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I 牛の衛生

Ⅰ－１ ウイルス性疾病

1.地域で取り組んだ牛白血病清浄化対策：
北海道根室家保 村松美笑子、一條満

平成25年に牛白血病（本病）が発生した
管内の酪農場をモデルとして本病対策を実
施。当該農場は乳用牛約120頭飼養、発生直
後の検査で牛白血病ウイルス（BLV）抗体陽
性率63.7%（6カ月齢以上）。定期検査の結
果、搾乳牛の抗体陽性率（66%以上）及び夏
季陽転率（30%弱）が高いことが判明。搾乳
作業及び夏季吸血昆虫（サシバエ）によるB
LV伝播が疑われた。飼養者・農業共済組合
獣医師・農業協同組合・町及び家畜保健衛
生所が参集し、農場の実情に合わせた対策
方法を検討。陽性牛の分離飼養は困難で、
搾乳器具の頻回洗浄により搾乳作業での伝
播を防止。サシバエ対策として、搾乳牛へ
の殺虫剤含有耳標の装着、牛舎及び堆肥場
への昆虫成長制御剤散布、牛舎周辺の草刈
り等を実施。結果、2歳以上の牛の冬季陽転
率は0～3.6%と低く維持、夏季陽転率は平成
27年度には16.1%に減少。搾乳牛群の陽性率
は70%前後で変化はなく、今後陽性牛の計画
的とう汰が必要。

2.十勝産学官連携による牛ウイルス性下痢
・粘膜病清浄化へのキックオフ：北海道十
勝家保 信本聖子、立花智

十勝管内の牛ウイルス性下痢・粘膜病（本
病）は発生増加傾向。平成27年8月、全19市
町村24農業協同組合賛同の上で、十勝農業
協同組合連合会（連合会）、十勝農業共済
組合（共済）、帯広畜産大学（大学）と家
保が管内産学官連携清浄化対策事業（事業）
を開始。事業は持続感染牛（PI牛）の摘発
・とう汰とワクチン接種の二本柱。PI牛摘
発は主にバルク乳検査で、ワクチン接種は
“育成期に基礎免疫、授精前に補強”を推
奨。膝詰めの事業説明会を頻回開催し、無
記名での質疑応答で理解が醸成。検査は大
学と家保で遺伝子検査、連合会で6カ月齢以
上牛の抗原エライザ検査を担当。採材・検
査費用を連合会と共済が助成し農場の負担
を軽減。平成28年度からの国の補助事業に
よりPI牛とう汰も円滑化。平成28年6月まで
に9割の地域でバルク乳検査を実施し974戸
中21戸23頭を摘発。今後、検査対象牛の拡
大、流行株解析や事業効果等の検証とフィ
ードバック、早期診断法の検討を予定。

3.哺育期の牛ウイルス性下痢・粘膜病診断
のための血清を用いた遺伝子検査有用性の
検証：北海道上川家保 宮根和弘、松田き
く

哺育期牛ウイルス性下痢ウイルス（BVDV）
持続感染牛（PI）のRT-PCRによる診断材料
として、移行抗体を含む血清を用いる事が
可能か、血清中BVDV遺伝子量（コピー数）

から検討。材料は、PI血清で抗体陽性16検
体、抗体陰性9検体。方法は定量リアルタイ
ムRT-PCRによりコピー数を求め、各検体100
μl中の値で算出。RT-PCRの検出限界を算出。
中和試験で抗体価を測定。抗体陽性血清コ
ピー数は中央値2.01×106。抗体陰性血清コ
ピー数は中央値2.64×10

6
。RT-PCRの検出限

界は約1.25×10
4
。抗体価は２～4096倍以上。

抗体の有無でコピー数の有意差無く、血清
コピー数と抗体価も相関無し。以上より移
行抗体を含むPI血清はRT-PCRによる診断材
料として利用可能。しかし、抗体陽性血清
の一部に検出限界に近いコピー数の検体が
あり、プール血清によるスクリーニング法
（RT-PCR）についても検討。結果は抗体陰
性血清と同倍率のプール血清では注意が必
要。

4.牛ウイルス性下痢・粘膜病持続感染牛摘
発農場の清浄化に向けた取組み：青森県八
戸家保 荻野心太郎、川畑清香

平成28年3月、管内牛農場（A農場、119頭
飼養）から家畜市場経由で出荷された牛が、
購入先農場で牛ウイルス性下痢・粘膜病の
持続感染牛(PI牛)と診断。防疫対策ガイド
ラインに基づきA農場の全頭抗原・抗体検査
を実施、PI牛(1型)と確定した2頭の自主と
う汰、飼養牛全頭へのワクチン接種を指導
し、新生子牛を継続検査。疫学関連性があ
る隣接農場（B農場、173頭飼養）を全頭検
査、PI牛(1型)と確定した2頭を自主とう汰。
家畜衛生主任者会議での国の了解の下、抗
体価を指標にワクチン接種を指導し、新生
子牛を継続検査。両農場とも新生子牛の継
続検査でPI牛は確認されず、A農場は平成29
年2月、B農場は5月に清浄化の見込み。PI牛
のウイルス遺伝子解析は全て1b亜型で、塩
基配列の一致を確認。ウイルス侵入ルート
は不明であったが、両農場の通行道路共有
によりウイルスが拡散したものと推察。再
発防止のため、管内牛農家に対して本病の
啓発とワクチン接種推進を指導。

5.アブ防除ジャケットの耐久性試験：青森
県青森家保 堀口まなほ、菅原健

当所では、平成26年に牛白血病ウイルス
のアブによる伝播阻止を目的とした着用具
であるアブ防除ジャケット（ジャケット）
を考案し、昨年まで感染防止効果等を確認。
しかし、破損が顕著であったことから、耐
久性を向上させたジャケットの作製を試み
た。寸法は過去の試験で確立した数値を用
い、素材は平織りしたポリエステル、網目
大は約0.5mm角、さらに縁を部材で補強し、
ハトメを追加。色はアブ飛来防止効果があ
る白を採用。これを管内放牧場の繁殖牛6頭
に着用させ、牛体やアブへの影響及び耐久
性を検証。その結果、着用時の体温及び着
用後の皮膚に異常は見られず、着用牛への
アブ等飛来数は非着用時に比べて減少。破
損面積は前年のジャケットに対して10分の1
に軽減。破損場所は頚部背面、胸部側面に
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多い傾向。なお、フルメトリン製剤はジャ
ケットを通過。試験の結果から今回のジャ
ケットは実用可能と考えられ、今後は普及
することで牛白血病清浄化対策に活かした
い。

6.青森県三八地域における牛白血病対策の
推進とその成果：青森県八戸家保 二俣雅
之、川畑清香

これまでの取組みで、牛白血病抗体検査
の実施農場は年々増加。しかし、検査後清
浄化対策に着手できない農場が存在。今回、
抗体陽性率(陽性率)や飼養形態に応じて、3
パターンの対策を考案し、効果と問題点を
整理。①早期更新:陽性率7.4%の農場で、陽
性牛を早期更新し清浄化を達成。清浄性維
持のため導入牛の抗体検査を実施、陽性時
には速やかに更新。②畜舎内分離飼育:牛舎
内で通路を挟んだ分離飼育を実施。陽転率
は昨年度の12.5%から4.2%に減少したが、繋
留場所不足で一時的に陽性牛と同居した牛
が陽転。陽性牛と同居時は仕切り設置が必
要。③農場外分離飼育:馬牧場の一部を活用
し陰性牛の分離放牧を実施。退牧時の検査
で陽転率6.9%。分離前の陽性牛との同居に
よる感染と推察、検査後の迅速な分離が重
要。これらの対策内容を優良事例として周
知。対策未実施の農場を個別巡回し、陽性
率や飼養形態に応じた具体的対策を指導。
この普及啓発により対策実施農場が増加。

7.一放牧場を利用する肉用繁殖牛の牛白血
病清浄化への取組：青森県つがる家保 木
村揚、豊澤直子

平成25年度、A放牧場を地域のモデルとな
るよう牛白血病対策重点地域に指定し利用
農家17戸及び組合とともに清浄化を推進。
対策を進めるため、平成25年度、黒毛和種
繁殖牛全269頭の抗体検査を実施した結果、
農家により抗体陽性率0～58%と差を確認。
取組は、意識啓発のため勉強会を3回実施、
農家へ個体毎の抗体検査結果を整理して還
元、陽性率の高い農家にリーフレットを配
布し分離飼育指導。吸血昆虫対策として放
牧場にアブトラップ4台、モデル農場の畜舎
に防虫ネットを設置。平成27年度は放牧場
での越夏後の陽転を確認したため、平成28
年度には分離放牧及び夏期入牧時の陰性確
認検査を実施。取組により越夏後の陽転は
平成27年度114頭中10頭、陽転率8.8%から28
年度141頭中5頭、陽転率3.5%に低下。今後
も分離放牧と陰性牛の確認検査を継続、舎
飼時の感染防止対策を強化し、今後は陽性
牛を計画的更新、導入牛の検査を実施し、
清浄化に取り組んでいきたい。

8.肉用牛農家における牛白血病対策事例：
青森県十和田家保 富山美奈子、太田智恵
子

過去に牛白血病(EBL)が発生した肉用繁殖
経営農家を重点指導農家として選定し対策
を実施。検査は対策前(H28.7）に繁殖雌牛2

0頭、対策後(H28.11)に繁殖雌牛20頭、繁殖
候補牛5頭にBLV抗体検査(ELISA)、リアルタ
イムPCR法(qPCR）を実施。併せて抗原検出
法としてLAMP法を検討し、qPCRと比較を実
施。EBL対策は畜舎内の分離飼育、牛舎周囲
の防虫ネット及び捕虫器を設置。結果、対
策前のELISA陽性率30%(6頭/20頭)、qPCR陽
性率30%(6頭/20頭)。対策後、ELISAは3頭が
陽転し、うち1頭は2か月齢の繁殖候補牛、
陽性率は40%(10頭/25頭）。qPCRでは6頭に
加えELISA陽転3頭、ELISA陰性5頭の計14頭
が陽性で、陽性率は56%。繁殖候補牛のELIS
A陽性は移行抗体由来。ELISA陰性qPCR陽性
の5頭は、初期感染牛と推測。原因は隣接し
た陽性牛からの水平感染と推測。LAMP法は
本調査では102copies/μl以上の遺伝子量で
あれば陽性となり、今後も検体数を増やし
利用を検討。

9.乳用育成牛大規模預託施設における牛ウ
イルス性下痢・粘膜病対策：岩手県中央家
保 多田成克、芋田淳一

管内A町では、平成24年の牛ウイルス性下
痢・粘膜病（BVD・MD）発生を契機に、平成
25年度から町産業振興協議会による本病清
浄化対策事業を継続。平成28年度に事業の
一環として、町内の乳用育成牛大規模預託
施設でのBVD・MD清浄化に向けた取組に着
手。当該施設は県内外から育成牛を受入れ
ており、本病により施設が汚染された場合
に想定される被害は広範囲に及ぶことから、
農水省の本病防疫対策ガイドラインに沿っ
て次の対策を実施。①法定検査等を活用し
たスクリーニング、②持続感染牛（PI牛）
と同居した妊娠牛の産子検査、③預託前遺
伝子検査、④ワクチン接種。その結果、①
では飼養牛2,377頭中6頭（県内1、県外5）
のPI牛を摘発・とう汰。②では66頭を検査
し全頭陰性を確認。施設の清浄性確認後は、
上記③及び④の対策により、清浄性を維持。
当施設のBVD・MD対策継続により、本病のま
ん延防止のみならず、施設の信頼性と収益
性の向上が期待される。

10.これまでの地方病性牛白血病対策の支援
の取組みと新たな支援体制の検討：岩手県
中央家保 村松圭以、佐々木悠佳

管内の地方病性牛白血病の発生は、平成2
7年度31戸35頭。近年、研修会による牛白血
病対策（対策）の啓発等により、多くの農
場が本病の対策実施の意志を表明し、平成2
8年度の当所の対策支援（支援）農場数は46
戸。これまで6戸が清浄化を達成したが、大
部分の農場では対策が長期化し、長年にわ
たり支援を継続。現行の支援を継続した場
合、平成35年度の支援農場数は113戸と試算。
現状の人員体制及び予算では、将来新たに
対策を希望する農場への支援が困難となる
ことが想定。このため、平成35年度の支援
農場数を現行の46戸程度とする支援体制を
検討。支援期間を原則2か年度、その後、農
場の一定の経費と労力負担を前提として3か
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年の延長と設定。期間を定めることで、多
くの農場に支援機会を与える等の公平性を
保ち、かつ将来的にも現状の体制で対応可
能と推察。今後は、関係機関等に検討案を
説明し、来年度から新たな支援体制に移行
する予定。

11.地方病性牛白血病例の血液検査成績の統
計学的解析：岩手県中央家保 千葉由純、
熊谷芳浩

地方病性牛白血病（EBL）の本県の生前診
断基準の見直しを目的に、平成17年～27年
にEBLと診断された牛434頭、本病否定牛202
頭及び無症状BLV感染牛97頭の血液検査成績
（リンパ球数、異型リンパ球数、同白血球
比、LDH総活性値及び同アイソザイムⅡ+Ⅲ
比）をROC解析。結果、①各検査の診断精度
を示すROC曲線下面積は、異型リンパ球数、
白血球比及びLDHアイソザイム比が0.9以上
と高く、リンパ球数及びLDH総活性値が0.80
及び0.87と中程度。②「発症値」以上を発
症とした場合の特異度が95％となる値及び
「否定値」未満を非発症とした場合の感度
が95％となる値を設定したところ、発症値
はLDHアイソザイム比54％、異型リンパ球数
1,309個/μl及び同白血球比15％であり、各
否定値は49％、658個/μl及び5％。③同順
で発症値の感度は76、74及び65％、否定値
の特異度は85％、89％及び80％。以上から、
LDHアイソザイム比及び異型リンパ球数に重
点を置いた各診断基準値の組み合せが、EBL
の生前診断精度の向上に有効。

12.乳肉複合農場における牛ウイルス性下痢
・粘膜病発生事例及び地域の発生予防対策
：宮城県仙台家保 佐沢公子、大越啓司

平成28年7月、乳肉複合農場にて約90日齢
の黒毛和種子牛1頭が難治性肺炎等を呈し、
牛ウイルス性下痢ウイルス（BVDV）2型（2a）
の持続感染（PI）を確認。母牛を含む同居
牛44頭のBVDV遺伝子検査は全頭陰性で農場
内にPI牛は存在せず。母牛はBVDV2型抗体を
保有しており、当該牛妊娠中の平成27年７
月から10月にかけて感染したものと推察。
当該農場、獣医師及び家保の３者でまん延
防止対策を協議。同居牛にBVDV抗体未保有
牛を認めたため、「家畜生産農場清浄化支
援対策事業」を活用して繁殖雌牛にBVDV1及
び2型を含む牛6種混合ワクチンを接種。14
頭中7頭に抗体価の有意上昇を確認。現在も
定期的なワクチン接種及び産子のPI牛摘発
を継続。管内牛飼養農場、獣医師及び関係
機関へリーフレットにより地域の発生予防
対策を普及啓発。その結果、本疾病への認
識が向上し、病性鑑定依頼が増加。今後もB
VDV浸潤調査及び清浄化を推進すべく地域の
理解醸成に努める。

13.結膜浮腫を主徴とした非白血性牛白血病
の症例におけるLDHアイソザイムの有用性の
検討：宮城県仙台家保 竹田百合子、板橋
知子

平成28年5月、黒毛和種雌牛(8歳)が秋期
結膜炎様の結膜浮腫を呈し、加療するも回
復せず地方病性牛白血病（EBL）の検査を実
施。牛白血病ウイルス抗原・抗体は陽性だ
が、白血球数6,500/μl（リンパ球38%うち
異型リンパ球3.9%）、結膜浮腫以外の臨床
症状がなく確定診断に至らず。6月に浮腫部
分を切除し約1ヶ月間、経過観察と採血（5
回）を実施。期間中、白血球数（平均7,840
/μl）やリンパ球数（平均4,065/μl）に著
増なし。血清LDHアイソザイムは、牛白血病
で増加が報告されているLDH2とLDH3が切除
前から高値（総LDH：3,072U/L、LDH2とLDH3
：計59.7%）。切除後もLDHは低下せず、腫
瘍病変がある可能性を示唆。症状の悪化（軟
便、呼吸速迫）により鑑定殺を実施。心臓
等の臓器に腫瘍を多数認めたが、生前に触
知困難な位置に分布。腫瘍はB細胞性リンパ
腫であったためEBLと診断。腫瘍の確認が困
難であった非白血性の牛白血病症例におい
ても、診断の一助としてLDHアイソザイムは
有用。

14.山形県における牛コロナウイルス病の発
生状況と呼吸器症状に関する一考察：山形
県中央家保 本田光平、平野かおり

牛コロナウイルス（BCoV）は牛の下痢の
原因とされる一方、近年では呼吸器親和性
が高まったという報告がある。平成25～28
年の県内における牛呼吸器病や下痢症の発
生状況調査では、BCoVの検出頻度は高く、
特に1～12カ月齢の黒毛和種子牛における呼
吸器病が49%を占める。検出されたBCoVにつ
いて遺伝子解析を実施したところ、野外株
間における塩基配列の相同性は94.9～99.8
%。また、同一農場の糞便由来・鼻腔スワブ
由来株での相同性は100%一致。系統樹解析
の結果、36検体中2検体が遺伝子型3型、他
は4型に分類。3型は過去に県内で流行した
型であり、遺伝子型の推移について今後も
継続調査が必要。さらに、呼吸器病低減の
為、BCoV不活化ワクチンを9カ月齢の肥育牛
33頭に試験接種。中和抗体幾何平均価（GM
値）は初回接種時13.8倍から4週間後で571.
2倍と有意な抗体上昇を確認。一方、試験期
間中ワクチン接種牛に呼吸器症状を認め、
呼吸器病に対する効果は不明。

15.牛白血病清浄化対策に取り組み始める4
農場への支援：福島県県北家保 山田高子、
山本伸治

昨年度の牛白血病清浄化対策実施戸数は
県全体で37農場。しかし、取り組みに対す
る積極性には地域差があり、管内では平成2
5年以降1農場のみ。このような中、今年度
は管内における発症が相次いだために、新
たに4農場(A～D)が対策を希望。抗体検査に
よる農場内抗体陽性率の把握後、陽性牛は
リンパ球数及びウイルス量を測定。4農場の
抗体陽性率は78.6～100%と高度な浸潤を確
認。また3農場(A～C)で持続性リンパ球増多
症(PL)陽性牛または疑陽性牛を確認。早期
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清浄化は困難と判断し、発症予察を目的と
したPL陽性・疑陽性牛の頻回検査を提案。
また、経営、労力、牛舎構造など農場毎の
実情を考慮し、分離飼育、吸血昆虫対策等
を提案。高度浸潤判明後も、全農場とも、
牛白血病対策への意欲は強い。清浄化は長
期化が予想されるため、今後も継続的な行
政の支援が必要。

16.管内の牛白血病対策の現状と今後の課題
：福島県会津家保 大倉直子、武田枝理

当家保は牛白血病を重点課題として取り
組んできたが、近年の地域的な関心の高ま
りとあわせ、農場の現状に添った清浄化対
策を推進。平成28年度は11戸の農場につい
て指導を実施。うち4戸の現状と課題につい
て報告する。肉用一貫A農場は、陽性牛の分
離飼養を行い越夏後の陽転牛は無し。酪農B
農場は、フリーストール牛舎で感染拡大が
続いており、新たな取組を行ったが、越夏
後37%が陽転。今後の対策が課題。酪農C農
場では、8月に全頭陰性を確認したが、12月
の検査で預託戻り牛（9月着地検査陰性）1
頭陽性。監視継続の重要性を再認識。酪農D
農場は、5月の対策開始時陽性率65%。防虫
成分含有ネットを設置し越夏後の陽転牛無
し。自家更新による長期的な対策に取組む。
本病の清浄化には、個々の農場に適した対
策の実施とその検証、改善の継続した取組
が必要。今後も農場、家保、関係者の共通
認識を図った協力体制で地域全体の清浄化
を目指す。

17.牛ウイルス性下痢粘膜病抗体調査の持続
感染牛摘発事例：福島県県中家保 佐藤敦
子

平成26、27年度に牛ウイルス性下痢粘膜
病抗体調査を実施。平成26年10戸90頭、平
成27年10戸100頭の自家産牛(6～18ヶ月齢)
を検査し、抗体保有状況から1農場で牛ウイ
ルス性下痢ウイルス(BVDV)の持続感染牛(PI
牛)の存在を示唆。このため、当該農場の飼
養牛85頭についてPCR検査、抗体検査を実施
し、BVDV1型のPI牛1頭を摘発。農場の産子、
導入牛について検査し、さらにPI牛3頭を摘
発。これらのPI牛の母牛はPI牛ではなく、
農場の導入歴や飼養状況、分離ウイルスの
遺伝子解析の結果から、本農場のBVDVは1b
亜型で1頭目のPI牛が他のPI牛の感染源であ
ると推測。清浄化対策としてPI牛淘汰後、
約11ヶ月間、農場産子29頭を検査し、農場
の清浄性を確認。本事例から、一定条件の
抗体検査による農場スクリーニングの有効
性を改めて確認。また、県内の潜在的なPI
牛の存在が示唆され、今後は積極的なBVDV
対策が必要。

18.バルク乳中のBVDV遺伝子及びELISA抗体
検出によるサーベイランス体制の検討：茨
城県県北家保 赤上正貴、高安真理子

牛ウイルス性下痢ウイルス（BVDV）の持
続感染（PI）牛は未経産牛に多く、未経産

のPI牛も摘発できる効率的かつ網羅的なBVD
Vサーベイランス体制が必要。効率化を図る
ため、クーラーステーション（CS）が保管
（30ml、4℃・2日間）する集乳車合乳のBVD
V遺伝子検査に加えて、農場バルク乳のELIS
A法によるBVDV抗体検査の有効性を調査。CS
保管乳はBVDVサーベイランスに活用でき、
未経産のPI牛を飼養する農場はバルク乳中
のELISA抗体の検出により推測可能。集乳車
合乳の検証として、県内1か所のCSで保管す
る集乳車合乳56検体及び農場バルク乳219戸
を採取し、BVDV遺伝子検査を実施。集乳車
合乳3検体がBVDV遺伝子陽性で、合乳された
農場バルク乳のうち3検体が陽性、うち2農
場の搾乳牛からPI牛を摘発。残る集乳車合
乳53検体と農場バルク乳216検体はBVDV遺伝
子陰性で合乳による見逃しは認めず。ELISA
抗体検査を併用することで効率的かつ網羅
的なBVDVサーベイランスを実現。

19.乳肉複合農家の牛ウイルス性下痢ウイル
ス持続感染牛1型、2型の同時発生事例：茨
城県県西家保 古谷道栄、柏井美穗

管内において牛ウイルス性下痢ウイルス
（以下、BVDV）1型及び2型のPI牛の同時摘
発事例が発生。H28年8月、哺乳牛4頭で呼吸
器症状。病性鑑定により2頭がBVDV抗原エラ
イザ陽性。型の判定でNo.1は1型、No.2 は2
型。併せて農場のBVDVの浸潤状況検査を実
施。2頭とも2回目の抗原検査陽性でPI牛と
判断。農場のBVDV抗体は、成牛47頭中41頭(8
7%)が1型・2型ともに陽性。PI牛の母牛は、
それぞれ別の農場で1型、2型に感染し、初
妊牛として導入。分娩後にBVDVを大量に排
出したため、新たなPI牛の可能性あり。ま
た、1型・2型の同時感染により、ウイルス
が変異を起こす可能性あり。今後の対策と
して、PI牛の可能性がある子牛は出生後に
抗原検査を実施しPI牛を摘発、バルク乳の
抗体検査による牛群の監視、毛根による簡
易キットの抗原検査による早期診断を検討。

20.管内一酪農場の牛ウイルス性下痢ウイル
ス（BVDV）清浄化事例：茨城県鹿行家保田
邊ひとみ、清水ひろみ

H27年7月に搾乳牛55頭、育成牛20頭をフ
リーストールで飼養している農場で虚弱牛
の病性鑑定でBVDVの持続感染(PI)牛を摘発。
その後、農場の全頭検査で2頭、さらに出生
子牛の検査で3頭のPI牛を摘発。摘発された
すべてのPI牛の母牛は正常。H26年8月から
約1年間飼養されていたPI牛(PI-a)がおり、
この期間中に他の5頭の妊娠牛にBVDVが感
染。また、PI-aの母牛はH25年11月～H26年3
月に感染したと推察。当該農場へのBVDV侵
入要因として、H25年10月採血の検査で導入
牛の中に抗体陽性牛がおり、この中にPI牛
を妊娠していた牛がいた可能性あり。一方、
BVDV感染による繁殖成績低下の関連を調査
するため、｢受胎牛率｣｢受胎牛率産後180日｣
｢空胎日数｣｢授精回数｣について、PI-aが生
存していた1年間と淘汰後1年間の平均値をt
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検定で比較。結果、｢受胎牛率産後180日｣に
有意差あり(P<0.01)。今後、症例数を重ね
ることで関連を明らかにしたい。

21.酪農家における牛白血病清浄化に向けた
取り組みと課題：茨城県県南家保 村山丹
穂

搾乳牛約30頭飼養の酪農家1戸で平成26年
に牛白血病抗体検査を実施したところ、搾
乳牛が全頭陽性となったことから牛白血病
対策を開始。人工初乳、凍結初乳給与によ
る垂直感染対策、および直検手袋交換・搾
乳ユニット洗浄等の水平感染対策を実施す
るとともに平成27年より抗体陰性牛を対象
に夏前・夏後の年2回抗体検査を実施して陽
転率を調査。また、リンパ球数測定及びリ
アルタイムPCRにより感染伝播リスクが高い
牛を摘発し平成26年は抗体陽性牛32頭中2頭
摘発（淘汰）。平成26年8月から平成28年11
月までで、農場陽性率はおよそ7割から8割
で推移。夏季および冬季陽転率は3割から4
割で推移。農場内での飼養形態から感染は
主に育成舎のパドックで群飼されていた時
に起きているものと推察。今後は接触等に
よる水平感染対策が重要。

22.黒毛和種肥育農場の牛白血病感染拡大防
止対策：茨城県県西家保 柏井美穂、川西
菜穂子

黒毛和種肥育牛約300頭を飼養する管内肥
育農場で平成26年から現在までの2年間、牛
白血病ウイルス（BLV）浸潤状況調査および
平成27年から1年間BLV対策を検討。浸潤状
況として導入時の陽性率は14.5％、導入後
に陽性牛と同居、陽性牛と隣接、陰性牛群
内で飼養した場合の陽転率はそれぞれ58.8
％、11.8％、0％であった(有意差があった。
P＜0.01)。吸血昆虫の対策は物理的防除(コ
ンパネ設置)と化学的防除(ペルメトリン製
剤の噴霧、装着)を検討し、どちらも効果を
確認(陽転率は0％)。あわせて吸血昆虫の生
息状況を確認したところ、場内にはサシバ
エが生息。発生数は9月3週目から著しく増
加し、ピークは10月2週目。今後はこれらの
対策の症例数を増やしていき、各農家にあ
ったBLV対策を実施していく。

23.牛白血病抗体陽性率の高い和牛繁殖農場
の牛白血病対策：茨城県県北家保 高安真
理子、大谷芳子

和牛繁殖農場では、牛白血病ウイルス（B
LV）感染母牛の早期更新は血統を重視する
ため進まない。優先的な指導事項を検討す
るため、BLV抗体陽性率80％以上の2農場で
母子感染リスク調査を実施。A農場（母子感
染率44％）では人工初乳給与による初乳対
策は効果に結びつかず、胎内あるいは胎道
感染によると推察。同農場の子牛の夏季陽
転率は14％で、母子感染率を下回り、母子
感染に重点を置いた対策が重要。母牛のリ
スク分析をリンパ球数、年齢、BLV遺伝子量
に着目して実施したところ、若齢で、リン

パ球数が多い母牛、特にリンパ球数が多くB
LV遺伝子量が多い母牛がBLV感染子牛を産出
する傾向。BLV抗体陽性率が高い和牛繁殖農
場では、リンパ球数とBLV遺伝子量を指標と
し、繁殖基幹牛を決めていくことがBLV対策
の第一歩。一方、B農場（母子感染率20％）
では、BLV抗体陽性でBLV遺伝子が検出され
ない母牛が存在。今後、牛白血病発症抵抗
性遺伝子の検索を実施。

24.管内放牧場での牛白血病対策の現状と牛
乳頭腫の集団発生：茨城県県北家保 鈴木
篤実、赤上正貴

当該放牧場では牛白血病対策のため分離
放牧を実施。平成28年度の牛白血病ウイル
ス（BLV）抗体陽転率は46%で平成27年度の5.
6%より大幅に増加。調査により、不完全な
分離による抗体陽性牛と抗体陰性牛の同居
や接触があったことが判明。飼養牛の中に
リンパ球増多症の牛が存在したことでBLV感
染が拡大したと推察。管理者の分離放牧に
対する意識を高めるため、タグによる抗体
陽性牛と陰性牛の識別、アブによる水平感
染対策、リンパ球数やBLV遺伝子量による更
なる群分けなどの対策が必要。また、4月に
体表に腫瘤のある牛1頭が入牧、その後、10
頭で牛乳頭腫が発生。遺伝子解析等で、牛
乳頭腫ウイルス1型による牛乳頭腫症の集団
発生と診断。未発症牛の乳頭消毒などを指
導。放牧場での牛白血病・牛乳頭腫症感染
対策には吸血昆虫対策と牛の健康管理が重
要。本調査結果を放牧場関係者と共有し、
次年から総合対策を実施。

25.BVDV持続感染牛診断における抗原エライ
ザ法とイムノクロマト法の応用：茨城県県
北家保 矢口裕司、赤上正貴

持続感染（PI）牛は、3週間間隔の2回の
抗原検査による診断が推奨されているが、
結果が出るまで検査牛の隔離が必要。感染
拡大防止のため、早期診断が望まれている。
過去に診断したPI牛32頭と急性感染牛6頭に
ついて、抗原エライザ値（S-N値）を比較。
エライザ値の中央値は、PI牛は3.24、急性
感染牛は0.61であり、PI牛のエライザ値は
有意に高い結果。また、イムノクロマト法
（簡易キット：IDEXX SNAP BVDV test）を
用いて、PI牛4頭、急性感染牛4頭、陰性対
照牛5頭の皮膚と毛根を用いてRT-PCRと比
較。簡易キットとRT-PCRの結果は、PI牛は
すべて陽性、急性感染牛と陰性対照牛はす
べて陰性で一致していたことから、簡易キ
ットはRT-PCRと同等の感度であり、有用と
示唆。毛根を用いた簡易検査は採材も含め
て非常に簡便であり、PI疑い牛を検査当日
に特定可能。併せて血液を採取し、抗原エ
ライザ値が2.5以上の高値であれば、短期間
で確実にPI牛と特定可能。これらの検査法
によるPI牛の早期摘発により、ウイルス拡
散防止対策を講じることが可能。

26.県内公共牧場におけるC群ロタウイルス
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をはじめ複数の病原体が関与した牛の集団
下痢症：栃木県県央家保 大竹祥紘、米山州
二

下痢を呈した育成牛14頭の糞便、ペア血
清について病性鑑定を実施。ウイルス学的
検査では3頭からレオウイルス(RV)を分離。
PCR法で2頭からC群ロタウイルス(GCR)、6頭
から牛コロナウイルス(BCoV)、13頭からRV
の遺伝子を検出。検出したGCR遺伝子の分子
系統解析では国内牛由来株と近縁な株と判
明。RNA-PAGEではGCRの泳動像は確認されず。
抗体検査では、10頭でGCR及びBCoV、4頭でR
Vに対する抗体価の上昇を確認。寄生虫検査
では9頭でコクシジウムのオーシストを確
認。さらに、発症の5日前から気温日較差の
大きな日が継続していた事が判明。また、
保存血清56検体(13戸分)を用いてGCRに対す
る抗体保有状況を調査したところ、約7割の
農場で抗体保有牛を確認。今回、本県では
初めてGCRが関与した牛の下痢症を確認。本
県にもGCRは広くまん延し、若齢牛では下痢
症を誘発又は病態を悪化させている可能性。
今後、農場でのモニタリング等により疫学
情報を蓄積し、農場指導に活用予定。

27.牛白血病ハイリスク牛評価のための定量
PCR法の比較検討：栃木県県北家保 三好勇
紀、岡崎克美

管内の牛白血病発生件数は年々増加し、
清浄化対策が急務。ハイリスク牛評価法の
検討のため、リアルタイムPCR法（qPCR法）
のtax法、LTR法の感度、作業性を比較検討。
牛白血病浸潤1農場の67頭を対象としたELIS
A検査で40/67頭（60％）が陽性、nested-PC
R法で30/67頭（45％）が陽性。nested-PCR
法陽性の30頭のqPCR法はtax法28/30頭（93
％）、LTR法27/30頭（90％）が陽性で両者
の検出率は同等、ウイルスコピー数に正の
相関関係。作業性は、tax法はゲノムDNA濃
度調整が必要。濃度調整1検体に約3分、qPC
R法反応に70分要し、最大検査可能数が90検
体、LTR法は濃度調整不要、qPCR法反応に16
5分要し、最大検査可能数が40検体。検出結
果が異なる1頭は、検出限界領域での相違で、
リスク評価に影響無いと判断。30頭の検査
では所用時間は同等だが、LTR法が簡便と思
料。ハイリスク牛評価では遺伝子検査及び
抗体検査の成績を総合的に判断することが
必要。

28.管内における地方病性牛白血病対策の取
り組み：群馬県西部家保 髙梨資子

牛白血病ウイルス抗体陽性率が76.0％の1
酪農場が、平成19年から地方病性牛白血病(E
BL)対策に取り組む。直検手袋の連続使用中
止及び除角、削蹄、注射時の消毒徹底、初
乳加温器で処理した初乳の給与、吸血昆虫
の駆除対策、定期的な抗体保有状況の確認、
抗体陽性牛の優先的淘汰を実施した結果、
平成28年に搾乳牛の陽性率が18.9％まで減
少。特に初乳加温器で処理した初乳給与に
より、2年後に育成期間中での陽転が無くな

った。EBL対策を実施すれば、時間はかかる
が、高い陽性率を低くすることは可能だと
実感。この農場の取り組みを他の農場に紹
介し、EBL対策を啓発。9農場がEBL対策に取
り組み始めた。これらの農場では導入牛が
多かったが、EBLも含めた疾病対策のために
自家育成することをさらに指導。EBL対策は
時間、お金、労力を費やすため、すべての
農場で一斉に対策ができないことが課題。
さらに農場が対策を継続できるようフォロ
ーすることが必要。

29.牛ウイルス性下痢ウイルス持続感染牛摘
発農場の清浄化への取り組みと課題：群馬
県吾妻家保 小野祥平

酪農家における衛生対策の重点課題とし
て、平成27年度から牛ウイルス性下痢ウイ
ルス（BVDV）持続感染（PI）牛摘発の取り
組みを開始。管内53農場を対象に、集乳車
のバルク乳を用いたBVDVスクリーニング検
査を年3回、延べ94検体実施。27年10月にA
農場で陽性が判明、PI牛1頭を摘発。現在ま
でに分娩子牛12頭を摘発・淘汰、損失額は
約347万円。28年3月にバルク乳検査陰性のB
農場で預託牛検査及び病性鑑定により育成
牛、成牛各1頭を摘発、損失額約75万円。ウ
イルス侵入要因は、追跡調査によりA農場が
県外導入牛、B農場は預託牧場からの退牧牛
と推察。2農場の聞き取り調査等では共に繁
殖成績の影響を認めず。摘発後、管理獣医
師を交えて農場指導を実施。併せて組織役
員会への状況説明や農家等を対象に学習会
を開催。管内は公共牧場の利用及び県外導
入が多い地域であることから、全ての預託
牛、導入牛とその分娩子牛の検査に加え、
ワクチン接種の更なる啓発、指導が必要。

30.管内肥育農場における牛呼吸器病症候
群（BRDC）発生事例と対応：群馬県中部
家保 水野剛志

2016年10～11月にかけて、管内肥育農
場において牛呼吸器病症候群（BRDC）が
続発。1例目は約1000頭を肥育するA農場
の8か月齢の黒毛和種で、鼻腔スワブから
Mannheimia haemolytica、Pasteurella m
ultocida（P.m）、牛伝染性鼻気管炎ウイ
ルスを分離。2例目は約200頭を肥育するB
農場の4か月齢の交雑種で、鼻腔スワブか
らP.mを分離、牛RSウイルス（BRSV）の特
異遺伝子を検出。3例目は約600頭を肥育
するC農場の2か月齢の黒毛和種で、肺か
らBRSVの特異遺伝子を検出。4例目は1例
目と同じA農場の11か月齢の交雑種で、肺
からP.mを分離、BRSVの特異遺伝子を検出。
今回、1、2及び4例目は導入牛、3例目は
自家産だが繋養牛の約8割が導入牛である
農場で、4症例全てで呼吸器病ワクチン未
接種。各農場とその管理獣医師に対し、
導入牛のBRDC発生リスク及びワクチン接
種の重要性について指導。また、管内全
牛飼養農家へBRDC発生を注意喚起するリ
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ーフレットを配布。その後、各農場にお
けるBRDCの発生は収束。

31.牛白血病診断における補助検査法の検討
：群馬県利根沼田家保 野末紫央

生体における牛白血病の病態は一様でな
く、発症の判定に苦慮。発症を判定する従
来の検査を補完する方法を検討。市販キッ
トを用いた血清中チミジンキナーゼ活性値
(TK)の測定と、血液塗抹標本のペルオキシ
ダーゼ染色(POD)とエステラーゼ染色(EST)
を実施。牛白血病発症牛6検体と牛白血病ウ
イルス抗体陽性未発症牛68検体のTKは、そ
れぞれ19.4～6,301Du/L、0.2～266.4Du/Lで、
有意差あり(p＜0.05）。牛白血病発症牛のT
Kは、発症5か月前までの2.0～12.3Du/Lから
発症3か月～2か月前には110～329Du/Lに上
昇。発症の指標になるとともに早期発見に
つながる可能性を示唆。しかし、発症牛の
中にはTKの上昇を示さない検体もあり、検
討が必要。牛白血病発症牛と牛白血病ウイ
ルス非感染牛計32頭の血液塗抹標本では、E
STにより、単球とリンパ球を明確に分類。
異型リンパ球を見極め、発症を的確に判定
する上で有用。診断技術を高め、発症牛の
早期摘発に努める。

32.バルク乳を活用した牛ウイルス性下痢ウ
イルスの検査状況および持続感染牛の継続
発生事例：群馬県家衛研 齋藤美香、中原
真琴

地域的な牛ウイルス性下痢症（BVD）対策
として、バルク乳スクリーニング検査が増
加。平成26年度～28年11月までのバルク乳
検査戸数はBVD検査全体の60～70%で推移。
バルク乳検査における持続感染（PI）牛は
全摘発頭数の47%。PI牛継続摘発事例では、
平成27年10月のバルク乳検査でBVDV陽性農
場を特定、全頭検査で平成27年4月の県外導
入牛1頭と子牛1頭からBVDV1b型を検出。そ
の後、平成28年11月までの出生子牛58頭か
らPI牛11頭を摘発。農場はBVDワクチン未接
種で、摘発前の平成25年度保存血清を用い
た抗体検査では抗体陰性牛が多く認められ
た。今回分離されたBVDV全13株は遺伝子解
析で近縁であったことから、平成27年4月の
導入牛由来BVDVが抗体保有率の低い牛群に
広く流行し、その結果、継続的なPI子牛の
摘発に至ったと推察。バルク乳等スクリー
ニング検査及び預託牛・導入牛検査によるP
I牛の早期摘発と併せて、ワクチン接種によ
る流行の予防が重要。

33.管内農場における牛ウイルス性下痢ウイ
ルス浸潤状況：群馬県東部家保 江原彰宏

病性鑑定、家畜伝染病予防法第5条（法5
条）検査の血清を用いた検査、バルク乳検
査及び導入牛検査による牛ウイルス性下痢
ウイルス（BVDV）の浸潤状況を調査。病性
鑑定では、平成25年度に1農場でBVDVによる
死産を確認。また、平成26年度に他1農場で
持続感染（PI）牛4頭摘発。その後、当農場

で新生子牛においてPI牛3頭摘発。平成25年
度から4年間の管内全農場における法5条検
査の血清を用いた検査では、128農場6,345
頭のうち2農場でPI牛2頭摘発。平成27年度
以降のバルク乳検査では、27農場のうち1農
場においてBVDV遺伝子検査陽性。当農場で
全頭検査を実施しPI牛1頭摘発。導入牛検査
では、24農場約1,300頭のうち1農場でPI牛6
頭摘発。PI牛による感染拡大リスクと導入
牛による侵入リスクを考慮し、今後も、バ
ルク乳検査によるスクリーニングや導入牛
検査によるBVDVまん延・侵入対策の継続が
必要。

34.牛白血病ウイルス（BLV）高度汚染農場
清浄化の試み：埼玉県熊谷家保 向井海渡、
御村宗人

管内3酪農家(A、B及びC)においてBLV浸潤
状況調査のため全頭検査を実施。A、Bは理
化学研究所と共同でBLV-CoCoMo-qPCR法を実
施し、牛白血病抵抗性牛を特定。Aは83頭中、
Bは58頭中高リスク牛A21頭、B23頭、低リス
ク牛A45頭、B26頭、抵抗性牛A5頭、B8頭、
陰性牛A12頭、B1頭。対策として、A、Bとも
に搾乳牛舎で感染牛・非感染牛の分離飼育
を実施するととともに、感染牛・非感染牛
間に抵抗性牛を配置。他にAは陰性牛の公共
牧場預託、耳票型吸血昆虫駆除剤使用及び
人工初乳への変更を実施。Bは搾乳順序の変
更を実施。Cは県単独で抗体検査及び遺伝子
検査を実施。284頭中147頭がELISA抗体陽性、
そのうち20頭を遺伝子検査で高リスク牛と
判断。対策として、育成牛舎での分離飼育
及び定期的殺虫剤散布と新生子牛のBLV検査
を実施。引き続き畜主と連携して対策を継
続。

35.短期間で著しい血液所見の変化がみられ
た地方病性牛白血病事例：埼玉県中央家保
平野晃司、春山優唯

2016年3月8日、11か月齢の肥育牛（8か月
齢時導入、黒毛和種、雄）の左眼球突出を
認め、病性鑑定（病鑑①）を実施。牛白血
病ウイルス特異遺伝子が検出されたが、血
液一般検査では白血球数（WBC） 7,375個/
μl、リンパ球割合84%（異型1.5%）であり、
地方病性牛白血病（EBL）を疑う所見なし。
4月27日、同一個体が両側眼球の突出及び元
気消失を示し、病理解剖を実施（病鑑②）。
剖検では、皮下リンパ節の腫脹、胸腔及び
腹腔内に白色腫瘤、心臓に白色結節を確認。
病理組織学的検査でB細胞性リンパ腫と診
断。血液生化学的検査では、WBC 110,550個
/μl、リンパ球割合77.5%（異型24%）。総L
DH活性値は、病鑑①の967IU/lに対し、2,00
0IU/l超と上昇。以上から、本症例をEBLと
診断。病鑑①のようにEBLと診断はできない
が、本病を疑う個体については、血液検査
で所見が認められなくても、継続的な経過
観察と血液検査によるモニタリングを実施
し、発症牛の早期摘発及び淘汰が必要。
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36.県内初の牛トロウイルス及びC群ロタウ
イルスの混合感染による下痢症：埼玉県中
央家保 藤井知世、曾田泰史

平成27年10月、県内一酪農家で搾乳牛及
び育成牛の7～8割が泥状～水様性下痢。搾
乳牛7頭の糞便及びペア血清を用いて病性鑑
定を実施。ウイルス検査では、ウイルス分
離、下痢症関連ウイルスの遺伝子検査、牛
トロウイルス（BToV）及びC群ロタウイルス
（RVC）の遺伝子解析を実施。RVCは平成23
年に当農場で発生した下痢症由来株と比較。
また、BToV及びRVCの抗体検査、当農場の平
成23～25年採取血清を用いたBToV中和試験
を実施。糞便からBToV（5頭）、RVC（4頭）、
A群ロタウイルス（1頭）の特異遺伝子を検
出。遺伝子解析の結果、BToV及びRVCは国内
検出株と近縁。本症例RVC株と平成23年検出
株との相同性は92.1％で別株と推察。また、
4頭の糞便からBToVを分離。BToV（4頭）及
びRVC（7頭）の有意な抗体価の上昇を確認。
当農場では平成23年時点でBToV抗体（64～2,
048倍）を保有。以上からBToV及びRVCの混
合感染による下痢症と診断。BToVによる下
痢症は県内初。

37.上顎に腫瘤を形成した地方病性牛白血病
の一症例：埼玉県熊谷家保 山中梨沙、御
村宗人

管内黒毛和種肥育農家において、平成28
年4月、15ケ月齢の去勢牛1頭の左頬皮下に
腫脹を確認。治療による改善はみられず、
翌月に死亡したため病性鑑定を実施。病理
解剖学的検査では左上顎皮下に内部に膿汁
を伴う拳大の腫瘤、その腫瘤周囲に膿瘍、
心臓及び腎臓に多数の白色結節、腸間膜リ
ンパ節の軽度を認めた。病理組織学的検査
では左上顎腫瘤、心臓、腎臓及び腸間膜リ
ンパ節にリンパ球様腫瘍細胞が浸潤。免疫
組織化学的検査では左上顎腫瘤、心臓及び
腎臓でCD20が陽性を示しB細胞由来と確認。
細菌学的検査では、左上顎腫瘤から大腸菌
やTrueperella pyogenesなどの複数の細菌
を分離。ウイルス学的検査ではPCR検査によ
り、左上顎腫瘤及び腸間膜リンパ節から牛
白血病ウイルス特異遺伝子を検出。以上の
成績から、死亡牛を地方病性牛白血病（EBL）
と診断。EBL発症で形成された腫瘤による歯
列の不正や腫瘤の自潰により、環境性細菌
が二次的に感染し膿瘍を形成したと推測。

38.牛ウイルス性下痢ウイルス持続感染牛の
摘発事例と対策：千葉県中央家保 上林佐
智子、倉地舞

昨年度、管内同地域の酪農家で2例の牛ウ
イルス性下痢ウイルス持続感染牛(PI牛)の
摘発があった。1例目は、出荷先の検査で出
荷子牛がPI牛であることが判明。バルク乳
検査及び全頭検査により本PI牛の母牛もPI
牛であることが強く疑われ、本牛の速やか
なとう汰と同居牛のワクチン接種を実施。
その後実施した同居牛産子及び導入牛の検
査は全て陰性。2例目は、家畜診療所が実施

したバルク乳検査で陽性となった農場で全
頭検査を行い、PI牛1頭を摘発。速やかなPI
牛のとう汰と同居牛のワクチン接種を実施
し、牛の導入を中止。その後実施した同居
牛産子の検査は全て陰性。PI牛の摘発には
定期的なバルク乳検査に加え導入牛の検査
が重要であり、その体制づくりが課題であ
る。今年度より、本県では牛ウイルス性下
痢・粘膜病の浸潤状況を把握するためバル
ク乳検査によるスクリーニングを開始。今
後は調査結果を基に総合的な対策を構築し
ていきたい。

39.管内育成牧場の地域一体となった牛ウイ
ルス性下痢・粘膜病対策：千葉県南部家保
中村みどり、小泉慎一郎

本県では、平成28年度より牛ウイルス性
下痢・粘膜病(BVD-MD)対策を開始。これを
受けて管内育成牧場において、持続感染牛
（PI牛）発生防止対策を提案。運営委員会
にて、農家・酪農協・家畜診療所・家保で
連携し対応していくことを決定。初めに預
託農家全てに疾病内容及び衛生対策の個別
説明を実施し、牧場内の全頭検査を実施す
ること、万が一陽性の場合は下牧させ家保
の指導を受けることの同意を得た。その後
検査を実施したところ全頭陰性により育成
牧場内の清浄性を確認。続いて新規に入牧
する牛の対策として10月から入牧条件を変
更し、入牧前検査による陰性確認と生ワク
チン接種を必須とした。地域が一体となり、
牧場にPI牛を入れない、下牧牛からPI牛を
生ませないという連携体制が構築されると
ともに農家のBVD-MDに対する理解が深まり、
「疾病は地域で協力して防止していく」と
いう衛生意識向上につながった。

40.千葉県における牛ウイルス性下痢ウイル
ス持続感染牛摘発状況と浸潤状況調査につ
いて：千葉県中央家保 畑中ちひろ、大坪
岳彦

平成26～28年度に前後血清による抗体検
査と遺伝子検査により、導入牛検査で2戸22
頭中8頭、導入元で6戸58頭中16頭、病性鑑
定で5戸23頭中2頭の計26頭の牛ウイルス性
下痢ウイルス(BVDV)持続感染牛(PI牛)を摘
発。広がりが限定的な農場と多数摘発され
た農場に分類され、前者は農場内にBVDV侵
入時、他の牛がすでに抗体を持っており、P
I牛の産出が阻止されたと思われる。後者は
自家産により清浄性が保たれ、BVDV侵入時
に抗体を持つ牛が少なく、PIが産出された
可能性がある。摘発したPI牛は無症状の個
体が多く、導入時の検査等で確認。県内の
浸潤状況を把握する目的で今年度からバル
ク乳による調査を開始し、県内311農場につ
いて遺伝子検査を行った結果、全例陰性。
今回の調査でPI牛は摘発されなかったが、
バルク乳などを用いた検査を継続していく
ことで、摘発やとう汰が進んでいくものと
推察される。
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41.nested rPCRを利用した地方病性牛白血
病検査法の検討：東京都家保 竹内美穂

牛白血病ウイルス（BLV）の遺伝子検査で
は定量的遺伝子検査（qPCR）とnestedPCRが
一般的。nestedPCRはqPCRと比較して安価、
高感度である一方、検査に時間や手間がか
かる。また多量に増幅されたPCR産物を直接
取り扱うことによる検査室の汚染が危惧さ
れる。上記課題解決のため、nestedPCRのう
ち2nd コンベンショナルPCRをインターカレ
ーター法によるリアルタイムPCRで代替した
検査方法（nested rPCR）について検討。qP
CR、nestedPCR 、nested rPCRの検査結果の
比較では、nestedPCR とnested rPCRの結果
は一致。qPCRよりnestedPCR及びnested rPC
Rの検出感度が高く、qPCRで陰性であった検
体も検出可能。また、nested rPCRは電気泳
動が不要であることから、検査時間がneste
dPCRより約1時間短縮。DNA汚染も低減され、
検査経費もnestedPCRと差がないことから、
nested rPCR はEBL診断法として有用。さら
に、nested rPCRはPRRSや牛RSウイルス病等
の他疾病の検査でも利用可能。

42.牛コロナウイルス病発生状況調査：神奈
川県県央家保 髙山環、吉田昌司

BCoV病発生農場2酪農場（A・B）で疫学調
査を実施。共に乳用牛50頭を飼養し一部育
成預託を実施。糞便と血清を材料に、糞便
はRT-PCR法によるBCoV遺伝子検索を、血清
はHI試験による抗体検査を実施。結果、遺
伝子検査は陰性。抗体検査では、移動歴有
り牛は全頭抗体陽性で有意に抗体価が高か
った。自家育成牛も抗体を保有し、農場へ
のウイルス侵入を疑う。Aは発生前に抗体価
の低い牛が増加。移動歴有り牛の割合が減
少したため抗体保有牛が減り、成牛で発生。
Bはワクチン接種農場で、成牛の抗体価は高
かったが接種中止により全体の抗体価が低
下、牛群の免疫が不安定となり抗体がない
新生子牛で発生。本病は群全体の抗体価が
高いとウイルスが侵入しても被害は軽微だ
が、牛群の抗体価低下や新生子牛へ感染す
ると発症リスクが高くなり、被害が拡大。
よって免疫がない自家育成牛のワクチン接
種は重要。

43.牛白血病浸潤状況とプロウイルス量測定
の一考察：神奈川県湘南家保 池田暁史、
福岡静男

管内のA市牛飼養農場において家畜伝染病
予防法第5条に基づく検査の余剰血清等を用
いて、東京農業大学と連携し牛白血病の抗
体検査とプロウイルス量を測定。対象は、
酪農経営27戸、肉用繁殖農家1戸の計885頭。
抗体検査の結果、抗体陽性率（以下、陽性
率）は検査頭数の46.3％。採材時に聞き取
った飼養管理方法と農場の陽性率について
オッズ比を求めたところ、有意差はないが、
牛を導入することが強い要因として示唆。
また、すべての牛が陰性だった4農場は近年、
牛を導入していなかった。プロウイルス量

測定の結果から、個体のプロウイルス量と
月齢には相関がなく、白血球数と中等度の
相関。各農場の平均プロウイルス量と陽性
率には相関が認められなかったが、40,000
コピー/10

5
細胞以上の牛を飼養している農

場は、陽性率が有意に高値。今回、40,000
コピー/10

5
細胞以上の牛が農場の陽性率を

押し上げていることが示唆されたことから、
具体的な数値を示した対策を提案すること
が可能。

44.新潟県内の牛ウイルス性下痢ウイルス（B
VDV）浸潤状況調査：新潟県中央家保 村山
和範、羽入さち子

平成28年度、県外預託牧場でのBVDV持続
感染（PI）牛の摘発や、国のBVDVに関する
防疫対策ガイドライン策定によりBVDV検査
依頼が増加。平成28年4～12月末までに194
戸803検体のバルク乳、血清について検査実
施。1戸のバルク乳及び4戸12頭の血清でPCR
陽性を示し、9頭をPI牛、3頭を一過性感染
と判定。県営預託牧場では平成28年度から
上牧前にBVDV検査を実施し153頭全頭の陰性
を確認、清浄性を維持。疫学調査として平
成25～28年にBVDV特異遺伝子を検出した6戸
16検体の遺伝子解析を実施、1戸1検体が1a
型、1戸3検体が1b型、4戸12検体が2a型と判
明。2a型が検出された3戸は同一酪農団地内
にあり、株間で塩基配列の相同性が高く農
場間伝播を示唆。また1a型の1検体は生ワク
チン株と塩基配列が完全に一致。PI牛の存
在は牛群全体の生産性低下を招く可能性が
あり、今後も本病の特性の啓発、清浄性確
認の取り組みの継続が必要。

45.A群ロタウイルスが関与した成牛の下痢
症7例：新潟県中央家保 羽入さち子、村山
和範

牛A群ロタウイルス(RVA)は子牛に下痢を
起こすが、成牛の症例報告は少ない。平成2
6年12月に同一市内の酪農場3戸(A～C農場)
で搾乳牛の13～16%が水様性下痢、平成27年
10～12月に3市町村の酪農場3戸(D～F農場)
で搾乳牛の20～76%が水様から泥状下痢、平
成28年10月に酪農場1戸(G農場)で搾乳牛の4
6%及び子牛の83%が水様性下痢を呈した。A、
C～F農場は子牛に下痢はなかった。いずれ
も死亡はなく、数日～1週間程度で回復。乳
量は1～2割程度減少。全症例で発症個体の
糞便からRVAを検出したことから、RVAによ
る牛ロタウイルス病と診断。遺伝子型はA～
C農場はG8P[14]、D～F農場はG15P[14]、G農
場はG10P[11]。G8P[14]、G15P[14]とも遺伝
子配列は農場間で99.9%一致。A～C及びD～F
農場間で伝播した可能性が考えられた。成
牛のRVAに関しては発生機序や病原性など不
明な点が多く、今後も継続した調査が必要。

46.管内で発生した地方病性牛白血病(EBL)
の病性鑑定成績と対策への一考察：富山県
東部家保 石原未希、森岡秀就

肉用牛農家2戸、50～107ヵ月齢繁殖雌牛4
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頭(うちA農場3頭)の病性鑑定を実施。いず
れも県外導入牛で牛白血病ウイルス(BLV)抗
体陽性。生前、食欲不振、削痩等を認めた
が臨床所見、血液生化学検査ではEBL特有症
状に乏しい個体有。剖検でリンパ節の腫大、
脾腫、腫瘍組織形成臓器の程度は個体によ
り様々。病理組織学的検査で臓器にリンパ
球様腫瘍細胞のびまん性浸潤。免染でCD79
α、CD20陽性、CD3陰性。ウイルス学的検査
でBLV遺伝子検出。以上よりEBLと診断。BLV
抗体陽性牛で一定年数飼養牛は一般臨床症
状のみでもEBLの可能性を視野に入れる必要
有。BLV遺伝子量と病変形成範囲に相関性は
なく、診断には各検査結果の総合的判断が
必要。A農場の抗体保有率は5～8％と低いも
のの、高い発症率の原因は不明。今回の相
次ぐ発症を契機に、抗体陽性牛の段階的淘
汰とBLV抗体検査による浸潤状況の把握等を
実施し牛白血病清浄化を目指す。

47.管内酪農家の牛白血病ウイルス感染リス
ク要因の解析と対策：石川県南部家保 河
合愛美、植田寿美

管内酪農家において約8年ぶりに牛白血病
ウイルス（BLV）の抗体検査を行い、過去の
成績と比較。A農場（80頭、繋ぎ飼い）は30.
6%から15.4%に低下、B農場（300頭、繋ぎ飼
い）、C農場（200頭、フリーストール）、D
農場（80頭、フリーストール）は、それぞ
れ、3.9%から20.9% 、2.9%から36.6%、2.7%
から53.2%に上昇。これらの4農場について
飼養規模・形態や衛生対策の実施状況等を
調査、BLVの感染リスク要因を解析。その結
果、4農場とも陽性牛の初乳は廃棄、直腸検
査用手袋・注射針の1頭ごとの交換や吸血昆
虫対策としてハエ用駆虫剤の定期的な散布
等は実施。抗体陽性率上昇のリスク因子は、
①飼養形態がフリーストール、②陽性牛を
把握・識別していないこと（いずれもリス
ク比：2.8、P＜0.0001）、③除角器具の消
毒が不適切、④陽性牛からの後継牛生産で
あると判明。これらの結果に基づき、BLV清
浄化に向けて衛生対策の指導を継続中。

48.育成牧場の牛ウイルス性下痢ウイルス持
続感染牛複数摘発事例：石川県南部家保
大桑由佳

平成28年7月下旬、育成牧場で流産が発生、
病性鑑定の結果、流産胎仔の諸臓器から牛
ウイルス性下痢ウイルス（BVDV）特異遺伝
子を検出。母牛のペア血清によるBVDVⅠ型
中和抗体価はともに≧2048倍。母牛は流産
前にBVDVに感染、流産胎仔はPI牛の疑いが
あると診断。浸潤状況調査として当該牧場
の飼養牛全頭のBVD検査を実施、3頭のPI牛
を摘発。この3頭の入牧時期、預託者はすべ
て異なり、県内の複数農場でPI牛が娩出さ
れていたと判明。3頭の母牛はBVDV陰性、県
外導入牛と当該放牧場帰りの牛であること
を確認。以上のことから県外導入牛のPI産
子が当該牧場へ入牧、牧場内で感染が拡大
した可能性が考えられた。今後、①当該牧

場のワクチン接種時期の見直し、入牧時のB
VD検査②県外導入牛の産子を対象としたBVD
V検査③定期的なバルク乳による清浄性確認
検査④農家における適切なワクチン接種が
必要。

49.管内酪農家における牛白血病の浸潤状況
と県外導入との因果関係：山梨県東部家保
花田千晴、大町雅則

H28年に管内酪農家17戸の乳牛813頭のBLV
抗体保有状況を調査し、H26年と比較。10戸
111頭（13.7％）が陽性。農家AではH25年か
ら直検手袋の使い回しを中止、陽性率はH26
年の68.2％からH28年は48.5％に低下。A以
外の陽性農家9戸では64頭が陽性、そのうち
46.9％は県外導入、17.2％は母牛が県外導
入。H26年より陽性率が上昇した3戸では、
陽性牛の60.0％が県外導入、25.0％は母牛
が県外導入。H28年から陽性になった2戸で
は陽性8頭の内7頭が県外導入、1頭は母牛が
県外導入。農家Aでは陽性率が大幅に低下、
直検による人為伝播が主因と考察。管内の
抗体陽性牛は県外導入と因果関係があるこ
とから、主な感染経路は垂直感染と推察。
上記を踏まえ、酪農家や獣医師等に対し勉
強会を開催。今後も感染防止を啓蒙してい
く。

50.後継牛自家育成酪農家における牛白血病
清浄化への取組：長野県佐久家保上田支所
小林憲一郎

後継牛を自家育成する酪農家において、
育成牛の牛白血病ウイルス（BLV）感染予防
が重要と考え、2015年5月から対策を実施。
原則としてBLV抗体陰性牛（陰性牛）からの
後継牛生産。BLV抗体陽性牛（陽性牛）分娩
の乳用雌子牛は加温殺菌プール初乳の給与
と、遺伝子検査によるBLV垂直感染牛の摘発
を実施。育成中の陽性牛は水平伝播防止の
ため分離飼育し、夏季は公共牧場の陽性牛
牧区へ放牧。吸血昆虫対策のため、育成牛
舎等へ殺虫剤を散布。育成牛及び成牛を対
象に、陰性牛は定期的な抗体検査、陽性牛
は淘汰候補牛選抜のため末梢血中のリンパ
球数、BLV遺伝子量及びLDH測定を実施。育
成牛の陽性率は対策前の45％から0％に改善
し、新規感染は無し。農場全体の陽性率は4
1.3%から33.3％に減少。BLV清浄化対策とし
てBLV非感染の後継牛確保は重要であり、育
成牛の新規感染予防にはBLV感染牛の早期摘
発と分離飼育、吸血昆虫対策が有効と考察。

51.管内和牛繁殖農家の牛白血病清浄化対策
（第2報）：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、昨年度は牛
白血病ウイルス（BLV）感染牛の分離飼育に
取組み、水平感染を防止（第1報）。飼養す
る15頭中8頭がBLV感染牛であったため、毎
年2頭ずつを更新、4年後の清浄化を目標と
し、BLV非感染牛の自家保留による繁殖雌牛
の頭数維持および増頭方法について検討。B
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LV感染牛の産子15頭（H27.4月－H28.9月生
まれ）について、2週齢以内と１カ月齢で血
液を採取し、Nested-PCRによるBLV遺伝子検
査で垂直感染の状況を確認。垂直感染率は3
3.3%（5頭/15頭）、すべて2週齢以内の検査
で陽性、胎盤感染を疑う。また、産子の胎
盤感染と母牛のプロウイルス量、リンパ球
数との関連は認めず。本農家では今後も垂
直感染の確認と分離飼育を行うことで、BLV
感染牛からBLV非感染牛を確保することが可
能。さらに、プロウイルス量の多い牛から
も後継牛の確保は不可能ではなく、能力等
を踏まえた淘汰も考慮可能。

52.黒毛和種の子牛型牛白血病の一症例：岐
阜県飛騨家保 吉田侑真、岩野良徳

症例は4か月齢黒毛和種雄子牛。体表リン
パ節の腫脹、その他食欲低下、発熱、発咳
がみられた。浅頸、腸骨下及び鼠径リンパ
節が10cm以上に腫脹。白血球数5,600/μl、
百分比は好中球68％、リンパ球27％(異型性
なし)、LDH3,646IU/l、TK活性10.8U/l。剖
検所見は、全身のリンパ節が多発性に腫大、
割面膨隆、白色髄様。肝臓に小結節の多発
を認めた。病理組織所見で腫大したリンパ
節、肝臓にリンパ球様細胞の腫瘍性増殖を
認めた。免疫組織学的染色より腫瘍細胞はC
D3陰性、CD20陽性であり、B細胞と判断。ま
た、フローサイトメトリー解析で浅頸リン
パ節等における主要な細胞はB細胞であっ
た。BLV抗体陽性であったが、BLV特異遺伝
子は末梢血白血球及びリンパ節から検出さ
れず。以上より子牛型牛白血病と診断。子
牛型牛白血病は症例数が少なく、実態が不
明な点も多い。今後も詳細な解析を行い、
情報を蓄積することで、実態の解明に繋げ
ていきたい。

53.岐阜県における牛トロウイルス初分離事
例と浸潤状況：岐阜県中央家保 長谷部文
子、大平雅史

平成28年4月、肉用牛一貫農場において、
5～21カ月齢の育成及び肥育牛で鼻汁、発咳
及び発熱を主徴とする呼吸器病が蔓延。病
性鑑定の結果、鼻腔スワブ及び糞便から牛
トロウイルス(BToV)を分離（8/13検体）、B
ToVに対する中和抗体価の上昇を認め（6/8
検体）、県内で初めてBToVの呼吸器病への
関与を確認。過去の浸潤状況を確認するた
め、平成14～28年に県下全域で採材された
血清116戸1190検体を用いてBToV抗体検査を
実施。その結果、各年93％以上の農場が抗
体陽性、4カ月齢までは高い移行抗体、10カ
月齢以降に感染抗体を保有、加齢により抗
体価が上昇する傾向にあった。以上から、B
ToVは少なくとも平成14年以前から県内全域
に高率に浸潤していたこと、不顕性感染を
繰り返し追加免疫を獲得していることが示
唆された。本事例における発症月齢と移行
抗体消失時期は一致しており、抗体による
免疫応答が重要な発症要因の１つと考えら
れた。

54.酪農家で実施した牛白血病清浄化対策の
結果と課題：静岡県東部家保 大石沙織、
室伏淳一

平成26年度から、管内3酪農家(A農場：搾
乳牛45頭、繋ぎ、B農場：搾乳牛25頭、繋ぎ、
C農場：搾乳牛100頭、フリーストール)で、
牛白血病清浄化対策として、①飼養衛生対
策の徹底（器具等の1頭ごとの交換・消毒）、
②母乳感染対策(母乳の加温処理)、③吸血
昆虫対策(防虫ネットの設置、耳標型寄生虫
駆除剤の装着、IGR剤の散布)、④抗体陽性
牛の分離飼育⑤積極的淘汰(リンパ球及び白
血球数による淘汰順位の決定)を実施。効果
判定のため抗体検査を春と秋に実施。対策
前後の陽転率(水平感染)、及び6ヶ月齢子牛
の陽性率（垂直感染）を比較。結果、陽転
率は、A農場 (H26:5.7％、H28:0%）、B農場
(H26:4.3％、H28:0%)、C農場(H26:50.0%、H
28:56.3%)であり、防虫ネット設置、薬剤散
布、分離飼育等の吸血昆虫対策の違いが陽
転率に影響を与えたと考えた。6ヶ月齢子牛
の抗体陽性率は、A農場 5.2%(1/19頭)、B農
場0%(0/21頭)、C農場18.4%(7/38頭)で、母
乳感染対策に一定の効果を確認。

55.繁殖肉牛農家で発生した若齢子牛におけ
る成牛型白血病：静岡県西部家保 西島典
子、松下幸広

平成28年4月、牛白血病ウイルス（BLV）
抗体陽性率が高い管内の繁殖肉牛農家（繁
殖牛24頭、素牛14頭飼養）で、子牛（3カ月
齢）の両側耳下リンパ節の腫脹等が認めら
れた。5月に体表リンパ節の細胞診を実施、
6月に剖検、病理組織検査及びリアルタイム
PCRによるBLV遺伝子量測定を実施。細胞診
では体表リンパ節に異型リンパ球を多数確
認。病理組織検査では、全身臓器にリンパ
球性腫瘍細胞の浸潤を確認。腫瘍細胞は多
形性と異型性を呈し、免疫組織化学検査に
よりB1細胞由来であることを確認。さらに、
腫瘍化した組織に多くのBLV遺伝子が認めら
れたため、成牛型牛白血病と診断。繁殖牛
のBLV遺伝子量を測定した結果、24頭中15頭
で18.2～946.7copy/10ngDNAのプロウイルス
を検出。このうち、上位3頭（8歳、6歳、3
歳）を淘汰すると繁殖牛全体の遺伝子量が4
1.5％に低減。

56.若齢牛で発生した地方病性牛白血病の病
理学的解析：静岡県中部家保 金森健太、
松井小雪

牛白血病は、牛白血病ウイルス(BLV)によ
り成牛に発症する地方病性牛白血病(EBL)
と、原因不明な散発型白血病に分類。今回、
若齢牛でEBLが発生したため、概要を報告。
症例は、体表リンパ節が腫大した4ヶ月齢の
肉用牛で、PCRによりBLV特異遺伝子が検出
され、組織学的にも諸臓器にリンパ球性腫
瘍細胞が浸潤していたためEBLが疑われた。
しかし、当該牛は若齢であるため、その他
の白血病と区別することが難しい。そこで
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腫瘍細胞の由来を判断するため、リンパ球
系マーカーを用いた免疫組織化学的解析を
実施。結果、EBLの腫瘍細胞に発現するCD79
α、CD20及びCD5陽性、CD3及びTerminal de
oxynucleotidyl Transferase(TdT)陰性なた
め、本症例をEBLと診断。本事例では、免疫
組織化学的解析が有効だったが、BLVの全国
的な感染拡大により、従来の分類に当ては
まらない症例の増加が予想される。今後も
免疫組織化学的解析を含めたデータを蓄積
し、的確な診断に努めたい。

57.管内2農場のB群ロタウイルス病の発生-
県内初事例の報告：愛知県西部家保 荻野
知子

平成28年3月、管内2農場（X、Y）で著し
い乳量低下を起こす成牛の水様性下痢が発
生し、糞便より県内初のB群ロタウイルス（R
BV）遺伝子を検出した。X農場は乳肉複合で
約70頭飼養、Y農場は酪農専業で約210頭飼
養。Y農場では、RBV病発生前の2月上旬に血
便を呈する成牛の下痢が発生していた。抗
体検査の結果、ワクチン未接種にも関わら
ず牛コロナウイルス（BCV）中和抗体価が高
く、RBV流行前にBCV感染があった事を確認
した。牛舎内の残存ウイルス確認のため、
清掃・消毒後に拭き取り検査を実施。X農場
は陰性、Y農場は搾乳区床と乾乳舎の水槽よ
りRBV遺伝子を検出した。Y農場では再度清
掃・消毒後に再検査の結果、搾乳舎床縁か
らRBV遺伝子を検出し、牛舎床にウイルスが
残存しやすいことを確認した。RBV病の乳量
損失額を試算したところ、X農場は回復まで
に8日、損失乳量が約7%、損失推定額97,200
円（乳価100円/kgで計算）。Y農場は7日間、
約9%、200,500円の損失であった。2農場は
同一町内だが、疫学的な関連は確認できず、
ウイルスの侵入経路や農場間伝播の有無は
解明できず。

58.管内和牛繁殖農家の牛白血病まん延防止
対策の検討及び指導：愛知県西部家保尾張
支所 井田雄三

平成25年まで酪農経営であった管内和牛
繁殖農家で地方病性牛白血病（牛白血病）
の検査及び対策を開始。母牛全73頭の抗体
検査、及び育成牛のうち後継候補牛13頭の
抗体検査又は遺伝子検査を実施。結果、母
牛は陽性24頭で陽性率約33%、後継育成牛は
陽性0頭。別途抗体陽性牛はリアルタイムPC
R法によるウイルス遺伝子量を測定、2頭が
約100コピー/10ngDNAで高リスク牛と判明
し、以下の対策を実施。水平感染対策とし
て、繁殖繋ぎ牛房、分娩房及び放牧地にて
陰性牛の分離飼育、吸血昆虫対策、血液を
介した感染防止対策を指導。垂直感染対策
として、低リスク牛は早期離乳及び人工哺
育、高リスク牛は優先淘汰又は受精卵採取
の供卵牛としての活用を指導。侵入防止対
策として、自家産を主体に牛群を更新する
こと、導入した未検査牛は検査まで隔離す
ることを指導。今後、育成段階での分離飼

育を指導予定。また定期的な陰性牛の抗体
検査により指導効果を確認予定。

59.農場陽性率に応じた実効性が高い牛白血
病対策の検討：愛知県中央家保豊田加茂支
所 青木直人、加地恭子

各農場の抗体陽性率（陽性率）に応じて
優先的に実施すべき対策について、実効性
（感染の危険性及び農家の取組難易度）を
考慮して検討。陽性率、畜舎構造、経営状
況等が異なる4農場で、其々の陽性率と現場
状況に応じて取組容易な対策を順次実施し
て抗体検査等で効果を確認。①陽性率30％
以下の和牛繁殖、肥育農場では防虫ネット
設置及び初乳対策の有無にかかわらず、分
離飼育により農場内感染無し。②陽性率約4
0％で分離飼育困難なフリーストール飼養酪
農場では初乳対策及び陽性牛の優先淘汰に
より陽性率が18.5％に低下。③陽性率が約7
0％のタイストール飼養酪農場では初乳対策
に加えてリスク評価（リアルタイムPCR法に
よるウイルス量測定）による並べ替え及び
効率的な優先淘汰により陽性率が56.3％に
低下。多岐に亘る本病対策を全て実施する
ことは現実性に乏しい。最終的には清浄化
を目標としつつも、先ずは検査により陽性
率を把握し、各農場に適した取り組み易い
対策でその低下を図ることが重要。

60.育成牧場への入牧前の牛を中心とした牛
ウイルス性下痢・粘膜病清浄化への取り組
み：愛知県東部家保 今枝靖雄

牛ウイルス性下痢・粘膜病（BVD-MD）は、
持続感染牛（PI牛）が顕著な臨床症状を呈
さず感染を拡大させ問題。PI牛の摘発とう
汰、発生農場等の同居牛検査が清浄化を図
るため重要。平成27年度に管内民間乳用牛
育成牧場（民間育成牧場）でのPI牛摘発と
う汰をきっかけに民間育成牧場と愛知県酪
農農業協同組合支所（県酪支所）獣医師か
ら対策を求められ、BVD-MDの清浄化の取り
組みを開始。民間育成牧場の全頭を検査。
続いて入牧前検査を必須とした。その後、
北海道の育成牧場へ入牧前の牛に検査対象
を拡大。検査と並行して農家、獣医師向け
に研修会等を通じBVD-MD対策について啓発。
また、発生農家には全頭検査を推奨。平成2
8年度、とう汰推進費を補助することで、死
体を化製場で適正処理する体制を整備。そ
の結果、酪農家、県酪支所、臨床獣医師、
化製場等関係各所の協力のもと地域一体と
なったBVD-MD清浄化にむけたPI牛の摘発と
う汰体制が構築でき、育成牛と併せて育成
牧場の清浄化が進んでいる。

61.愛知県における過去5年間の牛ウイルス
性下痢ウイルス持続感染牛の摘発状況：愛
知県中央家保 奥村貴樹

愛知県では、牛ウイルス性下痢ウイルス
（BVDV）対策として、預託子牛を中心とし
て持続感染牛（PI牛）の摘発・淘汰を実施。
平成24年度から平成28年度までの5年間で、
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12,523頭を検査。RT-PCR及び中和抗体検査
により、PI牛の診断を行うとともに、制限
酵素を用いた遺伝子型の判定を実施。その
結果、78頭のPI牛を摘発。PI牛78頭のうち、
経産牛は2頭のみで、72頭は6ヶ月齢未満の
若齢時に摘発。PI牛の遺伝子型は、1型が61
頭、2型が16頭であり、近年は1型が多い傾
向（1頭は不明）。PI牛の母牛は、初妊牛が
65頭、経産牛が13頭であり、初妊牛65頭の
うち57頭は、県外の預託農場におけるBVDV
の感染が原因でPI牛を産出。預託農場で妊
娠した初妊牛の産子は、PI牛である可能性
があるため、出生後すぐにBVDVの感染を確
認することが重要。また、PI牛との同居に
よる水平感染を防ぐため、未検査の牛を妊
娠牛と分離飼育すること、BVDV2価ワクチン
を接種することも重要。

62.管内の肉用牛繁殖肥育農場における牛白
血病浸潤状況調査：三重県中央家保伊賀支
所 松村一輝、藤田若枝

平成28年5月と10月に、管内の繁殖牛約10
0頭規模の農場で、牛白血病ウイルス（BLV）
浸潤状況調査のため、のべ219頭についてリ
ンパ球数の測定、抗体検査として受身赤血
球凝集反応（PHA）とELISA検査を実施。さ
らに抗体陽性となった96検体については遺
伝子検査としてリアルタイムPCR（qPCR）に
よる遺伝子量の測定を実施。BLV遺伝子量が
相対的に高い200コピー/10ng以上を高リス
ク牛と評価。PHAとELISAでともに抗体陽性
となった検体のうちqPCR陰性は24.7%（19/7
7）。また、PHA陽性、ELISA陰性群でのqPCR
陽性は31.3%（5/16）あり、PHA陰性、ELISA
陽性でのqPCR陽性は0%（0/3）であることか
ら両検査法において感度に違いがあり、漏
れなく感染牛を摘発するには遺伝子検査の
併用が必要。今後、本農場ではELISAによる
スクリーニングとqPCR等を実施し、感染牛
と非感染牛の分離飼育や高リスク牛の摘発
を中心とした対策を推進。

63.乳肉複合農場の牛白血病対策：三重県中
央家保 中川雄平、平塚恵子

管内一乳肉複合農場（乳牛部600頭、繁殖
和牛部750頭）で牛白血病対策を実施。乳牛
部は、平成19年より初乳の加温処理及び直
腸検査用手袋の1頭ごとの交換等を実施、平
成26年に一部牛舎で防虫ネットによる吸血
昆虫対策及び平成23年より実施していた外
部導入を終了。その結果、牛白血病ウイル
ス抗体陽性率は平成23年9月の26.6％に比
べ、平成28年2月では11.0％まで低下。繁殖
和牛部は、毎月導入する受精卵移植（ET）
用交雑牛で抗体陽性が散見されるため、家
保、農場及び管理獣医師で対策会議を複数
回実施。今年度から抗体陽性牛の水平感染、
垂直感染リスクを評価するために抗体陽性
繁殖和牛及びET用交雑牛のウイルス量を定
量的PCRで測定。また、水平感染を防止する
ため抗体陽性繁殖和牛の隔離及びカラー耳
標による可視化も開始。今後も乳牛部、繁

殖和牛部ともに牛白血病対策を継続し清浄
化に取り組みたい。

64.一酪農場における牛白血病対策：三重県
紀州家保 戸塚麻喜、中尾真治

平成27年1月と5月に実施した牛白血病ウ
イルス（BLV）抗体検査で、抗体陽性牛頭数
の2頭から13頭への増加が確認されたため、
抗体陽性牛2頭を淘汰した飼養頭数約40頭の
管内酪農家において、BLV浸潤状況を調査し
末梢血単核細胞数の基準に応じた血液像の
異常検出法「ECの鍵」並びに繁殖成績を考
慮した段階的淘汰を指導。平成28年6月、抗
体検査で4頭の陽転を確認。感染リスク分類
でBLVの感染源となるリスクの高い牛（高リ
スク牛）を畜主が認識し高リスク牛を含む
抗体陽性牛4頭を淘汰。さらに、同年10月に
ELISA法とリアルタイムPCR検査による飼養
牛全頭検査を実施し3頭陽転を確認。リアル
タイムPCR検査結果に応じて感染牛を再度リ
スク分類した。また、本年度陽転牛が全頭
抗体陽性牛に隣接していたことが確認され
たため、高リスク牛と陰性牛の間に低リス
ク牛を配置するよう係留場所の変更と吸血
昆虫対策を指導した。

65.胎仔大脳欠損を主徴とする牛アカバネ病
二例の発生：三重県北勢家保 駒谷充彦、
梅木俊樹

管内牛飼養2農場において、平成28年3月、
5月に2例のアカバネウイルス（以下AKAV）
の関与が疑われる異常産が発生したため、
当所にて病性鑑定を実施。胎仔大脳欠損を
主徴とする剖検等の病性鑑定結果から総合
的にアカバネ病と診断。AKAVの浸潤状況及
び侵入時期を検索するため、初発農場の平
成28年6月に採材した血清と平成27年度の保
存血清を用い中和抗体検査を実施。結果、A
KAVが平成28年6月時点で多数の個体に感染
していたこと、また平成27年11月までに当
該農場にAKAVが侵入したことを確認。近隣
県でのアカバネ病発生報告はなく、また発
生した2農場は平成27年度牛流行熱等抗体調
査（全国）でAKAV抗体が確認された県から
の導入はなかった。このことから、アカバ
ネ病による異常産を予防するには、発生報
告の多寡、抗体調査結果等に関わらず、毎
年のワクチン接種が重要であることが再確
認された。今後はワクチン未接種農場へ予
防の啓発に努めたい。

66.和牛肥育農家における牛呼吸器病症候群
の発生事例：三重県南勢家保 齋藤亮太、
林義規

牛呼吸器病症候群（BRDC）は、ストレス
やウイルス、細菌等様々な要因が絡み合っ
て引き起こされ、経済被害の大きな病気で
ある。今回、650頭規模の和牛肥育農家にて、
平成28年7月BRDCが発生。導入牛120頭の群
において、発熱、咳、耳垂れが散発。感染
が拡大したため当所へ通報。15頭の病性鑑
定の結果、細菌分離検査で7頭からMycoplas
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ma bovisを分離。ウイルス検査では、牛RS
ウイルス遺伝子が検出（3/7）され、抗体の
上昇（4/9）も認められた。農場に対して、
牛舎の消毒徹底と早期の治療を指示。その
後、1週間ほどで鎮静化に至った。また、今
後の発生防止対策として、牛RSウイルスの
関与があったことから、子牛市場でのワク
チン接種状況の確認徹底、ウイルス性呼吸
器病ワクチン接種を指導。当該農場では、7
人の従業員が、それぞれ独自の管理をして
いたことから、導入牛に対する管理手順書
を作成し、衛生意識向上と管理手順の統一
を図った。

67.酪農家における牛白血病対策：滋賀県滋
賀県家保 山中美佳、内本智子

地方病性牛白血病は、全国的に発生が急
増。平成26年度から「絶対減らそう白血病
対策事業」を開始し、対策を強化。その概
要と平成28年度の酪農家での取組を報告。
県では、①導入時等検査②サーベイランス
③重点対策農家指導を実施。平成28年度は、
①43頭、②18戸、③6戸の取組を実施。今年
度から新たに③の取組を高濃度浸潤農家1戸
で開始。内容は、飼養管理調査、全頭検査、
対策指導および検証。抗体陽性率は成牛95.
1%、育成53.7%。凍結初乳での感染や胎盤感
染も疑われ、初乳等の加温処理器を導入し、
出生子牛検査を開始。経産牛のプロウイル
ス量によるリスク分け、育成牛の分離飼育
等、吸血昆虫対策を実施。対策後、3頭の発
症牛を確認。分離飼育の不徹底により多く
の牛が抗体陽転。胎盤感染疑いも確認され、
対策を強化。今年度の取組で、新たに対策
を開始した農家が増加。今後も、重点対策
指導農家を増やし、県内全域の陽性率低減
に繋げ、清浄化を目指す。

68.牛ウイルス性下痢ウイルス検査方法の検
討：滋賀県滋賀県家保 内本智子

滋賀県BVD-MD防疫対策マニュアルに基づ
き、PI牛摘発と発生農場の清浄化対策の実
施により、平成27年7月以降、県内でPI牛摘
発はない。BVD-MD検査依頼増加のため、プ
ール検体を想定した材料の希釈倍率と検査
感度、検査時間および費用を比較検討。材
料は、PI牛血清および末梢血分離白血球(WB
C)を使用。RNA抽出は、市販の抽出キット(キ
ット)とフェノール・クロロホルム法(トラ
イゾール)を比較。遺伝子検査は、コンベン
ショナルRT-PCR(cPCR)とリアルタイムRT-PC
R(rPCR)を比較。ELISAは、抗原ELISAキット
を使用。結果、RNA抽出は、キットとトライ
ゾールでほぼ同等の感度。遺伝子検査は、
血清よりWBCが高感度。rPCRは、cPCRより安
価で短時間で実施可能。rPCRは、血清、WBC
ともに今回の最高希釈倍率640倍まで検出可
能。ELISAは、検体プールは不可だが安価で
短時間で実施可能。WBCを用いることで、こ
れまで感度の面から実施してこなかった子
牛のプール検体検査が可能。

69.地方病性牛白血病診断に向けたリンパ腫
の免疫組織化学的検討：滋賀県滋賀県家保
山本逸人

本県では、これまで牛白血病ウイルス(BL
V)に感染し、地方病性牛白血病(EBL)に特徴
的な病理組織所見を認める場合、若齢牛もE
BLと診断。病性鑑定マニュアル第四版に「免
疫組織化学検査（免疫染色）で腫瘍細胞にB
細胞マーカー抗原検出」の追加を受け、過
去の診断確認と今後の診断方法を検討。過
去にEBLと診断された30か月齢以下の14例に
対し、CD3、CD79αを用いて、免疫染色実施。
結果、14例中13例の腫瘍細胞はCD3陰性CD79
α陽性。1例はCD3陰性CD79α陰性で、正常
リンパ球も陰性となったため、固定不良（死
後変化）による抗原失活と判断。13例は免
疫染色の結果から、B細胞性リンパ腫と診断
し、病性鑑定マニュアル第四版の基準に適
合。抗原失活と判断した1例は、死後変化が
顕著。死後変化顕著な症例は、免疫染色が
行えず、EBLと診断できない可能性があるた
め、EBLを疑う場合、生検材料による病理検
査が重要と考察。今後、B1、B2細胞の鑑別
のため、CD5による免疫染色実施。

70.牛白血病清浄化を目標としたモデル農場
の取組：京都府中丹家保 大谷健太、渡邊
昌英

平成21年から管内酪農場で血中の牛白血
病ウイルス（BLV）遺伝子量を指標に感染防
止対策指導を継続。当所は吸血昆虫対策、
初乳対策、BLV陰性牛分離飼養、陽性牛優先
淘汰等感染防止対策の提案とともにリアル
タイムPCR法を用いたBLV遺伝子量測定によ
り伝播リスクを個体毎に評価。各農場はそ
の結果を反映して管理したところ、A農場で
は陽性率が77％から45％、B農場では89％か
ら74％まで低下。A農場では牛群の更新状況
等から取組開始以来10年となる3年後に清浄
化可能と試算。2農場の比較により手間やコ
ストがかかる陰性牛分離飼養や高伝播リス
ク牛優先淘汰の継続が、BLV清浄化において
重要と推察。また、大学で牛白血病を学ん
だ後継者が就農した農場やA農場を参考に徹
底した対策で「5年で清浄化」を目指す農場
など、意欲的な取組を開始。血中BLV遺伝子
量を指標としたリスク評価を活用しながら
各種対策を継続することで清浄化への進展
を確認。今後も継続して取組む。

71.府内酪農家における牛白血病の抗体動向
：大阪府大阪府家保 柏原篤

牛白血病は、全国で発生が増加。平成27
年の発生頭数は2869頭。本府では、平成22
年度から全酪農家を対象に2年に1度本病の
抗体検査を実施。抗体陽性率の高い酪農家
を重点指導農家とし、年に複数回の検査を
実施。平成22～23年度、平成24～25年度、
平成26～27年度でそれぞれ25.7%、30.7%、3
0.2%。陽性率上昇の内訳を①農場内感染、
②哺育育成期での感染、③主に陽性牛の導
入によるものに分類したところ、①39.6%、
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②25.5%、③34.9%。1重点指導農家について、
感染時期の調査を行ったところ夏から秋に
感染が多く、吸血昆虫の影響を推測。吸血
昆虫の運動を阻害するといわれているトン
ネル換気実施農家(以下TN農家)と他の農家
を比較。陽転率はTN農家の飼養牛で5.3%、
その他の飼養牛で12.1%。今回の報告により、
本府でも本病の抗体陽性率が上昇傾向。今
後、吸血昆虫対策等について指導を行うと
ともに、導入後の速やかな抗体検査等、継
続的な対策を進める。

72.牛ウイルス性下痢ウイルス（BVDV）によ
る死産事例：大阪府大阪府家保 葛西洋平、
服部孝二

BVDVは、妊娠牛では感染時期により持続
感染牛（PI牛）となる可能性がある。平成2
7年12月下旬、1頭の死産が発生、当所で病
性鑑定を実施したが剖検所見で著変はなく、
細菌検査でも有意な菌は未検出。抗原検査
（RT-PCR）で血清、脳、心、肺、脾臓乳剤
及び母牛血清からBVDV遺伝子を検出。ウイ
ルス分離により細胞変性効果（CPE）を認め、
直接蛍光抗体法で陽性を確認し、BVDVと同
定。また制限酵素切断及びダイレクトシー
クエンスにより、分離ウイルスは遺伝子型2
a亜型と一致、抗血清による中和試験でも2
型と一致。PI牛確認のため同居牛全頭のRT-
PCRを実施、17／25頭で陽性。1ヶ月後の検
査で、母牛及び同居牛ともに陰性となりPI
牛を否定、死産仔牛をBVDVの急性感染と診
断。母牛及び同居牛に対する中和試験では、
標準株を用いた場合抗体上昇せず、今回の
分離ウイルスを用いた場合8～64倍の抗体上
昇を確認。今後、標準株と分離BVDVの違い
について検討したい。

73.牛白血病に関する衛生対策ガイドライン
に基づく取り組み事例の検証：兵庫県淡路
家保 寺一未奈子、松本瞳

農水省が策定した牛白血病に関する衛生
対策ガイドライン(ガイドライン)に基づき
管内3戸の事例を検証。和牛農家A～Cは繋ぎ
飼い、A・Bは繁殖、Cは一貫経営。抗体検査、
白血球数・遺伝子量を測定。農場間伝播防
止は導入牛を検査。人為的伝播防止として
技術者に研修会を開催。感染率の把握、個
別に課題抽出。感染率はA89%、B77%、C25%。
対策は、Aは吸血昆虫防除、母子1対1飼育、
3か月離乳、遺伝子量のリスク分類により、
感染牛からも後継牛確保。Bは導入で牛群を
更新。Cは感染牛と非感染牛を分離、後継牛
は初乳製剤を用い母子分離飼育。結果、Aは
後継牛9/10頭確保と高リスク牛から廃用し3
年で清浄化。Bは受精卵移植で後継牛を確保
し感染牛を早期廃用し4年で清浄化。Cは分
離飼育、感染牛を肥育、廃用し6年で清浄化。
検証として感染牛の分離飼育は必須。定期
的な抗体検査は感染拡大防止に重要。今後、
3戸をモデルとしガイドラインの弾力的実施
によるまん延防止に取り組む。

74.乳用牛で見られた牛ウイルス性下痢・粘
膜病持続感染牛の疫学的考察：兵庫県淡路
家保 丸尾喜之、大田康之

管内の乳用牛で発生した牛ウイルス性下
痢・粘膜病（BVD-MD）の持続感染牛（PI牛）
について病性鑑定成績を検証。平成24～28
年に7農場で17頭のBVD-MDウイルス陽性牛を
確認。内訳は粘膜病1頭、PI牛12頭、PI疑い
牛4頭。うち12頭は臨床的に異常無し。2頭
は初妊牛で1頭は経産牛。4農場は病性鑑定
でPI牛を摘発したが、3農場では同居牛検査
や預託牛検査でPI牛を摘発。ウイルスは主
に導入牛や預託牛よって持ち込まれ、3農場
では生まれたPI牛から同居牛が感染したと
推測。ウイルスは3タイプの血清型が確認さ
れ、1a型が2農場、1b型が4農場、2a型が1農
場。PI牛は虚弱で発育不良になると言われ
ているが、健康牛と区別できないものも多
く、検査摘発を実施しなければ農場内外に
感染拡大を示唆。今後は外部導入や預託を
行う農場を中心に、PI牛の摘発検査やワク
チン接種等、BVD-MD防疫対策ガイドライン
に沿った対策指導を実施。

75.牛白血病高度汚染農場における清浄化へ
向けた取り組み：奈良県奈良県家保 井口
絵美、西野治
牛白血病抗体陽性率が85%(H26.2,83/97頭)

の酪農場(飼養頭数約100頭)で対策を実施。
対策開始時(H26)より人為的感染対策、導入
牛の抗体検査、陰性牛の抗体検査(年1回以
上)、陽性牛の優先淘汰を実施。H27年度は
初乳加温装置の導入・ピレスロイド系殺虫
剤の使用を実施したが、抗体陽性率は67%(H
27.7,67/100頭)から75%(H27.12,70/93頭)で
あり、効果は認められなかった。冬期の陽
転率は8%(H27.7,3/36頭)、6%(H28.5,2/36頭)
と低く、吸血昆虫の関与が疑われた。この
ため、H28年度は陽性牛と陰性牛の分離飼養、
陽性であったオス牛の淘汰及び防虫ネット
の設置を実施。その結果、夏期陽転率はH27
年43%(17/40頭)に対し、H28年11%(5/42頭)
と低下。抗体陽性率は63%(H28.5,59/93頭)
から57%(H28.12,50/87頭)へと低下。今年度
は分離飼養・吸血昆虫対策の強化により水
平感染の機会が減少し、陽転率・抗体陽性
率が低下したと考えられる。

76.和歌山県内で検出された牛白血病ウイル
ス遺伝子型別調査：和歌山県紀北家保 山
田陽子、豊吉久美

牛白血病未発症BLV遺伝子陽性のホルスタ
イン牛(Hol)92頭(5戸)および繁殖黒毛和牛
(JB)89頭(6戸)、および発症牛3頭(Hol2頭、
JB1頭)の白血球DNAについてBLVのRFLP遺伝
子型別実施。品種および出生地別等による
分類実施。未発症牛はHolでⅠ型72頭(78%)、
Ⅱ型2頭、Ⅲ型4頭、Ⅴ型14頭、JBでⅠ型89
頭(100%)。発症牛3頭は全てⅠ型。酪農場内
訳はⅠ型のみ(1戸)、Ⅴ型のみ(1戸)、Ⅰ・
Ⅴ型混在(2戸)、Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ・Ⅴ型混在(1
戸)。出生地別ではHolは和歌山県Ⅰ型11頭、
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Ⅴ型11頭。北海道Ⅰ型59頭、Ⅱ型2頭、Ⅲ型
4頭、Ⅴ型3頭。その他2県Ⅰ型2頭。JBは全
てⅠ型で和歌山60頭、その他1道1府7県29頭。
今回県内検出BLV遺伝子はⅠ型が最多で全国
的傾向と同様。次はⅤ型が多く全国的傾向
Ⅲ型と差異。Holの型別混在農場は遺伝子陽
性牛が他県産または県外預託歴のある県内
産で、県外から複数の感染経路でBLV侵入を
受けていた可能性あり。JBは出生地に関わ
らず全てⅠ型のみで、さらなる調査が必要。

77.管内和牛繁殖農場における牛白血病対策
：鳥取県西部家保 池本千恵美、鳥取県倉
吉家保 増田恒幸

和牛でも牛白血病の摘発が急増し、農家
の関心は上昇する一方、感染率の高さに見
合わない発症率の低さと対策の困難さで摘
発農場でも具体的施策に踏み切れない現状。
このような中、管内3和牛繁殖農場で対策を
開始。K農場は過去に摘発があり、H26年3月
に全頭の抗体検査を実施し、繁殖雌牛の陽
性率は60％。陰性牛を公共放牧場に預託し
ない等の対策と抗体検査を継続し、陽性率
は48％に低下。S農場は近年、複数の摘発が
あり、リスク高（H27年9月の抗体陽性率65
％）。プロウイルスの定量、病態進行に関
与するBoLA-DRB3対立遺伝子の調査を実施。
牛舎内配置の検討及び吸血昆虫対策に取り
組む。Y農場は未摘発であるが、発生予防対
策への意欲が強いため、抗体検査（H28年8
月の陽性率48％）、プロウイルス量の定量
を実施。今後、BoLA-DRB3対立遺伝子の調査
結果を待ち、複合的な対策を実施予定。 道
のりは遠くとも畜産業界に多大な被害を及
ぼす本疾病の感染・発症予防のため、デー
タ集積に寄与し、現場還元に向け、取り組
みたい。

78.管内酪農場における牛ウイルス性下痢・
粘膜病対策：鳥取県西部家保 田島理子、
池本千恵美

H28年7月、管内A農場から県内哺育育成農
場に移動したホルスタイン雄子牛で牛ウイ
ルス性下痢ウイルス（BVDV）遺伝子検査が
陽性となった。直ちにA農場全頭の抗原ELIS
A検査を実施し、39頭中2頭陽性。内1頭を持
続感染（PI）牛と確定。本PI牛（PI①）は
県内酪農家からH27年8月にヌレ子導入、母
牛が北海道預託中に受胎した産子と判明。
さらに、同時期にPI①の近くに繋養され、
下痢を呈していた子牛をPI牛（PI②）と確
定。PI①は1年以上飼養されていたため、飼
養牛全頭の抗体保有状況を、PI①導入約1ヶ
月後（定期検査余剰血清利用）と約1年後で
比較検討。PI②の母牛は、PI①導入約1ヶ月
後は抗体陰性であったため、その後PI①か
ら感染したことを示唆。また、PI①導入約1
ヶ月後の農場内抗体保有率は36.4％、約1年
後は97.3％に上昇しており、PI牛との長期
同居による感染を確認。同時期に北海道預
託した複数の県内酪農場においてもPI牛が
多発していることから、集中的に当該農場

も含めた追跡検査を実施し、県内清浄化を
目指す。

79.4年間にわたる鳥取県での牛ウイルス性
下痢ウイルス清浄化への取組：鳥取県倉吉
家保 増田恒幸、大下雄三

平成24年3月に牛ウイルス性下痢ウイルス
2型（BVDV-2）の持続感染（PI）牛が県内で
初めて摘発されて以降、多くのBVDV-2のPI
牛を摘発。このため全県的なBVDV蔓延防止
対策を開始し、感染源となった育成牧場の
清浄化を達成。平成28年1月から4月の間に
はBVDV-1のPI牛を2頭摘発。その母牛は同時
期に県外の同じ育成牧場へ預託。このため
同時期に預託していた牛の産子検査を実施
し、さらに3頭のBVDV-1のPI牛を摘発。県外
預託・導入元でBVDVの流行があった場合、
本牛のみならず、その産子検査は蔓延防止
のため重要。対策当初よりPI牛の摘発淘汰
を円滑に実施するため、単県による淘汰助
成制度を整備。現在、摘発淘汰された37頭
のPI牛に対する総支出額は8,539,878円。本
病は畜産業に大きな損失を与える疾病で、
見かけ上健康なPI牛が牛群内にBVDVをまき
散らすため、その対策は困難。しかし、北
欧諸国では国家的な取組により清浄化を達
成した事例もあり、日本においても地域的
な対策だけでなく、国主導による清浄化対
策が望まれる。

80.県内の牛RSウイルス病の病性鑑定状況と
分子疫学：島根県家畜病鑑室 渡邉勉、下
出圭吾

近年、県内で発生した牛RSウイルス（BRS
V）病について、病性鑑定（病鑑）状況をま
とめ、一部の遺伝子解析を実施。病鑑は鼻
腔スワブ、肺の遺伝子検査もしくはペア血
清の中和抗体検査を実施。呼吸器病の病鑑4
7件中、BRSVが関与した事例（BRSV事例）は
17件。発生は肉用牛で子牛、乳用牛で成牛
に多い傾向。平成27年度以降、導入との関
連を疑うBRSV事例が8件中7件。遺伝子解析
は、平成27年4月以降の5件16例、平成26年3
月の1件1例、平成25年3月の2件2例について
実施。シーケンス解析では、塩基配列の相
同性が、平成26年以降の株間で98.5～100％、
平成26年以降と平成25年の株間で96.3～98.
7％。遺伝子解析を実施した平成26年以降の
事例は、同一起源のBRSVによると考えられ、
平成26年に県内でBRSV病の流行があった際
にまん延したと推察。一般的に、本病の発
生には導入牛によるBRSV持ち込みが疑われ
るが、農場内の既存BRSVにも考慮した衛生
対策が必要。

81.酪農場で集団発生したC群ロタウイルス
が関与した下痢症：島根県出雲家保 土江
將文、森脇俊輔、高仁敏光

平成28年11月に管内の大型酪農場で、Ｃ
群ロタウイルスが関与した集団下痢が発生。
遺伝子検査で5頭中4頭の陽性を確認。周辺
農場では異常は認められず。初産牛群と泌
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乳最盛期牛群を中心に下痢症状と採食量低
下に伴う乳量低下を認める。別棟の哺育・
育成子牛には異常は認められず。平均乳量
は約10％減で1週間後に回復。消石灰による
牛舎内外の消毒、生菌剤の飼料添加を実施。
又、生体の出荷自粛を要請。本病発生4日前
に導入された北海道導入牛群29頭を感染源
と疑い、導入牛群の糞便材料を遺伝子検査
行うも陰性。本病の病勢は牛コロナウイル
スによる伝染性下痢ほぼ同等と確認。本病
はワクチンが市販されておらず、飼養衛生
管理基準遵守や生菌剤の常時投与、牛舎の
消毒などの対策が有効と推察。

82.BLV遺伝子検査方法の検討：島根県家畜
病鑑室 下出圭吾、原正三

BLV抗体陽性牛の血液を各条件で処理後、
近年発売されたリアルタイムPCR（qPCR）キ
ットにて検査成績への影響を検討。白血球
液作製法について、溶血法とバフィーコー
ト回収法を比較。qPCR結果に有意差はない
が、溶血法が安定的に白血球を回収可能。
採血後、全血にて冷蔵保存し、白血球液を
作製するまでの日数による影響を経時的に
評価した結果、最終設定日である５日目ま
で保存可能。溶血法で作製した白血球材料
を懸濁液またはペレットで－80℃凍結保存
した場合、ならびに懸濁液を－80℃または
－30℃で凍結保存した場合で比較した結果、
ペレット保存および－80℃保存で良好な検
査成績を確認。本法はコンベンショナルPCR
にも応用可能であり、また、BLV遺伝子量検
査は、牛白血病対策における感染牛の淘汰
や配置替えに重要な役割を果たすため、検
査精度と実用性を両立可能な遺伝子量検査
における材料処理方法を実証した。

83.移動式レンダリング装置を活用した口蹄
疫防疫計画の検討：岡山県井笠家保 平井
伸明、西川真琴

土地条件から口蹄疫発生時の埋却が困難
な農場において、国の配備する移動式レン
ダリング装置（装置）を活用した防疫計画
試案を作成し、課題を検討。発生想定は600
頭規模の酪農場、県内初発、単発事例、埋
却処理が不可能という条件。装置設置スペ
ースは農場内通路等を活用して確保。処理
物運搬は感染性廃棄物運搬容器（密閉容器）
を用い、最終処分方法は焼却を想定。密閉
容器1個あたりに収容する処理物は約20kgま
でに制限。装置稼働は疑似患畜確定から32
時間後、稼働後は4日間連続で処理。発症牛
を含む100頭を疑似患畜確定後8時間以内に
殺処分。装置の処理能力に合わせ、3日目か
ら5日目まで連続して殺処分を実施。農場内
に装置を設置出来ない場合の設置場所確保
と周辺農場への感染防止対策、80℃弱の処
理物を密閉容器へ充填する作業の作業性及
び安全性確保、密閉容器一時保管場所の確
保等多くの課題が浮上。

84.肉用牛一貫経営農場の牛白血病清浄化

（第二報）：岡山県高梁家保 秦守男
平成23年度より管内肉用牛一貫経営農場

で牛白血病（BLV）防除の取組開始（平成26
年度に第一報）。以前から実施してきた器
具等の交換・消毒、隔離飼育やとう汰を進
めるも、繁殖牛抗体陽性率は平成25年5月時
点で25.7％。対応策として検査方法に遺伝
子検査を導入。リアルタイムPCR法（RT-PCR）
で抗体陽性繁殖牛のBLV遺伝子を定量し、遺
伝子量の高い牛から優先的にとう汰、更新
を指導。また、感染牛から生まれた子の感
染時期を把握するため実施したRT-PCRにて、
6頭中1頭で垂直感染、19頭中12頭で育成期
の感染を確認。農場内感染防止のため、哺
乳舎から育成舎への子牛移動時に遺伝子検
査を行い、感染牛を防虫ネットで囲った隔
離牛舎で飼育。上記対策を講じた結果、発
症牛は平成25年10月以降認められず、本年
の繁殖牛抗体検査にて全頭陰性を確認しBLV
清浄化達成。感染牛の早期分離飼育や感染
繁殖牛の早期更新、国の支援事業による継
続的な検査費用助成が清浄化に成功した要
因。

85.牛の下痢症ウイルスの検出状況（H22～2
7年度）：広島県西部家保 桑山勝、清水和

広島県での6年間の牛下痢症ウイルス（BD
V）の検出状況をまとめた。BDV病性鑑定依
頼は70件。疫学情報は病性鑑定依頼書に、
ウイルス検査は牛コロナ（BCV）-PCR法は恒
光ら、BCV、A群ロタ（GAR）、B群ロタ（GBR）
C群ロタ（GCR）、牛トロ（BToV）のマルチ
プレックス（m）-PCRはFukudaらの報告に従
った。BDV検出件数は52（BCV25、GAR17、GB
R3、GCR2）、複数ウイルス検出件数はBCVと
GAR3、GARとBToV1、BCV、GAR及びBToV1。成
牛の下痢はBDV24中BCV14、GAR5件。GBRとGC
Rは成牛から検出。子牛はGARが同10/12、BT
oVも子牛から検出。月別の検出件数は11～4
月が41。便の状態はBCVが血便64%、他のBDV
では認めず。BDV未検出中m-PCR実施前の3/4
件からm-PCRでGBRを検出。6件で細菌や寄生
虫を検出。原因不明が9件。

86.牛アデノウイルス（BAV）2型が関与した
肉用牛肥育農場の下痢症：広島県西部家保

清水和、桑山勝
平成27年5月に県内の肉用牛肥育農家で子

牛の下痢症が流行。直腸便5検体中1検体か
らBAVが分離され、核酸レベルでBAV2型№19
株と100%一致。牛ロタウイルスA（GAR）、
牛コロナウイルス（BCV）、牛トロウイルス
の遺伝子が検出され、BAV2型分離株、GAR、
BCVに対する有意な抗体価の上昇を確認。BA
V2型の県内飼養牛の抗体保有率は72.0%。鑑
定技術の向上を目的にBAV2型分離株とBAV7
型袋井株の性状比較しPCR反応条件を検討。
BAV2型はMDBK及び牛腎細胞への感染価が各3
代培養後で108.0TCID50/0.1ml（以下、単位
を省略）以上、BAV7型はMDBK細胞で細胞変
性効果を認めず、牛胎子筋肉及び牛精巣細
胞への感染価は101.0及び103.0。Maluquer
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らのPCR検査（病性鑑定指針に記載）ではBA
V2型は未検出、熱変性条件を98℃に変更す
ることで、BAV2型とBAV7型ともに検出可能
となり、検出条件の検討が重要。BAV2型が
複合感染により下痢症の一因となる可能性
が示唆。

87.山口県西部地域の牛白血病の過去6年間
の発生状況：山口県西部家保 西本孝志、
入部忠

H23年4月からH28年10月に管内で発生した
地方病性牛白血病計84頭について調査。ホ
ルスタイン種の発生頭数は減少。黒毛和種
は発生地域の拡大傾向を確認。ホルスタイ
ン種では3歳（n=10）の発生が最も多く、黒
毛和種では3歳未満（n=9）が多い傾向。牛
を導入している農場での発生は75頭（89.3
％）。病原体の侵入原因として発生に影響
を与えている可能性が示唆。発生農場の同
居牛抗体検査をH26年12月まで寒天ゲル内沈
降反応（ゲル沈）、H27年1月からELISA法で
実施。年度毎の集計では、ゲル沈の抗体陽
性率は23～45％、ELISA法に変更後49～64％。
継続して検査を実施している3農場において
も同様の傾向。ELISA法はゲル沈と比較して
検出感度が高いためと推察。ELISA法は感染
牛摘発に重要なツールであり、分離飼育の
参考として活用。今後も牛白血病に関する
衛生対策ガイドラインに基づいた指導を行
い、対策の効果を検証し、清浄化を目指す。

88.口腔内病変を主徴とした偽牛痘：山口県
中部家保 横山明宏、大谷研文

2016年5月、山口県内の13か月齢黒毛和種
育成牛が下痢、食欲不振、泡沫性流涎を呈
した。発症から12日後、下痢は改善したが、
舌裏側に1cm大白色水疱を多数確認。蹄、乳
房周囲、同居牛に異常はなく、疫学的に口
蹄疫を否定し病性鑑定を実施。口腔内ぬぐ
い液を材料とし、牛精巣細胞を用いた10日
程度の回転培養を実施し、三代目にCPEを確
認。その培養上清及び口腔内ぬぐい液から
パラポックスウイルス属遺伝子を検出。遺
伝子解析の結果、2010年に岩手県の子牛の
口腔周囲ぬぐい液から検出された偽牛痘ウ
イルス（Pseudocowpox virus：PCPV）エン
ベロープ遺伝子と100％一致。以上より偽牛
痘と診断。本症例では乳頭周囲に病変はみ
られず、口腔周囲に病変を呈する牛丘疹性
口炎に類似し、偽牛痘の症例では稀。口腔
内病変を呈した牛からPCPVが分離された国
内報告は見当たらず、極めて貴重な症例。

89.管内の牛白血病浸潤状況と対策への提言
：徳島県西部家保 河見博子、阿部敏晃

当県では2年間隔で家伝法5条検査を行っ
ており、その余剰血清を利用した受身赤血
球凝集反応により牛白血病の抗体検査を実
施。平成28年度に実施した管内A町の乳用牛
農家21戸中、17戸で牛白血病ウイルス抗体
陽性牛を確認。陽性率は5.9%から80%であり、
陽転率は0%から70%と幅はあるが、陽転率は

2年前と比較し劇的に増加。牛白血病の発生
頭数や抗体陽性率は全国的にも増加傾向に
あるため、陽性農場17戸で牛白血病に関す
る聞き取り調査及び指導を実施。その結果、
水平伝播防止のための陽性牛と陰性牛の分
離飼育や陽性牛の淘汰更新も作業的・経済
的に困難な農場が多く、加えて、人為的伝
播防止対策が不徹底な農場が多い現状が判
明。今後は陽性農場、陰性農場共に牛導入
時のPCRも利用した確実な検査、自家育成時
の注意及び早期PCR、定期的な全頭検査によ
り管内農場の清浄化に向けた取り組みが必
要。また、畜主及び担当獣医師・人工授精
師等関係者と共通認識を持ち、感染拡大防
止に努めることが課題。

90.和牛繁殖農家における牛白血病清浄化対
策(第２報)：徳島県西部家保 山田みちる、
紀川将之

管内和牛繁殖農家において、平成27年度
から牛白血病清浄化に向けて対策を開始。
平成27年度は抗体陽性牛の早期摘発と高リ
スク牛の優先淘汰を実施。所有する2農場を
活用した抗体陽性・陰性牛の分離飼育によ
り陰性牛は全て1農場に集約。平成28年度は
陰性農場の清浄状態保持確認のため、PCR検
査を実施。平成28年5月の検査にて陰性農場
飼育2頭の陽転を確認。直ちに陽性農場に移
動。陽性牛はPCR検査にて摘発。受身赤血球
凝集反応による抗体検査は２頭共に128倍。
うち1頭はECの鍵陽性。8月に再度陰性農場
の繁殖母牛、育成牛、子牛の全頭検査を実
施し、全頭陰性を確認。今夏は吸血昆虫対
策として陰性農場分娩舎周囲に防虫ネット
を設置。平成27年夏と比較し、牛舎内の吸
血昆虫の数は減少、防虫の効果を確認。陽
性農場飼育の優良繁殖母牛は採卵し、有効
に活用。今年度中に再度、清浄状態確認の
ためPCR検査を実施し、対策を継続予定。

91.肝膿瘍とT細胞性牛白血病と診断された
一事例：徳島県徳島家保 尾川誠次郎

2016年1月、管内肉牛280頭規模の肥育農
家の22ヶ月齢牛1頭が食欲減退、削痩。診療
獣医師は肝機能不全を疑い、ブドウ糖補液、
強肝剤投与。当所に血液検査依頼。外貌は
体表リンパ節の腫脹はなく、血液検査では
白血球数65,300/ul 、異形リンパ球5%、 牛
白血病ウイルス抗体検査2,048倍以上。成牛
型牛白血病を疑い鑑定殺を実施。剖検所見
は、成牛型牛白血病で典型的な主要リンパ
節は腫脹はなく、肝膿瘍、脾腫が認められ
た。細菌検査では肝臓よりFusobacterium n
ecrophorum の特異遺伝子検出。血清学的に
はLDH 1,733IU/Lで軽度上昇、TKエライザは
陰性。病理組織検査の免疫染色は脾臓及び
腸間膜リンパ節について、増数しているリ
ンパ球の大部分が抗CD79αに陰性、抗CD3
に陽性。血液塗抹標本で異型リンパ球にペ
ルオキシダーゼ顆粒は認められず。T細胞性
牛白血病と診断。牛白血病ウイルスの関与
は不明。その後続発はない。
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92.牛ウイルス性下痢ウイルス持続感染牛の
摘発事例：徳島県徳島家保 三宅秀隆、松
尾功治

2016年10月、管内和牛繁殖農家で発生し
た流産胎児1頭について病性鑑定実施。ウイ
ルス検査で、主要臓器から牛ウイルス性下
痢・粘膜病ウイルス（BVDV）遺伝子を検出。
母牛のBVDV感染を疑い、平成27年採材の余
剰血清をpre血清として用い、遺伝子検査を
実施。結果、pre、post共に陽性となり、母
牛を持続感染（PI）牛として摘発。 検出さ
れた遺伝子のRFLP解析でBVDV1型と判明。同
居牛を対象に、遺伝子検査を実施。1回目の
検査で、2頭を陽性、7頭を疑陽性と判定し
たが、再検査でいずれも陰性に転じた。ま
た、当該農場の平成24年度以降の余剰血清
を用いた、遡り調査で、祖母牛もPI牛だっ
たことが判明。今後、当該農場では、新生
子牛の遺伝子検査を実施し、PI牛の可能性
について判別する。併せて、県内農場のBVD
V浸潤状況を確認予定。

93.管内和牛繁殖農家の牛白血病清浄化対策
：香川県西部家保 飯間彩花、合田憲功

管内で、優良子牛生産のため牛白血病清
浄化に取組んだ繁殖農家(以下、A農家)及び
A農家に触発され、地域全体で牛白血病対策
に取組んだので報告する。牛白血病の増加
を受け危機意識を抱いた農家が抗体検査(EL
ISA法、PHA法)を希望し、平成25～26年度に
7戸実施。このうちA農家は、51頭中10頭が
陽性(平成25年)で、陽性牛の分離飼育と肥
育転用等の対策を行い、繁殖牛舎への持込
を防止。以後、年1回の繁殖雌牛全頭の抗体
検査で平成27年11月までに105頭中6頭を、
平成27年2月以降、導入牛着地検査で計9回2
5頭中7頭を摘発。継続して肥育転用や早期
離乳等を実施した結果、平成27年度の繁殖
雌牛の抗体陽転は認められず清浄化に成功。
平成27年以降は抗体検査の希望農家が20戸
に増加、地域全体で清浄化に向けた取組み
が拡大。これまでに513頭を検査、74頭の抗
体陽性牛を摘発し、陽性牛の分離飼育等を
指導。この取組みを繁殖農家全戸に拡大、
継続していきたい。

94.黒毛和種肥育一貫経営農場における牛白
血病清浄性確保に向けた取り組み：愛媛県
南予家保 河本亮一、井阪章

地方病性牛白血病（EBL）は、牛白血病ウ
イルス（BLV）浸潤率の上昇と発症牛の若齢
化傾向により、全国的に肉用牛での対策が
急務。今回、管内A農協の黒毛和種肥育一貫
経営農場（388頭飼養）で清浄化に向けた取
り組みを実施。受身赤血球凝集反応（PHA）
とリアルタイムPCRによる浸潤状況調査を実
施し、黒毛和種繁殖雌牛91頭中4頭（4.4％、
以下陽性牛）の感染を摘発。①陽性牛の分
離飼育、②外部導入牛の検査前分離飼育と
導入時検査等の対策指導を実施。約3ヵ月後、
黒毛和種繁殖雌牛の再検査と肥育牛の抽出

検査により感染拡大がないことを確認。し
かしながら、陽性牛の産子牛7頭中1頭の感
染を摘発。今後は、①年1回の定期検査に加
えて、②陽性牛の分娩予定産子牛の感染確
認や感染拡大防止対策指導を継続し、当農
場の黒毛和種繁殖雌牛及び肥育牛における
清浄性確保を図る。

95.呼吸器症状を主徴とした牛コロナウイル
ス病の発生状況について：愛媛県家畜病性
鑑定所 峯森雄高

平成26年から28年に下痢または呼吸器症
状を呈し、牛コロナウイルス(BCoV)特異遺
伝子が検出された症例について発生時期、
臨床症状を調査し、制限酵素断片長多型(RF
LP)、SYBR法による定量的リアルタイムPCR
を実施して各事例の比較を行った。下痢症
例が秋季から冬季に集中して発生し、呼吸
器症状を呈した症例については春季、夏季
にも発生が見られた。下痢症状はBCoV単独
感染のものが多く、呼吸器症状を示したも
のでは他の病原体との混合感染がほとんど
だった。RFLPの結果は全検体がBCoV4型であ
ることが判明し近年の国内BCoV浸潤状況と
一致していた。定量的リアルタイムPCR検査
では糞便材料で平均ウイルス遺伝子量が10
1.8TCID50/ml、鼻腔拭い液では102.1TCID50
/mlとなり、鼻汁からも糞便と同程度のウイ
ルスの排出が確認された。今後は発症牛や
不顕性感染牛でのウイルス排出量を調査し
ていきたい。

96.繁殖牛農場における発熱主徴の流行性出
血病ウイルス疾病発生事例：福岡県中央家
保 山本訓敬、甲斐田美菜

2016年9月、県西部の60頭飼養の肉用繁殖
牛農場で、複数頭の育成牛と成牛が発熱を
主徴とする疾病発生。育成牛1頭は軽度の嚥
下困難と起立困難。病性鑑定は発熱牛の血
液材料、起立困難な育成牛1頭を解剖し、各
臓器及び血液材料を用いて各検査を実施。
発熱は微熱が長時間持続する個体あり。生
化学検査は白血球数が減少。ウイルス検査
は血球から流行性出血病ウイルス(EHDV)血
清型7を分離。抗体検査はEHDV血清型2であ
るイバラキウイルスおよびHDV血清型7の抗
体価の有意な上昇を確認。解剖牛は、細菌
検査は肺・心臓・肝臓からレンサ球菌等分
離。病理検査は大脳皮質に層状壊死。結果
から発熱の原因は、EHDV群によるもので、E
HDV疾病と診断、解剖牛のウイルス関与は特
定できず。今年度の牛流行熱等抗体調査で
も、9月下旬にイバラキウイルス抗体価の上
昇を確認し、8月から9月に県内へのイバラ
キウイルスの侵入を示唆。今後は分離したE
HDVの性状調査及び疫学的考察を実施予定。

97.乳牛育成農場における牛ウイルス性下痢
・粘膜病清浄化達成事例：福岡県北部家保
大里麻衣子、田口博子

平成27年6月、外部導入した子牛を育成し、
妊娠牛を販売する乳牛育成農場で牛ウイル
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ス性下痢ウイルス（BVDV）の持続感染（PI）
を疑う牛を確認。家保は農家に本病の影響
を説明し、対策の必要性を粘り強く説得。
家保、農家及び獣医師と協議の結果、当該
牛をPI牛とみなし、清浄化対策を開始。妊
娠牛対策として同居牛16頭のPCR検査及び抗
体検査を実施。胎齢及び抗体価からPI牛を
分娩する危険性の高い牛をリスク牛として1
1頭選抜。リスク牛は販売形態を変更させ、
農場内で分娩後に販売。産子は隔離飼育の
もとPCR検査で陰性確認後に母牛販売先に移
動。結果、リスク牛2頭が死流産し、リスク
牛の産子4頭をPI牛として摘発。PI牛摘発時
に家畜防疫員による農場消毒を実施。PI牛
摘発に伴う新たなリスク牛5頭の産子は全頭
陰性。ワクチン接種を同居牛及び導入牛に
実施。対策期間中に導入牛21頭をPCR検査し
全頭陰性。他農場に本病を拡大させること
なく、平成28年10月に清浄化を達成。

98.牛ウイルス性下痢・粘膜病持続感染牛の
清浄化に向けた取り組み：福岡県両筑家保
原田美奈子、柴田規光

平成27年8月、管内酪農家で性牛4頭が発
熱を呈し、抗体検査及び遺伝子検査の結果、
牛ウイルス性下痢・粘膜病（BVD・MD）2型
と診断。11月に持続感染牛（PI）牛摘発検
査で1頭摘発。清浄化に向けた取り組みを開
始。その後、平成28年5月に3頭のPI牛を摘
発。今回の症例の分離ウイルスは全て遺伝
子型2a、非細胞病原性株。6～9月に採材し
た子牛2頭分の抗体検査で8月に抗体価が上
昇、最初のPI牛の出生により、ウイルスが
農場に拡散、妊娠牛に感染、3頭のPI牛の出
生につながったと推測。病気の早期発見、
通報指導が功を奏し、今回の迅速な防疫対
策に繋がった。成牛の発熱事例から、継続
的な検査や指導及びワクチン接種を行った
結果、新たな発生はなく、農場のウイルス
感染拡大を防止し、農場の経済的損失を最
小限にとどめることが出来た。今回は、国
の「BVD・MDに関する防疫対策ガイドライン」
が出される前に、これに沿った指導が出来
ており、十分な対策が行われていたことを
確認。

99.キャトルステーションの生産性向上を目
指した衛生対策：佐賀県北部家保 山口博
之、陣内孝臣

管内のキャトルステーション(CS)でBRDC
が増加したため、ワクチンプログラムを見
直し呼吸器疾病は減少、発育成績が改善。
しかし、CSからの出荷牛は子牛生産農場か
ら直接出荷された牛より発育成績が劣って
いた。そこで預託前の対策として共済診療
所と対応を協議し、母牛への牛呼吸器病6種
混合ワクチン接種を主体とした衛生対策の
実施を決定。地域の中心的農場等に共済診
療所、普及センターと連携し指導。加えて
子牛生産農場への衛生対策のパンフレット
を作成、管内に普及を図った。衛生対策の
効果確認のため、1週齢受入子牛で血中IgG

濃度、6種のウイルス抗体価を検査。IgG濃
度は母牛接種群、未接種群ともに理想の基
準を上回り、IBRV、BVD1及びBVD2の抗体価
は母牛接種群が未接種群より有意に高かっ
た。死廃率は減少し、市場出荷までのDGはC
S以外の管内子牛生産農場の平均を上回っ
た。子牛生産農場から市場出荷までの一貫
した衛生対策が生産性向上に効果をもたら
したため、今後はこれをモデルケースとし
て管内子牛生産農場に普及を図っていきた
い。

100.肉用牛一貫経営農場における異常産の
予防対策：佐賀県西部家保 樋口靖晃、葛
見敏男

管内の肉用牛一貫経営農場で流死産が続
発し病性鑑定と異常産関連ウイルス等の浸
潤状況調査（調査）を行い、予防対策を実
施。死産胎子材料及び母牛材料を用いて病
性鑑定を実施。解剖・病理所見で病変なく、
菌分離陰性。ウイルス学的検査では、胎子
脳から牛パラインフルエンザウイルス3型(P
IV3)遺伝子を検出。胎子体液でチュウザン
ウイルス(CHUV)の抗体を確認。母牛血液でP
IV3、牛ウイルス性下痢・粘膜病ウイルス2
型(BVDV2)、アカバネウイルス(AKAV)及びCH
UV抗体の上昇を確認。検査成績から異常産
関連ウイルス等の関与を確認、調査のため
同居母牛及び未越夏子牛の抗体検査を実施。
同居母牛18頭中PIV3抗体陽転2頭、AKAV抗体
陽転12頭、BVDV2抗体陽転1頭を確認。未越
夏子牛3頭中1頭でAKAV抗体陽転を確認。本
症例は、牛パラインフルエンザによる死産
と診断。他の流死産は調査から、AKAV及びB
VDV2の関与も疑い、ワクチン接種を指導。
ワクチン接種後、流死産の発生はない。

101.佐賀県で初めて分離された牛パライン
フルエンザウイルス3型genotypeC：佐賀県
中部家保 田中徹、大澤光慶
平成27年11月、牛ウイルス性下痢ウイルス
（BVDV）持続感染牛（PI牛）の病性鑑定で、
前血清からBVDVCP株と共に佐賀県で初めて
牛パラインフルエンザウイルス3型（BPIV3）
genotypeC佐賀県分離株（SG-2）を分離。SG
-2を用いた中和試験では、PI牛のペア血清
で抗体上昇を認めず。当該PI牛は易感染性
と免疫虚弱により、SG-2に持続的に感染し
ていたことが疑われた。SG-2と既報のBPIV3
のP及びM遺伝子について系統解析し、広島
及び福岡株と最も近縁であることを確認。
塩基配列の相違により、現行のPCRでは検出
できない恐れがあったため、既報のBPIV3株
の塩基配列を基に、全ての遺伝子型を検出
し得るrealtimePCR用プライマーセットを設
計。BPIV3genotypeA及びCのどちらも、現行
のnestedPCRと同等の感度で検出可能であ
り、今後の病性鑑定に非常に有用であると
考えられた。

102.乳用牛飼養農場における牛ウイルス性
下痢ウイルス対策：長崎県中央家保 宮本
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全、谷山敦
流死産の多発した搾乳牛52頭を飼養する

農場において、平成26年8月から8か月間で
流死産等が9頭発生。平成27年3月の死産子
牛1頭及び子牛1頭（5日齢）の病性鑑定によ
り、死産子牛の脳から牛ウイルス性下痢ウ
イルス（BVDV）遺伝子検出。発生農場のBVD
V浸潤状況把握のため、同居牛（搾乳牛52頭、
乾乳牛8頭、育成牛17頭）の血清又は乳汁の
検査を実施。全頭BVDV遺伝子未検出であっ
たが、搾乳牛及び乾乳牛の全頭並びに育成
牛11頭でBVDV1型に対する抗体を確認。BVDV
のまん延が示唆されたため、対策を実施。
発生農場及び周辺の乳用牛飼養農場3戸と協
議し、各農場のバルク乳について四半期毎
にBVDV遺伝子検査を実施しているが、現在
まで陰性。また、当該4戸について、診療獣
医師と毎月の巡回により衛生指導等に取組
中。なお、発生農場におけるその後の流産
胎子１頭について病性鑑定を実施したが、B
VDVの関与は否定。今後も、毎月の巡回を継
続し、清浄化を図る。

103.管内のシャモンダおよびピートンウイ
ルスの関与を疑う牛異常産：長崎県壱岐家
保 中野孝宏、酒井芳子

平成28年2月および3月に牛異常産が2例発
生（症例1，2）。2症例に共通して、四肢の
関節弯曲・拘縮、脊柱弯曲、頭蓋非対称、
脊髄腹角神経細胞の減数、中枢神経系にお
ける石灰沈着を確認。症例2では小脳欠損や
舌と骨格筋の筋線維の矮小化、間質の水腫
や脂肪性置換も確認。抗体検査成績とあわ
せ、症例1はシャモンダウイルス(SHAV)、症
例2はピートンウイルス(PEAV)の関与を疑う
牛異常産と診断。また、平成21年から27年
の浸潤状況調査の結果、平成27年にSHAVの
抗体陽転を確認（2/12頭）。県内のSHAV抗
体陽転時期と媒介種であるヌカカ侵入の指
標となるウンカの飛来時期から、県内への
ウイルス侵入は7月上旬と推測。PEAVの抗体
陽転は確認されなかったが、平成25年およ
び27年の6月時点で初産牛産子に移行抗体が
確認され、ウイルスの動きがあったと推測。
環境中にウイルスが保持されている可能性
も考えられ、今後、ヌカカの実態調査が必
要。

104.シャモンダウイルスの関与を疑う牛の
異常産の病態に関する一考察：長崎県中央
家保 早島彬美、井上大輔

平成27年12月～翌年2月、黒毛和種繁殖農
場において発生した流産1例(胎齢223日)、
体形異常を呈す異常産5例(胎齢273～294日)
に、シャモンダウイルス(SHAV)の関与を疑
った。流産胎子と体形異常産子1例からSHAV
遺伝子検出。体形異常4例で母牛と胎子から
SHAVの抗体検出。おとり牛調査では平成27
年8～11月に県内の広範囲で抗体陽転。過去
のSHAVの大きな動きは平成14年のみ。剖検
所見は流産例で著変なし、その他5例で斜頚、
四肢の屈曲伸展、脊柱彎曲、内水頭症等。

組織所見は脊髄腹角神経細胞の減数、脳の
石灰沈着、骨格筋の筋萎縮や脂肪性置換、
非化膿性脳炎。以上の成績と発生状況から、
SHAVは胎齢4～6か月の胎子に病原性を示す
ことが示唆。また、その病変は既知のシン
ブ血清群ウイルスによる異常産と類似する
も、胎齢中期に限った病原性、脳の石灰沈
着、骨格筋の顕著な脂肪性置換は、アカバ
ネ病と異なる特徴。

105.天草地域における牛白血病清浄化に向
けた取組：熊本県天草家保 下西儀政、白
石隆

牛白血病（BL）の発生が増加している中、
平成24年に県獣医師会天草支部が主催した、
牛白血病対策会議を開催。BL対策を希望す
る繁殖農家5戸の繁殖牛448頭の抗体検査を
実施、142頭の陽性を確認。抗体陽性群と陰
性群の分離飼育、初乳製剤給与、陽性牛更
新等の対策に取組開始。平成27年のBL衛生
対策ガイドラインの公表を機に、畜産農協
主催で地域BL対策会議を開催。地域の繁殖
牛全頭の抗体検査を、2年間で実施する計画
を決定。現在6割の農家が検査終了。検査後
はガイドラインに基づいた農家が対応可能
な対策を指導。またBLが27年に繁殖牛9頭で
発生した農家の病性鑑定を実施、81.4％の
陽性率を確認。BL対策を指導し、今年度か
ら慢性疾病対策事業も活用して清浄化への
取組を実施中。今後、繁殖農家にBL対策は
必須と考え、BLに対する意識に温度差があ
る中、今年度は繁殖牛全頭検査に努める。
その後、関係機関が一体となってBL対策を
指導し、天草地域のBL清浄化に取組む。

106.牛呼吸器病の発生状況と原因の検討：
熊本県中央家保 安田航、森将臣

2011年度から2015年度の5年間の検査課に
おける牛の病性鑑定総件数は1073件で、こ
の内、呼吸器病関連92件（8.6%）の発生状
況と原因を検討。依頼は、寒冷期が62件（6
7.4%）と最多。肉用牛の84.4%が4か月齢以
下で発生。呼吸器病ワクチンは55.3%の農場
で接種。検査は、ウイルス遺伝子検査、ウ
イルス分離、中和抗体検査、細菌分離及び
マイコプラズマ遺伝子検査を実施し、原因
究明に至った件数は56件（60.9%）。この内、
BRDCが12件（21.4%）、牛RSウイルス病が20
件(35.7%)。マイコプラズマ検出は20件（3

5.7%）あり、内M. disparが17件(30.3%)で
最多。今回の調査により、4 か月齢以下で
寒冷期に多く発生し、発症には複数の病原
体が関与していることが判明。また、呼吸
器病ワクチンは4～6か月齢で接種されてい
たことから、今後の対策として、母牛への
ワクチン接種や、4か月齢以前でのワクチン
接種について検討。また、寒冷期の適切な
飼養管理と環境整備の指導が必要。

107.牛白血病清浄化への取り組み事例（第2
報）：大分県宇佐家保 榎園秀平、羽田野
昭
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平成25年度、羽田野らが発表した牛白血
病ウイルス(BLV)抗体陽性牛が多く見られた
農場Aの清浄化対策について、その後の状況
をまとめた。平成26年度～平成28年9月末(以
下、平成28年度)まで、年1回の陰性牛舎に
おける成牛全頭のBLV抗体・遺伝子検査を実
施。同時期、陰性牛舎及び陽性牛舎のすべ
ての出生子牛についてBLV抗体・遺伝子検査
2回を実施。陰性牛舎の成牛BLV検査は、59/
60頭(98.3％)で陰性維持を確認。出生子牛
では、190/220頭(86.3％)を陰性と判定、陰
性牛舎内にて飼養。2産とも産子陽性の母牛
4頭と産子陰性の母牛10頭とでWBC中遺伝子
量を測定、産子陽性の母牛は遺伝子量が高
い傾向、産子陰性の母牛7/10頭の遺伝子量
は0または0に近い傾向。牛舎内の自家保留
母牛は平成25年度9頭に対し、平成28年度25
頭まで増加。陽性牛舎内の母牛は平成25年
度94頭に対し、平成28年度77頭まで減少。
平成33年度には陰性牛舎の自家保留母牛頭
数が陽性牛舎の母牛頭数を上回ると推察。

108.県他機関との協力および家保の適正技
術（appropriate technology:AT）による希
少ウイルス（Mammalian orthoreovirus/bov
ine）診断法開発事例：大分県大分家保 長
岡健朗

風邪症状の和牛の糞便由来のウイルスが
従来法で同定不能。任意のプライマーを非
特異的に反応させるAP(arbitrarily primi
ng)-PCR法で増幅後、産物をシークエンスし
RNAウイルスを同定する本家保独自の方法を
実施。世界的にも報告例の少ないMammalian
orthoreovirus/bovineを示唆。外部機関に

次世代シークエンサーでの全塩基配列の解
析を依頼、Mammalian orthoreovirus/bovin
eと同定。AP-PCR法での解析は３４塩基のみ
だが、次に続くという意義は大きく、家保
におけるATと言える。解析された全塩基配
列を基にL1およびL3遺伝子に対するPCR法を
開発し、今後の調査に有用。AP-PCR法での
ウイルス同定にはシークエンサーが自由に
使える環境が必要だが、県内他機関との協
力により実現。次世代シークエンサーのよ
うな先端機器が利用できない家保ではそれ
を補完するATは重要。他の分野でもATの開
発は家保の責務と考える。

109.県内分離牛コロナウイルス（BCV）の遺
伝子解析及び抗原性調査：大分県大分家保

中出圭祐、長岡健朗
県内肉用牛飼養2農場で呼吸器病発症牛が

見られ、症例1では5頭中4頭からBCV等遺伝
子を検出、BCV分離。中和抗体試験では5頭
全てでBCV抗体価の上昇は確認できなかっ
た。症例2では8頭中3頭からBCV等遺伝子を
検出、BCV分離。中和抗体試験では1頭でBCV
抗体価の有意な上昇を確認。5頭中5頭からM
yco.bovirhinis等を分離。以上から症例1及
び2を牛呼吸器病症候群と診断。分離したBC
V2株、症例2農場で2007年に分離したBCV株、
中和試験で用いたBCV掛川株の遺伝子学的検

査を実施。塩基配列の相同性は96.0～99.4
％だった。上記4株及び市販ワクチンを用い
て抗BCV免疫ニワトリ血清を作製、交差中和
試験を実施。抗原性相関度を示すR値では遺
伝子学的に近縁な県内分離3株と掛川株の間
で抗原性が大きく変化。以上より、①複数
のBCV株が県内にまん延、②症例2農場では2
007年に侵入したBCV株が農場内に常在、③
ウイルス中和試験を行う場合のウイルス株
の選定には注意が必要と考察。

110.管内牛ウイルス性異常産発生状況及び
啓発活動：宮崎県都城家保 兼田稔也、高
山博文

平成27年秋から翌年春にかけて牛の異常
産検査増加。31件の病性鑑定の結果、ウイ
ルス性異常産10件、原因不明18件、寄生虫
性1件、その他2件。原因不明18件の内8件は
体型や脳脊髄の異常あり。ウイルス性異常
産の内訳は、シャモンダウイルスの関与を
疑う事例6件、ウイルス種が特定されなかっ
た事例4件。モニタリング調査で平成27年9
月から11月にかけて県内全域でのシャモン
ダウイルスの動きを確認。今回の異常産発
生数の増加について、上記状況からシャモ
ンダウイルスの関与を疑う。管内では異常
産ワクチンの接種率が低下傾向であったた
め、チラシ及び口頭による啓発活動を実施。
今後も異常産の啓発を行うと共に、臨床獣
医師と連携し、発生状況調査や病性鑑定に
よるデータの集積を継続。

111.県内でのシャモンダウイルスの関与を
疑う牛異常産事例：宮崎県宮崎家保 福田
美津紀、丸田哲也

2016年1月から3月に県内で8例のシャモン
ダウイルス(以下SHAV)の関与を疑う牛異常
産事例を確認。異常産子の剖検では、脊柱
弯曲、四肢関節拘縮、大脳部分的欠損、小
脳矮小化及び骨格筋の退色を確認。病理組
織学的検査では、大脳、中脳及び間脳に主
座する非化膿性脳炎、非化膿性脊髄炎、脊
髄腹角神経細胞減数及び筋萎縮を観察。ウ
イルス学的検査では、異常産子でSHAV抗体
のみ4から1024倍保有。アルボウイルス流行
調査では2015年9月から11月にSHAV抗体の陽
転が確認され、8月、9月にSHAVを分離。こ
れより8月から11月に県広域でのSHAVの流行
を推察。今回の異常産事例は、ウイルス性
異常産を示唆する組織病変、初乳未摂取個
体におけるSHAV抗体保有よりSHAVの関与が
強く疑われた。本症例は脊髄病変が顕著で
あり、その結果生じた体形異常が特徴で、
アカバネ病やアイノウイルス感染症とは異
なる傾向がみられた。今後も流行調査や異
常産事例を精査することで知見を深めてい
く必要がある。

112.シャモンダウイルスの関与が疑われた
牛異常産事例の病理学的検索：宮崎県宮崎
家保 丸田哲也、瀬戸山博則

2016年12月下旬から3月下旬にアルボウイ
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ルス関与疑い牛異常産13例が発生し、病理
学的に検索。剖検では、1例目は著変なく、
2例目以降は脊柱弯曲、四肢関節拘縮が共通
し、大脳部分的欠損、小脳矮小が散見。織
学的に、1例目は非化膿性脳炎、2例目以降
では脊髄腹角神経細胞減数、筋萎縮・脂肪
置換が共通し、脳脊髄炎が散見。中和抗体
検査では、全症例の母牛でシャモンダウイ
ルス抗体を保有。鑑定牛は12例で抗体を保
有し、1例は保有せず。全症例の発生地域で、
2016年8月から9月にシャモンダウイルス(SH
AV)流行を確認。病性鑑定の結果、8例をSHA
V関与疑い、5例を可能性ありと診断。本症
例は体形異常、脊髄病変が特徴的で、SHAV
の脊髄への高い侵襲性を示唆。感染胎齢は2
カ月から5カ月と推察。感染胎齢5カ月では
脳炎が認められるものの体形異常はみられ
ず、5カ月未満では胎齢が若いほど体形異常
が顕著。これは胎子の免疫機能や組織形成
の発達程度の差に起因すると推察。

113.管内でのシャモンダウイルス関与が疑
われる牛の異常産発生事例：宮崎県延岡家
保 髙橋由佳

シャモンダウイルス（SHAV）は、牛の異
常産への関与が疑われている。H27年度、未
越夏牛を用いたサーベイランスで、9月～11
月にSHAVの抗体陽転（61.1%）を確認。山間
部から平野部に陽転地域が拡大。9月に、1
農場1頭の血漿からSHAVを分離。年齢別抗体
保有状況調査では各年齢でSHAV抗体保有を
確認。H28年3月には、山間部で異常産が2例
発生。剖検所見では、体形異常（頭部の変
形、脊柱弯曲、関節拘縮等）、脳の形成不
全、骨格筋の退色が、病理組織学的検査で
は、脊髄腹角神経細胞の減数や骨格筋線維
の矮小化等を共通して確認。ウイルス学的
検査では異常産子の血清、胸水、脳脊髄液
でSHAV抗体を確認。サーベイランス結果お
よび異常産子のウイルス学的検査結果から、
2例の異常産にSHAVの関与が示唆。今後もSH
AV動向調査とSHAVの関与が疑われる異常産
事例を集積し、SHAVと異常産の病態解明へ
寄与したい。

114.宮崎県で摘発された持続感染牛由来の
牛ウイルス性下痢・粘膜病ウイルス（BVDV）
の遺伝子解析：宮崎県宮崎家保 瀬戸山博
則、松本春菜

平成24年度以降に摘発された持続感染牛
（PI牛）9頭由来BVDVの遺伝子解析と平成24
から27年度の延べ132農場の血清342検体を
用いた県内BVDV抗体保有状況調査を実施。
遺伝子解析の結果、2株はBVDV1b亜型、7株
はBVDV2a亜型に分類。BVDV抗体保有率では、
黒毛和種はBVDV1型、BVDV2型ともに保有率
は高かったが、BVDV1型に比べてBVDV2型の
保有率は低かった。一方、乳用種ではBVDV1
型とBVDV2型ともに抗体保有率が低かった。
黒毛和種の高い抗体保有率は、セリ上場牛
全頭を対象にBVDV1型ワクチンの接種が実施
されているためと考えられた。しかし、県

内ではBVDV2a亜型によるPI牛が多数摘発さ
れていることから、今後は黒毛和種におい
て、BVDV2型ワクチンの接種も検討する必要
がある。また、乳用種では、BVDVが侵入し
た場合、農場内にまん延するリスクが黒毛
和種と比較して高いと考えられ、乳用種で
のワクチン接種を更に推進していく必要が
ある。

115.熊毛地域における牛流行熱の発生と地
域ぐるみの防疫対策：鹿児島県鹿児島中央
家保熊毛支所 大塚康裕、藏薗光輝

管内肉用牛農家で27年ぶりに牛流行熱が
発生。各種防疫対策の実施により2戸2頭の
発生で終息。平成27年10月、診療獣医師か
ら牛流行熱を疑う牛を認めると通報あり、
病性鑑定を実施。PCR検査で牛流行熱ウイル
ス特異遺伝子を検出。本病疑い事例確認後、
直ちに緊急防疫対策会議を開催。病性決定
後は発生自治体で畜産農家説明会を開催。
まん延防止対策として、発生農場と周囲1km
圏内農場（周辺農場）で緊急ワクチン接種。
乳用牛には全島を対象に緊急ワクチン接種。
発生農場及び周辺農場で緊急衛生害虫一斉
駆除を実施、その他の地域では関係機関と
農家が連携し衛生害虫駆除を実施。発生農
場と周辺農場で浸潤状況調査を実施したが
抗体検出せず。ヌカカ等を採取しウイルス
分離を行ったがウイルスは分離せず。地域
ぐるみで迅速に防疫対策を実施し、小規模
の発生で終息したと推察。

116.曽於地区のシャモンダウイルス関与を
疑う牛異常産発生事例：鹿児島県曽於家保
永吉夢輝、藏前保

平成27年12月上旬から翌年2月上旬にかけ
て鹿児島県の曽於地区において、肉用牛繁
殖農場6戸の子牛6頭に頸椎弯曲、下顎短縮、
四肢の屈曲・伸展、筋肉の白色化及び矮小
化などの体形異常を主徴とする疾病が発生
した。病性鑑定の結果、組織学的検査で非
化膿性脳炎、骨格筋の脂肪置換や筋線維の
矮小化及び不整列が認められた。ウイルス
学的検査では異常産子6頭及び異常産子の母
牛6頭はシャモンダウイルス（SHAV）に対し
てすべて中和抗体を保有し、発症牛6頭中3
頭の大脳や脊髄からSHAVの遺伝子が検出さ
れた。浸潤状況調査では平成27年8月に採血
した1頭の血漿からSHAVが分離され、9月以
降3戸8頭でSHAV抗体陽転が確認されたこと
から、曽於地区へのSHAV侵入が明らかとな
った。以上のことから、今回の牛異常産の
発生にはSHAVが関与していることが強く疑
われた。また、曽於地区全体における異常
産数増加に関してもSHAVが関連しているこ
とが示唆された。

117.管内のシャモンダウイルス関与を疑う
牛異常産事例：鹿児島県姶良家保 栗巣孔
士、平島宜昌

平成28年1月から2月にかけ、管内農家6戸
6頭で体形異常を伴う異常産が発生。3頭死
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産、3頭虚弱かつ起立不能。母牛の産歴は3
産から6産、妊娠日数は278日から293日。5
戸で牛異常産3種混合ワクチン接種。病性鑑
定の結果、異常産子6頭について脊柱彎曲、
前後肢屈曲及び筋白色化、病理組織学的検
査にて脊髄腹角神経細胞減数、非化膿性脳
炎、骨格筋脂肪置換を確認。異常産子3頭の
大脳または脳幹部からシャモンダウイルス
（SHAV）と高い相同性を示す遺伝子を検出。
抗体検査では全ての異常産子及び母牛にてS
HAV抗体を検出。管内未越夏おとり牛及び経
産牛を対象に実施したSHAV浸潤状況調査で
は、それぞれ半数以上でSHAV抗体陽転を確
認。うち未越夏おとり牛1頭の血漿からSHAV
が分離され、管内へのSHAV浸潤を確認。以
上のことから今回の異常産事例はSHAVの関
与が疑われた。今後、ウイルス動向の把握
や吸血昆虫対策を含めた飼養衛生管理の徹
底が必要。

118.シャモンダウイルスの関与を疑う牛異
常産と浸潤状況の遡り調査：鹿児島県鹿児
島中央家保 平島宜昌

2015年12月から2016年4月にかけて、鹿児
島県内で発生した体形異常を伴う牛異常産
の事例15件の病性鑑定及びアルボウイルス
サーベイランスを実施。先天異常子は、脊
柱弯曲、頭部変形、四肢の屈曲・伸展等の
体形異常を呈し、病理組織学的に大脳及び
脳幹部における多発性石灰沈着、脳幹部及
び脊髄における囲管性細胞浸潤、脊髄腹角
の神経細胞の減数・消失、骨格筋線維の脂
肪置換及び矮小化等を確認。中枢神経から
シャモンダウイルス（SHAV）の特異遺伝子
が検出され、全ての先天異常子からSHAVに
対する抗体を検出（抗体価：2～64倍）。サ
ーベイランスで、2015年8月以降の県内の広
域でのSHAVの浸潤を確認。このことから、
今回の異常産15件におけるSHAVの関与が強
く疑われた。SHAVの県内浸潤状況の遡り調
査で、2001年以降複数回のSHAVの県内侵入、
母牛のSHAV抗体保有率低下、SHAVの関与を
疑う牛異常産の過去の県内発生（3件）を確
認。今後、SHAVの病原性、病態及び異常産
発生に至る要因を明らかにするための更な
る解析と、国内外のウイルスの継続的な動
向監視が必要。

119.細菌及び原虫の複合感染により死亡し
た黒毛和種子牛に認められた牛アデノウイ
ルス4型感染：鹿児島県鹿児島中央家保 岡
田大輔

16日齢子牛が起立不能、意識混濁、後弓
反張を呈し鑑定殺。ワクチン未接種、抗生
剤による治療歴有り。病理組織学的検査で
肝臓の肝細胞や類洞内皮細胞等、肺、腸管、
心臓、腎臓、大脳、脊髄の血管内皮細胞に
両染性の核内封入体形成。空回腸の粘膜上
皮細胞に多数のクリプトスポリジウム寄生。
脊髄に重度な化膿性髄膜炎、大脳に少数の
グラム陽性球桿菌を伴う化膿性髄膜脳炎。
ウイルス学的検査で肝臓、肺、腸管から牛

アデノウイルス（BAdV）の特異的遺伝子検
出、遺伝子解析でBAdV4と同定、透過型電子
顕微鏡で肝臓にウイルス粒子確認。生化学
的検査でγグロブリン分画減少、細菌学的
検査で主要臓器から菌分離なし。以上より、
細菌性髄膜炎、クリプトスポリジウム症及
び牛アデノウイルス病の複合感染と診断。
初乳からの免疫獲得が不十分で、BAdV4やク
リプトスポリジウムに感染し状態悪化、細
菌性髄膜炎を呈し死亡したと推測。病態悪
化の予防には飼養管理改善や、農場及び畜
舎の清掃消毒が重要。

120.環境中のパラポックスウイルス浸潤状
況調査：鹿児島県鹿児島中央家保 福嶋俊
文

管内の子牛育成農場で、パラポックスウ
イルス（PPV）の関与を疑う事例が発生した
ことから、農場環境のPPV汚染状況を確認す
るため、平成27年8月に当該農場で口腔スワ
ブ、環境スワブ（牛房の柵、飼槽等）、飼
槽残渣及び水34検体を採取し、34検体中3検
体（非発症牛牛房の柵及び水槽、発症牛の
牛房の飼槽残渣）からPPV遺伝子を検出。ま
た、約1年後の平成28年10月に当該農場で、
同様の材料44検体を採取し、追加調査を実
施。44検体中6検体（非発症牛の口腔スワブ、
ウォーターカップ、柵、飼槽残渣3検体）か
らPPV遺伝子を検出。当該農場の飼養環境の
PPV汚染及び不顕性感染牛の存在を確認。牛
と環境の間でPPVが長期にわたり、循環して
いる可能性が考えられた。PPV感染症の発生
予防のため、徹底した洗浄及び消毒によっ
て飼養環境中のウイルス量を減らし、飼養
衛生管理の徹底によりストレス要因を除去
することで、感染及び発症リスクを低減す
ることが重要。

121.公共育成牧場の牛ウイルス性下痢・粘
膜病対策：沖縄県北部家保 中尾聡子、仲
村真理

【経緯】県内の乳用牛公共育成牧場にて
平成27年6月に牛ウイルス性下痢・粘膜病（B
VD-MD）の持続感染牛（PI牛）を摘発淘汰。
県関係機関で協議した結果、BVD-MD発生予
防対策を実施。【発生予防対策】平成27年1
0月に農場全頭検査によるPI牛摘発と浸潤状
況調査を実施。全頭検査以降は導入牛全頭
の抗原検査と育成牛全頭に生ワクチンの接
種を実施。農場のワクチン接種プログラム
の検討を実施。【結果】全頭検査でPI牛1頭
を摘発淘汰。浸潤状況調査で高い抗体陽性
率を確認。全頭検査以降は全ての導入牛の
抗原陰性を確認。生ワクチン1回接種による
免疫持続効果は高く、早期接種した場合で
も妊娠期間中の免疫維持を確認。【考察】
全頭検査以降、BVD-MD発生やPI牛摘発はな
く、本対策は県内育成牧場の発生予防対策
として有効。公共育成農場は県内多くの酪
農場から子牛の導入を行っており、ウイル
スの清浄化は困難なため、今後もBVD-MD発
生予防対策を継続。
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122.牛ウイルス性下痢・粘膜病ウイルス持
続感染牛の摘発事例と防疫体制：沖縄県中
央家保 友知久幸、平安山英登

平成26～27年に管内で牛ウイルス性下痢
・粘膜病(BVD-MD)の持続感染牛(PI牛)を肉
用牛農場1件1頭、乳用牛農場4件8頭摘発。
そのうち3農場で全頭検査、新生子牛の追跡
調査を実施しBVDウイルスの清浄化を達成。
また関連公共育成牧場でBVD-MDに対する防
疫対策会議を開催し防疫衛生対策を見直し
た。月1回乳用牛農場から公共育成牧場へ子
牛を預託する際はPI牛陰性確認後搬入する
事、PI牛と確定した場合は農家へ自主淘汰
および鑑定殺を指導し、新たなPI牛早期摘
発のための農場内同居牛検査および追跡調
査を実施する事、公共育成牧場の全頭ワク
チン接種を行う事を決定し新たなBVD-MD蔓
延防止およびPI牛侵入防止対策を構築。こ
れまで管内で176頭の預託牛(延べ97農家)を
検査し、PI牛の新たな摘発はない。今後も
関係機関と連携をとり農家への衛生指導や
意識改革、公共育成牧場における子牛導入
時検査を継続しPI牛の早期摘発に努める。

Ⅰ－２ 細菌性・真菌性疾病

123.牛ヨーネ病の農場内伝播リスク因子の
検索と防疫の課題：北海道十勝家保 榊原
伸一、上村伸子

十勝管内の牛ヨーネ病（JD）発生農場で
農場内伝播リスク因子（RF）を検索し、現
行の防疫を検証。階層ベイズモデルによるR
F検索の結果、JD患畜発生頭数は哺育・育成
牛と堆肥舎の糞便との接触により2.5倍、分
娩房のホスピタル利用により2.0倍、牛体衛
生スコア1に対してスコア4で1.5倍、初発患
畜の糞便中DNA量が0.001pg/wellに対して1p
g/wellで3.5倍、品種がホルスタイン種に対
して黒毛和種で2.3倍、またリアルタイムPC
R導入以前に対して導入以降で1.7倍と評価。
加えて、一般化線形モデルによる分析の結
果、子牛の感染性下痢症診療件数は牛体衛
生スコア1に対してスコア4で3.9倍、哺育・
育成牛と堆肥舎の糞便との接触により1.3倍
と評価。衛生管理はJDだけでなく常在疾病
の発生とも関連。JD潜在汚染農場を含めた
衛生管理改善によるまん延予防、JD潜在汚
染農場を早期・確実に摘発可能な頻回の抗
原検査体制の構築がJD撲滅への防疫の課題
と考察。

124.牛ヨーネ病患畜の腸管病変病型分類と
ヨーネ菌遺伝子量との比較検討：北海道十
勝家保 谷口有紀子、榊原伸一

牛ヨーネ病（本病）の病理組織学的所見
を、組織中の浸潤細胞に基づき、以下の4型
の病型に分類。本病に特徴的病変の見られ
ない無病変型（N型）、ラングハン型多核巨
細胞の形成及び少数の抗酸菌が見られる、
菌増殖に抵抗性の類結核型（T型）、類上皮
細胞の集簇及び多数の抗酸菌が見られる、

菌増殖に感受性のらい腫型（L型）、T型とL
型両方の所見が見られる混合型（T/L型）。
病変の程度は、N型＜T型＜T/L型＜L型の順。
本病患畜153頭の回腸病理組織の各病型と直
腸便中ヨーネ菌遺伝子量（遺伝子量）を比
較した結果、病変の進行に伴い遺伝子量は
増加。遺伝子量に基づく病型の分類確率を
多項回帰分析により導出した結果、遺伝子
量から本病の病型分類の類推が可能と判明。
組織中の浸潤細胞を判定根拠とする本病型
分類法を用いることで、より客観的な病変
の区分が可能と判明。

125.非定型抗酸菌による無病巣ツベルクリ
ン疑反応牛の発生：北海道石狩家保 川嶋
千晶、小林亜由美

平成26年8月、管外からの導入牛（ヘレフ
ォード種、雄、4カ月齢）1頭を、硬結はな
いが腫脹差7mmのツベルクリン（Tb）疑反応
を呈したことにより結核病疑似患畜と診断
し、病性鑑定を実施。Tb接種部位にはリン
パ球性肉芽腫性炎がみられ、諸臓器に結核
病変はみられなかったが、扁桃からMycobac
terium avium（Ma）を分離。分離菌は、3つ
の亜種（subsp. avium、subsp. silvaticum、
subsp. paratuberculosis）に含まれない血
清型8型のMaと同定。Ma感染に伴うTb反応を
確認するため、分離菌をモルモット3匹（感
作群）に、滅菌流動パラフィンを3匹（対照
群）に接種。6週間後、牛型、鳥型各Tbを感
作群と対照群のモルモットに皮内接種し、2
4時間後に発赤領域を測定。感作群は全個体
両Tbに反応し、対照群は全個体両Tbに反応
なし。当該牛のTb接種部位の腫脹（Tb疑反
応）は、今回分離されたMa感染による遅延
型過敏反応と推察。

126.多剤耐性Salmonella Kentucky ST198（S
T198）による牛のサルモネラ症発生：北海
道渡島家保 加藤千絵子、菅野宏

渡島管内の一酪農場で牛のサルモネラ症
が発生。発症牛から分離されたSalmonella
Kentuckyの解析を実施。MLSTによる解析の
結果、分離菌はST198と同定。PFGEでは海外
の分離株と類似のパターンを示し、PFGEタ
イプX1と相似。薬剤感受性試験ではキノロ
ン系製剤を含む多剤耐性。薬剤耐性遺伝子
検査ではgyrA及びparCのキノロン耐性決定
領域に3か所のアミノ酸変異を確認、TEM型
のβラクタマーゼ遺伝子を検出。これらよ
り、分離菌は近年アフリカから南アジア、
ヨーロッパへ広がったとされるタイプのST1
98と推察。ST198は日本では人で1例分離事
例があるが、家畜における分離事例は国内
初。対策では、セフェム系製剤を使用し約3
ヶ月で清浄化。農場では過去にサルモネラ
症の発生は無く、抗菌剤の多用実績もない。
また、ST198は遺伝的に単クローンとされて
いることから、外部からの侵入が疑われた
ものの侵入経路は不明。生産現場における
薬剤耐性菌の監視が重要であると再認識。
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127.釧路管内で分離したサルモネラO4:i:-
の薬剤耐性：北海道釧路家保 末永敬徳、
横井佳寿美

釧路管内（管内）では、サルモネラO4:i:
-（4:i:-）の牛サルモネラ症が増加。管内
で分離された4:i:-における薬剤感受性試験
を実施し、知見を得たので報告。平成21年4
月～28年5月に分離した4:i:-計38株を用い、
12薬剤について寒天平板希釈法による最小
発育阻止濃度の測定を実施。結果、耐性率
はアンピシリン及びストレプトマイシン97.
4%、オキシテトラサイクリン81.6%、スルフ
ァメトキサゾール100%及びトリメトプリム
（TMP）10.5%であり、TMP耐性株は平成27年
以降4株認められ、TMP耐性を含む5剤耐性株
も確認。MLVA法による分子疫学的解析の結
果、TMP耐性4株は同一プロファイルに属し、
プラスミドを保有。TMP耐性株のプラスミド
伝達試験を実施した結果、レシピエントへ
プラスミドの伝達を確認。管内で分離したT
MP耐性4:i:-株は、TMP耐性遺伝子が挿入さ
れた伝達性プラスミドによる可能性を強く
示唆。

128.Coxiella burnetiiの関与が疑われた乳
用牛の流産事例：北海道網走家保 吉田美
葉、宮澤国男

平成27年11月、20カ月齢の乳用牛1頭が胎
齢243日で流産。流産胎子、胎盤及び親血清
各1検体を病性鑑定。剖検で胎盤は一部に肥
厚、宮阜に出血が散見。病理組織検査で重
度の壊死性胎盤炎と絨毛膜上皮細胞の細胞
質内に好塩基性構造物を認めた。構造物は
抗コクシエラ家兎血清に陽性反応、透過型
電子顕微鏡検査で多型性の細菌の集塊と推
測。Coxiella burnetii(Cb)のIS1111領域を
標的としたリアルタイムPCRでは、胎盤は陽
性、胎子臓器は陰性。その他有意病原体陰
性。Cbの関与が強く疑われた。回顧的調査
のため平成23～27年度に異常産原因検索を
実施した胎子脾臓67検体、胎盤37検体のパ
ラフィン包埋ブロックからDNAを抽出、OMP
領域を標的としたPCRを実施。胎盤１検体陽
性。病変は無く関与は不明。過去に管内で
発生した異常産へのCbの関与は低いと推察。
診断には胎盤が不可欠であり、総合的な判
断が必要。類症鑑別を行い、症例を蓄積し
本症の実態解明に努めたい。

129.3農場で発生した搾乳牛のサルモネラ症
の清浄化対策と分離菌の性状比較：宮城県
大河原家保 岡野純、國井洋

平成28年6月、A農場で激しい水様性下痢
と高熱を呈した3頭からSalmonella Typhimu
rium(ST)を分離。その後、40日の間にB･C農
場でも発生。疫学調査、薬剤感受性試験、P
FGEによる分子疫学的解析を実施。各農場飼
養牛の菌分離率は42.8～51.5%と同程度。B
農場では、発生直後に有効薬剤を全頭に3日
間投与し、短期間で終息。A･C農場では有効
薬剤の投与、消毒徹底、作業動線の改善、
ワクチン接種等を実施したが、清浄化に長

期間を要した。A･C農場は隣接しており、両
農場の牛由来ST及びA農場で捕獲したネズミ
由来STは多剤耐性を示し、PFGEにより同一
性が示唆。さらに、A･C農場の牛及び畜舎に
出入りする動物で実施した大腸菌を対象と
した耐性菌調査で、以前より廃棄乳を反復
摂取していたA農場の愛玩犬から多剤耐性菌
を分離。ST感染症及び大腸菌による下痢や
乳房炎対策に加え、薬剤耐性菌の発現抑制
対策が課題と考え、廃棄乳の適正な管理、
薬剤の適正使用及びネズミの駆除等を指導。

130.C群ロタウイルスによる搾乳牛の下痢症
と県内浸潤状況：宮城県仙台家保 高森広
典、竹田百合子

平成28年5月、乳用牛17頭を飼養する酪農
場で搾乳牛3頭が発熱及び水様性下痢を呈
し、病性鑑定を実施。下痢便からC群ロタウ
イルス (RVC)遺伝子を検出、間接蛍光抗体
法（IFA）でRVC抗体の有意な上昇を確認。
他の病原体は検出されず、RVCによる牛ロタ
ウイルス病と診断。VP4及びVP7遺伝子領域
の遺伝子解析の結果、検出されたRVC遺伝子
は既報の国内検出株と近縁。県内におけるR
VCの感染状況について報告が無いため、201
5～2016年度の乳用牛血清40戸200検体につ
いて、IFAによる浸潤調査を実施。抗体保有
率は、農場別85％（34/40戸）、個体別45％
（90/200検体）。さらに、2008～2016年度
における下痢の病性鑑定事例51件を検索。R
VCの検出事例は本事例及び牛コロナウイル
スとの混合感染事例の2件のみ。RVCは県内
全域に浸潤しているが、多くは不顕性また
は軽症にとどまると推察。一方、本事例の
ように症状が顕在化する場合もあり、下痢
症の原因として監視していく必要性を再認
識。

131.子牛の腸管外病原性大腸菌感染症にお
ける病変と病原因子の関連性：宮城県仙台
家保 板橋知子、江頭宏之

これまで県内で診断された子牛の腸管外
病原性大腸菌(ExPEC)感染症3症例の組織病
変と病原因子の関連性を調査。3頭は生後5
～11日で神経症状を呈し2～6日後に死亡ま
たは鑑定殺。3頭に胸腺萎縮、γ-Glbの低値、
No.2、3に臍帯炎を確認。3頭とも肉眼的・
組織学的に中枢神経系の化膿性病変が主体。
髄膜の化膿性病変はNo.1が軽度、No.2、3が
重度。脳脊髄の壊死性病変はNo.1は脊髄主
体に軽度、No.2は全域に軽度散発、No.3は
大脳主体に重度と病変に差。さらにNo.3で
は髄膜、脳幹部等に重度の血管病変を確認。
3頭の複数臓器から分離した大腸菌7株につ
いて毒素、侵入性等に関連する計30遺伝子
を検索。全株、下痢原性大腸菌病原遺伝子
は不検出。それ以外の病原遺伝子は9～10種
検出。うち7種が3症例に共通であり、子牛E
xPEC感染症との関連性を示唆。症例間で病
変に差がみられたことから、共通の7種以外
の因子や他の要因が病変の程度差に関与す
る可能性。
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132.牛ヨーネ病における液体培養検査及び
プール糞便を用いたリアルタイムPCR法の検
証：宮城県仙台家保 江頭宏之、楢崎菜々
子

牛ヨーネ病における液体培養検査並びに
複数の糞便をプールして行うリアルタイムP
CR法(pool PCR)を検証。液体培養検査は、
野外19検体(遺伝子量6E-04～4E+04pg/2.5μ
l)を用い、5日毎に蛍光発色による増菌の確
認及びリアルタイムPCRを実施。元の遺伝子
量が1pg/2.5μl以上の検体で平均10日、そ
れ以下の検体では平均33日で蛍光及び遺伝
子を確認。4ヶ月間培養する現行の固形培地
に比べ早期に検出可能であり，固形培地で
発育困難とされる遺伝子量1E-03pg/μl以下
の検体でも検出。pool PCRは、各陽性検体
にヨーネ菌遺伝子陰性糞便を混和し、10、1
5、20検体のプール糞便液を作製。10プール
では、11検体(遺伝子量2E-04～9E+01pg/2.5
μl)全てでヨーネ菌遺伝子を検出したが、1
5、20プールでは、各11検体中10検体で陽性。
少ない遺伝子量の検体においても、10プー
ルまでは検出可能。これらの方法は、ヨー
ネ病発生農場における陽性牛の早期摘発、
清浄化に有用であると示唆。

133.過去12年間における乳用牛由来Salmone
lla Typhimuriumの分子疫学的解析：宮城県
仙台家保 楢崎菜々子、江頭宏之

過去12年間（H17～28年度）に県内8農場
（A～H）の乳用牛由来Salmonella Typhimur
ium（ST）21株を分子疫学的に解析。ディス
ク法による薬剤感受性試験（18薬剤）では、
耐性の少ない5農場（0～1薬剤）と多剤耐性
の3農場（7～10薬剤）を確認。多剤耐性のA、
F、H農場ではA農場の7薬剤（ABPC、AMPC、K
M、SM、TC、OTC、CP）に加え、F、H農場は3
薬剤（NA、CEZ、CXM）でも耐性を確認。制
限酵素XbaⅠ、BlnⅠを用いたPFGE及びMLVA
では、各農場内の分離株は同一株由来と判
定。農場間では、CとE農場、FとH農場はそ
れぞれ同一株由来と示唆され、発生時期も
近く、農場も近隣。A農場由来株は、北海道
で多く分離されたPFGEⅦ型に近縁。またF、
H農場由来株とも関係がある可能性が示唆。
PFGEⅦ型は多くは多剤耐性株であり､本県で
も近縁な株の浸潤が判明。第3世代セフェム
系耐性のPFGEⅦ型菌の報告もあり、今後もS
Tの監視、また適切な薬剤の選択が重要。

134.絨毛心を呈したヒストフィルス･ソムニ
感染症例とその発症機序の検討：山形県中
央家保 古田信道、小嶋暢

管内農場で12カ月齢の黒毛和種肥育牛が
死亡。剖検において絨毛心を呈し、臓器か
らヒストフィルス･ソムニ（H.s）を分離。
組織検査では線維素性心外膜炎を認め、H.s
感染症と診断。本菌感染症では稀な絨毛心
を認めたことから分離株について詳細に検
討。MOMP（主要外膜蛋白質）遺伝子の塩基
配列解析の結果、分離株は一般に敗血症・

脳炎由来株に多いとされるI型ではなく、肺
炎・健康畜由来株に多いとされるVI型に分
類。そこで絨毛心形成やMOMP型、病原性と
の関連を明らかにするため、培養細胞を用
いた感染モデルを検討。I型（1株）とVI型
（2株）をEBTr細胞に感染させたところ、少
菌量ではVI型はI型よりも軽微な細胞傷害性
を発揮。しかし、多菌量ではI型とほぼ同程
度の傷害性を確認。以上は、VI型はI型より
も病原性は低いが、感染後の増殖により傷
害性を発揮し、慢性経過を辿る傾向にある
ことを示唆。また本症例における絨毛心に
ついては、VI型感染による慢性経過が一因
と考察。

135.Streptococcus dysgalactiaeが分離さ
れた黒毛和種の疣贅性心内膜炎：山形県最
上家保 清水奈々、中嶋宏明

肉用牛約3,000頭を飼養する一貫経営農場
で、平成28年1月市場導入の肥育牛（黒毛和
種、雌、約14か月齢）が平成28年6月27日に
横臥および、神経症状を呈し、治療するも
奏功せず、翌28日に死亡。管理獣医師の依
頼により病性鑑定。剖検では左心室壁に結
合織の増生、僧帽弁に化膿巣を伴う疣贅性
心内膜炎、肺の退縮不全と右肺後葉の膿瘍、
腎臓の斑状出血等を確認。病理組織学的検
査では心内膜に線維素及び単核球、好中球
等からなる疣贅物を確認。主要臓器および
胸水、腹水、心内膜化膿巣を用いて細菌学
的検査を実施。心内膜化膿巣よりグラム陽
性球菌が純培養的に分離され、PCR検査およ
び16SrRNA遺伝子のシークエンス解析によ
り、本菌をS.dysgalactiae subsp.dysgalac
tiaeと同定。以上より、本症例は肺病巣を
起因とする疣贅性心内膜炎と考察。

136.黄色ブドウ球菌（SA）性乳房炎の清浄
化に向けた取り組み（続報）：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
から共済獣医師と連携してSA清浄化に取り
組んだ。今年度のモニタリング検査では、S
A保菌牛（分房）の特定と平成27年度SA保菌
牛における治療効果の確認を行った。家保
はSA保菌牛（分房）の特定と薬剤感受性試
験、共済獣医師は結果に基づく治療を各担
当。細菌検査は増菌培養法を実施し、今年
度は78頭中13頭が保菌。新規保菌牛は10頭
中5頭で分房特定。平成27年度SA保菌牛は11
頭中3頭が治療後も保菌。薬剤感受性試験で
は5剤で感受性。検査終了後、飼養者を交え
て対策会議を開催。SA保菌牛の制御及び治
療の難しさを確認。乳頭損傷への注意を喚
起し、搾乳牛全頭へのSAワクチン接種及び
リニアスコア等を元にSA長期保菌牛の計画
的淘汰を提案。飼養者と共済は検査の継続
を要望。今後も、SAワクチンの効果検証を
兼ねたモニタリング検査を実施予定。

137.管内肥育農場の牛呼吸器病症候群に対
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する衛生指導：福島県県南家保 澤田敏宏、
穗積愛美

平成28年6月、管内700頭飼養の黒毛和種
肥育農場において、導入後1ヶ月で呼吸器症
状を呈する牛が多発したため、8頭の病性鑑
定を実施。鼻腔スワブから牛コロナウイル
ス感染症(BCoV)特異遺伝子検出、Mycoplasm
a bovis及びPasteurella mutocida分離、更
にBCoV抗体価の有意な上昇を確認、牛呼吸
器病症候群(BRDC)と診断。BRDC対策として、
導入前の牛舎の洗浄・消毒、導入後のワク
チン接種、導入時のビタミンＡ給与などを
提示。対策実施に難色を示したため、検討
会を開催し、呼吸器病の予防対策の重要性
を説明。堆肥の滞留やワクチン接種プログ
ラムなど、飼養衛生管理上の問題点を明確
化。改善策として、牛床への消石灰散布、
ストレス時期を配慮したワクチン接種プロ
グラムなどを提案。その結果、状況に応じ
た衛生指導により改善意欲が向上。今後も
疾病の早期発見・早期対策を継続的に指導
する。

138.黒毛和種繁殖雌牛に発生した破傷風事
例：福島県県北家保 山本伸治、佐藤東

平成28年9月末、成牛120頭規模の黒毛和
種繁殖農場で分娩2週間後の繁殖雌牛が元気
消失。診療獣医師が急性鼓脹症を疑い、経
鼻カテーテルにてガス除去。翌日、開口困
難、流涎を確認したため、イバラキ病を疑
い家保に病性鑑定依頼。家保立入時、全身
の震え、牙関緊急、鼻孔開張、尾挙上、歩
様異常等の破傷風症状確認。同日夕方、後
弓反張を呈し、翌朝死亡。破傷風を想定し
た病性鑑定を実施。膣スワブ材料による細
菌検査で、遊走性を有する太鼓バチ状のグ
ラム陽性芽胞菌を確認するも、生化学的性
状及びPCR法による破傷風毒素遺伝子の検出
では、両者とも判定不能。破傷風菌分離に
は至らなかったが、症状、疫学、剖検所見
から子宮感染症に続発した破傷風と診断。
農場内続発防止のため、農家、家保、診療
獣医師による牛舎の清掃消毒を実施。本事
例を受け、破傷風は発生件数は少ないが、
身近な疾病であることを再認識。今後、勉
強会、広報等を通じた啓発必要。

139.銅中毒を伴うClostridium haemolyticu
mによる細菌性血色素尿の疑い症例：福島県
県中家保 小林由希子、舟橋香織

平成28年10月、9頭飼養の和牛繁殖農家で
6ヵ月齢の黒毛和種去勢牛が可視粘膜黄疸、
食欲不振、緑色硬便を呈し、病性鑑定を実
施。腎臓の腫大・暗赤色化、膀胱内暗赤色
尿の貯留、肝臓の黄色化、病理組織検査で
肝細胞の変性壊死、グリソン鞘に銅染色陽
性滴状物を容れるマクロファージを認めた。
細菌検査で腎臓、空腸内容物からClostridi
um(以下C) haemolyticum及びC.novyi typeB
を検出。生化学検査で血清アンモニア濃度、
GOT、T-Bil、血清銅濃度が高値。以上より、
C.haemolyticumによる細菌性血色素尿症を

疑う。併せて銅中毒を疑い、農場調査を実
施したが、牛舎周辺に銅製剤や銅製物の存
在は確認されず。これらのことから、銅の
過剰摂取の可能性は低いと判断し、本症例
で認められた銅中毒所見は、C.haemolyticu
mの感染により肝機能が低下し、銅代謝に影
響が及んだためと推測。

140.ヨーネ病スクリーニング検査の陽性率
が高い大規模農場の検査体制の見直し：茨
城県県北家保 水野博明、須永静二

管内の大規模酪農場で平成20年度からヨ
ーネ病の清浄化対策として年1回の全頭検査
を実施。S検査陽性率が高いなどの理由によ
り、確定検査が複数回多頭数となり、生乳
出荷制限は農場側の大きな負担。平成28年
度は検査体制を見直し、確定検査の実施回
数と対象頭数の集約を検討。これまでの結
果から、飼養牛の約10%（180頭）がスクリ
ーニング検査（S検査）陽性、S検査陽性牛
の約5%（10頭）が確定検査陽性になると推
定。確定検査を1～2回に集約するため、ヨ
ーネ菌特異遺伝子ISO900をターゲットとす
るプライマーを使用したリアルタイムPCR
（研究用試薬qPCR）を用いてリスク区分（ト
リアージ）を実施。S検査陽性牛を研究用試
薬qPCRで検査し、検出された遺伝子量に応
じ、3段階にトリアージ。平成28年度の全頭
検査で、S検査陽性は84頭。研究用試薬qPCR
を用いたトリアージを適用した結果、確定
検査が2回5頭に集約、生乳出荷制限が大幅
減少。今後、研究用試薬qPCRを用いたトリ
アージを活用し、ヨーネ病清浄化達成を目
指す。

141.ヨーネ病スクリーニング遺伝子検査に
おける交差プール法の有用性の検討：茨城
県県北家保 藤井勇紀、都筑智子

平成28年4月、ヨーネ病リアルタイムPCR
（rPCR）におけるプール糞便法（P法）が検
査マニュアルに追記。P法は最大10検体を1
検体にプール後、rPCR（初回検査）を行い、
陽性プールの個別検体のrPCR（追加検査）
を行うことで陽性検体を摘発。しかし陽性
数が多いと、追加検査検体数が増えること
がP法の欠点。この欠点を補うため交差P法
に着目。交差P法は個別検体を正方形に配置
し（例：49検体なら7行×7列）、行の7プー
ルに加え、列にも7プール（交差プール）を
作成。7行と7列の計14プールを初回検査に
かけ、行と列の陽性プールの交点の検体を
陽性疑いとし、ピンポイントで追加検査を
行えるため、P法を上回る検査数の削減が可
能。検証の結果、陽性率0%（陰性農場）で
はP法、陽性率9%以下の発生農場では交差P
法が有用。交差P法はエライザ法と比較し、
感度と特異度が優れており、スクリーニン
グ検査への応用に期待。今後、要領に基づ
く発生農場での同居牛検査において、交差P
法を活用し、効率的な検査体制の構築を目
指す。
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142.細菌性血色素尿症と慢性銅中毒の複合
的障害により発症した血色素尿牛3症例：茨
城県県北家保 藤井勇紀、大谷芳子

牛の細菌性血色素尿症（BHU）はClostrid
ium haemolyticum（Ch）の経口摂取後、肝
実質損傷をストレッサーとした菌増殖と溶
血毒素で、黄疸・血色素尿を呈し死亡する。
一方、慢性銅中毒は、肝臓に銅が蓄積し、
急激な血中放出で溶血を起こし、BHUと類似
した症状を示す。今回、管内の乳肉複合経
営農場の約10か月齢の肉用肥育牛3頭（No.1
～3）で、黄疸・血色素尿を呈する事例が発
生。No.1～3の肝臓または血液からChを検出
し、BHU発症を確認。一方、No.1～3の肝臓
における銅濃度は正常値の約10倍で、ロダ
ニン染色で銅の沈着を確認。またNo.2とNo.
3の発症時血中銅濃度は急激に上昇し、慢性
銅中毒の併発を確認。同居牛（肉用54頭、
乳用26頭）と他農場牛（肉用29頭、乳用30
頭）血清の銅濃度測定では、同居肉用肥育
牛の銅濃度が有意に高値を示し、当該農場
の肉用肥育牛全体が何らかの経路で銅を摂
過剰取していた可能性が示唆。本事例は、
肝臓の銅沈着をストレッサーとしたBHUと、
慢性銅中毒の複合的要因により発症した血
色素尿症と診断。

143.牛のヨーネ病抗体非特異反応多発農場
で分離された抗酸菌の性状解析：栃木県県
北家保 加藤貴誉湖、湯澤裕史

大規模農場（戻堆肥利用）でスクリーニ
ング抗体検査783頭中55頭陽性、確定検査全
頭陰性。敷料、堆肥、乳汁から抗酸菌38株
を分離。抗酸菌による非特異反応を疑い、
分離菌の性状解析を実施。併せて、消石灰
による堆肥の消毒効果を検証。分離菌は、
抗酸菌の共通遺伝子領域のPCR産物のDNA制
限酵素による切断パターンから7型に分類。
更に、リアルタイムPCRで鳥型結核菌群と結
核菌群以外に分類。切断パターンの異なる3
株を用いた抗体検査陽性血清18検体のELISA
吸収試験の結果、株別に72％、61％、89％
とELISA値が減少したが、株間で減少率の差
は認められず。農場内に複数の抗酸菌の浸
潤を確認したが、非特異反応の原因菌の特
定には至らず。敷料に消石灰を1～5％濃度
で混合、37℃24時間感作後培養した結果、
全濃度で抗酸菌が発育。供試濃度での消石
灰の消毒効果は低いと推察。今後、消毒及
び堆肥化法の検討が必要。

144.Candida albicansによる子牛の真菌性
前胃炎：群馬県家畜衛生研究所 瀧澤光華

5日齢から下痢を繰返し、抗生物質等の治
療を受けた黒毛和種雄子牛が86日齢で斃死。
剖検では、第一胃、第二胃と第三胃粘膜に
白黄色偽膜様物が付着。組織学的に、第一
胃、第二胃と第三胃の粘膜上皮は、重度好
中球浸潤、錯角化や角化亢進で著しく肥厚。
PAS反応とグロコット染色により、病変部に
酵母様真菌と仮性菌糸を確認。免疫染色に
より、真菌は家兎抗Candida albicans（Ca）

抗体に陽性。その他、回腸パイエル板のリ
ンパ球減少。病原検索では、主要臓器から
細菌は分離されず。肺で牛RSウイルスと牛
パラインフルエンザウイルス3型、腎で牛ウ
イルス性下痢ウイルスについてPCRを実施
し、特異遺伝子不検出。第一胃、第二胃と
第三胃のパラフィン切片より抽出したDNAを
用いたInternal transcribed spacer（ITS）
領域中の5.8S-ITS2 rDNA領域における分子
生物学的解析では、得られた塩基配列は既
報のCa当該領域と100％の相同性。以上から、
牛のCaによる真菌性前胃炎と診断。

145.酪農家におけるセレウス菌乳房炎の発
生と対策：埼玉県中央家保 平田圭子、窪
田美佳

成牛18頭規模の管内酪農家で、平成28年5
月から10月に発症した3頭の乳房炎牛の乳汁
中から1.4×10

2
～6.0×10

４
CFU/mlのBacillu

s cereus（以下セレウス菌）を分離。本菌
による乳房炎が日和見感染によることから
感染源の特定と防除対策を検討。牛舎の環
境材料等を採取し細菌検査を実施したとこ
ろ、発症牛及び非発症牛の牛糞、堆肥、飼
料畑土壌、運動場の土から10４～105CFU/gの
セレウス菌を分離。菌数が多量でなかった
ことから牛群の飼養状況についてさらに検
討。その結果、低栄養、暑熱ストレス、セ
レウス菌罹患前の抗菌剤の頻回使用による
生体防御機能の低下を確認。これらの要因
により菌交代症を起こし、土壌中のセレウ
ス菌が乳房炎を発症させたと推察。搾乳管
理の徹底による乳頭口への菌の侵入防止の
他、暑熱対策や飼料の見直し等、牛自身の
免疫機能を低下させない取組が必要。また、
食品衛生の観点からバルク乳への菌混入防
止対策指導が重要であることを認識。

146.ヨーネ病高度汚染農場のリアルタイムP
CRを活用した患畜摘発事例：埼玉県中央家
保 石原径佳、中井悠華

本県では、ヨーネ病の発生確認時及びま
ん延防止のための同居牛検査に、スクリー
ニングELISA法（抗体検査）と、平成25年以
前に補助的診断法として位置づけられてい
た研究用試薬を用いたリアルタイムPCR（従
来法）を併用。一方でも陽性の場合、家畜
伝染病予防法施行規則別表第一に基づくリ
アルタイムPCR（公定法）を実施。黒毛和種
繁殖牛40頭を飼育するヨーネ病高度汚染農
場で、平成26年1月に発症牛5頭を含む計13
頭のヨーネ病患畜を摘発。平成27年9月に抗
体検査陰性牛1頭を、新たに患畜として摘発。
当該牛は、外貌・一般状態に異常を認めず、
剖検でもヨーネ病の特徴的な所見なし。一
方、病理組織学的検査で、腸管及びその付
属リンパ節に肉芽腫性病変を確認、同部位
からヨーネ菌を分離。当該牛は、典型的な
潜伏感染牛であったと推察。従来法を活用
した同居牛検査の実施は、抗体検査だけで
は摘発できない牛の早期摘発に有用。
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147.管内酪農家における牛サルモネラ症の
発生と清浄化対策：千葉県中央家保 相田
洋介、佐多美香

平成28年4月、管内酪農家において成牛1
頭が発熱（40.5℃）、食欲不振及び泥状便
を呈し、病性鑑定により当該牛とその隣接
牛計2頭の糞便からSalmonella Typhymurium
（ST）を分離。農場の清浄化対策として①
発症牛の隔離と治療②全頭検査による保菌
牛の確認と薬剤投与③全頭ワクチン接種④
畜舎の消毒⑤踏込消毒槽の設置を実施。併
せてまん延防止のため管内牛飼養農家及び
関係機関に対し広報による注意喚起、集乳
及び飼料運搬の順序変更を行った。対策効
果の確認のため生体及び畜舎環境について
複数回のモニタリング検査を実施。発生直
後の全頭検査では59頭中10頭の糞便からST
が分離されたが、1ヶ月後の検査では分離陰
性。その後実施した環境検査では飼槽及び
子牛牛房からSTが分離されたが、畜舎消毒
後に実施した再検査では分離陰性となり清
浄化と判断。今回畜主や診療獣医師との協
力により効率的かつ効果的な対策を講じる
ことができ早期に終息することができた。

148.管内酪農場のヨーネ病清浄化への取組
み：神奈川県県央家保 大屋祥子、吉田昌
司

管内酪農場において、平成25年9月、家畜
伝染病予防法第5条第1項に基づくヨーネ病
検査で患畜1頭を摘発。同年10月、牛のヨー
ネ病防疫対策要領に基づくまん延防止のた
めの同居牛検査（同居牛検査）で患畜2頭を
摘発。平成25年10月～平成26年10月の同居
牛検査で遺伝子検査定性判定陽性牛を7頭確
認。最初の患畜の農場内移動により、環境
中にヨーネ菌残存の可能性。平成27、28年
で計4回、農場内環境中のヨーネ菌遺伝子検
出検査（環境検査）を実施し、運動場等で
ヨーネ菌遺伝子残存を確認。消毒及び運動
場の使用自粛を指導。平成27、28年に同居
牛検査を実施し、全頭陰性を確認。平成28
年10月、当該農場のヨーネ病清浄化。本事
例は同居牛検査に加え環境検査に取組み、
農場内のヨーネ菌遺伝子残存状況把握が清
浄化の一助となった。運動場のヨーネ菌遺
伝子は残存し続けたため、使用休止によっ
て継続発生を防止し、ヨーネ病を清浄化す
ることができた。

149.選択増菌培地とリアルタイムPCRを併用
した黄色ブドウ球菌性乳房炎診断法の検討
：新潟県中央家保 田中健介

黄色ブドウ球菌（SA）性乳房炎は経済的
被害の大きい伝染性乳房炎で、罹患牛の早
期摘発及び対策実施が重要。しかし潜在的
なSA性乳房炎の排菌は間欠的かつ少量のた
め、乳汁中のSAが10CFU/mL未満の場合、従
来法である寒天培地を用いた検査では検出
困難。そこで感度向上のためのブドウ球菌
選択増菌培地による増菌と、短時間で検出
と同定が可能なリアルタイムPCRを併用した

検査法を検討。SA菌液を作製しSAの検出限
界を計測。リアルタイムPCR単独では100CFU
/mLで従来法より感度が低かったが、ブドウ
球菌選択増菌培地併用時は18時間培養及び4
8時間培養で10-1CFU/mLであり、感度向上を
確認。実際の乳汁を用いて従来法と本法を
比較。従来法でSA分離陰性の70検体のうち、
22検体が本法で陽性と判定され検出率が向
上。本法は微量なSAを検出できることから、
プール検体やバルク乳のスクリーニング検
査に有用。

150.肉用牛肥育農家における破傷風の発生
：富山県東部家保 柿澤敦子、増永梢

肉用牛肥育農家で去勢した5頭のうち1頭
が全身性強直性痙攣を呈し死亡、獣医師が
破傷風として届出。その後2頭（症例1、2）
が相次いで同様の症状を呈し、死亡・予後
不良で病性鑑定を実施。剖検では陰嚢の腫
大、症例2では陰嚢に膿瘍を確認。組織所見
で陰嚢の化膿性炎症像、症例１の陰嚢で太
鼓バチ状の菌体（菌体）を確認。細菌検査
では症例2のみ陰嚢膿瘍部の直接塗抹で菌体
を確認したことから破傷風菌の分離を実施。
創傷部・血液・主要臓器の直接培養(GAM・
血寒培地)、増菌培養(クックドミート培地)
で菌体と毒素遺伝子を確認し、破傷風と診
断。疫学調査で35年前にも発生があり、去
勢の3週間前に工事で土壌を掘削、その上を
重機が通過し、畜舎内に侵入した可能性が
示唆。獣医師に破傷風抗毒素血清等の投与、
去勢器具の農場専用化を助言。畜主に掘削
した場所の立入禁止、有効薬剤の散布を指
導。現在まで同様の発生はない。

151.Streptococcus gallolyticus subsp. g
allolyticusによる乳房炎の一例：石川県北
部家保井上良太

国内では報告が見当たらない乳用牛にお
けるStreptococcus gallolyticus subsp. g
allolyticus（S.g.g）による乳房炎が発生
したのでその概要を報告。発症牛は食欲不
振、発熱、左乳房は重度の腫脹・硬結。乳
汁検査でStreptococcus gallolyticusが有
意に分離、遺伝子検査でS.g.gと同定。当該
農場では過去、大腸菌性乳房炎が多かった
ためオキシテトラサイクリン（OTC）を選択
したが効果は見られず。薬剤感受性試験結
果より、治療薬をセフェム系に変更、全身
症状は改善したが、左乳房は回復に至らず
泌乳停止。大腸菌による全身症状の強い乳
房炎では、一般的に医原性エンドトキシン
による全身性炎症反応症候群を引き起こす
ことがあり、セフェム系抗生剤は使用でき
ないためOTCを使用したが乳房は回復に至ら
ず。臨床症状のみでの乳房炎の原因菌の特
定は困難なため、早期検査による原因菌特
定と薬剤感受性に基づく適正薬剤の選択の
重要性を再認識。

152.子牛のFusobacterium necrophorum（Fn）
による大脳膿瘍の一例：石川県南部家保
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丹羽竜祐、長門正志
発熱、神経症状を呈し死亡した黒毛和種、

7ヵ月齢の雌子牛の病性鑑定を実施。左大脳
に直径約3cmの膿瘍を認め、同病変部からグ
ラム陰性偏性嫌気性桿菌を分離。分離菌は
変法FM培地で発育し、16SrRNA遺伝子のシー
クエンス解析の結果、Fnに同定。hemagglut
ininおよびleukotoxin promoterのPCR検査
の結果、生物型をFn subsp. necrophorum（F
nn）に決定。HE染色では左大脳に化膿性髄
膜脳炎を認めた。ワーチン・スターリー染
色および抗Fn家兎血清を用いた免疫組織化
学的染色では、化膿巣に一致して菌体およ
びFn抗原を認めた。以上のことから、Fnnに
よる大脳膿瘍と診断。脳以外の組織で著変
を認めず、Fnnが血行性に単独で大脳に定着
し、膿瘍を形成した稀な症例と考えられた。
生物型の違いが膿瘍形成に関与した可能性
もあり、今後、中枢神経系での発生機序の
精査が必要。

153.Salmonella Infantisによる牛サルモネ
ラ症発生酪農団地の清浄化対策：福井県福
井県家保 朝倉裕樹、武野侍那子
平成28年9月に、3牧場で構成される酪農団
地のA、C2牧場において血便を伴う下痢症が
発生。病性鑑定により、Salmonella Infant
is（SI）を分離。浸潤状況調査の結果、SI
分離はA牧場で飼養牛排菌率50%（17/34）、
環境検出率61%（20/33）、C牧場で飼養牛排
菌率69%（25/36）、環境検出率98%（39/40）、
団地にいるハト糞便で検出率25%（1/4）。
清浄化対策として牛舎内洗浄・石灰乳散布、
飼養牛全頭への生菌剤継続投与、敷料への
消石灰添加、ネットを使った牛舎や共同格
納庫へのハトの侵入防止等を指導。平成28
年12月まで清浄化確認調査を計4回実施し、
牛舎内通路への消石灰踏込槽設置、再度の
畜舎消毒、出荷予定牛やSI感染持続牛への
抗生物質投与等を追加指導。4回目の調査で、
A牧場はSI分離なし。C牧場は飼養牛排菌率1
0%（3/31）、環境検出率22%（8/36）まで減
少。野生動物の侵入防止と清掃消毒を主体
とした飼養衛生管理の徹底と生菌製剤の投
与を継続することで清浄化が可能と推察。

154.Pasteurella multocida が分離された
牛乳房炎発生事例：福井県福井県家保 清
水誠也、武野侍耶子

Pasteurella multocida(Pm)は、呼吸器病
の起因菌で、乳房炎起因菌としての報告は
極めて稀。管内2戸の酪農家でのPmによる難
治性乳房炎発生報告。平成28年4月A農家で、
6月にB農家で泌乳牛各1頭が乳房炎症状。両
農家ともに抗生物質の軟膏注入治療を繰り
返すも効果無し。乳汁検査の結果、両牛でP
mを純培養的に検出。Pmによる乳房炎と診断。
分離菌の莢膜抗原型別、LPS型別は、共に最
も一般的なA型、LPS3型。両農家の泌乳牛全
頭で乳汁検査実施。Pmは未検出。罹患牛並
べ替え、搾乳順序変更、異常発生時早期連
絡等を指導。薬剤感受性試験の結果をもと

に、診療獣医師と協議し、セファゾリン静
脈内注射と軟膏注入による併用治療3日間実
施。結果、両牛とも乳房炎症状改善、その
後定期的検査でPmは未検出。両農家の疫学
関連調査をMultilocus sequence typing法
で実施。結果、シークエンスタイプ異なり、
疫学関連なしと推察。Pmによる難治性乳房
炎の完治に成功した貴重な報告。

155.牛ヨーネ病まん延防止のための検査方
針に関する検討：山梨県東部家保 土屋可
奈、大町雅則

リアルタイムPCR検査（rPCR検査）陽性牛
2頭の殺処分当日の血清を検査。エライザ値
（EL値）は0.18、0.24で陰性。これを受け
管内定期検査全頭（1,734頭）のEL値を分析、
98％が0.1未満、0.1以上のうち44％が発生
農場に偏在。以上から0.1以上0.3未満を危
険域とし自主検査を推奨。EL値0.15の個体
の自主検査を推奨し患畜摘発。同居牛検査
ではスクリーニング検査（SC検査）で1頭陽
性、2頭が危険域。3頭とも定期検査時のEL
値はマイナス。うち2頭は両検査間で分娩。
2頭が乳房炎、1頭は運動器系疾患に罹患。S
C検査陽性牛の子牛のEL値は危険域に該当、
親牛及び子牛の感染状況推察のため哺乳期
のEL値推移の分析も重要。EL値陰性、rPCR
検査陽性事例から早期発見・まん延防止の
ためEL値が危険域、周産期トラブルや乳房
炎等のある個体等はPCR検査での排菌状況の
確認が必要。EL値の短期間での変動を確認。
4年に1度の定期検査では患畜の見落しが示
唆、検査頻度の検討が必要。

156.子牛のFusobacterium necrophorum（F.
n）感染症発生事例：山梨県東部家保 秋山
倫子、松下摩弥

2016年4月に、13日齢の子牛が神経症状を
呈し死亡したため病性鑑定実施。剖検で肝
臓に壊死巣多発。臍静脈との接合部で特に
重度。肺、大脳、中脳、小脳の広範囲で膿
瘍散在。延髄周囲、左大腿骨骨頭部、右股
関節に膠様物付着。細菌検査で、肺、肝臓、
腹膜からFusobacterium necrophorum subs
p. necrophrum （Fnn）分離。大脳、肺、肝
臓、腹膜の10%乳剤からFnn の特異遺伝子検
出。病理検査では、肝臓の壊死巣、肺、脳
の膿瘍は凝固壊死像を呈し、辺縁にグラム
陰性菌を多数確認。周囲には変性した炎症
細胞浸潤。肝臓、肺、大脳、中脳、小脳、
横隔膜、臍帯で壊死巣に一致してF.nの陽性
抗原確認。本症例は生後、環境中のF.nが臍
帯から侵入し、肝臓で増殖、血流にのって
肺や脳、股関節等に病変形成したと推察。
出生直後の衛生管理を確実に行うことで、
このような臍帯を介しての細菌感染症は予
防可能。臍帯の適切な処理や確実な初乳給
与の再確認と、飼養環境中の消毒徹底を指
導。

157.A牧場における皮膚糸状菌症改善のため
の総合的取組み：静岡県東部家保 山岸健
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二、室伏淳一
A牧場では、離乳後の皮膚糸状菌症のまん

延が大きな問題。皮膚糸状菌症の浸潤状況
調査、栄養学的対策、舎内衛生状況の改善
を図った。198頭中83頭（41%）が発症、発
病率20.2%、治癒率は1.5%、感染が急速に拡
大している状況。栄養学的評価として、離
乳後育成牛舎に移動した子牛10頭（平均3ヶ
月齢）を毎月採血、血中T-CHO、BUN、GLU、
Ipの測定を実施、4.5ヶ月齢でT-CHOが46.1
±25.1mg/dlに低下。飼料給与メニューを改
定、日本飼養標準の養分要求量を充足。飼
料分析の結果、輸入チモシーのTDNが低いこ
とが判明、A牧場のチモシー入札基準を見直
し。さらに2週に1回、スタンチョン等の金
属部分を雑巾で清拭後、消毒薬（逆性石鹸
製剤）を噴霧。対策実施7ヶ月後、皮膚糸状
菌症の発症は167頭中17頭（10 %）まで減少。
発病率10.2%に対し、治癒率は10.8%で感染
の拡大が抑制。飼料変更2ヵ月後に4.5ヶ月
齢でのT-CHOが55.0±15.1mg/dlに増加、皮
膚糸状菌症の軽減が図られた。

158.酪農家における出血性腸症候群疑い事
例及び対策：静岡県東部家保 髙田朋恵、
室伏淳一

平成27年3月、管内酪農家にて、搾乳牛1
頭が急死。全身臓器からClostridium perfr
ingens(Cp)を分離、回腸内容物から同菌を1.
6×107CFU/g検出したため、Cp感染症と診断。
しかし、病理学的検査で本症の特有所見が
認められず、出血性腸症候群(HBS)を疑う。
本農家では平成26年度、本症例を含む3頭の
搾乳牛でHBSが疑われたため、対策として、
清掃消毒の徹底及び搾乳牛へクロストリジ
ウム感染症ワクチンの接種を開始。対策前
は、全ステージ(哺乳、育成、搾乳、乾乳)
の飼養牛からCpを分離(Cp陽性率40.0%)した
が、対策開始から一年後のCp陽性率は1.9%
に低下。対策開始以降HBS及びCp感染症の発
生はない。しかし、牛舎環境からは対策前
後ともCpを分離したことから、発症予防に
はワクチンが有効であったと推察。HBSを疑
う 3例は、春季に発症、泌乳初期から中期
にあったことから、季節性及び泌乳ストレ
スにより免疫抑制状態にあったと推察。今
後、HBSに対する啓発及び対策普及が必要。

159.牛の非定型抗酸菌症の発生と抗酸菌の
鑑別方法：愛知県中央家保 稲葉七巳

平成28年8月、発熱、食欲不振及び泥状便
等の症状を繰り返した15か月齢去勢和牛の
病性鑑定を実施。剖検で回腸粘膜のわらじ
様肥厚、腸間膜リンパ節の腫脹及び乾酪壊
死を観察。同部位の直接鏡検で抗酸菌を確
認。病理組織学的検査では、主要臓器にお
いて高度な類上皮細胞の浸潤と大量の抗酸
菌の存在を確認。細菌学的検査では全身臓
器より抗酸菌を分離。16SrRNA解析、各種挿
入配列の有無確認、hsp65領域解析により分
離菌をMycobacterium avium subsp.hominis
suis（Mah）であると同定。以上より、本症

例をMahによる牛の非定型抗酸菌症と診断。
また結核菌群（MTC）と鳥型結核菌群（MAC）
の迅速鑑別法としてMTC-MAC Multiplex リ
アルタイムPCR（qPCR）を実施、臓器由来DN
Aでも分離菌と同様の結果が得られ、解剖後
約5時間でMTCとMACを鑑別可能と判明。今後
抗酸菌症を疑う事例に遭遇した際は、ヨー
ネ病や結核病との鑑別のために、qPCRを活
用した迅速な原因菌の同定が必要。

160.奈良県内酪農場から分離された黄色ブ
ドウ球菌のPFGE解析：奈良県奈良県家保森
山美奈子

2010年から2015年に奈良県内18酪農場で
黄色ブドウ球菌（以下Sa）206株を分離、制
限酵素SmaⅠで処理後CHEF-DRⅡを用いてパ
ルスフィールドゲル電気泳動を実施、GelCo
mparⅡで解析。206株は53パターン、14のク
ラスター（以下Cl）に分類。最大のCl No.1
（n=122）は8市町村、14酪農場由来の株で
構成。全頭検査実施のA、B、C酪農場の内、
A酪農場由来株（n=63）は全てClNo.1に属し、
農場内でSa感染環が維持と推察。B酪農場由
来株（n=46）はCl No.1を含む4つのClに属
し、分房ごとに異なる2つのClに属すSa保菌
個体は約2か月後の再検査で1分房が新しい
別のClに属すSaに感染。Bでは乳頭口からSa
新規感染が頻繁に起こっていると推察。C酪
農場由来株（n=27）はCl No.1を含む3つのC
lに属し、乳頭を拭いたタオルをすすぐバケ
ツの水から分離されたSaと同じClに属するS
aが複数の牛から分離され、バケツの水がSa
感染を媒介と推察。

161.県内最大規模の酪農家で発生したヨー
ネ病とその清浄化に向けて：鳥取県倉吉家
保 大下雄三 中村耕太郎

平成28年11月、家畜伝染病予防法第5条に
基づくヨーネ病スクリーニング検査(ELISA
法)を県内最大規模の酪農家で実施し3頭が
陽性。その後、防疫対策要領に基づく糞便
のリアルタイムPCR(rtPCR)検査で、3頭中1
頭が陽性となり法に基づく淘汰を行った。
患畜の病理解剖では、ヨーネ病特有の小腸
粘膜のワラジ状肥厚を確認。組織検査では、
粘膜組織の類上皮細胞に多数の抗酸菌を認
め、胎子の肺や消化管粘膜表面のマクロフ
ァージにも抗酸菌を確認。細菌検査では、
小腸粘膜で8万pg/wellを超えるヨーネ菌遺
伝子を検出。胎子の盲腸内容や胎水からも
検出。また、牛床や水槽の拭取りによる汚
染状況調査(rtPCR法)では、搾乳牛舎が高濃
度に汚染されている実態が明らかになった。
これを受け農場や関係機関と協力し、牛舎
や水槽の消毒を実施。さらに従業員の衛生
意識の向上を目的に勉強会を開催。清浄化
への道は始まったばかりであるが、摘発か
ら清浄化対策までの一連の経過について報
告。

162.黒毛和種去勢牛における播種性接合菌
症の一症例：鳥取県倉吉家保 中村耕太郎、
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岡田綾子
慢性の呼吸器症状で予後不良となり、鑑

定殺を実施した8ヶ月齢の黒毛和種去勢牛
で、全身諸臓器およびリンパ節に真菌感染
による巨大な結節が多発、Rhizomucor pusi
llusと同定された事例に遭遇したので概要
を報告。症例は約5ヶ月齢で呼吸器症状を呈
し、治療・再発を繰り返していた。剖検で
は、右肺後葉を中心に硬結感のある大型の
白色結節を認め、同様の結節が舌、右心壁、
浅頚リンパ節、縦隔リンパ節等に存在。腫
瘤は、壊死、石灰化を伴う慢性化膿性肉芽
腫で病巣内に菌糸様構造やアステロイド体
の形成を認め、培養検査で結節病変部から
綿毛状の真菌を分離、接合菌の一種であるR.
pusillusと同定。同菌感染による播種性接
合菌症と診断。感染経路は不明であるが、
細菌性肺炎との混合感染により、慢性経過
で、全身に結節病変を形成した可能性。結
節病変の病性鑑定では本菌を含む真菌検査
の実施が必要。

163.島根県における牛ヨーネ病の摘発状況
と病性鑑定成績：島根県家畜病鑑室 原由
香、原正三

本県では、県外導入牛のヨーネ病依頼検
査（導入牛検査）は全頭リアルタイムPCR検
査（qPCR）を実施。qPCRが公定診断法とな
った平成25年度以降、導入牛検査で4頭(A～
D)、まん延防止のための検査で1頭(E)の患
畜を摘発。A～Dの摘発時月齢、qPCR結果（p
g/2.5μl）は、A：24、0.0036、B：23、0.0
013、C：19、0.0013、D：21、0.0020。4頭
はホルスタインの初妊牛で臨床症状なし。A、
C、Dは腸管と腸管付属リンパ節からヨーネ
菌遺伝子を検出（0.00013～2.9pg/2.5μl）、
培養陽性、回腸に多核巨細胞浸潤。Bは糞便
のみ遺伝子を検出、組織からは非検出、培
養陰性。抗体陰性、全例で胎子感染は認め
ず。Eは53か月齢のホルスタイン。摘発時の
糞便のqPCR結果は16pg/2.5μl。組織から遺
伝子検出、培養陽性、抗体陽性、胎子感染
を確認。若齢導入牛で抗体検査のみ行うと
抗体陰性の排菌牛を見逃し、導入農場の汚
染源となる恐れがあり、qPCRの重要性を再
確認。

164.肉用牛農場におけるサルモネラ症発生
をきっかけとした衛生対策の向上例：岡山
県岡山家保 佐藤静子、森分哲彦

平成27年10月中旬、管内の肉用牛飼養農
場哺育牛舎の乳用種雄子牛で下痢が多発。3
頭の下痢便からSalmonella Typhimuriumの
単相変異型が分離され、同居牛検査で育成
牛舎の1頭からも検出。農場管理者、診療獣
医師と協議し、同居牛全頭に抗生剤投与、
子牛ハッチへの石灰乳塗布等の消毒を実施。
これにより感染の拡大はなかった。しかし、
11月中旬、新規導入乳用種雄子牛2頭の下痢
便からSalmonella Thompsonが分離され、環
境調査でも哺育牛舎からSalmonella Thomps
onを分離。本症発生前に哺育牛舎への野生

動物侵入があったこと、環境中の検出場所
等から野生動物からの感染が疑われたが、
捕獲・検査には至らなかった。再発防止の
ため消毒薬散布、ハッチへの石灰乳塗布等
衛生対策を強化、継続したところ、サルモ
ネラ症の再発がないことに加え、農場での
延べ治療日数は減少した。また、農場管理
者が農場での疾病発生の減少を実感してお
り、衛生対策の重要性を再認識することが
できた。

165.管内の公共育成牧場で発生した牛ボツ
リヌス症の対応と課題：岡山県井笠家保
高崎緑、山口葵

2016年3月、立て続けに管内の2農場にお
いて牛が急死または後駆麻痺や舌麻痺の神
経症状を呈す事例が発生。うち1農場が公共
育成牧場で、飼養頭数約300頭、開放牛舎・
放牧形態で飼養。預託農場は県下全域の40
農場。診療獣医師からの通報を受け、立入
検査を実施。6日間で5頭が発症し、うち4頭
死亡、1頭廃用。先に牛ボツリヌス症と診断
された1農場と発生状況が酷似していたこと
から牛ボツリヌス症を疑い、直ちに死亡・
発症牛を隔離、下牧・入牧の中止を指示。
病性鑑定の結果、牛ボツリヌス症（D型）と
判明。農場の清掃・消毒及び野鳥対策を実
施。関係機関と協議し、下牧・入牧の調整、
預託農家の了承を得た後、緊急ワクチンを
接種。放牧主体で野鳥の侵入を完全に防ぐ
ことが困難なため、入牧牛のワクチン接種
の継続を指示。管内公共育成牧場における
初の牛ボツリヌス症の防疫対応事例となり、
情報提供内容や周知範囲及び下牧後の預託
農場への対応等に課題。

166.化膿性髄膜脳脊髄炎を呈した子牛の腸
管外病原性大腸菌感染症：岡山県岡山家保
水上智秋

2015年11月、和牛繁殖農家において新生
黒毛和種子牛が突然衰弱し、起立不能、軟
便、眼振を呈した。加療するも翌日体温が
低下し間欠的に遊泳運動を呈したことから
予後不良と判断し病性鑑定を実施。剖検で
は大脳脳溝に白色膿様物が付着、脊髄軟化、
胸腺菲薄。組織学的には化膿性髄膜脳脊髄
炎、視神経鞘に化膿性炎、肝臓および腎臓
に軽度化膿性炎、胸腺で皮質の菲薄化およ
び星空像が認められた。大腸菌免疫血清を
用いた免疫染色では脳および眼球の病変部
に一致して陽性反応。肝臓、脾臓、腎臓、
脳から分離された大腸菌は血清型O121であ
り、下痢原性大腸菌の毒素（VT1、VT2、ST、
LT）および定着因子（K88、K99、987P、eae
A）は陰性、腸管外病原性大腸菌（ExPEC）
の病原関連遺伝子はiss（血清抵抗性）およ
びiucD（鉄取込能）が陽性。以上から本症
例を子牛のExPEC感染症と診断。今後、ExPE
C疑い症例については病原関連遺伝子を調査
し情報蓄積が必要。

167.管内で発生した牛マイコプラズマ乳房
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炎の清浄化対策：広島県西部家保 福原理
映子、平松由美子

マイコプラズマ乳房炎は伝染性が強く難
治性で農家の経済的損失が大きい伝染病。
今回、県内で初となるMycoplasma bovis（M
b）による乳房炎が集団発生し、清浄化対策
を実施。約40頭飼養の酪農家で12月23日、3
頭が乳房炎を発症、翌年1月6日までに10頭
に拡大。病性鑑定の結果、Mb乳房炎と診断。
1～6月の毎月1回全6回、搾乳牛全頭のMb遺
伝子検査を実施。結果を基に関係機関と協
議し、①まん延防止対策として発症牛の淘
汰、Mb遺伝子陽性牛の並び替え、搾乳順番
の変更及びミルカーの専用化、不顕性感染
牛の抗生物質による治療②侵入防止対策と
して新規導入牛に導入前後の抗生物質投与、
一定期間の隔離飼育及びマンヘミアワクチ
ン接種を実施。Mb遺伝子検査の結果、1回目
5頭陽性、2回目1頭陽性、3回目以降は全頭
陰性で6ヵ月目まで陰性を確認。感染牛の迅
速な摘発に遺伝子検査が有効。また、関係
機関が連携した取り組みは清浄化だけでな
く農家支援にも有効。

168.牛乳房炎検査時に溶血環として確認さ
れるマイコプラズマ属菌の検査方法の検討
：広島県西部家保 河村美登里、平松由美
子

マイコプラズマ乳房炎は難治性かつ伝染
性が高く、乳房炎検査時に特に注意が必要
な疾病であるが、定法による検査は特定培
地を用いて長期間を要する。稀に血液寒天
培地（血寒）に溶血環として認められる場
合もあるが、一般的に血寒からの同定は困
難とされ、今回改めて検査方法を検討。牛
乳にMycoplasma bovis、M.bovirhinis及びM.
bovigenitaliumを混合して血寒に接種・培
養後、溶血環を呈した培地を検体とし、①
形態確認（直接鏡検及びDienes染色）、②
遺伝子検査、③分離培養、④免疫学的検査
(M.bovisのコロニーブロット-ELISA）を実
施した結果、①全検体ともマイコプラズマ
属菌に特徴的な形態を確認。②3菌種とも9
割以上が遺伝子検出可能。③全検体とも分
離・同定可能。④コロニーに一致して特異
的に染色された。今後乳房炎検査で血寒に
一般細菌とは異なる溶血環が確認された場
合、これらの方法でマイコプラズマ属菌を
確認又は同定可能と考えられ、迅速な衛生
対策が期待される。

169.Ureaplasma diversumの関与が疑われた
異常産子牛における関節炎：山口県中部家
保 鳴重寿人、大石大樹

H28年8月、起立不能の状態で娩出された
子牛（胎齢239日）が2日後に死亡したため
病性鑑定を実施。病理解剖学的検査で肺の
肝変化、左側手根及び足根関節の腫脹を確
認。また、手根関節腔内に白色粟粒大顆粒
の貯留を確認。病理組織学的検査で細気管
支周囲にリンパ球浸潤を伴う化膿性肺炎及
び手根関節軟骨末端における線維素塊を伴

う関節炎を確認。細菌学的検査で、肺、関
節液、腎臓、母牛膣スワブ、肺及び関節滑
膜の包埋ブロック、肺の変法Taylor-Robins
on培養液からUreaplasma diversumの特異遺
伝子を検出。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U.diversumの関与が疑われた肺炎及び関
節炎と診断。ウレアプラズマ属菌による関
節炎は人の新生児では知られているが、牛
における国内の報告はない。今後も関節炎
が認められる症例ではU.diversumの検査を
引き続き行い、病変との関連を明らかにす
る必要がある。

170.乳房炎牛から分離された非定型SAの性
状及び検査培地の検討：山口県中部家保
長尾裕美子、大石大樹

黄色ブドウ球菌(Staphylococcus aureus
：SA)清浄化を目指す酪農場で、コアグラー
ゼ(+)、F-スタフィロ(-)、二重溶血(+)、マ
ンニット分解能(-)、卵黄反応(-)を示すSA
(非定型)と全て陽性のSA(定型)分離。両株
の性状比較、同定後、検出培地の有効性を
比較検討。同定キット、PCRで両株ともSAと
同定。遺伝子型は、MLST法で非定型がST(Se
quence type)352、CC(clonal complex)97、
定型がST705、CC705。両CCとも反芻獣で広
く確認（Hata, et al. 2010）。両SA分離牛
の体細胞数は牛群平均より高値の傾向。両
株をSA選択培地のXSA、ベアード・パーカー
(BP)、フォーゲルジョンソン(VJ)、クロモ
アガースタッフアウレウス(CSA)培地で24時
間培養。XSA、CSA培地では両株ともSAと判
別可能。BP、VJ培地では非定型をSAと判別
不可。発育性は定型がVJ培地でのみ有意に
低下(p>0.01）。非定型を含めたSA検出率の
向上にXSA、CSA培地の活用が有効と確認。

171.管内酪農家における牛マイコプラズマ
肺炎の発生と対応：山口県北部家保 田代
久宗、直井秀明

平成28年4月、子牛が40℃前後の発熱、発
咳、肺音粗励を継続、加療するも奏功せず、
約2週間後に死亡、病性鑑定を実施。病理組
織学的検査で細菌性化膿性細気管支肺炎を
呈し、細菌学的検査により、Mycoplasma bo
vis、M.dispar、Ureaplasma diversum の遺
伝子を検出、培養でM.bovis を分離。一般
細菌検査ではTrueperella pyogenes（TP）
を分離。TP感染を伴う牛マイコプラズマ肺
炎と診断。チルミコシン製剤投与を指示の
うえ、9月にマイコプラズマ浸潤状況調査を
実施し、対象子牛5頭全てからM.dispar 遺
伝子を検出。一般細菌検査でPasteurella m
ultocida（PM）を分離。各分離菌における
薬剤感受性は、TPはナリジクス酸耐性、PM
はペニシリン系耐性、M.bovis はマクロラ
イド系、キノロン系に耐性傾向。浸潤状況
調査でM.bovis が検出されず、発症牛や死
亡牛の発生もなくなった。今後も牛舎環境
の改善や防寒対策、定期的な消毒薬散布の
実施を継続。
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172.牛マイコプラズマの分離率向上を目指
した輸送培地の比較検討：山口県中部家保
大石大樹

牛のマイコプラズマ（Mp）の分離率向上
を目的として、鼻腔スワブ採取に用いる輸
送培地4種（生食、PPLO、ユニバーサルバイ
ラルトランスポート：UVT、DNA添加変法Hay
flick培地：H培地）を比較検討。供試MpはM
ycoplasma bovis、M.bovirhinis、M.alkale
scens、 M.bovigenitalium。一般細菌はPas
teurella multocida、Mannheimia haemolyt
ica、Moraxella spp.。培養供試菌を寒天培
地に接種し、0時間菌数を設定。残りの培養
菌液を各輸送培地で4℃保存後、24、48、72
時間後及び7日後の発育菌数を0時間菌数と
比較。Mpでは7日目のM.bovirhinisにおいて
生食、PPLO及びH培地の菌数がそれぞれ105C
FU/μl、102 CFU/μl及び10CFU/μl減少。
一般細菌ではP.multocidaを除く2菌種はUVT
において時間経過とともに菌数が減少、72
時間後には104CFU/ml減少。以上から牛Mp用
検体採取におけるUVTの有用性を確認。牛呼
吸器病検査では生食及びUVTを併用した採材
が望ましい。

173.徳島県で初確認されたヨーネ病リアル
タイムPCR（qPCR)検査陽性事例における一
考察：徳島県徳島家保 鈴木幹一郎、山本
由美子

H20から直腸便を材料とするヨーネ病（JD）
qPCR検査が開始され、累計2,280頭実施しH2
7まで全頭陰性。本年7月、1頭陽性。陽性農
場は約50頭飼養酪農家で、過去JD未発生。
当該牛はH23北海道稚内生、H25本県導入ホ
ルスタイン種63ヶ月齢。血清の5条JDスクリ
ーニングエライザ検査結果は、カットオフ
値0.3の近似値0.386。確定JDqPCRは3.3×10
-2pg/25μlで陽性牛と診断。当該牛各部位
乳剤qPCRは、回腸部腸間膜のリンパ節（Ly)
で6.27、回盲部Ly1.73、回盲部内容3.15×1
0-1、肝Ly7.77×10-4、空腸部腸間膜Ly1.54
×10-4（pg/2.5μl）の順に多量検出。病理
組織学的検査は回盲部より50cm、1mおよび
回盲Ly、回腸部腸間膜Ly、回腸で菌体確認。
病変形成は軽度。濃厚な排菌牛と判明。摘
発後、51条エライザ検査は全頭陰性。JDは
排菌後に抗体上昇する。排菌牛が存在した
農場のエライザ検査は不適と考察。今後、
直腸便を材料としたJDスクリーニング遺伝
子検査キット使用での導入牛および51条対
応が望まれる。

174.肉用牛農場に発生した牛呼吸器病症候
群とその対策：徳島県徳島家保 山本由美
子、松尾功治

2015年11月から2016年4月にかけて、県内
肉用牛農場において牛呼吸器病症候群（BRD
C）が多発。農場は、黒毛和種および肉用交
雑種を約7～9ヶ月齢で導入しており、主な
導入元では呼吸器病ワクチンを3回接種。今
回、複数回の病性鑑定をもとに対策を検討

し、指導。ウイルス検査では11月、12月にR
Sウイルス抗原簡易検査陽性。細菌検査では
パスツレラ属菌およびMycoplasma disparを
確認。呼吸器病抗体検査では、IBRおよびBV
D-MDで多くの個体が有効抗体価以下。12月
に農場立ち入りを行い、多くの個体で乾性
の発咳がみられたことから、マイコプラズ
マ対策として導入時のチルミコシン投与を
提案。抗生物質投与は薬剤感受性試験に基
づいて行うことや、ウイルス対策として抗
体検査結果を導入元にフィードバックし、
ワクチン接種の見直しをしてもらうことを
指導。その後は良好に推移。BRDCが流行す
る要因は農場により様々であり、病性鑑定
に基づいた対策を行うことで、早期改善や
再発防止に繋がる。

175.安全・安心でおいしい生乳生産への取
り組み：香川県東部家保 上村圭一、香川
正樹

消費者目線での安全・安心でおいしい生
乳を生産するため、平成22年度から家保、
ＪＡ、普及センター、乳業会社等でチーム
を形成。チェックシートの記帳・記録、乳
房炎対策、「良質乳生産牧場」認定制度（中
央酪農会議の「生乳生産管理マニュアル」
を基にし、「生乳処理室の衛生管理」、「牛
舎の衛生管理」、「搾乳衛生」の実施を指導
推進するもの）に基づく指導等を管内の農
家(H22:65戸→H28:48戸)に対して実施。結
果、チェックシートの記録・記帳率は向上
し、25年度以降は100％。「良質乳生産牧場」
の認定基準を満たす農家が誕生し、27年度
には半数の農家が認定(24戸／49戸)。乳房
炎検査により体細胞数は県平均より低く、
認定農家は好成績。「香川県乳質改善共励
会」で上位入賞の6割以上を占有。農家の意
識の向上、農家間の競争等がみられ、地域
全体で良質乳を生産し、安全・安心を確保。

176.継続的なバルク乳検査を活用した乳質
改善への取り組み：香川県西部家保 澁市
さつき、上原力

平成25年度より管内酪農家のバルク乳検
査を年2回実施しているが､より効果的な乳
質改善を目指し2農場のバルク乳検査(農場1
(約90頭搾乳);2検体(A(高泌乳)群､B(低泌乳
及び乳房炎)群) ､農場2(8頭搾乳);1検体)を
継続的(H28.7～H29.1)に実施するとともに
チームによる指導を実施｡農場1(7～10月)の
バルク乳の大腸菌群数はA群170～1,800個/m
l､B群320～1,850個/mlで目標(<40個/ml)よ
りも多く､B群の個体乳検査で6頭からセラチ
ア菌が分離されたことから大腸菌群を問題
視｡敷料検査(11検体)で6検体が106個/g以上
であったことから敷料への頻繁な石灰混合
を指導｡12月以降の大腸菌群数はA群10個/m
l､B群30～210個/mlへと減少｡農場2は7月の
大腸菌群数が54,400個/ml｡ラインの洗浄不
足を指導､部品交換を実施｡10月以降､80～63
0個/mlへと減少｡取組開始以降､2農場の細菌
数が昨年度同時期より低く推移｡乳質改善に
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は継続的な検査と検討､指導と対応等の取り
組みが必要。

177.管内酪農地域の牛サルモネラ清浄化へ
の取り組み：愛媛県南予家保 今岡豊、熊
岡悟史

H27年6月、四国カルスト牧場入牧予定牛
の衛生検査において、飼養頭数36頭の酪農
家の育成牛3頭からSalmonella Typhimurium
（ST）が分離された。農場密集地域である
ことから、当所は関係機関による緊急対策
会議を開催。関係機関の連携のもと、次の
調査、対策を実施した。①サルモネラワク
チン全頭接種の指導、②発生農家や陽性牛
導入元農家の疫学調査及び消毒、③共同飼
料庫の消毒及び利用者への防疫対応指導、
④集乳車の順路変更、⑤出荷予定牛の排菌
確認、⑥新規導入牛の導入前検査。以上の
対策実施後、現在に至るまで、飼養牛全頭
の糞便及び環境材料からSTは検出されてい
ない。今後は年1回のワクチンの追加接種、
牛舎内外の定期的な消毒を徹底し、引き続
き定期的な清浄確認を行う事としている。
今回の対策では、地域生産者や関係機関と
の迅速な連携対応により、発生や周辺農場
への波及、感染拡大を防ぐことが出来た。

178.呼吸器病多発農家に対する子牛の損耗
防止への取り組み：愛媛県東予家保 兵頭
序美、徳永康子

F1を県外導入し、350頭飼養の肉用牛農家
で平成27年2～4月にHistophilus somni (H
s)等による肺炎が発生。対策として6月に単
飼時に牛ウイルス性呼吸器病ワクチンに加
えHsワクチンの2回接種を指導、7月より定
期的に農場を消毒した結果、再発を認めな
かったがPasteurella multocida (Ps)等に
よる肺炎が散発。平成28年6～8月に消毒効
果の検証と単飼中の10頭の栄養状態をモニ
タリング。消毒前後で環境中細菌数が低減。
モニタリングでは血中ビタミンA (VA)濃度
が34.1～180.4IU/dLと低い個体を散見。 10
～11月に集団呼吸器病が発生。Hs、Psを分
離、Mycoplasma bovisの特異遺伝子を検出
し混合感染と診断。同居牛6頭の鼻腔スワブ
より肺炎起因菌等の検出はなかったが、血
中VA濃度が11.9～48.7IU/dLと低値。新プロ
グラムとして導入時のVA投与量増量と群飼
開始前後のVA追加投与、細菌3種不活化ワク
チンの単飼時および群飼時の接種を提示し、
12月より開始。事故率は低下傾向にあり、
今後も対策を継続。

179.緑膿菌による乳房炎の発生事例：愛媛
県東予家保 堀江陽二、徳永康子

平成28年6月、70ヵ月齢の乳用牛が正常分
娩後、発熱、起立困難、眼球陥没、水様便
を呈し、白血球数は1300/μlと著しく低下、
治療するも翌日に死亡。剖検所見で乳房の
皮下水腫、右前分房は硬結、割面は乳白色
及び赤色で境界は明瞭。病理組織学的には、
右前分房にグラム陰性桿菌を伴う化膿性乳

腺炎と乳管に肉芽組織の形成を認めた。PL
テスト（CMT変法）では右前分房を乳房炎と
判定、細菌検査で全分房の乳汁から緑膿菌
を分離、薬剤感受性試験では、ゲンタマイ
シンのみに高い感受性を示した。対策とし
て、未使用のオガ屑及び分娩枠の床等から
緑膿菌が検出された為、直ちに分娩枠の使
用中止と消毒、未使用オガ屑の消石灰消毒
を指導。8月、環境材料の再検査で、敷料か
ら緑膿菌が分離されたため、当所で牛舎内
を消毒。結果、12月の再検査では分離され
なかった。緑膿菌は、牛の抵抗力の低下に
より発症する日和見細菌の為、分娩による
ストレスが要因の一つと考えられた。

180.Salmonella Newportによる牛サルモネ
ラ症の発生と対策：福岡県筑後家保 村上
弘子

平成27年9月24日、成牛・未経産牛68頭、
育成牛15頭飼養の酪農家で成牛1頭が流産
（胎齢229日）し、病性鑑定の結果Salmonel
la Newport（以下、SN）による牛サルモネ
ラ症と診断。母牛はSNによる下痢も発症し、
10月10日に死亡。直ちに診療獣医師等関係
機関と他農場への伝播防止対策を協議。10
月19日に同居牛全頭の直腸便と環境材料計9
4検体を用いてサルモネラ汚染状況確認検査
を実施。直腸便は分離陰性、環境材料8検体
からSN分離。畜主へ牛舎消毒等と病牛パド
ック専用長靴設置指導。11月16日、33検体
中環境材料3検体からSN分離。12月24日、畜
主と家保職員で徹底した清掃消毒を実施。
平成28年1月18日、全検体の陰性確認。集団
感染事例が多い本症であるが、今回発症は
１頭のみで、清浄化を達成。感染拡大阻止
要因は、早期診断、検査に基づく徹底消毒、
敷料の頻繁交換、平時の全頭生菌剤投与等
と推察。さらに関係機関との連携により、
他農場への伝播も防止。

181.ヨーネ菌精製DNA力価低下に関わる検証
：福岡県中央家保 野見山結子

保存期間に伴う診断用ヨーネ菌精製DNA
(以下DNA) 力価低下の要因を検証。検証事
項はDNA保存温度、DNA保存用1.5mlマイクロ
チューブ(以下チューブ)、DNA凍結融解回数
の3項目。診断時と同一の機器及び同等の試
薬を用いて、1pg/2.5μL調整済みDNA原液及
び10～1,000倍希釈DNAのCt値等を測定し比
較。DNA保存温度(22℃、4℃、-20℃で各区9
0日間保存)及びDNA凍結融解の回数(1～20回
実施)の試験では、有意差なし。一方、チュ
ーブの試験(4種を各区90日間保存)では、供
試4種のうち1種で、保存期間に伴い、希釈D
NAのCt値の有意な増加及びPCR増幅を示さな
い1,000倍希釈DNA検体数の増加を確認。ま
た、100倍希釈DNA濃度は、90日後保存後に
約1/4まで低下。結果より、DNA分注後に生
じるチューブへのDNA吸着、あるいはチュー
ブからのPCR阻害物質の溶出を推測。ヨーネ
病の診断のみならず、PCR等のDNAに関する
分析技術全般において、適切なチューブを
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選択する必要性を示唆。

182.県内初SalmonellaⅠO4:i:-が分離され
た肉用繁殖牛農家での発生事例：福岡県両
筑家保 柴田規光、原田美奈子

SalmonellaⅠO4:i:-はSalmonella Typhim
urium（ST）の第2相が欠損している株（ST
単相変異株）で全国的に流行。当県におい
てもST単相変異株の発生事例を確認。農場
は肉用繁殖牛農家で１週齢子牛が発熱、肺
炎、血便で２頭死亡。２頭とも腸管内の充
出血、ひ薄化が見られ、腸間膜リンパ節、
肝、脾、腎、肺、胆汁からサルモネラ分離。
増菌培養では全ての臓器、小腸内容から分
離。サルモネラの血清型はO4:i:-。遺伝子
検査ではサルモネラに特異的なinvA遺伝子
及びST特有の3遺伝子を検出。免疫染色でサ
ルモネラO4抗原が陽性。サルモネラによる
線維素性腸炎および壊死性リンパ節炎が見
られた。ST単相変異株によるサルモネラ症
と診断。この株は遺伝子的にはSTと同じ遺
伝子を持っているが、STと血清型が異なる
ため届出伝染病に指定されていない。本症
例も、子牛が死亡する強い病原性が確認さ
れたため、 届出伝染病に追加指定すること
が望まれる。

183.Fusobacterium necrophorumが分離され
た牛の小脳膿瘍：福岡県筑後家保 古瀬美
緒子

2015年7月、管内の黒毛和種繁殖農場で、
16か月齢の未経産牛1頭が神経症状を呈し、
加療したが改善がみられず、同年10月に病
性鑑定を実施。剖検所見では、脳室前頭部
に脳液貯留、小脳に鶏卵大のクリーム状膿
瘍の形成を確認。その他主要臓器に著変な
し。小脳膿瘍部から、嫌気培養でFusobacte
rium necrophorum(Fn)を分離し、分離菌の
鶏赤血球凝集陽性、馬血液加変法GAM寒天培
地上でのβ溶血性及びPCR検査より生物型A
型を確認。膿瘍部位のグラム染色ではグラ
ム陰性長桿菌、免疫組織学的染色ではFnに
対する陽性反応を示した。今回の症例の発
症経緯は、Fnの血行性による小脳への到達
が推察されたが、特定には至らなかった。
今後牛が同様の症状を示した場合は、Fnに
よる中枢神経系感染の可能性も考慮し、そ
の治療の際の抗菌剤選択には、血液脳関門
の通過性の有無が重要。また、本症例は神
経症状を呈した症例における嫌気培養の重
要性を再確認した。

184.管内肉用牛繁殖農場におけるサルモネ
ラ症清浄化対策：佐賀県中部家保 中村陽
介

本年2月、繁殖雌牛15頭、子牛9頭を飼養
する肉用牛繁殖農場でサルモネラ症が発生
し、清浄化対策を実施。浸潤状況調査で、
牛直腸便24検体、環境材料41検体中、牛床2
検体からSTを分離。対策として、牛舎内の
糞便及び敷料等の搬出並びに消毒の実施、
発症牛への有効薬剤の投与、全飼養牛への

生菌剤の投与、ネズミの駆除等の衛生指導
を実施。清浄性確認検査では、4月、6月、8
月、9月に直腸便延べ79検体、環境141検体
を検査。4月に牛床1箇所からSalmonella Ne
wport、6月に牛床1箇所からSTが分離された
が、8月及び9月の検査で2回連続サルモネラ
菌は検出されず清浄化されたものと判断。
発生原因は、ネズミやカラス等の野生動物
による持込みが疑われたが特定するには至
らず。STが分離された場所は一部の限られ
た牛床で、また、発症子牛以外の牛からは
分離されなかったことから、農場内に拡が
る前に早期に適切な指導を行ったことによ
り清浄化につながったものと推察。

185.肉用牛の頭蓋骨底部膿瘍を伴うMycopla
sma bovis感染症の1事例：佐賀県中部家保

一戸夏美、山下信雄
肉用牛180頭を飼養する肥育農家で、黒毛

和種、10か月齢、去勢の牛が、導入1か月後
に突然倒れた。治療し一時起立したが、歩
行時のふらつきや抑うつ状態が続き死亡、
病性鑑定を実施。解剖所見は、小脳底部の8
×5 cm大の膿瘍が、大脳、脳幹部を圧迫。
左鼓室内に膿様物充満。左肺前葉胸膜癒着、
左右肺前葉の肝変化、化膿巣多発（φ0.2～
1.5cm程）。気管内に泡沫状液体。病理組織
学的検査は、後頭骨底部に膿瘍形成、化膿
性気管支肺炎、軽度の化膿性脳炎。抗Mycop
lasma bovis （Mb）家兎血清を用いた免疫
組織化学的検査では、膿瘍、肺でMb陽性抗
原。細菌学的検査は、膿瘍、肺、左鼓室ス
ワブで、Mb遺伝子陽性、分離陽性（＞107CC
U/ml）。ウイルス学的検査は、肺でBPIV3遺
伝子陽性。検査結果から、頭蓋骨底部の膿
瘍形成を伴うMb感染症と診断。Mbによる中
耳炎が重症化し、中内耳に形成された膿瘍
が内耳孔から頭蓋内へ侵入、大脳、脳幹部
を圧迫し死亡したと推察。

186.サルモネラ症発生農家における清浄化
に向けた取り組み：長崎県県南家保 日高
裕介、吉野文彦

平成28年5月、搾乳牛の水様性下痢を主徴
とする死亡事例発生。病性鑑定の結果、糞
便からSalmonella O4:i:-が分離され、サル
モネラ症と診断。搾乳牛75頭中35頭(47％)
で保菌を確認。清浄化に向けて、衛生管理
と併せて全頭への有効薬剤投与を指導した
が、経営面の問題から発症牛と乾乳予定牛
に限定した投与と全頭への生菌製剤（混合
飼料）給与を実施。周辺酪農家への伝播が
危惧されたため、地域説明会を開催し、周
辺農家、酪農組合、酪農ヘルパー組合員等
と情報を共有し、自衛防疫の強化、酪農ヘ
ルパー利用時の留意点、集乳時の衛生対策
等について指導し、地域でのまん延防止を
図った。対策実施以降、新規発症牛は認め
られず、保菌率は1％(11月)に減少。地域で
の発生も認められず。酪農家での疾病発生
時は、生乳出荷があるため衛生面と経営面
を総合的に考慮した対策が必要。また、清



- 38 -

浄化には長期を要することが想定され、関
係者と情報共有しながら、地域一体となっ
た防疫を実施。

187.皮膚真菌症対策の一考察：長崎県県北
家保 島田善成、久住呂毅

皮膚真菌症に対し、経口投与又は塗布に
より効果があるという枯草菌を主成分とす
るA飼料の情報を入手。管内子牛共同育成施
設において、A飼料のほか既存のナナフロシ
ンを成分とする薬剤、塩化ジデシルジメチ
ルアンモニウム剤の消毒薬も含め皮膚真菌
症への効果を比較検討。当該A飼料について
は、経口投与（5ml×3日間）と皮膚病辺部
に噴霧（1回）、薬剤については、1週間間
隔で2回塗布、消毒薬については、200倍希
釈で1週間毎に噴霧。無処置群も含め、各群
2頭ずつ用い、5月中旬から6月末まで実施し、
毎週治癒状況を確認。最も早く変化が現れ
たのは消毒薬噴霧群で、試験開始2週間後に
は痂皮が薄くなるとともに生毛を確認。そ
の他の群においても3週間後には治癒傾向が
認められ、1ヵ月後にはおおむね治癒。しか
し、無処置の対照群においても、1ヵ月半程
度でおおむね症状が改善。今回の試験結果
から、A飼料も何らかの効果があったと推察。
しかし、無処置群も最終的に治癒したこと
から、皮膚真菌症に対する効果については、
より多くの試験を行い、確認する必要あり。

188.Streptococcus gallolyticus subsp.pa
steurianus及びPasteurella multocidaが分
離された子牛の化膿性髄膜炎の一症例：熊
本県阿蘇家保 村上美雪

2016年4月、20日齢の子牛が起立不能、後
弓反張、四肢強直を呈したため病性鑑定を
実施。大脳軽度水腫、側脳室軽度拡張、病
理組織学的検査で化膿性髄膜炎を確認。脳、
肺からレンサ球菌、脳からPasteurella mul
tocida (Pm)を分離。レンサ球菌は簡易同定
キットでS.suisと判定。16S rRNA遺伝子塩
基配列解析では、Streptococcus gallolyti
cus subsp.pasteurianus（Sgp）と相同性10
0%。Pmの抗原型はＡ：3,4。以上からSgp及
びPmが関与した化膿性髄膜炎と診断。疫学
調査の結果、垂直感染からの波及ではなく、
宿主側要因により常在菌である本菌が髄膜
炎に関与したと推察。Sgpの同定には生化学
的性状だけでなく、遺伝子検査などとの併
用が必要。本症例は家畜におけるSgpと同定
した初の事例で抗原性や家畜への病原性、
病原因子も不明であること、脳からのPm分
離例は出血性敗血症以外に分離報告が少な
いことから、さらなる情報の蓄積が重要。

189.牛サルモネラ症清浄化対策（第2報）と
管内酪農家のサルモネラ浸潤状況調査：大
分県玖珠家保 松本航平

平成27年4月に牛サルモネラ症が発生した
A農場で清浄化対策を実施。8月には糞便・
環境（飼槽・水槽・壁）での分離検査で陰
性。抗体検査より、発生以前から農場内に

保菌牛が存在し、変敗飼料の給餌が引き金
となり発症したと考察（第1報）。9月より
糞便・環境で再度分離陽性、10月には哺乳
子牛の70％が糞便で分離陽性、感受性薬剤
で加療するも、排菌を認めた。そこで、哺
乳子牛での生菌剤投与を新たに実施、環境
の洗浄・消毒の徹底を再指導した結果、平
成27年11月より平成28年10月まで分離陰性
を維持。A農場の清浄化対策は治療より生菌
剤投与と環境の洗浄・消毒が有効。第1報の
抗体検査結果を受け、管内農場の浸潤状況
調査を実施。抗体陽性率は個体別で6.4％、
農場ごとで67.6％となり、多くの農場で潜
在的保菌牛の存在が示唆された。農場の抗
体陽性率は飼養形態別では、つなぎ形式50
％、フリーバーン形式93.3％でフリーバー
ン形式は感染が拡大しやすいことが示唆さ
れた。

190.敗血症を呈した牛大腸菌症：大分県玖
珠家保 藤田敦己、滝澤亮

2016年4月～8月に腸管外病原性大腸菌(Ex
PEC)の関与が疑われる敗血症性牛大腸菌症3
症例の病性鑑定を実施。稟告は3症例とも起
立不能。症例1は8か月齢、外貌で尾の裂傷
を認め、組織所見で重度の化膿性髄膜脳脊
髄炎を観察、脳及び主要臓器から大腸菌を
分離、毒素因子(cnf 2、cdt Ⅲ)、付着因子
(afa-8)及び鉄取込能遺伝子(iut A)を検出。
症例2は4日齢、病理解剖で胸腔、心外膜及
び肺に線維素の析出を認め、組織所見で線
維素性化膿性髄膜脳炎を観察、分離大腸菌
から病原関連遺伝子は検出されなかった。
症例3は2日齢、外貌で右眼球の白濁化を認
め、組織所見で化膿性髄膜脳炎を観察、分
離大腸菌からcnf 2、cdt Ⅲ、afa-8及びiut
Aを検出。症例1では外傷部からExPECが侵

入し神経上行性に波及したと考察。症例2及
び3では分娩前後にExPECに感染し、早発性
敗血症を呈したと考察。発生農場では飼養
衛生管理の徹底を指導し、発生母牛の抗体
検査等を通して感染経路の特定を行う必要
がある。

191.妊娠牛及び子宮内死亡胎子からPrevote
lla属菌が分離された一事例：大分県大分家
保 安達恭子

2017年4月、管内酪農家1戸で妊娠5カ月の
初妊牛が食欲廃絶、子宮膨満、外陰部から
の汚れた粘液の排出を呈し、超音波画像診
断で子宮内胎子の死亡を確認。治療を行う
も母牛の回復、胎子の娩出には至らず、鑑
定殺を実施。肝臓、脾臓の化膿性炎、間質
性腎炎、心外膜炎、心膿瘍を認め、母牛の
脾臓及び死亡胎子の肝臓、心臓からPrevote
lla属菌を分離。以上から、Prevotella属菌
の関与を疑う化膿性子宮内膜炎および全身
性化膿性炎と診断。牛でのPrevotella属の
保有状況及び子宮内膜炎等の繁殖性疾患へ
の関与についての調査のため、管内酪農家3
戸が飼養するホルスタイン種３１頭の唾液
からDNAを抽出し、PCR法により検出を行っ
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たが全頭で検出されず。乳牛の流死産原因
は多種にわたり究明に至らないことが多い
ため、原因究明の一助とするため今後も調
査が必要。

192.Aggregatibacter actinomycetemcomita
ns（Aa）の関与が疑われた牛の胸膜炎事例
：宮崎県宮崎家保 谷ヶ久保佑也、丸田哲
也

黒毛和種繁殖農場で呼吸器症状を呈した8
7日齢の子牛が急死し、病性鑑定を実施。剖
検では、肺と胸膜の癒着、線維素の沈着を
広範囲に確認。心膜、腹腔臓器にも線維素
が沈着。細菌学的検査では、主要臓器すべ
てから純培養的にグラム陰性桿菌を分離。
簡易同定キットでは有意な成績は得られな
かったため、発育要求因子、糖分解試験を
実施し、Aaの性状と最も近いことが判明。
病理組織学的検査では、肺全域の胸膜、前
葉小葉間組織の線維素の析出と好中球の浸
潤を認め、燕麦細胞が出現。また、病変部
に一致してグラム陰性の菌塊を観察。細菌
感染に起因する胸膜炎が心膜、腹膜へ波及
した化膿性線維素性胸膜性肺炎と考えられ、
その原因菌としてAaの関与が強く疑われた。
Aaはヒトの口腔内常在菌として知られてい
るが、牛からの分離報告は無く、感染経路
や発症機序は不明。今後、同様な症例に遭
遇した際、より精査していく必要があると
考えられた。

193.黒毛和種子牛でみられた細菌感染を伴
う仮性大動脈瘤：宮崎県宮崎家保 鬼塚康
晴、谷ヶ久保佑也

2016年2月2日から発熱及び食欲不振を呈
した8カ月齢の子牛が、起立不能に陥り急死、
病性鑑定に供された。剖検では、胸部及び
左右股関節に母指頭大の膿瘍形成、大動脈
弓血管壁は裂孔を形成し破綻、血管外に3cm
大の嚢状凝血塊が認められた。大動脈弓破
綻部周辺及び基部には血管内膜の黄白色円
形粗造部（粗造部）がみられた。細菌学的
検査では、大動脈弓凝血塊を含む複数臓器
よりClostridium septicumが分離された。
病理組織学的検査では、破綻部凝血塊は中
膜から被膜下に貯留していた。粗造部の内
膜は線維性に肥厚していた。中膜では内膜
境界で弾性線維の石灰化がみられ、下層で
好中球及びマクロファージ浸潤を伴う凝固
壊死及び弾性線維の変性、消失がみられた。
病変部周囲ではグラム陽性及び陰性短桿菌
塊が認められた。以上より、中膜の石灰化、
細菌感染による炎症で脆弱となった動脈が
破綻したことで、仮性大動脈瘤が形成され
たと推察された。

194.一酪農場で散発的に発生した出血性腸
症候群3症例：宮崎県宮崎家保 遠矢宏美、
鬼塚康晴

成牛130頭を飼養する酪農場において1年
間で3例の出血性腸症候群（HBS）疑い事例
が散発的に発生。突然の乳量低下、腹部膨

満、血便を呈する。1、3例目について病性
鑑定を実施。また、当該農場で代謝プロフ
ァイルテスト（MPT）を実施。剖検では、2
例とも空腸粘膜の一部に限局して高度の出
血を確認。管腔は血様内容物で閉塞。病理
検査では閉塞部の粘膜表層から粘膜下組織
に著明な出血及び壊死を観察、細菌検査で
は空腸病変部の内容物から106cfu/gを超え
るClostridium perfringensが分離されたこ
とから、この2症例をHBSの疑いと診断。当
該農場は3例目発生後、乾乳期群への質の悪
いカヤの給餌を中止、亜急性ルーメンアシ
ドーシスの予防として重曹を追加。その後H
BSの発生は確認されず。発生前後のMPTを比
較すると、乾乳期群を中心に遊離脂肪酸や
尿素窒素の改善を確認。本事例は乾乳期群
で代謝バランスが崩れたまま分娩し、牛体
に負荷のかかる泌乳最盛期～中期で発生し
たと考察。

Ⅰ－３ 原虫性・寄生虫性疾病

195.管内一公共牧場の小型ピロプラズマ病
対策：北海道後志家保 平野沙衣子、高畠
規之

黒松内町営牧場は、5月から10月に乳用育
成牛・肉用繁殖牛計約160頭を放牧。30年以
上前から小型ピロプラズマ（ピロ）病の発
生があり、各種殺ダニ剤の3週間隔牛体塗布、
マダニ高密度生息牧区の使用中止及び放牧
地外周の除草による草藪－放牧地間緩衝帯
整備を実施してきたが、ピロ感染拡大は抑
えられず。平成26年、過去の対策を見直し、
感染が拡大しやすい8月までは、マダニの吸
血を阻止するフルメトリン製剤を、降雨を
避けた2週間隔で頭から尾根部へ確実に塗布
するよう変更。草藪―放牧地間緩衝帯整備
は継続し、マダニ生息密度が比較的高い牧
区の草地更新及び緩衝帯周囲へのマダニ防
除剤散布を開始。その結果、平成26年から
平成28年、感染拡大を大幅に抑制。マダニ
の吸血を阻止する殺ダニ剤の適時適切使用
と、緩衝帯整備等放牧地内のマダニ生息密
度を下げる対策を、同時にかつ確実に実施
したことが感染拡大抑制に有効だったと評
価。

196.胸膜肺炎を併発した肝蛭症：青森県む
つ家保 谷地村結未、平泉美栄子

症例は日本短角種種雄牛、3歳齢。前農場
でH27年春から秋にまき牛として放牧。H28
年1月に現農場へ導入。当初より削痩著しく、
次第に熱発を繰り返し、発咳も確認。その
後下顎から胸垂にかかる浮腫をみせ衰弱。
血液検査で好酸球軽度増加及びA/G比の顕著
な低下、聴診で心音微弱、心音の不整を確
認。種雄牛として予後不良と判断し、同年6
月病理解剖を実施。肉眼的所見は、肺の前
中葉が胸膜と、後葉が胸膜と横隔膜に癒着
し、右前葉癒着部には嚢胞状腫瘤を確認。
肝臓では胆管壁の肥厚及び胆管内で多数の
肝蛭虫体を確認。組織学的所見では、肺病
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変部にクチクラ様の異物が異物巨細胞を伴
って存在。広範囲でヘモジデリン沈着、石
灰沈着を確認。検査成績より、胸膜肺炎を
併発した肝蛭症と診断。胸膜肺炎は肝蛭幼
若虫の肺への迷入が引き金となったと推測。
近年減少傾向にあった肝蛭症だが、現在も
注意が必要であるということを再認識する
ことが重要。

197.黒毛和種肥育牛にみられた病型の異な
る接合菌症の２症例：山形県置賜家保 水
戸部俊治

【症例1】黒毛和種、雌、11ヵ月齢。食欲
不振を呈し治療開始。食滞を疑い開腹した
ところ、第四胃幽門部付近に約15cm大の腫
瘤を確認。予後不良と診断され病性鑑定実
施。剖検では、腫瘤は硬く石灰化し、内部
には悪臭を放つ消化管内容物を認めた。【症
例2】黒毛和種、雌、21ヵ月齢。削痩、下痢
を呈し治療開始。2ヵ月後、起立困難となり、
と畜場に病畜として搬入。解体後検査で腸
管漿膜面、腸間膜及び肺の一部に1cmから15
cm大の腫瘤を数個確認。内部には硬結した
黄褐色膿瘍物を確認。病理組織学的検査で
は、両症例の腫瘤ともに膠原線維が高度に
増生し、炎症細胞浸潤、多核巨細胞、石灰
沈着が見られ、病変には隔壁がなく幅が不
均一な真菌様菌糸を確認。両症例とも血管
内に菌糸を認めた。免疫組織化学では、抗R
hizomucor抗体が菌糸に一致し陽性。以上よ
り症例1を消化管穿孔に起因する接合菌症、
症例2を播種性接合菌症と診断。

198.黒毛和種繁殖農場で発生した子牛の下
痢とその対策：福島県県北家保 佐藤東、
小森淳子

東日本大震災における原子力災害により、
避難指示区域から管内に経営基盤を移転、
営農を再開した黒毛和種繁殖農家（繁殖雌
牛40頭、子牛25頭）において、子牛の下痢
が頻発したため病性鑑定。下痢の発症時期
は生後1～2週齢前後と概ね2ヵ月齢以降の2
峰性。糞便検査を実施したところ、25日齢
以上の17頭から複数種類のコクシジウムオ
ーシストを検出。17日齢未満の6頭からはオ
ーシスト未検出であったが、108～109cfu/g
の大腸菌を検出。下痢の要因として大腸菌
及びコクシジウムの関与を推察。大腸菌対
策として分娩前後の衛生対策と確実な初乳
給与、コクシジウム対策としてオーシスト
が検出された個体へのサルファ剤の投与及
び予防として3～4週齢時にトルトラズリル
製剤投与を指導。3週間後の再検査で、臨床
症状の改善及びオーシストの減少を認めた。
また病傷事故診断書の調査では、対策実施
後の下痢に対する治療件数が著しく減少。

199.Cryptosporidium parvumによる子牛下
痢症の発生と対策：福井県福井県家保 武
野侍那子、葛城粛仁

Cryptosporidium parvum（Cp）は子牛下
痢症の主要な病原体で一度発生すると清浄

化が困難。平成27年8～10月、ホルスタイン
種70頭を飼養する酪農家において、4～12日
齢の子牛が黄白色下痢を呈し死亡する事例
が続発。死亡牛8頭および下痢発症牛5頭の
直腸便を材料に病性鑑定を実施。剖検では
脱水および小腸内に黄白色内容物貯留、病
理組織検査では小腸粘膜上皮剥離や絨毛萎
縮が共通所見。ウイルス検査では1頭からロ
タウイルスA、細菌検査では1頭の主要臓器
からEscherichia coliを検出。寄生虫検査
では、McMaster法は陰性、抗酸染色で4頭、
イムノクロマト法で7頭、遺伝子検査で7頭
からCpを検出し、Cpによる下痢症と診断。
対策としてオルソ剤と石灰乳散布による牛
舎消毒を実施、1カ月半の空舎期間を設けた。
さらに、市販代用初乳の適切な給与、子牛
の個別飼育等の飼養管理改善を指導。対策
後、平成28年6月までに出生した子牛全頭か
らCpは検出されず、死亡事故の発生なし。

200.一肉牛肥育農家で発生した牛鞭虫病と
浸潤状況調査：福井県福井県家保 山崎俊
雄、生水誠一

一肉牛肥育農家の5ヵ月齢の去勢牛が削痩
と下痢を呈し、予後不良と判断されたため、
鑑定殺後、病性鑑定を実施。剖検では肺に
直径1cmの多発性膿瘍、盲腸内に約45mmの線
虫を多数確認。直腸便から砂糖遠心浮遊法
で961個/gの鞭虫卵を検出。線虫の鏡検で虫
体内に鞭虫卵を多数確認。病理組織検査で
は肺胞腔内に好中球浸潤、盲腸粘膜上皮に
鞭虫の穿入を観察。細菌検査では肺からMan
nheimia sp.など3種を分離。本症例は化膿
性肺炎を伴う牛鞭虫病と診断。発生農場の
寄生虫検査では飼養牛の直腸便6検体中4検
体、敷料3検体すべてから鞭虫卵を検出。約
1年間未交換であった敷料交換および牛体へ
の駆虫剤塗布を指導。指導から6週後の検査
で鞭虫卵は直腸便から未検出、敷料からも
ほとんど検出されず。県内の浸潤状況調査
では肉牛飼養9農場の敷料18検体中3農場4検
体から鞭虫卵を検出。県内に牛鞭虫の浸潤
を確認したため、感染およびまん延防止に
は定期的な敷料交換が重要。

201.管内の牛の腸炎2症例の病理学的検討：
和歌山県紀北家保 亀位徹、豊吉久美

【背景及び目的】和歌山県内の平成22年
度以降の病理検査では牛の症例、特に斃死
事例で腸炎が多くみられた。今後の対策に
むけ腸炎2症例を病理学的検討。【方法】定
法により解剖又は生体から採材した検体を
病理組織学的検査等実施。【症例1】抗コク
シジウム薬を投与していた黒毛和種子牛が
血便を呈し、加療するも58日齢で斃死し病
性鑑定。小腸下部の腸絨毛の萎縮、結腸は
全周性に腸粘膜上皮が脱落しびらん等、空
腸下部の腸絨毛上部の粘膜固有層内にコク
シジウム寄生。【症例2】子牛時から下痢気
味の黒毛和種繁殖雌牛が肉片を含む水様性
下痢を呈した。下痢、軟便、回復を3か月間
に数回繰り返し、加療後も改善せず25か月
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齢で斃死。下痢便や肉片等を採材。肉片を
「偽膜塊」と診断。便及び偽膜塊からClost
ridium perfringens分離。【考察】対策は
子牛へのコクシジウム曝露量減少及び腸組
織障害を少なくすること。牛床を清掃消毒
等で清潔に保持した上で薬剤の適正使用が
重要。

202.鳥取県で初めて確認された牛の核内コ
クシジウム症：鳥取県倉吉家保 岡田綾子、
郡司美緒

黒毛和種去勢牛1頭を核内コクシジウム症
と診断。9か月齢導入時から体格小、慢性下
痢、活力なく、15か月齢で鑑定殺。臨床獣
医師による治療未実施。糞便検査でコクシ
ジウムオーシストや寄生虫卵は確認されず。
剖検で腸管全域内容物は茶褐色泥状～液状、
腸間膜リンパ節重度腫脹、盲腸に軽度鞭虫
寄生。血清を用いたBVDV遺伝子検査陰性。
病理組織学的に空腸絨毛の短縮・癒合、絨
毛先端部を中心として粘膜上皮細胞核内に
両染性円形～楕円形封入体様構造を多数確
認。上皮細胞の変性や壊死は認められず。
パラフィン包埋材料を用いた遺伝子解析に
よってこのコクシジウムを
Eimeria subsphericaと同定。本症例を核内
コクシジウム症と診断。本症は国内で治療
に反応しない慢性下痢を呈した黒毛和種子
牛・育成牛で報告あり。糞便検査でオーシ
ストが検出されていないものが多く、見過
ごされてきた可能性を示唆。病原性等不明
な点も多く、今後症例の蓄積・検討が必要。

203.Eimeria bovisの感染がみられた成牛の
一症例：島根県家畜病鑑室原陽子、東智子

導入時着地検査でヨーネ病患畜と診断さ
れた23か月齢のホルスタイン種において、
法令殺後の病理組織学的検査でEimeria bov
is（E.bovis）の寄生を認めた。空腸から結
腸にコクシジウム様原虫を確認。特に回腸
下部で多様な発育段階の原虫がみられ、粘
膜固有層のリンパ管内皮細胞内にはE.bovis
に特徴的な最大直径約300㎛の大型シゾント
を確認。回腸のパラフィン包埋切片からDNA
を抽出し実施したEimeria属原虫の種鑑別PC
R法（Kawaharaら, 2010）により、E.bovis
の特異遺伝子を検出。なお、当該牛は臨床
症状なし、ヨーネ菌のリアルタイムPCR検査
で糞便のみからヨーネ菌遺伝子検出、培養
検査陰性、病理組織学的検査でヨーネ病の
特徴所見なし。成牛でEimeria属原虫感染事
例を検索した報告は少なく、今後も症例を
蓄積し、寄生種や消化管病変との関連等に
ついて検索を継続。

204.鶏卵黄抗体（IgY）製剤給与による新生
子牛下痢予防の検討：岡山県津山家保 小
山典子

大規模和牛繁殖農場において、出生後母
牛より即日分離もしくは外部導入された新
生子牛で、約1週齢から下痢が多発。糞便検
査でほぼ全頭からクリプトスポリジウム(C

R)もしくはロタウイルスを検出。人工哺育
牛の血清総蛋白値は母牛同居子牛と比べ低
く、低免疫状態のため下痢が多発したと推
察。そこでCR・ロタ等に対する特異抗体を
含むIgY製剤を代用乳に添加し、下痢予防対
策を検討。IgY製剤60gを単回添加給与では
下痢日数10.6日・治療回数8.3回、IgY製剤1
0gずつ6日間連続給与では下痢日数12.5日・
治療回数11.5回で、いずれも検討前の下痢
日数10.2日・治療回数10.1回と比べ効果を
認めず。次にIgY製剤の投与量を見直しIgY
製剤30g単回給与後10gずつ13日間連続給与
により、下痢日数2.6日・治療回数4.5回と
下痢発生が低減。本農場ではCRが常在化し
ており、有効な対策を講じ難かったが、生
後14日齢までのIgY製剤連続給与が、CR等の
新生子牛下痢予防に効果があると示唆され
た。

205.一肉用牛農場のコクシジウム病対策：
徳島県西部家保 森本実奈子、富久章子

管内肉用牛農家でトルトラズリル製剤を
投与しているにもかかわらず、コクシジウ
ム病で死亡する例が発生。その対策として、
発症防御可能な投薬時期の検討や衛生指導
を行った。トルトラズリル製剤投与時期を
検討するため、42頭の導入時のOPG値調査。
自家産子、管内酪農家からの導入群では検
出限界(100OPG)以下。また、導入直後投薬
された4頭は、導入6週間後にOPG値がピーク
で血便や下痢が見られ発症予防できなかっ
た。更に、県外導入3頭を、導入時から約１
週間隔でOPG値を追跡。OPG値のピークは、
導入3週間後に見られた。以上から、トルト
ラズリル製剤投与時期は、導入から3週間後
の発症抑制を目的とし、導入後14日頃の投
薬が適当と推測し、投薬を開始した。衛生
管理対策として、農場東側牛舎の木製飼槽
をステンレス製に変更。また、子牛に水が
給与されていなかったため、水用バケツ設
置と給水を指示。その後、コクシジウム病
による死亡例はない。

206.帰ってきた肝蛭症：長崎県県北家保
秦祐介、鈴田史子

平成27年度から平成28年9月に、肝蛭症あ
るいはその関与を疑う症例が8例（8農家）
と急増。発生農家のうち、7農家では新ワラ
等給与が原因と推察。1農家（A農家）では
新ワラ等の給与なく、感染経路特定のため
調査を実施。A農家では、繁殖牛の放牧を実
施しており、糞便検査において、肝蛭陽性
は、繁殖牛17/29頭。駆虫2ヵ月目に、陽性
頭数は1/29頭と減少したが、4ヵ月目に20/3
4頭と再び増加。また、放牧場では、湿地帯
の存在と貝の生棲が確認され、採取したヒ
メモノアラガイから肝蛭のセルカリアやレ
ジアを検出。このことから、A農家では、放
牧場が感染源と判明し、放牧場を介した再
感染を確認。現在、A農家では、定期的な糞
便検査と駆虫、放牧場の感染源対策を実施。
他の発生農家へは、駆虫、稲ワラ給与方法、
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堆肥の完熟発酵を指導。管内農家に対し、
肝蛭注意喚起のパンフレットを作成し、和
牛部会総会、講習会、農家巡回時等での配
布や、家畜市場にパネルを展示。今後、水
田放牧を実施する農家に対して本事例を紹
介し、注意喚起の強化を実施予定。

207.一酪農家のネオスポラ浸潤状況調査：
宮崎県都城家保 倉永眞成

一酪農家の流産胎仔を病性鑑定したとこ
ろネオスポラ（N.c）症と診断され、母牛が
抗体検査で陽性であったことから、浸潤状
況調査を実施。牛82頭、飼い犬を2頭飼養。
牛、犬の血清を用いてIFA法によりN.c抗体
検査を行い、流産胎児の母牛のみが陽性。
その他の牛、飼い犬では陰性。犬2頭の糞便
を用い浮遊法を行い、犬2頭ともに陰性。N.
c抗体陽性となった母牛に同腹の仔牛は無
し。祖母牛は流産や繁殖障害があり、N.cに
感染していた可能性。抗体陽性牛は母牛の
みのため、水平感染は無く、祖母牛からの
垂直感染を受けた可能性。犬2頭は検査陰性
であり、N.c原虫が生活環を形成している可
能性は低い。また、犬と牛が容易に接触で
きるため、接触させないよう指導。定点カ
メラで野生動物の侵入状況調査を行いアナ
グマの侵入を確認。侵入したアナグマはN.c
の終宿主となるかは不明だが、感染原因と
なった可能性もあり、野生動物の侵入防止
対策を行うよう指導。

Ⅰ－４ 一般病・中毒・繁殖障害・栄養
代謝

208.母牛の飼養管理及び農場の衛生管理に
よる哺育牛の下痢症対策と効果：北海道留
萌家保 向井聡美、山城淳

一乳用牛飼養農場の哺育牛ほぼ全頭で長
期間下痢継続。A群ロタウイルス（RVA）及
びクリプトスポリジウム（Cr）等検出のほ
か、母牛及び哺育牛の栄養状態に課題があ
ると推察。母牛の血液性状及びボディコン
ディションスコア（BCS）、生後24～48時間
の哺育牛血清及び初乳のIgG１濃度を測定。
母牛の血液性状より、エネルギー不足が判
明。哺育牛血清IgG１濃度及び初乳IgG１濃
度不足から受動免疫伝達不全（FPT）と判定。
子牛の半数の下痢便、飼養環境と管理器具
からRVA及びCr抗原を検出。飼養者と関係機
関が協議し、母牛の配合飼料給与量増加及
び内容変更と粗飼料給与量増加、飼養環境
と管理器具の消毒方法を改善。その結果、
母牛の血液性状は乾乳牛中心に改善、母牛B
CSは2.5から2.9に上昇、FPT割合は33.3%か
ら25.0%へ、初乳IgG1濃度不足は41.4%から2
1.4%へ低下。RVA、Cr抗原検出率低下。哺育
牛下痢発生割合は100%から70%に減少。疾病
対策では飼養衛生・栄養管理の改善が重要
と考察。

209.黒毛和種繁殖農場の大脳皮質壊死症事
例：岩手県県北家保 大竹良祐、大山貴行

2016年10月、黒毛和種成雌牛60頭を飼養
する農場で、5ヶ月齢子牛1頭が流涎、痙攣、
四肢伸張及び遊泳運動を呈し、チアミン製
剤の治療で改善せず、剖検を実施。肉眼的
に後頭葉の大脳皮質で365nmの紫外線照射で
自家蛍光を発する層状の白色病巣を認め、
組織学的に神経細胞の層状壊死を確認。生
化学的に、治療後のためチアミン欠乏は確
認出来ず。疫学的に粗飼料不足と濃厚飼料
多給を確認、関連材料から鉛中毒を否定し、
総合的に大脳皮質壊死症と診断。剖検翌日、
2～5ヶ月齢の同居子牛5頭中1頭で呆然佇立、
過敏行動を観察し、全頭に予防的治療を実
施。同5頭の治療前血中チアミン濃度は35.8
±14.3ng/mlで、正常下限値に近い個体が散
見。再発防止策として、粗飼料の先行給与
と増量による飼料給与改善。改善1ヶ月後、
発生なく、同一月齢6頭の値は47.7±8.8ng/
mlと増加傾向でバラツキが減少。今後、飼
料給与改善後の効果検証し、発生予防と良
好な経営の維持に努めたい。

210.繁殖母牛における骨髄低形成に起因し
た汎血球減少症：福島県県中家保 今井直
人、稲見健司

49ヵ月齢の黒毛和種繁殖母牛が40℃以上
の発熱や下痢等の症状を示し、血液検査で
は貧血、総白血球数及び血小板の顕著な減
少が認められ、汎血球減少症を呈していた。
臨床獣医師が加療するも死亡し、病性鑑定
を実施した。同居牛に同様の症状を示す個
体はなく、飼料中にカビ毒は検出されなか
った。病理解剖では全身性黄疸、皮下及び
内臓諸臓器に多発性の小出血が認められ、
胸骨髄の淡色化、脊柱骨髄の一部及び大腿
骨頭の白色化が認められた。また、肝臓は
腫大し、暗赤色あるいは白色結節が多発、
肺は暗赤色モザイク状であった。組織所見
では骨髄低形成、壊死性線維素性肺炎及び
出血性胸膜炎、肝臓の壊死、脾臓での顕著
な髄外造血などが認められた。骨髄が荒廃
し、赤血球、顆粒球、血小板の細胞新生が
激減した結果、汎血球減少症となり、全身
性多発性出血や細菌による二次感染が生じ
死亡したと推察した。

211.人工哺育ET和牛子牛の代謝プロファイ
ルテスト：埼玉県中央家保 春山優唯

胚移植（ET）和牛子牛の人工哺乳・育成
期間中の代謝プロファイルテスト（MPT）の
適正値を検討。平成27年7月から平成28年12
月まで、肥育素牛として譲渡予定の雄子牛3
3頭のGGT、総蛋白（TP）、BUN、GOT、ミネ
ラル、電解質、総コレステロール（Tcho）、
グルコース（Glu）、ビタミンA（VA）の血
清中濃度を初乳摂取後2週間以内、1、3、6、
9か月齢時に測定。また、体測（体重、体高、
胸囲）成績との関連性を解析。GGTは初乳摂
取後2週間以内で有意に高値。TPは哺乳中低
値。Glu濃度は個体差があるが、哺乳中高値、
離乳後減少し、安定。Tcho及びBUNは、去勢
・離乳ストレスの影響あり。体測成績とGGT、
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VA濃度に相関あり。重回帰式の作成により、
VA濃度の概算が可能に。以上から、人工哺
育では、哺乳中はエネルギー不足に陥りや
すく、MPT値も個体差があるが、離乳後は自
然哺育値に近似。今後は枝肉重量成績等と
照合し、精密なMPT適正値を設定、健康な子
牛の育成及び管理に活用予定。

212.八丈島内の肉用牛の繁殖管理の現状と
課題：東京都家保 平間俊吾、磯田加奈子

八丈島内の繁殖成績を調査。当所が人工
授精を実施する5戸の肉用繁殖農場の平均分
娩間隔は499日で、全国平均である404.5日
と比較して約3か月延長。個体別でも分娩間
隔が365日未満の個体はなし。また、受胎率
は49%、発情発見率は66%、空胎日数は185日、
初回受精日数は159日で、空胎日数と初回受
精日数に大きな差がなく、受胎率と発情発
見率に大きな問題がないことから、島内に
おいて平均分娩間隔が延長している要因は
牛の発情回帰が遅いためと推察。次に、島
内一肉用繁殖農場（A）と島内一酪農場（F）
の成績を比較。受胎率はAが61%、Fが52%、
発情発見率はAが90%、Fが79%と大きな差は
ないが、分娩間隔はAが491日、Fが437日とA
で2か月ほど延長。この差は初回受精日数（A
：137日、B：91日）によるものと思われる
が、両農場の栄養状態に著しい差はなく、
子牛の離乳時期が影響している可能性が示
唆。今後、子牛の離乳時期を早めるよう指
導するとともに、栄養面についても調査し、
島内の1年1産の達成を目指す。

213.県内で初めて確認されたIARS異常症：
富山県東部家保 先名雅実、森岡秀就

IARS異常症は虚弱子牛症候群の原因の一
つで肉用牛の遺伝性疾患。管内の黒毛和種
繁殖農場で8カ月齢の雌子牛が肺炎を罹患
し、予後不良と診断され病性鑑定を実施。
当該牛は体重52kgと著しい発育不良。剖検
では胸腺の低形成、肺前葉の硬結肝変化、
脳脊髄液の貯留。病理組織学的検査では化
膿性気管支肺炎と側脳室の拡張。血液生化
学検査では白血球数、BUN、Creが上昇、Alb、
T-Choが低下。細菌学的検査では肺よりPast
eurella multocidaが分離。ウイルス学的検
査では牛ウイルス性下痢ウイルス遺伝子は
不検出。以上の結果より肺炎が関与した虚
弱子牛症候群と考え、IARS異常症を疑い血
統調査と遺伝子検査を実施。当該牛の父、
母牛ともに変異遺伝子がヘテロの保因牛、
当該牛はホモの発症牛と判定。病性鑑定と
遺伝子検査よりIARS異常症と県内で初めて
確認。保因牛同士を交配しなければ発症牛
は生まれないことから、対策として県内関
係者に注意喚起。

214.黒毛和種哺乳子牛におけるサルファ剤
中毒：富山県東部家保 岩本智恵子、森岡
秀就

サルファ剤は合成抗菌薬でスルファモノ
メトキシン（SMMX）等がある。肉用牛繁殖

農場で子牛2頭が血様下痢等を呈し、サルフ
ァ剤による治療で1頭は治癒したがもう1頭
が予後不良と診断され病性鑑定。当該牛は4
3日齢、体重40kg、削痩。剖検で胸腺低形成
のみを確認。病理組織学的検査で腎臓の近
位尿細管の空胞化を伴う広範囲の変性・壊
死を確認。寄生虫検査でコクシジウムオー
シスト陰性を確認。血液生化学検査でHt、
白血球、BUN、Cre値の上昇を確認。サルフ
ァ剤投与量は5日間通じて規定の2～3倍量投
与が判明。高速液体クロマトグラフ（HPLC）
によるSMMX分析で、腎臓で0.97μg/g、肝臓
で0.07μg/g検出。以上の結果よりサルファ
剤中毒と確定。中毒誘発要因は虚弱、低栄
養、脱水、SMMX過剰投与による腎障害と推
察。サルファ剤の腎毒性を認識した上での
投薬量の判断を獣医師等に指導。今後も確
定診断の一助となるHPLCのSMMX分析を検査
項目に加えデータの構築を図る。

215.搾乳牛における硝酸塩中毒の発生例と
圃場の硝酸塩調査：富山県西部家保 野田
基子、稲垣達也

乳用牛53頭飼養の酪農家で、H28年8月23
日、搾乳牛1頭が生草を採食後急死し、病性
鑑定のため、24日当所に搬入。同居牛に起
立不能等の症状を呈する搾乳牛が2頭存在。
25日に農場立ち入り調査を実施、給与生草
を採材。HPLC法による、死亡牛眼房水の硝
酸態窒素は24.8ppmで、死因は硝酸塩中毒と
診断。生草のRQフレックス法による硝酸態
窒素は2938ppm。18日間冷蔵後、HPLC法で硝
酸態窒素は119ppm、亜硝酸態窒素は447ppm
で、RQフレックス法の結果と合致せず。亜
硝酸態窒素発生原因の究明のため圃場調査
を実施。生草採取後、直ちに冷蔵・冷凍に
分け、HPLC法の測定実施。冷凍検体で硝酸
態窒素が3899ppmと最も高い検体では、亜硝
酸態窒素は検出されず、9日間以上の冷蔵検
体では、亜硝酸態窒素を508ppm検出。硝酸
塩中毒の原因は当該圃場の生草で、立ち入
り調査の生草において亜硝酸態窒素が検出
されたのは冷蔵保存中に生成されたものと
推察。検査材料の採取・保存に検討が必要。

216.脾破裂がみられた牛の組織球肉腫：富
山県西部家保 岡部知恵

肉用牛一貫農場で、肥育牛（黒毛和種、1
2歳、雌）が突然死し、病性鑑定を実施。剖
検では、腹腔内より10ℓ以上の血様腹水お
よび血餅が流出し、脾臓は高度に腫大（重
量22.5㎏）、脾体部に約10cmの亀裂部を確
認。病理組織学的には、脾臓の実質はほぼ
腫瘍細胞と赤血球に置換され、間質が乏し
い。腫瘍細胞は赤血球貪食能を持ち、中型
～大型で豊富な細胞質、核は円形～類円形
でしばしば輪郭が不規則、核は明るく、核
小体は目立たず、ギムザ染色では細胞質に
顆粒を認めず、組織球様。また、核分裂像
少数で、肝臓の類洞、肺胞毛細血管と体表
リンパ節のリンパ洞内にも確認。免疫染色
で、腫瘍細胞はHAM56 陽性、CD68検出不可、



- 44 -

CD3、CD20陰性。以上より組織球肉腫と診断。
細菌検査にて有意菌分離されず、ウイルス
検査にて牛白血病ウイルス特異遺伝子陰性。
死因は、腫瘍細胞の長期の増殖による支持
組織の破壊が脾破裂を促したと推察。国内
報告例と比較し、脾臓原発で脾破裂に至っ
た稀な症例。

217.経営継承した一酪農家の夢をかなえる
ために：福井県福井県家保 生水誠一、横
田昌己

経営移譲酪農家で実践研修後、平成27年4
月に第三者として経営継承。平成28年4月、
経営規模拡大のため、妊娠牛16頭を導入。
しかし、分娩時の周産期疾病による5頭の廃
用、出荷乳の乳脂肪率低下および繁殖成績
が悪化。普及指導員、診療獣医師および飼
料メーカー担当者と指導を開始。経営に関
する成績をすべて記録。周産期疾病対策、
乳質および繁殖成績改善のため品質の悪い
自給飼料から購入乾草へ切替え。繁殖管理
技術指導を月1回から週1回とし、発情発見
と人工授精の基本技術を徹底指導。結果、
経営コストや飼養管理の重要性が明白化。
周産期疾病での廃用がなくなり、出荷乳の
乳脂肪率も3.22の基準値未満から3.64の基
準値以上へと改善。子宮内膜炎や頚管粘液
量の少ない発情徴候が判明。繁殖指導や飼
料改善により人工授精や和牛の受精卵移植
で8頭が受胎。今後も就農者の夢の実現のた
めに継続的に酪農に従事できるよう、指導
していきたい。

218.門脈体循環性脳症を強く疑う子牛の一
事例：山梨県東部家保 秋山倫子、松下摩
弥

「門脈体循環性脳症」は門脈体循環シャ
ント（PSS）が原因の脳病変により神経症状
が発現した病態。2016年10月、神経症状を
呈し予後不良と診断された約2ヶ月齢の乳用
子牛の病性鑑定を実施し、門脈体循環性脳
症を強く疑うと診断。剖検では、肝臓表面
粗造、肝小葉明瞭化、左右腎臓腫大、左角
膜混濁。病原検索では病原体未検出。血液
生化学的検査では、GOT、GPT、BUN、CREは
高値を示さず、逆にBUNとCREは低値。病理
組織病変は肝臓と脳脊髄系に主座。肝三つ
組では小葉間動脈の増生がみられ、小葉間
静脈（門脈枝）は確認されず。肝三つ組に
付随して存在するリンパ管拡張。小葉内で
は、ディッセ腔がび慢性に拡張、小動脈増
生。大脳、中脳、脊髄に小空胞多発。剖検
時、異常血管（シャント）は未確認だが、
肝臓や脳の病理組織病変は、門脈体循環性
脳症の特徴病変を示した。PSSはイヌ等では
比較的よくみられるが、家畜での報告は少
なく、国内の牛での報告は数例のみであり
非常に稀な症例。

219.地域一貫生産を担う大規模和牛繁殖農
場の衛生指導（第3報）：岐阜県飛騨家保
川澄亜也乃、岩野良徳

A農場(繁殖牛約200頭)は、組合員である
肥育農場6戸に素牛を譲渡する農事組合法人
として平成20年に設立、24～25年度に呼吸
器病による子牛の死廃事故が多発。呼吸器
病対策として、26年度から哺育牛を別牛舎
で隔離し感染機会を低減する等の飼養環境
の適正化や、呼吸器病ワクチンの指導を強
化。毎月の譲渡時に肥育農場、関係機関を
交えて指導内容・検査結果に基づき検討会
を重ね、27年10月からRSウイルス病対策を
重視したワクチンプログラムに変更。その
結果、A農場では、譲渡時の平均増体日量は
顕著に向上。呼吸器病による死廃頭数も大
幅に減少し、27年以降呼吸器病による子牛
の死廃はない。一方、肥育農場ではA農場譲
渡牛の死廃頭数や、呼吸器病による診療頭
数及び回数は著しく減少し、A農場での的確
な衛生対策が肥育農場での事故低減に寄与
したと考える。今後も安定した地域一貫生
産を目指し、総合的な衛生対策の強化に取
り組む。

220.和牛子牛の下痢症における飼養衛生管
理指導：岐阜県飛騨家保 宮木乃里子、岩
野良徳

管内2農場で、平成28年8月、2～4ヶ月齢
子牛にコクシジウム症が発生した。子牛下
痢便から高病原性のEimeria bovis、中軽度
病原性のE.wyomingensis、E.bukidnonensis
などが検出された。抗コクシジウム薬（サ
ルファ剤）を投与したが、下痢が回復しな
かった。現地調査では、今回の子牛下痢の
発生には、A及びB農場共通して、ルーメン
が未発達な時期の粗飼料多給による消化不
良があり、加えてB農場では呼吸器疾患常在
化による体力損耗・免疫低下が関与してい
ると考えられた。そこで治療に加え、県作
成の「和牛子牛育成マニュアル」に基づき、
月齢にあわせた適正な粗飼料及び配合飼料
の給与、呼吸器病ワクチンプログラムの変
更を指導した。結果、両農場とも下痢の改
善が認められた。以上より子牛下痢の発生
要因は単独ではなく、病原検索及び適正な
予防・治療などの衛生対策と併せて、飼養
管理も踏まえた総合的な指導が重要である
と示された。

221.好酸球増多を伴う複数の血腫を呈した
黒毛和種子牛：京都府丹後家保 田中義信、
川島康成

和牛繁殖農場において抗生物質投与後、
複数の血腫を呈した黒毛和種子牛について
病性鑑定を実施。6か月齢子牛が左下腿部を
打撲・腫脹し、ペニシリンを投与（0病日）、
翌日に発熱し腫脹が臀部まで拡大。以後、
治療を継続し、血尿（15病日）、眼底出血
（28病日）、筋肉注射部位の腫脹、眼球蒼
白（47病日）を呈した。血液一般及び生化
学検査により予後不良と判断。鑑定殺後、
剖検を実施。血液検査所見：白血球数10,40
0/μl、好酸球比15.5%（濃染顆粒・空胞を
含む69.8%）、Ht16.7%、血小板数10,000/μ
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l、GOT 95U/L。剖検所見：腫脹部に血腫、
脾臓の萎縮、リンパ節に出血。病理組織学
的所見：血腫、リンパ節、脾臓に好酸球の
浸潤、血腫に肥満細胞の浸潤。臨床検査及
び精密検査結果から薬剤過敏症及び薬剤性
血小板減少症が疑われた。今後、血腫、浮
腫、流産等の発症歴のある個体については
濃染顆粒と空胞を含む好酸球の存在と薬剤
高感受性の関連性を調査する必要がある。

222.一酪農場で連続多発した先天性腸閉鎖
事例：兵庫県姫路家保 亀山衛、小倉裕司

管内の一酪農場で先天性腸閉鎖の連続多
発事例に遭遇。H27年9月、乳用牛250頭を飼
養する農場で4頭の交雑種（以下、F1）の新
生子牛に先天性結腸閉鎖が発生。所見は全
頭共通で、結腸は回盲部から数十㎝部で盲
端、円盤結腸、結腸近位、遠位ワナは欠損、
直腸から続く萎縮した結腸盲端遠位端は結
合織内で終止。同農場では胎齢35日からの
早期妊娠鑑定をH23年から実施したが、腸閉
鎖子牛（以下、腸閉鎖）が多発し、H27年7
月から妊娠鑑定を胎齢42日以降に変更。H23
〜28年10月の腸閉鎖の発生を調査。腸閉鎖
の発生は、H23年2頭（1.3%：腸閉鎖/分娩母
牛）、24年1頭（0.5%）、25年6頭（2.7%）、2
6年3頭（1.6%）、27年18頭（8.9%）、28年1
頭（0.5%）、合計31頭（2.7%）で全頭F1、H
28年3月以降は腸閉鎖の発生なし。腸閉鎖の
妊娠鑑定胎齢は35日9頭、36日14頭、37日4
頭、38日2頭、39日2頭。これらのことから、
同農場で連続多発した腸閉鎖は、早期妊娠
鑑定による人為的要因と考察。

223.大規模酪農場における周産期疾病低減
への取り組み：和歌山県紀南家保 岩尾基、
小谷茂

管内の大規模酪農場は、ステージ毎の群
管理により酪農を経営。その中で周産期疾
病の低減を図る取り組みを実施。調査は計5
回、乾乳牛95頭のボディコンディションス
コア（BCS）及び空胎日数、周産期の疾病状
況等を調査、その内50頭で血液検査を実施。
1～3回の調査で、BCS≧4及び2.75の牛に周
産期疾病が多発、BCS≧4で空胎日数が長く、
血液検査で全体的に肝機能障害が疑われ、
特にBCS2.75で強い傾向。そこで、開業獣医
師、農場コンサルタント、当所で協議し、B
CS≧4及び2.75を別群で管理。各産後マニュ
アルを追加。結果、疾病率は低減し、BCS2.
75の牛で肝機能障害が稍改善。別飼いによ
り採食量が確保され、肝臓の負担が軽減さ
れたと推察。BCS≧4で空胎日数が長いのは、
群管理により乳期延長で乳量減少に合せた
給餌が出来ないことによると推察。積極的
な繁殖検診と共に極端な過肥、削痩牛は繁
殖に供じない事とした。今後も３者による
協議を続け、より効果的な取り組みを行っ
ていきたい。

224.和牛一貫農場における経営改善に向
けた取組：鳥取県西部家保 渡邊祐治、

鳥取県西部農業改良普及所大山普及支所
藤永和巳

2016年6月開業獣医師から管内和牛一貫
経営農場において、「繁殖雌牛の種がつか
ない、肥育牛の事故も多いので検査して欲
しい」との相談があった。そこで開業獣医
師、共済獣医師、大山普及支所と連携して
粗飼料分析、一般血液検査、ビタミン測定、
栄養度判定を実施し、受胎率低下及び肥育
牛事故率増加の原因究明をおこなった。結
果、繁殖雌牛では栄養バランス、ビタミンA
値、栄養度等に問題があり、肥育牛ではビ
タミンA値に問題があることが判明した。検
査結果を基にバーンミーティングを実施し、
給与メニューの変更、ビタミン剤添加につ
いて提案した。4ヶ月後再度一般血液検査、
ビタミン測定、栄養度判定を実施したとこ
ろ、繁殖雌牛においては、ビタミンA値及び
栄養度の改善が見られ、肥育牛の事故も発
生していない。このたびは各分野の畜産関
係者と連携して経営改善に取り組むことが
できた。

225.黒毛和牛の血中β-カロチン濃度と繁殖
成績の関係：鳥取県倉吉家保 郡司美緒、
湯村優子

管内で繁殖牛の発情徴候が分かりにくい、
なかなか受胎しないといった農家からの相
談が増加。飼養管理面ではビタミンやミネ
ラルの豊富な良質粗飼料の給与が重要だが、
和牛農場では稲わらと濃厚飼料中心の給与
体系が主流。ビタミンAの前駆物質の一つで
あるβ-カロチンの血中濃度を200μg/dl以
上に維持すると分娩後早期の卵巣機能回復
や受胎成績が向上するという報告があるが、
適正量や給与期間については不明な点も多
い。今回、受胎率が約10%の和牛繁殖農場で
血中β-カロチン濃度を測定したところ、ほ
ぼ全頭が欠乏域とされる100μg/dl以下(平
均値は80.8μg/dl)であった。これらの牛に
1kg/日/頭のヘイキユーブを約4ヶ月間投与
し再度測定すると、β-カロチン血中濃度平
均値が165.9μg/dlに増加。対象牛全頭の受
胎を確認したのでその概要を報告。さらに
他の繁殖農場においてもβ-カロチン給与よ
る受胎率改善効果が認められたので併せて
報告。

226.管内における流死産事例の分析：鳥取
県鳥取家保 岩井歩

当管内で行った病性鑑定の解剖検査のう
ち、流死産事例は約3割。平成25年4月から2
8年11月に解剖を実施した流死産胎児214頭
について母牛と胎児の種類、分娩時月齢、
発生月、双胎の割合および死因を分析。ホ
ルスタイン（以下ホル）の初産で胎児がホ
ルまたはF1では半数以上が産道狭小による
難産で死亡。双胎は流死産のうち2割。また
分娩予定日と実際の分娩日との差と出生時
体重、難産の発生についての関係性も分析。
初産難産は分娩予定日後に偏在し、体重と
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超過日数には相関なし。管内の現状を知る
ため、酪農家および繁殖和牛農家で双胎妊
娠把握の有無、初産牛への種付け・分娩予
定日超過後の対応について聞き取り調査を
実施。双胎は半数が把握無し、ホルでの初
産種付けは2回目以降で交雑種やホル雌精液
が多い。分娩予定日超過後も積極的な対応
は少ない。引き続き分析を行い分娩事故低
減を目指す。

227.牛における消化管内異物の分類：鳥取
県倉吉家保 湯村優子

平成26年4月から平成28年11月までに倉吉
家保で病性鑑定を行った8ヶ月齢以上の牛19
3頭のうち、消化管内異物が確認された17頭
について分類。消化管内異物の内訳は針金
等の金属が最も多く（12頭）、その他に砂
利（4頭）、ロープ（1頭）を認めた。異物
が直接の死因と考えられるケースは5頭あ
り、原因は全て針金。また、5頭中4頭でパ
ーネット未投与。牛の針金等の金属性異物
による事故の多くはパーネット投与により
防止することが可能であるが、パーネット
を使用していない農家も存在し、継続的な
啓発が必要。

228.ビタミンA欠乏が原因と疑われた牛異常
産とその対応：島根県益田家保 松尾治彦、
藤井俊治

黒毛和種繁殖肥育一貫経営の大型農場（繁
殖60頭、肥育400頭）で早産が多発し、出生
子牛は虚弱傾向。異常産の認められた繁殖
牛を中心に抽出した15頭の血中ビタミンA（V
A）濃度は71.9±28.9IU/dl（mean±SD）、
妊娠末期4頭を含む10頭が保健量（80IU/dl）
以下。原因としてVA欠乏を疑う。対策とし
て繁殖牛全頭にVA125万IUの経口投与と、ビ
タミン剤の投与プログラムの修正を指導。
プログラム検証のため、分娩前後を中心に
繁殖牛を抽出し、血中VA濃度の追跡調査を
実施。指導後1回目の調査結果に基づき、プ
ログラムを分娩1カ月前、分娩時および妊娠
確定時のVA125万IU経口投与と、週1回のVA2
5万IU飼料添加に再度修正指導。指導後2回
目の調査で繁殖牛20頭の血中VA濃度は109.4
±14.5IU/dlとなり、全頭で保健量以上。プ
ログラムの修正により、以後、異常産の発
生や虚弱子牛の出生は認められず、出生子
牛の生時体重も改善傾向。

229.まき牛交配を主体とした和牛繁殖農場
への家畜衛生部の対応とその効果検証：島
根県出雲家保 大元隆夫、高仁敏光

当該（A）農場は、種雄牛4頭、繁殖雌牛1
76頭を飼育する和牛繁殖農場で、種雄牛を
用いた、まき牛による繁殖が特徴。まき牛
による自然交配は交配月日が分かりにくく、
分娩予定月日が特定できないことから分娩
事故が多発したため家畜診療所と連携し事
故対策を実施。今回、その効果を検証。A農
場への家畜衛生部の対応は①定期種畜検査
②平成20～21年度にかけて分娩事故が多発

したため、22年度からエコーを用いた胎齢
推定に基づく分娩予定日予測（分娩予測）
を実施。③飼養衛生管理指導として分娩予
測により分娩予定牛の早めの分娩房への移
動、濃厚飼料の増飼、ビタミン剤の投与を
励行し、新生子牛へは全頭人工初乳の給与
と鉄剤の投与を実施。その結果、定期種畜
検査により適正な種畜による交配が行われ、
分娩予測並びに分娩前後の飼養衛生管理指
導から分娩及び子牛事故も減少し、子牛の
生時体重も増加傾向にあった。以上から、A
農場への家畜衛生部の対応はその事業効果
が有るものと判断。

230.黒毛和種牛のエナメル上皮線維歯牙腫
の1症例：島根県家畜病鑑室 東智子、原陽
子

7か月齢の黒毛和種育成牛の歯肉部に腫瘤
形成を確認。2週間後、腫瘤を結紮除去し抗
生剤を投与したが、同部位から再発。初発
から1か月後に、バイオプシー材料の病理組
織学的検査を実施。エナメル上皮線維歯牙
腫と診断。畜主および臨床獣医師の意向に
より病性鑑定を実施。病理解剖時、腫瘤は
左側第一切歯基部にあり、横径4cm大の卵円
形、充実性で、表面にびらん形成、腫瘤内
部に砂粒感を確認。病理組織学的検査では、
粘膜固有層に腫瘍組織が増殖。腫瘍細胞は
歯胚に類似した構造を形成しながら増殖し、
歯質（エナメル質および象牙質）を産生。
レントゲン検査およびCT検査で、左側第一
切歯の変位と左側第一切歯基部から遠心性
に進行する下顎骨の骨吸収像を確認。病変
は下顎骨縫合部を越え右側下顎骨にも侵出。
画像解析は病変範囲の確認に有効。歯原性
腫瘍の発生頻度は低く、貴重な症例。画像
解析および病理組織学的検査の結果から、
外科的切除は困難であったと推察。

231.管内で発生した先天性牛異常産の3症例
： 島根県川本家保 源田隆志、石川初

【症例1】約250頭飼養酪農家にて、交雑
種、雄、双頭の子牛が娩出。外貌上耳輪部
から頭骨が融合し頸部から尾側は同一体。
口腔内は舌根部、脳は延髄で融合し、両頭
部口蓋裂、心室中隔欠損、大動脈騎乗を確
認。異常産関連ウイルス抗体陰性。頭部二
重体と診断。【症例2】約1800頭飼養酪農家
にて、ホルスタイン種、雌、ほぼ無毛の子
牛が娩出され、起立不能、盲目。皮膚の菲
薄化、毛包と汗腺等付属器の発達不良。脳
下垂体、甲状腺、副腎に著変なし。BVDウイ
ルス遺伝子陰性。生育可能減毛症と診断。
【症例3】約25頭飼養和牛繁殖農家にて、黒
毛和種、雌、ほぼ全ての腹部臓器、心臓、
肺の露出および胸椎のS状彎曲、頸椎～胸椎
部に重度彎曲の子牛が娩出。腹壁開口部は1
7×14×18×15cm。肺は左右各1葉で重度の
形成不全。BVDウイルス、アルボウイルス遺
伝子陰性。先天性腹壁破裂と診断。当該3症
例は感染性要因の関与しない先天性牛異常
産事例と診断。なお、当該3農場で続発事例
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は認めていない。今後も異常産症例の知見
の蓄積と適切な検査に心がけたい。

232.肉用育成牛に発生した大脳皮質壊死症
：徳島県徳島家保 中下弘子、松尾功治

黒毛和種繁殖農場において、2016年3月、
6ヶ月齢育成牛1頭が食欲不振の後、遊泳運
動、後弓反張および起立不能の神経症状を
呈したため、当所にて病性鑑定を実施。病
理解剖検査では、第4胃潰瘍を認めたほかは、
著変なし。細菌学的検査では、有意菌分離
陰性。理化学的検査では、紫外線照射（365
nm）による大脳皮質の自家蛍光を確認。生
化学的検査では、GOT、ALP、CPK、Glu値の
上昇、血液および組織中チアミン濃度の低
下（全血9.2ng/ml、大脳皮質0.4μg/g、肝
臓0.5μg/g）。病理組織学的検査では、大
脳皮質神経網の空胞化および神経細胞の乏
血性変化、第1胃から第3胃における軽度パ
ラケラトーシス、第4胃粘膜びらんを確認。
結果、チアミン欠乏による大脳皮質壊死症
と診断。同居牛に発生はなく、血液中チア
ミン濃度も正常範囲内（育成牛9頭29.2～58.
0ng/ml、哺育牛2頭47.8ng/ml 55.4ng/ml）。

233.管内和牛繁殖農家の繁殖状況と公共牧
場の有用性：高知県西部家保梼原支所 西
明仁、山岡昭彦

管内の和牛繁殖農家25戸のうち、21戸が
園芸や林業などと複合的に経営し、繁殖・
飼育に係るコスト・労力の省力化を図るた
め、夏山冬里方式を実施。夏の放牧先であ
るカルスト牧場が繁殖成績の向上に寄与し
ているか、農家とカルスト牧場の初回授精
及び再授精における日数と受胎率を比較し、
双方の利点・欠点を分析。初回授精は農家
で81.6日、カルスト牧場で77.7日。特にカ
ルスト牧場で分娩した牛に限定すると60.5
日で最短。しかし、時に早すぎる初回授精
は100日以降が最も受胎効率の良い農家での
初回授精と日数の乖離が大きく、受胎が遅
れる例も散見。初回授精の受胎率は農家で4
1.1％、カルスト牧場で49.5％と約8％高い。
また、受胎までの発情回数に対する授精率
は農家で41.9％、カルスト牧場で47.7％と
約6％高い。以上のことから、欠点はあって
も、カルスト牧場の利用は繁殖成績の向上
に有用と推測。

234.乳牛にみられた大脳皮質壊死症：高知
県中央家保 安藤正視

乳肉複合経営農家で、2016年4月8日に子
牛1頭が突然起立不能を呈し、翌日、開業獣
医師が泡沫性流涎、瞳孔散大、遊泳運動を
確認。治療奏功せず、予後不良と診断され、
4月12日病性鑑定を実施。剖検では、大脳で、
脳髄膜の血管充盈、頭頂葉を中心に前頭葉、
後頭葉および側頭葉にかけて淡黄色化。波
長365nmの紫外線照射にて、淡黄色化した領
域に一致して自家蛍光。頸最長筋に重度出
血巣。組織学的に大脳では、髄膜から大脳
皮質表層にかけてマクロファージ浸潤、髄

膜血管周囲で顕著。神経細胞の乏血性変化、
変性・壊死した神経細胞周囲の空胞化およ
び神経網の粗鬆化は大脳皮質深層で顕著、
一部では血管周囲腔の拡張、血管内皮細胞
の腫大。頸最長筋では重度出血と好中球を
主体とした炎症性細胞浸潤、筋繊維の大小
不同および硝子様変性。その他の臓器は著
変なし。細菌学的検査では、諸臓器から病
原細菌は分離されなかった。チアミン濃度
測定は未実施。

235.肉用牛繁殖農場への出生率向上対策と
子牛育成指導：長崎県対馬家保 安重由美
子、元村泰彦

平成27年度繁殖成績不良農家3戸に重点を
置き、飼養管理指導、発情発見指導、繁殖
障害牛の治療等の出生率向上対策を実施。
また、管内では、子牛用スターター（濃厚
飼料）の未給与や給与方法が適正でない農
場が多く、子牛の発育に影響を及ぼしてい
ると考えられたため、スターター給与牛と
未給与牛の第一胃粘膜発達の違いを写真で
示し、スターター給与の重要性を説明し給
与指導を実施。A農場の子牛出生率は27年度
18.2%から28年度52.4%に、B農場は42.9%か
ら71.4%に、C農場は50.0%から87.5%に上昇。
対馬市全体の出生率も72.7%から82.8%に上
昇。また、育成指導前に生まれた出荷子牛
の１日あたり増体量(DG)と指導後に生まれ
た出荷子牛のDGを比較。去勢は1.11から1.1
2に、雌は0.98から1.03に増加。重点指導を
行った3戸全てで出生率の向上が認められた
が、A農場にはさらなる指導等が必要。子牛
の育成指導も継続し、生産性向上に取り組
む。

236.黒毛和種胎子に発生した前駆Bリンパ芽
球性白血病の一症例：大分県大分家保 河
上友

2015年12月3日、予定日より20日早く死産
で娩出された黒毛和種胎子に全身の体表リ
ンパ節の腫大が見られ、病性鑑定を実施。
各臓器をHE染色、腫瘍細胞を免疫染色。当
該牛と母牛の牛白血病ウイルス（BLV）抗体
検査とPCR検査を実施。各臓器の菌分離を実
施。剖検では、肝臓が赤橙色、脾臓腫大、
胸腹水増量、全身のリンパ節と胸腺の腫大。
病理組織学的に、円形～類円形の核を有す
る中～大型の腫瘍細胞が、諸臓器やリンパ
節に浸潤・増殖。腫瘍細胞はクロマチン軽
～中等度凝集、大小不整の核小体、多数の
有糸分裂像を有す。類洞、肺毛細血管、赤
脾髄に多数の腫瘍細胞。免染で腫瘍細胞はC
D20・CD79・TdT陽性。CD3・CD5陰性。当該
牛および母牛はBLV抗体陰性、BLV特異遺伝
子検出されず、諸臓器で菌分離陰性。以上
の結果から臨床的に子牛型牛白血病、組織
学的に前駆Bリンパ芽球性白血病と診断。牛
白血病の更なる病態解明と組織学的分類を
活用した的確な診断のため、症例の蓄積が
必要。
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237.黒毛和種育成牛に認められた石灰沈着
症：鹿児島県鹿児島中央家保 中村誠

食欲不振、血便、しぶり、脱肛を呈し、
予後不良と判定された11か月齢の黒毛和種
去勢牛1頭について、鑑定殺を実施。剖検及
び病理組織学的に心内膜、血管及び腎臓に
重度の石灰沈着を確認。当該牛の給与飼料
には問題なく、地方病性の石灰沈着症を否
定。また、鑑定殺2か月前にビタミン（以下
Vit.）AD3E剤が過剰投与されていたことを
確認。推定された投与量（含有Vit.D3:3000
万IU）は当該牛の日要求量の1万倍以上で中
毒量。さらに、血清中の25(OH)Vit.D3（550.
4ng/mL）の著増(対照牛(34.9±7.9ng/mL(n=
5)）の10倍以上)、血清Ca濃度(12.5mg/dL)
及び血清IP濃度(9.1mg/dL)の増加、血清Mg
濃度（1.6mg/dL）の低下を確認。これらの
結果から、Vit.D過剰投与による石灰沈着症
と診断。Vit剤は入手が容易であり、利用農
家は多いが、過剰症に対する意識は低いと
思われるため、脂溶性Vitの過剰投与による
危険性と適正な使用について、広く周知啓
発を行うことが必要。

Ⅰ－５ 生理・生化学・薬理

238.市販LPSを抗原として構築したELISAの
牛サルモネラ症不活化ワクチン接種農場へ
の応用：山形県庄内家保 白鳥孝佳、富樫
克博

当所では平成27年、市販サルモネラO4群L
PSを抗原としたELISAによる抗体検査法を構
築。今回、構築したELISAのワクチン接種農
場への応用を検討。対象とした農場は平成2
7年、28年に牛サルモネラ症不活化ワクチン
接種を実施（酪農経営、成牛27頭飼養）。
ワクチンプログラムは、初年は3週間隔で2
回接種、2年目は単回接種とした。抗体検査
の結果、15か月齢以下の個体へのワクチン
接種で、十分な抗体が付与されない個体が
散見。育成牛へのワクチン接種では、接種
時の月齢を考慮する必要性が示唆。ワクチ
ン接種2年目の検査結果において、接種後、
牛群単位では初年と同等に抗体が上昇。単
回接種で十分な抗体付与効果を確認。一方、
個体単位では抗体の上昇、持続について差
を認めた。構築したELISAは、ワクチン抗体
の推移を把握することが出来、ワクチン接
種農場への応用が可能であると示唆。

239.牛の抗酸化能測定の基礎的研究：山口
県中部家保 山下太郎

牛の抗酸化能測定は、採血から遠心分離
までの時間がかかり、測定値に影響する可
能性があることから採血後の処理条件を検
討。その結果、採血後に常温保存して遠心
分離した血清では、時間とともに測定値が
増加したが、採血後に冷却保存して遠心分
離した血漿では、時間の影響を認めず。ま
た、血清及び血漿を－80℃で凍結保存し測
定した場合、2週間経過後も測定値の変化を
認めず。このことから遠心分離まで冷却保

存した血漿を用いた場合、安定した測定が
出来ることが確認され、異なる農場におけ
る検査値の比較が可能。抗酸化能に影響を
与える生化学検査値の調査を行った結果、F
e、Cu、Znと抗酸化能に弱い正の相関を認め
た。抗酸化能の向上にはFe、Cu、Znの摂取
が重要であると推察。今後、飼養環境や給
与飼料の違いが抗酸化能に与える影響を調
査し、疾病予防や生産性向上につなげてい
きたい。

240.県内で分離された黄色ブドウ球菌の薬
剤耐性状況：高知県中央家保 藤原理央

畜産現場での動物用抗菌性物質製剤（以
下抗菌剤）の使用により出現する薬剤耐性
菌は、家畜衛生のみならず公衆衛生上も問
題。今回、薬剤耐性状況比較のため、平成1
5年度に乳汁から分離された黄色ブドウ球菌
菌（以下SA）14株（以下A群）および平成28
年度に乳汁から分離された同菌7株（以下B
群）を用い13種類の抗菌剤について、1濃度
ディスク法にて薬剤感受性試験を実施。A群
では1株でABPCおよびPCGに耐性、2株でEMに
耐性。ABPC耐性株はβラクタマーゼ産生。B
群については1株でKMに耐性。OTC、GM、CEP
R、CEZ、CP、ERFX、CPFX、MBFXおよびSTに
はA群、B群ともに全ての株で感受性。B群で
は多剤耐性菌の出現や耐性薬剤数の増加は
確認されなかったが、継続して抗菌剤の慎
重使用に取り組むことが必要。今後は、SA
以外のブドウ球菌や、他の動物種由来株も
含めた薬剤耐性状況を把握していきたい。

241.代謝プロファイルテスト（MPT）を用い
た博多和牛農家への改善指導：福岡県中央
家保 広松理希、袈裟丸昇太

博多和牛肥育農家で、筋肉水腫による肉
質低下、下痢等の臨床症状を散見、血液検
査からVA欠乏症を確認。導入素牛の血中VA
値を測定したところ59～119IU/dlバラつき
あり。平成26年の胃腸炎・大腸炎による廃
棄率が約50%。平成26年9月の枝肉成績では
瑕疵率が約30％、1頭販売額が約832,000円。
１.対策：１）導入時、肥育前期及び仕上げ
期にVA製剤の給与、子牛生産農家にVA製剤
の給与を依頼、対策後の実態把握のためMPT
を実施、２）臨床観察強化、改善策等を提
案、３）枝肉成績及びと畜検査成績を分析。
２.結果と考察：血中VA値は肥育中期、後期
にかけて30IU/dl前後を維持、13～23カ月齢
の肥育牛のT-Cho平均148.3mg/dl、BUN平均1
5.6mg/dl、Alb平均3.3g/dlと改善し、摂取
飼料が安定化。内臓廃棄率は改善前後を比
較すると胃腸炎・大腸炎による廃棄率が約3
0ポイント低下。枝肉成績では平成28年9月
は瑕疵率が11％、1頭販売額が約1,237,000
円で平成26年9月と比較すると大幅に改善。

Ⅰ－６ 保健衛生行政

242.HPAI防疫措置における採卵鶏の高所作
業用捕鳥資材の検討：岩手県県北家保 高
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橋万世、千葉恒樹
【背景】HPAI防疫措置において、採卵鶏

舎での多段ケージ等高所飼養鶏の捕鳥及び
投下方法が課題。当初、厚紙円筒管（以下
ボイド管）の使用を検討したが、取扱い及
び保管に課題判明。代替資材としてポリエ
ステル製送風機用フレキシブルダクト（以
下ダクト管）の有用性を検証。【方法】試
験区：ダクト管、対照区：ボイド管、両区
とも口直径30cm、長さ2m。検証項目：投下
作業性（投下試験設定：高さ2.65ｍ、3～4
段直立式ケージを想定。3、6週齢の肉用廃
鶏20羽を供試。）、搬送性及び収容性。【結
果及び考察】投下時間に差はないが、ダク
ト管は可動性素材のため、翼等による投下
障害が軽微。またケージ上部への固定によ
り多様なケージ形態に対応可能。軽量かつ
折りたたみ可能なので省スペースでの収容
が利点。以上から、全ての項目でダクト管
が優位。県防疫措置検討会発生現地班検討
部会でダクト管の有用性を検討。今後緊急
防疫資材として実用化を進める。

243.バルク乳検査を用いた地域酪農協の乳
質改善への取組み：千葉県東部家保 関谷
圭美、坂元依子

管内酪農協から乳房炎対策のためバルク
乳検査依頼があり、合わせて乳質･乳量向上
支援に取組んだ。この酪農協組合員は飼養
規模が小さく高齢者が多い。H26県調査では
乳質改善の意識が低く乳量の少なさが問題。
組合員17戸中14戸で①バルク乳検査②搾乳
方法や牛舎環境の聞取り③搾乳立会で②の
内容を確認。結果は①搾乳衛生の指標であ
る環境性ブドウ球菌及びレンサ球菌が目標
値を超える農場が6割超。②日常の搾乳方法
に誤りがある、また③聞取りと異なり実際
は出来ていない農場が多数。講習会を開催
し搾乳衛生改善による乳房炎防除･乳質向上
は乳量増加･増収に直接繋がる事を説明、結
果を解説し個別に具体的･実行可能な改善点
を提案。各自すぐ取組を始める事となった。
今回の意識の高まりを契機に定期的な検査･
検討･改善というサイクルを継続し乳質･乳
量向上を図り、酪農家の経営改善と県民へ
の高品質な牛乳の提供につなげたい。

244.現地対応に重点を置いた病性鑑定の取
り組み：東京都東京都家保 寺崎敏明、藤
森英雄

病性鑑定成績を有効活用し、農場の衛生
状況改善、損耗防止を図るため、平成28年
度より現地対応に重点を置いた対策を実施。
地方病性牛白血病（EBL）対策、生化学検査
による乳牛の周産期事故防止対策を実施。E
BL対策は、清浄化に意欲のある１地域６農
場を選定、ELISA抗体陽性牛全頭の臨床観察、
血液検査およびウイルス検査を行い13頭の
持続性リンパ球増多症牛を特定。成績還元
と個々の農場が必要とする事項を確認しな
がら助言・指導を実施。周産期対策は、東
京都酪農業協同組合が主催するバーンミー

ティングに参加、指導対象２農場に対し乳
牛の臨床観察、採血、生化学検査を実施。
検査成績は農場および関係機関と共有し飼
料給与や繁殖指導等、多方面からのアドバ
イスを実施。指導の結果、夏期の周産期事
故が低減し分娩が順調に推移。一連の取り
組みから、EBL清浄化に向け一歩踏み込んだ
指導の推進、周産期事故の防止および飼養
改善の効果が見られた。

245.若手酪農家による小学校出前授業「酪
農ふれあい体験」と家畜保健衛生所の役割
：新潟県下越家保 福留静

H24年度、若手酪農後継者が中心となり、
酪農に関する勉強会開催と消費者交流(酪農
への理解促進)を活動の柱としてTeam Milk
Factory(TMF)を立ち上げ。TMFには酪農家の
他、飼料会社、JA、普及センター、家畜保
健衛生所(家保)が参加。消費者交流の一環
として、TMFから地元教育委員会へ小学校で
の出前授業開催を働きかけ、H25年度からTM
Fで小学校への出前授業「酪農ふれあい体験」
を開始。本活動では、酪農教育ファームフ
ァシリテーターに指定された酪農家が主体
となり、子牛とのふれあいの他、酪農の仕
事紹介、スケッチ、バター作り等を実施。
家保は本活動に当初から参加し、活動に使
用する子牛の衛生検査の他、子牛の心音聴
診等を担当。その他に、農場での活動の場
合は飼養衛生管理基準に従い、ふれあい前
後の子供たちの手指及び靴底消毒指導を実
施。本活動は、H27年度まで3校で継続実施
していたが、H28年度は希望校が増え活動の
幅を拡大、7校で延べ421名が参加。

246.勉強会を通じた地域酪農経営の活性化
支援：新潟県中央家保 堀江香会、権田寛
子

平成27年度に開業獣医師の「若手酪農家
の交流の場を」との声かけで管内の一地域
で酪農勉強会が発足。地元酪農組合が事務
局となり酪農家、開業獣医師、家保、地域
振興局、農業共済組合連合会、製薬会社、
飼料会社、北陸酪農業協同組合連合会が参
加、テーマは参加者の希望で決定し適任者
が講師を務める。家保は乳房炎と搾乳衛生
について講師を担当、他に「繁殖障害」「乳
牛健康診断」「農場HACCP」等のテーマで隔
月開催。地域外酪農家も自由に参加し酪農
家同士の情報交換が活発化、最新情報を共
有する場としても機能。酪農家の生乳に対
する安全意識が向上し体細胞数にも好影響、
平成28年度は管内から2戸のクリーンミルク
生産農場が誕生。体細胞数上昇時に家保と
他組織が問題意識を共有し、連携して乳質
改善指導に当たるなど2次的な効果も認めら
れた。今後も同取組を継続し酪農家への情
報提供と乳質ひいては経営改善意識の向上
・継続に寄与したい。

247.県内初の酪農場における農場HACCP認証
に向けた取組：新潟県下越家保 山家菜摘
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美、福留静
搾乳牛70頭規模の家族経営の酪農場にお

いて、経営者の意向により、平成25年11月
より農場HACCP認証に向けた取組開始。経営
者、家保を含む関係機関6団体、計8名でHAC
CPチーム編成。家保は飼養衛生管理、文書
整備等を支援。月1回の会議を開催し、危害
要因の分析、一般的衛生管理プログラムの
確立、HACCP計画の作成を実施。平成26年12
月、農場HACCP推進農場に指定。家保による
内部検証、経営者の是正措置報告によるシ
ステムの検証・改善を実施。平成28年11月、
認証基準を満たす文書等が整備され、翌年1
月、農場HACCP認証申請。今後、書類審査・
実地審査を経て、県内初の認証取得予定。
この取組により、危害要因の管理、衛生費
用削減と衛生レベルの維持、生産物のアピ
ールが可能となった。今後も現システムを
発展させるため、会議を継続し、システム
の定期的な検証・改善により飼養衛生レベ
ルや畜産物の安全性の向上を継続的に支援。

248.家畜集合施設における防疫演習の成果
と課題：長野県松本家保 徳武慎哉

家畜集合施設(子牛市場)における初動防
疫演習を本県で初めて実施。県外での口蹄
疫発生を想定し、①情報伝達：園芸畜産課
を中心に、関係機関の間で口蹄疫発生情報
や当該県からの家畜導入情報等の伝達訓練。
②農場立ち入り：肉牛農場において口蹄疫
病変好発部位の撮影、疫学情報等の聞取り
と情報伝達。③消毒訓練：実際の市場開催
に併せて、車両消毒、石灰乳散布、家畜の
健康確認を実施。更に、④市場来場者(家畜
出品者、購買者等)への啓発活動：防疫服の
着脱体験や研修会等を実施。演習の結果、
家保と関係機関または発生農場間の情報共
有方法、消毒用機械の操作、家畜の健康確
認方法等に改善が必要と判断。今後も演習
を継続し、家畜衛生に関係する職員の技術、
知識の習熟に努めると共に、家畜飼養者へ
の啓発活動に取り組む事が必要。来年度は、
発生農場で初動防疫にあたる防疫リーダー
育成を目的として家保若手職員等に対する
教育訓練を実施したい。

249.畜産クラスター事業を活用し規模拡大
した酪農場への対応：長野県伊那家保 青
木一郎

平成27年度畜産クラスター事業を活用し、
2戸の酪農場で牛舎を新築（以下A牧場）ま
たは増築（以下B牧場）し増頭。平成28年4
月から11月まで県外から144頭導入。平成28
年11月出荷乳量は2農場で前年比2倍に増加。
規模拡大支援として、環境測定、繁殖検診、
代謝プロファイルテスト等を実施。環境測
定は、A牧場と近隣の牛舎（以下C牧場）に
温度データロガーを設置し、1時間毎に測定。
A牧場は、5月19日から25℃以上の時間が多
く、5月23日15時には30℃となり、C牧場よ
り3.1℃高かった。関係機関とともに検討し
て、ダクトファンを設置し、細霧が牛体に

あたるようにした結果、8月上旬にはC牧場
との差は約2℃減少した。また、9月に代謝
プロファイルテストを実施し、繁殖検診や
人工授精時の卵巣や子宮の状況等から、分
娩してから受胎するまでの牛に、10月から
アルファルファの追加給与を実施し受胎率
向上を図った。

250.酪農家を対象に実施した初動防疫演習
：愛知県中央家保 田代真奈美、新井澄江

農家は「防疫演習」の言葉から殺処分・
埋却処分を連想した拒否反応が多く養牛農
場で演習が実施されたことはない。今回、
病原体侵入防止に必要な消毒方法をテーマ
に初動防疫演習として地域の農家を1農場内
に集め演習を実施。【内容】以下4点の確認
①有効な消毒方法②石灰散布量③車両消毒
④道路消毒液散布車の実演。演習後内容評
価のアンケートを参加者に実施。【結果】
演習は「理解できた79％」、「工夫が必要14
%」、「無回答7%」、評価は内容の①、②は全
員が良かったと回答。【まとめ】演習を農
場内で実施したことから各農家間と市・団
体の活発な意見交換が行われた。参加者全
員で消毒の重要性を再確認。地域ぐるみの
演習を実施したことで、連帯感及び防疫力
が向上。内容別の好評理由は、日常作業で
容易に実行可能な基本的消毒内容であった
と推察。今後も他地域も同様な取り組みを
実施し、地域の防疫力向上を目指して開催
する予定。

251.内臓廃棄データを利用した肥育牛飼養
管理指導：三重県南勢家保 黒石菜乃花、
林義規

2013年度より管内肥育肉牛農場15戸が所
属する和牛部会において、家畜保健衛生所
を含む県関係機関と農協が連携し地域全体
の肉質向上を目指した飼養衛生管理指導を
実施している。ビタミンA等の血液生化学検
査成績をもとにした飼料管理指導に加え、
食肉衛生検査所等の協力の下、2015年4月か
ら2016年7月までの内臓廃棄データを調査。
和牛雌全体（7,872頭）と和牛部会（494頭）
を比較。結果、大腸炎廃棄では和牛雌全体
が10.9%に対し和牛部会は19.4%、腸脂肪壊
死廃棄では9.9%に対し15.6%であった。更に
産地別に比較すると同廃棄項目についてH県
産牛の割合が高く、各農家でばらつきがみ
られた。肝廃棄については、農家間でばら
つきがあったがH県産牛の割合は逆に低かっ
た。この結果を検討会で還元し、農家は各
県産牛の特徴を理解し飼養することの重要
性を再確認した。また、各農家の特徴や問
題点を把握でき意欲向上につながった。

252.一酪農場における黄色ブドウ球菌性乳
房炎対策指導：京都府山城家保 石森裕、
渡邊英史

管内の一酪農場（成牛25頭規模）におい
て黄色ブドウ球菌（SA）を原因とする乳房
炎がまん延、平成26年1月には乳中平均体細
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胞数が100万/mLを超過。原因究明、拡大防
止、体細胞数低減等について農家、NOSAI、
家保が協力して対策を実施。農場内の牛の
全頭検査によりSA感染牛を特定し、感染牛
の移動と搾乳順の変更並びに治療又は早期
淘汰を指導。非感染牛の検査を継続して行
い、新たな感染があれば同様の対応を実施。
牛床や使用器具等の飼養環境内の検査を行
い、SAが検出された部分を消毒。搾乳に立
ち会い手技を改善。平成26年1月には搾乳牛
24頭中15頭が陽性牛だったが、感染拡大防
止対策や治療又は淘汰により平成27年11月
には21頭中1頭に減少し、乳中平均体細胞数
も10万/mL以下に減少。その後も1年以上に
わたり10万/mL以下を維持、一連のSA対策で
農場全体の衛生レベルを向上。新たなSA陽
性牛が散発するため、感染源の究明と発生
予防対策に引き続き注力。

253.県内2例目となった農場HACCP認証取得
と農場HACCP構築・運用の現状と課題：鳥取
県倉吉家保 下岸照和、郡司美緒

管内の和牛肥育農場が平成28年11月に県
内2例目となる農場HACCP認証を取得。県外N
PO法人が構築に大きく関与した1例目農場と
異なり、当該農場では管内を中心とした農
場HACCP初心者からなるチームが構築を進
め、キックオフ開催からおよそ3年半を経て
認証取得に到達。当該農場以外にも県内に
は構築に取り組む農場が複数あるが、その
多くは個人経営・家族経営で農場単独での
構築は困難であり、県機関とりわけ家保の
関与が不可欠。先行事例で得たノウハウを
県内全体で共有・活用させるべく他地区で
の構築にも参加。認証取得後の運用におい
ても一定の関与・指導が継続的に必要であ
るため、取組農場の増加に伴い担当者の業
務量が経時的に増加していくことが推察。
研修受講等による継続的な指導者の養成な
らびに実地をふまえたスキルアップが必要。

254.バーンミーティングによる農場改善に
向けた取組事例：鳥取県西部家保 植松亜
紀子、田島理子

管内酪農場においてバーンミーティング
を開催しながら農場改善に向けて取り組ん
だので2事例を報告する。
事例1：A農場は繁殖成績が悪いとのことで
検査依頼を受けた。関係機関と協力し、バ
ーンミーティングを実施しながら飼料・乳
質分析、代謝プロファイルテストを行った。
飼料組成、給与方法の変更を実施した結果、
繁殖成績が向上した。
事例2：B農場は子牛の下痢が多く、育成牛
の死廃が続いていた。農場主により問題解
決に向けての相談を受け、同様にバーンミ
ーティングを実施し、農場の現状把握を行
った。子牛育成期の飼養管理に問題点が見
られ、現在見直しを行い改善を図っている。

255.県内初農場HACCP認証取得に向けた取組
：岡山県真庭家保 田中恵

消費者の食の安全性への関心の高まりと
畜産物のより一層の安全性の確保から、全
国的に農場HACCPへの取組が拡大している。
本県初の農場HACCP認証（以下、認証）取得
に向けた管内酪農場における取組の概要を
報告。本農場は酪農の実践教育を行う専修
学校で、牛の品種と管理方式の異なる2牧場
を運営し、管理作業に職員と学生の他、外
部からの短期研修生が加わることが特徴。
安定した作業による品質・安全性の確保や、
これからの酪農を担う学生への教育のため
認証取得への取組を開始。家保は主に衛生
管理及び関係法令について助言。取組によ
り、飼養衛生管理基準の遵守や一般的衛生
管理プログラムによる作業の統一化、事故
防止等の情報共有が可能となった。両牧場
は平成26年3月に農場HACCP推進農場に指定
され、平成28年12月に第２牧場の認証審査
が終了し、県内初となる認証を取得予定。
認証取得後もPDCAサイクルによる更なる安
全性の向上を支援すると共に、本農場で作
成した様式を活用し、他農場へHACCP方式に
よる管理を普及していきたい。

256.肉用牛飼養農家の牛白血病清浄化への
取組：広島県東部家保 大道結乃、秋山昌
紀

牛白血病の清浄化に向け、管内の肉用繁
殖牛飼養農家107戸を対象に、地域の農協と
連携し説明会を開催し、牛白血病ウイルス
抗体検査（抗体検査）への意向調査を実施。
説明会への出席戸数は49戸。農家の本病に
対する不安を払しょくし、理解を深めるた
め牛白血病の病態、発生状況、感染予防及
び清浄化対策（浸潤状況の把握、陽性牛の
分離飼育、吸血昆虫対策、子牛の初乳対策、
陽性牛の継続飼育）を説明。欠席者には立
入により説明。意向調査で新たに希望した7
2戸を含む90戸で抗体検査を実施予定。今回
の取組により個々及び地域の牛白血病に対
する防疫意識が向上。今後、抗体検査希望
農家に対し検査及び飼養状況に応じた対策
を指導実施するとともに検査希望のなかっ
た農家に対し、繰り返し説明し理解の醸成
を図る。陽性牛の取扱い、家畜集合施設に
おけるまん延防止体制の構築及び市場出荷
子牛の抗体保有状況の把握など関係機関と
連携した取組の整備が課題。

257.肉用牛一貫経営農場の継続した呼吸器
病対策：山口県北部家保 直井秀明、中谷
英嗣

平成25年にウイルス性呼吸器病が集団発
生した肉用牛一貫経営大規模農場に対し、
定期的な衛生対策検討会の中で、ワクチン
プログラムの見直しや病原体侵入防止対策
などの呼吸器病対策を協議。結果、農場管
理者及び農場職員と情報の共有が図られ、
衛生対策等意識が醸成、車両消毒ゲート、
監視カメラ及び分娩通知システムを導入。
また、哺育期の免疫獲得、育成期までの損
耗低減を期待し、平成26年10月～28年１月
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の期間に生まれた6か月齢までの子牛130頭
を対象に、鼻腔粘膜ワクチン（M）接種試験
を実施（接種群89頭、非接種群41頭、平均4
6.3日齢で接種）。2～6か月齢の接種群/非
接種群の受診牛割合は40％/50％、受診牛の
平均治療回数は3.0回/3.2回、発熱（39.5度
以上）牛の割合は34.8％/42.9％、肺音異常
牛の割合は32.6％/45.2％M接種の効果に差
が見られなかったのは、当該農場が導入機
会の少ない一貫経営であったため、病原体
侵入リスクを抑制したと推察。

258.肉用牛一貫経営農場における生産性向
上への取り組み：愛媛県東予家保今治支所
西本鉄平、友國由香里

後継者が就農し愛媛あかね和牛生産に意
欲的に取り組む管内肉用牛一貫経営農場に
おいて、生産性向上支援を実施。平成28年3
月に関係機関を参集し検討会を開催。支援
体制を構築し、家保は繁殖部門と子牛の衛
生対策について重点的な指導を開始。繁殖
部門では家畜診療所と協力し定期的な繁殖
雌牛の飼養管理指導、繁殖検診及び妊娠鑑
定を、子牛の衛生対策では定期的な畜舎消
毒やワクチン接種等を実施。また酪農家へ
の受精卵移植協力依頼等により愛媛あかね
和牛増頭にも取り組む。これらの結果、飼
養者の管理意識向上、長期不受胎牛の受胎、
子牛の事故頭数低減。また酪農家3戸の協力
を得て、乳牛35頭に受精卵移植。今後も関
係機関と連携した指導を継続し、生産性向
上に取り組むとともに愛媛あかね和牛増頭
に向け支援していく。

259.肉用牛繁殖検診事業の展望と技術者育
成への取組：熊本県中央家保 山口寛二、
塚原敬典

事業の検診延頭数は年間1,500頭前後で推
移。妊娠診断はもとより、摘発された非妊
娠牛の対策に重点。27年度空胎牛の3分の2
以上が検診による次回発情への注意喚起、
臨床獣医師への治療依頼の指示、飼料給与
指導等により受胎するなど生産性向上に大
きく貢献。業務の多様化、技術者の退職等
により、今後、事業の円滑な推進には繁殖
検診技術者の育成が喫緊の課題と認識。検
診同行での指導のほか、人工授精講習会で
の講師、オブザーバー参加、臓器実習等実
施するとともに、胎膜反応、子宮内部感触
知が簡易かつ反復して習得できる「妊娠子
宮モデル」を考案するなど、独自の育成カ
リキュラムを実施。また、技術習得のレベ
ルを6段階に分け、現在の技術レベルと到達
目標を明確化。27年度には40代職員1名を単
独検診が可能なレベルに育成。今後、県下
統一した長期的、計画的な育成態勢や育成
方針の整備が必要であり、ワーキングチー
ムによる検討を開始。

260.生化学的アプローチによる褐毛和種肥
育農家の出荷成績向上への取組：熊本県中
央家保 藤園航

代謝プロファイルテスト（MPT）は、牛群
の栄養状態を客観的に評価し、飼養管理上
の問題点を明確にすることができる。今回、
褐毛和種肥育農家を対象に、管理獣医師及
び畜産団体と連携し、平成27年7月～28年4
月まで、毎月1回、延べ114頭でMPTを実施。
加えて、平成27年6月～28年4月、出荷牛17
頭の成績を調査、MPT開始前後で比較・検討。
検査成績は関係者で共有し、農家、畜産団
体、管理獣医師及び家保の四者で検討する
検討会を実施。MPT開始時に、ビタミン不足
による食欲不振が原因の養分摂取量減少及
び肝障害を疑い指導を開始。開始4ヵ月以降
には、血液検査値は改善。出荷についても、
MPT開始後に成績向上を確認。検討会を開催
したことで、飼養管理に対する意識の向上
を確認。肥育農家の出荷成績向上にMPTは有
用。今後は、他地域でも肥育牛のMPTを実施
し、普及・定着させ、県内褐毛和種肥育農
家の出荷成績向上を図る。

261.肉用牛肥育農場における県内初の農場H
ACCP認証取得の取組：大分県豊後大野家保

安達聡
黒毛和種150頭を飼養する肥育農家で、平

成26年6月から農場HACCP認証取得に向けた
取組を開始。農場、畜産協会、家保、動物
医薬品販売メーカーからなるHACCPチームを
発足し、関係書類の作成、農場の衛生管理
向上対策の実施、定期的な勉強会の開催等
を通じて農場にHACCP方式による管理を導
入。飼養衛生管理基準の遵守徹底や、抗生
物質・注射針残留防止対策等の取組の結果、
平成28年3月に県内初の農場HACCP認証農場
に指定。取組の効果として、従業員の衛生
意識が高まり、清掃・消毒の徹底や記録簿
の整備等を通じて農場の衛生レベルが向上。
取組開始以降、本農場では事故率０％を継
続、枝肉重量は増加傾向で推移し、飼養衛
生管理の向上が疾病の発生減少や早期発見
による生産性向上にも結びついたものと考
察。農場HACCPの導入には衛生対策や関連法
規等の専門知識が求められ、HACCPチームに
よる農場のサポートが必要。今後も家保と
して本制度の普及に努める。

262.哺乳ロボットに起因した子牛の疾病と
対策：大分県豊後大野家保 平島慎也

黒毛和種100頭を飼養する繁殖農家で、20
15年6月以降、哺乳ロボット舎移動後の子牛
に下痢が多発。10月には3ヶ月齢の子牛1頭
が死亡。下痢子牛14頭の糞便検査で、コク
シジウムオーシスト1000～4000（個/g）が9
頭、25000以上（個/g）が1頭、未検出が4頭。
線虫卵は全頭未検出。大腸菌数は10８～10
９が5頭、他は10８未満。哺乳ロボットのタ
ンク、ミキサー、ティートのスワブ4検体の
細菌学的検査で、全部位から大腸菌及び真
菌を検出。死亡子牛の病理解剖検査で、真
菌が原因と思われる壊死性化膿性気管支肺
炎及び過角化症を伴う化膿性胃炎と診断。
これらの結果から、哺乳ロボットの定期的
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な洗浄・消毒と周辺環境の改善、抗コクシ
ジウム製剤の投与を実施。以降、下痢を呈
す個体は減少し、2016年8月に実施した子牛
全頭の糞便検査及び哺乳ロボットの細菌検
査では異常を認めず。対策とモニタリング
によって子牛の疾病防除や良好な衛生環境
の維持につながることが示唆。

263.家畜人工授精業務の指導記録管理方法
の見直しと新たな指導方法：宮崎県都城家
保 横山水咲、小野英俊

家畜人工授精業務の指導記録は紙媒体で
保存されているため、検索に多大な労力を
要し指導に有効活用されていなかった。そ
こで、指導記録の管理方法を見直し、Acces
sを用いた管理システムを構築。既存の授精
師と授精所のExcel一覧データを活用し、過
去の指導内容を紙媒体から入力。管理シス
テムは、授精師免許情報、授精所開設情報
及び指導内容を時系列で閲覧可能。指導内
容の概要は管理システムで、詳細は紙媒体
で把握。定期立入検査では事前に授精師情
報を把握することができるので、要点を絞
った効率的な指導が可能。また、突発的事
案にも、過去の指導歴を簡単に把握するこ
とができ指導方針を一早く決定。家畜改良
増殖法違反の判断にも利用しやすい。さら
に、パスワード管理で所内担当職員が閲覧
できるので、主担当者不在時の事案対応や
担当者変更の引継時に有用。

264.西臼杵地域での肉用牛繁殖農場への生
産性向上巡回指導：宮崎県延岡家保 髙見
哲也、齊藤幸恵

西臼杵地域において、JA、農業改良普及
センター等と合同で、肉用牛繁殖農場6戸に
対し、生産性向上、経営安定化を図るため
の巡回指導を平成25年度から3年間実施。6
農場の平均分娩間隔は、平成25年度から400、
413、422日と延びたが、28年度の予測値は3
92日前後と大幅に改善の見込。初回種付け
日数の平均は、75、75、79日と推移し、28
年度は69日と約10日改善。6農場全体の母牛
頭数、分娩頭数は増加。子牛の生産率は、
平成25年度から69、74、88%と約2割改善。
これは、分娩前後での飼養管理等の改善に
より、長期不受胎牛を減少できたためと考
察。6農場での子牛の1日平均増体重は、雌
で平成25年度から0.95、0.99、0.93㎏/日と、
地域の平均（0.88㎏/日）を上回る値で推移。
去勢は、1.05、1.05、1.10㎏/日と増加傾向
で、地域の平均（0.98㎏/日）より良好。子
牛の平均セリ販売価格は年々増加傾向。さ
らに分娩間隔の短縮を図ることで、大きな
所得向上につながると考察。

265.農場HACCP取り組みへの支援：宮崎県宮
崎家保 畑和宏、北野典子

取り組み農場は従業員5名、牛750頭規模
の和牛肥育農場。レストランや直接販売も
行う。将来的に海外輸出も視野に入れ、生
産物の安全・安心を重要視。客観的な安全

性の確保、生産性向上に期待し農場HACCPに
取り組む。平成26年1月、認証に向けて取り
組みを開始。農場及び管理獣医師、動物薬
販売業者、畜産協会、家保が協力し、月1回
農場HACCPチーム会議を実施。家保は主に衛
生管理や関係法規について助言、従業員教
育の実施、内部検証を行う。会議では、必
要文書の作成と同時に、作業工程や衛生管
理を見直す。農場入場時の動線に問題があ
り、農場入口に管理棟を増設。さらに、検
証、改善、計画、実行を繰り返し、一般衛
生管理が継続的に向上。農場HACCP取り組み
により、作業員の作業理解度、衛生意識が
向上。抗菌性物質の使用量も減少。収益向
上にも期待。県内では農場HACCP認知度が低
く、認証農場も少ない。今後、本事例を紹
介し、取り組み農場を増やしたい。

266.肉用牛飼養農場の牛白血病清浄化対策
：鹿児島県北薩家保 岩沼有沙、大小田匡

平成27～28年度にかけて、牛白血病の清
浄化を目的として、5戸の農場で繁殖牛及び
繁殖候補牛の抗体検査及び遺伝子検査を実
施し、感染防止対策（対策）を指導。1回目
は繁殖牛の全頭検査で510頭中187頭が陽性
で、分離飼育、吸血昆虫の駆除、繁殖候補
牛の検査、器具の衛生対策、陽性牛の分娩
時の対応を指導。2回目以降は陰性牛の清浄
性確認検査を行い、2回目では364頭中39頭
が陽転、3回目では329頭中5頭が陽転。遺伝
子コピー数の多い母牛（高コピー牛）の産
子は陽性率が高くなる傾向。陽転率の低い
農場は対策が徹底されていたが、高い農場
は対策が確実に履行されておらず、対策が
経営者から現場まで浸透するように指導し
た結果、陽転率が低減。以上の結果より対
策の重要性が再確認され、また、高コピー
牛の扱いの重要性も示唆された。今後も対
策の徹底を継続するとともに、高コピー牛
の早期更新、陽性母牛産子の検査、導入牛
の2回検査等を行い、更なる清浄化に向けて
取り組んでいきたい。

267.乳用牛公共牧場における放牧衛生の現
状と課題：鹿児島県肝属家保 梅山直樹、
山﨑嘉都夫

県内公共牧場数は減少傾向にあり、この
原因の１つに小型ピロプラズマ病を中心と
した放牧病への対応がある。当家保では管
内1乳用牛公共牧場において継続的に小型ピ
ロプラズマ病対策に取り組んできた。これ
まで、入牧前に小型ピロプラズマ検査、牛
白血病抗体検査及び牛舎への石灰乳塗布を
実施。入牧時に耳標型外部寄生虫駆除剤の
装着を実施。入牧後は定期的に外部・内部
寄生虫駆除を目的としたプアオン式の外部
駆虫薬の投与を実施。小型ピロプラズマ感
染率が27年秋入牧、28年春入牧群において
これまでと異なった推移を示し、これは入
牧前に実施した石灰乳塗布が影響した可能
性。耳標型、プアオン式の外部寄生虫駆除
剤は小型ピロプラズマの感染防御に至って
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はいない。今後、石灰乳塗布等の効果の検
証。検討会等で関係機関と情報を共有、現
状に即した放牧衛生対策・指導に一層努め
ていきたい。

268.与那国島における口蹄疫防疫対策：沖
縄県八重山家保 角田雄飛、末澤遼平

与那国島は日本最西端に位置する国境の
島であり、口蹄疫の地理的侵入リスクが高
い島である。しかし、石垣市からの交通手
段は限られており、初動防疫が遅れる可能
性がある。そこで当家保では迅速な初動対
応を執ることを目的として、防疫演習に取
り組んだので報告する。初動防疫対応につ
いてロールプレイング演習を行い、その工
程でそれぞれの役割を確認するとともに、
地域の課題を洗い出した。消毒ポイント訓
練を行い、運営の流れ・役割・消毒手順を
確認。また、先遣隊の立ち入りは、通常病
性鑑定班の後になるが、今回、明らかな口
蹄疫疑いと設定したことから、病性鑑定班
と同時に立ち入る事が望ましいと考えられ
た。そのため今回の演習では同時に派遣す
ることにより、初動防疫対応の時間短縮が
図られた。今後の課題としてはウイルス拡
散防止のため農場敷地内での埋却を前提と
した場合、それが不可能な例外的対応につ
いても、検討する必要があると思われた。
また今後も各離島における課題を洗い出し、
地域に適した防疫体制を構築していく必要
があると考えられた。

Ⅰ－７ 畜産技術

269.過去10年間の栗原地域和牛産子検査の
分析と今後の展望：宮城県北部地方振興事
務所栗原地域事務所 佐藤元道、山田治

宮城全共以降も継続的に栗原地域の和牛
改良及び生産性向上を図ることを目的に、
指定交配で生産された約9ヶ月齢時雌子牛の
産子検査結果(平成17年～28年11月)と枝肉
形質(枝肉重量、ロース芯面積、バラの厚さ、
皮下脂肪厚、歩留、脂肪交雑)育種価(BV)及
び繁殖成績を分析。ほぼ10年で体高112.8㎝
→115.4㎝、胸囲154.0㎝→158.7㎝、日増体
量0.94㎏/日→1.07㎏/日に増加。発育判定、
体積・均称判定で改良が進捗。産子検査及
び期待BVの有用性を明らかにするため、検
査結果に加え宮城県肉用牛改良データベー
スを利用し、推定BVとの関連を分析。歩留
を除く推定BVの5項目と胸囲σ値で0.25～0.
47の相関(p<0.001)。推定BVと期待BVで0.49
～0.79の相関(p<0.001)。この結果、期待BV
は選抜指標として有用と示唆。子牛総合判
定A2級の初産月齢は23.6ヶ月、分娩間隔は4
11日（県平均24.8ヶ月、421日）。産肉能力
に加え、繁殖成績向上も視野に入れた対策
が重要。

270.放牧及び舎飼の飼養環境が黒毛和種繁
殖牛の栄養状態や免疫機能に及ぼす影響：
福島県県中家保 原恵

福島県では、原発事故によって放射性物
質で汚染された牧野を除染し、放牧再開に
向けた取り組み推進が課題。そこで、放牧
の効果を確認するため、過去に放牧経験の
ある黒毛和種繁殖牛を対象として、放牧お
よび舎飼いの飼養環境が牛の栄養状態やス
トレス、免疫機能に及ぼす影響を調査。血
液検査の結果、放牧期間中、放牧区は未放
牧区と比較し、栄養状態を示すBUN、TCho、
VA、VEが有意に高値。抗ストレス指標のSOD
活性は、放牧後半において有意に高値。ス
トレス指標のTBARS、Cortisolは、8月の一
期間を除き共に両区間で有意差はみられず、
下牧後の秋季から春季に上昇。免疫指標のI
gAは、放牧期間中、放牧区が未放牧区に比
べ、高値で推移し下牧後に低下。一方、未
放牧区では変化がみられず。放牧によって、
ビタミンレベルの向上のみならず、子牛免
疫で重要な役割のIgA産生能も向上。放牧は
舎飼に比べ、栄養状態や免疫機能に良い影
響を及ぼすことが示唆。

271.アシタバサイレージの調整（第二報）
：東京都東京都家保 磯田加奈子、平間俊
吾

平成20年度にアシタバ花茎部を利用した
サイレージの作成を報告したが、今回、調
整方法を改良。内側ビニール貼りフレコン
バッグ（再生品）を容器として、細断した
アシタバ花茎部160kg、フスマ20kgに対し市
販の生菌剤6gを添加、踏込、密封し87日後
に開封・調査した。嗜好性、官能検査、栄
養価は良好であり、フリーク評点は99点で
あった。容器（ステンレス容器→フレコン
バッグ）及び添加物（自家製の事前発酵液
→市販生菌剤）等の変更点により、前報と
比較して調整及び給与の作業量は軽減され
たが、酪酸産生量は増加した。生菌剤の購
入及びフスマの割合増（2%→11%）によって
調整費用は上昇したが、フスマ割合の抑制
により費用低減可能と考えられた。ただし、
サイレージ調整の労働力を夏季に集中的に
確保することが課題。

272.搾乳衛生向上を目指した自発的な行動
につながるバルク乳細菌検査の活用推進：
新潟県中越家保 佐藤圭介、馬上斉

バルク乳細菌検査（以下、バルク検査）
は分離菌の種類及び菌数をスコア化するこ
とで、搾乳衛生における問題点把握及び対
策の立案に有効なツール。平成28年に管内5
2戸中39戸でバルク検査を実施。生乳体細胞
数20万/ml以上の群で黄色ブドウ球菌、環境
性レンサ球菌及びブドウ球菌の平均スコア
が悪化。また平成27年10月からT地域5農場
でバルク検査を毎月実施、その後2農場を追
加。診療獣医師による乳頭スコアで一部農
場の過搾乳を示唆。これらの成績を基に診
療獣医師及び家保は農場毎に対策を立案、
酪農家の改善行動をサポート。地域内で研
修会を3回実施、成績優良農場が講師となる
など、活発に意見を交換し情報を共有。酪
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農家が自発的に搾乳機器の洗浄工程等を変
更し、搾乳立会を希望。毎月のバルク検査
は酪農家のモチベーション維持に有効、ま
たコミュニケーションツールとしても有用。
各農場の搾乳衛生が向上、生乳検査成績も
徐々に改善。

273.佐渡島内の公共放牧場におけるアブ対
策：新潟県中央家保佐渡支所 今井杏子、
岡本英司

佐渡島内では肉用繁殖牛を対象とした公
共放牧場が7箇所存在、約6割の繁殖農家が
利用。放牧場では吸血性のアブが毎年7月上
旬から9月上旬に大量発生、放牧牛への吸血
ストレスや牛白血病の伝播を懸念し新型ア
ブトラップを用いたアブ対策を実施。基幹
牧場の堂林放牧場において7月21日から10月
31日の期間に、2箇所合計4台を設置、トラ
ップ内に捕獲されたアブを毎日回収。結果、
4種284匹を捕獲。8月上旬をピークに、9月
以降捕獲されず発生は終息。主な種類は8月
上旬までがアカウシアブ、8月中旬以降はシ
ロフアブ、時期により捕獲されるアブが変
化。吸血個体数は減少し牛へのストレス軽
減効果及びトラップ内に捕獲されたアブが
逃げる構造上の問題が明らかになった。来
年度は構造の改善、設置場所、設置期間を
考慮し継続して設置し、牛へのストレス軽
減につなげる。

274.新発田産にいがた和牛の生産性向上に
向けた取組：新潟県下越家保 小野里洋行、
小見清

新発田地域の肥育牛経営については、県
の「にいがた和牛」増頭対策支援事業の活
用等により、交雑種肥育から和牛肥育への
転換や繁殖和牛の更新・増頭が進み、H22年
から和牛出荷が本格化。H21年の上物率は34
%と低く、H22年から3戸のモデル農場におい
て品質向上と地域ブランドの設立を目標と
した取組を開始。H24年には生産者を中心に
JA、市、普及センター、家保が連携し新発
田産にいがた和牛推進協議会を設立し、H28
年は6戸の農家に取組を拡大。家保は関係機
関と協力しビタミンAコントロールなど血液
検査による飼養管理技術の指導、疾病対策
支援、畜産安心ブランド（クリーンビーフ）
生産農場の認定推進を実施し、生産者全員
参加の合同検討会で成績を検討。協議会の
上物率は年々上昇。H26年には県指標である
80%を超え、H28年は85%。現在全6農場がク
リーンビーフ生産農場として認定。今後も
品質向上と出荷頭数の確保を目標に活動を
継続。

275.管内の受精卵移植関連事業の作業時間
の見直し：新潟県中越家保 馬上斉、佐藤義
政

管内の受精卵移植関連実績は黒毛和種の
採卵および移植が多く、診療獣医師（以下
獣医師）主体で実施。平成23～27年度は採
卵で回収した灌流液を獣医師が畜産研究セ

ンター（以下センター）に持込、センター
職員が受精卵の検卵、選別、新鮮卵移植用
および凍結保存用のストロー詰めを実施。
平成27年度は酪肉連携肥育素牛システム構
築事業が活用され、受精卵数確保のため採
卵回数が倍増、獣医師およびセンター職員
の作業量が増加。今年度は受精卵処理可能
な家畜保健衛生所（以下家保）職員が採卵
に立会、灌流液をセンターへ持込み、受精
卵処理。12月13日までに採卵回数15回、移
植可能受精卵124個を処理、獣医師の受精卵
業務時間が推定62時間短縮、センター職員
の作業量の軽減。現体制維持には家保の人
材育成が急務で、検卵およびストロー詰め
に特化し育成中。にいがた和牛増頭のため
には、今後も受精卵の活用が重要。

276.呼吸器病多発農家の消毒薬噴霧の検証
：富山県東部家保 田知慶久、池上良

多頭化により呼吸器病が多発している和
牛繁殖農家に対して消毒薬の空中噴霧を用
いた衛生管理手法を策定。安価な一重項酸
素製剤（製剤）を使用し、15分間噴霧60分
間休止を繰り返すプログラムを仮決定し、
平成28年11月7日と12月19日に製剤噴霧前後
の空中落下細菌数を測定。11月7日は噴霧器
導入直後、12月19日は1ヶ月以上運用してい
る状況で実施。測定は3棟の育成牛舎で行い、
噴霧器から3ｍ以内と5～30ｍの2ヶ所で、製
剤を15分間噴霧し噴霧前、終了直後、30分
後、60分後の空中落下細菌を採取し培養後
コロニー数を比較。30分後全ての箇所で細
菌数が減少。60分後でも細菌数の増加を抑
制。これらの結果から噴霧器から30ｍでも
殺菌効果があり、間隔を60分空けた間欠噴
霧でも有効であることを確認。また12月19
日に測定した噴霧前の細菌数が11月7日の噴
霧前と比較して顕著に少なく、1ヶ月以上製
剤を噴霧したことで牛舎内の衛生状況が改
善された可能性が示唆。

277.農家採卵の広域的受精卵移植実施体制
整備：富山県東部家保 中村吉史宏、池上
良

県内の黒毛和種繁殖牛からの農家での受
精卵採取(農家採卵)は、H20年度以降家保中
心に実施。今回、A肉用牛繁殖農家(A農家)
をはじめ普及した農家採卵で広域的ET実施
体制を整備。A農家は繁殖牛約140頭飼養、
採卵した受精卵を県内酪農家の乳用牛にET
し、生産された和子牛を引取り。これまで
の取組みは、①A農家と酪農家のマッチング
②新鮮卵ET実施体制整備③分娩事故防止対
策、哺育育成指導。その結果、①ET実施酪
農家は、H19年度は富山市内3戸だが、その
後県内広域に増え、H27年度までに30戸に増
加。②採卵は延べ89頭で実施し、平均正常
卵数はH23～28年度7.3～11.2個、ETは新鮮
卵の受胎率は51％(166/328頭)、凍結卵では
40％(106/268頭)。③流死産及び分娩事故と
哺育・育成期の事故を合わせた事故率はH20
年度50％だったが、H27年度16％と減少。生
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産頭数はH20年度以降増加し、H27年度53頭。
今後も関係機関と連携し、本取組みを推進。

278.ET受胎牛およびET産子の追跡調査：石
川県北部家保 村上成人

当所における胚移植（ET）で、移植頭数、
受胎頭数は増加したが、一部では流死産やE
T産子の生後死亡例が散見。今回、ET受胎牛
および産子の追跡調査を行い、その傾向と
今後の課題について検討。平成20～27年度
にETを実施し受胎確認した母牛491頭、ET産
子425頭について、流産、死産、分娩前死廃
事故、子牛市場出荷までの死亡原因、先天
性異常（奇形）の有無を調査。その結果、
受胎牛の流産26頭（5.3％）、死産28頭（5.
7％）、受胎牛死廃12頭（2.4％）、ET産子死
亡15頭（3.5％）、先天性異常5頭（1.2％、
内2頭死亡）、計86頭、17.5%が正常産子生
産、育成に至らず。受胎牛の流死産の発生
は散発的。死廃、産子死亡頭数は農家間で
偏りを認め、死廃原因は、受胎牛では乳房
炎、股関節脱臼等、産子では圧死、肺炎、
腸炎が多い傾向、死亡月齢は3か月齢以内に
集中。受胎牛事故、産子死は飼養管理の失
宜によるものが多く、これらの管理を徹底
することが必要。

279.一酪農家における繁殖成績改善への取
り組み：福井県福井県家保 小林崇之、朝
倉裕樹

平成28年6月に、酪農家から繁殖成績改善
依頼があり調査した結果、昨年10月以降か
ら受胎率が低下していること、妊娠牛割合
が低いこと、牛群検定で「繁殖遅延による
経産牛に経済損失」を表す指標である経産J
MRは91(福井県平均：51）を示し、経済損失
が大きく早急な対応が必要と判明。対策と
して、早期不受胎牛摘発や早期妊娠診断、
人工授精後5日目に腟内留置型ホルモン製剤
(CIDR)を挿入すること、技術指導員・診療
獣医師および当職員で行う繁殖検診を月1回
から月3回実施。その結果、受胎率は17.6%
から30.6%(11/36)に、妊娠牛の割合は36.4%
から50.0%に向上。特にCIDRを利用した1回
目の受胎率は21.0%(4/19)、2回目40.0％(4/
10)と2回目以降で改善。経産JMRは91から福
井県平均と同等52に改善し、経済損失が約4,
500,000円から約2,340,000円に軽減。今後
も診療・共済獣医師や農林総合事務所、市
町等と連携しながら継続して指導していく
予定。

280.放牧終了後のジャージー去勢牛の活用
：山梨県東部家保 増澤明久、石田昌弘

耕作放棄地への肉用牛等の放牧推進に向
け、民間主体による取り組みを検討。敷地
内でレストランを営む羊の観光牧場（F牧場）
に既存の羊肉の他、安価でイメージの良い
ジャージー去勢牛肉をラインナップに加え、
放牧から食品提供までストーリー性を持た
せた6次産業化の取り組みを提案。また、肉
の販売ルートを持たない耕種農家に対して

は牛をレンタルし、放牧終了後に食肉をF牧
場が引き取るという仕組みを提案して両者
間の必要経費等の取り扱いについて調整。
放牧実施の直前、ヨーネ病発生に伴う蔓延
防止の観点から、本年度の放牧は中止とし
たが次年度に向け、県内外のジャージー牛
飼養農家に対し導入の可否を調査。導入元
およびF牧場の間で導入方法等の調整を行
い、本年度構築したスキームにより放牧肉
を活用した地域ブランドの創出する計画を
作成。次年度は県内外の関係機関と綿密な
調整を図りながら放牧牛の6次産業化を推進
予定。

281.管内の酪農家における体系的な暑熱対
策の試み：長野県松本家保 大森朋子

酪農生産性向上対策における暑熱対策指
導を効率的に行うため、プロファイルの異
なる管内3戸の酪農家において測定項目・測
定方法・測定地点等を検討。A農家は南向き
暖地斜面に立地するため牛舎周囲の環境整
備とファン位置を中心に調整、B農家は牛舎
の増改築に伴いファンの設置位置と台数を
中心に調整、C農家はトンネル換気と細霧シ
ステムを導入している牛舎にダクトファン
の出力を中心に調整。それぞれの農場につ
いてデータロガーにより温度、風速、風量
など畜舎内微気候を計測。農場による立地
環境の違いや牛舎構造、出入り口や窓等開
口位置の違い、測定日の気象条件等により
同一条件でのデータ採取は困難。牛舎内複
数位置のデータを平均し、横臥率など快適
性を現す他の観測値と併せて経時的に比較
することで効果を判定。今後は取り組みの
体系化のため地域酪農サポートチームによ
り給与飼料や乳質向上と共にデータ集積の
予定。

282.畜産農家におけるハエ類対策の取組み
：長野県長野家保 矢彦沢小百合

農場内に侵入または発生する衛生害虫の
中でもハエ類は病原体を体に付着させて運
搬する可能性のみならず、近隣住宅へのハ
エの飛来という問題を惹起。ハエの被害を
受けている管内の畜産農家で、被害を軽減
するため各々の農家に即した対策を実施。
農場に隣接する食品工場からのハエ発生の
苦情があった養鶏農家では、10年にわたる
ハエ対策（除糞及び幼虫対策）に取組み、
近年苦情の出ないレベルまで減少。サシバ
エによる被害のあった牛飼養農家では除糞
を基本とした成虫及び幼虫対策を実施。近
隣住民からハエに対する苦情が寄せられた
繁殖和牛農家では、ハエの防除対策を中心
とした支援チームを設置。堆肥生産におい
て適正な水分調整の実施、未熟堆肥の早期
処理、ハエ幼虫駆除剤の定期的な散布、煙
霧機によるハエ成虫駆除剤の散布に取り組
み、併せて検証も実施。検証結果としてハ
エ類発生には気象条件、特に気温が影響す
ることと考察。
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283.管内酪農場の農場HACCP認証取得と運営
の取組：静岡県西部家保 森谷美咲、石神
勝幸

管内酪農場が平成26年12月から農場HACCP
認証取得のための取組を開始。経営者は6次
産業化を目指し直販を行い、衛生状況改善
の意欲が高く、3名の従業員と共に県等の指
導の元、手順書等の作成等に取り組んだ。
平成28年1月に内部検証を実施、5月に認証
取得。本農場では以前から廃棄乳が多く、
乳房炎牛の存在が問題となっていたが、認
証取得の取組実施に伴い、牛床の管理徹底、
乳房炎発生時の手順整理、従業員のミーテ
ィング徹底、高体細胞数牛の淘汰等、乳房
炎対策を実施。農場HACCP認証取得の取組を
通じて、経営者の意識が変化し、自主的に
乳房炎対策を実施することで、バルク乳中
体細胞数が低下。また、作業手順の整理、
マニュアルの作成により、従業員が交代し
ても同じように作業することが可能。今回、
取組により副次的に生産性や生乳品質が向
上したことが示唆。

284.酪農の生産性向上に向けた取り組み：
滋賀県滋賀県家保 坪根麻由子、山中美佳

本県の酪農は、平成27年現在、飼養戸数6
6戸、飼養頭数3,350戸、総生乳生産量20,58
5t。農家戸数の減少と点在化、繁殖成績の
悪化等の課題に対し、①牛群検定加入農家
の巡回指導②指導者や生産者向け研修会③
酪農家の交流会を実施。①は、20戸の巡回
指導を実施。乳量・乳質や繁殖等の問題点
を洗い出すため、新たに診療獣医師等との
検討会を開催。農場では、問題点の改善に
向けた指導等を実施。高泌乳牛に対する適
切な飼養管理、高齢化や人手不足による管
理失宜の改善が今後の課題。②は、外部講
師による研修会を3回開催。現地研修、実習
や座談会を実施し、実践的技術修得を図っ
た。③は、哺育育成をテーマに農家のつな
がり強化を図った。今後も、診療獣医師等
と連携し、成績不良または意欲のある農家
の重点指導、技術指導者向け研修会の開催、
酪農家向け勉強会や交流会の開催により、
関係者のつながり強化を図りつつ、生産性
の向上に重点的に取り組む。

285.試作忌避ネットを用いたサシバエ対策
：奈良県奈良県家保 大東真太郎、北川稔
子

試作忌避ネット（以下ネット）を用いた
サシバエ（以下ハエ）対策を検討。市販の
薬剤ネットより費用を抑えたネットを畜舎
の窓に設置。ハエへの忌避効果及び殺虫・
麻痺効果を期待し、畜舎内のハエの数や状
態変化を観察。ネットは、ペルメトリン製
剤に安価で薬剤が染み易い麻布を一晩浸漬
し、風乾して作成。実験室内では、市販の
薬剤ネットと同様の薬剤効果を確認。次に
管内酪農場の南北面の窓にネットを設置し、
野外試験を実施(10月～12月)。窓付近に各
二箇所ずつ設置した粘着シートへのハエの

一週間の平均付着数は、設置前に比べて設
置後に減少し(北側15.5→5、南側45→10)、
ネット下において麻痺又は死亡したハエが
多数存在したため、ネットのハエに対する
防除効果を確認。ネットの作成費用は約5,0
00円で、市販の薬剤ネットより低コストで
設置可。ネット設置後も畜舎内にハエやウ
ジを確認したため、牛舎の清掃など、総合
的な対策を含めたネットの活用を検討した
い。

286.子牛疾病予防プログラムの確実な実施
に向けた取り組み：和歌山県紀北家保 湯
橋翔、黒田順史

和牛子牛疾病に関し、当所では熊野牛子
牛育成マニュアルの子牛疾病予防プログラ
ム(PRG)実施を指導。しかし例年、腸炎・肺
炎が発生するため、PRG実施状況とその関連
性を調査し改善指導を検討。①5頭以上の母
牛を飼養する全和牛繁殖農家(8戸)のPRG実
施状況を調査し、実施率を算出。②PRGとの
関連性調査のため1)子牛発症疾病調査2)熊
野牛子牛市場(市場)成績調査3)子牛糞便寄
生虫検査。結果①PRG実施率が高い農家と低
い農家に大別。②1)腸炎・肺炎が大半、特
に腸炎は生後3か月以内多発。低実施率農家
は腸炎発生率が高かった。2)低実施率農家
は市場成績不良。3)約92%からコクシジウム
オーシスト検出。以上から、PRGの有効性が
再確認され、低実施率農家を重点的に改善
策を検討。低実施率農家に対し、家保によ
る作業時に併せて、農家によるPRG実施を確
認、また、全戸に対し、PRG実施チェック表
を配布。以上により、低実施率農家の実施
率向上。今後、高いPRG実施率維持が重要。

287.BCSを活用した個体管理技術向上に向け
た取り組み：和歌山県紀南家保 宮本泰成、
福島学

黒毛和種繁殖雌牛農家の生産性を阻害す
る要因として、繁殖障害、子牛の損耗、分
娩事故等がある。管内の状況は、繁殖成績
等も県内平均と比べ遜色ないが、更なるレ
ベルアップを望む声あり。飼養管理に関す
るアンケート調査を実施し、飼料給与に対
し問題を抱える農家が大半と判明。今回選
出した3農場にボディコンディションスコア
（以下BCS）測定による栄養状態把握、個体
毎の飼料の増減を指導並びに血液生化学性
状を調査、効果を検証。各農場のBCSは個体
毎のばらつきが大きく、更なる管理技術の
向上が必要。ただし２農場で生時体重の増
加等経済効果あり。血液生化学性状から、3
農家ともほぼ全頭でT-cho並びにGGTが上昇。
エコフィード（豆腐粕等）の脂肪分の高さ
が原因と推察。現在、繁殖成績等に影響は
ないが、将来何かしらの障害が発生する可
能性もある。今後コスト面と健康面を考慮
した、より緻密な飼料設計に基づいた指導
を実施していく。

288.乳牛雌性判別精液を利用した和牛増産
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モデルの構築：広島県北部家保 工藤敬幸、
栗原順三

乳牛雌性判別精液（性判別精液）の利用
により、後継牛を効率的に確保し、和牛受
精卵移植（和牛ET）を増加させるモデルの
構築を試行。酪農経営A牧場では経産牛を43
頭、未経産牛を14頭飼養。現状、後継牛を
通常精液で10頭生産。和牛ETは未経産牛の
みに実施。目標、性判別精液が受胎10頭・
受胎率30%、和牛ETが経産牛・未経産合わせ
て受胎10頭・受胎率40%。成績、性判別精液
が受胎9頭・受胎率27%、和牛ETが受胎4頭・
受胎率20%。成果、性判別精液による後継牛
の効率的な確保、経産牛への和牛ET受胎。
課題、未経産牛へ和牛ETを7頭実施したが不
受胎。牛群全体の受胎率（人工授精・和牛E
T）は25%と低水準。今後、牛群全体の繁殖
成績の向上対策が必要。

289.飼料稲栽培を取り込んだ法人経営で守
る集落営農：山口県中部家保 宗綱良治、
小杉真樹

山口市南部の7集落が138haの圃場整備を
行うことで、平成20年に農事組合法人Ｋ(Ｋ
法人)を立ち上げたが、近年の米価下落の影
響等による収益悪化が懸念される中、主食
用米から、加工用米等の補助金の有利な作
物に転換を図ることで収益確保に苦慮して
いた。平成23年、県は山口市南部を飼料用
イネ重点推進地域とし、Ｋ法人を集落営農
を基本とする法人に選定して各種事業を誘
導。そこで、家保は、事業をサポートする
ため、家保独自の支援策として、①しくみ
づくり、②製品販売先の確保、③収穫作業
組織の創設、④販売先情報のフィードバッ
ク､⑤堆肥の供給、⑥良質堆肥の製造、⑦カ
ラス対策、⑧ロールの計量と表示、⑨輸送
コストの低減を指導。その結果、栽培面積
が毎年増えるとともに、耕畜連携が進み、
飼料稲(飼料用イネ、飼料用米)34.9haで堆
肥還元による資源循環型農業が進展。飼料
稲栽培は、法人経営の収益を支えて、地元
の雇用等が進むとともに、集落維持に貢献。

290.周南地域で取り組まれた山口型放牧の
現状と課題：山口県東部家保 坂田芳則、
佐伯優紀恵

山口型放牧を推進する周南地域で放牧実
施効果を検証し、推進上の課題を検討した
ので、概要を報告する。【調査】1 放牧実
施状況調査を実施。2 調査から耕種農家の
事例を抽出し、効果と課題を分析。3 放牧
関連事業を活用し、関係機関による検討会
を開催。【成果】1 放牧実施戸数と面積は、
横ばいで推移。開始年度は耕種が約3年新し
く、新規取組の母体として期待できること
が判明。2 耕種への聞き取り調査から、山
口型放牧の効果として、1)獣害減少、2)景
観保全（除草）、3)放牧への住民理解の向
上が挙げられた。課題として、1)牛の調達
・管理、2)助成制度が不可欠と結論。3検討
会での優良事例への意見は、聞き取り調査

とほぼ同様と確認。【まとめ】畜産農家戸
数が減少する中、獣害対策や過疎化が課題
となる中山間地域で山口型放牧を推進する
には、耕種農家や法人組織等の耕種側への
取り組み誘導が有効。また、放牧牛や経費
の支援も必要不可欠と考察。

291.徳島県南部地域における受精卵移植業
務の改善：徳島県徳島家保 林宏美、鴻野
文男

和牛素牛の高騰により和牛繁殖農家（繁
殖農家）で受精卵利用による子牛生産が増
加。管内繁殖農家6戸中、H27年度は5戸が利
用。受精卵移植頭数H24年度13頭からH27年
度88頭。また、農家採卵実施延戸数はH24年
度3戸からH27年度11戸と増加。受精卵利用
増加とともに、次の問題が出てきた。①採
卵に関する過剰排卵処理(SOV)の煩雑さが高
齢化農家には負担。方法を検討。SOVより注
射回数の少ないワンショット法を採用。農
家採卵による平均受精卵数はSOV法：13.4個
/頭、ワンショット法11.1個/頭。Cランク以
上受精卵はSOV法：11.8個/頭、ワンショッ
ト法10.6個/頭。②受卵牛が少ない。未経産
交雑種牛を受卵牛とした受精卵移植を実施。
受胎率：14頭／30頭。また経産交雑種牛へ
の2卵移植を実施。受胎率：1頭／2頭で、2
頭の黒毛和種が分娩された。

292.腕山放牧牛における受胎率向上対策：
徳島県西部家保 藤本貴大、紀川将之

H28入牧牛について、放牧期間を通じた発
情誘起の簡易化と受胎率を向上させる効果
的な補助飼料の給与方法について検討。供
試牛は15頭のホルスタイン種乳用育成牛(入
牧時11～23ヶ月齢)。補助飼料は入牧後及び
退牧前1ヶ月間はイタリアン、トウモロコシ
サイレージ、ビート及びヘイキューブ等を
給与(合計10～14kg/日/頭)。その他の期間
は牧草のみとした。7月に実施した第1回目
の発情誘起はPG投与で行い、8月以降は不妊
に終わった授精対象牛の発情回帰を延長さ
せる目的でCIDRを用いて同期化を図った。
人工授精は直腸膣法により1発情1回授精で
実施。その結果、7月中の受胎率は46.1%(6/
13)、8月中は55.6%(5/9)、9月中は25.0%(1/
4)、10月中は66.7%(2/3)となり、平均受胎
率48.3%、退牧前妊娠率86.7%(13/15)となっ
た。来期は入牧早期から人工授精を実施す
るとともに、スムーズに発育・妊娠できる
よう草地の牧養力回復に努める。

293.肉用牛繁殖農家の規模拡大に向けた取
り組み：愛媛県中予家保 武智理恵、今井
士郎

繁殖母牛を16頭飼養している若手肉用牛
繁殖農家から、規模拡大にむけ繁殖及び育
成技術について相談を受けた。農家の繁殖
台帳から動態表を作成し繁殖状況を検証し
たところ、成績に差はあるものの一定の傾
向は見られなかった。また繁殖障害の可能
性を血液生化学検査で調査したが、原因と
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なる値は認められなかった。繁殖成績は管
理不足に起因すると判断し、発情管理を徹
底するため受胎牛と不受胎牛を分けて飼養
し、不受胎牛の一元管理を指導するととも
に、妊娠鑑定技術の習得を助言。育成技術
では、当所が実施した体測結果や臨時市場
での市場評価において他の農場との差はな
く、技術的に大きな問題はないと考えられ
る。相談のあった繁殖及び育成技術は、個
々に課題が散見されるものの概ね良好と判
断できるが、規模拡大を図る上で労力的な
問題が生じる可能性がある。当所では省力
管理とコスト低減を目的に放牧を提案し、
現在関係機関と連携して放牧場の造成に取
り組んでいる。

294.ユズ搾汁粕サイレージ給与が乳生産に
及ぼす影響：愛媛県畜産研究センター 岸
本勇気、山形典彦

ユズ搾汁施設で発生する残さを原料とす
るユズ搾汁粕サイレージ(ユズS)を調製し、
給与試験を実施。供試牛は泌乳後期のホル
スタイン種牛4頭を用い、タイストールで繋
養。試験区分は、市販配合飼料原物給与量
の20％をユズSで代替給与する試験区と代替
給与しない対照区の2区分とし、供試牛2頭
ずつ2群に分け、1試験期を3週間とする2×2
クロスオーバー法により実施。調査項目は、
体重、乳量、乳成分、血液生化学性状及び
ユズSの未消化子実排泄率を調査。その結果、
体重、乳量、乳成分、血液生化学性状全て
の項目において、有意な差は認められなか
った。また、試験区の未消化子実排泄率は、
37.3±9.52％であった。以上のことから、
泌乳後期に配合飼料の20％をユズSで代替給
与しても、健康状態を損なうことなく、乳
生産を維持できることが明らかになった。
今後は、泌乳最盛期等での乳生産への影響
及びユズS中に含まれる種子の消化率向上に
ついて検討。

295.アマニ油脂肪酸Ca給与が黒毛和種去勢
肥育牛の脂肪酸組成に及ぼす影響：愛媛県
畜産研究センター 織田一恵、山本哲

黒毛和種去勢肥育牛へのアマニ油脂肪酸C
a添加給与が牛肉中の脂肪酸組成に及ぼす影
響を調査。当センターにおいて飼育・出荷
した黒毛和種去勢肥育牛の胸最長筋可食部
位を用い、出荷前アマニ油脂肪酸Ca 200g/
日/頭添加給与区（平均添加給与期間95.7日
間、n=15）と無添加区(n=12)の脂肪酸組成
を比較。なお、脂肪酸組成分析は太陽油脂
㈱に依頼。主要脂肪酸であるパルミチン酸、
ステアリン酸、オレイン酸及び脂肪融点に
ついては両区に差は認められなかったもの
の、ルーメン内水素添加や異性化により生
じるエライジン酸、t-バクセン酸（TVA）、
t-C18:1、リノエライジン酸は添加区が有意
に増加。TVAが牛組織内で不飽和化され生じ
る共役リノール酸について有意な差は認め
られなかったものの、添加区で増加傾向（添
加区0.32±0.064、無添加区0.29±0.040）。

以上のことから、黒毛和種去勢肥育牛への
アマニ油脂肪酸Ca添加給与により、牛肉の
脂肪酸組成が改良される可能性が示唆。

296.家畜体内受精卵移植師の育成と今後の
展望について：高知県中央家保香長支所
橘川雅紀

平成27年2月から管内の一農家が、受精卵
移植による交雑種の一産取り肥育に取り組
んでいる。当該農家は家畜体内受精卵移植
可能な家畜人工授精師の資格は有している
が、実務経験が皆無のため、当所が技術指
導等を実施。必要な資材の一部を貸与、受
精卵は土佐あかうし受精卵移植調査試験で
確保。導入した雌肥育素牛の中から移植に
適した個体を選び、移植に係る手技等の指
導を実施。平成27年9月に初めて移植を実施、
平成28年11月末までに42個の受精卵を移植、
受胎率は約28.6%。今年の6月には移植後初
めての子牛が誕生、今後8頭の子牛が生まれ
る予定。当該農家は必要な機材を揃え、近
隣の酪農家に受精卵移植を勧めるまでに自
信を付けた。管内に体内受精卵移植可能な
家畜人工受精師が養成されたことで、今後
は受胎率向上や、当該農家が管内の先進事
例となり近隣酪農家への技術導入を図るこ
とで、経営力向上を期待。

297.土佐あかうし一年一産推進対策事業へ
の取り組み：高知県中央家保 千頭弓佳、
尾石敦

土佐あかうし一年一産推進対策事業とし
て、現在繁殖雌牛のデータベースを整備。
今回、データベースを活用し、管内肉用繁
殖雌牛16戸54頭の平成12年から平成27年ま
での分娩間隔を指標とした繁殖成績を調査。
平均分娩間隔は466.2±96.4日であり、県内
平均分娩間隔の435.2±78.3日よりも長い傾
向。農家毎の平均分娩間隔は、389.6±36.5
日から759.8±37.0日とばらつきあり。今回
の調査では、分娩間隔と産歴及び年齢の間
で明確な傾向はなく、今後データ収集を積
み重ね、分娩間隔の延長に及ぼす要因の解
析が必要。特に、分娩間隔が長い農家に対
しては、ミネラル入り混合飼料、ビタミン
剤、プロゲステロン膣挿入剤などの受胎率
向上関連資材を積極的に活用し、繁殖や飼
養管理に対する意識も高め、分娩間隔短縮
による生産性向上につなげていくことが重
要。

298.キャトルステーションにおける土佐あ
かうし受精卵産子の哺育育成の取り組み：
高知県中央家保嶺北支所 野村泰弘、濵田康
路

土佐あかうし牛肉の供給が大幅に不足し
ている中、県は､乳用牛への受精卵移植(ET)
による肥育もと牛生産を推進｡ETにより生産
された産子を管内のキャトルステーション
(CS）にて哺育育成し、良好な成績が得られ
たので報告｡管内Ｔ酪農協は、県内酪農家で
生まれたET産子を約10日齢でCSに受入れ、
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当所を含む関係機関で作成した哺育育成＆
衛生プログラムに従い子牛を管理。当所は
分娩前の母牛への下痢ワクチン投与や出生
直後の子牛への初乳製剤投与、CSでのTSV-2
やストックガードの接種などの衛生指導や
診療を支援。肥育農家出荷子牛(52頭)のDG
は0.9kgで221日令体重は､平均236kgと標準
発育を大幅に上回った｡死亡牛は2頭、集団
的な肺炎や下痢は見られず健康状態も良好。
以上の結果からET産子の哺育育成に有効と
考えられた｡今後は､CSでの飼養管理技術に
より育成率の向上を目指し､優良な土佐あか
うし肥育もと牛の安定供給に繋げたい。

299.繁殖台帳ｗｅｂシステムを有効利用し
た乳質改善の取り組み：福岡県北部家保
笠伸之

繁殖台帳ｗｅｂシステム（繁殖ｗｅｂ）
は家畜改良事業団によって開発された牛群
管理システムであり、牛群検定農家や関係
機関がインターネット上で検定成績を閲覧
可能。最新の牛群検定データの閲覧、デー
タからグラフや表への加工、関係機関内の
情報共有による指導力強化を実現。しかし、
アンケート調査では管内繁殖ｗｅｂ登録農
家の85%で利用する習慣なし。そこで、操作
マニュアルを作成し、繁殖ｗｅｂを活用し
た飼養衛生管理指導を行い、繁殖ｗｅｂの
普及を推進。また、乳質データを用いて、
繁殖ｗｅｂ登録農家4戸の高体細胞数の個体
の乳房炎検査および衛生指導により、44頭
中29頭で体細胞数が低下。さらに、8戸225
頭の黄色ブドウ球菌スクリーニング検査に
加えて、高体細胞数の個体に対して原因菌
の特定を実施し、乳房炎罹患牛を早期発見
するという手法を確立。今後は繁殖ｗｅｂ
の普及を推進し、農家自身で積極的に利用
し、乳質改善につなげることが目標。

300.肉用牛繁殖農家における分娩間隔短縮
への取り組み：佐賀県西部家保 江副大輔、
原口信江

和牛改良組合K支部は平均分娩間隔が425.
0日であり、県平均413.7日より長期化して
いたので関係機関で分娩間隔短縮に取り組
んだ。事前調査を実施。戸別の成績により
短期型（400日未満）、中期型（400～439日）、
長期型（440日以上）に分類。短・中期型は
ビタミン補給を意識した飼料給与を実施し
ていた。長期型は授乳期の栄養が不足し、
平均分娩間隔450日以上の牛が4割を占めて
いた。繁殖管理台帳は必要項目が欠如して
いた。以上の結果、個体管理不足が分娩間
隔長期化の原因と推測。そこで、重点支援
農家を選定し、飼料計算ソフトを用いた適
正な飼料給与および個体・牛群繁殖管理台
帳の記帳徹底を指導。結果、空胎日数は25
日程度短縮。長期不受胎牛の存在が明確化
したが、長期不受胎牛の一斉淘汰更新は経
営上難しいため、今後、淘汰優先順位のた
めのガイドラインを策定。引き続き改善指
導および繁殖管理台帳の普及推進に努め、1

年1産の目標に向けて取り組んでいく。

301.家畜市場の子牛価格影響要因調査に基
づく農家指導：長崎県中央家保 前田将誌、
三浦昭彦

県内K家畜市場で平成27年7月～平成28年9
月に上場された去勢子牛1,047頭を対象に、
母牛年齢、育種価、尾枕付着、牛体手入れ
の価格への影響を調査。さらに管内肥育農
家15戸を対象に、肥育素牛購入時の着目点
についてアンケート調査を実施。その結果、
家畜市場調査では母牛年齢上昇に伴う価格
低下傾向や、枝肉重量、脂肪交雑の育種価
評価間での価格差を確認。また、牛体手入
れでは2項目以上（特に毛刈り、蹄）の実施
で有意に価格が上昇（p<0.05）。肥育農家
への調査では、尾枕付着により67％が購入
を控えると回答。牛体手入れでは、約50％
が蹄、牛体の磨きに着目すると回答。両調
査結果から尾枕付着低減と牛体手入れ改善
を重点項目として、管内繁殖農家17戸を指
導。その結果、指導農家の市場出荷去勢牛
での尾枕付着率は35.6％から14.9％に減少。
牛体手入れも2項目以上実施が25.4％から8
3.6％に増加。これらの改善により、約36,0
00円/頭の価格向上事例を確認。

Ⅰ－８ その他

302.乳用牛預託育成施設における衛生対策
の取り組み：北海道網走家保 小笠原一憲、
手塚聡

当所は生産性向上対策事業を活用し、広
域（計20市町村）から預託がある5施設に対
し、開設時から衛生対策を指導。先行実施
の3施設（A、B、C）で①環境衛生対策、②
ワクチン接種、③講習会開催等の指導を実
施、死廃率低下等の成果を得た。この経験
を生かし、現在2施設（D、E）を指導。①～
③に加え、Dは寒冷対策等の呼吸器病対策、
預託元農場の初乳給与改善、導入時検査等
による牛ウイルス性下痢ウイルス（BVDV）
侵入防止対策を指導。Eはマイコプラズマ環
境検査による消毒改善等の呼吸器病対策、
サルモネラ症発生に伴う対策及び導入時検
査等の侵入防止対策を指導。結果、2施設と
も各指導事項は改善、死廃率を低値で維持
（D:1.7～2.2%、E:0.3～1.5%）。Eでは診療
回数が減少（4,243→2,628回/年）。さらに、
DでのBVDV侵入防止対策は預託地域のワクチ
ン接種率向上（26%→75%）、Eでのサルモネ
ラ導入時検査は預託元農場の保菌牛の早期
発見と対策等、各地域で家畜衛生向上に波
及。

303.第14回全日本ホルスタイン共進会北海
道大会における防疫対応について：北海道
胆振家保 風間知里、中田剛司

平成27年、第14回全日本ホルスタイン共
進会北海道大会が管内で開催。過去最多の
出品牛と海外からの来場者などから伝染性
疾病の侵入リスク等が課題となり、関係機
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関と連携した防疫対応を実施。出品牛搬入
時に、全ての搬入車両の消毒と運転手等の
全身除菌を徹底。除菌には過去の大会での
苦情を考慮して人体への影響の少ない微酸
性次亜塩素酸水を使用。出品牛全頭の１頭
毎の臨床検査と牛体及び搬入資材の消毒に
より、牛舎への病原体持ち込み防止を徹底。
期間中の来場者へ対応のため会場を段階的
に区分し、各境界で全身除菌、靴底消毒等
を実施。特に厳重なリスク管理が必要な牛
舎エリアを飼養衛生管理基準の衛生管理区
域とし、関係者へのID証の事前発行とその
確認で関係者以外の立入制限を徹底。会場
を所管する開催町と自衛防疫組織は家保の
助言のもと、周辺農場の防疫強化等に取り
組んだ。これらの徹底した防疫対応により、
期間中の伝染性疾病の発生もなく、大会の
成功に寄与。

304.牛飼養施設における効果的な農場HACCP
導入手法の比較（第１報）：岩手県県南家
保 小林由樹子、今野一之

農場へのHACCP導入では、①生産工程の作
業分析シート作成、②危害要因の分析が入
口となるが膨大な作業量と時間を要する。
今回、肉用牛施設（1預託・3農場）と1乳用
牛預託施設においてHACCP導入の前段作業の
違いを比較。肉用牛施設では、通常の導入
手法を行ったところ、入口作業で2農場が取
組み中止。残り1施設及び1農場は作業中だ
が、衛生管理方針及び管理目標設定の有無
が両者の進捗状況に影響。一方、平成28年
から導入を開始した乳用牛預託施設には、
作業工程や危害要因分析の様式の工夫や作
業を重点項目（衛生管理方針・管理目標、
作業工程・危害要因分析、特定事項対応、
重要管理点）に限定し、HACCP導入からシス
テム運用までの作業量と時間の軽減を提案。
作業項目を限定しシステム運用を重視かつ
定期検討会によるシステム改善を図る手法
が農場HACCP導入に有効。今後、農場HACCP
の取組み拡大を目指す。

305.肉用牛増頭に向けた組立式カーフハッ
チの製作と応用事例：秋田県北部家保 小
野寺由香、大門博之

平成26年度より継続実施している肉用牛
増頭指導において今年度は子牛の飼養管理
指導を強化。子牛の適正な飼料給与の把握
と疾病予防並びに早期母子分離による繁殖
牛の発情回帰の促進を期待して哺育期のカ
ーフハッチ（以下、ハッチ）での飼養を推
奨。管内のハッチ使用農家は肉用繁殖農家1.
4%、酪農家2.9%のみにとどまる。ハッチは
運搬・収納しやすい組立式を採用し当所で
製作。試作品を1基製作し酪農家で試用後、
意見・要望等を取り入れ改良し更に2基製
作。1基の製作費は、15,972円～18,886円と
市販のハッチより安価。ハッチの応用例と
して酪農家では、黒毛和種ET産子をF1や乳
雄と区分してハッチで飼養。黒毛繁殖農家
では、子牛の早期分離飼養に利用。課題は

人工哺育等労力の増加、設置スペースの確
保等。肉用牛生産者対象の講習会等でハッ
チの応用例について説明したところ、利用
したい農場が増加。今後も子牛の損耗防止
と発育促進を目指しハッチの利用促進を継
続指導。

306.和牛大規模肥育農場における死廃事故
低減対策とその成果：秋田県中央家保 菅
原豪介、加藤真姫子

昨年度、管内大規模肥育農場で死廃事故
が多発。事故の要因を特定し、飼養衛生管
理指導を開始。農場関係者と共に検討会を
開催し、導入初期と肥育中期以降の対策を
検討。これに基づき、今年度は肥育前期の
牛呼吸器病症候群(BRDC)対策として、導入
後のウイルス性呼吸器病ワクチン追加接種
を実施し、ワクチネーション効果を検証。
肥育中期以降の消化器系事故に対しては、
ルーメン環境の改善を目的として自社製造
発酵飼料及び生菌製剤を肥育全期間給与し、
枝肉成績を集計。結果、ワクチン追加接種
により中和抗体価(GM値)は牛RSウイルス(5.
2→274.4)及びパラインフルエンザウイルス
3型(15.5→265.0)で有意に上昇。今年度は
肥育前期の死亡事故はみられず、農場全体
の事故率は大幅に減少(H27:10.4%→H28:2.1
%)。また、枝肉上物率(H27:89.5%→H28:89.
7%)は高位を維持し、出荷頭数も増加。今後
更なる成績向上に向け、関係機関と連携し
た指導を継続。

307.改善モデル農家における子牛の損耗防
止対策：秋田県南部家保 小松恵、櫻田ま
み

「肉用牛増頭運動推進事業」における改
善モデル農家について、平成27年度に細菌
性呼吸器病3種混合ワクチン（B3）を加えた
ワクチンプログラムの検討を行い、今回新
たに提案したワクチンプログラムの検証を
実施。平成27年12月出生の子牛6頭に対し、
B3（30、60日齢）、ウイルス性呼吸器病6種
混合生ワクチン（120日齢）及び5種混合不
活化ワクチン（150日齢に2頭のみ追加）を
接種。30～180日齢まで経時的に採血し、抗
体価測定及び血液生化学検査を実施。ワク
チン接種後の抗体価は、2回接種により上昇
が認められたが、反応の見られない個体や
自然感染も示唆。治療回数や市場成績はB3
未接種牛との間に差は見られず。当該農家
は生後1か月齢までの呼吸器症状を防止した
い意向であり、さらなるワクチンプログラ
ムの改良が必要。今回の検証結果より、ワ
クチン接種効果を有効に発現させるための
衛生管理ならびに飼養管理指導を今後も実
施。

308.原発事故後の放牧場再開と利用拡大に
向けた取組：福島県いわき家保 谷口綾香、
千葉正

平成23年の原発事故の影響により、県内
公共牧場の多くが現在も休止。管内公共牧
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場はS及びO放牧場の2ヵ所で、事故後の牧草
中放射性Csが当時の暫定許容値以下だった
ため23年度は両放牧場で放牧を実施したが、
暫定許容値が100Bq/kg以下に見直され、24
年度以降県内全放牧場が休止。管内両放牧
場は25年度以降順次、無線傾斜地トラクタ
による除染を実施し、牧草中放射性Csは暫
定許容値以下。S放牧場は26年度1牧区、27
年度6牧区、28年度全8牧区で再開。O放牧場
は28年度全4牧区中3牧区で再開。除染では
放射性Csの牧草中への吸収抑制対策としてK
施肥を行うが、その影響を確認するため28
年11月に測定したS放牧場10頭の血清Mgは全
頭正常値（2.1～2.5mg/dl）で、グラステタ
ニーの徴候なし。28年閉牧時に測定した両
放牧場合計8頭の血中放射性Csは全頭検出限
界値未満。当所は今後も放牧牛の血中放射
性Cs測定や血清Mg測定を継続、広報や講習
会で放牧場の安全性をPRし、放牧の利用拡
大を図る。

309.管内酪農家における暑熱ストレス低減
に関する取組：栃木県県央家保 髙柳晃治、
小島浩一

A、B2戸の酪農家で畜舎環境面と飼料給与
面から暑熱ストレス低減に関する取組の調
査を7、8及び10月に実施。畜舎環境調査と
して、①畜舎内の温度変化の測定、②牛舎
天井の輻射熱の測定、③牛床毎の風速測定
を実施。さらに、採食行動の変化（選び喰
い）を評価するため、①給与サイレージ品
質（pH等）、②TMR給与状況（給与内容等）
を調査。畜舎環境調査の結果では、屋根散
水直後に屋根裏からの輻射熱が両農場にお
いて10℃以上低下。また、風速測定結果の
比較では、風速2.0m/秒以下がA農場では88
％、B農場では58％。給与飼料調査では、B
牧場のサイレージで温度が40℃以上発熱、p
H4.3であり好気的変敗をしたサイレージの
給与を確認。また、TMR給与状況では水分が
44%のB牧場のよりも水分が30%のA牧場でTMR
中の最大分画の飼料の喰い残しを確認。両
酪農家とも暑熱対策に改善余地のあること
が判明。本調査結果を冬期間の間に両者に
指導し、来夏の暑熱ストレス低減準備を指
導。

310.酪農家で発生した散発性牛白血病：栃
木県県北家保 谷本朱紀、永井友香理
3か月齢のホルスタイン種雌牛が散発性牛白
血病を発症。病性鑑定時、発熱、呼吸促迫、
体表リンパ節の左右対称性腫大などを呈し、
症状が急速に進行。白血球数157,000/μl、
そのうち99%がリンパ球で、異型リンパ球が
多数出現。牛白血病ウイルス抗体陽性であ
ったが遺伝子検査は陰性。と殺後の病理解
剖の結果、肉眼所見で肝臓、脾臓、腎臓、
腺組織リンパ節で重度の腫大、組織所見は
舌、気管、神経系以外のほぼ全ての器官・
組織で腫瘍細胞が浸潤。これらの腫瘍細胞
は免疫染色でTリンパ球抗原陰性、Bリンパ
球抗原陽性。以上の結果から、本症例を散

発性子牛型白血病と診断。発症月齢、進行
速度、血液の白血球増加、異型リンパ球の
出現など典型的な症状を呈していたが、牛
白血病ウイルス抗体陽性で診断に注意を要
した。伝染性の地方病性白血病の発生が増
加している中、正確な診断のために白血病
の分類毎の特徴を正しく把握しておくこと
が重要。

311.農業高校における繁殖指導とミニ講座
による畜産教育支援：長野県飯田家保 大
津奈央

管内農業高校から肉用繁殖雌牛4頭の繁殖
改善及び生徒の畜産分野の知識向上指導の
依頼。繁殖指導に合わせ、生徒の畜産分野
への関心を高め、畜産の担い手育成のため
に教育支援を実施。活動は課外時間を利用、
希望する生徒を対象。性周期を正確に把握
するため、繁殖管理台帳の見直し及び生徒
による繁殖管理カレンダーの作成を指導、
また家保による定期的な繁殖検診を実施。
超音波診断装置を用いて実際の牛の状態を
確認するとともに生殖器の構造を解説。検
診結果を担当獣医師と共有し治療に活用。
畜産教育支援として、牛の体の構造や繁殖
管理、飼料給与計算に関するミニ講座を実
施。これらにより生徒の畜産への興味が高
まり飼養管理意識が向上、主体的に牛の状
態の把握や管理を行うようになり、取り組
み内容を文化祭や課題研究で発表。年度毎
に生徒及び教員の入れ替わりがあるため、
分娩間隔短縮等の課題に対し今後も長期的
な支援を行っていく。

312.胸部心臓逸所症の黒毛和種子牛の1例：
岐阜県中濃家保 森本陽美記、中井麻生

心臓逸所症(EC)は、心臓が完全、または
部分的に胸腔外に逸脱する先天性疾患で、
逸脱部位により頚部、胸部、腹部の心臓逸
所に分類される。牛での発生は稀で、大血
管奇形451例中5例(1.1%)との報告がある。
今回、胸部ECの子牛に遭遇したため、その
概要を報告する。黒毛和種一貫農場におい
て、子牛が出生直後より努力性呼吸を呈し、
触診にて胸骨を触知せず、胸郭前口部皮下
で心拍動を認め、ECを疑い6日齢でX線、CT
検査を実施。画像によりECと診断、予後不
良と判断し、同日、安楽殺後剖検。胸部X線
では、数個の不整な胸骨片が存在し、前胸
部と心陰影は不明瞭、気管狭窄及び胸腔狭
小化を認めた。CT検査では、X字型に並ぶ11
個の胸骨片が描出された。剖検では、肋軟
骨重度弯曲、心膜の胸膜癒着、肺の扁平化
と退縮不全、うっ血肝を認めた。病理組織
学的検査では、間質性肺炎、肝臓で胆汁う
っ滞を認めた。奇形に伴う臓器機能障害が
重度で、既報と一致して予後不良と考えら
れた。

313.肉用牛交雑種で認められた臍腸瘻：静
岡県東部家保 藤巻章郎、塩谷治彦

平成28年6月6日、臨床獣医師が4月23日に
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生まれた交雑種の臍帯炎を治療中、糞便に
似た漏出液を確認。漏出液からは大腸菌を
純培養的に分離。人の乳幼児には、発生初
期に卵黄嚢と中腸をつなぐ臍腸管が遺残す
る臍腸瘻という病気があり、外科的手術に
より完治するとの症例を参考に、臨床獣医
師により、遺残管切除術を実施。当該牛を
開腹し、臍帯部から伸びる遺残管をたどり、
腸管との接合を確認後切除。腹壁には穴が
あり、遺残管と他臓器との癒着はない。病
理組織学的検査の結果から遺残管は空腸か
ら分岐。遺残管の粘膜面は絨毛とパネート
細胞を有するが、ブルンナー腺(十二指腸腺)
やパイエル板が認められない空腸様の構造。
腹腔外に露出した遺残管末端部の粘膜面は、
正常な陰窩構造と比較して不整だが陰窩の
丈が長く、杯細胞が多数分布する大腸様の
構造。当該牛の術後経過は良好、手術3日後
より食餌を開始。

314.和牛繁殖経営における畜産クラスター
事業を活用した生産性向上の取組：京都府
丹後家保 福田奈穂 西井義博

飼養衛生管理に様々な問題を抱えるA農場
（繁殖雌牛70頭規模）は、平成27年出荷先
肥育農場との経営統合を機に、畜産クラス
ター事業を活用し育成舎増築等施設や機器
を整備。併せて生産性向上対策のため支援
機関による検討会を4回開催、優秀な子牛の
安定生産を目的に取組を開始。飼料給与内
容と牛群栄養状態調査(代謝プロファイルテ
スト、子牛の体重体型測定)により母牛・子
牛ともタンパク給与量不足を確認し飼料設
計を変更。牛舎の消毒や改修により飼養衛
生環境が改善。結果、子牛の慢性疾病（下
痢、肺炎、真菌症）の診療件数が減少、発
育が改善し、出荷先や子牛せり市の評価も
良好。子牛生産頭数確保のため繁殖検診の
強化や分娩・発情監視機器の活用により、
受胎率は57%から89%に上昇。さらに従業員
が2名となり作業効率が改善し、目に見える
成果から経営意欲が向上。今後、繁殖100頭
規模に向け放牧等効率的な飼養管理を実現、
地域の和牛増頭に繋げていく。

315.牛乳の安心・安全のための炭疽対策：
兵庫県淡路家保 小鴨睦、岡田啓延

国内では平成12年以降、兵庫県内では昭
和60年、管内では昭和53年以降、炭疽の発
生はない。炭疽ワクチン接種は、当県を含
め全国10府県で実施。管内ワクチン摂取率
は、平成20年94%、27年86%と低下。過去に
流産等の副作用を経験した畜主は、多くの
牛の接種を避ける場合もある。発生した場
合、発生前日に遡って搾乳された生乳を廃
棄。酪農経営規模の拡大に伴い被害が拡大。
販売店からの回収はないものの、県が推進
する地域ブランド牛乳では生産規模が小さ
く、入荷のタイミングにより販売店への供
給が滞る事態も想定。また、発生によるブ
ランドのイメージへの影響を懸念。これら
のことから、牛乳の安心･安全を確保し、地

域ブランドを維持するために炭疽ワクチン
接種は重要。

316.肉用牛繁殖農家における代用乳追加給
与の衛生状況とその対策：兵庫県朝来家保
國東亜耶、松田晋介

子牛の良好な発育には代用乳追加給与（追
加哺乳）が効果的だが、一部の管内追加哺
乳実施農家で汚れの残った哺乳瓶を使用。
他機関と協力体制をとり、管内哺乳状況の
把握と哺乳瓶の適切な洗浄と保管方法を検
討、指導した。対象は平成28年4月から12月
に追加哺乳を実施していた14戸の農家。食
品衛生検査指針に基づき哺乳瓶中の一般生
菌数と大腸菌群数から衛生状況を確認。水
は1戸の農家を除き水質基準を満たした水を
使用。哺乳瓶の洗浄後、水またはお湯に浸
漬保管していた農家の細菌数が特に多く、
乾燥保管していた農家の細菌数は少量。こ
のため哺乳瓶の汚染原因は主にその保管方
法にあると推察。哺乳瓶の重度の汚染農家2
戸に対し、ブラシによる洗浄と塩素剤によ
る殺菌、乾燥保管を指導した結果、菌数が
減少した。結果は哺乳状況の衛生指導に活
用し、今後哺乳環境だけでなく牛舎全体の
衛生状態を向上できるよう、協力体制を拡
大していきたい。

317.口蹄疫疑い事例における初動対応の検
証：奈良県奈良県家保 永來沙夜子、坂元
一夏

【はじめに】口蹄疫の初動対応について
今年度マニュアルの見直しを行い、防疫演
習で周知。演習後の2016年11月29日、酪農
場で口蹄疫疑い事例あり。改正マニュアル
に従い対応、その対応状況を検証。【マニ
ュアルの改正点】①家畜防疫員の役割分担
を明確化。②同居牛の検査範囲・順序を明
確化し、検査記録用紙を整備。③画像送信
システムを導入し、取り扱いマニュアルを
整備。④発生地から家保への報告時期の明
確化。【疑い事例の概要】防疫員4名が出動。
畜舎内の同居牛すべて(31頭)の目視検査、

異常牛（1頭）の臨床検査、異常牛周辺牛（3
頭）の臨床検査を順に実施。口蹄疫を否定。
【問題点とその対応策】①立ち入り時の携
行品が不足。定期的に準備品をチェックし、
出発時の最終点検を徹底。②農場管理者な
どへの聞き取り事項の漏れに対し、様式を
整理。③現地からの写真送信枚数が多く、
家保で混乱。現地での写真選択と送付リス
トを整備。

318.和牛改良組合設立に向けた支援：和歌
山県紀南家保 髙橋康喜、福島学

管内繁殖農家より和牛改良組合の設立、
組織的改良に取り組みたいとの相談があり、
平成27年9月組合設立の有用性の研修会を実
施するとともに自主性をもった組織作りと
運営を行うよう指導。しかし、農家の中に
強いリーダーシップを持つ者がおらず、農
家が率先した活動は行われなかった。そこ
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で、積極的な活動を願う若手農家を含めた
複数名で執行部として活動を推進すること
を助言。執行部が中心となり設立準備会と
して活動を開始するも、活動により出席者
数に差があったため活動内容の検証を行う
よう指導。当初は牧場巡回を中心とした活
動と平成29年1月の組合設立を決定。農家の
中に行政への依存性、自主性の無さが強く
あり、行政は支援する立場で農家が中心と
なった組織化、運営及び強いリーダーシッ
プが重要であることを粘り強く指導。徐々
にではあるが農家に自主性が芽生え、自ら
組合設立を決定するに至った。今後も農家
の自主性を促しながら指導・支援を行う。

319.野草利用農家の実態調査：和歌山県紀
南家保 丹羽裕子、小谷茂

繁殖和牛経営において野草をより効率的
に活用できる体制づくりを目指して、野草
採取と給与状況の調査を実施。管内の黒毛
和牛繁殖農家4戸(A～D農家)に対し刈り取り
の所要時間等を聞き取り、購入イタリアン
乾草（50円/kg）日量7kgを年間与えた場合
と比較。A農家は母牛27頭を飼養。河川敷等
で刈り取り約350万円支出削減。重機の利用
等により効率的。B農家は母牛28頭を飼養。
野草5kgと購入イタリアン乾草4kgを給与し
約77万円支出削減。高齢のため今後経営規
模縮小を検討中。C農家は母牛36頭を飼養し、
1日野草5kg給与。野草利用で約345万円支出
削減しているが栄養不足による受胎率低下
が疑われ改善指導実施。現在は受胎率向上。
D農家は母牛3頭を飼養。昼は野草放牧、夜
間刈り取った野草を給与し、約26万円支出
削減。放牧により作業時間を短縮。野草の
活用はコスト削減に繋がるが効率的に経営
に取り入れることが重要。

320.管内一肥育農場の枝肉出荷成績と血液
生化学検査成績：島根県松江家保 山下由
紀子、品川雄太

当該農場は、地域の和牛繁殖農家の子牛
価格買い支えを担う肥育農場で、子牛市場
から毎月10頭程度導入。平成21～23年度に
特に雌の枝肉出荷成績が低迷し、関係機関
により給与飼料の見直し、暑熱対策、血液
生化学検査による検証等を実施。平成22年9
月、平成23年6月、平成25年7月、平成26年6
月に給与飼料内容を変更。血液生化学検査
は、年3回の同一牛の追跡検査と肥育中期を
中心とした確認検査を実施。血中VitA濃度
は、肥育後期において指導前と比較して指
導後の方が高い傾向。血中BUN濃度は、指導
後において肥育中期の値が高い傾向で、夏
期においても同様の傾向。指導の結果、枝
肉出荷成績は、枝肉重量の平均が増加し、
ロース芯面積やバラ厚も同様に向上。雌の
上物率は、指導前に18%であったものが指導
開始時から徐々に向上し、指導後には90%に
改善し、指導の成果を確認。

321.乳用牛の県外導入における着地検査体

制改善への取組：広島県北部家保 船守足
穂、中光務

県内酪農団体の導入事業では、初妊牛導
入及び育成牛預託を年間300頭程度行ってお
り、牛の帰着時にヨーネ病着地検査等を実
施。従来、牛を農場配送後戸別にヨーネ病
検査を行っていたが、農場へのヨーネ病侵
入リスク及び検査に期間と人員を要すると
いう課題解決のため、平成27年2月～9月に
県及び酪農団体で検討会を開催。その結果、
農場配送前に県内既存の繋留施設に牛を一
時的に隔離し、その間にヨーネ病検査を行
うこととした。策定した改善案を平成27年9
月～平成28年3月まで試行した結果、従来は
配送後平均4.4日後に採材、5.4日後の検査
であったが、試行では、繋留施設帰着当日
の採材、翌日検査となり、農家10戸あたり
の出張人員は、従来の12人（平成26年度）、
17人（平成27年度）に対し、試行では2人に
減少。これにより、平成28年4月から正式な
着地検査要領を策定し本格運用を開始。ア
ンケート調査では、93%の酪農家が着地検査
体制の改善を評価。

322.ＢＳＥ検査を通じた県内死亡牛の動向
：広島県西部家保 田村和穂、松重忠美

牛海綿状脳症（BSE）検査時に添付される
死亡診断書から把握できる死亡原因などの
情報を集計し、分析。平成23年度から平成2
7年度までに検査した死亡牛について、年齢、
月別頭数及び診断名等から頭数、割合を比
較。5年間の検査頭数は2,912頭で、県内飼
養頭数から求めた死亡率は4.6％。乳用牛で
は検査頭数が2,475頭（死亡率7.4％）、6歳
齢まで死亡率が増加。月別では8月の300頭
が最も多く、次いで7月、9月と夏季に増加。
また、夏季の検査頭数は気候条件により年
度ごとに変化。診断名は心不全（20％）、
乳房炎（16％）、周産期疾病（10％）が主。
また、28％が分娩後7日目以内の死亡。暑熱、
分娩前後の飼養管理指導の重要性を改めて
確認。肉用牛の検査頭数は436頭（死亡率1.
5％）、年齢、月別では一定の傾向を認めず、
診断名は急性鼓脹の割合が30%。死亡牛検査
の分析は、死亡発生の状況が把握出来、飼
養衛生管理の指導に有効。

323.西讃管内の黒毛和種育成牛発育調査：
香川県西部家保西讃支所 中嶋哲治、合田
憲功

平成27年10月～平成28年12月開催の香川
県和子牛市場（計７回）に上場した西讃管
内11戸153頭の黒毛和種育成牛（194～338日
齢）の体高を測定し、指導方針を検討。父
（種雄牛）別で発育が良いのは、①安福久1.
51σ、②美国桜1.43σ、③北茂安９３ 1.3
5σ。母方祖父別で発育が良いのは、①第１
花国1.99σ、②安茂勝1.94σ、③百合茂1.1
4σ。父－母方祖父別で発育が良いのは、①
美津照重－安茂勝2.73σ、②美津照重－第
１花国2.21σ、③芳之国－安茂勝1.84σ。
農家別では、2.63σ～－1.15σ（牛群平均1.
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14σ）とばらつきが大きい。以上の結果か
ら、西讃管内の黒毛和種育成牛は、全般的
には非常に発育良好。黒毛和種育成牛の発
育は、父（種雄牛）の影響はもちろん母方
の影響も大きく、さらに農家の飼養管理技
術の影響も大きいと推測。また、県事業で
導入した優良繁殖雌牛は、子牛生産頭数と
発育面の改良に大きく貢献していることが
判明。

324.飼料イネ生産拡大への取り組み：愛媛
県南予家保 戸田広城、河野幸生

S市N町で前年度初めて取り組んだ飼料イ
ネは、今年度3地区49戸15.9ha（昨年1地区1
3戸4.2ha）と大幅に拡大した。主な支援は、
栽培農家に栽培管理の統一を図るための栽
培講習会や現地相談会を開催し、生育状況
等を確認。特に、課題であった肥培管理の
改善を図るため、低コスト化が期待できる
緩効性肥料の積極的活用を周知。なお、栽
培面積増加により収穫調製作業の分散化が
必要となったことから従来品種の「たちす
ずか」に加えて中生専用品種「たちあやか」
との併用を推進。その結果、本年度の収量
は10a当たり前年2,547㎏比べ2,955㎏と増加
した。今年度行った坪刈り調査では収量と
草丈に強い相関を認め、堆肥施用の有無と
収量では堆肥施用圃場の方が多い傾向が認
められた。今後は、畜種別(酪農・肉用牛)
に適した収穫時期の更なる検討、継続的な
安定供給、給与体系の確立を支援する。

325.WCS用飼料イネ専用肥料の効果と経済性
：愛媛県南予家保宇和島支所 二神種紀、
檜垣邦昭

ホールクロップサイレージ（WCS）用飼料
イネ専用として開発された新しい肥料の収
量及びコストについて慣行肥料と比較。供
試した肥料は、慣行肥料より窒素（N）を28
％増量する一方、リン酸（P）は40％、カリ
ウム（K）は50％減らし、土中への肥料の溶
出を飼料イネ専用に調整したもの。現地試
験では、専用品種「モグモグあおば」栽培
水田で慣行肥料と比較を行い、慣行区単収2,
131㎏に対し、試験区2,471㎏と約15％の増
収を確認。肥料価格は10ａ当たり約20％削
減可能。慣行肥料を用いたWCS用飼料イネ栽
培では、主食用米と異なる施肥管理が必要
とされるため、新規栽培農家は収量が少な
い傾向。専用肥料を用いることで、増収及
び低コスト化が期待でき、新規栽培農家を
中心とした普及を図る。

326.管内酪農家の規模拡大によらない収益
向上への取組：高知県中央家保 平井啓一、
日高拓郎

酪農経営で規模拡大せず収益向上を実現
した事例を紹介。管内のＡ牧場では①酪農
教育ファーム（以下、教育Ｆ）②6次産業化
（牛乳加工品製造・販売）③牛群検定加入
による多角的な経営を実践。①牧場を教育
の場として開放し、学校等から年間1000人

以上を受け入れ、関係機関の支援により酪
農体験を実施。酪農部門売上の1.5％を占め、
体験者はリピーターとなって加工品売上に
貢献。②冷菓、洋菓子等の製造･販売を行い
メディアの活用、イベント開催等により売
上が経営全体の約1／4を占め利益率も高い。
教育Ｆとあわせて年間来場者数は延べ1万人
を超えるため、消毒励行など衛生対策の徹
底・継続が必要。③H27年10月から牛群検定
に加入。体細胞ペナルティ徴収金が加入後1
年間で加入前の7.5％に減少、繁殖成績も改
善傾向。このように、Ａ牧場では規模拡大
によらない多角的な経営により収益向上を
実現。さらに牧場の社会的な役割も高まり、
地域にとって不可欠な存在となっている。

327.土佐あかうしブランド化の目的とリン
クした振興業務：高知県中央家保田野支所
公文喜一

県固有の和牛である褐毛和種高知系の生
産者所得向上のため平成21年度から流通ブ
ランド名を「土佐あかうし」として、ブラ
ンド化と販路拡大に着手。取り組みは子牛
相場に好影響を与え、現在も流通が好調な
ことから、田野支所管内の繁殖牛飼育農家
の生産意欲は高い。直近４年間は離農なく
１戸増の11戸が経営中。また、新たな担い
手も参入。既存農家の畜舎増築をあわせ、
平成29年４月までに繁殖雌80頭規模の基盤
整備。就農する２名と研修１名いずれのケ
ースも土佐あかうしの認知度増と子牛価格
の上昇が就農の決め手と回答。ブランド化
の取り組みが繁殖基盤の強化に繋がったも
のと考えられた。繁殖基盤の整備は投資か
ら所得につながる期間が長く特に新規参入
者の経営開始はハードルが高いが、増頭に
直結するため、経営状況を考慮に入れ最大
限の支援を行うことが必要。併せて増頭後
の経営安定のためには今後も生産と流通が
一体となったブランディングの重要性を痛
感。

328.深刻化した環境問題に対する指導事例
：佐賀県中部家保 溝上恵、藤原貴秀

深刻な環境問題となっている管内の一農
家に対し、関係機関と連携して改善指導を
実施。当該農場は乳用牛75頭と交雑種肥育
牛175頭を飼育。敷料にバークと戻し堆肥を
使用し、糞尿は全て敷料吸着。平成27年11
月からバークが入手困難となり、代替敷料
として廃石膏ボート粉（以下廃石膏混敷料）
を使用。この敷料を撹拌堆肥舎で撹拌時に
最大1.6ppmの硫化水素ガスを確認。この臭
気発生に端を発し、地域住民との感情的な
対立が深刻化。当該農家には①廃石膏混堆
肥は販売業者が引き取り②堆肥の散布時等
は事前に周知③堆肥盤に屋根を設置し撹拌
堆肥舎投入前の堆肥を適正処理④浄化槽の
設置について指導。当所が主導し、近隣地
区の区長や住民代表を交え経営継続のため
の協議を重ね、9月15日には畜主、町、区長、
住民代表及び当所をメンバーとする協議会
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を設置。今後、当該農家の健全な事業運営
を実現し、住民が安心して暮らせる地域づ
くりに向けて協議及び対策を継続。

329.長崎県内の牛コロナウイルスに対する
リアルタイムPCR法の有用性検討：長崎県中
央家保 佐藤朋美、井上大輔

牛コロナウイルス（BCV）県内浸潤株に対
するSYBR法のリアルタイムPCR（rPCR）の有
用性を検討。BCV 掛川株を用いて検出限界
を調べたところ、コンベンショナルPCR（cP
CR）よりも10倍高感度。供試した県内分離1
2株は全て検出。牛コロナウイルス病と診断
された8例の病性鑑定材料計54検体について
各抗原検出法による検出率を比較したとこ
ろ、rPCRはcPCRや分離検査よりも高率に検
出。カッパ係数を算出したところ、rPCRとc
PCRの信頼性は同等と判定。検査費用は、rP
CRが308.5円/検体、cPCRが352円/検体でrPC
Rの方が安価。以上からrPCRは、本病の診断
法として有用性が高いと評価。しかしなが
ら、解離曲線分析で、県内分離株や病性鑑
定材料中のBCV遺伝子の解離温度（Tm値）は
78.0～79.4℃と、既報値（78.35±0.26℃）
よりも広い温度域。Tm値は陽性判定の基準
であり、今後国内浸潤株のTm値について要
検討。また、糞便中の遺伝子量が低く計測
される傾向にあり、原因究明が必要。

330.経営形態の変化に対応した肉用牛繁殖
経営指導：熊本県城南家保 齋藤公治、濱
田公男

子牛価格高騰を受け、肉用牛肥育から繁
殖経営への転換が進む無獣医地区において、
急激な転換リスク軽減のため、中核農家2戸
の重点指導を実施。農家Aは肥育300頭から
繁殖150頭への完全転換、農家Bは肥育200頭
を半減し初妊牛販売100頭を加えた部分転換
を企図。家保は地元農協と協力して定期繁
殖検診と飼養管理指導を実施。両農家とも
自家授精を行うため授精師向け専門指導も
実施。検診作業は、エコーを含む全ての必
要資器材をハンズフリーとなるように携行
して効率化。過去1.5年間の成績は、再受胎
日数86日（農家A）、初受胎月齢14.0か月（農
家B）と概ね良好。一方、肥育専用牛舎での
繁殖管理作業の効率は極めて不良。他農家
での同様の取組開始と改良意欲向上により、
同地域からの家保への指導ニーズは今後増
大、多様化すると予測。手薄となった家保
の繁殖技術者育成、獣医療提供体制整備、
繁殖管理に適した施設整備等の課題解決に
は、関係機関一体となった取組が不可欠。

331.飼養衛生管理基準遵守率向上の取組：
熊本県城南家保 高木郁哉

当地域は、管内及び隣県での悪性家畜伝
染病発生により、多大な緊張を強いられて
きた。そのような中、飼養衛生管理基準遵
守率向上の取組を地域一体となり実施。立
入検査は必ず家畜防疫員と市町村担当者で
巡回。調査及び指導内容は農家も含めた3者

で共有。調査内容は一括処理用データベー
スで年度毎に整理。家畜防疫情報の説明は、
団体等の総会や講演会の場を借り、年20回
以上実施。球磨地域では、県に先駆け畜産
協議会が22年12月に一斉消毒の日を制定。
市町村や畜産会等は石灰配布、煙霧機貸出
し、消毒剤購入費補助等を実施。結果27年
度の要指導農家は、牛39.1%、豚33.3%、家
きん17.4%まで減少。項目別では、人・車両
の消毒、給餌設備の排泄物混入防止、入場
者の記帳及び帳簿の保管等で大幅に改善、
遵守率は県内で高水準。過去発生の家畜伝
染病の影響による高い衛生意識及び関係機
関一体となった指導が要因と考察。この取
組を今後も継続し地域衛生管理の更なる向
上を目指す。

332.八重山地域の自給飼料の現状と課題：
沖縄県八重山家保 俵山美絵、後藤紀子、
庄野雪菜

昨年、八重山地域の寒冷期に草が不足し、
それが牛の分娩間隔を長くしていると報告
した。今回、そもそも八重山地域で草は十
分か、という点に着目し、肉用牛飼養頭数、
草地余剰面積（以下余剰面積）、草地造成
積算面積（以下積算面積）の関係性をS45～
H27で調査した。八重山地域の飼養頭数と、
草地面積から飼養頭数に必要な面積（13.4a
／成雌1頭：沖縄県畜産経営技術指標より）
を差引いた余剰面積の推移から、余剰面積
が飼養頭数の急増を支えたと考察。また、
飼養頭数と積算面積の推移をみると、草地
造成の伸びの低下が余剰面積を減少させ、
飼養頭数の伸びを止めた原因と考えられた。
次に、八重山地域の二つのヘルパー組合か
ら、8農家の年間牧草ロール個数を聞き取り、
10a当たりの収量より、実際の牧草年間収量
を調査。すると県の経営技術指標の11t/10a
（生草換算）に比べ、約6割の収量であった。
すなわち、余剰面積よりも、実際の八重山
地域の粗飼料の供給状況は低いと考えられ、
草地の再整備や更新などにより、本来の生
産性へ引き上げるための取り組みが必要と
考えられた。
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Ⅱ 豚の衛生

Ⅱ－１ ウイルス性疾病

333.豚オーエスキー病清浄化への道筋：宮
城県東部家保 柴田千尋、清水ゆう子

平成3年3月、管内で県内初となる豚オー
エスキー病（AD）発生を確認。全頭淘汰に
よる清浄化を図るも、管内各地で野外抗体
陽性豚（陽性豚）が増加。平成6年度からワ
クチン接種開始。陽性豚摘発淘汰との併用
で野外ウイルスの動きは沈静化傾向。平成2
0年度にはAD防疫要領改正に基づき、管内浸
潤地域であったＴ市内を9地域に区分（ステ
ータスⅠ（清浄化準備）：1地域、Ⅱ（清浄
化強化）：7地域、Ⅳ（清浄）：1地域）。平
成24年度末にはステータスⅡ後期：4地域、
Ⅳ：5地域まで進展するが、陽性農場3戸と
ワクチン接種農場12戸が依然混在。ワクチ
ン接種と陽性豚自主淘汰による清浄化加速
を図るため、13地域に再区分し、補助事業
を活用。平成25年度以降は地域協議会と個
別協議を重ねながらワクチン接種中止に向
けた検査を継続。平成27年度全ての陽性豚
淘汰完了、管内全域でワクチン接種中止。
本年度の検査では、現在までに管内9割の農
場で陰性確認。年度内の清浄化を目指す。

334.山形県で検出されたPRRSウイルス野外
株の遺伝子解析と遺伝子検査法の比較検討
：山形県中央家保 平野かおり

PRRSの県内農場陽性率は平均42％。本県
では事業等を活用し農場/地域レベルのPRRS
清浄化を推進。今回PRRSウイルス（PRRSV）
野外株の疫学情報収集のため、38戸204検体
（平成18～28年）の遺伝子解析を実施。野
外株は3つのクラスター(2,3,5)に分類され、
地域性や疫学関連性を確認。PRRSVは遺伝的
多様性に富み、防疫上においても遺伝子解
析は有意義。一方、近年PRRSV遺伝子検査の
増加により、従来のコンベンショナルPCR(c
PCR)では操作が煩雑で迅速性に欠くため、
検査の効率化が急務。そこで、6組のプライ
マーを用いてリアルタイムPCR（qPCR）とcP
CRの検出感度を比較。検出感度はプライマ
ーにより異なったが、うち4組ではcPCRと同
等の感度。所要時間はSYBR法で240分、TaqM
an法で194分とcPCRの215分とほぼ同等。費
用（円/検体）はいずれのqPCR法でもcPCRよ
り安価。qPCRの有用性を示唆。診断法とし
てのqPCR導入を目指す。

335.オーエスキー病清浄化対策の現状と課
題：茨城県県北家保 神谷朝咲、榊原裕二

平成20年12月からオーエスキー病（AD）
清浄化対策を継続中。ワクチン接種率調査
を実施した結果、ワクチン接種農家は、管
内80戸中、平成27年35戸、平成28年30戸と
減少。農家意識調査を実施（回答率78.6％）。
県内に陽性農場があることを知らない生産
者が28.3％を占め、適切な情報提供が必要。

AD清浄度に応じて市町を色分けした地図を
農場指導に活用。県北管内101農場中、繁殖
・肥育豚ともにAD野外抗体陽性（＋＋）農
場は、年度当初6農場、うち11月現在5農場
が清浄化達成、残りの1農場の肥育豚陽性率
も低下。繁殖豚のみAD野外抗体陽性（＋）
農場は、年度当初10農場、うち11月現在8農
場が清浄化を達成。ADワクチン接種中止農
場がある中でのAD感染拡大は甚大な被害に
繋がるため、AD浸潤農場は、清浄化に尽力
する。一方で、AD清浄農場の清浄性維持が
大きな課題。AD陽性農場の指導、適切な情
報発信を続け、最終段階のAD清浄化対策を
進めていく。

336.豚繁殖・呼吸障害症候群ウイルス（PRR
SV）の遺伝子解析：茨城県県北家保 山下
薫

2008年～2016年に県内の養豚場30戸で採
材したPRRSV株について、 Open Reading Fr
ame5領域の塩基配列情報を既知のデータと
比較。分子系統樹を作成し、クラスターⅠ
～Ⅴに分類。クラスターⅣはⅣa、Ⅳbに細
分類。供試PRRSVはクラスターⅡ、Ⅲ、Ⅳa、
Ⅳbであることが判明、その分布に地理的な
偏りなし。県内流行株のクラスターは近年、
多様化。6戸（3組）の近隣農場間で由来が
同じと推察される株を検出。5戸で異なる2
つのクラスターの株の浸潤があり、うち2戸
では同時期に2つのクラスターの株が侵入し
ており、まん延防止対策が必要。プライマ
ーP420/P640による増幅産物の3種類の制限
酵素による切断パターンの比較ではワクチ
ン株と相同性99％の株は、ワクチン株と同
じRFLPパターンを示し、本法によるワクチ
ン株の識別が可能と推察。クラスターⅣbに
分類された検体について、Konoらの型別PCR
で得られた増幅産物を制限酵素HinfⅠで処
理し、九州地方で検出されたPRRSV株との簡
易識別を実施したところ切断されず、県内
に浸潤なし。

337.管内一養豚農場のPRRS清浄化対策：栃
木県県央家保 濱谷景祐、小笠原悠

母豚200頭一貫経営養豚農場のPRRS対策指
導の概要を報告。農場入退場時の人及び物
の消毒、豚舎内の除糞作業、水洗、消毒方
法等の徹底実施を指導。感染時期特定のた
め血液検査を実施。その後、肥育豚出荷後
の空舎期間の延長を指導し、対策前後の効
果判定のため口腔液のモニタリング検査を
実施。結果、母豚の抗体価のバラつきと、6
0日齢での早期感染を疑う。対策前後で離乳
舎は抗体、PCRともに全検体陰性。肥育舎1
及び2は対策前、抗体、PCRともに陽性検体
が存在。対策後、両豚舎で抗体は検出され
たが、PCRは全検体陰性。指導を通じて衛生
意識は向上し、バイオセキュリティの強化
がなされ、モニタリング検査でPCR陰性を確
認。飼料要求率が0.4改善。ワクチン未接種
状況下で抗体の陰転を期待するも、農場に
は抗体陽性豚が混在、現在、感染時期を再
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確認中。今後、出荷成績等から対策の効果
をさらに検証し、清浄化に向け指導を継続。

338.C群ロタウイルスによる哺乳豚の下痢と
その対応：栃木県県南家保 新楽和孝

母豚160頭の一貫生産農場の哺乳豚で下痢
が集団発生。発症豚の剖検で小腸壁の菲薄
化、病理組織学的検査で小腸絨毛の萎縮と
粘膜上皮細胞の空胞変性を観察。糞便のRT-
PCRで発症豚のみからC群ロタウイルス(RVC)
の特異遺伝子を検出。その後も1～3日齢の
豚のみに周期的に下痢が発生。畜主からの
聞き取りにより、下痢発生の約1か月前から
分娩豚房内にネズミの糞が散見されている
ことを確認。発症豚の母豚の糞便、畜舎内
で捕獲したネズミの直腸内容物、作業者等
を対象としたRT-nested PCRでは、ネズミの
みRVC陽性。対策として、妊娠豚の分娩舎へ
の移動直前に分娩豚房からネズミの糞を除
去し、豚房内を消毒。専門業者にネズミの
駆除を依頼。分娩舎洗浄時に動力噴霧器の
水圧を調整して洗浄水の飛散を抑制。その
結果、対策開始直後から下痢の発生頻度が
減少、4か月後以降は下痢の発生は無し。以
上の結果から、RVCの伝播にはネズミが深く
関与。

339.管内農場におけるPRRS対策の把握と今
後の課題：群馬県中部家保 伊平晴香

管内農場のPRRSウイルス浸潤状況を把握
するため、一貫生産農場108戸の出荷豚でモ
ニタリング検査を実施し、93戸（86%）が抗
体陽性。各農場のPRRS対策状況を把握する
ため、アンケート調査を実施。回答があっ
た75戸中68戸（91%）が陽性農場。陽性農場
68戸では、PRRS被害が30戸（44%）で有、34
戸（50%）で無と回答。被害の有無に関わら
ず45戸（66%）でPRRS対策は重要と認識。衛
生対策について、繁殖豚舎の水洗・消毒、
空舎期間の設定、PRRSワクチン接種の各実
施状況は、それぞれ42戸（62%）、56戸（82
%）、29戸（43%）。ワクチン接種率は被害有
の農場がやや高い傾向だが、対策の効果は
不明瞭。今後は豚舎のステージ毎に浸潤状
況を調査し、洗浄消毒方法やワクチン接種
の見直しが必要。今回、各農場のPRRSに対
する意識の高さが明確となり、地域一丸と
なった清浄化に向けて取り組む体制づくり
が重要。地域毎の研修会等でPRRS対策を説
明、さらなる意識の向上と対策強化を推進。

340.管内の豚オーエスキー病（AD）清浄化
への31年の歩み：埼玉県熊谷家保 宮田基、
齊藤史門

ADは、昭和63年1月に1戸7頭で管内初発。
抗体陽性率は、昭和60年0%、昭和63年29.8%、
平成3年30.2%、平成15～19年は15.3%～24.3
%で推移。しかし、抗体検査実施農家は全体
の30%程度のみ。平成3年にAD防疫対策要領
(要領)が制定、ワクチンを活用した清浄化
対策が行われたが、本県を含めた一部地域
では清浄化が進展せず、平成20年に要領が

全面改訂。以降、全戸の検査を継続し、清
浄化困難農家に対する重点的な指導、生産
者団体を交えた対策方針の検討や情報提供、
農家毎の清浄化スケジュールの設定など個
々の農家における清浄化対策を強化。また、
大規模農家の検査では初乳を用いて負担を
軽減。未清浄農家は平成20年度36戸から平
成26年度5戸となり、平成27年度に4戸清浄
化。最後の1戸は全頭検査で陽性豚が確認さ
れたため淘汰したが、平成27年中に6頭が再
摘発。陽性豚は速やかに全頭淘汰し、平成2
8年11月に再度全頭検査し陰性を確認。管内
全戸の清浄化を達成。

341.管内一養豚場での後継者への経営移譲
に向けた収益力向上の取組：埼玉県川越家
保 増田杏菜、中島敏行

農場主と後継者で管理する母豚110頭規
模、年間出荷肉豚1,300頭、子豚1,200頭の
養豚場は、収益力向上を図るため肥育豚舎
増築により肉豚出荷を増やすことを計画。
家保は、更なる収益力向上のため、増築に
あわせた衛生対策強化による飼養環境向上
を提案。衛生対策の第1段階としてHACCPの
考え方を取り入れた県策定のガイドライン
に沿ったマニュアル管理を開始。第2段階で
は生産性低下の要因であるPRRS清浄化に取
り組み、増築豚舎を活用した既存肥育豚舎
のオールアウトを実施。あわせて後継者主
体の管理への移行も推進。結果、PRRS清浄
化は達成、肥育日数は7～10日間短縮、事故
率は3%から1%に低減。肥育豚舎増築により5
65万、衛生対策強化により358万、合計923
万円の年間収益増と試算され、衛生対策強
化により豚舎増築効果が63%増加。後継者は
衛生対策の重要性を理解するとともに経営
意欲も向上。今後も農場の状況にあわせた
対策で経営継続に資する収益力向上の取組
を支援。

342.国内2例目の豚サペロウイルスによる豚
エンテロウイルス性脳脊髄炎事例と県内浸
潤状況調査：埼玉県中央家保 曾田泰史、
平野晃司

平成28年1月、県内の母豚75頭を飼養する
一貫経営農場で40～60日齢の肥育豚4頭が起
立不能、病性鑑定を実施。発生前後に採取
した母豚血清、発生農場と非発生農場で採
取した肥育豚ステージ別血清を用いて豚サ
ペロウイルス（PSV）抗体検査を実施。PSV
浸潤状況調査は県内20戸計200頭の抗体保有
状況を調査。外貌では全頭が四肢または前
肢麻痺、起立不能。組織所見で全頭に非化
膿性脳脊髄炎。病変は脳幹部と脊髄灰白質
が重度。全頭の脳脊髄、2頭の血清からPSV
特異遺伝子を検出、2頭の延髄または脊髄か
らPSVを分離。本症例をPSVによる豚エンテ
ロウイルス性脳脊髄炎と診断。母豚抗体価
は発生前後で変動なし。農場内PSV動態は発
生の有無で変化なし。発症豚4頭の抗体価（2
倍未満～4倍）は、同ステージの非発症豚（G
M値9.2倍）より低い傾向。浸潤状況調査で
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は個体別抗体陽性率は92.5％、農場別抗体
陽性率は100％。PSVは県内養豚場に広く浸
潤。

343.管内養豚場における豚繁殖・呼吸障害
症候群(PRRS)ワクチン肉豚接種による生産
性改善効果の検証：新潟県中央家保 中村
英莉、村山修吾

平成25年からPRRS管内清浄化の第一歩と
して生産性向上を目的に14農場でワクチン
をプログラム化し肉豚接種を順次開始。平
成28年12月現在野外ウイルスが検出されな
い9農場がワクチン接種を中止し清浄化に向
けてステップアップ。PRRSをコントロール
することによる生産性改善効果を肥育生産
指標を用いて検証。ワクチン接種前と比較
すると出荷日数の短縮、肉豚飼料要求率の
改善、1日増体重量の増加、上物率の増加お
よび上物落巾の減少、小貫出荷の減少、離
乳後事故率の低下などの効果が見られた。
さらに出荷日数の短縮により肥育舎の回転
率が向上、空舎期間が延長し衛生レベルの
向上と作業のゆとりを確保。管内1農場は規
模拡大中でありPRRS清浄化という目標をほ
ぼ達成、肉豚へのワクチン接種はPRRSコン
トロールと生産性向上に大きな力を発揮す
る有効な手段であり、管内の清浄化は大き
く前進。

344.豚繁殖・呼吸障害症候群(PRRS)ELISAキ
ットの口腔液を用いた検査手順の確立：新
潟県中央家保 村山修吾

当所はいち早くPRRSモニタリング検査に
ける口腔液の有用性を見出し積極的に活用。
国内で2種類のELISAキットが承認販売され
ているが口腔液の検査手順は報告されてお
らず、当所は｢PRRSX3エリーザキット｣を用
い、指示血清10倍希釈100μl、口腔液2倍希
釈250μl、反応時間4～5℃・16時間、二次
抗体にペルオキシターゼ標識抗ブタIgG抗体
(IgG)を添加するオリジナル法で実施中。今
回口腔液を用いた検査手順の確立を目的に
条件の再検証を実施。オリジナル法の血清
と口腔液の一致率は93.3％(κ係数0.82)で
判定可能と再確認。IgGを使用しない手順も
検討し口腔液原液250μlで感作させる条件
で一致率が94.2％(κ係数0.85)と十分判定
可能。さらに｢アニゲンPRRSエライザ4.0｣に
ついて同様に検討し、指示血清300倍希釈、
口腔液原液250μl、二次抗体にIgGを添加し
ない条件で血清との一致率が93.3％(κ係数
0.84)となり、2種類ともキットのみで口腔
液を用いたモニタリングが可能。口腔液は
血清に比べ労力や経費、豚のストレス軽減
等多くのメリットがあり、頻回かつ農場内
を広くモニタリングできることからPRRS対
策に取り組む上で有用。

345.豚の流行性脳炎の発生と抗体保有状況
調査：福井県福井県家保 岡田真紀、山崎
俊雄

平成28年10月、養豚場にて母豚1頭が白子、

黒子を含む胎児17頭を娩出したため病性鑑
定を実施。胎児9頭の剖検では全頭に脳欠損、
胸・腹水の貯留、5頭に四肢拘縮・脊柱弯曲
の所見。病理組織検査では筋線維矮小化を
確認。ウイルス検査ではHI試験で胎児が日
本脳炎ウイルス(JEV)抗体保有。胎児臓器と
脳脊髄液等からJEV特異遺伝子を検出。遺伝
子型1に分類。その他ウイルスの関与は否定。
菌分離陰性。以上の結果から流行性脳炎と
診断。母豚は同年5月にJEVおよびパルボウ
イルス(PPV)を含む混合ワクチンを接種。し
かし分娩直後の母豚血清からPPV抗体未検
出。ワクチン抗体が付与しなかったと推察。
県内のJEV抗体保有状況調査を、過去3年間1
0月、11月に採材した延べ14戸135頭の保存
血清を用い、HI試験で実施。平成26年に対
し27年と28年の抗体保有率が有意(p<0.05)
に上昇。近年の流行を確認。改めてワクチ
ンの適正な接種と吸血昆虫の衛生対策を注
意喚起することが重要。

346.豚流行性下痢（PED）再発農場における
防疫対応：山梨県西部家保 牛山市忠、片
山努

平成26年5月、繁殖母豚378頭規模の養豚
農家において、下痢症状が認められると通
報を受け、立入検査を実施、病性鑑定によ
り豚流行性下痢（PED）と診断。ワクチン接
種、飼養衛生管理の徹底等を指導し、発症
から159日目の12月14日に非発生農場に復
帰。しかし、平成27年4月16日PEDが再発。
再発原因は、一時的なワクチン接種中止、
分娩舎飼養密度増加により水平感染が繰り
返されていたこと等と推察。対策として、
ワクチン接種徹底、消毒の再徹底、作業手
順確認、発症豚の早期淘汰等を実施し、発
症から210日目の平成28年1月8日に再度非発
生農場へ復帰。発生防止のため、今年度も
当該農場を立入検査し、衛生管理やワクチ
ン接種の確認を実施。また、管内農家あて
家保だよりの発行、中和抗体検査等を実施
し、今年度管内での発生はなし。今後も、
継続的な指導を行い発生予防に努めていく。

347.PRRSウイルスの関与が疑われる母豚熱
発及び早産事例について：山梨県東部家保

小林洋平、松下摩弥
管内1養豚場（母豚270頭規模・一貫経営

農場）で母豚の熱発、早死産及び死亡事例
が発生。病性鑑定の結果、母豚血清及び生
存子豚の諸臓器からPRRSV特異遺伝子検出、
PRRSVの関与が疑われた。当該農場は以前か
らPRRSV陽性農場であり、過去検出株ととも
に遺伝子解析を実施、いずれも近縁でクラ
スターⅡに分類、農場浸潤株による被害と
考察。抗体陰性の繁殖候補豚の存在や分娩
舎と離乳舎の床下が繋がっている豚舎構造
等分娩舎でPRRSが流行するリスクは以前か
ら高かったことが示唆。分娩舎でのPRRS流
行後、離乳舎においてPRRSによる発育不良、
死亡が増加。PRRSV動態調査として離乳後肥
育豚1群を追跡、離乳舎へ移動する30日齢時
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及び、60、110、145日齢時に各20頭採血、P
RRSV遺伝子及びELISA抗体検査を実施。30日
齢時、約半数の個体が遺伝子陽性、分娩舎
内で既に感染し離乳舎へ移動していると示
唆。対策として母豚群にPRRSワクチン接種
を開始、今後も検査、指導を継続する。

348.豚流行性下痢沈静化困難農場における
対策と問題点：長野県松本家保 鈴木健太、
宮澤隆

2014年5月6日、管内A養豚場でPEDが発生。
12日には隣接するB農場で続発。両農場とも
消毒徹底、発症豚の早期隔離等を実施。B農
場は発生2カ月後に沈静化したがA農場は10
月12日に再発。A養豚場の再発要因として、
分娩豚房数が繁殖豚数に比べ少ないため、
十分な空舎期間が確保できず、豚房内に残
存するウイルスによる感染が継続すると考
察。そこで2015年に分娩管理をウィークリ
ー分娩からバッチ分娩(スリーセブン)に変
更。これにより一旦は沈静化したが、気温
低下とともに初産母豚の子豚を中心に再発。
2016年は冬期間の発症を低減するため繁殖
豚の外部導入時期を初産分娩が4月以降にな
るように調整。また、繁殖豚群の分娩間隔
を確実に3週間隔とするため、1グループ繁
殖豚数を分娩豚房の収容可能数まで減らす
とともに、消毒しやすいように分娩豚舎改
修を実施。以上の対策により、11月にPEDウ
イルスが検出されたものの、現在、発症は
確認されていない。

349.豚流行性下痢発生前後の衛生状況：静
岡県西部家保 窪田郁子、野元孝子

平成26年、管内13戸の養豚農場で豚流行
性下痢（PED）が発生。PED発生当時、家保
は農場へ立入制限の強化等の感染拡大防止
対策指導や畜産関係各所への衛生対策指導
を実施。食肉センターに対してはPED発生農
場の受入れ体制の整備を指導し、出荷受入
れマニュアルの作成や車両動線の一方通行
化、自動消毒ゲートの設置等の対策を実施。
管内53戸の農場で平成25年度に比べ平成27
年度における飼養衛生管理基準の遵守状況
は有意に改善。項目別では37項目中26項目
が改善し、特に車両消毒実施が顕著に改善
（56％→87％）。以上から地域全体の衛生
対策意識の向上を確認。抽出した3農場はPE
D発生前後で１母豚あたりの年間出荷頭数が
増加し、子豚の事故率低減が示唆。これら3
農場のと場成績は疾病別一部廃棄割合（胸
膜炎、心外膜炎、マイコプラズマ性肺炎、
寄生虫性肝）がほぼ一定で、今後も継続的
な検討が必要。

350.豚コレラ中和試験におけるCPK-NS細胞
の問題点と新たな検出法の検討：静岡県中
部家保 斉藤妙子

豚コレラ（豚コ）は国際的に重要な疾病
で、日本は清浄国だが、近隣諸国では発生
があり清浄性維持確認の検査が重要。この
うち抗体検査は、防疫指針によりELISAやCP

K-NS細胞(NS)を用いた中和試験(中和)を実
施。一方、OIEではNPLA及びFAVNを国際法と
して提唱。NSには不安定要素が多く、今回N
Sの性状確認と共にNPLA及びFAVNを実施し比
較検討した。NSは通常密栓・無血清で維持
し、中和時に開放系・血清入りで培養する
が、密栓から開放培養にすると立ち上がり
は早いが細胞維持が悪く、また血清が入る
と細胞形態が変化し判定がしづらい。一方
でNPLA及びFAVNは、判定まで4日と中和より
早く、結果は非常に明瞭。少数検体の場合N
PLAに比べFAVNの方が、試薬ロスが少なく、
使用する抗体は豚コ診断用抗体より、マウ
スの抗豚コ抗体を1次抗体として利用する間
接法の方が、結果が明瞭。豚コを疑う場合、
ウイルスの動きの有無を確認すると伴に中
和と併用しFAVNも実施していく。

351.愛知県におけるPRRSウイルス清浄化へ
向けた取り組み：愛知県中央家保 久保卓
司、奥村貴樹

愛知県では、豚繁殖・呼吸障害症候群（P
RRS）対策として、農家毎の感染状況把握と
衛生対策を実施。感染状況把握のための検
査を3年間で県全体の約6割の121戸(延べ203
戸)実施し、感染ステージⅠ(不安定)から感
染ステージⅤ(清浄化)まで5段階で分類。ス
テージⅠ・Ⅱの農家には母豚の免疫安定化
対策を、ステージⅢの農家には部分的なAI/
AO等の対策を実施し、各農家に農場防疫の
強化を指導。検査により感染ステージ不明
の農家は150戸から82戸に減少。感染ステー
ジに応じた衛生対策により、3戸で清浄化を
達成。3戸の農家には「ワクチン接種歴がな
い」「種豚や精液をPRRS陰性農場から導入」
等の共通点あり。一方、PRRSウイルスが侵
入した農家は5戸存在。3年間の取組により、
PRRS感染状況の把握が進み、個別の衛生対
策により、PRRS対策への意識が向上。今後
も検査を継続し、清浄化を達成した農家を
参考にして引き続き農場防疫の徹底を指導
し、清浄農場の増加を目指す。

352.国内初の豚の悪性カタル熱の疫学的考
察：鳥取県倉吉家保 黒田萌黄、増田恒幸

2016年3月、複数種の動物を飼養する管内
の教育農場でミニブタの突然死が相次いで
発生。農場では2015年10月に県外より羊を3
頭導入し、発症したミニブタと同じ畜舎で
飼養。死亡したミニブタの病理組織学的検
索及び疫学的背景から羊随伴性悪性カタル
熱(SA-MCF)を疑い、発症ミニブタの回腸及
び羊血液由来ヒツジヘルペスウイルス2型(O
vHV-2)PCR産物の遺伝子解析を実施。両者の
PCR産物の部分遺伝子配列は既知のOvHV-2遺
伝子と完全に一致し、羊からミニブタへのO
vHV-2の伝播が示唆。病理組織学的検索結果
と総合し、本症例をSA-MCFと確定診断。日
本におけるSA-MCFは一般的に牛の疾病とし
て認知されているが、海外で羊から豚への
感染報告もあり。羊と他の感受性動物の同
居飼養について改めて注意喚起が必要。
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353.61年ぶりに岡山県で発生した豚の日本
脳炎：岡山県井笠家保 橋田明彦、児子友
美

2016年10月、管内一貫経営養豚場におい
て同年4月に導入した繁殖豚（日本脳炎(JE)、
豚パルボ混合生ワクチン接種済み）10頭中8
頭に異常産が発生。このうち1頭が、黒子4
頭、白子6頭、神経症状を呈する子豚5頭、
正常豚1頭を分娩。病性鑑定のため搬入され
た異常産子4頭の剖検を実施したところ1頭
で大脳頭頂部の菲薄化を伴う側脳室の脳脊
髄液貯留。4頭すべてにおいて病理組織検査
では非化膿性脳炎と骨格筋の低形成を認め、
ウイルス検査では脳からJEウイルス遺伝子
を検出。同年5月時点の同導入繁殖豚のJE抗
体検査の結果は、10頭中9頭で抗体価20倍未
満。10月時点では最大2,560倍に上昇。以上
のことからJEと診断。ワクチン抗体の賦与
が不十分であったことが発症要因と推察。
発生後直ちに農場内の殺虫剤散布を開始。
当該農場で実施されていなかった導入時の
ワクチン接種を指導。さらに農場従事者へ
の感染リスクを考慮し保健所と情報共有を
実施。

354.2腹分の新生子豚にみられた先天性豚痘
：岡山県津山家保 杉本裕亮

管内の養豚場から2日齢と4日齢の新生子
豚複数頭に水疱が発生との通報があり、口
蹄疫を疑い緊急立入を実施。立入検査では2
腹分の新生子豚の約半数で全身性に丘疹や
痂皮形成を呈していたが、口腔や蹄部の異
常、発熱及び子豚の死亡を認めず、また母
豚に異常を認めなかったため口蹄疫を否定。
皮膚病変について病理学的、ウイルス学的
検査を実施。病理組織検査では、豚痘に特
徴的な所見である皮膚組織における有棘細
胞の風船様変性、並びに好酸性細胞質内封
入体が認められた。ウイルス学検査ではPCR
検査にて痂皮から豚痘ウイルス遺伝子陽性。
また、出生後間もなく発痘した点から先天
性豚痘(CS)と診断。CSの発生報告は極めて
まれで、不明な点が多い。本事例において
も感染経路および時期は不明であったが、
離れた分娩房で2腹分の新生子豚に発痘がみ
られたことから、母豚2頭が母豚舎で豚痘に
感染し、子宮内で胎子に伝染したものと推
察された。

355.導入豚で呼吸器疾病が疑われた事例の
防疫対策：香川県西部家保 山下洋治、合
田憲功

平成28年10月18日、母豚200頭を飼育する
一貫経営農場（PRRS陰性農場）において、
隔離舎で導入豚10頭中1頭が死亡し、残り9
頭が元気消失、食欲不振、腹式呼吸を呈し
たので家保に検査依頼。同日、立入検査を
実施し発症豚5頭の鼻腔スワブ、血液を採取。
豚マイコプラズマ、豚サーコ2型、豚コレラ、
豚インフルエンザのPCR検査及びオーエスキ
ー病のラテックス検査で陰性（0/5）を確認

したが、PRRS（PCR）検査で疑陽性（5/5）
を確認。検体を動物衛生研究部門（以下：
動衛研）に送付。10月19日、PRRSが否定で
きないため各豚舎への浸潤を調査するため8
豚舎24頭を採血し、PRRS（PCR、ELISA）検
査を実施し陰性を確認。10月24日、導入豚
の症状が回復、農場内への侵入がないこと
から自主淘汰。その後、動衛研の検査結果
からPRRS（PCR）検査は非特異反応である旨
の報告。畜主の早期通報により初動防疫が
実施できたことで農場内への疾病侵入を防
止できた。

356.採血用ろ紙を用いた豚繁殖・呼吸障害
症候群（PRRS）のELISA検査への応用：愛媛
県東予家保 赤坂遼、曽我部芳恵

通常、血清を用いるELISA検査において、
血清と吸血済採血用ろ紙を材料として使用
・比較し可能性を検討。0.1ml吸血後乾燥し
たろ紙（1/4片）をキット付属の検体希釈液
0.2mlで60分間溶出後10倍希釈したものをプ
レートに加え、以降はマニュアルに従って
実施。なお、両指示血清は原液と2倍希釈の
2種類を用いてS/P比を算出した上で常法と
比較。その結果、常法（陽性20頭、陰性22
頭）に対し、ろ紙は原液使用指示血清（陽
性15頭、陰性27頭）、2倍希釈指示血清（陽
性20頭、陰性22頭）で、常法に対し、κ係
数がそれぞれ0.76、1.00となり、2倍希釈指
示血清が有効。さらに採材から72日、134日、
158日経過したろ紙でS/P比を比較し保存性
を検討するも、保存前後で有意差は認めら
れず。以上からELISA検査への採血用ろ紙利
用の有用性が示唆。今後は採血時の豚のス
トレスや術者の負担軽減のための採血方法
の検討を行うとともに他の検査への応用に
ついても検討する予定。

357.離乳豚で発生した豚サーコウイルス関
連疾病：高知県中央家保 森木啓、安藤正
視

平成27年12月から、同腹離乳豚の死亡が
続発し豚サーコウイルス関連疾病（以下PCV
AD）と診断。発生農場はLWD飼養一貫経営農
場で、平成27年5月に母豚4頭導入、11月に
母豚Aが14頭出産（初産）。25日齢で離乳後、
30日齢で1頭が突然死。その後、40～99日齢
の間に同腹の10頭が起立困難等の症状で死
亡。母豚Bの子豚1頭（46日齢）も突然死。
死亡豚及び起立不能豚の病性鑑定にて、小
脳の出血や肝の白斑等を認め、小脳、肺、
肝、腎、脾でPCV2免疫染色陽性。PCR検査で
脳、肝、脾等からPCV2遺伝子検出。全頭にP
CVADの所見を認め、同疾病による死亡と診
断。その後、平成28年1月6日に母豚Ａ、Ｂ
の子豚（60日齢、25日齢）にサーコウイル
スワクチンを接種、その後発症豚は無し。
現在は、子豚に21日齢でサーコウイルスワ
クチン1回接種、初産母豚には種付け前に2
回接種を計画的に実施。

358.アカバネウイルス（AKAV）の関与が疑
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われる豚の異常産：福岡県中央家保 袈裟
丸昇太、伊藤広記

平成27年12月から翌年1月、飼養頭数約90
0頭の一貫経営農場で異常産が発生し、病性
鑑定を実施。12月2日娩出の同腹の虚弱豚1
頭及び白子1頭に前肢拘縮を認め、脳幹部か
らAKAV遺伝子を検出。同虚弱豚の血清につ
いて中和試験を実施したところ、AKAV抗体
（32倍）を確認。1月4日娩出の別腹の白子1
頭、虚弱豚1頭においては大脳欠損及び小脳
低形成が認められ、同虚弱豚については脳
幹部よりAKAV遺伝子を検出。この2頭におい
てもAKAV抗体（2頭共に64倍）を確認。近隣
飼養牛との関連性を調査するために実施し
た近隣酪農家の前年度未越夏かつワクチン
未接種牛を対象とした中和試験でも5頭中5
頭でAKAV抗体（8倍～64倍）を確認。本症例
はAKAVの関与が強く疑われ、同地域におけ
る牛での流行と密接に関連していると推察。
対策として夏場のヌカカ対策、牛農家にお
けるAKAVワクチンの接種率向上が必要。

359.豚繁殖・呼吸障害症候群ウイルス及び
豚レンサ球菌の混合感染症発生事例：福岡
県北部家保 永野英樹、伊藤広記

平成28年5月15日から18日にかけ、115日
齢前後の豚が歩行困難、発咳を呈し13頭死
亡。生豚2頭、死亡豚3頭を病性鑑定に供試。
ウイルス検査で肺プール乳剤より豚繁殖・
呼吸障害症候群ウイルス（PRRSV）遺伝子を
検出。剖検時、生豚1頭で確認された疣贅性
心内膜炎の疣贅よりStreptococcus suisを
分離し、病理組織検査において肺にPRRSVの
存在を確認したため、PRRSVとS.suisの混合
感染症と診断。平成27 年新築の繁殖豚舎で
は、同年PRRSV抗体が検出されず、流死産の
発生も無くPRRSVの流行は無いと推察。一方、
従来から使用している肥育豚舎では、平成2
6年の検査においてPRRSV抗体が検出されて
おり、肥育豚舎移動後に常在化しているPRR
SVの感染が起こったものと推察。S.suis感
染は、PRRSVの感染豚に対し、死亡確認3日
前からの日格差20 ℃もの温度変化のストレ
スが発症要因と推察。分離S.suisに感受性
のある薬剤を投与後発生8日目に死亡が確認
されなくなり発生は、終息。

360.管内で発生したアカバネウイルスによ
る豚の異常産：佐賀県北部家保 平野美和、
陣内孝臣

母豚88頭飼養の一貫経営農場で、平成27
年10月23日に母豚2頭、11月3日から4日にか
けて母豚1頭が体形異常胎子を娩出。11月3
日に娩出された胎子2頭の病性鑑定を実施。
外貌は背弯姿勢、頭部腫脹。解剖検査で2頭
ともに大脳欠損、小脳矮小化、1頭に水頭症、
1頭に頭蓋腔狭小化、脊柱弯曲、脊髄低形成
を確認。病理組織検査で大脳の膜状組織形
成と石灰沈着、鉄顆粒細胞の散在を確認。
免疫組織化学染色で大脳に陽性抗原確認。
脳、脊髄、扁桃、胎盤からアカバネウイル
ス（AKAV）遺伝子検出。胎子体液、母豚血

清からAKAV抗体検出。胎子、胎盤からAKAV
分離陰性。平成27年に採材した管内の豚8/1
3農場23/299頭で抗体検出。未越夏牛のアル
ボウイルス動態調査でAKAV抗体陽転、AKAV
が分離され、本症例検出遺伝子との相同性
は99.6%。平成27年には地域内でAKAVの大き
な動きがあり、豚と牛にまん延したAKAVが
豚に異常産を引き起こしたと推察。

361.一養豚場でのアカバネウイルスによる
異常産再発生と疫学調査：長崎県中央家保
井上大輔、早島彬美

平成25年にアカバネウイルス（AKAV）に
よる異常産が確認された一養豚場で、平成2
7年にも同様の異常産が発生。病性鑑定では、
胎子に水無脳症、四肢の屈曲および伸展、
脊柱彎曲、骨格筋の矮小筋症、非化膿性脳
炎、AKAVの免疫組織化学的染色で脳幹部に
陽性反応を確認。また、胎子の中枢神経系
と胎盤から平成25年の当該農場豚胎子由来
株と近縁なAKAV遺伝子、胎子体液からAKAV
の抗体を検出。当該農場でのAKAVの抗体陽
性率は、平成24年12月から平成26年3月にか
けて5%から90%に上昇。この陽性率の高さか
ら、農場内における豚‐ヌカカ‐豚間での
感染環の存在が示唆。ヌカカの飛来状況調
査では、牛と豚に吸血嗜好性を持つヌカカ
の種は大差なく、豚‐ヌカカ‐牛間での伝
播の可能性も示唆。また、ホシヌカカ等は
寒冷環境下でも活動しており、感受性個体
が年間を通して連続的に生産される養豚場
では、冬季も活動するベクターによりAKAV
が越冬する可能性が否定できず。

362.豚におけるアカバネウイルスの関与を
疑う感染症の発生事例：熊本県城北家保
流谷博貴、佐藤敬明

母豚約100頭一貫経営農場で、胎齢2～3か
月の流産が発生。流産胎子の外貌に著変は
認めず、剖検で腎臓の暗赤色腫大、脳の軽
度融解を確認。細菌学的検査で有意菌分離
陰性及びレプトスピラ特異遺伝子不検出。
ウイルス学的検査で 脳からアカバネウイル
ス(AKAV)遺伝子を検出。検出遺伝子は分子
系統樹解析によりgenogroupⅠに属する2013
年国内分離株と同じクラスターに含まれる
ことが判明。さらにHmLu-1細胞を用い、AKA
Vを分離。病理組織学的検査で単核細胞によ
る囲管性細胞浸潤、マクロファージの軽度
浸潤など非化膿性脳炎像を認め、免疫組織
化学的検査でAKAV抗原検出。検査結果からA
KAVの関与を疑う。アルボウイルス動態調査
で、同時期に近隣地域でAKAVの抗体が陽転、
発生農場周辺においてAKAV流行が示唆。豚
異常産におけるAKAVの関与は症例報告が少
ないことから、今後は養豚農家への周知、
衛生害虫駆除等防疫対策の強化、豚の感受
性の検討が必要。

363.クラスターⅣの新たな遺伝子系統に分
類されるPRRSウイルス野外株による異常産
発生事例：熊本県城北家保 富永洋平
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母豚約900頭で農場HACCPに取組む管内SPF
農場で平成27年2月～7月に胎齢95日～97日
の黒子及び白子の混在する早産が続発。当
該農場は全豚舍新築後、平成26年9月～12月
にかけて県外種豚場から繁殖素豚を導入。
細菌検査では有意菌分離陰性、レプトスピ
ラ特異遺伝子不検出。ウイルス検査でPRRSV
特異遺伝子検出。免疫組織化学検査で肝臓
類洞内単核細胞の細胞質内にPRRSV特異抗原
検出。症状及び検査結果によりPRRSVによる
異常産と診断。さらに北米型PRRSVのORF5を
特異的に増幅するプライマーを用いたRT-PC
Rを実施し、遺伝子配列を解析した結果、本
PRRSVはクラスターⅣの中でこれまで国内で
確認されていない新たな遺伝子系統の野外
株と推察。また、浸潤状況調査では繁殖エ
リア全域でPRRSVの浸潤を確認。PRRSVは年
々変異を重ねて多様化するとともに、これ
まで国内で確認されていない遺伝子系統も
存在。従来の防疫対策に加え、バイオセキ
ュリティの更なる強化が必要。

364.管内A市で発生した豚の流行性脳炎：大
分県大分家保 山田美那子、丸山信明

2016年、管内A市2養豚場で異常産が発生
し､豚の流行性脳炎と診断された。A農場は
母豚100頭規模（一貫）､7月発生の初産１腹
の死産胎子１頭について病性鑑定を実施。B
農場は母豚250頭規模（一貫）､9月の初産3
腹の死産胎子及び虚弱子豚、計10頭につい
て病性鑑定を実施。A、B農場共に非化膿性
脳炎像を確認。中和試験及びHI試験で有意
な抗体の上昇を確認。遺伝子検索（PCR）で
日本脳炎ウイルス（JEV）特異遺伝子を検出。
B農場の虚弱子豚1頭の脳からJEV分離。分離
JEV株は遺伝子解析の結果、ジェノタイプ１
に分類され、近年九州や山口で分離されて
いるものと99％以上の相同性を確認。以上
の結果から豚の流行性脳炎と診断。A農場は
ワクチン接種時期の遅れ、B農場はワクチン
未接種による発生と考察。本病は経済的損
失が大きな疾病であるがワクチン接種で予
防できることから管内全農家にパンフレッ
トによるワクチン接種の推進及び接種時期
や方法についての再確認の注意喚起を実施。

365.県内養豚農場での日本脳炎ならびにア
カバネ病ウイルス抗体保有状況調査：大分
県大分家保 人見徹、中出圭祐

県内養豚場で日本脳炎ウイルス(JEV)によ
る流産が2015年1件、2016年2件発生。発生
の要因検証のため2014年9月～2016年1月に
採材された42農場の血清1,692検体を用い中
和試験により抗体保有調査を実施。併せて
アカバネウイルス(AKV)の養豚場への浸潤調
査を実施。JEVは肉豚で22戸/42戸(52.4%)、
255頭/1,608頭(15.9%)が陽性、経時的推移
では2014年9月から2015年2月まで抗体を検
出、3・4月は検出なし、5月に県北部・中部
・南部で検出、7月は検出なし、8月に再度
陽転。このことからワクチン接種を3月頃ま
でに行う必要性が示唆。母豚では65頭/84頭

(77.4%)が陽性、農場毎の陽性率は0～100%
までバラツキが大きく5産以上の母豚で4頭/
12頭(33.3%)陰性。通年で陽転しない地域が
確認され繁殖豚のワクチン免疫が不十分で
は発生を危惧。AKV抗体は3戸/21戸(14.3%)、
10頭/221頭(4.5%)陽性。豚の陽転農場周辺
地域で牛のAKV抗体陽転を確認。豚の異常産
病性鑑定でAKVを検討項目に加える必要性。

366.豚繁殖・呼吸障害症候群ウイルスの管
内及び県内浸潤状況に関する一考察：鹿児
島県曽於家保 柴具仁子、藏前保

平成27年に管内の一貫農場で母豚の死亡
（57頭）、流産（409頭）が発生し、PRRSウ
イルス（PRRSV）を分離。分離株は遺伝子解
析によりクラスターⅣに分類され、平成25
年に近隣農場で分離された株に近縁であっ
た。このことから、発生農場周辺農場のPRR
SVの浸潤状況調査と県内で発生したPRRS事
例で検出されたPRRSVの遺伝子解析を実施。
その結果、発生農場周辺には、クラスター
ⅣのPRRSVが広く浸潤していること、県内の
他地域においてもクラスターⅣのPRRSVが存
在していること、そして平成21年には県内
にクラスターⅣのPRRSVが既に侵入していた
ことが判明。PRRSVは変異しやすく、ワクチ
ン株や農場既存株と異なる株の侵入によっ
て大きな被害をもたらす可能性があるため、
対策として、バイオセキュリティの向上だ
けでなく農場内のウイルス動態の把握や母
豚と育成豚の免疫安定化等が重要であり、
地域全体の対策を構築していく必要がある。

367.管内の近接する養豚場で発生した豚流
行性下痢まん延防止対策：沖縄県中央家保
戸田綾子、池宮城一文

平成28年6月6日から、管内の近接した2農
場で豚流行性下痢(PED)が発生。病性鑑定、
疫学調査を実施するとともに、豚や堆肥の
移動自粛要請。PED確定後、豚舎、敷地内、
飼料運搬車両を消毒。立入調査や電話で異
常豚の有無を確認、まん延防止指導を実施。
同系列1戸と近接1戸、半径1㎞内の3戸も同
様に対応。管内養豚農家、関係機関、家畜
・飼料輸送業者への当疾病発生の周知と緊
急説明会を実施。1例目では要請を受け哺乳
豚等を淘汰、豚舎内オガ粉を搬出し焼却、
発酵堆肥を農場外管理地で保管。と畜場、
化製場での交差汚染防止のため、発生農場
と関連農場からの出荷は曜日と時間帯を限
定。出荷時から、と畜場および化製場搬入
時に当家保職員が健康状態観察、豚体消毒、
消毒監視指導を実施。発生農場に加え関連
農場も徹底して豚舎、敷地、豚体、飼料運
搬車輌の消毒、また、と畜場出荷時の豚体
ならびに車輌消毒を徹底して実施。以上の
防疫措置により、感染の拡大なく終息。

368.豚パルボウイルスによる異常産発生事
例：沖縄県中央家保 平野悠子、杉山明子

平成28年6月、管内の母豚270頭規模の繁
殖農場で初産～4産の母豚異常産(白子、黒
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子、ミイラ胎子、総産子数減少)が多発。当
該農場では豚パルボウイルス（PPV）ワクチ
ンは平成26年以降未接種。流産胎子7腹と母
豚13頭の血清を検査に供試。抗体検査では
母豚全てと黒子体液でPPV陽性。流産胎子の
脳と胎盤からPPV特異遺伝子検出（PCR法）
およびPPV分離（CPK細胞使用）。以上の結
果よりPPVによる異常産と判定。PPVによる
異常産が1農場で多発した要因として、平成
26年にPPVワクチン接種を中止したこと、自
家更新の繰返しで閉鎖的であったこと、平
成28年3月に急激な母豚更新、増頭をしたこ
とによりPPV抗体陰性豚が増加したことが考
えられた。県内養豚場の多くでPPVが存在し
ており、経産豚は自然感染により終生免疫
を獲得していると考えられていた。しかし、
今回の事例のように経産豚でもPPVによる異
常産が発生することがあるため、経産豚も
含めたワクチン接種を実施するよう注意喚
起し、発症予防に努める必要がある。

369.沖縄県の伝染性胃腸炎発生報告：沖縄
県家畜衛生試験場 鈴木萌美、石井圭子

2016年10月、母豚約80頭規模繁殖農場で、
約1週齢哺乳豚2腹27頭が黄白色水様性下痢
を呈し19頭が死亡。母豚の食欲低下、哺乳
豚の黄白色水様性下痢、嘔吐が続き4腹分の
哺乳豚と母豚の病性鑑定実施。うち1腹分哺
乳豚2頭を解剖。小腸壁の菲薄化、胃の未消
化凝固乳滞留による膨満確認。哺乳豚、母
豚便スワブ5/8検体および腸管（空腸・回腸
・結腸）から伝染性胃腸炎ウイルス（TGEV）
特異遺伝子検出。腸管で抗TGEV免疫染色陽
性、伝染性胃腸炎（TGE）と診断。母豚前後
血清で抗TGEV中和抗体価の有意上昇を確認。
腸管からTGEV分離。沖縄県では33年ぶりの
発生。同農場は6月時点、TGEV遺伝子検査陰
性。TGEV侵入時期は6月以降と推察。侵入経
路は不明。中南部地域の母豚でTGEVと交差
性のある豚呼吸器コロナウイルス（PRCV）
抗体保有の可能性が示唆。今後、県内全域T
GEV、PRCV抗体保有状況調査を行うとともに
ウイルス伝播、侵入防止に努める必要があ
る。

Ⅱ－２ 細菌性・真菌性疾病

370.酪農場におけるサルモネラ環境サーベ
イランス10年の取り組みとその効果：北海
道石狩家保 内田桐子、神間清恵

平成15年から管内で乳用牛のサルモネラ
症が多発、発見の遅れによる対策の長期化
事例が続発。このため本症の発生を早期に
予察する手段として酪農場の環境サーベイ
ランス（サーベイ）を平成18年9月から一部
地域で開始。一定の効果が得られ、平成19
年度より本格導入し、関係機関が連携し10
年間継続。サーベイは年8回、採材場所はバ
ンクリーナー終末部、陽性時には発生農場
と同様に飼養牛の糞便検査や環境検査を実
施し清浄化対策を推進。この10年間、管内
全酪農場の30%以上が継続参加し、平成28年

8月現在実施戸数は延べ4,306戸、うち17戸
で陽性を確認。サーベイ陽性農場は、発生
農場と比べ飼養牛の初回保菌率が低く、短
期間で対策終了。本サーベイは汚染の早期
発見、発生の未然防止に有効。さらに参加
農場、関係機関の衛生意識が向上し、発生
時の迅速な対応につながる。今後もサーベ
イを継続し、地域の衛生対策向上を推進。

371.豚サルモネラ症発生農場における清浄
化への取組み：秋田県南部家保 藤原ちさ
と、村松龍ノ助

2016年9月に管内肥育養豚場で、下痢や発
咳等の症状を示し、5日間で15頭が死亡。病
性鑑定をおこなった2頭の腸間膜リンパ節か
らSalmonella O4:i:－が分離されたことか
ら、本症例を豚サルモネラ症と診断。対策
として、導入元農場については下痢症の履
歴を確認し、出入りする家畜車の消毒を啓
蒙。発生農場へは有効薬剤の全頭投与や豚
舎および重機等の徹底消毒を指導。更に発
生農場の環境材料を用いたサルモネラ菌の
分離検査（以下、環境検査）を定期的に実
施することにより、清浄化の指標とした。
結果、導入元農場では本症を疑う事例はな
く、発生農場の飼養豚にも下痢の発生は見
られなくなったが、環境検査では飼槽や床
の隅等の洗浄・消毒がしにくい箇所からサ
ルモネラ菌が検出された。未だ清浄化に至
っていないが、サルモネラ菌の検出箇所お
よび消毒ポイントが明確になったことから、
今後も環境検査を継続し、発生農場の早期
清浄化に向け取り組んでいく。

372.豚のActinobacillus pleuropneumoniae
２型による全身感染症の1例：秋田県中央

家保 千葉脩史、佐藤龍
平成28年10月、県北部の養豚場で4～5ヶ

月齢の肥育豚が明瞭な症状を呈さず、急死
する事例に遭遇。病性鑑定で豚胸膜肺炎と
診断。剖検所見では、肺の胸壁癒着と肝変
化、肺門リンパ節の腫大。心臓の胸壁及び
肺への癒着、心外膜には線維素様物付着な
ど特徴病変を確認。細菌検査では、肺及び
心臓からActinobacillus pleuropneumoniae
(App)を分離。分離株は血清型別マルチプレ
ックスPCRによりApp2型と判明。組織検査で
は脳を含む諸臓器にグラム陰性細菌塊を伴
う化膿性・肉芽腫性病変を、肺にアステロ
イド小体を認めた。また、抗App2血清を用
いた免疫組織化学的染色で、主要臓器全て
に陽性反応を確認。呼吸器系を中心とした
ウイルス検査は全て陰性。当該農場ではApp
2型及び5型の浸潤を把握するもワクチン接
種を一時的に中止。慢性的にAppに暴露され
た結果、敗血症及び脳を含む主要臓器に全
身性病変が形成されたものと推察。農場に
対し複数株に対応した混合ワクチン再接種
を推奨。

373.Mycoplasma hyopneumoniae 定量検出EL
ISA法の構築および肺病変程度評価への応用
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：山形県庄内家保 佐藤空見子、富樫克博
豚肺乳剤中のMycoplasma hyopneumoniae

(Mhp)を定量的に検出する目的で、ラテック
スビーズを固相としたサンドイッチELISA法
(LB-ELISA)を構築。Mhp培養菌液を用いた定
量試験の結果、LB-ELISAのOD値はMhp量と相
関(相関係数0.99、 P<0.01)。と畜場由来の
豚肺乳剤を材料とし、PCRの結果を基準とし
た場合、特異度および感度はそれぞれ100%
および42%。なお、PCR陽性でLB-ELISA陰性
の検体は肉眼病変を認めず。PCRは肉眼病変
の有無に関わらずMhpを検出するが、LB-ELI
SAは肉眼病変を有するMhp量の多い検体のみ
を検出。これらの結果から、構築したLB-EL
ISAは肺乳剤中のMhpを特異的に定量可能な
ことが示唆された。また、豚肺病変程度の
評価を試みた。副葉を材料とした時、肺病
変の面積割合とOD値の間に有意な相関が認
められた(相関係数0.77、P=0.014)。このこ
とから、副葉の測定結果を基に肺病変の程
度を数値化し、客観的に評価できる可能性
が示唆された。

374.管内養豚農場で発生した豚丹毒および
浮腫病の被害評価と対策の成果：福島県相
双家保 橋本武、横山浩一

当該養豚農場では、豚丹毒がと畜場で継
続的に摘発。平成27年7月には浮腫病が発生。
豚丹毒対策にワクチン接種、浮腫病対策に
飼料添加剤の使用及び清掃、消毒の徹底を
指導し、豚丹毒の摘発数が減少、浮腫病の
発生が収束。農場の衛生意識の向上を図る
べく、対策効果の検討と被害評価を行った。
豚丹毒ワクチン接種により、母豚の抗体価
は適切な範囲内に収まり、肥育豚の抗体価
は上昇傾向を確認。豚丹毒による推定損失
額は5年間で42頭の摘発により約145万円。
浮腫病対策後は死亡頭数、事故率が大幅に
減少、出荷頭数が復調。浮腫病による推定
損失額は5ヶ月で164頭の死亡により約540万
円。これらの結果を農場へフィードバック
したところ、農場は疾病発生による被害の
大きさ、予防の重要性を認識し、衛生意識
が向上。今後も農場を中心とした関係機関
と連携して疾病予防に取り組む。

375.Streptococcus dysgalactiae subspeci
es equisimilisによる豚の心内膜炎及び脳
炎：栃木県県央家保 小澤優子、阿部祥次
2016年1月7日、127日齢の肥育豚が起立不能
を呈し死亡。剖検で全身性のチアノーゼ、
腎梗塞、疣贅性心内膜炎、関節炎並びに脳
の白色点状病変を確認。細菌学的検査で肝
臓、脾臓、腎臓、心臓、心臓の疣贅、肺及
び脳からStreptococcus dysgalactiae subs
pecies equisimilis（S.e）を分離。病理組
織学的検査でグラム陽性球菌による化膿性
糸球体腎炎、弁膜性心内膜炎、脳の多発性
微小膿瘍、諸組織における線維素血栓、菌
塞栓及び化膿性血管炎を確認。疣贅の転移
により脳病変が形成されたと考察。ウイル
ス学的検査ではPCR法で肺から豚繁殖・呼吸

障害症候群ウイルスの特異遺伝子を検出、
発症の一要因と推定。保菌調査は7戸13頭で
実施、3戸（42.9%）5頭（38.5%）の扁桃か
らS.eを分離。症例株も含め薬剤感受性試験
で獣医療分野のニューキノロン系薬剤に対
し中間から耐性、有効性は低いと推定。本
症例はS.eによる脳炎を伴う心内膜炎例とし
て国内外初の報告。

376.多剤耐性大腸菌が分離された浮腫病を
疑う豚疾病の発生と衛生対策：埼玉県熊谷
家保 齊藤史門、御村宗人

母豚約30頭規模の養豚場において、約3～
4ヶ月齢の肥育豚が相次いで発咳後に急死、
7月27日死亡豚（No.1）、8月4日死亡豚（No.
2）を病性鑑定。剖検時No.1は空腸から結腸
にかけて腸壁の菲薄化、腸間膜リンパ節の
腫脹及び鼠径リンパ節の水腫様腫脹、No.2
は肺水腫及び腸間膜リンパ節の腫脹を確認。
病理組織学的検査は2検体とも死後変化強。
細菌学的検査は、2検体の小腸内容及びNo.2
の腸間膜リンパ節からF18及びStx2e陽性の
溶血性大腸菌を分離。浮腫病を疑う豚疾病
と診断。薬剤感受性試験はNo.1で14薬剤中1
0薬剤、No.2で10薬剤中8薬剤が耐性を保有、
大腸菌の多剤耐性化が進行。当農場は平成2
6年にも浮腫病が発生、当時から長期的にコ
リスチン飼料添加、このため耐性獲得と推
測。対策としてコリスチンの飼料添加中止、
生菌剤・炭酸亜鉛・有機酸の飼料添加及び
オールアウト後の豚房の清掃・消毒・乾燥
を指導した結果、発生は沈静化。

377.豚胸膜肺炎による肥育豚の死亡例：神
奈川県県央家保 山本禎、吉田昌司
平成28年11月、繁殖豚約130頭、肥育豚約20
00頭飼養の農場から、約120日齢以上の肥育
豚の死亡が増加しており、豚丹毒を疑うと
の連絡があり検診を実施。死亡直後の1頭を
病性鑑定。剖検では、胸水、心嚢水の貯留
が見られ、肺では胸壁、横隔膜との癒着、
線維素の析出を確認。ウイルスは分離され
ず、PCV2、PRRSともにPCR陰性。細菌検査で
は、肺、胸水からActinobacillus pleuropn
eumoniae2型(以下App2型)を分離。薬剤感受
性試験ではCTF、ERFX、ST、FFに感受性有り。
病理組織学的検査では、肺で壊死性線維素
性化膿性胸膜肺炎像、燕麦様細胞を確認。
これらの結果から、当該豚はApp2型による
豚胸膜肺炎により死亡したものと診断。有
効薬剤による予防と治療の他、ピッグフロ
ー及びワクチンプログラムの見直し等につ
いて継続指導中。

378.大腸菌症の豚から分離された多剤耐性
大腸菌血清型O139：神奈川県県央家保 池
田知美、吉田昌司

平成28年2月、一貫経営農場の約80日齢の
肥育豚群に下痢・血便と衰弱･死亡を認め病
性鑑定を実施。病理学的検査で腸管管腔内
に細菌の増殖と粘膜上皮細胞微絨毛への付
着及び集簇等を認め、細菌学的検査で小腸
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内容物からSTb、LT、Stx2e、F18の特異遺伝
子を保有する大腸菌を分離、豚大腸菌症と
診断。薬剤感受性試験ではフルオロキノロ
ン系を含む8剤に耐性。O群血清型別試験で
は、O139と判明。O139は耐性薬剤数が他の
主要血清型に比べ少ないとの報告があるが、
分離株は多剤耐性。そこで、同様の性質のO
139による症例の有無等について検証するた
め、過去5年間の県内の豚由来病原性大腸菌
（16株）についてO群血清型別試験、病原因
子検査、薬剤感受性試験を実施するも、分
離株と同一の性質を示すものはなかった。
本症例では分離頻度の高いO139で多剤耐性
が認められたことから、抗菌剤の慎重使用
の徹底について、さらなる指導が必要と考
える。

379.Brachyspira 抗原が観察された豚大腸
炎の病理組織学的検索：新潟県中央家保
篠川有理

管内一養豚場で平成27年7月から離乳豚に
下痢、発育不良が多発し、平成28年7月まで
に12頭を病性鑑定。12頭中11頭に軽度から
重度の大腸炎を確認。11頭中2頭の結腸粘膜
表層にBrachyspira pilosicoli (Bp)の特徴
所見である偽刷子縁を認め、抗Bp兎血清を
用いた免疫染色を実施。偽刷子縁を認めた2
頭を含む6頭に陽性を示すらせん菌を確認。
同6頭の結腸パラフィン標本を用いたBrachy
spira 属(Br属)のPCRで特異遺伝子を検出。
シークエンスの結果、BpまたはB.murdochii
(Bm)に高い相同性を確認。Bp、BmのPCRを

実施し、偽刷子縁を認めた2頭からBpの特異
遺伝子を検出。Bpの特異遺伝子が検出され
なかった4頭からBmの特異遺伝子を検出。Bm
が検出された4頭はいずれも明瞭な偽刷子縁
は認められず、抗原量が多い個体ではらせ
ん菌が陰窩腔内や杯細胞内に加え、粘膜固
有層に多数浸潤。

380.浮腫病対策にビタミンC製剤が効果を示
した事例：新潟県中央家保 渡邉章子、村
山修吾

母豚100頭規模の一貫経営農場で、平成24
年5月から長期間肥育豚の浮腫病が発生し、
継続して指導を実施。好発日齢は90～110日
齢で、通年発生。24年初期の対策として、
空舎時の消毒の再徹底、移動ストレスの軽
減、感受性薬剤の添加を指導。また、有機
酸、生菌剤、亜鉛製剤の添加と低蛋白飼料
給与を実施。25年と26年は浮腫病による死
亡が減少し、事故率も改善(24年度10.4％、
25年度4.2％、26年度4.9％)するが、発生は
散発的に継続。27年に肥育豚及び離乳豚で
の発生が増加し、事故率は11.4％に悪化。
対策を再検討し、大腸菌に殺菌作用を示す
と報告のあるビタミンC製剤を妊娠豚と哺乳
豚から肥育前期に飼料添加。有機酸、生菌
剤の添加は継続し、亜鉛製剤、低蛋白飼料
は中止。抗生剤は短期間添加。結果、浮腫
病は発生せず事故率は2.3％に著しく改善。
浮腫病対策にビタミンC製剤は有効。来春に

抗生剤中止予定。

381.放牧養豚場での豚丹毒発生と衛生指導
：富山県西部家保 稲畑裕子、増永梢

平成27年12月から県内2戸の放牧養豚場の
豚３頭で、と畜場摘発により豚丹毒が発生。
その発生率は県内平均発生率を上回るため、
当該農場の出荷豚、導入元農場飼養豚及び
野生動物からの伝播を疑い野生イノシシの
詳細な検査を実施。と畜場で摘発分離され
た3株のうち2株は血清型2型、1株は血清型1
a型でワクチン株特異的PCRによりこれに由
来することが示唆。抗体検査では、血清型2
型が分離された2頭は1024倍以上と高値、1a
型が分離された1頭は64倍。導入元農場では
全ステージにおいて抗体価上昇はなし。分
離菌の性状と抗体検査結果より、と畜場摘
発3頭中2頭は放牧中に感染したと推察。検
査した野生イノシシ10頭全ての扁桃から豚
丹毒菌が分離され、このうち4頭から血清型
2型が分離。このことから、放牧養豚におい
てイノシシが本病感染源となる可能性が高
いと示唆。今回の発生を機に野生動物侵入
防止対策を強化、放牧地の消毒等を指導。

382.と畜場での豚抗酸菌症摘発数低減に向
けた一貫経営養豚場の衛生指導：石川県南
部家保 伊藤美加、向野逸郎

豚抗酸菌症はMycobacterium avium-intra
cellulare complexの感染で、リンパ節等に
結節病変を形成する疾病。食肉衛生検査所
から提供されたと畜検査成績で、2015年8月
期の本症摘発率が33.5％と顕著な増加を認
めた管内一貫経営養豚場に対し、改善指導
を実施。聞取り調査で発酵床豚舎の汚染が
疑われ、敷料としての戻し堆肥の中止、敷
料の全量交換及び床の消毒を指導した結果、
摘発率は速やかに低下。しかし過去の傾向
から2016年夏季の発生が危惧されたため、
疾病の制御を目的に、農場の汚染状況調査
を実施。繁殖母豚30頭のツベルクリン検査
の結果、陽性率は57％であったが、陽性豚7
頭の周産期の糞便及び各発育ステージの環
境材料、堆肥等を用いた菌分離では、発酵
床豚舎のみが陽性。このことから、繁殖母
豚の淘汰は勧めず、飼養衛生管理の徹底を
繰り返し指導した結果、2016年の発生増加
は認めなかった。以上より、本症は適正な
飼養衛生管理で制御可能と考えられた。

383.県内肥育出荷豚の肺炎病変部由来病原
細菌の現状：石川県北部家保 井出久浩

県内養豚場の肺炎起因菌調査のため、肥
育出荷豚の肺炎病変部33検体を用い、細菌
検査を実施。その結果、18検体から、Paste
urella multocida（11株）、Streptococcus
suis（3株）、S. equisimilis（3株）、大

腸菌（2株）、Trueperella pyogenes（1株）
を分離。うち2検体に2種類の細菌による複
合感染がみられたが、多くは単独感染で、
豚呼吸器複合疾病（PRDC）による損耗が少
ないことが判明。薬剤感受性試験では、P.



- 77 -

multocidaでストレプトマイシン（SM）耐性
株が9株、うち1株はオキシテトラサイクリ
ン（OTC）耐性。耐性獲得の要因は、SM含有
薬剤による治療とOTC製剤の飼料添加剤によ
るものと推察。県内養豚場は、PRDCによる
被害は少ないが、薬剤耐性菌が出現してい
ることから、今後も、肥育出荷豚の肺炎病
変部の細菌検査を実施し、養豚場の動向を
監視することが必要。

384.と畜場廃棄臓器由来株と養豚農場環境
由来抗酸菌株との比較検討：石川県南部家
保 長門正志

平成27年度に県内の一貫経営の養豚農場
の出荷豚で抗酸菌症による廃棄率が上昇、
平成28年度の同農場出荷豚のと畜場廃棄臓
器および農場環境から分離された抗酸菌と
県内で抗酸菌症による腸管廃棄率があった3
農場のと畜場廃棄臓器から分離された抗酸
菌を比較検討。廃棄臓器8検体と環境材料31
検体の検査結果は、それぞれ5株、3株の計8
株を分離、すべての株で抗酸菌染色とMycob
acterium属菌の16S rRNAを標的とするリア
ルタイムPCRにより抗酸菌と確認。同8株はI
S901とIS1245を標的とするPCRに供し、廃棄
臓器由来の5株をM. avium subsp. 'hominis
suis'と同定。農場環境由来の3株はKunzeら
のプライマーを用いたIS901のPCR結果から
鳥型結核菌を否定。抗酸菌が分離された施
設の飼養衛生管理指導により今年度の出荷
豚には廃棄率の上昇は認めず。養豚農場環
境由来の抗酸菌には鳥型結核菌の判定を行
えるKunzeらのプライマーを用いたIS901のP
CR検査実施を推奨。

385.衛生指導により改善した離乳豚の豚増
殖性腸炎：長野県飯田家保 佐野夏葉

母豚360頭規模の一貫経営農場で、平成28
年５月上旬から離乳豚の下痢症が増加。当
初下痢症対策として生菌剤の飼料添加、豚
房の清掃・逆性石けん液による消毒、母豚
の豚体消毒及び離乳豚へのローソニアワク
チンの投与を実施していたが、発症頭数は
減少せず。病性鑑定を実施したところ、病
理組織検査で腺腫様過形成及び陰窩上皮細
胞内に湾曲した菌体を確認、糞便のローソ
ニア遺伝子検査（PCR）陽性。豚増殖性腸炎
と診断。ステージ毎の抗体検査及びPCRを実
施、離乳豚舎で感染し慢性経過で発症した
と推定。農協及び担当獣医師と連携し対策
を検討・指導。ローソニアに有効な抗生剤
の限定的使用、ワクチン接種方法の改善、
さらに石灰乳塗布機の導入によりアウト後
の石灰消毒を実施。以降症状が改善。PCRで
も陽性率低下、対策の有効性を確認。当該
農場ではここ数年衛生対策の見直しが行わ
れていなかったが、今回の発生を契機に衛
生対策の向上を図る方針。

386.豚抗酸菌症発生農場の清浄化の一事例
：岐阜県中央家保 野崎恵子、大平雅史

平成28年2月末よりA農場の出荷豚で腸抗

酸菌症による内臓廃棄数が急増していると、
と畜検査実施機関より連絡を受けた。出荷
豚の病性鑑定によりMycobacterium aviumが
分離され、豚抗酸菌症と診断。農場調査に
おいて種雄豚及び肥育豚の糞便、保管オガ
粉、飼養環境からM.aviumが分離され、VNTR
解析により保管オガ粉と出荷豚由来株の一
部が同じ型に分類された。繁殖母豚のツベ
ルクリン検査は36頭中29頭が陽性。検査結
果及びと畜検査成績のモニタリングから、
保管オガ粉の汚染による集団感染の可能性
が示唆された。生産者及び関係機関と衛生
対策を協議し、オガ粉の使用中止、豚舎の
洗浄消毒、酪酸菌飼料添加物の投与等を実
施。と畜場での本症診断は平成28年4月に67
％まで増加したが、その後減少し9月上旬に
ほぼ終息。本事例では検査機関や大学との
連携のもと、と畜場での疾病発生情報を活
用して畜主、獣医師と情報共有を行いなが
ら衛生対策を実施し、早期終息を図ること
が出来た。

387.養豚農場における豚マイコプラズマ性
肺炎ワクチンを用いた衛生指導：愛知県中
央家保 常川瞬介、井藤雅子

呼吸器疾病対策に苦慮していた養豚農場
（母豚200頭規模一貫経営）において豚マイ
コプラズマ性肺炎（MPS）不活化ワクチンの
適切な接種方法を検討。142頭をワクチンの
プログラムを基に「ワクチンAの1回接種（A
群、従来プログラム）」「ワクチンBの1回接
種（B-1群）」「ワクチンBの2回接種（B-2群）」
の3つの試験群に分割。試験開始時および出
荷時に体重を測定、30～150日齢で採血、出
荷時と畜場にてカタル性肺炎病変を検査。
結果、3群すべて60～90日齢で野外株感染に
よってMPS抗体価が上昇。重度病変割合はA
群16.3%、B-1群2.3%、B-2群12.0%となり、B
-1群で大幅に減少。増体日量は、A群660g/
日、B-1群691g/日、B-2群668g/日となり、B
-1群が最も発育良好であった。これらの結
果から、当該農場においてはB-1群のプログ
ラムが最も有効であると判断。抗体価だけ
でなく肺病変検査や増体日量に基づく比較
はプログラムの正しい選択に有用。飼料費
等の削減によるコストの低下が1頭当たり75
5円期待された。

388.管内で発生したSpaA-609G型豚丹毒の対
策指導：愛知県西部家保 杉江建之介、鈴
木俊成

平成27年4月、管内農場で肥育豚10頭が急
死し、病性鑑定の結果、急性の豚丹毒（SE）
と判明。血清型別検査及び遺伝子解析の結
果、血清型1a、遺伝子型609Gと判明。その
後、同年12月に再発し、肥育豚4頭が急死、
翌年4月には肥育豚数頭で菱形疹が散見され
た。対策として、水性から油性アジュバン
ト不活化ワクチンへの変更、薬剤感受性試
験に基づいた薬剤投与、豚房の乾燥及び石
灰消毒を継続。改善効果を見るため、抗体
価、生産性及び経済効果を比較。結果、ワ
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クチン抗体価が上昇した一方、感染抗体価
は消失と推定。ワクチン費の削減及び平均
出荷日齢短縮を確認。環境の豚丹毒菌（ER）
は消失した。疫学調査として、出荷者が同
一の隣接農場の出荷豚から分離されたERの
遺伝子解析で、同型と判明。また過去10年
間の県内SE発生農場由来ERの遺伝子解析を
実施。5件中4件の由来株が同型、少なくと
も平成18年には県内への侵入があった。こ
れらを受け、衛生対策会議や注意喚起を実
施。発生終息には農場の状況に応じたワク
チン選択、有効薬剤の投与及び衛生管理の
改善継続が重要。

389.豚丹毒発生2農場の防疫対策：三重県中
央家保伊賀支所 西内紘子、藤田若枝

本文豚丹毒発生が継続した2農場につい
て、ワクチン効果検討のため抗体検査を実
施したところ、抗体価が不十分であったた
め、ワクチンプログラムを改善。A農場は
肥育経営、肥育豚3250頭、150日齢導入、24
0日齢出荷。蕁麻疹型のと場摘発後、死亡頭
数が増加し、緊急追加接種を実施。その後
の抗体検査結果から、導入時点の抗体が不
十分で、導入後不活化ワクチンを追加接種
するよう指導し、発生終息（累計39頭）。B
農場は、肥育経営、肥育豚1800頭、65日齢
導入、190日齢出荷。蕁麻疹型のと場摘発後、
一時終息したが、再発生。導入後に不活化
ワクチンを接種していたが、導入前にワク
チン接種がされておらず、豚丹毒再発後、
導入元で出荷時に不活化ワクチンを接種す
るよう指導し、発生終息（累計28頭）。導
入後実施した月齢別抗体検査から、抗体上
昇が不十分で、さらに不活化ワクチンの接
種を追加。2農場ともにワクチンプログラム
の不備が継続発生の原因と考えられた。

390.Clostridium difficile感染症における
細菌学的検査についての一考察：三重県中
央家保 伊藤秋久、竹馬工

Clostridium difficile(CD)は、比較的分
離が困難なClostridium属菌であり、米国で
は新生豚下痢症の主原因とされ、診断には
毒素検出が重要。CDの国内での認知度は低
く、発症豚での毒素検出、菌分離報告は見
当たらない。三重県内では2014年8月～2016
年9月の期間にCD感染症を疑う新生豚下痢症
3件が発生(事例1～3)。腸内容物または下痢
便を材料とし、①CD検出試薬(EIA-GDH、Tcd
A/TcdB)、②PCRによる16SrDNA、TcdA、TcdB
検出、③直接培養、④増菌培養で検出感度
を比較。分離菌において検出試薬、PCRによ
る毒素型別を実施。①事例1、3でCD抗原を
検出。事例3でCD毒素を検出。②事例3で16S
rDNA検出。TcdA、TcdBは未検出。③事例3で
CDを分離。④事例1、2、3でCDを分離。毒素
型別では事例2、3でToxinA+ToxinB+株を確
認。①、②のみによる検査では感度が不十
分であり、同時に菌分離の実施が必要。ま
た、増菌処理により菌分離率が上昇すると
思われた。

391.豚抗酸菌症対策におけるELISA抗体検査
活用の検討：京都府南丹家保 山本哲也、
種子田功

【はじめに】豚抗酸菌症は、と畜検査に
おいて摘発され公衆衛生上の懸念がある。
本症内臓廃棄率が高い母豚80頭規模一貫農
場の対策のため、ELISA抗体検査活用を検討。
【材料および方法】ヨーネ病診断用のアビ
ウム亜種抗原プレートと抗豚２次抗体を用
いてELISA法を実施。①豚70頭の血清OD値の
分布状況調査。②母豚28頭の鳥型ツベルク
リン検査（Tb検査）とOD値比較。③Tb検査
供試豚及び分娩豚計３０頭の細菌PCR検査。
【結果】①OD値（平均±S.D）は、0.20±0.
10（範囲：0.04～0.52、中央値0.17）でF分
布様。②Tb検査陽性率78.6%（22/28）、OD
値は0.16±0.08（範囲：0.07～0.37、中央
値0.14）。Tb検査結果とOD値に相関はなか
ったが高OD値の豚はTb検査陽性。③細菌PCR
検査で遺伝子検出せず。【考察】Tｂ検査陽
性、高OD値かつ排菌時期と考えられる分娩
期の豚でもPCR検査陰性で、生体検査による
摘発は困難。例数を重ね条件を精査するこ
とで、豚抗酸菌症のELISA検査は有用と考え
られた。

392.1農場で発生した多剤耐性大腸菌による
子豚の敗血症事例：奈良県奈良県家保 松
田浩典、森山美奈子

奈良県内1繁殖養豚場で下痢を示して死亡
した1～23日齢の子豚10頭（3腹）で大腸菌
性敗血症を確認。死亡子豚の臓器由来大腸
菌55株についてO遺伝子型別を検索、Og149
が33株、OgN5が8株、OgGp15が7株、Og9が3
株、不明が4株であった。死亡子豚の母豚（3
頭）および同畜舎内の繁殖豚（5頭）の糞便
由来大腸菌64株では、OgN5を1株認めたが、
Og149、OgGp15、Og9は認めず、子豚臓器由
来大腸菌とは異なる様相。子豚臓器由来大
腸菌17株の薬剤感受性試験では、全株で複
数の抗生剤への耐性を認めたが、それらは
遺伝子型により異なる傾向。当該農場で使
用されているアモキシシリン、オキシテト
ラサイクリンでは14株（Og149：8/8、OgGp1
5：3/5、OgN5：2/2、Og9：1/2）、オルビフ
ロキサシンでは9株（Og149：0/8、OgGp15：
5/5、OgN5：2/2、Og9：2/2）に耐性を確認。
薬剤感受性が異なる複数の大腸菌株が病原
となった本事例では、抗生剤による対策は
困難で、これらの抗生剤の継続使用は特定
の病原性大腸菌を選抜し大腸菌症の発生率
を高める危険性があると考察。

393.平成15年と平成28年に病性鑑定豚から
分離した志賀毒素産生性大腸菌の比較：
香川県東部家保 森西恵子、上村圭一

平成28年5～9月に県内5農家で浮腫病が発
生。これは平成15年6～10月の発生(4農家)
から13年ぶり。病性鑑定豚由来志賀毒素産
生性大腸菌のH15発生6株とH28発生9株につ
いて、O群血清型別、付着因子 (F18、F4、e
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ae)検出、プラスミドプロファイル（PP）、
Random Amplified Polymorphic DNA（RAP
D）、薬剤感受性試験（13薬剤）及びプラス
ミド性コリスチン耐性遺伝子（mcr-1）検出
を実施。H15株は4農家中3農家で、H28株は
全農家でO139・F18。PP・RAPDの型は、H15
株は農場や系列ごとで異なっていたが、H28
株は農場や系列が異なっても同じ型を示す
株あり。耐性薬剤数（全株平均）はH15株（4.
7薬剤）よりH28株（7.3薬剤）の方が高く、
H28株には多剤耐性（10薬剤耐性）を示す株
もあり。mcr-1検出では、H15株は全てコリ
スチン耐性だったがmcr-1は保有せず、H28
株はコリスチン耐性株すべてがmcr-1を保
有。ここ13年での物流の拡大や抗生物質の
習慣的な連続使用などによるものと推察。
農場の飼養衛生管理順守が大事であること
を再確認。

394.Streptococcus suis血清型5型並びにEn
terococcus faecalisが関与した豚の細菌性
流産2症例：愛媛県家畜病鑑所 彦田夕奈、
小菊洋行

平成28年2月から産歴・胎齢に関係なく流
産が散発していた農場で、5月に続けて発生
した2例について病性鑑定を実施。いずれも
母豚の臨床症状はなく、レプトスピラ及び
流産関連ウイルスPCR検査結果は陰性。症例
1（7産目胎齢86日）は、胎子臓器からStrep
tococcus suis 血清型5型を分離、病理組織
学的検査で空回腸の胎便及び肺にグラム陽
性球菌（G+球菌）、腹腔臓器に線維素析出
を確認。症例2（4産目胎齢42日）は、胎子
臓器及び胎盤、羊水からEnterococcus faec
alisを分離、病理組織学的検査で肝臓にG+
球菌を伴う好中球浸潤、胎盤にG+球菌を伴
う絨毛上皮の変性・壊死を確認。いずれの
症例も母豚の常在菌が偶発的に胎子や胎盤
に感染し、発症した細菌性流産と診断した。
疫学調査として実施した、同農場内母豚6頭
の膣スワブの細菌検査では、有意菌は分離
されなかった。

395.関節炎型豚丹毒発生農場におけるワン
ヘルス・アプローチ：福岡県筑後家保 濱
田恭平

同系列肥育預託農場2農場の出荷豚で、関
節炎型豚丹毒（SE）によると畜場での廃棄
が、平成24年度10頭から増加し、27年度48
頭発生。農場にてSE発症なし。2農場は約20
00頭を飼養し、年間約6500頭を出荷。同一
県外農場にてSE生ワクチンを接種後、約70
日齢で導入。県外含む3農場は、管理獣医師
は共通で、高い管理衛生レベル。家保は廃
棄発生当初から継続的に農場へ立入指導、
ワクチン変更提案を実施。平成27年7月から
家保と食肉衛生検査所（食検）が連携して
管理獣医師を指導。9月、SE不活化ワクチン
2回接種に変更。11月、家保、食検、管理獣
医師、食肉販売業者の4者情報交換会を実施。
平成28年2月以降、関節炎型SEによる廃棄は
なし。ワクチン変更により年間約166万円増

収の試算。2農場の関節炎型SE廃棄豚由来SE
菌47株のRAPD法による型別とアクリフラビ
ン耐性試験を食検が実施。菌性状は生ワク
チン株ときわめて類似。ワンヘルス・アプ
ローチの重要性を認識。

396.長崎県内で分離された豚由来Stx2e産生
大腸菌の血清型と性状：長崎県中央家保下
條憲吾、高山裕介

平成20年4月～28年10月に浮腫病と診断さ
れた豚由来Stx2e産生大腸菌121株の血清型
および性状を調査。血清型はO116が72株(59.
5%)、O139が44株(36.4%)。毒素因子はLT保
有76株(62.8%)、STa保有82株(67.8%)、STb
保有73株(60.3%)でO116は全株がLTおよびST
a保有。定着因子保有116株(95.9%)は全てF1
8。薬剤感受性試験では、O116は12薬剤中8
薬剤で他の株よりも有意に高耐性率。PFGE
ではO116は複数パターンおよびクラスター
に分類され、同一農場由来株でも分離時期
により異なるパターン。String testではO1
16は全株陽性、他の株は陰性。O116およびO
139各4株を初生雛接種し作製した肝臓スタ
ンプ標本のHiss染色像でO116の菌体周囲に
大きな空胞を確認。本調査から本県におけ
る主要血清型はO116であり、由来の異なる
株が浸潤。O116はLT、STaを同時に保有し、
薬剤耐性率も高く、厚い莢膜の保有、若し
くは多くの多糖類を産生することが示唆。

Ⅱ―３ 原虫性・寄生虫性疾病

397.肥育豚にみられたEntamoeba polecki感
染を伴う下痢症：群馬県西部家保 佐久間
理能、瀧澤光華

肥育豚預託農場において、水様ないし血
様を呈した下痢を主訴とした肥育豚の病性
鑑定実施。当該豚は100日齢（症例1）と150
日齢（症例2）。剖検所見では、いずれも盲
結腸粘膜は偽膜様物を伴い暗赤色水腫。そ
の他、症例2では盲腸粘膜に重度の豚鞭虫寄
生。病理組織学的所見では、いずれも盲結
腸粘膜に偽膜形成。結腸は粘液分泌が亢進
し、拡張した陰窩に多数の大型らせん菌を
認め、粘膜に大腸バランチジウムが侵入。
加えて、盲結腸粘膜にアメーバが侵入。侵
入の程度は症例1で中等度だが、症例2では
軽微であり寄生は少数。細菌学的検査では
症例2において、PCRにて腸内容物からBrach
ispira pilocicoliの特異遺伝子を検出。症
例１でみられたアメーバは分子系統樹解析
によりEntamoeba polecki subtype3（Ep）
と確認。本症例でみられたアメーバは他の
病原体との混合感染である為、下痢の発症
に直接関与しているかは不明。また、Ep感
染を伴った豚の下痢症は県内初。

398.アメーバ原虫の関与が疑われた豚の下
痢症：沖縄県家畜衛生試験場 青木雄也、
豊島靖

近年、アメーバ原虫（Entamoeba suis 、
E.polecki）が関与する豚の大腸炎が国内で
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報告されている。今回、血様下痢を呈した
肥育豚でE.poleckiの感染が認められたので
報告する。母豚140頭、肥育400頭規模の一
貫農場において血様下痢を呈した100日齢の
肥育豚について病性鑑定を実施。糞便の直
接鏡顕および暗視野鏡顕でバランチジウム
陽性（＋＋）。主要6臓器および腸管におけ
る細菌検査結果は分離および病原遺伝子陰
性。病理組織学的検査でPAS染色にてアメー
バ原虫が結腸粘膜壊死部の粘膜固有層に散
見。アメーバ原虫は種特異的遺伝子検査に
よりE.poleckiと判明。また、他農場におい
て遺伝子検査およびシークエンスによりE.p
olecki subtype３と判明。今回、県内で初
めてアメーバ原虫の存在を確認したが、ア
メーバ原虫が農場や群全体の病態に関与し
たかどうかは不明であった。今後、県内の
浸潤状況や発生状況を把握し、本病原体の
下痢への関連性について注視する必要があ
る。

Ⅱ―４ 一般病・中毒・繁殖障害・栄養代
謝

399.管内一養豚場の繁殖成績を中心とした
生産性向上の取り組み：三重県紀州家保
梶原一洋、辻遼子

総出荷頭数が少なく、低分娩率が原因と
考えらた、管内肥育素豚生産農場（母豚100
0頭）で、繁殖成績向上を中心とした取り組
みを行った。分娩豚の悪露等の状況から子
宮内膜炎について調査したところ、不適切
なストールの消毒・人工授精操作が原因と
考えられ、これら作業の見直しと薬剤感受
性検査による適切な薬剤の投与指導等を実
施。その他、年に2回の日齢別血清検査、月
に1回の農場立入、病性鑑定等により農場の
状況を確認し、衛生指導等を実施。従業員
の配置換え、背脂肪厚測定器による母豚の
ボディコンディションの試験的な管理等を
実施。それらの結果、繁殖成績の向上が認
められ、分娩率は73％（平成27年度）から8
0％（平成28年度）に改善。また、月平均出
荷頭数も1552頭（平成27年度）から1705頭
（平成28年度）に増加。

400.肥育豚のビタミンE欠乏症と血中ビタミ
ンE濃度：三重県中央家保 山根知子、鈴木
義久

豚のセレン及びビタミンE（VE）欠乏症は、
8週齢から7ヶ月齢の発育の良い豚に発生し
やすく、血清セレンが20ng/ml以下、血漿・
血清VEが50μg/dl以下で発症し、マルベリ
ーハート病（MHD）等の病態を発現し、突然
死等の転帰をとるとされている。平成22年
以降に県内で発生したMHD10例について検索
したところ、発生日齢の若齢化及び季節要
因が示唆された。また、平成25年6月にVE欠
乏症の疑われる症状で死亡した肥育豚がMHD
と診断された農場【症例1】において、平成
28年6月に再度MHDが発生した【症例2】ため、
関連する群の血中VE濃度を測定したところ、

従来の基準より高い血中VE濃度（69.1μg/d
l）での欠乏症が示唆された。更に、VE欠乏
症と高温多湿な環境及び給与飼料中VE含量
との関連性が推察された。今後、豚のVE欠
乏症予防対策に寄与するため、VE欠乏症発
症豚及び同居豚の血中VE濃度の確認、血中V
E濃度の日齢変動及び季節変動の確認等、デ
ータの積み重ねが必要。

401.県内で発生した哺育豚のマルベリーハ
ート病：岡山県岡山家保 澤井紀子

豚のマルベリーハート病(MHD)はビタミン
E(VE)およびセレン(Se)の欠乏が主な原因と
される豚疾病である。2016年4月、同腹の哺
育豚12頭のうち発育良好な3頭が立て続けに
突然死したため、このうち1頭(17日齢)の病
性鑑定を実施。剖検で心筋および大脳の充
うっ血と出血、胸水および腹水の貯留、病
理所見で心臓における硝子血栓を伴う多発
性出血、肝臓の充うっ血を伴う多発性微少
壊死が認められたことからMHDと診断。肝組
織中のVEおよびSeを測定したところ、VEの
みが欠乏を示し、本症例は低VEにより発症
した可能性が示唆された。さらに同居豚6頭
（23日齢、同腹豚3頭を含む）においても血
中Seは正常であったが、血中VEは低下傾向
を示した。これまでMHDは8週齢以上の豚で
発症しやすいとされてきたが、近年は8週齢
未満での発生報告も増加しつつあり、今後
はVEの低下に至る原因の究明が必要。

Ⅱ―５ 保健衛生行政

402.管内養豚場から分離された大腸菌の薬
剤耐性状況と衛生指導：神奈川県湘南家保
堀口昌秀、福岡静男

養豚場における大腸菌症の被害は依然大
きく、当所の検診でも大腸菌の関与が疑わ
れる事例が多い。管内1地域の5農場から分
離された大腸菌の薬剤耐性状況を調査、衛
生指導を実施。各農場5検体ずつ採材した糞
便から大腸菌を分離し、ディスク法により、
14薬剤に対する薬剤感受性試験（薬感）を
実施。薬感の結果、オキシテトラサイクリ
ン、ドキシサイクリン、ストレプトマイシ
ンで高い耐性率。分離株の耐性薬剤数を農
場毎で比較すると、1.6～7.4剤。農場によ
っては多剤耐性傾向。耐性判定の薬剤の中
には、他疾病対策で使用した薬剤もあり、
耐性獲得を抑制するためには、他疾病対策
及び飼養環境の改善等も必要。検査結果に
ついて、個別指導、当該地域での勉強会を
開催し、情報共有、飼養衛生管理の指導お
よび抗菌性物質の慎重使用に対する意識啓
発を実施。薬剤耐性菌をめぐる情勢を踏ま
え、今後も大腸菌の薬剤耐性を指標とした
調査と抗菌性物質の慎重使用の指導への取
り組みが必要。

403.５Ｓ活動の実践による１養豚場への衛
生指導：富山県東部家保 神吉武

A養豚場は総飼養頭数4,000頭超の大規模
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農場であり、より高い衛生水準が求められ
るが、基本的な衛生意識が不足、農場環境
が悪化。そこで「整理」「整頓」「清掃」「清
潔」「習慣」の、頭文字がSの5つの言葉を
意味するスローガンである「畜産版5S」の
実践による農場環境の改善、衛生意識の向
上に取り組んだ。従業員及び家保等からな
る5Sチームを発足、家保がチームメンバー
に取り組み方を説明。チームリーダーが取
組の開始を宣言、目標を設定。以降、週に
一度、廃材除去や資材整理等の農場環境改
善の5S活動を実施。従業員の自主性醸成の
ため、家保は誘導支援に徹した結果、場長
はじめ全従業員が熱心に取り組み、農場環
境の改善に加え、作業の効率化を実感。さ
らに各自が日常的に5S活動に取り組む等、
衛生意識が改善。また、実践後の評価で判
明した新たな問題も改善。今後は、実践と
評価を繰り返し、今回の成果を土台に、よ
り高い生産性を目指した活動を継続したい。

404.地域で臨む口蹄疫シミュレーションの
検討：静岡県西部家保 森麻子、野元孝子

管内K市の農場を地理的条件で5グループ
に分け、内グループⅠ（約1㎞以内に養豚場
7戸、内3戸大規模）に口蹄疫が感染拡大す
るシミュレーション及び発生時における市
・農協の対応を検討。グループ全戸発生時
の殺処分所要時間・人員を試算した結果、
全戸処分に薬殺（母豚・種雄豚・育成豚）
とガス殺（哺乳豚・離乳豚・肉豚）でのべ1
11.8時間、獣医師は殺処分係33名、全体234
名必要となり、獣医師不足が判明。一方、
牛・豚を扱える農協職員は数名と判明。よ
って薬殺から電殺に殺処分方法を変更した
ところ、獣医師及び保定者の増員なく作業
時間を95.5時間に短縮。市・農協へは、国
内発生時の消毒薬配布、市内発生時の公共
施設の玄関への消毒マット設置、グループ
毎に自主消毒ポイント設置、移動式レンダ
リング装置の設置を依頼、農家へは発生グ
ループとの接触回避、回避ルートの設定を
提示。

405.豚流行性下痢(PED)特別防疫対策地域指
定解除に向けた取り組み：愛知県東部家保

稲垣美里、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日に田原市をPED特別防
疫対策地域に指定。地域指定解除に向け、
再発を繰り返す2養豚団地(14農場)に対し取
り組みを実施。①平成28年3月に家畜保健衛
生所、県農業改良普及課、管理獣医師の全1
5名からなる防疫対策チームを結成。②4月
に農場汚染状況確認検査(中和抗体及び糞便
中遺伝子検査)を実施。全農場で感染抗体又
は遺伝子あるいはその両方を検出。③各農
家とチーム員で月例勉強会を実施(4月～)。
飼養衛生管理、豚舎消毒、母豚への免疫付
与、死亡豚及び堆肥の処理等をチームで確
認し、一体となって改善を指導。④7月にPE
D撲滅事例研修会を開催。⑤改善指導効果を

検証するため、10月に②と同様の検査を実
施。12農場で感染抗体及び遺伝子が検出さ
れず、現在の衛生対策の継続により平成29
年2月までに非発生農場への復帰を見込む。
残る2農場へは引き続き農場に即した改善策
を提案し、衛生対策の強化を図る。

406.子豚期に重点をおいた生産性向上の取
り組み：三重県南勢家保 入江拓也、林義
規

母豚240頭規模の一貫経営の養豚農家で、
前期離乳舎や後期離乳舎の事故率が5%を超
えたことから、子豚期に重点をおいた生産
性向上の取り組みをおこなった。事故の原
因を調査するため、死亡子豚や淘汰子豚の
病性鑑定を実施した結果、原因は単一では
なく、胸膜肺炎やレンサ球菌症等の様々な
要因の関与が確認された。その中でもレン
サ球菌が主な原因と考え、分離されたレン
サ球菌に加え、食肉衛生検査所の協力にて
得られた疣状性心内膜炎由来のレンサ球菌
の薬剤感受性試験を実施したところ、アモ
キシシリンに感受性が認められた。このこ
とから、前期離乳舎や後期離乳舎でアモキ
シシリンを投与するとともに、前期離乳舎
での長い飼育日数も問題と考え、後期離乳
舎への早期移動を指導した。対策を開始し
た5月以降、前期離乳舎の事故率は1.0%程度
に低下し、後期離乳舎でも1.4%程度に低下
し、大きな改善効果が認められた。

407.管内1養豚農場における農場HACCP導入
への取組：三重県北勢家保 森内誠子、徳
永到

管内一養豚場で、「畜産農場における飼
養衛生管理向上の取組認証基準」に基づき、
農場HACCP導入に取り組んでいる。当該農場
は従業員7名、母豚270頭の繁殖肥育一貫経
営農場であり、また豚肉の自家販売も行っ
ている。平成26年より農場HACCP認証取得へ
の取組開始。定期的に経営者、従業員、家
畜保健衛生所、畜産協会が会議を行い、生
産工程ごとの手順の確認と改善や、農場内
作業工程マニュアルを作成。構築途中には
①会議までに書類等が完成しない、②HACCP
担当者がHACCPを理解できない、③記帳を行
う人がその意味を見いだせない、④パソコ
ン処理が苦手、⑤伝染病発生時は、農場で
外部者を交えた会議の開催が難しいなどの
問題が生じた。そこで、①次回会議までの
目標をはっきり示す、②指導者研修の受講、
③農場全体の勉強会の開催、④適材適所で
作業を行う、⑤会議等は農場以外の場所を
用いるなど検討し、推進農場指定のための
書類を作成。今後提出し、認証取得を目指
す。

408.イノブタ農場に対する総合支援指導：
和歌山県紀南家保 筒井視有、柏木敏孝

イノブタの一貫経営を行うA養豚場にて、
離乳豚斃死数の増加や哺乳豚の発育不良を
確認。離乳豚の斃死率は、平成28年1月に45
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%と急激に増加、飼育密度は4頭/㎡と非常に
高い状況。密飼いの悪影響を示すため、密
飼区と適正区を設けた飼育試験を実施。日
増体重、育成率ともに適正区で良好な成績
であり、現在は飼育密度を2頭/㎡に改善。
平成28年7月に哺乳豚の育成率が急激に低
下。原因を確認したところ、飼料コスト削
減のため母豚の配合飼料を低品質で未調整
なエコフィードに変更。変更後、母豚のT-C
ho、TP、Albが著しく低下し、離乳豚の体重
も大きく低下。これらのデータや飼料変更
による収益試算により再度指導を行った結
果、現在は配合飼料給与を再開、離乳豚の
体重も回復。今回、飼養管理状況の数値化
や検証により農場の理解が得られ、早期の
問題解決につながった。また、経営者、従
業員、指導機関が定期的に意見交換を行い、
未然に問題を防ぐ体制も整いつつある。

409.管内養豚農場における農場HACCPの取組
：鳥取県鳥取家保 大石美智子

母豚約50頭規模の一貫経営、食肉販売等6
次産業化も進めている養豚農場において、
「安心・安全な畜産物」を提供していくた
めの手法として管内初、また養豚農場とし
ては県内初となる農場HACCPの取組みを平成
28年度から開始。まずは農場HACCP推進農場
の指定を目標とし、県内他農場での事例を
参考に7月にキックオフ、11月には推進農場
指定のための申請を行い12月末には農場HAC
CP推進農場の指定を受けることが出来た。
今後は認証取得に向けた取組みを進めてい
けるよう、関係機関が連携して継続した支
援を実施していきたい。

410.管内養豚場の農場HACCP導入に向けた取
り組み：高知県西部家保高南支所 久保紀
恵、明神由佳

消費者の「食の安全・安心」への関心の
高まりに伴い、全国的にHACCP方式の衛生管
理に取組む農場が増加。平成28年3月、管内
1養豚場が農場HACCP認証農場認定に向け取
組を開始。生産者を責任者とし、家畜保健
衛生所（以下、家保）、薬品及び飼料会社、
開業獣医師、畜産関係団体等で構成された
農場HACCPチームを結成。現在、定期的にチ
ーム会を開き、①家保の助言・指導による
飼養衛生管理基準の遵守に基づく一般的衛
生管理プログラムの確立、②チーム構成員
による生産工程の危害分析、それらの必須
管理点と管理方法を決定したHACCP計画の作
成を目指している。このような中、当地域
ではこの農場HACCPを組み入れた養豚クラス
ター計画を策定。計画が評価された結果、
当農場は国のクラスター畜産施設整備事業
と県の産業振興推進総合対策事業が活用可
能となり施設整備を実施中。今後、この取
組を継続することにより生産性の向上を図
り、県内のモデル農場として他農場への波
及を期待。

411.養豚場の動物用医薬品適正使用へ向け

た取組：長崎県県南家保 柴田舜介、石丸
憲二

管内一養豚場において抗菌性物質残留事
例が２例続発。１例目は投薬した豚のマー
キングに気付かず出荷。２例目は投薬記録
の不徹底と農場内での情報共有不足。農場
に対して関連法規の説明による意識改革実
施。動物用医薬品使用記録簿作成による記
録の徹底、治療は病畜棟のみで行うことと
出荷は肉豚舎に限定することを原則として
管理を集約。管理体制の留意点を記載した
「農場動物用医薬品使用マニュアル」の作
成し従業員への周知を指導。管理獣医師へ
は情報提供とともに指導の協力を依頼。さ
らに動物用医薬品使用状況を把握するため、
管内の豚を対象に指示書の発行状況を調査。
平成27年度は獣医師9名が33養豚場に対し計
4,355枚を発行。薬効別では抗生物質が36%、
このうちペニシリン系薬剤が最多の38%。現
在、管内農場のペニシリン系薬剤の指示投
与量と指示頭数をモニタリング中。動物用
医薬品の適正使用のためには現場での指導
強化と指示書データを用いた監視強化が必
要。

412.畜産経営コンサル力強化事業（養豚部
門）の概要と展望：宮崎県都城家保 山下
裕之

当事業は、畜産関係（県、経済連等）職
員を対象に生産性向上のための実効性のあ
る養豚経営コンサルティングが行える人材
（畜産マスター）を育成する研修を実施。
受講生は5名で、講師には全国で養豚コンサ
ルティングを行っている獣医師を招き年8回
実施。1回の研修は2日間で、1日目は養豚場
内の実態を確認。2日目はディスカッション
形式で農場の課題等を抽出し、具体的な対
策について検討。受講生が「養豚コンサル
タント報告書」を作成して経営主にフィー
ドバック。受講した結果、疾病検査結果や
農場データ等の読み解き飼養管理方法、対
策方法を習得。さらにコンサル手法の手引
き書作成、学会発表、雑誌へも投稿。しか
し、受講生の中には人事異動に伴い養豚に
関係する業務から外れてしまう現状が課題。
今後、JA技術員、県出先職員を対象とした
研修会を開催し、農家の指導・助言を行え
る体制を構築。生産性向上や生産コストの
低減に向けた取組を促進し、養豚農家の所
得向上に期待。

413.と畜場の車両消毒指導：宮崎県都城家
保 内村慎之介

当所管内、4カ所のと畜場で実施。と畜場
の管理者と共に、施設の車両消毒体制を確
認。また、月1回と畜場でドライバーの車両
洗浄・消毒作業を目視後、聞き取り。と畜
場の施設設備について、入口車両消毒槽の
新設、動噴の導入、洗車場の仕切り壁の設
置、手指消毒ボックスの設置、消毒薬の希
釈濃度などに対して助言し改善。ドライバ
ーへの指摘事項は2014年4月から2015年2月
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までに計9件あり、荷台に消毒薬を噴霧しな
い3件、タイヤ周りの水洗・消毒が不十分2
件、洗浄時に専用衣服未着用1件。水洗・消
毒しない車両が3件。その結果、と畜場設備
の防疫体制の向上が見られ、ドライバーに
対する指導が防疫意識の向上につながった。
水洗・消毒しない車両はと畜場から注意し
てもらうよう対応依頼。農場巡回時に、と
畜場での車両消毒の徹底を指導する必要が
ある。今後も、農家、畜産関係施設および
運送業者に車両消毒の重要性を認識しても
らう取り組みを行い、高い防疫意識を継続
していく。

414.疾病対策指導による衛生管理意識の改
善事例：宮崎県延岡家保 栗林正弘

全戸巡回時に飼養衛生管理基準（基準）
遵守の指導を実施するも、家保の立入りを
拒否する農場では畜主にその重要性を理解
させることに苦慮。当該養豚場は長年、畜
舎の清掃・消毒を実施せず、平成26年7月か
ら県外と畜場で豚丹毒が摘発。食肉衛生検
査所による診断に納得できないと平成27年8
月に家保に来所。根気強く農場での衛生対
策の重要性を説明し、抗体検査を実施。そ
の結果を基に豚丹毒不活化ワクチンのプロ
グラム変更及び畜舎の清掃・消毒を指導。
理解を得ながら丁寧に指導したことで信頼
関係を築いた。結果、畜主の衛生管理意識
が改善され、作業が容易となるよう畜主が
自主的に畜舎を改修し、清掃・消毒を実施。
全ての対策を実施して以降、と畜場におけ
る豚丹毒の摘発が終息。さらに、と畜検査
成績を用いてと畜場における臓器の廃棄率
減少を示し、対策の習慣化を促した。今後
は他の豚舎の消毒、生産成績の記録等を指
導し、基準遵守の継続とさらなる生産性向
上を目指す。

415.特定疾病フリー地域におけるPRRS清浄
性維持対策の課題と展望：宮崎県宮崎家保

西田倫子、橋本健二郎
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（地域）では、生産者
による新生養豚プロジェクト協議会（協議
会）が発足。特定疾病としてオーエスキー
病（AD）及び豚繁殖・呼吸障害症候群（PRR
S）の清浄性維持の取り組みを推進してきた
が、PRRSは2町16農場で陽性を確認。口蹄疫
終息から6年が経過し、協議会活動が停滞し
ている部分が見受けられ、取り組み継続上
の課題が浮上。そこで、協議会役員による
全生産者への現状説明と取り組み継続に関
する意向確認、家保によるアンケート調査
の結果、大多数の支持を獲得。同時に、家
保や管理獣医師等による獣医師部会では、
各獣医師が保有する陽性農場の情報を地域
で共有する等総合的な清浄化対策を開始。
さらに、定期モニタリング検査に加え、陽
性農場及び周辺農場の検査体制強化を図る
とともに、地域への情報発信や研修会開催
による意識向上を図る等、関係機関が連携

した効果的な清浄化の推進について協議を
継続中。

416.オーエスキー病清浄化に向けた肝属地
域の取り組み：鹿児島県肝属家保 川原雄
太、鮫島弘知

管内は県内でも有数の養豚地域であるが、
オーエスキー病（以下、AD）の清浄性確認
は遅れていた。そこで、豚へのストレスが
少ない尾採血を導入することで、より清浄
性確認検査が実施しやすい態勢となった。
さらに、養豚農家への情報周知を徹底する
ことで、清浄化のメリット等を伝え、清浄
性確認を推進。この結果，清浄性確認検査
は大きく進展し、平成28年9月末現在では、
繁殖・一貫農家約9割の清浄性が確認。検査
の結果、野外抗体陽性率が低かった農場に
関しては、すぐにとう汰が実施されたが、
陽性率が高かった農場は全頭のとう汰が難
しかった。このような農場については、定
期的な抽出検査や繁殖候補豚全頭の検査を
行いながら陽性豚のとう汰・更新を行いな
がら、早急な清浄化を目指す。

Ⅱ―６ 畜産技術

417.と畜検査データを活用した一養豚場に
おける生産性向上への取組：宮城県東部家
保 佐々木春香、清水ゆう子

母豚120頭規模の一貫経営農場で呼吸器症
状、消化器症状、発育不良を呈する子豚が
多発。病性鑑定により豚繁殖・呼吸障害症
候群(PRRS)と診断。農場の疾病発生状況把
握の為、と畜検査データを解析。通年で肺
炎病変が多く、夏場を中心に回虫症による
内臓廃棄の多発傾向が判明。PRRSワクチン
接種、飼養衛生管理の改善、消毒及び駆虫
等を指導。結果、子豚期(31~90日齢)の事故
率は約30％から約1％に減少、出荷頭数は月
平均156頭から203頭へ増加。と畜検査デー
タの活用で農場の衛生意識も向上し、指導
を行う際に有効。管内生産者へのアンケー
ト調査では約75％がと畜検査データ活用を
希望するも、大半が申請方法を知らず、解
析にも専門知識を要することから活用しき
れていないのが現状。生産者への有効なデ
ータ還元と利用推進に向け、当所が中心と
なり食肉衛生検査所と協議し連携システム
の構築を図る。

418.愛媛甘とろ豚への食用米給与が発育及
び肉質に及ぼす影響：愛媛県畜産研究セン
ター 石川真優、宇都宮昌亀

愛媛甘とろ豚（LWY種）生産における食用
米利用の有効性の検討を目的とし、食用米
を配合した甘とろ豚専用飼料を体重60kg時
から出荷まで（約2.5カ月間）給与した場合
の発育及び肉質への影響を調査。試験方法
は供試豚としてLWY種15頭を用い試験区分を
3区設けた。試験区Ⅰとして専用飼料中のト
ウモロコシ配合割合33.2％を食用米に代替
した飼料、試験区Ⅱとしてトウモロコシ及
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びマイロ配合割合63.2%を食用米に代替した
飼料、対照区として従来の専用飼料を各区5
頭に給与。調査項目として試験期間中の飼
料要求率、一日平均増体量、甘とろ豚の枝
肉及び品質基準を調査。その結果、飼料要
求率は試験区Ⅰ3.9、試験区Ⅱ3.6、対照区4.
1と食用米の配合割合が高いほど良くなる傾
向が認められたが一日平均増体量において
差は認められなかった。また、各区間とも
に甘とろ豚の枝肉及び保水力以外の品質基
準を満たした。このことから、甘とろ豚へ
の食用米給与は有用であると考えられた。

419.クーリングパドによる暑熱対策効果の
実証：長崎県県南家保 重國由起子、高山
裕介

暑熱対策効果の検証のため、平成27年度
長崎県家畜生産性向上対策事業を活用し、
母豚94頭一貫経営農場の分娩舎にクーリン
グパドシステム（パド）を導入。施工期間1
4日間、設置工事費297万円（パネル2台、換
気ファン4台、カーテン、制御盤等）。環境
調査ではファン最大稼動時の風速は適正で、
サーモカメラ画像から舎内は一様に冷却。7
～8月の平均温度は外気温28.2℃、ストール
舎（細霧装置設置）27.1℃に対し、分娩舎2
5.8℃で、猛暑日でも28℃を超えず、十分な
冷却効果を確認。パド設置後の4～9月の農
場成績は、産子数11.8頭（＋0.2）、離乳頭
数9.5頭（＋0.7）、離乳までの事故率20.8
％（△5.3）、受胎率81.7％（＋9.7）、発情
回帰日数7.0 日（△1.3）と改善。経済効果
として年間約277万の増収と試算。パド循環
水から一般細菌、大腸菌が検出されため定
期的な清掃消毒が必要。パドの効果を発揮
させるためには、気流への抵抗を減らすこ
とが重要であり、天井の設置が望ましい。

420.北部地域における養豚排水対策：沖縄
県北部家保 仲松耕平、金城孝
【経緯】近年管内の養豚場において環境問
題が発生し、硝酸性窒素等の低減対応が求
められている。平成24年度から28年度にか
け沖縄型畜産排水対策モデル事業を実施し
調査・検討を行った概要。【結果】排水基
準における生活環境項目（pH,SS,BOD,窒素
含有量）と健康項目（硝酸性窒素等）の調
査およびSV、曝気槽内のMLSS等観察項目を
調査。冬季においてSS、BODは夏季より増加
する傾向あり。pH、健康項目の超過はない。
MLSSは全てで適正濃度を大幅に超過。既存
施設を活用した実証試験の実施は①汚泥排
泥ポンプの増設②余剰汚泥の投入抑制③処
理サイクルの変更④処理水放流方法の変更
を実施。【結果】SV30は減少、SV24Hrは改
善。SS、BODは良化しMLSSは減少。硝酸性窒
素等は上昇。脱窒は良好でない。コストは
低減。【考察】MLSS濃度を適正にすること
で排水水質の改善に繋がる。脱窒には改善
を検討。管内での講習会の開催や現地指導
などを継続実施。

Ⅱ―７ その他

421.過去8年間における豚死亡事例の分析か
ら判明した疾病発生の動向：栃木県県央家
保 阿部祥次、飯塚綾子

県内における疾病発生の動向を把握する
ため、2008年から2015年の豚死亡事例、延
べ88件について発生月、発生日齢及び臨床
症状等を分析。月毎の発生は気温変動が大
きい3、6、10、11及び12月に多く、ストレ
ス軽減が必要。日齢毎の主要な死因は成長
につれ下痢症、全身感染症、肺炎に移り変
わることが判明。疾病毎の発生は、豚サー
コウイルス関連疾病は離乳期と肥育前期に1
3件、うち77%はワクチン未接種農場であり、
適切な接種の励行が重要。豚レンサ球菌症
は5件、うち80%が26～50日齢に発生。サル
モネラ症は4件で全て晩秋、豚胸膜肺炎は肥
育期に14件、うち64%が冬から春先に発生、
豚パスツレラ症は肥育期に9件、いずれも90
～100日齢に好発。豚胸膜肺炎は症状の確認
が36%と低く、丁寧な観察が必要。好発時期
と日齢の観察強化により、疾病の早期発見
及び早期治療等の損耗防止対策に繋がると
期待。詳細を研修会等で関係者に啓発、リ
ーフレットを作成し農場巡回時に周知。

422.病性鑑定豚における肺炎の病理学的分
類：大阪府大阪府家保 勝井一恵

〔材料・方法〕平成17年4月から平成28年
11月までに病理解剖によって肺炎が認めら
れた70頭を調査。病理学的特徴に基づいて
肺炎を分類。併せて病原検索により病原体
を分類し肺炎の発症要因を検討。〔結果〕
肺炎の病理学的分類では化膿性29％、間質
性21％、マイコプラズマ性3％、それら2つ
以上の特徴を持つ複合47％。病原体の分類
では、ウイルス42％、細菌37％、マイコプ
ラズマ21％。特に、豚繁殖・呼吸障害症候
群ウイルス（PRRSV）49％、豚サーコウイル
ス2型（PCV2）32％、PRRSVとPCV2混合感染
が19％。〔まとめ〕本府では複合肺炎の発
生が多く、肺炎発症要因としてPRRSVの関与
が大きいと考察。また、ウイルス・細菌検
査で病原体が確定できず組織所見や免疫組
織学的染色（免染）によって確定に至った
症例も29％。PRRSVに関しては免染によって
検出率が増加。以上より、ウイルス検査、
細菌検査、病理検査の結果をそれぞれが補
完し総合的に診断することが重要であると
再確認。

423.平成28年度奈良県口蹄疫防疫演習：奈
良県奈良県家保 北川稔子、藤井規男

平成28年6月に繁殖豚1頭、9月に肥育豚3
頭を使って、家畜防疫員を対象とした口蹄
疫防疫演習を実施。講義で、初動対応およ
び殺処分の流れについて確認。実技で豚の
誘導と保定、病変好発部位の写真撮影、舌
の写真を撮るために鎮静剤と開口器、さら
に麻酔の使用を検討。また、撮影した写真
を送信するために新たに導入された画像送
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信システムの操作を実施。さらに、耳静脈、
頚静脈および心臓への薬液注入、電殺につ
いて実技を実施。演習後、演習参加者を対
象にアンケートを行ったところ、演習は役
に立ち、継続的に防疫演習の実施を希望す
る回答が多く得られた一方、経験不足や様
々な課題が浮き彫りとなった。今回得られ
た情報を、奈良県口蹄疫防疫対応マニュア
ルに反映し、口蹄疫防疫演習を継続して実
施する必要性を実感。

424.養豚経営改善モデル事例の取組みを応
用した慢性疾病対策指導体制の構築：福岡
県両筑家保 寺迫美知子、江﨑健二郎

平成24年8月より管内豚一貫農場において
管理獣医師や動薬メーカー等と連携し肥育
期事故低減への取り組みを開始。病性鑑定、
衛生検査、日齢別抗体検査、衛生対策会議
における投薬・ワクチンプログラム検討等
の一連の取り組みを半年サイクルで実施。
平成26年9月からは畜主参加型と畜場サーベ
イランスを開始した結果、畜主の衛生意識
向上、肥育後期の慢性疾病浸潤状況の詳細
把握に大きな効果。平成27年度末には成績
が大きく向上、経営が改善。当該事例をモ
デル事例とし、平成27年度以降、慢性疾病
の多い3農場で取り組み開始。家保が主導し、
半年サイクルで日齢別抗体検査、畜主参加
型と畜場サーベイランス、衛生対策会議を
実施、必要に応じ病性鑑定や衛生検査を追
加。食肉衛生検査所および食肉センターと
協議し、畜主参加型と畜場サーベイランス
時の廃棄臓器の採材と家保における衛生検
査の実施に承諾を得、より効率的な慢性疾
病対策指導体制を構築。
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Ⅲ 鶏の衛生

Ⅲ－１ ウイルス性疾病

425.若齢肉用鶏の鶏アデノウイルス感染症
の発生事例：岩手県県南家保 市村鋭、佐
々木幸治

肉用鶏11万羽を11鶏舎で飼養する養鶏場
において、平成28年４月、３棟４鶏舎で11
日齢頃から発育不良及び筋胃びらんを確認。
発育不良鶏８羽の病性鑑定の結果、７羽に
筋胃びらんが認められた。病変部に核内封
入体及び鶏アデノウイルス（FAV）遺伝子は
検出されなかったが、発生鶏群の種鶏ロッ
トに偏りがあったこと及び発症日齢から種
鶏由来のFAV感染症が疑われた。まん延防止
のためFAVに有効な消毒薬への変更及び衛生
対策の徹底を指導。同年６月、同一農場の2
階建て発生棟の未発生鶏舎（22日齢）で同
様の症状を確認。核内封入体を伴う筋胃び
らんが認められ、諸臓器からFAV遺伝子の検
出から、FAV感染症と診断。聞取りの結果、
初発時、発生鶏舎のみ消毒薬を変更したこ
とが判明。同一種鶏由来の別鶏舎で異常が
ないことから、初発時の鶏舎内に残存したF
AVの感染が疑われた。再発防止に向け、有
効な消毒薬の全鶏舎での使用及び衛生対策
の徹底を指導し、その後の発生はない。

426.鶏脳脊髄炎ウイルスの検出のための新
たなPCRの検討：岩手県中央家保 五嶋祐
介、八重樫岳司

2015年10月、1養鶏場で鶏脳脊髄炎（AE）
が発生した。AEウイルス抗体検査、同ウイ
ルス培養試験及び病理組織学的検査の成績
から本病と診断されたが、分離ウイルス株
（分離株）は、病性鑑定マニュアルに基づ
く（既報）PCRにより、AEウイルスと同定で
きなかった。DNAデータバンク上の複数株の
塩基配列を比較し、より変異の少ない領域
に対して設計した新たなプライマーを用い
たPCRを試作した。このPCRにより分離株か
らAEウイルス特異遺伝子が検出された。本
発生例の分離株は、少なくとも既報のPCRの
プライマー認識部位において既知株とは異
なる塩基配列を有していることが推察され
た。近年、他県においても既報のPCRにより
検出されないAEウイルスが報告されている。
適切に診断を進めるうえで今回設計したプ
ライマーを用いたPCRが有用であると思われ
た。今後は、より多くの野外AEウイルス株
を用いて、このPCRの有用性を検証していく。

427.高病原性鳥インフルエンザ農場別対応
計画の構築：宮城県東部地方振興事務所
石橋拓英、西清志

初動対応の迅速化を図るため建設業協会
石巻支部(35社)と連携し、管内全14農場の
現地調査を実施。農場別に埋却溝図面、必
要な人数や資機材量等を定めた対応計画を
作成し、協力体制を確立。地方支部体制整

備として農場別に動員計画(72時間)、資機
材リストを作成。市と調整し、集合施設(8
か所)、動員者用駐車場(2か所)を確保。施
設は調査後、問診場所等のレイアウト作成。
輸送手段はバス会社と調整済み。消毒ポイ
ントも農場別に設定し、土木事務所と情報
共有。これらを基に管内全14農場の農場別
対応計画を構築。県関係機関、建設業協会
を対象に部門別研修会を開催。また、管内
に南東北最大の飼料工場区域があり、発生
時の施設や飼料運搬車両の消毒徹底、情報
提供を図るため、東北初となる飼料業者(15
社)を対象とした研修会を開催。連絡体制の
整備と飼料工場区域での車両を介した交叉
汚染防止のため特設消毒ポイント設置を計
画に追加。今後、本計画を基に県内の対応
計画に反映させたい。

428.鳥インフルエンザ発生時の防疫対応が
最も困難と思われる農場における課題の検
討：宮城県北部家保 三浦達弥、小川修平

採卵鶏250万羽飼養の大規模農場で鳥イン
フルエンザが発生した場合、当初、殺処分
完了まで25日間と想定。卵・糞等汚染物品
の排出抑制を考慮し、処理日数短縮を検討。
農場・町との検討会を開催し、廃鶏出荷時
の捕鳥作業、鶏舎毎の詳細な図面及び利用
可能な用具を調査。捕鳥・運搬には120羽収
容可能な輸送ラックを用い、殺処分には密
閉型コンテナ等にラックごと入れる方法を
検討。使用できるラックが400個であるため、
鶏舎毎にラックと人員を効率的に活用させ、
20万羽/日、13日間で殺処分完了となる防疫
計画を作成。12日間短縮により汚染物品が
減少。殺処分完了まで自衛隊、国、他県等
への派遣要請を含めた防疫従事者は延べ3万
人必要。他家保職員を含めた検討会で防疫
計画の共有と課題を協議。当該地域は生活
用水として地下水を利用していることと、
国有地への埋却は原状復帰が条件となり再
掘削・焼却に係る費用捻出が困難なことか
ら、殺処分後の処理方法が今後の課題。

429.廃業した養鶏場を活用した鳥インフル
エンザの実践的防疫演習：宮城県北部家保
福田純子、小川修平

高病原性鳥インフルエンザ発生を想定し、
県内初となる廃業した養鶏場（以下、鶏舎）
を活用した現地地方支部防疫演習を実施。
現地地方支部、現地事務所、発生農場を合
同庁舎、町体育館、鶏舎に設置し、3会場同
時進行で演習。現地地方支部では県民相談
や有症状者への対応、現地事務所では防疫
従事者の問診、鶏舎内では生鶏の捕鶏と模
擬鶏を用いた炭酸ガス注入による殺処分を
演習。また建設業協会協力のもと、鶏舎敷
地内に埋却溝を掘削し、殺処分から埋却ま
での防疫措置を演習。その他消毒ポイント
として動力噴霧機でバスや重機を消毒。現
地地方支部12班中8班18チーム、131名が参
加。演習前にリーダーに対する研修会を開
催し、情報伝達と連携を確認。アンケート
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では95％が担当業務を理解でき、「防疫作
業のイメージが明確になった」と回答。ま
た、演習を通じて得られた課題もあり、リ
ーダー会議を開催して支部運用ガイドブッ
クの改定作業を実施中。

430.高病原性鳥インフルエンザに係る防疫
対応シミュレーションの実施とその効果：
山形県中央家保 庄司真希、大橋郁代

平成28年11月末、近隣県での発生と管内
での異常家きんの通報事例を機に、管内最
大規模の養鶏場を対象に防疫対応シミュレ
ーションを実施。村山総合支庁防疫対策支
部対策班（以下対策班）毎に当該防疫対応
計画と業務を精査したところ、様々な課題
が判明。各課題の解決に向けて、家保職員
が、調整・助言を実施。課題となった、現
場統括班の業務内容の明確化や、資材発注
時間の前倒しを決定。一方、家保が主体と
なる防疫対策作業においても課題が明確化、
人員不足については、防疫対策班員の見直
しと増員を、炭酸ガスボンベの絶対量の不
足については、使用計画を策定。各対策班
の実施計画との調整により、これまでの防
疫計画を改善。また、市町への協力要請で
は、管内全市町への説明会の後、個別に一
万羽以上飼養農場所在市町との打ち合わせ
を実施。防疫対策作業への動員や現場事務
所となる市町施設の使用、又は、埋却用市
町有地の調査について協議。以前より実効
性の高い防疫計画が完成。

431.養鶏場で発生した鶏痘とその対策：茨
城県県南家保 藤原謙一郎

採卵鶏約350羽を飼養する管内養鶏場か
ら、鶏冠に痂皮が見られると連絡。病性鑑
定の結果、発育鶏卵漿尿膜上にポック形成。
また、漿尿膜細胞は腫大、増殖し、細胞質
内にボリンゲル小体が確認されるとともに、
痂皮形成が認められた上皮細胞の細胞質内
にボリンゲル小体が確認されたことから鶏
痘（皮膚型）と診断。当該農場は導入元で
接種されるマレック病ワクチン以外のワク
チンは未接種であったため、鶏痘ワクチン
接種を指導。以降、鶏痘の発生なし。ニュ
ーカッスル病（ND）等のワクチンについて
も、接種を指導したところ、その後の検査
で十分な抗体価を保有していることを確認。
一方、管内の100羽以上1000羽未満20農場中
10農場において、農場でワクチン未接種の
現状。その主な理由は、医薬品の使用に対
する強い抵抗感。今後もこれらの農場に対
しては、ワクチン接種の重要性について説
明するとともに、農場の施設や飼養形態に
応じた方法でのワクチン接種の実施を指導
し、疾病の発生予防を図る。

432.採卵鶏農場における鶏アデノウイルス
(FAV)による筋胃びらんの発生事例：新潟県
下越家保 金子文恵、曽我万里子

平成27年12月、大規模採卵鶏農場で、161
日齢の鶏群1ロットにおいて貧血を呈し死亡

する鶏が増加。死亡鶏及び生体各6羽のイン
フルエンザ簡易検査は陰性。解剖検査で13
羽中13羽に筋胃粘膜の出血、穿孔、びらん
を認める。病理組織学的検査で7羽中7羽に
筋胃びらん、うち3羽の粘膜上皮細胞内に核
内封入体を認める。細菌検査では有意菌は
分離されず。ウイルス検査で筋胃からFAV特
異遺伝子検出、血清型1型のFAVが分離され
たことからFAV（血清型1型）による筋胃び
らんと診断。その後、終息した170日齢まで
に計173羽死亡(死亡率0.3%)、その他の鶏舎
では症状は認められず。分離ウイルスを用
いた抗体検査の結果、複数のロットで抗体
価の上昇が認められ、農場内にウイルスの
浸潤を確認。FAVは不顕性感染が多く、筋胃
びらんの発生には鶏種、日齢、産卵ストレ
ス等が関与すると推察された。

433.シャモ農場でみられたマレック病発生
事例と診断上の問題点：静岡県中部家保
斉藤妙子、金森健太
マレック病(MD)はMDウイルス(MDV)に起因し
T細胞性腫瘍を形成。農場は肉用シャモを飼
養、0日齢でMD2価及びCVIワクチンを接種。
食鳥処理場での廃棄率が増加し、発育不良
鶏4羽(116日齢)の病性鑑定を実施。剖検で、
1羽で肝臓の腫大及び腫瘍の多発、脾臓の腫
大等を認め、組織所見では、肝臓、脾臓等
に比較的均一なリンパ芽球様細胞と多形性
を示すリンパ球性腫瘍細胞の浸潤による結
節性病変を確認。免疫染色で腫瘍細胞はCD3
陽性で、遺伝子検査でMDVmeq遺伝子及び鶏
白血病ウイルス(ALV)特異遺伝子を検出。な
お、MDV meq遺伝子はNested PCRの2ndプラ
イマーのみを用いて明瞭な目的サイズのバ
ンドが確認でき、体内のMDV増殖を示唆。MD
Vmeq遺伝子塩基配列解析では、検体は近年
国内に分布するMDV と類似した配列と判明。
本事例は、病理所見でMDの典型的所見が乏
しく鶏白血病との鑑別に苦慮したが、CD3抗
体での免疫染色と、2ndプライマーによるMD
Vmeq遺伝子検出が、診断の一助となった。

434.若齢肉用鶏の起立不能を主徴とする鶏
ウイルス性腱鞘炎／関節炎：三重県北勢家
保 庄山剛史、三重県中央家保 下田智彦

平成28年10月、肉用鶏2農場において若齢
の３群(それぞれ22、33、33日齢)の白系肉
用鶏の起立不能、開脚、歩様異常を呈する
疾病が発生。肉眼的に足関節部の浮腫、腓
腹筋腱や趾屈筋腱の腱鞘の水腫性肥厚、軽
度癒着がみられた。病理組織学的に滑膜細
胞増生や線維素滲出を伴う非化膿性腱鞘炎、
心筋線維間の偽好酸球の浸潤がみられた。
足関節生材料からの鶏レオウイルス特異遺
伝子を検出するPCRは陽性、Mycoplasma syn
oviaeについては陰性。発育鶏卵を用いたウ
イルス分離検査において鶏レオウイルスが
分離された。以上の結果から鶏ウイルス性
腱鞘炎／関節炎と診断された。３群の育成
率は93、94、94％、日増体重(DG)は50.0、5
5.9、53.9g/日と成績不良であった。3群は
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県外の同一種鶏場由来で、種鶏には本病ワ
クチンは接種されていなかった。種鶏群にL
+K方式によるワクチネイションを指導。本
ウイルスは健康鶏が広く保有し、検査結果
の解釈は難しい。診断には注意する必要が
ある。

435.マレック病診断におけるリアルタイムP
CRの有用性の検討：滋賀県滋賀県家保 古
川桃子

マレック病（MD）発症鶏6羽および非発症
鶏3羽を用い、SYBR法によるリアルタイムPC
R（rPCR）でのマレック病ウイルス（MDV）
量の比較とNested PCR（nPCR）によるMDVの
検出を実施。rPCRにて、発症鶏5羽および非
発症鶏2羽の脾臓と脳からMDVを検出。MDV量
は、発症鶏で多い傾向にあるが、有意な差
を認めず。要因として、検体数が少なく、
個体間のばらつきが大きかったことが考え
られる。一方、nPCRにて、rPCRでMDV不検出
であった個体を含む発症鶏6羽および非発症
鶏3羽の脾臓と脳から、MDVを検出。今回の
結果より、MDVの検出そのものはnPCRが有用。
rPCRによるMDV量の測定がMD診断に有用か
は、更なる検討が必要。今後は、MDV量の測
定に適した臓器を検討し、検体数を増やし
て、MDV量の比較を実施する。また、rPCRを
環境中のMDV量測定に活かしたい。

436.管内採卵鶏農家での鶏痘の発生と防疫
対策：和歌山県紀北家保 片山晃志、小松
広幸

平成28年5月、養鶏農家より800日齢の鶏
群で顔面に痂皮を呈する鶏がいると連絡を
受け、立入検査を実施。農場で痂皮を呈す
る鶏のほか、ワクモの重度寄生を確認。病
性鑑定の結果、病理組織学的検査で鶏冠の
発痘部で棘細胞の増殖・腫大及びボリンゲ
ル小体を確認し、皮膚型の鶏痘と診断。こ
の結果より、鶏痘の再発予防と蔓延防止を
目的とし、指導を実施。本事例は鶏痘ワク
チン接種群であったが、鶏痘を発症。その
原因として発症鶏群が老齢であったこと及
びワクモ重度寄生によるストレスとウイル
スの媒介であると考察。発症鶏群出荷によ
る感染源の排除、有機リン系殺虫剤の散布
と空ケージの洗浄・消毒及び高温スチーム
使用による駆虫と段ボールトラップ法によ
る捕虫の実施を指導。指導後、鶏痘の再発
はなく、ワクモも大幅に減少。今後も鶏痘
発生予防のために早期のワクモ対策の実施
及び必要に応じ、飼育期間の短縮を指導し
ていく方針。

437.大規模養鶏場での発生に備えた高病原
性鳥インフルエンザ実地防疫研修会：岡山
県岡山家保 佐野通、黒岩恵

大規模養鶏場での高病原性鳥インフルエ
ンザ発生を受けて、県の防疫体制の見直し
を行い、大規模(10万羽以上)については農
場ごとの防疫計画を見直し、内容を充実さ
せた。この度、計画の検証と畜産関係職員

の訓練のため、実在する農場を対象に現地
調査及び検討会を実施。具体的には、担当
業務ごとの班に分かれ(①現地指揮所内調
整、②動員要請～受入、③資材調達、④現
地・本部テント設営、⑤埋却溝掘削、汚染
物品搬出・埋却、⑥殺処分～搬出、⑦焼却
施設の調整、⑧消毒ポイント設営、検診、
通行制限、⑨総括、農林水産省等との調整)、
作業手順の確認及び農場の協力を得て現地
調査(土木技術者も同行)を行った後に、全
体討論会で成果及び問題点を検討。その結
果、職員の理解力と実践力の向上を図ると
ともに、多数のアイディアにより、防疫計
画をより実効性のあるものにすることがで
きた。今後も同様な研修会を継続し、発生
に備えた準備を行うことが必要と考える。

438.中国四国地区最大飼養規模農場におけ
る高病原性鳥インフルエンザ防疫計画とそ
の課題：岡山県津山家保 萱原佳美

約1,150千羽飼養の中国四国地区最大規模
の採卵鶏農場と約1km内の疑似患畜となる可
能性がある系列育成農場について防疫日数、
動員数、農場内動線、制限区域設定等の防
疫計画を作成。計画では移動制限区域内に
肉用鶏農場1戸を含む。防疫措置終了まで24
時間体制の作業で25日、発生鶏舎を24時間、
その後12時間体制に切替えた作業で42日を
要し、延べ約38千名の動員が必要。最大の
課題は防疫作業の長期化であり、本課題は
人員確保、作業中の鶏の飼養管理、鶏糞等
汚染物品の増大、制限の除外が適用されな
い移動制限区域内農場の対応等の問題惹起。
殺処分にキャッチャーの要請等防疫作業日
数の短縮、人員確保に向け具体的な調整急
務。その他、疑似患畜の内容見直し、制限
の除外が適用されない農場についての対応
内容等の検討が必要と考えるが、県レベル
では困難。大規模農場を有する都道府県、
国等との踏込んだ協議が必要。

439.管内における高病原性鳥インフルエン
ザ防疫対策への取組：岡山県真庭家保 馬
場彩、紙谷建志

高病原性鳥インフルエンザ（HPAI）の発
生に備え、平時から防疫対策の準備が必要。
従前より防疫措置に必要な農場情報や備蓄
資材の整備、消毒ポイント設置場所及び必
要資材の検討、殺処分鶏焼却に係る関係機
関との協議等を実施しており、今年度新た
に実施した取組について紹介。①保健所職
員と共にテント設置予定地の現地確認を6農
場で実施し、課題を検討。②管内1焼却施設
の協力を得て、密閉容器に収容した死亡鶏
の搬入と焼却試験を実施し、作業動線、必
要人員や資材、焼却状況等について検証。
③管内建設業協会支部との研修会及び県民
局管内で消毒ポイント設置訓練を実施。HPA
I発生時には様々な機関との協力体制が求め
られ、日頃から連携を密にし、家畜防疫員
だけでなく各専門職種による検証が重要。
今回の取組で得られた意見等をもとに、よ
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り実効性の高い防疫計画となるよう引き続
き精査していく。

440.農場立地条件に起因する高病原性鳥イ
ンフルエンザ防疫作業上の障害と解決策の
検討：岡山県岡山家保 森分哲彦、佐野通

高病原性鳥インフルエンザの発生に備え、
農場ごとに防疫計画を作成しているが、進
入路が狭い、敷地内に空き地がない等作業
を停滞させる様々な障害がある場合、防疫
措置終了を遅らせる大きな原因となる。特
に農場入口付近のスペースが狭い場合、テ
ントの設置スペースが不足するので、①防
護服の着衣の大半を集合施設で行い、仕上
げのみを現地のテントで行う方法、②鶏舎
の一端の出入り口を閉鎖し、鶏舎脇に脱衣
テントを設置する方法を保健所とも協議の
上採用した。また、敷地内に空き地が少な
い農場の場合、処分鶏搬出を停滞させるた
め、①農場入口付近の鶏舎の殺処分を早期
に行い、当該鶏舎の清掃消毒を行いクリー
ンゾーンを拡大、その場所に一時保管する
方法、②農場外に一時保管場所を確保し、
殺処分後直ちに搬出する方法を採用するこ
ととした。こうした対策を農場ごとに工夫
することで、作業者を最大限投入でき、防
疫作業を最短で完了出来る。

441:高病原性鳥インフルエンザ発生時の初
動対応の検証：岡山県高梁家保 田中静香、
岡田ひろみ

岡山県では平成27年笠岡市で発生した高
病原性鳥インフルエンザの防疫対応の課題
を基に防疫体制の見直しを実施。初動対応
は関係機関の協力が不可欠で、研修会等に
より理解を深め、協力体制を構築すること
が重要。今回、防疫作業を担う建設業協会
を対象に、管内の採卵鶏38万羽飼養農場で、
資材搬入、テント設営や埋却地の掘削等の
現地演習を実施。演習の中では特にゾーン
ニングに対する認識と理解を深めることに
重点を置いた。家保は、高梁地域事務所と
連携し、初動資機材の備蓄と搬送に係る対
応を準備してきたが、今回の演習から備蓄
資機材の配置や搬送の優先順位について再
検討が必要なことが判明。また、トラック
や重機の搬入路、作業、旋回スペースは重
機等の専門知識をもった方と事前に確認す
ることが必要。今回の現地での実践的な演
習により課題が明確化。課題解消とより迅
速な初動対応のため今後も関係機関と連携
した実地演習等の実施が必要。

442.管内一肉用種鶏場における鶏アデノウ
イルス（FAV）の免疫賦与の検討：徳島県西
部家保 森川かほり、山田みちる

FAVは環境中や鶏体内に常在するが、免疫
低下時などには封入体肝炎や筋胃びらん等
を引き起こす。FAVは水平感染に加え介卵感
染もするため、種鶏の産卵開始前の免疫賦
与が重要。しかし、現在国内で承認された
ワクチンはない。そこで、管内一肉用種鶏

場において、育成鶏へのFAVの強制感染によ
る免疫賦与を検討。事前調査の結果、育成
舎から成鶏舎へ移動後のFAV感染が疑われた
ため、感染初期と考えられる成鶏舎に移動
直後の鶏群の糞便を14週齢の育成鶏群に飲
水投与。定期的に採血および採糞を行い、
寒天ゲル内沈降反応による抗体検査を実施。
約6週間で概ね鶏群全体で抗体獲得に成功。
採取した糞便はPCR検査で抗原陽性を確認
し、9週齢の次ロットの育成鶏群に飲水投与
したが、FAVの抗体獲得にはいたらなかった。
今後はウイルス分離も併用し、感染性のあ
る材料の確保が重要と考える。季節性、糞
便投与時期等も考慮しながら今後もデータ
を蓄積し、安定した手法の確立を目指す。

443.鳥インフルエンザ発生に備えた事前調
査と情報共有の取り組み：佐賀県北部家保

岡本理、千綿秀之
平成27年に県内で発生した鳥インフルエン
ザ(AI)の防疫対応の反省を踏まえ、AI発生
時に速やかに防疫計画を立てられるよう、
家畜保健衛生所、農林事務所、農業改良普
及センター、保健福祉事務所、市町でチー
ムを編成。管内養鶏農場の埋却候補地、農
場外テント設営場所、サポートセンター設
営場所について、使用の可否を調査。農場
ごとの調査結果を庁内ネットワーク上の共
有フォルダに保存し、関係者間で最新情報
を共有。不用意なデータの改ざんや個人情
報の流出を防止する観点から、担当者のみ
が閲覧編集できるように、パスワードを設
定。今回の取り組みにより、AI防疫対応の
ための農場等の情報を精査、集約。関係機
関と連携して現地調査を行い、その結果を
共有することにより、AI防疫措置のイメー
ジを関係者全員で共有。AI発生時には、関
係者が連携して、埋却地での作業及び農場
外テント、サポートセンターの設営を開始
し、迅速かつ的確な防疫の初動対応がとれ
るものと期待される。

444.佐賀県で発生した高病原性鳥インフル
エンザの病理学的検索：佐賀県西部家保 松
尾研太、葛見敏男

2015年1月に県内初の高病原性鳥インフル
エンザ（HPAI）が発生。衰弱した生鶏5羽の
HPAI遺伝子検査、ウイルス分離検査、剖検、
HE染色および抗A型インフルエンザウイルス
matrix抗体を用いた免疫組織化学的染色（I
HC）を実施。2羽でH5亜型鳥インフルエンザ
遺伝子陽性、3羽で分離陽性。分離ウイルス
は、H5N8亜型HPAIウイルスと同定。剖検で
は、脾臓腫大、筋胃びらんを各1羽で確認。
HE染色で、遺伝子およびウイルス分離陽性
の2羽に共通して、脳、主要臓器に壊死巣散
在を確認。IHCで、病変に一致してウイルス
抗原を確認したため、HPAIによる病変と判
断。本症例の病変およびウイルス抗原分布
は、国内で発生した他のH5N8亜型HPAI症例
の病変とほぼ同様。生鶏で顕著な病変を確
認したのは本症例のみ。ウイルス分離の残
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り1羽は、壊死性病変を認めなかったため、
感染初期と判断。HPAI野外発生症例での鶏
体内のウイルス動態を精査することは、HPA
I病態解明の一助となると考える。

445.伝染性気管支炎ウイルスの遺伝子解析
および孵化雛における移行抗体調査：佐賀
県中部家保 大澤光慶

平成27年度以降の高病原性鳥インフルエ
ンザ定点モニタリング及び野鳥糞便を供し
た発育鶏卵培養液162検体の伝染性気管支炎
ウイルス（IBV）検索を実施し、10検体でIB
V分離。分離IBVのS1遺伝子領域解析でJPⅠ
型が6株、JPⅡ型、JPⅢ型、JPⅣ型、4/91型
が各1株に分類。様々な遺伝子型IBVの動態、
特にJPⅠ型の浸潤を疑う。さらに、JPⅠ型1
株はスズメ糞便由来（スズメ株）で他5株中
4株もスズメ株と100％相同か極近縁。IBV伝
播に野鳥関与の可能性が示唆され、飼養衛
生管理の徹底の重要性を再認識。また当所
で飼育した肉用種孵化雛128羽のIBV-C78株
・スズメ株（JPⅠ型）、TM86株（JPⅡ型）、
練馬株（Mass型）に対する移行抗体消長を
確認。初生群では全株の移行抗体を保有す
るも、JPⅠ型抗体減少が比較的早く、C78株
が14日齢、スズメ株が10日齢で抗体価20倍
を下回る傾向。本県では若齢期にJPⅠ型が
軸のワクチン接種プログラムが望ましいと
考える。

446.肉用鶏における鶏脳脊髄炎の発生と病
理組織学的検討：熊本県中央家保 杉晋二、
森将臣

2016年4月5日に導入した肉用初生ヒナの
数羽が開脚姿勢や起立困難。その後、同様
のヒナが増加し、4月18日に病性鑑定実施。
種鶏は鶏脳脊髄炎(AE)ワクチン接種済。剖
検では著変無し。脳と臓器プールからAEウ
イルス(AEV)遺伝子検出。大脳、中脳、脊髄
に大型神経細胞の中心性虎斑融解や単核細
胞浸潤、囲管性細胞浸潤。小脳のプルキン
エ細胞の減数や髄質に空胞多発。全身諸臓
器にリンパ球集簇。卵黄嚢内接種試験を実
施し、ヒナや死ごもり卵からAEV遺伝子検出。
脊髄の神経細胞に中心性虎斑融解散見。リ
ンパ球集簇は認めず。以上の結果からAEと
診断。AEは介卵感染と水平感染の二峰性の
発症があるが、衰弱ヒナは水平感染と推察。
また卵黄嚢内接種試験と比較して病変が強
かった事等から、発症までの経過が長いと
推察。更に小脳病変から感染方式で臨床症
状が異なる可能性が示唆。AEの診断には病
理組織学的検査が重要であり、今後も神経
症状を伴う病性鑑定では本疾病を考慮して
実施する所存。

Ⅲ―２ 細菌性・真菌性疾病

447.鶏のLawsonia intracellularisの浸潤
状況：青森県青森家保 渡邉弘恭、佐藤尚
人

昨年、Lawsonia intracellularis(Li)に

よる鶏の増殖性腸炎が初報告。鶏のLi浸潤
状況は世界的にほとんど報告がないため調
査を実施。健康鶏プール糞便のnested PCR
で採卵鶏9農場中7農場（78%）、肉用鶏6農
場中2農場（33%）で陽性遺伝子検出。健康
鶏の回腸及び盲腸粘膜のnested PCRで採卵
鶏の回腸3検体、盲腸1検体が陽性。陽性臓
器の病理学的検査は著変なし。nested PCR
増幅遺伝子の解析では、全検体Li特異遺伝
子と高い相同性。nested PCR陽性遺伝子同
士の比較では、採卵鶏5/8検体、肉用鶏2/2
検体で塩基配列がそれぞれ100%一致。同一
農場内の豚と鶏の糞便由来増幅遺伝子の塩
基配列の相同性は97.6%で、完全には一致せ
ず。これらのことから、鶏でLiが広く浸潤
し、豚との関連性に関わらず鶏間で伝播さ
れている可能性が示唆。Liの鶏への病原性
は高くないと推察されるが、今後、鶏の腸
炎等で有意菌が検出されない場合、Liの関
与も疑う必要あり。

448.肉用鶏農場から分離された大腸菌の薬
剤感受性とその性状：青森県八戸家保 松
崎綾美、荻野心太郎

近年、薬剤耐性菌による感染症が増加し、
基質拡張型βラクタマーゼ産生菌(ESBL)が
注目。抗生物質を添加している有薬ブロイ
ラー農場2戸、無薬ブロイラー農場1戸、無
薬地鶏肥育農場3戸を対象とし、敷料、生鳥、
死鳥から大腸菌296株を分離。9種類の薬剤
で感受性試験を行い、生物型確認のため溶
血型を確認。5種類の糖発酵試験を実施。セ
ファゾリン耐性株は、ESBLと、Ｏ抗原を確
認。全株β型溶血で、発酵試験では大きく2
パターンに分類され、有薬・無薬に差はな
し。多剤耐性は有薬農場で多く、8種類に耐
性を示す株も確認。有薬農場は無薬農場に
比べ多剤耐性の割合が高く推移。肥育期間
が長い無薬地鶏農場では42～112日と日齢が
進むにつれて多剤耐性割合が高く、ナリジ
クス酸耐性株が増加。セファゾリン耐性21
株でESBL陰性、PC-Nase陽性。Ｏ抗原はＯ1
から型別不明と多種多様。調査農場にはESB
Lは認めず、畜産物の安全性を確認。今後は
関係者の衛生対策に対する意識向上を図る
所存。

449.管内の鶏大腸菌症由来E.coliの薬剤耐
性状況と大腸菌症対策の1例：岩手県県北家
保 金子和華子、阿部憲章
管内の薬剤耐性状況を把握するため、平成2
3～26年の病性鑑定15例由来E.coli73株の薬
剤感受性試験結果(13剤)を分析。全体の耐
性率は46.1%、ペニシリン系、フルオロキノ
ロン系が高率。投薬群は全体の6割。未投薬
群でも13剤中12剤で耐性を確認。以上を踏
まえ、管内1肉用鶏農場に対策を指導。3鶏
群の各3、24、45日齢由来E.coliの薬剤感受
性試験を実施。結果、分離及び耐性率は各
鶏群で異なるも総じて高率(耐性率86%)。3
日齢からも耐性菌を分離。高分離の要因と
して農場内感染や介卵感染、高耐性の要因
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として耐性獲得菌の農場汚染と薬剤多用に
よると考察。抗菌剤投与を自粛し、ワクチ
ン接種の継続とラクトフェリン投与で対策。
結果、抗菌剤投与頻度を大幅に削減(ロット
当たり3.2回→0.7回)。損耗率は微減(10.7%
→9.3%)。一定期間後の耐性状況確認と新た
な対策プログラムの検討等が課題。

450.卵殻異常と産卵率低下が見られた養鶏
場の一事例：東京都東京都家保 綾部文香

当該農場は採卵鶏約7000羽を飼養。年６
回、約1000羽を120日齢で導入。2016年6月、
卵殻異常が多いとの相談を受け、飼養者が
異常卵を産むと特定した鶏4羽の病性鑑定を
実施。7月に産卵低下の著しいロットがあっ
たが、産卵数、卵重、飼料摂取量等の記録
なし。産卵数の記録を指示。ウイルス学的
検査で、発育鶏卵接種による分離培養陰性、
鶏伝染性気管支炎（IB）、産卵低下症候群-
1976（EDS）のPCR検査陰性。病理学的検査
では卵管の委縮、卵管の弛緩、卵墜等が見
られたが、感染症を疑う所見なし。細菌学
的検査では、主要臓器からの有意菌の分離
なし。マイコプラズマ・ガリセプチカム（M
G）及びマイコプラズマ・シノビエ（MS）の
急速凝集反応陽性。以上から、MG及びMSが
関与している可能性はあるが、その原因究
明には至らなかった。2016年10月からワク
チンプログラムにMG生ワクチンが追加され
たので、今後経過観察が必要。

451.肉用鶏から分離されたMycoplasma gall
isepticumの分子疫学的解析：岐阜県中央家
保 大塚幹弘、大平雅史
県内3か所の肉用鶏農場で呼吸器症状を呈す
る雛からMycoplasma gallisepticum（MG）
を分離。農場間の疫学関連解明を目的に、
農場分離株計11株、市販ワクチン株及び標
準株について①細胞接着蛋白PvpA遺伝子（p
vpA）塩基配列の比較解析、②変異性表層リ
ポ蛋白質VlhA遺伝子（vlhA）の検出と増幅
産物バンドパターンの比較解析、③制限酵
素SmaI及びSalIを用いたPFGEプロファイル
と系統樹解析、④6剤に対する薬剤感受性試
験を実施。結果、①pvpA塩基配列は3農場と
も中国分離株と最も相同性が高く、②vlhA
バンドパターンは農場間で一致し、ワクチ
ン株や標準株に特有の増幅産物とは異なっ
ていた。③全ての分離株のPFGE型は１つの
クラスターに区分され、ワクチン株や標準
株とは明瞭に識別。④供試薬剤に対する耐
性株は認められず、感受性パターンも一様。
以上のことから、3農場の分離株は同一由来
と推察、また、本PFGE法は野外株とワクチ
ン株間の識別に有用であることを確認。

452.肉用鶏より分離されたPseudomonas aer
uginosa(Pa)の薬剤感受性及び分子疫学解析
：滋賀県滋賀県家保 三松美智子

県内A肉用鶏農場3分場にて平成21年8月～
平成28年10月にPaによる敗血症と診断した
肉用鶏7事例由来Pa14株を供試。22薬剤につ

いてCLSIデイクス法で薬剤感受性試験を実
施。MBL産生能をディスク拡散法、PCR法で
確認。RAPD-PCR法、PFGE法で分子疫学解析。
バイオフィルム形成能、消毒薬の効果をマ
イクロプレート法、試験管法で確認。結果、
セフェム系第二世代以前耐性、GM、CL、OFL
X感性。MBL産生能は認めず。RAPD-PCR、PFG
E解析から、同時期の異なる分場及び同一分
場の別日齢で疫学関連性が示唆され、共通
の導入元由来同一株侵入に加え、分場内水
平伝播の疑い。バイオフィルム形成能は、1
2株にて中程度～高度。発育阻止に要する作
用時間は、複合塩素剤で15分以上、ヨード
系、消石灰液で60分以上の長時間作用が必
要。バイオフィルム形成能が高い株は、粘
膜や器具に定着して消毒薬に抵抗性を示す
ため、鶏舎や器具の十分な消毒等環境対策
が重要。

453.府内で分離された鶏由来大腸菌のキノ
ロン系耐性の調査：京都府中丹家保 加藤
あかね、吉良卓宏

府内分離鶏由来大腸菌のキノロン系抗生
剤耐性獲得機序を遺伝子学的手法により調
査。平成23年から27年に分離された3種類の
キノロン系抗生剤（シプロフロキサシン、
エンロフロキサシン、オルビフロキサシン）
低感受性の鶏由来大腸菌10株を供試し、プ
ラスミド伝達性キノロン耐性因子（PMQR）
関連遺伝子及び菌染色体上のキノロン系耐
性決定領域（QRDR）の変異を検索。PMQR関
連遺伝子は10株とも検出せず、プラスミド
を介したキノロン系耐性の伝達の可能性は
認めず。QRDR解析では、上記3剤に耐性を示
した2株は3領域に変異を確認。2剤に低感受
性から耐性の8株は1領域に変異を確認。変
異箇所が増加すれば、多くのキノロン系抗
生剤耐性を獲得すると推察。国内外では、
豚や鶏由来大腸菌でPMQR関連遺伝子保有株
が確認されており、他菌種への耐性伝達も
危惧され、注視が必要。今後も、遺伝子学
的手法を用いて、新規株や流行株をモニタ
リングし、疾病対策の一助とする。

454.府内養鶏農家におけるサルモネラ分離
状況と対策：大阪府大阪府家保 岡本正和

本府では、鶏卵の安全性確保を目的に府
内全養鶏農家のサルモネラ検査を実施。分
離時には清浄化のため、生菌剤の投与や環
境の洗浄・消毒対策などを早期に指導。平
成24年度以降、毎年20%程度の農家でサルモ
ネラ分離も当所指導により早期に清浄化を
達成。一農家において、以前よりSalmonell
a Agonaが、平成26年度より新たにSalmonel
la Thompsonが分離。当該農家の清浄化対策
を実施、その概要を報告。当該農家は年４
回初生雛導入、同一農場内の育雛舎・大雛
舎・成鶏舎で飼養。両血清型のサルモネラ
は育雛舎で継続して分離され、その後大雛
舎や成鶏舎、飼料倉庫から分離、育雛舎か
らの汚染拡大を確認。育雛舎の清浄化を最
優先とし、導入前の消毒プログラムにおけ
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る乾燥期間の延長、消毒薬の選択及び散布
方法を指導。また、大雛舎・成鶏舎での生
菌剤投与と飼養場所の清掃・消毒の徹底を
指導。対策後に育雛舎、大雛舎、成鶏舎が
清浄化。今後は、清浄性維持のため、定期
的な検査を継続。

455.採卵鶏のStreptococcus gallinaceus
分離事例：兵庫県姫路家保 石井淳、亀山
衛

平成28年6月に採卵鶏46週齢、31,000羽飼
養のウインドウレス鶏舎で、1日20羽前後の
死亡が続き、病性鑑定の結果、5羽中2羽に
肝臓の腫大・斑状壊死等を確認。病理組織
学的所見では肝細胞の壊死と偽好酸球の集
簇が顕著。細菌検査で肝臓からカタラーゼ
陰性・グラム陽性球菌を分離。市販同定キ
ットによる同定が困難であったため、16S r
RNA遺伝子塩基配列解析の結果Streptococcu
s gallinaceus（Sg）と判明。保菌状況調査
では、食鳥検査による健康鶏6農場30羽の腸
内容物と廃棄鶏6農場27羽の肝臓及び腸内容
物からSgは分離されず。Sgは2002年に海外
の肉用種鶏で初めて報告された菌種であり、
本症例は国内の鶏からSgを分離した初の症
例。保菌状況調査からSgが鶏の腸管内で優
位な細菌ではないことや、野外感染の可能
性が示唆。今後、人獣共通感染症として、
家畜における保菌状況や病原性の解明等が
必要。

456.Avibacterium endocarditidisの関与が
疑われる鶏の眼瞼腫脹：兵庫県朝来家保
瀧麻香、寺谷知恵

Avibacterium endocarditidis(Ae)は日和
見感染で鶏に心内膜炎を起こす。国内での
分離報告はなく、詳しい病原性は不明。今
回、管内採卵鶏農場で、眼瞼腫脹を呈した
鶏の病変部からAeを分離。平成28年8月、3,
000羽規模の採卵鶏農場で、育成鶏の約2割
が眼瞼腫脹を呈し、うち4羽の解剖、病理組
織検査、細菌検査を実施。解剖の結果、全
羽の眼瞼、眼球内、鼻腔に黄白色膿様物が
貯留。病理組織検査で、眼窩下洞や鼻腔に
カタル性炎を認め、グラム陰性および陽性
菌を多数確認。細菌検査で、眼瞼スワブか
ら複数細菌を分離。全羽に共通する細菌は、
16SrRNA遺伝子の塩基配列解析でAeと判明
（相同性99.86%）。健康鶏の眼瞼スワブか
らはAe分離陰性。Aeの薬剤感受性試験を実
施し、有効な薬剤を産卵前の鶏に投与する
と本事例は収束。以上より、Aeの眼瞼腫脹
への関与が疑われる。今後は眼瞼腫脹へのA
e関与の可能性を考慮し、病性鑑定を行うこ
とが重要。

457.野生動物関与が疑われた採卵養鶏場の
サルモネラ汚染事例とその清浄化対策：鳥
取県西部家保 朱夏希、長千恵

鶏卵のサルモネラ属菌汚染は人の食中毒
の原因となるためその対策は最重要課題だ
が、汚染農場の清浄化には様々な要因が関

与。H27年12月、管内の採卵鶏農場（開放高
床式、インライン式、自家育成）の定期サ
ルモネラ検査で床拭き取り材料よりSalmone
lla Infantis（以下SI）検出。鶏舎内外に
消石灰散布を行うも翌年2月に再度検出さ
れ、6月に同鶏群の盲腸便でも検出。鶏舎周
辺で確認された野生動物の関与を疑い、セ
ンサーカメラによる農場内撮影を行ったと
ころ、ネコなどの侵入路を確認。ネコの糞
便からもSI検出、鶏由来SIと遺伝的に高い
相同性。清浄化のため、2週間に一度の鶏舎
消毒、野生動物侵入防止対策、SI汚染状況
モニタリングを継続して実施。SI検出率は
次第に減少し、現在は全鶏舎で床拭き取り
材料、盲腸便および塵埃のSI陰性を達成。
粘り強い長期的対策と野生動物侵入経路確
認はサルモネラ清浄化に重要と実感。

458.鶏Clostridium perfringens(毒素遺伝
子NetB保有)感染症の発生とその対策：徳島
県徳島家保 山本亮平、大久保喜美

無薬飼育の肉用鶏農場において、1号鶏舎
(H28, 2月入雛)では23~29日齢の7日間で計
7.1%(累計死亡羽数/入雛羽数）が死亡、2号
鶏舎(4月入雛)では24~34日齢の11日間で計
8.7%が死亡する鶏Clostridium perfringens
(C.p.)症が発生(死亡率0.1％以上を疾病発
生日とする）。遺伝子検査により、すべて
の死亡鶏において毒素遺伝子NetBの保有を
確認。管理者へ鶏舎の洗浄消毒の指導を行
ったが、3号鶏舎(7月入雛)でも20日間(14~3
3日齢)で41.2%が死亡する鶏C.p.症が発生
(出荷率52.1%)。死亡鶏7羽すべての腸内容
からNetB保有C.p.が検出。管理者にC.p.の
特性を説明し、消石灰塗布や温度管理の必
要性を再指導した。結果、同鶏舎で鶏C.p.
症は発生しなかった(出荷率97.7%)。無薬飼
育では病原体の存在しない環境が基本であ
り、NetB保有C.p.に限らずあらゆる病原体
の排除を目指した洗浄消毒と、それに加え
た温度管理が重要であることを指導し、生
産性の向上を目指したい。

459.堆積鶏糞を敷料として利用する肉用鶏
農場の大腸菌症低減への取組み：佐賀県西
部家保 大坪涼子、原口信江

肉用鶏農場での出荷鶏の大腸菌症による
廃棄率の間欠的な増加の要因解明のため、
鶏舎環境調査を実施（3鶏舎対象）。2回の
空舎期間の堆積鶏糞敷料検査で、一般細菌
数は出荷後が最も高く、その後は減少。大
腸菌群数は、堆積鶏糞敷料の切り返しを実
施した鶏舎でのみ、２回とも入雛前で検出
限界以下。入雛中の敷料検査で、一般細菌
数及び大腸菌群数ともに、10～18日齢で最
も高くなり、25日齢以降では減少。食鳥検
査での大腸菌症による廃棄率は、切り返し
鶏舎で0.02％、切り返し未実施鶏舎（２鶏
舎）で0.13％及び0.16％。このことより、
堆積鶏糞敷料の切り返しが大腸菌症による
廃棄率の低減に有効であると考えられる。
また、25日齢以降で一般細菌数及び大腸菌



- 93 -

群数の増加がみられなかったことも、廃棄
率の低減に影響を及ぼしたと考えられる。
今後は他の環境要因も考慮し、調査及び検
証を継続していく。

460.管内の肉用鶏農場で発生した壊疽性皮
膚炎：佐賀県北部家保 馬場信隆、千綿秀
之

管内の9万5千羽規模の肉用鶏農場で44日
齢から腹部皮膚炎を伴うへい死が増加し、
病性鑑定を実施。剖検で皮膚の暗赤色化、
皮下水腫、皮下ガス泡を確認。病理検査で
長桿菌を含む多種菌塊が混在した壊疽性皮
膚炎を認めた。皮下スワブの鏡検でグラム
陽性の長桿菌を確認。皮下スワブからClost
ridium septicum(C.s)を分離。PCRで伝染性
ファブリキウス嚢病ウイルス(IBDV)の特異
遺伝子を検出。以上からC.sによる壊疽性皮
膚炎と診断。IBDVによる免疫抑制の有無は
不明。本農場では平成22年に本病が発生。
農場主は自社トラックで牛農家や畑に出入
りし、畑と農場で同じ長靴を使用。過去発
生時の菌が芽胞を形成し環境中に潜在して
いた可能性や牛農場や畑の土からトラック
や長靴を介して農場に侵入した可能性を推
察。有効消毒薬による鶏舎消毒と車両消毒
及び長靴の履替えの再徹底を指導した結果、
続発無し。

461.マイコプラズマ・シノビエ（MS）の関
与が疑われた卵殻異常に関する一考察：長
崎県中央家保 川本雄太、森田光太郎

1万2千羽飼養の採卵鶏農場の1群約1.2千
羽(ボリスブラウン)において、平成28年3月
(188日齢)から卵殻尖端部異常および卵殻色
の退色により正常卵率が約6週間に渡り低
下。MSは、子宮からは検出されなかったが、
気管から野外株とフクチン株の両方を分離。
また、発症群はMS抗体が陽転。以上からMS
の関与を疑う。発症群は、導入元において、
25日齢でマイコプラズマ。ガリセプチカム(M
G)・MSの生ワクチンを点眼接種(混合・各0.
5ドーズ)されたが、MS抗体は陽転せず。ワ
クチン抗体の陽転を確認するため、当所孵
化鶏9羽を用い、導入元と同じ方法でMG・MS
生フクチンを接種。その結果、MGは接種3週
後、MSは接種8週後に全羽抗体陽転。以上の
結果から、発症群はMSフクチンの接種失宜
を疑う。MSワクチンの有効活用には的確な
点眼接種が必要であり、その効果の判定に
は、接種8週後の血中抗体の確認が有効。

462.鶏病原性大腸菌の病原因子保有状況及
び薬剤感受性：熊本県中央家保 村田美聡

近年、基質特異性拡張型βラクタマーゼ
（ESBL）産生大腸菌が家畜から分離され、
食品を介して耐性菌がヒトへ伝播すること
が懸念。過去5年間に鶏大腸菌症と診断され
た11事例由来大腸菌59株の病原性関連遺伝
子を検索、うち16株を用いて薬剤感受性試
験及びβラクタマーゼ遺伝子保有状況につ
いて調査。全59株からiss及びincDを検出。

全株がいずれかの薬剤に対し耐性、うち12
株は多剤耐性。NA、OTC、AMPCに対し高い耐
性率。βラクタマーゼ遺伝子保有状況調査
では、TEM型遺伝子を4株から、CTX-M2遺伝
子を2株から検出。この2株は医療現場で重
要な第3世代セフェム系薬剤であるCTXに対
し耐性を示し、ESBL確定検査からESBL産生
菌と判定。今回の結果から、iss及びincDの
病態への関与を示唆。高い薬剤耐性率はJVA
RMによる国内調査と同様の傾向。抗菌剤使
用により選択される薬剤耐性菌のリスク低
減のため、農場の薬剤耐性状況を把握する
とともに、関係者が連携し、薬剤の慎重使
用に取り組んでいくことが必要。

463.ブロイラー農場の頭部腫脹症候群発生
事例：沖縄県北部家保 奥村尚子、仲村真
理

頭部腫脹症候群（SHS）は、主にブロイラ
ーで発生し種々の病原体の複合感染と飼育
環境要因により発病するとされる。【発生
概要】当該農場は、肉用鶏、平飼い、開放
鶏舎、約20万羽飼養農場。24鶏舎中、1鶏舎
33日齢鶏群で死亡羽数増加。臨床症状は、
頭部腫脹、沈鬱、嗜眠、開口呼吸。【材料
と方法】衰弱鶏、死亡鶏各5羽を病性鑑定に
供した。細菌検査、ウイルス検査、病理組
織検査を実施。【結果】病理解剖の結果、
頭部腫脹を呈した鶏は眼窩下洞や眼窩周囲
皮下へ膿瘍貯留、腹部の蜂窩織炎、死亡鶏
は心臓、肝臓への線維素析出。細菌検査で
は、肝臓、眼窩周囲組織より大腸菌分離。
伝染性気管支炎（IB）のPCR検査は、1羽陽
性。病理組織検査では、眼窩周囲皮下膿瘍、
肉芽腫性炎、肝臓の多巣性壊死を確認。【考
察】IBVについては、死亡鶏1羽からウイル
スが検出され関与の否定はできないが、死
亡鶏の剖検所見、細菌検査の結果から本症
例は鶏大腸菌症と診断。眼窩周囲病変部か
ら大腸菌が有意に分離されたため、大腸菌
によるSHSと診断。

Ⅲ―３ 原虫性・寄生虫性疾病

464.鶏コクシジウム病の発生とコクシジウ
ム遺伝子型別法の検討：北海道上川家保
藤本彩子、今村毅

採卵鶏平飼い農場2戸で鶏コクシジウム病
が発生。症例1はEimeria necatrix（En）及
びE. acervulina（Ea）、症例2はEnが有意
種と診断。客観的な種の同定方法としてEn
及びEaのリアルタイムPCR法（rPCR）及びLA
MP法を検討。各症例5羽の腸内容物及び腸管
のホルマリン固定パラフィン包埋（FFPE）
検体を材料に市販キットでDNA抽出し、文献
に基づき両法を実施。結果、rPCRは症例1で
両検体En・Eaとも陽性、症例2でばらつきあ
り。サイクル数は腸内容物の方が低く、検
査材料として適する一方、FFPE検体のみで
も検出可能と判断。LAMP法は2症例ともに両
検体でEnは概ね一致し、Eaはばらつきあり。
LAMP法の判定は明瞭で、簡易な種の同定方
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法として有用と判断。rPCRとLAMP法の比較
では、症例1のEnで全検体の結果が一致した
以外はばらつきあり。両法ともに検体数が
少ない場合は遺伝子型別法だけでは誤診の
可能性があり、また、群診断としては複数
個体の検査が必要。

465.管内2採卵鶏農場のロイコチトゾーン病
調査報告：岩手県県南家保 門田君江、佐
々木幸治

平成28年9月上旬、同一地域の2採卵鶏農
場（F･K農場、開放鶏舎、ケージ、白玉鶏及
び赤玉鶏飼育）で貧血及び緑便を伴う死亡
羽数増加。鶏舎環境等の疫学調査、臨床検
査及び病性鑑定を実施。病理検査により全
羽の血中又は組織中にロイコチトゾーン原
虫を確認し、本病と診断。鶏舎周辺の草刈
り、殺虫剤散布、鶏舎内への蚊取り器設置
及び扇風機による送風等のニワトリヌカカ
対策を指導し、発生は9月中に沈静化。本病
発生要因探索の為、原虫検査、抗体検査及
び産卵調査等を実施し、品種及び越夏回数
による違いを検証。赤玉鶏は白玉鶏に比べ
原虫検出率（赤玉鶏5%、白玉鶏18%）及び抗
体陽性率（赤玉鶏26%、白玉鶏70%）が低率。
越夏鶏は未越夏鶏に比べ低死亡率にも関わ
らず、原虫検出率及び抗体陽性率は同等。K
農場の抗体検査成績、産卵成績及び気象デ
ータ分析結果から、7月中旬以前の本病侵入
の可能性。今後は本知見を生かし、発生予
防対策の重要性を周知する所存。

466.管内採卵鶏農場のロイコチトゾーン病
発生事例：山形県庄内家保 黒田聡史、佐
々木志穂

平成28年9月、採卵鶏農場1戸（開放低床
鶏舎、22,000羽飼養）で、管内では31年ぶ
りにロイコチトゾーン病発生。成鶏舎8棟中
3棟の鶏群（35週、52週、78週齢）で鶏冠退
色、活力低下、緑色便、軟卵及び産卵率の
低下を認めた。病性鑑定に供した8羽（生体
3、死体5）のうち生体2羽の血液検査でHt値
の低下（16、23%）を認め、末梢血液塗沫標
本（ギムザ染色）でメロゾイト、ガメトサ
イトを確認。剖検では共通して肝臓、脾臓
及び腎臓の腫大を認め、病理組織検査で諸
臓器にシゾントを確認。以上によりロイコ
チトゾーン病と診断。また発生鶏群のHPAI
モニタリング残血清を用いた寒天ゲル内沈
降反応による抗体検査の結果、8月の残血清
で沈降抗体を検出。今後も管内におけるロ
イコチトゾーン病の動向を注視し、生産性
への被害を軽減するため、夏前の発生予防
対策について周知予定。

467.薬剤を使用しない採卵鶏農場における
ワクモ対策：福島県県南家保 星陽子、白
田聡美

平成28年7月、採卵鶏約1,300羽を飼養す
る農場において、ワクモ被害が発生。暑熱
ストレスも重なり、重度の貧血鶏(ヘマトク
リット値12%）や死亡鶏が顕著に増加。当該

農場は有機野菜の生産・加工を行い、無農
薬農産品販売が基本方針であるため、鶏舎
における薬剤の使用に否定的。そこで、経
営方針に沿った対策として、高圧洗浄機を
用いた鶏舎内の徹底清掃、空きケージへの
鶏の移動、段ボールトラップ、暑熱対策等
を提示。併せて、経営者及び農場作業員に
対し、勉強会を開催。作業員全員が鶏に関
する管理衛生や疾病等について、知識を共
有。農場側の理解を得た結果、対策は加速。
飼養鶏の貧血は改善し、死亡羽数は減少。
薬剤を使用しないワクモ対策は物理的な除
去が中心となり、作業が長期化するため作
業者の負担は増大し、継続は困難。しかし、
今回、家保との信頼関係が構築され、作業
員の衛生に対する意欲が向上し、ワクモ対
策は成功した。

468.都内平飼い養鶏農家コクシジウム浸潤
状況調査：東京都東京都家保 門脇翔子

都内平飼い農家（12戸）での聞き取り調
査の結果、「コクシジウム」を知る農家は7
5%、うち56%が症状を知り、11%が対策を実
施。ワクチンの存在は33%が知っていたが、
接種農家は1戸も無かった。これまでコクシ
ジウムが疑われる事例があった農家は25%
で、全戸とも導入後約1ヶ月以内に発生して
いた。鶏舎の床の材質は全戸とも土で、敷
料を敷かず土の上で飼養している農家は45
%。土若しくは敷料の入れ替えをしたことが
ある農家は75%で、週1回から数年に1回とい
う頻度で定期的に実施していた。農家（13
戸）で採材した鶏糞便及び敷料（乾・湿）
を用いてコクシジウム浸潤状況を調査した
結果、農場の陽性率は69%、平均OPGは糞便
で3,624。また、陽性率は乾燥した敷料で4.
3%、湿潤した敷料で71.4%。調査の結果から、
農家に本病予防対策の普及啓発を行い、オ
ーシストが多数検出された農家6戸に対して
予防対策の指導を行った。今後は、各指導
農家の対策後に、再検査及び検査結果の通
知をし、鶏コクシジウム症の予防につなげ
ていく。

469.管内一養鶏場の鶏コクシジウム病の発
生例：神奈川県県央家保 松本哲、吉田昌
司

平成28年11月、飼養羽数約600羽の養鶏農
場において、平飼い飼養の54日齢採卵鶏群
約300羽が血便や元気消失等の症状を示し3
羽が死亡したため、病性鑑定を実施。糞便
検査では、コクシジウムのオーシストが検
出、平均OPGは約3.0×10

4
/g。細菌学的検査

及びウイルス学的検査では有意な細菌やウ
イルスは検出されず。死亡鶏3羽の剖検所見
では3羽ともに空腸や回腸の暗赤色化、盲腸
の黒色化等を確認。病理学的所見で十二指
腸から直腸にかけての粘膜固有層等にコク
シジウムのシゾントを確認、特に空腸移行
部等で多数の寄生を確認。以上から本症例
を鶏コクシジウム病と診断。なお、組織内
寄生部位、発育ステージ等からEimeria nec
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atrixの感染が示唆。対策として駆虫薬投与、
敷料交換、ヒーター増設等を指導。検診か
ら約1週間後には鶏群状況は改善、約2週間
後の糞便検査ではコクシジウムは検出され
ず。当該鶏舎の消毒方法や防寒対策等の飼
養管理について今後も指導を実施。

470.府内養鶏農家におけるワクモの浸潤状
況と対策：大阪府大阪府家保 玉岡志寿佳

近年、府内養鶏農家においてワクモの被
害が増加し、効果的な対策の検討が必要で
ある。そこで、府内養鶏農家におけるワク
モの浸潤状況を調査し、特にワクモ数の多
い一農家（A農家）で対策を実施したのでそ
の概要を報告。【浸潤状況】府内養鶏農家2
0戸の聞き取り調査では、18戸（90％）でワ
クモが浸潤。そのうち、3戸でワクモ数の調
査を実施し、最もワクモ数の多かったA農家
について対策を検討。【A農家への対策概要】
従来A農家では、ワクモ対策として殺虫剤の
みを使用していたが、それに加え、新たに、
段ボールを利用した対策（段ボール法）と、
当所での試験によりワクモ忌避効果が示唆
された石灰を通路へ散布。その結果、年間
を通じてワクモ数が減少したことにより、
作業者の不快感軽減、殺虫剤の使用回数減
少に繋がった。殺虫剤と段ボール法、石灰
散布の併用が、ワクモ対策として有効であ
ることが示唆。今後は、これらを府内ワク
モ浸潤農家への指導対策として普及してい
きたい。

Ⅲ―４ 一般病・中毒・繁殖障害・栄養代
謝

471.採卵鶏大雛のアミロイド症発生事例：
愛知県東部家保 岡田玲奈、加古奈緒美

2農場で約8万羽を飼養する採卵鶏農家の、
平成27年10月7日餌付けのジュピター（ロッ
ト羽数16,510羽）において、平成28年2月に
120日齢の鶏が12羽死亡し、病性鑑定を実施。
鶏5羽を病性鑑定材料とし、剖検、細菌学的
検査及び病理組織学的検査を実施。剖検の
結果、左胸部に皮下織の癒着、筋肉の白色
化及び筋肉内に黄白色の膿様物質を確認。
肝臓及び脾臓の顕著腫大を認めた。細菌学
的検査では有意菌は分離されず。病理組織
学的検査では、全検体で左胸部筋肉に慢性
化した多数の膿瘍を確認、肝臓及び脾臓で
広範囲に認められた好酸性膠様物質の沈着
からアミロイド症と診断。鳥類のアミロイ
ド症は続発性に起こるものが多く、炎症反
応等の慢性刺激により発生する。当該農場
では、80日齢で左肩部皮下にオイルワクチ
ンを接種。接種ワクチンの一部が左胸部筋
肉に到達して炎症反応が起きると共に、何
らかの原因で膿瘍が形成され、形成された
膿瘍が慢性刺激となり、本症に至ったと推
察した。

Ⅲ―５ 生理・生化学・薬理

472.平飼い採卵養鶏場の育成鶏で発生した
ビタミンA欠乏症：新潟県中央家保 和食雄
一、太田洋一

平成27年11月、初生導入ひなが40日齢頃
から嗜眠、膨羽、振戦を呈し約30羽死亡。4
9日齢時の剖検で小腸内に鶏回虫を多数確認
し、鶏回虫症と診断。その後も約70羽が死
亡したため、128日齢と138日齢で再検査。
食道粘膜に多発性白色小結節、食道腺腔の
拡張と粘膜の扁平上皮化生及び角結膜の化
膿性病変を確認。発症鶏群の平均血中ビタ
ミンA濃度（VA)は5.0±5.6（IU/dL）と著し
く低く、ビタミンA欠乏症と診断。冬期の緑
餌給与中断とビタミン剤の添加中止が発症
原因と推察し、同剤の添加を指導。50日後
のVAは149.5±33.7に上昇し、死亡も減少。
欠乏症を誘因すると報告のある鶏回虫対策
を併せて指導し、次回導入ロットの死亡は
激減。他の平飼い養鶏場のVA調査では、市
販配合飼料給与農場の199.5±3.5と比較し、
自家配合飼料農場は123.8±27.6と有意に低
値。同症の啓発と指導を実施。

473.低血糖症を疑う肉用鶏の死亡増加事例
：愛媛県南予家保 西野由里絵、大本敦子

A市に2農場を所有する大規模肉用鶏農家
で、平成28年5月（事例1）と6月（事例2）
に幼雛の死亡増加。事例1は16日齢雛の死亡
増加、沈鬱を示す雛を一部確認。病性鑑定
（病鑑）は立入時15羽と6日後8羽を検査。
解剖学的検査（解剖）は肝臓に線維素析出
（1/23羽）。ウイルス学的検査は検出なし。
病理組織学的検査（病理）は心外膜炎や心
筋炎（5/8羽）、鶏大腸菌症に特徴的所見（1
/8羽）を確認。細菌学的検査は大腸菌分離
（1/6羽）。事例2は別農場で14日齢雛の死
亡増加。解剖は死後変化顕著、病理で心筋
炎（1/5羽）を確認したが、両事例とも感染
症の可能性は低いと診断。2事例において、
14日齢前後の突然死、心筋炎、種鶏群が共
通。原因究明のため、更に追加検査で血清
中のグルコース値測定。事例1で4/15羽低値
（6.0±2.0 mg/dl）が確認され、低血糖症
の可能性を示唆。幼齢肉用鶏の病鑑では、
生化学検査の重要性を再認識。

Ⅲ―６ 保健衛生行政

474.あひる（フランス鴨）飼養農場で2例発
生した高病原性鳥インフルエンザの防疫対
応：青森県青森家保 齋藤豪、菅原健

平成16年以降、北日本で発生が無かった
家きんにおける高病原性鳥インフルエンザ
が、初めて本県のあひる（フランス鴨）飼
養農場で2例発生。1例目は、平成28年11月2
8日、18,360羽を飼養する農場から死亡羽数
増加の通報を受け、立入したところ簡易検
査陽性。遺伝子検査陽性により全羽を疑似
患畜と判定。2例目は、12月2日、近隣の4,7
20羽を飼養し、疫学的に関連のある系列農
場から同様の通報があり、簡易検査で陽性
が確認されたため疑似患畜と判定。疑似患
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畜の判定後、防疫措置を開始し、両農場と
もに12月5日に防疫措置を完了。また、発生
状況確認検査及び清浄性確認検査3戸に加
え、全系列農場3戸の検査を実施し、全農場
で陰性を確認。課題として、大量の敷料を
使用するフランス鴨特有の飼養形態への対
応や、寒冷対策の充実、病性鑑定施設及び
防疫資材保管施設を有する家保での発生に
よる家畜防疫員の不足などが挙げられ、県
マニュアルを改正し、より実効性のある防
疫体制の確立を進める所存。

475.動画を活用した防疫演習による高病原
性鳥インフルエンザ防疫対応能力向上への
取組：青森県十和田家保 佐怒賀香澄、藤
掛斉

昨年度、A農場の鶏舎内で防疫作業を体験。
情報共有するため、動画に記録。実動演習
で従来の殺処分訓練に動画上映を加えた結
果、動員予定者の理解が深化。今年度は未
経験である埋却訓練をB農場で実施。防疫作
業も確認し動画に記録。結果、深さ2.5mで
湧水を確認。防疫計画を変更。更にA農場を
試掘。結果、深さ1.5mで湧水。新たな埋却
地選定が必要。また、C農場の防疫計画作成
と情報共有のため農場内と鶏舎を計測、作
業動線等を確認し動画に記録。実動演習で
は、埋却訓練と農場の動画上映と再現した
鶏舎での殺処分訓練を合わせた体感型防疫
演習を実施。埋却や鶏舎内での防疫作業を
トレース、動員予定者が臨場感を持って防
疫作業を理解。動画活用は防疫計画の精度
向上と、より多くの情報を短時間で伝達で
き、動員予定者との防疫意識が一体化。今
後は農場毎に情報を動画で記録し、鶏舎構
造の多様性の周知に加え、埋却地の詳細な
調査の継続と地域の防疫対応能力の向上を
推進。

476.消毒ポイントの効率的な運営のための
取組み：青森県八戸家保 今井良、関合哲

管内は県内最大の養鶏地帯。また、八戸
市には東北最大の飼料穀物コンビナートが
存在。25t以上の大型飼料運搬車両が1日に
最大100台通行し、主要輸送ルートは7通り。
県トラック協会の意見や大型車両引込み、
消毒作業に必要な面積、運搬ルート、通行
量、県外輸送を考慮し、管内110か所の消毒
ポイント候補地から26か所を優先。管轄外
となるポイントも関係家保と協議し、管内8
6農場全ての消毒ポイントを決定。県トラッ
ク協会、警察、警備業協会と演習実施。演
習では運搬業者や運転手に情報伝達できる
連絡網を作成。車両消毒は1台につき作業時
間20分、水100l使用を確認。車両渋滞、水
不足解消のため、連絡網による車両迂回と
消毒の作業性向上が重要。水の供給には消
防に協力を要請。警察の指導により、路面
凍結対策に融雪剤散布を検討。県民局、警
察、消防署、関係団体との連携を強化し、
今後も効率的な消毒ポイント運営のための
対策を推進する所存。

477.特定家畜伝染病に対する防疫演習の取
り組み：福島県会津家保 車田信洋、鎌田
泰之

当家保管内には会津地方対策本部及び南
会津地方対策本部があるが、広域的な共通
認識と情報共有を推進し、特定家畜伝染病
発生時に迅速かつ的確に初動対応するため、
今回体験型防疫演習を初めて合同で開催、6
9名が参集。伝染病発生時に集合施設として
使用予定の交流センターで出発前の準備、
駐車場内に設営した農場隣接テントで防護
服等の着衣、模擬農場で生鶏の捕鳥、模擬
鶏を使った炭酸ガス注入等、除染テント前
で防護服等の脱衣を実施。除染テント内で
除染行動を確認。同敷地に鶏15,000羽規模
の埋却地をロープで展示。また、消毒ポイ
ントでの車両誘導・消毒を実施。両対策本
部の対応認識を共有。アンケートでは、防
護服の着脱方法と農場での作業内容は97％
以上、鶏の扱い方は76％が理解、65％が実
際の業務に従事できると回答。一方、理解
はできたが実際に体験すると難しいという
意見が多数。アンケート等を参考に今後も
実践的な演習を継続。

478.ペレットドライアイスを用いた鶏のと
殺方法の検討：茨城県鹿行家保 中村拓也、
小貫登輝夫

高病原性鳥インフルエンザ発生時の鶏と
殺用資材として、ペレットドライアイス（P
DI）の有効性を検討。鶏10羽が入った90ｌ
ペールにPDIを300ｇまたは150ｇを投入し、
鶏を全羽と殺できたときの暴露時間と未昇
華PDI量を測定。投入量300ｇでは、暴露時
間180秒、平均未昇華量91ｇで全羽死亡。投
入量150ｇでは暴露時間360秒、平均未昇華
量56.8ｇで6回中5回が全羽死亡。PDI150ｇ
の投入時には、投入位置に配慮が必要。迅
速な防疫措置のため、資材の調達時間等も
考慮すると、PDI150ｇで360秒間暴露が至適
条件と確認。また、PDIによると殺作業時は、
暴露時間360秒を確保するためCO₂ボンベに
よると殺時の3倍数のペールが必要。なお、
PDIは1梱包200kg単位の納品だが、小分けに
することで運搬は容易。大規模農場や複数
農場で高病原性鳥インフルエンザが続発し、
CO₂ボンベが調達困難な場合でもPDIで防疫
措置は可能。

479.鶏の死亡羽数増加事例への立入状況と
飼育管理上の課題：群馬県中部家保 中島
翔一

養鶏場からの死亡羽数増加の通報を受け
て実施した立入検査において、平成26年度
から現在までの27例全てで高病原性鳥イン
フルエンザ（HPAI）を否定。飼養衛生管理
基準に基づく、死亡羽数増加時の通報は適
切に行われていると判断。農場への立入件
数は秋から冬に多発。死亡羽数増加の飼育
形態は肉用鶏20日齢以下、ウインドレス、
平飼い飼育で多い傾向。死亡羽数増加の原
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因として、不適切な温度管理、換気不足、
出荷直前の過密飼育等の飼育管理失宜を疑
う。病性鑑定を実施した事例では、鶏大腸
菌症、低血糖－突然死症候群等と診断。こ
れらをもとに、養鶏農家向け研修会や家保
だよりで疾病対策等について説明。今後、
飼養衛生管理基準遵守の指導に伴い飼育管
理方法についても確認。管理失宜の多い農
場は重点的に秋季の農場訪問を実施し、HPA
Iへの注意喚起とともに飼育管理方法を再確
認し対策を強化。また、HPAI否定後の簡易
な疾病診断方法を検討し、衛生指導の一助
としたい。

480.規模の小さな養鶏場の高病原性鳥イン
フルエンザ発生時における防疫対応の課題
：神奈川県湘南家保 廣田一郎、福岡静男

従前は、規模の大きな養鶏場をHPAI発生
農場として人員確保、資材調達等を中心に
机上演習を実施。本年度、管内に多い一万
羽未満の2農場で防疫作業を検討したとこ
ろ、以下の問題点が明確化。市街地の農場
では、①鶏舎周囲の敷地が狭い、②農場前
の道路が狭く大・中型車の乗入れが困難、
③鶏舎が人家に囲まれ小学校等も近く周辺
の住環境に対する配慮も必要。山間地の農
場では、④急傾斜地に位置しフォークリフ
ト等の機材が使えない、⑤進入路が狭く険
しい、⑥水道がない。対応策として、大型
車や機材が利用出来ない事に対しては、処
分鶏や汚染物品の積替え用に一時保管場所
を設置し農場では軽トラック等へ人力で積
込。周囲の住環境への配慮に関しては、地
域住民や周辺施設へ説明し理解を求めると
共に作業のあり方を検討する等。実際の発
生時には農場の状況に即した柔軟な対応が
必要。事前に各農場個別の問題点を把握す
る事で円滑な防疫対応が出来るよう検討を
進めていきたい。

481.新設ウインドウレス鶏舎で発生した産
卵低下の原因究明と対策：富山県西部家保
水木亮史、台蔵正司

平成28年6月、管内一採卵鶏農場の同年3
月に新設したウインドウレス鶏舎で産卵低
下が発生。病性鑑定で有意な所見がなく、
適切なワクチン接種及び他農場の同ロット
に異常なしを確認し、疾病関与の可能性が
低いと判断。原因究明のため、産卵、発育
成績及び飼養環境を調査。産卵及び発育成
績の結果を飼養鶏種の飼養管理ガイド指標
（指標）と比較。調査の結果、指標に比べ、
産卵率が7％、飼料摂取量が10g/羽/日及び
平均体重が100g程度低値を確認。飼養環境
は、照度が、鶏舎内の多くで採卵鶏に必要
な10ルクスより低く、湿度も高い傾向を確
認。これらより、管理技術の未確立に起因
し、産卵低下が発生したと推察。そこで、
発育遅延改善のため、飼料のエネルギー量
を高め、夜間給餌を実施。飼養環境では、
照度及び湿度を改善。管理技術向上として、
従業員を含む検討会を開催。対策の結果、

検査依頼から4週間程度で、産卵率が指標と
同程度に回復。

482."見せる""分かる""面白く"を心掛けた
高病原性鳥インフルエンザ防疫演習の試み
：福井県家保 武田佳絵、朝倉裕樹

高病原性鳥インフルエンザ(HPAI)発生時
の迅速な防疫措置のためHPAI防疫演習(演
習)を実施。前年度の防護服着脱、捕鳥･殺
処分、車両消毒の各実演では分からない防
疫措置従事者(従事者)の招集から解散の流
れを理解するため、"見せる"従来の静止画
から演習の流れを動画で、"分かる"約10分
間の視聴に集中できる長さで、説明をテロ
ップ表示し、"面白く"ナレーションやBGMで
退屈しない、この3つの観点で動画2種類を
作成。①発生農場演習は、健康福祉部担当
の健康診査実演に加え、動画の繰り返し視
聴と動画に沿った従事者の実演で理解を深
める構成。②消毒ポイントに特化した研修
会は、資機材配置、動力噴霧器使用方法、
車両消毒手順の動画視聴後に実演し理解を
深める構成。この研修会後のアンケートで、
回答者30名（参加者37名）の97%が「おおむ
ね理解でき、有意義な演習であった」と回
答。作成した動画は、配布要望のあった県
内外へ配布。

483.管内採卵鶏農家の農場HACCP取組による
導入・指導ポイント：山梨県西部家保高橋
照美、岸田諭俊

畜産物の安全性確保のため、畜産農場の
農場HACCP取組は重要。一方でHACCP義務化
予定の食品事業者からは原材料に対する安
心や品質に対する要望が一層高まることが
予想。管内では平成22年度から飼養規模7万
羽の採卵鶏農家1戸に対しHACCP導入指導を
実施。HACCPチーム編成後、月1回の勉強会
で農場飼養衛生管理や衛生管理文書作成等
について指導。現在、衛生管理文書は概ね
用意できそれらを農場の衛生管理システム
に導入し検証をしていく段階。こうした取
組により明らかになったHACCP導入・指導ポ
イントは、①作業マニュアル等作成しやす
い文書から取組み文書作成への抵抗感を払
拭する②以前から作業で使用している記録
様式を活用し手間を省き新規様式は簡略化
する③作成した衛生管理文書の作業への早
期利用を図り復習して現状と異なる箇所を
修正するとともに作業改善により衛生管理
向上を図り達成感につなげる。これらポイ
ントを活用し、他農場へのHACCP導入を図っ
ていく。

484.HPAI発生時における効率的な捕鳥・運
搬方法の検討：長野県佐久家保 森野なつ
樹

HPAI発生時、原則24時間以内の殺処分完
了が求められているが、大規模ケージ飼養
では殺処分作業時間が延長。管内最大規模
のA養鶏場について、HPAI発生時の効率的な
捕鳥・運搬方法検討のため、鶏舎各部の測
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定及び廃鶏出荷作業の見学を実施。A農場は
採卵鶏約10万羽飼養、2万羽収容する成鶏舎
4棟、他3鶏舎を有する。成鶏舎は長さ100m
前後で出入口は1～2カ所、通路幅は約90cm。
直立4段ケージの廃鶏出荷では、捕鳥後台車
に鳥カゴを6段重ねて運搬。1万羽を7名が3.
5時間で搬出。HPAI発生時の捕鳥・運搬を同
様に実施した場合、バケツによる運搬に比
べ搬送回数が約7分の1になると試算。高所
からの鶏の受け渡しも必要なく捕鳥に慣れ
れば一人で作業可能。殺処分は、重ねた鳥
カゴに大型ビニール袋をかぶせてCO2注入も
可能と想定。今後、万一に備え鳥カゴまた
は同様に重ねられる容器の備蓄を検討し、
鳥カゴと袋を用いた殺処分の演習を実施予
定。

485.防疫員に頼らない現地対策本部運営体
制構築のための防疫訓練：静岡県西部家保
進士遥奈、西原由希子

従来の防疫訓練は防疫員主導で説明やデ
モンストレーションが多く、内容も防護服
着脱や捕鳥作業等に特化。鳥インフルエン
ザ発生時は防疫員不在で措置を実施する可
能性があるため、現地対策本部各班長には
作業員配置、資材準備等の経験が不可欠。
今回の訓練は各班班長主導で独自の行動を
目標に、防疫作業に加え防疫措置開始前段
階に重点。班別発生シミュレーション、資
材積込・運搬・設置訓練及び養鶏場での防
疫拠点の運営・防疫作業を実施。結果、防
疫員に頼らず各班長が訓練を主導し、資材
の搬出や拠点の設置等の初動作業から参加
者が体験。また、現地班では作業実施人数
が例年の約10名から約40名と大幅に増加。
加えて、2班での共同作業で仕事の連携を確
認。今後もより実践的な訓練を実施し、各
班が主体的に防疫措置を進められる体制確
立を目指す。

486.特定家畜伝染病防疫指針に基づく平均
的なひなの死亡率の検討：静岡県西部家保
鈴木拓人、西原由希子

鳥インフルエンザに関する特定家畜伝染
病防疫指針において、家きんの所有者は特
定症状を発見した場合、家保への届出義務
があるが、21日齢以下のひなでは、家畜防
疫員と協議した平均的な死亡率（以下、基
準値）の2倍以下であればこの限りでない。
そこでH25～27の立入検査、死亡率から基準
値について検討。死亡率増加による立入は3
4件、うち21日齢以下は7件で、基準値協議
の必要性判明。5農場、計17鶏舎238ロット
の死亡率を算出、日齢毎平均死亡率にバラ
つきを確認。またある日齢での死亡率がそ
の日齢での単純平均死亡率の2倍以上となっ
たことが一度でもあるロットは、197/238と、
協議には単純平均以外の数値が必要と判明。
21日間を高い死亡率を示す日齢とその他に
区分し、さらに両区分を死亡率の高低で区
分することにより届出すべき死亡率を検討。
一例として、死亡率分布の上位5％の死亡率

を異常な値とし、基準値に設定する方法を
提案。各農場と協議、調整等実施予定。

487.平飼い採卵養鶏場の生産性向上対策：
三重県南勢家保 石井佳子、髙橋研

当農場は平成26年頃からパスツレラ感染
症やワクモ被害が増加した為、ワクモ発生
状況と鶏舎環境等の調査および対策を実施。
平成27年度調査ではワクモ発生状況は鶏舎
ごとに差があり、産卵率にも影響があった
為、対策を講じ効果が認められた。今年度、
飼養衛生状況、鶏舎温度、換気風量測定を
実施し、換気扇数が少なく換気不足を疑っ
た鶏舎の産卵率が最も悪いことが判明。飲
水用の井戸は鶏舎廃水の最終放流先に近接
し、水質検査で大腸菌を検出。飲水は塩素
消毒するため大腸菌数は検出限界以下であ
ったが、降雨状況により井戸に大量の大腸
菌が流入する可能性を指摘。ワクモ駆除は
カーバメート系と有機リン系を散布、特に
大量発生時は散布回数を増やした。又、昆
虫成長抑制剤はワクモが多い場所に散布し
て対策は一定の効果を認めた。農場経営者
と対策を協議し、ワクモ駆除方法の改善と
継続、換気扇増設による鶏舎換気量増加、
市町と連携して上水道を整備し衛生状況の
改善を行った。

488.若手獣医師のHPAI発生時危機管理対応
力向上の取組：京都府中丹家保 吉崎康二
郎、渡邊昌英

高病原性鳥インフルエンザ府内発生から1
2年が経過し、未経験府職員の割合が増加。
また、京都府高病原性鳥インフルエンザ等
対策マニュアル（以下マニュアル）が改正
されたことから経験継承と円滑な情報伝達
体制の確認を目的とした訓練等を実施。①
若手獣医師職員を対象に府内発生時畜産課
長の講演及びロールプレイング形式の机上
演習。②採卵鶏農場での本病発生を想定し、
家保と関係機関や農場とマニュアルに則し
た情報伝達訓練。①若手獣医師職員のアン
ケートでは「講演で緊急時の迅速かつ適確
な対応の重要性、日常業務の大切さ等を再
確認」、「机上演習で発生時における防疫指
針やマニュアル等の統合的運用の必要性を
理解」など経験継承の成果を確認。②情報
伝達訓練では農場関係者から「防疫対策強
化を改めて農場内管理者に周知できた」と
の評価。今後とも、過去の経験を引き継ぎ、
また、関係機関との円滑な情報伝達等初動
防疫体制維持のため、継続して取組む。

489.大阪府における高病原性鳥インフルエ
ンザの防疫体制の強化：大阪府大阪府家保
下茂絵里奈、吉田優司

高病原性鳥インフルエンザ(以下HPAI)は
本年度、全国でも散発しており、本府でも
発生予防体制の強化を図るため、毎年防疫
実地訓練をおこなうとともに防疫資材調達
体制を整備。また、国内で初めてあひるにH
PAIが発生したことを受け、あひるにおける
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防疫作業を検証。防疫訓練は本年度、市町
村関係者が主催者側として参加。実際の防
疫作業員集合場所で実施し、より実践的な
ものとなった。防疫資材については災害協
定に基づいた協力体制に加えて、各関連業
者と夜間・休日体制を調整し、緊急時の迅
速な資材確保体制を構築。あひるについて
は、本府でも飼養農家が2軒あり、その他の
家きんと同様に発生時に備えた危機管理体
制の確立が必要。鶏でのと殺検証はおこな
われていたが、あひるでは未検証であった
ため、と殺に際し必要な炭酸ガス量や作業
時間等を検証し、作業の更なる効率化を図
った。今後も引き続き、さらに実践的な実
地訓練等、迅速かつ的確な防疫体制の構築
に努めたい。

490.県内最大養鶏場の高病原性鳥インフル
エンザ（HPAI）防疫対策のブラッシュアッ
プ：兵庫県姫路家保 今橋大輔、日向ひと
み

管内の近畿圏最大採卵養鶏場でHPAIが発
生すると、長期間の防疫措置と膨大な防疫
作業動員者(動員者)の確保が課題。そこで、
同農場をモデルとして、防疫訓練と農場毎
防疫作業計画(農場毎計画)のブラッシュア
ップを実施。防疫訓練で机上訓練と実地訓
練。机上訓練では動員者や焼却場所の確保
など防疫措置の課題を共有し、広域連携へ
の理解を深めた。実地訓練ではより実践的
な訓練の継続と動員者の安全確保の必要性
が判明。農場毎計画のブラッシュアップで
は、殺処分期間の短縮を目指し、鶏舎内の
殺処分動線、人員配置を再検討。他の大型
鶏舎でも応用可能な動線、配置を考案し、
殺処分期間を20日から18日へ短縮。今後、
①より効率的で安全面にも配慮したマニュ
アル・計画を策定。②実践的防疫訓練を継
続し、関係者との連携を強化。③動員者確
保・焼却にかかる広域連携の必要性を関係
者に広く発信。④考案した動線、配置を他
の農場毎計画に応用し、県民局・農家と共
有・精査。

491.奈良県内A養鶏場のハエ発生状況と対策
：奈良県奈良県家保 東文香、髙田節子

A養鶏場でハエが大発生し指導した。高床
鶏舎2棟各4列通路、採卵鶏26,000羽飼育。
糞は鶏舎から堆肥舎で一次発酵後、コンポ
ストで処理。高台にある養鶏場は集落と600
m程離れているが、毎年ハエの苦情があり住
民と定期的に話し合いを実施。IGR剤の餌へ
の混合にも関わらず、H28年5月ハエが大発
生。調査により、鶏舎下鶏糞は高さ30cm程
堆積、糞中で採取した幼虫が成虫に羽化し
たためIGR剤混合の効果がないと推察。対策
として除糞回数を2倍にし、鶏糞へのIGR剤
直接散布を提案、作業工程をマニュアル化。
マニュアルは適宜修正、H28年6月から月2回
以上のべ13回農場主及び従業員に直接指導。
対策の結果、IGR剤の鶏糞への散布は協力を
得られず、鶏糞は5mm～20cmに減少。集落で

調査したハエの数は減少（H27年12月136匹、
H28年12月2匹）。鶏糞の減少で糞中の水分
が減少したことと、農場主に対策を啓発で
きたことがハエの減少につながった。今後
も指導を継続、夏場の発生を防ぐ。

492.平成28年度中部地区の高病原性鳥イン
フルエンザ防疫演習：鳥取県倉吉家保 水
野恵 鳥取県中部総合事務所地域振興局
林原正好

管内での高病原性鳥インフルエンザの発
生を想定した演習を実施。今回は中部総合
事務所が主導し、関係機関、所属が連携し
て準備を進めた。演習内容は埋却演習を中
心に、各施設（集合場所、防疫基地、消毒
ポイント、備蓄倉庫）の設置と運営を実演。
準備段階では、埋却地の整備や集合場所で
の健康診断、防疫基地の設営等について、
地域振興局を中心に、中部総合事務所各局
と家保とのそれぞれの間で電話や現地視察
による綿密な確認と調整を実施。家保にお
いては埋却作業のシート敷設の具体的な段
取り合わせに苦慮。当日は総勢約163名が参
加。演習は予想以上にスムーズに進行。特
定疾病発生時の家畜防疫業務は他の機関や
所属の職員にとって相当にイメージしにく
いと考えられるため、一人でも多くの人に
主体的に関わってもらうことが重要であり、
今回の演習はその意味で貴重な機会と認識。

493.センサーカメラを用いた｢視覚化｣で行
う農場指導：鳥取県西部家保 長千恵、朱
夏希

高病原性鳥インフルエンザやサルモネラ
属菌などの対策として、野鳥などの野生動
物が鶏舎内へ侵入しないようにすることは
防疫上重要である。しかしながら侵入場所
の特定が困難、農場自身の認識不足などか
ら、効果的な指導が困難であることが多い。
今回、管内採卵鶏3農場に対し、センサーカ
メラを設置。野生動物の侵入経路、動物種、
侵入数を調査し、視覚化することで農場へ
の指導効果を狙った。その結果、バーコン
ベアーの隙間など、認識していなかった侵
入経路や侵入動物を発見。｢視覚化｣するこ
とで農場への説得力が飛躍的に向上した。
また侵入箇所を絞ることで具体的な対策が
可能となり、センサーカメラ設置効果を認
識。今後も必要に応じた設置で防疫対策向
上に取り組む。

494.高病原性鳥インフルエンザ発生時の現
地対策本部員の防疫対応力強化：山口県西
部家保 吉本侑里、松延義弘

H26年高病原性鳥インフルエンザ発生時の
経験を踏まえ、H27年から28年に亘り現地対
策本部員（本部員）の防疫対応力を強化。H
27年は農林事務所（農林）各部室等と協議
を重ね、組織形態が異なる2農林（下関・長
門）別現地対策本部防疫マニュアル（マニ
ュアル）を作成し、各自の役割を明確化。
防疫研修会を農林毎に実施し、下関は実技、
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長門は机上研修を行い、両地区で防疫機材
使用方法を確認。H28年はH27年の反省点を
踏まえマニュアルを改訂して各自の役割を
更に具体化し、その電子ファイルを本部員
間で共有。また、担当作業を実演できる実
践的防疫研修会を両地区同内容とし、集合
基地として選定した各施設にて、下関保健
所及び長門健康福祉センターと共催し実施。
アンケートで具体的作業内容への理解の深
まり及び感染防御の重要性を確認。更に、
本部員による様々な防疫対応の提案と自主
的取り組みが見られ、防疫意識の高揚と自
主性・積極性の向上を確認。

495.肉用鶏農場における「やまぐち高度衛
生管理農場認定制度」の普及への取組：山
口県西部家保 柿原新、松延義弘

これまで農場HACCP認証取得に向け普及を
進めてきたが、生産者からは「いきなり目
指すのはハードルが高い」等の指摘があっ
た。そこで農場HACCP認証取得への橋渡しと
して、産学官一体で構成された「やまぐち
高度衛生管理農場推進協議会」(以下「協議
会」)が設けた、県独自の「やまぐち高度衛
生管理農場認定制度（以下「認定制度」）
について、管内肉用鶏農場を対象に啓発活
動を行った。取り組むことを決めた6肉用鶏
農場に対し、「協議会」が定めた12章133項
目からなる衛生ガイドラインに基づく衛生
管理マニュアルの作成を支援・指導した結
果、それぞれの飼養状況に即した衛生管理
マニュアルや文書・記録等が整備された。
次に、各農場の巡回を繰り返し、改善が必
要な項目に対し指導を行い、運用体制が整
備された農場に対し現場確認を実施した。
その結果、「協議会」の審査を経てH27年度
には3農場、H28年度には2農場が「やまぐち
高度衛生管理農場」に認定された。また、
そのうち1農場が農場HACCP推進農場の指定
も受けた。さらに、今回の取り組みを通じ、
各農場の伝染病発生予防対策や、伝染病発
生時の早期発見・通報体制が強化されるな
ど、飼養衛生管理基準遵守状況が一層向上
され、生産性も向上されるなど、より安全
・安心な畜産物を生産できる体制づくりに
寄与できた。

496.Salmonella Typhimuriumが分離された
採卵鶏農場における衛生対策：徳島県西部
家保 可児宏章、阿部敏晃

定期的に鶏舎内のサルモネラ検査を行っ
ている採卵鶏農場で平成28年5月末に持ち込
まれた糞便からSalmonella Typhimurium（S
T）を分離。ただちにSTが分離されたウイン
ドレス直立二階建て鶏舎に立入し、各階の
床、壁、給餌器、集卵ベルト等の拭き取り、
盲腸便および飼料のサルモネラ検査を実施。
結果STを分離(1階：14/16検体、2階7/14検
体、飼料0/3検体)。速やかに鶏舎内発泡消
毒と抗生物質の飲水投与を指導し、実施。2
週間後の立入検査では1階よりSTは分離され
たが、劇的に減少(1階のみ2/16検体検出)。

引き続き農場で発泡消毒を指導し、その結
果6週間後の立入検査ではSTは分離されず。
定期検査でも同農場内の他鶏舎ではSTが分
離されず、対策が奏功したと判断したが、3
ヶ月後の立入検査にて1階から2検体STが分
離され、鶏舎内にSTが存在すると推定。翌
年1月に当鶏群が廃鶏されることから、廃鶏
消毒後の立入検査および次鶏群の検査を実
施予定。

497.鳥インフルエンザ発生に備えた防疫対
応の取組み：香川県西部家保 川江早矢香、
笹田布佐子

鳥インフルエンザ発生時に、より迅速・
的確な防疫措置を行うために、以下の取組
みを実施。①各農場の状況に見合った防疫
計画の見直し（鶏舎構造把握のための鶏舎
断面図追加、効率的殺処分を行うための動
員者配置等）、②既存の県マニュアルには
ない「何をどうやるのか」を具体的に示し
た各係のアクションカード(Aカード)の作
成、③Aカードを活用した各係の防疫演習等
の実施（市町、土木事務所との消毒ポイン
ト設置訓練等）。結果、1）防疫計画の見直
しとAカード使用による発生時の防疫措置の
効率化、2)Aカード作成過程において各係の
行動時の課題や、事前準備が必要な事項を
認識し検討、3)防疫演習等の実施により関
係部署相互に各係の業務内容を理解、対応
力が向上。防疫計画の更なる有用性の確保
には、立入巡回等での情報蓄積による定期
的な更新が必要。また、より実用的なＡカ
ードを完成させるには、防疫演習等を通し
て内容の検証と改善が必要。

498.企業グループ農場の防疫対応マニュア
ルの作成と情報整理：香川県西部家保 大
西美弥、合田憲功

異常家きん届出受理後のスムースな防疫
対応には、農場からの迅速な通報と家保で
の農場情報整備が必要。今回、県内養鶏場1
96農場中74農場を所有（うち管内57農場）
する企業（A社）グループ農場に対し、防疫
対応マニュアル作成し、農場情報を整理、
疫学調査対応の記録整備等、迅速な初動防
疫のための体制作りを指導。A社は①防疫体
制未整備、②従業員の交替多く家保指導対
応に温度差、③取引業者多数、④農場記録
が疫学調査に非対応等の課題あり。①には
飼養衛生管理基準や異常家きん発見時の対
応、社内連絡体制確認等を本社責任者と確
認、防疫体制整備の必要性を認識。②では
農場の防疫対応マニュアルを作成。内容はA
社通報規定、対応の流れ、通報連絡先、通
報内容（様式作成）、社内連絡体制等。③
は県内各農場・農場長の基本情報に加え、
取引72業者の情報を整理。県外46農場の基
本情報も確認。④は農場記録様式と記入内
容等を確認指導。今後、情報更新等取組継
続し改善予定。

499.鳥インフルエンザに備えた消毒ポイン
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トの防疫対策取組み：香川県西部家保 上
原力

鳥インフルエンザ発生に備え消毒ポイン
ト設置訓練を実施した中で、①消毒ポイン
トの適否、②消毒ポイント係の情報共有不
足、③消毒ポイント概要書がわかりにくい、
④従事者の不慣れ、⑤遠隔地の設置・消毒
作業状況などの課題が浮上。これら課題の
解決に向けた対策を実施。西部管内消毒ポ
イント90か所の確認では、57か所使用可能、
33か所不適。情報共有のため東西家保係員
による西部管内の現地確認を実施。消毒ポ
イント概要書を見直し、視覚的に地図を用
いて、水道・電源の有無、資材等追加。不
慣れな従事者対策として、作業手順書、機
器の説明書作成。遠隔地での設置・消毒作
業状況把握のための設置訓練は、事前に関
係機関と消毒ポイント概要書を用い打合せ。
駐車場でも道路占用許可が必要な場合あり。
資材積込みに6人で約10分、車2台必要。設
営開始から約30分で消毒作業開始可能。今
後も定期的に全県下での現地確認、情報共
有、マニュアル等の見直し、防疫演習必要。

500.HPAI病性鑑定班検査体制の見直し：香
川県東部家保 坂下奈津美

平成27年のHPAIに関する指針改正と同時
に、リアルタイムとコンベンショナルPCRの
検査マニュアルが示され、病性鑑定班のタ
スクは増加、複雑化。班の検査員は少なく、
実情に合わせて検査体制を見直すことが課
題。本取組みで、HPAI疑い通報時点からの
病性鑑定班のタスクを洗い出して管理表を
作成。検査マニュアルの強化と共に未整備
だった検査ごとの記録方法と担当者を決定。
検査施設のバイオリスク管理のため、タス
クごとにリスクを判定し検査場所等を決定。
これらを踏まえ、実地演習を実施し、所要
時間の想定等を修正。既存の施設、人員で
はバイオリスク管理下の検査が非常に煩雑
で検査時間の延長で解決するしかないこと
が判明。今後、班員全員が検査の習熟に努
め、必要以上に時間がかからないように、
かつ、正確に結果が出せるように準備する
ことが必要。

501.高病原性鳥インフルエンザ患畜等の一
般廃棄物処理場での焼却処分に向けた取組
み：高知県西部家保 下村恭

高病原性鳥インフルエンザ及び低病原性
鳥インフルエンザの患畜又は疑似患畜（以
下「患畜等」とする）は殺処分後に焼却又
は埋却処分が必要。湧水等により埋却でき
ない場合に備え、当所管内の一般廃棄物処
理施設１箇所（以下「施設」とする）での
焼却処分について昨年から施設管理組合及
び関係市町村と協議を開始。施設の管轄地
域で発生した患畜等に限ること、一般ごみ
処理に支障が生じないよう実施すること、
病原体散逸防止対策等を説明。また、住民
説明会等を通じて施設周辺の地域住民から
理解が得られたため、施設管理組合及び関

係市町村から了承を得た。今後協定書を締
結予定。今後、作業員の確保と焼却炉への
密閉容器投入の具体的な方法の検討が必要。
投入口付近での作業は、酸素欠乏危険作業
となり、作業主任者は技能講習、他の作業
者は特別教育受講が必要。また、投入口に
作業員が近づくのは危険なため、施設の予
備クレーンを使用して投入できるか検証予
定。

502.高病原性鳥インフルエンザ発生に備え
た管内養鶏農場の埋却地現地調査：熊本県
中央家保 山下美咲、徳永妙子

平成26年4月に県内初となる高病原性鳥イ
ンフルエンザが発生。関係機関の危機意識
が高まり、本県と埋却溝掘削等に関する防
疫協定を締結していた熊本県建設業協会(A
及びB支部)から養鶏農場埋却地の視察要望。
家保、地域振興局及び建設業協会で管内2地
域15戸の埋却地現地調査を実施。調査内容
は、敷地内で利用可能な重機及び作業動線
検討のため出入口道幅及び埋却地進入路の
測定、埋却溝設定のため地形や地質状態を
確認し、利用可能面積を算出。結果、A地域
3戸の面積不足が判明し、別の埋却候補地を
確保。うち1戸は、掘削に林の伐採と法面整
備が必要。2戸の出入り口は積載トラックが
直接進入出来ず、重機の長距離自走が必要
と判明。B地域3戸は道幅が狭く小型重機で
対応すべきと判明。今回の関係機関と連携
した調査で、より具体的な作業動線及び埋
却地面積を確認。今後、埋却溝設定案の検
証と調査未実施農場の現地調査を行うこと
で、より実効的な防疫体制の構築に努める。

503.鳥インフルエンザ検査における品質管
理に向けた取組：熊本県中央家保 森将臣、
井出清

高病原性鳥インフルエンザなどの悪性家
畜伝染病の発生は社会的・経済的な影響が
大きく、検査を実施する当所においては、
検査の信頼性確保が課題。そこで、信頼性
確保に向けた取組として、2015年1月から鳥
インフルエンザ検査における品質管理の導
入を検討。9月に農水省動物検疫所本所及び
神奈川県湘南家保等において、家畜衛生分
野における品質管理の手法について研修を
実施。2016年3月から、「中央家畜保健衛生
所検査課における検査室内検査に係る業務
管理要領」の策定に着手。所長を検査等業
務管理総括責任者、検査課長を検査部門責
任者、これらとは別に信頼性確保部門責任
者を置く体制を整備。その後、鳥インフル
エンザ検査に使用する検査器具、検査試薬、
検査材料及び検査手技に対する標準作業書
を作成。今後、鳥インフルエンザ検査にお
ける品質管理を実施し、家保への信頼性向
上と畜産物の安全性確保を図る。

504.熊本地震が採卵鶏農場に与えた影響と
再建に向けて：熊本県城北家保 越智春陽、
川邊久浩
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平成28年4月に発生した熊本地震で、管内
3地域5農場で鶏舎全壊。約28万羽（県内採
卵鶏の約11％）が死亡または緊急搬出、管
内1地域の被害総額13億円超。家保は地震直
後から被害調査、消毒指導、死鳥・生鳥緊
急処理業者の紹介、行政間で情報共有する
等、地域振興局等と連携した復旧・復興支
援を継続。被害検証では、高床式鉄骨、低
床式木造に比べ高床式木造鶏舎で被害大。A
ライン式ケージより直立式ケージで被害大。
ケージ飼鶏群より平飼鶏群で産卵率低下が
著しく、産卵ピーク時以外の鶏群で低下。
地震6ヶ月後も産卵率、個卵重、食下量が標
準を下回る鶏群を認め、生産性への影響が
長期に及ぶ可能性を示唆。被災農場では経
営体育成支援事業を活用し、再建に向け取
組中。全壊した農場はいずれも平成29年3月
までに着工予定。新鶏舎は耐震設備を備え、
飼養管理の集約化及び効率化を追求。早期
に再建し、消費者及び取引先への安定的な
鶏卵供給と信頼性獲得に向け取組中。

505.ブロイラー農場の野生動物動態調査と
高病原性鳥インフルエンザウイルス侵入リ
スク低減対策：宮崎県宮崎家保 田﨑友紀、
岡野宏和

管内のブロイラー農場で、野生動物の動
態を調査し、高病原性鳥インフルエンザウ
イルス（HPAIV）侵入リスク低減のための対
策を講じた。頻繁にネコやタヌキと思われ
る動物の足跡を確認していた農場で、赤外
線センサーを内蔵した無人撮影用カメラを
用いて、農場入口や鶏舎壁面などを撮影。
結果、タヌキやネコなど数種類の動物の姿
を確認。鶏舎外から排水溝の隙間を通って
鶏舎内への侵入を試みるネズミの姿も撮影
された。鶏舎壁の破損箇所の再点検、農場
周囲を電気柵で囲う対策を指導したところ、
農場内で、野生動物等の足跡は確認されず、
カメラにも撮影されなくなった。水禽類と
野生動物との接触の可能性、イエネズミの
実験感染例、ネコの自然感染例を考えても、
HPAIを予防するために野生動物対策は必要
不可欠である。今回、農場主と共に野生動
物の動態を確認したことで、農場主の防疫
意識が向上した。今後も引き続き調査を行
い、得られた情報を生産者や関係者に提供
していきたい。

506.管内最大規模の養鶏農場における高病
原性鳥インフルエンザ初動防疫体制の検討
：鹿児島県肝属家保 堂福莉菜、鮫島弘知

管内最大規模のブロイラー農場において、
高病原性鳥インフルエンザ（HPAI）初動防
疫体制を検討。当該農場のような大規模農
場では、限られた時間や県備蓄資材を有効
に活用すること等が迅速な防疫対策をとる
上で重要。今回、各関係機関とともに実際
に当該農場への立入を実施し、初動防疫対
応時の情報収集及び農場防疫作業を検討。
これらの情報及び鹿児島県HPAI防疫対策マ
ニュアルを基に、当該農場での初動防疫体

制を検討し、各関係機関へ周知。初動防疫
措置を検討した結果、殺処分及び清掃・消
毒方法、埋却予定地、消毒ポイント予定地
において、今後詳細な調整が必要というこ
とが整理された。また、対策困難農場での
発生に備え、関係機関と連携し、現地確認
を含めた更なる検討を継続するとともに、
各対策困難農場の個別対応マニュアルを作
成する必要がある。

507.高病原性鳥インフルエンザ防疫演習の
概要と検証：鹿児島県南薩家保 児玉央樹、
今藤豊重

平成28年8月31日、指宿市において、狭小
な通路で高所作業が伴う作業が困難な鶏舎
構造での防疫作業、体調不良者発生を例に
家畜防疫員等の対応を確認する指示連絡経
路確認を目的として高病原性鳥インフルエ
ンザ（HPAI）防疫演習（演習）を実施。演
習後に、防疫措置従事者（従事者）と来場
者にアンケートを実施。従事者41/48名（85
％）、来場者125/295名（42％）が回答。従
事者88％、来場者89%が防疫作業の困難性を
理解、従事者88％、来場者92％が指示連絡
経路確認は有用と回答。従事者97％、来場
者94％がHPAI発生時の迅速な防疫対応に役
立つ演習と回答。さらに、従事者87％と来
場者90％が演習で防疫作業内容の実演をし
て欲しいと回答。これより、演習がHPAI発
生時の迅速な防疫対応に十分資すると考察。
今後も実演する演習を行い、発生時の円滑
な防疫措置に向け、関係者の理解をより深
めることが重要。

508.大規模採卵鶏農場のHPAI発生時想定机
上演習での初動防疫体制の課題：鹿児島県
姶良家保 吉田周、後藤介俊

大規模農場で高病原性鳥インフルエンザ
（HPAI）や口蹄疫（FMD）が発生した場合、
想定している規模の農場で発生した場合よ
り混乱が予想されるため、管内最大規模採
卵鶏農場でのHPAI発生を想定した机上演習
を実施。防疫措置従事者や資材の不足、具
体的な計画策定の必要性、リーダーとなる
家畜防疫員の指導力強化が課題。作業をス
ムーズに行うため、農場内部図面の作成や
仮設基地の設定等、農場毎のより具体的な
防疫作業の検討、不足する資材の定期的な
確認・補充、リーダー育成研修・演習等が
必要。

Ⅲ―７ 畜産技術

509.冬期におけるインフルエンザ簡易検査
キット反応環境の作出：長野県松本家保
小松玲子

鳥インフルエンザの診断において、迅速
性・簡便性に優れた簡易検査キットは、異
常家きん発生時の立入りに必ず携行して実
施する。検査は15度から37度で行うことと
なっているが、インフルエンザの流行期は
冬期であり、野外で簡易検査を実施する場
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合、反応温度を確保できないことがある。
そこで、温度環境を確保するため保温箱に
各種熱源を入れ、温度変化を確認。試験１
：寒冷環境下（4度）における簡易検査キッ
トの反応性を確認。室温下（22度）に比べ
反応が弱かった。試験２：35度に保温した
保温材による温度変化。５分後に31.5度ま
で上昇、２時間後まで20度以上維持。試験
３：使い捨てカイロによる温度変化。30分
後に16度まで上昇、2時間維持。試験４：熱
湯を満たしたプラスチックボトルによる温
度変化。15分後に43度まで上昇。２時間後
まで30度以上維持。有効な温度を維持する
保温箱と熱源の組合せを状況に応じて使い
分けて、緊急時に対応できる体制作りを図
る。

510.養鶏場でのハエの成虫駆除を主体とし
た優良事例：長野県佐久家保 伊藤唯

管内A養鶏場は、毎年ハエが大量発生し近
隣住民からの苦情もあり対策に苦慮。平成2
8年4月、当所及び関係機関は薬剤メーカー
の協力を得て対策検討会を開催し、①占有
種(ヒメイエバエ)の特性、②薬剤耐性、③
苦情防止の3点を重点に、①主な発生源であ
る高床鶏舎を重点的駆除、②幼虫成長阻害
剤の複数使用禁止、③成虫飛散防止対策と
してジェット煙霧機による薬剤散布、ベイ
ト剤の外壁塗布を4月から実施することに決
定。効果の検証は月4回の粘着シートに捕獲
されたハエの計数で実施。対策によりハエ
の発生頭数が軽減され、苦情は無かった。
効果的な対応により衛生費は前年に対し約1
10万円削減され、薬剤噴霧にかかる時間も1
回あたり80分短縮。効果的な薬剤選択のた
め成虫及び幼虫の感受性検査を実施。今回
の取組は従業員の衛生意識の向上に寄与し、
平成28年9月より農場HACCP認証に向けて着
手。

511.耕畜連携による県内初の飼料用米ソフ
トグレインサイレージ(SGS)への取組：山口
県西部家保 木村めぐみ、宮本和之

家保はSGSによる耕畜連携の取組支援を実
施。関係機関と連携し、平成(H)26年度以降、
耕畜連携の仕組づくり、SGS製造・給与実証
支援を実施。結果、酪農のA牧場とa農業法
人並びに乳肉複合のB牧場とb農業法人で飼
料用米需給体制が成立。合計203.4a分の飼
料用米を収穫し、SGS製造体系を整備。2牧
場合せH27年度は10月中旬作業開始で、籾水
分率平均23.9％、6日でSGS9.9tを製造。作
業効率は343kg/h。H28年度は10月下旬作業
開始で、籾水分率平均19.3％、3日でSGS5.7
tを製造。作業効率は708kg/hに向上。SGS製
造単価はH27年度28円/kg。H28年度は単収低
下により、41円/kg。H28年度の単収でも作
付面積9haで19円/kgに引下げ可能と試算。H
27年産SGSの成分はトウモロコシとほぼ同
等。pHは経時的に低下傾向。A牧場の搾乳牛
はSGS給与による乳量、乳質の有意な変化は
なく、B牧場の枝肉成績は、黒毛和種でA4、

交雑種でB3。課題は製造・給与実証の紹介
とSGS製造委託の仕組づくり。

512.シャモの近交度進行に対する取組み（第
１報）：愛媛県畜産研究センター養鶏研究
所 岡幸宏

媛っこ地鶏の雌系雄のシャモは、歯ごた
え、多汁性を担う重要な素材。当所のシャ
モは比較的少羽数な規模でのランダムな交
配・選抜を繰り返し、20年以上血の更新が
行われず近交度の上昇が懸念。そこで、2年
前から個体管理・家系内選抜に切り替え、
算定プログラムを利用した近交係数の推定、
それに基づく最小血縁交配を実施。また、
今後現有シャモ（S1）を維持しつつ、外部
導入シャモ（S2）との交配をし、別系統と
して改良を計画。今年度は、改良の方向性
を見極めるため、両シャモを交配した伊予
路しゃも（S1イヨジ、S2イヨジ）の能力を
比較。S2イヨジはS1イヨジよりも体重（20
週齢時体重差概ね♂530g、♀220g）、飼料
摂取量が大きい。一方、肉質・官能評価で
は、S1イヨジ、S2イヨジ間に有意な差は確
認できなかった。今後は、改良の状況を確
認しながら、5～7年を目途に産卵成績を指
標とした選抜・交配を行う予定。

Ⅲ―８ その他

513.大規模肉用鶏農場における農場HACCP導
入への取組み：山形県最上家保 小林久美

特定家畜伝染病の予防及び発生時の迅速
な防疫対応のため、平成26年より管内肉用
鶏農場（6万羽規模）の防疫対応計画作成に
着手。巡回指導を重ね、農場の衛生意識の
向上とともに信頼関係を構築。農場は平成2
7年に経営規模を約13万羽に拡大し、より安
全な肉用鶏生産によるブランド化を図るた
め、農場HACCP認証を目指し、平成28年7月
当所に指導を要請。農場HACCP導入のため、
当所が中核となり関係機関と連携し農場を
支援。農場HACCP推進農場の指定に向け、飼
養衛生管理基準遵守状況を確認し、衛生管
理方針、チーム員任命、工程一覧図等の文
書化を支援。同年12月に指定取得。今後は、
PDCAサイクルによるシステムの進化を図り、
2年後の認証獲得を目指す。農場HACCP認証
への取組みは、農場の衛生意識の向上と畜
産物の持続的な安全性確保に有用。また、
農場との情報共有は防疫対応計画作成に重
要。当所はこの取組みに積極的な支援を継
続する。

514.動画を利用した高病原性鳥インフルエ
ンザ防疫演習：山梨県西部家保 水谷直子、
片山努

高病原性鳥インフルエンザ(HPAI)発生時
には速やかな防疫措置が重要であるが、防
疫作業従事予定者の中には、鶏舎に入った
経験がない者、生鶏を触ったことがない者
も多いことから、作業内容をよりイメージ
し易くするため鶏舎内防疫作業の動画を作
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成し、動画を使用した防疫演習を実施。演
習では多段ケージ鶏舎での発生を想定し、
集合施設での健康調査、防護服着脱、発生
農場での殺処分作業（捕鳥、運搬、炭酸ガ
ス注入、梱包）体験を実施。動画等は作業
体験前の鶏舎構造、捕鳥及び殺処分作業に
ついての説明に活用。演習後のアンケート
は、参加者108名中、84名(77.8%)から回収。
70%が初参加の中、HPAI発生時の防疫対策に
ついては全員が「理解できた」と回答。特
に「映像がありわかりやすかった」が多か
ったことから、作業内容の理解には動画が
効果的であることが示唆。今後、集合施設
等での説明に活用できる作業班ごとに特化
した短編動画を作成し、発生時の円滑な防
疫作業に備えたい。

515.大雛導入採卵養鶏場で発生した低産卵
率への対応：岐阜県中央家保 北村夕子、
大平雅史

平成28年3月、大雛導入を行う養鶏場で7
割程度の産卵率で推移する事例が発生。当
該鶏群では腹部膨満の個体が散見されたが、
顕著な死亡率上昇は見られなかった。剖検
では卵管炎及び卵管嚢腫を認め、174日齢の
気管及びクロアカスワブ、淘汰鶏の気管及
び卵管から伝染性気管支炎ウイルスN蛋白遺
伝子のみが検出された。類似例は管内他農
場でも発生しており、同様に病性鑑定を実
施したが、低産卵率の原因特定には至らな
かった。いずれの事例も産卵開始が遅く、
畜主はこのことに感覚的に気付いていた。
しかし、顕著な症状や死亡率上昇がなく相
談が遅れたことも原因を特定できなかった
一因と考えられた。これらの事例は、病性
鑑定等の情報から、当該農場だけでなく導
入元の育雛場で生じた問題にも起因する可
能性が推察された。本事例は原因究明に至
らず、対応に苦慮した例であるが、鶏群を
外部導入する際の問題や農場が自衛のため
取り組むべき点を検討する良い機会となっ
た。

516.鳥インフルエンザ発生に備えた埋却予
定地の検証～地域建設業協会と連携した現
地調査～：岐阜県東濃家保 林美香、山下
博幸

平成23年4月家畜伝染病予防法の改正によ
り、養鶏場において埋却地の確保が義務化。
定期報告書に記載された埋却地の情報に基
づき、埋却準備を指揮する地域農林事務所
職員とともに、管内34戸の現地確認を行っ
た。その中で72時間以内の埋却完了を目安
に、立地条件および重機搬入時の問題点の
検証が必要。そこで、恵那地域19戸を対象
に、建設業協会会員とともに現地調査。結
果、樹木伐採、転石除去、湧水対策など必
要となる農場が15戸。その内、多数の転石1
戸、湧水1戸、急斜面2戸、多数の立木1戸、
計5戸にて変更が必要と判断し、新たに有効
な埋却地を確保。重機搬入について橋の強
度不足、電線の高さ等問題点を洗出し、迂

回路や重機での自走を検討。調査を通して、
土木工事に関する専門的な判断を得た。ま
た、建設業者が事前に現場確認する事は迅
速な埋却作業を行うに当たり重要。今後、
残り15戸も同様に現地調査を行う予定。

517.鶏白血病ウイルスB亜群感染鶏に見られ
た赤芽球症：岐阜県中央家保 藤木省志、
大平雅史

2016年2月2日、肉用鶏農場において78日
齢の鶏群(3,500羽)で、畜主が死亡鶏を剖検。
肝臓、脾臓及び腎臓が腫大を認めた4羽を病
性鑑定。肉眼所見では、4羽中1羽で肝臓及
び脾臓が腫大、特に肝臓は「赤み」を帯び
ていた。病理組織検査において、肝臓類洞
内にびまん性に赤芽球様細胞の腫瘍性増殖
を確認。腫瘍細胞による類洞の拡張と肝細
胞の萎縮が認められ、他臓器でも腫瘍細胞
は血管内に限局。腫瘍細胞は細胞境界明瞭
なやや大型類円形細胞で、細胞質は好塩基
性、核は円形でやや淡明、好酸性の明瞭な
核小体を持ち、時に核周囲に明庭（ハロー）
を認め、核分裂像や二核細胞が散見。ウイ
ルス検査では、マレック病ウイルス特異遺
伝子は陰性、内在性のALV-E亜群及び癌原生
のあるALV-B亜群特異遺伝子が検出され、肝
臓乳剤からレトロウイルスを分離。ALV-B亜
群感染鶏に見られた赤芽球症と診断したま
れな事例であると考えられた。

518.大阪地卵における脂肪酸濃度の測定方
法の検討：大阪府大阪府家保 神原正

昨年度本業績発表会で、府内養鶏場の鶏
卵のうまみ成分の遊離アミノ酸のアスパラ
ギン酸とグルタミン酸の測定結果を報告。
また、脂肪酸もうまみに関与していると言
われる。そこで今回は鶏卵のうまみ成分と
しての脂肪酸の測定方法等を検討。府内養
鶏場15戸の鶏卵各5個の卵黄を用い、ヘキサ
ン・イソプロパノール法で脂肪酸を抽出、
メチルエステル化し、ガスクロマトグラフ
（GC）に供した。GCは遊離脂肪酸相（FFAP）
カラムを用い、質量分析装置で測定。測定
結果の平均値は、オレイン酸とステアリン
酸が、食品成分表より有意に高く、パルミ
チン酸、リノール酸は、差はなかった。食
肉では科学的にうまみに関与する成分が明
らかになりつつあるが、鶏卵ではまだはっ
きりした指標は見出されていない。オレイ
ン酸は鶏卵のうまみのうち、風味に影響。
今回の結果から大阪地卵ではオレイン酸が
高い傾向。今後も鶏卵のうまみに関与する
成分について、さらに検討していきたい。

519.採卵鶏農場の産卵低下に対するアプロ
ーチ：和歌山県紀北家保 小松希、小松広
幸

管内平飼い採卵鶏農場(約3千羽飼養)で、
平成25～26年に産卵成績が悪化し、Eimeria
necatrix(En)を検出、産卵率低下要因を調

査。導入鶏へのEnワクチン投与効果の継続
調査は、導入直後にオーシストは検出され
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ず、ワクチン投与後OPGは10４で数週間持続、
その後103未満となった。En抗体検査は、抗
体陽性率が投与後5週以降で100%。ワクチン
投与効果により、コクシジウム症発生を防
止できたと推測。しかし産卵率の回復が認
められなかったため他要因の調査を実施。
農場内気温調査で、産卵率低下がみられた
鶏群では導入後気温が高く、暑熱ストレス
による要因を示唆。給与飼料の聞き取り及
び成分含量調査で、コスト削減を主体とし
た飼料設計であること、粉状の原料が多い
こと、代謝エネルギー含量が低いことなど
から、選り食いや低エネルギー飼料給与に
よる要因を示唆。産卵率低下対策として感
染症防止のための衛生管理に加え、温度や
栄養等の飼養管理の見直し等が必要と考え
られた。

520.K町における媛っこ地鶏6次産業化の取
組み：愛媛県中予家保 今井士郎、村上恭
彦

過疎化や高齢化の進展が著しい管内K町に
おいて、新たな産業づくりとして、平成26
年度から高齢者でも飼育が容易な媛っこ地
鶏の生産に取組み、これまで県の事業支援
や技術指導により既存施設を簡易鶏舎に活
用する等、地域の実情に合った生産体系づ
くりが進められている。飼育技術の定着が
進み生産拡大が可能となる一方、販路の拡
大は、地理的な条件や高齢生産者による宣
伝や店舗等への営業活動の限界から大きな
課題。そこで、町や関係機関と連携し、販
路拡大や長期保存による安定出荷体系の構
築を目的に、加工品の開発に着手。現在、
レトルトカレー、冷凍ピザ、冷凍おにぎり
の3品が商品化され町内「道の駅」で販売中。
また、生産者自らも地域イベントに焼き鳥
を出展し、知名度向上や販売力強化に努め
ている。K町における条件不利地や高齢者に
よる営業活動は、労力や経済的負担が大き
いため、ご当地限定の加工品等により集客
力を高め交流人口の増加を販路拡大につな
げる。

521.天草大王の海外輸出を目指した販路拡
大に係る家保の取組：熊本県天草家保 谷
実樹、白石隆

管内の天草大王(大王)の飼育は、H16年に
4戸600羽から開始され、その後畜産クラス
ター事業等を活用し、新規就農2戸、鶏舎増
築4戸等により現在7戸約31,000羽に増加。
その要因は、流通販売業者や食鳥処理業者、
生産者の3者による国内外ハラール及び香港
輸出等販路拡大の取組。家保は飼養衛生管
理及び疾病対策指導等を実施。具体的には、
生産者の勉強会での支援、新規就農者へ基
本的な飼養衛生管理指導、農場HACCP取組の
支援、畜産団体主催の巡回調査に同行し糞
便・抗体検査を実施。また、と畜検査成績
から冬季の出荷体重が低下した農場に立入
した結果、敷料・畜舎カーテンが不十分で
温度管理不足が原因と判明。農場主と従業

員の意思疎通不足もあり、今後も指導を継
続。大王飼育開始当初から家保を中心に指
導を行い、生産者からの信頼も厚く、大王
生産に家保の存在が大きい。今後も生産・
販売状況の動向を注視し、関係機関と連携
し家保の取組を通じて生産性向上に努める。

522.現地事前調査研修を取り入れた高病原
性鳥インフルエンザ初動防疫体制の構築：
大分県玖珠家保 梅田麻美

関係機関と連携した管内の高病原性鳥イ
ンフルエンザ（HPAI）初動防疫体制構築の
ための取組み。管内では会議や研修会に加
え、平成23年度より関係機関とともに防疫
作業の各作業場での調査を行う現地事前調
査研修（現地研修）を取り入れた防疫演習
を継続的に実施。その後、これらの結果を
基に、平成27年末までには全農場の初動防
疫計画書を作成。平成28年度は既存の初動
防疫計画書の改善を行う研修会と位置付け
現地研修を実施した他、過去の防疫演習の
課題を基に、防疫作業の要となる各作業場
の係長に重点を置いた研修会や作業概要書
作成、実働型演習を実施。成果として研修
会や現地研修により作業内容の理解を深め
た上での実働型演習となったため、人・物
の動きがスムーズであり、実際に実働型演
習を行うことで新たな課題発見の一助とな
った。今後も現地研修を継続するとともに
関係機関と連携し、初動防疫体制を構築し
ていくことで、HPAI発生時の備えとしたい。

523.飼養環境調査を取り入れた肉用鶏農家
における生産性向上への取り組み：大分県
豊後大野家保 下田洋子

肉用鶏農家において、2鶏舎のうち2号鶏
舎の成績が継続的不良。2016年2月入雛群で、
諸臓器からエンテロコッカス、大腸菌、Sal
monella spp. 、黄色ブドウ球菌を分離。IB
V、CAV、FAV、IBDVの遺伝子を検出。ペア血
清でFAV(2型、8型)、IBV(C-78、TM-86、AK-
01、練馬)で中和抗体価が有意に上昇。十二
指腸にコクシジウムの寄生。2鶏舎の飼養環
境の違いに着目し調査。2鶏舎の面積、坪羽
数は同数。1号鶏舎は換気扇数16台。2号鶏
舎は換気扇数14台で川沿いの窪地にあり鶏
舎構造が直線ではない。換気輪道試験を実
施し、2号鶏舎の一部で換気状態不良を確認。
対策として空舎期間の堆積発酵床の切り返
し回数増。その後、環境拭き取り採材を実
施。Salmonella spp.が残存していたため、
加えてホルマリン燻蒸を実施。定点温度計
測を開始し、換気扇の調整を一部変更。定
期的な抗体検査と糞便検査を実施しモニタ
リングを継続。その結果、出荷率と生産指
数が昨年同時期と比べて改善。

524.一採卵鶏農場の飼養管理・経営指導事
例：宮崎県都城家保 吉田恵理苗、渡邊拓
一郎

独立採卵鶏農場51,000羽飼養。農場は2箇
所。第2農場は高床、低床、育成舎の全8ロ
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ット。産卵率は鶏種飼養管理ガイドの成績
指標より低下。指導体制と農場対策の役割
分担を明確化。JAが飼養管理及び統括、普
及センターが経営分析、家保が衛生指導・
疾病検査、市役所・振興局が全体補助。立
入指導は原則チームで実施し、農場主を含
めた定期検討会を開催。農場対策として暑
熱対策の不徹底、給餌量・体重のバラツキ
を確認。全ロットの体重測定およびワクチ
ン接種状況確認、疾病スクリーニングを実
施。給餌量の調整、農場環境整備を指導。
現状・改善状況は各機関で共有、情報はグ
ラフ化し農家へフィードバック。結果、産
卵率ガイドの成績指標との差が縮減。チー
ム内役割の明確化により、飼養管理や疾病
対策指導を迅速・総合的に実施可能。今回
一番の成果は、農場主が農場成績等を把握
し自ら改善へ取り組む姿勢を構築した事。
引き続き経営改善に向け取り組んでいく。
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Ⅳ 馬の衛生

Ⅳ－１ ウイルス性疾病

525.馬鼻肺炎（異常産型）発生農場の疫学
調査及び継続発生要因の解析：北海道日高
家保 原田健弘、千葉裕代

近年、馬鼻肺炎（異常産型）の継続発生
頭数が増加、妊娠馬の大半が流産する事例
あり。ウマヘルペスウイルス1型(EHV1)遺伝
子解析や疫学調査（発生１頭の農場（単発）
9戸と複数頭の農場（継続）9戸を対象に聞
き取り、両群比較）により、継続発生要因
の解明と本病防疫対策を検討。遺伝子解析
では、継続で特定の株やグループによる流
行なし。疫学調査では、継続は流産発見ま
での時間が長く（7戸）、流産胎子発見から
処置までの時間が長い（5戸）傾向。単発は
全戸で流産発見後すぐに発生馬房の消毒を
実施し、発生前には厩舎通路及び餌桶消毒
を毎日実施している傾向。調査により、飼
養者に流産発生時の迅速対応や本病発生前
の適正な飼養・衛生管理を啓発する必要性
を再確認。流産時対応マニュアルを作成配
布し、流産発生時に農場内で共通認識を持
てるルール作りを推進。獣医師と連携した
指導や妊娠後期の重点的な消毒を啓発。
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Ⅴ 山羊・めん羊の衛生

Ⅴ－１ ウイルス性疾病

526.奄美大島での山羊関節炎・脳脊髄炎の
発生と清浄化対策：鹿児島県鹿児島中央家
保大島支所 小西佐知、平島宜昌

奄美大島島内の搾乳山羊飼養農場で平成2
6年11月、両手根関節の腫大を呈した搾乳山
羊1頭の病性鑑定において、山羊関節炎・脳
脊髄炎ウイルス(CAEV)の遺伝子及び抗体を
検出し、病理組織学的検査で非化膿性増殖
性関節炎及び非化膿性乳腺炎を確認したた
め、県内初の山羊関節炎・脳脊髄炎(CAE)と
診断。飼養山羊全頭の浸潤状況調査で、関
節炎発症山羊を含む23頭中8頭でCAEV感染を
確認。CAE清浄化のため、平成26年12月以降、
感染山羊の隔離飼育及び淘汰、感染山羊産
子の分娩直後の母子分離、CAEV陰性農場か
らの導入等の清浄化対策を指導し、農場で
約2年間対策を実施。平成27年及び28年に実
施した全頭検査で感染山羊は確認されず、
平成28年8月に清浄化達成と判断。農場には
CAEV陰性農場からの導入の継続及びCAEが疑
われる症状が見られた場合の早期通報を指
導。今後、島内山羊飼養者への情報提供と
ともに、万が一発生した場合の迅速な対応、
感染拡大防止及び早期清浄化に努めたい。

Ⅴ－２ 原虫性・寄生虫性疾病

527.めん羊飼養農場における捻転胃虫症の
発生とその対策：宮城県北部家保 山田侑
希、福田純子

めん羊約80頭飼養農場において、平成28
年3月、同一畜舎の繁殖雌羊で削痩等を呈し、
イベルメクチン製剤（I剤）皮膚投与等実施
するも、4月に2頭が死亡し、病性鑑定を実
施。死亡羊の第四胃内に多数の捻転胃虫を
確認。同居羊で多数の線虫卵及び貧血を確
認。対策として、①個体管理の徹底、②畜
舎の洗浄・乾燥、③駆虫プログラム（I剤皮
膚投与、I剤皮下注射及びレバミゾール製剤
経口投与を併用）、④駆虫後のモニタリン
グ検査を実施。対策後、EPGは低い値で推移
し、新たな死亡はなし。発生直後にEPG2万
超・重度貧血を呈した個体では、駆虫後EPG
激減、貧血及び栄養状態は徐々に改善する
も、I剤追加注射直後には一過性にAST上昇
・BUN低下。9月のEPG軽度増加個体では、7
月時点で軽度削痩、A/G比は低い値、BUNは
高い値を示した。γGTPは全頭高めで推移、
駆虫時の生体への負荷を考慮する必要性を
示唆。今後、投薬間隔や放牧地対策につい
ても検討し、本病再発防止に努める。

528.管内めん羊飼養農場における寄生虫性
胃腸炎の誘因分析と死亡事故低減に向けた
取り組み：山形県庄内家保 竹村恵、大河
原博貴

平成27年度、管内めん羊飼養農場の放牧

期間中に寄生虫性胃腸炎の関与が疑われる
死亡事故が多発。駆虫プログラムを変更し
た結果、平成28年度は放牧期間中の事故率
が13%から3%に改善。放牧前抽出検査でヘマ
トクリット(Ht)と総コレステロール(T-cho)
の低値を認め、寄生虫による栄養吸収阻害、
または摂取エネルギーの不足が事故の誘因
と推察。検証のため、めん羊2頭を駆虫した
後、別飼し、除糞に努め１か月間飼養。結
果、Htは18%から30%に回復したが、T-choは
回復を認めず。一方で放牧めん羊では、Ht
は24%から36%に、T-choは59mg/dlから101mg
/dlに回復。さらに、給与飼料について関係
機関と協力して検証したところ、授乳期の
養分要求量に対し不足を確認。以上より、
畜舎飼養期間における分娩後低栄養状態の
継続が寄生虫性胃腸炎による死亡事故の誘
因と示唆。今後は、駆虫対策だけでなく給
与飼料の適正化を含む対策により死亡事故
の低減を図る。

529.山羊農場における寄生虫症低減に向け
た取組：長野県伊那家保 杉本和也

近年、除草や乳の利用等のために山羊の
有用性を見直す動きがあり、県内および当
所管内では飼養戸数及び頭数が徐々に増加。
一方、山羊は寄生虫による被害がしばしば
問題となる。平成28年7月、管内山羊飼養農
場で死亡した子山羊の病性鑑定を実施。肝
臓の多発性巣状壊死、腸間膜リンパ節の腫
大とともに重度のコクシジウム寄生を確認。
同居山羊からも多量のコクシジウムオーシ
ストを検出。トルトラズリル製剤および生
菌剤の投与を指示。その後、3件の死亡事例
があったが、コクシジウムの検出程度は改
善。しかし、5例目の死亡事例において捻転
胃虫の重度感染が認められた。同居山羊の
調査から農場での蔓延を危惧。線虫駆虫薬
の種類・投与方法の変更を指示。1ヵ月後、
再検査を実施し、捻転胃虫卵の減少を認め
た。以上から、山羊の寄生虫対策には様々
な寄生虫の感染を想定した投薬プログラム
の検討が必要と考察。併せて畜舎の構造・
飼料内容等、飼養衛生環境の改善を実施予
定。

530.めん山羊の病性鑑定件数の増加と衛生
指導上の課題：岡山県岡山家保 谷口翔、
守屋吉英

近年、管内におけるめん山羊の病性鑑定
依頼件数が増加(H23:3件、H27:20件)。めん
山羊の飼養戸数の増加(H23:41戸、H27:79戸)
に対し、めん山羊の診療獣医師が少ないこ
とが要因。病性鑑定結果は、ピロプラズマ
病、腰麻痺、肝蛭症、線虫及び条虫感染症、
乳房炎、子宮蓄膿症、第一胃食滞と多岐に
渡った。このうち寄生虫によるものが大半
であり、平素からの衛生対策として寄生虫
対策が必要なことが示唆された。しかし、
駆虫薬には肝蛭症のように強制経口投与指
定のものもあり、飼養者のみでの実施は負
担が大きい。対策として飼料添加による投
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与を検討し実施、一定の効果を得たことで
衛生対策の省力化が可能と考えられた。今
後もめん山羊の病性鑑定依頼は増加する可
能性がある。一方、めん山羊に対する知識
や経験のある獣医師は少なく、適切な衛生
指導は不十分である。今後、診療獣医師と
協力し、めん山羊に対する知識を深め、予
防対策や衛生指導の体制を構築する必要が
ある。

Ⅴ－３ 一般病・中毒・繁殖障害・栄養
代謝障害

531.管内めん羊飼養農場の銅中毒事例：秋
田県北部家保 冨野里櫻子、李英輝

平成25年に繁殖めん羊で銅中毒事例が発
生し対策を実施するも、平成28年夏、舎飼
いの約6ヶ月齢肥育めん羊6頭が死亡。病性
鑑定の結果、6頭の肝臓中銅濃度は190～390
ppmと高く、肝臓の銅染色で燈赤色顆粒を認
め銅中毒と診断。血液生化学的検査で肝機
能低下の所見及び血清中銅濃度が130μg/dl
以上の高値を示す同居個体が散見。当該農
場の給与飼料中銅濃度は、哺育期子牛用ス
ターター（以下、スターター）18.75ppm、
ラム用飼料5.54ppm、乾草3.24ppm。スター
ター中の銅濃度は中毒発生限界値とされる2
5ppm未満であったが、要求量7～11ppmを超
過。今年は例年に比べて8月の最高気温が2
～3℃高く、発育良好な個体が最高気温29～
31℃の日や前日との気温差が大きい日に死
亡したことから、スターター中の銅の蓄積
に加えて暑熱ストレスが大きく影響したも
のと推察。今後、スターターの給与量の制
限と定期的銅濃度測定の他、暑熱ストレス
対策として毛刈りや放牧等を実施し再発防
止を目指す。

Ⅴ－４ 保健衛生行政

532.学校飼育家畜における適正飼育管理に
向けた取組：新潟県上越家保 大勝裕子、
平山栄一

上越市では学校飼育動物として山羊等家
畜を飼う小学校が多く、H28年度は52校中31
校（60％）。一方、知識不足よる事故が取
組前5年間で山羊10例で発生。適正飼育管理
による事故防止を目的に、家保を中心に上
越市教育委員会、獣医師会、NOSAI、保健所
等とサポート体制を構築。H27年度より取組
を開始し、H28年度は糸魚川市、妙高市に指
導を拡大。飼育開始前の5月に教員の合同研
修会を開催し、H28年度は50校が参加。6月
及び8月は家保が巡回し、疾病対策や環境改
善を指導。飼育指導はH27年度10校児童167
名、H28年度は学校による引継ぎを目的に10
校の担当教員に実施。糞便内寄生虫検査は
延べ39校76検体で実施し、導入直後にコク
シジウム病が多いと判明。導入時の駆虫と
早期受診を指導。結果、管理失宜や寄生虫
による山羊の死亡がなくなり、取組前に比

べ家畜の死亡は1/3に減少。取組後のアンケ
ート調査では、全回答校がサポート体制の
継続を希望。今後は適正管理の定着を図る。

533.山羊・めん羊飼養者に対する飼養衛生
管理基準の周知に向けた取組：広島県東部
家保 龍治美希、本多俊次

畜産業を目的としない山羊・めん羊の飼
養者を対象とし、飼養衛生管理基準につい
ての理解を求めるため、定期報告書の届出
促進及び平成27年度から28年度にかけて飼
養衛生管理基準に基づく立入指導（対象33
戸）を実施。立入指導に併せて、飼養者の
家畜伝染病に対する意識、消毒実施状況、
飼育目的、人の出入り、家畜の移動の有無
及び診療獣医師の有無についての調査を実
施（対象30戸）。結果、平成28年度は51戸
の飼養者を把握（平成23年度は20戸）。立
入時の調査では、多くの飼養者が獣医師に
相談または家畜防疫員からの指導の機会が
ほとんどなかったため、家畜伝染病への認
識が低く、消毒を日頃から実施していなか
った。また、草刈等の特異的な飼育目的に
より、衛生管理区域の設定及び人の出入り
の制限に課題があることが判明。立入指導
によって、飼養者の飼養衛生管理基準への
理解が得られ、飼養者と当所との連絡体制
を確保。今後も危機管理体制確保につなが
る飼養者との信頼関係を築くため、情報提
供及び飼育目的に合わせた指導を継続。

Ⅴ－５ その他

534.めん山羊の飼養実態と当所の取組み：
長野県長野家保 高橋陽子

近年、めん羊・山羊を遊休荒廃地対策等
として飼育する事例が散見。飼養者の飼養
理由や意向を把握するため、管内飼養者48
戸を対象にアンケートを実施し、家保が支
援する事項について検討。アンケートの結
果、73％の飼養者から回答。飼養の目的は
遊休荒廃地対策が最多、次いで食肉用。今
後の飼養頭数については、現状維持39.4％、
増頭36.4％。家畜伝染病予防法に基づく飼
養衛生管理基準については54.5％が知って
いると回答。また、当所に依頼のあった試
験検査について過去5年分を分析。H28年度
は寄生虫検査依頼件数が70％。S地域は飼養
者、臨床獣医師、行政が連携し定期的な寄
生虫検査及び駆虫を実施。今後、飼養者の
要望が反映されるよう、アンケート並びに
試験検査結果を参考とした飼養者への指導
及び情報提供の強化を行う事に加え、飼養
衛生管理基準の遵守について継続指導が必
要と考察。

535.増える山羊飼養者に対する家畜衛生指
導：静岡県中部家保 小坂奈津子、中村美
穂

近年、除草対策等、山羊の利用が注目さ
れ、飼養者が増加している。しかし、趣味
的飼養者が大半で飼養実態が不明だった。
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山羊の飼養実態を把握するため、飼養者へ
の聞き取り調査、糞便の寄生虫卵検査等を
実施。その結果、除草用として飼い始めた
ものの飼育方法が分からない、病気の予防
や治療は誰に相談したら良いのか等の声が
多く聞かれ、家畜衛生に対する認識も低い
ことが伺えた。また、糞便の寄生虫卵検査
では、59％の山羊から線虫卵（捻転胃虫卵5
9％、乳頭糞線虫卵24％）が、65％からコク
シジウムオーシストが認められ、重度な捻
転胃虫症を発症し死亡する事例も確認。疾
病治療や適正な駆虫プログラム等の予防を
指導できる診療獣医師の確保が課題と考え
た。対策として、山羊飼育管理技術講習会
を開催し、管理方法、除角、削蹄等の技術
を指導するとともに、山羊診療を行う獣医
師を紹介。また、獣医師への診断技術の助
言など育成・指導を行い、山羊飼養者への
指導体制を構築。

536.国内初、めん羊の非定型スクレイピー
防疫対応～見えてきた問題点と課題～：福
岡県中央家保 甲斐田美菜、伊藤広記

平成28年3月～4月に県出先機関の農場で
起立不能となった3頭のめん羊の内1頭（雌1
1歳）が「非定型スクレイピー」と診断。1．
防疫対応：4月20日の農水からの非定型スク
レイピー疑いとの電話連絡の翌日農場へ立
入し疫学調査。防疫作業は最初の連絡から8
日後の28日。防疫対応は既存の「伝達性海
綿状脳症(TSE)検査対応マニュアル」に従い
実施。同居めん羊4頭は疑似患畜として殺処
分し採材。敷料等は汚染物品としてペール
缶に密封・消毒後、産業廃棄物処理業者に
焼却処理を委託。車両、畜舎、器具などは
洗浄、2％次亜塩素酸ナトリウムで消毒。2.
検査結果：起立不能を呈した2頭および疑似
患畜4頭はスクレイピー否定。起立不能の2
頭からListeria monocytogenes を分離。3．
問題点と課題：１）「非定型スクレイピー」
決定に至る検査等の時間の短縮。２）非伝
達性の場合の汚染物品・疑似患畜の設定等
に係る、例外規定の必要性。

537.管内山羊大規模農場で確認された病性
鑑定事例：沖縄県八重山家保 桃原紀子、
荒木美穂

【はじめに】本県では県産山羊を地域資
源として位置づけ山羊振興に取り組んでい
る中、管内山羊農場において、さまざまな
疾病が発生したので、その症例と対策を報
告。【発生概要】当該農場は飼養頭数83頭
である。平成27年11月から①下痢②肺炎③
関節炎④乳房炎⑤神経症状が発症、病性鑑
定を実施。【下痢】貧血、水溶性下痢が多
発。捻転胃虫卵、コクシジウムを確認。【肺
炎】成山羊の発咳が続発、Mycoplasma agal
actiaeのPCR検査陽性。【関節炎】子山羊の
関節炎あり、Truepella pyogenesを分離、M.
agalactiaeのPCR検査陽性。【乳房炎】乳房
炎が散発、Stapylococcus aureus、Pseudom
onas aeruginosaなどを分離。M.agalactiae

のPCR検査陽性。【神経症状】神経症状が散
発、大脳皮質の層状壊死を確認。1頭でビタ
ミンB1が欠乏、ビタミンB1欠乏を疑う。【ま
とめ】今回それぞれの対策を行うことで疾
病の低減がみられた。今後疾病予防につな
げるため衛生プログラムの作成を行いたい。

538.「多良間島ピンダエコアイランド構想」
に向けた取組みについて：沖縄県宮古家保
銘苅裕二、仲村敏

多良間村は山羊飼養戸数・頭数は203戸58
5頭。30年前と比較し、約1/3に減少。山羊
振興に危機感を抱いた村は復興に向け当家
保へ相談。経営と畜産振興の両立を図るた
め、教育・福祉・観光分野で山羊の癒やし
効果や道路及び浸透池の雑草除去効果等、
多面的能力を活用し、貸付をする経営方法
を村に提案。その考えが「多良間島ピンダ
エコアイランド構想」として村政方針に決
定。当家保の取組は①生産組合の生産・衛
生状況把握のため、聞取りや飼養管理状況
アンケート調査を実施。育成山羊の死亡増
加や下痢・削痩の臨床症状が多発、定期的
な寄生虫駆除の未実施を確認。②衛生対策
や飼養管理技術の講習会を実施。駆虫プロ
グラムを提案・実施。③除草効果の確認試
験を実施。山羊雌雄を雑草が繁茂した各区
画10㎡で5日間繋牧。3.5kg、1.7kgの草量の
減少を確認。以上より除草の有効性を実証。
今後も同構想を支援し、山羊生産振興と再
生産可能な経営の実現を目指した取組を実
施したい。
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Ⅵ みつばちの衛生

Ⅵ－１ 細菌性・真菌性疾病

539.埼玉県における過去5年間の腐蛆病発生
動向と分離菌の遺伝子型別成績：埼玉県中
央家保 中井悠華、石原径佳

埼玉県では、過去5年間に19戸27群の腐蛆
病が発生。アメリカ腐蛆病ではミルクテス
ト陰性の事例や予防薬を使用していたにも
関わらず発症した事例、ヨーロッパ腐蛆病
では典型株及び非典型株の混合感染事例が
あった。過去5年間に分離された腐蛆病菌(ア
メリカ腐蛆病菌：14株、ヨーロッパ腐蛆病
菌：19株)の、遺伝子型別を実施。その結果、
アメリカ腐蛆病菌は3タイプ、ヨーロッパ腐
蛆病菌は4タイプに分類。以上から、県内の
腐蛆病菌には複数のタイプが存在、分離地
域に偏りはなく、蜂場への病原体の侵入経
路は多様であると推察。近年、埼玉県にお
ける蜜蜂飼育者は増加傾向、中でも10群未
満を飼養する小規模養蜂家が増加、趣味養
蜂の普及がその大きな要因と考察。近年報
告されている腐蛆病に関する新しい知見を
もとに、知識・経験の乏しい養蜂家に対し
て、蜜蜂飼養管理の指導強化や腐蛆病に対
する知識の啓発が必要。

540.ニホンミツバチ腐蛆病検査のファイバ
ースコープによる検査法の検討：石川県南
部家保 市川雄一、早川裕二

ニホンミツバチの腐蛆病検査は巣箱の構
造が巣枠を使用するものでない場合、従来
の巣箱の下部から目視する方法では検査時
に身体的負荷が大きいことから、今回ファ
イバースコープを用いた検査法を検討。モ
ニタ搭載型スコープとタブレットPCにUSB接
続するスコープの2種類を使用し、箱形状及
び蜂量の異なる2蜂場A、Bにおいて、巣箱下
部の巣門よりスコープを挿入、巣箱内部の
観察、動画撮影を実施、比較検討。巣箱形
状、スコープの種類に関わらず撮影は容易
で明瞭な映像が記録可能。ケーブルの曲が
り具合を一定にできる構造であるモニタ搭
載型の取り扱いが容易であったことから巣
箱内観察にはモニタ搭載型が有効と判断。
一方、蜂量が多い場合には巣房の観察が困
難であったが、送風によりその影響を減少
させることが可能。今後は検査の精度向上
へ向け、手法の確立及び器具の改良を継続
する予定。

541.県内１養蜂場のアメリカ腐蛆病発生事
例：奈良県奈良県家保 坂元一夏、赤池勝

平成28年5月セイヨウミツバチ5群（A～E）
を飼育する県内1養蜂場にて、5条腐蛆病検
査の立入を実施。5群中4群（B以外）におい
て巣房蓋の陥凹や小孔、粘稠性で茶褐色の
腐蛆など異常を認めた。ミルクテストは2／
4群陽性。アメリカ腐蛆病を疑い、巣箱の移
動自粛、巣門の閉鎖、蜂具の煮沸消毒を指

導、蜂場へ消石灰を散布。異常のあった4群
の死亡蜂児について培養検査、PCRを実施。
4群すべてからPaenibacillus larvaeを分
離、PCRは3／4群で陽性、アメリカ腐蛆病と
診断。巣箱を回収し殺処分後、物品評価額
算定のため処分物品を写真撮影し、所内で
焼却。残ったB群については6月以降約1ヶ月
ごとに反復検査を実施。7月検査時には1群
から2群に分蜂されており、うち1群で異常
を認め農家により自衛殺。以降、残群は11
月までに3回反復検査実施し異常は認めず。
農家へ家保だよりを発送、養蜂農協役員会
で注意喚起。県内初の発生対応としてマニ
ュアルを作成。

Ⅵ－２ 原虫性・寄生虫性疾病

542.管内におけるニホンミツバチのアカリ
ンダニ寄生状況調査：栃木県県南家保 金
子文大、飛田府宣

管内のニホンミツバチ飼養者に聞き取り
調査を実施し、本症を疑う症状が認められ
た場合は寄生虫検査を実施。聞き取り調査
では19戸中8戸で本症を疑う症状有、寄生虫
検査では10戸24群384匹中5戸6群51匹で寄生
を確認。管内の7市町中5市町で疑う症状、3
市で寄生を確認。本症を疑う症状がない農
家の6割が対策未実施であったことや、蜜蜂
の入手方法の9割以上が捕獲や譲渡であった
ことから、これらが本症の浸潤要因の可能
性。一方、飼養者による本症の対策は最近1、
2年前から実施。対策情報の入手元はインタ
ーネット及び地域の勉強会、友人・知人が9
割以上で、家保が本症の対策情報を発信す
る場合はウェブサイトの活用や地域の勉強
会での講演が有効。ニホンミツバチと接触
する機会があることから、セイヨウミツバ
チにも注意が必要。

543.ミツバチヘギイタダニの薬剤感受性試
験と防除方法の検討：千葉県東部家保 小
形次人、平野亨

管内における腐蛆病を疑う病性鑑定5件の
内ミツバチヘギイタダニ（ダニ）が原因の
事例が3件あった。ダニ対策の実態把握のた
め県内養蜂家52名にアンケートを実施、19
名が適正に駆除剤を使用したにも拘らず薬
効減退を経験。国内承認薬はフルバリネー
ト製剤（F剤）とアミトラズ製剤（A剤）の2
剤のみで、F剤は毎年の連続使用で耐性が生
じ、A剤は高湿潤環境で薬効減退が起こりう
る。県内4蜂場の耐性割合を簡易法で調査。
適正に毎年F剤を使用した2蜂場で33～43%と
やや高かった。又、高湿度の影響を疑うA剤
の薬効減退を1蜂場で確認。2剤以外の新た
な駆除剤を検討するため、4蜂場で国内入手
可能な非農薬系3薬剤を用いてダニ防除効果
を調査。F剤とチモールの併用により高い駆
除率（99.8%）及び成蜂数の増加（1.7倍）
を観察、耐性ダニの出現防除が蜂群成績向
上に効果的と推察。
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544.イチゴ栽培農家におけるノゼマ病の発
生事例：香川県東部家保 麻野加奈子、泉
川康弘

平成28年1月、管内のイチゴ栽培農家で授
粉用セイヨウミツバチが大量に死亡。イチ
ゴの授粉への影響により奇形果などが発生。
病性鑑定により、微胞子虫のNosema cerana
eとN.apisが検出され、ノゼマ病（混合感染）
と診断。効果的な薬剤がないため、感染源
になりうるミツバチの死がいや糞の除去を
指導。ミツバチを供給する側の養蜂農家の
調査として、翌シーズンに向けた定期的な
ノゼマ原虫感染検査を実施（3地点9群）。
感染を確認した群（結果：2地点のべ7群）
があったものの、すべての群で臨床症状な
し。今シーズンは陰性確認群を同じイチゴ
栽培農家に出荷。現時点では本病によるミ
ツバチの大量死やイチゴの授粉への影響は
ない。本病の発症には、ミツバチを供給す
る側と利用する側の飼養管理が大きく影響
するものと推察。今後は、JA、普及センタ
ー、家保などの関係機関との連携により、
本病を発症する原因となる温度、湿度の境
界や感染経路などについて継続調査する予
定。

Ⅵ―３ その他

545.管内におけるツマアカスズメバチの捕
獲調査及び啓発活動：宮崎県宮崎家保 白
井葵

平成28年5月には本県日南市でツマアカス
ズメバチ（以下、ツマアカ）を確認。捕獲
器によるツマアカの捕獲調査及び啓発活動
を実施。捕獲器は環境省で行っている方法
に準じ、クヌギ林や蜂場、住宅付近の木陰
に、合計12カ所、18個の捕獲器を平成28年8
月と9月に2回設置。今回はツマアカは見つ
からず、捕獲したのは九州本土に在来する
全5種のスズメバチ。住宅などと比較すると
クヌギ林では8月と9月で捕獲数が多く、蜂
場は9月で多い傾向。成虫のスズメバチは幼
虫の唾液を主食とし、唾液不足時に樹液で
補う。幼虫が多く、十分量の唾液が摂取で
きる8月は蜂場の捕獲器に興味を示しにく
く、9月は幼虫に対して働きバチが多くなり、
蜂場でも捕獲数が増えたと推察。平成27年8
月の北九州市でツマアカを確認後、各地域
の養蜂家へツマアカの特徴を説明し、早期
通報依頼のチラシを配布。
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Ⅶ その他の家畜の衛生

Ⅶ－１ ウイルス性疾病

546.H5N6亜型鳥インフルエンザウイルス感
染オオハクチョウの病理組織学的検索：岩
手県中央家保 熊谷芳浩、後藤満喜子

2016年11月、死亡したオオハクチョウか
ら県内で初めてH5N6亜型鳥インフルエンザ
ウイルス（AIV）が分離された。本例を病理
組織学的及び免疫組織化学的に検索。外貌
では肩の一部に裂孔が観察。剖検では膵臓
の退色、小腸内腔に血様内容物貯留及び腸
管膜の出血が観察。組織学的に膵臓腺房細
胞の広範な壊死、肝細胞壊死、肝臓のリン
パ球集簇巣、腸粘膜上皮の壊死及び出血が
確認。抗AIV抗体による免疫染色では、膵臓
の壊死領域と腺房細胞、壊死した肝細胞、
大脳及び小脳の神経細胞、羽包に多量の、
心筋、白脾髄に少量の陽性反応が確認。本
症例は、膵臓及び肝臓のAIV抗原を伴う重度
の壊死が主要病変であり、オオハクチョウ
の高病原性鳥インフルエンザと診断。H5N6
亜型AIVはオオハクチョウに高い病原性を有
することが示唆。

Ⅶ―２ 細菌性疾病

547.管内農場における山羊のサルモネラ症
の発生について：千葉県北部家保 三浦良
彰、小島洋一

管内山羊飼養農家において、山羊7頭が水
様性下痢を呈し内1頭が死亡、病性鑑定を実
施した。剖検では盲腸及び結腸に黄褐色水
様性の内容物が見られた。細菌検査で腹腔
臓器、リンパ節及び糞便からサルモネラ菌
が分離され、Salmonella(以下S).Stanley、
S.Derbyと同定された。病理組織学検査では
肝臓の巣状壊死が、腸間膜リンパ節及び回
盲リンパ節でリンパ洞カタルが見られ、病
変部に一致してS.O4に陽性を示す細菌が確
認された。後日死亡した1頭の糞便からもS.
Stanleyが分離された。薬剤感受性試験の結
果、12薬剤中8薬剤が感受性を示し、有効薬
剤の投与で回復した。S.Stanleyは牛で下痢、
発熱等の症状を、S.Derbyは豚で保菌率が高
いことが知られている。両血清型とも人に
サルモネラ症を引き起こし、S.Stanleyは近
年発生原因の上位に上がっている。山羊の
飼養数は増加しており、飼養者に対する注
意喚起が必要と考える。

Ⅶ―３ 原虫性・寄生虫性疾病

548.K町きじ農場における育雛期のコクシジ
ウム病対策：愛媛県南予家保宇和島支所片
山亜紀保、是澤通花

K町きじ生産者部会は10農場で約13,000羽
飼養、生産に重要な育雛期（0～30日齢）の
損耗防止対策について関係機関と連携。H27
年6,7月にA,B農場（14日齢前後）、H28年6

月C農場（7日齢）でコクシジウム病発生。
対策として発症群へサルファ剤飲水投与、
さらにC農場では予防的投与及び追跡調査、
全農場の浸潤調査実施（延55農場187検体）。
オーシスト排泄量は15日齢から増加し30～4
0日齢で最大、その後は漸次減少、200日齢
以降では激減。14日齢までは濃厚感染によ
るリスクが高く、育雛箱及び育雛室の再利
用等が課題。6～8及び11～13日齢での予防
的サルファ剤飲水投与は高リスク時期での
発症予防及び死廃率低減に有効。今後の対
策として、育雛環境再利用改善と発症リス
クの高い群における予防的サルファ剤投与
プログラムを提案、管理目標（累計死廃率）
として14日齢5～10%以下、40日齢15%未満と
設定。安定した生産拡大に向け育雛期の損
耗防止強化を図る。

Ⅶ－４ 一般病・中毒・繁殖障害・栄養
代謝障害

549.スバールバルライチョウにみられた肝
臓鉄貯蔵病：長野県松本家保 大泉卓也

大町山岳博物館において2015年7月から20
16年8月にかけて死亡したスバールバルライ
チョウ5羽の病性鑑定を実施。剖検所見では
5羽中2羽の排泄腔周囲に緑色便付着。組織
所見では5羽中4羽に肝臓・腎臓に過剰な茶
褐色色素沈着、肝臓の肝細胞壊死を認め、
ベルリン青染色で茶褐色色素が鉄由来であ
ることを確認。ウイルス学検査、細菌学検
査で病原体は認められず。以上から4羽を肝
臓鉄貯蔵病と診断。ライチョウにおける肝
臓鉄貯蔵病の報告は無い。組織所見はツグ
ミ科の既報と概ね同様であったが、心臓の
鉄沈着、心筋壊死は認められず。肝臓鉄貯
蔵病の発症には様々な要因の関与が考えら
れ、ヒトやムクドリで報告されている遺伝
的要因、栄養的要因等の検討が必要。本事
例により、スバールバルライチョウ飼育に
おける飼料中の鉄に留意する必要性を示唆。
また、ニホンライチョウの飼育技術向上の
一助となることが望まれる。

Ⅶ―５ 生理・生化・薬理

550.イルカのハプトグロビン値と肺膿瘍の1
症例：青森県青森家保 相馬亜耶、森山泰
穂

管内水族館飼育イルカの死亡原因は肺炎
が46%で最多。ハプトグロビン(Hp)は急性期
蛋白の一つだが、イルカではほとんど測定
の報告はない。今回、Hpがイルカの肺炎の
早期診断に利用できるか検討。試験1では、
臨床及び血液検査で仕分けた健康イルカ8頭
(バンドウ4頭、カマ4頭)と異常イルカ2頭(バ
ンドウ2頭)の保存血清を用い、Hpを改良ヘ
モグロビン結合アッセイで測定。試験2では、
肺膿瘍で死亡したバンドウイルカ1頭の保存
血清を用い、Hp等の推移を測定。試験１の
結果、健康イルカ(バンドウ)と異常イルカ
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(バンドウ)のHp平均値はそれぞれ2,119µg/
mlと7,496µg/mlで有意差があり、炎症マー
カーとなることが示唆。健康イルカ(カマ)
では1,062µg/ml 。試験2では、Hp は2,158
～8,157µg/mlで、赤血球沈降速度とA/G比
より早く増加することから、早期診断に利
用できる可能性あり。ただし、Hpはストレ
ス等でも増加するため、さらに調査し、イ
ルカの臨床診断における有用性を示したい。

Ⅶ－６ 保健衛生行政

551.あいがも飼養農場の事故率低減飼養管
理対策と羽毛由来コルチコステロン濃度に
よるストレス評価：北海道空知家保 久家
力也、梅澤直孝

あいがも飼養A･B農場で育雛期換羽前の事
故率が上昇し、感染症は否定。経時的な環
境検査と、これに基づく衛生指導を実施し
た結果、事故率はA農場14%→1％、B農場16
％→3％に著しく低下。また、ストレス指標
として、同群雛(n=5)のコルチコステロン(以
下CS)濃度を1週間隔で測定。血清値(ng/mL)
が3日齢52.5→10日齢21.8と減少したのに対
し、羽毛値(pg/mg)は3日齢18.4→10日齢31.
9と増加。血清と異なり、羽毛ではCSが蓄積
することが要因と推察。以降、非侵襲的な
採材方法としても有用な羽毛を用いて育雛
期におけるストレスと事故率の関連性を検
討。羽毛値(pg/mg)は、死亡群(n=12)30.8＞
健康群(n=26)18.8であり、かつ、換羽前の
健康群3日齢18.4(n=5)→10～11日齢34.0(n=
11)と増加したのに対し、換羽後の健康群(n
=5)は36日齢7.4、53日齢6.2と低値で推移。
換羽前はストレスへの感受性が高く、この
時期の管理が事故率低減に重要。

552.県西地域のイノシシ飼養農家調査：宮
崎県都城家保 渡山恵子、岡野宏和

本県県西地域では、野生イノシシでオー
エスキー病の野外抗体陽性を確認。生産者
等のイノシシへの関心が高いことから、当
地域のイノシシ飼養農家を調査。まず農林
振興局の担当から猟友会の情報を得、各猟
友会会長に聞き取りを実施。また「猪肉」
などの看板を掲げている販売所や飲食店を
訪問し聞き取りを実施。これにより判明し
たイノシシ飼養農家を訪問、現状を確認。2
016年10月末時点で飼養農家は12戸存在。飼
養頭数は1頭～数十頭と幅広く、飼養場所は
空き地、山中と様々。すべて自作の檻で飼
養。入手方法は猟での捕獲、別農家からの
譲渡、生体市場での購入などであり、肥育
用、繁殖用、愛玩用に飼養。飼養衛生管理
基準については飼養者の理解が低く、遵守
できていない項目もあったことから今回の
立入時に説明と指導を行った。今後も、飼
養農家を的確に把握し、飼養衛生管理基準
の遵守指導をしていくことが重要。

Ⅶ－７ その他

553.北海道宗谷管内のエゾシカの病原体保
有状況調査：北海道宗谷家保 藤吉聡、尾
宇江康啓

【はじめに】管内のエゾシカによる畜産
被害は増加傾向であり、放牧酪農を実施す
る農家が多くあるため、エゾシカの病原体
の保有状況調査を実施。【材料及び方法】
エゾシカ93頭から鼻汁90検体、糞便34検体、
血清47検体を採取。細菌学的検査として呼
吸器病原因菌、マイコプラズマとサルモネ
ラ分離及びヨーネ菌のリアルタイムPCRを実
施。寄生虫学的検査として内部寄生虫卵の
検出を実施。ウイルス学的検査としてウイ
ルス分離、9種のウイルスでPCRと9種類のウ
イルスで血清抗体検査を実施。【結果】マ
イコプラズマは1検体で分離陽性。寄生虫は
線虫卵、コクシジウムオーシスト、肝蛭卵
を検出。ウイルス抗体は牛RSウイルス、牛
パラインフルエンザウイルス3型、牛コロナ
ウイルス、牛トロウイルス、アカバネ病ウ
イルスが陽性。【考察】本調査では牛とエ
ゾシカとの伝播状況は不明ではあるが、内
部寄生虫卵、一部ウイルス抗体を検出。今
後も定期的な調査、農場での侵入防止対策
の継続が重要。

554.飼育イルカにみられた皮膚病変の病理
組織学的検索：茨城県県北家保 矢口裕司、
都筑智子

近年、高病原性鳥インフルエンザや口蹄
疫などの重大な感染症が猛威を奮うなか、
水族館や動物園の展示動物には、感受性動
物も含まれる。また、展示動物が人獣共通
感染症の病原体を保有している可能性があ
るため、家畜保健衛生所によるワンヘルス
を意識した調査及び研究も必要。イルカの
死因究明をきっかけに、5頭（No.1：死亡個
体、No.2～5：生検）の皮膚病変について病
理組織学的検索を実施。皮膚病変の分布はN
o.1は広範囲、No.2～5では限局。組織所見
では、No.1は表皮の過形成を示すも、パピ
ローマウイルスのPCR及び免疫染色は陰性。
No.2～5では真皮に壊死巣や細胞浸潤を認め
た。No.2,4では病変部にMycobacterium mar
inumと類似した抗酸菌を少数認めるも、遺
伝子検査は陰性。以上より、No.1を乳頭腫
症、No.2,4を非定型抗酸菌症、No.3,5を不
明（創傷）と診断。No.2～5では咬傷による
創傷及び抗酸菌の感染と推察。イルカの皮
膚病変の原因は様々だが、病性鑑定による
早期診断は重要。診断結果を足掛かりに症
状や病変の拡がりを注意深く観察し、病変
のステージに合った対策を講じることが必
要。

555.家きんひなの死亡率低下の取組：埼玉
県川越家保 小泉舜史郎、木下明子

管内家きん農場からひなの死亡率が増加
していると相談があり、立入りを実施。飼
養器具の洗浄・消毒の不備、温度管理の過
誤等の問題を確認。ひな舎の飼養衛生管理
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の徹底が必要と考えたが、人手が不足のた
め、踏み切れずにいたことから、試験的に
少数の育すう木箱を洗浄・消毒し、効果を
確認。その結果、ひなの死亡率改善を畜主
が実感し、衛生意識の向上がみられ、畜舎
全体および飼養器具の清掃・消毒、ひな舎
専用履物の使用を実施。さらに、管理過誤
を防止するため、作業マニュアルおよびチ
ェックリストを作成・実施したところ、平
均死亡率が前年同時期に比べて低値を示し
た。また、死亡率の改善に伴い畜主の意識
がより向上し、衛生的な状態を持続しよう
とする意欲が見られるようになった。今後
は、飼養衛生管理の徹底を継続し、死亡率
をさらに低値で維持できるよう指導を継続。
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Ⅷ 共通一般

Ⅷ－１ 細菌性・真菌性疾病

556.家畜由来サルモネラの分離と解析～十
勝における過去10年の成績～：北海道十勝
家保 高橋弘康、岡本絵梨佳

平成18年～27年におけるサルモネラ分離
計220例の解析を実施。血清型は39種類で、
Salmonella Typhimurium（ST）と4：i：－
が上位。分離件数は平成25年以降4:i：－が
STを逆転。Salmonella Dublin（SD）は、平
成19年以降8年ぶりに分離。Multiple-locus
variable-number tandem repeat analysis

の結果、STは2つ、4：i：－は1つのクラス
ターを確認。STは複数の菌が侵入、4：i：
－は、類似した菌が侵入・まん延したと推
察。SDは、平成16～19年分離株と、平成27
～28年分離株（近年株）を比較。Pulsed-fi
eld gel electrophoresisの結果、各株は異
なる泳動像。近年株は多剤耐性化、血清型
特異的病原性プラスミド上に薬剤耐性遺伝
子が存在。サルモネラ対策では、継続的な
分離状況把握、薬剤耐性菌や流行株の動向
調査が必要。本病発生の低減には、環境サ
ーベイランスを推奨、疫学的データを蓄積
し、現場に還元・啓発を行うことが重要。

557.免疫ディスクを用いたサルモネラべん
毛抗原決定と新たな相誘導法の考案：北海
道檜山家保 藤原正俊、田淵博之

半流動平板培地にH血清を染み込ませたデ
ィスクを静置するDisc Immuno-Immobilizat
ion法では、該当する免疫ディスク周辺でサ
ルモネラは運動抑制され凝集線を形成する
が、逆相を発現した菌は影響を受けずに遊
走を続けるためH抗原決定と相誘導を兼ねる
ことが可能。道内で分離されたサルモネラ1
9血清型を用いて本法を再検討した結果、独
自に調整した運動培地を用いると保存剤を
含む市販の免疫血清でも実施可能であるこ
とが判明。しかし、相変異が生じにくい株
については凝集した菌が障壁となり、逆相
発現菌もディスクへ到達不能。そこで菌接
種部を免疫ディスクで被覆することにより、
菌量が少ない時点で逆相菌を優先的に遊走
させる免疫ディスク相誘導法を考案し、従
来法と同等の相誘導能を確認。本法は作業
時間を大幅に短縮でき、相誘導用免疫血清
を用いずとも供試した全ての血清型のH抗原
を決定可能であるため、革新的なサルモネ
ラ検査技術の向上に繋がることを期待。

558.県内で分離されたSalmonella O4:i:-
の性状と分子疫学的解析：秋田県中央家保

佐藤龍、小原剛
平成24年以降、県内においてSalmonella

O4:i:-(以下O4:i:-)によるサルモネラ症が
複数農場（牛・豚）で発生。疫学的関連の
みられる農場もあることから、今後の対策
の一助とするため分離されたO4:i:- 計8株

(牛4農場、豚1農場)について薬剤感受性試
験を実施。また、パルスフィールドゲル電
気泳動(以下PFGE)及びMultiple-locusvaria
ble number tandem repeat analysis(以下M
LVA)にて解析。結果、全株4薬剤に耐性。PF
GEは全株同一パターンを示し、MLVAでは全
株同一のクラスターに分類。以上より本県
で分離されたO4:i:-は類似した遺伝子型と
判明。遺伝子型が一致した疫学的関連農場
での発生は人・物資の交流による伝播が一
因と推察。更に、牛・豚から遺伝子的に近
縁な株が分離されており、本菌が動物種に
よらず伝播された可能性が示唆。また、同
一農場の再発事例では遺伝子型が一致する
ものの薬剤感受性が一部異なる株を確認。
今後も本菌の性状変化に注視が必要。

559.栃木県で分離されたSalmonella Typhim
urium単相変異株O4:i:-の解析：栃木県県央
家保 赤間俊輔、手塚典子

県内における近年のSalmonella Typhimur
ium (ST)単相変異株(O4:i:-)急増の背景を
解明するため、過去に分離されたST及びO4:
i:-を解析。MLVAによる遺伝子型別では3つ
の主要クラスターを確認。クラスター1は19
99～2007年分離のST9株、クラスター2は200
9～2013年分離のST12株から構成され、それ
ぞれ別地域の流行株に相当。一方、クラス
ター3は2012～2016年分離のO4:i:-7株(同一
PFGEパターン)から主に構成され、既報に近
縁株の流行は認めず。クラスター3に属する
O4:i:-は7株中6株がアンピシリン(ABPC)、
ストレプトマイシン(SM)、オキシテトラサ
イクリン(OTC)の3剤に、7株中1株はABPC、
セファゾリン、セフォタキシム、SM、カナ
マイシン、OTC、ST合剤の7剤に耐性を示し
た。以上から、県内におけるO4:i:-の急増
に多剤耐性の新しいクローン(クラスター3、
O4:i:-)関与の可能性。全国的なO4:i:-増加
の原因は未だ不明。全国的な実態解明と法
的対応の検討が今後の課題。

560.畜産農場における野生動物・衛生害虫
の食中毒菌保有状況調査（第3報）～侵入、
まん延防止へ～：岐阜県中央家保 大津桂
子、大平雅史

「レギュラトリーサイエンス新技術開発
事業」の一課題で、平成26年度から県内家
保が研究協力機関として参画。最終年度は、
牛3、豚2、鶏1の6農場を選択、昨年度の調
査結果に基づき対策実施。対策前、1及び2
ヶ月後の計3回、畜舎内外野生動物糞便・衛
生害虫・環境拭取りを採材、食中毒菌（志
賀毒素産生性大腸菌、サルモネラ、カンピ
ロバクター）を検索。野生動物の糞便やハ
エ等の衛生害虫からの食中毒菌分離は、対
策前畜舎内拭取り結果と同様の傾向が見ら
れたが、対策後畜舎内拭取りで食中毒菌が
分離されても、同じ場所で捕獲したハエは
減少し食中毒菌分離陰性。野鳥対策実施畜
舎内では野鳥糞便はなくなり、食中毒菌分
離陰性、対策未実施畜舎内では野鳥糞便か
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ら新たに別の血清型のサルモネラを分離。
野鳥は農場内外の病原体伝播役、ハエ・ネ
ズミは農場内病原体まん延役と認識。既存
の対策に並行して重点的な野生動物・衛生
害虫対策が重要。

561.県内で分離されたサルモネラ血清型と
その薬剤感受性：岡山県岡山家保 出石節
子

平成17～28年度に各家畜から分離したサ
ルモネラ90株を調査。血清型は26種類に分
類され、Salmonella Typhimurium(ST)が27
株と最多。薬剤感受性試験(ディスク法)は1
2種類の薬剤について実施。耐性率は、スト
レプトマイシン(31.1%)、テトラサイクリン
(31.1%)、アンピシリン(17.8%)、カナマイ
シン(13.3%)、セファゾリン(CEZ)(10.0%)、
クロラムフェニコール(8.9%)、ナリジクス
酸(5.6%)、スルフィソキサゾール(36.7%)。
シプロフロキサシン、ホスホマイシン、コ
リスチンおよびイミペネムに対する耐性は
認めず。耐性パターンは15型あり、2剤以上
への多剤耐性株は29株(32.2%)。6剤以上へ
の耐性株(8株)は牛、豚から分離され、全て
ST。またCEZ耐性株(9株)について基質特異
性拡張型βラクタマーゼ(ESBL)産生菌を検
索したが全てESBL非産生株。抗菌性物質の
有効性を確保するため、感受性を踏まえた
薬剤使用と継続的なモニタリングが重要。

Ⅷ―２ 原虫性・寄生虫性疾病

562.ワクモを題材にした農業高校への教育
支援：香川県東部家保 片山進亮、泉川康
弘

農業高校生の畜産への理解を深めるため、
地元大学と協力してワクモを題材にした教
育支援を実施。農業高校内の鶏舎において、
高校生が自らワクモ捕獲装置i-Trap2®の使
用方法を検討し、殺ダニ剤を使用しないワ
クモ対策を実施。高校生自らが地元大学の
専門的な機器を使用して結果を解析。一時
的にワクモの生息数が増加した時期があっ
たが、試行錯誤を重ね、殺ダニ剤を使用せ
ずにワクモの生息数が減少。成果は日本学
校農業クラブ香川大会で発表し、最優秀賞
を受賞するほか、第66回関西畜産学会香川
大会で発表。今後、地元大学の協力を得て
ワクモ捕獲装置の更なる改良を図り、養鶏
農家に普及するための技術開発を農業高生
とともに進める予定。

Ⅷ―３ 生理・生化学・薬理

563.家畜由来病原性大腸菌のコリスチン耐
性遺伝子保有状況：山形県置賜家保 木口
陽介

近年、Liuらがプラスミド媒介性コリスチ
ン耐性遺伝子（mcr-1）を報告。2005～16年
に管内で分離された家畜由来病原性大腸菌1
47株（牛83株、豚48株、鶏16株）のmcr-1保
有状況およびコリスチン薬剤感受性を解析。

結果、2.7%（4/147株）がmcr-1陽性であり、
４株すべてが牛由来株。一濃度ディスク法
では陽性株すべてが阻止円直径11mm以下。
既報と分離株４株のmcr-1陽性大腸菌の性状
比較では、マルチローカスシーケンス解析、
プラスミドレプリコンタイピングを実施し、
既報とほぼ同じ性状を示した。mcr-1浸潤状
況では陽性率は低く、管内への侵入時期が2
011年以降と遅いことが判明。今後の検査法
は一濃度ディスク法でスクリーニングを行
い、阻止円11mm以下の株を詳細検査すると
効率的。管内のmcr-1陽性率は低いものの大
腸菌を含めた腸内細菌科に伝達することか
ら、今後も動向を注視し、抗菌薬の慎重使
用の推進等取組を強化する。

564.病性鑑定室における化学物質の適正使
用への取り組み：香川県東部家保 宮本純
子、野崎宏

平成28年6月に労働安全衛生法が改正施行
され、事業所における一定の危険性・有害
性が確認されている化学物質640物質のリス
クアセスメントが義務付けられた。当室に
て所有している化学物質についてリスクア
セスメントを実施したのを機に、化学物質
の取扱いについて見直しを試みた。所有し
ている914品目中、アセスメント対象物質は
133物質254品目あり、該当物質を使用する
検査の特定と各検査におけるリスクの見積
もり、リスク低減措置および対策について
調査検討した結果を一覧表として作成。調
査結果については各検査担当者に書面化し
配布することにより周知し、検査者に対す
る安全性確保の徹底を図った。また、新た
な試薬管理システムを構築することにより、
化学物質関係法令と有害性について確認し、
今後使用する新たな物質や新規の検査への
対応や、リスクアセスメントに加え、法令
で定められたその他の化学物質にも適切に
対応できるようにした。

Ⅷ―４ 保健衛生行政

565.急性悪性家畜伝染病の防疫対策業務協
定締結機関との消毒演習：千葉県中央家保
相田洋介、市沢三香

急性悪性家畜伝染病発生時の防疫対策業
務を迅速かつ円滑に進めるため、本県では
各種団体と防疫対策業務に関する協定を締
結している。県では急性悪性家畜伝染病発
生に備えた演習等を実施してきたが、今般、
当所において消毒ポイント業務の協定締結
先である一般社団法人千葉県塗装工業会（塗
装工業会）の会員参加による消毒実地演習
を実施。講習の後、千葉市ふるさと農園駐
車場を消毒ポイントに設定し、市や県職員
が車両誘導及び事務手続きを、塗装工業会
は会員が用意した車載貯水タンク及び動力
噴霧器等による車両内外の消毒を複数班で
演習。演習では、各消毒ポイントの諸条件
により車両や運転者の動線を設定する必要
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があること、また、緊急時には水や電気の
供給が無い場所であっても消毒ポイントを
設営する可能性のあることが示唆された。
今後も協定締結先とは資機材の保有状況等
を相互に確認し、万が一の発生に備えた準
備体制づくりが重要と考えられた。

566.サルモネラ検査における課題と取り組
み：東京都東京都家保 林朋弘、齋藤秀一

平成28年6～7月「鶏卵のサルモネラ総合
対策指針」（指針）に則り、6戸29検体中A
およびB農場の環境ダスト各1検体ずつでサ
ルモネラ陽性。A農場の検体はSalmonella
Typhimuriumと判定されたが、B農場の検体
はO9群血清のみでH型別での凝集が見られ
ず、Salmonella Gallinarumが疑われた。そ
こで分離菌についてPCRおよび同定キット等
による検査を追加した結果、B農場の検体は
Citrobacterと判明しサルモネラを否定。検
査の過程においてB農場の各検体はXLT4寒天
培地（XLT4）で菌の遊走が多数認められた
こと、A農場の検体がXLT4・クロモアガーサ
ルモネラ寒天培地（クロモＳ）双方で陽性
であったのに対して、B農場の検体はクロモ
Sのみが陽性であったこと、Citrobacter等
の一部腸内細菌はサルモネラ免疫血清凝集
する場合があることから、本事例のB農場の
検体も非特異反応によるものと判断。早急
な血清型判定は重要であるが指針に則った
だけでは判定に迷う場合があるため、判定
に疑問を抱いた際の追加試験の実施等を含
めた手順書を作成した。

567.獣医療法に基づく届出についての一相
談事例：神奈川県県央家保 石原深雪、吉
田昌司

当所だけでは対応が難しい相談の一事例
として、米軍基地内の動物病院に勤務する
獣医師からの相談について報告。相談内容
は、米軍基地内において、米軍を開設者と
し、日本の獣医師免許を持つ獣医師を管理
者として開設する診療施設の届出を、当所
が受理することは可能かというものであっ
た。この事例では、当該施設に、届出の根
拠となる獣医療法が適用されるかどうかが
焦点。当所では、米軍基地内で公務として
診療を行う動物病院については、日米地位
協定等関係法令に鑑み診療施設の届出は不
要であるが、届出を受理することは可能で
ある旨、農林水産省の指導の下、相談者に
回答。更に、その場合には獣医療法に従う
ものとみなされ、獣医療法を遵守する必要
があることを伝えた。なお、最終的に開設
届の提出はなされなかった。本件では他機
関と調整の上、根拠を明確にして回答した
ことで相談者から理解を得ることができた。

568.横浜市の畜舎巡回における家畜保健衛
生所の役割：神奈川県県央家保 渡邉久美
子、吉田昌司

横浜市では平成20年から市内畜産農家全
戸を対象に、農家の要望把握と家畜防疫対

策、畜舎環境対策等を目的とし、市、農協、
県（農政事務所、普及、家保）の5機関合同
で畜舎巡回を実施。暑熱対策や排泄物処理
問題等に連携して取り組んできたが、平成2
3年の家畜伝染病予防法の改正による飼養衛
生管理基準（基準）の大幅な変更を受け、
基準遵守を重点事項として指導。家保は畜
舎等の衛生管理対策を中心に、パンフレッ
トや来場者記録表の作成・配布等で繰り返
し指導、飼料安全法や伝染病発生状況等の
情報提供を実施。市は巡回調整と支援、農
協は営農支援、農政事務所は家畜排せつ物
法関連、普及は飼養技術支援を担当。5機関
が連携し農家の現状に合わせた支援と情報
提供を実施し、排泄物の適切な処理、基準
項目の「衛生管理区域への病原体の持込み
の防止」、「衛生管理区域の衛生状態の確保」
の遵守状況が向上。今後も関係機関と連携
し畜産農家への支援を継続。

569.家畜保健衛生所からの情報発信の充実
：神奈川県湘南家保 後藤佐知子、福岡静
男

当所は、平成21年4月、新体制後、畜産の
理解醸成を目的として、企画指導課を中心
に様々な広報業務を実施してきたが、ホー
ムページ（以下、HP）等を活用した情報発
信力を高めることが課題。そこで、従来の
取り組みに加え、学生実習等を通しての管
内畜産や家保業務への理解醸成、また、HP
の活用による管内畜産の情報提供に取り組
み、より一層の情報発信に努めた。具体的
には、1 食育出前授業を家保の職場訪問と
して実施し、見学を通して畜産や家保業務
に理解を深める、2 学生の意見や実施した
アンケート等を今後の学生実習に活用、3
当所HPを充実し、管内畜産農家の仕事ぶり
を写真等でわかりやすく紹介。結果、地域
の畜産農家の存在及び畜産農家と共に歩む
家保の存在、さらに、安全安心な畜産物の
生産に努力する畜産農家の姿など知ること
ができたとの反響。「県民の畜産への理解
醸成」は生産者の努力のみならず、行政が
担うべき重要な役割で、今後も家保からの
情報発信を強化。

570.管内で成果を上げた環境苦情防止の取
組と類似事例への活用の試み：山梨県西部
家保 深澤映生、岸田諭俊

県内有数の養豚農家は頻繁に悪臭苦情が
市役所に寄せられ、家保は継続指導を実施。
苦情区域が広く情報共有の仕組みが無く、
経営主が市外居住者でもあり根本解決が難
しかった。市役所の相談を受け家保が主体
に苦情対応の仕組みを作り平成24年「臭い
ホットライン」を立ち上げた。農家と住民、
行政が連携し悪臭苦情を解決する取組で、
各区長を住民の苦情申出窓口とし、対応の
流れを一本化、結果は区長が速やかに区域
内で情報共有。家保は苦情原因の究明と一
般的な健康管理、清掃消毒、適正な堆肥化
等指導。農場視察はチェック機能と農場の
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対策を情報発信する役割。苦情対応情報共
有と農場視察が住民の不安感を払拭。平成2
6、27年PED発生、農場視察が行えず取組の
危惧も、家保の提案で情報交換会開催。意
見交換で意思の疎通が図られ区長から悪臭
改善との評価。類似課題を抱える他市町に
本事例の活用を試みており、今後、各地域
の実情に合った取組に再構築し的確な環境
指導を行う。

571.信州産畜産物のブランド価値を高める
家畜保健衛生所の役割：長野県松本家保
照井千穂

長野県では腸管出血性大腸菌Ｏ157や牛海
綿状脳症の問題を契機に、安心シール、信
州あんしん農産物によるトレーサビリティ
システムおよび人獣共通感染症対策を推進。
これら施策をベースとするブランド畜産物
のマーケティング戦略にも着手し、家畜保
健衛生所(以下家保)では飼養衛生管理状況
の確認、人獣共通感染症検査を担当。一方、
口蹄疫、高病原性鳥インフルエンザの国内
での発生を受け、平成23年に家畜伝染病予
防法が改正。生産者による衛生管理の徹底、
生産履歴の記帳等が義務付けられ、県の施
策と重複することとなったことから、家保
が今後担う役割について検討。一般的な疾
病予防や人獣共通感染症対策は飼養衛生管
理基準の遵守、農場HACCPの導入により農家
自身がコントロールし、家保は重要伝染病
のリスクマネジメント、農家が実施する衛
生管理への支援、更にゲノミック評価等に
よる改良推進や競争力強化など指導システ
ムの再構築による原点回帰が重要であると
考察。

572.農場HACCP導入への家畜保健衛生所の取
り組み：三重県中央家保 加藤めぐみ、平
塚恵子

平成26年度から「農場HACCP認証農場育成
支援事業」を活用し、農場HACCP認証取得を
目指す管内養豚・養鶏各1農場を支援。その
他、家保単独の取組として管内肉牛1農場を
支援。養豚農場は、種豚530頭の一貫経営、
管理獣医師を中心にHACCP認証を目指す。養
鶏農家では系列3農場合同で、メーカー専属
獣医師を中心に推進農場からHACCP認証取得
を目指す。肉牛農家は肥育牛1400頭、従業
員が指導員となりHACCP認証を6月に取得。
家保はそれぞれ農家の取組方に応じて会議
（豚11回、鶏21回、牛7回,11月末現在）に
出席し、HACCP関連文書整備、飼養衛生管理
基準の遵守状況を確認。養豚・養鶏で生産
性阻害要因調査、養豚で安全衛生指導の講
義、養鶏で文章整備打ち合わせ会議の開催、
肉牛農家で従事者の教育・訓練を実施。今
回の取組から、認証取得には農場経営者及
びHACCPリーダーのモチベーション維持が必
須で、継続には関係機関の長期的な支援が
重要と実感。今後も各農場にあった支援を
継続したい。

573.家畜伝染病の正しい知識の普及に向け
た体験イベントの取組：京都府中丹家保
渡部展彰、岩間小松

当所では、高病原性鳥インフルエンザ府
内発生時の風評被害を踏まえ、家畜伝染病
に対する正しい知識の普及を目的に、平成2
0年度から一般府民を対象にした体験イベン
トを継続実施。内容は家保の業務紹介、獣
医師の仕事体験、食育の取組で構成。今年
度の新たな試みとして、①報道機関へのプ
レス前に府発行の地域広報誌に掲載、②小
学生親子が体験学習等に専念できるよう、
保育ルームを設置。今年度は21組50名の小
学生親子が参加。プレスオープンから1.5日
で定員を確保。テレビ局等5社の報道により、
参加者以外にもイベント内容を広く発信。
参加者アンケート調査では、家保業務に対
する理解が得られ全員がイベント継続を支
持。児童たちは鶏の心音聴診やバター作り
等初めての体験に興味をもち、将来家保で
働きたいとの回答も得た。今後も「府民に
開かれた職場」として、地域住民からの理
解のもと、体験イベントを継続し、風評被
害対策と正しい知識の普及に取組む。

574.「京のこだわり畜産物生産農場」の登
録推進による農場衛生管理レベルの向上
：京都府南丹家保 塚本智子、極山太

【はじめに】京都府は、安心で安全な畜
産物生産に取組む農場を「京のこだわり畜
産物生産農場」として登録。【登録実績】
管内の登録戸数は21戸（乳用牛3戸、肉用牛
11戸、豚1戸、採卵鶏5戸、肉用鶏1戸）で、
府内(40戸)の約半数。登録率は管内頭羽数
ベースで、採卵鶏(95.7％)、肉用牛(87.2
％)。こだわりの飼育方法で、畜舎環境の快
適さ、環境美化、6次化等の独自性。【衛生
指導】推進農場の飼養衛生管理基準、記録
方法、衛生管理プログラム改善等について、
延べ73回の重点指導を実施。【結果】飲水
消毒や医薬品記録の改善、来場者記録保管
箱設置等、合計18戸(66.7％)で改善確認。
肉用鶏１戸では、鶏舎内アンモニア濃度測
定と適切な換気の実践により死亡率低下。
【まとめ】登録に係る頻回指導で対話を重
ね信頼関係を構築し、農場の意識改革を図
ることで、衛生レベル向上等の成果が得ら
れた。今後も登録戸数を増やし、安心で安
全な畜産物生産を指導し、畜産振興を推進
することとする。

575.飼育動物診療施設における法令遵守等
意識向上への取組み：兵庫県姫路家保 大
田秀樹、嶋田雅之

近年法令違反等による獣医師の行政処分
が増加し、本県でも法律への抵触事案等が
発生。そこで管内獣医師に対して立入指導
や講習会等を通じた指導を実施。施設の概
要は管内536診療施設のうち490施設が小動
物対象、さらに全体の397施設が阪神地域に
集中。年間20数カ所程度立入を実施。過去
５年間では獣医師法及び獣医療法違反、麻
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向法違反等が発生。他に40件程度の苦情や、
情報提供があった。立入検査時には獣医療
法に基づく内容確認及び聞取り調査を実施。
また獣医事講習会では、獣医師関係法令、
動物医薬品及び医療用麻薬の適正使用と管
理に関する順守等の説明を実施。講習会に
あっては、地域別や支部別での追加開催希
望があり、法令順守への関心の高さが窺わ
れた。今後も立入指導や講習会開催を通じ、
法令順守指導を継続実施。また飼育動物診
療施設の獣医師等が関与する係争事案には
調停等の体制整備が必要。

576.家畜保健衛生所検査の信頼性向上を目
指した取組み：兵庫県朝来家保 鈴木雅和、
木伏雅彦

畜産物の安全性確保の観点から、家保の
検査信頼性を保証し、検査結果を検証する
体制が必要。また、検査も年々高度化して
おり、職員の検査技術を確保し、高度な検
査精度を維持することも重要。そこで、Ｇ
ＬＰの考え方に基づいた検査体制を取り入
れ、検査実施標準作業手順書（ＳＯＰ）を
策定。ＳＯＰは複数の検査実務者で作成・
検討し、具体的な作業、検査実施記録や結
果の記録方法を規定。従来、検査実施者ご
とに用意されていたプロトコルを統一。Ｓ
ＯＰは、検査部門責任者が承認後、検査室
に配置し、検査実施前に必ず確認。結果、
検査水準を高位平準化でき、再検査が0件と
なった。新規職員も最小限のトレーニング
で検査が実施でき、技術も効率的に伝達。
検査結果も詳細に検証可能になった。今後、
内部精度管理体制の策定や信頼性確保部門
の設置に取組み、検査を客観的に検証でき
るシステムを構築し、より信頼性の高い検
査体制を目指す。

577.畜種別の飼養衛生管理基準遵守状況：
徳島県西部家保 出口達也、富久章子

今回、飼養衛生管理基準立入調査の結果
を取りまとめ、今後の衛生指導に反映させ
るため、調査状況をH25年からH27年までの
飼養衛生管理チェック表を用い集計した。
集計方法は、チェック表項目ごとに飼養衛
生実施済の飼養者数を算出し、畜種別にま
とめた。その結果、肉牛、乳牛、豚、肉用
鶏、採卵鶏の飼養衛生改善率はそれぞれ24%、
8%、3%、5%、7%で、肉牛の改善率が高い傾
向。当所が行った指導の結果、肉用鶏では
各鶏舎への踏み込み消毒槽、長靴の設置や
乳牛では防虫ネットの設置等が推進された。
一方、肉牛、乳牛は鶏に比べ、立入者の消
毒の実施や衛生管理区域専用の衣服・靴の
着用などの項目の実施率が低い傾向。要因
として、数年ごとに発生のあるHPAIに対し、
長期間国内での口蹄疫発生事例がないこと
などによる衛生管理意識の低下を推察。今
後の課題としては、個々の農家の営農状況
にあわせ、より密接な指導を行い、優先的
な項目から実施してもらうことである。

578.県内農業高校の飼養衛生管理基準遵守
指導：長崎県県北家保 千木良夏美、平井
良夫

農業高校は畜産の担い手育成に重要な場
所である反面、視察研修受入や移動動物展
示等、一般畜産農場と比較し疾病侵入リス
クが高く、飼養衛生管理徹底が必要。県内
農業高校4校の畜産担当教員向けに講習会を
実施するとともに、管内の1校に立入し、飼
養衛生管理基準遵守強化指導を実施。講習
会では口蹄疫、鳥インフルエンザ、豚コレ
ラ等家畜伝染病の病態や発生状況、家畜伝
染病予防法に基づき県・国が実施する飼養
衛生管理基準指導や水際防疫等を解説。ま
た、衛生管理区域設定、出入り制限の事例
紹介、畜舎毎の消毒槽設置や畜産関係者等
外来者出入りの記録、動物展示実施時の注
意点等を重点的に説明。受講者から「発生
地からの渡航者数」、「畜産振興と観光振興
のバランスに対する懸念」等質問や、農家
向け講習会への参加要望あり。管内1校の農
場立入指導では、消石灰帯、立入禁止看板
の設置による準衛生管理区域を設定し関係
者以外へ農場境界を明確に周知、外部立入
予定前の疾病発生情報確認を依頼。随時情
報共有を図りながら指導を継続、地域防疫
体制の充実に努力。

579.宮古地域一丸となった家畜防疫衛生対
策向上への取組：沖縄県宮古家保 筧麻友、
砂川尚哉

宮古地域の肉用牛繁殖農家は1000戸近く
あり、高齢・小規模・兼業農家が大半を占
めるため、情報の周知が非常に困難。近年、
近隣諸国より宮古島市へ寄港するクルーズ
船が急増し口蹄疫侵入リスクが増大したた
め、地域一丸となって家畜防疫衛生対策の
強化を図った。家畜防疫衛生対策の周知・
指導を徹底するため、関係機関での連携体
制を新たに整備し、地域を網羅した効率的
な取組を実施。家畜セリ市等で設置した衛
生指導ブースや各地で開催した勉強会にて、
定期報告書の周知や農場防疫対策の説明を
行い、全農家に家畜防疫対策を啓発。また、
消石灰の消毒指導と農場一斉消毒を実施し、
農場防疫対策の強化を図った。一連の取組
の結果、地域の関係機関および畜産農家の
家畜防疫衛生対策に関する意識が向上し、
車両消毒帯・踏み込み消毒槽の設置が増加
した。また、指定港要請活動を迅速に行い、
平良港の指定港化が活動開始から1年以内で
実現し水際防疫の強化につながった。

Ⅷ―５ 畜産技術

580.煙霧機を活用した地域での衛生対策の
推進：長野県飯田家保 麻植香菜子

地域自衛防疫組織が畜舎の環境消毒等を
目的に煙霧機を導入、本機を活用した衛生
対策を共同で推進。生産者や関係者に対し
広報や実演会で機械の特性や活用方法を紹
介。酪農協や農場個別での害虫防除、オー
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ルアウト後の鶏舎消毒などに幅広く活用。
そこで煙霧機による利用効果を調査。殺虫
効果はハエ対策に利用した酪農場において
ピレスロイド系殺虫剤の煙霧前後における
粘着シートでの捕虫数等で比較。閉窓した
畜舎での囲い込み煙霧殺虫でハエが減少。
また、逆性石鹸剤と酸化消毒剤を用いた実
験室内での殺菌効果や養豚舎と空鶏舎での
薬剤の拡散性･殺菌効果･効果的な使用方法
を調査。リトマス試験紙の呈色変化で拡散
性を確認。殺菌性は逆性石鹸剤で空中落下
細菌が減少したが平板寒天培地塗抹菌への
効果は認めず。酸化消毒剤では両指標とも
減少。煙霧機からの距離や舎内環境も殺菌
性に影響と考察。煙霧機の利用は使用条件
と薬剤を適切に選定することで効率的な実
施が可能。

581.消毒薬が環境に及ぼす影響と対策（最
終報）－消毒薬の毒性はこう減らす－：鳥
取県倉吉家保 山崎浩一

家畜防疫用消毒薬のうち、塩化ジデシル
ジメチルアンモニウム（DDAC）の魚毒性の
弱毒化を中心に検証。DDAC10％製剤を放流
する場合、目安として、最終希釈倍率が10
万倍希釈以上（DDACとして1.0ppm以下）で
あれば魚類への致死性は顕著ではないと推
察。中和については、陽イオン界面活性剤
であるDDACに対して、陰イオン界面活性剤
の混合による中和を試みたが、供試した製
剤では弱毒化に至らなかった。吸着除去す
る方法では、高吸水性ポリマー吸着材、粒
状ゼオライト、粒状ベントナイトを比較。
ゼオライトがDDACの吸着性に優れており、
再利用の可能性も高いと推察。高吸水性ポ
リマーは吸水性に富むが、乾燥しにくく再
利用は現実的ではないと判断。DDACの弱毒
化の評価としては、ゼオライトによる吸着
除去が最も効果的で、経済性、再利用性に
おいて供試した他の物質よりもメリットが
あり、魚毒性の弱毒化以外の影響低減も期
待できることから、今後の備蓄資材として
有用と考察。

582.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（第2報）：愛媛県東予
家保 渡部礼、難波江祐介

管内のT堆肥センターに対して近隣住民か
ら悪臭苦情が寄せられたため、平成27年度
から関係機関が連携し悪臭低減対策に取り
組んでいる。初年度は、消臭効果、経済性
及び利便性に優れる香料消臭剤を決定し対
策を実施。平成28年2月の第1回住民説明会
で効果を説明。住民は、現場での消臭対策
による効果は理解するが、夜間休日職員が
不在の場合の対策が不十分との意見。その
ため、今年度より24時間対応可能な消臭剤
自動散布装置の設置を検討し、さらに畜産
農家に臭気を低減させるため畜糞を水分調
整するよう要請。結果、消臭効果が上昇。
同年10月に第2回住民説明会を開催。住民か
らは消臭効果は認めるも、もっと改善して

ほしいとの要望があり、より効果的な消臭
剤の散布時間及び散布回数を検討。11月に
常時開放状態であった施設にカーテンを設
置し、さらなる改善効果が認められたので、
最終の住民説明会を開催予定。

583.小型トラクターに対応したトウモロコ
シ不耕起播種機での栽培試験：愛媛県畜産
研究センター 三好大介、若田雄吾

狭小かつ分散した中山間地飼料畑でのト
ウモロコシ栽培の省力化を図るため、農研
機構が試作した30馬力程度の小型トラクタ
ー作業に適した不耕起対応トウモロコシ播
種機での栽培試験を、6県共同で3年間行っ
た。その結果、前作の収穫残さや雑草が少
ない圃場で行うこと、播種深度5cmを確保す
ることの播種条件で、慣行栽培と同等の出
芽率、収量が得られ、播種に作業時間の6割
削減が可能。よって本県では、トウモロコ
シ二期作栽培で作業が集中する、一期目収
穫作業から二期目播種作業の間で導入効果
が高く、当研究センター近隣酪農家圃場の
二期作目トウモロコシ栽培で現地実証展示
を行い、出芽率97％、乾物重1,290kg/10aを
得た。またトウモロコシとソルゴーの混播
試験でも出芽率91％、乾物重1,900kg/10a（1
期目）との結果を得た。

584.畜産排水、その改善の取組み－カギはS
V24hrと透視度の把握にあり－：沖縄県中央
家保 比嘉喜政、仲村圭子

排水処理施設を有する14戸の養豚農家に
対して、水質等の調査結果に基づく管理指
導を実施。14戸の飼養規模は、肥育豚換算
で400頭～1,920頭。1日当たり汚水処理量は
5ｔ～30ｔ。うち4戸は、月1回の頻度で重点
指導を実施。調査項目は、曝気槽6項目（水
面の色、泡の状態、泡の量、水温、SV30、S
V24hr）放流水7項目（透視度、pH、溶存酸
素、COD、ｱﾝﾓﾆｱ性窒素、亜硝酸性窒素、硝
酸性窒素）。14戸の農家の1回目の調査結果
から、SV24hrが20%から40%の範囲の農家は5
戸で、活性汚泥濃度を適切に保つことの重
要性が理解されていないことが判明。透視
度は、15cm以上は3戸しかなく、11戸は改善
が必要であった。硝酸性窒素等は、一般排
水基準100mg/l以下は3戸のみで、現状のま
までは大変厳しい状況にあった。重点指導
を実施した4戸の農家については、SV24hrを
適切な範囲で管理できるようになった。ま
た、硝酸性窒素等を一般排水基準を満たす
ところまで改善させることができた。

Ⅷ―６ その他

585.防疫演習「やぐら鶴
Ⓡ
」を活用した地

域連携強化～社会的スキル尺度KiSS-18を用
いた検証～：北海道十勝家保 藤井誠一、
榊原伸一

緊急時の防疫対応に備えた地域連携強化
のため、防疫演習の一環としてワークショ
ップ「やぐら鶴

Ⓡ
」を実施。アンケート及
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び社会的スキル尺度KiSS-18調査票（調査票）
の分析結果から効果を検証。アンケートか
ら、緊急時には、円滑で正確な情報の共有、
冷静かつ効率の良い作業等が必要で、本演
習によりこれらのスキル向上が期待できる
と参加者は実感。調査票から、対人関係を
円滑に運ぶためのスキルを数値化した社会
的スキル得点を算出し、実施前後をWilcoxo
nの符号付順位和検定により比較。参加者全
体の平均得点は有意に上昇。特に実施前50
点以下の参加者、40歳以上の参加者で平均
得点は有意に上昇。また、調査票18項目別
では、関係性形成に関連する全４項目の平
均得点がより有意に上昇。緊急時に必要な
スキルの向上を確認。従来の机上・実践型
演習に加えて「やぐら鶴

Ⓡ
」を実施するこ

とは、地域連携強化に効果的かつ実践的で
あることを認識。

586.上北地域の特性を活かした獣医師確保
対策：青森県十和田家保 八重樫恵嗣、佐
藤馨

管内は県内最大の畜産地域であり、獣医
系大学（大学）が所在し、従前より大学生
の実習受入等の獣医師確保対策を継続。H21、
22年度には生産現場や関連施設の視察・研
修など地域独自の事業で大学との連携を強
化。高校生対策はH22年度、中学生対策はH2
4年度から開始。大学生は家畜保健衛生所の
業務体験、高校生は実習で公務員獣医師の
紹介、中学生は獣医師の仕事を紹介し、世
代ごとに応じた連携した対策を実施。今年
度はこれまでのアンケート結果から、中学
生対策を拡大。動物愛護センターや大学と
連携し、のべ5校で動物とのふれあい体験等
を実施、情報を提供。管内に大学がある有
利性を活かし各世代に応じた内容で、実習
や情報提供した結果、公務員獣医師に対す
る理解が醸成。今後も対策を継続し、更に
獣医師のやりがいに踏込み、公務員獣医師
の魅力を伝え、地域の特性を活かした効果
的な獣医師確保対策を推進していく所存。

587.家畜保健衛生所における検査等の業務
管理要領（GLP）運用の取り組み：岩手県中
央家保 昆野雄介

記録や点検により検査の信頼性を確保す
る世界標準システムである検査等の業務管
理要領（GLP）は、医薬品検査等で運用。家
畜保健衛生所の検査について、平成28年４
月、国からヨーネ病及び鳥インフルエンザ
検査に係るGLPシステム案が提示。
当所では、平成23年度より独自に各種検査
について工程チェック表作成と記録・保存
に取組み、平成27年度に本格的システム導
入に向け牛海綿状脳症エライザ法等2検査の
GLP及び標準作業書（SOP）を作成。今回、
国が示した2疾病の検査について、当所が作
成した2疾病のシステムの考え方を踏まえた
GLP及び22項目から成るSOPを作成し、試行
を経て本年9月から全国に先駆けて運用開
始。システムに基づく記録・点検は、検査

の信頼性確保の基本と認識。平成30年度か
ら実施される国のシステム運用に向け、定
期的な見直しや提言を行ない、検査の信頼
性確保に向けた体制整備につなげたい。

588.タブレット型端末を用いた特定家畜伝
染病発生に備えた事前対応：茨城県県北家
保 木村将士、須永静二

県北地域は家畜の飼養戸数、頭羽数が多
く、特定家畜伝染病の防疫対策上重要な地
域であり、万一の発生に備えた事前準備が
重要。消毒ポイント、防疫支援センターの
選定は、市町村に依頼。消毒ポイント112か
所、防疫支援センター22か所が提出済みだ
が、選定した場所が消毒ポイント及び防疫
支援センターの具備すべき条件を満たすか、
現地確認が必須。業務効率化のため、タブ
レット型端末（タブレット）、各種アプリ
（地図及びナビゲーション、写真撮影及び
電送、エクセルファイル閲覧、航空写真上
で長さ、面積等の計測アプリ）を活用。提
出された消毒ポイント及び防疫支援センタ
ーは概ね利用可能。一部利用困難な場所は、
事前の現地確認が重要。タブレットの活用
で現地確認及び情報伝達が効率かつ迅速、
安全に行えることが判明。今後も特定家畜
伝染病発生の事前準備を進めるとともに、
タブレットを全職員が利活用できるようマ
ニュアルを改善、整備。

589.家畜疾病診断の精度管理のための標準
作業書の作成：栃木県県北家保 齊藤かお
り、萩原厚子
当所における検査精度管理体制確立のた

め、家畜疾病診断の標準作業書（SOP）を作
成。平成27年度から、県内3家保が出席する
各種会議や所内勉強会で、精度管理の講習
等を実施。「検査等の精度管理要領」を策
定し、SOPの各項目について意見交換しSOP
原案を作成・運用。その後、検査手順の検
討・確認過程で見落とされていた点や不明
確な注意事項を整理、使用説明書では不十
分な点を補足し、検査手技を統一。個々の
検査の記録様式と責任者による確認を規定。
機器の点検方法や記録様式を整備し、管理
方法を周知徹底。本取組により検査技術の
平準化が図られ、職員異動時の技術移行が
容易と期待。検査記録により検査の信頼性
の客観的検証が可能となり、検査結果に疑
義が生じた場合の原因究明を円滑に実施可
能。今後は運用開始後に生じた問題点の検
討とSOPの改定、病性鑑定検査分野ごとのSO
Pの作成、外部精度管理導入の検討、教育訓
練を重ね、更なる信頼性の向上・維持に取
り組む。

590.特定家畜伝染病発生時における消毒ポ
イントの再点検：群馬県西部家保 原田奈
美香

特定家畜伝染病発生時は農業事務所長を
本部長とした現地対策本部が立ち上げられ、
消毒ポイントの設置・運営は移動規制班で
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ある普及指導課が担当する。円滑な消毒ポ
イントの設置・運営のためには事前に現地
の詳細な情報を普及指導課に提供すると共
に、現地管理者の理解を深め協力を仰ぐ必
要がある。そこで、詳細な情報を得るため、
現地調査及び管理者との打ち合わせを行っ
た。本調査により、利用可能な期間が限ら
れていることや蛇口の形状が特殊である等
の問題点が浮上した。また、管理者の変更
に伴う事務引き継ぎの不備が明らかとなっ
た。これを受け、各々の消毒ポイントの情
報をまとめた資料を作成し、各関係者に共
有することにした。今後は毎年度当初に管
理者に確認を行い、随時資料を更新する予
定。特定家畜伝染病発生時は迅速な消毒ポ
イントの設置が求められる。リスクアセス
メントの観点から、消毒ポイントについて
も事前にリスクを把握し対策を検討してお
く必要がある。

591.管内の飼料用米利用拡大の取組：埼玉
県熊谷家保 山岸聡美、渡辺志保

県は飼料用米の生産・利用拡大を推進し、
作付面積はH28年度3,309ha、うち地域内流
通向けは452haで年々増加。利用は27戸で、
畜種別では酪農3戸、肉牛5戸、豚13戸、鶏6
戸。課題把握のための利用農家への調査で
は、飼料用米の生産は主穀農家が71%、保管
は畜産農家が93%。配合作業は機械利用が25
%で、手作業が多い。配合率は畜種を問わず
ほとんどが2割以下。問題点は、保管場所の
不足、生産者からの提供過剰による過度の
受入などが判明。この問題に対応している
Ａ養鶏場は畜産クラスター事業を活用した
飼料用米保管庫を整備。Ｂ養豚場は過剰に
収集される飼料用米を、肥育豚への配合率
を50%まで上げることにより対応し、品質も
好評。今後、地域内流通の推進のためには、
利用の少ない牛での拡大に向けたサイレー
ジ化の普及、保管設備等の整備、利用実態
量の更なる検討、関係機関のマッチング支
援が重要。

592.管内養豚農家の浄化処理施設の性能調
査と改善指導：千葉県北部家保 石原裕介、
古屋聡子

H26年度に実施した浄化処理施設の水質検
査のうち、施設の状況や外的要因が深く影
響した2例の紹介。（ア）A浄化施設は連続
式で、活性汚泥沈殿率が3～5%と極めて低く、
処理水中にアンモニア性・亜硝酸性窒素を
高濃度で検出。後の聞き取りで1カ月間ブロ
アーが停止していたと判明。酸素不足によ
る汚泥の増殖停滞、随伴して窒素化合物の
酸化処理が不十分。良質な活性汚泥を他施
設から移植するとともに、酸素供給量を増
やし汚泥の状態を回復するよう指導したが、
翌年も未改善のため継続指導中。（イ）B浄
化施設は回分式で、活性汚泥量・溶存酸素
量ともに十分であるがBOD・CODが排水基準
値を超過。検査日は１月下旬、回分式とい
うこともあり、水温は8～9℃。活性汚泥中

の微生物等の活動が低下し、夏期より浄化
に時間がかかると考えられた。回分式は気
温の影響を受けやすいため、季節に応じて
ばっ気時間を調節するよう指導。負荷の軽
減等の意識の改善がみられた。

593.病性鑑定（主に病理部門）作業の改善
取り組み：東京都東京都家保 藤森英雄

事務の効率化、コスト削減を図るため、
当初でも様々な取り組みを実施。これまで
実施してきた病性鑑定業務（主に病理部門）
に関する改善事例を紹介。①カルテ様の「病
性鑑定受付第一報」様式を作成、検体受付
時の聞き取りの徹底（未聴取項目の防止
等）、検査・対応方針の明確化、統一的な
記録としての保存が可能②病理標本作製作
業場所への家電製品（卓上照明、掃除機等）、
未使用機材（顕微鏡台、パソコン台、モニ
ター）、事務用品（ラミネートフィルム等）
の活用・応用により作業環境が改善③様々
な研修生（獣医系学生、新規採用者等）の
受入・対応の機会が増加する中、種々の研
修資料のラミネート加工による頻回利用、
実技体験（パラフィンブロック作製、薄切
標本のスライドグラス貼り付け）に使う研
修専用材料の事前準備により、研修時間や
人数に対して臨機応変な病理部門研修が可
能となり、研修対応業務への負担が軽減。

594.飼育動物診療施設立入検査の実態と課
題：東京都東京都家保 三宅結子、吉崎

平成24から27年度の獣医療法第8条に基づ
く立入検査件数は計319件。届出書類に関す
る事項は、変更事項届出、獣医師免許写し
の未提出が多く、それぞれ57及び44件。構
造設備に関する事項、管理者の遵守事項、
診療簿等の作成等に関する事項は概ね遵守。
X線に関する事項は、6ヵ月毎の診療室漏え
い測定未実施113件、従事者被ばく線量測定
及び記録無し75件、定期点検未実施71件、
各種注意事項標識未掲示やX線装置使用記録
未記録も各60件以上。原因は法令の認識不
足が多い。医薬品管理は毒劇薬及び劇物の
分離保管未実施が132件と最多、次いで麻薬
・向精神薬・毒薬の施錠保管未実施が39件。
医薬品の分類を意識せずに使用していた事
例が多い。広告制限違反は35件で価格表示、
技能・療法や経歴を広告した事例があった。
対策として複数施設同時巡回による立入件
数引上げ、獣医事講習会開催、ハンドブッ
ク配布、都ホームページの掲載等を実施。

595.病理組織学的検査の標準化（東京都版）
を視野に入れた取り組み：東京都東京都家
保 藤森英雄

検査結果の信頼性確保、検査精度の向上
を目的とした精度管理事業（平成30年度開
始）の概念は、病理検査でも必要。病理標
本作製は、医療分野では主に臨床検査技師、
家畜衛生分野では担当職員で、各工程の丁
寧さが必要。標本の良否は、作製技術に左
右、病理診断への影響も懸念され、標準化
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の必要性を訴える報告書も存在。更に、家
畜衛生分野では、死後時間経過の検体も存
在。そこで、条件を変えた病理標本（①死
後の経過時間を変えた場合（死亡直後、2、
17、27時間）、②同一ブロックで薄切厚を
変えた場合（2.5、3.5、4.5、5.5μm）、③
水道水希釈の10％ホルマリン液（以下、不
良固定液）で固定）を作製し、組織像を比
較。その結果、死後経過早期に変化が観察
されたのは、腎尿細管と各種腺細胞。薄切
厚では、3～4μmが適切な印象。不良固定液
では、膨化して空胞化様の組織像が観察さ
れる部位あり。今後は、他の条件設定によ
る標本、機器の取り扱い要領の作成等によ
り標準化を推進。

596.飼育動物診療施設の獣医療法遵守への
取組み：石川県北部家保 沖尚子

これまで当所は、飼育動物診療施設（施
設）が提出する届出を基に、獣医療法の遵
守状況を確認してきたが、変更届提出の失
念事例が散見された。そこで今回、管内施
設12件を対象に現在の届出事項及び施設管
理状況を確認し、それに応じた改善指導を
実施。結果、変更届の未提出は6件、その全
てから変更届が提出された。施設管理状況
は伝染性疾病感染防止設備2件、X線診療室5
件、X線装置3件、フィルムバッジ3件に不備
がみられ、動物用医薬品の施錠管理不備は3
件であった。その後X線診療室2件、X線装置
1件、動物用医薬品1件が改善され、ワクチ
ン管理不備（6件）など未改善施設について
は指導を継続。また、X線及び薬剤耐性対策
に関する資料を手交し情報共有を図ったと
ころ、X線装置に関する勉強会開催、情報提
供等の要望があった。今後は県獣医師会等
との連携強化、獣医療関連研修会の開催、
定期的な立入検査等で開設者との連携を密
にし、地域における適正な獣医療の提供に
繋げたい。

597.消毒対策を通しての農家指導への取り
組み事例：岐阜県中央家保 佐伯和紀、大
平雅史

飼養衛生管理基準を満たしている農家間
でも、衛生意識の差は大きい。更なる底上
げのためには農家が主体的な意識をもって
衛生管理を行う事が重要。消毒対策を通じ
て取り組み意欲の改善が見られた管内二農
家の事例を報告。「レギュラトリーサイエ
ンス新技術開発事業」（農林水産省事業、
現 安全な農林水産物安定供給のためのレギ
ュラトリーサイエンス研究）において家保
が行った細菌検査でSalmonella Manhattan
を分離。農家に消毒方法の改善策及び効果
の検証の実施を提案した結果、衛生意識が
向上。床のふき取り材料における大腸菌群
数も減少。もう一つの農家では、HACCP推進
業務と絡めて働きかけをした結果、意欲が
向上。今後も農家が衛生管理に対して主体
的に取り組むような継続した指導を円滑に
実施し、より良い関係を構築していくため

には、農家が興味を示す事業と絡めて提案
をすること、対話力の向上などが必要。

598.畜産農家アンケート結果から見る今後
の家畜保健衛生所への期待：静岡県東部家
保 永田利恵、田﨑常義

農家戸数が減少し畜産情勢が変化する中、
農家の現状を把握し、家畜保健衛生所(以下、
家保)が今後提供すべきサービスを検討する
ため、管内畜産農家にアンケートを実施し1
81戸(68.3%)から回答。その結果、過去1年
間に家保に相談した戸数は30戸（17％）、
疾病対策の相談先として家保は第4位にとど
まる。将来家保に要望したい業務として、
補助事業及び堆肥流通支援、担い手育成等
と回答。農家の問題点のうち労力不足の回
答数が増加。そこで、畜産業の理解と担い
手育成の試みとして、農業高校2校において
出前講座を開催。家保業務や飼養衛生管理、
畜産の魅力を紹介。講座後、家保業務への
理解度が向上するとともに、畜産に興味を
持つ学生が増加。今後、家保は情勢の変化
に応じて、畜産農家の期待に沿えるような
サービスを提供することで、更なる畜産振
興に繋がると考えた。

599.家畜伝染病診断の精度管理向上を目指
した体制づくり：静岡県中部家保 大谷利
之、松井小雪

専門性の高い精密検査を担う家畜検査課
には、より厳密な精度管理が必要。今回、
検査体制の拡充を図るべく、家畜伝染病検
査を緊急度で分類し、検査実施可能者数を
決定。重要かつ非常に緊急性が高い鳥イン
フルエンザ(AIV)-リアルタイムPCR(rPCR)等
は3名体制、検査日程が比較的調整可能な牛
ヨーネ病(JD)-rPCR、蜜蜂腐蛆病-PCR等は2
名体制とし、これら検査の技術伝達方法や
研修時期を決定。また、検査技術を平準化
して検査精度を高めるためには、標準作業
手順書(SOP)が必要と考え、SOPに記載する
内容について課内で検討し、共通項目及び
共通様式について雛形を作成。SOPには、使
用する検査機器・器具・試薬等の種類や保
管場所、検査手順チェックシート、判定方
法、検査不成立時の対応や結果の確認方法
などを記載。その雛形に基づいて、AIV-rPC
R及びJD-rPCRのSOPを作成し、運用を開始。
その他の重要疾病についても順次SOPを作成
し、課内での検査の共有及び精度管理向上
を目指す。

600.動物薬事業務の効率化を目指して：静
岡県中部家保 貞弘真行、杉山奈々美

当所では家畜衛生課職員全員が、不在に
なることも多く、動物用医薬品等の販売業
者が不意に来所した際に、家畜検査課職員
が書類を受け付ける場合もある。また、従
来、各種申請書は年度毎に保管されていた
ため、薬事監視の際、薬品管理場所等を事
前にチェックすることに時間を取られてい
た。このため、窓口対応マニュアルの作成
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及び、各種申請書等をPDF化し、店舗毎に管
理することとした。窓口対応マニュアルで
は、動物用医薬品販売業等について解説し、
申請時の受付対応、書類記入時の注意事項
等を記載。これにより、薬事担当者不在時
の対応が可能になり、薬事事務未経験者の
入門書となった。また、各種申請書等をPDF
化し、業態、店舗毎に分別することにより、
薬事監視前の事前準備の時間が短縮できた。
これらの取組みにより、業務の効率化、平
準化が図られた。今後はさらに使いやすい
マニュアルにできるように、随時更新して
いくこととする。

601.農家個別防疫対応マニュアルの整備：
滋賀県滋賀県家保 浅井素子、山中美佳

本県では、平成26年度から、家畜伝染病
の発生に備え、農家ごとに情報や防疫対応
内容を整理した農家個別防疫対応マニュア
ル(マニュアル)を整備。マニュアルは、農
家概要や農場見取図などの基本情報、農場
周辺・埋却候補地情報、殺処分方法と手順
案、制限区域内情報、消毒ポイント、防疫
作業従事者集合場所、通行制限場所で構成。
内容は、農場現地調査、農家への聞き取り
調査、家畜防疫マップ情報、地域関係機関
から得た情報をもとに作成。マニュアルは、
農家個別ファイルに保管し、県総合事務支
援システムの当所フォルダ内にもデータで
保管。地域関係機関とも情報を共有。マニ
ュアル整備により、家畜伝染病発生疑い時
の初動対応が迅速化。農家情報の一元化、
情報の適切な維持・更新により、全職員で
統一した情報の共有が可能。さらに、地域
関係機関の自主性や積極性が向上し、連携
強化が進展。今後は、農場の詳細情報を収
集し、重機動線の検討、埋却候補地の使用
可否の確認が必要。

602.住宅地に隣接する農場の環境改善対策
：和歌山県紀南家保 山本敦司、福島学

周辺の急激な宅地化でH21頃からハエ等の
環境問題が頻発し対策をとるが、H28.5に再
び苦情が発生。農場は採卵鶏12,000羽飼養
で労働力は畜主のみ。関係機関、畜主と協
議しハエ多量発生と臭気発生を問題点とし、
対策を考案。ハエ対策は鶏舎周辺の除草、
鶏糞作業線上の落下鶏糞清掃と消石灰散布、
堆肥舎へ週2回全鶏糞搬入及び羽化抑制剤(I
GR剤)散布を実施し、劇的にハエ減少。畜主
の意欲も向上。一時苦情が無くなるも、作
業量増大で畜主が体調不良に陥り作業が滞
った時、再び苦情発生。この状態ですべき
ことを除草と清掃とし優先的に実施。また
作業をチェックシートで管理し対策を継続。
臭気対策は自力で簡易消臭室設置を予定す
るも労力不足等のため県補助事業を活用、
対策を継続。地域区長から対策の成果を評
価する声があるも、住民の要求レベルは更
に上がると考えられる。対策にあたり、畜
主と信頼構築に最も注力し、不測時に対策
を見直し、対策レベルを落とさないよう配

慮が必要。

603.家畜焼却炉運転方法に関する検討：鳥
取県倉吉家保 青萩芳幸、山里比呂志

家保には家畜伝染病等の診断に供した解
剖家畜を焼却する焼却炉が設置。家畜焼却
炉では様々な大きさの乳牛、肉牛、豚、鶏
等を焼却。家畜焼却炉は温度･タイマー設定
により自動運転が可能。しかし、焼却畜種
及び焼却量は一定でないため、焼却設定に
工夫が必要。焼却設定を誤れば、焼却炉煙
突から炎、白黒煙が、また解剖家畜が完全
に焼却されず焼却終了となると異臭が起こ
り、環境問題が発生。家畜焼却炉の運転に
ついては、注意が必要なため、適切な家畜
焼却設定を検討。乳成牛1頭(体重約600kg)
は燃焼時間8時間(貯芥室設定：燃焼1(着火
(高)450℃→650℃、着火(低)500℃→700℃)
2時間、燃焼3(着火(高)850℃、着火(低)900
℃)6時間)で完全に焼却。この設定を基本と
して、畜種及び焼却量に応じて焼却温度及
び温度設定を変更。特に肉牛焼却は異常燃
焼が発生しやすく、焼却時に注意が必要。

604.これからの畜産のあり方についての一
私見：徳島県西部家保 阿部敏晃

我が国畜産の増頭・大規模化は、飼料の
大部分を輸入で賄う事が前提であり、米国
等大規模農業国の生産に依存するところ大。
しかしそれは、窒素循環の国際間の偏りや
水の大量消費を伴うものであり、我が国畜
産業は、国内外ともに環境に過大な負荷を
かけることで成立しているのが実態。また、
畜産業も拠ってきたところの資本主義経済
システムは終焉の時を迎え、これまでと同
様の利潤追求は、即社会の荒廃と資源の浪
費に直結。TPP（環太平洋経済連携協定）も、
相手の事を考慮しない飽くなき利潤追求の
流れの中で出たもの。成長の見込めないこ
れからは、慎ましく、穏やかに生きる必要
があり、畜産業も、過剰な育種改良や生産
性追求を再考し、家畜の福祉にも配慮しな
がら、経済的効率から離れたところで生産
を行うべき。農業、畜産業は、国民の食料
確保以外にも、環境・景観保全、防災等多
機能を担う大事な産業であり、極力自給の
努力をするとともに、所得補償も考えるべ
き。

605.関係機関との連携による口蹄疫発生に
備えた埋却候補地調査：佐賀県中部家保
田岸荘一郎

殺処分家畜の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チー
ムを編成。候補地の立地条件、進入路の状
況、埋却作業に必要な重機及び車両の大き
さなどについて、管内の牛飼養農家14農場
を対象に調査。調査の結果、農場や埋却候
補地の周囲に集落があり住民説明会は必須。
また、低平地の水田地帯4農場では湧水の可
能性があり、盛土方式による埋却や新候補
地の選定が必要。県境に立地する1農場、隣
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県に候補地を有する1農場では、隣県と調整
が必要。別の1農場は、埋蔵文化財指定地域
で試掘の必要性あり。その他、車両等の進
入路にスリップ対策、道幅の狭窄による重
機の自走の必要性を確認。口蹄疫発生時の
防疫措置を迅速に進めるうえで、事前調査
は極めて重要。今回の調査で地域毎、農場
毎の問題が明らかとなり、特に湧水の問題
がある地域では、埋却可能な公有地を確保
することが必要。今後、建設業協会、関係
機関の協力を得て、継続して同様な調査を
進めたい。

606.バーコードを活用した家畜伝染病防疫
資材の迅速検索と在庫管理の取組み：長崎
県五島家保 盛脇義弘、溝口泰正

迅速な初動防疫対応が必須である家畜伝
染病発生時に、管理者以外でも備蓄資材の
検索を容易にし、かつ、平時には適正な在
庫管理を行なうことができる、バーコード
を活用したシステムを構築。資材情報をバ
ーコード化し、バーコードリーダーで読み
取ると、資材倉庫内の保管場所をパソコン
画面で視覚的に確認できる資材検索フォー
ムを作成。誰でも迅速な必要資材の検索が
可能となり、資材搬出にかかる時間は約22%
短縮。資材在庫リスト、出入庫管理フォー
ムおよび出納履歴で構成される資材管理シ
ステムによる出入庫処理を行なうことで、
在庫数の更新および出入庫履歴の記録が同
時に可能となり、適正な管理が容易となっ
た。使用期限が半年を切っている資材は、
資材在庫リストの該当箇所の色が変わり、
さらに、システム立上げ時に警告メッセー
ジが表示されるように設定したことで、使
用期限切れ間近の資材が視覚的に確認でき、
更新計画の作成が容易となった。

607.口蹄疫の発生に備えた牛及び豚の県内
最大規模農場における初動防疫シミュレー
ション：熊本県阿蘇家保 成富英規、小池
康司

管内の県内最大の牛農場（肥育牛6,000頭）
と豚農場（一貫経営、16,000頭）に対し、
関係機関と現地調査、検討会を行い、実効
性のある初動防疫シミュレーションを実施。
牛農場では、埋却地への道路が未舗装のた
め、輸送道路整備班を設定。牛は鼻環や頭
絡、保定設備の無い群飼養で、捕獲・保定
が難しく、熟練者が必要なため動員者の選
定や牛房可動柵を利用した保定方法を検討。
豚農場では、繁殖豚は電殺、他は炭酸ガス
殺を想定。作業を効率的に行うために出荷
用ケージや重機の手配、作業場所の整備を
検討。試算の結果、牛農場では殺処分完了
に6日、防疫措置完了に11日、延べ動員者は
7,104人必要。豚農場では同3日、9日、5,96
8人必要。獣医師及び保定者が不足するため、
2日目以降は県外動員が必須。現在、県内全
養豚場を調査し、農場毎の初動防疫シミュ
レーションの作成に着手。全家保での大規
模農場口蹄疫初動防疫研修会を実施し、情

報の共有、危機管理体制の向上を図った。

608.特定家畜伝染病発生に備えた備蓄防疫
資材の管理・積込方法の改善：大分県宇佐
家保 澤野貴之、長岡健朗

迅速な初動防疫のため防疫資材の管理・
積込み法を改善。6か所に分散した資材保管
場所を新たに借用した1か所を含む2か所の
倉庫に集約。一方、高温劣化のおそれがあ
る資材は空調可能な室内に、定期メンテが
必要な機械類は別倉庫に保管。防疫資材は
プラスチックパレット上に積載し、パレッ
ト毎に管理。パレットからトラック荷台へ
の積込み法を検討。一般資材はフォークリ
フトで荷台の高さに持ち上げ、人力で資材
のみ荷台上に載せ、消石灰等の重量物はパ
レットのまま積み込むのが効率的。管理用E
xcelシートを新規作成。資材情報はパレッ
ト毎に入力し、連動した在庫管理シートで
集計。棚卸し作業が効率化。また、連動し
たシートで搬送先・更新期・用途の記載さ
れたラベルを自動印刷し、ラベル作成の効
率化と転記ミスを防止。ラベルはカラー印
刷により搬送先や更新期限を色分けし、誤
認を未然防止。特定家畜伝染病発生時の迅
速な初動防疫開始に有効。

609.行政機関におけるバーチャルスライド
システムの構築：宮崎県宮崎家保 橋本健
二郎

バーチャルスライドシステムとは、スラ
イドグラスで作成される病理組織標本をデ
ジタル化し、パソコン等の端末上において
光学顕微鏡での作業を再現できるようにし
たデータ・システムのこと。県職員獣医師
の業務においては、大人数あるいは離れた
出先機関間でのディスカッション等に応用
可能だが、このようなシステムは使われて
いない。今回、既存の機器やフリーソフト、
ファイル共有システムを用いてバーチャル
スライドシステムの構築を試みた。その結
果、殆ど費用をかけずに病理組織標本の電
子データ化が可能であったが、写真撮影に
かかる時間と労力が大きくなり、迅速な診
断を行う際のディスカッション等への応用
は難しいと思われた。本県は全国有数の家
畜頭数を誇り、貴重な症例に遭遇する機会
も多いが、こうした症例を常時閲覧可能な
状態で保存することで、病理学担当以外の
県職員獣医師においても情報の共有化及び
病態形成に関する考察を深めることが出来
る。

610.ブラキアリアグラス栽培利用における
奨励品種との比較実証試験：沖縄県畜産研
究センター 幸喜香織、安里直和

沖縄県では、昭和51年以降、草地造成事
業によりローズグラス(Rz)を主体とした暖
地型牧草が推進。草地面積の拡大とともに
肉用牛飼養頭数も増加し、近年、7万頭前後
で推移。限られた草地面積を活用し、既存
草地規模のままで牧草増産による肉用牛増
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頭を図るため、ブラキアリアグラス新品種
候補「沖縄1号」を育成。試験1で、生育期
間による栄養収量の経時的変化を利用実績
が高いRzと比較試験を実施。結果、「沖縄1
号」はローズグラスと比較して高い乾物収
量で飼料品質の高い水準で減少傾向。試験2
で、自由採食条件下の乾草給与し、嗜好性
が高いトランスバーラ(Tr)と採食量の比較
試験を実施。結果、「沖縄1号」はTrより乾
物摂取量が高く、日増体量で高い。栄養成
分でTrより高い。2つの試験結果より、ブラ
キアリアグラスはRzより高い飼料品質を保
つ高収量。Trより高い採食量と栄養摂取量
が期待。以上より、ブラキアリアグラスの
草地面積の拡大により既存面積のままで飼
料生産コスト減と肉用牛飼養頭数の増加に
よる畜産振興が可能。


