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I 牛の衛生

Ⅰ－１ ウイルス性疾病

1.共同放牧を行う一地域の牛白血病対策：
北海道網走家保 松本みゆき、吉田美葉

平成22年に地方病性牛白血病が発生した1
酪農場と、経営理念が同一で夏期放牧場を
共同利用する酪農場6戸の計7戸が対策を検
討。対策会議や勉強会を重ね、本病に対す
る認識を醸成後、平成23年から地域一体の
対策を開始。農場間伝播防止のため入牧牛
検査（H23～27年：陽性牛5戸31頭は入牧禁
止）を、農場内伝播防止のため飼養牛全頭
の抗体検査（H24年：陽性牛6戸96頭／7戸49
5頭）を実施。この他、抗体陰性牛の追跡調
査成績を指標に農場毎に対策の効果を検討
・分析した「個別診断シート」を作成・配
付。抗体検査による陽性牛の把握と陽性牛
の早期更新や分離飼育、初乳処理等の個別
対策は感染拡大防止に有用であり、2農場が
清浄化。殺虫剤を使わない経営理念のため、
吸血昆虫対策に苦慮。地域ぐるみの取り組
みが飼養者の意欲を促し、自発的・持続的
な対策となった。

2.公共牧場を中心とした地域の連携による
牛ウイルス性下痢･粘膜病対策：北海道上川
家保 宮根和弘、清水倫奈

平成25年に管内公共牧場（A牧場）で牛ウ
イルス性下痢･粘膜病（本病）を確認。疫学
調査等から、以前よりA牧場を介し牛ウイル
ス性下痢ウイルス（BVDV）まん延を推察。A
牧場関係者による対策会議を実施。対策1：
平成25年入牧牛産子のBVDV検査（産子検
査）。対策2：A牧場利用生産農場でBVDV浸
潤状況検査。対策3：平成26年以降の入牧条
件にBVDV検査陰性を追加。課題1：A牧場は
複数地域生産者が利用。A牧場所在地域以外
の地域との連携が必要。講習会等を実施し
情報共有、産子検査の必要性を説明。課題2
：対策3の実施費用。大学との連携で負担軽
減。対策効果：A牧場は平成15年にも本病を
確認。当時はワクチン未接種で産子検査陽
性率29.4％。今回はワクチン接種済みで、
産子検査陽性率1.7％と効果を確認。対策前
後でA牧場の診療件数を比較、繁殖障害の有
意減少を確認。今後、対策実施の費用対効
果を利用者に示せるデータ蓄積が必要。

3.牛白血病ウイルス遺伝子検査の省力化の
検討：青森県青森家保 林敏展、菅原健

近年、牛白血病の発生は年々増加傾向で、
汚染低減対策が急務。本病のウイルス遺伝
子検査は、移行抗体に影響されず、抗体検
査より早い段階で感染を確認できるため、
本病陰性牛の選別に主要なツールだが、多
検体の検査には遺伝子抽出等の作業に労力
と時間を要す。そこで、既報の省力的な遺
伝子検査方法が当所で実施可能か検討。野
外牛全血17検体について、プロテインキナ

ーゼ処理し、少回のサイクルでPCR後、リア
ルタイムPCRを行う方法（簡便法）と、nest
ed-PCR(従来法)で結果を比較。結果は陰性1
2検体、陽性4検体では一致したが、従来法
で弱反応となった1検体は陰性（k係数≒0.8
5）。検体処理は、マルチチャンネルピペッ
トで複数同時に操作でき、作業時間、費用
面でも優れた。このことから、簡便法は当
所でも実施可能であり、省力化に有効。今
後も、簡便法のほか、様々な検査を組み合
わせ、効率的に本病感染個体を抽出し、清
浄化を進める所存。

4.地域と一体となって取り組む牛白血病対策～未来
を守る第一歩～：青森県八戸家保 今井良、
川畑清香

近年、全国的に牛白血病の発生が急増。
後継者が多く、対策に意欲があるA地域を対
象に、開業獣医師、自治体、農協と家保が
タッグを組み対策を推進。感染状況を確認
するため、肉用繁殖経営24戸中70％に当た
る17戸、繁殖牛275頭の抗体検査を実施。抗
体陽性率は77％と高率。対策への意欲低下
が懸念されたため、検討会を開催。「何も
しなければ一歩も先に進めない」と地域で
認識を共有。また、巡回により農場毎に適
した陽性牛産子の早期離乳、分離飼養など
について重点指導。地域で陰性牛を容易に
確認し意識できるよう共通の標識を装着。E
Cの鍵によるハイリスク牛の隔離や早期更新
を提案。さらに定期的な検査で、陽転の有
無とリスク要因を検証し、対策を強化。こ
れらの取り組みから、牛白血病に対する認
識が深まり、地域が一体化。参加農家戸数
は83％の20戸に増加。これを後継者の未来
を守る第一歩とし、今後も積極的に牛白血
病対策を推進していく所存。

5.乳用子牛の肋骨骨膜に腫瘤を認めた散発
性牛白血病の2症例：岩手県県南家保 熊谷
芳浩、竹下愛子

平成27年6～7月に重度の貧血と白血球数
の増加を示す3か月齢のホルスタイン種雌牛
2頭(A、B）の病性鑑定を実施。血液検査の
結果、AはWBC：22,800個/μl、リンパ球72%、
うち異型14%、Ht：9%、BはWBC：44,500個/
μl、リンパ球93%、うち異型9%、Ht：8%。
病原学的検査では、Aは牛白血病ウイルス(B
LV)抗体陽性でBLV遺伝子陰性、BはBLV抗体
陰性。剖検所見は、左右肋骨(A：第1～11、
B：第1～13)遠位部の胸腔側に1～3cmの膨隆
部がみられ、割面膨隆、白色髄様を呈した。
組織検査では、両例とも膨隆部の骨膜にリ
ンパ球様腫瘍細胞の顕著な増殖を認めたが、
骨髄での増殖は認められず。他にAは縦隔リ
ンパ節、腎臓、脊髄硬膜、Bは肝臓、脾臓、
腎臓、心臓、消化管に腫瘍細胞が浸潤。以
上から両例を散発性牛白血病と診断。両例
は体表リンパ節の腫大と骨髄の腫瘍細胞増
殖を認めず、肋骨骨膜に多発性腫瘤を形成
した点で本病の典型例とは相違していた。
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6.大規模牧野の地方病性牛白血病対策：岩
手県県北家保 大竹良祐、大山貴行

A牧野は県内最大規模の公共放牧地(乳用
牛800頭、肉用牛200頭規模)かつ集団飼育施
設(200頭規模)。H26年8月以降、牧野管理者、
役場、NOSAI、JA及び県機関で本病対策を検
討。牧野利用農家を対象とした対策説明会
で、H27年4月から地域一丸となった本病対
策を開始。地域対象牛の本病ウイルスの陽
性率が不明であったことから、法5条に基づ
く検査等を活用し、効率的なサンプリング
スキームを実践することで、管内利用農家
ごとの陽性率(平均40%)を把握。初期段階と
して、肉用牛を中心に当該牧野の広い敷地
を活用し、対策を展開。陰性・陽性牧野は
各々直線距離で5km以上離し、吸血昆虫によ
る伝播を防止。入牧時には、管内利用農場
ではその陽性率により、管外利用農家では
地域により、牧野ごとの隔離牛舎に着地・
抗体検査を実施し、分離飼養の省力化を図
った。今後、省力的な検査の継続、取組み
の拡充、県外からの預託牛への対応などの
課題に取組みたい。

7.一酪農場の牛ウイルス性下痢ウイルス2型
持続感染牛の摘発事例と対策：岩手県県南
家保 市村鋭、熊谷芳浩

平成27年10月、管内一酪農場において発
育不良を示す1か月齢と3か月齢の子牛2頭が
牛ウイルス性下痢ウイルス2型（BVDV2）の
持続感染牛（PI牛）と診断された。これら
の母牛には高いBVDV2抗体価（512と4,096倍
以上）が認められた。PI牛を早期とう汰し、
飼養牛の全頭のBVDV検査を実施した。検査
の結果、成牛142頭、哺育育成牛63頭及び管
内の施設預託牛15頭の全頭にPI牛は認めら
れなかった。BVDV2特異抗体は、PI牛と同居
していた哺育育成牛31頭（抗体価:32から4,
096倍以上）に認められ、成牛では2頭（抗
体価:512と1,024倍）のみであった。成牛牛
舎と哺育育成牛舎は約5km離れ、飼養管理者
が区別されていたことに加え、PI牛の早期
摘発とう汰による注意喚起が成牛牛舎への
まん延を防いだと推察された。対策として、
牛群の感染状況に基づき、まん延防止のた
め、BVDV2を含有するワクチンプログラムを
提案した。今後、妊娠牛の産子検査を実施
する予定。

8.牛ウイルス性下痢ウイルス流行農場にお
ける経済損失の推定：岩手県中央家保 五
嶋祐介、八重樫岳司

牛ウイルス性下痢ウイルス（BVDV）感染
による牛群の経済的影響を検討した報告は
少数。平成26年度に確認されたBVDV持続感
染（PI）牛3戸5頭の疫学から、1乳用牛預託
育成施設（150頭規模）において平成25年10
月から翌年4月の間を中心としたPI牛の存在
とBVDVの流行が示唆。同施設における疾病
発生及び繁殖の成績について対策（5種混合
ワクチン接種）前後１年間を比較。結果、
対策前後で、疾病治療延べ頭数は232頭から

60頭、往診数は99回から42回、流産の発生
は5回から1回、預託期間は19.1か月から17.
9か月と減少。PI牛の淘汰を含め、対策前に
約378万円の損失があったと試算。ワクチン
接種を対策とした費用便益評価では、1頭あ
たりの費用は2.4千円、利益は3万5千円余と
試算され、費用便益比は1：14。対策後PI牛
の発生なし。BVDV感染により牛群の生産性
は低下し、大きな経済的被害が起こること
及びワクチン接種の費用対効果は大きいこ
とが示唆。

9.牛白血病ウイルスの地域及び農場におけ
る動態に関する一考察：山形県置賜家保
森大輝、木口陽介

地方病性牛白血病（EBL）まん延防止の一
対策として和牛経営3戸の牛白血病ウイルス
（BLV）抗体陽性の繁殖牛を約3年間調査。
リンパ球数若しくは血中BLV遺伝子量に基づ
き定めた高リスク牛の減数に応じ各農場の
抗体陽転率は低下、高リスク牛の特定と淘
汰は効果的であることを再認識。ただし調
査中に非高リスク牛でも2/49頭がEBLを発症
（高リスク牛では2/37頭）したため注意が
必要。BLV遺伝子量は、複数回調査できた2/
40頭で上昇（2.0～36.9倍）を認めたが、群
としては有意な変化を認めず。高リスク牛
か否かを頻回検査する意義は低い可能性あ
り。3農場を含む抗体陽性率を調査済みの計
17農場で、抗体陽性率と飼養頭数や飼養形
態等23項目の農場属性との関係性を調査。
抗体陽性率と農場から河川までの距離に関
係性を認め（P<0.001）、農場立地がBLV浸
潤に影響する可能性あり。このようなBLVの
動態を踏まえ、対策をより効率的に推進・
波及していく。

10.管内の一公共放牧場における地方病性牛
白血病対策：山形県中央家保 渡邉裕、久
合田行彦

管内N公共放牧場を利用している一農場で
連続して地方病性牛白血病が発生。放牧場
としての対策を検討。4月の放牧事業打合せ
会で、預託農家の総意により27年度から対
応開始。入牧前に全頭牛白血病ウイルス（B
LV）抗体検査を実施。陽性率は品種別で黒
毛和種63％(26/41頭)、ホルスタイン種11％
(1/9頭)。放牧場では人為的感染対策（直検
手袋等の1頭毎の交換、観血的作業器具の消
毒）、吸血昆虫対策（陽性牛と陰性牛で色
分けした忌避剤含有耳標の両耳装着）、陽
性牛と陰性牛の分離放牧を実施。下牧時に
陰性牛のBLV抗体検査を行い、陽転率は0％。
放牧場での対策に一定の成果。下牧後、利
用農場での対策を指導。陽性牛の分離飼育
・親子分離飼育等対応可能な対策の取組み
が見られ、農家の意識も変化。来年度は同
対策を継続、今年度中止した人工授精、陰
性牛の親子放牧等も検討、さらに実行可能
な対策を追加していく。
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11.公共放牧場利用組合と取り組んだ肉用繁
殖牛の地方病性牛白血病対策（第2報）：山
形県置賜家保 木口陽介、森大輝

平成26年から公共放牧場利用組合員12戸
の総意で、当該放牧場及び各農場での牛白
血病ウイルス（BLV）の水平感染防止対策を
開始。BLV対策の意識レベル向上を図るため、
農場の個別指導や研修会を実施。放牧では
陽性及び陰性牛の分離放牧・分離運搬を行
い、陽転率は0%（0/61）と取組の成果あり。
一方農場では、全12戸のBLV抗体陽性率は平
成26年58.1%（173/298頭）から平成27年60.
1%（173/288頭）と微増。7戸では陽転牛な
しと成果あり。5戸15頭で陽転（陽転率12％）
が認められ、すべて農場内での感染。陽転
を認めた農場の対策は、陽性牛の淘汰（3/
5）、分離飼育（3/5）、防虫ネット（1/5）、
初乳対策（1/5）で、対策を実施しているも
のの、その精度に問題があると推察。個別
指導を通じ、組合員の分離飼育及び防虫ネ
ットの優良事例について紹介し、対策を強
化。今後も定期的な検証・指導を行い、農
家が自主的かつ継続的に取組める体制を維
持。

12.全村で取り組む牛白血病清浄化対策～小
さな村の大きな挑戦～：山形県最上家保
小林久美、渡部真理安

平成25年度より、管内A村全酪農場7戸（乳
用牛8～46頭を飼養）で牛白血病清浄化対策
を実施。対策の事務局は村に置き、家保は
関係機関（診療獣医師、共済組合、農協）
と連携。対策は「新規陽性牛を出さない」
ことを基本方針とした独自の対策マニュア
ルを策定し、感染防止を目的に①個別の淘
汰更新計画②分離飼育③吸血昆虫対策④人
為的対策⑤初乳対策を重点項目とし実施。
検査は年2回の抗体検査を柱とし、抗体陽性
牛については定量的PCRを実施。結果は農場
ごとの個別プログラムとともに関係機関を
交えた個別巡回時に還元。検査、個別巡回、
指導及び対策検討、対策実行、効果検証を
繰り返した。全農場における抗体陽性率はH
25年32.9%、H26年28.7%、H27年34.4%。しか
し、個々の意識向上が図られ抗体陽性率がH
26年66.7％からH27年46.2％までに減少した
農場もあった。この取組みを受け黒毛和種
繁殖農場での対策も検討され始め、今後継
続した取組みにより村全体の清浄化を目指
していく。

13.管内における地方病性牛白血病対策の取
り組みと課題：山形県庄内家保 大河原博
貴、守屋聖一

管内一放牧場で牛白血病ウイルス（BLV）
感染防止対策として平成20年から吸血昆虫
対策を、翌21年から抗体検査に基づく分離
放牧を実施。平成27年の放牧牛抗体陽性率
と陽転率は22.3%、1.5%と、対策前の51.8%、
49.4%から大きく減少し、放牧場での水平感
染防止に分離放牧の有効性を確認。一方、
農場での感染防止対策として、研修会等に

よる啓蒙とBLV浸潤調査を推進。これまでに
14農場（酪農5、繁殖9）で浸潤調査を実施
し、抗体陽性率は酪農33～47%、繁殖19～67
%。うち調査後に感染防止対策を講じた農場
は4農場で、農場での取り組みを推進するに
は、農場の意識向上、関係機関との連携、
検査負担の軽減が重要であると考察。今後
は、意識向上のために優良事例紹介等によ
り目標設定と対応手順を具体的に示し、関
係機関との情報共有と連携強化、検査助成
事業の活用による農場での対策を推進し、
管内における牛白血病対策レベルの向上に
努める。

14.管内一公共牧場で発生した牛乳頭腫症:
山形県中央家保 平野かおり

牛乳頭腫症の発生で苦慮している管内一
公共牧場で、平成27年度新規入牧牛を対象
とした牛乳頭腫症の実態調査を実施。牧場
内での発生状況は、入牧時(5月)すでに体表
で確認(8.5％)。下牧時(10月)には体表で40.
4％、乳頭で44.7％と増。検出されたBovine
papillomavirus（BPV）遺伝子型は体表が2

型、乳頭が6型に分類。預託元農場の搾乳牛
乳頭部の乳頭腫は放牧経験牛で6型と牧場流
行株と一致。本事例は放牧を介したBPV循環、
感染部位により伝播様式が異なる可能性。
さらに農場内放牧未経験牛1頭から新型に属
する12型を県内で初検出。新型BPV感染牛の
導入による農場持ち込みと推察。今後新型B
PVによる乳頭腫の発生リスクが懸念。本症
の発生には双翅目昆虫の関与も疑われてい
ることから、外部寄生虫対策（夏期の外部
寄生虫駆虫剤の牛体噴霧、アブ防除ジャケ
ットの試着等）を主体とした感染防止対策
も開始。来年度は乳房付近の集中保護、外
部寄生虫対策の強化を目指す。

15.牛白血病陽性農場における初乳対策の検
証及び感染子牛のウイルス量・リンパ球数
動態調査：福島県県中家保 山本伸治、原
恵

牛白血病清浄化のため、初乳対策を実施
している農家は少なくないが、初乳を介し
た感染は起こりにくいという報告もある。
また、出生直後の感染により持続性リンパ
球増多症（PL）に進行する可能性が高いと
いう報告もあるが詳細は不明。そこで、初
乳対策の効果を検証するため、対策実施農
家 4 戸と未実施農家 6 戸における子牛の感
染率を調査。また、感染子牛についてはウ
イルス量とリンパ球数の動態を調査。子牛
の感染率は対策実施農家 49%、未実施農家
24%となり対策の効果は認めず。一方、農
場毎の感染率には 0 ～ 88%と大きな差を認
め、その要因は母牛のウイルス量であるこ
とが判明。感染子牛のウイルス量及びリン
パ球数は概ね横ばいに推移し、全頭 PL の
基準(13,000/μ l)未満。以上より、子牛の
感染予防には母牛のウイルス量を指標とし
た対策が有効。また感染子牛は子牛の時点
で PL になる可能性は低いと推察。
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16.肉用牛一貫経営農場における牛白血病対
策の取り組み：茨城県県西家保 川西菜穂
子、石井正人

繁殖牛84頭、育成牛15頭、肥育牛150頭を
飼養する管内肉用牛一貫経営農場で平成20
年から現在までの8年間、牛白血病ウイルス
（BLV）浸潤状況調査及びBLV対策実施。繁
殖牛は7ヶ月間水田放牧。BLV抗体検査結果
を基に繁殖牛全頭を感染牛と非感染牛に群
分けし、識別を容易にするため頭絡に色分
けテープを装着、牛舎内及び放牧場で徹底
した分離飼育実施。子牛の早期離乳、直検
手袋や注射針の1頭毎の交換、除角実施時の
隔離・器具消毒励行。自家育成と定期的なB
LV検査実施。平成21年度は52.2%であった抗
体陽性率が平成27年度には34.5%まで低下。
平成24年度から現在まで、非感染繁殖牛55
頭（全頭）の陽転率0%。畜主はBLV清浄化に
向けて強い意志を持ち、当所指導の対策を
可能な限り飼養管理に取り入れ継続的に実
施。今後は感染牛の更新を積極的に行い、
早期の清浄化を目指す。

17.管内放牧場の牛白血病対策と効果の検証
：茨城県県北家保 古田土彰子、須永静二

管内6放牧場（A～F）で牛白血病対策を開
始。吸血昆虫対策や人為的感染防止対策と
共に、毎月牛白血病ウイルス（BLV）抗体検
査を実施し、BLV抗体陰性牛とBLV抗体陽性
牛を区別して飼養する分離放牧導入を検討。
Aでは平成26年度から既に分離放牧を実施。
BではAに倣い、今年度から導入。C～Eでは
来年度以降の導入に向け牧区整備を、Fでは
1農場のみが利用している状況から、放牧場
と農場で対策を行う方向で検討。今年度は
年間を通して各放牧場の陽性率に変化は見
られなかった。また、AではBLV抗体陰性牛
群で陽転した牛の追跡調査として抗体検査
とリアルタイムPCRを実施。陽転率は年間33.
3%で、対策前の97.4%と比較し大幅に減少。
一方、毎月の抗体検査における陽性確認時
点のBLV遺伝子量は少量であり、抗体陽性確
認後の速やかな陽性牛群への移動で、陽転
牛からの感染リスクが低減すると推察され、
分離放牧の有効性が示唆された。

18.預託前検査で牛ウイルス性下痢ウイルス
持続感染牛が摘発された酪農場の清浄化対
策と衛生指導：茨城県県北家保 鈴木篤実、
赤上正貴

平成27年5月預託先育成放牧場の入牧検査
で牛ウイルス性下痢ウイルス（BVDV）持続
感染牛（PI牛）1頭が摘発。当該農場はホル
スタイン種270頭を飼養。平成25年11月に実
施した家畜伝染病予防法第5条による検査
（牛定期検査）時の保存血清で感染状況を
調査。当時の抗体陽性率は約24％と低く，
平成25年11月以降にBVDVの流行があったと
推定。平成25年11月以降に生まれた育成牛9
5頭について，平成27年7月までにBVDV抗原
検査を実施，5頭のPI牛を摘発・とう汰。そ
の後の出生牛の検査で平成27年10月に1頭の

PI牛を摘発・とう汰。清浄化対策として，
現行のワクチンプログラムを検討し改善を
指導。また，最終摘発日より10か月間出生
牛の摘発検査を継続。経済的損失は，口蹄
疫に関する特定家畜伝染病防疫指針にある
算定法を参考に算出，PI牛7頭合計約130万
円。今後は，当該農場の検査を継続すると
共に，管内農場に対しても情報提供に力を
入れ，対策を強化していく。

19.メガファームでの牛ウイルス性下痢ウイ
ルススクリーニング検査方法の検討：栃木
県県央家保 濱谷景祐、齋藤俊哉

農場内で牛ウイルス性下痢ウイルス（BVD
V）が流行した場合、産子が持続感染（PI）
牛となる可能性があり、その摘発検査は重
要。今回、多検体プール血清を用いたBVDV
スクリーニング検査方法について検討。材
料は、過去に摘発したPI牛の血清14頭分、
県内A農場の平成27年サーベイランス残余血
清1,233頭分。PI牛血清はBVDVフリー牛胎児
血清にて96倍希釈。残余血清は、個別検査
を齋籐らの簡易法によりウイルス分離検査
を実施する際に、同時に96頭ごとのプール
血清を作製。検査はRT-PCR （Vilcekら）と、
市販キットによるリアルタイムPCR(qPCR)を
実施。結果、PI牛の希釈血清はRT-PCR及びq
PCR（Ct値27.9～30.4）で特異遺伝子検出。
A農場では遺伝子検査陰性、簡易法も陰性。
現時点におけるA農場の清浄性を確認。PI牛
の血清は、96倍希釈しても問題なく検出。
残余血清利用で採材や検体取扱いの効率化
を図り、経費は約100分の1に低減。今後、
例数を重ねまん延防止への寄与に期待。

20.2ヶ月齢の子牛にみられた散発型牛白血
病：群馬県西部家保 原田奈美香、水野剛
志

平成27年3月、牛白血病ウイルス(BLV)に
よる発症牛が毎年みられる酪農場より、下
顎、頸部、膁部などの体表の膨隆を主訴と
した病性鑑定依頼。当該牛は2ヶ月齢のホル
スタイン種、雌。白血球百分率で異型リン
パ球54%。BLV抗体検査(ELISA法)は当該牛、
母牛共に陽性。剖検所見は肝臓の腫大、腎
臓の退色、各リンパ節の腫大および骨髄割
面の黄白色化。体表の膨隆は腫大した体表
リンパ節と確認。剖検所見は牛白血病に類
似、肝臓や骨髄の病変から子牛型を疑う。
病理組織所見は肝臓、腎臓、各リンパ節、
骨髄でリンパ球様腫瘍細胞の高度浸潤・増
殖。腫瘍細胞は類円形で、狭い細胞質と円
形で小～中型の核を有し、核分裂像多数。
免疫組織学的検査では腫瘍細胞はCD3陰性、
CD79α陽性、腫瘍細胞はB細胞由来。末梢血
白血球におけるBLVのPCR陰性。以上より本
症例を散発型牛白血病(子牛型)と診断。検
出されたBLV抗体は母牛からの移行抗体と推
察。
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21.管内一酪農場における地方病性牛白血病
衛生対策に関する考察：群馬県中部家保
漆原千佳

乳用牛40頭規模の管内一酪農場で平成25
年9月から地方病性牛白血病の衛生対策を実
施。対策内容は①人為的水平感染防止（血
液が付着する可能性のある器具等の交換、
洗浄、消毒）②経乳感染防止（加温処理乳
の給与）③育成牛の分離飼育④吸血昆虫対
策（牛体と環境中への薬剤散布、電撃殺虫
器とはえ取り紙設置）⑤定期的な抗体検査
（ELISA法）を実施。抗体陽性率は対策開始
から平成27年10月まで60%台で推移。新規感
染牛の状況から常乳による感染と運動場等
での接触感染を要因の一つとして推察し、
適切な利用方法を指導。さらに農場内吸血
昆虫の主体であるサシバエの発生状況を調
査。サシバエの発生は6月～11月、発生ピー
クは7月下旬～8月上旬、9月上旬～中旬の2
回と推察。農場ごとに飼養形態、運動場利
用状況、吸血昆虫の発生時期等が異なるた
め、各農場の感染リスクを考慮した抗体検
査時期と回数、着手可能な対策と具体的な
方法の検討が必要。

22.管内の牛ウイルス性下痢ウイルス持続感
染牛摘発のための取り組み：群馬県西部家
保 瀧澤勝敏、中原真琴

牛ウイルス性下痢ウイルス（BVDV）持続
感染（PI）牛摘発事例が増加し、まん延防
止対策としてPI牛の検査とワクチン接種の
継続を指導。地域やクーラーステーション
単位で研修会を開催し、酪農家にバルク乳
を用いたPI牛のスクリーニング検査（バル
ク乳検査）を提案。平成26年8月～平成27年
11月までに管内全酪農家95戸（除廃業予定1
戸）が半年毎の継続検査に参加。検査の結
果2農場4頭のPI牛を摘発。これに加えて導
入牛やその産子、預託放牧牛が関与した管
内のPI牛摘発農場全7戸ではPI牛淘汰後に出
生した子牛の検査を継続し農場の清浄化を
推進。しかし後継牛を導入に依存する1地域
15戸ではバルク乳検査開始後も導入牛やそ
の産子の出荷先でPI牛を摘発。当該地域はB
VDV対策の意識が高く、全戸が継続してワク
チン接種しているが、更なる対策として導
入時の検査に加え、産子出生後に週1回地域
を巡回して個体検査を実施する体制を整備。

23.牛ウイルス性下痢ウイルス持続感染牛の
摘発と清浄化事例：群馬県利根沼田家保
佐藤美行

平成26年11月、管内一酪農場において病
性鑑定を実施した4ヶ月齢の子牛から牛ウイ
ルス性下痢ウイルス（BVDV）1b型を分離。
本農場の成牛および育成牛のBVDV全頭検査
を実施したところ、3～12ヶ月齢の持続感染
（PI）牛を5頭摘発、淘汰。分離されたBVDV
は、全て1b型。本農場はワクチン未接種。
清浄化を図るため、ワクチン接種の徹底、
新生子牛のBVDV検査及びバルク乳の定期的
なBVDV遺伝子検査を実施し、現在清浄性を

確認。PIを疑う子牛及びPI牛の母牛は、す
べて自家産で移動履歴はなし。平成24年7月
のBVDV抗体保有状況はすべて陰性。しかし、
平成26年11月には97.8%が抗体を保有。BVDV
の侵入が疑われるH25年4月～8月に3頭（県
内1頭、北海道2頭）を導入しており、その
内の産子1頭がPI牛であったと推察。本農場
でのBVDVによる損失は、最低でも約76万円
以上。牛の導入には、感染症持込みのリス
クが伴い、日頃からワクチン接種等の対策
が重要。

24.乳汁を用いたELISA法による牛ウイルス
性下痢粘膜病清浄化対策の検討：群馬県中
部家保 伊平晴香

搾乳牛1,100頭規模の酪農場の育成牛2頭
に、牛ウイルス性下痢粘膜病が発生。バル
ク乳中の牛ウイルス性下痢ウイルス（BVDV）
遺伝子検査（RT-PCR）を実施した結果は陽
性。BVDV陽性個体を特定する全頭採血は牛
舎構造等から困難なため、乳汁を用いた検
査を実施。RT-PCRは多検体検査が困難なた
め、血清検査用の市販ELISAキットで乳汁を
用いる方法を検討。バルク乳6検体、50頭の
合乳22検体、10頭の合乳10検体、個体乳30
検体を用い、RT-PCRとELISA法の結果を比較。
陽性検体数（ELISA法／RT-PCR）は、バルク
乳0／3、50頭の合乳1／2、10頭の合乳1／3、
個体乳2／4。持続感染（PI）牛の乳汁を含
む検体のRT-PCRは全て陽性、ELISA法ではバ
ルク乳以外は陽性。乳汁の簡便な前処理方
法を検討するため、脱脂乳と乳清による結
果を比較。ELISA-SP値はほぼ同様で、脱脂
乳でも検査可能。乳汁を用いたELISA法をス
クリーニングに用いることは、PI牛の早期
摘発と継続的検査に有用。

25.定期検査余剰血清及びバルク乳を用いた
牛ウイルス性下痢ウイルス持続感染牛早期
摘発への取り組み：群馬県東部家保 田中
哲弥

平成25年から27年の3年間に実施した牛定
期検査116農場5,991頭の余剰血清を用いて、
ELISA法による牛ウイルス性下痢ウイルス(B
VDV)抗原検査を実施し、うち酪農2農場で成
牛計2頭が陽性。陽性牛2頭の血清を用いてB
VDV分離を実施、共に1b型が分離。ELISA法
によるBVDV抗体検査は共に陰性。ウイルス
分離牛の母牛2頭は自家産であり、過去の保
存血清を用いた抗原検査は陰性。1農場はBV
DVワクチン未接種であったが、余剰血清に
よる抗体ELISA検査で90.9%(40頭/44頭)が陽
性。また、平成27年5月に管内2市町25農場
で実施したバルク乳検査では、1農場におい
てBVDV遺伝子検査陽性。全頭検査で1頭の血
清から1b型が分離され、現在当該農場では
新生子牛の継続検査を実施中。バルク乳検
査は採材が簡便である一方、検査対象は搾
乳牛のみ。余剰血清検査を組み合わせるこ
とにより検査対象牛が広範囲となり、早期
の持続感染牛摘発に期待。
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26.牛白血病ウイルス感染が生産性に及ぼす
影響：埼玉県中央家保 畠中優唯

牛白血病ウイルス（BLV）感染が、乳質及
び繁殖成績へ与える影響を調査。BLV抗体の
有無をBLV感染の指標とし、県内1農場の平
成26年10月～平成27年8月に実施した牛群検
定成績について、統計分析を実施。当該農
場の搾乳牛139頭の標準乳量、蛋白質率、無
脂固形分率、乳脂率、乳汁中体細胞数（SCC）
を抗体の有無及び血液中リンパ球数で比較。
さらに、分娩間隔、空胎日数、1受胎あたり
の授精回数について、同農場の167頭の成績
を、抗体の有無で比較。標準乳量、蛋白質
率、無脂固形分率、授精回数は抗体の有無
による統計学的有意差なし。一方、抗体陽
性牛で、乳脂率が有意に低値、SCC増加傾向
（泌乳後期～末期）、分娩間隔及び空胎日
数が延長傾向。また、リンパ球数の多い群
でSCC増加傾向。過去の報告も合わせ、BLV
感染が生産性に影響を与える可能性を示唆。
要因として、BLV感染牛の免疫状態が関与し
たと推察。

27.リアルタイムPCR法を活用した牛白血病
清浄化対策：埼玉県熊谷家保 宮田基、田
口清明

牛白血病ウイルス（BLV）浸潤農家3戸に
ついて、リアルタイムPCR法(qPCR法)により
リスク評価し、清浄化計画を作成・指導。A
農家は、フリーストール形式（FS）で40頭
飼養の和牛繁殖経営。平成26年9月、平成27
年2月の全頭検査で陽性率54.3%。分離飼育、
計画的淘汰、初乳の加熱処理等を指導。11
月の検査で、新たな陽転牛はなく、陽性率
は38.2%に低下。B農家は、FSと繋ぎ形式を
併用で70頭飼養の酪農経営。平成27年6月に
全頭検査。陽性率は92.5%で遺伝子量により
5段階にリスク評価。リスク評価により育成
牛を分離。さらに、計画的淘汰、管理作業
順序の変更、導入牛の検査等を実施。C農家
は繋ぎ形式で67頭飼養の酪農経営。平成27
年9月に全頭検査。定性PCR法で4頭陽性、qP
CR法では遺伝子量はすべて検出下限値未満。
今後、定期的に検査し、順次淘汰する予定。
引き続き、qPCR法を活用し個別に清浄化計
画を作成、感染拡大防止と摘発淘汰を推進。

28.牛白血病清浄化対策に関する一考察：千
葉県中央家保 上林佐智子、佐多美香

管内の一酪農家で平成22年度から牛白血
病の清浄化対策に取り組んでおり、定期的
に採血し、抗体検査(ELISA法)及び遺伝子検
査(リアルタイムPCR)を実施している。牛白
血病ウイルス(BLV)抗体陽性牛のBLV遺伝子
量については、平成23年度は不検出～5281
（中央値632）コピー/10ngDNAだったが、平
成27年には不検出～1148（中央値100）コピ
ー/10ngDNAに減少した。この間、BLV抗体陽
性率は平成23年11月の74.8％から平成27年1
1月の48.3%まで低下した。以上のことから、
本農場内のウイルス量は着実に減少してお
り、感染伝播の速度は落ちていると思われ

る。BLV感染率を減らすためには、新たな感
染を阻止するとともに、高リスク牛を摘発
し、早期にとう汰することが重要である。

29.地方病性牛白血病の清浄化に向けたウイ
ルス学的検査からのアプローチ：東京都東
京都家保 竹内美穂

牛白血病ウイルス(BLV)浸潤状況確認のた
め、都ではELISA検査や定量的遺伝子検査(q
PCR)を実施。今年度、nestedPCR法を導入、
検査体制を見直した。平成24年度から27年
度に採取した血清、血液を用いて検査した
結果、ELISA陽性149検体中、qPCRで23検体
が陰性、うち7検体がnestedPCR陽性。一方n
estedPCR陰性19検体中3検体でqPCR陽性。抗
体検査と遺伝子検査は標的物が異なるため、
継続的な経過観察が必要と推察。結果を踏
まえ、更新優先牛選定のための基準表を作
成。抗体の有無、ECの鍵、リンパ球数割合
・異形割合、BLV遺伝子量を点数化。ELISA
陽性牛15頭に適用した結果、1頭で更新の優
先順位が高いと判定。今後の方針として、B
LV清浄農場でELISA陽性となった場合、2つ
の遺伝子検査を実施して正確な判定・早期
摘発を目指す。抗体陽性割合が高い農場で
は、qPCR の実施により更新の優先順位付け
をして清浄化につなげる所存。

30.地方病性牛白血病の病理学的診断に関す
る一考察：東京都東京都家保 藤森英雄、
磯田加奈子

家畜衛生研修会（病理部門）で、19か月
齢の地方病性牛白血病（以下：EBL）事例を
報告。腫瘍病変の免疫組織化学的検査（以
下：免疫染色）が未実施なことから、「EBL
疑い」と修正。また、異型リンパ球に関す
る質疑あり。病性鑑定指針でEBLは、「腫瘍
細胞がBリンパ球由来」、「最終診断は、種
々の検査結果により総合的に判断」と追加
修正あり。研修会後に行った免疫染色で、
心臓の腫瘍性病変が抗CD79α陽性となり、B
リンパ球由来と判明。また、EBL診断のため
の免疫染色は、芝浦食肉衛生検査所では必
須でなく、今後も家保では、必要な場合に
実施。近年、EBL抗体陽性牛が増加傾向にあ
ることから、抗体検査、遺伝子検査と並行
して白血球数測定、塗抹標本観察等の血液
検査の積極的な実施を検討。異型リンパ球
の判別は難しいことから、今後の診断の一
助にするため、リンパ球増多の抗体陽性牛
の血液塗抹標本からリンパ球の異常な形態
を分類し、その異常像（写真）を集めた資
料を作成。

31.伝染性鼻気管炎の病性鑑定事例：神奈川
県県央家保 高山環、吉田昌司

昨年6月、乳用牛50頭を飼養する酪農家で
成牛4頭に発熱、流涎、鼻汁漏出等を認め病
性鑑定を実施。材料及び方法は鼻腔スワブ3
検体でウイルス学的検査（PCR法：BVDV・BR
SV・BAV・BCV・PI3V・BHV-1遺伝子検索、分
離培養：MDBK-SY細胞）、細菌学的検査（分
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離培養：βNAD加血液寒天培地・DHL寒天培
地）、発症牛と同居牛の血清で中和抗体検
査（BVDV1・2、BRSV、PI3V、BHV-1）とHI試
験(BCV)を実施。結果、3頭でBHV-1特異遺伝
子を検出しうち2頭でBHV-1を分離、BHV-1抗
体価も有意に上昇。以上よりIBRと診断。本
特徴は症状が軽微で農場内で感染拡大せず、
同居牛の抗体価も低い傾向にあり、疫学情
報より外部からのウイルス侵入は考えにく
い。また、今回分離株は県内過去分離株と
同様のDNA制限酵素切断パターンを示し、同
系統のBHV-1と考えられた。このことから、
本症例は過去にIBRに感染した牛が回帰発症
し感染源となった可能性もあると考えられ
た。

32.牛白血病ウイルス初乳感染防止対策にお
ける加温処理の効果：新潟県中越家保 市
川雄紀、濱崎尚樹

平成23年度より管内酪農場における牛白
血病ウイルス（BLV）の浸潤調査を実施。継
続検査を実施している1酪農場において、移
行抗体の消失時期の確認および初乳感染防
止対策における加温処理の効果の評価を実
施。平成25年2～11月分娩の母牛及び子牛各
16頭について、母牛初乳中抗体価及び子牛
血清中抗体価の推移をPHAで測定。子牛白血
球中BLV特異遺伝子検査をNested-PCR法で実
施。結果、特異遺伝子検査陰性の0か月齢子
牛血清中抗体価は母牛初乳中抗体価の1/4～
1/8を示し、それらは最長6か月齢で消失。
次に、過去5年間に生まれた子牛86頭につい
てBLV感染の有無を調査。結果、抗体検査お
よび特異遺伝子ともに陽性となり初乳また
は垂直感染が疑われたのは3頭で、加温処理
による初乳感染防止に一定の効果を確認。
別棟の成牛舎（フリーストール型）へ移動
後陽転が認められるため、水平感染防止対
策の指導を実施中。

33.一酪農場の牛白血病清浄化対策：富山県
西部家保 伊勢喬太、池上良

乳用牛74頭を飼育する農場で、3年間にわ
たり牛白血病清浄化対策に取り組む。牛白
血病ウイルス（BLV）浸潤状況把握のため、
抗体検査（ELISA法）と伝播防止対策を検討。
取り組み前の抗体陽性率は7.5％（5/67頭）。
BLV浸潤状況、経営状況に応じた基本対策を
策定。区分飼育、搾乳順序、忌避剤の噴霧
（陽性牛全頭、6～9月下旬）、加温処理（6
0℃30分）初乳給与、母子感染対策を指導。
清浄化推進のため陽性牛の計画的淘汰を提
案。越夏前後の抗体検査で陽転状況を把握、
対策の有効性の評価と見直しを実施。取り
組み期間中に3頭で陽転を確認。2頭は水平
感染、1頭は母子感染と推察。対策を見直し、
忌避剤噴霧期間を10月末まで延長、労力低
減のため、噴霧対象を隣接し合う陽性牛と
陰性牛に変更。陽性牛3頭を淘汰。結果、陽
性率は7.8％(5/64頭）と陽性牛の増加は抑
えられ、取組の継続による清浄化の可能性
が示唆。また、本取組は農場のBLV浸潤状況

とは無関係に有効。

34.牛RSウイルスが関与した牛呼吸器病症候
群：富山県東部家保 先名雅実、尾崎学

管内2戸の肉用牛肥育農場において、発熱、
呼吸器症状が広がり病性鑑定を実施。症例1
は平成26年12月に交雑種272頭を飼養する農
場で発生し3頭が死亡。RT-PCRで死亡牛3頭
の肺及び気管から牛RSウイルス（BRSV）、
同居の発症牛の鼻腔スワブからBRSV及び牛
コロナウイルス（BCV）を検出。細菌検査で
は死亡牛の肺からPasteurella multocida（P
m）、Mannheimia haemolyticaを分離。症例
2は平成27年4月に黒毛和種171頭を飼養する
農場で発生。発症牛の鼻腔スワブからBRSV
を分離。RT-PCRでBRSV及びBCVを検出。細菌
検査ではPmを分離。ペア血清を用いた中和
試験ではBRSVに対する抗体価上昇を確認。
検出されたBRSVのG蛋白質領域のシークエン
スの結果、2症例間で99.8％の相同性を示し、
近縁なウイルスが流行していたことが判明。
分子系統樹解析の結果、サブグループⅢに
分類。対策として飼養環境の改善やウイル
ス性呼吸器病ワクチンの接種を実施。

35.牛白血病発生農場におけるウイルス浸潤
状況の推移：石川県北部家保 沖尚子、村
上俊明

管内酪農家で地方病性牛白血病が発生し、
牛白血病ウイルス（BLV）浸潤状況を調査。
調査は全頭を対象に平成27年7月と11月の2
回、間接赤血球凝集反応による抗体検査、
血中リンパ球数の測定、リアルタイムPCRに
よるBLVコピー数の測定、飼養管理状況の聞
き取りを実施。また、過去3年間のゲル内沈
降反応による抗体検査の成績も検討。抗体
陽性率は平成24年以降46.2％（18頭/39頭）、
37.5％（15/40）、45.9％（17/37）、66.7％
（20/30)、76.5％（26/34）と年々上昇。ま
た、雌子牛33頭中5頭は抗体陽性で1頭が発
症。血液検査では、持続性リンパ球増多症
（PL）牛が6頭から8頭に増加したが、BLVコ
ピー数は0～281copies/10ng。飼養管理状況
では、農場内BLV感染防止対策が不十分。PL
牛、繁殖状況から、淘汰の優先順位を提示。
今後は定期的な検査を継続し、子牛および
後継牛の感染防止に重点を置いた対策を進
めることでBLVの清浄化につなげたい。

36.牛白血病遺伝子検査の検体処理の検討と
LAMP法の有用性：石川県南部家保 大桑由
佳

多検体における牛白血病遺伝子検査は、
煩雑な処理に長時間を要する。そこで短時
間で適確に陽性牛を摘発するため、検体処
理の簡略化と、LAMP法の有用性について検
討。試験1、抗体陽性牛20頭で全血から直接
DNAを抽出した全血サンプルと、白血球から
DNA抽出した白血球サンプルについてリアル
タイムPCR（qPCR）を比較。試験2、qPCR陽
性30検体と陰性10検体でLAMP法を実施しnes
tedPCR（nPCR）成績と比較。試験1で両サン
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プルの陽性率は100％一致、ウイルスコピー
数の相関係数は0.914と高い相関を示した。
試験2でqPCR成績と比較した陽性一致率は、
nPCRは83.3％、LAMP法では90％で、両法と
もに検出できなかった検体はコピー数が0.1
以下/10ngの検体だった。全血サンプルを用
いたqPCRは検体処理を省力化、かつ伝播リ
スクの高い牛の検出が可能と考えられた。
また手技が簡便であるLAMP法は多検体処理
が必要なスクリーニング検査において有用
と考えられた。

37.地方病性牛白血病を発症した牛の症例報
告：福井県福井県家保 岡田真紀、山崎俊
雄

福井県における地方病性牛白血病(EBL)
の発生は、2014年までは年間1頭程度であ
ったが、2015年は4頭が確認され、病性鑑
定を実施。そのうち3頭はEBLの病態を調
べるため臓器およびリンパ節中のBLV遺伝
子量をリアルタイムPCRで測定。2頭につ
いては血液中のBLV遺伝子量を同法で測
定。3頭の剖検および病理組織所見は、EB
Lの特徴的所見。症例1は肥育牛であり、
生後14か月齢で死亡。散発型（子牛型）
の可能性を考え免疫組織検査を実施した
が、EBLであることを確認。症例2、3は搾
乳牛で、外貌の異常と白血球数の増加は
認められず。血液中のBLV遺伝子量は症例
2で60コピー/ngと低値。症例3は死亡する
6か月前146コピー/ng、1か月前123コピー
/ngと血液中BLV遺伝子量の著しい増加は
認められず。3症例とも生前の発症確認が
困難。3頭の臓器およびリンパ節中のBLV
遺伝子量は0.1～85コピー/ngと既報より
も低値。病変の程度とBLV遺伝子量は必ず
しも一致せず。

38.一酪農家で発生したG8P[14]遺伝子型ロ
タウイルスAによる成牛のロタウイルス病：
福井県福井県家保 岡田真紀、葛城粛仁

2014年1月21日～25日、搾乳牛25頭、未
経産牛1頭および6日齢の子牛2頭を飼養す
る酪農家で、搾乳牛7頭と未経産牛1頭に
軟便～水様性下痢が発症。発症牛7頭、未
発症牛7頭の糞便およびペア血清（子牛2
頭はpre血清のみ）を用い、病性鑑定を実
施。ロタウイルス(RV)Aの簡易検査、下痢
関連ウイルスのRT-PCR、RNA-PAGE、ウイ
ルス分離の結果、発症牛7頭中5頭でRVA陽
性。分離ウイルスの遺伝子解析の結果、
遺伝子型はG8P[14]。細菌検査、寄生虫検
査は陰性。本症例はG8P[14]遺伝子型RVA
単独感染によるRV病と診断。発症牛で血
清中RVA抗体の動きを確認。未発症牛はpr
e血清で極めて高い抗体価を保有してお
り、RVAが過去に当該農場に侵入していた
ことを確認。子牛は抗体価が低かったが
発症せず。過去の報告からも子牛に下痢
を起こさない株の存在を示唆。G8P[14]遺
伝子型RVAによる成牛のRV病は国内では3
例目。この遺伝子型は成牛のRV病の主要

な遺伝子型の一つである可能性を示唆。

39.牛白血病浸潤状況調査結果からの一考察
：山梨県東部家保 大町雅則、松下摩弥

H26年管内酪農家の抗体保有状況を調査、
52%の農家、14.7％の牛が陽性。酪農家4戸
を選定、3カ年の陽性率推移等を調査。平均
陽性率はH24が7％、H26が11％、H27が12％
と微増。陽性率と県外導入との因果関係を
調査、検査牛が導入の場合30%、母牛が導入
の場合12%、祖母まで県産の場合3%と有意な
差。管内の感染経路は初乳を介した垂直伝
播が主で、吸血昆虫による水平感染リスク
は極めて低いと推察。哺乳育成牛の抗体価
は3～6ヶ月齢でピーク、12～15ヶ月齢で消
失する傾向。陰転確認は2例で、1頭は22～2
4ヶ月齢で陰転。陽転事例の多数が24ヶ月齢
前後で陽転。30ヶ月齢以上の陽性牛は64倍
以上の抗体が持続。抗体が一旦消失した個
体が分娩等のストレスで陽転する可能性が
示唆。抗体保有状況で非感染牛を識別する
ためには哺乳育成期の検査が必須。

40.牛ウイルス性下痢ウイルス持続感染牛の
摘発事例と浸潤状況調査：山梨県東部家保
小林洋平、丸山稔

平成26年5月、管内F地域の酪農家（搾乳
牛20頭規模、以下A農家）において牛ウイル
ス性下痢ウイルス（以下、BVDV）Ⅰ型の持
続感染（以下、PI）牛を摘発（以下、A牛）。
当農場の過去血清を用いた調査の結果、A牛
の出生前に導入された牛により農場内にBVD
Vが侵入したと推察。F地域他農場において
も同様のリスクがあると考えられ、酪農家
（32戸）を対象としたPI牛摘発検査を実施。
方法は12ヶ月齢未満BVDワクチン未接種牛を
1戸あたり4～5頭抽出、遺伝子検査及び中和
抗体検査を実施（以下、抽出検査）。抽出
検査の結果、遺伝子又は抗体陽性牛が確認
された農家においては全頭保存血清を用い
た遺伝子検査を実施、遺伝子陽性牛をPI牛
疑いと判定。結果、B農家（搾乳牛40頭規模）
で1頭のPI牛を摘発。A、B両農家ともに数年
に渡りPI牛が摘発されず飼養。本県で実施
しているBVD検査は公共牧場への預託牛を対
象とした検査のみであり、農場内に存在す
るPI牛の摘発は困難。積極的な検査を実施
しPI牛摘発淘汰を推進する必要あり。

41.牛白血病ウイルス感染が乳用牛の生産性
に及ぼす影響：長野県佐久家保上田支所
小林憲一郎

牛群検定酪農場（牛白血病ウイルス（BLV）
陽性率41.3％）において、全頭のBLV抗体検
査（2回）、BLV陽性牛(n=29)のBLV遺伝子量
と末梢血リンパ球（Ly）数（毎月、平成27
年5～9月）、チミジン・キナーゼ（TK）活
性値（2回）、血清生化学値（1回）を測定。
陽性牛群と陰性牛群間において、産乳成績
（乳量、乳成分）、繁殖成績（分娩間隔）
および血清生化学測定値に有意な差を認め
ず。また、BLV遺伝子量と産乳成績、Ly数と
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乳汁中体細胞数に関連性なし。10月に臨床
症状を呈し、牛白血病と診断された１頭は、
BLV遺伝子量およびTK活性値が上昇。以上か
ら、BLVは、乳用牛の生産性には通常は影響
せず、リンパ組織の腫瘍化が進行し臨床症
状を呈することで生産性に影響するものと
考察。従って、BL対策は、感染防止対策、
陽性牛の淘汰等により陽性率を減らすこと
で発症頭数を減少させることが重要。本年、
当該農場はBLV伝播リスクの低減対策を講
じ、陽転率は有意に減少（27%→5%）。

42.地域自衛防疫協会による牛白血病検査用
血清を活用したBVDウイルス清浄化対策の概
要：長野県松本家保 川島大樹

平成25年度に管内の公共牧場を介した牛
ウイルス性下痢ウイルス(BVDV)による流産、
持続感染(PI)牛を確認。平成26年度から放
牧牛へのワクチン接種を強化。平成27年度
は放牧予定牛のBVDV検査を推進。採血等に
よる関係者の労力負担を軽減するため、検
体は地域自衛防疫協会(以下地域協会)が実
施する食の安全・消費者の信頼確保対策事
業による公共牧場放牧予定牛等を対象とし
た牛白血病（BL）検査の残余血清を活用し
たBVDV検査を実施。検査用血清は10頭前後
を1プールとし遺伝子検査。プール血清が陽
性の場合は個体毎にELISA法又はPCR法によ
りPI疑い牛を特定。4月から12月の間に1632
頭の検査を実施し、公共牧場放牧予定牛1頭
及び農場飼育育成牛1頭のPI疑い牛を摘発。
検査の推進を図るため、地域協会が検査希
望農場の集約などを実施、一括で検査申請
することで農家負担を軽減。BVDV清浄化等、
伝染性疾病の防疫対策は地域ぐるみで取り
組むことが重要。

43.牛C群ロタウイルスが関与した集団下痢
：長野県松本家保 中山恵

平成27年5月、県内酪農場3戸において搾
乳牛及び若齢牛に集団下痢が発生。発症牛
から採材した糞便9検体、血清5頭分（pre、
post）を用いて各種検査を実施。その結果、
RT-PCR検査では、糞便から牛C群ロタウイル
ス（GCRV）に特異的な遺伝子を検出し、MA1
04細胞を用いた細胞培養法によりGCRVを分
離。分離株の遺伝子解析を行い、国内既報
の株と高い相同性を確認。また、間接蛍光
抗体法による血清抗体検査では、GCRVに対
する有意な抗体上昇を確認。その他の検査
では、GCRV以外の下痢疾病を疑う結果は認
められず、今回の集団下痢にGCRVが関与し
ていると考察。下痢発生農家3戸に疫学関連
はなく、ウイルスの侵入経路は不明。県内
のGCRV浸潤状況調査は、10戸90検体の血清
を用いて間接蛍光抗体法による牛GCRV抗体
検査を実施。農場別では10戸中8戸（80％）、
個体別では90頭中27頭（30％）が抗体陽性。
GCRVは県内に広く浸潤している可能性があ
り、農場へのウイルス侵入及び侵入時の対
応に注意が必要。

44.7カ月齢の黒毛和種で発生した地方病性
牛白血病：岐阜県中央家保 長谷部文子、
大平雅史

体表リンパ節の腫大や末梢血リンパ球の
著増を認めた7カ月齢の黒毛和種について、
牛白血病を疑い病性鑑定を実施。剖検では
全身リンパ節及び脾臓が顕著に腫大、組織
所見ではリンパ球様細胞が全身諸臓器へ浸
潤。末梢血リンパ球は322,800個/μl、その
99％を異型リンパ球が占め、核分裂像も散
見。BLV抗体はELISA法にて陽性、末梢血中
プロウイルス量は53,957 copies/100ng DNA
と高値。フローサイトメトリー（FCM）を用
いたリンパ球表面抗原解析の結果、末梢血
リンパ球の98％がBLV標的B1細胞であり、こ
のうちほぼ全ての細胞がBLV蛋白質を発現。
7カ月齢と若齢であるが、病原検索及びFCM
の成績から本症例を地方病性牛白血病と診
断した。本牛の母牛はBLV感染牛であるため、
本牛は初乳接種前に母子分離されBLV陰性牛
舎で飼育されていたことから、生後BLVに感
染した可能性は低く、子宮内もしくは産道
で垂直感染した可能性が強く示唆された。

45.管内和牛繁殖農家の牛白血病清浄化対策
：岐阜県東濃家保 村木英二、山下博幸

管内和牛繁殖農家において牛白血病清浄
化対策として陰性牛舎・陽性牛舎での分離
飼育に取組、対策の効果と問題点を調査。
牛白血病ウイルス(BLV)感染確認にBLV抗体
検査及びNestedPCR、BLV伝播リスク確認にR
ealTimePCRによるプロウイルス量の測定を
実施。平成27年5月抗体陽性率は72.7％(16/
22)、分離飼育を開始するとともに、プロウ
イルス量の高い牛を優先的に更新するよう
指導。平成27年7月陰性牛舎の牛について再
度検査を実施。1頭陽転を認め陽性牛舎へ移
動を指示。陽転率16.7％(1/6)。平成27年11
月抗体陽性率は57.1％(12/29)、陰性牛舎で
の陽転は認めず。陽転率0％(0/6)。牛舎単
位の分離飼育は一定の効果。問題点として、
感染初期には、BLV抗体及び遺伝子が検出さ
れないことがあり、分離飼育開始2～3か月
後に再度検査が必要。牛の更新計画方法は
プロウイルス量・血統・年齢等を考慮し、
農家との十分な協議が必要。

46.和牛繁殖農場のBVD-MD対策：岐阜県飛騨
家保 川澄亜也乃、中井麻生

近年全国的にBVD-MDV2型（2型）による発
生が増加。県内PI牛もほぼ2型の摘発。管内
繁殖牛は分娩前に2型含む不活化ワクチン
(不活化)接種するが、子牛には2型含まない
5種混合生ワクチン(生5混)接種、2型の免疫
が不十分。その対策として2型含む6種混合
生ワクチン（生6混）有効性検討のため、繁
殖雌牛約300頭飼養する和牛繁殖農場2農場
で子牛の生5混・生6混接種後2型中和抗体価
を比較。【農場1】平成26年4月、2型PI牛摘
発。接種後抗体価は、生5混接種群で8倍以
下、生6混接種群で約32倍、生6混の効果確
認。【農場2】PI牛発生歴なし。接種後抗体
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価は、生5混接種群で約2倍、生6混接種群で
約256倍、有効性確認。以上から、2型感染
拡大が問題の現在、感染防御と発生防止に、
分娩前の不活化と子牛の生6混接種が有効。
積極的なPI牛摘発体制の整備、生6混の必要
性を関係者に周知、普及を進めたい。

47.肉用繁殖牛の牛白血病抗体保有状況と課
題（第1報）：静岡県西部家保 万年恵美子、
服部篤臣

管内で肉用繁殖牛を飼養する17戸355頭に
おいて、BLV抗体検査を酵素免疫測定法にて
実施。その結果、陽性牛は102頭(28.7%)、
陽性農家は13戸(76.5%)、うち陽性率20%未
満の低陽性率農家5戸(29.4%)、70%以上の高
陽性率農家4戸(23.5%)。飼養牛に占める導
入牛の割合(導入牛割合)は、陽性農家で平
均62.8%、陰性農家は平均21.7%。さらに、
陰性農家には全頭自家育成、特定農家から
の導入、過去10年間導入無し等の特徴があ
り、ウイルス侵入への導入牛の関与が示唆。
一方、低陽性率農家の導入牛割合は平均71.
4%、高陽性率農家は平均40.9%で、陰性農家
と陽性農家の比較とは逆の結果。陽性農家
には陽性牛の早期淘汰もしくは隔離を指導
したが、血統重視と素牛価格高騰から淘汰
は困難、放牧や群飼等の飼養形態から隔離
も困難。今後、農家ごとに牛舎構造や風向
き等を考慮して陽性牛の飼育場所を検討、
導入牛検査と定期的な全頭検査によりまん
延防止対策を検証。

48.管内和牛繁殖農家の牛白血病まん延防止
対策：愛知県東部家保新城設楽支所 加藤
千晶、植松寿志

平成24年度の検査で牛白血病抗体陽性率
が急増した農家でまん延防止対策を実施し
たところ、農場陽性率と前回検査陰性牛に
おける陽転率（以下陽転率）の低下が見ら
れたため、対策の内容と陽転率の推移を報
告する。農家は和牛繁殖農家で、平成26年5
月から防虫テープと防虫シートを、平成27
年5月からは防虫ネットを牛舎開放部分に設
置して吸血昆虫防除対策を実施した。平成2
7年4月からは離農した酪農家の牛舎を第2農
場として、抗体陽性牛を移動し分離飼育を
実施した。新規導入牛は抗体検査を実施す
るまで隔離飼育し陰性牛を既存の農場（以
下第1農場）で、陽性牛は第2農場で飼育し
た。抗体陽性牛の産子は生後速やかに母牛
から分離し、第1農場で人工哺育した。対策
の結果、陽転率は平成26年に14.3％、平成2
7年に8.3％と低下した。今後は防虫ネット
の設置及び抗体検査の結果に基づいた分離
飼育を確実に実施し、また、陽性牛のウイ
ルス量測定による陽性牛群のリスク順位づ
けを行うことで、更なる清浄化を目指す。
本農場の対策を参考に、管内の陽性率の低
下につなげたい。

49.子牛の牛RSウイルス病ワクチンプログラ
ムの検討：愛知県東部家保 西村岳、内山

慎太郎
昨年度、管内養牛農家で牛RSウイルス（B

RSV）病が相次いで発生。平成27年4月～7月、
6戸で4～5頭／戸（調査月齢0～6か月齢）の
導入牛、新生子牛の血清を用いてBRSV中和
抗体価を毎月1回測定。調査期間中ワクチン
は未接種とし、治療は適宜実施。BRSV抗体
価は漸減、3～4か月齢で発症抑制に有効と
される16倍を下回った。結果検討後、飼養
形態に応じたワクチンプログラムを作成。
①自家産農場：子牛に移行抗体を賦与する
目的で、母牛の分娩1か月前に6種混合生ワ
クチンを接種。子牛のワクチン接種時期は3
か月齢を目安に、検証試験での移行抗体価
推移を確認した上で決定。②導入農場：市
場導入（2か月齢）後3～4日の1回目接種、
その1か月後の2回目接種を共に生ワクチン
で行い、抗体価をそろえる。ヌレ子導入（0
か月齢）は、①に準ずる。今後、変更した
ワクチンプログラムについて牛群の抗体価
を追跡調査し、治療費及び衛生費の面から
ワクチンの費用対効果を検討予定。

50.１酪農場のBVD-MD清浄化への取り組み
（第2報）：三重県中央家保伊賀支所 中山
季大、藤田若枝

当該農場は管内にある約600頭規模の乳肉
複合農場。当該農場産の牛ウイルス性下痢
・粘膜病（BVD-MD）2型の持続感染牛（PI牛）
の摘発を受け、全頭検査および新規子牛の
個別検査による摘発淘汰、生ワクチン接種
による清浄化対策を実施。その中で呼吸器6
種混合（6種混）生ワクチンのブレイクを疑
う事例に遭遇。今年度当初に農場と協議し、
牛群免疫状態の検証を決定し、6疾病の初乳
中抗体価を測定。結果、高頻度の野外感染
を示唆するBVD-MD2型抗体価の異常高値を認
め、育成牛の多くに免疫的空白が生じてい
ると判断。農場等と再度協議し、緊急対策
として育成牛に6種混不活化を一斉接種し野
外感染を抑制。また移行抗体消失時期を算
出した結果、BVD-MDと他の呼吸器疾病の時
期が2分化したため、生ワクチン接種をそれ
ぞれに適した時期に2回行うなど、BVD-MD対
策と子牛の肺炎予防を両立したプログラム
を設計。清浄化へ向けた重点的な対策を講
じた。

51.一酪農家における牛ウイルス性下痢ウイ
ルス清浄化対策：滋賀県滋賀県家保 内本
智子

平成25年9月、搾乳牛26頭を飼養する酪農
家において流産が発生し、胎子からBVDV1型
（1型）を検出。農場内に持続感染(PI)牛は
確認されず、感染が疑われる時期の導入は、
BVDV陰性農場からの初妊牛1頭のみ。平成25
年から平成26年にかけて、抗体陽性率およ
び抗体価の上昇が認められ、1型および2型
ウイルスの侵入が確認されたが、ウイルス
の侵入経路は特定できず。出生子牛45頭を
検査し、1型2頭、2型1頭のPI牛を摘発淘汰、
平成27年7月に清浄化を達成。過去10年間に
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県内で分離されたBVDVは、1a型4株、1b型11
株、2a型6株で、1b型が最も多いが地域的な
差はなく、県内には複数の株が侵入してい
ると推測。本対策の中、平成27年4月に県BV
D防疫対応マニュアル策定。今後は、PI牛の
産出防止を目標に、BVDV検査体制を強化し
ていくとともに、農家の防疫意識を高め、
県内のBVDV清浄化を目指す。

52.生産現場で摘発した牛白血病の3症例：
京都府丹後家保 森一憲、黒田洋二郎

地方病性牛白血病（EBL）の農場での摘発
の一助とすべく、H22～26年度の府北部と畜
場の摘発状況を調査するとともに今年度当
所で診療した3症例の診断経過を比較。と畜
場の摘発数は3,612頭中36頭、うち病畜19頭
の診断名は肝炎や関節炎等様々。農場症例
は①和牛雌8歳。熱射病を疑い加療。白血球
数（WBC）は30病日まで4.6～3.3×10

3
/μl。

47病日に体表リンパ節複数腫大し51病日に
鑑定殺。②乳牛雌6歳。乳房炎を疑い加療。
WBC41.2×10

3
/μlで心音不整。2病日に異型

リンパ球率45.5%。5病日に死亡。③乳牛雌5
歳。乳熱を疑い加療。WBCは初診時23.2×10
3/μlから6病日13.0×10 3/μlに漸減。2病
日以降、腎臓及び浅頚リンパ節腫大。6病日
に鑑定殺。精密検査でいずれもEBLと診断。
と畜場摘発例は外貌所見に乏しく、農場症
例は初期症状や病態進行に多様性を確認。
初期症状や単回の血液検査では見逃す恐れ
があるため、EBLの可能性を念頭に詳細な症
状と抗体価や血液像の適時確認が重要。

53.病性鑑定における牛白血病診断症例のウ
イルス学的検索：京都府中丹家保 田中優
子、吉良卓宏

牛白血病ウイルス(BLV)はエンベロープgp
51領域の塩基配列により6つの遺伝子型に分
類。平成17年から26年に当所の病理組織学
的検査で牛白血病と診断した症例について
遺伝子型別によるウイルス学的検索を実施。
71症例（36戸）のホルマリン固定パラフィ
ン包埋組織から核酸を抽出し、nested PCR
法によりgp51領域の一部を増幅。標的遺伝
子を検出した51検体(24戸)について制限酵
素断片長多型法により遺伝子型別し、品種、
農場、月齢や腫瘍細胞形態との関連を調査。
遺伝子型はホルスタイン種（Hol）でⅠ型31
検体(16戸)、Ⅴ型8検体(1戸)とⅠ型が多く、
黒毛和種（JB）繁殖牛でⅠ型4検体(2戸)、
Ⅱ型2検体(1戸)、Ⅲ型2検体(2戸)、JB肥育
牛でⅠ型3検体(2戸)、Ⅱ型1検体(1戸)。Hol
1戸ではⅠ型に加えⅤ型を検出。他の農場で
は遺伝子型は単一。月齢及び腫瘍細胞形態
との関連は認めず。今後、農場ごとにBLV感
染牛の遺伝子型別の浸潤調査を行い、発症
率等との関連を調査したい。

54.無血清培地で維持可能な牛由来培養細胞
（MDBK-NST）のウイルス感受性と抗体検査
への応用：大阪府大阪府家保 服部孝二

ウイルス検査では細胞培養に牛胎児血清

（FBS）は必須で特に牛ウイルス性下痢ウイ
ルス（BVDV）抗体フリー血清は、高価で入
手が難しい。今回、無血清培地で維持可能
なMDBK-NSTの感受性と抗体検査への応用を
試みた。【材料と方法】理研細胞ﾊﾞﾝｸ由来M
DBK-NST等の細胞で牛5種・豚2種・鶏3種の
ウイルスの細胞変性効果（CPE）の確認と感
染価を測定し、野外の牛血清・豚血清・鶏
血清を用い中和試験を実施した。【結果】M
DBK-NSTは各種ウイルスに感受性があり、CP
Eを確認。感染価は対象細胞とほぼ同等であ
った。特にほ乳類の細胞に鶏ウイルスの感
受性を初めて確認出来た。この内BVDV、オ
ーエスキー病ウイルス（ADV）、ニューカス
ル病ウイルス（NDV）について中和抗体価を
比較したところ高い相関が見られ、中和試
験に応用可能であった。今後はウイルス検
査の省力化・コスト低減を図り、さらに感
受性ウイルスの再検索、ウイルス分離への
応用を検討したいと考える。

55.繁殖和牛農家における牛白血病清浄化対
策の一事例：兵庫県淡路家保 中山卓也、
寺一未奈子

地方病性牛白血病（EBL）が、管内で多発。
繁殖和牛農家1戸で、隔離及び早期離乳によ
るEBL対策を実施。【対象農場】繁殖和牛を
9頭飼養。【内容】母牛は、牛白血病ウイル
ス抗体検査、遺伝子検査及び遺伝子量の測
定、血液検査（リンパ球数、ECの鍵）を実
施し、成績を基に淘汰の優先順位付け。産
まれた雌子牛9頭は、3か月以内に離乳及び
抗体検査を実施。【結果】母牛は、9頭中8
頭が陽性で農場全体に蔓延、感染牛の淘汰
順位を決定。雌子牛9頭中8頭が抗体を保有
していたが、うち7頭からは、遺伝子は検出
されず、1頭の雌子牛からのみ抗体と遺伝子
を共に検出。現在定期的な検査を行い母牛1
頭、育成牛8頭が非感染牛として開放牛舎で
飼育、感染母牛は隔離用牛舎で肥育。【ま
とめ】非感染牛と感染牛の分離飼育や吸血
昆虫対策を実施。早期離乳で感染母牛から
非感染牛を生産することができ、感染率が
高い農場でも清浄化が図られることが実証。

56.淡路島のイバラキ病様疾病の発生：兵庫
県淡路家保 加茂前優花、大田康之

【発生状況】平成27年10月、2戸2頭で嚥
下障害を呈する牛が発生。遺伝子検査より、
イバラキ病ウイルスと異なる血清型のウイ
ルス性出血病ウイルス（EHDV）血清型6を検
出。25戸31頭からEHDV遺伝子を検出。症状
は食欲不振、発熱、嚥下障害がみられ、血
液検査は、白血球減少、脱水、筋損傷、肝
機能障害が多発。肉用牛の高齢牛での発生
が多く、24頭回復、5頭死亡、2頭病理解剖
を実施。【解剖牛の所見】解剖牛1頭に食道、
舌の褪色や水腫。組織所見では食道、舌の
筋肉細胞が硝子様に変性。【疫学】EHDV血
清型6による疾病は10月中旬から淡路市で、
下旬には南あわじ市西部で発生。11月には
南あわじ市東部に拡大。アルボウイルス疫
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学調査材料でのEHDV遺伝子検査では、9月採
材2戸2頭、11月採材7戸9頭が陽性。【まと
め】国内で流行のないEHDV血清型6による疾
病が淡路島の広範囲で発生。症状はイバラ
キ病と酷似。今後、ウイルスの性状や浸潤
状況を調査。

57.管内3酪農場における牛白血病清浄化へ
の取り組み：奈良県奈良県家保 井口絵美、
野上真

管内3酪農場で牛白血病対策を実施。3酪
農場とも人為的感染対策、導入牛・陰性牛
の抗体検査、陽性牛の優先淘汰を実施。A酪
農場は陽性牛を換気扇の風下に配置。抗体
陽性率は29%（H25,11/37頭）から15％（H27,
6/32頭）へ低下。B酪農場は当初A酪農場と
同様の対策を実施したが吸血昆虫を介した
と疑われる新規感染摘発後(H25.11)、サシ
バエの分布差による配置換えを実施。抗体
陽性率は5.9%(H24,4/67頭)から4％（H27,3/
73頭）へ低下。C酪農場は乾乳牛・搾乳牛(一
部)の放牧、雄牛(1頭)による自然交配（一
部）を実施。初乳加温装置の導入、電撃殺
虫器の設置及びピレスロイド系殺虫剤を使
用。しかし、抗体陽性率は67%(H27.7,67/10
0頭)から75%(H27.12,70/93頭)へ上昇。陽転
率は飼養場所にて差があり、特に自然交配
牛舎で高かった(4/4頭)。A,B酪農場は陽転
率が低い（A農場3%、B農場2.7%）ため現状
の対策を継続。C酪農場は陽転率が高い(42%)
ため、雄牛に対する追加対策が必要。

58.口蹄疫を疑う農場における牛丘疹性口炎
の発生と拡大：奈良県奈良県家保 永來沙
夜子、中西晶

平成27年1月、県内育成・繁殖農場で4か
月齢の黒毛和種1頭が流涎、両側上顎口腔粘
膜のびらん、舌尖部及び舌腹側部潰瘍を呈
した。口蹄疫疑い時の初動対応を実施。写
真診断と疫学的状況より口蹄疫の可能性は
低いと判定されたが、口蹄疫蔓延の重大性
を鑑み万全を期すため2週間の経過観察期間
を設けた。4～7か月齢の同居牛10頭の口腔
内に紅斑、丘疹、びらん、潰瘍と多様な病
変を認めた。発症牛のうち8頭の口腔内スワ
ブを用いたPCRにてPPV遺伝子を検出。PCR増
幅産物の塩基配列はすべて同一で、国内や
海外の牛丘疹性口炎ウイルス分離株と遺伝
学的に近縁であった。さらに、発症牛及び
同居非発症牛において抗BPSV抗体が陽転し
た個体を認めた。以上の成績より本症例を
牛丘疹性口炎と診断。さらに県内農場のBPS
V浸潤状況調査では5農家中4農家で抗BPSV抗
体を保有しており、BPSVの浸潤がうかがえ
た。

59.管内の口蹄疫疑い事例への対応：奈良県
奈良県家保 山田育弘、赤池勝

平成27年1月19日、乳・肉育成牛155頭、
肉用（黒毛和種・F1）繁殖牛148頭、肥育牛
3頭を飼養する農場より口蹄疫を疑う通報が
あり、その時の対応を検証。黒毛和種4ヶ月

齢1頭に発熱、泡沫性流涎、上顎・舌尖の糜
爛および舌裏面の剥離を確認。同居牛異常
なし。国に報告するとともに、立ち入り臨
床検査を行い、病変部・好発部位の写真を
撮影。その後、発生状況と病変部写真判定
の結果、国より口蹄疫の可能性は低いと判
断され、2週間の経過観察を指示される。今
回の事例より、①写真撮影の技術不足②家
畜防疫員の口蹄疫に対する判断能力不足③
経過観察時の検査の膨大さを認識。今後の
対策として、①写真撮影の演習②口蹄疫症
例写真の見返しや研修会③民間獣医師との
協力体制の構築が必要。そして、これら対
策の結果を現在作成中の口蹄疫防疫対策詳
細マニュアルへ反映していきたい。

60.黒毛和種繁殖雌牛における牛白血病地域
的清浄化達成と今後の課題：和歌山県紀北
家保 山中克己、黒田順史

全国的に牛白血病が蔓延し当県でも事例
が発生。当所では肉用牛生産の上流段階で
ある黒毛和種繁殖雌牛（繁殖和牛）を優先
して清浄化対策を実施。その中で管内の繁
殖和牛飼養農家全9戸が所属する紀北和牛改
良組合（組合）が積極的清浄化推進を方針
と定め、当所と協同し取り組んだ。①平成2
3～24年度はのべ280頭を検査し11頭が陽性
で全頭淘汰。②平成25～26年度はのべ244頭
を検査し全頭陰性。③平成27年度は組合と
協議し、初めて管内の繁殖和牛全208頭を検
査し2頭が陽性で全頭淘汰。よって現時点に
おける管内の清浄化を達成。これにより農
家の健全経営や畜産振興に寄与され生産基
盤強化が強化された。今後は地域の清浄性
を維持することが必要で、地域外からの導
入自粛等のデメリットが発生。これは改良
・増頭において不利であり、農家は大きな
リスクとストレスを抱える結果になった。
清浄農家のやる気を守るための施策が必要
な段階に至った。

61.繁殖和牛農家における牛白血病清浄化へ
の新しい取組：鳥取県倉吉家保 水野恵、
増田恒幸

地方病性牛白血病(EBL)の発症があった1
繁殖和牛農場において、EBLの清浄化対策に
加え、(独)理化学研究所(理研)が開発した
牛主要組織適合遺伝子(MHC)を指標とした新
たなEBL制圧戦略を試行。MHCの対立遺伝子
が本病の発症に対して感受性・抵抗性を規
定していることが示唆。H26年6月に採材し
た15頭中4頭でELISA抗体陽性、リアルタイ
ムPCR(qPCR)では全頭陰性。11月の検査では
前回陽性だった4頭と未検査牛1頭が抗体陽
性、理研のBLV-CoCoMo-qPCR(C-qPCR)では9
頭陽性。牛MHC(BoLA)-DRB3対立遺伝子のタ
イピングでは、ホモで保有する牛は存在せ
ず、ヘテロで保有する牛を9頭確認。H27年5
月に実施したqPCRでは4頭が陽性。農場内で
牛白血病ウイルス(BLV)感染が広がっている
と推察。C-qPCRはELISAや市販qPCRより高感
度にBLVを検出。農場内の衛生対策を実施し、
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農場内のウイルス量をモニタリングし、BoL
A-DRB3対立遺伝子を指標とした育種戦略に
よる対策を計画中。

62.A型ロタウイルス感染による搾乳牛の集
団下痢：鳥取県西部家保 中口真美子、岩
尾健

管内酪農家の搾乳牛に水様性の集団下痢
が発生。ほとんどの個体は3、4日で治癒。
最終的に搾乳牛23頭中15頭が発症。初発か
ら約12日間で終息。発症により乳量が減少。
別棟で飼養されていた育成牛、乾乳牛には
発生が見られなかった。病性鑑定によりA型
ロタウイルス単独感染による下痢と診断。A
型ロタウイルスは主に子牛の下痢症の原因
とされ、成牛での症例は極めて少ない。今
回の株を解析したところ、2013年県中部で
搾乳牛の集団下痢を起こした株の塩基配列
と99%以上一致。このことは、本株が成牛に
下痢を引き起こすタイプであることを示唆。
時間及び地理的に離れた農場で、相同性の
高いウイルス株が検出された事は興味深く、
今後成牛の集団下痢の積極的な病性鑑定に
より本病の実態を明らかにする必要がある。

63.近年の牛ウイルス関連病性鑑定の動向：
鳥取県倉吉家保 小林朋子

H17年度～H27年12月の牛ウイルス関連病
性鑑定493件について集計（疑い含む）。呼
吸器疾病は、牛RSウイルス病27件、牛伝染
性鼻気管炎10件、牛ウイルス性下痢病ウイ
ルス（BVDV)感染5件、牛コロナウイルス病5
件。消化器疾病は、牛コロナウイルス病24
件（血便なし12件、発生は通年で半数は冬
期）、BVDV感染10件、成牛A・B・Cロタウイ
ルス病2・2・3件、アデノウイルス病2件。B
VDV持続感染（PI)牛摘発は、1型13頭、2型3
0頭、計43頭。2型は全てH24年度以降で、県
内公共牧場関連産子。摘発内訳は、県内公
共育成牧場関連産子検査9頭、摘発後の追跡
検査8頭、PI牛産子6頭、バルク乳検査7頭、
それ以外の病性鑑定13頭。産子検査による
早摘発により、追跡検査・PI牛産子摘発可
能となり、胎内感染による新たなPI牛生産
を高率に防御。他の病性鑑定でも約3割の摘
発淘汰実施。現在の検査体制はBVDV対策に
効果が高いと推察。

64.管内黒毛和種牛における子牛型牛白血病
の診断事例：島根県江津家保 鈴木郁也、
石川初

11か月齢の黒毛和種去勢牛で各体表リン
パ節の腫脹、約40℃の繋留熱、末梢血中に
異型リンパ球を多数認め、病性鑑定を実施。
赤血球数274×10

4
/μl、白血球数16,800/μ

l、Ht11.6%、Hb3.5g/dl、異型リンパ球割合
70%、LDH値(3,788U/l)上昇、A/G比(0.32)低
下、牛白血病ウイルス(BLV)抗体凝集価512
倍、BLV遺伝子量722(肝臓)～30,574(白血球)
copy/10ngDNA。また、各体表リンパ節の左
右対称性腫大、体腔内リンパ節の腫大、全
身のリンパ節および諸臓器におけるリンパ

球様腫瘍細胞の浸潤および増殖が認められ、
免疫組織化学染色で腫瘍細胞は抗CD79α抗
体および抗TdT抗体陽性、抗CD3抗体陰性で
前駆Bリンパ芽球由来と推察。BLV遺伝子は
検出されたが、①発症月齢、②体表リンパ
節の左右対称性腫大、③腫瘍細胞の増殖部
位、④腫瘍細胞が前駆Bリンパ芽球由来等か
ら子牛型牛白血病と診断。今後も若齢牛の
牛白血病を疑う症例について詳細に検査を
行い、データを蓄積して的確な診断に努め
たい。

65.黒毛和種繁殖農場で発生した悪性カタル
熱：島根県家畜病鑑室 下出圭吾、川上祐
治

平成27年1月、県内初の羊随伴型悪性カタ
ル熱発生。病性鑑定は、当該牛および同居
羊3頭について実施。当該牛の病理解剖の結
果、角膜白濁、回腸粘膜の肥厚と散在性出
血巣形成、脳脊髄液増量を、病理組織学的
検査では、諸臓器におけるリンパ球浸潤を
伴う血管炎、非化膿性脳炎を確認。ウイル
ス学的検査では、病変組織ならびに同居羊1
頭の鼻腔スワブからヒツジヘルペスウイル
ス2型(OvHV-2)遺伝子を検出。当該牛と同居
羊から得られた遺伝子産物の塩基配列は100
％一致し、羊から牛への感染を示唆。同農
場では同年6月に発熱等を呈した牛の鼻腔ス
ワブおよび白血球よりOvHV-2遺伝子を検出
したが、症状回復のため不顕性感染と判断。
また、OvHV-2の保有状況調査を、羊を飼養
する牛農場2戸の羊計6頭の鼻腔スワブを用
いて実施し、全例陰性。発生農場へは牛と
羊を別畜舎で飼養するよう指導。羊と疫学
関連のある牛の病性鑑定を実施する際は、
本病も視野にいれた検査が必要。

66.牛RSウイルス病の発生と対応：島根県出
雲家保 土江將文、高仁敏光

平成27年10月中旬、管内の4農家で、発熱、
呼吸器症状を呈する疾病が発生。現地での
簡易検査及び遺伝子検査を実施し、牛RSウ
イルス病の感染を確認。この内、3戸が管理
者の往来、また牛の導入により疫学的関連
を認めた。簡易検査実施当日、全ての発生
農場で作業動線の確認後、煙霧消毒機によ
り牛舎内を3～7日間、動力噴霧器により退
場車両を16～23日間の消毒を実施。また、
前年の同病の流行を受け、情報提供の要望
があった農家および関係機関に対しメール
・FAXで注意喚起。結果、発生農場周辺で本
病の流行を認めず。また、発生農場から市
場を経由して同病潜伏期の子牛が肥育農場
に導入されたが、上記の対策および当該牛
の隔離により、農場内流行は認めず。以上
より、現地で検査を行うことで畜主・担当
獣医師と高い衛生意識の共有化が図られ、
また、生産者と関係機関への迅速な情報提
供は地域内の流行拡大阻止に効果的と示唆。
さらに、牛の異動による感染症の侵入に対
しては、飼養衛生管理基準遵守により効果
があることを再確認。
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67.県内牛下痢症発生に係るコロナウイルス
の疫学的考察：岡山県岡山家保 別所理恵

牛下痢症は経済的損失が大きく、特に牛
コロナウイルス(BCoV)病は過去10年間に県
内で発生した下痢症(184件)で最も多いこと
から(37件, 20.1%)、その疫学について考察。
下痢症の発生は冬期(12～2月)が最も多く(6
2件, 33.7%)、特にウイルス性下痢は冬期発
生の傾向。BCoVの農場内動態を解析するた
め、県内BCoVワクチン未接種農場1戸の血清
についてHI試験を実施。HI抗体価の幾何平
均値(GM)は、哺育牛(0.4～1.8ヶ月齢, 44頭)
は31.9であったが、育成牛(1.8～14.1ヶ月
齢, 41頭)では238.8と上昇が認められた。
搾乳牛(220頭)はほぼ100%抗体を保有するに
もかかわらず育成牛よりGMが低下しており
育成牛舎でのウイルス増殖が示唆。また200
3年以降の県内下痢症例由来BCoV遺伝子87検
体につき制限酵素断片長多型(RFLP)解析を
実施した結果、遺伝子型2､3､4型を確認。国
内では2006年以降、4型の蔓延が報告される
も、県内は同年以降も2型を確認。今後も遺
伝子配列や抗原性変異の継続監視が必要。

68.和牛繁殖農家の牛白血病に対する組織的
取り組み：広島県西部家保 鈴岡宣孝、植
松和史

地域の和牛改良組合から、牛白血病ウイ
ルスの浸潤状況を把握し、清浄化を図りた
いという依頼を受け、診療獣医師及びJAと
連携し取り組みを実施。農家及び関係機関
から地方病性牛白血病（EBL）に対する不安
や誤解を払拭するため、事前にEBLの病性及
び指導方針等の研修会を開催。関係機関等
と巡回により全組合員を対象に、 ELISA法
による抗体検査を実施。抗体陽性牛は、リ
アルタイムPCR検査及びECの鍵により、農場
内の感染源となるリスクを判定。検査後、
改めて全組合員を対象に清浄化に向けた具
体的対策の研修会を実施。5戸14頭で抗体陽
性であったが、ECの鍵真症及びウイルス遺
伝子量1000コピー／DNA10ng以上の牛は認め
られず、全頭農場にまん延させるリスクは
低いと判定。農家の経営及び飼養状況も考
慮し、まん延防止対策の積み上げによる長
期的な対策を指導。淘汰圧を軽減した対策
を講じることとし、農家経営にとって負担
を軽減した対策により、清浄化を図ってい
く。

69.農場の分類による地方病性牛白血病（EB
L）対策の検討：徳島県徳島家保 森川かほ
り、大久保喜美

EBLは牛白血病ウイルス（BLV）に起因す
る致死性のリンパ肉腫で、発生件数は年々
増加しており、早急な対策が必要な疾病。
そこで、管内酪農場を飼養管理方法などに
より分類し、各グループのEBL対策を検討し
た。グループ①は自家産で分離飼育可能な
農場。一般衛生管理等必要な対策は実施中
で、牛群抗体陽性率は徐々に減少。現在の
対策継続と定期的な抗体検査によりBLV清浄

化を目指す。グループ②は導入あり、分離
飼育可能な農場。主要な感染経路である導
入牛を中心に今後は検査を実施。グループ
③は導入あり、分離飼育困難な農場。感染
経路の特定が困難なため、陽転率が対策効
果を上回り、牛群抗体陽性率は徐々に増加。
現在の対策では清浄化は困難と考える。こ
のように、BLV感染拡大の要因は農場ごとに
多様であり個別の対策が必須だが、そのた
めには非常に労力と時間を要する。農場の
分類は、対策を効率化するひとつの方法と
考えており、今後さらなるデータの蓄積が
必要である。

70.和牛繁殖農家における牛白血病清浄化対
策(第1報)：徳島県西部家保 紀川将之、北
田紫

管内和牛繁殖農家において、平成(H)26年
5月に繁殖牛全55頭のBLV抗体検査を実施、7
2.7%(40/55)の高い陽性率を確認。また、H2
7年3月に2頭、5月に1頭が発症。大きな経済
的損失があり、BLV清浄化に消極的だった畜
主の意識に変化、対策開始。H27年6月に繁
殖牛全54頭の抗体検査及びリスク判定(ECの
鍵)を実施。抗体陽性率66.7%(36/54)、ECの
鍵陽性牛が61.1% (22/36)を占め、高リスク
牛との同居がBLVまん延の主因と推定。衛生
対策に加え、定期検査による抗体陽性牛の
早期摘発と高リスク牛の優先淘汰、所有す
る2農場を活用した抗体陽性・陰性牛の分離
飼育、導入牛の全頭検査を指示。H27年4月
以降、高リスク牛3頭を淘汰し、全体陽性率
は64.3%(36/56)に減少。H27年12月時点で、
陰性牛は全て1農場に集約。今後、分娩牛の
管理と陰性後継牛の確保を中心に清浄化対
策を提案、推進予定。

71.管内一酪農場における地方病性牛白血病
清浄化に向けた取り組み：徳島県徳島家保
丸谷永一

牛白血病ウイルス(BLV)感染が高率に進む
65頭規模の一酪農場で、BLV抗体全頭検査を
6ヶ月ごと継続しながら、清浄化対策検討。
当初、県外預託する育成牛が感染拡大の主
因と疑うも、H25年度より取組以後、陽転事
例は吸血昆虫の活動時期と一致する夏～秋
期の農場内水平感染のみ。今年は、サシバ
エ増減を見ながら、陽性牛のみ対象に忌避
に有効なピレスロイド系殺虫剤を噴霧、IGR
剤による幼虫対策を追加し、吸血昆虫対策
に重点。結果、牛舎内で広く陽転を認めた
昨年に対し、環境要因が適しサシバエが特
に多く集まる繋留場所で過ごした牛のみ陽
転。陽転率も低減(H26:19.5%(8/41頭)、H27
:7.5％(3/40頭))。反面、水平感染予防目的
での忌避剤活用には、感染牛をサシバエか
ら遠ざけ感染機会を減らす｢繋ぎ替える｣重
要性を示唆。感染牛の早期更新によらない
本病制圧には、長期にわたる対策の徹底と
衛生意識の持続が不可欠。管理要点をこま
めに分析しながら早期の清浄化を目指す。
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72.チミジンキナーゼエライザ法による牛白
血病発症牛の診断方法の検討：徳島県徳島
家保 尾川誠次郎

牛白血病は届出頭数共に増加傾向10年間
で10倍に増加。発症牛の早期摘発が防疫上
重要、生前診断は困難。チミジンキナーゼ
（以下TK）は造血系腫瘍発症マーカーとし
て近年畜産の分野で報告、家保で可能なTK
エライザ法を検討。材料は平成22年から平
成26年に剖検した牛白血病発症牛3検体の血
清、非発症の抗体陽性牛の血清58検体、抗
体陰性牛の血清21検体の計82検体、TKエラ
イザにはDivi Tum V2(BIOVICA)を使用。結
果、陽性コントロール6検体のTK活性127～4
232Du/L。牛白血病発症牛のTK活性273 ～96
8 Du/L陽性。非発症の抗体陽性牛と抗体陰
性牛のTK活性0～3.2 Du/L 陰性。プレ、6ヶ
月後ポスト血清のTK活性値を比較。プレ、
ポストで抗体陰性の5検体のTK活性陰性。プ
レ、ポストで抗体陽性の12検体中11頭はTK
活性陰性。1頭はポストで発症、TK活性408D
u/L陽性。TKエライザと抗体検査により牛白
血病の生前発症牛診断の可能性を示唆。

73.牛ウイルス性下痢・粘膜病摘発事例及び
管内状況調査：香川県西部家保西讃支所
白石順也、合田憲功

平成27年8月、191頭を飼育する乳肉複合
経営のA農場において、放牧前検査で牛ウイ
ルス性下痢・粘膜病（BVD-MD）の持続感染
（PI）牛2頭を摘発淘汰。その後、A農場のP
I牛状況調査として、全頭検査を実施。管内
の搾乳牛は、PI牛検査を実施し、清浄性を
確認済。繁殖和牛の調査は未実施のため、
状況調査を実施。A農場の全頭検査で新たに
交雑種3頭をPI牛として摘発淘汰。摘発した
PI牛5頭の生年月日等から、内2頭がその後
分娩した3頭の感染源となったと推察。管内
繁殖和牛については24戸、362頭を検査、PI
牛がいないことを確認。今後、A農場につい
ては清浄化に向けた継続検査に取り組む。
また、管内繁殖農家については、BVD-MDワ
クチン接種の推奨を実施。

74.牛白血病疾病コントロールの提案：愛媛
県南予家保 大本敦子、森岡聖子

平成18年以降、管内の牛白血病摘発数は、
乳用牛14戸15頭、肉用牛10戸10頭。平成27
年はA市で頻発したため、今回、牛白血病に
関する衛生対策ガイドラインに基づき、A市
B町の牛白血病疾病コントロール方法を検
討。まず、現状把握として、平成23年以降
の検査余剰血清を抽出選択し、受身赤血球
凝集反応による牛白血病抗体検査を実施。
結果、乳用牛農家30戸1,148頭中18戸437頭
が陽性。次に、抽出農家を対象に本病意識
調査を実施。結果、疾病コントロールには、
衛生意識向上が不可欠、感染牛の早期淘汰、
飼養形態別感染牛の分離飼育、適切な初乳
処理、集団での除角・耳標装着等出血を伴
う作業時の洗浄・消毒の徹底等が必要と示
唆。今後、肉用牛を含む検査余剰血清を用

いた管内全域の浸潤状況を把握するととも
に、清浄化成功事例を紹介する講習会等に
より本病に対する意識改革を図り、家保、
農家及び関係機関が連携した地域一体型の
疾病コントロール対策を実施していくこと
が重要。

75.牛白血病対策についての一考察：高知県
中央家保 明神由佳、杉村知子

牛白血病ウイルス（以下、BLV）に起因す
る牛白血病対策の重要性は、牛の生産に関
わる者ならば誰もが認識している。しかし、
いざ「清浄化」となると、感染が拡大して
しまった農場では、なかなか進めることが
難しい。不顕性感染牛の淘汰補償がない中
で、生産者の経済的負担を考えれば当然の
ことながら極端な淘汰更新ができないため。
今回、BLV陽性農場にてELISA検査、逆受身
赤血球凝集反応、リアルタイムPCR等の検査
結果を牛の更新計画に加え、優先淘汰を提
案した事例をいくつか紹介。従来通りの感
染予防法の徹底はもちろんのことだが、優
先順位付けをしたBLV陽性牛の緩やかな更新
計画を立て、生産者に農場全体のBLV量を制
御するという意識を持たせた対策も盛り込
む必要があると考える。

76.腫瘍性病変が胸腔組織に限局した若齢牛
の成牛型牛白血病：佐賀県北部家保 山口
博之

本年5月、黒毛和種子牛預託農場において、
一貫生産農場から導入された牛が死亡し病
性鑑定を実施。剖検では、頸部に膠様浸潤、
黄濁色胸水貯留、胸腔内筋組織に腫瘤散在、
肺に小児頭大腫瘤、肺門リンパ節腫大。ウ
イルス検査で肺腫瘍部と母牛白血球から牛
白血病ウイルス（BLV）遺伝子検出。病理検
査で肺、胸腔内筋組織、肺門リンパ節にリ
ンパ様腫瘍細胞浸潤・増殖。抗CD79α、抗C
D3抗体を用いた免疫染色で肺、胸腔内筋組
織、肺門リンパ節で抗CD79α陽性抗原を多
数検出。肺腫瘍部からBLV遺伝子検出とCD79
α陽性のBリンパ球性リンパ腫であることか
ら、成牛型牛白血病と診断。本症例は、発
症月齢が3か月と非常に若く、胸腔以外の体
腔リンパ節に腫瘍細胞の浸潤や増殖は認め
られず、腫瘍性病変が胸腔組織に限局した
非常にまれな症例。近年、若齢牛の牛白血
病が増加しており、本病発生防止の一助と
するため症例を蓄積し、若齢牛のBLV感染様
式や腫瘍発生メカニズムを解明していく必
要がある。

77.佐賀県内で確認された牛ウイルス性下痢
ウイルスの系統解析：佐賀県中部家保 田
中徹、大澤光慶

平成27年に県内で発生した複数の牛ウイ
ルス性下痢・粘膜病症例で得た牛ウイルス
性下痢ウイルス（BVDV）の系統解析、疫学
情報と併せて得られた知見を報告。本病と
診断された2症例について、5’非翻訳領域
（UTR）のRT-PCRを行い、増幅産物の系統解
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析を実施。【症例1】平成27年6月、県内の
酪農場で1頭の牛ウイルス性下痢・粘膜病持
続感染牛（PI牛）を摘発。その後の新生子
牛の検査で2頭のPI牛を摘発し、3頭のPI牛
からBVDV NCP株を分離。遺伝子型は1b、3株
の5’UTR塩基配列は100％一致。【症例2】
平成27年7月、県北部の肉用牛一貫農場で、
3頭のPI牛を摘発し、3頭のPI牛から同様にB
VDV NCP株を分離。遺伝子型は1b、3株の5’
UTR塩基配列は100％一致。症例1と症例2の
分離株には4/245塩基の差を確認。この2農
場では別々にBVDVの浸潤が起きており、ど
ちらも導入牛が原因であった。BVDVの新た
な浸潤の防止のためには、導入牛検査が重
要であると再確認された。

78.管内酪農場の牛ウイルス性下痢・粘膜病
対策：佐賀県中部家保 樋口靖晃、岸川嘉
洋

管内酪農場において牛ウイルス性下痢・
粘膜病持続感染牛（PI牛）の摘発を中心と
した対策を実施。平成27年2月から4月にか
けて下痢を呈し死亡する牛が相次いだ。検
査の結果、複数頭の糞便または血清から牛
ウイルス性下痢ウイルス（BVDV）遺伝子を
検出。その他の主要な下痢関連ウイルス、
細菌、寄生虫検査は陰性。BVDVの浸潤が考
えられたため、対策として、①農場内のPI
牛摘発、②新生子牛の検査、③導入牛の検
査、④育成牛へのワクチン接種指導の4つの
対策を実施。農場内の全頭検査により搾乳
牛1頭をPI牛と診断し、病性鑑定を実施。全
身諸臓器・組織からBVDV遺伝子が検出され、
血清からBVDV-NCP株を分離。新生子牛の検
査では、平成27年10月末現在、93頭につい
て検査を実施し、PI牛1頭を摘発。今後の対
策として、PI牛が牛群内に居ない状況を維
持するために新生子牛および導入牛の検査
を継続的に実施し、新たなPI牛産出リスク
を低減させるためにワクチン接種を指導。

79.公共牧場利用促進のための牛白血病対策
と繁殖指導：長崎県中央家保 藤井猪一郎、
谷山敦

公共牧場（牧場）において、利用促進の
ため牛白血病ウイルス（BLV）抗体検査と繁
殖指導を実施。牧場へは陰性牛のみ入牧。
牧場の全頭検査を年2回から3回に増。陽転
牛は下牧させ、分離飼育等の対策を指導。
繁殖指導は、牧場と常時利用農家（農家）4
戸に対し、関係機関と連携して毎月巡回指
導を行い、妊娠鑑定から治療・人工授精ま
で実施。牧場は、H27年6月までに陽転牛4頭
を速やかに下牧させ清浄性を維持。農家4戸
の陽性率は、H25年度46.9%(15/32)・18.4%(7
/38)・2.9%(1/35)・22.2%(2/9)からH27年度
45.2%(14/31)・10.1%(7/69)・0%(0/35)・1
0.0%(1/10)に、また、受胎までの日数は、H
25年度108日(n=93)からH26年度91日(n=60)
に改善。月平均利用戸数・頭数は、H25年度
11戸64頭からH27年度12戸79頭に増加。牧場
の清浄性維持と農家4戸のBLV抗体陽性率の

低下および受胎までの日数改善で利用頭数
が増加。

80.管内の牛白血病発生状況調査：長崎県五
島家保 千木良夏美、豊田勇夫

平成26年4月以降に発生し地方病性牛白血
病(EBL)と診断された6戸8頭について疫学情
報、臨床症状、病性鑑定成績の比較検討を
実施。発症牛はいずれも黒毛和種、月齢は1
9～115ヵ月齢で発生農場に地域的な偏りは
認められず。一般症状の悪化に加えEBLに特
徴的な眼球突出、体表リンパ節の腫脹、骨
盤腔腫瘤触知(典型症状)を確認。血液検査(7
頭)で白血球数の増加(6,000～100,000以上/
μｌ)、LDH(1,900～11,900U/I)および異型
リンパ球率(19～75%)が上昇。｢ECの鍵｣と典
型症状の関連は、｢ECの鍵｣陽性で典型症状
有1/7頭・無1/7頭、｢ECの鍵｣陽性以外で典
型症状有4/7頭・無1/7頭。BLV抗体検査は全
7頭陽性。免疫組織化学的染色(8頭)では、
検査不適の1頭を除きいずれもCD79α陽性で
EBLの典型例と思われたが、若齢での発症も
確認。｢ECの鍵｣と典型症状では診断が困難
な例も認められ、本病の診断には各種検査
の総合的な診断が重要。

81.熊本県における牛トロウイルス浸潤調査
：熊本県中央家保 森将臣

2012～2015年6月に採取された県内38農場
の1～8ヵ月齢子牛血清129検体を用い、中和
抗体検査による牛トロウイルス（BToV）浸
潤状況を調査。個体別の抗体陽性率は97.8%、
農場別では100％。月齢別のGM値は3ヵ月齢
以下で最も高くなり、その後は徐々に低下
し、7ヵ月齢を越えると再び上昇する傾向。
また、2014年6月に抗体陽性であった6農場1
3頭の8月及び11月血清により農場内の感染
動態を調査した結果、2農場で検査期間を通
じ高い抗体価を維持、1農場で検査期間を通
じ抗体価は低下、3農場では約5ヵ月齢で抗
体価は有意に上昇後、約8ヵ月で再び下降。
1998年、2001年及び2003年に採取した3農場
14頭（成牛）の血清による遡り調査では全
頭で抗体陽性。本県では遅くとも1998年に
はBToVが侵入しており、これまでに用途や
品種に関係なくBToVが広く浸潤。BToVの感
染動態は農場毎に様々であり、今後もBToV
の疫学や疾病の発生について調査が必要。

82.管内黒毛和種繁殖農家の牛白血病清浄化
への道～序～：大分県豊後大野家保 藤田
敦己

管内黒毛和種繁殖農家3戸（以下A、B、C）
全頭の牛白血病検査をリアルタイムPCRで実
施、各々の飼養環境に即した清浄化への取
組を開始。Aは2012年から代用初乳で経乳感
染を防除するも陽性率は当時の41.5%(34/8
2)から75.3%(55/73)に上昇。当面は経乳感
染防除の継続とペットボトルでの吸血昆虫
対策を実施しながら、分離飼育のための牛
舎新設を推進。陽性率77.5％(31/40)のBは
牛房間に防虫ネット設置し、66.1％(37/56)
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のCは牛舎を分けて分離飼育を開始。B、Cの
陰性群の清浄性と導入牛の陰性確認は、nes
ted PCRおよび受身赤血球凝集(PHA)により
実施。Bでは分離後1回目で1/9、2回目で4/8
が陽転し、導入牛の6/7が陽性。Cでは1回目
で3/19、2回目で6/16が陽転し、導入牛は3
頭全て陰性。清浄化には分離飼育、陰性群
の定期的な検査と導入牛の随時検査は不可
欠。取組の継続には、清浄化を達成する生
産者の強い意志と関係機関の連携が原動力。

83.地方病性白血病（EBL）農場清浄化を目
指した牛白血病ウイルス（BLV）対策（第一
報）：大分県大分家保 長岡健朗

平成26年より12農場でBLV清浄化を目指し
た対策を実施。全頭PCRによる遺伝子検査で
陰性群と陽性群を分離飼育。子牛・導入牛
の陰性群への移動前にも検査。移動前検査
での摘発漏れを排除するため定期的に陰性
群全頭検査。全頭検査には低コスト・低労
力を重視したPCR、移動前検査、陰性群全頭
検査では感度を重視したPCRを実施。全頭検
査の陽性率は0%～80.5%。3農場が清浄化断
念。抗体検査と遺伝子検査の成績の乖離は
農場ごとに差があり（抗体陽性/遺伝子陰性
が0～45.9％）、感染からPCR検出可能まで
の期間（ウインドウ期）の差を示唆。ウイ
ンドウ期をカバーする移動後フォロー検査
法の確立が課題。ウインドウ期の長さを決
める要因（ウイルス、血統、感染様式等）
の調査により、農場に適したフォロー検査
の可能性。農場により分離方法（別牛舎、
物理的障壁、通路のみ等）が異なり、それ
に応じた対策の確立が必要。畜主、家保、
病鑑での息の長い対策で農場清浄化を目指
す。

84.乳用子牛の呼吸器病対策に有効な初乳生
産プログラムの検討：大分県玖珠家保 梅
田麻美、佐伯美穂

分娩1ヵ月前母牛に牛ウイルス性下痢ウイ
ルス（BVDV）1及び2のみ不活化の呼吸器6種
混合ワクチン（6混）を接種し、母牛の血清
中及び初乳中の各種抗体価を測定すること
で、子牛の呼吸器病対策に有効な初乳生産
プログラムを検討。牛ヘルペスウイルス1、
牛パラインフルエンザウイルス3、牛RSウイ
ルス、BVDV１及び2については中和試験を、
牛アデノウイルス7についてはHI試験を実
施。結果、血清及び初乳ともにBVDVについ
てはワクチン接種歴のない2頭で抗体価2倍
未満を示す。また、初乳中の各種抗体価は
分娩後暫時低下し、分娩後12時間を超える
ものでは2倍未満を示すものも認める。初乳
生産プログラムとして育成期にBVDV生ワク
チンを含む牛呼吸器病ワクチンを接種し、
分娩1ヵ月前に6混を接種することとし、分
娩後12時間以内の初乳は冷凍保存し、初乳
が不足した場合等に活用。本プログラムに
よる指導の結果、呼吸器病発生の低減、母
牛の免疫力向上を認める。

85.農家負担軽減を考慮した牛白血病清浄化
へ向けた取組：宮崎県宮崎家保 柏木典子、
鎌田博志

平成25年度より200頭規模の一酪農場で農
場内伝播防止を主体としたBL清浄化へ向け
た取組を実施。取組内容は畜主と話合い、
経済的・作業的負担、牛舎構造を考慮した
継続可能なものを優先し、搾乳牛の分離飼
育を開始。年2回の抗体検査と併せて畜舎平
面図上に個体位置を記録し、感染状況を監
視。育成・子牛は人為的感染防御を主体に
対策実施。結果、平成27年度4月時点での成
牛陽性率は54.2%で取組開始当初と同レベル
を維持。搾乳牛の分離飼育が感染拡大防止
に有効で、乾乳、育成牛間では感染しにく
い傾向あり。子牛は耳標装着時等の消毒徹
底と加温初乳給与により水平、垂直感染阻
止。本取組で陽性率上昇を防いだが低減に
は至らず、完全な分離飼育が困難であるが
故の感染、預託期間中の感染等、当該農場
が抱える問題も明らかとなった。今後は経
済的負担も視野に入れ、淘汰推進による分
離飼育場所の確保等、BL清浄化モデル農場
を目指し取組を継続していきたい。

86.牛ウイルス性下痢ウイルス持続感染牛摘
発農場の清浄化対策：鹿児島県鹿児島中央
家保熊毛支所 藤原絵美子、藏薗光輝

牛ウイルス性下痢ウイルス(BVDV)の持続
感染(PI)牛摘発を目的としたサーベイラン
ス事業で、県外導入歴のある酪農家1戸を選
定し全頭検査を実施。乳用子牛1頭がPI牛と
して摘発され、分離されたBVDVは非細胞病
原性株で亜型1bに分類。PI牛の母牛は分娩
約2ヵ月前に県外導入されており、導入元で
BVDVに胎子感染したと推察。摘発されたPI
牛の生存期間中に、胎齢130日以下であった
妊娠牛が分娩した子牛がPI牛である可能性
があるため、該当する育成候補新生子牛10
頭の検査を実施。結果、新たなPI牛の摘発
はなく当該農場の清浄性を確認。被害拡大
に至らなかった要因として、PI牛を飼養し
ていた哺乳舎と搾乳牛舎が、柵や通路で隔
てられ十分な距離が確保されていたためと
推察。PI牛は重度の発育不良等を呈してい
たが育成候補として飼養されていたため、
異常牛の早期通報の重要性を再確認。今後
もBVDV感染症の正確な知識の普及に努めた
い。

87.牛パラインフルエンザウイルス3型分離
株の性状解析：鹿児島県鹿児島中央家保
平島宜昌

平成26年10月末に発生した症例において
分離された牛パラインフルエンザウイルス3
型（BPIV3）KS-2株の性状解析を実施。全塩
基配列（15,474塩基）に基づく分子系統樹
解析で、KS-2株は県内で初めて遺伝子型C（B
PIV3c）に分類され、既報のBPIV3c国内分離
株に近縁（99.5～99.8 %）。同一由来のBPI
V3cが国内に広く浸潤している可能性を示
唆。KS-2株のゲノム上の各遺伝子（N、P、M、
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F、HN及びL）は、既報のBPIV3c分離株と塩
基配列の相同性が高いが、異なる遺伝子型
（A及びB）の株とは相同性が低く、特にP遺
伝子で顕著（77.1～78.2 %）。アミノ酸配
列の相同性も同様の傾向だが、P遺伝子以外
では遺伝子型A及びBの株と89.1 %以上の比
較的高い相同性。発症牛5頭中3頭でBPIV3c
（KS-2株及びHS9株）、うち2頭で遺伝子型A
（BN-1株）の抗体価も有意上昇し、両遺伝
子型の抗体価は同程度。遺伝子型による抗
原性の違いやワクチンの有効性は、今後の
症例蓄積による検討が必要。

88.県内で27年ぶりに発生した牛流行熱と防
疫対策：鹿児島県南薩家保 野尻麻里子、
堂下さつき

平成27年8月に1農場で一過性の発熱を示
す牛が続発、その後周辺3農場でも同様に発
生。病性鑑定の結果、4戸14頭で牛流行熱（B
EF）と確定。中和抗体試験では牛流行熱ウ
イルス（BEFV）に対する抗体価が有意に上
昇したが、ウイルスは分離されなかった。
農場での媒介昆虫の調査では、ヌカカが多
く採取されたがウイルスは分離されなかっ
た。遺伝子検査で確認されたBEFV特異遺伝
子を解析した結果2011年に中国で発生した
株と近縁であったこと、台湾・中国から発
生地域にウンカの飛来があったことから 、
過去の事例と同様に流行地域からBEFVが持
ち込まれた可能性が示唆された。発生農場
でワクチン接種と殺虫剤散布を実施した他、
関係機関と情報を共有し、地域ぐるみの殺
虫剤散布を実施。その後新たな発生は見ら
れず、BEF等サーベイランスの結果からも今
回の発生は小規模と推察された。BEF抗体保
有率やワクチン接種率は低下しているため、
今後はワクチン接種を含めた予防対策が重
要。

89.牛ウイルス性下痢ウイルス持続感染牛の
非化膿性脳炎：沖縄県家畜衛生試験場 豊
島靖、荒木美穂

牛ウイルス性下痢ウイルス（BVDV）持続感
染牛（PI牛)では一般に、特徴的な病変を形
成することはないとされるが、病理組織学的
検査で病変がしばしばみられる。BVDV抗体検
査、RT-PCR法によりPI牛として摘発された子
牛で病変形成の有無、特徴を検討。病理組織
でHEならびに抗BVDV I & IIマウス・モノクロ
ーナル抗体（VMRD社製)を使用したIHCを実施。
病原検索で肺より、Trueperella pyogenes、M
ycoplasma sppを分離。病理組織学的に中枢神
経系で大脳から脊髄で囲管性細胞浸潤散見。
肺、気管支で好中球、単核細胞浸潤。IHCで
は、中枢神経系の病変と一致したBVDVの陽性
シグナルを確認。肺ではIHC陰性で、病変はT.
pyogenes、M. sppの関与によるものと考察。

PI牛の中枢神経系にHEでみられた病変に一致
するBVDV陽性シグナルが確認され、病変の形
成にBVDV感染が関与していると考察。PI牛の
発見および病態の解明への病理組織学の応用

に期待。

90.牛ウイルス性下痢ウイルス抗原ELISAを
用いた野外応用への試み：沖縄県中央家保
平安山英登、新田芳樹

ELISAを用いた持続感染牛（PI牛）の摘発
に、血清以外の材料（鼻汁、唾液、糞便等）
での応用を試みた。RT-PCR法（血清材料）
にて判定されたPI牛3頭の各スワブ（鼻汁、
唾液、糞便、計7検体）、健康牛各スワブ（9
9検体）及びPI牛4頭の主要臓器等（計25検
体）は、全てELISA成績と一致。また、2例
のPI牛各スワブを健康牛各スワブにて希釈
（×5、×10、×20）したELISA陽性限界は、
鼻汁（×10～20）、唾液（×１）、糞便（×
１）。PI牛と同居の急性感染症例の各スワ
ブELISAでは、急性期・回復期ともに陰性、
当該PI牛では陽性。PI牛は、急性感染牛よ
りウイルス排泄量が多く、血清より鼻汁等
に大量のウイルスを含んでおり、今回の症
例から各スワブでELISA陽性と判定された場
合は、急性感染牛ではなく、PI牛を検出す
る可能性があると推察。ELISAにおける血清
以外の材料は、現在、用法外使用であるが、
野外応用可能であり、複数検体を混合して
検査に供せる可能性も示唆された。

91.八重山諸島で発生した牛流行熱の分子疫
学的解析：沖縄県家畜衛生試験場 鈴木萌
美、片桐慶人

2015年9月中旬、八重山諸島石垣島北部の
黒毛和種繁殖農家3戸 6頭の雌牛が発熱、食
欲低下、起立困難を呈したことから病性鑑定
を実施。3戸4頭で牛流行熱ウイルス(BEFV)特
異遺伝子を検出、BEFVに対する中和抗体価の
有意上昇を確認。うち1頭からBEFVを分離、
牛流行熱(BEF)と診断。2012年以来3年ぶりの
発生。今回分離株および過去同地域分離株を
含め分子系統樹解析を実施。2015年沖縄分離
株は、2011年～2012年中国河南省および山東
省分離株と高い塩基配列の相同性（98.51～9
8.75％)を示し、近縁。2012年沖縄分離株と
は95.83%、YHL株とは94.78%の相同性を示し、
異なるグループに分類。八重山諸島では、19
76、1989、2001、2012年にBEFの大規模な流行
を繰り返しているが、本県ウイルス常在の可
能性は低く、周辺諸国の発生との関連性が高
いと推察。八重山諸島は日本の最南端に位置
しアルボウイルスの動きが活発なことから、
近隣諸地域におけるサーベイランス情報など
の共有が必要。

92.牛流行熱の発生と防疫対策：沖縄県八重
山家保 末澤遼平、池宮城一文

牛流行熱(BEF)は管内で5回発生し、大流
行は約10年サイクル。前回の流行から今回
三年後の発生。緊急防疫対策でBEFの流行を
阻止。その概要を報告。【発生概要】平成2
7年9月15日、2農家でBEF疑い例の通報。9月
17日1農家で新たな通報があり病性鑑定実
施。9月18日遺伝子検査陽性。9月29日中和
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試験でBEFと確定診断。【対策会議・防疫措
置】遺伝子検査の結果から、緊急防疫対策
会議を開催。①遺伝子検査陽性農家・周辺
農家の全頭薬剤塗布②八重山郡畜産共進会
出品牛の予防注射・薬剤塗布③9月セリ出荷
繋留牛の薬剤塗布④10月セリ出荷牛の予防
注射・薬剤塗布実施を決定。9月18日～10月
3日にかけて①～④の防疫措置を実施。全体
で予防注射延べ1147頭、薬剤塗布延べ2432
頭実施。結果平成28年2月29日現在、BEFの
発生は6戸44頭。【総括】対策検討会で薬剤
の備蓄、農家への連絡体制強化等、初動防
疫の強化に関して検討。今後のBEF防疫対策
へ活用。

Ⅰ－２ 細菌性・真菌性疾病

93.農場環境材料を用いたヨーネ病サーベイ
ランスの検討：北海道十勝家保 榊原伸一

農場環境材料を用いたヨーネ菌検査（環
境検査）が、牛ヨーネ病清浄化のサーベイ
ランス（サーベイ）に活用可能か検討。（1）
糞便中ヨーネ菌DNA量（DNA量）に基づく牛
ヨーネ病患畜（患畜）の感染性の推定： 56
農場を対象にトービット回帰モデルで初発
患畜のDNA量と患畜頭数を比較すると、DNA
量3.7×10

-1
pg/wellを閾値とし、これを超

えると患畜頭数が増加と算出。（2）環境検
査感度の算出：環境材料は紙ウエスで堆肥
舎床の範囲15cm×15cmを拭ったもの。14農
場で患畜発生時に農場10検体の環境材料を
採材し、リアルタイムPCRを実施。1検体で
もヨーネ菌DNAが検出された場合を陽性。ロ
ジスティック回帰モデルでDNA量と環境検査
結果を比較すると、DNA量9.3×10

-3
pg/well

で環境検査感度が90％と算出。また、5検体
毎のプール材料2検体で同等の感度と推測。
結論：環境検査は感染性が閾値未満の患畜
を摘発可能で、頻回検査に適するため牛ヨ
ーネ病サーベイに活用可能と考察。

94.一地域で流行したSalmonella Saintpaul
による牛サルモネラ症～発生予防と早期清
浄化の検討～：北海道根室家保 内藤友子、
上村伸子

平成25年～平成26年に管内一地域の6農場
でSalmonella Saintpaulによる牛サルモネ
ラ症が発生。発生農場と同一地域の非発生
農場について飼養衛生管理状況を比較し発
生予防を検討。発生農場は病原体侵入防止
対策、畜舎内外の衛生環境及び子牛の管理
に不備が多くみられ、子牛死廃率も高い傾
向。発生予防に重要な飼養衛生管理の重点
項目を明確化。レーダーチャートを用いた
飼養者への説明資料や重点項目を具体的に
記載したリーフレットを作成し啓発・指導
を実施。さらに、対策日数が72日以上の長
期対策農場と72日未満の短期対策農場の比
較から早期清浄化を検討。長期対策農場は
衛生管理区域の衛生状態に不備。環境中の
感染源となる場所を明確化。発生農場にお
いて感染源を特定するためのチェック項目

や対策事項を具体的に記載した調査表を作
成し早期清浄化対策に活用。現在この地域
で牛サルモネラ症の発生はない。

95.牛サルモネラ症防疫体制の構築～「攻め」
への転換～：北海道釧路家保 福田寛、黒
澤篤
管内A町では牛サルモネラ症が平成25年度

6戸、平成26年度4戸発生したことから、効
果的な防疫を検討。平成25年度：A町自防及
び家保による対策会議を実施。各機関の役
割分担の明確化、防疫に係る負担が最小限
となるスケジュールを確立し、迅速かつ長
期持続可能な防疫体制を構築。また、終息
後の再検査体制を整備。平成26年度：サル
モネラ発症が強く疑われる場合、診断時検
査と同時に同居牛の全頭検査及び環境検査
を実施し、防疫対応開始を3日間短縮。その
結果、平成25年度と比較し、初回全頭検査
時の平均陽性率は21%から9%に、平均対策期
間は89日から62日に短縮。平成27年度：発
生予防及び経済損失低減のため、環境サー
ベイランス検査を町内全酪農場で実施し、
全戸陰性を確認。さらに、管内流行株であ
る血清型O4:i:-の分子疫学調査を実施し、
管内一円に近縁の株がまん延していること
を確認。生産者へサルモネラ侵入防止(消毒
の徹底)とまん延防止(早期発見)の啓発を継
続的に実施。

96.黒毛和種育成牛のMannheimia granuloma
tisによる下顎の好酸球性肉芽腫：北海道十
勝家保 川島悠登、高橋弘康

黒毛和種牛（雄3カ月齢）1頭の左下顎皮
下に発生した3×4×2cmの軟性腫瘤が、約1
カ月で肉質様25×40×25cmに腫大。腫瘤か
らロイコトキシン（LKT）構造蛋白発現遺伝
子を保有する、弱溶血性グラム陰性桿菌を
分離。16SrRNA解析、生化学的性状から、Ma
nnheimia granulomatis（Mg）と同定。腫瘤
は白色充実性で直径約2mmの硫黄顆粒散在。
組織は肥満細胞、好塩基球浸潤を伴う好酸
球性肉芽腫。類上皮細胞に囲まれた好酸球
塊散在。一部の好酸球塊中に、細菌塊を中
心に好酸球性Splendore-Hoeppli物質（SHM）
形成。抗LKT抗体での免疫組織化学的染色所
見と菌分離成績より、SHM中の細菌塊をMgと
判断。感染経路は環境中のMgが外傷等から
侵入と推察。発生機序はアレルギー反応と
考察。腫瘤はマルボフロキサシン投与で約1.
5ヵ月後に完全退縮。Mg単独感染での好酸球
性SHM形成を伴う好酸球性肉芽腫形成症例
は、国内外併せて初の報告。

97.肉用牛に発生したヨーネ病の早期清浄化
事例：青森県つがる家保 佐野明子、岡本
清虎

管内の肉用牛繁殖・肥育一貫経営農場で
繁殖雌牛14頭中1頭が、平成27年4月14日に
ヨーネ病スクリーニング検査陽性となり、
糞便リアルタイムPCR検査の結果、ヨーネ病
と確定。患畜は7歳齢、県内産、これまで6
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頭を産出。対策として、患畜の法令殺及び
その直子1頭のとう汰を直ちに実施。同居牛
検査で3頭が定性検査陽性となったため、同
居牛13頭の全頭とう汰を陽性のものから順
次実施、10月2日完了。患畜殺処分後及び同
居牛全頭とう汰後に、畜舎及びパドックの
洗浄、塩素消毒、石灰乳の塗布を2回実施。
以上の対応のもと、発生から約6か月後の10
月13日にヨーネ病清浄化を達成。また、ま
ん延防止のため、患畜と同放牧場を利用し
ていた種雄牛の更新を提案し、説明会等を
通して農家の理解を得た。今後は、当該農
場の経営再開に向け、牛舎環境中のヨーネ
菌PCR検査、導入牛の検査を実施し、来年度、
当該地域において肉用繁殖牛の全頭検査を
実施予定。

98.牛ヨーネ病検査におけるリアルタイムPC
R成績の評価と課題：岩手県中央家保 佐藤
裕夫、岩手県県南家保 熊谷芳浩

平成25年度に糞便のリアルタイム（r）PC
Rが牛ヨーネ病の公定診断法に追加。本県は
平成20年度より本検査を導入。これまでのr
PCR、抗体検査、菌培養及び病理検査成績を
比較検討。①平成20～24年度発生農場同居
牛の患畜摘発状況：26戸延べ3,681頭のrPCR
を実施。56頭が現行基準値以上（定量陽性）
で、うち当時の患畜診断基準陽性は3頭のみ。
②発生農場同居牛等で遺伝子が検出された
牛の解剖前後のrPCR成績：生前定量陽性32
頭中11頭が解剖時に未検出。生前に現行基
準値未満の遺伝子検出（定性陽性）5頭中3
頭が解剖時に定量陽性。③抗体陽性かつ定
性陽性牛3頭の病理及び細菌検査成績：全頭
にヨーネ病変が観察され、菌分離陽性。同
居牛検査のrPCR頻回実施で摘発率は向上し、
より迅速に清浄化し得ると推察。また、抗
体陽性かつ定性陽性牛を確認した際、発生
農場に準じた防疫対策が必要。該当牛の検
査成績の蓄積とともに、自主とう汰を推進
するための既存事業の拡充が課題。

99.抗酸菌分離用液体培地を応用したヨーネ
菌分離用液体培地の作製：岩手県中央家保
菅原克、佐藤裕夫

近年、確立された迅速かつ高感度なヨー
ネ菌培養法で使用される市販液体培地(MGI
T)は、高価なため安価な培地を検討。①分
離菌株発育試験: Middlebrook 7H9培地に添
加剤ADC (7H9A)またはOADC(7H9O)を加えた2
種類を試作。7H9Aでは7H9Oより著しいヨー
ネ菌DNA増加を確認。液体培地のヨーネ菌DN
A量0.1pg/r(ﾘｱﾙﾀｲﾑ)PCR以上で容易に集塊状
抗酸菌が観察。②7H9AとMGITの比較：ヨー
ネ病患畜牛8頭由来臓器乳剤16検体を用い
た。7H9Aにおいて、発育陽性検体数(15検体)
はMGIT(13検体)より多く、ヨーネ菌DNA量/r
PCRが0.001pg、0.1pg以上となる平均日数は、
各13.5日、19.8日であり、MGITのそれら(16.
1日、22.9日)と比べ有意(P<0.01)に短縮。
費用はMGITの905円/本より、rPCRによる判
定費用も含めた7H9Aが218円/本と安価。7H9

Aでは培養後4週間で全陽性検体が0.1pg/rPC
R以上。7H9AとrPCRとの組合せにより、最長
4週間でヨーネ菌培養判定可能となり、7H9A
の野外応用が期待。

100.牛ヨーネ病清浄化対策農場の対策意欲
向上への支援：岩手県県南家保 小林由樹
子、今野一之

平成26年11月、管内フリーストール酪農
場で牛ヨーネ病が発生、清浄化対策（以下
対策）の中で、牛舎消毒や一部のPCR定性陽
性牛（以下陽性牛）とう汰が遅延する等、
対策が足踏み。生産性低下を懸念する飼養
者の意識と当所が求める対策とのギャップ
が原因と推察。それを解消するために、①
飼養者の疑問及び不安の解消を重点とした
継続的啓発、②陽性牛自主とう汰推進、③
ヨーネ菌環境検査成績に基づく牛舎消毒の
誘導、④対策の優先順位を明示した現実的
・具体的対策を提示。環境検査で哺育牛舎、
搾乳牛舎及び堆肥等から同菌遺伝子が検出。
また、自家育成牛の感染（陽性牛）が確認
されたことから飼養者の意識が変化。牛舎
消毒、踏込消毒槽設置、陽性牛とう汰、若
齢牛の感染リスク低減のための牛舎新設と
大きく対策が進展。対策推進の根幹は飼養
者の理解であり、啓発と実証の積み重ね、
実施可能な具体案の提示等、飼養者意識に
柔軟に対応することの重要性を再認識。

101.Salmonella Newportが分離された牛飼
養農場2戸の清浄化に向けた取り組み：宮城
県北部家保 山田侑希、鈴木千尋

S. Newportによる牛のサルモネラ症が2戸
で発生。A農場は30頭飼養の酪農場、B農場
は24頭（乳用種成牛10頭）飼養の乳肉複合
農場。A農場は6月に発生。発生直後の全頭
検査で29頭菌分離陽性。全頭に抗生物質投
与及び牛舎消毒実施。対策後の全頭検査で1
回目5頭、2回目3頭陽性、3・4回目全頭陰性、
発生から清浄化まで約5か月。B農場は8月に
発生。サルモネラ症を疑い、確定以前から
発症牛へ抗生物質投与開始。発生直後の全
頭検査で6頭陽性となるも、対策後の全頭検
査で１・2回目全頭陰性、約3か月で清浄化。
出荷乳量低下、治療費等経済的被害総額は、
A農場で約300万円、B農場で約30万円と推定。
早期通報・早期対策による被害拡大抑制を
示唆。同時期に県内で本症の発生が複数確
認されており、臨床獣医師及び関係機関と
の情報共有の重要性を再確認。今後、農家
向け注意喚起リーフレットを配布し啓発。

102.乳用牛から分離されたSalmonella Newp
ortの薬剤耐性及び分子疫学的解析：宮城県
仙台家保 江頭宏之

平成27年6～9月に4農場の乳用牛で牛サル
モネラ症と診断。発症牛の直腸便よりSalmo
nella Newport(SN)を分離。4農場由来SN8株
及び過去に乳用牛から分離されたSN1農場2
株(H15株、H17株)を用い、生化学性状試験、
薬剤感受性試験、プラスミドプロファイル(P
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P)、パルスフィールドゲル電気泳動法(PFGE)
を実施。生化学性状試験及び薬剤感受性試
験の結果は全株一致し、17薬剤中8薬剤耐性。
PPでは全株から第三世代セフェム系薬剤に
耐性を示す遺伝子の保有が予想されるIncA/
Cを検出。第三世代セフェム系薬剤を含む多
剤耐性SNは公衆衛生分野でも問題となって
いる。制限酵素XbaⅠ及びBlnⅠを用いたPFG
Eでは、今年度分離8株は切断パターンが一
致し、同一株由来である可能性が示唆。今
年度分離株は、H15・H17の2株とは切断パタ
ーンが異なり、遺伝的距離を確認。これら
の解析結果を提供することで、今後とも発
生時の早期治療及び蔓延防止に役立ててい
きたい。

103.牛由来腸管外病原性大腸菌の性状と感
染経路に関する検討：山形県中央家保 小
嶋 暢、古田信道

県内で敗血症を呈した子牛から分離され
た腸管外病原性大腸菌（ExPEC）20株の性状
を解析。病原遺伝子（F17A、afa、papC、cn
f2、cdtⅢ、iutA、fyuA、irp1、irp2）保有
率は、いずれも健康牛の糞便由来株（50株）
と比較して有意に高く（p<0.05）、供試株
の全てが鉄捕捉因子を保有。同様に1剤以上
の薬剤耐性率も高く（p<0.01）、供試株の6
5%が多剤耐性株。一方、血清型や病原遺伝
子プロファイルは多様性に富み、疾病との
疫学的な関連性は認められず。以上より、
特定の株が発症に関与するのではなく、環
境中や腸管内に常在する様々な血清型、遺
伝子型の株が原因と推察。そこで、牛由来E
xPECの感染経路について検討。2症例（A、B）
由来のExPECと関連株の分子疫学解析の結
果、症例Aの臓器由来ExPECと母牛糞便由来
株、症例Bの臓器由来ExPECと腸内容由来株
が遺伝的に同一。牛由来ExPECでは、外因性
感染と内因性感染の2つの感染経路があると
示唆。

104.市販LPSを抗原としたELISAによる牛サ
ルモネラ症（Salmonella O4）抗体検査法の
構築：山形県庄内家保 白鳥孝佳、富樫克
博

LPSを抗原としたELISAによる牛サルモネ
ラ症の抗体検査は有用とされているが、LPS
の抽出精製が煩雑なため普及していない。
今回、市販LPSを抗原に用いたELISAによる
抗体検査法の構築を試みた。市販サルモネ
ラO4群LPSを抗原とし、二次抗体に抗牛IgG-
HRP標識抗体、発色基質にTMBを用い、450nm
で吸光度（OD値）を測定。OD値が抗体濃度
に依存し、O4群で特異的に反応することを
確認。牛サルモネラ症未発生2農場68頭を供
試し、OD値0.3をカットオフ値と設定。本法
を用い、発生農場にて抗体検査を実施。当
該農場は平成24年と27年に発生があり、パ
ルスフィールド電気泳動で同一パターンのS
almonella O4:i:-が分離。27年発生時、未
発症牛で高いOD値を示した個体がキャリア
牛と推察。また、牛サルモネラ症予防ワク

チン接種牛で抗体検査を実施。ワクチン接
種による有意なOD値の上昇を確認、ワクチ
ン抗体を検出可能であることが示唆。本法
は手技の簡便さから日常検査に応用可能な
検査法と考えられた。

105.黄色ブドウ球菌（SA）性乳房炎の清浄
化に向けた取り組み：福島県県南家保 秋
本遼、白田聡美

搾乳牛 100 頭規模のフリーストール A
農場では、乳房炎が継続的に発生。平成
27 年度は共済獣医師と連携して SA 清浄
化に取り組んだ。家保は SA 保菌牛（分
房）の特定と薬剤感受性試験を、共済獣
医師は結果に基づく治療を担当。細菌検
査は搾乳牛全頭の合乳を 3 週間隔で 3 回、
増菌培養法にて実施。96 頭中 17 頭で保
菌を認め、分房の特定は 8 頭のみ。体細
胞数 5 万以下の潜在性乳房炎牛を 4 頭摘
発。薬剤感受性試験では 6 剤で感受性。
共済獣医師と搾乳立会も実施。検査終了
後、飼養者を交えて 3 者による対策会議
を開催。飼養者は検査成績及び乾乳期治
療の有効性について理解を示し、SA 保菌
牛を早期摘発できたことで衛生意識が向
上。搾乳中の感染拡大防止のため、スト
リップカップの使用、保菌牛搾乳後のミ
ルカー洗浄消毒の徹底を指導。今後は、
保菌分房を特定して乾乳期治療を実施し、
飼養及び搾乳衛生管理の指導と併せて SA
の清浄化を図る。

106.管内大規模酪農場におけるヨーネ病清
浄化への取り組み：茨城県県南家保 藤原
謙一郎

平成26年、管内大規模酪農場（約700頭飼
養）でヨーネ病患畜1頭摘発。その後、年3
回のまん延防止検査で全頭陰性を確認し、1
年で清浄農場へ復帰。当該農場は、育成牛
は飼養せず、初妊牛を外部導入しているこ
とから導入履歴を調査。購入市場及び導入
農場はある程度固定されていることが判明。
このことが、導入時の疾病侵入リスクを低
下させていると想定。また、感染頭数の推
移と今後の検査方法の検討のためシミュレ
ーションを実施。検査方法は、まん延防止
検査を年3回実施する方法（検査1）、まん
延防止検査を年1回×3年間実施する方法（検
査2）を比較。その結果、感染頭数は一定の
頭数で推移し、検査1及び検査2ともに検査
による摘発とう汰の継続が必要。今回、患
畜以外からはヨーネ菌特異遺伝子は不検出、
導入元が固定化されていること等から検査1
を実施。今後、飼養規模や導入頭数等状況
に応じた検査を実施し、ヨーネ病清浄化維
持に努める。

107.大規模農場におけるヨーネ病清浄化対
策の問題点とその対応策：栃木県県北家保
市川優、小島浩一

管内の本病清浄化対策農場は、現在大規
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模5農場を含む6農場。大規模農場での要領
に基づく頻回の全頭検査は農家の負担が大
きく実施が困難。ヨーネ菌排菌牛の効率的
な摘発のため乾乳牛を対象に全頭の遺伝子
検査を定期的に実施。併せて、牛房の環境
材料と比較。採糞は農家の協力を得て実施。
遺伝子陽性牛は約2週間の隔離後、家保が検
体を採取。遺伝子陽性牛と環境材料の遺伝
子量を比較し、排菌と通過菌の違いを判断。
高濃度排菌牛がいた農場において、環境材
料より低濃度に検出された同居牛は、患畜
摘発・殺処分後検出遺伝子量が漸減、検出
限界以下となり通過菌と判断。環境材料よ
り高濃度に検出された牛（患畜基準値未満
牛）は農家が納得し自主とう汰。本法は、
分娩前に排菌牛の効率的な摘発により分娩
房の汚染による新生子牛への感染防止が可
能。農家の理解・協力を得て真の清浄化を
推進するも、要領上の清浄化達成は不透明。
要領改正を期待。

108.サルモネラ症発生農場における防疫対
策の比較と今後の対応：栃木県県北家保
福田恭秀、湯澤裕史

平成23年からの5年間に管内で発生した乳
牛のサルモネラ症7例の防疫対策を比較・検
討し、早期清浄化へのポイントを整理。5例
はつなぎ飼育の搾乳牛、2例は育成牛での発
生。平成25年まではSalmonella Typhimuriu
m(ST)を検出。平成26年以降は非定型STを検
出し、死亡例は認められず。近年、分離株
は抗生剤に対する耐性化が進行。異常発見
から通報まで4～11日、清浄化に要した期間
は平均4か月。比較・検討の結果、症状が緩
慢な症例と抗生剤投与等の対応が不十分な
症例では清浄化まで長引く傾向にあり、早
期発見・通報と適切な初動対応の重要性を
認識。特に飼養牛全頭への抗生剤投与後、
速やかな畜舎消毒及び生菌剤の継続投与が
早期清浄化に有効と判断。そこで、畜主等
へのリーフレット配布により本症の周知と
早期通報を指導するとともに、病性鑑定の
時系列に沿って、畜主、獣医師、酪農組合
等への具体的な指導内容を整理。今後も関
係者との連携強化を継続し、対策をより充
実化。

109.一酪農家でのTrueperella pyogenesを
主体とした育成牛の疣贅性心内膜炎：埼玉
県中央家保 深谷祐加子、吉田輝美

管内酪農家（成牛38頭、育成牛8頭飼養）
で平成27年6月から育成牛（10か月齢）1頭
が、右後肢疼痛・負重困難を呈した後、心
雑音・頚静脈怒張が認められ、起立不能と
なったため7月22日に病性鑑定を実施。剖検
時、皮下組織は水腫状で心臓の三尖弁及び
肺動脈弁に白色疣状物の付着を確認。病理
組織検査では、全身性の水腫性変化及び肝
線維症、疣贅性心内膜炎を確認。細菌検査
では肺、心臓内疣状物及び心臓内疣状物拭
いからTrueperella pyogenes（Tp）、心臓
内疣状物拭いからStreptococcus suis血清

型33型参考株と近縁な既知の種には属さな
いレンサ球菌属菌を分離。以上から本症例
を、Tpを主体とした疣贅性心内膜炎と診断。
抗体保有状況調査では、42頭中28頭（66.7
％）が抗体を保有。4頭の牛で32倍以上の抗
体価を示した。畜舎内の菌数低減のため、
牛舎消毒を実施。併せて環境及び牛体の拭
き取り検査を実施したが、本菌は分離され
なかった。今後も飼養管理の向上を指導し
ていく。

110.Moraxella bovoculiによる牛伝染性角
結膜炎(IBK)の発生及び保菌調査：埼玉県中
央家保 石原径佳、中井悠華

2015年1月に黒毛和種肥育牛1,500頭を飼
育するフリーバーン牛舎で、2週間のうちに
22頭が角結膜炎発症。発症牛2頭の眼結膜ス
ワブを用いた細菌学的検査で、β様溶血を
示すグラム陰性球桿菌を分離、生化学的性
状及びPCR－RFLPからMoraxella bovoculi
（M.bovoculi）と同定。同年6月と10月に、
当該農場で無症状牛の保菌調査を実施。6月
では、12頭中3頭からM.bovoculi、1頭からM
oraxella bovis（M.b）を分離。10月では9
頭調査し、両菌とも分離されず、保菌率は
低下したと考察。当該農場の分離菌につい
て1濃度ディスク拡散法で実施した薬剤感受
性試験では、M.bovoculi5株全てがSM、OTC、
SMX・TMPに耐性、EMに中間の感受性。一方、
M.b1株は前述薬剤全てに感受性。IBKの原因
菌は、M.bとされるが、今回、角結膜炎発症
牛から優位に分離されたM.bovoculiもIBKの
原因菌になり得ると考察。また、当該農場
で分離されたM.bovoculi株は薬剤耐性傾向
にあると推察。

111.乳用牛に発生したマンヘミア症：埼玉
県熊谷家保 向井海渡、御村宗人

平成26年10月8日、管内1酪農場で、成牛1
頭が分娩後、発熱、呼吸器症状等を呈して
死亡、同居成牛には湿性肺雑音が認められ、
病性鑑定を実施。材料は死亡牛（雌、35か
月齢）1頭、同居成牛7頭の発症期と回復期
の鼻腔スワブ。死亡牛では剖検時、胸水貯
留、肺の退縮不全を確認。病理組織学的検
査では、壊死性化膿性気管支肺炎と肺胞壁
壊死部の燕麦様細胞浸潤を確認。細菌学的
検査では、肺と胸水からMannheimia haemol
ytica（Mh）を分離。同居成牛では、1頭でM
hを分離、1頭からMycoplasma bovirhinis、
発症期のみ全頭からMycoplasma dispar（Md）
特異遺伝子を検出。ウイルス学的検査では
死亡牛、同居牛ともに有意な結果は得られ
ず。以上から死亡牛をマンへミア症と診断。
同居成牛検査から、本農場における呼吸器
症状へのMhとマイコプラズマの関与を疑う。
病原性が不明であったMdの成牛呼吸器病へ
の関与も示唆。対策として、Mh感染症ワク
チン使用と農場内消毒徹底を指導。
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112.管内酪農家で発生した牛サルモネラ症
の清浄化への取り組み：千葉県南部家保
松原芳絵、小泉慎一郎

2015年6月下旬、管内酪農家においてSalm
onella Typhimurium（ST）による牛サルモ
ネラ症が発生。主症状は出血、偽膜を伴う
水様性下痢。家保は病性鑑定実施時に、全
頭のサルモネラ検査を行い、畜主に対して
牛舎内の清掃と消毒を指導。病性が判明し
た直後に関係者に広報で発生を周知した。
家畜診療所は飼養牛全頭に牛サルモネラワ
クチンを接種、発症牛及びST排菌牛に対し
て抗生物質の治療を行った。しかし、発生1
カ月後の検査でも、症状回復後の牛1頭、未
発症の牛1頭及び農場内環境からSTが検出さ
れたため、家畜診療所は治療を継続。結果、
発生1カ月半後の検査では、ST陽性であった
上記2頭からのST分離陰性となった。環境拭
き取り検査でもSTは検出されず、10月上旬
に終息とした。畜主の自主的な牛舎の清掃
・消毒と家畜診療所及びその他関係者の協
力を得られたことが早期終息につながった
と考えられた。

113.Aspergillus terreusによる牛真菌性流
産：千葉県中央家保 佐藤隆裕、松本敦子

肉牛繁殖農場で31ヶ月齢の黒毛和種牛が
胎齢177日で流産を起こし、病性鑑定を実施
した。剖検では胎盤の肥厚および混濁がみ
られた。病理組織学的検査で胎盤に真菌増
殖を伴う壊死性胎盤炎および消化管管腔内
に真菌の増殖が認められた。真菌学的検査
では胎子実質臓器と消化管内容物から糸状
真菌が分離され、コロニーの色調や鏡検所
見からAspergillus terreusと考えられた。
最終的に分子生物学的解析によりA. terreu
sと同定した。以上より、流産の原因をA. t
erreusによる真菌性流産と診断した。A. te
rreusは特徴的なアレウリオ型分生子を形成
し、これは他のAspergillus属真菌との鑑別
点として重要であった。真菌の菌種同定は
病理組織学的検査と真菌学的検査の両方を
実施することが必須である。また、流産胎
子を採材する際は胎盤および胎子消化管内
容物を採材することが重要である。

114.管内における牛の細菌性死流産症例の
検討：千葉県南部家保 矢嶋真二、原普

当所管内牛の死流産の病性鑑定ではネオ
スポラ症や細菌性流産等の様々な事例があ
るが、細菌性流産はTrueperella pyogenes
（Tp）及びStreptococcus bovis（Sb）によ
るものが約67%を占める。これらの発生機序
解明を目指し、2004年以降にTp感染と診断
された11症例及びSb感染と診断された7症例
の疫学状況等を検証。死流産胎子の肺及び
胎盤等にグラム陽性菌が炎症細胞と共に見
られた。死流産を起こした母牛では、Tpは
半数が初産時に発生し、2産目までの発生が
約73％であったのに対し、Sbは初産時の発
生は認められず全て2産目以降に発生。死流
産後の飼養日数と分娩回数はTpがSbより多

く、Sbは死流産発生後4例が1産分娩のみ、3
例が不受胎であり、予後不良と判明。また、
Tpでは死流産発生直後のと畜検査で敗血症
と診断された1症例があり、他の膣上行性に
死流産を起こした症例と異なり、敗血症の
一病態として死流産を起こすと推察された。

115.ヨーネ病発生農場の環境からのヨーネ
菌遺伝子検出：神奈川県県央家保 阿部美
樹、吉田昌司

管内酪農場で、平成25年9～10月にヨーネ
病患畜3頭を摘発。その後、平成26年10月ま
でのまん延防止のための検査で遺伝子検査
（定性判定）陽性牛を複数頭確認。ヨーネ
菌汚染状況把握の一助として、環境中のヨ
ーネ菌遺伝子（遺伝子）検出を試みた。採
材は、搾乳舎、育成舎、運動場から13ヶ所、
平成27年3、7、9月に実施。スワブ及び土壌
を検体とし、リアルタイムPCR検査で遺伝子
検出。結果、3月に運動場から、7、9月に搾
乳舎飼槽及び運動場から遺伝子検出。遺伝
子は、搾乳舎及び育成舎では洗浄・消毒に
よりいったん不検出になったが、運動場は
裸地であるため十分な洗浄・消毒が困難な
ために残存し、その後搾乳舎へ持ち込まれ、
搾乳舎飼槽からも検出された可能性。今回
試みた方法は、環境中の遺伝子を検出する
のに有効であると考えられる。十分な洗浄
・消毒が困難な場所では、遺伝子が長期間
存在することが確認されたため、牛舎内に
持ち込まないための衛生管理が重要。

116.腸管出血性大腸菌Ｏ157（Ｏ157）がま
ん延した一酪農場における衛生指導：新潟
県中央家保 山家菜摘美、田中健介

平成27年7月、搾乳牛11頭を飼養する酪農
場において、県独自の安心ブランド事業に
係る衛生検査を実施したところ、10頭から
Ｏ157を分離。検査結果と対策について説明、
立入制限の強化、手指・靴、畜舎・器具等
の洗浄消毒徹底、生菌剤投与等を指導。追
跡調査の結果、1か月後、7頭陰転、2頭継続
分離。2か月後、1頭陰転、1頭継続、1頭新
規分離。3か月後、全頭陰性。分離株のPFGE
による遺伝子解析の結果、すべて近縁と判
明。同一由来株が農場内でまん延したと推
察。侵入経路は不明だが、保菌牛の糞便等
が環境を汚染し、畜主の作業動線により農
場内に拡散、飼槽や水槽の洗浄消毒不足に
より牛と環境を循環したと推察。まん延防
止には、畜舎内の定期的な洗浄・消毒が重
要。Ｏ157の侵入とまん延は、どの農場でも
起こりうるため、検査による排菌牛の把握
と感染源減少・排除対策の実施は公衆衛生
上必要。

117.大規模酪農場における乳房炎対策への
取り組み状況：新潟県下越家保 佐藤香代
子、福留静

良質な生乳生産に対する意識が高い管内
の大規模農場に対し、継続した乳房炎対策
を支援。当該農場はH24年にオンファームカ
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ルチャー(OFC)開始。H26年2月、大腸菌群に
よる乳房炎が増加。敷料検査で大腸菌及び
クレブシェラが乳房炎の発症危険度の指標
以上のため、敷料への石灰添加等により対
策。H26年3月、黄色ブドウ球菌(SA)による
乳房炎が発生。バルク乳体細胞数も増加傾
向であったため、5回の全頭検査によりSA感
染牛21頭を摘発し、盲乳や淘汰を実施。結
果、OFC及び当所検査で陰性化を確認。H26
年7月、バルク乳からMycoplasma bovisを分
離。全頭検査、同検査時乾乳牛の泌乳開始
時検査及び臨床型乳房炎発症牛の検査によ
り摘発した感染牛11頭の淘汰、搾乳衛生対
策及び交差汚染対策を実施し、清浄化。以
降、月1回定期的バルク乳検査と導入牛検査
により現在まで清浄性維持を確認。大規模
農場では特に乳房炎の早期発見及び早期の
徹底した対策が重要。

118.肉用牛肥育農家に多発した肺炎の病理
組織学的および免疫組織化学的検索：富山
県西部家保 岡部知恵、彌栄麻衣子

飼養頭数約200頭の一肉用牛肥育農場で、
2015年9月から2016年1月までに2～6か月齢
の子牛が21頭斃死。病性鑑定実施7頭の組織
所見では、すべて化膿性気管支肺炎と診断。
全頭で気管支～細気管支領域の円形の壊死
巣(円形壊死巣)、4頭で肺胞領域の凝固壊死
(凝固壊死)、3頭で線維素の高度析出および
肺胞での多核巨細胞出現、5頭で小葉間結合
組織の水腫を確認。4頭の複数の肺葉にて、
細菌検査で分離されたMycoplasma bovis(M
b)、Histophilus somni (Hs)、Pasteurella
multocida (Pm)の3菌種について、免疫組

織学的検査(免染)を実施。その結果、4頭す
べてでHs抗原が最多肺葉で認められ、Hｓの
強い関与を推察。円形壊死巣ではMb抗原が、
凝固壊死ではHs抗原が高頻度に検出。Hs分
離症例のうち半数以上で特徴的所見である
燕麦状細胞の出現なし。複数の病原体が関
与した肺炎における正確な病態把握に、免
染の併用が有用。

119.管内のヨーネ病発生状況と防疫対応：
山梨県西部家保 田村洋次、片山努

平成27年度実施した41戸1360頭のヨーネ
病定期検査で3戸4頭の患畜を摘発。患畜確
認時の防疫措置として、患畜の隔離、関係
機関への発生情報の周知、殺処分、患畜確
認時の同居牛検査（患畜以外全頭陰性）、
消毒を実施。まん延防止対策として、年3回
の同居牛検査と、発生農場から繁殖農家へ
の牛の出荷前後に糞便リアルタイムPCR検査
（rPCR検査）を行う移動牛検査を計画。年3
回の内、1回目の同居牛検査では、発生農場
1戸子牛4頭ヨーニン検査陽性、rPCR検査で1
頭陽性を確認し、患畜と診断。患畜の殺処
分後、感染リスクを考慮し、残りのヨーニ
ン陽性子牛3頭を自衛殺。また、出荷前の移
動牛検査では子牛10頭及び成牛20頭の陰性
を確認。出荷後の移動牛検査では、繁殖農
家が購入した子牛1頭の陰性を確認した。今

後も同居牛検査、移動牛検査にて発生農場
の早期清浄化及び他農場へのまん延防止に
努める。

120.乳肉複合経営農場で再発生したサルモ
ネラ感染症：岐阜県東濃家保 丸山美香、
山下博幸

平成26年11月、乳肉複合経営農場（72頭
飼養）より下痢、発熱、泌乳量低下の通報
を受け病性鑑定。5頭からSalmonella Typhi
murium（ST）を分離。発症牛の治療、同居
牛へ生菌剤投与及び場内消毒等清浄化対策
実施。平成27年2月には菌分離されず。5月
に乳牛2頭が再度発症と通報。全頭検査で前
回と異なる3頭からST分離。生菌剤を変更し
清浄化対策を行い、4か月後にはST分離され
ず。環境検査では、和牛育成舎内からS.Inf
antis、同舎内野鳥糞便からST分離。各牛舎
に自動撮影カメラを設置し、和牛育成舎と
繁殖牛舎で鳥類とキツネの侵入を確認。野
生動物がサルモネラ属菌を持ち込む可能性
が判明。分離ST株のパルスフィールドゲル
電気泳動法解析より、野鳥由来株と牛由来
株は区別されたが、初発と再発の菌株では
相同性が高く、農場内残存の可能性を示唆。
以上から、野生動物対策と継続的清浄化対
策及びサルモネラ属菌のモニタリングが必
要。

121.Salmonella Infantisによる牛サルモネ
ラ症発生事例と清浄化の取組：静岡県西部
家保 野元孝子、松本浩二

平成27年2月、管内一酪農家（33頭飼養、
対尻式つなぎ飼い）で、成牛4頭に発熱、下
痢を認めたため、病性鑑定を実施。糞便か
らSalmonella Infantis（以下SI）を分離、
牛サルモネラ症と診断。飼養牛全頭の糞便
検査及び環境ふき取り検査（以下サルモネ
ラ検査）の結果、飼養牛16／33頭（48.5％）、
環境6／18検体（33.3％）からSIを分離。発
症牛に抗生剤投与、全頭に生菌剤投与を実
施、飼槽等の消毒や農場内通路等への石灰
散布を指導。その後、4～12月にサルモネラ
検査を計8回実施したところ、4月（1回目）
の検査では、飼養牛に下痢等の症状はなか
ったが、飼養牛25／34頭（73.5％）、環境1
7／18検体（94.4％）でSIが分離。10月（6
回目）の検査で飼養牛からの分離はなかっ
たが、環境から3／18検体（16.7％）で分離。
早期の清浄化と農場内での汚染拡大リスク
低減のため、作業工程や動線を分析し、対
策上重要な工程や管理事項は、作業手順等
を文書化して指導。

122.酪農家におけるサルモネラ清浄化及び
生産性向上に向けた取り組み：静岡県東部
家保 鈴木一歩、田﨑常義

平成25年4月、乳牛310頭を飼養する酪農
家で、血便を伴う水様性下痢により成牛6頭
が死亡し、サルモネラ症（Salmonella O4:i
:-）と診断。牛舎の清掃・消毒及び踏込み
消毒槽設置、保菌牛への抗菌剤及び生菌製
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剤投与などを指導した結果、平成25年6月以
降、成牛で臨床症状はみられなくなったが、
その後3回の検査では子牛直腸便及び環境か
らサルモネラが検出、平成26年4月には子牛
でサルモネラによる下痢がまん延。共済獣
医師と連携し、虚弱子牛の隔離・淘汰、子
牛の単独飼育、堆肥舎専用ローダー設置、
乾乳牛へのワクチン接種を指導。その結果、
平成26年11月には子牛の下痢は治まり、平
成27年の検査で3回陰性を確認し、農場の清
浄化を達成。清浄化には継続的かつ集中的
な指導が必要。その後、当農場では蹄病に
よる死廃牛の発生が続いており、今後は牛
群の肢蹄を監視し、生産性向上を目指して
指導を継続。

123.Klebsiella pneumoniaeによる子牛の髄
膜脳炎：愛知県中央家保 安家望美、内山
慎太郎

神経症状を呈した3週齢の交雑種雄子牛に
ついて、解剖所見における大脳溝の膿様物
質貯留、病理組織学的検査における大脳か
ら脊髄の広範囲にわたる化膿性髄膜炎、大
脳線条体付近及び脊髄実質の壊死巣におけ
る多数のグラム陰性桿菌像、細菌学的検査
における大脳を中心とした全身各臓器から
のグラム陰性桿菌の分離から、細菌性髄膜
脳炎と診断。病変部を用いたHistophilus s
omni遺伝子検査陰性、脊髄を用いた16SrRNA
シーケンスにおけるKlebsiella pneumoniae
（K.p）との高い相同性、免疫組織学的検査
における大脳及び脊髄の病変部で抗K. p免
疫血清に対する強い陽性反応が確認された
ことから、K.pによる髄膜脳炎と診断。リン
パ球の減少、皮髄不明瞭及び結合織の発達
から胸腺の萎縮、免疫機能障害と診断。何
らかの原因により当該子牛が免疫機能障害
となり、環境中或いは常在K. pが血行性に
移行、脳脊髄液に侵入し、髄膜脳炎を発症
したと推察。

124.肉用牛繁殖肥育農場で発生したSalmone
lla Newportによる子牛の下痢症と対策：三
重県北勢家保 松村一輝、吉戸あすか

管内肉用牛繁殖肥育農場で平成２７年４
月からカーフハッチへ移動した子牛群で下
痢等の症状を呈する個体が発生したため、
当所にて死亡牛と糞便等について病性鑑定
を実施。解剖所見では腸間膜リンパ節腫脹、
大腸の充出血、偽膜形成がみられ、細菌検
査では死亡子牛の臓器、大腸内容および糞
便からSalmonella Newport（以下SN）を分
離。農場内環境検査では子牛育成舎、分娩
舎、繁殖牛舎でSNを分離。対策として①SN
の薬剤感受性試験結果をもとに、発症牛へ
の有効薬剤の投与。②牛床、通路の洗浄消
毒や発生牛舎での長靴の専用化③感染拡大
防止の為に発症牛の隔離を実施した。対策
後、7月には子牛の死亡は見られなくなり、
下痢等の症状を呈する牛は減少。10月の環
境検査でSNが検出されなかった。今回は発
生が農場全体に拡大することなく、短期間

で終息したことから消毒や衛生管理の重要
性が認識された。

125.牛呼吸器病より分離されたMycoplasma
bovisの薬剤感受性：滋賀県滋賀県家保 三
松美智子

平成26年1月～27年8月に呼吸器症状を呈
し、病性鑑定を行った黒毛和種子牛5農場8
症例由来Mycoplasma bovis(Mb)16株の薬剤
感受性を調査。MIC範囲はタイロシン(TS)12.
5～25.0μg/ml、チルミコシン(TMS)25～100
μg/ml、リンコマイシン(LCM)0.8～3.1μg/
ml、オキシテトラサイクリン(OTC)3.1～25.
0μg/ml、カナマイシン（KM）12.5～50.0μ
g/ml、フロロフェニコール(FF)3.1～12.5μ
g/ml、エンロフロキサシン(ERFX)0.1～12.5
μg/ml。TS、TMS、OTC、KM、ERFXに耐性傾
向、LCMに感受性維持。Mbは薬剤耐性5パタ
ーン、RAPD-PCR4パターン、PFGE6パターン。
同一の肥育農場で薬剤耐性、PFGEパターン
の異なる株を確認。繁殖肥育一貫経営2農場
で異なる時期に薬剤耐性、PFGE、RAPD-PCR
パターン類似株を確認。肥育農場で新しい
株が頻繁に侵入していることが推察され、
今後も継続して薬剤感受性状況の調査を行
い、有効な抗菌性物質が限られている中で、
農場に合わせた的確な呼吸器病まん延防止
対策を図っていくことが重要。

126.管内3農場で散発的に発生した牛ボツリ
ヌス症の府内初発事例：京都府南丹家保
山本哲也、極山 太

【はじめに】牛ボツリヌス症の府内初発
事例を確認したので報告する。【経過】平
成27年3月、管内畜産密集地域内のA農場(酪
農)で2頭が起立不能を呈し、病性鑑定を実
施。初発に続き、直線距離で約6.5km離れた
B農場(肉用肥育)、4月にA農場近隣のC農場
(酪農)でも同様の症状を呈する牛を確認。3
農場合計で発症21頭、鑑定殺を含む死亡17
頭を確認。【結果】A及びC農場の発症牛各1
頭からD型毒素遺伝子（D/Cモザイク型）を
検出し、本症と診断。小腸充出血等の病理
解剖所見、病理組織検査で回腸粘膜下組織
小動脈壁のフィブリノイド変性等を確認。
環境材料ではA農場のカラス糞からD型毒素
遺伝子(D/Cモザイク型)を検出。4月19日の
最終発生で終息。【まとめ】本症を疑う時
点から関係者への情報提供・注意喚起、牛
舎消毒、カラス対策、近隣農場を含めたワ
クチン接種により感染拡大を防止。今後の
発生に備えて「対応マニュアル」を作成。
カラスが感染源である可能性が強く示唆さ
れた貴重な事例。

127.腸管出血性大腸菌サーベイランスによ
る畜産物の安全・安心の取り組み：大阪府
大阪府家保 岡本正和、前角高広

当所では、腸管出血性大腸菌（以下EHEC）
サーベイランスによる府内産畜産物の安全
・安心への取り組みを実施、その概要を報
告。【材料及び方法】府内牛飼養農家を対
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象に、飼養頭数の10%以上の個体糞を採取、
厚生労働省「腸管出血性大腸菌（EHEC）検
査・診断マニュアル」に準じた方法で、VT
遺伝子検出法とO157の分離同定（平成26年
以降はO26、O111を追加）を実施。【結果及
び考察】平成19～20年に5戸の農家でO157陽
性。陽性農家に対し、状況把握のための確
認検査を行い、併せて生菌剤投与及び消毒
等の対策指導を実施。対策後の清浄性確認
検査で全事例陰性を確認、平成21年以降の
サーベイランスにおいても全農家陰性で推
移。サーベイランスにより、保菌状況の把
握や陽性時の早急な対応に加え、畜主の意
識向上による生菌剤の積極的使用や消毒の
徹底など衛生管理改善が認められた。さら
なる安全・安心な畜産物生産の確保のため、
今後もEHECサーベイランスを継続していき
たい。

128.リアルタイムPCRを利用した乳房炎起因
菌の検出：大阪府大阪府家保 大塚宏美

当所では従来より乳房炎検査等を実施し
ているが、より迅速なバルク乳スクリーニ
ング検査のため、リアルタイムPCR（qPCR）
を用いて乳房炎起因菌の検出を試みた。qPC
Rは、Staphylococcus aureus（SA）とMycop
lasma bovis（Mbo）について実施。また、D
NA抽出方法、プライマー、試薬および反応
条件を検討。更に、府内酪農家4戸63検体の
個体乳等を用い、qPCRによる遺伝子を検出。
条件検討の結果、DNA抽出は酵素処理と熱抽
出を併用し、反応条件は95℃5秒、55℃10秒、
72℃20秒、50サイクルとした。個体乳等の
細菌検査では4検体からSAを分離、qPCRでは
17検体が陽性。Mboは従来のPCRおよびqPCR
ともに全検体で陰性。今回の検討により、q
PCRは短時間で多検体処理が可能であり、検
出感度も高く、バルク乳スクリーニング検
査に活用し、より迅速な酪農家への搾乳衛
生指導に役立てることが可能。今後、他の
乳房炎起因菌についても検討していきたい。

129.中耳炎発生を契機とした肉用牛育成場
の衛生対策指導：大阪府大阪府家保 堂之
本琢人

【発生概要】70頭規模の肉用牛育成場で
平成27年4月下旬に約2～3ヵ月齢の育成牛6
頭が発熱、斜頸、耳介下垂、外耳道に膿貯
留。内1頭が予後不良と診断され病性鑑定を
実施。右肺前葉と右耳の中内耳道に膿瘍が
形成されMycoplasma bovis(Mb)を分離。免
疫染色で膿瘍周囲にMb抗原を確認。Mbが関
与した中耳炎と診断。【農場状況】経営開
始から日が浅く、管理者は子牛の飼育に不
慣れで飼養養衛生管理の不備あり。多数の
酪農家から1～2週齢の幼齢子牛を導入し、
中耳炎の他に呼吸器病コクシジウム症等の
発育阻害疾病が頻発。【対策】子牛が健康
的に発育し体調を維持できる衛生的な飼育
環境整備を目的に、飼養衛生管理基準の遵
守徹底、衛生プログラムの構築、牛舎内環
境の改善に着手。中耳炎発症牛は診療獣医

師の協力の下、耳道洗浄を定期的に実施。
【結果】飼養環境は大幅に改善。中耳炎、
呼吸器病等の続発なく、中耳炎発症牛は加
療により回復。管理者の増頭意欲が向上。
指導を継続。

130.管内のヨーネ病発生事例：兵庫県和田
山家保 寺谷知恵、瀧麻香

平成27年6月、管内4年ぶりのヨーネ病患
畜（リアルタイムPCR検査結果：25.94pg/2.
5µl）を摘発。①患畜精密検査②清掃消毒後
の農場環境調査③分離ヨーネ菌分子疫学的
解析（VNTR型別、MLSSR型別）を実施。①広
範囲の腸管及び腸間膜リンパ節に肉芽腫病
変と抗酸菌を確認し、病変部からヨーネ菌
分離及び遺伝子検出。②清掃消毒後の農場
環境材料からヨーネ菌遺伝子を検出（21検
体/31検体）、うち2検体で菌分離。4か月後
再度清掃消毒を実施、その後の環境材料か
らもヨーネ菌遺伝子が検出（6検体/21検体）
されたが、遺伝子量は減少。③患畜分離株
及び環境分離株は同一由来であり、北海道
で多く認められるMap-1-a型と示唆。患畜は
ヨーネ菌を多量に排菌していたが、環境調
査結果から、他に排菌牛は存在しないと推
察。本事例の患畜は県外で感染後導入され
たことが示唆されたため、導入時のヨーネ
病検査の重要性を再認識。

131.繁殖・肥育農家の肥育牛におけるボツ
リヌス症の発生例：奈良県奈良県家保 森
山美奈子、中西晶

2015年8月初旬、肥育牛約920頭、繁殖牛
約150頭の繁殖・肥育農家の肥育牛にて3頭
が急死、10頭が後躯麻痺、起立不能、流涎
等の症状。起立不能後死亡した2頭の病性鑑
定を実施、肺にうっ血水腫、心臓・肝臓・
腎臓にうっ血、出血。一般細菌検査で有意
菌分離されず。ボツリヌス検査では、直腸
内容を増菌培養し培養液中の毒素検出（マ
ウス試験）を行い、マウスは特有の神経症
状を呈し死亡。C型及びD型ボツリヌス抗毒
素血清を用いた毒素型別試験（マウス試験）
で培養液中にC型及びD型ボツリヌス毒素を
検出、ボツリヌス症と診断。当該パドック
の残飼では、上清の毒素検出（マウス試験）
でマウスが特有の神経症状を呈し死亡、D型
ボツリヌス毒素遺伝子を検出、発生原因の
可能性示唆。奈良県農業共済組合連合会の
獣医師と家保が農家を指導、当該パドック
を空にし、飼槽、牛床等の清掃及び消毒後、
長期の空舎期間をとる等、農家に迅速な対
応を促し、続発は確認されていない。

132.本県におけるリアルタイムPCR(qPCR)法
を軸としたヨーネ病防疫対策と今後の課題
：島根県家畜病鑑室 坂本洋一、原由香

本県ではヨーネ病検査として、導入牛お
よび出荷牛(カテゴリーⅡ農場) については
qPCR法を優先、定期検査(5条検査)およびそ
の他の検査については、qPCR前に予備的抗
体検出法(S-ELISA法)を組み入れ、陽性牛の
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みqPCR法を実施。qPCR検査例数は平成25年
度1,207例、26年度1,428例、27年度(12月末
時点)1,052例。これまでにqPCR法により3頭
の患畜と1頭の定性陽性牛を摘発。S-ELISA
を経ない導入牛検査で摘発した2頭の患畜に
ついて、法令殺時の血清を用いS-ELISA法に
よる検査を実施したところ、2頭ともに陰性。
qPCR法を優先していることで、県内への患
畜導入を回避。今後、より一層のヨーネ病
防疫対策推進のためには、qPCR法の有効活
用が必須。そのためには診断用試薬による
高額な経費やDNA抽出業務等の負担軽減が必
要で、代替試薬の有効活用や農家負担軽減
のための支援対策事業の要件緩和等、qPCR
法を実施しやすい環境整備が必要。

133.酪農場におけるサルモネラO4群およびO
8群分離事例：島根県出雲家保 藤原浩美、
高橋優

管内酪農場において発熱および下痢を呈
する牛の病性鑑定を実施した結果、サルモ
ネラO8群を分離、Salmonella Newport（SN）
と同定。浸潤調査でO4群も分離し、Salmone
lla Typhimurium（ST）と同定。畜舎環境消
毒や生菌剤投与の結果、1か月間隔4回の糞
便検査でサルモネラ陽性率は79.6%、41.7%、
36.7%、18.0%と推移。薬剤感受性試験（一
濃度ディスク法）でO4群はCTX、K、ERFXで
感性、TSで耐性、O8群はAM、CTX、S、K、ER
FXで感性、TSで耐性。抗体検査（血球凝集
反応）でSNの陽性率は6月4.4%、11月40.9%、
STの陽性率は6月1.4%、11月5.1%。SNおよび
STの農場への侵入経路は不明だが、発熱お
よび下痢を呈した初発の時期が農場の泌乳
量が過去最大となっていた時期と重なり、
泌乳ストレス等で抵抗力が低下していた個
体に感染し牛群に広がったと推察。SNは近
年報告されている多剤耐性SNとは薬剤感受
性が異なり、症状も軽度。STも分離された
が、下痢や発熱等の臨床症状は認めず。

134.Histophilus somni(Hs)遺伝子改変株を
用いた生菌免疫試験：島根県家畜病鑑室
原由香

動衛研ではHs生ワクチンの実用化に向け、
遺伝子改変株(免疫株)を作製、2011年より
免疫試験を実施。今年度は約2か月齢のホル
スタイン種4頭(免疫群2頭、対照群2頭)を供
試。免疫群には免疫株を鼻腔内接種。8週間
後、供試牛の肺を野外株にて攻撃し、1週間
後に解剖。免疫株は鼻腔内に3週間以上定着
し、免疫群に血清中IgG産生を確認。しかし、
免疫牛の1頭は攻撃翌日に全身状態が悪化
し、対照牛の1頭は臨床症状をほぼ認めなか
ったため、確実な効果を証明できず。本傾
向は過去の試験でも認められ、原因検索と
して、過去5年間の供試牛63頭の肺乳剤より
他の病原体の検出を試みた。遺伝子検査（牛
ヘルペスウイルス、牛伝染性鼻気管炎ウイ
ルス、牛RSウイルス、牛コロナウイルス）
は全頭陰性。また強い病原性を示すマイコ
プラズマも分離されず関与は否定的。今後、

供試牛の免疫状態および胸腺スコアの検討
等、結果がばらつく他の要因の検討も必要。

135.リング去勢による破傷風の発生と対策
：岡山県真庭家保 笹尾浩史

本県では、子牛市場上場牛の去勢方法は
リング去勢が主流（H26年度63%）であるが、
去勢部位が傷になりやすく破傷風に罹患す
る子牛が散見される。破傷風は致死的転機
をとり、農家の経済損失は非常に大きく、
看過できないため、平成24年度から26年度
まで3年間の上場子牛の生産履歴と出荷成績
及び県内の本病の発生状況を調査。本病発
生の届出のあった25件のうち22件が去勢を
原因とするものであり、全てリング去勢で
あった（P<0.01）。農協別ではリング去勢
の割合が高い真庭地域、阿新地域で発生が
多く、反復発生した農家も存在。時期は夏
期が有意に高かった（P<0.01）。また、リ
ング去勢は出荷成績に影響が認められた。
破傷風対策として、本病発生歴のある農家
では、別の去勢方法への転換を指導。定着
しているリング去勢法については、装着方
法の改善を啓発しているところであり、今
後は診療獣医師や生産者団体との連携を広
げていきたい。

136.肉用牛繁殖農場で発生した牛マイコプ
ラズマ肺炎の衛生対策：山口県東部家保
楠瀬若菜、村田風夕子

H27年4～5月に1～3ヵ月齢子牛12頭で呼吸
器病が散発的に発生。重症化した1～8ヵ月
齢子牛5頭を6～8月に病理解剖。鼻腔・肺か
らPasteurella multocida、Mycoplasma(M.)
bovis、M.dispar、牛RSウイルス等を検出。
M.bovis(Mb)は、H23年に本農場で検出したM
bと同一由来と判明。子牛抗体検査より、現
行ワクチンプログラムが有効であり、野外
株の流行もみられなかった。聞き取り調査
より、H23年から導入された飼養衛生プログ
ラムが継続されていたものの、牛舎の消毒
回数が時間経過とともに減少。牛床交換・
消石灰散布を、呼吸器病発生前の0～1回/月
→H27年6月2回/月、ヨウ素系殺菌消毒剤に
よる煙霧消毒を1回/月→1回/3日に増加する
よう指導。母子分離時期を4日齢から7日齢
に延長し、離乳ストレスを軽減。H27年8月
以降、呼吸器病の新規発生・死亡はなし。
今後も、関係機関との連携により、徹底し
た消毒をはじめとする対応を実施予定。

137.牛の呼吸器由来Pasteurella multocida
の薬剤感受性調査：山口県中部家保 大石
大樹、山下太郎

牛の呼吸器病は農場の経済的被害が大で
近年薬剤耐性菌の出現が問題。牛呼吸器由
来P.multocidaについて寒天平板希釈法によ
る薬剤感受性調査を実施し、一濃度ディス
ク法で耐性目安を設定。平成11～27年度に
分離されたP.multocida155株を用い、7薬剤
（アンピシリン(ABPC)、カナマイシン(KM)、
オキシテトラサイクリン(OTC)、タイロシン
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(TS)、チアンフェニコール(TP)、フロルフ
ェニコール(FF)、エンロフロキサシン(ERFX)
の最小発育阻止濃度(MIC)を測定。ABPC、KM、
OTC及びTPにおいて耐性確認。耐性率はABPC
;1.9%、KM;7.1%、OTC;3.9%、TP;4.5%。耐性
株は平成20年度に初分離以降毎年度分離。
耐性株は特定の6農場で分離。調査期間を通
じたMIC50は、国内の既報と同様の傾向。MI
Cと一濃度ディスク法の比較では、MICに反
比例して阻止円が小さくなる傾向。P.multo
cidaの判定基準のなかったKM及びOTCについ
て、ディスク法の耐性の目安を設定し、現
地家保での検査範囲が拡大。

138.県内初となる牛の脳炎型リステリア症
の病理組織学的検索：山口県中部家保 鳴
重寿人、入部忠

H26年8月に旋回運動、流涎を呈し2日後に
死亡したホルスタイン未経産牛について病
性鑑定を実施。病理組織学的検査で、脳幹
において左右非対称性の微小膿瘍並びにリ
ンパ球、マクロファージ主体の囲管性細胞
浸潤を多発性に確認。微小膿瘍では少数のL
isteria monocytogenes(LM)抗原を検出。
また、同病変部においてIba-1抗原は認めら
れたものの、病変及びその周辺にGFAP抗原
の増数は認められず。細菌学的検査で、大
脳、小脳、脳幹及び頚髄においてLM（血清
型4b）を分離。ウイルス学的検査で、ウイ
ルスの関与を認めず。以上の結果から本症
例をリステリア症と診断。脳幹に主座する
微小膿瘍を伴う化膿性病変が神経症状の原
因と推察。病変部における少数のLM抗原の
検出は、生体反応による菌数減少と考えら
れ、感染後ある程度の日数経過と推察。ま
た、慢性化した際にみられる星状膠細胞の
増生が確認できないことも併せて、亜急性
の経過を経て斃死したと推察。

139.Histophilus somniが分離された乳房炎
の1症例：山口県中部家保 蓮田安信、大石
大樹

2015年4月下旬、約50頭規模の酪農場で飼
養の6歳のホルスタイン種が左前後乳房で乳
房炎症状を呈し、治療後一旦改善、5月上旬
に左前乳房の乳房炎が再発し、細菌検査でH.
somniを1.7×10

4
CFU/ml分離。その後の約1

か月間に5回、左前乳房の乳汁を用いた細菌
検査で本菌は未検出。抗生物質治療を続け
るも慢性化し6月中旬に当該乳房を盲乳処
置。乳房炎罹患と体細胞の多い同居牛4頭5
検体の乳汁及びバルク乳の細菌検査を実施
し、本菌は未検出。本症例の分離株及び199
9～2015年に山口県で分離された本菌計23株
について、11薬剤を用いた薬剤感受性試験
及び主要外膜蛋白(MOMP)遺伝子の塩基配列
解析を実施。本症例の分離株は、薬剤感受
性試験では過去分離株と違いを認めず。MOM
P遺伝子の塩基配列解析で過去分離株とは別
のグループに属し、由来が異なると推察。
海外の既報と同様に、本症例は単発で慢性
化。H.somniによる乳房炎の国内症例報告は

確認できず、貴重な症例。

140.管内黒毛和種繁殖農家における破傷風
発生と対応：山口県西部家保 伊藤博志、
引田久美子

H26年度に管内和牛繁殖農家2戸で各1頭の
破傷風発生。症例①繁殖牛18頭飼養、周囲
に山林近接。観血去勢後の6ケ月齢子牛が7
月9日に歩様強拘、強直性痙攣等発症、7月1
3日に鑑定殺。症例②繁殖牛29頭飼養、H25
年度に山林に隣接する畜舎を新築し飼養開
始、放牧準備で裏山整備中。H27年3月18日
分娩の繁殖牛（6才）が胎盤停滞発症、同29
日牙関緊急、強直性痙攣等を呈し同30日死
亡。両症例とも、臨床症状・疫学状況から
破傷風と診断。当所は畜主への対応説明・
発症牛処置を迅速に完了。発生牛房の敷料
除去、洗浄・消毒、汚染物品搬出・焼却実
施。Clostridium tetani（以下C.t）検索の
ため症例①の陰嚢、症例②の子宮を採材し
細菌検査実施。いずれも遺伝子検査で破傷
風毒素陽性。16rRNA領域のシークエンスで、
症例②のみC.tと同定。環境中のC.tが症例
①は陰嚢、症例②は子宮から侵入、菌増殖
に伴う破傷風毒素産生により神経症状を呈
したと推察。関係機関の連携で迅速的確な
対応がなされた。

141.呼吸器病多発農場における薬剤耐性菌
調査：山口県東部家保 村田風夕子

管内黒毛和種繁殖農場において子牛の難
治性呼吸器病が多発。呼吸器からエンロフ
ロキサシン(ERFX)を含む多剤耐性Mycoplasm
a bovis、E.coliが分離され、呼吸器病難治
化の要因の一つと推察、子牛由来E.coliの
薬剤感受性について調査実施。病性鑑定由
来E.coli(4頭11株)及び半年後の子牛保菌状
況調査由来E.coli (32頭320株)について、
ディスク法によりERFX等に対する薬剤感受
性試験を実施。病性鑑定由来E.coliは4頭10
株（91%）、子牛保菌状況調査由来E.coliは
1頭5株(1.6%)がERFX耐性。子牛保菌状況調
査でERFX耐性菌が分離された子牛はハッチ
において単独飼育、治療歴なし。呼吸器病
終息後はERFXはほぼ不使用、比較的短期間
でERFX耐性率が低下する可能性。ERFX投与
歴のない子牛からERFX耐性株が分離され、
耐性菌の定着には十分な注意が必要。病性
鑑定由来E.coliはすべて4薬剤以上に耐性、
子牛保菌調査由来E.coliは半数以上が多剤
耐性であり、治療薬の選択に注意が必要。

142.頭蓋底内耳孔部に膿瘍形成の見られた
牛のマイコプラズマ感染症1症例：徳島県西
部家保 阿部敏晃

F1約200頭を飼養する肥育農家で、8月6日
導入のF1（10ヶ月齢･♂）が、8月中旬より
頭部両側頬部の腫れ、採食･飲水不自由を呈
し、8月下旬頃にはふらつき、転倒を示すよ
うになり、介助なしでは起立不可となった。
患畜は、眼瞼麻痺が疑われ、舌の動きも不
円滑。食欲は旺盛だが、予後不良と判断し、
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10月10日剖検。頭蓋底左側内耳孔部に径25m
m及び30mmの2つが癒合した形の腫瘤、右側
同部に径10mm×15mmの腫瘤2つを認め、いず
れも骨膜様の膜で被包され、淡黄緑色乾酪
様物が充満。延髄左側面には腫瘤による圧
痕形成。生前の諸症状は、腫瘤による脳神
経圧迫に起因するものと判断。中･内耳には
固有構造は確認出来ず、乾酪様物が充満。
病変部は、有意菌分離陰性であったが、鼻
腔拭い液からMycoplasma bovis(M.bovis)分
離。腫瘤は、組織学的検査で膿瘍と確認さ
れ、免疫組織化学では病変部にM.bovis陽性
抗原確認。以上よりマイコプラズマ感染症
と診断、発症時期から、導入時既に病変形
成があったと推測。

143.黒毛和種に発生したNeisseria mucosa
による疣贅性心内膜炎の１例：徳島県徳島
家保 山本由美子

ナイセリア属菌は淋菌および髄膜炎の原
因菌以外は非病原菌とされる口腔内常在菌
であり、Neisseria mucosa（以下N.m）が牛
の疣贅性心内膜炎に関与した国内報告はな
い。平成26年9月、13ヶ月齢の黒毛和種が尿
石症および食欲不振を呈し死亡、当所にて
病性鑑定を実施。病理解剖検査では、僧帽
弁に約5×3cm大のカリフラワー状結節形成、
重度肺水腫、胸水貯留、尿管結石を確認。
細菌検査では、弁膜結節部からN.m分離、主
要臓器、膀胱、血液からは菌分離なし。死
亡前日の血液検査では、Ht 18.9%、Hb 5.8g
/dl、RBC 543×10４/μl、BUN 45mg/dl、Cre
2.3mg/dl。病理組織学的検査では、弁膜結

節部に細菌塊を伴う化膿性炎症がみられ、
グラム染色で細菌塊はグラム陰性球菌であ
ることを確認。以上の所見より、N.mによる
疣贅性心内膜炎と診断。尿道内の結石は少
量であったこと、尿閉の所見はみられなか
ったことから、肺水腫などの循環不全は弁
膜結節による血流阻害が原因と推察。

144.乳肉複合経営農家で発生した子牛のサ
ルモネラ性下痢症対策：香川県西部家保西
讃支所 宮本純子、合田憲功

今回、管内の乳肉複合経営農家において
子牛のサルモネラ性下痢症の発生があり、
その対策を実施したので報告。平成27年8
月に哺乳ロボット導入牛房にて子牛の下痢
が発生との連絡から病性鑑定を実施。結果、
Salmonella Ugandaが分離されサルモネラ
性下痢症と診断。対策として①子牛14頭の
糞便および環境材料（牛床、敷料、カウハ
ッチ等）18検体のサルモネラ確認検査、②
予防的措置として共済獣医師による子牛全
頭への抗生物質投与、③発生牛房の清掃・
水洗・消毒・消石灰乳の塗布、④対策効果
の検証検査として子牛14頭の糞便および環
境材料15検体の検査を実施。検証検査で、
子牛1頭に継続感染を確認したので個別対
策（隔離飼育、投薬）を実施し、陰性を確
認後通常飼育に復帰。発生の原因として、
牛床でのサルモネラ菌常在化、子牛のスト

レス、慢性的人手不足が示唆されるため、
今後、消毒の励行や飼養頭数・管理方法等
の見直しについて継続的に検討する方針。

145.PCR法利用で牛ボツリヌス症の防疫対応
を迅速にした事例：香川県東部家保 森西
恵子

平成27年2月、管内牛農家3戸で突然の起
立不能に続く斃死が多発。死亡牛54頭中10
頭の病性鑑定実施。各死亡牛の第一胃・小
腸内容のボツリヌス毒素遺伝子検査（増菌
培養なしPCR法）でD型毒素遺伝子が5頭陽性。
環境材料ボツリヌス毒素スクリーニング検
査（増菌培養後PCR法）も実施し、野鳥糞便
からD型毒素遺伝子検出（1農家/3農家）。
牛ボツリヌス症を疑い、剖検翌日には農家
に牛舎清掃消毒、起立不能牛隔離、野鳥対
策（特にカラス）、ワクチン接種を指導。
毒素遺伝子陽性検体のボツリヌス毒素検査
は3頭でD型毒素を検出（大阪府立大学依
頼）、本症例は牛ボツリヌス症と診断（2農
家/3農家）。指導後も環境スクリーニング
検査を実施、全検体陰性確認。続発なく早
期終息。3農家には共通する疫学関連情報少
なく、野鳥糞便による環境汚染が発生原因
と推察。今回は検体を増菌培養せずPCR法を
行うことで防疫の迅速対応が可能になった
事例。

146.成乳牛における牛サルモネラ症の発生
と防疫対策：愛媛県中予家保 中山晃子、
稲垣祝
平成27年8月末、飼養頭数53頭の酪農場に

おいて成牛6頭が発熱や下痢症状を呈してい
る旨、診療獣医師から家保に連絡。病性鑑
定の結果、Salmonella Typhimurium(ST)に
よる牛サルモネラ症と診断。直ちに、有効
薬剤を発症牛へ投与し、子牛を含む全頭へ
の生菌剤の投与及びワクチン接種を順次実
施。さらに、牛舎内外の消毒徹底、集乳車
の順路変更、子牛の出荷自粛、共同堆肥場
の消毒徹底等の防疫対策を指導。また、糞
便及び環境材料のサルモネラ検査を約3週間
毎に実施したところ、発生当初は発症牛12
頭の他に5頭で排菌がみられたが、11月中旬
には2回連続でSTの検出はなかった。今後は、
出荷子牛の糞便検査及びワクチン接種を1年
間継続し、1年後に糞便と環境材料の検査及
び全頭への追加ワクチンを接種予定。今回
の発生では、畜主や関係機関の迅速な対応
により、子牛での発生や周辺農家への波及
を防ぎ、約2か月半での早期終息に至った。

147.大規模酪農場でのヨーネ病発生事例：
高知県中央家保 千頭弓佳

平成26年7月、家畜伝染病予防法第5条に
基づくヨーネ病検査にて、県内の大規模酪
農場で、搾乳牛2頭がリアルタイムPCR法に
よる検査（以下qPCR検査）陽性となり患畜
として摘発。その後、高知県牛ヨーネ病防
疫対策実施要領に基づく計5回の同居牛検査
を実施し、のべ11頭の患畜を摘発。糞便中
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ヨーネ菌DNA量は0.0026～5.07pg/2.5μl。
ヨーネ病の特徴とされる腸管粘膜の肥厚・
皺襞形成の程度は様々。追加検査として、
ヨーネ病検査マニュアルに示されている採
材部位9か所のDNA量を測定。腸管や付属リ
ンパ節のDNA量は、特定部位で多い傾向はな
く、肉芽腫病変形成の程度との関連も認め
られず、ヨーネ病の病態の複雑さを再認識。
また、同一個体でも採材日によって糞便中D
NA量が変動。qPCR検査時に定性判定陽性、
定量判定陰性となった個体は、後日患畜に
転じる可能性あり。自主淘汰されなかった
場合、追跡検査が必要。

148.黄色ブドウ球菌性乳房炎が多発する１
農場での体細胞数低減への取組：高知県中
央家保香長支所 加藤瑞穂、橘川雅紀

管内M農場において、平成26年1月からバ
ルク乳の体細胞数が急増。家畜診療所とと
もに実施した細菌検査の結果、搾乳牛21頭
中10頭18分房で黄色ブドウ球菌を確認。ラ
クトコーダーデータおよび搾乳風景を撮影
したビデオ映像を用いて問題点を指摘。同
手法は3年前にも実施。長年の習慣を改善さ
せることは極めて困難であることを改めて
認識。菌の特性を説明し盲乳、淘汰、乾乳
前治療の推奨。搾乳順序の入れ替え、搾乳
器具の充実、搾乳手技の改善などを指導。
その結果、対前年同月期、体細胞数は大幅
に低下し現在も継続。新たな感染牛も認め
られていない。今後も引き続き黄色ブドウ
球菌を中心としたモニタリング検査及び手
順の確認等を定期的に行い、清浄化を目指
す。

149.ヨーネ病発生農場の清浄化に向けた取
組み：福岡県筑後家保 濱田恭平

平成26年5月、飼養頭数109頭、フリーバ
ーン方式の乳用牛飼育農家にて、家畜伝染
病予防法第5条の検査でヨーネ病患畜（患畜）
を2頭摘発。その後、概ね4か月間隔で家畜
伝染病予防法第51条の検査（51条検査）を
実施し、平成27年1月1頭、9月2頭の患畜を
摘発。患畜はすべて自家産。環境のヨーネ
菌検査を平成27年3月と9月に実施。3月はフ
リーバーン及び乾乳パドック敷料からヨー
ネ菌DNA（菌DNA）を検出したため、乾乳パ
ドックの敷料交換、洗浄消毒を実施。9月は
3月検出場所に加え搾乳待機場及び隔離パド
ック敷料、堆肥、長靴の底、飼槽用ほうき
から菌DNAを検出。これは9月摘発の患畜が
菌を排泄したためと推察。他の環境清浄化
対策として、子牛飼育エリアへの菌侵入防
止のため踏込消毒槽及びエリア別作業道具
の設置、フリーバーンの敷料交換頻度促進
及び消石灰散布を指導。また51条検査、後
継牛の生産中止、県外導入牛ヨーネ検査の
徹底により、牛群清浄化を実施中。

150.牛のサルモネラ症集団発生事例：福岡
県中央家保 甲斐田美菜、森永結子

サルモネラ・ティフィムリウム（ST）の

サルモネラ症集団発生に対する清浄化対策。
飼養頭数47頭中21頭でSTのサルモネラ症が
発生。全頭検査で成牛40頭中38頭からST分
離。環境検査で農場内大部分からST分離。
集団発生要因は、牛舎構造（送風機）によ
る拡散で保菌した牛が不適飼料と暑熱の影
響で発症したと推察。対策は、抗生剤投与、
生菌剤の継続投与、農場内清掃消毒による
排菌量および環境中菌量の低減、関係者へ
の周知のため広報作成、対策会議を開催。
集団発生した農家への影響は①経済的損失、
②体力的負担、③精神的負担。負担軽減の
ため、②については実演指導を兼ねた畜主
・家保・診療獣医師による清掃消毒作業を
実施後、畜主は連日清掃消毒を励行。③に
ついては緊密な連絡と立入検査による畜主
との関係強化。発生から2か月後、全頭から
ST分離せず、農場内環境からの分離も激減。
今後、日々の個体管理と定期的なモニタリ
ングなどで早期発見、拡散防止に努める。

151.牛の呼吸器病症候群の集団発生とその
対応：福岡県筑後家保 小森敏宏

牛乳への薬剤残留の観点から、搾乳牛で
呼吸器病が発生しても抗生物質の投与を決
断することは難しい。しかし、牛の呼吸器
病症候群（BRDC）は転機が早く、治療の遅
れ等から死亡事故に発展することも少なく
ない。平成27年5月、管内の酪農家（98頭飼
養）で呼吸器病の集団発生（搾乳牛15頭）
を認め、Mannheimia heamolyticaの分離と
臨床症状等から早期にBRDCと判断。畜主に
牛群の観察強化と体温測定、体温40℃以上
の成牛に早急な抗生物質の投与、消毒の徹
底と哺育育成牛への抗生物質の積極的投与
を指導し、死亡牛を出すことなく沈静化。
本症例は、ウイルス抗原検索とマイコプラ
ズマ分離は陰性だったが、発生から約１カ
月後実施の前後血清を用いた中和試験で、
牛RSウイルス（RS）の抗体価上昇を認めた
ことから、RSの関与が疑われた。また、当
該牛群が重篤化に至らなかったのは、呼吸
器病関連ウイルス不活化ワクチンを接種し
ていたことも要因の1つと考える。

152.同一クローンSalmonella Typhimurium
株による牛サルモネラ症の流行：福岡県中
央家保 森永結子

平成26年8月から平成27年7月までに、県
西部の直径9km圏内の酪農家9戸（農場A～I）
及び県中央部の肉用牛農場1戸（農場J）に
おいて、Salmonella Typhimurium(血清型O4
：i：1,2)によるサルモネラ症が発生。分離
株は多剤耐性を示し、子牛だけでなく、成
牛も多数発症。パルスフィールドゲル電気
泳動（PFGE）及びMultiple-locus variable
-number tandem repeat analysis（MLVA）
を用いた分子疫学的解析の結果、農場A～G、
J由来株はすべて同一のPFGE及びMLVAプロフ
ァイルを示し、北海道で平成14年から増加
した株の遺伝子型（PFGEⅦ型・クラスターC）
に類似。今回の流行は、同一感染源からヒ
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ト・ウシ・モノの移動を介した伝播による
もので、本県への侵入には、北海道からの
育成牛導入の関与を推察。また、哺育牛導
入元（酪農家）の関与が疑われる肉用牛農
場Jの事例は、発生農場以外にも不顕性感染
牛を有する農場が存在することを示唆。

153.腸管外病原性大腸菌が分離された子牛
の化膿性脳脊髄炎2事例：福岡県両筑家保
川島幸子

管内1酪農家でホルスタイン種子牛の腸管
外病原性大腸菌（ExPEC）感染症を疑う事例
が2件発生。当該農家は対尻式繋ぎ方式で成
牛約20頭を飼養。症例1では6日齢の子牛が
起立不能。血液検査では白血球数10,800/μ
l、好中球の左方移動を認め、AG比0.89。剖
検で大脳腫脹、大脳皮質血管充盈、大脳、
延髄、脊髄髄膜の肥厚がみられ、病理組織
検査で化膿性髄膜脳脊髄炎と診断。細菌検
査では大脳、脳脊髄液、脊髄から大腸菌分
離、遺伝子検査でcnf-2、cdtB、afa-8陽性。
症例2では16日齢の子牛が関節炎と診断され
抗生物質投与等で一時回復するも37日齢で
再発。血液検査では白血球数17,600/μl、
好中球割合71%、AG比0.92。剖検で大脳脳室
拡張、大脳皮質血管充盈がみられ、病理組
織検査で化膿性脳室髄膜炎と診断。細菌検
査では大脳、脊髄、腎臓から大腸菌分離、
遺伝子検査でafa-8のみ陽性。症例1、症例2
ともにExPEC感染によるもので、afa-8が病
原性に関与した可能性が考えられた。

154.Streptococcus pluranimaliumの関与が
疑われた牛流産事例：佐賀県中部家保 三
好洋嗣

Streptococcus pluranimalium（S.p.）に
ついては現在のところ病原性は解明されて
おらず、流産との因果関係も不明。今年度、
S.p.の関与が疑われる牛流産事例に遭遇。
流産胎子は雄で胎齢237日齢、体長74cm。細
菌検査において胎子の肺、胃内容及び母牛
膣スワブよりグラム陽性球菌を純培養的に
分離。分離菌はアピストレップ20によりAer
ococcus viridans 3（88.0％ID）と同定さ
れたが、16SrRNA遺伝子解析によりS.p.（ac
cession number NR_104971.1）と99%の相同
性でS.p.と判明。本事例は解剖で胎子の胸
腔、腹腔、心嚢内の血様液体貯留や皮下膠
様浸潤が見られたことなど既報との類似点
があった。また既報分離株と本事例分離株
とは生化学性状に異なる点がありS.p.が持
つ性状の多様性を示唆。今後も事例を蓄積
し、S.p.の流産との関連性を解明していき
たい。

155.Salmonella O4:i：- の遺伝子学的分析
と疫学的考察：熊本県中央家保 村田美聡、
廣嶋精哉

Salmonella Typhimurium （ST）の単相
変異型とされるSalmonella O4:i:-（O4:i:
-） が2012年以降県内7農場で分離（44株)。
その由来や疫学関連を明らかにするため、2

010年以降県内分離のST 7戸17株を含め分子
疫学解析を実施。O4:i:-はSTマルチプレッ
クスPCRで全株STと判定。また、第2相H抗原
の発現に関与するfljAB-hin 領域のPCRマッ
ピングで全領域の欠失を確認。以上の結果
から、第2相H抗原を発現できないST の単相
変異株と推察。制限酵素XbaⅠを用いたPFGE
ではO4:i:-とSTの遺伝子型は明確に異なり、
供試ST以外の遺伝子型からの変異であり、
県外からの侵入も示唆。O4:i:- はさらに4
つに細分類されたが、1つのグループ内に異
なる地域、畜種からの分離株（県北2戸(牛)、
県東1戸(牛)、県西1戸(豚)）が含まれた。
近縁な遺伝子型を示す株が分離された農場
間では何らかの疫学的な関連があることが
示唆。

156.酪農家における牛サルモネラ症清浄化
対策と簡易検査法の検討：大分県玖珠家保
松本航平、佐伯美穂

平成27年4月より泌乳量と採食量の低下、
発熱及び粘血便を呈して乳用牛5頭が死亡。
この内1頭の糞便からSalmonella Typhimuri
um（以下ST）を分離。症状と検査成績からS
Tによる牛サルモネラ症と診断。浸潤状況調
査を実施、糞便の7.6%、環境材料の39.1%か
らST分離。併せて抗体検査を実施、平成25
年5月は3.0%、平成27年6月は68.2%で抗体陽
性。平成25年時点で農場内にSTが存在し、
その後汚染が拡大したと推測。保菌牛が多
数存在することが示唆されたため、浸潤状
況調査には菌分離と抗体検査の併用が必須。
ST分離陽性牛は抗菌剤での治療を実施。さ
らに全頭生菌剤投与による排菌対策を実施。
効果の検証に定期的にST分離検査を実施。1
1月以降糞便、環境とも分離陰性。類似症状
が発生した場合のスクリーニング法として
死菌凝集液を用いた簡易抗体検査法を検討。
ST分離牛が全て陽性を示したことから、オ
ンファームでのスクリーニング法として有
用。今後も継続的なモニタリングが必要。

157.黒毛和種子牛の大腸菌O-119による敗血
症：大分県大分家保 滝澤亮、河上友

難産で娩出されるも正常であった黒毛和
種子牛が、2日齢で突如哺乳力低下、動作緩
慢、水様下痢を呈し、7日齢で死亡。発症3
日目の血液検査で、白血球数の減少、グロ
ブリン量減少による総タンパク量の減少。
外貌では眼瞼周囲浮腫、両眼球白濁、胸・
腹水の貯留、心外膜面の充うっ血、第四胃
粘膜面の水腫様変化、頸椎間に線維素析出。
病理所見では主要臓器、脳に好中球の軽～
重度浸潤、微小膿瘍、細菌塊を含む微小血
栓を観察。免疫染色で病変部位と一致して、
大腸菌O-119(Ec119)の陽性像。細菌検査で
は、主要臓器等からEc119が純培養的に分離。
本大腸菌は鉄取込能関連因子等を保有して
おり敗血症性の牛大腸菌症と診断。本事例
では初乳給与失宜等はなく、病態は人の新
生児早発型敗血症と酷似。本事例は難産に
より羊水中で増殖したEc119が経産道感染し
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たことで、移行抗体の影響を受ける前に敗
血症に陥ったと考察。

158.管内交雑種雌肥育農場での牛呼吸器病
症候群の発生とその対策：大分県宇佐家保
榎園秀平、吉田周司

2014年11月から常時800頭を飼養する交雑
種雌肥育農場で導入子牛に発熱、咳主徴の
重度呼吸器症状が拡大し、予後不良牛含め2
6頭が死亡。病性鑑定結果より、細菌でMyco
plasma bovis、Mannheimia heamolytica、P
asterurella multocidaを分離、ウイルスは
PCRでBCV、BVDV特異遺伝子を検出、PIV-3、
BVDVの抗体価上昇を認め、病原体混合感染
で呼吸器症状を確認。対策としては早期発
見、早期治療の徹底、導入牛を別棟で一時
隔離飼育期間2週間を設け、導入時に五種混
合ワクチンとOTCを接種、2ｶ月後に追加ワク
チン接種を実施。その結果、呼吸器症状の
拡大が終息。交雑種肥育形態（若齢導入・
哺乳・離乳行程）は衛生負担が大きく、健
全な素牛導入が重要。導入時ウイルス抗体
も低レベルな状況で、ワクチン接種での免
疫付与が必要。他農家でも被害未然防止の
ため予防意識啓発、飼養衛生管理基準遵守
を継続指導し、生産性向上を図った。

159.県内で発生したヨーネ病の摘発：宮崎
県宮崎家保 谷ヶ久保佑也、大場恵美

平成27年6月に1酪農経営農場でヨーネ病
（JD）スクリーニング検査を実施。抗体陽
性牛が4頭確認され、確定検査であるリアル
タイムPCRで2頭を患畜と判定し、病性鑑定
に供した。2頭はいずれも外貌、臨床症状に
異常はなく、剖検時、回腸粘膜の明瞭な肥
厚は確認されなかった。病理組織学的検査
では、空腸から回腸の粘膜に散在性の肉芽
腫病変が観察され、空腸、回腸、盲腸付属
のリンパ節にも同様の病変を確認。空腸、
回腸、リンパ節の病変部の類上皮細胞の細
胞質においてZN染色で抗酸菌を確認し、腸
内容物からヨーネ菌を分離。摘発時は典型
的なJDの症状が認められていなかったが、
多数のヨーネ菌の排菌が確認された上、病
理組織学的な病変を確認したことから、2頭
をJDと診断。牛のヨーネ病防疫対策要領が
改正されてから初めて県内で摘発された事
例であり、新たに導入されたリアルタイムP
CRがJD摘発に有効であると確認。

160.牛サルモネラ症清浄化への取り組み：
宮崎県延岡家保 高橋由佳、上野明香

和牛繁殖農家の子牛でSalmonella Typhim
urium(ST）による牛サルモネラ症が発生し、
農場清浄化に向けて取り組んだ。H27年3月2
0日、激しい下痢（血便）および発熱を呈し
た子牛の糞便からSTを分離。農場内の清浄
化を図るため、全頭糞便検査を2回、環境拭
き取り検査を2回、生石灰を用いた農場の消
毒を実施。2回の糞便検査でSTは分離されず。
1回目の環境拭き取り検査では、8ヶ所中5ヶ
所からサルモネラO4群を分離。しかし、農

場石灰消毒後に行った2回目の環境拭き取り
検査ではSTは分離されず。牛サルモネラ症
は、保菌牛から排泄される菌や環境残存菌
により清浄化が困難な場合も多い。今回、
侵入経路としてカラスの関与が疑われたも
のの特定には至らず。侵入ルートは不明で
あるものの、防鳥ネットやネズミ対策等も
含め、農場の衛生対策を継続していくこと
が重要。

161.管内黒毛和種繁殖農場でのリステリア
症：鹿児島県鹿児島中央家保大島支所 小
西佐知、瀨戸口浩二

平成27年5月中旬、繁殖雌牛94頭、子牛60
頭飼養の黒毛和種繁殖農場で、同年4月末に
分娩した8歳6ヶ月齢の繁殖雌牛が発熱、斜
頸、起立不能、遊泳運動を呈したため病性
鑑定を実施。主要臓器等について細菌学的
検査、病理組織学的検査、ウイルス学的検
査、生化学的検査、BSE検査、環境検査を実
施。細菌学的検査では延髄から Listeria m
onocytogenes(Lm)が分離され血清型は4b。
病理組織学的検査では中枢神経系に微小膿
瘍、囲管性細胞浸潤を確認し、IHC染色では
橋病変部に抗Lm4bの陽性抗原を確認。生化
学的検査ではWBC、LDH、AST、CKが上昇。環
境検査では変敗サイレージ及び飼槽残渣か
らLmを分離、血清型は4bで、薬剤感受性試
験結果は当該牛分離株と同様の傾向。ウイ
ルス学的検査、BSE検査は陰性。以上から当
該牛をリステリア症(脳炎型)と診断。当該
牛給与サイレージは検査不可であったが、
原因は変敗サイレージと推察。

Ⅰ－３ 原虫性・寄生虫性疾病

162.監視・危機管理体制整備対策事業を活
用した乳用牛飼養農場における哺育牛の下
痢症対策：北海道留萌家保 山城淳、向井
聡美

一乳用牛飼養農場で哺育牛のほぼ全頭に
長期間継続する下痢が見られたため、監視
・危機管理体制整備対策事業を活用し対策
を実施。病性鑑定により下痢便からロタウ
イルス及びクリプトスポリジウムを検出。
局所的な消毒により哺育牛の死亡率は低下
するも下痢は未終束。多くの個体でTPが低
値のため栄養不足を疑い血液生化学的検査
で精査。哺育牛の血清IgG1濃度を測定、60.
9%を受動免疫伝達不全(FPT)と判定。初乳の
63%でIgG1濃度が不足。母牛の代謝プロファ
イルテストより泌乳期間が長い母牛で総コ
レステロールの低下等を確認。飼養者と関
係機関が対策を協議、哺育牛へ生後6時間以
内の初乳の多給や初乳製剤を給与。母牛の
乾乳期間を60日に徹底、妊娠後期牛に増餌
実施。さらに畜舎消毒を強化。その結果、F
PTの割合は33.3%に低下、IgG1濃度不足の初
乳は41.4%に低下並びに哺育牛の下痢継続期
間は20日から7.5日に短縮。疾病対策では病
原体対策に加え、飼養衛生管理の改善が重
要と考察。
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163.一公共放牧場の小型ピロプラズマ病対
策におけるプアオン剤投与プログラムの検
討：青森県十和田家保 富山美奈子、小笠
原清高

平成22年に一公共放牧場退牧後に乳牛が
小型ピロプラズマ病で死亡。翌年から放牧
牛の小型ピロプラズマ原虫（小型ピロ）寄
生率が上昇、退牧牛が増加。今回、同放牧
場でH27年からマダニの生活環にあわせたフ
ルメトリン製剤（F剤）、イベルメクチン製
剤（I剤）、エトキサゾール製剤（E剤）に
よる投与プログラムを実施し効果を検討。
本投与プログラムは6月上旬にI剤を投与し、
それ以後過去Ht値低下が認められた8月上旬
までF剤を投与、マダニが産卵・孵化する8
月中旬～9月にE剤投与を設定。本プログラ
ムの効果はHt値、小型ピロ寄生率で評価し、
併せてマダニ動態調査、内部寄生虫検査を
実施。H27年のHt値は過去に比べ安定して推
移し、放牧期間中の小型ピロ寄生率も低下
し、本プログラムは有効であると推察。マ
ダニ動態調査では5、11月に若ダニを捕獲し、
マダニの越冬を示唆。放牧場のマダニコン
トロールにはその生活環に対応した継続的
なプアオン剤の投与が重要。

164.子牛の寄生虫性下痢多発農場における
発症低減対策：福島県県中家保 舟橋香織、
原恵

管内における和牛繁殖経営の 2 農場で、
子牛下痢症が多発。A 農場では 10 日齢前後
に発症、抗生剤治療に反応せず。B 農場で
は 1 ヶ月齢前後に発症、サルファ剤投与治
療後も育成期にわたり下痢が継続。病性鑑
定検査の結果、A 農場では乳頭糞線虫感染、
B 農場では Eime-ria 属原虫を主体とするコ
クシジウム感染による寄生虫性下痢症と診
断。当所では共済獣医師と連携し、牛群の
一斉駆虫や消毒、農場毎の下痢の発症時期
を勘案した寄生虫性下痢予防プログラムに
基づく衛生対策を実施。その結果、下痢の
発症低減率は、A 農場 95%、B 農場 88%と
大幅に改善。哺乳子牛の場合、通常の寄生
虫検査の手法では虫卵の判別や検出が難し
く、誤った診断を招く可能性を示唆。的確
な診断には糞便中の脂肪成分の除去が必須。
子牛の下痢は、その後の発育に大きな影響
を及ぼし経済的損失が多大であることから
も、早期治療と適期の予防、衛生対策の実
施が重要。

165.公共牧場活用に向けたピロプラズマ病
対策：長野県飯田家保 中島純子

今後の利用安定を目指し管内2公共牧場で
ピロプラズマ病対策を実施。A公共牧場：黒
毛和種繁殖和牛放牧。H23年度以降ダニ寄生
率50%以上、ピロプラズマ原虫(原虫)寄生率
77％以上と高く推移、0.1%前後だった寄生
赤血球(PE)率がH25年度0.49%、H26年度0.35
%と上昇。本年度ダニ対策でフルメトリン製
剤投与を月1回から2回に増。ダニ寄生率32.
0%、原虫寄生率58％、PE率0.03%と低下し栄

養状態良好。地元畜産組合が管理する地域
密着型の牧場であり、事故を防止し農家が
安心して利用できるよう月1回の衛生検査を
継続。B公共牧場：ホルスタイン種育成牧場。
H17年度より原虫寄生を確認、1日増体量(DG)
はH22以降マイナスで推移。H25年8月にPE率
4.20%と原虫重度寄生、ヘマトクリット値20
%以下の貧血を呈する牛が15頭中5頭発生。H
26年度から血液検査を年1回から4回に増、
イベルメクチン製剤及び抗原虫薬を全頭投
与。PE率及びDGはH26年度0.06%、311g、H27
年度0.03%、472gと回復。コスト、労力面で
課題があるが頻回の衛生検査は有効と推察。

166.公共放牧場におけるピロプラズマ対策
：鳥取県鳥取家保 生田泰子

平成24年度に公共放牧場において小型ピ
ロプラズマ病が大発生し、一時放牧場の利
用を中止。その後ピロプラズマ病に抵抗性
の強いとされる黒毛和種での放牧を再開し
ながらピロプラズマ病制圧に向け、牧野の
掃除刈り、殺ダニ剤の種類や投薬時期を検
討。併せて、小型ピロプラズマを媒介する
当牧野のダニの種類およびその動態調査を
継続して実施。現在に至るまでピロプラズ
マ病の大量発症や放牧中止等は起きていな
い。平成27年度は100頭の黒毛和種を放牧し、
ピロプラズマの感染状況を調査。入牧時に
ピロプラズマ感染陰性牛は41頭で、そのう
ち32頭が陽性となり、全体で2頭が発症し下
牧。ピロプラズマ病の制圧の難しさを実感。
今後も牧野管理や衛生管理の徹底を行い、
牧野の効率的利用に向けて検討の継続が必
要。

167.管内和牛繁殖農家で発生した子牛のク
リプトスポリジウム症の対策報告：鳥取県
倉吉家保 郡司美緒、増田恒幸

平成26年度から管内和牛繁殖農家でCrypt
osporidium parvum(Cp)による子牛の死亡が
多発。畜主によるハッチ消毒や生菌剤・鶏
卵黄抗体を用いた子牛免疫強化対策でも子
牛の死亡が抑えられなかったため、今年7月
に牛舎消毒を実施。その後4ヶ月間子牛の死
亡は認められなかったが、その後立て続け
に4頭の子牛がCpにより死亡。同時期に子牛
のサルモネラ症も発生したため、関係機関
で対応を協議し11月末に消毒範囲を拡大し
て2度目の牛舎消毒を実施。加えて定期的に
糞便検査を行い、サルモネラ感染牛とCp感
染牛を摘発。サルモネラ感染牛には抗生剤
注射を、Cp感染牛には早期補液による重症
化予防を徹底。2度目の糞便検査でサルモネ
ラは全頭陰性。生後2ヶ月未満の子牛の糞便
検査とCp陽性子牛への補液・飼料添加を継
続中。有効な治療薬が無いCp症は農場から
の清浄化が困難と言われるが、改めて対応
の難しさを認識。しかし、子牛の損耗防止
に向け農場・関係機関と共にCp対策を実施
中。
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168.管内農場における子牛下痢症の発生と
その対策：鳥取県鳥取家保 大石美智子、
生田泰子

管内の繁殖肥育一貫農家において平成27
年2月より子牛の下痢症が多発。家保におい
てストリップテスト（コスモ・バイオ社）
を用いた糞便検査を実施したところクリプ
トスポリジウム陽性。その後も分娩された
子牛全頭で下痢症が続発。そこで家保も協
力しての清浄化対策を実施。1回目の対策と
して牛舎の一部の牛床を火炎消毒及び石灰
乳の塗布を実施したが、その後も下痢症が
続発したため2回目の対策を実施。全牛床を
対象に火炎消毒及び石灰乳を塗布、さらに
飼養者自らの飼養管理改善もあり、その後
子牛の下痢症の発生は認められていない。

169.Eimeria subsphericaによる子牛の核内
コクシジウム症：鹿児島県南薩家保 堀豊、
堂下さつき

平成27年4月、約350頭を飼養する肉用牛
一貫経営農場で、子牛1頭が長期間難治性の
水様性下痢を繰り返し、病性鑑定を実施。
ウイルス学的検査では牛ウイルス性下痢・
粘膜病を否定し、細菌学的検査ではヨーネ
病を否定。剖検では、小腸粘膜の肥厚を認
め、病理組織学的検査では、空腸の好酸球
性腸炎と空腸粘膜上皮細胞の核内にコクシ
ジウムの寄生を確認。核内のコクシジウム
は、空腸内容物から検出されたオーシスト
の形態や空腸乳剤のPCR産物を用いた遺伝子
解析の結果、Eimeria subspherica（Es）と
同定。追加で当該農場のコクシジウムオー
シスト保有状況を調査。62.9%の牛がコクシ
ジウムを保有し、Esは8.6%が保有。牛の核
内コクシジウム症は、国内ではこれまでにE
imeria alabamensisとCyclospora spp.によ
る報告がされているが、Esによる核内コク
シジウム症は、今回が初めての事例。今後
難治性の水溶性下痢が見られた場合、核内
コクシジウム症についても考慮が必要。

170.バベシア・ビゲミナ検出PCRの特異性お
よび検出感度の検討：沖縄県家畜衛生試験場
青木雄也、宇地原務

かつて本県ではバベシア・ビゲミナ（以下
BB）が蔓延していた。撲滅後は清浄性の確認
・監視を継続しているが、BBの遺伝子検査で
一部の検体に非特異反応が確認され問題であ
った。そこで現行のnested PCRおよびSivakum
arら(2012)が報告したBB AMA-1 PCRの特異性
と検出感度について検討。nested PCRのプラ
イマー最終濃度を1.0、0.5、0.25、0.125μM
で検証し、0.5μMが最適と判明。特異性の検
討はBB 3株、その他7種の住血微生物を用い
てnested PCRおよびBB AMA-1 PCRの両プロト
コールを実施。nested PCRではBBおよびバベ
シア・オバタ全株が陽性を示し、その他は陰
性だったのに対し、BB AMA-1 PCR はBBのみに
陽性を示した。検出感度の検討にはBB東風平
株の感染牛血液を非感染牛血液で段階希釈し

た材料を用いた。その結果、BB AMA-1 PCRの
検出感度はnested PCR と同等の3.4寄生赤血
球/mLだった。以上よりBB遺伝子検査はBB AM
A-1 PCRが最適であると判明。

Ⅰ－４ 一般病・中毒・繁殖障害・栄養
代謝

171.乳用牛公共牧場哺育施設の呼吸器対策
：北海道宗谷家保 羽田浩昭、今村毅

宗谷管内A町の公共牧場で新たに預託哺育
業務を開始したところ呼吸器病が多発。呼
吸器病低減に向けた取り組みを地域一丸と
なり実施。病原体検索では、複数種の病原
体を検出したため、適切に治療を実施。呼
吸器病原因ウイルスの中和抗体価調査では、
入牧時の抗体価が一定でなく、3カ月齢時点
では低値となっていることが判明。A町での
牛呼吸器病5種又は6種ワクチン（混合ワク
チン）接種率向上を目指し、講習会等で混
合ワクチン接種を推奨すると共に、入牧に
係るワクチン接種条件を成牛全頭の混合ワ
クチン接種へ変更。この結果、A町における
混合ワクチン接種率は68%から87%に増加し、
入牧牛の抗体価は良好に推移。初乳摂取状
況調査では入牧牛の約70%が摂取不足であっ
たため、広報誌を用いた適正給与の呼びか
けを実施。以上の取り組みの結果、呼吸器
病診療件数は、取り組み前は年間846件であ
ったが、取り組み後は年間457件に減少。

172.公共牧場で集団発生した牛のドングリ
中毒：北海道網走家保 宮澤国男、吉田美
葉

平成26年9月下旬、A町の公共牧場で肉用
繁殖牛が突然死亡。他の放牧牛に腎障害が
多発、血様便を示す死亡例も発生したため4
頭の病性鑑定を実施。剖検所見は胸水及び
腹水の貯留、腎臓の出血や退色、全身臓器
の出血病変。うち2頭の第一胃内にドングリ
の殻を確認。組織所見は腎臓の尿細管上皮
細胞の変性壊死。当該牧場のミズナラのド
ングリ及び全頭の第一胃内容から高濃度の
ポリフェノールを検出。放牧地に大量の落
下ドングリやドングリを含む糞塊を確認。
腎臓の急性尿細管壊死が腎障害の原因。以
上から、牛のドングリ中毒と診断。平成26
年はドングリの豊作年、A町では初発の3日
前に最大瞬間風速20m/sを越す突風を観測。
発生時は放牧終期で牧草が不足、放牧牛は
空腹状態だったと推察され、ドングリを大
量に異嗜したことが発生要因と考察。当該
牧場ではミズナラを伐採し放牧地の残存ド
ングリを回収。本症の発生予防には、空腹
防止が最重要。

173.岩手県北地域における公共牧野のセレ
ン実態調査：岩手県県北家保 高橋万世、
大山貴行

県北地域の肉用牛で、入牧前後に臨床的
にセレン（Se）又はビタミンE（VitE）欠乏
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症を疑う事例が散発。地域的な欠乏を疑い、
H27年7～9月に関連牧野で実態を調査。2牧
野の臨床的に健康な牛36頭の血清と牧草5検
体を検査。HPLCで血清Se、VitE、VitA濃度
及び牧草Se含量を、ドライケムでCPKを測定。
血清濃度（平均）は、Se：10.4 ng/ml、Vit
E：720.7μg/dl、VitA：175.2 IU/l、CPK：
175.1 IU/l、牧草Se含量は10.1～15.0ppb。
鉱塩の給与状況は、1牧野では牛120頭に対
し鉱塩1個設置、冬季舎飼期では13戸中4戸
（30.8％）が未設置。舎飼期に鉱塩を給与
した群の血清Se濃度（平均）は10.9 ng/ml、
未給与群6.8 ng/mlであったが有意差はな
く、舎飼期に摂取したSeは放牧期まで持続
しないと考えられた。調査結果から鉱塩の
重要性について飼養者の認識不足が明らか
となったため、啓発用リーフレットで牛舎
や放牧地での十分量の鉱塩設置を指導。今
後地域としての取組みを関係者と検討予定。

174.黒毛和種繁殖農場における子牛の鉛中
毒の発生例：岩手県中央家保 高安麻央、
千葉由純

平成27年1月、黒毛和種繁殖農場(成牛10
頭飼養)において、2か月齢の子牛2頭が神経
症状を呈し死亡。病性鑑定を行った1頭の病
理組織検査で、神経細胞の乏血性変化及び
神経網の粗しょう化を特徴とする大脳皮質
領域の巣状壊死、好酸性核内封入体の形成
を伴う腎皮質の近位曲尿細管上皮細胞の混
濁腫脹を確認。生化学検査で肝臓(12.2ppm
湿重量)、腎臓(14.7)及び血液(2.8)から急
性中毒の基準値を超える鉛が検出され、鉛
中毒と診断。発生牛房のパドック扉の塗装
面を同居子牛が舐めていたことから、対策
として同扉を交換。環境中11か所の鉛濃度
測定で、同部位を含む5か所から鉛を検出。
直接接触が可能であった同扉を原因と特定。
発生牛房の同居牛の対策前の血液中鉛濃度
は、8頭中1頭が0.28 ppmと正常値を上回っ
たが、132日後には0.07ppmと正常範囲内に
低下し、対策の効果を確認。

175.黒毛和種子牛の殺鼠剤が原因のクマテ
トラリル中毒：岩手県中央家保 千葉由純、
小笠原房恵

黒毛和種繁殖雌牛17頭、育成牛4頭、哺乳
牛6頭を飼養する農場の1牛舎で、20日齢の
哺乳雄子牛1頭が元気消失、食欲減退並びに
鼻孔、肛門及び臍からの出血を示し、翌朝
死亡。当該牛舎では、クマテトラリルを主
成分とする殺鼠剤が哺乳子牛の採食可能な
位置に散布。死亡牛の剖検で、皮下、胸腔
内及び諸組織の出血、生前血液の検査で小
球性低色素性貧血が観察。血球、血小板の
減少及び肝機能低下は認められず。HPLCで
肝臓から0.4ppm（湿重量）のクマテトラリ
ルが検出。BVDウイルス、炭疽菌等の病原体
の関与、遺伝病及び植物中毒は否定。殺鼠
剤が原因のクマテトラリル中毒と診断。一
般に、牛は他の動物と比較してクマリン誘
導体に対する感受性が低いため、同剤によ

る中毒は稀であり、特にクマテトラリルに
起因した中毒の報告は見あたらない。他方、
若齢牛は成牛と比較してクマリン誘導体に
対する感受性が高いとされ、飼養環境にお
ける殺鼠剤の使用方法に注意が必要。

176.黒毛和種牛のγδT細胞性リンパ腫一例
の病理学的検索：岩手県中央家保 小笠原
房恵、後藤満喜子

従来の分類に該当しない牛白血病（BL）
一例を検索。症例は、体表リンパ節の腫大及
び骨盤腔内の手拳大腫瘤が認められた12歳齢の
繁殖雌牛。血液検査でWBC 3,900個/μL、異型細
胞 7.5%、異型細胞の細胞質内に好酸性顆粒が存
在。血清LDH 3,138IU/L、同アイソザイムⅡ+Ⅲ
分画58％。BLウイルス(BLV）抗体陰性。剖検で
浅頚、腸骨下、内側腸骨、肝、腎、空腸
リンパ節等が最大で手挙大に腫大し、割面は膨
隆し灰白色髄様。脾臓は腫大し、肝臓及び腎臓
に粟粒大白色巣が密発。組織学的に、リンパ節、
肝臓、腎臓、脾臓等に大型リンパ球様の腫瘍細
胞が増殖。腫瘍細胞は、核小体が明瞭な大型円
形核及び少～中等量の細胞質に大小不同の好酸
性顆粒を保有し、免疫組織化学的検査で抗CD3及
びWC1抗体陽性。以上から、γδT細胞性リンパ
腫と診断。本例は、発症年齢、BLV検査結果及
び腫瘍細胞の形態から、成牛又は子牛型BLと差
異。細胞質内顆粒を有する腫瘍との類症鑑
別が重要。

177.管内一酪農場の繁殖改善指導事例：秋
田県北部家保 山田典子、鈴木人志

平成23年度、管内一酪農場が繋ぎ40頭か
らフリーストール170頭へ規模拡大。当初か
ら関係機関による経営支援体制がとられ、
家保は主に繁殖衛生管理を担当。農場授精
師に対する技術指導や搾乳牛の血液検査等
を継続し、平成26年9月からは民間獣医師と
連携した分娩後早期の牛に対する定期繁殖
検診（以下、検診）を新たに開始。以降、
平成27年12月まで約2週間ごとに28回（延べ
176頭）を継続実施。治療を要する牛は全体
の約5割で、治療原因の8割以上が卵巣疾患。
検診の結果、年間種付回数が減少（803回→
570回）、年間受胎頭数が増加（90頭→115
頭）、平均空胎日数が短縮（252日→188日）、
平均搾乳日数が短縮（246日→186日）、平
均乳量が増加（28.8kg→35.4kg）。繁殖成
績が改善するとともに、生乳及び子牛の販
売収益も向上の見込み。しかし現状の繁殖
成績には課題が残っており、今後も検診体
制を維持しながら関係機関と協力して経営
改善のための指導を継続していきたい。

178.黒毛和種子牛で発生したルミナルドリ
ンカー：山形県中央家保 久合田行彦

発生農場は繁殖牛78頭肥育牛300頭を飼養
する黒毛和種繁殖肥育一貫経営で子牛の事
故多発農場（4年平均16.8％）。2015年11月、
2頭の子牛が生後2週齢で食欲不振、発熱、
水様性の下痢を呈し、うち１頭が死亡した
ため病性鑑定を実施。剖検では第一胃に灰
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白色胃内容貯留、潰瘍散見。病理組織学的
検査では第一胃粘膜固有層に真菌を伴う化
膿性病変を確認。細菌学的検査で有意菌分
離なし。生化学的検査では胃内容のpHは4と
低下。バーカーサマーソン法による胃内容
乳酸濃度は299.1mg/dl、残血中乳酸濃度は5
5.7mg/dlと基準値（胃内容10-30mg/dl、血
清5-20mg/dl）の倍以上に上昇。以上より代
謝性アシドーシスによるパラケラトーシス
及び免疫不全による真菌性第一胃炎と診断。
当該農場は超早期離乳実施。給与法は哺乳
バケツだが、当該牛は食欲低下に伴いフー
ディングチューブでの強制給与を実施。こ
の際第一胃にミルクが流入しルミナルドリ
ンカーを発症したと推察。給与法改善後、
発病なし。

179.管内酪農家でまん延した趾皮膚炎の改
善対策とその効果：福島県県中家保 舟橋
香織、原恵

管内1酪農家で、平成25年導入牛1頭が約2
年間、外転負重や跛行などの異常を示すと
の相談を受け、立入調査の結果、当該牛は
趾皮膚炎（以下DD）に罹患していることが
判明。また、同居牛についても挙肢検査を
実施したところ、約半数にDDなどの蹄異常
を認めた。DDは一度農場にまん延すると再
発率が高く、多大な経済的損失につながる
ため、獣医師や削蹄師と連携して定期的に
蹄病検診を実施、削蹄や治療を行った。併
せて、給与飼料の再検討、牛舎環境の整備
や搾乳衛生などの総合的な管理指導を実施。
その結果、農家の衛生意識が向上、DDの症
状と乳質の改善を認めた。また、本事例に
より削蹄師にもDDに関する認識が深まった。
その後の調査で、管内ではDD発生農場が散
見されることを確認。今回の事例を参考に、
獣医師や削蹄師との連携体制を構築し、総
合的な検診や治療による蹄病予防と生産性、
経済効果向上を管内農家へ普及推進。

180.自家産牧草給与に起因する低マグネシ
ウム血症牛群の改善指導：福島県県北家保
星陽子、荻野隆明

管内の黒毛和種繁殖農場から空胎牛の相
談があり血液検査を実施。牛群全体で血清
総タンパク（T-Pro）やβカロテン不足とと
もに低マグネシウム（Mg）状態が判明。飼
養牛は神経過敏の傾向。飼料計算を行い、
不足分について添加剤での補強を指示。T-P
roは向上、受胎。しかし、短期のMg剤給与
では血中Mgは維持できず低値。Mg剤の継続
給与を指導。当該農場は自家産牧草主体に
給与しており、牧草の成分分析で低Mg高カ
リウム（K）が判明。セシウム吸収抑制を目
的とした塩化カリ多量施用の影響が大きい
と判断。農林事務所と現地調査を実施、土
壌及び牧草の品質改善について助言。良質
な牧草が生産されるまでMg剤を増量しての
継続給与を指導。除染が進む県内の牧草地
は土壌のK過剰が危惧され、グラステタニー
が懸念。今報告は関係機関との連携で低Mg

による事故を回避できた事例。今後も疾病
防止のため飼養管理と草地管理について啓
蒙。

181.新生子牛にみられた心臓の粘液腫の一例
：千葉県中央家保 小川明宏、島田圭悟

2014年4月、57頭を飼養する酪農家におい
て、虚弱な牛が出生し病性鑑定を実施。剖
検では、左心室及び右心室の心内膜に白色
で小豆大から大豆大の有茎性の腫瘤が多発。
腫瘤は柔らかく、割面はゼラチン状。病理
組織学的検査では、心臓の腫瘤は心内膜下
に疎に増殖した小型の腫瘍細胞と豊富な細
胞外基質から構成。腫瘍細胞は紡錘状の細
胞が多数で、しばしば星状の細胞も確認。
核は楕円形から紡錘形で、細胞質は乏しい。
細胞外基質はアルシアンブルー（pH2.5）染
色で青染し、トルイジンブルー染色でメタ
クロマジーを呈したことから、酸性ムコ多
糖を主とする粘液であることを確認。粘液
基質と腫瘍細胞は心内膜に隣接する心筋線
維間の結合組織にもみられ、心筋線維間は
拡張。心筋層内の血管周囲も同様の変化。
プルキンエ線維では、空胞形成が散見。以
上のことから、本症例を新生子牛の粘液腫
と診断。粘液腫は線維芽細胞由来の腫瘍で、
動物での発生は希。

182.骨髄巨核球の変性がみられた育成牛の血
小板減少症：千葉県中央家保 関口真樹、綿
村崇宏

2015年5月、搾乳牛38頭飼養の酪農家で、8
か月齢のホルスタイン種が特発的に発熱、鼻
出血、強膜の出血、皮膚と粘膜の出血を示し
た。血液検査で、重度の貧血と血小板減少（2
000/µl）。抗プラスミン剤とビタミンK1等を投
与するも、翌朝死亡を確認し、病性鑑定を実
施。同居牛は異常なく、続発なし。解剖では、
全身の皮下、筋肉、粘膜及び臓器に出血が多
発。病理組織学的に、全身の急性出血、脾臓
のBリンパ球領域の壊死、骨髄巨核球の過形
成。巨核球ではTリンパ球が周囲を取り囲み、
細胞質に空胞形成やリンパ球と好中球が浸潤
する像が多数。出血傾向や血小板減少を起こ
す疾病は病原検索と疫学情報から否定。血小
板抗体検査は陰性。以上から、リンパ球の攻
撃により巨核球が変性し、血小板産生障害に
より血小板が減少し、出血傾向を示したと考
察。この病態は巨核球または血小板に対する
自己免疫性疾患の特発性血小板減少性紫斑病
と類似。出血性疾患の際には、骨髄の精密検
査が重要。

183.都共済との連携による乳牛の損耗防止
対策：東京都東京都家保 寺崎敏明､岩倉健
一

東京都農業共済組合（都共済）と連携し、
乳牛の損耗防止対策を実施、その効果につ
いて検証。過去６年の乳牛の病性鑑定頭数
は年平均2，149頭、内都共済依頼は年平均1，
005頭で全体の46.8％。平成26年度の都共済
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依頼数は998頭1，196検体、内訳は血液915、
糞便13、生乳261、死体１、その他６。項目
別では病理１、寄生虫14、細菌273、ウイル
ス63、血液生化学906、血液臨床７、血液原
虫２、生乳体細胞261、その他６。血液生化
学の内、802は健康診断として実施、成績を
都共済に還元。成績を基に都共済で農場巡
回、問題ある牛群に対し聞き取り調査と直
腸検査による繁殖検診を実施、畜主と相談
し改善。また平成26年９月から平成27年３
月の間死廃事故が多発したＡ農場に対し、
都共済、開業獣医師と連携し改善指導。計1
0回、157検体の病性鑑定を実施、結果を還
元、協議・指導の結果、死廃事故が低減。
都共済との連携により飼養・繁殖改善、問
題点の迅速な把握に寄与。

184.和牛繁殖管理指導：富山県西部家保
藤井晃太郎

繁殖和牛約45頭を飼育する農場で、繁殖
成績低迷の原因を調査。農場の交配回数、
分娩情報等をデータ化し、交配回数増加、
空胎日数延長を数値で明示する繁殖台帳を
整備。平成27年9月以降に、120日以上の空
胎かつ3回以上の交配牛8頭を、低受胎牛群
に設定し、子宮洗浄、薬液注入、膣内留置
型プロジェステロン徐放剤を用いた発情同
期化プログラムによる定時交配、淘汰期限
の設定を実施。対策実施以降、低受胎牛群
のうち5頭受胎。未経産及び分娩後未交配を
除いた未受胎牛への平均交配回数は8月末時
点で平均3.9回、12月末時点で、年度内の淘
汰予定牛を除き、平均3.2回。繁殖台帳整備、
問題点の数値化により、畜主の繁殖管理意
識が向上。

185.一酪農家への濃密繁殖管理技術指導：
福井県福井県家保 生水誠一、吉田靖

平成20年に後継者が離農して以降、繁殖
は和牛受精卵移植（ET）のみで人工授精（A
I）は一切行っていない酪農家への濃密繁殖
管理技術指導。搾乳牛35頭を飼養し、繁殖
障害やAIを行わないことによる長期不受胎
牛が多く、平均空胎日数は291日。月1回の
繁殖検診頭数は20頭を超える。平成25年8月
から関係機関が協力しAIに取り組むよう指
導した結果、年度内に18頭（AI 10頭、ET 8
頭）が受胎。平成26年度からは月1回から週
1回の指導とする中、前年以降に導入した牛
を中心に分娩前後に蹄葉炎悪化による起立
不能から廃用となる事例が急増。関係機関
と連携して平成26年12月から飼料給与改善
に取り組んだ結果、蹄葉炎による廃用頭数
は著しく減少。飼料給与改善等総合的な対
策の結果、受胎頭数は平成26年度25頭（AI
23頭、ET 2頭）、平成27年度9頭（AI 7頭、
ET 2頭）。平成27年6月末には、離農してい
た後継者が再就農。現在も週１回、後継者
へ早期受胎のための指導を継続。

186.地域の基幹和子牛供給施設における経
営改善への取組み：長野県松本家保 大森

朋子
管内和子牛供給施設において、平成26年1

2月頃から、子牛の集団下痢及び肺炎が発生。
２頭が死亡し、7頭の病性鑑定を実施。コク
シジウム・A群ロタウイルス等複数の病原体
の関与及び免疫移行不全が疑われ、地域内
への病原体まん延防止対策等のため、農協
・診療獣医師・関係機関等を参集し検討会
を開催。環境対策として畜舎消毒及び石灰
塗布を実施。また飼養管理改善のため繁殖
牛の代謝プロファイルテスト及び給与飼料
診断とともに、子牛の飼養管理の改善と母
子の免疫力向上の取組を実施。その結果、
母牛の栄養度及びアルコール不安定乳に近
い初乳が改善。これにより子牛の状態も回
復。子牛の死亡及び皮膚糸状菌罹患個体は
皆無、肺炎・下痢での治療は著減。結果、
治療費等が大幅に削減、経営改善に寄与。
高齢化等により飼育者が減少するなか、本
施設は地域の素牛生産基地としての重要性
が一層高くなると考慮され、今後も更に連
携を強化し、当該農場の技術支援を継続。

187.乳用牛に発生した胸腺型牛白血病：長
野県長野家保 小林千恵

平成27年8月、搾乳牛26頭を飼養する管内
酪農場から出荷された2歳齢の乳用牛が、食
肉衛生検査所のと畜検査において胸腺型牛
白血病と診断され、全部廃棄。当該牛は頚
部腹側（胸腺領域）に約30cm×40cm大の硬
結感を伴う白色充実性腫瘤、肝臓及び脾臓
の白色結節様、ﾘﾝﾊﾟ節（浅頚、縦隔、内腸
骨下、腸間膜）腫大を確認。組織所見では、
頚部腫瘤、他の臓器及びﾘﾝﾊﾟ節にﾘﾝﾊﾟ球様
細胞の腫瘍性増殖を確認。当所で、当該牛
の血清（5月及び8月採血）を用いた牛白血
病ｳｲﾙｽ抗体検査を実施したところ陰性。そ
こで、これらの血清を用い、腫瘍細胞増殖
時のDNA合成に関与する細胞内酵素で、腫瘍
増殖能のﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞとして利用されているﾁﾐｼﾞ
ﾝ･ｷﾅｰｾﾞ（TK）活性値をTK活性測定ｷｯﾄによ
り測定。5月のTK活性値は3.2DU/Lであった
が、と畜前の8月の血清は93.6DU/Lと高値。
このことから、TK活性値は、発生原因が不
明である胸腺型牛白血病の発症牛摘発に有
用であることが示唆。

188.黒毛和種子牛のビタミンA欠乏症を疑う
事例：岐阜県中濃家保 廣瀬与志乃、山崎
稔

黒毛和種繁殖牛43頭飼養、子牛を人工哺
育する繁殖農場で、子牛が左目角膜の白濁、
下痢、肺炎、四肢関節の腫脹等を呈し衰弱、
36日齢で病性鑑定を実施。剖検で肺の肝変
化、関節液増量、左股関節周囲の水腫を認
める。細菌学的検査では有意菌を検出せず。
血中ビタミンA濃度（VA）および血中β‐カ
ロテン濃度(βc)は19.1IU/dL、8.8μg/dL。
本牛は正常に出生、初乳未摂取、初乳製剤
と代用乳を用法用量に従い給与されたにも
関わらず上記の症状を呈す。初生子牛の血
中VAおよびβc濃度は低いこと、初生子牛に
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VAを投与していないこと、適切に治療され
なかったことが要因と推察。また母牛は同
居牛に比べ削痩し、分娩前のVA投与は未実
施、妊娠後期に粗飼料変更があったことか
ら、採食量低下や飼料中のβc不足による母
牛の血中VA濃度低下も一因と推察。分娩前
の繁殖牛と初生子牛へのVA投与、繁殖牛の
給餌方法改善、飼料分析の活用を指導。

189.黒毛和種子牛の疾病診断における血中
ビタミン濃度測定の有用性：岐阜県中央家
保 齋藤恭子、大平雅史

和牛繁殖農場の子牛でビタミンA（V.A）
不足が関与した3症例。例1は自然哺育の子
牛で、出生時より両眼角膜の白濁、四肢の
関節腫脹、虚弱を呈し、1ヶ月齢時の血中V.
Aとβ-カロテン（β-c）濃度は極めて低値。
その母牛、同居の他の母子と妊娠牛でもV.A
濃度は低い傾向。例2は自然哺育の子牛群で
生後1ヶ月頃に血便を呈する個体が多発。ウ
イルス、細菌、寄生虫など感染性因子の関
与を否定。子牛群と母牛群の血中V.Aおよび
β-c濃度はともに低値。例3は人工哺育の1
ヶ月齢の子牛で、左眼角膜の白濁、四肢の
関節腫脹、肺炎を呈する。子牛の血中V.Aお
よびβ-c濃度は低値だが、母牛のV.Aおよび
β-cは充足。例1、2では自然哺育中の子牛
のV.A不足は母牛に起因し、例3ではその個
体自体の問題に起因することが示唆され、
血中ビタミン濃度測定の疾病診断における
有用性が認められた。母牛の血中ビタミン
濃度が低値の場合、給与粗飼料の見直し、
飼料添加、分娩前のビタミン製剤投与等の
対応が重要。

190.健康な「飛騨牛」素牛生産を目指した
大規模農場における飼養衛生対策：岐阜県
飛騨家保 市川磨紀世、中井麻生
岐阜県生まれで県内育ちの「飛騨牛」素

牛生産のため、管内には多くの大規模繁殖
農場が存在。平成20年にA市において、地域
内一貫生産を目指した大規模繁殖農場(平成
27年現在、繁殖雌牛205頭飼養)が設立。当
所では設立時から関係機関と連携し、衛生
指導を実施。平成24年から25年に呼吸器病
が多発。分娩室、カーフハッチ、育成舎が
同一の牛舎内に存在していたため、カーフ
ハッチを別の場所に移動。育成房を増やし
飼養密度の適正化を指導。抗体検査を行い
ながら、子牛のワクチン接種時期を検討。
さらに子牛譲渡時に接種する導入時注射(ワ
クチン、抗生物質、ビタミン)の内容を検討。
平成27年度10月末までに死亡した子牛12頭
中、呼吸器病によるものは1頭のみ。一方、
生後7日以内の死亡子牛が12頭中7頭(58.3%)
であったため、分娩前後の管理を見直す必
要あり。今後も県内生まれの飛騨牛素牛生
産性向上に向け、効果的な対策を継続的に
実施していきたい。

191.肉用牛繁殖肥育農場での野菜屑中の硝
酸態窒素による繁殖成績低下への対策：三

重県北勢家保 駒谷充彦、吉戸あすか
管内肉用牛繁殖肥育農場において、平成2

7年1月頃から流産の続発や受胎率低下等の
繁殖成績が低下したため3月に病性鑑定を実
施。流産胎仔の剖検では特に異常所見は認
められず。聞き取り調査を行ったところ平
成26年10月頃からエコフィードとして野菜
屑を給与しており硝酸態窒素（以下NN）の
関与が疑われたため、繁殖雌牛の血清およ
び野菜屑中のNN濃度測定を実施。結果、給
与前より血清中NN濃度が上昇していたため、
平成27年5月から給与飼料中NN量低減対策と
して野菜屑給与量削減（1/2～1/3）や、野
菜屑中からNNを含む水分を低減させること
を指導。指導後の測定では、野菜屑中水分
量の低下は少なかったが、給与量削減によ
り続発していた流産は減少傾向。しかし、
受胎率は横ばいであったため、さらに野菜
屑の洗浄試験を実施したところNN濃度の減
少が確認された。今後は、簡易分析システ
ムを用いて、野菜屑の洗浄・水抜き・減量
等の対策をし、NNのコントロールに努めて
いく。

192.一酪農家における繁殖検診の取り組み
：三重県紀州家保 戸塚麻喜、川瀬聖

飼養頭数約50頭の管内酪農家において超
音波診断装置を用いた妊娠鑑定を定期的に
実施。分娩間隔にばらつきがあった為、早
期受胎に向けた取り組みとして平成26年度
より長期間繁殖障害が見逃されていた牛を
対象に子宮、卵巣所見を取り、処置が必要
な個体は診療獣医師と治療方針について検
討。検診継続により、1頭ごとの繁殖記録を
蓄積。繁殖障害に関する指導を具体的に行
った結果、卵胞嚢腫や嚢腫様黄体を治療、
受胎に至った例もあった。平成27年度から
は空胎期間の短縮を目指し、分娩後40日経
過した発情不明牛の検査を新たに開始。卵
巣静止の発見などに繋がっているが、依然
として個体により分娩間隔に差があり、長
期不受胎牛が存在する。そこで1頭ごとの繁
殖カルテを作成し、畜主に繁殖管理につい
ての情報を提供。治療方針に一貫性を持た
せ、長期不受胎牛の治療を効率的に進め、
分娩間隔のばらつきを抑えるための取り組
みを進めている。

193.肉牛生産地域における肉質向上を目指
した飼養管理指導：三重県南勢家保 山口
菜乃花、高橋研他

近年の子牛価格高騰に伴い、肉牛肥育農
家では1頭1頭の肉質を高水準で保つことを
経営目標としている。これを受け、2013年
度より管内の肉牛生産地域からの要望によ
り、農場14戸のべ164頭を対象に、家畜保健
衛生所（以下家保）、畜産研究所（以下畜
研）、中央農業改良普及センター（以下普
及）、及び農協が連携し地域全体での肉質
向上を目指した飼養管理指導体制を構築。
家保は衛生指導及び生化学検査、畜研は飼
養管理指導、普及は給与飼料指導、農協は
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連絡調整及び検討会を開催。2013年～2014
年は基礎データ収集と検査データの検討会
を実施。検討会では検査結果と枝肉の評価
を照合することで農家ごとに詳細な分析を
行い、各ステージにおける飼養管理の注意
点等を確認。農家毎の飼養管理課題が明ら
かになり意欲向上が認められた。2015年開
始群は検査結果が出次第早期にフィードバ
ックし個別農場指導を実施。今後引き続き
飼養管理指導を実施し、地域全体の肉質改
善に繋げていきたい。

194.低栄養により繁殖不良を呈する和牛繁
殖農場における代謝プロファイルを用いた
繁殖成績の改善：滋賀県滋賀県家保 富澤
泰

分娩後1週間で母子を分離飼養し、1年1産
を続けてきた和牛繁殖肥育一貫農場で、平
成26年春から低栄養により繁殖成績が悪化。
平成27年4月初旬に繁殖状況や給与飼料等の
聞き取り、代謝プロファイル、ボディコン
ディションスコアリング(BCS)を繁殖牛全10
頭で実施。T-cho、BUNは低値もしくは下限
値以下の個体が多く、BCSの低さと併せ聞き
取りの飼料量が給与できていないと推測。
結果を農場に提示し、飼料給与量の再確認
および乾物摂取量の向上を目的に稲わらの
飽食給与を指導。4月の下旬より発情が明瞭
になり、5月中旬にはT-cho、BUNの値は概ね
正常範囲、以降BCSが向上、毛艶、肋張りも
改善。空胎の8頭は、9月に全頭受胎。平成2
7年の分娩頭数は例年の半数の5頭、受胎ま
での平均授精回数は1.3回から平成26年度以
降は2.3回に増加、平成28年の予測分娩間隔
は458日となった。今後、分娩集中に注意を
払うなど、引き続き飼養管理等の改善を指
導する。

195.一酪農家の周産期病低減を目指した飼
養管理改善（第一報）：滋賀県滋賀県家保
杉江勇二

経産牛約40頭飼養の一酪農家で周産期病
が多発。中でも第四胃変位の発生率が約20%
と高く、本疾病の低減を目的として、乾乳
期飼料内容の変更と固形塩の通年給与を平
成27年7月15日から実施。飼料内容の見直し
により、乾乳前期では粗蛋白質とカルシウ
ム、乾乳後期では可消化養分総量と粗蛋白
質の充足率を改善。効果の評価は、平成27
年8月25日から12月31日までの周産期病の発
生数と飼料内容変更前後のボディコンディ
ションスコア（BCS）、乳量、乳成分の推移
を比較。その結果、分娩牛21頭のうち低カ
ルシウム血症、乳房炎、起立不能を1頭ずつ
認めたが、第四胃変位の発生はなかった。
飼料変更後の乳量に大きな変化はなく、分
娩後のBCSと乳蛋白質率の低下が軽減され、
乳脂肪率の推移が一般的な基準の3.5%まで
上昇したことから、分娩後の栄養状態が改
善。今後は、継続的な周産期病発生状況の
観察と分娩前後のさらなる飼養管理改善の
指導を実施する。

196.過去10年間における牛死流産等の発生
要因の分析：大阪府大阪府家保 勝井一恵

府内における牛死流産等の発生実態を取
りまとめ、発生要因を分析。【材料と方法】
平成17年4月から平成27年11月までに病性鑑
定を実施した牛の死流産105例及び生後7日
齢までの新生子牛死50例を調査対象とした。
細菌学的検査、ウイルス学的検査、病理学
的検査による診断基準に基づき発生要因別
に分類。【結果】死流産では発生要因は原
因不明が過半数を占め、ウイルス、細菌の
関与が認められる感染性（疑いも含む）、
非感染性、先天異常と続いた。新生子牛で
は先天異常が多く、感染性、非感染性、原
因不明と続いた。死流産および新生子牛共
に感染性ではウイルスが細菌より発生割合
は多かった。【まとめ】感染性でウイルス
の割合が多いのは平成20年度にアカバネ病
の発生がみられたためである。死流産からS
treptcoccus bovisなどの常在菌が分離され
た症例では、農家への日常的な衛生管理の
徹底指導が重要であると思われる。

197.肉用繁殖牛の銅欠乏症：兵庫県淡路家
保 大田康之、加茂前優花

繁殖和牛農家2戸成牛2頭で神経症状を示
し病性鑑定により銅欠乏症と診断。共通所
見：大脳皮質、髄質の微小出血、水腫。組
織所見：大脳皮質は浅層から深層で層状に
神経細胞の乏血性変性、神経食現象等を形
成。髄質は脱髄、肥胖型星状膠細胞の増加
等を確認。病性鑑定牛の銅濃度はA:9.8μg/
dl、B:20μg/dl（正常値70～105μg/dl）で
欠乏。同居牛の銅濃度8.2～39μg/dlで全頭
（A農場18頭、B農場4頭）が欠乏。チアミン
濃度は病性鑑定牛、同居牛共に問題なし。2
農場の給与飼料は配合と粗飼料の各銅含有
量は基準値8ppm以下で低値。モリブデン濃
度は問題なし。本症例の大脳髄質の脱髄と
皮質壊死像は鉛中毒やチアミン欠乏の病変
と異なり、かつ羊の銅欠乏症と類似。発生
農家で長期的な銅の摂取不足により欠乏に
至ったと推察。対策は銅含有量の多い配合
飼料に変更、対策前11.8μg/dl→後46.6μg
/dlで改善傾向。肉用繁殖和牛の銅保有状況
の実態把握と病変発現機序の解明に努める。

198.代謝プロファイルテスト（MPT）を活用
した但馬牛繁殖雌牛の飼養管理指導：兵庫
県淡路家保 山口悦司、廣田清和

繁殖管理として記帳やプログラム授精、
マニュアルに基づく適切な子牛管理を行っ
たにもかかわらず、成績の改善が不十分な
農家（4戸、60頭）に対し、MPTによる指導
を実施。【方法】MPTの繁殖ステージを妊娠
末期（分娩前60～0日）、泌乳前期（0～60
日）、泌乳後期（61～120日）、維持期（121
～分娩前61日）に区分し、但馬牛の基準値
と比較。【結果と改善効果】A農家は、低Gl
uや低BUNが判明し、飼料改善により複数回
授精牛が受胎。B農家は、妊娠末期等の高FF
Aと飲水不足が判明し、飼料改善により受胎
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牛増加。C農家は、妊娠末期から泌乳前期の
高FFA及び低Albと低Caが判明し、飼料改善
によりFFAが改善。D農家は、比較的成績優
秀な農家でMPT項目ほぼ基準値内であるもの
のCaがやや低いことが判明し改善指導。【ま
とめ】MPTに基づいて農家の問題点を明確に
提示することにより、飼養管理面の改善に
向けて意識付けが出来た結果、繁殖成績の
改善が得られた。

199.有毒植物による中毒の再発防止対策：
和歌山県紀南家保 丹羽裕子、柏木敏孝

平成27年7月管内繁殖和牛農家で、キョウ
チクトウ中毒を疑う事例が発生し、飼養頭
数8頭のうち5頭で食欲不振、沈うつ、水様
性下痢等の症状を呈し、うち2頭が死亡。有
毒植物による中毒の再発防止のため、管内
繁殖和牛農家10戸(A～J農家)に対し、野草
の給与状況の調査、刈り取り場所の現地調
査、写真入りパンフレットを用いた有毒植
物に関する啓発を実施。10戸全てで野草を
刈り取り給与。有毒植物としてはA農家で茶、
B農家でシキミが刈り取り場所周辺に繁茂。
またC農家でワラビ、D農家でヨウシュヤマ
ゴボウ、ワラビ、ユズリハ、オオオナモミ、
アセビを刈り取り給与していた。給与量が
少なかったため死亡等の大きな被害になら
なかったと考えられた。全戸に啓発を実施
し、特に刈り取り場所で有毒植物が見つか
った農家に対しては、植物名、中毒症状等
を説明し、飼料への混入防止を指導。今回
の一連の啓発、指導で各農家の有毒植物へ
の意識が向上し、再発防止に繋がった。

200.先天性異常子牛が続発した大規模酪農
場への指導：和歌山県紀南家保 岩尾基、
柏木敏孝

管内大規模酪農場で、平成27年3月からホ
ルスタイン種様の斑紋を有する交雑種子牛
が4頭、8月には下顎短小、鎖肛等を示す奇
形子牛が生産され、発生原因を究明するた
め調査・検査を実施。異常斑紋が出た子牛
は、特定の3銘柄で産出。奇形子牛について
は病性鑑定の結果、牛ウイルス性下痢・粘
膜病は陰性、細菌検査では有意な菌が分離
されず、抗体検査でもアカバネ、チュウザ
ン等の抗体上昇はなかったことから、感染
症は否定。よって剖検所見、病理所見から
先天性奇形と診断。当農場において過去に
この3銘柄以外で異常斑紋の出現はなく、交
雑種子牛の斑紋異常は売却時に安価で取引
されるため、使用を中止するよう指導。先
天性奇形の一つである鎖肛の発生は、早期
妊娠検査時に羊膜囊を強く触診することが
一要因と報告されていることから、妊娠検
査の際に注意を払うよう指導。今回は先天
性異常出現の原因究明には至らなかったが、
さらに情報収集し、注視していきたい。

201.遺伝的要因を疑う黒毛和種子牛の脊髄
髄鞘内水腫の症例(第二報)：和歌山県紀北
家保 亀位徹、豊吉久美

平成26年度に出生直後から全身振戦を呈
した雄子牛から脊髄髄鞘内水腫が認められ
たことを報告。前回の母牛の娘牛が4産目に
雄子牛を出産、この子牛が同様の症状を呈
したため病性鑑定を実施。ウイルス学的検
査から死流産等に関連するウイルスは否定。
病理組織学的検査から頸髄や腰髄の脊髄白
質に左右対称性に小空胞形成が顕著に認め
られた。KB染色で小空胞形成部位でLFBの染
色性が低下、軸索周囲の空間の拡張が認め
られた。電子顕微鏡検査で、腰髄の小空胞
形成部位で髄鞘内水腫が認められた。本症
例は前回と同様に、脊髄白質に海綿状の空
胞形成、脊髄髄鞘内水腫が認められた。本
症例も先天的な脊髄髄鞘の形成異常のため、
振戦を呈したと推察。当該農家のこれらの
事例について、その母牛が親子関係にある
こと、その他に生まれた雌子牛には症状が
認められていないことなどから、振戦の原
因は母牛の何らかの遺伝性の形質で、雄子
牛に現れやすい傾向があると考えられた。

202.仔牛の脱毛治療に起因したビタミンA過
剰投与事例：鳥取県西部家保 池本千恵美、
水野恵

管内1酪農場の仔牛で原因不明の脱毛が多
発。脱毛は後肢内側及び下腹部から始まり、
症状の激しい個体では腹部全体・臀部・前
肢内側・頸部へと波及。重症牛2頭が斃死。
当初、狸の媒介するダニを疑い、狸の侵入
防止対策等も指導。3ヶ月後、仔牛の脱毛な
お治まらず、亜鉛不足を疑って担当医から
検査依頼。聞き取りから脱毛発生後のビタ
ミンAD3E剤の頻回かつ過剰投与の事実が判
明。脱毛仔牛の血液検査実施。亜鉛値は正
常範囲、一般血液検査項目もほぼ正常範囲
内。ビタミンA値は半数で高値、ビタミンA
パルミテートは全頭から検出。直ちにビタ
ミンAD3E剤の投与中止を指示。投与歴のあ
った仔牛は全て発育不良、ハイエナ様体型
を呈するようになり、一部当所にて鑑定殺。
一連の脱毛事例の原因は特定できずともビ
タミン過剰投与による実害は甚大。今後、
農家や畜産関係者へビタミン投与の大切さ
だけでなく、過剰投与による被害について
も認識を深めていくことが重要。

203.繁殖和牛における不受胎の原因究明と
対策：鳥取県西部家保 大下雄三、池本千
恵美

3月上旬、開業獣医師より管内の中規模和
牛繁殖農家の不受胎について相談。これを
受け、大山農業改良普及支所及び開業獣医
師と協力して、一般血液検査、血中ビタミ
ン量測定、ボディコンデションスコア（BCS）
の判定、飼料の成分調査など不受胎の原因
究明を実施。結果、血中リン値が高く、ミ
ネラルバランス崩れている個体やビタミンA
及びβカロチンが極端に低い個体を多数確
認。また、飼料成分内容にも問題が認めら
れた。検査結果に基づき検討会を開催し、
飼料設計の見直しを行ったところ、不受胎
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牛の発情が確認されるようになった。10月
下旬、効果判定のため、一般血液検査及び
血中ビタミン含量の測定値を行ったところ、
良好な値が確認され、ほぼ全頭で受胎を確
認することができた。今回、普及支所は飼
料設計及びBCSの判定、開業獣医師は繁殖検
診、家保は代謝プロファイルテストなど、
各組織が分担協力したことにより、早期に
繁殖成績を改善することができた。

204.脊柱管内に形成された前駆B-1細胞性リ
ンパ腫により後躯麻痺を呈した牛の一症例
：鳥取県倉吉家保 岡田綾子

19ヶ月齢雄の黒毛和種牛が食欲不振と後
躯麻痺を発症、徐々に悪化し起立不能とな
り病性鑑定実施。剖検で最後頚椎から第一
・二胸椎の脊髄硬膜外に椎間孔まで波及す
る白色腫瘤を確認。病理組織学的に腫瘤は
脊髄硬膜外と脊髄神経周囲に浸潤増殖する
リンパ球様腫瘍細胞で構成。腫瘍細胞には
多形性があり、ほとんどの領域で壊死。腫
瘍の存在した部位の脊髄では圧迫性脊髄症
の病変。免疫組織化学的検査で腫瘍細胞はC
D20、CD79a、CD5、TdT陽性で、前駆B-1細胞
の免疫表現型と判明。血液中牛白血病ウイ
ルス特異遺伝子とELISA抗体は共に陰性。以
上より本症例を「頚胸髄硬膜外腔に原発し
た前駆B-1細胞性リンパ腫による圧迫性脊髄
症」と診断。後躯麻痺症状は脊柱管内腫瘍
によって頚胸髄が圧迫され変性したためで、
デキサメサゾンによる抗炎症作用及び抗が
ん作用により時折症状が寛解したと推察。
報告の少ない組織型で、形成部位も非常に
珍しい症例。

205.黒毛和種牛で発生した胎膜水腫事例胎
子の病理学的検索：島根県家畜病鑑室 東
智子、川上祐治

平成26年度中に同一ロットの黒毛和種受
精卵を移植された複数の受卵牛で胎膜水腫
が発生したことを契機に、原因究明の一環
として、続発した9症例を対象に病性鑑定を
実施。ネオスポラ（4例）、BVDV（5例）、ア
ルボウイルス（2例）の遺伝子検査は陰性。
母牛（8例）の血中ビタミンA値の極度の異
常値検出は無し。胎子の病理組織学的検査
（5例）では腎以外に異常を認めず。腎につ
いて正常胎子（9例）と比較したところ、病
性鑑定胎子4例（胎齢154～187日）で腎杯の
拡張、皮質および髄質の菲薄化と尿細管腔
の軽度拡張を確認したほか、1例（胎齢284
日）は水腎症の所見を確認。今回の胎膜水
腫続発事例は胎子腎に異常を伴う病態と推
察。同時並行で行った遺伝的要因調査と併
せ、本事例は胎子の常染色体劣性遺伝病と
判明。原因遺伝子の局所機能からの考察で、
発症胎子に腎尿細管機能異常による多尿が
生じて母牛の胎膜水腫が惹起されることが
強く示唆され、病性鑑定結果と合致。

206.牛のアーノルド・キアリ奇形2症例：岡
山県津山家保 光宗仁美、平井伸明

平成27年9、11月に類似した症状の子牛奇
形2例が近隣2農場で発生。症例1は黒毛和種
ET産子、雄。顕著な四肢の骨低形成、後躯
矮小、口蓋裂、後頭骨が肥厚し小脳が後方
に変位。小脳低形成なし。症例2はホルスタ
イン種ET産子、雌。両後肢は前方に拘縮、
後躯矮小、腰仙部に皮膚欠損があり仙椎の
椎弓欠損。大脳後頭葉の伸展、小脳の後方
変位及び顕著な小脳低形成。2例とも母牛は
異常産3種混合ワクチン接種済み。胎子臓器
および母牛血液のウイルス検査でシンブ血
清群及び牛ウイルス性下痢ウイルスの関与
は否定。小脳が延髄とともに大後頭孔から
脱出するアーノルド・キアリ奇形(ACM)と診
断。妊娠牛のビタミン(Vit)A欠乏とACMの関
連を示唆する報告があり、両農場同居牛群
のVitA検査を12月に実施したが、血清VitA
値は異常なく本症例との関連は不明であっ
た。本症は稀とされるが近年全国的に報告
があり、県内でも本症例の他に過去3年で2
例発生、注意を要す。

207.黒毛和種繁殖牛の血中銅濃度と飼養形
態の関連：徳島県徳島家保 中田翔

昨年、県西部黒毛和種繁殖農場で配合飼
料と銅含有鉱塩の給与にも関わらず、自給
粗飼料由来の銅欠乏症が発生。県内未報告
の血中銅濃度と飼養形態（配合飼料と銅含
有鉱塩給与の有無、放牧の有無）の関連を
明らかにするため、県全域黒毛和種繁殖牛9
8検体(10戸)を材料に血中銅濃度を比色法（L
anders-Zak変法）により測定。飼養形態に
より農場を区分し、血中銅濃度平均値をt検
定で比較。結果、農場の血中銅濃度平均値
は42.8-77.7μg/dlに分布、戸数内訳は70μ
g/dl以上1戸、50以上70未満6戸、50未満3戸。
配合飼料や銅含有鉱塩を給与しても低値農
場（50μg/dl未満）が存在し、それらに臨
床症状および共通因子を認めず。同飼養形
態でも農場により有意差を確認。黒毛和種
繁殖農場は飼養形態と無関係に潜在性銅不
足の可能性があり、飼料中の銅含有量不足
およびモリブデンなどの銅吸収阻害因子が
関与すると考察。

208.連続発生した子牛の先天性結腸閉塞の2
症例：徳島県西部家保 河見博子、阿部敏
晃

平成27年11月、管内酪農1農場において、
腸奇形を疑う子牛の病性鑑定の依頼が2件あ
り、剖検を実施。円盤結腸の形成不全があ
り、S字結腸と連結していなかった。共に結
腸奇形と診断。本疾患は遺伝的素因の存在
が関与しており、劣性形質による遺伝性疾
患との報告がある他、妊娠鑑定時における
直腸検査での胎膜把握の際に腸原基に分布
する血管の挫滅、子宮触診に伴う胎包内圧
の変化による胎子血流の一過性の阻害や変
動によって消化管の形成が阻害される可能
性も指摘されている。AIで使用した精液は
共に同一であるため遺伝的関与の否定はで
きないが、本症例では、胎子消化管の血行
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障害起因を有力要因として考えるのが現実
的であり、妊娠鑑定時に関係者がこの点に
留意することが重要。

209.黒毛和種子牛に発生した大脳皮質壊死
症：香川県西部家保 澁市さつき、笹田布
佐子

管内肉用牛肥育農家において、平成27年7
月に県外から260日齢(導入時DG:1.22kg)で
導入した黒毛和種雌子牛１頭が、導入40日
後に起立不能、意識混濁、胃腸運動減退、
視力減退等の症状、チアミン製剤投与等の
治療を実施するも改善せず、308日齢で病性
鑑定を実施。解剖検査では大脳脳回の一部
扁平化、病理組織検査では大脳皮質の層状
壊死、深層で微小空胞形成、神経細胞の乏
血性変化を認める。大脳表面及び断面への
紫外線照射(365nm)により大脳皮質で黄白色
の自家蛍光を認め「大脳皮質壊死症」と診
断。発症牛と同日導入の同居牛１頭(黒毛和
種雌、導入時DG:1.08kg)のチアミン欠乏を
疑い立入検査を実施。全血チアミン濃度を
測定(プレカラムHPLC法)した結果39ng/mlで
正常範囲内、チアミン欠乏の可能性は低い
ことを確認。大脳皮質壊死症の注意喚起の
ため、パンフレット作成、子牛飼養者へ配
布及び和子牛市場で情報提供を実施。

210.豆腐粕給与が原因と疑われた乳房炎牛
の事例：香川県東部家保 麻野加奈子、泉
川康弘

今夏、搾乳牛40頭飼養規模の酪農家にお
いて起立不能に陥る急性乳房炎が多発。発
症牛の乳汁中からBacillus cereus（B.cere
us）を分離。豆腐粕、牛床、戻し堆肥から
同菌を分離。豆腐粕はその日製造したもの
を屋外で常温保管し、翌日に給与。農家で
の保管状況の再現試験として豆腐粕を27℃1
2hrで培養したところ、B.cereusが10万倍以
上に増加。対策として、豆腐粕の給与を中
止し、搾乳後に牛を起立させておくため、
飼料給与のタイミングを変更。相乗効果を
狙って搾乳後のディッピング剤を殺菌効果
の高いものからバリア機能の高い乳頭保護
液に変更。牛舎環境の消毒の徹底。これら
の対策により乳房炎は終息。以上の経緯か
ら、菌が豆腐粕中で増殖し、飼料、糞、堆
肥を循環し、乳頭口から乳房内に入り乳房
炎を引き起こしたものと推察。

211.子牛の先天性心奇形4症例の検討：香川
県東部家保 清水茂長、野崎宏

平成23年度から平成27年度に確認された
子牛の先天性心奇形の4症例を形態学的に比
較。症例①（交雑種、52日齢）はファロー
の四徴と心房中隔欠損、肺と肝臓のうっ血。
症例②（交雑種、1日齢）はファローの四徴
と多発性嚢胞腎、直腸鎖肛、眼球形成不全、
無尾、単一臍帯動脈。症例③（ホルスタイ
ン種、17日齢）は大動脈騎乗と心室中隔欠
損、右心室肥大、卵円孔開存、無眼球症。
症例④（黒毛和種、110日齢）は大動脈騎乗

と心室中隔欠損、右心室肥大、心房中隔欠
損、肺及び肝臓のうっ血。共通病変は心室
中隔欠損と大動脈騎乗、右心室肥大。生後1
か月以上生存した2症例は、心臓以外に奇形
はなく、循環不全により死亡。生後すぐに
死亡した2症例は、心臓以外の奇形による影
響と考察。心室中隔欠損の分類は、膜周囲
部心室中隔欠損が3例、漏斗部心室中隔欠損
が1例。牛では膜周囲部心室中隔欠損が多い
とされ、本症例も同様の結果。

212.一酪農家で発生した先天異常子牛の2症
例：愛媛県東予家保 金子俊朗、徳永康子

出生時より起立困難を呈した2頭につい
て、大脳形成不全を伴う髄膜瘤（症例1）、
椎骨の形態異常及び脾臓の低形成（症例2）
が発生。症例1は、1日齢、乳用種雌子牛の
頭部にバレーボール大の腫瘤を形成し、腫
瘤内部は血様脳脊髄液で充満、頭蓋骨頭頂
部に6.4cm×3.5cmの卵円形の裂隙、大脳は
脳底部を残して欠損。残存する側頭葉に神
経細胞の壊死及び神経食現象を認め、小脳
及び脳幹にリポフスチン沈着を確認。症例2
は、28日齢、削痩し発育不良の交雑種雄子
牛に第13胸椎から第1腰椎椎体の変位、脾臓
は長さ約10cm、幅1cm程度の顕著な低形成で
あったが、病理組織学的に脊髄や脾臓に著
変は認められなかった。症例1は胎生初期の
神経管閉鎖不全と考えられたが、2例とも異
常産ウイルスの関与は見られず、いずれも
発生原因については不明であった。本症例
で認められた先天異常は、報告例数が少な
く、平成17年度以降の当所の病性鑑定で見
られたこともない非常に珍しいものであっ
た。

213.乳牛に見られた横紋筋肉腫の一例：高
知県中央家保 安藤正視

症例はホルスタイン種、雌、13カ月齢。
努力性呼吸、気管狭窄音、喉頭部に鶏卵大
腫瘤触知。症状改善せず死亡。剖検では、
腫瘍は喉頭前庭部から気管内に隆起し、そ
の内腔を狭窄。割面は白色～黄白色、部位
によっては透明感ある黄色を呈す。組織学
的には、腫瘍組織は結合組織により区画さ
れた胞巣状構造を形成、充実性に増殖。ク
ロマチンに富む小型の核で細胞質の乏しい
円形～類円形細胞及び淡明で大型類円形核
に1～複数の核小体を有する淡明な細胞質の
細胞で構成。分裂像は稀。一部の胞巣構造
の中心部には、壊死と好中球を主体とする
細胞浸潤。一部の腫瘍細胞は、PAS反応陽性。
リンタングステン酸ヘマトキシリン染色で、
胞体に横紋確認。鍍銀染色では、腫瘍細胞
塊をブドウの房状に取り囲むような胞巣状
構造。免疫染色では、多くの腫瘍細胞がDes
min陽性、Sarcomeric actinでは、一部の腫
瘍細胞が陽性。以上の所見から、本症例は
牛の喉頭の横紋筋肉腫（胞巣型）と診断。
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214.肉用牛繁殖農場の子牛にみられた慢性
銅中毒：福岡県両筑家保 一二三達郎

管内の1農場で、2ヵ月齢及び3ヵ月齢の黒
毛和種雌牛2頭に可視粘膜の黄疸、血色素尿
の排泄などを確認。血液生化学検査ではT-b
il、血清肝酵素、Creなどの著しい上昇。解
剖時の肉眼所見では全身性の重度の黄疸、
腎臓の暗赤色化、膀胱における血色素尿の
貯留が認められた。組織学的に、肝臓では
銅の過剰蓄積を伴う肝細胞の変性及び壊死、
間質の線維化、腎臓では尿細管上皮細胞の
壊死、赤色顆粒を確認。原子吸光法による
銅濃度測定では、肝臓（479ppm、589ppm）、
腎臓（62.9ppm、90.0ppm）、給与配合飼料
（70ppm）に高濃度の銅を検出。以上の結果
から、子牛の慢性銅中毒と診断、発症原因
は給与配合飼料の可能性が考えられた。当
該農場ではその後も子牛が同様の症状を呈
して死亡する事例が続発。現在、高濃度の
銅含有飼料を摂取していた牛群の継続的な
血液検査を実施し、病態把握のための予後
観察中。

215.下顎短小・腎低形成の交雑種子牛の1症
例：福岡県北部家保 田口博子、伊藤広記

管内の乳用牛飼養農家で交雑種子牛が娩
出。起立不能、下顎短小および舌突出を確
認。母牛は牛ウイルス性下痢ウイルス（BVD
V）抗体が上昇。子牛は赤血球数が著減し、
BUNおよびクレアチニンは著増。子牛は頭部
以外に著変なし。下顎は上顎より5センチ短
い。下顎付着筋は線維化。第一腰椎頭側骨
端の剥離骨折を確認。腎臓は硬化し黄褐色、
皮質髄質の境界不明瞭、嚢胞が密発。脳お
よび主要五臓器から有意菌分離は陰性。腎
臓の嚢胞は上皮細胞で裏打ちされ結合組織
が取り囲む。ネフロンは著減。頭蓋骨は全
体的に発達が悪い。下顎は特に発達が悪い。
本症例は品種特異性や症状から既知の遺伝
子疾患に該当せず孤発性の下顎短小と推察。
起立不能の原因は第一腰椎の骨折。母牛のB
VDV抗体価上昇は関与不明。腎臓は尿細管様
の嚢胞と混在して正常組織を確認。胎生期
の早い時期に異常発生と推察。腎臓の尿産
生以外の機能も障害。貧血や骨の脆弱化が
起こったと推察。

216.肉用牛繁殖農場における生産性向上対
策：長崎県対馬家保 元村泰彦、樽田嘉洋

管内肉用牛繁殖農場の生産性向上を目的
に、平成24～26年度の出生率、子牛の死亡
事故率調査を実施。死亡事故の半分以上が
分娩時の事故のため分娩監視状況について
も調査を実施。出生率は24年度：56.7％、2
5年度：67.8％、26年度：78.0％。子牛の死
亡事故率は24年度：7.2％、25年度：6.7％、
26年度：7.2％。約20％で分娩時の立会いが
なく、夜間は39％で立会いなし。対策とし
て、繁殖成績向上のため分娩、授精等の記
録の徹底、巡回時の繁殖検診を実施し、成
績不良農場は集中的な個別検診等を実施。
子牛の死亡事故率低減のため、分娩監視の

徹底及び子牛疾病の早期発見・早期治療を
指導。その結果、出生率は年々増加傾向で、
巡回指導の効果が認められたが、成績不良
農場は引き続き集中的な指導が必要。平成2
7年10月末現在、子牛の死亡事故率は4.6％
と前年度を下回っており、引続き分娩監視
や子牛観察の徹底を指導し、生産性向上に
努めていきたい。今後、後継者及び新規就
農者の育成等、生産基盤の強化にも努めて
いくことが必要。

217.肉用牛繁殖農家の繁殖成績改善を目的
とした経営指導での取り組み：長崎県壱岐
家保 中野孝宏、酒井芳子

肉用牛繁殖農家の所得向上を目的に、家
保、地域普及課、農業協同組合が合同で行
う経営指導の中で、繁殖成績改善に向けた
取組みを実施。平成25年度の対象農家（25
戸）は個体管理不足による初回授精日数や
受胎日数の遅延が課題であったため、初回
授精日数60日以内、受胎日数80日以内を目
標に個体記録の徹底と観察強化を重点的に
指導。繁殖成績は農家と関係機関で共有し
問題点の抽出に役立てた。さらに平成26年
度には全農家へ繁殖台帳を配布。その結果
農家の意識は向上し、平成25年度からの継
続指導農家21戸の初回授精日数（H25年：71.
1日→H26年：64.0）、受胎日数（99.3日→8
9.7日）、子牛生産率（91.3%→93.7%）は改
善。特に受胎日数80日以上だった農家13戸
の初回授精日数（80.4日→68.3日）、受胎
日数（114.2日→97.5日）、子牛生産率（89.
4%→92.8%）は大きく改善。平成27年度9月
時点では継続指導農家の初回授精日数62.2
日、受胎日数91.8日で、今後も繁殖成績の
向上に努めたい。

218.肉用牛飼養者を対象とした飼養衛生管
理基準遵守状況確認指導の効率的・効果的
な取組み：長崎県県南家保 溝口泰正、山
本賢一

飼養衛生管理基準（管理基準）遵守指導
のための全農家個別巡回には多大の労力が
必要であり、他業務との兼務等、業務の効
率化が必要。また、管理基準の遵守項目は、
項目が多岐に渡り、一つの項目に複数の事
項の記載がある等、○×の二択式では、詳
細な遵守の実態把握が困難。巡回時、事前
に必要な農家情報をタブレット端末で携帯
することで、多業務との兼務を可能とした。
さらに、遵守指導に用いるチェック表の各
項目を具体的な事例に基づいた選択式とし、
0～5の段階評価（レベルポイント）するこ
とで各農家の遵守水準を評価。消毒設備の
設置と使用、野生動物対策、施設立入記録
等についての項目でレベルポイントが低か
った。農家毎の総合レベルポイントでは飼
養規模および年齢構成によるに差はなく、
管内三市の比較で有意差がみられた。管理
基準を段階評価とすることで、判定が明確、
客観的かつ詳細となり、効果的な改善指導
が可能となった。
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219.長崎県内の牛異常産発生状況と胎盤の
診断意義：長崎県中央家保 和田彬美、鈴
田史子

本県の過去10年間（平成17年4月～平成27
年8月）の牛異常産に関する病性鑑定状況と
病変部位について調査。併せて胎盤採材の
必要性について考察。症例211件のうち感染
性20件（9.5％）、非感染性31件（14.7％）、
不明160件（75.8％）。感染性のうちウイル
ス性6件（30％）はアルボウイルス感染症で、
中枢神経系の低形成や非化膿性炎あり。細
菌性10件（50％）は大腸菌やリステリア関
与が多数で、菌体を伴う化膿性炎あり。寄
生虫性3件（15％）はネオスポラ症で、大脳
や脳幹部にシスト形成。真菌性1件（5.0％）
は菌糸を伴う血管炎や壊死あり。不明のう
ち28件で感染性を疑う病変があったが、病
原体が確認できず。病変は化膿性炎が最も
多く、特に肺の病変が多数。胎盤は、必要
性周知後、採材数、診断率ともに改善。胎
盤採材ありの症例24件中6件で病原体の関与
を疑う病変があり、うち4件は細菌性と診断。
胎盤は、特に細菌性異常産の診断に有効な
材料となる。

220.変敗飼料給与を原因とする黒毛和種繁
殖牛の肝性脳症の一例：長崎県県北家保
秦祐介、鈴田史子

黒毛和種繁殖母牛5頭飼養農場で、2015年
4～6月に変敗稲サイレージ(稲WCS)給与後、
母牛5頭が食欲不振、起立不能を呈し、4月
に2頭死亡。変敗稲WCS給与中止指導後、生
存牛3頭は一旦症状回復するも、再び変敗稲
WCS給与を開始し、6月に1頭が意識混濁、起
立不能となり死亡、病性鑑定実施。剖検で
は肝臓は萎縮、硬化、割面は煮肉様変性、
脳脊髄液および髄膜液が増量。組織学的に、
び漫性の肝線維症、大脳、小脳および脳幹
部灰白質の海綿状変性を確認。脳、肺の細
菌検査、BSE検査、リステリア検査は陰性。
血液生化学検査では、GOT、GGT、T-Bil、NH
3が上昇、BUN、Albが低下。給与飼料からマ
イコトキシン、高濃度のNH3態窒素は検出さ
れず。以上から、6月死亡牛は肝性脳症と診
断。本症例は、4月に変敗稲WCS給与により
肝機能障害を起こし、当該飼料を給与中止
するも、再度給与され、重度の肝疾患とな
り、体内のNH3を代謝できずに肝性脳症を発
症したと考察。当該農家や管内農家に対し、
稲WCS保管法や変敗飼料給与に関する注意喚
起を実施。

221.天草地域肉用繁殖牛における稲発酵粗
飼料給与の現状：熊本県天草家保 下西儀
政

稲発酵粗飼料（イネWCS）は、繁殖牛飼養
農家（農家）の粗飼料として定着。しかし、
過肥や発情回帰遅延等の声もあり天草地域
のイネWCS給与の現状を調査。選定した農家
11戸が保管しているイネWCSの一般成分（水
分のみ現物％、他は乾物％）は日本標準飼
料成分表と比較し、水分は十分な予乾のた

め34.2±15と低く、そのため乳酸発酵が進
んでいないものも散見。粗蛋白質（CP）は5.
2±2.1でやや低いが、可消化養分総量（TDN）
は53.0±1.5と標準レベルのため、イネWCS
の品質は概ね良好。イネWCSのみ給与3農家
の過去5年間の空胎日数、未経産受胎月齢、
1年1産率を比較し、成績が劣る農家の成牛5
00kg維持期の充足率は、乾物とTDNが200％
を超え、CPも高値で、繁殖成績は過剰給与
による過肥が影響の一つと示唆された。ま
た、11戸の内8戸は過肥気味と回答し、農家
は適切な給与量等を把握していないため、
適正給与量等の周知、イネWCS質の安定、給
与マニュアルの作成に取り組む。

222.黒毛和種子牛に見られた腎臓糸球体疾
患の一症例：大分県大分家保 河上友、御
手洗善郎

5.5ヶ月齢の黒毛和種子牛（受精卵移植産
子）が生時より小型、慢性下痢を呈し発育
不良となり鑑定殺。外貌やや過長蹄、剖検
で腎臓に著変認めず。病理組織学的検査で
腎臓糸球体の減数、出血やPAS陽性滴状物沈
着、メサンギウム領域～基底膜に好酸性無
定型構造物（PAS弱陽性・AZAN陽性・アミロ
イド陰性）増生、糸球体の萎縮・消失や腫
大。ボーマン嚢膨化、小口径尿細管出現、
間質拡張と単核細胞浸潤。基底膜にスパイ
クや二重化は認めず。電子顕微鏡学的検査
で基底膜の菲薄化や肥厚、メサンギウム細
胞に中等度電子密度顆粒。病原検索でBVDV、
レプトスピラ特異遺伝子検出されず。主要
臓器・脳から菌分離陰性。父牛・供卵牛と
も既知の遺伝病保因せず。血液生化学的検
査でBUN：91（mg/dl）、GOT：243（U/L）、C
RE：2.1（mg/dl）及びCPK：842（U/L）。本
症例はメサンギウム領域～基底膜の線維形
成異常や糸球体血管異常が考えられた。病
態解明と原因究明につき症例の蓄積が必要。

223.黒毛和種繁殖農場における大脳皮質壊
死症：宮崎県都城家保 竹内僚子、日高慎
也

繁殖牛200頭の黒毛和種繁殖農場におい
て、2015年8月2日から3日、4～6ヵ月齢の同
一ロットの子牛59頭中3頭が神経症状。8月3
日に3頭中1頭の病性鑑定を実施。残る2頭は
8月4日に農場内で死亡。8月8日にさらに1頭
の発症を確認、チアミン製剤を投与。病理
解剖で大脳の充血、大脳の365nm紫外線照射
で自家蛍光、病理組織学的検査で、大脳皮
質における層状の神経細胞の乏血性変化を
観察。非発症牛27頭の血中チアミン濃度と
血糖値、一日増体量DG（kg/日）の関係では
相関は認められず。8月7日に同一ロットの
子牛全頭にビタミンB群添加剤を経口投与、
8月12日にチアミン製剤を投与、8月13日に
給与乾草の変更を実施。以後、新たな発症
は確認されず。離乳後の飼料急変によるチ
アミンの吸収能力低下が疑われた。今後は
適切な飼養管理方法の指導が必要。
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224.キリエノキの葉の有毒成分の研究：鹿
児島県鹿児島中央家保徳之島支所 石井択
径、是枝輝紀

キリエノキは、我が国では、熊本県以南
に分布するアサ科ウラジロエノキ属（Trema
属）の常緑小高木で、牛、山羊及び家兎が
葉を食すと肝障害を主徴とする中毒が起こ
る。しかし、Trema属の有毒成分の正体は不
明である。そこで、キリエノキの葉に含ま
れる有毒成分の単離及び化学構造の解明を
最終目標として、本研究を立ち上げた。葉
のメタノール抽出物を、4層（MEH、MEM、MW
B、MWW）に二層分配し、さらにMWWをODSカ
ラムクロマトグラフィーにより3フラクショ
ン（fr.1～3）に分けた。各画分の再溶解液
をddYマウスの腹腔内に1回投与後、14日間
観察した。MWW群とfr.1群の死亡マウスに共
通して、肝障害と脾臓リンパろ胞周囲の細
網組織の変性・壊死が認められ、中毒の主
な病理組織所見と考えられた。本研究によ
り、マウスを用いた葉による中毒再現法を
確立し、有毒成分含有フラクションfr.1を
得られた。近い将来、fr.1からの有毒成分
の単離が期待できる。

225.Prototheca zopfiiによる難治性乳房炎
多発と環境材料からの分離事例：鹿児島県
肝属家保 田澤陸

当該農場は管内の中規模酪農場で、フリ
ーストール形式で牛を飼養。平成26年8月以
降、難治性乳房炎が発生していた。数度の
病性鑑定及び立入調査を実施し、9頭中6頭
をプロトセカ乳房炎と診断。平成27年2月、
農場の浸潤状況調査のため乳汁及び環境材
料を採材し、培養試験及び消毒効果試験を
実施。乳房炎発症牛4頭の乳汁全てからProt
otheca zopfii（P.z ）を分離。環境材料計
16検体中、ウォーターカップの水、通路、
フリーストールの床、戻し堆肥からの7検体
でP.zを分離し、農場環境中へのP.zの浸潤
が示唆された。分離P.z（マクファーラント
濁度5液）に5分間感作の消毒効果試験を行
い、100ppm次亜塩素酸ナトリウム液、逆性
石けん製剤1000倍及び複合次亜塩素酸系消
毒剤1000倍希釈液で消毒効果を認めたが、1
ppm次亜塩素酸ナトリウム液では消毒効果を
認めず。消毒水の使用、牛舎環境の改善及
び消毒などを引き続き農家へ指導していき
たい。

226.黒毛和種子牛における好酸球性腸炎の
一症例：鹿児島県姶良家保 三角和華子、
是枝輝紀

黒毛和種の繁殖牛55頭、子牛25頭、ホル
スタイン種15頭を飼養する農場で、7か月齢
の黒毛和種子牛が、径1cm大の赤色で球状の
組織状物を混ずる下痢を呈し、加療したが
予後不良と判断され、病性鑑定を実施。病
理組織学的検査、生化学的検査、ウイルス
学的検査、細菌学的検査及び直腸便の寄生
虫検査を行った。剖検で、腸管粘膜の肥厚、
腸間膜リンパ節の腫大が認められ、病理組

織学的検査で、空回腸及び大腸の粘膜固有
層に好酸球やリンパ球などの高度から中等
度の浸潤、トルイジン青染色で、空回腸及
び大腸の固有層などに肥満細胞の浸潤が認
められたが、ヨーネ病検査陰性、BVDV遺伝
子、寄生虫卵は検出されず、好酸球性腸炎
と診断。本症例では寄生虫の関与は認めら
れず、腸管に肥満細胞が浸潤していたため、
アレルギーによる可能性。本病は、臨床症
状がヨーネ病と似ているため、類症鑑別が
必要な症例であると考えられた。

Ⅰ－５ 生理・生化学・薬理

227.八丈富士牧野放牧牛血液生化学データ
の季節変動：東京都東京都家保 山本健晴、
南波ともみ

八丈島内にある八丈富士牧野は、黒毛和
種繁殖雌牛が通年放牧飼育されおり、東京
都家畜保健衛生所八丈支所（当所）は病性
鑑定依頼を受ける。今回当所は、当該飼養
牛の基準値作成と栄養状態動向調査のため
血液生化学データ計測を実施。対象牛は出
産経験のある20頭で、5月、8月、11月、お
よび2月に採血実施。検査項目はTP、Alb、G
lu、GOT、γ-GTP、T-cho、IP、Ca、Mg、BUN、
およびNEFA。結果は年間を通し、低T-cho、
高GOT、高γ-GTP、高NEFAの傾向。またIPと
BUNは、2月はその他の時期と比較して有意
に低値。これらから当該牛群は、年間を通
してエネルギー不足傾向で、冬季は蛋白質、
澱粉質不足の疑い。当該牧場は冬季に放牧
場内青草の摂食量が低下するため購入乾草
を給与しているが、飼料計算の結果、給与
量不足。当該牧場は冬季の繁殖成績が悪く、
今後は冬季の飼料給与指導を行う。同時に、
収集した血液生化学データを当該牛群の基
準値として事故発生時の対応に活かしてい
く。

228.スキャナーと画像解析ソフトを使用し
たLDHアイソザイムの解析：長野県松本家保
橋本淳一

血中の乳酸脱水素酵素(LDH)は細胞障害に
より上昇。LDHには1～5のアイソザイム(iso)
が存在し病変部位の推定に利用。LDH-iso測
定はゲルをデンシトメトリー(DM)で解析す
る方法が常法。今回、ゲルの代わりにセル
ロースアセテート膜(CA）を、DMの代りに反
射・透過原稿対応のスキャナーと画像解析
ソフトImage Jを用いて牛のLDH-iso測定を
検討。検討の結果、CA膜泳動条件は血清塗
布量1.6μl/cm、電流0.6mA、泳動時間70分、
染色はMTT剤で2時間を採用。健常牛泳動像(n
=13)を用い常法と処理法①CA+DM、②CA+反
射原稿、③CA＋透過原稿の3処理法を比較。
③>①>②の順で常法に近似。③における健
常牛のLDH1～5iso値(U/l)は、常法値を100%
とした時、104、101、100、84、88％。③の
健常牛5iso百分平均比は46.7、21.1、18.3、
5.4、2.5％となり常法の代替法として有望。
また、③で白血病発症牛6頭を測定、うち白
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血病に多いLDH3分画増加牛を4頭確認、疾病
診断にも利用可能。③は常法の約1/3のコス
ト。

229.県内黒毛和種繁殖牛の血中微量元素濃
度：鳥取県倉吉家保 青萩芳幸、田島理子

平成27年3月から11月にかけて、県内黒毛
和種農場6戸で飼養する繁殖雌牛について、
血中微量元素(セレン(Se)、亜鉛(Zn)、銅(C
u))の濃度を測定。Seの血中濃度(ｎ=28)は1
4.0～85.1ng/mlで、欠乏値とされる40ng/ml
以下の個体は10頭(35.7％)。Znの血中濃度
(ｎ＝43)は53.3～179.3μg/dlで、欠乏値と
される40μg/dl以下の個体は0頭(0.0％)。
またCuの血中濃度(ｎ=21)は18.1～91.6μg/
dlで、欠乏値とされる50μg/dl以下の個体
は5頭(23.8％)。血中微量元素の欠乏は体内
生理機能や胎児に影響を及ぼす可能性があ
ることから、飼育牛の血中微量元素濃度の
把握や微量元素含有鉱塩の給与が必要。

230.乳牛のネフローゼ症候群診断の顛末と
その対応を通して思うこと：徳島県西部家
保 阿部敏晃

2015年5月、管内酪農家の初産牛が5月24
日分娩の翌日から起立不能を呈し、加療す
るも6月3日死亡。5月28日の臨床検査からネ
フローゼ症候群を疑った。本症例は、一般
血液検査（血検）、血清生化学検査(生化学)
によりほぼ診断可能だが、当方の病態把握
の不徹底及び臨床獣医師との連携不足のた
め、逆に加療により死期を早めた。血検、
生化学は、検体（血液）が採取容易な上、
検査も自動化により簡易だが、その解釈は
非常に複雑で、現状で家保が本検査・診断
ツールを有効活用出来ているとは言い難い。
加えて、血検、生化学の主対象たる牛では、
病態と検査数値との関連が犬、猫、豚ほど
明瞭ではなく、個体差もあり、一層病態の
解釈が困難。しかし、家保、臨床獣医師と
も、検査結果の分析の努力、出来れば双方
による症例検討等による経験の共有が必要。
微生物学的検査と異なり、血検は家保業務
の本流ではないかも知れないが、今後家保
による診療業務に備えた知見の蓄積は重要。

231.褐毛和種における生化学検査の結果：
高知県中央家保 徳弘令奈

今回、H26とH27の2年間、褐毛和種延べ26
2頭の代謝プロファイルテストを実施したデ
ータをとりまとめ生化学検査結果の活用に
ついて検討。検査項目は、GLU、TCHO、BUN、
TP、ALB、GOT、GGT、Ca、IP、Mg、ビタミン
A(VA)、ビタミンE(VE)、βカロチン(BC)、
セレン、亜鉛および銅について延べ262頭の
データを集積。各項目について平均値を算
出し、年齢別、黒毛和種との比較を実施。
恒常性が高いALB、Caはばらつきも少なく、
GOTや短期間の蛋白質の指標であるBUN、採
食量に影響されるTCHO、BC、VEはばらつき
が大きかった。また加齢と共にGGTとVEは上
昇、ミネラルと微量元素は減少。黒毛和種

との比較では、褐毛和種でTCHO、BUN、ALB
およびGOTが低く、GGT、Caが高い傾向。一
般生化学検査値に種差のある可能性が示唆。
今後は繁殖成績を加え、褐毛和種におけるM
PT診断の指標としたい。

232.牛血中ビタミンC濃度測定法および安定
性の検討：熊本県中央家保 藤園航

牛血漿中ビタミンC濃度の測定方法、検体
の状態による測定値の変動及び検体の最適
条件を検討。測定法として、食品衛生検査
指針の高速液体クロマトグラフ法を牛血中
ビタミンC濃度分析用に改良した方法（変法）
と市販キットを比較。変法を用いた標準品
の測定では良好なピーク分離及び検量線の
直線性を確認。牛血漿サンプルによる測定
でもピーク分離は良好。同時再現性試験の
変動率2.9%、添加回収試験の回収率105.2%。
血漿分離までの温度・時間、分離後の保存
温度、測定までの日数を変更し測定値の変
動を調査。採血後、冷蔵で保存し1日後に血
漿分離した場合、検査値が17.5%上昇。室温
保存で1日後の分離で、13.0%低下。分離血
漿を冷蔵で保存し7日後に測定した場合、12.
2%低下。変法は、市販キットと比較して、
効率的かつ低コストで測定可能。検査に用
いる検体は、分離までの時間や保存法の違
いで変動。採血後直ちに氷中へ入れ速やか
に遠心分離し、冷凍保存することが重要。

Ⅰ－６ 保健衛生行政

233.チームで取り組んだ乳用種雌牛哺育・
育成農場における下痢症対策とその成果：
北海道十勝家保 岡本絵梨佳、中岡祐司

導入直後に下痢が多発していた乳用雌牛
哺育・育成預託農場（当該農場）に対し、
当該農場、NOSAI、大学、畜産試験場、普及
センター、家保で下痢症対策チームを編成。
目標は当該農場の下痢発症率の減少、治療
日数の短縮。チームで行った原因調査・分
析の結果から、対策は各預託元農場での初
乳給与量の統一、当該農場での抗菌性物質
の適正使用と腸内環境の改善を優先とした
治療。対策後の発症率は哺乳給与量を改善
した預託元農場のみ有意に減少、治療日数
は当該農場の治療方針の変更により有意に
短縮。対策の経済効果は、薬品費が一頭あ
たり約390円減少。各預託元農場の成績はベ
ンチマーキングにより比較、順位付けによ
り意識が向上。チームとしての取り組みは、
各組織の持つ情報・知識を活用し、成績の
共有により相乗効果が生まれ、対策のサイ
クルが動き、下痢症対策の成果につながっ
たと考察。

234.栗原地域の市場上場子牛における新た
なワクチネーションプログラムの取組：宮
城県北部地方振興事務所栗原地域事務所
髙橋幸治、石川知浩

H26年度末に開催された子牛市場A県買参
者会議で牛呼吸器系疾病5種混合ワクチン(5
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種混)接種日の明記について要望あり。県内
産子牛導入の肥育農場で呼吸器疾病が発生、
抗体を保有しない県内産牛が確認されたこ
とが発端。管内子牛の信頼性と付加価値向
上のため接種プログラムについて検討。従
来の4ヶ月齢接種に加え、上場1ヶ月前に接
種していたヒストフィルス・ソムニ不活化
ワクチンを5種混との混合ワクチン接種へ変
更。抗体の保有状況を確認するため、8戸19
頭の調査を実施。その結果、接種前（4ヶ月
齢）では、抗体保有していない牛散見。2回
目接種後には、十分な抗体を保有。今回の
取組を管内生産者(157名)とみやぎ総合家畜
市場の買参人(121名)を対象にアンケート実
施。生産者(回答157名)の57%で肺炎下痢等
が低減。買参人(回答48名)の84%で2回接種
の効果があると回答。管内すべての上場子
牛への5種混2回接種は、全国初の取組。

235.「肉用牛増頭運動推進事業」の展開と
子牛の損耗防止対策：秋田県南部家保 西
宮弘、佐々木専悦

平成26年度から取り組んでいる｢肉用牛増
頭運動推進事業｣において、改善モデル農家
の重点指導を行い、子牛の損耗防止対策の
一環として既存のワクチンプログラム（プ
ログラム）を見直し、繁殖牛に対する血液
生化学的検査を実施。プログラムに細菌性
呼吸器病混合ワクチン（B3）を追加。平成2
7年2月以降に分娩された子牛26頭を接種回
数等により区分し、同一子牛から約30日齢
以降に経時的に採血して抗体価を測定。B3
接種は2回接種が効果的だったが、1回接種
と未接種群で、マンヘミア、パスツレラ及
びヒストフィルス属菌に対する抗体上昇が
確認され、農場内での自然感染が示唆。供
試した子牛の症状等の発生時期を「見える
化」し、衛生管理や作業ポイント等の提示
と畜舎消毒の指導により、衛生意識の向上
がみられた。血液生化学的検査は繁殖雌牛
の栄養状態を把握するために調査。平成26
年度ではBUN値が正常値以下だったが、平成
27年度には改善。今後も生産性向上、増頭
支援を展開。

236.和牛大規模肥育農場における死廃事故
低減に向けたリスク評価と対策：秋田県中
央家保 石川すばる、加藤真姫子

和牛子牛価格が高騰する折、疾病による
死廃は肥育農場経営に大きな損失。管内の
基幹大規模肥育１農場は、総合的な肥育技
術は高位安定しているが（上物率89.5%）、
飼養開始半年後から1年間で15頭が死廃（事
故率10.4%）、内8頭（53.3%）が肺炎。【事
故分析】過去3例の病性鑑定成績、飼養管理、
血液生化学検査、ウイルス性呼吸器病抗体
価等調査。耐過した個体の中和抗体価はBRS
V:512,PIV3:90.5,Ad7V:430.5と高値。死廃
事故の背景に伝染性病原体の複合感染によ
って発症する牛呼吸器病症候群が示唆。【リ
スク評価】肥育前期、特に導入時のストレ
ス重複による免疫低下が懸念され、最重要

課題と判断。ストレス要因として、①群編
成②ウオーターカップへの馴致③粗飼料と
水による飼い直し④寒冷ストレスを特定。
【対策】事故率3%以下を目指し、免疫を補
強する具体的な導入時対策を提示。今後、
実行可能な項目について効果を検証するた
め、関係機関と連携し継続的な指導を実施
中。

237.１農場の黒毛和種子牛疾病低減対策の
検証：山形県置賜家保 大橋郁代、森大輝

2年余りで繁殖牛を55頭から75頭へ増頭し
た一貫経営農場で牛呼吸器複合病を中心に
子牛疾病が増加。今回、農場での対策の効
果を検証。対策は①鉄剤とビタミン剤注射、
②繁殖牛へ牛呼吸器病6種混合ワクチンと下
痢5種混合ワクチン接種徹底、③子牛へ牛RS
ワクチン接種、④保温対策の強化。鉄剤等
の注射開始以降、群全体の活力が向上し疾
病罹患時の診療期間が約11日間短縮。対策
後、子牛の疾病発生率は対策前の同時期に
比べ64%から35％、呼吸器病は57%から35％、
死亡は3頭から0頭へ減少。生後数日内に血
清総蛋白質濃度(TP)により概ね充分な受動
免疫を確認し、1～2カ月齢では呼吸器病ワ
クチン抗体を確認。子牛のワクチンプログ
ラムの前提とした受動免疫の確認にTP測定
は簡便で有用と考えられた。今後、対策後
に出生した子牛の出荷成績の向上が期待さ
れる中、農家と関係者が取り組む繁殖牛生
産性向上のための畜産クラスター実証支援
事業で、本事例を子牛疾病対策モデルとし、
対策を波及させる。

238.病理解剖結果に基づく和牛子牛の死亡
事故低減への取り組み：山形県最上家保
佐藤遼太、佐藤亘

平成27年2月1日現在の管内和牛繁殖雌牛
飼養状況は173戸2,020頭。5年前比較で戸数
11%減少、頭数12%増加。繁殖経営の規模拡
大等により平成25年度以降、生産者・獣医
師の子牛死廃事故低減に対する意識が向上
し、病理解剖申請件数が増加。平成25年4月
から平成27年11月末まで、管内死亡子牛(10
カ月齢以下)の35%(57/161頭)を病理解剖し、
1カ月齢未満が49%(28/57頭)。診断区分別で
は管理失宜(28%)、先天性疾患(16%)、呼吸
器病(14%)と続いた。管理失宜の69%が飼料
給与不備(母乳・人工乳の不足及び粗飼料・
敷料の盗食等)のため、適切な母乳・飼料給
与を指導。呼吸器病対策としては、和牛繁
殖経営規模拡大支援事業等により同居牛の
抗体検査、人工初乳給与及びワクチン接種
指導等を実施した結果、診療回数減少。最
上地域は、今後も繁殖雌牛増頭による子牛
生産頭数増加が見込まれ、更なる事故低減
及び生産性向上のため迅速な検査・指導に
努める。

239.プロトセカ乳房炎多発農場の衛生指導
：栃木県県央家保 戸﨑香織、小松亜弥子

管内酪農家でプロトセカ・ゾフィ（P.zop
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fii）による乳房炎が集団発生。当該農場は
対尻式つなぎ牛舎、井戸水（未消毒）を使
用。2、3年前から難治性乳房炎が継続発生。
農場全体のP.zopfii汚染を疑い、全搾乳牛6
2頭の乳汁及び環境材料を検査。20頭が陽性、
陽性牛が使用した給水カップ及び乾乳舎牛
床から当該菌を分離、高い陽性率と環境の
高度汚染を示唆。そこで環境中の汚染低減
と新たな感染牛の発生防止対策（①搾乳指
導、②乳汁検査結果及び体細胞数を基にし
たグループ分類、③分離飼養、④搾乳順の
変更、⑤陽性牛の積極的とう汰、⑥牛群の
定期モニタリング）を実施。対策開始後、
畜主の意欲及び衛生意識が向上。陽性牛7頭
をとう汰、井戸水への自動塩素注入装置を
導入。牛群検定成績も改善傾向。本事例の
ような集団発生事例は、短期的な清浄化達
成は困難であるが、とう汰の推進、衛生管
理の徹底の継続により改善。今後も定期的
な乳汁検査及び衛生指導を継続し、清浄化
を目指す。

240.県内初、酪農経営における農場HACCP認
証取得への取組：埼玉県熊谷家保 森田梢、
山品恒郎

管内酪農経営における農場HACCP認証取得
（認証取得）への取り組みと当所の指導に
ついて報告。当該農場は平成25年7月開業。
搾乳牛150頭、フリーストール・ミルキング
パーラー方式、従業員6名で、年間1500ｔの
生乳生産。経営者は開業当初から、高い衛
生管理システムを構築し安全安心な生乳を
生産することで将来的に製品を差別化する
ために認証取得を目指す。平成26年10月取
り組み開始。当所は内部検証員として月1回
の推進会議に参加。法令遵守や一般衛生管
理を中心に指導。HACCPチームメンバー全員
が農場HACCP指導員養成研修を受講し、一丸
となって取り組んでいる。会議でも活発に
意見交換がされ、常に作業工程等の見直し
改善を実施。取組開始後、作業の標準化、
従業員の使命感醸成等が達成され優れた衛
生管理が実現。平成27年6月に「農場HACCP
推進農場」に指定。平成28年中の認証取得
を目指し、当所は専門的な立場から検査、
技術指導等で支援を継続。

241.管内肉用牛肥育農場の農場HACCPシステ
ム構築支援：神奈川県県央家保 横澤ここ
ろ、吉田昌司

管内肉用牛肥育農場の農場HACCPシステム
構築（構築）取組支援について報告。当該
農場は家族経営のブランド牛肉生産農場で、
以前より構築に取組んでいたが記録方法等
に課題。そこで、平成26年度から神奈川県
畜産会（畜産会）の支援事業を利用し、畜
産会（構築全体の助言）、畜産技術センタ
ー普及指導課（飼養管理、経営等）、家保
（衛生管理、文書作成補助等）の3者で役割
を決め、構築をサポート。家保は経営者と
共に文書作成、飼養衛生管理基準遵守を指
導。日常作業は経営者1人が行うため、記録

や消毒等で負担が少ない方法を提案し、毎
月の4者での勉強会で繰り返し検討。その結
果、構築が進むにつれ経営者の意識が向上
し、衛生管理の徹底や毎日の記録付けがな
され、農場HACCP認証取得の意志が固まった。
今後の目標は、今年度中に内部検証を実施
し、県の農場HACCP計画認定を取得、来年度
中の農場HACCP認証申請を目指す。今後も生
産者の意欲向上を図るような支援を継続す
る。

242.県立大野山乳牛育成牧場の衛生対策の
変遷：神奈川県湘南家保 閏間佐和子、福
岡静男

県立大野山乳牛育成牧場（大野山）は、
昭和43年度から受託開始。家保は、入牧前
に結核病等の各種検査を実施。入牧後の薬
剤投与やワクチン接種実施時期等について、
大野山職員と検討。月１回以上の定期検査
（臨床・血液検査）の他、適宜各種検査を
実施し、受託牛の健康管理。疾病発生状況
として、開牧当時から小型ピロプラズマ病
対策に苦慮。予防対策に重点を置き、陽性
率低下、重症個体減少。昭和43年には牛肺
虫症が発生。確立した対策がない中、駆虫
法等を模索し、清浄化達成。その他、牛乳
頭腫等の事例に遭遇し、その都度対応。平
成21年度の家保再編整備の際には検査体制
等を見直し、検査業務効率化。大野山は平
成27年度末に県直営の施設としては廃止さ
れるが、一部施設を、民間事業者に貸付け
計画。引き続き牛が飼育される場合には、
過去の実績を活かした衛生指導を実施予定。
また、大野山で培われた牛飼養衛生管理技
術は引き続き県内の畜産農家の指導に活用。

243.県独自ブランド「クリーンミルク」推
進農場における衛生意識向上の取り組み：
新潟県中央家保 堀江香会、権田寛子

クリーンミルク推進農場3戸において、安
全な畜産物生産への関心を高めることを目
的に、採材が容易で農場が取り組みやすい
バルク乳検査を活用、農場内の問題点抽出
と搾乳衛生指導を実施。1戸で緑膿菌が分離
され、搾乳機械と牛床の管理を重点的に指
導。畜主自ら消毒薬を変更する等衛生意識
が向上、対策後の検査では分離されず。2戸
で黄色ブドウ球菌が分離され、全頭検査を
実施。保菌牛を特定し、最後搾乳や盲乳・
廃用等の対策を指導。両農場とも対策や追
加の検査を積極的かつ早期に行うようにな
った。3戸とも、問題点が明確になったこと
で具体的な対策が可能になり、その実施に
よって乳質改善効果が認められた。安全・
安心への意識も高まり、今年度クリーンミ
ルク認定を申請。今後も定期的な検査を継
続、安全・安心な生乳生産を支援。他農場
へも取り組みを広げ、衛生意識向上を促す
ことでクリーンミルク生産農場の拡大を図
る。
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244.簡易放牧の衛生対策：富山県西部家保
前田尚子

管内耕作放棄地にて新規に簡易放牧を実
施した5カ所12頭の牛に対し、放牧事前、終
牧時の血液検査、放牧期間中の定期巡回時
に臨床検査を実施。その結果、巡回時およ
び終牧時の検査では中毒症状、代謝性疾患
は認められず、血液検査で小型ピロプラズ
マ原虫陰性、糞便の虫卵検査と寒天ゲル内
沈降反応による抗体検査で肝蛭寄生の陰性
を確認。次年度は放牧カ所数の増加及び放
牧期間の延長が計画されていることから、
草量対策、放牧管理者の負担にならない巡
回プログラムの構築、牛の繋留に不慣れな
管理者への指導方法の改善が必要。

245.県立農業高校における肉用牛繁殖指導
への取り組み（続報）：富山県東部家保
早苗美智子、池上良

県立農業高校（高校）において担当教諭
からの依頼に基づき、繁殖管理に関する支
援を実施。取り組み内容①繁殖検診を実施
し繁殖台帳を整備、②生徒中心の繁殖管理
体制を整備し「発情発見ボード」を作成、
③繁殖検診の際に、生徒に直腸検査の基本
的な方法や触診技術について学ぶ体験研修
を実施、④生徒に畜産への関心を高めても
らうために、畜産関係者が講師を務める特
別授業を実施。その結果、①不受胎牛の早
期診断により妊娠鑑定の平均日数が短縮、
②「発情発見ボード」によって記録と伝達
の仕組みが整備され授精回数が増加、③生
徒の繁殖に対する興味が向上、④授業後に
実施したアンケートで9割の生徒から畜産へ
の関心が高まったと回答。家保による繁殖
検診の実施と、生徒を中心とした繁殖管理
体制を整備したことにより、繁殖成績の改
善を達成。また、畜産教育の支援により生
徒の畜産への関心を赤めることに寄与。今
後は畜産行政と教育分野が協力し、未来の
就農者や畜産関係者を育成するための体制
を構築することが重要。

246.農場HACCP推進農場におけるこれまでの
取組みと普及に向けた今後の課題：石川県
北部家保 礒辺真由美

当所は、H21年度からA酪農家を対象に農
場HACCPの構築と運用を支援するため、外部
チーム員として参加。H24年度からは衛生管
理システムの見直し、内部検証、教育訓練
など運用をサポート。H25年、A農場は「農
場HACCP推進農場」に指定。後継者の定例会
参加や作業日誌の活用で、従事者間の情報
共有が図られ、PDCAサイクルが機能。一方、
外部チーム員の改善案に農場主が改善を決
断しない場合もあったが、本年はこれまで
先送りとなっていた乳房炎対策に取り組み、
体細胞数に改善がみられた。A農場は、農場
HACCPの認知度や認証取得費用などを理由に
認証取得の予定はない。しかし、取組みの
継続には積極的であり、当所は今後も協力
を予定。農場HACCPの普及には、取組み事例

で具体的なメリットを伝える必要がある。
複数農場の取組みがあれば地域への発信力
が強まると考え、今後、多くの農場支援の
ため、文書負担をより少なくするなど改善
し、農場主導の運用につなげたい。

247.養牛農家の子牛疾病予防対策意欲向上
へ～見える化を通して～：愛知県西部家保
渡戸英里、志村秀樹

平成23年、飼養衛生管理基準の見直しに
より、農場間の往来が制限され、農家から
他の農場の疾病発生状況や予防対策実施状
況を知りたいと要望があった。これを見え
る化することで、農家の対策への意欲向上
を図った。病性鑑定の多い子牛の疾病に絞
り、①管内全牛農家128戸を対象に、問題と
なる症状と実施している対策に関するアン
ケートを実施。結果をグラフ化し、リーフ
レットとして農家にFAX送信。②経営形態の
異なる2農場(乳肉複合経営農場A・肥育経営
農場B)を選定して抗体検査(呼吸器病・下
痢)を実施。結果、2農場とも主訴は下痢だ
ったが、呼吸器病ウイルス6種のワクチン接
種時期に問題判明。其々の農場の特徴が理
解しやすいよう、2農場の結果をグラフで比
較対照して説明。獣医師等を交え、対策を
検討。Aは子牛の抗体価が高く、接種時期を
現状より遅らせ、Bは導入子牛の抗体価にば
らつきがあり、2回の接種に変更。今後、費
用対効果も含めてこれらのデータを蓄積し、
対策指導に利用。更なる意欲向上につなげ
たい。

248.本州初の大規模肉用牛肥育農家の農場H
ACCP認証取得とその効果：滋賀県滋賀県家
保 渡辺直人、富田文博

当所の指導の下、1,600頭飼養の大規模肉
用牛肥育農家が肉用牛では本州初となる農
場HACCP認証を取得。農場HACCPは、当農家
の6次産業化をきっかけとして、生産物の安
全性・信頼性確保と生産性向上の手段とし
て、当所から提案。牧場スタッフとともに
農場での全作業工程を分析し、コーデック
スに示されている手順に従いHACCPシステム
を構築。平成27年3月に中央畜産会に認証申
請、同7月に現地審査、同8月に認証取得。
農場HACCP導入効果は、飼養管理の改善、衛
生意識の向上、従業員同士のコミュニケー
ションが密になり、その結果、取り組み前
後で死廃頭数が月平均2.3頭から1.9頭に減
少、枝肉重量が１頭当たり22kg増加し、生
産性が向上。当農家では、当所をはじめと
する外部チーム員を交えた農場HACCP会議を
毎月開催して継続的にシステムを検証し、
更なる生産性向上に取組中。当所は、当農
家をモデル農家として、成果を県内に発信
し、他の農家での農場HACCPの取組を推進し
ていく。

249.管内酪農場における農場HACCPへの取組
：鳥取県西部家保 植松亜紀子、富谷信一

平成24年度から管内一酪農場をHACCP導入
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のモデル農場として関係機関と連携しなが
ら支援し、平成26年7月に管内初農場HACCP
推進農場として指定された。同農場は当面
認証取得には向かわないことになったもの
の、HACCP取組は継続する意向であったので、
現実的なHACCP運用を図ることとした。平成
26年度は、衛生管理目標として乳房炎発生
率の低減（目標5%）を設定して取組み、目
標を達成できた。平成27年度は、HACCPの取
組が農場全体の意識付けに至っていない現
状を踏まえ、従業員と意見交換会を実施。
取組内容として、農場の環境整備、ラクト
コーダー検証による搾乳手順マニュアルの
見直しを行った。また、飼養衛生管理基準
について年間行動計画を立て、各項目の運
用方法について検討。今後HACCPの取組を実
行しやすい形で、現場にわかりやすく結び
つけていく必要があると思われる。

250.西日本初の酪農場での農場HACCP認証取
得と管内における農場HACCP構築に向けた取
組：鳥取県倉吉家保 下岸照和、郡司美緒

管内の酪農場が平成27年10月に西日本初
となる農場HACCP認証を取得。平成23年1月
のシステム構築開始当初は酪農部門のみで
の認証取得を目指していたが二度にわたる
現地審査を経て肥育部門での構築も併せて
行い両部門を統合した形で認証を取得。管
内では別の和牛肥育農場においても平成25
年4月からシステム構築を開始し、認証取得
に向けた活動を継続中。家保は当初より他
の県機関や関係機関と共にHACCPチームメン
バーとして構築に参画。当初は県外NPO法人
のリード・助言のウエイトが大きかったも
のの、県事業による定例勉強会の開催や研
修受講による関係者のスキルアップによっ
て構築作業をリードできる人材の拡充が図
られている途上。今後とも構築作業をとお
しての指導者の新規育成・スキルアップと
農場への普及に向けた取組誘致が必要。

251.管内和牛公共放牧場の現状と課題：鳥
取県西部家保 池本千恵美、大下雄三

管内3カ所の公共放牧場はそれぞれ異なる
課題を抱える。H放牧場は牧野のワラビ繁茂
に長年苦慮。今年度は除草剤散布と草刈り
の強化で若干牧野の状態は改善。来年度は
ワラビが芽吹く前からの早期放牧によりワ
ラビ抑制を狙う。K放牧場は3放牧場の中で
最も牧野の状態は良好であるが、預託農家
数は激減。放牧中の事故散発が要因の一つ
でもあり、事故軽減対策が課題。N放牧場は
小型ピロプラズマの寄生が懸案事項。近年
の放牧頭数の減少で牧野の草が過長となり、
ダニの寄生率も上昇傾向。昨年は発症牛が
複数出現。途中下牧し、対処療法で快癒し
たが、治療薬が製造中止となった今、予防
強化が必須。今年度は検査間隔の短縮とペ
ルタッグの装着を試行。感染は認めるも発
症には至らず。来年度は草の伸び過ぎを防
止し、ダニの寄生軽減を図るとともに、省
力管理も検討予定。今後も現状に合わせた

和牛公共牧場の在り方及び有効活用法を関
係機関一丸となって検討し、取り組んでい
きたい。

252.子牛哺育育成農場における呼吸器病対
策：鳥取県倉吉家保 中村耕太郎、青萩芳
幸

平成26年2月より、管内のF1・乳子牛の大
規模哺育育成農場において肺炎事故が急増。
導入後の経時的な鼻腔スワブ検査の結果、
ハッチ飼育の哺乳牛でM.bovis（Mb）、M.di
spar（Md）感染が増加。離乳・群飼後に混
合感染による慢性肺炎で死亡していた。分
離されたMbはマクロライド耐性、Mdは多く
の株がニューキノロン耐性、1株がマクロラ
イド耐性。また、導入時の子牛の血中ビタ
ミンA濃度は低値または欠乏値。このためビ
タミン給与による発育および免疫状態改善
効果の試験を実施したところ、ビタミン2回
投与群は最も良好な発育。対策として、薬
剤感受性試験に基づいた投薬プログラムを
決定し、定期的な煙霧消毒、導入時および
導入2週間後のビタミンA投与を実施中。大
規模哺育育成農場においては、効果的な投
薬プログラムの作成が重要。また、導入牛
の多くはビタミンAが低値のため、ビタミン
給与により、発育と免疫状態が改善し、呼
吸器病事故を低減できる可能性が示唆。

253.キャトルセンターの衛生対策の取り組
み：島根県松江家保 山下由紀子、品川雄
太

管内のキャトルセンターは平成27年5月運
用開始。関係機関で受入候補牛の選抜巡回、
受入、出荷判定、衛生指導を実施。選抜基
準は健康で、BLV抗体陰性。受入前に発育状
況の確認、BLV抗体検査、呼吸器5種混合ワ
クチン接種。受入時にイベルメクチン製剤、
ビタミン剤等を投与。飼料給与体系は「し
まね和牛子牛飼い方マニュアル」に従う。
受入時の発育は日齢によるばらつきがあっ
たが出荷時の胸腹差は十分にあり、発育は
概ね良好。異常個体を早期に発見、検温、
治療する体制を構築。治療歴は、受入後1ヶ
月以内および去勢後に多い傾向。病性鑑定
でP.multocida、Mycoplasma bovisを検出。
ウイルス抗体調査結果から、農家間で移行
抗体保有状況にばらつきがあり、一部でBVD
VⅡの抗体上昇を認めたが、その影響は不明。
今後も継続的にデータを蓄積していき、衛
生対策に反映させる。

254.酪農の重点支援農家に対するアプロー
チ（第1報）:山口県西部家保 森実希、木
村めぐみ

酪農家1戸を重点支援農家とし、より具体
的な支援指導を実施。巡回指導の強化：年4
回の現地支援を、農家とのコミュニケーシ
ョンを重視し月2～3回に増。牛舎環境整備
及び飼養管理改善:施設の老朽化や故障、衛
生管理の不徹底が認められたため、施設改
善指導や牛床の衛生管理として、消石灰等
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の散布を指導。また、繁殖検診の再開によ
り、発情・授精適期の見極めや、繁殖障害
牛の早期発見治療を実施。牛舎内外の環境
整備も指導。 その結果、農家自身が取り組
む内容を確認し、問題点を自覚、よりよい
経営を行うための生産意欲向上に繋がった。
牛舎環境の整備として、バーンクリーナー
の修理を指導。老朽化した飼槽は現在整備
中。また、牛個体管理の徹底のため、繁殖
管理ボードを設置、生産者の牛管理の明確
化と関係機関と情報を共有化。これらの取
組により、H27年4月～12月の牛群検定成績
は昨年度と比較し、平均空胎日数は37日短
縮、分娩後初回授精平均日数は7日短縮。

255.若齢子牛の死亡原因とその防止対策：
山口県北部家保 佐野裕規、直井秀明

当所で病性鑑定が最も多い2ヶ月齢未満の
子牛事例について、平成23年4月～平成27年
11月までの病性鑑定結果の解析と実施した
対策をとりまとめた。子牛の病性鑑定件数
は黒毛和種39、無角和種6、交雑種3、ホル
スタイン種8、計56。月齢別内訳は流死産23、
2ヶ月齢未満33。原因別内訳は原因不明23、
事故・管理失宜18、細菌12、ウイルス、寄
生虫、代謝性疾患各1。原因不明は、死後変
化13、原因究明不能9、明確な所見無し1。
事故・管理失宜は、難産10、誤嚥6、外傷2。
細菌感染症は、大腸菌3、Clostridium属菌3、
その他6。原因不明は死後変化事例が多く、
迅速な搬入、病性鑑定と問診が重要。この
ため死亡時の記録表を作成し、調査内容を
明確化。分娩事故対策は、分娩介助、難産
時の獣医師への診療依頼、大規模農場に監
視カメラの設置を誘導。細菌感染症には牛
舎等消毒、ワクチン接種を指導。今後も適
切な病性鑑定と飼養管理指導を実施。

256.管内肉用牛一貫経営農場における子牛
の呼吸器病対策・第２報：高知県中央家保
田野支所 岸咲野花

呼吸器病が多発した管内A農場で、昨年度、
分娩1ヶ月前の母牛及び2.5ヶ月齢の子牛に5
種混合不活化ワクチン接種。接種前後で診
療件数に変化なく、1ヶ月齢と3～5ヶ月齢の
子牛での発症増加、夏季の分娩の集中によ
る冬季の発症増加が課題。今年度、母牛に
は不活化ワクチン接種を継続、子牛には3ヶ
月齢での鼻腔内投与型2種混合生ワクチンに
変更し、新たに1ヶ月齢で抗生物質を投与。
飼養環境の改善策として、換気扇の増設、
細霧装置の使用及び分娩房の増設。また、
繁殖牛舎内の子牛の密飼い防止のため、肥
育牛舎への早期移動を実施。結果、11月ま
での呼吸器病診療件数4件（前年度29件）、
死亡頭数0頭（前年度2頭）に減少。抗体価
の測定結果より、すべての個体で接種ウイ
ルスについて有効抗体価以上であることを
確認（母牛≧128倍、子牛≧8倍）。適切な
時期でのワクチン接種、抗生物質投与及び
飼養環境の改善により、効果的に呼吸器病
を抑制し、事故率低減につながった。

257.全国共進会への出品に係る課題と対策
：高知県西部家保 濱田和希

10月23日から26日にかけて北海道で開催
された全日本ホルスタイン共進会において、
会場全体にコロナウイルスが蔓延し、発熱、
呼吸器症状及び下痢を呈する牛が続出。こ
のことから、今回、浮き彫りになった全国
共進会への出品に係る課題と対策について
考察。会場の防疫措置は会場周囲のみでと
られ、牛舎内は防疫対策がとられておらず、
決して万全ではない。開催地の季節や気候
条件、病気の発生状況等から想定される疾
病への対策として実行委員会のワクチンプ
ログラム以外の防疫措置を講じることが必
要。出品した農家では帰高後、コロナウイ
ルスが蔓延し、治療と生産性の低下により、
経営に大きな打撃。全国から多くの牛が集
まる和牛及び乳牛の全国共進会へ出品する
農家には出品にかかる負担に加え、経営に
悪影響を及ぼすような事にならないように、
防疫対策には最善を期することが必要。

258.Salmonella Dublin(SD)確認を契機とし
た肉用牛農家重点指導：福岡県中央家保
尾川寅太、廣松理希

複数県外市場から哺育牛を導入する農場
で平成26年10月、呼吸器病による損耗増加。
急死1頭を病性鑑定、Salmonella Dublin（S
D）敗血症と診断、SD確認を契機に、損耗低
減を目指し重点指導展開。SD確認後、家保、
専門農協、関係技術者等による会議を毎月
開催、改善方法を検討し、決定事項を実践。
1.調査：同居牛40頭のSD抗原検索、Salmone
lla O9 LPS ELISA、呼吸器病抗体検査、栄
養モニタリングを実施。2.取り組み：飼育
プログラム確認のため平成27年6～9月抗体
検査、血液検査実施後、モニタリングの強
化、ワクチンプログラム及び飼料給与方法
を改善。3.成果：会議で専任獣医師の雇用
を決定、迅速な処置やワクチン接種が実現。
モニタリングに基づく衛生対策、飼育プロ
グラムの改善で、哺育期間の損耗率は当初
の20％が3.8％に低減。4.まとめ：取り組み
により飼育技術向上、損耗率低下。今後は
個体毎の発育差解消を目指して指導を継続。

259.地域獣医療の中核としての役割を担う
家畜保健衛生所の取り組み：大分県玖珠家
保 里秀樹

当家保は地域獣医療の中核として、血液
・糞便・乳汁等の一般検査、死亡牛等の病
性鑑定、自衛防疫による各種予防注射の調
整及び繁殖検診を診療獣医師と連携して実
施。一般検査の依頼は、平成24年～27年度
上期まで756件。成牛は牛白血病に関連した
検査依頼が多く、家畜共済による牛白血病
の認定頭数は直近4年間で80頭。子牛は慢性
の下痢や肺炎を伴う発育不良の検査依頼が
多い。乳房炎の検査は関係機関と連携して
乳質及び生産性の向上に取り組む。牛の個
体識別番号から個体の生存・死亡等を調査
して、家保の検査結果を検証した結果、毎
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年度90％以上が適当であった。死亡牛等の
病性鑑定は、平成24年～27年度上期まで143
頭。肉用牛農家への予防注射体制を確立し、
子牛市場上場牛へのワクチン接種率は100
％。共済獣医師と連携した繁殖検診巡回で
は、平成27年度から家畜共済特定疾病損害
防止事業を利用して、繁殖障害牛25頭の治
療を巡回時に実施し5頭が受胎。

260.海外クルーズ船等の就航に伴う地域一
体となった家畜防疫の取り組み：沖縄県宮
古家保 銘苅裕二、筧麻友

管内は観光産業推進に伴い、海外クルー
ズ船やチャーター機の就航数が増加。クル
ーズ船等就航に伴う懸念リスクは①口蹄疫
発生地域から直接寄港②畜産農家密度が高
く、島全体に農場が点在③農家の家畜防疫
に関する意識が不十分④動物検疫上の指定
外港で、家畜防疫官の常時立会が困難。取
り組みとして、連絡協議会で家畜防疫に関
するプレゼンの実施。市村・県出先意見交
換会で地域防疫対応協議。地元紙に家畜防
疫の広報。動物検疫所に航空会社・船舶会
社へ靴底消毒マット等の設置や禁止事項の
周知を要請。港・空港で靴底消毒を実施し、
確認・報告は地方税関と市と連携。バスや
タクシーに防疫ポスター掲示。観光ルート
上の農家定期巡回指導。家畜市場で情報紙
の配布。農家勉強会の開催。家畜損害防止
対策協議会と連携し、農家へ消毒薬を配布。
以上より地域一体となった家畜防疫を取り
組んだ。来年度はクルーズ船就航が今年度
の約9倍の100隻になるため、更なる防疫体
制強化が必要。

261.「牛の島 与那国」の復活に向けて－衛
生からの増頭アプローチ－：沖縄県八重山
家保 庄野雪菜、俵山美絵

【背景】与那国島の国境の防疫強化と肉
用牛増頭に向けた足がかりとして、家保が
関係機関と連携し定期的な取り組みを推進
しているので、その概要を報告する。【取
り組み】家保主催で2度の合同勉強会を実施。
駐在獣医師と採材送付に関する事を確認し、
今後の迅速対応が出来るように連携を強化。
口蹄疫発生に関する情報提供とモデル農家
で空間消毒とドロマイト石灰消毒を実施。
与那国和牛生産部会（部会）、JA、町役場、
家保が参加して旧セリ市場と3戸の農家で畜
舎消毒を実施。【まとめ】勉強会に参加し
たJA与那国支店や生産者から実際に与那国
島で防疫演習を実施したいという要望があ
り、防疫演習を企画した。また病性鑑定を
実施することで、家保が即座に現地入り出
来ない場合の採材方法等を駐在獣医師に伝
達することができた。牛舎消毒を通して、
消毒方法の伝達、動力噴霧器の整備ができ
た。今後は部会を主体とする、地域での継
続した畜舎消毒が実施されるよう支援して
いく予定。

Ⅰ－７ 畜産技術

262.牛白血病対策のため考案したアブ防除
ジャケットの実用化に向けた取組：青森県
青森家保 菅原健、田中慎一

アブによる牛白血病ウイルス（BLV）感染
防止法として分離飼育等が有効だが、労力
や群編成の問題から実施は困難。そこで、
牛に着用させ吸血を阻止するアブ防除ジャ
ケット（ジャケット）を考案。ジャケット
はネット状のタマネギ袋をミシンで縫い合
わせて自作、牛体表面でアブの吸血を阻止
する。昨年度はパドックと畜舎で効果を確
認、今年度は実用化に向けて試験を継続。
対象はBLV陰性牛12頭で、ジャケット着用10
頭と非着用2頭に分けて陽性牛と放牧。なお、
アブの生息はトラップで確認。放牧中はBLV
感染の有無を確認し、血清中の総コレステ
ロール、AST、コルチゾール、体温を経時的
に測定。その結果、着用牛全頭が感染せず、
非着用牛2頭中1頭が感染。血液検査では着
用の影響なく、体温は軽度の上昇を認めた
が臨床上の異常なし。以上から、ジャケッ
トの感染防止効果と生体への影響がないこ
とを確認。また、着用中の破損を防ぐため
耐久性を向上させたジャケットの試験を継
続中。

263.粗飼料の硝酸態窒素および有機酸の一
斉分析法の検討：東京都東京都家保 竹内
悠里、岡野良夫

普及センターからの依頼による牛飼養農
家の自給飼料分析業務の効率化を図るため、
硝酸態窒素と有機酸（クエン酸、乳酸、酢
酸、プロピオン酸、イソ酪酸、n-酢酸）の
一斉分析方法を検討。検討試料としてダイ
コン葉を用い、抽出時間の検討と各成分の
溶出状況を確認。硝酸態窒素は簡易法であ
るRQフレックスと今回検討したイオンクロ
マトグラフの分析値を比較。ダイコン葉を
超純水で抽出、30～300分後の経時的な溶出
状況を確認。各成分とも時間の経過ととも
に溶出されたが、300分を経過しても平衡に
至らず、抽出時間と抽出方法の詳細な条件
検討が必要。また、硝酸態窒素のRQフレッ
クスとイオンクロマトグラフによる分析値
の相関係数は良好であり、硝酸態窒素のイ
オンクロマトグラフ分析は可能であると判
断。以上により、粗飼料中の硝酸態窒素と
有機酸は同時抽出が可能であり、イオンク
ロマトグラフで一斉分析することが可能。

264.稲発酵粗飼料のゼアラレノン分析法の
検討：富山県東部家保 岩本智恵子、尾崎
学

飼料安全性確保の取組みとしてカビ毒に
注目し、県内で生産が増加している稲発酵
粗飼料(WCS)のゼアラレノン(ZEN)分析法を
検討。平成27年生産のWCSを15cm程度に裁断
し60℃で一晩乾燥、粉砕後に1mmの篩を通過
させ試料とした。飼料分析基準に準じ、抽
出溶媒量を100mLとした結果、試料は抽出溶
媒の吸収率が高く、抽出溶媒量の不足が判
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明。そこで、抽出溶媒を125mL、150mL、200
mLに増量し試験を実施。抽出溶媒150mL及び
200mLで高速液体クロマトグラフ(HPLC)での
分析が可能な試料溶液を確保。抽出操作等
を考慮し、抽出溶媒量は150mLが適当と推察。
試験精度の確認のため、試料にZEN標準液40
0µg/kg添加し、抽出溶媒量を150mLとして3
回繰り返し試験を実施。添加回収率は110.2
～113.9%、繰り返し精度は1.3%と良好。飼
料分析基準の抽出溶媒量を150mLに変更する
ことで、HPLC法によるWCSのZEN分析が可能
と推察。

265.肉牛農家における採卵成績に影響する
要因の検討：富山県東部家保 中村吉史宏、
池上良

平成20～27年12月までの間に管内で採卵
した黒毛和種105頭について、以下の条件で
それそれの回収卵数、正常卵数、正常卵率
を比較検討。（1）過剰排卵処置（漸減投与
法、簡易投与法）、（2）人工授精（以下AI）
回数（1回、2回）、（3）供卵牛要因（産歴、
採卵時分娩後日数、母牛系統【藤良啓、気
高系、田尻系】）、（4）季節要因（春、夏、
秋、冬）、（5）農家要因（農家毎）。過剰排
卵処置では漸減投与法が回収卵数19.3個、
正常卵数7.2個に対し、簡易投与法では回収
卵数20.0個、正常卵数9.5個であり両者に有
意差なし。さらにAI回数、季節要因でも有
意差なし。供卵牛要因では5産以上は正常卵
数12.3個、5歳未満は5.9個で有意差あり。
採卵時分娩後日数では201日以上では50～20
0日以内に比較し正常卵数が少ない傾向。さ
らに、母牛系統では田尻系は正常卵数が5.1
個であり、藤良系の9.0個、気高系の8.8個
と有意差あり。農家要因では6農家中2農家
で他の農家に比べ正常卵数が少ない傾向。
今後は簡易投与法を推奨していくとともに、
今回の結果を供卵牛の選定に生かす。

266.Cランク胚および体外胚を活用した牛胚
移植の取組み：石川県北部家保 村上成人

胚移植（ET）を希望する農家の要望に対
応するために充分な胚の供給が必要。今回、
Cランク胚および体外胚を活用した牛ETの取
組みについて報告。Cランク胚は、供試牛15
頭に、県内産黒毛和種体内Cランク胚を採胚
後、透明帯を切開し（Cスリット胚）新鮮胚
移植。体外胚は、供試牛26頭に、県内産黒
毛和種の屠場材料および経腟採卵で採卵、
作製した凍結体外胚でダイレクト法15個、
ワンステップ法11個を発情後7、8日目に移
植。対照群は85頭に、通常体内胚（新鮮胚2
3頭、凍結胚62頭）を移植。Cスリット胚は4
頭受胎（受胎率26.7%）、体外胚はダイレク
ト法6頭受胎（受胎率40.0%）、ワンステッ
プ法2頭受胎（受胎率18.2%）。対照群は新
鮮胚13頭受胎（受胎率56.5%）、凍結胚26頭
受胎（受胎率41.9%）。Cスリット胚は、受
胎率が低いため、供給胚数増加よりも優良
な後継牛生産に活用を期待。体外胚は、ダ
イレクト法の受胎率が良好なため供給胚数

の増加に活用可能。

267.若狭牛増産のための牛受精卵の回収お
よび移植方法の変更とその移植成績：福井
県福井県家保 横田昌己、朝倉裕樹

これまでに、牛受精卵移植の受胎要因に
ついて検討し、乳牛経産の低受胎率、受胎
率の高い収縮桑実胚（CM）の利用促進、移
植者の熟練度等が受胎率向上への要因と考
察。昨年度、畜産試験場を中心に県内関係
機関の受精卵担当者が集まる受精卵移植技
術連絡会でこれらについて協議し、CMの利
用促進を目的とした受精卵回収方法の変更
と、移植方法を従来の2ステップ法（G法）
から操作が簡便なダイレクト法（EG法）へ
の変更を決定し実施。回収方法を人工授精
後7日目の採卵から6.5日目に変更。その結
果CM供給数が増え、CM利用率が15.8%から63.
4%となりCMの移植が増加。移植方法では、G
法とEG法の受胎率を比較すると37.8%、43.8
%とEG法が有意差はないが6％向上。低受胎
率だった乳牛経産への移植ではG法31.4%、E
G法41.7%と約10%向上。今後も受精卵移植技
術連絡会を機能させ、関係機関一丸となっ
て受精卵移植に取り組み、若狭牛の増産に
努めていく。

268.超音波診断装置を用いた早期妊娠診断
評価と効果：福井県福井県家保 朝倉裕樹、
横田昌己

超音波診断装置を使った直腸検査（超音
波診断）により、種付け後40日以前の繁殖
検診（早期妊娠診断）を実施。手を使った
直腸検査法（用手法）よりも誤診が多い、
流産しやすいとの誤解や、再妊娠鑑定の煩
雑さなどから積極的に早期妊娠診断を活用
する農家は限定的。平成25年4月から平成27
年12月までの早期妊娠診断335例（用手法53、
超音波診断282）を用い、診断精度、胚死滅
を含んだ流産率を求め、分娩間隔の短縮に
ついて評価。診断精度が9割を越えるのは用
手法で種付け後36日以降、超音波診断では3
1日以降。流産率は8.3%で既報の範囲内。早
期妊娠診断活用の1農家の活用前（17例、平
均産次2.7）と活用後(25例、平均産次2.8)
の分娩間隔を比較。平均値の差で26.5日が
短縮。

269.ラクトコーダーを活用した乳質改善の
取組：岡山県井笠家保 山口葵

備南地区の酪農経営支援チーム(以下、チ
ーム)では、H20年度から乳質向上のため関
係機関と協力して搾乳立会や家保による個
体乳検査等の農場指導を実施。H26年度から
従来の指導方法に加え、搾乳手技がグラフ
や数値で視覚的に評価が可能なラクトコー
ダーを活用。その結果、搾乳立会を実施し
た管内農場19戸中14戸で搾乳ユニット装着
タイミングのずれや過搾乳等の問題点を確
認。内容を検討し、指導を実施したところ、
体細胞数適合率(月3回の検査で体細胞数が3
0万個/ml以下であった回数の年間割合)が19



- 54 -

戸中13戸で向上あるいは前年並。改善の見
られなかった農場について、その原因や改
善方針をチームで再検討し、継続指導を行
っている。ラクトコーダーを使った立会は、
農場からわかりやすいと好評で、指導ツー
ルとして有用なため、各家保職員も使用で
きるよう、操作研修を開催。今後未実施農
場への推奨を行いながら、ラクトコーダー
の活用を継続していく。

270.受精卵移植の多様化と家保の役割：岡
山県津山家保 西淳子、板坂義昭

当家保管内での受精卵移植（ET）は、平
成21年の技術料有償化以降も需要が拡大し、
今年度は移植頭数1,000頭、採卵頭数150頭
程度となる見込み。増加の要因は、利用可
能な卵の種類が増え、ET利用目的が多様化
したことによる。従来からの改良や乳牛借
り腹による和牛の増産、後継牛確保目的の
雌雄判別卵や判別精液卵の利用に加え、近
年は発情見逃しやリピードブリーダー対策
など繁殖成績の向上目的が増加。そのため
の低価格なF1受精卵も販売されている。ま
た、比較的安価に導入できるジャージーF1
牛を受卵牛で利用するケースもあり、様々
な利用形態が出現している。家保では各々
の経営に合わせ、ETの効果的な利用をコー
ディネートすることにより、農家の経営改
善に役立てている。さらに民間参入促進の
ため、技術研修を数年間に渡り継続的に実
施中で、今年度も新規繁殖技術候補者5名が
研修会に参加。管内の民間移植は、5カ所55
6頭（H25実績）となっている。

271.北部畜産事務所管内における受精卵移
植の普及と定着の概要：広島県北部家保
工藤敬幸、山本祐輔

本県では、和牛生産基盤の強化・拡大の
取組を推進。平成23年度まで、広島牛受精
卵供給システム整備事業で、乳用牛への和
牛体外受精卵移植を実施。平成24年度から、
民間主体の移植を拡大するため、広島牛受
精卵移植普及定着推進事業（普及定着事業）
を実施。平成24から27年度まで、診療獣医
師に実施支援（①）を、受精卵移植師に技
術支援（②）を実施。支援の回数は①2名に
31回、②16名に128回。受精卵移植実施農家
戸数及び頭数は①9戸・72頭、②29戸・247
頭。受胎率は、未経産牛55.1％（140/254頭）、
経産牛30.8％（28/91頭）。実施農家戸数及
び頭数は普及定着事業において増加。課題
として、未経産牛に比べ経産牛の受胎率が
低く、経産牛における受胎率の向上対策が
必要。今後、和牛生産基盤の強化・拡大の
ためには、受胎率の高い未経産牛を確保す
る必要があることから、平成27年度より性
判別精液を活用し、乳用牛後継牛の確保対
策事業を実施、移植頭数の拡大を目指す。

272.分娩前の乳汁性状検査による乳房炎診
断技術の有効性：愛媛県畜産研究センター

岸本勇気、山形典彦
分娩予定日10日前の乳汁性状検査による

乳房炎診断技術を検証。経産牛13頭50分房、
乾乳前の全乳房に乾乳軟膏を投与。乳汁性
状は、分娩予定日10日前の乳汁を粘性有、
初乳様、水様性の3種類に分類するとともに
CMT変法検査を実施し、分娩後10日間は発生
状況を調査した。分娩予定日10日前の乳汁
性状は、粘性有17/50(34%)、初乳様26/50(5
2%)、水様性7/50(14%)。分娩後乳房炎を発
症した分房は粘性有で0/17(0%)。初乳様で
乳房炎を発症した分房は、4/26(15.3%)であ
り内訳は、CMT変法検査が陽性1/2(50%)、陰
性3/24(12.5%)。水様性で乳房炎を発症した
分房は2/7(28.6%)であり、7分房でCMT変法
検査が陽性であった。以上のことから、分
娩予定日10日前の乳汁性状及びCMT変法検査
は、水様性については、乳房炎発症リスク
を評価できると思われたが、初乳様につい
ては検討の余地がある。

273.交配種雄牛が黒毛和種産子の在胎日数
や生時体重に及ぼす影響：愛媛県畜産研究
センター 高橋弥生、佐竹康明

黒毛和種産子の生時体重は、近年の育種
改良に伴い大型化する傾向にあり、分娩時
における周産期事故の発生が懸念。そこで、
本センターで出生した黒毛和種産子107頭
（平成24年3月から平成27年11月）について、
交配種雄牛が在胎日数および生時体重に及
ぼす影響を調査。産子全頭の平均在胎日数
は288.9日であり、黒毛和種の平均的な285
日より約4日間長期化する傾向。雄産子の平
均生時体重は38.8kgであり、雌産子の35.5k
gに比べ有意（P＜0.05）に増加。また、交
配種雄牛により雄の生時体重や雌の在胎日
数に影響することが認められた。以上のこ
とから、確実な産子生産のためには、母牛
の体格や産歴等を考慮して種雄牛を選定す
るとともに、性選別精液や性判別受精卵の
活用、胎児の性判別等により、生時体重の
増加や在胎日数の長期化に対応した分娩介
助が必要。

274.受精卵技術の活用による和牛振興の取
り組み：高知県西部家保梼原支所 岸本優
行、山岡昭彦

全国的に繁殖農家の高齢化と後継者不足
による廃業は後がたたず子牛の生産数の増
加はほぼ絶望的で、素牛数量不足に伴う高
値は続き、肥育農家の経営を圧迫。管内の
家畜市場でも、昨年に比べ10万円以上の値
上がりが見られる。素牛の確保の困難な状
況の中、ET技術を導入し、黒毛和牛より安
価なF1雌牛を受卵牛として有効活用するこ
との経済効果を検討。結果、延べ9頭の母牛
から106個（正常卵44個、未受精卵31個、変
性卵31個、正常卵率41.5％、平均4.9個/頭）
採卵。これらの受精卵をF1雌牛に移植し得
られた産子、繁殖母牛を購入し人工授精を
行い得られた産子、及び肥育素牛の導入価
格と比較。
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275.受精卵移植による土佐あかうしの増頭
への取り組み：高知県中央家保嶺北支所 野
村泰弘、中西慶太

【目的】赤肉ブームに伴い､土佐あかうし
の需要が増加し､流通枝肉が不足｡県は､この
不足に対して､土佐あかうし増頭対策事業を
立ち上げ､乳牛借腹による肥育素牛の生産に
取り組んでいる｡今回､この増頭対策事業(預
託型)での受精卵移植(ET)に係る受胎率の向
上について検討｡【方法と結果】受精卵は､
畜産試験場と全農ET研究所で生産されたあ
かうしの体内・体外胚の凍結(融解)･新鮮胚
を用い､同期化及び自然発情を呈した牛に黄
体確認後､ETを実施｡①飼養管理の改善(放牧
飼養→牛舎飼養)や②移植方法の改善(Direc
t法→Stepwise法)により受胎率がＨ26年度3
5%(19/54)からＨ27年度54%(20/37)に向上｡
産子数は､現在まで20頭で子牛哺育育成施設
での6ヶ月令体重は､平均224.5kg(11頭)｡以
上の結果から､乳牛借腹へのETは､効率的に
土佐あかうしの肥育素牛を生産することに
繋がることが示された｡今後は､飼養管理･ET
技術の向上により更なる受胎率向上を目指
し､土佐あかうしの増頭に繋げていきたい。

276.庭先採卵・借腹移植による土佐あかう
し増頭に向けた取組み：高知県西部家保
酒井賀彦、松﨑克彦

畜産農家の高齢化や近年の飼料価格の高
騰、長期にわたる子牛価格の低迷などの要
因が重なり、県内の土佐あかうし飼養頭数
は減少に歯止めが掛からず、平成25年度に
は10年前の半数以下まで激減し増頭対策が
急務。県は昨年度から「土佐あかうし増頭
対策事業」を立ち上げ、乳牛への借腹受精
卵移植（以下、ET）で増頭を図る取り組み
を開始。しかし、幡多地域から土佐町まで
の牛の輸送は、管内酪農家の時間的負担が
大きく、事業参加が低調。そこで、管内で
土佐あかうしの増頭を図る手段として、農
家で庭先採卵し、酪農家でETする取り組み
を実施。供卵牛3頭に過剰排卵処置を行い回
収した受精卵のうち、採卵と同日に移植可
能な受卵牛10頭には新鮮卵を、同期化でき
なかった受卵牛5頭には培養後の新鮮卵また
は凍結卵を移植し、5頭の受胎を確認。受胎
後の課題は、産子を哺育・育成する施設の
整備とそこで働く担い手の確保。今後は、
地域内一貫生産が可能な体制づくりを目指
し、この取り組みを継続していく予定。

277.簡易型反射式光度計を用いたサイレー
ジのアンモニア態窒素濃度測定：長崎県中
央家保 二ノ宮奈緒子
サイレージの発酵品質を現場で簡易に評

価するため、簡易型反射式光度計（RQフレ
ックス）を用いたサイレージのアンモニア
態窒素（NH3-N）濃度測定方法を検討。平成
27年6月から10月に採材したサイレージ21検
体について、公定法（水蒸気蒸留法）とRQ
フレックスでNH3-Nを測定。測定範囲は公定

法で2～69 ppm/100g、RQフレックスで検出
限界未満～66 ppm/100g（原物）であり、公
定法と高い相関（r=0.944）。またRQフレッ
クスによる測定時の試料の温度条件を検討
するため、4℃と25℃の温度条件下で測定し
たところ、4℃では検出限界未満となる場合
もあり、25℃が適していた。さらに抽出時
間と濾過の影響について調査。飼料と水を
一晩静置後濾過した検体と、10分間静置後
濾過なしの検体は、測定値に殆ど差がない
ことから、抽出時間の短縮および濾過行程
の省略が可能と思われた。本法は特殊器具
が不要かつ操作も簡便で現場で活用可能。
今後高濃度の検体についての検証等が必要。

278.宮崎家保管内における牛受精卵移植の
現状：宮崎県宮崎家保 水流千景、秋山亮
介

管内の受精卵移植実績のある家畜人工授
精所10カ所に立ち入り、黒毛和種受精卵の2
008～2013年の移植状況、移植手技、移植成
績について聞き取り調査を実施。日常的に
移植実績があるのは10カ所。2013年次の移
植頭数0～40頭が4カ所、41～80頭が3カ所、
81～120頭は3カ所。受胎率の平均は0～40頭
では29.6％、41～80頭では36.7％、81～120
頭では38.3％。県供給卵の割合は2008年で
全体の41.5％（299/719個）だが、2013年で
は5.3％（40/565個）に低下。近年は民間団
体や個人採卵の供用卵が増加傾向。また、
授精師が移植決定時に重視することは、黄
体の状態が90％、発情発現・発情周期が70
％。外陰部の洗浄・消毒については、オス
バン水使用が70％、アルコール綿花使用は8
0％。カテーテル式移植器の受胎率は39.7％、
シース管式で30.9％だった。受胎率が高く
安定した授精師は、黄体の状態を重視し、
衛生面の意識が高く、改良型の移植器につ
いても積極的に導入していることが判明。
今後も利用者のニーズ、地域の育種改良を
含め受精卵移植利用について引き続き調査
が必要。

Ⅰ－８ その他

279.畜産女性農業者の経営意欲向上への取
り組み－全国モーモー母ちゃんの集いinあ
きた開催を通じて－：秋田県中央家保 齋
藤明子

畜産業において大きな役割を果たしてい
る畜産女性農業者の経営意欲向上は、畜産
の持続的発展にも重要。これに資するため
「全国モーモー母ちゃんの集いｉｎあきた」
(以下、「全国大会」)の開催を支援。平成2
6年度に全国大会実行委員会を設立、家保職
員も事務局の一員として参画、活動全般を
支援。女性農業者の自主性を重んじつつ、
フォローアップに努めた。県内市町村巡回
によるPRや支援要請、秋田県内対象の「秋
田県モーモー母ちゃんの集い」の開催、こ
れらの活動により全県に畜産女性農業者の
ネットワークを広め、全国大会認知度を高



- 56 -

めた。平成27年７月に全国大会を開催、県
内外からの400名余の参加者に対し、視察研
修、パネル展示等を通じて秋田県の畜産をP
R。県内参加者は、全国からの参加者との交
流により大きな刺激を受け、技術習得及び
経営意欲の向上が見られた。実行委員会は
全国大会終了後も名称を変えて組織を存続、
畜産女性農業者間の交流研修活動を継続す
る予定。

280.管内放牧場における放牧事業の取り組
み：福島県県中家保 小林由希子、大西彩
香

管内A放牧場は平成8年から乳用牛及び肉
用牛を対象とした育成牛の放牧事業を開始。
当所は事業開始当初から放牧前衛生検査及
び放牧中の月1回の衛生検査を実施、継続的
に衛生対策を指導。しかし、平成23年3月に
発生した東日本大震災及び福島第一原発事
故の影響により、平成24年度、平成25年度
の放牧事業を休止。再開のため平成24年9月
から10月にかけて放牧場の一部を表土除去
により除染、空間線量は地表1mの高さで0.2
9から0.07μSV/hに減少。費用は1億500万円。
平成24年10月に牧草播種、除染後の牧草の
放射能モニタリング検査では検出限界未満。
放牧事業を再開し、平成26年度は2戸3頭、
平成27年度は3戸11頭を放牧。当所は再開後
も衛生検査等実施し、放牧中の事故防止、
疾病発生予防に貢献。平成28年度から周年
放牧を検討中。当所では冬期の衛生検査の
実施を検討しており、今後も積極的に当牧
場の放牧事業を支援。

281.企業酪農の乳質改善への取組：福島県
いわき家保 髙倉優子、熊谷有子

平成 23 年 2 月に体細胞数増加のため搾乳
牛 40 頭フリーストール、ミルキングパーラ
ー方式、従業員 4 名の企業酪農から検査依
頼。検査の結果、緑膿菌、黄色ブドウ球菌
（以下 SA）等が分離。牛群検定の体細胞リ
ニアスコア（以下 LS）は平均 1.77 であっ
たが、LS6 の牛が散見。基本的な搾乳衛生
の見直しの他、緑膿菌及び SA が分離され
た牛の計画的淘汰を指導。再度体細胞数が
高くなり平成 25 年 8 月に検査し SA が分
離。現地調査の結果、従業員の搾乳手順等
の違いが乳房炎発生要因の一つと推察。全
従業員対象に検討会を開催、問題点を洗い
出して搾乳手順及び管理を統一した結果、
直後の平成 25 年 10 月の牛群検定で LS5 が
1 頭いたものの平均で 0.77 まで減少。従業
員の衛生管理意識も高まり、乳質の維持及
び LS5 以上の牛をなくすよう定期的な指導
を継続し、現在まで LS2 未満を維持。当該
農場は平成 25 及び 26 年度所属団体の乳質
改善最優秀賞受賞。

282.乳質改善指導チームによる低酸度乳対
策の取組：埼玉県川越家保 増田杏菜、中
島敏行

平成24年度から、家保、クーラーステー
ション(CS)、酪農家代表、臨床獣医師でチ
ームを組織し、酪農家の乳質改善意識向上
を推進。平成26年8月、県北地域のCSからの
送乳が低酸度(0.11%未満)のため、乳業メー
カーがアルカリ洗浄水の混入を疑い搬入を
止める事件が発生。チームで対策に取り組
む。全戸のバルク乳調査で地域全体の酸度
低下が判明したため、生乳取引は正常化し
たが、原因究明の取組継続。酸度は、夏期
に入り気温上昇すると低下、最高気温35℃、
最低気温25℃以上で低酸度乳発生。夏期の
み気温と相関係数0.7以上の強い負の相関を
確認。暑熱対策状況調査により、暑熱への
意識の高い酪農家は低酸度乳生産割合が23%
と、そうではない酪農家の67%に比べ低い。
以上により低酸度乳は夏の猛暑が要因、適
切な暑熱対策で発生を抑制できると考察。
今後は、気温変化に応じた対策を定めた酪
農家ごとのマニュアル作成など、きめ細か
なチーム指導で乳質向上に努める。

283.血液検査を活用した肉用牛肥育農場と
の信頼関係強化の取り組み：新潟県上越家
保 森田笑子、平山栄一

飼料及び子牛価格高騰等、厳しい情勢の
中、家保は肉用牛肥育農場に対しさらなる
生産支援が急務。毎年1農場に対して実施し
ていたビタミンA(以下VA)等の血液検査をH2
6年度から4農場に拡大。定期的な血液検査
により、中期飼料への早期切り替えに伴うV
A欠乏による食い止まり、粗飼料不足等によ
る前期牛のVA低値、導入牛の検査時期の不
統一によるVA過剰給与傾向、飼料変更に伴
う肝機能低下、大豆粕過剰給与等、各農場
様々な課題が明確化。結果に基づき関係機
関や診療獣医師等を交え課題を検討、改善
に向けた対策を提案、次回の検査で効果検
証。定期的な検証により農場の対策意欲向
上。家保にとっては他畜種に比べ関わりが
希薄な傾向にある肥育農場へ訪問する良い
機会となり有益。今後とも計画的に検査を
継続・実施し、肉用牛肥育農場との信頼関
係強化を図っていく。

284.佐渡島における和牛繁殖の支援と畜産
振興への取り組み：新潟県中央家保佐渡支
所 中村英莉、岡本英司

佐渡島は畜産農家のうち和牛繁殖農家が8
割を占め、小規模ながら県内繁殖農家戸数
の6割を占める和牛繁殖地域。年3回開催さ
れる子牛市場の取引価格は平成23年に比べ
約2倍に上昇、農家の生産意欲は向上。高齢
化･後継者不足による農家数や頭数の減少の
中で市場上場頭数を維持。家保は関係機関
と連携し畜産振興会を発足、平成10年から
スーパー佐渡牛認定制度を設立。さらに子
牛巡回や共進会、研修会を通して繁殖や子
牛育成支援を実施。乳牛の良質な初乳を利
用した初乳バンクは定着、これまで過半数
の農家が利用。平成26年から島内に5箇所あ
る市営放牧場で管理体制を一新。繁殖の効
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率化のため基幹牧場を設定、作業効率のア
ップや繁殖成績の改善に取り組む。増頭対
策や繁殖対策の地域基盤となる施設として、
家保で提案してきた大型繁殖牛舎は平成28
年秋竣工予定。併せて新規就農者や後継者
の育成、畜舎の増築などを支援。今後も地
域発展に寄与すべく畜産振興を図る。

285.搾乳ライン汚染状況からみた乳質改善
対策：長野県伊那家保 久保田和弘

安全で高品質な生乳生産と効率的な飼養
管理を推進するため、平成26年7月から27年
12月にかけて4回、管内全戸を対象にバルク
乳細菌検査を実施。検討会議を開催し農家
を選定。課題農家の個体乳検査及び必要に
応じて牛群ドックを行い、総合的に対策を
検討。7月までの3回の検査から乳質の改善
が不安定的で、搾乳ラインの汚染が課題。A
TPテスターにより9戸の搾乳ラインの汚染状
況を検査。2戸でバルク撹拌棒、3戸でユニ
ット装着口、4戸で洗浄槽のRLUが高値。さ
らに酪農場を特定し、搾乳ラインの細菌検
査を実施し、洗浄不足を指摘。広報等の全
戸配布、重点農家の巡回を実施し、洗浄徹
底の意識付を図る。その結果指標となる低
温細菌、耐熱性菌の割合が減少。酪農場ご
との課題を提起し、対策を検討するととも
に密接な指導が必要。

286.バルク乳モニタリングを活用した乳質
向上への取組みとその課題：長野県松本家
保 照井千穂

県内全酪農家を対象としたバルク乳検査
は平成24年度から実施。平成26年度からは
「酪農生産性向上対策事業」の中で取組ま
れ、本年度までに計7回のバルク乳検査を実
施。検査データを活用し乳質向上を図るた
め、平成26年度は、回答様式の工夫、搾乳
手順・機器洗浄に係るアンケート調査、研
修会の開催などにより生産現場へ検査成績
を還元。本年度は、蓄積した過去のデータ
との比較、搾乳環境に関する考察などとと
もに、黄色ブドウ球菌（SA）分離農場での
感染個体把握を目的とした全頭検査を8戸で
実施。また、4戸について搾乳立会を実施。
得られたデータを基に、診療獣医師・関係
機関等を交えて検討会を開催。改善案の策
定、分娩牛の個体乳チェックなどの継続指
導を実施。乳質向上のためにはSA感染予防
への取り組みと早期摘発のための全頭検査
に対する農場の意識改革の必要性を実感。
今後、対策の効果を検証し、乳質改善に反
映させることが必要。

287.管内酪農家のバルク乳検査による乳質
向上の取組：長野県長野家保 德武慎哉

平成24年度から長野・北信地域の乳質向
上のため、「みんなで取り組む乳質向上プ
ロジェクト」を開始。全戸バルク乳検査を
年2回、本年度までに延べ360戸について細
菌検査等を継続実施。検査後の巡回指導や
搾乳立会、個体乳検査等の取組の結果、管

内の乳質評価額はやや上昇傾向となり、一
定の効果が得られた。これまでの検査結果
を分析したところ、体細胞数が基準値（30
万個/mL）以上の農家では、基準値未満の農
家に比べ、生菌数、黄色ブドウ球菌数、環
境性ブドウ球菌数、環境性連鎖球菌数（OS）
等が有意に多く、特に体細胞数が高い農家
でOSが多い傾向。そこで、平成27年11月の
バルク乳検査時、OSが多数分離された18戸
の検体について、近年難治性乳房炎の起因
菌として注目されるOSの一種、S.uberis（S
u）の浸潤状況を調査するため、生化学性状
に基づく簡易同定を行ったところ、約44％
の8戸でSuを検出。今後Su陽性農家では、陽
性個体摘発等の対策が必要。

288.管内における受精卵移植推進と和子牛
増産支援：長野県飯田家保 木内英昭

管内は全畜産農家数の33％が和牛繁殖農
家で、約600頭の母牛を飼養する県内有数の
和子牛生産地域だが頭数は減少傾向。当所
では県中央家畜市場における成績調査をは
じめ超音波診断装置による生殖器検診、母
牛の代謝プロファイルテスト、飼料給与診
断による管理指導を実施して生産性向上を
支援。全国的に肥育素牛価格が高騰する中
で農家に意識調査を実施したところ受精卵
移植(ET)は経営に有利と考える農家が多数。
今年度から和牛の受精卵確保緊急対策事業
の活用にあたり、従来から地域で行われて
いた農家独自の取組に県関係機関が支援、J
Aを中心とする和牛繁殖農家と酪農家からな
る和子牛生産グループを新たに構築。事業
初年度は12月末現在で4戸6頭からの採卵と1
0戸31頭への移植を行い和子牛増産に寄与。
今後は、ET未実施農家への啓発と勧誘、移
植農家の開拓と技術支援等、本体制の拡大
により地域一体の和子牛増産をさらに推進。

289.地域における乳用育成牛県内預託の取
組と家畜保健衛生所の役割：長野県伊那家
保 松井宏枝

平成22年度、管内の乳用育成牛100頭以上
が北海道で預託。権兵衛トンネルの開通に
より木曽地域への所要時間が短縮、また平
成24年度から木曽地域のM牧場が受入れを始
めたため、管内からM牧場へ預託開始。M牧
場では預託中の乳用育成牛を借り腹としたE
T和子牛生産事業により、産子をM牧場で哺
育育成後、去勢牛は肥育、雌牛は長野県中
央家畜市場へ出荷。M牧場への預託頭数は年
々増加し、平成27年度は176頭（平成27年11
月末現在）。当所では、地域連携による乳
用牛育成、ET和子牛増産の取組に対し、衛
生対策を実施。平成25年度には前年度放牧
牛の異常産を契機として、県内3公共牧場で
の牛ウイルス性下痢ウイルス（BVDV）の感
染を確認。以降、入牧前のBVDV遺伝子検査
（平成27年11月末現在251検体）、バルク乳
を用いたBVDV持続感染牛の摘発検査（平成2
7年度実績178検体）、牛白血病については
入牧前抗体検査（平成27年度11月末現在235
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検体）を実施。

290.地域の畜産振興における家畜保健衛生
所の役割：長野県佐久家保上田支所 西村
悠美子

平成27年のTPP大筋合意により、今後、全
国的な畜産農家の経営危機や戸数減少が懸
念される中、管内では戸数は少ないながら
も、後継者の就農や法人化が進む。生き残
りを懸け、加工品の製造販売や地元飲食店
への食材提供をはじめとする6次産業化、地
域の耕種農家と密着した循環型農業等、特
色のある経営を実践。当所は、消費者の安
全・安心や付加価値を意識した農場HACCP認
証取得支援、乳質改善指導および飼養環境
の衛生検査等を実施。また、地域畜産農家
の収益向上を目的に、畜産クラスター事業
にもハードの設計段階から関わり、ET和子
牛の増産体制の構築や繁殖性向上対策およ
び酪農家と肥育農家の橋渡しを担当。当地
域の畜産は、「おいしい信州ふーど（風土）」
の生産だけでなく、特色のある畜産物を利
用した商・観光業や「信州ワインバレー構
想」の推進においても重要な役割が期待さ
れる。当所も関係機関と連携し、地域の畜
産振興における旗艦的な役割を担っていき
たい。

291.管内における農場HACCPの取組：長野県
佐久家保 森野なつ樹

平成25年9月以降、管内では牛飼養農場3
戸が農場HACCP認証に向け取組中。家族経営
1戸、会社経営2戸。自社製品販売は2戸。取
組動機は安全性のアピール、従業員教育、
事故率の低減等。家保は、1名が1戸を担当
し、外部アドバイザーとしてシステム構築
を支援。月1回の検討会において、作業内容
の改善等を診療獣医師、JA等とともに提案。
最も早く取組開始した農場は、平成27年10
月に推進農場指定。他2戸は作業分析等を実
施中。全戸がCCPを注射針及び医薬品の管理
として取組。現時点で、従業員が作業内容
をより深く理解し、従業員間のコミュニケ
ーション等が向上。文書作成を複数のチー
ム員で行っている農場では、負担感は小さ
く、一方、1名で行っている農場では、検討
会・文書作成へのチーム員の関わり方が今
後の課題。畜産物流通の国際化が進む中、
農場HACCPのニーズ増加が見込まれるため、
関係機関と協力して前向きな農場の支援を
推進したい。

292.公共牧場におけるアブ類の防除対策の
取組：長野県長野家保 矢彦沢小百合

ｱﾌﾞ類の牛に対する吸血は血液損失、忌避
行動、牛白血病(BL)の機械的伝播等の被害
を及ぼす。これら被害軽減のためA公共牧場
では2014年からｱﾌﾞ捕獲用ﾄﾗｯﾌﾟ(ﾄﾗｯﾌﾟ)を設
置。2014年は腹側で吸血するｱﾌﾞの箱型ﾄﾗｯﾌﾟ
(BT)を10台、2015年はBTに加え、背側で吸
血するｱﾌﾞのｼｰﾄ型ﾄﾗｯﾌﾟ(ST)を5台備えた。ｱ
ﾌﾞ捕獲数は2014年18,269頭、2015年13,834

頭(BT 11,939頭、ST1,895頭)。1日1台当た
り捕獲数は2014年BT 19.0頭。2015年BT17.1
頭、ST 6.9頭、2015年ST捕獲ｱﾌﾞは13種類で、
BTに比べｱｶｳｼｱﾌﾞ等の大型種を多数捕獲。さ
らにBLの機械的伝播を考慮しBLｳｲﾙｽ(BLV)抗
体陰性牛と陽性牛の分離放牧も継続実施。
下牧前の陰性牧区BLV抗体検査は2014年38頭
中3頭陽性、陽転率7.9％、2015年44頭中2頭
陽性で陽転率4.5％となった。各ﾄﾗｯﾌﾟから
捕獲したｱﾌﾞ4種類を材料としてBLVのnested
-PCR検査を実施したところ全ﾄﾗｯﾌﾟで陰性。
ﾄﾗｯﾌﾟによるｱﾌﾞ防除は、設置翌年以降のｱﾌﾞ
発生数減少や各種被害軽減とともに分離放
牧と併用することでBL対策にも効果が期待
できる。

293.酪農の生産性向上に向けた技術指導の
取り組み：滋賀県滋賀県家保 山本逸人

県では、平成6年度から畜産技術振興セン
ターに技術指導部門を設置し、牛の飼養管
理技術の支援を実施。平成27年度に家畜衛
生と一体的な指導を行うため、酪農業務を
家保に統合。県内の酪農は、平成26年度、
飼養戸数68戸、飼養頭数3,536頭、総生乳生
産量21,977ｔ。これまで、①戸数減少に伴
う農家の点在化②暑熱による生産性低下③
飼料価格高騰による経営悪化④牛白血病の
被害増加等の問題に対し、①生産技術向上
とつながり強化のための研修会開催②低コ
ストの暑熱対策指導③牛群検定成績等を活
用した指導④牛白血病清浄化対策等を実施。
結果、農家間交流の活性化、暑熱被害軽減、
指導農家の成績向上、牛白血病対策取り組
み農家の増加等の成果。今後は、女性・後
継者や指導者向け勉強会の開催による酪農
活性化、効果的な暑熱対策用設備の導入推
進、遺伝情報を活用した優良後継牛の確保、
県全体の牛白血病の清浄化について重点的
に取り組む。

294.病性鑑定、病理解剖状況から見た疾病
傾向と課題：滋賀県滋賀県家保 平澤康伸

平成6、16、26年度において当所に依頼の
あった病性鑑定のうち病理解剖の実施状況
を比較検討。依頼件数、農家数はいずれの
年度も牛が多数。各畜種で、総農家数に対
して、病理解剖を依頼した農家数の割合は
平成6年度に比べ平成16年度、平成26年度で
上昇し、牛で特に上昇。死因別では呼吸器
病、消化器病が多い。牛で対象年齢が上昇、
農家当たりの病理解剖依頼件数は各年度で1
件が多数だが、複数件依頼する農家が増加。
これらは、当所設備の充実により大型牛へ
の病理解剖対応が可能となった他、共済獣
医師、関係機関等との連携による広範囲の
情報収集および問題発生農家、農場HACCP実
施農家等への集中した対応の結果と考察。
今後は、死亡頭数減につながる生前の診断
対応の強化、重要性や目的を明確にした病
理解剖の実施、診断率向上に向けた最新技
術の導入が課題。
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295.管内牛飼養農家の堆肥生産・流通状況
調査：和歌山県紀南家保 髙橋康喜、小谷
茂

畜産経営上、糞尿の適正な処理及び堆肥
を流通させることは必要不可欠。飼養頭数1
0頭以上の管内牛飼養農家10戸で、堆肥の生
産・流通状況の聞き取り並びに臭気、水分
含量及び腐熟度調査を実施。7戸が機械によ
る攪拌方式、3戸が堆積方式による堆肥生産
を行い、生産期間は1.5から6ヶ月。副資材
となる敷料はおが粉、樹木の皮、木くず等
農家毎で様々。臭気はほとんど感じられず、
水分含量は27.5％～67.2％、腐熟度は全て
熟度Ⅲ。流通は、3戸が主に自家消費、7戸
が主に販売。袋詰販売が7戸、バラ売りのみ
が2戸。農協取引はなく、主に耕種農家等へ
直接販売。価格は袋詰め40リットルで100～
350円、バラ売りで500円/軽トラックから20
千円/2tトラック。年間を通じ糞尿や堆肥が
滞留し、畜産経営を圧迫している事例はな
し。敷料資材や生産期間等の違いにより農
家毎で品質にばらつきがあったが、堆肥の
販売量や価格は、品質より袋詰作業・配達
などの労力が大きく影響。

296.生産性向上を目的とした病性鑑定成績
のフィードバック：島根県益田家保 松尾
治彦、藤井俊治

生産性向上のため、病性鑑定および各種
衛生検査により生産性を阻害する要因を明
らかにするとともに、広報等で地域全体へ
検査結果や対策等の情報をフィードバック
していくことは重要。今回、平成26～27年
度に実施した病性鑑定および各種衛生検査
の内、①繁殖雌牛のビタミンA欠乏による異
常産と対策 ②放牧山羊での肝蛭症の発生
と、近隣の牛飼養農場の肝蛭寄生状況の調
査・駆虫指導 ③臍帯炎による子牛の死亡事
故と対策の3事例について、管内農家および
関係機関へ積極的な情報発信および注意喚
起を実施。当部管内は肉用牛繁殖農家が多
く、異常産や子牛死亡事故の予防等に関す
る情報提供は重要。今後も肉用牛繁殖農家
巡回指導、広報、畜産関係機関定例会およ
び和牛改良組合支部総会等により、管内全
域の生産者および関係機関へ症例、検査結
果および対策等をフィードバックしていく
ことで飼養管理の改善を図り、生産性向上
につなげていく。

297.弥栄肉用牛改良流通センター肥育成績
向上の取り組み：島根県江津家保 丹羽健
二、徳永清志

弥栄肉用牛改良流通センターは、肥育牛1
25頭飼養、年間出荷・導入頭数70頭。選定
した対象牛の体測と血液検査を実施。毎月1
回関係機関と検討会を開催、体測と血液検
査の成績から現状分析、問題点を把握・共
有し改善策を検討。衛生対策は、導入時にH
23年より呼吸器5種混合生ワクチン接種、H2
5年9月より抗生剤投与。H26年11月より導入
前の牛舎消毒（消石灰）を当部主導で開始、

H27年9月より農場主体の消毒に移行するた
めドロマイト石灰に変更して実施。枝肉成
績と枝肉重量は県平均に達する事ができた。
導入前の牛舎消毒と導入時の抗生剤投与に
より導入初期の疾病を低減。肥育成績を管
内繁殖農家にフィードバックし優良雌牛の
保留・育種改良に用い、地元農家の繁殖牛
基盤整備と地域内繁殖肥育一貫経営を図る
事ができた。今後も関係機関と連携し上物
率の維持・向上に努め、枝肉重量の増加と
出荷月齢の短縮による経営効率化に取り組
む。

298.平成27年度島根県西部農林振興センタ
ー家畜伝染病危機管理対策：島根県益田家
保 平野一恵、藤井俊治

島根県西部農林振興センター職員（現地
対策本部各班係員）を対象に牛の口蹄疫発
生を想定した防疫演習を実施。10月27日、
資機材備蓄庫での初動搬出資機材積み込み
・搬出および島根県西部家畜市場にて設営
訓練ならびに関係者を参集した実動演習実
施。また11月13日に島根県農林大学校にて
移動規制班の演習を実施。演習後の課題、
問題点及び対応等として①準備したサイズ
より大きな防疫服・厚手手袋の必要性が判
明し、購入・備蓄②牛の危険性に対しては
研修等での周知徹底③より安全な手指消毒
薬への変更要望があり、国の指針に基づき
変更④現状の農場付近で装備品を装着する
方法から、より広い場所（集合場所等）で
装着する方法への変更の必要性判明。この
ように演習や研修から浮かび上がった課題
や問題点を現状のマニュアルや備蓄資機材
リストに反映させ、家畜伝染病危機管理体
制の一層の強化に繋げたい。

299.預牧牛からわかる公共育成牧場のメリ
ット：岡山県井笠家保 紙谷建志

当家保は、県内牛約300頭を飼育している
放牧主体の公共育成牧場（以下牧場）の預
託牛に対し、関係機関と協力し放牧衛生等
の指導（疾病対策、発育状況、繁殖管理等）
を実施。それにより、ピロプラズマによる
発症はH25年度以降認めず、発育も順調に推
移し、適期での授精及び受胎（H26年度平均
初回授精月齢14.3ヶ月、平均受胎月齢15.4
ヵ月）が実施されている。しかし、費用対
効果についての調査は未実施。そこで今回、
退牧後初産時での牛群検定成績と預託経費
を調査。初産時の補正乳量及び繁殖性（分
娩後初回授精開始日数及び空胎日数）は岡
山県平均と遜色なし。預託経費は北海道と
比較し約5万円も安価。さらに当該牧場の特
徴として北海道では取扱いのない3ヶ月齢以
下の哺育期から預託を実施（預託農家全体
の41.3％）。このことから当該牧場は、酪
農家の労力・コスト低減に寄与しており、
今後とも家保としては衛生指導の継続と利
用促進に協力。
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300.和牛女性組織の活動の振り返りと今後
の活動支援：山口県北部家保 倉田加代子、
國吉佐知子

家保は、平成8年に萩、長門の各会長で構成
する北部地域和牛女性部会長会（会長会）を発
足。翌年より、広域の研修及び交流の場として
のグリーンライン女性のつどい（GL）を毎年1
回、今年度で19回開催。今回、会長会の活動の
歩みを振り返るとともに、管内の和牛女性組織
の今後の活動のあり方を検討。家保は、GL開
催の事務局として、参加率を上げることを
目標に、内容の見直し、講演候補者の提案、
企画、進行を支援。また、和牛女性組織の
高齢化と廃業に伴う会員数減少問題の中、
平成27年9月に管内2部会合同で、過去の活
動の実態整理と今後5年後の活動等につい
て、KJ法のワークショップ形式で協議会を
開催。以上の取組の結果、管内GL参加率は、
10年前（51%）から27年度（75%）に上昇。
協議会では、5年後の組織の広域化や新規加
入者の勧誘、現活動での具体的取組や将来
構想などの意見により、会員の積極的な活
動への意識を改革。家保は、今後も和牛女
性組織の活動を支援。

301.管内の獣医療の提供と農家の支援対策
：徳島県西部家保 山口智美、小倉朋和

産業動物獣医師及び家畜人工授精師の高
齢化や廃業による獣医療の確保が困難な地
域への対策として、平成21年11月より徳島
県産業動物獣医療安定確保推進事業を開始。
当所では、和牛繁殖農家（美馬地区19戸、
三好地区9戸）に対し毎月ワクチン巡回を行
っており、巡回時に去勢や繁殖検診も併せ
て実施。そのため、診療内容は繁殖障害に
関するものが多く、次いで子牛の下痢、呼
吸器疾患等の診療依頼が多い。事業開始か
らの診療件数は、21件（H22）、27件（H23）、
87件（H24）、112件（H25）、126件（H26）
と年々増加。平成27年度は11月末現在86件
で平成26年度同時期よりやや少ないものの
年度末には100件程度の件数見込み。ワクチ
ン接種頭数は年平均（H22～H26）1,698頭、
平成27年度は11月末現在1,124頭。去勢頭数
は年平均（H22～H26）130頭、平成27年度は
11月末現在71頭。診療業務開始より数年が
経過し、農家の信頼が得られたことからワ
クチン巡回時の作業が増えたため、現在は2
班体制にて対応。また、農家の高齢化に伴
い、より細かな繁殖管理や人工授精の対応
も求められており、人材の確保と技術向上
等診療体制の充実が必要と考える。

302.肥育素牛「美馬牛」のブランド強化に
向けた取組み（第2報）：徳島県西部家保
大明晃介、小倉朋和

美馬和牛改良組合の肥育素牛「美馬牛」
の活性化対策として、平成25年度から新ブ
ランド設立に取組んだ。3年後の設立を目標
に計画案（第1～3期）を作成。第1期は販売
成績優良農家の粗飼料給与量が高いことに
着目し、出荷する美馬牛の体測・血液検査
・飼料給与量を調査。その結果、酢酸値・
腹囲・胸腹囲差・総コレステロール値（TC）

は粗飼料給与量と、BUN値・ビタミンA量（V
A）は配合飼料給与量と正の相関があった。
第2期は胸腹囲差・TC・BUN・VAを指標とし、
農家毎に飼料プログラムの見直しを実施、
粗飼料多給型育成の実証データを蓄積。第3
期は新ブランド牛の条件を検討。腹囲・胸
腹囲差・BUN・VA・1日増体量を組み合わせ
て算出する「粗飼料指標」を作成、基準を
全て満たした牛を新ブランド「粗飼料多給
型牛」とし、平成27年12月上板畜産センタ
ーでの和子牛セリにて発表した。今後更な
る高付加価値化、素牛の増頭、繁殖農家の
活性化に貢献していきたい。

303.西讃和牛改良組合の設立とオリーブ牛
生産基盤強化の取り組み：香川県西部家保
西讃支所 中嶋哲治、合田憲功

西讃地域の繁殖農家のレベルアップとオ
リーブ牛生産基盤強化を目的に、平成26年
8月、西讃和牛改良組合（以下、組合）を
設立。組合設立及び運営を、管内畜産関係
機関がサポート。組合員を対象に、関係機
関によるオリーブ牛生産基盤強化対策に取
組む。取組内容は、①適正交配の実施、②
分娩間隔短縮のため飼養管理状況等の指導、
③子牛市場出荷牛の発育調査、④予防衛生、
⑤講習会の開催。指導方針策定のための現
状調査から、適正交配実施農家は73％、早
期離乳実施農家は41％、牛舎構造上の理由
で離乳時期に問題あり農家が22％、一年一
産に必須の分娩後初回受精60日以内の農家
は55％、離乳が遅れると分娩後初回受精が
遅れる傾向が判明。今後は、関係機関と協
力して、適正交配の推進、分娩後初回受精
を60日以内に短縮し一年一産の実現、牛舎
構造に問題がある農家に補助事業等のサポ
ートを実施予定。

304.K町肉用繁殖牛農家における公共牧場の
役割：愛媛県中予家保 戸田広城、今井士
郎
管内K町には県内唯一の黒毛和種繁殖基地

である公共牧場「姫鶴牧場」がある。K町の
繁殖農家は平均年齢64.5歳、平均飼養頭数4.
2頭、平均飼養月齢87.9ヶ月と、K町を除く
管内繁殖農家の平均年齢52.7歳、平均飼養
頭数13.3頭、平均飼養月齢102.7ヶ月に比べ
小規模高齢化が特徴。K町農家のほとんどは、
飼養管理等の労力低減、優良血統の適正交
配を理由に公共牧場を利用。また、繁殖牛
の計画的な更新も、導入後の繁殖管理等を
一元的に行える公共牧場に寄るところが大
きく、K町農家に果たすその役割は大きい。
一方、K町で公共牧場を利用していない2戸
の繁殖農家は、他者に比べ比較的飼養規模
は大きいが、先頃のバイオマスに起因した
オガクズの入手問題、後継者就農による繁
殖管理の不安を、それぞれ当所に相談。K町
の実態を踏まえ公共牧場の有効性等の費用
対効果を説明し、利用を視野に入れた対策
を準備することで不安の軽減を図り、継続
的な安定経営を支援。
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305.管内耕作放棄地における繁殖和牛放牧
の取り組み：愛媛県南予家保 河本亮一、
家木一
県内で増加する耕作放棄地の解消に向け、

管内T農協が事業実施主体となり和牛放牧に
よる農地再生のモデル実証に着手。平成27
年6月～10月の間、O市の耕作放棄地30aに未
経産の褐毛和種繁殖雌牛2頭を放牧。この取
り組みに対し当所では、血液検査等による
放牧牛の栄養診断、放牧地排水の水質調査
及び雑草の生育状況調査を毎月実施し、放
牧効果の検証と課題点の抽出を試みた。期
間中、放牧牛に住血原虫は確認されず、血
液生化学所見から概ね良好な栄養状態が示
され、いずれの牛も順調な増体を示した。
放牧地排水の水質については、COD、総タン
パク質及び総リン含量ともに、期間を通じ
て水質汚濁防止法の定める排出基準以下の
値で推移した。放牧地では放牧開始前に比
べて顕著な除草効果が確認された他、舎飼
時と比べて牛1頭あたり飼養経費約25千円を
削減。耕作放棄地の解消促進に向けたレン
タカウ制度の整備を目指すにあたり、放牧
牛管理者の育成が課題として挙げられた。

306.ケール茎部の破砕処理による乳牛飼料
化：愛媛県南予家保 越智建太、家木一
ケール葉部の搾汁残渣サイレージ（KS）

を製造・販売している管内食品工場では、
ケール茎部廃棄物が年間約70ｔ排出。同工
場では平成25年度より、ケール茎部の乳牛
飼料化に着手。生のケール茎部は硝酸態窒
素が乾物中0.25 %の高濃度だが、葉部残渣
との混合サイレージ化（未破砕茎KS）によ
り低減。しかし、ケール茎の粗剛性からサ
イレージ調製における気密性の確保が難し
く、酢酸生成による未破砕茎KSの低品質が
露呈。そこで、発酵品質の改善を図るため、
ケール茎部を破砕処理して葉部残渣と混合
サイレージ化（破砕茎KS）する調製技術を
平成27年2月に導入。発酵品質を示すフリー
ク評点は、未破砕茎KSの68点から破砕茎KS
の98点まで改善。破砕茎KSを常時利用する
酪農家3戸において、従前のKS給与時の牛群
検定成績と比較したところ、破砕茎KSへの
変更に伴う乳生産への影響を認めず。ケー
ル茎部の飼料化により、工場では廃棄物処
理に係る経費が年間805千円削減できた。

307.畜産農家が主導する飼料イネ（WCS）生
産の取り組み：愛媛県南予家保 河野幸生、
井阪章

管内の稲発酵粗飼料（WCS）利用について
は、これまでU町の酪農家１戸のみであり、
他の畜産農家への取り組みには至っていな
かった。このため、管内での更なるWCS利用
推進を図るため、N町A地区の酪農家に呼び
かけてA地区営農集団（12戸）を新たに結成
し、飼料イネの栽培に取り組むこととなっ
た。そこで、同地区に適した栽培指針を検
討するため当所において実証ほを5カ所設置
し、月2回の生育調査と巡回を実施。また、

全戸を対象に収穫直前の坪刈り調査と管理
状況の聞き取りを実施。結果、10a当りの乾
物収量は平均 1,202kgであったが、農家間
の収量差が1.7倍あった。その主な要因は肥
培管理、雑草対策等の違いであると推測さ
れた。年末に行われた栽培反省会では各調
査結果に基づいた実績検討と当所で作成し
たA地区に適した栽培指針を示し、一定の理
解を得ることができた。次年度は、A地区以
外にもN町の数集団が飼料イネの栽培を希望
しており、大幅に面積が拡大する見込み。

308.不耕起栽培における播種前後の堆肥施
用効果：愛媛県畜産研究センター 髙脇美
南、臼坂伸二

前回、トウモロコシ不耕起栽培は耕起栽
培と同等の収量が得られることを報告。今
回は不耕起栽培の普及上の課題である堆肥
施用の可否、散布時期及び播種深度の影響
を調査。結果、二期作目に、堆肥を無施用、
播種3日前、播種直前、播種直後施用を実施
した場合、時期に関係なく堆肥施用によっ
て播種作業に問題はなかった。乾物収量は、
堆肥なし、播種3日前、播種直前、播種直後
それぞれ浅い深度（3～5cm）で10aあたり61
9kg、860kg、865kg、1148kg、深い深度（5
～7cm）で927kg、965kg、1061kg、1325kg。
以上のことから不耕起栽培における堆肥散
布は可能であり、特に播種直後散布が有効
であること、播種深度は堆肥表面から5～7
cmが適切であることが示唆。播種3日前及び
播種直前が播種直後よりも乾物収量が低い
傾向にあるが、今回の気象条件では播種前
後の降水量が少なく、播種3日前及び播種直
前では土壌水分の損失が大きかったと考え
られる。今後は異なる気象条件での検討が
必要。

309.S市堆肥化処理施設が製造する堆肥の敷
料への利用：愛媛県畜産研究センター 戸
田克史、佐伯拡三

県内の敷料用オガクズは、木質バイオマ
ス発電所の影響で県南部を中心に価格上昇
や供給不足が発生。代替品として、S市の堆
肥化処理施設が製造する堆肥を調査。堆肥v
s.オガクズは、水分量（％）で42.7vs.40.2、
容積重（kg/㎥）で440vs.240、腸内細菌数
（CFU/g）で＜10

2
vs.7.0×10

6
。両敷料とも

牛は抵抗なく横臥。乳頭の清拭作業性に差
はないが、つなぎ牛舎では牛床の堆肥が糞
尿と混じると牛体が黒く汚れる場合がある。
両敷料の水分量は雨天時を除き40～53％で
推移。腸内細菌数はオガクズが10

6
～10

7
で

推移、堆肥は2日後から105～107で推移。消
石灰を添加した場合、オガクズは翌日に10

5

個、戻し堆肥は2日後に10
5
個まで増殖。価

格（配達費込み）は堆肥3.78円/㎏、オガク
ズは11.30円/㎏で、1頭あたりの敷料交換の
金額は、フリーストールでの必要量0.5㎥/
頭で試算すると堆肥832円、オガクズ1,356
円。S市堆肥化処理施設製造の堆肥は、近隣
生産者が敷料として利用可能で、経費節減
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にもつながる。

310.S市堆肥化処理施設製造堆肥とオガクズ
における腸内細菌の動向：愛媛県畜産研究
センター 佐伯拡三、戸田克史

S市堆肥化処理施設製造堆肥とオガクズに
おける腸内細菌の動向について検討。オガ
クズに牛糞由来菌液（腸内細菌：2.1×10

4
C

FU/ml）を10％、20％、30％混合した場合、
24時間後の腸内細菌数はいずれも108CFU/g
に増加。オガクズに消石灰を1％、2％、3％、
4％、5％混合し1時間感作後の腸内細菌数は
2～5％区で＜10

2
CFU/g。堆肥に菌液（1.0×

105CFU/ml）を10％、20％、30％混合した場
合、感作24時間後の腸内細菌数は＜10

2
CFU

/g。堆肥にオガクズを20％、30％、40％、5
0％混合した場合、48時間後の腸内細菌数は
20及び30％区において＜10

2
CFU/g。以上の

ことから、オガクズは、消石灰もしくは堆
肥を混合することで腸内細菌の制御可能。
堆肥は腸内細菌フリーでオガクズより安全。
また、堆肥は腸内細菌に対して抑制的に働
くことから、使用方法次第で畜産現場にお
いて有効に活用できる資材となる可能性が
ある。

311.ユズ搾汁残渣の飼料化についての検討
：高知県中央家保 日高拓郎、尾石敦

食品残渣などをTMR給与している大規模酪
農場からユズ搾汁残渣の飼料化を検討した
い旨要望があり、高知市営農技術会議の研
究課題として実施。試験は、1年目は搾汁施
設でトランスバックに詰込み、牧場搬入後
に保管、3か月後に開封。カビの発生や内容
物の変性をきたし水分調整や脱気・乳酸菌
添加の必要性を確認。2年目はユズ搾汁残渣
を畜産試験場に搬入、粉砕後、水分調整を
検討するためのフスマ添加区、乳酸発酵を
検討するための糖蜜添加区を設けプラスチ
ックドラム缶に詰込、密封。3か月後に開封、
保存状況の確認とサンプルの一般成分、有
機酸分析を実施。開封後の状況は、概ね良
好。一般成分の水分率は、フスマ10％添加
区でも80%弱でフスマの増量が必要。粗蛋白
は10%以上と成分割合が高く、栄養的価値の
高いことを確認。また、有機酸分析では乳
酸割合が低く、ユズ自身の持つ強酸性によ
る乳酸発酵の抑制作用が示唆された。課題
はユズ搾汁残渣の省力的なサイレージ調製
技術の確立とともにユズ生産側の残渣処理
経費の低減化に向けた意識の涵養も必要。

312.家畜市場における子牛価格影響要因調
査：長崎県中央家保 前田将誌、三浦昭彦

管内の肉用牛繁殖農家が出荷するK家畜市
場（K市場）とK市場より高値である県内のH
家畜市場（H市場）で、平成27年5、7、9月
に価格に影響する要因について調査。調査
項目は去勢子牛の出荷体重、出荷日齢、日
齢体重（K市場n＝1,273、H市場n＝450）。
さらに去勢及び雌子牛の尾枕付着度（K市場
n＝1,426、H市場n＝793）を調査。尾枕付着

度は付着なしをスコア0、付着ありは尾根部
幅を基準に、1倍未満から2倍以上まで段階
的にスコア1～4に分類。結果として、出荷
体重と日齢体重は価格と相関が認められた
（相関係数：0.52、0.60）。また、両項目
ともK市場はH市場より有意に低かった（p＜
0.05）。尾枕はK市場では48.2%に付着。一
方、H市場は28.2%の付着にとどまった。分
析の結果、尾枕付着度スコアが大きくなる
ほど子牛価格低下に影響することが判明。
以上のことから、子牛の発育性と尾枕付着
度の違いが両市場の価格差要因の一つと推
察。

313.球磨地域の肉用牛生産状況及び妊娠期
間調査：熊本県城南家保 齋藤公治、谷口
雅律

球磨地域の肉用牛生産状況調査と管内の
黒毛和種繁殖牛の妊娠期間調査を実施。平
成23年5月～27年3月に市場出荷された子牛
と出荷前に死亡した子牛、計16,179頭の個
体識別番号情報をセリ名簿とBSE検査所デー
タから収集し、母牛分娩間隔を算出。また、
平成25～27年度に家保事業で得た455例の授
精・分娩データから妊娠期間を算出。母牛6,
695頭の平均分娩間隔は406.7日、地区毎の
平均値は395.4日～422.5日、母牛一代祖毎
の平均値は394.4日～419.5日の範囲に分布。
未経産牛の平均初産月齢は26.1か月。妊娠
期間の全平均値は290.7±5.8日であり、産
次間、交配種雄牛間及び母牛一代祖間の各
々の平均値の比較において、一部に有意な
差を認めた（P<0.01）。今回の調査で地域
全体の生産状況を把握でき、要重点指導地
区が明確化。妊娠期間調査では他県と同様
の延長傾向を確認。得られた結果は地域に
広く還元し、繁殖成績改善、分娩事故低減
等の子牛生産性向上対策に活用予定。

314.熊本県の死亡牛ＢＳＥ検査における課
題と取組：熊本県中央家保 安田航

株式会社熊本蛋白ミール公社内に中央家
畜保健衛生所BSE検査所を設置し、平成15年
12月より死亡牛BSE検査を開始。検査開始か
ら平成27年11月までのBSE検査頭数は34,814
頭。死亡牛搬入頭数は年間平均約7,050頭、
うち検査対象牛（24か月齢以上）は年間平
均約2,900頭で全体のおよそ4割。検査にお
ける課題と対策として、病原体の感染防止
については死亡牛適正取扱講習会を開催し
検査補助員への教育を実施、硫化水素につ
いては死亡牛の早期搬入の呼びかけや死亡
牛受入時間の延長、脱硫装置の設置と定期
的なモニタリングを実施、重機等の作業に
ついては例会や声掛けによる安全確認や安
全保護具の装着等により、これまで大きな
事故の発生は無し。費用低減については電
気使用量を平成26年度までに開所当初の平
成16年度の3分の1までに縮減、検査経費に
ついても25%削減。月齢区分別死亡牛搬入状
況から県内の年間死亡牛搬入数の49％が0か
ら10ヶ月齢で経済的損耗大。この損耗低減
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のため農家の生産性向上への取組として病
性鑑定支援体制を活用し、熊本県の畜産振
興に寄与。

315.経営安定化を図る肉用牛改良のための
取組み－魅力ある去勢子牛の要件－：沖縄
県中央家保 城間友子、比嘉喜政

本報告では直近の家畜市場データから高
額取引去勢子牛の要件を調査し、経営安定
化の目標となる「魅力ある去勢子牛」の指
標化を目指した。平成27年1月～6月の南部
家畜市場取引去勢子牛のうち各月高額取引
上位20位の計120頭のデータ集計、分布状況
をグラフ化。調査項目は①出荷日齢、②出
荷体重、③日齢体重、④母牛産次 、⑤血
統構成（父、母の父、母の祖父）、⑥母牛
審査得点。本調査より「魅力ある去勢子牛」
の要件は①は概ね8.5～9.0ヶ月齢、②は270
Kg以上、③は1.0Kg以上、④は概ね7産まで。
⑤は父及び母の父とも種雄牛育種価Hランク
の組合せ、母の祖父は育種価Hランクまたは
過去顕著な活躍の種雄牛⑥は高いほど高額
取引子牛出現率が上昇傾向にあり、⑥の引
き上げが経営安定化につながることを示し
た。今後の目標は、地域肉用牛経営の安定
化に向けて、「魅力ある去勢子牛」情報の
肉用牛農家等への還元。

316.長大作物と細断型ロールベール生産体
系による自給飼料増産：沖縄県北部家保
知念司、有田由美

酪農では、自給粗飼料の栽培・利用は減
り、飼料自給率が低下。平成25年度から酪
農家の飼料自給率向上のため、長大作物の
栽培・利用体系確立事業を伊江村で実施。
飼料生産組合を結成、汎用収穫機を含めた
機械一式を導入。長大作物を収穫・利用。
ケーングラス新品種「しまのうしえ」を従
来の牧草地などへ植付、増殖に取組み栽培
面積も増加。また生産したサイレージの一
部を酪農組合をとおして酪農家へ販売。飼
料生産組合および酪農組合への協力・指導
体制として畜産課や普及機関をはじめ、畜
産研究センターや農業研究センター、病害
虫防除所などの関係機関と連携した農薬登
録に向けた試験、栽培や調製について講習
会を開催、栽培面積や生育状況調査などを
実施。今後の課題はケーングラスの登録農
薬拡大に向けた取組と、さらなる増産に向
けてトウモロコシやソルガムの二期作また
は二毛作などの利用体系、機械作業体制の
検討。

317.育種価解析から見る八重山地域の肉用
牛生産性向上対策：沖縄県八重山家保 棚
原武毅、俵山美絵

【背景】飼料価格も高止まりの状態が続
き、経済的負担も大きくなる中、肉用牛繁
殖経営においては分娩間隔の短縮など、繁
殖性の改善により生産効率を上げ、いかに
生産コストを下げられるかが所得向上のた
めに重要である。【取り組み】分娩間隔の

育種価解析と繁殖性に及ぼす要因として取
り上げられる母牛の栄養状態、その栄養の
大部分の供給源である草地について、八重
山地域で調査検討した。【まとめ】分娩間
隔に影響すると考えられる環境効果のうち、
分娩年、分娩月、農家、産次をとりあげた
「モデル」を作成し、分娩間隔の育種価解
析を行った。分娩月効果から、暑熱の影響
より、寒冷の影響の方が大きいことがわか
った。寒冷時と暑熱時における母牛の栄養
状態と農家効果の関係から、分娩間隔を短
縮するには寒冷時の栄養状態の改善が重要
だと示唆された。経年トランスバーラ草地
への堆肥投入により、約2割の収量増となり、
改めて草地更新の重要性が示された。

318.んみゃーち、うすどころみゃーくんか
い！全力をかけた県畜産共進会：沖縄県宮
古家保 平英里、荷川取秀樹

高齢化・後継者不足が深刻化し、農家戸
数が激減している宮古地域で畜産の活性化
を図るため、36年振りに県畜産共進会の離
島開催が実現。宮古家畜保健衛生所（以下、
家保）は畜産関係機関および県出先機関と
の調整・助言役として受け入れ体制の整備、
地域活性化、出品牛の選抜等の課題に取り
組んだ。会場内外の清掃、美化活動や出品
牛の選抜・調教に至るまでを他機関と協力
して実施。マスコミにも協力依頼し広報活
動。当日は地域代表牛が好成績を収め、他
地域とも交流したことで農家の意欲・意識
が向上。一連の取組みの中で地域の農家・
関係機関の連帯をより強化、一般市民や島
外へも宮古地域の畜産をアピールできた。
県共進会地域開催においては、県規模の共
進会を開催することで、開催地の畜産を活
性化させる起爆剤となる可能性を確認でき
た。実行委員会との調整が課題ではあるが、
県共進会の地元開催は地域畜産を活性化す
る上で非常に有効なツールとして活用でき
ると考える。
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Ⅱ 豚の衛生

Ⅱ－１ ウイルス性疾病

319.空知管内における豚流行性下痢の発生
と防疫対応：北海道空知家保 藤木美佐子、
梅澤直孝

平成25年10月、国内で7年ぶりに豚流行性
下痢（PED)が発生、当所では速やかに管内
養豚場や関係機関への情報発信・注意喚起、
と畜場・死亡獣畜取扱場の衛生状況確認等
を実施。平成26年4月、関係機関を参集し、
対策会議を開催。また、食肉衛生検査所と
連携し、と畜場における交差汚染防止策の
指導及び発生農場出荷豚受入時態勢を整備。
このさなか、同年5月、管内A町A農場でPED
が発生。A町は直ちに対策会議を開催、さら
に消毒薬の配布等によりA農場を支援。関係
機関連携の迅速な防疫対応により21日後に
沈静化、これは道内平均45日より短期間。
管内発生は現在まで本農場のみ。A農場の平
時からの飼養衛生管理基準遵守、早期発見
・早期通報、ほ乳豚全頭とう汰及び消毒徹
底による病原体の増殖抑制、加えて、発生
に備えた事前対応による連携体制の整備、
関係者全員の危機管理意識の高揚が、早期
沈静化及びまん延防止に繋がったものと推
察。

320.管内一養豚場における豚流行性下痢ウ
イルス動態調査：北海道渡島家保 早川潤、
内田兼司

管内一養豚場で豚流行性下痢（PED）が発
生。当該農場では通報33日後まで発症豚を
確認。通報後、継続的にPEDウイルス遺伝子
(遺伝子)検査及びPEDウイルス抗体（抗体）
検査を実施。遺伝子は、6日後に分娩舎、離
乳舎、種豚舎及び候補豚舎、20日後に全豚
舎で検出。その後、肥育豚舎を中心に60日
後まで検出。遺伝子量は、6日後の分娩舎及
び離乳舎で高値。2カ月後の母豚の抗体陽性
率と抗体価は、発症豚との同居歴有りで、1
00%、32～256倍、同居歴無しで、40%、2倍
未満～16倍。母豚群の抗体陽性率と抗体価
は、2カ月後：75%、2倍未満～256倍、12カ
月後：40%、2倍未満～8倍に低下。母豚同一
個体の追跡により、6カ月後も感染抗体保持
を確認。哺乳豚で抗体陰性の個体が散見。
発症豚消失後も遺伝子が検出されたことか
ら、継続的な衛生対策が必要。抗体検査の
結果から、ワクチン接種による母豚群全体
への免疫付与が必要。

321.大規模養豚場における豚流行性下痢対
策：青森県八戸家保 松崎綾美、佐々木誠

平成26年2月から本県で豚流行性下痢が流
行。管内22戸の農場のうち7戸23,510頭が発
症。短期間に清浄化できたA農場(一貫、一
部子豚出荷、母豚約1,000頭)と、発症後一
度沈静化し、6か月後に再発したB農場(一貫、
母豚約2,000頭)の要因を分析。A農場は3月

からワクチン接種を開始したが、5月に発生。
初期とう汰を積極的に実施。馴致はせず、
下痢便の除去、水洗、消毒等の防疫対策で
発生から35日で清浄化。B農場は4月に発生。
初期とう汰率はA農場の2分の1程度で消極
的。ワクチンの入手が困難で独自に馴致を
実施。ワクチン接種を5月中旬から開始した
が、症状が沈静化した7月からワクチン中断。
平成27年1月に再発し、ワクチンを再使用。
環境調査でウイルス遺伝子確認。再発後13
回の農場立入及び管理獣医師との打合せ会
議を実施し、ワクチン再開、畜舎の消毒徹
底と作業手順の見直しを指導。現在は非発
生農場への復帰に向け指導を継続中。

322.肥育経営農場の豚流行性下痢対策：
岩手県中央家保 戸塚知恵、昆野雄介

平成26年11月、2,400頭規模の肥育経営農
場において、豚流行性下痢（PED）が発生。
導入を再開した同年12月以降、導入豚舎で
隔離飼養中の導入後7～10日(70～80日齢)の
豚で下痢が散発。同月から平成27年7月まで
の間、自主検査で糞便中からPEDウイルス遺
伝子を検出。導入豚舎はオールアウトが困
難な構造。対策として、これまで農場が実
施していた①作業者の専従化、②長靴の専
用化、③農場内通路への消石灰散布に加え、
交差汚染防止措置として①豚房内作業時の
長靴消毒、②ブルーシート設置による豚房
の洗浄・消毒時の汚染水飛散防止、③豚舎
入口での手指のアルコール消毒を新たに実
施。結果、導入後の豚舎環境中PEDウイルス
遺伝子は不検出、臨床症状も確認されなか
ったことから、平成27年12月、非発生農場
へ復帰(PED発生399日後)。オールアウトが
困難な豚舎において、消毒及び交差汚染防
止策の徹底は、環境中のウイルス量の低減
に有効であると推察。

323.宮城県で発生した豚流行性下痢の病理
組織学的考察：宮城県仙台家保 曽地雄一
郎、小寺文

本県の豚流行性下痢(PED)は、昭和57～59
年のPED様疾病(平成9年に西らが5症例を確
定診断)を初発とし、平成26、27年に延べ20
農場で哺乳豚を中心として発生。野外症例
の病変分布及び程度を明らかにするため、
平成26、27年の症例13頭に加え昭和57～59
年の3頭、計16頭について消化管(胃、十二
指腸、空腸、回腸、盲腸、結腸)、腸間膜リ
ンパ節、肺、扁桃の病理組織学的検査及び
免疫組織化学的検査(IHC)を実施。病変は腸
絨毛の萎縮が主体で、消化管以外には著変
認めず。陽性抗原分布は空回腸100％、結腸
29％、腸間膜リンパ節14％で、肺及び扁桃
に陽性抗原認めず。また、小腸の絨毛/陰窩
長比(V/C比)を測定した結果、平均値は正常
豚7.0に対し空腸1.1、回腸1.2と著しく低下。
空回腸のIHC陽性反応面積は、部位による差
は認めなかったが、30日齢未満と比べ60日
齢以上の豚で面積が小さい傾向。V/C比及び
陽性反応面積の測定はPED症例における腸管
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病変の客観的評価に有効。

324.豚のB群ロタウイルスの遺伝子学的手法
を用いた農場内実態調査：宮城県仙台家保
千葉直幸、小寺文

平成27年5月、S農場で豚B群ロタウイルス
（RVB）関与を疑う下痢と死亡を確認。豚群
内における豚RVBのステージ別遺伝子検査に
関する報告はなく、農場内感染動態には不
明な点が多い。感染動態把握のため①平成2
6年5月に下痢便からRVBが検出されたH農場
で、平成26年6、8、9月に採材した90頭の健
康便（6ステージ各5頭/月）②平成27年10月
採材のS農場離乳豚5頭の下痢便、S、H農場
及び過去の病性鑑定でRVB陰性の他の2農場、
計4戸120頭の健康便（6ステージ各5頭/農場）
についてRVB VP7遺伝子検査を実施。結果、
RVB陽性は、①哺乳豚1/15頭、離乳豚2/15頭、
肥育豚3ステージ（90～160日齢）14/45頭②
H農場の離乳豚3/5頭、S農場の下痢離乳豚2/
5頭、肥育豚2ステージ（120～160日齢）8/1
0頭。下痢便からRVBが検出されたS及びH 2
農場で継続的にRVBが検出され、肥育豚群の
豚RVBの長期常在化が示唆。哺乳豚群への感
染予防対策の重要性を確認。

325.嘔吐・下痢を認めた豚から分離された
豚デルタコロナウイルスと発生農場におけ
るウイルス動態調査：山形県中央家保 本
田光平

平成27年1月、豚1,450頭を飼養する一貫
経営農場で主に繁殖豚、種雄豚に嘔吐・下
痢が発生。病性鑑定の結果、発症豚の糞便
から豚デルタコロナウイルス（PDCoV）遺伝
子を検出。ST細胞等を用いたウイルス分離
陽性。検出されたウイルスの遺伝子解析で
は米国株や韓国株と99%以上一致。さらに、
発生母豚群及び肥育豚群について継続的な
ウイルス動態調査を実施。母豚では発生直
後からPDCoV遺伝子が検出され、発生6カ月
後に陰性を確認。母豚のIFA抗体価は発生11
日後で1,280倍（GM値：以下同）を示し、そ
の後低下するも8カ月後も検出（87倍）。一
方、8カ月後、肥育豚ではIFA抗体陰性（<10
倍）。なお、症状は発生後5日程度で終息、
その後、豚に発症なし。本例は国内初のPDC
oV分離及び動態調査事例。病態は既報と異
なる点もあり、病性や疫学解明の為、更に
野外調査が必要。

326.豚流行性下痢再発農場における沈静化
に向けた対策：福島県相双家保 太田大河、
寺本直輝

平成26年5月に豚流行性下痢（PED）が発
生し、同年6月に沈静化した養豚場（繁殖母
豚940頭規模）で、再度、平成27年4月に離
乳子豚の下痢が続発。病性鑑定の結果、免
疫組織化学的検査によりPEDと確定。当該農
場では、初発生時の対応として発症豚の下
痢便を分娩2週間前の母豚に糞便馴致。沈静
化後も日常的に母豚に対し糞便馴致を実施
した上でPEDワクチンを併用。初発生時は哺

乳豚が死亡、今回の発生は哺乳豚の死亡が
無く、離乳豚の下痢が主症状であり、母豚
の乳汁からの免疫獲得が上手くできない子
豚が下痢を発症と推察。下痢発生の要因と
して日常的な糞便馴致により農場全体のウ
イルス量を増大させたことが考えられ、①
糞便馴致の中止、②不良な子豚を集めた「ヒ
ネ豚舎」1棟と正常な子豚を集めた「子豚舎」
4棟との往来禁止（一方通行化）、③ヒネ豚
舎の消毒等を指導。家保の指導後3週間で下
痢の発生は消失し、平成27年7月に沈静化。

327.スパイク蛋白遺伝子に大きな欠損を有
する豚流行性下痢ウイルスの検出事例：福
島県県中家保 佐藤敦子

平成26年5月に豚流行性下痢(PED)が発生
した養豚農場で平成27年1月から離乳豚で下
痢、軟便が散発、3月以降増加したため病性
鑑定を実施。PCR検査でPEDV陽性(糞6/10、
空腸2/3)、免疫染色でPEDV抗原陽性(2/3)、
PEDと診断。発生が緩やかで離乳豚に限局し
死亡なし。ワクチンや前回発生時の免疫に
よる効果と推察したが、PEDVの病原性に起
因する可能性もあり、抗原性や病原性に関
与するスパイク蛋白遺伝子(S遺伝子)につい
て検索、約600bpの欠損を有するものが混在
(糞5/6、空腸1/2)。他の県内PED9症例108検
体を検索、1症例4検体で同様に欠損株が混
在(糞4/10)。遺伝子解析の結果、両症例と
も欠損部位はほぼ同じ。鳥取県の同領域欠
損株も非致死性、当該領域の欠損による病
原性低下の可能性を改めて示唆。欠損株間、
欠損株と非欠損株を比較、県内欠損株は外
部から侵入より農場内で変異の可能性が高
いと推測。欠損株と非欠損株を同時に検出
し、農場内での変異の可能性を示した初め
ての報告。

328.管内で流行した豚流行性下痢（PED）の
特徴Ⅰ（農場間伝播に関する分析）：茨城
県鹿行家保 岩本和也、楠原徹

管内では、4市136農場で22万頭の豚を飼
養。A市は、88農場18万頭の養豚密集地域。
平成26年9月以降の管内発生28例は、A市の
繁殖農場を中心に流行。A市の繁殖農場は44
農場で、発生22農場と非発生22農場の母豚
数の平均は、581.3頭と189.0頭（p=0.08）。
最も近い農場までの距離の平均は、0.37km
と0.82km（p<0.01）。最も近い発生農場ま
での距離の平均は、1.12kmと1.90km（p<0.0
1）。「母豚数規模」「近隣農場の有無」「近
隣発生農場の有無」をリスク要因としてロ
ジスティック回帰分析と生存時間分析を実
施。その結果、母豚数が多いこと、発生農
場が近隣にあることは発生リスクが高くな
ると判明。母豚数の多い農場は、人や物の
出入が多く、高感受性の哺乳豚が多数生産
され、ウイルスの侵入機会が多いため、PED
発生のリスクが高いと考察。養豚密集地域
では、発生農場から飛沫核、野生生物、人、
車両により地域内へウイルスが拡散する「近
隣伝播」が関与と推察。
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329.管内で流行した豚流行性下痢（PED）の
特徴Ⅱ（ウイルス学的分析）：茨城県鹿行
家保 田邊ひとみ、清水ひろみ

H27年1月から4月中旬に管内で発生した26
農場のウイルス学的分析を実施。PEDウイル
ス(PEDV)遺伝子学的検査をH27年管内発生株
26検体、管外発生株及びH26年以前発生株17
検体で全ゲノム解析を実施。良好に解析で
きた22株とデータベースにある国内外の58
株で系統樹を作成した結果、H27年発生株で
すべてひとつのクラスターを形成。非発生
農場復帰後の子豚の直腸スワブのRT-PCRはP
EDV特異遺伝子未検出。肥育豚の中和抗体検
査は、沈静化後4か月まで抗体陽性率は横ば
い(約85%)で、6か月以降の陽性率は低下、9
か月後に陽性率27%まで減少。抗体価の幾何
平均は毎月減少し、7か月以降は2倍未満。
今回、全ゲノム解析により、H27年発生株は
新たに管内に侵入したPEDVが流行したと考
察。また、抗体検査から、PED発生農場の清
浄化はすすんでいるが、一部の農場では肥
育豚でウイルスが循環している可能性あり。

330.オーエスキー病清浄化対策の経過と展
望：茨城県県北家保 都筑智子、榊原裕二

平成20年12月からオーエスキー病（AD）
清浄化対策を約7年間継続実施。これまで19,
876頭の抗体検査で清浄性確認実施。平成27
年11月現在、県北管内101農場中6農場が繁
殖・肥育豚ともにAD野外抗体陽性（＋＋農
場）、10農場が繁殖豚のみAD野外抗体陽性
（＋農場）。＋農場はほとんどがAD感染豚
淘汰中で、淘汰完了と共に清浄化達成予定。
＋＋農場のうち5農場は肥育農場で、導入元
の清浄化が進み、残る1農場が管内清浄化達
成の鍵。また、尾根部採血を取り入れ、33
農場では繁殖豚全頭検査を、10農場は累積
で飼養繁殖豚と同等数の検査実施、精度の
高い検査と推察。引き続き感染拡大防止の
ワクチン接種推進のため、県内を清浄地域
（ワクチン接種中止地域）、準清浄地域（ワ
クチン接種しているがAD清浄地域）、清浄
化推進地域（AD浸潤地域）に区分し、後者2
地域をワクチン接種推進地域に指定。生産
者が滞りなくワクチン接種可能な体制を再
整備し、清浄化最終段階としてのADの封じ
込めを図る。

331.BVDV抗体検出農場においてBVDV1型持続
感染豚の関与が疑われた事例：茨城県県北
家保 赤上正貴、都筑智子

管内の養豚農場において、牛ウイルス性
下痢ウイルス（BVDV）エライザ抗体陽性豚
が確認され、BVDV1型に対する高い中和抗体
を検出。当該農場の疫学調査を実施し、BVD
V農場内伝播の要因として持続感染豚（PI豚）
の関与を推察。平成25年度に採取した繁殖
豚185頭中28頭がBVDV抗体陽性（抗体陽性率
15.1％）。その他の時期に採取した繁殖豚
血清39頭及び肥育豚血清150頭は抗体陰性。
BVDV抗体陽性血清20検体中19検体で検出さ
れたBVDV1型に対する32～2048倍の中和抗体

価分布は、一部の繁殖豚がBVDVに高濃度か
つ頻回暴露された可能性を示唆。なお、CSF
Vに対する中和抗体価は2倍未満。種豚及び
繁殖候補豚の持続感染は否定。一方、デー
タベース化された繁殖成績から経時的にBVD
V抗体陽性豚の動きを調査した結果、妊娠豚
が外的因子により妊娠舎でBVDVに感染してP
I豚が出生したものと推察。BVDVのPI豚が汚
染源となれば豚群の水平感染が起こる可能
性。

332.地域一体となったオーエスキー病清浄
化への取組：栃木県県北家保 中村真弓、
岡崎克美

地域内のオーエスキー病（AD）は、以下
の課題により大規模農場の野外抗体陽性繁
殖豚（陽性豚）の摘発・とう汰が進まず清
浄化が停滞。具体的には、①繁殖豚の数が
多く全頭検査の実施が困難、②経営的な影
響が大きく陽性豚のとう汰・更新が困難、
③近隣及び地域の対策等の情報不足に不安、
④地域内で意志が未統一のため、清浄化へ
の意欲が不足。課題解決のため以下の取組
を実施。①一大規模農場をモデル農場とし
陰性化を達成、成功事例として栃木県豚AD
那須地域防疫協議会（協議会)で情報共有、
②陽性豚とう汰による経営負担軽減のため、
検査時期を調整、③協議会内で農場名公表、
積極的な情報共有及び陰性化達成時期の明
確化と意思統一。これらにより陽性農場の
取組が増加。平成27年3月にAD陰性化を達成。
その後、ワクチン接種中止に向けた個別協
議を経て協議会で再度意志統一。平成28年3
月でワクチン全面中止予定。平成29年3月の
清浄化に目途。

333.管内一養豚場における豚繁殖・呼吸障
害症候群対策による生産性向上への取組：
栃木県県南家保 新楽和孝、半田真明

母豚250頭の一貫経営農場において、肥育
舎での事故多発と発育遅延が課題となって
いたため、対策を実施。子豚は分娩舎、離
乳・育成舎、肥育舎各1棟で飼養。ワクチン
プログラムと豚繁殖・呼吸障害症候群（PRR
S）の検査結果から、肥育舎でのワクチン接
種に伴うPRRSウイルスの人為的伝播と豚舎
移動及び注射によるストレス負荷が原因と
推定。平成24年度から、肥育舎においてワ
クチン接種中止、豚房内石灰乳塗付、豚房
間の豚の接触防止措置、母豚は繁殖供用前
にPCRでPRRSの陰性確認等を実施。対策後は、
豚の発育に伴うPRRS等のELISA抗体の変化が
緩やかとなり、ストレスも減少傾向。対策
開始3年目には、離乳後事故率は2.7％減少、
1日平均増体量は83g増加、平均出荷日齢は2
3.1日短縮。継続的な取組と出荷日齢の短縮
に伴う飼養密度の低下が、飼養環境の更な
る改善をもたらし、生産指標の大幅な改善
に至ったと推測。
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334.ゲタウイルスが分離された子豚の急死事例：
群馬県家衛研 中原真琴、大場浩美

本年9月、繁殖母豚約60頭規模の一貫経営
農場で子豚の急死事例が発生。症状が認め
られたのは分娩舎の母豚11頭のうち1頭の産
子のみ。前日まで異常ははなく、当該子豚
は当日21日齢で離乳予定だった。同腹の産
子16頭中6頭は発症前に里子に出しており、
当該母豚が授乳中の10頭中5頭が死亡、2頭
が元気消失。同腹の里子を含め、他の哺乳
豚、母豚および別豚舎の離乳豚、肥育豚に
異常なし。衰弱および死亡子豚各1頭の病性
鑑定で、脳および扁桃からゲタウイルス（G
V）を分離。豚コレラ、オーエスキー病、日
本脳炎、PRRSなどの類似疾病は否定。当該
農場のワクチン接種歴、分離株の遺伝子解
析結果などから、分離されたウイルスは野
外株と推察。病理組織学的検査で著変は認
められなかったが、2頭の諸臓器から病原因
子を保有しない大腸菌が分離され、GV感染
が敗血症による急死に関与した可能性。近
年、GVに関する報告は少なく、今後豚での
流行や発症に注意が必要。

335.廃業から経営継続となったオーエスキ
ー病陽性農場の清浄化への取組：埼玉県川
越家保 馬場未帆、木下明子

平成25年度管内のオーエスキー(AD)野外
抗体陽性(陽性)農場は、A農場1戸のみ。A農
場は、26年度廃業予定、27年度に管内AD清
浄化を達成見込み。しかし、25年11月に、
廃業から一転経営継続、急遽、清浄化に向
けた濃密な指導に取組む。A農場のAD抗体検
査状況、23年度、繁殖母豚88%(44/50頭)が
陽性、翌年、陰性の繁殖母豚67%(4/6頭)が
陽転、肥育豚95%(19/20頭)が陽性の高度汚
染状態。25年11月立入、ワクチン全頭接種、
衛生対策強化、陰性農場から導入徹底、陽
性豚の計画的淘汰指導。出荷肥育豚のと畜
場採血(と場採血)の抗体検査、毎月１回の
立入で、農場内個体管理及びワクチン接種、
ピッグフロー状況確認。陽性母豚は、27年3
月分娩を最後に、離乳後の5月に淘汰。以降、
陽性母豚の移行抗体と思われる陽性以外は、
新規導入繁殖豚及び出荷肥育豚で確認され
ず、今後も、継続的な抗体検査等で清浄性
を確認、地域のADワクチン接種中止を検討
し、早期清浄化を目指す。

336.一農場で分離したPRRSウイルスの遺伝
学的及び血清学的性状解析：埼玉県中央家
保 曾田泰史、多勢景人

平成27年1月に県内1養豚場から分離したP
RRSウイルス(分離株)の遺伝学的及び血清学
的解析を実施。遺伝学的解析は既報のPRRS
ウイルス株との相同性解析を実施。分離株
は平成21年に同農場から検出された株との
相同性が最も高く(97.2％)、平成21年から
同農場に常在していたと考察。血清学的解
析は、同農場で飼養する分離株によりPRRS
を発症した6頭（発症群）、分離株に不顕性

感染した6頭(非発症群)、別の農場で飼養す
るPRRSウイルス弱毒生ワクチン接種豚6頭
(ワクチン群)の血清と分離株との間で中和
抗体検査を実施。分離株に対し、抗体価の
幾何平均値で発症群は12.6倍、非発症群は7.
1倍、ワクチン群は2.5倍の抗体を保有。豚
群全体が発症群や非発症群と同程度の免疫
を持つことで、分離株によるPRRS発症を防
ぐ可能性が高まると考察。また、ワクチン
群は分離株への抗体を有しており、ワクチ
ン接種が分離株への対策に有効であると再
確認。

337.ロープ採材法を用いたPRRSモニタリン
グの検討：埼玉県熊谷家保 齊藤史門、武
末寛子

豚繁殖・呼吸障害症候群（PRRS）モニタ
リングのためのELISA抗体検出（ELISA）やP
CR遺伝子検出（PCR）に使用する血清の採材
には多くの労力や資材、技術が必要であり、
豚へのストレスも伴う。一方、綿ロープを
豚に噛ませて採材した口腔液を検体とする
ロープ採材法は、省力的かつ容易に採材可
能で、豚へのストレスはほぼ無い。今回県
内初のロープ採材法を実施し、有用性を検
証。管内2農場の生後1.5～5か月齢の豚房で
採血とロープ採材法を実施、血清と口腔液
でELISAとPCRの結果を比較。両者の結果一
致率はそれぞれ平均95%、65%となり、当県
でも口腔液による検査可能と確認。課題と
して、豚の飼育環境や月齢によってロープ
を噛まず、十分な検体が得られない場合が
存在。今後は適切かつ効率的な採材のため、
事前に農家と豚の移動日等の確認を行い、
この手法によるモニタリングを継続、PRRS
早期清浄化に取り組んでいく。

338.都内豚流行性下痢(PED)発生事例への対
応：東京都東京都家保 小山朗子、綾部文
香

都内PED2例目の種豚配布農場の実施した
まん延防止等の自主対策に対し、当所は相
談支援や助言を行った。感染は農場全体に
広がった後、分娩舎では37日目で症状が沈
静化し、空舎後徹底的な洗浄消毒を実施。
感染抗体は発症後36週で平均25.4と持続し、
発生68日目以降出生個体は中和抗体陰性で、
以降ウイルスの動きがないことを確認。全
豚舎での洗浄消毒作業終了後、265日で非発
生農場に復帰。3例目の肥育農場は、2例目
農場からの豚導入による発生。24日目で症
状がないことを確認し、飼養豚のPCR検査陰
性により56日で非発生農場へ復帰。今回、
発生農場の情報提供のルールを策定し、農
家の同意を同意書により得て、都から発生
農場の情報提供を行った。
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339.終息まで長期間を要した豚流行性下痢(PED)
発生事例への取組：神奈川県県央家保 米持修、
吉田昌司
平成27年4月、本県二例目のPEDがA市内一貫経

営農場(繁殖豚50頭規模)で発生。PED防疫マニュ
アル策定後初事例。発生当初に市内養豚農家、農
協、A市及び家保で構成するA市防疫対策協議会（協
議会）が設置され、防疫措置の具体的実施方法を
協議し対策を講じた。非発生農場への復帰（復帰）
に際し、症状が見られなくなった時点から4週間
経過後にPCR検査(PCR)を実施したところ陽性、さ
らに再発。協議会から、より確実に清浄性を判断
できる方法で復帰を目指したいとの要望。①家保
は発生農場の立入検査を週一回行い、PCRや中和
試験等によりウイルスの動向を把握し逐次対策の
強化を指導。②復帰判断は8週間症状が見られな
いことと、さらに③8週間経過直前にPCRを実施し
全例陰性であることとした。最終的に2度再発と
確認検査3回で168日間を要しての復帰。復帰後の
再発や感染拡大はない。復帰は状況に応じた対策
強化とPCRによる陰性確認が重要。

340.新潟県内の豚流行性下痢(PED)疑い事例にお
けるA、B、C群ロタウイルス検出状況：新潟県中
央家保 羽入さち子、村山和範

A群ロタウイルス(RVA)は多くの農場に常
在しているが、B群、C群ロタウイルス(RVB、
RVC)に関しては不明な点が多い。平成25年1
0月に国内でPEDが発生して以降、豚下痢症
のウイルス検査依頼が増加。平成26年1月か
ら平成27年12月に依頼されたPED疑い事例55
件のうち、14戸22件でロタウイルス（RV）
抗原を検出したことから、RVの保有状況を
調査。RV陽性農場14戸のうち、RVAは4戸、R
VBは3戸、RVCは13戸で検出。従来から浸潤
が確認されていたRVAに加え、RVB、RVCの新
潟県内への浸潤を確認。哺乳期では単独感
染、離乳期以降は複数感染が多い傾向。ま
た、PEDの平均発症率4.4％に対しRV検出時
は1.3％と少なく、PEDと比べ小規模である
傾向。しかし哺乳豚の水様性下痢や嘔吐、
肥育豚の軟便などの症状はPED、豚ロタウイ
ルス病に共通しており、類症鑑別が重要。

341.血清及び口腔液を用いた豚繁殖・呼吸障害症
候群（PRRS）ウイルスORF5遺伝子解析：新潟県中
央家保 村山和範、羽入さち子

PRRS対策を実施する上で浸潤状況把握は
重要。県では2011年に口腔液によるモニタ
リング法を確立。2012～2015年に71戸から
採材した血清867検体及び口腔液930検体を
用い、PRRSウイルス特異遺伝子検出を実施。
うち、PRRS陽性農場44戸の血清72検体及び
口腔液16検体のORF5領域の遺伝子解析を実
施し、47株がクラスター（CL）Ⅱ、39株がC
LⅢ、2株がCLⅣに分類された。CLの異なる
複数の株が同時期に検出された農場はなか
った。CL分布の地域的偏りはなかったが、

中央家保管内で2015年にワクチン接種農場
が増加しCLⅡのワクチン類似株検出が増加。
これらの情報は農場株の区別、農場防疫の
有効性確認に有用。また、養豚団地では農
場間で高い相同性を示す株が検出され、地
域全体でのPRRS対策の必要性を改めて示唆。
口腔液の遺伝子解析は血清に比べ成功率が
低いため検査目的に応じた採材が必要。

342.PRRS清浄化に向けた地域ぐるみでのワクチン
子豚接種による生産性向上対策とその効果：新潟
県中央家保 村山修吾、渡邉章子

PRRS清浄化にはオールイン・オールアウ
トやパーシャル・ディポピュレーションな
どが有効とされるが現実的に難しい。管内
清浄化の第一歩として陽性農場における野
外ウイルスのコントロールと生産性向上を
目的に、管内一貫経営のPRRS陽性12農場でP
RRSワクチンをプログラム化し子豚接種を順
次開始。子豚へのワクチン接種は母豚群が
免疫的に安定しているなど設定した条件を
満たす必要があることから接種前のモニタ
リングに加え、接種後のウイルス動態を確
認するモニタリングが重要となり家保は農
場をバックアップ。飼養衛生管理の強化と
ワクチンを間断なく接種することにより野
外ウイルスの封じ込めや動きの減弱を認め、
効果として出荷日齢の短縮や事故率低下な
ど大きく生産性が向上。子豚へのワクチン
接種は陽性農場における本病コントロール
と生産性向上に大きな力を発揮する有効な
ツールであり、今後管内の清浄化へ向けた
取り組みを加速する。

343.複数府県と関連する管内肥育農場で発
生した豚流行性下痢の防疫対応：山梨県東
部家保 高橋優花、松下摩弥

平成27年2月、管内肥育豚農場で豚流行性
下痢を確認。当農場はA県本社から飼料搬入。
B県及びC府から素豚導入。山梨食肉流通セ
ンター（センター）及びC府食肉市場へ出荷。
C府出荷時の集豚車はA県を経由。センター
出荷時の集豚車はD県農場での集豚にも使
用。当農場に対し、毎日の発生状況報告書、
出荷計画書及び出荷時の事前健康確認書の
提出を指導。豚舎単位のオールインオール
アウト（AIAO）ができないため、豚舎内ウ
イルス量低減と場内拡散防止を目的に、洗
浄の繰り返し、従業員の作業動線について
指導。センターに対し、出荷関係車両の消
毒・動線、作業者の消毒等について指導。6
月10日に沈静化。農場へのウイルス侵入経
路として飼料運搬、素豚導入及び出荷ルー
トが、沈静が長期化した理由としてAIAOが
できず一部の豚舎で豚房間に完全な仕切り
がないこと等が考えられた。今後は再発防
止のため引き続き注意喚起するとともに、
農家が取り組みやすく有効な対策をさらに
検討。
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344.愛知県で検出された豚繁殖・呼吸障害
症候群ウイルスの遺伝子解析状況：愛知県
中央家保 奥村貴樹

愛知県では、豚繁殖・呼吸障害症候群（P
RRS）対策の一環として、平成24年度からPR
RSウイルス（PRRSV）の遺伝子解析を実施。
71農場の224検体を材料とし、ORF5遺伝子を
増幅後、ダイレクトシークエンスにより塩
基配列を決定し、既報のウイルス株（株）
とともに分子系統樹解析及び相同性解析を
実施。クラスターⅠの株を3農場から6検体、
クラスターⅡの株を37農場から119検体、ク
ラスターⅢの株を42農場から99検体検出。
クラスターⅠ及びⅢの株は、養豚団地や養
豚密集地域を除き、農場毎に異なる株を検
出。一方、クラスターⅡの株は、ワクチン
株と相同性が高い株を複数の農場で検出。
新たな株の侵入をモニタリングした41農場
のうち、3農場で侵入を確認。明確な侵入経
路を特定することはできなかったものの、P
RRSVの遺伝子解析は、継続的に実施するこ
とで農場のバイオセキュリティの向上に役
立つため、今後も継続実施予定。

345.県内野外感染事例における豚流行性下
痢ウイルスの病原性：三重県中央家保 辻
遼子、竹馬工

豚流行性下痢(PED)は、下痢症状の出現･
消失とともに小腸病変が出現･消失し、組織
学的には小腸絨毛の膨化・剥離に始まり、
萎縮・融合、再生と病態が推移していくこ
とがMadsonらのPEDウイルス(PEDV)感染実験
において報告されている。今回、2014年3月
～4月に県内で発生したPED16症例64頭の病
態把握のため、小腸を用いたHE染色、免疫
組織化学染色(IHC)、遺伝子検査を実施。HE
染色の結果、1症例3頭を除き、日齢に関係
なく特徴病変が認められたが、腸壁の重度
の菲薄化は哺乳豚のみで認められた。哺乳
豚の絨毛/陰窩比平均は1.84:1であり正常(7
:1)に比べ低値。感染ステージ分類では23頭
で感染初期、41頭で中期の病態であり、初
期ではIHC抗原が多量認められた。RT-PCR結
果はIHC抗原の有無と100%一致した。HE染色
で病変が認められなかった3頭からもPEDV遺
伝子・IHC抗原が検出され、発症前から腸内
でウイルスが増殖し、無症状豚が感染源と
なる可能性を示唆。病態把握のためには遺
伝子検出とIHCによる抗原検索が重要。

346.豚流行性下痢ウイルスの分離に関する
検討：三重県中央家保 下田智彦、竹馬工

豚流行性下痢ウイルス(PEDV)の分離は困
難でウイルスの性状解析の支障となってい
る。今回、PEDVのウイルス分離率向上を目
的として、PED発生14農場58検体を材料とし、
ウイルス分離手法を検討。併せて、ウイル
ス分離検査成績と臨床・剖検所見、小腸中
のPEDVの遺伝子コピー数（コピー数）及び
病理組織学的検査成績を比較。分離手法の
検討では、高濃度のトリプシン(10μg/ml)
を用い、培養2日目以降のトリプシン追加接

種を行うことで効果が認められ、高いウイ
ルス分離率(74.1%)を示し、パンクレアチン
を用いた手法が最も高いウイルス分離率(7
9.3%)を示した。他の検査成績との比較では、
ウイルス分離陽性検体コピー数は、陰性検
体コピー数と比較し、有意に高かった。ウ
イルス分離陰性検体は、病理組織学的検査
で急性期の初期病変が認められる検体が多
かった。検査手法の改善、コピー数の定量
及び病変ステージの推定による検体の選出
により、ウイルス分離率の向上が可能。

347.管内における豚流行性下痢の発生予防
に向けた取り組み：三重県紀州家保 岩澤
久美子、戸塚麻喜

豚流行性下痢（PED）は平成25年度から全
国的に発生。県内では平成26年春に多発し、
その後も散発。当所管内はPED未発生だが、
管内養豚農家全3戸で病原体の農場への侵入
防止対策を強化。農家及び管理獣医師への
情報提供、農場への立ち入り、農場出入業
者への消毒講習、毎月の農場HACCP打合せ等
での各農家の防疫対応の確認、指導を行っ
た。各農家でも以前から自社トラックによ
る出荷・飼料運搬、導入豚の隔離飼育等、
防疫に取り組んでおり、茨城県でのPED確認
後にワクチンを手配する等、対策の追加も
みられた。平成26年度からは検査対応の強
化として、年間の中和抗体検査の回数・頭
数を倍以上に増加、中和抗体価が高い豚とP
ED陽性県からの導入豚では糞便のPCR検査を
実施。PCR検査で非特異と思われるバンドが
みられた際は農家の協力を得て経過観察し、
ペア血清を用いた中和試験を実施して感染
を否定。これらの取り組みの結果、現在ま
で管内で異常は確認されていない。

348.豚流行性下痢（PED）サーベイランスの
機会を活用した呼吸器病対策の一歩：三重
県中央家保 加藤めぐみ、中川雄平

農場の疾病発生状況を探る中で見えてき
た課題について、PEDサーベイランスの機会
に畜主との対話を重視し、疾病浸潤状況の
把握に継続的に取り組んだ。5月に日齢別の
抗体検査を実施した結果、豚繁殖・呼吸障
害症候群（PRRS）は120日齢までに陽性とな
り、Actinobacillus pleuropneumoniae 2型
（APP2）は90日齢以降すべて陽性であった。
そこで畜主と検査結果を共有して長期的な
血清抗体サーベイランスの重要性を説明し、
PEDサーベイランスの血清を用いたPRRSとAP
P2の抗体検査を継続した。6～11月の検査の
結果、PRRSの陽性率は90日齢で73％、120日
齢は90％であったことから、移行抗体が消
失する時期以降に感染が始まる環境にある
ことが疑われた。APP2は90日齢でほぼ全頭
が陽性を示し、その抗体価は23.3（±3.5）、
120日齢は73.1（±18.6）と日齢が増すごと
に上昇した。今後は感染時期の詳細な把握
を行いながら感染防止対策を探っていく予
定。
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349.管内養豚場で発生した異常産の調査と
今後の対策：奈良県奈良県家保 東文香、
髙田節子

H27年10月、母豚120頭一貫経営農場の7頭
で異常産が発生。産子数は10.6頭/腹で他月
より17.1％低下。死産及び哺乳までの死亡
子数は2.7頭/腹で他月の2.3倍。日本脳炎(J
E)・豚パルボウイルス(PPV)混合生ワクチン
の接種日を4月下旬から1週間間隔3回と5月
下旬に1回設定にも関わらず9月後半～10月
分娩母豚に未接種が多く、当該母豚は全て
未接種。原因は前産次の哺乳中か、他のワ
クチン接種と近く、JE・PPVワクチン接種を
避けたためと未経産の接種忘れ。母豚3頭の
11月のHI抗体価はJE403倍、PPV2560倍と高
いが、4～5ヶ月齢豚各5頭の抗体価推移は、
JEでは4月8倍、7月46倍、10月160倍と上昇、
PPVは844倍、92倍、53倍と低下。今回の異
常産はJEが関与。今後、分娩前後1週間を除
く母豚には全て接種を行い、2週間間隔で3
回接種日を設け接種漏れをなくす。常在のP
PVは春の混合ワクチンに追加して秋に単味
ワクチンを接種し年2回とする。

350.豚繁殖・呼吸器症候群に対する防除対
策の検討：和歌山県紀北家保 片山晃志、
小松広幸

管内一貫養豚農家において、平成27年6月、
肥育豚を対象にELISA検査でPRRS抗体陽性を
確認。聞き取り調査で、外部導入豚に隔離
期間を設けず自家産肥育豚との混合飼養が
判明。平成27年9月、導入直後の豚における
PRRS抗体陽性を確認。繁殖母豚は全頭PRRS
抗体陰性を確認。以上から農場への導入豚
によるPRRSウイルスの侵入、蔓延の危険性
が示唆 。畜主の意向の元、導入の中止とPR
RS発症予防を目的に指導を実施。導入中止
にむけ、母豚の更新・増頭、人工授精によ
る優良繁殖母豚の作出と徹底した発情周期
の把握を指導。また、PRRS発症予防のため
繁殖・肥育豚全頭へのワクチン接種の実施
及び飼養衛生管理の徹底を再度指導。現在、
母豚の更新・増頭を開始。肥育豚でのワク
チン接種は完了。繁殖母豚に対しても順次
ワクチン接種を開始。今後は、畜主との話
し合いの元、繁殖に関する手技やワクチン
接種の継続を指導していく方針。

351.豚の下痢症関連ウイルス4種を迅速かつ
同時に検出可能なリアルタイムRT-PCR法の
開発：鳥取県倉吉家保 増田恒幸

豚流行性下痢ウイルス（PEDV）を始めと
する豚の下痢症関連ウイルスは養豚産業に
とって重要な病原体。近年、PEDVの流行や
豚デルタコロナウイルス（PDCoV）などの新
興感染症の発生に伴い、これらの下痢症関
連ウイルスの迅速な診断方法の開発が望ま
れている。今回、豚の下痢症関連ウイルス4
種（PEDV，伝染性胃腸炎ウイルス（TGEV）、
（PDCoV）、豚A群ロタウイルス（PRVA））を
迅速かつ同時に検出するTaqManワンステッ
プリアルタイムRT-PCR法（qPCR）を開発。

検証試験の結果、開発したqPCRは下痢症関
連ウイルスの検出時間を大幅に減少させ、
各ウイルスに対する検出感度は高感度で、
既報のRT-PCRと比較しても同程度以上。過
去の病性鑑定材料23検体を用いた野外応用
試験では、PED症例で1検体のみqPCRで検出
ができなかったが、これら4種のウイルスの
関与が疑われる野外症例についても十分に
応用可能。今後は野外症例での検体数を増
やし、その有用性を確認する予定。

352.サルモネラ症と豚繁殖・呼吸障害症候
群を伴った豚サーコウイルス関連疾病：山
口県西部家保 小野山一郎、引田久美子

平成27年2月、管内養豚農場（3農場、4,0
00頭飼養）のA農場で、90日齢の育成豚が発
育不良、うち6頭が耳翼チアノーゼを発症。
病性鑑定により主要臓器等からSalmonella
Choleraesuis、肺やリンパ節等からサーコ
ウイルス2型（PCV2）、豚繁殖・呼吸障害症
候群（PRRS）ウイルスを検出、サルモネラ
症とPRRSを伴った豚サーコウイルス関連疾
病と診断。PCV2感染による免疫低下がサル
モネラ症やPRRSを重篤化させたと推測。発
生前後の血清学的検査では、PCV2が発生７
ヶ月前の60日齢豚群に比べ1ヶ月前が有意に
高く（P＜0.05）、農場別ではB農場が有意
に高かった（P＜0.01）ことから、B農場が
感染源で、そこからヒト等を介してA農場へ
伝播し、発症した可能性あり。抗生物質製
剤の投与等で続発なし。PCV2汚染は発生5ヶ
月後時点でC農場まで及んでおり、全農場の
農場内作業動線の修正等、再発防止策を実
施し、発生10ヶ月後時点のPCV2抗体価は有
意に低下（P＜0.05）、血清中ウイルスも陰
転。

353.導入母豚の豚繁殖・呼吸障害症候群(PR
RS)馴致による清浄化の1例：徳島県徳島家
保 井口陽香、鈴木幹一郎

2006年豚呼吸器複合病と診断した繁殖母
豚200頭規模の一貫養豚農場で、PRRS対策と
して2007年から導入母豚の馴致開始。開始
前、母豚のPRRS ELISA S/P比(S/P)は0～2.8
8と個体毎に大きな差異を認めた。2009年の
母豚群は0.2～1.84とS/Pは安定化。2013年、
馴致に供するヒネ豚確保が困難となり導入
母豚の馴致終了。バイオセキュリティーの
強化、抗体陽性母豚の積極的更新と同時に3
0、60、90、120、150日齢のS/P動態を3ヶ月
毎にモニタリング。結果、120日齢以降でS/
P上昇を認め、肥育舎でのウイルス定住が示
唆。新規のオガ屑に交換。以降、肥育舎で
のS/P上昇認めず、母豚含め全頭でS/P陰性
を確認。馴致開始から清浄化まで7カ年を要
した。今後、半年毎に母豚含め各ステージ
のS/P値モニタリングを実施し、新たなウイ
ルス侵入防御に努めるなどPRRS清浄化維持
が重要。
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354.管内で発生した豚流行性下痢（PED）の
疫学的解析と被害低減及び早期沈静化への
一考察：愛媛県東予家保 曽我部芳恵、目
見田清

平成26年4～7月に5農場、27年4月に１農
場でPEDが発生し、飼養頭数21,666頭中16,9
90頭が下痢やおう吐を発症、うち子豚2,103
頭が死亡、沈静化には平均29.2日を要した。
発生農場は経営規模が異なり、全農場に共
通する出荷先、飼料購入先及び導入元は認
められず。ただし平成26年6～7月に発生し
た4件は2km以内に農場が隣接し、周辺はカ
ラス、野犬、タヌキ等が多く生息するため、
野生動物によりウイルスが持ち込まれた可
能性あり。母豚へのPEDワクチン接種と授乳
期母豚用サプリメント投与を行っていた1農
場は他農場より子豚の症状が軽く死亡が低
減。また発生後に人工流産と細霧消毒を行
った１農場、発生前から経営規模縮小で分
娩舎内に余裕があった２農場及び2-10シス
テムの1農場は比較的早期に沈静化。以上か
らPEDによる被害低減・早期沈静化には、母
豚へのワクチン接種による哺乳豚への免疫
付与、母豚の泌乳量確保及び分娩舎内のウ
イルス量の低減が重要。

355.豚流行性下痢迅速診断のための遺伝子
検査法の比較検討：愛媛県家畜病性鑑定所
峯森雄高、谷修

豚流行性下痢（PED）迅速診断のため、S
遺伝子をターゲットとしたRT-PCR法、コロ
ナウイルスORF1b領域をターゲットとしたリ
アルタイムPCR法（qPCR）、ヌクレオカプシ
ドタンパク遺伝子をターゲットとしたRT-LA
MP法を比較。検出感度の比較のため豚流行
性下痢ウイルス（PEDV）NK94P6株（10

5.6
TCI

D50/ml）及び伝染性胃腸炎ウイルス（TGEV）
TO163株（10

6.0
TCID50/ml）から抽出したRNA

を10倍階段希釈し検査を実施。RT-PCRに比
べqPCRでは100倍検出感度が高く、RT-LAMP
では同程度。qPCRではPEDV、TGEVどちらも
検出するが、Tm値の違いにより識別可能。2
014年4月から2015年4月にかけて病性鑑定を
実施した野外材料（10件35検体）について
は、全ての検査法で結果が一致。qPCRの結
果、遺伝子コピー数は哺乳豚腸乳剤で最も
多く、材料として適当と考えられた。

356.豚流行性下痢発生農場における沈静化
後の環境材料検査：高知県中央家保 森木
啓

豚流行性下痢（以下PED）の県内1例目発
生農場の疾病沈静化後の抗体検査及び農場
内環境材料検査を実施。平成26年5月、6月、
10月、平成27年2月、11月に繁殖、分娩、離
乳、肥育舎、堆肥舎等の豚舎内糞便プール
及び堆肥17検体を材料としたPCR検査を実
施。また平成26年7月から27年4月まで出荷
豚10頭の中和抗体検査を毎月実施。環境材
料のPED遺伝子陽性検体数は5月11検体、6月
5検体。10月全て陰性。2月8検体、11月2検
体。出荷豚の中和抗体は中和抗体2倍以上の

陽性率50～100％、GM値は1.9～32と常に抗
体陽性豚が存在。関係機関の協力のもと実
施した防疫対策により沈静化以降、再発は
認められていない。しかし環境材料のPCR検
査及び抗体検査結果から、農場内にはPEDウ
イルスが残存していると推測。、子スL 防
疫対策により鎮静化以降、発生は認められ
ていないが、当該農場ではPEDワクチンを使
用していないものの、衛生対策意識の向上
が図られた結果、PEDの発症は抑えられてい
ると推察。今後も継続的な衛生対策、指導
を実施。

357.野外ウイルス分離株を活用した豚流行
性下痢の診断：福岡県中央家保 山本訓敬、
伊藤広記

豚流行性下痢（PED）は2013年10月に7年
ぶりに確認後、全国で流行。福岡県でも発
生し、PEDウイルスを分離。分離株を用いて、
トリプシン(Tr)非依存株(馴化株)と免疫血
清を作製し、診断に活用。馴化株は継代ご
とにTr濃度を減らし、Tr無添加で増殖可能
なウイルスをプラック法で3代クローニン
グ。免疫血清は家兎に不活化抗原と生抗原
を数回接種後全採血し、中和試験と免疫組
織化学染色(免染)で判定。馴化株はFukuoka,
Tr(-)株と命名、Tr添加せず中和試験が可能。
免疫血清は免染で16,000倍希釈、間接蛍光
抗体法（IFA）は4,000倍希釈で使用可能。I
FAは患畜の凍結組織切片で絨毛上皮細胞に
特異蛍光を確認。ウイルス分離材料をVero
細胞に接種後24時間で特異蛍光を確認。IFA
によるウイルス抗原の検出率はウイルス分
離より高率。免疫血清を用いたIFAは迅速で
効率的な確定診断が可能で、鑑定殺が困難
な肥育豚の糞便によるウイルス抗原検出も
可能。

358.豚流行性下痢ウイルス抗体保有状況調
査：佐賀県中部家保 大澤光慶

平成26年6月以降、毎月9戸のべ10戸の豚
流行性下痢（PED）非発生農場の肥育豚各10
頭について、PED中和抗体検査を実施。全調
査期間を通して90％の農場で1,340頭中76頭
が抗体陽性（抗体価2倍以上）。いずれも抗
体価8倍未満（2倍又は4倍：97％）で、非特
異反応の疑義払拭のためIFA法で抗体検出の
有無を確認。IFA法の結果、中和抗体陽性検
体の約99%でIFA陽性像を確認。定量IFA法で
は、中和抗体価とIFA価に強い相関（r≒0.8
4）を確認し、両者の回帰線で中和抗体価2
倍はIFA価約10倍に相当。以上の結果、中和
試験の成績は真をついており、県下広域へ
のPEDウイルスの浸潤を示唆。現在、本県は
小康状態であると推察され、本病の防疫対
策や注意喚起の継続が不可欠であると再認
識。その手段として、本調査はPEDウイルス
の動向察知のために重要であり、中和試験
とIFA法の併用により精度の高い抗体検査を
実施し、正確な情報発信に努めたい。
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359.長崎県における豚流行性下痢発生後の
ウイルス浸潤状況：長崎県中央家保 吉野
文彦、井上大輔

平成26年4月以降の本県におけるPEDウイ
ルス浸潤状況を調査。90日齢以上の豚血清6
18検体を用いた抗体検査と病性鑑定豚42頭
の空回腸内容およびのべ62施設の環境材料8
83検体を用いた遺伝子検査を実施。抗体検
査は県南、五島で40%台の陽性率、その他は
抗体陰性。抗体陽性農場の多くは発生農場
で、うち3戸は症状消失後300日以上経過。
一方、非発生農場1戸が抗体陽性。遺伝子検
査は、病性鑑定豚はすべて陰性。環境調査
は県南、五島の各3戸で遺伝子検出、うち5
戸は症状消失後200日以上経過。以上から県
南、五島のウイルス浸潤を確認。一部の発
生農場には症状消失後もウイルスが存在し、
車両等を介して非発生農場に侵入、不顕性
感染を起こした可能性。今後も畜舎や車両
等の消毒、ワクチン接種等の対策継続が重
要。さらに臨床症状のみではウイルスの存
在を見逃す恐れがあり、効果的な防疫対策
のためには、抗体および遺伝子検査の継続
が必要。

360.豚流行性下痢発生農場に対する飼養管
理改善の取り組み：長崎県県南家保 高山
裕介、中島大

飼養管理上の問題から豚流行性下痢（PED）
対策に困難を極めていた発生農場において、
農場主らと協議を重ね対策を実施。発生農
場は、母豚545頭飼養の一貫経営。平成26年
5月から11月下旬までPEDが断続的に発生。
長期発生の要因は、獣医師の管理によらな
い馴致、作業者によるウイルスの拡散、分
娩舎のオールアウト（AO）未実施、各種対
策の不徹底であると推察。対策として、馴
致の中止、作業者の増員・分娩舎毎の専従
化、作業動線確保及び適切な消毒によるウ
イルス拡散防止、分娩舎母豚の分娩日によ
るグループ化、母豚数の適正化、分娩舎の
仕切による区分け及び分娩舎の改修によるA
Oを実施。農場主および従業員と十分に協議
を重ね、管理上の問題点と対策の重要性を
丁寧に説明し的確な対策を実施したことで
沈静化を達成。PEDは、農場内から短期間に
ウイルスを消失させることは困難であり、
農場全体の管理体制の見直しと各種対策の
継続が重要。

361.豚ロタウイルスの県内浸潤状況と豚ロ
タウイルス病の対策：長崎県中央家保 井
上大輔、吉野文彦

平成25年8月～27年3月に県内養豚場12戸
で豚ロタウイルス（RV）の浸潤状況を調査。
糞便等計86検体を用いRT-PCRで実施。RVは1
2戸全てに浸潤。特に離乳舎での検出率は10
0%で、多くの農場で複数群が存在。豚ロタ
ウイルス病が頻発していた一養豚場（A農場）
で浸潤調査。19/34豚舎で計11種類のG遺伝
子型のA、B、C群RV（各RVA、RVB、RVC）を
検出。A農場の平成23と25年の発症豚由来RV

B株は非常に近縁で、農場常在株による発生
の繰り返しが示唆。A農場では、下痢対策と
して分娩舎糞便による母豚馴致を行ってい
たが、分娩舎ではRVA、RVB各1種類の遺伝子
型しか検出されず、母豚が常在株に対して
十分な免疫を獲得できていないと推察。対
策として、5種類の遺伝子型株が検出された
離乳・子豚舎の糞便を馴致材料に追加。対
策後、分娩舎内のウイルス量と発生頻度は
著減。対策4か月後も離乳・子豚舎にはRVが
常在しており、馴致用の抗原は安定的に確
保可能。

362.豚流行性下痢（PED）発生の拡大防止に
向けた取組：熊本県城北家保 屋比久文子、
井出清

平成27年1～4月に県内有数の養豚地帯に
おいて10例のPEDが発生。PED防疫マニュア
ルに基づき発生拡大防止に向けた防疫対策
を実施。発生農場へは飼養衛生管理基準遵
守の徹底、毎日の発症及び死亡頭数の報告、
出荷計画書の提出を指導。非発生農場へは
迅速な疾病情報の提供及び早期通報を指導。
市町、団体等畜産関係者には発生情報の提
供及び緊急会議の開催で協力体制を整備。
と畜場、化製場等には、交差汚染防止のた
め、講習会の開催、消毒実施状況の確認・
指導を実施。4月6日、一地域での連続した
発生により、当該地域をPED特別防疫対策地
域に指定。地域内の非発生農家56戸に対し、
消毒及びワクチン接種状況等の調査、指導
に加え健康観察の結果及び哺乳豚死亡頭数
の報告を依頼。以後新たな発生はなく、9月
10日地域指定を解除。養豚密集地帯におい
て、生産者個々の防御策をはじめ、地域の
連携で地域内のウイルス量低減に努めたこ
とが、発生拡大防止の要因と推察。

363.熊本県の豚繁殖・呼吸障害症候群（PRR
S）清浄化への取組と成果：熊本県中央家保
幸野亮太、森将臣

平成23年に一生産者団体が衛生部会を発
足し、県及び民間獣医師、（一財）化血研
の支援のもとPRRS撲滅プロジェクトを開始。
県は関係機関と連携し、年2回の農場検査（E
LISA検査、特異遺伝子検出等）と検討会を
開催。全成績を開示した活発な意見交換に
より、課題の抽出と防疫対策を検討。毎回2
名の会員が取組内容等を発表し、様々な知
見や技術を共有。本取組内容の動画をDVDに
作成、県全域の防疫意識の高揚を図ること
を目的に県内養豚農場へ配布。取組開始以
降、計8回延べ129戸3,833頭を検査し、多面
的に支援した結果、平成27年8月現在で清浄
化達成3戸、清浄性維持3戸、感染ステージ
の好転化7戸を確認。清浄化農場では成績の
向上を認め、衛生部会への入会希望が増加。
アンケート調査では防疫意識の向上と経営
への有用性を全参加者が確認。本取組によ
る地域の防疫意識及び衛生レベルの向上は
本県養豚経営を更なる発展に導くと考える。
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364.豚流行性下痢（PED）長期継続発生農場
の対応事例：宮崎県都城家保 兼田稔也

当該農場は母豚400頭規模の繁殖農場。20
15年1月にPED発生。哺乳豚の死亡は約1ヶ月
で治まったが、6月まで下痢が散見。沈静化
した7月に分娩舎を中心に環境拭き取り検査
を実施し、PEDウイルス特異遺伝子を確認。
農場管理者と分娩舎の管理方法を検討。空
舎期間が中3日と短く、洗浄消毒作業中の乾
燥時間が十分に確保されておらず、ウイル
ス残存の要因と推定。母豚数と分娩スペー
スから空舎期間の延長が困難であることか
ら、別の策として業務用扇風機を新規に導
入し、乾燥を促進。再び環境拭き取り検査
を実施し、PEDウイルス特異遺伝子は非検出。
9月に非発生農場へ復帰。豚舎の洗浄消毒工
程の見直しにより乾燥工程を取り入れたこ
とで非発生農場へ復帰。農場に合わせた対
策を農場管理者と協議し、実行していくこ
とが重要。

365.オーエスキー病清浄化に向けた取り組
み：宮崎県都城家保 渡山恵子、丸本信之

本県では2009年度から本格的なオーエス
キー病（AD）清浄化対策を開始。協議会を
設立し、飼養豚全頭のワクチン接種と感染
豚の摘発・とう汰を推進。2009年度に62農
場あった陽性農場は、2012年度末に6農場ま
で減少。これより、2013年度からは方針を
転換し、ワクチン接種を原則中止、侵入防
止対策を強化。導入時の導入計画書の提出
や、管内全農場へのステータス証明書の交
付、家畜市場での上場条件変更などの対策
を実施。その結果、2014年度末で野外抗体
陽性豚のとう汰が完了。清浄度確認検査で
清浄性を確認し、実質的な清浄化を達成。
今後は清浄性維持のため、防疫対策を強化
することが重要。具体的には、①全農場を
対象とする清浄度確認検査を実施し、感染
豚を早期に発見する体制の維持。②AD野外
抗体陽性いのししが確認されていることか
ら、野生動物侵入防止対策の啓発。③発生
に備えたワクチン接種の可否、経費負担等
の発生時対策の事前検討。

366.PRRSウイルスの関与が疑われた母豚の
死亡及び流産多発事例：鹿児島県曽於家保
石井麻実、藤岡舞

母豚約1,800頭を飼養する繁殖農場で、母
豚数頭に発熱と食欲不振を認め、その後重
篤化し死亡する個体や、あらゆる妊娠ステ
ージの流産が多発。繁殖豚の死亡57頭、流
産409腹を確認。豚繁殖・呼吸障害症候群（P
RRS）ワクチンは母豚子豚共に接種。病性鑑
定の結果、死亡母豚3頭、流産胎子1検体(同
腹2頭プール)、発症母豚4頭からPRRSV特異
遺伝子検出。PRRSV ORF5領域のRFLPでは全
検体でワクチン株と異なる、同一の切断パ
ターンを確認。遺伝子解析の結果クラスタ
ーⅣに分類。ワクチン株との相同性は86.7
％。免疫組織化学染色では死亡母豚1頭の肺
にわずかにPRRSV陽性抗原確認。他のウイル

ス学的・細菌学的検査は全て陰性。以上の
結果から本症例はPRRSVの関与が疑われた。
クラスターⅣには北米で流行した強毒株が
含まれ､従来株と比較し病原性が強い可能性
があり、検出株とワクチン株は遺伝的系統
が異なることからワクチンの効果が十分に
得られず､非定型PRRSの様相を呈したと推
察。

367.豚サーコウイルス2型（PCV2）の関与が
疑われた死産及び産子数減少の発生事例：
鹿児島県曽於家保 西中川淳、池田省吾

管内一養豚場において、子豚の死亡事故
が継続的に発生。それに先立ち、死産の増
加や分娩産子数の減少を認めた。PCV2ワク
チンは21日齢の子豚に接種。病性鑑定の結
果、哺乳豚及び母豚1頭からPCV2に特異的な
遺伝子を検出。哺乳豚の複数臓器でリンパ
球の顕著な減少、好塩基性の細胞質内封入
体、PCV2陽性抗原を確認。哺乳豚、死産胎
子より大腸菌を分離。以上より、哺乳豚の
死亡については、豚サーコウイルス関連疾
病（PCVAD）及び大腸菌症と診断。死産及び
産子数の減少が発生した原因は不明であっ
たが、哺乳豚がワクチン接種前にPCV2遺伝
子を保有していたことや、経時的発生状況
よりPCV2の関与が示唆。今後は、母豚への
ワクチン接種により免疫安定化を図りつつ、
混合感染を防止。農場と密に連絡を取り合
い、情報収集を図り、PCV2の関与について
さらなる調査が必要。

368.養豚団地で発生した豚流行性下痢の防
疫対応：沖縄県中央家保 友知久幸、具志
尚子

全5農家で構成される養豚団地の繁殖農家
1戸、肥育農家1戸で豚流行性下痢(PED)発生。
病性鑑定、豚や堆肥の移動自粛要請、豚舎
及び敷地の消毒、疫学調査を実施。PED確定
後は養豚団地内5農家へ当疾病の特性や出荷
及び移動自粛期限の説明、電話での毎日の
聞き取りによる異常の確認や蔓延防止の指
導を実施。非発生農家からの子豚出荷時に
は出荷予定豚スワブのPCR検査を実施。管内
養豚農家へ当疾病発生を周知し、関係機関
への緊急説明会、家畜輸送業者への車両消
毒講習会を開催。と畜場、隣接する化製場
における交差汚染防止対策のため、発生農
場からの搬入曜日を限定し、搬入時には当
家保職員が立ち会い、輸送車の搬入ライン
での消毒監視指導を実施。以上の結果、PED
発生農家は5月末に症状消失、7月に団地全
体で非発生農場に復帰、他農家への蔓延を
防止。非発生農場復帰後も当該団地におい
て再発防止のため、飼養衛生管理基準確認
のための勉強会の開催、定期的な消毒指導
を実施。

369.計画的自然感染による豚流行性下痢沈
静化に向けた取組：沖縄県北部家保 今井
隆之、柿田朝香

【経緯】平成27年4月29日、県内にて豚流
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行性下痢（PED）の疑い事例が発生。約1週
間で管内での発生が3件となる。農場内のウ
イルス常在化を防ぎ、早期終息とまん延防
止を図るため、2農場より計画的自然感染（馴
致）の届出があり、県、農場間で協議の結
果、2農場で同時に馴致を実施。【馴致方法】
哺乳豚の腸管材料から作製した感作材料を、
対象豚にスプレー。対象豚の発症の有無を
視認する方法。両農場では、ウイルスまん
延防止対策を同時に実施。【結果】両農場
とも馴致開始から2日目位からPED様症状を
呈する個体が現れ、4から5日目に感染豚が
ピークに達し、約2週間で終息に向かい、6
月中旬には臨床的発症豚は消失。他方、生
産体制への影響あり。【考察】馴致は免種
豚飼養規模が比較的大きい農場にとっては、
有効な方法。但し、ウイルス常在化、まん
延リスク、生産体制への影響についても考
慮する必要。馴致は限定された条件下での
み実施可能な方法。

Ⅱ－２ 細菌性・真菌性疾病

370.放牧養豚における豚丹毒の発生と防疫
対応：北海道十勝家保 三好勇紀、菅野宏

放牧養豚場で本病発生に係る防疫対応を
実施。発生農場は、肥育豚約400頭を飼養。
素豚は、21日齢で導入、150日齢前後から放
牧、約240日齢で出荷。平成25年5月から平
成27年6月までに蕁麻疹型5頭、心内膜炎型1
5頭、関節炎型36頭の計56頭が3峰性に発生。
病性鑑定豚2頭の膝関節から血清型2型を分
離。放牧地の菌検索では血清型5型を分離。
発生ごとの対策はワクチン接種に着目して
実施。抗体調査では、導入時32～64倍の移
行抗体を保有。50と80日齢の不活化ワクチ
ン接種群では、4倍未満～4倍のため、接種
時期を35と65日齢に変更。変更後は8～16倍。
さらにコンポーネントワクチン変更後は、1
28～256倍を確認。その後の発生なし。放牧
養豚では、常に病原体の侵入リスクが高い
ことから、野生動物の侵入防止等飼養衛生
管理の徹底が必須。ワクチンによる病原体
のコントロールは、放牧前に十分な免疫を
付与されることが重要と考察。

371.spaA-609G遺伝子型豚丹毒菌による急性
敗血症型豚丹毒の多発事例と環境要因：北
海道石狩家保 内田桐子、小林亜由美

平成26年10月、一貫経営養豚場の戻し堆
肥利用の発酵床豚舎でチアノーゼを呈し急
死する肥育豚が多発、病性鑑定で急性敗血
症型豚丹毒と診断。分離菌はspaA-609G遺伝
子型豚丹毒菌。発生時、肥育豚はワクチン
未接種で抗体陰性。抗生剤投与、ワクチン
接種後も翌年3月まで死廃が続発。要因検討
のため環境検査及び分離菌の生残性試験を
実施。環境検査は翌年8月まで計8回実施し、
同居豚糞便全4検体、環境材料57検体中発酵
床13検体で翌年2月まで菌分離陽性。生残性
試験は発酵床に培養菌液を接種し、飼養中
発酵床の上下限温度（15、25℃）、発酵消

毒中堆肥温度（60℃）で感作後、経時的に
培養。60℃は1時間で菌分離陰性となり発酵
消毒の有効性を確認。15、25℃感作では各3、
5週間生残。以上より、ワクチン未接種、sp
aA-609G遺伝子型豚丹毒菌の侵入に加え、感
染豚が排泄した糞便中の菌が発酵床内で一
定期間生残し、同居豚の感染源となったこ
とが多発・長期化の要因と推察。

372.石狩管内で発生した豚結腸スピロヘー
タ症と浸潤状況調査：北海道石狩家保 稲
垣華絵、小林亜由美

豚結腸スピロヘータ症はBrachyspira pil
osicoli（本菌）に起因し、諸外国では生産
性を阻害する重要疾病とされるが、国内で
は発生報告がほとんどない。2012年～2014
年、管内2戸の養豚場で下痢・発育不良を呈
した40及び75日齢の育成豚の結腸粘膜から
本菌を分離。病理組織学的検査で一例の結
腸にらせん菌が粘膜上皮表面に垂直に付着
する「偽刷子縁」を顕著に認め、もう一例
は陰窩腔から粘膜固有層へのらせん菌の侵
入像を多数認め、豚結腸スピロヘータ症と
診断。発生養豚場1戸の浸潤状況調査で、25
～70日齢の生体及び死体10検体、30～150日
齢の糞便33検体、と畜場出荷豚の大腸6検体
を検査し、無症状保菌豚1頭（60日齢）を確
認。国内では養豚場の育成豚から本菌が分
離され病変が確認された事例は報告されて
おらず、今後本菌の浸潤状況や生産性への
影響について知見の集積が重要。

373.肥育豚の豚赤痢及び豚サルモネラ症の
併発例と対策：岩手県県北家保 阿部憲章、
小田中誠彰

平成27年6月、母豚70頭の一貫養豚農場で
肥育豚の約2割に軟便～血便、飼料切替時の
食欲低下及び発育停滞、と畜成績では腸炎
の増加。農場では増殖性腸炎を疑いタイロ
シン投与も、肥育豚の糞便からBrachyspira
hyodysenteriae(Bh)、Salmonella O4:i:－

(Sal)分離、Lawsonia intracellularis遺伝
子検出。リンコマイシン、コリスチン、ア
ンピシリンによる治療により症状軽快。飼
料銘柄統一及び生菌剤給与により食欲低下
緩和。農場間伝播防止と石灰乳塗布による
肥育豚房消毒等を実施。8、11月の環境検査
でBh、Salの分離率低下も、肥育豚舎通路か
らS. Typhimurium分離。同菌の抗体推移か
ら肥育豚舎へ移動後に感染率増加を示唆。
分離Bhは上記製剤耐性で感受性薬剤に変更。
下痢による肥育豚の死亡数の減少、出荷頭
数は月30頭及び平均枝肉重量4kg増加。今後
もモニタリング継続、肥育豚房の隔壁設置
や通路の消毒等を徹底し、再発防止を図る。

374.再発防止に重点を置いた豚大腸菌症対
策：宮城県東部家保 松尾賢吾、清水ゆう
子

平成27年5月下旬、管内の養豚場で、離乳
育成舎及び肥育舎の9～13週齢子豚が下痢を
呈し、病性鑑定。肥育豚2頭の糞便から志賀
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毒素産生性大腸菌O116を検出し、豚大腸菌
症と診断。当該農場は平成22年及び24年に
も発生。3回の発生から分離された株は、O
群血清型別、病原遺伝子及び薬剤感受性試
験の結果から、発生毎に性状の異なる大腸
菌の関与が判明。過去の指導内容と現行対
策を検証。抗菌剤や生菌剤等を現状に合う
よう変更するとともに、バイオセキュリテ
ィーの再徹底を指導。新たに有機酸の飼料
添加を行い、腸内環境を整える飼養管理を
指導し対策を強化。また、頻繁にある肥育
素豚の導入に対して、導入豚へ抗菌剤及び
生菌剤の投与、隔離飼育を指導。以上の内
容を農場管理獣医師及び導入元農場と協議
共有し、農場が対策を継続できるよう連携。
今後とも、畜主の衛生管理意識の一層の向
上を図るため定期巡回を強化し、再発防止
に努める。

375.過去19年間に分離した豚由来大腸菌O13
9の解析および薬剤耐性：宮城県仙台家保
竹田百合子、江頭宏之

過去19年間（平成7～25年度）に県内の豚
の大腸菌関連症例の30.7%から検出された血
清型O139の保存菌株（18農場21症例44株）
を解析。菌株の由来は直腸便30株、小腸ま
たは腸間膜リンパ節13株、環境1株。採材日
齢は平均49日、症状は主に眼瞼浮腫または
突然死が16症例、下痢および死亡が3症例、
両症状が2症例。病原遺伝子は43株がStx2e
保有の志賀毒素産生性大腸菌で、うち下痢
症例ではSTa、STbも各1株保有。線毛抗原F1
8は全株保有。MLSTによる遺伝子型別はST1
で同一。PFGEでは同一農場由来株は類似切
断パターンを示し農場固有の汚染傾向、さ
らに一地域の農場間で同一由来が示唆。デ
ィスク法による16剤の薬剤感受性試験では、
オキシテトラサイクリン、テトラサイクリ
ン、ストレプトマイシン、ST合剤、クロラ
ムフェニコール耐性率が高い傾向。また薬
剤耐性なしから最大10剤耐性の農場を確認。
今後も発生豚の細菌検査に基づく治療や薬
剤の慎重使用の啓蒙を図っていく。

376.管内養豚農家における浮腫病の発生と
対策：福島県相双家保 寺本直輝、横山浩
一

平成27年9月、母豚85頭規模の一貫経営農
場で離乳豚の死亡頭数増加。エンロフロキ
サシン投与で死亡頭数が更に増加。家保立
入時、離乳豚で眼瞼浮腫及び遊泳運動等の
神経症状を確認。原因究明のため離乳豚3頭
の病性鑑定を実施。1頭の腸間膜リンパ節か
らstx2e及びF18遺伝子を保有する腸管毒血
症性大腸菌を分離。病理学的検査では全頭
で腸管及び脳幹に血管壁変性を確認。以上
の所見より浮腫病と診断。対策として飼料
添加剤（有機酸、感受性抗生物質、酸化亜
鉛）の使用、飼養衛生管理の徹底を指導。
併せて浸潤状況調査として糞便と環境材料
の大腸菌（群）数の測定と病原遺伝子（stx
2e、F18）検索を実施。調査結果より豚舎の

徹底した清掃・消毒を再指導。本病による
離乳豚の死亡頭数は、対策前の10月108頭、
対策後の2ヶ月は39頭と減少傾向。今後も沈
静化に向けて本病対策を継続。

377.茨城県における豚由来病原性大腸菌の
比較解析と多剤耐性系統の出現：茨城県県
北家保 藤井勇紀、大谷芳子

過去9年間に県内で分離された豚由来病原
性大腸菌108株を供試菌株とし、比較解析を
実施。O群血清型別の結果、O116が37 株（3
4.3%）と最も多く型別され、また複数の病
原因子（LT、STa、STb、Stx2e、EAST1、F18）
を高率に保有。薬剤感受性試験（23薬剤）
の結果、O116は全株がフルオロキノロン（F
Q）系5薬剤に対し阻止円を形成せず、また3
7株中23株（62.2%）が多剤耐性株（15薬剤
以上に耐性）。さらにO116の薬剤耐性率を
分離時期毎に比較すると、現在も多剤耐性
化が進行。またパルスフィールドゲル電気
泳動による分子疫学的解析の結果、O116の
多くは非近縁株。今回の調査でO116は家畜
生産の脅威となりえる多剤耐性、FQ耐性系
統であることを国内で初めて確認。今後、
全国への浸潤による経済的被害が懸念され
ることから、関係者へ抗菌剤の慎重使用の
徹底を強く指導し、O116の存在について警
鐘を鳴らし続ける必要がある。

378.管内一養豚場の子豚の死亡例：神奈川
県湘南家保 堀口昌秀、福岡静男

平成27年７月、一貫経営養豚場（繁殖豚1
60頭）において、子豚舎内の隣接２豚房で
子豚７頭が急性経過で死亡。子豚舎他豚房、
他豚舎で異常なし。当該豚房の起立不能の
子豚（約80日齢）を病性鑑定。剖検所見で
は、腸管粘膜の充うっ血、一部粘膜の菲薄
化、水様性腸内容物の貯留、限局した軽度
の肺の硬結塊、腎臓の白色斑を認める。ウ
イルス学的検査では、豚サーコウイルス2型
特異遺伝子を検出。豚流行性下痢ウイルス
等の特異遺伝子は不検出。ウイルス分離は
陰性。細菌学的検査では、空腸内容物から2.
0×10

9
CFU/gの大腸菌を分離、毒素遺伝子ST

2・LT検出、定着因子F4保有。肺病変部から
Actinobacillus pleuropneumoniae（2型）
を分離。病理組織学的検査では、小腸粘膜
上皮細胞表面に短桿菌の付着を伴う出血性
カタル性腸炎、肺病変部で壊死性線維素性
肺炎、間質性腎炎。空腸での大腸菌の増加
と菌性状、病理組織所見から大腸菌が主因
であり、ストレス等により80日齢での発症
を誘引と推察。

379.下痢を呈し死亡した肥育豚から分離さ
れたサルモネラ血清型4:i:-：神奈川県県央
家保 池田知美、吉田昌司

一貫経営養豚場で水様性下痢多発、死亡
も認めたため、病性鑑定を実施。死亡豚の
腸内容、腸間膜リンパ節、同居発症豚の下
痢便、水張り豚房貯留水からサルモネラを
分離、サルモネラ症と診断。分離株の血清
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型別を実施したが、第2相H抗原(H2相)が発
現せず。市販のサルモネラ同定PCRキットで
は、分離株はSalmonella Typhimurium(ST)
と同定。ST特異遺伝子（IS200）とH2相をコ
ードする遺伝子（fljB）を検索したところ、
IS200を保有、fljBが欠損しており、分離株
がSTの単相変異株の血清型4:i:-であること
を確認。薬剤感受性試験ではABPC、OTCに耐
性、分離株すべて同一の感受性を示した。
過去の県内ST分離株(直近二株)との関連性
を検討するため疫学解析を実施。今回分離
株はすべて同一のPFGE型・MLVAプロファイ
ルを示し、同一クローン由来と判明したが、
県内ST分離株とは異なっており、関連は否
定された。

380.腸管外病原性大腸菌OSD10による豚の肺
胸膜炎：石川県北部家保 井出久浩

2014年10月、県内の一貫経営農家で約2ヶ
月齢の子豚1頭が突然死亡し、病性鑑定を実
施。剖検では、重度な線維素の析出を伴っ
た肺胸膜炎と肝臓の破裂を確認。細菌学的
検査は、5%緬羊血液加トリプチケースソイ
寒天培地、チョコレート寒天培地を用いて
常法に従い実施。マイコプラズマの検索はP
CR法により行った。病理組織学的検査は、
常法に従いHE染色を実施。細菌学的検査で
は肺より大腸菌を3.0×105cfu/g分離。本菌
は、下痢関連の病原因子（LT、STa、STb、E
AST1、Stx1、Stx2、F4、F18）を保有せず、
志賀赤痢菌10型（SD10）の免疫血清（デン
カ生研）に凝集。病理組織学的検査では、
肺胸膜炎、化膿性気管支肺炎、心外膜炎を
認め、免疫染色で大腸菌（K12）の陽性抗原
を確認。以上より本症を腸管外病原性大腸
菌（ExPEC）OSD10による肺胸膜炎と診断。
豚由来でSD10に凝集するExPECの報告例はな
く、今後の発生動向に注意し、さらに検討
を重ねたい。

381.豚の腸管外病原性大腸菌感染症発生事
例：山梨県東部家保 清水春菜、丸山稔

平成27年3月、繁殖豚130頭飼養の農場に
おいて、1腹16頭の異常産を確認。死産子及
び衰弱子（出生翌日に死亡）について病性
鑑定を実施したところ、細菌学的検査では
全個体の主要臓器からEscherichia coli（E.
coli）を分離。血清型別では血清型O101、
型別不能に型別。死産子からは血清型O101、
衰弱子からは型別不能が有意に分離。PCRに
よる病原遺伝子検索では豚大腸菌症関連遺
伝子や浮腫病関連遺伝子は陰性。ウイルス
学的検査では豚に異常産を引き起こす主な
疾病のウイルス分離及びPCRは陰性。病理学
的検査ではHE染色、グラム染色にて諸臓器
の壊死病変部にグラム陰性桿菌を確認。抗E.
coli家兎血清を用いた免疫組織化学染色に
おいてグラム陰性桿菌に一致して陽性反応
を確認。このことから本症例を腸管外病原
性大腸菌感染症と診断。本症例では死産子
と衰弱子から分離された血清型に差が見ら
れ、有意に感染した血清型の違いにより、

死亡時期に差があったものと考えられた。

382.県内初確認のActinobacillus pleuropn
eumoniae（App）血清型15の豚胸膜肺炎発症
事例：山梨県東部家保 秋山倫子、丸山稔

平成27年6月、一貫経営養豚農家（A農場）
の出荷豚2頭が、と畜場の繋留場で死亡。農
場でも出荷間際の肥育豚が4頭死亡。うち3
頭の病性鑑定を実施。3頭の肺で重度の出血
病変、小葉間の水腫様拡張、肺胸膜の線維
素析出、胸壁との癒着を確認。3頭の肺から
App血清型15（App15）を分離。分離App15は
複数薬剤に感受性。病理検査で重度の出血
性化膿性壊死性肺炎像。燕麦状細胞も確認。
App15の免疫染色陽性。A農場は5月に県内B
農場から豚20頭導入。A農場（H22～H27年血
清）、B農場（H26、27年血清）のApp15のEL
ISA検査実施。結果、A農場はH22年から抗体
陽性。B農場も抗体陽性。H22の時点で既にA
農場にApp15の侵入が判明。A農場があるF町
で5～6月のほぼ毎日で1日の気温差7度以上。
温度管理失宜も重なり死亡豚増加と推察。
ストレスの排除や飼養衛生管理の徹底、適
切な薬剤投与により終息。

383.志賀毒素産生性大腸菌O86の浮腫病発生
と対策：静岡県中部家保 大谷利之、小坂
奈津子

平成26年9月、母豚50頭規模の一貫経営養
豚場で、生後約40日齢の離乳豚3頭が眼瞼浮
腫等を伴い急死。病性鑑定の結果、血清型
O86の志賀毒素産生性大腸菌(STEC)による浮
腫病と診断。畜舎消毒の徹底により、症状
は沈静化。しかし、平成27年3月、生後約50
日齢の離乳豚4腹12頭に同症状が再発。農場
へのSTECの浸潤状況を調査した結果、34頭
中1頭(2.9％)がSTECを保有。分離株は、昨
年9月と同様、毒素因子Stx2eを保有するが、
定着因子F18を保有せず。6月以降、分娩舎
及び離乳舎の消毒に加え、離乳開始及び育
成舎移動後10日間、アプラマイシン(APM)の
飼料添加を実施。対策の効果を検証するた
め6月～9月、分娩後10日以内の母豚、哺乳
豚及び導入豚の直腸便のSTEC保有調査を実
施した結果、82頭全て陰性。本病が終息し
たと判断し、APMの飼料添加を終了。散発的
な発生に留まる浮腫病に対策を講じないケ
ースがあるが、農場生産性を維持するため
には徹底した対策が必要。

384.豚増殖性腸炎発生農場及び浸潤農場に
対する飼養管理改善の取り組み：静岡県東
部家保 永田利恵、田﨑常義

平成27年2月初旬、母豚140頭規模一貫経
営農場育成豚舎において、約70日齢の肥育
豚で発育不良や下痢が散発的に発生し、病
性鑑定を実施。剖検で回腸粘膜の肥厚、病
理組織検査で回腸粘膜の腺腫様過形成、War
thin-Stary染色で湾曲した桿菌を確認し、
慢性型豚増殖性腸炎(PPE)と診断。育成豚舎
内温度の適正化や消毒の徹底、発症豚の隔
離、育成豚全体に抗菌性剤を添加すること
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を指導した結果、続発はなく出荷頭数が増
加したことから、生産性向上が示唆。一方、
発生農場及び管内10農場のLawsonia intrac
ellaris(Li)浸潤状況調査のため抗体検査を
実施。発生農場では発生前と対策後いずれ
も慢性型抗体浸潤率を示した。また、農場
別で90%が抗体陽性、頭数別で67%（85/126）
が陽性であったことから、管内に広くLiが
常在し、ストレス等で本症が発生する可能
性が示唆。陽性農家には、PPE発生防止のた
め巡回指導を実施し、飼養衛生管理の見直
しや予防策を指導。

385.新型豚丹毒の団地内の発生事例とその
対応：愛知県西部家保 杉江建之介、清水
健太

3農場（A、B、C）の養豚団地内で豚丹毒
（SE）が発生。A農場では2015年4月、肥育
豚10頭が急死。B農場では6月、疣贅性心内
膜炎として、と畜場で3頭摘発。病性鑑定、
血清型別検査及びSpaA遺伝子高度変異領域
のシークエンス解析の結果、いずれも血清
型1a、遺伝子型SpaA-609G型で、新しい遺伝
子型を示す豚丹毒菌と判明し、以下の対策
を実施。①抗体保有状況調査と、畜主の年
齢及び省力化等を考慮した各農場のワクチ
ンプログラムの見直し。②各農場の分離株
の薬剤感受性試験を実施し、効果のある薬
剤を投与。対策の結果、発生農場で抗体価
の上昇はなく、感染抗体はほぼ消失。一方、
A農場でワクチンが効果を発揮していない可
能性があり、接種手技と回数を変更。③ま
ん延防止対策として、3農場による衛生対策
状況の確認及び連絡体制を構築。また、管
内農家へ発生状況等の情報を提供。以上の
結果、C農場及び他農場では未発生。今後も
定期的に抗体保有状況を調査し、まん延防
止に努めていく。

386.一養豚場で発生したアクチノバチルス
・スイス感染症：愛知県中央家保 稲葉七
巳

平成27年4月、母豚40頭飼養規模の一貫経
営農場において、同腹の20日齢の哺乳豚2頭
が死亡したため、病性鑑定を実施。病理解
剖では、2頭に共通して敗血症様の所見を確
認。病理組織学的検査では2頭の複数臓器に
グラム陰性桿菌による細菌塊や核が軽度に
変形した燕麦様細胞を含む壊死巣を確認。
免疫組織化学的検査では菌塊に一致した抗A
ctinobacillus suis（以下A.suis）免疫血
清陽性反応を確認。細菌学的検査では全身
からβ溶血、カタラーゼ、オキシターゼい
ずれも陽性のグラム陰性桿菌を純培養的に
分離。分離菌はApxⅠ及びApxⅡ毒素の遺伝
子を保有し、マンニット分解能陰性。16SrR
NA領域のシークエンス結果を踏まえ、総合
的に分離菌をA.suis と同定。以上より、本
事例を県内初の発生事例とし、寒冷ストレ
スが発症を誘発したと考察。本菌は複数の
検査を組み合わせて総合的に同定する必要
があるため、同様事例に遭遇した場合は慎

重な検査が必要。

387.Clostridium difficile感染症が疑われ
た哺乳豚の一症例：三重県中央家保 辻ま
りこ、竹馬工ほか

Clostridium difficile感染症（CDI）は
人の抗菌薬関連下痢症、馬のX大腸炎、新生
豚の線維素性大腸炎の原因として知られる
が、国内においてCDIによる哺乳豚の被害の
報告は見当たらない。2014年8月、管内の養
豚場において、約1週齢の豚が黄色下痢を呈
し、発生から8日間で下痢は終息したが、そ
の間、計15頭が死亡。剖検では共通所見と
して結腸間膜水腫が認められた。C.diffici
le検出試薬を用いて結腸内容を検査したと
ころ、病変の認められた検体で抗原陽性と
判定。病理組織学的検査では結腸粘膜に特
徴的な「噴火口状」の壊死が認められ、壊
死部にはグラム陽性の桿菌および芽胞が認
められた。また、抗Clostridium属菌免疫血
清を用いた免疫組織化学検査では壊死部に
陽性抗原が認められた。結腸内容からC.dif
ficileは分離されなかった。CDIは米国では
新生豚の下痢症の主原因であり、国内でも
注意が必要。また、菌分離が難しいことや1
0日齢以下に限られた病気であることから、
C.difficile検出試薬を用いた適切な診断が
必要。

388.哺乳豚にみられた豚胸膜肺炎の発生事
例：鳥取県倉吉家保 田島理子、増田恒幸

休業していた管内A養豚農場は、平成27年
6月及び9月にSPF育成豚計20頭を導入して、
養豚経営を再開。再開にあたり、豚舎を修
繕・清掃し、消毒を徹底。11月下旬に分娩
した7頭中6頭の母豚（初産）が、12月上旬
に突然、食欲不振・発熱・呼吸器症状を呈
し横臥。また、哺乳豚（約2週齢）も呼吸器
症状を呈し、3腹中3頭死亡。死亡哺乳豚3検
体、淘汰哺乳豚1検体、及び母豚１検体の血
清について病性鑑定実施。主要ウィルス疾
病は否定され、細菌検査により上記の哺乳
豚4頭全ての肺から、Actinobacillus pleur
opneumoniae（App)血清型2型を分離。薬剤
感受性を有する抗生剤の投与後には、母豚
及び哺乳豚ともに劇的に呼吸器症状改善。
本事例は、衛生状態が良い豚舎で飼育され
ていた母豚が、Appに対する抗体を保有して
いなかった事から、哺乳豚にApp感染が発生
したものと推測。

389.繁殖肥育一貫農場で発生した豚丹毒の
防疫対応：岡山県高梁家保 高見剛

平成26年5月から平成27年3月、管内の繁
殖肥育一貫農場から出荷された肥育豚で非
化膿性膝関節炎と内腸骨リンパ節の腫脹を
示す慢性型豚丹毒が続発。食肉衛生検査所
で分離された菌株を調査したところ､いずれ
も血清型：1a､アクリフラビン：耐性、RAPD
パターン：ワクチン株に類似、SNP解析：ワ
クチン株と区別不可、であったことから、
予防対策としてそれまで投与していた生ワ
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クチンを不活化ワクチンに変更。また、豚
舎消毒のほか、菌の進入経路を特定するた
め､解剖豚及び豚房からの菌分離を試みた。
抗体価の測定は従来当所が実施しているラ
テックス凝集反応に代え、岡山家保病性鑑
定課において生菌凝集反応を実施。さらに、
食肉衛生検査所と連携し菌分離から菌株の
解析並びに情報の共有を行い、農家へのワ
クチン指導等の早期対応が実現。発生から
約10ヶ月後の平成27年4月以降発生が認めら
れていない。

390.一養豚場における豚胸膜肺炎対策指導
：岡山県津山家保 平井伸明、石川晶子

バークシャー(B)種及びLWDを飼養するA養
豚場は、豚胸膜肺炎菌(App)2型感染等の呼
吸器病による肥育豚死亡例が多い。当農場
ではB種のみにApp不活化ワクチン接種し、
飼養頭数が多く比較的事故率の低いLWDにワ
クチン接種せず。平成26年1月に肥育豚群に
おいてApp産生毒素(APX-Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ)および
菌体外膜蛋白(OMP)に対する抗体を検出する
ELISA検査を実施。LWDは150日齢まで抗体上
昇なく、180日齢でApp-2型感染を示すAPX-
Ⅱ、ⅢおよびOMPに対する抗体価が顕著に上
昇し、B種より高値。野外株感染の影響を大
きく受けていることが示唆された。家保と
民間獣医師が連携して畜主への指導を行い、
平成26年8月以降LWD肥育素豚に約50および8
0日齢でApp不活化ワクチン接種を開始。平
成27年5月の検査では野外株感染前のワクチ
ン抗体上昇が示され、感染抗体上昇はワク
チン未接種時より低値で、ワクチンによる
効果を確認。

391.繁殖母豚に対する豚丹毒生ワクチン補
強接種方法の検討：広島県東部家保 本多
俊次、松本早織

管内の系列一貫経営4農場での豚丹毒発生
低減対策を検討。管理獣医師らと合計5回の
検討会を開催。当該農場で母豚への生ワク
チン補強接種が全頭一斉に接種（一斉接種）
されていたことを確認。分娩直前の補強接
種と出荷豚での豚丹毒摘発との関連性に注
目。肉豚でのワクチンブレイクを想定し、
定期的かつ確実に接種可能な方法として、
離乳に合わせた補強接種の実施（離乳時の
接種）を提案。摘発症例の多い農場での試
行を決定し、一斉接種の継続農場との出荷
成績の比較検証を実施。該当するロットが
出荷された期間での摘発が確認されなかっ
たことから、分娩直前の補強接種の回避に
よる効果を推察。また、一斉接種と離乳時
の接種との接種作業の内容について5つの基
準を設定し、評価を実施。後者の有効性を
立証。今後、他の3農場への離乳時の接種の
適応に向けて、更なる検討を継続していく。

392.県内のと畜場から分離された豚丹毒菌
についての解析：愛媛県家畜病性鑑定所
岡﨑直仁

豚丹毒菌は、敗血症などの原因となり、

養豚業界でもその経済的損失が大きく、ワ
クチン接種により発生予防している。しか
し、野外株だけでなく、ワクチン株も分離
されるとの報告があるため、今回、県内と
畜場で豚丹毒と診断された豚から分離され
た豚丹毒菌について検査を実施。材料は平
成25年度から26年度に分離された21株を用
い、2014年に白岩らが報告したワクチン株
との鑑別PCR、PCR-RAPD法、血清型別を実施。
その結果、ワクチン株との鑑別PCRでは21株
中12株（57.1％）をワクチン株と判定。血
清型別では1a型が12株、2型が9株で1a型は
全てワクチン株。PCR-RAPD法では8パターン
に分類。野外株からの発症予防にはワクチ
ン接種が有効であるが、ワクチン株によっ
ても発症する。ワクチン株による発症は、
接種不備などにより惹起されると考えられ
ており、ワクチン接種による発症予防とと
もに、ワクチンブレイクを避けるなど、適
切なワクチン接種の重要性を再確認。

393.肥育豚に発生した豚サルモネラ症の清
浄化事例：愛媛県南予家保宇和島支所 片
山亜紀保、是澤通花

平成27年6月11日、一貫経営養豚農場の肥
育後期豚舎において、4～6ヵ月齢の肥育豚
に死亡及び黄色水様性下痢が発生。死亡豚
の多臓器及び発症豚の直腸スワブからSalmo
nella Typhimurium(ST)を分離、STによる豚
サルモネラ症と診断。ただちに発症豚へ抗
菌剤投与、消石灰散布による豚舎消毒、ネ
ズミ駆除、作業動線の徹底及び発生豚舎へ
移動時に感受性薬剤投与等の衛生対策を実
施。6月末には沈静化し、他豚舎での発生も
見られず。発症後47、90、152日目の発生豚
舎及び131日目の肥育前期豚舎の全豚房につ
いて清浄性確認検査を実施。汚染防止かつ
作業効率向上のため、床糞便スワブは園芸
支柱（210㎝）の先端に滅菌綿棒を装着し、
通路から採材。家保と農場の最適な情報交
換、個体観察強化に基づく感受性薬剤投与
や衛生対策の徹底を図り、発生豚舎で90日
目以降ST検出は認めず、肥育前期豚舎への
感染拡大もなく、清浄化に至った。

394.と畜場で採取した血液を用いた肥育豚
の豚丹毒抗体保有状況調査：高知県西部家
保 西明仁、下村恭

と畜場で採取したPEDサーベイランス用検
体の余剰血清を用いて豚丹毒の抗体価を測
定、分析。予防対策や衛生指導の一助とで
きるか検討。7農場の検体について、平成26
年7月から平成27年10月まで四半期毎に各農
場4検体ずつ抽出し、ラテックス凝集試験に
より抗体価を測定。なお採材した豚は全て
と畜検査で豚丹毒陰性。全体の抗体陽性率
は92.3%(155/168)、うちワクチン未接種豚(4
農場)の抗体陽性率は95.8%(92/96)であり、
豚丹毒菌の常在性を示唆。ワクチンプログ
ラムの違いや検査期間内に発生があった農
場由来か否かによって抗体陽性率及び抗体
価平均値に有意差はみられなかったが、農
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場毎にみると抗体価の分布や採血回毎の抗
体価のばらつきに特徴がみられた。今後も
調査を継続してデータを蓄積するとともに、
飼養衛生管理状況及びそれを反映すると思
われると畜検査成績、農場で採材した検体
での成績等と組み合わせて分析することで、
予防対策や衛生指導に有用な情報となり得
る可能性あり。

395.管内養豚農家におけるサルモネラの清
浄化対策：佐賀県西部家保 江副大輔、平
野慎二

管内養豚場で発疹および下痢を呈し死亡
する3ヶ月齢の子豚が増加。生体2頭、落下
便2検体、直腸便15検体を用いて病性鑑定を
実施。落下便1検体、直腸便5検体からSalmo
nella Typhimurium（ST）を分離しサルモネ
ラ症と診断。ST浸潤状況検査を実施し、直
腸便1/52検体、環境材料4/52検体からST分
離。ST分離が一部の飼育ステージに限局し
ていたため飼育ステージごとの踏込消毒槽
設置、豚房単位のオールインオールアウト
後の消毒徹底、ネズミ駆除を指導。その後、
月1回清浄性確認検査を実施。1回目は環境
材料84検体すべてST分離陰性。2回目は直腸
便0/13頭、環境材料5/84検体からST分離。3
回目は直腸便15頭、環境材料87検体すべてS
T分離陰性。今回、ST浸潤状況検査でST分離
箇所が限局していたため、速やかに衛生対
策を実施し、3回目の検査時点でST分離陰性。
しかし、感染経路は特定できていないこと
から、今後も衛生対策指導と清浄性確認検
査を継続し、清浄化を目指す。

Ⅱ－３ 原虫性・寄生虫性疾病

396.潰瘍性大腸炎の豚から検出されたEntam
oeba polecki 及びEntamoeba suis：茨城県
県北家保 矢口裕司、高橋覚

豚に寄生するEntamoeba属原虫として E.
histolytica、E. suis及びE. poleckiの3種
が知られている。E. histolytica（赤痢ア
メーバ）は、ミニブタへの実験感染例のみ
であるが、E. suisとE. poleckiは、近年、
我が国の野外豚から検出されている。今回、
管内の養豚農場で削痩を認めた83日齢の肥
育豚2頭について、病性鑑定を実施。2頭と
もに潰瘍性大腸炎を広範囲に認め、病変部
組織には多数のEntamoeba属原虫の栄養型を
認めた。遺伝子解析の結果、同原虫はE. po
lecki サブタイプ3とE. suisであった。両
種の混合感染は、国内初の事例。今回の結
果から、潰瘍の形成にE. poleckiが関与し
たと示唆されたが、Brachyspira属菌やL. i
ntracellularis等の他の病原体との混合感
染により重篤化した可能性も否定できない。
豚のEntamoebaの病原性を明らかにするため
には、今後、詳細な遺伝子型の同定及び調
査等による知見の蓄積が望まれる。

397.豚にみられたLawsonia intracellulari
sと大腸バランチジウムの混合感染事例：長

野県松本家保 大泉卓也
管内の養豚場において2014年10月に3週間

で子豚8頭が削痩し死亡。衰弱豚1頭の病性
鑑定を実施。剖検所見では肛門周囲に下痢
便付着、結腸粘膜に偽膜形成。血液検査で
は白血球数29,900/μlと増加。結腸の組織
所見では粘膜表層の偽膜形成、粘膜と壊死
部の境界に多数の大腸バランチジウムを認
め、粘膜に侵入した大腸バランチジウムに
よる固有構造の破壊・好中球浸潤、陰窩上
皮の腺腫様過形成を確認。増殖した陰窩上
皮細胞内にワーチン・スターリー染色で湾
曲した菌体を確認、抗Lawsonia intracellu
larisマウス抗体を用いた免疫組織化学染色
で抗原陽性。PCR検査で結腸内容からLawson
ia intracellularisの特異遺伝子を検出。
以上から本症例を豚増殖性腸炎、大腸バラ
ンチジウム症と診断。豚増殖性腸炎により
結腸粘膜に損傷が生じ、大腸バランチジウ
ム症を引き起こしたと推察。通常は非病原
性の大腸バランチジウムであるが、混合感
染により病原性を持つことから衛生管理の
重要性を再認識。

398.豚鞭虫症の発生を契機とした衛生対策
：長野県飯田家保 佐野夏葉

2015年8月に母豚40頭規模の養豚一貫経営
農場で、120日齢から150日齢の肥育豚が血
便を呈し多数死亡。病性鑑定の結果、急性
鞭虫症と診断。立入検査を行い、母豚及び
肥育豚のステージ別糞便検査を実施。肥育
豚舎でコクシジウム、豚鞭虫及び豚回虫の
濃厚感染を確認したためフェンベンダゾー
ル製剤を用いた駆虫プログラムを提案。そ
の後も死亡が散発したため9月中旬に肥育豚
へのイベルメクチン投与及び離乳豚へのト
ルトラズリル投与を指導するとともに、消
化管内寄生虫の感染状況を追跡調査。同時
に肥育豚舎はコンクリート製の床に敷料と
して戻し堆肥を利用していたため、豚房の
清掃・消毒、堆肥の発酵処理等の衛生管理
の見直し及び適切な管理記録の作成を指導。
感染状況に応じたイベルメクチン投与と新
たな豚房の衛生管理プログラムにより虫卵
数は減少し、10月以降は肥育豚舎での鞭虫
症を原因とする死亡豚の発生を防止。更に、
定期的な立入検査により衛生意識が向上。
今後も効果検証を行いながら総合的な経営
改善への取り組みも指導していく。

399.豚増殖性腸炎とEntamoeba polecki混合
感染事例：静岡県中部家保 金森健太、塩
谷治彦

H26年9月、母豚40頭規模の一貫経営農場
で、60日齢前後の肥育豚が下痢を呈し、そ
の後発育不良となる事例に遭遇。家保は、
症状を示している3頭（46日齢（No.1）、69
日齢（No.2、No.3））を用いて病性鑑定を
実施。No.2、No.3の回腸はゴムホース様に
腫脹し、No.3では重度の偽膜形成を確認。
組織学的検査では、腸管は腺腫様に過形成
し、Warthin-starry染色では同部位に好銀
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性のコンマ状桿菌を確認。同菌は抗Lawsoni
a intracellularis（L.i）マウス血清を用
いた免疫染色で陽性反応を示しことから、
本症例を増殖性腸炎による下痢症と診断。
また、No.3の回腸には、粘膜表層から粘膜
固有層にかけて多数のアメーバ様原虫の栄
養型が認められ、分子生物学的解析の結果、
この栄養型はEntamoeba polecki（E.poleck
i）であった。E.poleckiの豚に対する病原
性は報告されていないが、本症例はL.i とE.
poleckiが混合感染することで、病変を重篤
化させる可能性を示した、初めての事例で
あった。

400.豚のEntamoeba polecki subtype 3が関
与する潰瘍性大腸炎の発生とアメーバ原虫
の回顧調査：愛知県中央家保 小松徹也

母豚90頭規模の一貫経営養豚場の離乳舎
で暗赤色を呈する下痢及び発育不良が発生
したため、病性鑑定を実施。病理解剖では
回腸の軽度肥厚や腸間膜リンパ節の腫脹を
確認。病理組織学的検査では盲腸又は結腸
のびらん及び潰瘍部にアメーバ原虫が多数
寄生。遺伝子解析によりE. polecki ST3と
同定。細菌学的検査では有意菌は分離され
ず、ウイルス学的検査では下痢関連ウイル
スは確認されず。以上より、E. polecki ST
3による潰瘍性大腸炎と診断。県内初の事例
であったことから、過去の発育不良及び下
痢症例について、アメーバ原虫の寄生状況
を回顧調査。結果、アメーバ原虫は平成23
年には既に県内に広く浸潤しており、23％
の豚の腸管腔内でE. polecki様又はEntamoe
ba suis様のアメーバ原虫を確認。また、平
成25年度以降の7事例で病変部への寄生を確
認。病変形成に関与した可能性があるため、
下痢及び発育不良の症例では、アメーバ原
虫の関与を視野に入れる必要あり。

401.管内一養豚場の寄生虫性肝炎低減に向
けた取組：熊本県中央家保 小田原直子、
徳永妙子

寄生虫性肝炎（主因は豚回虫）は、と畜
検査で間質性肝炎として肝臓廃棄。管内A農
場（母豚54頭飼養一貫経営）は間質性肝炎
による肝臓廃棄率が当食肉処理場全体の平
均5.8%に対して、80.4%と非常に高かった（H
25年度）。経営者はこれまで、肝臓廃棄損
失額を重要視していない等の理由で対策未
実施であったが、食肉衛生検査所データや
内臓検査写真等を活用した指導を行った結
果、意識が向上し、積極的に対策開始。対
策実施前の糞便検査の結果、母豚舎及び分
娩・離乳舎の豚回虫汚染は認められず、肥
育舎への移動直後に感染、肥育舎の重度汚
染を推測。当初の対策である生石灰乳の塗
布のみでは効果が認められず、温水高圧洗
浄機の使用と100日齢で駆虫薬の追加投与開
始。開始後、肝臓廃棄率は57.1%に低下、間
質性肝炎の程度は著しく軽減。出荷直前の
肥育豚から虫卵不検出。今後も、安全安心
な畜産物生産の支援を継続していきたい。

402.豚のCystoisospora suis及び大腸菌に
よる化膿性壊死性回腸炎：熊本県中央家保
高山秀子

母豚130頭飼養一貫経営農場で、2014年11
月に哺乳豚が軟便、6頭死亡。12日齢1頭を
病性鑑定。小腸は菲薄化。肝臓、脾臓、腎
臓、脳から大腸菌分離。十二指腸内容物の
大腸菌は4×10

７
CFU/g、毒素Stb、LT、EAST

1及び定着因子F4の特異遺伝子保有、血清型
O149。小腸から豚流行性下痢（PED）及び豚
伝染性胃腸炎（TGE）ウイルス特異遺伝子不
検出。病理検査で小腸絨毛萎縮、粘膜上皮
細胞扁平化、壊死、炎症性細胞浸潤、小腸
及び結腸粘膜上皮細胞内コクシジウム寄生。
小腸内腔の細胞頽廃物及び細菌塊に大腸菌O
149抗原確認、PED、TGEウイルス抗原不検出。
凍結回腸を用いたPCR法、増幅遺伝子シーク
エンス解析によりCystoisospora suis(C.su
is)と同定。本症例を豚コクシジウム病及び
豚大腸菌症と診断。回腸の病理診断名はC.s
uis 及び大腸菌による化膿性壊死性回腸炎。

403.豚の潰瘍性大腸炎で認められたEntamoe
ba polecki感染と豚アメーバの環境中浸潤
状況調査：鹿児島県鹿児島中央家保 矢野
貴久、岡野良一

管内1農場で導入豚8頭中5頭が下痢を呈し
死亡。死亡豚の病理学的検査で、大腸の粘
膜に偽膜、著しい炎症細胞浸潤、アメーバ、
菌塊を伴う層状壊死を認め、盲腸からE. po
lecki サブタイプ3特異遺伝子を検出。E. p
oleckiの潰瘍性大腸炎への関与を示唆。発
生農場の環境調査で、生存豚糞便及び豚が
頻繁に移動する地点の土壌からE. polecki
特異遺伝子を検出。また管内他2農場の健康
豚糞便からE. polecki、E. suis特異遺伝子
を検出。豚の腸管内や土壌中にアメーバの
存在を確認。発生農場でのアメーバ感染経
路として、導入時に既に感染、または土壌
から感染した可能性を推測。下痢の発症要
因は不明だが，当該農場では発症豚からの
アメーバ排出，環境汚染，環境からの再感
染といったサイクルが確立していた可能性
も想定。なお本調査は初めて土壌でE. pole
ckiを検出した事例。

Ⅱ－４ 一般病・中毒・繁殖障害・栄養
代謝

404.子豚の鉄欠乏性貧血発生事例：埼玉県
中央家保 藤井知世、畠中優唯

平成26年11月、県内の一養豚農家で約20
～40日齢の子豚全頭が下痢、元気消失を呈
し、生体2頭及び直腸スワブ2検体を用いて
病性鑑定を実施。当該子豚への鉄剤投与漏
れが判明し、鉄剤非投与群7頭及び鉄剤投与
群（対照群）5頭の血清を用いて血清鉄濃度、
不飽和鉄結合能（UIBC）を測定。剖検時、
重度削痩を確認。病理組織、細菌、ウイル
ス及び寄生虫学的検査で有意な結果は得ら
れず。血液一般検査では、非投与群でHt値
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の低下（平均16.9%）、平均赤血球容積の低
下（平均30.4fl）。血液塗抹像で非再生性
貧血像を確認。血液生化学的検査では、非
投与群で血清鉄濃度低下（平均16.0µg/dl）、
UIBC上昇（平均742.0µg /dl）、鉄飽和率

低下（平均2.2%）。検査結果と稟告から本
症例を鉄欠乏性貧血と診断し、下痢の原因
と考察。対照群中にも鉄欠乏性貧血の個体
が存在し、鉄剤投与の失念の可能性あり。
鉄剤非投与個体に鉄剤投与を行うも発育は
回復せず。適切な鉄剤投与の重要性を再確
認。

405.管内養豚場の繁殖障害事例（平成23～2
7年度）：奈良県奈良県家保 北川稔子

A農場は母豚300頭規模の県内繁殖・県外
肥育経営養豚場、B農場は母豚20頭規模の一
貫経営養豚場。①平成23年5月、A農場のデ
ュロック種1頭で、発熱性疾患回復後の精液
不良事例、②平成26年5月、A農場のデュロ
ック種1頭で、精巣炎による受胎率低下事例、
③平成27年6月、B農場の大ヨークシャー種1
頭で、無精子症を疑う不受胎4例が発生。①
②は経過観察後、回復し受胎を確認、③は
廃豚。④A農場で平成26年1、2月に早死産10
例・体調不良3例発生。死産子豚から豚繁殖
・呼吸障害症候群ウイルス遺伝子を検出。
さらに離乳豚舎建築により分娩舎内のピッ
グフローが改善し、室温の管理失宜がなく
なり、同様の事故の発生なし。⑤A農場で平
成27年夏以降、妊娠早期の流産多発、早産1
例が発生。ワクチン接種するも母豚の免疫
状態が不安定で、ワクチンプログラムや導
入時の馴致方法の検討が必要。

406.管内養豚の飼養管理実態と生産性阻害
疾病の調査成績：沖縄県宮古家保 向井晴
奈、三島章子

宮古地域の豚飼養頭数は平成元年度は5,2
99頭であったが、平成26年度は飼養頭数753
頭と激減している。管内養豚の飼養管理の
実態ならびに、生産性を阻害する疾病等に
ついて調査した。管内豚飼養農家は小規模
一貫経営で大半は残飯給与。年間出荷頭数
は59から362頭、平均枝肉重量67.4から89.9
kg。疾病浸潤状況では、PRRSは抗体陽性率3
7.9%、Tpは抗体陽性率2%、疑陽性2%。AD、P
EDはすべて陰性。血便を主徴とする80日齢
の病性鑑定成績では、大腸便からPCR検査で
Brachyspira hyodysenteriae遺伝子を検出、
肺からPasteurella multocidaを分離、PCR
検査で肺からMycoplasma hyopneumoniae、M.
hyorhinis遺伝子を検出した。宮古地域では
問題点を把握、検証､改善するために必要な
記帳等の個体管理が行なわれていない状況
で、PRRS、豚赤痢、マイコプラズマ病等、
生産性を阻害する疾病の存在も示唆された。
これら複数の要因が生産頭数の減少や発育
遅延を引き起こしていると考えられた。

Ⅱ－５ 保健衛生行政

407.豚流行性下痢沈静化後の飼養環境に重
点をおいた離乳豚の事故率低減指導例：北
海道上川家保 松田きく、小川英仁

管内一養豚場で平成26年4月豚流行性下痢
(PED)が発生、防疫対策を徹底し、5月に沈
静化。離乳後(肥育前)事故率は例年1～2％
程度が、沈静化後に特定の豚房で死亡が増
加、9月には5～8％まで悪化。10月に現地調
査を行い、①密飼い、②夜間の豚体の濡れ、
③当該豚房への外気流入を確認。①はPED発
生後に母豚数増による早期生産頭数回復の
取り組みの結果、②は離乳舎の動力噴霧消
毒の回数増など消毒体制強化が原因。豚舎
内外に温湿度記録計を設置、飼養管理記録
を作成、飼養環境の問題点を可視化。結果、
③の原因は環境調節器の老朽化、更に舎内
が常に乾燥傾向と判明。改善策として、肥
育舎への早期移動、動力噴霧器の出力調整、
環境調節器の更新、通路散水で適正湿度維
持。更に病性鑑定で豚サーコウイルス関連
疾病を確認、ワクチン接種方法を改善、事
故率は1％以下に低下。今後、PED等の緊急
防疫対策時には農場毎の状況を踏まえた指
導が必要と再認識。

408.大規模養豚場における慢性疾病低減へ
の取組：青森県十和田家保 佐藤郷子、八
重樫恵嗣

と畜場で疣贅性心内膜炎を伴う敗血症廃
棄の多い大規模養豚場に対し、農場を含め
食肉衛生検査所と家保が協力し取組開始。
農場内の飼養実態調査と敗血症の要因、汚
染実態調査を実施。農場内ウォークスルー
により、密飼いと消毒困難な箇所を確認。
と畜場出荷豚の疣状新生物からStreptococc
us.suis 2型を分離。同菌の関与による損耗
の可能性が示唆。環境拭取液と鼻腔・膣拭
液の調査からは陰性。農場内発育不良豚の
病性検査でも非検出。しかし、その後のと
畜場出荷発育不良豚群の疣状新生物、扁桃
及び血液からS.suis 2型を分離。検査成績
等は随時、農場、食肉衛生検査所及び家保
で意見交換。豚のストレス軽減のため豚舎
移動回数を減ずる対策と農場の衛生意識向
上を図った事により、敗血症廃棄率が昨年
同時期に比べ減少。今後は感染時期、発症
要因等の検討と薬剤感受性試験結果から適
切な投薬プログラムを作成、慢性疾病の低
減に向けた取組を継続。

409.管内一養豚場への飼養衛生管理指導：
山梨県東部家保 花田千晴、石田昌弘

管内一貫経営農場で、出荷体重の不揃い
や密飼いにより肉質が低下。母豚の計画的
淘汰、子豚の市場出荷を指導し、密飼いが
解消し肉質が改善。平成26年5月17日に豚流
行性下痢が発生し、消毒徹底、適正なワク
チン接種、豚舎ごとの管理者を設定するよ
う指導し、6月30日に沈静化。離乳率も58.6
％まで低下したが、2ヶ月後80％以上に回復。
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平成27年6月、出荷間近の肥育豚の死亡が多
発し、胸膜肺炎と診断。有効な抗生剤の使
用や豚舎の清掃・消毒、換気等について指
導し、終息傾向に転じた。その後、離乳豚
舎でレンサ球菌症、パスツレラ症、大腸菌
症の混合感染症が確認されたため、調査・
指導中。今後も飼養衛生管理の改善や疾病
対策の指導を継続するとともに、斉一性あ
る肉豚の安定生産のため、適正体重での肉
豚出荷、飼養管理記録の電子化への移行を
指導し、農場成績の向上を支援する。

410.県開発合成豚「フジキンカ」の生産実
態及び事故率低減の取り組み(第1報)：静岡
県西部家保 髙田朋恵、中村美穂

フジキンカは繁殖成績不振、離乳豚の突
然死等が問題となっており、過去2年間の管
内4農場の成績は、平均産子数8.9(7.8～10.
3)頭、育成率83.3(78.8～91.8)％、離乳後
事故率32.3(15.5～45.8)％であった。A農場
は育成率79.4%、離乳後事故率45.8%で、子
豚の死亡事故が続き、病性鑑定を5回実施。
哺乳豚3例の事故原因は母豚過肥による泌乳
不全等の影響と推測。離乳豚2例はサーコウ
イルス関連疾病と診断、ワクチン接種下で
発症したため、飼養ストレス等の影響が疑
われた。母豚の過肥防止等を実施した結果、
平成27年4～9月の育成率は90.2%に改善。ま
た、離乳時ストレス軽減のため不要な移動
を中止し、経過観察中。繁殖成績向上には
母豚のボディコンディション(BC)管理が重
要となるが、感覚的なBC判定ではなく、背
脂肪厚測定機を導入した新マニュアルの確
立が必要。また、離乳後事故率低下のため、
各農場に即した低ストレス飼養法の指導を
実施予定。

411.地域ぐるみの農場防疫向上：愛知県中
央家保 井藤雅子

豚流行性下痢（PED）発生農場の防疫に複
数の問題点を確認するとともに、飼養衛生
管理基準（管理基準）指導内容が担当者に
より不統一等の問題が浮上。指導を適正に
するため①管理基準調査票を改善、②指導
台帳を整備、③要改善事項を生産者に提示。
また、PED蔓延防止のため実効性のある病原
体侵入防止対策を管内農場に指導するとと
もに出入業者には研修し防疫の重要性、方
法等について解説し訓練、PED発生農場には
すべきことと農場個々の防疫弱点の改善提
案を明示したチェックリストを配布。その
結果、各々で防疫が見直され地域ぐるみで
防疫意識が向上。さらに、特定症状確認時
の農場での「迅速・的確な初動」を確保す
るため平成25年度から蔓延リスクの高い密
集地区養豚場を選び生産者参加型の初動防
疫演習を開催、口蹄疫発生時の防疫措置及
び通報時の家畜防疫員からの指示事項と意
図の周知、緊急防疫措置（農場封鎖、農場
内緊急消毒、周辺道路消毒）の実演と訓練
を行い理解を得た。

412.養豚団地に対する豚流行性下痢(PED)衛
生対策の重点指導：愛知県東部家保 荒井
美里、杉浦総子

豚流行性下痢(PED)防疫マニュアルに基づ
き、平成26年12月19日に田原市が特別防疫
対策地域に指定されたことを受け、平成27
年11月末までに養豚関係者を対象とした防
疫研修会を計3回(参加者のべ150人)、豚飼
養衛生管理基準に基づく改善指導等を246回
(対応家畜防疫員数のべ481人)実施。市内の
他発生農場と比較して非発生農場への復帰
が遅れ、PEDによる平均死亡率が、市内平均
(4.9%)と比較して高率(15.2%)であった一養
豚団地(母豚合計飼養頭数980頭の一貫経営6
農場)を重点指導団地に設定。指導は民間獣
医師や市町村と協力し、交差汚染防止等の
飼養管理体制の確認、PEDの抗体及び環境中
遺伝子検査、団地内共同施設の管理体制整
備等について、平成27年1月から11か月間で
計40回実施。得られた情報は月に一度の定
例会議で共有。指導後、重点指導団地の死
亡率は15.2％から5.9％に大きく改善し、衛
生対策に対する農家の意識も向上。今シー
ズンの発生は6農場中3農場の発生に留まる。
今後とも、新たな発生防止及び発生農場に
おける早期の非発生農場への復帰に向け継
続指導を行う。

413.畜舎新築イノブタ農場への生産性向上
対策：和歌山県紀南家保 筒井視有、吉川
克郎

平成26年度に地域経済循環創造事業（総
務省）を活用し畜舎を新築したA農場に対し、
生産性向上のための改善指導を実施。平成2
7年10月からは、畜産経営指導事業を活用し
各関係機関が連携し指導を実施。伝染性疾
病に関する抗体検査は全て陰性。飼養環境
は、各畜舎とも夏場の熱量指数が高い傾向。
アンモニア濃度は現在改善。発酵床は、水
分含量低下や発酵温度低下が認められた。
当農場で使用するエコフィードは、全体的
にCP、Ca、Pが低い傾向。母豚および肥育豚
の血液生化学的検査結果は、TP、Alb、Pが
低い傾向。母豚血清中のVitA、Eについては、
以前より改善。出荷頭数、離乳頭数、肥育
豚の育成率、分娩回数は、改善すべき内容。
母豚への配合飼料給与、肥育前期までの配
合飼料給与、エコフィードの再調整につい
て指導を実施し、現在は肥育豚の発育が改
善。当農場の課題は山積しているが、今後
も引き続き各関係機関の連携による指導を
継続し、イノブタ安定供給の一助としたい。

414.管内１養豚場における肥育豚の疾病対
策：鳥取県西部家保 渡邊祐治、岩尾健

管内１養豚場で肥育豚の死亡頭数が増加。
病性鑑定の結果、連鎖球菌症によるものと
判明。当該農場は出荷先との契約上、3ヶ月
齢以降は抗生剤が使用出来ず、これまで接
種していた胸膜肺炎ワクチンを連鎖球菌ワ
クチンに切り替える対策を実施したが、肥
育豚の死亡頭数は減少せず。尚、連鎖球菌
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ワクチン接種豚の死因は、胸膜肺炎による
ものと判明。肥育豚舎はウインドウレス豚
舎であると同時に、豚舎構造上幅が広く、
換気扇による換気のみでは、豚舎内に空気
の淀みが生じ、換気不十分であった。その
為、ウインドウレス豚舎から開放豚舎に変
えると同時に、細霧による豚舎内空気の消
毒、出荷後の豚房の徹底消毒等、衛生対策
を実施したところ、抗生剤を使用すること
なく、肥育豚の死亡頭数が減少。

415.事故率40％を9年で0％にした一貫養豚
場の指導と経営改善：徳島県徳島家保 鈴
木幹一郎、阿部敏晃

母豚数約200頭のインテ経営一貫養豚農場
において2007年事故率は40％以上。家保は
病性鑑定並びに衛生診断を実施し危害因子
を特定。2008年から疾病対策を指導し、201
0年から事故率は低下したが、農場従業員の
管理意識レベルは様々であり飼養衛生マニ
ュアルは未完成（第一期）。2012年浮腫病
発生。肥育豚死亡が月10%以上7ヶ月継続。
家保は検査、指導と共に農場従業員、イン
テの三者による協議会を設立し、疾病の全
容と対策、家保実施の検査内容と意図を関
係者全員に周知。母豚数の40%削減や飼養衛
生の徹底に努め清浄化を計った（第二期）。
2013年からインテが新たに協議会を構築。
衛生検査は民間検査機関が、繁殖等は畜産
コンサルタントが担当。家保は死亡豚の病
性鑑定、衛生指導のアドバイザーを担当（第
三期）。各種結果の考察、協議により飼養
衛生マニュアルを制定。疾病保有および繁
殖不良母豚の積極的淘汰を実施し、死亡率0
%へ推移。今後出荷豚増頭予定となり経営が
改善。

416.農場HACCP認証の取得に向けた管内養豚
農家における家保の取組：熊本県城北家保
流谷博貴、宮野恭子

平成27年7月、管内1養豚農場が、県内初
の農場HACCP認証(認証)を取得。平成23年の
取組当初より家保は、一般的衛生管理プロ
グラムの策定、HACCPシステムの構築とその
効果的運用まで、飼養衛生管理基準・関係
法令に基づいた記録類、作業手順、作業マ
ニュアルの整備等を助言・指導。平成26年、
2回の内部検証を実施、HACCPシステムを改
善。平成27年1月認証申請後、認証取得。認
証取得に向け取組んでいる他の2養豚農場の
支援を継続中。認証取得農場の経営者は、
①飼養衛生管理技術の向上、②従業員の意
識の前向きな変化、③農場環境の改善、④
生産性向上への期待というメリットを実感。
HACCPシステム構築・認証取得の取組によ
り、品質が確かな生産物の加工・流通段階
への供給、消費者への安全・安心な畜産物
の提供を期待。今回の認証取得農場をモデ
ルケースとし、更なる農場HACCPの普及、推
進を図る。

417.豚流行性下痢防疫マニュアルに基づく
特別防疫対策地域における取り組み：宮崎
県宮崎家保 畑和宏、坂元和樹

豚流行性下痢(PED)防疫マニュアル(マニ
ュアル)制定前から、管内の隣接する3農場
においてPED症状が継続。2月中旬に同地域
の未発生農場で、PEDが連続し発生したため、
平成27年2月19日マニュアルに基づき、同地
域を特別防疫対策地域(対策地域)に指定。
防疫措置はマニュアルの対策に加え、消毒
体制、関連業者、哺乳豚死亡数等の情報を
対策地域内で共有。発生継続農場では経営
者、管理者、管理獣医師、家保の4者で沈静
化対策を協議。10月6日、対策地域内の全発
生農場が非発生農場に復帰し指定を解除。
詳細な情報の共有により、対策地域内の農
場間で、相互理解を深めた。発生状況を考
慮し、対策地域を半径3km以内(10農場)とし
たことで、非発生農場に対し緊密な対応が
できた。発生農場経営者を協議に加えたこ
とで、より積極的な対策が可能。一方、今
回の対策地域指定の必要性に疑問の声があ
った。他県事例も参考に対策地域指定の効
果を検証し、より有効な防疫対策の検討が
必要。

418.管内の豚オーエスキー病清浄地域維持
の取り組み：宮崎県延岡家保 栗林正弘、
稲井耕次

豚オーエスキー病（AD）は、本県では平
成4年に県西地域で抗体陽性豚が確認され、
県北地域を除く県内全域にウイルスが浸潤。
県北AD防疫対策連絡協議会にて導入豚から
のAD侵入リスクを啓発し、市町村、と畜場、
農協、NOSAI等とAD防疫に対する認識を共有。
平成4年、5年に管内93戸を全戸巡回し、飼
養管理状況、導入及び出荷先情報等の把握、
家畜衛生に関する情報の提供等を通じて養
豚農家との信頼関係を構築、AD抗体検査の
重要性の認識を共有。以来、導入時に農協
及び養豚農家から連絡を受ける体制を整え、
導入時採血を実施。出荷豚のと畜場におけ
る採血も管外及び県外と畜場を含め平成5年
より実施し、AD抗体陰性を確認。農場飼養
豚の検査も併せ、管内全戸のAD抗体陰性を
確認。関係機関とAD清浄性維持に関する認
識を共有し、養豚農家とのきめ細かいコミ
ュニケーション等により、地域一体となっ
た防疫体制を継続して行ってきたことが管
内のAD清浄性を維持してきた大きな要因。

419.特定疾病フリー地域におけるPRRS清浄
性維持対策の現状と課題：宮崎県宮崎家保
西田倫子、坂元和樹

口蹄疫で全飼養豚が殺処分された西都市
の一部及び児湯郡5町では、新生養豚プロジ
ェクト協議会（協議会）が設立され、生産
者主導により、オーエスキー病（AD）及び
豚繁殖・呼吸障害症候群（PRRS）清浄性維
持（特定疾病フリー）対策を実施。PRRSは
一部地域を除き約4年間陰性を維持してきた
が、平成26年、別の地域で発生が確認され
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たのを皮切りに、現在までに15農場で陽性
を確認。陽性農場は、協議会や関係機関の
指導の下、清浄化に向けた対策を実施。家
保は陽性農場のモニタリング検査等を強化
し、宮崎大学の協力を得て、疫学調査を開
始。しかし、陽性農場による自主的な移動
制限等の対応に伴う経済的な支援体制や感
染拡大に伴う検査件数の増加に対応する体
制は未整備で、協議会内でも今後の方針に
関する意志の統一がなされていない。特定
疾病フリーの取り組みは、今回のPRRS感染
拡大を期に体制見直しを検討する時期に来
ている。地域内に確実にPRRSウイルスが存
在している状況下で清浄性を維持していく
ためには、これまで以上に生産者及び関係
機関の連携強化が必要。

Ⅱ－６ その他

420.養豚農場の生産性阻害要因解明を目的
とした積極的病理解剖：栃木県県央家保
阿部祥次、飯塚綾子

豚サーコウイルス関連疾病(PCVAD)は、ワ
クチン使用が可能となった2008年以降発生
が減少。農場の更なる生産性向上のため、2
015年1月以降、豚サーコウイルス（PCV）2
型ワクチン接種2農場で、病性鑑定未実施の
死亡豚を積極的に解剖。病理組織学的検査
及び細菌学的検査等を実施、生産性阻害要
因を検討。A農場は母豚約100頭規模、肥育
豚舎で豚繁殖・呼吸障害症候群（PRRS）ウ
イルスの抗体が陽転、通年で呼吸器症状を
確認。死亡豚8頭中、離乳初期の4頭は敗血
症で全て雄、うち1頭に陰嚢膿瘍を確認、去
勢後の管理失宜が原因と推定。一方、離乳
後期の1頭はPRRSと診断、継続検査により離
乳舎での感染成立が判明、その抑制が必要
と考察。B農場は母豚約200頭規模、2012年
から離乳豚の事故率が上昇、死亡離乳豚7頭
中、3頭はPCVAD、2頭はクマリン系殺鼠剤中
毒の疑いと診断、衛生対策及び飼養管理の
改善が課題と分析。死亡豚の積極的検査は、
農場の生産性阻害要因解明に有用。

421.群編成ストレスが移動及びワクチン接
種後の肥育豚の生産性に与える影響：栃木
県県央家保 藤田慶一郎、赤間俊輔

肥育豚において群編成ストレスが豚の生
産性に与える影響を調査。1腹8頭で飼育す
る区を対照区、3腹8頭で飼育し群編成スト
レスを負荷する区をストレス区と設定。両
試験区の豚は、豚舎A、試験区を編成（0日）
した後7日まで飼育。8日に、両試験区を豚
舎Bに移動し、豚胸膜肺炎（APP）とマイコ
プラズマ肺炎の混合不活化ワクチンを接種
後、14日まで飼育。ストレス指標として唾
液中コルチゾール濃度及び各種免疫能を測
定。生産性への影響評価のためAPP抗体価（血
清型1、2、5型）及び一日平均増体量を調査。
結果、ストレス区は、0、7日の唾液中コル
チゾール濃度が高値。免疫能測定では、7日
のリンパ球幼若化能が低値。ストレス区に

強いストレスの負荷が示唆。さらに、14日
のAPP（血清型5）抗体価が低値。8～14日の
一日平均増体量が低値。以上から、群編成
ストレスは、移動など他のストレスとの重
複により増体や抗体産生応答を低下させ、
農場の生産性に悪影響を及ぼすと示唆。

422.管内養豚ベンチマーキングシステム構
築に向けた取り組み：静岡県東部家保 松
村淳文、田﨑常義

養豚農家を取り巻く情勢は厳しさを増し、
更なる生産性向上対策が必要。そこで、生
産成績の記録・分析、他農家との比較によ
り改善点を見つけ出し、効率的生産に活か
すベンチマーキングシステム構築に向けた
取り組みを実施。管内養豚農家29戸を対象
に、生産成績の記録や分析の有無を調査。
その結果、記録実施農家は23戸、分析は13
戸。記録項目は、出荷頭数や枝肉販売金額、
飼料購入量が多く、各ステージの在庫頭数
や事故頭数は少なかった。分析項目は、粗
利益や販売額、飼料費が多く、飼料要求率
や増体重、分娩回転率が少なかった。記録
や分析を未実施な理由は「行わなくてもわ
かる」と「必要性を感じない」で50%。生産
性を向上させたい農家が25戸あったが、経
営向上に必要な生産成績の把握は未実施。
ベンチマーキング参加希望が10戸あり、農
家が記録、家保が分析と比較を実施。家保
がベンチマーキングを主導することで、地
域の生産性向上に貢献。取り組みを広げ、
県内養豚業の活性化につなげていく。

423.血小板減少性紫斑病を発症した哺乳豚
の県内初報告例：大分県大分家保 長谷部
恵理

母豚2腹の哺乳豚で相次いで皮膚出血紫斑
を呈した死亡事例が発生｡①血液検査：発症
母豚2腹､正常母豚1腹の哺乳豚を発症時(計9
頭)、1ヵ月後(計12頭)採血②病理解剖(死亡
哺乳豚2頭)：病理組織､ウイルス学的及び細
菌学的検査を実施｡①血液検査結果：発症母
豚1腹の哺乳豚の血小板数は、平均値8,333/
㎕と顕著に減少。②病理解剖結果：皮下及
び全身諸臓器等の出血を確認｡オーエスキ
ー､日本脳炎､PRRS､豚コレラウイルス等及び
細菌による全身感染症の関与を否定｡殺鼠剤
中毒も否定。よって、血小板減少性紫斑病
と診断｡小腸内容物より1頭でClostridium p
erfringens､別の1頭よりClostridium属菌を
検出｡この菌により誘発されたことを示唆｡
検出菌は、アンピシリン(ABPC)､アモキシシ
リン(AMPC)に感受性｡人の特発性血小板減少
症がAMPCの適応症であること､PRRS陽性農
場､検出菌の薬剤感受性等を考慮し免疫抑制
剤ではなく､同系統のABPC投与を指導｡発症
豚の症状は改善し、1ｶ月後の検査で回復｡
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Ⅲ－鶏の衛生

Ⅲ－１ ウイルス性疾病

424.管内で発生した雛の起立不能：青森県
八戸家保 荻野心太郎、方波見将人

平成27年10月、管内の肉用鶏農場で、一
鶏舎に限局し13日齢の雛475羽中約50羽に起
立不能が発生。立入時死亡雛なし、重症の5
羽について病性鑑定。剖検で著変なし、細
菌学的検査で有意菌なし。ウイルス学的検
査で起立不能の原因ウイルス及びウイルス
遺伝子は検出されず。病理組織学的検査で
大脳に軽度囲管性細胞浸潤、延髄に大型神
経細胞の中心性色質融解、心臓及び肝臓に
リンパ球集簇及びリンパ小節形成を確認。
当該雛は4日齢から起立不能等によるとう汰
が増え、15日齢をピークに24日齢以降は通
常の状態に復帰。特徴的な臨床症状、病理
組織学的所見及び発症日齢から、AEが疑わ
れた。種鶏はAEワクチン接種済み、同じ種
鶏から生産された1週前後の雛に起立不能は
みられず。雛及び種鶏はAE抗体を保有して
いたが、ワクチン抗体か感染抗体かは不明。
雛のAEへの感染経路の特定には至らなかっ
たが、再発防止に向け、適切なワクチン投
与と飼育方法の改善を指導中。

425.アデノウイルス性筋胃びらんを発症し
た若齢肉用鶏の肝臓にみられた多発性肉芽
腫：青森県青森家保 水島亮、林敏展

平成27年3月、肉用鶏を飼養する隣接した
2農場各1鶏舎で、同時期に約15日齢雛の発
育不良があり病性鑑定。両農場のロットは
異なり、他農場で両同一ロットの異状なし。
剖検では、筋胃粘膜の黒色化、びらん。肝
臓では、多発性白斑形成、腫大。病理組織
学的検査では、筋胃ケラチノイド層の粗造
化、粘膜固有層に炎症反応、筋胃腺構造は
多発性に脱落・消失。残存する腺上皮細胞
の核は腫大、10羽中3羽に好塩基性full型及
び好酸性Cowdry A型核内封入体。肝臓では、
多発性壊死、中心は線維素析出、辺縁はマ
クロファージ浸潤、膠原線維増生、抗Esche
richia coli LPS及びサルモネラO多価兎血
清を用いた免疫組織化学的染色では、一部
に陽性。ウイルス学的検査では、筋胃パラ
フィン切片から鶏アデノウイルス１型(FAV-
1)の遺伝子検出。なお、有意菌はなし。本
症例は導入初期にFAV-1に感染し筋胃びらん
を発症、その後、細菌性胆管肝炎を起こし
肉芽腫病変を形成、発育不良に至ったと推
察。

426.愛玩鶏で発生した伝染性気管支炎（IB）
と対策：秋田県南部家保 村松龍ノ助、千
葉脩史

2015年5月に愛玩鶏飼養施設で孵化した雛
（7日齢）が開口呼吸、子猫のような鳴き声
等の症状を示し、1週間で当該ロットの約3
割（20羽／70羽）が死亡。病性鑑定の結果、
ウイルス検査では、全羽（4／4羽）の気管、

肺等からIBV遺伝子およびIBVを検出。病理
組織検査では、気管粘膜の増殖、炎症性細
胞浸潤、粘膜上皮細胞の空胞化、壊死等を
観察。また、免疫組織化学的染色により気
管粘膜上皮細胞に抗IBV陽性抗原を確認。以
上から本症例をIBと診断。当該施設はNBワ
クチン接種済であったが、IBはウイルス株
により抗原性状が異なるため、ワクチン株
と流行株のタイプを合わせることが必要で
あり、分離株の遺伝子解析を実施したとこ
ろ、C-78株と近縁なウイルス株と判明。対
策として、ワクチンの追加投与およびワク
チンプログラムを変更。同時に育雛ケージ
の消毒の徹底、作業着や長靴の専用化等、
飼養衛生管理基準遵守の徹底を指導。対策
後、新たな発生は確認されていない。

427.鶏脳脊髄炎が関与した産卵低下の一症
例：福島県会津家保 車田信洋、大倉直子

管内の会津地鶏1600羽を平飼い飼養する
採卵農場で、平成27年10月中旬に急激な産
卵率低下がみられたため病性鑑定を実施。
産卵率は5群中4群（400日齢から900日齢）
で、22％から54％低下がみられ、平均44％
低下。産卵の低下は1週間程度続いたがV字
型に回復。当該農場では9月下旬、5月導入
群に150日齢で鶏脳脊髄炎（AE）生ワクチン
を投与。臨床検査では臨床症状、産出卵に
異常は認められず。血清学的検査ではペア
血清を用いたAE抗体検査を実施し、後血清
で抗体陽性率、S/P比の有意な上昇を確認。
臨床検査、抗体検査成績および産卵率のV字
型低下により、今回の症例にAEが関与して
いたと推察。AE生ワクチンは同居鶏に水平
感染するとされており、投与の時期からワ
クチン株が農場内に蔓延し、発症した可能
性を示唆。飼養管理不足、ワクチンに関す
る認識不足から生じた事例であり、衛生管
理の徹底について、再度指導を実施。

428.観賞用鶏にみられたマレック病の一症
例：群馬県家衛研 水野剛志

2014年11月、観賞用鶏約100羽を飼養する
農場で、脚を開いてややＸ脚姿勢をとり、
関節が屈曲したまま起立状態を維持する鶏
が多数みられたため、病性鑑定を実施。本
症例は検査に供された3羽中の1羽。ワクチ
ン接種歴はなし。細菌学的検査で有意菌は
分離されず、ウイルス学的検査は未実施。
解剖学的所見では、小腸遊離部と結腸に線
虫が寄生。組織学的所見では、大脳、小脳
および視葉の灰白質においてリンパ球様腫
瘍細胞を主体とした囲管性細胞浸潤が散見。
腫瘍細胞は豊富な細胞質を持ち、核は円形
～楕円形で大小不同。腎臓皮質の尿細管間
質においても、同様の腫瘍細胞浸潤が多発。
腫瘍細胞浸潤は肝臓、肺および皮膚におい
ても軽度に確認。皮膚では一部の羽包上皮
の角質層直下において、好塩基性full型の
核内封入体を観察。大脳、小脳、視葉およ
び腎臓について抗CD3家兎血清（DAKO社）を
用いた免疫組織化学的検査で、リンパ球様
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腫瘍細胞に陽性反応。以上の検査結果から、
本症例をマレック病と診断。

429.伝染性喉頭気管炎の発生事例：千葉県
北部家保 今関智恵、畑野克己

平成27年3月に管内採卵鶏育雛農場の1鶏
群（約2万5千羽）で、116日齢の雛が20羽死
亡したと通報があり病性鑑定を実施。死体7
羽生体3羽の剖検では気管内に赤色滲出物
が、病理組織学的検査では、喉頭及び気管
で充血、出血及び核内封入体を伴う合胞体
形成が認められ、免疫組織化学的検査で5羽
中4羽に伝染性喉頭気管炎（ILT）ウイルス
抗原を検出。6羽の気管及び肺のPCR検査で、
4羽からILTウイルス特異的遺伝子が検出さ
れ、特異的遺伝子陽性個体の材料を用いた
ウイルス分離では1羽からILTウイルスを分
離。農場ではILTワクチンを点眼またはスプ
レーで接種しており、当該鶏群はスプレー
であった。点眼接種群ではILTが発生してお
らず、不適切なワクチン接種が今回の発生
の一要因であると推測された。本発生以後
は、全群のワクチン接種方法を点眼に変更
し終息。出荷先農場については導入前にワ
クチン対策を講じたため、ILTの発生はなか
った。

430.平飼養鶏場における伝染性気管支炎の
発生事例：新潟県下越家保 今井杏子、曽
我万里子

平成26年11月、飼養羽数3,000羽の平飼採
卵鶏農場において112日齢と220日齢の鶏群2
50羽に眼球白濁、沈鬱、産卵低下がみられ3
5羽死亡。解剖検査で眼窩内にチーズ様膿瘍、
腎臓の退色及び白色粘稠物、卵巣及び卵管
の萎縮を認め、細菌検査で肺、腎臓及び眼
窩内膿瘍からパスツレラ属菌分離。組織検
査で気管粘膜固有層に単核細胞の浸潤を確
認、ワクチン未接種であったがウイルス検
査で気管及び直腸から伝染性気管支炎（IB）
ウイルスが分離されたことからIBとパスツ
レラの混合感染と診断。IBウイルス遺伝子
解析の結果、分離株はJP-Ⅰ型と判断。IBウ
イルス抗体検査では発生鶏群含む5群で高値
であり、農場内でのIBウイルスまん延を確
認。対策として発生鶏群の淘汰、頻繁な初
生雛の導入に合わせたワクチン接種をプロ
グラム化。ワクチン効果判定のため定期的
な検査を実施、現在までIB再発生は認めら
れない。

431.産卵低下を主徴とした鶏伝染性気管支
炎への対応：岐阜県中央家保 岩平具未、
大平雅史

平成27年5月、採卵鶏飼育農場より成鶏で
産卵低下と食欲不振の連絡。その後さらな
る産卵低下及び育成鶏での食欲不振を認め、
成鶏及び育成鶏を用いて病性鑑定を実施。
各検体の臓器から鶏伝染性気管支炎（以下I
B）ウイルス分離とペア血清でのIB抗体価の
上昇を確認、IBと診断。ウイルス遺伝子型
別検査ではJP-Ⅲと判断。発症41日後に矮小、

卵殻脆弱等の異常卵を確認。産卵率は平均5
7％までしか回復せず、通常より一か月早く
出荷を実施。一方、発生育成鶏群は220日齢
で産卵率92％と今回の感染の影響を認めず。
当該農場でのIB対策は60日齢でのNB生ワク
チンのみで、ワクチンプログラムの変更を
提案。発生育成鶏群に100日齢でNB不活化ワ
クチンの接種を実施。次回入雛群からJP-Ⅲ
を有するワクチンの使用を検討。農場から
の報告に基いた迅速かつ適切な病性鑑定の
実施及び農場主・孵卵場獣医師との連携が
農場の経済的被害軽減に重要であることを
再確認。

432.複数の採卵鶏農場で発生した伝染性フ
ァブリキウス嚢病（IBD）：岐阜県中央家保
藤木省志、大平雅史

平成27年2月2日、A農場の41日齢鶏群で沈
うつ、死亡羽数増加し、病性鑑定を実施。
剖検にて、ファブリキウス嚢(F嚢)の水腫性
腫大や充出血を認め、病理組織検査でF嚢、
脾臓及び盲腸扁桃にろ胞内リンパ球の減数
を認め、抗IBDウイルス抗体による免疫染色
陽性を確認。F嚢からIBDウイルス分離、IBD
と診断。その後2月4日から2月16日に掛けて
3農場で同様の症状が見られ病性鑑定の結果
いずれもIBDと診断。IBD抗体検査(ELISA)で
は発症期で50%の鶏が抗体陰性、1か月後に
上昇。分離株の遺伝子解析で遺伝子型は従
来型に分類され、全ての農場で塩基配列は1
00％一致。分離株は農場で使用歴のないワ
クチン株に最も近縁。農場使用ワクチン株
による副反応は否定、野外株が農場に侵入
した可能性。農場間で疫学的関連はなく、
県内で同一のウイルスが広くまん延してい
る可能性。抗体検査より、ワクチンによる
免疫賦与が不十分であったと推察。

433.ブロイラー農場における鶏脳脊髄炎の
発生：三重県南勢家保 梶原一洋、富田智
美

鶏脳脊髄炎（AE）は幼雛に歩様異常等の
神経症状を、成鶏では産卵低下を引き起こ
す疾病である。平成27年4月、管内１ブロイ
ラー農場において、幼雛に歩様異常を伴う
衰弱や死亡が多発したため、2群各5羽で病
性鑑定を実施。剖検では著変を認めず、細
菌検査では、5羽中3羽の主要臓器及び脳か
らStaphylococcus属菌を分離。病理検査で
は、脊髄神経細胞の中心性色質融解(8/10)、
中枢神経の囲管性細胞浸潤(5/10)及びグリ
ア結節形成(4/10)を認めた。ウイルス検査
では、全検体の脳から鶏脳脊髄炎ウイルス
特異的遺伝子を検出。以上よりAEと診断。
同一時期にAEが発生した県内別農場におい
ても県外の同一種鶏場からの導入を確認。
当種鶏場への聞き取り調査から、AEワクチ
ンの不適切な投与と産卵率低下を確認、種
鶏場でのAEの発生が疑われた。種鶏場のワ
クチン投与方法を見直し、ブロイラー農場
の出荷後の消毒を徹底したところ、以降の
発生は認められていない。
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434.一肉用養鶏場において検出されたマレ
ック病ウイルス遺伝子解析結果：滋賀県滋
賀県家保 小畑敦俊、浅井素子

平成26年12月頃より、県内一肉用養鶏場
において、マレック病ウイルス（MDV）を原
因とする死亡羽数が増加。初生時にMDVワク
チン（1､3型の2価生ワクチン）が接種され
ていることから、MDVの病原性増強を疑い、
当農場で検出されたMDVのmeq遺伝子のダイ
レクトシーケンス解析を行った。材料には
死亡鶏の脳乳剤、鶏舎拭き取りスワブを各1
検体用いた。両検体の遺伝子産物の塩基配
列は100％一致。系統樹解析から、今回得ら
れた塩基配列は既存の強毒株と近縁。アミ
ノ酸配列についても強毒株と近い配列。今
回検出された株は強毒株と推察され、当農
場で使用しているワクチンは有効だと考え
られる。今回のMDの発生は飼育環境の問題
と推察。今後は、育成鶏の隔離飼育によるM
DVの早期感染防止などを指導していく必要
がある。

435.肉用鶏飼養農場における飼養衛生管理
改善指導：滋賀県家保 浅井素子、小畑敦
俊

県内の肉用鶏飼養農場(開放平飼、ブロ
イラー 3 万羽、地鶏 1 万羽飼養)のブロイラ
ーで顕著に育成率が低下。病性鑑定で複数
の群にマレック病(MD)を確認し、主原因
は MD のまん延と推察。当該農場は日齢の
異なる鶏を同時に飼養しており、ひなが早
期に MD ウイルス(MDV)に感染しやすい環
境。しかし、出荷サイクルの関係から日齢
を揃えることが困難。そこで早期感染を防
ぐため、ひな専任担当者を設置し、ひな飼
養鶏舎の外部との遮断を徹底。また、鶏舎
のふき取り材料の MDV 遺伝子検査、細菌
検査を実施。その結果に基づき、鶏舎の消
毒方法を逆性石けん散布から塩素系消毒薬
の発泡消毒に変更し、導入前には鶏舎全体
にドロマイト石灰乳の塗布を実施。対策実
施後は、MD の発生が減少し、育成率は対
策前 88.8 ％から 91.5 ％に改善。従業員の衛
生管理への意識も向上。しかし、対策後も
疾病が発生しており、今後は飼養中の温度、
湿度、換気などの環境管理について改善対
策を検討したい。

436.ワクチン変更によると思われる管内肉
用鶏農場での死廃率の増加事例とその対策
：鳥取県倉吉家保 柄裕子、増田恒幸

管内肉用鶏農場（ウインドレス鶏舎14棟、
118,400羽飼養）にて平成27年4月、4週齢以
降の鶏群で死廃率が増加。伝染性ファブリ
キウス嚢病(IBD)ワクチンの中等毒タイプ14
日齢接種への変更が原因と考え病性鑑定を
実施。特徴的な病変は認められず、大腸菌
を検出、薬剤感受性に基づき抗生剤を投与
したが改善は認められず。35日齢以降には
一部鶏でF嚢の萎縮が認められたため、ワク
チンの副反応を疑う。最終的な死廃数は1万
羽を超え、特に7棟の鶏舎で入雛時羽数の10

%以上。ワクチンなどを管理する親会社の管
理獣医師と協議、次回入雛よりワクチン変
更。中等毒タイプは16日齢、弱毒タイプは1
4日齢と21日齢で接種し、IBD抗体価を1週間
毎に測定。中等毒タイプは接種10日後、弱
毒タイプは2回目接種13日後に抗体上昇。入
雛時羽数の10%以上死廃鶏舎は無し。管理獣
医師と再度協議し全鶏舎弱毒タイプ2回接種
に変更、その後大きな事故は発生せず。地
域や農場に合わせたワクチン接種が重要。

437.県内で発生した高病原性鳥インフルエ
ンザの病理学的解析：岡山県岡山家保 橋
田明彦

2015年1月、約20万羽飼養の採卵鶏農場で
高病原性鳥インフルエンザ（HPAI）が発生。
斃死鶏4羽、生存鶏5羽について病性鑑定を
実施。斃死鶏全羽および生存鶏1/5羽がHPAI
ウイルス遺伝子検査およびウイルス分離検
査陽性となり、H5N8亜型と判定した。剖検
では斃死鶏において皮下および骨格筋のう
っ血、気嚢の点状出血、肺の水腫性変化等
を認めた。病理組織学的検査（HE染色）で
は斃死鶏において脾臓や膵臓等を主体に壊
死巣が多発。喉頭や気管粘膜、卵巣、胸腺、
頚部皮膚真皮等にも壊死巣が散見された。
生存鶏では著変が認めらなかったことから、
ウイルス検査陽性の1羽は感染初期と推察さ
れた。免疫染色では、陽性抗原は壊死巣に
ほぼ一致して認められ、血管内皮細胞や単
核細胞においても確認された。以上の結果
から、今回発生したHPAIは、全身的な壊死
病変形成が主な病態であったことが判明し
た。

438.県内の地鶏で発生した伝染性喉頭気管
炎：岡山県岡山家保 廣瀬友理

鶏約6万羽を飼養する卵肉複合経営農場の
伝染性喉頭気管炎（ILT）ワクチン未接種の
地鶏鶏舎1棟において、衰弱、開口呼吸、異
常呼吸音等を示す死亡鶏が増加、6羽（斃死
鶏5羽、衰弱鶏1羽）について病性鑑定を実
施。病理検査では5/6羽の肺で合胞体の形成
を認め、全羽の気管で免疫染色陽性。肺乳
剤を発育鶏卵漿尿膜（CAM）上及び初代鶏腎
（CK）細胞に接種し、CAM上で4/6羽、CK細
胞で全羽からILTVを分離。分離ウイルスに
ついてILTV TK、TKⅡおよびICP4遺伝子を増
幅し、3種類の制限酵素（MspⅠ、HhaⅠ、Ha
eⅢ)を用いて制限酵素断片長多型解析（RFL
P）を実施、分離株は野外株であることが示
唆。また、40日齢時にスプレーによるワク
チン接種を行った鶏群の血清について（10、
38、55、73日齢 各5羽）、ウイルス希釈法
による中和試験を実施。抗体陽性率は10日
齢0%、38日齢0%、55日齢0%、73日齢20%と低
値が維持されたことから、点眼によるワク
チン接種が重要であることが示唆。
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439.県内で19年ぶりに発生した伝染性ファ
ブリキウス嚢病：香川県東部家保 坂下奈
津美、野崎宏

平成27年2月、15万羽飼養の採卵鶏農場で
37日齢の育成鶏が死亡羽数の増加（1週間で
0.43％）を示し病性鑑定。成鶏は異常無し。
伝染性ファブリキウス嚢病（以下IBD）ワク
チンは21日齢と28日齢時に飲水投与。生鶏6
羽、死亡鶏9羽を剖検し、F嚢軽度腫脹を確
認（9／15羽）。病理検査では、F嚢のリン
パ球減少を観察（15／15羽）し、内1羽の免
疫染色でIBD抗原陽性。ウイルス検査は、F
嚢乳剤材料でIBD遺伝子検査を実施し、RT-P
CR陽性（6／6羽）。VP2領域674塩基シーク
エンス解析の結果、接種ワクチン株とは不
一致。病原性に関連と報告がある推定アミ
ノ酸残基は253：Q、279：D、284：Aで病原
型。発症鶏群の中和抗体価は、プレ6検体は
173（GM値）、ポスト15検体は全て×20480
≦。以上所見よりIBDと診断。今回のプレ時
免疫は完全に発症を抑えるには不十分であ
ったと考察。ワクチンプログラム変更を指
導し、その後発生無し。

440.ウイルスPCR検査における鶏の気管、直
腸乳剤処理効果の検証：福岡県中央家保
大山慶

ニューカッスル病ウイルス（NDV）を分離
または遺伝子検出した鶏の気管20検体、直
腸14検体のスワブ、乳剤及び各々のろ過液
からRNAを抽出し、核酸濃度及び純度、NDV
遺伝子量及び検出率を比較。同検体で鳥イ
ンフルエンザウイルス（AIV）のリアルタイ
ム PCR（qPCR）の非特異反応を検討。気管
の核酸濃度は、乳剤が他処理に比べ高く、
直腸では乳剤、乳剤ろ過液がスワブ、スワ
ブろ過液に対して高値。核酸純度は、気管、
直腸とも有意差なし。気管、直腸のNDV遺伝
子検出率及び直腸のNDV遺伝子量は、乳剤、
乳剤ろ過液がスワブ、スワブろ過液に対し
て高く、乳剤は乳剤ろ過液に対しても高値。
AIVのqPCRでは、気管、直腸とも融解曲線解
析で陰性。生鶏の気管、直腸の乳剤理は核
酸純度を維持し、核酸濃度を増大させ、NDV
遺伝子検出率も向上。乳剤を用いてもAIVの
qPCRは陰性判定可能であったことから、乳
剤がAIVのqPCRの検出感度向上に有効と推
察。

441.若齢ブロイラーに発生した鶏封入体肝
炎：熊本県城南家保 佐々木駿、濱田公男

ブロイラー農場で管内初の鶏封入体肝炎
（IBH）の発生を確認。平成27年2月19日、
鶏舎5棟の内1棟で死亡羽数が74羽、翌日131
羽と増加し、21日159羽をピークに減少、23
日に通常ベースに回復。剖検で肝の退色、
腫大、組織学的検査で核内封入体を伴う肝
細胞壊死等を確認。肝及び筋胃から、PCRで
鶏アデノウイルス（FAV）特異遺伝子を検出
するとともに、FAVを分離。PCR-RFLP解析等
により、FAV2型を原因とするIBHと診断。全
体の出荷成績は通常と変わらず、PS指数は3

48.34。農場に過去IBHの発生はなく、1棟の
みの発生、同ロットが他農場で同様の症状
を呈したとの情報等から、入雛時のFAV侵入
が示唆され、FAV垂直感染や、当ロットの抵
抗性が低く、感染後、環境変化のストレス
等により発症したと推測。組織所見等からF
AV単独での発症と考えられ、血清型、発生
状況等から近年全国で発生している株と近
縁の可能性。出荷成績には影響がなく、環
境ストレス等の対策で被害拡大抑制可能と
考察。

442.県内で発生した高病原性鳥インフルエ
ンザ2例の病理学的検索：宮崎県宮崎家保
丸田哲也、堀内早苗

2014年12月に2戸の養鶏場(1例目:チャン
キー種、429日齢、肉用種鶏、2例目:チャン
キー種、30日齢、肉用鶏)で高病原性鳥イン
フルエンザ(HPAI)が発生し、病理学的およ
び免疫組織化学的に比較。2例とも死亡鶏か
らH5N8亜型の鳥インフルエンザウイルスが
分離された。剖検では、2例とも喉頭粘膜の
暗赤色化がみられ、病理組織学的には、脳
の多発性微小壊死、呼吸器系の充うっ血、
炎症細胞浸潤、骨格筋線維の崩壊などが認
められ、さらに2例目では心臓、腎臓、膵臓
に壊死病変も観察された。ウイルス抗原は、
2例とも脳の神経細胞、呼吸器系、腎臓、膵
臓の実質細胞や血管内皮細胞などに認めら
れ、2例目では脳において抗原がより高頻度
に観察された。以上のことから、脳や諸臓
器の機能不全が死亡羽数増加の要因と考え
られ、若齢の2例目の方が高感受性と推察。
変異を繰り返して流行するHPAIの病態解明
の一助とし、病性鑑定に有意な知見を得る
ためにも、HPAI野外例の精査が重要。

443.採卵鶏農場で発生した腎炎型伝染性気
管支炎の一例：宮崎県宮崎家保 福田美津
紀、松本春菜

10万羽規模の1採卵鶏農場で、2015年5月、
死亡羽数の増加が見られ、病性鑑定を実施。
病理解剖で、腎臓の退色及び腫大、病理組
織学的検査で、尿酸塩の沈着を伴う非化膿
性間質性腎炎、免疫組織化学的検査で、尿
細管上皮細胞に伝染性気管支炎ウイルス(IB
V)抗原を観察。ウイルス学的検査で、気管
及び腎臓を材料とし接種した発育鶏卵鶏胚
の死亡及び矮小化を確認、気管及び腎臓か
らIBVを分離。分離IBVのS1蛋白領域遺伝子
学的検査で、RFLP法では遺伝子型UK/4/91型
に、遺伝子解析ではJP-Ⅲ型に分類。病性鑑
定の結果、本症例を腎炎型伝染性気管支炎
と診断。RFLP法と遺伝子解析結果が異なっ
た理由として分離株の塩基配列の制限酵素
認識部位に変異が生じたためと推察。RFLP
法による遺伝子型別は有効なワクチン選択
を迅速かつ簡便に実施できるが、ウイルス
遺伝子の変異により誤った結果となる場合
がある。今後は遺伝子解析も視野に入れ、
有効なワクチン選択の一助としたい。
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Ⅲ－２ 細菌性・真菌性疾病

444.肉用鶏農家で発生したリステリア症とL
isteria monocytogenesのSerogroup分類：
秋田県中央家保 佐藤龍、菅野宏

平成27年5月、管内の約700羽の肉用鶏を
飼養する平飼い養鶏場で85日齢の6羽が斜
頸、旋回を呈し、うち3羽の死亡を確認した
ため病性鑑定を実施。細菌学的検査で脳、
肝臓及び脾臓からListeria monocytogenes
(Lm)分離。分離菌は凝集反応による血清型
別不能。しかし、複数の特異的遺伝子の有
無により血清型に関連した5群に分類するSe
rogroup分類を実施した結果、SerogroupⅡ.1
（血清型4b、4d及び4eが属する群）に分類。
病理組織学的検査で小脳に壊死性化膿性脳
炎及びLm血清型4b抗原確認。ファブリキウ
ス嚢に濾胞の萎縮とマクロファージの浸潤
及び伝染性ファブリキウス嚢病(IBD)ウイル
ス抗原確認。以上よりIBDに誘発されたリス
テリア症と診断。本症の鶏での発生は報告
が少なく稀な症例であり、さらにSerogroup
分類については血清型別不能株の血清型推
定に有用と推察。

445.採卵鶏農場でのMycoplasma gallisepti
cum （MG）による鶏マイコプラズマ病の発
生：山形県庄内家保 相澤空見子、佐々木
志穂

採卵鶏農場（飼養羽数48,000羽、開放成
鶏舎4棟）において、平成26年10月以降の冬
期間、複数ロットで呼吸器症状、産卵低下
を確認。平成27年3月、発症鶏4羽の病理解
剖および10羽の気管スワブの病原検索を実
施。病理解剖の結果、内1羽の鼻腔・気管内
に、粘液の貯留を確認。細菌検査では、4羽
全ての気管からMG（生菌数10

1
～10

4
CCU/ml）

を分離。病理組織学的検査では、1羽の鼻腔
・気管に、リンパ濾胞を伴う単核細胞浸潤
による粘膜の肥厚を認め、抗MG家兎血清を
用いた免疫組織化学染色では、気管粘膜上
皮表層にMGの陽性反応を確認。また、気管
スワブの病原検索の結果、内4羽からMG特異
遺伝子を確認。なお、呼吸器関連ウイルス
を含め、MG以外の関与は確認できず。以上
により、本症をMGによる鶏マイコプラズマ
病と診断。冬期間の発症要因として、鶏舎
の換気不良も推察。当該農場では、病性鑑
定以降、MG予防ワクチンの接種方法の見直
しを実施。今後も経過観察予定。

446.ひな白痢平板凝集反応の非特異反応発
生事例：栃木県県央家保 安西真奈美、赤
間俊輔

管内1養鶏場から自主検査で平板凝集反応
陽性を認めたと通報。陽性鶏群は182日齢、
サルモネラワクチン未接種。鶏舎により陽
性率は最大48％、臨床症状無し。病性鑑定
では、ひな白痢に加え、その他のサルモネ
ラ等の関与による非特異反応の可能性も考
慮。陽性鶏3羽、陰性鶏2羽について病理解
剖、病理組織学的検査、細菌学的検査(同居

鶏のクロアカスワブ、環境材料等を含む)、
血清学的検査(平板凝集反応、試験管凝集反
応、ゲル内沈降反応)を実施。その結果、陽
性鶏3羽は平板凝集反応陽性、試験管凝集反
応で25～200倍の抗体価を示したが、その他
の検査で本病やその他サルモネラ等を疑う
所見や結果は無く、非特異反応と判断。ま
た、本事例ではProteus mirabilis(一部の
株がサルモネラO12抗原を保有)が多数分離
され、非特異反応への関与を疑うも検証の
結果否定。ひな白痢は家畜伝染病であり正
確な診断が必要。類似事例の発生に備え検
査体制整備と非特異反応の原因検証が重要。

447.直売所等へ鶏卵出荷する管内小規模平
飼い農家への衛生指導：栃木県県南家保
大関綾子、平野佳世

近年、農産物直売所等が人気を集め、小
規模農家も鶏卵を出荷。平飼いであるため、
鶏卵は糞便等の汚染リスクが高いが、直接
消費者に販売されるため農場の衛生状態が
鶏卵の安全性に重要。今回、直売所に出荷
する採卵鶏95羽飼養の平飼い農場で病性鑑
定(病鑑)を実施し、盲腸内容からSalmonell
a Enteritidis（SE）を分離。急遽管内直売
所等66か所を巡回調査し、同様な飼養形態
の農場でSE浸潤状況等を調査。病鑑農場含
め8戸の鶏舎内検体からSEは分離されず清浄
性を確認。飼養衛生管理実態調査では、疾
病知識の乏しさや誤った鶏卵の取扱いが目
立ち、衛生意識の低さを確認。加えて、知
識や管理技術は飼養者により差が大きいこ
とが判明。小規模飼養者は農場内外の些細
な事象が衛生状態の悪化に直結するため、
定期的な巡回指導の有効性を実感。現在SE
清浄性と安定した飼養管理水準維持のため、
農場HACCPをモデルとした管理手法を提案
し、継続指導中。

448.育成後期のブロイラーで集団発生した
鶏アスペルギルス症：群馬県吾妻家保 志
村仁

肉用鶏約25,000羽を平飼い開放鶏舎4棟
(A、B、C、D)で飼養する農場のA棟で、30日
齢まで3.4羽/日であった死亡羽数が31日齢
から一週間で40.4羽/日に増加。発症鶏は、
発育不良、うずくまり、斜頚等の神経症状。
鳥インフルエンザを否定し全鶏舎について
病性鑑定を実施。剖検で実質臓器及び脳に
白色結節を多数例で確認。病原検索で各臓
器から真菌を分離。病理組織学的検査で病
変部にPAS染色陽性でY字に分岐し隔壁を有
する真菌菌糸を確認。このことから鶏アス
ペルギルス症と診断。各鶏舎の出荷までの
死亡および淘汰羽数は、A棟1,330羽(16.7
%）、B棟992羽(12.9%)、C棟266羽(8.6%)お
よびD棟372羽(11.3%)。鶏舎内温度が管理目
標温度を越えていたことが本症の発生要因
と考察。オールアウト後に除糞、通常消毒
を行い、追加で塩素ガス消毒を実施したと
ころ環境中の真菌数が大きく減少。本疾病
により収入が12.8%低下。対策は、発症鶏の
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早期淘汰、オールアウト後の鶏舎消毒の徹
底が重要。

449.鶏アスペルギルス症が発生した肉用鶏
農場への指導事例：群馬県西部家保 髙梨
資子

平成27年7月、肉用鶏農場（4棟で約32,00
0羽飼養、無投薬飼育）の1棟において23日
齢で呼吸器症状等を呈し死亡羽数が増加し
たため病性鑑定を実施。剖検では主要臓器
に白色結節が散在し、真菌培養検査でAsper
gillus属菌を分離。また病理組織学的検査
でPAS反応陽性菌糸を伴う肉芽腫性の炎症が
確認されたことから鶏アスペルギルス症と
診断。発生鶏舎の育成率は50％。発生原因
は特定できなかったが、同一孵卵場から同
日導入し、同一飼料で飼育している他棟で
は死亡羽数増加が確認されないことから、
鶏舎環境に原因があると推察。聞き取りの
結果、洗浄・消毒が不十分だったことから、
出荷後の洗浄・消毒の方法を協議し、3点に
ついて立ち会い指導。①分解可能な器具は
すべて分解し洗浄②洗浄する人員を増員③
消毒剤を逆性石鹸からヨード剤に変更。次
の導入以降同一鶏舎で異常は認めず。肉用
鶏は空舎期間が短く、洗浄・消毒を計画的、
効率的に確実に実施することの重要性を再
認識。

450.鶏マイコプラズマ病発症鶏2羽の病理学
的及び細菌学的比較による供試検体選定へ
の応用：埼玉県中央家保 平野晃司、中井
悠華

鶏マイコプラズマ病と診断した102日齢の
肉用鶏、雄2羽（No.1、No.2）の病理所見と
免疫組織化学的検査及び細菌学的検査結果
を比較。剖検で著変のないNo.1に対し、No.
2では気嚢、肝臓、心臓及び消化管にチーズ
様物付着。病理組織学的検査でともに非化
膿性気管炎がみられ、線毛消失はNo.1で顕
著。No.2は化膿性肺炎が重度で、No.1には
ない線維素性気嚢炎及び漿膜炎を確認。抗M
ycoplasma gallisepticum（MG）兎血清を用
いた免疫組織化学的検査で、No.1のみ気管
と肺に陽性抗原を検出。気管スワブを用い
たマイコプラズマPCR検査では、No.1でMG及
びM.synoviae（MS）陽性に対し、No.2ではM
Sのみ陽性。同材料を用いた分離培養では、
No.1でMG及びMSを分離、No.2では分離陰性。
気嚢炎等、本病の特徴的所見が顕著なNo.2
よりも、感染初期と考えられるNo.1の方が、
診断に有意な結果。本病診断では、症状の
顕著な個体のみではなく、感染初期の個体
を検査に追加することが重要。

451.平飼い肉用鶏農場の呼吸器疾患による
死亡羽数増加事例：埼玉県熊谷家保 平田
文吾、御村宗人

肉用鶏18,000羽を飼養する平飼農場で平
成27年9月下旬から2,600羽の群で死亡羽数
が増加、10月12日までに160羽が死亡。当該
群は育成段階から発育不良、立入時に元気

消失、肉冠の退色を多数確認。10月13日に6
羽の病性鑑定を実施。剖検では全個体の多
臓器に白色結節の散在及び線維素様物の付
着を確認。病理組織学的検査では5羽の肺で
化膿性気管支炎、1羽の肺でアスペルギルス
による肉芽腫性肺炎、3羽の気管粘膜上皮に
クリプトスポリジウムの重度付着と線毛の
消失を確認。細菌学的検査では5羽の肺から
Avibacterium gallinarum等の細菌が分離さ
れたが全羽共通の病原体は認められず。ウ
イルス学的検査ではワクチン株と推察され
る鶏伝染性気管支炎ウイルス以外は不検出。
以上から死亡羽数の増加は、発育不良で感
染防御能が低下し、クリプトスポリジウム
が気管に寄生し、常在するA.gallinarum等
が下部気道への侵入・増殖し多数の鶏が呼
吸器疾患を発症したと考察。

452.管内一肉用鶏農家で発生した雛の緑膿
菌感染症：埼玉県中央家保 梅野杏奴、吉
田輝美

平成27年8月、肉用鶏農場の1鶏舎で3日齢
の雛（約6,400羽）が起立不能、斜頚等の症
状を呈し、死亡・淘汰羽数は発生から10日
間で約540羽。3日齢（4羽）及び5日齢（3羽）
の発症雛で病性鑑定を実施。さらに同ロッ
トにおいて片側性眼瞼腫脹が散見され、17
日齢（2羽）で再度、病性鑑定を実施。組織
検査では、全日齢で化膿性心外膜炎（6/9
羽）、3日齢及び5日齢で化膿性髄膜脳炎(6/
7羽)、17日齢で化膿性眼瞼炎（2/2羽)、化
膿性肝炎(1/2羽)を確認。細菌検査で5日齢
及び17日齢の脳及び肝臓からPseudomonas a
eruginosa（Pa） を分離、Pa感染症と診断。
薬剤感受性試験に基づきエンロフロキサシ
ンを投与した結果、死亡率は改善。さらに
衛生対策徹底とオールアウト後の洗浄消毒
手順の見直しを指導。同ロットを導入した
他農場で同様の報告がないため、輸送時又
は到着直後の感染と考察。消毒効果確認の
ため、鶏舎拭き取り検査とその結果に基づ
く再指導を行った。

453.都内養鶏農家の鶏舎環境におけるサル
モネラ検出状況：東京都東京都家保 門脇
翔子、吉崎浩

当所では、都内農家の鶏卵の安全性確保
のため、農家の鶏舎環境等のサルモネラ検
査を行い、サルモネラ陽性農家に対し衛生
指導を実施している。平成19年度～ 27年度
までの9年間の平均陽性率は7.7％であった。
陽性農家に対しては、2ヶ月おきに3回の清
浄性確認検査を行い、全て陰性であった場
合、清浄化達成とみなしている。今年度清
浄性確認検査を実施したA及びB農場では、
当所での衛生指導や畜主自身による衛生対
策により、いずれも3回目の検査で清浄化達
成。しかし、C農場では平成23年度末から継
続してサルモネラの検出が続いている。今
年度は、通常の検査で採材を行っている床
・ケージとは異なる箇所を加えて採材し、
農場で採取されたネズミの検査も実施する
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ことで、汚染が続く原因を調査。その結果、
清掃不足の箇所や、ネズミ体表に付着して
いるサルモネラの存在等が要因となり、鶏
舎全体で汚染が続いているということが示
唆された。

454.県内肉用鶏農場由来Campylobacter jej
uniの分子疫学解析：新潟県中央家保 田中
健介

新潟県はHACCP方式を取り入れた認定事業
に伴い、平成17年度から肉用鶏農場につい
てカンピロバクター（Ca）保菌状況調査を
実施。Ca保菌状況調査対象の12農場は同一
事業体系列で、平成24年に農場防疫を強化。
同時期以降Ca分離陽性農場率は低下傾向。C
a浸潤要因を検討するため、平成19～27年度
に12農場由来材料から分離されたC. jejuni
（Cj）158株についてPCR-RFLPを行い、RFLP
パターン及び農場等を勘案し選抜した40株
についてPFGEで型別。異なるPFGEパターン
の27株はMLSTも実施。RFLPパターン構成は
年度毎に変化。複数農場の分離株に同一PFG
Eパターンを認め、同一由来株の伝播が判明。
MLSTでは22タイプに分類され、多様な系統
のCjを確認。Ca浸潤には様々な侵入経路が
存在するが、農場防疫強化によるCa侵入リ
スク低下とCa分離陽性農場率低下が同時期
であり、農場間伝播が主経路と推察。

455.一採卵鶏農場で発生した鶏大腸菌症：
富山県西部家保 彌榮麻衣子、水木亮史

採卵鶏約26万羽飼養の農場で、H26年11月
(症例1)に226日齢、H27年7月(症例2)に132
日齢の52,000羽飼養群で死亡率が増加。病
性鑑定で血清型O78による鶏大腸菌症と診
断。一部コクシジウム感染を確認。症例1、
2の株はパルスフィールドゲル電気泳動像等
から関連性が高いと判断。しかし農場(健康
鶏、環境)調査ではO78非分離のため由来は
不明。また、症例及び農場由来株の性状等
を調査。症例1全株と農場の2株で基質拡張
型βラクタマーゼ産生が疑われ、βラクタ
マーゼ遺伝子TEM型を検出。病原性関連遺伝
子は、症例全株がiss(血清抵抗性因子)のみ
保有で、農場株は0～1個保有。系統発生解
析では、症例全株が常在性大腸菌の属すA群、
農場の1株が腸管外病原性大腸菌の属すD群
の他はA、B1群。本症例は常在性大腸菌によ
る日和見感染症で、コクシジウム感染や産
卵開始、産卵ピーク時のストレスが発症の
一要因と推察。再発防止と公衆衛生上リス
クのある株の拡散防止対策が必要。

456.肉用鶏農場の薬剤耐性菌調査：静岡県
中部家保 久保田直樹、貞弘真行

肉用鶏農場の薬剤耐性菌出現状況を把
握するため、管内肉用鶏農場12戸を対象に
調査を実施。新鮮糞便を材料とし、大腸菌
を計26株分離、微量液体希釈法により12種
類の抗菌性物質について最少発育阻止濃度
を測定。併せて導入元種鶏場等についての
聞き取り調査を実施。全12農場のうち、11

農場において薬剤耐性菌を検出、全26株中2
1株（80.8%）が多剤耐性菌。各薬剤の耐性
菌出現率は0%から80.8%、テトラサイクリン
で最も高値。コリスチンでは薬剤耐性菌の
出現認めず。平成26年度全国家畜由来細菌
の抗菌性物質感受性実態調査結果と比較、
耐性菌出現傾向はほぼ同様だが、耐性菌出
現率は12種類の抗菌性物質全てにおいて高
値。12農場の導入元である4種鶏場ごとの耐
性菌出現率は100%、91.7%、50.0%、0.0%、
特定の種鶏場で低い傾向。耐性菌出現状況
の把握は、食肉の安全性確保のためにも重
要。今後も薬剤耐性菌調査を続けていくこ
とが必要。

457.肉用鶏のアスペルギルス症：静岡県中
部家保 塩谷治彦、金森健太

平成27年7月31日、肉用鶏農場（56,000羽）
で死亡羽数が増加。発生は2号鶏舎（7月28
日13,000羽入雛）に限定。10日間で1,731羽
（13.3%）が死亡。家保は鶏アスペルギルス
症と診断。農場は、カビ毒吸着剤及び抗生
物質の飼料添加に加え、ヨード剤による敷
料の消毒を実施。疾病は一旦終息したよう
に見えたが、9月1日に再び死亡羽数が増加。
共通所見として腹水の貯留が認められ、組
織学的検査では、肝小葉周辺性の炎症及び
肝硬変が認められたことから、肝機能障害
による腹水症と診断。出荷までに3,503羽(2
5％)が死亡。農場ではアスペルギルス症発
生後に敷き料の撤去ができず、消毒により
殺菌を行った。アスペルギルス属は、一定
条件下でアフラトキシンを産生するが、本
症例では重篤な肝臓病変が小葉周辺性に発
生していることから、敷料に残留したアフ
ラトキシンを摂取した雛の肝臓病変が悪化、
腹水症を発症した可能性が示唆された。

458.サルモネラ検査におけるPCR法応用の検
討：三重県中央家保 伊藤秋久

Salmonella enterica subsp.entericaは
血清型による細分が抗血清によりなされて
おり、その判定には数日の時間を要する。
主要7血清型に限るが簡易的に血清型をPCR
で判別することを秋庭らが報告しており、
判定時間を短縮するため県内野外事例でそ
の応用について検討した。今回サルモネラ
属菌（O4:i:-)が分離された生材料（盲腸お
よび肝臓）3検体を10

-1
～10

-10
乳剤とし（直

接材料:①）、それをハーナーテトラチオン
酸塩培地で増菌（増菌後材料:②）、以上2
つのケースについて菌分離及びDNA抽出・PC
Rを実施、それらを比較した。結果、①につ
いては結果が不安定、PCR阻害物質の除去等
の検討が必要である、②については菌分離
とPCRは概ね同程度の感度であり、菌量が少
ない環境拭き取り検査等で検査時間の短縮
および多量検体処理の簡素化が可能である
ことが示唆された。
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459.みえの食材認定採卵農場での導入雛持
ち込みによるサルモネラ汚染の清浄化対策
：三重県中央家保 林有紀、小林登

2015年5月、県内の採卵農場にて導入雛(2
群)が白色下痢を呈し、約1.8％が死亡。当
該農場は、みえの安心食材制度を認定取得
しており、雛受入異常時対応マニュアルに
基づき、常に実施していた導入雛検査によ
りサルモネラを摘発。血清型別検査では、
血清型別不能のサルモネラ属菌を分離。PCR
検査でSTに特異的な遺伝子を検出したため、
迅速に雛を自主淘汰。その後育雛舎の消毒
とサルモネラふき取り検査を計4回52検体実
施。サルモネラ検査陽性箇所（床、排水溝、
入口扉、ネット・戸袋の埃）を指摘しドロ
マイト系石灰により再消毒。その後、中大
雛舎、成鶏舎への伝搬がないことも確認し
た。今回、鶏舎環境の検査と消毒を繰り返
し、問題点の洗い出しと改善を行った結果、
鶏舎内汚染を防止できたと考えられた。サ
ルモネラ汚染清浄化には汚染雛の淘汰と徹
底した消毒を指示したことが有効と実感し、
それには相当な労力、時間及び農家の理解
が必要と改めて認識した。

460.一採卵鶏農場で発生したEnterococcus
duransに関連した鶏脳軟化症：三重県北勢
家保 佐藤のぞみ、三重県中央家保 竹馬
工

平成27年5月、採卵鶏農場で初生導入群の
死亡羽数が増加。5日齢の雛に歩行困難や脚
の振戦、斜頸が見られたため、5羽の病性鑑
定を実施。有意な剖検所見はなかった。組
織学的には、全羽で大脳半球や脳幹部に多
巣性脳軟化が認められ、軟化巣内に一致し
て毛細血管における菌栓塞、硝子様血栓の
形成が見られたが、炎症性変化は見られな
かった。小脳に軟化巣はなく、ビタミンE欠
乏性脳軟化症は否定。また、4羽の脾臓莢組
織に線維素の析出が見られた。細菌検査で
は、全羽の脳からEnterococcus durans（E.
durans）が分離されたため、本症はE.duran
sに関連した鶏脳軟化症と診断。その後、死
亡羽数は減少し、9日齢には終息。本症例は
採卵鶏における国内初の事例。病原性確認
試験を実施したが、神経症状や組織病変の
再現には至らなかった。組織病変は虚血性
の機序を示唆しているが、本菌の血管侵入
経路や血栓形成への関与、他の要因の有無
等、発生機序の解明が今後の課題である。

461.管内一採卵養鶏場におけるSalmonella
O4:i:-検出事例：滋賀県滋賀県家保 古川
桃子

平成27年6月上旬、採卵鶏約1万羽を飼養
する1養鶏場の定期検査で、育すう舎、成鶏
舎通路および集卵室床から、Salmonella Ty
phimuriumの単相変異株とされるSalmonella
O4:i:-（O4:i:-）を検出。農家の聞き取り

により、平成27年5月導入のひなによる農場
内への持ち込み、人などによる農場内拡散
が原因と推察。対応として、導入ひなの淘

汰、育すう舎の消毒、成鶏舎通路への消石
灰散布、集卵室床の消毒を実施。また、作
業手順の見直しや、長靴消毒など衛生管理
の徹底を指導。6月下旬の確認検査では検出
箇所は減少、10月下旬の定期検査ではO4:i:
-は検出されず。今後は、サルモネラの侵入
防止および早期発見のため、ひな導入時検
査の実施、万一の侵入時に汚染拡大を防ぐ
ため、日頃の衛生管理の徹底を引き続き指
導。O4:i:-の検出は全国的にも増加傾向に
あり、検出時の対応について今後検討が必
要。

462.採卵鶏農場におけるサルモネラ対策の
検討：兵庫県姫路家保 丸尾喜之、石井淳

開放平飼い鶏舎6棟のうち3棟で常時4,800
羽を飼育する採卵鶏農場でサルモネラの侵
入防止対策について検討。農場ではサルモ
ネラワクチン接種済み大雛を導入し、約1年
で廃鶏出荷。鶏舎には踏み込み消毒槽が設
置され、廃鶏出荷後は徹底した除糞水洗と
消毒薬散布、石灰乳塗布により衛生管理レ
ベルは高い。平成23年度から鶏卵を主体に
塵埃、牽引スワブ（DS）、飼料等のサルモ
ネラ検査を実施。平成26年度からは各鶏舎
通路とケージ内DSを中心に概ね毎月検査。
平成27年度は入雛前DSや導入ヒナ便、敷料、
廃鶏の盲腸及び胆のうを検査。鶏卵と飼料
からサルモネラは分離されなかったが、DS
から3タイプのサルモネラ（S.Corvallis、S.
Cerro、S.Thompson）が散発的に分離され、
入雛後間もない時期にサルモネラが分離さ
れた鶏舎もあった。3鶏舎の入雛前DSや導入
ヒナ等は全て陰性で各鶏舎10羽の廃鶏も全
て陰性。鶏舎内ラットサインや設置カメラ
画像からネズミによる持ち込みが疑われ、
サルモネラ侵入防止の上でネズミ対策は重
要。

463.ひな白痢検査における非特異事例を発
端とした農場衛生管理向上への取組：鳥取
県西部家保 朱夏希、長千恵

サルモネラ属菌は公衆衛生および動物衛
生分野で重要な菌の一つ。鶏舎では清浄化
が必要な衛生管理レベルの指標。平成27年4
月に管内の種鶏場Aの種鶏検査でひな白痢平
板凝集反応（以下RST）陽性（陽性率46％）。
糞便からSalmonella Schwarzengrund（以下
SS）分離。続けて7月にAと同一会社の種鶏
場BにてRST陽性（陽性率50％）。種鶏場Bの
敷料等の環境からSS分離。A、Bともにゲル
内沈降反応陰性のため、過去にも報告があ
るSSによる非特異反応と判断。いずれも種
鶏移動後のRST陽転であったため侵入経路と
してトラックを疑い拭き取り検査実施。結
果、検査した全トラックの荷台や運転席か
らSS分離。聞き取りによると鶏舎入退場や
車両消毒等の衛生意識が不十分。改善のた
め①勉強会開催②消毒手順指導③家保立会
のもと一斉消毒④モニタリング検査を実施。
SS清浄化対策を通じて同会社の衛生管理レ
ベルは格段に向上。検査から一歩踏み出し



- 93 -

た家保による包括的な指導の重要性を痛感。

464.ブロイラー初生雛に発生した鶏大腸菌
症：岡山県真庭家保 荒木由季子、松馬定
子

平成27年4月及び7月、管内2戸のブロイラ
ー飼養農場（A：15,000羽,B：11,000羽）で
初生雛に鶏大腸菌症が発生。両農場の飼養
者は同一、雛の入手先も県外同一孵卵場で
あった。3日齢までの累計淘汰・死亡率はA
：0.79％、B：0.56％と両農場とも高値。細
菌学的検査では全ての異常鶏、死亡鶏の卵
黄嚢から大腸菌を分離。病理組織学的検査
ではB農場の卵黄嚢血管内に短桿菌を確認。
両農場の卵黄囊由来大腸菌各3株についてO
群血清型別及びMLST型別検査を実施した結
果、A農場2/3株はO18：ST95、B農場3/3株は
O2：ST140と一致せず。しかし、上記5株の
病原性関連遺伝子（Ewersらの法）は、8種
類中6種類が陽性の同一保有パターンを示
し、薬剤感受性試験結果も一致、介卵感染
の疑いを否定できず。本症の重症化した背
景には、飼養管理が関連している可能性が
あることから、対策として感受性薬剤の投
与や一般衛生管理の徹底を指導。以後の発
症は見られていない。

465.一養鶏場に発生した鶏大腸菌症におけ
る分離菌の性状：広島県西部家保 久保由
美子、兼廣愛美

平成24年から3年間に同一肉用鶏飼養農場
で発生した5件の鶏大腸菌症から分離した大
腸菌計10株について、疫学調査、病理学的
検査、O群血清型別、薬剤感受性試験、病原
性関連遺伝子検索及びRAPD法による分子疫
学的解析を実施。病理組織学的には全て鶏
大腸菌症の典型的所見であったが、発症日
齢、症状、剖検所見は株毎に様々。O群血清
型はO78：6株、O18：1株、型別不能：3株、
薬剤感受性試験は3～9薬剤に耐性、病原性
関連遺伝子は全株2～4遺伝子を保有、RAPD
法の結果、血清型O78の株は全て遺伝的に近
縁。同農場の鶏大腸菌症には様々な性状の
大腸菌が関与するも、血清型O78の株は農場
内で継続伝播している可能性を示唆。同株
は全てオフロキサシン耐性で今後薬剤選択
・使用に注意が必要。若齢雛から分離した
株も病原性関連遺伝子を複数保有、今後関
連農場の衛生対策等の調査も必要。

466.県内養鶏農家のキノロン耐性遺伝子の
検出：香川県東部家保 片山進亮、泉川康
弘

フルオロキノロン系抗菌薬(FQ)の使用歴
がない養鶏農家からFQに感受性の低い大腸
菌を4株分離。分離した大腸菌の１株はプラ
スミド介在性キノロン耐性(PMQR)遺伝子を
保有。県内の肉用鶏農家12戸、種鶏農家2戸、
採卵鶏農家5戸、愛玩鶏農家2戸の農場由来
材料から分離した大腸菌を用いて、PMQR遺
伝子5種類（QnrA, QnrB, QnrS, aac(6’)-I

b-cr, QepA）を検査。QnrB遺伝子を肉用鶏
農家2戸で検出。QnrS遺伝子を肉用鶏農家11
戸、種鶏農家2戸、採卵鶏農家3戸で検出。a
ac(6’)-Ib-cr遺伝子を肉用鶏農家1戸で検
出。QnrA遺伝子とQepA遺伝子は全農家で不
検出。オフロキサシンの薬剤感受性試験で
は、耐性を示す大腸菌のうち、約81%でPMQR
遺伝子を検出。PMQR遺伝子が検出された農
場のうち、FQ未使用農家が半数。FQ使用歴
の有無に関係なく、FQ耐性の大腸菌を検出。
今後、飼養環境を含め、薬剤使用等につい
て詳細な調査が必要。

467.肉用鶏のClostridium perfringens及び
大腸菌による壊疽性皮膚炎と対策：福岡県
筑後家保 緒方雅彦

2015年4月、73,400羽飼養の肉用鶏農場で
急死が増加、壊疽病変が主体の皮膚炎を発
症。6羽の病性鑑定の結果、細菌検査でClos
tridium perfringens(Cp)を小腸内容(1/6)、
皮下スワブ(1/4)から分離、大腸菌を皮下ス
ワブ(4/4) から分離。病理検査で真皮の充
うっ血・壊死・グラム陽性桿菌像(5/6)、浮
腫(4/6)。本症例をCpと大腸菌の混合感染に
よる壊疽性皮膚炎と診断。最終育成率は73.
3%と低下。戻し堆肥と換気不全が問題点と
判明。次ロット入雛前に鶏舎消毒の徹底、
堆肥の完全発酵、換気励行を指導し、同時
に戻し堆肥のClostridium属および大腸菌
数、内部寄生虫卵の陰性を確認。導入後は、
特定鶏舎を出荷まで環境モニター実施。敷
料の大腸菌は2週目(最高値10

6
CFU/g)、Clos

tridium属は3週目(最高値10
2
CFU/g)から検

出。鶏舎内アンモニア濃度は2日目で最高値
75ppm、その後出荷まで低下。衛生管理改善
により、育成率92.4%と好転。今後は堆肥再
利用の改善に着手。

468.ブロイラー農場の鶏大腸菌症発生予防
対策：佐賀県北部家保 山口貴子、千綿秀
之

鶏大腸菌症が繰り返し発生している管内
のブロイラー2農場における発生予防対策の
ため、病性鑑定で分離された大腸菌21株の
血清型別試験、薬剤感受性試験、病原性関
連遺伝子検索、パルスフィールドゲル電気
泳動(PFGE)による疫学的検討と鶏舎内環境
のふき取り検査、導入雛の大腸菌保有状況、
飼育管理状況調査を実施。血清型は、A農場
がO78、B農場がO111。薬剤感受性、病原性
関連遺伝子、PFGEは各農場で同じパターン
を示した。鶏舎と導入雛からの病原性大腸
菌は分離陰性。両農場とも飼養衛生管理状
況は適正であったが、農場全体の空舎期間
が3週間未満と短い実態。以上の結果から、
各農場に特徴的な大腸菌の存在が示唆され、
鶏舎内と導入雛からの大腸菌は分離されな
かったことから、入雛後に鶏舎内へ菌が持
込まれている可能性が考えられた。今後、
調査結果による予防対策指導と鶏舎外環境
の大腸菌生息状況や鶏舎内への侵入ルート
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の検索を継続。

469.佐賀県で分離されたMycoplasma gallis
epticumの遺伝子学的解析：佐賀県西部家保
平野慎二、佐賀県中部家保 三好洋嗣

平成27年6月に県内で初めてMycoplasma g
allisepticum (MG)による鶏マイコプラズマ
病の発生を確認。分離されたMGの由来を検
索するため、分離株を遺伝子学的に解析。
本株は、死亡羽数が増加した農家の29日齢
の肉用鶏気管スワブから分離。pvpA遺伝子
の一部である407塩基を決定し、本株とデー
タベース上の他国の分離株及びワクチンを
用いて塩基配列相同性解析及び分子系統学
的解析を実施。本株の塩基配列相同性解析
では、中国分離株（accession No.:HQ84399
2）との塩基配列相同性が最も高く99.5％、
ワクチン株K5831B-19及びts-11では、それ
ぞれ95.3％及び95.5％。分子系統学的解析
では、本株はCG5株と最も近縁であり、他の
中国分離株と89％のブートストラップ値で
同じ系統に属した。本報告は、国内で初め
て野外分離株の塩基配列を明らかにし、本
株が中国分離株と近縁であることを明らか
にした。

470.肉用鶏で発生した鶏アスペルギルス症
：佐賀県北部家保 岡本理、千綿秀之

管内の肉用鶏農場において、平成27年8月
15日から23日に入雛した43,450羽の鶏群で3
日齢から死亡羽数増加と尻汚れが認められ、
病性鑑定を実施。剖検で肺と気嚢に粟粒状
の黄白色結節が散在、直腸漿膜面に約8mmの
黄白色結節の形成を認めた。病理学的検査
で真菌を伴う肉芽腫性肺炎を確認。細菌学
的検査で肺からAspergillus fumigatus(A.
f)を分離。ウイルス学的検査では遺伝子検
査、ウイルス分離ともに陰性。以上の結果
より、鶏アスペルギルス症と診断。疫学調
査において、発生鶏舎の敷料は従来とは異
なりモミガラが混合されたチップを使用。
敷料のA.f 分離検査では発生鶏舎4.0×10⁷
cfu/g、非発生鶏舎3.0×10²cfu/gのA.f を
分離。今回の発生原因は、鶏舎敷料のチッ
プに混合したモミガラと推察。対策として、
発生鶏舎と非発生鶏舎の作業者を区分し、
オールアウト後の鶏舎の消毒・乾燥の徹底
を指導。今回の死亡率は約43%であり、約46
9万円の損失と推測。

471.ブロイラー農場で発生した壊疽性皮膚
炎の一例：宮崎県都城家保 吉田恵理苗、
阿南華奈子

開放、平飼い4鶏舎、52,000羽規模の肉用
鶏農場にて１鶏舎で皮膚炎を伴う死亡数増
加事例が発生。治療時ペニシリン系薬剤ア
ンピシリン飲水投与後も改善せず。病理解
剖では腹部皮膚において広範に暗赤色を呈
し、肝の退色、皮下にガス貯留を確認。組
織所見では炎症性細胞の浸潤を伴わない浅
胸筋線維の硝子化・崩壊・壊死、筋繊維間
・真皮から皮下織にかけて多数の大桿菌を

観察。浅胸筋より分離されたClostridium p
erfringensは毒素型別判定不能、薬剤感受
性試験ではペニシリン系感受性。遺伝子学
的検査ではC. septicum特異遺伝子を検出し
たが菌分離陰性。本症例は病性鑑定の結果
壊疽性皮膚炎と診断。原因菌はC. perfring
ensが疑われたが、薬剤感受性試験の結果よ
り特異遺伝子が検出されたC. septicumの関
与も疑われた。再発防止対策として飼養衛
生管理を徹底後、継続発生は無し。伝染性
疾病の被害を最小限に抑えるためには、迅
速的確な対応と飼養衛生管理基準の遵守が
重要。

472.鶏の壊疽性皮膚炎発生報告：鹿児島県
肝属家保 川原雄太

管内ブロイラー農場において死亡羽数増
加の原因究明のため病性鑑定を実施。病鶏
の一部で皮下に気腫の形成や漿液性滲出液
の貯留が認められた。病理組織像では多数
のグラム陽性桿菌を伴う筋線維の変性・壊
死を認め、さらに病変部を含む複数臓器よ
りClostridium septicum(C.septicum)を分
離。これらの検査結果及び発生状況からC.s
epticumが原因の壊疽性皮膚炎と診断。ただ
し、これらの所見は死亡鶏のみで見られ、
同時に剖検を実施した淘汰鶏では認められ
なかった。これは、本疾病は症状の進行が
早く突然死するため、症状を呈した病鶏を
選ぶ困難性が一因と考えられる。また本菌
の浸潤状況を調査したところ、発生鶏舎と
隣接鶏舎の他、作業者の長靴やサービスル
ーム内からもC.septicumを分離し、作業者
の移動を介して汚染が拡大した可能性があ
り、衛生対策の徹底が重要であると考えら
れた。

Ⅲ－３ 原虫性・寄生虫性疾病

473.小規模採卵鶏飼養農場におけるワクモ
対策：岩手県県南家保 木村裕子、佐々木
幸治

平成27年7月、採卵鶏300羽を飼養する小
規模採卵鶏飼養農場からワクモ対策の相談
があった。当該農場は木造牛舎を改修し、
鶏舎として利用。1鶏舎を金網で4区画に仕
切った平飼い・連続飼育のため、薬剤を使
用しない、かつ、鶏を飼養しながら実施可
能な対策を検討。ワクモの鶏舎内分布の確
認を目的にワクモ数測定を実施した結果、
夜間に鶏が眠る止り木を中心に生息してい
ることを確認。対策として、段ボールを活
用したワクモの収集・排除、止り木等への
熱湯散布・加圧式噴霧器による環境資材水
溶液の塗布、鶏舎床面への環境資材の散布
を実施。対策後、ワクモ数（3,169匹→699
匹）及び吸血ワクモ割合（68.0%→6.4%）は
減少し、卵重は微増傾向を示した。現在、
ワクモの発生は沈静化しているが、来春に
向け、引き続き薬剤を使用しないワクモ対
策に取り組むとともに、定期的なワクモ数
測定により発生予防効果を検証する予定。
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474.ブロイラー農場におけるロイコチトゾ
ーン病発生事例と管内浸潤状況：宮城県大
河原家保 岡野純、國井洋

平成27年9月、食肉衛生検査所より管内ブ
ロイラー農場の出荷鶏においてロイコチト
ゾーン病発生の届出があり、10月中旬まで
に、管内5戸49羽の出荷鶏で本病発生の届出
が継続。発生状況確認のため、昨年も発生
がみられたA農場の発育不良鶏5羽(68日齢)
の病性鑑定を実施。寒天ゲル内沈降反応に
よる抗体検査では2羽が陽性。組織所見で1
羽の脾臓にロイコチトゾーンのシゾントを
確認。管内の浸潤状況を把握するため、9月
～11月に採材した34戸295検体の血清につい
て抗体検査を実施し、16戸(47.1%)、32羽(1
0.8%)の陽性を確認。ブロイラーでは、採血
時期・日齢の関係もあり、陽性は13戸中1戸
のみ。採卵鶏(122～861日齢)は、21戸中15
戸(71.4%)と高い陽性率を示し、広く浸潤し
ていることを確認。陽性農場に地域的偏り
は特に認めず。また、ウィンドレス鶏舎2戸
では陰性だった。ヌカカの防除対策と併せ
て更なる調査、検討が必要。

475.スチームクリーナーによるワクモ殺虫
効果の検証：福島県県北家保 小林準、田
川麻衣

約3,600羽の採卵鶏をケージで飼養する個
人農場において、ワクモ対策の一助として、
ドイツK社製スチームクリーナー（電圧100V、
消費電力1500w、重量約3.0kg、タンク容量1
L、稼働時間30分）の適用を検討。スチーム
噴出口から10cm（中心温度62.6℃）以下の
距離では、ワクモを1秒でほぼ殺滅。現地に
て、スチーム及び定期殺虫剤噴霧の前後に、
ワクモの個体数を計測。集卵棚では、スチ
ーム及び殺虫剤で302頭から1，655頭（前後
比5.5倍）、殺虫剤のみで73頭から1，752頭
（同24倍）。飼槽前面では、スチーム及び
殺虫剤で312頭から66頭（前後比0.2倍）、
殺虫剤のみで626頭から69頭（同0.1倍）。
スチームによる効果はある程度認められた
が、殺虫剤同様、噴霧対象部の位置や構造
による影響が大きいものと推察。

476.病理検査とパラフィン標本を用いたリ
アルタイムPCRを併用した鶏コクシジウム種
の鑑別：新潟県中央家保 篠川有理、田中
健介

鶏コクシジウムの検査において、形態学
的な検査による種の鑑別は熟練を要し、複
数種の感染事例では特に鑑別が困難である
ことから、客観的な結果が得られるPCRが有
用。今回、平成22～27年度の鶏コクシジウ
ム症例9検体のパラフィン標本を用いたEime
ria属5種のリアルタイムPCR（rPCR）を実施
し、病理検査による形態像と比較。結果、9
検体中8検体からコクシジウムの特異遺伝子
が検出され、病変部で有意に増殖している
種を同定。病理検査とパラフィン標本を用
いたrPCRの併用で精度の高い鑑別が可能。
また、より迅速な方法を検討するため、DNA

抽出作業に約3時間を要するDNA抽出キット
と約30分で行える簡易DNA抽出試薬を用いた
2種類の方法で行い、rPCR成績を比較。両方
法で特異遺伝子が検出されたことから、簡
易DNA抽出試薬を使用することで簡易かつ迅
速な検査が可能。

477.衛生害虫（ハエ）を原因とする環境苦
情対応：山梨県西部家保 深澤映生、横山
紅子

採卵鶏2農場で発生したハエを原因とする
環境苦情事例を検証し、今後の対応策を検
討。①両事例とも、鶏糞の搬出作業の省力
化を目的とし、鶏舎内での鶏糞の撹拌処理
を実施。管理作業の僅かな遅れや不備がハ
エの発生の原因であり、処理の基本を守り
適切に作業を行うことが重要。②年間を通
したハエの発生防除には、薬剤散布による
防除を組み合わせることも効果的。鶏舎内
で重点的に清掃と薬剤散布を行う必要のあ
る場所を見極め、対応することが必要。薬
剤は幼虫用と成虫用を組み合わせ使用する
ことで防除効果が高まる。耐性の発現を防
ぐため、異なる薬剤を組み合わせる。③ハ
エの発生を防ぐには、機械作業で対応でき
ない箇所を見落とさず、人の労力でしっか
り管理することも必要。④薬剤の効果を高
めるには施設内鶏糞の減量化が重要なため、
耕種農家等と連携して搬出先の確保を図る
必要がある。次年度以降、上記について留
意し、継続して指導を実施していく。

478.２養鶏場におけるワクモ対策と生産性
への効果：三重県南勢家保 本橋のぞみ、
富田智美

昨年度からワクモ対策を実施し被害軽減
および生産性向上がみられたA農場に加え、
改善事例を知り指導依頼があったB農場にも
ワクモ対策を実施。A農場では鶏舎内のワク
モ増減モニタリングと定期的な薬剤散布を
継続実施。高濃度界面活性剤を含む食器用
洗剤の薬剤添加で鶏舎内のワクモ増殖抑制
効果が延長。薬剤散布の頻度が減少し農場
主の負担が軽減。B農場では鶏舎内のワクモ
増減モニタリング、薬剤散布、アウト時の
洗浄、消毒プログラムの改善および鶏舎の
改築を実施。結果A農場は、昨年度と比較し
てワクモが増殖する6月の捕獲数が減少。１
羽あたりの4月から6月の平均産卵量は1.32k
g/月から1.49kg/月に増加。B農場は、昨年
度と比較して6月の死亡率が11.6羽/日から
2.43羽/日に減少。産卵率は78.2％から86.7
％に上昇。対策を通じ農場主のワクモの知
識及び衛生意識が向上。今後も継続可能な
ワクモ対策を構築し生産性の向上に努めた
い。

479.産卵率低下が見られた採卵鶏農場にお
けるEimeria necatrix ワクチン投与効果の
検証：和歌山県紀北家保 鳩谷珠希、豊吉
久美

管内平飼い採卵鶏農場(約3千羽飼養)で、
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平成25～26年度に産卵率が低下し、病性鑑
定等によりEimeria necatrix(En)検出。平
成26年度、新たに飼養した地鶏がEnにより
多数斃死し、Enワクチン投与開始。ワクチ
ンは幼雛を対象とするが、採卵鶏は大雛導
入のため製造業者とも相談し、導入直後に
投与。平成26年10月導入鶏(10月群)、平成2
7年4月導入鶏(4月群)を調査し効果を検証。
両群とも導入直後にオーシストは検出され
ず、その後増加。OPGは最大10 5で数週間持
続し、投与後90日で103未満となり徐々に低
下。遺伝子検査でEimeria種5～6種検出。En
及びE.tenella抗体検査(日生研株式会社)で
は、10月群のプレで既に抗体陽性率が高か
った。4月群は導入時に抗体保有せず、投与
後7週で陽性率100%。抗体価の上昇が大きく、
野外株感染の可能性を示唆。10月群の産卵
率は良好。4月群の産卵率は90%に達しない
日が多く低調であったが、最も悪い時より
大きく改善。当該農場でのEn抗体価維持は
重要。

480.採卵鶏農場で発生したヒストモナス及
びコクシジウムの混合感染事例とその対応
：島根県出雲家保 原登志子、森脇俊輔

発生農場はボリスブラウン種、約7,000羽
飼養の平飼い農場で、H26年に初生雛でコク
シジウム病が発生。H27年9月に導入を初生
雛から中雛に変更し、導入2週間後に沈鬱等
の異常を認め、病性鑑定を実施（2羽）。病
理解剖検査で2羽に盲腸の膨大を確認。病理
組織学的検査で偽膜性盲腸炎及び粘膜固有
層から筋層にかけてヒストモナス（以下、H
m）の寄生を認め、Hm病と診断。その後、異
常鶏が増加し、再度病性鑑定を実施（5羽）。
病理解剖検査で1羽に肝臓の白斑、4羽に小
腸の膨大又は粘膜の肥厚及び4羽に盲腸の膨
大を認め、病理組織学的検査で5羽の消化管
にコクシジウムの重度寄生及び3羽にHmの感
染を確認。農場管理者、管理獣医師及び当
所で、対策を検討。消毒及び駆虫プログラ
ムを作成し、1週毎の糞便検査及び導入1か
月後の解剖検査を実施。対策後、導入雛の
死亡羽数は減少。一方、解剖検査で依然Hm
の感染を認め、対策を再検討し、効果の検
証を継続中。

481.平飼少羽数飼養農場での幼雛の真菌、
鶏回虫、コクシジウム合併症：広島県西部
家保 部屋智子、田村和穂

飼養経験約2年の採卵鶏農場（開放式平飼
鶏舎、約180羽飼養）において、平成27年6
月下旬に初生雛80羽を導入したところ1～2
羽/日が衰弱死し、7月21日立入時までに約5
0羽が死亡。導入雛は鶏舎前室の育雛箱内の
発酵床で2週間飼養後、発酵床を撤去し地面
に直接飼養。暖房器具は未使用。飼料は古
米等を独自に自家配合し給与。当該雛は重
度の削痩及び発育遅延。鑑定殺した雛に鶏
回虫の寄生を、組織学的検査で肺及びそ嚢
に真菌の菌糸体を、大腸にコクシジウムの
重度寄生を確認。また、床面の糞便から回

虫卵及びコクシジウムオーシストを検出。
畜主は独自の管理にこだわり、同居雛の治
療、再感染防止及び飼育環境の改善等の指
導に消極的。最終的に78羽死亡。その後、
畜主との対話を増やし信頼関係を深め指導
を継続。現在、再導入時に育雛率を改善さ
せたい等の希望もあり畜主の意識が変化。
独自の飼養管理を実践する農場に対しては
信頼関係の構築、粘り強い指導が重要。

482.改良型ワクモトラップを用いたワクモ
数低減への取り組み：香川県西部家保西讃
支所 飯間彩花、合田憲功

管内養鶏農家を対象にワクモに関するア
ンケート調査を実施。ワクモの発生は春秋
に多発と回答多い。ワクモ対策に苦慮して
いる結果を踏まえ、還元鉄の発熱効果を利
用した改良型ワクモトラップ(以下、改良型
トラップ)及び殺虫剤を用いたワクモ低減試
験を実施。試験1は5、6月及び12月に改良型
トラップと段ボールによる捕獲数比較と、
殺虫剤散布によるワクモ数低減の効果判定。
試験2は改良型トラップの設置期間(5、12、
19、26日間)による捕獲数比較を実施。試験
1では、5、6月の有意差は無く、12月は改良
型トラップに有意差を確認。殺虫剤散布後
は、ワクモ数低減。試験2では、12日間設置
した改良型トラップが最も多くのワクモを
捕獲。結果、ワクモの活動が活発化する時
期前に改良型トラップを設置及びワクモの
多発時に殺虫剤散布が有効。長期間設置す
る場合は、改良型トラップの設置期間を12
日間までと設定する必要ありと考察。

483.無薬飼養鶏で発生した鶏コクシジウム
病清浄化の取組：大分県宇佐家保 南部雪
江、足立高士

管内無薬飼養鶏生産農場でE.tenella、E.
acervulina感染が発生。無投薬での清浄化
を試みた。当該農場は鶏舎数2棟、平飼いで
総飼養羽数約7,000羽、コクシジウム3種混
合ワクチン使用。初発は2015年2月24日。次
発は2015年5月15日。主訴は共通して食欲不
振、発育不良、鶏冠･脚の退色。両事例とも
寄生虫検査、病理組織学的検査を実施。初
発事例は、盲腸に出血像を確認するもコク
シジウムオーシスト検出なし。十二指腸･盲
腸にコクシジウム寄生。次発事例は、盲腸
の非薄化を確認。盲腸便よりコクシジウム
オーシスト検出。十二指腸から盲腸にかけ
てコクシジウム寄生。鶏コクシジウム病と
診断。PCRによる遺伝子検査でE.tenella、E.
acervulinaを確認。本農場は無薬飼養鶏生
産農場で飼養条件として薬剤を使用できな
いため、消毒方法の改善、コクシジウムワ
クチン中止を含めたワクチンプログラム変
更など飼養管理を中心とした指導で対応。
指導後は出荷率と出荷体重はほぼ回復。
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Ⅲ－４ 一般病・中毒・繁殖障害・栄養
代謝

484.暑熱及びワクモの関与が疑われた採卵
鶏の衰弱事例：福島県県北家保 田川麻衣、
佐藤東

高温傾向が続いた平成27年5月下旬、採卵
鶏1,700羽、育成・種鶏1,000羽を飼養する
養鶏場で、鶏舎の一区域で飼養する鶏（ケ
ージ飼い）に衰弱・死亡が増加傾向との連
絡を受け、現地調査を実施。3羽の衰弱鶏と
2羽の死亡鶏を確認。鶏舎内の一部では送風
機に不備があり、一区域のケージ周辺には
ワクモの集塊を確認。他のケージ周辺には
ワクモは認められない。衰弱鶏の一部はヘ
マトクリット値の低下等、貧血傾向を呈し
たが、感染症を疑う所見は認められない。
鶏舎内は場所による気温差はなかった。5月
は平年に比べ約3度高く、鶏舎内も屋外に比
べ約4度高く推移。これらのことから今回の
事例は急激な気温上昇にワクモ寄生のスト
レスが加わったことが要因と推察。鶏舎内
空気を積極的に循環させ、殺虫剤による駆
虫等の対策を講じた結果、症状が改善。衰
弱鶏は認められなくなった。その後、農場
は屋根材の一部を改修。今後、同様の事態
を想定した対策を周知したい。

485.ブロイラーで発生した低血糖症：新潟
県中央家保 渡邉章子、後藤靖行

平成27年10月～11月にブロイラー3農場5
鶏群で死亡数が増加。発症鶏は12～14日齢
で嗜眠、脚弱、振戦を呈し両脚を伸長して
死亡。発症期間は1～9日、1日の死亡率は最
大2.5％。剖検で15羽中2羽が胃内に敷料充
満。ウイルス及び病理組織検査で感染症の
関与否定。生化学検査で19羽中14羽が血糖
値37±11mg/dlで、低血糖症の基準値である
150mg/dl以下。以上のことから低血糖症と
診断。発症鶏群は全て若齢種鶏由来(26～29
週齢）。光線管理は2農場が常時点灯。発生
時鶏舎内照度は0～222luxと場所により差が
あり。1農場は死亡増加日前日に餌切れ。こ
れら発生状況は既知の報告と類似。対策と
して飼養衛生管理の徹底、鶏舎内照度の調
節、ブドウ糖の飲水添加を指導。出荷鶏の
成績は発症鶏と非発症鶏の平均出荷体重(2.
9kg、3.1kg)、育成率(92.6％、95.7％)、飼
料要求率(1.85、1.80)、1日増体量(60.6g、
64.7g)、腸管の長さ(190.6cm、213.9cm)で、
全て有意差あり。

486.過去3年間の管内養鶏農場における死亡
率増加事例の要因検索：兵庫県姫路家保
亀山衛、名部美琴

H24～26年度の死亡率増加を主訴とする病
性鑑定事例を、高病原性鳥インフルエンザ(H
PAI)との鑑別を目的に比較検討。事例は20
例、季節は秋～春に多く、通報時の発生鶏
群の死亡率は、0.02%～81.82%の範囲。小規
模飼育（100羽未満）採卵鶏の死亡要因は獣

害や栄養不良等の飼養管理失宜。大規模飼
育（10万羽以上）の採卵鶏の要因は、産卵
開始時期（150日齢前後）では鶏コクシジウ
ム病（コクシ）と鶏クロストリジウム・パ
ーフリンゲンス感染症（クロスト）の合併
症、300日齢以降は大腸菌症や卵墜性腹膜炎。
コクシとクロストの合併症では死亡率増加
が顕著。肉用鶏ではコクシ、鶏アデノウイ
ルス感染症や熱射病等。死亡率増加の要因
は様々だが、飼育形態や規模で疾病の発生
傾向を確認。今後はこれらの発生傾向を参
考に病性鑑定通報時の際には死亡率増加だ
けでなく、発生状況等の稟告を迅速かつ詳
細に聴取ることにより、HPAIの鑑別精度を
高めて更に的確な緊急病性鑑定対応に取り
組んでいく。

487.肉用鶏の鶏低血糖症発生事例：徳島県
西部家保 北田紫、中下弘子

管内肉用鶏農家において、平成27年8月か
ら11月に約30日令頃より頭部振戦、嗜眠、
両脚伸展、うつぶせで片脚もしくは両脚の
伸展等の共通症状で死亡羽数増加を示した3
鶏群について病性鑑定を実施。剖検、病理、
細菌、ウイルス学的にも死亡羽数の増加に
繋がるような原因は確認できなかった。症
状から鶏低血糖症（血糖値150mg/dl以下）
を疑い、血糖値を測定。発症鶏（n=22）66.
1±52.7(平均±標準偏差）mg/dl、無発症鶏
（n=40）225.4±45.8mg/dlと発症鶏におい
て著しい血糖値の低値を示し、鶏低血糖症
と診断。発生日令は、29～30日令、発症期
間は3日から10日間、発症時の損耗率は0.7
から2.3%。発症要因を検証。3鶏群に共通す
るものとして若齢種鶏由来鶏群、低体重雛
群であったこと。ストレス要因として餌切
れ、外気温の温度差、チェックガードを広
げる時期等の環境の変化が確認された。

488.採卵鶏で発生したアミロイドーシス：
福岡県北部家保 永野英樹、伊藤広記

平成27年5月、管内養鶏農家において、13
0日齢の採卵鶏が脚弱、死亡したと連絡があ
り、立入検査実施。発生鶏群の生鶏5羽を病
性鑑定に供試。ウイルス、細菌検査より病
原体の関与を否定。病理組織検査で肝臓及
び脾臓にアミロイドの沈着を確認し、アミ
ロイドーシスと診断。鶏のアミロイドーシ
スは、野外では続発性による発生が多いと
されているが、本事例では、細菌感染によ
る基礎疾患は無かったと推察。本事例では8
0日齢と85日齢と短期間に複数の不活化ワク
チンを接種していたため、ワクチン接種と
関連した発生の可能性が疑われた。しかし
ながら、同じワクチンプログラムでも異常
を示さない他鶏舎の同居鶏が多数認められ
たため可能性は低いと推察。また、畜主か
らの聞き取り及び胸骨部の膿瘍から、接種
方法を変更した今回導入鶏群のワクチン接
種失宜による炎症から発症した可能性も示
唆。
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489.肉用鶏飼養農場における脚弱発生例：
佐賀県中部家保 藤原貴秀、山下信雄

チャンキー種132,000羽を飼養する肉用鶏
飼養農場において、2015年6月5日入雛群の
うち試験飼料給与群（発病群）が3日齢以降
から出荷時まで脚弱を発症。7日齢の雛4羽
について病性鑑定を実施し、感染性疾患を
否定。試験区飼料は粗灰分7.33％、カルシ
ウム(Ca)濃度1.81％、リン(P)濃度0.9%と推
奨より高値。発病群の脛骨、大腿骨の長さ
は無発病群の95.8%に対し、重量は76.4%、
骨1本あたりのCa量は75.9%と軽い傾向。大
腿骨、脛骨の骨頭成長遅延が顕著だが、従
来の報告とは異なり、病理組織学的にはく
る病に見られる所見は得られず。20日齢10
羽の血中Ca濃度は発症鶏で平均8.2±0.7mg
／dL、血中Ca／P比は1.1±0.1で無発症鶏と
比較し有意に低下。本症例を飼料中Ca、P濃
度の影響による骨の成長遅延と推察。飼料
中Ca濃度が１％を超えると骨の成長に影響
を及ぼす可能性があり、血中Ca／P比のモニ
タリングは鶏群のCa代謝状態の把握に有効
と推察。

Ⅲ－５ 生理・生化学・薬理

490.東京しゃもの血液生化学的性状の推移
：東京都東京都家保 平間俊吾、寺崎敏明

東京しゃもの標準値を調査するため、血
液生化学検査を実施。NEFAのみTBA-25FR、
その他の項目は富士ドライケム7000Vを用い
て測定。結果は日齢と正の相関あり：TP、A
lb、Ca、UA、CPK、Cl-、負の相関あり：γG
T、NEFA、ALP、相関関係なし：Glu、AST/GO
T、Tcho、TG、IP、Mg、HDLC、LDH、GPT/ALT、
Na+、K+。また、測定値を採卵鶏、ブロイラ
ー、土佐はちきん地鶏と比較。土佐はちき
ん地鶏と近い値を示した。体重を目的変数
とした重回帰式（R

2
=0.75、p<0.01）ではTP、

UAの順で影響大。過去の病性鑑定例との比
較では事例①（136日齢、食鳥検査時に皮膚
に異常）ではAlb、AST、TG、Mg、NEFA、CPK
が有意に高く、Glu、γGT、IPは有意に低値。
事例②（114日齢、ブドウ球菌症）ではAlb、
AST、Tcho、Ca、UA、Na

+
、Cl

-
が有意に高く、

Glu、TG、K
+
は有意に低値。今後さらにデー

タを集めて信頼性を高め、疾病診断やプロ
ファイルテストに応用、生産性向上につな
げていく。

Ⅲ－６ 保健衛生行政

491.養鶏密集地域での高病原性鳥インフル
エンザ発生を想定した防疫演習：青森県十
和田家保 小田桐千鶴恵、藤掛斉

養鶏密集地域のM市（肉用鶏16戸97万羽、
採卵鶏2戸151万羽飼養）を対象として、H26
は肉用鶏農場、H27は採卵鶏農場を想定した
机上及び実動演習を実施。机上演習では各
担当部署が作業計画や資材リスト等を予め
作成し、初動対応をシナリオ方式で実施。
結果、県民局内の連携及び対応能力が向上。

実動演習は飼養形態の異なる鶏舎内での防
疫作業習熟を目的に、H26は平飼い鶏舎を再
現し追込み等の防疫作業、H27はケージ飼い
鶏舎を再現し、通路の狭さとケージの高さ
に対応した防疫作業を訓練。アンケートで
は防疫作業の違いを理解。実施内容を取り
まとめ、発生時対応用の参考資料として冊
子化。また4か所あったM市の集合施設候補
を1か所に設定し直し、設営と備蓄資材受入
等の実動演習を実施。しかし、大規模農場
や複数農場での発生時の資材調達方法等に
課題。今後も演習を継続し発生時の迅速か
つ的確な防疫体制の構築に努める。

492.大規模養鶏場と連携した高病原性鳥イ
ンフルエンザ防疫計画とその実効性：青森
県十和田家保 佐怒賀香澄、角田公子

高病原性鳥インフルエンザ（HPAI）等の
発生に備え、各養鶏場の実情に合った防疫
計画が必要。今回21万羽飼養の大規模採卵
鶏農場と連携し、HPAI発生時の農場内及び
鶏舎内作業動線を検討。まず農場見取図等
を参考に防疫作業計画素案を作成。担当部
署職員と現地調査を実施し、農場内の状況
及び埋却地等を確認。仮設テント設置場所、
鶏舎内構造の調査から得られたデータと廃
鶏出荷作業状況を聞取り、計画を策定。同
時に埋却地までの搬出ルートを確定し、埋
却計画も作成。計画を基に動員対象職員に
よる現地検討会を開催。生鳥捕鳥及び現状
資材での作業時間を計測し、計画の実効性
を検証。検討会参加者の意見から防疫作業
が想定より煩雑と実感。検討会のビデオを
参考に計画を再検討し、農場主と協議。作
成した防疫計画書は、農場、地域農林水産
部及び家保の3者で共有し随時更新。今後は
より効率的な作業方法の検討と他農場の計
画作成を進める。

493.ブロイラー企業3社と共に取り組む鳥インフル
エンザ防疫に対する意識改革：青森県八戸家保
二俣雅之、関合哲

管内養鶏農場戸数の7割は大手ブロイラー
企業（インテ）の系列農場。鳥インフルエ
ンザ（AI）発生時の迅速な防疫措置のため、
インテとの連携は必要不可欠。インテ指導
員と家保が共に系列農場61戸を巡回して飼
養衛生管理基準の各項目を生産者と共に確
認。特に、埋却地確保状況を重点的に調査。
その結果、公有地利用予定としていた15農
場中10農場で、農場付近に埋却可能な私有
地を新たに確保。一方、確保していた私有
地の内12か所で、立木、傾斜地や重機進入
困難等により、速やかな埋却に問題あり。
そこで、インテ、生産者が埋却作業をより
具体的にイメージできるよう意識を統一す
るため、実際に埋却溝を掘削し演習を実施。
その結果、埋却地の土質や掘削土置場、作
業時間の算出や重機使用台数の検討が必要
と判明。3インテ合同の意見交換会を開催し
て情報や課題を共有し、他社の状況と比較。
これらの取り組みによりインテ及び生産者
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のAI防疫に対する意識を改革。

494.特産地鶏「青森シャモロック」飼養農
場における事故低減への取り組み：青森県
つがる家保 木村揚、豊澤直子

「青森シャモロック」を3,500羽飼養する
A農場で、H25～27年度に死亡羽数増加の連
絡が18件。原因の多くはコクシジウム病と
圧死。また、農場の死亡羽数記録から尻つ
つきによる死亡が多いことを確認し、これ
ら対策を検討。事故発生状況調査と気温測
定結果から、雛舎から育成舎への移動、育
成舎内の気温差が死亡事故の要因と考察。
尻つつきは育成期後半に多発。コクシジウ
ム病対策は、オーシスト数にばらつきが認
められたため、全羽へ均等にワクチンを投
与できるよう給餌パレットを増数、飼料へ
の混合方法を改良。また、消毒の徹底によ
り環境を清浄化。圧死対策は、一か所に固
まらないようコタツ等を利用した温度管理、
雛舎は角を無くす対策を実施。尻つつきは、
つつく対象物を与え、逃げる場所として移
動式の止まり木を設置。これら対策の結果、
立入検査回数はH25年度12回からH27年度2回
に減少、育成率は94％から97％に向上。今
後も事故低減のため飼養衛生管理改善への
対策を支援。

495.地方支部一丸となった高病原性鳥イン
フルエンザの初動防疫体制強化に向けた取
り組み：宮城県北部家保 三浦達弥、我妻
善博

大崎地域では鶏380万羽（県全体の51%）
を飼養。高病原性鳥インフルエンザ発生時
の初動防疫を担う地方支部の体制強化を図
るため、昨年度家保が主体となり鶏の殺処
分、車両消毒等、防疫作業に重点を置いた
演習を実施。演習後のアンケートで防疫以
外の業務内容が不明との意見を受け、今年
度は資材発注、経済評価、相談対応等を加
え、支部組織12班22チーム中8班15チームが
演習に参加。事前にチームリーダー育成・
意識高揚のため研修を開催し、各チームで
業務内容を把握し、当日はリーダー主体で
演習開始。今まで見学のみの参加職員が業
務を経験することで、当事者意識を持つこ
とに成功。アンケートでは、担当業務の理
解が深まり、演習継続の必要性を認識した
との回答多数。演習を通して、サポート班
の人員不足、各種様式の訂正や追加等、初
動対応の具体的な課題が判明。リーダー中
心に地方支部運用ガイドブック改訂に向け
作業中。

496.高病原性鳥インフルエンザ防疫体制強
化に向けた取り組み：宮城県東部家保 上
村健人、清水ゆう子

平成16年に高病原性鳥インフルエンザが
国内で発生して以来、発生時の初動防疫体
制の強化が必須。登米及び気仙沼地域では、
発生時の消毒ポイントや、現地仮設テント
の設置場所を選定し、更に平成23年の家畜

伝染病予防法改正に伴い収集した埋却地の
情報を農場台帳に反映し充実化。特に登米
地域の消毒ポイントは、担当部局の協力を
得て、チェーン脱着所等を候補地としてリ
ストアップし現地を確認。また、毎年両地
域の関係機関を対象に、疾病情報提供、防
疫対応役割分担、実技演習を中心に防疫研
修会を開催。平成27年度、登米地域では、
防疫作業従事者の殺処分及び防護服着脱の
手順を模擬演習。気仙沼地域では、研修会
後、関係機関の防疫作業分担内容に関する
意見交換会を実施し、個別に疑問点や問題
点を協議。今後は、消毒ポイントの一部及
び各農場の埋却候補地の現地確認を担当部
局と共同で行い、更に実用性を高めた防疫
体制を構築。

497.農場別対応シミュレーションによる高
病原性鳥インフルエンザ防疫体制の強化：
宮城県東部地方振興事務所 石橋拓英、日
野義彦

高病原性鳥インフルエンザ発生に備え、
これまで管内では2万羽規模の動員計画等を
試算。発生時の迅速な対応に向けて埋却作
業について、建設業協会と協議したところ、
飼養羽数、立地、埋却地等、農場別の情報
提示を要望。そこで、全農場15戸に立入、
人員や資材等の必要量を含めて、農場別に
対応をシミュレーションし、データ化。結
果、7戸で埋却用地の不足を確認。これらを
所有する企業に対して用地確保を指導。市
と、市有地及び焼却施設の利用について協
議、県との連携強化のため対策要綱、動員
計画及び連絡網の整備を指導。建設業協会
とは、発生時に提供する情報とその取扱を
協議。また、迅速な通信手段の確保が難し
い現地でも、県対策本部及び地方支部との
作業行程確認、人員資材等確保状況、作業
進捗の情報伝達を行うため、タブレット型
端末に農場別データを整備。今後、防疫演
習や研修会を通じて、関係者の役割と責任
を明確化し、防疫体制の強化を図る。

498.養鶏場毎の鳥インフルエンザ防疫マニ
ュアルの作成：福島県県南家保 今井直人、
白田聡美

HPAI発生時の防疫対策では初動対応が重
要であり、平時からの防疫体制構築が必要。
平成26年度までに農林事務所と協力し、管
内の家きん100羽以上飼養農場11戸について
消毒ポイント、集合施設、埋却地の選定を
中心にHPAI発生時の防疫体制の整備、検討。
平成27年度はそれらをもとに農場毎のマニ
ュアルを作成。マニュアルには前年度整備
した内容に加え、人員配置、作業内容、鶏
舎内の作業動線、係毎のタイムスケジュー
ル、消毒ポイントを作成、掲載した。羽数
に応じた人員配置を考えたところ、大規模
養鶏場では膨大な作業員が必要なことに加
え、鶏舎の構造、作業効率や動線を考慮し
たマニュアルの必要性が浮上。作業に必要
な器具、機材の規格等、具体的な検討とと
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もに、養鶏場より鶏舎設計図、農場所有の
器具、機材、廃鶏の搬出方法などを聞き取
り、飼養者と共に防疫作業方法の改善を検
討中。

499.鳥インフルエンザの発生に備えた体験
型防疫演習の継続：福島県いわき家保 谷
口綾香、千葉正

いわき地方では平成25年度から体験型防
疫演習を開催。演習会場に集合センター、
農場隣接テント、発生農場、消毒ポイント
を設置し、一連の流れに沿った防護服の着
脱、殺処分の疑似演習及び車両消毒を3年連
続で実施した他、年度毎に内容を変えた演
習項目を追加。25年度は除染テント設置手
順及び作業者の動線を確認。26年度は異常
鶏の通報から地方本部会議開催までの流れ
を参加者が各々の役を演じる「ロールプレ
イング」を実施。27年度は生きた鶏を用い
た捕鳥演習を実施。また、初めて養鶏農家
を参集し、防疫意識の向上と発生時対応の
情報共有を図った。27年度のアンケートで
は、65%が「防護服の着脱が困難だった」と
するも、89%が「鶏の扱い方を理解できた」、
96%が「演習が参考になった」と回答し、体
験型演習の継続を望む意見も寄せられた。
今後も関係機関と連携し地域の防疫体制を
強化するため、体験型防疫演習を継続して
いきたい。

500.会津地鶏飼養農場の現状と生産性向上
への取り組み：福島県会津家保 三瓶佳代
子、依田真理

会津地鶏の主要な生産地である管内で、
独自の飼養管理や衛生対策不足による疾病
の再発を確認。今後の生産性低下が懸念さ
れたことから、生産農場の現状と課題を把
握すべく、中核的な4農場を立入調査。2農
場で鶏コクシジウム病に苦慮していたこと
から、対策指導を継続。農場A(採卵)では、
疾病頻発と産卵率低下を確認。家保、普及
所、養鶏分場が連携して対策を検討。衛生
対策の徹底と飼料給与の見直しについて指
導した結果、産卵率上昇。B農場(肉用)では、
60日齢前後に鶏コクシジウム病による死亡
鶏増加を確認。衛生対策の徹底と治療薬の
適正使用について指導した結果、死亡鶏減
少。一連の調査・継続指導で、農場担当者
の衛生対策への認識不足、農場関係者間で
問題等の情報共有不足といった現状を把握
したことから、農場担当者を含めた農場関
係者、関係機関を参集し、勉強会を開催。
今回の取り組みは、地域の家畜衛生水準向
上と会津地鶏の振興に貢献。

501.茨城県内における鳥インフルエンザ検
査体制について：茨城県県北家保 山下薫、
大谷芳子

国内への鳥インフルエンザウイルス（AIV）
侵入リスクが高まる中、 AI監視体制の確認
および緊急病性鑑定時の検査体制を検討。
定点モニタリングでは平成18～平成24年度

は毎月32～44農場、平成25～27年度12月ま
で毎月15農場の陰性を確認。強化モニタリ
ングでは平成18年度から1,000羽以上、平成
24年度から100羽以上を飼養する農場につい
て毎年全戸の陰性を確認。平成18～27年12
月まで2223羽の留鳥、128羽の死亡野鳥でウ
イルス分離陰性。480羽の放置鶏で簡易検査
陰性。平成22年1月～平成27年12月までに4
か所5検体の水禽類のプール糞便から低病原
性AIVを分離し注意喚起。抗体検査では血清
の遠心処理によるAI-ELISA非特異反応の減
少を確認、今後も遠心処理を実施予定。限
られた人員でAI疑似患畜発生時の病性鑑定
に対応するため、作業リストを検査準備、
採材、遺伝子検査、ウイルス分離、抗体検
査に分類したガントチャートを作成、目標
を可視化。効率的な作業の一助とした。

502.管内養鶏場での飼養衛生管理基準遵守
状況とそこから見えた課題：群馬県中部家
保 中島翔一

H26、H27年度の飼養衛生管理基準遵守状
況調査から実態把握し、課題を検討。管内
養鶏場では、主に「車両用消毒」、「記録簿
の作成と保管」について前年同様要指導農
場が多い。これらについては指導効果が低
く、改善後継続的に実施していないと推察。
千羽未満飼養農場および個人経営農場では、
労力や経済面から未実施項目が多く、簡易
で安価な改善案で指導。鶏種別では、肉用
鶏農場は企業経営主体でマニュアル等整備
しており、遵守項目が多い。一部企業経営
の採卵鶏農場では、マニュアル等の不備や
経営主と管理者間の確認不足により未実施
項目があり、改善を指導。要指導農場への
再指導では、病原体侵入防止対策の必要性
について具体的に説明し、理解を得ること
で未実施の各項目が改善。今後、継続的な
農場巡回による確認、農場毎の実態に合わ
せた飼養衛生管理体制の検討、優良事例集
等の作成を行い衛生意識の向上と恒久的な
防疫体制の確立を図る。

503.高病原性鳥インフルエンザ防疫体制の
整備：千葉県東部家保 小髙宏貴、猪俣一
陽

高病原性鳥インフルエンザ（HPAI）発生
時、集合施設の設営、防疫資機材の調達を
迅速に行うことが必要。今年度防疫演習はH
PAI発生時の市町村対応に重点を置き、管内
3地域で実施。演習会場は各地域の集合施設
候補地、対象は現地対策本部構成機関の職
員。内容は①集合施設の設営・運営②必要
資機材調達③防護具等の着脱。参加者は施
設の動線を考え、その場で調達を依頼する
等実践的な演習をすることで集合施設の重
要性や交差汚染防止、資機材の確保につい
て理解が得られたが、規模の狭さや借用が
確実でない集合施設があること、バス等資
機材の調達が困難等の問題が出た。そのた
め、市町村には防疫対策本部設置要綱及び
発生時対応マニュアルを制定し各部署との
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横断的体制を整備するよう強く促す必要が
あり、また市町村ごと協力し地域全体で取
組む必要性も感じた。今後も各地域で発生
時に迅速に対応できるよう参加者自身に考
え・行動させる演習を行い一層の防疫体制
の整備を図る。

504.生産者とともに取組んだ鳥インフルエ
ンザ対策：千葉県北部家保 末政奈津美、
武石佳夫

当所では昭和58年度から養鶏団体と協力
し生産者を対象とした衛生講習会を開催し
ており、平成16年度の高病原性鳥インフル
エンザ（以下HPAI）国内発生以降はHPAIを
中心に実施している。生産者向け机上防疫
演習を、養鶏団体の意見を取り入れつつ16
～27年度にかけて発生時の防疫対応や地域
の経済被害等、内容の着眼点を変えながら
実施してきた。平成26年度は周辺農場で発
生した場合の防疫対応、平成27年度は自農
場・周辺農場で発生した場合の防疫対応に
ついて行い、今年度行ったアンケートでは8
4％が概ね理解できたと回答した。また、テ
ーマはHPAIだけでなく、その他の疾病の動
向・対策、野鳥対策、ネズミ対策、ワクモ
対策等もその年ごとに取り入れた。講習会
は巡回や広報と比べ多くの情報を提供でき、
生産者同士の意見交換も出来る。長年の取
組みの結果、参加者も増えてきており、今
後は地域ごとや生産者の要望に沿うテーマ
の講習会等を巡回や広報と併せて行いたい。

505.平成27年高病原性鳥インフルエンザ防
疫訓練：東京都東京都家保 芳野正徳

東京都では毎年11月に高病原性鳥インフ
ルエンザ（以下、HPAI）の防疫訓練を行っ
ている。これまでの訓練会場は、防疫要員
の集合場所である農林水産振興財団（立川
市）（以下、財団）の講堂ならびに広場で
あった。しかし、平成27年度と28年度にお
いて当施設の改築工事が行われるため、財
団での訓練は行えない。そのため、東京都
の別の施設に協力依頼して防疫訓練を行っ
た。また、この施設が防疫要員の集合場所
として活用できるかについても検討した。
今回は2日にわたり訓練が行えたため、参加
者は昨年より1.7倍となり、中でも過去の参
加者が約4割を占めていた。このことは、防
疫訓練の重要性が認識されているものと思
われた。さらに、当施設は駅からの利便性
が良く、実習室は十分な広さと荷物用の出
入り口がある。従って、防疫要員の集合場
所ならびに防疫資材の搬入の利便性という
視点から判断して、活用可能な施設であっ
た。

506.伊豆諸島3島における異常家きん通報時
初動体制の確立：東京都東京都家保 南波
ともみ、山本健晴

異常家きん通報時に迅速、短時間で器材
を離島間で輸送でき、かつ、支所職員以外
でも使用しやすい「鳥インフルエンザ初動

防疫対応パック」を作成。最低限の必要資
材は透明な衣装ケースにパッキング。輸送
直前時に用意する物品は、ケースを開けず
にリストで確認可能。現地にて的確な対応
ができるよう、その他の工夫を加えた。こ
れにより通報から現地への出発までにかか
る時間は30分から15分に短縮。器材のみの
準備は5分で可。ケース内容の更新と確認は、
インフルエンザ簡易検査キットの期限とし、
ビニールテープで明記し、ケース上面、側
面に貼付。他機関の初動防疫対応職員とも
に本パックを用いた演習、作業チャートを
作成。他の離島でも対応をすすめていく。

507.県央現地危機管理対策本部（現対）構
成機関と連携した高病原性鳥インフルエン
ザ発生に備えた取組：神奈川県県央家保
藤澤知枝、吉田昌司

高病原性鳥インフルエンザ（HPAI）発生
時は県央地域県政総合センター（県央C）所
長を本部長とする現対が設置。平成26年4月
熊本県のHPAI対応を契機に現対構成機関が
初動体制を強化｡当所は県央C各部局と連携
し､幹部･新規異動職員研修会、初動業務訓
練､人員・資機材調達等の図上訓練、ベース
キャンプ等後方支援の実動訓練を実施｡これ
ら訓練で課題を抽出､改善策を検討｡1.消毒
ポイント候補地及び人員確保の調整や実動
訓練(3回)を実施｡2.現場事務所及びベース
キャンプのゾーニング、動線等を検討｡3.資
機材リストに用途、規格、代替品、優先順
位を追加｡最後にこれまでの取組を総括する
訓練を実施し、図上訓練では人員、資機材
確保、通行規制等を市、所管警察及び現対
が連携して対応。実動訓練では、はじめて
防疫作業と連動した現場事務所の運営を実
践。こうした取組が地域へ波及し、市町村、
農協等関係機関と現対本部の連携が強化。
引続き体制強化を図る。

508.高病原性鳥インフルエンザ発生時に備
えた危機管理体制強化の取り組み：石川県
南部家保 河合愛美、植田寿美

高病原性鳥インフルエンザの発生に備え、
より万全な体制を整えるため新たな取り組
みを実施。①国の防疫指針の改正に伴い家
保における初動マニュアル（所内マニュア
ル）改正案を作成、それに基づく所内防疫
訓練の実施、問題点等を改善し所内マニュ
アルに反映。②農場防疫カルテ（カルテ）
の様式を県下で統一、更新により矛盾点等
を改善。カルテの最新版はイントラネット
での供覧とCDの配布により関係部署と情報
の共有を徹底。③現地対策本部の防疫体制
図に主担当者（リーダー）の職員名を具体
的に明記、リーダーを担当する農林総合事
務所職員を対象に「リーダー研修会」を今
年度初めて開催。④防護服着脱方法のDVDを
作成。⑤暗視野条件でも撮影可能なカメラ
の整備。以上の取り組みにより、より適切
で実践的な防疫体制を構築、関係者らの危
機意識の向上、関係部署との連携の強化が
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図られた。今後も危機管理体制の強化に努
め、より的確な対応を目指す。

509.現地作業従事者及び養鶏農家を対象と
した高病原性鳥インフルエンザ防疫演習：
山梨県東部家保 坂本安由美、松下摩弥

管内最大規模の養鶏場での発生を想定し、
作業従事者の健康管理に焦点を当て、養鶏
農家向けの内容を新たに加えた防疫演習を
実施。机上演習後、作業従事者向け演習で
は、管内保健福祉事務所協力の下、作業前
問診及び防護服着衣を実演。養鶏農家向け
演習では、発生時の対応を演劇形式で実演
し、飼養衛生管理基準の遵守を指導。過去3
週間の平均死亡率の2倍を自動判定できる飼
養羽数記録簿を後日配布。全体実地演習で
は、模擬鶏による殺処分、汚染区分毎の防
護服脱衣及び作業後問診を実演。演習後の
アンケート調査では95.8%が「よく理解でき
た」「理解できた」と回答。机上演習でも
視覚的資料が理解に効果的であることが判
明。農家からは「整理して手順をイメージ
したい」と意欲的な意見。今後も関係機関
の役割再確認と強固な防疫体制の構築を推
進。農場関係者の演習参加を促し、継続し
て適正な飼養管理意識を啓発。また、防疫
措置の迅速かつ適確な実施に向け、防疫対
策班毎の演習や生鶏を用いたより臨場感の
ある演習の検討が必要。

510.管内大規模食鳥処理場の高病原性鳥イ
ンフルエンザ防疫対応：岐阜県中央家保
村瀨舞子、大平雅史

平成27年9月、高病原性鳥インフルエンザ
及び低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が改正、食鳥処理場
（処理場）で鳥インフルエンザ疑いがあっ
た場合の円滑な対応のため、食肉衛生検査
所（食検）との一層の連携、作業分担の明
確化が必要と認識。管内には3つの大規模食
鳥処理場があり、昨年度より、発生に備え、
処理場・食検・家保合同で防疫演習及び研
修会を実施。昨年度は机上演習を実施、今
年度は三者で①処理場内の動き、②放血前
後の鶏の取り扱い、③処理場内作業員の対
応や消毒作業分担を協議、確認。さらに、3
処理場の防疫作業の具体的な検討のため、
取引農家数、1日当たりの最大処理戸数・羽
数、処理場内作業員数等を調査し、汚染物
品量、必要埋却地面積、消毒面積等を算出。
今回の調査結果は、各処理場の防疫措置計
画に反映する予定。処理場対応は、三者一
体となって行う必要があるため、今後も常
に情報共有し、連携を図った対応が必要。

511.関係機関と協力したA地域養鶏場埋却予
定地の現地確認と評価：静岡県東部家保
閏間英之、室伏淳一

家畜伝染病予防法において家畜飼養者は
埋却地の確保が義務付けられており、管内
飼養者もその確保を進めているが、実際に
埋却可否の精査はできていない。今回、県

農林事務所土木職員及び地域建設業協会（以
下、関係機関）の協力を得て、管内A地域養
鶏場4件の埋却予定地について関係機関と合
同で現地確認を実施し、掘削・埋却の可否
及び具体的な埋却作業内容について検討を
実施。その結果、重機の種類及び侵入経路、
作業スペース又は掘削方法等が具体的に示
され、これまで接続道路幅の狭小、河川と
の距離及び傾斜等の立地条件から家保職員
が埋却困難と判断した土地も関係機関によ
り埋却が可能と判断。さらに、関係機関の
意見を参考に、養鶏場ごとに埋却溝の図面
を作成し、掘削時間、必要資材及び作業人
工等について検討を実施。関係機関と協力
して現地確認を行うことで、埋却場所とし
ての判断、埋却作業工程の具体化が可能に
なるとともに、関係機関と埋却場所の情報
共有を行うことで、伝染病発生時に、より
スムーズな防疫対応が可能。

512.管内養鶏場の農場HACCP意識調査：静岡
県東部家保 永井三紀子、田中ちぐさ

農場HACCPの推進方法検討のため、管内養
鶏場（法人18、個人17）で農場HACCP意識調
査を実施。農場HACCPの認知度、興味の有無、
イメージ等を調査。その結果、法人では67%
が「知っている」のに対し、個人では82%が
「知らない」と回答。また「興味がある」
は法人50%、個人12%。「興味がある」農場
は、農場HACCPのメリットのうち「安全な畜
産物の生産」、「販売先へのアピール」に関
心あり。取組の難点は記録や作業の文書化。
法人では「今後、農場HACCPは必要」と考え
る農場が67%。以上より、興味を持つ法人や
自販に取組んでいる農場では導入しやすい
と推察。また「農場HACCP認知度向上」、「農
場HACCPの取組支援」が課題であることが判
明。興味のある法人に取組を勧めるととも
に、リーフレット配布や説明会により広く
周知。さらに、家保職員の農場HACCP指導員
養成研修会への参加、関係機関との連携に
より支援体制の強化を図る。

513.空鶏舎を利用した鳥インフルエンザ防
疫演習～リーダー・サブリーダー研修～：
愛知県中央家保 安藤祥子、小島朋子

【背景】本県は鳥インフルエンザ最終発
生から５年が経過。発生を経験していない
職員を対象に、養鶏団地内空鶏舎で生きた
鶏を使用した殺処分演習を実施。【内容】
リーダー研修は指揮能力養成のため家畜保
健衛生所若手職員を対象に、サブリーダー
研修はリーダーの補助と殺処分鶏の計数管
理を目的に県農林水産事務所職員を対象と
した。【結果】殺処分作業は短時間に実施
でき全体を通してスムーズに行うことがで
きたが、捕鳥羽数の不徹底、動線の交差等
リーダーの指示及び管理不足が明らかとな
った。サブリーダーには実際に殺処分作業
を行わせ、作業の注意点を理解させること
ができた。【考察】今回の演習を通して、
発生農場においては、リーダー自らが現場
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の状況を判断し指示しなければならないこ
と、作業者の経験値に合った指示が必要で
あることが、リーダーにとって重要な要素
であると考えられた。今後もリーダーのス
キルアップ研修が必要と思われる。

514.実用性を重視した消毒ポイントの評価
と整理：愛知県中央家保豊田加茂支所 加
地恭子、川本隆之

消毒ポイントは特定家畜伝染病等発生時
に迅速な設置運営が求められるため、平時
から候補地を調査し選定しておくことが必
要。これまでの調査では同一地域内での重
複や調査記録の情報量不足により、発生時
の迅速な設置運営に支障が出るため再調査
及び再選定が必要と判断。調査票に具体的
内容を追加し必要な情報を記録できるよう
改善。当所を中心に関係者により、実際の
設置運営に必要な設備の整備状況や配置に
主眼を置いた再調査を実施。調査項目を点
数化し候補地としての適不適を判断、高得
点の候補地から優先し整理・再選定。結果、
①より好条件の候補地を選定でき、発生時
に迅速な消毒ポイント設置が可能②候補地
の変更事項等の確認作業が簡便化③発生時
の運営を前提とした視点での調査により関
係者の共通認識が向上。消毒ポイントでの
必要資材と備蓄資材との照合・整理・準備、
運営委託事務の確認、機器の凍結・盗難対
策等については今後の課題。

515.高病原性鳥インフルエンザ発生時にお
ける家畜防疫員の作業指揮等を中心とした
実践的防疫演習：京都府中丹家保 大谷健
太、種子田功

現地対策本部が設置される振興局と連携
し、大規模養鶏場で家畜防疫員の防疫作業
指揮訓練を中心とした実践的防疫演習を実
施。採卵鶏15万羽飼養農場の発生を想定。
振興局職員等59名と家畜防疫員18名が参加
し、現地対策基地及び農場前線基地の設置、
運営と防疫作業演習を実施。供試鶏約600羽
の殺処分から輸送車両積込までの防疫作業
を、作業未経験者に対し家畜防疫員が作業
班長として指揮。演習後全作業者、班長及
び評価者からのアンケートを基に、各作業
の効率や安全性等を検証。班長の丁寧で的
確な作業説明及び指示で、作業者の92％が
作業内容を理解し、スムーズに行動。評価
者は、安全を優先し作業停滞時も適切に対
応できたと評価。一方、専門用語は作業者
が内容を理解しにくいと指摘。本演習によ
り防疫作業の効率及び安全性における課題
の改善案を提示。今後も演習を継続し、防
疫作業を指揮する家畜防疫員のスキルアッ
プと、安全・迅速に防疫措置を行える体制
の構築を図る。

516.大規模養鶏場での高病原性鳥インフル
エンザ発生に備えた出張型防疫研修：兵庫
県和田山家保 村上歩、八巻尚

防疫作業従事者（従事者）に対し防疫作

業の理解と練度を高めるため、大型採卵鶏
農場を想定した「出張型防疫研修セット」
を考案し、研修を実施。模擬鶏舎は管内最
大採卵鶏農場をモデルとし、各ケージには
採卵鶏と同等重量の模擬鶏を配置。事前に
直立4段ケージを作成、必要資材の検討、作
業効率の改善を図った。県合同庁舎（庁舎）
駐車場（17m×32m）を模擬農場とし、仮設
テント、模擬鶏舎を見学しやすいように配
置。庁舎建物内に健康調査会場、防護服着
脱場所を設置。従事者が防疫作業一連の流
れ及び補助作業を体験。結果、庁舎での訓
練実施により従事者の参加が容易になり研
修参加人数が増加。従事者は防疫作業への
理解が深まり、技術を習得。また、大型採
卵鶏農場における殺処分作業の模擬訓練が
行え、家畜防疫員は従事者への指揮を経験。
出張型防疫訓練セットは模擬鶏舎を変更し
多彩な鶏舎構造に対応。今後は継続的に実
施し防疫体制の向上を図る。

517.鳥インフルエンザ対策の歩みと今後に
向けて：兵庫県姫路家保 岡田崇、北垣貴
央

平成16年、鳥インフルエンザ感染鶏が管
内食鳥処理場に搬入された際の防疫措置に
対する第三者機関の検証結果を受け、本県
は発生予防対策として飼養衛生管理基準の
遵守と強化、クラウドサービスを用いたFAX
一斉送信による情報提供と注意喚起。監視
対策では早期通報の徹底と緊急病性鑑定体
制の構築、死亡野鳥検査への協力。発生に
備えた対策では指針改正に迅速に対応した
防疫マニュアルの見直しと防疫演習等によ
る検証、家伝法と食鳥検査法が補完し合う
処理場対応の検討、地域連絡協議会の継続
開催による防疫対策の構築と強化、防疫マ
ップの整備と利用拡大等対策の充実・強化
を実施。今後、農場における遵守レベルの
高位平準化、学校や愛玩家きん飼養者への
本病の理解醸成や衛生対策の指導。大規模
農場発生時の円滑な防疫措置体制の整備に
向け、県・市町が一体となった協力体制の
確保や円滑な広域処分方法等を含めた地域
の枠を超えた全県的な防疫措置計画の策定
の対策を推進。

518.生鮮食品生産衛生管理システム認証養
鶏場への指導状況：和歌山県紀南家保 宮
本泰成、吉川克郎

本県では、HACCPを取り入れた生鮮食品生
産衛生管理システム認証制度（以下システ
ム）があり、平成25年度、管内養鶏場1戸が
認証取得。今回、システム導入前後での衛
生管理、生産性向上の有無及び従業員と消
費者対象の調査を行い、システム導入の効
果を検証。死廃率、産卵率共に差はなかっ
た。疾病発生はなし。農場及びGP施設内で
サルモネラ汚染なし。純利益はシステム導
入前と比較し増加。従業員意識調査では、8
0％がシステムをほとんど理解できていなか
った。消費者が、卵に求めるものと当農場
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での購入動機は一致。しかし、システムの
認知度は低かった。当所の防疫衛生指導と
農場のシステム運営により、衛生管理、生
産性向上。従業員意識調査から、理解度が
低く、研修を実施。消費者意識調査ではシ
ステムの認知度は低く、PR等が必要。今後
も、適切な指導を実施し、当農場の経営安
定の一助としたい。

519.農場HACCP認証への取組における家保の
役割：鳥取県西部家保 長千恵、中口真美
子

近年、食品の安全確保は国際共通課題。
日本でも平成23年に国際規格に基づいた農
場HACCP認証制度が開始され、管内の採卵鶏
農場でも平成25年から取組を開始。県内で
は3例目。家保も外部アドバイザーとして参
加していたが、農場が志気を維持できず推
進が困難になっていた。そこで農場HACCP取
組に対する意思を周知、再確認するために、
普及所と家保が協力しキックオフを開催。
指導のもと農場自身が開催に向けて動き、
改めて目標が明確化、意欲が向上。キック
オフは認証に当たり必須項目ではないが、
農場の意思確認のために重要な鍵を持つと
認識。小規模農場の場合、知識、時間、人
手等の不足により農場だけでHACCP認証に取
り組むのは困難。一番身近な専門機関であ
る家保の支援が不可欠。今後は文書作成支
援、農場側への知識の伝達などでHACCP推進
を援助。家保としてもHACCPの知識を持った
職員の増加や他農場での取組成果の共有な
ど、県全体での協力体制構築が必要。

520.広域的連携体制をとった高病原性鳥イ
ンフルエンザ発生時の鶏等焼却処理事例：
岡山県井笠家保 西川真琴、田中静香

平成27年1月、採卵鶏約20万羽を飼養する
大規模農場で高病原性鳥インフルエンザ（以
下、HPAI）が発生。国内発生例では過去2番
目の規模。ウインドレス鶏舎4棟及び高床鶏
舎4棟の鶏の殺処分に4日間要し、防疫措置
は疑似患畜確定から8日目で完了。汚染物品
の埋却予定地は地滑り防止区域のため鶏糞、
堆肥及び飼料は農場内封じ込めで対応。殺
処分された鶏は県下全市町村との防疫協定
に基づく広域的連携体制によって3市4施設
の焼却場を利用し、鶏卵は民間産廃処理場
１施設で焼却。密閉容器の一時保管場所の
確保に苦慮するも、約422ｔ（密閉容器21,6
08個）を8日間で処分。特に県南都市部の焼
却施設は能力が高く、焼却効率向上に寄与。
しかし、複数の焼却施設利用は作業人員の
確保及び輸送車管理が非常に困難。今後、
県内大規模養鶏場（10万羽以上）のHPAI防
疫計画策定において、効率的かつ迅速な処
分方法について、市町村を含めた協議が必
須。

521.高病原性鳥インフルエンザ発生に係る
移動規制・検診対応：岡山県高梁家保 萱
原佳美、岡田ひろみ

平成27年１月15日、笠岡市における高病
原性鳥インフルエンザ発生を受け当家畜保
健衛生所は、簡易検査陽性から移動制限解
除までの31日間、周辺農場対応として移動
規制及び検診業務を実施。業務内容は①消
毒ポイント（9か所）の設置及び畜産関係車
両等の消毒②制限区域内21農場（移動制限
区域６農場、搬出制限区域15農場）及びGP
センター（移動制限区域3施設）について家
きん卵、家きん等の移動制限及び監視③移
動制限区域内農場における発生状況及び清
浄性確認検査に係る採材。これらの業務を
遂行する中で、多数の課題が浮上。この課
題の改善策を岡山県高病原性鳥インフルエ
ンザ対策マニュアル（平成27年10月改訂）
に反映。今後の防疫活動の一助とすべく、
移動規制及び検診業務の実施概要と改善策
を報告。

522.高病原性鳥インフルエンザ発生におけ
る疫学関連追跡班の対応：岡山県岡山家保
黒岩恵、松長清美

平成27年1月15日に県内で高病原性鳥イン
フルエンザが発生。岡山家保内に疫学追跡
班を設置し、①疫学関連家きんの特定及び
農場の立入検査②疫学関連農場の例外適用
申請関連業務③国疫学調査チームとの調査
を行った。発生農場からの疫学情報をもと
に、飼料会社等に追跡調査を実施。国との
協議の結果、県内で5農場が疫学関連農場と
して特定され、農場内の家きん等の移動を
禁止。該当農場の立入検査を実施し、臨床
検査・簡易検査は陰性。その後も疫学情報
の調査、例外適用申請等にかかる立入検査、
簡易検査等を実施。14日経過後の抗体検査
結果は全て陰性となり移動制限を解除。今
回の問題点として疫学関連農場の調査と発
生農場での疫学調査を同一家保で実施する
ため交差汚染が危惧。このため、調査チー
ムは発生地管轄家保へ変更し、疫学関連農
場の特定や対応については国との協議が必
要となることから、今後迅速で的確な対応
がとれるようマニュアルの改正に反映した。

523.食鳥検査成績から見た衛生管理対策の
検討：広島県東部家保 松本早織、小畑恭
子

肉用鶏農場1戸（A農場）で死亡羽数増加
の報告が年間を通じて多いため、系列の他
の5農場を含め、過去の病性鑑定成績の集約、
死亡鶏報告の集約、疫学調査、食鳥検査成
績を分析し、今後の衛生管理対策を検討。A
農場は年間を通じて死亡率が高く、大腸菌
症や暑熱被害が多い。A農場の食鳥検査成績
は、無窓鶏舎（A無窓）において大腸菌症と
炎症による全部廃棄率（全廃）が年間を通
じて高値。数年前に改築した開放鶏舎（A開
放）の全廃は低値。これらのことから、A無
窓の施設の老朽化により飼育環境が悪化し
死亡率が上昇、飼育期間中の大腸菌症など
潜在的マイナス要因を持つ鶏の出荷によっ
てA農場全体の食鳥検査成績が悪化したと推
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察。今後、各農場の現状に合った飼養環境
の改善が必要。また、食鳥検査成績は農場
の衛生状況を把握する上で有用な情報であ
り、関係機関との連携が重要。

524.家畜伝染病予防法第52条に基づく徴求
報告の現状と報告データ解析の試み：徳島
県徳島家保 瀧田裕子

各養鶏農場は、家畜伝染病予防法第52条
に基づき、飼養羽数と健康状態や飼養衛生
管理の異常等、死亡羽数と通常死亡率との
比較変動および死亡日齢や死亡鶏舎等の偏
りの有無、鳥インフルエンザの可能性を否
定できないような状況の有無･態様につい
て、家畜保健衛生所へ徴求報告(52条報告)
することとなっている。52条報告の現状を
考察するとともに、報告データの解析を試
みた。解析の対象は、報告形式が統一され、
出荷羽数情報の確認可能な1社傘下の管内全
5肉用鶏農場、H24年10月からH27年9月まで
の入雛群。対象農場の出荷羽数/入雛羽数比
については、複数の農場間で有意差が認め
られ、農場飼養規模との強い正の相関関係
が示された。農場の異常を正しく判断･把握
するためには、通常時の情報が不可欠。52
条報告は農場通常時の死亡実態把握の一助
となり、有効な情報源になりうると考えら
れる。

525.県内最大規模養鶏場における防疫計画
（殺処分作業）の具体的検討：香川県西部
家保 梶野昌伯、笹田布佐子

県では高病原性鳥インフルエンザ防疫計
画書を農場ごとに作成済。しかし、農場全
体の総合的なもので、個別の鶏舎作業は未
設定。今回、県内最大規模養鶏場で、鶏舎
構造を考慮した具体的な作業マニュアルを
作成。場内の鶏舎構造は大きく3タイプ。ま
た、鶏捕獲等が最も困難な直立6段鶏舎で鶏
捕獲演習を実施し、移動足場の使い勝手・
捕獲時間等を確認。1～2段は足場等不要、3
～4段は家保備蓄脚立、5～6段は2種類の移
動足場の使用で、捕獲時間が一定で作業可
能。殺処分動線は2種類。防疫資材等の数量
や搬入・搬出口を鶏舎毎に確認。以上の確
認事項をまとめ、一目で分かる作業マニュ
アルを作成。また、県の動員計画から鶏舎
毎のタイムスケジュールを作成、最短約3日
で全飼養羽数62万羽を殺処分可能。今回作
成の鶏舎別作業マニュアルをもとに効率的
かつ早急な殺処分作業が可能。

526.鳥インフルエンザに備えた実践的防疫
対応の取組み：香川県西部家保 上原力、
笹田布佐子

鳥インフルエンザ発生に備え毎年防疫演
習を実施。今回、①県対策本部総括班、家
畜防疫対策班から関係各課への連絡調整、
要員調整を主とした図上訓練、②土木事務
所と市町が設置と作業を行う消毒ポイント
設置訓練、③防疫従事者の健康調査訓練に
続き防疫作業を行う発生農場訓練など実践

的な一連の対応を実施。図上訓練は家保の
異常家きん報告から対策本部の防疫措置開
始指示まで。要員調整は14、22、6時で要請。
14時に偏り。消毒ポイントは実際の予定地4
か所、4土木事務所が実施。健康調査・発生
農場訓練は83名参加。集合は一次集合場所
から二次集合場所へ移動と直接二次集合場
所の２パターンで実施。大人数のため一部
訓練に時間かかる。また、防疫マップシス
テム登録消毒ポイント43か所を市町担当者
と現地確認。12か所がスペースや建物等建
設などで不適、5か所は一部変更で対応。マ
ップシステム等修正更新中。今後も防疫演
習を実施、消毒ポイントも定期的に確認し
更新。

527.肉用鶏農場における要指示医薬品適正
使用の推進 ～農場及び獣医師等の指導～
：香川県西部家保 大西美弥、上原力

畜産物生産農場での動物用抗菌性物質製
剤（要指示医薬品）の使用は、近年、特に
ヒトへの影響を重視し使用規制は強化。慎
重かつ適正な使用が必要。今回、県内肉用
鶏農場の約8割を所有する企業と獣医師およ
び動物用医薬品店舗販売業者に対する重点
指導を実施。農場での問題点は、関係法令
の知識不十分、指示書内容と異なる使用実
態、使用記録無く伝票類保管不十分。本社
に対し、関係法令の確認、抗菌性物質製剤
の安易な使用中止、使用記録記載と保管、
従業員教育等を指導。獣医師等には、関係
法令の確認、指示書記載内容の個別指導を
実施。農場に対する使用基準遵守教示とそ
の確認、指示書への対象ロット明記（農場
名、え付け日）、数量の再考等を指導。ま
た、導入前ロットへの指示書発行等の是正
を指導。しかし、え付け日ロット単位での
販売は、納品回数増加し負担増大。今後も
農場、獣医師等への指導継続が必要。

528.九州初！大規模採卵鶏農場のHACCP認証
への取り組み：福岡県北部家保 清島綾子、
近藤浩之

管内の大規模養鶏農場が農場HACCP認証取
得に至るまでの取り組みを報告。当該農場
は、ウインドウレス鶏舎8棟に約24万羽を飼
養する採卵鶏農場で、GPセンターを併設。
平成24年12月より農場HACCP認証を目指し、
翌年3月28日に農場HACCP推進農場に指定。
引き続き月1回の推進会議を行い、家保は従
業員教育訓練、家畜衛生指導を担当。平成2
7年8月13日、農場HACCP認証申請書等を中央
畜産会に提出。8月19日、家保は外部審査員
として模擬審査を実施。認証基準に沿って
文書、記録を確認し、実際の審査を想定し
た問答を実施。10月2日の実地審査を経て、
11月13日、九州で初となる採卵鶏農場での
農場HACCP認証を取得。GPセンター、飼料会
社と併せて、一貫した衛生管理を実現。認
証取得後も運用・検証・改善が必須で、今
後も、家保はHACCPメンバーとして係わる。
他農場にも、各農場の実情を踏まえながら、
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HACCP手法を取り入れた衛生管理を推進して
いく。

529.本県初の高病原性鳥インフルエンザ（H
5N8亜型）の発生と防疫対応：佐賀県西部家
保 松尾研太、葛見敏男

2015年1月に本県初の高病原性鳥インフル
エンザが発生。1月17日、44,700羽飼養の肉
用鶏農場で、鳥インフルエンザ簡易検査陽
性確認後、県および現地対策本部を設置。
遺伝子検査でH5亜型鳥インフルエンザウイ
ルス遺伝子陽性、翌18日2時52分に疑似患畜
と決定。関連農場と並行してと殺を開始し、
18日23時までに71,790羽全てのと殺が完了。
と殺鶏および汚染物品の埋却処理は20日21
時までに終了し、防疫措置を完了。今回、
現地対策本部各班の運営や情報の伝達･共有
がマニュアル通りに機能しなかったため、
①現地防疫対策本部の体制見直しと人員の
増強②情報を伝達・共有するための体制及
びルールの整備についてマニュアルを改訂。
防疫措置では、事前に想定していなかった
様々な問題が生じたため、県関係機関や市
町などとも連携を図りながら、防疫演習の
開催や農場ごとに鶏の処分方法や処分鶏等
の搬送ルートを定めた防疫計画の策定など、
防疫対応の更なる強化を図っている。

530.関係機関との連携による鳥インフルエ
ンザ発生に備えた埋却候補地調査：佐賀県
中部家保 大野奈生

本年1月、本県での鳥インフルエンザ発生
の際、埋却候補地試掘時の湧水、埋却地に
至る道幅狭小により殺処分鶏等の運搬に時
間を要したことなど埋却候補地の課題が明
白化。埋却候補地を精査するため、各地区
の建設業協会及び県関係機関と調査チーム
を編成。候補地の立地条件、埋却作業に必
要な重機及び車両の大きさ、進入路の状況
などについて管内の鶏飼養農家12戸13農場
を対象に調査を実施。調査の結果、低平地
の水田地帯４農場で湧水の可能性を指摘。
山間部での進入路狭窄による重機自走の必
用性及び落石危険の指摘。農業用水パイプ
等の埋設物の保護、高圧送電線鉄塔近辺作
業時の電力会社との事前協議の必要性など
が判明。家保及び各関係機関がチームを組
んで、埋却候補地を事前に調査しておくこ
とは、鳥インフルエンザ発生の際、防疫措
置を迅速に進めるうえで極めて重要。今後、
未調査の鶏飼養農家を含め、牛及び豚飼養
農家についても、継続して同様な調査を進
めていく必要がある。

531.高病原性鳥インフルエンザの隣県発生
への対応と課題：長崎県県北家保 重國由
起子、平井良夫

平成27年1月18日、佐賀県で高病原性鳥イ
ンフルエンザが発生し、管内一部を移動ま
たは搬出制限区域に設定。県境を含む管内3
箇所に消毒ポイントを設置し、疑似患畜確
定直後から制限解除まで24時間体制で畜産

関係車両を消毒。搬出制限区域内の養鶏場3
戸、小規模愛玩鶏3戸については、毎日の報
告徴求により飼養家きんの異状の有無を確
認、うち養鶏場3戸には1月18日に緊急立入
し農場消毒を実施。管内養鶏場17戸に対し
緊急電話聞取による異状確認、家伝法第9条
に基づく消毒命令、Faxや文書による情報提
供・注意喚起等を実施。また、採卵鶏1戸、
肉用鶏2戸について出荷に係る例外協議等の
対応を実施。対策のなかで、「隣県発生や
夜間休日の連絡体制が不十分」、「冬季夜間
を想定した資材が不足」、「資材配備体制が
不十分」、「消毒ポイントの設置・運営に係
る候補地調査、作業者訓練等の事前準備が
不十分」等の問題点が浮上。防疫マニュア
ルの連絡体系図や資材リスト等の追加・修
正、消毒ポイント設置に係るリスト等の整
備、防疫演習等を実施し、防疫体制の強化
を図っている。

532.高病原性鳥インフルエンザ発生に備え
た初動防疫体制強化の取組と課題：熊本県
中央家保 村田典久、徳永妙子

高病原性鳥インフルエンザ（HPAI）発生
時初動防疫の移動･搬出制限区域（制限区域）
地名抽出及び備蓄防疫資材の搬出方法検討。
当県の制限区域告示は原則小字を表示単位。
今回、個別版水土里情報GIS活用し管内47養
鶏農場の制限区域小字名抽出し事前に告示
文原案作成。抽出時間短縮したが小字名デ
ータ不在地域存在と告示文作成作業は長時
間を要す事が判明。管内地域振興局職員対
象に5千羽規模の防疫資材搬出実施。人員及
び搬出車積載量の不足判明。伝染病発生時
初動防疫体制強化の取組で新課題が明確化。
制限区域の地名抽出法は、初動防疫対応の
根幹となり、迅速かつ正確な設定が求めら
れるため、道路等の境界を用いるなど柔軟
な設定法検討も必要。備蓄防疫資材搬出は、
伝染病発生時に家保以外職員も対応のため、
搬出資材を誰もが判別できるよう整理方法
を防疫資材毎から発生規模毎の整理方法に
変更予定。HPAI等伝染病発生に備え初動防
疫体制を検証し防疫体制構築の一助とした
い。

533.鶏の出荷作業状況調査を活用した捕鳥
体制の検討：大分県豊後大野家保 芦刈美
穂

高病原性鳥ｲﾝﾌﾙｴﾝｻﾞ発生時の初動防疫作
業の中で殺処分終了までの時間を大きく左
右する捕鳥作業について、採卵鶏のA（3段ｹ
ｰｼﾞ52,000羽、平飼い5,000羽）、B（ｳｲﾝﾄﾞﾚ
ｽ7段ｹｰｼﾞ125,000羽）、C（ｳｲﾝﾄﾞﾚｽ9段ｹｰｼﾞ1
00,000羽）、D（ｳｲﾝﾄﾞﾚｽ9段ｹｰｼﾞ180,000羽）、
肉用鶏E（平飼い180,000羽）に対し出荷羽
数、出荷に要する時間、捕鳥者数、出荷前
の準備作業、捕鳥時間短縮のための工夫の5
項目について聞き取り及び立ち会い調査を
実施。農場作業者1人1時間あたりの捕鳥羽
数を算出し、農場情報を参考に捕鳥体制を
検討。調査結果から防疫作業従事者は採卵
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鶏で農場作業者の2.5倍、肉用鶏では4倍時
間が必要。防疫作業従事者1人1時間あたり
捕鳥羽数は採卵鶏A3段ｹｰｼﾞ160羽、平飼い48
0羽、B56羽、C64羽、D67羽、肉用鶏Ｅ100羽。
この羽数で飼養羽数を除し、さらに1日の実
作業時間18時間で除し3交代制であるため3
倍することで、24時間以内の殺処分終了に
必要な捕鳥者数を算出。農場ごとの出荷作
業の情報を基に、より効率的な捕鳥体制の
立案ができた。

534.安心安全な鶏卵のシンガポール輸出に
向けた取組み：大分県豊後大野家保 下田
洋子

シンガポールへの殻付き鶏卵輸出には、
特にサルモネラ・エンテリティディス(SE)
について検査し、清浄であることが確認さ
れることが条件。輸出条件を満たすために
採卵鶏A社農場に対して、『鶏卵のサルモネ
ラ総合対策指針』に基づく衛生状況の確認
と全ての鶏群を対象としたSE検査を年4回実
施。平成27年1月から3月の申請までに計118
検体を採材。内訳は、導入直後の育雛舎43
検体(ひな輸送箱の敷料、1週間の死亡ひな)、
2～4週齢の育雛舎6検体(床敷料、塵埃、検
査当日の死亡ひな)、育成舎8検体(床敷料、
塵埃)、成鶏舎60検体(床敷料、塵埃、ネス
ト床面)、飲料水1検体及び飼料。全てSE陰
性を確認。また、SEが分離された場合に備
えた「SE陽性の場合の危機管理マニュアル」
を作成。シンガポール農食品・獣医局(AVA)
から、8月5日に輸出許可。8月20日に第1回
目の輸出。第2回目の輸出に向けて検査を継
続し、申請後から9月現在までに、計152検
体を採材・検査。清浄な状態を維持してい
ることを確認。

535.管内で発生した高病原性鳥インフルエ
ンザの防疫対応：宮崎県延岡家保 重永あ
ゆみ

平成26年12月15日、1鶏舎約4,000羽飼養
の管内肉用種鶏場で高病原性鳥インフルエ
ンザ（HPAI）疑い例を確認。宮崎家保でのP
CR検査陽性の結果を受け、16日午前2時20分
HPAI疑似患畜確定と同時に防疫措置を開始。
処分鶏および汚染物品は全て隣接地に埋却
し、同日19時半に全ての防疫作業を終了。H
PAI発生時の防疫対応は国の防疫指針及び県
の防疫マニュアルに基づき実施。今事例で
も、24時間以内の殺処分及び発生状況確認
検査、72時間以内の埋却等、防疫指針に則
って終了。しかし後日開催された関係機関
による会議では、深夜作業への対応や人員
の適正配置に関することの他、初動防疫指
揮に即時対応可能な獣医及び畜産の県職員
が他地域に比べ少ない等の地域的要因や、
狭隘な山中に位置した発生農場の地理的条
件等に起因する問題も提起。これらのうち
全体的な課題は県の防疫マニュアルへ反映
予定。一方、地域特有の問題点に対しては、
現状に即した地域マニュアルの整備や地域

密着型防疫演習等の開催により地域防疫体
制強化を図っていくことが重要。

536.高病原性鳥インフルエンザ発生時の防
疫対応の検証：宮崎県宮崎家保 白井葵

2014年の県内2農場での高病原性鳥インフ
ルエンザ発生時に防疫対応した従事者を対
象にアンケート調査を実施。その結果、3つ
の問題点が挙がり、それぞれの改善案を検
討。１つ目は班内での情報共有の問題。発
生現地でリーダーの作業量が多く、作業に
支障が生じた。このためサブリーダーや連
絡補助員を新たに追加し、班内での情報共
有と指揮系統を円滑にすることが重要。2つ
目は班同士・部署間での情報共有の問題。
県対策本部と現地対策本部との間で情報が
錯綜し、資材や動員者等に影響。各担当窓
口・詳細な作業内容をより明確化し、連絡
体制をマニュアル通り厳守するように再度
徹底することが必要。3つ目は交代要員の不
足の問題。防疫リーダー等は長時間連続作
業しており、安全管理上に関わる問題につ
ながる。現在の体制では発生農場管轄の県
出先機関が中心になり防疫サポート業務を
行うため、人員が不足。家保を含め県内す
べての県出先機関で支援できるような体制
を整備し、交代要員を確保することが必要。
今回の改善案は、今年改正する県防疫マニ
ュアルに反映する予定。

537.県内における高病原性鳥インフルエン
ザ発生時の疫学調査：宮崎県都城家保 阿
南華奈子、渡邊拓一郎

高病原性鳥インフルエンザの発生時の疫
学調査での課題について検討。車両運行記
録から疫学関連家きん飼養農場候補として、
死亡鳥回収・飼料運搬・ガス充填関係54農
場を抽出し、現地調査を実施。死亡鳥回収
は回収場所、車両消毒、簡易検査の結果か
ら2農場、飼料運搬及びガス充填は車両の進
入状況から各2農場、計6農場を疫学関連家
きん飼養農場と判断し移動制限を実施。た
だし、死亡鳥回収では、対象外とした発生
農場回収後の場外回収農場については、毎
日の死鳥数徴求を実施。本事例より疫学調
査において、特に死亡鳥回収車両は巡回し
て回収を行うため高リスクであり、慎重に
調査を進める必要あり。疫学関連家きん飼
養農場の判断には、聞き取り、現地調査と
検討に時間を要することから、事前に想定
される事例について判断基準の検討・共有
により迅速・正確な疫学調査が実施可能。
また養鶏農家に対しては疫学調査の詳細を
説明し、各農家が農場に存在するリスクを
検討し対策を行うことで、まん延防止を期
待。

538.平成26年度に管内野鳥等で発生した高
病原性鳥インフルエンザに係る防疫対応：
鹿児島県北薩家保 吉田由美子、牧内浩幸

出水市にある日本有数の渡り鳥の飛来地
において、平成26年11月から約3か月間、野
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鳥等計8検体から高病原性鳥インフルエンザ
（HPAI）ウイルスを検出。周辺は養鶏密集
地域でもあることから、ツル回収地点を中
心とした半径10km圏内141農場についての電
話聞き取り調査、101農場への立入検査、机
上演習の開催、141農場への消石灰の配布等
の防疫対応を実施。出水市は野鳥保護区出
入口に車両消毒ポイントを設置。鹿児島大
学、県と連携し、巡回監視活動等を強化。
養鶏団体等は、独自の防疫マニュアルを策
定しており、飼養衛生管理基準の遵守及び
農場内の消毒を徹底。防疫対応等の結果､養
鶏農場でのHPAI発生を未然に防止。鶏舎内
へのウイルスの侵入を防ぐためには､飼養衛
生管理基準の遵守、農家の高い衛生意識及
び危機感の継続が重要。その維持には官民
一体の防疫対応が必要。今後も関係者一丸
となって防疫対応に邁進したい。

539.山口県の高病原性鳥インフルエンザ発
生に伴う汚染物品（種卵）の防疫対応：鹿
児島県姶良家保 栗巣孔士、田中葉子

平成26年12月、山口県の肉用種鶏場で高
病原性鳥インフルエンザの発生が確認され
た。当該農場から、管内ふ卵場に「高病原
性鳥インフルエンザ及び低病原性鳥インフ
ルエンザに関する特定家畜伝染病防疫指針」
に基づく汚染物品に該当する種卵が搬入さ
れ、地域振興局、市町、ふ卵場の協力のも
と埋却処理などの防疫対応を行った。ふ卵
場での卵のみの処理を県の防疫対策マニュ
アルで想定していなかったため、作業手順、
必要資材、必要人員の確認等に時間を要し、
発生農場での防疫作業の際に実施する作業
前後の健康調査や厳格なPPE（個人用防護具）
については実施されなかった。これら課題
の改善のため、今回の事例をもとに、管内
ふ卵場毎の汚染物品処理方法を検討してお
くことや、汚染物品のみの処理も想定した
より実務的な県のマニュアルを早急に作成
していく必要があると思われた。

540.H27年度鹿児島県高病原性鳥インフルエン
ザ実務実践型防疫演習の概要と検証：鹿児島
県姶良家保 田中葉子、牧内浩幸

高病原性鳥インフルエンザ発生に備えた
実務実践型演習を実施。防疫措置従事者と
して地域振興局職員、市職員、自衛隊員合
計46名参加。実務者の動員要請から集合基
地までの移動。集合基地で保健所職員等に
よる健康調査、防疫作業説明に家保で作成
したDVD・小冊子活用。実務者は手配したバ
スで仮設基地に移動。仮設基地での防護服
着脱訓練。生鶏を用いた農場防疫作業、清
掃消毒作業実施。演習終了後のアンケート
結果より生鶏を用いた農場作業など発生時
に近い演習内容に対し高評価。さらに実務
者対象のアンケート結果では有事の際の不
安材料解消になったと89％が回答。また、
食肉衛生検査所職員対象の採血研修、炭酸
ガスを用いた殺処分時間等の検証を実施。
今後は地域でより発生時に近い演習の実施、

作成したDVDを研修会等で活用を図り、有事
の際、早期に防疫措置作業を終了させるた
めの一助としたい。

Ⅲ－７ 畜産技術

541.高病原性鳥インフルエンザ発生時の防
疫作業に利用する「鶏用防疫バッグ」の検
討：京都府中丹家保 黒田鼓、種子田功

昨年度、口蹄疫等発生時の大型殺処分家
畜輸送のために産学公で開発した防疫バッ
グの鶏への応用について有用性を確認。今
回、様々な焼却施設に対応可能な「鶏用防
疫バッグ」について検討。事前調査で防疫
作業工程等を勘案し、アルミ内袋及び保護
カバーのサイズ等を決定。農場防疫演習で
作業性及び機能性等について検証。結果、
殺処分から輸送車両積込まで、鶏用防疫バ
ッグ利用による一貫した作業により、羽毛
飛散は最小限で積込作業の労力が軽減。96
時間保管後、ガス発生による膨張を認めた
が、ガス抜弁が有効に機能。ウイルス漏出
も認めず防疫作業における有用性を確認。
一方、アルミ内袋の密閉作業の簡易性・正
確性・迅速性の向上が課題。熱シール方法
の変更と、熱により変色する示温材の利用
を検討し改善方法を考案。鶏用防疫バッグ
はニーズに応じた形状で供給可能であり、今
後、低コスト化等の課題を解決することで、
より実用的で優れた防疫用資材になると考え
る。

542.鶏卵の遊離アミノ酸の抽出方法の検討
：大阪府大阪府家保 神原正

昨年度本発表会で、「大阪産（もん）」と
しての府内統一ブランド「大阪の地玉子」
の確立を目指し、府内養鶏場の鶏卵につい
てうまみ成分である遊離アミノ酸のアスパ
ラギン酸（Asp）とグルタミン酸（Glu）を
測定し結果を報告。結果は文献値よりも高
い傾向を示したが、抽出方法が異なるため、
文献記載の方法との比較検討を行った。材
料は市販卵5個の卵黄を用い、抽出は昨年度
実施したトリクロル酢酸法（TCA法）の他、
緩衝液抽出法、水抽出法、ピクリン酸法、
およびスルホサリチル酸法（SSA法）を実施。
測定結果はTCA法とSSA法で高く、水抽出法
とピクリン酸法は低値。緩衝液抽出法は手
技的に実施不可能。抽出法の違いにより測
定値に差があり、最も高かったのはTCA法。
SSA法は、抽出の簡便さ、測定値ともTCA法
と同等であったが、不純物の影響が認めら
れ、TCA法との比較検討は困難。今後の測定
もTCA法で実施。TCA法では市販卵と比較し
て大阪の卵は、Gluが若干高い傾向。
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Ⅲ－８ その他

543.高病原性鳥インフルエンザ発生に備えた埋却
候補地の実践的試掘：青森県むつ家保 鈴木慈
生、平泉美栄子

管内の肉用鶏・種鶏農場（農場）はすべ
て同一企業の系列。1農場の最大羽数は15,0
00羽。全10農場共通の埋却候補地（候補地）
が実際に利用可能か、防疫演習で試掘し、
内容を関係者と検討。候補地を刈り払い後、
埋却溝を深さ4、3、2mの階段状に掘削。地
層は3層構造で、深さ4m付近で地下水が漏出。
埋却作業を深さ3mで行うよう確認。天井が
低い鶏舎内での汚染物品詰込みの際、作業
安全性及び効率を考慮して、フレコンバッ
グ（バッグ）1袋につき重量500kg、高さ0.6
m程度とし、仮埋却物として同量の土砂を詰
めたバッグを埋却溝の深さ3m地点に投入。
二段重ねで覆土は1.8m。埋却地として利用
可能と判断。汚染物品の総重量から掘削面
積を算出。埋却溝設計図面を作製、必要資
材を試算、試掘担当業者に問題点を確認、
埋却地全景図面を作製。結果、作業の流れ
が明確化、生産者及び関係機関が防疫への
理解醸成、本取組の重要性を認識。

544.飼養衛生管理基準巡回指導を活用した
全養鶏場防疫措置データベースの構築：岩
手県県北家保 金子和華子、齋藤清美

HPAI発生時の迅速な防疫計画策定のため、
管内全養鶏場284戸の防疫情報を整備。H24
年度は既存情報と埋却地情報の整理、H25～
H27年度は、飼養衛生管理基準巡回時及び系
列会社との情報交換で、計16項目(鶏舎情報、
疫学情報等)を確認。農場台帳、図面等に整
理し防疫措置情報データベース(DB)として
構築。全戸の防疫措置を類型化(殺処分方法
：6形式、埋却地：3形式、鶏糞処理5形式)。
結果、DBに基づく対面確認指導と情報交換
により埋却候補地の再選定が進み、自己所
有地、借地及び社有地等の割合が向上(Ｈ24
年11月70%→Ｈ27年10月95%)。課題として、
埋却地26%(遠方、面積不足等)、2階建鶏舎1
1%、給水不足11%等を、疫学情報として、管
理者同一23%、重機共用41～63%、死鳥置場
共用57%等を把握。今後は、課題への対応、
埋却地の現地確認等による情報更新と拡充、
未確認項目の補足、系列会社との定期的情
報交換の継続等により、DBの精度向上に努
める。

545.HPAI定点モニタリング農場周辺での野
鳥センサス（中間報告）：茨城県県西家保
福井祐子、森田幹夫

HPAI発生リスクの推定及び養鶏農家に対
する衛生指導の一助とするため、通常の定
点モニタリング検査にあわせ、管内の一採
卵鶏農場周辺の野鳥センサスを実施。平成2
7年4月から同年11月末までの月3回、合計24
回調査。野鳥種の識別及び羽数を確認、さ
らに環境省のリスク種分類をもとに「リス

ク値」を算出。その結果、13目30科64種の
野鳥を確認。うちリスク種は6目6科23種で
全種の35.9％。出現回数及び羽数ともにス
ズメが最多で、防鳥ネット設置はスズメを
基準に指導する必要性を再確認。冬期に向
かい種類と羽数が増加。群れ形成や、採餌
しやすい水田や湖沼に野鳥が集中し、観察
が容易になったことも増加の要因と考えら
れる。「リスク値」は10月から急上昇。HPA
I発生のリスクを数値化でき、農家指導に有
用な指標と考えられる。今後もデータ蓄積
と情報発信を検討。

546.具体的方法の指摘による野生動物侵入
対策指導：新潟県中央家保 和食雄一、太
田洋一

他県における養鶏場でのHPAI発生事例で
は、伝播経路として野生動物の関与を指摘。
一方、管内の家畜伝染病予防法第52条によ
る死亡羽数の報告では、過去4年間で野生動
物による被害が84件発生し、1,633羽が死亡。
侵入被害の実態調査では、平飼い農場で野
生食肉目やネズミによる補食、ケージ飼い
農場でネズミによる機械設備の損壊等。そ
の他、野鳥侵入被害の認識が欠如し、対策
意欲が希薄な農場も一部認められた。4農場
での侵入経路の調査では、鶏舎金網の破損、
屋根と壁面との間に生じた隙間や金網また
は防鳥ネットの剥がれを指摘。対策として、
金網や防鳥ネットの交換、木材等による隙
間の閉鎖を指導するとともに、修繕に協力。
1農場では電気柵も設置。ネズミ対策では、
巣が作られる空間の低減に加え、殺鼠剤の
有効な設置方法も指導。結果、農場の対策
意識が向上、現時点で野生食肉目と野鳥の
侵入は認められず。一方、ネズミに関して
は対策の継続が必要。

547.上伊那地域における家畜防疫強化への
取組：長野県伊那家保 杉本和也

本県では2013年度までの3年間、文科省事
業を導入し、鳥インフルエンザ対策を推進。
上伊那地域では、2013年度から農場、机上、
屋外実技の総合型家畜防疫演習を3年連続で
実施。当所は演習を通じ、関係者に対し防
疫意識を啓発。2015年2月、農協が研修会を
開催、同年8月には伊那市が研修会を開催。
同年10月、伊那市及び農協と協力し管内最
大規模の採卵養鶏農場を発生想定として防
疫演習を実施。演習にあたり、①当所は文
科省事業で導入した電子機器を活用、②想
定農場は埋却候補地の再検証、③伊那市は
焼却埋却の検討協力、④農協は大型車両の
発泡消毒実演協力、⑤建設業協会は埋却溝
掘削の検討協力、⑥獣医師会は協定協力獣
医師の出席など、関係機関が積極的に演習
に参画。さらに当所では、①国主催の防疫
演習に参画、②国の備蓄資材視察研修を企
画、③2016年2月に家きん衛生の研修会を開
催など、鳥インフルエンザ対策を中心に地
域の家畜防疫強化の取組を継続中。
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548.小規模家きん農場への衛生対策の取組
：長野県伊那家保 安藤順一

2015年10月、チャボを約30羽飼育する農
場から異常の通報。病性鑑定により鶏痘と
診断。抗体検査ではMycoplasma gallisepti
cumおよび M. synoviaeが５羽中２羽陽性。
当該農場は自家用飼育で衛生指導を受けた
ことがなく、清掃、換気、消毒などの飼育
管理の不備も認めた。また、当所の家きん
台帳に未登載で今回新たに探知した農場だ
った。小規模家きん農場については、基本
的な衛生管理と関係法令・制度の周知が重
要と改めて認識。本例を受け、①当該農場
への飼養衛生管理基準の説明と鶏舎の清掃、
洗浄、消毒を支援。特に小型電動式噴霧器
による発泡消毒を実演、②県内先行例を参
考にし、小規模農場へ衛生サービス構築を
検討、③小規模農場への啓発と情報収集の
ため、市町村、農協、ペットショップに対
し、広報と報告様式を臨時に発出。高病原
性鳥インフルエンザ対応強化のためにも、
小規模家きん農場の衛生対策の取組は関係
機関を挙げた対応が必要と考察。

549.信州黄金シャモ新規飼養農家への支援
～就農から販売までの道のり～：長野県佐
久家保 高橋陽子

平成27年度、新たに「信州黄金シャモ」
の飼育を始めた農家への支援を実施。平成2
6年10月、県に新規飼育の相談があり、家保、
地事、農改による地域ワーキングチーム(WT)
で「飼養管理マニュアル」、HPAI対策を含
めた飼養衛生管理を指導。自作による鶏舎
の完成後、WTが作業動線や消毒方法を指導。
6月に｢信州黄金シャモ｣の飼育者として県か
ら認定され、7月に50羽、8月に100羽のヒナ
を導入。家保は導入直後と1ヵ月後のサルモ
ネラ検査と衛生管理指導を実施。また、導
入直後にヒナの圧死が発生したため、対策
を指導。WTでは出荷や食鳥処理、販売に係
る相談に対応。11月、飼育者は食肉販売施
設を整備するとともに、加工品の商品開発
を行い、宿泊施設での提供に至るなど、販
路開拓を推進。今回の支援を通じ、①圧死
対策等の基本的飼養管理技術の指導、②魅
力ある商品の開発、③販売先の確保など、
普及における課題が浮き彫りとなった。

550.効率的な防護服着脱の検討：静岡県中
部家保 貞弘真行、柴田正志

鳥インフルエンザが発生した場合、殺処
分係等（係員）の防護服着脱を効率的に行
う必要があり、その方法について検討。着
脱は以下の形式を各1組20名に対し実施。着
衣は、係員にマニュアルを配布する形式（A
形式）、係員に現地支援係（支援係）が着
衣方法を指示する形式（B形式）。脱衣は、
支援係1人を脱衣の1工程専属とし、係員が
各工程を通過しながら脱衣する形式（C形
式）、係員に支援係が脱衣方法を指示する
形式（D形式）。結果、A形式は1組平均約18.
5分、全員着衣完了に約21分。B形式は1組平

均約14.5分、同約19分。C形式は１組平均約
7.5分（待ち時間除く）、全員脱衣完了に約
27分。D形式は、1組平均約9.5分、同約11分。
結果、着衣は、全体的にB形式の方が早く、
効率的。脱衣は、1組平均所要時間はC形式
の方がD形式より短いが、係員全員の脱衣完
了時間はC形式がD形式の2倍以上。脱衣方法
は、さらに改良を検討。

551.養鶏場を利用した防疫演習だから見え
るもの：静岡県西部家保 鈴木拓人、手塚
喜代美

当所では、毎年農場に見立てた場所で作
業従事者向け防疫演習を実施。今回、県内
で初めて鶏を飼養している養鶏場Ⅰ（2段ケ
ージ）および養鶏場Ⅱ（多段ケージ）で防
疫演習を実施し、防疫作業の問題点等を確
認。養鶏場Ⅰでは家畜防疫員以外の職員を
対象に、公民館を使用した健康調査、農場
敷地内防疫拠点での防護服着脱、捕鳥及び
運搬訓練、鶏糞運搬、鶏舎内消毒を実施。
養鶏場Ⅱでは家畜防疫員を対象に、作業台
の有無による捕鳥作業を実施。養鶏場Ⅰで
は、鶏に不慣れな作業従事者が捕鳥作業体
験により捕鳥速度が向上。養鶏場Ⅱでは、
家畜防疫員が多段式ケージ作業を体験、養
鶏場の常時使用機材の利便性を確認。防疫
演習は、実際の養鶏場を利用し、作業をし
なければ見えないことが多い。今後は、養
鶏場ごとの所有機材の把握などシミュレー
ションの精度を上げていく。

552.視覚に訴えるチャート式防疫マニュア
ル検討:静岡県西部家保 西原由希子、手塚
喜代美

鳥インフルエンザ発生、迅速な防疫措置
を実施する為、動員者に短時間且つ明確に
作業内容を伝え実行させる事が必須。そこ
で、作業分解構成図とガントチャートを用
いた視覚に訴えるマニュアルについて検討。
まず、異常鶏発生通報時の家保業務マニュ
アル(家M)作成。続いて、現行県班別マニュ
アル（班M）の各班名を縦軸、作業時間を横
軸としチャート化した結果、各班の活動時
間認識、連携模索に有効。更に、班Mの作業
を班の下層に配置した結果、不適当な項目
（具体的手順、留意事項、家M・他班と重複
等）が含有。以上から、視覚に訴えるチャ
ート式防疫マニュアル作成には、改めてワ
ーキンググループ等で作業の洗い出しと整
理を行う必要有と判断。また、その簡素化
には、具体的過ぎる手順や留意事項等は補
足資料とし、項目数を最小限にすることが
有効と示唆。今後、使用頻度の高い家Mは業
務の中で、見直し後の班Mは防疫訓練等での
PDCAサイクルによる改善が必要。

553.飼料運搬経路からみた消毒ポイント設
置の検討：静岡県西部家保 石神勝幸、池
谷昌久

鳥インフルエンザの発生に備え、93ヶ所
の消毒ポイント候補地を選定ずみ。さらに、
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より実用性の高い候補地を選定するため、
過去の消毒ポイント利用実績と飼料運搬車
両の通行実態を調査。平成23年1月から3月
に管内に設置された8か所の消毒ポイントは
1日あたりの利用回数のばらつきが大きかっ
た（31.3回／日～3.6回／日）。100羽以上
の管内全養鶏場59戸を対象に飼料運搬業者
名等をアンケート調査。回収された40戸が2
3業者を利用。10万羽以上の大規模養鶏場6
戸が利用する8業者に対して、養鶏場の規模
を問わず飼料運搬経路の図示を依頼した結
果、県内及び愛知県を起点とする17戸分18
経路が判明。管内1養鶏場を発生農場と仮定
し、消毒ポイント設置場所について飼料運
搬経路を踏まえた検証を実施。運搬経路変
更の必要性が判明し新たな消毒ポイント候
補地を選定。

554.ブロイラー農場での動物用医薬品残留
防止の取り組み：兵庫県和田山家保 宮田
静、浦本京也

安全・安心な畜産物の生産には、動物用
医薬品（動薬）の残留防止が重要。有薬飼
料給餌ブロイラー農場を対象に、出荷前休
薬期間中の給与飼料中ポリエーテル系抗生
物質の残留検査を実施。H26年度20鶏舎20検
体、H27年度20鶏舎23検体検査。その結果、
26年度は3鶏舎3検体、27年度は1鶏舎3検体
でサリノマイシンナトリウムを検出。動薬
残留の原因は、①飼料運搬会社の配送ミス
及び発注・納品の確認不足による有薬飼料
の給餌②給餌機器の整備不良等のためタン
ク内飼料に片減りが発生し、有薬飼料と無
薬飼料の長期間にわたる混在給餌。動薬残
留の発生には、種々の要因が重なるため、
その防止には、有薬飼料から無薬飼料への
確実な切換えと、農場の親会社及び農場管
理者、飼料運搬会社など関係者の情報共有
や危機管理意識が必要。今後も、安全・安
心な畜産物の生産に向けて、農場管理の基
本を遵守するよう指導が必要。

555.一般廃棄物焼却施設での高病原性鳥イ
ンフルエンザ防疫演習：奈良県奈良県家保
西野治、野上真

県内A市一般廃棄物処理施設（焼却施設）
で高病原性鳥インフルエンザ（HPAI）防疫
演習を10月29日に実施。作業動線を家畜防
疫員・A市担当者・焼却施設管理業者の事前
協議で、焼却施設建屋裏側から搬入、台車
と焼却施設に既存の小型ホイストを利用し
て焼却炉投入口へ運搬する経路に決定。殺
処分鶏又は卵入り医療廃棄物専用密封容器
（密封容器）を用いた運搬・投入デモで密
封容器破損等の問題なし。焼却試験では、
密封容器41.0kg/回を23.9分間隔で10回、一
般廃棄物471kgと共に投入、混合率7.99％で
安定した燃焼、1万羽規模の採卵鶏農場で発
生時、焼却に要する時間を6.89日と試算。
密封容器焼却時の公害監視値等6項目の測定
データより、密封容器投入の影響なし。こ
の結果A市とHPAI発生時の焼却処理協定を締

結。市町村職員向け演習は13名参加、講習
会と焼却施設見学を実施、今後も継続し、A
市以外の焼却施設でも同様の取組を広げる
ことが重要。

556.過去6年間に当室で実施した鶏疾病の病
性鑑定状況：島根県家畜病鑑室 原陽子、
東智子

今後の病性鑑定業務の参考とするため、
過去6年間の鶏疾病の病性鑑定状況、疾病の
原因等について調査。当室への依頼はモニ
タリング検査等を除き47件。依頼内容はウ
イルスおよび病理検査が各約70%、細菌検査
が約30％（重複を含む）。検査羽数は4-5羽
が多い傾向。疾病の原因は、疑い事例も含
め、ウイルス性疾患が約25%、細菌性疾患が
約20％、寄生虫性疾患が約13%。高病原性鳥
インフルエンザ、伝染性ファブリキウス嚢
病、伝染性喉頭気管炎、伝染性気管支炎、
マレック病、鶏脳脊髄炎、鳥パスツレラ症、
鶏大腸菌症、鶏ブドウ球菌症、ロイコチト
ゾーン病、鶏コクシジウム病、ヒストモナ
ス病等が発生。その他、卵墜性腹膜炎や畜
舎環境の悪化を疑う事例もあり。産卵率低
下は原因不明事例が多い傾向。原因不明事
例には検査項目、検査羽数および検査部位
の不足の場合もあり、改善が必要。今後、
各種疾病の典型像や適切な採材の周知によ
り、病性鑑定精度の向上に努めたい。

557.発生時の経験を踏まえた高病原性鳥イ
ンフルエンザ防疫体制の改善：山口県西部
家保 柿原新、中谷英嗣

昨年度の高病原性鳥インフルエンザの発
生を契機として、当家保は管内2農林事務所
並びに関係機関と防疫対応の検証協議を重
ね、以下の対策を実施。各農林事務所別に、
防疫作業マニュアルの新規作成、並びに現
地対策本部防疫マニュアルの改訂により、
職員の作業分担を明確化、それを基に実施
した防疫演習後のアンケート調査で、職員
への周知徹底を確認。関係機関と連携によ
る農場、消毒ポイント及び集合施設等の現
地調査、並びにリース・地元土木建設業者
との協議等を通し、より具体的な農場別防
疫作業計画へと改訂。さらに発生時対応だ
けでなく、再発・まん延防止対策として、
野生動物侵入防止のため空舎時の農場巡回
にて鶏舎内部を確認、鶏舎の補修・改善を
指導。農場HACCP推進農場取得を通じた従事
者全体の衛生管理意識の向上等も推進中。
今後は、管内の複数農場での同時発生時の
防疫計画の作成、農場HACCP認定（推進）取
得農場の拡張等、さらなる防疫体制の充実
を進める。

558.採卵鶏農場における農場HACCP認証農場
を目指した取り組み：愛媛県東予家保今治
支所 西本鉄平、友國由香里

管内採卵鶏農場において、安心・安全な
畜産物の提供を目標に今年度から農場HACCP
認証取得に向けた取り組みを開始。家保は



- 112 -

農場関係者、製薬会社、飼料会社等関係機
関とともにHACCPチームを組織。家畜伝染病
予防法の飼養衛生管理基準について、チェ
ックリストを用いた現地確認を実施し、不
十分であった衛生管理区域の明瞭化、家き
ん舎ごとの専用長靴の設置や農場訪問者記
帳簿等の改善方法について、農場関係者を
指導。平成27年6月には農場HACCP認証農場
の前段階とされる農場HACCP推進農場指定を
（公社）中央畜産会から取得。8月から農場
HACCP認証農場を目指し定期的にHACCP推進
会議を開催し、現在認証基準である危害要
因分析表、一般的衛生管理プログラム及びH
ACCP計画を作成中。今後、当所ではHACCP計
画における検証及び内部検証を担い、改善
指導することで農場HACCP認証取得を推進し
ていく。

559.過疎集落の地域活性化への取り組みに
対する媛っこ地鶏生産技術支援：愛媛県東
予家保 兵頭序美、難波江祐介

N市過疎集落では、地域活性化への取り組
みの一環として媛っこ地鶏50羽の飼育を開
始。飼養者は養鶏業未経験のため関係機関
が連携し、鶏舎設計の検討等の飼育環境の
整備、流通に関する助言、衛生指導により
支援。当所では飼養衛生管理基準に基づい
た衛生指導に重点を置き、基本的な飼養技
術や暑熱対策を中心とした飼育指導、他機
関の協力を得た先進地視察、輸送・食鳥処
理に関する助言等を実施。養鶏場では鶏コ
クシジウム症が発生したが、サルファ剤の
投薬、衛生意識の喚起及び出荷後の徹底消
毒の指導により鎮静化し、現在再発はなく
活力も良好。現在ニューカッスル病ワクチ
ン接種後の抗体価が低く、十分な免疫応答
のための改善策を検討中。今回の支援によ
り事故もなく、未経験者の鶏飼養技術確立
を達成。今後は鶏舎を増築し増羽する方針
で、本格的な生産、処理、販売へ向けて経
営支援にも着手し、地域の活性化に繋げた
い。

560.機能性成分を活用した鶏卵の高付加価
値化の検討（第一報）：愛媛県養鶏研究所
大北栄人

採卵養鶏農家では、配合飼料価格の高騰
等による生産コストの増加や消費者ニーズ
の多様化等により、鶏卵の差別化、高付加
価値化による経営の改善が求められている。
そこで、抗酸化作用等を有し健康増進等の
効果があると言われている、機能性成分を
含む県内農産物残渣等を給与して、鶏卵の
高付加価値化を検討。【材料及び方法】市
販配合飼料に陳皮（β－クリプトキサンチ
ン含有）等を1～4％添加給与し、産卵率等
生産性に及ぼす影響及び卵黄中への機能性
成分の移行について調査。【結果】産卵率
等生産性及び卵質に各区間で有意差なし。
卵黄中のβ－クリプトキサンチン含有量は、
添加した全区で対照区より高く、移行を確

認。以上のことから、機能性成分を含む農
産物給与による鶏卵の高付加価値化の可能
性が示唆。

561.シンガポールへの鶏卵輸出と再開に向
けた支援体制：沖縄県中央家保 茂野悟、
杉山明子

管内1採卵鶏農場における鶏卵輸出の概要
と当所の支援内容について報告する。平成1
1年に、現地の鶏卵生食ニーズの高まりを受
け、県関係機関・業者・生産者が連携し、
輸出方法の検討を開始。当所は家畜衛生条
件の対象疾病検査を実施し、獣医師証明書
を発行。シンガポール政府より国内2例目と
なる農場認定を受け、輸出を開始。輸出開
始後は、事業を活用し、農場の衛生状況を
継続的に調査。また、調査員を派遣し、現
地の需給状況調査を実施。輸出量は徐々に
増加したが、 平成16年に国内で高病原性
鳥インフルエンザが発生し、輸出停止。翌
年4月に輸出再開支援により輸出再開。輸出
量が回復する最中、環境からS.Eが検出され
再び輸出停止。衛生対策指導により、その
後はS.E未検出。今後、輸出促進事業の活用、
直接受注販売、迅速な配達経路の整備等に
よってさらなる飛躍が期待される。当所は、
生食可能で安心・安全な鶏卵の生産と供給
のため鶏卵衛生管理の強化と支援体制を継
続する。
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Ⅳ 馬の衛生

Ⅳ－１ ウイルス性疾病

562.馬ヘルペスウイルス1型（EHV-1）によ
る馬鼻肺炎流産発生事例：鹿児島県肝属家
保 田村愛子

繁殖牝馬12頭飼養の軽種馬生産農場で妊
娠後期の突発性流産が4頭継続したため胎仔
2頭の病性鑑定を実施。肺及び胸腺乳剤接種
細胞で明瞭なCPEを確認、培養上清からEHV-
1を分離。ORF30領域の遺伝子解析により非
神経病原性、ORF68領域によりグループ2に
分類。病理組織学的に両胎仔肺で細気管支
の壊死・脱落を、胎仔1頭の肝臓及び胸腺で
巣状壊死を呈し、病変部細胞にCowdryA型の
好酸性核内封入体を確認。免疫組織化学的
では病変部細胞にEHV-1陽性抗原を認めた。
また母馬2頭がｇG-ELISA法で、母馬1頭が中
和試験でEHV-1に対する血清抗体価の有意上
昇を示した。これら検査結果より3例の流産
について馬鼻肺炎と診断し、本県で初めて
届出報告。まん延防止として流産発症馬の
隔離飼育、流産最終発生より14日間の移動
自粛等を指導。今後は本疾病の概要や対策
について飼養衛生管理と併せて県内馬農家
に広く啓発していく必要がある。

Ⅳ－２ 細菌性・真菌性疾病

563.馬のActinobacillus equuli 感染症の
回顧的調査及び分離菌の解析について：北
海道日高家保 山本敦子、齊藤真里子

新生子馬の敗血症の原因菌であるActinob
acillus equuli（AE）は、溶血毒を保有す
るAE subsp.haemo lyticusと保有しないAE
subsp. equuli（AEE）に分類。H20～H27繁
殖シーズン中にAE感染症と診断された新生
子馬26例について出生時の状況等の回顧的
調査を実施。また分離株を用いてPCR法によ
り亜種を決定し、分子疫学的解析、薬剤感
受性試験及び消毒薬効果試験を実施。管内
の約8割はAEEで、分離株の多様性を確認。
発生率が高いシーズンが存在したが、特定
株の流行を否定。AEによる生後直死馬の約
半数は虚弱で初乳摂取が不十分、出生時は
低体重と示唆。薬剤耐性株は存在せず、異
常時には抗生物質投与等の早期治療が必要。
厳冬期の臍帯消毒は汚物を除き、畜舎消毒
は微温湯で希釈した消毒薬の必要性を確認。
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Ⅴ 山羊・めん羊の衛生

Ⅴ－１ 細菌性・真菌性疾病

564.山羊におけるリステリア症の集団発生
：千葉県中央家保 綿村崇宏、小川明宏

肉用牛60頭、愛玩用山羊25頭を飼養する
農場で、2014年11月4日から11月9日にかけ
て11か月齢から7歳齢の山羊5頭に発熱、流
涎、耳介下垂、嚥下困難等の症状。3頭が発
症し3～5日後に死亡、1頭が重度の衰弱に陥
り、1頭が回復。死亡例と衰弱例計3頭の病
性鑑定を実施。病理組織学的検査では、脳
幹部の橋と延髄を中心にリンパ球、組織球、
好中球による囲管性細胞浸潤と微小膿瘍が
みられ、免疫組織化学的検査で病変部にLis
teria monocytogenes（Lm）血清型4bの陽性
抗原を確認。細菌学的検査では、発症畜1頭
の橋と延髄からLmを分離。以上のことから
リステリア症と診断。疫学調査では、発生
の数週間前から山羊にのみ土がついた状態
の甘藷を給与。これらの飼料からLmを疑う
グラム陽性球桿菌を分離。給与を中止して
から発生はないことから、本飼料の関与を
推察。

565.山羊に発生したConidiobolus属真菌の
関与が示唆された播種性真菌症：福井県福
井県家保 山崎俊雄、武野侍那子

Conidiobolus属真菌は接合菌の一種で、
熱帯地域などで動物の鼻顔部皮下や肺など
に肉芽腫感染症を生じる真菌だが、山羊で
の発生は未報告。今回、5歳齢の山羊が発咳
と下痢を呈し死亡。剖検で、右肺の各葉は
癒着、直径5～15cmの自壊した結節を観察。
心臓や腎臓など全身諸臓器で白色結節を観
察。病理組織検査で、全身の結節性病変は
中心部が壊死し、周囲に類上皮細胞等が浸
潤しSplendore-Hoeppli現象を伴う肉芽腫病
変を観察。グロコット染色により、幅約2.5
～10μmで稀に隔壁を伴い、一部で20～60μ
mの風船状の菌糸様構造物を観察。他に前胃
や小腸に線虫寄生、大腸にコクシジウム寄
生。主要臓器から有意菌の分離はなし。菌
糸様構造物は、電子顕微鏡検査と遺伝子解
析により、Conidiobolus属真菌と推定。以
上より線虫およびコクシジウム寄生を伴うC
onidiobolus属真菌の関与が示唆された播種
性真菌症と診断。本症例は、山羊に認めら
れた稀有な症例。

566.Campylobacter jejuni（C. jejuni）に
よる羊の異常産：広島県西部家保 細川久
美子、伊藤直美

羊約100頭飼養の繁殖・肥育一貫経営農場
で、 平成27年1月末から2月初旬までに7産
中5産で死産発生。症例は胎齢約5ヶ月の死
産例（雄雌の双子）。剖検所見は尿膜絨毛
膜の水腫と胎盤節の茶褐色脆弱化あるいは
黄白色化。雄胎子は肝表面に小豆大の白色
斑散見。組織所見は重度の好中球浸潤が認
められた尿膜絨毛膜間葉組織、絨毛膜上皮

細胞、血管壁及び血管周囲組織に、ワルチ
ン・スターリー染色陽性のらせん状桿菌確
認。雄胎子の肝臓では、肝細胞巣状壊死、
好中球浸潤及び線維素析出。兎抗C. jejuni
血清を用いた免疫組織化学的染色でらせん
状桿菌と肝臓壊死部で陽性反応確認。細菌
検査で胎盤、雄胎子の肝臓及び胃内容からC.
jejuniを分離。本症例は、環境または羊に

常在していたC. jejuniが何らかの要因で日
和見感染を起こし、化膿性胎盤炎や胎子へ
の感染による死産が発生したと推察。他4例
の死産へのC. jejuniの関与は不明であるた
め、継続的な監視及び病性鑑定が必要。

567.山羊でみられた豚丹毒菌感染症1事例：
沖縄県北部家保 中尾聡子、仲村真理

2015年3月に山羊2頭を飼養する農場で山
羊1頭が腰萎と削痩を呈し、食欲廃絶、起立
不能となったため病性鑑定を実施。剖検所
見では脾臓割面の網目状模様、腸間膜リン
パ節の腫脹、胆汁の貯留を確認。細菌検査
では肝臓と脾臓から豚丹毒菌を純培養的に
分離。病理組織検査では肝臓に好中球浸潤
と巣状壊死を認め、山羊の豚丹毒菌感染症
と診断。分離された豚丹毒菌は血清型2型に
分類。薬剤感受性試験ではペニシリン系薬
剤に高感受性であり、テトラサイクリン系
薬剤とアミノグリコシド系薬剤に耐性。Spa
A遺伝子のシーケンス解析では555番目の塩
基配列がCからAへ置換。マウスに対する病
原性試験では3日以内に100％のマウスが死
亡し、高病原性を確認。 県内で豚から分離
される豚丹毒菌は血清型2型が最も多く、近
隣の養豚農場においても2型のみが分離。感
染経路の特定に至らなかったが、今後豚由
来株との比較解析が必要。

Ⅴ－２ 原虫性・寄生虫性疾病

568.管内めん羊飼養農場における消化管内
寄生虫対策：秋田県北部家保 李英輝、小
野寺由香

管内めん羊飼養農場で消化管内寄生虫対
策の実施を継続しているものの、毎年放牧
開始後の6～7月に捻転胃虫による繁殖めん
羊の死亡事故が発生。胃虫の駆虫薬に対す
る抵抗性の獲得を懸念。今年度はドラメク
チン製剤とレバミゾール製剤を交互投与。
駆虫効果の検証のため群内の同一めん羊20
頭をモニター対象として設定、2週間隔でO
リング法により糞便EPGを追跡調査し群の糞
便EPGのコントロールを図った。放牧期事故
率は前年度と比較し8.4%→2.6%と、低減を
達成。8月には平均EPGが212→1,303(最大10,
200)と急増、寄生数の上昇の背景には駆虫
薬への抵抗性の獲得に加え、気温・降雨な
どの気候条件が大きく影響すると推察され
た。今後はより効果的な駆虫効果を得るた
め、気温と降水量を加味したプログラムを
考案し、損耗低減とコスト削減の両立を目
指す。
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569.耕作放棄地の放牧めん羊で発生した肝
蛭症：岡山県岡山家保 谷口翔、森分哲彦

平成27年8月、耕作放棄地の放牧めん羊が
3頭続いて死亡し、病性鑑定を実施。その結
果、悪性水腫と診断。また、第四胃に線虫
卵を確認。生存個体全頭の血液及び糞便検
査を実施した結果、線虫卵(EPG0～6,000)、
貧血(Ht16～29％)及び血中銅濃度の低下(19
～92µg/dℓ)を確認したため、線虫の重度寄
生に起因する貧血を疑い駆虫薬投与を指導。
その後、線虫卵が検出されなくなった1頭が
重度貧血(Ht10%)のまま衰弱、死亡。病性鑑
定の結果、肝臓は灰白色を呈し、脆弱化し
ており肝蛭の寄生を確認。本個体は重度の
肝蛭症により死亡したと断定。生存個体の
糞便検査で全頭から肝蛭卵を検出。他の個
体の貧血も肝蛭が原因と推察、全頭駆虫薬
を投与し、その後貧血の改善を確認。今回
の肝蛭症は1歳未満の個体でも大量の肝蛭卵
が検出されたことから、放牧地が高濃度に
汚染されたことが原因と推察。耕作放棄地
で飼養されているめん羊の病性鑑定時には
肝蛭の検査も必要と思われた。

570.一農場で散発した子山羊の神経症状の
一考察：富山県東部家保 本多秀次、石戸
里幸

平成27年4～5月、成山羊約80頭を飼養す
る農場で2ヶ月齢前後の子山羊が神経症状及
び眼瞼腫脹を呈する事例が3件続発。剖検で
はNo.1の三叉神経節が腫大し、No.2は三叉
神経節採取時に脳底部から膿汁が漏出。No.
3は脳底部に鶏卵大の膿瘍を形成し大脳が軟
化。紫外線照射で主に大脳左半球で自家蛍
光を確認。病理検査では3例とも中脳や延髄
で軽度の化膿性髄膜炎、三叉神経節炎、下
垂体周囲炎がみられた。No.3の大脳で自家
蛍光がみられた部位に一致して海綿状化及
び神経細胞の乏血性変化を確認。細菌検査
ではNo.2の大脳等からTrueperella pyogene
sが、No.3の脳底部膿瘍からStreptococcus.
sppが分離。No.3の血液及び肝臓のチアミン
濃度は正常値の範囲内であったことから、
大脳の軟化は脳底部膿瘍による血流障害に
よるものと推察。 3例の神経症状の原因は、
脳底部の病変であり、細菌が眼瞼または口
腔から神経孔を通過して三叉神経節炎等を
引き起こしたと推察。

571.もみ殻敷料が起因しためん羊の銅中毒
発生事例：石川県南部家保 伊藤美加、田
中孝一

サフォーク種めん羊を飼養する管内農場
で銅中毒が発生し、その概要を報告。2015
年4月生まれの雄の双子が7月初旬より食欲
不振および下痢を呈し、整腸剤等で治療を
行うも、7月19日に1頭が死亡、8月7日にも
う1頭が死亡。2頭目について病性鑑定を実
施。剖検で肝臓の黄色化、腎臓の黒褐色化、
膀胱内に黒赤色尿貯留、第一胃内にもみ殻
の残留を確認。病理組織学的検査で、肝臓
にマクロファージの浸潤を伴う肝細胞の空

胞化および壊死が見られ、ロダニン染色陽
性。肝臓および腎臓の銅含量は各々406ppm、
39ppm/湿重量と高値。以上より銅中毒と診
断。飼養者が飼料および敷料の銅濃度測定
を実施した結果、敷料のもみ殻が79.9ppm/
乾物と高値。その使用を直ちに中止、その
後の発生はない。もみ殻は周辺地域からの
集積場由来で、銅濃度高値は稲こうじ病殺
菌剤である銅剤が原因と推察。今後は敷料
の銅濃度にも注意を払うとともに、他のめ
ん羊飼養者に対し本病の啓蒙を行っていき
たい。

Ⅴ－３ 保健衛生行政

572.一山羊飼養農場の飼養管理技術向上に
向けた取組みと成果：富山県東部家保 石
戸里幸、石原未希

管内の一山羊飼養農場は、急激な増頭に
伴う作業量の増大により、保温管理、除角、
人工哺乳方法の問題から子山羊の死廃事故
が多発。これに対し、当所では病性鑑定結
果に基づく的確な指導を実施。当農場では、
当所の指導に基づく積極的な取組みを実施。
取組1：保温管理については、寒冷ストレス
軽減のため、保温用の電気ヒーターを取り
付けた「子山羊シェルター」を設置し、子
山羊の体力消耗を大幅に減少。取組2：除角
については、飼育担当者の除角手技取得の
ため、当所による除角指導を実施。また、
誰でも容易に保定が可能な「除角保定箱」
を作製し、作業効率を改善。取組3：人工哺
乳については、群飼での代用乳の定量給与
及び哺乳量の個体管理を可能にするため、1
頭毎にボウルを用いて10頭一斉に給与可能
な「哺乳台」を用いることで、群内での発
育のばらつきが減少。結果、平成27年の子
山羊の損耗率は平成26年の37.3%から3.7％
まで大幅に減少。また、日増体重の大幅な
増加により、子山羊の肉用出荷時日齢が短
縮。当農場における子山羊の飼養管理技術
の向上が図られた。
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Ⅵ みつばちの衛生

Ⅵ－１ 細菌性・真菌性疾病

573.平成27年に発生したヨーロッパ腐蛆病
及びアメリカ腐蛆病：千葉県中央家保 岡
本みさき、松本敦子

平成27年4月、定飼のセイヨウミツバチ40
群のうち2群で死亡蜂児の増加を認めた。蜂
児は黄白色水腫様で、直接鏡検により多数
のグラム陽性球菌を確認し、分離菌はMelis
sococcus plutonius(Mp)と判定した。発症
群にはMpの典型及び非典型が混在しており、
両型とも従来株と異なる性状を示した。ま
た、同年8月、定飼のセイヨウミツバチ3群
のうち1群で蜂児の死亡が増加し、病性鑑定
を実施した。蜂児は淡茶褐色で、ミルクテ
スト陰性であったが、Paenibacillus larva
e(Pl)が有意に分離され、アメリカ腐蛆病と
診断された。本例の分離株集落は橙色を呈
し、これらは遺伝子型別検査で蜂児に対す
る病原性が強いERICⅡ型ST10と判明した。
同型は平成22年県内発生株でも確認された。
Mp及びPlとも多様な性状を示すことから、
腐蛆病診断には総合的検討が重要と考える。

574.アメリカ腐蛆病菌分離株の分子疫学的
解析：岐阜県中央家保 大津桂子、大平雅
史

2015年4月に同一地域2件の趣味養蜂場で
アメリカ腐蛆病が発生。コロニー性状がこ
れまでと異なり赤色を呈したため、2002年
以降の分離株を含めた分子疫学的解析（ERI
C型・MLST型別、PFGE解析）及び薬剤感受性
試験を実施。ERIC型・MLST型による遺伝子
型別では、ERICⅠ・ST15、ERICⅠ・ST18、E
RICⅠ・ST2及びERICⅡ・ST10(赤色コロニー
の2株)の4タイプに型別。他県も当県同様4
タイプの遺伝子型を確認、近年ERICⅡ・ST1
0株分離増加、これらよりERICⅠ型（ST15、
ST18、ST2）株が広くかつ長い間分布してい
たところに、今年新たにERICⅡ・ST10株が
侵入したものと推察。PFGE解析では赤色コ
ロニーの2株は区別され、2蜂場の分離株は、
類似性はあるが異なる由来株と考察。また、
全株でミロサマイシンは感受性、OTCのMIC
で差が見られたが、2株は感受性。以上より、
ERIC型・MLST型に加えPFGE型等の解析を加
えることでより詳細な分子疫学的解析が可
能。

Ⅵ－２ 原虫性・寄生虫性疾病

575.横須賀葉山地域の養蜂場における蜜蜂
減少被害対策への取組：神奈川県県央家保
松本哲、吉田昌司

平成26年9月に横須賀葉山地域の3蜂場か
ら蜜蜂減少被害が報告され、当該蜂場につ
いて現地調査を実施。計45群中44群に大量
死や臨床的な異状を伴わない蜜蜂の減少を
確認。蜜蜂減少の要因として考えられる①
農薬、②ノゼマ原虫、③飼養管理に関する
取組を以下のように実施。①平成27年3月に
県関係機関、養蜂家、農薬使用事業者等に
よる対策会議を開催。農薬使用事業者と養
蜂家の連絡体制の整備、養蜂家の蜜蜂の飼
養管理と健康観察・記録の徹底を決定。②
当所の検査により8蜂場33群中1群からノゼ
マ原虫が検出、平成26年の被害原因の可能
性は低いと推察するが、今後も継続検査が
必要。③大学関係者等の蜜蜂専門家による
各蜂場の巡回指導を実施、特に夏場の花粉
源の確保の重要性について養蜂家の意識が
向上。平成27年は当該地域からの被害報告
は無かったが、今後も引き続き減少被害の
原因究明の一助のため、当所は疾病対策等
の側面から養蜂家を支援していきたい。

576.石川県における蜜蜂のアカリンダニ浸
潤状況調査：石川県北部家保 福田藤子、
村上俊明

アカリンダニは蜜蜂の気管に寄生し、蜂
群消滅や異常蜂の増加を呈するアカリンダ
ニ症の原因。養蜂農家 13戸13群（奥能登地
区3群、中能登地区8群、加賀地区2群、うち
ニホンミツバチはそれぞれ1群、3群、1群）、
各群1～20匹の成蜂についてアカリンダニの
浸潤状況調査を実施。顕微鏡検査は、気管
と気管内のダニを観察。ダニ検出農家では
疫学調査を実施。遺伝子検査は、気管のDNA
を用いnested PCRを実施。顕微鏡検査では、
奥能登地区のニホンミツバチ1群で気管のメ
ラニン色素沈着、気管内に成ダニと虫卵を
確認。アカリンダニ寄生の確認は県内初。
当該群の移動自粛を要請。当該農家の全蜂
群は野生由来であり、野生由来群による寄
生拡大に注意が必要。遺伝子検査では、上
記の群に加え、ダニは未確認であった中能
登地区のセイヨウミツバチとニホンミツバ
チ各1群が陽性。遺伝子検査は早期発見の一
助となり、浸潤状況調査に有効。本症の情
報提供、注意喚起を実施。

577.日本蜜蜂のアカリンダニ症発生事例：
山梨県西部家保 水谷直子、片山努

管内で飼養されている日本蜜蜂に県内初
の発生を含む2症例のアカリンダニ症を確
認。（症例1)平成27年2月、Ｍ市で飼養する
日本蜜蜂(1/1群)、西洋蜜蜂(1/8群)で、1月
下旬に巣箱内で各100匹程度の死骸を確認し
たと連絡があり、検査を実施。日本蜜蜂で
は気管に変色及びアカリンダニを確認し本
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症と診断。一方、西洋蜜蜂ではこれらは認
められなかった。(症例2) 同年4月、Ｋ市で
飼養する日本蜜蜂(2/2群)に3月中旬頃から
巣門付近で成蜂の死骸・徘徊が観察された
と連絡があり検査を実施し、本症と診断。
本症は国内では日本蜜蜂で確認され西洋蜜
蜂での発生報告はほとんどなく実態が不明
のため、西洋蜜蜂飼養者に対し聞き取り調
査を実施したところ、本症の発生が多い冬
～春先での蜂群減数及び大量死を確認。日
本蜜蜂と西洋蜜蜂の接触機会も多く西洋蜜
蜂への本症感染の可能性も考えられるが、
本症の認知度は低いことから、今後発生の
増える春先に向け情報提供を実施予定。

578.ニホンミツバチのアカリンダニ症発生
例：愛媛県中予家保 宮城里美、徳永麻有
香

アカリンダニ症は、蜜蜂の気管内にアカ
リンダニが寄生し、重度寄生では飛翔困難
となり群の衰退を招く感染症で届出伝染病
に指定され、近年関東中心に増加傾向であ
るがこれまで四国での報告はない。平成27
年12月、管内のニホンミツバチ飼養者１戸1
群でアカリンダニ症を確認。発生群では巣
箱周辺を飛翔せずに徘徊する成蜂や死亡蜂
を散見。徘徊する成蜂を検体とし病性鑑定
を実施。剖検で気管の黒色化、気管の直接
鏡検により気管内にアカリンダニの寄生を
確認し、県内初となるアカリンダニ症と診
断。病理組織学的検査でも気管内にダニの
寄生を確認。効果的な治療法が確立されて
いないため飼育者には巣箱の移動自粛を要
請。関係機関に周知と注意喚起として衛生
情報を配布。診断には蜜蜂の解剖が必要な
ため今後も技術向上に努める必要がある。
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Ⅶ その他の家畜の衛生

Ⅶ－１ ウイルス性疾病

579.県内で捕獲された野生イノシシの豚流
行性下痢に関する調査：千葉県中央家保
倉地舞、青木ふき乃

本県では平成26年3月以降、養豚場で豚流
行性下痢（PED）が大流行した。一方、家畜
伝染病予防法上本病の届出対象畜であるイ
ノシシの県内捕獲数は年々増加している。
このため、県内3地域（北部、中部、南部）
で平成25～27年度に捕獲されたイノシシ119
例についてPEDの血清抗体検査を実施、平成
27年度は糞便45例のPCRと全市町村へのアン
ケート調査を追加。結果、抗体陽性率は、
各地域におけるPED流行前、流行後半年以内、
1年以降でそれぞれ0、22.8、0％（0/16、13
/57、0/46例）であり、豚での発生が少ない
南部を除く2地域で抗体を検出。中部では発
生と同時期から少なくとも4ヵ月間は抗体が
検出された。PCRは全て陰性。アンケート結
果から養豚密集地でもイノシシ出現場所の
増加が示唆された。以上より、豚での流行
期にはイノシシも感染していた可能性が高
く、養豚場での被害や周辺での目撃情報を
考え併せると、イノシシの養豚場への侵入
防止対策を徹底する必要があると考える。

580.水禽類糞便を用いた鳥インフルエンザ
ウイルスサーベイランスからの一考察：千
葉県中央家保 関根大介、大坪岳彦

本県では、2006年より県内2箇所の野鳥飛
来地で水禽類の糞便を用いた鳥インフルエ
ンザウイルス(AIV)のサーベイランスを実施
している。検査は糞便処理上清を発育鶏卵
に接種、漿尿膜腔液を用いたHA試験及びリ
アルタイムPCRによる亜型判定を行なった。
検体数は年別で112～1297検体、AIV分離率
は0.9～4.2％であった。月別AIV分離率は10
月に有意に高かった。また分離株亜型の一
致率は県内2地点間で31.3％に対し、全国調
査分離株との比較では10.6％であった。201
3年以前の分離株は全て低病原性であった。
一方、2014年11月に分離されたH5N8亜型は
高病原性AIV（HPAIV）であった。遺伝子解
析の結果、同年の他県発生農場分離株とは
異なる系統に分類された。以上から本調査
を実施することは、早期にHPAIVの県内侵入
を予察し、危機意識向上に寄与するものと
考えられた。

581.肉用あひる飼養農場における「あひる
肝炎」発生事例：兵庫県姫路家保 加茂前
仁弥、亀山衛

平成27年6月、導入したあひるひなにうず
くまり、起立不能等の臨床症状や頸を反ら
せるようにした死亡個体が散見され、約76
％の高死亡率を呈する事例が発生。病性鑑
定の結果、サルモネラを分離したことなど
からサルモネラ症と診断したが、肝臓の出
血斑、小葉間胆管の過形成、高死亡率等の
症状などから「あひる肝炎」を疑い、ウイ
ルス分離およびRT-PCR検査を実施。ウイル
ス分離検査では発育鶏卵の胎子に矮小化、
出血および水腫等を確認。RT-PCR検査では
目的とするサイズ付近にバンドを確認。遺
伝子解析の結果、分離したウイルスを「あ

ひる肝炎ウイルス１型」であると同定した
ことなどから本事例を国内で52年ぶりの発
生となる「あひる肝炎」と診断。疫学関連
農場等に異状はなく、当該農場のみの発生
であり、ウイルスの侵入経路等は不明。農
場対策の結果、現在まで続発なし。今後は
あひるひなの高死亡率事例については本病
を考慮する必要がある。

Ⅶ－２ 細菌性・真菌性疾病

582.Bordetella bronchisepticaによるコア
ラの死亡事例と保菌調査結果：埼玉県中央
家保 中井悠華、石原径佳

当該園では、平成27年5月時点で、コアラ
9頭を飼育。うち3頭は同年1月に豪州から輸
入 (ボルデテラワクチン接種済)。5月上旬
から輸入個体1頭が呼吸器症状を示したが、
回復。5月下旬から2頭が同症状を呈し、3～
4日後に死亡したため、病性鑑定を実施。2
頭に共通して、剖検時に大量の粘性鼻汁漏
出、病理組織学的検査でグラム陰性桿菌を
伴う化膿性気管支肺炎を確認。細菌学的検
査で肺及び上部気道を中心にBordetella br
onchiseptica （以下Bb）を分離。以上から、
死因をBb感染症と診断。同居個体に対し、
抗菌剤投与等の対策を実施。さらに、投薬
効果及びBb保菌状況確認のため、鼻腔スワ
ブを用いた保菌調査を計3回実施。6月調査
時に保菌を確認した3頭には、抗菌剤を投与
したが、9月調査時にも同3頭で保菌が確認
され、鼻腔内にBbが定着したと推定。続発
例は現在のところ認められていないが、今
後はワクチン接種を含めた発症予防対策が
重要と考察。

583.県内各地で斃死した野生カラスの病性
鑑定事例：埼玉県中央家保 北島絵理子、
中井悠華

2014年12月30日から翌年1月13日に県内5
か所で計138羽のカラスの死体が確認され、
9羽の病性鑑定を実施。剖検時、腸管の漿膜
はび漫性に暗赤色を呈し、小腸は著しく膨
隆、空回腸で偽膜形成、脾腫を確認。病理
組織学的検査で腸管全域に出血性壊死性腸
炎を認め、病変は回腸が最も重度。腸管に
寄生虫は認めず。肝臓及び脾臓に多発性巣
状壊死。グラム染色で腸管の壊死部にグラ
ム陽性の中～大型桿菌を少数確認。抗Clost
ridium perfringens （Cp）家兎血清を用い
た免疫組織化学的検査で明瞭な陽性反応な
し。細菌学的検査で2羽の脾臓からCp A型菌
を分離。小腸内容定量培養を実施した4羽か
ら同菌を10

5
～10

7
cfu/g分離。鳥インフル

エンザ簡易検査及びウイルス分離検査は陰
性。消化管内容物の農薬等化学物質検査（計
82項目）は未検出。以上から、本事例のカ
ラスの腸管や脾臓の壊死性病変形成にCpが
関与した可能性を示唆。

584.ふれあい公園で発生した鹿の抗酸菌症
について：石川県南部家保 長門正志

平成27年6月末に県内公園で突然死した鹿
について病性鑑定を実施。主要臓器を用い
た一般細菌検査では有意な菌の検出は認め
られなかったが、病理組織学的検査で心臓
と腎臓に多数の抗酸菌を伴った重度の肉芽
腫病変を確認。死因は呼吸不全と推察。こ
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れを受けて、主要臓器乳剤から抗酸菌の分
離を行うとともに、病理切片及び主要臓器
生材料を用いた遺伝子検査を実施。切片及
び生材料からの遺伝子検査の結果、結核菌
群の遺伝子は確認されなかったが、鳥型結
核菌群（MAC）における特異配列であるhsp6
5及びMAP300を検出。hsp65の増幅産物の塩
基配列は登録されているM. avium株104と10
0％の相同性を確認。分離された株はVariab
le Numbers of Tanden Repeats（VNTR）型
別による系統種解析で「M. avium subsp. a
vium等の3種の亜種以外のM. avium株」に分
類。

585.多臓器に肉芽腫病変が確認された鹿の
抗酸菌症：石川県南部家保 中田昌和

管内ふれあい公園の急死した鹿（約15才、
雌）を病性鑑定。剖検では重度胸水貯留、
気管の重度泡沫状物貯留、肺の暗赤色化、
右心房以外の心内膜に疣贅の形成が見られ
た。病理組織学的検査で疣贅は乾酪性肉芽
腫を呈し、同部位のチール・ネルゼン染色
と免疫組織化学的検査で多数の抗酸菌を確
認。腎臓では多数の抗酸菌を伴った結節性
非乾酪性肉芽腫を、その他の主要臓器では
小結節性非乾酪性肉芽腫を認めた。細菌学
的検査では主要臓器から抗酸菌を分離。遺
伝子検査ではMycobacterium bovis、M. avi
um subsp. paratuberculosisは陰性、得ら
れたPCR産物のシークエンスでM. avium 亜
種の配列と100％の相同性を示した。以上よ
りM. avium 亜種による抗酸菌症と診断。国
内における鹿の抗酸菌感染症は、肺病変を
主徴としたM. bovisによる事例報告のみで
あり、本症例は多数のM. avium亜種を伴っ
た重度の肉芽腫病変が心臓と腎臓に見られ
た稀な事例。

586.畜産密集地域のカラスにおけるサルモ
ネラおよび豚丹毒菌保有状況調査：長崎県
中央家保 下條憲吾、吉野文彦

平成27年5～10月に野生カラス66羽のクロ
アカおよび足底面スワブ132検体を用い、サ
ルモネラおよび豚丹毒菌の分離を試み血清
型を決定。サルモネラは足底面スワブ4/66
検体(6.1％)から分離。血清型はSalmonella
Give、Salmonella Kaapstad、Salmonella

Typhimurium(ST)の特異遺伝子を保有するSa
lmonella O4:i:－。豚丹毒菌はクロアカス
ワブ6/66検体(9.1％)、足底面スワブ26/66
検体(39.4％)から分離。血清型別検査を実
施した31株は、2型14株(45.1％)、6型2株(6.
5％)、型別不能株15株(48.4％)。野生カラ
スの足底面からサルモネラおよび豚丹毒菌
が分離されたことから機械的に伝播の可能
性。豚丹毒菌はクロアカスワブからも分離
されており、腸管内に保有し、糞便などを
介し伝播する可能性。STの単相変異株であ
るSalmonella O4:i:－および血清型2型豚丹
毒菌は家畜に対し病原性を示すことから、
家畜飼養農場における野鳥の侵入防止対策
が重要。

587.水族館ペンギンの豚丹毒菌感染症：長
崎県中央家保 川本雄太、森田光太郎

平成27年3月および8月、同一水族館でペ
ンギンの死亡事例が発生。病性鑑定の結果、
2例とも主要臓器から豚丹毒菌を検出し、豚
丹毒菌感染症と診断。これを受けて、豚丹

毒菌の感染経路調査を実施。1例目は同居ペ
ンギンの糞便（7検体）と飼育環境水（2検
体）を対象として豚丹毒菌の分離検査を実
施。結果は全て陰性。2例目は餌のアジを対
象として搬入経路中の調査を実施。給餌前
（2ロット6検体）、水族館冷凍保管品（A社
3ロット15検体、B社1ロット5検体）及び水
産会社保管品（A社3ロット10検体、B社2ロ
ット9検体）並びに生食用（2ロット6検体）
のアジで豚丹毒菌を検出。このことから、
今回の症例は豚丹毒菌に汚染された餌の摂
取が原因と考えられる。生食用アジからも
豚丹毒菌が分離され、未汚染餌の確保は困
難なことから、予防対策としては、給餌作
業の時間短縮や衛生的な取扱等による菌増
殖防止、日常の健康観察徹底、早期発見・
治療が重要。

Ⅶ－３ 原虫性・寄生虫性疾病

588.七面鳥のヒストモナス病発生報告：福
井県福井県家保 武田佳絵、葛城粛仁

平成27年10月、家きん等約160羽を平飼い
する農場で、自家孵化の14週齢七面鳥3羽が
1日1羽ずつ4日間で全羽死亡。同年8月から
七面鳥と同居する鶏など、他の飼養鳥に著
変なし。七面鳥の剖検では、発育不良、右
側盲腸先端が膨大、粘膜壊死を伴い腸壁が
肥厚し、肝臓では菊花状病巣が多発。病理
組織検査では、盲腸や肝臓の壊死病変に伴
いPAS染色陽性のヒストモナス原虫（Hm）を
多数確認。PCRでHm特異的遺伝子を肝臓から
検出。その他の有意な病原体は認めず、本
事例を七面鳥のヒストモナス病と診断。Hm
を媒介する鶏盲腸虫やシマミミズは確認さ
れず、感染経路は特定できず。七面鳥の発
病リスクとなる鶏との同居、自家配合飼料
による栄養不足が発病に関与と推察。発生
農場に対し、Hm対する感受性の異なる鳥の
別飼い、衛生害虫や寄生虫の駆除、糞便の
早期撤去等を指導し、その後続発なし。

Ⅶ－４ 保健衛生行政

589.アヒル農場における成績向上への取り
組み：三重県南勢家保 文倉慎太郎、徳永
到

2014年アナチペスチファー感染症が発生
した肉用アヒル（チェリーバレー種）飼養
農場において、衛生指導を継続実施。2014
年は、衛生管理（定期的な育成舎の清掃、
消石灰の散布及び踏込消毒槽の設置）と環
境改善（寒冷ストレスを減らすため敷料の
量を増やす、開放育雛舎に風除けのカーテ
ンと仕切りを設置）の強化を指導したが、
死亡率の顕著な改善を認めず。そこで、201
5年は①空舎期間の延長（1週間を2週間に変
更）②飼養羽数の適正化③投薬プログラム
見直しを指導。また、夏季の舎内温度測定
及び散布済み消石灰のpH測定を行い強化す
べき環境改善と衛生管理のポイントを指摘。
結果、死亡率の減少(15.6％(2014年)から10.
4％(2015年))、平均出荷体重と出荷羽数の
増加及び飼料要求率の改善が認められ、農
家の生産性への意欲が向上した。
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Ⅶ－５ その他

590.鳥獣保護区における浅間牧場のツキノ
ワグマ対策について（第2報）：群馬県浅間
家畜育成牧場 宇敷真子

国指定鳥獣保護区に位置する当場では、
ツキノワグマ（以下クマ）による飼料盗食
や施設破壊が急増。周辺を往来するクマの
動向や生息頭数を把握し、適正な保護管理
のあり方を検討。25年度からは誘因物の管
理徹底として、配合タンク周辺に電気柵や
カラシスプレーを設置。有害個体特定のた
め、バレルトラップ(以下ワナ)を使用して
捕獲されたクマは耳標装着後、学習放獣を
実施。今年度は活動期に配合タンクを空に
して誘因物を除去。さらに、ワナを増設し
監視。この結果、昨年度に比べ物的被害や
遭遇件数は激減。捕獲頭数も5頭中4頭は初
回捕獲で、学習放獣による一定の効果を確
認。しかし給餌施設周辺のセンサーカメラ
で耳標装着個体を含めた数頭確認。クマ誘
因物の完全な除去は難しく、人への危害防
止策も不可欠。専門家を講師に研修会を開
催し、クマの生態および遭遇時の対応を職
員間で情報共有。回帰傾向のある個体の対
策として、GPS機能付き発信器等新たな試み
を検討中。

591.管内アルパカ牧場の適正飼養管理に向
けた取組：新潟県中越家保 佐藤圭介、五
十嵐紗代子

平成21年、山古志地区に震災復興を目的
にアルパカ3頭が寄贈されたことを契機と
し、アルパカ牧場を設立。アルパカの診療
は民間獣医師が行い、飼育管理は長年牛の
飼養経験がある地域住民が支援。現在同牧
場は50頭規模となり、住民の高齢化する地
域の活性化に貢献。平成26年9月に当牧場で
アルパカ1頭が急死し、病性鑑定を実施。真
菌性第四胃炎と診断、外貌に削痩を認め同
居個体の栄養不足を推察。同年10月に同居
個体20頭について一般血液検査、血液生化
学検査及び糞便の寄生虫検査を実施。ヘマ
トクリット値、アルブミン及び総コレステ
ロールが低値、栄養不足が示唆され飼料設
計の変更を指導。飼料変更後、栄養状態の
確認のため平成27年12月に2回目の検査を実
施。前回に比べ改善傾向であったが、依然
として栄養状態の指標が低値を示し、再度
飼料の変更を提案。さらに、衛生昆虫対策
等の情報を提供するなど、適正飼養管理に
向けて指導を実施。

592.コンパニオンアニマルブームにおける
広告の実態と指導：岡山県岡山家保 佐藤
静子、佐野通

平成27年1月、「A業者が犬用医療機器に
本格参入」との新聞記事が掲載された。A業
者は動物用医療機器製造販売業の許可を未
取得。雑品として今後も販売する予定であ
ったので、新聞記事の表現は医薬品、医療
機器等の品質、有効性及び安全性の確保等
に関する法律（医薬品医療機器等法）違反
となることを業者に指導。また、商品のパ
ンフレット等の医薬品医療機器等法に抵触
する表現の削除も指導。一方、平成26年度
から新聞に定期的に獣医療の記事が掲載さ
れている。同一面にB業者が開設予定の飼育

動物診療施設の広告を掲載する予定があり、
新聞社から掲載内容について照会。獣医療
法に抵触する表現があり、修正を指示。両
事例ともに担当家保のみでの判断が難しか
ったため、本庁を含め、国と協議すること
が多く、時間・労力を要した。全国的に統
一された見解で、迅速かつ的確な指導を実
施するため、国には早急な照会事項の共有
化を要望。
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Ⅷ 共通一般

Ⅷ－１ ウイルス性疾病

593.FTAカード等を応用したRT-PCR効率化の
検討：北海道檜山家保 上垣華穂、藤原正
俊

FTAカード（カード）及びDNA遺伝子増幅
用試薬（Ampdirect

®
Plus）を使用して、RN

A抽出を簡略化し、精製を行わずRT-PCRを効
率化する検査法（本法）を検討。牛ウイル
ス性下痢ウイルス（BVDV）生ワクチンを牛
血液で、豚流行性下痢ウイルス（PEDV）生
ワクチンを豚糞便懸濁液上清でそれぞれ10
倍階段希釈したものを供試。従来のRT-PCR
（従来法）と本法のRNA検出限界、検査時間
並びに検査費用を比較し、カードのRNA保存
性も検討。本法はBVDVでは非特異反応が生
じ、応用困難。一方、PEDVの本法での検出
限界量は従来法の1/100に低下したが、発症
豚の病性鑑定には応用可能と判断。本法の
検査時間は従来法より1時間25分短縮され、
検査費用も229円削減。カードは検出限界量
のPEDVを25℃下で3日間、-20℃下で1週間、
感染性を消失させたRNAの状態で保存可能。
手技の簡素化、検査時間短縮及びコスト削
減が図られ、材料の安全な保存・輸送も可
能な本法はRT-PCRの効率化に有用と考察。

Ⅷ－２ 細菌性・真菌性疾病

594.青森県内で分離されたサルモネラの血
清型と薬剤感受性：青森県青森家保 太田
智恵子、齋藤豪

サルモネラは、人や動物の下痢症、敗血
症などの原因菌の一つで、基質特異性拡張
型βラクタマーゼ（ESBL）産生菌等の出現
やO4:i:-の家畜や人での検出例増加など公
衆衛生上も重要。今回、県内で平成10年か
ら27年に動物、環境から分離された本菌の
血清型別と薬剤感受性試験を行いこれら検
出状況について調査。供試菌株は、検出事
例当たり一株、計113株。畜種別では、鶏74
株（65.5%）、合鴨16株、牛12株、豚10株。
血清型別は36に分類、うち28血清型を鶏で
確認。分離数は、Enteritidis21株、Typhim
urium18株、O4:i:-12株等。薬剤感受性は、
ABPC耐性44株(38.9%)、SM耐性42株、TC及び
サルファ剤耐性35株、CEZ耐性9株。鶏、合
鴨由来株は耐性が少なく、牛や豚からは5～
6剤の多剤耐性株が分離。Senftenberg 1株
でESBL産生を確認し、O4:i:-は平成23年を
境にPFGE像と薬剤耐性が変化。薬剤使用歴
の把握や獣医師への情報提供が必要。人検
出事例にも注目し、継続した分離菌、薬剤
感受性の動向を監視する所存。

595.大腸菌迅速H型別の条件検討及びマイク
ロプレートを利用したH型別の試み：福島県
県中家保 曽我洋太郎

大腸菌のH血清型別法は、手法が煩雑であ
り、検査に時間を要することが課題。既報
の培地をベースに、運動性を増強させる培
地性状・培養条件の検討とともに、作製し
た培地の運動性増強能を評価。その結果、
好気性培養、培養温度37℃、pH6.8、寒天濃
度0%、培地濃度等倍、オートクレーブ処理1
20分により作製したBHI培地で有意な運動性
増強能の向上を確認。さらに、当培地を用
いて、従来の試験管法と比較して使用抗血
清量の削減と多検体処理が容易なマイクロ
プレートを用いたH血清型別を試行。当培地
は大腸菌培養6時間・血清反応1時間の試験
条件で一部凝集が弱かったが、従来のBHI培
地や既報の培地と比較してすべての試験条
件・供試株でより明瞭な凝集を示し、H血清
型の判定が容易。以上から、本培地とマイ
クロプレートを用いた大腸菌のH血清型別
は、検査時間及びコストの低減に有用であ
ることが示唆。

596.有害微生物（腸管出血性大腸菌、カン
ピロバクター等）低減対策の検討：東京都
東京都家保 吉﨑浩

有害微生物（腸管出血性大腸菌、カンピ
ロバクター等）の検査方法・低減対策方法
の検討を実施。材料は腸管出血性大腸菌、
サルモネラ、カンピロバクター、Streptoco
ccus suis（S.suis）。腸管出血性大腸菌
はリアルタイムPCR、マルチプレックスPCR
による複数血清型の同時スクリーニング後、
選択培地で分離。カンピロバクターはリア
ルタイムPCRを用いた2種類の同時スクリー
ニング後、選択培地で分離。サルモネラは
定法で、S.suisは選択培地・PCRで分離。乳
酸菌飲料、Bacillus subtillis （B.subti
llis）による菌抑制試験を実施。リアルタ
イムPCRを用いたスクリーニング検査は特異
的に検出。乳酸菌飲料・B.subtillisを用い
た菌抑制試験では菌抑制現象を確認、B.sub
tillisは菌抑制遺伝子を保有。スクリーニ
ング検査、選択培地で、複数血清型、多検
体検査で効率的に分離可能。乳酸菌、B.sub
tillisを継続投与できれば有害微生物の低
減対策の一方法の可能性と考察。

597.畜産農場における野生動物及び衛生害
虫の食中毒菌保有状況調査（第2報）：岐阜
県中央家保 浅井礼子、大平雅史

岐阜大学を代表機関とする家畜衛生対策
研究グループと協力し、平成26年度より畜
産農場での野生動物や衛生害虫の食中毒菌
（志賀毒素産生性大腸菌、サルモネラ、カ
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ンピロバクター）保有状況調査を実施。今
年度は、昨年度の調査で食中毒菌等が分離
された農場を中心に8農場を対象としたとこ
ろ、サルモネラ3農場16検体、カンピロバク
ター2農場14検体から分離。今年度より検査
材料に追加した野鳥の糞便では、サルモネ
ラが12検体中5検体、カンピロバクターが12
検体中3検体と検出率が高かった。今回の調
査は、「岐阜大学と連携した共同研究」の1
つと位置づけて取り組んだことで、野生動
物の侵入状況確認など詳細な調査ができ、
野鳥対策が重要であることを示すデータが
得られた。この共同研究を通して、研究グ
ループにおける家畜疾病病原体遺伝子の検
索結果から農場指導に活用できるデータが
得られたこと、大学から高度な検査技術の
指導を受けられたことなどの成果があった。

Ⅷ－３ 保健衛生行政

598.口蹄疫の画像診断データ送付体制の運
用：北海道後志家保 高畠規之、平野沙衣
子

H26年度、口蹄疫の迅速な画像診断のため、
カメラ－通信機器－家保間のデータ送信を
無線で行う機材が全道に整備。通信は安価
な仮想移動体通信事業者を利用。体制の効
率的運用を機材・人材面から検討。【機材】
LED投光器の追加、半透明アクリル板の照明
機材へ装着により白飛び低減。横縦比1:1、
画質ノーマルで撮影しデータ量削減。1回の
Eメール送信で13枚（～8MB）送信可能。送
信時間/回は3G回線では通常5～10分、稀に2
0分以上。LTE回線では30秒以内。【人材】
カメラ操作はピント合わせとシャッターの
み等、機材操作は可能な限り簡単に。通信
圏外でも送信操作は可能（圏内で自動送
信）。病変撮影例を掲載したマニュアルに
より作業者間で撮影イメージを共有。保定
の重要性を鑑み、ロープワーク、蹄の保定
等の訓練を実施。今後もさらに作業が容易
になるよう、検討を続ける。

599.動物薬事業務の効率化及び平準化に向
けた取組：宮城県仙台家保 佐沢公子、網
代隆

管内の動物用医薬品等販売業者数は170件
で県全体の50％を占め、平成26年度の各種
申請及び届出件数は111件と多数。業者から
の問合せ集中時や担当者不在時にも迅速に
対応すべく以下について改善。①許可台帳
を従来の紙管理から表計算ソフト（Excel）
にて電子化。②年度ごとに保管していた申
請及び届出書類をPDF化し店舗ごとに分別す
ることで履歴を一元管理。③薬事業務対応
マニュアルを作成し担当者以外でも対応可

能な体制を整備。業務の効率化及び平準化
が図られたことで薬事監視立入件数が大幅
に増加。無通告の立入検査により指定品目
外陳列、休廃止・構造設備変更等の未届け、
許可証不掲示等の不適事項を確認し、改善
を指導。業者向けパンフレットを作成し立
入時に説明することで法令に対する理解を
醸成。今後は当所のマニュアルを県内他家
保とも共有し、県全域で統一した業務体制
を構築することで、一層効率的な薬事行政
を目指す。

600.管内における飼養衛生管理基準に係る
定期報告の問題点とその解決方策：群馬県
中部家保 宮澤浩太

毎年、全戸の畜産農家あて定期報告の用
紙を送付し提出を促しているが、今年度、
期限までに提出された割合が6割程度であっ
た。その後、未提出の農家について、電話
・FAX等により督促を行い、7月1日までに全
農場の提出が完了したが、多大な時間と労
力を要した。報告内容の飼養衛生管理の自
己チェックでは、衛生管理区域への病原体
の持込みの防止項目で、牛74%、豚76%と遵
守率が低かった。また、感染ルート等の早
期特定のための記録の作成・保管について、
牛53%、豚38%、鶏76%と遵守率が低かった。
今後は、円滑な定期報告の提出を促すため、
報告方法や提出先の多様化を図り、農家の
負担を軽減する対策を実施したい。また、
農家への立入調査により報告内容の確認と、
遵守されていない項目について重点的に指
導するとともに、定期報告の重要性を認識
してもらい、農家の衛生意識をさらに高め
ていくことが必要である。

601.管内農場の埋却地確保状況と問題点に
ついて：千葉県北部家保 三浦良彰、武石
佳夫
急性悪性家畜伝染病発生時の防疫対策とし

て埋却地を事前に確保しておく必要がある。
今回、管内農場の確保状況、埋却地として
の可否について調査した。確保状況は、牛9
3.5%（187/200農場）、豚86.4%(140/162農
場)、鶏97.2%(69/71農場)であった。未確保
等について県公有地を割り当てたところ、
牛98.5％、豚90.7％、鶏100％となった。管
内では、豚で15農場確保出来ておらず、大
規模養豚が多かった。地域毎では、印旛地
域は都市化が進み、埋却予定地周辺に住宅
地が増えており、今後、埋却地の消失、埋
却の際の近隣住民へ対応等の検討が必要と
考える。香取地域は1戸当たりの飼養頭数が
増加傾向にあり、現在埋却地が充足してい
ても、今後さらなる確保が必要とされる。
当地域は利根川流域であり、地下水の利用
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も多く、埋却地の選定には注意を要する。
発生時の防疫措置として、埋却処理だけで
なく、各種の処理法を組み合わせることが
必要と考える。

602.東京都における輸出入防疫業務の変遷
：東京都東京都家保 林朋弘、中村博

家畜等の輸出入に関する業務は着地検査
を除き基本的に農林水産省動物検疫所（動
検）の担当。しかし近年、輸出入防疫に関
する幾つかの変更があり、当所における輸
出入業務の変遷を調査。輸入家畜の大半は
馬で、乗用馬では着地検査時に健康手帳取
得を目的とした馬伝染性貧血（伝貧）の検
査を実施するのが常だったが、昨年の競技
施設等への入厩規定改正に伴って伝貧検査
を実施しない事例もあり。また、馬の用途
によって仕出国の違いが見られ、輸入検疫
時の監視伝染病摘発による解放遅延事例も
あり。動検で以前より導入していた輸出入
申請のための検査手続電算処理システムがW
ebシステムに更改されたたことで疫学証明
書の発行がほぼなくなり、申請ごとの動検
から当所への照会事務に代わったことで迅
速な情報提供が可能に。また、検疫中の管
理の専門性から競馬場以外に、動物園が輸
出検査場所の指定を受ける事例が出てきて
いる。しかし、日本と仕向国との衛生条件
の差異から、監視伝染病以外の疾病発生情
報の提供を求められる事例もあり、根拠法
令や各種伝染病の知識習得が求められる。

603.家畜保健衛生所における獣医学生研修
生受入体制の整備・拡充：東京都東京都家
保 鈴木博

近年、産業動物獣医師や公務員獣医師の
不足や偏在が問題。一方、獣医系大学の教
育改革を図る中で参加型実習の拡充が緊急
の課題。そのため、大学を始め多方面から
家保に対し獣医学生研修生の受入希望が増
加。この要請に応え、研修生受入体制の整
備、研修内容の充実に取り組んだ。具体的
には、受入手続きの統一、専任担当者の配
置、受入人数の拡大、研修生が親近感を持
ちやすい若手職員を中心に指導員を依頼し
た。研修内容は、短期間に多くの体験や家
保業務が理解できるように研修計画を組む
ことや、事前に各事業の目的や課題等を説
明するなど工夫。また、関係施設の見学や
防疫演習等への参加、女子学生を対象に女
性職員による公務員獣医師の処遇や女性な
らではの経験談を聞く機会を設けるなど、
研修内容の充実に努めた。その結果、従来
に比べ1.7倍の研修生を受入れ、実習教育の
拡充に協力。アンケート調査結果でも学習
意欲やモチベーションの向上が図れ、公務

員獣医師等への就業の動機付けとなるなど
獣医師の人材育成に貢献。

604.管内家畜飼養者の飼養衛生管理基準遵
守状況：山梨県西部家保 高橋照美、横山
紅子

平成23年の家畜伝染病予防法改正により、
家畜飼養者は毎年家畜の飼養衛生管理状況
を知事に報告。その定期報告を元に家保は
農家の飼養衛生管理取組状況を確認するた
めの巡回指導を実施。その結果、衛生管理
区域への立入制限措置の未実施は住居と畜
舎等の区域が隣接する牛農場で多く、家保
が作成した立入禁止の貼り紙を配布し、ロ
ープの設置などの取り組みを指導。消毒・
清掃に係る項目では、群飼育の多い肉用牛
農場で未実施割合が高く、あらためてその
重要性を説明し実施を指導。衛生管理区域
への立入者記録・帳簿保管は全畜種を通じ
て未実施割合が高く、カレンダーを利用し
た記帳など簡便な方法を提案し実施を促し
た。飼養衛生管理基準の遵守は、家畜疾病
発生予防や生産性向上、農場経営改善にも
つながることから、あらためてその重要性
を理解してもらうとともに、その改善方法
を農場と連携を図りながら検討していく。

605.飼養衛生管理基準の遵守状況の改善に
向けた農家指導方法の検討：山梨県東部家
保 岸田諭俊、石田昌弘

H26、27年度の大家畜飼養農家（乳牛（H2
6:35戸,H27:33戸）、肉用牛17戸）を対象に
飼養衛生管理チェックシート35項目につい
て遵守状況を調査。35項目平均遵守率は、
乳用牛農家でH26年度82.5％、H27年度84.9
％、肉用牛農家で、H26年度80%、H27年度81.
3%で両畜種ともH26年度の全国平均を下回っ
た。項目別では両畜種とも車両・立入者の
消毒、野生動物侵入対策、立ち入り時の記
録記帳に対する遵守率が低い傾向。車両消
毒、立入者の消毒など遵守項目の中で特に
重要と考えられる項目について傾斜配点し、
合計100点として両畜種の合計点数を算出。
平均得点は乳用牛農家で89.9点、肉用牛農
家で83.0点。遵守項目の重要性をもとに傾
斜配点をすることで、より現実的な発生及
び蔓延リスクを把握することが可能。また、
遵守状況を点数化することで、農家の改善
意欲の向上も期待される。

606.中濃管内における口蹄疫および高・低
病原性鳥インフルエンザに対する防疫強化
の取り組み：岐阜県中濃家保 大塚幹弘、
山崎稔

近年本県への海外観光客数上昇に伴い、
畜産関係者に加え観光客に対しても防疫対
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策強化の必要性が増加。管内宿泊施設220件
で海外観光客の利用状況を調査した結果、
平成25年度の宿泊客数は管内全体で5,145
人、管内有数の畜産エリアA市で4,535人、
多くが口蹄疫等発生国から来訪。市内観光
牧場及び宿泊施設等において海外観光客に
対する防疫強化に取組む。観光牧場では手
指消毒器及び消毒マット設置、定期的な石
灰散布、7か国語で書かれた「立入禁止看板」
掲示等の対策を実施。宿泊施設等では食品
衛生責任者講習会で口蹄疫等発生状況と対
策の重要性を説明、チラシ掲示等の予防策
実施を呼掛け。参加者へのアンケートで回
答者の70%以上が予防策実施に協力すると回
答。また市内主要ホテル７件を訪問、予防
策実施を依頼した結果、全てのホテルでチ
ラシを掲示。今後A市以外でも観光施設関係
者に対する啓発を続け、予防策の重要性の
理解を深める。

607.家畜防疫強化の取り組み：滋賀県滋賀
県家保 山中美佳、橋本久彦

高病原性鳥インフルエンザ（HPAI）およ
び口蹄疫（FMD）は、近隣のアジア諸国で発
生が続いており、国内への侵入リスクが高
いため、発生に備えて県の防疫対策強化を
行った。HPAIおよびFMDの防疫対策について、
県域での危機管理担当者会議を新設し、年3
回開催して農家毎の個別防疫マニュアルを
情報共有および連携等を強化。県域のHPAI
およびFMD防疫演習を開催し、発生時の関係
機関との連携対応を再認識。県内7地域のHP
AI対策会議では、防疫作業従事者を対象に、
より実践的内容の研修等を実施。発生時の
速やかな対応のため、HPAIおよびFMDの県防
疫マニュアルの改正に取り組んだ。今後は、
改正した県防疫マニュアルの内容を各地域、
市町および関係団体等に説明し、理解を得
るとともに、各地域との連携の継続強化と
個別防疫マニュアルの充実強化に取り組む。

608.食肉卸売市場と連携した口蹄疫等家畜
伝染病対策：京都府山城家保 川島康成

京都市が開設すると畜場併設の食肉専門
中央卸売市場（市場）は牛肉の海外輸出に
向けて新施設整備を計画。全国から牛及び
豚の入荷、多種多様な関係者の出入があり
家畜防疫上重要な施設である。このため平
時、国内及び市場内での発生を想定した対
応について市場と連携して取組む必要があ
り、市場関係組織と家保で構成する委員会
を設置。口蹄疫対策を軸とした事前準備、
衛生管理区域確保、国内及び市場内発生を
想定した各組織の役割と防疫対策を網羅し
た対策要領を策定。市場関係者の防疫対策
習熟と防疫意識向上を目的に異常家畜発見

時からの情報伝達及び指揮命令、まん延防
止のための市場の措置と防疫措置について
防疫演習を実施。演習後の検証から家畜防
疫と市場衛生それぞれの観点による衛生管
理の捉え方を照合し、より高度な管理に繋
げることが必要。今後も演習を通じて一層
の対策強化を図るとともに、これまで構築
した体制と対策、今後積重ねる対策の新施
設への継承を進める。

609.簡易車両消毒装置と防疫バッグを活用
した農場バイオセキュリティ向上：京都府
南丹家保 八谷純一、塚本智子

【はじめに】農場でのバイオセキュリテ
ィ(以下BS)の取組は防疫上非常に重要。当
所は水道直結型車両消毒装置(以下、消毒装
置)と防疫バッグを活用して農場BS向上に取
り組んだ。【材料及び方法】飼養衛生管理
チェック表を用いて現状分析したところ、
偶蹄類農場では①車両消毒装置の設置②埋
却地の確保の2項目の達成率が低い事が課題
と判明。そこで、当所は動力やスペースを
要しない消毒装置を開発・普及するととも
に防疫バッグを活用した防疫計画を策定。
【結果】①は開発した消毒装置の普及によ
り達成率は75.4％から94.5%に上昇。②は防
疫バッグを活用した計画を準備することで
達成率は88.5％から100％に向上。【まとめ】
今回、新たな資材及び計画を開発・策定す
ることで農場BSは大幅に向上した。農場のB
Sは施設や立地条件、飼養管理方法等に応じ
た対応が重要。衛生レベル及び生産性の向
上のため、各戸に応じた提案を継続したい。

610.ナレッジマネジメントを用いた家畜保
健衛生業務の高度化へ向けた取り組み：大
阪府大阪府家保 吉田優司

[背景]当所では職員の高年齢化および年
齢構成のアンバランスが問題。ベテラン職
員が今まで培ってきた技術・経験・知識の
喪失、組織の弱体化が危惧。そこでナレッ
ジマネジメントによる取り組みを実施。[方
法]若手職員とベテラン職員から業務向上へ
向けた双方への要望を抽出し、マッチング
させることで取り組む具体的な内容を決定。
①ベテラン職員によるノウハウの伝承、若
手の実践を目標に牛の直腸検査および仔牛
の採血の技術研修。②異動や新規採用に対
応できる防疫業務や検査業務のマニュアル
化。③府内畜産農家や事業者に関する情報
の収集および共有化を目的とした情報伝達
共有会議の開催。[結果]取り組みにより、
技術ノウハウの習得、業務マニュアル等の
整備、情報の共有化が可能となった。さら
に、農家の現状の把握・問題点の抽出など
もできた。今後も継続し、業務水準の向上
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を図っていきたい。

611.市町村との連携を主眼においた防疫体
制構築への取り組み：福岡県北部家保 宮田
恵介、内布幸典

過去、首長への説明、要請、市町村対象
の説明会、防疫演習等を実施してきたが、
市町村等では関心、危機意識が低い状況。
平成26年度以降新たな取り組みとして、管
内全28市町村に出向いて個別説明、検討会
を実施。集合場所では、施設毎の運用計画、
作業従事者の動線等を検討。消毒ポイント
では、主要幹線道路を市町村と実走確認し、
112か所から348か所に増設、防疫マップに
反映。防疫演習の新たな取り組みでは、①
現地対策本部主導の大規模養豚場での防疫
演習、②大規模養鶏場がある市町への出前
防疫演習、③市町村職員対象の集合場所エ
キスパート養成演習、④農林事務所新任職
員への個別演習、⑤県職員を対象にした地
域研修会を平成26年度は16回、平成27年度
は７回実施。集合場所演習では設置、運営
の習熟が得られた。また、市町村間での連
携の重要性が確認。今後は市町村間の相互
応援体制構築と具体的な防疫演習を継続実
施することで防疫体制強化を図って行きた
い。

612.特定家畜伝染病発生に備えた防疫措置
概要の整備：福岡県両筑家保 野田美治

特定家畜伝染病の発生時、現地対策本部
（現地本部）の運営に必要な「防疫措置概
要」について、発生時の数時間で家保が作
成出来るような様式案（15項目）を取りま
とめ、平成26年度防疫演習で内容を検証。
作業用ファイルの作成や様式の改善等によ
り現地本部での作業の簡略化を図ったが、
根本的な内容拡充の要望多数。前提とした
作成時間の制限を外し、個別台帳（20項目）
として修正、平成27年度防疫演習による検
証で一応の評価を得たことで、現地本部の
運営の目処が立ち、家保が発生農場での防
疫作業に専念できる体制が確立。個別台帳
の作成は時間を要するため、今までのよう
な発生時の作成は不可能であり、あらかじ
め全農場分を準備しておくことに変更、現
在、大規模7農場の整備を完了、残りの238
農場について現地調査の上、作成中。今後、
早い時期に全農場の整備を完了させるとと
もに、整備後の個別台帳も定期的に見直し
て常に最新の状態を保つことで、万一の発
生時に備える。

613.県北地域における口蹄疫診断用画像の
送信方法の再検討：長崎県県北家保 島田
善成、久住呂毅

口蹄疫診断用画像の送信方法について、
昨年度検討した画像送信方法も含め、画像
撮影から送信までの一連の作業工程の改善
を検討。(1)デジタルカメラの記録サイズ：
パソコン上で十分な画質を保持しつつ、で
きるだけ軽い画像となる設定は、1M(1メガ
ピクセル)推奨、最大2Mまで。(2)タブレッ
ト端末での確認位置：昨年度までは農場外
で画像を確認することとしていたが、防水
ケースを整備することにより、農場内で撮
影者が直ちに画像確認できるように改善。
(3)撮影方法の検討：①被写体の動きに対応
するため、スポーツモード。②畜舎内の暗
所での撮影を考え、フラッシュを使用。た
だし、オートモード。③昨年度の検討で、
連写モードで撮影することとしていたが、
確認する画像も増えるうえ、フラッシュも
使用できないことから、単写撮影に変更。
上記設定で晴天時の日中での撮影であれば、
診断に耐えうる画像を撮影することが可能。
雨天や夕方以降は、照明器具が必要。また、
疫学情報の記録画像を送信することで、確

実かつ迅速な疫学情報の伝達も可能。

614.大分県特定家畜伝染病防疫対策特別チ
ーム（B-SAT）の取組および強化：大分県宇
佐家保 堀浩司

平成23年2月、本県でのHPAI発生を受け、
同年5月、初動防疫の課題解決に向けB-SAT
を組織。発生農場の殺処分リーダー育成や
初動防疫調査のプランニング補佐を目的と
し、農林水産部獣医師と総務部畜産職員の2
8名で構成。組織後（H23～27）は、発生に
備えた研修や演習を行い、知識や技術の習
熟等人材育成を実施。研修等内容は次のと
おり。1）畜産施設視察や保定、2）炭酸ガ
スや電殺機の取扱、3）発生農場の初動防疫
プランニング、4）各種疾病や発生状況等の
学習会、5）家保備蓄資材やリース資機材の
取扱、6）県防疫演習への参加による作業確
認と防疫作業従事者への指示実践、7）発生
時各作業場所の運営サポート研修等。現在
の課題は人事異動で現場経験の少ない職員
が構成員となること。一方でB-SATは高度な
知識や技術が求められるため、今後はB-SAT
マニュアル（作業概要書）の作成で発生時
や平時の作業明確化を図り、引き継ぎや人
材育成に対応予定。今後も継続した活動を
行い、迅速かつ適確な対応ができるよう危
機管理の体制強化に努めたい。
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615.離島における関係機関と連携した家畜
保健衛生の推進と成果：鹿児島県鹿児島中
央家保徳之島支所 酒見蓉子、藤岡康浩

沖永良部島（主に黒毛和種肉用牛繁殖農
家約250戸、母牛約3、500頭）の家保業務推
進と成果を報告。【巡回時の踏込消毒槽設
置状況】各農場の状況を三段階評価、地域
毎の改善差を見える化し指導、清潔な踏込
消毒槽設置率は43.8%(74/169)から72.1%(95
/129)へ改善(P＜0.01)。【最新家畜衛生情
報の周知】セリ前研修会で周知、毎回約30
名以上が参加、会終了後40戸以上へ要約を
配布。【子牛発育調査時の衛生管理】牛舎
環境や母牛管理を指導し病原体持込防止対
策が改善、呼吸器病発生低減事例(56件→18
件)等がみられた。【家畜改良増殖技術の向
上】会議等で人工授精指導や種雄牛情報を
提供。島外研究機関等の指導協力を受け受
精卵移植(ET)技術研修会を開催、採卵体制
を安定化、ET受胎率は30％(6/20)から46.7
％(31/67)となった。【まとめ】関係機関と
連携し、家畜保健衛生意識の改善や技術向
上など一定の効果が得られた。

Ⅷ－４ 畜産技術

616.T堆肥センターにおける消臭剤による悪
臭低減対策について：愛媛県東予家保 赤
坂遼、難波江祐介

管内のT堆肥センター（年間処理規模約50
0ｔ）に対して近隣住民から悪臭苦情が寄せ
られたため、関係機関が連携し悪臭低減対
策を協議。消臭剤の散布を検討し、えひめA
I-2、香料消臭剤を選定。悪臭の原因とされ
るNH 3は畜糞搬入時に多く発生することか
ら、搬入時の消臭剤散布前後の空気中のNH3

濃度測定を専門業者へ依頼。えひめAI-2は
散布前13.0ppmが散布後6.4ppm、香料消臭剤
は散布前8.2ppmが散布後1.8ppmで、いずれ
も速効性を確認。100L当りの経費及び作成
工程は、えひめAI-2は、約5,000円かつ作成
に一週間という時間と温度管理を要するの
に対し、香料消臭剤は約1,500円で、希釈の
みで作成でき、経済性及び利便性ともに香
料消臭剤の方が優れていたが、消臭効果の
持続性はえひめAI-2の方が優れている傾向
にあった。今後は、T堆肥センターにおける
畜糞搬入時、切返し時及び環境要因を分析
し、最も効率の良い消臭剤散布方法を模索
したい。

617.ばっ気強度の違いによる家畜ふん尿由
来有機液肥の臭気低減効果：沖縄県畜産研
究センター 嘉数良子、光部柳子

家畜糞尿に起因した苦情の大部分は臭気
に係わるものであり、畜産有機液肥の散布
では広範囲に臭気が拡散する可能性がある。
そこで、畜産有機液肥を利用するための臭
気発生を抑えた効率的な液肥散布技術の確
立を目的に、ばっ気強度の違いが畜産有機
液肥の臭気等に及ぼす影響を調査。有機液
肥に対して、0、0.25、0.5ならびに1㎥/㎥/

hrの流量でばっ気処理を行った結果、液肥
中のアンモニア態窒素濃度については、ば
っ気処理3日後の各処理区で違いは見らず。
有機液肥を土壌に散布した際の臭気は、全
てのばっ気処理区で無処理区に比較してば
っ気1日後から臭気強度および不快度が大き
く低下。以上の結果から、嫌気的処理後の
有機液肥に対し、1m

3
/m

3
/hr未満のばっ気強

度でも十分な臭気低減効果が得られ、ばっ
気処理を3日間行っても肥料成分を保持でき
ることが示唆。さらに、現場の状況に合わ
せてばっ気強度および処理期間を決定する
ことが可能。

Ⅷ－５ その他

618.地下水位が高い埋却地におけるベント
ナイトを用いた止水方法の検証実験：北海
道胆振家保 安倍秀美、立花智

埋却候補地を有事に掘削し湧水すると、
利用不可となり、迅速な防疫措置に支障。
今回、高い吸水性と膨潤性により止水性に
優れる粘土鉱物ベントナイト（ベント）に
着目。これを用いた止水方法が防疫措置に
応用可能か、止水効果と作業性（簡便性、
安全性等）について検証。地下水位の高い
公有地で5穴掘削し、4穴には、湧水する状
態で3種類のベント資材（粒状、シート状2
種）を各々異なる組合せで底面と法面下部
に施工。1穴は対照としてベント施工無し。
一夜放置し翌日に検証。ベント施工後は4穴
ともに新たな浸水無く、施工時に施工面上
に残っていた水の外部への浸透も無し。作
業性については、安全性に特段問題無く、
重機の操縦を除き土木工事未経験者でも可
能。本結果から、ベント施工により、簡便
かつ安全に湧水の止水及び外部への浸透防
止が可能と確認。従って、地下水位の高い
埋却地で応用可能であり、迅速な防疫措置
の一策になると考える。

619.大規模酪農場のリスクアセスメントを
導入した安全な採血方法の検討：茨城県県
北家保 神谷朝咲、田中信明

飼養規模が極めて大きい酪農場の全頭採
血は、ロータリー式ミルキングパーラー（パ
ーラー）内で積み上げたパレット上で効率
的に実施。特殊な採血状況において過去負
傷者が発生。そこで職場環境の潜在的な危
険性を見つけ除去する手法であるリスクア
セスメントを導入。危険性のある作業につ
いて、けがの可能性とけがの程度を採点し，
加点してリスクポイントを評価し対策を検
討。結果「牛と柵の間に手を挟まれる」に
おいて、柵への標識、軍手等の防護具の着
用を行ったところリスクポイントは半減。
採血時のリスクが明確になり、事故を未然
に防止。一方農場から、パーラー採血時の
採血針つきシリンジ（針）の落下による堆
肥への針の混入が心配という相談にも対応。
結果、作業工程の改善を行い、堆肥への針
の混入を未然に防止。今後、職員が日常的
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により安全で安心して仕事に打ち込めるよ
う、通常の業務においてもリスクアセスメ
ント導入を推進していく。

620.関東・東北豪雨による管内畜産農家の
被害状況と防疫対応：茨城県県西家保 髙
橋淳史、太田土美

平成27年9月、関東・東北豪雨により管内
畜産農家では4市町9戸で浸水被害。当所は
一部罹災農家の早期復旧のため畜舎消毒等
の防疫対応を実施。採卵鶏農家1戸では飼養
鶏120羽中100羽が死亡したためこれらを除
去後、鶏舎内に石灰散布。最も被害の大き
い肉用牛農家では飼養牛215頭中144頭死亡。
牛の回収の際には水陸両用車が活躍。瓦礫
や泥、糞尿等を除去し、石灰散布等の消毒
を実施。その後いずれの農家も伝染病の発
生がなかったことから、防疫対応は一定の
効果があったと考察。今回の防疫対応の際
には、ライフラインが寸断され、各農家の
被害状況把握に時間を要した。災害時に備
え、複数の連絡手段の把握が必要であり、
農家巡回時に携帯電話番号やメールアドレ
スも聴取予定。当所管内は歴史的にも水害
の多い地域だが、洪水ハザードマップの浸
水予想地域を把握していない人が多数存在。
今後は、浸水被害を減らすために、洪水ハ
ザードマップの情報提供も必要と考える。

621.病性鑑定の高位平準化を目指した共有
サーバの活用：栃木県県央家保 小笠原悠、
阿部祥次

本県では平成26年度に共有サーバの運用
を開始し、各家保の情報を常時共有する環
境を整備。今回、病性鑑定の高位平準化を
目指し、共有サーバを活用した取組を実施。
要望の多かった下記4点について資料を作成
し、サーバにアップロード、情報を共有。
①現場採材マニュアル：現場対応に必要な
資材や作業の流れに関する資料を作成。②
解剖マニュアル：牛の解剖動画（動物衛生
研究所）について、再生時間に対応させた
解説資料を作成。さらに、豚の解剖を撮影
し、解説を字幕形式で挿入。③細菌検査マ
ニュアル：試料を培地へ塗付する作業に関
するマニュアルを作成。④症例集：約70症
例について、調書、検査結果、剖検写真及
び回答をフォルダに格納。併せて索引を作
成。剖検写真は肉眼所見等のポイントを挿
入。上記の資料は常時閲覧、随時更新でき
ることが本取組における最大の利点。今後、
要望を募り内容の充実を図りながら、本県
における病性鑑定の更なる高位平準化を目
指す。

622.家畜排せつ物不適正管理農場の実態と
解決に向けた指導方法の検討：群馬県東部
家保 藤井香織

平成16年11月の｢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｣本格施行
後、管内畜産農家約450戸を対象に定期巡回
指導を開始。平成26年度までに延べ2,349戸

を巡回し、623件(実173戸)の口答指導を実
施。この間15戸に｢家畜排せつ物不適正管理
注意票｣を交付し、重点指導を継続したとこ
ろ14戸が改善。家畜排せつ物の不適正管理
を起因とする悪臭苦情は平成17年度10件か
ら26年度3件に減少したが、苦情は継続して
寄せられる。不適正管理が改善されない要
因は、労働力不足、資金不足および堆肥搬
出先の不足等。解決には経営支援、堆肥の
流通促進および作業の外部委託が必要であ
り、家保のみの対応では困難。更に今後、
施設・機械の老朽化、高齢化・後継者不足
および混住化による苦情等、他の畜産農家
を含め問題の増加が懸念。このため、指導
体制の見直しや指導者の育成により、農場
の実態に則した指導が必須。

623.農場HACCP導入に向けた家保の取組：神
奈川県湘南家保 森村裕之、福岡静男

管内養豚、酪農2農場の農場HACCP認証取
得のそれぞれに家保が関与。2農場とも衛生
意識の高い農場ではあったが、認証基準で
の要求事項を確立・評価・改善することに
より課題を解決。養豚農場では主に管理獣
医師の指導下でシステムを構築。家保は内
部検証員として、主に飼養衛生管理基準の
遵守を中心とした衛生管理プログラムの指
導・検証を実施。その結果、導入前に比べ、
5Sの改善、従業員間の情報共有、疾病対策
の検証などが行われ、飼養管理が改善。酪
農場では家保は農場の実施するシステム構
築及び更新に、当初から参加。また内部検
証員としても広くシステム改善に取組、日
常作業を効率化。家保は2農場の作業従事者
に対し教育・訓練を行い、農場HACCPの理解、
衛生意識のさらなる向上に寄与。農場HACCP
に魅力を感じつつも文書作成の煩雑さや、
認証マークを生産物に飼養できないなど、
経済的メリットを感じづらいため導入をた
めらう農場もあるが、県として厳しい畜産
経営環境の中、畜産物の安全性と生産性向
上を図るため農場HACCPの導入を推進。

624.簡易長靴消毒装置製作と効果：福井県
福井県家保 武野侍那子、仲村和典

農場巡回に持参する長靴の清浄度向上を
目的に簡易長靴消毒装置を製作。装置は水
中ポンプと穴を空けた塩化ビニルパイプに
よるシャワー装置をプラスチックコンテナ
に取付け、内部にステンレス棒を溶接した
長靴ラックを設置。水中ポンプにタイマー
を接続し、消毒液循環は設定時間に停止。
設置以降、通常の踏込み消毒後に帰庁し、
装置で500倍希釈グルタルアルデヒド消毒液
に1時間程度感作。装置の消毒効果について、
長靴底面に大腸菌と黄色ブドウ球菌の菌液
を塗布・乾燥し、消毒液作製後1～5日目ま
で消毒前後の検出菌数を調査。結果、消毒
前は片足底面あたり大腸菌1.3×10

6
～8.2×

10
7
個、黄色ブドウ球菌7.2×10

5
～2.5×10

7

個検出、消毒後はどの日数の消毒液も検出
限界以下。本装置は消毒液を流動的に長靴
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全面に感作でき、十分な消毒効果を発揮。
わずかな手間で職員の長靴の清浄度ととも
に長靴消毒に対する意識も向上。

625.動物薬事事務における効率的な指導体
制の整備：山梨県西部家保 穴澤光伊、片
山努

薬事法等の改正に伴いH27.3.31付けで山
梨県動物薬事事務取扱い要領を改正。同年6
月にホームページ（HP）へ申請等様式を掲
載し、手続き環境を整備。一方、管内過去5
年の変更届出ではH25年度を除き遅延事例が
1件以上発生しており、動物用医薬品販売業
者等（業者）の管理意識の低下を確認。業
者への変更届出事項についての家保たより
による周知及び立入検査における指導の結
果、変更届等の必要な事例が発覚する成果
が得られたが、同時に課題が判明。対策と
して業者に対する手続き環境の再構築のた
め、業種毎場合別の添付書類チェックリス
ト、様式の記入例、添付書類の雛形を作成。
所内における指導環境の整備のため、動物
薬事事務マニュアル、西部家保版Q&A集を作
成。その結果、添付書類等の提示による円
滑な指導と動物薬事担当者不在時の早期対
応が可能となった。今後もHPレイアウトの
修正等を行い、指導体制の効率化を図って
いく。

626.家畜伝染病防疫演習による危機管理体
制の強化：長野県松本家保 鈴木健太

平成16年の国内で79年ぶりとなる高病原
性鳥インフルエンザ(HPAI)、平成22年の宮
崎県の口蹄疫発生以降、これら重要伝染病
の発生に備えた資材の備蓄、的確な対応の
ための事前訓練等の重要性が急浮上。当所
においても迅速な初動防疫の実施に向け、
農場ごとの防疫措置計画の作成を中心とし
た机上演習以外に、防護服の着脱、鶏の殺
処分、消毒ポイントの運営、作業従事者の
健康確認、農場消毒、埋却溝の掘削等一連
の初動対応に関する訓練を実施。今回、平
成22年度以降に実施した実地防疫演習を検
証し、万一管内で発生した場合の課題を検
討。その結果、発生現場からの情報伝達方
法、資材の確保、各関係機関との連絡方法、
各作業班間の連携、自己感染等防止の観点
から適切でない防護服の着脱、消毒ポイン
トの効率的な運用等で改善が必要と判断。
危機管理体制の強化には上記の改善ととも
に継続した実地演習の実施が重要。

627.目指すは「最小限の予算で最大限の効
果を！」：愛知県中央家保 島本真理、高
橋良治

愛知県の家保運営における予算は、畜産
農家の減少等により年々財源が厳しくなっ
ているため、畜産課と家保による執行管理
体制検討会（検討会）を開催。検討会では
予算及び執行状況の情報共有、節約徹底の
認識共有並びに家保運営にかかる最低必要
額（①検査業務費及び②庁舎管理費）を見

直した。①では防疫服が検査業務費の約35
％を占めており、第一の節約対象となった
（2,400千円削減）。②では定期刊行物の削
減（約100千円）、電気代の節約（約2,000
千円）などを継続していくことで意見が一
致。今回、見直しを行ったことで、今年度
の需用費について約4,500千円節約（本年度
予算12％相当）することができ、職員のコ
スト意識の向上を図ることもできた。当検
討会では節約という観点で予算検討を行っ
たが、今後は歳入についても考慮し、農家
ニーズが高い事業を立案し、受益者には手
数料を適切に負担していただく。限られた
税金を畜産振興のため有効に活用したい。

628.丹後地域での「京のこだわり畜産物生
産農場」登録制度の推進：京都府丹後家保
岡田幸大、西井義博

都府では、平成25年度に安心・安全な畜
産物の生産推進と消費拡大を目的に「京の
こだわり畜産物生産農場」登録制度を制定。
関係法令や飼養衛生管理基準の遵守とこだ
わりの生産方式（記録、消毒、快適飼育等6
項目）から成る京都方式のバイオセキュリ
ティが登録の要件。現在、管内の酪農2戸、
肉用牛繁殖2戸、肉用鶏2戸が登録しロゴマ
ークやPRパネルを製品紹介に活用。消費者
に直接畜産物を販売しない農場にも、飼養
衛生管理が強化され生産性向上が期待でき
る等のメリット。消費者への制度周知のた
め地域の催事で3回のアンケートとPR活動の
結果、ロゴマークの掲示で安心・安全と感
じる割合は51%、制度の認知度は9.5 %から4
0%に増加。制度の推進で農場の強みが客観
的に評価されるとともに、課題が明確とな
り改善を促進。今後も府内産の畜産物が高
い衛生意識とこだわりを持ち生産されてい
ることを消費者に示し、競争力の高い畜産
物を生産するため、衛生指導とPR活動を継
続。

629.畜舎衛生管理の向上に向けて：兵庫県
姫路家保 田原和彦、橘田達慶

畜舎周囲の衛生対策として、石灰に代わ
る新たな消毒資材として炭酸カルシウム製
造時の副産物である副産石灰についてその
有用性を検討。また、畜舎に侵入する野生
動物対策として、ネズミ対策の専門家を招
いたバーンミーティングの開催及びセンサ
ーカメラによる畜舎内の野生動物の観察を
実施。副産石灰については、周囲への飛散
が少なく散布が容易、単価が安く低コスト、
消毒効果は消石灰と同等であること等が判
明。バーンミーティングを開催し、畜舎内
のネズミ対策の実際について学ぶとともに、
リーフレットを作成し具体的なネズミ対策
指導に関する知識を共有化。センサーカメ
ラによる畜舎内の野生動物の観察について
は、畜主に対し畜舎内のネズミ等野生動物
の活動を画像で示すことで、畜主の意識改
革につながった。これらの取組により、管
内農家に対して畜舎衛生管理向上に向けた



- 129 -

より具体的な指導が行えるようになった。

630.消毒薬が環境に及ぼす影響と対策（第2
報）：鳥取県倉吉家保 山崎浩一

鳥インフルエンザウイルス対策用として
一般的に使用されている消毒薬が周辺環境
（植物、魚類、金属）に及ぼす影響につい
て調査。水稲（根からの吸収）に対しては、
逆性石鹸（塩化ジデシルジメチルアンモニ
ウム）は影響は少ないが、複合塩素剤、凍
結防止剤（塩化カルシウム）入りでは枯死
させ、野菜に対する葉面散布では顕著な差
は無し。メダカに対しては、逆性石鹸の有
毒性が認められたが、複合塩素剤では致死
魚数は少数。逆性石鹸の魚類に対する毒性
は、塩化カルシウムにより減弱される可能
性を示唆。金属（鉄クギ）に対しては、逆
性石鹸で影響が少なく、複合塩素剤では錆
の発生、凍結防止剤入りでは腐食（ガス発
生）等を確認。ただし一時的な車両等への
噴霧であれば、いずれの消毒薬も金属に顕
著な影響は少ないと考える。消毒ポイント
における車両消毒を主に考えれば、逆性石
鹸の選択が適するが、河川や湖沼の近くで
は、放流時の希釈、弱毒化処理の検討も必
要。

631.病理解剖カラーアトラスの作成：島根
県松江家保 渡邉勉、品川雄太

病性鑑定の際に撮影した写真データは、
年度ごとに病性鑑定フォルダの受付番号別
のサブフォルダに保存。当所では平成16年
度からデータが保管されており、写真デー
タは7,581枚。この保管方法では過去の事例
を参考にしたり、広報等に写真を活用した
い場合に、写真を探すのが困難であるため、
参照価値のある写真を効率よく抽出できる
システムを構築。肺炎や腸炎等特徴ある診
断事例の肉眼所見と、比較活用のために臓
器ごとの正常所見を選抜し、参照用の専用
フォルダにコピーを保存。必要な写真を検
索したり抽出できるように、写真データの
ファイル名を動物種、臓器、所見、診断名、
年度、病性鑑定番号の順に列挙するように
書式を統一。フォルダ内検索によりキーワ
ード抽出が可能となり、臓器ごとや症例ご
とにサムネイル印刷することで、カラーア
トラスが作成可能。写真データの追加は、
ファイルをコピーしてリネームするのみで、
今後は容易にデータの蓄積が可能。

632.中部家保管内の担い手育成・支援の取
組み：山口県中部家保 小杉真樹、宗綱良
治

中核酪農家と新規肉用牛繁殖農家の育成、
農業高校生徒の就農支援を実施。畜産担い
手育成総合整備事業で規模拡大した中核酪
農家6戸を対象に、平成22年度から年2回経
営検討会を開催。制度資金の償還確認、経
営や技術に関する各問題の解決策立案、そ
の実施状況を確認。こうした取り組みの結
果、6戸の酪農家の経営は維持向上。県立農

業大学校（農大）卒業後に就農し、青年就
農給付金を受け、地域の担い手として活躍
している新規肉用牛繁殖農家2戸を対象に、
平成24年度から年2回の就農状況確認会議に
参画し、就農状況報告書の作成支援、経営
改善指導を実施。取り組みの結果、農業所
得が向上。県立山口農業高校の生徒を対象
に、平成25年度から現地実習や出前授業を
実施。取り組みの結果、畜産へ興味を持っ
た生徒は、農大に5名進学し、更に畜産関係
の法人に3名就業予定。新たな担い手として
活躍を期待。これらの担い手が管内畜産業
の維持発展に貢献すると確信。

633.耕種・畜産法人の連携による水田フル
活用に向けた取組：山口県北部家保 柳澤
郁成、伊藤智

地域農業は集落営農法人化により水田が
集約。一方、米価下落による生産意欲の低
下や条件不利農地の耕作放棄を懸念。家保
等は、水田フル活用に向け、飼料用米、飼
料用イネの作付と山口型放牧を推進。飼料
用米は、大規模肉用牛法人等へ供給を計画。
耕種法人に対し、多収品種の導入・栽培面
積の拡大を誘導した結果、H25年14ha→H27
年105haと急増、660tの玄米供給体制を確立。
飼料用イネは、専用収穫機を持つ耕種法人A
が作業受託する収穫体系へ誘導、今後は作
付増加の見込。また、山口型放牧を条件不
利農地に導入、転作助成制度を活用した飼
料作物生産と組合せ、耕作放棄地化の回避
と耕種法人の収益確保を実現。Aを含む７耕
種法人が放牧を実施、うち３耕種法人が肉
用繁殖牛を導入した複合経営を開始。耕種
法人の牛を分娩・授精時及び冬期に畜産法
人等が預かる「地域管理システム」を確立。
さらにAに対し、飼料用米等の稲わら収集・
販売、籾米サイレージ生産を誘導し、水田
をフル活用した耕畜連携モデルへ発展。

634.新しく開発された消臭資材の効果確認
と実用性の検討：愛媛県南予家保宇和島支
所 二神種紀、檜垣邦昭

畜産経営の臭気対策として新しく開発さ
れ、空中噴霧により臭気を変化させる作用
がある資材について、管内市町、関係団体
及び生産者の連携のもと、消臭効果や効果
的な活用方法を検討。現地試験では管内養
豚農家の堆肥舎及び豚舎周囲で300～500倍
希釈液を噴霧し、噴霧前後の臭気の変化に
ついて嗅覚により調査。噴霧開始直後に臭
気が変化し、即効性を確認。効果の持続時
間は短く、実際の利用には臭気の発生状況
等により噴霧時間や間隔の検討が必要。さ
らに効果的な使用方法を検討するため、本
資材を長時間安定的に揮散できる安価な器
具を試作。豚舎換気扇に取付けることで、
排気中の消臭効果を確認。これらの結果か
ら、A市においては利用推進のための事業化
も検討。本資材を用いた臭気対策を推進し
ていくとともに、効果的な活用方法の実証
試験を継続。
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635.細断型ホールクロップ収穫機高度利用
のための水稲品種構成の検討：高知県西部
家保高南支所 松井博史

H22に1.6haの実証試験から開始された当
地域の稲WCSの取組は、酪農家が肉用牛農家
に、耕種農家が集落営農組織に変わりなが
ら継続。H26に営農支援センター四万十（株）
が専用収穫機械等を導入したことで本格的
な取組へ移行し、作付面積30haまで増加。
当地域の気象や圃場条件では、導入機械で
の収穫面積は平均0.9ha／日であり、気象庁
データから算出した稼働予想日数では、主
要作付品種である中生の「ホシアオバ」（8
月下旬～）、晩生の「クサホナミ」（9月下
旬～）だけでは畜産農家が希望する黄熟期
収穫での作付面積の拡大は困難。収穫期間
の拡大及び収穫作業の円滑化を目標に、農
業改良普及所と共同で品種検討試験を実施。
結果、早生の「夢あおば」（8月中旬～）、
極晩生の「たちすずか」（10月中旬～）に
より収穫期間が拡大。さらに、9月から10月
中旬は極晩生の「リーフスター」を導入す
ることで収穫期分散が可能に。

636.家保における危機管理意識向上と衛生
対策モデル構築への取組み：長崎県県南家
保 日高裕介、川﨑洋平

農場への病原体の侵入防止には、衛生対
策の徹底に併せ、農場へ立入る畜産関係者
も高い危機管理意識を持つことが重要。衛
生管理区域への立入の有無および管内での
監視伝染病の発生の有無によりリスクレベ
ルを設定。農場出入り時の着衣、帰庁後の
車両消毒、検査資材の取り扱い等を規定し
た衛生管理マニュアルを作成。その対応状
況をチェックリストにより確認。なお、動
噴を使用した車両消毒は、農場からの帰庁
時だけでなく、いかなる場合でも実施。マ
ニュアルの作成、実践により、所員の危機
管理意識の高位平準化が図られた。また、
家保で行う車両消毒方法については、畜産
関係者に対し衛生対策の実証モデルとして
地域に示している。今後は、関係機関、団
体ともマニュアルを共有し、農家と関係者
が一体となった防疫対策の強化に努めたい。

637.防疫データ管理ツールの構築とその効
果：熊本県阿蘇家保 崎村武司、小池康司

国内での海外悪性伝染病発生を受け、平
成23年に家畜伝染病予防法改正。定期報告、
全農場立入検査（立入）及び飼養衛生管理
基準遵守状況調査（遵守調査）により収集
される防疫情報は、危機管理上重要であり、
把握・収集・管理・活用することが必要。
これらの整理、有効活用のため、データベ
ース、電子カルテ、紙カルテ、地図･ナビゲ
ーション情報の4ツールからなる防疫データ
管理ツールを構築。構築により①畜種毎だ
ったデータの統合、②入力作業一元化、③
データ抽出･加工機能を使った集計、④同機
能による防疫マップデータ更新、⑤台帳等
の印刷機能と紙カルテを使った情報確認、

立入及び遵守調査、⑥電子カルテ、紙カル
テ、地図･ナビゲーション情報の3ツールと
の連携によるデータ閲覧･抽出、迅速な農場
立入を実現。これらにより緊急時や病性鑑
定、地域や農場の現状把握など多角的なデ
ータの活用が可能となり、危機管理体制整
備に繋がった。

638.近年の病性鑑定実施状況とその特徴：
熊本県城南家保 髙木郁哉、長野琢也

国内で監視伝染病発生が多発した平成22
年度以降の当家保の病性鑑定（病鑑）計651
件を分類、集計し、その特徴を疾病毎に考
察。口蹄疫は、22年度に隣県での発生によ
り疑い事例が急増。高病原性鳥インフルエ
ンザは、22年度の全国的発生により畜産関
係者以外からの死亡野鳥等の通報事例が増
加。26年度は管内発生に伴い、家禽の病鑑
依頼は増加したが、野鳥は他部局が対応。
オーエスキー病は、清浄化直後の22年度、
ワクチン接種豚と非接種豚との識別検査が
増加、以降減少し、年に数件の実施。豚流
行性下痢は、25年度管内発生に伴い病鑑依
頼が増加したが、国マニュアルに基づく指
導後、新たな発生はなく、病鑑依頼もない。
牛白血病は、監視伝染病中最多で計189件実
施。体表及び腹腔内リンパ節腫大等の特徴
的症状がない場合、抗体陽性率が低い傾向。
畜産地帯県境を管轄する家保として、今後
も適切な病鑑対応により伝染病の早期摘発
及びまん延防止を図り、地域畜産振興に尽
力したい。


