮腫病発生の可能性を秘め

る。発生は農場特有の株により惹起、農場間の関連は

低く症状鎮静中も菌は農場に潜む。一農場に複数の菌
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株が混在。再発時は耐性薬剤が変化し多剤ではなく少

剤耐性株により発生。一方治療的投薬で惹起されたと

推察される発生も有り。PP、PFGEと耐性薬剤に関連な

くプラスミド性の耐性はないと推察。検査項目では薬

剤感受性試験が菌株の違いをよく表した。 

 

168 一貫経営養豚農家に発生した増殖性腸炎：徳島県

徳島家保 小川みちる、大西克彦 

 母豚27頭規模の一貫経営養豚農家において、離乳豚

に食欲低下、下痢を呈する個体が散発したため、病理

解剖を実施した。外貌所見は削痩、黄色水様の下痢便

を排泄していた。解剖所見では回腸下部から結腸にか

けて漿膜面に多発性乳白色結節がみられ、粘膜には黄

緑色の偽膜がほぼ全域にみられた。組織学的には回腸

及び結腸では大型の陰窩膿瘍が形成、回腸下部から結

腸にかけて広範囲に偽膜が形成、回腸及び結腸の腸陰

窩細胞は杯細胞が消失もしくは減数しており、腺腫様

に過形成していた。ワーチン・スターリー染色を実施

したところ、過形成した陰窩上皮細胞内に湾曲した菌

体が多数みられた。腸粘膜を用い Lawsonia 

intracellularis の nestedPCR を実施した結果、特異

遺伝子を検出した。以上の成績から増殖性腸炎と診断

した。また、鼻腔粘膜からSalmonella Typhimurium、

腸内容から病原性大腸菌が検出された。衛生指導を行

ったところ、改善の傾向がみられた。 

 

169 離乳子豚にみられた下痢症とその対策：香川県東

部家保 矢野敦史、竹内康裕 

 県内大規模養豚場において、平成15年4月～平成1

7年 3月、離乳子豚の約2割に水様性下痢が続発、重

篤例は死亡。20～30 日齢豚を6回、計16頭について

病性鑑定を実施。剖検では、小腸、大腸の水腫性菲薄

化、組織検査ではカタル性～壊死性腸炎、化膿性リン

パ節炎。小腸内容物からLT産生腸管毒素原性大腸菌を

(14／16)分離、血清型はO141(7／14)、他は型別不能。

発生毎に抗生物質治療、数種類の生菌製剤を試すが、

沈静化と発症を繰り返す。発生毎に大腸菌の感受性が

異なるため、耐性菌の出現を危惧。病性鑑定結果によ

る適切な抗生物質の投与で下痢症を抑制し、生菌製剤

(枯草菌)を母豚、種雄豚および離乳豚へ一斉投与。下

痢症予防目的の抗生物質は中止。下痢症の誘因である

ストレスの軽減化(ワクチンプログラム変更など)、衛

生管理の強化。結果、下痢症は終息、死亡率 0.5％以

下に減少、発育不良豚も減少し、出荷頭数は前年比増。

現在も下痢症の発生はない。 

 

170 離乳豚に発生した大腸菌症の対策：香川県西部家

保 萱原由美・真鍋圭哲 

 母豚35頭規模の一貫経営の養豚農家で、離乳豚の下

痢が2年前より継続発生。離乳後から1カ月の死亡率

は20％から25％。病性鑑定で大腸菌症と診断。原因菌

の血清型はO141、LT産生、STおよびVT非産生、薬剤

感受性試験ではゲンタマイシンのみ有効，その他の薬

剤は多剤耐性。耐性菌の問題から治療用抗菌剤の使用

は 小限とし抗菌剤によらない予防対策を畜主と協議。

①豚房の徹底消毒②生後1週齢から2ヶ月齢、分娩前

後の母豚への生菌製剤投与③豚の飼育動線の整備④密

飼の防止を指導。1 カ月後には離乳豚の下痢はなくな

り、死亡率は 5％以下に改善、衛生対策経費は削減。

出荷頭数は増加の見込み。生菌製剤の効果判定は、長

期の経過観察が必要であり、今後も継続指導。 

 

171 と場出荷豚から分離された豚丹毒菌の疫学的検

討：高知県高幡家保 濵田康路、堤聰太郎 

家畜保健衛生所と食肉衛生検査所（以下食検）では、

県民への安全で安心な畜産物の提供を目指し、生産現

場と終末処理場との情報交換を柱とする会合を定期的

に開催。食検から、全廃棄の原因では豚丹毒が半数を

占め、管内農場出荷豚からも豚丹毒菌を分離したとの

報告。当該生産農場に対し、同疾病の清浄化への啓蒙

を進めながら豚丹毒の浸潤状況を調査するために、血

清抗体価検査を実施し、ワクチン接種等の衛生対策に

ついても検証。食検では、他の管内からの出荷豚から

も同菌が分離されており、当該生産農場との関連につ

いて疫学な検討を行った。病型は関節炎型が多く、心

内膜炎型及び蕁麻疹型は少数。血清型はⅠa 型が過半

数を占め、残り多くはⅠb 型。分離菌の薬剤耐性パタ

ーンは病型及び血清型に関わらず一定であった。今後

も継続的に情報交換を行い、それにより衛生、ワクチ

ネーション等の対策を実施し、より一層本病による損

耗の低減を目指す。 

 

172 一養豚場での豚大腸菌症の発生と対策：福岡県筑

豊家保 小森敏宏、八尋計 

 飼養規模を二倍以上に増頭した一貫経営農場（繁殖

雌豚100頭）で、平成16年11月から17年２月、哺乳

豚に早発性大腸菌症（K88）が発生し、約300頭が死亡。

大腸菌ワクチンを主とした対策を実施し、哺乳豚の死

亡事故は減少。しかし、５月には離乳豚に、更に７月

にも哺乳豚と離乳豚にK88による大腸菌性下痢症が発

生。長期化が懸念されたため、飼養管理を再度見直し、

農場内の病原菌数低減と子豚のストレス軽減をポイン

トに指導を実施。内容は、①抗生剤の飼料添加中止と

生菌剤の確実な給与（生菌剤は２月に指示するも畜主

は抗生剤の飼料添加に切り替えていた）。②離乳豚舎

の過剰な洗浄消毒を石灰乳塗布に変更。③飼料切り替

えを不断給餌から制限給餌に変更。④離乳した子豚は

５日間分娩豚房で飼養した後移動するよう指導。指導
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の結果、子豚の死亡が 大126頭（１月）から23頭（９

月）に減少し、畜主は農場内の病原菌数の低減と子豚

のストレス軽減の重要性を改めて認識。 

 

173 発育不良豚の病原細菌分離状況および

Mycoplasma hyorhinis の薬剤感受性：福岡県中央家

保 尾川寅太、大津尚子 

 Mycoplasma hyorhinis (M. hyorhinis) は若齢豚に

多発性漿膜炎を惹起し、多重感染により離乳豚の肺炎

を憎悪することが注目されているが、本県での把握は

不十分。このため、11 戸由来の発育不良離乳豚48 頭

を供試し細菌学検査と分離した M. hyorhinis 株の薬

剤感受性試験を実施。細菌分離は常法に従い実施、M. 

hyorhinisの分離はムチン添加PPLO寒天培地を供試。

菌種同定は生化学性状、代謝阻止試験等により実施。

OTC、EM、TS、LCM、TML、ERFX について 小発育阻止

濃度(MIC)を液体培地希釈法により測定。48頭中33頭

の肺病変部から M.  hyorhinis を分離。ついで

Pasteurella multocida 11頭、Streptococcus suis 10

頭、Haemophilus parasuis 8 頭、Arcanobacterium 

pyogens 6 頭、Actinobacillus pleuropneumoniae 5

頭、Salmonella Choleraesuis を 3 頭から分離。結果

からM. hyorhinisが本県農場にも広くまん延し、発育

不良豚の肺炎に関与していると推察。TSのMIC分布は

広かったが、二峰性の耐性傾向は確認されず、LCM、TML、

ERFXに高い感受性。 

 

174 肥育豚で発生したサルモネラ感染症：大分県大分

家保 河村正 

 平成17年6月に、管内の肥育専門の1養豚場におい

て、導入後約1ヵ月の肥育豚が死亡する例に遭遇し、

同年6月7日（1例目）および7月21日（2例目）に

同農場の死亡豚2頭および死亡豚1頭の病性鑑定を実

施。併せて導入検査、疫学調査および PFGE・PCR-MPD

を実施。1 例目は、細菌学的検査において主要臓器及

び脳からSalmonella choleraesuis（以下S.C）、直腸

内容物からSalmonella Typhimurium(以下S.T)を分離。

2 例目は、細菌学的検査において主要臓器及び脳・直

腸内容物からS.Tを分離。導入検査では、特定農場の

導入豚糞便からS.Tを分離。疫学調査では2例目の豚

と導入検査でS.Tが分離された豚は同一農場から導入

しており、1 例目の導入元とは異なっていた。PFGE・

PCR-MPD では、2 例目の S.T と導入検査で分離された

S.T は同一のパターンを示し1例目のS.T とは異なっ

ていた。以上のことから、1 例目は、S.T を保菌した

S.C感染症、2例目はS.T感染症と診断。当該農家には、

2 種類の由来の異なるS.T が侵入したと推察された。

現在、導入時検査の実施と投薬により当該農場のサル

モネラ感染症の続発はない。 

 

175 腸管接着微絨毛消滅性大腸菌(AEEC)による

豚の離乳後下痢症の 一 例 ：宮崎県宮崎家保 柳

美樹、西村拓也 

AEECは回腸・大腸粘膜微絨毛を消滅させ台座を形成

するAE病変を現すがこれまでに国内豚のAEEC 報告例

は少ない｡SPF 豚作成を行う試験研究機関で平成 16 年

８月下旬から下痢発育不良を呈した離乳豚が増え、2

頭について病性鑑定を実施。茶褐色水様便を呈した２

頭の剖検所見では空回腸および盲結腸粘膜が充うっ血

し空回腸は一部壁が菲薄化。病理組織学的検査で空腸

から結腸粘膜上皮細胞に短桿菌が数珠状や集落を成し

て付着するAE病変が認められた。細菌学的検査でNo.

１の空回結腸および腸Lyから大腸菌O26:H-、一方No.

２の空腸からO51:H49が分離された。今回の症例の特

徴は、豚で AE病変が認められ病変が空腸に形成され

たこと、そして２種類のO血清型AEEC が同一豚舎か

ら分離されたことである。AEEC による下痢発生の因

果関係は不明であるが、離乳ストレス等による腸管粘

膜の防御能低下に加え、環境要因として比較的清浄度

が高い飼育環境もひとつの発生誘因と考えられた。 

 

176 鹿児島県で過去 17 年間に分離された豚由来

Salmonella Typhimuriumの分子疫学的解析：鹿児島県

鹿児島中央家保 白井彰人 

 過去17年間に病性鑑定で分離された豚由来99株と

豚舎捕獲ネズミ由来1株のSTについて、制限酵素Xba

ⅠとBlnⅠを用いてPFGEを実施。県内において豚から

のST分離件数が増加したH12年度以降に2つのグルー

プの流行が判明。このうち、1 グループについては、

PCR の結果から DT104 の可能性が示唆。もう一方のグ

ループでは、薬剤耐性傾向を確認。これらの分離農場

は地域的偏りがあり、同系列農場や出荷と畜場毎に同

じ株が分離される傾向から、分離集中地域において、

疫学関連農場を中心に汚染が広がったと推察。対策に

ついては、同地域内の疫学関連のない農場においても、

同じ株が分離されていることから、系列・農場単位だ

けでなく、地域ぐるみでの実施が必要と判断。また、

飼養形態で見た場合、一貫経営農場では同じ株の数年

に渡る常在化を、肥育農場では株の変異や複数の株の

侵入を認めたことから、飼養形態に応じた対応も必要。 

 

177 レプトスピラ症発生農場の疫学調査：沖縄県家衛

試 新田芳樹、国場保  

 レプトスピラ症は、人獣共通感染症で、第一次感染

源は野鼠、豚は一般に不顕性感染とされる。既報を基

に設計した病原性レプトスピラの Leptospira flaB 

nested PCR法（以下PCR）等を新しく検査に組み入れ、

レプトスピラ症発生養豚場における疫学調査を実施。
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豚流産胎子等の病性鑑定では、23％（3/13）症例で病

原性レプトスピラのinterogans遺伝子を確認。感染ス

テージ調査では、気候の異なる2月と8月共に、90～

120日齢でレプトスピラ抗体が確認。保菌豚調査では、

PCR は出荷豚 66.7％(10/15)、母豚 22.4%(19/85)。げ

っ歯類調査では、ジャコウネズミより、Leptospira 

borgpetersenii serovar javanica を１株(1/101)分

離。流産胎子や尿計６株のレプトスピラ遺伝種は、

interogansであり、げっ歯類由来株のborgpetersenii

と遺伝種が異なった。以上より、随時げっ歯類が第一

次感染源として伝播しているのではなく、レプトスピ

ラ尿症により豚群において感染が拡大し高い感染率が

維持され、結果として、異常産を制御できていないも

のと推察。 

 

Ⅱ－３原虫性・寄生虫性疾病 

 

178 Isospora suis による哺乳豚のコクシジウム症：

大分県三重家保 森学 

 繁殖母豚 25 頭を飼養する一貫経営農家において、

2005年8月から9月にかけて、約7日齢から10日齢

の哺乳豚が黄灰白色の水様性下痢を呈し、約 60%が死

亡。下痢を呈した9日齢の衰弱豚、死亡豚について剖

検を実施したところ、小腸に軽度の充血、壁の菲薄化、

黄灰白色内容物の貯留を確認。各種細菌学的及びウイ

ルス学的検査は陰性。病理学的検査により、小腸に広

範囲の粘膜上皮の変性・壊死・脱落、粘膜絨毛の著し

い萎縮、粘膜上皮細胞の細胞膜にIsospora suisのメ

ロゾイトを多数確認。以上により、本症例をIsospora 

suisによるコクシジウム症と診断。農場内におけるコ

クシジウムの浸潤状況を調査した結果、哺乳豚は5頭

中3頭(60%)、離乳豚は7頭中1頭(14%)より、Isospora 

suisのオーシストを検出。対策として、分娩豚房及び

保育箱の消毒、母豚、哺乳豚、離乳豚への抗コクシジ

ウム剤の投与を実施。その結果、状態は改善。 

 

179 豚由来Toxoplasma gondiiの遺伝子型別：沖縄県

家衛試 座喜味聡、大城守 

 本島南部の一と畜場で、2003年-2005年にと畜検査

の際得たトキソプラズマ様病変を有する豚のリンパ節

101 検体(内 54 が鏡検陽性)の DNA を抽出後、

Toxoplasma gondii(TG)の表面タンパク質をコードす

るSAG2遺伝子を標的にnested PCRを実施したところ、

57 検体が陽性。そのうち 49 が制限酵素(Sau3AI と

HhaI)による型別が可能で22(44.9%)がI型、23(46.9%)

がII型、4(8.2%)がIII型。本県の豚に主要3遺伝子

型全てのTGが存在し、Ｉ型とII型が同等に支配的で

あることが判明。各型のPCR産物計7例の塩基配列は、

それぞれの代表的株である RH 株、Beverley 株、及び

C56株と一致。さらにTGのサルファ剤耐性に関連する

とされるdihydropteroate synthase(dhps)遺伝子の変

異を検査。SAG2-PCR 陽性 57 検体中 40 で nested PCR

によりdhps遺伝子が増幅され、制限酵素(Cfr13I)切断

パターンとシーケンスにより全て野生型(サルファ剤

感受性)であることが判明。豚の本病防除における疫学

情報のみならず、ヒトの本病との疫学的関連について

有用な情報を提供と思慮。 

 

Ⅱ－４一般病・中毒・繁殖障害・栄養代

謝障害 

 

180 肥育豚に発生した線維性骨異栄養症：三重県南勢

家保 平塚恵子、福浦弘幸 

 2005 年 6 月、繁殖雌豚 450 頭規模の一貫経営農場

において、出荷豚の大腿骨に骨折が散発（発生率

1.3％）。骨折部位は、全例大腿骨の骨幹にみられ、骨

硬度がやや減少、レントゲン検査では、緻密骨の菲薄

化がみられた。病理組織学的検査では、緻密骨が多孔

菲薄化、破骨細胞の多数出現、骨細胞の吸収と結合組

織の増殖を確認。同時期の出荷豚の血清中のＣａは、

平均 8.7mg/ｄｌ、Ｐは平均 9.4mg/dl、Ｃａ／Ｐ比は

0.9 とＰの比率が高かった。骨折豚のＡＬＰは高値で

あった。骨幹の灰分中のＣａは、骨折豚が正常豚に比

べやや減少。当該農場は自家配合飼料を豚３０ｋｇか

ら使用。飼料中のＣａ、Ｐを検査したところ、肉豚用

飼料のＣａが日本飼養標準豚の養分要求量が０．５％

であるのに対し、0.383％と少なかった。病理組織、発

生部位等を考察した結果、線維性骨異栄養症と診断し

た。 

 

181 発育不良豚の肺病変の病理組織学的検索：大阪府

南部家保 神原正 

 豚の肺炎は発育不良の主因とされ、肺炎の原因とな

る病原体を調査、特定することが、発育不良の対策と

して重要。そこで、発育不良が多発している一農家の

肺病変について病理組織学的に検索し、病原学的検査

結果と合わせ、病因について検討。材料は平成17年6

月から11月に病性鑑定をおこなった発育不良豚15頭。

結果は肺より豚繁殖・呼吸障害症候群ウイルス(PRRSV)

を 11 頭、豚サーコウイルス２型(PCV2)を 4 頭、

M.hyorhinis を 8 頭、 P.multocida を 7 頭、

A.pleuropneumoniaeを2頭、S.suisを6頭、H.parasuis

を4頭、S.Typhimuriumを2頭、M.hyopneumoniaeを1

頭から検出。11 頭に高度の肺炎を認め、特に

M.hyorhinisを病変部に高率に認めた。PRRSVは、特定
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の細菌との混合感染により、重篤な肺炎を呈した。以

上の結果から PRRSV による間質性肺炎と免疫能の低

下、M.hyorhinisによる気管支線毛の機能障害により、

細菌の二次感染を招き、重篤な肺炎が惹起されている

ことが示唆された。 

 

182 疾病多発養豚農家への衛生指導：兵庫県洲本家保 

野間進、日下部麻子 

 イノブタを飼養する一貫経営農家(繁殖豚195頭、肥

育豚1,200頭)において、離乳子豚の死廃が急増し、病

性鑑定により肺炎（PRRS）、豚増殖性腸炎、滲出性皮膚

炎、化膿性髄膜炎、浮腫病といった種々の疾病に起因

することが判明。農家および関係機関と検討を重ね、

子豚への PRRS ワクチン及び母豚への豚大腸菌性下痢

症不活化ワクチン接種、離乳日齢の21日齢から30日

齢への変更、病畜の隔離、踏込消毒槽の設置、離乳舎

の消毒の徹底(従前:水洗のみ 指導後:水洗→消毒→
乾燥→石灰乳塗布)、群構成を体重別から同腹別への

変更、食肉検査データに基づく衛生プログラムを指導。

その結果、ピーク時、月100頭を越えていた離乳後の

死廃が20頭以下に減少。また食肉検査成績における肺

炎、寄生虫性肝炎での廃棄率の低減及び事故率低下に

伴う肉豚共済年間引受頭数の増加といった成果を認め

た。 

 

Ⅱ － ５ 保 健 衛 生 行 政  

 

183 豚丹毒継続発生農場に対する衛生指導：青森県弘

前家保 豊澤直子、眞山隆 

 豚コレラワクチン接種中止とともに、豚丹毒ワクチ

ンを中止した母豚270頭規模の一貫経営農場で、平成

13年、15年及び16年にと畜場出荷豚で豚丹毒が摘発

され、子豚への豚丹毒生ワクチン接種の徹底を指導し

た。しかし、平成17年2～7月に11頭が継続発生。こ

のため、抗体検査による生ワクチンの効果判定を実施

した結果、接種前からGM値11.9倍の抗体を保有し、

肥育末期は 8～256 倍と抗体価にバラツキが見られ期

待するワクチン効果が得られていなかった。改善対策

として不活化ワクチンへの切換を指導。不活化ワクチ

ン接種豚では、接種前の抗体保有に左右されず接種後

のGM値が218.7倍と十分な抗体上昇が見られ、肥育末

期では32～128倍の感染防御に十分な抗体を保有。飼

養衛生管理では、肥育豚舎に消石灰の踏込消毒槽の設

置、豚舎内通路に消石灰散布、肥育豚舎の換気及び出

荷時の異常豚の確認を徹底。これらにより、8月以降、

豚丹毒の発生はない。 

 

184 肥育豚の月齢別ハプトグロビン及びα1酸性糖蛋

白濃度：新潟県中央家保 太田洋一、中林大 

 急性期反応物質として知られる血清中ハプトグロビ

ン（HP）及びα1酸性糖蛋白（α1AG）濃度の測定を一貫

経営農場(農場)の肥育豚(2か月齢5戸23頭､4か月齢

9戸45頭､6か月齢9戸45頭)及び､優良な衛生環境下

で飼養される県種豚改良センター(センター)の肥育豚

(各5頭)について､一元放射免疫拡散法にて実施・比較

した｡HP濃度は､農場:2 か月齢;1042±451μg/ml､4 か月

齢;1478±752､6か月齢;998±500､センター：2か月齢;889

±222､4 か月齢;716±97､6 か月齢;954±337､α1AG濃度は､

農場:2 か月齢;587±307μg/ml､4 か月齢;537±193､6 か

月齢;600±169､センター:2か月齢;298±167､4か月齢;90

±65､6 か月齢;315±73 であった｡各月齢におけるセンタ

ーと農場の有意差は､HP:4 か月齢で2 戸､α1AG:2 か月

齢で1戸､4か月齢で7戸､6か月齢で5戸に認められた

(P<0.05)｡また､各農場間における有意差は、α1AGで多

く認められた。 

 

185 おかやま黒豚における赤肉生産量の向上のため

のLysine/ME比の検討（Ⅱ）：岡山県総合畜産センタ

ー 森尚之、金谷健史 

 前年の発表では、給与ステージごとに飼料中の

Lysine/ME 比を変更することで、おかやま黒豚の肉質

および発育を低下させることなく、背脂肪厚をコント

ロールおよびロース断面積を拡大できる可能性を示唆

した。そこで、Lysine/ME 比を更に検討し、エネルギ

ーを過剰な脂肪蓄積にまわすことなく、 も効率よく

赤肉を生産する飼料を検討。その結果、日本飼養標準

に比較してLysine/ME比を高めた場合、去勢豚は高値

に設定しても正の効果を示した。また、雌豚はリジン

の利用については上限があるものの正の効果を示す

Lysine/ME 比が確認された。しかし、去勢豚並びに雌

豚を分離した肥育体系は、施設・給与方法等の条件に

より困難が想定される。そこで、飼料の共通利用を想

定し、肥育飼料設定を日本飼養標準のLysine/ME比に

対して43-62日齢115%、63-122日齢140%、123日齢以

降150%とすることで、おかやま黒豚の赤肉生産量の向

上が推察される。 

 

186 繁殖豚及び肥育豚の血清中ミクロミネラル値：長

崎県中央家保 藤井猪一郎、鬼塚伸幸 

 繁殖豚や肥育豚について、血清中ミクロミネラルの

うち Fe、Cu、Mn、Zn 値を産歴や日齢毎に調査。母豚

40頭（育成・1・3・5産各10頭）、肥育豚50頭（60・

90・120・150・180 日齢各10頭）の計90頭の血清を

用い原子吸光分光光度計にて測定。繁殖豚での推移は、

Feが0.94～2.40ppmの範囲にあり産歴による有意差な

し。Cuで0.54～2.60ppmの範囲、Znでは0.74～1.74ppm

の範囲で推移し産歴による有意差なし。肥育豚の推移
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は 60･90・120・150・180 日齢の順に Fe が 1.60±

0.95ppm、1.44±0.88ppm、0.61±0.46ppm、0.55±

0.13ppm、0.55±0.15ppm、肥育後期で低値の傾向。Cu

が 3.54±1.66ppm、3.26±2.30ppm、1.82±0.86ppm、

1.85±0.50ppm、1.91±0.34ppm、肥育前期で値にバラ

ツキがあり高い傾向。Zn が 0.47±0.04ppm、1.62±

0.47ppm、1.66±0.37ppm、1.42±0.18ppm、1.19±

0.18ppmでほぼ正常値とされる値を推移したが、60日

齢において低い値。飼料中Zn含有量は60日齢で他の

日齢より含有量が多く、今後吸収率や排泄量、投与量

を調査検討する必要があると考察。Mnについては繁殖

豚と肥育豚で大きな差。 

 

187 豚のセレンおよびビタミンＥ欠乏症が疑われた

病性鑑定事例：熊本県中央家保 高山秀子 

 母豚75頭の一貫経営農場の病性鑑定を実施(計3回

6頭)。5頭に心筋線維の変性像がみられ、セレン及び

ビタミンＥ欠乏症が疑われた。セレン(Se)、ビタミン

Ｅ(VE)の補助飼料を母豚、0-75日齢の飼料に添加。添

加前の飼料中 Se 濃度は代用乳(0.89 mg/kg)、肥育豚

(0.51)、妊娠豚(0.71)、分娩後母豚(0.57)で飼養標準

以上。血清中Seは母豚(77～190ng/ml)、40日齢(80、

94)、120-150日齢(141～191)で欠乏値ではなかった。

血清中VEは(97～282μg/dl)。4ヶ月後の血清中Seは

母豚(244～273)、40日齢(122、139)、120-150日齢(212

～243)と添加前より高値。VE 濃度は 40 日齢で添加前

より高値、全頭で充足値(107～308μg/dl)。比較対照

8農場の平均血清中Se濃度(頭数)は母豚223(44)、40

日齢120(13)、90日143(33)、120日158(27)、150日

193(15)。添加前の母豚Seは8農場の母豚より低値。

添加4ヶ月後には母豚および全日齢で他農場と同等ま

たは高値。継続的な添加により農場全体のSe、VE濃度

を維持し、心筋の変性が減少することに期待。 

 

 Ⅱ－６畜産技術 

 

188 モデル地域における養豚生産衛生指導（第二

報）：群馬県西部家保 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。そこで平成１６年

度より市町村、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し

た。１７年度は農家の負担軽減、記録簿への確実な記

帳を図るため記録簿を飼養管理記録、医薬品・注射針

管理記録、肉豚出荷管理記録の３つに集約した。第３

者による迅速な検証を行うため、農協が毎月の巡回時

に各農家の記帳結果を一括管理し、出荷豚の衛生管理

状況の把握を開始した。危害因子であるサルモネラの

検査では年３回の定期検査に加え、肉豚出荷時の糞便

検査を毎月実施した。現在まで検査結果は全検体陰性

であり、農家へは豚舎消毒の徹底、衛生害虫の駆除、

踏込消毒槽の設置等衛生管理を徹底した。農家の衛生

管理に関する意識も徐々に向上しており、さらなる指

導を図っていく必要がある。 

 

189 一養豚場の慢性疾病清浄化に向けた衛生対策指

導：千葉県東部家保 辰野直子、篠原栄里子         

平成 13 年度に管内一養豚場から子豚の発育不良に

関する相談を受け、呼吸器疾病を中心とした抗体検査

と指導を行った。それ以降オーエスキー病(AD)、豚繁

殖・呼吸障害症候群(PRRS)、豚マイコプラズマ肺炎

(MPS)、豚胸膜肺炎(App)について毎年１回の抗体検査

を実施。検査結果をもとにワクチン、衛生管理、豚舎

環境についての指導を行ったところ、平成13年度には

MPSのワクチネーションプログラムの変更、14年度に

は豚舎内の間仕切りの設置、15年度には子豚ハウスの

導入、16 年度には App ワクチン接種を開始するなど、

対策の見直しが行われた。その結果、13年度に陽性豚

が確認されていたADと MPS が、17 年度の検査では陰

性となった。 

今後はAD及びMPSの抗体陰性の維持を図るとともに、

オールインオールアウト、保温対策、ワクチン指導や

抗体検査等を行いながら、慢性疾病の清浄化を目指し

ていきたい。 

 

190 養豚場の飼養衛生面の向上を目的とした環境及

び疾病調査に基づく指導について：千葉県北部家保  

堤節子、青木ふき乃 

 管内の養豚場で、HACCP の手法導入を推進してきた

が、定着は進まない。農家普及手段に、今年度新たに

調査に基づく指導を実施。対象農家は衛生対策にA町

養豚組合６戸及び個別希望農家4戸。調査項目は、豚

舎内環境調査として飼育形態、豚房内飼育密度、落下

細菌数、アンモニア濃度測定。疾病調査としてステー

ジ毎事故率、オーエスキー病（AD）、豚繁殖・呼吸障

害症候群（PRRS）抗体検査、鼻腔からの菌分離及び環

境中サルモネラ分離等実施。結果、事故率は子豚育成

段階で特に農場差を確認。全面スノコ豚舎4戸は飼養

環境が悪く、同時期にAD、PRRS等の感染と重なり事故

率上昇。一方、平土間豚舎3戸、簡易離乳子豚舎利用

農家２戸は環境良好で事故率も低い。調査後、勉強会

や個別巡回による衛生指導を実施。一部事故多発農場

には簡易離乳子豚舎の利用と事故率、日常管理等の記

帳を推進し、HACCP手法の導入の第一歩とした。 

 

191 管内養豚農家に対する重点課題と家畜保健衛生所
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の取り組み：神奈川県県央家保 橋村慎二、萩原茂紀 

 管内養豚農家に対する重点課題とし、オーエスキー

病(AD)清浄化及び豚コレラ(CSF)撲滅への取り組みが

あげられる。ADは平成16年度管内10/39 戸で野外抗

体陽性豚を確認し、農家毎の汚染度や清浄化に対する

意識に差があった。そこで汚染度及び衛生意識を考慮

した農家の分類リストを作成し、状況に応じた個別指

導を実施。結果、農家の衛生意識の改善とともに、平

成 17 年度の全戸検査で野外抗体陽性豚の確認された

戸数は 6 戸に減少。CSF は一部の農家でワクチンの使

用が継続され、接種中止に向け理解を求めてきた。こ

の中で、家保が農家集団の活動をサポートしてきたＡ

地域(10戸)では、過去の発生経験から接種継続の意向

が強かったが、国を含めた意見交換の結果、平成 17

年10月より自主的に接種中止に踏み切るに至った。今

後も農家毎の衛生状況の把握に努め個別指導を行い、

また農家集団との交流を継続することで、信頼関係を

より深め課題解決へ向け取り組んでいきたい。 

 

192 大規模養豚場における衛生対策の取り組み：岐阜

県東濃家保 甲斐野妙子，井上富雄 

 管内の大規模養豚場の一般衛生対策は管理獣医師を

中心として通常実施。なお当所は、伝染性疾病予防検

査及び環境衛生対策として農場排水の水質検査を毎月

行い、関係者とのネットワークによる支援対応が中心。

平成17年4月にA養豚場の管理獣医師より、出荷直前

の肥育豚にて集団性の水様性下痢が発生し、原因究明

のための検査依頼。サルモネラ菌を分離。サルモネラ

症と総合診断し、その結果及びディスク試験結果を随

時FAX等で迅速に回答。なお飼養衛生対策は豚舎の消

毒の徹底、豚舎毎の踏み込み消毒槽、長靴等の新設を

指示。出荷直前の肥育豚については乳酸菌等の飼料添

加を助言。総合的処置・治療の顛末として、下痢を呈

する肥育豚は激減したとの連絡。その後、養豚場内の

汚染状況を調査・検査したところ、離乳豚よりサルモ

ネラ菌を分離。現在、管理獣医師と定期的に衛生プロ

グラム等の情報交換を密に行い、清浄化に向けモニタ

リング検査を実施中。  

 

193 養豚経営における疾病防除に有用な飼養衛生管

理項目の検討：静岡県中部家保 鈴木秀歌、伊東祐孝 

 養豚農家における飼養衛生管理基準（管理基準）遵

守状況の問題点を把握するため、管内養豚農家の3分

の2が集中している榛原南部地域における飼養衛生管

理状況調査を実施。さらに、養豚農家に明確な目的意

識をもたせ、積極的な衛生管理の向上をすすめるため

に、管理基準の中で疾病防除に対してより有用な管理

項目を検討。調査対象は繁殖経営農家10戸、一貫経営

農家7戸とした。調査項目は管理基準に基づく10項目、

労働作業時間、換気状況（畜舎内アンモニア濃度、塵

埃濃度）、照度、生産状況及び食肉衛生検査結果とした。

調査農家の衛生管理状況は、消毒の徹底や導入家畜の

隔離等に不備な点があり、農家によって家畜衛生に関

する情報量や意識の高さにも違いがみられた。また、

疾病状況に関わる管理項目の検討では、適切な換気、

消毒の実施及び初乳給与等が重要であると示唆され

た。今後は農林事務所、市町及び農協等関連団体と連

携をとり、講習会等を通じ養豚農家全体の情報の共有

や衛生意識の向上を図っていく。 

 

194 県外導入豚のオーエスキー病防疫対策に向けた

取り組み：愛知県西三河家保 白石徹、高橋良治 

 本県は、オーエスキー病（以下、AD）清浄県であり、

当所も県外導入農家（以下、農家）へ導入時の対策等

指導している。平成14年度は延べ32戸、378頭のAD

検査を実施したが、平成15、16年度と減少。そこで、

平成16年度は口頭及び文書指導、さらに平成17年度

は、年間導入計画、導入予定日の調査及び確認を実施。

また、当所ウェブサイトに関連記事を掲載、ADへの周

知を図った。11月末までの同期比で、検査実戸数は平

成16年度9/14戸（64.3％）に対し、平成17年度12/14

戸（85.7％）。検査頭数は、平成16年度230頭に対し、

平成17年度326頭。年度内に２回以上検査した農家も

平成16年度２戸に対し、平成17年度は７戸。また検

査証明書の確認は、平成 16 年度より平成 17 年度は

5.5％増。今回の指導で平成17年度の検査実績は増加

したが、今後は農家に対し意識調査を実施、県外導入

連絡票（仮称）等を作成、さらに理解を促す。また、

関係市町や獣医師との連携体制を構築する必要があ

る。 

 

195 豚コレラ撲滅体制確立対策事業 10 年の取り組み

と生産者の反応：愛知県東三河家保 澤嵜裕是ほか 

 事業推進のため、①接種率の低い農家を割出し指導

②毎年全農場の臨床検査及び700～1200頭の抗体検査

③防疫体制の整備④アンケート、説明会の開催等を実

施。管内生産者は、本県 後の豚コレラを経験し事業

に否定的。アンケートでも中止賛成が、平成 11 年 6

月時点で豊橋地区39％、渥美地区20％と低く、基金加

入も各 8 戸、6 戸に留まった。生産者からは、事業に

対し①説明不足②発生及び防疫体制への不安、互助基

金に対し①二重負担②補償不十分③趣旨が理解できな

い等の意見。本県は平成12年3月末で接種を中止した

が、国は急遽知事許可制に変更したため、行政への不

信及び接種気運増大。説得を試みたが、平成 14 年 7

月までに14生産者が接種再開。再開理由は①ワクチン

の信頼②発生の不安③補償不十分の他、事業の進め方

に対する不信が根底に存在。接種気運は発生がないこ
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とで沈静化し、平成17年1月までに接種農家も8戸に

減少。取組を通じ、撲滅事業には生産者との意志疎通

及び国の強い指導力と決断が欠かせないことを痛感。 

 

196 「おかやま黒豚」生産農家における衛生指導：岡

山県津山家保 田中健嗣、佐野通 

 当管内は県内に出荷されるおかやま黒豚の約８０％

を生産する養豚地域である。しかし、慢性疾病による

生産性の低下に問題を抱える黒豚生産農家は少なくな

い。そこで当所では、と畜検査において出荷頭数に対

する各病変陽性率が呼吸器病７８．１％、循環器病１

３．３％、消化器病１４．７％と高い黒豚生産農家に

対し、平成１２年度からワクチネーション、消毒プロ

グラム、豚舎環境及び飼養管理等々の総合的な衛生対

策指導を実施した。その結果、平成１６年度では各病

変陽性率は呼吸器病５７．０％、循環器病９．２％、

消化器病１３．０％に減少。これらの慢性疾病が減少

したことにより、年間１母豚当たり肉豚出荷頭数が増

加し生産性が向上。今後においてもより安全・安心な

「おかやま黒豚」を生産するため、黒豚生産農家と連

携し継続した飼養衛生管理の徹底を推進する。 

 

197 飼養者が急死した養豚農家における家保の対

応：山口県中部家保 松本容二、國吉佐知子 

 家族のない管内一養豚農家の飼養者が急死し、放置

による餓死等の発生を危惧した自治会より通報を受け

た市役所から、飼養管理指導、防疫措置の依頼を受け

た。友人が飼養を引き受け、危機は一端回避。しかし、

新飼養者は、経験、知識がなく、疾病の発生や飼養管

理の失宜等の不安があったため、家保が定期巡回し、

飼養管理、衛生対策指導及び病性鑑定を実施。異常発

見時の迅速な連絡と、日常的な豚舎及び周辺の清掃、

除糞、畜舎消毒及び作業毎の手指消毒の実施等を指示。

新飼養者も噴霧器等資材を購入し、指示どおり実施。

豚丹毒の発生、子豚の線虫寄生、関節腫脹は発生する

も、本人の努力と家保の継続指導により再発生はなく、

衛生状況は好転し、1 月中に全頭出荷予定。管内には

自然養鶏等、飼養者一人で家畜を飼っている農場も存

在しているため、今後、同様事態の発生が危惧される

が、関係機関とも連携し、対応していく。 

 

198 豚コレラ疑似患畜発生農場における衛生対策と

その効果：鹿児島県肝属家保 安本真由美、轟木淳一 

 平成16年3月、鹿児島県の肥育養豚農場で豚コレラ

疑似患畜が発生。同農場ではそれを期に、これまでの

飼養衛生管理を検討、見直しを図った。豚コレラ疑似

患畜発生による殺処分後、畜舎内・外の入念な清掃・

消毒・石灰散布を繰り返し、再導入後も徹底した消毒

とオールイン・オールアウトを実施。また立入制限や

診療においても改善を促し、異常が発生した場合は家

保が速やかに対応。その結果、豚コレラ疑似患畜発生

以後はと畜検査成績が向上し、農場内で疾病が発生し

ても被害を 小限度にくいとめることができた。また

事故率の著明な減少や出荷日齢の短縮、治療経費の軽

減も認められた。以上より経済効果を算出したところ、

年間1000万円以上の所得増加がみられた。今回の調査

により、基本原則に沿った飼養衛生管理を行うことで

極めて良好な成績がもたらされることが実証された。 

今後はこうした経験をいかし、養豚農家指導に役立て

ていきたい。 

 

199 オーエスキー病抗体陽性農場の清浄化達成事

例：鹿児島県鹿児島中央家保 岩尾俊、新保秋雄 

 オーエスキー病（AD）の清浄化が進展しない中、継

続したワクチン全頭接種や陽性豚の計画的淘汰を行う

ことにより、AD清浄化に成功。当該農場は、種雄豚4

頭、種雌豚32頭を飼養する一貫経営。摘発時の抗体陽

性率は31％で、AD侵入の疫学は導入した種雄候補豚の

可能性が濃厚。その後、耳標装着の徹底、2タイプ（O/W

と PBS）のワクチン比較試験、浸潤状況調査、消毒の

徹底等、導入豚チェック、定期的抗体検査などの防疫

対策を実施。浸潤状況調査より、周辺農場への拡散は

見られなかった。抗体検査結果より、ワクチンプログ

ラムを策定。ワクチン接種実施により、ウイルスの増

殖や排泄を抑制し、感染拡大を阻止。摘発以来、ワク

チン全頭接種の継続と計画的淘汰により陽性率は減少

し、約4年をかけて0％となり、ワクチン接種を中止。

中止後も抗体検査を続け、結果は陰性で、清浄性を維

持。清浄化を進めるにあたって、検討会を開き、各関

係機関と農場が連携をとり、またそれぞれ役割を果た

し、清浄化に成功。 

 

 Ⅱ－７その他 

 

200 Salmonella Choleraesuis 感染を伴った豚皮膚炎

腎症症候群(PDNS)の一症例：栃木県県央家保 飯塚綾

子 

 Salmonella Choleraesuis(SC)感染豚を県内初発の

PDNSと診断。2004年6月上旬、大規模一貫経営農場で、

4カ月齢肥育豚数頭が全身の紫斑、散発性下痢。同年7

月中旬、4カ月齢肥育豚5頭が同様に発症、うち2頭

を鑑定殺。臨床的に発熱、発育不良、全身の紫斑。解

剖学的に腎臓の腫大・退色・点状出血、体表・付属リ

ンパ節の腫大。全身諸臓器からSC分離、豚繁殖・呼吸

障害症候群ウイルス(PRRSV)はELISA抗体陽性、豚サー

コウイルス2型(PCV2)は PCR 陽性。病理組織学的に2

頭に共通し、肝臓のチフス結節、非化膿性間質性腎炎
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を伴う線維素性糸球体腎炎、多発性壊死性血管炎、壊

死性出血性皮膚炎、肉芽腫性リンパ節炎、非化膿性髄

膜脳炎。腎臓血管炎部の免疫組織化学的染色で、サル

モネラ O7 群、Pasteurella multocida、PCV2、PRRSV

は陰性。剖検・組織所見からSC感染を伴うPDNSと診

断。確定診断は SC。PDNS 発症への SC、PCV2、PRRSV

の関与は不明。 

 

201 肉豚飼養管理で学ぶ小学校の食育推進：群馬県吾

妻家保 田中克宏他 

  小学校等での食農教育としては、田植え、稲刈り、

イモ掘り等の体験、学校給食での地元農産物の利用等

が行われている。しかし畜産物については、生産や加

工、複雑な流通形態から、教育機関での取り組みが難

しく、また畜産農家の減少から家畜の生産実態が認識

されていない。そこで、本年６月に「食育基本法」が

制定されたこともあり、小学校において養豚に対する

正しい理解や生命の大切さ、さらには食肉の栄養的役

割について食農教育推進を図るため、「とことん食育・

生命育むモデル事業」を実施している。この事業は、

管内の一小学校に簡易豚舎を設置後、肥育豚２頭を導

入し、飼養管理の体験や、発育・成長過程の観察を行

うものである。畜産農家や関係者が一体となって家畜

や畜産物に関する「食育」に取り組むことは、子供達

の健全な心をはぐくみ、豊かな人間形成の一翼を担う

と共に、今後、地域と共存できる畜産経営の維持に役

立つものと考えられる。 

 

202 県内初導入の小型回分式浄化施設の機能調査と

管理指導：埼玉県熊谷家保 宮田基、佐竹吉人 

 管内養豚農家が、県内で初めて小型回分式浄化施設

を導入。処理能力の把握及び適切な稼働方法支援のた

め、機能調査と管理指導を実施。当該農家は、母豚90

頭一貫経営、豚舎はふん尿分離、1日排水量は13.5m3。

5月から稼働を開始、8月に曝気槽内汚泥の高濃度化等

により放流水の透視度が4と悪化。曝気時間の延長に

より、一時改善したが、再び悪化したため曝気槽内汚

泥の引き抜きを3回実施。この結果、一般的な汚泥容

量指標であるSV30はわずかに低下、実際の沈殿時間の

SV90 は 63 となったが、改善しなかった。放流水の水

質維持のため、SV90を90程度にすることで、11月に

透視度22に改善。また、放流水への汚泥流出防止のた

め、放流前の汚泥返送時間を延長。夏期から秋期にお

ける管理ポイントは、曝気時間の延長、SV90を指標と

した管理及び汚泥返送時間の延長等。畜主自身による

施設管理を促すため、上記ポイントを基に管理マニュ

アルを作成し、畜主に提示した。 

 

203 発育不良豚の病原検索における病理組織学的ア

プローチ：新潟県中央家保 村山修吾、濱崎尚樹 

 日常の病性鑑定は急死や特徴的症状を呈すものが主

体であり発育不良豚については少ない。発育不良の発

生要因、特に病原検索を目的に病理組織学的検査を 1

農場5頭についてモデル的に実施。組織所見や免疫組

織化学染色で豚サーコウイルス2型感染を全頭で認め

たほか、呼吸器では肺膿瘍、化膿性気管支肺炎および

間質性肺炎を認め、免疫組織化学染色で PRRS ウイル

ス 、 Pasteurella multocida 、 Actinobacillus 

pleuropneumoniae、Streptococcus suis、Haemophilus 

parasuis、Mycoplasma hyopneumoniae等の関与を確認。

消化器ではLawsonia intracellularisによる増殖性腸

炎のほか、クリプトスポリジウム、バランチジウム等

の寄生、脳では原因不明の非化膿性脳炎と

Staphylococcus に よ る 膿 瘍 形 成 、 そ の ほ か

Arcanobacterium pyogenes による皮下膿瘍等を認め

た。発育不良豚では明らかな臨床症状を呈さなくとも

複数の病原体が関与し、病態を複雑化していることが

確認された。 

 

204 個人情報保護条例の対象になったと畜検査情報

活用の取り組み：富山県東部家保 伊豫田敦子、台蔵

正司 

 H16.1.1 富山県個人情報保護条例の施行により、と

畜検査情報がこの対象となり、食肉検査所（食検）か

ら家保へ提供する場合は目的外利用になり、農家の同

意が必要。このため、家保と食検で、と畜検査情報の

利用及び提供等の個人情報の取り扱いに関する規定を

作成。家保は養豚農家に条例を説明し、同意書の提出

を依頼。同時に利活用方法、要望の調査を実施。管内

全養豚農家が理解し、同意書を提出。利活用方法では

農場内の疾病発生状況の把握（15戸/18戸）が 多。

要望では提供回数の増加（10戸/18戸）、次いで肺炎原

因別病変割合の表記（8戸/18戸）が多かった。これま

で疾病情報は、パソコンで加工・集計・グラフ化し、

農家巡回時に活用していたが、要望により希望者には

過去と比較した情報を毎月提供し、衛生指導を実施。

さらに、この情報を基にする経営検討会の開催等があ

り、と畜情報の有効利用が進んだ。 

 

205 豚の先天性けいれん症の発生と病理組織学的検

討：石川県北部家保 高井光、中田昌和ほか 

繁殖母豚120頭を飼養する一貫経営養豚場で、一腹

9 頭の子豚に全身性のけいれん、特に後駆のツイスト

様運動がみられ、先天性けいれん症（ダンス病）と診

断。症状は起立時のみに発現、10日間程度継続したが

徐々に回復、発症豚は正常に離乳。当該母豚は初産で

あり、妊娠中、分娩後に異常はみられなかった。剖検

では主要臓器に著変を認めず、組織学的に脊髄白質は
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領域がやや小さく、空胞形成がみられ、髄鞘低形成が

示唆された。ルクソール・ファスト・ブルー染色、抗

Myelin Basic Protein抗体を用いた免疫染色、電子顕

微鏡観察により髄鞘低形成および未熟な稀突起膠細胞

を確認。これらの変化は脊髄頚膨大部では中等度、頚

部遠位部～胸部では重度。病原検索では有意な病原体

は検出されず、抗体検査でも異常を認めなかった。本

症例は稀突起膠細胞の発達不全または分化異常を病理

発生とする髄鞘低形成に起因したと考えられたが、そ

の原因については不明であった。 

 

206 養豚衛生巡回指導の効果：長野県飯田家

保 木内英昭 

当地域は県内の豚飼養頭数の約26％が飼養され、各種銘柄豚

や農場独自の販路が確立されている県下随一の養豚地帯である。

当家保ではその生産振興に資するべく衛生巡回指導を実施した。

各農場の生産衛生状況を調査するとともに、必要な検査を実施し

た。その成績をもとに指導事項を検討し、ＪＡ、獣医師とともに

各農場を巡回して指導にあたった。指導効果確認の一環としてＡ

Ｒワクチネーションの実施状況と食肉公社飯田支社への出荷豚

の鼻甲介病変スコア（スコア）について各年度ごとに比較した。

ＡＲワクチン未接種農場は、平成15年度では32％だったが、平

成17 年度は26.3％に減少した。それに伴いスコアの平均値は

1.86から0.78に改善され、0.5以下の農場が約58％を占めた。

また出生から出荷までの事故率は14.2％から9.1％に減少し

た。これらのことから本巡回指導はＡＲ対策に一定の効果を示し

た。 

 

207 豚舎排水のリン除去に用いた用土(鹿沼土)と鶏

糞焼却灰の有効利用：岐阜県中濃家保  中西寿男、森

本久 

  昨年、豚舎排水のリン除去の難しさと用土（鹿沼土）

によるリン除去の有効性を報告。今回、そのリン除去

に用いた曝し鹿沼土の利用方法及び4種類の花での生

育試験等を実施し、次の結果を得た。①曝し鹿沼土の

大腸菌群数は 3 千CFU／ｇ程度の増減。②日量排水 10

ｍ３を処理するには7日間隔・14日間隔では1,000Ｌ・

2,000Ｌ(y=442.64e0.114x)必要で7,500円・15,000円かか

り、施設には 15 万円・27 万円程度必要。③発芽率は

曝し７日間及び14日間は高いが、無処理及び培養土は

低い。④鶏糞焼却灰は有効態リンは高いが窒素が低く、

ｐＨ11.6の強アルカリ性でｐＨ調整が必要。⑤曝し鹿

沼土にｐＨ調整及び 窒素・有効態リンの補充のために

園芸培養土・ピ－トモス・鶏糞焼却灰を加えた調整鹿

沼土の開花は、花用培養土に比べて良好。以上のこと

から、曝し鹿沼土はランニングコスト・施設が安価で

あり、成分調整すれば花用育苗培養土としての有効利

用が可能と判明。 

 

208 ＨＡＣＣＰ手法を用いた養豚農場マニュアルの

作成：三重県南勢家保 福浦弘幸、平塚恵子 

 種豚 170 頭規模の家族経営の一貫経営養豚場で、

HACCP 手法を用いた農場マニュアルの作成支援を行っ

た。移動・投薬・注射等の作業を、カードに記録し、

出荷後も保管・整理していたが、作業手順書は作成さ

れていなかった。マニュアルは、農場主が現状を文書

化して作成した。｢家畜の生産段階おける衛生管理ガイ

ドラインについて｣を参考に、｢7原則、12手順｣にした

がってマニュアルを作成した。作業の進行管理は、ガ

ントチャートにより行った。製品記述・フローダイア

グラム等に2 回、手順書等に4 回、危害分析に2 回、

取りまとめ 1 回の打合せにより作成した。フローダイ

アグラムに対応する項目について農場作業の文書化を

行った後、物理・化学・生物学的危害を分析し、CCP整

理表と農場チェック表を作成した。マニュアルは、第1

階層は CCP を含む品質マニュアル、第 2 階層を手順書

類、第3階層を様式集で構成した。 

 

209 代謝プロファイルテストを活用した母豚の繁殖

パワーアップ作戦：鳥取県西部家保 佐々木雄一、千

代隆之 

  母豚の繁殖成績が、養豚経営の土台となることは言

うまでもない。当所では平成１０年度より母豚の繁殖

成績向上を目的に、繁殖ステージ毎のボディコンディ

ション・スコア（ＢＣＳ)評価に加え、代謝プロファイ

ルテスト（１４項目）を活用して多角的に分析し、栄

養改善の支援を行ってきた。今回は管内２養豚農場で

の実証例を報告。Ａ農場（母豚４２頭）：分娩後から

種付け時まではＢＣＳに変化がなく、総コレステロー

ル値（ＴＣＨＯ値）もばらついた。反対に妊娠期は、

ＢＣＳ、ＴＣＨＯ値は理想的曲線。分娩回転数は、２．

５１と良好。Ｂ農場（母豚３５頭）：ＢＣＳは繁殖サ

イクルを通じて変化なく、全く体にメリハリが見られ

ず。ＴＣＨＯ値も特に妊娠後期における立ち上がりが

悪く、エネルギー不足を示唆。離乳前後の飼料給与量

等の改善を図った結果、ＢＣＳおよびＴＣＨＯ値の変

動パターンが改善し、受胎率の向上も図られた。 

 

210 管内養豚場の汚水処理施設の現状と課題：香川県

西部家保 松元良祐、田中隆 

 環境関係法令の強化を受け、2005年9月～12月にば

っ気式汚水処理施設を設置した養豚場5戸の処理状況

を調査。施設は鉄筋コンクリート等の連続ばっ気式。

BOD容積負荷は0.27～1.33kg/㎥・日。処理水の測定値

は BOD12～390ppm、COD405～2380ppm、総窒素 470～

1570ppm、無機態窒素150～740ppm。汚濁物質除去率は

BOD99.9～96.3％、COD96.9～86.6％。結果、BOD 容積

負荷が小さい施設ほど汚濁物質除去率は高く、各測定
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値は低い傾向。特にBODで顕著。処理水の利用は洗浄

水への循環利用が2戸、液肥利用が2戸、併用が1戸。

施設の管理は、処理水の確認及びばっ気状態の確認が

5／5で実施。汚泥の確認は2／5、定期的水質検査は1

／5 で実施。今後、日常管理の徹底により施設の適正

な稼動を図るとともに、BOD 容積負荷の高い施設につ

いては、環境アドバイザー等による技術指導が必要。

処理水の利用については今後さらに検討が必要。 

 

211 管内一養豚場における慢性疾病検査と衛生指

導：高知県西部家保 濵田泰祐 

 繁殖母豚240頭を飼養する一貫経営農場において発

育不良および呼吸器症状を伴う離乳後の事故率が上昇

したため、哺育・育成豚および出荷豚血清を材料に呼

吸器病を中心とした各種抗体検査、PCR を実施すると

ともに60日齢の発育不良豚2頭を剖検。病理組織学的

検査では、1個体の鼠径リンパ節におけるHE染色で細

胞質内封入体、豚サーコウィルス 2(PCV2)免疫染色で

陽性を確認。抗体検査結果を中心に当農場における発

育不良の原因を検索した結果、Actinobacillus 

pleuropneumoniae2、PCV2、豚繁殖呼吸器障害症候群ウ

ィルスによる呼吸器複合感染が発育不良に関与してい

ると考察。当農場では平成16年9月以降、病原性大腸

菌 O:139 を原因とする浮腫病ならびに Salmonella 

Typhimurium(ST)感染症が発生しており、生菌製剤、環

境消毒による対策とカラスおよびネズミ対策を実施。

今回、浮腫病およびST感染症対策に加え、呼吸器複合

感染症対策として衛生指導を実施した。 

 

212 夏場の豚人工授精実施農場に対する受胎率向上

への取り組み：福岡県両筑家保 緒方雅彦、嶋田公洋 

 夏場の受胎率低下を認めた豚人工授精（AI）実施農

場の改善指導。１農場概要：母豚190頭、種雄豚６頭

の一貫経営 ２調査項目：H16 受胎率、と畜衛生検査

成績、豚繁殖・呼吸障害症候群（PRRS）浸潤状況、精

液希釈工程 ３調査結果：H16 平均受胎率：64.1%（7

月：55.6%、8月：60.0%、9月：52.4%）、と畜衛生検

査成績：肺疾患H15：37.7%、H16：37.3%、H17：32.2%、

PRRS抗体陽性：未経産豚 10/16、精液希釈工程：希釈

失宜、精液検査：活力70～85+++、正常率39～84%、希

釈精子数15.5～112.8×108 個/100ml ４指導内容：畜

舎・精液希釈時の温度管理徹底、種雄豚へのビタミン

剤添加、AI深部注入方式、マクファーランド比濁計応

用による希釈、市販豚精液の併用 ５成果：H17 受胎

率向上：平均（1～9 月）87.9%（7 月：87.8%、8 月：

75.0%、9 月：73.0%）、不良種雄豚の早期淘汰、精液

希釈精度の向上、過剰採精防止 ６まとめ：暑熱対策

とAI用精液性状の向上に主眼を置いた改善により、受

胎率向上。 

 

213 養豚場尿汚水処理施設からの排出水の簡易法に

よる有害物質測定：長崎県県南家保 森田光太郎、橋

本哲二 

 養豚場尿汚水処理施設からの排出水は「水質汚濁防

止法」の規制対象。管内には排水量50ｍ3/日以上の施

設なく、上乗せ基準なし。排水基準は、アンモニア、

アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物（有

害物質）。有害物質の一律基準値は 100mg/L。畜産に

は900mg/Lの暫定基準値が設定。平成17年５月から10

月に、放流型９施設、液肥型８施設で、放流型は排出

水を、液肥型は 終曝気槽上澄液を採材。測定はメル

クRQフレックスを用いた簡易法で実施。項目はアンモ

ニウムイオン、亜硝酸イオン、硝酸イオン。換算係数

を乗じた値を合計し有害物質を算出。時間は20分以内

／検体。費用は試薬代約480円／検体。一律基準値を

クリアした施設は７施設（放流型４、液肥型３）、他

の10施設も暫定基準値はクリア。液肥型から放流型へ

の移行も可能。簡易法による有害物質の測定は、低コ

スト、簡単かつ短時間での実施が可能。水質汚濁防止

法の遵守状況確認、家畜排泄物の適正処理確認が可能。 

 

214 肥育豚舎の簡易暑熱対策による肥育成績への効

果：宮崎県延岡家保 入田重幸、稲井耕次 

 管内の養豚場で石灰塗布による簡易暑熱対策を実

施。対象豚舎は、管内の母豚170頭規模一貫経営農場

の肥育豚舎。石灰塗布は、平成17年5月に実施。石灰

は展着材入りの市販品を使用し、動力噴霧機を用いて

豚舎屋根に塗布。豚舎内温度を平成17年5月から11

月まで1時間毎に記録。豚舎周囲の外気温は、当該地

区のデータを気象庁のホームページから入手。肥育成

績は、当該農場の月毎のデータを利用。今回実施した

簡易暑熱対策で、豚舎内の 高温度は外気温より 高

3.2℃低下した。持続効果は、約4か月であった。肥育

成績は、１日増体重で年間と夏期を比較すると去年は

夏期で19.1gの低下であったものが、今年は5.7gの低

下に留まり、改善された。また、当該農場では母豚舎

に対しても自ら石灰塗布を行い、暑熱対策を実施して

おり、農家自身でも十分実施可能。今後もより多くの

農場で簡易暑熱対策を普及し、生産性向上に努めてい

きたい。 

 

215 汚水処理における高能力固液分離機の検証：沖縄

県中央家保 恩田寛、渡久地政康 

 沖縄本島中南部地域の養豚汚水処理において、前処

理はスクリーンを用いて固液分離するのが大半であっ

た。しかし近年、凝集剤を加えて脱水し、高いBOD及

び SS の除去率を誇る高能力固液分離機の導入割合が

増加したので、能力と課題を検証。固液分離後の前処
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理水は BOD3125ppm と SS219ppm を示し、BOD 除去率

76％、SS 除去率 99％と高い除去能力を示した。処理

水のBODは3戸平均が75ppm、SSは3戸平均が36ppm

と、畜産の一般排水基準を下回った。しかし活性汚泥

の凝集性・沈降性が悪く、MLSSの低い農家が見受けら

れた。MLSSが低くなった原因として、固液分離でBOD

及び SS が多く除去されたので活性汚泥のエサとなる

有機分が低減し、過曝気状態になったことによるもの

と示唆され、曝気時間短縮により改善中である。なお

高能力固液分離機の能力は高いが、イニシャルコスト

が高めであるため、今後導入を考えている農家に対し

ては経営への影響を充分に考慮するように指導する必

要がある。 

 

Ⅲ牛の衛生 

 

 Ⅲ－１BSE 

 

216 保冷施設における臭気監視：福島県県中家保 白

田聡美、鈴木美奈子 

  福島県は、平成15年4月1日より「牛海綿状脳症対

策特別措置法」に基づき、24ケ月齢以上死亡牛のBSE

検査を開始。県中家保敷地内に死亡牛保冷施設を整備。

施設は住宅地に隣接し、県内から毎日死亡牛が搬入、

検査終了まで保管。保冷庫内は常時 0℃に設定し、脱

臭のため酸素クラスター発生装置を設置。平成15年度

は7月と3月に酢酸、トリメチルアミン、硫化水素、

アンモニアおよびメチルメルカプタンの5項目につい

て臭気測定を外部依頼。装置の脱臭効果は正常。施設

内の臭気が「福島県悪臭防止対策指針」の規定値内で

あることを確認。その後、平成16年10月から17年度

にかけて月1回程度ガス検知管による自主検査で臭気

を監視。いずれも敷地境界では検出されず。保冷庫内

の臭気が収容頭数、気温等に影響されることから、庫

内温度の上昇防止、荷捌場の毎日清掃等の対策を実施。

今後も定期的な測定を継続し、周辺環境を良好に保つ

よう努める。 

 

217  3 年目を迎えた死亡牛の牛海綿状脳症（BSE）検

査：栃木県県北家保 丸山友香理、青木亜紀子 

当所附属検査施設における死亡牛BSE検査は3年目

を迎え、搬入頭数は15年4月の検査開始より17年12

月末日までで計12,388頭。これまで死体の腐敗に伴う

悪臭発生が作業環境を大きく悪化させ、職員の健康へ

の悪影響が懸念されたため、光触媒方式による脱硫装

置を増設し本年度より稼働。硫化水素やアンモニア等

の有害なガスが殆ど不検知になり、作業環境は改善。

本年 4 月から 12 月末までの搬入頭数は 3,241 頭であ

り、過去の同時期と比較しても年々減少傾向。牛の死

亡から附属検査施設搬入までの日数を比較すると、0

日が32.5％、1日が48.2％、2日が14.4％、3日以上

が4.9％（17年4～12月）。本県の死亡牛ＢＳＥ検査は

初期の数々の問題点を乗り越え、安定した体制。しか

しながら、依然として死亡から搬入まで3日以上を要

する牛が見受けられ、検査材料の劣化等の問題がある

ため、今後も農家及び搬入業者に対する啓発指導を継

続。また、死亡牛の推移を慎重に見極め、施設の効率

的運用を検討。 

 

218 BSE検査の実施状況及び課題への対応:東京都家保 

岸田敬二 南浦知則 

平成15年4月から17年10月までのBSE検査頭数の

推移、死亡牛届出の連絡時間、農家での死亡牛滞留日

数、冷凍庫内での死亡牛保管日数、検査1回当たりの

頭数を調査。また、課題の改善を実施。八王子食肉処

理場協同組合（処理場）が平成16年9月から起立困難

牛の受付を再開したことから検査頭数が減少。農家か

らの連絡は午前中が約7割で内10時までが約5割。農

家での死亡牛滞留日数は年間を通じ1日程度。冷凍庫

の保管頭数は 大4頭、保管日数は平均2.8 日。1回

の検査頭数は平均2.7頭。休日は共済組合職員の死亡

牛の確認ができないため共済組合と協議し、17年7月

共済組合が診療獣医師へ確認の文書を発送。平成 16

年に冷凍庫冷却装置が硫化水素により故障したため以

後、牛死体を入れた保管箱にポリエチレン製シートで

覆う対策を実施。処理場へ出荷される起立困難牛は浮

腫等で廃棄されるため17年6月に情報提供として周知

文書を農家へ送付。 

 

219 ３年目を迎えたＢＳＥ死亡牛検査の現状と課

題：神奈川県湘南家保 山本禎、成井淑昭 

 平成 15 年度より実施しているＢＳＥ特措法による

死亡牛全頭検査も3年目となった。届出頭数は、15年

度308頭、16年度270頭、今年度は10月末までで185

頭と、若干減少傾向にあり農家での牛の計画的更新が

進んできたものと思われる。死亡から採材までの日数

は、平均で15年度は0.49日、16年度0.59日、今年

度0.57日となっており、死亡翌日までの採材がほぼ可

能となっている。また、同一農家で死亡牛の連続する

場合等には、立入検査、衛生指導を実施してきた。一

方、当所採材保管施設での作業には多大な労力と危険

が伴ったため、施設を改修、作業効率と安全性が大幅

に向上した。今後の課題として、蓄積される死亡牛デ

ータの有効活用があるが、まず全データをデータベー

ス化し、農場、月齢、死因別等のデータ検索、各農家

の問題点の分析を可能とした。乳房炎多発農家には搾
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乳衛生管理、消化器病多発農家には給与飼料の検討等、

データは農家指導に有意義に活用できており、更に強

化したい。 

 

220 佐渡の死亡牛BSE検査体制：新潟県中央家保佐渡

支所 会田恒彦、本間穂積 

 新潟県では平成16年4月からBSE対策特別措置法に

基づき、24か月齢以上の死亡牛全頭BSE検査体制を整

備し、1507頭陰性（H18.2.8迄）。佐渡では死亡獣畜

処理施設の設置要望があったことや家保の旧焼却炉は

能力不足等の事情から、解剖焼却施設を建設し、16年

8 月から当所が運用。施設は省力化が図られており、

成牛をウインチで運搬車から解剖室に引き入れ、ホイ

ストクレーンで補助しながら採材や解剖を行った後、

焼却炉へウインチで引き込み 少2名で1日1頭を焼

却。各操作は簡易で安全作業が可能。大孔法による延

髄閂部の採材は、毛刈りはさみと薬さじの併用で容易。

16年度、乳用牛27頭、繁殖和牛9頭を検査、29頭焼

却（新焼却炉24頭）。17年度、乳用牛41頭、繁殖和

牛9頭を検査し46頭焼却。施設は悪臭等の環境問題や

事故なく稼働、遠隔地にあるなど運用の困難も伴うが、

死亡牛処理施設としても佐渡畜産業に貢献。 

 

221 WebアプリケーションによるＢＳＥ監視検査事務

システム：長野県佐久家保 青木一郎 

 家保業務の効率化のため、BSE監視検査事務処理のシ

ステム化を検討。 

本県では2003年7月16日から24ヶ月齢以上の死亡牛

のＢＳＥ監視検査を開始。従来の当所におけるBSE監

視検査事務は、Microsoft 社の Excel を用いてデータ

を管理し、検査依頼・結果、死亡牛届、詳細報告及び

集計等はその都度データを手動で切り貼りして処理。

そこで、所内用ファイルサーバを利用し、web サーバ

ソフト Apache、データベースソフト PostgreSQL 等を

用いたwebアプリケーションを使用して事務処理シス

テムを構築。キーボード入力回数の減少など事務の簡

素化、報告帳票印刷の自動化など処理時間の短縮によ

り大幅な効率化を実現。今後、全県下で活用できる家

畜衛生ポータルサイトを構築することにより、県下で

の有効利用も示唆。課題はＢＳＥ監視検査業務のみな

らず家畜伝染病発生時や防疫マップの事務などを web

アプリケーションで整備した上でのデータの一元管

理。 

 

222 ＢＳＥサーベイランス事業から見た大規模経営

農場の死亡誘因：三重県中央家保 石井利通、千田明

郎 

 本所では、平成１５年度より死亡牛の牛海綿状脳症

（ＢＳＥ）のサーベイランス調査を行ってきた。平成

１７年１０月までのデータを基にホルスタイン種の死

亡率（死亡頭数／飼養頭数）を指標にし、経営規模（飼

養規模）ならびに県内平均気温に着目。県内のホルス

タイン種の死亡率と県内平均気温ならびに経営規模

（飼養規模）には相関関係があることが判明。このう

ち死亡率の高い大規模経営農場（２００頭以上飼養）

について死亡誘因を考察し、比較検討を行ったところ

死亡率の低い（県内平均以下）大規模経営Ｂ農場につ

いては死亡頭数と気温に県内全体と同じ傾向が認めら

れたが、死亡率の高い大規模経営Ａ農場については、

夏季以外にも秋季以降にも死亡頭数が高く推移するこ

とが認められた。Ａ農場における死亡頭数と授精頭数、

出荷乳量との関係を比較検討したところ周産期代謝病

と何らかの関連があることが示唆された。 

 

223 県内における３年間の死亡牛ＢＳＥ（牛海綿状脳

症）検査状況：滋賀県家保 工藤善民、山路泰介 

  BSE 対策特別措置法の施行に伴い、平成 15 年 4 月

より死亡牛全頭検査を 3年間実施。採材から検査、そ

して焼却まで当所で行う（家保完結型）を実施するこ

とで防疫体制の強化に努めてきたので、概要を報告。 

検査で搬入された死亡牛は 866頭で、すべてＢＳＥ陰

性。15 年度は 402 頭（乳牛 329 ．肉用牛 73）、16

年度290頭（乳牛241・肉用牛49）、17年4月から12

月174 頭（乳牛131・肉用牛43）で、年ごとに搬入頭

数の減少。また、月別では、毎年 8 月、9 月に多くの

搬入がみられ、暑さによる疾病が原因。月齢では、乳

用牛48カ月・60カ月、和牛36か月以内の搬入が多い。

病類別では毎年、消化器疾病・運動器病・泌乳器病が

多く、特に、飼養管理不適と思われる熱射病・事故死・

突発死が毎年10% 以上を占めた。以上のことから、さ

らに、農家の死亡牛発生防止を個別に指導し、今後と

もより確実な食品の安全性を確保するため、BSE 検査

を実施。 

 

224 3 年目を迎えた BSE 死亡牛検査・問題点と対応:

兵庫県姫路家保 島田昌彦、柴折浩幸 

 平成15年4月開始の死亡牛BSE検査の実績を総括。

平成17年 12 月末時点の県内検査件数2,815、すべて

陰性。実施上の問題点、対応策を検討。災害や疾病等

による死亡牛大量発生時は、毎日採材、検査、搬出実

施で対応。家保職員に対し採材、検査手技及び一連の

事務処理等の周知徹底を図り、柔軟な検査体制を構築。

死亡牛保管施設等の保守管理は、死亡牛から発生する

硫化水素対策が重要。検査機器等については、計画的

な更新を考慮した予算措置等の対応必要。死亡牛届出

データは農家指導の指標として応用の可能性示唆。よ

り実用的な分析手法を今後検討。OIE が加盟国に提示

しているBSEコード改正案を考慮、長期間にわたる検
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査継続の必要性確認。今後も主要業務としての認識必

要。今後発生する問題点に的確に対応、事務処理等の

効率化を図り、円滑な検査実施に努力。 

 

225 牛海綿状脳症(BSE)検査業務の効率化：徳島県徳

島家保 田上総一郎、北田紫 

 平成14年7月4日にBSE対策特別措置法が施行され、

平成15年4月1日から24ヶ月齢以上の死亡牛の全頭

検査が義務づけられ、本県でも平成17年12月31日ま

でに1,220頭の検査を実施。検査開始から2年が経過

し、今年度、採材方法及び検査データ作成について検

討。採材方法については、死亡牛の後肢を吊り上げる

方法から横臥させる方法に変更することにより、血液

や胃液の流出による採材者への汚染、腐敗の進んだ死

亡牛の落下の危険性が軽減し、安全かつ迅速な採材が

可能になった。また、大孔法による脳幹部採材には薬

匙に変えて市販のヘラを改良して使用することによ

り、延髄の損傷が少なく、短時間で採材することが可

能になった。これまで検査データの取りまとめを手作

業で行っていたが、エクセルのマクロ機能を利用する

ことにより、各種報告書の作成が一括作成できるよう

になり事務処理が省力化できた。 

 

226 死亡牛届の分析を利用した死亡率低下への取り

組み：福岡県中央家保 村上弘子、小島雄次 

 家畜保健衛生所に届出られた死亡牛届の分析により

若干の知見が得られた。その内容は①月別死亡頭数は

7～9月がピーク。②主な死亡は、泌乳器疾患、周産期

疾患、運動器疾患が原因。③組合別では牛床マットの

普及率 100％の組合は死亡率が低く、特に運動器疾患

による死亡は認められなかった。④厚い牛床マットの

酪農家群（23 戸）は薄い牛床マットの酪農家群（37

戸）と比較すると、死亡率、運動器疾患による死亡率

が低く、死亡時月齢が高い。また死亡牛届を活用し、

急性乳房炎による死亡が増加した酪農家2戸に対し立

入検査を実施。敷料の消石灰消毒等を指導したところ、

以後の急性乳房炎による死亡は認められず、死亡率も

低下。今回、死亡牛届の分析及び早期対策の実施で死

亡率低減効果が得られた。よって死亡牛届の活用は農

家に対する衛生指導の有効手段と示唆された。 

 

227 壱岐における死亡牛のBSE検査：長崎県壱岐家

保 小泉源也、松田廣志 

 平成14年７月にBSE特別措置法制定。壱岐家保で

は死亡牛の届出を関係機関、生産者に周知し平成16

年4月より24ヶ月齢以上の死亡牛のBSE検査開始。

検査開始に当たり関係機関で構成する死亡牛緊急処

理円滑化施設整備事業地域協議会を設立、検査体制

を確立。検査においては業務時間内死亡牛の搬入を

原則とし、長期連休の場合は 3 日目ごとに受入。1

名以上の対応を確保するため関係機関と業務調整。

平成16年度以降の検査状況は平成18年 1月末現在

で 101 頭全頭陰性。課題は即日焼却不可な個体につ

いての臭気等、畜種による焼却時の黒煙発生。ペー

パータオル及びオルソ剤を用いた採材時切断面の処

理、焼却炉の１名以上の監視等により課題を改善。

壱岐における BSE 検査は関係機関との協議の結果、

円滑な死亡牛検査を実施。 

 

228 牛海綿状脳症(BSE)検査体制での病性鑑定の取り

組み：沖縄県北部家保 岩崎義史 

 「牛海綿状脳症対策特別措置法」に基づき、死亡牛

BSE 検査を現在実施中。当家保では焼却炉及び搬入体

制を整備、平成15年4月より本格的に取り組み実施。

管内BSE検査牛の搬入及び採材は、家保、化製場及び

埋却(離島)の経路で処理。平成15年4月から平成17

年10月までに処理した管内農家BSE検査牛は260頭、

当家保搬入頭数が 151 頭。病性鑑定実施頭数は計 41

頭で家保で剖検、細菌検査等を実施、内20頭は県家畜

衛生試験場で精密検査を実施。結果、白血病、悪性水

腫等の感染性疾患、食道梗塞、尿石症等の非感染性疾

患を確認。管内の牛の病性鑑定依頼が増えた背景は、

BSE 検査体制整備による家畜処理能力の向上及び当家

保の地理的位置が要因だが、畜主自身の飼養衛生管理

意識の向上も要因と推察。検査結果は、当家保が畜主

及び診療獣医師に伝達あるいは直接指導を実施するこ

とにより、農場における治療計画、防疫衛生対策及び

飼養管理対策に活用され、生産性向上に役立てられて

いる。 

 

Ⅲ－２ウイルス性疾病 

 

229 管内における牛ウイルス性下痢ウイルスの浸潤

状況：青森県青森家保  菅原健、森山泰穂 

  管内のBVDV1型及び2型の浸潤状況を抗体検査によ

り調査。材料は牛血清482検体で平成14年から17年

に採材された管内酪農家 12 戸を対象。抗体検査は

BVDV1型、2型に対する抗体価を中和試験で測定。1型

はNose株、2型はKZ91-cp株（石川県より分与）を使

用。同一血清から両型の抗体が検出した場合は4倍以

上の差で判定。さらにRT-PCRにより抗体価2倍未満の

血清からのウイルス遺伝子検出実施。抗体検査では陽

性農場は 10 農場。1 型と判定された頭数は 113 頭

(23.4%)、2型は6頭(1.2%)、両型の抗体価の差2倍以

内が11頭(2.3%)。RT-PCRでは1農場由来3頭が陽性。

これらは2頭が14年、1頭が17年の採材血清。抗体

検査により農場間では差があるものの管内乳用牛に
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BVDVが広く浸潤していることを確認。管内では2型も

侵入していたものと推測。しかし管内で高率に浸潤し

ていたのは1型。RT-PCR 陽性の3頭はPI牛である可

能性があったため今後PI牛の存否などを確認。 

 

230 岩手県北地域における牛白血病防疫の取組

み：岩手県県北家保 大森さくら、方波見将人 

 近年全国的に牛白血病発生数が増加傾向､県内及

び管内においても H15 年より急増。要因として牧野

での感染拡大が懸念されることから､浸潤状況調査

及び発生予防対策を検討。調査では､牧野衛生検査余

剰血清(8市町村 18 牧野)を用い､15 牧野の本病浸潤

を確認(陽性率は10～40%)。また､管理条件が類似の

黒毛和種放牧 3 牧野(入牧時の陽性率 26～41%)を展

示牧野とし､共通対策として､外内部寄生虫薬の投

与､注射針及び直検手袋の交換を励行。加えて､A 牧

野ではｱﾌﾞﾄﾗｯﾌﾟを設置し飛来時期を調査。また､B牧

野では衛生害虫忌避剤の装着､定期的な牛体消毒を

実施し、C牧野を対照とし効果を検証。結果､増体改

善を確認､抗体陽転の抑制が示唆。さらに､本病につ

いて､検討会､情報誌等で､農家及び関係者に啓蒙。今

後も､注意喚起すると共に､これまで対策のなかっ

た､分離放牧困難な小規模牧野にあっても実施可能

な､こうした取組みを推進。 

 

231 哺育ロボット導入黒毛和種繁殖農家における牛

呼吸器病症候群（BRDC）対策：岩手県県南家保 西川

裕夫、阿部憲章 

 母牛79頭を飼養する黒毛和種繁殖経営体において、

平成 15 年 12 月の哺育ロボット導入前後から子牛 12

頭が呼吸器症状を呈し死亡。病性鑑定結果から、牛呼

吸器病関連因子（RSウイルス、マンヘミア（MH）、パス

ツレラ、マイコプラズマ）の関与、疫学調査では換気

不良による牛床の湿潤、NH3濃度の上昇を確認。対策と

して①衛生管理の徹底②定期的な敷料交換、換気の改

善③子牛に呼吸器病5混不活化及びMHワクチン接種④

早期発見及び感受性薬剤の適正使用⑤慢性発症牛の隔

離。結果、対策前後でNH3濃度16→5ppm未満、6ヶ月齢

までの呼吸器病罹患率86.5→62.5％、慢性化する個体

数の減少が図られたものの、子牛移行抗体のばらつき

と初診日齢の早期化（123.1→63.5 日齢）が課題。現

在は母牛への呼吸器病6混ワクチン接種プログラムに

変更し、十分な初乳抗体価と斉一化を確認。産子の治

療件数は減少している。 

 

232 乳用育成雌牛の中枢神経系病変を伴う牛伝染性

鼻気管炎：岩手県中央家保 高橋真紀、村上隆宏 

 2004年3月4日～6日に、1酪農場の育成雌牛22頭

中10～23 カ月齢の3頭が、約40℃の発熱、粘液化膿

性鼻漏、気道狭窄音、肺雑音および顕著な流涎を示し、

発病5～7日後に瀕死状態に陥った。病牛3頭の剖検に

より、鼻腔から気管支に至る粘膜上に偽膜が形成され、

肺に壊死巣が多発した。組織学的に、鼻腔から細気管

支に至る粘膜に線維素壊死性炎、肺に凝固壊死および

2 頭の喉頭腺に好酸性核内封入体が観察された。三叉

神経節、橋および延髄に非化膿性炎が認められ、後二

者の病変は三叉神経主知覚核、同神経脊髄路核および

孤束核に分布した。牛ヘルペスウイルス1型（BHV-1）

抗原が、気道粘膜および肺胞の変性上皮細胞内に存在

した。鼻腔スワブからBHV-1が分離された。得られた

成績から、脳病変の形成にBHV-1が関与し、三叉神経

を介した神経行性伝播が推察された。感染源として、

本病流行時にBHV-1血清中和抗体を有した成雌牛が疑

われた。 

 

233 哺乳ロボットを用いた黒毛和種繁殖農家における

家畜衛生指導：宮城県登米家保 高野泰司、加藤伸悦 

 近年、牛繁殖経営の多頭化に伴い、業務の省力化等

の利点から哺乳ロボットが注目。当管内では現在6農

場が導入し、今後も増加する見込みだが、多くの農場

で呼吸器疾病の増加による損耗に苦慮。そこで、開業

獣医師と協力し、ウイルス性呼吸器疾病コントロール

方法の検討のため、2農場(A農場:母子免疫を期待し母

牛への不活化ワクチンを利用した農場、B農場:未接種

対照農場)の母牛及び経時的に採材した子牛血清につ

いて、移行抗体価及び血清タンパク質定量・電気泳動

分画法を含む各種生化学検査を実施。抗体(IBR、RS、

PI-3、BVDⅠ･Ⅱ、Ad7)検査の結果、A 農場は十分な受

動免疫の獲得が示唆され、母牛からの受動免疫と子牛

へのワクチン接種による能動免疫の二面からワクチン

プログラムを作成。一方、B 農場では母牛・移行抗体

価ともA農場と比較しバラツキ傾向が認められた。今

後は、移行抗体の消失時期に留意した衛生対策が必要

であり、他の哺乳ロボット農家への指導にも有用。 

 

234導入肥育素牛の呼吸器疾病発生要因、予防及び予

察に関する検討:宮城県仙台家保 山田治、岸田忠政 

管内黒川地区の呼吸器疾患は肥育牛の病傷件数で

50％を占め経済的損失が大きい。損耗防止のため、肥

育農家3戸（A,B,C）の導入牛17頭を追跡調査。呼吸

器疾病はA及びC農家で5頭が発症。原因はパスツレ

ラ属菌、Mycoplasam spp.及びRSウイルス。発症牛で

は、血清ハプトグロビン(Hp)値も一過性に上昇。慢性

化牛は白血球数低値、Hp値反復増減。鼻汁中IgA濃度

は、導入後4週で、A発症農家がB未発症農家より有

意に高く（P<0.05）、発症牛では非発症牛より有意に高

い（P<0.01）。A及びC農家のビタミンE値は、導入後

４週内で、B農家より有意に低い（P<0.05）。牛5種混
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合ワクチンウイルス抗体価は、市場差及び個体差が顕

著。導入時の補強接種は効果あり。素牛の呼吸器疾病

予防には、導入後のワクチン補強接種、パスツレラ症

及びマイコプラズマ対策が重要。慢性化及び重篤化へ

の予察には、白血球数、血中Hp濃度、ビタミンE濃度

及び鼻汁中IgA濃度の動態を把握することが有効。 

 

235 黒毛和種繁殖農家における BVD-MD 持続感染牛の

摘発事例：宮城県仙台家保 竹田百合子、石橋拓英 

 平成17年1月、管内黒毛和種繁殖農家で9ヶ月齢の

子牛が下痢および呼吸器症状、高血糖を呈し死亡。血

清から BVD ウイルス分離、BVD-MD 中和抗体 8 倍で

BVD-MD持続感染（以下PI）が疑われた。同居牛の全頭

検査からさらに3頭のPI牛を摘発、これらの4頭はそ

れぞれ 2 組の親子と判明。疫学調査の結果、1 頭の導

入牛（PI 母牛）が PI 牛を産み、さらに正常妊娠牛に

感染しPI牛が生まれ繁殖に供され、新たなPI牛を分

娩したものと判明。PI子牛を剖検したところ、全身の

臓器からBVDウイルスを分離。ウイルスはBVDV1型の

NCP 株で 5'非翻訳領域の遺伝子配列では Nose 株に近

似。また、PI子牛は2頭とも血清グルコースが高値（そ

れぞれ 241、177mg/dl）、血清インスリンが低値（そ

れぞれ 0.02、0.07μU/ml）を示し、PI 牛に多いと報告

されている糖尿病による高血糖と類似。対策としてPI

牛全頭の淘汰を実施、その後の追加検査では新たなPI

牛は摘発されていない。 

 

236 牛ウイルス性下痢ウイルス持続感染牛の摘発と

対策：秋田県南部家保 鎌田久祥、小川秀治 

 H17年5月4頭、8月2頭に流死産の発生がみられた

酪農家（搾乳70頭規模）で、牛ウイルス性下痢ウイル

ス（BVDV）の持続感染牛（PI牛）を摘発し、対策を講

じた。この農家では、北海道から H16 年 12 月以降 3

回初妊牛を導入。PI牛はH17年3月導入の1頭。抗体

陰性、血清及び白血球からBVDVを分離。飼養牛群の遡

り調査により、このPI牛による当該農家へのBVDV持

込みが明らかとなった。PI牛は直ちに病性鑑定殺とし

た。H17 年 9月の摘発以降月1回農場に立入り、出生

子牛検査、定期的消毒を実施。出生子牛24頭中8頭を

PI牛として摘発・淘汰を行った（H17年12月現在）。

また農協・酪農協・獣医師と連携し、酪農協管内の飼

養牛群のワクチン接種、導入牛のヨーネ病検査に加え

BVDV検査並びに検疫舎の設置等を実施。定期的なバル

ク乳を用いたスクリーニングを実施。他農家へのBVDV

拡散は、認められていない。 

 

237 糖尿病を併発したBVDウイルス持続感染牛の1例

とその対策：山形県庄内家保 高野儀之、細川みえ 

平成16年6月、約6ヶ月齢の黒毛和種子牛1頭が、

著しい発育不良（体重約60kg）を呈し、血液検査から

肝炎、糖尿病（AST730IU/L、GLU208mg/dl）が疑われ、

家保で病性鑑定。血清からのRT-PCRでBVDV陽性。反

復検査により持続感染（PI）牛と確認、病性鑑定殺。

粘膜病の病変は認めず、病理組織学的検査で膵島イン

シュリン免疫染色陰性、BVDV免疫染色陰性。疫学調査

で、当該農場全頭検査で他の PI 牛がいないことを確

認。また、母牛は妊娠70日から244日まで公共放牧場

に放牧され、入牧前（胎齢 43 日）に誤って呼吸器 5

種混合（以下5種混）生ワクチンを接種。分子系統樹

解析で遺伝子型は 1a 型、野外株(Nose)と相同性が高

く、ワクチン株（No.12）と異なることが判明。対策と

して、当該農場への適切なワクチン接種を指導。また、

当該公共放牧場の17年度入牧予定妊娠牛には5種混不

活化ワクチンを、非妊娠牛には5種混生ワクチンの接

種を指導。 

 

238 導入牛に起因した牛コロナウイルスと牛 RS ウイ

ルスによる呼吸器・下痢症の発生：福島県相双家保 

原恵 

 管内酪農家で、大部分の牛が発熱・乳量低下を伴う

呼吸器症状及び水様性下痢を呈し8頭が死亡。重症牛

の便及び鼻腔スワブの PCR 検査で牛コロナウイルス

（以下BCV）遺伝子を検出。さらに、導入牛12頭の着

地検査時の保存血清及び発病期血清を用いウイルス抗

体検査を実施し、牛RSウイルス（以下RSV）及びBCV

の抗体価が有意上昇。以上から、BCV 及び RSV による

感染症と診断。疫学的には、導入牛に起因し、感染が

拡大したと推測。感染拡大の要因として、フリースト

ールにおける導入牛の未隔離飼養、既存牛のワクチン

未接種が挙げられ、乳量減少と死亡牛の増加と多大な

経済的損失を被った。今後の防疫対策として、ワクチ

ン接種、畜舎消毒、隔離飼養施設の設置を指導し、農

家の衛生意識が向上。当所でも着地検疫等の衛生対策

支援を行い、関係団体、獣医師と連携し、飼養衛生管

理基準の徹底と併せて的確な発生予防、まん延防止体

制を構ずる。 

 

239 黒毛和種子牛に発生したブルータング：福島県県

中家保 菅野直子、小森淳子 

 平成17年10月、著しい泡沫性流涎と抗生物質に反

応しない高熱を呈する4ヶ月齢の黒毛和種子牛につい

て病性鑑定を実施。本牛及び同時期に軽度の泡沫性流

涎を呈し自然治癒した同居牛１頭の血球から、RT-PCR

でブルータングウイルス（BTV）特異遺伝子を検出。PCR

産物の遺伝子塩基配列解析の結果、平成15年に本県で

流行が確認された株とほぼ同一と判明。さらに、1 ヶ

月後の検査で当該同居牛がBTV抗体陽転。この同居牛

をブルータング真症、本牛を疑症と診断。2 頭ともに
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回復したが、顕著な発育不良を呈す。平成6年の本県

及び北関東における嚥下障害を主徴とした高齢の黒毛

和種での発生例と比較し、本事例では臨床症状、発症

年齢に相違。本県では、平成10年度よりBTVの流行調

査を行っているが、今年度11月の検査で管内のおとり

牛6/8戸、9/15頭でBTV抗体が陽転。調査開始以来

大規模の流行があったと推察。 

 

240 牛のブルータングウイルスの関与が疑われる一

事例及び管内の浸潤状況：福島県県南家保 佐藤敦

子、篠木忠 

 平成17年9月、和牛繁殖農家で発症初期に嚥下障害、

発熱を伴い慢性鼓張症を呈する子牛が発生。飼養牛 4

頭全頭の病性鑑定を実施、同居の成牛2頭でブルータ

ングウイルス(BTV)抗体陽性を確認。10 月、当該子牛

がBTV抗体陽転し、同居子牛がPCR陽性。本症例への

BTV の関与が疑われ、さらに牛流行熱等抗体調査で 9

月及び11月に抗体陽転牛を認めたことから、管内で今

年度流行があったと推測。管内全域について平成 16

年12月～平成17年6月に生まれた子牛56頭を対象に

抗体検査を実施、今年度のBTV浸潤状況を調査。この

結果、抗体陽性 25 頭、陽性率 44.6％、9 市町村中 7

市町村で陽性を確認。検査頭数当たりの陽性率は西白

河郡55.6％、東白川郡25％、戸数当たりの陽性率は西

白河郡81.3％、東白川郡33.3％と管内でも西側の地域

で高い傾向。管内を含め県内、特に内陸部を中心に流

行があったものと示唆。 

 

241 管内一酪農家の牛白血病清浄化への取り組み：栃

木県県北家保 渡邉絵里子、湯沢裕史 

平成8年、当該農場の育成牛1頭が牛白血病（BLV）

抗体陽性。全搾乳牛35頭の抗体検査を実施し、感染牛

2 頭を確認。その後、清浄化対策に取り組んだ。 終

的に、BLV伝搬形態を勘案し、一般的衛生管理に加え、

直検手袋や注射針を1頭ごとに換えるなどの人為的伝

播防止の徹底。吸血昆虫の襲来を 小限にするため、

放牧地への放牧時間の変更。加えて、抗体検査を継続

して毎年1回、越夏後の秋に実施。抗体陽性牛は後継

牛を取らず、越夏させる前に早期淘汰を実施。その結

果、平成17年度の検査で、飼養牛全頭が陰性。BLVの

清浄化には感染牛の摘発、淘汰が 重要といわれてい

るが、衛生対策に加えて、本疾病の流行期に合わせた

抗体検査と早期淘汰の実施が、効率的な清浄化に繋が

った。今後も継続的検査を実施するとともに、指導に

生かしたい。 

 

242 牛ウイルス性疾病清浄化の試み：東京都家保 近

藤機、寺崎敏明   

平成16年４月から17年10月に実施した家畜伝染法

予防法第5条に基づくヨーネ病検査の血清を利用し、

牛ウイルス性下痢・粘膜病および牛白血病（BL）の清

浄化を試みた。畜主に検査内容を詳細に説明、検査の

意向を確認して実施。牛ウイルス性下痢ウイルス

（BVDV）分離検査はMDBK-SY細胞を用いた同時接種法、

BL ウイルス（BLV）抗体検査はゲル内沈降反応法によ

り実施。BVDV分離検査では、定期検査2,028頭中2頭、

臨時検査275 頭中3頭のBVDV-持続感染牛を摘発。衛

生指導を実施した結果、淘汰が完了、清浄化を達成し

た。BLV抗体検査では、定期検査分2,028頭中150頭、

臨時検査分358頭中11頭のBLV抗体陽性牛を摘発、清

浄化に向け指導を継続中。これら一連の対策は、効率

的に複数疾病の検査が可能であり、転入・転出時に検

査は、まん延防止や、浸潤状況を把握できるなどの効

果がみられた。 

 

243 都内で分離された牛ウイルス性下痢ウイルスの

抗原性状と疫学：東京都家保 寺崎敏明、近藤機 

牛血清からの牛ウイルス性下痢ウイルス(BVDV)分離

検査を実施した結果、10株を分離し、5頭の持続感染

牛(PI牛)を摘発。PI牛淘汰後、本病の清浄性を維持す

るため、摘発牛の履歴調査、分離株の遺伝子解析、疫

学を検討。遺伝子解析はVilcekらが報告した324、326

プライマーを用いてRT-PCRを行い、シーケンスで得ら

れた塩基配列の系統樹解析を実施。PI 牛摘発率は、

2004 年～2005 年に 2,303 頭検査し 5 頭が摘発され

0.2％。BVDV分離牛の内訳は都内産5頭、他県産5頭。

産歴調査では４頭の妊娠経験牛全頭で流死産歴確認。

分離10株は全て非細胞病原性、遺伝子型は１型で１a5

株、１a’2株、１b3 株。１a’2株は同一農場2頭の

牛から分離され、塩基配列が 100％一致し同一感染源

由来と推察。1aの3株は、使用ワクチンボトル株の塩

基配列と一致。一連の成績から本病のまん延防止対策

として、①牛の転入・転出時の検査、②農場内感染源

の摘発、③正しいワクチン接種が重要。 

 

244 牛白血病清浄化に対する生産者意識と今後の対

応：神奈川県東部家保 島村剛、吉田恒雄 

牛白血病は摘発淘汰により清浄化が進められている

が発生頭数は増加傾向。そこで牛白血病清浄化の問題

点を把握するため管内酪農家 21 戸を対象に意識調査

を実施、今後の対応を検討。調査結果から19戸（90%）

で清浄化は希望していたが、うち15戸(79%)は摘発淘

汰は困難と回答。主な理由は「発症率低く問題ない、

優良牛なため残したい、義務ではない、補償がない、

預託・導入元から侵入するので個人の対応だけでは難

しい」など。大半の農場が清浄化したいにもかかわら

ず、できない現実を受け入れていた。また預託では入

牧前検査で陰性でも下牧時陽転する事例があり、下牧
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前の検査は必須。しかし一部の預託先を除き未実施。

そこで移動前検査の義務化を提案。但し、摘発後は淘

汰ではなく、感染牛の把握と農場内で感染を拡大させ

ない対策に主眼を置くことが重要。今後、清浄化に向

けて農場や預託牧場での対策はもちろん農場毎の摘発

淘汰のみに頼るのではなく、移動前検査の義務化等新

たな推進体制の構築が必要。 

 

245 新潟県に初めて侵入したブルータングウイルス

の浸潤状況：新潟県中央家保 濱崎尚樹、樋口良平          

 牛白血病ウイルス(BLV)の抗体検査法を、ゲル内沈降

反応(AGP)、受身赤血球凝集反応(PHA)及びチッソ株式

会社が開発中のELISAで比較検討。また白血球からプ

ロウイルスのエンベロープ領域を標的として

Nested-PCRを実施。２農場165頭の試験ではAGP、PHA

及び ELISA の陽性摘発率はそれぞれ 27.3%、51.5%、

65.5%と摘発率に大きな差が見られ、感度の差によるも

のと推測。また 165 頭のうち 40 頭を抽出して

Nested-PCR と比較した試験では、PCR に対する ELISA

の陽性一致率は70%、陰性一致率は85%と高い一致率。

PCRに対する陽性一致率と陰性一致率は、AGPは10%と

100%、PHAは40%と95%で、本ELISAキットが感度が高

くBLV抗体陽性牛の摘発に非常に有効であることが示

唆。 

平成 17 年度の流行熱等抗体検査において、11 月採

材の下越家保1戸1頭及び中越家保2戸3頭でブルー

タング(BT)抗体陽転を認めた。農場及び県内浸潤状況

調査を実施。農場別では、下越家保管内Ｗ農場2/10(陽

性頭数／検査頭数)、中越家保管内Ｎ農場 7/10、Ｍ農

場3/13であり、Ｎ農場の同居羊3/3であった。県内浸

潤状況は、中央家保管内 1/21 戸(陽性戸数／検査戸

数)1/80頭(陽性頭数／検査頭数)、下越家保管内2/27

戸2/100頭、中越家保管内3/25戸3/100頭がBT抗体

陽性を示したが、上越家保及び佐渡支所管内は全例陰

性。陽性地域は、下越管内1市1町、中央管内1市、

中越管内 2 市であった。遡り検査では、平成 11～16

年の間にBT抗体陽性個体を認めず。これらのことから

BTの県内初浸潤と判断。ウイルスの浸潤は9月下旬～

10月と推察。BTは昆虫媒介性疾病であり、急速な広が

りは認められないが、広範囲に浸潤。今回臨床的に異

常は認められないが、今後BTに対して監視が重要。 

 

246 “一腹搾り”農家で発生した牛伝染性鼻気管炎

（IBR）：富山県東部家保 神吉武、山﨑仁之 

平成17年10月、県東部のA酪農・肉牛団地(乳牛4

戸、肉牛1戸)で乳牛60頭を飼養するT酪農家におい

て、発熱、鼻汁漏出、泌乳量低下を呈する疾病が発生。

計10頭が発症し、うち2頭が死亡。鼻腔スワブ及び死

亡牛の気管と肺から牛ヘルペスウイルス１を分離。ペ

ア血清を用いたIBRの中和試験で有意な抗体上昇を認

め、本症例をIBRと診断。他の酪農家2戸、肉牛農家

1戸は同年9月にIBR ワクチンを接種していたが、発

生農家及びもう一戸は前年以降未接種。発生農家の飼

養形態は、搾乳牛を導入し種付けをせず1泌乳期だけ

搾乳し廃用出荷する“一腹搾り”の形態で、牛の導入

更新が頻繁。本病発生前の保存血清を用いたIBRの中

和試験では、57 頭中 28 頭が抗体を保有せず。防疫措

置として、隣接するIBRワクチン未接種農家には緊急

のワクチン接種を指導。A 酪農・肉牛団地に対しワク

チンプログラムの見直し、人の出入りの制限、踏み込

み消毒槽の設置等を指導。 

 

247 牛白血病の高感度検査法の検討：富山県東部家保 

池上良 

 

248 石川県における牛ウイルス性下痢ウイルス

(BVDV)清浄化対策の取り組みと課題：石川県南部家保 

林みち子、長井誠 

 牛ウイルス性下痢ウイルス(BVDV)清浄化に向け、サ

ーベイランスおよびワクチン指導による独自の取り組

みを平成７年度より開始。サーベイランスでは、初年

度よりブルセラ残余血清を用い、持続感染(PI)牛の摘

発を行い、3年間に6頭のPI牛を摘発。さらに効率良

い PI 牛摘発法として、11 年度からバルク乳を用いた

検査を開始、3年間で14頭のPI 牛を摘発。また県外

導入牛への対策を強化し、導入全頭の白血球を用いた

ウイルス分離を実施する「1 頭も見逃さない」方式に

改良。16年度から3頭のPI牛を水際摘発。ワクチン

指導では、公共牧場入牧牛全頭にBVDVを成分とする5

種混合生ワクチンを実施してきたが、妊娠牛に接種可

能な不活化ワクチンが市販されたことから、開業獣医

師と本ワクチン普及啓蒙を実施中。BVDV検査改良のた

め、全国家保へBVDV-2代表株や免疫血清の配布、BVDV

遺伝子情報の公開を実施。今後さらなるBVDV清浄化に

は全国的な取り組みが望まれる。 

 

249 再流行の見られた牛B群ロタウイルスの病性：石

川県南部家保 林みち子、黒田芳純   

 2002年牛B群ロタウイルス(GBR) による搾乳牛の集

団性下痢が発生した酪農団地で、2005年2月～4月GBR

による集団下痢を再び確認。2002 および 2005 年発生

時のGBR VP7遺伝子塩基配列は99.3~99.4%の高い相同

性を確認。2002 年水様性下痢～軟便症状の牛は 2005

年いずれも正常便であったが、ペア血清で抗体価は上

昇。2002年に発生を経験した農家でも約10％の産乳量

減少が見られたのは、いずれの農家も全体の4~6割の

牛を更新したことが原因と推測。GBR の疫学は現在の

ところ明らかにされておらず、同一農家でGBRが再発
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した事例は世界的にも初めてと思われる。今回、３年

間隔でほぼ同じ株と考えられるGBRが再発した事例に

遭遇し、過去に発症した牛も感染することを確認。さ

らに再発した農家においても、乳量減少による経済的

損失を認めたことから、今後も引き続き下痢を引き起

こす重要な原因ウイルスとしてGBRの監視が必要。 

 

250 肉用繁殖牛のアカバネ病予防：長野県佐久家保 

市川憲一 

 ワクチン接種の指導のため、2005 年 5 月に

肉用牛一貫経営農場の繁殖牛 36 頭(1～13 歳)

のアカバネウイルス抗体検査、ワクチン接種

歴等を調査。さらに 1983 年以降の長野県内の

おとり牛抗体検査と 1998 年以降の全国発生

状況等を調査。検査牛の抗体陽性率は 86.1％、

抗体価(GM 価)は 2 歳以下 1.0 倍、4～5 歳 5.2

倍、7～9 歳 11.3 倍、11 歳以上 50.8 倍。この

うち 2 頭は 1993 年 1 月に九州南部から、7 頭

は 2003 年 8、9 月に隣県から導入。当農場で

は 2004 年までは 2歳以下の牛を除き毎年繁殖

牛に生ワクチンを接種。長野県の抗体陽性率

は 1985 年に 45.2％、1998 年に 22.8％。発生

は 1998～1999 年にかけて全国で 1,254 頭(長

野県 17 頭)の届出があったが、その後は 16 頭

以下(長野県０頭)。今後の抗体の動きをみる

必要はあるが、現時点において当農場では 11

歳以上の牛はアカバネ病感染のリスクは少な

いと考察。 

 

251 牛白血病の清浄化に向けた取り組みと検査方法

について：静岡県東部家保富士分室 田崎常義、山内

俊幸 

地方病型牛白血病は、牛白血病ウイルスが原因の悪

性腫瘍性疾病。管内の食肉衛生検査所でのと畜検査で

本病を疑う摘発頭数が増加。そこで、管内13農場996

頭について浸潤状況を調査。この結果、8 農場、239

頭で抗体陽性。この内4農場について、陽性牛の計画

的な淘汰や初乳処理を含めた本病のまん延防止対策を

実施しているにも係らず、新規陽性牛を確認。そこで、

陽性農場で凍結保存されていた初乳から乳清分離し、

抗体検査を実施した結果、血清抗体検査は陰性であっ

たが、乳清検査で陽性を示す牛を確認。現状、新規陽

性牛確認農場では、抗体陰性牛には注意が払われてお

らず、血清検査で摘発されなかった陽性牛によって、

感染が広がったと推測。今後は、血清抗体陰性牛であ

っても本病のまん延防止対策を実施するよう指導し、

初乳や導入牛の抗体検査を実施することで、更なる本

病のまん延防止に繋がると考察。 

 

252 管内酪農家における牛白血病浸潤状況とまん延

防止対策の検討（第2報）：静岡県西部家保 飯田正、

岩堀剛彦 

管内の、牛白血病の浸潤状況調査及び、まん延防止

対策について検討。浸潤状況調査は、管内の酪農家24

戸922頭を対象に抗体検査を実施。検査方法は受け身

赤血球凝集反応(PHA)、寒天ゲル内沈降反応(AG)。20

戸(83.3%)、365頭(39.6%)の抗体陽性牛を確認。H14～

17調査における牛白血病浸潤状況は2,367頭中抗体陽

性頭数745頭（31.5％）。バルク乳を用いたスクリーニ

ング検査は、20戸の抗体陽性農家中NestedPCRで8戸

(40%)、PHAで6戸（30％）が陽性。まん延防止対策と

して、母子感染防止のため乾燥粉末初乳の給与を検討。

2頭の試験牛で3週齢までBLV ウイルス遺伝子は検出

されず。今後検査未実施農家の全頭検査を行い浸潤状

況を明確にし、まん延防止に関する衛生的な飼養管理

について注意を喚起することが重要。 

 

253 県内で流行があった牛 RS ウイルスの遺伝子解

析：静岡県中部家保 戸塚忠、土屋守      

平成 17 年２月から６月の間牛呼吸器疾病の病性鑑

定が相次いだため、鼻腔ぬぐい液及び死亡牛の肺を用

いてウイルス分離検査及び遺伝子検索を、また発症牛

及び同居牛の血清を用いて抗体検査を実施。ウイルス

分離成績は全て陰性であったが、遺伝子検索及び抗体

検査結果から、いずれの症例においても牛RSウイルス

が関与していると考えられ、全県的に流行があったと

推察。さらに、検出された牛RSウイルス特異的遺伝子

12検体を供試して遺伝子解析を行った結果、11検体は

塩基相同性が100％で、他の1検体も99.8％の相同性

があり、検出されたウイルスは全て同一で、このウイ

ルスは県内に広く浸潤していると考えられた。また、

分子系統樹上ではValarcherらが提唱するサブグルー

プのⅢ型に分類され、2002 年から 2004 年にかけて東

北及び北陸地方で検出された株と近縁であり、これま

で国内で報告されていた株とは異なるクラスターに位

置することを確認。Ⅲ型のウイルスが全国的に拡がっ

ている可能性が示唆された。 

 

254 牛ウイルス性下痢粘膜病ウイルスⅡ型（BVDVⅡ

型）の発生と清浄化対策：愛知県西三河家保 丸山実

博、桑原正樹 

 管内酪農家で呼吸器症状を呈する子牛が多発、その

うち１頭の鼻汁から BVDVⅡ型を検出、持続感染牛(PI

牛)と診断された。また、同居子牛は BVDVⅡ型抗体の

有意な上昇を示し、呼吸器病の原因と推察された。さ

らに母牛群の検査を実施、農場には他にPI牛がいない

ことが判明した。清浄化対策としてPI牛の淘汰と母牛

に BVDVⅡ型を免疫付与できるワクチンを接種したと
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ころ、呼吸器病は終息した。今回の事例から本県にも

BVDVⅡ型が浸潤していることが判明し、今後は、それ

を考慮したワクチン対策が必要となる。さらに清浄化

対策がもたらした効果は、農場経営者の本病に対する

意識向上という、大きな成果となり、今後とも獣医師

と農家の本病に対する意識向上に努めて行きたい。さ

らに、本病の清浄化は、発生農場だけの対策では清浄

性の維持は困難であり、国を挙げての清浄化が望まれ

る。 

 

255 三重県内の乳用牛における牛ヘルペスウイルス

４型浸潤調査：三重県中央家保 林義規 池町安雅ほ

か 

 牛ヘルペスウイルス4型(BHV4)は気管支炎、流産胎

仔や乳房炎の乳汁から分離され疾病との関連が報告さ

れている。県内への浸潤状況を調査するために平成17

年度乳用牛のブルセラ検査余剰血清にてELISAと間接

蛍光抗体法による抗体検査を実施したところ 8.0％

(30/373頭)に抗体を認め、29.3％(11/28戸)の農場で

陽性を確認。高い陽性率を示した4農場の全頭抗体検

査を実施した結果、6から7歳で陽性率が高く、1農場

で 58.3％(7/12 頭)と も高い陽性率を示した。平成

16年度に採取した過去の保存血清では5頭中2頭が陽

転を示した。同４農場の陽性牛由来の正常乳8検体及

び乳房炎乳5検体を用いてNested PCRによるBHV4特

異遺伝子の検出を試みたが陰性。しかし、再検査の１

農場では乳房炎が多発しており、過去の乳房炎治療歴

の調査から頻回治療しているもののほとんどが BHV4

陽性であったことから乳房炎への関与が疑われた。 

 

256 管内一酪農場で発生した牛ＲＳウイルス感染

症：三重県北勢家保 種村幸徳 

 2004年10月下旬、管内約50頭飼養規模の酪農場で

成牛２頭に発熱、発咳、元気消失、食欲不振、水様性

鼻汁漏出等の臨床症状がみられ、その後牛舎内全頭で

発熱等同様の臨床症状が見られた。また11月上旬まで

に２頭が死亡したため、獣医師より病性鑑定依頼。発

症牛４頭および重症例の隣の繋養牛１頭、計５頭の鼻

腔スワブおよび血液を採材、鼻腔スワブ５検体から酵

素免疫法にてＲＳ抗原検出されたため牛ＲＳウイルス

感染症と診断。その後、臨床症状は獣医師の治療にも

かかわらず11月に４頭（計６頭）が死亡、また乳量の

減少は翌年１月下旬にほぼ回復、その後の発生はない。

当該農場は、2000 年以降に牛の導入がなくまたワクチ

ン未接種であったが、同居牛の鼻腔スワブからＲＳ抗

原検出されているので家畜に対する衛生対策だけでは

なく、農場立入者への消毒指導や飼養環境の改善につ

いても検討を行う必要があると思われた。 

 

257 牛ウイルス性下痢・粘膜病の発生状況と持続感染

牛の摘発：滋賀県家保 北脇由季子、中西幸司 

 H16年～17年に、発熱、水様性下痢を主症状として

死亡または淘汰した子牛4例より細胞病原性型のウイ

ルス性下痢ウイルス(BVDV)を分離。剖検および病理組

織学的検査結果においても粘膜病の特徴所見を確認。

さらに、県内の持続感染牛(PI牛)を摘発する目的で、

繁殖和牛は過去2年のヨーネ病検査残余血清（32戸769

頭）、乳用牛はバルク乳(82戸)および依頼をうけたA、

B農場の牛血清より、RT-PCR法によるペスチウイルス

遺伝子検出を試みた。その結果、A農場は検出されず、

B農場プール血清およびC農場バルク乳が陽性を示し、

B、C農場の各1頭をPI牛として摘発。PI牛の母牛を

含む同居牛は、B、C農場ともすべて抗体陽性。対策と

して、B農場ではワクチン接種と導入牛の定期的なPI

牛検査を実施。PI 牛は経済的損失につながることか

ら、PI牛の早期淘汰が必要。今後、清浄化にむけ、継

続的なPI牛調査とBVDVワクチン接種検討が必要。 

 

258 多年にわたる牛流行熱等抗体調査からみたアル

ボウイルスの動態：京都府中央家保 吉良卓宏、松田

誠一 

 【はじめに】我が国のｱﾙﾎﾞｳｲﾙｽによる牛の伝染病に

は牛流行熱、ｲﾊﾞﾗｷ病、ｱｶﾊﾞﾈ病、ﾁｭｳｻﾞﾝ病、ﾌﾞﾙｰﾀﾝｸﾞ、

ｱｲﾉｳｲﾙｽ感染症がある。新たなｱﾙﾎﾞｳｲﾙｽが岡山県・九州

で分離されている。近年の国内でのｱﾙﾎﾞｳｲﾙｽ（上記 6

種）の発生状況、京都府での過去20年間における牛流

行熱等抗体調査結果・疾病の発生状況概要を報告。【結

果及び考察】①感染は年間気温の高い年から翌年に拡

大すると推察。②国内では牛流行熱はH13～14沖縄、

ｲﾊﾞﾗｷ病はH9九州、ｱｶﾊﾞﾈ病はH10～11全国的、ｱｲﾉｳｲ

ﾙｽ感染症はH10～11、14～15西日本で発生。③府内で

はｱｶﾊﾞﾈ病（S60～62、H10～11）、ｱｲﾉｳｲﾙｽ感染症（H10

～11）を確認。④過去20年間の異常産関連病性鑑定：

ｱﾙﾎﾞｳｲﾙｽ関与は9.2％（64/695頭）。④府内ﾜｸﾁﾝ接種

率は 20～30％（異常産 3 混、ｲﾊﾞﾗｷ病）。地球温暖化

や国際物流が拡大される中、他のｱﾙﾎﾞｳｲﾙｽについても

府内への侵入を危惧。これらについて監視することが

今後の重要な課題。 

 

259 ワクチン接種による牛コロナウイルス（BCV）病

対策の取組み：大阪府北部家保 岡田伸樹、吉本真朗 

 BCV 病は、牛に下痢と共に乳量低下をもたらす経済

的損失の大きい疾病だが管内の酪農家では積極的対策

が取られていない。そこで昨年度BCV 病が発生した A

農場でワクチンを活用した対策を実施。また、管内の

他の農場において今年度発生が示唆された現状から、

その対策について検討。調査方法：A 農場の費用対効

果を検討し、今年度ワクチン接種を実施。管内全地域
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の酪農家でHI抗体価を測定。A農場については鼻汁で

PCRを行い、BCVの排泄状況を推察。結果および考察：

ワクチン接種後のA農場牛の鼻汁でPCRが陽性であり、

BCV排泄が示唆。また、抗体価測定の結果、BCVは管内

に広く浸潤し、発生が示唆された農場では発生前の抗

体価が高い牛ほど症状が軽度。但し他府県の事例を含

め､防御可能といわれる 160 倍以上の抗体価でも発症

に至る事例が多々ある上、BCV が常在していると思わ

れるため、発生時期を考慮し、確実なワクチン接種で、

高い抗体価を獲得しておくことが肝要。 

 

260 牛ウイルス性下痢・粘膜病（BVD・MD)による死産

発生事例：大阪府南部家保 岡村玲子、虎谷卓哉  

 BVD・MD は下痢を主徴とし容易に垂直感染し死流産

等を引き起こすため、その防疫は酪農経営上重要。管

内一酪農家で平成17年9月～10月にBVD・MDによる

胎齢約280日での死産が2例発生したので、概要を報

告。【診断】2 例とも死産子牛の脳・腎から BVD・MD

ウイルスを検出。BVD・MD による死産と診断。【感染

時期】2例の母牛の中和抗体価は平成16年10 月には

陰性、死産発生後に上昇を確認。同居牛にも上昇が散

見。2例の死亡子牛に抗体があったため妊娠中期以降、

つまり平成17年4月～9月頃の感染と考察。 【感染

源】過去一年間、当該農場では本病を疑う下痢等の発

生はなく、在舎牛・導入牛からBVD・MD遺伝子は検出

されなかったため、持続感染牛による感染は否定。 

【対策】①抗体陰性・低抗体価の牛に人工授精前の生

ワクチン接種 ②踏込消毒槽の設置と畜舎消毒 ③ワ

クチン接種牛の導入 ④継続検査による持続感染牛の

摘発淘汰等を指導、発生予防を図っている。 

 

261 口蹄疫が疑われた事例から考察した問題点とそ

の対応：奈良県家保 岡本美奈子、三浦淳子 

 平成１７年７月共済獣医師から管内乳用牛農場の搾

乳牛１頭に体温４１℃、鼻孔粘膜にびらんが見られる

という通報があった。現地に立入り、異常畜および同

居牛の臨床検査と聞き取り調査を行い、口蹄疫の可能

性を否定した。念のために採材した検体を動物衛生研

究所に病性鑑定依頼し送付したが、結果は陰性だった。 

本県はこの事例における対応上の問題点をふまえ、必

要事項の整理を行い机上演習を実施した。現地対策本

部の班構成および畜産課への連絡体制の確認、物品の

準備および様式等の作成、採材方法の研修とマニュア

ルの作成、農場への指示および農場内での措置内容の

整理、周辺農場への指示や通知事項の確認を行った。

また、消毒ポイント候補地の設定などあらかじめ準備

できる事項を可能な範囲でまとめた。これらのことが、

今後口蹄疫が疑われる事例が発生した場合にも、より

迅速かつ的確な防疫措置を講ずることに役立つと思わ

れる。 

 

262 管内で発生した牛コロナウイルス病：和歌山県紀

北家保 黒田順史、五島啓普 

 平成17年4月から6月の春季に4件の牛コロナウイ

ルス病が発生。4 月末に A 農家の繁殖和牛で水様性下

痢が認められ、牛舎全体に伝搬。5月末には、B農家の

繁殖和牛の未経産牛を中心に下痢が発生。B 農家は牛

コロナウイルス（BCV）のワクチンを接種。6月には、

C農家の繁殖和牛、D農家の乳用牛でも牛群全体に下痢

が発生し、鼻汁を漏出。寄生虫検査では寄生虫卵等は

認められず、細菌検査では、下痢の原因となる細菌は

分離されず。RT-PCR検査で、下痢便および鼻汁からBCV

の特異遺伝子検出。HRT-18細胞でBCVを分離。B農家

およびD農家のペア血清でBCV 抗体が上昇。分離BCV

は鶏血球に凝集性示さず、マウス血球に凝集性を示す。

S 遺伝子分子系統解析では B、C、D 農家分離株は塩基

配列100%一致。鼻汁からもBCVを分離したことから、

呼吸器にも関与。春季に発生したことから、日内気温

の変化などのストレスで発生し、農家へ出入りした人、

車両等が感染源となったとも考えられた。 

 

263 牛ウイルス性下痢・粘膜病ウイルス（ＢＶＤＶ）

持続感染牛の摘発事例：鳥取家保 森下康、滝河哲郎 

 平成１６年８月から平成１７年３月にかけて、管内

の酪農家（フリーバーン、搾乳牛７９頭、育成牛３４

頭、異常産３混ワクチン接種）において流早死産が多

発した。５頭の流死産胎子について病性鑑定を実施し、

このうち１頭の胎子血清でＢＶＤＶのＰＣＲ陽性を確

認した。母牛１５頭のペア血清では、４頭でＢＶＤＶ

中和抗体価の有意な上昇を認めた。そこで、牛群中に

ＢＶＤＶ持続感染牛（ＰＩ牛）の存在を疑い、乾乳牛

と育成牛の抹梢血リンパ球およびバルク乳についてＰ

ＣＲ検査を実施した。その結果、バルク乳でＰＣＲ陽

性となったため、搾乳牛全頭の抹梢血リンパ球につい

てＰＣＲ検査を実施したところ、１頭の牛からＢＶＤ

Ｖ遺伝子が検出された。本牛は中和抗体価が２倍未満

であり、ＰＩ牛と診断した。本牛を摘発淘汰したこと

により、当該農家の異常産は減少した。 

 

264 牛白血病に関わる高精度な検査方法確立への取

り組み：島根県家衛研 加地紀之、新井伸雄 

 平成13～17年度に牛白血病の高精度検査法を検討。

ウイルス抗原検出系（BLV-Ag 系)の検討では、①BLV

分離法(SIA 法)、②single PCR 法、③SIA+PCR 法、④

Nested PCR法、⑤ SIA+Nested PCR法の各方法につい

て検出感度を比較。ウイルス抗体検出系（BLV-Ab系）

の検討では、民間企業のELISA法開発に協力する形で

実施。BLV-Ag 系の検査法別感度は、SIA+Nested PCR
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法≧Nested PCR 法＞SIA+PCR 法＞PCR 法＝SIA 法。

BLV-Ab 系の各検査法別感度は、開発 ELISA＞輸入

ELISA(VMRD 社)≧受身赤血球凝集抑制反応＞ゲル内沈

降反応(AGP)。AGP抗体が陰転化した個体について、開

発ELISA等では陽性状態が持続。これら3頭から抗原

検出を行い、内1頭からSIA+NestedPCR 法でのみBLV

プロウイルス（BLV-P)遺伝子を検出。感染経過が長い

個体にはAGP 陰性、ELISA 陽性個体が存在し、これら

のリンパ球中には微量のBLV-Pしか存在しないことが

判明。一連の取り組みから、これまでのBLV清浄化対

策の問題点も明確化。今後は、清浄化を望む農場ごと

に、より適した精度の高い対策プログラムを提供する

ことが可能となった。 

 

265 ＲＴ－ＰＣＲを用いたアカバネ病確定診断への

試みと検出遺伝子の解析：岡山県家畜病鑑 福冨豊

子、平井伸明 

 2004年9月～11月にｱｶﾊﾞﾈｳｲﾙｽ（AKAV）の流行が認

められ、9月～2005年5月中旬にｱｶﾊﾞﾈ病が多発。異常

産子の中枢神経からAKAV 遺伝子(S RNA 核蛋白コード

領域)検出を実施した結果、9月～2月上旬に娩出され

ｱｶﾊﾞﾈ病と診断された異常産子の80.4%（37/46頭）か

ら検出、初乳摂取による移行抗体のため従来の検査法

では確定診断が困難な異常産子牛の78.8%（26/33頭)

から検出。また、10月上旬に神経症状を呈した成牛の

中枢神経からAKAV遺伝子を検出。おとり牛から分離さ

れたAKAVはJaGAr39株と交差。遺伝子解析の結果、分

離株、異常産子および成牛から検出された遺伝子は

JaGAr 39およびOBE-1株と同じクラスターに所属する

ことが判明。以上の結果、AKAV流行初期～5カ月後に

娩出された異常産子の病性鑑定に際し、従来検査法に

中枢神経を用いた AKAV 遺伝子検出を加えることはア

カバネ病確定診断に有効。また、JaGAr型AKAVの自然

感染が成牛に神経症状を引き起こすことを初めて明ら

かにした。 

 

266 牛白血病ウイルスの浸潤状況調査と清浄化対

策：広島県東広島家保 保本朋宏、宮崎泰洋 

 管内全酪農家に地方病型牛白血病（EBL）について啓

発し、繋養牛全頭を対象とした牛白血病ウイルス（BLV）

抗体検査を実施。陽性農家に対し個別に清浄化対策を

指導。方法①啓発・抗体検査実施希望調査：全酪農家

26戸に清浄化の取組を啓発②BLV抗体検査：検査希望

農家で実施。検査キット費用は農家負担③清浄化対

策：各抗体陽性農家毎の対策を検討。成績①検査希望

農家21戸②抗体検査：21戸739頭中、抗体陽性11戸

（52.4％）164頭（22.2％）。2年間で新たに１戸が陽

転、陽性農家２戸で、20/24 頭（83.3％）、10/21 頭

（47.6％）が陽転③清浄化対策：農家毎に対策実施（早

期淘汰、経乳感染防止対策、水平感染防止対策等）。ま

とめ①酪農家が清浄化対策の重要性を認識②費用を農

家負担とし、農家の自主的検査体制を構築③関係獣医

師と連携し、各陽性農家に対し個別対策を指導④地域

と関係機関が一体となったEBL清浄化体制を構築。 

 

267 肥育牛の牛ウイルス性下痢ウイルス1型持続感染

例：広島県芸北家保 井口かおり、茨木義弘 

 肥育牛約350頭飼養の農場で、子牛市場から導入し

た黒毛和種肥育素牛が18ヶ月齢で発育不良、下痢、呼

吸器症状を呈し、病性鑑定結果から、牛ウイルス性下

痢ウイルス（BVDV）持続感染牛と診断、鑑定殺を実施。

生前検査で、洗浄血球でPCR陽性、BVDV非細胞病原性

（NCP）株1型を分離。ペア血清の中和抗体価は2倍未

満（陰性）。剖検所見で、肺の肝変化、膿瘍形成及び肺

胸膜の癒着を確認。病理組織所見で、膿瘍形成を伴っ

た化膿性気管支肺炎を確認。血清及び脊髄液の中和抗

体価は2倍未満。脳、脊髄、心臓、肺、腎臓、小腸か

ら BVDV NCP 株分離。肺から Mycoplasma bovis 及び

Arcanobacterium pyogenesを有意に分離。BVDV感染に

よる免疫機能の低下が、細菌等の二次感染を誘発、肺

炎に至ったと推察。今後、難治性下痢、肺炎や発育不

良の牛に対し、BVDV感染を考慮した検査又は早期淘汰

が必要。繁殖候補牛への適切なワクチン接種も重要。 

 

268 下痢症を呈した牛からの牛アデノウイルス２型

（BAdV-2）の分離：広島県東広島家保 平井潤思 

 1992 年 12 月に県北部の搾乳牛に水様性黄灰白色の

悪臭を伴う下痢症が発生。発症牛8頭の糞便とペア血

清を採材、病性鑑定を実施。糞便の細菌学的検査を実

施したが、有意な細菌は分離されず。糞便乳剤を初代

牛腎細胞に接種したところ、5 検体で細胞変性効果を

認めた。分離ウイルスは核内封入体を１個形成し、

5-iode-deoxyuridineにより増殖が抑制、50nmのメン

ブランフィルターを通過せず、牛赤血球を 4℃感作で

凝集させる性状であった。分離ウイルスの交差中和試

験で抗 BAdV-2 モルモット免疫血清に対する中和抗体

価を認め、このウイルスをBAdV-2と同定。ペア血清で

分離ウイルスに対する有意な抗体上昇を8頭中3頭で

認め、他に牛アデノウイルス７型、牛RS、IBRウイル

スの抗体価がそれぞれ1頭上昇。BAdV-2ウイルスの分

離、抗体価の有意な上昇から、本ウイルスが下痢の主

因と診断。また、県内飼育牛の BAdV-2 の抗体保有は

100％であった。 

 

269牛RSウイルス（BRSV）感染症の早期診断方法の検

討（第１報）：広島県東広島家保 恵谷美江、山本武 

 BRSV感染症迅速検査方法の検討。人用RSV抗原検出キ

ット（HRSVキット）と1994年酪農学園大学桐沢らの報
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告によるnestedPCR法（PCR法）を用い、①10倍階段希

釈した既知のBRSV液とBRSV分離野外材料2例②抗体検

査でBRSV感染症と診断した野外材料5例について検出

感度を比較。結果①HRSVキットは105TCID50/0.1ml、PCR

法は101TCID50/0.1mlまで検出。BRSV分離野外材料はPCR

法だけで検出され、ウイルス分離、抗体検査成績と一

致。②BRSV感染症と診断した野外材料のうち、両方法

で検出された症例 2 例、PCR法だけ検出された症例 1

例。以上の結果からPCR法がHRSVキットより感度が高

く、野外材料での迅速検査方法として有用。しかし、

PCR法で検出されない例もあり、今後もウイルス分離、

抗体検査と並行して、PCR法を実施することが必要。他

の疾病についても、迅速かつ確実な検査方法を検討す

るとが重要。 

 

270 過去20年間におけるアルボウイルスと牛異常産

流行の疫学的考察：山口県中部家保 柳澤郁成、大谷

研文 

 アカバネ(AK)、アイノ(AI)、カスバ(KB)、ブルータ

ング(BT)の各アルボウイルス(ABV)の流行について、昭

和(S)61～平成(H)17 年度(以下年度省略）のABV 抗体

調査成績と牛異常産発生報告、病鑑結果、牛異常産 3

種混合ワクチン接種率より考察。AK、AIの流行の違い

を H10 の大流行前後で比較。高い陽転率は、AK が

S62(42.4%) 、 H10(60.3%) 、 H14(37.9%) 、 AI が

H10(27.6%)、H14(100%)、H15(37.5%)にみられ、県の広

範囲で陽転。AK は約 10 年間隔を経て大流行後は常在

化。AI は散発的に流行。KB は全期間陽転が無く、BT

も低率で散発的に流行。大流行時に分離した株の抗原

性比較結果を基に家保が農家を指導し、ワクチン接種

率は大幅に向上。近年のウイルス常在化傾向と合わせ、

異常産発生数や病鑑での AK、AI 診断数は減少、特に

AIはH14の大流行後も異常産発生は少なかった。以上

から、今後もAK、AIは流行するが、異常産発生は低率

で推移すると予測。但し、KB、BTや他のABVの流行に

は注意が必要。 

 

271 肉用子牛における呼吸器病検査：徳島県徳島家保 

奈波弘子、東條秀徳 

 家畜衛生対策事業の一環で、管内肉牛農家2戸(A,B)

において呼吸器病を検査。期間は2005 年 8月から12

月。毎月各５頭、臨床観察、血液・鼻汁採材。血液は

理化学、生化学、抗体検査。鼻汁は細菌検査及び一部

ウイルス分離検査実施。血液検査では、2 戸ともビタ

ミンA濃度は十分量保持、ビタミンE濃度は低値傾向。

抗体検査では、2戸共Histophilus somni(HS)抗体上昇。

伝染性鼻気管炎、ウイルス性下痢粘膜病、アデノウイ

ルス病、パラインフルエンザ抗体陰性又は上昇無し。

ウイルス分離陰性。細菌検査では、2 戸共ほぼ全頭に

おいて全期間、症状関係無くPasteurella  multocida

（PM）を優位に分離。A農家でβラクタマ－ゼ陽性PM

を 分 離 。 そ の 他 不 定 期 に HS 、 Mannheimia  

haemolytica 、 Moraxella bovis 、 Pasteurella  

trehalosi を分離。臨床症状に関係無く日和見感染症

原因菌が常在していることを再確認。 

 

272 牛及び豚における牛ウイルス性下痢・粘膜病ウイ

ルス（BVD-MDV）抗体保有状況：徳島県徳島家保 中

井泉、小島久美子 

 県内のBVD-MDVの感染状況をみるため、放牧牛のウ

イルス分離検査と抗体の動き及び豚における抗体保有

状況の検査を実施。放牧牛では、19農場・49頭・延べ

245 検体について血清を用いてウイルス分離と中和試

験を行ったところ、13農場・23頭が抗体陽性であった

が、放牧期間中にBVD-MDVは分離されず、抗体価の動

きは認められなかった。豚では、９農場・290 検体に

ついて中和試験を行い、豚コレラウイルスとの交差反

応についても検査。その結果、２頭がBVD-MDV抗体陽

性。そのうちの１頭はBVD-MDV抗体価64倍で、豚コレ

ラ抗体は陰性。今後豚コレラ診断において注意が必要。

豚においてもモニタリングによるBVD-MDV抗体保有状

況の把握が必要であると思われた。 

 

273 牛の呼吸器病対策におけるワクチン接種の有用

性：高知県中央家保嶺北支所 高岡和広、岡本令奈 

 平成15年12月から管内乳用種肥育農場において、

発熱・呼吸困難・鼻汁排出等の肺炎を主症状とする診

療依頼が急増、死廃事故が多発。発症牛の病性鑑定及

び同居牛の抗体検査の結果、呼吸器病関連ウイルスの

関与が示唆。当該農場は、呼吸器病予防のワクチンが

未接種であったため、農場管理者や経営者と協議し、

対策の基本としてワクチン接種を実施。ワクチン接種

にあたっては、より効果的なワクチネーションプログ

ラムを確立するため、平成16年度から１７年度にかけ

て定期的に抗体検査を実施。その結果について、適宜

農場関係者と協議し改善対策を検討。さらに、導入時

の衛生対策プログラムも併せて実施。その結果、導入

時と５ヶ月齢時の２回ワクチン接種により流行予防可

能な陽性率をほぼ達成。また、ほ育・育成牛の日齢体

重は増加傾向に転じ、肥育牛の死廃事故が減少し一定

の成果が得られた。 

 

274 腸管狭窄を伴った牛白血病の発生事例：福岡県両

筑家保 横山敦史 

 平成 17 年３月、乾乳後期のホルスタイン種（平成

11年11月生まれ、自家産、平成17年４月上旬３産目

を分娩予定）が、食欲不振、被毛粗剛、排便困難を示

し血便を排泄。直腸検査：直腸管腔の狭窄。血液検査
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所見：白血球数 10,800 個/μl、リンパ球 46％。病理

解剖所見：浅頸（拳大）、縦隔（小児頭大）、腸間膜

（拳大）の各リンパ節の腫大。胸腔背側（20cmの瓜型）

及び直腸部（小児頭大）に腫瘤。病理組織所見：直腸

部の穿刺材料では大型、不整型の核を持つリンパ球様

細胞の増殖。腫大したリンパ節、肺及び腎臓の同様な

リンパ球様細胞の浸潤。抗体検査：牛白血病ゲル内沈

降反応陽性。各種の検査結果から牛白血病と診断。腸

管は、周辺のリンパ節が直腸を取り囲むように腫大し

たため狭窄し、弾力性を失い消化管内容物の通過障害

を来たし、血便を排出したと推察。今回、血液検査の

結果特に異常は認められなかったが、穿刺材料による

病理組織検査により、迅速診断が可能となった。 

 

275 PCR法による牛白血病検査：佐賀県中部家保 永

田志保、有島太一 

 当所管内の酪農家において、本病の経時的な抗体検

査をゲル内沈降反応法（AGP）により実施したところ、

導入時とその後の2回採血をした牛19頭中2頭がその

後の検査で陽転。１酪農家において、2 回から 4 回経

時的に採血した牛21頭中2頭が陽性から陰性へ、1頭

が陽性、陰性、陽性と変動。次にAGPと1stPCR、nested 

PCR（PCR）による抗原検索とを比較。牛69頭中51頭

がAGPとPCRの成績が一致、18頭がAGPとPCRの成績

が異なり、内訳はAGP陰性でPCR陽性が16頭、AGP陽

性でPCR 陰性が2頭。1回だけの検査では、陽性牛を

見逃す可能性が考えられ、AGP では検出できない陽性

牛でも、PCR での検出が可能と思われた。以上のこと

から、スポット的に実施する検査については、AGP と

併せてPCRを実施することで、より確実な浸潤状況の

把握が可能になると思われた。 

 

276 牛伝染性鼻気管炎と伝染性角結膜炎の混合感染

例：長崎県中央家保 荒木博司、岩永政弘 

 平成17年５月下旬、黒毛和種215頭を飼養する肥育

農家で、11、12 ｶ月齢の牛５頭が眼瞼腫脹と流涙を呈

し病性鑑定依頼。発症牛及び同居牛の血清、眼及び鼻

腔ｽﾜﾌﾞを用い、細菌及びｳｲﾙｽ検査を実施。細菌検査で

は、発症牛３頭のうちの１頭及び同居牛11頭のうちの

５頭の眼及び鼻腔ｽﾜﾌﾞからMoraxella bovis (Mb)を分

離。ｳｲﾙｽ検査では発症牛５頭のﾍﾟｱ血清を用いた抗体検

査により２頭で IBR に対する抗体が有意に上昇。PCR

により発症牛３頭全ての眼及び鼻腔ｽﾜﾌﾞからIBR ｳｲﾙｽ

の特異的遺伝子を検出したが、同居牛11頭については

全頭陰性。また、発症牛３頭中２頭の眼及び鼻腔ｽﾜﾌﾞ

からIBR ｳｲﾙｽを分離。今回の症例は眼瞼の著明な腫脹、

膿性の目やに、多量の流涙が主症状で、流涎、鼻汁漏

出等の呼吸器症状は軽微であったためﾋﾟﾝｸｱｲを疑った

が、発症牛からはMbと同時にIBR ｳｲﾙｽが分離されたこ

と及び無症状の個体からも Mb のみが分離されたこと

からIBRとﾋﾟﾝｸｱｲの混合感染と診断。 

 

277 遺伝子検査を用いた牛白血病感染牛の検出と遺

伝子型別：長崎県中央家保 島田善成、豊田勇夫 

 酪農家10戸372頭の血清および末梢血を用いてBLV

遺伝子を検出するPCRにより感染牛を検出し、ゲル内

沈降反応と比較するとともに、RFLPによるBLVの遺伝

子型別（Ⅰ～Ⅵ）を実施。農場別で５/10 戸で抗体陽

性牛が検出。PCR においても同様の成績。隣接する農

場でも抗体陽性農場と陰性農場が存在するなど地理的

関連性は認められず。個体別では37/372頭の抗体陽性

牛を確認。一方、PCRにおいては76/372頭の陽性牛を

確認。抗体陽性牛38頭のうち１頭以外はPCR陽性を示

し、抗体陰性牛でPCR陽性を示したものが39頭。遺伝

子型別ではⅠ、ⅢおよびⅤ型の遺伝子型を確認。Ⅲ型

は黒毛和種の１頭のみ。今回の成績から、抗体陰性の

感染牛の存在を確認。遺伝子型別では３種類の遺伝子

型が確認され、由来の異なる BLV の存在が示唆。BLV

感染の地理的関連性は認められず、黒毛和種１頭のみ

が異なる遺伝子型を示したことから、農場間の伝播は

感染牛の移動が主な経路と推察。 

 

278 管内酪農家の牛白血病ウィルス抗体浸潤状

況：大分県大分家保 山岡達也 

 牛白血病の発生頭数が全国的に増加傾向にある中、

本県は、飼養頭数からの発生率は、全国 上位に位置

する。そこで、共済データの整理と管内酪農家 12 戸

1254頭のPHA法による抗体検査に加え2戸273頭は、

血液検査を実施。過去5年間の共済認定頭数は、 506

頭で黒毛和種が乳用種の2.7倍、増加割合は、乳用種

が2.5倍と高く、管内での乳用種頭数が増加。12農場

の抗体陽性率は、63.3%と高く、農場によりバラついた。

年齢比較では、1才になるまでに約38%が感染し、3才

を境に陽性率が急上昇。血液検査農場では、白血球 2

万/μlの頭数割合は、40.5%、リンパ球数85.1%と持続

性リンパ球増多症(以下 PL）を呈している牛を多数確

認。陽性牛淘汰による清浄化は、困難。PLを呈した牛

の確認と、農場毎の状況確認が必要。1 要因として上

げられる初乳の常温水平哺乳をやめ、加温器による殺

菌初乳の給与を検討中。 

 

279 肉用牛肥育農家における流涎・鼻鏡のびらん様病

変を呈する症例発生時の対応：大分県宇佐家保 安達

聡 

 2005年7月7日、肉用牛肥育農家において飼養牛1

頭が著しい流涎・鼻鏡のびらん様病変等の症状を呈し

ている旨通報があり、直ちに立ち入り検査を実施。当

該牛で鼻・口腔に限局したびらん様病変を確認も、水
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疱形成はなく、蹄・乳房に病変はなし。また同居牛に

は特に異常なし。病変が当該牛の鼻・口腔に限局し、

発症後も同居牛に広がりが見られないことから口蹄疫

を否定。病性鑑定の結果『化膿性外鼻炎・口内炎』と

診断。また7月11日、同居牛1頭が起立不能に陥り死

亡。病性鑑定の結果『壊死性腸炎・悪性水腫』と診断。

その後の検査の結果、当農場における牛ヘルペスウイ

ルス1型の流行を確認。本ウイルスによる病変形成や

体力低下等による二次的細菌感染の可能性が示唆さ

れ、抗生剤投与等の対策を指導。本症例の発生を機に、

大分県における口蹄疫・豚コレラ・高病原性鳥インフ

ルエンザなどと類症鑑別を必要とする原因不明疾病発

生時の検査・防疫対応指針が見直されるに至った。 

 

280 管内で増加傾向にある子牛の下痢症と対策：宮崎

県延岡家保 稲井耕次ほか 

 近年、子牛下痢症は増加傾向。そこで下痢症が見ら

れた子牛の諸検査を行い、その対策を指導。事例１は

1/3頭に ロタウイルス(Rota)陽性。その１頭からST、

F5遺伝子を保有する大腸菌も検出され、RotaとETEC

の混合感染が疑われた。事例２は1/5頭にRota陽性。

1/5頭からST及びeaeA遺伝子を保有する大腸菌が検

出され、RotaとSTを保有するAEECの関与が疑われた。

事例３はRotaとアデノウイルス(Ad)陽性で、ウイルス

抗体検査でAd-7の感染を疑う成績は得られず、Rota

とAd-7以外のAdの混合感染が疑われた。事例４は1/

3頭に一般線虫、1/3頭がRota陽性で、Rotaの関与が

疑われた。   近年、Rotaの関与する下痢症が多発

している傾向。 

  効果の見られた対策は、Rotaに対して下痢５混ワク

チンを親牛に接種、子牛に代用初乳、生菌製剤、駆虫

薬の投与。一般管理として石灰を主体とした消毒、下

痢を呈する子牛には、保温と十分な観察等を指導。 

 

281 牛ウイルス性下痢・粘膜病ウイルス（BVDV）の関

与を疑う乳用牛の急死例：鹿児島県姶良家保 是枝輝

紀 

 乳用牛95頭を飼養する酪農家で、平成16年9月下

旬から約1ヶ月の間に、発熱や血液を混じた水溶性下

痢症状を呈し、成牛13頭が死亡。BVDVのRT-PCRの結

果、2頭の血清と糞便からBVDV遺伝子を検出し、糞便

から非細胞病原性（NCP）タイプのBVDV 1b型を分離。

病理組織検査で、小腸粘膜固有層の出血像を観察。疫

学調査の結果、新生子牛を含めた飼養牛、前年度保存

血清からBVDV遺伝子は検出されず、持続感染牛の摘発

はできなかった。一方、BVDV 抗体保有率は 15 年度は

約 11％であったが、16 年度は約 88％と大幅な上昇を

示した。飼養牛の一般生化学検査の結果、約半数で

GOT、γ-GTP、LDH値の上昇が認められた。飼料中マイ

コトキシン濃度、粗飼料および血清中硝酸態窒素濃度

に異常は認められなかった。NCP BVDVの感染が当該農

場で発生した乳用牛の急死の要因の1つに挙げられる

と考えられた。しかし、NCP BVDVが単独で急死を引き

起こしたとは考えにくく、肝機能低下や免疫抑制が病

態の悪化の要因となったと推察された。 

 

282 乳用牛の異常産関連アルボウイルスに対する予

防注射業務の推進：沖縄県中央家保 仲村真理、安里

左知子 

 管内乳用牛の異常産関連ワクチン接種率は、平成13

～15年度で飼養頭数5,174～5,039頭の3～7％と極め

て低率。そのためワクチン接種率の向上を目指し、防

疫衛生対策推進会議で市町村等へ啓発。農家へはパン

フレットを活用し説明。結果、平成16年度の異常産関

連ワクチンの接種率は飼養頭数4,817頭の27％まで向

上。また乳用牛の免疫状況を調査する目的で、平成14

及び 17 年度検査余剰血清よりワクチン未接種血清を

選定し、それぞれ54および184検体を用い抗体検査を

実施。結果、平成14年度と17年度の各ウイルスに対

する抗体保有率は、アカバネで70.4％、12.0％、チュ

ウザンで35.2％、4.9％、アイノで13.0％、1.1％と、

平成14年に較べ平成17年度の抗体保有率が著しく低

下していることが判明。ウイルスが年間をとおして動

いている地域性から、牛の年齢構成、高い県外導入率

などを考慮し、３歳以下に重点を置いたワクチン接種

を現在推進中。 

 

283 ピートンウイルスの関与が強く疑われた牛の異

常産例：沖縄県八重山家保 荒木美穂、貝賀眞俊 

 石垣島内の肉用牛繁殖経営農場3戸3頭で重度の体

型異常を呈する異常産が発生。母牛はいずれも自家産

の初産牛で分娩予定日より 4 日から１ヶ月早く、1 例

は死産、1 例は仮死状態、もう 1 例は生存していた。

剖検所見：両前肢重度屈曲、両後肢膝関節硬直、脊柱

のS字湾曲、小脳低形成、側脳室拡張等。ウイルス検

査：胎子血清または体液中にピートンウイルス（PEAV)

中和抗体のみ検出。抗体価は16～128倍。病理組織検

査：四肢骨格筋繊維の矮小化重度、大脳では限局的に

軽度の囲管性細胞浸潤等。本症例は県内で初めてPEAV

の関与が疑われた牛異常産例であった。疫学調査：平

成13年11月与那国島で、平成17年1月西表島でそれ

ぞれおとり牛血液からPEAV を分離。平成 12、13、16

および 17 年に採取した牛野外血清を用いて中和試験

を実施した結果、平成12年3月、17年3～9月に抗体

陽性牛を確認。八重山地域では平成17年1月以降PEAV

の活動が特に活発であったことが示唆された。 

 

284 沖縄県で分離された牛流行熱ウイルス(BEFV)の
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分子疫学的解析：沖縄県家衛試 相澤真紀、高吉克典 

 沖縄県における牛流行熱(BEF)の疫学的解析を目的

とし、1988、1989、2001、2004年のBEF発症牛から分

離した沖縄株10株とYHL株(ワクチン株)について、中

和抗原決定基が存在する G 遺伝子の全塩基配列を決

定。オーストラリア株、台湾株を加え分子系統解析を

実施。その結果、80年代の沖縄株と台湾株、90年代以

降の沖縄株と台湾株、YHL 株、オーストラリア株、の

大きく4つのクラスターに分かれた。1989、2001、2004

年は近接する八重山諸島と台湾で発生があり、また、

同年に分離された沖縄株と台湾株間では非常に高い相

同性を認めたことから、BEFVが台湾から侵入している

可能性が示唆された。1988年は本島北部での発生で、

台湾での発生もなく侵入経路は不明だが、1988、1989

年の株は高い相同性を示し、同一の起源を持つウイル

スと推察された。また、沖縄株はYHL株とは異なるク

ラスターに分かれたが、YHL 株の免疫血清に対する中

和抗体価に差は認められなかった。 

 

Ⅲ－３細菌性・真菌性疾病 

 

285 ヨーネ菌の遺伝子型別による疫学的検討:北海道

根室家保 齊藤真里子 

管内のヨーネ病発生要因の疫学的背景について検討

するため、これまで蓄積されたデータの解析と分離菌

の遺伝子型別を実施。昭和60年～平成17年に、管内

1 市 3 町 44 農場で分離した 173 株を用い、西森らの

Variable Numbers of Tandem Repeats (以下、VNTR)

型別を実施。その結果、分離株はMAP-1、2、3、4、6、

14、15の7種類に型別され、MAP-1が約半数を占めた。

また、一地域で長期間存続する特定遺伝子型が確認さ

れ、今後さらなる地域的な防疫、農場個々の衛生管理

の徹底による清浄化対策が必要。近年、農場内の遺伝

子型が単一化傾向へと変化しており、患畜の摘発、と

う汰や農場の衛生対策による成果と推察。以上より、

VNTR 型別によるヨーネ菌の遺伝子タイプをモニター

することで、本菌の変化、動態を遺伝子レベルで把握

し、防疫、衛生対策の効果判定が可能と思われた。 

 

286 成牛のサルモネラ症清浄化困難事例での給与飼

料変更手法の検討：北海道石狩家保 嘉納由紀子、中

岡祐司 

 基本的なサルモネラ（以下、Sal 症）清浄化対策で

は除菌困難な一農場で、給与飼料変更手法による除菌

対策を実施。当該農場は乳用牛66頭を飼養、分離菌は

Salmonella Schwarzengrund（O4 群:d:1,7）。初回検

査の保菌率は83％で、有効抗生剤全頭2クール投薬、

生菌剤投与、牛舎消毒等を実施したが顕著な効果を認

めず。保菌牛の主体が成牛であったため給与飼料に着

目し、飼料内容変更による除菌対策を応用。配合飼料

は従来の半量、糖蜜不添加ビートパルプ増量、生菌剤

増量、粗飼料は飽食相当量を給与。切り替え期間は10

日間。保菌群と陰性群を設定し牛体への影響を検証。

飼料変更後、飼養牛に臨床的異常はなく、変更3カ月

目で成牛保菌率は0％。変更後の蛋白代謝（Alb、BUN）、

エネルギー代謝（Glu、NEFA、T-cho）は良好に推移し、

肝機能（γ-GTP、GOT）に大きな異常を認めず。乳量は

変更1カ月目に約15％減少したが、3カ月目には発生

前と同等に回復。好中球食菌能測定では、保菌群は変

更後有意に向上。本手法は、Sal 症において基本的対

策が効果を発揮しない場合の一対策として有効。 

 

287 搾乳牛に発生したSalmonella Newport（SN）感染

症への対応：青森県八戸家保 中村紀文、佐藤尚人 

 平成17年9月、ホルスタイン種75頭（成牛40頭、

育成牛27頭、子牛8頭）飼養の酪農家で、成牛23頭

が発熱、下痢、食欲不振、泌乳量の減少等の症状を呈

した。細菌検査により飼養牛の糞便の83％（62/75）、

環境材料の60％（18/30）でSNを分離し、SN感染症と

診断。清浄化対策として、①飼養環境の改善（牛舎施

設の徹底消毒、車両消毒、農場への立ち入り制限等の

病原体拡散防止）、②飼養牛の処置（発症牛や長期保

菌牛の抗生物質投与、飼養牛全頭へのプロバイオテッ

クス等投与、治療効果のない牛の淘汰）、③定期的サ

ルモネラ検査（飼養牛、環境）を実施。その結果、90

日後には糞便が6％（5/83）、環境材料が9％（1/11）

と汚染率が低減。集団発生の要因は、牛がミルキング

パーラーへの移動時に通路を汚染、給餌作業、送風機

等により病原体が牛舎内に拡散したと推察。 

 

288 乳房炎検査のヒト尿路感染症用酵素基質培地と

従来法との比較及び応用：青森県むつ家保 藤掛斉、

平泉美栄子 

 当所では、乳房炎検査に血液寒天培地（血寒）、DHL

寒天培地（DHL）、卵黄加マンニット寒天培地（マンニ

ット）を用いて行っていたが、特徴的な性状を示さな

いなど、判別が難しく熟練が必要な状態。ヒト尿路感

染症用酵素基質培地であるCHROMager Orientation培

地（オリエンタシオン）が乳房炎検査に応用可能か検

討。実験1では、乳房炎由来保存菌株9種21株で総菌

数を従来法と比較し、コロニーの大きさ、色調を確認。

実験2ではバルク乳20検体について同様に実施。実験

1･2 の結果、従来法と遜色なく発育し、コロニーも明

瞭で判別可能であったが、レンサ球菌ではコロニーが

小さいため、検査においてオリエンタシオンと血寒を

併用。これらの結果を受けて、乳房炎検査マニュアル

を作成。このマニュアルを用いた野外応用では、コロ
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ニーの発育状態良好、判別可能で、検査開始翌日には

原因菌を推定可能。また他の検査にも応用できるかど

うか検討。 

 

289 Streptococcus canis によるウシ乳房炎の発生状

況とパルスフィールド電気泳動法を用いた疫学調

査：青森県弘前家保 原園子、阿部知行 

 平成 16 年度に、Streptococcus  canis による乳房

炎が発生し、罹患牛と当該農家に飼育されていたイヌ

から分離した本菌の生化学的性状が一致。平成17年度

は本菌による乳房炎の浸潤状況と飼育動物（イヌ、ネ

コ）の保菌状況を把握するため、昨年の2戸の他新た

に3戸を加えた5農家について実施。その結果、昨年

発生があった1農家のみで本菌による乳房炎罹患牛を

確認。飼育動物では乳房炎発生農場以外の農場からも

分離。分離菌の生化学的性状及びパルスフィールド電

気泳動法により、発生農家の罹患牛と飼育動物由来株

は一致し、同一起源と推定。また、発生農家の罹患牛

について本菌の分離とCMT変法の継続検査を実施した

結果、CMT 変法陰性で菌の分離があることから、現場

では本菌の保菌を見逃す可能性がある。牛舎内でイヌ

等を飼育する場合、これらが病原体の媒介動物である

事を認識し、飼養管理面で注意することが重要。 

 

290 岩手県北地域でまん延した牛カンピロバクター

症の清浄化達成について：岩手県県北家保 方波見将

人、坂田健一 

管内には公共放牧地(牧野)が31カ所、内12ヵ所が

日本短角種の自然交配(まき牛)牧野。平成12年春の種

畜衛生検査(検査)で牛カンピロバクター症(BGC)3 頭

を摘発。防疫措置として①患畜淘汰、②繁殖雌牛へ放

牧前の予防的治療並びに前年度牧区へ隔離放牧、③新

規供用種雄牛の頻回検査、④AI対応（1牧野）を実施。

しかし 12 年度以降の検査において種雄牛への感染が

摘発され、新たに3牧野3頭発生及び1牧野1頭で再

発、まん延の様相。その要因は関係者の認知不足、日

本短角種独自の生産形態並びに他地域からの繁殖雌牛

の導入等と推測、地域全体の対策として防疫体制を強

化するため①対策要領の策定・周知、②牧野利用者・

関係者への啓蒙普及、③まき牛放牧という生産形態へ

のリスク喚起並びに④他地域導入牛の予防的治療等を

実施。結果、7 年間の防疫対策により発生牧野全ての

清浄化を達成。よって低コストかつ低労力である当地

域のまき牛放牧生産形態の維持、牧野経営安定に寄与

した。 

 

291 ヨーネ病発生農場における PCR および IFN-γ検

査成績：岩手県中央家保 佐々木幸治、工藤剛 

 ヨーネ病が発生した1黒毛和種繁殖農場の成雌牛13

頭とそれらの子牛6頭を細菌学的および病理学的に検

索した。発病した成雌牛(No. 1)とその子牛(No. 2, 9

か月齢)に重篤な本病病変が観察され、両者の広範な腸

粘膜と付属リンパ節から M.paratuberculosis(MP)が

分離された。他の子牛5頭と成雌牛12頭の直腸内容か

ら MP は分離されず、前者のヨーニン反応と後者の

ELISA検査も陰性であった。他方、子牛3頭(Nos. 4, 5, 

7)が PCR と IFN-γ検査で、他の子牛1頭（No. 3）が

IFN-γ検査で、および成雌牛 4 頭(Nos. 8-11)が PCR

でそれぞれ陽性であった。得られた成績から、子牛で

はPCRとINF-γ検査が菌分離あるいはヨーニン反応よ

りも、成雌牛ではPCRが菌分離あるいはELISA検査よ

りも感度の高いことが示唆された。子牛の重篤な腸病

変は胎子期の感染結果である可能性が伺えた。PCR と

INF-γ検査は発生農場における感染牛の早期発見と農

場内汚染度の把握に有効と思われた。 

 

292 搾乳牛におけるサルモネラ症の発生報告：岩手県

中央家保 小林由樹子、昆野勝 

 2005年11月、乳用牛56頭を飼養する酪農場で搾乳

牛6頭に発熱を伴う下痢が発生、内1頭が流産。発病

牛の糞便、ペア血清、流産胎児を検査した。結果、流

産牛1頭を含む5.頭の糞便からSalmonellaO群4血清

型不特定株を分離、ウイルスおよび病理検査では異常

所見を認めず。SalmonellaO 群 4 によるサルモネラ症

と診断。直ちに①まん延防止対策；牛舎出入り口に踏

込み消毒槽の設置、農場外への牛の移動自粛等。②清

浄化対策；牛舎消毒、排菌牛の治療、生菌剤の応用等

を実施。疫学調査では侵入経路は不明。汚染調査で６

頭が菌陽性、合計11頭(19.6%)の感染を確認。発病牛

は治療により回復。搾乳牛の平均抗体価206倍に対し

別棟の育成・乾乳牛では 42 倍と有意差(p=0.000002)

があり、先に搾乳牛群でまん延したことが判明。過去

のサルモネラ感染事例では、発病牛の保菌する確率が、

無発病牛の2～7倍であったが、今回の症例では14倍

と高い傾向を示した。 

 

293 酪農場で流行した Mannheimia haemolytica 血清

型6による壊死性気管支肺炎：岩手県中央家保 工藤 

剛、佐々木幸治                

我が国におけるMannheimia haemolyticaの主要な流

行株は血清型1であり、血清型6による牛肺炎例の報

告はみあたらない。2005年3月に岩手県内の1酪農場

で成雌牛 290 頭中 87 頭が重篤な肺炎に罹患した。17

頭が死亡したが、その多数を泌乳前期の牛が占めた。

死亡の4頭を病理学的、細菌学的およびウイルス学的

に検索した。肺にM. haemolytica抗原の存在を伴う壊

死性気管支肺炎、間質性気腫および合胞体形成が観察

され、病巣部から血清型 6 の同菌が分離され、牛 RS
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ウイルス遺伝子が2頭の鼻腔スワブから検出された。

本病流行後の同居牛の血清中に分離菌に対する、また

流行時のそれらに RS ウイルスに対する有意な抗体価

の上昇が認められた。得られた成績は分離株が血清型

1と同等の病原性を有したこと、ならびに牛RSウイル

スが本病の誘因として関与し、泌乳ストレスが本病を

重篤化させたことを示唆するように思われた。 

 

294 心臓病変が顕著であった牛のヘモフィルス・ソム

ナス感染症：岩手県県南家保 村上満喜子、佐藤敦 

牛のヘモフィルス・ソムナス（HS）感染症と診断さ

れた3農場5例中1農場2例において心臓病変が顕著。

5例は平成17年1～11月に発症した6～11ヵ月齢の黒

毛和種自家産または導入牛で、HS ワクチン接種歴無

し。いずれも、脳または心臓に血栓形成および微小膿

瘍があり、Histophilus somni が分離または免疫組織

化学的染色によりその抗原が検出。5 例を治療日数に

より3群に分け病変を比較した結果、治療されず発症

後1日に死亡した1群（1例）、および、3～4日間抗生

物質を投与され発病後4～5日に鑑定殺された2群（2

例）では、心臓病変は軽度で、病変の主体は血栓塞栓

性髄膜脳脊髄炎であり、2群では脳軟化を伴う。9日間

抗生物質を投与され発病後12～14日に鑑定殺された3

群（2 例）では、病変の主体は心筋梗塞で、左心室の

乳頭筋等に 大直径6cmの梗塞巣、微小膿瘍、心内膜

炎および小動脈炎あり。小脳脚に限局する脳軟化あり。

治療日数が長いことが心筋梗塞の形成に関与したと推

察。 

 

295 Clostridium sordellii の関与が示唆された肥

育牛および肉用成雌牛の急死疾患：岩手県中央家保 

田村貴、高橋真紀 

2002 年の初冬の1～2週間の期間内に、県内の2農

場(A、B)で多数の牛が急死した。A農場では22か月齢

の肥育牛52頭中30頭が発病して、21頭が死亡、9頭

が淘汰された。病牛は無熱で、不安定な歩様を示した

後、横臥姿勢となり、重篤な呼吸困難に陥り、発病 1

～2日後に死亡した。B農場では黒毛和種成雌牛5頭中

2頭(6、12歳)が同様の症状を示し、発病2～3時間後

に死亡した。畜舎の消毒とClostridium多価ワクチン

(C.chauvei、C.septicum、C.novyi typeB)の接種によ

り本病の流行は終息した。5 例の病牛の病理学的およ

び細菌学的検索により、顕著な鬱血、出血および水腫

が肺、喉頭、気管および心臓に観察され、C.sordellii

が3例の回腸内容あるいは幾つかの臓器から分離され

た。検索例に観察された臨床症状と病変は、

C.sordellii が病因として示唆されているフィードロ

ット牛の突然死症候群のそれらに近似していた。得ら

れた成績から本病への C.sordellii の関与が伺われ

た。 

 

296 管内の過去５年間における牛ヨーネ病発生農場

清浄化に向けた取り組み：宮城県古川家保 豊島たま

き、田中廣 

 宮城県では平成13年度以降、家畜伝染病予防法第5

条検査にヨーネ病を追加。平成17年12月まで、管内

5市町6戸6頭のヨーネ病患畜を摘発。宮城県ヨーネ

病検査実施要領に基づき、発生農家毎に同居牛の継続

検査スケジュールを作成。酪農協立会いのもと、発生

後1年間は3か月毎のELISA及びヨーニン検査、6か

月毎の糞便培養を実施。発生後1から2年間は6か月

毎に、2 年目以降は年1 回検査を実施。平成17 年 12

月末まで延べ1,274 頭のELISA 検査、127 頭のヨーニ

ン検査、905 頭の糞便培養を実施し、全農場で継続発

生を認めず。本病まん延防止の目的で出荷子牛のヨー

ニン検査を実施し、全頭陰性を確認。衛生対策として、

踏込消毒槽の設置、導入牛着地検査の励行及び自家保

留による搾乳牛更新を推進。平成17年4月同要領改正

により、発生から清浄化までの期間は定期的な検査の

下、5年から3年3ヶ月に短縮。これにより平成14年

10月に発生した1農場が清浄化に向け平成18年1月

に 終検査を実施。 

 

297 サルモネラワクチン接種牛群におけるサルモネ

ラ ELISA 値の動向:宮城県大河原家保 高森広典、大

場実 

 平成16年8月から平成16年9月にかけて管内3農場

において牛サルモネラ(Salmonella Typhimurium以下ST)

感染症が発生。全頭抗生剤投与、畜舎消毒等環境対策及び

牛サルモネラ 2 価ワクチン接種を中心に清浄化対策を実

施。3農場飼養牛全頭について糞便からのサルモネラ分離

検査とサルモネラのリポ多糖(LPS)を用いたELISA法を実

施。発生3農場におけるワクチン接種前、1回目ワクチン

接種2週間後及び2回目ワクチン接種2週間後の成績は

ST保菌率において、A農場(n=32)：61%、32%、0%、B農場

(n=45)：36%、9.1%、0%、C農場(n=51)：33%、2.0%、0%と

減少。一方、ELISA値はA農場：0.59±0.38、0.74±0.39、

1.02±0.40、B 農場：0.26±0.22、0.43±0.22、0.82±

0.32、C 農場：0.12±0.19、0.34±0.24、0.66±0.25 と

上昇。牛サルモネラ2価ワクチンはSTの排菌抑制に効果

を示し、ELISA法はワクチン効果のモニタリングに有効。 

 

298 複数の血清型が分離された Salmonella Newport

排菌牛の一症例：宮城県仙台家保 西清志、網代隆 

 平成 15 年 4 月、管内酪農家において Salmonella 

Newport（SN、O8 群）感染症が発生。牛舎消毒等の衛

生対策を実施後、飼養牛の SN 保菌状況調査を平成 15

年9回、平成16年2回、平成17年2回継続行い、結
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果に基づく SN 保菌牛への抗菌剤投与を実施。SN 保菌

牛が減少する一方で、成牛1頭だけが当初から平成17

年 5 月まで SN を持続的に排菌していたため、同年 6

月鑑定殺。細菌学的検査結果では、腸管内容物よりSN、

肝門リンパ節より Salmonella Typhimurium（ST、O4

群）及びSalmonella Dublin（SD、O9群）を分離。病

理組織学的検査結果では、胆嚢炎を認めた。当該牛の

SN、ST、SDの体内分布を把握するため、免疫組織化学

的検査を各臓器で実施。結果、肝の静脈内及び胆汁内

にO4群、O8群、O9群、空腸及び直腸の腔内に極軽度

のO8群の陽性抗原を確認。当該牛は、SNだけでなく、

肝、肝門リンパ節、胆汁内にST及びSDを潜在的に保

菌していた極めて希な症例。 

 

299 黒毛和牛に発生したリステリア菌による流産：秋

田県中央家保 山口恭代、佐々木専悦 

 平成17年5月、黒毛和牛の繁殖経営農家で、1週間

に2頭の牛が胎齢約6カ月齢で流産、獣医師から通報

を受けた2頭目の流産胎子について病性鑑定。細菌検

査で各臓器から純培養的に Listeria monocytogenes

（以下「L.m.」）が分離。免疫組織化学的染色では病

変部にL.m.（血清型4b）を確認。なお、牛の異常産に

関連するウイルスの分離は陰性。また、給与していた

ロールベールラップサイレージ（以下「ラップサイレ

ージ」）および未開封の同ロットからL.m.が分離され、

流産胎子由来の L.m.と同一の生化学的性状を示した

ことから、ラップサイレージが感染源と推察。このラ

ップサイレージは平成15年に調製後、屋外で保管され

ており、流産した牛は変敗部分を摂取していたことが

判明。近年、当地区は飼料生産組合の体制や調製機械

が整い、ラップサイレージの利便性が小規模の和牛飼

育農家に浸透し、給与する農家も増加していることか

ら、適切な保管と給与について啓蒙を推進。 

 

300 牛サルモネラ症が発生した大規模酪農場におけ

る総合的防疫対応：山形県中央家保 高橋一希、高野

真理安 

 近年、酪農形態の変化に伴い、農場の大規模化が進

んでいる。大規模農場で伝染病が発生した場合、発生

農場の経済的損失ばかりでなく、農場外にも多大な影

響を及ぼす。そのため、従来のような個々の農家のみ

を対象とした対応だけでなく、①早期診断・早期対応、

②迅速で正確な情報提供、③防疫措置後の清浄性維持

を主体とした総合的な防疫対応が重要となる。今回、

乳用牛約390頭を飼養するフリーストール農場におけ

るSalmonella Typhimurium感染症に遭遇し、清浄化対

策を実施したので、その概要を報告する。①の対応と

して全頭検査、保菌牛の隔離・治療、感染拡大防止の

ため同居牛群へのワクチン接種等。②として周囲の不

安解消のため関係機関や酪農家への説明会を開催、堆

肥および生乳の検査等実施。更に③として定期的モニ

タリングと導入牛着地検査を実施し現在も清浄性を維

持。 

 

301 酪農家に続発したサルモネラ症：山形県置賜家保 

須藤英紀、渡辺一博 

 平成17年8月7日、成牛300頭を飼養するＡ農場の

成牛1頭に突然の発熱（40℃前後）及び水様下痢～粘

血便が発生。その後、同居牛3頭（成牛1頭、子牛2

頭）が発症し、糞便からサルモネラ菌が分離され、

Salmonella Typhimurium（以下、ST）と同定。さらに、

8月22日までに酪農家3戸（Ｂ農場：成牛60頭、Ｃ

農場：成牛33頭、Ｄ農場：成牛22頭）、7頭（成牛5

頭、子牛2頭）で相次ぎ発生。4農場の同居牛488 頭

中、保菌牛は40頭。対策として発症牛及び保菌牛への

感受性薬剤の投与、牛舎消毒の徹底及びサルモネラワ

クチン接種等を実施し、 短 49 日、 長 106 日で 4

農場を清浄化。本事例は、短期間に発生が集中し、さ

らに4農場のST株のプラスミドプロファイル及びパル

スフィールドゲル電気泳動により疫学的関連性を確認

したこと等から、人為的伝播の可能性を強く示唆。感

染症予防対策として、畜主の｢疾病を持ち込まない・持

ち出さない｣衛生管理意識の更なる向上が必要不可欠。 

 

302 酪農家における乳房炎対策と今後の課題：福島県

いわき家保 久保修 

 家畜衛生技術指導事業の一環として、酪農家の乳房

炎対策のための検査指導を実施。平成14年度から平成

17 年 12 月の乳汁からの細菌分離培養検査成績を分析

したところ、材料114検体中93検体(81.5%)が菌分離

陽性。原因菌はCNSが33検体(35.5%)、SAが15検体

(16.1%)、大腸菌群が10 検体(10.7%)。全体の 75％が

環境性乳房炎。薬剤耐性出現率は 41.8%(CNS16.1%、

SA73.3%、大腸菌群100%)。菌種別に見ると、SAはｶﾅﾏ

ｲｼﾝで76.9%(10/13）、大腸菌群ではｴﾘｽﾛﾏｲｼﾝで85.7%

（6/7）、ﾍﾟﾆｼﾘﾝ系薬剤でも60%以上と高率。また、農

場別に比較すると、伝染性乳房炎が 75%を占める農場

がある一方で、環境性乳房炎のみの農場もあった。酪

農家及び診療獣医師に対しては、薬剤感受性試験成績

に基づく対策を指導および分離菌種を考慮した衛生指

導を実施。今後は発症牛だけでなく、バルク乳を検査

材料に供するなど農場全体を把握する対策が必要。 

 

303 搾乳作業の実態調査に基づく乳房炎対策：福島県

会津家保 壁谷昌彦 

 管内の牛群検定加入酪農家 12 戸を対象に搾乳作業

が乳汁中体細胞数に及ぼす影響を調査するとともに、

各農場の乳房炎起因菌汚染状況を把握するためバルク
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乳の細菌検査を実施。調査結果を数量化し乳汁中体細

胞数リニアスコア（LS）との関係について分析した結

果、前搾り、プレディッピング等の項目とLSとの間に

高い相関。12 戸のうち LS が高く、バルク乳検査で黄

色ブドウ球菌（SA）が検出された1農家について搾乳

作業の改善やSA対策等を指導。搾乳作業については、

プレディッピングの効果を高めるために前搾り、乳頭

清拭など搾乳ユニット装着前の作業について重点的に

指導し、その後効果を確認するために乳頭口周辺の細

菌数を調査。また、SA対策として陽性牛の特定及び隔

離等を実施。これらの対策を実施することで乳頭口周

辺の細菌数減少とLSの低下を確認。 

 

304 ヨーネ病発生農場の清浄化対策について：福島県

県北家保 小原直樹  

 管内では、平成 12 年のヨーネ病発生以降、15 農場

48頭の患畜を摘発。これは、県内発生頭数の約32％を

占め、県内でも汚染度の高い地域である。本病の清浄

化対策として、発生農場については、汚染度別に農場

を分類。ＥＬＩＳＡ検査と糞便培養検査を組み合わせ

た計画的な検査を行うとともに、公共牧場への入牧、

セリ出荷制限等の防疫対策を実施。また関係団体、獣

医師等には、導入牛の着地検査、異常牛の早期発見、

通報等を行うよう指導を実施。発生農場における検査

では、ELISA検査延べ4,363頭、糞便培養検査延べ2,694

頭実施。5 農場で患畜を摘発した。取り組みの結果、

農家や関係者の協力体制、本病に対する理解も高まり、

導入牛の着地検査、異常牛の早期通報に対する意識も

高まった。発生農場のうち3農場は廃業したものの、

平成17年には1農場が清浄化達成。他の陽性農場につ

いても、清浄化に向けて積極的に取り組んでいる。 

 

305 嚥下障害・流涎を呈したアクチノバチルス感染症

例：福島県いわき家保 落合和彦、根本光輔 

 平成 12 年 4 月生まれの黒毛和種繁殖雌牛が平成 17

年 9 月中旬頃、流涎症状を呈し治療を受けたが改善せ

ず。11 月6 日別の獣医師から嚥下障害等の所見より予

後不良と診断され翌日剖検。臨床的に嚥下障害及び流

涎を呈し、舌の表面に多数の小び爛を認めたが発熱は

なし。触診で咽頭外部両側皮下に左右対称の硬結を認

めた。蹄及び乳頭には異常を認めず、当該牛の産子を

含む同居牛についても異常を認めなかった。剖検所見

では舌の内部及び下顎リンパ節に多数の膿瘍を認めた。

病理組織学的検査で、舌と下顎リンパ節にグラム陰性

の菌集塊を含む膿瘍性の肉芽腫を認めたが、ブルータ

ング特有の所見である舌及び食道横紋筋の硝子様変性

は認めず。病巣からPseudomonas  

putida及びActinobacillus lignieresiiが分離され、

Pseudomonas感染を伴ったアクチノバチルス症と診断。 

 

306 福 島 県 で 分 離 し た 牛 由 来 Salmonella 

Typhimurium の分子疫学的解析：福島県県中家保 菅

原克、千葉正 

 2004年福島県で牛Salmonella Typhimurium(ST)感染

症が6農場で発生。ST感染症の疫学的関連を調査する

ため1992～2004年14農場45株について分子疫学的解

析を実施。45株の薬剤耐性パターンは6種類に分類。

うちアンピシリン(A)、クロラムフェニコール(C)、ス

トレプトマイシン(S)、サルファ剤(Su)、テトラサイク

リン(T)耐性、ASSuT 耐性、ACSSuT ナリジクス酸(NA)

耐性株の3パターンはDT104である可能性が強く示唆。

ACSSuTNA耐性株のGyrAにアミノ酸置換を確認。ACSSuT

カナマイシン(KM)耐性株の薬剤耐性は 170kbp のＲプ

ラスミドによって媒介。ASSuTKM耐性株はRFLP解析か

らST病原性プラスミドに近縁な120kbpのプラスミド

を保有、PFGE型も他の株と大幅に異型。2004年に発生

した2および3農場間での疫学的関連を強く示唆。多

剤耐性株が12/14農場と高率に確認。今後も家畜衛生、

公衆衛生の両サイドから ST の新たな薬剤耐性獲得の

監視と対策が必要。 

 

307 管内2農場のプロトセカ乳房炎清浄化対策：栃木

県県北家保 米山州二、塩生光男 

 平成17年春、2農場で難治性乳房炎が多発。病性鑑

定で多くの乳汁からプロトセカ（P）が分離され清浄化

対策を実施。搾乳牛数でA農場100頭、B農場300頭、

両農場とも飼養状況は過密。初期対策で牛床に石灰散

布、水周り消毒、感染牛隔離と発症牛淘汰、更新を指

導。更に感染牛の摘発を目的とし両農場で全頭乳汁検

査を実施。A農場は25.0％（23／92頭）の陽性牛を確

認。その後感染牛を淘汰しつつ、2回目は3.8％（3／

78頭）と有意に減少。B農場では9.5％（26／275頭）

の陽性牛が認められたが、畜主の希望で淘汰せず経過

を観察。その結果2回目は陽性牛13.9％（39／280頭）

で新規摘発19頭と感染拡大。新たに感染牛の隔離を実

施したが、3 回目も陽性牛 13.4％（38／283 頭）新規

摘発18頭と横ばい。P乳房炎は感染牛隔離では清浄化

できず、摘発、淘汰が有効と判断。今後はB農場の牛

群免疫状態を数値化するなどP乳房炎と免疫状態の関

係を示す調査を実施し、指導を進めていく方針。 

 

308 過去5年間の乳房炎乳汁検査成績：栃木県県北家

保 谷本朱紀、小松亜弥子 

過去5年間における当所病性鑑定での乳房炎乳汁検

査の概要を報告。集計対象は平成12年4月1日～平成

17年 3月31 日の間に検査依頼のあった乳汁。5%羊血

液加HI寒天培地等で培養・菌分離、必要に応じ薬剤感

受性試験を実施。検査の依頼は、5 年間で 2,048 件の
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5,437頭、7,485検体。検査依頼農家実数は400戸、管

内酪農家数の約半数。有意な菌は6,021検体（80％）

で分離され、主な菌種は黄色ブドウ球菌1,061検体、

コアグラーゼ陰性ブドウ球菌2,830検体、連鎖球菌群

1,823 検体、大腸菌群1,107 検体。これらの菌で主要

な薬剤に対する耐性菌の出現率は平成8 年～9 年の調

査時より上昇。検査の依頼件数は増加傾向にあり管内

の酪農家の半分以上が検査依頼。乳房炎の原因菌で主

要な4菌種の割合は年々減少傾向。調査結果から乳房

炎乳汁検査に対する需要の高さが示されたが、薬剤耐

性菌の増加等から飼養環境の改善など薬剤のみに頼ら

ない抜本的な対策の必要性も明らかとなった。 

 

309 乳房炎由来菌株に対する各抗菌剤とホスホマイ

シンの併用効果：群馬県家衛研 松浦俊幸 

 乳房炎検査において感受性の低下が見られた

Staphylococcus aureus(SA)16 株、Escherichia coli

（Ec）1株、Enterococcus faecium（Ef）1株、Pseudomonas 

aeruginosa（Pseu）1株を用いて、fosfomycin（FOM）

と ampicillin(ABPC) 、 kanamycin(KM) 、

cefazolin(CEZ) 、 oxytetracycline(OTC) 、

enrofloxacin(ERFX)との併用効果を検討。SAに対して

FOMのMIC90（供試菌株の90%の発育を阻止する 小発

育阻止濃度）の1/4濃度を同時作用させた場合、ABPC

のMICは1/4以下に減じた例が半数を超え、悪化した

例はなし。次に，チッカーボード法によりFOMと各抗

菌剤のfractional inhibitory concentration（FIC 

index）を各菌株 1 株について算出した結果、SA では

全ての組合せで相乗効果を確認、他の菌株でも不関、

拮抗となる例は見られず。さらに、SAに対する殺菌作

用をFOMとABPCの併用により検討、単独投与に比べて

殺菌力の増強と効果の延長が認められた。以上のこと

から乳房炎治療においてFOMと他抗菌薬との併用は有

効な手段となる可能性がある。 

 

310 一酪農家で発生した牛サルモネラ症とその対応:

群馬県中部家保 仲重朋子  

 平成17年10月、乳用牛17頭の飼養農家において1

頭が発熱、血液を混じた水様性下痢を呈し、その後１

週間で14頭が発症。発症牛の内10頭について菌分離

を 実 施 し た 結 果 、 全 頭 か ら Salmonella 

Typhimurium(ST）を検出。早期の抗生物質、生菌剤投

与及び対症療法により臨床症状は約2週間で消失。農

場のST汚染状況調査から、未発症牛を含め全頭の保菌

と牛舎内外の汚染を確認｡糞便由来 17 株と環境由来 3

株におけるプラスミドプロファイル及び PFGE による

制限酵素切断パターンは全て一致。保菌牛及び環境か

らの再感染が懸念され畜主、臨床獣医師と清浄化対策

を協議。生菌剤全頭投与の継続と一部抗生物質投与し、

畜舎等の消毒を反復した結果、現在までにST保菌牛は

2 頭に減少。この間の経済損失は乳量減少、治療費等

を含めて597,245円。発生後、飼養衛生管理基準に準

拠した飼養管理を徹底。現在、感染拡大要因を除去し、

清浄化に向けた取り組みを継続実施中。 

 

311 Salmonella Muenster による牛の流産：埼玉県川

越家保 多勢景人、伊藤麗子 

 平成17年9月21日、成牛20頭、育成牛3頭飼養の

酪農家において、成牛10頭が発熱、下痢を呈した。飼

養牛全頭の直腸便と環境材料の細菌検査を行ったとこ

ろ、O3,10群Salmonella Muenster（SM）が分離され、

本菌の高度汚染を確認。その後、9月29日及び10月9

日に分娩間近の牛各1頭が流産した。胎子に体型異常

は認められず、2頭に共通して線維素化膿性肺炎が、1

頭では4胃にも同様の炎症がみられ、免疫染色で病変

部に SalmonellaO3,10 抗原を検出。細菌検査で、2 例

の胎子主要臓器と母牛膣スワブから純培養状に SM を

分離。薬剤感受性試験では多くの薬剤に感受性が認め

られた。以上から SM 感染による流産と診断。SM 感染

例は、国内では過去に下痢の報告があるが流産例はな

い。清浄化対策として、飼養衛生管理の見直し、農場

内消毒、発症牛の治療等を指導実施したところ、下痢

等の症状は回復、SM 排菌牛の減少と、環境材料の SM

菌分離率が減少。流産の続発は認められていない。 

 

312 種血清型が分離された乳牛サルモネラ感染症の

発生：埼玉県熊谷家保 荒井理恵、加藤幸彦 

 平成17年1月中旬、管内の酪農家で発熱、悪臭を伴

う水様性～泥状下痢を示す搾乳牛が散発。1月25日実

施の病性鑑定では、直腸便細菌検査で6頭中3頭から

S.Schwarzengrund(SS)を、2頭からS.Albany(SA)を分

離・同定。搾乳牛舎飼養牛52頭中33頭の直腸便から

サルモネラ(以下、本菌)が分離(SS9 頭、SA18 頭、

S.Infantis(SI)6 頭）、牛舎環境検査でも複数箇所か

ら本菌が分離され、牛群・牛舎全体への本菌蔓延を確

認。対策として、牛舎消毒の実施及び牛への生菌製剤

投与を指導。下痢は発症から1週間程度で自然治癒。4

月の飼養牛・牛舎環境検査では共に改善は認められず、

牛舎周囲の野鳥糞から本菌が分離されたため(SA+SS1、

SA2)、牛舎周囲への防鳥ネット設置を追加指導。6 月

の飼養牛・環境検査では共に本菌分離率が減少、11月

の飼養牛検査では本菌全頭陰性となった。また、本菌

凝集反応では、対照群に比べ、2月・6月採取血清で抗

体価が高い傾向を認めた。 

 

313 県内で分離されたヨーネ菌の分子疫学的解析

（VNTR型別）：千葉県中央家保 木下智秀、平畠淳 

 平成 11 年度以降に県内の牛ヨーネ病患畜から分離
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されたヨーネ菌について、VNTR（Variable Number of 

Tandem Repeat）型別による分子疫学的解析を実施。10

農場15頭由来15株のアリルプロファイルは4つのパ

ターンに分けられた。VNTR 型は Map-2 が も多く 11

株を占めており、Map-8、12 が各 1 株であった。残り

の2株は新規のアリルプロファイルであった。複数の

患畜から菌が分離された4農場のうち、1農場2頭由

来株は異なる型（Map-2、Map-8）であった。疫学情報

からも，この2頭の感染の関連は否定的であると考え

られ、その裏付けとなるデータが得られた。他の3農

場は農場ごとに同じ型であったが、そのうち1農場の

患畜2頭由来株はともに新しい型であった。VNTR型別

はヨーネ病発生農場の疫学的解析法の1つとして有効

であると考えられた。 

 

314 Bacillus cereus が分離された乳用牛の流産：千

葉県南部家保 田中なほ子、村杉真樹 

 平成17年10月、搾乳牛24頭を飼養する酪農家で2

歳 8 ヶ月齢の 1 頭が 2 産目を前駆症状なく流産(胎齢

211 日)した。流産胎子は体長 70cm で体型異常はなか

った。剖検では血様の胸水及び赤色透明腹水増量の他、

大脳、腎臓が脆弱化し、肝臓は退色して堅く左葉臓側

面に直径1mmの白色点が認められた。細菌学的検査で

は、Bacillus cereus が心臓、肝臓等主要臓器及び脳

から大量、盲腸内容から少量、純培養状に分離された

が、第四胃内容から細菌は分離されなかった。病理組

織学的検査では主要臓器の動脈内にグラム染色陽性の

桿菌が、肝臓の類洞内には軽度の円形細胞浸潤が見ら

れた。母牛の白濁した頸管粘液、直腸便、敷料の畳か

らB.cereusが分離された。母牛のネオスポラ症、アカ

バネ病、BVD-MD抗体検査は陰性であった。流産前後の

母牛に異常は認められず、進入経路は不明だが本菌が

子宮内で増殖し流産に至ったと考えられた。 

 

315 都内ヨーネ病発生後の対応：東京都家保 小山朗

子、齋藤秀一 

家畜伝染病予防法第5条の定期検査で、エライザ法

により2戸2頭のヨーネ病を摘発。患畜1ホルスタイ

ン種3才自家産。剖検では空回腸粘膜が軽度に肥厚、

病理組織学的に著変なく、細菌培養検査は陰性。患畜

２ホルスタイン種4才自家産。病理組織学的に回腸末

端部粘膜固有層や付属リンパ節にマクロファージの集

積を認めたが、抗酸菌染色は陰性、細菌培養検査も陰

性。都の要領及びマニュアルに基づき防疫対策を進め

たが、発生農場から①疑似患畜の自衛殺②患畜が細菌

培養陰性の場合同居牛検査をしない③同居牛の販売や

預託牧場への移動希望。①②については複数回の説明

により都の方針に沿った形となった。③は経営実態と

まん延防止を考慮した上で、一定期間の同居牛検査で

個体の陰性を確認後は移動可能とするようマニュアル

を改正。隔年で全頭検査をし、清浄性が高くなってい

る中、エライザ法のみの患畜摘発は発生時の畜主に対

する説明やその後の指導が困難。 

 

316 Pseudomonas aeruginosa と Arcanobacterium 

pyogenesが関与した子牛の肺炎：東京都家保 中村博、

内田茂 

44 日齢の乳用雌子牛が重篤な呼吸器症状と発育不

良のため病性鑑定に持ち込まれた。娩出直後から元気

がなく、生後しばらくしてから発咳。母牛は初産で、

重度の乳房炎のため全く乳が出なかった。子牛は鼻孔

から膿が漏出し、起立不能となっていた。剖検では左

右の肺が重度の化膿性肺炎を呈し、一部は胸郭と重度

に癒着。膿瘍は胸郭にも認められ、心嚢膜が肥厚。肺

の病変部は赤色を呈して硬化し、その中に黄白色で小

豆大から鳩卵大の硬い膿瘍が密発。膿瘍は周囲を黄白

色の結合織が被包し、中に帯緑色の膿を入れていた。

血球百分比では好中球が増多。組織学的にはリンパ系

組織に好中球の浸潤、肺に化膿性気管支肺炎が認めら

れた。細菌検査で肺の膿瘍から Pseudomonas 

aeruginosa と Arcanobacterium pyogenes が分離され

た。病変部の免疫染色では、膿瘍および気管支腔内の

膿 に 一 致 し て Pseudomonas aeruginosa と

Arcanobacterium pyogenesの抗原を確認。 

 

317 Salmonella Typhimurium による牛サルモネラ

症：神奈川県県央家保 井上佐和子、萩原茂紀 

平成17年9月27日、飼養頭数36頭の酪農家で搾乳

牛1頭に下痢、発熱、乳量減少がみられ、翌日同様の

症状が周囲の牛に拡大。病性鑑定の結果、Salmonella 

Typhimurium(ST)による牛サルモネラ症と診断。33/36

頭の糞便、畜舎塵埃、鼠糞便等からSTを分離。予後不

良牛1頭を剖検し、腸間膜リンパ節等からSTを分離、

病理組織検査では、サルモネラ症の特徴的所見は認め

ず。清浄化対策として薬剤感受性試験に基づく抗生物

質の投与、畜舎の消毒等を指導。また、畜主、獣医師

との対策会議を開き対応を検討。STの疫学性状につい

てパルスフィールドゲル電気泳動では牛由来株と環境

由来株のパターンが一致。同一由来の可能性は高いが

感染ルートの解明には至らず。保有プラスミドサイズ

は90Kbpで、牛糞便の薬剤感受性はCEZ等に感受性、

KM等に中間～感受性、ABPC等に耐性。これは本県で過

去に確認された２つの薬剤感受性パターンのいずれと

も異なる。 

 

318 牛由来Salmonella Typhimurium分離株の疫学解

析：神奈川県病鑑 山本和明、栗原定男 

 県内の平成 3 年から 17 年までの Salmonella 
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Typhimurium（ＳＴ）による牛のサルモネラ症（12件）

から分離し当所で保存管理しているＳＴ株を用い分離

株の疫学解析を実施。供試菌株は各発生事例から２株

ずつを抽出、計24株を用い、薬剤感受性試験（６薬剤、

寒天平板希釈法）、プラスミドプロファイル（関崎の

変法）、パルスフィールドゲル電気泳動（ＰＦＧＥ、

制限酵素XbaI、定法）を実施。成績及び考察：各事例

由来の２株間には成績の差はなかった。薬剤感受性試

験では多剤耐性を確認。プラスミドプロファイルにつ

いては11 事例で 90Ｋｂのプラスミドを保有していた

が、１事例のみ他と異なるプラスミドを保有。XbaIに

よる切断パターンは４種類に分類。３種類の疫学マー

カーから本県のＳＴは５種類に分類。分類結果は発生

年度、地域分布といった疫学情報と一致。今後はＰＦ

ＧＥ等を加味した総合的な疫学調査を実施することで

本症の流行をより的確に把握し発生予防に努めたい。 

 

319 管内過去 10 年間の乳房炎検査成績：神奈川県湘

南家保森村裕之、成井淑昭 

 平成７年度から 16 年度に当所に持ち込まれた乳房

炎を疑われる乳汁の細菌学的検査結果についてまとめ

た。合計4,730検体から3,695株が分離。菌種はコア

グラーゼ陰性ブドウ球菌（CNS）833株、連鎖球菌属781

株、黄色ブドウ球菌（SA）642株、グラム陽性桿菌456

株、腸内細菌科188株などが分離｡年度別には各種菌の

増減の傾向は認められなかった。検査依頼は夏期が多

いが、SAの分離数は他の時期と変わらず、その他環境

由来菌によるものが増えていた｡主な分離菌について

各種抗菌剤感受性結果をまとめたところ、CEZ、ABPC･

MDIPC 合剤、ERFX に対して感性が高い傾向があった｡

年度別では、ペニシリン系抗生物質などに対する感性

の低下傾向が認められたが、CEZ、CP、KM、ERFX に対

して変化は認められなかった｡系が異なる２種以上の

抗菌剤に対して耐性を示すCNS、SAは増加傾向にあっ

た。 

 

320 牛呼吸器複合病の発生と対策：新潟県中越家保 

篠川温、村山和範 

成牛33頭を飼養する農場で平成17年5月23日に県

外から導入した牛が 26 日から発熱・水様性下痢を呈

す。数日後に農場全体に症状が拡大し、乳量低下およ

び呼吸器症状を併発。糞便・鼻腔スワブのPCR検査で

コロナウイルス特異遺伝子検出。担当獣医師が補液、

抗生剤投与で対処し、下痢症状は終息したものの呼吸

器症状については治療に反応しない牛が多発。症状が

終息するまでに治療延べ21頭、死廃5頭。死亡牛、鑑

定殺牛各 1 頭ずつ検査し、1 頭の肺から Mannheimia 

haemolytica を分離。同時期に呼吸器症状が発生した

近隣農家では早期に全頭有効抗生剤投与、周辺農家に

おいてワクチン接種により被害拡大を防止。当該農場

では主に未経産牛を対象とするワクチン接種により下

痢症対策を実施していたが、導入牛を起因として発症

し、牛群全体の状態悪化から牛呼吸器複合病へ発展し

被害が拡大した。今後、導入牛への対策および呼吸器

病予防についての指導が必要。 

 

321 Corynebacterium renale感染による牛の膀胱炎：

富山県西部家保 伊東佳代 

平成 17 年 4 月、搾乳牛 28 頭を飼養する農場で、3

ヵ月前および1ヵ月前から1頭ずつの計2頭が血尿を

呈したため、尿および血液検査を実施。2 頭の尿は、

血尿で粘膜片を混じ、潜血および蛋白反応は陽性。血

液検査では、特に異常を認めず。2 頭の尿沈渣の直接

塗抹鏡検では、グラム陽性の松葉状配列を示す桿菌を

多数確認。また、細菌分離培養で、Corynebacterium 

renale(C.r)を純培養状に分離。寒天ゲル内沈降反応

で、C.r に対する抗体は陰性。以上の結果から、本症

例をC.r感染による牛の膀胱炎と診断。薬剤感受性試

験の結果、多くの抗生物質に高感受性。ペニシリンの

連続5日間投与を実施。投与2日目ではC.rは分離さ

れたが、治療終了7日目では分離されず、連続投与は

有効と推察。また、同居牛12頭の尿検査の結果、3頭

よりC.rを少数分離したが、潜血反応等の異常は認め

ず。以上の結果から、同居牛での発症は認めないが、

C.r を保菌している健康牛が存在すると推察。今後も

定期的な観察が必要。 

 

322 乳房炎由来大腸菌の病原因子保有状況とセフェ

ム系等薬剤の感受性:石川県南部家保 井出久浩、黒

田芳純ほか 

大腸菌 100 株（乳房炎由来（M）21 株、バルク乳由

来（B）79 株）を用い病原因子の保有状況及びセフェ

ム系薬剤の感受性を調査。病原因子（stx、LT、ST な

ど）の保有状況はMultiplex PCR法、薬剤感受性試験

は １ 濃 度 デ ィ ス ク 法 に よ り 8 薬 剤

（CEZ,CTX,CAZ,CPDX,CFPM,CFX,AZT,AMPC）実施。ESBL

及びAmpC過剰産生菌のスクリーニング検査は、供試薬

剤耐性株について double-disk synergy（dds）試験

及び P/C アーゼテストにより実施。病原因子は stx

Ⅰ:13％(M:3,B:10)、stxⅡ:2%(1,1)、stⅠ:2%(1,1)、

stⅡ:3%(１,2)を保有。薬剤感受性試験は1株がCEZ、

CFX、AMPC 耐性、CVA･AMPC 耐性、dds 試験陰性、P/C

アーゼテストでセファロスポリナーゼ産生。今回の成

績から、病原因子はM株とB株に違いを認めず。また

AmpC過剰産生を疑われた1株は複数のセフェム系薬剤

に耐性を示したため、今後も薬剤の適正使用に注意が

必要。 
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323 Prototheca zopfii（Pz）による牛乳房炎事例：

石川県北部家保 向野逸郎 

フリーストール飼養の一酪農家において搾乳牛全頭

87乳汁中4乳汁からPzを分離。4例中3例がCMT変法、

体細胞数により乳房炎と判定。抗生剤感受性試験では

ゲンタマイシンにのみ感受性。消毒薬効果試験では逆

性石けん製剤の塩化トリメチルアンモニウムメチレ

ン、両性石けん製剤のポリアルキルポリアミノエチル

グリシン塩酸塩で 500 倍希釈倍率で発育が認められ

た。農場内疫学調査からPzは搾乳室の床4ヶ所から分

離。3頭についてPzによる乳房炎と診断し治療が困難

と判断、淘汰を指導。まん延防止対策として消毒効果

のある薬剤による施設、器具洗浄、乳頭消毒及びディ

ッピングの実施等を指示。Pzによる乳房炎の多くは全

身症状を示さず、持続的に排菌し他牛への感染源とな

ると共に体細胞の増加の要因なることから、早期に発

見することが重要。 

 

324 Arcanobacterium pyogenesが分離された脳下垂体

膿瘍の牛２例：福井県家保 武田佳絵、吉田靖 

脳下垂体膿瘍の牛２例の概要を報告。別々の農家で

飼養された、横臥状態の肉用牛、交雑種の１歳９ヶ月

齢、雌（症例１）および２歳２ヶ月齢、去勢（症例２）

の２例について病理解剖を実施。症例１には化膿性前

頭洞炎、症例２には頭部化膿性皮膚炎の病歴があった。

血液学的検査では、好中球数が症例１では著明に、症

例２では軽度に増加。生化学的検査は、2 例に神経系

の異常を示唆。2 例共に脳下垂体実質に膿瘍を形成。

症例１では化膿性髄膜炎により髄膜が著明に肥厚およ

び混濁。化膿性脳室炎が著明で、化膿性の脳室上衣炎、

脈絡膜炎および脳炎も併発。症例２では、脳下垂体周

囲の硬膜と頭蓋骨の間に膿汁が貯留。脳に著明な化膿

性病変は観察されず。症例１および２の脳病変部（症

例２の膿汁を含む）でArcanobacterium pyogenesが有

意に分離された。2 例共に頭部病変部以外で明らかな

病変は無く、菌は頭部および隣接組織から頭蓋腔内に

侵入したと推測。 

 

325 管内３農場で発生した牛のサルモネラ症対策：山

梨県東部家保 山中克哉、望月洋 

 Ｈ１６年８月、１１月及びＨ１７年３月に管内の

Ａ・Ｂ（酪農）、Ｃ（繁殖肉用）の３農場において、

下痢・発熱を主徴とする牛が確認。病性鑑定を実施し

た結果、牛のサルモネラ症と診断。分離菌の血清型は、

ＡがS．Hadar（S.H）、Ｂ・ＣがS．Typhimurium（S.T）。

全頭検査を実施したところ、Ａ・Ｂでは既に農場全体

にサルモネラが浸潤。共済獣医師、農場主と対策につ

いて協議し、農場内の徹底消毒、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、飼養牛の移

動自粛を基本とし、さらに農場の飼養形態及び経営状

況に応じて追加対策を実施。対策から８カ月（Ａ・Ｂ）

及び５カ月（Ｃ）で清浄化を達成。Ｂ・Ｃで分離され

たS.Tについてパルスフィールド電気泳動によるＤＮ

Ａ解析を実施し、結果全て同じプロファイル。我々を

含め関係機関に、改めて農場出入りの際の注意を喚起

すると共に、農場主に対して飼養衛生管理基準を遵守

し、伝染病侵入防止に努めるよう指導。 

 

326 管内の一地域における牛ヨーネ病の急増事例と

その対応：愛知県東三河家保 浅田尚登ほか 

16年度の管内A市の牛ヨーネ病一斉検査（99戸5243

頭）において、15 戸 37 頭とこれまでの約８倍にあた

る患畜を摘発。初発13農場では牛の外部導入がほとん

どないこと、それら農場の自家産牛が患畜になったこ

と、初発農場患畜33頭の76%（25頭）が２産未満の若

齢であったことが特徴。全ての患畜で肉眼及び組織病

変が認められず、菌分離もわずかに１頭。再検査時の

ELISA 値の変動が大きく、農家の検査への不信を招い

た。病性鑑定施設で行ったPCR検査では患畜の78%（29

頭）でヨーネ菌遺伝子を確認。疫学調査で若齢の患畜

が発生した農場全てで検査１か月半から３か月前に牛

コロナウイルスのワクチンを接種していたこと、人や

作業機械の往き来がある農場群が存在したことが判

明。患畜の急増は、数年前より農場間に拡散し潜在し

ていたヨーネ保菌牛が何らかの誘因でELISA抗体の上

昇をきたし、表面化したものと結論。その誘因として

は分娩よりワクチン接種のストレスが疑われた。 

 

327 管内一地域に発生した牛ヨーネ病の清浄化対

策：愛知県東三河家保 白羽知子、鈴木道康ほか 

 16年度の管内Ａ市牛ヨーネ病一斉検査において、15

戸37頭の患畜摘発。複数戸数、多頭数の患畜発生。初

発農場及び自家産牛が多く、急遽、当該地域と発生状

況に合った清浄化対策プログラム（以下プログラム）

を作成し、検査、指導を実施。ヨーネ病の特徴周知と

予防撲滅対策の啓蒙のために、2 回の防疫検討会と資

料配付を実施。プログラムは、農場内蔓延度を考慮し

て２ランクに農場を分け、検査、移動自粛期間を設定。

農場内蔓延度が高いと懸念される11戸において、一斉

検査時ELISA値0.2以上であった55頭及び12ヵ月齢

に達した未検査牛 152 頭を対象に半年後検査を実施

し、1戸1頭の患畜を摘発。患畜発生農場15戸対象の

一年後検査では、2 戸 2 頭を摘発。また、発生一年後

のアンケートにより、発生農場において予防対策が概

ね実行されている事を確認。ヨーネ病感染拡大は抑制

できている模様。清浄化に向け、引き続き、予防対策

の継続を呼びかけている。 
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328 乳用牛ヨーネ病患畜の Mycobacterium avium 

subsp. paratuberculosis（ヨーネ菌）遺伝子検出状

況：愛知県西三河家保 松田雅也、和田千雅 

 愛知県でELISA法により摘発された乳用牛のヨーネ

病患畜（患畜）でヨーネ菌分離陰性であったものは、

平成 11 年度は 9.1％(1/11)であったが 1７年度には

77.8％(9/11)で、患畜発生農家が検査結果に不信感を

持つなど問題となっている。そこで今回、平成11年度

から17年度に摘発された患畜75頭202検体について、

ヨーネ菌の存在を遺伝子レベルで検証するため、特異

配列であるIS900を標的にしたPCR法を実施した。DNA

抽出に、回腸内容物はヨーネプレップ(共立製薬)を、

組織材料はQIAampDNA Mimi Kit(QIAGEN）を用い、PCR

キットにはヨーネアンプ(共立製薬）を用いた。その結

果、菌非分離患畜のIS900検出率は77.6％（52/67）、

菌分離患畜では100％（8/8）であった。部位別の検出

率は、回腸内容物 29.2％(14/48)、回腸粘膜 57.3％

(43/75)、腸間膜リンパ節63.0％(46/73)、および乳房

上リンパ節50.0％(3/6)であり、PCR法によりヨーネ菌

非分離患畜でもヨーネ菌の存在が確認された。 

 

329 肥育牛の起立不能多発事例：三重県南勢家保 伊

藤英雄、寺部尚子 

 交雑種肥育農家で2月下旬5頭が急死。3月中に10

～24 ヶ月齢 69 頭死廃。当初共済獣医師は大脳皮質壊

死症を疑ったが治癒せず。病鑑からｸﾛｽﾄﾘｼﾞｳﾑ感染症と

診断。ﾏｳｽ接種試験で小腸内容物2/4、小腸内容増菌液

11/11、胃内容増菌液5/5、ｶﾗｽの糞増菌液 1/1 死亡。

菌はC.perfringens TypeA型。病牛は急死か起立不能

から2日で死亡。3月20日から牛床を除糞敷料交換を

開始。4月8日にｸﾛｽﾄ 5 種混ﾜｸﾁﾝと持続性ﾍﾟﾆｼﾘﾝを注

射。5月11日に未接種牛のC.perfringens の高い抗

体価保有を確認。死廃は4月の9頭で終息したが、再

度6月に2頭、7月に16頭死廃｡8月3.4日に家保が牛

舎の除糞・消毒・石灰塗布を実施。以後発生を認めず｡

中央家保で 3 月 29 日の BSE 検査牛の胃からﾎﾞﾂﾘﾇｽ D

型菌を分離（府大7/4確認）｡死廃牛のﾎﾞﾂﾘﾇｽ D型遺伝

子PCR検査で胃・小腸・盲腸で各3/27・1/30・0/9が

陽性｡3月7日採材のｶﾗｽの糞・飼槽内飼料各1/1陽性｡ 

 

330 肥育牛にみられた Clostridium botulinumＤ型菌

による中毒の一事例：三重県中央家保 小畑晴美、池

町安雅 

2005年3月29日に死亡し、BSE検査のため搬入され

た肥育牛(F1,去勢,25ヶ月齢,610kg)について、同日、

病性鑑定を実施。搬入した農場は交雑種牛および黒毛

和種牛352 頭を飼養する肥育専業農場で、2 月下旬か

ら死亡が多発。主な臨床症状は後躯麻痺を主徴とする

起立不能。検査は第一胃内容、第二胃内容、第四胃内

容および小腸内容のCaCO3-FCM増菌培養上清について

PCRを実施。第一胃内容のCaCO3-FCM増菌培養上清におい

てボツリヌスD型毒素遺伝子を検出。ボツリヌス毒素中

和試験を大阪府立大学に依頼したところ、小腸内容お

よび第一胃内容のCaCO3-FCM増菌培養上清を腹腔内接種

したマウスがボツリヌス毒素に特徴的な症状で死亡。

その小腸内容はボツリヌスD型抗毒素血清で中和。ま

た、第一胃内容の増菌培養からClostridium botulinumD

型菌を分離。以上の結果よりCl.botulinumD型菌による

中毒と診断。当該農場については、定期的消毒・敷料

の交換等の衛生指導を管轄家保を通じて実施。 

 

331 県内で発生した牛の Mannheimia haemolytica 感

染症：滋賀県家保 山中健吾、市川雅子 

 平成12年2月～17年9月の病性鑑定でMannheimia 

haemolytica(M.h)が分離された 15 例を発育段階毎に

検討。哺育期7例、育成期4例、肥育期4例。肺全例、

実質臓器5例よりM.hが分離。哺育期では発症から死

亡までの経過が急性で発症後 11 日以内。自家産の 4

例は全てM.hの敗血症で、初乳給与不足を疑う。また、

導入牛では導入後18日以内に症状を確認、導入による

ストレスを疑う。育成期4例は全て導入牛。うち3例

の肺病変は慢性変化で、肺から他の細菌も分離、死亡

までの経過が急性であっても病変の経過は長いことが

示唆。肥育期では導入牛3例は導入後46日以内に発症。

肺での混合感染、肺病変の慢性変化がみられ、導入の

ストレスとウイルス感染を疑う。以上により、哺育期

では十分な初乳給与と個体管理の徹底、育成期では哺

育期から継続した管理の徹底。肥育期では、ワクチン

接種牛の導入、健康な素牛選択、ストレス軽減が必要。

病牛には適切な抗菌性物質による早期治療が重要。 

 

332 ５年間の病性鑑定における牛の深在性真菌症の

検討：滋賀県家保 石本明宏 

 家畜の真菌症発生機序の詳細は未解明。今回、2001

年～2005 年の病性鑑定で牛の深在性真菌症を病理組

織学的に検索。死亡または鑑定殺した641頭を用い、

剖検後、病変部を常法により固定、包埋後薄切し、Ｈ

Ｅ染色を施し鏡検。真菌の種類は、ＰＡＳ染色により

形態学的に分類。発生要因として臨床症状と治療経過、

虚弱や基礎疾病および飼料汚染の有無を調査。結果、4

戸8例を確認。うち3戸7例は子牛、1例は繁殖母牛。

子牛7例中5例は1戸で発生。真菌の種類は、カンジ

ダが6例およびムコールが2例。いずれも消化管粘膜

に寄生し、同部位には中等度から高度のびらん潰瘍、

偽膜性炎または軽度から高度の粘膜下層の出血が認め

られた。発生要因は、子牛7例では虚弱または腎炎、

肺炎および敗血症を合併。繁殖母牛1例は汚染飼料を

摂取。福井らは 1985 年～1995 年の調査で宿主要因の
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重要性を指摘。今回は環境要因の重要性を示唆。 

 

333 Mannheimia varigena および Mannheimia spp.に

よる子牛の腸炎：滋賀県家保 市川雅子、石本明宏 

 Mannheimia(M) による家畜の疾病は、牛の

M.haemolytica(M.h) に よ る 呼 吸 器 病 が 主 。

M.varigena(M.v)による家畜の疾病は、豚の腸炎、牛の

肺炎、流産、髄膜炎等の報告があるが、牛の腸炎の報

告はない。平成17年2月～12月に行った63例の子牛

の病性鑑定のうち、6例の腸内容からMを分離。そのう

ち、3例の腸内容由来株はM.hの血清型別が不能。これ

ら3例の剖検所見では、腸間膜リンパ節の腫大、腸粘

膜の偽膜形成および出血を確認。病理組織学的検査で

は、腸の壊死性および化膿性病変を確認。2 例の腸に

コクシジウムの寄生を確認。免疫組織化学的染色で、

全ての腸からM.vおよび1例の腸からコロナウイルスの

抗原を検出。細菌学的検査では、全ての腸内容から

108CFU/gのMを分離。16SrRNA領域の塩基配列解析によ

り、2 例由来株がM.vと同定、1 例由来株は同定不能

(M.spp.)。ウイルス学的検査では、2 例の腸内容から

コロナウイルスの遺伝子を検出。これらはM.vまたは

M.spp.による腸炎と推察。 

 

334 出血性腸症候群(HBS)を疑う搾乳牛の急死例につ

いて：京都府丹後家保 畑段千鶴子、田中義信 

 【はじめに】成牛50 頭を飼養するA牧場で搾乳牛 2

頭が急死し､検査を実施｡【病性鑑定】剖検所見：十二

指腸に粘膜の充出血､血餅及び血様物の貯留｡結腸の充

出血｡肝の退色｡腸管内のガス貯留｡細菌検査：小腸上部

内容物(105CFU/g以上)､肝及び大脳から Clostridium 

perfringens（C.perfringens)を分離｡毒素遺伝子検査

でA型菌と同定｡【発生要因の究明】牛床､飼槽､子牛及

び搾乳牛の直腸便中のC.perfringensの有無､子牛房の

配置及び飼料給与内容について他の酪農家 3 戸と比

較｡A牧場の子牛房及び子牛の糞便から菌を分離｡また､

子牛房と成牛の飼槽が隣接し､給与飼料は他の農家に

比べて高蛋白､低繊維｡【防疫対応】子牛房の清掃及び

消毒､給与飼料の改善を指導し､続発はなし｡【考察】甚

急性の経過及び特徴的な剖検所見からHBSを疑う｡A牧

場の搾乳牛の飼槽が子牛房に隣接することによる給与

飼料のC.perfringens汚染と高蛋白､低繊維飼料の給与

及び泌乳等のストレスが発症の要因と推察。 

 

335 和 牛 育 成 牛 に 見 ら れ た Fusobacterium 

necrophorum (FN)による脳膿瘍の一症例：京都府中

央家保 塚本智子、一星暁美 

 管内肥育農家で 2004 年 3 月の子牛市で購買した 1

頭が同年4月に発育不良にて廃用、病性鑑定を実施。

当該牛は2003年4月1日に生まれ、2004年1月に旋

回運動が確認されていた。生体検査では音に対する反

応が弱いものの、起立可能で旋回運動等の異常行動は

認めず。左角の尖端に損傷痕、左前頭骨内面に膿付着、

左側頭葉の硬膜癒着、左大脳半球に手拳大膿瘍を認め

た。脳の膿汁からグラム陰性、嫌気性の糸状菌を分離

しFNと同定。病理組織学的検査では、膿瘍の中心部は

壊死巣、好中球、菌体が見られ、周囲はマクロファー

ジ、好中球、リンパ球、形質細胞からなる層が形成さ

れ、これらの部位は膿瘍膜で覆われていた。膿瘍膜周

囲では星状膠細胞の腫大、増殖、グリア線維の増加が

見られた。壊死巣及び辺縁部でWarthin-Starry染色で

線維状から桿状の菌体を、抗FN抗体を用いた免疫染色

で陽性抗原を確認。左角の損傷によりFNが感染し前頭

骨、硬膜を通じ脳実質内に膿瘍が形成されたと考えら

れた。 

 

336 管内におけるヨーネ病防疫対策と今後の対応：兵

庫県姫路家保 五十嵐瑞紀、佐織德彦 

本県では、ヨーネ病の発生増加に伴い平成16年度か

ら隔年で全頭検査を実施。管内の本病防疫対策と今後

の対応を検討。平成9年に初めて患畜を摘発し平成17

年12月までに9戸17頭摘発。全頭検査以前は病性鑑

定や定期・同居牛検査、それ以降は定期・同居牛検査

のみで摘発。患畜17頭中10頭は県外導入牛（導入牛）

またはその母牛が導入牛であったが、近年では自家産

牛の摘発も増加。エライザ法で11頭、発症し抗酸菌を

確認した3頭、糞便培養で3頭摘発。エライザ法と糞

便培養の両検査を実施した 7 頭は全て結果が一致せ

ず。平成16年8月に団体から導入牛の報告等を家保が

収集する体制を整備。平成17年度に質問形式で農場毎

に重複指導を行い、理解度向上や導入報告等強化。今

後の対応として引き続き定期検査及び導入牛受検の励

行、導入牛の陰性証明書の確認、啓発指導により早期

摘発に努め、発生農場ではプール初乳の給与中止や汚

染リスクに応じた清浄化対策を実施。 

 

337 淡路島における乳用牛のヨーネ病防疫対策の検

討：兵庫県洲本家保 長島大介、亀山衛 

ヨーネ病定期検査は、平成10年度から平成15年度

までは導入牛等を中心として20％抽出で実施、6年間

で8戸8頭を摘発。平成16年度からは隔年全頭体制に

強化、2年間で8戸9頭を摘発。また、平成5年度か

ら北海道導入牛の臨床検査とエライザ検査を実施、す

べて陰性。平成14年度に病性鑑定で2戸2頭を摘発。

発生農場18戸に対する同居牛検査を、摘発時、3か月

後、9か月後、2年後、3年後の合計5回実施、3戸5

頭を摘発。清浄性を確認した農場のうち、直後の定期

検査において1戸2頭を摘発。続発農場のうち2戸は、

初発牛が本病を発症、高度に農場を汚染していたと考
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えられた。強化後の定期検査での摘発牛は、ヨーネ菌、

病変が検出されず、農場汚染の少ない初期ステージで

早期に摘発したと考えられた。今後は、患畜の排菌の

有無や飼養形態、導入状況等により続発の危険性を分

析し、同居牛検査を強化することを検討。 

 

338 兵庫県内バルク乳から分離された黄色ブドウ球

菌の細菌学的特性：兵庫県姫路家保 清水優花、三宅

由利子 

【目的】黄色ブドウ球菌（SA）性乳房炎は伝染性、

難治性。県内酪農家バルク乳由来SAについてパルスフ

ィールドゲル電気泳動（PFGE）、コアグラーゼ型、毒素

遺伝子A～E、毒素性ショック症候群毒素遺伝子（tsst）

の保有、薬剤感受性を行い型別実施。SAの特性と浸潤

状況を調査。臨床症状、他動物由来、同一農家SAの比

較を実施。【材料】H17.6月採材バルク乳678検体から

分離したSA346株（156バルク乳）【結果・考察】PFGE

は16型に分類。系統樹解析により2系列存在。コアグ

ラーゼ型は80％がⅥ型。毒素遺伝子は非保有が82％、

食中毒由来SAから高率に検出される毒素A保有SAは

0.6％のみ。アンピシリン耐性株が 11％。型別は多く

が11種に分類。全国で広くまん延している型（61％）、

主に北海道でみられる型（10％）が見られ、分布に地

域差あり。バルク乳と鶏・人由来SAは異なる型、農家

内で同型のSAがまん延。搾乳時衛生管理の徹底が不可

欠。 

 

339 子牛の壊死桿菌症：鳥取県倉吉家保 中村耕太

郎、岡田綾子 

 壊死桿菌感染により、頚部、胸部の腫脹と燕下障害

を呈した子牛の症例に遭遇したので報告する。症例は

５ヶ月例のホルスタインの雄、下顎の腫張、嚥下障害

が主訴で治療を開始し、３日後に死亡。他の牛に異常

はみられなかった。剖検では、頚部、胸部の筋間の壊

死、重度の線維素析出、舌下部の膿瘍形成などが認め

られ、頚部筋肉より、Fusobacterium necrophorum を

分離。症状、肉眼病変から、悪性水腫、気腫疽が疑わ

れたが、組織所見、細菌検査結果から、壊死桿菌感染

による頚部骨格筋炎と診断。感染経路は不明であるが、

口腔内の創傷からの感染が疑われる。 

 

340 黄色ブドウ球菌莢膜多糖体をワクチン抗原とし

た乳房炎防除試験および罹患牛の乳汁中抗体測定成

績：島根県家衛研 大元隆夫、船木博史 

 黄色ブドウ球菌(S.aureus)莢膜多糖体（SPA)をワク

チン抗原とした乳房炎防除試験および S.aureus 性乳

房炎罹患牛のSPAに対する乳汁抗体測定を実施した。

SPAを2回臀部筋肉内に投与した結果、SPAに対する血

清および乳清中IgG1は上昇したが、乳清中IgG2の上

昇は認めなかった。一部、SPA 免疫牛でｵﾌﾟｿﾆﾝ活性を

もつ血清中IgG2を認めたが、乳房内攻撃後の乳汁中の

菌数は対照牛と比較して低下せず、SPA による感染防

御効果や炎症の低減効果は認めなかった。乳房炎罹患

牛の乳汁抗体測定試験の結果、莢膜血清型特異的に

IgG2抗体の存在を認めた。以上から、SPAに関しては

能動的なワクチン免疫と S.aureus 感染による乳腺免

疫では抗体産生機序に違いのあることが示唆された。

また、乳房を支配しているﾘﾝﾊﾟ系にSPAを局所的に接

種しｵﾌﾟｿﾆﾝ活性をもつ IgG2 抗体を乳汁中に産生させ

ることで、S.aureus感染防御が可能な乳房炎ワクチン

の開発が期待できるものと考えられた。 

 

341 導入牛におけるサルモネラ症の発生と疫学調

査：島根県益田家保 石橋葵、藤井俊治 

交雑種肥育牛を主として飼養するA農場で、平成17

年８月に県外の家畜市場より導入した初生子牛１頭

が、導入後白色下痢便を呈し、翌日死亡。腸間膜リン

パ節から Salmonella  Typhimurium(ST)を分離、サル

モネラ症と診断。A 農場内の防疫対策および疫学調査

を実施。浸潤状況調査で全哺乳牛9頭中4頭、新規導

入牛 2 頭、A 農場の家畜運搬車を使用して新規導入し

たB農場の1頭からSTを分離。A農場の環境調査で運

搬車からST２株を分離。分離した8株の薬剤プロファ

イル検査および RAPD 解析から、ST を由来の異なる 3

パターンに分類。B農場の新規導入牛のSTは、A農場

の感染牛の4株および運搬車の１株と高い相同性を示

し、B 農場における新規導入牛の感染源は運搬車と推

察。他２株はそれぞれ由来が異なり、導入牛により複

数回にわたるサルモネラ感染があったと推察。A 農場

の様に、家畜市場を通じ不特定多数の農場から初生子

牛を導入する場合、導入過程での感染が考えられ、そ

の対策が重要。 

 

342 乾乳期乳房炎予防対策とその効果の検証：（財）

中国四国酪農大学校 西淳子、山田徹夫  

 酪農大学校第１牧場では、一昨年の平成１６年１２

月より乾乳期における乳房炎予防対策として、分娩約

２週間前に抗生物質の乳房内注入を行うことで、乳房

炎の発生を抑える試みを行ってきた。分娩直前の新規

細菌感染をブロックすることを目的に行うこの処置法

は、非常に簡易な方法ではあるが、処置牛群は未処置

牛群に比べ、乳房炎発生率が１／３に減少し、体細胞

数も平均約１０万個／ml低下と良好な結果を示した。

また経済面からも、体細胞数減少による乳量増加分を

１頭あたり乳代で換算すると、約１５，０００円の収

益増となった。 

 今回、簡易な予防方法を用いて乳房炎の発生を抑え、

乳質を向上させる可能性が示唆されたが、データ集積
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量が十分でない面もあるため、今後も継続して本対策

を実施するとともに追跡調査を行い、さらにその効果

について確認していく予定である。 

 

343 慢性乳房炎における天然型ヒトインターフェロ

ン－α経口投与剤(ＩＦＮ)の検討：岡山家保 藤澤秀

世、田原鈴子 

 乳房炎の治療薬として抗生物質が用いられている

が、生産現場では耐性菌の出現や治療期間の廃棄乳な

どによる経済的損失、また食品衛生上では薬剤の残留

などが問題。ＩＦＮは口腔内粘膜から生体内情報伝達

機構により免疫細胞の活性化を行うため、乳汁中への

残留等の問題はないと考えられている。そこでＩＦＮ

投与による乳房炎防除の有効性を探るため慢性乳房炎

牛群に投与試験を実施。1 農場 15 頭に連続 5 日間

（0.5g/day）投与し、体細胞数及び生菌数の変化を調

査。ＩＦＮ投与後 100 万/ml 以上の高体細胞数牛群で

体細胞数は減少傾向であった。体細胞数30万～100万

/ml 以下の低体細胞数牛群では体細胞数の変化は認め

られなかった。生菌数は高体細胞数牛群で増減を繰り

返し、低体細胞数牛群では増加ののち減少に転じた。

以上のことからＩＦＮによる免疫活性が示唆されたも

のの投与量、投与時期及び他剤併用効果やコスト面に

ついて、さらに検討をおこなう必要がある。 

 

344 肥育農家における疾病予防対策：広島県東広島家

保 宮﨑泰洋、保本朋宏 

 肉用牛飼養農家で、平成16年9月頃から哺乳子牛に

下痢症多発。平成16年10月から育成牛に呼吸器病が

散発。下痢症はSalmonella Typhimurium（ST）及びロ

タウイルス、呼吸器病は牛RSウイルス（RS）が関与。

関係者と衛生対策を協議し、①ワクチンプログラムの

策定。②消毒方法の改善及び消毒の徹底。③早期治療

及び飼養環境改善等を指導。サルモネラ清浄化対策と

して、ワクチン接種及び日頃の衛生管理の徹底を基本

に、その改善効果の判定のため、定期的に環境中のモ

ニタリング検査を実施。また、呼吸器病ワクチン接種

時期の効果判定のため、ウイルス抗体の追跡調査を実

施。対策後、下痢症及び呼吸器病の重篤な症状は認め

られていないが、環境中から、STが継続分離されてい

るため、今後も検査を継続する予定。また、ウイルス

抗体追跡調査を基にワクチンの接種時期を変更し、哺

育育成から肥育出荷の全期間を通じた疾病予防対策を

実施する。 

 

345 フリーバーン農場におけるサルモネラ症対策：広

島県備北家保 部屋智子、日高英子 

 搾乳牛約230頭飼養のフリーバーン農家で、平成17

年6月上旬、成牛13頭が下痢を発症し3頭死亡。その

後、哺乳牛9頭が下痢を発症。病性鑑定の結果、下痢

便からSalmonella Typhimurium（ST）が分離され、牛

サルモネラ症と診断。牛群汚染状況確認のため全頭検

査を実施。成牛222頭中13頭および水槽の水5検体中

1検体からSTを分離。排菌率は、フレッシュ群25%、

乾乳牛群0%と差を認む。本症確認後、畜主・診療獣医

師・家保の3者で定期的に検討会を実施し、情報の共

有化を図り、清浄化対策として、成牛全頭への酵母製

剤の給与、牛床・飼槽・水槽の清掃消毒、関係者以外

の立入制限および人工初乳への切り替えを実施。1 ヵ

月後、前回ST排菌を確認した牛13頭および下痢発症

牛19頭を再検査し、全頭の陰性を確認。更に11月に

成牛232頭を検査し、全頭の陰性を確認。哺乳牛は対

策後も発生を認め、9月下旬に下痢発症頭数が増加し、

3頭死亡。現在、HACCPを応用した衛生対策を検討中。 

 

346 過去 20 年間の牛膿瘍と Helcococcus ovis の関

連：広島県東広島家保 久保田泰徳、森本和秀 

 Helcococcus ovis（H.ovis）は、1999年緬羊（英国、

ｽﾍﾟｲﾝ）から分離、定義。しかし、発育条件が他の球菌

と若干異なり、牛の膿瘍形成との関連は不明。1985年

～2005年に膿瘍を認めた牛の病理組織学的検査、免疫

組織化学染色（SAB法）、細菌検査及び疫学調査を実施、

H.ovis と膿瘍の関連を検索。結果、SAB 法で 1987 年

の肺膿瘍にH.ovis陽性抗原を確認。その他、小豆大～

拇大膿瘍を伴う肺炎15症例、疣贅性心内膜炎、下垂体

周囲炎及び扁桃炎の大膿瘍（各1症例）にH.ovis陽性

のグラム陽性球菌を確認。一方、腹腔内、肝臓、乳房

の膿瘍に、抗原は認めず。H.ovis陽性牛の多くは、虚

弱又は長期間多種類の抗生物質投与された呼吸器症状

の肥育牛。また、2005年3月、肺膿瘍が見られた子牛

から、グラム陽性球菌を分離、16sRNA遺伝子配列によ

りH.ovis と同定。H.ovisは、牛の口腔、鼻腔に常在、

免疫低下等により、組織に侵入し大型膿瘍を形成する

と推測。 

 

347県内の牛から分離されたSalmonella Typhimurium

の性状：広島県東広島家保 川本千代実、河村美登里 

 平成 7～17 年度に下痢を呈した牛から分離された

Salmonella Typhimurium (ST)の性状を調査。材料は

ST15株で、生物型、性状及び薬剤感受性試験、病原遺

伝子spvC、intⅠ、invA、flo stの検索、プラスミド

プロファイル（ＰＰ）、パルスフィールドゲル電気泳動

（PFGE）法（制限酵素XbaⅠ、BlnⅠ、SpeⅠ）、ファー

ジ型別を実施。生物型は1型（11株）、3型（1株）及

び17型（3株）に分かれ、薬剤感受性試験で11株が

ACSSuT耐性、3株がAKSSuT耐性。病原遺伝子は11株

がspvC、15株がintⅠ及びinvA、10株がflo stを保

有。ＰＰで13株が90ｋbを保有。PFGEで10株が同じ
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型で3パターンに分かれ、ファージ型別でDT104が10

株、9型が1株。県内のSTは性状により由来の異なる

4株に分類、多剤耐性の傾向。平成7年度以前にDT104

が県内に浸潤、平成16年度以降に子牛から新しい性状

を持つ株を確認。成牛由来株は全てDT104で成牛のサ

ルモネラ症との関連が示唆された。 

 

348 S.aureusに起因する乳房炎が問題となった一酪

農家への対策指導：山口県西部家保 引田久美子、澤

野希 

 バルク乳体細胞数が高く苦慮していた管内A農家の

乳房炎乳から S.aureus（Sa)を分離。平成 16 年 8、9

月に搾乳牛全頭及び搾乳器具についてSa分離を試み、

53 頭中 21 頭（約 40％）及び搾乳器具 3 検体から Sa

を分離。Sa陽性牛は体細胞数が高い傾向を確認。平成

16 年 9 月家保は共済獣医師、県酪獣医師、畜主と Sa

対策検討会（検討会）を開催、Sa対策プログラム（プ

ログラム）を作成、実施を指導。プログラムに沿って

陽性・陰性牛群を分別管理。陽性牛は、乾乳期治療・

盲乳・早期更新等を実施。体細胞数20万個/ml以上の

陰性牛と分娩後の牛は毎月Sa再検査を実施、新規感染

牛を摘発。以降毎月検討会を開催、対策実施状況及び

効果を確認。また搾乳手順の見直し、乾乳用軟膏の変

更を指導。1年間の継続指導でA農家のSa対策への意

識が向上、感染拡大が防止。平成17年8月、Sa 陽性

牛は搾乳牛49頭中11頭（約22％）に減少。プログラ

ム実施直前のバルク乳体細胞数は57万個/ml、実施後

は平均15万個/mlで推移。 

 

349 藻類(Prototheca zopfii)が関与した乳房炎発生

事例：徳島県三加茂家保 岸本雅人、大石典子  

  平成17年6月、管内酪農家の乳房炎罹患牛1頭の検

査を実施したところ、コアグラーゼ陰性ブドウ球菌を

有意に分離したが、併せて藻類の一種である

Prototheca zopfii(P.z)も分離（80/ml）。同牛は治療

により一時回復したが9月に再発。乳房炎発症は6月

発症時とは異なる分房で、P.zを有意に分離（10４/ml）。

治療が行われたが治癒せず10月上旬に乾乳。牛群及び

環境のP.z汚染状況調査では、臨床型、潜在性乳房炎に

罹患していない搾乳牛2頭3分房からP.zを分離（10２～

10３/ml）。環境材料からは未分離。対策として(1)2月

上旬分娩予定の発症牛は、分娩後検査し、対応を検討。

(2)P.z分離牛は搾乳順序変更、乳汁チェック。(3)牛群、

環境の定期検査。(4)牛床の清掃・消毒の徹底を指導。

現在までに新たな臨床型乳房炎の発生はないが、難治

性乳房炎を引き起こすP.zは、定期検査による保菌牛の

早期摘発、発症牛に対しては、盲乳処置、淘汰を基本

とした対応が必要。 

 

350 ヨーネ病抗体検査結果値の一考察：香川県東部家

保 向阪優雅、香川正樹 

17年度ヨーネ病検査(以下Ⅰ)で、0.15≦ELISA値(以

下E値)＜0.35(以下高値)を示した陰性牛のリスクをE

値から検討。材料と方法は、今年度の結果が高値及び

陽性(E値0.35以上)となった48検体のうち16年度ブ

ルセラ病検査余剰血清で後戻り検査可能な 34 検体を

用い E 値(以下Ⅱ)を測定。結果、①0.35≦E 値の群 8

検体中1検体、②0.3≦E値＜0.35の群3検体中0検体、

③0.25≦E値＜0.3の群5検体中1検体、④0.2≦E値

＜0.25の群9検体中1検体、⑤0.15≦E値＜0.2の群9

検体中0検体が陽性を示した。なお、Ⅰのうち患畜と

なった4検体はⅡで0.15未満の低値であった。結果、

陽性の個体であっても採血時期で陰性となる場合があ

った。よって、高値を示す個体に一部ヨーネ病の可能

性を持つものがあるため、継続的な数回の検査と畜主

への指導が必要。 

 

351 地域一体型乳質改善対策への取り組みについ

て：愛媛県今治家保 稲谷憲一 

 家畜損耗防止対策事業として地域畜産関係者が協力

し、相互の事業連携により検査・指導に取り組み、効

果を上げてきた。肝蛭検査は過去2年間の陽性頭数が

0 頭になり、一方、乳房炎検査は年々陽性頭数が減少

するものの、黄色ブドウ球菌（SA）性の乳房炎は減少

が見られず。ペナルティによる農家経営の損失も多い

ことから、本年度から乳房炎対策に重点を置いた損害

防止対策を推進することとし、管内全酪農家の搾乳牛

全頭を対象にSA性乳房炎検査を実施し、実態把握と酪

農家の乳房炎に対する意識改革を図り、地域全体の乳

質改善に取り組んだ。13 戸 277 頭中、陽性は5 戸 11

頭。陽性農家に対して、淘汰を主体とした指導を実施

した結果、6頭は廃用、5頭は治療後、経過を観察中。

農家アンケート調査では、搾乳衛生の意識が一層高ま

った。今後も関係団体と連携し、農家の要望を踏まえ

た効果的な検査・指導体制を検討しながら、乳質改善

を含めた損害防止に取り組んで行きたい。 

 

352 乳房炎による死亡牛多発農家に対する指導（第2

報）：愛媛県中央家保 池田達彦、安永圭介 

管内一酪農家（搾乳牛17頭、育成牛9頭飼養）にお

いて、高泌乳期の乳房炎による死亡が多発（年間5頭）

したため、乳房炎対策の衛生指導を実施。その結果、

乳房炎死亡事故を年間1頭に減少させることができた

（第1報概要）。その後、平成16年10月以降､バルク

乳体細胞数が再び増加傾向を示したため、診療所、酪

連及び家保連携のもと、平成17年2月に搾乳立会を実

施。同年3月に検査結果を踏まえた乳房炎検討会を開

き、より詳細な衛生指導（搾乳方法、泌乳期・乾乳期
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治療及び消毒等）を検討・実施。4 月には畜舎消毒を

実地指導。また暑熱対策として寒冷紗設置及びビタミ

ン・ミネラル投与を実施。その結果、8 月の全頭検査

では血液性状は全頭正常（昨年度同時期は13/17頭で

ビタミンA欠乏、5/17頭でNEFA低値）、PLテスト(++)

以上陽性率も2月に比べ減少。バルク乳体細胞数は81

万/ml（昨年度10月～3月平均）から36万/ml（今年

度平均）へ減少した。 

 

353 管内一地域における成牛型サルモネラ症対

策：愛媛県八幡浜家保 鈴木麻有香、岡幸宏 

 6～8月にかけてS町内の酪農家3戸で搾乳牛の下痢

症が多発し、死亡例も発生。発生農場での全頭検査の

結果、Salmonella Typhimurium（ST）がまん延してい

ると判明したため、家保、関係機関、酪農家等により

防疫対策会議を開催。発生農場の清浄化及び感染拡大

防止について検討し、集乳順路の変更や一般的な衛生

対策を実施するとともに、町内の乳牛全頭（約350頭）

にワクチンを接種した。対策実施後、定期的に全頭の

糞便検査を実施したところ、陽性頭数は急速に減少し、

発生後2～3ヵ月で成牛は全頭陰性となった。他農場で

の続発例はなく、今回、農場での排菌が比較的早期に

終息し、他農場や近隣市町への汚染拡大を防ぐことが

できたことから、発生農場を含む地域全体の各種衛生

対策が効果的であったものと推察。搾乳牛は抗生物質

の使用が制限されるため、ワクチン接種は成牛型サル

モネラ症に対して有効であった。 

 

354 牛の細気管支内におけるバチルス様菌の増殖：愛

媛県家畜病鑑 安藤通花 

 肥育農家にて、県内産11ヶ月齢の黒毛和牛が、6月

21日に食欲不振・発咳・肺雑音を示し、翌日に泡沫性

流涎・開口呼吸及び起立不能で死亡。剖検では、肺全

域に暗赤色病巣散在、気管～細気管支内に緑～褐色泡

沫物貯留。組織学的には、肺はび漫性にうっ血、小葉

単位で肺胞腔内に出血・漿液滲出及び軽度～中等度の

炎症細胞浸潤。気管支～細気管支腔内には淡好酸性モ

ザイク状の菌様物集塊を多数認め、周囲に好中球と細

胞退廃物が充満。菌様物は、グラム染色陰性極一部陽

性、PAS 染色陽性、真菌染色陰性。電子顕微鏡検査で

は、菌様物はグラム陽性菌特有の厚い細胞壁を有し、

長さ5～6μｍ、幅1.4～1.8μｍ、一部に菌の膨化を伴

わない芽胞形成が認められ、バチルス属細菌と考えら

れた。昭和59年度家畜衛生研修会病理部門の提出症例

標本では、同様の菌様物が Scytalidium（真菌）と診

断されている。 

 

355 ＰＣＲを用いた乳汁スクリーニング方法の検

討：愛媛県西条家保 渡部正哉、高橋敏方 

 牛の伝染性乳房炎は、多くが臨床症状を示さず、生

産性低下の原因となっており、その有無を迅速かつ的

確に診断することが も重要である。ことから、原因

菌 Staphylococcus aureus(S.a) 、 Streptococcus 

agalactiae(Str.a)について、P.Phuektesらの方法をも

とにPCRを用いた検出方法を検討。方法1ではS.a分離

を目的に乳汁373検体を7％NaCl加TSBで、方法2はS.a

とStr.aの分離を目的に乳汁426検体を5％豚血清添加

BHIBで18～22時間培養後、簡易キットでDNAを抽出し

PCRに供した。同時に全ての乳汁を直接、食塩卵黄寒天

培地で培養し、S.aの検出率を比較。その結果、方法１

1 は陽性率 7.8％(29/373)、方法 2 はS.a 8.2％

(35/426)、Str.a 0.9％(4/426)。寒天培地ではS.a陽性

率が 5.6％(21/373)、7.0％(30/426)であり、PCRを用

いることで検出感度が若干向上し、迅速にS.a とStr.a

を検出することが可能。以上より本法の有用性が示唆

され、診断技術の向上が図られた。 

 

356 大型酪農家の体細胞数低減へのアプローチ－黄

色ブドウ球菌が体細胞数に及ぼす影響－：愛媛県西条

家保 大本敦子、手島有平 

 大型酪農家の体細胞数低減の一助とするため、春と

秋の2期にわたり、黄色ブドウ球菌（SA）の保菌状況

と体細胞数・治療歴・乳房炎発生状況等との関係、ま

た分離SAの疫学的な関係についても調査を実施。その

結果、SA分離率は春5.6％(21/373)、秋4.9％(18/369)。 

そのうち体細胞数の高い個体（50万個/ml以上）はそ

れぞれ4.6％（3/65）、6.3％(8/127)と低く、体細胞数

への影響は少なかった｡また､2 期共通して分離された

個体は36.8％（7/19）あり、保菌牛の確認には複数回

の検査の必要性が示唆。また、SA分離牛の乳房炎発生

率は 32.3％（10/31）と高く、治療後の SA 分離率も

50%(5/10)であることを確認。さらに、遺伝子学的にほ

ぼ1種のSAが農場内で感染を繰り返していることが判

明。以上から、SAは体細胞数に及ぼす影響は少ないも

のの乳房炎発生率が高く、治療効果が低いことが判明。

本事例のように同一菌による農場内でのまん延状況を

考慮すると保菌牛の隔離と計画的淘汰を実施すること

が重要。 

 

357 肥育用子牛の肺炎死亡多発事例：愛媛県宇和島家

保 奥村友紀、稲垣祝 

 子牛を約20日齢で導入後、すぐに群飼している農場

で､子牛の 30～40％が導入直後から約1 週間で重篤な

肺炎症状を呈し､死亡する事例が平成 16 年秋から発

生。平成17年3月～5月に行ったウイルス抗体検査の

結果､BVD-MDは13頭中3頭、RS及びPI-3は2頭で抗

体価の動きがあり、IBR及びAd-7に有意な上昇はなか

った。その後同様の経過で死亡する事例が発生したた
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め、同年8月に死亡牛2頭を検査。解剖所見では肺の

広範囲な肝変化、胸腔壁との癒着、線維素の付着や多

数の小膿瘍が確認され､病理組織学的検査では細菌塊

を伴う壊死性線維素性肺炎像、好酸性細胞質内封入体

を伴う線維素化膿性肺炎像等が認められ、細菌検査で

は Mannheimia haemolytica(Mh) 、 Pasteurella 

multocidaを分離。以上の飼養管理状況､発生経過、臨

床症状及び検査結果から､不適切な飼養管理、移動･寒

冷などのストレス、ウイルス感染などの複合的要因が

加わり、Mhによる重篤な肺病変により子牛の死亡が多

発したものと推察。 

 

358 大規模酪農家でのヨーネ病清浄化の一例：愛

媛県八幡浜家保 山本哲、沖本宏 

 管内の大規模酪農家において、平成15年11月ヨー

ネ病検査をELISA法により患畜6頭を摘発し、家伝法

第17条に基づき殺処分並びに牛舎消毒を実施。当該農

家における清浄化の促進、および周辺農家へのまん延

防止を図るため消毒の徹底、牛の移動制限等の防疫措

置を指導。その後、本県のヨーネ病防疫対策要領に基

づき、6 ヵ月毎に ELISA 法並びに細菌検査による検査

を実施。その結果、6ヵ月後および12ヵ月後の検査で

は、それぞれ 1 頭の患畜を摘発。18 ヵ月後および 24

ヵ月後の検査では全頭陰性となったため、同要領に基

づきヨーネ病清浄農家とした。本事例において清浄化

に成功した要因としては、防疫措置の徹底に加え、

ELISA値の比較的高い牛（＞0.3）を早期に淘汰したこ

とが寄与したと考えられた。また、ELISA 法で陰性で

あった個体から本菌が分離された例があったことか

ら、現行のELISA法の改良、あるいは新たな検査法の

確立が望まれる。 

 

359 着地検査によるサルモネラ感染牛の摘発例：高知

県中央家保 杉村知子、高木英彦 

 管内酪農家において、施設および飼養頭数の大規模

化が実施され、北海道より４月から１０月まで毎月、

１～２回、合計２６８頭の初妊牛を導入。到着後、速

やかに着地検査を実施。検査項目は告示されている結

核病、ブルセラ病、ヨーネ病に加えて、北海道の状況

並びに当酪農家の防疫観点より、サルモネラ感染症と

牛白血病についても検査。平成１７年９月１８日に導

入した３０頭中１頭の糞便よりサルモネラ菌（Ｏ４群）

を分離。直ちに隔離と畜舎消毒を指示。共済獣医師と

協議し、感染牛の抗生剤投与、導入牛のワクチン接種、

生菌製剤投与等の対策を講じた。対策後２週間目に当

該導入牛および同一の車両で導入した牛について排

菌・感染の有無を確認するため、糞便検査を再度実施

し、いずれも陰性を確認し、隔離を解除。その後、分

娩や群分けなどのストレスの際にも発症することなく

推移。着地検査により問題牛を早期に摘発し、対策を

講ずることにより蔓延防止が可能。また、導入元の状

況に応じて、告示検査項目以外の検査をすることも有

用。 

 

360 H 抗原の第2相が発現しないサルモネラ菌の分離

について：高知県中央家保 濱口礼子、明神由佳 

 サルモネラは Kaufumann-White 抗原構造式におい

て、O抗原及びH抗原の組み合わせにより2400以上の

血清型に分類されている。血清型は、病原性や宿主特

異性と関連し、 も基本的な疫学マーカーである。し

かし県内において乳用牛の着地検査で分離され、H 抗

原の第2相が発現しないために血清型不明とした菌１

株がSalmonella Typhimurium（以下ST）と抗原構造が

類似していたことから、PCR 法による遺伝学的検査を

実施。鞭毛遺伝子 fliB-fliA 間の ST 特異的挿入配列

IS200を確認するためPCR検査を実施し、STと同一の

PCR 産物を認めた。このことから、今回分離された株

は近年報告されている変異型 ST である可能性が示唆

された。このような血清型が分離されたとの報告は少

なく、家畜に対する病原性は不明であるが、海外では

公衆衛生分野で問題となりつつあるため、注意が必要。

従って、ST同様に消毒やモニタリング検査等の衛生対

策を実施。 

 

361 Klebsiella pneumoniaeとEsherichia coliの複

合感染が認められた新生子牛の一例：高知県中央家保 

酒井賀彦、濱口礼子 

 県内の一貫経営肉用牛農家において、平成 16 年 8

月下旬に出生した褐毛和牛の子牛１頭が、出生の数日

後より元気消失、起立困難等を示し、治療するも２週

間後に死亡。外貌所見は左眼窩の陥没のほか著変なし。

剖検時、大脳～小脳の髄膜に微小膿瘍の密発および腎

臓の壊死巣の多発を認め、病理組織検査にて化膿性髄

膜炎および化膿性腎炎とともに、病変部に多数の小桿

菌を確認。細菌検査で、脳組織スタンプより

Klebsiella pneumoniae （K.p）が有意に分離されたた

め、抗K.pマウス血清を用いた免疫染色を行ったとこ

ろ、脳組織に陽性抗原を確認。また、腎組織スタンプ

より Esherichia coli（E.coli）が有意に分離された

ため、抗E.coliウサギ血清を用いた免疫染色を行った

ところ、腎組織をはじめ肝臓、脾臓、心臓および脳組

織で陽性抗原を確認。以上の検査結果から、髄膜炎は

K.p と E.coli の複合感染に起因し、腎炎はE.coli の

感染に起因するものと診断された。過去にK.pの感染

による髄膜炎の報告はほとんどなく、E.coliの感染も

併せて稀な症例と思われた。 

 

362 ヨーネ病続発農家におけるPCR 検査成績の検討：
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福岡県北九州家保 上尾浩、福岡県中央家保 尾川寅

太 

 平成14年度に1頭、15年度に2頭の搾乳牛でヨー

ネ病が続発した農家(飼養頭数25頭)において、ELISA

および糞便検査に加えPCRを実施。17年度のPCR時に

不明バンドを確認、鶏結核病係る糞便培養、PCR も実

施。①材料 血清数･直腸便数(年度)：22･10(15)、23･

20(16)、22･22(17)。②方法：ELISAはヨーネライザⅠ、

Ⅱ。PCRはヨーネ病にヨーネプレップ、ヨーネアンプ。

鶏結核病はヨーネプレップで抽出、プライマーを

IS1245、Mas(16S)に変更。糞便培養はハロルド培地、

小川培地。③結果：ELISA、糞便培養は全て陰性。PCR

は、ヨーネ病で 1/10(15 年度)、13/20(16 年度)、

17/22(17年度)の陽性。3年連続陽性個体(1検体)、陰

転(2検体)、2年連続陰性(2検体)、2年後陽転（2検

体)。年齢との相関無し。鶏結核病は陰性。④考察：陽

性率が 10％から 77％に増加し、農場全体の汚染を推

察。淘汰指導が困難なため、定期的な消毒と観察の継

続が必要。 

 

363 一酪農家に発生した牛呼吸器病症候群：福岡県

筑豊家保 黒田成孝、金子和典 

 42頭飼養する酪農家で、平成16年11月上旬に県外

から３頭の未経産牛を導入。11月下旬に同居牛数頭が

鼻汁や軽度粘膜充血等を呈した。12月上旬、同居牛９

頭が呼吸器症状を示し重症３頭を治療。１月９日に１

頭死亡。19日に１頭予後不良で廃用、牛群の半数以上

が呼吸器症状、11頭を治療。２月小康状態。３月再発、

17日に１頭死亡、19日に２頭死亡。その後、積極的治

療により沈静化。死廃牛４頭で病理解剖組織検査、細

菌検査。発症牛の鼻腔拭い液で細菌、ウイルス検査。

前後血清で抗体検査。死廃牛は顕著な線維素性胸膜肺

炎。肺からMannheimia haemolytica（Mh）を分離。鼻

腔拭い液からMhを分離、呼吸器疾病ウイルスは分離陰

性。Mhによる線維素性胸膜肺炎と診断。発生原因は、

導入牛に起因する Mh の感染を疑ったが究明には至ら

ず。再発要因は急激な寒暖差および劣悪な畜舎環境と

考察。導入牛の隔離飼育、早期発見、早期対応、畜舎

環境整備など家畜衛生の基本の重要性を再認識。 

 

364 過去 10 年間の乳房炎病性鑑定における分離菌と

薬剤耐性の傾向：福岡県筑後家保 深水大、投野和彦 

 平成７年～16 年における管内乳房炎多発農家（３

戸）の乳房炎原因菌と薬剤耐性傾向を分析。３農家の

罹患分房から４菌種について調査、コアグラーゼ陰性

ブドウ球菌（ＣＮＳ）の分離率は各 6々0%、59%、38%、

薬剤耐性保有率は 43%、32%、33%、多剤耐性保有率は

14%、26%、20%。レンサ球菌は分離率17%、６%、44%、

薬剤耐性保有率80%、50%、47%、多剤耐性保有率０%、

０%、18%。コリネバクテリウムは分離率９%、９%、15%、

薬剤耐性保有率40%、33%、50%、多剤耐性保有率０%、

０%、50%。黄色ブドウ球菌は分離率５%、28%、８%、薬

剤耐性保有率０%、11%、33%、多剤耐性保有率０%、０%、

０%。ＣＮＳの分離菌株数の推移は罹患分房数の増減と

一致、各菌種の薬剤耐性菌株数の推移に大きな特徴は

なかった。ＣＮＳは分離率、薬剤耐性保有率、多剤耐

性保有率の全てに高値を示し、乳房炎の発生件数と

も関連性があったことから、ＣＮＳ性乳房炎を楽観視

すべきではないと考えた。  

 

365 大規模酪農家におけるヨーネ病発生事例と課

題：佐賀県北部家保 園部深雪、渋谷浩 

平成17年7月、管内初発の本病が160頭飼養する大

規模酪農家で2頭発生。防疫措置を講じたが問題点が

浮上。患畜はH11.7.25生とH12.12.12生の自家産。2

頭とも下痢、削そう等の症状は認めず。患畜は ELISA

法、nested PCRによる糞便からの本菌遺伝子の検索並

びにハロルド培地を用いて分離培養、諸臓器のH.E染

色、及び抗酸菌染色による病理検査を実施。検査成績

はELISA法で2頭とも0.5以上の陽性。nested PCRで

本菌遺伝子が検出されたが、菌分離は陰性。病理検査

で特徴的な所見は認めず。殺処分後、牛舎内外の緊急

消毒を実施。消毒中、牛を屋内隔離したが、過密スト

レスにより乾乳牛1頭が死亡、乳量も約500kg/日（約

10%）減少したため、仮柵等による退避場所の設置を検

討する必要がある。洗浄汚水は、当該農場は圃場散布

後に生石灰を散布したが、圃場がない農場では堆肥舎

等での処理も検討する必要がある。当所管内では、素

牛の導入を北海道に頼っている農場が多く、今後、導

入時の本病検査の徹底を図るとともに、定期的な追跡

調査・検査が必要と思われる。 

 

366 牛の Arcanobacterium pyogenes 感染症に対する

豚 AP 感染症診断用ゲル沈抗原応用の可能性：佐賀県

北部家保 井村福志郎、渋谷浩 

市販の豚Arcanobacterium pyogenes（以下AP）感染

症診断用ゲル沈抗原（以下、ゲル沈抗原）を用いて、

牛のAP感染症の診断が可能か検討。①当所管内の３頭

及び中部家保管内の２頭はすべて陽性、抗体価は 8

倍：3頭、16倍：2頭②A農場の子牛20頭は、1頭が

陽性(8倍)、1頭が疑陽性(4倍)、後大静脈血栓症と診

断された肥育牛は陽性(16 倍)③B 農場では、9 頭が陽

性(8～16倍)、11頭が疑陽性(1～4倍)、抗体陽性率は

37.5%、C農場では7頭が陽性(8～32倍)、16頭が疑陽

性、抗体陽性率は6.5%④原因不明の流産と診断した母

牛血清6頭は、1頭のみが陽性(16倍)。AP感染症と診

断した５頭並びに AP 抗体陽性と判定した子牛の胸垂

部の触診により膿瘍を確認したことから、市販の豚AP
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ゲル沈抗原を用いた抗体検査は、牛AP感染症の診断の

一助になる。APは環境菌であり、日和見的に発症する

ことから、AP 抗体検査は飼養環境の優劣の判定に有

効。今後、慢性疾病多発農場や繁殖成績が悪い農場で

も実施し、更に検討していく。 

 

367 肺炎と下痢が多発した黒毛和種繁殖農家の指

導：佐賀県西部家保 中村陽介、永渕成樹 

平成17年6月、母牛66頭、子牛28頭を飼育する繁

殖農家で3カ月齢未満の子牛1頭が死亡したため病性

鑑定を実施。立入時、子牛12頭中10頭に発熱及び発

咳、うち3頭に下痢を認めた。さらに、7月にも子牛2

頭が死亡。死亡子牛3頭ともHistophilus somniによ

る化膿性肺炎を認め、下痢発症子牛3頭からST産生大

腸菌を分離。ウイルスの関与は認められなかった。初

回立入時に、牛呼吸器病症候群を疑い、発症牛の空分

娩室への隔離及び抗生物質、補液による集中治療を指

導した結果、再立入時には肺炎は減少。しかし、隔離

不十分のため、哺乳中の子牛に下痢が拡大。分娩舎の

消毒、敷料の早期交換の他、コンパネによる分娩室の

遮断、今後生まれる子牛の感染予防のために別棟に分

娩室を一時的に確保するよう指導。その結果、発症子

牛8頭は回復し、7月7日以降、新たな肺炎及び下痢

の発生はなし。 

 

368 牛のAspergillus fumigatus(Af)による流産：佐

賀県中部家保 鈴木由希子、宮本全 

繁殖牛52頭、子牛25頭、肥育牛80頭を飼養する農

家で 2005 年 4 月、流産が発生。流産胎子は胎齢 195

日、体長56cm、体重5.7kg、腹部を除く全身皮膚に白

斑病巣が散在し、赤色の胸水、腹水、第一胃に黄色内

容物貯留。組織所見では胎子の皮膚、小腸管腔内、気

管支腔内及び胎盤絨毛に真菌増殖。抗Aspergillus(A) 

spp.兎血清を用いた免疫組織化学的染色は胎盤絨毛、

腸管腔内で陽性。真菌検査では第一胃内容よりAfを分

離。nested PCRによるA属遺伝子検索は胎子の肺、第

一胃内容、皮膚白斑部、胎盤は陽性、母牛血清は陰性。

また、2004年度に真菌性胃腸炎と診断した当該農家の

子牛の小腸及びその母牛血清、流産歴のある成牛血清

は陽性。以上の結果及び当該農家の飼料給与歴、2004

年度の気候等より、変敗飼料に発生したAfが牛舎内を

汚染し、変敗飼料摂取による胃腸粘膜障害や暑熱スト

レス等により易感染性となった個体に経口または経気

道感染後、血行性に体内伝播し胎盤を通じて胎子に感

染したと推察。逆性石けんによる牛舎消毒を指導した

結果、現在は死流産は発生していない。 

 

369 一養豚場に発生した浮腫病対策の検討：長崎県県

北家保 元村泰彦、下村辰人 

 繁殖母豚 60 頭飼養の一貫経営農場で平成 16 年 12

月、25日齢離乳の子豚が子豚舎へ移動後、30～40日齢

で突然死亡。発症豚2頭を病性鑑定。細菌検査で脳、

小腸内容から分離した大腸菌は志賀毒素産生遺伝子と

定着因子F18線毛産生遺伝子を保有しており浮腫病と

診断。分離株の薬剤感受性試験でビコザマイシン（BCM）

に高感受性。子豚舎の消毒、母豚・子豚へ BCM、子豚

へ生菌製剤の投与を指導し子豚舎の死亡率 1％まで減

少。平成 17 年 4 月、死亡率が６％に上昇し発症豚 2

頭を病性鑑定。浮腫病の再発と診断し衛生対策の徹底

を指導。種豚について大腸菌病原因子検査を実施した

が、志賀毒素産生遺伝子は検出されず。浮腫病の持続

的発生は子豚舎の消毒の不徹底が原因と考え、対策を

再検討。同年8月より対策を変更し、逆性石鹸の発泡

消毒と石灰乳塗布による豚房消毒の徹底、母豚へ BCM

投与、子豚へは生菌製剤、ギ酸、ゼオライトの投与を

実施し、その後、発生前の死亡率1％まで低下。 

 

370 黒毛和種肥育牛に発生した趾乳頭腫症を疑う一

事例：長崎県県北家保 殿川剛、大曲祥之 

 平成17年1月、黒毛和種肥育牛260頭飼養農場にお

いて、主として蹄球部に隣接する趾間隆起部に疼痛著

しい皮膚病変が発生。初発は17ヶ月齢去勢牛１頭で食

欲不振、跛行を呈し、四肢全てに悪臭、疼痛を伴う蹄

病変を認めた。その後、隣接牛房で続発し１週間で合

計16頭が発症。病変部は主に趾間隆起部に認め、趾間

部にかけた潰瘍性皮膚炎であった。病変部の病理学的

検索では繊維素析出、血球や好中球を中心とした細胞

浸潤を伴う多発性壊死像が見られ、特に表層部に球状

菌、桿状菌及び菌塊を伴う高度壊死像を確認。ワーチ

ン・スターリー鍍銀染色にて、黒染のらせん形を呈し

たスピロヘータ様菌体を確認。細菌学的検索では、病

変部直接塗沫標本でグラム陰性、らせん形を呈したス

ピロヘータ様菌を確認したが、分離できず。これらの

成績から趾乳頭腫症と疑った。衛生対策として、罹患

牛の隔離と牛舎内敷料交換、牛舎内消毒を実施。治療

は、蹄部の洗浄・消毒及び抗生物質投与で治癒。 

 

371 酪農家および養豚農家にみられた Salmonella 

Panama(SP)感染症：熊本県中央家保 村上美雪、井出

清 

 2005年4月及び7月、生後3日の子牛に元気消失、

白痢、1～2ヶ月齢の子豚に起立不能、神経症状が発生。

細菌及び病理学的検査よりSP感染症と診断。酪農家で

は同居牛、環境、カラス糞便など12回延べ422検体中

185検体よりSPが分離。酪農家由来5株、養豚農家由

来2株、2002年分離鶏由来1株のSP性状解析を実施。

酪農家由来4株のみABPC、KM、SM、TC、CP、REF、TH、

SXTに耐性、180Kbのプラスミドを保有、伝達試験より
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ABPC、KM、SM、TC、CP、TH、SXTの伝達薬剤耐性（R）

プラスミドであることを確認。パルスフィールドゲル

電気泳動法（PFGE）では、全ての株はほぼ同一のパタ

ーンと分類。よって、2農場の株は近縁だが、Rプラス

ミドの有無の違いを確認。2 農場間は比較的近隣でカ

ラス糞便より SP 分離したことから野生動物による伝

播を示唆。酪農家では環境汚染により水平感染が容易

に成立したこと、抵抗力の低い子牛期での感染、多剤

耐性株の存在が清浄化をより困難にしているものと推

察。 

 

372 肉用子牛に多発したマイコプラズマ肺炎：熊本県

中央家保 加地雅也、村上美雪 

 平成16年4月より哺育育成・肥育農場で3～6ヵ月

齢のF1・乳雄子牛8戸13頭に、Mycoplasma bovis(Mb)

の関与を疑う肺炎が多発。市場より導入後短期間に発

症、難治性で死亡・予後不良により病性鑑定を実施。

細菌検査で4戸5頭の肺からMb、菌分離陰性2戸の同

居 牛 鼻 腔 ス ワ ブ か ら Mb 、 他 に Mannheimia 

haemolytica(Mh)等を分離。病理検査で13頭に共通し

て細気管支の好酸性凝固壊死を特徴とした気管支肺炎

を認め、Mh等の混合感染を伴うものは病変が重篤。免

疫染色(IHC)ではMb 分離例5頭を含む10/13(76.9％)

で Mb 抗原を確認、混合感染例では二重染色により Mb

と共にMhやHistophilus somni 抗原も検出。Mbは細

気管支に強い病変を形成し、気道閉塞による呼吸困難、

容易に二次感染を起こす点が難治性となる一因と推

察。IHCはMb抗原を高率に検出可能な診断法として有

効。慢性化・投薬後の個体では菌分離や抗原検出が困

難で、早期の採材・検査が肝要。本病に市販ワクチン

はないため、より一層の注意が必要。 

 

373 子牛の呼吸器病発生例について：大分県三重家保 

首藤洋三 

 2005年1月より、子牛の呼吸器病を主因とする死亡

事故が複数の農場で多発。呼吸器病発生状況を調査し、

病性鑑定を実施。管内の呼吸器病診療件数、24カ月未

満の呼吸器病を主因とする死廃事故頭数は昨年同時期

より増加。病性鑑定のうち4症例については呼吸器病

ｳｨﾙｽの関与が認められた。症例1の死亡牛は牛ﾊﾟﾗｲﾝﾌ

ﾙｴﾝｻﾞと診断。症例2の死亡牛は線維素性化膿性気管支

肺炎が認められ、同居牛の鼻腔より PIV-3 遺伝子と

Mannheimia haemolytica （以下M.haemolytica）を検

出。症例3の死亡牛はｱﾃﾞﾉｳｨﾙｽ 7型（以下Ad-7）およ

びﾏｲｺﾌﾟﾗｽﾞﾏの関与した牛マンヘイミア症と診断。浸潤

状況調査の結果、Ad-7の流行を確認。症例4は県外導

入開始後、呼吸器病が多発。PIV-3 の流行を確認。症

例 1～3 は牛呼吸器複合病（以下BRDC）と診断。飼養

衛生管理基準に基づき、各農場に適した農場の衛生対

策を実施。 

 今後は病性鑑定を能動的に実施し、BRDCを想定した

農場ごとの衛生対策を講ずることにより、子牛の損耗

防止に努めて行きたい。 

 

374 大規模乳肉複合経営農家の子牛呼吸器病浸潤調

査：大分県玖珠家保 出川藍子 

 管内の大規模乳肉複合経営農家で、和牛子牛2頭が

呼吸器症状を呈し死亡。うち1頭を、管理獣医師が解

剖し、肺は全葉肝変化、気管内に多量の浸出液を認め

た。他は著変なし。肺材料が当所に持ち込まれ、ウイ

ルス学的検査で各遺伝子は検出されなかったが、細菌

検査にて肺乳剤からMycoplasma bovirhinis(以下M.b)

およびMycoplasma alkalescens(以下M.a)遺伝子、気

管浸出液からM.aおよびMycoplasma bovis遺伝子を検

出。その後4ヵ月齢までの和牛・F1子牛で月齢を追っ

て浸潤調査を実施。1 週齢のハッチでは呼吸器症状を

認めず、哺育舎の2カ月齢の和牛で1割程度の発生を

認めた。F1では特に呼吸器症状を示すものは認めなか

った。浸潤調査ではウイルスの動きは認めず、鼻腔ス

ワブから Mannheimia haemolytica(以下 M.h)および

M.bを分離。和牛、F1とも、1週齢、4カ月齢では分離

されず、2ヵ月齢、3カ月齢では両方またはいずれかを

分離。薬剤感受性試験の結果からテトラサイクリン系

薬剤の投与を指導。 

 

375 ヨーネ菌の分子疫学的解析の検討：大分県大分家

保 山田倫史 

 本県においてヨーネ病発生農家より分離した４農

場由来６菌株を用いてＲＡＰＤ法、ＶＮＴＲ法、Ａ

ＦＬＰ法を用いて分子疫学的に検討を行った。 

【材料】県内ヨーネ病発生農家のうち菌が分離され

た６菌株（４農場由来）について行った。 

【方法】 ＲＡＰＤ法では Primer はＯＰＡ２、ＯＰ

Ａ１８、ＯＰＡ２０を用いてＰＣＲを実施。ＶＮＴ

Ｒ法はＶＮＴＲ領域ＭＡＴＲ0～16 を増幅する１７

組のPrimerを使用し、ＰＣＲを実施。ＡＦＬＰ法は

制限酵素ＥｃｏＲ１・Ｍｓｅ１にて切断し、 各

adapter をＴ４DNALigase にて連結を行った。その

後、ＰｅｒＰＣＲ後、ＰＣＲを実施し、電気泳動を

行った。 

【結 果】ＲＡＰＤ法では３種のPrimerの結果を組

合わせると、農場由来別に分類された。ＶＮＴＲ法

では、３パターンに分類された。ＡＦＬＰ法では、

同農場で分離された検体２・３・４は近似したパタ

ーンを示した。 

 

376 ヨーネ病罹患牛及び疫学的ハイリスク牛の病理

組織学的特徴と組織中ヨーネ菌特異遺伝子の検出：
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大分県大分家保 甲斐貴憲 

 ヨーネ病の罹患牛5頭と疫学的ハイリスク牛9頭の

病理組織学的検索を行い、病変部においてヨーネ菌特

異遺伝子 IS900 を標的とする PCR 法と in situ 

hybridization(以下 ISH)法を実施。臨床症状を呈し

た 1 頭は類上皮細胞肉芽腫と多数の抗酸菌を伴った

Lepromatous型病変(以下L型)、ELISA法で診断した

2 頭は Langhans 型巨細胞と少数の抗酸菌を伴った

Tuberculoid型病変(以下T型)、残り２頭はT型とL

型が混在。ハイリスク牛では9頭中6頭に抗酸菌の検

出されないT型病変を形成。PCR法でハイリスク牛8

頭にヨーネ菌遺伝子を検出、ISH法では患畜とハイリ

スク牛の病変にシグナルを検出。本例では患畜の免疫

状態に応じた肉芽腫病変が認められ、またヨーネ菌の

検出されないハイリスク牛の病変ではヨーネ菌遺伝

子が証明されたため、ヨーネ病防疫の重要性を再認識

する結果と考えられた。 

 

377 県外導乳牛で発生した牛サルモネラ症：宮崎県都

城家保 末廣裕子、片山貴志 

 平成17年9月中旬、県外から導入された肥育素牛（30

日～50日）60頭の内、導入直後に1頭が発熱、その後、

群全体で発熱および下痢症状が見られ、導入後８日目

までに３頭が死亡。死亡した２頭の子牛の病性鑑定の

結果、Salmonella Typhimurium（ST)感染によるサルモ

ネラ症と診断。環境のふき取り検査および同居牛の糞

便検査を実施し、分離されたSTについて、パルスフィ

ールドゲル電気泳動法（PFGE)では県内分離株とは異な

るパターンを示し、薬剤感受性試験ならびにインテグ

ロン・PCR検査から、DT104の可能性が示唆。免疫組織

化学検査では肝、脾、リンパ節、腸において陽性。本

症例は導入直後の発症状況やPFGEの結果からSTを保

有した子牛が導入され発症したと考えられ、導入元の

衛生状況の把握、導入時の健康観察や隔離飼育の重要

性が改めて示唆された。 

 

378 黒毛和種の肥育牛にみられた抗酸菌症：宮崎県宮

崎家保 西村拓也、鎌田博志 

 平成17年2月、管内の黒毛和種一貫生産農家におい

て肥育牛の1頭が発熱、呼吸器症状。抗生物質で症状

改善せず、翌3月から水様性下痢。予後不良と判断し

当該牛の病性鑑定を実施。剖検では、左右肺葉前縁が

灰白色となり、割面はモザイク状。空回腸及び盲結腸

の腸壁は肥厚し、空腸リンパ節は鶉～鶏卵大に腫大、

割面には凝固壊死巣を散見。病理組織学的には、肺の

細気管支周囲や肝臓、脾臓に類上皮細胞様の細胞によ

る結節性病変が多発性に認められ、消化管の粘膜固有

層、リンパ節には同様の細胞がび漫性、高度に浸潤、

それらの細胞質内に抗酸菌を多数観察。細菌検査で、

脳、心臓以外の主要臓器、腸内容から抗酸菌を分離、

Mycobacterium avium subsp.hominissuis と同定。消

化管の病変はヨーネ病に類似するが、細菌検査、ヨー

ネ病ELISAの結果からヨーネ菌の関与は否定。当該農

場の敷料から同様の菌を分離。感染源として敷料に使

用されていたオガクズを疑う。 

 

379 病原性藻類Prototheca zopfiiによる牛乳房炎と

その性状：宮崎県都城家保 片山貴志、鎌田博志 

 Prototheca はさまざまな動物種で皮膚炎及び全身

性感染症が報告されている。当初管内で発生した

Prototheca zopfii が原因と考えられる難治性乳房炎

について、微生物学的及び病理学的検索を実施、合わ

せてP.zopfiiに対する消毒薬の効果を検討。発生時、

乳汁中に多量の固形物を認めたが臨床症状は確認され

ず。分離P.zopfiiは抗生物質に抵抗性で治療に反応せ

ず、２ヶ月後には乳房の腫脹及び硬結を認めた。病理

組織において乳腺に慢性炎症像が認められ、同部に多

数のPAS陽性P.zopfiiを確認。発症牛は別分房で再発

が認められたが、同居牛及び畜舎環境からの分離は陰

性であったため感染経路は不明。５種類の消毒薬によ

る消毒効果試験では、明かな効果を確認できず。農場

内への蔓延防止のため、感染牛は早期淘汰が重要であ

り、今後発生農場における継続的なモニタリング及び

管内における浸潤状況の調査が必要。 

 

380 フリーストール牛舎で発生したサルモネラ症

とその対策：鹿児島県南薩家保 伊藤憲 

 発生農場はフリーストール牛舎で 200 頭飼養。平

成17年 10 月、搾乳牛1頭に発熱、呼吸器症状がみ

られ死亡。病性鑑定の結果、肝、脾、腸間膜リンパ

節からSalmonella Typhimurium(ST)を分離。浸潤状

況調査で200頭中10頭からSTを分離、環境材料か

らサルモネラ菌は分離されなかった。農場の一斉消

毒、飼養牛のワクチン接種及び生菌製剤の投与、保

菌牛の隔離飼養及び感受性抗生物質の投与を実施。

一斉消毒では、牛舎内を 2 区画に分け、牛を一方の

区画に移動、もう一方の区画を消毒。次に消毒済み

の区画に牛を移動、空いた区画を消毒。搾乳は通常

の時刻に行い、給餌は 1 時間程度の遅れで、飼養管

理への影響も少なかった。保菌牛は治療終了後、再

度検査を実施、全ての牛でサルモネラ菌は分離され

なかった。サルモネラ検査は毎月 1 回実施し、一定

期間継続するよう計画。今後、農場の飼養形態に合

った消毒方法や清浄化の基準の設定、検査実施の頻

度について検討が必要。 

 

381 搾乳牛に発生したSalmonella Enteritidis（SE）

感染症：鹿児島県曽於家保 本田直史、川嶋啓介 
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 平成17年5月、管内の成牛50頭飼養の酪農家で、

搾乳牛１頭が発熱・水様性下痢の症状を呈し、3 日後

に同牛が流産。さらに、同様の症状を示す搾乳牛が増

加したため、病性鑑定を実施。その結果、軟便及び水

様性下痢を呈した糞便10検体全てからSEを分離。ま

た、流産胎子の胎盤からSEを分離し、免疫組織化学染

色法により胎盤に陽性抗原を検出。以上より、SEによ

る牛サルモネラ症と診断。その後の浸潤状況調査で、

飼養牛全頭の直腸便69検体中43検体、農場内の環境

材料36検体中27検体からSEを分離し、農場は高度に

SEに汚染されていたことが判明。また、農場内のネズ

ミ腸内容からもSEを分離し、感染経路の一要因と考え

られた。防疫対策として、有効薬剤による治療及び生

菌製剤の投与、農場内の消毒、踏み込み消毒槽の設置、

保菌牛の隔離、場内専用の作業服・長靴着用の徹底、

衛生害獣の駆除を実施。消毒後、定期的に糞便及び環

境中のサルモネラ検査を行い、発生から約2ヶ月でサ

ルモネラは沈静化できた。この事例を生かし初動防疫

の重要性を再認識し、基本となる衛生対策の啓発に努

めたい。 

 

382 県内で 初に確認されたSalmonella Dublinと高

度薬剤耐性 Salmonella Newport による乳用牛のサル

モネラ症：沖縄県中央家保 髙木和香子、又吉正直 

 2005 年 1月、搾乳牛35頭飼養農場で食欲不振、発

熱、下痢を呈する成牛 11 頭の糞便から Salmonella 

Dubrin(SD)、3頭の糞便からSalmonella Newport(SN)

が分離され、サルモネラ症と診断。薬剤感受性試験で

SD、SNはABPCを含む高度薬剤耐性を示した。SNはCXM

に耐性を示したため、PCR 法によりすべての株で

BlaCMY遺伝子を確認。牛舎へ消毒剤散布、搾乳時およ

び畜主の手指消毒強化、農場内立入制限等を実施、７

週後には排菌牛、環境中サルモネラは確認されず、続

発はなかった。分離SD、SNを抗原に用いた死菌凝集反

応試験により周辺農場12戸、527頭の抗体検査を実施

した。結果、周辺農場のSD抗原に対する陽性率は3～

86%、SNで9～77%と農場によって差はあるものの、全

ての農場において抗体陽性であり、周辺農場にSD、SN

と抗原性が共通のサルモネラが浸潤している事が示唆

された。 

 

Ⅲ－４原虫性・寄生虫性疾病 

 

383 肉専用牛飼養農場の出生時からの Theileria 

orientalis の動態：北海道檜山家保 木口陽介、永

井章子 

 【はじめに】管内A農場は、日本短角種と褐毛和種

の繁殖牛100 頭で肥育素牛生産し、5～11 月は公共牧

場に母子放牧。Theileria orientalis（以下、T.o）の

感染時期、対策重点時期解明のため子牛の出生時・舎

飼期・放牧期の追跡調査を実施。【材料】血液・血清

（出生時：子牛 19 頭、母牛 11 頭。舎飼期：子牛 15

頭17検体。放牧期：子牛19頭63検体）【方法】T.o

検査は鏡検及びPCR法を実施。抗体検査はA農場で採

取したT.oを粗精製した抗原を用いてELISA法を実施

しELISA値が0.15以上を陽性と判定。【結果】出生時：

母牛のT.o寄生率は鏡検90.9％、PCR100％。抗体保有

率100％。子牛は鏡検、PCR0％。抗体保有率55.5％で、

移行抗体と推察。舎飼期：子牛は鏡検、PCR0％。抗体

41.1％。放牧期：子牛は鏡検、PCR100％。抗体76.1％。

【まとめ】子牛は出生時、舎飼期にT.oが確認されず、

胎内感染、舎内感染なし。放牧28日目にすべての子牛

がT.oに感染し、感染抗体が上昇し、放牧初期での感

染が判明。当農場は放牧後1～2カ月のT.o対策が重要。 

 

384 「青い森の元気牛」生産に係る衛生対策につい

て：青森県むつ家保 須藤隆史、松本敦 

 日本短角種の振興策として、管内１農協で15年度か

ら放牧と完全自給飼料による「青い森の元気牛」の生

産に着手。16 年度の成績:①対象牛の半数がピロプラ

ズマ病により畜舎へ収容。病状回復のため購入配合飼

料を一時的に給与し、事業対象頭数の減少。②牛捻転

胃虫卵やその他消化管内線虫卵等が多数検出。17年度

の対策:①入牧時から8月下旬まで2週間隔で衛生検査

及びフルメトリン製剤の塗布。②イベルメクチン製剤

の塗布による消化管内線虫の駆虫。③転牧状況及び牛

体並びに草地ダニ調査。17 年度の成績:①ピロ原虫寄

生数50/1000個以上の割合の減少(33％→28％)、Ht値

25％未満の割合が減少(27％→9％)。②収容頭数の減少

(50％→12％) 。今後の課題:①黒毛和種との共用放牧

地で秋口に多数の幼ダニを確認。これらは若ダニにな

り越冬して、春に感染源となりうる。②消化管内線虫

は、駆虫後一時的に低下するものの、その後元の状態

に戻ることから放牧場の濃厚汚染が推察。 

 

385 県内で初めて確認されたネオスポラ症と過去に

おける流産胎子の病理学的検索：群馬県家衛研 岸光

華 

平成17年5月、県内で搾乳牛200頭を飼養するフリ

ーストール農場において胎齢６カ月の流産胎子を発

見、病性鑑定を実施。母牛は20カ月齢、初産でアカバ

ネ病ワクチンは接種済み。Neospora caninum(NC)抗体

は母牛血清で陽性、胎子腹水と胃内容で陰性。ウイル

ス分離はいずれも陰性。解剖所見では体型異常を認め

ず、頭部と四肢の皮膚は暗赤色。組織所見では大脳の

線条体と後頭葉、中脳、小脳でグリア細胞に包囲され

た 200μｍ前後の壊死巣を散見、大脳前頭葉に囲管性
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細胞浸潤を確認。心筋と心内外膜で高度に、舌と骨格

筋で中程度に炎症細胞の浸潤を確認。中脳、心臓、腎

臓および脾臓で抗 NC 兎血清による免疫組織化学染色

の結果、中脳の壊死巣内にタキゾイトを確認し、本症

例をネオスポラ症と診断。当該農場の平成10年度以降

の流産胎子14例を再観察したところ、５カ月齢流産胎

子１例（平成10年度）にネオスポラの関与を疑う所見

を確認。 

 

386 笹ヶ峰放牧場のピロプラズマ病対策と放牧利用

推進策：新潟県上越家保 荻野博明、石田司 

 管内では牛飼養農家の減少に伴い放牧場を利用す

る農家数が減少傾向にある中、県内 大規模である笹

ヶ峰放牧場で前年度、乳用種(ホル)にピロプラズマ病

(P)が集団発生した。今年度はP対策として月1回の定

期検査時に①マダニの吸血抑制作用のあるイベルメク

チン製剤からダニ駆除効果のあるフルメトリン製剤に

変更してプアオンを実施。②ホルの全頭血液検査を実

施し監視を強化。その結果、血液検査でP原虫陽性の

割合はホルで5.6%と前年度36.1%に比べ激減。ホル育

成牛の今年度の 1 日当たり増体重は 449g で前年度を

105g上回り、受胎率は93.3％で良好。放牧牛にPを含

む疾病・事故の発生はなかった。今後は今年度の衛生

実績及び放牧の長所を家畜衛生だより等で PR すると

ともに、当該牧場のまき牛2頭の育種価測定に協力し、

放牧利用推進に努めたい。 

 

387 酪農地域におけるネオスポラ症浸潤状況および

疫学的解析：岐阜県中濃家保 高井尚治、森本久 

  2005年1月、乳用牛20頭飼養農家で2004年8月下

旬～9 月上旬に人工授精した 3 頭全てが流産。病性鑑

定の結果成牛 18 頭全てがネオスポラ（Neospora 

caninum：NC）抗体陽性。当該農場のあるA市B地区は

管内有数の酪農地域で、その浸潤状況について調査。

同年7月、B地区全酪農家14戸で死流産、繁殖障害歴

の稟告をもとに、各農家5頭、計70頭を採材・間接蛍

光抗体法で検査。さらに抗体陽性農家は全頭の抗体検

査と親子関係を調査。その結果NC抗体陽性農家は8／

14戸（27／70頭、38.6％）、うち5／5頭陽性農家は

4戸。全頭検査では3／8戸（3／200頭、1.5％）が陽

性。3 農場の親子関係調査では、感染母牛から生まれ

た牛5頭中2頭が抗体陽性、一方で抗体陽性牛の母牛

あるいは本牛はC県からの導入が6家系中4家系。以

上より抗体検査をもとに計画的な更新が必要。地域の

NC 汚染は過去の汚物の不適切な処理が野生動物によ

り伝播あるいは導入牛が関与している可能性を示唆。 

 

388 放牧場におけるピロプラズマ病の集団発生につ

いて：静岡県東部家保 塩谷治彦、浅倉豊司 

当所管内のA放牧場で、H16年6月中旬Ht値25%未

満を示す牛29頭に殺原虫剤を用いた治療をしたが、26

頭に症状の改善がみられず、6月下旬以降Ht値10%未

満牛を10頭確認、7月中旬には放牧牛116頭中Ht値

25%未満牛74頭確認。同時期A放牧場からB牧場へ移

動した牛2頭が死亡。いずれもHt値が10%以下で、赤

血球内にピロプラズマ原虫を検出。病理組織学的検査

では腎臓に重度のヘモジデリン沈着を検出。本病に関

与しているピロプラズマを特定するため、ELISA 法に

よる抗体検査実施したところ、Theileria sergenti抗

体が高率に、Babesia ovata、及びAnaplasma centrale

抗体が低率に検出。また、A 放牧場については鹿の侵

入が顕著であったことから、鹿について検査を実施。

顕微鏡検査では赤血球内にTheileria sergentiに類似

した原虫を検出したが、PCR 検査では牛ピロプラズマ

とは一致しなかった。貧血牛の治療には鉄剤の投与が

有効。 

 

389 牧衛生管理における消化管内線虫対策の必要

性：徳島県三加茂家保 丸谷永一、松尾功治 

 平成1 7 年7 月、管内公営放牧場の1 つである三

加茂町営桟敷放牧場（乳用育成牛5 戸1 2 頭）の放

牧牛 1 頭で著しい衰弱・下痢を確認。途中退牧後、

牛鞭虫症と診断。全頭検査の結果、発症牛を含む同一

農家全 3 頭でのみ鞭虫卵が検出。疫学調査より、入

牧前の感染が示唆。一方、他放牧牛でも寄生度は低い

ものの一般消化管内線虫卵を高率（5 / 9 頭）に確認。

当放牧場における一日当たりの増体量は近年低値

（- 2 5 7 . 4 g ～+ 3 5 1 . 9 g ）で推移。育成不良の

一因として消化管内線虫感染の関連が疑われた。放牧

衛生検査での内部寄生虫対策は入牧時検査での自然沈

殿集卵法のみ。本事例から放牧場での消化管内線虫対

策の必要性が示唆。定期的な糞便虫卵検査と消化管内

線虫駆虫を加えた新たな衛生プログラムを検討。放牧

衛生管理の強化に向けて、消化管内線虫対策による育

成効果・経済効果等を検証し、管内の公営放牧場や農

家所有放牧地の放牧衛生検査指導体制の確立に努めて

いきたい。 

 

390 肥育農家における牛肝蛭症対策への提案：高知県

高幡家保梼原支所 山﨑和典、利岡知 

 管内、大規模肥育農家において5ヶ月齢和牛数頭に

肝蛭症が発生。食欲不振と軽い下痢が慢性的に続くと

いう初期症状を示した。明らかな症状を示さないため、

畜主からの往診依頼が遅延。また、初診時、一般的な

感染性下痢症と診断したため、初期段階での肝蛭症発

見も遅延。肥育農家、家保互いに肝蛭症に対する定期

駆虫等の対策を講じていなかったことが治療の長期化

に拍車をかけた。肝蛭症発症牛の導入元母牛全頭から
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も肝蛭卵を検出。県内の肝蛭症浸潤状況を把握すべく、

高知市食検の協力により家保別浸潤状況を調査した結

果、県内全域に肝蛭症が浸潤していることが判明。肥

育農家における肝蛭症対策の不備原因を考察し、肝蛭

症等予防可能な疾病に係る必要経費を算出。疾病予防

に係る必要経費は、疾病発生による減収と比較しても

安価である。今後、県内全域の肥育農家における１年

１～２回の肝蛭を含めた各種駆虫および呼吸器病予防

ワクチネーションを行うことを提案する。 

 

391 牛ネオスポラ症発生農場における血清疫学調

査：鹿児島県肝属家保 牧内浩幸，鬼塚剛 

 乳用種120頭飼養の酪農家で，平成15年以降20例

の流産を確認し流産胎子を剖検。異常産３種混合ワク

チンは接種済み。抗体検査は，平成15年度111頭，平

成16年度125頭，平成17年度21頭の計257頭（実頭

数169 頭）実施。138 日胎齢胎子と197 日胎齢胎子の

剖検を実施したが肉眼的に異常なし。病理組織学的に

大脳の灰白質・白質と骨格筋に単核円形細胞の集蔟を

伴う壊死巣を散見。大脳灰白質にネオスポラ（Nc）シ

スト様抗原を検出，壊死部に Nc 陽性抗原を確認。Nc

陽性率は，平成 15 年度から 39.6%，36.8%，35.2％と

減少傾向にあり，陽転例も確認されず。Nc抗体陽性母

牛では，Nc陽性娘牛が14頭（48.3%），Nc抗体陰性母

牛では娘牛37頭全てが陰性。垂直感染により感染拡大

と推察。流産胎子・胎盤等感染源の早期除去，犬や野

生動物の畜舎への侵入防止，抗体陽性牛の把握・早期

淘汰，抗体陰性牛からのみの後継牛保有等の指導・対

策を実施。今後，県内全域でのNc浸潤状況調査が必要。 

 

392 八重山地域における牧野総合衛生対策へのアプ

ローチ：沖縄県八重山家保 新垣尚美、貝賀眞俊  

 本県ではオウシマダニ撲滅以降、沖縄牧野ダニ侵入

防止対策事業によりオウシマダニの清浄化は維持され

ているが、フタトゲチマダニとそれが媒介するタイレ

リア原虫感染が顕在化。平成13～16年度の八重山地域

でのタイレリア感染率は26.8％。また管内でタイレリ

ア非感染牛のフタトゲチマダニ汚染牧野導入による発

症事例を２件確認。発育環の特徴からフタトゲチマダ

ニの撲滅は困難であるが、牧野における拡散・高濃度

汚染防止を目的とした衛生対策の必要性から、フタト

ゲチマダニの季節的消長データをもとに内部・外部寄

生虫駆除を含めた牧野総合衛生プログラムを策定。管

内肉用牛繁殖経営１農場で実証試験を開始したとこ

ろ、牛体ダニ寄生率及び牛体飛来昆虫数の減少、タイ

レリア感染状況の改善等を認めた。今後は繁殖成績及

び増体率等の生産性向上を目標にアルボウイルス等の

衛生害虫が媒介する疾病の阻止効果について調査し、

当プログラムの薬剤投資効果について検証する予定。 

 

393 天然商材投与による黒毛和種子牛への抗コクシ

ジウム効果：沖縄県八重山家保 片桐慶人、貝賀眞俊 

 鶏において抗コクシジウム効果が確認されている天

然商材（M材）を用い、子牛に対する効果を検討。【材

料・方法】黒毛和種繁殖多頭飼育農家の哺乳子牛につ

いて1～3ヶ月間隔で計10回、OPGを調査。2004年 8

～9月上旬までのサルファ剤投与群をS区（n=8）、2004

年9月中旬～2005年10月の間にM材（10g／日／頭）

給与群をM区（n=86）。なお両区とも母牛・子牛にイ

ベルメクチン投与。【結果】①OPGはS区：平均800、

M区：平均7,053。②OPGが高い個体は12月と6月の

時期に集中、高齢牛（8 産以上）の子牛で高い傾向。

③線虫卵は5 例でのみ検出。【考察】M 材添加はコク

シジウム感染を完全に阻止できないが、群全体として

はOPGを低く抑える効果が示唆。降雨や寒冷等のスト

レスのかかる時期に高OPGの個体が散見され、それら

は初乳量が少ないとされる高齢牛の子牛に集中してい

た為、外的ストレスの他に子牛の細胞性免疫賦与に影

響を与える母牛の年齢も関与している可能性が示唆。 

 

Ⅲ－５一般病・中毒・繁殖障害・栄養代

謝障害 

 

394 黒毛和種のビタミンＡ欠乏に伴うアーノルド・キ

アリ奇形の発生：北海道渡島家保 澤邉順子、大根田

則広  

 黒毛和種肥育素牛生産農場で新生子牛異常が発生。

異常子牛は運動失調、盲目、難治性下痢及び虚弱で、

平成16年12月から翌年5月までに5頭発生し全て死

亡。6月生まれ異常子牛2頭の鑑定殺で頭蓋骨の変形、

側脳室の拡張、小脳の大孔及び脊椎管への嵌入（アー

ノルド・キアリ奇形）を認めた。子牛臓器の細菌培養、

子牛及び親牛のウイルス抗体検査からそれらの関与を

否定。繁殖牛 13 頭の血液検査では血清中ビタミン A

値が平均25.1IU/dlと正常値より有意に低く欠乏状態

であった。異常子牛頭蓋骨の組織検査から、アーノル

ド・キアリ奇形の発生原因として、繁殖牛のビタミン

A 欠乏が胎子の頭蓋骨形成不全や脳脊髄液吸収阻害を

生じ、小脳を大孔へ押し出したと推察。また、新生子

牛の虚弱へも関与していると考えられた。発生農場は

自家産乾草の自由採食主体で、受胎牛のみ夏期に放牧。

生産者、共済獣医師、家保で予防対策を協議、乾草は

ビタミンA含量低いため補助飼料の追加給与を実施。 

 

395 牛クローディン 16 欠損症の発生と交配指導の取

組み：青森県つがる家保 渡部巌、齊藤益  
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肉用牛繁殖農家で牛クローディン16欠損症（CL16）

が発生。血統調査により、黒毛和種繁殖雌牛の91％、

695頭の３代祖までにCL16保因の可能性のある牛（疑

保因牛）が144頭、20.7％存在。遺伝子型検査は未実

施。対応として、家畜人工授精師には、調査結果に基

づく交配パターンや保因種雄牛情報等の具体的な内容

の講習会を開催。農家には、保因種雄牛を３代祖まで

明記した繁殖牛一覧表や、交配を避けるべき種雄牛を

列挙したパンフレットを配布し注意を奮起。成果とし

て、遺伝病への警戒心の高まりや種雄牛選定の重要性

を再認識。今後、血統調査の範囲拡大と疑保因牛の遺

伝子型検査の励行、迅速な情報提供により再発防止に

努める。 

 

396 牛クローディン 16 欠損症の一例：青森県青森家

保 川畑正寿、太田智恵子 

黒毛和種雌子牛が35日齢頃より食欲減退、5日後に

意識混濁、起立不能を示し鑑定殺を実施。腎臓は両側

で硬結感を有し、割面は皮質で硬度を増し、皮質境界

が不明瞭。血液検査ではGOT、BUN、Creの著しい上昇。

遺伝子検査では牛クローディン16（CL16）欠損1型ホ

モ接合体と診断。組織学的には腎皮質から髄質外帯に

おける尿細管は不整形で管腔が狭小化又は消失、PAS

染色で尿細管基底膜の不規則な肥厚を観察。糸球体は

同病変が強い領域で減数し、脆弱化、未熟糸球体を多

数確認。間質では結合組織が軽度増生し、リンパ球主

体の小集簇を多発性に観察。本病変は尿細管の形態変

化が主体で、間質の病変は二次的な変化であり、臨床

症状はこれら腎病変によるものと考察。糸球体の減数

及び未熟糸球体の存在は CL16 遺伝子の欠損が尿細管

にとどまらず糸球体を含めたネフロンの形成異常を生

じさせることを示唆。 

 

397 病理組織学的にビタミンＡ欠乏症を疑う子牛の

死亡例：秋田県中央家保 阿部由香 

 平成16、17年の４月から６月に、３ヵ月齢未満の子

牛が毎年３頭づつ死亡。下痢のみられた個体もいたが、

その他目立った症状は確認されず、経過は急であった。

病性鑑定は２頭について実施、病理組織学的に共通し

て骨格筋の水腫を確認。また、症例１には甲状腺ろ胞

上皮の扁平化と腎皮質の出血、症例２では骨髄の低形

成、小脳顆粒層に小型神経細胞の脱落と分子層の軸索

変性を認め、ビタミンＡ欠乏症を疑った。血液生化学

検査で症例２のビタミンＡ値は67.1 IU/dlであり欠乏

を示す値ではなく、血液学的検査結果と病理組織学的

検査結果が合致しなかった。原因究明のため飼養管理

状況の把握と生化学検査を継続的に実施中。 

 

398 エンドファイト中毒の発生例とロリトレムＢ濃

度測定およびマウス投与試験：山形県中央家保 伊藤

博康 

 平成 16 年 12 月から 17 年 2 月までの間に、県内 3

農場4頭でペレニアルライグラス給与によるエンドフ

ァイト中毒が発生。ライグラス中のエンドファイト毒

素である、エルゴバリン濃度は54～140ppb、ロリトレ

ムＢ濃度は 826～1,530ppb。予後不良のため鑑定殺し

た黒毛和種の腎周囲脂肪から 108ppb のロリトレムＢ

を検出。このとき回収したライグラスを用い、ライグ

ラススタッガーを引き起こすロリトレムＢについて、

飼料内の均一性検査のため同一飼料内の濃度差、継続

的なマウス投与試験のため抽出後の濃度変化の推移を

測定。同一試料内でも濃度は 908～1,197ppb と約

300ppbの差。抽出後の濃度変化は、－20℃保存翌日約

20％減少したが、その後2週間ほぼ一定で推移。この

ため保存した抽出液を処理後、5 日間で 3 回マウスに

経口投与。臨床症状は認められず、各臓器へのロリト

レムB移行検査のため翌日解剖。腎臓、腎周囲脂肪、

内臓脂肪から20ppb、6ppb、18ppbのロリトレムＢが検

出。 

 

399 牛白血病抗体陰性の成牛でみられたB細胞性リン

パ腫：富山県西部家保 本多秀次 

 平成17年8月、体表リンパ節が腫脹する分娩間近の

牛（104 ヵ月齢）の血液検査を実施。牛白血病抗体検

査は陰性。白血球数は 19,400/μl、白血球百分比は

96％がリンパ球様。その後、正常に分娩するが、翌月

に、食欲減退、削痩、乳量減少により予後不良として

廃用。剖検では、体表や体腔の各リンパ節が、硬結を

伴い著しく腫大。胆嚢壁の一部が肥厚し硬結。肺に白

色を呈し硬結する結節が散在。第四胃は、粘膜襞が肥

厚し表面は粗造。組織学的検査では、胆嚢や第四胃の

粘膜固有層、肺の結節、リンパ節等で、腫瘍細胞が高

度に浸潤。腫瘍組織は比較的小型のリンパ球様細胞と

形質細胞様細胞からなり、免疫芽球様細胞も混在。免

疫組織学的検査で、腫瘍細胞はCD79a陽性、CD3陰性、

形質細胞様細胞と免疫芽球様細胞の細胞質でμ鎖とλ

鎖が陽性。本症例は、組織学及び免疫組織学的検査成

績から、成牛型牛白血病とはまったく別のＢ細胞性リ

ンパ腫で、リンパ形質細胞性リンパ腫と診断。 

 

400 牛の脳室壁に形成された髄芽腫：富山県東部家保 

小桜利恵 

肥育牛を約 150 頭飼養する肉用牛農家において、

2005年3月、11カ月齢の牛が突然起立不能に陥り神経

症状を呈したため、病性鑑定を実施。剖検では、淡褐

色絨毛状増生物による中脳水道及び第四脳室の閉塞と

水頭症を認めた｡病理組織学的に､中脳水道及び第四脳

室の脳室壁から腫瘍細胞が乳頭状に増殖。腫瘍細胞は
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小型立方形～多角形、やや明るい核を持ち、細胞質は

好酸性で少量、大きさはほぼ均一であったが核分裂像

も散見。腫瘍細胞は血管周囲性ロゼットを多数形成し、

また免疫組織化学的に S-100、グリア細線維性酸性蛋

白、ニューロフィラメント､シナプトフィジン､サイト

ケラチン及びビメンチンに陰性。以上の結果から非常

に未分化な細胞の腫瘍と考えられ､牛では報告の少な

い髄芽腫と診断｡またマーカーを用いた免疫染色が腫

瘍の診断の一助となることが示唆された。 

 

401 ２歳齢ホルスタイン種育成牛のＥisenmenger 症

候群発生例：石川県北部家保 畑中昭 

 管内酪農家の2歳齢育成牛に平成17年11月8日、

不受胎、削痩の進行、すべての可視粘膜チアノーゼを

主徴とする疾病が発生。その他、心拍数増加、心音強

盛、心内雑音、湿性発咳、肺胞音異常および運動不耐

性の臨床症状が認められた。血液性状は、HCT62.8％、

RBC1,275 万/mm3、HGB21.4g/dlと赤血球増加症が認め

られ、PLT10.2万/mm3、WBC14,700/mm3、好中球数増加、

Glu23mg/dl、T-cho41mg/dl、血液は暗赤色・高粘稠を

呈した。11 月 29 日、死亡し病理解剖を実施。剖検所

見は、腹水、胸水の多量貯留、両側肺前葉の一部肝変

化、右肺前葉の間質性肺気腫。心臓所見は、顕著な腫

大、球形化、心外膜の肥厚、血様心嚢水の多量貯留お

よび右心室壁の肥厚を認める。さらに、肺動脈弁口部

の拡張、大動脈の右方転移、右心室肥大、径40mmの心

室中隔欠損による心臓奇形が認められ、本症例を臨

床・血液・剖検所見よりＥisenmenger症候群と診断。 

 

402 牛クローディン16（CL－16）欠損症の病理学的検

索：山梨県東部家保 内藤和美、深沢矢利 

 管内の黒毛和種牛を死亡時に病性鑑定を実施、遺伝

子学的検査でも「CL-16 欠損１」とされた 2 事例（症

例1：2ヶ月齢、症例2：24ヶ月齢）を報告。２例の母

は別だが母方２～3 代祖父系で保因、父は同一牛（保

因）。症例1では生前の生化学検査で腎臓の機能障害、

症例2では過長蹄を確認。２症例とも剖検時に腎臓の

矮小化を確認。病理組織学的検索では症例１は未熟な

糸球体が皮質中心部まで存在、数は減数、小型で小口

径の尿細管が出現、尿細管基底膜の軽度の肥厚、間質

で線維芽細胞の増生を観察。症例2では大小様々な糸

球体の減数を伴い、小口径の尿細管も散見、尿細管基

底膜の肥厚と間質の線維の増生が全域にかつ重度に観

察。小型の尿細管の出現は症例 1、間質の線維化は症

例 2 で強く観察。CL-16 欠損症は、黒毛和種牛に発症

する常染色体性単純劣性遺伝で、全国的にその発生は

多く病理組織像も多様性であるとの報告があり、本症

例も２症例で病理組織像に違いが認められた。 

 

403 牛群健康管理システムの継続的な取り組み：長野

県長野家保 小林良人 

 酪農家における乳用牛の死廃事故による経済損失額

は多額で生産コスト低減の障害となっている。この対

策の一つとして、牛群健康管理システム（以下牛群ド

ック）が家畜保健衛生所（以下家保）、農業改良普及セ

ンター、獣医師の連携により平成元年度から開始され

た。牛群ドックは平成13年度まで国の補助事業の一環

として、平成14年度からは家保手数料徴収条例により

実施してきた。過去６年間で実施した農家は 28 戸 58

回に及び、９戸の農家は２年に１度以上のペースで反

復実施された。依頼理由として実施回数の46.6％が牛

群の健康管理であり、24.1％が事故率低減を目的とす

るものであった。手数料を徴収されても牛群ドックを

希望し、継続して実施することは、農家の飼養管理に

対する意識が向上したと考える。 

 

404 黒毛和種における発育不良・虚弱子牛の原因究明

に向けた取り組み：岐阜県飛騨家保 松野弘、奥田一

茂 

 新生子牛の虚弱・発育不良による損耗の防止は、繁

殖雌牛の分娩間隔の短縮とともに、肉用牛生産の効率

を向上。当所管内では、生後7日齢以内の子牛が毎年

200頭以上(生産頭数の約5％)死亡。この発生率の低減

が飛騨牛生産振興に大きく寄与。我々は原因究明に向

けて畜産研究所・診療獣医師・飛騨牛改良協議会・岐

阜家保及び岐阜大学獣医内科学講座とプロジェクトチ

ームを立上げ、症例の分類・調査方法・検査項目等を

検討。平成16年度、子牛の病性鑑定を77頭受付、67

頭の解剖を実施。生後7日齢以内の43頭中確定診断に

至ったものは11頭、32頭は原因不明。今年度は38頭

受付、27頭解剖、7日齢以内19頭、原因不明13頭。

原因不明の共通所見は骨髄の低形成及び胸腺の萎縮。

成長ホルモン等内分泌パターンを調査する目的で、発

育不良子牛を岐阜大学へ前年度10頭、今年度11頭搬

入し、各種負荷試験等を実施中。取り組みの経過は随

時、技術者だけでなく生産者に対しても報告。  

 

405 虚弱子牛が多発した和牛繁殖農家の一事例：岐阜

県飛騨家保 山田紗由香、奥田一茂 

 平成15年から17年にかけて当所管内の和牛繁殖農

家２戸において、低体重・自力哺乳困難などを呈する

虚弱子牛の分娩、死産など分娩前後の子牛の死亡が多

発。平成15、16年にかけて8腹9頭に発生が認められ

た A 農家（繁殖牛 21 頭飼養）では、血中ビタミン A

濃度が低く、ビタミン剤の添加を指導（平成 16 年 8

月）。その結果、血中ビタミンA濃度には若干の改善

を認め、虚弱子牛等の発生も平成16年9月から現在ま

でに1腹1頭と減少した。一方、平成17年1月から現
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在にかけて7腹7頭に続発しているB農家（繁殖牛37

頭飼養）では血中BUN濃度が全体的に低く、妊娠後期

の牛で10mg/dlを越えるものは見られなかった。また、

聞き取り調査によると妊娠後期に濃厚飼料の量を減ら

して給与していたことから、妊娠後期の母牛の栄養不

足を疑い、この時期の濃厚飼料の増量を指導（平成17

年10月）。その効果を継続して調査している。 

 

406 舎飼の繁殖和牛で発生した低マグネシウム血

症：岐阜県西濃家保 浅野美穂、宮﨑次朗 

管内の黒毛和種繁殖牛18頭飼養農家で平成17年10

月末から11月上旬にかけて繁殖牛4頭が食欲減退を示

した後急死。死亡牛 2 頭の血液生化学検査を実施、1

頭が低Mg値を示した。剖検では心臓の点状出血、組織

所見では心筋間質の広汎な出血及び心筋の小壊死、腎

臓間質の充鬱血。また同居繁殖牛は低 Mg（0.89±

0.39mg/dl）及び高 Ht（48.8±1.2%）を示した。1 ヵ

月半前に飼料を変更したことから飼料分析を実施した

結果、給与乾草のK/(Ca+Mg)は春草で2.03、夏草で2.66

と高値でミネラルバランスがくずれていた。さらにMg

吸収阻害要因と考えられる高蛋白な豆腐粕の多量給与

も行われていた。以上から低 Mg 血症と診断。全頭に

Mg 剤の皮下注射、食欲廃絶または著しい低 Mg 値の牛

には補液によって症状が改善。以後飼料給与方法等に

ついて指導、再発防止に努めている。 

 

407 肥育牛における大脳皮質壊死症の発生例：岐阜県

岐阜家保 杉山裕司、野垣琢哉 

 牛の大脳皮質壊死症はビタミンB１（チアミン）の欠

乏に起因すると考えられている。2 0 0 4 年1 0 月に、

1 1 ヶ月齢の黒毛和種肥育牛１頭が突如、四肢伸長、

横臥、歩様蹌踉などの神経症状を呈した。症状の改善

がみられず、2 日後に鑑定殺を実施。剖検では回腸粘

膜面における充出血と、腹腔内の指状糸状虫を数匹確

認。大脳割面における紫外線照射により大脳皮質に自

家蛍光を確認。病理組織検査において大脳皮質の層状

壊死と回腸粘膜のコクシジウム寄生を確認。以上の結

果より大脳皮質壊死症を疑い投薬後であったが、チア

ミン濃度を測定。大脳皮質 1 . 4 2 μg / g 、大脳髄質

0.63 μ g / g 、 全 血 6 1 3 . 9 n g / m l 、 血 清

4 7 . 5 n g / m l と大脳皮質および髄質では正常値、血

清では正常範囲よりやや高く、全血は正常値の1 0 倍

以上高い値。同居牛では、同様の症状を示す個体はな

かったが、1 頭において明らかなチアミン濃度の低下

あり。以上の結果を総合して大脳皮質壊死症と診断。 

 

408 異常乳検査の一助としての乳汁中乳酸分別定量

の試み：京都府中央家保 西村麻紀、松田誠一 

 乳汁中乳酸は乳房炎乳で増加することが知られ、そ

の増加はアルコール不安定乳（AL乳）の誘因の一つと

いわれているが、これまでに乳汁中の乳酸濃度を測定

した事例は少ない。また、AL乳の誘因の一つとされて

いるアシドーシスでは、生体内で代謝されにくいD-乳

酸の増加が重要視されている。そこで今回酵素法を利

用した乳酸測定キットによる乳汁中 D-/L-乳酸濃度の

分別定量を試みた。健康牛、乳房炎罹患牛、AL乳既往

牛から乳汁を採材し、除蛋白処理上清を試料として供

試。乳房炎罹患牛の乳汁中乳酸濃度は健康牛のそれよ

り高い傾向を認めたが、健康牛とAL乳既往牛では差を

認めず。また、いずれの牛も乳汁中のD-乳酸濃度は検

出限界以下であった。今回の調査では、AL乳既往牛に

乳汁中乳酸濃度の増加を認めなかった。今後は検体処

理方法等を改善し、AL乳分泌中の牛やその誘因となる

病態を示す牛について乳汁中乳酸の分別定量を試み、

乳汁中乳酸定量の診断的意義について、検討が必要。 

 

409 乳用雄牛肥育農場における呼吸器病対策の取り

組み：兵庫県姫路家保 吉田恵実、片山光正  

大規模乳用雄牛肥育農場で呼吸器病の被害が大。ほ

育期衛生プログラム検討・変更により呼吸器病対策を

強化。検査は平成16年8月から17年11月に実施。プ

ログラムの変更は 3 点①Mannheimia haemolyt- 

ica(Mh)ワクチン接種、抗生剤(チルミコシン)投与②ビ

タミンAD3E剤定期投与③ほ乳期間短縮(40日→30日)。

衛生プログラム変更後、肺聴診音改善、急性相反応蛋

白のハプトグロビン、α1酸性糖蛋白の反応軽減傾向。

呼吸器病軽減と推察。鼻腔スワブから分離されたMh 

が、数種類の抗生物質に対し耐性を獲得。抗生物質の

使用法確立の必要性とMhワクチン接種の必要性を確

認。ビタミン剤定期投与により、血清ビタミンA濃度は

安定的に増加、ビタミンE濃度は期間中の減少が軽減。

1 日あたり増体量改善と死廃原因の肺炎割合が減少。

さらにプログラムに改良を加え、一層の生産性向上を

目指す。 

 

410 黒毛和種繁殖牛にみられたフェスクフット：兵庫

県和田山家保 加茂前仁弥 

平成17年9月下旬に黒毛和種繁殖牛農場で、乾草ロ

ット変更直後から後肢の繋部が腫脹する牛が散見。5

頭が重症化し、腫脹部位の皮膚に脱毛及び灰白色の鱗

屑を認める。1 頭は右後肢蹄が脱落して起立不能。給

与乾草を変更後、症状は改善。重症例の血液生化学検

査は、1頭でGOT134 U/l、CPK590U/l、血中ビタミンA

濃度 24.9IU/dl。他に著変なし。給与乾草の硝酸態窒

素濃度632ppm、エンドファイト様菌糸確認、ロリトレ

ムB濃度検出限界以下、エルゴバリン濃度1,230ppb。

同一ロットの乾草を給与した1農場で食欲、活力の低

下。発症時期の平均気温は12.2～23.7℃。同一ロット
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を使用した給与試験を実施したが、特徴的な症状等は

認められず。臨床症状、高いエルゴバリン濃度、給与

中止による症状改善からフェスクフットと診断。給与

試験では再現しなかったことから、発症には飼料中の

エルゴバリン濃度だけでなく、栄養状態、ストレス及

び環境等の要因が関与と推察。 

 

411 先天性痙攣を示した仔牛の脳脊髄白質空胞形

成：奈良県家保 大中幸子 樫本卓也 

2005年 4月、管内酪農家で生まれた仔牛に先天性

の痙攣を認め、病性鑑定を実施。症例は雄の交雑種

牛で、出生時より後躯で特に顕著な全身性の痙攣を

示した。剖検では脳軟膜が軽度に充血。組織学的に

脳・脊髄白質に空胞形成を認め、脊髄では特に顕著

で海綿状を示した。髄鞘染色で病変部の染色性が低

下、軸索染色で軸索が比較的正常に残存。脊髄の電

子顕微鏡検索では、軸索は残存、代謝異常を疑う物

質の蓄積はなく、髄鞘層板の崩壊と水腫による脱髄

病変を確認。稀突起膠細胞の変性所見から、髄鞘の

一次的障害が疑われた。病原検索では各種ウイルス、

ネオスポーラの PCR 検査で全て陰性。病理組織学的

に、「脱髄による脳脊髄白質の空胞形成」と診断し、

その原因は不明だが、感染性・虚血性疾患、物理的

障害は否定的。同様の症例の報告は少なく、本症例

の詳細な検索は、先天異常や神経疾患の類症鑑別に

有用と思われる。 

 

412 定時授精法による熊野牛繁殖成績向上への取り

組み：和歌山県紀南家保 吉川克郎、吉村肇史  

 2001 年度から 2005 年度まで実施した定時授精法を

用いた管内和牛繁殖農家の経営安定のための受胎率向

上への取り組みについて分析。受胎率は定時授精法

49.7%(98/197)、自然発情49.3%(870/1765)と定時授精

法により自然発情と同等の受胎率が期待できる。定時

授精法においては、Ovsynch法とCIDR（プロジェステ

ロン放出膣内挿入製剤）との併用法の両者の受胎率を

比較。Ovsynch 法 49.5%(48/97) 、 CIDR 併用法

50%(50/100)と両者に差はなし。2004年度と2005年度

の成績では、定時授精法 41.8%(38/91)、自然発情

48.1%(280/582)と両者に差はなし。定時授精で不受胎

の個体のその後 初の自然発情での受胎率は

61.5%(56/91)と良好。分娩後無発情の個体への定時授

精の受胎率は分娩後100 日未満で 51.4%(19/37)、100

日以上で 27.3%(6/22)と分娩後 100 日を超えると大き

く低下。これらから、飼養管理に問題があり発情発見

が困難な農家や、分娩後無発情の個体に対しては、定

時授精法は有効であると言える。 

 

413 繁殖和牛における分娩前低Ｃａ血症の発生事

例：和歌山県紀南家保 高橋康喜 

 低Ca血症は、乳牛の分娩と泌乳の開始に伴って血中

のCa値が低下し、起立不能を特徴とする代謝性疾患で

あるが、繁殖和牛での報告は極めて少ない。分娩予定

2 週間前の繁殖和牛が突然座り込み、血中 Ca 値が

4.7mg/dl の分娩前低 Ca 血症を認めた。過去に他農家

でも分娩直前に起立不能となり、血中 Ca 値 6.6mg/dl

の低Ca症が認められた事例があった。両事例ともに、

Ca剤の投与により改善され、母牛、子牛に異常はなか

った。管内において、分娩1ヶ月以内とその他の時期

の繁殖和牛の血中Ca値について調査を行ったところ、

両群間で特に差は見られなかった。しかし、低Ca血症

発生の1農家では、分娩時期に関係なく高齢になる程

血中Ca値が低い値となり、中には低Ca血症の数値を

示す個体もあった。今回の発生事例、調査より繁殖和

牛においても 終的な原因は不明であるが、分娩スト

レス等が加わることにより、低Ca血症発生の可能性は

十分に考えられた。 

 

414 黒毛和種のビタミンＡ欠乏によるキアリ奇形の

発生例と対策：和歌山県紀南家保 岡本寛之、松井望 

 平成17年初めから、管内の肉用牛繁殖一貫経営農家

において、新生子牛の神経症状7例、流産3例、死産

1 例が続発。原因究明のため病性鑑定を実施。子牛の

剖検で小脳の一部が大孔外へ逸脱したキアリ奇形と判

明。組織検査で脊髄の空洞形成、小脳軟膜下でのグリ

ア細胞の増殖を確認。アイノ、アカバネ、チュウザン

などの異常産関連ウイルスの抗体価上昇は認めず。子

牛大脳乳剤から細菌、ウイルスは分離されず。ビタミ

ンA欠乏との関連を調べるためHPLC法により血清レチ

ノール濃度を経時的に測定。レチノール濃度は母子 8

頭で平均 13.4IU/dlと低値。対策としてビタミンAD３E

を250万IU筋注。8日後に母牛24頭で平均103.8IU/dl、

85日後に平均77.7IU/dlにまで上昇。その後3頭の子

牛が正常に出生。以上から今回のキアリ奇形はビタミ

ンA欠乏が原因と考察。飼料にビタミンA添加剤を加え

るよう指導。 

 

415 乳牛に集団発生した起立不能事例への対応：鳥取

県倉吉家保 山里比呂志、中村耕太郎 

 昨年12月、フリーストール、ＴＭＲで成牛130頭を

飼育する酪農家１戸において起立不能が集団発生。発

症牛は乾乳期を除く牛群にみられ、突発的に起立不能

となり、元気消失、体温低下が著しく、重症牛は 24

時間以内に死亡。12月10日の初発から12月26日ま

でに 35 頭が発症、34 頭が死亡または廃用。病性鑑定

では、剖検で出血性腸炎病変を確認、細菌検査で小腸

内容から 10^4～10^7/g、給与飼料から 10^3～10^4/g

のClostridium perfringensを確認。エンテロトキセ
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ミア対策として、ラップサイレージの給与中止、アン

ピシリン及び生菌剤の投与、消毒等を実施したところ、

新たな発症牛は減少し終息。農場には、予防対策とし

てクロストリジウム５種混合ワクチンの接種を指導。

病原検索では、死亡牛及び鑑定殺牛の小腸内容上清に

易熱性マウス致死毒を確認。１頭でボツリヌスのＤ型

毒素が証明されたことから、細菌、毒素検査を継続実

施中。 

 

416 管内で発生した牛の血尿症：鳥取県西部家保 池

本千恵美、小西博敏 

 近年管内で血尿を主徴とする検査依頼が増加傾向。

H17 年は肉用牛３例、乳用牛４例と計７例。今年度の

肉用牛２事例については共に高齢・繁殖雌で同地域の

発生、ワラビを含む粗飼料を長期間給与。血液検査で

は貧血傾向以外著変無し。加療にも反応せず、死亡あ

るいは廃用。背景・症状からワラビ中毒の疑い濃厚。

さらなる調査が今後の課題。乳用牛２事例については

対尻繋ぎ方式、泌乳前期に貧血、食欲減退を伴って発

症。血液検査ではHt値、赤血球数及びA/G比の低下と

BUN 値の軽度上昇。尿沈さの培養で Corynebacterium 

renaleを分離、牛腎盂腎炎と診断。抗生剤治療に反応

し、血尿は消失。しかし、確認調査で依然として貧血

傾向、尿は正常色となるも潜血反応強陽性、尿沈さか

ら同菌分離。同居牛への蔓延は無し。経過観察の上、

根本的治療は乾乳期に予定。今後、生産者や畜産関係

者に血尿の恐ろしさ及び野草の毒性に対する意識を高

めるとともに、類症鑑別（赤色尿）の重要性について

も周知を図ることが必要。 

 

417 子牛の肝性脳症２例：鳥取県倉吉家保 岡田綾

子、 西部家保 尾崎裕昭    

 症例1)ﾎﾙｽﾀｲﾝ、3ヶ月齢、雌、鑑定殺。哺乳力弱く

発育不良。血液生化学検査；NH3 490μg/dl、GGT 104U/L、

T-bil1.7mg/dl。剖検所見；臍帯炎・肝膿瘍、腎臓の大

型化、中枢神経系著変なし。病理組織所見；肝細胞変

性壊死、核糖原、び慢性に肝内微小血管の形成異常。 

症例 2)交雑種、1.5 ヶ月齢、雌、鑑定殺。1 ヶ月齢よ

り元気消失、起立不能。NH3 385μg/dl、GGT 142U/L。 

化膿性肺炎、肝臓の退色。中枢神経系著変なし。病理

組織でび慢性に肝内微小血管の形成異常。 

 組織学的特徴病変として、２例とも大脳皮質深層・

線条体・中脳・橋・小脳髄質等に空胞形成。 

  肝臓病変はあるものの限局的または軽度で、重度の

肝実質障害に継発するものとは異なると推察。解剖時

に門脈系と体循環の短絡は確認されなかったが、肝内

の血管系に異常があり、先天的な血管形成異常を疑う。

産業動物では比較的まれな症例。 

 

418 肥育農場におけるビタミンＡコントロール評価

の一例：鳥取県西部家保 小西博敏  

 現在多くの肥育農場で一般的に行われている、肉質

向上を狙ったいわゆるビタミンＡ(ＶＡ)コントロール

について、その妥当性を評価。現状評価として、肥育

開始約７ヶ月目の６牛房２９頭について、ＶＡ及び総

コレステロール(ＴＣＨＯ)等を測定。全体でＶＡが５

２～１２７IU/dl、ＴＣＨＯは８８～２３４mg/dl、ま

た牛房内でも同様にばらつきがみられた。要因として、

牛房内での飼料摂食量の不揃い、肥育前期のビタミン

ＡＤ３Ｅ散剤の給与方法等が考えられた。それにより

当農場では肥育中期にＶＡ欠乏対策の煩雑さが生じ、

また出荷体重のばらつきの要因の一つにもなっている

ものと推察。血中ＶＡレベルのばらつき軽減対策とし

て、肥育開始３～４ヶ月後のビタミンＡＤ３Ｅ注射剤

投与を試行。損耗防止かつ肉質向上を目指した適切な

ＶＡコントロールには、まず第一に牛群編成、さらに

は農場の飼育形態にあったＶＡ給与が重要。 

 

419 管内における牛異常産ワクチン接種状況と異常

産発生動向：鳥取県西部家保 山崎浩一、池本千恵美 

 平成１５年から平成１７年における管内の牛異常産

ワクチン接種状況は、農場接種率が乳用牛で５４．６％

（Ｈ１５）、４７．６％（Ｈ１６）、６８．１％（Ｈ

１７）と推移、肉用牛では概ね７５％前後で推移。牛

個体接種率は、乳用牛で５８．８％（Ｈ１５）、５６．

４％（Ｈ１６）、６４．３％（Ｈ１７）と推移、肉用

牛で７７．５％（Ｈ１５）、９２．７％（Ｈ１６）、

９０．６％（Ｈ１７）と推移。牛流行熱等抗体検査結

果と比較すると、アカバネウイルスの流行が認められ

たＨ１６に乳用牛の農場接種率が低下、牛個体接種率

もわずかに低下。Ｈ１７は県内にアイノウイルスの流

行が認められた。３カ年の間に、当家保に病性鑑定依

頼のあった牛異常産について、アルボウイルスによる

異常産は確認されていないが、県内では、２年おきに

アカバネウイルスが流行しており、ウイルス流行時に、

異常産ワクチンの接種率が低下していることがないよ

う啓発推進が必要。 

 

420 育成子牛にみられたビタミンB1欠乏症：山口県北

部家保 川口めぐみ、阪田昭次 

 管内2農場でビタミンB1(VB1)欠乏症が発生。A農場は

成牛140頭の酪農。症例①平成16年11月、子牛2頭

(4 及び 5 ヶ月齢)に下痢症の後神経症状。大脳皮質壊

死症。同居牛 3 頭に血中VB1濃度の低値(16～19ng/ml)

を確認、その後正常値へ回復。下痢症は牛ウイルス性

下痢・粘膜病。症例②平成17年4月、子牛1頭に軽度

の下痢症状の後VB1欠乏症様症状。加療後回復。発症牛

と同居牛1頭で、血中VB1濃度の欠乏値(5,7ng/ml)を確
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認、その後正常値へ回復。A農場は育成用配合飼料切り

替え後の下痢症の影響と推察。B農場は成牛54頭の黒

毛和種繁殖、超早期離乳を実施。平成17年9月、子牛

1頭(4ヶ月齢)が下痢、サルファ剤等で加療後神経症状

を呈し死亡。大脳皮質壊死症。同居牛1頭で血中VB1濃

度の低値(16ng/ml)を確認。B農場は下痢症とサルファ

剤等の影響と推察。A、B農場共通して人工乳の給与期

間及び配合飼料切り替え期間が短く、発生の素因と推

察。観察強化、飼料給与方法を指導後、発生は認めて

いない。 

 

421 一酪農家で発生した慢性硝酸塩中毒を疑う事

例：徳島県鴨島家保 久保貴士、片山久美子 

 Ａ酪農家で、平成１６年度の死廃頭数が前年度対比

１８８％に増加。当該農家は、過去に高濃度の硝酸塩

を含有する自給飼料（ローズグラス）の給与により、

硝酸塩中毒が発生し死亡牛がでているため、平成１７

年４月に成牛１０頭について、血液検査および給与飼

料中の硝酸態窒素濃度を測定。その結果、各飼料中の

硝酸態窒素濃度は安全範囲内であったが、血中硝酸態

窒素濃度の増加（０．５９±０．１７ｐｐｍ）および

Ｈｔの低下（２６．９±４．１％）を確認。そのため、

経産牛に対して自給飼料の給与割合の低減とチモシー

等の購入飼料の多給を指導。１ヶ月後、血中硝酸態窒

素濃度およびＨｔは、ほぼ正常範囲内に回復（０．３

２±０．０７ｐｐｍ、２９．７±２．９％）。今年度

の死廃頭数は、平成１６年度同時期と対比して６０％

に減少。今後は再発防止のため、定期的な給与前の飼

料中硝酸態窒素濃度測定を推奨すると共に、ふん尿の

堆肥化等を指導していきたい。  

 

422 長期不受胎牛における公共牧場利用の1例：愛媛

県中央家保 友國由香里、青野逸志 

長期不受胎牛を飼養するA農家において、繁殖機能

の回復を目指し、平成16年度から公共牧場の利用を指

導。16年度の繁殖成績は、入牧6頭中3頭が受胎し、

分娩は1頭のみで、残り2頭は退牧後に流産。調査の

結果、とうふ粕主体の飼料を給与しており、血液生化

学検査では、BUNが平均33.1㎎/dlと高値を示した。

平成17年度の入牧牛7頭については、馴致前から給与

飼料の改善を指導。その結果、入牧直後の検査ではBUN

値は18.2㎎/dlまで低下。その後の放牧期間中も、18.0

～20.9㎎/dlで推移し、他の放牧牛と同様な値となっ

た。しかし、繁殖成績は、6～11 月の期間に平均 2.3

回／頭の人工授精を実施したものの、2 頭は卵巣嚢腫

となり途中退牧となり、受胎したのは残り5頭中1頭

のみであった。飼養管理以外に高齢等の問題も考えら

れたが、入牧牛の繁殖機能の回復には至らず、リハビ

リ牧場としての安易な集畜に検討を要する結果となっ

た。 

 

423 カビが主因と考えられた搾乳牛の死亡例：佐賀県

西部家保 岸川嘉洋、永渕成樹 

 平成16年12月1～11日にかけて42頭を飼養する酪

農家で、乳用牛に食欲不振、呼吸促迫、腹式呼吸、起

立困難を伴い、大量の水様性下痢を呈し、3～5日の経

過で合計5 頭が死亡。2 頭について病性鑑定を実施。

稟告により雨に濡れた稲ワラの給与が判明。剖検所見

及び病理組織所見で、肺炎病変及び全身性の出血を認

め、細菌・真菌学的検査では死亡牛 2 頭の肺から

Manheimia haemolytica(Mh)、稲ワラから105～107/gの

真菌類を分離。生化学検査で、GOT、LDH、CPK値の上昇、

Ca低下。給与稲ワラのマイコトキシン検査で、デオキ

シニバレノール、フモニシン及びT-2 トキシンの定量

限界以下を確認。ウイルスは分離陰性、同居牛2頭で

アデノウイルス7型(AD-7)の抗体上昇を確認。肺炎病

変はAD-7及びMhの感染が関与と推定。死亡の主因であ

る全身の出血病変、血液性状の変化は稲ワラが残り少

なく適当な採材が出来ずマイコトキシンの証明は出来

なかったが、カビ吸着剤の投与により改善がみられた

ことから濡れた稲ワラのカビ中毒によるものと推察。 

 

424 血中硝酸態窒素測定前処理法の検討：佐賀県中部

家保 井上孝正、山下信雄 

血中硝酸態窒素(BNO3-N)を測定するための血清処理

の方法として、酸と加熱を併用した除タンパク法（改

良法）を検討。改良法は、血清200μlに3.0mol/L過

塩素酸50μlを加え混和後、氷冷し遠心分離。その上

清100μlを別チューブにとり、加熱後20mMリン酸緩

衝液（pH13）を100μl加え遠心分離し、その上清を処

理血清とした。処理後は常法に従いHPLC法で測定。従

来法とのBNO3-Nを比較すると、y=1.03 x+0.03、r=0.97

（n=226）と高い正の相関を認めた。検体数を10と仮

定した場合、前処理にかかる時間は約1/3に、コスト

は約1/10で済んだ。また、この改良法を用いて野外血

清247検体についてBNO3-Nを測定し、異常値を示す牛

6 頭を認め、うち 5 頭は長距離輸送直後の県外導入牛

であった。本法は短時間に低コストで実施できること

から、迅速性が求められる急性硝酸塩中毒の診断や大

量の検体を用いるスクリーニング検査にも有用と考え

られる。 

 

425 乳房炎細菌検査体制の改善：長崎県県南家保 酒

井芳子、常岡純也 

 現行の乳汁細菌検査を従来よりも効率のよい検査体

制に改善し、より迅速な結果回答と指導徹底による発

生防止を目的に以下の対策を実施した結果、①検査用

採材容器、採材方法の統一化により菌のコンタミネー

- 87 - 



ションの割合が20.8％から7.2％に減少。②受付時の

効率化により受付時間短縮、聞き取り内容の正確性向

上。③検査手順の整備により検査手技平準化、検査の

迅速性向上。④検査結果のデータベース構築によりデ

ータ入力簡素化、罹患個体の確実な把握、個体検索の

迅速化。集計データの指導内容への活用に期待。⑤農

家に対する指導強化により乳房炎発生原因の究明と適

切な乳房炎対策指導が可能。⑥検査後のフォローアッ

プ体制の確立により検査成績の検証および難治性乳房

炎の割合把握。以上により効率的な乳房炎細菌検査体

制の確立と、検査後の乳房炎対策指導体制の強化が図

られた。 

 

426 管内でのクローディン 16 欠損症（CL16）発生と

対応：長崎県県北家保 川路 陽美子、石丸 憲二 

平成17年2～7月、CL16を疑う3事例発生。症例1,2

は20、28ヵ月齢肥育牛、症例3は8ヵ月齢育成牛。全

例、過長蹄や発育不良、尿毒症を呈し、剖検所見では

腎臓退色・萎縮。病理所見では尿細管変性、糸球体減

少、間質肥厚。血液生化学検査でBUN、CRE、P高値。

発症牛血統は症例1、2が1×2、症例3が1×3代祖に

CL16保因種雄牛。症例2、3は遺伝子型検査でCL16欠

損1と診断。繁殖集計より平成12～16年の保因種雄牛

頭数は75～96頭中9～13頭、授精割合は6.4～8.7％。

平成16年度繁殖雌牛血統調査では7,464頭中1代祖に

保因種雄牛685 頭(9.2％)、2代祖730 頭(9.8％)、推

定保因頭数525頭(7.0％)。家畜人工授精(AI)師にアン

ケート調査を実施(対象 58 名、回答率 87.9％)。遺伝

病認識なし7.8％、CL16は名称認識80.4％、症状把握

47.1％。保因牛 AI 時の遺伝病説明は毎回 31.4％、雌

牛血統に保因牛存在時に37.3％。遺伝病発生防止のた

め講習会、情報誌等により認識向上を図った。 

 

427 肉用繁殖牛に発生した硝酸塩中毒：熊本県城北家

保原田秀昭、早田繁伸 

 平成17年8月、繁殖牛140頭、肥育牛105頭を飼養

する一貫経営農家で昨年まで酪農家に貸していた畑の

ソルゴを給与、翌日、繁殖牛が天然孔からの出血、神

経症状等を呈する死亡事故が発生。末梢血の鏡検で大

桿菌検出。レビゲール染色、アスコリー反応で炭疽、

マウス接種法でボツリヌス毒素を否定。血清中硝酸態

窒素(NO3 -N)濃度は、死亡牛 23.1μｇ／ｍｌ、衰弱牛 6.0､未発

症牛5.1､別農家健康牛0.2であった。実際に給与して

いたソルゴNO3 -N濃度は、8646ppm､未収獲ソルゴ

2627ppmであった。NO3 -N濃度の比較は、ソルゴ部位別

で根元及び自己管理の畑より酪農家に貸していた畑で

高かった。以上から硝酸塩中毒と疑い(1)ソルゴ給与中

止と廃棄(2)2%メチレンブルー液・抗生物質の投与を実

施した結果、別農家健康牛とも有意差がないほど回復。

これらのことより硝酸塩中毒と診断した。今後の対策

として、中和剤として播種前に石灰散布、収穫は出穂

期、雨の後は可能な限り日をおいて、根元を15cm程度

は残し刈り取り、収穫後一日間は天日乾燥を指導。管

内各農家向けのパンフレットを作成、注意を喚起した。 

 

428 土壌燻蒸剤中毒が疑われた子牛の血尿症：熊本県

城南家保 濱田公男        

 H17年7月、約4 ｶ月齢の黒毛和種子牛2頭が赤色尿

を呈し、1頭は発症翌日、他1頭は3か月後に死亡。

前者は、肺の細気管支粘膜上皮の変性と脱落、小葉中

心性の肝細胞壊死、腎臓に血栓と漏出性の出血、近位

尿細管腔内の赤血球貯留。後者は発症翌日にAST、LDH、

総ﾋﾞﾘﾙﾋﾞﾝ、BUN の増加、総ｺﾚｽﾃﾛｰﾙ、ｸﾚｱﾁﾆﾝが低下。

肺に線維増生と慢性化した気管支炎、細気管支粘膜に

過形成や脱落はなく、小葉中心性の肝細胞変性壊死、

腎臓に広範囲の線維化と遠位曲尿細管に変性を認め

た。肺の細気管支粘膜上皮の脱落は、刺激物の持続的

吸引が原因と思われた。2 頭共通の肝臓病変は中毒に

よって起こり得る病変で、腎臓は血尿を裏付ける所見

が得られた。以上のことから肝・腎毒性を有する物質

の影響が示唆された。牛に赤色尿を認める既知の疾病

は否定。これらのことから、牛房脇に開栓状態で置か

れ、動物への毒性として呼吸器官、肝臓、腎臓の障害

が報告されている 1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝを有効成分とする

土壌燻蒸剤の吸入暴露による中毒が強く疑われた。 

 

429 輸入乾草起因のエンドファイト中毒（ライグラス

タッガー）症例：大分県大分家保 堀浩司 

 県内２農場で発生。A 農場は黒毛和種成雌 2 頭（3

歳齢）に起立不能、頭部痙攣、を認め、給与乾草変更

後、症状改善。B農場は、乳子牛2頭（5、8ヶ月齢）

に起立不能、頭部痙攣を認め、乾草変更後１頭は改善、

もう 1 頭は鑑定殺を実施。2 農場とも変更前の乾草は

米国オレゴン州産のペレニアルライグラスであった。

血液検査ではGOT、CPKの上昇があり、硝酸塩中毒や低

Ca・Mg、VA・Se欠乏の類症鑑別を否定。乾草中ロリト

レムB濃度は、A農場1330ppb、B農場534ppb、鑑定殺

子牛の腎臓周囲脂肪からは10ppb検出。以上から２症

例とも輸入乾草によるライグラスタッガーと診断。B

農場鑑定殺子牛は、肺炎やコクシジウムが病態悪化に

関与していたと推察され、改善した子牛も含め低濃度

でも発症すると考えられた。エンドファイト中毒の指

標である米国ガイドライン値は牛品種も違い、日本で

の過去症例からも中毒値に明らかな差があると考えら

れるため、日本ガイドライン値の早期設定を期待して

いる。 

 

430 肥育牛に認められた皮膚病変の2症例：鹿児島県
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北薩家保 﨑元弘人、新原慎一 

 管内の2肥育農家で、5月～6月に皮膚病変を認める

症例があり、立入、病性鑑定を実施。2 症例とも県内

せり市導入の14、10ヶ月齢の黒毛和種の去勢、雌牛で

同居牛は異常を認めず。病変は2症例とも肛門周囲、

頸部、乳房部。抗生剤、抗真菌剤、抗ヒスタミン剤に

て治療するが改善されず。病変部を生検し、HE、PAS、

トルイジンブルー、チール・ネルゼン、グロコット染

色を実施。両症例とも腫瘍性細胞は認めず牛白血病（皮

膚型）を否定。症例1は真皮～皮下組織に著しい好酸

球浸潤を確認。症例2は真皮～皮下の小血管周囲に好

酸球主体の炎症性細胞浸潤を確認。炎症部位に菌体，

真菌，寄生虫等は確認されず。いずれも、炎症部位に

肥満細胞を確認。同居牛に異常を認めず，それぞれ 1

頭のみの発症であったことからアレルギー性皮膚炎と

診断。アレルゲンは不明。2 頭とも皮膚病変は治癒。

導入後間もない牛で、春から夏に同様の症例が確認さ

れたことから、何らかの関連性も示唆。 

 

431 キョウチクトウによる牛の死亡事故発生事例：鹿

児島県鹿児島中央家保 名島静、新保秋雄 

 管内の繁殖和牛経営農家で、環境整備員より譲渡さ

れた野草を給与した後、元気消失、食欲減退、血液混

入水様性下痢等の症状を示す牛が散発。重篤だった 2

頭が死亡。内1頭の病性鑑定を実施。解剖所見で出血

性病変を認めるが、原因究明に至らず立入検査を実施。

給与している野草中にキョウチクトウの枯葉を確認。

刈り取った場所にはキョウチクトウが植栽されてお

り、周りに枯葉が散在していた。病理検査で心外内膜、

消化管粘膜固有層に顕著な出血を観察。血液生化学検

査で腎機能障害を確認。第一胃内容物検査を薄層クロ

マトグラフィーと液体クロマトグラフ・質量分析計法

（LC-MS法）にて実施し、LC-MS法で50ng/mlのオレア

ンドリンを抽出。以上より、キョウチクトウ中毒と診

断。キョウチクトウには猛毒の強心配糖体が含まれ、

牛はわずか 50mg/kg（乾燥葉）の摂取で死に至る。人

為的ミスによる事故が殆どであり、再発防止のために、

今後多くの場で情報提供に努めていく必要がある。 

 

432 宮古管内大型繁殖農家の下痢症対策：沖縄県宮古

家保 伊禮判、大野亜希子 

 管内の1農場で子牛の下痢症が多発、関係機関が連

携し対策を行った。当該農場は繁殖和牛約190頭を飼

養。疫学調査の結果、消毒未実施等、基本的な飼養衛

生管理の不備がみられた。当家保は家畜診療所と農場

との連携を密にし、改善にむけた対策を実施。平成16

年8月より子牛下痢予防対策として、分娩時における

子牛の初乳摂取の徹底、分娩・哺育牛房のふんの早期

除去と消毒の徹底、子牛の個体管理の徹底、堆肥の適

正管理、対症療法を主体とした治療、下痢予防ワクチ

ンの継続実施、新生子牛への生菌剤の投与、継続的な

ふん便検査の実施、牛舎環境の改善等を実施。その結

果、子牛下痢症による死亡数が対策前（平成 16 年 1

月～同年7月）77頭中19頭（24.6%）に対し、対策後

（平成16年8月～翌年1月）は74頭中10頭(13.6%)、

前年度の同時期で比較しても 92 頭中 27 頭(29.3%)が

74頭中10頭（13.6%）と改善。 

 

Ⅲ－６生理・生化学・薬理 

 

433 肥育牛の血液検査による産肉成績の検討：群馬県

利根家保 坂庭あづさ 

 異なる飼料(Ⅰ群：ﾋﾞﾀﾐﾝ A無添加期なしとⅡ群：肥

育中期無添加)および異なる系統（資質系と増体系）に

おける黒毛和種肥育牛の血液検査を実施、肥育期間中

のタンパク質、エネルギー摂取状態は両群および系統

ともに良好であった。ⅠⅡ群においてはBUN､総ｺﾚｽﾃﾛｰ

ﾙ､NEFA については肥育前･後期でⅠ群が有意に高く、

ﾋﾞﾀﾐﾝ A､E 等についても全期間においてⅠ群が有意に

高かった。産肉成績では脂肪交雑と肉色でⅠ群が有意

に高い結果であった。系統の違いにおいては血液検査

値に有意差はほとんど認められなかったが、導入時体

重、枝肉重量では増体型が、脂肪交雑においては資質

系が有意に高い結果であった。給与飼料の結果から肥

育中期以降の飼料摂取量の低下を防止することで脂肪

交雑等の産肉成績が向上すると考えられた。さらに系

統においては、同一飼料給与では増体系の枝肉重量が

大きいことから、販売単価に差がない場合には増体系

のほうが利益が大きいと考えられた。 

 

434 放牧牛に発生した麻痺性ミオグロビン尿症：群馬

県家衛研 瀧澤勝敏、宮田希和子 

 平成17年4月、県内ホルスタイン種育成牧場におい

て、前日入牧した210頭中1頭に暗赤色尿を呈する起

立不能が発生。発症牛は翌日死亡し、病性鑑定を実施。

病理組織所見では骨格筋に筋線維の膨化、横紋の消失

および硝子変性を認めた。発症時血清を用いた生化学

的検査ではAST、LDH４および5に著しい高値を認め、

骨格筋障害を示唆。暗赤色尿の分光分析では波長543、

583nm 付近に吸収部を認め、尿中暗赤色色素はミオグ

ロビンと同定。当該牛を麻痺性ミオグロビン尿症と診

断。発症要因とされるセレンおよびビタミンＥの血清

中濃度はそれぞれ、103.9ng/ml（基準値30.0ng/ml以

上）、184.8μg/dl（同60～600μg/dl）。セレンは十

分量ながらビタミンＥは境界値。同疾病はウマにおい

て過肥との関連が示唆されているため、入牧前牛群に

おける保存血清のＢＵＮおよび総コレステロールを調
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査。発症農家と未発症農家を比較したところ差を認め

ず、発症と栄養状態との関連は不明。当該牛の発症要

因は不明。 

 

435 放牧前ホルスタイン種育成牛における血清中３

－メチルインドール濃度の調査：群馬県家衛研 宮田

希和子 

牛の呼吸器疾患症状悪化への関与が示唆される 3-

メチルインドール(3MI)について、放牧前ホルスタイン

種育成牛の血清中濃度を測定し、放牧後約6カ月間の

疾病発生状況と比較。材料はT管内から県内A牧場へ

入牧した育成牛(5～13 カ月齢)171 頭と呼吸器症状を

呈して病性鑑定に供した黒毛和種肉用牛(9～10 カ月

齢)4頭とした。今回測定した育成牛の平均3MI濃度は

2.63±0.527μg/ml。育成牛の月齢および入牧時標準

体重差異と3MI濃度に有意差は認められなかった。放

牧中に呼吸器症状を呈した牛と治療歴がなかった牛と

の間に有意差(p<0.05)が認められ、そのうち放牧後１

ヶ月以内に呼吸器症状を呈した牛と治療歴のない牛と

の間にも有意差(p<0.01)がみられた。呼吸器症状を呈

した肉用牛の血清中3MI濃度は4.47～4.89μg/ml。こ

れらの結果から、放牧前における血清中3MI濃度の測

定は、放牧直後の呼吸器疾病発生予察に利用できる可

能性が推察された。 

 

436 交雑種肥育牛の代謝プロファイルテストと枝肉

成績（第1報）：埼玉県中央家保 益岡奈津樹、加島

恭美 

 交雑種(F1)肥育農家1戸を対象に代謝プロファイル

テストを実施し、血液生化学的性状の推移と枝肉成績

の関連を検討。材料はF1去勢牛59頭の血清延べ111

検体(7～28 カ月齢)、検査項目はビタミンＡ(VA)、ビ

タミンＥ(VE)、T-Cho、BUN、GOTおよびNEFA。また出

荷された供試牛29頭の枝肉重量と格付け成績を調査。

その結果、VA は導入後緩やかに低下し 24 カ月齢以降

や や 上 昇 。 VE と T-Cho は 有 意 に 相 関

(r=0.7692,P<0.01)。いずれも導入後徐々に上昇して

17 カ月齢頃をピークに低下し、25 カ月齢以降再度上

昇。BUNも同様に推移。肥育中期以降のVAが低く、VE、

T-Cho および BUN が高値だった個体で枝肉成績良好。

特に17カ月齢以降のVE200 

�g/dl 以上かつ T-Cho130mg/dl 以上の個体で格付け

B-3以上61.5％。VAコントロール以外にもVE、T-Cho

およびBUNの推移が肥育成績に影響していると示唆。

現在、当該農場を含むF1肥育農家３戸において同一個

体の追跡調査を継続中。 

 

437 乳用牛の血液生化学的検査成績と飼養実態との

関係：神奈川県足柄家保 池田暁史、小松﨑曹光 

 乳用牛群能力向上対策事業において、平成13年度か

ら乳用牛の繁殖状況、飼養管理状況の調査及び血液生

化学的検査等を実施。当所が調査対象とした2戸（A、

B）の酪農家から得られたデータを活用して、血液生化

学的検査成績、繁殖状況及び飼料給与状況の経年変化

並びに相関について統計学的に検討。調査結果：繁殖

状況の経年変化は、A 農家は分娩後日数延長、空胎日

数延長及び受精回数増加。B 農家は、空胎日数短縮。

飼養管理状況は、血液生化学的検査の成績からA農家

では、平成15年の調査時に分娩後濃厚飼料の増給が遅

れたことに起因すると思われる泌乳牛の遊離脂肪酸の

上昇、グルコースの低下、総コレステロールの低下。

また、血液生化学的検査成績と繁殖状況及び飼料給与

状況のデータでのそれぞれの相関に、有意差なし。今

後も蓄積したデータを活用し、農家指導の一助となる

よう新たな指標を模索したい。 

 

438 風味異常乳発生要因としての乳汁中遊離脂肪酸

度：石川県南部家保 植田寿美、井出久浩ほか 

 石川県では、脂肪分解臭（ランシッド）による原乳

受入不合格となるケースが度々発生。ランシッドの指

標である牛乳中遊離脂肪酸度をアメリカの Bureau of 

Dairy Industry(BDI)の方法を若干改良し、管内酪農家

43戸のバルク乳について測定。各種乳質・細菌検査を

測定し、Spearmanの順位相関係数で遊離脂肪酸度との

相関を求め検討。バルク乳の遊離脂肪酸度の平均は

1.22±0.73 で、低温細菌数と も相関が高かった

(r=0.621、P<0.01）。風味異常発生のある農家2戸と未

発生農家1 戸は、5～11 月の遊離脂肪酸度は夏場に高

くなる傾向。バルク乳で遊離脂肪酸度の高い農家でも、

個体乳では低かった(0.36～0.77,n=8)。今回測定した

遊離脂肪酸度の平均値は、BDI のランシッドの境界値

1.2を越えており、独自の基準値が必要であると考え、

暫定的な基準値として2.0未満が適当。細菌検査と相

関が高いことから、遊離脂肪酸度は搾乳衛生や生乳の

保存状況と関係が深いことが示唆。 

 

439 搾乳牛の血中ストレス指標の変動：長野県松本家保 中島純

子 

 コンフォート畜産への関心が高まり、客観的な家畜

のストレス指標（指標）が注目されているため、搾乳

牛の血中指標の変動範囲を調査。試験は 2005 年 7 月

15日～8月24日の間を14日ずつ3期間に分け、3頭

ずつ2群に分けたホルスタイン種搾乳牛を暑熱対策環

境の異なる2区で入替する二重反転試験法を実施。指

標として血清中コルチゾール(CS)、N/L 比等 7 項目を

検討。2 区間では指標に有意な差は認められず、６頭

のCSは朝2.20±1.67ng/ml、夕1.28±0.78ng/mlの間

で変化。 高気温が 30℃以上であった日の夕方の CS
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は 1.39±0.98ng/ml、30℃未満の日では CS1.17±

0.51ng/ml であった。昨年、削蹄時に CS は平均

42.4ng/ml と大きく上昇することを確認したが、この

ような大きな変化は認められず、一定の範囲での変動

を確認。今後、飼養条件を変え、どのようなストレス

が負荷された場合に指標が大きく変動するか、さらに

検討。 

 

440 分娩間隔が長い乳用牛群の血液生化学的検

査を中心とした調査：和歌山県紀北家保 松本順

也、野口浩和 

 管内の一酪農経営で、分娩間隔の延長と飛節周囲炎

が多発し経営上問題。牛群全体の健康状態を把握する

ため血液生化学検査を中心した調査を実施。当該農家

は専業で、現在経産牛36頭、育成牛15頭を飼養。飼

養形態は繋ぎ飼い、分離給与。一頭当たり平均乳量

7760kg、平均脂肪率3.98％、平均無脂固形8.73％、平

均分娩間隔17.1ヶ月。給与飼料方法、乳量、乳質、繁

殖状況の調査、群全体を泌乳ステージ別に分けBCSの

スコアリング、血液検査を実施。乳量は初期が も高

く平均乳量が 41.3kg であり、 盛期が 37.6kg。BCS

は初期で2.5と も低い。NEFAは、泌乳初期及び 盛

期において高値。同農家では泌乳量のピークを泌乳初

期に設定しているため遊離脂肪酸の増加およびBCSの

著しい減少が認められた。この時期、エネルギーバラ

ンスが負の状態となっていることが示唆。そのため、

生殖器機能が低下し空胎期間が延長するものと考えら

れた。 

 

441 県内の牛血清中マグネシウム濃度調査：和歌山県

紀北家保 苗村珠希、五島啓普 

 マグネシウム（Mg)は、生体内における必須元素の

一つで、神経や筋肉の興奮の調節や栄養素の代謝等、

生体の機能維持に重要な役割を果たしているが、牛の

臨床分野で測定される機会はそれほど多くない。そこ

で県内の牛血清中Mg（9戸150検体）を原子吸光分光

光度計により測定。血清は2005 年 4月～11 月に病性

鑑定及びヨーネ病検査のため採材された血清を使用。

乳用牛、繁殖和牛、肥育牛の平均血清Mg濃度（平均値

±標準偏差）はそれぞれ 2.3±0.2(n=131)、2.3±

0.2(n=10)、1.9±0.2(n=9)mg/dL。各農家の平均血清

Mg濃度も基準範囲（1.8～3.2mg/dL)内にあったが、一

部基準値以下の個体が見られた。基準値以下を示した

5頭のうち2頭が腸カタルに罹患しており、そのうち1

頭の回復が遅れ、数ヶ月後に死亡。血清Mgが低Mg血

症性テタニーを引き起こすレベルでなくても、基準値

以下の個体については注意が必要。 

 

442 ヌレ子導入時における初乳摂取状況調査結果：鳥

取県西部家保 岩尾健、大山放牧場 栗原昭広   

 平成１７年２月に飼養頭数１５０頭規模の哺育セン

ターが開設。１２月末までに２３戸の酪農家から１４

５頭のヌレ子を導入。酪農家による初乳給与の適正化

を図り、哺育センターにおける損耗防止の一助とする

ために導入時全頭の血清ＩｇＧ濃度の測定及び血清生

化学検査（項目：ＧＧＴ、ＴＰ、ＡＬＢ、ＴＣＨＯ、

ＢＵＮ）を実施。結果、各個体の血清ＩｇＧ濃度は0.53

～4.81g/dl（平均 2.0）と大きく分散したが、農家間

では顕著な差は認められなかった。分散が大きい原因

として、適正に初乳が給与がされていないか初乳中の

ＩｇＧ濃度の低値が疑われた。追跡調査から血清Ｉｇ

Ｇ濃度が高かった個体は、その後の治療回数が少なく、

発育も良い傾向が認められ、これらのデータを酪農家

に還元することによって、初乳の重要性について再認

識を図る。 

 

443 哺育育成農場における初乳摂取状況の評価：鳥取

県鳥取家保 井上禎文、水野恵    

 管内の哺育育成農場(常時１８０頭飼養)において、

導入後約２週間以内で３０日齢以下の子牛１６９頭を

対象に、初乳摂取状況を市販の血漿中ＩｇＧ濃度定量

キット（ＳＲＩＤ法）を基準に他項目を比較した。そ

の他項目は血漿中総タンパク濃度（ＴＰ）、グロブリ

ン濃度(ＧＬＯ)、γＧＴＰ濃度（ＧＧＴ）、亜硫酸ナ

トリウム混濁法（ＳＳＴＴ）。ＩｇＧ－ＧＬＯ相関は

０．６２、ＩｇＧ－ＴＰは０．６、ＩｇＧ－ＳＳＴＴ

は０．５７とやや弱いながら相関を認めた。初乳摂取

の目安をＩｇＧ濃度10mg/ml以上としたとき、 も相

関係数が高いＧＬＯでの基準値設定のため評価を行っ

たところ、３g/dlをカットオフ値することで、ＩｇＧ

とＧＬＯ濃度の一致率が７６．９％と も高かった。

よって、ＧＬＯ濃度は初乳摂取状況をある程度安価で

正確に判定可能。 

 

444 肥育前期におけるウルソデオキシコール酸

(UDCA）および酵母製剤の投与効果：島根県家衛研 森

脇俊輔、白石忠昭 

 肥育牛の導入着地後のストレス軽減を図ることを目

的に、ウルソデオキシコール酸製剤（UDCA製剤）と酵

母製剤を用いて、肥育前期における低容量投与（10g/

日）の効果を検討。結果、UDCA製剤における試験開始

3 週後の増体重は、投与区が 20.0±7.9kg、対照区が

10.0±11.4kgであった。試験終了５週後においても同

様の差で推移した。血液化学発光能と白血球数の推移

より、ストレスの影響から早期に回復したことが示唆

され、また、総コレステロール値(TC)から採食量と代

謝機能の早期回復も伺えた。一方、酵母製剤について

は、投与区の胸囲の増幅は16.2±2.6cm、対照区は14.0
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±3.5cmであった。TCなどの推移から、投与区におけ

る飼料効率の良さが示された一方で、対照区のTC値は

配合飼料の増量に逆行し５週まで低下した。以上から、

UDCA製剤は輸送ストレスの早期改善効果が、酵母製剤

はルーメン機能改善効果が伺え、これらの低容量投与

により肥育初期における増体改善効果が期待された。 

 

445 ホルスタイン種去勢牛のビタミン投与による肉

質改善：徳島県徳島家保 松英百合子、鴻野文男 

 管内ホルスタイン種肥育農家において血液検査を実

施。ビタミン添加群(添加群)とビタミン無添加群(無添

加群)の肉質等級、BMS、枝肉重量、血清中のビタミン

A(VA)、E、T-Cho、GOT、BUN を比較。添加群は飼料含

有以外に、VA を導入時(6 カ月齢)～8 カ月齢まで

15,000IU／日、19～22カ月齢まで6,000IU／日飼料に

添加。結果、無添加群はBMS 3.64と高値だったが筋肉

水腫が多発、枝重平均461.3kg、B2率23％。添加群は

BMS 3.55と0.1ポイント低下したが、筋肉水腫は発生

せず、枝重平均477.5kgと16.2kg増量。B2率11.3％

と12％低下。6カ月齢と7カ月齢の無添加群BUN平均

は3.83mg/dlと6.5mg/dl。これに対し、添加群の平均

は12.5mg/dl と 11.3mg/dl に増加。BUN 上昇は導入直

後の蛋白摂取量の増加によると推察。肥育前期ビタミ

ン添加で出荷成績向上。定期血液検査はVA欠乏牛を早

期に発見し、飼養者の飼育管理技術をも高め、家保と

の連携意識の向上に繋がった。現在、他肥育農家に同

検査を導入し、改善指導を実施中。  

 

446 褐毛和種の飼料給与試験に伴う血中ビタミン濃

度動態調査(第1報)：熊本県阿蘇家保 内山由香 

 管内の畜産団体と協力し、地域一環経営による肉用

牛生産を目指し、従来の濃厚飼料多給型肥育方式に対

して、阿蘇地域の豊富な草資源を活用した粗飼料多給

型長期肥育試験を実施中。18ヶ月齢までの成績の比較

検討の第一報。供試牛は褐毛和種去勢牛、試験・対照

区、各6頭。試験区は出荷予定月齢を28ヶ月と設定し、

イタリアンライグラス（一番草）のヘイレージを飽食。

血中ビタミンA(VA)、ビタミンE(VE)、βカロテン濃度

の定量（隔月）と測尺（毎月）を実施。試験成績は、

平均VA濃度；試験区は18ヶ月齢時132.6IU/㎗、対照

区は10ヶ月齢時をピークに以後低下を続け、欠乏値を

示す個体が散見。平均VE濃度；両区ともほぼ正常範囲

内で推移。平均βカロテン濃度；試験区は常に正常範

囲内を推移し、対照区は 12 ヶ月齢時を除き 6.2～

16.2IU/㎗と正常値以下を示した。発育状況；各部位の

測定は何れも対照区が試験区を上回ったが、試験区の

ように肥育期間を延長することである程度解決できる

と推測。今後、試験牛の枝肉成績の調査と同時に付加

価値の実証に努める。 

 

447 Ｋ市肉用牛肥育部会の肥育成績向上への組織

的取り組み：大分県大分家保 佐藤邦雄 

 管内K市において肥育成績向上を目指し、VA欠乏

飼料を給与している生産者の肥育部会員を対象に平

成10年度からVA 濃度を測定。導入時から出荷時ま

での肥育牛について、2 ヶ月毎に採血し、高速液体

クロマトグラフィーにて血清中のVA値を測定。検査

結果は県畜産試験場作成の VA 値推移モデルを基に

したＫ市の飼料方法に合わせた VA 推移モデルを作

成し、部会員に周知。又、年 1 回農家毎の検討会を

実施。VA 測定値を基にした指導の結果、K 市当部会

の枝肉成績は向上し4･5率が15年度76.9％、16年

度58.9％と県平均より高く推移。又、各種枝肉共励

会においても上位入賞を果たす。しかし、年度毎に

肥育成績にばらつきが見られる事から、今後安定し

た成績を維持できるように、農協や肥育部会と協議

しながら VA 値に基づいた指導をさらに強化してい

きたい。 

 

Ⅲ－７保健衛生行政 

 

448 地域ぐるみでの農場ＨＡＣＣＰの実践と定着へ

の課題：北海道宗谷家保 石山敏郎、山本安則 

 管内A町B地区の酪農家10戸で、平成15年9月か

らHACCPの考え方による衛生管理（以下、農場HACCP）

を、家保を牽引役とした関係機関が推進。危害因子は

生乳中の細菌増殖及び抗菌性物質残留、防止措置は搾

乳機器適正洗浄及び治療牛の識別等を設定。記録表は

記帳の習慣化が容易な様式を作成。モニタリングは食

中毒菌等の微生物検査及び搾乳機器検査を実施。記帳

励行により、抗菌性物質残留乳等異常乳の発生なし。

モニタリングにより、飼養衛生管理の徹底を再確認及

び搾乳機器の適宜分解洗浄、部品交換を実施。実践開

始後1年半、多数の農場が「実践による経済的メリッ

トなし、精神的支援を希望。管内での農場HACCP普及

を期待」と意見・要望を提示し継続に難色。関係機関

が、乳業会社の広報誌で本取組を紹介、新規に他地域

4 戸で普及させた結果、実践継続。農場 HACCP 定着に

は、精神的支援による報奨制度の構築、地域指導者の

育成及び検証機関の設置が必要。 

 

449 網走管内の家畜自衛防疫組織を中核とした牛の

サルモネラ症防疫対策：北海道網走家保 高橋弘康、

吉間昌行 

 家畜自衛防疫組織(以下、自防)の伝染病発生時の防

疫対策支援活動の充実を目的に、地域内の牛のサルモ

ネラ症防疫対策を自防が中核となって実施するよう指
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導。対策開始時、自防主催の清浄化対策会議開催、構

成員の意志統一及び役割分担明確化、具体的対策を確

認し遂行。当所は検査、衛生指導及び啓発を通じ支援。

本症清浄化後、防疫対策の検証のため、フォローアッ

プ調査を実施。調査では自防が中核となった清浄化対

策に良好な評価。対策では、牛舎内の清掃・消毒の強

化、野鳥等の侵入防止対策等を強化。野鳥等侵入防止

対策改善事例は自防主催の講習会で飼養者へ還元。成

果として、防疫対策の実働を伴った自防体制の整備、

飼養者の労力的、経済的及び精神的負担を軽減、事例

に即した細やかな対応、自防構成員の飼養衛生管理へ

の関心も高まる等意識改革もできた。 

 

450 肉用牛繁殖農家の生産性向上への取組みと課

題：青森県青森家保 村井孝生、今真理子 

  管内の肉用牛繁殖経営は、高齢化や後継者不足の要

因から戸数及び頭数の減少が進んでいる。そこで管内

を代表する２地域を生産性向上に向けた「重点指導地

域」に選定。①講習会・座談会の開催②飼養衛生管理

基準の遵守指導③獣医診療体制の整備④繁殖管理指導

等の取組みを実施し、それぞれの地域が抱えている問

題点の改善を図った。その結果、死亡事故の減少、人

工授精体制の確立、飼養衛生管理基準の遵守、新規参

入希望者の講習会参加等の成果が見られ、 近の県子

牛価格上昇から増頭希望等の生産性意欲の向上が見ら

れてきた。しかし、規模拡大の実施には①牛舎施設②

飼料の確保③繁殖技術④労働力不足等の課題があり、

今後高齢化がますます進む中、繁殖経営拡大又は新規

参入の促進を図るためには、担い手グループの育成、

仲間作り、高齢者への支援等の地域内協力体制確立と

簡易牛舎・繁殖素牛導入等への今まで以上の支援対策

も必要であると考える。 

 

451 乳用牛における初乳 IgG 濃度調査と給与技術指

導：岩手県県南家保 斉藤清美、奥友正範 

  新生子牛への高い免疫の賦与は、疾病予防に重要で

ある。今回初乳と子牛IgG濃度調査並びに携帯糖度計

（屈折式）を用いた初乳品質簡易推定法を検討。期間：

平成17年6月から12月。材料：ホルスタイン種の分

娩当日初乳84頭及び子牛（1～29日齢）血清53頭。

結果：①供試初乳(乳房炎乳・血乳等異常乳を除く)の

平均IgG濃度は76.1±32.9mg/mlと大きな偏差を認め

た。②子牛血清 IgG 濃度は平均 11.9±7.1mg/ml。

10mg/ml未満が53.7％で給与方法等調査から低品質初

乳給与・粉末初乳調整失宜などによる給与IgG濃度不

足が主な要因と判明③糖度計測定値(Brix 値)と初乳

中IgG濃度間には高い相関(r＝0.76)。Brix値20%以上

で初乳IgG濃度50mg/ml以上となることを確認。初乳

品質手技的にも簡易であり初乳品質簡易推定法として

の有用性を実証。Brix値による調査成績の還元及び研

修会（２回）の結果、改めて初乳品質・給与方法の重

要性の理解と糖度計による農家個々の自主的検査によ

るほ育事故低減への取り組み体制が図られた。 

 

452 放牧地で発生した牛疾病の緊急衛生対応にみる放

牧利用促進効果：岩手県中央家保 佐々木悠佳、長山

玲子 

 管内一放牧場（ホルスタイン種未経産牛246頭）で

牛ウイルス性下痢・粘膜病が1頭発症したことから、

まん延防止対策として放牧牛および農家同居牛の疫学

調査を実施した。放牧牛では生ワクチン未接種126頭

中89頭が抗体保有。未接種牛のうち82頭に異常産が

危惧。同居牛では持続感染牛は認められなかった。農

家及び関係者に同病の感染経路及び病態の説明と全頭

に接種可能な不活化ワクチン接種によるまん延防止策

を提案した。結果、集団管理施設での予防の重要性を

農家が理解し、抗体陰性牛全頭に不活化ワクチン接種。

経費は自衛防疫団体の事業化により農家負担軽減。本

年放牧及び次年度以降不活化ワクチン接種体制が確立

し放牧事業の継続が図られた。関係者の不安解消を図

るための的確な情報提供を行うと共に農家・関係機関

との綿密な意見・情報交換による緊急衛生対応でより

強い信頼関係を構築。今後、管内牧場関係者に本病の

周知と不活化ワクチン接種を推進する。 

 

453 レベルアップを目指した3年間の牧野衛生対策の

取組と成果：岩手県県北家家保 坂田健一、村田健一 

 管内には31ヵ所の公共放牧地(牧野)があり、低コス

ト生産を目的とした放牧衛生対策において、ﾋﾟﾛﾌﾟﾗｽﾞ

ﾏ病(ピロ)及び消化管内線虫(線虫)に係る対策が未だ

不十分であったことから、3年間のｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞに取組み

その成果を報告。方法として、H15年には20牧野でｽｸ

ﾘｰﾆﾝｸﾞ検査を実施、衛生状況を農家に解りやすく提示

するため、ＡＢＣ3ランク(Ｃ；ピロ対策が不十分3牧

野、Ｂ；ピロ対策十分も線虫を確認5牧野、Ａ；衛生

対策良好12牧野)に分類。H16･17年は、より上位のラ

ンクを目指すため牧野別にﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑを提示かつ展示牧

野を設定し効果を検証。結果、全牧野とも衛生対策は

向上し、①18牧野がＡランクに到達、②11牧野が新た

な対策を導入、③費用対効果で9,801,567円の便益、

④管内全域で衛生意識高揚を確認。成果を牧野衛生検

討会(327 人参集)で関係者に公表かつｱﾝｹｰﾄ調査で検

討会の必要性と対策の改善意識を確認。今後は、本取

組を継続し更なる衛生対策の向上を図りたい。 

 

454 既存施設を利用して開催された第5回東日本和牛

能力共進会の防疫衛生対策:山形県置賜家保 本間里

美、塩野正志 
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平成12年口蹄疫発生のため延期されていた第5回東

日本和牛能力共進会が平成17年9月に開催。当所は県

実行委員会家畜衛生部に所属し延べ 95 名の家畜防疫

員等の動員を計画。業務マニュアルを作成し事前周知。

出品牛搬入作業効率化のため衛生検査証明書等を FAX

で事前確認。家畜運搬車の消毒、臨床検査も円滑に進

行。定期巡回で出品者等と信頼関係を構築、出品牛は

良好な状態で審査に臨み、搬出まで健康管理を継続。

来場者の靴底は会場及び繋留牛舎出入口の消毒麻袋で

対応。以上の「疾病を持ち込まない・持ち出さない」

防疫対策に加え、既存家畜市場の会場利用から、屋根

の低い牛舎の暑熱対策も重要課題と認識。各前年の開

催同日晴天時に気温や牛舎への日射し等、環境調査を

実施。開催延期に伴い得られた過去2年分のデータを

有効活用し、屋根に散水設備、南・西側の軒に寒冷紗

を設置、隣接の雑木林を日陰林に整備し暑熱に対応。

既存施設での夏季開催による弊害を十分に防除。 

 

455 農場HACCPの普及に向けた取り組み：福島県会津

家保 秋元穣 

 平成15年12月から管内の肉用牛100頭を飼養する

肥育農場で農場HACCPの導入を試み、平成16年度には

危害分析に基づく3つの重要管理点の設定、これに対

する管理基準の作成とモニタリング、飼養衛生管理基

準を基にした衛生管理スコア表の作成とスコアリング

を実施。その結果、記録の習慣化と飼養衛生の改善が

認められた。平成17年度には家保主体から農家自身の

自主的な実施へと移行したが、衛生管理スコアがさら

に向上し、疾病発生の減少、枝肉重量の増加等が認め

られた。また、当農場では昨年、この取り組み等が高

く評価され、第46回福島県農業賞を受賞。平成17年

度、新たに肉用牛肥育農場、養豚農場各1戸が生産履

歴を明らかにし、安全・安心な生産物の生産を図るた

め、HACCP の導入を希望し、モニタリング等を開始し

ている。引き続き、地域ぐるみで本方式を導入し、農

場HACCPの普及推進に努めたい。 

 

456 管内における乳質の現状と課題：群馬県東部家保 

湯浅広 

牛乳業界を巡る動きは近年活発になっており、集送

乳の合理化・牛乳検査所の集約化が検討されこれに伴

う牛乳取引基準も強化されようとしている。こうした

背景を踏まえ、本県においては体細胞数を主とした乳

質改善に一層の取り組みが求められている。そこで乳

質の現状と改善に向けた今後の課題について管内酪農

団体及び酪農家から聞き取り調査を実施し、効果的な

対応策の可能性について検討した。酪農団体の調査で

は一部の酪農家においては体細胞数が50万個/ml以上

と高く、その割合は約 15～23%であった。当該酪農家

では施設不備・経営状態の悪化・増頭による労働力不

足等、乳質改善への対応不足が散見された。一方、酪

農家の調査では、搾乳に対する基本技術の日常的チェ

ック不足も見受けられた。乳質は、牛乳生産に対する

意識の相違で左右される。更に不十分な確認が乳質改

善の遅延を助長すると考えられた。そこで調査内容か

ら得られた問題点を踏まえ対応策について検討した。 

 

457 生乳の生産ガイドライン普及：埼玉県川越家保 

加島恭美 

安全な生乳の生産を目的とし、平成14年度から管内

酪農家に彩の国畜産物生産ガイドラインの普及を進

め、平成17年11月末までに酪農家90戸のうち73戸

に対し生乳生産管理記録表の配布と記帳を指導。生乳

生産管理記録表は搾乳に係る衛生管理と治療状況を記

録する簡易チェック表、飼料給与記録表、導入牛管理

表の3部構成。記帳指導を行ってきた73戸の記録状況

を確認したところ、生乳生産管理記録表の記帳をすべ

ての項目で実施していた農家は4戸（6%）。一部実施

していた農家は41戸（56%）。全く記帳していなかっ

た農家は28戸（38％）で、「毎日の搾乳作業のチェッ

クは同じ事の繰り返しで煩雑」が主な理由。今後はポ

ジティブリスト制の導入など、生乳の生産現場におい

ても日頃の記録が必要なため、巡回指導を通し農家の

意識向上を図る。 

 

458 Staphylococcus aureus に高率に感染したフリー

ストール牛群における乳房炎清浄化対策（続報）：千

葉県中央家保 笠井英、林逸子 

 管内の一乳肉複合経営農家において、1999年から乳

汁中の体細胞数が増加。林らは、2000 年 11 月に搾乳

牛24頭中20頭の乳汁からStaphylococcus aureus（以

下SA）を分離し、フリーストール牛群に対する搾乳衛

生の改善、乾乳期治療の全頭実施、感染牛の計画的廃

用等の指導を実施。結果、感染牛の分離飼育や 後搾

乳をせずに SA 清浄化が可能であることを示唆する成

績が得られたことを 2001 年度に報告。その後、2005

年 11 月までに9回の全頭検査を実施し、SA感染牛の

追跡と水平感染の有無及び乾乳期治療効果について継

続的に確認。結果、SA分離率は2002年2月に50％、

2005年10,11月では28頭中3頭の10.7％、他に過去

陽性で経過観察中が3頭。2004年9月までに初産牛2

頭、2産2頭、3産1頭の水平感染による新たな感染牛

を確認。5年間で実65頭を検査しSA陽性は34頭、う

ち4頭はSA再発無しと判断。今後、SA清浄化とその

後の維持を図り、本事例を他農場の指導に活用したい。 

 

459 牛のヨーネ病患畜発生農場清浄化への取り組

み：千葉県北部家保 佐藤岳彦、井出基雄         
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平成17年1月､搾乳牛70頭､育成牛50頭を飼養する

農場においてELISA法により4頭のヨーネ病患畜が発

生した。患畜発生頭数が多いこと､畜主の協力が得られ

ることから､本農場においてヨーネ病清浄化への取り

組みを行った。個体の検査として､8 月および 11 月に

ヨーネ病防疫対策指針に基づく ELISA 法､早期清浄化

を目的として IFNγ検査および糞便を用いたリアルタ

イム PCR(rPCR)を実施した。また農場内の汚染状況を

確認するため､12 ヵ所の環境材料について毎月採材し

た。畜主に対しては､牛舎毎の長靴の履き替え､清掃お

よび消毒についてヨーネ病対策を指導､チェック表を

作成し清掃回数を記録できるようにした。現在までに､

新たな患畜の発生はない。環境材料の検査では､乾乳牛

舎において8月および10月にそれぞれ1ヵ所ずつrPCR

陽性となったが､他の場所については全てrPCR陰性で

あった。また､チェック表への記入を習慣化することに

より､衛生意識の向上がみられた。 

 

460 酪農家に導入した簡易尿処理システムの効果と

課題：神奈川県足柄家保 後藤佐知子、柏木聰         

 管内の黄色ブドウ球菌（S.A）陽性農家であるA酪農

家において、乳汁中体細胞数のモニタリングにより潜

在性乳房炎牛を摘発。うち1頭の乳汁よりS.Aを分離。

A 酪農家では他にも毎年数頭の新規S.A 保菌牛が摘発

されており、これらの摘発時期および産次等から S.A

の新規感染は農場内で起こっている可能性が も高い

と示唆。保菌牛由来S.Aによる周辺牛および周辺環境

の汚染状況把握のため、周辺環境拭き取り検査を実施。

これらからS.Aは分離されず、周辺環境がS.Aの感染

源となる可能性は低いと示唆され、搾乳時に1頭1布

での乳頭のみの清拭、ペーパータオル等の使用、手袋

着用が着実に履行されていないことから、A 酪農家の

S.A 新規感染は搾乳方法の不備が原因で起こっている

と推察。これらの点を改善することでS.A新規感染を

遮断できると期待。今後搾乳衛生を中心に乳質改善指

導に取り組む予定。 

２戸の酪農家が簡易尿処理システムを導入した。県

内での設置例が少ないため、臭気の発生、経済性、省

力性、管理面等について、一年間調査を実施。 終処

理水の水質検査も併せて実施。対象：Ａ酪農家（成牛

19 頭飼養）、Ｂ酪農家（成牛 34 頭飼養）。調査期間：

平成16年12月～平成17年11月。臭気（アンモニア

濃度）は敷地境界及び 終処理水で検出されず、にお

いもほとんど感じられなかった。経済性では、設置費

用は廃物利用により200万円程度で、電気使用料は月

額 2 千円～4 千円。労力的には畑に散布する回数が従

来より減少し、 終処理水は汚物感がなく扱いやすか

った。一年間故障はなく、特別なメンテナンスも不要。

終処理水は、BOD 値、大腸菌群数について、排水基

準値を下まわるものが多かった。以上から、本システ

ムは十分普及できると思われた。しかし、液肥として

の利用については、利用方法等を含め、さらに検討が

必要。 

 

461 上越地域における生乳体細胞数低減に向けた取り

組み：新潟県上越家保 曽我万里子、金子周義 

 平成15年から管内生乳体細胞数及び乳質格差金支払

い率が増加。関係機関で支援チームを作り乳質改善指

導を開始。平成 16 年度からは新たに黄色ブドウ球菌

(SA)スクリーニングのため搾乳牛全頭全分房の細菌検

査、検査成績のデータベース化によるモニタリング、

研修会での搾乳衛生指導等を実施。平成16年4月から

平成17年12月までに管内34農場中31農場、延べ805

頭、3106分房を検査。SAは20戸(65%)、133頭(17%)、

210分房(7%)から分離。成績を基に支援チームで農場を

巡回。農場毎に問題点及び対策を検討し、計画的治療

や淘汰、搾乳方法の改善等を指導。平均体細胞数は 54

万/ml(H15)、46万/ml(H16)、41万/ml(H17)に、格差金

支払い率は 62%(H15)、39%(H16)、35%(H17)、支払い金

額の管内合計は 76.9 万円/月(H16)から 55.7 万円/月

(H17)に低減はしたものの依然高め。今後もモニタリン

グと検査を継続し、個々の農場の状況に応じた対策を

指導していく方針。 

 

462 黄色ブドウ球菌保菌牛の摘発を中心とした衛生

管理指導の取り組み：富山県西部家保 石地智乃、村

上進 

 

463 小型ピロプラズマ原虫重度寄生牧場の改善策：富

山県西部家保 牧坂敦、竹島由実子  

管内Ａ公共牧場は典型的な夏山冬里方式で乳用育成

牛を放牧、草地更新はＨ14年度以降無く、牧養力は低

下。開牧以来小型ピロプラズマ原虫（ピロ原虫）の重

度寄生牧場で、ピロ原虫による貧血、不妊等が問題。

Ｈ15 年度はピロ原虫寄生率 100％、7 月平均Ｈｔ値

20.8％、受胎率63.2％と低値。Ｈ16年度はピロ原虫

盛期を避け7月上旬に早期閉牧。今年度は過去5年間

の問題点を整理、以下の改善策を実施。①個体別対応

から、陽転後直ちに群として全頭に抗原虫剤の投与、

②定期検査回数の増加、③プアオン法による塗布部位

の拡大（背線及び陰部周囲・乳房）、④牧養力を考慮し

た補助飼料の改善、⑤飲料水の安定確保。その結果ピ

ロ原虫の寄生率は73％であったが、放牧期間を軽度か

つ持続的寄生なく推移。ＤＧ値1.0㎏、受胎率86.7％、

7、8月のＨｔ平均値31.6％と好成績。改善策が相乗的

に効を奏したと考察。 

 

464 搾乳衛生向上のための酪農家の危害分析～ＨＡ
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ＣＣＰ方式の導入を目指して～：石川県南部家保 金

田信春、黒田芳純 

 消費者に安全・安心な牛乳を提供するため、平成16

年度から管内 18 戸の酪農家において、生乳の細菌汚

染、風味異常、抗生物質残留の危害分析を実施。バル

ク乳と個体乳の細菌検査により、乳房炎牛の治療・淘

汰および搾乳衛生管理を指導。血液生化学的検査、MUN

成績より牛群の健康管理と飼料内容を改善。酪農家の

搾乳作業に立ち会い、施設設備管理、搾乳手順および

抗生物質管理について現地調査を実施。調査結果は、

作業手順毎に詳細に文書化、写真とともにわかりやす

く農家に示して改善を指導。1 頭 1 布、ポストディッ

ピングは多くの農家で実施。ストリップカップの使用、

手袋着用の実施率は低かった。搾乳作業を点数化して

比較、点数が低い農家ほど生乳中の体細胞数、生菌数

が高い傾向。抗生物質管理では、メーカーチェック、

牛体の目印、使用記録の３項目を実施している農家は

5 戸（28％）。これらの危害分析により、各農家毎の

問題点が明確化、作業手順や搾乳環境の見直し、搾乳

衛生意識の向上が認められた。 

 

465 管内の生乳生産段階での衛生管理の現状と今後

の課題：石川県北部家保 伊藤美加、石川直樹 

生乳生産段階でのHACCP方式導入を目的に、H16年度

から生乳生産衛生管理システム導入支援事業を実施。

17戸の酪農家で、搾乳衛生管理調査、個体乳及びバル

ク乳の細菌検査等を行い、改善指導を実施。搾乳衛生

管理は、チェック表のABC評価でA(良い)0戸、B7戸、

C10戸。危害要因で多いのは①ミルカーの洗浄16戸②

バルクの洗浄15戸②前搾り15戸。個体乳検査では、

環境性乳房炎菌が93％と高率に検出。バルク乳検査で

は生菌数、低温細菌数共に高値。細菌検査結果と危害

分析を同時に示し指導することで個々の作業の重要性

を認識、農家自ら重要管理点を設定。バルク乳検査で

効果判定を実施した13戸中9戸で改善され、平均生菌

数20×104が29×103、平均低温細菌数68×103が14×

103 CFU/ml。問題点として①乳房炎牛の摘発と対応②

搾乳機器のメンテナンス③対象農家が多くアフターケ

アが困難等あり、H18 年 4 月からの中央酪農会議の管

理基準との協調等が今後の課題。 

 

466 生乳処理室のHACCP推進：福井県家保 二本木俊

英、朝倉利江 

 生乳の安全安心確保のため、酪農家の生乳処理室の

HACCP 普及啓発と HACCP 手法に基づいた衛生管理を推

進。対象は、食品衛生法のアイスクリーム類製造業の

許可を受け、自家生産した生乳を原料に通年でアイス

クリーム類を製造販売している酪農家２戸。酪農家に

HACCP に対するアンケートを実施、この結果に基づき

HACCP 普及啓発用チラシを定期的（月３回）に配布。

内容は「HACCPとは」「記帳、記録の保存の重要性」「バ

ルククーラーの洗浄」など。意識の向上のため重複内

容でも繰り返し掲載（現在継続中）。生乳処理室のふき

取りによる細菌検査を定期的に（月1回）実施。細菌

検査の結果、洗浄後のバルククーラー内面、水道蛇口、

生乳処理室ドアなどから大腸菌群を分離。バルククー

ラーの温度、パイプラインミルカーの真空圧、洗浄抗

生物質投与牛などの確認、記帳と記録の保管を指導。 

 

467 管内酪農家の乳質改善指導：山梨県西部家保 牛

山市忠、鎌田健義 

 当所では昨年10月から、農協、酪農協、共済獣医師

等と連携し、体細胞数が50万/mlを超える酪農家に対

して乳質改善指導を実施してきたが農家7戸中6戸で、

体細胞数が50万/ml以下に減少する等一定の乳質改善

が認められた。本年度は、特に経営的に問題のある A

農家に対して、さらに重点指導を行った。A 農家は、

本年4月、5月にバルク乳で体細胞数が50万/mlを超

えたため乳房炎の疑われる牛について、個体別に細菌

検査、薬剤感受性試験を実施し、共済獣医師による治

療を依頼した。また、畜産協会等、関係機関で経営内

容について協議し、個体別に乳量増加のための給与飼

料の検討及び低能力牛の淘汰等を指導したところA農

家は、乳房炎罹患牛が減少し、乳量も上昇傾向に改善

された。また、収益性の向上が認められた。今後も、

関係機関と連携し酪農家の乳質改善指導を強力に推進

していく。 

 

468 黄色ブドウ球菌による乳房炎発生農場での防除

対策：山梨県東部家保 神藤学、福沢昭文 

 生産者団体の依頼により、体細胞数を少なくするた

め乳質改善指導チームとして農家を指導。平成17年2

月より黄色ブドウ球菌（以下SA）による乳房炎発生農

場を重点指導農場とするため、バルク乳のSAモニタリ

ング検査を実施、SA陽性農場３戸の全頭検査は、Ａ農

場で12/27頭(44.4%)・23/102分房(23%)、Ｂ農場で4/15

頭(26.6%)・7/59 分房(11.9%)、Ｃ農場で 4/12 頭

(33.3%)・6/48分房(12.5%)からSAが分離。SA陽性牛

群の設定と分離、乾乳期治療、盲乳、淘汰等のSA感染

拡大防止対策を講じた結果、Ａ農場では 6/23 頭

(26.1%)・9/89 分房(10.1%)と 8ヶ月間でSA陽性率が

半減し、Ｂ農場ではバルク乳のSAの陰性化が図られた

（Ｃ農家は予定どおり、肉用牛へ経営変更）。 今後も

関係機関の協力のもとSA防除対策を継続し、体細胞数

の改善を図る。 

 

469 酪農家における県外導入牛の状況と衛生指導：山

梨県西部家保 松下摩弥、輿水佳哉 
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 現在、管内では57戸の酪農家で2,173頭の乳牛が飼

養されている。家畜を飼養する際、農場内に疾病を持

ち込まないことが重要となるが、昨今の病気発生の動

向も踏まえ、県外からの導入状況について調査した。 

  平成13年度からの年度毎導入頭数は、38頭～145

頭（平均86頭）となっており、管内の導入牛が飼養頭

数全体に占める割合は、平均3.8％であった。また、

どの年度においてもその内訳は北海道からの導入が8

8％以上を占めて も多く、長野県・宮城県・三重県か

らも少数ではあるが導入が行われていた。県外導入は、

毎年同じ農家で、飼養規模が管内平均以上の農家に多

く見られた。 

 導入後のヨーネ病自主検査（エライザ検査・ヨーニ

ン検査）で、本病の摘発事例はないが、今後も県外導

入時には、各種疾病未発生農場から導入すること、自

主検査による監視を実施すること等、指導を継続して

いきたい。 

 

470 管内酪農地帯の乳質改善の取り組み：岐阜県岐阜

家保 山路浩志、野垣琢哉 

昨年、M 酪農組合において発表した搾乳作業の点検

項目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項目の内5項目以上を実施した農家や、ミルカ

ー点検で異常のない牛舎環境の良い農家において、他

の農家に比べバルク乳体細胞数が有意に低かったこと

から、2005 年 5月より、管内酪農地帯12戸をモデル

農家として選定し、今回も同様にこの点検項目につい

ての搾乳作業の改善指導と、ミルカー点検、牛舎環境

等の状況調査を行い、乳質改善指導を行った。その結

果、9 戸の農家でバルク乳体細胞数が低下。乳質規制

基準の反則金（ぺナルティ－）のかかる体細胞数 30

万個／mlを超える農家8戸のうち4戸で30万個／ml

以下となった。今後とも上記6項目を重点的に指導し、

酪農家全体の乳質向上に努めていきたい。 

 

471 低乳質農家への効果的巡回指導方法の検討：静岡

県東部家保富士分室 中村美穂、森比佐子 

乳質改善について十分な指導成果を上げるには、指

導側の継続指導体制の構築が必要。そこで、飼養衛生

管理カルテを農家ごとに作成し、効果的な指導方法を

検討。A酪農家（搾乳頭数44頭）の場合、乳質改善チ

ェック表分析の結果、飼養管理及び搾乳手技に多くの

問題点を認め、搾乳立会を取り入れた濃密巡回指導が

必要と判断、段階を追って指導を実施。指導開始時の

バルク乳体細胞数は122万個/ml、全体の39%が黄色ブ

ドウ球菌（以下SA）に罹患。週1回の立会では、改善

項目を1週ごとに選定しクリアしていく方法を実施。

その結果、6 回目の立会で正しい搾乳手技が定着し、

その後の細菌検査で新たなSA感染はなく、2ヶ月後の

バルク乳体細胞数は36.2万個/mlまで低下。以上のこ

とより、正しい飼養管理と搾乳手技の基本が身に付く

まで巡回を重ね、その効果を立会の都度検証すること

が大切。さらに関係機関とカルテを共有し引き継いで

いくことが重要。 

 

472 衛生的牛乳生産への取組み：静岡県西部家保 西

原由希子、望月克浩  

 過去、乳房炎牛の摘発、菌分離、投薬指導を主とし

た乳質改善指導を実施してきたが、効果は一時的。そ

こで、管内一酪農協（対象37戸、1,400頭）にて、農

家主体の飼養衛生、搾乳衛生への取組みによる持続的

な生乳中体細胞数減少を目標に指導実施。乳質改善検

討会を開催、取組み方針等の説明と共に、体細胞数が

多い農家を中心に10戸を選定、搾乳実態を立入調査。

搾乳手順を観察し、問題点の確認、所要時間測定等実

施。その結果、必要な作業の省略、乳頭刺激から搾乳

までの時間超過、ライナースリップの多発などが認め

られた。問題点を整理してフィードバックし、農家自

身が毎日の作業を見直すよう指導。他、体細胞数検査

は組合が自主的に行い、農家の体細胞数に対する関心

を高めた。搾乳衛生は、飼養衛生管理を含む日常作業

の確実な実施が重要であり、農家の問題意識を高める

指導が有効であると思われた。 

 

473 牛白血病の浸潤状況調査と発生予防対策：愛知県

西三河家保 岡地啓之、村上みちえ 

牛白血病が管内で平成12年次から平成16年次まで

発生し(のべ5戸5頭)、寒天ゲル内沈降反応による抗

体検査でも平成 16 年度に陽性率が、戸数比 53.8％、

頭数比 25.2％まで上昇したので、平成 17 年度に牛白

血病の発生予防と抗体陽性率低下を目的に防疫対策を

実施。平成17年次は2戸2頭の発生があり、抗体検査

でも平成 17 年度は更に陽性率が上昇し(戸数比

69.3％、頭数比 32.6％)、管内での発生リスクの上昇

を確認。疫学調査では、吸血昆虫の媒介、母子感染、

後継牛の外部導入に加え、人工授精や治療等出血を伴

う作業における器具・器材の取扱失宜が重なり抗体陽

性率を上昇させていることを推察。発生農場等での抗

体検査で垂直感染を推察するとともに初乳処理の効果

を確認。初乳の加熱又は冷凍後投与、器具・器材の洗

浄消毒等適切な取扱、搾乳順序変更等の個別指導によ

り、牛白血病の防疫対策を意識した飼養衛生管理を実

施する農場が増加。今後も抗体検査の継続と防疫指導

の徹底により、牛白血病の発生予防に努める。 

 

474 管内の公共牧場における家畜衛生指導の現状：愛

知県西三河家保加茂支所 犬養尚子、宮田幸路 

- 97 - 



和牛生産が盛んな管内には繁殖和牛の放牧を行って

いる公共A 牧場があり、約４０頭を畜産経験の浅い 3

名が他業務と兼務して管理。当所は公共牧場放牧管理

技術確立対策事業により、小型ピロプラズマ（ピロ）

病検査と繁殖障害検査および管理指導を実施。本年度

はピロ原虫の寄生率低下および繁殖成績の平均空胎日

数125日以下を目標に指導。ピロ対策はプアオン法術

式の再指導、投薬回数を2週に1回に増回および雨天

での投薬禁止を指導し、寄生率は 8.6％に減少。感染

は初放牧される若齢牛に多い傾向。繁殖関連対策は、

繁殖牛一覧表の作成、個体情報を明記したボードの設

置を指導し、1 月現在平均空胎日数は 133 日。今後は

現在の指導に加え、初放牧牛の重点的ピロ病対策、発

情発見方法の指導、発情見逃し防止のためマーカーの

導入による繁殖成績の改善対策と、飼養管理対策、子

牛の育成対策といった新たな改善目標への取り組みに

向けた指導を行う予定。 

 

475 生産者団体が取り組む「おいしい近江の牛乳づく

り」への支援（第１報）：滋賀県家保 吉村理映子、

三溝成樹 

 生乳の需要低下や食の安全・安心への関心の高まり

を背景として、酪農家、関係機関ともに県内酪農の将

来を危惧。全農系列の85戸で平成18年1月から体細

胞数（SCC)を自主規制するためペナルティー制度導入

を決定。「おいしい近江の牛乳づくり」に向けた県全

体のSCC削減のため、平成17年6月、酪農部会を主体

に各関係機関で構成された良質乳生産支援会議を設

立。全員・全戸参加型の取り組みを目指し、県を4ブ

ロックに分割して研修会および巡回・立会を実施。巡

回は、牛体・牛床の衛生状況と搾乳手順の点検、ミル

カー簡易点検を軸に実施。実施後、重要項目を絞った

改善提案書を作成。改善提案は搾乳技術では過搾乳、

搾乳機器では真空圧が1位。ブロック独自の活動も推

進。3ブロック実施23戸で、実施前後のSCCを比較。

平成17年12月は過去2年の同時期と比較してSCCが

少。今後、支援の充実とともに酪農部会で沸き上が

った意欲の全農家への波及が課題。 

 

476 安全で高品質な生乳生産への取組み：大阪府南部

家保 大塚宏美、虎谷卓哉 

当所では、関係機関等と連携して安全で高品質な生

乳生産への取組みを続けてきた。【取組内容】①定期

的なバルク乳の成分、体細胞数、抗菌性物質検査②検

査結果に基づく指導書作成③定期的な講習会開催④問

題ある農家への個別指導等。 近3ヶ年の個別指導件

数は、細菌・体細胞数の増加113件、乳房炎108件、

乳成分の低下81件、アルコール不安定乳5件、風味異

常乳4件等。【個別指導事例】平成17年4月、管内一

酪農組合(3戸A、B、C)で細菌数及び体細胞数が急増。

Aは細菌数888万/ml、体細胞数312万/ml。B、Cは体

細胞数それぞれ 110 万/ml、192 万/ml。搾乳立会指導

と細菌･体細胞数検査を行い、改善するまで検査継続。

問題牛の生乳廃棄、搾乳手技の改善、牛床の石灰消毒

や衛生管理、原因菌別の対策等を指導。結果、細菌数

は30万/ml未満、体細胞数は50万/ml未満に改善。【ま

とめ】酪農家が自主的に安全で高品質な生乳生産に取

組めるよう、今後も関係機関等と連携し、検査指導の

強化を図る。 

 

477 グループを核とした繁殖和牛生産性向上対策指

導：兵庫県洲本家保 出口佳宏、山下ひとみ 

平成16年度から和牛婦人部一宮支部10戸を対象に

グループ濃密指導を実施。【指導内容】毎月、①人工

授精台帳整理、繁殖カレンダー配布、②ふん便スコア

記入表配付、③体高・胸囲測定、発育状況グラフ配布、

④飼料給与・環境改善指導、⑤生時・１週齢体重測定、

代用乳給与指導を実施。【成果】①代用乳給与子牛の

発育は良好、発育不良個体への代用乳給与の必要性を

認識。②初回受胎率は35.7（H16）から44.7％（H17）

に向上。③授精回数は2.1から1.5回に減少。④空胎

日数は145から96日に減少。⑤去勢の１日増体量（Ｄ

Ｇ）は0.93から0.94kg/日、価格比は1.01から1.04

に向上。⑥雌のＤＧは 0.81 から 0.84kg/日、価格比

は1.02から1.04に向上。⑦子牛生産頭数は129から

137頭に増加。⑧生産率は0.88から0.90に向上。⑨

育成牛を含めた飼養頭数も164から169頭に増加。【今

後の対応】今回の成果を、リーダー研修やミニ研修等

で普及啓発し、他地域や新たなグループへ波及。 

 

478 大規模酪農場の疾病発生状況とその対策：奈良

県家保 藤井規男、大中幸子 

 2001年4月に本県で初めて本格的なフリーバーン

方式による農場（搾乳牛約 750 頭）が開場。以降、

現在までの主な疾病発生状況と衛生対策をまとめ

た。2002年 11月に8頭の成牛、1頭の子牛の下痢便

より、S.Typhimurium を分離。少なくとも６頭が死

亡。パドック内が広範に汚染。2003年 5月に再発。

全頭にワクチン接種を指示。現在、農場内環境検査

でサルモネラは分離されず。2003年 7月、子牛に集

団の下痢が発生。１ヶ月で約20頭が死亡。コロナウ

イルス、ロタウイルス、大腸菌の混合感染による下

痢と診断。その後、母牛にワクチン接種を行い続発

はない。開場当初から乳房炎が多く、検査を実施。

51 例中、大腸菌群が 51.4%を占めた。パドック敷料

の堆肥の割合を高めてから、バルク乳の体細胞数は

減少（2002 年 53 万→2004 年 25 万）。2004 年度の

ヨーネ病定期検査で 4 頭の患畜を摘発。現在、清浄
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化確認のための検査を実施中、陰性で推移。 

 

479 一酪農家における黄色ブドウ球菌由来乳房炎の

清浄化に向けた取り組み：島根県江津家保 石倉洋

司、岡崎尚之 

 バルク乳検査から黄色ブドウ球菌（SA）汚染を認め

た一酪農家における、SA由来乳房炎の清浄化に向けた

取り組みの概要を報告。繋用牛全頭の乳汁検査により

8頭10分房からSAを分離。さらに、単離したSAの疫

学的検査により6頭8株のSAは同一由来株であること

が示唆された。牛の配置・搾乳順等の聞き取り調査結

果とあわせ、当該農家におけるSAの蔓延は搾乳者の手

指あるいは搾乳機器を介したものと推察され、搾乳手

技及び搾乳順等の衛生指導を行った。また、SA陽性牛

に対する乾乳期治療の徹底および早期陶太の検討、乳

房炎罹患牛の早期発見・治療のための乳汁細菌検査の

活用を指導。対策開始後定期的にバルク乳検査を実施

したところ、新たな感染牛を確認。今後の課題として、

新たな感染牛・感染分房を増加させないための搾乳衛

生および治療方針などを含めた対策プログラムを構築

し、清浄化へ取り組みたい。 

 

480 地域の牛呼吸器病対策：広島県備北家保 玉野光

博、山本祐輔  

 平成 15 年度から関係機関と連携し肥育牛の呼吸器

病予防対策モデル農家を選定、統一した指導方針のも

と呼吸器病5種混合不活化ワクチン（KV）接種による

対策及び病性鑑定の迅速対応体制の整備を実施。モデ

ル農家では、KV接種2週後には抗体価が有意に上昇、

8 ヶ月間持続。各農家の呼吸器病発症率は、23.7～

64.7％から0～13.8％に低下、衛生費も1頭あたり3000

～8000円削減され、その有効性を確認。病性鑑定は、

鼻汁の直接と沫による感受性試験を実施し、採材翌日

に感受性薬剤を診療獣医師に指示できる早期治療体制

を整備し、まん延及び重症化防止に効果。また、地域

の疾病発生情報を牛飼養農家全戸及び関係団体へ迅速

に情報提供するとともに、管内肥育農家及び酪農家の

巡回指導により成果を普及した結果、農家の予防意識

が向上し、KV接種率が、全頭未実施であったものが、

肥育農家で48.3％、酪農家で16.2％に上昇し、呼吸器

病の発生が減少。 

 

481 搾乳機器を中心とした衛生的乳質改善対策：広島

県東広島家保 伊藤直美、山中文子 

 平成17年4月にＡ酪農家でバルク乳から黄色ブドウ

球菌(以下、SA)を 103cfu/ml分離、10 月にＢ酪農家で

１頭の生乳から緑膿菌を分離。搾乳機器からバルク乳

及び生乳への汚染を疑い、搾乳機器の各部位の拭取り

検査を実施。Ａ農家ではバルクタンクの送乳ホース繋

口からSAを 105cfu/ml以上、Ｂ農家ではミルカーのク

ロー内部及びパッキンから緑膿菌を 103～105cfu/ml分

離。その他環境性細菌を様々な部位から分離。対策と

してミルカー及び送乳ホースの繋口等搾乳機器の分

解・洗浄・消毒を実施。劣化部品については早期に交

換をするよう指導。その後の検査で搾乳機器からSA及

び緑膿菌は分離されていない。今回の事例を機に、搾

乳機器の衛生的取扱いに対する農家の意識向上がみら

れ、搾乳機器の適正な洗浄方法等基本的日常管理の重

要性についても再認識してもらうことができた。 

 

482 当所の酪農指導への取組み：広島県備北家保 石

田恭子、城田圭子 

 当所単独での管内酪農家全 79 戸に対する飼養衛生

管理基準の周知・点検、呼吸器病及び大腸菌性乳房炎

の予防指導に加え、関係指導機関と連携し、総合対策、

乳房炎対策、暑熱対策及び疾病対策対象農家を選定し、

統一した指導方針及び役割分担に基づく、効率的かつ

一体的な指導を実施。また、衛生情報の迅速提供によ

る情報共有化体制を構築。地域全体に、飼養衛生管理

基準への適合改善意識が向上。総合対策農家では、飼

養給与改善及び個体管理表設置等の改善、乳房炎対策

農家では、黄色ブドウ球菌分離牛の盲乳・淘汰の実施

や適正な搾乳衛生の実施等の改善、暑熱対策農家では、

送風設備や給水設備の改善。疾病対策農家では、白血

病・ネオスポラ症の抗体検査に基づくまん延防止指導

により、疾病に対する防疫意識が向上。また，疾病発

生時の迅速な広報作成と配布体制を構築し、伝染病発

生時の迅速な情報伝達に対応できる体制を整備。 

 

483 繁殖雌牛の生産性向上を目指した周南地域への

取り組み：山口県東部家保 白尾大司、宮本和之 

 家保は繁殖雌牛が増加した周南地域(光地区、周南地

区)で生産性向上を目指し、関係機関と連携して農家指

導を実施。光地区では、平成14年から若手家畜人工授

精師を繁殖検診に同行させ、授精技術向上、地域畜産

振興を担えるよう誘導。併せて生産振興組織も指導。

周南地区の大規模肉用牛農場(K農場)に対し、15年に

受胎率が低下したため、16年から重点指導。繁殖状況

把握のため、週1回の繁殖検診を開始し成績を集積し

管理。授精、子牛育成技術の改善方針を明確化するた

め指導表を作成し、関係者間の連携を強化。受胎率は

光地区が14年62.5%→17年97.1%、K農場が15年66.0%

→17年94.9%、周南地域が14年72.8%→17年94.5%に

向上。子牛発育ランク(雌雄平均)は光地区が 14 年度

3.0→17年度3.2、K農場は1.2→2.9、周南地区は2.5

→2.9、周南地域は2.6→3.0に改善。生産率は周南地

域が14年度70.9%→17年度77.0%に向上。今後も指導

を継続し、山口型放牧を取り入れた新規繁殖農家を誘
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導予定。 

 

484 口蹄疫を疑う疾病発生の防疫措置：山口県中部家

保 脇本雄樹、松田普二 

 平成17年9月30日、共済獣医師から31頭飼養の酪

農家で、1 頭の蹄部に水疱を発見との通報を受け、立

入検査を実施。水疱は左後肢蹄部のみで、口腔、乳頭

等には確認されなかった。同居牛に異常は認められず、

疫学的に本病の侵入を疑う所見はなかったが、本病を

否定できず、動物衛生研究所へ病性鑑定を依頼した。

10 月 2 日、口蹄疫ウイルスの抗原検出 ELISA 及び

RT-PCR検査で陰性の報告を受けた。口蹄疫の潜伏期間

及びウイルス分離による確定診断を考慮し、監視体制

を1週間継続し、同居牛の臨床検査、家畜移動自粛、

消毒の徹底等を実施。出荷自粛した生乳の埋却処理、

当該畜の敷物の焼却処理等の防疫措置も実施。水泡発

生の原因は、病性鑑定により、パラポックス感染症と

診断。本事例では、概ね指針どおりに初動防疫を実施

できたが、今後も、より高い危機管理意識を持って、

防疫体制の堅持に努めたい。 

 

485 家畜市場上場初生牛の抗体調査：香川県西部家保

 大西美弥、合田憲功 

 子牛の事故防止は、経営上重要。しかし家畜共済の

子牛の事故報告(H16 年度)では、引受け 1,216 頭に対

し病傷1,470件、死廃207件で、その83.6%及び47.3%

が呼吸器病。昨年は、管内大規模肥育農場において導

入子牛が肺炎で死亡する事例が発生し、PI3ウイルスｽ

が分離されたため、肺炎対策の一環として導入子牛に

混合ワクチンの2回接種を指導。しかし、導入後の接

種ではストレス等の影響で発症の防御は困難。呼吸器

病のワクチン接種は、管内の飼養牛約16,500頭のうち

605頭と少ない。今回、H17年9～12月に県家畜市場に

上場された初生牛40頭について、ウイルス性呼吸器病

の状況調査を実施した結果、IBRで32頭が中和抗体価

2倍未満、PI3で29頭及びAD7で31頭がHI抗体価10

倍未満で、殆どの子牛が抗体未保有。子牛導入農場に

おける損耗防止のためには、呼吸器病混合ワクチンで

は1ヶ月と4ヵ月齢の2回接種が推奨されていること

からも、市場へ出荷する農家と導入する農家でのワク

チン接種が必要。 

 

486 家畜排せつ物の利用促進への取り組み（牛飼養農

家の硝酸態窒素の影響）：佐賀県北部家保 千綿秀之 

家畜排せつ物法の完全施行に合わせ、同法の管理基

準はほぼ達成できたが、堆肥利用の耕畜連携は進まず、

飼料畑への過剰施肥による、硝酸態窒素（以下:NO3-

Ｎ）の影響が懸念されている。そこで堆肥の利用促進

とNO3-Ｎによる家畜の健康被害を防止するため、井戸

水、粗飼料、牛の血液のNO3-Ｎを測定してその影響に

ついて調査した。井戸水、粗飼料のNO3-Ｎは簡易測定

器(RQ ﾌﾚｯｸｽ)、血液は高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰで測定。そ

の結果井戸水で10ppmを超えた農家は28戸中8戸で牛

の血液NO3-Ｎは正常値を示した。一方、粗飼料中から

2000ppm 前後検出した3 戸の農家では、圃場に家畜排

せつ物を過剰に投入しており、牛の血液NO3-Ｎ濃度も

高い値(0.093～1.019ppm)を示した。その後これらの牛

にｸｴﾝ酸を給与したところ低い値に転じた。血液 NO3-

Ｎが基準値(0.5ppm以下)を超す牛は、健康被害が出現

する危険性があることから、今後は高濃度のNO3-Ｎが

検出された農家は家畜排せつ物の適正利用を一層徹底

するとともに、ｸｴﾝ酸給与により疾病発生の防止につな

げたい。 

 

487 肉用牛繁殖農家の飼養衛生管理指導の指標化：長

崎県県北家保 高山裕介、久住呂毅 

 肉用牛繁殖農家の成績向上と経営安定に向け、管内

S 地区において分娩後の初回授精の短縮と子牛餌付け

用飼料の適正給与の2項目について重点指導を実施。

繁殖成績と子牛出荷成績を農家によりわかり易い形で

還元するため、分娩後初回授精日数、受胎日数、分娩

間隔、子牛のDG（去勢、雌）の5項目について5段階

で評価し、レーダーグラフで表示。地区の平均を併せ

て表示し、自己の成績と比較。巡回後の講習会を通じ

て、評価方法の周知徹底と成績向上に向けての意識高

揚を図る。また、S 地区は他の地区と比較して分娩間

隔が414.7日と長く、農家に分娩間隔の短縮による経

済効果を認識させるため分娩間隔の延長による損失額

を試算。地区全体で約2,000万円の損失。生産性向上

への意識改革が見られ分娩後の初回授精日数は約 13

日短縮、子牛餌付け用飼料の給与農家も増加。 

 

488 増頭対策としての繁殖雌牛放牧の推進と課題：長

崎県壱岐家保対馬支所 小林貞仁、清浦邦彦 

 和牛繁殖農家戸数が減少するなか、平成10年度より

繁殖雌牛の増頭を目的に、飼料自給率の向上と飼養管

理の省力化のための放牧推進に取り組み、その効果と

推進上の課題について検討。放牧推進は農業振興協議

会畜産部会が一丸となり、放牧の推進、放柵設置活動

等を実施。当所は衛生面や繁殖管理を担当。放牧実施

戸数、頭数はH10 の 12 戸 26 頭からH16 は 21 戸 100

頭へ増加、うち44頭は放牧実施に伴う増頭。また、放

牧農家は畜舎からの糞出し労力に省力化を実感。放牧

は増頭対策として有効と思われるが、急激な増頭によ

る過放牧のため飼料自給率の向上に至らず。今後は、

適正な放牧面積を確保させるため、水田裏や遊休農地

の活用も含めた放牧場の拡大が必要で、耕種農家サイ

ドとの協力体制作りも検討すべき事項。 
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489 飼養衛生管理基準周知のための牛農家巡回調

査：宮崎県宮崎家保 三浦博幸 

 家畜の飼養衛生管理基準周知のために、農家の現状

を点数化する調査票を作成し、NOSAI 獣医師による管

内の牛飼養農家全戸3,066戸の巡回調査を5年間かけ

て実施。管理基準各項目毎に、2 ないし 3 の点検項目

を設け0点、5点、10点とし、100 点満点で採点。本

年度第2四半期までに751戸分を回収。内訳は和牛生

産640、肥育42、酪農69戸。全戸平均は65.5点。酪

農は73.3点と高く、和牛生産で64.5点と低い。項目

別では、踏み込み消毒槽設置、家畜導入時の隔離、畜

舎への立入制限に関しては平均点が5点以下、家畜出

荷時の健康状態の確認、獣医師による診療・指導に関

して満点に近く、消毒・防疫意識が低く、疾病に対し

ては関心が高い傾向。踏み込み消毒槽設置農家は 431

戸で57.4%。肥育71.4%、和牛生産57.5%、酪農47.8%

と、酪農での未設置が多い。また10頭未満飼養で47.6%

と悪く、10頭以上では65.8%。今後、残りの調査を進

めながら、重点巡回基準等を定め、直接指導による遵

守の推進が重要。 

 

Ⅲ－８畜産技術 

 

490 気候変動が宗谷支庁管内の生乳生産量に及ぼす影

響と対策：北海道宗谷家保 安本守宏、山本安則 

 気候変動が管内の生乳生産量に及ぼす影響を評価。

過去 12 年間の月生乳生産量と月平均地上気温に強い

正の相関（単回帰分析、r2 = 0.86）。年平均地上気温

が「気候変動に関する政府間パネル第三次評価報告書」

の予測値（2100年までに＋1.4～＋5.8℃）に従い上昇

する場合、年生乳生産量は1～4％の増加と試算（重回

帰分析、R2 = 0.86）。しかし、気候変動は台風の接近

及び上陸数を増しつつ季節性の擾乱を促すとされてお

り、現時点では、管内の酪農形態はこれらへの対策が

不十分。停電時に備えた自家発電機の常設、防災に優

れた牛舎建築及び修繕の励行等の台風対策と、送風換

気装置の設置普及、避暑可能な放牧管理技術の導入、

日射･熱射病発生予防の情報提供等の暑熱対策が将来

の生乳生産性維持･向上に先手対策として必要。 

 

491 ソーラー電気牧柵を利用した肉用牛簡易放牧へ

の取り組みと課題：宮城県登米家保 真鍋智、柴崎卓

也 

 近年増加する耕作放棄地対策及び省力管理技術とし

て、ソーラー電気牧柵を利用した肉用牛放牧が注目さ

れている中、平成16年よりモデル放牧場の実証展示等

を通じて取り組みを開始。平成17年には農協、畜産試

験場及び関係機関から成る推進体制を整備。新規4戸

のモデル放牧場で設置研修会を開催し、計5戸で放牧

を実施。放牧面積は2.6ha(20～80a)、2戸の休耕田と

3戸の草地で実地。資材費は、恒久型が1戸で430 千

円(54 千円/10ａ)、簡易型が4戸で110～210 千円(平

均34千円/10ａ)。設置に要した時間は、簡易型で30a

あたり3名で3時間程度。放牧頭数は恒久型の1戸を

除き 2～4 頭、管理に要する労働時間は 5～15 分/頭/

日。また、先進地視察、放牧アドバイザーを招いての

研修会及び実施予定地での現地指導を実施。平成 18

年には新規の6戸を加えた11戸で実施予定。普及に向

けて、事例の集積及び検証に基づく指導体系の整備、

地域における支援体制の整備が課題。 

 

492 受精卵移植事業が地域の和牛改良に果たした役

割と今後の課題：秋田県中央家保 鈴木敦、小林俊博 

 受精卵移植事業（以下「ＥＴ」）が昭和57年開始以

来、ＥＴ技術は年々向上しH16年は受胎率40.0％の成

績。過去10年間の管内移植総数は2,000頭を超え、生

産雌牛は300頭を数える。現在、ＥＴ産子第1世代の

雌193頭が繁殖用素牛として保留、第2・3世代を含め

約260頭が繁殖に飼養。由利市場の上場平均価格はH13

年を底値にその後上昇に転じ、うちＥＴ産子の価格は

48.9 万円と一般牛46.2 万円に比べ高値で推移。平均

D.G.はH10年より年々漸増し飼養管理技術向上と高品

質な血統素牛の造成効果を反映。移植頭数はH12年の

272 頭をピークにH16 年は185 頭に減少。一方、民間

主導のＥＴ利用が拡大。今後の課題は①種雄牛とＥＴ

利用農家の特定化②市町村合併に伴うＥＴ利用組合お

よび育種組合の再編。③民間主導ＥＴに対応する重点

的な技術支援体制の構築。 

 

493 管内肥育農家の肥育技術向上対策：福島県県北家

保 石川雄治 

 全国的に和牛の子牛市場においては、国内ＢＳＥ発

生以降、子牛価格が高騰。牛のトレーサビリテイー制

度等確立により安全・安心な牛肉の提供。和牛肉のブ

ランド化が一層強化。肥育農家が高度な肥育技術を保

持していれば、相場変動に対する安定経営が可能。今

回、県種雄牛選抜にかかる検定手法（フィールド検定

法）の下、家保は各農場の定期的な巡回指導等を受け

持ち、飼養管理、衛生指導についての対策を実施。管

内1農場の肥育技術向上に向けた取り組みについて報

告。この農場では、肥育開始時から食い込み良好で、

特に総コレステロール値（mg/dl）が肥育開始後5ヶ月

時（生後月齢13ヶ月）：221±24.8と他4農場よりも

有意に高く、またこの期間のＤＧは1.0を超える値を

獲得。さらにビタミンＡ値（IU/dl)は、導入後から生

後16 ヶ月齢まで92.6±17.4 から 44.5±13.6 まで低
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下させ、20ヶ月齢で上昇、以後、緩やかに低値に導い

た。家保の指導結果、肥育技術が向上。 

 

494 牛の体温測定における非接触式赤外線放射温度

計の応用：栃木県県央家保 大島藤太  

 牛の体温測定について SARS 対策で使用された非接

触式赤外線放射温度計（以下放射温度計）の実用性を

検討。【方法】測定は測定部位から1～5ｃｍの位置で

約１秒間。①予備試験：8月～11月に管内放牧場の牛

30頭で鼻部、耳介部、背部、額、腋部、尾根部の6カ

所を測定。各測定部位のデータと直腸温との相関係数

及び回帰分析を実施。②確認試験：11月に放牧中の牛

20頭を用い①より も相関係数の高い部位を測定。回

帰式から得た推定体温と直腸温を比較。【結果】①予

備試験：6カ所の内、尾根部の相関係数は0.66(P<0.01)

で も高値。②確認試験：直腸温に対する推定体温の

誤差は 70%が±0.5 度以内。平熱と発熱の一致率は

85％。①、②から放射温度計による尾根部の体温測定

ではスクリーニング検査として有効。 

 

495 搾乳立会による乳質改善対策の一事例：千葉県南部

家保 小泉慎一郎、小野寺道寛 

 安全で高品質な生乳生産が求められている中、当所で

は平成 16 年度より特定疾病清浄化対策事業の一環とし

て、従来から行われてきた細菌検査に加えて搾乳立会を

取り入れた乳質改善を実施してきた。立会では搾乳手順

の確認や搾乳時間の計測等を実施し、乳質改善上の問題

点をあらい出した。実際に搾乳現場に立ち会うことで聞

き取り調査では確認出来ない改善点が浮き彫りとなり、

牛の泌乳生理に合った、かつ農家の実情に添った効率的

な搾乳衛生の改善策が提示できた。搾乳立会（現在まで

3 回）、細菌検査（全頭全分房）、結果説明等全ての行

程において「指導」ではなく農家との「対話」を大切に

した。この結果、農家が長年信じ込んでいた搾乳方法を

農家、当所双方が納得する形で変えることができた。対

策から1年経過した現在、搾乳時間は約60分から40分

に短縮され、生菌数は2千個/ml、総菌数1万個/mlで推

移している。 

 

496 八丈町での受精卵移植（ET）普及に向けた取組：

東京都家保 轟木結子、磯田加奈子 

 H15・16 年度に都畜産試験場（現：財団法人農林総

合研究センター）のET試験、東京都農業共済組合によ

るET講習会が八丈町で実施。その後、酪農家より本格

実施の要望があり、関係各機関で体制を作り、移植実

施者は町役場獣医師が担当、H19 年度までは技術習得

期間とし技術料は徴収せず、同期化および受精卵費用

は成功報酬。家保は日常の繁殖検診を担当。各農家の

繁殖成績は平均授精回数１～2.7回、平均空胎日数119

～209日、JMRは25.7～185.5と農家により成績にばら

つきがあり、産後の回復が遅れがちであると示唆。検

診強化、情報提供などで協力・支援。11月末までに、

5戸11頭に移植。2頭受胎、6頭不受胎、3頭妊鑑待ち。

今後の課題は、凍結受精卵の安価かつ安定的供給、定

期的な移植技術や飼養管理技術等の指導の継続実施、

凍結受精卵の輸送・保存に係る費用軽減等。 

 

497 黄色ブドウ球菌による牛乳房炎の清浄化に向

けた取り組み：富山県東部家保 先名雅実、後藤

利隆 

 黄色ブドウ球菌（S.A）による乳房炎の清浄化を目指

すため、過去の乳房炎対策事例の有効性等を検討。抗

生物質治療は、泌乳期40例、乾乳期5例で有効性を認

めず。感染分房の盲乳処置は、処置した10頭では他の

分房や同居牛への感染は認めず。無処置の場合は 10

頭中 5 頭(50.0%)で他分房感染を確認し、同居牛 125

頭中14頭(11.2%)に感染が拡大。導入牛のS.A感染状

況は、50頭中7頭(14.0%)からS.A が分離。以上を参

考に「S.Aによる乳房炎清浄化対策の基本方針」（基本

方針）を策定。1．早期発見対策として、定期的な乳房

炎検査を実施。2．まん延防止対策としてS.A感染牛の

早急な隔離飼育等や盲乳処置の実施。3．発生予防対策

として、導入牛の乳房炎検査の実施とS.A感染牛の返

却。この基本方針の有効性検証のため、50 頭中 7 頭

(14.0%)に S.A 感染が確認された農家で実践したとこ

ろ、5 ヶ月後には S.A による乳房炎牛が清浄化され基

本方針の有効性が示唆された。 

 

498 受精卵移植の現状と今後の展望：福井県家保 小

林崇之、朝倉利江 

 平成11年度から17年度(12月末)までの受精卵移植

実施および市場におけるET産子の状況について検討、

今後の課題について考察したので報告。移植農家戸数

は13年度の38戸以後徐々に減少。移植頭数も平成13

年の392頭以後徐々に減少。受胎率は29.1～43.4％と

年度によって差がある傾向。流・死産の割合は20.5～

31.8％で近年高い傾向。生産頭数の内38.5～58.6％が

市場出荷。市場におけるET産子の割合は平成15年以

降 30％以上。ET 産子の価格は、13～15 年は市場平均

価格より安値であったが平成16年以降ほぼ同価格。問

題点として農家戸数、移植頭数の減少、受胎率のばら

つき、死･流産率の上昇がある。そのため生産頭数の増

加にむけて、移植頭数の増加と流産率の低下が必要不

可欠。今後は以下の取組が必要。農家のニーズにあっ

た優良受精卵の供給。受胎率の向上させるため術者の

技術向上、安定化、新たな凍結方法（ガラス化、栄養

膜小胞の共移植）の実用化。死・流産の原因把握。 
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499 プロゲステロン放出腟内挿入剤(CIDR)の胚移植

への応用：福井県家保 河合隆一郎、前田淳一 

 受胚牛における CIDR を利用した発情同期化法の違

いが発情発現に及ぼす影響を検討。試験1)一酪農家の

発情周期が確認された乳用種経産牛16頭を使用。同期

化処置は CIDR 挿入時に①エストリオール 15mg、②

GnRH200μg、③hCG3000 単位、④生理食塩水 3ml のい

ずれかを投与、7日後にCIDRを除去しPGF2αを投与。

各区1頭から成る4頭を1試験群とし、4回の試験を

実施。結果、③の1頭を除いた15頭で発情を確認。発

情発現までの日数と排卵頭数は、①2.8±0.5、4 頭、

②3.0±0.8、3頭、③2.3±0.6、3頭、④2.5±1.3、3

頭。排卵した計13頭へ胚移植を実施、①2頭、②1頭、

③1 頭、④0 頭が受胎。試験 2)同農家の卵巣嚢腫経産

牛3頭を使用。試験1)の①1頭、②2頭の同期化処置

を実施。結果、処置後3日目に3頭全てに発情を確認

したが、②の 1 頭は排卵せず。2 頭に移植を実施し、

②の1頭が受胎。以上より、①は一定期間に発情が発

現し、排卵率も高い傾向。 

 

500 酪農経営の生産向上を目的とした繁殖指導：山梨

県西部家保 伊藤和彦、鎌田健義 

 平成 16 年度から経営改善指導が必要と思われる管

内酪農家6戸に対して繁殖指導を実施している。繁殖

カレンダーによる管理を徹底し、農協やNOSAIと連携

し、種付け状況の確認、繁殖障害早期治療、妊娠鑑定

等を実施した。当所は主に総合的な繁殖管理と早期妊

娠鑑定を行った。各農家とも定期的な指導により繁殖

成績は安定している。搾乳牛 26 頭を飼育している A

酪農家は、平成17年4月に堆肥処理機を購入、生産性

の向上が求められている。6ヵ月間で牛群受胎率が21

→73％、分娩後受胎日数が短縮、乳量増加傾向に改善。

また、搾乳牛 90 頭を飼育している B 酪農家では平成

17年2月に資金の借換えを行った。多頭飼育のため、

分娩後日数が経過した牛を対象に CIDR を用いたプロ

グラム授精を 46 頭実施し 52.2％の受胎率を得た。こ

の活用により発情発見率が上昇し空胎日数が減少し

た。今後、他の機関と連携し継続的経営改善支援を図

る。 

 

501 管内酪農家で発生したバルク乳アルコールテス

ト陽性事例:静岡県東部家保 齋藤美英、稲葉満 

 管内酪農家3戸でバルク乳アルコールテスト陽性に

よる受乳拒否事例が発生。当該農家の粗飼料分析、飼

料計算、血液生化学検査、乳汁細菌培養検査を実施。

その結果、粗飼料分析では 3 戸とも粗飼料の栄養価

(TDN、CP)が日本標準飼料成分表に掲載されるものより

低く、飼料計算では 2 戸で栄養充足率が不足、1 戸で

栄養充足率は十分であったものの残滓が多かった。血

液生化学検査では低エネルギー、低タンパク傾向を示

す牛が多かった。アルコールテスト陽性傾向を示した

3 戸 40 頭について実施した乳汁細菌培養検査では、

72%(29/40)から乳房炎原因菌を検出、内訳はコアグラ

ーゼ陰性ブドウ球菌が も多く(13/40)、ついで黄色ブ

ドウ球菌(8/40)。以上のことから、潜在性乳房炎牛の

乳汁がバルク乳に混入したことが主たる原因であり、

低栄養による抵抗性の低下及び搾乳衛生の不徹底によ

る潜在性乳房炎牛の増加が発生を助長したものと推

察。 

 

502 北西部支所管内酪農家における牛舎改造の取り

組み：滋賀県家保・北西部支所 富澤泰 

  牛の快適性（カウコンフォート）の重要性が注目さ

れて久しい。整備が比較的容易な送風機の設置はその

普及が進んでいるものの、牛を繋留した状態での牛床、

飼槽、給水施設等の牛舎改造は困難を伴う。当所は定

期の農家指導等で牛舎改造の必要性を説明。結果、牛

床マットの施工（6戸）、飼槽の改修（4戸）や給水施

設の改善（4戸）が進み、乳量の増加や後肢飛節の傷、

腫脹の改善、死廃事故等の減少などの効果が見られた。

特に、バンクリーナーの導入と同時に、牛床、飼槽、

給水施設の複合的な改善を行った農家では、搾乳牛一

頭当たり平均乳量が対前年比15％増加。しかし、乳房

炎が散発し、体細胞数が増加。乳量の増加に伴う産乳

ストレスや糞尿量の増加などにより衛生状態が悪化、

乳房炎による乳質の低化が課題。今後はカウトレーナ

ーの整備による糞尿のコントロールや搾乳衛生等の改

善など、良質乳生産に向けた総合的な取り組みを進め

る必要あり。 

 

503 胚移植取り組みグループの活動：滋賀県家保・北

西部支所 橋本久彦 

 湖西ET技術活用推進グループは、旧高島郡内の酪農

家有志により、ET技術を活用し、牛群の改良を進める

と共に、和牛子牛生産による収益性向上を図るため、

平成元年に設立。その後、大津市、西浅井町の酪農家

を迎え、12戸の会員で構成。活動は、各農協、家畜共

済、畜産技術振興センターの支援により、乳用牛およ

び和牛の採胚並びに移植を実施。近年受胎率が低く、

安定した成績が得られず、移植頭数が減少。しかし、

平成16年度以降、性周期の同期化による移植を推進、

平成16年度67頭移植20頭受胎、受胎率29.9％、平

成 17 年度９月末現在 30 頭移植４頭受胎、受胎率

13.3％の成績。今後の課題としては、当グループの受

胎率が全国平均に追いつくよう受胎率向上を目指す。

ET技術は、子牛の価格高騰による導入難、和牛繁殖農

家の減少による県内産和牛生産頭数の減少を補い、更

に、地域に密着した高島総合家畜市場への上場頭数の
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増加による市場の活性化が可能。 

 

504 耕畜連携による稲発酵粗飼料の生産と利用の推

進：京都府丹後家保 濃添照雄、岩井俊暁 

 【はじめに】平成16年度からＴ営農組合が1ha区画

の大規模ほ場で集団転作として飼料稲を栽培し、稲発

酵粗飼料（イネWCS）を生産。品質の向上等が課題で、

関係機関が耕畜連携推進体制を組み支援。当所はイネ

WCS の品質評価と給与指導を担当。【取組内容】①17

年度は極晩性の専用品種に、早生の食用品種を加え

4.3ha を作付。生産されたイネWCS は肉用牛農家3戸

が利用。②給与農家全戸からイネWCSを採材し、当所

で品質評価、畜産技術センタ－で飼料分析を実施。③

イネWCSの利用実態を調べ、給与指導。【結果】①イ

ネWCSをpH官能法で評価した結果、pH4.8-5.2と高い

ため、評点は36-40点（可）であったが、臭・味・色

等は非常に良好で、水分は 70%未満のため福島畜試の

イネWCS簡易評価法では95-100点と良質。②一般分析

では昨年より粗灰分が低く、TDN、粗蛋白質等は高かっ

た。③繁殖雌牛に 2-3kg/頭/日を購入粗飼料の代替と

して給与し、嗜好性は良好。④日本短角種交雑肥育牛

への給与を検討。 

 

505 乳牛へのルーメンバイパスコリン給与効果：奈良

県家保 堀川佳代、赤池勝 

 ルーメンバイパスコリン（コリン）を給与している

一農場で、その効果を検討。コリンを60g/日、分娩前

3週間から分娩後2ヶ月給与した19頭で、コリン給与

前後の乳期を牛検成績と周産期病発生で比較。乳脂肪

率は初回検定時に給与群で高く（給与群4.5±0.57%、

対照群 4.3±0.69%）、2 回目の検定で両群とも 3.7%

に低下、3 回目の検定で給与群は上昇、対照群はさら

に低下。BCS は給与群で初回検定時に3.1±0.14 に低

下、その後も3.0を維持。起立不能とケトーシスが対

照群で各5頭に発生、給与群は発生なし。初回授精日

数は両群に差なし（給与群77±23.8 日、対照群76±

36.0日）。授精回数（同2.1±1.08回、2.3±1.28回）

と空胎日数（同125±51.6 日、139±74.0 日）は給与

群で改善傾向。305 日補正乳量は給与群で 419kg 増加

（給与群 12108±1247kg、対照群 11689±1723kg）。

増加分の乳代－コリン費用＝29,108円/頭。 

 

506 農家採卵の推進を目指した取組：奈良県家保 戸

瀬信一 小財千明 

 本県で行った農家採卵を進める取組の概要を報告。 

 これまでにも奈良県畜産技術センター（以下センタ

ーと略）内で採卵して農家に配布する方式やセンター

から農家に出張して採卵を行ってきた。しかし装備や

実施条件等の問題により件数は少数であった。 

 そこで我々は採卵について関係機関と再検討、機動

性を重要視した採卵体制を構築。各種の制限を緩和し

て農家の希望を優先。受卵牛の準備、過剰排卵処理、

人工授精までは農家が行い、採卵と検卵、移植は家保

で実施。培養・凍結が必要な時はセンターの協力を得。

またランプ法により雌雄判別を行い付加価値をつけ

た。採卵過程で子宮の灌流に電動ポンプや三方ストッ

プコック等を使わずバルーンカテーテルのチューブに

シリンジを連結させラインを単純化。これにより準備

から採卵にかかる時間が短縮。過去 1 年間の実績、6

頭採卵、回収胚34、正常胚13、凍結7、移植6頭、受

胎3頭。 

 

507 ＥＴ技術を活用した和牛増頭の現状と課題：岡山

県井笠家保 牧野俊英 

 和牛の増頭・改良を目的として、県内でも有数の大

規模酪農地帯である笠岡湾干拓地の酪農家の協力を得

て、受精卵移植技術を活用した効率的な和牛生産に取

り組んでいる。 

 しかし、当地域内は和牛繁殖農家が少なく、優良雌

牛からの受精卵の確保が困難であった。このため、県

北部の農家と連携し受精卵の確保に努め、広域的な優

良和牛生産システムを構築し、従来の地域の枠を超え

て県南部の供卵牛、県北部の受卵牛の不足を補完し合

い、双方の利益を追求するとともに、和牛農家の増頭・

改良意欲の向上に努めている。 

 現状では、除々に移植・採卵頭数は増加しており、

優良牛生産頭数も増加したが、Ｆ１スモール価格の高

騰等により、受卵牛の確保がむずかしくなるなど今後

に向けた課題も多く、それらの問題点を整理し、今後

の方針を検討した。 

 

508 透明帯切開によりサンプリングされたウシ性判

別胚の耐凍性：岡山県総合畜産センター 藤原裕士、

笹尾浩史 

 性判別後ウシ胚の緩慢凍結法に対する耐凍性向上を

目的として、サンプリング法の面から検討。試験胚に

はウシ体外受精胚を用い、媒精７日後に胚の一部をマ

イクロブレードによりサンプリング（マイクロブレー

ド法）、一方媒精６日後に透明帯を切開し、７日後に

透明帯より突出した細胞塊の一部をマイクロブレード

により切断後サンプリング（透明帯切開－マイクロブ

レード法）し、両方ともPCR法による性判別を実施後、

緩慢凍結をした。性判別の判定率は、マイクロブレー

ド法では97.1%(34/35)、透明帯切開－マイクロブレー

ド法では89.3%(25/28)であり、融解後生存率はそれぞ

れ、48.9%(24/49)、75.0%(21/28)であった。本試験よ

り透明帯切開－マイクロブレード法によって作出され

たウシ性判別胚は、判定率は若干低いものの緩慢凍結
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法に対して耐凍性を示しており、ダイレクト移植が可

能なことが示唆された。 

 

509 和牛採卵成績向上への新たな取り組み：岡山県高

梁家保 金岡孝和、多賀伸夫 

 近年、管内酪農家において受精卵移植技術を利用し

た和牛生産を希望する農家が増加し、多くの和牛受精

卵が必要となっている。しかし、従来からの処理方法

では１回の採卵での平均回収卵数が9.1卵、その内平

均正常卵数は5.7卵（平成14年度全国受精卵移植実施

状況調査結果）にとどまっている。 そこで受精卵の需

要増大に対応するため、回収卵数を増加させる方法に

ついて検討した。 

 平成15年4月から17年12月までに採卵を実施した

和牛19頭に対して、従来からのFSHの漸減投与の過剰

排卵処置(以下SOVと略)プログラムに加え前処置とし

てｴｽﾄﾗｼﾞｵｰﾙ(E2)を用いFSH及びLHの分泌抑制し、新

たな卵胞ｳｪｰﾌﾞを惹起した。また同時に発情抑制のため

のCIDRの挿入を実施した。 

 その結果、平均回収卵数26.5卵、平均正常卵数14.9

卵と回収卵数が増加し、SOVの前処置としてE2投与が

採卵成績向上に有効な手段であることが示唆された。 

 

510 黒毛和種枝肉脂肪中の脂肪酸組成に及ぼす遺伝

的影響：岡山県総合畜産センター 片岡博行 

 県下の黒毛和種枝肉脂肪中の脂肪酸組成と脂肪酸の

不飽和化に関連する遺伝子型との関連を調査。H16年5

月～H17 年 9 月までの県営食肉地方卸売市場における

枝肉共励会等の出品黒毛和種枝肉（去勢：４１９頭、

雌：１１５頭）から皮下脂肪と腎周囲脂肪を採取し、

分析。その結果、去勢と雌では、雌が不飽和脂肪酸割

合が高い傾向。去勢の脂肪酸組成については、父の種

雄牛の違いで有意な影響を確認。同一種雄牛産子のス

テアロイル－ＣｏＡディサチュラーゼ遺伝子（ＳＣＤ

遺伝子）多型について一部種雄牛にアラニン（Ａ）型

が不飽和脂肪酸割合が高くなる有意な影響を確認。全

調査牛のＳＣＤ遺伝子多型は、バリン型(約30％)に比

べ食味上好影響のＡ型(約70％)の頻度が高かった。以

上のことから、黒毛和種肥育牛の脂肪酸組成は、ＳＣ

Ｄ遺伝子型を含む遺伝的影響を受けており、種雄牛の

遺伝的特徴を考慮した改良が必要。 

 

511 CIDR と EB 製剤を併用した効率的受卵牛同期化法

の検討：広島県福山家保  今井昭、廻野智典 

 受卵牛同期化法として、Ovsynch法よりも確実に排卵

時期が調節できると考えられる CIDR と安息香酸エス

トラジオール製剤（EB）を併用する方法（CIDR-EB法）

を検討。本手法は候補牛に対し PGF2α（PG）投与 10

日以上前にCIDR挿入、7日前にEBを１mg投与、PG投

与ともにCIDR抜去、2日後にGn-RH投与、10日後に移

植を実施。CIDR-EB 法による受卵牛同期化率（移植実

施頭数/同期化開始頭数）は100％（23/23）、Aランク

率（移植時Aランクと判断した頭数/同期化開始頭数）

は78.3％（18/23）、受胎率（受胎頭数/移植実施頭数）

は 61.9％（13/21）と、Ovsynch 法のそれぞれ 93.3％

（28/30）、70.0％（21/30）、44.0％（11/25）に対して

良好な値。CIDR-EB 法を受卵牛同期化法として採用す

ることで同期化率、受胎率が向上する可能性を示唆。 

 

512 過去3年間の管内における県有供卵牛を利用した

乳牛 ET 産子生産状況調査：徳島県鴨島家保 笠井裕

明、久保貴士 

 当所管内は県内 大の乳牛の飼養地域、育種改良に

熱心な中核酪農家を中心に ET 技術が普及｡H14～16 年

度期間中の県有乳用供卵牛から採卵移植し受胎した妊

娠牛について、ET産子の生産状況を調査。その結果､3

年間の受精卵販売個数は各年毎に19､47､57個､管内酪

農家への販売個数(%)は 11(57.9)､36(76.6)､53(93.0)

個､内雌判別胚数は 4(36.4)､21(58.3)､48(90.6)個｡受

胎数は 5(45.5)､23(63.9)､35(66.0)、流産数は 0(0)､

1(2.8)､5(9.4)あった。分娩状況調査では､生産頭数

5(45.5)､22(61.1)､29(54.7)頭中、死産頭数及び異常産

頭数並びに分娩事故死頭数は各 0々(0)､1(2.8)､1(1.9)

頭及び 0(0)､0(0)､1(1.9)頭並びに 0(0)､1(2.8)､

2(3.8)頭であった。生存産子生産頭数 5(45.5)､

20(55.6)､26(49.1)頭中､雌産子は 2(18.2)､17(47.2)､

25(47.2)頭｡以上のことから､3 年間の受胎率は

63.0%(63/100) で あ る が ､ 生 存 産 子 生 産 率 は

51.0%(51/100)と低いことから､妊娠牛の衛生管理及び

ET産子の新生子ｹｱについて注意を促す必要がある。 

 

513 管内における飼料増産への取組～稲発酵粗飼料

の現状と課題～：愛媛県西条家保 中村嘉宏、藤田成

紀 

粗飼料増産が求められる中、管内の粗飼料自給率を

調査したところ、42.6％。飼料作付面積は141ha（H16

実績）であり、そのうち、稲発酵粗飼料（以下「稲WCS 

」という）の作付面積は27.8ｈａ（H16実績）。これ

は、県下の92％を占め、稲WCSの作付条件を調査した

ところ、作付農地が湿田であり、その他の転作作物に

適さないことが理由の一つ。今後、稲WCSの新たな取

組拡大に当っては、機械導入等の資金面、耕種と畜産

農家の橋渡しとなる仲介者等の課題が残る。稲WCS給

与酪農家（2戸）を対象に給与実態を調査。給与量は、

乾物で3～5kg／日・頭程度で、給与による飼養管理へ

の影響を感じている農家は無かった。牛検データから

は、乳量及び乳成分への負の影響は認められなかった。 
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514 県内牛の死因分析と飼養改善への一考察：福岡県

北九州家保 増岡和晃 

 平成16年４月から17年９月までの死亡牛届から県

内牛の死因を分析。熱射病に対する暑熱の影響を検討

し、暑熱対策の効果的実施時期について考察。１内容：

①死亡牛届の集計。② 高気温における５日移動平均

を用いた気象データの解析。③県内乳牛の生産状況調

査。２分析結果：①死亡牛頭数2,409頭。７月から９

月の間、死亡頭数が増加。②死因の上位は乳房炎 397

例、産前産後起立不能症303例、熱射病192例、関節

炎186例、第四胃変位149例の順。③６月から９月の

期間で５日移動平均 高気温 30℃以上の日は、死亡

857例中熱射病192例、発生率22.4％。30℃未満の日

は、死亡 389例中熱射病23例、発生率5.9％。④死亡

頭数の推移は、 高気温の波形と類似。⑤県内生乳生

産量が暑熱ストレスから回復する時期と死亡頭数が減

少する時期は一致。３まとめ：真夏日の継続傾向が予

測された場合、早期の暑熱対策により、熱射病の効率

的防除が可能と考えられた。さらにデータを蓄積し、

現場で活用できる飼養管理指標を提案し、管理指導を

実施していきたい。 

 

515 筑豊地域での受精卵移植の取り組み：福岡県筑豊

家保 金子和典、八尋計 

 福岡県は昭和50年代後半から受精卵移植（ET）に取

り組み積極的に推進。当所においても「福岡県受精卵

移植普及定着化基本方針」に基づき、民間ET機関３カ

所に県家畜人工授精師協会支部活動等を通じて、技術

指導、技術情報提供等を実施。さらに筑豊地域畜産技

術連絡協議会の中で関係機関と連携し、移植農家に対

して巡回指導、受卵牛の飼養管理指導等を実施。また、

病性鑑定結果からカーフハッチ消毒の徹底、凍結初

乳・免疫グロブリン製剤給与等の対策を指導。成果と

してET実施頭数は、平成16年度35戸399頭（体内胚

160頭、体外胚239頭）に増加、受胎率は45.6%（体内

胚 54.4%、体外胚 39.7%）に向上し、受胎頭数は 182

頭（体内胚87頭、体外胚95頭）、ET子牛生産頭数は

104 頭（体内胚65頭、体外胚39頭）に増加。管内５

戸の ET 雄子牛の市場販売価格は平均 363,075～

424,200 円で、農家の収入が増加。課題として流死産

等のさらなる原因究明、ET利用農家の拡大、技術者の

育成が重要と考察。 

 

516 自衛防疫推進における「針無注射器」活用の検

討：福岡県筑後家保 福島瑞代、古賀鉄也 

 近年の畜産経営は、農家戸数が減少し、1 戸当たり

の飼養頭数は増加。一方で、診療獣医師は高齢化し後

継者が不足。この状況の中、「針無注射器（針無）」

の接種効果や作業性について検証。管内酪農家1戸の

搾乳牛について、牛異常産3種混合不活化ワクチンを

「従来注射器（従来）」及び「針無」により、各4頭

に接種。接種日（0日）、接種後20日及び106日のア

カバネ病ウイルス（AK）、アイノウイルス（AI）、チ

ュウザンウイルス(CH）、に対する中和抗体価（GM値）

は、「針無」AK：×14、×305、×38、AI：×16、×

128、×91、CH：×256、×431、×256、「従来」AK：

×7、×152、×64、AI：×23、×128、×91、CH：×

108、×304、×256 で 「針無」による効果は「従来」

と同等以上。作業性は「針無」の方が連続接種可能で

補助者が必要無く効率的。針の残留の可能性が無く安

全性も高かった。予防接種における「針無」の利用は

自衛防疫の円滑な推進に大いに役立つものと思われ

た。 

 

517 血中βヒドロキシ酪酸測定を応用した子牛育成

指導：長崎県中央家保五島支所 横山竜太、田中英隆 

 血中βヒドロキシ酪酸（BHB）は子牛のルーメン発達

の指標になりえると考え、黒毛和種繁殖牛（120 頭）

の血中BHB動態と、発育との関係を調査。BHBと日齢、

体高、胸囲、飼料給与量との関係に正の相関（r=0.74、

0.75、0.72、0.78）、GLUとの間に負の相関（r=-0.6）。

市場出荷成績は、90～150 日齢で測定した子牛を、DG 

0.9未満と0.9以上について比較。DG（0.78：0.97）、

BHB濃度（392.0μmol/l：623.5μmol/l）、体高（88.4 

cm：93.2 cm）、胸囲（103.5 cm：113.8 cm）と 5%水

準で有意差有り。1農家にBHB濃度測定に基づいた90

日齢までの、胃絨毛の発達を重視した飼料給与時期お

よび給与量について指導したところ、90～130 日齢の

指導前後のBHB濃度（367.1→436.0）、体高（89.7→

92.7）、胸囲（104.2→112.3）と有意差に上昇。出荷

成績は出荷日齢が短縮（41 日）、DG 0.78 から 0.84

に増加。以上のことからBHB濃度の測定は、子牛の育

成指導に活用することが可能。 

 

518 子牛生産検査を活用した地域飼養衛生管理レベ

ルの向上：長崎県県南家保 濱口芳浩、松本輝久 

 農家の定例行事である子牛生産検査を活用し、地域

飼養衛生管理向上に取り組んだ。検査は、毎月同日に

農協指導員と地域中核農家が巡回により子牛登記及び

個体識別耳標装着等を実施。１戸の滞在時間が短く、

指導時間確保のため指導方法を改善。携帯性と操作性

に優れたハンディ型放射温度計を活用。畜舎の温度が

高いことを知り、防暑対策を実施した農家も出現。簡

易子牛体高測定棒を考案し、客観的な数値による発育

状況を畜主と共に確認。粗飼料を採取し、硝酸塩濃度

を測定。飼養管理状況、疾病発生状況、適正交配等の

情報を収集・提供。本指導方式は、継続性に優れてい

る、指導内容を指導員等と共有できる、地域内の情報
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収集が容易である等の長所がある。短所として指導時

間が短いため、携帯性や迅速性に優れた方法の選定・

考案や、問題農家は別の日程での濃密指導する対応が

必要。大規模飼養農家と地域全体のレベルを共に上げ

ることを目標とした指導を継続することが重要。 

 

519 受精卵移植技術の普及定着と受精卵の広域流通

への取り組み：熊本県天草家保 山口寛二  山下秀憲 

 家保が管理する受精卵｛個人所有６８個、地域ＥＴ

協議会所有５４個、家保所有（事業卵）３１個｝の取

り扱いについて、所有者へのアンケートを実施。既存

の天草農業活性化協議会畜産部会でアンケート結果を

基に、所有者の意向の把握、受精卵の売買価格や技術

料の設定、受精卵の斡旋等も検討。安価な受精卵を移

植することで、移植頭数の増加が見込まれ、併せて技

術の向上が図られる。部会により受精卵の取扱規則を

設けたことで、農家が安心して利用できることから移

植を検討するなど、生産意欲が向上。部会の活用によ

り採卵も、育種価等の情報が共有でき、優良雌牛から

の採卵頭数の増加が見込まれ、広域的に移植を利用で

きる体制になったことで、天草地域の肉用牛の改良・

増頭において促進効果が得られる。９月以降、順次、

家保保管卵の移植が行われている。家保が既存の部会

を活用し、受精卵の広域流通のための方策を示したこ

とで、天草地域の肉用牛の改良と増頭が見込まれる。 

 

520 子牛市場成績からみた日齢体重に及ぼす要因

の検討：大分県宇佐家保 吉森治平太         

管内、一子牛市場の年間成績を基に血統、育種価

を交え主に相関係数をエクセルで算出して検討。結

果、種雄牛育種価と子牛日齢体重は場合により有意

に相関したり、逆相関したりする。同じ種雄牛でも

去勢子牛と雌子牛に異なる遺伝をする場合がある。

日齢体重に影響する種雄牛の遺伝的特質があること

が判明。種雄牛の改良上、特質がどの牛に遺伝した

か追跡する必要。 

 

521 山間地域における多頭肉用牛繁殖農場への巡回

指導：宮崎県延岡家保 須崎哲也、有田章一  

  山間地域である西臼杵地域において、中核的農場６

戸を対象に、毎月１回定期的に巡回し、生産性向上と

経営の安定化を図った。調査期間は、平成14年8月か

ら平成17年7月までの３年間で、巡回時に、超音波画

像診断装置を用いた早期妊娠判定と繁殖検診を行い、

子牛の体重、体高等もあわせて測定し発育状況をチェ

ックした。３年次の推定分娩間隔は３７０日で１年１

産がほぼ達成できた。子牛の生産率も年次を追う毎に

高くなり(79.4%vs80.2%vs85.9%)、３年間で母牛は 21

頭増頭され、子牛の生産頭数は28頭増えた。子牛の体

重・体高も３年間で標準以上となり、子牛の発育が改

善された。疾病の早期発見、治療により疾病発生率は

減少し、石灰消毒や踏み込み消毒槽の設置により子牛

の下痢が減少するなど生産者の衛生意識の向上も見ら

れた。今後とも関係機関が一丸となった生産者への総

合的な指導・支援により、山間地域の肉用牛生産基盤

の強化に努めていきたい。 

 

522都城家畜保健衛生所管内の受精卵移植推進協議会

等の現状と課題：宮崎県都城家保 赤塚裕人、岐本博

紀 

 市町村合併を契機に、市町村を事務局とする受精卵

移植推進協議会等（協議会）の現状と今後の課題等を

整理。平成16年の各協議会の総実績を県受精卵センタ

ーと比較すると、採卵頭数ベースで県受精卵センター

の62.0％、移植頭数ベースで同じく60.8％に匹敵する

頭数を協議会で実施。黒毛和種供卵牛の父牛の内訳は、

平成 14 年実績で、協議会で県基幹種雄牛 47.0％、県

外種雄牛46.3％、個人・民間で県基幹種雄牛30.2％、

県外種雄牛68.8％、県受精卵センターで県基幹種雄牛

53.4％、県外種雄牛15.2％が、平成 16 年実績では、

協議会で県基幹種雄牛29.1％、県外種雄牛70.9％、個

人・民間で県基幹種雄牛29.8％、県外種雄牛70.2％、

県受精卵センターで県基幹種雄牛68.8％、県外種雄牛

13.4％と、協議会で県外種雄牛が増加傾向。地域の牛

群の改良増殖と高い市場性の確保という２つの側面を

両立させるには、改めて協議会の目的を明確化し、目

的達成のための関係者の一致協力と合意形成のための

努力が必要。 

 

523 パドック型牛舎の飼養環境調査（第２報）：鹿児

島県曽於家保 前田かおり、恒吉幸一     

 「パドック型牛舎」といわれる長期間除糞を行わな

い牛舎が管内全域の肉用牛繁殖農家に普及しており、

その問題点等を昨年に引き続き報告する。この牛舎を

導入した農家4戸について関係機関と共に糞便中寄生

虫卵検査・直腸温度・畜舎堆積物の温度・牛舎内アン

モニア濃度・繁殖成績等の調査を実施。その結果、堆

積物の温度は年間を通じて高温発酵は認められず、光

透過性に優れた屋根資材を高い割合で使用すると牛床

の乾燥は促進されたが、舎内温度・堆積物温度・直腸

温度が高く推移する傾向が見られた。堆積物の温度は

夏場にかけて30℃に達し、寄生虫卵の発育に好適な環

境が形成された。さらに、長期間除糞を行わないこと

からアンモニアガスの発生による呼吸器病発生、寄生

虫や病原性微生物侵入時の牛群への濃厚感染が危惧さ

れた。そのため暑熱・通風に配慮し、導入前の駆虫や

定期的な検査が必要と思われた。今後、昨年報告した

結果と併せ、関係機関と連携して問題点と対応策を整
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理した飼養管理マニュアルを作成をしたい。 

 

524 黒島の粗飼料生産の現状と課題：沖縄県八重山家

保 玉代勢倫子、比嘉喜政 

 当管内の竹富町黒島では、粗飼料生産性向上が課題

であることから、粗飼料生産の実態把握のため土壌分

析・草地管理調査を実施。土壌分析は17カ所、草地管

理はアンケート形式で13名を調査。土壌分析の結果、

強アルカリでミネラルバランスが悪く、特に採草地で

は保肥力や腐植が低い傾向で保水力が弱い、また有機

態りん酸が低いことから牧草の品質低下が懸念され

た。放牧地は直接糞が投入されるため、採草地より保

肥力・保水力を維持できることが示唆された。草地管

理調査の結果、採草地の聞き取りによる年間生収量は

53t／haと低く、施肥は刈り取りごとに行っているが

N・P2O5・K2Oの施肥バランスが悪い。放牧地は 46％が

施肥なしで、肥培管理が不適切である。また、母牛は

完全に自給飼料であるが子牛の給与粗飼料は高品質・

安定性を求め購入に頼っている割合が62％と多い。以

上調査結果より、採草地は堆肥・有機態りん酸の投入

による土壌改善、適期刈りによる良質な粗飼料生産、

放牧地は施肥を含めた輪換放牧技術の指導が必要と思

われた。 

 

 Ⅲ－９その他 

 

525 酪農経営支援ステップアップ推進事業への取組

み：青森県十和田家保 高橋俊樹、福田靖 

 本県の牛群検定（牛検）加入率は17.6％（57戸/324

戸）と低迷。牛検推進上の問題点として牛検作業の煩

雑さ、データ還元の遅延、専任検定員不在、牛検デー

タ活用方法、県支援体制不足をアンケート調査により

確認。関係機関と連携し問題点を解消するため酪農経

営支援ステップアップ推進事業を17年度から開始。概

要は酪農担当職員の農家実習、栄養計算ソフト導入、

各種研修会、酪農巡回指導、関係機関との連携強化。

当所では、新規専任検定員への基本指導、新規導入ハ

ンディターミナル利用指導、検定組合へのデータ処理

指導、加工牛検データによる酪農巡回指導を県指導機

関が地域プロジェクトチームを結成して実施。成果は

データ還元日数の短縮、新規加入戸数6戸、牛検一時

中止農家の再開戸数4戸。課題は酪農経営指導スペシ

ャリスト招聘、牛検データ活用ソフト整備、牛検デー

タ経営管理状況ランキング公表や酪農家間での研修会

等による経営面での競争意識向上。 

 

526 飼養管理自己診断方式による効率的な乳牛の飼

養改善：秋田県南部家保 小沼成尚、砂原栄子 

 飼養者自らが飼養管理状態を点検することで現状把

握と問題点を認識し改善できるように、飼養衛生管理

基準に基づく飼養管理自己診断表（以下、「診断表と

いう。」）を作成しモデル地区（A地区の酪農家6戸）

に平成16年10月に配布した。診断表の分析からB農

家が死廃率 10.3%、繁殖成績も悪く（乳期オ－バ－

33.9%）、年間平均乳量も減少傾向にあることが判明。

調査の結果TMRの調整が不適切で飼料中の水分含量が

少なく粗飼料の切断も長過ぎて牛が選び喰いしている

ことが原因と判明。対策としてTMRの適正な調整及び

繁殖台帳の整備を指導したが、技術・労力的に適正調

整・給与が困難と農家が判断し従前の分離給餌法に変

更。平成17年10月現在死廃率は7.1%、乳期オ－バ－

は 17.8%に減少。乳量も増加し指導効果が発現。診断

表による自主点検方式は飼養衛生管理基準の遵守状況

を確認するとともに、食の安全に対する農家の取り組

み意識の向上にも役立っている。 

 

527 肥育牛の起立不能を主徴とする急死多発事例：福

島県県中家保 千葉正、依田真理 

 F1雌牛約800頭飼養の肥育農場で、平成16年9月

21日から2週間で6～25ヶ月齢の肥育牛24頭が突然

起立不能を呈し、うち21頭が数週間内に死亡。発症後

数時間～2 日以内に死亡する牛が も多かった。舌麻

痺・瞳孔散大・腹式呼吸・発熱等の症状は無く、知覚

も正常。発生は牛舎5棟中、1号および3号牛舎に限

局。死亡牛3頭、飼料等の病性鑑定を実施した結果、

病理学的検査およびウイルス学的検査では感染症を疑

う所見は得られず、細菌学的検査でも有意な細菌は分

離さず。新ロットの輸入フェスクストロー給与開始後

の発生であったためエンドファイト中毒等の検査も行

ったが、エルゴバリン、ロリトレムBは正常値。硝酸

塩、その他の血液検査も正常範囲内。発生状況、症状

および死亡率等からボツリヌス症が疑われたので、ボ

ツリヌス菌の分離培養、マウス接種試験およびPCR検

査を実施したが、特定には至らず。 

 

528 栃木県における牛サルモネラ症の現状と野外分

離株の分子疫学的検討：栃木県県央家保 小池新平 

 過去 8 年間の発生状況と県内で分離された

Salmonella Typhimurium(S.T）を各種疫学マーカーに

より比較検討。平成10～17年に県内3家保で分離され

たサルモネラ症34例を調査。平成12～17年の20農場

から分離されたS.T20株を薬剤感受性試験、プラスミ

ドプロファイル(PP）、XBaⅠによるPFGEを実施。牛サ

ルモネラ症は、平成13年から増加傾向。乳用牛、成牛

での発生が も多く、飼養形態では、フリーストール

等牛舎での発生も確認。S.T 以外の血清型も分離され

多様化傾向。薬剤耐性、PP、PFGEはそれぞれ7、4、8
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パターンに分類。PFGEでは、県央地域株は全て異なる

パターンを示すが、県北地域株では16株中9株で同一

であり、農場間によっては近接しているところもあり

疫学的関連を示唆。2 年連続、再発した農場の株間の

比較では全て同一であり、菌が常在し感染が繰り返さ

れていることが推察。今後は、更にデータを積み重ね、

糞便以外の株とも比較し本症の監視及び疫学的動向の

把握に努めることが重要。 

 

529 イノシシによる草地被害とその対策：群馬県浅間

家畜育成牧場 佐藤拓実、石井秀和 

 当牧場におけるイノシシの被害は、平成10年度を境

に急激に増加し、毎年牧草を根本から掘り起こされ、

草地が著しく荒廃。特に平成11年度では、4.2haの被

害があったことを受け、侵入防止策を検討。平成 12

年度に採草地の周囲6.8kmを金網で包囲。しかし、金

網の飛び越しや、金網接合部等の手薄な部分及び地面

との間のくぐり抜けが多く、対策を再度検討。平成15

年度から、高さ1mでワイヤーメッシュを張り、取り付

け枠も強化。くぐり抜けはなくなったが、飛び越した

跡が目立ったため、50cmの嵩上げをおこなった結果、

採草地の掘り起こし被害がなくなった。平成17年度に

は、地元猟友会の協力を得て、牧場内5カ所に片面扉

式の小型捕獲檻を設置し、1 ヶ月間で 5 頭を捕獲。今

後の方針として、ワイヤーメッシュによる包囲を、採

草放牧兼用草地や放牧草地へ拡大し侵入を防止すると

ともに、小型捕獲檻の設置を継続。しかし、面積が広

大で複雑な地形が多く、被害防止対策における費用、

労力の確保が課題。 

 

530 地域ぐるみによる畜産環境改善への取り組み（Ｓ

酪農組合の活動事例）：群馬県利根家保 片野良平 

 パイプハウス堆肥舎（80m２×2 棟）を整備している

酪農家（成牛20頭）で、未処理畜ふんの長年の大規模

な野積みにより潜在化していた環境問題が顕在化。堆

肥舎が有効に活用されていないこと、自給飼料の生産

をせず堆肥の恒常的な搬出先が無いことなどが要因と

考えられた。野積みは当該農家個人では解消不可能な

規模に達していたため、これを地域全体の問題として

とらえ、関係機関と連携し、地域内の連絡調整及び当

該農場の改善指導を実施。地元Ｓ酪農組合及び県農業

公社において以下の合意が得られ、地域ぐるみの対応

の中、既存野積みの解消が図られた。①Ｓ酪農組合（作

業機提供・撤去作業出役）、②農業公社（作業機提供・

未処理畜ふんの引き取り及び撒布作業）。なお、未処

理畜ふんは管内Ａ町の農業公社管理ほ場に施用し、来

春、ソルゴーを作付け、収穫物はＳ酪農組合が引き取

る予定。現在、新たな野積みの発生防止対策として、

今後の堆肥化処理及び流通形態を検討中。 

 

531 セフチオフル製剤による趾間フレグモーネの治

療効果：群馬県浅間家畜育成牧場 岡村奈央子 

 趾間フレグモーネは当牧場において毎年多数発症

し、治療頭数は平成 15 年度 45 頭、平成 16 年度 105

頭、平成17年度（11月30日まで）89頭。放牧を実施

している5月から9月の間に多発し、今年度は新規牛

の入牧直後、11月にも多発。従来は患部の壊死組織の

除去と薬物塗布による治療を行っていたが、牛体への

ストレス緩和と治療者への危険性回避のためにセフチ

オフル（CTF）製剤投与による治療方法を検討。趾間フ

レグモーネ罹患の育成牛（9～19 ヶ月齢）30 頭に CTF 

0.5g または 1g を１回筋肉内注射し、投薬前および投

薬5日後に患部の腫脹、跛行および病変部の色を観察

項目とした臨床スコアを算出。５日後、全頭に跛行の

改善が認められ再度治療が必要であったのは２頭の

み。腫脹が残っていたのは５頭。従来の治療法と比較

すると治療時間短縮、牛の苦痛緩和、治療者への危険

性減少。治療前後の臨床スコアの差には幅があり、症

状の重篤度や患畜の体重がCFT投与量と治療効果に影

響しているかどうかの検討が今後の課題。 

 

532 牛複合脊椎形成不全症（ＣＶＭ）の１症例:東京

都家保 岩倉健一、中村博 

起立不能で異常体型を伴う体重 40kg のホルスタイ

ン種子牛が、在胎日数289日で生存して娩出。娩出自

体は正常、後産も４～５時間後に排出、母牛は元気食

欲あった。父牛の遺伝情報を調査したところ、保因牛

（CV）であることを確認。当該牛は四肢の捻転湾曲、

首から後肢にかけ広く浮腫、舌運動による吸引微弱。

胸椎・肋骨は湾曲変形及び癒合、肺は赤色部分が多く、

広範に無気肺、出血巣、肺胞内の軽度出血、細気管支

上皮の扁平化と繊毛の消失、腎周囲の水腫、肝細胞の

空胞変性。ウイルスは分離されず、アカバネ、アイノ

及び牛ウイルス性下痢・粘膜病の各ウイルスのPCR検

査は陰性。アカバネ、アイノ、チュウザン、イバラキ、

ブルータング、ディアギュラの各ウイルス及びネオス

ポーラの抗体検査は陰性。細菌学的検査では有意な菌

は認めず。生化学的検査ではAST、NEFA、CK、ALPの高

値及び TP、Alb、T-cho の低値。遺伝子型検査で CVM

であることを確認。 

 

533 安全・安心な生乳生産に向けた取り組み：新潟県

中央家保 中川浩、岡本英司 

近年、安全な畜産物の提供を求める声が高まってい

ることから平成12年度以降、県ではHACCP普及定着化

事業を実施。それを受けて平成17年度から畜産安心ブ

ランド推進事業（以下本事業）を開始。乳用牛の認定

を来年度に控え家畜保健衛生所は酪農家に治療歴およ
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び搾乳記録表の記帳を指導し、併せて搾乳方法の改善

指導及び乳汁検査を実施。何らかの形で治療歴を記録

していた農場は半数以下、搾乳記録表は十分ではない

が7割ほどで実施。搾乳方法のポイントを示した項目

のうち、指導前に比較して指導後に3割以上の項目で

改善が見られた農場ではおおむね生乳中体細胞数が減

少。乳用牛は他の畜種と異なり生産物を農家毎に区分

して販売することができないという大きな問題点があ

るものの、①関係団体との連携強化、②地域あるいは

グループの体制強化、③本事業の必要性のさらなる啓

発等により認定に向けた取組を推し進め、県内産牛乳

の競争力向上につなげたい。 

 

534 肉用牛をめぐる管内の情勢と取り組み：山梨県西

部家保 鎌田健義、伊藤和彦 

 平成 17 年度当所管内の肉用牛農家戸数は昨年より

減少したが、繁殖農家は増加。子牛価格の高騰等が原

因。飼養頭数は増加し、特に繁殖雌牛の増加が顕著。

BSE で低下した経営意欲が高まってきた。各農家の増

頭目標からすると、あと15％の増頭が可能。農家の平

均年齢は63.4歳。後継者有りは 62.9％で後継者の平

均年齢は40.7歳。当所管内では、今後、肉用牛農家戸

数及び頭数が増加する可能性があり、新規に4戸が飼

養を予定していることから、長期的な経営の継続性が

期待されるため、さらなる肉用牛振興対策が必要。当

所では、衛生・繁殖管理指導だけでなく、関係機関と

連携し、耕種農家とのたい肥供給の体系確立、稲作農

家との稲わら供給の体系確立及び耕作放棄地への放牧

等、耕畜連携を強力に推進する。また、認定農業者対

策も積極的に関与していく。 

 

535 小脳低形成及び脊椎裂のみられた子牛の

奇形：長野県飯田家保 渡辺誠 

 出生直後に後肢球節の前屈と、神経麻痺による起立不能を主

徴とする子牛の症例に遭遇した。剖検所見では大脳半球の後縁が

延髄上に存在し、小指頭大の小脳と延髄が脊椎管内に侵入してい

た。小脳は肉眼的にも低形成で、小葉は二葉のみ認められた。ま

た、後頭骨の形成異常、二分脊椎（脊椎裂）があり、脊髄は直接

外界に露出し、脊髄瘤を被う皮膚にはび爛と、化膿を認めた。こ

のような脊椎裂では脊髄や腰仙骨神経根が侵されることが多い。

侵された神経支配下では、種々 の麻痺を生じ、内反足、関節拘縮、

股関節脱臼などの症状を示すことがある。このことから本牛は小

脳低形成を伴うアーノルド・キアリ奇形と脊椎裂を併発した複合

奇形と推察された。 

 

536 黒毛和種虚弱子牛における病理組織学的検索：岐

阜県岐阜家保 水野恵子、野垣琢哉 

 飛騨地域における黒毛和種子牛の発育不良・新生子

虚弱の本格的な調査を開始するため、平成16年度に関

係者間（畜産研究所・診療獣医師・飛騨牛改良協議会・

岐阜大学・飛騨家保・岐阜家保）でプロジェクトチー

ムを立上げた。過去2年間に飛騨家保にて剖検した黒

毛和種子牛について病理組織学的検索を実施。このう

ち低体重、起立や自発哺乳が不能な生後3日以内の子

牛と分娩満期の死産子、剖検により明らかな病因を認

めない虚弱子牛 11 例の胸腺と胸骨に共通する組織所

見を認めた。組織学的に胸腺では間質に結合組織が増

生して小葉構造が萎縮、皮質におけるリンパ球の減数

と細網細胞の増生により皮髄の境界は不明瞭。骨端軟

骨では軟骨の低形成を認め、骨髄は造血細胞が著しく

減数。脾臓の白脾髄においてリンパ球が減数し、濾胞

が不明瞭となる症例も認めた。原因については不明で

あるが、虚弱子牛の貧血や免疫能の低下に起因してい

るものと考察。今後も組織所見の集積が重要。 

 

537 搾乳施設排水の現状、問題点及び対策 ─ 環境

にやさしい畜産を目指して ─：愛知県知多家保 加古

奈緒美、松尾茂 

酪農家における搾乳施設排水について、管内の状況

が不明であったので調査を実施し、問題点を整理。調

査は管内のロボット搾乳7 戸、パーラー方式16 戸、

パイプライン方式18戸の農場での聞き取り調査と、パ

ーラー方式とパイプライン方式の農場各１戸で搾乳施

設排水の水質検査を実施。約7割の農場は排水の環境

への負荷について問題意識をもっていたが、搾乳施設

排水専用の浄化槽設置は9戸、公共下水道処理は2戸

で、残りの多くの農場は無処理のまま側溝や畑等へ放

流。水質検査では、パーラー方式の農場において、浄

化槽処理による水質の改善が確認された。パイプライ

ン方式の農場では、洗浄剤によるpHへの影響の他、搾

乳機器内の残乳量が多いとCOD、リン酸及びSSの値が

高くなる傾向がみられた。今後は洗浄剤や殺菌剤の適

切な使用、残乳を直接排水しないこと、排水に糞尿が

混合する場合は浄化槽を設置することなどを指導して

いき、環境にやさしい畜産を目指したい。 

 

538 家畜排せつ物法施行に伴う管内農家の対応状

況：愛知県尾張家保 土屋明彦、早川佐和 

家畜排せつ物法施行に伴い、都市地域の管内は環境

面に配慮した排せつ物の処理が求められた。当所では

平成１２から１６年で延２２５戸の巡回指導を実施し

たので、その状況について報告する。管内畜産農家は

環境への意識が高く平成１２年で約６５％が処理施設

を有していた。施設のない農家は経営、環境面から廃

業又は規模縮小を視野に入れた対応をした。結果的に

２７％が廃業し、その要因は設備投資関係４６％、環

境関係３５％であった。施設のない農家に対し排せつ

物の農地還元計画書の提出を求め、計画的な施用を指
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導した。現状において排泄物法に対する違反事例はな

いが、環境に対する苦情は５年間で７６件あり、内５

５件が悪臭であった。苦情の解決は難しくほとんど継

続中である。今後、各市町が官能試験を取り入れる動

きがあり、処理施設を持った農家も悪臭対策が課題と

なる。畜産を営む状況が更に厳しくなると考える。 

 

539 酪農家での繁殖指導の一例：奈良県家保 西野治 

 17年6月、管内酪農家より1年以上繁殖で悩んでい

るとの相談を受け、繁殖検診と飼養管理の指導を実施。

当該酪農家は 15 年末から受胎率が急激に低下、以降

17年6月までに妊娠した牛は3頭。乳量低下・廃用牛

増加となり搾乳牛頭数が約35頭から25頭まで減少。

まず繁殖面の改善が必要と考え、繁殖検診を月に2～3

回程度実施。個体の観察とその記録を指導、必要に応

じて治療したところ、繁殖対象牛18頭中10頭受胎（3

頭不受胎、5 頭妊否不明）した。しかし受胎率は低く

（10/28、35.7％）、その改善のために飼養管理につい

ても指導。給与飼料の分析では充足率がDMI 73～80%、

TDN 71～82%、CP 72～85%と低値、血液検査ではBUN・

血中グルコース濃度が低く、エネルギー・タンパクの

給与量不足と判断。また飼養環境では繁殖に影響しや

すい牛床の硬さおよび蹄疾患を指摘。これらの対策と

して配合飼料増給、牛床マット交換、敷料の利用、削

蹄と蹄疾患の治療を指導している。 

 

540 酪農規模拡大の現状と課題：鳥取県倉吉家保 井

上真寛、錫木淳 

 平成17年1月から4月に酪農100頭規模及び30頭

規模の農家でｹﾄｰｼｽを疑う産後起立不能による廃用が

多発。100頭規模では、混合不十分なTMRの給与(選り

食いの発生)、不十分な産後のｹｱ。糖蜜添加による粗飼

料の食い込ませ、乾乳期から分娩後まで十分な牛の観

察とｹｱを実施。30頭規模では乾乳期まで配合飼料を過

給与。ｽﾃｰｼﾞに応じた配合飼料の給与と産後のｹｱを実

施。改善後、両農家とも起立不能牛はｾﾞﾛ、乳量が約

2kg/頭/日増加。血液生化学性状では、泌乳 盛期をﾋﾟ

ｰｸにしたTCHOの増加、NH3の低下、肝機能の改善、NEFA

の顕著な低下を確認。100 頭規模はﾋﾄの管理優先、規

模拡大後3年目に牛に負担がかかった結果。30頭規模

は全てのｽﾃｰｼﾞに過大な乳量を求めたことによる結果。

規模拡大するには不十分な飼養管理。大山乳業指導部

を中心とした対策ﾁｰﾑ(飼料会社、普及所、家保)の支援

と基本的な小さな改善が大きな効果を生み出したこと

によって若き後継者たちの自信になったと考察。 

 

541 地域内酪農家への関係機関一体となった衛生指

導実施状況：島根県松江家保 坂本洋一、安部茂樹 

 従来より各関係機関と連携し、A 酪農協管内の酪農

家に対し衛生指導を実施。当家保の調査内容は、平成

15 年がスタンプ培地によるバルククーラー内壁の細

菌検査、16 年が畜舎環境調査、平成 17 年は農家別の

乳頭口のスコアリング。細菌検査では、腸内細菌群が

分離された農家が 33 戸(60％)、黄色ブドウ球菌(SA)

が分離された農家は9戸(16％)。問題のあった農家に

対しては洗浄の徹底等の指導を実施。畜舎環境調査で

は、換気設備、飼槽、給水設備、牛床について調査。

換気設備の設置角度、取付け位置、牛床へのクッショ

ン性の良いマットの使用、バンクリーナーへのスノコ

の設置を指導。乳頭口スコアリングのスコア(S)は

1(正常)～4(重度)に設定。農家別平均ではS<2が7戸

(15.6％)、2≦S<3が34戸(75.6％)、3≦Sが4戸(8.8％)

で、体細胞数との比較においては、スコア上昇に伴い、

体細胞数も上昇傾向。日頃の搾乳手技について指導を

実施。今後は搾乳機器の点検も必要。 

 

542 肥育牛導入時の血液検査値と枝肉成績との関

係：島根県出雲家保 村上浩美、松本百合子         

 平成14年7月から翌年6月に上場された黒毛和種肥

育素牛700頭について、市場出荷時の子牛情報（性別、

血統、導入月、生産地域、導入体重）、導入時血液検査

値（15 項目）、および枝肉成績（枝肉重量、ロース芯

面積、バラ厚、皮下脂肪厚、出荷 DG、BMS-No.）を比

較検討。データ分析は分散分析。子牛情報と有意差の

あった血液検査項目数は性別9、血統10、導入月11、

生産地域8、導入体重2項目。枝肉成績では枝肉重量1、

ロース芯面積1、バラ厚3、皮下脂肪厚2、出荷DGで1

項目。バラ厚はTP、BUNが低レベル（＜AVE.－2×S.D.）

であると薄くなる傾向。BMS No.は BUN、TP、Alb、P

が低レベルであると低下する傾向。以上から子牛情報

条件の違いが多いほど血液性状のバラツキの増大が示

唆。枝肉成績には子牛情報の関与示唆。また、導入素

牛の状態だけでは枝肉成績の推測は困難。しかし、一

部の検査項目では導入時の低値が枝肉成績に影響する

可能性が示唆。 

 

543 生乳生産現場におけるトラブルシューティング

手法の有用性：岡山家保 田原鈴子、佐藤静子 

 平成１４年度から酪農協を中心とした関係機関指導

チームで実施している高品質生乳生産指導について、

改善効果を評価するため、データを分析。対象農家は

乳用牛群検定農家２４戸、調査項目は、指導前後のバ

ルク乳体細胞数（SCC）、補正乳量、死廃率等とし、死

廃等については、家畜共済病傷事故記録を参考。分析

対象農家のうち、搾乳関係のみ改善した農家は 29%、

飼養環境のみが8%、両方とも改善した農家が38%、改

善に取り組まなかった農家が25%。SCC減少に も有効

であったのは搾乳手順等、乳量増加では搾乳手順等及
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び飼養環境の改善であることが示唆された。関係機関

が提示した改善対策を実施した農家は調査項目全てに

ついて改善が認められ、改善に取り組まなかった農家

では、現状維持もしくは悪化の傾向にあった。高品質

生乳生産のため、酪農家自身がトラブルの原因を認識

し、改善対策を実行していくトラブルシューティング

手法は指導方法として有効である。 

 

544 牛群検定を活用した乳牛指導：岡山県津山家保 

横内淳一郎、森中重雄 

 近年、酪農経営において牛群検定成績は欠かせない

ものとなっている。しかし、受検農家の多くが検定成

績を活用していない状況にある。そこで、農家自身が

検定成績を自発的に活用するよう乳成分である乳蛋白

質率と乳脂肪率の比（Ｐ／Ｆ比）に着目し、ワンポイ

ントアドバイスを実施。その結果、Ｐ／Ｆ比のバラン

スが異常な牛には何らかの問題があり、衛生的乳成分

である体細胞数の上昇にも関連性があった。そこでバ

ルク乳中体細胞数の変動の大きかった農家を選定し泌

乳ステージごとに飼料設計を見直すことにより栄養バ

ランスの改善を図った。また、ＢＣＳと糞スコアでモ

ニタリングも実施し濃厚飼料の給与指導を行った。そ

の結果、Ｐ／Ｆ比のコントロール及び栄養管理により

バルク乳中の体細胞数の低減につながり、乳質改善が

図られた。 

 

545 受精卵移植の活用事例：岡山県津山家保 中山裕

貴、中原仁 

 和牛繁殖雌牛の減少が続く中、その資源を確保する

ためには、乳用牛の借腹を利用した受精卵移植が有効

であり、当家保では H１６年約８０頭採卵し約５００

卵の移植を実施。また、民間も多数の移植を実施。こ

の背景には、津山、勝英地域は和牛繁殖雌牛と乳用牛

の頭数がバランス良く、多様なニーズにあった取り組

みによるものと考えられる。そこで、管内の主なケー

スを分析、検討。その結果、①和牛繁殖農家と酪農家

の連携による借腹移植による和牛受精卵産子生産。②

酪農家による採卵、移植、哺育、育成及び子牛市場出

荷までの一貫生産。③民間が実施する和牛体外受精卵

産子の生産。④雌雄判別乳牛卵を利用した計画的交配。

これらは地域の協力体制と酪農家の経営形態並びに理

解によって選択されているものであるが、このなかで

も収益性が も高いのは一貫生産の形態であり、今後、

関心が一層高くなるものと思われる。 

 

546 近交度の抑制を考慮した計画交配による見島牛

の振興：山口県北部家保 根岸孝之、倉重威見 

 見島牛は、天然記念物、経済家畜の両面から振興を

図っているが、生産性向上に係る指導に加え、近交度

抑制のため計画交配について指導を開始。近交度の抑

制として、近交係数及び血縁係数を算出。近親弊害に

ついて調査し、農家へ説明。全飼養牛の交配シミュレ

ーションを実施し、近交度を抑制する計画交配表を作

成、指導。生産性の向上として、年8回の定期巡回指

導の他、先進地視察、人工授精研修会を実施。繁殖雌

牛の適正な更新を推進。成果として、現飼養牛の近交

係数、血縁係数の平均値は、各 3々3.2％、52.7％と高

く、近交係数が高い個体ほど体格は小さくなる傾向が

判明。近親弊害について農家の理解を得、計画交配へ

積極的に取り組み、受胎率及び増頭への意欲が向上。

子牛生産率はH15 年度30.1％、H16 年度43.2％、H17

年度 44.6％、出荷去勢子牛の日齢体重は H15 年度

0.47kg、H16年度0.54kg、H17年度0.58kgと向上。今

後も計画交配の徹底を図り、来年度には長期飼養計画

を策定予定。 

 

547 菊川町環境保全型農業推進における家保の役

割：山口県西部家保 森田正浩、市野清博 

 菊川町は、早くから化学肥料や農薬の削減、家畜た

い肥の効果的活用による土づくり等、環境保全型農業

に取り組んでいる。家保は菊川町環境保全型農業推進

協議会の構成メンバーの中心となり、環境保全及び耕

畜連携の核となるたい肥センター建設に向けて、畜産

農家のたい肥センター利用意向調査や先進地の視察研

修、たい肥センターの設計試算や運営管理方法につい

て積極的に町や酪農家に企画・提案し、耕畜連携体制

の核となるたい肥センターを平成 16 年度の国庫補助

事業で建設、平成17年2月から稼働。酪農家10戸で

構成する堆肥管理組合、山口県酪、農業協同組合、下

関市（旧菊川町）、県農林事務所農業部、家保を構成

メンバーとする菊川堆肥センター連絡協議会を毎月開

催し、併せて現地指導やたい肥の成分分析を実施し、

高品質たい肥の製造に向け検討、円滑なたい肥の流

通・販売体制や高品質たい肥の安定的な供給体制を指

導・整備した。 

 

548 体細胞数低減を目指した乳質改善指導 ：徳島県

鴨島家保 棚野光晴、福見貴文  

  バルク乳中の体細胞数が高く、規格外が続く２０農

家について、平成１６年から重点を置いて改善指導を

行った。これらの農家では多くの牛が体細胞数が高く、

３０万以下にするのは無理だと思っている。ＰＬテス

トの結果、搾乳牛の７０％、分房数の８０％が正常で

あった。指導項目の内、ＰＬテストの利用、ミルカー

の離脱、慢性乳房炎牛の淘汰は１部改善された。ディ

ッピング、１頭１布は十分改善できていない。また、

牛舎環境の改善は進んでいない。乳房炎乳汁中の菌分

離では、３５例中１９例から複数の菌が分離された。
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緑膿菌、真菌が分離された１１例は有効と思われる薬

剤が少なかった。改善が見られた３農家において、バ

ルク乳中体細胞数が年平均７０万個/ ｍｌから５０万

個/ ｍｌに減少した。改善された３農家の共通点は改

善意欲があり、後継者がいる点であった。 

 

549 施設機器整備に伴う牛糞堆肥化指導：香川県西部

家保 梶野昌伯、真鍋圭哲 

 家畜排せつ物の管理の適正化及び利用の促進に関す

る法律の施行に伴い、管内農家では堆肥化処理施設等

を新たに整備。それらの農家の多くはこれまで直接農

地還元等の糞尿処理。西讃農業改良普及センターと共

同で堆肥化技術を確認。対象農家は7戸（酪農家4戸、

肥育牛農家2戸、耕種農家1戸）。発酵中の温度、堆

積期間、生産された堆肥成分6項目（水分、PH、EC、

発芽率、アンモニア、腐熟度）を香川県家畜堆肥生産

共励会審査基準に沿い点数化（80 点満点、判定：48

点以上を良質堆肥）して発酵品質を評価。結果、7 戸

中4戸が基準以上。基準以下の3戸の原因として水分

調整不足（1戸）、切り返し回数不足（2戸）。これら

の農家へ改善指導すると共に堆肥生産量削減のため水

分調整材として戻し堆肥を指導。 

 

550 国産稲わら利用拡大の取組み：愛媛県八幡浜

家保 戸田広城、久保田英和 

 八西地域(八幡浜市、伊方町、旧三瓶町)は、水稲の

作付面積が約38haと非常に少なく、当該地域の肉用牛

農家(繁殖2戸、肥育5戸)は、稲わらを他の地域で収

集しているものの、不足しているのが現状。そこで、

当該農家の稲わらの収集状況を分析し、国産稲わらの

利用拡大について検討。まず、当所に設置した「八西

地区飼料増産チーム」主導で、肉牛グループと稲作グ

ループとのネットワークづくりを進めるため、意見交

換会を実施し、稲わら供給農家リストの作成や耕種農

家の要望による排水条件改善のための弾丸暗渠機の導

入等を行い耕畜連携の｢きっかけづくり｣を推進。その

結果、稲わらの収集地域を八西地域の隣接地区に集約

することができ、収集効率の向上と運搬時間の短縮に

繋がった。また、稲わらの収集面積は対前年比約 1.6

倍の 58ha となり、粗飼料自給率も83.8％に向上する

とともに、たい肥の利用促進も図られた。今後、この

ような取組みが他の地域に波及するよう、地域ぐるみ

の指導を実施したい。 

 

551 実証展示放牧実施に向けた市町村へのアプロー

チ：高知県東部家保 安藝秀実、村松俊 

 電気牧柵による簡易放牧については、一般住民には

殆ど知られていない。有用性を提示し普及を促進する

ためには、実証展示牧場を設置して周知を図る必要が

ある。地域の実情に精通し確実に推進するためには市

町村担当の支援が不可欠。今回、管内では初めての東

洋町での実施に際し、予め設定しておいた①展示方法

の方向性に従い（小面積であっても実施する、短期間

であっても実施する）、②熱意のある市町村の担当者

を探す（候補地の選定、農業委員会への出席等）こと

により、③実施に向けた打ち合わせ（市町村担当によ

り地権者への説得、周辺住民等への周知・説得）を経

て実施するに至る。 

 成果は、地域住民や町役場に好印象を与えただけで

なく、他の市町村へも波及効果をもたらす。 

 今後の推進には、放牧後の農地利用法を含めた総合

的な検討が必要。 

 

552 市場出場子牛の交配状況から見た傾向と地域に

おける今後の取り組み：高知県西部家保 山岡昭彦、

尾石敦 

 近年、褐毛和種（高知系）の市場出場子牛の交配状

況は、特定種雄牛への偏重により、次世代への交配に

苦慮する状況になりつつある。また、遺伝的多様性を

確保することの重要性は他品種と同様に指摘されてい

るが、これを維持するための繁殖雌牛の確保が困難に

なることが予想される。今回、過去８年間の家畜市場

出場子牛の交配状況と繁殖母牛の血統構成、種雄牛造

成、管内の交配状況等について検証した。その結果、

①司長累系の種雄牛（嶺北山、千代力、桜千代、山桜）

の産子が８割を越える状況②繁殖雌牛の血統構成も司

長累系の種雄牛に偏重③種雄牛造成も司長累系の種雄

牛の産子が主流④司長累系以外の種雄牛を父に持つ繁

殖母牛は減少かつ高齢化しており、これらの改良への

活用が急務。⑤管内においても司長累系の種雄牛（嶺

北山、千代力、桜千代、山桜）の交配が主流。以上の

ことから、地域においても、今後、受精卵移植技術等

を活用した遺伝的多様性を確保するための取り組みが

必要となってきている。 

 

553 発育不良および過長蹄が認められた黒毛和種の

腎臓における病理学的検討：中央家保 早稲田万大 

 黒毛和種の病性鑑定事例に発育不良、腎機能の低下

および蹄の異常伸長を呈するものが認められたことか

ら牛クローディン 16（CL16)欠損症を疑い、腎臓につ

いて病理学的検討を行った。供試材料は、発育不良の

他、腎機能の低下および蹄の異常伸長の何れかを呈し

た 2 カ月齢～28 カ月齢の黒毛和種6 頭(症例 1、2、4

は家畜改良事業団による遺伝子型検査において CL16

欠損1と診断)の腎臓ホルマリン固定材料を用いた。病

理組織学的検査は、常法に従いパラフィン切片を作成

し、HE染色、PAS染色、PTAH染色、マッソントリクロ

ーム染色およびエラスチカワンギーソン染色を施し鏡
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検した。その結果、症例5を除きほぼ共通した所見が

認められ、糸球体では糸球体数の減少および大小不同、

尿細管では基底膜の肥厚および上皮の変性が見られ、

なかには尿細管腔の拡張に伴い上皮が扁平化している

ものも認められた。尿細管間質には単核細胞の浸潤お

よび膠原線維の増生が認められた。症例5においては、

中程度の尿細管変性が認められた。 

 

554 データベースを活用した第 9 回全共への取り組

み：大分県玖珠家保 手島久智 

 当管内の雌牛データベースを活用しながら、第9回

全国和牛能力共進会に向けた出品対策と地域内雌牛保

留の取組を実施。農家毎の母牛台帳、育種価等のデー

タベースを作成。数値で示されている育種価をＨＡＢ

Ｃでランク分けし農家への理解を容易にした。第

7,8,9 区候補牛の選抜、授精指導、飼養管理共励会及

び畜産講習会等の実施。第２回和牛系統研究会及び育

種組合現地検討会への出品。子牛飼養管理マニュアル

作成配布。データベス化により母牛の血統構成、年齢

構成、繁殖状況、授精状況等の情報を把握が可能。第

7 区への出品牛の育種価等の条件を満たすものが１５

０頭、うち授精依頼、受胎確認出来たものが90頭。雌

牛の保留状況は、毎年約３００頭が保留され約半数が

推定育種価が判明しており、約７割が平均以上の雌牛。 

 

555 管内における家畜排せつ物の状況と今後の課

題：沖縄県北部家保 多田郷士、新田宗博 

 ｢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｣という。）が平成 16 年 11 月 1

日から適用された。今回、管内の家畜排せつ物の処理

及びたい肥の流通状況について調査し、その結果と今

後の課題を検討する。平成17年度の管内各市町村によ

る法適用農家305戸についての調査及び当家保による

法適用農家中101戸への立入検査調査の結果、家畜排

せつ物は適正に管理されていた。また、管内のたい肥

流通状況を把握するため、平成14年度、平成16年度、

平成 17 年度に調査を行った結果、県内産は 54％から

57％、県外産は43％から45％の割合で流通し、県外産

の 86％から 91％は鶏糞であった。現在、たい肥化施

設・機械が整備されつつあり、たい肥供給量がさらに

増加し、流通に変化が起こると思われる。今後も管内

の家畜排せつ物の適正管理が維持されるため、管内で

生産されたたい肥の流通状況を把握、関係機関等との

協議を行い、たい肥の地産池消を推進する必要がある。 

 

Ⅳその他の家畜の衛生 

 

Ⅳ－１ウイルス性疾病 

 

556 ばんえい競馬場で集団発生したコロナウイルス

感染を疑う症例：北海道十勝家保 成田雅子、信本聖

子 

平成16年12月、ばんえい競馬場在厩馬に発熱及び

食欲不振の症状が続発。1カ月間で651 頭中178 頭発

症、うち2歳馬以下が約4割。症状は数日で回復し予

後良好。発熱馬ペア血清、鼻汁、糞便、同居馬及び 2

歳新馬血清、管内疫学保存血清を調査。ペア血清はコ

ロナウイルスを含む主な病原体10種の抗体価を測定。

鼻汁、糞便は細菌分離、ウイルス分離、遺伝子検索、

電子顕微鏡検索を実施。発熱馬以外の血清はコロナウ

イルス抗体価のみを測定。ペア血清はコロナウイルス

のみ抗体価が有意上昇。糞便からウマコロナウイルス

と相同性 99%の遺伝子を検出。その他の検査は全て陰

性。原因としてウマコロナウイルスの感染を強く示唆。

また、同居馬のコロナウイルス抗体価が高く競馬場内

でのまん延を示唆。国内で初めてのウマコロナウイル

スの集団感染と推察。2 歳新馬及び管内飼養馬の若齢

馬ほどコロナウイルス抗体価が低く、若齢馬を中心に

感染拡大と推察。 

 

557 県内で見られた山羊関節炎・脳脊髄炎の初発例：

福井県嶺南家保 加藤信正、武田佳絵 

 愛玩用として飼育されていた山羊に関節炎が発生。

飼育頭数は９頭で、成獣７頭は平成１４年と１５年に

県外から導入。また、幼獣２頭は自家産。調査の結果、

成獣２頭に手根関節の腫脹を伴なった起立困難が見ら

れ、ウイルス学的検査を実施。結果、山羊関節炎・脳

脊髄炎ウイルス（ＣＡＥＶ）抗体は８頭中（成獣１頭

判定不能）成獣５頭が陽性。ｎｅｓｔｅｄ－ＰＣＲを

用いたＣＡＥＶ遺伝子検索では末梢血中白血球９頭中

幼獣１頭を含む６頭から遺伝子を検出。乳汁中細胞成

分からも遺伝子を検出（１／１）。また、後日、起立不

能を呈した１頭の鑑定殺を実施。結果、左手根関節，

肝臓，肺等に膿瘍が見られ、病理組織学的検査で手根

関節の非化膿性増殖性滑膜炎や非化膿性乳腺炎等を認

めた。細菌学的検査では、Arcanobacterium pyogenes

を関節、肝臓から、Streptococcus sppを関節、肝臓、

肺から、また、乳房から多種類の菌を分離。 

 

558 非化膿性脳脊髄炎を主徴とする山羊関節炎・脳脊

髄炎のウイルス学的分析：香川県東部家保 高橋茂隆、

竹内康裕 

 県内で発生した山羊関節炎・脳脊髄炎(CAE)2症例を

ウイルス学的に分析。発生山羊は母娘(各 4、2 歳齢)

で、病変は母娘ともに大脳髄質等に重度の非化膿性脳

脊髄炎と娘の肉芽腫性炎。CAE ウイルス検査で娘のゲ

ル沈抗体は陽性。PCR 検査では多臓器が陽性。また、
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PCR 成績から推定した諸臓器の抗原量と病変の程度を

4段階(－～+++)に分類し、その相関性を検討。病変の

重度さに伴って、抗原量は多くなる傾向。特に大脳は

抗原量が 多。シンシチウムアッセイ法によるウイル

ス分離では娘大脳から羊胎児肺細胞でCAEウイルスを

分離。遺伝子解析から、母娘間は 100％、長野株とは

97％のホモロジー。また、国外では米国やブラジル株

と比較的近縁。以上のことから、国内で報告のない重

度の非化膿性脳脊髄炎はCAEウイルスによるものと断

定。CAE では多臓器に病変形成の可能性があり、総合

診断が重要。また、ウイルスの起源はブラジル、米国

の可能性が示唆。 

 

559 アイガモから分離されたニューカッスル病ウイ

ルスの病原性の検討：滋賀県家保 北脇由季子、浅井

素子 

 2005年5月に雛の導入元を同じくする3戸のアイガ

モからニューカッスル病ウイルス(NDV）を分離。いず

れもNDVを含め感染症を疑う病理組織所見は認められ

ず。飼養管理の失宜が原因と推察されたが、1 戸は原

因特定できず。遺伝子解析の結果、3 農場の PCR 産物

遺伝子配列は一致し、既知の野外弱毒株に近似。分離

NDVは鶏胎児平均死亡時間が91.8時間で、CEF細胞に

プラックは形成せず、F 蛋白質の開裂部位のアミノ酸

配列はSGGGKQGR-LIGであり、鶏に対して毒性の弱いウ

イルスと確認。アイガモ農家へは、NDV 遺伝子検出率

が下がるまで、水田への放飼の自粛を求めるとともに、

周辺養鶏農家へはワクチンの接種と防鳥対策の徹底を

指導。アヒルやアイガモからは多数のNDV分離例があ

る。今回の分離NDVは弱毒であったが、アイガモと鶏

では強毒NDVに対しての感受性が異なることから、ア

イガモからのNDV拡散防止対策、養鶏場でのNDV予防

対策の徹底が必要。 

 

560 ウエストナイルウイルス（ＷＮＶ）感染症対策の

取組み：大阪府南部家保 辻野知加、虎谷卓哉 

 WNV感染症は元来アフリカの風土病であったが1999

年にアメリカで初発患者が発生して以来、北米等で多

数の死者、馬も多数死亡。本ウイルスは蚊と鳥で感染

サイクルを形成。人と馬へはウイルス保有蚊の吸血で

感染、脳炎を発症すると死亡率は高い。我国では WNV

は未検出だが、諸外国との頻繁な交流から水際防疫の

強化とともに国内での媒介蚊や死亡野鳥の調査体制を

強化。当所では平成15年度以降、農林水産省のサーベ

イランス事業に基づき、動物衛生研究所（動衛研）、

動物検疫所との連携により、蚊・死亡野鳥・馬につい

てWNV検査を実施。蚊は管内の馬飼養場所にて春～秋

に毎月１～２回捕獲し分類の上、死亡野鳥についても

脳を採材WNV分離検査を動衛研で実施。輸入馬につい

ては動物検疫所で係留検査後、当所が臨床検査を実施。

現在までに蚊324匹、死亡野鳥11羽、輸入馬24頭を

検査しWNVは未検出。今後も家畜衛生対策としてだけ

でなく動物由来感染症対策として取組む。 

 

561 水禽類の鳥インフルエンザにともなう防疫対

応：奈良県家保 髙田節子、松田勇 

 平成17年 11月、隣接X県の摘発検査に端を発し、

同一経営者の本県水禽類飼養農場が疫学関連農場

に。移動自粛を要請、立入採材。また、1000羽以上

飼養農場を順次巡回。疫学関連農場を中心とした消

毒ポイントを想定。結果、関連農場からはＨ４Ｎ８

亜型ウイルスを分離。Ｘ県初発地から半径１０㎞に

ある観光農園には移動自粛を要請、立入採材。近隣

1 市３町に対し愛玩鶏飼育状況の把握を依頼。観光

農園からウイルスは分離せず。この事案の問題点と

して、初発地に対する措置と関連農場に対する措置

の区別を畜主に理解してもらえなかった事。事前説

明の重要性を痛感。パソコン地図ソフトは防疫措置

の１ツールとして有効。事案発生後、関連農場があ

る地域に対し説明を実施。近隣住民の不安解消に努

めた。 

 

 Ⅳ－２細菌性・真菌性疾病 

 

562 胆振管内の馬伝染性子宮炎の清浄化対策に向け

た取組：北海道胆振家保 小澤みどり、阿部るり子 

 管内では昭和 55 年に馬伝染性子宮炎の発生が確認

され、同年から繁殖に供する雄馬及び雌馬を対象に、

家畜伝染病予防法に基づく定期検査を実施。平成3年

まではほぼ毎年陽性馬を摘発。陽性馬は関係機関協力

のもと、自主的に交配を制限、治療・検査を反復実施、

清浄化を図った。平成11年以降は全頭陰性を確認。平

成13年～14年はJRA事業を活用したPCR検査で全頭

陰性を確認。以上から着実に清浄性が推進されている

ものと判断、平成15年から胆振家畜自衛防疫推進協議

会を推進母体とした自主検査へ移行。平成16年繁殖雌

馬1頭が陽性。清浄化を困難にしている保菌馬の摘発

に努め、獣医師の採材技術の向上と統一を図るため事

前に講習会を開催。飼養者に検査の必要性を説明する

とともに確実な保定を指導。先の陽性馬の感染経路は

不明であり、より鋭敏な診断法の開発を期待。国内で

の撲滅を図るため、地元関係者が一体となった協議会

による定期的な検査、JRA の協力・助成の体制は有効

に機能。さらには近年より一層頻繁となった海外との

交流にも注意を払うことで、目的を達成する日も近い。 

 

563 Rhodococcus equi 無毒株感染による軽種馬の流
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産：北海道日高家保 中村芳子 

馬流産胎子からRhodococcus equi（以下、R. equi）

を日本で初めて分離。分離株の細菌学的性状検査、DNA

解析等を実施。症例は胎齢196日サラブレッド種流産

胎子。剖検では羊膜充血、臍帯に全長にわたる水腫と

点状出血、胎子胸膜に点状出血。ウイルス検査ではPCR

法で馬鼻肺炎を否定、CF法で馬ウイルス性動脈炎を否

定、主要臓器から既知のウイルス分離陰性。主要臓器

と母馬子宮内貯留物及び糞便からR. equiを分離。免

疫組織化学染色で胎子肺胞に本菌を確認。分離菌は病

原性プラスミド、毒力関連抗原（以下、VapA）及びVapA

遺伝子陰性、マウスへの毒力も認めず、無毒株と判定。

母馬の無毒株に対するELISA抗体価が流産後有意に上

昇。DNA 解析では胎子、母馬子宮、糞便由来株は全て

同じ遺伝子型を示したことから、母馬由来株による日

和見感染と推察。今後、R. equi についても流産の原

因菌として考慮すべきものと判断。 

 

564 釧路管内における６年振りの馬パラチフス発生

と鶏への感染実験：北海道釧路家保 室田英晴、稲原

一幸 

 平成16年12月から平成17年3月にかけて、管内の

H町で4戸13頭の馬パラチフス（以下、馬パラ）によ

る流産が発生。初発のA農場放牧場で流産発生時、道

路を挟んで隣接する B、C 農場放牧場では妊娠馬放牧

中。1カ月後、B、C農場で馬パラ発生。さらに1カ月

後、B、C農場から約1㎞離れたD農場でも馬パラ発生。

A 農場放牧場で、カラスが流産胎子を食しているのを

畜主目撃。B、C農場で流産胎子を食した跡確認。カラ

スによる馬パラ菌伝播の可能性示唆。カラスが伝播源

となりうるのか、鶏を用い感染実験実施。採卵鶏4羽

に4日間の絶食後、馬パラ菌経口投与。クロアカスワ

ブで細菌検査、血液で抗体検査（試験管内凝集反応）

実施。結果、4羽で接種1時間後から8日後まで間欠

的に菌分離、接種7日後には3羽で抗体上昇し、鶏は

馬パラ菌に感染したことが判明。以上から今回の流行

は、流産胎子を食したカラスが馬パラ菌を伝播した可

能性が高いと判断。 

 

565 山羊に発生した破傷風：千葉県東部家保 佐藤典

子、木下智秀 

2005年5月、山羊6頭を飼養する農家で、3ヶ月齢

の山羊1頭に全身の硬直、光や音への知覚過敏、およ

び後弓反張等の臨床症状が見られたため、病性鑑定を

実施した。疫学調査では、当該山羊は破傷風のワクチ

ン接種を行っておらず、発症の一週間前に除角作業を

行っていた。剖検所見では、右角根部の腫脹、内部に

1cm 大の化膿巣が認められた。細菌検査では、破傷風

菌は分離されなかったが、血清をマウスに接種したと

ころ、破傷風毒素特有の症状である後肢の強直性痙攣

及び体躯の屈曲が認められた。さらに、予め破傷風抗

血清を接種したマウスに検体血清を接種したところ異

常は見られず、このマウスは破傷風抗血清により毒素

が中和されたと考えられた。以上のことから、本症例

を破傷風と診断した。飼養者へは、家族と同居山羊へ

の破傷風ワクチン接種と畜舎消毒を指導し、その後発

生は認められていない。 

 

566 管内養蜂場のヨーロッパ腐蛆病発生事例：新潟県

中越家保 村山和範、篠川温 

 平成16年4月に飼養を開始した15群飼養の養蜂場

から、平成17年7月に腐蛆病を疑う疾病の通報。病性

鑑定の結果、死亡幼虫から Melissococcus plutonius

を有意に分離。県内初のヨーロッパ腐蛆病と診断。防

疫措置として立入検査時にみつばちの移動制限等を指

示。腐蛆病決定後、発生2群のみつばちを含めた汚染

物品の焼却および消毒を指導。疫学調査で周辺に養蜂

場が存在しないこと、導入から発生まで1年以上が経

過していること等から感染経路の特定には至らず。当

該養蜂場は養蜂業者の届出の遅れと地元養蜂組合に未

加入であったことから飼養実態把握が困難であり、ま

た県外より通信販売で導入した蜂群が「腐そ病検査証

明書」を有さなかったなどの問題あり。これに対し検

査済み蜂群の導入、衛生管理と異常時の早期通報を指

導し、管内養蜂場に資料を配布。今後は幅広い養蜂業

者の把握と疾病予防に向けた啓発活動が必要。 

 

567 転飼蜂群で発生した腐蛆病の一事例：山梨県西部

家保 渡辺真一、輿水佳哉 

 今年度管内にて腐蛆病が4件発生している。うち1

件で疑似患畜142群の法令焼却を行ったので報告する。 

 県外の養蜂業者Aが南アルプス市にみつばち150群

の転飼を行い、果樹の花粉交配に使用していた。交配

終了後他県への転飼のため腐蛆病検査を行ったところ

1群陽性であり隣接1群と共に自衛焼却を指導した。

残群について1週間後に再検査を行ったところ6群陽

性であり自衛焼却としたが、残り142群については、

陽性群との同居歴があること、また当蜂群は養蜂業者

Aが他県の複数の養蜂家より借り受けた物であり、返

却によりまん延の恐れがあることから疑似患畜として

焼却処分した。 

 初発の段階から、管轄のJAに再検査場所と焼却場所

の手配を依頼した。また142群焼却の際には南アルプ

ス市役所に焼却場所の近隣住民への説明と消防への手

続を依頼した。関係機関との密な連携により、再検査

から焼却処分まで迅速な対応を行うことが出来た。 

 

568 アメリカ腐蛆病対策における消毒方法の検討：静
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岡県中部家保 塩谷聡子、松下幸広 

 アメリカ腐蛆病の発生抑制のため、巣脾・巣箱等の

消毒にはエチレンオキシド燻蒸が用いられてきたが、

法的規制等により使用困難。今回、紫外線照射と弱酸

性電解水を用いて消毒方法を検討。芽胞菌の消毒試験

に一般的に用いられる枯草菌芽胞を巣脾に塗布し、紫

外線照射区と弱酸性電解水区を検討。弱酸性電解水区

の方が紫外線照射区よりも消毒効果が認められたた

め、腐蛆病菌芽胞を用いた弱酸性電解水の試験を実施。

供試菌：Paenibacillus larvae芽胞型。弱酸性電解水：

有効塩素濃度50～80ppm、pH5.0～5.5、水温19～23℃。

測定方法：巣脾に腐蛆病菌芽胞を 1.0×105cfu塗布。

試験後回収、培養して生残芽胞菌数測定。試験結果①

弱酸性電解水噴霧区：平均 5.0×104cfu（n=4）、生理

食塩水噴霧区：平均9.6×104cfu（n=3）②弱酸性電解

水6時間浸漬区：平均3.7×10cfu（n=4）、生理食塩水

６時間浸漬区：平均 4.6×104cfu（n=4）。以上のこと

から弱酸性電解水浸漬による消毒方法は効果的と考え

られた。巣脾の浸漬による品質低下の可能性を含め、

現在養蜂農家での利用方法を検討中。 

 

569 県内発生のアメリカ腐蛆病類似症例：奈良県家保 

恵美須裕子、三浦淳子 

 平成17年5月、県内１養蜂家で腐蛆病検査により巣

脾の異常、悪臭、粘稠性のある死亡幼虫を確認。ミル

クテスト陽性のため病性鑑定を実施。死亡幼虫の

2.5％ニグロシン染色による直接鏡検で芽胞を確認。同

材料を用いた J 培地、普通寒天培地、BHI 培地での培

養（5%炭酸ガス、72時間）で芽胞形成グラム陰性桿菌

を分離。カタラーゼ産生、グルコース、トレハロース、

アラビノース、キシロース、マンニトールで糖分解陽

性。分離菌からテンプレート作成、Govan らの報告

(Appl.Environ.Microbiol.,65,2243-2245)を参考に

PCRを実施。Paenibacillus larvaeに特異なバンドは

検出されず。病性鑑定指針に従いアメリカ腐蛆病を否

定したが、伝染性が強いことから発生群の焼却と器具

の消毒を指示。分離菌はBacillus属と考えられたが、

病原性は不明。今後その解明が望まれる。 

 

570 hemi-nested PCR を用いたヨーロッパ腐蛆病の迅

速診断：岡山県家畜病鑑 澤田勝志 

 2005年4月に県内1養蜂家で成蜂と無蓋幼虫の死亡

を確認。死蛆は水様で発酵臭有り、成蜂の一部個体に

体毛の消失有り。死蛆をKSBHI培地で嫌気培養しｸﾞﾗﾑ

陽性連鎖球桿菌を分離。分離菌についてGovanらの報

告 (1) に 基 づ き single PCR(sPCR) を 実 施 、

Melissococcus plutonius(MP)に特有なﾊﾞﾝﾄﾞを確認し

ﾖｰﾛｯﾊﾟ腐蛆病と診断。また、分離菌から作成したﾃﾝﾌﾟ

ﾚｰﾄを段階希釈し、sPCR と Djordjevic らの報告(2)し

た hemi-nested PCR(hPCR)との検出感度比較を実施、

hPCRが100倍高感度であることを確認。更に、死蛆及

び成蜂に対し両 PCR を実施したところ、sPCR では MP

遺伝子を検出できなかったがhPCRでは全検体でMPに

特有なﾊﾞﾝﾄﾞを確認。これらより、hPCRはsPCRより高

感度でﾖｰﾛｯﾊﾟ腐蛆病の迅速診断に有用と思われた。成

蜂における体毛の消失及び臨床症状より成蜂の死亡原

因は麻痺病が疑われた。 

(1)Govan V.A. et al., Appl. Environ. Microbiol., 

64, 5, p1983-1985 (1998) 

(2)Djordjevic S.P. et al., J. Apic. Res., 37, 

p165-174 (1998a) 

 

571 あいがもの Riemerella anatipestifer 感染症

例：北海道空知家保 内田桐子、立花智 

 平成16年12月、あいがも5群、2,400羽飼養する

施設で死廃数増加を3群で確認。症状は跛行、起立困

難、斜頸、沈鬱、昏睡後死亡。死廃率は、35～45日齢

19.0%、21～35 日齢24.9%、15～33 日齢8.0%で、約4

週間で終息。剖検は心膜及び肝被膜に線維素析出、黄

緑色下痢便。病理組織は線維素性心外膜炎、線維素性

髄外膜炎、肝臓のグリソン氏鞘の血管周囲への細胞浸

潤が共通所見。ウイルス検査は鳥インフルエンザ、ニ

ューカッスル病を否定。細菌検査は Riemerella 

anatipesti-fer（以下、Ra)を五大臓器、脳から有意に

分離。以上の成績からRa感染症と診断。菌の侵入経路

は、あいがも農法で使用したあいがもを施設内で係留

していたこと、及び発生状況からこのあいがもによる

持込と推察。対策は飼槽、給水器の清掃消毒等水平感

染防止を早期実施、衛生管理の徹底。 

 

572 展示用野鳥の Mycobacterium genavense

による抗酸菌症:埼玉県中央家保 伊藤麗子 

 県内動物園の展示用オウカンエボシドリ（推定 19

歳、雄）が2005年4月3日急死。腹部正中皮下に痂皮

を伴う鶉卵大淡桃色肉様腫瘤。臓器に肉眼病変なし。

腫瘤は組織学的に、類上皮細胞で構成される皮下組織

の肉芽腫性結節で凝固壊死巣散見。毛細血管増生と血

管周囲のリンパ球浸潤伴う。類上皮細胞は顆粒状好酸

性細胞質に富み、一部は二核～多核化するがラングハ

ンス型と異なる。同様の細胞は肝臓、脾臓で多発性巣

状、気管、気管支および小腸粘膜固有層でび漫性に浸

潤し軽度肥厚。結核結節様の乾酪壊死認めず。チール

ネルゼン染色で類上皮細胞質内に抗酸菌多数検出。病

変部パラフィン包埋組織切片よりDNA 抽出、PCR で増

幅されたhsp65遺伝子断片のRFLP解析（制限酵素BstE

Ⅱ、HaeⅢ）によりM. genavenseと切断パターンが一

致。16sリボゾームRNA遺伝子配列からM. genavense

と同定。欧米では鳥類の抗酸菌症の原因として数例報
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告があるが、日本での分離報告例はこれまでない。 

 

573 合鴨に発生したボツリヌス症：山口県西部家保 

大石大樹、宮崎元志 

 管内で 40a の水田に合鴨を 60 羽放鳥していた農家

で、平成17年7月24日～26日にかけて約20羽が死

亡。27日に現地調査を実施したところ、急死、起立不

能、翼下垂等の症状を示すものを多数確認。死亡2羽、

起立不能3 羽及び土壌と水の病性鑑定を実施。5 羽の

剖検では有意な所見は見られず。ボツリヌス毒素検査

は血清の2/3例、腸管内容培養上清の3/5例及び土壌

で陽性。陽性検体を用いたボツリヌス毒素中和試験で

はC及びD型抗毒素血清により中和され、以上の結果

からボツリヌス症と診断。分離培養では菌分離されず。

発生水田では高温と水の滞留しやすい飼養環境によ

り、C.botulinum の増殖と毒素産生の好条件が形成さ

れ、合鴨の大量死が起きたと推測。再発生防止のため、

発生水田での飼育中止を指導。 

 

574 野鳥から分離されたサルモネラの性状：佐賀県中

部家保 宮本全、江頭達介 

カラス6羽、コサギ1羽及びシギ1羽から分離した

Salmonella arizonae（2 株）、Salmonella Corvallis

（2 株）、S. Miyazaki、S. Brandenburg、S. Derby、

S. London を検査。PCR 法で、病原性遺伝子spvC は 8

株とも未検出、侵入性遺伝子invAは8株中7株で検出。

薬剤感受性は、8株全てがEMに耐性、多剤耐性の株も

確認。消毒薬感受性試験を逆性石鹸、ヨード剤、複合

製剤について石炭酸係数法を参考に実施した結果、消

毒薬及びサルモネラの株間で差は認められず。

S.Corvallis 3 株（養鶏場分離株の 1 株含む。）、

S.arizonae 2株を病原遺伝子検索、薬剤感受性試験、

パルスフィールド電気泳動法による遺伝子パターンを

比較したが、同種のサルモネラでも全く一致する株は

なし。当該調査を今後も継続し、農場に対して感染予

防のために畜舎への野鳥の侵入防止策を図ることや、

また、通常の消毒薬が有効であることから、農場の定

期的な消毒の実施を指導していくことが重要。 

 

 Ⅳ－３原虫性・寄生虫性疾病 

 

575 放牧めん羊にみられた寄生虫混合感染と衛生対

策：宮城県古川家保 鈴木歩、田中廣 

 めん羊約60頭を飼養する農場において、平成16年

9月から10月にかけ、放牧中に子羊7頭および成羊2

頭が下痢を呈し死亡。10月下旬に、死亡した子羊1頭

を含む10頭の病性鑑定を実施。剖検した子羊1頭の腸

管内容物からトリコストロンギルス、ベネデン条虫、

鞭虫および虫卵を検出。なお細菌およびウイルスの関

与は否定。5頭にHt値20％以下の貧血を認めた。さら

に同居羊15 頭の追加検査では、13 頭から寄生虫卵を

検出、うち7頭に重度線虫感染（EPG2,000～11,500）、

6 頭に貧血を認めた。以上のことから、本症例を寄生

虫混合感染による下痢症と診断。対策として駆虫の徹

底、牧野での発症羊隔離を指導し、冬季舎飼い前の畜

舎消毒を実施。対策後、平成17年の入牧前と退牧後の

検査では全頭に貧血を認めず。虫卵の検出は平成 16

年の15頭中13頭から平成17年の17頭中5頭へと減

少した。現在まで下痢による死亡は認められていない。 

 

576 アライグマ対策における動物由来感染症への取

組み：大阪府南部家保 葛西洋平、西田眞治 

 【背景】野生化したアライグマによる農業被害、生

活環境被害及び生態系への影響が全国的に問題。府内

の捕獲数は平成14年度に8頭だったが、平成17年度

12月現在では272頭に増加。アライグマは動物由来感

染症となるアライグマ回虫を保有・媒介する可能性が

あり、捕獲されたアライグマの回虫卵と個体データの

サーベイランスを実施。【方法】「大阪府アライグマ

捕獲等実施要領」に基づき当所で措置後、個体データ

（体重、体長等）の計測、毛根によるDNA鑑定（母系

分析：外部へ検査依頼）及び糞便中の回虫卵検査を実

施。【結果】措置した68 頭の個体データは雄60％雌

40％、体重1.2～10.4kg、体長30～70cm、尾長17～33cm、

胸囲18～43cm、体高18～43cm、前足長5～9cmおよび

後足長8.5～13cm。DNA鑑定により、主に3集団の家系

に分類。回虫卵検査の結果、採糞可能であった48頭全

て陰性。今後も動物由来感染症対策として、サーベイ

ランスの継続が必要。 

 

 Ⅳ－４一般病・中毒・繁殖障害・栄養代

謝障害 

 

577 我が国で初めて発生した七面鳥のナラシン中毒

と対応：北海道網走家保 松本紀代恵、大庭千早 

 HACCP方式による衛生管理を家保等が支援する2000

羽規模の七面鳥一貫農場で大量死廃事故発生。発生は

種育成鳥に限局。症状は沈うつ、運動失調、白色下痢、

開口呼吸。剖検で筋肉退色、小腸粘膜うっ血とカタル

性変化、肺のうっ血。病理組織で骨格筋の硝子様変性、

横紋構造消失、単核細胞や偽好酸球浸潤。ウイルス、

細菌、寄生虫検査で伝染性病原体陰性。飼料の購入記

録等の精査で発生群のみ鶏育成用飼料を給与、発生 5

日前納品分から抗菌性飼料添加物のアンプロリウムと

エトパベート配合剤がナラシンへ変更。文献報告でナ
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ラシンは七面鳥に致死的、今回と同様所見。以上から

我が国で初めて発生した七面鳥のナラシン中毒と診

断、ナラシン含有飼料の給与中止5日後以降新たな死

廃なし。発生原因は七面鳥に関する情報不足、飼料添

加物変更。大量死廃事故の早期解決に現状把握と遡及

可能な記述や記録と緊急時の手引、関係者の連携とい

うHACCP方式が有効。 

 

578 コリンエステラーゼ阻害剤による野鳥の中毒：岩

手県中央家保  古川岳大、村上隆宏 その他 

鳥類は有機リン系およびカーバメート系に分類され

るコリンエステラーゼ（Ch-E）阻害剤に高い感受性を

示す。2004年3月から翌年3月までの岩手県内で、集

団的に死亡した7事例49羽の野鳥を生化学的,病理学

的およびウイルス学的に検索した。死鳥の瞳孔は縮小

し、眼瞼周囲に流涙痕が存在した。2 種類の市販検査

キットにより、4事例（Nos.1-4）の筋胃内容から有機

リン系物質が、1 事例（No.5）のそれからカーバメー

ト系物質が検出された。HPLC 法により、2 事例

（Nos.5,6）の筋胃内容からカーバメート系農薬が検出

された。筋胃内容が得られなかった1事例（No.7）で

は、肝臓と腎臓のCh-E活性が低下していた。病理学的

に顕著な肺の鬱血と心房の拡張が観察され、2 事例

（Nos.5,6）では急性尿細管壊死を伴っていた。気管お

よびクロアカスワブから赤血球凝集性ウイルスは分離

されなかった。以上の成績から、7 事例を農薬あるい

はCh-E阻害剤による中毒と診断した。 

 

579 野鳥の肝臓中の重金属含有および腸内容由来大

腸菌の薬剤耐性と病原性因子保有状況：滋賀県家保 

三松美智子、市川雅子 

 平成16年3月～4月に県内で拾得、当所へ搬入され

た野鳥の肝臓中重金属濃度と腸内容由来大腸菌の薬剤

耐性および病原性因子の保有を調査。7種62検体の肝

臓中、亜鉛、銅は全検体、カドミウムは48検体（77.4％）

で検出。各重金属濃度平均値は亜鉛 45.4±33.7ppm、

銅 10.6±20.2ppm、カドミウム 0.9±1.3ppm。各重金

属の拾得地域別濃度差は認めず。15種116検体の直腸

内容を5種の抗生物質添加培地で培養、14種115検体

で大腸菌が発育。14種112羽の分離大腸菌174株で抗

菌性物質 15 種の MIC 値を測定。薬剤別耐性保有率は

0.0％～29.9％。89 株（51.1％）が 1 種以上の薬剤に

耐性。12種95羽の分離大腸菌95株についてPCR法に

よりST、LT、VTおよびeaeA遺伝子を検出。STおよび

LTがそれぞれ3種12羽および7種16羽から検出。鶏

より高い保有率。重金属濃度、薬剤耐性は環境の安全

性の指標として、大腸菌病原性因子は人への影響から

公衆衛生上重要。今後も調査が必要。 

 

 Ⅳ－５その他 

 

580 県内における馬の飼養状況と防疫体制の現状と

課題：滋賀県家保 田上真里子 

 県内飼養馬の 93.2%は競走馬。競走馬の防疫体制は

日本中央競馬会（JRA）を核として体制が整備されてい

ることを確認。一方約半数以上の施設で競走馬以外の

馬を管理。そこで今後の馬防疫を検討するために競走

馬以外の馬飼養施設（31ヵ所）ならびに馬診療施設（17

ヵ所）に対し、馬の飼養状況や獣医療について調査。

飼養者の93.0％はかかりつけの獣医師に診療を依頼。

その多くの獣医師は競走馬のみを診療。また 68.8%の

診療施設で海外からの伝染病を危惧していると回答。

ところが診療獣医師が馬の飼養管理や病気の相談は競

馬関係獣医師87.5%、家保12.5%と回答。このことから

家保への認識は低いものと推定。海外では日本で未発

生の伝染病も発生していることや競走馬以外の馬は馬

インフルエンザ等の伝染病予防が不十分であることを

踏まえ、飼養者に対しワクチン接種等の啓発や異常発

生時の家保への連絡体制の整備と市町、開業獣医師、

JRA 競走馬診療所獣医師と共通認識を持つことが重

要。 

 

581 国体馬事衛生の取り組み：岡山県真庭家保 関哲

生 

 国体馬術競技大会が10月19日～27日に蒜山で開催

され、全国から179頭の乗馬が集合した。このため、

畜産課並びに家保を中心に、真庭市や関係団体等が連

携し、馬伝染性疾病の発生及び蔓延予防対策を以下の

とおり実施した。１.国が定める家畜防疫対策要綱中の

「競馬場等馬の集団飼育施設における衛生対策指針」

(指針)に基づいた防疫衛生管理体制を構築するととも

に防疫基準を作成し、「第60回国民体育大会馬事衛生

対策要項」(要項)に明記して参加者に周知した。２.

地域内の馬飼育者(7 戸)に対し、要項中の防疫基準に

準じた対策を講じるよう指導した。３.会場周辺で雌蚊

を調査対象としたｳｪｽﾄﾅｲﾙｳｲﾙｽのｻｰﾍﾞｲﾗﾝｽを実施した。

４.大会前に参加申込書類による防疫検査基準の確認

を行い、不適格なものには入厩までに是正するよう指

導した。５.大会当日は指針に基づき証明書による防疫

検査や登録証による個体確認及び健康検査を実施し

た。以上により安全で円滑な競技運営に寄与した。 

 

582 めん羊に発生した伝達性海綿状脳症の防疫対

応：神奈川県湘南家保 宮下泰人、成井淑昭 

 平成17年4月14日に秦野市で死亡しためん羊の家

畜伝染病予防法（法）第５条に基づく伝達性海綿状脳

症（ＴＳＥ）検査を実施。同28日にウエスタンブロッ
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ト法検査陽性、ＴＳＥ患畜と決定。5 月 3 日までに疑

似患畜を特定。疑似患畜は（独）動物衛生研究所へ研

究材料として提供することとなり、法第14条第3項に

基づく移動制限解除、法第21条第1項の焼却義務の免

除の手続きを5月3日までに終了。5月4日に輸送時

の病原体の散逸防止対策の指示とともに疑似患畜を搬

出。 

 平成 13 年から管内関係機関への事前対応型防疫体

制の指導及び当所作成のＢＳＥ実務必携等事前対応に

より迅速に防疫措置を完了。 

 問題点として、法第17条に基づく殺処分しない場合

の事務手続きをどうするか、法第21条第1項の焼却義

務免除の際の条件付加を畜主のみならず研究機関にも

課すなど、生きた患畜又は疑似患畜を研究材料に提供

する場合のマニュアルが必要。 

 

583 山羊関節炎・脳脊髄炎（ＣＡＥ）発生事例：徳島

県鴨島家保 富久章子、後藤充宏 

 平成 16 年９月，香川県の CAE 発生農場より患畜の

子畜１頭（雄）が徳島県に導入されているとの情報提

供があり，調査を実施。当該山羊は種畜として１年間

飼養された後，他県へ譲渡されていた。臨床症状を呈

する山羊はみられなかったものの，浸潤状況を把握す

るため，全頭抗体検査を半年毎に３回実施。香川県患

畜との血縁が確認された山羊は７頭，その内５頭が陽

性。血縁が確認されなかった，若しくは他県から導入

された山羊は16頭，その内７頭が陽性。抗体陽性山羊

の淘汰・隔離を指導すると共に，８頭についてPCR及

び病理組織学的検査を実施。PCRの結果，６頭が陽性，

２頭は判定不能。病理組織学的検査の結果，３頭で手

根関節部の非化膿性関節炎を確認。その内２頭は他県

導入であったが，３頭ともPCR陽性であったことから，

CAEVによるものと診断。今回，他県から導入された山

羊も既に感染していた可能性が示唆されたことから，

導入前後の防疫対策が必要であると思われる。 

 

584 管内のミツバチ飼養状況：山梨県東部家保 細田

紀子、望月洋 

 はちみつからの抗生剤物質（ミロサマイシン、テト

ラサイクリン）の検出が問題になっている中、本県の

特用家畜ミツバチの腐蛆病は、毎年発生が確認され増

加の傾向にある。そこで管内の飼養状況を把握し、ミ

ツバチの振興を図る目的で、養蜂家等にアンケート調

査を実施。アンケートの回収率は養蜂家(20/27)。養蜂

家経歴は５年未満の初心者(15%)、20 年以上の経験者

(37%)。養蜂業は本業(10%)・副業(20%)・趣味(70%)。

しかしハチミツ販売者は(53%)。飼養蜂群数に対し蜜源

は豊富。ツキノワグマによるミツバチの被害が三珠地

区・御坂地区・富士北麓にて発生。食の安心・安全の

観点から薬剤は適正に使用されていた一方で薬剤使用

について指導を望む意見有り。表示で加糖ハチミツ（ハ

チミツ含量６０％以上）に「純粋ハチミツ」「天然ハ

チミツ」と表示できるのはおかしいとの意見が多数。

アンケート内容を検討し勉強会を開催する予定。 

 

585 みつばち腐蛆病検査実施に関する見直しについ

て：長野県伊那家保 塩入哲 

長野県では、県内全域の全てのみつばちを対象とし

て、家畜伝染病予防法第５条に基づき、告示をして、

みつばち腐蛆病検査を毎年実施している。管内では、

市町村単位での巡回検査を実施しているが、その実施

内容は前歴踏襲により見直されることがなかったた

め、市町村任せ、養蜂協会任せが多く、地方自治法や

個人情報保護法の観点から問題を含んでいた。そこで、

平成17年度より以下２点について、家畜保健衛生所が

主体となって行うように見直しを行った。１：飼養者

へのハガキ直送による蜂場把握。２：巡回日程の直接

通知。また、養蜂家の衛生意識向上により、みつばち

腐蛆病発生の減少を図るため、衛生的な飼養管理の徹

底と予防薬の適正使用を広報に載せ、当所で把握して

いるみつばち飼養者全員に送付。今後は、飼養者自身

による自衛防疫を中心としたみつばち腐蛆病対応の推

進が必要と認識。 

 

586 施設園芸の花粉交配用みつばちの流通・飼養実態

調査と衛生管理指導：宮崎県宮崎家保 坂元和樹 

 腐蛆病発生予防のため、施設園芸の花粉交配用みつ

ばちの流通・飼養実態調査と衛生指導を実施。流通実

態調査の結果、みつばち利用農家数はK地区で合計185

戸あり、大半が県内養蜂農家からの借り受けであった

が、一部が県内外養蜂農家から直接購入し自分で管理。

流通実態調査の結果を踏まえ、飼養実態調査・衛生指

導は腐蛆病の発生リスクが高いと思われた購入みつば

ち利用農家を対象とし、合計10戸で実施。衛生管理指

導は、まず巣箱を内検し、腐蛆病の有無を確認。その

結果、10戸27群すべてで確認されなかった。併せて、

みつばちの病気を説明し、異常時の早期通報を周知。

また、自主的な内検を実施していない農家については、

巣箱の取扱いを実演。さらに、研修会を開催し、みつ

ばちの病気の特徴と巡回指導状況を紹介し広く啓発。

今後とも、養蜂農家、施設園芸農家、農協と連携を図

りながら腐蛆病の発生予防に努めるとともに、衛生管

理指導を継続していきたい。 

 

587 あいがものサルモネラ症防疫対策と清浄性維持

に向けた取組：北海道留萌家保 川田仁美、森田大輔  

 道外より雛を導入・肥育後、加工・製品販売してい

るあいがも飼育施設で、平成16年8月にSalmonella 
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T-yphimurium(以下、ST)によるサルモネラ症が発生。

飼養環境もSTの高度汚染しており、次の防疫対策を実

施。①全淘汰と製品処分及び雛の導入停止。②空舎期

間中の清掃・消毒を主体とした環境整備と検査。③飼

養舎を区画し専用長靴設置。④導入再開後再びST分離

され、環境を再整備し、EM菌とマンナンオリゴ糖の飼

料添加。⑤さらに輸送箱のST分離で、雛の関与を疑い

導入元変更。同じ導入元の他農場由来STと併せ分子疫

学的解析の結果、菌の侵入は雛による可能性が高く、

導入元変更後は一般衛生管理の見直しとHACCP方式に

基づく衛生管理により、現在も清浄性を維持。平成17

年度から鳥インフルエンザのモニタリング検査と防疫

シミュレーションも実施。安心安全な畜産物供給のた

め今後もHACCP方式に基づいた管理が重要。 

 

588 野生イノシシにおける血清疫学調査とその活

用：群馬県西部家保 小屋正博、林省二 

 平成16年度、東部管内において捕獲された野生イノ

シシ1頭に群馬県下で初めてｵｰｴｽｷｰ病（AD）野外抗体

が確認された。西部管内では豚ADの清浄地域、準清浄

地域が混在するため、防疫対策の一助として管内で捕

獲駆除された野生イノシシの保存血清（296 検体）を

用いて抗体検査を実施した。その結果、管内各地区の

イノシシAD抗体はすべて陰性であり、清浄性が維持さ

れていると推察された。しかし、豚で問題となってい

る慢性疾病に対する抗体保有率は、豚丹毒95.6％、豚

繁殖・呼吸症候群（PRRS）5.7％、豚ﾏｲｺﾌﾟﾗｽﾞﾏ性肺炎

20.6％、ﾄｷｿﾌﾟﾗｽﾞﾏ病12.5％、ｻﾙﾓﾈﾗ･ｺﾚﾗｽｲｽ（SC）2.4％

および豚ｱｸﾁﾉﾏｲｾｽ･ﾋﾟｵｹﾞﾈｽ症2.4％であった。特にSC

に関しては各年度での OD 値に差がみられ、管内で豚

SC 発生がみられた年度をピークとする OD 値の上昇が

認められた。このことから、野生イノシシと豚の疾病

との間には密接な関連があることが疑われ、今後も継

続した野生イノシシの抗体検査が必要と思われた。 

 

589 だちょうにおけるニューカッスル病ワクチネー

ションの検討：岐阜県西濃家保 武田聡、宮﨑次朗 

 平成13年度に開設した、だちょう牧場の衛生検査を

当初から実施、ニューカッスル病(ND)の抗体価を測定。

16年度までは、ND生ワクチン(生ワク)を2週齢(W)に

2.5dose(D),4Wに5D,6Wに10D飲水投与された8Wの雛

を計211羽導入、内140羽の導入時ND中和抗体価はす

べて2倍未満で飲水投与による効果は認めず。このた

め17年度はワクチン未接種の1ヶ月(M)齢雛を導入、

1MにND生ワクを5D点眼、2Mに不活化を2Dを皮下注

射（SC）、3M に不活化を4D SC するⅠ案を28羽に実

施し検討したが、1 羽結膜炎で廃用また捕獲の労力大

のため、改善策として検討残り64羽には1MにND生ワ

クを5D点鼻,2Mに不活化を4D SCするⅡ案を実施。結

果生ワクの投与後1ヶ月後の中和抗体価はⅠⅡ共2倍

未満、Ⅰの不活化2D投与1ヶ月後の幾何平均は4.0、

不活化4D投与3ヶ月後の抗体価は2倍未満。と殺時(9

ヶ月齢)の抗体価はⅠⅡ共2倍以下で、十分な抗体価は

得られず、今後容量を中心とした更なる検討が必要。 

 

590 頭蓋骨保定器の試作：静岡県西部家保 八巻幸子、

服部篤臣 

 病性鑑定上脳の採材が重要である疾病は多い。しか

し頭蓋骨は非常に固く厚い上形状も複雑であることか

ら、保定がしにくく開頭作業には多くの時間と労力が

必要。また開頭作業が通常解剖の 後に行われること

などから、症状によっては検査が行われなかった。そ

こで労力をかけず簡易に脳採材を行うための頭蓋骨保

定器が必要であると考え、考案・試作。試作にあたり

①構造がシンプルで、経費がかからず、簡単に製作可

能②保定が短時間で確実に行える③誰でも一人で保定

から開頭、脳の離脱までの一連の作業が可能④牛・豚

等形状やサイズの異なる頭蓋骨に対し、同じ器具で保

定可能、等を目標に設計し作成。必要な資材はホーム

センター等から購入。試作した保定器を使用して実際

に開頭を行ったところ、安全性・確実性及び作業性が

向上し、時間も短縮。労力も大幅に軽減され、様々な

形状・サイズの頭蓋骨に適用可能。これらのことから、

今回試作した保定器は、病性鑑定時の脳の採材に有効

であると思われた。 

 

591 ダチョウの衛生検査結果：和歌山県紀北家保 池

田耕介、大出満寿雄 

ダチョウ農家一戸で、衛生検査を実施。糞便は、細

菌検査、寄生虫検査を実施。細菌検査で、サルモネラ

は陰性で、寄生虫検査で、コクシジウムは検出されず、

線虫卵をEPG：2×102検出。採血は頚静脈から行い、保

定に4名必要。血清の抗体検査は、高病原性トリイン

フルエンザ(HPAI)、ニューカッスル病(ND)、伝染性フ

ァブリキウス嚢病(IBD)、家きんサルモネラ感染症、マ

イコプラズマ病(Mg、Ms)、ロイコチトゾーン症を、鶏

用の診断液を用いて実施。結果、HPAI、IBD、家きんサ

ルモネラ感染症、Mg、Ms、ロイコチトゾーン症は、す

べて陰性。NDはHI試験を実施したが、陰性コントロー

ルが鶏血球を凝集し、判定不能。血清に鶏血球を添加

し、非特異的な血球凝集因子を取り除くと、陰性コン

トロールが凝集せず判定可能となるが、中和試験と異

なる結果を示す。そこで、さらにReceptor Destroying 

Enzyme処理を行い、血清中の非特異的抗体除去で、HI

試験が中和試験と同様の結果を示す。 

 

592 学校飼育動物の現状と家保の取り組み：熊本県天

草家保 長野琢也 中村理樹 
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 動物由来感染症監視体制整備事業（教育現場型）を

活用し、管内の学校飼育動物の現状と家保の取り組み

を実施。平成１２年から１７年にかけ８市町２７校に

ついて飼育動物の飼育状況調査・衛生検査を実施。さ

らに、アンケート調査および講習会なども実施。衛生

検査（平成１２年２校２０検体、１３年１２校５９検

体、その後は例年１０校６３から１０２検体について

実施）の結果、サルモネラ、カンピロバクターは、分

離陰性。コクシジウムについては、平成１６年度まで

毎年陽性例を確認。投薬など対策後の再検査で清浄性

を維持。アンケート調査、講習会の結果、飼育動物の

相談窓口を含め関係機関との連携強化を図る事が重要

と判断。平成１７年は、地元獣医師会、保健所、家保

の連携協力のもと、教育関係者（教職員、教育委員会）

を参集した講習会を実施。会後、希望の挙がった学校

で飼育動物舎の消毒実習を児童と共に実施。今後も事

業を活用した取り組みを実施予定。 

 

593 動物園における動物由来感染症の監視体制

強化：沖縄県北部家保 安里仁 

 当家保では 1996 から 2005 年にかけて、監視

体制強化の目的で、管内動物園展示動物に対し

種々の事業や病性鑑定などの施策を図ってき

た。動物由来感染症関連検査は(1)高病原性鳥イ

ンフルエンザ（HPAI）モニタリングで 32 種 158

例抗体、ウイルス分離共に全例陰性。(2)ウエス

トナイルウイルスサーベイランスは 8 種 8 例ウ

イルス分離全例陰性。(3)伝達性海綿状脳症

（TSE)では緬羊、山羊各１例陰性。(4)病原性大

腸菌は 3 種 4 例で実施、病原性大腸菌は全例陰

性。損耗防止関連検査では(1)マーラ胃内の線虫

高 度 寄 生 。 (2) ア ビ シ ニ ア ン コ ロ ブ ス で

Aeromonas sobria 感染症。(3）ラマ５例に鞭虫

症。(4)ワラビーの寄生虫性多発性肉芽腫。(5)

アフリカクロトキのボツリヌス症。監視体制が

強化された事で、飼養衛生管理に対する意識向

上が認められた。 

 

Ⅴ共通一般衛生 

 

 Ⅴ－１細菌性疾病 

 

594 県内畜産農家由来Salmonella Infantisの薬剤感

受性とプラスミド保有状況：新潟県中央家保 樋口良

平、矢部静 

 1993～2005 年に県内畜産農家等から分離された

Salmonella Infantis41 株(採卵鶏 19 株、ブロイラー

15株、豚4株、保護された野鳥3株)について調査。

薬剤感受性試験では 16 薬剤中 4 薬剤に耐性が認めら

れ、耐性率はSDMX39.0%、OTC36.6%、NA19.5%、KM2.4%

で、H16全国調査と比較して低い成績。耐性株は16株

(採卵鶏2株、ブロイラー11株、野鳥3株)認められ、

耐性パターンはSDMX1剤1株(採卵鶏)、OTC及びSDMX2

剤6株(ブロイラー4株、野鳥2株)、KM、OTC及びSDMX3

剤1株(ブロイラー)、OTC、NA及びSDMX3剤8株(採卵

鶏1株、ブロイラー6株、野鳥1株)であった。プラス

ミドを保有する株は19株(採卵鶏5株4パターン、ブ

ロイラー11株2パターン、野鳥3株2パターン)で、

採卵鶏由来株とブロイラー由来株は異なるパターンを

示した。OTC耐性15株は共通のプラスミドを保有して

おり、Rプラスミドと判断され、今後も監視が必要。 

 

595 健康畜由来大腸菌の薬剤耐性発現状況：福井県家

保 吉田靖、仲村和典 

管内畜産農家で飼養する健康畜より大腸菌を分離し

薬剤耐性菌の発現状況を調査。平成13年度で18戸（肥

育牛６、肥育豚４、採卵鶏６、肉用鶏２）、平成17年

度は22戸（肥育牛６、肥育豚６、採卵鶏６、肉用鶏４）

で、それぞれ 36 株、39 株を分離。各薬剤に対する

小発育阻止濃度を測定。全国のモニタリング調査での

耐性限界値から耐性株を判定。平成13年度では耐性株

は全体の47%で、６薬剤（20薬剤中）に耐性。薬剤の

種類はオキシテトラサイクリン、ジヒドロストレプト

マイシン、アンピシリンがほとんどを占める。平成17

年度では全体の69%の株で、11薬剤（15薬剤中）に耐

性を認め、上記３薬剤以外のものでも耐性。多剤耐性

株も17年度で多く全体の51%で認め、採卵鶏で使用の

無いセファゾリンを含めた７薬剤に耐性を示す株も発

現。県内の薬剤耐性状況は進んでいるものの、平成16

年度の全国調査との比較では同等程度。今後薬剤耐性

株の増加を防止するには、引き続き耐性菌のモニタリ

ングと抗菌剤の適正使用の指導が必要。 

 

596 県内の家畜から分離された大腸菌の薬剤耐性：     

長野県松本家保 中島博美 

県内の家畜から分離された大腸菌の薬剤耐性の現状

把握のため、平成15年度と過去に実施した大腸菌の薬

剤感受性試験データを分析。①健康家畜由来大腸菌は

全国と同様にオキシテトラサイクリン(OTC)、ジヒドロ

ストレプトマイシン(DSM)、アンピシリン(ABPC)の３薬

剤の耐性株が他の薬剤より多く、耐性率は 31.6%～

52.6%で全国より高い傾向。これら３薬剤で豚とブロイ

ラーの耐性率が高かった。フルオロキノロン系やセフ

ェム系薬剤では、県内分離菌株は耐性無し。平成６年

度と比較すると OTC、DSM、ABPC の３薬剤で耐性率が

18.2～28.7%増加。２剤以上の薬剤に耐性を示す株の割
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合が39.5%と平成６年度に比べ17.5%増加。②乳房炎由

来大腸菌では、ペニシリン系とアミノグリコシド系薬

剤の耐性率が過去に比べ減少。臨床獣医師を対象にし

たアンケートから過去に比べ､アミノグリコシド系薬

剤の使用が減少、セフェム系とフルオロキノロン系薬

剤の使用が増加。畜産現場でできる耐性菌対策として、

抗菌剤の慎重使用の励行と耐性菌モニタリングの継

続、薬剤使用量のモニタリングが重要。 

 

597 チェックリストを用いた牛ヨーネ病対策：愛知県

尾張家保 竹内記代子ほか 

牛ヨーネ病は発病までに時間がかかり、知らない間

に農場に蔓延する可能性があるため、衛生対策が重要。

そこで、感染ファクターに着目し各項目にウエイト付

けしたチェックリストにより、農場のヨーネ病危険度

をA～Eの5段階で総合評価し、啓発を行ったのでその

概要を報告。平成17年10月3日～11月17日に、本

年度ヨーネ病検査実施酪農家22戸にて評価。今回の調

査農家は過去にヨーネ病の発生はなく、ヨーネ病につ

いて理解している農家はわずか3戸。ほとんど導入が

ない又は導入時に対策を行っている農家はわずか 3

戸。給与乳を加熱処理して与えている農家は1戸のみ。

早期母子隔離及びそれに準じた対策を実施する農家は

6 戸。総合評価は汚染の可能性がかなり低い A レベル

の農家はなく、95.5%が汚染の可能性が低いBレベル又

は汚染の可能性があるCレベル。これは本病に関する

知識が不足し、予防対策の遅れが原因。今後、チェッ

クリストを活用し本病の発生を未然に防止し、安全で

安心な食品を作るために役立てたい。 

 

598 県内の大腸菌の薬剤感受性：長崎県中央家保 三

浦昭彦 

 大腸菌県内分離株の薬剤感受性試験を実施。耐性菌

発現状況及び耐性に関与するβ-ラクタマーゼ（BL）産

生性を調査。材料は平成16～17年に分離された健康畜

及び病性鑑定由来62株。薬剤感受性試験は平板寒天希

釈法で12薬剤について実施。病原因子はstx1、stx2e、

LT、ST、fedA、eaeAをPCR法で、F4、F5、F6をスライ

ド凝集法で検索。BL 検出はアンピシリン耐性株16 株

についてP/Cアーゼテストで実施。感受性試験ではア

ンピシリン、カナマイシン、オキシテトラサイクリン、

ナリジクス酸で耐性傾向あり。病原因子検索では牛で

stx1+eaeA:1 、 stx1:1 、 eaeA:2 、 F5:1 株、豚で

stx2e+fedA:3、stx2e+LT:1、LT+fedA:1、stx2e:1、LT+F4:

１、eaeA:1株を確認。BL検出では12株がペニシリナ

ーゼ（PCase）、2株がセファロスポリナーゼ（CEPase）

を保有。結果から4薬剤で耐性が進んでいると推察。

BL 産生性では病原因子保有株についても PCase、

CEPase 産生菌が確認され、今後、基質拡張型BL 産生

菌等の発現も考えられることから、継続的な調査が必

要。 

 

 Ⅴ－２生理・生化学・薬理・保健衛生行

政・畜産技術・その他 

 

599 マルチプレックスPCRを用いた大腸菌病原因子検

索システムの検討：山形県中央家保 遠藤貴之 

大腸菌病原因子の効率的且つ詳細な検索のため、3

系列のマルチプレックスPCR(M-PCR)を交えた検査シス

テムを検討。M-PCRは①エンテロトキシン系プライマー

セット：STa、STb、LT、EAST1②Stxおよび定着因子用

プライマーセット：Stx1、Stx2、F5(牛由来のみ)、F41、

インチミン③豚用F線毛プライマーセット：F4、F5、F6、

F18で構成し、3回のPCRで 大12種類の大腸菌病原因

子検索が可能。上記①②により毒素産生性が認められ

た検体について、牛由来検体ではF17FamilyのPCR、豚

由来検体では③を実施し、定着因子を検索する。また、

豚由来検体でStx2 陽性検体は、浮腫病毒素である

Stx2eについてPCRを実施。各系列の検出限界は①

102CFU/tube、②103CFU/tube、③F18のみ103CFU/tube、

F4～F6 は≦101CFU/tubeであり、培養コロニーを用い

る検査系としては充分な感度。以上により本検査シス

テムは大腸菌病原因子のルーチン検査法として有用。 

 

600 鶏肉発酵調味料の血圧上昇抑制作用について：岡

山県総合畜産センター 栗木隆吉 

 鶏肉を主原料とした発酵調味料の付加価値向上を目

的に、その血圧上昇抑制効果を検討。試験方法は、は

じめに 10 倍に希釈した調味料のアンジオテンシン変

換酵素（ACE）阻害活性を調べた。次に、ヒトの高血圧

モデルである高血圧自然発症ラット（SHR）を用いた飲

水試験を行った。 

  給与した発酵調味料の成分は、100ｇあたり全窒素

1.0ｇ、食塩濃度 15.2ｇであった。10 倍希釈液の ACE

阻害活性は、仕込み時で17％、発酵４週以降は45％以

上と高い活性が認められた。20倍希釈液をSHRに不断

飲水させた時、蒸留水から調味料に切り替えた１日後

に、血圧は平均で80mmHg低下し、調味料を飲水させて

いる間は変わらなかった。また、調味料から蒸留水に

切り替えると、翌日には試験開始前の血圧まで上昇し

た。 

 こうしたことから、この調味料にはヒトにおいても

高血圧を低下させる効果が期待された。 

 

601 堆肥の実用的簡易腐熟判定：香川県東部家保 三

好里美、竹内康裕 

- 123 - 



 堆肥の実用的簡易腐熟判定の指標を作るため、3 農

場(牛)を対象に堆肥化過程における窒素の形態変化を

経時的に調査。易分解性有機物の分解と並行して、ア

ンモニア態窒素(NH3-N)が生成され、発酵が進むと硝酸

態窒素(NO3-N)が増加する経過が確認。簡易法で易分解

性有機物の消失を確認してもNH3-Nが多量に存在する

と発芽率が低い。NH3-N と発芽率は負の相関関係にあ

り、分解の進んでいない生糞はNH3-Nが低く、発芽率

が高い。NO3-N が数百ppm 検出されてもNH3-N が高い

と発芽率が低い。水分が低すぎる堆肥は、NH3-N が低

くても、易分解性有機物が残存し、NO3-N も未検出。

しかし、適正な水分調整により、発酵が進行すると易

分解性有機物は消失し、NH3-Nの低下、NO3-Nが検出。

以上の結果から、堆肥の腐熟は、易分解性有機物の消

失と NH3-N の低下、NO3-N の検出から総合的に判定す

ることとし、本指標を良質な堆肥作りに活用。 

 

602 飼養衛生管理基準の実践的活用に向けた取組：北

海道後志家保 山岸麻衣子、佐藤研志  

 飼養衛生管理基準（以下、基準）の遵守徹底を目的

とし、10 の基準を 33 項目に細分化した調査票を作成

し立入検査を実施。その情報を蓄積、分析し、家畜所

有者等への助言、指導資料として活用するため、デー

タ集積システムを独自に作成（以下、基準DB）。内容

は、聞き取り結果を「現状項目」、防疫員の評価を「評

価項目」として結果を入力。各項目合計が100点にな

るよう配点。得られた点数で基準遵守状況を分析。さ

らに、乳用牛の事故記録、乳検情報等を集積したデー

タベースと基準 DB を連結し、分析。また、10 の基準

を制定目的別に4つの群に分類し、検討。結果、①点

数化で各所有者の現状が具体化。②所有者の衛生管理

意識を把握。③基準1から6の遵守向上が課題。④基

準遵守と損耗率低減の関係が示唆され、基準内容の検

証にもなった。この結果を周知し、所有者の自発的か

つ持続的な基準遵守に向け、生産性向上に寄与する事

業として継続していきたい。 

 

603 危機管理に備えた事前対応型家畜防疫体制の整

備：青森県青森家保 田中慎一、佐々木誠 

 口蹄疫（FMD）、高病原性鳥インフルエンザ（HPAI）

等の発生に備え事前対応型家畜防疫体制を整備。HPAI、

FMD 等の県及び管内で防疫机上演習（演習）と病性鑑

定研修会を企画・実施。家畜防疫マップの整備として、

HPAI防疫マップは青森・岩手・秋田３県が共同で作成

し共有化。県内FMD防疫マップも作成。更に防疫マッ

プから抽出した緯度経度情報と農家台帳を組み合わ

せ、制限区域内の農場を抽出する独自のシステムを開

発。消毒ポイント候補地は全県を網羅する概ね５km間

隔で事前に設定。青森空港入国者の靴底消毒を通年実

施。HPAI発生県へ家畜防疫員を延べ４名派遣し演習に

反映。ホームページで衛生情報を発信。携帯電話によ

る現地情報送信フォームを作成。消毒業者、ガス業者

等民間とも事前調整を実施。結果、県境等地域を越え

た迅速な初動防疫体制、関係機関との連携強化、防疫

意識の高揚等が促進。今後は更に実地演習等を企画検

討し、事前対応型防疫体制の整備・充実を推進。 

 

604 家畜排せつ物処理施設整備と堆肥利用の推進（第

２報）：福島県いわき家保 藤本尊雄  

 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」）が公布されて以降、巡回指導及

び立入検査により、家畜排せつ物処理施設の整備推進、

施設管理状況及び発生量等の記録の確認及び指導を実

施。その結果、法適用農家６６戸中１戸を除き全て施

設は整備済み。施設管理状況は概ね良好だが、発生量

等の記録については、実施農家が１６戸（２４．２％）

にとどまる。堆肥の利用促進も併せて実施。昨年の本

発表会において改訂版堆肥マップの編集及び余剰もみ

がらの実態調査結果について報告したが、堆肥マップ

については、昨年５月に完成しＪＡの本支店や市の支

所及び公民館等へ配布したところ。また、余剰もみが

らについては、副資材不足により良質な堆肥生産が困

難であった畜産農家へ斡旋し、利用が開始されたとこ

ろ。堆肥利用をさらに促進するため耕種サイドとの連

携強化と、耕種サイドにおける積極的な利用促進が必

要。 

 

605 家畜伝染病の発生に対する危機管理体制の構築

に向けて：栃木県県央家保 新楽和孝、金子大成 

 家畜伝染病防疫指針に基づき、高病原性鳥インフル

エンザと口蹄疫の発生を想定した防疫机上演習を実施。

演習の中で、発生農場の規模に応じて防疫措置に必要

な人員、時間、資材、費用が瞬時に試算できるシミュ

レーションシステムを作成。システムの算出根拠は、

防疫指針、過去の発生事例等を参考に勘案。700頭規

模の養豚場で口蹄疫が発生した場合、防疫措置の完了

まで5日間、のべ240人、防疫資材31品目1,224点、

費用430万円が必要と試算。防疫措置の流れ、役割分

担、初動防疫活動に必要な資材の備蓄等の再確認によ

り、危機管理体制を強化。一方、敷地内で死体の処分

が困難な農場での処分方法、防疫措置に必要な機材等

の迅速な確保、病性鑑定の実技講習の必要性、平常時

からの畜産農家、市町村及び関係団体等に対する防疫・ 

衛生意識の啓発等の課題が明瞭化。上記課題及び想定

外のトラブル発生に対し、過去の発生事例を踏まえて

再検討し、危機管理体制を強化することが必要。 

 

606 畜産物生産ガイドラインの取組と危害要因の検
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証 

：埼玉県熊谷家保 吉田香、代昌久 

 畜産物生産ガイドライン（ガイドライン）に取り組

んでいる管内の畜産農家48戸（乳牛29戸、肉牛8戸、

養豚8戸、鶏3戸）を選定し、危害要因検証のための

検査を実施。乳牛はバルク乳中の黄色ブドウ球菌（SA）

および糞便中のサルモネラ、腸管出血性大腸菌（O-157）

について検査し、延べ174 戸（29 戸×6 戸）中34 戸

のバルク乳からSAを分離。サルモネラ、O-157は分離

されず。肉牛では体表と飼育環境のサルモネラおよび

O-157 について検査し、8 戸中 5 戸で体表や牛房から

O-157 を分離。養豚では飼育環境のサルモネラおよび

糞便中の薬剤耐性大腸菌について検査し、全戸から薬

剤耐性大腸菌を分離。また、肉牛では体表から O-157

が分離されたことから、逆性石けん液を散布し、その

消毒効果を調査。消毒した試験区は消毒していない対

照区に比べて細菌数が有意に少なかった（P<0.05）。

また、両区からO-157は分離されなかった。今後さら

に試験例数を重ねて検討。 

 

607 獣医療法の周知に向けた取組み：千葉県中央家保 

村上裕介、明石良信 

 当所管内は県内でも人口密集地域であり、飼育動物

診療施設（以下、施設）数は平成17年10月末現在で

361 件と県内の約 6 割を占め、年々増加傾向。施設の

開設届等は獣医療法第3条に規定されているが、近年、

届出が遅延する事例を認め、開設者等の認識不足や失

念等により、必要な届出がなされていない施設の存在

を危惧。届出義務等の周知を図る目的で、管内施設に

対し文書を送付し、変更等が生じている場合は速やか

に届出るよう促したところ、約1割の施設から反響が

あり、指導の結果、適切な届出がなされた。獣医療法

は獣医師以外にも適用される法令であるが、全ての施

設が法令の内容を理解し遵守するために、まず管理者

である獣医師個々の意識をさらに高める必要がある。

今後も定期的に獣医療法に関するリーフレット等を発

行し、施設関係者の意識向上を図りたい。 

 

608 畜産環境整備リース事業で導入したふん尿処理

施設の利用状況：千葉県南部家保 百崎雅美、柴田祥

子 

 通称「家畜排せつ物法」の施行に伴い、ふん尿処理

施設（以下、処理施設）が数多く整備されている。今

回我々は平成 16 年度までに畜産環境整備リース事業

で処理施設を導入した 44 戸について利用状況を把握

するため巡回調査を実施。堆肥舎乾燥舎等ふん処理施

設は37戸、浄化施設は7戸で概ね順調に稼動していた。

堆肥は延べ28戸で販売、5戸で無償譲渡、11戸で自家

利用していた。また、牛ではバラ売りが多く 1000～

2000 円/㎥で近隣農家に、鶏では袋詰め 100～200 円

/15kg でホームセンター等に販売していた。今回の調

査で、有限会社を作り計画的に堆肥を生産・利用・出

荷している例がある一方、技術的に試行錯誤している

例や、堆肥の流通に苦慮している例が見受けられた。

今後は良質堆肥生産のため堆肥化アドバイザーの技術

的指導や、生産堆肥の利用販路の拡充に向け、耕種農

家関係機関も含めたより広範囲な組織づくりと指導が

必要である。 

 

609 家畜伝染病対象動物の飼養実態について：東京都

家保 藤森英雄 

平成16年の高病原性鳥インフルエンザ（HPAI）の発

生後、小規模飼養者（ペット）での異常確認や所在把

握の必要性が出てきた。農家以外のペットの把握は、

家畜衛生相談などで対応した若干の戸数のみで、都内

全域での実態は不明。旧畜産試験場から配布された鶏、

うこっけいの購入者に、電話などにより鶏の飼養状況、

異常の有無確認を行い、新たに約170戸を把握。区市

町村から、若干新たな飼養者を確認するも、把握は困

難。飼養規模にかかわらず、鶏で発生があれば、近隣

の養鶏農家への影響もあるが、小規模飼養者の把握は、

家畜衛生上どの程度まで必要なのかは今後の検討課

題。HPAIだけでなく、近隣国での口蹄疫、ウエストナ

イルウイルス感染症など、世界的な家畜疾病の発生状

況をみると、増加傾向にあるミニブタ、リトルホース

などの家畜伝染病予防法の対象となる動物をペットと

して飼養している状況の把握も検討課題。 

 

610 「危機管理型伝染病発生地図表示システム」を用

いた防疫体制の構築：富山県西部家保 宮本剛志 

 家畜伝染病発生時には、その発生地及び関連施設等

の正確な情報が必要であり、初動防疫活動の決め手と

なる。そこで我々は動物衛生研究所で開発された「危

機管理型伝染病発生地図表示システム」（「システム」）

を用いて畜種毎に管内畜産施設のデータベースを構

築。今回、養鶏データベースを利用して高病原性鳥イ

ンフルエンザの防疫演習を実施することで「システム」

の有効性を実証。「システム」の利用により、移動制限

区域の設定と同時に農場・GPセンター等の移動制限対

象が自動的にリストアップされ、従来のように地図と

台帳を照合する必要がなくなり、大幅に作業時間が短

縮。また、清浄性確認検査等防疫作業の進行状況を地

図上に表示し、プロジェクターに投影することで多人

数に説明でき、共通の理解が可能。今後隣県と「シス

テム」を共有することにより、県境を越えた広域的な

防疫活動にも迅速に対応できる。 

 

611 家畜排せつ物法施行後の耕畜連携の推進方策：山
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梨県西部家保 深澤映生、鎌田健義 

 家畜排せつ物法の施行により、排せつ物の管理適正

化は一応の成果を得たが、排せつ物の利用促進が今後

の課題である。当所ではたい肥の流通実態の現状把握

を目的に管内農家のたい肥発生量と利用状況を調査し

た。その結果たい肥発生量の地域間偏重、耕種農家へ

の供給価格のばらつき、完熟性の有無という品質上の

問題が明らかとなった。今後、畜産農家の経営存続に

は環境問題への対応が不可欠であり、たい肥の耕種農

家への安定的供給は避けて通れない大きな課題の一つ

である。たい肥の供給には耕畜連携という畜産農家と

耕種農家間の相互連携が解決方策となり得る。現在行

われているWCSや稲ワラ・たい肥供給という関係を更

に進め、将来的に消費者をも巻き込んだ広い視野での

耕畜連携の構築が畜産農家を含めた農家全ての所得向

上、更には食料自給率の向上をも可能とする。 

 

612 畜産業への新規参入事例に対する支援活動に見

た家保の役割：長野県松本家保 唐沢正信 

 平成15年から16年にかけ、管内で養豚、養鶏、養

兎の３例が畜産業へ新規に参入。家保は関係行政機関

と連携、３事例に対し起業準備段階から家畜飼育開始

後も各種相談を受付け、問題解決等総合的支援活動に

取り組んだ。起業に至る前の支援活動では飼育場所の

確保とこれに係る近隣同意の取得、起業後は家畜衛生

等家畜飼育の基本事項への対応が一番の課題となっ

た。養豚は踏込方式、養鶏は平飼方式で起業前から寄

生虫疾患が危惧されたこともあり、各事例ともに起業

後 初の相談が飼育畜死亡等家畜衛生に関するもので

あった。家保は月一回の巡回と定期検査、家畜衛生に

限らず流通対応等細部に至るまで相談受付・問題解決

に努めた結果、管理技術・衛生意識等が向上した。い

ずれも農協・診療獣医師等との関係が希薄な事例であ

り、畜産業界と疎遠、身近な相談相手が少なく、家畜

飼育経験の無い経営者に対する緊密な支援活動には家

保の役割が不可欠と考えられた。 

 

613 飼養衛生管理基準の遵守状況調査と今後の取り

組み：静岡県西部家保 小柳寿文、岩堀剛彦 

食品の安全性確保のため、家畜の飼養衛生管理基準

（管理基準）が制定された。このため、家畜衛生講習

会を開催（3回）するとともに、農家巡回指導時（217

戸）に「農場の衛生管理自己診断表」を用いて、管理

基準の遵守状況を点数化して調査した。その結果、肉

用鶏農家が も点数が高く、以下養豚農家、採卵鶏農

家、肉牛農家、酪農家の順であった。管理基準のうち、

関係者以外の立入制限、畜舎に出入する際の消毒等及

び記録・記帳については遵守されていない傾向があっ

た。また、酪農家について管理基準の得点・乳質（体

細胞）・死亡率（死亡牛処理頭数／飼養頭数）を調査し

た結果、それぞれに相関がなかったが、体細胞数が高

いと死亡率が高い傾向があった。今後も引き続き全畜

産農家に、家畜衛生関係法令についての周知及び管理

基準遵守のための指導を実施するとともに、各畜種毎

の衛生管理レベルに合ったきめ細かな指導内容を検討

し実施する必要がある。 

 

614 飼養衛生管理基準順守状況と今後の課題：愛知県

知多家保 木村藤敬、神谷央ほか 

飼養衛生管理基準は、平成16年12月に施行され10

基準が規定。当所として、16年度は、パンフレットの

配布、家畜衛生ニュースへの記載等で周知徹底。17年

度は、肉用牛、ブロイラーを除く全農家を調査し、不

十分な項目を改善指導。結果は、酪農（154戸）では、

基準3、4、5、及び6が順守率36.7～72.1％と不十分。

養豚（41戸）では、基準3、5及び6が順守率46.3～

78.0％と不十分。一方、採卵鶏（57戸）では、基準5

の順守率が 75.4％と低く、その他は、順守率が 88.6

～100％と良好。これは鳥インフルエンザの発生に伴

い、防疫対策が一層進展したため。傾向として、乳用

牛及び豚の大規模農家で、基準4及び5は比較的良く

守られ、衛生意識が高かった。問題点は、各畜種で畜

舎の構造・設備の改善等を伴う項目で対応が遅れてい

ること。今後、基準が満たされるよう不十分な基準を

中心に継続指導。さらにレベルアップするよう衛生意

識の向上を図り、生産段階の安全性の確保に努めたい。 

 

615 家畜排せつ物法完全施行から１年～指導と成果

～：愛知県東三河家保 神谷俊樹ほか 

 「家畜排せつ物法」（法）については、平成16年11

月1日に「管理基準」を含めた全ての法に関する規定

が施行（完全施行）。本県では、法に基づく検査は家畜

保健衛生所が担当。今回、法の完全施行から１年が経

過した管内の指導及び改善状況等について報告。当所

管内では、法対象となる畜産農家は平成 12 年時点で

705戸、これら農家を対象に指導を実施。平成16年10

月末までに174戸に対し指導・助言票を交付し、施設

整備等を指導。平成16年11月1日からは、法の完全

施行に伴い、指導票の交付等により不適正管理の改善

を指導。法完全施行後の指導状況については、延べ

234(実 150）戸に立入検査を実施。不適正が確認され

た 40 戸（実戸数）について改善指導の結果、本年 11

月末までに37戸（92.5%）が改善を完了。農家及び関

係者の努力により不適正事例は着実に減少。今後は、

規模拡大による処理施設不足、生産たい肥の不需要期

における管理、酪農経営における雑排水の処理等が新

たな問題。 
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616 病性鑑定診断率向上への取り組み：愛知県西三河

家保 加藤篤幸、和田千雅 

原因不明事例を減らすため、①病性鑑定を実施する

ための聞き取り項目、病理解剖及び採材手技の再確認、

②肺炎等の終末像が観察され本来の原因がｶﾊﾞｰされた

事例が多いため、“発症畜と同居しているが症状を出し

ていない家畜”を鑑定殺する重要性を畜主へ説明、③

病理組織学的診断で感染症を疑う組織所見が得られて

も微生物学的検査で病原体が分離されていないと診断

を下せないため、病理組織学的検査所見がとれた後に

凍結保存しておいた材料からの微生物学的再検査、の

３項目で取り組んだ。技術レベルの維持、畜主との十

分なインフォームドコンセント及び病理検査後の微生

物学的再検査は病性鑑定診断率の向上に寄与。 

 

617 飼料安全法改正に係る飼料情報管理の試み：三重

県中央家保 千田明郎、別所有 

 飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律

（飼料安全法）の改正により牛海綿状脳症発生防止対

策の強化や飼料販売業者の届出義務の適用範囲が拡

大。本所で取扱う飼料情報が膨大、取扱品目等を含め

ると1000件以上。そこで飼料情報の集約を行い、今後

の対応を検討。【方法】1)データベース(DB)設計：飼

料安全法関連通知等を元に論理設計。2)DBの実装：DB

ソフトを利用し実装、作成したDBシステムにより飼料

情報を集計。【結果】平成17年11月末現在の管内飼

料販売事業場数は46件、取扱飼料は1371件。反すう

動物用飼料への動物由来たん白質の混入防止に関する

ガイドラインによる分類では、A 飼料 227 件、B 飼料

748件、動物由来蛋白質等27件、分類不明369件等。

【まとめ】飼料販売業者等における飼料規制の実効性

を確保するため、分類不明飼料の実態を明らかにし、

適正な取扱いを確保するとともに他の都道府県と情報

交換が必要。 

 

618 飼育動物診療施設立入検査結果について：滋賀県

家保河野智美 藤田雅彦  

 近年、飼育動物の保健衛生指導や動物用医薬品の適

正使用の徹底が重要視。適切な獣医療の提供を図るた

め県内全域111飼育動物診療施設のうち、平成14年度

32施設、平成16年度25施設、平成17年度15施設を

対象に立入検査を実施。平成14年度に指摘事項のあっ

た10施設に平成16年度に再度立入検査した結果、指

摘事項の遵守率は79～100％と概ね改善。平成14、16、

17年度の立入検査の結果、遵守率の低い項目は個人被

曝量の測定記録の保存（平成 16 年度 20％）、漏洩エ

ックス線量の測定（平成 14 年度 46％）、毒劇薬の区

別保管（平成 16 年度 53％）、放射線従事者の健康診

断（平成17 年度 53％）。動物用医薬品等とエックス

線装置の管理について遵守率が低い傾向。診療施設管

理者に対する啓発のために「飼育動物診療施設管理者

ハンドブック」を作製し、講習会を開催。今後も立入

検査に加えて広報や研修会等を通じ、開業獣医師に対

して法令の理解と法令遵守の徹底を図る。 

 

619 神戸出張所１０年の歩みと今後の課題：兵庫県姫

路家保 中山卓也、篠倉和己 

当所は平成8年に出張所に組織整備されて10周年。

都市部を管轄するため動薬販売許可店舗数387件、動

物診療施設数346件で県内の60％以上を占める。馬伝

貧検査、輸入牛の着地検査も県下の大半を占める。O

‐157、BSE 及び HPAI の発生で、畜産物の安全性に対

する消費者の意識が高揚。その対応として農家へ｢食品

生産者｣としての意識を啓発するため飼養衛生管理基

準の励行、ポジティブリスト制度の普及。農家の規模

拡大への対策として関係団体と連携・協力し、家畜排

せつ物法の遵守、農業環境規範等の普及定着を図る。

畜産関係団体の再編整備に伴うベテラン指導者の不足

に対し家保が地域に密着した中核的指導機関としての

役割を果たすことが重要。家畜伝染病予防法に基づく

検査強化。安全に病原体を取扱える施設の整備と機動

性を充実。日々進歩する技術に対し、家畜防疫員の技

術向上と時代の変化に伴う意識改革を図り、地域に密

着した現地解決型の業務を展開。 

 

620 苦情発生に伴う農場への環境改善指導事例：鳥取

県倉吉家保 生田泰子、山里比呂志 

  近隣住民より悪臭に関する苦情が発生した養豚農家

において、臭気対策および農場の環境改善を検討。臭

気抑制のため、一部豚舎をオガクズ発酵床へ改造。場

内清掃、産業廃棄物の処分、豚舎周辺の堆積汚泥撤去、

芝生、バラス等の被覆等の場内環境改善を実施。また、

簡易汚水処理システムの設置による汚水処理を実施。

結果、豚舎内アンモニア濃度の低減、近隣住民より、

臭気が低減したとの改善報告を受ける。今後とも発酵

床、簡易汚水処理システムの適正管理指導および環境

改善指導等を継続的に実施。 

 

621 隠岐島における家畜診療の現状と今後の課題：松江

家保隠岐支所 品川雄太 

 畜産農家、特に牛の飼養農家にとって経営を継続する上

で、獣医療サービスが受けられることは必要不可欠な条

件。安定的な獣医療サービスが受けられない場合、生産意

欲が減退。隠岐島は離島であるために県内で唯一、県の組

織が家畜診療を実施している地域で、家畜診療の課題と対

策について報告。診療回数は年度によりバラツキが大きい

が（６０～１４０回）増加傾向。隠岐島における家畜診療

の課題と対策は、まず、松江家保隠岐支所職員が１名であ
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ることより出張並びに休日の対応が困難となる場合があ

る。この対策として、家保以外の県機関である隠岐支庁農

林局へ獣医師免許取得職員を配置し診療業務を補完。次

に、配置獣医師により臨床経験の差が生ずる。この対策と

して、県農業共済組合連合会家畜診療所と連携し家保獣医

師に家畜診療技術習得のための研修制度を創設。以上のよ

うな対策を講じ、隠岐島において安定的な獣医療サービス

を確保し、畜産農家の経営安定を図る。 

 

622 平時における重要家畜伝染病の対策：岡山県高梁

家保 河原宏一、岡田ひろみ 

 近年、口蹄疫、ＢＳＥ、高病原性鳥インフルエンザ、

豚コレラなど、畜産経営に決定的な打撃を与えるよう

な重要な家畜伝染病が発生し、また、ウエストナイル

ウイルス感染症などの人獣共通感染症の脅威も増し

て、関係者のみならず一般消費者にも家畜防疫の重要

性が再認識されている。平成１６年度から、重要な家

畜伝染病対策として、殺処分家畜の埋却処分候補地の

調査（平成１３年度調査の充実）、消毒ポイント候補

地の調査、防疫演習を重点課題として取り組み、平時

の家畜伝染病対策の問題点を考察した。大規模農場の

埋却地や主要道路の消毒ポイントについては、現状と

注意点等の候補地情報が整備でき、防疫演習を通じて

関係者と家畜保健衛生所の協力体制も整備されつつあ

る。一方、これらの候補地情報のさらなる充実や、連

絡行動手順の演習、整理資材の備蓄及び正しい知識の

普及など、平時に取り組む家畜防疫対策として、今後

取り組むべき課題も明確になった。 

 

623 家畜排せつ物法の施行に向けた畜産環境保全へ

の取り組み：佐賀県西部家保 鬼塚哲之、川添公伸 

 平成11年11月1日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（法）が施行され、施設

面においても平成16年11月1日に完全施行。この間、

当所において、法の周知並びに指導を実施。平成 15

年度までは毎年法適用農家全戸を、平成16年度は要施

設整備農家を、今年度は堆肥盤で処理している簡易対

応農家や未処理利用を行っている農家を重点的に巡回

指導を実施。要施設整備農家戸数は平成14年から104

戸、57戸、35戸、0戸と解消。施設面の猶予期間が5

年間と長く、当初、農家の意識が低かったため、なか

なか整備が進まない状態であったが、根気強く指導し

た結果、期日までには全農家が基準をクリア。現在も

未処理利用を行っている農家や堆肥のストックスペー

スが不足している農家があり、野積みの発生が危惧さ

れるため、今後も堆肥舎等の施設整備の推進、良質堆

肥の生産指導に取り組みたい。 

 

624 市町と取り組んだ家畜防疫危機管理体制の構

築：熊本県中央家保 廣嶋精哉、坂本崇 

 県では平成16年2月熊本県家畜伝染病防疫対策要綱

制定、防疫対策マニュアル作成、防疫机上演習により、

危機管理体制を強化。市町での家畜防疫体制の整備が

急務であると認識。総合出先機関と連携し、市町畜産

主務課に防疫会議の開催や市町全庁体制で取り組む市

町要綱の制定への取組みを依頼。一部の市町では必要

性への疑問や畜産以外の他部門との調整の困難性を理

由に捗らない市町もあったが、その意義や必要性につ

いて繰り返し説明し、市町毎の家畜防疫会議で各部門

の役割分担等を説明した結果、13 市町中 10 市町で首

長を本部長とした家畜防疫危機管理体制を構築。その

他3市町も現在取組み中。各市町及び畜産団体の担当

者に対し、発生時の防疫作業を想定し訓練を実施。発

生時の処分鶏処理方法検討のため、一般廃棄物焼却処

分場9ヶ所に緊急時の利用について協議。積極的に協

力する施設があり、職員に対し講習会を実施。今後は

現在取組中の市町での要綱制定を推進し、更に市町毎

の家畜防疫危機管理体制の維持・検証を行いながら、

万一の発生に備える。 

 

625 畜産業の産業廃棄物（医薬品等）の適正処理に向

けて：宮崎県宮崎家保 大山えり香 

 畜産農家が使用する注射針や薬剤ビン等の廃棄物

（医薬品等廃棄物）の排出量及び処理方法に関するア

ンケート調査を実施。調査戸数286戸中、牛30/31戸、

豚68/71戸、鶏176/184戸が医薬品等廃棄物を排出。

排出量は年間牛 0.13kg/10 頭、豚 0.34kg/10 頭、鶏

0.13kg/1000羽。処理方法は、牛30%、豚41%、鶏48%

の農家が廃棄物処理業者に依頼。その他の農家は獣医

師依頼、薬品販売会社依頼、一般ゴミなどで処理。原

因としては農家の廃棄物に関する認識が低いことや、

排出量が少なく処理業者に依頼しづらいことにあると

推察。認識不足解消のため、獣医師対象の研修会開催、

農家向けにパンフレットを発行。また、少量でも収集

保管場所が不要で、業者回収に支障がない委託処理シ

ステムを提案。本提案は既存のグループで取り組め、

安価なシステムである。今後も畜産業の実態に即した

処理方法を提案し、環境に優しい畜産振興に努めたい。 

 

626 畜産用消毒薬流通の課題 ：鹿児島県姶良家保 

木原七奈、石井択径 

 畜産用消毒剤は薬局、一般販売業、薬種商販売業で

の販売は可能であるが、特例販売業者は講習会受講後

に販売許可される。平成１６年、国内で愛玩鳥に鳥イ

ンフルエンザ(AI)が発生し、愛玩鶏や少数飼養者（愛

玩鶏等飼養者）の防疫対策の強化が急務となった。市

町による消毒剤緊急配布も実施されたが、消毒剤流通

に関しては供給体制の不備等の課題が残された。そこ
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で AI 発生当時から現在までの消毒剤流通状況を把握

し、今後の業務の参考に資することを目的として管内

の市町畜産担当者(14市町)、動薬販売業者(75店舗)、

愛玩鶏等飼養者(11 戸) に対してアンケート調査を実

施。AI発生当時、愛玩鶏等飼養者による消毒剤の需要

は非常に高かったが、供給体制は特例販売業３店舗で

の取扱いのみと不十分であり、大半が市町による緊急

配布でまかなわれていた。有事の際に消毒剤を緊急的

に確保できる体制を整えるには、常日頃から飼養規模

によらず消毒剤を用いた衛生対策を習慣づけることが

重要であると思われた。 

 

627Ｔ市の有機センターを核とした循環型農業の推進

に向けた検討：宮城県登米家保 清水俊郎、佐々木吉

一 

 平成17年４月に管内の９町が広域合併し、Ｔ市が誕

生。Ｔ市は、合併前から稼働している有機センター３

施設に加え、新たに３施設が稼働。全国でも稀な同一

市内に６施設が稼働する有機センター集積地域として

スタート。既存の３施設では、旧町域内を主体とした

水田作等での利用体制が確立され、稼働状況（処理・

販売）はおおむね順調。一方、新規３施設では、稼働

状況の様々な問題が発生し、改善に向けた支援・対策

が必要。このため、家保が中心となり、市、農協、県

（地方振興事務所、農業改良普及センター）などの関

係機関が連携し、新規３施設の問題解決と、あわせて、

Ｔ市の有機センターを核とした循環型農業の推進に向

け検討開始。関係機関が各々の役割に基づき、利用組

合員への研修や土づくり指導等の既存取組の強化、コ

ントラクター育成や散布経費助成等の新たな支援策の

検討を行い、有機センターの機能強化、耕種農家での

利用促進を図り、循環型農業の確立を目指す。 

 

628 管内酪農家の家畜排せつ物管理状況と課題：秋田

県北部家保 安田正明、佐藤伸行 

 「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)の遵守に基づき巡回指導を実施。

法対象酪農家 56 戸のうち堆肥の自家消費型農家５戸

は、排せつ物滞留による畜産公害の発生や過剰施肥に

よる様々な障害が懸念。管理施設は整備されているこ

とから堆肥化処理で重要な水分調整について副資材の

確保、通気性の確保、処理施設の改善等を戸別に指導。

堆肥化判定を明確にするため当所でも検査可能な簡易

堆肥腐熟度測定を実施。自家消費型農家を含む15戸の

管理施設内から未処理、処理中、堆肥化完了の３ステ

ージのサンプル30検体を測定。結果、アンモニア・硝

酸態窒素割合はステージが進むにつれ平均 99.1%、

39.6%及び 5.0%と減少し腐熟が確認され改善。中間処

理中のサンプルに腐熟の差があり指導を継続。今後、

農家は簡易堆肥腐熟度測定の活用、堆肥成分の把握、

堆肥受給ネットワークシステムによる堆肥生産・副資

材・散布受託情報の利活用が必要。 

 

629 養豚・酪農経営における尿汚水浄化処理施設の管

理指導と今後の課題：栃木県県南家保 増山秀人、中

野佳奈 

  管内養豚・酪農家における尿汚水浄化処理施設（浄

化施設）について水質調査と管理指導を行い、その内

容等を浄化施設台帳に整理。浄化施設台帳の項目は設

置年、施設費、維持費、処理方式、管理方法、水質調

査結果等で、これらのデータを整理・取りまとめ今後

の課題等を検討。管内には34カ所（養豚25カ所、酪

農9カ所）に浄化施設が設置、約6割が「家畜排せつ

物法」の施行（H.11）後に整備、農家数に対する整備

率は養豚で 45％、酪農で 10％。浄化施設のうち85％

が処理水を放流、家保の水質調査ではCODが放流基準

値を超過した事例は62 検体中 14％あり、管理方法で

は、民間業者に毎月水質分析を依頼または保守管理契

約締結が7戸、残りは自己管理という現状。このため、

浄化施設を適切に管理し、畜産経営を安定させるには

処理水の定期的な水質チェック、処理水に含まれる窒

素・リンの現状を把握する等、農家自らが処理水の水

質を継続的に把握し、対処することが課題。 

 

630 家保の検査業務におけるアイデア：島根県江津家

保 板倉悟、藤原和隆 

 実際に当所において使用している検査をより迅速に

実施するためのアイデアを数例報告。１）培地の試験

管への分注にはディスペンサーを用いるが、高価。そ

こで、詰め替え用シャンプーボトルを用いてチューブ

とチップをつなぎ、自作のディスペンサーを作成。２）

子牛の糞便を採取する場合、自然排便せず、採材が困

難な場合も多い。そこで、採血コンテナ－の外筒部に

切れ込みを入れた糞便採取器を考案。３）薬剤感受性

試験は重要な検査項目だが、その判定は、ひとつずつ

阻止円の直径を測定して判定基準と照らし合わせる必

要があり、非常に時間がかかる。そこで、判定菌種ご

とに各薬剤の判定基準の円をプリントした薬剤感受性

試験判定プレートを考案。 

 

631 バイオガスプラントによる新エネルギー回収技

術への取り組み：岡山県総合畜産センター 脇本進

行、白石誠 

 家畜排せつ物や生ゴミを有機資源として有効利用す

るため、平成16年度にバイオガスプラントを設置。こ

のプラントにおいて安定的な稼働ができるようにメタ

ンガス濃度及び発電量並びに消化液の浄化処理性能を

検討。 
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 その結果、投入原料(約２t/日)中の生ゴミの割合を

5.5％(111kg/日)として投入することにより 64.2m3/

日のバイオガス（メタンガス濃度60～65％）が生成さ

れた。発電量は約 41kw/日となったが、施設全体の使

用電力量約72kw/日の約57%にとどまった。今後、投入

原料に対する生ゴミの混合割合を検討する必要があ

る。 また、エネルギー回収後の消化液については、

固液分離後、膜分離活性汚泥法により処理。BOD 容積

負荷量は約0.2kg/m3・日となり、BODの除去率は99.2%

であった。窒素成分については、73%の除去率であった

が、脱窒槽へのメタノール添加することにより除去率

が95%に向上した。 

 

632 畜産振興としての地域畜産共進会の取り組み：宮

城県仙台家保：猪股永治、山田稲生 

 畜産共進会は家畜改良意欲の高揚と飼養管理技術の

向上・普及の目的により開催され，各時代の変遷とと

もに形態と内容に変化を加えながら推進。近年，県内

各市町及び地域では，家畜飼養戸数，頭数の減少や，

広域合併等の諸事情により開催中止や変革を余儀なく

されている状況。当地域では，石巻地域総合畜産共進

会として本年度第33回の開催に至ったが，平成11年

度からは初期目的に加え，消費者との交流を軸とした

付帯行事併設型のイベントとして変革。平成15年度の

地震災害による中止，本年度の市町合併に伴う課題等

を克服して定着。本年度の消費者アンケート調査では，

大半がイベントに満足感を覚え，畜産への関心を高め

た。関心事として，食肉の安全・安心やBSE問題が上

位優先。これらより，当該共進会は初期目的はもとよ

り，消費者PRとしての一定の役割を担うものと考えら

れる。今後も共進会開催に際し，第三者による評価を

加味，検討することは畜産振興上重要。 

 

633 大規模養豚場における泥状物流出事故と環境改

善事例：群馬県中部家保 小茂田匡央 

 平成14年11月、大規模養豚場（母豚1,900頭を含む約

10,000頭飼養）内の溜め池からふん尿を含む約600tの

多量の泥状物が河川へ流出し、簡易浄水場へ流入、

1,113戸が３日間断水する事故が発生。 

 再流出防止の築堤、調整池への誘導路の設置、保全

監視強化等の緊急的対策を実施するとともに、再発防

止と恒久的な畜産環境改善対策を実施するため、村及

び県関係機関で「泥状物流出事故対策協議会」を設置

し指導。さらに、協議会内の「研究部会」で改善計画

の検討及び調査を行い、監視を継続した。 

 その間、「家畜排せつ物法」の法的指導を併せて行

いながら、平成17年５月に約900m3の発生源池及び約

6,404m3 の５ヶ所全ての素掘りが事故発生から２年６

ヶ月ですべて解消した。現在、日量約 100ｔのふん尿

は浄化処理せず、オガコ豚舎への改築、並びに堆肥舎

及び攪拌乾燥・発酵施設で発酵処理し、家畜排せつ物

の適正な処理を実施している。 

 

634 河川の水質を中心とした環境調査：群馬県西部家

保 大久保嘉洋、木暮幸博 

 家畜排せつ物法が本格施行となり、一年以上が経過

したが、畜産公害苦情件数のうち水質汚濁にあっては

19.2％（10件／52件）と悪臭苦情に次いで多い状況に

ある。その要因の一つとして堆肥等の降雨による流出

や農地への過剰施用などによる水環境への窒素汚染が

考えられる。県環境保全課が実施した調査によると、

西部管内の約３割近くの井戸水からは基準値を超える

硝酸及び亜硝酸態窒素が検出されている。そこで河川

中に含まれる窒素濃度の現状を把握し、今後の環境指

導の一助とするため、群馬郡を流れる２６河川、６０

地点を対象に硝酸、亜硝酸、アンモニアの濃度測定を

実施した。測定結果は硝酸が 低で 6ppm、 高で

83ppm、平均は25ppmであり、亜硝酸及びアンモニアは

検出される地点が限られていた。また、榛名町の河川

の硝酸濃度とその集水域に存在する家畜頭数の関係性

を調べたところ、相関関係はみられなかったが、一部

には畜産の関与が考えられる地点があった。  

 

635 動物用医薬品の残留防止に向けた取組：群馬県東

部家保 茂木浩徳、斎田好之 

 食の安全・安心が求められている中、平成17年７月、

管内の養豚農家が出荷した豚１頭から抗菌性物質が検

出された。調査したところ飼養農家における薬品使用

記録簿の不備、識別管理の不徹底により休薬期間中の

投薬豚が出荷されたと思われる。今回の事例を受け他

の畜産農家における動物用医薬品適正使用を指導する

ため、管内畜産農家14戸における動物用医薬品の薬品

管理状況等を中心に調査した。使用基準が定められた

動物用医薬品の使用が10戸、その内、薬品の使用を記

録管理していた農家は３戸、投与家畜への識別は全10

戸で実施していた。残留防止に対する生産者の意識は

高く、残留発生は記録管理と投薬確認失宜によると考

える。薬品使用で不備があった農家７戸へは使用記録

及び個体識別について指導した。畜産物への動物用医

薬品の適正使用は、食の安全・安心の観点から必須で

あり、今後も畜産農家への指導を継続していきたい。 

 

636 都内の食品残さ飼料化状況：東京都家保 石川道

夫 

 食品の売れ残りや食べ残しなどの食品廃棄物は、飼

料化などのリサイクルが求められている。当所では、

飼料安全法に基づく業務を行っており、都内にある飼

料製造工場及び近々稼動を開始する工場、各 2々 ケー
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スについて、飼料化状況を調査。事業主体は、3 ケー

スが廃棄物処理業者、1ケースが排出事業者・NPO法人

の連携タイプ。製造物は、豚用・鶏用の飼料原料とし

て、畜産農家や配合飼料メーカーに販売。分析結果は

粗脂肪が高めであるが、配合飼料等へ10％以下で混合

すれば、豚肉質の軟脂などには、対処できる。大量に

発生する食品廃棄物の飼料化を促進するため、課題は

「配合飼料原料として、質・量両面の安定供給」にか

かっている。稼動予定の2ケースは、それぞれ国又は

都が側面的に関与しており、課題に対応可能な形態。

今後とも、立入検査の実施による飼料化状況の把握や

関連部局との連携による情報収集に努めたい。 

 

637 剪定枝たい肥の品質特性（土壌中での分解性調

査）：東京都家保 浅海哲夫、當麻健樹 

剪定枝たい肥の品質評価法を、土壌中での分解過程

の無機態窒素発現率（以下N無機化率）及び炭素分解

率（以下C分解率）を測定することから検討。剪定枝

たい肥のN無機化率は、保温日数とともに土壌中の無

機態窒素を減少させ、全て負の値になった。特に負の

割合が大きい場合のC分解率は4日目から上昇し、７

日目に第二の大きなピークを生じた。負の値が保温日

数35日目で－10%程度に収まったものはC分解率の第

二のピークがごく小さいか、または見られなかった。N

無機化率（7日目、10日目）とこのピーク前後の積算

C 分解率（4～7 日目、4～10 日目）間には極めて高い

相関が得られた。剪定枝たい肥の評価は、35日目のN

無機化率－10%程度を基準として、7日目のN無機化率

－3％未満、4～７日目の積算 C 分解率 1.5％未満で判

断し、10日目のN無機化率－5％未満、4～10日目の積

算C炭素分解率3％未満を確認して確実な評価とした。 

 

638 複雑化する獣医事指導と今後の方向：神奈川県東

部家保 青木稔、吉田恒雄 

 過去 5 カ年の獣医事関連の苦情等 90 件について検

討。内訳は診療内容（33％）、広告制限（22％）、診

療施設開設届け（17％）、非獣医師の診療(14％)。獣

医師法・獣医療法に抵触するか否かの境界線上のもの

が増加し、内容が複雑化。診療内容に関しては、当事

者の話し合いを基本とし、家保の法的判断が求められ

ることはなかった。広告制限では、タウン情報誌の掲

載記事が取材者自らによるものか獣医師側からの掲載

依頼によるものかが判断の根拠になるが、実際は、判

断が困難。開設届けに関しては、野良犬・猫の去勢避

妊手術を行っている動物愛護団体の活動が往診に当た

るか否かの判断が困難。また、小動物に関する業種の

拡大（動物看護士等の増加）にともない、非獣医師に

よる獣医療の問題が増加傾向。獣医療に関する苦情は

愛がん動物が主体であり動物愛護業務との関連が深い

ことから、将来的には獣医療を含めた小動物行政の専

門担当部局化など見直しが必要。 

 

639 畜産安心ブランド生産農場認定に向けた取り組

み：新潟県中央家保 岡本英司、中川浩 

 新潟県では平成12年度から生産現場でのHACCPの考

え方に基づく衛生管理手法の導入を推進。①衛生管理

プログラムの確立と実施、②各種衛生管理記録簿の整

備、③管理獣医師の定着等を指導。14年度からは養豚

場に対しクリーンポーク認定事業を開始し、認定委員

が設定した認定基準を満たす農場を安心農場として全

県で49戸認定。これを活用し消費拡大や地産地消を図

っているグループもある。更に17年度から畜産安心ブ

ランド生産農場として他の畜種（牛、鶏）へも認定制

度を拡充し、安全な畜産物の生産体制整備に向け取り

組んだ。管内全農場で衛生管理整備状況を調査した結

果、①管理プログラムは全畜種でほぼ整備、②各種記

録簿は乳用牛及び豚で未整備が多く鶏で比較的良好、

③管理獣医師は採卵鶏で定着率が低く、更なる指導が

必要。17年度、全県で肉用牛10戸、豚55戸（過去認

定含む）、採卵鶏13戸、ブロイラー14戸、合計92戸

が認定された。 

 

640 畜産安心ブランド生産農場認定に向けて：新潟県

中越家保 小林淳壱、牧井賢充 

新潟県では、消費者ニーズに対応し、HACCP の考え

方に基づく衛生管理手法(HACCP 方式)を導入した農場

を平成 15 年度よりクリーンポーク(CP)生産農場とし

て認定。本年度からCP認定事業と同様の事業を養豚以

外の採卵鶏、肉用鶏、肉用牛にも拡充、新たに「畜産

安心ブランド推進事業」として安全・安心な畜産物供

給による有利販売に向けスタート。対象農場の認定へ

の取り組みとして①飼養衛生状況等の事前調査②畜種

毎に危害因子を規定しHACCP方式による管理プログラ

ム作成③認定基準に則した衛生管理及び記録簿整備④

衛生検査を実施。各農場の記録簿様式は多様なことか

ら、求める項目が確認出来る記録簿様式に修正。衛生

検査で、肉用鶏に菌分離の問題が発生したため、鶏舎

内消毒等の対策強化を実施。結果、採卵及び肉用鶏各

3 戸、肉用牛 2 戸が申請し認定。今後の課題として、

管理獣医師と連携しHACCP方式による飼養管理の定着

維持、認定後の有利販売の推進等が重要。 

 

641 畜産農家への家畜衛生情報の提供：福井県家保 

笠原香澄、生水誠一 

 農家への家畜衛生情報の提供は家畜伝染病の侵入や

まん延防止を図るために重要。そこで情報を正確・迅

速に提供するため、FAX やパソコンを活用した方法を

検討。FAXの有無・番号、パソコンの有無と活用状況、
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購読している新聞・雑誌の名称を調査。嶺北農家 105

戸にアンケートを配布し 86 戸が回答。FAX 普及率は

83％で50歳未満の100％に対し70歳以上では58％と

低い。パソコン所有率は73％で50歳未満は90％以上

と高く高齢になるに従い低い。畜種別では養豚で

100％と も高く酪農で 62％と も低い。所有者のう

ち 70％が日常パソコンを利用し 57％がインターネッ

トを活用、62％がメールアドレスを所持。農業新聞、

専門雑誌の購読はそれぞれ51％、23％。これら調査結

果を既存の住所録ファイルに加え通信リストを作成。

高齢者に対しては巡回指導中心に、養豚農家へはイン

ターネットで提供。その他はFAXを中心に行うが、今

後は家保ホームページ開設に伴い更なるインターネッ

ト活用を勧め迅速な情報提供を実践。 

 

642 ホームページを家畜保健衛生業務に利用する試

み：福井県家保 生水誠一、笠原香澄 

 インターネットを活用したホームページ（HP）を開

設。家畜衛生情報や家畜保健衛生業務を広く一般に公

開し、今後の業務に利用。また、インターネット利用

状況を把握するため、パソコンを所有している畜産農

家に当所HPで知りたい情報・要望について、FAXアン

ケート調査を実施。HP 掲載内容は、「鳥インフルエン

ザ、BSE 等の話題となっている疾病の発生状況」、「家

保だよりをはじめとする家畜保健衛生所の業務紹介」、

「薬事関係の申請」および「国の機関等への家畜衛生

関連リンク集」。総アクセス数は、開設後７週で 450

件を超え、約9件/日のアクセス数。畜産農家63戸へ

のアンケート調査の結果、40 戸から回答（63.5％）。

インターネット接続率は45.0％（18/40）。インターネ

ット接続農家のうち当所 HP へのアクセス率は38.9％

（７/18）。さらに、意見・要望では、家畜疾病の発生

状況、家畜衛生に関する検査結果、畜産技術情報およ

び受精卵移植に関する情報に高い関心。 

 

643 家畜保健衛生所の業務運営改善プロジェクトと

職員意識調査：長野県長野家保 和田浩彦 

 近年、BSE対応やHPAI対策、畜産物の安全性確保等、

家畜保健衛生所(以下家保)の社会的責任や家保を取り

巻く情勢は大きく変化。農業生産における行政の役割

も生産振興とともに安全性確保が重要化。一方、家保

の業務・運営は伝染病対応による事業量の増加や機構

改革による獣医師数の削減など質的量的に変化してい

るにもかかわらず、家保内・家保間においては今後の

家保のあり方や業務の方向性の議論が不足していると

思われる。家保はどうあるべきか、本県の畜産業にど

のように関わるべきかを家保職員間で積極的にディス

カッションし、効果的な業務運営に資することを目的

に、家保の業務運営改善プロジェクトを立ち上げ、ま

ず職員意識調査を実施。現状、方向性について多様な

意見を確認。その結果を踏まえ、テーマ別検討会を設

け、プロジェクト推進中。 

 

644 たい肥の利用促進における問題点の検討：静岡県

西部家保浜松分室 和久田高志、松井繁幸 

たい肥の利用促進が叫ばれるが、たい肥流通が滞り、

一部畜産農家における環境問題の発生を懸念。そこで、

円滑なたい肥流通のためにたい肥の利用状況と問題点

を検討。畜産農家10戸へのアンケート等で8戸はたい

肥の売り込み等をせず、4 戸はたい肥化期間、切り返

し回数あるいは作業時間が足りない、7 戸は処理費用

の負担が大きいと考えており、畜産農家が施設整備を

伴った改善は難しいことを示唆。一方、耕種農家 37

戸へのアンケートでは 20 戸がたい肥に土壌改良効果

を期待し、12戸でたい肥の施用に合わせて化学肥料を

減らしていない事が判明。耕種農家側にもたい肥利用

上の問題が存在することを示唆。そのため、畜産農家

に対してこれら問題点の改善、耕種農家が求めるたい

肥の生産を指導。耕種農家に対しては農協や農林事務

所を通した指導を検討。 

 

645 動物用要指示医薬品指示書と適正使用のための

指導：静岡県西部家保 土屋聖子、八巻幸子 

 本県では、平成16年9月より要指示医薬品適正使用

を目的とし、指示書内容確認を実施。当所では、1 年

間で、当所管轄地域内11名、地域外1名、県外1名（計

13名）の獣医師が、1775枚の指示書提出。記載内容を

検討した結果、出荷制限期間、用法及び用量の記載漏

れが799件、出荷制限期間の間違え、指示用量と必要

量の不一致などの誤記が518件、投与時期が不明確、

投与量の単位未記入など家畜管理者が分かりにくい記

載が303件認められた。この結果から、獣医師に指示

の注意事項を「動物用医薬品便り」として配布。農場

には、出荷制限期間の厳守や飼養衛生管理基準に基づ

いた薬歴の記録等を指導。管内A食肉検査所と、と畜

の抗生物質残留検査結果と生産現場で使用された医薬

品目や使用量の集計結果の情報交換を開始。今後継続

して情報交換を図り、連携を深めることで、適正な指

示書交付、医薬品適正使用を指導したい。 

 

646 農場電子カルテの作成を目指して：愛知県西三河

家保 松本惠  

 農場電子カルテの作成と、農場の病鑑履歴をパソコ

ン上で検索できるシステムの構築を目指し、以下の作

業を実施。①15年度まで病鑑関連文書は紙文書だった

がLANが導入されたことを契機に、16年度からは電子

ファイル化、事例毎にフォルダを作成し、病鑑台帳に

記載する病鑑番号と該当病鑑事例フォルダとをリンク
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付け。各自のパソコンで病鑑台帳を開けば、一事例の

関連文書の内容もパソコン画面上の操作で速やかに確

認可能となる。②各年度の病鑑台帳から、農場名、依

頼目的、診断名等の共通項目を抽出した１メガバイト

の暦年病鑑台帳を作成。この台帳の情報の一部は県域

のオンライン・データベースソフト、愛知県畜産情報

システムに取り込まれた。以上、病鑑関連文書の電子

化、暦年病鑑台帳の整備は、該当農場の病鑑履歴、各

事例の発生状況や、各検査担当の検査状況の把握を容

易にし、検査方針の決定や検査結果に係わる検討・考

察の質を深め、より的確な診断に繋がっている。 

 

647 DNA シーケンスによる細菌同定の試み：大阪府南

部家保 津山栄一 

細菌の同定は、生化学検査などで得られた検査結果

をもとに菌種を決定するのが一般的。一方、細菌の分

類や同定にDNAシーケンス（シーケンス）の利用が従

来より報告。今回、シーケンスが家畜より分離された

野外株の同定にも応用可能か検討。シーケンスは 16S

リボゾームRNA遺伝子領域について実施。得られたデ

ータを、データバンクで既知株の塩基配列と比較。相

同性の高い菌が一種類のものは全て他の検査での同定

菌種と一致。複数の場合、シーケンスの結果のみで同

定できず、他の検査法の併用により同定可能。以上よ

り、シーケンスは細菌同定の方法として十分に応用可

能。相同性が高い菌種が複数ある場合は他の検査を併

用する必要があるが、シーケンスの利用で同定菌種の

絞り込みが可能となり、同定精度が上がると思われた。

今後さらに検体数を増やし、検討していきたい。 

 

648 過去７年間(1998～2004 年)の病性鑑定簿から：

奈良県家保 中西晶、樫本卓也 

病性鑑定簿を集計し(計2090件)、病性鑑定業務内

容の変化を調査。総件数は増加(257～501 件)。総件

数を防疫事業と病性鑑定事業に分けた場合、防疫事業

は増加(39～132件)、病性鑑定事業は200件前後(182

～223件)を推移、2003年度は鳥インフルエンザ(AI)

検査のため特に増加(381件)。病性鑑定事業を指定検

査と原因究明検査に分けた場合、指定検査は増加(50

～107件)、原因究明検査は減少(168～95件)。細菌部

門は増加(66～111件)。ﾖｰﾈ病検査、ｻﾙﾓﾈﾗ検査及び乳

房炎検査の割合が高い。ｳｲﾙｽ部門はｱｶﾊﾞﾈ病、牛海綿

状脳症検査、AI検査による増加(50～308)。生化学部

門は、肉骨粉検査の増加と血液検査の減少により相対

的減少(66～37件)。解剖件数は、ｱｶﾊﾞﾈ病 とﾖｰﾈ病に

よる増加。原因不明件数は、毎年一定量(平均23件)。

原因不明のうち、異常産関係の件数が多い(37%)。 

 

649 高病原性鳥インフルエンザ発生時の防疫作業を

想定した呼吸用保護具の検討：島根県益田家保 高橋

優、原正三 

 国内での、養鶏場関係者および防疫従事者への鳥イ

ンフルエンザ感染が確認され、今後の防疫作業には今

まで以上の感染防御対策が必要となる。感染防御の主

体となる呼吸用保護具(防じんマスク)の規格の違いが、 

防疫従事者に及ぼす影響を運動負荷試験で検証し、防

疫作業に適した安全で肉体的負荷の少ない防じんマス

クを検討。規格の異なる4種類のマスクDS2、DS2排気

弁付き、DS3、RL3について4名の被験者で自転車エル

ゴメータでの運動負荷を実施。マスク無しと4種類の

マスク装着時の心拍数、血圧を測定。心拍数の顕著な

増加が認められたマスクはDS2、RL3マスク。DS2排気

弁付き、DS3 マスクも心拍数の増加は認められたが、

DS2、RL3に比べて増加は少なかった。同一規格のマス

クでは排気弁付きが負荷が少なく、被験者の共通した

感覚でも排気弁付きマスクで呼吸が楽に感じられた。

また、使い捨て式の高規格マスクでも負荷が少なかっ

た。 

 

650 食品副産物を利用した健康家畜の生産：岡山県総

合畜産センター 田辺裕司 

 食の安全・安心に関心が高まる中、畜産現場では治

療薬に頼らない健康な家畜づくりが求められている。

これまでにも免疫力向上を目的とした生菌剤などの機

能性飼料が開発されているが、家畜に対する評価法に

ついては確立されてない部分も多い。今回、効果確認

のための評価項目を検討したので報告する。県内で排

出される食品副産物の中でポリフェノールの含有が期

待できる山ブドウ粕及び緑茶殻を免疫力向上の素材と

して使用し、それぞれ5％及び3％の添加を上限として

21 日間の給与試験を行った。試験には 10 日齢の卵用

鶏オス40羽を用いた。試験終了時に血液及び臓器を採

取し、血漿中抗酸化成分及び脾臓でのサイトカイン遺

伝子発現量を測定。脾臓中のサイトカインmRNA発現量

は緑茶殻給与時に IFN-γが減少する傾向を示したが

各区大きな変化は見られなかった。血中過酸化脂質は

副産物添加により低下傾向が見られ、今後の評価指標

の一つとして有効であると考えられた。 

 

651 要指示医薬品の適正使用への取り組み（第1報）：

山口県東部家保 奥原由子、三好雅和 

 食の安心・安全への関心が高まる中、要指示医薬品

の適正使用を徹底するため実態調査と指導を実施。1)

診療獣医師、農家等関係者を対象に推進会議を開催。

2)全農家への個別巡回調査を実施、指示書対応農家は

9/181 戸。指示書保管と記帳の徹底を指導。3)発行さ

れた指示書を調査(H16年：62件)。抗生物質製剤・合

成抗菌剤42件、生物学的製剤14件、内寄生虫薬1件、
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ホルモン製剤5件。県外獣医師を含む4名が、62件を

発行。指示書1枚あたりの頭羽数が多い事例や遠隔地

獣医師による発行事例等に対し、より適正な対応を指

導。その結果、1)農家での確実な指示書整理・保管事

例が増加(16年:1戸→17年:4戸)。2)肉用鶏生産組合

のワクチン使用事例において獣医師の巡回・指示書発

行の間隔が短縮。3)農家・家保と緊密に連携できる獣

医師への変更。4)一獣医師において指示書対応から診

療対応へシフト(指示書発行件数の減少、16年:21件→

17年:3件)。要指示医薬品適正使用の意識が向上。 

 

652 家畜排泄物法の対応と課題：高知県東部家保 村

松俊、日高洋介 

 平成１１年１１月１日、家畜排泄物法が施行され、５

年間の猶予期間をおいて、一定規模以上の畜産農家に

堆肥化処理施設を設けることを義務づけるとともに堆

肥の有効利用の促進を目的とした取り組みがすすめら

れた。家保はこの目的に添って推進してきた。畜産環

境問題の苦情に対応し、農家を指導する経過で問題点

や今後の課題が浮き彫りとなった。①家畜排泄物法お

よび環境法との関連ならびに区別②農地法との関連③

施設対応後も続く環境問題苦情④堆肥の渋滞などがあ

げられる。 

 今後、この課題である環境問題苦情への適切な対応

と堆肥の流通促進を図ってゆく。 

 

653 『誰でもできる検査担当虎の巻』の作成：福岡県

筑後家保 投野和彦 

 2005 年４月の人事異動の時点で、当家保の検査課

（とくに生化学部門）は機能麻痺状態に陥っていた。

そこで現状を調査し、検査機能を回復させ、今回の事

態に至った問題点を整理。さらに、その対策の一つと

して独自の検査マニュアル『誰でもできる検査担当虎

の巻』（以下、『虎の巻』）を作成し、今後の円滑か

つ柔軟な検査業務対応に向けて改善を図った。今回の

事態に陥った問題点は①検査担当者の異動時の不完全

な引継ぎと②検査頻度の偏りによる機器の故障。問題

点①に対して「備品台帳」・「検査室見取図」・「検

査マニュアル」の３つのファイルを整備し、対応要素

をリンク付けした独自の『虎の巻』を作成。問題点②

に対して『虎の巻』の中に「保守点検方法」を明記し、

併せて作成した「保守点検チェックシート」を用いて、

検査機器のメンテナンスを週毎に実行し、記録。簡潔・

明瞭な引継ぎがなされ、昨今の時間的猶予がない人事

異動時や急な所内配置転換にも対応。兼務出張が多い

検査担当者の不在時にも十分対応できるようになり、

危機管理体制の強化にも繋がった。 

 

654 家畜排せつ物の適正管理指導状況と問題点：佐賀

県中部家保 西大輔、犬童忠広  

平成11年家畜排せつ物法の施行後、関係機関と連携

し飼養頭羽数、状況確認、意向調査及び助言・指導を

実施。平成16年11月までに簡易的に対応した農家を

含め全208戸が管理基準に適合したが、約１年後の現

在、管理面では簡易施設での対応の遅れ、流通面では

供給先確保不足等の問題が生じている。中小規模の農

家はふん尿処理施設への投資額も限られ保管施設が不

足。小規模農家は機械等がなく供給先の要望に答えら

れず利用者が少ない状況。さらに施設整備農家数の増

加に伴う処理された堆肥の増加、利用者側の良質堆肥

の要求等が問題点。今後とも後継者がなく高齢な農家

に対しては簡易対応による 低限の基準遵守を、後継

者がいる簡易対応農家に対しては恒久的な施設整備

を、施設整備した農家に対しては良質な堆肥の生産技

術指導の強化が必要。また市町村や関係団体に対して

は資源循環型農業に対する意識の高揚と耕種農家側へ

の強力な働きかけ要請し、共同の機械並びに保管施設

の整備等も検討する必要がある。 

 

655 家畜排せつ物法への対応と汚水処理施設の整備

状況：長崎県中央家保 樽田嘉洋、荒木幸二  

 家畜排せつ物法は法第３条の適用猶予期間を経て、

平成16年11月完全施行。管内の対象農家350戸につ

いて地域資源循環型畜産確立推進指導協議会（協議会）

のなかで、関係機関が連携して指導を実施。平成 15

年度末、92戸(26％)であった要整備農家は、施設整備

等対応が終了したが、今後とも、簡易対応農家に対す

る恒久的施設整備などの継続指導が必要。また、平成

14 年度に養豚農家自らの汚水処理設計による簡易か

つ安価な汚水処理施設の取り組みが開始され、協議会

を通じて技術指導を実施した結果、これまでに管内で

9 戸が同様の施設を整備し、その平均設置費は肥育豚

換算1頭当たり14千円と安価。同施設の処理水等につ

いて検査した結果、処理能力についても一般排水基準

を満たす可能性が示唆されたが、スクレ－パ－の故障

等畜舎環境の変化によって、一時的に基準以上を示す

施設がみられたことから、農家が施設を理解したうえ

で、充分な維持管理に努める必要がある。 

 

656 畜産農家に対する家畜排せつ物の適正管理指導

の取り組みについて：大分県三重家保 志村英明 

 「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」は平成11年7月28目に制定され、平成!6

年11月1目から完全施行された。法に基づく事前指導

及び立入検査は家畜保健衛生所が中心となって実施し

た。農家指導は、県農業振興普及センター、市、農協

と一体的に行い指導した。その後の指導も立入検査結

果を市へ文書で通知し、指導の強化を図った。改善困
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難な農家については、改善予定を該当農家に作成して

もらい、実施状況を確認し指導した。 

今回、県農業振興普及センター、市、農協と協力し指

導体制を構築することで、管理基準の遵守や施設整備

など地域一体となった指導が効率的に行え管内のほぼ

全ての農家を適正農家に導くことが出来た。そのため、

環境に配慮した畜産業の持続的な発展のためにも、本

体制を維持し指導・監視を継続していくことが必要で

あると思われた。 

 

657 家畜排せつ物の良質堆肥化を目指して：沖縄県宮

古家保 渡辺章子、金城孝 

 「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）が昨年11月に完全施行されてか

ら１年が経過。当家保では法対象農家に対し講習会や

定期的巡回を通して法の周知徹底を図ったが、管内の

1,359 戸の畜産農家のうち法対象外農家は 1,098 戸と

全体の 81％を占めていてこれらの農家への指導も急

務とされる。当家保は未整備農家を中心に法の認識

度・堆肥の生産方法並びに利用状況を調査。結果、法

対象外農家の法への認識度が低く、未整備農家は圃場

に直接散布という対応で堆肥舎への建設には消極的な

ことが判明。整備済農家も管理記録簿の未記帳や、堆

肥の切り返し不足が目立った。また全ての農家に共通

して堆肥の自家利用率が高い反面、良質な堆肥に対す

る認識が低かった。そこで当家保は農業試験場と協力

し未熟堆肥の多量施用による弊害や良質な堆肥を提示

し、農家に正しい知識を普及。今後も肉用牛・耕種複

合経営主体の宮古の「地の利」を生かした離島独自の

地域密着型の指導に努め畜産振興の発展を支援。 
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