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I 牛の衛生 
 
Ⅰ－１ ウイルス性疾病 
 
1.公共牧場における地域主体の牛白血病対
策の推進～Know How から Know Why へ～：
北海道空知家保 川島悠登、山本泰弘 

牛白血病（本病）清浄化対策（対策）指
導で従来家保は対策方法｢Know How｣を重
視。対策実施者の防疫意識継続が課題。本
病発生で入牧数が減少した管内公共牧場（M
牧場）では対策理由「Know Why」理解重視
の指導法（本法）実施。H26 年から本病勉
強会を複数回開催し本法を関係者全員に浸
透。病態等の理解をスライドを用い指導。H
27年から一部の肉牛を対象に M牧場利用者
総会で考案した分離放牧他水平感染対策開
始。下牧後も各利用者は分離飼養等の対策
継続。対策開始後も家保は勉強会で本法実
施。対策開始 3 年経過、関係者全員高い防
疫意識維持。入牧中、下牧後の水平感染防
除。対策牧区の入牧数は 3 戸 34 頭（H26）
から 5 戸 100 頭（H30）に増加。H30 年に主
体的対策継続の要因調査実施。要因に本病
と対策の理解、対策の自己決定と良い結果、
地域課題としての認識による責任感や緊張
感等が列挙。本法による実施者の防疫意識
向上、維持の有効性が示唆。 
 
2.上磯地域における 11 年間の子牛下痢・肺
炎予防対策と成果：青森県青森家保 清水
典子、児玉能法 

管内最遠隔地で獣医療の確保が困難な上
磯地域に対し、子牛の下痢・肺炎予防対策
として 11 年間、母牛への下痢 5 種混合ワク
チン等接種を普及。結果、平成 26 年度以降
接種率は 70％以上を維持。平成 30 年 4 月、
当地域 A 町の肉用牛繁殖農場 1 戸で集団下
痢が発生。牛コロナウイルス（BCV）病と診
断。下痢は他農場に拡散せず、症状は軽度
で抗菌剤の投与は実施しなかった。発生時
の早期通報、迅速な初動対応及び消毒の徹
底に加え、長年にわたるワクチン接種によ
る効果と推察。管内過去 10 年間の保存血清
を用い、24 か月齢以上の黒毛和種繁殖雌牛
235 頭の BCV 抗体価を測定。GM 値は当地域
685.5、非接種地域 199.0。当地域の子牛の
下痢・肺炎発症頭数は減少し、重症例は激
減、死亡例はなくなった。11 年間の取組に
より地域全体の衛生意識が確立し、適切な
疾病予防対策により生産性が向上。疾病発
生時の抗菌性物質に頼らない安全・安心な
肉用牛の生産体制が構築。 
 
3．3 年間の牛白血病対策の概要～失敗例か
ら陽転率ゼロまで～：青森県十和田家保 
佐藤馨、方波見将人 

平成 28 年度から 3 年間肉用牛 4 農場（A
～D）で各農場の形態・対応可能範囲にあわ
せた牛白血病対策を指導。A では人工哺乳、
防虫ネット、分離飼養を指導したが、一部

対策が未実施のため 3 頭が陽転。このこと
から、分離飼養の徹底及び殺虫剤散布を追
加し対策を強化したところ陽転率が 0％。
血統的に躊躇していた陽性牛の更新も、同
一血統の子牛を生産することで加速。一貫
経営の B は分離飼養が困難な管理体制のた
め、吸血昆虫対策を重点的に実施、陽性牛
を肥育転用することで陽性率が低下。一方、
C は人為的感染対策・分離飼養を指導した
が、吸血昆虫対策が未実施、パドックで混
合飼養。D は公共牧場で混合放牧。このた
め両農場で陽性牛が増加。以上の事例から
対策への積極的な取組が清浄化に繋がるこ
とを再認識。農家毎の対策は重要だが、線
引きが必要。また、対策の検討・改善を繰
り返すことで、長期化にも対応可能。今後
も本事例を活用し農家の実情に沿った対策
を指導していく。 

 
4.牛コロナウイルス病４事例と対応：青森
県十和田家保 松村聡子、太田智恵子 

平成 29 年 11 月～翌 2 月、管内牛４農場
（A～D）で下痢・呼吸器症状を呈した 4 事
例で病性鑑定実施。A は未経産牛が発熱・
血便、B は肉用子牛が発熱・呼吸器症状、C
は搾乳牛が乳量減少・血便、D は繁殖雌牛
と子牛が血便～下痢。症状ごとに採材し、
細菌及びウイルス学的検査実施。糞便・鼻
腔スワブから牛コロナウイルス（BCV）特異
的遺伝子検出。全農場 BCV 抗体価上昇。B
はマンヘミア等も分離したが、各事例を BC
V 病と診断。全事例で獣医師・農協は異な
り疫学的関連なし。A は共進会後、B は子牛
導入後、D は上場牛主取り後に発生し外部
からのウイルス侵入と環境変化・移動スト
レスによる発症と考察。農場には異状の早
期発見等飼養衛生管理基準の徹底、集乳順
変更を指導し、獣医師へも早期に情報提供。
生産者には農場立入時や衛生情報発行で冬
季の飼養管理を注意喚起。異なる飼養形態
での多様な発生事例に適切に対応し近隣農
場へのまん延を防止、地域全体の防疫体制
の強化に寄与。 
 
5. マルチプレックスリアルタイム PCR を
活用した牛呼吸器病ウイルス遺伝子検査の
効率化：青森県青森家保 齋藤豪、林敏展 
 牛呼吸器病ウイルス検査は、6 種類のウ
イルスについて個別に PCR（従来法）を実
施。既報の 8 種類の牛呼吸器病ウイルスを
同時に検出するマルチプレックスリアルタ
イム PCR（mrPCR 法）について、実用化を検
討。各ウイルスの陽性対照を 10 倍階段希釈
し、従来法と mrPCR 法で検出限界について
比較。過去に当該ウイルス検査依頼があっ
た 77 検体について mrPCR 法を実施し、従来
法の検査結果と比較。両法について検査時
間・費用を比較。検出限界の比較では、3
種類で 101～102 倍の違いがみられたが、各
ウイルスで少なくとも 103TCID50/ml まで検
出。検査結果は従来法と同一のほか、mrPC
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R 法でのみ検出されたものが 32 検体で、う
ち 16 検体は従来法で未検査のウイルス。C
t 値とウイルス分離、抗体価の関連性が示
唆。検査時間・費用は、従来法より 937 分
早く、1,605 円安価。mrPCR 法は従来法より
も迅速かつ低コストで広範囲に検出可能
で、当該ウイルス検査に実用可能。 
 
6．6 か月齢の黒毛和種子牛にみられた地方
病性牛白血病の１症例：青森県むつ家保 
髙𣘺優、豊澤直子 
 6 か月齢の黒毛和種雌子牛が削痩、元気
消失、両眼球突出を呈し、血液検査の結果、
白血球数 65,000個/µl、異型リンパ球 69％、
ELISA 法による牛白血病抗体検査陽性。地
方病性牛白血病（EBL）を疑い、病理解剖実
施。右心耳腫大、第一胃漿膜面及び両眼球
後部等に腫瘤形成、腸間膜リンパ節等の腫
大を確認。心臓、肝臓、肺、第一胃、眼球
等において多形性を示すリンパ球様腫瘍細
胞の浸潤・増殖を確認。腫瘍細胞は、CD79
α陽性、CD3 陰性、TdT 陰性を示し、B 細胞
由来と判明。リアルタイム PCR により EDTA
血液から 1,010.3copies/ng と多量の BLV
遺伝子を確認。以上の結果から、総合的に
判断し、本症例を EBL と診断。母牛は当該
牛分娩後に体調不良から死亡し、母牛の乳
を飲めず、人工哺乳により飼育。過去の保
存血清から母牛も抗体保有牛と判明したこ
とから、胎盤感染又は産道感染を強く示唆。
今後は高リスク牛の摘発と優先的更新指導
を強化し、子牛及び抗体陰性牛への感染防
止対策を推進。 
 
7.地方病性牛白血病清浄化に向けた発生農
場対策支援の強化：岩手県県南家保 門田
君江、古川岳大 

平成 25 年度、対策に意欲的な地方病性牛
白血病発生農場で、抗体の有無に基づく繁
殖牛分離飼育及び早期更新等による原則 5
か年度の対策支援を開始。今年度 4 月、検
証のため近年支援した 25 農場の成績を再
精査し、聞取りを実施。垂直感染した子牛
の存在が示唆され、検査・対策開始期の農
繁期との重複による対策時期の遅延を確
認。支援に子牛の本病ウイルス遺伝子検査
を加え、検査時期の前倒し（春→冬）も可
能な新スキームを作成。同遺伝子検査を実
施した 4 農場のうち、感染牛産子の人工哺
乳、約 1 か月齢での遺伝子検査及び結果に
基づく早期分離飼育を徹底した 2 農場（繁
殖 30 頭、一貫 200 頭）は、1 年目で非感染
率が増加（16.6％、17.4％）。一方、地域
的対策を望む農場主が所属する農業協同組
合は、役員、部会役員、農家の順に本病の
研修会を希望。当所は要望に応え、地域の
理解醸成に努めた。今後も本病清浄化対策
を進める上で、発生農場を取り巻く環境を
整えながら支援を継続する。 
 
8.管内一酪農場における牛ウイルス性下痢

・粘膜病の発生と対策：岩手県県南家保池
原遊人、澤田徳子 

平成 30年 5月に管内 A農場で生産された
11 か月齢の F1 子牛が、出荷先で牛ウイル
ス性下痢ウイルス（BVDV）1 型による粘膜
病（MD）で死亡。6 月に A 農場飼養牛 325
頭の病性鑑定を行い、MD 発症牛の母牛（No.
1）と育成牛（No.2）をそれぞれ BVDV1 型、
2 型による持続感染（PI）牛と診断、とう
汰。初妊で導入した両牛の母牛が、各 PI
牛を分娩し、BVDV が A 農場へ侵入と推察。
抗体検査の結果、No.1 と同居の成牛群で 1
型の平均抗体価（GM 値）737 倍、No.2 と同
居の 18～23 か月齢群で 2 型の GM 値 1,890
倍と高値。対策は、ワクチン接種と PI 牛摘
発後の新生子牛の検査。A 農場は、以前か
らワクチンを使用（3 か月齢：生、育成以
降：年 1 回不活化）。現在までに新たな PI
牛はないことから、ワクチンの使用が、自
家産子の PI 牛の発生を防いだことが示唆。
一方、新生子牛は両型で GM 値が高く、ワク
チン接種後の 6～7 か月齢で低いことが課
題。生ワクチン接種月齢を検討し、対策の
強化を図る。 
 
9．牛ウイルス性下痢ウイルスの急性感染と
持続感染の区別への抗原検出 ELISA の応用
：岩手県中央家保 五嶋祐介、八重樫岳司 

牛ウイルス性下痢ウイルス（BVDV）の持
続感染（PI）の診断は、急性感染（AI）と
の区別のため、3 週以上の間隔を空けた 2
回の検査が必要となることが課題。単回検
査による両者の区別を目的に抗原検出(Ag）
ELISA の応用を検討。ウイルス分離、遺伝
子検査及び中和試験により確認された AI
牛（4 戸 14 頭）及び PI 牛（14 戸 27 頭）の
血清（AI 牛 14 頭、PI 牛 19 頭）、尾房部の
毛根（AI 牛 4 頭、PI 牛 10 頭）及び耳片（A
I 牛 1 頭、PI 牛 10 頭）を用いて、AgELISA
の成績を比較。血清は全 33 頭陽性。PI 牛
の S-N 値は高い傾向が認められたが、一部
の AI 牛のそれは PI 牛と同様に高値。毛根
は全 14 頭陽性（毛根の免疫染色により、A
I 牛 3 頭陰性、1 頭のみ微弱陽性を確認）。
耳片は PI 牛のみが陽性。単回の AgELISA（S
-N 値を含む）において、血清及び毛根では
PI と AI の区別は困難。耳片を用いた場合
にその区別ができる可能性が残された。今
後、AI 例数を増やした検討が必要。 
 
10.牛の呼吸器病又は下痢に関連するウイ
ルス 12 種を検出する 4プレックス rRT-PCR
システムの検討：岩手県中央家保 五嶋祐
介、八重樫岳司 

牛の呼吸器病又は下痢に関連する 12 種
のウイルス遺伝子（DNA、RNA）を迅速、省
力的、低コストかつ高感度に検出可能なシ
ステムを検討。呼吸器病のウイルス 4 種（U
nit1）、呼吸器病及び下痢の両方に関連す
るウイルス 4 種（Unit2）、下痢のウイルス
4 種（Unit3）の各ユニットを作製し、呼吸
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器病検査時には Unit1 及び 2、下痢検査時
には Unit2 及び 3 を組合せて用い、ユニッ
ト毎に 4 プレックス rRT-PCR を行うシステ
ムとした。プライマー等は既報をもとに、
蛍光色素を変更して設計。感度はユニット
毎にシングルプレックスの Ct 値と比較し、
同等以上の結果が得られた。従来法（個別
の PCR、RT-PCR 等）と比較し、コストは半
分以下に抑えられ、セットアップ及びラン
時間も大幅に短縮。2017 年度の野外材料
（鼻腔スワブ 103 検体、糞便 96 検体）を用
いた検証の結果、従来法で検出されたウイ
ルスは全て検出。本システムは、ユニット
の単独使用や拡張もでき、様々な応用が期
待できる。 
 
11.統計学的解析を用いた品種差における
地方病性牛白血病診断手法の有用性の検討
：宮城県仙台家保 佐久間晶子、髙橋幸治 
 地方病性牛白血病(EBL)真症の生前診断
には、定性検査(一般症状の有無等計 4 項
目)と定量検査(異型リンパ球率、LDH 総活
性値等計 7 項目)を実施するが、各項目の真
症診断効果が不明瞭であり、診断に苦慮す
る事例が存在。また、リンパ球数や LDH 総
活性値は品種差があり、品種別診断基準値
の推定が必要。今回、黒毛和種(B 種)(100
頭[真症 44 頭、非発症 56 頭])、ホルスタイ
ン種（H 種）(65 頭[真症 39 頭、非発症 26
頭])について、ROC 解析で基準値を推定後、
検査結果の 2×2 クロス集計から、感度・特
異度、陽性・陰性尤度比を算出し、除外・
確定診断のどちらに有用性が高いか調査。
結果、H 種真症の異型リンパ球率は、非発
症より有意に低く、LDH 総活性値、LDH2+3
分画和は、非発症で品種差がみられた。ま
た、LDH2+3 分画値(基準値:B 種[1048U/L]、
H 種[601U/L])は、両除外・確定診断で高い
有用性。今後、診断基準値と効果値の活用
で、生前 EBL 真症診断精度向上が期待。 
 
12．7 種の牛呼吸器病関連病原体を検出す
るマルチプレックス RT-PCR 法の開発：山形
県中央家保 佐藤 遼太、小嶋 暢 

本県では過去 5 年間に 114 件 389 検体の
牛呼吸器病 PCR 検査を実施。病性鑑定時に
は、1 検体につき 10 種程度の牛呼吸器病関
連ウイルス・細菌の PCR 検査が必要なため、
検査に要する時間とコストが多大。そこで、
7 種の牛呼吸器病関連病原体を検出するマ
ルチプレックス RT-PCR 法（MRT-PCR）を検
討。プライマー、PCR 試薬、反応条件につ
いて検討し、4 種の病原体（牛コロナウイ
ルス、BVD ウイルス、牛鼻炎 A ウイルス、
牛 RS ウイルス）を検出するセット A と 3
種の病原体（牛パラインフルエンザウイル
ス 3 型、IBR ウイルス、Mycoplasma bovis）
を検出するセット B の MRT-PCR を開発。検
出感度は当所で従来実施していた PCR（従
来法）と比較し同等以上。また、結果が既
知の野外サンプル 46 検体を用いて特異性

を確認したところ、全サンプルで従来法と
結果が一致。MRT‐PCR の利用により、10.2
時間／回（81%）の検査時間短縮と、2,090
円／検体（55%）のコスト削減が可能。 

 
13．ロタウイルス A による搾乳牛の下痢症
：山形県置賜家保 土谷真実、馬渡隆寛 
 ロタウイルス A（RVA）は子牛の下痢症の
主要な原因の一つであるが、成牛の下痢症
への関与も指摘。平成 30 年 11 月、管内の
乳用種 21頭飼養の 1酪農家で搾乳牛 4頭が
水様性下痢、発熱、乳量減少を呈したが、
農場全体に拡がらずに終息。病性鑑定を実
施し、RVA 簡易キットで 4 頭中 3 頭陽性。
各種検査でその他の下痢症に関与する主要
なウイルス、寄生虫は未検出。本症は RVA
の関与した搾乳牛の下痢症と診断。検出さ
れた RVA の VP7 遺伝子の相同性および分子
系統学的解析により、国内既報の Tottori-
SG 株（G15）と 94％一致し同じ遺伝子型の
G15 に分類。これまでに牛の糞便から検出
された RVAの G遺伝子型は 10種類報告され
ているが、国内において G15 は搾乳牛の下
痢症からのみ検出され、搾乳牛の下痢症へ
の関与が指摘。しかしながら、搾乳牛にお
ける RVA の遺伝子型に関する報告は少な
く、今後もデータを蓄積することが必要。 
 
14.搾乳牛に発生したＢ細胞性リンパ腫の
１例：山形県置賜家保 黒田聡史 
 乳用成牛 91 頭を飼養する管内 1 酪農場
で、48 ヶ月齢の雌のホルスタイン成牛 1 頭
が、食欲不振、起立不能、左浅頚リンパ節
および左胸垂腫脹を呈し死亡、病性鑑定実
施。剖検で左胸垂皮下に 50cm×45cm の半球
状の腫瘤、胸腔内の胸部胸腺部、縦隔に腫
瘤を確認。腫瘤割面は膨隆、充実性で出血、
膿瘍、乾酪壊死を認めた。病理組織学的検
査では、左胸垂、胸部胸腺部、縦隔の腫瘤
で、大型核で細胞質の乏しいリンパ球様単
核球の腫瘍性増殖を確認、腫瘍組織は免疫
組織化学的検査で CD3（T 細胞マーカー）陰
性、CD20（B 細胞マーカー）陽性。ウイル
ス学的検査で BLV 抗体陽性、腫瘍組織の BL
V 遺伝子陰性。検査結果より腫瘍形成に BL
V は関与していないと推察し、B 細胞性リン
パ腫と診断。地方病性牛白血病との識別に
は腫瘍組織の遺伝子検査が有用と考察。 
 
15. 管内の牛白血病対策の取り組み：福島
県相双家保 橋本武、千葉正             
 近年、牛白血病対策に関心を持つ農場が
徐々に増加し、管内では平成 26 年度以降、
27 農場延べ 1，921 頭の抗体検査を実施。
結果、18 農場 324 頭が陽性。これまで 12
農場が清浄化に向けた対策に取り組み、2
農場が清浄化達成。今回、清浄化を達成し
た A 農場、対策継続中の B、C 農場の概要を
報告する。肉用繁殖 A 農場は、平成 28 年度
の検査で 21 頭中 2 頭陽性。防虫ネットの設
置、陽性牛の分離飼育及び淘汰により約 1
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年半で清浄化達成。肉用繁殖 B 農場は、平
成 27 年度の検査で 72 頭中 23 頭陽性。陽性
牛の早期淘汰は経営上困難なため、陰性牛
と陽性牛の牛舎を分け、清浄化を目指して
いる。酪農 C 農場は、平成 26 年度の検査で
51 頭中 40 頭陽性。初乳の加温処理や耳標
型忌避剤等で対策しているが、フリーバー
ン牛舎のため分離飼育できず、平成 26 から
29 年度にかけて計 23 頭が陽転し、感染拡
大が続いている状態。今後も農場の実情を
考慮した対策を指導していく。 
 
16．和牛繁殖農場における牛ウイルス性下
痢・粘膜病持続感染牛の摘発事例：福島県
中央家保 土山喜之、白田聡美 
 平成 30 年 6 月中旬、管内の 50 頭飼養の
繁殖農場で、分娩予定日より 1 週間早く生
まれ、神経症状を呈して予後不良の仔牛の
病性鑑定を実施。当該仔牛については牛ウ
イルス性下痢・粘膜病ウイルス（以下、BV
DV）の関与は否定されたが、同居する発育
不良仔牛 2頭のうち 1頭は BVDVの一過性感
染牛、他の 1 頭は持続感染牛（以下、PI 牛）
と診断。系列農場の疾病歴、妊娠牛の導入
時期、出生時期等により、県外系列農場か
ら BVDV が侵入し、本農場において妊娠牛が
感染し PI 牛となった産子との接触等によ
り一過性感染牛が発生したと推察。8 月か
ら 10 月にかけて同居牛検査を実施し、更に
1 頭の PI 牛を摘発。本事例においては、全
頭検査を行うため本病の問題性を繰り返し
説明。その結果 2 頭目の PI 牛を摘発。本病
の清浄化には、農場主が正しい知識を持つ
ことが大切であり、今後も情報共有を図り
対策・指導を実施。 
 
17．管内における子牛の成牛型及び子牛型
白血病事例：福島県県北家保 山本伸治、
原恵 

牛白血病の届出件数は年々増加してお
り、それに伴い成牛型牛白血病の若齢発症
も散見。子牛で発症した場合、病型を正確
に診断するためには、成牛型及び子牛型の
臨床症状や特徴所見を熟知しておくことが
重要。そこで、管内の子牛において発生の
あった両型の症例について比較検討。臨床
症状は成牛型で呼吸困難、泥状便、高熱、
子牛型で肺雑音及び後躯麻痺による起立不
能。病性鑑定時の共通所見として、左右対
称性の体表リンパ節腫脹、リンパ球数増加、
異形リンパ球の出現、B 細胞性リンパ腫等
を確認。相違点は、牛白血病ウイルス関与
の有無、骨髄における腫瘍細胞の有無であ
り、診断上重要。両症例とも胸腔内に腫瘍
細胞の浸潤、骨盤腔内に腫大リンパ節が認
められ、これらの病変が呼吸器症状や後躯
麻痺に関与している可能性が示唆。両症例
とも 3 日以上加療後の病鑑依頼。子牛の発
生は稀であり、畜主及び診療獣医師気づか
ないことが多いため、早期摘発には啓発必
要。 

 
18．酪農場における水平感染防止対策に重
点を置いた牛白血病清浄化の取り組み：茨
城県県北家保 荒川千夏、水野博明 

牛白血病ウイルス（BLV）を原因とする地
方病性牛白血病（EBL）の平成 28 年～30 年
の管内発生頭数は、平成 18 年～20 年の約 3
0 倍に増加。当所は、管内酪農場の BLV の
感染率を把握するため、平成 29、30 年度牛
定期検査の余剰血清を用いて、5 市町 57 戸
2,999 頭について BLV 抗体検査（ELISA）を
実施。抗体陽性率は、個体ベースで 85.4％、
農場ベースで 98.2％。平成 30 年度から管
内 5 酪農場を EBL 対策モデル農場とし対策
開始。水平感染対策として、牛舎周囲にペ
ルメトリン製剤を含む防虫ネットの設置、
噴霧器を使用した牛舎内外への殺虫剤の空
間噴霧、吸血昆虫に忌避効果のあるエプリ
ノメクチン製剤の牛体塗布を実施。対策後、
3 農場で BLV 抗体陽転牛を 1、2 頭に抑える
ことができ、対策効果ありと推定。モデル
農場で対策を継続し得られたデータを蓄積
することで、管内酪農場に対し、BLV 浸潤
状況、牛舎構造等の飼養管理状況、経営状
況に応じた着手可能な EBL 対策を提案して
いく。 
 
19．繁殖和牛農場における感染リスク分類
を活用した牛白血病対策のポイント：茨城
県県北家保 大矢祥子、鹿島悠幹 

これまでに管内黒毛和種繁殖牛について
実施した牛白血病ウイルス（BLV）抗体検査
では頭数陽性率 53％、清浄農場と農場内陽
性率 100％の農場に二極化。当所で作成し
た感染リスク分類を適用すると、抗体陽性
牛の中に高リスクから無視できるリスクま
で様々なリスクが存在。今回、感染リスク
分類を活用して対策を講じている農場の B
LV 陽転率を確認し、対策の効果と改善点を
検証。①無視できるリスクのみを飼養する
農場では、分離飼育を未実施でも水平感染
せず。②吸血昆虫が多い環境下の農場では、
感染リスクの高い順に繋ぎ替えを実施し、
陰性牛を高リスクから分離することで水平
感染の阻止に成功。③吸血昆虫の少ない環
境下の農場では、陰性牛と陽性牛を分離し
なかったものの、陰性を維持。これらの事
例から農場の環境条件、感染リスク割合、
飼養状況に応じた対策を整理し、様々な農
場に応用。今後は対策優良事例を積み重ね、
地域ぐるみで「和牛子牛の出荷時 BLV 抗体
陰性」を目指す。 
 
20．牛白血病発症抵抗性遺伝子の検索と利
活用法の検討：茨城県県北家保 鹿島悠幹、
都筑智子 

牛白血病（BL）抵抗性遺伝子の一つであ
る BoLA-DRB3*0902（0902）保有牛は、BL
のプロウイルスが増殖しにくい。H28-30 年
度に採材した和牛繁殖に供する牛（繁殖
牛）、2,072 頭（黒毛和種 2,029 頭、交雑
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種 43 頭）及び搾乳に供する牛（乳用牛）5
94 頭の 0902 保有率は繁殖牛 2.6％（53/2,
072 頭）、乳用牛 3.5％（21/594 頭）。090
2 保有牛の血統調査から、特定の黒毛和種
及びホルスタイン種の種雄牛各 1頭の 0902
保有が推察され、両牛と後継種雄牛の凍結
精液から 0902 を検索した結果、両牛とホル
スタイン種の後継種雄牛がヘテロで保有。0
902 を保有する種雄牛（保有種雄牛）後代
の 0902 保有率調査のため、繁殖牛 1,339
頭の血統を精査し保有種雄牛を父・母父・
母母父のいずれかに持つ牛の 0902 保有率
は、それぞれ 100％（7/7 頭）、88％（7/8
頭）、40％（2/5 頭）で、保有種雄牛後代
は高率に 0902 を保有。酪農場で BL 高リス
ク牛へ保有種雄牛を交配するシミュレーシ
ョンの結果、高リスク牛から感染リスクの
低い産子の生産が可能。 
 
21．牛ウイルス性下痢持続感染牛における
耳片を用いた抗原エライザの活用:茨城県
県北家保 矢口裕司、大谷芳子 

平成 30 年 10 月から IDEXX BVDV Ag エリ
ーザキット（抗原エライザ）の検体として
皮膚も承認。PI 牛（15 頭）・陰性対照牛（9
頭）の耳片及び血清について抗原エライザ
を実施。耳片は TSU ドライキット（フジタ
製薬）を用いて採取。それらに抗原エライ
ザキット付属の溶出液を添加し、一晩静置
したものを検体とした。その結果、PI 牛の
耳片はすべて陽性、陰性対照牛は陰性。PI
牛の耳片のエライザ値は血清と同等に高値
を示す傾向。耳片を材料とした場合、新生
子牛において血清とは異なり移行抗体の影
響を受けることはなく、血清が採取できな
い斃死事例においても検査が可能。現在、
野外の新生子牛や導入牛で耳片の BVD 検査
を活用中。耳片検査は採材が容易かつ効率
的で多検体処理に最適。今後、導入牛及び
その新生子牛について耳片の抗原エライザ
を活用した BVD 検査を活用することで、PI
牛の早期摘発とウイルス侵入リスク低減が
図れると期待。 
 
22．地方病性牛白血病確定診断のための検
査法の検討：茨城県県北家保 中村拓也、
大谷芳子 

現在、地方病性牛白血病（EBL）は一部の
機関を除いて、散発型牛白血病（SBL）と混
在した形で診断されているが、牛白血病ウ
イルス（BLV）の清浄化が進んでいく中で、
リンパ腫を EBL か SBL かを正確に診断する
ことは重要。今回、回顧的検索として過去
に当所において牛白血病と診断した 6 頭で
免疫組織化学的検査、B 細胞クローナリテ
ィ検査、in situ ハイブリダイゼーション
（ISH）を実施。その結果、6 頭中 1 頭を T
細胞性リンパ腫、5 頭を B 細胞性リンパ腫
と判定。B 細胞クローナリティ検査では B
細胞性リンパ腫と判定した 5 頭中 4 頭で B
細胞の腫瘍性増殖を確認し，EBL と診断。B

LV の AS1 領域をターゲットにした ISH では
B 細胞性リンパ腫と判定した 5 頭中 3 頭の
みで陽性反応が認められ，検査材料，反応
条件等の再検討の必要性を確認。今後，症
例数を増やし，これらの検査が正確な EBL
の診断に活用できるよう検討を続ける。 
 
23．子牛預託施設の牛コロナウイルス伝播
動態：栃木県県央家保 大竹祥紘、米山州
二 

県内子牛預託施設に導入された 4～6 か
月齢の乳用子牛の鼻汁及び糞便を 2016年 8
月 4 頭、12 月 10 頭、2017 年 3 月 6 頭、継
続的に採材し牛コロナウイルス(BCV)遺伝
子量を測定。8 月調査では BCV 感染は認め
ず。12 月調査では、鼻汁、糞便ともに全頭
で BCV 遺伝子検出。遺伝子量はその個体か
ら検出されはじめた時点でピークを示し、
その後漸減。糞便中の BCV 遺伝子量は鼻汁
に比べて低値。一個体から BCV 遺伝子が検
出された期間は、8 日～14 日以上に渡り、
症状消失後も BCV 排泄は継続。3 月調査で
は、1 頭のみから BCV 遺伝子を検出。遺伝
子量は 12 月調査牛と同程度。BCV の流行は
季節性が明瞭で、特に冬季で牛呼吸器病症
候群や下痢症の一因として注意が必要。症
状発現時には、ウイルス排泄量がピークを
越えている個体も多く、既に相当量のウイ
ルスが排泄されていたと推測。無症状であ
るが発症牛と同等量の BCV を排泄する個体
も存在し、BCV をまん延させる要因として
重要。 
 
24．牛白血病ウイルス感染牛の血中遺伝子
量とリンパ球数の変動：栃木県県央家保 
米山州二、大竹祥紘 

過去 8 年間に牛白血病ウイルス（BLV）の
野外感染牛から得た成績を基に、血中遺伝
子量(PVL)とリンパ球数の推移を調査。ホル
スタイン種の感染牛計 99 頭から採取した
延べ 566 検体の全血を用い、全自動血球計
数機でリンパ球数を、BLV の tax 遺伝子を
標的としたリアルタイム PCR で PVL（copie
s/10ngDNA）を測定。変動係数はリンパ球数
より PVL が高く、いずれの測定値でも感染
牛のうち、陽転牛が有意に高い傾向。陽転
牛 32 頭中 17 頭の PVL は、感染初期に著し
く上昇し、約 6 か月後までに 102 未満の低
値に下降。リンパ球数も同様に推移。感染
牛 12 頭の PVL は 102 未満を維持し、最長 1,
324 日間安定。その他の感染牛の PVL は 10
2～104 の範囲を上下するが、102 未満への下
降は 55 頭中 5 頭のみ。30 頭（30.3％）は
感染直後又は一定期間後に持続性リンパ球
増多症を発症。感染初期に PVL とリンパ球
数の変動が大きい個体が認められ、これら
の測定値を伝播リスク評価に用いる場合に
は複数回の検査を推奨。 
 
25．牛白血病ウイルス感染牛の末梢血中リ
ンパ球標本を用いた免疫組織化学的検討：
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栃木県県央家保 戸﨑香織、小島浩一 
地方病性牛白血病(EBL)を血液のみで診

断することを目的に、末梢血中の単核細胞
(PBMC)を用いて免疫組織化学的染色(IHC)
を応用した手法を検討。材料は、非発症牛
60 頭(感染牛 40 頭)及び発症疑い牛 4 頭の
全血、と畜場で牛白血病と診断された発症
牛 5 頭の心残血。PBMC を分離後、牛胎子血
清に浮遊しスライドに塗抹したリンパ球標
本を作製し、B 細胞マーカー(CD21 及び CD7
9α)、T 細胞マーカー(CD3、CD4、CD5、CD8
及び WC1)、骨髄単球系細胞マーカー(CD1
4)、細胞増殖期マーカー(Ki67)の各種抗体
を用いた IHC を実施。形態的に、非発症牛
の全頭で異常リンパ球を認めず。発症疑い
牛及び発症牛では、全頭の末梢血中に異常
リンパ球を認め、IHC で腫瘍細胞は CD3 陰
性、CD5、CD79α及び Ki-67 に陽性反応を示
した。これら 4 種の抗体を併用することで、
T 細胞、B 細胞及び腫瘍性増殖との識別が可
能。本手法は、血液のみで EBL 発症を生前
に判定する診断方法として有用。 
 
26．牛白血病ウイルス浸潤状況調査から見
えた具体的対策と取り組み：群馬県西部家
保 今井文 

牛白血病ウイルス(BLV)浸潤状況調査を
H27 年から H30 年に 6 地域 143 戸 5,937 頭
で実施。BLV 抗体陽性率は乳用牛 66.1%(3,
088/4,670 頭)、肉用牛繁殖雌牛 33.4%(423
/1,267 頭)。陽性率 70%以上の農場を高浸潤
農場とし、その割合は酪農経営 57.4%(39/6
8 戸)、乳肉複合経営 23.8%(5/21 戸)、肉用
牛繁殖経営 11.1%(6/54 戸)。このうち地方
病性牛白血病(EBL)対策に意欲のある 19 農
場で抗体陽性牛のプロウイルス量およびリ
ンパ球数を測定。高浸潤農場 5 戸のプロウ
イルス量 1万コピー/10万細胞以上の牛(高
リスク牛)の割合は 45.6%から 58.4%と高い
傾向。EBL 対策の重点をプロウイルス量と
リンパ球数に基づく抗体陽性牛の順位付け
とし、牛の並べ替えや分離飼育、後継牛の
選抜に係わる指導、分娩場所の指導等を実
施。先に取り組みを始めていた 3 農場では
抗体陽性率減少、うち 1 農場で清浄化達成。
EBL 清浄化には科学的根拠に基づく具体的
指導の継続と畜主のモチベーション維持が
重要。 
 
27．繁殖和牛農場における牛白血病清浄化
対策への一考察：群馬県利根沼田家保 藤
原宏昇 
 平成 25 年、管内町営牧場を牛白血病陰性
牧場にしたことを契機に、地域の繁殖和牛
農家で牛白血病清浄化対策を開始。8 戸に
おける平成 25 年、29 年、30 年の抗体検査
結果と、実施した対策を比較し、有効性を
検討。8 戸の抗体陽性率は 5 年で 38％(273
頭中 104 頭陽性）から 12％(307 頭中 37 頭
陽性)に減少し、3 戸が清浄化、3 戸で清浄
化が進展。器具の消毒、交換や吸血昆虫対

策は全戸で実施。子牛への哺乳方法は、完
全人工哺育 1 戸、母牛と同居による初乳の
直接給与 7 戸で、うち 4 戸は離乳まで母牛
と同居。器具の消毒や哺乳方法等の違いに
より、清浄化の進展に影響は見られず。一
方、清浄化が進んだ 6 戸では別牛舎、別牛
房、牛の並び換え等、各農場に合わせた方
法で陽性牛と陰性牛を分離。未実施農場で
は感染拡大。繁殖和牛農家では、分離飼育
を行えば、哺乳方法の変更や無理な淘汰を
行わずとも清浄化可能と考えられ、研修会
等を通して今回得られた知見を推進。 
 
28．地方病性牛白血病感染が酪農経営に及
ぼす影響：群馬県東部家保 古屋裕崇 

牛白血病ウイルス（BLV）感染による地方
病性牛白血病（EBL）の発生報告は年々増加
傾向。感染牛は生産性や繁殖成績が低下す
る報告もあるが明確な影響は不明。そこで
平成 29、30 年度の管内定期告示検査受検農
場のうち BLV抗体陽性率 50％前後の牛群検
定参加農場を 4 農場抽出。各年度 6～8 月の
3 カ月間に実施した牛群検定成績項目のう
ち BLV 抗体陽性牛・陰性牛それぞれの標準
乳量、体細胞数、分娩間隔、授精回数の平
均値を調査・分析。その結果、BLV 抗体陽
性牛は陰性牛と比べ標準乳量は減少する農
場を多く認めた。また、体細胞リニアスコ
アはオッズ比 2～4 倍と増加傾向。1 農場で
陽性牛の次産次分娩間隔の延長と授精回数
の増加を認めた。このことから、BLV 感染
牛は症状が不顕性であっても生産性に影響
していると推察。今後調査農場数を増やす
とともに管内農家への EBL 対策指導に調査
結果を活用することで清浄化意欲の向上を
目指したい。 
 
29．集送乳合理化に伴う牛ウイルス性下痢
ウイルス検査への取り組み：群馬県中部家
保 平林晴飛 

平成 30 年 4 月、集送乳合理化のため新規
クーラーステーション（CS）が設立。県内
6酪農団体の CS が 1 か所に集約。これまで、
2酪農団体が各 CSで集乳車乳を用いた牛ウ
イルス性下痢ウイルス（BVDV）の遺伝子検
査（検査）を実施。新規 CS では 261 農場の
生乳採材が可能であるため、新規 CS での B
VDV 検査を計画。新規 CS における検査実施
のためには、検査未実施であった 4 酪農団
体からの同意が必要。そこで、4 酪農団体
及び組合員に対し、牛ウイルス性下痢・粘
膜病（BVD-MD）についての研修会・説明会
等を延べ 8 回開催。全ての酪農団体から検
査への同意を得る。平成 30 年 11 月、集乳
車 82 台について検査を実施し、11 検体の
陽性を確認。PI 牛特定及び清浄化のための
検査を実施中。新規 CS での BVDV 検査は、
県内の効率的な BVD-MD 清浄化推進のため
に有効。また、研修会等の開催により BVD-
MD への理解が進み、発生予防対策に対する
意識が向上。今後も定期的な検査を継続。 
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30．肉用子牛からの牛アデノウイルス分離
事例：群馬県家衛研 茂木麻奈美 

肉用牛約 1000 頭を飼養する肥育農家で、
5 か月齢の黒毛和種子牛が呼吸器症状によ
り死亡し病性鑑定。当該牛は 4 か月齢で導
入後発症したが同居牛は無症状。導入時に
牛アデノウイルス（BAV）を含む牛 5 種混合
生ワクチンを接種。剖検で肺の多発性乾酪
壊死、第四胃幽門部周囲の潰瘍、十二指腸
から直腸における粘膜の暗赤色化、病理組
織学的検査で脾臓、肺、胆嚢、第四胃から
直腸の血管内皮細胞に好塩基性核内封入
体。細菌学的検査で肺から Mycoplasma bov
is の特異遺伝子。ウイルス学的検査で肝
臓、腎臓、心臓、肺、盲腸内容物から BAV
を分離。遺伝子解析の結果、BAV5 型に近縁、
ワクチン株との相同性は Hexon領域 77.4%、
Protease 領域 68.2％とワクチン株検出の
可能性は否定。以上より本症例を牛アデノ
ウイルス病・牛マイコプラズマ肺炎と診断。
BAV は不顕性感染が多く、発症には宿主側
の要因が関与するとされ、本症例では導入
ストレス等の複合的要因により病態が悪化
したと推察。 
 
31．千葉県の包括的な BVD-MD 対策と今後の
課題：千葉県中央家保 猪熊道仁、坂元依
子 

本県の BVD-MD の清浄度向上のため、平成
28 年度から対策を開始。検査を希望する搾
乳牛及び肉用繁殖牛農場を対象としたバル
ク乳又は 5 条検査血清を用いた検査（スク
リーニング検査）では延べ 1308 戸の検査を
実施し、3 戸が陽性。当該陽性農場では①
飼養牛の全頭検査、②新生子牛の検査、③P
I 牛のとう汰指導、④疫学関連農場の調査
を実施し、合計 23 頭の PI 牛を摘発。また、
平成 30 年に開始した家畜市場における取
引後の子牛を対象とした集約的な導入牛の
検査では 7 か月間で希望農場 10 戸、2322
頭の検査を実施し、2 頭の PI 牛を摘発。こ
れまでの PI 牛の摘発事例から、牛の移動に
より BVDV が農場内へ侵入し、まん延するこ
とを改めて確認。定期的なスクリーニング
検査と導入牛の検査は有効な対策である
が、一部の農場の理解の醸成には至ってい
ないことが課題。今後は、これらの対策を
継続しつつも啓発に一層努め、県内の清浄
度向上を目指す。 
 
32．一酪農家の EBL 清浄化までの道のり：
千葉県中央家保 坂元依子、猪熊道仁 

管内の育成放牧場のある成牛つなぎ飼養
の一酪農家で、平成 22 年度から EBL 清浄化
対策に取り組み平成 30 年度に農場清浄化
を達成。9 年間に実施した対策は一貫して
以前から推奨されている垂直感染防止と水
平感染防止が基本であり、年 2 回の全頭検
査でその有効性を検討。対策開始以降、毎
年抗体の陽転があったが、一つ一つ講じた

手段を分析検討し改善を継続。例えば「垂
直感染防止」では平成 22 年度は加温凍結初
乳給与のみだった対策を、高リスク牛の初
乳不使用、高リスク牛の後継牛をとらない
こと等も加え対策の精度を高めた。また、
水平感染防止のうち「吸血昆虫対策」では
平成 23 年度に実施したアブトラップによ
る対策を見直し、IGR 製剤散布、ペルメト
リン含有耳票装着、エプリノメクチン製剤
牛体散布、ペルメトリン含浸ネット設置等
を行い対策の精度を高めた。清浄化達成に
は畜主の諦めない気持ちと家畜診療所や家
保の継続的な支援が不可欠。 
 
33．抵抗性遺伝子を利用した EBL 対策につ
いての一考察：千葉県南部家保 篠崎康雄、
藤野晴彦 

管内で約 130頭を飼養する酪農家から EB
L 対策依頼があり、平成 27 年 2 月抗体検査
を実施。陽性率 91.9%だった。ガイドライ
ンに基づいた対策を実施したがその後も陽
転が見られたため、平成 29 年 1 月から（国
研）理化学研究所との共同研究で BLV-Coco
mo-qPCR 法、BoLA-DRB3 遺伝子解析による抵
抗性遺伝子を活用した対策を開始。抵抗性
遺伝子保有牛（以下、抵抗性牛）が 17 頭確
認されたため、搾乳舎で陰性牛を囲むよう
に抵抗性牛を配置。育成牛は陽性牛群と、
陰性および抵抗性牛群で分離飼育。対策後、
平成 30 年 11 月の検査では搾乳舎での陽転
は無く、育成エリアの陽性率は 61.7%→33.
3%に減少、農場全体の陽性率も 67.4%に減
少。本例は規模の大きい高陽性率農場で、
個々の成績も良く積極的淘汰等通常の対策
は困難だったが、抵抗性牛の利用により陽
性率を低下できることが確認された。今後
も精液の遺伝子検査も含め抵抗性遺伝子を
活用した対策を行い、10 年後をめどに清浄
化を目指す。 
 
34．肥育素牛における導入子牛の呼吸器病
抗体調査とワクチン接種プログラムの検討
：千葉県北部家保 青木朋子 
 肥育素牛農場(500 頭飼養)で、2016 年冬
より呼吸器病が多発。病性鑑定を実施し IB
R 等による BRDC と診断。ワクチンプログラ
ムを検討するため、2017 年 11 月に市場導
入した 22 頭を供試牛とし、呼吸器病原因ウ
イルス(IBR,BVD1,BVD2,BRS,PI3,AD7)の抗
体価追跡調査を実施。供試牛は導入翌日に
5 種混合生ワクチンを接種した後 2 群に分
け、A 群は 52 日後に、B 群は 79 日後に 2
回目のワクチンを接種。導入時抗体価 4 倍
以下の個体ではいずれのウイルスに対して
もワクチン接種後抗体価は 16 倍以上に上
昇。導入時抗体価 8 倍以上で、接種後 16
倍以上に上昇した個体の割合は、B 群で多
い傾向だが A 群と顕著な差はなかったこと
から、牛舎の移動時(約 100 日齢)に接種時
期を決定。BVD1,BVD2 で野外感染を確認し
たことから、BVD2 を含むワクチンを接種す
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るよう指導。IBR の抗体価が低いことから、
IBR の鼻腔粘膜ワクチンの接種を推奨。 
 
35．牛ウイルス性下痢・粘膜病生ワクチン
接種牛の抗原 ELISA 検査結果と中和抗体価
推移の一考察：千葉県南部家保 中村みど
り、藤野晴彦 
 平成 30 年 4 月、牛呼吸器病 6 種混合生ワ
クチン（以下 6 混生ワクチン）接種が、牛
ウイルス性下痢・粘膜病ウイルス抗原 ELIS
A 検査（以下 ELISA 検査）結果に影響した
ことを疑う事例があった。そこで、6 混生
ワクチン接種時期が ELISA 検査結果に及ぼ
す影響とその免疫誘導効果を検証する目的
で、接種後の S-N 値及び中和抗体価の推移
を調査した。乳用牛飼養農場 5 戸で 1～12
カ月齢の牛計 39 頭に 6 混生ワクチンを接
種。接種日から 14 日後又は 17 日後まで経
日的に採血、ELISA 検査を実施。また、接
種日、14 日後、53 日後の中和抗体価を測定。
結果、接種 6～13 日後の間で ELISA 検査陽
性となる牛がみられた。また、これらの結
果は農家毎に動態が異なり、牛の月齢や移
行抗体価に関連していると推察された。中
和抗体価は接種 53 日後で上昇が認められ
た。今回得られた知見を適切な時期の ELIS
A 検査実施と効果的なワクチン接種プログ
ラム指導に活かしていく。 
 
36．県内で分離された牛コロナウイルス遺
伝子型 3：神奈川県県央家保 津田彩子、
和泉屋公一 
 平成 29 年 12 月から翌年 1 月の、県内 6
農場での牛の呼吸器病及び下痢症の病性鑑
定で、牛コロナウイルスが 26 株分離され、
PCR-RFLP 法により遺伝子型 3（3 型）に分
類。本県では平成 28 年度にも 1 例分離され
ており、これら分離株について検討。各症
例代表株 6株及び 28年度分離株の S遺伝子
多形部位の遺伝子型は全て 3 型に属し、国
内での 3 型分離は 12 年ぶり。株間相同性は
99.5～100％。平成 17 年頃まで国内で確認
されていた 3 型株とは異なるサブクラスタ
ーを形成し、米国オクラホマ州分離株（20
09-11 年）と近い位置に分類。6 症例のペア
血清での遺伝子型 1（1 型）、3 型及び 4 型
の中和抗体価は、遺伝子型に関わらず同様
に推移。抗体価の分布を遺伝子型別にみる
と、全症例で 3 型に対する抗体価が高く、3
型と１型、4 型間で有意に差があった。近
年県内で分離された 3 型株は、平成 28 年以
前に外部から侵入し、過去の国内株と遺伝
子学的、血清学的に若干異なることが示唆
された。 
 
37．管内モデル農場における牛白血病ウイ
ルス清浄化への取組：新潟県下越家保 佐
々木宏、木村仁徳 
 管内の一酪農家をモデル農場として牛白
血病対策を実施中。平成 25 年 7 月に抗体検
査を実施した結果、陽性率 70.6%(24/34

頭)。初乳の加温処理、防虫ネットの設置、
昆虫忌避剤及び電撃殺虫器の使用、遺伝子
検査による感染子牛の早期隔離等の対策を
実施。平成 26 年から牛白血病ウイルス(BL
V)遺伝子量による牛の並べ替え、搾乳及び
削蹄順序の変更を追加。その結果、平成 26
年は陽性率 55.9%(19/34 頭)、平成 27 年は
46.3%(19/41 頭)に低下。平成 28 年から薬
効ネットの設置、IGR 剤の散布及び粘着ト
ラップを追加。平成 28 年は陽性率 36.4%(1
6/44 頭)、平成 29 年は 35.0%(14/40 頭)ま
で低下。平成 30 年はアブトラップを設置
し、陽性率は 24.4%(10/41 頭)に低下。一方
で平成 29 年は 3 頭、平成 30 年は 2 頭が陽
転。水平感染の要因として、農場内で流行
性の下痢が散発する等、牛の健康状態が悪
化したことが関係していると推察。BLV 対
策には吸血昆虫対策や陽性牛の淘汰に加え
て、衛生対策による疾病予防が重要。 
 
38．新潟県内で検出された牛コロナウイル
スの分子系統解析：新潟県中央家保 羽入
さち子 
 牛コロナウイルス(BCV)は子牛や成牛の
下痢及び呼吸器病の原因となり、県内にお
いても毎年 10～4 月頃に発生。そこで BCV
対策の一助とするため、2012 年から 2018
年の発生事例 29 例の糞便もしくは鼻腔ス
ワブ 29 検体を材料に、BCV のエンベロープ
糖タンパク S 遺伝子の塩基配列を決定し、
分子系統樹解析を実施。年・季節・地域で
特徴的な系統は認められず、同一配列の株
を 5 年にわたり異なる地域で検出。発症牛
や持続感染牛の移動などにより、株が維持
されていると推察。また、発生時期・市町
村が一致し疫学関連を認めた 2 件は同一配
列であったことから、農場間伝播が疑われ
た。侵入経路の推察では農場間伝播 2 件 4
例、導入牛疑い 8 例、再発事例 1 例。他 17
例については不明であり持続感染牛の関与
を疑う。飼養衛生管理基準の遵守の他、ス
トレス低減や牛群の抗体価維持が重要と考
えられた。なお、遺伝子型別では国内で 20
05 年以来確認されていなかった 3 型を 201
5 年以降に 8 株認めた。 
 
39．肉用牛肥育農家で発生した牛 RS ウイル
ス感染とその対策：富山県西部家保 岡寺
康太、後藤利隆 
 平成 30 年 11 月、交雑種牛約 200 頭を飼
養する肥育農場の子牛牛舎(1～7 ヶ月齢を
飼養)で、発熱及び呼吸器症状を確認。3～5
ヶ月齢の牛 4 頭が死亡し、病性鑑定を実施。
細菌検査では、肺から Pasteurella multoc
ida や Mannheimia haemolytica を分離。ウ
イルス検査では、2 頭の肺から牛 RS ウイル
ス(BRSV)遺伝子を検出。BRSV が関与した牛
呼吸器病症候群(BRDC)と診断。当農場は過
去にも BRSV 感染による BRDC が発生してい
たことから、6～11 月採材の子牛血清を用
いて抗体検査を実施。10 月 19 日以降で BR
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SV の抗体価の上昇を確認。また、系統樹解
析では、今回流行した株と過去に流行した
株が異なる枝を形成。以上より、9～10 月
に牛の導入等により新たな株が侵入し、本
病が発生したものと推察。今回の発生を踏
まえて、飼養衛生管理を見直し導入牛の隔
離を指導。また、ウイルスの感染や流行予
防のため、鼻腔内投与ワクチンを利用した
ワクチンプログラムを考案し適用中。 
 
40．管内の公共育成牧場における分離飼養
による牛白血病対策の取り組み：石川県南
部家保 礒辺真由美 
 A 牧場では、BLV 陰性牛を受託要件とし、
入牧前に ELISA 検査(入牧検査)を実施。退
牧牛産子の BLV 陽性が散見され、H27 年度
から退牧前の ELISA 検査(退牧検査)を追
加。退牧検査の陽性率が H27 年度 3.9％か
ら H29 年度 10.4％に上昇したため、関係者
で協議。H30 年度、全頭 ELISA 検査(全頭検
査)、陽性牛の分離飼養、牛舎移動前 ELISA
検査(移動前検査)及び入牧当日遺伝子検査
(入牧当日検査)を追加。同年 6 月、全頭検
査で 1/119 頭が陽性となり、陰性牛と陽性
牛を群分けして分離飼養を開始。同年 9 月、
効果判定のための全頭検査で、2/123 頭の
陽転を確認。再度協議し、移動前検査は全
頭検査に変更。同年 11 月の全頭検査は 129
頭全て陰性で、分離飼養の効果と推察。ま
た、入牧当日検査では 5/112 頭が陽性。入
牧検査後、入牧までに農家で陽転、昨年度
まで陽性牛の入牧の可能性が示唆。今後、
現在の検査体制の継続に加え、牧場内の吸
血昆虫対策や預託前の感染防止対策など複
合的な取り組みが必要。 
 
41．牛白血病遺伝子検査法の検討:石川県南
部家保 寺尾彩、伊藤美加 
 牛白血病検査として nested PCR（nPCR）
法による遺伝子検査を実施する中で、コン
タミネーション(コンタミ)事例に遭遇。牛
白血球抽出 DNA49 検体を用いてコンタミリ
スクの少ない LAMP 法と検査成績を比較し、
改善策を検討。nPCR 法と LAMP 法の一致率
は 45/49 検体(91.8%)。不一致 4 検体の内訳
は、LAMP 法で泳動の判定が困難なもの 3 検
体、nPCR 法陽性で、LAMP 法陰性の 1 検体。
以上より、LAMP 法は感染牛摘発の正確性に
おいて不十分であり、nPCR 法が LAMP 法よ
りも遺伝子検査手法として適していると判
断。そこで、石川県保健環境センターで技
術研修を実施するとともに、nPCR 法のマニ
ュアルを作成するなど検査体制を改善。マ
ニュアル作成以降、コンタミ事例の発生は
なく、再検査の実施もない。今後は、遺伝
子検査室の整備についても計画しており、
牛白血病遺伝子検査における nPCR 法の精
度を高く維持できるよう努めていく。 
 
42．管内 1 農場における牛呼吸器病症候群
(BRDC)の多発事例：石川県北部家保 山根

裕太 市川雄一 
搾乳牛 66 頭を飼養する酪農家で、搾乳牛

2 頭を初発に、成牛から子牛まで 52 頭が呼
吸器症状を発症。搾乳牛の一部では、乳房
炎を併発、終息までに 2 ヶ月を要した。呼
吸器症状を呈していた搾乳牛について、鼻
腔スワブ、血清を用いて、細菌学的検査(9
頭)、ウイルス遺伝子検査(6 頭)、抗体検査
(14 頭)を実施。細菌学的検査で、Mannheim
ia haemolytica(6/9)、Mycoplasma bovis(3
/9)等を分離。ウイルス学的検査で、牛 RS
ウイルス特異遺伝子(5/6)を検出。ペア血清
を用いた各種ウイルス性呼吸器病抗体検査
で牛 RS ウイルスの中和抗体価の有意な上
昇(7/14)を確認。本症例を、牛 RS ウイルス
と細菌の複合感染による牛呼吸器病症候群
(BRDC)と診断。搾乳牛群では、乳房炎の併
発治療による出荷停止頭数の増加に伴い、
出荷乳量が減少。乳量回復までの 3 ヶ月間
に約 11 トン減少、被害損額は 130 万円強と
推定。呼吸器病ワクチン接種、BRDC 発症牛
の隔離飼育等の実施を指導後、再発は確認
されていない。 
 
43．県内の牛ウイルス性下痢ウイルスの浸
潤状況調査と対策：福井県家保 岡田真紀、
葛城粛仁 

牛ウイルス性下痢ウイルス（BVDV）は１
型と 2 型の遺伝子型に分類。今回県内の持
続感染（PI）牛調査を実施。過去 5 年間の
伝染性疾病検査の余剰血清37戸 1,501頭分
で遺伝子検査を実施。結果、PI 牛は摘発さ
れず。抗体保有状況調査のため、上記の材
料から 33 戸各 10 頭の血清を用い 1 型と 2
型について中和試験を実施。中和抗体価の
幾何平均（GM）値 16 倍以上の農家は 1 型が
18 戸、2 型が 9 戸。GM 値上位農家 10 戸の
牛 69 頭で、過去の血清との抗体価を比較し
た結果、1 型が 7 戸 14 頭、2 型が 7 戸 12
頭で抗体が上昇。県内への BVDV の侵入を確
認。県内農家に牛を譲渡している酪農家 1
戸と肉牛繁殖農家 1 戸でワクチン抗体の調
査を実施。2 価不活化ワクチンを 1 回接種
した酪農家では 1、2 型ともワクチン抗体の
上昇を認めず。1 型生ワクチンを 2 回接種
した肉牛繁殖農家では 1 型抗体の上昇を確
認。酪農家にはワクチン接種回数の増加を、
両農家には 1、2 型を含む生ワクチンへの変
更を指導。 
 
44．管内酪農地域の定量検査を活用した牛
白血病対策（第１報）：山梨県東部家保 北
爪美帆、相川忠仁 

管内酪農家の牛白血病ウイルス(BLV)抗
体陽性牛が増加傾向、農家も注視。浸潤率
2 桁台農家は陽性牛更新等対策が経済的に
困難。浸潤率 33％の農家を｢BLV 対策モデル
農家｣として選定、新たに BLV 抗原定量検査
(定量検査)用い、指導開始。モデル農家の
飼養牛 17頭の定量検査で 105細胞中のプロ
ウイルス量(PVL)測定。抗体陽性牛の PVL
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は 11 頭が約 70～99,000 copies、残り 1 頭
と抗体陰性牛が検出限界以下。モデル農家
元対策は初乳加温処理、牛ごとの直腸検査
用手袋使用。今回、新たに①吸血昆虫対策
②PVL 高値牛更新検討③後継牛生産時 BLV
陰性牛選定④BLV 検査で対策効果確認等実
施予定。BLV リスク数値化で更新牛検討が
可能に。清浄化に必要な対策を「直ぐに実
施できる」「時間をかけ実施する」「今は
実施できない」3 つに分類。農家目線で経
済的･作業的負担を考慮した対策を提示、農
家も取組に意欲。今後、対策 3 分類の適正
な実施･早期実施への移行を推進、他農家へ
の指導･対策に活用。 
 
45．肉用牛肥育農家における呼吸器疾病低
減に向けた取り組み：山梨県西部家保 朝
日基、大町雅則 

昨年から約 1,200 頭規模の肉用牛肥育農
場において牛呼吸器病症候群（BRDC）低減
対策を実施。当該農場は、月 2 回、約 20
頭ずつ 1.5 ヶ月～3 ヶ月齢の子牛を導入。3
箇所の育成牛舎 A～C で 5～6 週間単飼後、
群飼に移行。平成 29 年 1 月～11 月導入牛
のワクチン歴と治療歴の関連性を調査。治
療歴の解析により、導入前に経鼻ワクチン
（経鼻）を接種した牛で、導入後の呼吸器
病発症率が有意に低値(p<0.05)。農家、NO
SAI 及び家保の 3 者検討会を実施し、昨年
接種を開始した 5 種混合生ワクチンから経
鼻へ切替え。平成 28 年から 3 年間の 8 月～
10 月導入牛における治療歴を解析したと
ころ、治療回数は、平成 28 年、30 年、29
年の順に多かった。また、A 及び B 号牛舎
より C 号牛舎で多く、農場立入により、換
気不全、コンパネ未設置等の環境要因が影
響と推察。今後、ワクチン効果の検証の継
続と、環境対策の強化を実施。 
 
46．肥育牛における地方病性牛白血病（EB
L）発症事例：山梨県東部家保 水谷直子・
鷹野由紀 

平成 30 年 11 月、交雑種肥育農家 2 戸で
牛白血病疑い 2 症例の病性鑑定実施。（症
例 1）: 21 カ月齢肥育牛１頭、10 月中旬か
ら削痩、貧血、加療無反応、体表腫瘤を確
認。(症例 2):23 カ月齢の肥育牛１頭、11
月上旬に体表リンパ節の腫脹、眼球突出、
体重減少を確認。血液・血清・腫脹リンパ
節・腫瘤等を材料とし各種検査実施。2 症
例共に、白血球数の増加(12,000 個/ml 以
上)、末梢血中に異型リンパ球を確認、ウイ
ルス学的検査では、nestedPCR で BLV 遺伝
子確認、型別の結果Ⅰ型、L233 型に分類。
BLV-CoCoMo-qPCR での遺伝子量（ｺﾋﾟｰ/10
万細胞）測定結果は、血液：(症例 1) 175,
622、(症例 2)395,646、臓器：2 症例共に腫
大リンパ節・腫瘍で高値、症例 1 では鼻腔
スワブで遺伝子検出。病理学的検査では、
腫瘍細胞で CD20陽性を確認し、EBLと診断。
発症月齢は L233 型が P233 型より早いと言

われており今回も 2 才未満であったが、症
例数が少ないため、継続的な調査・データ
を蓄積していく必要あり。 
 
47．４か月齢の乳用子牛における地方病性
牛白血病（EBL）の発生事例：長野県飯田家
保 松澤直樹 
 4 か月齢乳用雌子牛（ホルスタイン種）
において全身の体表リンパ節の腫脹、白血
球数 24 万個/μl、リンパ球割合 94％、異
型リンパ球の出現を確認したため、2018 年
5 月に病性鑑定を実施。各リンパ節と脾臓
が腫大。B 細胞の腫瘍性増殖を確認すると
ともに血液、脾臓、リンパ節及び心臓から
牛白血病ウイルス（BLV）特異的遺伝子を検
出。これらのことから EBL と診断。本症例
は、近年の県内での最若齢発生であった。
若齢発生の要因分析のため、当該農場牛の
血清抗体検査及び持続性リンパ球増多症（P
L）判定、BLV 遺伝子型別検査を実施。抗体
陽性率は全体で 70％（60 頭/86 頭）、6 か
月齢以上の育成牛で 25％（3 頭/12 頭）。
抗体陽性牛の内 PL 牛の割合は 49％（27 頭/
55 頭）。BLV 遺伝子型別では本牛、母牛及
び抗体陽性牛はⅠ型が 100％（8 頭/8 頭）。
当該農場では本症例も含め 8 年間で 4頭 EB
L 発生。BLV 抗体陽性率、PL 牛の割合から、
早期のウイルス暴露等が若齢発生の一要因
と考えられた。 
 
48．肉用繁殖牛農家の牛白血病対策～対策
意識向上と清浄化達成例～：静岡県西部家
保 道越勇樹、辻川礼 
 平成 27 年に管内肉用繁殖牛農家 17 戸の
牛白血病対策実施状況調査及び BLV 抗体検
査を実施。その後の状況確認として、平成
29 年、17 戸中 16 戸(1 戸廃業)で同様の調
査を実施。対策実施状況調査では、16 戸中
12 戸で新たな対策を取り入れていた。内訳
は、防虫ネットやテープの設置が 9 戸、初
乳対策が 6 戸、除角器等の消毒が 5 戸等。
多くの農家で対策意識の向上を確認。BLV
抗体検査では、11 戸中 1 戸で清浄化を達成
（平成 27 年は 37 頭中 5 頭陽性、平成 29
年は 48 頭中全頭陰性）。清浄化達成農家は、
繁殖農場の他、約 4km 離れた場所に肥育農
場を 4 農場所有。繁殖農場は廃業農家の牛
舎を改築し平成 27 年から稼動。繁殖牛導入
時には肥育農場で分離飼養し抗体検査実施
後、陰性牛のみを繁殖農場へ移動。繁殖農
場では定期的に全頭検査を実施し陽性牛は
肥育農場へ移動。これらの対策が繁殖農場
清浄化達成の要因と推察。清浄化達成モデ
ルとして他農家への応用を検討。 
 
49．牛ウイルス性下痢ウイルス持続感染牛
摘発農場での感染拡大防止策の検討：静岡
県西部家保 辻川礼、道越勇樹 
 平成 29 年 10 月から 30 年 1 月にかけて、
管内酪農家 3 戸の出荷子牛が転出先で牛ウ
イルス性下痢ウイルス（BVDV）の持続感染
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（PI）牛と診断されたため、当該 3 戸で在
場牛の全頭検査及びその後の導入牛と分娩
子牛の追跡調査を実施。ELISA 法による抗
原検査または PCR 法による遺伝子検査によ
り平成 30年 10 月までに計 6頭の PI牛を摘
発。うち 2 頭は平成 28 年 8 月と 29 年 2 月
に導入した経産牛、4 頭は自家産の子牛。
農家への BVDV 侵入時期と経路は、個体識別
情報と農家聞き取りの結果、2 戸では PI 牛
の上記転入時で、これが在場妊娠牛に感染
し新たな PI 牛の出生に繋がったと推察さ
れたが、1 戸で特定ができず。また、全頭
検査で摘発された導入 PI 牛は、1 回目のプ
ール血清による遺伝子検査で陰性であり、
現検査体制では PI 牛の転入を完全に防ぐ
ことは困難。そこで、当所では管内酪農家
に対し、新たな PI 牛の出生を防ぐための全
頭ワクチン接種と、侵入の早期摘発を目的
とした定期的なバルク乳スクリーニング検
査を自主的に実施するよう指導していく。 
 
50．静岡県内の牛ウイルス性下痢ウイルス
流行状況と疫学調査：静岡県中部家保 斉
藤妙子 

2016 年 3 月、本県は公共牧場を中心に牛
ウイルス性下痢ウイルス(BVDV)対策を開始
したが、BVDV 流行状況は不明であったため
流行状況把握を目的に、①摘発された PI
牛 11 戸 21 頭の遺伝子亜型の決定、②PI 牛
と母牛･PI 牛摘発農場の疫学調査及び抗体
検査、③入牧予定牛 67 戸 671 頭の抗体検査
を実施。①遺伝子亜型は 1b 型 14 頭、2c 型
7 頭、②疫学調査の結果 PI 牛 3 頭の母牛は
公共牧場に預託されていた。また ET 産子導
入事業を行う A 農場は複数の BVDV が浸潤。
PI 牛摘発農場では高い抗体価の牛が多い
一方 BVDV 非感染牛が存在。また導入牛や公
共牧場預託が多いことが判明。③入牧予定
牛は 2 型の抗体保有率が低く、BVDV 浸潤の
無い農場が 14.9％存在。今回の結果から、
本県では 1b･2 型含有ワクチンを推奨。導入
や公共牧場預託農場が多いため、着地検査
や帰牧牛産子検査も有効。さらに、ET 産子
導入農場では移植農場を含めた対策が必
要。対策は地域で一丸となり体系的に進め
る事が重要。 
 
51．牛白血病ウイルス感染牛血中リンパ球
のセルブロック作成と組織学的分類の試み
：静岡県中部家保 金森健太 

地方病性牛白血病（EBL）は、末梢血中の
異型リンパ球の出現が診断上重要。異型リ
ンパ球の判別は難しいため、B リンパ球判
別方法として血中リンパ球セルブロック作
成及び免疫組織学的分類を検討。①リンパ
球セルブロック作成：寒天法、パラフィン
サンドイッチ法の条件を検討比較。②牛白
血病ウイルス（BLV）陽性農場での応用：飼
養牛全 48 頭の末梢血セルブロックを作成、
B細胞マーカーの抗 CD20ポリクローナル抗
体を用いた免疫組織化学染色（IHC）を実施。

IHC 結果は陽性細胞率を算出。①寒天法が
セルブロック作成に適していた。②29/48
頭で BLV リアルタイム PCR 陽性。陽性牛の
平均 CD20 陽性細胞率は 61.2%、陰性牛は 3
2.5%で有意差有り（P<0.001）。BLV 遺伝子
量と CD20 陽性細胞率は相関有り（R2＝0.7
191）。BLV 陽性牛は、B 細胞の腫瘍性増殖
が進んでいる可能性。セルブロックによる
末梢血中リンパ球の観察は、生前の EBL 発
症リスク評価に有用。 

 
52．牛 RS ウイルスのリアルタイム RT-PCR
を活用した分離に適する採材条件の検討：
静岡県中部家保 斉藤妙子 

牛呼吸器病の原因は牛 RS ウイルス(RSV)
関連が最も多く迅速・正確な検査が重要だ
が、RSV は分離が難しく、2015 年 3 月に改
正の病性鑑定指針(指針)で分離に替わる抗
原検査に、遺伝子検査(コンベンショナル R
T-PCR(cPCR))が必須となった。これを受け
当所はリアルタイム RT-PCR(rPCR)を実施、
今回検出感度比較のため①RSV(NM 株)10 倍
階段希釈液を用い rPCR、指針の cPCR を実
施、また分離に有用な知見を得るべく、②
過去病性鑑定(病鑑)で RSV 病と診断した鼻
腔スワブ 174 検体について rPCR の Ct 値と
分離の有無･抗体価･発熱･発症日との関連、
③分離株 4 株を用い、凍結融解及び 4℃保
存で力価変動を調査。①rPCR 及び cPCR は 1
07 倍希釈まで検出、検出感度は同等、rPCR
は迅速･簡便に検査可能で有用。②分離陽性
検体の Ct 値上限は 15.9、採材時の抗体価
≦2、発熱 39.5℃以上、発症～3 日以内に採
材することで分離効率が向上。③検査まで
2 日以上経過する場合は-80℃保存で、力価
低下を防止可能。 
 
53．知多地域における牛ウイルス性下痢ウ
イルス（BVDV）対策の課題：愛知県西部家
保 大坪祐未 
 乳肉複合経営が盛んな知多地域において
酪農２農場、乳肉複合１農場で BVDV 持続感
染牛（PI 牛）を確認。酪農２農場について
は、子牛預託前検査での摘発。乳肉複合農
場については、分娩間近の黒毛和種が難治
性の下痢を発症し、摘発。この農場では過
去に子牛の急性感染事例が発生しており、
本 PI 牛との同居によるものと推察。いずれ
の農場も PI 牛の母牛は移動歴が無く、自農
場での感染。いずれの農場も BVDV 清浄化対
策として全頭検査及び PI 牛摘発後の産子
検査を実施。PI 牛摘発淘汰を実施する際、
F1 子牛を自農場で肥育・出荷する乳肉複合
では肉用牛の BVDV 検査に消極的であり清
浄化が困難。本地域では乳肉複合が酪農の
約４割（33 戸/75 戸）を占め、肉用牛に対
する BVDV 検査への意識向上が必要。BVDV
清浄化に向け、勉強会等を開催して肉用牛
における BVDV 検査に対する農家の意識向
上に努める。 
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54．県内酪農場における複数のウイルスが
関与した下痢症：三重県中央家保 下田智
彦、中川雄平 
 平成 30 年 2 月、県内酪農場において搾乳
牛の集団下痢及び乳量低下が発生。下痢発
症牛 5 頭から採取した糞便及び血清(pre、p
ost)を用いて各種検査を実施。遺伝子検査
の結果、B 群ロタウイルス(RVB)、C 群ロタ
ウイルス(RVC)、牛トロウイルス(BToV)の特
異遺伝子を検出。遺伝子解析の結果、RVB、
RVC及び BToVいずれも過去の国内検出株と
近縁。抗体検査では、RVC 及び BToV の有意
な抗体上昇を確認。以上の成績より、本症
例をRVC及びBToVが関与したウイルス性下
痢症と診断。RVB については抗体検査未実
施であるが、糞便から RVB 特異遺伝子のみ
検出された 1 頭においても下痢が認められ
たことから、下痢症への関与があったと推
察。各ウイルスの侵入原因は不明。発症前
の最低気温の低下が発症の一要因と考えら
れた。当該農場の保存血清を用いた遡り調
査では、RVC 及び BToV の抗体価の上昇が確
認されたため、今後も下痢症の原因として
継続的な監視が必要。 
 
55．管内における牛白血病清浄化促進課題
の取り組みについて（第 2 報）：三重県北
勢家保 川瀬聖、若原繁樹 
 本県では平成 29 年度から 2 年間、牛白血
病清浄化対策促進課題として、乳用牛およ
び肉用繁殖牛の飼養農家を対象に清浄化に
向けた取組みを実施。1 年目は浸潤状況を
把握した上で各農場の実情にあった対策を
実施、2 年目はその成果を検証。乳用牛飼
養農家では全体的に 1 年目の陽性率が高く
（平均 73%）、牛舎構造や作業効率の優先
等を理由に対策が困難な農家で陽転が進ん
だが、吸血昆虫対策や陽性牛と陰性牛の分
離飼育等を実施した 1 農場では陽転を防
止。肉用牛繁殖農家では飼養頭数が少なく、
陽性率も低かった（平均 12%）ため対策が
取りやすく、陽転を防止。陽転率の低い農
家では、防虫ネットの設置や定期的な駆虫
剤の散布を実施しており、その重要性を確
認。これらの対策はどの農家でも実施可能
と考えられるため、今後は吸血昆虫対策等
の基本的な衛生対策を強化し、各農家の陽
性率に応じた対策を提案・継続指導するこ
とで清浄化を目指したい。 
 
56．牛白血病清浄化対策における効果の検
証：三重県南勢家保 髙﨑美帆、林義規 
 管内では平成 28 年から牛白血病清浄化
に向けて継続的に取り組んできた。家保で
は牛白血病ウイルス（BLV）抗体検査による
陽性牛の確実な把握、BLV プロウイルス量
測定による BLV 感染リスク分類、並び替え、
吸血昆虫対策などを重点指導。また、農家
毎の問題点を検証し、農家の弱点も指導。B
LV 全頭検査に取り組む農場は年々増加（2
戸（H28）→9 戸（H30））し、地域的に清

浄化への意識も向上。管内酪農場（A 農場）
では各対策を確実に実施し、平成 28 年度に
71％（22/31 頭）であった陽性率は平成 30
年度に 48％（16/33 頭）にまで低下、1 頭
あたり搾乳量も増加（4.6～8.1％）。繁殖
肉牛農家（B、C 農場）では隔離牛舎を活用
し陽転阻止に成功。平成 28～30 年度までに
各農場で実施した BLV 対策における効果の
検証により、各対策を確実に実施すること
で陽性率を低下させ、生産性向上にも繋が
る可能性を示唆。今後は検証結果を踏まえ、
地域の清浄化に向けて更に対策を進める。 
 
57．フリーバーン牛舎におけるリアルタイ
ム PCR 法を用いた牛白血病対策の有効性：
三重県中央家保 中川雄平、平塚恵子 
 牛白血病ウイルス（BLV）水平・垂直感染
対策として、フリーバーン牛舎で受精卵移
植用交雑種を飼育する 400 頭規模繁殖肥育
一貫農場において、リアルタイム PCR 法（q
PCR）を用いプロウイルス量による抗体陽性
牛の伝播リスクを判定。プロウイルス量が
低い牛（低リスク牛）は繁殖に活用、抗体
陰性牛と同一牛群で飼育。プロウイルス量
が高い牛は肥育。対策導入後の抗体検査結
果を用い、その効果を判定。調査期間中に
陽性率は 17.7％から 5.1％まで低下、水平
感染は 531 頭の内 13 頭で確認、陽転率 2.4
％。垂直感染は低リスク牛の産仔 79 頭の内
2 頭で確認、垂直感染率 2.5％以下。また、
低リスク牛も繁殖に用いない場合と比べ、
繁殖に用いた場合、3700 万円以上の経済効
果を試算。以上より、BLV 対策の困難なフ
リーバーン牛舎において qPCR を用いた本
対策はまん延防止と共に生産性向上対策と
しても有効であることが確認された。 
 
58.ジャージー種乳牛に見られた牛コロナ
ウイルス病：三重県中央家保伊賀支所 川
島豪、庄山剛史 
 牛コロナウイルス(BCV)はホルスタイン
種の成乳牛に冬季赤痢と呼ばれる重篤な血
便・下痢を起こし、乳量の激減を引き起こ
す。ホルスタイン種における牛コロナウイ
ルス病の発生は数多く報告されているが、
飼養頭数が多くないジャージー種やブラウ
ンスイス種での報告は少ない。平成 30 年 7
月、管内 1 酪農場でジャージー種搾乳牛全
25 頭中 2 頭に水様性下痢、うち 1 頭に血便
がみられ、その後牛群全体に伝搬した。発
症後、数日～1 週間程度で回復したが、乳
量は４割減少。発症個体の糞便から BCV が
検出され有意に抗体価も上昇、牛コロナウ
イルス病と診断された。当該農場では、発
症 1 週間前に肥育用黒毛和種 2 頭を導入し
ており、疾病終息後の BCV 抗体検査で高い
抗体価を示していた。導入牛が BCV を農場
内に伝播した可能性が考えられ、品種の異
なる牛の同一施設での飼養管理の重要性が
再認識された。 
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59.牛白血病ウイルス感染による乳用牛の
生産性への影響：滋賀県滋賀県家保 松村
一輝 
 県内 2 酪農家（A 農家：44 頭、B 農家：5
9 頭）における牛白血病ウイルス（BLV）感
染による生産性への影響について検討。20
15 年 6 月から 2018 年 6 月までの牛群検定
成績から得られた乳量、乳蛋白質率、乳脂
肪率、無脂固形分率、体細胞リニアスコア
および分娩間隔日数について混合モデルを
用いて解析。また、A 農家については Kapl
an-Meier 法を用い、生存率の差についても
比較。解析結果から、この 2 農家では全て
の項目で BLV 感染の有無による生産性の影
響に有意な差は認められなかった。BLV 感
染牛のうち BLV 遺伝子量が多い牛やリンパ
球増多症を呈している牛は有意に生産性に
影響を及ぼすとの報告もあることから、今
後これらの条件を考慮に入れた比較検討が
必要。牛白血病発症牛の死亡、廃用による
生産性の影響は大きいことから、清浄化に
向けた農家の取り組み意欲を高め、引き続
き対策を続けていくことが重要。 
 
60.一酪農家の地方病性牛白血病対策の検
証：滋賀県滋賀県家保 杉江勇二 

一酪農家で実施した地方病性牛白血病（E
BL）対策効果を検証。検証項目は、EBL 対
策前後の陽転率の比較、牛白血病ウイルス
（BLV）垂直感染リスクの評価、BLV 伝播リ
スクが異なる２牛群間（高リスク牛、低リ
スク牛）の牛群検定成績（泌乳成績、繁殖
成績）、生涯乳量、廃用年齢および診療回
数を一般線形モデルで比較分析。分析には、
分娩季節、産歴および遺伝能力を考慮。結
果、対策後の陽転率は 94.1%から 64.5%に減
少。垂直感染リスクは高リスク牛や低産次
牛で高い傾向にあった。EBL 対策後の陽転
率が 60%を超えていた主な理由は群編成の
不完全と考えられた。分析結果より、高リ
スク牛の空胎日数が有意に延長（P<0.05）、
生涯乳量が低い傾向にあった。BLV 伝搬リ
スクの高い牛は生産性に影響すると考えら
れ、計画的な摘発淘汰も重要だが、まずは
確実な群編成で飼養することで、陽転率ゼ
ロを目標に対策を継続していく必要があ
る。 
 
61．府内初のディアギュラウイルス検出事
例：京都府中丹家保 久保田直樹、吉良卓
宏 
 ディアギュラウイルス（DAGV）はウシ異
常産への関与が疑われているアルボウイル
スである。今回、京都府内への侵入状況調
査を初めて実施。【材料及び方法】牛流行
熱等抗体調査の保存血清 1904 検体（平成 1
7～30 年度）を用い、中和試験による抗体
検査を実施。【結果】平成 25 年の 2 検体、
平成 29 年の 21 検体、平成 30 年の 1 検体で
抗体検出。平成 30 年は同時に採材した全血
のうち洗浄血球から DAGV 特異的遺伝子を

検出、DAGV 第 2 分節に特異的な領域のシー
ケンス解析より、平成 30 年 8 月に動物衛生
研究部門九州研究拠点のおとり牛から分離
された DAGV と当該領域の配列が 100％一
致。【考察】1904 検体中 26 検体で DAGV の
中和抗体を検出、複数年にわたり京都府内
に DAGV が侵入した可能性を示唆。平成 30
年の検体で DAGV 特異的遺伝子を検出、同年
夏に九州地方に侵入した DAGV と由来を同
じくするウイルスが京都府内にも侵入した
可能性を強く示唆。関係者への啓発が必要。 
 
62.牛白血病清浄化対策と初乳製剤の抗体
消長試験：兵庫県朝来家保 石井淳、狩谷
尚輝 

牛白血病対策の一環として管内繁殖素牛
の浸潤状況調査、農場の清浄化対策及び初
乳製剤起因の牛白血病抗体消長試験を実
施。浸潤状況調査は平成 23～30 年度に家畜
市場で取引された繁殖素牛 574 頭の抗体検
査を実施し、すべて陰性。清浄化対策は抗
体陽性率 4.1％～78.8％の 10 戸で、年数回
の抗体検査及び一部農家で qPCR 法による
血中遺伝子量検査を実施。併せて抗体陽性
牛の分離飼育と早期淘汰、吸血昆虫対策、
初乳対策等を指導。結果、分離飼育実施の
4 戸の直近検査では抗体陽性率の上昇を認
めず、未実施の 6 戸中 4 戸で抗体陽性率が
上昇。分離飼育の重要性を再確認。初乳製
剤起因の抗体消長試験では、抗体陰性母牛
から出生した子牛 9 頭に初乳製剤を給与
後、毎月抗体検査を実施。結果、初乳給与
直後は全頭エライザ陽性、1 か月齢で 2 頭
陽性、以降は全頭陰性。今後は抗体陽性牛
の分離飼育と血中遺伝子量による淘汰優先
順位付けを中心に指導を実施。 
 
63.受精卵移植繁殖農場の BVD-MD 清浄化対
策：兵庫県姫路家保 山崎歩、中条正樹 

【農場概要】黒毛和種を供卵牛、F1 牛を
受卵牛とし一産取り肥育を行う受精卵移植
（ET）繁殖農場で、BVD-MD が散発。平成 3
0 年 3 月より一産取り肥育をやめ、分娩後
と ET 後の BVD ワクチン接種開始。翌月に持
続感染牛（PI 牛）を摘発し、疫学調査と清
浄化対策を開始。【疫学調査】飼養牛 614
頭（供卵牛 20 頭、受卵牛 350 頭、育成牛 2
44 頭）の BVD ウイルス（BVDV）遺伝子検査
及び分子系統樹解析を実施。【結果】19 頭
の PI 牛を摘発淘汰。PI 牛は受卵牛 2 頭（1
b 型）、育成牛 17 頭（1b 型 12 頭、2a 型 5
頭）。育成牛 1b 型のうち 7 頭は受卵牛と遺
伝子配列が 100%一致し、受卵牛が感染源と
考察。さらに、由来の異なる BVDV 4 株の侵
入を確認。【清浄化対策と成果】供卵牛、
受卵牛、子牛、導入牛毎にワクチンプログ
ラム設定、導入牛検査、新生子牛検査を実
施。新生子牛検査で PI 牛 9 頭摘発。PI 牛
出生頭数はピーク時 6 頭／月が、ワクチン
接種後は 0～1 頭／月となり、ワクチン効果
確認。引き続き対策を継続、清浄化を目指
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す。 
 
64.5 条検査を活用した乳用牛の牛ウイル
ス性下痢・粘膜病清浄化対策：兵庫県淡路
家保 松本拓也、寺田博美 
 家畜伝染病予防法第 5 条に基づく定期
検査を活用した島内乳用牛の牛ウイルス性
下痢・粘膜病浸潤状況調査と清浄化対策を
実施。平成 29 年度（76 戸 1,959 頭）、平
成 30 年度（63 戸 1,961 頭）の定期検査余
剰血清で RT-PCR と抗原検出 ELISA を実施。
本病の概要・対策等を記載したリーフレッ
トを作成、農家に配布。H29 年度は全て陰
性、H30 年度は 1 頭の持続感染牛（PI 牛）
を摘発。防疫対策ガイドライン（指針）に
基づく清浄化対策で更に 1 頭の PI 牛を摘
発。摘発した PI 牛 2 頭に臨床的な異常、著
明な剖検所見なし。PCR-RFLP により BVDV
Ⅰ型と判明、中和抗体検査で成牛は高い抗
体価を保有。追跡調査を実施するも本病の
侵入・感染経路は不明。本取組みにより、
島内浸潤状況を明らかにするとともに、指
針に基づく対策により発生農場の清浄化を
達成。今後も県外導入牛や県外預託牛など
後継育成牛に重点を置いた検査体制を継続
し、PI 牛の早期摘発淘汰により、島内の清
浄性維持に取り組む。      
 
65．黒毛和種繁殖農家における牛白血病対
策指導：和歌山 県紀南家保 瀧藤慎一、谷
口俊仁 

地方病性牛白血病(EBL)清浄化対策の異
なる管内の 2 農場を比較し、効果的な対策
について検討。A および B 農場が過去 4 年
間で取り組んだ EBL 清浄化対 策について
調査。並行して、繁殖雌牛の抗体検査等を
行い、抗体陽性率などの推移を調査。A 農
場では陽性 牛淘汰、防虫ネットと空房の利
用による分離飼養、アブトラップによるア
ブ対策、陽性母牛からの新生子牛の早期離
乳を実施、陽性率低下はみられなかったが、
直近の陽転率は 0%を達成。B 農場では陽性
牛淘 汰、アブトラップによるアブ対策を実
施、陽性率および陽転率に改善はみられな
かった。A 農場の早期離 乳については例数
が少なかった。アブ対策について は 2 農場
とも捕獲数が少なく、アブトラップ設置方 
法等の検討必要。2 農場の比較により、A
農場の分離 飼養が特に効果的であったと
考察。今後、A 農場は対 策継続と陽性牛淘
汰により EBL 清浄化が進むことに 期待。B
農場は分離飼養と高リスク牛の優先的淘汰
がまず必要と考察。 
 
66．管内の地方病性牛白血病抗体保有状況
から見えてきた傾向と重点対策農場におけ
る感染拡大防止対策：鳥取県西部家保 小
林努 池本千恵美 
 本年度実施した管内乳用牛及び肉用牛の
ヨーネ病検査(3 年毎実施)等の余剰血清で
牛白血病抗体検査を実施。傾向として、①

乳用牛(68.6%)は肉用繁殖牛(36.5%)と比べ
高陽性率。②乳用牛、肉用牛共に平均頭数
28.4 頭/戸以上の農場は高陽性率(64.2%)。
③放牧ほぼ未経験の肉用牛 3 農場は全頭抗
体陰性。④乳用牛のうち、放牧中の陽転率
は平成 29 年度は 2%、30 年度は 25%。対策
指導には検査継続が必要も、飼養形態は農
場ごとに異なり画一的指導は困難なため、
管内の重点指導３農場(肉用牛)で乳汁・血
液を介した感染拡大防止対策を実施中。う
ち 2 農場の陽性率は 40%未満。1 農場の陽性
率は上昇し高値(75%)。高値の 1 農場を中心
に陽性率の推移と要因(遅い離乳、アブ、サ
シバエ対策不十分)を説明。今後対策に向け
意欲向上を図り、更なる陽転を阻止するた
め、定期検討会を実施中。 
 
67.牛白血病ウイルスの遺伝子学的検査方
法の検討：島根県家畜病鑑室 渡邉勉、横
田司 
 今回、末梢血中牛白血病ウイルス(BLV)
プロウイルスを迅速、安価に検出する検査
法を検討(検討１)。また、地方病性牛白血
病(EBL)発症牛のクローナリティ検査法を
検討(検討２)。検討 1 の材料は末梢血。塩
化アンモニウム法で得た白血球から直接 n
ested-PCR を実施(direct 法)し、DNA 抽出
を経てリアルタイム PCR(qPCR 法)した場合
と比較。qPCR 法陽性 31 例中、direct 法陽
性 26 例、感度 83.9%。direct 法陰性の検体
は、遺伝子コピー数が少ない傾向。今後、
感度向上を検討。検討 2 の材料は EBL 発症
牛の肝臓、腎臓、脾臓および腸間膜リンパ
節。免疫グロブリン遺伝子再構成領域のク
ローナリティを検出する nested-PCR(Ig
法)およびプロウイルス組込部位のクロー
ナリティを検出する inverse-PCR(inverse
法)を実施。Ig 法で腎臓、腸間膜リンパ節
に、inverse 法で脾臓、腸間膜リンパ節に
陽性と考えられるバンドを検出。今後、例
数を増やして更に検討。 
 
68.岡山県における牛ウイルス性下痢ウイ
ルス持続感染牛の摘発状況および疫学につ
いて：岡山県岡山家保 家畜病性鑑定課 
山口葵、別所理恵 

H30 年度から県内全酪農場について牛ウ
イルス性下痢ウイルス(BVDV）持続感染牛(P
I)摘発を目的としたバルク乳によるスクリ
ーニング検査を開始。調査した 181 農場中
3 農場(1.7%)でペスチウイルス遺伝子を検
出。これらの農場の全頭遺伝子検査で陽性
6 頭を確認。3 週間後に 2 回目の遺伝子検査
陽性及び抗体価 2 倍未満を確認し全て PI
牛と確定。また、制限酵素断片長多型解析
により BVDV1型および 2型が各 3頭と判明。
PI 牛は導入 3 頭、導入牛の産子 1 頭及び自
家産 2 頭であったことから、県内酪農場へ
の BVDV侵入は PI牛と BVDV感染妊娠牛の導
入が主因と推察。また、PI 牛摘発農場にお
ける産子全頭の遺伝子検査を継続実施し、
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これまでに 414 頭中 2 頭の PI 牛を摘発。適
切なワクチン接種に加えて、今後もバルク
乳スクリーニング検査及び産子検査を継続
して新たな PI 牛の産出を抑制することが
必要。 
 
69．管内の牛白血病(EBL)の抗体保有状況と
対策例：広島県西部家保 佐々木栄美子、
山中文子 
 平成 27年 1月から 30年 10 月の管内の乳
用牛及び肉用牛農場の EBL 発生頭数、発生
年齢、抗体陽性率を調査。発生頭数及び平
均発生年齢は乳用牛 23 頭、5.2 歳、肉用牛
18 頭、2.8 歳。抗体陽性農場は乳用牛 71％
(39/55)，肉用牛 30％(13/43)。導入状況に
よる比較では、導入主体 73％、自家育成主
体 34％で導入主体の農場が高かった。結果
を基に、高陽性率の乳用牛農場１戸（陽性
率 83％）に対し指導を実施。基本方針とし
て、生産性に直接関わる疾病の予防対策を
優先する等、長期間に渡って取り組めるよ
う留意。目標陽性率を 50％に設定し、指導
・検証には、PDCA サイクルを用いた。対策
は「牛白血病に関する衛生対策ガイドライ
ン」に基づき作成した対策指導シートを用
い、農場と協議のうえ決定。検証・改善を
繰り返すことで陽性率は 65％に低下。農家
のモチベーションが続くよう、暑熱対策等、
他のメリットを提示しながら、継続的に指
導を行うことが重要。 
 
70.管内肉用繁殖牛飼養者に対する牛白血
病清浄化への取組：山口県東部家保 前田
翔一、大石大樹 
 管内の肉用繁殖牛飼養者の地方病性牛白
血病（以下 EBL）清浄化に向けた取り組み
実施。飼養者及び関係機関に対して EBL に
関する研修会を実施し周知に努めた結果、
検査依頼が増加。平成 29 年度以降 18 戸 33
6 頭の検査を実施し、14 戸 161 頭で陽性を
確認。管内の繁殖牛の約 4 割の浸潤状況確
認。検査結果を踏まえ、「牛白血病にかか
る衛生対策ガイドライン」に基づき、陽性
牛飼養者とそれぞれが対応可能な対策を協
議し、取り組み開始。陽性牛淘汰のための
遺伝子検査及び繁殖保留候補牛検査も合わ
せて実施。EBL 対策の問題点の抽出を目的
に陽性牛飼養者にアンケートを実施し、対
策の中で実施困難な項目を抽出。実行不可
能な対策に対しては別の実行可能な対策を
提案。取組可能であるが実行されていない
対策あり、指導の余地があることが判明。E
BL の病態は複雑であるため、清浄化を進め
ていくには飼養者等のさらなる理解及び関
係機関との連携が必要不可欠。 
 
71.肉用繁殖牛農家で発生した牛コロナウ
イルス病と今後の対策検討：山口県北部家
保 遠藤泰治、小南直司 

平成 30 年 12 月、肉用牛繁殖農家の成牛
１頭が下痢症状を発症。次いで同居牛およ

び隣接牛舎の育成牛にも拡大。細菌学的検
査、寄生虫学的検査およびウイルス学的検
査を実施した結果、牛コロナウイルスの分
離、有意な抗体価の上昇を確認したことか
ら、本症例を牛コロナウイルス病と診断。
本病発生を踏まえ、飼養者と共に飼養衛生
管理基準遵守事項の確認、病原体の侵入、
蔓延、農場内の衛生対策実施状況を調査。
判明した問題点に対し、衛生対策を指導。
農場入口の消石灰帯設置、立入禁止看板の
明瞭化、衛生管理区域の明確化により、外
来者の不必要な出入り制限、畜舎出入り口
の一本化、畜舎毎の長靴交換を実施、新た
に病畜・導入牛用の隔離房の設置、疾病予
防対策として繁殖牛への定期的な下痢予防
ワクチン接種等の対策を提案。飼養者は本
症の再発防止と併せ、総合的な農場防疫対
策へ向けた意欲的な取組みを開始。 
 
72.異常産の関与が疑われるアルボウイル
スの県内浸潤状況調査：山口県中部家保 
横山明宏 

H26 年～30 年のサシュペリウイルス(SAT
V)、ピートンウイルス(PEAV)、シャモンダ
ウイルス(SHAV)の浸潤状況調査を実施。27
年 9 月に SHAV 抗体が陽転(2 戸 5 頭)、11
月までに 32.8%(6 戸 19 頭/13 戸 58 頭)が陽
転。28 年 8 月に PEAV 抗体が陽転(4 戸 13
頭)、11 月までに 48.3%(9 戸 28 頭/13 戸 58
頭)が陽転。ほぼ県全域に浸潤。SATV 抗体
の陽転は確認されず。27 年に陽転がみられ
なかった北部の 11月おとり牛血漿から SHA
V、28 年 9 月に陽転した東部の 8 月おとり
牛血漿から PEAV を県内で初分離。両ウイル
スが浸潤した年の 6 月～翌年 4 月までに実
施した体型異常及び神経症状を呈した牛異
常産の病性鑑定(27 年：10 件、28 年：10
件)では、脊柱彎曲等の所見を一部で確認し
たが、アルボウイルスの関与で特徴的な組
織所見は確認されず。血清等(27 年：19 検
体、28 年：25 検体)を用いた中和試験で SH
AV、PEAV の有意な中和抗体はみられず。し
かし牛異常産発生時はこれらウイルスの関
与を疑う事が必要。 
 
73．管内酪農家の牛白血病対策とその効果
：徳島県西部家保 五島万記子、福見貴文 
 平成 25 年度から 30 年度において、管内
酪農家を対象に各年ごと計 3 回の牛白血病
ウイルス（BLV）ELISA 検査を実施。本検査
で BLV 陽性農家は 78.6％から 83.7％、BLV
抗体陽性牛は 22.7％から 40.3％と高値で
推移。平成 29、30 年度実施農家の 41％で
抗体陽転率が前回検査から低下、そのうち
36％で陽転率 0％となったことに着目。こ
れら酪農家に対し本病対策措置の聞き取り
調査を実施。結果、67％の農家が後継牛確
保対策を自家育成に変更し、抗体陽性牛の
分離飼育、搾乳順序の配慮、及び初乳製剤
投与を実施。一方で早期の陽性牛更新及び
吸血昆虫対策は未実施。本病の対策におい
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ては、中長期的視点と着手可能対策の確実
な実施が重要。管内牛飼養農家の意欲向上
のため、以後も清浄化達成農家に対し聞き
取り調査を継続し、得た情報を基に BLV 蔓
延農家に対して経済面及び物理面を考慮し
た対策を提案していきたい。 
 
74．管内 2 戸の和牛繁殖農家における牛白
血病清浄化対策取り組み状況について：徳
島県西部家保 山田みちる、出口達也 
 管内 2 戸の和牛繁殖農家が牛白血病清浄
化に向けて対策を実施。A 農家は平成 27 年
度から継続対策中。A 農家は所有 2 農場を
活用し、抗体陽性・陰性牛を分離飼育しコ
ントロール。陰性農場は現在も清浄性を保
持。陽性農場はリスク判定による分離飼育、
忌避剤使用、抗体陽性牛の淘汰、陰性農場
からの移入等により抗体陽性率低下に向け
た対策およびモニタリングを継続中。B 農
家は平成29年度に1頭が牛白血病を発症し
たため、取り組みを開始。平成 29 年度中に
牛白血病抗体検査を実施し、農場内で分離
飼育済み。抗体陰性牛群は清浄性を保持。2
農家共に 2 年後の清浄化を目標とし、計画
的に抗体陽性牛の淘汰を実施中。これまで
の取り組みから牛白血病対策には、まん延
防止のため来場者への対策内容の周知、農
家毎の個別対策構築、取り組みが長期間に
わたるため、畜主のモチベーションの維持、
関係者との連携が重要。 
 
75.和牛繁殖農家における牛白血病対策：香
川県西部家保 梶野昌伯 

消費・安全対策交付金の慢性疾病等生産
性を阻害する疾病の低減事業を活用し、牛
白血病フリーを目指す中讃和牛改良組合員
のうち 5 戸で対策を実施。現状調査を 6 月
に実施した結果、牛白血病陽性は 4 戸で陽
性頭数は 1～3 頭／戸と判明。国の「牛白血
病に関する衛生対策ガイドライン」に沿い、
衛生対策を指導。農場内浸潤の防止対策で
吸血昆虫対策を含め陽性牛の隔離飼育を指
導（4 戸）。陽性牛の分娩後、親子分離・
初乳製剤給与を指導（2 戸）。12 月に 2 回
目の牛白血病検査を実施（4 戸）。結果、
新たな感染牛はなし。農場内清浄化に向け、
計画的更新・隔離飼育継続指導（4 戸）。
農場への侵入防止対策として、外部導入時
には隔離飼育し検査の受検を指導（5 戸）
や自家育成を助言（2 戸）。優良繁殖牛を
確保するため、陽性優良繁殖牛から受精卵
作出（1 戸 1 頭）し、受精卵の自己利用を
するとともに、受精卵販売も行い経営に寄
与。今回の事例を参考に他組合員に牛白血
病対策を呼びかけ。 
 
76.大規模肉用牛一貫経営農場の牛白血病
清浄化対策：香川県東部家保 上村圭一、
泉川康弘 

大規模肉用牛一貫経営農場で、平成 27
年度に規模拡大を見据えた繁殖牛の白血病

全頭検査を開始。200 頭中 31 頭の陽性を確
認。検査結果と農場の衛生管理状況から、
問題点を検証し、平成 28 年度から①陽性牛
対策（隔離飼育、繁殖供用の中止等の水平
感染と垂直感染の防止）、②導入牛対策（隔
離飼育、2 回の導入検査によるウイルスの
侵入防止）を主とした白血病清浄化対策と
増頭を開始。①陽性牛対策により経産牛は
平成 29 年度、未経産牛（自家育成牛）は平
成 30 年度に全て陰性を確認、水平感染と垂
直感染の防止に成功。②導入牛対策により
導入牛 250 頭中 45 頭（1 回目 41 頭、2 回目
4 頭）を摘発。感染初期（感染後約 1～2 ヶ
月以内）はウインドウ期のため、2 回検査
（抗体検査・PCR 検査、抗体検査）を実施
することで確実に摘発し、ウイルスの侵入
防止に成功。平成 30 年 12 月には 200 頭か
ら 325 頭への増頭、清浄化（陽性率 0％）
を達成。 
 
77.牛ウイルス性下痢・粘膜病持続感染牛の
摘発と清浄性確認：香川県西部家保 原基、
松元良祐 
 平成 29 年８月に管内の乳肉複合農場に
おいて県外の廃業農家から 4 頭導入し、そ
の内のホルスタイン種育成牛 1 頭が着地検
査にて牛ウイルス性下痢・粘膜病（BVD-MD）
の持続感染（PI）牛と診断。PI 牛は自衛殺。
清浄化対策として、PI 牛を飼育していた育
成牛舎の洗浄消毒、飼養牛の清浄性確認検
査を実施。清浄性確認検査では、搾乳牛 25
7 頭についてはバルク乳、乾乳牛・育成牛
及び黒毛和種繁殖牛 55 頭については血清
を用い、PCR 検査で全て陰性を確認。PI 牛
淘汰後、平成 29 年 10 月から平成 30 年 8
月の間の分娩子牛 187 頭について PCR 検査
を実施し、全て陰性を確認。清浄性維持の
ため平成 30年 1月から平成 30年 12 月の間
の導入牛 22 頭の PCR 検査実施し、全て陰性
を確認。PI 牛の摘発を受け、廃業農家から
同時期に県内に導入された個体についても
PCR 検査を実施し、全て陰性を確認。今後、
農家に対する BVD-MD の知識の更なる普及
に努め、導入牛の早期検査・早期 PI 牛発見
を推進。 
 
78. 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 今岡豊、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、肉用牛農家においても予防
対策の意識が高まっている。平成 28 年度か
ら、管内 A 農協の黒毛和種肥育一貫経営農
場（290 頭飼養）で清浄化に向けた取り組
みとして、抗体検査と遺伝子検査による浸
潤状況調査を実施。平成 28 年 7 月、繁殖雌
牛 91 頭中 4 頭の感染を摘発、その産子牛に
ついては、11 頭中 3 頭の感染を摘発。平成
29 年 10 月、肥育牛 72 頭中 1 頭の感染を摘
発すると共に、陽性牛の分離飼育、導入牛
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の検査前分離飼育と導入時検査等の指導及
び対策を実施。平成 30 年 10 月には、黒毛
和種繁殖雌牛の 86 頭の再検査と肥育牛 82
頭の抽出検査により感染拡大がないことを
確認。今後も、当農場の黒毛和種繁殖雌牛
及び肥育牛の定期検査等を実施し、清浄性
確保を図る。 
 
79.牛白血病検査体制強化による管内乳牛
公共牧場における本病清浄性維持に向けた
取り組み：愛媛県南予家保 山本達哉、井
阪章 
 管内乳牛公共牧場では、定期検査（年 3
回）で毎年数頭の牛白血病陽性牛を摘発（平
成 26～29 年度：9 頭、今年度：3 頭）して
いるが、平成 29 年 1 月から強化した検査体
制（抗体検査に加え、遺伝子検査を併用）
により初期感染牛の摘発も対応すること
で、牧場内感染拡大防止が図られている状
況。しかし、近年、公共牧場の利用頭数が
増加する中、公共牧場入牧前の検査（以下、
入牧検査）における本病摘発頭数は増加傾
向にあり、今年度、陽性牛 31 頭（全体の 2
6.4%）を摘発。また、入牧検査時は陰性で
あったが、定期検査で 2 頭が摘発された農
場は、これまで陽性牛の摘発がなく、農場
内の浸潤状況の把握が必要とされたため、
全頭検査を実施。結果、57.9%と高い陽性率
だったため、後継牛への感染拡大防止対策
を重点的に指導。今後も本病清浄化対策に
積極的な農家を中心に全頭検査を含めた支
援及び衛生対策指導を行うとともに、強化
した検査体制を継続し、公共牧場の清浄性
維持を図る。 
 
80.肉用牛農場の呼吸器病発生分析に基づ
く衛生対策強化：愛媛県南予家保宇和島支
所 小池正充、是澤通花 
 平成 30 年 8 月 31 日、肉用牛農場で育成
牛舎の 3～4 か月齢子牛が食欲低下、呼吸器
症状を呈し、鼻腔スワブ、血液等採材。鼻
腔スワブから牛ＲＳウイルス特異遺伝子検
出（6/7 頭）、Pasteurella multocida（5/
7 頭）、Mannheimia haemolytica（1/7 頭）
分離、前後血清抗体検査から牛ＲＳウイル
ス病と診断。当該農場における平成 20 年度
から 30年 12月末まで過去 10年間の疾病発
生状況、気象状況及び飼養衛生管理につい
て分析（延べ 435 頭、554 検体）。呼吸器
病は検査件数の 53.8％、死亡頭数の 66.7
％を占め、病原体は細菌・マイコプラズマ
混合感染、群発でウイルス感染確認。気象
要因は発症前 1 週間以内に最大日内変動が
10℃以上拡大（97％）、前後の日間変動も
認め、日内及び日間の寒暖差が呼吸器病誘
発。ワクチンプログラム変更、後継者就農
による個体観察強化、防風板設置等により
平成 28 年度以降の死亡頭数減少。対策とし
て気象状況を活用した飼養管理、効果的な
ワクチン接種について検討、更なる生産性
向上を図る。 

 
81.牛ウイルス性下痢・粘膜病の再々発防止
のために：福岡県中央家保 浅原友里子、
増岡和晃 
 平成 25 年度に牛ウイルス性下痢ウイル
ス（BVDV）1 型持続感染牛（PI 牛）が摘発
され、1 年以上かけて牛ウイルス性下痢・
粘膜病（BVD-MD）の清浄化を達成した農場
で平成 29 年 12 月、呼吸器病が発生し 3 頭
（内 1 頭は死亡）の病性鑑定を実施。生存
の 2 頭は呼吸器病関連ウイルスの関与を否
定。一方、死亡牛の腸管に偽膜形成を認め
たことから、空腸乳剤を用いた下痢関連ウ
イルスの遺伝子検査を実施し BVDV2 型遺伝
子を検出。BVDV による農場の再汚染が考え
られたため、BVD-MD 清浄化対策に再び取り
組む。今回の発生では飼養衛生管理基準の
遵守に加え、中断されていた呼吸器 5 種混
合不活化ワクチン（ワクチン）の接種再開
を指導。また、新生子牛の検査で平成 30
年 9 月、2 型 PI 牛 1 頭を摘発淘汰。本農場
は外部導入を行わず、衛生管理も良好であ
ったが、ワクチンの中断期間中に本病の再
侵入を許しており、BVD-MD の再々発防止の
ためには衛生管理に加え継続したワクチン
接種が重要。 
 
82.牛ウイルス性下痢･粘膜病の持続感染牛
の牛群への影響と農家の損失：福岡県両筑
家保 江﨑健二郎、寺迫美知子 

搾乳牛 47 頭規模の酪農場で牛ウイルス
性下痢・粘膜病の持続感染（PI）牛 5 頭を
摘発、淘汰。PI 牛が存在した 20 カ月間と
淘汰後 20 カ月間に関し t 検定（ｐ<0.05）
を行い以下の項目について比較。1 日 1 頭
当たり乳量は、29.5kg から 32.6kg に有意
に増加。PI 牛が存在した期間の損失乳代は
約 811 万円と算定。平均授精回数は、2.27
回から 1.7 回に有意に減少。損失人工授精
料は約 24 万円と算定。死産の発生は、5 件
から 0 件に減少。死産による損失は約 25
万円と算定。PI 牛淘汰による損失は約 50
万円と算定。乳質関連は、体細胞数、乳脂
率、MUN に有意な変動はなかったが、蛋白
質率と無脂固形分率は有意に減少。調査期
間中の飼料変更はなく原因は不明。以上か
ら、本事例では少なく見積もっても農家の
損失は約 910 万円に上った。今回の調査結
果は、PI 牛による具体的な影響と経済的損
失を数値化して示したことで、本病の対策
指導及びワクチン接種推進の一助となると
考える。 
 
83.新たに確立した安価な検査法を用いた
牛白血病清浄化対策：福岡県中央家保 廣松
理希、袈裟丸昇太 
 牛白血病ウイルス（BLV）の定量的 PCR
法（qPCR 法）は、費用的な問題で検査頭数
を制限。今回、安価な改良 qPCR 法（改良法）
を確立、黒毛和種繁殖農家で全頭検査結果
に基づく牛白血病清浄化対策を実施。1.改
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良法の確立：材料は白血球液 40 検体、qPC
R 法は Tax 法、抽出 DNA10ng の BLV 遺伝子
数を算出。改良法は反応酵素を変更、試薬
量を削減。従来法と改良法は相関係数 0.91
9 で強い相関。1 検体の費用は 960 円から 1
40 円と大幅に削減。2.農場対策：平成 29
年 3 月、BLV 抗体陽性 17 頭、陰性 5 頭を確
認し、分離飼育等を実施。平成 30 年 2 月、
陰性牛 5 頭、後継牛 3 頭の陰性を確認。増
頭計画で分離飼育が困難となるため、陽性
牛全頭に改良法を実施し、BLV 遺伝子 100
コピー/10ng を基準に高リスク牛、低リス
ク牛、陰性牛の順に配置する感染防止対策
を実施。平成 30 年 10 月陰性牛 8 頭、新規
後継牛 3 頭は陰性で対策効果を確認。改良
法を用いた本対策は分離飼育困難農家でも
実施可能。 
 
84.管内肉用牛繁殖農場の牛白血病清浄化
への取り組み：佐賀県西部家保 江副大輔、
千綿秀之 

平成 25 年から管内肉用牛繁殖農家にお
いて、地方病性牛白血病（EBL）清浄化対策
に取り組んでいる。「牛白血病に関する衛
生対策ガイドライン」に基づき、陽性母牛
と陰性母牛の区分管理、注射針・直腸検査
手袋の１頭ごとの交換徹底、吸血昆虫対策、
新規導入牛の隔離・早期の抗体検査及びモ
バイルを活用した陽性母牛産子の分娩直後
の母子分離・初乳製剤の給与を実施。繁殖
牛の抗体検査を年 2 回、新規導入牛及び自
家保留牛の抗体検査を随時実施。抗体陽性
牛はリアルタイム PCR による牛白血病ウイ
ルス（BLV）遺伝子量測定もしくは JB の鍵
による末梢血リンパ球数評価を実施し、ハ
イリスク牛の評価を検討。取り組みの結果、
抗体陽性率は 54.5％（12/22 頭）から 16.7
％（8/48 頭）に減少。JB の鍵による判定で
は持続性リンパ牛増多症牛は認められなか
ったため既報よりBLV遺伝子量1万コピー/
105cell 以上をハイリスク牛とし、平成 30
年 10 月末時点で 4 頭を摘発。これまでに 2
頭のハイリスク牛を含む 12 頭の陽性母牛
を淘汰。今後も早期の EBL 清浄化を目指し
て取り組みを継続していきたい。 
 
85.管内で流行した牛呼吸器病症候群（BRD
C）の発生状況：佐賀県北部家保 久野裕理、
園部深雪 

2017 年 11 月～2018 年 3 月に病性鑑定を
実施した BRDC について、肉用牛飼養農家 9
戸 34 頭を対象に呼吸器病ウイルスの流行
状況を調査。肥育農家 2 戸 17 頭、繁殖農家
6 戸 11 頭、及びキャトルステーション(CS)
 6 頭の鼻腔スワブ及び血清を材料とし、遺
伝子検索(PCR)、ウイルス分離検査、及び中
和抗体検査を実施。調査の結果、県内外か
ら頻繁に牛を導入する肥育農家では牛パラ
インフルエンザウイルス(BPIV-3)、牛 RS
ウイルス(BRSV)、牛コロナウイルス(BCoV)、
牛ライノウイルス(BRVs)による複合感染例

が確認され、導入頻度が少ない繁殖農家で
は、BRSV を主とする単独感染例が確認され
た。管内の繁殖農家の子牛のみが預託され
ている CS においても、BRSV の単独感染例
を確認。今回の調査により、管内のウイル
スの流行状況と飼養形態による感染パター
ンの違いが明らかになった。今後、導入牛
の隔離やワクチン接種等、飼養形態に応じ
た対策指導を実施していく。 
 
86.佐賀県における非定型豚ペスチウイル
スの初検出事例：佐賀県中部家保 岡本理 

非定型豚ペスチウイルス（以下 APPV）の
佐賀県への侵入を調査するために、過去の
病性鑑定材料を用いて APPV の検出を試み
た。平成 26～29 年度に哺乳豚の神経症状等
を主訴とした病性鑑定 7 件分の脳および主
要臓器等を材料とし、NS3 領域のリアルタ
イム RT-PCR（Arrunda ら、2016）を実施。
平成 28年 7月に振戦を呈した 2日齢の哺乳
豚の脳、心臓、肺、肝臓および腎臓から AP
PV 特異遺伝子を検出。病理組織学的検査で
は神経系組織に著変を認めなかったが、既
報の感染実験と一致する症状を呈してお
り、脳および主要臓器（脾臓を除く）から
APPV 遺伝子が検出されたことから、APPV
の病態への関与を疑う県内初の事例。しか
しながら、APPV の病原性など不明な点が多
く、さらなる調査が必要と思われた。また、
APPV について、全国で浸潤状況を調査した
という報告はなく、今後県内における浸潤
状況調査に取り組む予定。 
 
87.管内の酪農家で発生した牛ロタウイル
スによる下痢症対策：長崎県県南家保 早
稲田万大、藤井猪一郎 
 管内 2 戸の酪農家で乳量の減少を伴う牛
ロタウイルスによる下痢症が発生。A 農場
は 69 頭の搾乳牛を対尻式牛舎で飼養。水様
性下痢、食欲不振、乳量減少を呈する 8 頭
が散見され、搾乳牛 1 日 1 頭あたり乳量（以
下乳量）が 30.2kg から 25.5kg まで減少。B
農場はフリーストールで 75 頭を飼養。12
頭で水様性下痢、食欲不振がみられ、乳量
が 37.3kg から 32.9kg に減少。乳量減少の
損失は A 農場が 85,500 円、B 農場が 164,8
65 円。A 農場は 6 頭中 5 頭から A 群ロタウ
イルス遺伝子が検出され、その遺伝子型は
G8P[14]に分類。B 農場は 5 頭中 5 頭から C
群ロタウイルス遺伝子が検出され、G2P[3]
に分類。両農場とも、立入当日から全頭に
生菌剤の給与を指導するとともに、施設内
の消毒徹底および汚染場所が拡大しないよ
う作業動線の確認と交差防止を徹底。A 農
場での乳量は、対策実施後 8 日で 31.0kg、
B 農場では、対策後 13 日で 37.4kg に回復
し、その後再発はみられていない。 
 
88.牛白血病対策における分離飼育の成功
事例～ポイントは農家の意識～：長崎県県
北家保 重國由起子、松田廣志 
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成牛約 40 頭を繋ぎ飼養する酪農家で、平
成 28 年から牛白血病ウイルス（BLV）の浸
潤状況調査を行い対策実施。第 1 回調査（平
成 28 年 10 月）で抗体陽性率 28.6%（10/35
頭）。対策として一般的な衛生管理に加え、
抗体陽性牛の分離飼育、陰性牛からの搾乳
作業等を指導。第 2 回調査（平成 29 年 12
月）では 5 頭で抗体陽転（陽転率 17.2%）。
結果を受け農家の取り組み意識が変わり、
不十分であった分離飼育、搾乳作業順序を
徹底。第 3 回調査（平成 30 年 6 月）として
抗体陽性牛 13 頭の BLV 遺伝子検査を実施
し、cPCR で 12 頭、rPCR で 9 頭陽性（20～1,
297copies/10ng）。遺伝子量に応じた牛舎
内繋留場所を指導。第 4 回調査（平成 30
年 12 月）では抗体陽転は１頭（陽転率 4.0
％）となり、陽転率が低下。分離飼育に加
え、搾乳作業順序の徹底、BLV 遺伝子量に
応じた牛の配置を併用することで、感染拡
大防止に一定の効果がみられた。ただし、
対策を効果的に進めるには農家の意識が重
要と考えられた。 
 
89.ディアギュラウイルスの関与を疑う牛
異常産の発生：長崎県中央家保 西武直美、
岩永政弘 

平成 31 年 2 月に繁殖雌牛 21 頭を飼養す
る肉用牛繁殖農家で死産胎子が娩出され、
病鑑実施。体型異常認めず、大脳欠損、眼
球混濁及び脳脊髄液増量を確認。主要臓器
及び胎盤から有意菌は分離されず。牛異常
産関連ウイルス抗体検査にて、母牛血清及
び死産胎子体液からチュウザンウイルス(C
HUV)及びディアギュラウイルス(DAGV)に対
する抗体が確認されたが、CHUV に対する抗
体価は DAGV に対する抗体価より低値。病理
組織学的検査では、小脳髄質に、軽度の石
灰沈着を確認。平成 30 年度流行熱等抗体検
査では、対馬を除く県下全域で DAGV に対す
る抗体陽転を確認(23/72 頭)。抗体陽転の
状況から 9 月頃に流行したものと推察。以
上から、本症例は DAGV の関与を疑う。一般
に大脳欠損は胎齢 3 か月前後にウイルス感
染を受けた結果認められると考えられ、本
症例の授精日は、平成 30 年 6 月 4 日で胎齢
3 か月齢前後が DAGV の流行時期と一致。9
月頃に DAGV の感染を受け大脳欠損を引き
起こしたものと推察。 
 
90.ディアギュラウイルスの関与を疑う牛
異常産の発生ならびに県内分離株の分子疫
学的考察：長崎県中央家保 酒井芳子、鈴
田史子 

2019 年 2～3 月に発生した牛異常産 3 症
例（症例 1：死産、症例 2 および 3：神経症
状子牛）において、剖検で大脳欠損、脳脊
髄液増量、眼球混濁等、組織所見で脳に石
灰沈着、グリア細胞の集簇等を確認。ウイ
ルス抗体検査で各症例の母子および同居牛
にディアギュラウイルス（DAGV）抗体保有
を認め DAGV の関与を疑う牛異常産と診断。

また、アルボウイルス動態調査において 20
18 年 9～11 月に県下で DAGV 抗体陽転（陽
転率 31.9％）が確認され、おとり牛血球か
ら DAGV が分離。中和抗原 VP2 をコードする
ゲノム分節 2 の遺伝子解析の結果、分離株
と 2018 および 2001 年鹿児島分離株との相
同性はそれぞれ 99.84%、97.17%。また、中
和試験において、分離株とチュウザンウイ
ルスは交差性があるものの抗体価に明らか
な差を認めた。以上から、本県分離株は 20
18 年鹿児島分離株と同一由来であり、2001
年鹿児島分離株と類似した抗原性を有する
ことが示唆。 
 
91.県外移出牛検査で牛ウイルス性下痢ウ
イルス持続感染牛を摘発した一例：熊本県
阿蘇家保 小田原直子、安田航 

管内酪農家（搾乳牛 116 頭飼養）におけ
る育成牛の県外預託牧場への移出前検査
で、13 頭中 1 頭が牛ウイルス性下痢ウイル
ス（BVDV）PCR 陽性。23 日後実施の検査で
当該牛を PI 牛と確定。PI 牛は発育不良以
外顕著な異常を認めず、検出ウイルスの遺
伝子型は 1b 型。農場の感染状況確認検査で
飼養牛 190 頭全頭の PCR 陰性、周辺農場の
浸潤状況確認検査で 6 戸のバルク乳で PCR
陰性の確認。今回、初めて県外移出牛検査
で PI 牛摘発し、ウイルスの農場内外へのま
ん延を防止。検査結果から、ウイルスの流
行は一過性で、PI 牛母牛の感染推察時期
（胎齢 30～150 日齢）に県外導入があり、
侵入経路として疑われた。今後も、当該農
場では PI 牛生存期間中の妊娠牛及び県外
預託から帰来した妊娠牛の産子検査を継続
して実施し、周辺農場では定期的なバルク
乳検査で、清浄性の確認を継続予定。本事
例から本県の BVDV 清浄化対策の効率的検
査法及び導入牛の検査体制を検討し、まん
延防止の一助としたい。 
 
92.急性感染を疑う牛ウイルス性下痢ウイ
ルスによる流産の発生：熊本県中央家保 
杉晋二、安田航 
 搾乳牛 38 頭飼養農場で、導入後の 4 産目
母牛が 2018 年 4 月 17 日に胎齢約 200 日で
流産。母牛は導入後の牛ウイルス性下痢ウ
イルス(BVDV)ワクチン未接種、導入元での
接種状況不明。ウイルス検査で胎子腎臓か
ら BVDV 特異遺伝子検出、胎子主要臓器及び
脳から ncp 株、1b 型の BVDV 分離。BVDV の
中和抗体価は胎子血清で 1、2 型共に 2 倍未
満、母牛前後血清で 1 型は共に 16 倍、2 型
は共に 2 倍。細菌検査では有意菌分離陰性。
病理検査で化膿性腸炎、腎臓壊死、心外膜
炎、肺の動脈壊死等確認。BVDV の免疫組織
化学的検査では、動脈やマクロファージ、
腎臓尿細管上皮細胞等で陽性。以上から本
症例を牛ウイルス性下痢・粘膜病と診断。
本症例は急性炎症像であり、急性感染では
遺伝子検出感度が低い可能性。母牛が抗体
保有でも胎子感染が示されたため、ワクチ
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ンのみによる BVDV の清浄化対策は注意が
必要であり、持続感染牛摘発を第一とする
必要。 
 
93.非定型豚ペスチウイルス(APPV)の関与
が疑われた新生子豚の先天性筋痙攣症：熊
本県中央家保 本田佐知子、杉晋二 
 2017 年 6 月に県内一養豚場で、初産母豚
産子が振戦、股開き等を呈し、その後経産
母豚産子でも発症拡大。2018 年 1 月以降は
一時終息するも、3 月再発症。いずれも母
豚に異状なし。2017 年 11 月及び 2018 年 4
月に病性鑑定実施、発症子豚（11 月：3 頭、
4 月：2 頭）の血清、主要臓器及び脳脊髄、
4 月採材の口腔内液、糞便及び尿、母豚血
清 15 検体中 1 検体から APPV 特異遺伝子検
出、豚コレラ等は陰性。2018 年 6 月、追跡
調査として無症状の母豚及び肥育豚の糞便
又は口腔内液を検査し、肥育豚の口腔内液
から APPV 特異遺伝子検出。以上から、一連
の子豚の振戦、股開きの原因は APPV である
と強く疑う。母豚は無症状であり、分娩前
の感染母豚の摘発は困難。発症子豚の口腔
内液等からウイルスが排出され、農場内で
のウイルス伝播が容易であると推察。無症
状の肥育豚も体内にウイルスが残存し、継
続して排出されることが示唆。本事例は AP
PV 検出の国内初報告であり、引き続き病原
性解明の必要あり。 
 
94．酪農家の BVD-MD 清浄化に向けた地方包
括型対策： 
大分県大分家保 寺山将平 

酪農家 1 戸で腸炎発症子牛を病性鑑定で
BVD-MD と診断。発生農場の全頭検査により
子牛 2 頭、出生子牛の継続検査より 4 頭、
合計 7 頭の PI 牛を摘発。すべて BVDV-1b
型による発生で、疫学情報と遺伝子型系統
樹解析から発生農場と預託農場に由来は二
分。本病の対策会議を設置し、損失補填の
ため家畜農場清浄化支援対策事業を実行。
感染防除対策のため入牧前のワクチン接種
と飼養衛生管理基準の見直しを実施。発生
情報から周辺 6 農場におけるバルク乳検査
を開始。農場状況に応じ検査頻度を段階的
に設定。すべて陰性を確認中。発生農場の
清浄化と周辺農場への侵入防止を進める。 
 
95．管内地域一体で取組む牛ウイルス性下
痢粘膜病清浄化対策：大分県玖珠家保 下
田洋子 
 平成 30 年 3 月末、管内 A 農場(搾乳牛 12
0頭規模)が県外出荷した子牛 2頭で牛ウイ
ルス性下痢ウイルス(BVDV)抗原検査陽性。
防疫対策ガイドラインに基づき検査を実
施。5 頭の育成牛を持続感染牛(PI 牛)と診
断し、自主的とう汰。PI 牛 5 頭の母牛血清
から BVDV 特異遺伝子未検出。PI 牛 5 頭の
出生時期から感染時期は平成29年 1月から
2 月頃と推測。過去に採材した保存血清を
検査し 1 頭(a 牛)から BVDV 特異遺伝子検

出。a 牛は、平成 28 年 11 月に県外から初
妊で導入され、平成 29 年 1 月に分娩、1 月
末頃に搾乳牛舎に移動。PI 牛 5 頭由来ウイ
ルス株と a 牛由来ウイルス株は系統樹解析
において高い相同性。a 牛が PI 牛であり感
染源となったと推察。A 農場では飼養牛全
頭へのワクチン接種と新生子牛検査を実施
中。地域の浸潤状況確認のため、管内 3 酪
農組合で研修会を実施し問題意識を共有。
全 43 戸でバルク乳検査を実施し陰性確認。
今後もバルク乳検査を継続。導入時ヨーネ
病検査のみでなく BVDV 検査推進。 
 
96．抗体陽性若齢牛で発症した牛白血病 3
例の鑑別診断：宮崎県宮崎家保 鬼塚康晴、
瀬戸山博則 
 2016 年から 2018 年に県内で発生した牛
白血病ウイルス抗体陽性若齢牛 3 例のリン
パ腫について、地方病性（EBL）と散発性（S
BL ）の鑑別診断を検討。剖検時、症例 1
では全身性、症例 2 では限局的なリンパ節
腫大を、症例 3 では顕著な脾腫を確認。病
理組織学的検査では、症例 1、2 で異型性と
多形性の強い、症例 3 で血管内の分布が特
徴的なリンパ腫を確認。ウイルス学的検査
では、症例 1 と 3 で末梢血 BL プロウイルス
量が高値。症例 3 のみで測定した組織中プ
ロウイルス量は高値。免疫組織化学的検査
では全症例で B1 細胞マーカー陽性、症例 2
では TdT 陽性であった。症例 1 と 3 は病理
組織学的検査、免疫組織化学的検査及びウ
イルス学的検査の結果から EBL と診断。症
例 2 は細胞学的な EBL との類似性が認めら
れたものの、末梢血プロウイルス量は高値
でなく、組織中プロウイルス量を測定でき
なかったことから判定不可。若齢牛におけ
る牛白血病の鑑別診断については、典型的
な EBL 分類例と異なる病態も存在すること
から、末梢血及び腫瘤組織生材料のプロウ
イルス量測定を実施し総合的に判定する必
要がある。 
 
97.牛トロウイルス関与を疑う下痢の発生
と県内浸潤状況調査：宮崎県宮崎家保 瀬
戸山博則、福田美津紀 

2018年に宮崎県内の黒毛和種繁殖 2農場
で下痢が発生。症例 1 では 2 カ月齢子牛 1
頭が白痢を呈して急死、症例 2 では子牛 5
頭に下痢発生。症例 1 では直腸内容から、
症例 2 では下痢便 5 検体中 1 検体から牛ト
ロウイルス（BToV）を分離。分離ウイルス
2 株は、遺伝子解析の結果、99％以上相同
で、genogroup1 に分類。以上から、2 症例
について、BToV 関与を疑う下痢と診断。ま
た、県内の浸潤状況調査として、2015 年度
から 2017 年度の年齢別余剰血清及び 2013
年度から 2017 年度の呼吸器及び下痢症の
病性鑑定事例前後血清を用いて実施。年度
別の BToV 抗体は、全ての年度で 94％以上
保有。年齢別では GM 値が年齢と共に上昇。
病性鑑定事例では、39 症例中 13 症例で抗
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体価の有意な上昇を確認。そのうち、7 症
例は、当時の病性鑑定時に原因特定できな
かった症例が含まれた。以上のことから、
県内において BToV の高い浸潤率と過去の
原因不明疾患への関与を示唆。 
 
98.鹿児島県における C 群ロタウイルスに
よる牛の下痢と県内浸潤状況：鹿児島県鹿
児島中央家保 浜崎今日子 

2018年 4月に一酪農場の成牛や県外預託
育成牛で水様性下痢や乳量減少が発生。発
症牛から C 群ロタウイルス（RVC）遺伝子が
検出され、遺伝子解析から国内で広く認め
られている RVC 株と確認。発症牛を含む複
数頭で RVC 抗体価が有意上昇。県内初の RV
C による牛ロタウイルス病と診断。気候条
件（寒冷）や飼養環境の変化（分娩、導入）
に伴うストレスによる免疫機能低下が感染
牛の発症と発生拡大の一因と考察。また、
離島を含む県内 RVC 浸潤状況調査（延べ 14
1 農場 549 頭）で少なくとも 2012 年の県内
侵入と 2015 年 11 月以降のほぼ県内全域へ
の浸潤を確認。発生地域調査（23 農場 216
頭）で発生農場には少なくとも 2013 年の侵
入以降、複数年度で抗体陽性牛を確認し常
在化していたと推察。肉用牛より乳用牛の
間で広く浸潤し牛の県外預託導入に係る移
動がウイルス伝播の一因となった可能性が
示唆。今後、乳肉問わず牛の下痢を認める
際は、RVC 関与も考慮した迅速な検査と衛
生対策指導が必要。 
 
99．宮古地域における牛白血病浸潤状況調
査および農場内清浄化に向けた取り組み：
沖縄県宮古家保 與座明祥、片桐慶人 

地方病性牛白血病（EBL）は全国同様、管
内でも発生頭数が増加している。当家保は
農家とともに EBL 対策に取り組んでおり、
勉強会、全頭検査、牛白血病ウイルス（BL
V）陽性牛の分離・配置換え、定期検査を行
った。アンケート調査の結果、EBL 対策に
ついて「実施したいが費用・労力等で出来
ない」が 50％だった。全頭検査農場はＨ29
年度から増加しＨ29～30 年度で 29 戸、陽
性率（BLV 浸潤状況）は 43％（260/605 頭、
陰性 7 戸）だった。定期検査では分離農場
（2 戸）の陽性率は 67％（10/15 頭）から 5
9％（10/17 頭）に減少し、陽転はなかった。
配置換え農場（3 戸）では 57％（73/128 頭）
から 46％（59/128 頭）に減少したが、3 戸
中 2 戸で 3％（2/65 頭）の陽転があった。
未対策の農場では 2 年間で 57％（8/14 頭）
の陽転があったことから、配置換え等の対
策でもある程度効果があると考えられた。
今後は陽転を防ぐ対策も必要である。管内
の EBL 対策は一部の農家で全頭検査と定期
検査が始まったばかりである。これらの農
場を地域のモデルとしていきたい。 

 
100．牛白血病発症抵抗性牛調査：沖縄県八
重山家保 角田雄飛、 荒木美穂 

 近年、地方病性牛白血病(EBL)の発生が増
加し、管内でも同様の状況。BLV 高度浸潤
農場での EBL 対策を目的として、発症抵抗
性牛の分布状況、遺伝的関連性があるとい
われている血統等について調査。【材料と
方法】抗体検査で陽性を示した黒毛和牛 46
9 頭を BLV Nested PCR 法に供した。PCR 陰
性の牛は、リンパ球数測定。65 頭は 4 ヶ月
以上の間をおいて、再度 BLV Nested PCR
法に供した。血統登録証明書を精査し、遺
伝的関連性を検討。【結果】PCR 陰性の牛
は 79 頭。再度検査を実施した 65 頭中 60
頭が陰性、5 頭が 2ndPCR 陽性。陰性牛のリ
ンパ球数は増加が認められず。母系血縁に
ついては、母子関係 6 組、母が同じ牛 4 組、
母の母が同じ牛 2 組。【まとめ】約 15％の
牛が、ウイルス量が増加しておらず、期間
をあけた検査でも同様の結果。血縁関係を
持つ発症抵抗性である牛は、遺伝的な関連
があると考察。今後、発症抵抗性牛を中心
とした牛群構成に変更するという対策の方
向性を示し、損耗減少を目指す。 
 
Ⅰ－２ 細菌性・真菌性疾病 
 
101.広域にわたる大規模牛飼養農場のヨー
ネ病防疫対策：北海道留萌家保 田村幸子、
鈴木雅美 

管轄外に複数の分場を有する大規模肉牛
飼養農場のヨーネ病防疫対策を分場の管轄
家保と連携し実施。飼養牛は授精・分娩管
理を行う管内の本場を中心に広域移動する
ことから、移動を前提とした検査体制を構
築。同居牛検査は、両家保で同時期に実施。
採材終了まで牛の移動を制限し、検査漏れ
・重複を防止。糞便培養中に牛が移動して
いた場合、判定時の飼養場所で患畜対応。
患畜摘発時は本場・分場とも発生時の対応
に戻ることとした。広域にわたる多数牛舎
の消毒は、両家保で実施したヨーネ菌環境
検査結果に基づき、高感染リスク牛舎から
優先的に実施。平成 28 年 12 月の初発生以
降、平成 30 年 9 月までの同居牛検査で 23
頭（管内 19 頭、管外 4 頭）を患畜摘発。農
場・家保間の情報共有と連携体制を構築し、
牛の移動を妨げることなく、本病防疫対策
を円滑に推進。 
 
102.牛ヨーネ病患畜における乳房のヨーネ
菌検出率の調査：北海道十勝家保 豊田彩
乃、谷口有紀子 

ヨーネ菌の介乳感染経路を把握するた
め、乳房の実質部位である乳腺と飼養環境
からの汚染を受けやすい乳頭について、ヨ
ーネ菌による汚染状況を調査。患畜と診断
された牛 97 頭の乳房（乳腺、乳頭）、回腸、
血液、乳頭清拭検体及び直腸便を材料とし、
培養検査、リアルタイム PCR 検査を実施。
乳腺及び乳頭のヨーネ菌分離陽性率及び平
均菌量は、回腸の病型が重度になるほど高
くなる傾向。乳腺では、直腸便中ヨーネ菌
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DNA 濃度と乳腺中ヨーネ菌 DNA 濃度に相関
がみられ、高度排菌牛の血液から高率にヨ
ーネ菌が分離されたことから、血行を介し
た菌の移行が示唆。乳頭では、腸管病変が
弱い個体でもヨーネ菌が分離される割合が
多く、乳頭清拭検体では低度排菌牛でもヨ
ーネ菌 DNA が検出されていることから、乳
頭は乳汁を介した汚染だけではなく飼養環
境からの汚染を示唆。患畜の乳房は高率に
汚染されていることが明らかとなり、介乳
感染の防止が本病のまん延防止に有効と考
察。 
 
103.牛のサルモネラ症発生農場での乳検デ
ータによるルーメン発酵状態の解析：北海
道網走家保 増子朋美、髙橋弘康 
 牛のサルモネラ症対策長期化の要因を明
らかにするため、乳検データからルーメン
発酵状態を推測し、サルモネラ保菌牛の陰
転率との関係を調査。材料は平成 29 年度サ
ルモネラ症発生農場 10 戸における乳用牛
1,072 頭の糞便培養検査成績及び乳検デー
タ（乳脂肪率/乳タンパク質率比（FPR）及
び乳汁中尿素態窒素（MUN））。FPR が<1.1
又は>1.5 の場合を FPR poor、MUN が<7 又は
>14 の場合を MUN poor、それ以外を栄養良
好とした。統計解析は隠れマルコフモデル、
パラメータの推定は汎用統計ソフトウェア
Ｒ及び OpenBUGS を用いたマルコフ連鎖モ
ンテカルロ法により実施。栄養良好、FPR 
poor、MUN poor、FPR poor かつ MUN poor
の牛の陰転率は 85.7、81.6、75.2、69%。
栄養良好の牛の陰転率に対する FPR poor、
MUN poor、FPR poor かつ MUN poor の牛の
陰転率の比が 1 未満となる確率は、87.1、9
9、99.3%。以上から、ルーメン発酵異常が
陰転率の低下に影響することが統計学的に
明らかとなり、対策を長期化させる可能性
が再確認された。 
 
104.Salmonella Nima による牛サルモネラ
症～市販免疫血清で O 群別不能なサルモネ
ラ～：北海道釧路家保 土井友理子、末永
敬徳  

平成 29 年 5 月、管内一酪農場で国内初と
なる S.Nima(Nima)による牛サルモネラ症
が発生し、発熱、下痢を呈す搾乳牛が多発。
MLCB 培地で発育した分離株を、生化学性状
及び遺伝子検査でサルモネラ属菌と同定
し、対策を開始。分離株は、市販 O 群免疫
血清(O 血清)で O 群別できず、動物衛生研
究部門へ依頼し、Nima(28:y:1,5)と判明。
当所では通常、同居牛検査の判定を O 血清
で行うが、本事例では、市販 H 免疫血清(H
血清)で対応。対策は約 2 カ月で終了した
が、H 血清の試験管凝集反応法では、労力
とコスト増加の課題が浮上。改善策として
マイクロプレートを活用した方法を検討。
従来と同様に H 抗原を決定でき、上記課題
改善の可能性を示唆。病原性評価のため、
培養細胞で細胞内侵入性試験を実施。Nima

の細胞内侵入性を確認したが、病原性の評
価に至らず。環境生存性試験では、Nima と
他の血清型間で生存期間に差は見られず、N
ima も他の血清型と同様の防疫対策が必要
と推察。 
 
105.宗谷管内飼養牛の Campylobacter fet
us 保菌状況調査：北海道宗谷家保 原希和
子、尾宇江康啓 

平成29年の種畜衛生検査にて農場Aが飼
養する種雄牛 1頭の包皮腔洗浄液から Camp
ylobacter fetus（Cf）を分離し、同居牛検
査では 3 頭の糞便から Cf を分離。管内飼養
牛の Cf 保菌状況調査を実施。21 戸の繁殖
牛糞便 261 検体及び膣粘液 99 検体を採材
し、スキロー液体培地で増菌後、スキロー
平板培地及びプレストン平板培地で培養し
た結果、4 戸 11 頭の糞便から Cf を分離。A
農場由来 Cf 4 株と保菌状況調査で分離し
た Cf 10 株についてパルスフィールドゲル
電気泳動（PFGE）及び Multilocus sequenc
e typing（MLST）による分子疫学的解析を
実施。PFGE は 13 パターンに、MLST は 2 つ
の sequence type に分類。管内に浸潤して
いる Cf は遺伝子的に多様。農場 A の種雄牛
及び同居牛から分離した Cf は PFGE パター
ンが異なり、感染経路は不明。Cf15 株につ
いて薬剤感受性試験を実施した結果、6 つ
の薬剤耐性パターンに分類され、耐性菌の
割合が高い薬剤を複数確認。本症の治療は
抗生物質を感受性に応じ慎重に使用するこ
とが必要。 
 
106.根室管内 Mycoplasma bovis のキノロ
ン耐性遺伝子解析と有効薬剤の検討：北海
道根室家保 山田真喜子、久保翠 

根室管内（管内）でニューキノロン系薬
剤（N 剤）低感受性 Mycoplasma bovis （M
b）の浸潤状況を調査、N 剤に替わる有効薬
剤を検討。平成 23～30 年の Mb78 株の遺伝
子解析の結果、gyrA 及び parC の両方に変
異がある株（両変異株）は 10 株（12.8%）、
gyrA のみに変異がある株（gyrA 変異株）は
51 株（65.4%）、parC のみに変異がある株
（parC 変異株）は 2 株（2.6%）、変異のな
い株は 15 株（19.2%）。両変異株を平成 25
年から継続的に確認。両変異株の N 剤に対
する MIC は ERFX、MBFX ともに低感受性。一
方、gyrA 変異株、parC 変異株、変異のない
株は ERFX、MBFX ともに感受性。N 剤以外は、
TS、OTC、FF が低感受性、LCM、AZM が感受
性。管内の Mb 分離株は両変異株のみ N 剤低
感受性。N剤低感受性株を平成 25年に確認。
また、N 剤低感受性株には LCM、AZM が有効。
今回の結果を臨床現場に還元し、薬剤の慎
重使用の更なる啓発に努める。 
 
107.2010～2018 年に十勝管内で分離され
た牛由来病原細菌の薬剤耐性調査―：北海
道十勝家保 山本敦子、手塚聡 

病性鑑定材料から分離された細菌の抗菌
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剤耐性率と使用状況調査を実施。Mannheim
ia haemolytica（Mh）及び Pasteurella mu
ltocida（Pm）は、乳肉用牛共にペニシリン
（PCG）、ストレプトマイシンで 70%以上の
耐性率。フルオロキノロン（FQ）系の耐性
率は、Pm は 0%、Mh は乳用牛 5%未満、肉用
牛 20%。Mh 各血清型で 3 系統以上の抗菌剤
に耐性を示した割合は、1 型は乳用牛 10%、
肉用牛 21%、6 型は乳用牛 0%、肉用牛 79%。
下痢症由来 Escherichia coli（Ec）の PCG
系の耐性率は乳用牛 100%、肉用牛 71%で、
アミノグリコシド（AM）系、オキシテトラ
サイクリン（OTC）は乳肉用牛共に 70%以上、
FQ 系は乳用牛 25%、肉用牛 38%。Ec のコリ
スチンの耐性率は乳用牛 0%、肉用牛 25%。M
ycoplasma bovis のタイロシン、OTC の最
小発育阻止濃度は高値に分布、FQ 系の耐性
率は 21%。抗菌剤使用状況は、乳用牛は特
に PCG 系が多く、乳肉用牛共に、AM 系の使
用割合が減少し、FQ 系が増加。調査結果は
周知し、薬剤の適正使用指針として使用予
定。 
 
108.乳房炎牛から分離された黄色ブドウ球
菌の分子疫学：青森県八戸家保 谷地村結
未、飯島彩 

対策を行ってきた 2 農場で黄色ブドウ球
菌（SA）性乳房炎が発生。指導の一助とす
るため、乳汁及び環境から SA を分離し、分
子疫学を調査。遊離コアグラーゼ型（Co）
は型別用免疫血清、エンテロトキシン遺伝
子（Es）と Es 様毒素遺伝子（El）は Multi
plex-PCR で確認。遺伝子型は、PCR-based 
ORF typing（POT）、Random Amplifaied P
olymorphic DNA（RAPD）で解析。A 農場は
分離率 13％で搾乳機器（機器）から分離が
多く、B 農場は分離率 32％で牛体から分離
が多い。Co はⅥ、Ⅶ型。Es、El は全株陰性。
POT と RAPD はいずれも 3 パターン。Co、PO
T、RAPD の組合せにより 4 種に分類。A 農場
は 1、2 型に分類。1 型が主流で機器由来株
も 1 型。B 農場は 3、4 型に分類。3 型が主
流で牛体由来株も 3 型。A 農場は 1 型、B
農場は 3 型 SA が乳房炎原因菌と考えられ、
A 農場では機器が、B 農場では体表等の汚れ
が感染拡大に関与したものと推察。今後も
科学的根拠に基づいた指導を徹底する所
存。 
 
109．Salmonella Schwarzengrund による
サルモネラ症の清浄化事例：県北家保 市
村鋭 大山貴行 

平成 30 年７月、34 頭飼養の酪農場で、4
0℃以上の発熱及び下痢を呈した搾乳牛３
頭から Salmonella Schwarzengrund（以下
S.S）を分離。追加検査で無症状牛３頭と飼
養環境からも S.S を確認。分離された S.S
の薬剤耐性は認めず、疫学調査で、農場内
での伝播は飼槽を介した糞口感染と考察。
このことを踏まえた保菌牛への治療、飼槽
及び環境の消毒に加え飼養者の清掃を徹

底。２週後の効果判定では新規１頭、継続
2 頭が陽性となるも８月以降２回の検査で
陰性を確認。結果、発症牛４頭を含む保菌
牛７頭にとどまり、初発後約３か月で清浄
化達成。早期清浄化の要因は飼養者の早期
求診と的確に病性鑑定依頼をした臨床獣医
師の対応、サルモネラ診断キットによる判
定の効率化が要因。生産性を著しく阻害す
る本症の対策において、早期発見・的確な
対策の重要性を再認識。地域では４年ぶり
の本症発生の早期終息は、日頃からの予防
啓発の成果。 
 
110．搾乳牛で発生した Salmonella Paraty
phi B var.Java 単相変異株による下痢症
の清浄化対策：岩手県中央家保 鈴木崇文
田村貴 
 平成 30 年 6 月、酪農場で搾乳牛 5 頭が発
熱を伴う下痢を呈し、病性鑑定を実施。結
果、Salmonella Paratyphi B var.Java 単
相変異株による下痢症と診断。本血清型に
よる牛での発生は国内初報告。直後の同居
牛検査で、新たな発症牛 4 頭と無症状牛 24
頭から同菌が分離され、飼養牛の 70％が保
菌。薬剤感受性試験に基づく抗生剤による
治療、畜舎消毒、生菌剤等の全頭投与、飼
料給与指導及び定期的な同居牛検査を実
施。菌分離が継続したため、生菌入り混合
飼料から生菌剤の投与へ変更。その後、菌
分離率は漸減し 11 月に清浄化。血便、死亡、
流死産はなく不顕性感染が多いため、病原
性は比較的弱いと推察。対策として、早期
清浄化のための定期的な同居牛検査が重要
であり、特に保菌牛が多い牛群では、確実
な生菌剤投与、糞便直接培養法による排菌
量の多い牛の特定と抗生剤投与が、生乳廃
棄の低減に有効。 
 
111．成牛の集団下痢から国内で初めて分離
された Salmonella Paratyphi B var. Jav
a 単相変異株の同定：岩手県中央家保 木
﨑あゆみ、宮﨑大 

近年、家畜から分離されるサルモネラの
血清型には多様化が認められ、また、従来
の検査法のみではその型別が困難となる例
がある。2018 年 6 月、一酪農場の成牛の下
痢症例において発症牛 5 頭から分離された
株を同定するため、生化学的性状、血清型
別及び hin遺伝子の各試験に加えて multil
ocus sequence typing（MLST）を実施した。
分離株は、アピ ID32E により Salmonella s
pp.と判定されたが、抗原構造 4:b:-、マロ
ン酸分解(-)、D-ガラクツロン酸分解(-)、
ズルシット分解(+)、ゼラチン液化(-)、酒
石酸分解(+)及び hin 遺伝子(-)の結果に一
致する既知血清型はなかった。一方、MLST
によるシークエンス型 ST42 は、既報の人由
来 Salmonella Paratyphi B var. Java（S.
 Java）のそれと一致した。以上から、分離
株は S. Java（4:b:1,2）が hin 遺伝子を欠
失し、単相変異した株であると考えられた。
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同菌による牛サルモネラ症の報告は国内初
であり、その同定には MLST が有効であっ
た。 
 
112．Trueperella pyogenes による胸腔内
膿瘍形成事例：岩手県県北家保 倉澤広樹
大山貴行 

牛の胸腔内膿瘍の発生は少ないとされる
が、胸垂から膿瘍が血行性に伝播したと推
察される事例に遭遇。平成 30 年春～秋、成
牛 28 頭規模の酪農場で、ホルスタイン種 4
頭が臀部皮下等に膿瘍を形成し 2 頭が死
亡。うち 1 頭について病性鑑定を実施。胸
垂・左臀部皮下に皮膚褥創と連続した小児
頭大の膿瘍を形成。胸腔内心臓先端部付近
に周囲の諸組織と癒着した手拳大の膿瘍を
形成し、肺胞性肺水腫の所見。3 膿瘍から T
rueperella pyogenes（Tp）の分離、細胞退
廃物、肉芽組織の共通所見が得られ、Tp 感
染症と診断。胸垂と胸腔内の膿瘍は Aeroco
ccus urinae の分離も一致するが、肉眼的
に連絡を認めず。胸腔内膿瘍は胸垂膿瘍か
らの血行性伝播によるものと推察。なお、
空腸上部から A型毒素をもつ Clostridium 
perfringens が分離され、死因は膿瘍によ
る状態不良を背景とした同毒素による循環
障害と考察。 
 
113．酪農家における牛サルモネラ症の発生
と防疫対策：宮城県東部家保 狩野将輝、
網代隆 
 平成 30 年 7 月、搾乳牛 14 頭、子牛 2 頭
飼養の酪農家で 40℃以上の発熱及び下痢
が散発。立入時、成牛 4 頭、子牛 1 頭が発
症し、偽膜を含む下痢便も確認。発症牛全
頭から Salmonella Typhimurium(O4：i:-)
を分離。直ちに、畜主及び酪農協・獣医師
・共済・市役所とともに、畜舎の一斉消毒、
集乳路線の順路変更、全頭検査による保菌
牛の摘発・治療、子牛の出荷体制等の対策
を協議し実施。発生直後の全頭検査では、1
6 頭中 15 頭の保菌を確認。抗生剤及び生菌
剤の全頭投与により症状は改善し、新たな
発症も認めず。9 月の全頭検査では、16 頭
中 4 頭、10 月の全頭検査では、14 頭中 6
頭の保菌を確認し、保菌牛へ抗生剤投与。
保菌牛の摘発状況から、他農場への感染拡
大防止のため、子牛出荷対策を重点的に指
導。出荷前検査により、分離陰性を確認後
に出荷。陽性時には抗生剤を投与し、再検
査で分離陰性を確認後に出荷。引き続き、
消毒等の衛生対策の徹底及び子牛の出荷対
策の強化を指導。 
 
114．管内大規模酪農家でのサルモネラ症集
団発生と防疫対策：福島県中央家保 岩永
海空也、大西彩香 

平成 30 年 9 月、約 300 頭飼養の酪農家に
て発熱及び血便と偽膜を主徴とする成牛の
難治性水様下痢が発生し、診療獣医師より
病性鑑定依頼。糞便より Salmonella Typhi

murium(ST)を分離しサルモネラ症と診断。
直ちに畜主、診療獣医師、所属団体、家保
による対策会議を開催し、まん延防止対策
を検討。踏込消毒槽の設置、牛舎及び車両
消毒のための石灰散布など飼養衛生管理の
徹底と全頭ワクチン接種及び牛の移動条件
と治療方針を決定。同日の立入検査で発症
牛舎同居牛の 31%(27/88)、育成牛舎子牛の
45%(5/11)から ST 分離。薬剤感受性試験に
基づく投薬プログラムによる治療後に ST
陽性牛の全頭陰性確認。出荷牛検査で子牛
の ST 陽性を 2 例摘発し、治療後に陰性を確
認。更に発生 3 ヶ月後の環境検査で ST が分
離されたため、結果をもとに消毒を指導。
今後も検査及び指導を継続し、清浄化を目
指す。 
 
115．牛乳房炎由来非典型黄色ブドウ球菌の
性状解析：福島県中央家保 神川綾香 
 黄色ブドウ球菌（以下 SA）は牛乳房炎の
代表的な原因菌である。SA 乳房炎は難治性
で感染力が高く酪農家での発生は経済的損
失が大きいため、SA の分離同定技術は重
要。平成 30 年 11 月に難治性乳房炎乳汁よ
り、カタラーゼ陽性のグラム陽性ブドウ球
菌を分離。典型的 SA と異なり、卵黄加マン
ニット食塩培地（以下 M 培地）上ではマン
ニット分解（以下 Man）陰性、弱い卵黄反
応の赤橙色コロニーを形成。コロニー性状
及び簡易同定キットでは同定不可。コアグ
ラーゼ試験陽性であったためコアグラーゼ
陽性Staphylococcus属 Multiplex PCRを実
施し、SA 特異的遺伝子陽性。さらに、gap
遺伝子の塩基配列解析でも SA と同定。Man
陰性 SA による牛乳房炎の国内での発生事
例は報告がない。非典型株の見落としを防
ぐためにも M 培地と簡易同定キットだけで
なく、コアグラーゼ試験等複数の性状試験
の実施が重要。 
 
116.子牛でみられた穿孔性第四胃潰瘍に続
発した皮下気腫の一症例：福島県県北家保
山田高子、穗積愛美 

平成 30 年 5 月、2 ヵ月齢の交雑種雌子牛
が発熱し、食欲減退。診療獣医師が治療す
るも改善せず、11 日後には左膁部膨満、周
囲皮下の捻髪音顕著。予後不良と診断し、
家保に病性鑑定依頼。剖検より左膁部に筋
間気腫、腰背部に皮下気腫、内肋間筋と壁
側腹膜間に線維素性膿汁の貯留、第四胃幽
門部の穿孔等を確認。細菌学的検査では気
腫スワブ及び膿汁スワブから複数の菌を検
出。いずれも動物口腔内の常在菌で、ガス
産生菌も分離。病理組織学的検査では線維
素性化膿性炎、第四胃潰瘍を確認。以上よ
り本症例は、穿孔性第四胃潰瘍に続発した
皮下気腫と診断。本症例は飼養場所変更後
15 日目に食欲減退となったことから、急激
な環境変化によるストレスが第四胃潰瘍誘
因と考察。皮下気腫は穿孔部より漏出した
胃内ガス及び筋間の嫌気的環境で増殖した
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ガス産生菌の相互作用によるものと推察。
今後は管内農家に対し、子牛のストレスに
配慮した飼養管理を指導していく。 
 
117．Streptococcus gallolyticus subsp. 
gallolyticus による牛の化膿性髄膜炎：福
島県中央家保 今井直人、稲見健司 
 平成 29 年 10 月、179 日齢の黒毛和種、
去勢の肉用子牛が起立不能、神経症状を呈
し、病性鑑定を実施。当該牛は出生時より
虚弱、発育不良、断続的に肺炎に罹患。剖
検で大脳髄膜の広範な中等度白濁、脳脊髄
液の軽度増量。病理組織検査で大脳、中脳、
小脳、脊髄におけるグラム陽性球菌による
化膿性髄膜炎を認め、細菌検査で脳、脳脊
髄液を含む全身臓器からグラム陽性球菌を
分離、PCR により Streptococcus gallolyt
icus subsp. gallolyticus（Sgg）と同定。
以上より Sgg による牛のレンサ球菌症と診
断。Sgg は牛の常在菌であり、本症例は日
和見感染と推察。Sgg が属す Streptococcu
s 属 bovis group の細菌は生化学性状が近
似し、簡易同定キットでは近縁種に同定さ
れる恐れがあるため PCR による同定が不可
欠。Sgg による牛の症例報告はまだ少なく、
症例の蓄積が待たれる。 
 
118．高度排菌牛が認められた和牛繁殖農場
のヨーネ病清浄化対策：茨城県県南家保 
下里 博之 
 平成 29 年 11 月に管内和牛繁殖農場（当
該農場）でヨーネ病が発生。飼養頭数は、
成牛 36 頭、牛舎構造はフリーバーンで、ゼ
ロ日離乳を実施し、80 日以内に家畜市場へ
子牛を出荷。当該農場で摘発した患畜 1 頭
の糞便中ヨーネ菌遺伝子量は 36pg/well
で、高度排菌状態。患畜確認時のリアルタ
イム PCR 法による遺伝子検査（rPCR）で、
糞便や牛床材料から大量のヨーネ菌遺伝子
を検出。このため、牛舎環境の清掃及び消
毒を徹底。消毒の効果を確認するため 3 週
間隔で 3 回の牛床材料の rPCR により、清浄
性を確認。ヨーネ病防疫対策要領（要領）
に基づき、年 3 回の抗体検査によるまん延
防止対策を実施。その結果、陽性牛が 2 頭
だったが，rPCR では陰性。子牛を出荷する
際は要領に基づき 3 ヶ月間隔で 2回の rPCR
を実施し，出荷先を近隣の農家へやむなく
変更。発生から 1 年で本病の清浄化を達成。
今回の事例では、ヨーネ菌に汚染された牛
床環境の清浄化対策の重要性を再認識。 
 
119．乳用牛のサルモネラ症清浄化対策：茨
城県鹿行家保 三浦達弥、菅原徹 
 平成30年 2月下旬、管内の酪農場で発熱、
血便を伴う下痢症が発生。初発から 9 日後
の家保立入までに成牛 10 頭が発症、うち 1
頭が死亡。直腸便から血清型 O4:i:-のサル
モネラが分離され、非定型 Salmonella Typ
himurium によるサルモネラ症と診断。飼養
者及び診療獣医師と協議し対策を実施。①

感受性薬剤及び生菌剤の全頭投与。②農場
入口に動力噴霧器を設置し、車両消毒を強
化。③酪農組合及び市に周知し、周辺農場
で同様の症状が見られた場合の早期通報を
依頼。④速やかに牛舎周囲等に石灰散布し、
発症牛の回復傾向を確認のうえ、牛舎内の
消毒を徹底的に実施。その後、臨床症状は
見られず、飼養牛及び環境材料の検査と陽
性牛への抗生剤投与を約 1 か月間隔で実施
した結果、陽性牛は 3 月 10 頭から 4 月 2
頭に減少、5 月には全頭陰性。環境材料も 7
月には全検体陰性。サルモネラ症は間欠的
な排菌や環境中の残存により早期清浄化が
困難であるが、本事例では続発を防止でき、
比較的早期に清浄化達成。 
 
120.ヨーネ病継続発生農場の清浄化への取
り組み：茨城県県西家保 岡本翼、高橋覚
志 
 平成 17 年度の定期検査で 75 頭を検査し
患畜 4 頭を摘発。その後のまん延防止のた
めの検査で、平成 18 年度 6 頭、平成 19 年
度 19 頭の患畜を摘発。以降の検査は畜主が
拒否。平成 23 年度の定期検査では 1 頭の患
畜を摘発。その後のまん延防止対策は、畜
主が個体を特定する検査を拒否したため、
環境検査で対応。環境検査は平成 24 年度に
3 回、平成 25 年度に 1 回実施。平成 26 年
度には、検査結果から排菌牛の存在が推測
されたこと、加えて畜主が後継者に代わっ
たことで検査方針について協議。全頭の糞
便検査を行うこととなり、平成 26、27 年度
に実施した 4 回の検査で計 5 頭の患畜を摘
発。平成 28 年 8 月の糞便検査では、1 頭が
定性陽性であったため、確認として堆肥の
検査を 3 回実施し、すべて陰性。平成 29
年 2 月、平成 29 年 8 月、平成 30 年 8 月に
全頭の糞便検査を実施し、陰性であったた
め清浄農場へ復帰。当該農場は平成 31 年度
に定期検査を予定。今後も清浄性の維持を
確認していく。 
 
121.バルク乳を用いたマイコプラズマ性乳
房炎スクリーニング検査と最適な検査方法
の検討：茨城県県北家保 高安真理子、都
筑智子 

マイコプラズマ性乳房炎の主要な原因菌
種は Mycoplasma bovis（以下、M. bovis）
で、一般の抗生物質による治療効果が低く、
経済的損失を招き易い。マイコプラズマ浸
潤状況把握のため、クーラーステーション
で保管されたバルク乳で検査実施可能か検
証。管内 3 市 77 酪農場 87 検体を材料とし、
液体培地で培養後、寒天平板培地で培養。
発育したコロニーを液体培地に継代後、菌
種別 PCR で同定。87 検体中 2 検体が M. bo
vis 陽性、陽性率は 2.2%、農家戸別では、7
7 戸中 1 戸陽性、陽性率は 1.3%。効率的な
検査法を確立するため、分離培養法と遺伝
子迅速検査法（以下、迅速検査法）を比較。
分離培養法は最少検出生菌数が 7.0×102 C
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FU/ml で、迅速検査法より検出感度が高く、
バルク乳の多検体処理に有用だが、判定に
日数を要す。一方、乳房炎発症牛の検査は、
採材から最短 2 日で判定可能な迅速検査法
が有用。マイコプラズマ性乳房炎の監視の
ため、スクリーニング検査を定期的に実施
すべき。 
 
122.ギガファームでの牛のヨーネ病清浄化
に向けた取組：栃木県県央家保 土合理美、
手塚典子 

管内大規模酪農場で、平成 25 年度から抗
体検査と遺伝子検査を併用した清浄化対策
を実施。年 1 回の全頭抗体検査（全頭検査）、
毎月の乾乳牛抗体検査、抗体陽性牛と豪州
輸入牛の遺伝子検査（qPCR）、平成 26 年度
からは導入牛全頭の qPCR を追加。平成 25
年度から 3 年間で 8 頭の患畜を摘発。一方、
環境中からヨーネ菌遺伝子が検出され続
け、抗体検査主体では排菌牛の見逃しを示
唆。平成 28 年度から、全頭検査と導入牛検
査に加えて高齢乾乳牛のプール検体でのス
クリーニング遺伝子検査（プール法）を開
始。更に、農場従業員向けに講習会を実施。
平成 29 年度からはプール法の対象を高齢
乾乳牛から分娩牛全頭に変更。平成 28 年度
からの 3 年間で抗体陰性牛 3 頭を含む 10
頭の患畜を摘発。プール法の活用で、年 1
回の全頭検査と合わせて、ほぼ全頭の年 2
回検査が可能となり、農場の清浄化に向け
大きく前進。今後も検査の継続と体制の改
善を図り、本病の清浄化を推進。 
 
123.管内における過去 10 年の乳汁検査成
績：栃木県県北家保 山田敦実、白井幸路 
 管内の過去 10 年間の乳汁検査結果及び
診療獣医師を対象に実施した乳房炎対策の
アンケートの概要を報告。供試材料は、乳
汁検査の依頼のあった 2,416 検体。3 種類
の寒天培地で培養、菌種の同定、薬剤感受
性試験を実施。分離された主な菌種は、コ
アグラーゼ陰性ブドウ球菌(CNS)672 検体、
レンサ球菌群(ST)458 検体、黄色ブドウ球
菌(SA)304 検体。薬剤感受性は、SA 及び CN
S がセファゾリンに 80％以上の感受性を維
持、ST が平成 12～17 年度の調査時より耐
性菌が減少傾向。SA 及び ST ともにベンジ
ルペニシリンに前回調査時とほぼ同等の耐
性。約 40％の獣医師が搾乳衛生や飼養管理
改善指導が乳房炎対策に重要と認識。日頃
の衛生管理で乳房炎発生抑制の可能性。今
後、診療獣医師が治療に活用するため本調
査による傾向と対策について情報の共有を
継続。検査結果に基づく治療が行えるよう
細菌検査日数の短縮を検討予定。 
 
124．PCR 法を活用した乳汁検査の検討：栃
木県県北家保 白井幸路 

当所で Multiplex PCR（mPCR）を用いた
乳房炎原因菌同定が実施可能か検討。過去
10 年間では乳房炎原因菌の中で、主にレン

サ球菌及びグラム陰性桿菌を同定。レンサ
球菌は Streptococcus uberis (STU)、S. b
ovis (SB)が多く、S. dysgalactiae (SDG)、
S. agalactiae (SAG)も分離。一方、菌種が
推定されない、一致率が低いものも存在。m
PCR は既報のプライマーを組み合わせて 3
種類実施。一晩前培養した菌液を市販牛乳
と混合し作製した模擬乳汁検体から市販遺
伝子抽出キットを用いて遺伝子を抽出し、S
taphylococcus aureus (SA)、STU、SAG を
検出。寒天培地上に発育したコロニーの菌
種同定用として、SA、SAG、SDG 及び SB、S
TU、Trueperella pyogenes を対象とした m
PCR をそれぞれ実施し、目的とする増幅産
物を確認。各作業マニュアルを作成。今後、
グラム陰性桿菌及びマイコプラズマを対象
とするとともに、臨床検体を用いて検討予
定。 
 
125.家畜衛生研究所における牛ヨーネ病検
査の取り組み：群馬県家衛研 髙梨資子 

本県では県外導入牛、定期検査スクリー
ニング法による検査(抗体検査)陽性牛及び
カテゴリーⅡ農場における検査(発生農場
検査)について培養検査や遺伝子検査を実
施。H25 年度以降、45 頭からヨーネ菌を分
離またはヨーネ菌遺伝子を検出し、その内
抗体検査陰性牛は 27 頭。抗体検査のみでは
半数以上のヨーネ菌感染牛が摘発できなか
った。遺伝子検査陰性または定性陽性で培
養検査陽性の牛は 5 頭、遺伝子検査のみで
もヨーネ菌感染牛を摘発できない事例が約
1 割。培養検査を強化するため H29 年度か
ら液体培地による検査を導入し、発生農場
検査を中心に H30 年 11 月末までに 2,099
頭実施。ヨーネ菌が分離またはヨーネ菌遺
伝子が検出された 9 頭中 6 頭で液体培地陽
性、その内寒天培地陽性は 3 頭のみ。液体
培地分離陰性の 3 頭中 1 頭は定量陽性、2
頭は定性陽性。液体培地での培養１か月で
陽性牛を摘発できた事例もあり。牛ヨーネ
病の摘発には複数の検査法を組み合わせる
必要を再認識。 
 
126.研究用試薬を用いたリアルタイム PCR
法で全頭陽性を示したヨーネ病高度汚染農
場の清浄化：埼玉県熊谷家保 安井杏菜、
馬場未帆 
 本県ではヨーネ病の同居牛のスクリーニ
ング検査時にスクリーニング ELISA 法(抗
体検査)と研究用試薬を用いたリアルタイ
ム PCR 法(従来法)を併用。今回、肉用繁殖
牛のヨーネ病高度汚染農場で従来法を活用
した清浄化対策を実施し早期清浄化を達
成。平成 26 年 1 月、繁殖牛 40 頭規模の農
場で下痢・削痩の 5 頭をヨーネ病患畜と診
断し殺処分。さらに同居牛 55 頭の検査を実
施し抗体検査で 3 頭陽性、従来法で全頭陽
性、環境材料からも多量のヨーネ菌 DNA を
検出。従来法陽性牛は環境汚染の影響と判
断、抗体検査陽性牛 3 頭を確定検査し、患
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畜と診断。消毒、飼養管理方法変更等の清
浄化対策を実施。平成 26 年 7 月の全頭検査
で抗体検査全頭陰性、従来法 9 頭陽性とな
り、このうち DNA 量が多い牛 5 頭のみ確定
検査で患畜と診断。その後の検査では平成
27 年 8 月に患畜を 1頭摘発したが以降平成
27 年から平成 29 年にかけて 6 回の全頭検
査で患畜の摘発はなく、平成 30 年 4 月の定
期検査で清浄化を達成。 
 
127.Salmonella Typhimurium（ST）及び 4:
i:-の分子疫学解析と薬剤耐性：埼玉県中央
家保 石原径佳、中井悠華 
 2005～2012 年に乳用牛から分離された S
T20 株と、2013～2016 年に乳用牛及び家き
んから分離された 4:i:-10 株を用い、PFGE、
SNP 遺伝子型別、薬剤感受性試験を実施。
さらに ABPC 及び CEZ 耐性の ST8 株は、βラ
クタマーゼ（BL）産生性を確認。PFGE では、
ST は 4 種類、4:i:-は 2 種類に分類、SNP
遺伝子型別では、ST は 2、7、8、9 型のい
ずれか、4:i:-は 8 又は 9 型に型別。薬剤感
受性試験では、SNP7 型の ST は、全株 ABPC、
CEZ、SM、KM、OTC に耐性、さらに一部の株
が CTX、CP、ST 合剤に耐性。SNP9 型の 4:i
:-は、全株 ABPC、SM、OTC に耐性。BL 産生
性の確認では、全株が ESBL（TEM 型）産生
株、さらに CTX 耐性の 3 株は、AmpC BL（C
MY-2 型）産生株であった。同一市内の近隣
農場で、同じ PFGE・SNP 型の ST や 4:i:-を
分離、地域で同一性状株が浸潤していた可
能性あり。SNP7 型 ST や SNP9 型 4:i:-は、
既報と一致して耐性傾向。2006 年時点で T
EM 及び CMY-2 型の BL 産生 ST の県内浸潤を
確認。 
 
128.子牛の Mannheimia haemolytica 血清
型 2 型による壊死性線維素性胸膜肺炎の一
症例：埼玉県中央家保 小池絵理子、石原
径佳              
 Mannheimia haemolytica(Mh)は、牛パス
ツレラ(マンヘミア)症の原因菌の一つ。国
内での分離割合は血清型 1 型、6 型、2 型の
順に多い。2 型は 1 型や 6 型と比較して牛
に対する病原性は弱いとされ、死亡事例は
少ない。平成 30 年 4 月 5 日に出生、6 日に
初乳を誤嚥し、起立不能となり、9 日に死
亡した乳用子牛の病性鑑定を実施。剖検で
は肺は水腫様、表面に線維素析出、特に右
前葉は暗赤色で硬結感あり。病理組織学的
検査では肺に出血、燕麦様細胞に包囲され
た凝固壊死巣多発。中小動脈血管壁は線維
素性変性、肺胸膜は線維素性に肥厚。細菌
学的検査では肺、心臓、胸水から Mh2 型及
び Actinobacillus suis (As)を有意に分
離。免疫組織化学的検査では肺の病変部に
一致して Mh2 型抗原を確認、As 抗原は認め
られず。以上から牛パスツレラ(マンヘミ
ア)症と診断。幼弱であり、初乳の誤嚥によ
り発症したと推察。なお、As は牛の肺から
分離された報告はなく肺炎への関与の程度

及び牛に対する病原性は不明。 
 
129.大規模和牛肥育農場における牛呼吸器
病症候群(BRDC)の発生と導入牛の衛生対策
：埼玉県熊谷家保 安田奏平、馬場未帆 
 平成 30 年 6 月～10 月にかけ、大規模肥
育和牛農場(2300 頭飼養)にて導入後 1～2
ヶ月で呼吸器症状を示した牛4件 6頭(うち
死亡 2 頭)の病性鑑定を実施し、Pasteurel
la multocida、Mannheimia haemolytica、M
ycoplasma bovis 等を分離。また導入時の
抗体保有状況及び栄養状態の調査(無作為
30 頭抽出)の結果、牛パラインフルエンザ
ウイルス 3型(BPIV3)などの中和抗体価が 5
頭で 2 倍未満、GOT で 19 頭、Alb で 12 頭が
基準値を超え、輸送ストレスによる肝機能
障害疑いの個体を多数確認。さらに抗体価
が低値の5頭のポスト血清(導入1ヶ月後実
施)では、BPIV3 の GM 値が 27.9 と上昇し、
BPIV3 の野外感染を示唆。以上から輸送ス
トレス、低免疫及びウイルスや細菌の複合
感染による BRDC と判断。対策は導入時に細
菌(3 種混合不活化)及びウイルス(5 種混合
不活化)ワクチンの接種、肝数値向上を図る
ため胆汁酸製剤の経口投与を実施。対策後、
ウイルス抗体価上昇及び肝数値が改善。今
後発生予防のため調査、指導を継続したい。 
 
130.管内酪農家におけるサルモネラ対策：
千葉県中央家保 山本紗友里、倉地舞 
 本年7月、乳牛50頭飼養の管内酪農家で、
成牛及び子牛各 1 頭が発熱と下痢を呈し病
性鑑定を実施。結果 Salmonella Typhymuri
um （ST）による牛サルモネラ症と診断。直
ちに全頭検査を実施し 17 頭の糞便から ST
を分離。治療及び全頭ワクチン接種と並行
し、集乳車の順路変更、農場内消毒、作業
動線見直し等の対策を指導。更に、肉用子
牛は 2 回検査を実施し、陰性確認後の出荷
を徹底。また、子牛間及び子牛-成牛間での
伝播を防止するため、畜主の協力のもと子
牛の分離飼育を実施。発生から約 2 か月で
全頭陰性となったが、その後実施した環境
検査で 2 検体から ST が分離されたため、再
度消毒を実施し、再検査で陰性を確認。結
果、発生後約 3 か月で清浄化。本事例を通
し、サルモネラ対策にはワクチン接種と治
療のみならず、分離飼育等による感染拡大
の防止と徹底した農場消毒が重要であると
再認識。 
 
131.難治性レンサ球菌による潜在性乳房炎
の一事例：千葉県東部家保 中島有美子、
関谷圭美   
 地域酪農協でバルク乳モニタリング検査
を行っている 1 農場において、平成 29 年 7
月頃より体細胞数が上昇、同年 9 月及び 11
月の検査で環境性レンサ球菌(OS)が多く検
出された。搾乳衛生指導を行ったが改善さ
れず、原因特定のため本年 1 月に全頭検査
を実施、30 頭中 10 頭で OS の一種である S
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treptococcus uberis(SU)を同定。ショート
乾乳による治療、過搾乳中止等の指導を行
ったが、体細胞数が高い状態が継続。11 月
に全頭検査を再度行い、その半数で SU 感染
牛を摘発。今後は治療方法の変更等を検討
し、乳質の改善を図る。SU は難治性かつ潜
在性乳房炎になりやすく、体細胞数ペナル
ティや乳量損失による経済的損失が大き
い。この事例を受け、体細胞数が高い農場
でのバルク乳モニタリング検査で多量の O
S が検出された場合は、速やかに SU 感染の
有無を確認した上での適切な治療と細やか
な搾乳衛生指導が必要であると考える。 
 
132.過去 10年間に本県で分離された Mycop
lasma bovis の薬剤感受性の状況：千葉県
中央家保 岡本みさき、橘美奈子 
 近年 Mycoplasma bovis(Mb）のマクロラ
イド(ML)系及びフルオロキノロン系抗菌薬
に対する耐性化の進行が問題視されてい
る。県内の Mb の薬剤感受性の現状を把握
し、薬剤適正使用の一助とするため、過去
10 年間に病性鑑定牛の呼吸器、関節及び神
経系等から分離された Mb 計 23 株について
微量液体希釈法による最小発育濃度(MIC)
の測定を実施。Mb の MIC は臨床濃度を参考
に耐性化を判定し、薬剤使用歴等がリスク
要因となるか検討。その結果、既報と同様
に全株がタイロシン及びチルミコシンに耐
性。また、エンロフロキサシン(ERFX)耐性
株が 9 株、ツラスロマイシン(TM)耐性株が
5 株、両薬剤に耐性の株が 2 株存在。ERFX
非使用牛由来株は ERFX 感受性株が、ML 系
非使用牛由来株は TM 感受性株が多く分離
される傾向にあるものの、各薬剤非使用牛
由来株でも耐性を確認。本結果を踏まえ、
情報提供による薬剤の慎重使用の指導と M
b の薬剤耐性動向の継続的な調査を実施し
ていく。 
 
133.二種の毒素型が検出された牛ボツリヌ
ス症：千葉県中央家保 橘美奈子、岡本み
さき 
 家畜のボツリヌス症の原因となる Clost
ridium botulinum（Cb）の産生する毒素は、
C、D 型の他に両毒素の構造保有の C/D、D/
C 型があるが、牛では C、D または D/C 型毒
素単一の発生報告のみで、C/D 型の報告は
ない。平成 29 年秋から翌年の春先にかけ、
乳用牛飼養農家で起立不能後に死亡する成
牛が続発。本症を疑い、成牛 1 頭の消化管
内容について毒素検査及び毒素型別を実施
した結果、第一胃内容培養物から D 型及び
C/D 型毒素が検出。鑑定畜からの毒素検出、
及びボツリヌスワクチン接種後発生がない
ことから本症と診断。畜舎内にカラスが多
数侵入していたため、死亡カラスの腸内容
を含む環境材料について同様の検査を実施
した結果、カラス腸内から C/D 型毒素が検
出。カラスが Cb の感染源であった可能性が
示唆されたが、C/D 型毒素は牛の感受性が

未解明のため、本事例に関与した毒素型及
び感染源の特定には至らなかった。 
 
134.育成牛にみられたヒストフィルス・ソ
ムニ感染症の病理学的考察：千葉県中央家
保 綿村崇宏 
 黒毛和種を 400 頭飼養する肥育専門農場
で、2017 年 11 月 17 日に遠方の暖地から導
入した 10 か月齢の牛が、11 月 29 日に口か
ら泡を吹き死亡。剖検では肺表面と小葉間
結合組織に膠様浸潤と線維素の析出がみら
れ、肺は胸壁・横隔膜と癒着。組織学的に
は化膿性線維素性胸膜肺炎がみられた。胸
膜下及び小葉間結合組織の水腫性拡張は顕
著で、実質では細気管支から肺胞に至る化
膿巣がみられ、細気管支上皮は変性・剥離。
免疫組織化学的検査で、病変部に Histophi
lus somni の抗原が認められた。細菌学的
検査で、諸臓器から H. somni が分離。以上
のことから、ヒストフィルス・ソムニ感染
症と診断。本症例は、剖検及び組織所見か
ら急性期であり、肺胞上皮を障害する immu
noglobulin binding protein A や血管炎
を惹起する lipooligosaccharide といった
病原因子が病変形成に関与したと推察。 
 
135.誤嚥が疑われた子牛の Fusobacterium
 necrophorum 及び Trueperella pyogenes
による壊死性化膿性肺炎：神奈川県県央家
保 山本英子、和泉屋公一 
 乳肉複合飼養農場で平成 30 年 2 月、呼吸
器症状を呈し治療中の 44 日齢の子牛が起
立不能となり病性鑑定を実施。剖検では左
肺が黒色斑様、右肺は前葉から後葉前部に
かけて暗赤色肝変化を呈し、左肺前葉後部
には悪臭のあるガスが貯留。左肺前葉後部
及び副葉で灰緑色円形隆起病巣を多数確
認。病理組織学的所見では、肺で大小様々
な凝固壊死巣が多数みられ、大型のものは
融解壊死を伴っていた。壊死巣内にはグラ
ム陰性菌及び陽性菌、好塩基性小型円形物
質を多数確認。また、肺全体には大型円形
物質がみられたが、これらは直腸内腔にも
みられたため、誤嚥した可能性が考えられ
た。免疫組織化学的検査の結果、肺の壊死
巣内の菌塊に一致して Fusobacterium nec
rophorum（Fn）及び Trueper-ella pyogene
s（Tp）の陽性抗原を認めた。以上のことか
ら、当該子牛は、誤嚥により肺炎を発症し、
Fn や Tp が二次的に増殖し肺炎が進行した
ものと考えられた。 
 
136．乳房炎検査データに基づく黄色ブドウ
球菌感染牛の集計結果：新潟県上越家保 
八木笑子、馬上斉 
 黄色ブドウ球菌（以下 SA)による乳房炎
について、地域の実状に即した対策を検討
するため、乳房炎検査データ（H24.4 月～H
30.11 月、21 戸、延べ 1,177 頭 4,046 分房）
から、SA 感染牛(延べ 284 頭 501 分房)を集
計。SA 分離分房の体細胞リニアスコア（以
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下 Ls）は、2 以下：41 分房 8％、3～4：45
分房 9％、5～6：122 分房 25％、7～9：293
分房 58％。2 回目以降の検査で Ls に変化が
みられた分房のうち、①初回検査 Ls2 以下、
②初回検査 Ls5~6 を比較。2 回目以降 SA 分
離陰性かつ Ls2 以下の分房は、それぞれ①4
2％②18％。Ls5 以上の分房は、それぞれ①
46％②66％。さらに、初回検査に限らず一
度でも Ls9 になったことのある分房は、以
降の検査で Ls5 以上が 70％。SA 感染牛のう
ち SA 感染分房数が増加した牛は 54％。SA
の初回分離年齢は 4歳未満が 40％を占める
ため、若い牛への感染防止及び牛の並び替
え等有効手段の推進が重要。 
 
137.増菌培養と選択培地を活用した効率的
な黄色ブドウ球菌検出：新潟県下越家保 
中村正明、福留静 
 バルク乳で黄色ブドウ球菌(SA)が検出さ
れる酪農場では、飼養牛の SA 検査について
関心が高い。従来 SA 検査は乳汁を 7.5%NaC
l 加トリプトソイブロスで増菌後、血液寒
天培地で培養し二重溶血コロニーを釣菌し
コアグラーゼ試験で確認。この方法は SA
以外の菌の発育等により SA の視認困難な
場合あり。今回効率的な SA 検出確立のため
増菌培養の温度と時間について検討、併せ
て増菌培養した乳汁を SA 選択分離用酵素
基質培地「X-SA」で培養し SA を確認する試
験を実施。増菌培養を 37℃と 40℃で比較
し、後者で 4～6 時間以上の増菌培養時間で
増菌を確認。また X-SA 上は遊走菌等が抑制
され視認性良好、増菌培養と X-SA を併用し
た手法により効率的に SA を確認。当所は本
法をバルク乳の調査に活用。H28-30 の管内
バルク乳検査358検体中33検体が増菌した
場合のみ SA 陽性。またバルク乳陽性農場で
は SA 保菌牛を効率的に摘発。 
 
138.管内酪農家における乳房炎ワクチンの
効果の検討：石川県北部家保 徳山京里、
河合愛美 

搾乳牛 39 頭を飼養し、全頭に乳房炎ワク
チン接種を実施する農場において、飼養牛
30 頭の接種前後の乳房炎の発生状況、治療
回数、死廃頭数及び分離菌とその薬剤感受
性について調査、比較検証。乳房炎の発生
頭数は 15 頭から 14 頭に減少。治療回数は
分娩後 4 ヶ月以降増加し、延べ治療回数は
48 回から 78 回に増加。死廃頭数は 3 頭か
ら 0 頭に減少。分離菌では、ワクチンの対
象菌種である黄色ブドウ球菌、大腸菌は減
少したが、その他レンサ球菌等は増加傾向。
また、10 頭について接種前と接種後の泌乳
期を詳細に比較。乳房炎発生率及び延べ治
療回数は、接種後の泌乳期で低いまたは少
ない傾向。今回、分娩後 4 ヶ月以降の治療
回数の増加は、ワクチンの有効抗体価の持
続期間が約 4 ヶ月であること及びその他レ
ンサ球菌等の環境性乳房炎の増加の影響と
考察。以上より、ワクチンの効果を最大限

とするためには、飼養環境および搾乳衛生
の対策も併せて実施することが必要。 
 
139.外部精度管理調査試料を利用した内部
精度管理試験結果の検討：石川県南部家保
長門正志 
 平成 30 年度家畜疾病診断精度管理向上
事業の外部精度管理調査で配付された試料
（配付試料：4 検体 1 セット）を用いて内
部精度管理試験を実施。また所有するリア
ルタイム PCR 機（ABI7500）に加え、別機種
（LightCycler 96）を借り受ける機会を得
たため、手順・手技の確認のため試験結果
の比較による評価を行った。結果、両機で
試験成立条件および配付試料に設定された
評価基準を満たす結果を得た。しかし、借
り受けた機種での結果は所有機よりも検出
遺伝子量が低く、原因は不慣れな機材の操
作遅延と考えられた。また陽性検体である
3 検体中 1 検体が全国調査の平均から離れ
た値となり、抽出工程でロスが生じたと考
えられた。今後も配付試料を用いた内部精
度管理試験を実施し、内部試験結果の記録
や全国調査の結果と比較検討することで検
査手技の改善に努め、精度の維持が図られ
る管理体制の構築を目指す。 
 
140.大腸菌性乳房炎由来 Klebsiella pneu
moniae の早期鑑別法の検討：福井県家保 
武野侍那子 

Klebsiella pneumoniae（Kp）による甚急
性乳房炎は Escherichia coli より症状が
重篤で、これらの早期鑑別が重要だが、常
法では菌種同定に 3 日必要。今回、Kp の厚
い莢膜を利用した既報早期鑑別法の応用に
ついて検討。乳汁および乳房由来 Kp5 株を
米ぬか抽出液加生理食塩水（RBS）と普通寒
天培地（NA）で 37℃一晩培養。培養後の R
BS を市販牛乳で希釈した模擬乳房炎乳汁
と、NA 発育コロニーを精製水あるいは市販
牛乳に懸濁した菌液を、簡易ギムザ染色と
墨汁染色の莢膜二重染色後に鏡検。模擬乳
房炎乳汁では、107CFU/ml 以上で菌体と莢
膜を認めた。菌液では、菌懸濁精製水で菌
体が墨汁染色後に消失し Kp 鑑別不可、菌懸
濁市販牛乳で菌体と莢膜を認めた。当所の
過去症例では大腸菌群検出菌数はほとんど
が 105CFU/ml 以下であり、乳汁直接塗抹の
染色では Kp を鑑別不可だが、分離培養後の
コロニーを培養に供した検査乳汁に懸濁す
れば検査依頼翌日には Kp の鑑別が可能。今
後、Kp 感染乳汁を用いた検証が必要。 
 
141．Clostridium perfringens による牛の
壊疽性乳房炎の一事例：伊那家保 青山真
理恵 
 2018 年 10 月初旬に管内酪農家で分娩間
近の初妊牛が高熱、元気消失、食欲廃絶、
右前後乳房が冷感で暗紫色を呈し、ガス貯
留。乳汁は暗赤色で強い腐敗臭を確認。乳
汁の細菌検査で好気培養にて検出限界以
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下。嫌気培養で Clostridium perfringens
（CP）A 型菌を 2.0×104cfu/ml 以上分離。
担当獣医師が抗生剤及びステロイド剤投
与、乳房内洗浄するも右側乳房から下腹部
及び臀部の広範囲が浮腫で、泌乳停止とな
り初診日から２週間後に病畜出荷。乳房を
含む各臓器の細菌検査で乳房から CP 及び
E.coli を多数分離。乳房の組織検査では急
性炎症像とともに、乳腺の壊死、グラム陽
性大桿菌がみられ、二次感染と思われる多
数のグラム陰性桿菌及びグラム陽性球菌を
確認。以上から本症を CP による壊疽性乳房
炎と診断。本例のように急性臨床型乳房炎
症状を呈しているものの、乳汁の好気培養
で検出限界以下であれば、嫌気培養するこ
とが必要と考察。 
 
142．抗酸菌の関与を疑う牛の流産事例：松
本家保 川島大樹 
 平成 30 年 8 月 30 日、管内農場において
胎齢 6 か月の黒毛和種 ET 胎子の流産が発
生。翌日原因究明のため当所にて病性鑑定
を実施。主要臓器の細菌分離陰性、ブルセ
ラ急速凝集反応陰性、異常産関連ウイルス
PCR 陰性、異常産関連抗体検査で抗体価の
有意上昇無し。病理組織学的検査において、
肺にラングハンス巨細胞を伴う肉芽腫性肺
炎および Ziehl-Neelsen 染色陽性の菌体が
認められたため、パラフィン包埋材料から
遺伝子を抽出し、PCR により結核菌群識別
検査及びヨーネ病検査を実施。結核菌群お
よびヨーネ病陰性、 Mycobacterium spp. 
に特異的な遺伝子を検出し、非定型抗酸菌
症と診断。ラングハンス巨細胞は結核やヨ
ーネ病といった抗酸菌感染症においても認
められる病変。ヨーネ病では経胎盤感染の
報告もあり、流産事例においてこの病変が
認められた場合は精査が必要。 
 
 
143．管内の Streptococcus uberis 浸潤状
況：長野県松本家保 金子文大、袴田由美 
 管内全ての酪農家を対象にしたバルク乳
検査に併せて、難治性乳房炎を引き起こし、
近年酪農家の間で問題となっている Strep
tococcus uberis（以下、「ウベリス」）の
浸潤状況調査を実施。検査で得られたコロ
ニーを簡易同定キット及び PCR により判定
したところ、全 53 戸中 8 戸からウベリスを
分離。生乳生産に係る記帳の確認のための
巡回時に併せて実施した搾乳方法や敷料、
除糞回数に関する 9 項目の聞き取り調査結
果や牛体衛生スコア（大腿・乳房・下肢）
とウベリス分離の有無について解析したと
ころ、プレディッピング未実施の農家での
みウベリスが分離（P = 0.01）。ウベリス
が分離された 1 農家で搾乳立会及び個体乳
検査を行い、23 頭中 2 頭からウベリスを分
離。また、検討会を開催し、プレディッピ
ングを実施するよう指導。 
 

144.管内農家で発生したヨーネ病とその清
浄化に向けた取り組み：愛知県東部家保 
川本尚未 

平成 23 年 11 月にヨーネ病患畜が初発生
した農場において、22 頭の患畜を摘発し、
平成 30 年 2 月に清浄化を達成。その間実施
した対策の概要を報告。対策の内容は、牛
のヨーネ病防疫対策要領に基づく検査に加
え、平成 27 年 10 月から平成 28 年 10 月ま
でに 3 回の環境遺伝子検査と農場の清掃消
毒及び全頭プール糞便によるリアルタイム
PCR 検査を実施。結果、平成 28 年 2 月以降
患畜の発生は見られなかった。清浄化まで
に要した経費は、ELISA 検査 2,840 件及び
遺伝子検査 1,437件による検査手数料 3,85
9,500 円。また、労力は、検査等に係る延
作業人数 126 人が 2,622 時間を要した。本
事例から、ヨーネ病の清浄化には多くの費
用と労力を要すること、また、早期清浄化
のためには、ELISA 検査のみではなく、プ
ール糞便によるリアルタイム PCR 検査の併
用も必要と考えられた。 
 
145.乳用育成牛における気腫疽発生事例：
三重県中央家保 木村壮太郎、平塚恵子 
 県内大規模酪農場で 2017 年 11 月に 12
カ月齢育成牛 7 頭が起立不能等を呈し内 4
頭が急死。発生牛房では 20 頭飼養。死亡牛
1 頭について病性鑑定を実施。剖検所見で
血様腹水貯留。細菌検査で主要臓器より嫌
気性菌を分離するも診断に至らず。抗生剤
投与、ボツリヌスワクチン接種、消毒強化
等の対策により終息。検査でボツリヌス菌
の関与を否定。1 カ月後、当該農場別牛舎
で9カ月齢育成牛1頭が起立不能後死亡し、
病性鑑定を実施。剖検所見では胸部筋肉の
暗赤色化・ガス泡形成等を確認。細菌検査
で主要臓器よりグラム陽性嫌気性有芽胞桿
菌を分離。分離菌の PCR を実施したところ、
Clostridium chauvoei 遺伝子を検出、気腫
疽と診断。念のため実施した 11 月発生事例
の PCR も同結果。緊急にワクチン接種を行
い、続発はない。12 月の発生に比べ、11
月の発生は気腫等の特徴的な所見がなく、
本菌が急速な死後変性を引き起こすことや
古くなると染色性が悪くなる傾向等から診
断には注意が必要。 
 
146.子牛のマイコプラズマ及びコロナウイ
ルスの関与が疑われた感染症の発生とその
対策：三重県北勢家保 諏訪智乃、若原繁
樹 
 管内乳肉複合経営農家で平成29年 11月、
2 か月齢子牛が突然死したため剖検を実
施、肺前葉に化膿性気管支肺炎の所見がみ
られた。育成牛群に呼吸器症状を示す個体
の散見が続いたため、鼻腔スワブを採材、
遺伝子検査を実施。マイコプラズマ遺伝子
（M.bovis 、M.dispar）および牛コロナウ
イルス（BCV）遺伝子を検出、混合感染が示
唆された。使用器具・機材の洗浄消毒徹底
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や発症牛隔離を指導し、平成 30 年春終息。
平成 29 年の発症を踏まえ、今シーズンの抜
本的な呼吸器病防疫対策を講ずるため、ワ
クチン接種推奨、導入牛隔離、飼養衛生管
理強化指導を実施。対策後、現在までに新
たな呼吸器病の発症は認められていない。
また、現状の呼吸器病関連病原体浸潤状況
を調査し、新たな発症を抑制するため、平
成 30 年 9 月より育成子牛の鼻腔スワブ採
材、遺伝子検査実施による定期モニタリン
グを開始。今後は母牛への呼吸器病ワクチ
ン接種の実施へ向け、指導を進めたい。 
 
147.Histophilus somni による陳旧性心筋
梗塞がみられた黒毛和種肥育雌牛の１例：
滋賀県滋賀県家保 山本逸人 

Histophilus somni 感染症の中で、心臓
病変を呈した症例に遭遇、概要について報
告。症例は、11 カ月齢の黒毛和種肥育雌牛、
平成 30 年 6 月 17 日に元気消失、呼吸速迫、
高熱(40.5℃)を呈し、翌日早朝に死亡。剖
検では鼻腔、気管腔内に泡沫充満、肺の軽
度硬結、表面割面斑状に暗赤色、後葉で小
葉間気腫および水腫、心臓で左心室の心房
下乳頭筋および心室中隔で直径 1～2cm 大
の白斑散見。肺と心臓白斑部のパラフィン
包埋組織から H. somni 遺伝子検出。病理組
織検査では、心臓白斑部で血栓塞栓を中心
に心筋の凝固壊死、融解壊死、燕麦様細胞
浸潤、線維芽細胞増殖、その周囲では広範
に膠原線維増殖により器質化。肺で硝子膜
形成。抗 H. somni 抗体を用いた免疫染色に
て、心臓白斑部では血栓、凝固壊死巣、燕
麦様細胞塊、マクロファージ集簇巣で、肺
では肺胞壁で陽性抗原確認。以上より、ヒ
ストフィルス・ソムニ感染症（心筋炎型）
と診断。 
 
148．牛ヘモプラズマ感染症の症状と対策:
京都府丹後家保 田中義信、川島康成 

ヘモプラズマは、赤血球表面に寄生する
マイコプラズマの総称で感染すると溶血性
貧血を呈する。管内で牛ヘモプラズマ感染
症が疑われる牛が発生したため、その調査
と対策を実施。管内の牛飼養農場 3 戸で重
度貧血を呈し 4 頭死亡。血液塗抹で赤血球
表面に赤色点状物、有棘赤血球多数が観察。
そのうち 1 頭の剖検所見で粘稠性胆汁貯
留、脾腫、黄疸がみられた。管内 14 農場で
貧血、発熱、下痢、肺炎、皮膚真菌症、流
涎、持続性卵巣静止、流産、脱毛を呈した
105 頭にも赤血球表面に赤色点状物が観察
され（常温 6 時間内保存、Difqick 染色）、
体毛からシラミ類が多数検出。そのうち 34
頭の EDTA 加血（-80℃保存）を Mycoplasma
 wenyonii（Mw）について realtime PCR の
熱解離曲線分析により 33 頭が tm 値 82.8
℃、195bp 付近を示し、そのうち 5 頭を塩
基配列解析で3頭がMwと一致。対策として、
テトラサイクリン系抗生剤と駆虫剤等を 6
か月間併用後に症状が回善。本症例はヘモ

プラズマ感染が疑われ、様々な症状を呈す
る可能性が示唆される。 
 
149．Mycoplasma bovis が関与した病性鑑
定事例の病理学的考察：姫路家保 寺一未
奈子、今橋大輔 

Mycoplasma bovis（Mb）の病態解明に資
するため、病変移行経路を病理学的に考察。
【材料と方法】H30 年度 Mb を検出した解剖
牛 13 例を病変形成部で分類（①肺：8 例、
②肺・中耳：1 例、③肺・中耳・脳・神経
：4 例）。HE 染色と免疫染色（抗 Mb 抗体）
を実施。【結果】①肺は全て化膿性気管支
肺炎。9/13 例は他病原体と複合感染。②中
耳は、鼓室融解と膿汁貯留を確認。肺炎は
軽度。③脳・神経は髄膜脳炎 3 例（うち 1
例は脳底部膿瘍）、第Ⅷ神経腫瘤 1 例。病
変は中耳炎発症側の脳幹部（延髄、延髄小
脳間）に多発。免疫染色は病変部壊死巣で
Mb 抗原陽性。【考察】全事例で肺炎が共通
所見、中耳炎発症との関与を示唆。第Ⅷ神
経腫瘤事例は稀。脳病変は中耳炎発症側の
脳幹部で多く、延髄・小脳へ連絡する第Ⅷ
神経に沿って病変が進行すると推察。【ま
とめ】Mb 感染の廃用要因は複合感染による
肺炎の悪化、中耳炎から髄膜脳炎への進行
が考えられ、肺炎や中耳炎の早期発見・治
療の重要性を再確認。 
 
150. 県内で初めて確認された Mannheimia
 varigena 感染症：和歌山県紀北家保 山
田陽子、上田雅彦 

管内の 1 黒毛和種繁殖農場で出生子牛が
虚弱で加 療するも 8 日齢(1 例目）及び 16
日齢で死亡(2 例目）。 1 例目は肺の一部肝
変化、腹腔内に多量の線維素析出。肝臓、
肺で燕麦様細胞を確認し、肝臓で最も病変
が顕著。細菌検査では Mannheimia varige
na(Mv) (肝臓、 心臓、牌臓、肺、腹水）分
離。2 例目は謄帯周囲、四肢関節、肺等に
線維素が多拭に析出。肺で赤色硬結、び漫
性に黄白色結節確認。組織的に肺で凝固壊
死巣がび漫性に認められ、燕麦様細胞を高
度に確認。肝臓、心臓、骨格筋、膊動・静
脈でも肺と同様の凝固壊死巣が散見。肺の
家兎抗 Mv 抗体を用いた免疫染色では、 凝
固壊死巣に一致して陽性反応確認。細菌検
査では M v（肺、肝臓、腎臓、四肢関節）
分離。以上から 2 事例の主因は M v で、1
例目では腹膜炎主体の朦帯 感染と推察。2
例目では肺の病変が強いものの気管 にお
ける病変が見られず、1 例目と同様に謄帯
から 血行性に波及したものと推察。2 頭の
母牛は分娩前 後に異常が認められず、妊娠
中ではなく分娩時の産道感染や分娩直後の
牛床からの感染が疑われた。 
 
151．黒毛和種繁殖・肥育農家の肺炎対策：
和歌山県紀北家保 磯江美智子、高橋康喜 

昨年、子牛の肺炎が多発した管内の繁殖
和牛農家 A は、今年度から新たに肥育牛の
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導入を開始。呼吸器病発生リスク増加のた
め、肺炎対策を検討。臨床上健康な牛 1 6
頭(1～8 か月齢子牛 13 頭、繁殖母牛 3 頭）
 から腔スワブを採取、分離菌の同定と薬剤
感受性試験を実施。他の繁殖農家 3 戸（農
家 B～D)の子牛( 2～7 か月齢）から鼻腔ス
ワブを採取、同様の検査を実施。結果、農
家 A の子牛 13 頭中 5 頭から Afannhei mia 
haemolytica(Mh)を分離。分離菌株は全てス
トレプトマイシンに耐性。農家 A 母牛と農
家 B～D 子 牛から呼吸器病関連細菌の検出
無し。対策は Mh 等細 菌による肺炎の重篤
化を防ぐ目的で、基本的な衛生 管理の徹
底、新たに Mh 細菌ワクチンを実施、肥育も
と牛導入時に高感受性抗菌薬を投与。対策
後畜主の管理意識が向上、現在まで重篤な
呼吸器疾患の発生 はない。今後、農家 A
に更に適した効果的な肺炎対策の検討を続
ける予定。 
 
152．子牛哺育育成農場で行ったマイコプラ
ズマ感染症対策（第 2 報）：鳥取県倉吉家
保 水野恵 山里比呂志 
 Ａ農場は年間 1600 頭以上の子牛を導入
する大規模哺育育成農場。平成 27 年 2 月よ
りマイコプラズマに起因する肺炎事故が急
増し、平成 28 年度の死亡頭数は 150 頭(う
ち肺炎 127 頭、85%)。家保によるツラスロ
マイシン注射剤の投与を中心とした衛生プ
ログラムへの変更、発症子牛の治療指示の
徹底、耳翼下垂子牛の耳道洗浄等により、
平成 29 年度の死亡頭数は 92 頭(うち肺炎 6
4 頭、70％)に減少。平成 30 年度も同様の
指導(治療指示 274 頭、耳道洗浄 133 頭)を
継続したものの、11 月末までの死亡頭数は
68 頭(うち肺炎 49 頭、73％)と横ばいの状
況。そこで 10 月中旬から衛生プログラムを
哺乳子牛へのタイロシン製剤の経口投与に
変更。変更後に導入された子牛約 200 頭に
は現在まで耳翼下垂、呼吸器症状は確認さ
れず、良好に推移。腸捻転で死亡解剖した
子牛 2 頭に肺病変なし。また、注射薬から
経口薬への変更により、マイコプラズマ対
策の衛生コストが大幅に削減した(年間 1,
700 千円→100 千円)。 
 
153．規模拡大した管内酪農場における黄色
ブドウ球菌性乳房炎発生への対応：鳥取県
鳥取家保 樋口久美 安藤功   
 管内の 1 酪農場が、畜産クラスター事業
により搾乳ロボットを 3 機導入し、新たに
牛舎を増築。平成 30 年 4 月から 10 月まで
に 120 頭を導入（計 241 頭）。4 月よりロ
ボット搾乳を開始、5 月より導入牛の分娩
が始まり乳量が順調に増加。一方、5 月に
黄色ブドウ球菌（SA）性乳房炎が初発生し、
その後も散発。バルク乳中体細胞数も徐々
に増加。感染源を特定するため搾乳機器及
び環境中細菌検査を実施。ロボット搾乳機
ミルカー上部（牛との接触部）、牛舎通路
やボックス床等から SA 検出。従業員、ロボ

ット搾乳機器メーカー担当者を交えて対策
会議を開催。SA 感染牛の群分け、乳頭洗浄
ブラシの洗浄時間延長、牛床への石灰散布、
通路への石灰乳塗布等を実施。新たな感染
牛摘発はないものの、対策後の検査で環境
中から再び SA 多数検出。引き続き定期的な
牛舎消毒及び環境中細菌検査を実施すると
ともに、バルク及び個体乳汁検査による SA
感染牛摘発により清浄化を目指す。       
            
154．ヨーネ病多発事例とその対応について
：鳥取県倉吉家保 岡田綾子 大下雄三 
 H30 年 7 月、家伝法 5 条に基づく定期検
査で管内酪農場の 4 頭をヨーネ病患畜とし
て摘発。うち 2 頭の糞便から 134.5pg/well
以上のヨーネ菌遺伝子検出。国要領第 5,6
条に基づく同居牛検査でさらに 4 頭の患畜
を摘発。当該農場は 140 頭規模のフリーバ
ーン形式で、規模拡大後 10 年以上堆積した
大量の敷料が存在し、完全な除糞清掃と消
毒作業が困難な状況。搾乳牛舎及び乾乳牛
舎敷料中にも 0.001pg/well 以上の遺伝子
の存在を確認。乾乳・分娩牛房での新生子
牛の感染リスクが最も高いことから分娩房
新設を指導。さらに山積する問題（育成牛
の外部預託・ET 和子牛販売等カテゴリーⅡ
農場の移動制限に伴う問題、除糞・消毒作
業、育成牛舎新設等）について農場と関係
機関で対応検討。農場の大規模化に伴う育
成牛の飼育場所や隔離牛舎の確保、堆肥処
理、外部導入による病気の侵入等は、どの
農場でも対応を求められる課題となりうる
ことから、本事例の概要を紹介。 
 
155．肉用牛飼育農場で発生した Salmonell
a Dublin 感染症：鳥取県倉吉家保 中村耕
太郎 大下雄三 
 乳用種雄子牛、交雑種子牛の哺育・育成
及び肥育を実施している農場で、H29 年 12
月に S.Dublin（SD）感染症が発生したので
概要を報告。初発の子牛は 48 日齢で急性経
過の敗血症により死亡。2 例目は死亡牛と
同牛房で、血液より SD を分離。ひな白痢急
速診断用菌液を抗原に用いた抗体検査で抗
体価の上昇を確認。鑑定殺で全身から SD
が分離され、病理組織でチフス様結節の形
成を伴う亜急性～慢性の敗血症。農場への
侵入経路は不明だが、同農場では H29 年夏
頃より呼吸器病を疑う事例が多発、保存血
清を用いた抗体検査でH29年 10月時点で抗
体陽性牛が多数。発生を受け、飼養牛全頭
への抗生剤投与、牛舎消毒と清浄性確認検
査を実施するも、肥育牛舎での感染が断ち
切れず、清浄化に長期間を要した。H30 年 6
月に再度の投薬と牛舎消毒を実施以降、発
症、菌分離とも認められず。明瞭な下痢を
伴わず、呼吸器病を疑う病性鑑定において
も SD 感染症を考慮する必要あり。 
 
156.腸管出血性大腸菌 O121 が分離された
子牛の壊死性出血性大腸炎：島根県出雲家
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保 東智子、土江將文 
5 日齢の黒毛和種牛が死亡し病性鑑定実

施。病理解剖で脱水、出血を伴う偽膜性盲
腸炎、結腸の点状出血、腎臓皮質の楔状出
血、胸腺低形成等を確認。５％羊血液加寒
天培地（10%CO2、嫌気）および DHL 寒天培
地（好気）による細菌検査の結果、肝臓、
脾臓、腎臓、肺臓および腸間膜リンパ節は
有意菌分離陰性。盲腸内容から乳糖非分解
性大腸菌を 8×106、乳糖分解性大腸菌を 1
×107CFU/g 分離。分離大腸菌の O 抗原血清
型は O121 と O86a。病原遺伝子検査（Stx1、
Intimin、F41、K99、Sta および Stx2）の結
果 O121 が intimin および Stx2 陽性。盲腸
内容の虫卵検査陰性。組織学的に偽膜形成
を伴う壊死性出血性大腸炎がみられ、免疫
組織化学的検索により病変内に抗 O121 血
清陽性細菌塊を確認。当該農場の成牛 16
頭、子牛 18 頭の O121 保有状況調査では、
成牛 2 頭、子牛 2 頭が O121 陽性。O121 が
病原形成に関与した可能性。乳糖非分解性
大腸菌の病性鑑定では、複数の選択培地の
使用や多菌株の同定により検査精度の向上
が可能。  
 
157.管内バルク乳における Streptococcus
 uberis の検出状況及び薬剤感受性状況の
解析：島根県出雲家保 藤原浩美、船木博
史 
 管内酪農家全戸（59 戸）のバルク乳 64
検体を材料に選択培地を用いた細菌培養検
査を行い、難治性乳房炎の起因菌である St
reptcoccus uberis（以下、S.uberis）の検
出率、薬剤感受性状況及び S.uberis 検出と
乳質との関連を調査。エドワード培地（改
良型）にて分離培養し、api 20 STREP にて
同定。薬剤感受性試験は KB 法（供試薬剤：
PCG、ABPC、MDIPC、CEZ、CXM、CTX、FRM、E
M、LCM、OTC、OFLX）にて実施。乳質との関
連は JA にて実施した生乳検査成績と比較
・解析。S.uberis は 18 戸（農場陽性率 30.
5%）から 27 株を検出。PCG、ABPC、CEZ、C
XM、CTX 及び OFLX に対して 8 割以上が感受
性株であったが、MDIPC 51.9％、FRM 59.3
％、EM 44.4％、LCM 77.8％及び OTC 51.9
％が薬剤耐性を示した。S.uberis 検出農場
では、バルク乳の体細胞数及び総菌数が高
い傾向にあり、乳質改善には S.uberis 性乳
房炎の確実な診断と継続的な薬剤耐性動向
の把握による治療が必要。 
 
158.ヨーネ病カテゴリーⅡ農場における子
牛検査時の課題と対応：岡山県井笠家保 
武内大、山内章江 

平成 30 年 10 月、管内酪農家(約 600 頭飼
養)において、ヨーネ病定例検査で患畜 1
頭を摘発。防疫対策要領に基づき、6 カ月
齢以上の同居牛検査を実施し、全頭陰性を
確認。また、預託牧場へ移動のため子牛（2
～4 カ月齢）48 頭の遺伝子検査を実施し、1
1 頭が定性陽性、うち 2 頭の定量陽性を確

認。環境由来の遺伝子を検出した可能性を
考慮し、対応を検討。哺育育成舎を重点に
消毒を実施後、再検査を行った。消毒効果
の測定のため、環境検査を 24 カ所実施し、
消毒前陽性 6 カ所が消毒後 2 カ所に減少。
子牛の遺伝子検査は 1 頭定性陽性・定量陰
性、残り 10 頭は定性陰性を確認。このため、
1 回目の定性陽性は環境由来であり、消毒
の徹底により陰転したと考えられた。遺伝
子検査は排菌している牛の摘発には有効だ
が、今回のように環境由来の遺伝子を検出
する可能性がある。抗体検査による判定が
困難な子牛では、遺伝子検査のみを用いて
いるが、環境要因を含め総合的な判断の必
要性が示唆された。 
 
159．増菌培養法を活用した黄色ブドウ球菌
性乳房炎対策：岡山県岡山家保 難波かお
り、岩城雅子 
 黄色ブドウ球菌（SA）による乳房炎は難
治性で、全頭検査で感染牛を摘発して蔓延
防止を図ることが重要。SA の乳汁中への排
菌数には増減があり、感染していても従来
の乳汁直接塗抹法では検出できない場合が
あることが課題。今回 SA 検出率向上のた
め、増菌培養法の活用について検討。管内
SA 汚染農場全戸のバルク乳から分離した S
A28 株を用いて、6.5％NaCl 加ミューラーヒ
ントンブロスで増菌培養を実施したとこ
ろ、良好な増殖を確認。平成 30 年 4 月以降
乳汁検査法を変更し、従来法で SA 陰性だっ
た検体で増菌培養を追加実施し、306 検体
中 33 検体から SA を検出、検出率は 10.8％。
検査法変更により、SA 検出率は 21.9％から
30.4％に向上。増菌培養を併用して全頭検
査を実施した 10 農場中 6 農場で SA 検出率
向上。しかし、増菌培養陰性でも後日再検
査すると陽性となる事例もあり、定期的な
検査実施は必要。今後も増菌培養法活用に
より的確に SA 感染牛を摘発し、効果的な対
策指導を継続していく。 
 
 
160.X 地域の乳質改善～黄色ブドウ球菌対
策の現状と課題～：岡山県真庭家保 金谷
真澄、岡田慧 

X 地域で従前から取り組んできた黄色ブ
ドウ球菌（SA）対策による乳質改善につい
て、重点指導 3 農家（A,B はジャージー、C
はホルスタイン飼養）の成績を中心に分析。
地域の直近 5 年間の平均バルク乳体細胞数
（B-SCC）は 21～24 万/ml で横ばい。バル
ク乳 SA 陽性率は 90～98%。指導前後で、［A］
B-SCC は約 25 万/ml で横ばい、SA 陽性率は
22.9%→45.9%で増加、新規感染率は 3.6%→
25%で上昇。［B］B-SCC 約 30 万/ml、SA 陽
性率 30.8%→47.6%、新規感染率 11.1%→25
%。［C］B-SCC 約 10 万/ml、SA 陽性率 40%
→41.2%、新規感染率 31.8%→10.5%。牛群
更新率は［A］17.3%、［B］15.8%、［C］2
4.4%でホルスタイン農家が高く、また SA
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陽性牛を優先的に更新。陽性牛の早期把握
と感染予防対策により B-SCC 維持に繋がっ
ていると推察。課題は新規感染率の減少と
牛の更新。今後も農家の対策意欲の維持･
向上に努めるとともに、乳頭シールやワク
チン等の活用について検討予定。 
 
161.続発する牛サルモネラ症との戦い：岡
山県真庭家保 笹尾浩史、田原鈴子 
 H28 年 5 月に牛サルモネラ症が発生し、
続発を繰り返していた農場で H30 年 4 月再
発を確認。改めて対策を見直し、清浄化を
図るため、畜主、家保及び共済で防疫対策
会議を開催。発生牛舎（哺育舎）全頭検査、
母子生菌剤給与、牛舎消毒及びネズミ対策、
母牛の分娩前膣スワブ検査等の実施を決
定。全頭検査の結果、子牛 3 頭が陽性。哺
育舎の子牛全頭に抗菌剤投与し、陰転確認
まで検査・治療を継続。対策会議後、H30
年 12 月までに分娩前検査で 4 頭、発症を含
め子牛 10 頭の感染確認。発生原因は分娩時
の水平感染及び発症子牛との接触感染と判
明。感染防止のため母牛全頭の一斉検査を
実施。感染子牛の隔離、清掃・消毒を中心
とした環境対策を強化し、終息を目指して
いる。清浄化までに長期間を要しているこ
とから、本症における初動防疫の重要性を
改めて認識。また、関係機関と連携の上、
畜主が対策方針について納得し、決断する
まで丁寧に説明すること及びその精神的サ
ポートも重要。 
 
162．LAMP 法を用いた牛白血病遺伝子検査
：岡山県高梁家保 秦 守男              
 牛飼養農場では、牛白血病ウイルス（BL
V）感染牛の低減意欲が徐々に高まってお
り、特に高精度且つ若齢牛の感染確認が可
能な遺伝子検査のニーズ増加が今後も予想
される。現場利用が可能で迅速且つ簡便な
遺伝子検査である LAMP 法(Loop-mediated 
Isothermal Amplification)利用の可能性
を探るため、測定等機器（①自動遺伝子抽
出装置、②等温増幅蛍光測定装置）を用い
て依頼検体を測定。①を用いることで 30
分で遺伝子を抽出。②に遺伝子抽出物と LA
MP 反応液を混和、セットすることで 30 分
で遺伝子増幅産物の有無を確認。特別な検
査環境や煩雑な操作を必要とせず、迅速(1
時間)な測定が可能で、PCR 法（定性法）と
比較して 4 時間短縮。結果は 37 検体中 36
検体が PCR 法と一致。導入には高額な測定
機器がネックとなるが、今後機器の廉価化
や汎用性の高い（多種類病原体の検出）試
薬提供が可能となれば、生産現場に密着し
た検査・診療施設での検査手法として実用
的なものになると考えられる。  
 
163．子牛の深在性真菌症事例：広島県西部
家保 細川久美子、河村美登里 
  症例は肉用牛一貫の黒毛和種、3 週齢、
雄、出生時から虚弱で下痢を呈し、治療が

行われたが死亡、平成 30 年 7 月 31 日に病
性鑑定。免疫染色及び分離真菌の分子生物
学的検査は動物衛生研究部門に依頼。真菌
性胃腸炎、菌糸を伴う肝臓の多発性巣状壊
死及び胸腺萎縮が認められ、病変部に認め
られた酵母様の真菌は抗 Candida albican
s（C.a）抗体で、隔壁の無い菌糸は抗 Rhiz
omucor 抗体を用いた免疫染色で陽性。各臓
器及び胃内容物から C.a、肝臓から Rhizop
us microsporus var.azygosporus（R.m）、
第三胃及び胃内容物から Lichtheimia cor
ymbifera（L.c）を分離。各真菌は由来臓器
を問わず同一株の可能性が示唆。本症例を
C.a、L.c 及び R.m による深在性真菌症と診
断。胸腺萎縮を認めたため、子牛の免疫機
能低下が推察され、胃に常在の真菌が日和
見感染し発症に至ったと推察。動物におけ
る R.m 分離例は報告されていないが既報の
接合菌と同様の病変を形成すると考えられ
た。 
 
164.多剤耐性 Mannheimia haemolytica 血
清型 6 型が分離された子牛死亡事例：山口
県東部家保 大石大樹 
 多剤耐性を示す Mannheimia haemolytic
a(Mh)血清型 6 型による牛マンヘミア症が
発生。平成 30 年 8 月、50 日齢の肉用牛子
牛が死亡。剖検では肺と胸壁の癒着、肺の
肝変化等を確認。病理組織検査では菌塊及
び燕麦細胞を伴う壊死性線維素性化膿性肺
炎。細菌検査では肺及び脳から Mh 分離。そ
の他一般細菌及びマイコプラズマは未検
出。分離された Mh は血清型 6 型と同定。ま
た 13 薬剤中 5 薬剤に耐性。以上により、多
剤耐性のMh血清型6型による牛マンヘミア
症と診断。当該牛と同一牛房で飼育されて
いた 4 頭について Mh は未分離。平成 11 年
度以降に当家保管内で分離された Mh11 株
について薬剤感受性試験を実施。平成 18
年度及び平成 29年度分離各 1株が 6薬剤に
耐性。管内では少なくとも平成 18 年には多
剤耐性 Mh の浸潤を確認。今後も薬剤感受性
試験及び血清型別を積極的に実施し、動向
を注視する必要性あり。 
 
165．搾乳牛全頭 SA 感染から感染牛ゼロま
での指導対策：徳島県徳島家保 林宏美、
小倉朋和 
 黄色ブドウ球菌(SA)は難治性乳房炎の起
因菌であり、酪農経営に多大な経済損失を
もたらす。H28 年 9 月管内農家でバルク乳
体細胞数が高値となり、原因究明の依頼が
あった。バルク乳検査を実施、SA 100cfu/
ml であった。平成 28 年 11 月全搾乳牛 30
頭で第 1 回目乳房炎検査を実施し全頭 SA
感染と判明。農家、家畜共済、家保で対策
検討会を開催。感染牛を 1~5 頭/グループず
つ順次治療。搾乳立会指導、環境拭き取り
検査、さらなる SA 感染牛の摘発検査を継
続。H28 年 10 月から 24 頭治療。H29 年 2
月までに 2 回治療し、5 頭が難治と判明、
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順次淘汰。また未治療牛 6 頭がおり牛床移
動、搾乳順序変更により感染拡大収束。H2
9 年 5 月第 2 回全搾乳牛 34 頭検査。新規摘
発はなく継続感染牛 3 頭を確認。H29 年 11
月第 3 回全頭検査でも同牛のみ SA 確認。感
染牛が妊娠（＋）のため、早期乾乳を指導。
H30 年 8 月分娩後、感染牛 2 頭廃用、1 頭は
死亡。その後、バルク乳細菌検査で SA は分
離されず SA 乳房炎蔓延は収束。 
         
166．牛の呼吸器疾患における病理組織学的
検査の有用性：徳島県徳島家保 山本由美
子、松尾功治 
 牛の呼吸器疾患は要因が多岐にわたり複
雑であるが、その全てを特定することは困
難。今回、病理組織学的検査から呼吸器疾
患の要因を推定した事例について検討。症
例１：黒毛和種、4 ヶ月齢、外耳炎及び呼
吸器症状を呈し死亡。肺のみマイコプラズ
マ検査を行ったが、免疫染色では肺及び鼓
室で Mycoplasma bovis（M.b）抗原陽性。
症例２：黒毛和種、5 ヶ月齢、呼吸器症状
を呈し死亡。病原細菌は分離されなかった
が、組織所見から Mannheimia haemolytica
などの感染を疑い総合対策を指導。症例３
：黒毛和種、2 ヶ月齢、外耳炎及び呼吸器
症状を呈し死亡。マイコプラズマ肺炎を疑
ったが、肺組織の偏光顕微鏡観察でデンプ
ン粒子を確認し、誤嚥性肺炎と診断。症例
４：黒毛和種、12 ヶ月齢、呼吸器症状を呈
し死亡。肺から Trueperella pyogenes を分
離したが、免疫染色では肺全域の壊死巣で
M.b 抗原陽性、BRDC として衛生指導を実施。
病理組織学的検査は牛呼吸器疾患の詳細な
要因究明に有用。 
 
167．乳房炎検査で分離された多様な性状を
示した黄色ブドウ球菌：徳島県徳島家保 
松英百合子、林宏美 
 乳房炎検査で黄色ブドウ球菌（SA）が分
離された管内酪農家2戸においてSA対策を
実施中。泌乳時期による SA 排菌量の変動を
考慮して全頭検査を3～4週間おきに3回実
施。2 回目以降は SA 分離牛の各分房につい
ても検査を実施。A 農家 1 回目の全頭検査
では 19／53 頭、2 回目は 6／52 頭、1 回目
SA 分離牛の分房検査では 10／73 分房、3
回目は 5／54 頭、5／73 分房で SA を分離。
B 農家 1 回目の全頭検査では 5／44 頭、こ
の 5 頭の分房検査では 3／20 分房、2 回目
全頭検査は 7／44 頭、3／20 分房、3 回目は
3／47 頭、3／39 分房で SA を分離。PCR 検
査において SA と確認された菌株で、SA の
典型的な性状である卵黄反応が陰性だった
菌株が B 農家では 19／19 菌株、ヒトフィブ
リノーゲン・ウサギ血漿感作ラテックス凝
集反応が陰性だった検体が A 農家で 7／33
菌株、B 農家で 12／13 菌株あった。また、
SA 乳房炎が難治性である理由の一つとさ
れるバイオフィルム形成能をコンゴレッド
寒天培地で確認した。  

 
168．Salmonella Thompson による牛サルモ
ネラ症発生事例と清浄化の取組（第２報）
：徳島県西部家保 出口達也、山田みちる 
 平成 29 年 11 月末、管内一酪農家で、Sa
lmonella Thompson(STh)による牛サルモネ
ラ症が発生。初発時、搾乳牛 10/32 頭から
STh を分離。清浄化に向け、農業共済組合
家畜診療所（以下、共済）と連携し、対策
及び治療を実施。平成 30 年 3 月、搾乳牛全
頭の直腸便を用いたサルモネラ検査を実施
し、全頭陰性を確認。しかし、平成 30 年 7
月上旬、当農場から軟便を呈す牛の糞便検
査依頼があり、再度 STh を分離。同居牛検
査を実施したところ、搾乳牛 5 頭から STh
が分離されたため、清浄化対策に取り組む
こととなった。STh 分離牛に対し、抗生剤
による治療を行ったが、治療効果が得られ
なかった牛（1 頭）がみられたため、共済
獣医師と協議。耐性菌の発現を危惧し、当
該牛へ試験的に低分子ホエイプロテインを
投与。その結果、平成 30 年 10 月のサルモ
ネラ検査で全頭陰性を確認。今後も対策を
継続し、定期的にサルモネラ検査を実施し、
清浄性を確認する必要がある。 
 
169．Proteus mirabilis が黒毛和種去勢牛
の尿結石形成に及ぼす影響：徳島県徳島家
保 中下弘子、松尾功治 
 2017 年 2 月、管内肥育農場で黒毛和種去
勢牛(黒毛)1 頭が Proteus mirabilis(Pm)
による化膿性腎炎で死亡。その後、当農場
黒毛 10 頭の尿中 Pm 保有状況を継続調査。P
m は 60~80％保有、102~104CFU/ml 分離。今
回、当農場黒毛 9 頭の尿を採取、Pm の結石
形成への関与を検討。採取尿を鏡検、スト
ラバイト(結石)検出有無で、結石なし尿(A
：3 頭)と結石あり尿(B：6 頭）に分類。各
分類尿を等量混ぜ混合尿とし、遠心・0.45
µm ろ過後の A、B に牛尿より分離の Pm3 株
(当農場 2 株、他農場 1 株)をそれぞれ 103C
FU/45ml 接種。Pm 未接種尿を対照(A 対照、
B 対照)とし、38.5℃で 24 時間保温、経時
的に pH と結石および Pm 数を測定。結果、p
H は A、B で上昇、A 対照変化なし、B 対照
で軽度上昇。結石は A で 12 時間後、B で 6
時間後から検出。Pm 数は A、B とも 6 時間
後から 102~103CFU/ml 以上に増数。Pm は、
牛の尿 pH 上昇と結石形成に影響を及ぼす
可能性が示唆された。今後も尿石症の一要
因として Pm を注視。 
 
170．管内一肥育牛農場で検出された Prote
us mirabilis の性状：徳島県徳島家保 瀧
田裕子、松尾功治 
 管内一肥育牛農場で検出、Proteus mira
bilis（P.m.）同定された保存 147 菌株につ
いて、DHL 寒天培地(DHL)･コロンビア寒天
培地(COL)上の発育菌形状確認、SIM 培地(S
IM)･TSI 寒天培地(TSI)による性状判定、P.
m.特異的遺伝子領域を標的とした PCR を実
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施。DHL では、全菌株で乳糖非分解色調を
呈する集落形成が確認される一方、硫化水
素産生色調が認められない集落形成も多数
確認。COL では全菌株でスウォーミングを
確認。SIM･TSI による性状判定では、全菌
株が運動性(+)･IPA(+)･硫化水素産生(+)･
ブドウ糖分解(+)･乳糖白糖分解(-)の典型
性状を示す一方、3 菌株がインドール産生
(+)、70 菌株がガス産生(-)の非典型的な性
状を示した。PCR では、全菌株で P.m.特異
的遺伝子領域を検出。TSI におけるガス産
生(-)の高率発現は当該農場に常在する P.
m.の特徴である可能性あり。 
 
171.管内酪農家での子牛のサルモネラ症発
生とその対策：香川県西部家保西讃支所 
渡邉朋子 
 平成 30 年 8 月、管内酪農家で子牛の持続
性下痢が発生し、畜主から 10 月に原因究明
を依頼され検査を実施。子牛 3 頭の糞便検
査で 1 頭から Salmonella Newport を検出。
感染牛の治療とまん延防止のための作業動
線の見直し、牛床や通路の消毒、敷料の早
期交換を指示。また、作業者の感染を防ぐ
ため、作業後の手指消毒、帰宅の際の衣服
交換、作業服の消毒も指導。感染状況把握
のため、感染牛を含む飼育牛 56 頭の直腸便
及び環境材料（ネズミ、ハエ）の菌分離を
実施。結果、子牛 1 頭（感染牛と同牛房飼
育）から同菌を分離、その他の牛及び環境
材料は陰性。新たに菌が検出された子牛の
治療及び各対策の継続を指示し、2 週間後
の糞便検査で陰性を確認。農場で以前から
実施していた生菌製剤の全頭給与が感染拡
大の抑制につながったと推察。今後、再度
の糞便検査を実施し、農場の清浄性を確認
予定。 
 
172.管内酪農家で分離された Salmonella 
Dublin の培養手法の検討：香川県東部家保
片山進亮、上原睦 
 Salmonella Dublin（SD）は牛の届出伝染
病の病原体として重要な病原体だが、適切
な培養方法の知見が乏しく、検出感度が低
いことが課題。管内酪農家で流産と子牛の
呼吸器症状を主徴とした SD によるサルモ
ネラ症が発生。ハーナ・テトラチオン酸塩
培地（HTT）を用いた全頭糞便検査を実施す
るが菌分離陰性牛での SD による死亡事例
が発生。さらに、菌分離陰性子牛群で死菌
凝集反応を用いた抗体検査による抗体陽転
牛が継続して観察。そこで、分離された SD
について、培養方法を検討。サルモネラ増
菌培養用培地 6 種類（セレナイト培地、HT
T、ラパポート培地、ラパポート・バシリア
ディス培地(RV)、テトラチオネート培地、S
BG サルファ培地）を用い分離菌を培養。セ
レナイト培地、オートクレーブ処理（121
℃、15 分）HTT、RV にて 37℃で発育を確認。
各培地指定の培養方法で培養できたのはセ
レナイト培地のみ。今回の結果をもとに、

臨床材料を用いて感度の高い検出方法を確
立し、SD の清浄化を推進する。 
 
173.Mannheimia haemolytica 血清型 2型が
関与した牛の腹膜炎または胸膜炎：香川県
東部家保 片山進亮、髙橋茂隆 

Mannheimia haemolytica は牛の化膿性
肺炎の主要な原因菌で、血清型 2 型(MH2)
は病原性が低いと考えられている。交雑種
約 300 頭を飼養する育成農場にて、突然死
（症例 1）及び呼吸器症状の悪化で鑑定殺
（症例 2）をした 2 症例について病性鑑定
を実施。病理検査では症例 1 で腹膜炎、症
例 2 で胸膜炎のみ観察。ウイルス検査で牛
伝染性鼻気管炎ウイルス分離検査陰性、牛
パラインフルエンザ 3 型ウイルス・牛ウイ
ルス性下痢ウイルス・牛 RS ウイルス PCR
検査陰性。細菌検査で症例 1 の主要臓器、
腹水、症例 2 の主要臓器、腹水、胸水、心
嚢水から MH2 を分離。薬剤感受性検査でセ
フチオフルのみ著効。農場浸潤状況調査で
8 群、各 5 頭の鼻腔スワブより MH2 の分離
検査を実施。発生直後の 4 群 6 頭、6 ヶ月
後の 2 群 4 頭から MH2 を分離しセフチオフ
ルの有効性を確認。セフチオフルの慎重使
用を指導するとともに飼養衛生管理の遵守
の徹底を指導。今後も継続して農場浸潤状
況調査を実施予定。 
 
174.次代を担う後継者への酪農飼養衛生改
善の取組：愛媛県東予家保 堀江陽二、宮
城里美 

平成28年に後継者としてUターン就農し
た管内の酪農家 1 戸において、平成 30 年 3
月～8 月にクレブシエラによる乳房炎、8
月～9 月には暑熱の影響による死流産等が
発生。乳房炎対策として搾乳手順を確認す
るとともに、未使用のオガクズ及び牛舎内
の敷料計 11 検体について衛生調査を実施
し、全検体の敷料からクレブシエラを最大
107CFU/g 検出。衛生改善対策としてオガク
ズに消石灰を 3%と 5%の割合で混合し、消毒
効果を確認後、3%の消石灰を混合するよう
指導。さらに畜産関係機関が連携し、畜舎
内の飼養環境調査を実施。細霧装置と送風
機の稼働間隔及び配管の角度の調整や牛床
マットの設置を指導。その結果、現在牛群
検定による体細胞数の変化は確認できてい
ないものの、新規の大腸菌群による乳房炎
の発生は認められていない。今後とも酪農
後継者が飼養衛生改善に取り組めるよう、
関係機関が連携してきめ細かな衛生指導を
実施する必要がある。 
 
175.哺育育成牛農場におけるサルモネラ症
清浄化に向けた取り組み：愛媛県南予家保
高橋佳世、熊岡悟史 

H30 年 8 月、管内 A 農協の哺育育成牛農
場（10 日～10 ヶ月齢、168 頭飼養）におい
て Salmonella Typhimurium（ST）によるサ
ルモネラ症が発生。直ちに移動自粛を要請、
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飼養牛全頭と環境材料の浸潤調査を実施。
飼養牛 168 頭中 60 頭及び環境材料から ST
を分離。農場管理獣医師、従業員及び A 農
協との緊急対策会議において、清浄化プラ
ンを策定。対策のポイントは、①発症牛等
の抗生剤治療、②全頭のワクチン・生菌剤
投与、③農場全体の洗浄・消毒の徹底、④
移動牛による拡大防止、⑤車両等の交差汚
染によるまん延防止等。出荷牛はワクチン
接種完了し、ST 排菌がないことを確認のう
え出荷。本症確定前の出荷牛 4 頭を対象と
した追跡調査では全頭陰性。農場清浄化の
判断として、環境材料を含めた 2 回連続の
全頭検査による陰性確認を条件。H31 年 1
月に実施した 1 回目の検査において、81 頭
全頭が陰性。今回の取り組みにより、農場
の清浄化が進み、周辺農場や出荷先への感
染拡大を防止。 
 
176.抗体上昇を伴わない牛のヨーネ病患畜
の摘発：高知県中央家保 下村恭、杉村知
子 
 ヨーネ病が継続発生している酪農場で患
畜の早期摘発により清浄化を図るため、同
居牛検査でスクリーニング法（抗体検査）
に加えて定性判定リアルタイム PCR 試薬を
用いた交差プール糞便法によるスクリーニ
ング遺伝子検査（交差 P 法）を実施。平成
30 年 4 月に 64 ヶ月齢で患畜となった 1 頭
は、抗体検査陰性、交差 P 法陽性、リアル
タイム PCR 法陽性で患畜と判定。殺処分後
の病性鑑定でヨーネ菌を確認。当該患畜は
当該農場で平成 26年 10月以降 21回抗体検
査を実施し、全て陰性で最も高かった ELIS
A 値は 0.018。スクリーニング検査に交差 P
法のような遺伝子検査を加えることで患畜
の摘発率が上がることを確認。発生確認農
場の清浄化対策及び導入牛着地検査の強化
による清浄性維持に有用。 
 
177. Salmonella Stanley による子牛の下
痢症の発生と清浄化への取り組み：福岡県
両筑家保 勝毛智子、夏秋須美子 
 平成 30 年 2 月、管内酪農場で Salmonell
a Stanley（SS）による子牛の下痢症及び死
亡が発生。清浄化対策として、汚染状況確
認検査（検査）を約 3 ヵ月おきに計 3 回実
施。検査の各々約１ヵ月後に主にサルモネ
ラ陽性箇所について清掃及び石灰乳塗布に
よる消毒を実施。1 回目検査では子牛 5/7
頭、乾乳及び育成牛 1/36 頭から SS を分離。
2 回目検査では 1 回目検査 SS 陽性牛は SS
分離陰性となったが、床、飼槽、給水施設
等の拭取り環境材料1/41検体でSSを分離。
3/41 検体で非病原性のその他のサルモネ
ラを分離。3 回目検査では環境材料 11/38
検体で非病原性のその他のサルモネラを分
離。対策として牛舎ごとの長靴の交換や機
械類の消毒徹底を指導。SS については最終
的に分離陰性となり、子牛での下痢の発生
もなくなった。今後も消毒及び検査を実施

しながら SS 清浄化に向けた取り組みを継
続予定。 
 
178.成牛の Mycoplasma bovis による髄膜
炎：福岡県中央家保 伊藤広記、近藤浩之 
 繁殖雌牛18頭、肥育牛300頭飼養農場で、
2017 年 10 月 4 日、黒毛和種の繁殖雌牛 1
頭（6 月 17 日初産）が起立困難、9 日に起
立不能。治療（抗生剤不使用）に反応なく、
12 日病性鑑定。肺炎・中耳炎の治療歴なし。
剖検所見では、延髄、脳底部、頚髄のくも
膜下腔に厚い白色膠様の滲出物が析出。肺
は、前・中葉が硬度を増し一部が胸壁と癒
着。組織所見では、延髄や脳底部、脊髄の
髄膜が、好酸性で類円形の細胞退廃物、好
中球を主体とした炎症性細胞により重度に
肥厚。抗 Mb ウサギ免疫血清（動衛研）を用
いた免疫染色で髄膜に多数の陽性反応。肺
に古い肺炎像、脾臓辺縁帯に好中球浸潤。
病原検索で、中枢神経系から Mb を多数分
離。その他臓器は有意菌分離陰性、ウイル
ス不検出。以上の成績から Mb による髄膜炎
と診断。30 か月齢で髄膜炎を発症し、肺炎
や中耳炎の臨床症状・病変がない稀な症例。
成牛で神経症状を呈した症例はマイコプラ
ズマの検査が必要。 
 
179.牛からの Streptococcus ruminantium
分離事例：福岡県中央家保 濱田恭平、伊藤
広記 
 Streptococcus ruminantium(Sr)は、Str
eptococcus suis(Ss)から 2017 年に再分類
された新菌種。牛を含む反芻獣から分離報
告あり。Ss との識別は困難。2018 年 6 月、
肥育A農場にて16か月齢去勢黒毛和種が元
気消失、起立困難、頚静脈怒張を呈し死亡。
剖検所見は胸水・腹水貯留、心臓三尖弁の
疣贅、胆嚢拡張、第一胃粘膜の黒色化。病
理組織学的所見は疣贅性心内膜炎、慢性肝
管炎、第一胃粘膜錯角化・過角化。心内膜
疣贅のみからα溶血性グラム陽性菌を多数
分離。①recN 遺伝子ターゲット PCR、②Sr
特異的 PCR(論文執筆中)、③16S rRNA 遺伝
子シークエンス解析により Sr と同定。A 農
場にて続発なし。第一胃粘膜や胆管などを
経て菌が血中に侵入し疣贅を形成と推察。2
014 年 10 月、肥育 B 農場の呼吸器症状を呈
する 3 か月齢交雑種の肺から分離され当時
Ss と同定した菌について、前述①～③の検
査を実施し Sr と同定。Sr は以前から当県
内牛農場に浸潤し、日和見的に牛に感染し
ていたと推察。 
 
180.乳房炎から分離した Streptococcus r
uminantium：福岡県北部家保 佐藤俊介、
横山敦史 
 平成30年 6月、乳房炎の病性鑑定を実施。
細菌学的検査でα溶血性グラム陽性球菌を
分離。当初の判定は簡易検査と gdh 及び sr
tA遺伝子を標的とした PCR検査で陽性を示
し Streptococcus suis（Sｓ）。しかし、S
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s の 20、22、26、32-34 を除く血清型を検
出する recN 遺伝子を標的とした PCR で陰
性。Streptococcus ruminantium（Sr）同定
PCR で陽性を示したため、Sr と同定。Sr は
平成 29 年に既存の Sｓ血清型 33 参考株か
ら分類された新菌種であり、反芻動物に肺
炎や関節炎、心内膜炎を引き起こす。本症
例はセファゾリンの乳房内投与によって治
癒し、再発なく予後良好、他個体への伝染
なし。過去に国内において乳房炎からの Sr
分離事例はない。Ss は新興人獣共通感染症
として公衆衛生上重要なため、反芻獣から
Sｓ様菌が分離された場合、Sr との鑑別を
実施する必要がある。 
 
181.肉用哺育牛の Mycobacterium avium s
ubsp. hominissuis 感染例：佐賀県中部家
保 平野慎二、一戸夏美 

黒毛和種子牛 500 頭を飼養する哺育・育
成施設で、Mycobacterium avium subsp. h
ominissuis (Mah)の感染例が発生。症例は
１カ月齢の雄で、沈うつ、食欲不振、耳垂
れ、肺音粗造を呈し、死亡。病理解剖では
腹水が貯留し、十二指腸から結腸粘膜の高
度な充血および腸管付属リンパ節の高度な
充血と腫大を確認。病理組織学的検査では、
回盲部リンパ節においてラングハンス型巨
細胞内に長径 1µm の抗酸菌を伴う壊死性肉
芽腫性リンパ節炎を確認。回腸および回盲
部リンパ節のホルマリン固定パラフィン切
片から Mah 遺伝子を検出。ヨーネ病菌、結
核菌遺伝子は未検出。Mah は肺やリンパ節
で肉芽腫性病変を形成し、結核病（牛）や
ヨーネ病との鑑別が重要。本症例のような
病変がみられた場合、類症鑑別を含めて早
急な防疫対応が必要。 
 
182.子牛で発生した大腸菌Ｏ114 による敗
血症：佐賀県西部家保 原敦子、千綿秀之 
 黒毛和種繁殖牛農場において、7 日齢の
子牛が運動失調から起立不能に至る神経症
状を呈し、その後へい死したため病性鑑定
を実施。剖検所見で頭部外傷及び大脳の白
濁を確認。細菌学的検査では主要臓器全て
から大腸菌 O114 を分離。病理組織学的検査
では脳および脊髄に好中球の細胞浸潤と桿
菌塊、また多臓器の血管内に桿菌塊を認め、
化膿性脳室炎および髄膜炎と診断。以上の
結果から、この症例は腸管外に病原性を発
揮する腸管外病原性大腸菌（ExPEC）O114
に出生後暴露され、血行性に感染が成立し
たと推察。母牛の膣スワブから大腸菌群分
離されなかったことから、母牛の膣以外、
同居牛及び牛舎内の環境中に ExPEC が常在
していると推察。環境中の ExPEC 対策とし
て敷料の交換、畜舎清掃消毒等の飼養衛生
管理の徹底を指導し、その後の発生は確認
されていない。一般的に家畜における ExPE
C の病原因子等は解明されていないことか
ら、類似の症例において病態や病原因子等
の詳細な検査を進め、この病性の解明に努

めたい。 
 
183.腹膜炎と胸膜炎を併発した子牛の腸管
外病原性大腸菌感染症を疑う 2 症例：長崎
県中央家保 浦川了、鈴田史子 

平成 31 年 2 月に発生した子牛の死亡 2
症例において剖検で肺と胸膜の癒着、腹腔
の線維素析出、組織所見で症例 1 は腸管漿
膜に化膿性漿膜炎、全身血管内に菌塊の充
満、症例 2 は腹腔内臓器漿膜面に化膿性腹
膜炎、細菌性髄膜炎等を確認。細菌分離検
査で症例 1、2 ともに主要臓器等から大腸菌
を分離、症例 1 の血清型は O18 で病原関連
因子は鉄取込能（fyuA、iutA、irp1、irp2）
を保有。症例 2 の血清型は O166 で病原関連
因子は鉄取込能（iutA）及び付着因子（af
a8）を保有。症例 2 の第四胃内容由来 8 株
中 2 株で主要臓器等由来株と同じ血清型、
病原関連因子保有株を確認。薬剤感受性試
験で 2 症例主要臓器等由来株は、ともに多
剤耐性。今回の 2 症例及び他県の症例でも
病原関連因子は鉄取込能を保有、本因子が
全身的な病態に関与していることが示唆。
第四胃内容由来株から主要臓器等由来株と
同じ血清型、病原関連因子を保有した株が
増殖、消化管に常在又は経口感染し消化管
を通じて全身に感染した可能性が示唆。 
 
184.敗血症の子牛由来大腸菌の病原因子検
索：熊本県中央家保 森美聡、杉晋二 

腸管外病原性大腸菌（ExPEC）は子牛敗血
症の原因菌のひとつであるが、報告事例は
少なく、病原性は不明な点が多い。生後か
ら 2 か月齢までに敗血症を呈した肉用牛 5
症例の主要臓器由来大腸菌について、病原
因子検索を実施。肝臓や肺で強い病変を確
認したが、腎臓では化膿性病変は確認され
なかった。全症例で分離大腸菌は付着因子
（tsh,afa,papC,F17）及び鉄獲得能（fyuA,
irp1,irp2,iutA,iucD）のいずれかを保有、
鉄取込能を示す iutA を全てが保有。3 症例
は毒素（cnf2,cdtB）をいずれも保有してい
たが、2 症例はどちらも保有していなかっ
た。3 症例からの分離大腸菌は毒素・付着
因子・鉄取込能の 3 要素を保有し、細胞に
付着、感染を成立させ、病原性を発揮する
性状を有した ExPEC と考察。毒素を保有し
ていない 2 症例は大腸菌の内毒素、今回検
索した以外の病原因子を保有の可能性と子
牛側の免疫等の要因が重なり発症したと推
測。引き続き検査を継続し、知見を重ねて
いきたい。 
 
185．Mycoplasma bovis のマクロライド及
びフルオロキノロン耐性状況の調査：大分
県大分家保 磯村美乃里 
 2007～2018 年に県内で分離された Mycop
lasma bovis（Mb）野外株 45 株の薬剤感受
性試験の結果、タイロシン（TS）、チルミ
コシン（TMS）に対し全株耐性、エンロフロ
キサシン（ERFX）に対し耐性率上昇。マク
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ロライド（ML）系及びフルオロキノロン（F
Q）系抗生物質に対する耐性関連遺伝子領域
のダイレクトシークエンスを実施。ML 系関
連では供試した 18 株全てに 23S rRNA・ド
メインⅡ領域の 1 塩基変異、FQ 系関連では
供試した 19株のうち MIC値が 4μg/mL以上
の株全てに GyrA・キノロン耐性決定領域の
1 アミノ酸置換を検出。これら変異は既報
と同様及び異なる位置に検出され、そのパ
ターンは報告間で様々で国・地域差が一因
と考えられた。TS 及び TMS を用いた耐性株
選択試験の結果より、その耐性獲得機構の
仮説を提示。MIC 値に加え遺伝子解析デー
タの収集・モニタリングの継続は、適切な
抗生剤使用の啓発・治療薬選択に役立つと
期待。 
 
186．黒毛和種の肥育牛に発生したロドコッ
カス・エクイ感染症の一例：大分県大分家
保 河上友、磯村美乃里 
 2017 年 7 月より、飼養頭数 310 頭規模の
肥育農場で、19 カ月齢の黒毛和種の肥育牛
の腸骨下リンパ節及び鼠径部に腫大と間欠
的な排膿。治療するも症状継続。11 月には
呼吸器症状が認められ、鑑定殺。剖検では
肺、複数のリンパ節、腹腔内及び縦隔に乾
酪壊死様病変が多発。細菌学的検査で肺及
びリンパ節（腸骨下、内腸骨、鼠径）から
VapN 遺伝子を保有する Rhodococcus equi
（R. equi）を分離。Mycobacterium 属菌は
分離陰性。病理組織学的検査で肺及びリン
パ節（腸骨下、内腸骨）に化膿性肉芽腫性
炎が認められ、免疫組織化学的検査で病変
部に一致し R. equi 陽性反応。以上の結果、
牛のロドコッカス・エクイ感染症と診断。
ロドコッカス・エクイ感染症は主に子馬に
肺炎や腸炎を起こすとされ、牛での発生報
告は稀。牛における病態や病原性関連遺伝
子との関連性の解明のため、症例の蓄積が
必要。また、乾酪壊死様病変を形成する点
は結核病（牛）と類似し、鑑別診断上で重
要。 
 
187．黒毛和種繁殖牛に発生したリステリア
症による流産事例：大分県豊後大野家保 
安藤紀子、壁村光恵 
 2018 年 5 月、黒毛和種 15 頭を飼養する
黒毛和種繁殖農家にて無症状の 2 頭が妊娠
後期で流産し、胎子 2 頭の病性鑑定を実施。
剖検では著変なし。病理組織学的検査で、2
頭に共通して化膿性肺炎、複数の臓器で小
型の菌の集塊を確認。免疫組織化学的検査
では、肺、小腸で確認された小型の菌集塊
及び No.2 胎子の脳で確認された菌塞栓で
家兎抗 Lm4ｂ抗体に対し陽性反応あり。細
菌学的検査では、流産胎子 2 頭、同居牛 13
頭のうち 1 頭の糞便、給与中の稲発酵粗飼
料（WCS）と同ロット別ロールの WCS から L
isteria monocytogenes（Lm)を分離。血清
型はいずれも 4b で、制限酵素 ApaI 及び As
cI を用いたパルスフィールドゲル電気泳

動法での切断パターンは全て一致。以上に
より本症例は Lm によるリステリア症と診
断。発生原因は、WCS と推察されたため、
給与中の WCS の給与を中止するよう指導。
その後の流産の発生はなし。本農場は、購
入 WCS を給与していたため、適切な WCS の
保管と適正な飼料給与を指導。 
 
188．黒毛和種肥育農場でのヒストフィルス
・ソムニ（Hs）感染症発生事例：大分県宇
佐家保 榮徳千尋 
 黒毛和種肥育農場の 15 ヵ月齢去勢牛が
歩行困難、神経症状を呈し、5 日後に死亡
（症例①）。その翌々日、同畜舎内の 13
ヵ月齢去勢牛が同様の症状を呈したため鑑
定殺（症例②）。両症例で病性鑑定を実施。
細菌学的検査では、症例②の脳材料からグ
ラム陰性細菌分離。PCR 法により Hs 特異的
遺伝子断片を検出。病理組織学的検査では、
両症例の脳で多発性出血壊死巣、微小膿瘍
形成、グラム陰性細菌塊を確認。抗 Hs 家兎
血清を用いた免疫染色では菌塊や炎症細胞
で抗原陽性。以上から症例①は Hs 感染症を
疑い、症例②は Hs 感染症と診断。発生農場
では素牛導入後に Hs ワクチン未接種であ
ったが、Hs 抗体価上昇を両症例と同居牛で
確認。同居牛の不顕性感染も示唆された。
両症例とも血中ビタミン A 値は欠乏値。不
十分な免疫賦与とビタミン A 欠乏に伴う免
疫力低下が重なり発症誘発と推察。適切な
ワクチン接種とビタミン A コントロールに
ついて管内農家に周知。再発防止のため継
続的指導を実施する。       
 
189．肉用牛全国的サーベイランス改正に伴
う保存血清を用いた疾病調査の一考察：大
分県玖珠家保 手塚渓 
 本年度より、牛のブルセラ病及び結核病
が、家伝法第 5 条に基づく検査から全国的
清浄性確認サーベイランスに移行。これを
契機に、管内肉用牛農家の過去 3 年分の保
存血清から条件に基づき 36 戸 50 検体を抽
出し、ブルセラ病、結核病、ヨーネ病、BV
D-MD、Salmonella Typhimurium、Salmonel
la Dublin 及びネオスポラ症の 7 疾病の浸
潤状況を調査。調査の結果、ブルセラ病等
7 疾病全て陰性。管内肉用牛への浸潤の可
能性は低く、清浄性は保たれていると推察。
一方、近年、管内乳用牛でヨーネ病、BVD-
MD が発生。乳用牛は供用年数が短く更新が
早いため、外部からの導入率が高く、その
結果、肉用牛より感染リスクが上回ってい
るためと推察。今後肉用牛でも、多頭飼育
や外部導入率の増加が予測され、感染リス
クが高まる可能性がある。監視伝染病の清
浄化は重要な課題で、今後とも地域的サー
ベイランスを継続実施しながら、家畜飼養
衛生管理基準の遵守を徹底、伝染病の侵入
防止に努めたい。 
 
190.管内 2酪農場における Salmonella O4:
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i:-清浄化への取組：宮崎県宮崎家保 川上
あかり、本田真由美  
 管内 2酪農場でサルモネラ血清型 Salmon
ella O4:i:-（O4:i:-）による牛サルモネラ
症が発生。A 農場：成牛の熱発、血便が頻
発し、全頭検査を実施（陽性率 15%）。陽
性牛への抗生剤投与と分離飼育、全頭生菌
剤投与、消石灰の頻回散布を指導。2 回目
に全頭陰性を確認後、牛舎洗浄・石灰乳塗
布を実施。3 回目に初回陽性牛の陰性を確
認し、1 か月半で清浄化。B 農場：食欲廃絶
や下痢が多発し、全頭検査を実施（陽性率
58%）。A 農場の対策に加え、踏込消毒槽増
設、飼槽エリア専用長靴設置、給餌前の飼
槽消毒を指導。以降陽性率は低下したが、8
回目に急上昇。生産者と関係者で協議し、
衛生対策の再徹底と陰性牛への抗生剤投与
を実施。陽性率が再度低下したため検査間
隔短縮により陽転を阻止し、約 1 年後に清
浄化。初回陽性率が高い農場は牛サルモネ
ラ症清浄化に長期間が必要。生産者との信
頼関係の中で関係者が連携し、清浄化への
取組を効果的に実施する必要がある。 
 
191．Salmonella Muenchen による敗血症事
例：宮崎県都城家保 倉永眞成、重永あゆ
み 
 小規模黒毛和種繁殖農家で 14 日齢の子
牛が心奇形で予後不良と診断され病性鑑
定。材料は主要臓器で、細菌検査では肺、
心臓、肝臓、脾臓からサルモネラ属菌が分
離され、血清型別試験で Salmonella Muenc
hen(S.M)と同定。病理検査では、肺胞壁の
び慢性肥厚、肝臓には散在性巣状壊死、胸
腺、回盲部リンパ節、パイエル板に低形成
や壊死、リンパ球の脱落を確認。免疫染色
では、O6、O8 群抗血清に対して、肺、肝臓、
パイエル板で陽性反応。浸潤状況確認検査
では、母牛と子牛の直腸便、堆肥、環境拭
き取り材料を培養したところ子牛 3 頭と同
牛房の餌槽から S.M を分離。本症例では複
数の臓器から S.M が分離されると伴に組織
病変の形成、抗血清に対する陽性反応が認
められたことから、S.M による敗血症と推
察。同居牛、餌槽からも分離されたが、飼
養牛に異常は認めず。今後は、環境改善、
保菌牛への対応等、飼育者、管理獣医師に
対し適切な説明が出来るよう、本菌の病原
性について精査する予定。 
 
192.県内で発生した Histophilus somni に
よる胸膜炎 2 症例：宮崎県宮崎家保 大場
恵美、重永あゆみ 
 症例 1 は黒毛和種 6 カ月齢。2018 年 3 月
21 日、呼吸器症状にて加療するも翌朝死
亡。症例 2 は黒毛和種 6 カ月齢。2018 年 5
月 7 日呼吸器症状にて加療するも当日夜に
死亡。剖検では、2 症例とも重度の胸膜炎
を呈し、胸壁と広範囲に癒着。細菌学的検
査の結果、2 症例ともに肺から Histophilu
s somni（以下 H.somni）を分離。2 症例か

ら分離された2株はMOMP遺伝子の塩基配列
解析より CladeⅡに、PFGE 解析より HS4 に
分類され、管内で過去に分離された株とは
明瞭に区別された。病理組織学的検査結果
では、胸膜にグラム陰性菌塊を伴う化膿性
線維素性炎が見られ、免疫組織化学的検査
では、菌塊に一致して H.somni 抗原を確認。
以上より、胸膜炎が強く認められた 2 症例
から分離された H.somni は近縁と考えら
れ、経気道的に感染した H.somni が肺実質
から胸膜に波及したものと推察。今後も症
例を蓄積し、従来株との比較を含めた精査
が必要。 
 
193.Streptococcus ruminantium による脳
室炎症例及び過去症例の検討: 鹿児島県鹿
児島中央家保 三角和華子、岡田大輔 

2018 年 5 月、神経症状を呈し、側脳室等
に白色滲出物が多量に認められた黒毛和種
子牛の脳脊髄液から Streptococcus rumin
antium（S.r）が純培養状に分離。病理組織
学的検査で、好中球等の炎症細胞を含む線
維素塊が側脳室、中脳水道に重度にみられ
た。さらに、同部にグラム陽性球菌が認め
られたことから、本症例を S.r による化膿
性脳室炎及び脳室周囲炎と診断。また、20
03～2018 年に県内の牛から分離された Str
eptococcus 属菌 17 株（17 症例）中 12 株（1
2 症例）は S.r と再同定され、12 症例のう
ち 9 症例が肺炎、1 症例が心内膜炎、1 症例
が腎盂腎炎、1 症例が敗血症からの分離。
本菌が脳に病変を形成する可能性が考えら
れたが、牛 S.r の保菌状況等を含め詳細は
不明であり、今後保菌状況や病原性などに
ついて更なる調査が必要。 
 
194.黒毛和種肥育牛にみられた Mycoplasm
a bovis による筋性心内膜炎：鹿児島県北
薩家保 森光俊晴､藏前保 

黒毛和種肥育牛の死亡 2 事例において､
病性鑑定を実施。両症例とも左心房壁に大
型の腫瘤様の壊死巣があり､好中球､マクロ
ファージ､線維芽細胞の浸潤､結合織の高度
な増生が認められた。しかし､弁膜に著変は
みられなかった。さらに､症例 1 の大脳は硬
膜と癒着しており､癒着部髄膜にも同様の
壊死巣が認められた。また､症例 1 の腎臓､
症例 2 の心臓及び腎臓に壊死片による塞栓
が認められた。抗 Mycoplasma bovis(M.bov
is)家兎血清を用いた免疫組織化学的染色
では､心臓壊死巣､心臓及び腎臓の塞栓物並
びに大脳壊死巣に陽性抗原が認められた。
細菌検査では､症例 1 の心臓､心臓壊死巣､
腎臓､大脳及び症例 2 の心臓壊死巣及び腎
臓から M.bovis が分離されたが､主要臓器
からその他有意菌は分離されなかった。以
上の結果より､本 2 症例は筋性心内膜炎を
伴うマイコプラズマ・ボビス感染症と診断。
今後､心臓への感染経路・発生機序の解明に
努める。 
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195．一地域で繰り返し発生する牛ボツリヌ
ス症の検証：鹿児島県鹿児島中央家保熊毛
支所 内村江利子、川原雄太 

管内の一地域で平成 18 年から 29 年まで
に牛ボツリヌス症が 6 件発生。経営形態は
酪農経営 4 件、黒牛繁殖経営 2 件。死廃率
は 33.3％から 86.0％。いずれも発症牛の消
化管内容物からボツリヌス D 型毒素が検出
されたため牛ボツリヌス症と診断。発生農
場はすべて地域の圃場で栽培した飼料作物
を給与していたこと、自家製ラップサイレ
ージや青刈り牧草の増菌培養上清からボツ
リヌス毒素が検出された事例があったこと
から、地域の土壌にボツリヌス菌が含まれ
ており、牛が飼料と共にボツリヌス毒素又
は菌を摂取して発症したと考察。発生後の
防疫対策ではスラリー等の排泄物の処理に
苦慮。芽胞菌に効果がある消毒薬を選択し
対策を行った事例もあったが、培養が困難
な菌種のため、対策が十分であったのか検
証できていない。本症の発生を繰り返さな
いためには、飼料の適正調整管理やワクチ
ン接種の更なる啓発が最も重要であるが、
発生後の防疫対策についての方向性も必
要。 
 
196．牛の Histophilus somni による壊死性
化膿性肺炎：沖縄県家畜衛生試験場 豊島
靖、八重山家保 荒木美穂   
 子牛のヒストフィルス・ソムニ感染症の
概要報告。症例は黒毛和種 5 ヶ月齢、急死。
病理組織学的検査は主要 6 臓器、リンパ節
等を検索。HE 染色、グラム染色およびリン
タングステン酸ヘマトキシリン（PTAH）染
色、抗 H. somni 家兎抗血清（沖縄県家衛試）
で免疫組織化学的染色（IHC）を実施。主要
臓器の細菌検査、肺のマイコプラズマ検査
実施。肉眼的に肺は赤色充出血、一部に硬
結。前葉は胸壁に癒着。肺門、縦隔リンパ
節腫大。組織学的に、肺で燕麦細胞を伴う
多巣性壊死。肺胞に好中球、マクロファー
ジ、好酸性滲出物充満。肺胞の好酸性滲出
物は PTAH 染色で線維素と確認。肺病変部で
グラム陰性小桿菌を認め、IHC で陽性。肺
から H.somni を分離、Mycoplasma bovirhi
nis、M.dispar 遺伝子検査陽性、分離陰性。
本症例を牛のヒストフィルス・ソムニ感染
症（肺炎型）と診断。本症例は臨床症状の
ない急死だが、検査成績から肺炎型と診断。
マイコプラズマ混合感染の影響と推察。 
 
Ⅰ－3 原虫性・寄生虫性疾患 
 
197.管内の共同牧場におけるピロプラズマ
病対策について：北海道檜山家保 橋本健
二郎、山城淳 

管内の 2 共同牧場（A 町及び B 町）では、
散発的にピロプラズマ病（本病）が発生。
そこで本病対策に資するため、当該牧場に
おける放牧牛の血液を用いて、小型ピロプ
ラズマ原虫（小型ピロ）の表面タンパク質

をコードする遺伝子（MPSP 遺伝子）を PCR
法により検索・分類すると共に、臨床症状
との関連を調査。2 共同牧場共に MPSP 遺伝
子タイプ 1～5 までの全ての遺伝子型の小
型ピロが存在。遺伝子型の保有パターン及
び複数保有による臨床症状への影響は不
明。また、各牧場におけるダニの生息状況
並びに A 町放牧区及び未使用区におけるダ
ニの小型ピロ保有状況を調査。2 共同牧場
共にフタトゲチマダニが優占種であること
が判明。A 町未使用区においても採取ダニ
から MPSP 遺伝子を検出したことから、ダニ
の越冬及び野生動物を介した牧区間移動を
示唆。今後、ダニの小型ピロ保有状況調査
を継続し、調査結果に基づく牧区のリスク
評価及び休牧期間の設定等を行うことで本
病対策を進めたい。 
 
198．公共放牧場における乳用育成牛群の下
痢発生要因と予防対策：岩手県中央家保〇
大森さくら、茂木美和、村松圭以 

平成 29 年 8 月、公共牧野の乳用育成牛群
（2 群 66 頭）で下痢と削痩を主徴とする疾
病が発生。病性鑑定の結果、放牧牛 8 頭中
全頭で牛鞭虫またはコクシジウム寄生、一
部で牛アデノウイルスまたは牛ウイルス性
下痢ウイルス感染。血液生化学検査で、全
頭で低栄養の所見。牧草は生育不良と硝酸
態窒素濃度の高値を認めたが、牛の血清中
同濃度は正常。以上から、内部寄生虫感染
と牧野での栄養不良が本症の主要因と推定
し対策を指示。9 月末までに、重症の 15 頭
が退牧、内 3 頭が死亡、2 頭を予後不良に
より剖検し、牛鞭虫等による内部寄生虫病
と確認。 
平成 30 年度、新規入牧群を、血液・糞便検
査、体重測定により定期モニタリングし、
異常牛を看視強化。駆虫薬の追加塗布、適
切な転牧、補助飼料給与等を指導。結果、
放牧前期に栄養不足を認めたが、寄生虫感
染は一部を除き軽度で推移。2 頭が発育不
良で途中退牧したが、死亡例はなく閉牧。
関係者で次期衛生プログラムを検討。 
 
199.肉用牛一貫経営農場におけるクリプト
スポリジウム症発生対応と生産性向上対策
：宮城県大河原家保 後藤庸、小寺文 

H28 年 7 月に、繁殖 50 頭規模の一貫経営
農場で子牛の重篤な下痢症が発生し、9 ヶ
月間に 47 頭中 6 頭死亡。H29 年 3 月に通報
受理し、クリプトスポリジウム症(本症)を
疑うものの 2 回の立入りでも診断に至ら
ず。ウイルス性及び細菌性主病因は否定的
と判断し、獣医師との疾病特性に係る協議
以降、死亡する個体はなくなったが重篤な
下痢は継続発生。5 月に剖検を実施し、本
県で初の本症と診断。人への感染予防対策
を指導し、関係団体の協力を受け畜舎消毒
実施。消毒後 1 ヶ月間に生産される子牛に
ついて、早期離乳による分離飼育を指導。
結果、飼養者は労働力の増加を上回る子牛
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の疾病発生予防及び繁殖牛の発情回帰明瞭
化等の効果を実感し、現在も対策を継続。
対策以降、下痢症の流行は認められない。
家畜防疫員、牛飼養者及び関係者に本症対
策を啓蒙。疾病対策に端を発した生産性向
上対策の構築と飼養者の取組みは、実証展
示的な地域モデルに波及し、地域畜産の活
性化に微力ながら貢献。 
 
200.公共放牧場における牛のベネデン条虫
症対策：宮城県大河原家保 佐藤浩庸、小
寺文 
 管内一公共放牧場のモニタリングとして
実施した寄生虫検査において、21 頭中 4 頭
(19%)からベネデン条虫(Mb)卵を検出(EPG3
～14)したが、本牧場では駆虫薬として条虫
に無効なイベルメクチン製剤(Ivm)のみを
使用。本牧場の Mb 浸潤状況を明らかにする
ため、全頭検査を実施した結果､143 頭中 2
8 頭(19.6%)が陽性(EPG1～366)。高い陽性
率に併せ､本牧場の課題である育成牛の増
体不足を考慮し、全頭の駆虫を実施。駆虫
薬は、阿波ら(2011 年)の報告をもとにフル
ベンダゾール製剤(10mg/kg、単回経口投与)
を選択。駆虫により陽性牛 28 頭中 24 頭(8
5.7％）が陰転。また、陽性牛 28 頭中 11
頭で検出された消化管内線虫は、全て陰転。
継続陽性牛には再駆虫を実施。本牧場には
駆虫プログラムを提案し、耐性が問題視さ
れている Ivm の多用を改善。また、管内の
牛飼養者にはリーフレットを活用し、Mb の
啓蒙を行った。放牧場の寄生虫対策は、モ
ニタリングと適切なプログラムの実施が重
要と改めて認識。 
 
201.舎飼牛で集団発症した小型ピロプラズ
マ病：兵庫県朝来家保 加地理紗、川口黎
子  

小型ピロプラズマ（小型ピロ）病はマダ
ニ等の媒介により、小型ピロ原虫が寄生す
ることで起きる疾病。平成 30 年 5 月、小規
模放牧場を併設する乳肉複合農家にて、放
牧未経験で舎飼の乳用牛 7 頭が食欲不振と
貧血を呈したため病性鑑定を実施。赤血球
内に小型ピロ原虫を確認（5/7 頭）。現状
確認のため、小型ピロ浸潤状況調査（血液
検査、PCR 検査）とマダニ生息調査を実施。
結果、乳用牛 16/18 頭、肉用牛 18/32 頭に
小型ピロ原虫確認。Ht 値は乳用牛で平均 2
6.5％、25％以下は 6 頭。肉用牛は平均 36.
4％で、25％以下は 0 頭。PCR 検査では乳用
牛 16 頭/18 頭、肉用牛 22 頭/32 頭が陽性。
マダニ生息調査では、牛舎周辺と放牧場か
らフタトゲチマダニを採取（54 匹）。PCR
検査にて、放牧場のマダニから陽性を確認。
以上から、放牧未経験の舎飼牛に小型ピロ
病が蔓延し、集団発症したことが確認され、
放牧に関係なく注意が必要であることが判
明。今後は、舎飼牛での小型ピロ病発症に
ついて周知。 
 

202．事例を踏まえたダニ被害実態調査およ
び予防指導：和歌山県紀南家保 角田千栄、
小谷茂 

昨年度大型ピロプラズマ病が疑われる症
例が発生。 繁殖和牛飼養 A 農家で放牧中黒
毛和種 l 頭が血色素 尿排泄。ジミナゼン製
剤投与により回復に向かい、尿中の血色素
の消失を確認のち回復。しかし数日後子牛
が血色素尿排泄、重度の貧血状態で翌朝ま
でに死亡。これを踏まえ、新たなダニ予防
対策を指導。畜主が熊野牛繁殖雌牛飼養管
理マニュアルに従い投与していたイベルメ
クチン製剤に加え、フルメトリン製剤を用
法通り滴下するよう指導。しかし四肢内側、
腹部下部にマダニ寄生を確認。フルメトリ
ン製剤を発生部位に直接 噴霧するよう指
導。他農家でマダニの寄生状況およびヘマ
トクリット値を調査、同時にマダニ予防対
策を指導。結果、フルメトリン製剤噴射 
でマダニ寄生なく、有効と判断。ヘマトク
リット値は各農家正常範囲を示し発生疑い
事例は無し。一部農家が指導を受け入れ、
フルメトリン製剤の併用開始。予防効果顕
著のため、熊野牛繁殖雌牛飼養管理マニュ
アルヘの付加を提案。 
 
203.黒毛和種肥育牛に見られた地方病性牛
白血病と牛トリパノソーマ病を疑う混合感
染事例：島根県川本家保 原田幸治、合津
幸江 

平成 30 年９月、地方病性牛白血病（牛白
血病）と牛トリパノソーマ病を疑う混合感
染事例が発生。26 ヶ月齢の去勢黒毛和種肥
育牛が発熱、発汗及び右目結膜出血で加療
（１日目）後、下熱するも血尿を呈し病性
鑑定依頼。トリパノソーマ様原虫を確認。
貧血、白血球数及び末梢リンパ球数高値、
異形リンパ球５％以上、牛白血病抗体陽性
から牛白血病と診断。一時症状は回復する
も、38 日目、再度元気消失、血尿を呈し、
農場にて死亡。腹囲膨満、黒色腹水貯留、
肝臓、腎臓、脾臓及び肺は灰褐色、脆弱化
し自己融解が進行。空腸及び回腸はガス充
満、灰褐色、一部充血。深頚リンパ節のみ
腫脹。血液、深頚リンパ節及び心嚢水から
Clostridium perfringens（Cl. perfringe
ns）を検出。これらのことから、２疾病の
混合感染で免疫機能が抑制され、Cl. perf
ringens の感染で死亡と推察。今後、牛白
血病抗体検査を全頭実施後、農場の牛白血
病の清浄化に向けて取り組む予定。 

 
 

204．乳用子牛の乳頭糞線虫と核内コクシジ
ウムの混合感染事例：宮崎県都城家保 近
藤奈津子、坂口浩平 
 乳用牛育成農場で 4 カ月齢の子牛が奇声
をあげて急死。解剖時十二指腸から結腸は
軽度～重度の充うっ血。病理組織学的検査
では十二指腸、盲腸、結腸の粘膜上皮細胞
は脱落。粘膜固有層はうっ血、リンパ球、
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マクロファージ、好酸球が浸潤。空腸、回
腸は絨毛萎縮、粘膜上皮細胞は一部で丈を
増し、核内に 1～7 個の好塩基性封入体様構
造物を確認。空腸内容より乳頭糞線虫卵 10
00EPG 以上、コクシジウムオーシスト 417O
PG を検出。電子顕微鏡検査により粘膜上皮
細胞核内にコクシジウムのマクロガメート
サイト、ミクロガメートサイトを確認。空
腸、回腸の組織切片より DNA 抽出後 18Ssma
ll subunit ribosomalRNA を標的に PCR 検
査実施。増幅産物のシークエンス解析の結
果 Eimeria alabamensis(E.a)と 99％一致。
よって乳頭糞線虫と核内コクシジウムの混
合感染と診断。E.a の感染事例は国内 2 例
目。同居牛に一斉駆虫(イベルメクチン製
剤)実施。新たに駆虫プログラム作成。 
 
Ⅰ－4 一般病・中毒・繁殖障害・栄養代謝
障害 
 
205.高血糖を呈したホルスタイン種子牛に
みられた膵臓の発生異常：宮城県仙台家保
板橋知子、髙橋幸治 
 H29年 5月に、ホルスタイン種の雌子牛(5
7 日齢)が 1 カ月齢以降発育不良、削痩、被
毛粗剛を呈し、現場家保で病性鑑定実施。
高血糖値(261mg/dl)のため BVDV 感染を疑
ったが、ウイルス検査陰性。臨床獣医師が
開腹し、正常な膵臓に代わり水疱を含む硬
い組織を確認。肉眼的には透明感のある白
色組織で、割面は大小の嚢胞が密集。組織
学的には、正常構造は全く認めず、歪な管
状構造が多数分布し、少数の膵島様構造が
散在。膵島様構造は、抗インスリン及び抗
グルカゴン免疫染色陽性、特殊染色により、
A・B・D 細胞を確認。また、一部の小型管
状構造の上皮細胞内に分泌顆粒を確認。よ
って、膵島様構造は内分泌部、管状構造は
外分泌部に相当し、そのうち顆粒を有する
小型管状構造が腺房に相当と判定。以上よ
り、当該組織について膵臓の発生異常と診
断。本症例は、外分泌腺の分化異常が生じ、
それに伴い内分泌部の発達が阻害されたと
推察。牛において同様の報告はなく、本症
例は極めて稀な症例。 
 
206. 黒毛和種親子からの血清中ビタミン
Ａパルミテート検出事例：秋田県中央家保
山田典子 
 平成 30 年 5 月、黒毛和種繁殖農場で新生
子牛が歩行困難、尺骨の湾曲や斜頸等を認
め、2 日齢で病性鑑定を実施。細菌、ウイ
ルス及び病理組織学検査では疾病診断につ
ながる所見を認めず。子牛及び母牛の生化
学検査では肝臓貯蔵型ビタミン A であり過
剰症の指標とされる血清中ビタミン A パル
ミテート(以下 VAP)の高値を確認（子牛 77
7.0IU/dl、母牛 45.8IU/dl）。親子 
2 組を含む同居牛 6 頭からは未検出。他農
場でビタミン A 製剤を投与した子牛 4 頭を
調査したところ、VAP の一過性増加を確認

（最高値 96.1IU/dl）。病性鑑定子牛は前
日にビタミン A 製剤を投与されていたが、
親子ともに過剰投与を示唆する聴取は得ら
れず、VAP 高値の原因及び病態との因果関
係は不明。ビタミン A は体内蓄積されやす
く、妊娠牛に対し長期かつ高濃度に投与さ
れた結果、新生子牛に四肢関節の異常等を
認めた症例あり。治療や疾病予防目的での
ビタミン A 製剤使用時は用法用量の厳守と
投与履歴の記録が重要。 
 
207．カドヘリンに着目した虚弱子牛症候群
の腎臓の病理学的検討：山形県中央家保 
古田信道 

虚弱子牛症候群(WCS)10 症例について腎
臓の K-カドヘリンに着目し検討。カドヘリ
ンは細胞同士を結ぶ細胞接着装置の一つで
ある接着結合の構成タンパク質で、細胞同
士の連結や固定等を担う。今回上記症例に
ついて、K-カドヘリンの腎尿細管での局在
を免疫組織化学的染色にて検討。結果、全
症例で糸球体や尿細管等の腎固有構造に異
常は無いものの、本来細胞基底側に在るは
ずの K-カドヘリンの異常局在を認めた（側
方部や管腔側に歪に局在;6/10、管腔側のみ
に局在;3/10、明瞭な陽性像を示さず;1/1
0）。この異常局在は慢性腎不全や腎異形成
のそれと一部類似。WCS については免疫不
全がよく知られているが、この結果は細胞
接着の異常による腎機能異常についても示
唆。WCS は感染症等の外部要因により多く
が早期に死亡するため、 その病態生理につ
いて検討することが難しくかつ重要。本研
究のようなタンパク質レベルの検討が、起
こり得る疾病を予想し対応策を講じる一助
になると考察。 
 
208．乳牛へのカルシウムの継続的多給によ
る乳熱予防の試み：福島県相双家保 小林
由希子 
 乳熱は乳牛の生産性を低下させ、酪農経
営に多大な影響を与える。今回、管内の一
酪農家において、乳熱予防のため独自のプ
ログラムによるカルシウム（以下 Ca）給与
を試みた事例について、家保が定期的に血
液検査をサポート。当該農家では乳期に関
わらず全頭に同量の炭酸 Ca を継続的に添
加し、給与量を一日一頭につき 400g、600g、
2kg と段階的に増量。血液検査の結果、血
中総カルシウム（以下 TCa）濃度は炭酸 Ca
400g 給与に比べ 2kg 給与で高値を示し、全
乳期を通して大きな変動は認められなかっ
た。炭酸 Ca400g 及び 600g 給与では加齢と
ともに TCa 濃度が低下したのに対し、2kg
給与では低下が認められなかった。TCa 濃
度と血中アルブミン濃度及び血中総蛋白質
濃度には正の相関が認められた。TCa 濃度
と血中リン濃度の比率は、周産期疾病未発
症牛 2.26 に対し発症牛は 3.17 で，リンの
欠乏が示唆された。以上のことから、乳期
に関わらない継続的な Ca 給与は乳熱の予
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防となる可能性が考えられた。 
 
209.乳用子牛の哺育・育成支援に向けた実
態調査と取り組み：千葉県東部家保 関谷
圭美、古屋聡子 
 近年乳用後継牛の確保が喫緊の課題とな
っているが、その哺育･育成への関心の低さ
から、子牛の損耗が常態化している農場が
目立つ。哺乳期の栄養管理が将来の生産性
に影響するという報告があることから、子
牛の損耗防止ひいては乳用牛の生産性向上
のためには、総合的な哺育･育成支援体制が
必要であると考え、畜産に関わる部署が連
携･協力し「ちばの子牛すくすく推進チー
ム」を結成。哺育･育成の現状把握のため成
績優良農家を含む管内 7 戸で実態調査を行
った。全体的な結果として、哺乳期から離
乳期における低栄養及び哺乳期における胸
囲の発育遅延が認められた。また、哺乳期
の飲水の有無及びスターターの給与開始時
期が子牛の栄養状態に有意に関連してい
た。今後はチームでの改善指導を継続し、
改善後の子牛の栄養状態及び成牛時の生産
性を評価する予定。この取り組みを通して
乳用子牛の損耗低減及び県内乳用牛の生産
性向上につなげたい。 
 
210.死亡牛ＢＳＥ検査対象牛の変遷と今後
の対応：神奈川県県央家保 石原凡子、和
泉屋公一 
 牛海綿状脳症（BSE）の死亡牛等の検査は、
牛海綿状脳症に関する特定家畜伝染病防疫
指針（指針）に基づき、平成 15 年度から 2
4 か月齢以上、平成 27 年度からは 48 か月
齢以上でサーベイランス検査を実施。検査
対象が 24 か月齢以上の 3 年間と 48 か月齢
以上の 3 年間の当所での検査実績を比較し
たところ、年平均搬入頭数は 128.3 頭から
70.0 頭と大幅に減少。死亡原因は心不全が
最も多く、指針上の分類では、84.2～98.1
％が (ア) の c に分類。また（ア）の b に
分類された多くの牛が分娩前後に死亡し、4
2.3％が起立不能と診断。指針の見直しで平
成 31 年 4 月 1 日から、一般的な死亡牛は 9
6 か月齢以上、生前に起立不能等であった
死亡牛は 48 か月齢以上に変更となる見通
し。今後 48 か月齢以上の死亡牛の検案書へ
の診断名の具体的な記載を依頼するととも
に届出受理時に検査対象かどうかを適切に
判断する必要。指針の変更で、検査体制に
混乱が生じないよう関係者と連携してい
く。 
 
211.異種真菌の混合感染を認めた黒毛和種
子牛の真菌性胃腸炎：富山県東部家保 石
原未希、稲垣達也 
 平成 30 年 10 月、1 カ月齢の黒毛和種子
牛が起立不能・食欲不振を呈し、治療に反
応せず鑑定殺を実施。外貌は削痩し体重 27
kg、剖検で第一胃粘膜の出血斑、第三胃漿
膜面の泡沫様変化および広範囲の粘膜壊

死、第四胃粘膜の水腫。病理検査で腎臓近
位尿細管上皮のびまん性空胞変性。食道か
ら第三胃粘膜表層は酵母様真菌を伴う錯角
化、角化亢進および細胞退廃物の浸潤。第
三胃のみ接合菌様真菌による出血性壊死性
炎を伴う。真菌様構造は PAS およびグロコ
ット染色陽性、免染で酵母様真菌は抗 Cand
ida albicans(Cb)抗体、接合菌様真菌は抗
Rhizomucor 抗体にそれぞれ陽性、抗 Asper
gillus 抗体はいずれも陰性。パラフィン切
片を用いた分子生物学的検査で酵母様真菌
を Cb と同定。以上から Cb を主因とした真
菌性胃腸炎と診断。第三胃は Cb と接合菌の
混合感染により病変が重篤化。真菌性胃腸
炎における同一臓器での異なる属の真菌の
混合感染例は稀。発育不良、腎機能障害に
よる免疫低下および抗生物質による治療等
が発症要因と考察。 
 
212.黒毛和種体内受精卵の妊娠期間調査と
死産率低減対策：富山県西部家保 藤井晃
太郎、本多秀次 

2005 年から 2018 年 9 月末までに県内の
酪農家で黒毛和種体内受精卵移植によりホ
ルスタイン種受卵牛が分娩した 973 頭を用
いて妊娠期間 (在胎期間＋7 日)と分娩看
護に重点を置いた啓発活動前後の死産率を
調査。平均妊娠期間は前期(2005 年～2009
年)285.7±5.4 日に対し、中期(2010～2014
年)288.5±6.2 日、後期(2015～2018 年 9
月)289.4±6.8 日と有意に延長。主な受精
卵の種雄牛間で有意に差があり、種雄牛の
遺伝的要因が妊娠期間延長に関与。死産率
は前期1.8％(3頭/171頭)から中期9.2％(4
4 頭/477 頭)と上昇し、2015 年以降の分娩
看護啓発活動以降の後期には 5.2％(17 頭/
325 頭)と有意に減少。また、死産率は冬分
娩が平均を下回り、種雄牛毎に定めた産子
サイズの小さいものが低い傾向。死産の発
生には、妊娠期間の変化に伴う分娩立会い
等の看護不足、母体の健康状態、気象条件
が影響したと推察。夏分娩牛、未経産牛に
対し産子サイズを考慮した移植が今後の死
産率低減に必要。 
 
213.公共育成放牧場で発生した T 細胞性リ
ンパ腫：石川県南部家保 伊藤美加、中田
昌和 

管内公共育成放牧場で、23 ヶ月齢ホルス
タイン種の散発性牛白血病（胸腺型）に遭
遇し、詳細な検索を実施。当該牛は 2018
年 7月 24日の定期体重測定で大幅な減少を
示し異状を発見。肺炎を疑い治療を行うも
回復せず、8 月 6 日に斃死し、当所で病性
鑑定を実施。病理解剖で腫大を認めた胸腺
及び頚部～胸部のリンパ節は、病理組織学
的検査において、リンパ球様腫瘍細胞がび
慢性に増殖。免疫組織化学的検査(免染)で
は、これら腫瘍細胞は T 細胞マーカーの CD
3 抗体、未熟リンパ球マーカーの TdT 抗体
及びγδT 細胞マーカーの WC1 抗体に陽性
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反応を示し、門田らの報告に基づき、胸腺
型γδT 細胞性リンパ腫と診断。牛のリン
パ腫の分類について、牛白血病ウイルス感
染の有無、年齢、腫瘍形成部位による従来
の分類ではなく、免疫組織学的な再分類を
推奨する動きは、疾病への理解と農家指導
の両面で重要であるため、今後は免染及び
定量 PCR 等を併用し、早期に的確な診断に
努めたい。 
 
214.管内で受精卵移植(ET)に供された乳用
経産牛の初回発情までの日数と受胎率との
関連性：石川県北部家保 谷田孝志、井上
良太 

不適切な飼養管理下の乳用牛では、分娩
後の初回発情までの日数（初回発情日数）
は延長。今回乳用経産牛の初回発情日数と
ET の受胎率との関連性を調査。受卵牛 116
頭を初回発情日数別（①40 日以内、②41～
60 日、③61～80 日、④81～100 日、⑤101
日以降の 5 群）及び飼養者別に分類。初回
発情日数がより早い牛を ET に供試する割
合が高い飼養者ほど受胎率は高値。次に、3
戸の酪農家で凍結受精卵（体内胚）移植が
行われた牛 50 頭を同様に群分け、受胎率を
比較検討。各群①25、②46、③54、④29、
⑤23％で、初回発情日数が延長した牛（延
長牛）の受胎率は低値。しかし、飼養管理
が良好な酪農家では、延長牛の受胎率も初
回発情日数が早い牛と同等に高値。今後、
管内の乳用経産牛の初回発情日数を短縮さ
せ、ET の受胎率を向上させるには、酪農家
に対し飼養管理の重要性を再認識させるこ
とが必要。 
 
215．黒毛和種における分娩事故低減と介助
者負担軽減に向けた計画分娩処置の実施例
：京都府丹後家保 坂田貴洋、岩本尚史 

分娩事故低減と介助者負担軽減を目的と
したホルモン剤複数処置による計画分娩の
実例報告。2017 年 12 月～2019 年 2 月管内
黒毛和種繁殖農家 4 戸において、分娩遅延
や過大子が予測される妊娠牛 20 頭を E2 区
（n=8）、E3 区（n=12）の 2 区に分けて実
施。使用薬剤はプロスタグランジン F2α製
剤（ジノプロスト 25mg）と合成副腎皮質ホ
ルモン（デキサメサゾン 10mg）、E2 区はエ
ストラジオール安息香酸エステル注射液
（エストラジオール安息香酸エステル 5m
g）を併用、E3 区はエストリオール水性懸
濁注射液（エストリオール 20mg）を併用。
誘発時平均胎齢（平均日齢±標準誤差）に
両区で有意差なし（E2 区：289±1.68 日、E
3 区：293±0.86 日）。誘発後平均娩出時間
（平均±標準誤差）は E3 区で有意に短縮（E
2 区：31.3±0.991 時間、E3 区：26.4±1.7
99 時間、t<0.05）。往診助産件数は E2 区
で 8 件中 5 件、E3 区は 12 件中 2 件。両区
とも概ね 25～35 時間で娩出に至り、午前中
誘発、翌日中の娩出とする計画分娩が可能
となった。 

 
216. 但馬牛子牛における発育不良、虚弱子
牛の病性鑑定成績：兵庫県淡路家保 岡野
康行、中山卓也 

出生時虚弱子牛は経済的損失大。平成 28
～30年度に虚弱等で病性鑑定した生後 9か
月齢までの但馬牛子牛 94 頭の成績を分析
し対策検討。月齢で哺乳(0-2 か月齢)・離
乳(3-5 か月齢)・育成(6-9 か月齢)の 3 区分
に分類。病変部で骨格系、消化器、その他
等に分類。月齢別では哺乳 36 頭、離乳 21
頭、育成 37 頭。部位別異常は哺乳で骨格系
12/36 頭、発育不良等その他 13/36 頭。離
乳は7/21頭、育成は10/37頭で骨格系多い。
虚弱と診断した 7 頭は剖検所見で著変な
し。一方、70mg/dl 以下の低コレステロー
ル（低 Cho）割合が、哺乳 21/36 頭、離乳 1
1/21 頭、育成 28/37 頭。一部の虚弱子牛は
更に著しく低値。低 Cho 子牛が全体の半数
以上。母牛が栄養低下で出生した子牛は成
長に影響と推察。対策①適切な衛生管理②
免疫機能高めるため生後 6 時間以内に初乳
摂取③母牛分娩前 60 日間のストレス軽減
と適正な飼養管理を指導。病性鑑定時に母
牛の BCS と脂質代謝を併せて調査指導し発
育不良、虚弱の低減図る。 
 
217．チアミン欠乏症発生農場の追跡調査・
飼養管理指導：和歌山県紀北家保 小松希、
上田雅彦 

【目的及び方法】平成 30 年 3 月、県内肥
育牛農場 で生後 6 か月齢の育成牛がチア
ミン欠乏症を発症。当該農場では平成 29
年 3 月 にもチアミン欠乏症を疑う事例が
発生。今後の発生予防のためビタミン測定
および飼料給与方法の指導を実施。【結果
と考察】発症牛以外のチアミン濃度は 1 頭
を除き正常値で、本症例は飼料自体の内容
や品質によるものではなく、チアミナーゼ
産生菌増殖やチアミン合成不足等ルーメン
環境の悪化によるものと推察。飼料給与方
法について、ビタミン B1 が添加されている
スターターから添加されていない育成用配
合飼料への切替え    時期を 1 か月延長す
るよう指導。指導後、スターターから育成
用配合飼料への切替え前後におけるチアミ
ン濃度が正常値で推移。指導後の給与方法
により、ルーメン環境の不良な個体につい
ても一定量のチアミンを摂取させることが
可能となった。当該農場で は 2 年続けて春
季に発症しており、翌春の状況に注意し継
続指導を行っていく。 
 
218．子牛の大動脈腸骨動脈血栓症の病理組
織学的検索：鳥取県倉吉家保 朱夏希 岡
田綾子 
 大動脈腸骨動脈血栓症（AIAT）は、腹大
動脈の血栓塞栓により後肢虚血と跛行を呈
する稀な疾病で起立不能牛の類症鑑別に重
要。今回子牛の AIAT に遭遇したので病理組
織学的に検索。症例は黒毛和種、24 日齢、
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雌。出生直後から重度下痢を発症、回復す
るも 20 日齢より下半身が虚脱し予後不良
として安楽死。剖検では腹大動脈遠位の外
腸骨動脈分岐部にかけて、血管内腔は茶褐
色の血栓様構造物により占拠。動脈管は軽
度に開存し、動脈管開口部付近から大動脈
腔へ斜切円柱状の茶褐色の構造物が血管内
腔に突出。病理組織学的にいずれの構造物
も血小板を主体とする血栓で、一部で器質
化および再疎通を伴い、血栓付着部の動脈
壁では内膜肥厚、消失、剥離および中膜弾
性線維の変性。細菌学的検索はいずれも有
意菌分離陰性。AIAT で胸部の血栓を伴う例
は初めてであり、病理学的特徴からも背景
的な全身性の血管内皮傷害を示唆。今後類
似症例の蓄積により発生状況や発症原因の
さらなる解明が必要。 
 
219．ヘモグロビン結合アッセイ法を用いた
血中牛ハプトグロビンの測定とその有用性
の検討：鳥取県倉吉家保 湯村優子 
 ハプトグロビン(Hp)は感染等の刺激によ
り肝臓で産生され、血中に放出される急性
相蛋白の一つ。感染を鋭敏に反映するため、
白血球数検査とともに炎症疾患の指標とし
て使用される。Hp の測定には ELISA や一元
放射免疫拡散法などがあるが、コストや測
定に長時間を要することが問題。今回安価、
簡易かつ迅速に測定可能なヘモグロビン結
合アッセイ法(HBA 法)を用いて、当所で鑑
定殺を行った牛の病畜および種々の健康畜
の Hp を測定、その有用性について検討を行
ったので概要を報告。 
 
220．和牛一貫農場で発生した牛白筋症：鳥
取県西部家保 渡邊祐治 澤英夫  
 平成 29年 11月繁殖和牛 80頭規模一貫農
場において 2 か月齢の子牛が、牛白筋症で
死亡。さらに平成 30 年 5 月、4 か月齢の子
牛で 2 例目が発生。これを受け、5 月下旬、
母牛及び子牛の血液中のビタミン A,E 及び
セレンの数値を測定したところ、血中セレ
ンが母牛 9 頭（平均値；42.4ng/ml）中 8
頭が 50ng/ml 以下で低値、子牛 12 頭（平均
値；32.5ng/ml）中 5 頭が 30ng/ml 以下で欠
乏値、7 頭で低値。対策として母牛には、3
00ppm セレン含有飼料（10g/頭/2 日）を添
加、子牛に対しては生後 1 週齢でセレン及
びビタミン E 合剤（セレン 2.5mg/ml、ビタ
ミン E68IU/ml）2ml を筋肉内注射。対策 3
か月後、再度母牛及び子牛の血液検査を実
施したところ、血中セレンの数値が改善。
その後、牛白筋症の発生はない。 
 
221．初期症状に脱毛のみられた黒毛和種子
牛のビタミン A 過剰症：岡山県津山家保 
岡本 雄太 
 生後 2 週齢程度の子牛が脱毛する症例が
続いているとの稟告。平成 30 年 8 月 2 日に
立ち入り調査を実施。脱毛症状を呈した子
牛 2 頭を確認。調査牛 A（20 日齢）は、後

躯および腹部に広範囲で両側性の脱毛。調
査牛 B（52 日齢）は軽度脱毛で、調査時に
は回復傾向。2 頭は人工哺育で管理され、
ビタミン A 製剤（約 80 万単位）を毎週、代
用乳に混合して投与。ビタミン A 過剰症が
疑われた。同様に人工哺育された調査牛 C
（171 日齢）では、牛ハイエナ病を発症。
調査牛 A、B に血中ビタミン A 濃度の上昇は
認められなかったが、ビタミン A 過剰症の
指標とされるビタミン A パルミテートが検
出。このことから、調査牛 A、B もビタミン
A 過剰症と診断。11 月に追跡調査を実施。
調査牛 A、B は発育不良を呈し、調査牛 A
には後躯などに変形の疑い。経口ビタミン
A 製剤の多くは A 飼料のため、誰でも購入
できるが、子牛への利用は慎重に行うべき
であり、過剰投与の危険性について周知指
導が必要。 
 
222.牛の第四胃における浸潤性脂肪腫：山
口県西部家保 鹿島貴朗、引田久美子 

平成 29 年 12 月、管内黒毛和種繁殖農家
（8 頭）で、6 か月齢の雄子牛が第一胃鼓脹
を呈し、治療を試みるも改善せず、鑑定殺
し病性鑑定を実施。剖検で、第四胃粘膜の
一部に炎症、第一胃から第四胃内にかけて
食渣、液体充満及び第四胃幽門部粘膜下に
3cm 大の腫瘤、幽門部の狭窄を確認。腫瘤
表面にびらん病変の形成を確認、割面は白
色を呈し、非可動性で充実。病理組織学的
検査で、腫瘤は粘膜下組織に主座し、ズダ
ンⅢ染色陽性の成熟脂肪細胞で構成され、
粘膜下組織から筋層にかけて浸潤性に増
殖。粘膜下組織と筋層間の境界は不明瞭。
以上から、本症例は第四胃における粘膜病
変を伴う浸潤性脂肪腫と診断。幽門部の脂
肪腫により、通過障害に伴う第一胃鼓脹が
生じたと推察。腫瘤表面のびらんは、脂肪
腫の周囲粘膜及び食渣との擦過等により形
成されたと推察。牛の胃での浸潤性脂肪腫
の発生報告はなく、原因は不明。今後も治
療に反応しない鼓脹等では、慎重な病理解
剖が必要。  
 
223．和牛一貫農家における繁殖成績改善の
取り組み：徳島県徳島家保 井口陽香、笠
井裕明 
 H18 年度に和牛肥育から一貫へ経営転換
した農場において、H28 年度に繁殖成績の
伸び悩みの相談を受けた。農場では 54 頭の
繁殖雌牛（育成牛含む）の他、肥育牛と子
牛を飼育。当時、繁殖雌牛には稲発酵粗飼
料（WCS）、乾燥した土手草、自家配合飼料
を給与していた。調査の結果、WCS にカビ
の発生と過発酵を確認。また、繁殖雌牛の
血液検査ではβカロテン濃度は平均 56μg
/dl と低値。対策として品質の良い WCS へ
の変更とヘイキューブの追加給与を指示。
その結果、H28 年度は妊娠牛が全体の 55％
だったが、H29 年度は 82％まで上昇。また、
βカロテン濃度は平均 140μg/dl まで回
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復。今回、WCS の品質が繁殖成績に影響を
及ぼすことを示唆。またβカロテンの正常
値への回復も確認。今後、更なる受胎率向
上や分娩間隔の短縮のため、飼養衛生管理
指導を続けることが重要。 
 
224．IOT と簡易式ワンショット法を用いた
農家採卵の一事例：徳島県徳島家保 尾川
誠次郎、笠井裕明 

Internet of things 以下（IOT）はモノ
のインターネットの略。牛過剰排卵処置に
おいて IOT を利用した牛の発情発見、授精
適期の把握方法と処置の簡易化を検討。発
情発現の確認はドナー牛の歩行数の増減を
調べ携帯端末で管理するシステム。処理の
簡易化は従来のワンショット法に加え、シ
ダーと PG 投与を同時に行う方法（簡易法）。
採卵までの注射回数を従来の 3 日間で 8 回
から開始当日 2 回のみへ変更、その成績を
従来方法と比較検討。材料は平成 27~30 年
まで採卵牛 46 頭。IOT 未利用のワンショッ
ト法(A)と IOT 利用ワンショット法(B)、IO
T 利用簡易式ワンショット法(C)を比較検
討。結果 A 法の平均回収胚数は 16.4 個、平
均正常卵率は 53.9％。B 法と、C 法の平均
回収胚数は 14.9 個、平均正常卵率は 59.6
％。採卵成功率は IOT 利用で 100％。結果、
注射回数等のストレス軽減が JGAP のアニ
マルウェルフェアに対応、作業の大幅な省
力化、採卵成功率も高い方法と推察。 
 
225．長期不受胎牛に対する栄養状態調査の
実施について：徳島県徳島家保 岩田裕美、
林宏美 
 長期不受胎牛が問題になっている管内酪
農家（農家 A）において、卵胞のう腫や卵
巣静止を繰り返し不受胎となっていた個体
の血液検査を実施し、Ht28.7％、HGB8.0g/
dl、T-cho146mg/dl、BUN6mg/dl と貧血・軽
度栄養不良が認められた。未受胎牛の栄養
状態把握を目的に、当該農家（A）と協力の
得られた農家 2 戸（B,C）の計 3 戸において
血液検査を実施。その結果、貧血は農家 A
と B 、低 T-cho は農家 C、低 BUN は農家 A
と C で認められた。農家 A では貧血だけで
なく低 BUN も認められ、低栄養が空胎長期
化に影響していることが示唆された。今回
は空胎牛のみを対象に調査を実施したが、
今後は繁殖成績良好な個体のデータも蓄積
していき空胎長期化の要因をさらに検索
し、飼料設計等の指導を行うことで繁殖成
績の向上を目指す。 
 
226．牛白血病清浄化対策における受精卵移
植技術の活用：徳島県西部家保 川田健太、
紀川将之 
 H27 年度より牛白血病清浄化対策を実施
している管内一和牛繁殖農家では、抗体陽
性率が H26 年 5 月の 72.7%(40/55)から H30
年 10 月 23.3%(14/60)まで改善、取組みを
継続中。一方、淘汰予定の抗体陽性牛の中

には、子牛の枝肉成績が良好で、後継牛生
産を強く望む高能力な個体が存在。そこで
今回、抗体陽性の為、廃用肥育中の高能力
繁殖牛 1 頭を対象に、肥育管理を維持しな
がら、過剰排卵処理による採卵を実施。計
3 回の採卵成績は、総回収卵数 64 個(21.3/
回)、正常卵率 85.9％(55/64)、品質別内訳
は、A21 個(38.2%)、B24 個(43.6%)、C10 個
(18.2%)、抗体陰性牛への移植で 2 頭の受胎
を確認。以上の結果、抗体陽性牛に対して
は、受精卵移植技術の活用により、肥育管
理を維持しながら抗体陰性後継牛を確保、
牛白血病清浄化と同時に血統保存と育種改
良に取り組むことが可能。今後も、血統的
損失を軽減させ、畜主の経営意欲向上につ
ながる牛白血病清浄化対策を提案・推進予
定。 
 
227．外耳孔付近側頭骨に化膿巣のみられた
肉用牛の BRDC の１例：徳島県徳島家保 吉
川勇輝、林宏美 
 BRDC(牛呼吸器病症候群)は寒暖差、密飼
い、ウイルス感染等による複合的な要因に
より引き起こされる呼吸器疾患。2018 年 1
1 月、10 ヶ月齢の黒毛和種が導入後 7 日目
頃より外耳炎、体調不良を呈し 16 日目に死
亡、当所にて病性鑑定を実施。病理解剖学
的検査では、重度の胸膜肺炎がみられ、外
耳孔付近側頭骨では骨組織脆弱化、膿汁散
在。細菌検査では、肺から Mannheimia hae
molytica（以下 M.h）、Pasteurella multo
cida、脳から M.h を分離。RS ウイルスは簡
易検査及び PCR 擬陽性、マイコプラズマは
PCR 陽性。病理組織学的検査では、肺の大
部分に化膿性線維素性壊死性肺炎がみら
れ、浸潤好中球はしばしば燕麦状に変性。
外耳孔付近側頭骨にも化膿性炎症がみら
れ、同様の燕麦状変性が散在。以上の所見
より、輸送ストレス、外耳炎、M.h 感染な
どを要因とする BRDC と診断。同居牛におい
ても呼吸器症状が散見されたため、飼養衛
生管理の徹底や導入元への検査結果のフィ
ードバックなどを指導。 
 
228.受精卵移植時の hCG 投与効果：高知県
中央家保 安藝秀実 

受胎率の向上を目的に県内９戸の農家で
受精卵移植牛に hCG 製剤の投与試験（未投
与 22 頭、1,500 単位 13 頭、3,000 単位 6
頭）を実施。投与効果を検証するため、血
中プロジェステロン値（P4)、コルチゾール、
脂溶性ビタミン類、遊離脂肪酸（NEFA)、一
般生化学項目等を測定。土佐あかうしと黒
毛和種の受精卵を、ホルスタイン種 37 頭、
ジャージ種 3 頭、黒毛和種 1 頭に移植。発
情後約 5 日目に採血後 hCG を投与、7 日目
に移植。1,500 単位投与群では P4 が有意に
上昇し、受胎率 31.8％から 53.8％。黄体嚢
腫の場合でも未投与群と比較して受胎率向
上。3,000 単位投与群では、P4 値は有意に
上昇せず、受胎率は 33.3％。hCG 投与群で
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は、NEFA が有意に上昇。3,000 単位投与群
では、コルチゾール、GOT、GPT がより高く
なる傾向。受卵牛のストレス等少なくして
受胎させるには、1,500 単位の投与が適正
と考えられる。 
 
229.管内の肉用牛繁殖経営農場で発生した
硝酸塩中毒：佐賀県北部家保 植田大二郎、
鬼塚哲之 

平成 29 年 7 月 28 日、成牛 102 頭、育成
牛 65頭を飼養する肉用牛繁殖農場で雌牛 4
頭が急死。死亡牛 4 頭（①、②は牛、③、
④は眼房水のみ）、同居牛 10 頭（7 月 28
日、8 月 4 日）の血清、飼槽 4 か所の青草
（A～D）、未給与サイレージ（E）の病性鑑
定実施。剖検で、①腹囲膨満、暗赤色胸水
・腹水貯留、大脳表面混濁・脳脊髄液軽度
貯留、腎臓の左側退色、心耳表面に出血、
肺の左右前葉・中葉に暗赤色化、気管粘膜
出血、②腹囲膨満、大脳割面斑状出血。細
菌およびウイルスは陰性。硝酸態窒素濃度
は、眼房水（㎎/l）：①12.7、②18.3、③2
4.2、④18.7、同居牛血清（㎎/l）7 月 28
日：2.1～8.5、8 月 4 日：すべて検出限界
以下、粗飼料（ppm）：（A）15,368、（B）
17,854、（C）15,594、（D）8,362、（E）3,
413。以上の検査成績より、急性硝酸塩中毒
と診断。原因は、堆肥多給の自家産粗飼料
の給与と推察。当該青草の給与の中止を指
示し、発生は終息。 
 
230.肉用牛繁殖農場の生産性向上対策及び
診療状況等に基づいた一考察：長崎県対馬
家保 宮本全、上田竜生 

繁殖成績不良農場を選定し、発情発見指
導、繁殖検診を行い、不受胎牛、分娩後 40
日以降未授精牛は必要に応じて治療。また、
高齢牛更新助言、未利用敷地の運動場への
活用等、各農場の状況に応じた助言を行い
改善。結果として、子牛出生率が管内平均
に届かない農場もあり。そこで、生産性向
上阻害要因検討のため、過去３年間述べ 83
1 頭の人工授精・診療状況等を整理し、子
牛出生率が高い 5 農場（A 群）と低い 5 農
場（B 群）を比較。分娩後初回授精前診療
率は A 群 13.6%に対し、B 群は 38.8%と有意
に高く、管理状況について B 群は牛舎内が
雑然としており、飼料給与等作業以外に農
場にいる時間が少ない。これらのことから、
B 群は発情確認を診療に依存していること
が高いと思われた。発情確認は繁殖経営に
とって、最も重要な飼養管理の一つである
ことから、牛の健康観察について更なる強
力な助言・提案が必要であると考える。今
後も生産性向上対策を継続し、農家の経営
安定に取組む。 
 
231.肉用繁殖牛の糞便 pH と繁殖成績、給与
飼料との関連性の検討：熊本県城南家保 
矢野光太郎、塚原敬典 

当所が繁殖検診を行った 4 農場につい

て、空胎日数の平均 80 日未満を優良農場
（優良：A,B）、80 日以上を要指導農場（要
指導：C,D）と分類（p<0.05）し、粗飼料分
析結果から、乾物量（DM）、可消化養分総
量（TDN）、粗蛋白質（CP）の充足率、非繊
維性炭水化物（NFC）及び分解性蛋白質（D
IP）の割合を算出するとともに、35 頭の直
腸便を突刺し型電極 pH メーターで測定。2
2 頭の代謝プロファイルテスト（MPT）を実
施。充足率は C 農場で DM 不足及び D 農場で
CP 過剰以外は概ね要求量を満たすか又は
それ以上。栄養比（(TDN-CP)/CP）は優良（7.
15，6.14）が要指導（4.87，4.85）より高
い傾向。NFC/DIP 比は既報のような両者間
の違いを認めず。糞便 pH は優良（6.34～6.
79）が要指導（6.42～7.11）より低値（p<
0.01）。MPT の結果、要指導で不安定な第
一胃内発酵及び DM 不足を反映。糞便 pH の
測定により簡易的に給与飼料の栄養比が推
定でき、適切な飼料設計を現場で実施でき
る可能性を示唆。 
 
232.早産等を呈した繁殖母牛の血中硝酸態
窒素濃度に関する一考察：熊本県中央家保
早田春陽 

慢性硝酸塩中毒で繁殖障害等が起こると
されているが、発生機序は不明。早産等が
続発した肉用牛繁殖農場で 6 頭中 4 頭の血
中硝酸態窒素が参考基準値 1μg/mL を超過
し、慢性硝酸塩中毒が疑われるも、硝酸態
窒素の給与源は不明。この事例を受け、過
去に原因不明であった早産等発生事例にお
ける保存血清中硝酸態窒素濃度を測定。20
17～2018 年に原因不明の早産等を呈した
繁殖母牛及び同居牛 4 戸 9 頭（早産区）及
び健康な繁殖牛 3 戸 13 頭（対照区）の保存
血清中硝酸態窒素濃度の平均値±標準偏差
はそれぞれ 1.08±0.43μg/mL、0.61±0.18
μg/mL で、早産区は対照区と比較し有意に
高値（P<0.05）。早産等を誘発する要因の
ひとつとして硝酸態窒素が関与する可能性
を示唆。今後、安全な粗飼料の生産と慢性
硝酸塩中毒の危険性について関係者へ啓発
し、早産等発生時には慢性硝酸塩中毒を疑
う検査を実施する必要あり。 
 
233．頭蓋内に限局してみられた若齢牛の前
駆 B1 細胞性リンパ腫：宮崎県都城家保小林
駐在 丸田哲也、鬼塚康晴 
 1,850 頭規模の牛肥育農場で、8 カ月齢、
交雑種の雌子牛が起立不能、意識混濁を呈
し、予後不良で病性鑑定。剖検時、橋の右
側腹側面に連続して鶉卵大で割面が黄白色
充実性均質の分葉状に隆起した腫瘤がみら
れ、頭蓋底の硬膜外で下垂体の左右 2 箇所
にも同様の腫瘤を確認。腫瘤は、組織学的
に、リンパ球様腫瘍細胞がシート状に増殖
し、橋及び小脳の髄膜、実質血管周囲に浸
潤・増殖。腫瘍細胞は、強い多形性と異型
性を示し、核分裂像を多数確認。免疫組織
化学的検査では、腫瘍細胞は CD20、CD79α、
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CD5、TdT が陽性、CD3 が陰性。血液検査は、
白血球数は 9,800/μl、リンパ球が 48%で
異型リンパ球は 0%、BLV 抗体は陽性。本症
例は、頭蓋内に限局して病変がみられた点
が従来の牛白血病分類に該当せず希少な症
例。BLV 関与は不明。BLV が関与する多形型
B 細胞性リンパ腫との細胞形態的な鑑別は
困難であり、総合的に前駆 B1 細胞性リンパ
腫と診断。 
 
234.黒毛和種繁殖農場で発生した白筋症：
宮崎県宮崎家保 田﨑友紀、久我由利子 
 県内の黒毛和種繁殖農場にて、2016 年 5
月より起立不能を呈する子牛が続発。農場
採血を実施し、ビタミン E（VE）、セレン
（Se）、AST、CPK を測定した結果、VE が欠
乏し、AST、CPK が高値を示す個体が散見。
その後、農場にて子牛 1 頭が死亡したため
病性鑑定を実施。剖検では、骨格筋がやや
白色を呈し、病理組織学的検査の結果、四
肢等の骨格筋線維に塊状崩壊や硝子様変
性、心臓で、一部石灰沈着を伴う心筋線維
の凝固壊死を認めた。生前採血した血清を
用いた血液生化学検査では、VE、Se が低値
を示し、骨格筋傷害が示唆され、総合的に
白筋症と診断。本農場では、母牛からの VE
や Se 移行が不十分であったため、子牛に V
E、Se 欠乏が多発が多発、潜在的な骨格筋
傷害が存在していたと推察。その後、ビタ
ミン剤投与や Se 含有鉱塩の設置等につい
て指導を行い、現在、臨床的に異常を示す
個体はみられていない。 
 
235.黒毛和種繁殖農場における繁殖成績及
び子牛育成成績改善に向けた取り組み：鹿
児島県曽於家保 浦底早紀、池田省吾 

黒毛和種繁殖農場の繁殖成績及び子牛育
成成績改善のため関係機関が連携して問題
解決を図った。家保は繁殖検診を担当し、
その他機関は飼養法、経営、体測及び飼料
給与診断に基づく子牛育成指導を担当。取
り組みにより年度毎分娩頭数が 21 頭から
およそ 30 頭、子牛生産率が 40%から 80%、
子牛出荷頭数が 16 頭から 29 頭へと改善。
空胎期間は248日から一時83日まで改善さ
れたが、その後 167 日まで延長。この悪化
の要因として母牛の計画淘汰の停滞による
高齢化が考えられた。子牛 1 日当たり増体
量及びセリ価格は 1 年半余りにわたる体測
及び育成指導の結果、県平均を上回ってい
たが、体測中止後は県平均を下回るように
なった。これは農場主が体測や子牛個々の
成長観察自体に意義を感じることができ
ず、個体管理不足に陥ったためと考えられ
た。取り組みにより農場成績に大幅な改善
が認められたが、さらなる課題も見つかっ
た。今後も関係機関と協力し解決に向けた
取り組みを続けていく。 
 
236.離島黒毛和種繁殖農場における飼料給
与指導による繁殖成績の改善：鹿児島県鹿

児島中央家保大島支所喜界町駐在 大鹿有
加、東條秀一 

島内農場で母牛の栄養不足が疑われたた
め、繁殖農場 1 戸において、経産牛 34 頭の
血液検査及び飼料計算を実施。1 回目の血
液検査で総蛋白、アルブミン、尿素窒素､
銅、ビタミン A の不足が、飼料計算で乾物
量、可消化養分総量、粗蛋白質量等の充足
率に不足があると推察されたため、飼料給
与量等の検討、変更を行った。結果、飼料
充足率は上昇し、2 回目の血液検査結果に
改善が認められた。また、飼料変更前後の
繁殖成績等についても調査を行った所、受
胎までの平均授精回数が 2.3 回から 1.9 回
に減少し、平均空胎期間が 122 日から 109
日に短縮し、繁殖障害の治療延頭数も減少
していた。当該農場で栄養素が不足してい
た原因を、草地更新の遅延や土壌の性質等
による粗飼料の質的不良と推察。今後は長
期的には粗飼料の品質改善に取り組む必要
があるが、並行して、今回の事例を参考に、
不足している栄養素の補充を行うことで、
島内の他の農場の繁殖成績向上も可能であ
ると考えられた。 
 
237.黒毛和種繁殖農場で発生した傷害サツ
マイモ中毒：鹿児島県姶良家保 城間健、
南京子 

繁殖雌牛 495 頭飼養規模農場で、腐敗し
たサツマイモを給与された繁殖雌牛 240 頭
のうち 35 頭が呼吸器症状を呈し、8 頭が死
亡。死亡牛の病理解剖の結果、皮下気腫、
肺の退縮不全、肺気腫、肺水腫等を認め、
病理組織学的検査では肺小葉間結合織の高
度な拡張、肺胞上皮細胞の腫大を確認。給
与されたサツマイモから高性能薄層クロマ
トグラフィーによりイポメアマロンを検
出。死亡牛の主要臓器から菌は分離されず、
ウイルスの特異遺伝子は検出されず。以上
から本症例を傷害サツマイモ中毒と診断。
発症期の発症牛の血清生化学的検査では A
ST 及びγ-GTP の測定値が回復期と比べ有
意に高く、過去の管内サツマイモ中毒事例
と一致。管内牛飼養農場の傷害サツマイモ
中毒に関する認識は低く、傷害サツマイモ
中毒を知らないままサツマイモを給与して
いる農家も存在。今後も啓発活動に取り組
んでいくことで損耗防止、再発防止を図る。 
 
238．伊江村における導入牛衛生検査の取り
組み：沖縄県北部家保 中尾聡子、青木雄
也 

【取り組み】県外導入牛の事故防止と飼
養衛生管理の向上のため、平成 30 年度導入
牛 77 頭について体温測定、臨床症状の確
認、鼻腔スワブの DNA チップ検査（抗原検
査）と細菌分離培養、抗体検査、代謝プロ
ファイルテスト（MPT）を実施。【結果】導
入牛の平均体温は 39.2～39.4℃と高く、呼
吸器症状の見られた牛から RS ウイルス抗
原を検出。分離された Pasteurella multoc
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ida ははペニシリン系薬剤に耐性であり、6
薬剤耐性の多剤耐性菌を確認。MPT の結果、
BUN、Mg、ビタミン A、ビタミン E、βカロ
チンが低下。【考察】導入牛の呼吸器症状
に RS ウイルスが関与していたと推察。導入
牛は購入後、購入市場に長期間繫留される
ことがある。MPT の結果からタンパク質不
足が見られたため、繫留中の飼料内容の確
認を指導。ビタミン値の著しい低下が見ら
れたため、導入後にビタミン剤を再投与す
るよう指導。P.multocida に多剤耐性菌が
見られたため、抗菌剤の慎重使用が必要。
今回得られた知見を勉強会を通じて広め、
飼養衛生管理の向上に努めた。 
 
Ⅰ－5 生理・生化学・薬理 
 
239.八丈島内ジャージー牛の血液生化学検
査基準値設定に関する検討：東京都家保 
平間俊吾、磯田加奈子 

八丈島内の一酪農場で血液生化学検査及
びボディコンディションスコア（BCS）の基
準値の設定を検討。延べ 82 頭から採血し、
総蛋白質（TP）、アルブミン（ALB）、グル
コース（GLU）、ɤ -グルタミルトランスフ
ェラーゼ（GGT）、アスパラギン酸アミノト
ランスフェラーゼ（AST）、総コレステロー
ル（TCHO）、血中尿素窒素（BUN）、遊離脂
肪酸（NEFA）、カルシウム（CA）、無機リ
ン（IP）、マグネシウム（MG）の 11 項目を
測定。設定した基準値を、BCS はホルスタ
イン種の目標値、その他の項目は東京都の
ホルスタイン種（ホル種）、岡山県のジャ
ージー種（岡山）のデータと比較。ホル種
と比較して高値を示す傾向：GLU、AST、CA、
低値を示す傾向：BCS、BUN、TP、TCHO、IP、
岡山と比較して高値を示す傾向：AST、低値
を示す傾向：BUN、IP、CA。その他の項目に
大きな差はなし。GLU、TP は種の違い、BCS、
BUN、AST、TCHO、IP、CA は飼養管理の違い
が要因と思われた。 
 
240. 血清蛋白分画測定を活用した牛の疾
病診断への検討：福井県家保 山崎昭治、
葛城粛仁 

牛白血病と診断された牛（EBL 牛）3 検体、
牛白血病ウイルス抗体陽性でリンパ球増多
症の牛（PL 牛）を追跡調査した 1 例 6 検体、
低カルシウム血症と診断された牛（低 Ca
牛）11 検体およびケトーシスと診断された
牛（ケト牛）11 検体について、血清蛋白分
画測定の 2 成績（血清蛋白分画パターン（分
画パターン）と血清蛋白分画像（分画像））
を活用した疾病診断の可能性を検討。EBL
牛と PL 牛では、人の骨髄性白血病にみる特
異的な分画パターンは認められなかった
が、分画像は肝障害型と肝硬変型に分類。P
L 牛では、リンパ球の増減と分画パターン
の関連性は不明。低 Ca 牛では、分画パター
ンおよび分画像はほとんどが正常。ケト牛
では、分画像は蛋白不足型、肝硬変型およ

び急性炎症型等の多様なタイプが混在、分
画パターンも統一性なし。ケトン体値の高
低との関連性は不明。以上から、血清蛋白
分画測定だけでの牛疾病診断への活用は困
難だが、肝臓や腎臓などの病態把握や治療
効果の推定には有効。 
 
241．ビタミン検査時の精度管理方法の検討
：松本家保 照井千穂 
 牛の血清脂溶性ビタミン検査は、欠乏症
診断のほかプロファイルテスト等で活用さ
れ、当所の検査数は年間約 2000 検体。測定
は高速液体クロマトグラフ法（HPLC）を使
用。検査結果の信頼性を確保するためには、
適切な精度管理が必要。このため検体受入
から測定までの作業手順をマニュアル化し
て、特性要因図を検討し、検査結果に影響
する要因を確認。必要なポイントのチェッ
クシートを作成して検査ごとに使用。さら
に検査結果を管理するため、プール血清を
作製し検査ごとに検体と同様に測定し、結
果を精度管理手法の一つであるＸ－Ｒｓ管
理図を用いて評価。これまでに工程の異常
が疑われる場合の原因究明や管理限界を超
過した場合の再検査の実施などに対応。今
後も引き続き精度管理を継続・検討し、検
査結果の信頼性確保に役立てていく。 
 
242.黒毛和種肥育農場におけるビタミン A
測定を中心とした飼養管理指導（第 2 報）
：三重県紀州家保 山本彩加、富田智美 
 管内の一黒毛和牛肥育農場では新規導入
地域からの導入牛の飼養管理に苦慮してい
たため、平成 29 年 5 月導入牛 11 頭の導入
時及び 2 か月後の血清ビタミンＡ(VA)等濃
度を測定。その後、VA 投与量を農場輸送後
50 万 IU から輸送前後各 100 万 IU への増量
と飼い直し期の粗飼料内容の変更を検討
し、同地域 9 月導入牛 13 頭で同様の検査を
実施。導入時及び 2 か月後ともに 5 月導入
と比べ血清 VA 濃度の上昇を認めた。そこで
今回、肉質評価に必要な肥育中期から後期
にかけての VA 制御について検討。5 月導入
牛と比較し9月導入牛の血清VA濃度は肉質
向上の観点の理想値まで低減、改善後の飼
養管理で VA 制御可能なことがわかった。V
A 投与量を増量したことで導入直後の粗飼
料の食付きが良くなり、その後の食い込み
につながった。また、導入時からの疾病発
生頭数が 5 月導入牛は 7 頭であるのに対し
9 月導入牛は 4 頭と少なく、十分な VA の蓄
積が疾病発生の低減につながった。 
 
243.三重県産黒毛和種肥育牛における LPS
血症：三重県中央家保 山根知子、鈴木義
久 
 肥育牛では、ルーメンアシドーシスに伴
う内因性 LPS 血症が疾病発生に大きく影響
するとされている。平成 25 年度に、内因性
LPS 血症により突然死が発生していると考
えられた 1 農場において先行調査を実施
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し、黒毛和種肥育牛の LPS 血症を全国で初
めて確認した。その後、疾病発症前の予防
措置や早期治療を可能とするため、各種血
液生化学検査と LPS 血症検査を組み合わせ
た三重県方式の検査体制確立を目指し、平
成 30 年度までに 14 農場でのデータを蓄積
した。これまでの結果からは、農場、肝機
能障害の指標及びビタミン A 欠乏と LPS 血
症に相関が認められ、重点的な指導が必要
な農場の存在が判明してきた。今後、これ
らの農場の特徴を検討・整理することで、
より合理的な検査体制を確立し、突然死等
のリスクが少ない飼養管理モデルを構築す
ることで、三重県特産ブランド牛の生産支
援につなげたい。 
 
244.血液生化学性状検査による管内肥育農
家の肥育成績改善の取組：佐賀県北部家保
曽我康吏、園部深雪 

肥育成績が低下した管内肥育農家の要望
を受け、聞取り調査及び血液検査を実施。
聞取り調査は濃厚飼料及び粗飼料給与状
況、ビタミン剤添加状況について調査。血
液検査は肥育 1、7、13、19 ヶ月齢の去勢牛
22 頭の採血を行い、血中ビタミン A(VA)、
ビタミン E(VE)及び総コレステロール(TC)
濃度を測定。聞取り調査の結果、栄養充足
率は肥育前期で乾物摂取量(DM) 、可消化養
分総量(TDN)が低く、中期以降で DM、TDN、
粗蛋白質は高かった。VA 給与量は肥育前期
で低く、中期で高かった。血液検査の結果、
血中VA濃度は肥育1ヶ月齢で理想値より低
く、7、13 ヶ月齢では高かった。血中 VE、T
C 濃度は全期間を通して高かった。以上の
結果、肥育前～中期の VA コントロールが肥
育成績低下の要因の一つと推察されたた
め、肥育前～中期の飼料給与量の変更や VA
欠乏症の注意喚起等を指導。今後継続的に
血液検査、肥育成績の調査を行い、指導効
果の確認及び更なる肥育成績の改善に向け
て指導を行う予定。 
 
245.EBL 発症診断のチミジンキナーゼ活性
値の検討：大分県宇佐家保 長谷部恵理 
 チミジンキナーゼ(TK)活性値を測定し E
BL 発症診断への有効値及び牛白血病ウイ
ルス(BLV)清浄化取組農場において抗体陽
性牛の更新基準への応用を検討。TK 活性測
定キット(DiViTum V2 BIOVICA)を用いて測
定｡ELISA 値を TK-REA 値(×10-1U/l)に換
算、以下×10-1U/l は略｡既報と同様に､EBL
診断または強く疑われた 10 頭で基準値（5
4）より高く 125.4～563.4<｡また､抹消血異
型リンパ球の出現が乏しく経過観察とした
6頭のうち3頭は基準値より高く230～357.
3。うち 2 頭は後日 EBL と診断。また、初診
時 13.2 の１頭を解剖、腫瘍病変より EBL
と診断。TK 活性値は 25.3 と上昇したが基
準値未満｡以上の結果から､13.2～54 の範
囲は､EBL 発症の可能性がある危険域と設
定｡清浄化取組農場の BLV 抗体陽性群 21 頭

では､29.7 及び 39.7 と危険域の個体を 2 頭
確認｡今後、この 2 頭の追跡調査を行うとと
もに調査件数を重ね、発症における補助診
断や更新基準の応用につなげたい｡ 
 
Ⅰ－6 保健衛生行政 
 
246.地域で取り組んだ牛白血病清浄化への
３ステップ：青森県つがる家保 相馬亜耶、
木村揚 
 管内のA放牧場を平成25年度に牛白血病
対策重点指導地域とし、抗体検査や研修会
等により対策を推進。対策開始時の抗体陽
性率は 29.4%、放牧中の抗体陽転率は 8.8%。
当地域は放牧が必須なため、平成 28 年度か
ら対策のステップ 1 として、分離放牧を開
始。また、陰性牧区への途中入牧牛の抗体
検査を実施。その結果、陽転率は 3.5%に低
減。陽転理由は一時退牧中の舎内感染と推
察されたため、平成 29 年度からステップ 2
として畜舎対策を強化。牛舎への防虫ネッ
ト設置及び忌避剤の使用を指導。また、導
入牛検査により抗体保有の有無を把握。そ
の結果、防虫ネット設置済み農家では陽転
率 0%。また、2 戸が清浄化を達成。平成 30
年度からステップ 3 として清浄化達成農場
に対し、年 1 回の抗体検査及び導入牛検査
による清浄性維持対策を実施。また、陰性
牛の自家保留により陽性牛の更新を指導。
取組を通じ、有効かつ効率的な対策を 3 ス
テップに明確化。本事例をモデルに他地域
への普及・啓発を図る。 
 
247.管内死亡牛 BSE 検査実施及び届出状況
と今後の取り組み：県北家畜保健衛生所 
渡邉希幸志、原恵 

平成 31 年 1 月現在、牛海綿状脳症（以下、
BSE）対策特別措置法施行規則の一部改正に
ついて、パブリックコメント募集中。改正
により、死亡牛を適切に分類・検査するこ
とが重要。今後の指導に反映させるため、
平成 27 年度から 29 年度までの管内におけ
る BSE 検査 808 頭について、死亡から搬入
までの日数、届出までの日数、月齢及び死
亡原因を集計、分析。死亡後 2 日目までの
搬入割合は 97％で、死亡後の搬入は適切。
2 日目までの届出割合は 68％で、届出遅延
の傾向有り。96 ヵ月齢以上の死亡牛は 31
％。48 ヵ月齢以上 96 ヵ月齢未満かつ起立
不能牛は 18％。月齢及び死亡原因から、改
正後検査対象となる死亡牛の頭数は、現在
の 49%、年間 130 頭と試算。以上のことか
ら、改正後は届出遅延により検査対象牛の
分類に混乱が想定。検査対象牛を的確に分
類するため、届出様式の工夫に加え、農家
及び獣医師に対し早期搬入と早期届出の取
り組みを推進。 
 
248.搾乳衛生における ATP 拭き取り検査機
器活用法の検討：埼玉県熊谷家保 石田扇
子、益岡奈津樹 
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 管内酪農家 6 戸の乳牛 14 頭において、清
拭後乳頭壁の綿棒による拭き取り検体 39
か所分について、ATP 化学発光量（ATP 値）
および生菌数を測定。併せて、各農家の清
拭手順を確認し、ATP 値との関連を検証。
乳頭壁表面の ATP 値と生菌数は正の相関（r
=0.58）。プレディッピング（プレ）実施農
家は、未実施農家に比べ ATP 値と生菌数が
いずれも有意（P<0.01）に低く、プレ未実
施農家の中でも、消毒液浸漬タオル清拭農
家は ATP 値と生菌数が低い傾向。ATP 値は
清拭後乳頭壁の清浄度の指標となり、搾乳
衛生指導に活用可能と示唆。さらに、搾乳
衛生指導の目安となる清拭後乳頭壁の ATP
値の暫定基準値を設定。プレ実施農家と消
毒液浸漬タオル清拭農家の ATP 値の平均値
および平均+標準偏差から、1000～4000RLU
を「要注意」、4000RLU 以上を「要指導」
とした。今後データの蓄積と基準値の精査
を行うとともに、ATP 拭き取り検査を搾乳
衛生指導に活用し、農家の搾乳衛生改善へ
の意識向上および乳質改善に取り組む。 
 
249.酪農家グループによる廃業農場を活用
した輸入牛着地検査：千葉県東部家保 中
山雄大、阿部敬 
 近年国内で取引される乳用雌牛の価格高
止まりを背景に、豪州からの輸入が増加し
ている。しかし、平成 29 年 4 月動物検疫所
で輸入牛 46 頭がヨーネ病で摘発されるな
どヨーネ病発生のリスクが高まっている。
平成 29 年 6 月、管内を含む酪農家グループ
8名が事業を利用し豪州から乳用雌牛 40頭
を輸入。家畜保健衛生所は、ヨーネ病のま
ん延を防止するため、別農場 1 ヵ所に集約
して輸入牛の管理することを提案。そこで、
酪農家グループは管内の廃業農場を活用
し、輸入牛の着地検査を実施。現在まで 2
回の輸入で計 106 頭を着地検査し、ヨーネ
病遺伝子検査陰性を確認している。この手
法は自農場への家畜伝染病の侵入防止に有
効。初妊牛で輸入された場合には出産等の
問題があるため、検査後の隔離場所変更等
の対応が必要。今後は輸入だけでなく、県
外からの導入にも活用できると考える。 
 
250.都内酪農場における乳質改善の一事例
：東京都家保 林朋弘、寺崎敏明 

東京都酪農業協同組合、東京都農業共済
組合および都関係機関等と連携し、バルク
乳中体細胞数の多さ並びに黄色ブドウ球菌
感染牛の多さが問題となっていた一農場に
ついて平成30年の1年間を通じて乳質改善
指導を実施。農場への毎月立入指導の結果、
搾乳の頻度や時間が不規則なことに加えて
搾乳前の乳房清拭の手法に問題ある旨を確
認。搾乳の時間と回数を一定にするととも
に、ペーパータオルを用いての清拭に変更
する等の改善を指導。更に分房乳の検査継
続により問題のある牛の治療・淘汰更新の
方針を提案し、指導期間中に 5 頭を淘汰、3

頭を導入したがバルク乳中の体細胞数は検
査ごとの変動が大きく、都内農場全体の平
均を下回ったのは 3 回。その後ペーパータ
オルの再利用、搾乳頻度等の指導開始以前
への逆行が判明。しかし継続的指導により
農場主の改善への意欲は醸成されており、
繁殖成績も良好につき今後に期待。 
 
251．畜産安心ブランド生産農場における衛
生管理の維持とレベルアップに向けた取組
：新潟県中央家保 大勝裕子、曽我万里子 
 A 酪農場は HACCP 方式を取り入れた畜産
安心ブランド生産農場に認定されており、
家保は衛生管理の維持を目的に定期的に衛
生検査、バルク乳検査、記録の確認を実施。
平成 30 年 6 月の検査で飼養牛 22 頭中 2 頭
及び畜舎環境から Salmonella Typhimuriu
m（ST）、3 頭から腸管出血性大腸菌 O26（O
26）を分離。対策として全頭への生菌剤投
与及び畜舎の清掃消毒、野鳥の侵入防止、
手洗い等の徹底を指導。7 月の検査で ST は
分離されず、O26 分離は 5 頭に増加。対策
検討会を開き、原因分析と日常作業の見直
しを行い、清掃消毒を強化。9、12 月の検
査で清浄化を確認。バルク乳検査では黄色
ブドウ球菌（SA）が分離され、全頭検査で
陽性牛 1 頭を特定。早期対応によりその後
SA は分離されず。今回、問題を改善するた
めに PDCA サイクルを意識することで清浄
化及び一般衛生管理の向上に繋がった。農
場では作業の標準化とより高度な衛生管理
システムの構築を目的に農場 HACCP 認定取
得も視野にレベルアップを目指す。 
 
252.牛ウイルス性下痢・粘膜病の清浄化を
目指す農場と地域の対策：愛知県中央家保
稲垣美里、新井澄江 

牛ウイルス性下痢・粘膜病（BVD）の持続
感染牛（PI 牛）は農場の生産性に大きな影
響を与える。平成 27 年 9 月以降、搾乳牛約
300 頭飼養農場において合計 6頭の PI 子牛
が摘発され、平成 29 年 4 月に清浄化（第Ⅰ
期）。しかし同年 9 月に再発し、平成 30
年 5 月までに合計 4 頭摘発（第Ⅱ期）。原
因について、第Ⅰ期は農場内外における妊
娠母牛のウイルス感染、第Ⅱ期は導入時未
検査の PI 経産牛と考察。当該農場の対策と
して、新規導入牛の検査徹底、飼養衛生管
理の見直し、母牛群のモニタリング検査を
実施し、平成 31 年 5 月に清浄化予定。地域
の対策として、第Ⅱ期の再発後、家保が地
域全酪農家 20 戸に向けて今回の事例を紹
介、これまで以上に対策の必要性を説明。
結果、酪農家の防疫意識が増し、導入牛検
査等への自発的取り組みが増加。また、地
域酪農団体と連携して 20 戸のバルク乳を
定期的に検査し、結果を共有。今後は地域
の清浄化に取り組む他、管内他地域でも普
及啓発を実施予定。 
 
253．大規模酪農場口蹄疫防疫計画の見直し
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：和歌山県紀南家保 宮本泰成、小谷茂 
口蹄疫は周辺国で発生があり、国内への

侵入が懸念。防疫計画は作成していたが、
更新頻度、関係機関への周知は不足。平成
29 年度に関係機関と大規模酪農場の防疫
計画の見直し実施。東牟婁地域口蹄疫対応
マニュアル制定。しかしマニュアルだけで
は具体的な詳細は不明との意見も。今年度、
再度 関係機関と協議、現場研修を実施し、
作業内容の 詳細化を進めた。平成 30 年 5
月に関係機関を参集し説明会実施。平成 30
年 7 月～9 月に各班と協議。建設班とは消
毒ポイント等、健康福祉班とは検診者導線
等、農林水産振興班とは農場での作業導線
等の協議と、牛の扱いに関する現場研修実
施。11 月に 11t ダンプに殺処分牛を積み込
む研修実施。協議、現場研修の中で、多数
課題を発見。これら課題は各班と検討中。
今後意見交換予定。疾病発生時、迅速対応
を行うには、計画の随時見直し、内容の詳
細化が重要。今後も関係機関と連携し、他
農場も含めた計画の見直し、詳細な防疫計
画を作成する。 
 
254．紀南和牛改良組合に対する総合的指導
：和歌山県紀南家保 山中克己、岩尾基 

紀南和牛改良組合（組合）のレベルアッ
プを図るた め総合的な指導を実施。課題を
①情報管理、②組織運営、③改良・増殖、
④研修会、⑤疾病予防、⑥その他に分けて
指導。①各種報告書を定め、家保へ提出す
るよう指導しシステム化完了。②組織目標
の策定と各組合員の責任感向上を指導。③
改良目標の策定を指導。繁殖成績及び育種
価を分析し改善指導。④研修会を組合自ら
開催できるよう手法を指導。⑤熊野牛繁殖
雌牛飼養管理マニュアルの実行を指導し実
施率向上。研修会で助産方法等の具体的な
技術指導を実施。口蹄疫発生 予防対策及び
牛白血病検査やその結果に基づく指導を 
実施。⑥堆肥製造のコツを指導。戸別巡回
指導をチーム（市町、NOSAI 等）で延べ 72
回以上行い飼養管理等を指導。これらの総
合的な指導により各課題の解決や 進歩が
認められた。指導が多種多様かつ各組合員
の意見相違もあり集団の指導は困難であっ
た。今後は長期目標の全国和牛能力共進会
出品に向けた指導が必要。 
 
255．大規模酪農場の飼養環境及び排せつ物
処理対策：和歌山県紀南家保 樽本英幸、
小谷 茂 

当該農場は搾乳牛と乾乳牛合わせて 380
頭を飼養、l 日の排泄物量は約 22t、これを
堆肥化するため多量の副資材を用い、1 年
間の排泄物と副資材の合計は約 9,300t。堆
肥や堆肥原料の販売最 1,950t、畜糞乾燥肥
料製造施設の処理量 2,880t、敷料の戻し堆
肥利用 1,440t、圃場への投入量 1,440t、余
った 1,590t は堆肥置き場を増設し対処、草
地への施肥、戻し堆肥として敷料に利用。

戻し堆肥は水分含有率が高く牛床が泥澪
化。圃場への過剰な施肥は牧草が育たず。
近隣住民から堆肥の処理のみの目的ではと
の問い合わせ。このことを受け、家保、町
役場、畜主が対策を協講。クラスター事業
の活用を検討、町が協議会の事務局になる
ことを提案するが実現せず。時間的猶予が
なく、畜主が自己資金による垂直攪拌機及
び送風機を 備えた約 1,700m2 の堆肥舎新
設を決意、2018 年 3 月 着工、10 月上旬完
成。散在していた大最の堆肥が減 少。201
9年 3月までに堆肥の製造量と利用量を算 
定。肥料成分を分析し販売量の目標を設定。 
 
256．白バラ認証制度に向けた管内酪農場で
の取組：鳥取県西部家保 植松亜紀子 中
川翠   
 昨年度、安全安心な消費者ニーズに対応
した独自の認証制度（白バラ認証制度）が
策定され、平成３１年度の本格運用に向け
て県内生乳生産者団体が中心となり推進し
ている。認証制度では生産環境を独自の審
査表に基づき、年２回現地審査を生産者団
体、家保、普及所が協力し実施。牛舎内外、
生乳処理室の衛生管理等について改善点を
各農家にフィードバックしながら指導を行
うことにより、農場の飼養環境が改善され、
管内酪農場の平均審査点数が上昇。自主的
に農場の３S（整理、整頓、清掃）活動を行
う地域も現れてきており、農家の衛生意識
向上。 
 
257．受胎率が低下した和牛一貫農家への繁
殖改善指導の一事例：鳥取県鳥取家保 田
中勝貴 田淵一郎 
 今年 6 月、管内の和牛一貫農家から、3
月からの受胎率低下について相談。受胎率
は 4 月に 10％まで低下。凍結精液の性状に
問題なく保存状態良好。また、交配精液別
受胎率に大差なし。飼料給与を調査し、3
月からホールクロップサイレージ（WCS）を
主体とした内容に変更したことを確認。ま
た、濃厚飼料多給 1 日 2kg）であったこと
から、種付け期の牛に WCS の給与中止、濃
厚飼料を半分とするよう指導。あわせて、
血液検査と栄養度判定を実施。結果、高蛋
白・高エネルギー飼料の給餌のため、過肥
や高アンモニア血症による肝機能低下に陥
っていることを確認。また、ビタミン A や
βカロテン(βc)が低下している個体が散
見されたため、ビタミン剤の増量を提案。
その後受胎率は改善。11 月に確認検査を実
施したところ、栄養度判定や血液生化学性
状が適正範囲に近づき、概ね良好な結果が
得られた。ただし、βc が前回より低下す
るなど、今後の検討必要。 
 
258.管内公共育成牧場の衛生プログラム再
検討：岡山県高梁家保 横内百合香 
 管内の公共育成牧場は昭和 46 年に開設
されて以来、県内酪農場からの乳用牛預託
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を県内で唯一継続中。平成 24 年度、12 か
月齢までの子牛で肺炎及び下痢が多発した
ことを発端に、平成 25 年度に「育成牧場衛
生管理プログラム」（以下、プログラム）
を作成。以来、毎月の放牧衛生の指導結果
や牧場の経営診断を含めた様々な情報を関
係機関と共有。その後、①上牧検査（牛ウ
イルス性下痢粘膜病（BVD-MD）、牛白血病
（BLV）、糞便検査等）の陽性時や下痢発生
時は迅速な隔離飼育や治療、区画消毒など
牧場のまん延防止対策を追加、②BVD-MD ワ
クチン追加などワクチンプログラムを随時
更新、③BLV 抗体陽性牛の早期発見・分離
飼育を実践し、水平感染を防止するため、
抗体検査を年 2 回から毎月実施するなど、
農場の衛生状況に合わせてプログラムを変
更。これまでの本プログラムの成果をとり
まとめ、関係機関等と再検討し、新たに平
成 30 年度版プログラムを作成。 
 
259．全農繁殖実験牧場の哺育牛衛生対策～
和牛供給の仕組みの中で～：広島県北部家
保 玉野光博、松本早織 
 県内和牛増頭の取組で H28 年に肥育から
ET 産子等の哺育育成へ転換した全農広島
牧場の衛生対策を推進。当初方針を農場外
からの病原体侵入防止とし ET 産子の導入
（20 日齢）から隔離舎（～40 日齢）対策に
重点。対策の検証（治療状況、病原体保有
状況（遺伝子検出キット：呼吸器病 9 疾病、
延 32 頭）、病性鑑定、飼養管理状況）結果
から呼吸器病発生要因として、農場外から
の侵入を否定、農場内常在菌の哺育舎（～7
0 日齢）での顕在化と推察。農場内の病原
体まん延防止対策（作業動線の変更、哺育
舎の増設、哺育舎の換気の改善、敷料の頻
回交換及びオールインオールアウトによる
消毒の徹底、使用薬剤の変更等）を実施。
治療状況調査（H29、30 年）により改善効
果（治療件数（2.15→1.95 回/頭）治療日
数（5.5→4.7 日/頭））を確認。特に哺育
牛の治療件数が3.92回/頭→2.47回/頭と2
/3 に減少。徹底検証による疾病原因、管理
上の課題等の的確な見える化が迅速かつ効
果的な衛生対策を実現。 
 
260．和牛における定期検査の取組：広島県
北部家保 松本早織、玉野光博 
 本県では H30 年度から和牛のヨーネ病定
期検査を開始。和牛農家で初の「定期検査」
開始に向けた取組概要を報告。現状と課題
：改良組合（事務局：JA）の活動が活発。
繁殖牛 30 頭未満飼養の中小規模農家が多
く、県内で最多。370 戸、1959 頭飼養（H2
8.2 時点）。中小規模農家の日常の衛生管
理は最小限の水準。方針：①関係機関の協
力体制構築。JA 等の意見集約及び周辺課題
の抽出後、全県で対応統一。②全農家への
事前周知の徹底。改良組合単位で、役員会、
総会の順に説明し、地域的な説明へ移行。
農家訪問による事前の個別説明を繰り返し

実施。H31 年度中に全農家への事前説明を
完了予定。③検査実施当日、牛白血病を中
心に疾病管理指導を併せて実施。結果：ヨ
ーネ病定期検査は混乱なく、計画頭数を順
調に実施。波及効果として、定期検査を実
施した 30 戸中 20 戸で牛白血病検査を実施
し、特に中小規模農家で検査戸数が増加（対
前年比 207％）するなど、総合的に農家の
防疫意識が向上。 
 
261.牛白血病清浄化対策優良事例の有効対
策検証：福岡県筑後家保 後藤敬一、福岡
県中央家保 濱田恭平 

H27 年 9 月から 3 年間、地方病性牛白血
病清浄化対策に取り組み、成果を得た黒毛
和種繁殖経営農家１戸（飼養規模：繫殖雌
77 頭）の対策内容等を検証。対策前の牛白
血病ウイルス抗体陽性率は 38.9％。畜主と
詳細に協議、最重要項目を吸血昆虫による
陽性牛からの水平感染防止に決定。哺育時
に新たな感染牛を出さない対応の徹底、抜
本的な吸血昆虫対策の強化、陽性牛の保有
遺伝子量に基づく感染リスク分けによる分
離飼育対策及び保有遺伝子量と JB の鍵判
定結果等で決定した更新優先順位による計
画的な更新を実施。以後、3 回の効果判定
で良好な結果となり、着実に清浄化へ前進。
家保は、検査データの提供、定期的な効果
判定及び対策の相談窓口として後方支援。
今回は、データに基づく「感染リスクの見
える化」で畜主のモチベーションが上がり、
地道に根気強く、自ら工夫するなど、継続
実行したことが成果に繋がった。同時に、
他の汚染農場で取り組む際の参考となる多
くの知見を得た。 
 
262. 新規預託育成牧場衛生対策：福岡県北
部家保 柴田規光、川島幸子 
 乳用雌子牛を分娩前まで預託育成するこ
とで酪農家の後継牛確保を目的とし、農場
有効利用のため乳雄子牛も飼育する支援牧
場が平成 29 年 10 月開場。1 預託期間：乳
雌は県内酪農家から 2～4 ヶ月齢で入牧、分
娩 2 ヶ月前まで預託。乳雄は県内酪農家、
子牛市場より 2 ヶ月齢で入牧、6 ヶ月齢ま
で預託。2 衛生対策：開場前に家保、畜産
課、農場主で衛生対策を検討。預託牛検査
実施要領を制定。BVD・MD、サルモネラ、ヨ
ーネ病を対象とした衛生対策を実施。乳雌
は預託元で実施、陽性は入牧させず。その
他入牧条件として牛呼吸器 5 種混合ワクチ
ン接種。乳雄は入牧後に検査実施。3 検査
成績：乳雄で BVD・MD、サルモネラを摘発。
再度 3 者で協議し衛生対策の強化を検討。4
対策の改良：1）畜舎外に隔離牛舎の設置。
2）BVD・MD1 回目の遺伝子陽性で自衛殺。3）
下牧後分娩産子の PI 牛検査を実施。4）牛
呼吸器 5 種混合ワクチンの接種時期及び回
数変更。その結果乳雌の衛生状況が向上。 
 
263.広域放牧モデル牧野の衛生対策の変
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遷、現況と波及状況：熊本県阿蘇家保 小
野結菜、白石隆 
 広域放牧は、阿蘇地域の草地保全と平坦
地域農家のコスト低減を目的に H8 年度に
開始。10 年度に放牧衛生プログラム（放牧
未経験牛は 2 週毎、経験牛は 3 週毎のダニ
駆除）確立。ピロプラズマ自然感染による
免疫付与を基本方針としたが、14 年度には
87%が未感染となり、15 年度から 4 週毎の
ダニ駆除に変更。しかし、24 年度以降ピロ
寄生率+++以上、Ht 値 24%以下の強制退牧牛
が増加。29 年度から放牧前半のダニ駆除を
増やし、強制退牧牛は減少傾向。事業参加
農家の繁殖牛飼養頭数は参加時点から 1.5
倍に増加。事業参加メリットは、飼養管理
省力化、牛の健康維持と耐用年数延長、飼
料費削減等。事業開始の 1 牧野 12 戸 35 頭
から、事業経験者が先駆者となり事業外を
含む 10 牧野 82 戸 789 頭（H29）に拡大。「阿
蘇の草原の維持と持続的農業」は 25 年度に
GIAHS に認定。その保全に放牧は不可欠。
今後も家保は衛生対策の中核として、関係
機関と連携して広域放牧を推進し、畜産振
興に寄与したい。 
 
264.大規模肉用牛繁殖農場の慢性疾病低減
への取組：熊本県城南家保 田中貴大、村
上美雪 
 子牛の呼吸器病と下痢症が多発していた
県内最大規模の肉用牛繁殖農場の慢性疾病
対策として、家保、管理獣医師、会社及び
農場による指導体制を構築し、衛生プログ
ラムと飼養管理の見直しに着手。各種抗体
保有状況を検証し、60 日齢の子牛で RS 等
のウイルスの抗体消失を認めたことから、
子牛へのワクチン追加等衛生プログラムを
変更。代謝プロファイルテストの結果によ
ると、多くの親子で TP、T-Cho、BUN とビタ
ミンが正常値未満であることが判明。母牛
への配合飼料増給とビタミン給与及び確実
なワクチン投与と初乳給与徹底を指導。変
更後は RS 等を中心に良好な移行抗体を確
認。飼養管理改善により、子牛の T-Cho と
ビタミンの有意な上昇を確認。指導、改善
の前後で呼吸器病と下痢症とも治療頭数が
有意に減少し、新たな衛生プログラムと飼
養管理の有効性を示唆。今後は課題が残る
冬場の飼養管理、給与飼料の見直し等、さ
らなる疾病予防対策に努める。 
 
265.天草地域の牛白血病清浄化に向けた取
組（第２報）：熊本県天草家保 松本卓也、
東幹彦 

天草地域では 2012 年度から地方病性牛
白血病（EBL）清浄化希望農家を対象とした
取組を開始。2015 年「牛白血病に関する衛
生対策ガイドライン」の公表を機に、天草
地域全体での取組に拡大。その後、2017 年
「10 年後天草家畜市場出荷子牛のオール
フリー」を目標に天草地域 EBL 対策協議会
（協議会）を設立。協議会は、繁殖牛全頭

検査、全体での指導体制、対策への助成を
行い、農家が対策に取り組みやすい環境を
構築。一方で、家保は希望農家への指導及
び慢性疾病等の低減事業（事業）を活用し
た指導の実施により、一部の農家で清浄化
が前進。しかし、対策実施農家での陽転事
例、分離飼育が困難等の課題を確認。そこ
で、新たな取組として、個別相談会や感染
リスク分類に基づく分離飼育の周知、定期
的な外部導入牛等の抗体検査を実施すると
ともに、事業を活用し地域の核となる共同
施設をモデル農場とした。今後も協議会が
一枚岩となり、天草地域の EBL 清浄化に向
け取り組む。 
 
266．県西地域の地方病性牛白血病清浄化に
向けた取組：宮崎県都城家保 坂口浩平、
丸田哲也   
 県下最大の家畜市場を有する県西地域の
地方病性牛白血病（EBL）清浄化に向けた取
組について報告。地域生産者団体から肉用
牛生産基盤の EBL 清浄化への強い要望を受
け畜産関係者が一丸となり、平成 29 年 9
月より取組準備を開始。関係者による EBL
検討会、生産者への EBL 勉強会等を重ね、
翌年 1 月より EBL 作業部会にて検査体制等
の実務部分を構築し、同年 4 月よりセリ上
場雌子牛の任意抗体検査を開始。検査は上
場の 2 ヵ月前に、生産者より申請のあった
雌子牛の抗体検査を実施。陽性の場合、遺
伝子検査を行い、陽性牛は家畜市場、品評
会へは上場、出品せず、評価委員会による
評価購買後、肥育農場で飼育。陽性牛が確
認された農場は管理獣医師を通し、繁殖母
牛の全頭検査を含めた清浄化対策を講じる
よう指導。平成 30 年 11 月時点での上場雌
子牛に対する検査率は平均 60%。今後は、
陽性農場の清浄化対策の効率的な実施、ま
た陽性牛の安定した受け入れ体制作りを地
域一丸となり検討する。 
 
267.管内の GAP 取得チャレンジシステム取
組農場指導：鹿児島県北薩家保 相星宗一
郎、上村美由紀 

当家保では、肉用牛 5 農場にて GAP 取得
チャレンジシステムの指導を実施。指導は
毎月 1 回の推進検討会を中心に家保が作成
した資料を用いた指導、書類・記録類の作
成補助、現場確認等を実施。意見交換も積
極的に行い、一部農場では従業員の理解不
足や担当者の負担増加等の課題解決のた
め、従業員の勉強会・小テストや効率的な
記録方法を検討及び実施。今回は取組農場
を対象にアンケートを実施。回答者の大半
が取組の必要性を感じ、責任感の定着・作
業における細かなチェック・消毒の習慣化
等が改善されたと回答。しかし、約 6 割は
取組の負担を感じ、理由として記録簿への
記入を半数が回答。課題として、記録の継
続や意識向上、取組への認識及び理解等が
挙げられ、今後は各項目の意図及び記録の
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必要性に関する丁寧な説明、全体の意識向
上を図る取組体制の構築及び理解を深める
指導等を目指し、取組農家の GAP 取得チャ
レンジシステムの更なる推進に繋げたい。 
 
268．八重山地域の特定家畜伝染病防疫対策
への取組：沖縄県八重山家保 堺龍樹、荒
木美穂 
 管内では、特定家畜伝染病発生国からの
クルーズ船等の寄港により、観光客が増加
しているため、侵入リスクが増大。そのた
め家畜防疫衛生の観点から、防疫体制の強
化に取り組んだ。①一般市民や観光客への
啓発と注意喚起として、動物検疫所等と連
携し、家畜伝染病侵入防止に係る広報キャ
ンペーンや小学校における出前授業及び検
疫探知犬によるデモを実施。②市町と連携
して、空海港の靴底消毒を継続的に実施。
また、多くの離島を持つ管内は、地域の実
情を鑑みた防疫演習を実施。今年度は、新
たな試みとして農業改良普及課による防疫
支援中心の演習とし、家保は積極的に支援。
また、口蹄疫等発生時の健康管理体制につ
いては、保健衛生部局と構築段階であるた
め、作業従事者の健康チェックは模擬的な
作業として実施。取組を通して、予防や感
染拡大防止の重要性について、認識向上。
今後も関係機関と連携強化し、地域の課題
を洗い出し、地域全体が一丸となって取り
組む。 
 
Ⅰ－7 畜産技術 
 
269.仙南地域における肉用繁殖雌牛の分娩
間隔短縮への挑戦（第一報）：宮城県大河
原家保 橋本佳奈、斉藤隼人 
 仙南地域の和牛繁殖雌牛の分娩間隔は、
全国平均と比較して 9 日長く、繁殖成績の
改善が課題。この対策として、家保が主体
となり関係機関との新たな指導体制を構
築。管内で分娩間隔の最も短い優良農場を
調査。記録の徹底と牛舎内外で繁殖状況の
「見える化」等により、的確に発情発見す
る仕組を構築していた。これを参考に、管
内の繁殖農家配布パンフレットを作成。分
娩間隔 450 日以上の農家 4 戸を選定し、関
係機関と共に巡回指導を実施。飼養管理状
況を調査した結果、給与飼料の過不足や、
牛舎内に繁殖記録がない事等が判明。飼料
の適正給与量や当所作成繁殖ボードの設置
を指導。牛舎内で記帳と閲覧が可能になり、
発情予定日の確認意識が改善。今後、巡回
の継続で得られる詳細な繁殖データについ
て多面的に解析し、より具体的な指導を予
定。本取組を地域全体に波及させる事で、
分娩間隔短縮を契機とした生産性の向上を
目指す。 
 
270.石巻地域肉用牛振興対策に向けた取組
み：宮城県東部地方振興事務所畜産振興部
千葉紗知、安達芳則 

 石巻地域の肉用牛農家は、東日本大震災
の影響や担い手の高齢化等により戸数・頭
数の減少が続いており、肉用牛生産基盤の
強化を進めることが急務。対策として畜産
クラスター事業の活用を提案。地域の関係
機関の調整を図り石巻市畜産クラスター協
議会を設立。担い手育成、肉用牛増頭及び
耕畜連携の実現等を中心とした計画を策
定。その後、優良農家の育成を図りモデル
事例として活用する取組を主導的に開始。
優良農家として石巻市内で繁殖雌牛を多頭
飼育する S 農場を対象とし、施設整備や機
械導入、家畜導入等を支援。成果として、
経営規模拡大、労働の効率化、法人化（S
法人）による経営安定、耕畜連携、飼養環
境の改善等を達成。さらに S 法人では受精
卵も生産し自経営利用しており、供給体制
を構築し地域に還元する取組を支援。今後
は、S 法人の取組をモデル事例として地域
内外へ波及し、他畜産農家でも同様の取組
が進むことを期待。 
 
271.大規模肉用牛肥育農場の農場 HACCP 認
証に向けた取組における家畜保健衛生所の
役割：宮城県北部地方振興事務所栗原地域
事務所 齋藤拓海、山田治 
 管内の大規模肉用牛肥育農場が農場 HAC
CP 認証のため、平成 29 年 12 月から取組を
開始。始めに「推進農場」取得のために、
当所は外部専門家として飼養衛生管理基準
に沿った衛生管理を指導。現場確認を実施
し、全 24 項目のチェックリストにより、遵
守状況を点数化。看板明示、記帳等の改善
指導の反映により遵守状況が向上。監視伝
染病発生の疑いが生じた場合の通報手順を
文書化。平成 30 年 9 月に「推進農場」を取
得。次に「認証農場」取得に必要な生産環
境の文書化のため、当所は衛生管理区域内
の現場確認を重ね、農場と共に家畜、作業、
車両等の動線を決定。内部検証の一貫とし
て、呼吸器疾病及び下痢予防対策のワクチ
ンプログラムを精査し、その効果を検証。
今後、HACCP 認証取得に向けて、衛生管理、
危害要因分析を含めた生産工程の内部検証
を継続して支援。PDCA サイクルによる衛生
管理体制の更新と生産性の向上に寄与。加
えて、HACCP チーム及び従業員への教育訓
練と助言を継続的に実施。 
 
272.放牧を通じた地域の畜産振興と震災か
らの復興：福島県会津家保 喜多見はるか、
三瓶直樹 
 平成２３年の東日本大震災に関連する原
発事故により管内２カ所の放牧場は放射性
物質に汚染され、放牧中止。放牧場は自給
飼料生産基地や、牛育成の場として地域の
重要な役割を長年担っていた。県内の他の
放牧場も閉鎖の動きがある中、再開は当初
極めて困難と思われ、地域の畜産業の衰退
が危惧された。しかし、放牧場関係者は再
開を目指して打合せを重ね、放射性物質対



 
 
 - 57 - 

策や設備整備等に奔走。牧草の安全性を確
認し、平成２９年にＢ牧場、平成３０年に
Ｏ牧野が放牧再開し、放牧牛の受け皿は震
災前の状態に戻った。しかし、休牧中に育
成牛を県外の放牧場に預託する飼養形態が
主流となり、放牧牛が集まらない等の課題
が浮上。そこで放牧アドバイザーによる講
習会や現地研修会を開催し、放牧のメリッ
トや放牧場の安全性をＰＲするとともに、
専門家のアドバイスを基に改善策を検討。
今後、放牧場を最大限に活用し、地域の畜
産振興と震災からの完全な復興を目指す。 
 
273.浅間家畜育成牧場における受精卵移植
成績向上への取り組み：群馬県浅間家畜育
成牧場 栁澤克樹 

浅間家畜育成牧場では、放牧期(5～10
月)における受精卵移植(ET)の受胎率が課
題。対策として、H30 入牧の ET 希望牛約 4
0 頭をスタンチョンによる個体管理が可能
な施設に 6 月以降集約。飼料給与の改善、
発育不良牛への補助飼料給与等を実施。入
牧時、ET 希望牛の平均体重は過去 3 年間で
最低(H30:294kg、H29:322kg、H28:322kg)
だったが、10 月時点は例年並の成績に到達
(H30:442kg、H29:445kg、H28:443kg)。H30
年 7 月体測時に標準発育曲線以下を示した
発育不良牛は 5.6%と、H29 年の 22.7%、H28
年の 24.4%に比べて少なく、入牧や放牧開
始等飼養環境の変化に伴う増体への影響が
軽減。H30 年 10 月退牧時の体内胚受胎率は
55.9%で、H29 年の 42.6%、H28 年の 39.3%
から上昇。ET 実施率は 96.7％(H29:86.4％、
H28:91.1％)で、預託農家の希望に沿う繁殖
が実現。今後は人工授精希望牛への応用及
び発育不良牛への対策等を検討し、引き続
き受胎率向上を図りたい。 
 
274.地域酪農部会への搾乳衛生指導の取組
み：神奈川県県央家保 平野幸子、和泉屋
公一 
 管内一地域酪農部に対し継続した搾乳衛
生指導を行う中、今年度はバルク乳細菌検
査に加え耐熱性菌検査、ATP 拭取検査によ
る搾乳機器洗浄状況の指導を実施。併せて
搾乳衛生の聞取調査も実施し、細菌検査結
果等と聞取調査結果について検討。バルク
乳細菌検査結果から対応策を提案、耐熱性
菌検査、ATP 拭取検査で汚染状況を示し指
導。聞取調査結果から、バケット搾乳とパ
イプライン搾乳では生菌数及び耐熱性菌
に、プレディッピングの有無、ペーパータ
オル使用の有無で生菌数に差が見られた。
自動洗浄の機器は ATP 値が低く、自動洗浄
不可の哺乳バケツ等は高かった。生産者か
ら指導の取組みに対し、対策の検証に検査
を利用、乳質向上の意識付け、検査の継続
を希望といった意見があった。良質な生乳
維持のためにはバルク乳細菌検査等による
モニタリングを継続し、生産者が自らの搾
乳衛生状況を把握することが重要。今後は、

講習会等を開催し乳質向上の支援を継続し
ていく。 
 
275. A牧場の農場 HACCP認証取得による効
果：神奈川県湘南家保 池田暁史、渋谷光
彦 

A 牧場は、平成 27 年に農場 HACCP 認証農
場となった酪農経営。HACCP チーム会議を 2
カ月ごとに開催。出席者は、経営者、HACC
P チーム（農場従業員、家保、県畜産技術
センター普及指導課及び飼料業者のコンサ
ルタント）、外部専門家（管理獣医師と県
畜産会コンサルタント）、内部検証チーム
（県畜産会及び家保）。生乳、繁殖、疾病
等のデータを会議で共有し、その中で改善
したいテーマを決定。次回会議の教育訓練
として各種対策の説明、必要に応じて収集
した農場の詳細なデータの報告、他農場で
の実例、補助事業の情報等を報告。従業員
の合意を得て対策を決定し、その後もデー
タ収集を続け効果を確認。このサイクルを
様々な改善テーマにあてはめる。これまで
に取り組んできたテーマは、暑熱対策、乳
房炎対策、子牛の下痢症対策他。A 牧場が
会議を定期的に開催できており、あらゆる
角度から対策が提案され、データ収集を継
続し、意思決定が早いこと等が良好な結果
の要因。 
 
276.管内一肉牛農家における交雑種への受
精卵移植および産子成績の検討：富山県東
部家保 中村吉史宏、西井純 

交雑種への ET(和牛受精卵移植)を経営
に取り入れているA農家のET及び産子成績
を調査し、今後の課題を検討。ET 成績は、
黄体側 1卵 ET では延べ 81頭中 39頭が受胎
(受胎率 48.1％)し、黄体側 2 卵 ET では延
べ 25 頭中 10 頭(40.0％)、左右子宮角への
2 卵 ET では延べ 11 頭中 7 頭(63.6％)が受
胎。また、双子は黄体側 2 卵 ET では受胎し
た延べ 10 頭中 2 頭(双子率 20％)、左右子
宮角への 2 卵 ET では延べ 7 頭中 3 頭(42.9
％)。双子分娩状況は、受胎母牛 5 頭中 2
頭は産子 1 頭が死産であり、残り 3 頭は両
方生存し分娩。単胎 42 頭の母牛平均妊娠期
間は 291 日だったが、双子の場合は両方生
存していた 3 頭は 289 日であり、1 頭が死
産だった 2 頭は 279 日と短縮傾向。産子成
績は子牛市場出品時の単胎産子の平均日齢
体重(㎏/日)は、母牛が 1、2 産時の 1.15
に比較して 3 産時以上の 1.25 と有意差あ
り。双子 6 頭の平均日齢体重は 1.18 と単胎
産子 37 頭の 1.20 と大差無く、交雑種は双
子の授乳量を満たすと推察。今後は妊娠鑑
定時の正確な双子診断技術の習得や双子と
診断した場合の母牛への飼料給与及び双子
の育成マニュアルが必要。 
 
277.受精卵移植を活用した和牛繁殖雌牛増
頭への取組み：富山県西部家保 田知慶久、
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飯田佳代 
 管内の肉用牛肥育農場が新たに和牛の繁
殖部門を開始。しかし、繁殖素牛価格の高
騰や分娩事故の多発等で飼養目標頭数を下
回った。そこで飼養衛生管理指導強化とし
て、繁殖管理指導及び死廃事故の低減対策、
代謝プロファイルテスト(MPT)、牛白血病侵
入防止を実施。飼養頭数の増加を図るため、
県内で構築された受精卵移植(ET)実施体制
の導入と実施に向け役割分担を実施。また、
後継牛確保のため雌判別精液を用いた採卵
も実施。繁殖管理指導により、分娩事故は
無い。MPT により、飼料給与の見直しを提
案。牛白血病検査により、陽性牛 1 頭を摘
発し、肥育部門に移動させ、繁殖群の陰性
を保持。ET では、平成 30 年 7 月以降、当
農場で 3 頭、畜研で 2 頭の採卵を実施し、
正常卵 37 個中、雌判別受精卵を 12 個回収。
その内受精卵 33 個を移植、9 頭が受胎し内
1 頭が雌判別受精卵を受胎。今後も取組み
を継続していくことで、目標頭数が達成で
き、子牛の販売頭数も増加すると期待。 
 
278.定時人工授精を中心とする繁殖管理指
導：福井県家保 宮谷正巳、生水誠一 

発情観察技術を向上させる目的で、本年
度 10 月から一酪農家に定時人工授精（定時
AI）を中心とした繁殖管理指導を実施。腟
内留置型黄体ホルモン製剤（CIDR）ショー
トプログラム法を参考に、計 14 頭に実施。
人工授精（AI）の際は、牛の発情兆候の丁
寧な観察と腟鏡を使った外子宮口所見およ
び発情粘液の確認を行うよう指導。受胎率
は指導前の 4 月から 9 月で約 14％（3 頭/2
2 頭）であったものが、指導後の 10 月以降
で約 43％（6 頭/14 頭）に改善。発情観察
技術については、指導前と比較すると①本
人が見つけた発情による AI が 1 回から 3
回に、②PG を使用または繁殖検診時の発情
による AI が 21 回から 5 回に、③発情を見
逃して AI を行わなかった回数が 11 回から
1 回と改善。農家からは観察の大切さ、AI
への意欲の増加など前向きな意見を聴取。
今後も定時 AI の継続を希望しているが、発
情観察技術のさらなる成長を促して、定時
AI に頼らない繁殖管理に期待。 
 
279.牛受精卵移植技術を活用した畜産振興
～受胎 3,000 頭達成～：福井県家保 小林
崇之、横田昌己 

近年、受精卵移植（ET）技術の普及とと
もに、畜産農家の ET 活用目的は多様化。今
回当所が対応した様々な事例について報
告。【目的Ⅰ．子牛市場出荷による収益向
上】A 酪農家では、平成 26 年の取り組み開
始以降、出荷頭数の増加および出荷子牛の
日齢体重が向上。平成 30 年度の市場での売
上合計は 1,000 万円を達成。B 酪農家では、
出品牛の日齢・血統を揃え購買者の意欲向
上および受胎率向上を図るため、同期化新
鮮卵移植を実施。受胎率は 40％と改善効果

あり。【目的Ⅱ．ET 産子を肥育農家へ販売
し収益向上】C・D 酪農家では、ET 産子をこ
れまでに 150 頭余り生産、E 肥育農家に哺
乳期で譲渡。これは互いの信頼関係があっ
て成り立っている乳肉連携の事例。【目的
Ⅲ．優良血統子牛を後継牛として確保】F
和牛繁殖農家では 4 頭、G 酪農家では 2 頭
の後継牛を生産確保。このように、関係者
が精力的に取り組んできた結果、昭和 63
年の事業開始からの累計受胎頭数は、平成
30 年 11 月に 3,000 頭を達成。 
 
280．管内ロボット搾乳農家の実践と家保の
取組：飯田家保 常田将宏 

管内A農家は2000年に搾乳ロボットを導
入。2018 年 9 月の 1 日 1 頭当たり乳量は平
均 40.9kg だった。A 農家から搾乳ロボット
運用状況の聞き取りを行うとともに、家保
で 2014 年から 2018 年に行った個体乳汁及
びバルク乳細菌検査結果を分析、ロボット
搾乳の特性を調査。A 農家では搾乳時デー
タから体細胞数の多い個体を発見、家保の
個体乳汁細菌検査結果を基に処置を決定。
分離菌は環境性ブドウ球菌(CNS)、環境性連
鎖球菌(OS)が多く、また菌が分離されない
ことも多かった。バルク乳検査では黄色ブ
ドウ球菌等はほぼ分離がない一方、CNS、O
S は管内平均を超える場合が多かった。こ
れらの結果に基づき、家保は搾乳機器のふ
き取り検査等を実施、消毒方法を指導。ロ
ボット搾乳は長所に労働負荷と時間の低
減、注意点に搾乳時データの積極的活用、
牛の観察の励行、複数人での飼養管理が挙
げられ、その特性を踏まえた農家の実践と
家保の支援が酪農経営に大きく寄与すると
考えられた。 
 
281．カーフフィーダーによる乳用雌子牛哺
育管理の検証：伊那家保 西村悠美子  

搾乳牛 300 頭の酪農経営でカーフフィー
ダー(CF)を導入。完全自家育成体制を確立
するため、哺育管理体系を検証。調査内容
は 0～12 週齢の飼養管理、体測、血液検査、
糞便検査(寄生虫、サルモネラ)、抗体検査
(下痢・呼吸器病関連ウイルス)、63℃30 分
低温殺菌した廃棄乳(P 乳)の細菌検査。生
後 1 週齢まで単飼で人工哺乳後、CF1 基で
約 10 頭の群飼に切り替え、8 週齢で離乳。
 P 乳の 1 日給与量は、1 週齢までは人工哺
乳で 4L、以降は CF で 12L を上限に漸減。1
2週齢までの1日平均増加量は体重1.02kg、
体高 0.22cm、胸囲 0.41cm で標準発育を上
回る。0 週齢の TP 平均値は 4.76g/dl、γ-
GLB 平均値は 0.38 g/dl。糞便検査は陰性。
牛ウイルス性下痢ウイルス 1 型、牛コロナ
ウイルスの抗体価が上昇。低温殺菌直後の
P 乳は細菌検査陰性。CF ホース内の P 乳か
ら 2.0×104cfu/ml 以上の細菌を分離。初乳
の給与、ワクチンプログラム、CF の衛生管
理が課題。 
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282．黒毛和種繁殖農家の生産性向上への取
組：長野家保 小林千恵  
 黒毛和種繁殖雌牛を 22 頭飼養する繁殖
農家において、平成 28 年 10 月に近隣住民
からのハエの苦情問題に対応するため、関
係機関と連携し支援チームを結成。チーム
としてハエ対策を支援し、成虫対策、堆肥
処理方法の改善等によりハエは減少。さら
に生産性向上への取組として、①ゲノミッ
ク評価を活用した優良素牛生産、②子牛の
体測、③代謝プロファイルテスト及び④牛
白血病対策を支援。優良素牛生産は、繁殖
雌牛全頭のゲノミック評価を実施。評価の
高い雌牛に市場性の高い種雄牛を交配し、
産まれた雌子牛を繁殖素牛として飼養。子
牛の体測結果から生時体重の少ない子牛は
発育も悪いことが判明し、代謝プロファイ
ルテストをもとに、繁殖雌牛の分娩前の飼
養管理について指導。牛白血病対策は、BL
V 抗体陽性牛 12 頭のリアルタイム PCR を実
施し、ウイルス量による牛舎内の牛の繋ぎ
替えを実施。今後は、支援チームによるこ
れら取組の検証を実施予定。 
 
283.一酪農家の暑熱対策を中心とした生産
性向上の取組み：滋賀県滋賀県家保 瀬川
敬世 

平成 28 年から暑熱対策と飼料設計見直
しを行った一酪農家の生産性への影響を報
告。平成 28 年に畜舎屋根にマイルドシリコ
ン塗料塗布、給水配管径を拡大。平成 29
年に飼料設計見直し（ルーサンミール追加、
配合飼料増量アスタキサンチン追加）。牛
群検定成績(8 月時点)の搾乳牛１頭あたり
平均乳量は、平成 28 年 32.5 ㎏、平成 29
年 33.6 ㎏、平成 30 年 35.0 ㎏と増加。経産
JMR は平成 28 年 48 日、平成 29 年 35 日、
平成 30 年 27 日と短縮。経産牛 1 頭あたり
手取乳代は、平成 28 年を基準とし、平成 2
9 年 103％、平成 30 年 108％に増加。結果、
乳量増加、繁殖成績改善および収益向上を
確認。一方、平成 30 年に実施した畜舎内風
速測定では、十分な風速は確認できず、送
風機の増設、角度や方向の改善が必要。給
水環境は、今後の増頭に対応できる送水力
の確保が課題。引き続き、飼育環境改善や
飼料設計など対策指導を行い、更なる生産
性向上につなげていく。 
 
284.和牛繁殖経営新規参入者等への密着型
指導による生産性の向上：兵庫県淡路家保
梶河紗代、齊藤将希 
 但馬牛繁殖雌牛の増頭推進と担い手育成
のため、関係団体と協力、指導を実施。濃
密指導として、新規参入者等飼育経験が浅
い農家に対し、反復的な密着型指導を平成
25 年以降、9 戸 78 頭に対し実施。指導チー
ムは当所、農業協同組合、農業改良普及セ
ンターで構成。毎月 1 回の巡回指導で母牛
の栄養度、繁殖成績、飼料給与状況の調査、
子牛の体測等を行い、適宜課題の抽出と対

策を検討、育成期の飼養管理、母牛の飼料
給与改善などを指導。分娩間隔は A 農家 44
0 日→379 日、B 農家 545 日→479 日、C 農
家 479 日→388 日。去勢子牛 DG は A 農家 0.
86→0.95、B 農家 0.90→0.93、C 農家 0.88
→0.96。母牛 1 頭あたりの年間粗収益は A
農家 337,839 円増、B 農家 168,130 円増、C
農家 213,925 円増。分娩間隔や子牛の出荷
日齢が短縮した結果、子牛生産頭数が増加
し、但馬牛増頭に寄与。今後は改善事例を
活用した講習会などにより、指導農家以外
への波及を図り、更なる但馬牛の生産基盤
強化を推進。 
 
285．鼻腔粘膜ワクチンを取り入れた新ワク
チンプログラムの検証：鳥取県西部家保 
澤英夫 渡邊祐治  
 和子牛生産農場における呼吸器病の感染
防御とせり市場における付加価値の高い和
子牛生産を目的に、西部地域において平成
28 年度から、新たなワクチンプログラムが
開始。一方管内乳子牛哺育農場において鼻
腔粘膜ワクチンを加えたワクチンプログラ
ムが平成 29 年 2 月から開始。当該哺育育成
牧場におけるワクチンの効果を検証するた
め農場の疾病発生状況、発育成績を調査し
た結果、対前年の死廃頭数半減、1 日当た
り増体重は有位に増加（P<0.05）。この成
績は現在の地区により接種に差が見られる
和子牛への鼻腔粘膜ワクチン普及に有用。 
 
286．受精卵移植を活用した経営転換支援：
岡山県岡山家保 金岡孝和、𥱤啓介 
 近年酪農経営者が、高齢化等を理由に廃
業する一方で、経営の中で新たに肉用繁殖
牛を加えたり、肉用繁殖経営（繁殖経営）
に転換した農場がある。要因として、繁殖
経営は酪農経営に比べ労働力や時間等の制
約が少なく、比較的高齢でも可能。平成 17
年以降、酪農経営から繁殖経営に転換し現
在も経営継続している農家は 10 戸、酪農・
繁殖経営の複合経営への転換も 15 戸ある。
さらに、新たに肉用繁殖牛の飼養を検討す
る酪農家も数戸ある。このような状況のな
かで、当所では受精卵移植技術（ET）を活
用し、乳用牛を受卵牛とした肉用牛の増頭
を推進。今回、ET を活用して繁殖経営への
転換に取り組んでいる 2 農場を紹介。T 農
場は ET のみを利用して、M 農場は ET に加
え繁殖素牛の導入を組み合わせて経営を転
換。この結果、T 農場では取組から約 5 年、
M 農場では約 4 年で目標飼養頭数を達成。
今後、廃業予定農場に対し経営転換を支援
し、地域の畜産経営の継続と経営者の生き
がい対策に寄与する。 
 
287．県内最大規模 ET 産子生産支援の軌跡:
広島県東部家保 廻野智典、北條巧 

大規模酪農牧場の新規開設時に、繁殖技
術を中心とした酪農家の経営高度化支援を
実施。「受精卵移植（ET）を用いた和牛生
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産」、「和牛子牛の哺育育成指導」、「和
牛繁殖部門の収益性の向上」の 3 点を検討。
受卵牛の確保をルール化し、毎月計画的に
ET を実施する体制を構築し、生産した和牛
子牛は子牛市場への出荷に向け、関係団体
と連携して哺育育成指導を実施。併せて、
家畜市場以外への販路を開拓。平成 29 年度
には 98 頭（受胎率 39％）の和牛子牛を生
産。県内子牛市場を中心に出荷し、ピーク
月には取引頭数の約 6％を占めた。また、
子牛市場の他、県内肥育農家に直接供給で
きる体制を整備。取組により年間約 100 頭
の和牛子牛を生産できる体制を整備し、和
牛子牛部門の売上が五千万円を超える県内
最大規模の和牛生産農場となった。引き続
き、他農家についても本成果を活用し、広
島県産和牛の生産拡大をはじめとする経営
高度化の支援に取り組みたい。 
 
288．搾乳衛生指導による乳房炎対策への取
り組み：徳島県西部家保 美馬伸吾、富久
章子 
 管内酪農家（搾乳牛 70 頭規模、タイスト
ール）で、Streptococcus uberis を含む環
境性連鎖球菌による乳房炎が継続的に発
生。乳房炎対策として、搾乳立会を実施し、
搾乳衛生指導を試みた。搾乳風景を撮影し、
その問題点を洗い出して、農家と検討。そ
の結果、搾乳作業者によって搾乳手順が異
なっていることを確認。搾乳作業の手順書
を作成し、搾乳手順を統一する事を指導。
注意点を説明し、プレディッピングの実施、
搾乳毎のディッピング液交換、搾乳時の手
袋の着用、清拭タオル一頭一枚での使用等、
基本的な手技にも問題点が認められたため
改善指導。今後も、搾乳衛生の見直しや定
期的な乳汁検査など継続的な監視、指導を
行い、乳質改善に努めたい。 
 
289.繁殖雌牛の適正な飼養管理、分娩前の
増飼いによる経済効果：長崎県壱岐家保 
冨永知宏、日高裕介 

子牛損耗率が高く繁殖雌牛の低栄養状態
がみられる農場において定期指導により、
購入粗飼料と配合飼料の追加、分娩予定日
3 ヶ月前から増飼いを実施。その結果、繁
殖雌牛の栄養状態、子牛の出生時体重が改
善。子牛損耗率は 31.0%から 12.4％に低下。
出荷牛の日齢体重（kg/日）は、去勢が 0.9
9（取組前 0.94）、雌が 0.91（同 0.87）に
向上。繁殖成績は、平均初回授精日数 65.8
日（同 77.5 日）、平均受胎日数 109.0 日（同
134.8 日）に改善。子牛年間生産頭数を 90
頭とした経済効果を試算。子牛損耗率低下
により出荷頭数が 16 頭増、子牛販売利益を
69 万円/頭とすると、1,104 万円の増収。子
牛の日齢体重向上により、出荷子牛 kg 単価
2,610 円、出荷日齢 285 日とすると、79 頭
の出荷で 235 万円の増収。増飼い等の飼料
費が年間 352 万円増となるが、増益は 987
万円。さらに、繁殖成績向上により、生産

子牛が 7 頭増加見込み。繁殖雌牛の適正な
飼養管理により、管理コスト増も十分な費
用対効果がある。 
 
290.生産性向上を目指した肉用牛繁殖農場
の重点農家巡回指導：長崎県県北家保 盛
脇義弘、常岡純也 

肉用牛繁殖農場の生産性向上を目的とし
て、管内平均分娩間隔を超過している地区
から、繁殖成績不振、今後増頭予定、生産
性向上に高い意欲のある農家等 7 戸（A～G
農場、繁殖雌牛飼養頭数 13～50 頭）を選定
し、関係機関と連携した重点的な指導を実
施。指導方法は、現地調査→検討会→資料
作成→指導の順に実施。改善事項は優先順
位を決め、段階的に指導。農家提示資料は、
繁殖成績不振の牛を色付けし、更新、治療
等が必要な問題牛を見える化。繁殖成績不
振の原因が明瞭でない農家は、血液検査結
果に基づいた給与飼料の改善指導を実施。
結果、7 戸の平均初回授精日数は 11.7 日短
縮し、個別成績では B 農場 6.1 日、F 農場 1.
3 日、G 農場 15.4 日短縮。7 戸の不受胎牛
割合は 10.1%→11.9%であったが、個別成績
では A 農場：31％→8％、G 農場：48％→33
％と改善。今後も従来の管内繁殖巡回と併
せて本重点指導を実施し、地域全体の繁殖
成績の底上げを継続していきたい。 
 
291.管内の受精卵供給状況と地域採卵の普
及：宮崎県都城家保 陳田洋介 

肉用牛生産の安定的発展のため県の和牛
受精卵供給に加え、地域の受精卵利用推進
のために協議会や個人生産者も採卵（地域
採卵）。県受精卵供給数は H23 に 140 個/
年、H28 に 482 個/年と、県内子牛平均価格
の H22 年 35.3 万、H28 年 72.5 万に連動し
増減する傾向。H22～H29 に供給された受精
卵の約 4～8 割が乳牛へ移植。地域採卵につ
いては管内の供卵牛数は H25 に 234 頭、H2
9 に 444 頭と増加傾向だが、協議会が採卵
する供卵牛は 30 頭前後と少なく、生産者個
人が所有する供卵牛が増加。H30 の供卵牛
衛生検査で、県有種雄牛を父とする供卵牛
は全体の 33%、67%は他県の種雄牛を父に持
ち、その中の 64%、つまり全体の 43%は特定
の種雄牛を父に持つ供卵牛と確認。県受精
卵は和牛子牛価格上昇に伴い和牛産子を作
出する目的で酪農家が多く利用。地域採卵
は個人生産者が子牛価格の高い血統の受精
卵を多く採卵。今後は、個人採卵した受精
卵の利用状況を調査し、地域採卵の実態把
握を進める。 
 
292.繁殖牛共同牛舎を利用する農場への生
産性向上巡回指導：宮崎県延岡家保 北山
歩 

平成 24年次から繁殖牛の 1年 1産を目標
に関係機関と連携、共同牛舎利用の 3 農場
に対して毎月 1 回、農場巡回を実施。繁殖
検診や飼養管理技術指導、衛生指導の中で、
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当所は種付け日等を聞き取り、繁殖成績を
説明。平成 24 年次から 29 年次までの繁殖
成績、平成 26 年次から 30 年次までの子牛
成績を比較。初回種付け日数は 3 農場で平
成 27 年次から目標値 60 日を達成。最終種
付け日数は 1 農場で平成 24 年次から 15 日
以上の短縮。分娩間隔は 3 農場とも短縮し、
宮崎県目標値 380 日を達成。3 農場の子牛
の平均日齢体重、販売価格は農場所在地域
・市場平均に比べ低い。定期的な巡回によ
る繁殖検診や自農場成績の把握、共同牛舎
利用による他農場成績の共有や情報交換か
ら農家の意識向上により、繁殖成績が向上
と考察。今後、子牛成績の改善、農場主体
の安定した子牛・繁殖管理への取組が必要。
分娩間隔等の蓄積データを他農場へ活用し
地域の生産性向上や経営の安定化を目指
す。 
 
293．黒毛和種のゲノム育種価とその活用：
沖縄県畜産研究センター 末澤遼平、渡慶
次功 
 近年、DNA の 1 塩基多型(SNP)情報を元に
した、ゲノム育種価が黒毛和種に関しても
有効性が認められ普及されてきている。沖
縄県は種雄牛及び種雄牛候補に関して、家
畜改良センターでゲノム育種価解析を実施
している。正確度 0.95 以上(61 頭)の推定
育種価と、ゲノム育種価の間で相関係数を
出した結果、脂肪交雑が 0.880、枝肉重量
が 0.868 と非常に強い相関が認められた。
また、正確度 0.85 以上で本牛の産子が予測
式に組み込まれていない種雄牛及び種雄牛
候補(13 頭)で同じく計算した結果、脂肪交
雑が 0.731、枝肉重量が 0.776 と強い相関
が認められた。これらの結果より、現在沖
縄県では種雄牛候補の 1 次選抜にゲノム育
種価を活用している。母牛保留など、沖縄
県地域全体でゲノム育種価の活用に取り組
むことが出来れば、牛群の改良を通して特
色ある市場形成に役立つと考えられる。 
 
Ⅰ－8 その他 
 
294.大規模肥育牛飼養農場の疾病発生要因
検証：北海道上川家保 藤本彩子、宮澤和
貴 
 管内 1 農場の病性鑑定（病鑑）で、年度
により依頼頭数に差がある事、急死が多い
事等に着目、回顧的調査から疾病発生要因
を検証。過去 5 年間の死亡牛（病鑑未実施）
は 142 頭で、病名最多は呼吸器病 29 頭。治
療頭数は月平均 100.8 頭で、秋頃に呼吸器
病の治療頭数が増加。一方、病鑑実施は 58
頭で、肥育前期の呼吸器病が 18 頭、Mannh
eimia haemolytica 等を検出。呼吸器由来
菌株の薬剤感受性試験で、第一選択薬であ
るペニシリン、カナマイシンへの耐性を確
認。なお、と畜場出荷牛の廃棄状況及び敗
血症の分離菌を調査するも、疾病発生要因
との関連性は不明瞭。農場の問題が肥育前

期における呼吸器病である事に対し、診療
獣医師はその発生要因として寒冷等の季節
的要因の他、導入時からの不調、導入時に
接種するワクチンの管理失宜を挙げ、飼養
牛の過密、病畜担当者の不足を指摘。今後、
調査結果を関係機関で共有し、農場の生産
性向上の一助としたい。 
 
295．管内１酪農家の繁殖改善指導事例（第
２報）：秋田県北部家保 中村南斗、安田
正明 
 平成 23 年、管内酪農場がフリーストール
180 頭へ規模拡大。家保は平成 26 年 9 月か
ら開業獣医師と連携し、分娩後早期の定期
繁殖検診（以下、検診）及び飼養衛生管理
を指導。平成 27 年 12 月まで、年間種付回
数、平均空胎日数及び平均搾乳日数は短縮
したが改善の余地有。平成 28 年以降も約 2
週間隔で検診を継続しながら定時授精の受
胎率向上を目的に方法及び牛歩センサーデ
ータの活用を推進。また、血液検査成績を
疾病の治療・予防に利用。平成 28 年と平成
30 年の牛群検定成績を比較したところ、年
間平均授精回数（4.0→2.5）、年間平均空
胎日数（193→159）、年間平均搾乳日数（2
25→208）、経産 JMR が好転し繁殖成績の改
善がみられた。また、指導に携わった当所
若手職員の繁殖技術が向上。本農場は規模
拡大を計画しており、検診体制を維持しな
がら牛群検定成績や血液検査成績等を活用
した飼養衛生管理を関係機関と協力し安定
経営のための指導を継続。 
 
296．子牛市場上場前の牛呼吸器病ワクチン
接種時期に関する有効性の検討：秋田県南
部家保 加藤真姫子、鈴木人志 
 【目的】平成 29 年の全県的なウイルス性
呼吸器病の流行により、子牛市場上場前の
呼吸器病ワクチンは従来の１回から 2 回接
種へ変更の予定。一方、管内 N 地域では平
成 28 年から地域巡回による 2 回接種を実
施。これをモデルとし、接種時期による呼
吸器病の予防効果について検討し課題を抽
出。【方法】16 戸 24 頭の子牛を初回接種
月齢 3、4、5 の各群 8 頭とし、追加接種を
8 ヶ月齢で実施。接種前、初回接種後、市
場上場時の 3 点で採血し、接種ワクチンに
対する抗体価を測定。【結果】呼吸器病ウ
イルスに対する市場上場時抗体保有率は 2
回接種により増加(78.3%→93.3%)。移行抗
体によるワクチン効果阻害があった牛 RS
ウイルス病では初回接種 5 か月齢の群で市
場上場時の中和抗体価が有意に上昇(P<0.0
1)。しかし、呼吸器症状発生農場及び多頭
飼育農場で移行抗体の影響大。今後、これ
らの農場に対して浸潤病原体、疾病発生時
期等を考慮したワクチネーションプログラ
ム構築を支援。 
 
297.再造成した放牧場の衛生対策から見た
飼養管理状況の評価：茨城県県北家保 鈴
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木篤実、大谷芳子  
茨城県は和牛子牛生産基盤の強化とし

て、平成 29 年度に米平公共育成牧場を再造
成。放牧場の衛生対策として、ピロプラズ
マ対策とボディーコンディションスコア（B
CS）の測定、牛白血病ウイルス（BLV）の水
平感染対策として、入牧前に抗体検査と遺
伝子検査を実施し、陽性牛群と陰性牛群を
完全に分離して放牧。毎月の放牧衛生検査
時に陰性牛群の陽転の有無を確認、場内に
3 台のアブトラップを設置、アブの消長を
観察。結果、アブは 6 月から捕獲され、8
月の捕獲量がピーク、放牧期間中の BLV 陰
性牛の抗体、遺伝子検査ともに陽転なし。
放牧期間中の体表 BCS が適正範囲内で推
移、BCS が高い牛は減少、低い牛は増加傾
向。6 月から 10 月まではピロプラズマの寄
生度は低く、ヘマトクリット値の低下も認
められなかったが、11 月にピロプラズマの
影響を受けた牛を 2 頭確認。疾病等による
事故はなし。次年度から広く生産者に開放
していくにあたり、生産者に安心して利用
してもらえる放牧場を目指し支援したい。 
 
298．継続的なバルク乳細菌検査の活用によ
る乳質向上対策：新潟県中越家保 大川原
志織、安野僚太郎 
 後継者が多い管内 T 地域 5 農場で、地域
の乳質向上を目的として平成 27 年からバ
ルク乳細菌検査を毎月実施、その後 2 農場
追加。他地域にも取組を広げ、平成 30 年 6
月から N 地域 1 農場を追加。総生菌数及び
菌種ごとの生菌数をスコア化、分離される
菌種及び菌数によって個々の農場における
問題点を推察し、指導の足掛かりとした。
伝染性乳房炎の原因菌である黄色ブドウ球
菌のスコアが悪化した 3 農場において、現
状把握のための全頭乳汁検査を実施し、搾
乳順序変更等の対策を立案。乳頭清拭の指
標である環境性ブドウ球菌のスコアが悪化
した 2 農場においては、搾乳立会を実施し、
ディッピング方法や清拭方法の見直し等の
対策を立案。T 地域における研修会では農
場ごとに問題は様々であるが、「乳房準備」
をテーマに搾乳衛生全般について実演を含
めて研修を実施。今後もバルク乳細菌検査
を活用し、農場の現状把握および指導を継
続。 
 
299．県内有数の黒毛和種素牛供給地佐渡島
における子牛市場活性化への取組：新潟県
中央家保佐渡支所 今井杏子、佐藤香代子 
 佐渡島は年 3 回子牛市場が開催されてい
る県内でも有数の黒毛和種繁殖地域であ
り、県内外に向けた黒毛和種素牛の一大供
給地である。しかし高齢化・後継者不足に
より農家数や飼養頭数が減少、市場の上場
頭数も減少し素牛供給の継続が懸念。その
ため JA 佐渡は畜産クラスター事業により、
増頭・繁殖支援対策の基盤となる繁殖牛 25
0 頭規模の大型和牛繁殖施設を整備。平成 3

0 年 12 月現在で繁殖牛 170 頭導入し 62 頭
分娩、黒毛和種子牛 14 頭市場出荷。施設で
は、ICT 技術を活用し省力化、預託牛を受
け入れ農家の増頭に貢献。家保は導入牛検
査、牛白血病対策、病性鑑定などの飼養衛
生管理及び疾病対策指導を実施。島内の繁
殖農家には、関係機関と連携し市場前に子
牛巡回や研修会を実施、繁殖や子牛育成を
支援。結果、飼養頭数及び優良な子牛の上
場頭数は増加。今後も関係機関と協力して
佐渡の発展に寄与すべく畜産振興を図る。 
 
300.和牛ゲノミック評価を活用した牛群改
良及び種雄牛造成の取組み：愛知県東部家
保新城設楽支所 舛田崇 
 ゲノミック評価（G 評価）はゲノム情報
を利用して牛の能力を推定する新たな育種
評価法。管内の和牛改良組合が G 評価を活
用した牛群改良に取組み、当所は受精卵採
取（採卵）等のコーディネート業務で協力。
血統、G 評価成績、採卵性遺伝子（GRIA1）
型別により選抜した 14 頭で採卵を実施。G
RIA1 型別による採卵性の差異は認められ
ず、正常卵74卵が得られ雌産子5頭が誕生。
育種価未判明の 5 歳未満経産牛 238 頭の G
評価を行い、成績上位の 11 頭で 18 回の採
卵を実施。正常卵 261 卵が得られ雌産子 11
頭が誕生。G 評価成績が全国トップクラス
の牛に対し家畜改良事業団から種雄牛造成
のオファーがあり採卵を実施し、正常卵 4
卵が得られた。種雄牛造成の条件「牛白血
病抗体陰性」を満たす受卵牛及び産子繋養
先として県有牧場に協力を要請、受精卵移
植を実施し 2 頭が受胎中。今後も G 評価等
最新の技術・知見を活用した牛群改良を推
進。 
 
301.酪農家での和牛胚移植の現状と一酪農
家への取組支援：滋賀県滋賀県家保 諸岡
剛俊  

本県では、乳用牛への和牛胚移植の推進
による県内和牛子牛生産拡大、酪農家の収
益向上を目的として平成 29 年度からキャ
トルステーション事業の取組を開始した
が、和牛子牛が十分確保できていない状況
があり要因を考察。併せて一酪農家での取
組みを報告。平成 30 年の乳用牛飼養頭数(2
4 ヶ月齢以上)は、平成 28 年と比べ 164 頭
減少。平成 30 年の凍結精液供給は性判別精
液割合が 65%。乳用牛頭数減少、交雑種の
売買価格高騰、受胎率などが胚移植実施に
影響し、効率的な後継牛確保により生じた
余剰分が交雑種生産に向かっていると推
察。取組事例は繋ぎで経産牛 26 頭を飼養。
平成 29 年 7 月から平成 31 年 2 月まで新鮮
胚を 16 頭に移植し 9 頭受胎（受胎率 56%）。
取組の動機は、主に補助事業の活用、長期
未受胎牛の繁殖成績改善。事例より酪農家
では繁殖成績の悪い経産牛が受胎するメリ
ットは大きいが、長期未受胎の原因は様々
であり治療と胚移植をどう結び付けていく
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かが今後の課題。 
 
302.県外に関連農場を持つ周産期管理およ
び子牛育成を主体とする新規酪農場の衛生
指導：兵庫県姫路家保 小路怜子、岩木史
之 

【農場概要】成牛約２５０頭は乾乳期か
ら分娩後約１か月は当該農場、その他の時
期は県外関連農場で飼養。産子約３５０頭
は約 8 か月齢まで飼養され外部に移動。牛
舎は肉用牛肥育施設を一部改修。畜産未経
験の従業員が多数。【取組および成果】①
本格的な牛の導入の開始前に農場責任者と
関係機関を交えた検討会を実施し問題点を
共有。②県外の関連農場を管轄する家保と
防疫・衛生対策について協議し、両農場を
同一飼養管理農場として対策に取組む。③
病原体検査や飼養環境の改善指導の結果、
子牛の死亡数低減。④搾乳立会と搾乳マニ
ュアルの作成指導を行い、搾乳手技統一。
【まとめ】農場の本格稼働前から関係機関
と協力して農場の問題に対して改善指導を
行い、飼養環境および技術は向上。現在、
農場が主体となり疾病予防等の飼養管理マ
ニュアルを作成指導中。 
 
303.但馬牛繁殖農家を目指す人のための研
修施設での指導：兵庫県朝来家保 宮田静、
野田昌伸  

県内の但馬牛繁殖農家の担い手確保対策
として、管内に完成した但馬牛繁殖農家を
目指す人のための研修施設で指導を実施。
研修生は地域おこし協力隊員として但馬牛
に関する PR 活動を行いながら、3 年間研修
を受講。研修生には、研修牛を貸与、研修
終了後には牛が譲渡され就農。当所は飼養
衛生管理基準に基づく指導をはじめ、繁殖
農家になるために必要な知識・技術、発育
を定期的に指導。結果、換気扇の風量調整、
有孔スポンジマットの床材としての活用、
若齢子牛のための飼槽の底上げ、哺乳瓶の
洗浄方法など飼養管理技術を自主的に習
得。繁殖管理では牛舎入口にホワイトボー
ドを設置、発情日等の必要事項を記載、常
に管理ポイントを意識。生産子牛の発育調
査を定期的に実施し、必要に応じて衛生検
査を実施。この研修制度は、研修牛を譲渡
され就農できるものであり、今後も就農後
に安定した子牛生産出荷できるよう、継続
したサポートが必要。 
 
304. 管内酪農家の農場 HACCP 認証への取
り組み:奈良県家保 倉田佳洋 
 管内酪農家が飼養管理整備及び後継者育
成のため農場 HACCP に取組み、当所は専門
知識や文書作成面で支援。農場は家族経営
で、近畿生乳販連の High Quality Milk Aw
ard を 2 年連続受賞。HACCP メンバーは農場
と家保と畜産課及び奈良県畜産会で、平成
30 年 2 月より月 1～2 回の打合せ開始。課
題は日常作業の記録や文書作成の意識定

着。家保が主担で農場内作業の文書化及び
資材等リスト化し危害分析を行い、農場側
に内容理解と様式作成及び事務作業を定着
させ、平成 30 年 12 月に農場 HACCP 推進農
場取得。取得後、一般衛生管理は写真によ
るマニュアルを作成。重要管理点をバルク
温度管理等複数箇所にし、HACCP 計画を策
定。記録様式は事務軽減を考慮し、（一社）
中央酪農会議の生乳生産管理チェックシー
トを活用する方針。この取組で農場側の牛
疾病等の知識及び衛生意識が向上し、打合
せの意見や改善案提示が増加。今後は奈良
県初の農場 HACCP 認証を目指す。 
 
305.管内肥育農場の美味しまね認証取得に
向けての取組：島根県松江家保 山下由紀
子、矢田恭一 
 安全で美味しい島根の県産品認証制度
（美味しまね認証）は島根県内で生産され
る農林水産物で認証基準を満たす「高い安
全性」と「優れた品質」を兼ね備えた産品
を生産する生産者・生産方法を第三者機関
の判断をもとに知事が認証する制度。JA が
経営する黒毛和種約 100 頭飼養規模の肥育
農場で美味しまね認証取得に向けての取組
を実施。8 月から農場の飼養管理状況を確
認、認証基準に合致するよう記録簿等を整
備。10 月に農場内の衛生管理面の動線を見
直しレイアウト変更を実施。車両消毒の強
化のため農場入口に消石灰帯を設置等、生
産工程管理に認証基準を取り入れるよう指
導。11 月 6 日の現地審査、12 月 18 日の認
証審査委員会を受けて認証取得が承認。美
味しまね認証には家畜伝染病予防法の飼養
衛生管理基準等の法令が盛り込まれてお
り、法令遵守指導の有効なツールとして利
用可能。認証取得により農場の衛生対策意
識や従業員の意欲が向上。今後は自己点検
等が必要。上質肉生産にもつながるよう指
導を継続。 
 
306.先天性貧毛症の牛 2 症例：島根県家畜
病鑑室 原陽子、横田司 
 出生時より全身性の貧毛を認めた牛 2 症
例の報告。症例①はホルスタイン種、雌、8
日齢。在胎 300 日で娩出され、起立不能で
盲目が疑われたため鑑定殺。被毛を四肢関
節周囲、腹部に僅かに認め、四肢関節周囲、
臀部に痂皮形成を確認。頸部胸腺は小さく、
胸部胸腺を認めず。症例②は黒毛和種、雄、
2 か月齢。耳介及び眼瞼周囲は無毛。切歯
の発育が認められず、餌を嘔吐するため鑑
定殺。各関節周囲の痂皮形成、歯は上顎後
臼歯 1 対のみを確認。組織学的にいずれの
症例も成熟した毛包を殆ど認めず、毛包の
減数を確認。甲状腺の異常なし。加えて、
症例①では真皮層の菲薄化、汗腺及び皮脂
腺の減数、胸腺低形成等を、症例②では汗
腺の拡張、下顎粘膜固有層の歯の原基様構
造等を確認。本 2 症例は牛ウイルス性下痢
ウイルスの遺伝子検査陰性。本 2 症例の発
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生に遺伝的要因の関与の有無は不明。今後
同様の症例発生時には、遺伝的背景の把握
や関連遺伝子の検査を含む詳細検索が必
要。 
 
307.尿膜管遺残の関与が疑われた腹腔内腫
瘤の 2 症例:岡山県津山家保 内海優介、中
山裕貴 

平成 30年 2月と 8月に尿膜管遺残の関与
が疑われた腹腔内腫瘤の 2 症例が発生。症
例 1 は、ホルスタイン種、雌、10 ヶ月齢。
発熱、排尿障害、食欲低下を呈し、白血球
数が増加。剖検にて膀胱と腹壁の間に破裂
した小児頭大の膿瘍、膀胱壁の菲薄化、膀
胱の破裂を確認。尿膜管遺残を原因とする
炎症が膿瘍を形成し、遺残した尿膜管によ
って膀胱が牽引され、破裂したと推察。症
例 2 は、黒毛和種、去勢 4 ヶ月齢。飲水難
渋、嘔吐、食欲低下を呈し、白血球数が増
加。臍帯炎の治療歴あり。剖検にて乳白色
水様の膿が大量に貯留し、著しく腫大した
左腎を確認。また、クリーム状の膿を貯留
した尿膜管を確認。尿膜管の炎症が、左腎
へ波及し腫大したことで飲水難渋、嘔吐を
引き起こしたと推察。以上 2 症例は、尿膜
管遺残が原因で、上記の腹腔内腫瘤を形成
したと考察。今後、臍帯消毒等の適切な衛
生管理対策指導が必要。 
 
308．県内畜産農家の IoT 普及に向けた取り
組み：広島県西部家保 鎌倉美彩子、實藤
努 

肥育経営の規模拡大・一貫化に向け、省
力等に期待される IoT 技術の普及が効果
的。一方普及には畜産関係者の知識不足が
課題。今回、IoT 技術の周知を目的に研修
会を実施、今後の IoT 活用を検討。 
管内農家の現状は、IoT 機器の認知度高い
が導入にばらつき有。肥育農家では、機器
導入メリットの理解不足から導入進まず。
この現状も加味し、研修内容を①企業の事
例紹介②機器展示説明③農家による意見交
換会とした。結果、事例紹介及び展示説明
は IoT 技術導入への動機づけに寄与し、意
見交換会は参加者の IoT 技術導入への参考
となった。研修後アンケートでは、参加者
全員が IoT 活用に前向きと回答し，研修会
は IoT 機器の周知に効果的。一方、活用に
向け更なる知見を求める意見が多く、現場
による効果確認が重要。今後の IoＴ技術の
普及には、経営課題に沿った機器の情報提
供、現場での実証にむけた補助事業の活用
・整備が必要。 
 
309.美祢地域における肉用牛の担い手育成
と支援の取組み：山口県中部家保 竹下和
久、阪田昭次 

肉用牛繁殖経営の担い手対策として新規
就農者、経営移譲者等の育成に努めること
が大きな課題。県立農業大学校の卒業生、
やまぐち就農支援塾の修了者に対し、市、J

A と連携して就農計画の作成支援、農家研
修並びに就農当初の経営負担軽減措置とし
ての青年就農給付金受給を誘導、受給後の
就農状況確認会議に参画して、就農状況報
告書の作成支援、経営改善の検討を実施。
家族から経営移譲や定年就農を計画した者
に対し、肉用牛入門講座の受講を誘導。そ
の後、技術指導や人工授精師免許等の資格
習得を誘導。当地域には新規に牛舎を整備
できる土地や空き牛舎があり、畜産経営を
開始する上で取組み易い状況。家保は市、J
A と連携し各種補助事業の取組み誘導や技
術支援を実施。新規就農を対象とした就農
状況確認会議等による支援並びに経営移譲
・定年後就農への現地指導、資格習得誘導
等の担い手育成と支援の取組みにより新た
な担い手を確保。当地域の繁殖牛頭数の確
保に大きく貢献。 
 
310.稲発酵粗飼料利用が酪農経営に及ぼす
有効性：愛媛県南予家保 戸田広城、兵頭
強 

当所では、集落営農組織等が生産する稲
発酵粗飼料を利用する畜産農家（以下、利
用農家）に対し、飼料分析による品質向上
や給与体系に応じた適正な給与方法を継続
的に指導。今後更なる利用増加を図るため
に、乳量や乳成分への影響と、酪農経営に
おける経済効果を踏まえた飼料価値の評価
を実施。調査方法は利用農家を対象に牛群
検定成績から乳生産等への影響と、3 ヶ年
（H27、H28、H29）の農業簿記決算書から 1
頭あたりの生産コストと飼料費、乳飼比を
算出。その結果、調査した酪農家すべてに
おいて飼料費低減効果が見られ、特に経産
牛 30 頭規模の農家では給与前後において、
1 頭あたりの生産コストと飼料費がそれぞ
れ 18,045 円、38,431 円低減し、乳飼比は 4.
1％低下した。今後、稲発酵粗飼料の利用を
飼料費低減の有効な一方策とし、経産牛 30
頭規模の通年利用給与体系が当地域の酪農
に最も普及効果が見込めることから、普及
啓発のモデルとして利用推進を図ってい
く。 
 
311. 市販アブトラップの比較及び捕獲効
果：愛媛県南予家保宇和島支所 小村萌、
大北栄人 

当支所では、昨年、自作の低コストアブ
トラップを用いて、高い捕獲率や色彩によ
る捕獲吸血昆虫の違いについて報告した。
しかし、吸血昆虫の誘導、本体強度や製作
工程等に課題があり、形状等についてさら
に検討し、より効果の高いトラップへの改
良が必要とされている。そこで他県で効果
が確認されている 2 種類の形状（傘型・箱
型）の市販アブトラップを用い、その捕獲
性能や効果について実証試験を実施した。
その結果、アブやサシバエを捕獲する効果
が十分に高いこと、傘型でサシバエの捕獲
率が高くなる等アブトラップの形状や気温
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により捕獲数や吸血昆虫の種類に変化が生
じることが確認された。今回の取り組みは、
管内畜産農家の関心も高く、本知見をもと
に改良を重ね、各関係機関協力のもとアブ
トラップ設置を推進し、管内の牛白血病対
策に取り組み、発生要因低減につなげたい。 
 
312. 管内酪農家 2 農場で実施した牛白血
病対策の評価：愛媛県中予家保 武智理恵、
森岡聖子 

立地条件が異なる管内酪農家 2 農場にお
いて、平成 28 年度から牛白血病対策を開
始。住宅街にある農場 A は、牛白血病抗体
検査開始時、陽性率は 76.0％（19/25 頭）、
分離飼育・陰性牛導入・陰性牛から後継牛
を保留する等の牛白血病対策の結果、平成
30 年 11 月時点で陽性率は 50.0％（13/26
頭）に低下。山間地にある農場 B は検査開
始時、陽性率は 34.8％（16/46 頭）、分離
飼育のみ実施するも平成 29 年 11 月時点で
64.3％（27/42 頭）まで増加。更なる対策
として平成 30 年夏にアブトラップを設置、
同年 11 月時点で陽性率は 61.7%（29/47 頭）
で横ばい状態。アブトラップでは約 2 か月
間に 1,223 匹の吸血昆虫を採取し、牛白血
病ウイルスの保有を確認。吸血昆虫の中で
はキンイロアブでの検出率が高かった。分
離飼育等の牛白血病対策は清浄化に一定の
効果があるが、立地条件に左右されるため、
農場の状況に対応した対策が必要。 
 
313.東部地域の肉用牛増頭に向けた新規就
農支援：高知県中央家保田野支所 敷地生
光、萩原一也 
 東部地域の肉用牛飼養戸数や頭数は、20
年前に比べて、飼養戸数約 2 割、飼養頭数
約 5 割まで減少。農家の高齢化も進み、担
い手の育成が課題であったことから市町や
JA と連携して新規就農者の育成に取組ん
だ結果、平成 29 年から現在までに 4 名が就
農。親戚や実家がある等就農地に地縁のあ
る 2 名には、主に牛舎建設用地の確保や施
設整備及び繁殖雌牛導入に対する補助事業
や資金関係等の支援。関係機関と密接に連
携し、様々な手続きを同時に進めることが
必要。県外出身者など就農地に地縁のない
2 名は、研修先とのマッチングや就農地探
し、地域への溶け込み等の支援が主。研修
開始前に就農候補地を選定しておくこと、
他の生産者や関係機関等との関係を築くこ
とが重要。今後は新規就農者に対して、自
給飼料生産や環境対策、繁殖管理等の技術
支援を強化して経営安定を図り、肉用牛増
頭に結び付けたい。 
 
314.県西部の土佐あかうし牛肉消費拡大の
可能性：高知県西部家保高南支所 宮岡美
樹、松﨑克彦 

高知県西部において、土佐あかうし（以
下、あかうし）牛肉はほとんど流通してい
ない。また、取扱い飲食店も少なく、あか

うしマーケット開拓の可能性が高い。そこ
で、町内のあかうし PR イベントでアンケー
ト調査を実施し消費者のニーズを探った。
結果、｢あかうしを知っていた｣は 80%。そ
の内｢食べたことがない｣は約 40%。理由は
｢販売場所が分からない｣、｢身近で販売して
いない｣など。｢購入したい｣は 91%であった
が、販売場所や消費者が高いと感じる価格
帯が課題。管内の和牛農家は、生産した牛
肉が消費者の手元に届く価格が高いと感じ
ている。これらの農家は自ら牛肉を生産し
販売することにより、流通経費や人件費な
どを削減し、消費者になじみやすい価格帯
で提供することを目指している。今回の調
査で和牛農家の思いが地域消費者のニーズ
と合致することが判明し、販売場所や価格
などお互いが納得できるあかうしのマーケ
ットを展開できる可能性を見出した。 
 
315.大規模肉用牛繁殖農場の農場 HACCP 認
証取得に向けた取組：熊本県城南家保 橋
口愛乃 

取組農場は県内企業が経営するグループ
農場の一つで、黒毛和種繁殖牛約 4,600 頭
を飼養。H27 年 8 月に農場職員、管理獣医
師、県畜産協会、家保からなる HACCP チー
ムを結成し、推進農場指定及び認証取得ま
での目標期間を設定。既存の記録手段活用
による労力の負担軽減を図りつつ法令遵
守、飼養衛生管理意識向上等を指導し H27
年 12 月に農場 HACCP 推進農場に指定。現場
従業員も HACCP チームに参加したことで現
場とチーム間の円滑なコミュニケーション
が可能となった他、管理獣医師や従業員が
指導員資格を取得する等の取組の結果、衛
生意識及び生産性が向上し、H30 年 7 月に
は認証を取得。現在は JGAP 認証取得に向け
て取り組んでおり、グループ内他農場も HA
CCP 認証取得を目指して取組中。今回得ら
れたノウハウを生かしながら、今後も専門
的立場から飼養衛生管理や関係法令等につ
いて指導し、地域で将来増加が予想される
大規模農場における生産衛生レベル向上の
取組を支援。 

 
316．石垣牛肥育ブランド確立への取組：沖
縄県八重山家保 仲松耕平、服部洋祐 

八重山地域では複数の和牛ブランドが成
立。その中でＪＡ石垣牛肥育部会(以下、部
会)と地域の取組及び得られた知見を報告
する。部会は平成 20 年「石垣牛」を地域団
体商標登録、平成 29 年第２回銘柄食肉好感
度コンテスト最優秀賞、平成 30 年第 47 回
日本農業賞「集団組織の部」特別賞受賞、
全国的に認知度が向上。配合飼料の統一化、
枝肉セリ等により品質が安定化、肥育技術
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は向上。石垣市は販促宣伝事業、肥育素牛
育成補助事業を実施。家保はビタミン、牛
白血病検査に基づく指導等により肥育技術
の底上げ、事故率低減を図った。このよう
な地域の取組により近年、石垣牛の平均Ｂ
ＭＳ・平均上物率は全国より高い(肉用牛枝
肉情報全国データベース調べ)。枝肉単価も
高値で推移。 昨年度から石垣牛取扱店の整
理、適正表示を推進。石垣牛は地理的ハン
デ克服、銘柄確立の為に島内消費にシフト、
観光産業とも連携した地域活性化によりブ
ランド確立。今後とも地域一体でブランド
向上に努める。 
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Ⅱ 豚の衛生 
 
Ⅱ－１ ウイルス性疾病 
 
317.繁殖農場における育成豚下痢対策と豚
エンテロウイルス性脳脊髄炎発症事例につ
いて：宮城県北部家保 鹿沼憲一、國井洋 

繁殖農場（母豚 380 頭）において、育成
豚舎移動後の約 60 日齢で軟便～水様性下
痢、嘔吐、出荷遅延が発生。発症豚の直腸
便 5 検体より、L.intracellularis（Li）（n
=3）、B.hyodysenteriae（Bh）（n=2）、豚
B 群ロタウイルス（n=2）、豚 C 群ロタウイ
ルス（n=1）の遺伝子を検出、これら複数要
因による下痢症を示唆。対策としてチアム
リン投与、利用している戻し堆肥の発酵温
度（60℃以上）の管理徹底、及び豚舎消毒
の定期的実施を指導。取組継続により下痢
症の終息、死廃率の低下、増体率向上、出
荷遅延の改善が認められた。対策後、糞便
からの Li と Bh の遺伝子は不検出。対策中、
育成豚（58 日齢）1 頭に神経症状を認め剖
検。脳幹部に非化膿性脳脊髄炎を認め、大
脳・脊髄より豚テシオウイルスを分離、エ
ンテロウイルス性脳脊髄炎と診断（県内
初）。下痢症との関連は不明、衛生対策を
継続し、以降の発生は認めず。 
 
318.豚エンテロウイルス性脳脊髄炎の県内
初事例：宮城県仙台家保 松尾賢吾、石橋
拓英 
 平成 30 年 5 月、母豚 80 頭を飼養する繁
殖経営農場で、58 日齢の去勢豚 1 頭に起立
不能の神経症状を認め、病性鑑定を実施。
脳幹部、小脳及び脊髄における非化膿性脳
脊髄炎を認め、大脳及び脊髄から豚テシオ
ウイルス（PTV）を分離。他の病原体は検出
されず、豚エンテロウイルス性脳脊髄炎の
県内初事例と診断。分離 PTV の VP1 及び VP
2 遺伝子領域の遺伝子解析の結果、血清型 1
1 と判明。本農場の保存血清 48 検体（2013
～2016 年）を用いた分離 PTV による抗体検
査では、抗体保有率は 100％で、それ以前
での農場侵入が示唆。また、県内の PTV 浸
潤調査として、繁殖豚保存血清 43 戸 430
検体（2007、2008、2017 及び 2018 年）を
用いた抗体検査を実施。抗体保有率は 100
％。PTV は 2007 年以前から県内全域に浸潤
し、多くは不顕性に経過していたと推察。
発症には、他の病原体の感染及び免疫低下
が関与することから、飼養衛生管理徹底の
重要性を再認識。 
 
319．管内大規模養豚場のオーエスキー病（A
D）清浄化への取り組み：茨城県鹿行家保 
田辺ひとみ、清水ひろみ 
 繁殖母豚 4,500 頭を飼養する一貫農場
で、AD 清浄化対策として、発育不良豚の隔
離飼育・早期出荷、分娩舎及びストール舎
のオールイン・オールアウト、ピッグフロ
ーの改善等を実施。監視強化のため、H28

年 2 月以降は日齢別の検査を毎月実施して
おり、H28 年 4 月以降は肥育豚の AD 野外抗
体陰性を維持。次いで繁殖豚の全頭検査を
2 段階に分けて開始。まず、自家産繁殖候
補豚の全頭検査として H28 年 6 月から H29
年 9 月までの 16 か月間で 4,198 頭検査し、
AD 野外抗体陰性豚のみ繁殖に供した。次い
で H30 年 4 月から約 10 か月間、経産豚を分
娩舎で全頭検査し、AD 野外抗体陽性豚を離
乳後に淘汰するよう指導。繁殖豚の AD 野外
抗体陽性率は H30 年 4 月以降 10～20％で推
移し H30 年 9 月には 1%まで減少。H30 年 1
月末までに、検査した経産豚は 5,178 頭で、
このうち陽性豚 599 頭を淘汰し、平成 31
年 2 月に清浄化達成。今後は清浄性の維持
確認検査を実施予定。 
 
320.オーエスキー病清浄化への取組み姿勢
に応じた農家指導について：茨城県県南家
保 會田裕香 
 平成 30 年度当初、管内 5 市村 73 戸中、
オーエスキー病（AD）陽性農家は、2 市 6
戸。積極的に清浄化対策に取組んだ 3 戸（A
～C 農場）と、対策に消極的な 3 戸（D～F
農場）に区分。A 農場は一度清浄化したも
のの、平成 28 年 3 月に AD 発生。ワクチン
全頭接種と陽性豚のとう汰を進めた結果、
平成 30 年 5 月にウイルス沈静化を確認。繁
殖豚は自家産のみで更新していたが、積極
的な外部導入に切り換え、その後清浄化達
成の見込み。B、C 農場は清浄農場であった
が陽転したため、再度ワクチン全頭接種の
徹底と陽性豚とう汰の取組みにより清浄化
達成。D～F 農場は農場検査や陽性豚とう汰
に消極的で、家保の指導に理解が得られず
対応に苦慮。D 農場は今年度内に廃業予定。
E、F 農場では継続的な指導によりワクチン
接種は継続しているが、陽性豚のとう汰に
は時間を要する状況。消極的農家に対し、
新たな取組みとして地元生産者や関係者か
らの働きかけを実施。AD 清浄化対策には農
家の理解と信頼関係の構築が重要。生産者
団体や関係機関の協力体制を継続。地域ぐ
るみでの清浄化へ向けた取組みを推進。 
 
321.県西地域のオーエスキー病清浄化達成
に向けた取り組み：茨城県県西家保 柏井
美穂、植木美登里 
 オーエスキー病(AD)は平成 20 年 12 月の
AD 防疫対策要領改正以降、県下全域での早
期清浄化を目指し、対策を遂行。今年度、
管内では全ての陽性繁殖豚の淘汰が終了。
管内最後の陽性農場は、ワクチン接種を中
止し検査も消極的な時期があったが幾度も
巡回し、検査の協力を得るように根気強く
説得を継続。その結果、今年 6 月に繁殖豚
全頭検査を実施でき、摘発した 51 頭全頭の
淘汰が 11 月末までに終了、管内陽性農場は
なくなった。今後数年間は、指示書の確認
や指定獣医師との連携を図りワクチン接種
の継続を指導。また、種豚場の減少により
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県内オークションが衰退し、導入豚の相対
販売が多くなると予想するため、地域ぐる
みでのバイオセキュリティ強化が必須。さ
らに過去に陽性豚を淘汰した農場に対して
は農場採材による検査で清浄性を確認しな
がら、ワクチン中止時期を慎重に検討し、
地域の真の清浄化達成を目指す。 
 
322.平成 28 年シーズン以降に発生した豚
流行性下痢の疫学解析：茨城県県北家保 
鹿島悠幹、都筑智子 

H28・29 年シーズンに検出された豚流行
性下痢ウイルス（PEDV）について、系統樹
解析と疫学解析を実施。県内農場から検出
された PEDV32 検体の内、24 検体が北米型、
8 検体が INDELs 型に分類。過去に県内で検
出された北米型との相同性は 96.7％〜99.
3％。北米型、INDELs 型双方で異なるクラ
スターの PEDV が検出され、複数の経路で県
内に侵入した可能性あり。北米型、INDELs
型が同時期に県内に侵入。同一クラスター
の PEDV が同一地域内で集中して検出され、
近隣伝播が示唆。平成 28 年シーズンに侵入
した PEDV と極めて近縁な PEDV が平成 29
年シーズンに同一地域で検出され、PEDV が
残存していたと推察。ウイルス型、ワクチ
ン接種の有無及び過去の発生歴と発症率及
び死廃率等を Mann-Whitney の U 検定で比
較。ウイルス型と各項目で有意差なし。ワ
クチン接種農場の肥育豚及び飼養頭数全体
の発症率が有意に低く、過去の PED 発生農
場は繁殖豚で発症率が有意に低い。PED 流
行期にウイルス侵入対策を徹底することが
重要。 
 
323.管内養豚農場における PRRS 清浄化に
向けた地域的取組：栃木県県北家保 小笠
原悠、大島藤太 
 当所では、AD 地域協議会の場を活用し、
平成29年度からPRRSの地域的取組を開始。
管内養豚農家（23 戸）を対象に、各農場の
取組状況及び意識調査としてアンケートを
実施。浸潤状況、清浄化への意思、対策内
容、清浄化を進める上での課題、家保への
要望及び情報共有への意思を調査。多くの
農場で PRRS が浸潤し、各自対策を取る一方
で、農場間の伝播リスク等の理由から、情
報共有を軸とした地域的な取組を求める意
見が多数あることが判明。結果を受け、情
報共有の賛同を得た農場を対象に、年 2 回
の地域一斉のモニタリングを開始。管内約
8 割の農場が取組に参加し、地域の浸潤状
況を把握（陽性農場 68.8%）。今後もモニ
タリング及び農場指導を継続し、浸潤状況
のプロット図の共有や、清浄化達成農場を
優良事例として紹介するとともに、シーク
エンス解析について積極的に推進し、情報
を共有して地域の PRRS 清浄化を目指す。 
 
324.管内一地域におけるオーエスキー病清
浄化への取組：群馬県中部家保 岡本葵 

 オーエスキー病は、平成 18 年度の「群馬
県農業振興プラン 2010」策定以降、県内各
地で順次清浄化。平成 27 年、養豚密集地域
X の早期清浄化のため、進展の遅い 3 農場
（A、B 農場は大規模農場）を重点的に指導。
A 農場は、平成 28 年に全繁殖豚を検査し、
2.7%の野外ウイルス感染豚（感染豚）を確
認、全頭とう汰。その後、モニタリング検
査により 3 頭を摘発、とう汰完了。B 農場
は、平成 27 年に全繁殖豚を検査し、38.0%
の感染豚を確認、順次とう汰。翌年の全頭
検査により、感染豚を全頭とう汰。その後、
モニタリング検査により感染豚を確認。平
成 29 年に再度全頭を検査し、4 頭を摘発、
とう汰完了。C 農場は、平成 28 年に全繁殖
豚を検査し、22.9%の感染豚を確認、順次と
う汰。平成 30 年に再度全頭を検査し、10
頭を摘発、とう汰完了。その後も獣医師、
関係団体等の協力の下、検査及び指導を継
続。結果、当該地域の清浄化に結びつき、1
0 月末日で管内全地域の清浄化を達成。 
 
325.豚サーコウイルス 3 型（PCV3）の県内
浸潤状況調査と病態関与への一考察：埼玉
県中央家保 曾田泰史 
 平成 25～30 年 11 月に実施した豚病性鑑
定 127 件、28 農場、258 頭の血清及び臓器
乳剤について PCV3 遺伝子検査を実施。ORF
2 領域の分子系統樹解析を実施。その結果、
19 件、10 農場、24 頭から PCV3 特異遺伝子
を検出。分子系統樹解析ではサブクラスタ
ーa1、b1、b2 に分類。複数のサブクラスタ
ーが検出された農場も認められた。検出農
場は県全域に分布、毎年季節に偏りなく検
出。陽性個体の多くは臨床所見で発育不良
や呼吸器症状、病理学的検査では呼吸器病
変を認めた。陽性個体中 21 頭には豚呼吸器
複合感染症（PRDC）関連病原体（PCV2 型、
PRRS ウイルス、細菌、マイコプラズマ等）
と混合感染の所見が得られた。以上から、
県内に PCV3 が広く浸潤し、常在化している
ことを確認。PCV3 単独の病原性は不明であ
ったが、PRDC への関与を疑った。また、農
場所在地などの疫学情報及び病態と ORF2
領域の分子系統樹解析の結果に相関する所
見は得られなかった。 
 
326.大規模養豚場の慢性疾病モニタリング
結果：埼玉県熊谷家保 守屋由貴、馬場未
帆 
 管内の PRRSV 浸潤大規模一貫経営養豚場
で、慢性的に肥育豚の発育不良、呼吸器症
状等が発生。PRRS 対策を実施するが、肥育
豚の発育不良は継続。他の要因疑い平成 29
年 6 月から平成 30 年 9 月にかけ計 15 回病
性鑑定実施。剖検ではほとんどで肺の退縮
不全、肝変化の所見。病理組織学的検査で
は間質性肺炎が 44 頭中 41 頭(93.2％)で確
認。ウイルス学的検査では 44 頭中 42 頭(9
5.5％)で PRRSV 特異遺伝子、8 頭(18.1％)
で PCV2 特異遺伝子検出。細菌学的検査で
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は、P.multocida､H.parasuis、S.suis 等が
分離。薬剤感受性試験では、H.parasuis が
ストレプトマイシン、エリスロマイシンに
耐性傾向。S.suis はエリスロマイシン、ド
キシサイクリンに耐性傾向。病性鑑定の結
果、PRRSV が継続的に確認され、更に PCV2
も発育不良に関与と推察。細菌検査で分離
された菌は二次感染と推察。また複数の薬
剤に対して耐性傾向。結果を畜主及び管理
獣医師に提供、効果的な抗菌剤使用法及び
サーコワクチン接種指導実施。 
 
327.管内のオーエスキー病清浄化への歩み
：千葉県東部家保 清水耕平、阿部敬 
 昭和 58 年 4 月、香取郡干潟町（現旭市）
で千葉県初のオーエスキー病が発生した。
町を挙げての防疫活動が展開されたが清浄
化は進まず、県北東部の養豚地帯を中心に
感染が拡大した。全国的なオーエスキー病
の拡大を受け、国は平成 3 年にオーエスキ
ー病対策要領を策定、県も対策要領に基づ
き清浄化への取組みを開始した。当初は本
病の多岐にわたる特徴から清浄化が思うよ
うに進まず、清浄化への見通しが立たない
状況であった。しかしながら関係機関との
連携を強化しつつ、①抗体検査②ワクチン
接種指導③農家への説明、指導等を行った
結果、平成 18 年以降野外抗体陽性農場は徐
々に減少し、平成 29 年には 0 戸となった。
その後、清浄性確認検査を行い陰性を確認、
平成30年 3月に管内全地区がステータスⅢ
前期以上となり、清浄化を達成した。今後
はモニタリング検査による清浄性維持の確
認をするとともに隣県の状況を鑑みてワク
チン接種中止時期を検討する。 
 
328.豚繁殖･呼吸障害症候群(PRRS)のコン
トロールと繁殖成績向上対策による「儲か
る養豚」に向けた取組：新潟県下越家保 村
山修吾、福留静 
 養豚における生産性向上は PRRS 等の慢
性疾病対策に加え、繁殖成績の改善も大き
な課題。「儲かる養豚」を合言葉に農場毎
に問題点やニーズを把握。平成 29 年から A
農場にて県事業を活用した P2 点背脂肪厚
測定による母豚管理指導と PRRS 対策を開
始。きめ細やかな検査と指導で生産者のや
る気と結果を引き出すため毎月農場を訪
問。開始 1 年で産子数や離乳頭数の増加、
母豚回転率の改善等により、稼働母豚数を
230 頭から 186 頭に減らし、年間出荷頭数
は対策前 3,679 頭から 3,762 頭に増加。PR
RS も「出来る対策」を提案し、感染時期を
分娩舎から子豚舎に遅らせることで増体も
改善。平均出荷日齢は 185 日齢から 174 日
齢に短縮。飼料コスト削減に加え肉豚売上
額が増加。現在も PRRS の撲滅に向けた取組
と更なる生産性向上やコスト削減に向けた
取組を継続し、家保はしっかりとバックア
ップ。生産者とのコミュニケーションを第
一に信頼関係を維持しながら、県事業をフ

ル活用し更に「儲かる養豚」を目指す。 
 
329.PRRS 生ワクチン接種農場での遺伝子
解析法の検討：新潟県中央家保 小野里洋
行、羽入さち子 
 県内養豚場では、H29 年度から PRRS 生ワ
クチンを用いた PRRS 対策事業を展開。生ワ
クチン接種農場における対策実施には、野
外流行株とワクチン株の識別が必要不可
欠。従来はウイルスの ORF6 及び 7 領域を対
象とした nested PCR 法の陽性検体につい
て、ORF5 領域の塩基配列を解析し、識別。
ORF5領域の解析には別途 PCR法による増幅
が必要となるが、プライマー反応性の低下
等の原因により、解析困難な事例や野外流
行株を見逃す事例も存在。今回、より省力
的でバイアスの少ない識別法として、nest
ed PCR 産物を直接解析し識別する方法を
検討。血清、口腔液、肺乳剤を材料に解析
した結果、ORF5 領域の解析でワクチン株と
異なるクラスターに属した 15 農場の野外
流行株は、nested PCR 産物の直接解析で全
てワクチン株とは異なるクラスターとな
り、識別可能。本識別法は、生ワクチン接
種農場の PRRS 清浄化対策に有用。 
 
330.県内の豚サーコウイルス(PCV)2 型の
遺伝子型と PCV3 型の浸潤状況調査：富山県
東部家保 先名雅実、稲垣達也 

2015～18 年に県内で豚サーコウイルス
関連疾病(PCVAD)が発生。検出された PCV2
型（PCV2）の遺伝子型および PCV3 型（PCV
3）の浸潤状況、また PCV3 が検出された病
性鑑定（病鑑）豚における PCV3 の体内分布
について調査。PCV2 遺伝子が検出された 3
戸、8 頭は PCR-RFLP と分子系統樹解析の結
果、全て PCV2b に分類。PCV3 の浸潤状況の
結果、12 戸 616 頭のうち 10 戸 57 頭から P
CV3 遺伝子を検出。県内に浸潤している PC
V2 の遺伝子型は主に PCV2b であり、PCV3
は広く浸潤していることが判明。病鑑豚 4
頭の主要臓器のPCV3リアルタイムPCRの結
果、肝臓、脾臓、肺から PCV3 遺伝子を検出。
病変を形成していた肺で比較的高い遺伝子
量を検出した一方、病変を形成していない
肝臓、脾臓でも比較的高い遺伝子量を検出。
今後も症例数を重ね PCV3 の病原性の検討
が必要。 
 
331.県内養豚場における豚サイトメガロウ
イルス病発生事例：石川県南部家保 沖尚
子 

平成 30 年 1 月、繁殖豚 200 頭規模の養豚
場において県内で初めて豚サイトメガロウ
イルス（PCMV）病の発生に遭遇。呼吸器症
状を呈した同腹哺乳豚 3 頭が虚弱死したた
め、病性鑑定を実施。剖検では 3 頭に共通
して腎臓漿膜面に点状出血を確認。細菌学
的検査では有意菌の分離なし。ウイルス学
的検査では全頭の肺及び腎臓で PCMV 遺伝
子を検出。病理組織学的検査では 3 頭に共
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通して腎臓の血管内皮細胞に好塩基性核内
封入体の形成と全身的な黄褐色色素の沈着
や出血を認めた。抗 PCMV ウサギ血清を用い
た免疫組織化学的検査では全身の血管内皮
細胞に陽性反応を確認。以上より本症例を
豚サイトメガロウイルス病と診断。今後も
ワクチンプログラムの見直しや初乳給与徹
底など哺乳豚の適正な農場管理指導を継続
し、農場経営に役立てたい。 
 
332.26 年ぶりに発生した豚コレラを踏ま
えた初動対応と検査方法の検討：福井県家
保 武田佳絵、朝倉利江 

26 年ぶりの国内養豚場での豚コレラ発
生や、野生いのししの豚コレラウイルス感
染確認を踏まえた家保初動対応と検査方法
を検討。①家保初動に関する「緊急（9）点
（10）検の日」の 9 月 10 日に、異常豚の農
場立入検査の必要物品を確認し、携帯品用
ボックスを整理。携帯品一覧表を作成し、
他の家畜伝染病と併せて掲示。②死亡野生
いのしし感染確認調査では、発見場所等で
採材用解剖を実施。豚コレラ陽性時の採材
場所への病原体汚染を懸念し、家保搬入の
死亡豚で、最小限の解剖で必要な採材と肉
眼検査を試行し動画資料を作成。マニュア
ルに追加。③エライザ法抗体検査の内部精
度管理の 1 項目「試薬が使用適正温度か」
の確認方法を検討。試薬液温と皮膚赤外線
温度計測定の容器表面温度を比較。両者の
差は平均 0.47℃（標準偏差 0.29）で、容器
表面温度が 16℃を超えた場合、液温が使用
適正温度下限の 15℃に達し検査を開始で
きると推察。今後も改善し、安全で正確な
検査に努める。 
 
333．C 群ロタウイルス病が疑われた豚の下
痢症状の 
一例：松本家保 田垣智衣  
 平成 30 年 9 月哺乳豚の下痢が多発した。
発生農場は分娩形態としてスリーセブンシ
ステムを導入している繁殖母豚 224 頭、肥
育豚 2000 頭、離乳豚 280 頭の一貫経営であ
る。全 35 ストール中 6 つのストールの哺乳
豚で黄白色の泥状下痢が散見された。下痢
の症状が深刻だった同腹の哺乳豚（3 日齢）
4 頭の剖検では 3 頭で小腸壁の菲薄化、2
頭で腸間膜リンパ節の腫脹が認められた。
ウイルス学的検査では全頭の小腸から C 群
ロタウイルス遺伝子が検出された。また病
理組織学的検査では 3 頭で空腸絨毛の萎縮
がみられた。その他の検査では C 群ロタウ
イルス以外の下痢疾病を疑う結果は認めら
れなかった。これより本症例は C 群ロタウ
イルスの関与が示唆された。哺乳豚の下痢
便から検出されるロタウイルスは A 群の検
出率が最も高く、C 群の報告は少ないが、
哺乳豚では B 群および C 群も検査が必要で
あると考えられる。 
 
334．豚コレラ検査に用いる核酸抽出キット

の検討：松本家保 加藤雅樹 
 豚コレラの迅速・確実な診断のため、PC
R 検査に使用する核酸抽出試薬について比
較。核酸抽出効率が高いと評価されている
A 製品(以下、A)と従来当所で使用している
B 製品(以下、B)の抽出効率及び抽出時間等
を検討。検出限界比較のため豚コレラウイ
ルス GPE(-)株(以下、GPE(-)株)をイーグル
MEMで 10倍階段希釈したサンプルについて
ペスチウイルス属特異的遺伝子を RT-PCR
で検出。A は 104 倍、B は 103倍希釈まで検
出可能で、A の抽出効率が高かった。次に
検体による抽出効率の違いを検討するた
め、GPE(-)株を扁桃乳剤、スワブ上清、プ
ール血清、糞便上清で同様に希釈し比較。
扁桃乳剤では A は 103 倍、B は 104 倍希釈ま
で検出可能。スワブ上清とプール血清では
104 倍希釈まで AB ともに検出可能だった
が、B でバンドがより明瞭。糞便上清では
同等程度。このため B がより抽出効率が高
いと推察。抽出時間では A が約 30 分短かっ
た。検査精度確保のため、B を使用するこ
とが適当と考察。 
 
335．日本国内で２６年ぶりに確認された豚
コレラについて：岐阜県中央家保 伊藤一
智 中井麻生 
 平成３０年８月２４日、管内Ａ市の獣医
師より１養豚農家にて食欲廃絶を主症とす
る血液検査依頼あり。同日立入を実施し、
熱射病と診断するも血液検査で白血球減少
を認め感染症の可能性を否定出来ず。その
後状況は改善せず、９月３日、死亡豚（肥
育３ヶ月齢）の病性鑑定を実施。９月８日
未明、当該農場に現地立入し検体採取（採
血１０頭、生体２頭、死体１頭）。この採
取された検体は独立行政法人農業・食品産
業技術研究機構動物衛生部門の精密検査に
よって９月９日に豚コレラ患畜と確定。同
日、県家畜伝染病防疫対策本部が設置、本
部員会議が開催され、防疫措置を開始。１
０日には殺処分終了、１１日には死体等埋
却処理及び農場の畜舎等の消毒処理が終了
し、防疫措置が完了。本事例では８月２４
日の立入から一貫して熱射病として処理さ
れており９月７日まで農場の豚の状況が把
握できていなかったこと、熱射病と判断し
たが感染症の可能性がある以上豚コレラを
含む感染症の検査を速やかに実施すべきで
あったこと、日本の近隣諸国でアフリカ豚
コレラ及び豚コレラは発生しているにも関
わらずそれらに対し危機管理意識が低かっ
たことが課題と考察。 
 
336.豚インフルエンザワクチンによる肥育
成績改善試験：愛知県西部家保 本舘航太
朗、近藤道代 
 肉豚への豚インフルエンザ（SI）ワクチ
ン接種が肥育成績に与える効果について試
験を実施。試験農場での現行のワクチンプ
ログラムを使用した対照群と、現行で接種
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している豚胸膜肺炎（APP）ワクチンを SI
ワクチンに変更した試験群を設定。その結
果、①出荷豚の肺病変検査では、試験群で
間質性肺炎の病変を保有する個体及びそれ
らが保有する病変の面積が、対照群では胸
膜の癒着及び肺血腫の病変を有する個体が
有意に少なかった（P<0.01）。②両群の死
亡率及び治療頭数に有意な差はなかった。
③試験群は対照群と比較して期間日増体量
が増大した。以上から、SI ワクチンの使用
により肥育成績が改善される可能性が示
唆。今後は、SI 対策による生産性改善の認
識を図ることや、効果的なワクチンプログ
ラムを提案することを通して、地域の養豚
農場の生産性向上や疾病予防対策の改善に
寄与していきたい。 
 
337.豚繁殖・呼吸障害症候群ウイルス（PR
RSV）コントロールに向けた取り組み：愛知
県東部家保 大橋めぐみ 

母豚 90～270 頭の一貫経営 8 農場が隣接
する養豚団地における PRRSV のコントロー
ルに向けた取組報告。取り組み内容は、①P
RRSV 垂直感染防止と母豚の免疫安定化②
 野外株の侵入防疫強化③症状軽減を目的
とした子豚ワクチン接種の徹底④作業動線
等の改善。結果、対策前後 1 年間における
母豚 1 頭あたりの平均生産頭数は、対策後
1.63 頭増加。本取組から、子豚ワクチン接
種により野外株を封じこめることは有効と
推察。また、PRRSV の野外感染時期を遅ら
すことが App などの二次感染軽減にも期
待。本団地のように農場が隣接する地域で
は、1 農場だけで取り組んでもコントロー
ルは難しいが、団地全体で取り組むことが
重要と示唆。本取組の経験を生かし、他農
場においても有効な対策が実施できるよう
に努めたい。 
 
338.管内で発生した豚サーコウイルス関連
疾病（PCVAD）とその対策：愛知県東部家保
永井泰子 

病性鑑定により PCVAD あるいは豚呼吸器
複合病と診断した養豚農家 2 戸で、豚サー
コウイルス（PCV2）に対するワクチンプロ
グラムの変更により被害が軽減された事例
を報告。事例 1 は PCV2 垂直感染による事故
率の増加と推察。対策は以下の 3 点。①母
豚群への一斉ワクチン接種。②候補豚繰り
上げ時の確実なワクチン接種。③子豚のワ
クチン接種日齢を 15 日齢に変更。事例 2
はワクチン接種時の取り扱い失宜により P
CV2 の効果が無効化されてしまっていたと
推察。自農場に合ったワクチン選択を指導。
いずれの農家も指導後に事故率は低減し、
改善。今回の事例から、①候補豚のワクチ
ン接種によりウイルス増殖を抑え、母豚に
PCV2 を持ち込まない、②離乳後子豚での被
害を防ぐため 14～21 日齢でワクチンを接
種するという 2 点を実施することで PCV2
はコントロールできるということが改めて

確認された。また、各ワクチンの正しい使
用方法を周知することも家保の重要な役割
であることが再認識された。 
 
339.豚繁殖・呼吸障害症候群のワクチン接
種農家におけるウイルス浸潤状況調査：三
重県北勢家保 加藤めぐみ、徳永到 
 管内 7 養豚農家において豚繁殖・呼吸障
害症候群 (PRRS)の ELISA 抗体検査を実施
し、ウイルス浸潤状況の把握や清浄化に向
けた取り組みを指導。さらに H28 年より 3
戸の管内養豚農家で PRRS ウイルスのワク
チン接種の開始や接種方法が見直された。
そこで、H28 年度より PRRS の抗体検査とと
もに血清や唾液の遺伝子検査を実施。結果、
H28～29 年度が 3/7 戸で遺伝子陽性、6/7
戸で抗体陽性、H30 年度現在、2/7 戸で遺伝
子陽性、5/6 戸で抗体陽性（1 戸は抗体検査
未実施）。6 戸については本病の症状は見
られない。しかし、1 戸については豚呼吸
器病症候群の被害があり、分娩舎の 30 日齢
の子豚より PRRS のウイルス遺伝子を検出、
母子感染の可能性が考えられる状態。検査
を継続し、検査結果と聞き取りから自家候
補豚に衛生管理の問題点が考えられた。今
後、接種方法の再検討、ピッグフローの検
討、衛生管理の指導を行い、清浄化に向け
たプログラムを構築していきたい。 
 
340.県内で発生した豚コレラ疑似患畜の防
疫対応：滋賀県滋賀県家保 宮田朋香 

平成 31 年 2 月 6 日、県内養豚農場で豚コ
レラ疑似患畜が発生し、本県で初の特定家
畜伝染病の防疫対応を実施。当該農場は 69
9 頭を飼養する肥育農場で、愛知県の豚コ
レラ発生農場から豚を導入しており疑似患
畜と判定。6 日 10:30 より防疫作業を開始。
殺処分はトラック荷台を利用し、二酸化炭
素を使用したガス殺により実施し、7 日 5:
50 に終了。引き続き汚染物品回収を行い、
死体とともに県有施設敷地内に掘削した埋
却溝に投入し、7 日 23:55 に埋却終了。農
場消毒は 8 日 17:45 に終了し、72 時間以内
に防疫措置を完了。事前に実施していた実
動型防疫演習や民間の協力団体との情報共
有および農場現地確認は、円滑に防疫作業
を進める上で有用であった。一方、家畜防
疫員間の配置や現場の指揮、資材調達等に
改善の必要があった。今後、人員配置や情
報共有体制、資材の調達、管理方法等を見
直し防疫体制強化に努める。 
 
341.豚コレラ発生農家の発生後の再開に向
けた取り組み：滋賀県滋賀県家保 金谷須
美礼 

豚コレラ発生農家の経営再開にあたり、
飼養衛生管理基準の強化および豚の再導入
に係る検査等を実施。当所内で飼養衛生管
理基準（基準）の順守状況を再確認し、「衛
生管理区域（区域）の設定」「区域に立ち
入る車両の消毒実施」「区域に立ち入る者
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の手指の洗浄又は消毒及び靴の消毒」「区
域専用の衣服及び靴を設置し出入りする者
の着用徹底」の 4 項目の重点指導が必要と
判断。農家と検討を重ね改善案を提示し、
豚の導入前 1 か月の立入検査で基準遵守を
確認。農場の清浄性は豚舎内 230 か所の環
境検査で陰性を確認。豚の初回導入は少頭
数の 30 頭とし、車両の消毒確認や目視によ
る豚の臨床検査等実施。導入 1 週間後およ
び制限解除後 3 か月間の隔週 2 回、臨床検
査を実施し、全て異常がないことを確認。
経営再開には農家の努力および家保の指導
に対する協力的な姿勢が重要であり、その
ために日頃から相互の信頼関係構築が必
要。 
 
342.府内養豚農場における豚コレラ確認事
例：大阪府大阪府家保 下茂絵里奈 

平成 31年 2月 5日愛知県の養豚農場で豚
コレラの疑い事例を確認。この農場から 1
月 18 日 80 頭出荷されていた府内養豚農場
一戸へ立入検査を実施したところ、2 月 6
日疑似患畜と判明。当該農場は 737 頭を飼
育する肥育経営農場で埋却地が確保されて
おらず、レンダリング処理による処分とな
った。市街地に立地しており周辺住民への
十分な説明が必要であったため、防疫措置
を開始するにあたり住民説明会を実施。処
理施設への運搬は国や関係市町村と協議
し、ウイルス飛散防止に重点を置いた梱包
及び運搬方法により実施。その後汚染物品
の封じ込め及び農場内の消毒を経て、2 月 1
5 日に全ての防疫措置を完了。防疫措置に
あたり作業時間の制限、梱包方法及び運搬
方法の制約等があった。また資材及び重機
の確保や関係機関との調整等に苦慮した。
今後、今回の経験を踏まえ、より実践的な
「防疫対策要領」の策定、「農場版マニュ
アル」の整備により迅速かつ的確な防疫体
制の構築を目指す。 
 
343.豚コレラ防疫対応におけるレンダリン
グ処理：大阪府大阪府家保 別井愛理子 

平成 31 年 2 月、府内で豚コレラ防疫対応
を行い、その際の死体処理について国内で
初めて移動式レンダリング装置（以下、装
置）を実践で使用。当該農場は市街地に立
地し、埋却場所確保が困難なため、レンダ
リング処理（以下、処理）によるウイルス
の不活化を実施。装置設置場所の選定も困
難であったが、関係部局の協力により湾岸
部の府有地に設置。処理については、①農
場での殺処分を夜間は行わない、②装置設
置場所までの経路や輸送車が限定、③装置
設置場所での死体保管が不可、などの制約
があったが、４日間ですべての処理を完了。
またレンダリング生成物の容器への詰め込
みは、複数の方法を検討したが、結局手作
業で実施。最終的に生成物は廃棄物容器 5,
383 個に詰め、府内７か所の焼却炉にて焼
却。今回、処理にあたって、装置の輸送や

必要物品の調達、輸送車の手配など事前準
備の重要性を認識。また生成物の搬出・焼
却方法も再考が必要。本府における防疫対
応では、今後もレンダリング処理が必須、
今回の経験を踏まえたマニュアル整備を進
める。 
 
344．鳥取県における豚サーコウイルス 3
型の浸潤状況：鳥取県倉吉家保 黒田萌黄 
 豚サーコウイルス 3 型(PCV3)は平成 27
年にアメリカで初めて発見された新しいウ
イルス。今回、鳥取県においても PCV3 の浸
潤状況について調査を行ったので、その概
要を報告。当家保で病理解剖を行った豚及
び過去の保存血清を PCR 検査に供し、一部
の株について PCV3 のゲノム全長の塩基配
列を解読し、分子系統解析を実施。病理解
剖豚では 36 検体のうち 9 検体から、保存血
清では 438 検体のうち 13 検体から PCV3 遺
伝子を検出。分子系統解析の結果、7 株の
うち、5 株は Group A に属し、2 株は Group
 B に属すことが判明。また、Group A に属
した 5 株中 4 株で ORF1 と ORF2 の間の非翻
訳領域に 17 塩基数の欠損を確認。今回、県
内で初めて PCV3 遺伝子を検出し、少なくと
も平成 26 年度時点で、県内の複数農家に異
なる系統の PCV3 が浸潤していることが示
唆。今後、対象農家等を増やし、さらなる
浸潤状況の把握が必要。 
 
345.豚サーコウイルス関連疾病の豚にみら
れた神経症状：山口県中部家保 鳴重寿人、
横山明宏 

平成 30 年 11 月、一養豚農場で豚 2 頭が
発育不良及び神経症状を呈し、病性鑑定を
実施。病理組織検査では、小脳の多発性の
出血・壊死を確認。リンパ組織ではリンパ
球の減数、好塩基性細胞質内封入体を確認。
抗豚サーコウイルス 2 型(PCV2)抗体を用い
た免疫組織化学的染色により大脳、小脳の
炎症性細胞でわずかに陽性抗原を確認。ま
た、リンパ組織では多数の陽性抗原を確認。
ウイルス検査では、中枢神経系を含む多数
の臓器から PCV2 を分離、PCV2 遺伝子を検
出。また、中枢神経系から豚テシオウイル
ス(PTV)、豚サペロウイルス(PSV)も分離。
細菌検査で分離された大腸菌は浮腫病関連
因子を保有せず。以上から本症例の発育不
良の原因を豚サーコウイルス関連疾病(PCV
AD)と診断。神経症状の原因は PCV2、PTV
及び PSV の関与を疑うものの、PTV、PSV に
典型的な非化膿性脳炎を確認できず。近年、
PCVAD 豚における多様な脳病変の報告あ
り。神経症状を呈す豚の症例では PCV2 の関
与の考慮が必要。 
 
346.県内で確認された豚繁殖・呼吸障害症
候群ウイルスの遺伝学的特徴：香川県東部
家保 中津弥乃梨、髙橋茂隆 

西部家保管内の養豚農場 3 戸で H30.2 か
ら豚繁殖・呼吸障害症候群(PRRS)が発生(症
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例 1-3）。死亡数や異常産の増加を確認。
県内では以前から PRRS ウイルス(PRRSV)が
侵入していたが、詳細なウイルスの遺伝学
的特徴は不明。県内の状況を把握するため、
症例 1-3、H30 の豚の病性鑑定材料(病鑑 1-
6)及び発生農場や関連農場で H28-30 に実
施した PRRS サーベイランスの余剰血清(血
清 1-3)を用いて PRRSV 抗原を検索。PRRSV
の Open Reading Frame 5 遺伝子の塩基配
列解析の結果、症例 1-3 では比較的病原性
の強い Cluster IV に属する PRRSV を検出。
H29 の血清 2、H30 の血清 3、及び H30.9 の
病鑑 4 で PRRSV を検出し、Cluster II に分
類。症例 2 と血清 2 は同農場だが、異なる
Cluster の株を確認。以上より、県内では C
luster II に属する PRRSV が H29 には存在
しており、Cluster IV に属する PRRSV は H
30.2 頃に侵入したことが示唆された。ま
た、同一農場でも複数の PRRSV の侵入が判
明。さらなるウイルス侵入防止のため飼養
衛生管理基準の遵守の徹底が重要。 
 
347.福岡県内の豚サーコウイルス３型浸潤
状況：福岡県中央家保 野見山享、伊藤広
記 
 豚サーコウイルス 3 型（PCV3）は豚皮膚
炎腎症症候群、繁殖障害、呼吸器病等への
関与が指摘されている新規サーコウイル
ス。今回、平成 27 年度から 29 年度の豚事
業余剰血清を年度・農場・発育ステージご
とにプールした 246 検体、同期間の病性鑑
定材料 20事例 56頭 68検体及び侵入時期推
定のため平成19年度の病性鑑定材料4事例
14 頭 14 検体を用い県内浸潤調査を実施。
各検体から核酸を抽出し、PCV3 ORF2 遺伝
子を標的としたコンベンショナル PCR を実
施。得られた増幅産物については塩基配列
を決定し既知の配列と比較。PCV3 は少なく
とも平成 19 年度には本県へ侵入し、平成 2
7 年度以降、約 3 割の農場に浸潤。一貫農
場では肥育農場に比較して PCV3 が常在化
しやすい傾向。離乳豚では陽性率が高く、
母子感染が示唆。今後は病原性について知
見を得ていく必要。    
 
348.異なるクラスターの PRRS ウイルス侵
入事例：熊本県城北家保 富永洋平、川邊
久浩 

管内の同一農場で異なるクラスターの豚
繁殖・呼吸障害症候群ウイルス（PRRSV）の
関与事例が発生。母豚 120 頭規模の一貫経
営農場で母豚に PRRS を含めたワクチン接
種済。事例①：平成 29 年 8 月に 60～180
日齢の肥育豚約 80 頭が呼吸器症状を呈し
散発的に死亡。へい死豚 1 頭（67 日齢）で
各種検査を実施。臓器からクラスターⅡの
PRRSV 特異遺伝子検出、肺で PRRSV 抗原陽
性のため PRRS と診断。事例②：平成 30 年
2～3 月に 17 腹で流産事例が発生。流産胎
子 4 頭（胎齢 40～105 日）と流産母豚 7 頭
の血清で各種検査を実施。母豚 2 頭の血清

からクラスターⅣの PRRSV 特異遺伝子を検
出し、他の異常産関連因子を否定したため、
クラスターⅣの PRRSV の流産関与を疑っ
た。疫学関連の近隣 4 養豚農場でクラスタ
ーⅣの PRRSV を検出したため、車両等を介
したウイルス侵入の可能性が示唆。作業動
線の見直し、畜舎消毒の徹底、確実な母豚
全頭ワクチン接種等に取組み、平成 30 年 3
月以降 PRRS 様症状は消失｡ 
 
349．口腔液および処理精巣を利用した PRR
SV 農場モニタリングの検討：大分家保 人
見徹 
 豚の口腔液および去勢処理精巣からの P
RRSV 遺伝子検出の精度と影響する条件を r
-PCR 法により検討。口腔液による 2 倍段階
希釈では、MEM 希釈に比較し 1.5 サイクル c
q 値が増加するものの、希釈倍率に比例し
た増幅を確認。また、20℃、4℃および-20
℃保存の影響を比較したところ、20℃およ
び 4℃では経時的に遺伝子量の低下を確
認。精巣の検査では、精巣浸出液が陽性の
検体では一腹全ての個体の精巣組織で r-P
CR 陽性、浸出液が陰性の検体では陰性を確
認。また、ウイルス液の浸出液希釈で Cq
値が 2.8 サイクル低下したものの、20℃、4
℃および-20℃保存による経時的な遺伝子
量の減少は確認されず。PRRSV のモニタリ
ングは、去勢処理精巣検査を調査に加える
ことでロープ法で採材出来ない哺乳および
離乳豚の検査を補完し、母豚のウイルス保
有状況や垂直感染の有無が確認され、農場
内の詳細な感染状況把握が可能と考察。 
 
350．PRRS 陽性農場浸潤状況調査と事故率
改善の取組み：大分県豊後大野家保 加藤
洋平、尾形長彦 
 PRRS ウイルス（PRRSV）検査採血は労力
と豚のストレスが難点。代替法に口腔液ロ
ープ法があり、また米国では哺乳豚の去勢
精巣上清も活用。今回 2 種の代替法で PRRS
V 浸潤状況調査と事故率改善を実施。対象
農場では 2017 年 12 月から離乳期以降の PR
RS 陽転と豚サーコウイルス（PCV2）関連疾
病を確認。そこで離乳～肥育後期の PRRSV
と PCV2 浸潤状況を調査。ロープ法で 35 豚
房採材。PRRS は PCR で 2 豚房、ELISA で 5
豚房陽性。PCV2 は PCR で 5 豚房陽性。また
母豚 261 腹分の哺乳豚去勢精巣を検査。PR
RSV は 7 腹分（2.7％）、PCV2 は 6 腹分（2.
3％）で遺伝子検出。去勢精巣 PRRSV 検出群
はロープ法も抗体陽性で垂直感染が示唆。
一方その隣接豚房は遺伝子・抗体共に不検
出で水平感染軽度と推察。また調査と併行
して離乳舎消毒と PCV2 ワクチンを見直し、
事故率は 1 月 7.2％から 9 月 3.8％まで改
善。本取組みは、農場内ウイルス動向の詳
細把握と対策検討に有効と推察。 
 
351．豚流行性下痢（PED）の再発を繰り返
す大規模農場密集地区の取組：宮崎県宮崎
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家保 渡山恵子、松本春菜 
 本県南部の南那珂地域では、2013 年の P
ED の発生以降、再発と沈静化を繰り返し対
応に苦慮。2018 年 3 月現在、近接する 2 つ
の大規模農場で発生が継続。そこで、これ
まで実施してきた地域全体及び個々の農場
における防疫対策に加え、新たに、地区単
位での対策を開始。家保が主体となり、同
一地区 3 農場の場長会議及び管理獣医師会
議を開催。各農場の場長及び管理獣医師が
初めて顔を合わせ、各農場の状況や効果的
な対策を詳細に共有。発生農場ではワクチ
ンプログラムや野生獣対策等、他農場の対
策を柔軟に取り入れ、着実に防疫レベルを
強化。7 月以降、PED を疑う症状が認められ
なくなったことから、中和抗体検査や環境
拭き取り検査にて農場内の状況を確認後、1
1 月に非発生農場復帰。今後も本取組を継
続し、再発防止に努める所存。また、会議
では、PRRS やローソニア等、他疾病につい
ても情報交換されており、今回培われた農
場間の繋がりが今後も活用されるものと期
待。 
 
352．豚流行性下痢（PED）発生農場におけ
る清浄化対策と生産性向上を目指した取組
：宮崎県都城家保 黒澤愛子、宮川陽一 
 2018年 2月に母豚 60頭規模一貫農場で P
ED が発生。当該農場は食品残渣飼料給与に
よる下痢や軟便が恒常的にあるため、糞便
及び環境拭取材料を用いて計 4 回の PCR 検
査を実施し、7 月に非発生農場復帰。生産
者に対して消毒の意義や要点について資料
を用いた説明を行い、対策として農場出入
口の石灰散布、踏込消毒槽の設置、陽性豚
房の石灰消毒、豚移動時の豚舎通路の石灰
散布、空舎時の洗浄消毒乾燥の徹底、1 日 1
回の豚舎の噴霧消毒を実施。また、新生子
豚の衛生管理を見直し、去勢の適期や方法
を指導。これらの対策により、子豚の事故
率が低減。過去の 1 母豚あたりの年間出荷
頭数は、2015 年 5.7 頭、2016 年 5.4 頭。一
方、対策後は、1 母豚あたりの平均生存子
豚数は 8.7 頭で出荷頭数の増加が見込まれ
た。今回、PED 対策に伴い、飼養衛生管理
の向上、子豚の事故率が低減。今後も生産
性向上に繋がる指導に努めたい。 
 
353.2016 年に県内で発生した豚の日本脳
炎と RT-PCR 法の検討:鹿児島県鹿児島中央
家保 坂口善二郎 

2016年 9月初旬～10月 7日に日本脳炎ウ
イルス（JEV）ワクチン未接種の県内養豚一
貫経営農場（種雄豚 4 頭、母豚 24 頭飼養）
で、種雄豚の陰嚢腫大、母豚の食欲低下や
白子、黒子、ミイラ化胎子を含む死産が発
生。死産胎子は脊柱彎曲、脳実質融解、脳
脊髄液貯留等を呈し、非化膿性脳脊髄炎、
大脳病変部の JEV 陽性抗原等を確認。死産
胎子、母豚胎盤から JEV 遺伝子検出し、遺
伝子型 1 に分類。胎子の胸水と腹水、種雄

豚と母豚の血清から JEV 抗体検出（HI 価 4
0～1280 倍、IgM 抗体陰性）。JEV 以外の病
原体の関与は否定。病性鑑定成績から豚の
日本脳炎と診断。国内外の遺伝子型の動向
注視とワクチン接種の継続が重要。既報プ
ライマーを用いた JEV の Nested RT-PCR 検
査で非特異反応が多発したため、JEV 遺伝
子型 1、3 の E 領域の一部を同等感度かつ高
い特異性で検出する新規プライマーを設計
し検証した結果、病性鑑定に非常に有用と
考察。 
 
354．管内養豚場の慢性疾病発生および浸潤
状況調査:沖縄県中央家保 髙木和香子 
柿田朝香 
 管内養豚場の慢性疾病は、過去約 4 年間
で PRRS が 6 件、PRRS が関与する豚呼吸器
複合病が 4 件、豚レンサ球菌症、豚大腸菌
症と豚ロタウイルス病の複合感染が各 4 件
発生。浸潤状況調査は 27 農場で実施し、日
本脳炎（JEV）およびパルボウイルス混合ワ
クチン接種 21 農場の JEV 抗体陽性率は 89
％、ワクチン未接種 6 農場は 62％。接種農
場のうち抗体価 1280倍以上の個体がいた 2
農場と、未接種 6 農場は JEV ウイルス侵入
と推察。27 農場の PRRS 浸潤状況をステー
ジ分類すると、清浄化移行中 6 農場、繁殖
母豚免疫安定 20 農場、免疫不安定１農場で
あった。13 農場の PRRS ウイルス株シーク
エンスはワクチン株と思われる 1 件を除
き、すべてクラスターⅣで、依然としてク
ラスターⅣが優勢。調査期間中に PRRS によ
る流産 4 件、肺炎 1 件発生。日本脳炎は、
ウイルス侵入が推察され、ワクチン接種の
重要性を再認識。管内は PRRS 関与の慢性疾
病が多く、その対策が重要課題。 
 
Ⅱ－２ 細菌性・真菌性疾患 
 
355.哺乳豚の新生期下痢から分離された第
３世代セファロスポリン耐性毒素原性大腸
菌：北海道石狩家保 内田桐子、和田好洋 

一貫経営養豚場で平成 30 年 2 月から 4
月に出生した哺乳豚の 3 割が下痢を呈しそ
の半数が死亡。6 頭の病性鑑定では、全頭
の小腸からエンテロトキシン（ST）及び線
毛（F4、F41）遺伝子陽性大腸菌を分離、新
生期下痢と診断。分離毒素原性大腸菌（ET
EC）は多剤耐性、特に第 3 世代セファロス
ポリン（TGC）に耐性、各種検査によりプラ
スミド性 AmpC 型βラクタマーゼ産生菌と
推察。農場での抗生剤使用状況調査により、
下痢治療にペニシリン系抗生剤の継続した
過剰投与が判明、それが TGC 耐性 ETEC の選
択を引き起こしたと推察。抗生剤の適正使
用、大腸菌ワクチン接種、生菌剤投与等の
対策により流行は終息。TGC 耐性 ETEC の浸
潤状況調査を分娩後の母豚及び哺乳豚の糞
便並びに環境材料計 35 検体について TGC
添加培地を用い培養、平成 30 年 7 月は母豚
3 検体及び哺乳豚 1 検体で分離陽性、8 月、
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9 月は分離陰性。薬剤耐性対策について生
産農場での抗生剤適正・慎重使用の重要性
を改めて示唆。 
 
356．効果的な消毒のためのと畜場への豚搬
入車両の洗浄方法の普及啓発：岩手県中央
家保 木村裕子、村田健一 

平成 29 年度に管内 A と畜場において、大
腸菌群を指標に搬入車両の洗浄後の拭取り
調査を実施、コロニー数をスコア化し判定。
うち荷台床面、タイヤ、運転席マット及び
長靴の 4 か所で高スコアを示し、調査車両
の約 3 割が洗浄不足であり、過去の豚流行
性下痢発生との相関が認められ、と畜場で
の交差汚染が危惧。今年度は改善を目的に、
豚飼養者等を対象にした研修会で啓発。昨
年度の結果及び洗浄手順等を記したリーフ
レットを作成し管内養豚場へ送付、並びに
A と畜場に設置し搬入者へ配布。また、豚
飼養者及び搬入者を対象に、出荷車両の洗
浄実演会を開催。昨年度洗浄不足を示した
11 台(9 農場)を追跡調査し、6 台で改善。
変化なし 3 台及び悪化 2 台の洗浄不足の主
な要因は、ブラシ不使用と推察。9 農場へ
結果を還元し改めて注意喚起。今後もリー
フレット等を活用し、と畜場における交差
汚染防止対策の啓発を継続。 
 
357.離乳後子豚に発生した豚大腸菌症：宮
城県東部家保 髙波優、網代隆 
 平成 30 年 8 月、母豚 30 頭規模の一貫経
営農場で、3 日前に離乳し、同一豚房に移
動した約 30 日齢の子豚 2 腹 15 頭のうち、3
頭が死亡。農場立入時、豚房内の子豚に水
様性下痢が確認されたが、死亡豚の外貌に
は特に異常を認めず。死亡豚小腸内容物及
び同居豚糞便から 106CFU/g 以上の大腸菌
が分離され、毒素 STb、LT、付着因子 F18
の遺伝子保有を確認。病理組織所見で、回
腸粘膜上皮にグラム陰性短桿菌の付着を確
認。以上の所見から、豚大腸菌症と診断。
エンドトキシンショックを考慮し発症豚へ
の抗菌剤による治療は実施せず。発生予防
対策として、母豚全頭への大腸菌不活化ワ
クチンの接種及び母豚･離乳子豚に対し亜
鉛･銅を含むプロバイオティクス製剤の飼
料添加。畜舎環境対策として、作業動線の
改善、豚舎ごとの資材の区別、豚房の消毒
強化等の飼養衛生管理基準の再徹底を指
導。対策後、本病による発生は認められて
いない。 
 
358．抗生物質に依存しない浮腫病予防対策
：山形県中央家保 的場祐子、水戸部麻子 

平成 28 年 1 月、管内養豚農家一戸(浮腫
病発生前事故率 11%前後)の子豚(70 日前
後)で浮腫病発生。実施した対策を時期ごと
Ⅳ期に区分。当初、抗生物質と生菌剤飼料
添加による対策を実施するも発生継続(Ⅰ
期、事故率 13.5%)。同年 10 月、薬剤感受
性試験に基づく抗生物質(アプラマイシ

ン)、炭酸亜鉛(0.3%)、有機酸(ギ酸、0.3%)
の飼料添加を開始し一時改善するも、散発
的に発生継続（Ⅱ期、事故率 14.6%）。そ
の後、抗生物質の飼料添加を控えた対策に
ついて当該農家から要望があり、飼料変更
を提案。平成 29 年 10 月、衛生対策強化、
子豚舎新設に加え、子豚期飼料の変更を行
うことで順調に推移したが、飼料の加工不
具合により発生が一時的に増加（Ⅲ期、事
故率 9.8%）。更に、平成 30 年 6 月から子
豚期飼料を粗蛋白質量(CP)を 15%以下に
し、ビタミン C 製剤(0.04%)を添加したとこ
ろ、同年 12 月末現在まで 6 か月間、浮腫病
の再発は無い(Ⅳ期)。 
 
359．豚サルモネラ症による被害低減に向け
た取り組み：山形県庄内家保 水戸部俊治、
佐々木志穂 
 平成 29 年及び 30 年度に一貫経営養豚農
家 2農場の肥育豚で Salmonella Typhimuri
um(ST)による豚サルモネラ症が発生。関係
機関と連携し、有効抗菌剤投与、畜舎消毒
等の農場対応、区分出荷等による出荷対応
により終息。被害低減に向け野生鳥獣の侵
入防止対策、特に監視カメラを用いた野生
鳥獣侵入状況の確認、薬剤によるネズミ駆
除対策、畜舎消毒の徹底を指導。また、自
主的な環境検査を啓蒙。発生 2 農場の分離
株と過去に管内で分離された ST株及び Sal
monella 4:i:-(4:i:-)株との分子疫学的関
連調査のため、平成 18 年 5 月以降に分離さ
れた豚由来 ST11 株と、牛、豚及び鶏舎環境
由来 4:i:-7 株のパルスフィールド電気泳
動を実施。ST は 11 株中 10 株で同一パター
ンを示し、4:i:-は全て同一パターンを示し
た。ST と 4:i:-はそれぞれ管内広域にわた
り同一株が維持されている可能性を示唆。
今後も継続指導し、発生予防対策を推進。 
 
360.次世代シークエンサーを用いた豚腸内
細菌叢の 16S rRNA メタゲノム解析：茨城県
県北家保 藤井勇紀、都筑智子 

次世代シークエンサーMiseq を使用し、
健康豚糞便サンプルの 16S rRNA メタゲノ
ム解析を実施。構成細菌の存在率の算出、
主座標分析、階層型クラスタリング解析に
より、腸内細菌構成の類似度をステージ別、
農場別に比較。同一農場での比較では、３
ステージ（離乳豚、肥育後期豚、繁殖母豚）
の腸内細菌構成は、ステージごとに固有の
腸内細菌構成パターンを示し、別のクラス
ターに分類。農場間での比較では、同一ス
テージであっても、農場ごとに固有の腸内
細菌構成パターンを示し、別のクラスター
に分類。今回の結果から、飼育環境下の要
因が腸内細菌構成に大きく影響を与えてい
ることが考えられ、今後は農場ごとの飼料
の種類、抗菌剤使用状況、疾病発生状況等
と腸内細菌構成との関連を解析すること
で、疾病発生の低減を目指す。 
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361.茨城県の養豚場における薬剤耐性対策
：茨城県県北家保 藤井勇紀、都筑智子 

近年の世界的な薬剤耐性問題に対応する
ため、当所では、養豚現場の抗菌剤使用実
態調査と薬剤耐性獲得状況調査を行い、関
係者への情報アウトプットと慎重使用徹底
の指導による薬剤耐性対策を開始。県内は
全国よりも、豚 1 頭当たりの抗菌剤使用量
が多く、特定の農場に集中して、第二次選
択薬の購入回数が多い傾向。平成 6～28 年
の豚由来病原細菌 8 菌種 709 株の薬剤感受
性試験では、大腸菌、サルモネラ菌の多剤
耐性化、グレーサー病菌、連鎖球菌、スス
病菌のフルオロキノロン耐性獲得、豚胸膜
肺炎菌のフロルフェニコール耐性獲得な
ど、多菌種で薬剤耐性獲得の進行が判明。
これら調査結果のアウトプット、慎重使用
の啓発とリーフレットの配布を実施。今後
は第二次選択薬の多用農場へ個別アプロー
チを実施し、対策の継続により、慎重使用
の徹底と第二次選択薬使用量の削減を目指
す。 
 
362.Leptospira interrogans 血清型 Cani
cola による流産：群馬県家衛研 原田奈美
香、瀧澤勝敏 

繁殖母豚 500 頭規模の一貫経営農場にお
いて、約 1 か月間に 25 腹の早流産が発生。
早流産は分娩 10 日前から分娩間近の母豚
に好発。流産胎子および早産子豚計 6 腹 7
頭について病性鑑定を実施。剖検では、7
頭中 2 頭の肝臓に退色斑がみられ、病原検
索では、3 頭の肝臓、腎臓から Leptospira
属菌の特異遺伝子 flaB を検出。病理組織学
的検査では、3 頭の肝臓に多発性巣状壊死。
抗 Leptospira interrogans 血清型 Icter
ohaemorragiae 家兎血清を用いた免疫組織
化学的検査を肝臓、腎臓で実施し、肝臓に
おいて菌体に一致して陽性反応を確認。早
流産した母豚 5 頭および同居母豚 3 頭のペ
ア血清を用いて顕微鏡下凝集試験を実施、
早流産した母豚すべてに Canicola に対し
てのみ高い抗体価。以上より、本症例を Le
ptospira interrogans 血清型 Canicola
によるレプトスピラ症と診断。東日本にお
ける豚のレプトスピラ症の発生報告は少な
く、本症例は稀。 
 
363.破傷風疑いと診断した子豚の死亡事例
：神奈川県県央家保 亀井早紀、和泉屋公
一 
 飼養頭数約 200 頭の一貫経営養豚場か
ら、筋肉硬直、歩様異常等を伴う子豚の死
亡が続いているとの連絡があり検診を実
施。検診時には、子豚１頭に起立困難及び
四肢の硬直等が見られ、別の子豚１頭に若
干の背部硬直等が見られたため、２頭の病
性鑑定を実施。臨床所見では両側去勢部位
に膿瘍を認めた。細菌学的検査では、去勢
部位膿瘍の直接鏡検で特徴的な細菌等は確
認されず、嫌気培養でグラム陽性有芽胞桿

菌が分離されたが、有意な細菌は同定され
なかった。しかし、１頭の去勢部位膿瘍の
増菌培養上清から破傷風菌毒素遺伝子を確
認。稟告では発症した２豚房は同日に去勢
し、通常去勢時に実施する抗生物質投与を
失念していた。また、発症豚房は崖に面し、
大雨で土を含む雨水が入ることもある。以
上から本症例を破傷風疑いと診断。畜主に
対し衛生的な去勢、感染予防等を指導し、
畜主への破傷風ワクチン接種を推奨。その
後、畜主は対策を実施し、同様な症状は確
認されていない。 
 
364．県内で発生した豚サルモネラ症の病理
組織学的検索：新潟県中央家保 桐生直哉、
篠川有理 
 H29 年 8 月に県内で初の Salmonella Typ
himurium(ST)による豚サルモネラ症が発
生。H30 年 11 月までに計 4 農場で発生を認
め、1 農場からは ST の単相変異株 4:i:-(4
:i:-)分離。4 農場とも小腸から大腸にかけ
て壊死性炎を認める腸炎型であり、抗サル
モネラО4 血清による免疫染色で粘膜上皮
細胞表層の菌体及び粘膜固有層のマクロフ
ァージの細胞質を中心に陽性抗原を確認。4
:i:-と従来の ST による症例に抗原分布や
病変の程度に違いは認められず。2 農場は
離乳後のステージ（50～60 日齢）で発生を
認め、発育不良等の臨床症状を伴い、PRRS
V やロタウイルスの関与を示唆する組織所
見が認められたのに対し、他 2 農場は肥育
期（110～180 日齢）で、発育良好な豚の急
死であり、他の病原体の関与を示唆する所
見は認められず。農場毎にサルモネラの発
症ステージが異なり、他病原体関与の有無
や離乳ストレスや肥育農場への移動ストレ
スの環境ストレス等の発病要因も異なるも
のと推察。    
 
365.管内養豚場における Actinobacillus 
pleuropneumoniae(App)の浸潤状況調査と
抗体検査方法の検討：富山県東部家保 増
永梢 

平成 30 年 4 月より、管内 2 養豚場(A、B
農場)で App2 型による豚胸膜肺炎が発生。
浸潤状況調査のため、管内 6 農場(A～F 農
場)の 1,2,5 型の抗体検査を補体結合反応
(CF)により実施。さらに 2 農場(C、E 農場)
について市販 ELISA も実施し、感染抗体の
保有状況を調査。CF 結果は、A、B 農場では
発生後に App2 型の抗体上昇を確認。C～F
農場のうちApp2型抗体保有農場はC農場の
みで、同農場ではワクチン接種しており、1,
2,5 型全ての抗体を保有。また C 農場の EL
ISA 結果では、感染抗体を確認。ELISA では
血清型の特定はできないため、CF で確認さ
れた 1,2,5 型の抗体が野外感染によるもの
か、ワクチン抗体かは判別できなかったが、
CF の抗体価およびその動向からワクチン
抗体と推察。App の浸潤状況の把握には、
農場の状況に応じて抗体検査方法の選択が
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必要。 
 
366.管内の Actinobacillus pleuropneumo
niae（App）浸潤状況：富山県西部家保 稲
畑裕子、後藤利隆 

管内肥育豚の事故原因として App は上
位。野生動物を介した伝播リスクも考慮し、
管内養豚場及び野生いのししの App 浸潤状
況を調査。血清型 1,2,5,6 の抗体検査を CF
反応により実施。血清型 1 はワクチン接種
農場のみで陽性（農場陽性率 14.3%）、血
清型 2 は 28.6%、血清型 5 及び 6 は 57.1%
と養豚場には血清型 5 及び 6 が広く浸潤し
ていることが判明。一方、野生いのししは
血清型 1 及び 2 は陰性、血清型 5 及び 6 は
陽性と判明。農場所在地と野生いのししの
地域別血清型がほぼ一致しており、豚の伝
播に関与していた可能性を否定できず。ま
た、App 発生農場の出荷豚有病肺から App
分離を試み、ワクチン接種農場からは分離
されなかったことからワクチン接種の有効
性が示唆。さらに、CF 反応でワクチン抗体
を検出できると考えていたがワクチンの種
類によっては検出できず。感染抗体との区
別もできないため、App 対策のためには EL
ISA 検査との併用が望ましいことが示唆。 
 
367.浮腫病終息後に発生した豚の脳脊髄血
管症の 1 例：福井県家保 田中知未、武野
侍那子 
 繁殖母豚 95 頭規模の一貫経営養豚場に
て、平成 30 年 3 月、75 日齢の子豚 1 頭に
沈鬱および歩様蹌踉等の神経症状がみら
れ、予後不良と判断したため鑑定殺を実施。
解剖の結果、軽度の腸間膜の水腫性肥厚お
よび腸間膜リンパ節の腫大がみられた。遺
伝子検査で、豚テシオウイルス、豚サペロ
ウイルス、豚エンテロウイルス B、豚サイ
トメガロウイルス、PRRS ウイルスは陰性、
豚サーコウイルス 2 型（PCV2）が陽性。細
菌検査で有意菌分離なし。病理組織検査に
て大脳および脳幹部に、血管内皮細胞の腫
大と中膜平滑筋細胞の硝子様変性がみら
れ、血管周囲に PAS 陽性の好酸性滴状物が
多数出現。免疫組織化学染色で PCV2 抗原は
検出されず。以上より本症例を脳脊髄血管
症と診断。当該養豚場では同年 2 月に浮腫
病が発生しており、本症例は感染後約 1 ヶ
月間慢性的に経過、脳の血管病変が進行し
本症を発症したと考察。浮腫病終息後に神
経症状を呈する症例は脳脊髄血管症を疑い
病性鑑定を進める必要あり。     
 
368.Actinobacillus pleuropneumoniae 血
清型 15 による豚胸膜肺炎の解析および疾
病対策：山梨県東部家保 牛山市忠・鷹野
由紀 

Actinobacillus pleuropneumoniae（App）
は、豚胸膜肺炎の原因菌で、世界各国で発
生。現在 15 の血清型が知られており日本で
は血清型 2 が最も多いが、近年 App 血清型

15（App15）の報告が増加。本県でも県内 A
養豚場において平成 27 年に初めて App15
を確認。平成 29 年 5 月、8 月にも同農場で
App15 による豚胸膜肺炎で肥育豚死亡が多
発。病性鑑定を実施し、App15 菌株の解析
実施。薬剤感受性検査で、複数の薬剤に高
い感受性。毒素検査は菌体外毒素の ApxⅡ
欠損という特徴あり。抗体検査では、肥育
豚舎移動後に抗体陽転し、パルスフィール
ド電気泳動法による遺伝子型は過去分離株
も含め同一。この ApxⅡ欠損株が肥育豚舎
内で水平感染を繰り返していると推測。抗
生物質投与と豚舎消毒等で死亡率は減少し
たが、オールインオールアウトの導入など
継続的な対策および指導を実施中。 
 
369.中部地域養豚及び肉用鶏の大腸菌の薬
剤耐性状況調査：静岡県中部家保 福澤涼
子、橘川学 

薬剤耐性状況把握のため、養豚 6 戸（一
貫 4 戸、繁殖 2 戸）、肉用鶏 5 戸を対象に、
健康畜由来大腸菌（5 検体（10 株）/戸）を
用いた薬剤感受性試験（ディスク法：ABPC、
CEZ、CTX、SM、GM、KM、TC、NA、CPFX、CL、
CP、ST）及び抗生物質使用状況調査を実施。
養豚：耐性率は JVARM 調査（全国調査）と
同様に ABPC、SM、TC、ST が上位。第 2 次選
択薬（CTX、CPFX、CL）耐性率は全国調査を
上回った。PCG 及び SM は母豚、DOXY、ST
及び CL は肥育豚で使用され、それら薬剤で
耐性率が高い傾向。日常使用薬剤の多い農
家（2 戸、4 剤以上）は第 2 次選択薬も使用、
多剤耐性株も多く分離（8 株/戸）。肉用鶏
：耐性率は全国調査同様に ABPC、SM、TC、
NA が上位。多剤耐性株は 4 戸から各 5～8
株分離され、うち 1 戸は抗生物質未使用農
家（5 株）。耐性獲得は養豚では抗生物質
使用に依存、肉用鶏では抗生物質使用以外
の要因も影響する可能性。 
 
370.新生豚の多発性壊死性舌炎を伴うアク
チノバチルス・スイス感染症：愛知県中央
家保 杉江建之介 

平成 30 年 2 月に県内養豚農場において、
5 日齢の新生豚１腹で衰弱及び起立不能を
確認、1 頭を病性鑑定。当該豚への抗生物
質投与はなく、里子実施。剖検で舌尖部の
暗赤色変及び割面に多数の白斑確認。組織
所見で舌表層の潰瘍及びグラム陰性桿菌を
伴う重度多発性巣状性壊死性舌炎観察。そ
の他の臓器でも巣状壊死観察。Actinobaci
llus suis（A. suis）抗体を用いた免疫組
織学的検査では桿菌に一致して陽性反応を
多数確認。病原検索で多数の臓器からグラ
ム陰性桿菌分離、細菌学的検査により A. s
uis と同定。分離株は多剤に中間感受性～
耐性。A. suis による舌炎の報告はなく、
世界初。歯切りなどの外的要因で舌が外傷
を受け舌炎が発生、その後全身へ移行と推
察。免疫力不足及び里子によるストレスが
発症に関与した可能性。A. suis は日和見
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感染病原体だが、多剤耐性の場合、事態長
期化のおそれ。舌病変の時はアクチノバチ
ルス・スイス感染症の可能性も考慮し、菌
分離や飼養管理の見直し等が必要。 
 
371.腸管外病原性大腸菌（ExPEC）による哺
乳豚の大規模死亡事例：愛知県中央家保 
渡戸英里、稲葉七巳 

母豚 20 頭規模の一貫経営農場で、平成 3
0 年 5 月末から 10 日齢前後の哺乳豚が下痢
を呈し、6 腹 95 頭中 50 頭が死亡した（死
亡率約 53％）ため、病性鑑定を実施。哺乳
豚の全身臓器から大腸菌 23 株が分離され、
大腸菌 O 群血清型別、ExPEC 関連因子 15 種
保有状況調査、薬剤感受性試験（薬感）、A
mpC/ESBL 産生菌鑑別試験、免疫組織学的検
査（免染）を実施。23 株中 19 株が O7 群に
型別され、ExPEC 関連因子保有状況、薬剤
耐性パターンも一致し、免染でも O7 群陽性
となったことから、本症例を大腸菌 O7 群に
よる ExPEC 感染症と診断。この O7 群は第 3
世代セファロスポリン系薬剤に耐性を示
し、AmpC 型βラクタマーゼ（AmpC）産生株
と判明。本症例は感受性薬剤の ERFX の投与
により沈静化したが、農場内での ABPC の使
用が AmpC 産生株の選択圧となり、被害拡大
の一因となった可能性。本症例のように抗
菌剤の治療効果が得られない細菌感染事例
では、速やかに薬感を実施し、結果に基づ
く投薬が必要。 
   
372.付着因子未検出の大腸菌の関与が疑わ
れる浮腫病の発生と検査方法の検討：三重
県中央家保 佐藤福太郎、伊藤秋久 
 浮腫病は志賀毒素 2e 型産生性大腸菌に
より引き起こされ、志賀毒素産生遺伝子（s
tx2e）や付着因子等産生遺伝子（F18 等）
の検出、病理組織学的検査により診断され
る。県内 1 養豚場の離乳舎（21～70 日齢）
において平成30年 1月下旬より突然死する
豚が増加し、4 月中旬までに約 120 頭が死
亡、外貌所見はほとんど認めず。解剖豚 14
頭と離乳舎環境材料から stx2e 陽性、F18
等陰性の大腸菌が有意に分離され、いずれ
も血清型 O2 で、PFGE 法で遺伝的に近縁で
あることを確認。さらに、脳脊髄血管症で
認められる病理組織所見が確認され、総合
的に浮腫病と診断。炭酸亜鉛の添加、有効
薬剤の投与、離乳舎の豚房のオールアウト、
汚泥槽の内容物の除去・消毒を実施したと
ころ発生は終息し、抗菌剤の投与を中止で
きた。血清型 O2、stx2e 陽性、F18 等陰性
の大腸菌による浮腫病が他県でも報告さ
れ、病性鑑定マニュアルに記載されていな
い付着因子等が本症の発生に関与している
可能性が示唆された。 
 
373.一養豚場における豚増殖性腸炎の発症
事例：奈良県家保 井口絵美、藤原朋子 

母豚 25 頭の一貫養豚農場において下痢
が多発、平成 30 年 6 月、7 週齢肥育豚 1 頭

の病性鑑定を実施。回腸がゴムホース状を
呈し、小腸粘膜の遺伝子検査（nested PCR、
以下 nPCR）より Lawsonia intracell- 
ularis（Li）遺伝子検出、病理組織学的検
査にて陰窩上皮細胞の腺腫様過形成、ワル
チン・スターリー染色により陰窩上皮細胞
内に湾曲した小桿菌を確認、豚増殖性腸炎
と診断。抗体検査（間接蛍光抗体法）と豚
房毎のプール糞便を用いた遺伝子検査を実
施した結果、4、7、9、12 週齢で抗体陽性
であり、7、9、12 週齢で Li 遺伝子検出。7
週齢で nPCR の１st で Li 遺伝子検出。これ
らの結果より 4 週齢でワクチンを投与。ワ
クチン投与群のプール糞便を用いた遺伝子
検査の結果、8、10、13、15 週齢で nPCR の
2ndにて Li遺伝子を検出。ワクチン投与後、
発症豚は減少、nPCR の 2nd のみで Li 遺伝
子を検出、排泄 Li 遺伝子減少、4 週齢での
ワクチン投与は有効。 
 
374.一養豚場における伝染性疾病発生事例
：奈良県家保 藤原朋子、井口絵美 
 一養豚場（肥育 700 頭規模）において平
成 29、30 年度に死亡した肥育豚、全 106
頭について病性鑑定を実施。当該農場はエ
コフィード（リキッド飼料）を給与、9 割
を県外の複数農家から導入（3、4 ヶ月齢豚
60～80 頭/月）。平成 29 年度の死亡豚 68
頭の病性鑑定結果内訳は、パスツレラ症 22
件、大腸菌症 20 件、レンサ球菌症 16 件、
サルモネラ症 12 件、クロストジウム・パー
フリンゲンス感染症（以下 Cp）11 件、抗酸
菌症 3 件、ヘモフィルス・パラスイス感染
症（グレーサー病）2 件、アクチノバチル
ス・スイス感染症 2 件。導入時より発育不
良豚が多く、死亡は散発的、夏冬に増加、
ストレスによる日和見感染症と推察。導入
後 1 ヶ月未満の死亡豚は大腸菌症あるいは
Cp であった。導入前の清掃・消毒の徹底、
発育不良豚の導入回避、夏場の換気・冬場
の保温、導入群の環境やリキッド飼料への
馴致、飼養密度見直し等ストレスの軽減、
発症豚の隔離を指導、平成 30 年度の死亡は
38 頭に激減。 
 
375．管内養豚農場で発生した豚赤痢の防疫
対応：岡山県井笠家保 橋田明彦、児子友
美 
 平成 30 年 6 月、大規模一貫経営養豚農場
において肥育豚舎一棟の肥育豚に下痢が散
発。臨床検査では黄褐色水様便及び発育不
良を確認。肥育豚直腸便 2/10 検体から Bra
chyspira hyodysenteriae（Bh）の遺伝子を
検出し、このうち 1 検体から Bh が菌分離さ
れたことから豚赤痢と診断。当面の対策と
して肥育豚出荷の自粛及び発症豚の隔離を
行い、出荷月齢を考慮した有効薬剤の筋注
及び飼料添加、豚舎の洗浄、消毒の徹底を
指導。発生豚舎では豚房の尿や飲用水が通
路に溢れ出していたため消石灰を散布し乾
燥させた。その後も定期的に消毒を実施。
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対策実施後の発生豚群の直腸便及びその周
囲豚房の落下便を再検査したところ全検体
で陰性を確認。以上から発症豚群の出荷を
再開。今回の発生要因として不十分な清掃、
消毒に加え空舎期間が取れなかったこと、
豚舎通路の排水不良、過密飼育によるスト
レスが考えられた。今後は、抗生剤による
コントロールに頼らない環境改善に重点を
置いた取組が必要。 
 
376．中規模養豚農場における PRRSV、PCV
を伴うグレーサー病の発生事例：広島県北
部家保 迫田菜摘、横田美希 

平成 30 年 9 月、母豚 100 頭規模の一貫農
場で、複数の離乳豚が、呼吸器症状、削痩
及び死亡を呈したため、50 日齢 2 頭の病性
鑑定を実施。解剖所見で胸腔及び腹腔に化
膿性漿膜炎を確認。組織所見で、化膿性肺
炎、間質性肺炎、リンパ節に細胞質内封入
体を確認。免疫染色で豚繁殖・呼吸障害症
候群ウイルス(PRRSV)及び豚サーコウイル
ス 2 型(PCV2)の抗原を検出。細菌検査で Ha
emophilus parasuis を分離。ウイルス検査
で PRRSV 遺伝子及び抗体を検出。以上から、
H.parasuis 、PRRSV、PCV2 の関与が判明し、
次の対策を実施。①治療薬をペニシリン及
びマルボフロキサシンからフロルフェニコ
ールに変更。②飼料添加剤(チルミコシンリ
ン酸塩)の使用開始時期を 25 日齢から 4 日
齢に変更。③PCV ワクチン接種時の保定者
追加による、ワクチンの打ち漏れ防止。そ
の結果、対策開始から 2 か月程度で死亡豚
は減少。当該農場はオールイン・オールア
ウトの実施が困難なため、効果的な PRRS
対策の確立が課題。 
 
377．Streptococcus suis 血清型 14 型によ
る豚レンサ球菌症発生と県内分離株の調査
：広島県西部家保 船守足穂、河村美登里 

平成 30 年 3 月、県内 1 養豚農場で死産及
び神経症状を呈する産子が散発。主要臓器
からパルスフィールドゲル電気泳動で同一
パターンを示す Streptococcus suis 血清
型 14 型 Sequence Type1（ST1）を分離し、
病変部組織（脳、脊髄、心臓）は抗 S. sui
s 血清型 14 型抗体を用いた免疫染色で陽
性。本症例を同一クローン由来の S. suis
血清型14型 ST1による豚レンサ球菌症と診
断。血清型 14 型による豚レンサ球菌症は県
内初で、免疫染色による確定診断は国内初。
平成 5～30年度に県内で分離の S. suis 21
株について、血清型 2 型及び 14 型と ST1
の浸潤状況を PCR 法により遡り調査。血清
型 2 型推定株は 7 株、14 型推定株は平成 2
2 年度以降 3 株分離。ST1 推定株は 6 株分離
され、頻度は平成 21 年度以前：7.7％から
平成 22 年度以降：62.5％と急増。本県では
平成 22 年度以降 S. suis 血清型 14 型の侵
入及び ST1 の浸潤が示唆され、疾病リスク
が高く注意が必要。 

 

378.一養豚農家におけるプラスミド性コリ
スチン耐性遺伝子保有大腸菌浸潤状況の推
移：愛媛県南予家保 吉澤頌樹、大本敦子 
 管内の一養豚農家において、平成 24 年以
降の 5 年間に浮腫病が頻発。分離株がコリ
スチン（CL）を含む複数薬剤に耐性を示し、
プラスミド性 CL 耐性遺伝子（mcr 遺伝子）
を保有していたため、平成 29 年 5 月に CL
の治療及び予防的投薬を中止。さらに、CL
の飼料添加物指定取消しに伴い、平成 30
年 4月に飼料添加物としてCLを含有する飼
料（CL 含有飼料）の給与を中止。mcr 遺伝
子保有大腸菌について、豚群ステージ別（母
豚 5 検体、分娩舎 3 豚群 6 検体、離乳舎 3
豚群 6 検体、肥育舎 2 豚群 4 検体）に糞便
を採材し、浸潤状況を調査。CL 投薬中止後
の平成 29 年 8～10 月は、CL 含有飼料を給
与していた分娩舎（4/6 検体）と離乳舎（6
/6 検体）から分離。CL 含有飼料給与中止後
の平成 30 年 11 月は、同様に分娩舎（3/6
検体）と離乳舎（1/6 検体）から分離。環
境中での mcr 遺伝子の維持が示唆された
が、mcr 遺伝子保有大腸菌の分離率が減少。
今後の動向を、継続して注視する必要あり。 
 
379.県内で分離されたサルモネラ（7:c:-）
の性状分析及び分子疫学解析：愛媛県家畜
病性鑑定所 彦田夕奈 
 県内において、平成 28 年 1 月から 30 年
12 月に Salmonella Choleraesuis（以下、S
C）の単相変異株と考えられる血清型 7:c:-
（以下、7:c:-）によるサルモネラ症が、豚
及びイノシシ飼養 3 農場で 6 件発生。そこ
で、これらの農場から分離された 7:c:-の
性状分析と分子疫学解析を実施。供試菌は、
A 農場（イノシシ肥育）3 件 4 株、B 農場（豚
肥育）1 件 1 株、C 農場（豚繁殖肥育）2 件
2 株。いずれも SC 特異的マルチプレックス
PCR 陽性で、遺伝子学的には SC と同等。市
販同定キットと TSI/LIM 培地による生化学
性状及び薬剤感受性は、B 農場由来株を除
きすべて同一であり、パルスフィールドゲ
ル電気泳動（XbaⅠ、BlnⅠ）による分子疫
学解析においても同様の傾向を確認したた
め、A、C 農場由来株の 6 株は全て近縁ある
いは同一と判断。A、C 農場間に疫学的関連
は認めなかったが、A 農場のイノシシは A、
C 農場が所在する町内で捕獲されており、
野生動物が本菌を媒介した可能性が考えら
れた。 
 
380.県内養豚場由来豚丹毒菌の性状解析：
高知県中央家保 岸咲野花 
 豚丹毒は、豚丹毒菌の感染によって発症
する豚の届出伝染病であり、全国で年間 2,
000 頭前後の発生。近年県内で新規発生農
場が増加しており、また以前より、国内で
広く使われている生ワクチン株の病原性回
帰（関節炎、心内膜炎）の可能性が指摘さ
れていることから、平成 25 年度以降に県内
の食肉衛生検査所で分離された県内養豚場
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由来の豚丹毒菌について、ワクチン株識別
PCR（以下、PCR）を実施。検査に用いた 35
株は、関節炎型由来 23 株、心内膜炎型由来
6 株、蕁麻疹型由来 6 株。PCR の結果 2 株陽
性、いずれも関節炎型由来株。陽性株が分
離された 2 農場のうち、A 農場は生ワクチ
ンを接種、B 農場は接種実績がなかったが、
A 農場より肥育豚を導入。豚丹毒の発生を
うけ、A 農場では生ワクチンから不活化ワ
クチンに変更。一方、35 株中 33 株は野外
株であったことから、今後もワクチン接種
やワクチンプログラムの変更などの衛生対
策が必要。 
 
381.肥育豚で発生したサルモネラ症の疫学
的考察：福岡県両筑家保 夏秋須美子、寺
迫美知子 

Salmonella Typhimurium（ST)による下痢
が一貫経営養豚場の肥育豚舎で発生。発症
豚房は点在。発症豚直腸便、猫直腸スワブ、
衛生害虫、ネズミ糞便、環境スワブから ST
を分離。10 株の遺伝子を制限酵素 XbaⅠ及
び BlnⅠで切断し、同一パターンを確認。
同株の薬剤感受性試験は全てストレプトマ
イシン耐性または中間、他 9 種に感性。発
症豚の隔離、抗生物質投与、肥育豚舎専用
衣服・長靴の使用、豚舎消毒、ネズミ・衛
生害虫の駆除、猫飼育中止を指導。結果か
ら ST は同一由来で、野外から侵入し、ネズ
ミや猫の体内で増殖して豚に感染と考察。
また、ネズミ・猫・衛生害虫が媒介したた
め発症豚房が点在したと考察。消毒薬によ
る環境中の菌数低減、作業動線の一方向化、
ネズミ・衛生害虫の駆除及び猫飼育中止に
よるベクター減少、肥育豚以外への予防的
な呼吸器病投薬プログラムにより、他豚舎
へ拡大しなかったと考察。現在も環境から
ST を分離。今後、清浄化を目指す。 
 
382.管内養豚場で発生した浮腫病とその対
策：佐賀県中部家保 野田由美、岸川嘉洋 

肥育豚 220 頭を飼養エコフィード利用養
農場で、A 農場のみの導入が困難となった
ため、B 農場からも導入を実施したところ、
導入豚の死亡が続いたため A 農場及び B 農
場導入豚各 1 頭（以下、豚 A 及び豚 B）の
病性鑑定を実施。剖検所見は、豚 B の結腸
腔内に血様内容軽度貯留及び充うっ血を伴
う偽膜形成並びに腸間膜リンパ節の充血腫
大。細菌学的検査で豚 A 及び豚 B の回腸内
容から、β溶血性大腸菌をそれぞれ 2.6×1
06cfu/g、3.3×1010cfu/g 分離。豚 A の腸間
膜リンパ節からも分離。ウイルス学的検査
で豚 A、豚 B の腸管で豚ロタ B 群ウイルス
遺伝子陽性。病理組織学的検査で豚 B の回
腸粘膜上皮細胞にｸﾞﾗﾑ陰性桿菌の付着を伴
う高度な腸絨毛萎縮及び偽膜性結腸炎。病
性鑑定結果から浮腫病と診断。発症要因は
感受性のない薬剤投与、リキッドフィーデ
ィングによる飲用水不足、高蛋白飼料多給
と推察。感受性薬剤投与、新鮮水給与、飼

料中蛋白含量低減、出荷後の豚房の洗浄消
毒の徹底を指導。豚舎の構造上、不断給水
や敷料交換が困難等の課題が残ったため、
継続指導が必要。 
 
383.管内の一農場で発生した豚赤痢の清浄
化へ向けた取組：鹿児島県鹿児島中央家保
島真理子、三角和華子 

2018 年 2 月に豚赤痢が発生した農場で、
同年 3 月に豚赤痢浸潤状況調査を実施。直
腸便と環境拭き取り材料から B. hyodysen
teriae (Bh) が分離され、農場の汚染状況
が判明。清浄化対策として、踏込消毒槽の
増設、豚舎の清掃・消毒頻度の見直し、感
性抗菌剤の飼料添加を実施。臨床症状の消
失を確認後、同年 10 月に清浄性確認検査を
実施。直腸便、環境材料いずれからも Bh
は分離されず、農場の清浄化を確認。今後
は、再発防止と清浄性維持へ向けて飼養衛
生管理基準の遵守徹底を指示。 
 
384.豚レンサ球菌症が複数回発生した農場
由来 Streptococcus suis の性状検査及び
疫学的検討：鹿児島県鹿児島中央家保 岩
尾俊、三角和華子 
 1999 年～2017 年に豚レンサ球菌症（疑症
を含む）と診断された豚から分離された S.
 suis51 株（19 農場、2～5 株/農場）の性
状検査及び分子疫学的解析を実施。35 株は
クローナルコンプレックス（CC）1、CC25
または CC28 と推定、うち 25 株は重度な病
態（髄膜炎、敗血症）に関与。また 35 株中
32 株は血清型 2 型あるいは 1/2 型と推定、
うち 23 株は重度な病態由来。一方、CC1、C
C25 及び CC28 以外と推定された 16 株では、
重度な病態由来株が 4 株（3 株は推定血清
型 7 型）。PFGE 解析では、農場内で同一起
源と考えられる株の長期循環を示唆。ペニ
シリン系薬剤に全株感性。豚レンサ球菌症
の予防は、適切な飼養衛生管理、発生豚の
母豚の把握、ワクチン接種の検討、発生し
た際には感性薬剤による発生早期の治療が
必要。 
 
385．Brachyspira hyodysenteriae の疫学
調査と分離方法の検討：沖縄県家畜衛生試
験場 茂野悟、仲村真理 
 豚赤痢の原因菌 Brachyspira hyodysent
eriae （Bh）について、本県における疫学
・薬剤感受性調査ならびに分離方法の検討
を実施。①浸潤状況調査は県内 31 戸 320
頭の豚糞便を用いて、Nested PCR 法により
Bh 陽性率を調査。②薬剤感受性調査は平成
30 年度分離株 14 株について寒天平板希釈
法により 4 薬剤（タイロシン、リンコマイ
シン、チアムリン、バルネムリン）の最小
発育阻止濃度（MIC）を測定。③分離株の遺
伝子解析は平成30年度分離株7株について
パルスフィールドゲル電気泳動法（PFGE）
を実施。Multilocus Sequence Typing（ML
ST）と薬剤耐性遺伝子（tva）の塩基配列解
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析を動衛研に依頼。④分離方法の検討は直
接塗抹法とスライス法の分離率を比較。結
果、本県における Bh 農場陽性率（47%）は
全国調査（20%）と比較して高値。薬剤感受
性は過去の調査と比較して、MIC 上昇を確
認。PFGE は疫学関連農場間で類似したパタ
ーン。MLST は 2 グループに分類され、すべ
て tva 遺伝子保有を確認。スライス法によ
り分離率は向上。今後も侵入防止対策の徹
底および薬剤感受性状況を注視していく必
要がある。 
 
Ⅱ－３ 原虫性・寄生虫性疾病 
 
386．肥育豚における豚鞭虫症の発生事例：
福島県中央家保 大西彩香、根本文敬 
 平成 30 年 6 月、管内の 50 頭飼養の肥育
養豚農家で下痢が発生し病性鑑定実施。発
症豚の糞便検査で有意な成績は得られなか
ったが、死亡豚の病理解剖で結腸において
多数の豚鞭虫の幼若虫寄生を確認、急性豚
鞭虫症と診断。当該農家はパドックとロッ
ト毎に区別されたハウス豚舎を利用。発症
豚は 1 ロットだったが、環境検査で他ロッ
トの豚群敷料や熟成中の堆肥からも鞭虫卵
が検出され、農場全体の汚染を確認。この
ため診療獣医師と協力し衛生指導を実施。
導入時に駆虫剤投与と経口補液剤及びビタ
ミン剤の投与、飼養中は豚舎毎の長靴交換
及び発症豚の早期発見早期治療、空舎時は
豚舎消毒の実施と適切な堆肥処理を指導。
指導後同ロットの症状は終息したが、その
後他ロットで下痢が散発し、治療を継続中。
終息 5 ヶ月後の環境検査でも虫卵は検出さ
れており、本病は糞便検査だけでなく環境
検査を併用し診断することが重要と再確
認。また、今後はパドックの消毒が課題。 
 
387.大規模養豚場における寄生虫浸潤状況
調査に基づく衛生指導：三重県紀州家保 
森健斗、富田智美 
 平成 30 年 2 月、ストール豚舎で豚回虫を
発見。聞き取りにより、駆虫薬投与後に散
見されることが多いとの事。そこで、5 月
より母豚群の寄生虫浸潤状況調査のため、
繁殖母豚、県外導入豚の糞便虫卵検査を月
1 回実施。当農場は母豚約 1,000 頭で第 1
と第 2 農場に分かれている。調査の結果、
第 1 農場で回虫卵を検出。豚回虫が発見さ
れた第 2 農場では回虫卵は認められなかっ
たが、駆虫薬の投与時期を分娩 4 週前から
2 週前に変更。今年に入り、両農場ともス
トール舎で豚回虫が確認されたため、対策
として豚舎、分娩舎移動時の母体の洗浄、
消毒の徹底を指導。また、両農場の分娩舎、
ストール舎及び導入舎でコクシジウムオー
シスト(コクシ)を検出。特に導入舎では 8
月以降毎月検出された。全体的な寄生虫対
策とし、専用長靴の設置及び石灰散布を指
導。対策により、両農場の導入舎のコクシ
の平均虫卵検出数が減少。寄生虫対策の重

要性を農家が再確認し、生産性向上の一助
とできた。 
 
Ⅱ－４ 一般病・中毒・繁殖障害・栄養性
代謝障害 
 
388.豚の食餌性胃潰瘍が生産性に及ぼす影
響：千葉県中央家保 本多芙友子、関口真
樹 
 2017 年 4 月、繁殖豚 430 頭規模の一貫経
営農場の肥育舎において、移動後 7 日目以
降貧血と食欲不振を呈し斃死する例が散
発。抗生剤等による治療後も発症が続いた
ため、6 月に 4 か月齢の未治療の発症豚 2
頭の病性鑑定を実施。2 頭ともに病理学的
検査で胃の無腺部全域に重度の潰瘍、血液
検査で鉄欠乏性貧血がみられ、潰瘍からの
出血が貧血の原因と考察。聞き取り調査で
4 月以降、肥育舎の給与飼料を市販飼料か
ら自家配合に変更した際、細かい粉末状飼
料を給与していたことが判明。以上から、
本症例は微細粒度の飼料給与による胃潰瘍
と判断。対策として、飼料粉砕後に粒度計
を用いて粒度を 0.6 ㎜以上に調節したとこ
ろ発症は収束。4～7月の 4か月間について、
発症のあった 2017 年と翌年を比較すると
出荷体重、飼料要求率に差はみられなかっ
たが、出荷日齢は約 7 日間短縮、母豚 1 頭
当たりの枝肉重量は約 270kg 増加、売上額
と飼料費の差額は約 60 万円増加した。 
 
389.と畜検査データ等の活用による豚慢性
疾病対策への取組み（第１報）：静岡県西
部家保 窪田郁子、森谷美咲 
 食肉衛生検査所（食検）が所有すると畜
検査データや獣医師が発行する指示書デー
タは、これまで豚慢性疾病対策には活用さ
れてこなかった。そこでまず、と畜検査デ
ータの受信体制作りに着手。管内各 2 ヶ所
の食肉センター及び食検から、管内養豚場
32 戸分の出荷頭数や廃棄疾病別内訳が記
載されたエクセル形式ファイルをメールに
て受信開始。このデータから集計した一部
廃棄率の推移や指示書データから算出した
抗生物質使用量に、当所の抗体検査成績と
病性鑑定記録をまとめた農場ごとの慢性疾
病カルテ（カルテ）を作成。さらに、カル
テを活用した農家指導方法を検討。管内養
豚場6戸の過去2年間分のデータを調査し、
3 戸で課題確認。2 戸で抗生物質使用量低減
や肺炎関連疾病対策の検討を開始し、1 戸
では衛生対策指導後、肺炎による廃棄率が
低減。今後、カルテを管理獣医師や農協と
情報共有することで、個々の農家指導へ有
効活用しつつ、地域全体としての慢性疾病
対策に取り組む。 
 
390. 県内で発生した豚の亜鉛中毒：愛知県
中央家保 小松徹也 

近年、離乳後の下痢対策として亜鉛化合
物の飼料添加が増加傾向。酸化亜鉛は 1500
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から 2000ppm で大腸菌対策等に有効との報
告。今回酸化亜鉛の過剰投与が原因で豚の
亜鉛中毒が発生。平成 28 年 9 月より誤って
酸化亜鉛 8000ppm を飼料添加（離乳後から
出荷前）。平成 29 年 1 月に農場の 9 割の豚
に下痢と発育不良が発生。4、5 月に 4 頭の
病性鑑定を実施。全て膵臓が半分以下に萎
縮。病理組織学的検査により腺房細胞の著
減と導管様細胞の著増及び間質の線維化を
確認。膵島では膵島細胞の膨化、β細胞の
増加、α・δ細胞の減少、間質の水腫を確
認。諸臓器で亜鉛の含有量著増、銅は腎臓
以外の臓器で減少。以上より酸化亜鉛によ
る豚の亜鉛中毒と診断。農場内飼養豚の亜
鉛中毒発生は世界初。長期化により経済的
被害が増加。県内他農家でも亜鉛中毒を疑
う膵炎を確認。硫酸コリスチンの飼料添加
禁止に伴い、亜鉛化合物の使用頻度が増加
傾向にあるため、今後投与量に注意が必要。 
 
391.2 農場で発生した豚の血小板減少性紫
斑病：長崎県中央家保 藤岡芳幸、溝口泰
正 

母豚 140 頭規模の一貫経営養豚場及び母
豚 130 頭規模の一貫経営養豚場において、
哺乳豚で全身に皮膚出血斑を呈し、死亡す
る事例が発生し、病性鑑定を実施。剖検所
見で、全身の皮下出血、心外膜の出血及び
リンパ節の出血等、全身性の出血病変（3/
3 頭）を確認。病理組織学的検査では、多
臓器における出血が認められ、出血部に血
栓は認められず（3/3 頭）。骨髄における
巨核球の軽度増加を確認（1/2 頭）。血液
学的検査で、赤血球数の減少（53～81×10
4μl）、ヘマトクリット値の低下（5.1～7.
3%）、血小板数の顕著な減少（0.4～0.9×1
04μl）。血液塗沫標本では、赤血球の大小
不同、赤芽球の出現といった再生像を確認。
病性鑑定の結果、発症豚での血小板の顕著
な減少を確認し、全身の出血を呈する各種
疾病や中毒が否定的であったことから、本
県で初発生の血小板減少性紫斑病と診断。 
 
392．血小板減少性紫斑病の疑い事例につい
て：宮崎県都城家保 宮川陽一、黒澤愛子 
 血小板減少性紫斑病の疑いと診断された
哺乳豚の病性鑑定成績について報告。症例
は 8産目の母豚 1頭から出生した 14頭のう
ちの 2 頭。出生豚のほとんどで頭部、四肢、
腹部に様々な大きさ、形の紫斑あり。剖検
では、皮下組織に高度の出血と凝血、腎臓
にびまん性の点状出血。ウイルス検査では、
PRRS の抗体が陽性。病理検査では、皮膚真
皮層、骨格筋の筋線維、腎臓の一部、心内
膜下、心筋線維、胃、舌の上皮下に出血巣
が散在。肝臓と腎臓では髄外造血が散在。
血液検査では、血小板減数、血液塗抹では
赤芽球の出現、赤血球の大小不同。細菌検
査では、有意菌は検出されず。これらのこ
とから、血小板減少性紫斑病の疑いと診断。
今後は現場の獣医師との情報共有を図り、

本疾病の動向を注視し、生産性への影響等
を明らかにしたい。 
 
Ⅱ－５ 生理・生化学・薬理 
 
393．マホプラジン投与量を検討した特定家
畜伝染病発生時の豚殺処分対応訓練の検証
：鳥取県西部家保 山﨑健太 千代隆之 

平成 30 年 9 月 9 日に 26 年ぶりに国内で
豚コレラが発生。蔓延防止には迅速な豚の
殺処分が必要。家保職員でも養豚指導業務
に従事したことのない職員がいる中、特定
家畜伝染病の発生を想定し豚の殺処分訓練
を実施。廃業予定農家の飼育豚（15 頭）を
用いて、殺処分経験の無い職員がより安全、
迅速に殺処分する方法を検証。マホプラジ
ン 1％注射液の投与量を変化させ豚保定器
を用いた場合など様々な場面を想定し、鎮
静、殺処分に要する時間を確認。本試験の
結果、マホプラジンの投与量と鎮静までの
時間に関係性なし。また、マホプラジン投
与下で豚保定器を用いることは、刺激を与
え逆に興奮し危険。「コンパネでの追い込
み→マホプラジンの定量投与（2～9ml)→電
殺機により気絶→逆性石鹸製剤（塩化トリ
メチルアンモニウムメチレン）を心臓注入」
が一番安全で素早く対処できると考えら
れ、豚の扱いに慣れていない職員にも適し
ていると示唆。 
 
Ⅱ－６ 保健衛生行政 
 
394．スムーズな６Ｓ養豚を目指して：富山
県東部家保 神吉武、開澤浩義 
 管内１養豚場において、平成 28 年度より
「整理(Seiri)」「整頓(Seiton)」「清掃(S
eisou)」「清潔(Seiketsu)」「習慣(Syuka
n)」を実践し、作業の効率化、生産性向上
を図る 5S 活動として定期的な一斉活動に
取り組んできた。しかし社内人事によるリ
ーダーの交代や、海外からの技能実習生の
入れ替わりなどにより、活動の継続が難し
い状況に直面。5S チームで検討した結果、
5S を含めた農場のすべての作業を文書化
することで、人事異動の際の引継ぎや、新
たな実習生への教育及び業務の円滑化が図
られ、5S 活動を行う十分な時間を作り出せ
るのではと考え、作業手順書を作成。これ
を基に、継続的な 5S 活動を円滑に行うため
の 6 つ目の S（Smooth）を実践。その結果、
5S 活動は現在まで継続され、取り組み開始
から 3 年の間に、出荷豚における無廃棄割
合が増加。変化に対応し長期にわたり持続
可能にするためには手順書によるスムーズ
な引継ぎ、教育、作業の相互補完が有効で
あり、持続可能性までを考慮した 6Ｓを意
識することの重要性が示唆。 
 
395.豚流行性下痢（PED）特別防疫対策地域
指定の解除に向けた取り組み：愛知県東部
家保 廣村憲 
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田原市は、平成 26 年 12 月 19 日に PED
特別防疫対策地域に指定後、未だ解除に至
らず。地域指定の解除には、再発を繰り返
している 6 戸の養豚団地における飼養衛生
改善が不可欠。平成 28 年度から結成した地
域大動物診療施設、愛知経済連、JA 愛知み
なみ、田原市役所、田原農業改良普及課、
中央家保高度病性鑑定課及び当所を構成員
とした防疫対策チーム（田原市 PED 防疫協
議会：協議会）による飼養衛生改善指導と
その経過について報告。取り組み内容は①
協議会による団地内の衛生対策確認②月例
団地定例会時の協議会で出された改善案に
基づく農家指導③断続的に発生が見られる
農場に対する馴致と豚舎消毒④団地外への
ウイルス拡散防止を目的とした団地内公道
の石灰散布消毒⑤農場汚染確認検査。結果、
団地内の全農場は平成31年 1月中旬に非発
生農場へ復帰予定。それに伴い、特別防疫
対策地指定が解除見込み。今後も地域防疫
部会、関係機関等と一丸となって地域防疫
に努めていきたい。 
 
396．豚コレラ国内発生に係る危機管理対応
について：京都府南丹家畜保健衛生所 田
中究、山本哲也 

【はじめに】昨年 9 月に岐阜県で発生し
た豚コレラは 5 府県に拡大しその後も岐阜
愛知両県で続発。当所管内では府内の豚等
の 98.3%が飼養されており、関係機関と連
携して対応を実施。【予防対策】農家及び
関係機関に衛生情報等を計 42 回配布。初発
直後、愛知県での野生いのしし感染確認時、
5 府県への感染拡大時の計 3 回、緊急巡回
として全 16 農家へ立入検査を実施、異常が
ないことを確認し、予防対策の徹底を指導。
野生いのしし対策としてフェンスと電気柵
の設置を支援。農家・関係機関を対象に防
疫研修会を開催。【発生への備え】農家毎
の発生農場防疫作業シミュレーション、各
関係機関の役割分担、移動制限区域及び消
毒ポイントを関係機関と調整、防疫台帳に
整理。必要資材積算と資材の備蓄状況確認。
岐阜県への派遣職員の伝達講習。【まとめ】
正確な情報を農家や関係機関へ迅速に提
供。農場の衛生管理レベルを高め、関係機
関と連携して豚コレラ防疫体制を強化。継
続して対策指導中。 
 
397．管内の豚コレラ疑い事例の発生と対応
：兵庫県姫路家保 鎌谷郁子、片山光正 

管内監視対象農場の内の 1 農場において
複数の飼養豚の死亡と体調不良の報告があ
り、緊急立入検査及び精密検査を実施。豚
コレラは否定されたが、その際の初動防疫
対応で課題が明らかになり、改善に着手。
内容は、1.既存の防疫作業マニュアルの改
訂。2.平成 25 年度に作成した農場毎防疫作
業計画の内容が不十分で県民局との情報共
有がなされていなかったため、1)農場情報
の再整備、2)処分計画の数値化、3)県民局

との協議を行い、県下統一の農場防疫作業
計画モデルを作成。このモデルを県庁、県
民局、家保で共有した上で、飼養頭数が 10
0 頭以上の県下の農場について農場毎防疫
作業計画を再整備。今回の取組みで、連携
の強化とより円滑な準備体制を構築。今後
も発生時に万全な防疫措置が図れるよう、
農場毎防疫作業計画の改善や防疫訓練など
を通した検証を行うとともに、関係機関等
との連携強化に努力。 
 
398.農場 HACCP の進め方～自立編～：高知
県西部家保高南支所 明神由佳、松﨑克彦 
 平成28年度から管内1養豚場が県内初の
農場 HACCP 認証に向け作業を継続中だが、
来春の申請に向け、いよいよ最終段階に突
入。危害要因分析(HA)を実施し、重要管理
点（CCP）を設定。農場独自の規定、記録様
式やマニュアル等を協議作成し、HACCP 計
画や一般的衛生管理プログラムを確立。こ
れらの作業は、経営者をリーダーとし従業
員達が積極的に意見を出し合い実施。農場
HACCP をキーワードに一つのチームとして
成長。今後は、内部検証や模擬審査を行い、
認証機関が実施する認証審査（現地審査）
に臨む。本取組は、四万十ポークブランド
推進協議会が実施する畜産クラスター計画
の重点項目の一つ。農場における飼養衛生
管理基準の定着徹底、さらには、「四万十
ポーク」としてのブランド確立とブランデ
ィングの面からも大きな意義を持つ。家畜
衛生と振興事業との融合を図る取組として
期待できる。 
 
399.と畜検査情報の有効利用に向けた取組
：高知県西部家保 青木悦成 
 と畜検査での病変検出結果をまとめた
「と畜検査情報」は、家保が農場指導を行
う上で参考となるが、その有効利用が課題。
主たる要因は「解析に要する手間が大き過
ぎる」ことであり、これは①データ量が膨
大であること、②データファイルが月毎に
独立していることなどに依る。当家保にお
いても、月毎のデータに基づく指導に留ま
っており、「過去の傾向なども踏まえた指
導」は満足にできていない。今回、任意の
年度、農家及び病変の組み合わせを指定す
ることで、該当データのみを抽出してグラ
フを自動作成するプログラムを、Excel で
作成。これにより、「１年度内の各病変の
推移」「特定の病変の数年間の推移」「農
家間比較」が簡易な操作で瞬時に解析可能。
今後は、グラフ等を作成して解析・指導で
積極的に活用するとともに、有用性を確認
し、プログラムの機能拡張、メンテナンス
体制の確立、利用ソフトの選定などを進め
る必要がある。 
 
400.家族経営養豚農家で農場 HACCP システ
ムが効を奏した下痢対策：福岡県筑後家保
古瀬美緒子  
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当該農場は母豚 250 頭飼育の養豚農家で
あり、平成 26 年に農場 HACCP 推進農場に登
録。平成 27 年に豚赤痢が発生し、と畜場で
の大腸廃棄率は最大で 24.1％に上昇。そこ
で構築途中であった HACCP システムを活用
し、家保が主導して豚舎作業の再検討、豚
舎清掃方法に関する SSOP の再構築及び一
般従業員教育を行い、農場 HACCP 推進会議
の充実を図った。その結果、下痢の発生は
終息し農場衛生レベルが向上。母豚 1 腹あ
たりの離乳頭数は 0.8 頭増加、離乳豚での
事故頭数は年 50 頭減少、農場衛生の改善に
伴い母豚を増頭し、出荷頭数は 1,648 頭増
加。システムの再構築・運用により慢性疾
病は低減、農場粗利益が 5,849 万円増加し、
経営者がシステム運用効果を実感。家族経
営農家における農場 HACCP 推進には、経営
者に経済効果を意識させ、各関係機関が連
携して具体的な目標設定を行い、持続的な
取組みを促すことが重要。このような成功
例を蓄積し、家族経営農家での HACCP 普及
に努める。 
 
401．食肉衛生検査成績を活用した養豚農場
の経営改善：福岡県中央家保 袈裟丸昇太、
平木康陽 
 管内養豚農場を対象とした経営検討会議
において、食肉衛生検査成績を活用し対策
を講じた結果、一定の成果が得られたので
報告。平成 29 年 2 月の A 農場を対象とした
経営検討会議において、肥育豚の増体が悪
く、出荷日齢の遅延が示唆。食肉衛生検査
成績を用いて増体悪化の原因となる疾病の
抽出を試みた結果、平成 28 年 4 月から平成
29年 1月の寄生虫性間質性肝炎の罹患率が
60％以上で推移。対策として平成 29 年 2
月から 60 日齢、120 日齢におけるフルベン
ダゾール製剤の経口投与、母豚における年
2 回のイベルメクチン製剤の筋肉内投与、
空き豚房の徹底した水洗と石灰塗布による
消毒を開始。対策後の罹患率は平成 29 年 9
月に 10％を下回り、平成 30 年 10 月現在ま
で維持。罹患率の減少により出荷日齢は平
均約 5 日短縮。寄生虫性間質性肝炎は罹患
の有無を臨床症状で判断することは極めて
困難な疾病であるため、食肉衛生検査成績
を用いて対策の効果を判定することは有
効。 
 
402.特定家畜伝染病発生に備えた養豚防疫
対応：大分家保 高原幸三、丸山信明 
 特定家畜伝染病発生時の迅速な初動防疫
対応に初動防疫計画書の作成が必要。大分
県は計画書作成補助に EXCEL シートを活
用。このシートは入力項目が多く、作成に
時間が必要。必要人員数や大型機材数が過
剰に算出。算出データの初動防疫作業人員
表（人員表）への反映が非常に煩雑。不必
要項目の削除と、関数や自動入力を使用し
シートを改良。より正確な作業員数、機材
数を算出。かつ作成の時間短縮も可能。シ

ート完成と同時に人員表が完成。また豚専
用のものに改良。母豚 300 頭規模の農場で、
入力セル数が889セルから428セルに減少。
作業員の延べ動員者数は 917 人から 685 人
に大幅削減。確保が困難な獣医師は 79 人か
ら 38 人に、大型機材オペレータ数は 72 人
から 12 人に削減。防疫作業従事者確保にゆ
とり。短時間で実情に応じた初動防疫計画
の立案が可能。結果、迅速な初動防疫対応
により、早期終息が可能。 
 
Ⅱ－７ 畜産技術 
 
403.家族経営豚飼養農場における農場 HAC
CP 認証への取組：青森県むつ家保 今井良、
齋藤香 
 A 農場は母豚 300 頭規模の家族経営一貫
農場で、平成 25 年 9 月認証へ取組開始。平
成 26 年 4 月に PED が発生し取組が中断、認
証への意欲が低下したが、平成 28 年 2 月取
組支援。農場、家保、県畜産協会で月１回、
計 29 回チーム会議実施。家保は飼養衛生管
理及びシステム構築指導。飼養衛生管理で
は、衛生管理区域の設定や病原体持込み防
止に課題。衛生管理区域設定には、三角コ
ーン、看板により境界明瞭化。病原体持込
み防止には出入口を制限、車両出入手順書
や消毒マニュアル等を整備。飼料受入れ時
の飼料誤用防止を指導。PED 対策は環境中
の残存状況、抗体の動きから、作業動線作
成、母豚移動時に専用カゴ使用、分娩舎担
当の専従化、ワクチン接種マニュアルの整
備等を強化。システム構築では、作業工程
を整理、体系化。危害分析により CCP を決
定し継続監視、危害を未然にコントロール。
取組により飼養衛生管理が強化され、畜産
物の安全性、従業員の理解度向上。平成 31
年 1 月 24 日認証を取得。 
 
404．一養豚場における経営改善のための取
組：長野家保 松井宏枝 
 繁殖母豚 60 頭を飼養する一貫経営（一
部、肥育素豚導入）の養豚場において、平
成26年 10月から生産データ分析に基づく、
経営改善のための取組を開始。関係機関に
よる毎月の検討会で改善を指導し、効果を
検証。取組当初は、総産子数：14.04 頭/腹、
離乳子豚数：8.97 頭/腹、子豚舎の事故率
：6.81%、肥育事故率：8.98%、出荷頭数：1
6.96 頭/母豚/年であったため、損失の大き
い哺育期間及び離乳後の飼養管理に着目
し、哺育豚の温度管理や敷料保管方法の改
善等を指導。また、母豚管理について、母
豚の淘汰・更新、給与飼料の変更、照明管
理の実施等を指導。その結果、離乳子豚数
：11.08 頭/腹、子豚舎の事故率：4.06%、
出荷頭数：24.28 頭/母豚/年と大きく改善
（平成 30 年 11 月）。本年度は、①母豚毎
の生産データ分析に基づく母豚淘汰基準の
検討、②背脂肪厚測定結果に基づく栄養管
理基準の検討、③繁殖検診を実施し、離乳
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頭数増加と事故率改善による出荷頭数の増
加を目指す。 
 
Ⅱ－８ その他 
 
405.高知県豚枝肉共進会の現状と今後の展
開（第二報）：高知県西部家保 尾﨑郁馬 
 高知県豚枝肉共進会（共進会）は、肥育
技術向上を目的として平成 14 年度から食
肉処理施設にて毎年開催。同施設内で枝肉
を見ながら審査結果を説明。平成 25 年の豚
流行性下痢の県内発生を機に施設内立入り
を制限し、枝肉写真や講評入りの審査結果
資料に代替。今年度は農家の共進会に対す
る意識向上と共進会の目的を達成するた
め、①全出品豚の枝肉重量、背脂肪厚によ
る等級判定についての分布状況を図示する
資料の作成、②農家が生体出荷時点での優
良個体２頭を選び、格付け上位の個体を選
抜できているか確認してもらうことを提案
した。結果、昨年までと比較して①の資料
において高位に分布し、出品豚の枝肉格付
が高位平準化。今後農家及び関係者で意見
交換を行い、さらに有用性の高い資料作成
や研修会の開催等により、共進会の目的達
成及び経営安定の一助となるよう努めた
い。 
 
406．管内における排水処理施設管理指導の
取組み－やはりカギは活性汚泥沈殿率と透
視度の把握にあり－：中央家畜保健衛生所
比嘉喜政、宇地原務 
 平成 28 年度から 3 年間、排水処理施設を
有する 21 戸の養豚農家に対して水質等の
調査結果に基づく管理技術指導に取り組ん
できた。うち 13 戸は、3 年以上指導を継続。
指導に際しての主要な調査項目は、活性汚
泥沈殿率（SV24h）、透視度、溶存酸素、ア
ンモニア性窒素、亜硝酸性窒素、硝酸性窒
素。指導のポイントは、①活性汚泥沈殿率
を指標として、活性汚泥濃度を適切に保つ
こと。②透視度を指標として、曝気量の過
不足の判断に役立てることの２点。そのた
めに測定器具や測定方法を農家にとって取
り組みやすいように工夫し、農家自ら測定
・記録できるよう指導した。その結果、活
性汚泥濃度の管理状況は良くなり、曝気不
足の施設は少なくなった。透視度は、概ね
排水基準を満足するとされる 10cm 以上の
割合が増え、アンモニア性窒素の値の分布
からも水質の改善が伺えた。農家へ活性汚
泥沈殿率と透視度を理解、把握させること
が、排水処理施設における水質改善のカギ
である。 
 
407．新潟県における豚由来病原性大腸菌の
コリスチン耐性及び mcr 保有状況：新潟県
中央家保 田中健介 
 コリスチン（CL）は牛や豚の細菌性下痢
症、ヒトの多剤耐性菌由来感染症の治療に
重要で耐性化が懸念される抗菌性物質。20

15 年のプラスミド性 CL 耐性遺伝子（mcr）
の報告もあり、2018 年 7 月から飼料添加物
としての使用禁止。養豚は他畜種に比べ CL
使用量が多いことから、今回、2005～2018
年における県内 62 農場の病性鑑定豚由来
病原性大腸菌 129 株について、微量液体希
釈法による MIC 測定及び PCR 法による mcr-
1～mcr-8 特異遺伝子検出を実施。mcr-1、m
cr-3、mcr-5 保有株及び mcr-1 と mcr-5 併
存株が計 61 株、うち 55 株（90.2%）の MIC
は≧4μg/mL で耐性と判定され、mcr 非保有
株に比べ有意に CL 耐性。2005 年分離株に m
cr-5 保有株を確認、2011 年を境に mcr 保有
株検出率が急増。2018 年までに 37 農場へ
の浸潤を確認。今後も CL 耐性状況のモニタ
リング及び適切な投薬指導を継続。 
 
408. 病性鑑定を養豚場の生産性向上へつ
なげるための取り組み：愛知県東部家保 
井藤雅子 

病性鑑定業務は、検査手数料が有料とな
ってからも依頼件数は減ることなく、畜産
農家から、「非常に有意義である」と評価
を受け、家保業務の中で期待されている業
務の 1 つ。病性鑑定は重大疾病の肯定・否
定が大前提であるが、生産性向上を目的に
類症鑑別の正確さと迅速さが強く要求され
る業務でもある。当所では今年度 11 月末ま
でに豚の総合病性鑑定を 65 件受け付け、検
査結果に基づく衛生対策を提案し、改善指
導を継続。一方、検査手技の不備から数例
の生産性改善非優良事例がみられた。この
ことを解決するためには、病性鑑定依頼か
ら衛生対策提案まで、すべての職員が同レ
ベルの知識技術を取得し、原因解明までの
時間的危機感を持つことが必要。今後も重
大疾病の早期通報による蔓延阻止が重要で
あるので、そのことを達成するためにも畜
産農家から期待が大きい病性鑑定業務が農
場の生産性向上に寄与できるよう質の向上
を図り組織として最善な対応を統一して実
施していきたい。 
 
409.異物混入飼料摂取豚の安全性確認事例
：愛媛県東予家保今治支所 西野由里絵、
友國由香里 

平成30年 4月下旬に管内養豚場で錯誤に
よる繁殖母豚用飼料への除草剤混入事例が
発生。直後に対策を検討し、当該飼料摂取
母豚 4 頭の乳汁、血液、廃豚 3 頭の筋、肝、
腎、血液、保管飼料の計 31 検体を採材、ブ
ロマシル残留検査を依頼。結果は保管飼料
4 検体から 17～130ppm 検出、その他豚から
の検出なし（定量下限 0.01ppm 以下）。対
策会議後、7月に同一豚舎で繁殖母豚 57頭、
廃豚 2 頭、産子 4 頭の血液、臓器、保管飼
料の計 83 検体採材し、検査依頼。結果は保
管飼料 2 検体で 0.87～350ppm 検出、その他
豚からの検出なし。混入原因は①除草剤を
繁殖豚舎前の薬品庫に一時的に移動、②母
豚用飼料添加物を手渡しせず口頭指示、③
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薬品在庫管理表に不記載。再発防止策は除
草剤を管理対象とし、薬品取扱管理規定に
記録と報告の追加。薬品と消毒薬等の保管
庫を厳密に区分し従業員に周知等。農場及
び関係者と連携して再発防止に取組み、当
該飼料摂取豚の産子出荷までに安全性が確
認できた。 
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Ⅲ 鶏の衛生 
 
Ⅲ－１ ウイルス性疾病 
 
410.平飼い養鶏場で発生した伝染性気管支
炎と鶏マイコプラズマ病対策：北海道胆振
家保 川崎昌美、中田剛司 

平成 30 年 4 月、産卵率低下及び育雛の散
発的死亡が続発していた平飼い養鶏場（採
卵鶏約 1,000 羽飼養、初生雛導入）の育雛
5 羽の病性鑑定（病鑑）を実施し、伝染性
気管支炎及び鶏マイコプラズマ病と診断。
当所は初発時から病鑑を提案するも、飼養
者は出荷卵数の減少を危惧し病鑑受検を躊
躇、結果疾病がまん延し経済的被害が拡大。
当所は農場に立入り、換気改善、鶏舎毎専
用長靴設置、作業動線固定、育雛舎の土間
の交換・消毒、ワクチン接種済み大雛導入
を指導。環境測定で鶏舎内環境の改善状況
を可視化し飼養者の意識改善。対策後、雛
の死亡はなく産卵率も回復。飼養者は飼養
衛生管理の重要性を実感。平飼い農場の多
くは床が土間で病原体の常在化が容易、「無
薬」を理念としてワクチン不使用等伝染性
疾病発生・まん延が高リスク。今後もワク
チン接種、土間の消毒等飼養衛生管理改善
は、平飼い養鶏の「自然に近い環境でスト
レスなく飼養」との理念と矛盾しないこと
を普及する所存。 
 
411．盛岡広域支部による高病原性鳥インフ
ルエンザ発生時に備えた実動訓練（第２報）
：岩手県中央家保 山岸竜馬、佐藤圭 

盛岡支部による実動訓練は、昨年度、防
疫作業支援班員集合施設及び現地拠点施設
の設置作業、支援班員の健康調査、防護衣
の着脱等を実施。今年度は、感染拡大防止
のため車両消毒を行う消毒ポイントを、幹
線道路沿い 3 か所に設定し、設置作業、車
両誘導、消毒作業、証明書発行等を実施。
支部職員のみならず支援班員、市町職員、
協定団体等 74 名が参加し、実際に飼料運搬
車等 11 台を消毒するなど実践的な消毒ポ
イントの実動訓練は本県初であり、県内か
ら 88 名が参観。課題は、現場に即した機材
設置、作業指示の明確化、消毒ポイントの
適地確保、消毒用水と燃料の補給方法など。
2 か年の実動訓練により、支部職員の理解
度、主体性が向上したものの、現場責任者
の更なるリーダーシップ、指揮系統の明確
化が必要。今後も、「場所」、「物」、「人」
の観点から事前準備を進め、市町、協定団
体の協力を得ながら、実践的な訓練の継続
が重要。 
  
412．岩手県北地域の伝染性気管支炎ウイル
ス（IBV）の浸潤状況:岩手県県北家保 城
志乃、千葉由純、岩手県中央家保 八重樫
岳司、岩手県県南家保 金子和華子 

IBV 対策は、血清型に対応するワクチン
株の選択が重要。地域の浸潤実態の把握を

目的に、平成 24 年 4 月～30 年 9 月までの
発症例 10 戸、肉用鶏の HPAI モニタリング
検査対象 110 戸について、気管・クロアカ
スワブを用いた IBV の遺伝子検査及び血清
型推定のための遺伝子型解析を実施。結果、
発症例の遺伝子型は JP-Ⅰ及び JP-Ⅲがそ
れぞれ 5 例。ワクチンと異なる遺伝子型が
6 例（60％）。モニタリング材料では 69 戸
（63％）から野外株を検出。その遺伝子型
は JP-Ⅲ48 戸(69%)と JP-Ⅰ15 戸(21%)が全
体の 90％。地域全体では、JP-Ⅲが増加し J
P-Ⅰが減少する傾向（JP-Ⅲ/JP-Ⅰ比は 24
年度 0.75、28～29 年度 3.4）にあるが、市
町村では異なり（同比 0.75～8.0）、養鶏
場密度と正の相関（r=0.93)。UK/4/91 が 2
7 年度以降 5 戸（7％）に出現。JP-Ⅰを主
体としたワクチン選択が同野外株の減少に
寄与した可能性及び養鶏場密集地域におけ
る死鳥置場の共有、車両動線の交差等によ
る JP-Ⅲの農場への拡散が示唆。 
 
413．肉用鶏における伝染性気管支炎及びそ
の関与が疑われた 6 例の病理学的検索及び
発生状況の比較：岩手県中央家保 竹下愛
子、熊谷芳浩 

肉用鶏の伝染性気管支炎（IB）4 例（A～
D）と IB ウイルス（IBV）の関与が疑われた
大腸菌症 2 例（E、F）の病変と発生状況を
比較。主病変は A が尿細管間質性腎炎、B
が顕著なリンパ濾胞形成を伴う喉頭気管
炎、C 及び D が喉頭気管炎・化膿性漿膜炎、
E 及び F が線維素化膿性漿膜炎・軽度な喉
頭炎。全例は免疫染色により喉頭又は腎臓
に IBV 陽性反応、気管又はクロアカスワブ
から IBV 遺伝子検出、4 例（C～F）から大
腸菌分離。検出された IBV 遺伝子は接種ワ
クチンの遺伝子型と一致 1 例（F）、不一致
2 例（A、C）、他はワクチン未接種。以上
より、IB 腎炎型（A）、IB 呼吸器病型（B）、
IB 及び大腸菌症併発（C、D）、IBV の関与
を疑う大腸菌症（E、F）と診断。6 例の出
荷までの育成率は 89.6～97.7％で、併発例
で低値（C：90.0％、D:89.6％）。IB と細
菌の二次感染による育成率低下を確認。IB
対策にはワクチン接種に加え、二次感染防
止、日常の飼養衛生管理の徹底が重要。 
 
414．高病原性鳥インフルエンザ発生時の移
動規制班初動防疫体制整備に向けた取組み
：宮城県仙台家保 加藤伸悦、大越啓司 
 支部防疫組織体制の中で移動規制班は、
一連の農場防疫措置とは異なり、県土木事
務所職員のみで管理運営。初動防疫体制の
円滑な実施には、班リーダーの自主性と班
員の連携が必要。平成 29、30 年度に消毒ポ
イント候補地現地調査を実施し、全 74 カ所
（管内 58、管外 16）の設定と農場別設置計
画書作成。平成 29 年に国の事業を活用し、
自走式動力噴霧器 10 台を備蓄。動力噴霧器
操作技術習得を目的に、平成 30 年 7 月は家
保職員、8 月は県内各土木事務所職員を対
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象に研修会を実施。研修後、設置・運営に
係る演習開催の要望あり。10 月に民間リー
ス業者による資機材の搬出、ポイントの設
置、車両誘導、説明、消毒証明書発行の演
習を実施。この演習を契機に、12 月に他支
部移動規制班で同様の内容での演習実施に
つながった。今回、家保と土木事務所の協
働した取組みができたことにより、移動規
制班の初動防疫体制への理解と技術が向
上。今後も、継続した取組みにより、体制
の維持に努める。 
 
415．高病原性鳥インフルエンザ発生時の防
疫要員確保体制の検証と課題：山形県庄内
家保 大河原博貴、齋藤友佳 
 平成 30 年 10 月、受付及び健康診査担当
課を中心に、高病原性鳥インフルエンザ発
生時の防疫要員の動員を想定した演習を開
催。防疫要員の受付から防疫作業後の健康
診査を想定した内容で実施。受付業務は 2
名体制のため混雑、問診票様式が分かりづ
らく内容の確認に時間を要した等、一部の
業務で遅滞。作業前健康診査では、体温、
血圧のいずれかが県の作業強度の判定基準
を超えたため、演習参加者の約 57%が身体
的負荷の比較的大きい殺処分業務への従事
は不可と判定され、防疫要員の確保に影響。
演習後の検討会で、動員業務の効率化と防
疫要員の確保を重点課題として抽出。受付
カードの導入による業務の効率化、記載・
確認し易い問診票様式への変更、防疫作業
内容と作業強度の関係の見直し、及び健康
診査における県の作業強度判定基準の見直
し等、課題改善に向けた取り組みを継続中。
今後は動員集合施設の設営や資材搬入を含
めた演習を開催し、より実践的な防疫体制
の構築に努める。 
 
416.大規模育雛場の伝染性気管支炎の発生
事例：栃木県県央家保 関野惣介、中村真
弓 

2018 年 4 月 15 日、19 日齢の幼雛群で死
亡率が上昇したため、同月 19 日、病性鑑定
を実施。発生鶏舎は 3 棟中の１棟で、日齢
の異なる他の 2 棟の群では異状を認めず。
剖検では、腎臓の腫大、退色、モザイク様
白斑を観察。ウイルス学的検査では、JP-
Ⅰ型の伝染性気管支炎ウイルス(IBV）を分
離。発症鶏への接種ワクチン株(C-78 株)と
の相同性は 88％。病理組織学的検査では、
腎臓で重度の尿細管間質性腎炎を認め、同
部位の免疫染色で IBV 陽性抗原を検出。以
上の結果から、本症例を野外株 IBV(JP-Ⅰ
型)感染による伝染性気管支炎(IB)の腎炎
型と診断。IB 抗体検査の結果、全鶏群とも、
30 日齢での抗体価が最も低値。今回の発症
要因は、鶏舎建設の工事関係者やデビーク
等の専門業者の出入り等により、野外 IBV
が侵入。更に、死亡率が上昇した日齢は、
移行抗体の消失とワクチン抗体の上昇前の
時期が重なり、IBV への抵抗力が不十分で

あったために感染、発症したと推測。 
 
417. 肉用鶏飼養農場での伝染性気管支炎
ウイルス及び大腸菌感染事例:栃木県県南
家保 牧誉大、濱谷景祐 

管内の肉用鶏飼養農場(約 34,000 羽飼
養)で平成 29 年 3 月下旬、呼吸器症状を呈
する個体が散見。死亡羽数増加のため当所
に通報。鳥インフルエンザ簡易検査陰性を
確認後、死亡鶏 2 羽の病性鑑定実施。剖検
所見は、心のう水貯留、心外膜炎及び気管
内の滲出物を確認。細菌学的検査では、主
要臓器及び気管から大腸菌を分離。ウイル
ス学的検査では、伝染性気管支炎ウイルス
(以下 IBV)遺伝子を検出、JP-Ⅲ型と判定。
病理組織学的検査では、カタル性気管炎及
び化膿性心外膜炎を確認。気管の免疫組織
化学的染色では、抗 IBV 抗体及び抗 E.coli
抗体で陽性抗原検出。本事例は IBV 感染後、
大腸菌に二次感染、被害が増大。畜主への
聞き取りから、早期通報の未徹底、ワクチ
ン接種回数及び選定が不適切と判断。今後、
異状の早期通報及び飼養衛生管理基準遵守
の徹底を指導すると共に、株の選定を含め
た適切なワクチンプログラムの提案を予
定。 
 
418.伝染性気管支炎（IB）の発生における
ウイルス学的診断の一考察：千葉県中央家
保 三浦良彰   
 本年 10 月、肉用鶏農場で 21 日齢ひなが
呼吸器症状で死亡し病性鑑定。検査 5/5 羽
に気管の粘液増量、非化膿性気管支炎を認
め、病変部の免疫染色で伝染性気管支炎ウ
イルス（IBV）抗原を検出。遺伝子検査で I
BV の S 及び N領域特異的遺伝子は検出され
ず。発症が続いたため、13 日後に同一ロッ
ト 3 羽の遺伝子検査を実施し全羽検出され
ず、病理検査においても伝染性気管支炎（I
B）を疑う所見を認めなかった。病変を認め
た 2 羽と無病変の 3 羽計 5 羽を用いた発育
鶏卵接種試験を実施。初代尿膜腔液から 1
羽で S 及び N 遺伝子、残り 4 羽で N 遺伝子
を検出、両遺伝子検出 1 羽の 3 継代目で鶏
胚の矮小化・カーリングを確認。S 遺伝子
の遺伝子解析の結果、遺伝子型は JPⅢ型と
判明。IBV は遺伝子変異が速く検出し易い
プライマーが異なる場合があること、S 遺
伝子型はワクチン選択の指標となることか
ら、培養や遺伝子検査の方法を検討し診断
技術の向上を図る。 
 
419.都内で発生した鶏痘の病理学的特徴：
東京都家保 藤森英雄 

2017 年 6 月、採卵と肉用成鶏を各 2,000
羽飼養の農場で、初生導入した鶏痘ワクチ
ン未接種の 120 日齢群で開口呼吸等を呈し
斃死散発。４羽を病性鑑定に供し、気管に
肉眼及び病理組織学的に典型的な鶏痘病変
確認、鶏痘ウイルス遺伝子検出、粘膜型鶏
痘と診断。１羽のみ肺に米粒大白色結節を
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認め病理検査で肉芽腫と診断。同病変部内
の風船様細胞の散見部では抗ケラチン染色
で気管支粘膜上皮が増生し連続し粘膜下織
との結合を確認、ここで形成した鶏痘病変
と推察。著しいマクロファージの浸潤増殖
で肺固有構造が置換された部位では空隙を
伴った直径約 10μm の円形構造物が散見。
その多くは PAS 染色陰性だが、形態的に原
虫と推察。ここには上皮の増生はないこと
から鶏痘病変とは別の原虫迷入による肉芽
腫病変と推察。盲腸粘膜面にも数個の同様
円形物確認、肝臓病変ないが形態からヒス
トモナス原虫と推察。粘膜型鶏痘事例での
肺病変の報告少なく、肺の肉芽腫は鶏痘ウ
イルスと原虫の関与を示唆。 
 
420.鶏痘発症鶏におけるマレック病ウイル
ス及び細網内皮症ウイルスの複合感染事例
：東京都家保 竹内美穂、藤森英雄 

2017 年 10 月下旬、小規模農家で飼育す
る 150 日齢の採卵鶏 21 羽中 11 羽で皮膚に
発痘が確認され、内 3 羽の病性鑑定を実施、
鶏痘と診断。当該鶏は自家孵卵、ワクチン
未接種であり、神経症状はなし。剖検所見
では内臓諸臓器に肉眼的異常なく、病理所
見では肝臓、膵臓、筋胃、骨格筋、中枢神
経組織にリンパ球様細胞の浸潤を確認。PC
R で全身諸臓器よりマレック病ウイルス（M
DV）及び細網内皮症ウイルス（REV）遺伝子
を検出。検出された MDV は腫瘍原性をもつ
血清型１の株（MDV1）であり、腫瘍化に関
与する meq 遺伝子、meq の転写活性能を阻
害する L-meq、病原性不明の S-meq を検出。
120 から 309 番目のアミノ酸配列解析より
強毒 MDV に近い配列。REV の塩基配列解析
では強毒株の T 株との相同性は 96.6%、さ
らに鶏痘ウイルスへの REV プロウイルス全
長の挿入を確認。全身諸臓器の炎症は REV
による可能性が高いと推察。MDV 株の病原
性によってはマレック病を発症する可能性
を示唆。 
 
421.鶏卵を直販所に出荷する養鶏場の高病
原性鳥インフルエンザ発生に備えた取組み
：神奈川県県央家保 松永繭子、和泉屋公
一 

管内の養鶏場は、直販所で鶏卵を販売す
るものが多く、また、互いに近接している
ため、高病原性鳥インフルエンザの発生時
には周辺農場となる可能性が高い。このた
め、発生時の出荷再開に係る動物衛生課と
の協議を前提に、管内養鶏場に鶏卵出荷状
況及び原卵の洗浄・消毒方法について調査
を実施。その結果、管内養鶏場の約 2/3 が
直販所に出荷していることや、原卵の洗浄
消毒の実施状況とその方法が養鶏場により
様々であることが判明。そこで、協議にあ
たり、当所が直販所に出荷する養鶏場に求
める衛生条件を GP センターの再開要件を
参考に定め、農場指導に着手。今後は事前
準備のための指導を管内全養鶏場へ進める

とともに、発生時の鶏卵出荷の措置や協議
について熟知していない養鶏場が多いこと
から、より一層の情報提供に努めたい。 
 
422.ワクモ吸血活動期の強制換羽後に発症
した鶏痘：富山県西部家保 岡部知恵、本
多秀次 

採卵鶏 17.5 万羽飼養農場のセミウイン
ドウレス鶏舎で鶏痘ワクチン 2 回接種した
1 鶏群（約 1.3 万羽、336 日齢）に、2018
年 4 月、強制換羽とワクモ駆虫実施後、死
亡鶏の顔面皮膚で痂皮がみられ病性鑑定依
頼。剖検では、頭部から胸部、翼の無羽部
皮膚に白色～褐色の発疹多発。病理検査で
は、角質層から有棘細胞層の肥厚、有棘細
胞の膨化、ボリンゲル小体形成を確認。病
変部の発育鶏卵接種試験では漿尿膜のポッ
ク形成及び封入体形成より、鶏痘ウイルス
（FPV）分離を確認。遺伝子検査では病変部
と漿尿膜から FPV 特異遺伝子及び FPV 遺伝
子挿入の細網内皮ウイルス遺伝子を検出。
以上より、野外株による皮膚型鶏痘と診断。
当農場では 6 月にも別鶏群で強制換羽中に
鶏痘発生。発生要因は、強制換羽のストレ
ス及びワクモ重度寄生による FPV 媒介と接
触感染の機会増加、本年 4 月にワクモ吸血
活動の適温に達したと推察。殺虫剤散布時
期とトラップ等の併用が今後要検討事項。 
 
423.採卵鶏における伝染性気管支炎（腎炎
型）の発生事例：石川県北部家保 河合愛
美、一二三誓祐 

平成 30 年 1 月、採卵鶏農場において 1
日齢で導入した幼雛（29 日齢）の鶏群で死
亡羽数が増加、死亡鶏 5 羽と生存鶏 3 羽の
病性鑑定を実施。A 型インフルエンザ簡易
検査は陰性。剖検で腎臓の腫大・脆弱化を
確認。気管・肺・腎臓の乳剤を用いた伝染
性気管支炎ウイルス（IBV）の遺伝子検査で
腎臓から特異遺伝子を検出。同乳剤の発育
鶏卵接種により各臓器から IBV を分離。分
離株の S1 領域遺伝子解析の結果、JP-1 型
に分類、1 日齢で接種していた IBV ワクチ
ン C-78 株との塩基配列の相同性は 88%。病
理組織学的検査で腎臓に尿細管間質性腎
炎、免疫組織化学的検査で尿細管上皮細胞
に抗 IBV 陽性抗原を確認。細菌学的検査で
は有意菌の分離なし。以上より、IB（腎炎
型）と診断。新規導入鶏群から、IBV ワク
チンプログラムを 0 日齢で S95 株、23 日齢
で C-78 株接種へと変更。他鶏舎での作業後
に幼雛舎へ入ることを制限。これらの対策
実施後、新たな発生はない。 
 
424.管内肉用鶏農家における伝染性気管支
炎の衛生対策及び経済効果：愛知県東部家
保 髙村祐士 
 平成 30 年 2 月に伝染性気管支炎（IB）が
発生した肉用鶏農家における衛生対策改善
による経済効果を報告。当該農場は肉用名
古屋種 16,000 羽を 4 鶏舎で飼養し、1 鶏舎
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で死亡羽数が増加したことから病性鑑定を
実施。結果、IB（JPⅡ）と大腸菌症の混合
感染と診断。対策として、ワクチンプロト
コールを初生時 JPⅡ、7 日齢 JPⅢ、14 日齢
JPⅠへ変更。以後の導入ロットにおける死
亡羽数の増加は認めない。発生鶏舎におけ
る育成率、出荷時体重及び飼料要求率は 9
5.9%、2.43kg 及び 4.33。非発生鶏舎では 9
8.2%、2.44kg 及び 4.23。16,000 羽におけ
る出荷重量及び飼料摂取量の増減は 1,032
kg 減及び 0.8 トン減。出荷鶏 1kg あたり 5
00 円、飼料 1 トンあたり 5 万円の場合、本
事例により約 48 万円の経済的損失があっ
たと算出。愛知県内では散発的に IB が発
生。本事例を参考に有効なワクチンによる
衛生対策の必要性を周知していく。 
 
425.一養鶏場で発生した伝染性気管支炎：
滋賀県滋賀県家保 古川桃子 
 平成 31 年 1 月、35 日齢の肉用鶏群で死
亡羽数増加を確認し、病性鑑定実施。剖検
で腎臓の腫大および退色、病理検査で尿細
管間質性腎炎、気管粘膜上皮細胞の増生お
よびリンパ球浸潤を認める。ウイルス学的
検査では、気管および腎臓から伝染性気管
支炎ウイルス(IBV)遺伝子を検出し、IBV を
分離。遺伝子解析により、分離株は全て遺
伝子型 JP-Ⅰ型に分類され、ワクチン株 GN
株と近縁と判明。以上の結果から、本症例
を腎炎型 IB と診断、GN 株と近縁な分離株
が発症に関与したと考えた。当該群は同じ
JP-Ⅰ型のワクチン株 C-78 株を 0 日齢で接
種していたにも関わらず発症した要因とし
ては、分離株と C-78 株の抗原性状が異なっ
ていた可能性、あるいは免疫賦与が不十分
であった可能性が考えられた。その後、当
該農場では IB は発生していないが、今後も
ウイルスの侵入や鶏舎間伝播を防げるよう
衛生管理の徹底を指導していく。 
 
426．初代鶏腎細胞（CK 細胞）の凍結保存
と鶏病ウイルスに対する感受性の検討：京
都府中丹家保 田中優子、吉良卓宏 
 凍結 CK 細胞の病性鑑定への利用の可能
性を探るため鶏病ウイルスに対する感受性
を通常 CK 細胞と比較。【材料及び方法】(1)
保存期間の検討:市販の細胞凍結保存液で
保存(-80℃)した凍結 CK 細胞を適宜培養し
観察。(2)感受性の検討:培養した凍結 CK
細胞にニューカッスル病ウイルス(NDV)、伝
染性気管支炎ウイルス(IBV)、伝染性喉頭気
管炎ウイルス(ILTV)、鶏アデノウイルス(F
AdV)、鳥類オルソレオウイルス(ARV) を接
種し CPE とウイルス力価を確認。【結果】(1)
保存 2〜4 か月程度までは通常 CK 細胞と概
ね同等にシート。 (2)NDV、IBV、ARV は通
常 CK 細胞と類似の CPE。ILTV は一部の凍結
CK 細胞で CPE 不明瞭。FAdV は短期保存で C
PE 不明瞭、長期保存で明瞭。力価は通常 C
K 細胞に比べ NDV、ARV で同等、IBV、ILTV
で低下、FAdV は短期保存で低下。【まとめ】

ウイルスにより通常 CK 細胞と反応が異な
る点に留意しつつ、凍結 CK 細胞を活用し病
性鑑定を効率的に実施することは可能と考
察。 
 
427.鶏脳脊髄炎（AE）および伝染性気管支
炎（IB）の関与が疑われる産卵低下事例：
奈良県家保 北川稔子 
 25000 羽飼養の採卵養鶏場（開放低床鶏
舎、初生導入）で、平成 29 年 9 月 5 日餌付
群（A 群）で生み始め頃から軟卵、卵殻の
ざらつき、卵殻色異常が発生。平成 30 年 3
月の病性鑑定立ち入り時に全群で産卵低下
を確認。A 群と平成 29 年 2 月 3 日餌付群（B
群）の血清、気管・クロアカスワブ、A 群
無産卵鶏 1 羽で病性鑑定を実施。A 群で卵
巣・卵管の発達遅延、気管炎、肝炎、間質
性腎炎を確認。気管スワブより IB ウイルス
（IBV）を分離。遺伝子型は JP-Ⅱ型で投与
している練馬株とは異なる。B 群では PCR、
ウイルス分離ともに陰性。AE 抗体検査では
両群ともペア血清の回復期で抗体陽転。大
雛期の AE 抗体は陰性。以上より A 群は IB
と AE による産卵異常、B 群は AE による産
卵低下と推察。IBV の JP-Ⅱ型を含む新しい
ワクチンプログラムを設定し、AE ワクチン
の接種を推奨。ワクチン投与方法と投与時
期の変更、農場衛生管理を指導。その後、
産卵低下は見られていない。 
 
428．地鶏農場での伝染性気管支炎（腎炎型）
発生とワクチン接種指導：和歌山県紀北家
保 安田裕子、上田雅彦  

平成 30 年 6 月、管内地鶏農場で腎炎型の
伝染性気管支炎(IB)が発生。当農場は約 1,
000 羽飼養。シャモ (G)の雄と横斑プリマ
スロック(Bp)の雌を自然交配。 孵化したコ
マーシャル鶏(G×BP)を約 4 か月齢で出荷。
 ワクチン未接種であったため、IB 並びに
ニューカッ スル病(ND)ワクチン接種を指
導。継続可能な方法と して生ワクチンの飲
水投与とし、GXBP は毎月孵化するため ND
及び IB ワクチンの 1 回目を約 7 日齢及び 
約 14 日齢に接種するとともに翌月群と併
せて 2 回 目を接種。種鶏群(G、Bp)は G×B
Pに併せて 1回目接 種後抗体価の推移を確
認しつつ 2 回目以降の時期を 検討。ND-HI
抗体検査により、G×BP2 群の 1 回目接 種
後の幾何平均(GM 値）は、11.3、6.3。2 回
目接種後は、34.3、34.6 と上昇。BP は 1
回目接種後 41 日で 29.9、71 日で 68.6 と高
い値を維持。IB 抗体価はワクチンメーカー
で実施。G×BP2 群の中和指数は、1 回目接
種後 34 日で 3.0、2.5、64 日で 5.0、3.5
と上 昇。BP2 群は 1 回目接種後 34 日で 4.
5、5.5、64 日 で 4.5、4.5 の値を維持。現
時点で今回のワクチンプログラムは有効と
考えるが今後継続して検査を実施してい
く。 
 
429.ICT を活用した高病原性鳥インフルエ
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ンザ病性鑑定業務効率化：島根県家畜病鑑
室 渡邉勉、横田司 
 高病原性鳥インフルエンザ（HPAI）が疑
われる場合、迅速かつ正確な病性鑑定実施
と結果報告が必要。病理解剖検査において、
解剖舎からの物や人の出入りを制限し、少
人数で多数の家きんを解剖し、所見を迅速
かつ正確にまとめ上げ報告するために、IC
T を活用して業務効率化を目指した。ハー
ドは、当室配備のタブレット端末を解剖舎
内で使用。ソフトは、クラウドサービスの
アンケート機能を使用。オンライン上アン
ケートページを所見記入用紙に見立て、ク
ラウド上に所見データを蓄積し、メールに
より適宜、事務室へ送信。受信したデータ
は、新たに作成した報告用様式へコピー＆
ペーストするだけで提出可能。ICT 活用に
より、解剖舎と事務室間の伝達要員を削減
し物や人の移動によるウイルス汚染を防
止、所見記入の簡易化、所見をまとめる際
の迅速性および正確性を実現し、HPAI 病性
鑑定業務の効率化に寄与。 
 
430.管内一ブロイラー農場で発生した腎炎
型伝染性気管支炎対策：島根県益田家保 
小川康太、荒川泰卓 
 平成 29 年 2 月に総飼養羽数約 27 万羽の
ブロイラー農場で、死亡羽数の増加が認め
られ、病性鑑定を実施。解剖所見で腎臓の
大理石紋様、ウイルス遺伝子検査で伝染性
気管支炎（IB）陽性を認め、腎炎型 IB と診
断。分離された IB ウイルス（IBV）は、S1
遺伝子解析で JP-1 型に分類、ワクチン株と
異なるため野外株の持込みが疑われた。そ
の後 7 ヶ月に渡り、IB ワクチンプログラム
の検討と変更を行い、出荷成績は改善を認
めるも、発生前の成績まで戻らず。農場全
体の空舎期間を設けるため入雛を中断し、
鶏舎等の消毒を徹底。フードスタンプ法に
よる細菌検査で消毒効果を検証、併せて拭
き取りスワブによるウイルス検査で IBV 陰
性を確認。対策後は鶏舎毎にオールインオ
ールアウト（AIAO）を行う方法から、農場
全体で AIAO を行う方法を継続。現時点まで
大きな疾病の発生もなく、出荷成績も良好。 
 
431.管内採卵鶏農場における鶏痘の発生事
例：島根県松江家保 永海航、矢田恭一 

平成 30 年 11 月、管内一採卵鶏農場（24,
000 羽規模）の一鶏群で死亡羽数が増加。
農場への立入検査で他の鶏群に異常はな
く、当該鶏群の死亡鶏１羽および衰弱鶏３
羽の肉冠等に発痘を認めた。農場において
高病原性鳥インフルエンザを否定後、４羽
について病性鑑定を実施。剖検では、３羽
で削痩、２羽で卵巣小、２羽で卵墜を確認。
ウイルス学的検査では、全羽の肉冠および
肉垂の乳剤から鶏痘ウイルスを分離。病理
学的検査では、全羽で表皮の著しい肥厚お
よび痂皮の形成を認め、表皮の肥厚部では
有棘細胞が腫大増生し、好酸性細胞質内封

入体（ボリンゲル小体）が見られた。以上
より、本症例を皮膚型鶏痘と診断。当該農
場では初生、90 日齢で鶏痘ワクチンを接種
しており、鶏痘発生は今回が初めて。また、
発症羽数は鶏群の１％未満で、当該鶏群に
限局していたため、ワクチン接種失宜の可
能性を考え、農場にワクチン接種手技と機
材の確認を指導。今後も消毒など衛生管理
の徹底を指導予定。 
 
432．ワクチン接種鶏で発生を繰り返した伝
染性喉頭気管炎：岡山県岡山家保家畜病性
鑑定課 別所理恵、山口葵 
 約 70,000 羽飼養の卵肉複合経営養鶏農
場で計 4 回、伝染性喉頭気管炎(ILT)が発生
(H26 年 12 月、H28 年 1 月及び 2 月､H30 年 1
月)。初発のワクチン未接種肉用鶏以降は同
一鶏舎(複数ロット飼養)の ILT ワクチン接
種済(20 日齢及び 65 日齢)採卵鶏で続発。
採卵鶏 3 症例は肉用鶏より死亡率が低く、P
asteurella multocida 等の細菌が高率に
分離(12/14 検体)され、ILT ウイルス(V)と
細菌の混合感染が主体。また、4 症例から
分離した ILTV における ICP4 遺伝子の制限
酵素断片長多型解析から少なくとも異なる
3 株の ILTV 野外株が関与と判明。なお、発
生鶏舎健康鶏の気管スワブから寒冷期(11
月～3月)に ILTV遺伝子が検出されたこと、
最終発生から 1 ヶ月後の発生鶏舎飼養鶏の
抗体価が他鶏舎より高い傾向が認められた
こと、更に発生鶏舎は月齢の異なる複数鶏
群が存在することから、野外ウイルスが常
在し継続的な感染を受けていたと推察。再
発予防には適切なワクチン接種に加え飼養
衛生管理の徹底が重要。  
 
433．ワクモによるまん延が示唆された鶏痘
発生事例：広島県北部家保 重松宏紀、数
面麻子 

鶏痘ワクチン接種済みの採卵鶏農場でワ
クモ発生、産卵率低下、死亡率増加及び顔
面の痂皮形成が認められ、病性鑑定及び疫
学調査を実施。病性鑑定の結果、皮膚型鶏
痘と診断。ワクモから鶏痘ウイルスの野外
株が分離。疫学調査の結果、特定鶏舎での
死亡率増加、ケージ連結部周囲での死亡率
増加、ワクモの駆虫剤に対する感受性低下
および駆虫剤の過剰使用（5-6 回/月)が判
明。以上から、ワクモによる皮膚型鶏痘の
まん延が示唆。駆虫剤の過剰使用が鶏の免
疫力低下の要因となり、鶏痘が発生したと
考えられる。対策として、薬剤感受性試験
に基づく有効な駆虫剤の選択、駆虫剤使用
回数の適正化（1 回/月）および逆性石鹸の
空間噴霧（毎日）を実施。対策により、ワ
クモは減少し、鶏痘は終息。今後、ワクモ
対策として、定期的な薬剤感受性試験の実
施や衛生管理による減少対策を検討。 
 
434．高病原性鳥インフルエンザ発生に備え
た初動防疫体制整備：徳島県西部家保 中
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田翔、福見貴史  
 高病原性鳥インフルエンザの円滑な防疫
措置開始に必要な初動防疫計画書（計画書）
をより実際的なものとするため、管内全養
鶏場の事前調査を実施、計画書案を検討。
重点項目として、畜舎配置や農場内外の道
路幅、農場までの経路図、作業動線の明確
化、必要な人員・資材、制限区域内農場・
畜産施設の把握、消毒ポイント候補地を調
査、現地仮設テント設置場所として公共施
設等を実情に応じて選定。加えて、初動防
疫開始までの対応に重点をおいた机上演習
を農林水産局と連携して実施、各班のタイ
ムライン及びアクションカードを作成し、
課題を抽出し検討。また、各事業の農場調
査結果を計画書案と併せてファイリングし
て一元化、情報の散逸を防ぐとともに、迅
速な情報抽出の一助とした。今後とも継続
して農家指導及び情報の更新に努めるとと
もに、関係機関との連携を通じて、初動防
疫体制の整備に取り組む。 
 
435．伝染性気管支炎ウイルス（ＩＢＶ）が
分離された死亡鶏増加事例：徳島県徳島家
保 三宅秀隆、松尾功治 
 平成 30 年 2 月、採卵農場の育雛鶏舎で死
亡羽数増加。高病原性鳥インフルエンザの
疑いで管轄家保に通報。簡易検査を実施し、
本症を否定。原因究明のため病性鑑定実施。
剖検所見で腎臓の腫大、白色化を確認。病
理所見では、腎臓の間質にリンパ球を主体
とした細胞浸潤および尿細管の軽度から中
等度変性を確認。ウイルス学的検査では遺
伝子学的検査で IBV 特異的遺伝子検出。S1
領域の遺伝子型別では JP-Ⅰ型に分類。S2
領域の遺伝子型別では Y-4 型類似型に分
類。発育鶏卵尿膜腔内接種法によるウイル
ス分離では 4 日間培養、２代継代で鶏胚の
矮小化、カーリングを確認。HA は陰性。以
上より鶏伝染性気管支炎（腎炎型）と診断
した。対策として、衛生管理の徹底を指導
し、その後の続発ない。 
 
436.高病原性鳥インフルエンザと鶏大腸菌
症疑いの複合感染事例：香川県東部家保 
土佐進、髙橋茂隆 
 平成 30 年 1 月、県内の肉用鶏農場で四国
初の高病原性鳥インフルエンザ（HPAI）が
発生。鶏群に急激な死亡羽数増加や HPAI
臨床症状はなく、当初鶏大腸菌症を疑うが、
簡易検査で 11 羽中 3 羽が陽性。直ちに病性
鑑定を実施。死亡鶏 5 羽（死①～⑤）、生
鶏 5 羽（生①～⑤）を採材。死①～③のみ
簡易検査陽性。死①のみ H5 亜型がリアルタ
イム PCR で検出、コンベンショナル PCR で
弱検出。ウイルス分離は死①～⑤のみ HPAI
ウイルス H5N6 亜型を分離。死①～③は病理
組織検査で脾臓や神経系等で壊死を主とす
る病変を確認。マウス抗 A 型インフルエン
ザウイルス抗体を用いた免疫組織化学的染
色（IHC）で病変部に一致して陽性。病変が

認められなかった腎臓や肺等の一部臓器で
も IHC 陽性。一方、死④、⑤、生①は肝包
膜炎等の病変から鶏大腸菌症を疑う。いず
れの病変部、その他臓器も IHC 陰性であっ
たが、死④、⑤からは HPAI ウイルスを分離
していることより、本発生例は HPAI と鶏大
腸菌症疑いとの複合感染と診断。 
 
437.高病原性鳥インフルエンザ発生農場に
おける経営再開に向けた取組み：香川県東
部家保 久保貴士、笹田裕司 
 さぬき市の肉用鶏約 5 万羽を飼養する農
場において、平成 30 年 1 月 11 日に四国初
となる高病原性鳥インフルエンザ（HPAI）
が発生。11 日から防疫措置を開始し、14
日に完了。直ちに動物衛生課と協議の上、
発生農場及び関連農場の家きん再導入に向
けた取組みを開始。特定家畜伝染病防疫指
針に基づき、①農場の消毒（3 回）、②発
酵消毒（68 日間）による排せつ物等に含ま
れる病原体の不活化処理を実施。また、③
環境（290 か所）及び④モニター鶏（704
羽）の検査を行い、全て陰性を確認。併せ
て、衛生管理基準遵守の再徹底等、再発防
止のための指導を実施。結果、関連農場は
5 月 5 日に、発生農場は 6 月 5 日に家きん
を再導入し、経営を再開。現在までに死亡
羽数の増加が 6 回確認されたが、いずれも
AI を否定。AI を二度と発生させないよう、
関係者一丸となって対応している。 
 
438.採卵鶏の幼雛に発生した伝染性気管支
炎（IB）と過去 IB 発生事例の病理組織学的
・免疫組織化学的検索：愛媛県家畜病性鑑
定所 片山亜紀保、篠籐倫子 

H30 年 9 月、約 20 万羽飼養の採卵鶏農場
で 20 日齢以降の死亡羽数が増加。病性鑑定
の結果、腎臓は腫大・退色し、病理組織学
的検査で尿細管間質性腎炎、免疫組織化学
的染色（IHC）で腎臓、気管等で IB ウイル
ス抗原を認め、腎臓から IB ウイルス（JP-
Ⅰ型）を分離したため、IB（腎炎型）と診
断。さらに、県内で過去 10 年間に発生した
IB （3 例）について病理組織学的検査及び
IHC を実施し、本症例を含め比較検討。3
例は共通して死亡羽数の増加や呼吸器症状
がみられ、35 日齢の肉用鶏では気管・気管
支炎及び軽度の間質性腎炎、約 150 日齢の
採卵鶏では尿細管間質性腎炎、約 750 日齢
の採卵鶏では気管・気管支炎及び尿細管間
質性腎炎がみられた。IHC での IB ウイルス
抗原は腎臓、呼吸器、消化器等の上皮細胞
に存在し、呼吸器においては組織病変と抗
原の検出は必ずしも一致しなかったが、腎
臓では尿細管上皮傷害・病変分布の程度に
応じて認められる傾向にあった。 
 
439.高病原性鳥インフルエンザの防疫対策
の取組：佐賀県北部家保 山城光樹、鬼塚
哲之 

当所の高病原性鳥インフルエンザ(HPAI)
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の防疫対策の取組の概要を報告。平成 25
年度から29年度の5年間の緊急立入件数は
78 件、うち土日祝日等の時間外対応は 12
件(15%)。また、春 18 件、夏 18 件、秋 19
件、冬 23 件で、年間を通じて緊急立入を実
施。発生予防対策として、農場へ国内の HP
AI 発生情報提供と注意喚起。年 2 回の飼養
衛生管理基準遵守状況の確認、再徹底を実
施。まん延防止対策として、各農場の埋却
候補地調査、国及び県の防疫指針およびマ
ニュアル勉強会、所内防疫演習、通信困難
地域農場での衛星電話を用いた通信演習を
実施。時間を問わず、緊急立入依頼がある
ことは、飼養者の HPAI 発生に対する危機意
識の高まりの定着によるものと推測。今後
も農場への迅速な情報提供及び飼養衛生管
理基準遵守の指導等による発生防止に努め
るとともに、緊急立入資材の日常点検整備
等、万一に備えた対応強化を図っていきた
い。 
 
440.ワクチン接種採卵鶏で発生した鶏痘の
一事例：長崎県県北家保 川﨑洋平、三浦
昭彦 

30,000羽を飼養する採卵鶏農場の 1鶏舎
4,500 羽の群（367 日齢、鶏痘ワクチンは 2
1 日齢で 1 回接種）で、元気消失、産卵率
の低下を認める。立入時、発痘を呈した個
体が散見。他の鶏舎では異常は認めず。発
症鶏 6 羽（生鶏 4 羽、死亡鶏 2 羽）につい
て病性鑑定を実施。全羽で頭部～胸部およ
び総排泄腔周囲に発痘を認める。死亡鶏 2
羽の体表に多数のワクモを確認。生鶏 4 羽
の発痘部から鶏痘ウイルスを分離。主要臓
器からの細菌分離陰性。1 羽の皮膚に有棘
細胞の腫大・増生、ボリンゲル小体の形成
を認める。以上の検査成績から本症例は皮
膚型鶏痘と診断。当該鶏群は、鶏痘ワクチ
ンの接種が 1 回のみであり、日齢経過によ
るワクチン免疫の低下に加え、給餌器の故
障による給餌停止のストレスにより発症と
考察。また、環境調査で鶏舎内にワクモが
確認され、鶏痘の機械的伝播に関与したと
考察。発症鶏群を含む鶏痘ワクチン 1 回接
種群への追加接種および殺虫剤散布を実施
後、発生は終息。 
 
441.抗原変異型伝染性ファブリキウス嚢病
ウイルスの国内初確認と市販ワクチンの有
効性：長崎県県南家保 井上大輔、早島彬
美 

管内 2 農場で発生した 3 例の鶏大腸菌症
例で、従前国内では検出報告のなかった抗
原変異型伝染性ファブリキウス嚢病ウイル
ス(vIBDV)と考えられる株が検出あるいは
分離され、そのウイルス性状と市販ワクチ
ンの有効性を検証。分離株を SPF 鶏に経口
接種したところ、顕著な F 嚢萎縮、リンパ
球減少を確認。一方、F 嚢の炎症性細胞浸
潤は少なく、従来型 IBD と所見が異なるた
め診断上注意が必要。各症例の検出株の VP

2 遺伝子全長の塩基配列は 100%一致し、vI
BDV に特徴的なアミノ酸変異を確認。ジー
ンバンク登録株との塩基配列の比較の結
果、本株は、1980 年代に北米で流行した v
IBDV から派生した株で、アジアに浸潤する
野外株との疫学的関連が示唆。ワクチン有
効性試験では、弱毒ワクチンでも一定の防
御効果が認められたが、一部の個体に接種
ウイルスによる病変を確認。一方、中等毒
ワクチンには、接種ウイルスに対する高い
防御効果が認められ、vIBDV に対して有効
な対策法となりうることが示唆。 
 
442.食鳥処理場での筋胃廃棄原因調査と市
販消毒薬による鶏アデノウイルス 1 型常在
化防止対策の検討：長崎県中央家保 秦祐
介、長崎県県南家保 井上大輔 

食鳥検査で廃棄された 6 農場の筋胃を検
査した結果、すべての農場の検体で核内封
入体を伴う筋胃炎を認め、鶏アデノウイル
ス 1 型(FAdV-1)を分離。6 系統の薬剤（ア
ルデヒド、逆性石鹸、ヨード剤、塩素剤、
オルソ剤、消石灰）の筋胃びらん由来 FAdV
-1 に対する消毒効果を検証。アルデヒドと
消石灰は、有機物存在下でも低濃度で供試
株を検出限界以下まで減少。ヨード剤と塩
素剤は、高濃度であれば一定の効果があっ
たが、鶏糞存在下で効果が低下。それ以外
の薬剤には効果を認めず。筋胃廃棄が継続
する１農場において、逆性石鹸と消石灰で
の消毒後に導入された鶏群では筋胃廃棄が
継続。アルデヒドと消石灰での 3 回転連続
消毒で発生が終息。アルデヒドと消石灰は、
有機物の存在下でも低濃度で FAdV-1 に対
する高い消毒効果が期待。継続発生農場で
は消石灰を塗布していない器具類を介した
FAdV の感染連鎖が疑われ、清浄化には、有
効な液状消毒薬を併用した消毒を数回転継
続することが重要。 
 
443．宮崎県高病原性鳥インフルエンザ発生
事例の統計処理を用いた疫学調査：宮崎県
延岡家保 岡野宏和 

宮崎県では、平成 19 年度以降、9 年間で
20 件 HPAI が発生。県内の発生農場を含む
全戸巡回対象 1,049 農場を対象に、農場台
帳や水土里ネット家畜防疫情報システムに
より、地域・規模・経営形態（ブロイラー
・レイヤー・種鶏等）・飼養形態（開放・
ウインドレス）、放飼場の有無、農場と水
辺との距離、農場周辺の土地利用状況、森
林との隣接の有無等で分類、統計解析ソフ
トにより、群間（HPAI 発生農場・非発生農
場）の有意差を検定。地域間（家保管轄・
郡別）で有意差あり。飼養規模等や放飼場
の有無では、有意差なし。発生群は、農場
と水辺との距離が有意に近く（p<0.01）、5
0m 以内の群または 100m 以内の群で、有意
に発生農場が多かった（50m 群 p<0.001、1
00m 群 p<0.05）。地域間及び農場と水辺と
の距離に有意差が確認されたが、他の要因
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の影響が推察され、より詳細な聞き取り調
査や野生動物等の調査など統計分析を目的
としたデータの蓄積が必要。 
 
444．ブロイラー飼養 3 農場で発生した鶏封
入体肝炎の事例:沖縄県北部家保 戸田綾
子、三島章子 

鶏封入体肝炎(IBH)は、3～7 週齢のブロ
イラーに多発し鶏アデノウイルス(FAV)に
起因。伝染性ファブリキウス囊病(IBD)や鶏
貧血ウイルス感染症(CAV)の混合感染の報
告あり。今夏、ブロイラー農場 3 戸で IBH
連続発生。農場 A(7 月下旬:11 日齢)、農場
B(8 月中旬:14 日齢)、農場 C(8 月下旬:13
日齢、農場 B と同敷地)【材料と方法】遺伝
子検査(FAV:PCR、IBDV:RT-PCR)、株識別(制
限酵素断片長多型 RFLP 解析)、病理組織検
査(HE 染色、免疫組織化学的染色 IHC)【成
績･まとめ】3 戸共通して肝臓退色、脾腫、
腎腫大(農場 A のみ腺胃粘膜剥離)。FAV8 型
陽性。肝細胞の核内封入体検出。農場 C で
は RT-PCR と F嚢 IHC で IBDV を検出したが、
株識別 RFLP 解析よりワクチンの影響が示
唆され IBDV による IBH 誘発は否定的、FAV
単独の発症と推察。農場 B と C は物品や動
線交差による感染拡大と考察。比較的若齢
での発症をうけ、入雛初期からの良好な飼
養管理、適切な薬剤による消毒徹底を指導
し新たな発生を回避したい。 
 
Ⅲ－２ 細菌性・真菌性疾病 
 
445.種鶏場におけるサルモネラ症の発生と
対策：青森県十和田家保 米田有希、小田
桐千鶴恵 

管内種鶏場で 8 日齢肉用種鶏の死亡羽数
増加。死亡鶏 3 羽と発育不良鶏 2 羽の病性
検査を実施。解剖で著変なし。細菌検査で
死亡鶏肝臓から Salmonella Anatum (SA)
を分離。鶏舎の徹底消毒を指示し、ふ卵舎
を含む全 6 鶏舎の保菌状況及び環境検査を
実施。死亡群の親鶏群がいる平飼舎、ふ卵
舎、育すう舎、育成舎の環境及び糞便から
SA を分離。徹底消毒の継続、初産時の生菌
剤投与等の対策を指導。月 2 回の追跡調査
では死亡群の糞便、ふ卵舎の環境から SA
分離。発育中止卵は SA 陰性。鶏分離菌と環
境分離菌では薬剤耐性が相違。親鶏群を廃
鶏にした 2 ヶ月後以降の追跡調査及び死亡
群の淘汰鶏からは SA 分離されず、清浄化を
達成。今後も消毒と検査を継続。抗体検査
で死亡群は他群と有意差を認めず、まん延
はなしと推察。農場と家保の連携で、サル
モネラの早期発見・清浄化に成功。両者の
信頼関係も構築。消毒の徹底と検査の反復
が清浄化には重要と認識。 
 
446.肉用鶏農場から分離された基質特異性
拡張型β-ラクタマーゼ産生菌の特徴：青森
県八戸家保 佐藤宏樹、髙橋恵 

基質特異性拡張型β-ラクタマーゼ産生

菌（ESBL）の肉用鶏農場での実態を初めて
調査。3 社系列農場で A 社 20 戸 148 検体、
B 社 11 戸 87 検体、C 社 9 戸 59 検体の糞便
を採取。増菌後に ESBL 選択培地で分離し、
簡易キットで同定。簡易試薬で ESBL を確
認。Multiplex-PCR で ESBL 遺伝子（遺伝子）
を検出。Random Amplified Polymorphic D
NA 解析（RAPD）で遺伝子を解析。種鶏 2 株、
肥育 54 株で ESBL を確認。A 社 13 戸 41 株、
B 社 7 戸 14 株、C 社 1 戸 1 株と分離率に差。
大腸菌が 53 株と大部分。CTX-M（M）-8、M
-9、TEM 混合型（26.8％）、M-1、M-2 混合
型（17.9％）など複数の遺伝子を保有。遺
伝子で 18 タイプ、RAPD で 25 パターンに分
類。系列間に共通点なし。系列内で鶏舎、
農場を越え、同種の株が分離。過去の報告
に比較し高い分離率で、管内に ESBL が浸
潤。系列内で同一起源の ESBL の拡散には、
農場従事者、立地条件が関与と推察。今後
も抗菌剤の適正使用と衛生管理の徹底を引
き続き指導する所存。 
 
447．広域で発生した肉用鶏農場の緑膿菌感
染症：岩手県県南家保 昆野雄介、金子和
華子、岩手県県北家保 千葉由純、城志乃 

平成 30 年 9 月、肉用鶏を生産する A 社系
列の B 農場（飼養 45 千羽、鶏舎 9 棟）の 1
棟 2 日齢雛で死亡羽数が増加（12 羽から 7
0 羽）。同時期に県北地域の同系列 3 農場
でも発生し、B 農場の素雛を生産した C 種
鶏場とふ化場が共通と判明。B 農場の病性
鑑定で、心外膜炎及び肝被膜炎等の確認と
諸臓器から分離された菌種から緑膿菌感染
症と診断。発生の一因として、C 種鶏場の
新たな管理者による消毒失宜（ガス燻蒸消
毒時の通気口開放）と推測。改善後も散発。
更に、同系列の別種鶏場由来の雛でも同病
を確認。県北地域で分離された 11 株中 9
株が B 農場分離株と遺伝子型が一致。従っ
て、2 種鶏場由来の雛で同菌株の遺伝子型
はほぼ一致し、疫学的にも種鶏場由来であ
ることが疑われたが、一連の発生要因につ
いては、現在も調査中。今後も管理獣医師
と協力し、肉用鶏の生産体系全般での衛生
管理の向上に努める。 
 
448．鶏結核病発生事例と Mycobacterium a
vium の亜種鑑別：秋田県中央家保 佐藤
龍、千葉脩史   

県内の愛玩鶏農場（5 羽飼養）で約 300
日齢の雄 1 羽が衰弱し死亡。剖検で、肝臓
及び脾臓全体に針先～粟粒大の白斑を認
め、病理組織検査で、肝臓及び脾臓に多発
性肉芽腫性炎がみられ、抗酸菌染色で赤色
の菌体を多数確認。細菌検査で、肝臓から
Mycobacteriumavium を分離し、鶏結核病と
診断。分離菌は 4 種の挿入遺伝子を用いた
亜種型別（病性鑑定マニュアル記載）で M.
avium subsp. silvaticum（MAS）抽出 DNA
と同じパターンを示した。しかし、M.aviu
m subsp.avium（MAA）抽出 DNA でも MAS 特
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異的とされる IS902 の増幅を確認。IS902
は MAS も保有する IS901 と同一との報告が
あり、本法では両亜種鑑別不能と判断。こ
のため、リアルタイム PCR（qPCR）及び生
化学的性状による鑑別を実施。MAA と MAS
は qPCR の Tm 値及び生化学的性状が異なり
鑑別可能で、分離菌は MAA と一致。両亜種
の鑑別には今回実施した検査が必要であ
り、現行の病性鑑定マニュアルの M.avium
の分類は修正を要する。 
 
449.管内肉用鶏農場における飼養衛生管理
の改善とカンピロバクター陽性率の低減：
新潟県下越家保 福留静 
 新潟県では、H17 年度から農場への HACC
P 方式普及を目的に肉用鶏農場に対しクリ
ーンチキン生産農場認定事業を開始。認定
農場で危害因子に設定したカンピロバクタ
ーの浸潤状況調査を H17 年度から開始、導
入前、導入時、30 日齢並びに出荷前に農場
で環境、便等を調査。導入前環境、導入雛
は陰性であるが、30 日齢から陽転し始め出
荷前には半数以上の農場が陽性。結果から
飼育途中での持ち込みが示唆。家保は各農
場と連絡を密にし衛生指導を強化。H24 年 4
月に飼養衛生管理基準が改正され、各農場
でバイオセキュリティを改善。同時に中抜
き出荷中止、出荷日齢短縮等の飼養管理が
変更。H24 年度以降の出荷前検査では陽性
群が 4 割以下となり陽性農場も減少、H28、
29 年度は全検体陰性。現状把握のため H30
年度は検体数を増やし出荷毎に複数ロット
の盲腸内容を調査。延べ 21 戸 42 群中 3 戸
5 群(11.9%)が陽性、継続陽性農場はなし。
カンピロバクター陽性率の低減に飼養衛生
管理改善は有効と考察。 
 
450.肉用鶏農場で発生した Aspergillus f
umigatus による鶏アスペルギルス症：福岡
県筑後家保 佐伯厚記  
 平成 29 年 8 月、肉用鶏農場（9 棟で約 4
4,000 羽飼養）の 1 棟に限局して、3 日齢雛
がうずくまり、努力性開口呼吸等を呈し、
死廃羽数が増加したため病性鑑定を実施。
剖検で肺に粟粒大白色結節を多数例で確
認。細菌学的検査で肺からアスペルギルス
属特有の形態を示す真菌を分離、分子生物
学的解析により Aspergillus fumigatus
（A.f）と同定。病理組織学的検査では、P
AS 染色陽性で隔壁を有し、Y 字に分岐した
菌糸を伴う肉芽腫性肺炎を確認。以上の結
果から、A.f による鶏アスペルギルス症と
診断。発生鶏舎は山斜面に接し、周囲は水
捌けが悪く、カーテン劣化と流入雨水によ
る敷料湿潤を確認。同一ロット鶏及び同一
敷料使用別鶏舎での発生はなく、湿潤した
敷料が要因と推察。立入時、早急な敷料交
換及び鶏舎消毒指導後、発生は終息。その
後、排水環境整備及びカーテンの更新を指
導。対策実施後、現在まで発生なし。畜舎
構造と立地条件を考慮した対策の重要性を

強く認識した事例。 
 
451.肉用鶏農場の大腸菌症および鶏舎内ア
ンモニア濃度の低減対策：佐賀県西部家保
大坪涼子、大曲秀明 

昨年夏季までの調査により、空舎時の堆
積鶏糞(以下、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が、切り
返しによりアンモニアの発生が促進される
ことが判明。冬季ではさらに鶏舎内アンモ
ニア濃度が上昇することが予想されるた
め、冬季での鶏舎内のアンモニア濃度の上
昇を抑制する方法について検討。【調査①】
２鶏舎にて切り返し後、入雛４日前から敷
料を広げ１日１回の撹拌を３日間実施。切
り返しを１号では水洗前、２号では水洗後
に実施。アンモニア濃度は、１号および２
号で、入雛直前で 110ppm 及び 93pmm、28
日齢で 105ppm 及び 84ppm。大腸菌症による
廃棄率は 0％及び 0.05％、要求率は 1.72
及び 1.65、ＰＳは 388.3 及び 406.7。【調
査②】敷料全量をモミガラにした 1 鶏舎で、
アンモニア濃度は、10 日齢までは 0ppm、3
0日齢で 84ppm。大腸菌症による廃棄率は 0.
03％、要求率は 1.62、ＰＳは 393.8。以上
より、水洗後の敷料の切り返しと入雛前の
敷料の撹拌の組合せ及びモミガラ敷料の利
用が、鶏舎内アンモニア濃度の低減及び生
産性の向上に有効であることが確認され
た。 
 
452.脳室炎及び髄膜炎を認めた鶏大腸菌症
の 2 症例：佐賀県中部家保 一戸夏美、平
野慎二 

同一ふ化場から初生雛を導入する肉用鶏
農場で、導入後の死亡・とう汰羽数増加の
通報を受け病性鑑定を行った結果、複数の
雛で脳室炎及び髄膜炎を特徴とした鶏大腸
菌症の 2 症例に遭遇。症例 1（平成 29 年 3
月、5～6 日齢）は、7 羽で大脳後頭部（側
脳室）の黄色化、脳と複数臓器から大腸菌
（O143：3 羽、O2：2 羽、O7：1 羽、O174：
1 羽）を分離。病理所見は、1 羽で化膿性髄
膜脊髄炎、7 羽で大脳・視葉のグラム陰性
桿菌を伴う化膿性肉芽腫性脳室及び脳室周
囲炎と化膿性髄膜脳脊髄炎。症例 2（平成 3
0 年 6 月、7 日齢）は、8 羽で大脳後部から
脳幹部にチーズ様物、4 羽の脳と複数臓器
から大腸菌 O143 を分離、症例 1 と同様の病
理所見。2 症例の O143 分離個体では、免疫
組織染色で O143 抗原陽性。2 症例の O143
株を用いた PFGE の結果、疫学的関連が示
唆。今後、同様な症例に遭遇した際の感染
経路の特定と衛生対策のために症例の蓄積
に努める。 
 
Ⅲ－３ 原虫性・寄生虫性疾病 
 
453．平飼採卵鶏農場のロイコチトゾーン病
の発生事例：福島県中央家保 西郷智貴 
 平成 30 年 4 月から赤玉鶏 2 区画 800 羽、
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白玉鶏 1区画 300羽の計 1100羽を新設平飼
鶏舎で飼養開始した農場において、7 月初
旬、220 日齢の白玉鶏の産卵率が 30％以下
に低下し、生体 4 羽、死体 1 羽の病性鑑定
を実施。血液塗抹ではメロゾイトを確認、
剖検所見では全羽で脾臓の腫大、一部に肝
臓・腎臓の点状出血、病理組織所見では全
身諸臓器へのメガロシゾント寄生を確認し
ロイコチトゾーン病と診断。蚊取り線香設
置等の対策を実施し終息したが、7 月の産
卵率は通常月より低下し、約 20 万円の損
失。その後月 1 回採血し対策後の回復状況
を確認。対策後 1 ヶ月で産卵率は赤玉鶏 80
％から 89％、白玉鶏 56％から 87％へ回復、
ヘマトクリット値は赤玉鶏 25%から 26%、白
玉鶏 21%から 31％へ回復。鶏種間で症状の
強さや回復が異なる傾向があった。今後も
飼養管理、疾病対策等の指導について継続
予定。 
 
454.肉用鶏農場における定期的な糞便中コ
クシジウム検査を中心とした衛生対策指導
：三重県紀州家保 森内誠子、富田智美 
 管内肉用鶏 2 農場にて平成 30 年 5 月 15
日入雛の鶏群(A 農場 1100 羽、B 農場 200
羽)で、10 日齢ごとに糞便検査でコクシジ
ウム(コクシ)のオーシスト数(OPG)を調査
し、衛生対策を指導。A 農場は昨年度、50
日齢前後でコクシ症が発生することが判明
し、飼育環境改善を指導していた。B 農場
は今年度からの新規農場で、衛生意識が低
かった。検査の結果、A 農場は 10～30 日齢
で OPG 増加。この日齢での健康観察強化、
発症時の敷料交換を指導。また、昨年度見
直した消毒方法でも残存するコクシ対策と
して、従業員自ら床のヒビを修繕。B 農場
は 50 日齢で OPG 増加。聞き取りで、鶏舎ご
との器具交換の未実施が判明。そこで、疾
病の説明と鶏舎ごとの長靴設置、飼料バケ
ツ交換等を指導。その結果、両農場で OPG
減少。更に A 農場は死亡羽数減少、B 農場
は衛生意識や疾病への理解が向上。定期的
な糞便検査の結果、感染時期が把握でき、
早期の発生予防対策ができた。 
 
455．県内における近年の鶏コクシジウム病
の病態と発生傾向：和歌山県紀北家保 鳩谷
珠希、黒田順史 

遺伝子検査により Eimeria 種の鑑別を行
った鶏コクシジウム病の 10 症例（平成 24
年度～30 年度）を 分析。発生日齢は育成
期と採卵鶏の産卵開始時期に集中。本病の
ワクチン使用農場はなく、全症例で病原性
の強い Eimeria 種を検出。原因 と考えられ
たのは、E.necatrix が 5 例で最も多く、次
に E.brunetti(E b)が 3 例と多かった。育
成期の 6 症例では、コクシジ ウム予防薬や
治療薬の使用農場でも本病が発生してお
り、病原性の強い種の濃厚感染や治療薬投
与前の感染により、発症したものと推察。
産卵開始時期の症例は、いずれも大雛導入

で感染源は特定できなかった。このうち 2
例は直立多段ケ-ジ飼育における死亡鶏増
加であり、肉眼的に偽膜性腸炎を呈した。2
例は 同一平飼い農場における産卵率低下
であった。これらは、導入ストレスや病原
性の強い種の感染、産卵開始ストレスによ
り発症したものと推察。Eb が関与する事例
では、壊死性腸炎との混同など、特徴的所
見を認めにくいとされるが、遺伝子，検査
により本種の 関与が明らかとなった。本種
はワクチンがなく、浸潤農場では注意が必
要。 
 
456．肉用鶏農場疾病別統一消毒プログラム
の作成とその検証：鳥取県倉吉家保 長千
恵 柄裕子 
 管内の同系列肉用鶏農場 3 戸において、
死鳥が増加し家保に検査依頼。病性鑑定の
結果 2 戸を鶏封入体肝炎、1 戸を鶏コクシ
ジウム症と診断。各農場へ消毒方法を指導。
その後管理会社から系列農場全体で食鳥処
理場における廃棄率（主に鶏大腸菌症）が
上昇していることについて相談。検証の結
果、飼育回転率の上昇に伴い空舎期間が短
縮し鶏舎消毒に費す時間が減少。さらに各
農場経営者に対する消毒方法の周知・徹底
不足が判明。消毒方法の均一化を図るため、
系列全農場共通の疾病別統一消毒プログラ
ムを作成し、周知・教育訓練を実施。消毒
効果を確認するためコクシジウムオーシス
ト数（OPG）および廃棄率を消毒前後で検証。
肉用鶏農場では近年、年間飼育羽数の増加
に伴う飼育管理上の負担が上昇。そのため
消毒方法の指導においても経済的コストと
労働負担を加味することが不可欠。今後は
各農場における消毒の検証方法を確立し、
持続可能な消毒プログラムとしての定着を
試行。 
 
457.養鶏農家とともに取り組んだワクモ対
策：岡山県井笠家保 田中成枝、横内淳一
郎 
 採卵鶏農場（農場①13,500 羽、農場②38,
500 羽）で深刻なワクモ被害の相談があっ
た。農場ではワクモ対策に各種の薬剤が使
用され、薬剤抵抗性が発現し、駆除に苦慮。
そこで、当所では別の視点から 100％天然
資材の珪藻土を用いた物理的な対策を提
案。最初に畜主が十分にこの取組を理解す
るよう業者と家保の三者で散布機械、方法、
濃度などを綿密に協議しワクモ対策を実
践。農場①は畜主の視覚で順次ワクモが増
加した場所を不定期に珪藻土を散布。農場
②は 1 回目を薬剤と珪藻土の併用散布。2
回目以降、珪藻土のみ週 1 回を 1 カ月間、
次に 2 週間に 1 回を 1 カ月間、最終的に月
1 回の散布プログラムで実施。両農場とも
ワクモ数が顕著に減少、前年と比べ夏期産
卵率の落ち込みが最大約 15％軽減。経営面
でも薬剤購入費が低減。以上のことから、
実用性、経済性、安全性において珪藻土に
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よる対策は有効であり、ワクモに苦慮して
いる家きん飼養農家に対策手法の 1 つとし
て普及を推進したい。 
 
458. 農業高校での環境資材によるワクモ
対策の取組み：香川県西部家保西讃支所 
萱原由美 
 管内農業高校鶏舎での環境資材（シリカ
材）を使ったワクモ対策を、高校と協力し
て実施。シャーレ内でのシリカ材のワクモ
防除効果を確認し、その結果から試験方法
を検討。対照区、シリカ区、薬剤区を設定
し、ワクモ防除効果を 6 週間確認。結果、
薬剤区が最もワクモ数は減少。シリカ区も
対照区に比べ、ワクモ数は 3 分の 2 に減少
し効果あり。ヘマトクリット値、産卵率は
各区に差は無し。費用は薬剤区に比べシリ
カ区は 4 分の 1。シリカ材による防除は、
人、鶏に薬剤暴露がないことと、卵に付加
価値をつけて販売可能であることが利点。
またワクモ汚染状況を段ボールトラップで
評価し、生徒達が効果を目で実感できたこ
とから、来年度も試験を継続し、塗布間隔
など効果的使用方法を検討する予定。今回
の試験を通じて、家保と高校のつながりが
でき、衛生指導だけでなく、解剖や試験研
究の助言、指導を実施、これからも畜産の
担い手育成に寄与していく。 
 
Ⅲ－４ 一般病・中毒・繁殖障害・栄養代
謝障害 
 
459.管内小規模養鶏における管理失宜に対
する指導：神奈川県湘南家保 廣田一郎、
渋谷光彦 
 本県東部は生産者直売の採卵養鶏が発
展。県西部の当所管内は小規模平飼い養鶏
（小規模）が増え飼養者の過半数を占める。
当所は新規飼養者向けに「養鶏を始める方
へ」（指導書）を作成し指導に活用してき
たが、更に基本的な飼養管理の指導の必要
性を考えさせられる検診事例に対応。自家
製発酵飼料利用の栄養不足による発育不
良、脚弱、産卵停止の他、不適切な温度管
理による圧死や熱射病など知識不足や思い
込みがあると思われた。また、いわゆる自
然養鶏では発酵飼料の調整や初生導入等の
採卵とは異なる管理体系が加わり難易度が
高まる。検診事例のように、消費者が求め
る“健康な鶏から産まれた卵”といった期
待を裏切る飼養実態も見受けられる。この
ような実態は適切に飼養している小規模飼
養者のみならず、直売により成り立ってい
る本県の養鶏に悪影響を与えかねない。指
導事例をまとめ指導書にも反映させ、生産
者指導とともに関係機関にも情報共有し小
規模指導を充実させたい。 
 
460.脚弱肉用鶏における筋変性を特徴とす
るビタミン E 欠乏症：長崎県中央家保 鈴
田史子、山口雅之 

H31 年冬、10 万羽飼養農場の 3 鶏舎で 10
日齢から脚弱等の異常鶏増加。一部鶏舎で
換気扇故障。2 鶏舎（A、B）の異常鶏各 5
羽及び血清 20 羽分（うち対照 2 羽）を病鑑。
剖検で肝腫大･白斑(2 羽)、骨格筋退色(1
羽)、脳腫大･出血(1 羽)、組織所見で全羽
に脚部骨格筋の変性･壊死、小脳の多発性出
血･壊死（1 羽）、好塩基性核内封入体を伴
う肝細胞の変性･壊死(2 羽)、ウイルス検査
で全羽から鶏アデノウイルス 8 型分離。異
常鶏及び対照鶏の VitE（VE、μg/dl）はそ
れぞれ平均 164、1,143、セレン（Se、ng/d
l）は 36、199、血糖値（mg/dl）は 36、19
9。A 鶏舎の VE は平均 288、Se は 97、B 鶏
舎の VE は 84、Se は 38 で VE、Se とも B 鶏
舎で有意に低く骨格筋病変も B 鶏舎の方が
重篤。以上から、病態発現に VE と Se 欠乏
が関与。日齢的に卵黄嚢内 VE 減少時期に環
境ストレス等が重なり体内 VE が欠乏状態
に陥った可能性。低血糖は VE 欠乏による運
動障害や鶏封入体肝炎による糖代謝異常か
ら二次的に発現した可能性。 
 
461.県産地鶏飼養農場における衛生対策の
取り組み：鹿児島県肝属家保 尾ノ上昂希、
濵﨑幸一 
 平成 27 年 6 月以降、県産地鶏飼養農場で
種鶏、肉用鶏の死亡羽数増加の稟告を受け、
複数回の農場立入と病性鑑定を実施。病性
鑑定の結果より、マレック病、コクシジウ
ム病、鶏貧血ウイルス病の関与が判明。衛
生対策として、①平成 29 年 3 月から種鶏、
肉用鶏の鶏舎消毒の徹底、②農場主や関係
機関と現地検討会を開催し、平成 30 年 3
月導入の種鶏からワクチネーションプログ
ラムの変更と平成 29 年 11 月導入の肉用鶏
からコクシジウムワクチンの投与方法の指
導、③平成 29 年 11 月導入以降の肉用鶏を
対象に、内臓検査やマックマスター法での
糞便検査を実施。以降、種鶏、肉用鶏とも
に平均育成率 90％前後を維持。内臓検査に
て、マレック病やコクシジウム病が疑われ
る病変は認められず、糞便検査においても
オーシスト数の極端な増加はなし。今後も
関係機関と連携をとり、農場の成績向上に
寄与していきたい。 
 
Ⅲ－５ 生理・生化学・薬理 
 
462. 鶏卵の安全性確保のための合成抗菌
剤残留検査：大阪府大阪府家保 神原正 

当所では、畜産物の安全性確保のため、
交付金事業で牛乳、鶏卵中の飼料添加物残
留検査を実施。しかし当事業は平成 29 年度
で終了。そこで、府民に安全な鶏卵を提供
するため、平成 30 年度から府事業で鶏卵中
の合成抗菌剤残留検査を開始。材料は、府
内養鶏農家 17 戸の鶏卵各 5 個を採取。均質
化して 1 戸 1 検体とし、チアンフェニコー
ル、スルファモノメトキシン、スルファジ
メトキシン、スルファキノキサリン、オキ
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ソリン酸、ナイカルバジン、ピリメタミン、
トリメトプリム、オルメトプリムを検査。
方法は、検体から目的物質をアセトニトリ
ルで抽出、脂溶性夾雑物等をヘキサンで、
水溶性夾雑物等を無水硫酸ナトリウムで除
去後、高速液体クロマトグラフィー（HPLC）
で分離し、フォトダイオードアレイ検出器
で測定。厚生労働省の通知試験法による HP
LC の溶離液を検討改良し、良好な結果を得
た。また全ての検体で薬剤の残留は認めら
れず。今後も鶏卵の安全性確保のため、検
査を継続。 
 
Ⅲ－６ 保健衛生行政 
 
463.高病原性鳥インフルエンザ道内初発生
後の課題解決に向けた石狩振興局内の連携
による取組強化：北海道石狩家保 小川英
仁、藤井誠一 

平成 28 年 12 月、道内初の高病原性鳥イ
ンフルエンザ（HPAI）が発生。指揮命令系
統、人員及び資材の管理が不明確であった
ため改善策として、道は指揮室・指揮所の
設置、農場毎の防疫計画策定、防疫マニュ
アルを改正。これらの検証のため、石狩振
興局（局）及び当所は企画・運営の中核と
なり平成 29 年 11 月に 230 名が参加し全道
HPAI 防疫訓練を実施。訓練は、指揮室、現
地指揮所/集合施設及び仮想農場の 3 会場
で同時進行し、人員配置、作業の進捗状況
及び資材受入等を随時情報伝達。集合施設
で従事者の健康調査や防疫衣の着用並びに
仮想農場での殺処分等実践的な訓練を実
施。しかし、従事者受入時の連絡体制、防
疫衣着脱補助者の不足及び資材取扱者の資
材に対する認識不足等新たな課題を確認。
訓練以降、局と新たな課題を検討・改善し
たことで指揮命令系統及び担当する防疫作
業が明確化。今後も当所による防疫体制及
び局による支援体制の強化を図るため、局
と密に連携し取組を継続。 
 
464.高病原性鳥インフルエンザ防疫体制の
課題解決に向けた渡島管内の取組：北海道
渡島家保 多田規子、内田兼司 
 平成 28 年道内で初めて発生した高病原
性鳥インフルエンザへの防疫対応を踏ま
え、渡島管内における防疫体制の課題を整
理。その結果、防疫作業者に対する後方支
援体制の整備が急務であることが判明。こ
のため当所では渡島総合振興局（振興局）
や管内関係機関との連携強化を図りながら
以下の取組を実施。農場や集合施設毎に、
農場内仮設基地及び施設内に作業エリアの
規模や配置、作業動線を盛り込んだイメー
ジ図を作成。それをもとに振興局との現地
視察や打合せを実施し、イメージの共有と
作業体系を再確認。また振興局が担う防疫
作業者の輸送や宿泊、埋却作業等に関する
管内関係団体との協定締結にあたり、家保
が振興局に具体的な内容を提案。また、振

興局とともに自衛隊との意見交換を行い、
大規模養鶏場で発生した場合における活動
内容や指揮命令系統を含む作業体系を検
討。これらの取組により、後方支援体制が
強化され、家保が農場防疫に専念できる環
境が整備。 
 
465.食鳥処理場関係者の防疫認識を統一で
きた効果的な参加型演習とその成果：青森
県八戸家保 渡辺測子、山上左都子 

当地域は、養鶏密集地帯で高病原性鳥イ
ンフルエンザ等発生時（発生時）に混乱が
予想。これまで県職員等の演習を実施して
いたが、食鳥処理場（処理場）閉鎖など、
発生時に影響を受ける関係者の演習は未実
施。処理場再開要件確認時、会社の部署に
より防疫認識の違いが判明。処理場関係者
を対象に防疫演習を開催。演習は、①処理
場発生時、制限区域内での対応説明②当所
職員が模式図と立体アイテムを使い図上で
演習③参加者全員が同じ演習を実施し体験
④想定外条件を付与し参加者が自ら考え演
習。「①聞かせて②やって見せ③やらせて
みて④考えさせる」内容。終了後アンケー
ト実施。内容を「理解・だいたい理解」が
100％。防疫認識を統一、刻々と変わる状況
を想像可能と高評価。演習内容をまとめた
ハンドブックを作成し配布。社内教育、発
生時対応を確認、心配事が減少と好評。会
社は演習を契機に、マニュアルを作成。今
後も、生産者や関係者を対象とした効果的
な演習を実施する所存。       
 
466．図上シミュレーションを取り入れた高
病原性鳥インフルエンザ防疫演習：秋田県
北部家保 村松龍ノ助、富野里櫻子 
 昨年度、高病原性鳥インフルエンザ（以
下、HPAI）発生時に現地防疫体制の中心と
なる地域振興局（以下、振興局）の職員を
対象に振興局主導型防疫演習を実施。参加
人数の増加及び危機意識の向上に成功。今
年度、机上演習では災害訓練で用いられる
図上シミュレーション訓練を取り入れたほ
か、実地演習では例年実施している殺処分
作業や集合施設及び消毒ポイントの運営に
加え、総務班の資機材調達手順及びサポー
ト班の役割を確認。昨年度よりも多くの職
員に能動的な発案や他部署との連携を促す
ことができた。事後アンケート結果では、
机上演習で防疫対応の流れを説明した際の
時間配分について 85％が理解を示したが 1
5％で時間が短い等の意見あり。一方、事後
検討会では、より実践的なシミュレーショ
ン演習を行うため年に複数回開催すべき、
他振興局でも実施すべき等の意見あり。今
後も演習内容の改善に努め、振興局間の情
報共有及び連携強化により管内全体の危機
意識の向上を目指す。 
 
467．高病原性鳥インフルエンザ（HPAI）発
生時の初動防疫体制整備への取り組み：秋
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田県南部家保 藤原ちさと、野村真実 
 HPAI 発生時には現地対策本部が中心と
なって防疫対応に当たるため、これまで防
疫措置に係る総論的な演習を家畜保健衛生
所が主催し、地域振興局（振興局）等を対
象に年 1、２回開催。しかし、HPAI 防疫対
応マニュアルの対応は班ごとに異なるた
め、参加者が理解しづらく、また、担当者
の異動時に内容が伝達されていないことが
判明。今年度は事前に振興局と演習内容等
の意見交換を行い、会場を各振興局とし、
防疫措置実施に対する意識向上と平準化の
ため、農場ごとの防疫計画書に基づいた演
習を開催。また、参加者へのアンケートを
実施。結果、昨年度より参加人数が増加し、
アンケートからは参加者の約 7 割が防疫措
置に対する理解が得られたと回答。演習終
了後には振興局及び警察等から追加演習の
要望や意見照会があった。今後は班ごとの
実践型演習や振興局が主体となる演習を開
催し、万が一発生の際はより迅速な初動対
応が可能となるよう備えたい。 
 
468．特定家畜伝染病発生に備えた安全対策
・監視課の取組み～家畜防疫リーダーの育
成～：福島県中央家保 齋藤由美子、松本
裕一 

平成 30 年 2 月、中央家保開所に伴い特定
家畜伝染病に対する全県的な危機管理を担
う安全対策・監視課が新設。有事に備えた
備蓄資材の整理、各業界との協力体制の構
築、防疫従事者の教育訓練等を実施。本県
は高病原性鳥インフルエンザ等の発生がな
い上、防疫措置の経験がない若手職員の増
加から現場を指揮する家保職員の育成が喫
緊の課題。そこで県内初となる家畜防疫リ
ーダー研修会を開催。管理職を除く家保獣
医師 34 名中 26 名が参加。県外派遣の経験
談、大規模養鶏場での廃鶏出荷作業の紹介
に加え、グループに分かれての初動作業の
洗い出しや現場指揮を模擬体験するロール
プレイングなど状況に合わせた判断力、指
揮能力を養えるよう工夫。研修後のアンケ
ートでは、リーダーとしての意識が向上し
特に若手職員の 75％で自覚が向上。リーダ
ーの役割について認識の共有が出来た一
方、臨機応変な対応への不安や課題を把握。
今後も全県的防疫体制のより一層のレベル
アップに努める。 
 
469．高病原性鳥インフルエンザ発生を想定
した農場の防疫計画作成状況：茨城県鹿行
家保 加藤佳子、菅原徹 
 管内での高病原性鳥インフルエンザ（以
下、HPAI）発生を想定し、農場毎に防疫支
援センター、消毒ポイント、周辺農場及び
養鶏関連施設、焼却場、農場周辺の通行制
限及びサポート拠点、農場内及び鶏舎内の
防疫作業動線について防疫計画を作成。さ
らに、これらの作業性、効率性を確かめる
ため、肉用鶏平飼い 1 農場及び採卵鶏ケー

ジ飼い 2 農場の 3 農場を対象に、防疫計画
を提示し農場主と協議。結果、全農場で計
画内容に概ね同意するものの、原則 24 時間
以内での殺処分完了の効率性が不安との意
見あり。また、サポート拠点適地や周辺住
民に配慮した通行制限場所の選定など、農
場毎に検討する必要あり。農場主との認識
の摺合せにより、より実効性のある計画作
成が可能と判断。また、計画の協議により、
HPAI に対する農場主の危機意識が高まり、
さらなる衛生対策向上につながる可能性あ
り。今後、全農場で実施し、HPAI 発生に備
える。 
 
470.市と連携した高病原性鳥インフルエン
ザ防疫体制整備：富山県西部家保 南部愛、
後藤利隆 
 高病原性鳥インフルエンザ(HPAI）が発生
した場合の初動防疫を円滑に行うために、
発生時の防疫対応の中心的役割を担うべき
市と連携し HPAI 防疫体制の整備に取り組
んだ。平成 29 年 1 月、管内全ての市担当者
と打ち合わせ会議を開催し、HPAI 発生時の
市の役割等を説明。その後各市に対して、
①窓口となる担当者名簿、②防疫作業従事
者計画、③市の防疫体制の整備、④集合施
設の設置、⑤住民説明会の開催場所及び参
集範囲、⑥利用可能な資機材リストの作成
などの防疫体制の整備を依頼。結果、半年
後の平成 29 年 8 月には、全市でマニュアル
が作成され、HPAI 発生時には、市長がトッ
プとなる防疫対策本部が設置される防疫体
制を構築。さらに、県と市との間で実効性
の高い防疫体制を維持することを目的に、
次年度以降は、定期的な打ち合わせ開催を
決定。これらにより、市役所内全体の衛生
意識が高まり、防疫演習の依頼及び、市に
よる防疫資材備蓄の動きなどがみられた。 
 
471.高病原性鳥インフルエンザ発生時の G
P センター早期再開への取組み：福井県家
保 朝倉利江、武田佳絵 
 高病原性鳥インフルエンザ発生による G
P センター事業停止時の速やかな再開を目
的として、県内最大規模の養鶏場から家き
ん卵を受け入れている GP センター（イ、ロ）
2 か所に立入調査を実施。調査の結果、両
センター共、マニュアルに GP センター再開
要件が未反映。定期的な清掃消毒は実施し
ている旨聴取したが、消毒分は未記録。ま
た GP センター（イ）では家きん卵と製品は
直接接触しないが、従業員の動線上家きん
卵保管場所と製品保管場所の往来あり。併
せて GP センター再開後の遵守事項につい
て確認。家きん卵の農場ごとの区分管理、
トレー消毒、家きん卵の搬出記録が未実施。
調査後、マニュアル修正と動線の見直しを
指導。また、家きん卵の農場ごとの区分管
理、トレー消毒、家きん卵の搬出記録の準
備を指導。今後はその他の GP センターに対
し同様な調査指導を実施予定。 
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472．動員対応に主眼を置いた防疫演習： 
長野県佐久家保 多田郷士 和田浩彦  
 これまで当地域では高病原性鳥インフル
エンザ発生に備え、家保が運営した防疫演
習等をとおし防疫作業の一連の流れの確認
や効率的な殺処分方法を検討。しかし、実
際に発生があった場合、家保職員は発生農
場や周辺農場での対応に追われ、集合施設、
仮設テントの運営に従事することは困難。
そこで今年度はこれらの施設の設営及び運
営を関係行政機関からの動員者が主体とな
って行い、そこでの問題点や課題を検証。
管内２地域で最大規模の農場での想定案に
従った演習を実施。結果運営側の動員計画
人数に対し A 地域では 2 名不足、B 地域で
は計画のとおり参集。作業所要時間は計画
に対し A 地域、B 地域ともに概ね想定内で
あったが、部分的に運営人員の不足により
防疫作業従事者が停滞。今後、有効な人員
配置と作業計画の検討、少人数でも運営可
能な工程への見直し、単純化した資料の作
成、状況整理・指示・報告を円滑に進めら
れる体制整備を構築していく。 
 
473.特定家畜伝染病発生時の静岡県 GIS を
活用した情報共有：静岡県東部家保 西紗
恵、永井三紀子 

高病原性鳥インフルエンザ発生時、迅速
に埋却作業を行うため、家保と防疫作業の
協定を締結している建設業協会（以下、協
会）との情報共有として静岡県地理情報シ
ステム（以下、静岡県 GIS）の活用を検討。
管内養鶏場の農場・埋却地情報を静岡県 GI
S 上で作成、QR コードとして保存し、個々
に作成した埋却地カルテに記載。埋却地カ
ルテは農場概要、搬入経路、必要資材や人
数、埋却地の写真に加え、QR コードによっ
て農場及び埋却地の俯瞰図、地質地形情報
やボーリング調査成績を選択表示可能。協
会とともに現地調査により有効性を確認。
埋却地カルテと静岡県 GIS の併用で、現場
での利便性は高評価。異常家禽の簡易検査
陽性判定後協会にメール送信し、情報共有
を効率化し初動防疫に利用。さらに、静岡
県 GIS の情報精査と他の特定家畜伝染病へ
の応用、協会との連携を進め、初動対応を
強化。 
 
474.特定家畜伝染病発生時の消毒ポイント
の連絡体制の整備および演習：静岡県西部
家保 植松瑶子、西島典子 
 特定家畜伝染病発生時、迅速かつ的確な
消毒ポイントの設置が必要。昨年度、当所
では管内 74 箇所の消毒ポイント候補を現
地調査、60 箇所を使用可能と判断。今回は
さらに、円滑な連絡体制整備のため、新た
な候補を加えた89箇所について8市町に調
査を実施。管理部署、使用可否、発生時の
担当窓口、候補以外の適当な施設を確認。
また、使用予定施設で演習を実施。調査の

結果、管理部署は 48 箇所が市町役所内本
課、14 箇所が同出先行政機関、5 箇所が施
設内、19 箇所がその他、3 箇所が無回答。
また、58 箇所が使用可、16 箇所が使用不可、
15 箇所が事前申請や市町以外との協議が
必要。発生時の担当窓口は 6 市町が畜産担
当主務課、2 市が各施設の管理部署であり、
3 市が新しい候補 5 箇所を提案。演習では
作業動線を確認し、参加者の理解も深まっ
た。今後は市町と候補選定基準の情報共有
を図り、新たな候補の選定や市町以外が管
理する施設との調整を進める計画。 
 
475.平飼い採卵鶏農場における総合的衛生
対策の取り組み：三重県南勢家保 中山季
大、竹馬工 
 管内 6万羽規模の平飼い採卵鶏農場で 20
14 年以降、パスツレラ症やワクモ被害の増
加を受け衛生対策を開始。2016 年 11 月の
飲水の上水化により衛生状態は改善した
が、2017 年 3 月にもパスツレラ症が発生し
たため 2017 年度からその対策を本格化。保
菌鶏を減少させるため沈鬱鶏は早期隔離
後、病性鑑定を実施し病態を把握。また、
保菌宿主である野生動物侵入防止対策を強
化。合わせて産卵率向上を目指し、ワクモ
の増殖状況をトラップにより毎月モニタリ
ングし、密集箇所を重点的に殺虫。また、
マイコプラズマ病及び伝染性気管支炎抗体
検査を定期的に実施。一方、2017 年 9 月よ
り農場 HACCP の取組を開始。衛生管理目標
を定め、一般的衛生管理を強化。種々の対
策の結果、パスツレラ症は 2017 年 9 月を最
後に、2018 年 10 月時点で認められず、抗
菌剤利用を削減。対策前後の鶏群の比較で、
導入直後に野生動物による被害を受けた 1
群を除き、最終生存率とヘンハウス産卵数
が改善した。 
 
476．農場 HACCP 認証採卵鶏農場における J
GAP 認証取得への取組：京都府中丹家保 
井上厳夫、林道也 

農場 HACCP の認証を取得している管内の
採卵鶏農場が、2020 年東京オリパラ食材調
達基準である JGAP の認証取得に取り組み、
当所の JGAP 指導員がその取組を支援した
ので概要を報告。当該農場は平成 30 年 3
月に農場 HACCP の認証を取得。平成 30 年 9
月からは農場 HACCP に取り組んだ経験を活
かしつつ、従業員の意識及び生産管理等の
更なる向上を図るため、労働安全及びアニ
マルウェルフェア等の農場 HACCP にはない
要件が必要となる JGAP 認証取得への取組
を開始。当所は推進会議や模擬審査を企画
・開催するとともに、農場における自己点
検と改善等を支援。結果、平成 31 年 3 月に
採卵鶏農場では近畿初となる JGAP 認証を
取得。本認証取得により従業員の安心・安
全な畜産物生産への意識が一層向上すると
ともに、報道で大きく取り上げられ販路が
拡大。当所では今後も畜産物の安心・安全



 
 
 - 101 -

の向上や畜産経営の持続的発展に向けた支
援を継続するとともに、他の畜産農場への
普及を目指す。 
 
477．防疫作業の安全性確保と効率化に重点
を置いた HPAI 防疫演習：京都府中丹家保 
中川一樹、加藤あかね 
 府内最大規模の採卵鶏農場（40 万羽）に
おいて動員者の安全性確保と効率的な防疫
作業に重点を置いた演習を実施。【演習内
容】以下の実地演習を行い、演習後には参
加者のアンケート調査を実施。①先遣隊に
よる初動防疫演習、②現地対策本部、農場
前線基地及び救護所における感染防止・救
護演習、③農場内における防疫作業演習（2
クール）。【結果】感染防止・救護演習で
は、作業者の安全性確保に留意した手順を
確認。農場内での防疫作業演習では、1 ク
ール終了後に意見交換する時間を設けた結
果、2 クール目では同じ動員数で単位時間
当たりの処理羽数が約 2.5 倍に増加する
等、作業性が向上。アンケート調査では、9
8.7％の参加者が「実践的な安全対策や作業
の効率化に取り組んだ今回の演習は有意義
であった。」と回答。【まとめ】府内 HPAI
発生（H16）を経験していない府職員が 4
割近くを占める中、発生に備えた危機管理
体制を一層強化するには、今後も実践的な
演習の継続が重要。 
 
478．遊休鶏舎を活用した肉用鶏農場への飼
養衛生管理指導：和歌山県紀南家保 山本
敦司、谷口俊仁 

H29.4肉用鶏簑鶏組合から H29.12より遊
休肉用鶏農場を活用し肉用鶏飼養のため衛
生指導の依頼あり。飼養衛生管理面、特に
鶏舎修理を指導。全 16 鶏舎の野生鳥獣侵
入防止対策状況を 5 段階(5:良好～1:不良）
で評価。「鶏舎の金網」：全鶏・舎金網破 
損で評価 l。金網二重張り等実施し評価 4。
「鶏舎扉」：9 鶏舎の扉破損で評価 l 。修
理後評価 5。「農場出入口の車両消毒」：
車両消毒設備なく評価 l。出入口に石灰帯
や動力噴霧器を設置し評価 5 。出荷成績は
育成率が 1 回 97.5% 。2 回目 96.8%と比較
的良好。しかし、低育成率(92.9%)の鶏舎が
あり、湿度やアンモニア濃度が高いため適
切な換気等を指導。また暑熱で死亡羽数が
増加し、老朽換気扇による換気不良が主原
因。扇風機増設等を指示。この通報が夕方
のため速やかな通報を改めて指導。今後、
新たに遊休鶏舎活用の際には家保と速やか
に修理計画を立てるよう提案。また野生鳥
獣侵入防止対策等を継続指導し、農場経営
安定に資する。 

 
479．県内初採卵鶏農場における農場 HACCP
認証取得およびその取組：鳥取県西部家保
生田泰子 
 飼養規模 31,000 羽の管内採卵鶏農場が
農場 HACCP 認証を取得。平成 25 年から農場

HACCP の構築に向け取組を開始。平成 27 年
11 月にキックオフ（開始宣言）を行い、平
成 28 年 3 月に推進農場の指定を受け、平成
30 年 11 月に認証取得。当農場は卵製造部
門と鶏管理部門に分かれ、鶏管理部門は従
業員 3 名、そのうち 1 名が農場 HACCP 責任
者であり、経営者でもある。経営者が直接
農場 HACCP の構築を進めることで、決断等
は早いものの、その他業務が多忙であり、
外部アドバイザーとして家保、普及所が中
心に取り組んだ。県職員が中心の取組のた
め異動による担当者の変更、経験や知識不
足もあったが、県事業を活用し専門家のア
ドバイスを受けるとともに、県内他事例の
経験等を活用し取組を進めた。今後はより
効率的なシステムの運用と、県内での農場
HACCP 構築・運用の取組がよりスムーズに
進むよう更なる取組体制の検討が必要。 
 
480.大規模農場での高病原性鳥インフルエ
ンザ発生時の初動防疫措置にかかる防疫演
習の概要と課題：島根県川本家保 鈴木郁
也、合津幸江 

高病原性鳥インフルエンザ（HPAI）発生
時の防疫措置を迅速に実施するため、平成
29 年度末までに備蓄資材の増強や動員者
数の増員等初動防疫態勢を強化。この態勢
強化を踏まえ、初めて自衛隊も参加し、大
規模農場における HPAI 発生を想定した防
疫演習を実施。演習内容は、動員者集合場
所施設における健康調査及び県 HPAI 防疫
業務マニュアル変更（平成 29 年４月改訂）
にかかる実作業、畜舎での殺処分等の実作
業、農場消毒警備ポイントの運営等。また
各作業所要時間の計測、演習参加者及び見
学者へアンケートを実施。今回の演習では、
初めて自衛隊を参集し、初動防疫措置の流
れを共有できたが、動員者集合場所施設に
おける防疫服及び装備品の装着に時間を要
したことから、パネルの掲示や説明の工夫
が課題となった。また、アンケートで発生
時の運営に３割が「不安がある」と回答し
ており、今後も万一の発生に備えた防疫演
習を継続し実施する必要がある。 
 
481.実効性を高める高病原性鳥インフルエ
ンザ研修の取り組み:岡山県津山家保 石
川晶子、高見剛 

高病原性鳥インフルエンザ（HPAI）発生
時に的確に防疫措置を進めるために、防疫
対応マニュアル、タイムライン等を整備し
ているが、緻密化した内容を理解し、実効
力を高めるには工夫が必要。今回、発生地
班の初動防疫に必要な多くの内容を１冊の
携帯型ファイル「トリの巻」に集約した。
「トリの巻」は、チャートで対応の概要を
把握、内容を確認後、同梱の該当資料を参
照、速やかに初動防疫対応が可能。全所員
に配布、内容を周知し、シミュレーション
方式で所内及び農場内にて「トリの巻」使
用し、一連の作業の研修を実施。研修後、
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農場からの死亡羽数増加の報告を受理、「ト
リの巻」を活用し限られた人員で適切に対
応。また、アンケートにより研修の有効性
を確認。今後も異常家きんの届出を受けた
職員の全てが、的確な対応ができるよう「ト
リの巻」の精度を上げ、移動規制等他の業
務においても、同様な取り組みの継続的な
実施が必要。 
 
482.異常家きん届出に伴う初動対応の課題
と改善：山口県中部家保 木本結貴、伊藤
博志 
 養鶏場から異常家きんの届出を受けた際
の緊急立入の課題の検討と改善を実施。緊
急時対応票の充実のため通信環境、防疫資
材置場、鶏舎内通路の幅、作業動線等の情
報を追加。現地で行う鳥インフルエンザ簡
易検査を円滑に実施するため、検体のナン
バリング方法の改善や簡易検査作業台を新
たに作成。立入時に携行する緊急持ち出し
セットの資材を精査し再整理。農場管理獣
医師及び農場管理者に対し、初動対応の内
容を具体的に説明し理解が向上。家保担当
課員の習熟度を高めるため、所内勉強会を
開催、初動対応作業マニュアルや作業に関
するチェックリストの作成に加え、PDCA サ
イクルの手法を取り入れ継続的に改善でき
る体制を整備。これらの取組みにより家保
と関係機関・関係者間の初動対応について
共通の理解を醸成。今後も対応力向上のた
め取組みを継続。 
 
483.高病原性鳥インフルエンザ(HPAI)発生
に備えた防疫体制整備：山口県中部家保 
伊藤優太、伊藤博志 

HPAI の発生時には、家保が農場内の防疫
作業や疫学調査等に注力する必要があり、
そのための体制作りが重要。当所では、県
農林水産事務所内での取組として担当部署
体制を整備し、各班毎に関係者との事前調
整を実施。現地の状況確認のため、管内 1,
000 羽以上飼養の全農場、管内の集合基地
及び消毒ポイント設置予定場所の現地調査
を実施。各班の具体的な作業内容の確認を
行うため実務研修会を開催。関係機関・団
体との連携として、平成 30 年度から、発生
時の開催に加え年度当初にも HPAI 現地対
策連絡会議を開催。有事の際の連絡体制や
役割分担、防疫作業内容等について情報を
共有。発生時に行う農場従業員の健康調査
の円滑な実施のため、県健康福祉部局と連
携し、各農場への健康調査の概要説明及び
調査に必要な情報の聞取りを実施。今回の
取組みにより、詳細なロードマップが記載
されたマニュアルを作成し、関係機関・団
体と共通認識を持つことができた。 

 
484.HPAI 発生時の消毒ポイント設置に係
る検討：香川県西部家保 松元良祐 

H30 年 1 月にさぬき市で発生した HPAI の
まん延防止対応として、制限区域内外 10

カ所に消毒ポイント（以下、消毒 P）を設
置。制限区域解除までの 25 日間で 4,360
台の関係車両消毒を実施。消毒 P の設置及
び運営に次の問題点が発生したため、防疫
対応終了後に改善策を検討。問題点①消毒
P の設置方法が分からず初動の遅れが生じ
た、②消毒 P と非発生地家保との連絡が取
れなかった、③人員不足で資材補給に支障
が生じた、④作業員の寒さ対策及び消毒液
凍結防止対策が十分でなかった、⑤消毒方
法に差が生じた、⑥稼働率の低い消毒 P が
生じた。改善として①消毒 P 毎の設置マニ
ュアルを作成、②資材に消毒 P 毎の携帯電
話を追加、③人員の充実、④コンテナハウ
スの早期設置体制確保と大型暖房機器の追
加、⑤消毒作業演習の実施、⑥消毒 P 候補
地の見直しと農場毎の消毒 P の設定。以上
の改善等により、発生時の迅速な消毒 P 設
置と円滑な運営を図る。 
 
485.小豆管内鳥インフルエンザ発生時の対
応：香川県東部家保 大西美弥 

小豆管内の家きん飼養状況は、豊島及び
小豆島に採卵鶏農場(H29 年度)2 戸と愛が
ん鶏飼養者(H22 年度調査)が 122 戸。飼養
規模は各 100 羽未満。管内鳥インフルエン
ザ発生時には、地理的条件や飼養規模等か
ら、他家保管内と異なる対応が必要。今年
度、①管内家きん飼養者情報の更新、②２
農場の防疫計画書の更新、③管内鳥インフ
ルエンザ発生時の対応を具体的に検討。①
では、H30 年 12 月末までの確認で、豊島に
農場 1 戸(50 羽)と飼養者 5 戸(61 羽)、小豆
島に農場 1戸(30羽)と飼養者 21戸(264羽)
を確認し、新たに飼料購入・鶏卵販売等の
状況を追加調査。②では、既存の防疫計画
書に変更箇所の修正と写真情報を追加。消
毒ポイントはフェリー乗り場を設定。③で
は、特に初動防疫時の従事者の応援要請と
交通手段及び採材した検体輸送に海上タク
シーを利用するなど島特有の対応を具体的
に設定。 
 
486.高病原性鳥インフルエンザ発生時の例
外協議に係る事前準備：香川県西部家保 
川江早矢香、川田健二 

平成 30 年 1 月、香川県で高病原性鳥イン
フルエンザが発生。発生農場の周辺農場で
は家きんや家きん卵等の移動・搬出が制限
された。非発生地家保の総務係・検診係は
家きん卵等の流通再開のため、移動・搬出
制限の例外協議に係る検査・手続き業務を
実施。終息後、今回の対応での課題を整理
し対策を実施。早急に例外協議をするため
の課題として、①農家や GP センター等関係
機関への迅速的確な情報発信と情報収集、
②迅速な立入検査体制の確保、③農家や関
係機関に対する例外協議についての事前周
知が挙げられた。対策として、総務係・検
診係の業務詳細マニュアルを作成し、連絡
・検査体制を整備。また、農家対象の研修
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会にて HPAI 発生時の例外協議について周
知。GP センターなど関連施設に対しては再
開要件を説明し、施設の問題点の改善指導
を行った。以上の対策により、早期に例外
協議を行い、速やかな生産物等の流通の再
開、農場等の損失軽減につながると考える。 
 
487.管内のキジ飼養状況と生産指導：高知
県西部家保梼原支所 宇賀健一郎 
 梼原町産のキジ肉製品は県内外におい
て、高価格帯で流通しているが、生産段階
における孵化率及び育成率の低さから、需
要に対して供給が不足しているため、本来
期待すべき収益には達していない。今回、
一部の種卵を検卵するとともに貯卵及び孵
卵方法の詳細な聞き取りを実施し、孵化率
向上を図った。結果、受精率は 98%(50 個中
49 個)、種卵の状態や農場における雌雄の
同居比率に問題は無かった。貯卵期間を 2
～3週間から 1週間に短縮したことにより、
今年度の孵化率が 54.1%(前年度の孵化率 4
0.6%)と改善。昨年度までの低孵化率の一因
として、貯卵日数の長期化による種卵の劣
化が示唆。さらに、幼雛期における死亡原
因の大部分が餌付け直後から 7 日目までの
圧死であったという報告から、事故率低減
のため、鶏群を小分けにするよう指導。今
後、出荷羽数増加のため、育成率等の生産
状況をしっかり記録することやワクチン接
種による疾病予防等についても指導。 
 
488.鳥インフルエンザ発生時の焼却処理施
設利用の可能性：高知県中央家保香長支所
橘川雅紀 

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発生時には家畜伝染病
予防法の規定により発生農場内で飼養され
る全ての家きんを殺処分し、その死体につ
いては焼却又は埋却しなければならない。
管内の 100 羽以上を飼養する全ての家きん
農場は埋却候補地を確保しているが、人家
に近接していたり、用水路が近い等のため
発生時には使用困難と思われるものが多
い。そこで管内にある一般廃棄物処理施設
に対し、焼却処理の可否について相談。施
設の要請により周辺地区住民への説明会を
実施。埋却処理より焼却処理は合理的、風
評被害が心配など賛否両論あり、まとまる
ことがなかった。今後も施設利用ができる
よう、取組を継続するとともに施設の利用
ができない場合に備え、代替埋却地の早急
な確保、国の移動式焼却炉の活用を視野に
入れた防疫計画の見直しが急務。 
 
489.高病原性鳥インフルエンザ発生時の防
疫資機材の円滑な調達準備：福岡県北部家
保 横山敦史 
 高病原性鳥インフルエンザ(HPAI)発生時
に必要な防疫措置を迅速で的確に実施する
ため、防疫資機材の調達作業について表計
算ソフトエクセルを用いた作業ファイルを

作成。【県体制】防疫措置を円滑に進める
ため、農林、家保、普及指導センターで防
疫措置グループを設置、防疫措置について
検討。【取組】養鶏農場毎の防疫作業を事
前に計画した「防疫措置概要個別台帳」（以
下「個別台帳」）を整備。平成 28 年に「個
別台帳」を用いて防疫演習を実施、問題点
を検証、ファイル操作を簡素化。事前に各
様式を作成、入力等の作業についてはプロ
グラムを作成、リストの作成を簡素化。【成
果】平成 30 年 9 月に防疫演習を開催。円滑
な作業が実施され、操作性も好評。【まと
め】HPAI 発生時の防疫措置について防疫演
習を通じて、関係者の習熟と作業の問題点
を洗い出した。今後も防疫措置の事前準備
等について、改善、検討を行い万一の発生
時に円滑な防疫作業の一助としたい。 
 
490.鶏舎点検表を活用した管内全養鶏場の
巡回指導と水辺周辺農場の重点指導による
取組：宮崎県宮崎家保 平野佑季、弓戸猛 

本県では、高病原性鳥インフルエンザの
防疫強化対策として、昨年度から鶏舎点検
表を活用した全戸巡回指導と水辺周辺農場
の重点指導に取り組む。平成 30 年 4 月から
10 月に管内全養鶏場（350 農場）を対象に、
重点的な巡回指導を実施。巡回指導前に、
生産者が鶏舎を自主点検、修繕箇所等を点
検表に図示し、修繕後、家保へ点検表を提
出。巡回時に鶏舎を再点検、不備箇所は修
繕完了後に再度報告。家保巡回時点で、修
繕が必要な農場数が昨年度から大幅に減
少。家保、生産者間の認識の差の減少及び
管内農場の防疫対策レベルの向上を数値と
して確認。また、鶏舎の周囲に河川や池な
どが存在する 87 農場を高リスク農場とし
て、巡回指導時に説明し、秋口に、再巡回
指導。生産者がリスクを認識、より徹底し
た飼養衛生管理を行う契機となった。今後、
関係者一体となってこれらの取組を継続、
更なる防疫対策レベルの高位平準化を図
る。 
 
491．平成 30 年度の管内養鶏農家への全戸
巡回指導の取組：宮崎県都城家保 中山瑞
紀、内村慎之介 
 高病原性鳥インフルエンザ（HPAI）発生
防止のために5月から10月にかけて管内全
養鶏農家 382 農場を対象に、飼養衛生管理
基準に基づく 39 項目の聞き取りと、農場と
鶏舎の管理状況の目視確認を実施。昨年度
から巡回前に鶏舎図を事前に配布し、生産
者自身による不備箇所の確認、修繕を行う
ようにした結果、生産者が農場防疫の重要
性を認識し、巡回前に鶏舎の補修を行う農
場が増えた。今年度から巡回時に、家畜防
疫員からの修繕必要指摘箇所には、赤いビ
ニール紐を付けるようにしたことで、指摘
箇所がどこか一目で分かるようになり、生
産者が確実に修繕できるようになった。さ
らに生産者の顔写真、その農場の工夫点や
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問題点、不備事項の指導記録をまとめた農
場リストを作成したことで、初めて指導に
立ち入る家畜防疫員でも、事前にその農場
がどのような特徴を持つ農場かを把握で
き、立ち入りの際の指導の一助になった。
今後も生産者と協力し、HPAI 発生防止のた
めの農場防疫に努める。 
 
Ⅲ－７ 畜産技術 
 
492. 島しょ地域における高病原性鳥イン
フルエンザ発生時の殺処分方法の検討：東
京都家保 佐藤詩織  桑山隆実 

当所が所管する島しょ地域では、一般的
に鶏の殺処分に用いられる炭酸ガスボンベ
（ボンベ）の入手や備蓄が困難。そこで高
病原性鳥インフルエンザが発生した際の鶏
の殺処分方法として、入手や送付が容易な
クエン酸と重曹を用いて発生させた炭酸ガ
スによる殺処分を検討。ポリバケツ（75l）
内の炭酸ガス濃度の推移と、廃鶏 10 羽を殺
処分するために要する時間についてクエン
酸 500gと重曹 500gを水 5lに溶解した場合
とボンベを 5 秒噴射した場合で結果は同
等。前者では、使用した水が鶏糞等で汚染
されるため、密閉容器に入れた紙製の猫砂
で吸収、環境中に排出せずに焼却。管内農
家での廃鶏を利用した防疫演習において作
業手順を検証したところ、円滑に作業が進
行。ボンベより容易に入手、備蓄できる資
材で殺処分を行うことが出来た。また、10
0 羽未満の殺処分では、ボンベよりもクエ
ン酸と重曹を用いた方法が安価。今後は実
際の運用に向け体制を整備。 
 
493．防疫対応が困難な養鶏場の高病原性鳥
インフルエンザ(HPAI)発生に備えた取り組
み：和歌山県紀北家保 赤真寛美、黒田順
史 

防疫対応が困難な農場について、既存の
防疫計画の充実と、当該農場を発生農場と
想定した防疫演習を実施し防疫対応の強化
を図った。農場は平飼いで採卵鶏約 46,000
羽を初生雛から飼育、複数の異なる構造の
鶏舎が 20 棟存在し住宅地や学校に隣接。防
疫 措置に必要な土地が不足するため近隣
の学校所有地の借用について学校側と協
議。鶏舎構造が複雑で防疫指針に定められ
ている 24 時間以内の殺処分完了 が困難な
ため、自衛隊要請を計画に組み入れ。焼却
処理を想定して焼却施 設関係者と協議。消
毒ポイント候補地を振興局職員と確認、5
ヶ所を選定。通行制限について詳細なルー
トを検討。関係機関と作業内容や役割分担
について協議、確認。現地防疫センター設
営等の人員確保が難しい等の意見があり、
動員者の人数調整が必要。取り組みを 通じ
て農場の現状や問題点について関係者間で
詳細な検討を行い共通認 識を深めた。HPA
I 発生時に迅速な防疫対応が行えるよう関
係機関と調整を進め、さらに検討を続けて

いく。 
 
494.邑智郡内における肉用牛繁殖巡回の取
組：島根県川本家保 石井さやか、福田智
大 

郡内農家全戸の繁殖状況の把握と生産性
向上を目的とした取組を NOSAI、人工授精
師、JA、普及部と連携して開始。各機関か
ら繁殖等に関するデータ提供を受け、全繁
殖和牛を対象としたデータベース(繁殖管
理システム)を構築。データを元に重点指導
農家を選定し、月 1 回の早期妊娠鑑定、治
療等を行う繁殖巡回を開始。必要に応じて
代謝プロファイルテスト、飼料分析・設計
等の飼養衛生管理改善を指導。その結果、
重点指導農家全てにおいて JMR が改善。関
係機関と繁殖状況に係る情報を統合・共有
する事で、問題点の把握と解決に向けた協
力がスムーズに図られた結果、繁殖成績の
向上に繋がったと推察。今後も継続した巡
回指導、飼養衛生管理上の問題への積極的
な対応に努め、地域全体の更なる繁殖成績
の向上を目指したい。 
 
495．鳥インフルエンザ検査時の気管スワブ
採材方法の検討 
：岡山県高梁家保 田中静香、西川真琴    
 2018年 1月に香川県で発生した高病原性
鳥インフルエンザの原因ウイルスは、従来
とは性状が異なるウイルスと判明。これを
受け、国が示した立入検査時の気管スワブ
採材方法等について、採材マニュアル作成
のため検証。成鶏（採卵鶏、720 日齢）か
らの気管スワブ採材に問題はなく、検討し
た簡易検査後の検体（気管、鶏体等）運搬
方法とともに案を作成。その後、雛の採材
に対し疑問が浮上。これを解決すべく家畜
防疫員等による検討会を開催。国が示した
方法で簡易検査用試料液の作成を雛（ブロ
イラー、2 日齢）の気管を用いて試すも、
採材困難と判断。そこで、気管全長の半分
を検体処理液の入ったチューブに直に投入
し、試料液を作成する方法を考案。簡易検
査後の検体運搬方法とともに本県の高病原
性鳥インフルエンザ検討部会に諮り承認決
定後、採材マニュアル完成。検査時の採材
（手技・部位等）の意識統一を図る。現在、
各家畜保健衛生所へ周知を図り、異常家き
ん通報時に対応。 
 
496.採卵鶏農家におけるハエ対策指導事例
：愛媛県中予家保 山田牧子 近藤理恵 

平成 28 年度、会社 A の預託農場 B に対す
るハエ苦情が多発。ハエ成虫防除等緊急対
策の現地指導を複数回実施。平成 29 年度か
らは、農場管理者、経営者、関係機関を集
めた対策会議を定期開催し、共通認識を持
って問題点の整理と長期対策に取り組ん
だ。問題点として、鶏ふんの長期滞留、不
十分なハエ防除策、施設の老朽化や人手不
足等を改めて認識。対策として、除ふん間
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隔の短縮化、ハエ幼虫及び成虫の防除、施
設の修繕と適正管理、作業者間の連携等を
実施。結果、滞留鶏ふんの除去が完了し除
ふんサイクルが改善。防除技術の定着が図
られハエ発生は対策会議実施前と比較して
減少。飼養環境も向上。現在も対策会議を
継続しており、今後は、対策の維持と施設
の老朽化に起因する問題が残されているた
め、その改善策の検討等が必要。 
 
497.「五島地鶏しまさざなみ」新規就農経
営体への飼養管理向上支援：長崎県五島家
保 前田将誌、下條憲吾 

五島地域特産品として推進している「五
島地鶏しまさざなみ」飼養養鶏場が新規就
農経営体である地域内法人に移譲。飼養規
模は種鶏 50～80 羽、肉用鶏 2,000 羽の一貫
経営。種鶏舎 1 棟、育雛舎 1 棟、肥育鶏舎
4 棟で飼養。生産販売推進のため、生産者、
JA、市が会員となり設立した「五島地鶏し
まさざなみ推進協議会」に県機関と共にオ
ブザーバーとして技術指導等を行い支援。
農場生産記録および立入により、出荷可能
羽数の低迷（平成 30 年 1 月：46 羽/月）、
種鶏更新遅延、肥育鶏の「つつき」による
損耗等が判明。また、鶏舎が老朽化。対策
として、定期的に農場訪問し、種鶏の計画
的な導入、幼雛期のデビーク等を指導。鶏
舎の新改築。結果、従業員の飼養管理技術
が向上し、飼育環境も改善。産卵率改善（平
成 29 年度 16.8％→40.3％）、損耗減少に
より、出荷可能羽数増加（平成 31 年 1 月：
370 羽/月）。今後も暑熱期の損耗等の課題
解決に向け、関係機関と支援を継続。 
 
Ⅲ－８ その他 
 
498.厳冬期の鳥インフルエンザ簡易検査の
温度管理：北海道後志家保 長尾賢、小林
亜由美 

鶏舎内温度が日中も零下となる本道の厳
冬期における簡易検査の検査温度保持のた
め、温度管理を検討。気温条件は採卵鶏の
産卵率低下の指標である－7℃に設定し、熱
源に最高温度 79℃の使い捨てカイロ（カイ
ロ）、7l クーラーボックスを 18l クーラー
ボックスに入れた容器（容器）、タオルを
使用。カイロ 3 枚を室温で発熱させ、タオ
ルに包み、容器に 30 分間密閉後、－7℃下
で容器内温度が 20℃以下になるまでの保
温時間を計測。途中、簡易検査キットの出
し入れを想定し、容器を 3 分間開閉。保温
時間は 135 分で、3 分間開閉後も検査温度
を保持。実証試験として不活化 A 型インフ
ルエンザウイルス（H9N2）培養上清を 10
倍階段希釈し、－7℃下で容器を用い、簡易
検査を実施。室温での検出限界は 103 希釈
で、容器内でも同希釈まで検出。なお、容
器なしの－7℃下では 102 希釈までしか検
出されず。最高温度の高いカイロと二重に
した容器を用いることで、－7℃下でも検査

温度が保持され、簡易検査の実施が可能。 
 
499.胚生存率を下げずに発育鶏卵を自動車
で運搬する方法の検討：福井県家保 清水
誠也、葛城粛仁 
 高病原性鳥インフルエンザ発生時、発生
状況確認検査で発育鶏卵（卵）を用いたウ
イルス分離検査が必要。当家保には必要数
の卵常備がなく、155 ㎞離れた岐阜県のふ
卵場から自動車で持ち帰る必要あり。胚生
存率を下げずに運ぶには、卵周囲温度を極
力下げない必要あり。今回、発泡スチロー
ルを用いた卵の運搬（発泡スチロール法）
が可能か検討。26℃室温下、5 個×5 個×3
段の卵を既存発泡スチロール容器に入れ、
①密閉群、②密閉お湯入りペットボトル（P
B）入群、③非密閉群、④非密閉お湯入り P
B 入群、以上 4 群の容器内温度を経時的に
測定。測定は冬の道路事情を勘案し最大 6
時間。その後、卵に PBS0.2ml 接種、48 時
間経過観察。結果、6 時間後容器内温度は
①31.9℃、②32.7℃、③31.7℃、④32.5℃
で、4 群間でほぼ同等。胚生存率は①②0％、
③96％、④100％。発泡スチロール法は、密
閉しない限り、胚生存率下げない安価で簡
易な方法。発生状況確認検査に卵を供する
ことは十分可能と推察。 
 
500.高病原性鳥インフルエンザ発生に備え
た集合施設運営体制の構築：山梨県西部家
保 穴澤光伊、大町雅則 

高病原性鳥インフルエンザ発生の際、集
合施設は家畜保健衛生所職員以外の県及び
市町職員のみで運営を担当する計画であ
り、事前に業務を把握してもらう必要あり。
当所集合施設運営方針（以下、「方針」）、
具体的な様式、業務毎の作業手順書を作成。
管内養鶏農場の6割を有するA市と協議し、
集合施設を選定、現地確認後、レイアウト
を作成。A 市を所管する農務事務所へ方針
を提示、意見交換後、各業務の担当者へ作
業手順書を配付。所管保健所と集合施設の
作業動線を現地検討、レイアウトを改良。
平成 30 年 11 月、集合施設の設営及び運営
について担当者による実地訓練を実施。併
せて各業務の動画を作成。訓練後の反省点
を踏まえ、方針を改良。訓練や意見交換を
行うことで集合施設担当者の意識が向上、
集合施設運営体制の基盤が構築。今後、年
度当初に集合施設担当者と研修会を実施。 
 
501.高病原性鳥インフルエンザ発生時の迅
速な消毒ポイント設置に向けた取り組み：
 山梨県西部家保 石原希朋、大町雅則 
高病原性鳥インフルエンザ発生時に迅速か
つ円滑に消毒ポイントを設置し、効率的な
運営を図るため、消毒ポイント候補地の事
前協議を実施。①西部家保消毒ポイント運
営方針（消毒ポイントの選定要件、運営方
法等）の作成、②消毒ポイント候補地 43
ヶ所を選定、③消毒ポイント候補地施設所
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有者（市町、JA 等）との協議、④その他関
係機関（県建設事務所、県林務環境事務所、
県農務事務所、県警）との協議、⑤消毒ポ
イント利用者への調査を実施。取り組みに
より消毒ポイントが確定し、迅速な設置及
び効率的な運営（時間を限定した運営や人
員及び資機材の削減）が可能。消毒ポイン
トを経由した GP センター等への移動経路
が確定し、早期の制限例外適用が可能。 
確定していない消毒ポイント（20 ヶ所）に
ついて協議を行い、早急に確定しておく必
要あり。 
 
502.高病原性鳥インフルエンザ防疫演習を
経験して得た課題と対応：山梨県東部家保
髙橋聡、相川忠仁 

全国高病原性鳥インフルエンザ（HPAI）
防疫演習に対し、事前に発生想定農場の敷
地や周囲、鶏舎内及び埋却地の現地確認を
念入りに実施。演習にて①防疫作業従事者
を従来よりも詳細に割当て、移動手段も詳
細に計画・配置。②発生農場内での防疫作
業は殺処分班以外の全ての防疫作業従事者
を対象に畜舎や敷地構造に配慮した交差防
止の作業動線を策定、各係間の作業移行や
作業者の入れ替えも詳細に計画。③班長業
務と別に連絡係を新たに設置、円滑な連絡
体制を構築。これにより作業の進捗、防疫
資材の出納管理等が常に農場と本部で把握
できる体制を実現。また現地調査係からい
かに情報を迅速かつ正確に発信できるかが
その後の防疫措置及び農場主の心のケアー
に重要なカギとなる。今後は防疫演習で改
善できた内容を活かし、他県での発生事例
対策も取り入れ、農場ごとに防疫計画の再
確認を行う必要があるため、更なる詳細な
計画追加と、関係者や協定先との詳細な打
合せを実施する。 
 
503.鳥インフルエンザ患畜等汚染物品の処
理に関する民間焼却施設利用の検討：山梨
県東部家保 高橋照美、岸田論俊 

地下水への影響から埋却が困難な A・B
村の養鶏農場について、公有地等利用や一
般廃棄物焼却施設（以下一廃施設）・民間
廃棄物焼却施設（以下民間施設）利用を検
討。公有地等は岩盤等で埋却が困難。一廃
施設はペール缶の焼却炉への運搬や密閉状
態での焼却が可能な構造だが、管理者から
地域住民の同意や市村長の判断が必要との
意見が出され、県全体での協議が必要。民
間施設は汚染物品等を産業廃棄物とする場
合は、全県の農場から受け入れが可能との
回答。また、ペール缶の焼却炉への運搬、
密閉状態での焼却及び保管場所の確保が可
能で、ペール缶処理能力は 1 時間当たり約
100 個。以上から、A・B 村養鶏農場の汚染
物品等処理は、当該施設利用が最も適切で
あると判断。今後は、A・B 村に対し焼却処
理方針を助言し、一廃施設との焼却処理に
係る継続協議、関係機関等との廃棄物処理

に係る必要項目整理等を行っていく。 
 
504.ブロイラー飼料への子豚用飼料混入に
よる自主淘汰事例：静岡県西部家保 西島
典子、岩堀剛彦 

平成 30 年 7 月 15 日、管内のブロイラー
生産 A 農場（12,600 羽飼養）で、飼養者が
入雛直後に給与した飼料への異物混入を発
見。飼料製造業者の分析により、異物はク
エン酸モランテル添加子豚用飼料と判明。8
月 7 日、飼料製造業者及び肉用鶏事業者か
ら A 農場での家畜事故発生について当所に
報告があったため、当所から県庁畜産振興
課を通し農林水産省へ報告。8 月 10 日、飼
料製造業者の委託先である輸送業者が、子
豚用飼料が残存した輸送用コンテナを空と
誤認し、ブロイラー飼料を積み込んだこと
が混入原因と判明。クエン酸モランテルは
ブロイラーへの給与が認められていないた
め、8 月 16 日に飼養鶏全羽の自主淘汰を実
施。当所から殺処分用の資機材を貸し出し、
当所職員を含む 31 名で作業を実施。本事例
は輸送業者等の人為的ミスにより発生した
家畜事故であるが、飼料製造業者から県に
対しての報告が非常に遅かったことが大き
な問題であり、飼料の安全確保指導の徹底
が必要。 
 
505. 酒粕のハエ誘引性基礎調査：愛知県中
央家保豊田加茂支所 中尾秀仁、美濃口直
和 

【目的】ハエ成虫捕獲器の誘引物につい
て、漬物用酒粕の有用性を検証。管内養鶏
場堆肥舎に 9 月から 11 月にかけて設置し、
以下の調査を実施。水での希釈倍率（調査
1）、設置場所の高さ（調査 2）、作り置き
期間（調査 3）【材料及び方法】2L ペット
ボトルに誘引物 400g を入れ 1 週間設置。対
照は調査 1 では砂糖・酢・酒の混合物、調
査 2 では地表高さ 0cm に設置した酒粕、調
査 3 では作製後 0 日の酒粕。対照の捕獲頭
数を 100 とし相対評価。【結果】調査 1 で
は 8 倍希釈まで 150 以上、16 倍希釈で 45。
調査 2 では高さ 50cm で 74、100cm 以上で 2
4 以下。調査 3 では作製後 21 日経過した酒
粕で 90。材料費は調査 1 の対照が 102 円、
8倍希釈酒粕が 15 円と約 1/6 のコスト。【ま
とめと課題】本法で高い誘引効果が認めら
れた条件は、8 倍希釈程度、地表高さ 50cm
までの設置、作り置きは 21 日まで。作製コ
ストは安価であり継続して利用可能。今後、
粕漬後の廃品利用、設置期間の延長、誘引
口の改良を検討予定 
 
506.平成 30 年度 HPAI 防疫演習～発生地模
擬テントの設置～：奈良県家保 坂元一夏 
 H23 年大規模農場で HPAI 発生、発生地着
脱テント内は防疫作業動員者（以下動員者）
の大量の私靴と汚染域長靴が散乱、動線が
交差。終息後、防疫衛生面を考慮し清浄域
長靴を備蓄。また毎年の防疫演習において、
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防護服の着脱が繁雑で困惑する動員者の声
が聞かれ、狭いテント内での着脱の説明方
法が課題となる。H29 年まで屋内で実施の
着脱演習を、H30 年は初めてテントを設置
し屋外で実施。発生に即した形で動線や着
脱の説明方法について検討。清浄域長靴の
ショートブーツへの変更、棚設置により靴
の散乱解消。スペース確保により動線交差
も解消。着脱説明の際、発生時同様、動員
者が交互に更衣サポート係（以下更サ係）
をすることにより役割や作業内容に関し理
解が深まり、着脱しやすいとのアンケート
結果。①スムーズな着脱のため更サ係と他
動員者との判別の明瞭化②雨天時の傾斜地
農場におけるテント浸水対策につき要検
討。 
 
507．高病原性鳥インフルエンザ防疫シミュ
レーションの作成検討：広島県西部家保 
山本杏子、福原理映子 

高病原性鳥インフルエンザ発生時の初動
対応の迅速化のため、管内 100 羽以上農場
の防疫シミュレーションを作成。作成にあ
たり、防疫措置に必要な情報をリスト化。
事業実施時に情報収集し独自様式に整理。
殺処分方法はケージ飼養 2 パターン、平飼
い 1 パターンに分類し策定。作成後は課題
を検討・整理。結果、農場 37 戸中 23 戸作
成（カバー率 62％）。規模内訳は、大規模
（1 万羽以上）13 戸、中規模（1,000 羽以
上 1 万羽未満）10 戸。殺処分に 24 時間以
上要する農場は 10 戸 43％。課題は、農場
と協議 6 件、県域課題 6 件に分類され、現
体制で対応困難な農場があることが判明。
課題を分類整理することで、解決の方向性
が明確化。実効性のあるシミュレーション
にするため、農場と協力体制の構築及び課
題の県域での共有・解決が必要。今後、県
域防疫演習を計画し精度を向上。今回の作
成手法は他の重大な動物感染症対応へも応
用可能。 
 
508. 肉用鶏農家のサルモネラ対策に関す
る取り組み：愛媛県中予家保 林愛彩、渡
部正哉 

鶏舎内糞便から Salmonella Schwarzeng
rund（以下 SS）の検出が続く 50,000 羽規
模の肉用鶏農場が、検出率低減対策の一環
として生菌剤の飼料添加を行ったため、農
場の保菌状況に与える影響について調査。
農場は発酵床で飼養し、出荷後は敷料の半
分を堆肥舎へ搬出、残りの半分を鶏舎内で
堆積発酵した後再び敷料として利用。調査
対象は 11 鶏舎中 2 鶏舎で、生菌剤を 0.1％
添加した飼料を給与した鶏舎と無添加の鶏
舎に分け、生体と環境中の糞便の採取を 2
週間毎に 3 回実施。採取した計 90 検体を遅
延二次法で増菌後、SS 検出の有無を調査。
その結果、飼養期間中の生体からの検出率
は添加鶏群では 10％、70％、90％、無添加
鶏群では 90％、90％、40％で、生菌剤の添

加が SS の検出率に与える影響は認められ
なかった。出荷し清掃した後の両鶏舎につ
いても調査した結果、堆肥とファンでは検
出されず、床と壁から SS が検出。今後は床
と壁の消毒を中心とした指導を強化し、農
場の保菌状況の把握も継続する予定。 
畜種：鶏、分類：その他、キーワード：サ
ルモネラ 
 
509.家畜伝染病の発生に備えた防疫資材の
効率的な管理方法の検討：長崎県中央家保
吉野文彦、寺山好美 

高病原性鳥インフルエンザ（HPAI）発生
時の迅速対応のため、カゴ台車を用いた効
率的な資材管理方法を検討。当初は本土地
区の鶏 10 万羽飼養農場で HPAI 発生時の初
動防疫 24 時間の必要資材を品目毎に備蓄。
資材のトラック積載に多くの時間と人員を
要するため、第二段階として 1 万羽や 2 万
羽規模の必要資材をカゴ台車に積載し、発
生規模に応じて組み合わせる方法に変更。
組み合わせ時に重複資材が過剰、鶏舎や埋
却地など多様な状況に対応困難などの欠点
あり。第三段階は対応策として殺処分羽数
や集合場所箇所数など、資材数量の変動要
因別にカゴ台車に積載、「殺処分羽数ユニ
ット」、「集合場所箇所ユニット」などと
して管理。発生規模などに応じて必要な各
ユニット数を自動計算する一覧表を作成
し、ユニットの組み合わせが容易となった。
口蹄疫等の他疾病用の一覧表は作成中。カ
ゴ台車を用いて資材を変動要因別に管理す
ることで、多様な状況への対応と迅速な運
び出しが可能となった。 
 
510．高病原性鳥インフルエンザ発生に備え
た密閉容器備蓄と備蓄場所の再検討：大分
県豊後大野家保 壁村光恵、安藤紀子 
 本県では、高病原性鳥インフルエンザ（H
PAI）発生時、埋却処分を前提としており、
農場に対し埋却地確保を指導。未確保農場
については、焼却処分も検討。平成 27 年 9
月「高病原性鳥インフルエンザ及び低病原
性鳥インフルエンザに関する特定家畜伝染
病防疫指針」が改正。密閉容器の備蓄によ
り防疫措置完了の早期化が期待され、約 10
万羽分の密閉容器備蓄を決定。作業性、焼
却炉の投入口の大きさを考慮した 45L 密閉
容器 13,150個を平成 28年 3月に備蓄完了。
その後、本県では HPAI 発生はなかったが、
平成 30 年国内 HPAI 発生事例において本県
の密閉容器を搬出。積雪により搬出が難航
したため、平成 30 年 1 月末に積雪の影響を
受けにくい地域に密閉容器 4,100 個を分散
備蓄。積雪の場合でも、迅速な初動防疫が
可能となった。 
 
511．センサーカメラを用いたブロイラー農
場での野鳥調査と対策：宮崎県宮崎家保 
弓戸猛、白井葵 
 平成 28 年度の高病原性鳥インフルエン



 
 
 - 108 -

ザ(以下、HPAI)疫学調査情報をもとに、管
内ブロイラー農場の野鳥の飛来状況調査と
HPAI ウイルス(以下、HPAIV)侵入防止対策
を実施。農場は飼養羽数 165,000 羽、周囲
に雑木林と農場内に農業用水路（幅約 6m×
高さ約 3m、以下、用水路)があり、冬場は
用水路の水かさは少なく、農場管理者が野
鳥を確認したことはなかった。用水路に 4
台のセンサーカメラ(Bushnell 社の Trophy
 Cam)を設置し、12 月中旬から 1 月下旬ま
で撮影。野鳥の侵入防止対策として用水路
の約 300m にわたり、1.5m 間隔でテグス設
置と防鳥ネット（4～8cm 目、400 デニール）
設置を実施。用水路でカモ類等の野鳥を夜
間から早朝にかけて多数確認。テグス設置
に侵入防止効果は認められなかったが、防
鳥ネットの設置と修繕による維持管理継続
により確認羽数は減少。本調査にて用水路
への適切な野鳥の侵入防止対策を講じるこ
とにより、農場への HPAIV 侵入リスクをよ
り低減させると考えられた。 
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Ⅳ 馬の衛生 
 
Ⅳ－1 細菌性・真菌性疾患 
 
512.複数牧場で発生した Mycobacterium a
vium subsp.hominissuis による馬の流産
：北海道日高家保 武智茉里、宮澤国男 

平成 30 年 1、2 月に 4 戸 4 頭の繁殖牝馬
で抗酸菌による流産が発生。剖検で多量の
滲出物を伴う胎盤炎、胎子の削痩、病理組
織検査で壊死性胎盤炎、胎子臓器及び胎盤
の肉芽腫形成、病変部に抗酸菌を確認。遺
伝子検査で胎盤から Mycobacterium 属菌遺
伝子を検出。3 例は分離培養で胎盤及び胎
子臓器から抗酸菌を分離、Mycobacterium 
avium subsp.hominissuis(MAH)と同定。以
上から MAH による流産と診断。薬剤感受性
試験で RFP、CAM、ST が低 MIC。消毒薬効果
試験で塩素系、ヨード系及び消毒用エタノ
ールで効果を確認。疫学調査で感染経路の
特定には至らず。環境検査で敷料、飼槽及
び堆肥から Mycobacterium 属菌遺伝子を検
出。胎盤炎と診断した 45 例の回顧的調査で
抗酸菌は確認せず。MAH は馬の飼養環境に
存在する可能性から、今後も発生が懸念。M
AH の被害低減には、塗抹検査や遺伝子検査
による迅速な抗酸菌検出、流産場所や器具
の効果的な消毒、薬剤感受性試験成績に基
づく流産馬への適切な治療が重要。 
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Ⅴ 山羊・めん羊の衛生 
 
Ⅴ－1 ウイルス性疾患 
 
513.めん羊の伝染性膿疱性皮膚炎の発生事
例：栃木県県央家保 金澤礼樹、岡崎克美 

平成 30 年 1 月、ニュージーランドからの
繁殖用雄めん羊 8 頭中 6 頭が、輸入検疫中
に伝染性膿疱性皮膚炎を発症し解放延期。
導入農場での着地検査後、5 月末から自家
産雄めん羊 12 頭と混飼。6 月中旬から自家
産雄めん羊 10 頭の口唇部に丘疹を認め病
性鑑定を実施。その後回復したが、8 月上
旬に、6 月発症めん羊と隣接マスの当歳め
ん羊 7 頭で同様の症状を認め再度病性鑑定
を実施。両発生事例とも痂皮及び拭い液を
用いた遺伝子検査でオルフウイルス（ORFV）
遺伝子を検出し、伝染性膿疱性皮膚炎と診
断。6 月発症ウイルス遺伝子と検疫所摘発
ウイルス遺伝子は 100%の相同性を示し、輸
入雄めん羊に潜伏感染したウイルスが顕在
化したものと推測。抗体検査では、6 月発
症めん羊 4 頭は発症時に既に陽性、8 月発
症めん羊 7 頭中 3 頭は発症時に陽性、4 頭
は回復時に陽転。農場には ORFV が浸潤して
いたと推察。8 月の発生は移行抗体低下後、
潜伏感染していた雄めん羊との接触による
ものと推察。 
 
514．繁殖搾乳農場における山羊関節炎・脳
脊髄炎（CAE）清浄化に向けた取組（第１報）
：京都府南丹家保 阪井浩貴、塚本智子 
 【経過】平成 30 年 12 月管内繁殖搾乳農
場で関節腫脹と呼吸器症状を呈する山羊が
散見。導入歴から本病を視野に入れた浸潤
状況検査と症状を呈する個体の病性鑑定を
実施。本病の侵入が確認されたため清浄化
に向けた取組を開始。【検査】①全頭の遺
伝子学的検査及び抗体検査で 31 頭中 17 頭
陽性（感染率 54.8％）。②死亡山羊 1 頭を
病性鑑定。手根関節液の増量を認め、遺伝
子学的検査で関節液や乳腺等から CAEV 特
異的遺伝子を検出、病理組織学的検査で非
化膿性関節炎及び非化膿性間質性乳腺炎を
認めた。【取組内容】①感染の有無で畜房
と放牧場を分離。搾乳順序を陰性山羊から
に変更。②分娩直後に親子分離し、低温殺
菌処理初乳と代用乳を活用し母子感染を防
除。③殺虫剤、トラップ、草刈りにより吸
血昆虫による媒介のリスクを低減。④陽性
山羊の計画的更新。⑤定期的な遺伝子学的
検査による清浄性の確認。【今後の取組】
浸潤状況の確認、農場との対策会議を継続
し 3 年以内の清浄化を目指す。 
 
515．山羊・めん羊における伝染性膿疱性皮
膚炎の発生事例：大阪府大阪府家保 國枝
 祐志 
 伝染性膿疱性皮膚炎はポックスウイルス

科パラポックスウイルス属オルフウイルス
を原因とする届出伝染病で、山羊、めん羊
等の口唇、口腔、鼻鏡等に丘疹、水疱、潰
瘍、痂皮等の症状を示す。また、人獣共通
感染症であり、人では手指に潰瘍状の病変
を形成。平成 30 年 5 月下旬、府内観光牧場
において屋内飼育山羊複数頭の口唇、鼻鏡
に痂皮、潰瘍が見られ、牧場に対し発生群
の隔離飼養と移動制限、消毒等を指導した。
発症畜の病性鑑定により、痂皮からパラポ
ックスウイルスの特異遺伝子を検出し、遺
伝子解析によりオルフウイルスと同定。畜
種及び臨床症状から、伝染性膿疱性皮膚炎
と診断。さらに、同畜舎内の山羊、めん羊
の抗体検査を行ったところ、約半数が陽性。
3 か月後の再検査では、90％が陽性。よっ
て、ほとんどの個体が不顕性に感染したと
考えられ、当群での発生は沈静化したと判
断。当ウイルスは、長期にわたり感染性を
保持するため、衛生管理指導を継続し、再
発防止に努める。 
 
Ⅴ－２ 細菌性・真菌性疾患 
 
516．動物園で発生した山羊ヨーネ病の清浄
化対策：埼玉県川越家保 中里有子、佐竹
吉人 
 山羊ヨーネ病は全国的にサーベランス検
査が実施されず、牛と比較して発生が少な
い。管内動物園で山羊ヨーネ病が発生し診
断用キットを用いない遺伝子検出法(従来
法）を活用し清浄化対策を実施。 
 平成 30 年 7 月、削痩・起立不能の 4 歳の
トカラヤギ（初発畜）の直腸便から 1,125p
g/2.5µl のヨーネ菌 DNA を検出。このため
①ふれあい体験の自粛②畜舎消毒の徹底③
専用長靴の設置等衛生管理を指導。7 月下
旬の同居緬山羊 17 頭、園内マーコール 14
頭、環境材料 2 検体の検査、初発畜と血縁
山羊(血縁畜）9 頭の直腸便と環境材料１検
体が従来法陽性。ヨーネ菌の環境汚染を考
慮し、うちヨーニン反応陽性 2 頭を自主淘
汰。8 月の従来法では血縁畜 2 頭が 0.001p
g/2.5µl 以上。9 月の従来法でも血縁畜 4
頭が陽性。そのため血縁畜 6 頭の感染を疑
い 10 月に全頭を鑑定殺。11 月検査では環
境材料を含む全検体が陰性。今後も定期的
な同居畜検査等を継続し清浄化維持に尽
力。 
 
517．クロストリジウム・パーフリンゲンス
感染症を疑う羊の一例：松本家保 鈴木健
太 
 羊の急性致死性疾病の一つであるクロス
トリジウム・パーフリンゲンス感染症は原
因菌 Clostridium perfringens（以下 C.p）
の産生毒素で A～E 型菌に分類。今回 E 型菌
の関与を疑う症例に遭遇。生後 1 日齢の羊
が血便を呈し急死。解剖時には第四胃にガ
スが貯留し膨満、腸管で小腸壁の菲薄化・
多量の血様内容物貯留を確認。小腸内容の
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直接鏡検でグラム陽性桿菌を多数認め、分
離培養で卵黄加 CW 寒天培地に乳光反応を
伴うグラム陽性桿菌を多数分離。同株は市
販同定キット及び遺伝子解析で C.p と同
定。毒素型別で E 型菌と判定。multilocus 
sequence typing で過去に米国で分離され
た E 型菌と同様のグループと確認。以上に
より本症例は C.p E 型菌の関与を疑う。羊
での E 型菌の症例は国内で未報告。後日同
居羊の落下便から C.p の分離を試みたが、
検出限界以下。既報との比較のため県内の
過去 C.p 分離株と併せて微量液体希釈法で
薬剤感受性試験を実施。 
 
Ⅴ－３ 原虫性・寄生虫性疾患 
 
518.被災農地を活用しためん羊牧場におけ
るレフュージアを利用した飼養衛生管理へ
の取組み：宮城県仙台家保 山﨑保奈美、
大越啓司 
 管内沿岸部Ｉ市に平成 28 年から地域復
興目的にめん羊牧場が開設。飼養管理水準
向上を図るための寄生虫対策や飼養管理指
導を実施。平成 30 年 6 月、子羊 4 頭が放牧
開始後に貧血症状を呈し、うち 1 頭が死亡。
病性鑑定の結果、捻転胃虫及びコクシジウ
ムの寄生を確認。駆虫薬投与開始後も、ピ
ーク時には 15 頭中 12 頭で中～重度感染を
確認し、線虫の薬剤抵抗性獲得が推察。そ
こで、レフュージアを利用した飼養衛生管
理（薬剤感受性線虫維持と羊の抵抗力向上
のための管理適正化戦略）の指導及び定期
糞便検査を実施。具体的には、羊を 2 群に
分け、それぞれスペクトラムの異なる駆虫
薬投与後に再合流することで残存線虫の薬
剤抵抗性遺伝子減少へのコントロールを実
施。糞便内虫卵及びオーシスト数の激減を
確認後、栄養状態別に群を再編。以降、約
3 ヶ月間の休薬下で感染は軽微に推移。以
上から、本法は寄生虫対策に有効。今後も、
飼養者の衛生管理意識や飼養管理技術向上
を継続支援。 
 
519．めん羊飼養農場における放牧中の死亡
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、繁殖めん羊 70 頭飼養農場
の夏季放牧期間に死亡事故が多発（13%）し、
寄生虫性胃腸炎の関与が疑われた。28 年度
は、ヘマトクリット（Ht）値による放牧め
ん羊選定と放牧中の駆虫間隔の短縮により
死亡事故率 3%に改善したが、入牧前と放牧
期間に 3 頭発症。舎飼期間において血中総
コレステロール（T-cho）値の低値及び給与
飼料不足を認め、分娩後の低栄養状態の継
続が発症誘因と示唆。そこで分娩後の駆虫
追加と、舎飼期間の給与飼料増量、給与方
法及び飼養密度等の飼養管理について指
導。結果、給与方法の改善には至らなかっ
たが、29・30 年度は 28 年度と比較して入
牧前の Ht 値、血中 T-cho 値及び血中アルブ

ミン濃度が改善し、糞便内線虫卵数が減少。
放牧中の追跡調査では糞便内線虫卵数が低
値で維持され、Ht 値、血中総蛋白質濃度及
び血中 T-cho 値が上昇。両年度とも入牧前、
放牧期間の死亡事故なく経過。今後も継続
して飼養管理の改善を行う等、めん羊振興
に取り組む。 
 
520．山羊における寄生虫重度感染事例と飼
養衛生管理：佐久家保 兒玉愛実 
 山羊 20 頭を飼育する農家で、平成 30 年
5 月に成山羊 2 頭が下顎浮腫等を呈し 1 頭
が死亡。同年 10 月、5 か月齢の去勢山羊が
食欲不振･起立困難となり、病性鑑定を実
施。外貌は削痩、顔面浮腫。血液･血清生化
学検査では Hｔ、Hb、TP、Alb、T-cho が低
下、解剖学検査で空腸から直腸にかけて条
虫を多数確認。糞便検査で線虫卵、コクシ
ジウムオーシストを多数検出、拡張条虫卵
も認めた。本症例を寄生虫の混合感染によ
るものと診断。駆虫薬投与を指示。状況確
認のため、駆虫から 1 か月後に農場の山羊
10 頭について血液･血清生化学検査及び糞
便検査を実施。全体に貧血傾向及び TP、Al
b、T-cho が低値。糞便検査でコクシジウム
オーシスト（10 頭）、線虫卵（6 頭）、拡
張条虫卵（2 頭）を検出。定期的な駆虫薬
投与、放牧地のローテーション等を指導。
今後も疾病予防のため定期的な糞便検査の
実施や飼養衛生管理指導を行っていく。 
 
521.肝蛭症多発観光牧場のめん羊飼養状況
と課題：滋賀県滋賀県家保 葭谷健一 
 管内一牧場で、平成 28 年 9 月にめん羊 3
頭の死亡続発、病性鑑定で全て肝蛭症と診
断。結果から、年 2 回実施の駆虫薬投与に
対し、投与量増量と投与回数の増加を指導。
平成 30 年に、めん羊 8 頭、山羊 1 頭の死亡
を認め、病性鑑定を実施しためん羊 3 頭全
て肝蛭症と診断。このため、平成 30 年 12
月にめん羊の飼養状況確認調査と全頭の寄
生虫虫卵検査を実施。飼養状況確認調査で
は放牧地内に冬期に常にぬかるむ状態の湿
地を確認。虫卵検査で 18 頭から肝蛭卵、3
頭から胃虫卵、2 頭から線虫卵、鞭虫卵お
よびコクシジウムオーシストを検出。肝蛭
卵検出は放牧個体群で多数、舎内飼育個体
群で少数。これらから、放牧地内が肝蛭卵
で汚染され、肝蛭症発症の死亡が増加して
いると考察。駆虫薬の適正な投与、肝蛭感
染緩和目的の数年間隔の転飼を指導。肝蛭
以外の寄生虫汚染には、施設の熱湯消毒を
指導。 
 
Ⅴ－４ 一般病・中毒・繁殖障害・栄養代
謝障害 
 
522.9 歳の緬羊に発生した大脳皮質壊死症
：群馬県家衛研 永井朋子 

平成 29 年 11 月下旬、県内の牧場におい
て、コリデール種・雌の緬羊 1 頭で旋回運
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動。未治療で様子をみた結果、翌日には起
立不能、遊泳運動を呈し、病性鑑定を実施。
剖検で大脳の腫大および白黄色化、肝臓の
退色。病理組織学的検査で大脳皮質におけ
る神経細胞の層状壊死、肝細胞の細胞質に
おける空砲形成。ホルマリン固定大脳への
紫外線照射で皮質に自家蛍光。TSE 検査は
陰性。血球計算は著変なし。一般生化学検
査は BUN82.4mg/dl、CRE5.2mg/dl、GOT921U
/l、γ-GTP85IU/l、Mg4.4mg/dl、IP＞15.0
mg/dl と高値、GLU42mg/dl、Ca7.1mg/dl と
低値。チアミン濃度測定は大脳 0.2μg/g、
肝臓 0.1μg/g、心臓 0.2μg/g と低値。以
上から大脳皮質壊死症と診断。同居畜の全
血中チアミン濃度測定で 5頭中 1頭が 18.8
ng/ml と低値。飼養管理等の要因および多
臓器不全により発症に至ったと推察。神経
症状を呈した場合、高齢でも本症の可能性
を考慮する必要がある。 
 
523.動物園用配合飼料を給与しためん羊に
発生した銅中毒：千葉県北部家保 菅賢明、
岩間亮祐 

平成 30 年 10 月、管内のふれあい施設で
めん羊１頭が発熱・食欲不振・黒色血尿を
呈し死亡、病性鑑定実施。解剖学的検査で
皮下脂肪の黄色化、肝臓割面の黄褐色化、
胆嚢の腫大及び腎臓の暗赤色化を確認し、
銅中毒を疑う。当該畜には動物園用配合飼
料を給与していたため、給与中止を指示。
飼料中の銅含有量を確認したところ、めん
羊の中毒発生限界の 25ppmを上回る 51ppm。
その後、病理組織学的検査で肝臓の毛細胆
管における胆汁栓形成、肝細胞やグリソン
鞘のマクロファージに銅染色陽性顆粒を認
め、銅中毒と診断。動物園用配合飼料は高
濃度の銅を含有しており、本例の一因と推
察。本事例後、管内めん羊飼養者に対し、
銅の含有量を含め成分等を確認の上、めん
羊に給与可能な飼料のみを給与するよう指
導。 
 
Ⅴ－５ 保健衛生行政 
 
524.めん山羊の飼養衛生管理状況調査と指
導内容改善：山口県中部家保 鶴田祐哉、
伊藤博志 

めん山羊は、当所管内で 5 年前に比較し
て飼養戸数は約 2 倍、飼養頭数は約 3 倍に
増加。めん山羊の疾病発生状況を調査した
結果、症状では急死事例が最多。次いで、
運動機能障害、食欲不振、異常便等を確認。
死亡原因では、不明が約半数を占め、事故、
誤食・異物摂取、寄生虫症等を確認。飼養
戸数、頭数の増加に伴い、伝染性疾病や事
故等の問題が顕在化し、指導を実施。農場
内への山羊関節炎・脳脊髄炎ウイルス浸潤
や内部寄生虫の重度感染等の伝染性疾病に
対しまん延防止対策を指導。異物摂取によ
る閉塞を認めた事例では、飼養者に異物除
去等再発防止対策の徹底を指導。飼養衛生

管理基準の遵守指導として、除草目的での
貸出先における飼養衛生管理区域の設定や
立入禁止看板の設置等を指導。めん山羊の
飼養実態を把握したことで、農場ごとの具
体的な指導が可能。今後は、飼養者、臨床
獣医師及び家保が連絡を密に取り、飼養衛
生管理の重要性に対する理解を深めていく
ことが必要。 
 
Ⅴ－６ その他 
 
525．みゃーくピンザの生産性向上へ向けて
：沖縄県宮古家保 渡嘉敷美波、具志尚子 
 平成 30 年 3 月に「宮古島市山羊生産流通
組合」が設立。家畜保健衛生所として山羊
振興へ向けた取組を行った。①飼養管理面
：実態調査としてアンケートを実施、飼養
管理技術や衛生意識の低さと高い事故率が
判明。勉強会を開催、基本的な飼養管理技
術を普及。粗飼料として野草を給与してい
たことから、野草と有毒植物を方言で記載
した資料を作成。粗飼料給与量が不十分な
農家にはトランスバーラを譲渡し、草地管
理法を指導。事故率が高い農場で糞便検査
を実施、駆虫プログラムを検討。管理労力
低減のため去勢や除角を指導。②改良面：
宮古産山羊の体型を測定、本島産山羊に比
べ小型であることが判明。改良への意欲向
上を図るため、農場視察と県品評会参観を
実施。品種を調査、ザーネン種系雑種が 9
割以上を占めた。③経営面：経費内訳を分
析、本島と比べ購入飼料が少ないこと、と
畜料が安いこと、施設維持費が抑えられる
こと、平均枝肉重量が本島を約 7 kg 下回る
ことが判明。今後は優良雌山羊と大型品種
との計画交配及び凍結精液による人工授精
を指導し、改良効率の向上を図る。 
 
526．北部管内の山羊飼養状況調査：沖縄県
北部家保 棚原晶子、金城孝  
 【取り組み】飼養頭数 30 頭以上規模の山
羊農家を 10 戸選定し、調査表をもとにヒア
リングと飼養衛生管理基準調査を実施。調
査時の要望を受け講習会を開催。【結果】
大半が経済的・時間に余裕のある農家で、
種雄を所有し自然交配で繁殖、そして肥育
までの一貫経営。高床での飼養が多く、一
部は放牧。セカンドライフタイプ、副業タ
イプは 30～50 頭、6 次産業化経営タイプは
80 頭以上飼養。繁殖雌 10～20 頭に交配用
雄 1 頭が大半。畜舎は乾燥し除糞済。暑熱
・寒冷対策済で適度な密度で飼育。サプリ
メントは半数が給与。寄生虫対策は症状あ
れば薬剤使用。定期的消毒は一部で、導入
家畜の隔離や記録の不備があった。飼料代
は 1 頭あたり月 2 百円～2 千円程度で飼料
内容も多彩。セリ・相対での生体販売と、
出荷は不定期だが販路はほぼ決まってい
る。繁殖台帳等の記録は 10 戸のうち 8 戸が
対応、カレンダー等で個体管理を工夫。【ま
とめ】今回の調査で飼養衛生管理基準の認
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識が低いと思われた。飼養衛生管理基準調
査時に改善点の指導を継続し、生産性向上
に努めていきたい。 
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Ⅵ みつばちの衛生 
 
Ⅵ－１ 細菌性・真菌性疾患 
 
527．アメリカ腐蛆病菌に対する微酸性次亜
塩素酸水と亜塩素酸水の巣脾消毒試験：山
形県中央家保 大橋郁代 

本病は主に巣脾の芽胞を介して伝播し、
消毒が極めて需要。養蜂用消毒薬はなく、
近年は蜂蜜の安全面から微酸性次亜塩素酸
水 (HClO) が普及するが、有機物に弱く検
証が急務。また有機物に強い亜塩素酸水（H
ClO2）も検証。欧州標準試験法に従い、国
内に分布する ERICⅠ型、Ⅱ型菌の芽胞約 1
05CFU に薬液を 20℃16h 作用。対数減少量(l
r)＝log10(作用前/後の発芽数)を算出。HCl
O は、試験管内で lr＝4.4 log10＜と高活性、
食品産業の清浄状態を想定した 0.03% BSA
負荷で失活。使用歴 1～3 年、巣房内 ATP
量は洗浄手指の推奨値 1,500RLU に対し平
均 6,501RLU の巣脾内で lr＝1.2～4.1 log1

0＜と清潔巣脾での有効性を示唆。使用歴 5
年、ATP 量平均 32,305RLU で有意に高い黒
ずんだ巣脾や 4℃作用時は有効性低下。一
方 HClO2 はいずれも有効で実用化を期待。
消毒に抵抗性の芽胞への効果から、本試験
は養蜂の安全で有効な消毒法の発展に寄
与。 
 
528.同一蜂場における２年連続の腐蛆病発
生事例：栃木県県南家保 矢部翠、大関綾
子 

いちごの花粉交配には主にセイヨウミツ
バチが用いられているが、近年、供給不足
が原因で自ら蜜蜂飼養に取り組むいちご農
家が存在。一方、2017 年度及び 2018 年度
に、同一いちご農家の蜂場において 2 年連
続でアメリカ腐蛆病が発生。飼養者は所有
巣脾を業務用冷蔵庫で保管（保存巣脾）し、
新規導入した蜂群に洗浄・消毒せずに再利
用。保存巣脾から Paenibacillus larvae
が分離され、2 年連続の発生は、巣脾の再
利用や不適切な衛生管理が原因であること
を示唆。そこで、同一市内で蜜蜂を飼養す
るいちご農家に対し実態調査を実施。不適
切な衛生管理状況や、伝染性疾病の対策及
び知識不足が判明。また、腐蛆病検査漏れ
の恐れや、今後通年飼養者が増加する可能
性も存在。今後は、関係機関と連携を図り、
衛生管理に関する研修会、花粉交配後、再
度の飼育届の案内、衛生指導の強化を実施
予定。 
 
Ⅵ－２ 原虫性・寄生虫性疾患 
 
529．遺伝子検査を併用した管内のアカリン
ダニ浸潤状況調査：秋田県中央家保 大庭
要、山口恭代 
 平成 29 年度、県内初めてのアカリンダニ
症がニホンミツバチにおいて発生。発生農
場 3 戸ではアカリンダニ（以下ダニ）対策

として巣箱内にダニ忌避剤を設置するも、
うち 2 戸で今年度も発生。海外でのセイヨ
ウミツバチにおける発生や、管内飼養者間
での蜜蜂譲渡事例があることを考慮し、主
な農場のダニ浸潤状況調査のため、発生農
場を除いたセイヨウミツバチを含む 3市 18
戸 23 群 235 頭のサンプルを収集。直接鏡検
での見落とし防止のため遺伝子検査（以下
PCR）を併せて実施。直接鏡顕と PCR の結果
に相違はなく、ニホンミツバチの 1 戸 3 群
25 頭が陽性（10.6%）。また、死後変化が
著しく鏡検不能な検体への PCR の応用を検
討したところ、検出可能。今後も PCR を併
用した浸潤状況調査を継続して飼養者に情
報提供するとともに、ニホンミツバチの野
生群を捕獲した際にはダニ寄生検査を受け
るよう提案し、清浄な蜜蜂の飼育を指導す
ることにより発生予防に努める。 
 
530.蜜蜂のアカリンダニ症検査のための気
管摘出法の検討：栃木県県北家保 谷本朱
紀 

アカリンダニ症検査の際、実体顕微鏡の
台数や検査経験者の僅少、手技伝達の難し
さが問題。そのため手技が簡易で光学顕微
鏡で検査可能な気管摘出の方法を検討。ス
ライドガラス上に滴下した蒸留水に蜜蜂の
胸部内容を肉眼で摘出して広げ、カバーガ
ラスをかけてプレパラートを作成。これを
光学顕微鏡で鏡検し気管を確認する。健康
蜜蜂及びアカリンダニ寄生蜜蜂に対しこの
手技を実施し、気管の確認とアカリンダニ
寄生の診断は十分に可能で、この手技をマ
ニュアル化。このマニュアルを用いて蜜蜂
2 匹から気管摘出できるかを、蜜蜂解剖未
経験の獣医学生及び家畜防疫員 10 名で検
証。１匹目で 10 名中 8 名、2 匹目で 10 名
全員が気管を摘出。光学顕微鏡のみでアカ
リンダニ症検査未経験者でも気管の摘出が
可能であると示唆。一方この摘出法は気管
を損傷する確率が高く、多検体処理時の補
助法及び初心者の入門法としての活用を推
奨。 
 
531．ニホンミツバチのアカリンダニ症対策
に向けた取組：鳥取県西部家保 高橋希  
 平成 28 年度以降ニホンミツバチにアカ
リンダニ症が管内で継続して発生。日野郡
ではニホンミツバチ飼養者が年々増加し伝
染病の蔓延を危惧、その他課題も浮上。蜜
蜂飼養者、郡内関係機関の広域連携による
情報共有化をねらいに平成 30 年 2 月、日野
みつばちネットワーク協議会が設立。家保
では協議会を通じアカリンダニ症蔓延防止
対策についての研修会や、疾病に対する関
心向上に向けた検査方法体験学習会を実
施。今後郡内の疾病発生情報を関係機関と
共有しながら、協議会を活用した情報発信
を継続し、ニホンミツバチ飼養者へアカリ
ンダニ症を含めたミツバチ疾病に対する意
識向上を目指す。                      



 
 
 - 115 -

532．宮崎県で初めて確認されたニホンミツ
バチのアカリンダニ症：宮崎県延岡家保 
鍋倉良輔、栗林正弘 
 管内 A 町のニホンミツバチ養蜂場で、巣
門付近での徘徊や衰弱死、翅の折りたたみ
異常などを 3 群中 2 群で認め、病性鑑定を
実施。B 町養蜂場の 1 群で同様の症状を認
め、病性鑑定を実施。直接鏡検で 2 例とも
気管の黒色化と気管内にダニの虫体を確認
し、PCR 法で死亡蜂胸部より特異遺伝子を
検出、アカリンダニ症と診断。侵入経路の
調査を目的として疫学的調査を実施。A 町
養蜂場の導入元の飼養群を検査し、陰性。B
町の養蜂場は自然群を捕獲し飼養。それぞ
れの養蜂場は 10km 以上離れ、具体的な侵入
経路は不明。今後の感染拡大防止のために
は早期発見・早期通報が重要。飼養者を含
む養蜂関係者に対し本病の周知と、巣箱の
定期的な観察、不用意な導入・転飼を行わ
ないように啓発。 
 
Ⅵ－３ 保健衛生行政 
 
533．管内の蜜蜂の飼育実態調査：広島県東
部家保 藤田ちあき、伊藤弘貴 
 管内の蜜蜂の飼育実態を聞取調査。調査
対象飼育者中、業として養蜂する者は 22.8
%であり、全戸西洋蜜蜂を飼育。飼育者の巣
箱の内部検査（内検）の間隔が 1 か月以上
との回答は 19.2%。内検間隔 1 か月を区切
りとし、飼育者の疾病発見及び懸案事項の
件数を比較。内検間隔が 1 か月未満で両者
の件数が多く、内検頻度の多さが、蜂群や
飼育環境の変化による疾病の早期発見及び
早期対策につながると考察。今後、内検が
1 か月以上の間隔の飼育者に対し、より頻
繁に内検を行う指導を検討。一方、バロア
病に対する薬剤についての調査では、薬剤
使用者は西洋蜜蜂飼育者のみであり、使用
割合は 81.6%。薬剤使用者のうち 18.5%が薬
剤耐性の認識無く使用。今回の調査結果か
ら回答件数の多い懸案事項及び薬剤の使用
上の注意等のリーフレットを作成し指導。
今後も指導内容を検討し、更なる健康な蜂
群管理に寄与する取組を継続する。 
 
Ⅵ－４ その他 
 
534.養蜂家の衛生意識向上を目指して！～
蜜蜂勉強会のアンケート調査から見えた衛
生管理状況～：埼玉県中央家保 山本栄子、
深谷祐加子 
 管内養蜂家の大半が 10 群未満の飼養で
趣味養蜂家。趣味養蜂家は蜜蜂の疾病や衛
生管理方法の知識が必ずしも十分でない。
こうした背景から管内養蜂協会支部と連携
し、蜜蜂勉強会を開催。その際、養蜂家の
飼養衛生管理状況把握のため、アンケート
調査実施。勉強会は平成 30 年 7 月に開催、
腐蛆病や衛生管理方法等を講演。調査結果
による業態内訳は趣味 70％、副業 30％。飼

育群数は 10 群未満 63％。飼育歴は 5 年未
満 48％、5～9 年 33％。消毒実施率は蜂場
石灰消毒 18％、蜂具消毒 25％と低い傾向。
巣箱手入れ実施率は 72％、消毒方法は火炎
消毒 52％、洗浄及び火炎消毒 30％、熱湯消
毒 9％。巣碑継続使用年数は 2～3 年 64％、
4～5 年 29％。薬剤使用状況はアピバール 4
4％、アピスタン 29％、アピテン 21％で、
バロア病対策への関心の高さを示唆。本調
査から、趣味養蜂家の衛生管理が十分でな
いことを確認。今後とも情報提供や研修を
積極的に行い、疾病の正しい知識や適切な
衛生管理の普及に取組む。 
 
535.蜜蜂の飼養衛生管理に関するアンケ－
ト調査成績と対策：愛知県西部家保尾張支
所 長森真未 

近年、趣味の蜜蜂飼養者（趣味）が増加
しており、知識不足等に起因する腐蛆病の
多発・まん延が危惧。趣味の現状を把握し、
具体的な指導事項と対策を明らかにするこ
とを目的に飼養衛生管理を中心としたアン
ケ－ト調査を実施。飼養者を趣味、専業及
び兼業に分け、結果を統計処理後に比較。
なお、回答の約 65％は趣味。結果、趣味で
は内検項目数、給餌時期、蜜源の把握、冬
場の管理項目数及び蜂場消毒及び疾病の認
識度について専業との間に有意な差を確
認。調査結果から、趣味の飼養衛生管理に
ついて適切でない項目が明らかとなった。
趣味では技術的サポートを受ける機会が少
なく、学びの場の提供が必要。対策として
腐蛆病に関するリ－フレットを作成し、配
布及び指導を実施。また専業による飼養管
理方法及び家保による衛生管理方法につい
ての研修会を開催予定。 
 
536.福岡県版ミツバチ担当者マニュアルの
新規作成：福岡県両筑家保 寺迫美知子 
 平成 25 年の養蜂振興法改正以降、趣味養
蜂農家の把握が進み全国的にミツバチ飼養
戸数・群数が増加、家保のミツバチ関連業
務も増加傾向。趣味養蜂に多いニホンミツ
バチは腐蛆病内部検査が困難なケースが多
く、対応苦慮事例増加。本県では腐蛆病検
査を含むミツバチ担当業務のマニュアルが
なく、新任者教育は前任者からの引継ぎの
みで、知識・技能に個人差あり。今回、主
に新任者教育の簡明化、知識・技能の更新
及びレベル維持を目的とし、ミツバチ担当
業務の包括的マニュアルを作成。オリジナ
ルの図・写真を多用、検査手技や症例等を
詳細に解説し情報を可視化。プレゼンソフ
トで作成したため講義に使用可。全国的に
検査経験の浅いニホンミツバチについては
基礎知識、検査手技の詳細解説に加え、ア
カリンダニ症診断に必要な解剖手順も掲
載。その他養蜂全般に関する情報を集約し、
情報を一元化。今後も新知見を随時加え改
訂予定。 
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Ⅶ その他の家畜の衛生 
 
Ⅶ－１ ウイルス性疾患 
 
537．いのしし多頭飼養農場で発生した豚コ
レラ防疫対応：岐阜県中濃家保 武田賢治
溝口博史 

当該農場はいのしし 23 頭を金網柵及び
電気柵で囲まれた放牧場で飼養。平成 30
年 9 月、県内 1 例目の豚コレラ発生に伴う
搬出制限区域内、豚コレラに感染した野生
いのしし発見箇所から半径 10km 圏内とな
る。10 月下旬、飼養者が猟友会員であり、
野生いのししの調査捕獲に従事していたこ
とが判明、以降、捕獲に関わらないよう指
導し、週 1 回の立入検査等監視体制を強化。
12 月 9 日、いのしし 1 頭が瀕死状態との通
報があり緊急立入。いのしし 1 頭を剖検し、
鼠径リンパ節の腫大及び血様腹水等を認め
る。翌朝遺伝子検査陽性となり、疑似患畜
と決定。殺処分は獣医師 4 名、一般県職員
15 名、飼養者及び猟友会 2 名の計 22 名で
実施。いのししは放牧場を走り回り捕獲に
時間がかかること、危険を伴うことから通
常の電殺や炭酸ガス殺は困難。と殺指示の
6 時間後から猟友会員が作成した槍型電極
にて、金網の外側から感電後、止め刺しを
実施。汚染物品等はフレコンバックに詰め
約 550m 離れた埋却地に家畜防疫員立ち会
いのもと運搬。飼育場所は糞が泥状に貯留
し除去が困難なため消石灰散布、おが屑を
敷き、ブルーシートで被覆。防疫措置完了
から 90 日後、農場の土壌 28 検体の遺伝子
検査陰性を確認し封じ込め解除。豚コレラ
の発生予防とまん延防止にはいのしし関係
者の衛生意識の高揚が不可欠。いのししの
扱いは危険を伴う作業であるため、安全で
迅速かつ的確な防疫措置について猟友会等
の関係機関と綿密な連携が重要。 
 
Ⅶ－２ 細菌性・真菌性疾患 
 
538.野生獣における病原体の検出状況調査
：香川県東部家保 上原睦、片山進亮 
 H28～30 年度に野生獣（いのしし（猪）、
鹿）の病原体（猪:豚コレラ抗原、オーエス
キー病抗体、豚流行性下痢抗体、豚丹毒抗
体、トキソプラズマ抗体、鹿:牛ウイルス性
下痢・粘膜病抗原、反芻獣ペスチ抗原、共
通:サルモネラ抗原、E 型肝炎（HE）抗体と
抗原、重症熱性血小板減少症候群（SFTS）
抗体と抗原）の検出状況及び分布状況を調
査。材料は猪（H28:16 頭、H29-30 各 20 頭）、
鹿（H28:15 頭、H29-30 各 10 頭）の血清及
び糞便。猪では豚丹毒が各年度とも 100%検
出。トキソプラズマとサルモネラは、高松
市近郊でのみ検出。H29 に HE 抗体 40%、SF
TS 抗体 20%が検出。HE 抗体検出率は H29 に
三豊市 100%善通寺市 67%と高く、SFTS 抗体
も H29 に三豊市 67%と西部地域で高率に検
出。陰性は豚コレラ等の 3 項目。鹿は HE

抗体のみ H28 に 7%が検出。県全域では何ら
かの病原体が検出。家畜では野生獣の衛生
管理区域への侵入防止対策等の飼養衛生管
理基準の遵守徹底、人では解体処理での防
刃手袋着用等の感染防止対策の徹底が重
要。 
 
Ⅶ－２ 保健衛生行政 
 
539．平飼い採卵鶏農場における JGAP 構築
指導：京都府山城家畜保健衛生所 福田奈
穂、森田誠 

【はじめに】農業生産工程管理(GAP)とは
持続的農業経営を確保する取組。平成 30
年 11 月より管内養鶏場で JGAP(家畜・畜産
物)の構築を指導。【農場概要】A 農場は社
長と従業員の2名で平飼い採卵鶏4200羽を
飼養。農場 HACCP 認証はなく取引先から GA
P 認証を求められ JGAP に取り組んだ。【指
導内容】JGAP 指導員の当所職員、社長、従
業員の 3 名でチームを結成。生産工程図を
作成し、各工程のリスクを評価。動物用医
薬品等は当所獣医師の指示のもと使用。労
働安全のため危険箇所や火気保管場所に危
険表示をし、廃材で立入禁止看板等を低コ
ストに整備。さらに GAP コンサルタントか
ら文書作成や農場管理の指導を受け、GAP
取得チャレンジシステム取組農場として登
録。【取組の成果】A 農場は令和元年 7 月
に JGAP 現地審査を終了。取組を通し農場の
運営や衛生管理意識が向上、取引先も拡大
し、作業員の少ない中規模養鶏場での JGAP
構築モデル事例となった。 
 
540:管内エミューの飼養状況と衛生対策お
よび苦情対策：佐賀県中部家保 溝上恵、
葛見敏男 
 エミューはダチョウに次ぐ大型の走鳥類
で、畜産としては化粧品材料の脂肪採取が
主な飼養目的。管内では A 農場が 300 羽、B
農場が転飼形式で 80 羽、C 施設が愛玩用と
して 5 羽飼養。飼養目的及び状況が異なる
それぞれの農場の現状に合わせて、家きん
の飼養衛生管理基準とダチョウ農場防疫マ
ニュアル（日本オーストリッチ事業協同組
合）を参考に指導・助言。飼養上の問題と
して、飼養形態が放牧であるために家きん
の飼養衛生管理基準の適用が難しいこと、
生態および鶏の疾病に対する感受性等の生
理についての情報が乏しいこと、異状が確
認された際の保定及び採材方法等が確立さ
れていないことがあげられた。また、周辺
住民から見慣れない鳥に対する漠然とした
不安や養鶏業者から防疫上の不安等の相談
及び飼養管理に対する苦情等があり、市町
と連携して対応。C 施設では柵が倒壊しエ
ミューが逃走する騒ぎがあり、柵の作り替
えを指導。今後も飼養羽数は増加すること
が予想され、エミューについての情報収集
を続けながら管内農場を注視し、飼養衛生
管理の指導・助言を継続。 
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Ⅶ－３ その他 
 
541.国内豚コレラ発生に伴い強化した野生
いのしし抗体保有状況調査：埼玉県川越家
保 杉山公一、佐竹吉人 
 平成 30 年 9 月に岐阜県で国内 26 年ぶり
に豚コレラが発生したことを契機に、これ
まで管内市町・猟友会と連携して実施して
きた野生いのししの豚コレラ抗体検査を強
化。岐阜県の１例目発生後、管内の有害鳥
獣捕獲を実施している 8 市町に対し、野生
いのししの血液採材の協力を改めて依頼。
また市町担当者に本調査の重要性を説明し
た結果、平成 30 年 10 月末までに 6 市町 45
頭の検体を採材。調査疾病対象は豚コレラ
の他、豚オーエスキー病（AD）、豚繁殖・
呼吸障害症候群（PRRS）、豚丹毒、豚胸膜
肺炎（APP）の 5 疾病とし、さらに検体は平
成 29 年度に採材した 7 頭を加えた 52 頭の
野生いのしし血清を供試。検査の結果、豚
コレラ、AD、PRRS は全頭抗体陰性（0/52
頭）であったが、豚丹毒は陽性率 100％（5
2/52 頭）、APP は 60％（31/52 頭）。本調
査で管内野生いのししの抗体保有状況が明
らかとなり、今後も本調査を継続し、農場
の飼養衛生管理の指導に尽力する。 
 
542.野生いのししの慢性疾病浸潤状況調査
：熊本県天草家保 島村昇吾、中央家保 本
田佐知子 

平成 30 年 8 月から 10 月に天草市内で捕
獲された野生いのしし 48 頭について、性
別、推定体重、捕獲場所の聞き取り調査及
び血清を用いた慢性疾病の抗体検査（ブル
セラ病、オーエスキー病、豚繁殖・呼吸障
害症候群、豚コレラ、牛ウイルス性下痢・
粘膜病、豚流行性下痢（PED）、流行性脳炎
（JE）、豚パルボウイルス病（PP））を実
施。市内には性成熟前の若い雌の個体が多
く存在したため（56.2%）、今後繁殖が加速
する可能性が示唆。捕獲場所は 8 つの町に
わたり、抗体検査では PED、JE、PP で陽性
個体を確認（それぞれ陽性率 8.3、72.9、1
9.1%）。他 5 疾病については検査頭数全頭
抗体陰性。PED については、過去の発生農
場との関連等の詳細は不明。JE 及び PP は
天草市内で広く浸潤している可能性が示
唆。養豚場で浸潤している疾病が野生いの
ししに浸潤していないことは日頃の飼養衛
生管理基準の遵守指導の成果。野生いのし
しのモニタリングは今後も防疫上重要。
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Ⅷ 共通一般 
  
Ⅷ－１ ウイルス性疾患 
 
543.パルボウイルス検出方法の検討：香川
県西部家保西讃支所 山本英次 

パルボウイルスは、パルボウイルス科パ
ルボウイルス亜科に属する直鎖 1 本鎖 DNA
ウイルス。8 属 58 種に分類され、各属のウ
イルスが多くの動物種に感染性を有する。
どの属のウイルスでも多種の動物に疾病を
引き起こす可能性があり、既知の単一ウイ
ルスに特異的な検出法では、パルボウイル
ス感染を見逃す可能性がある。このため、
パルボウイルス各属のウイルスを広く検出
する遺伝子検査法（conventional-PCR 法）
を検討。データベースに登録されているパ
ルボウイルス（114 株）の遺伝子情報を用
い、各ウイルスについて遺伝子配列の保存
性が比較的高い NS 遺伝子の推定、その配列
アライメント及び各属共通プライマーの設
計を実施。結果、パルボウイルス各属に対
する 8 対のプライマーを設計。今後、標準
株や野外サンプルに対しての有効性を検
証。 
 
Ⅷ－２ 細菌性・真菌性疾患 
 
544.県内で分離された Salmonella Typhim
urium の SNP 型別と PFGE による分子疫学的
解析:青森県青森家保 木村祐介 

県内で分離された Salmonella Typhimur
ium（定型 ST）とその単相変異株 04:i:-（非
定型 ST）の近縁性を調べるため、平成 12
～29 年に分離された定型 ST12 株及び非定
型 ST13 株について SNP 型別、薬剤感受性試
験及び PFGE による分子疫学的解析を実施。
SNP 型別では、定型 ST は 1、3、5、6 型、
非定型 STは平成 22年以前分離株は 8型に、
平成 24 年以降分離株は 9 型に分類。薬剤感
受性試験では、9 型の非定型 ST 全株が ABP
C、CEZ、SM、TC に耐性、1、3 型の定型 ST
の多くが多剤耐性。PFGE 系統樹解析では、
定型 ST と非定型 ST に近縁性は見られず、
県内の定型 ST が非定型 ST に変異した可能
性は低いと推察。近縁性を比較する際は SN
P型別を実施後 PFGEを実施するのが有用と
推察。定型 ST では流行型の変遷は確認でき
なかったが、畜種毎に SNP 型が分かれる傾
向。県内の非定型 ST は、平成 22 年以前に
8 型、平成 24 年以降に 9 型が分離され国内
の流行型と一致した。 
 
545.府内で分離された Salmonella Typhim
urium と血清型 4:i:-の解析：大阪府大阪府
家保 堂之本琢人 

Salmonella Typhimurium（ST）の単相変
異株である血清型 4:i:-（非定型 ST）は豚
飼養農家で分離頻度が上昇し、2017 年に豚
サルモネラ症が発生。清浄化対策、抗菌性
物質の慎重使用の啓発の一助とすべく、ST

及び非定型 ST の細菌学的特徴を調査。材料
は牛、豚、鶏、アヒルから分離した ST28
株、非定型 ST17 株の計 45 株を用い、薬剤
感受性試験（18 薬剤）、遺伝子学的検査（S
NP 遺伝子型別）、分子疫学的解析（PFGE）
を実施。結果、45 株中 39 株が多剤耐性株
と判明。ST は SNP1/2/3/5/型別不可に、非
定型 ST は SNP8/9 型に大別。近年分離され
た非定型 ST は全て SNP9 型菌でアンピシリ
ン、ストレプトマイシン、テトラサイクリ
ンに耐性。PFGE と SNP 遺伝子型結果は概ね
相関。SNP9 型菌の PFGE バンドパターンが 2
018 年以降に変化し、流行株の変化を察知。
結果は講習会にて農家に衛生対策の強化や
アンピシリンの慎重使用等を啓発。 
 
546.アライグマにおける病原微生物の保有
状況調査：島根県家畜病鑑室 原由香、横
田司 
 野生動物から家畜へ病原微生物が伝播す
るリスクを把握するため、県内で 2018 年 4
月～10 月に捕獲されたアライグマにおけ
るサルモネラおよび豚丹毒菌の保有状況調
査を実施。調査の結果、サルモネラは 39
頭中 14 頭(35.8％)が保有。Newport、Oslo
等 7 種類の血清型が分離され、血清型別不
能株も分離。同一血清型保有個体は同一地
域で捕獲されており、同一個体からは単一
の血清型を分離。薬剤感受性試験の結果、
耐性傾向は認めず。豚丹毒菌は 38 頭中 4
頭(10.5％)から Erysipelothrix rhusiopa
thiae を分離。分離株の血清型は 2 型(3 頭)
および 5 型(1 頭)。保有個体は同一町内で
捕獲された個体。豚丹毒菌保有個体 4 頭の
うち 3 頭はサルモネラも保有。病原微生物
を保有するアライグマが畜舎に侵入した場
合、家畜への感染源となり得ると考えられ、
アライグマの侵入防止対策が重要。今後も
引き続き調査を継続していく。 
 
Ⅷ－３ 一般病・中毒・繁殖障害・栄養代
謝障害 
 
547.飼養管理に起因する疾病の病理学的検
索：高知県中央家保 藤原理央 

平成 29年 4月から平成 30年 11 月にかけ
て病理学的検査を実施した 72 症例のうち、
12 症例において飼養管理上の問題により
疾病が発生したと考えられた。そのうち、
異物の誤嚥や誤飲による疾病が最も多く、
急性に呼吸器症状を呈し斃死した羊では、
病理組織学的検査において化膿性気管支肺
炎が認められ、気管支から肺胞腔内にマル
タ十字型の偏光所見を呈する異物が多量に
みられたことから、飼料の誤嚥が原因と診
断。また、突然死した地鶏では、筋胃への
釘の穿通がみられ、組織学的検査において
末梢神経を含む諸臓器にリンパ球様腫瘍細
胞の浸潤が認められたことから、マレック
病（MD）と診断。釘の穿通によるストレス
が MD 発症の一因となった可能性が考えら
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れた。一方、破傷風と診断した子山羊では、
除角による熱傷が大脳皮質に達しており、
感染巣と考えられた。疾病の予防には病原
体の侵入防止対策やワクチン接種に加え、
適正な飼養管理が重要。 
 
Ⅷ－４ 保健衛生行政 
 
548．家保業務としての農場 HACCP 認証取得
支援の状況と課題：山形県最上家保 小林
久美 

当所は平成 27 年度より、養豚及び養鶏各
1 農場の農場 HACCP 認証取得を支援。結果、
2 農場とも推進農場指定から 2 年以内に認
証取得。今回、本支援を通して、農場側と
の信頼関係の構築、家保担当者のスキルア
ップ等多くのメリットがあった。一方で、
担当者の指導員としての経験不足による作
業期間の予測違いがあったこと、農場側に
当該認証の知識を十分に有し、かつ、書類
作成可能な従業員が少なかったことから、
多くの文書入力や不足文書及び記録様式の
作成を指導員自らが実施。その他、現場確
認や HACCP 計画等への助言も繰り返さざる
を得ず、業務負担が増大、他の家保業務と
本支援の両立に苦慮。今後も家保業務の 1
つとして認証取得支援を継続するために
は、県内指導員間の指導情報共有や関連研
修会への積極的な参加等による指導技術の
スキルアップ、農場が主体的に認証取得の
取組みを行う体制にあるかを取組み開始時
に十分に確認することが重要。 
 
549．山間部での特定症状診断用データ送付
の問題と対応策：群馬県吾妻家保 藤澤望 
 口蹄疫を疑う立入検査時には、病変等を
撮影した画像診断用データの農林水産省等
への迅速な送信が必要。現在はデジタルカ
メラ、無線 LAN 内蔵 SD カード、タブレット
並びにモバイル Wi-Fi ルーターを使用。平
成 30 年 5 月、管内養豚場から口蹄疫を疑う
症状の通報があったが、診断用画像の迅速
な送信ができず。原因として画素数の大き
さと電波状況の悪さ等が考えられたため、
山間部に位置する農家からデータ送信テス
ト及び電波強度測定を実施。地域別に電波
状況を 3 段階にレベル分けし、安定して送
信可能な画像枚数や送信時間の目安を確
認。電波状況の悪い地域については、町村
役場等の固定回線を使用するなど対応マニ
ュアルを作成。これにより全職員が画像送
信手順を確認でき、牛、豚飼養農家全戸の
送信対応が可能。将来的には撮影機能が強
化されたスマートフォンの導入を検討し、
撮影機器から直接画像を送信することで、
簡略化、時間短縮を図り、早期診断に役立
てたい。 
 
550．管内における有害鳥獣対策及び実態調
査： 群馬県東部家保 石井秀和、片野良平 
 畜産農家における鳥獣害被害状況の把握

について不十分な状態。平成 29 年より養鶏
農家（3 農場）からの野生動物による被害
相談を契機に、鳥インフルエンザ防疫対策
を念頭に調査を実施した。侵入状況を視覚
化するため赤外線カメラを設置し原因究明
したことにより農家の侵入防止対策の意識
が高まり、電気牧柵の設置や鶏舎の修繕（金
網等）を適切に実施したことで一定の成果
が得られた。さらに、岐阜県での豚コレラ
発生確認を受け、養豚農家へ有害鳥獣被害
についてアンケート調査（36 農場）を実施。
その結果、中山間地域で養豚密集地域の養
豚農家（19 農場）において、多くの野生動
物が出没する状況がある一方、対策につい
ては不十分であることが分かった。そこで、
養豚場に赤外線カメラを設置し、獣種や侵
入経路等について実態調査を開始。今後、
有効な被害防止対策について検討・指導を
実施予定。 
 
551.薬事事務・監視業務の効率化と平準化
の取り組み：千葉県東部家保 関谷圭美 
 許認可事務である動物薬事は家畜衛生･
防疫を中心とした家畜保健衛生所の業務の
中でも特殊である。経験の浅い担当職員は、
申請･届出の都度、家畜衛生･防疫業務と両
立しながら関係法規や事務を習得せざるを
得ず、担当間で事務手続きの不均衡が生じ
やすい。これを是正し、各所で効率的に同
水準の事務を行うためにはマニュアルの整
備が必要と考え、昨年度より担当者会議を
6 回開催。事務の流れ、根拠法令・通知等
を確認し、事務マニュアル及び申請･届出様
式記載例を作成、整備した。動物薬事の基
礎も記載し、簡単な説明を受ければ誰でも
薬事事務が一通り行えるよう配慮。この結
果、法的根拠の確認が容易に、また、外部
からの問合せに対し県内で差異のない回答
が可能となった。担当者変更に伴う引継ぎ
も円滑に行えると考える。現在は薬事監視
マニュアルを作成中であり、全ての薬事監
視員が薬事事務･監視業務を同水準で行え
るよう体制を整えていく。 
 
552.動物園等における緊急立入調査の結果
報告：東京都家保 八町慶史、桑山隆実 

国内での豚コレラの発生等による飼養衛
生管理基準（基準）の再徹底を目的に、不
特定多数が立入する動物園等の施設及び豚
カフェなどの新たな飼養形態の計 7 施設で
緊急立入調査を実施。基準の項目 1、5、6
及び 8 については概ね遵守。特に項目 8 は
動物愛護管理法に基づく記録義務が課され
ていることから、畜産農家に比べて優れて
いた。問題点として、項目 2 について衛生
管理区域の設定方法に問題があった。また、
項目 3 については立入禁止区域の一部で靴
底消毒が未徹底、実習生等の受入時に海外
渡航歴の未確認などの問題がみられたた
め、踏込消毒槽設置や受入時に海外渡航歴
の確認等を指導。項目 4 は屋外展示の場合、
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野生動物の侵入防止が困難なため、対応可
能なものは実施するよう指導。今回の結果
をもとに職員向けの指導マニュアルを作成
し、基準遵守の徹底を図る。 
 
553.緊急時における家畜衛生情報発信手段
の検討：東京都家保 高野真帆、吉崎浩 

当所では、家畜飼養者（飼養者）等への
家畜衛生関連情報（情報）の提供のため、
広報紙「家保通信」の定期号（月 1 回）と
緊急時の号外を郵送等により配布。郵送に
よる情報の遅れ、インターネット普及によ
る受け手側の情報収集方法の変化等が課
題。そこで飼養者ニーズ把握のためのアン
ケート調査を実施。飼養者 152 件中 85 件（5
6％）から回答を得た。情報収集源に飼養者
の 9 割以上が「家保通信」を挙げ、「家保
通信」が重要な情報源であると再確認。メ
ール及びファックスは、半数以上が 3 日に
1 度以上の頻度で確認。一方、ソーシャル
ネットワーキングサービス（SNS）は大部分
が利用なし。電子配信を希望する飼養者は
約 7 割。本調査から、電子配信は要望が高
く、正確・迅速な情報提供に有用と判明。
一方、郵送の希望も多く、郵送とメール等
を併用した運用が必要。新たな発信体制確
立のため、今後、個人情報取り扱いの手続、
配信のひな型作成、継続した運営への体制
整備を行う。 
 
554.家畜伝染病発生時の職員招集手段の検
討：東京都家保 向井悠太、佐藤詩織 

家畜伝染病発生時の迅速な初動対応のた
めには、職員の動向を詳細に把握できる手
段及び迅速な情報伝達体制の整備が重要。
当所では、従前より業務予定を紙やホワイ
トボードで共有していたが、出張先や時間
を詳細に記載できず、職員の動向把握が困
難。休日・夜間の緊急連絡は電話による連
絡網で実施していたが、伝達時間等に課題。
そこで、業務予定表は業務内容を詳細に記
載できる様式に変更して、共有サーバでの
管理。出張先や時間を必ず記載するよう運
用ルールを策定。休日・夜間の緊急連絡は
電話連絡から職員の携帯へのメール一斉送
信に変更。所長が職員のメール確認状況や
参集予定を把握できるよう、速やかに参集
可否や到着時間を返信するよう運用ルール
を策定。業務予定表及び休日・夜間の緊急
連絡方法の改善により、迅速な初動対応に
役立つ。引き続き、迅速に職員を招集でき
る体制を目指し、改善を図る。 
 
555.防疫演習を通じた防疫体制の強化と改
善：富山県東部家保 水木亮史、池上良 
 防疫演習の際、規模と参集範囲を踏まえ、
防疫体制の強化と改善の取組を実施。県域
演習では、企画運営を担当職員中心から班
体制で実施に変更。班は、集合施設、現地
テント、農場の 3 つとし、家保中堅職員以
下と県畜産関係職員で構成。班体制での実

施は、情報共有に課題が残ったが、リーダ
ー育成に有効に機能。各班では、加えて防
疫措置の課題も検討。課題は、集合施設で
の作業強度区分明示と作業班編成、現地テ
ントでの着脱面積算出と想定時間内完了、
農場での作業員同士の作業引継と設定。結
果は、防疫措置のモデルとして今後更に検
討。動員所属の個別演習では、小グループ
でワークショップ形式の着脱訓練を実施。
進行は家保若手職員が担当し、進め方も一
任。本形式は、動員者視点の意見聴取と若
手職員の育成に効果。各演習の成果は、既
存着脱マニュアル改正に反映。今後も防疫
演習を通じた防疫体制の強化と改善で、地
域の防疫対応力向上に努力。 
 
556.初動防疫計画における埋却地の適性調
査：山梨県西部家保 内田雄祐、石田昌弘 

「家畜伝染病予防法に基づく焼却、埋却
及び消毒の方法に関する留意事項」に基づ
き、農家より報告された埋却地の適性調査
を以下の手順で実施。①埋却地が周知の埋
蔵文化財包蔵地か否かを調査。②埋却地の
地下水位の参考データについて検討。③衛
星地図上にて距離を測定、死亡家畜・汚染
物質を埋却するために必要な埋却溝・作業
スペースが確保出来るかを調査。埋却地が
周知の埋蔵文化財包蔵地に該当した農家は
22 戸。液状化の危険性が高い場所を埋却地
としている農家は 10 戸。100 羽以上を飼養
する養鶏農家 45 戸のうち、1 戸で死亡鶏は
埋却出来るが、鶏糞等の汚染物質を全て埋
却することが出来ないことを確認。埋却地
の適性が低いと考えられる土地は、別の埋
却地を確保するように指導するとともに、
公有地の確保を推進。埋却地の適性が高い
と考えられる土地も、今後関係各所と連携
し、機材搬入、作業動線、環境負荷につい
て更に検討し、迅速な防疫対応が取れるよ
う努める。 
 
557.事務処理対応カード活用による各種業
務効率化の試み：山梨県西部家保 深澤映
生、石田昌弘 

近年、家畜の新規飼養の問合せは多く、
取組の内容から回答は毎回同じとなること
も多い。電話対応業務でも手順等のマニュ
アル化が事務処理の効率化に有望な業務も
多く、以下の手順で事務処理のカード化と
効果を検証。①「水質汚濁防止法」、「肥
料取締法」、「家畜排せつ物法」、「死亡
獣畜の化製場への搬入事務」の事務処理対
応カードを作成（4～6 月）。②課内提案及
び所内での伺いと修正（7～8 月）。③業務
での活用と効果の検証（7～2 月）。④カー
ド化が有効な業務の検討（3 月）。効果検
証の結果、聞き取り事項や想定質問が整理
され、スムーズな対応が可能。初見の電話
対応で用件が完了。担当者以外でも基本的
な対応が可能となることが判明。担当部署
が複数所属に架かる業務はカードに必要最
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小限の項目を記載し、詳細が必要な場合は
担当所属を紹介することで責任を明確化。
今後、カード化が有効な業務として「悪臭
防止法」に関すること、「環境苦情対応マ
ニュアル」を検討予定。 
 
558．管内における農場 HACCP の取組：佐久
家保 後藤義明 
 管内 4 戸が農場 HACCP 認証に向け取り組
み、平成 28 年 11 月肉用牛農場 A、平成 30
年 3 月乳用牛農場 B が認証取得。平成 31
年 2 月肉用牛農場 C が認証審査予定、採卵
鶏農場 D が作業分析実施中。取組動機は自
社製品のブランド力強化、従業員教育等。
当所は 1 名が 1 戸を担当し、外部アドバイ
ザーとしてシステム構築を支援。月 1 回の
検討会において、作業内容の改善・文書化
等を診療獣医師、JA 等とともに提案。これ
までに、農場 A は検討会 46 回実施・延べ 3
27 人参加、農場 B は検討会 51 回実施・延
べ 337 人参加、農場 C は検討会 63 回実施・
延べ 520 人参加、農場 D は検討会 20 回実施
・延べ 123 人参加。取組期間は検討会開始
から工程一覧図・現状作業明確化に 1 年半、
危害要因分析から認証申請までに 2 年程
度。認証取得後も内部検証、システム見直
し・更新等で継続した支援が必要。今後も
職員の知識・技術の向上を図り、関係機関
と協力して意欲的な農場を支援していきた
い。 
 
559.畜産農家におけるＪＧＡＰ指導並びに
農業高校への認証取得に向けた支援：三重
県南勢家保 芦澤春香、林義規 
 当所は JGAP 認証取得に取り組む管内 9
農場の支援を行ってきた。その結果、2 農
場が平成30年に農場HACCPとの差分審査で
東海地域初の認証を取得した。平成 29 年度
末に農業高校 2 校がそれぞれ豚と肉牛での
認証取得に向けた取組を開始し、高校ごと
に JGAP についての勉強会、資料作成の指導
を重ねた。より効率的に認証取得を目指す
ため合同研修会を開催し、双方が農場を訪
問して情報交換を積極的に進めたところ、
両校は農業高校で豚と肉牛ともに初めての
認証取得見込みとなった（平成 30 年度末予
定）。認証取得に取り組み農家 13 名と農業
高校 12 名へのアンケートでは、認証取得に
取り組むことにより、衛生意識やアニマル
ウェルフェアに対する認識が向上する結果
となったが、書類作成に苦労したという意
見が多かった。今後も管内農家へ JGAP につ
いての情報提供を行うとともに、小規模な
農場では困難な書類作成を重点的に指導
し、認証取得を支援していきたい。 
 
560.三重県における家畜への過剰な投薬を
抑制する取組の検討：三重県中央家保 伊
藤秋久、佐藤福太郎 
 近年、抗菌剤が効かない薬剤耐性菌によ
る人の感染症が世界的に拡大、2050 年には

薬剤耐性菌により年間 1000 万人が死亡と
推察されている。県内の畜産現場において
も薬剤耐性菌による家畜の被害が散発し、
生産性低下や薬剤耐性菌の浸潤が確認され
ている。このため薬剤耐性（AMR）対策の推
進にあたり、家保職員や産業動物獣医師、
生産者を取巻く状況について知識・認識を
再構築させる必要がある。そこで、今回我
々は県農林水産部の政策開発経費を活用、
県職員や産業動物獣医師等の指導者を対象
に AMR 研修会を開催。さらに、家保職員を
対象に薬剤耐性菌検査技術研修会を開催。
このことで、適切な AMR 対策の知識習得、
意識向上及び検査技術向上を図った。畜産
物の生産性向上と食の安全確保のため、ま
た、人や家畜に対する抗菌剤の有効性を維
持するため、今後も AMR 対策の取組みを継
続したい。 
 
561．鳥取方式による効率的な農場 HACCP
支援と農場改善の取組：鳥取県鳥取家保 
錫木淳、前田喜功 
 平成 30 年 9 月、管内 2 戸の採卵鶏農場（A
及び B 農場）が農場 HACCP 推進農場指定を
受けた。A 農場（約 28 万羽）は県内最大規
模で、一方の B 農場（約 2.5 万羽）は平飼
いにこだわり 6 次産業化に取り組む法人が
運営。両農場とも、関係機関が参画し毎月
開催する推進会議で準備を進め、取組開始
から半年以内での推進農場申請を達成。こ
れを可能にしたのは、単県事業で指導者育
成等を行ってきたことと、先行して農場 HA
CCP 取組農場を支援した家保等が蓄積した
ノウハウやひな形を共有し有効活用できた
こと（鳥取方式）。また、平成 28 年 12 月
に推進農場指定を受けた C 養豚農場（母豚
約 50 頭、一貫経営）では推進会議を続け、
平成 30 年 11 月に推進農場への再申請を実
施。今後、A 農場は農場 HACCP 及び JGAP 認
証取得、B 農場は JGAP 認証取得、C 農場は
農場作業の継続的見直し（認証取得にこだ
わらない）と、目指すところは三者三様だ
が、農場 HACCP の取組を続けることで、定
期的に農場の課題等を検討し改善すること
が可能と実感。引き続き効果的な支援を行
う。 
 
562．ペット用品の広告表現に対する指導事
例：岡山県岡山家保 梯洋介 
 ペット用品を製造販売している業者に対
し平成 27 年以降に行った指導の概要を報
告。犬用の腰部、頚部固定器具及び犬用足
サポーター等を雑品として販売している A
業者から商品パンフレット（案）等の記載
内容についての事前確認依頼があり、犬用
腰部固定器具については、疾病の記載及び
治療目的、頚部固定器具については治療目
的、足サポーターについては、症状、治療
目的等に該当するため、それぞれ修正する
よう指導。A 業者は、動物用医療機器の承
認取得は費用、時間がかかるため雑品で販
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売していたが、パンフレット（案）等に動
物用医療機器としての表現が記載されてい
ることから動物用医療機器の承認に必要な
許可等を取得するよう指導。動物用医療機
器製造業等の許可を取得。今後、動物用医
療機器の承認申請を行う予定であり、承認
後については、動物用医薬品等広告適正化
基準に基づき指導していく。 
 
563. 精度管理のためのウイルス検査体制
の改善：高知県中央家保 森木啓 

近年、鳥インフルエンザ（AI）や豚コレ
ラ（豚コ）等の伝染性の強い感染症の発生
リスクが高まり、迅速な初動対応を行うた
めに、各県における疾病診断体制の信頼性
を確保することが重要。そのことを受け国
は平成 27 年度から家畜疾病診断精度管理
向上委託事業を開始。本県では平成 29 年度
に AI の RT-PCR 及びリアルタイム RT-PCR
検査、エライザ検査の外部精度管理調査を
実施。RT-PCR 検査について不十分という結
果だったため、平成 30 年 9 月に動衛研職員
の現地調査で、検査手技や施設環境等につ
いての改善指導を受けた。現在、検査室内
動線や機器の配置等を改善中。外部精度管
理調査は平成 30 年度も実施し、AI、ヨーネ
病検査について良好の結果。また、病性鑑
定室では、主担当不在時に AI や豚コの検査
を他の室員も実施できるよう検査手技等の
共有するともに、今後、家保法施行規則に
係る標準作業書の作成や機器の保守点検を
進めていく。 
 
564.外国人技能実習生の受入れ実態調査と
防疫強化の取組み：長崎県県南家保 早島
彬美、石丸憲二 
 管内畜産農家における外国人技能実習生
の受入の実態を調査。受入れ農場に対し、
実習生の生活環境、会話の有無や家畜防疫
の知識習得状況等をアンケート調査。実習
生は平成 31 年 3 月末時点で 23 農場 56 名。
ベトナム出身者が最も多く 46 名。調査の結
果、研修期間中に帰国する研修生が 4 農場
で確認。半数以上の農場で農場主との会話
が困難。9 農場で農場主が実習生あての荷
物を把握していなかった。送出機関と監理
団体において家畜防疫の研修が未実施で、
家畜防疫に関する知識の習得は実習生によ
り様々。実習生が家畜防疫の十分な知識を
習得しないまま来日し、農場主と十分な会
話を取れないことは、病原体の侵入防止や
早期発見・早期対応におけるリスク要因と
考察。農場主に飼養衛生管理の再徹底を指
導。監理団体に多言語記載のリーフレット
を配布し、送出前に家畜防疫の研修を依頼。
今後さらに実習生の増加が想定され、関係
者との連携を密にし、防疫対策の徹底を強
化。 
 
565.飼育動物診療施設の実態調査とコンプ
ライアンス推進：熊本県城北家保 内山由

香、廣嶋精哉 
平成 29、30 年度に管内の全飼育動物診療

施設（以下、施設）で、獣医療現場の実態
把握のため立入調査等を実施。産業動物 44
施設中 6 施設で廃止・開設届出が、7 施設
で変更届出延べ 14 件が未実施。その他、診
療簿の不備、薬品管理や廃棄物処理の不適
等を指摘。小動物 34 施設中 5 施設で変更事
項延べ 15 件が未届出。その他、X 線装置を
有する26施設でX線診療に関する指摘事項
（X 線装置の定期点検未実施 22 施設、半年
毎の管理区域等の線量測定未実施 25 施設
等）を確認。未届出があった施設には、持
参の各種届出様式等を配布、簡易な変更等
はその場で記入、提出。また、全施設に対
し、今後、変更等があった場合には速やか
な提出を指導。立入及びその後の指導の結
果、今回判明した未届出は全て提出済。一
部の施設で複数の届出不備が見つかる事例
が散見。今回の指導事例の多くは関連法令
に対する理解や認識の低さによるものと推
察。今後も、獣医師への継続指導による意
識向上を図る。 
 
566．飼育動物診療施設における獣医師の責
務周知に向けた取り組み：鹿児島県曽於家
保 平田美樹、栗巣孔士   

管内では、産業動物を診療対象とし、往
診診療を行う獣医師が多いため、飼育動物
診療施設(施設)に不在の場合が多く、立入
に円滑を欠く。今回、管内全ての施設に立
入し、現状の調査と法令の遵守など獣医師
の責務周知に向けた取り組みを実施。平成
24 年度からの 6年間で 79 件の届出があり、
診療獣医師の変更等を含む変更届が 56 件
と多数。立入した 45 施設のうち 35 施設で
指導事項あり。内容は、動物用医薬品(毒劇
薬)の保管不適が 28 施設、エックス線装置
の定期検査未実施が 7 施設。また、関係法
規等の理解を深めてもらうために、産業動
物獣医事講習会を開催し、関係法規の再確
認及び獣医療を提供する獣医師の社会的規
範も含めたコンプライアンスの更なる周知
徹底を図った。今回の立入で、法令等の周
知徹底、情報提供とともに施設の実態調査
・把握が出来た。今後も家保による継続的
な立入検査、法の周知徹底及び情報提供を
行い、関係団体と連携を強化し、地域の適
正な獣医療推進に努める。 
 
Ⅷ－５ 畜産技術 
 
567.冬季のトラックタイヤ消毒実施の検討
及び衛生意識向上に向けた取組：北海道十
勝家保 中薗将友、中岡祐司 

冬季の車両用薬液噴射装置（噴射装置）
によるタイヤ消毒は、消毒薬凍結や効力低
下のため実施困難。十勝管内の死亡獣畜処
理業者（業者）集荷トラックの噴射装置を
用い、逆性石けんを添加した凍結防止剤及
び凍結防止除菌剤（薬液）を活用した冬季
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消毒を検証。業者、家畜保健衛生所（家保）、
自動車整備会社で構成される消毒委員会を
設立し、問題点の洗い出し、薬液の選定、
検証方法を検討。噴射装置の作動状況は、
家保職員による目視確認及びトラック運転
手の記録した調査票を元に判断。雪氷の影
響等はなく、結果は良好。検証に用いた薬
液は、金属への腐食はなく、Salmonella T
yphimurium に対する消毒効果を確認。ま
た、衛生意識向上のため、業者職員に対し
て消毒に関する勉強会を開催。薬液を活用
した冬季の噴射装置使用は可能であり、効
果的かつ効率的。平成 30 年度以降、トラッ
ク全車で当該薬液及び冬季噴射装置の使用
を決定。今後、多くの畜産関係車両へ普及
するよう活動を推進。 
 
568．農家情報一元把握システムの検討：和
歌山県紀北家保 亀位徹、高橋康喜 

家保職員が把握する農家情報は非常に膨
大であるが、事業毎に分かれた台帳に保存
されており、農家個々の状況を把握するに
は効率的でなかった。情報を農家毎に集約
するとともに、当所以外の職員でも簡潔に
農家情報と位置情報を把握できるシステム
を検討。Microsoft Excel で農家一覧を作
成し、農家情報と位置情報をハイパーリン
ク機能を利用し表示。農家情報は農家個々
に Exce1 ファイルにまとめた。データ容量
が過大とならないよう、写真やより詳細 
な資料はリンク集を作成。位置情報は、緯
度経度を元に「和歌山県地理情報システム
（庁内版）」（地理システム）で農家施設
位置をアイコンで表示。地理システムは当
所以外の県職員も利用でき、これに農家情
報を追加することで情報共有を円滑化。今
後は、農家情報のファイルを充実させてい
き、農家個々の状況を効率的に把握するこ
とで、伝染病発生時や人事異動の際などの
情報共有の助けになると考える。 
 
569.耕畜連携に取り組む農事組合法人の支
援：山口県北部家保 刀禰瑞世、西村隆光 

飼料生産と稲発酵粗飼料収穫作業受託
（以下、稲 WCS 受託）に取り組む農事組合
法人 A（以下、法人 A）の作業面積が減少。
面積拡大に向けた支援を行った結果、作業
面積が増加。稲 WCS 受託地域が広域化した
ため、収穫作業を補完する機械の導入を支
援。あわせて、稲 WCS 受託の取組を円滑に
するため、関係者で契約内容の摺り合わせ
や作業内容の打合せを実施。さらに、稲 WC
S 収穫後、ロール重量等を測定し、耕種法
人と肉用牛農家へ結果を返却。支援の結果、
飼料生産及び稲 WCS 受託面積が増加。それ
に伴い法人 A の収入も増加。また、作業を
委託した肉用牛農家で飼養頭数が増加。一
方、一部耕種法人で大きく収量が低下。収
量安定対策のため、関係者と法人代表者で
協議を行い、現地での技術指導を計画。今
後の課題として、高齢化に伴う数年後の稲

WCS 受託件数減少が懸念されるため、法人 A
の安定した経営基盤構築と肉用牛農家の省
力化のため引き続き支援を実施。 
 
570. 耕畜連携を見据えた鶏糞利用モデル
実証：愛媛県東予家保 石崎一、二神隆昌 
 当支所管内の養鶏農家では、鶏糞堆肥利
用が滞り堆肥舎への堆積量が増えてきてい
るとのことから、鶏糞堆肥利用促進を目的
に、既存対策として耕種農家とのマッチン
グや、バイオマス発電への利用を斡旋。さ
らに、鶏糞堆肥利用を向上させることを狙
いとしたモデル実証対策として、非需要期
に利用できるよう飼料用米栽培に係る施肥
量 40％以上を鶏糞堆肥とする現地実証試
験を、関係機関と連携し耕種農家の圃場で
実施。結果、鶏糞堆肥利用による飼料用米
生産にマイナスとなる要因は特に無く、飼
料イネ栽培にも効果的な結果が得られた。
また、鶏糞堆肥散布時の臭いも特に気にな
らない程度であった。今後は、耕種農家の
方々へ飼料用米等への鶏糞堆肥利用による
栽培コスト削減効果をアピールするととも
に、利用者ニーズにあった商品としての堆
肥を生産し効率的に利用できる体制整備を
図り、より良い耕畜連携活動の推進が必要。 
 
571．臭気マップの作成：高知県中央家保 
平井啓一 
 本県の畜産公害に関する苦情件数は近年
減少傾向であるが、悪臭による苦情は依然
として多い。悪臭対策の難しさは、臭気を
視覚でとらえることができないことが一
因。臭気可視化のため、他県の取組を参考
に今年度新設された堆肥化施設で、臭気測
定器と GPS ロガーを用いて臭気マップを作
成し指導資料とした。測定者が機器を携行
し、測定範囲を一定速度で歩行しながらデ
ータを収集。PC でデータを読み込み、表計
算ソフトで図表化。取り込んだ地図画像と
図表を合成し、サイズ調整してマップは完
成。検知管によるガス吸引法に比べ、単位
時間当たり約 6 倍の地点数で測定データが
得られ、臭気濃度別に色分けして地図上に
プロット可能。施設周辺の臭気発生状況が
視覚的に表現されるため、従来のような測
定値のら列と異なり、農場主への結果説明
が容易。PC 上で測定データをマップ化する
際の作業簡素化が課題。また、マップ上の
臭気濃度は定量値でないため、必要に応じ
てガス吸引法等を併用。 
 
Ⅷ－６ その他 
 
572.寒さに配慮した消毒ポイント運営：北
海道網走家保 高畠規之、早川潤 

寒冷環境下での消毒ポイント運営の知見
は不十分。資材の検証・改善及び運営者の
訓練のため、1～2 月に管内の自衛防疫団体
と協働で消毒ポイント実地演習を実施。多
価アルコール系の不凍液（VF）で 1%とした
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複合型塩素系消毒薬（A 剤）は実験室内試
験（-20℃、5 分感作）で豚インフルエンザ
ウイルス及び牛エンテロウイルスのウイル
ス力価をいずれも対照と比較し 1/1000 以
下に。VF で 1%とした A 剤（1%A 剤）は氷点
下でも動力噴霧機で問題なく噴霧できた
が、消毒液の温度が低いと病原体を含む恐
れがあるタイヤハウス等に付着した氷を溶
かし落とせず。この問題は、水中投入型の
タンク凍結防止用ヒーター（タンクヒータ
ー）で 1%A 剤を加温することで対処。長靴
用防寒中敷き、裏起毛手袋、テント内の暖
房等、寒さに配慮した人に優しい資材は、
運営者の士気を維持し、消毒作業の徹底に
寄与するため重要。今後も実地演習を継続
し運営体制の改善を図る。 
 
573.家畜保健衛生所緊急防疫用資材の維持
管理及び充実に向けた取組：北海道上川家
保 山本雅也、大野治 
 平成 14 年に当所へ緊急防疫用資材保管
庫（保管庫）及び資材を整備。ユニットハ
ウス保管庫に急性伝染病の初動防疫に必要
な資材を備蓄。耐用年数が過ぎ劣化が進ん
だ保管庫の維持管理、資材の品質保持、資
材内容の改善や充実等を実施。保管庫の経
年劣化についてはメーカーから助言を受
け、当所職員で補修。資材のうち劣化しや
すいゴム・プラスチック製品等についてロ
ーリングストックを励行。緊急時に誰でも
資機材の選別や使用が可能なよう、ラベリ
ングや取扱説明書への付記等を実施。平成
28 年に道内で発生した高病原性鳥インフ
ルエンザの防疫対応時の課題を踏まえ、高
出力で実用的な消毒装置を導入するととも
に、防疫作業従事者の健康や安全性に配慮
した資機材や防寒用品を拡充。また、廃校
となった道立高校から防疫に活用可能な資
材を譲り受け、費用をかけず充実化。農場
の大規模化や急性伝染病の続発に対応する
ため、今後も維持管理及び充実化の継続が
必要。 
 
574.「獣医師の魅力を伝える」職業講話の
取組：青森県十和田家保 佐藤郷子、中村
直子 

県内家保獣医師数は過去 10 年で 54 名か
ら 45 名に減少、かつ産業動物獣医師は高齢
化。当所では獣医師確保のための職業講話
の対象を平成 22 年度から高校生、24 年度
から中学生、29 年度からは小学生に拡大。
今年度は小学校 4 校、中学校 4 校、高校 1
校で開催。小学生へは以下の体感を重視し
た実習を実施。①視覚刺激：実寸大牛パネ
ルを作成し、実物の大きさや内臓配置展示
説明。②聴覚刺激：録音した動物の心音と
聴診による自身の心音比較。③触覚刺激：
人形や紙芝居で「衛生」「微生物」につい
て説明後に子供自身の手のスタンプ培養検
査を行い、後日結果を提供。アンケート結
果では小学生は将来を柔軟に考えている傾

向。やりがいがあり自分も目指したい等の
感想。学校側から次年度も開催を要望。体
感を刺激する職業講話は動物搬入が難しい
場合でも対応可能であり、獣医師のイメー
ジを描く情報として有効。今後も職業講話
を継続し将来の獣医師確保に向けて対策を
検討していく所存。 
 
575．管内病性鑑定由来株の薬剤耐性獲得状
況：岩手県県南家保 佐藤裕夫 
 薬剤耐性（AMR）対策アクションプランが
策定され、AMR 動向調査・監視の強化、動
物用抗菌性物質の慎重使用徹底の指導等が
急務。JVARM による管内の AMR 動向把握は
健康畜由来株に限られ、指導根拠に乏しい
ため、補足する目的で平成 21 年度以降の病
性鑑定由来 229 株（大腸菌 142 株、サルモ
ネラ菌 33 株、パスツレラ属菌 61 株、マン
ヘミア属菌 37 株、ブドウ球菌 26 株）の薬
剤感受性試験成績を精査。大腸菌は全畜種
で第一選択薬の耐性が減少傾向。健康畜由
来株より耐性率は低く、アクションプラン
の成果指標を概ね準拠。サルモネラ菌は第
一選択薬で畜種毎に異なる感受性、第二選
択薬で感受性を維持。牛呼吸器病由来菌の
多くは第一選択薬に感受性。近年の牛由来
ブドウ球菌に薬剤耐性は認められず。今後
も薬剤感受性試験成績に基づく、感受性薬
剤の適正使用を指導するとともに、これら
の結果を情報誌、研修会等で提供し、AMR
の低減に努める。 
 
576．石灰資材の消毒効果持続期間の検証：
岩手県県南家保 鈴木勇摩、金子和華子 

安価な石灰資材は、強力なアルカリ化作
用で消毒効果を得られ、畜産施設等での活
用も多いが、効果の持続期間に関する報告
例は少ない。そこで、平成 30 年 10～12 月、
試験 10 区(粉状ドロマイト(D)と粒状消石
灰(粒)を各々舗装 3、土壌 1 及び屋内対照 1
区に 1kg/㎡散布)で散布後 4週間の pH 値を
pH メータで経時的に測定し、簡易測定器と
試験紙を併用。更に養鶏場 6 戸の散布状況
と pH 値を調査。試験開始日に降雨。結果、
D・粒の舗装区と粒の土壌区は全て散布 1
週後有意に低下(pH 12.0～12.3→pH10.3
～11.4)。D の土壌区と D・粒の対照区は 4
週後も AIV に有効な pH12 以上を維持。形状
では 3 週後の土壌区で D と粒に有意差(D:p
H12.0、粒:pH10.4)。測定法では試験紙と簡
易測定器で pH メータ値を下回る傾向。以上
より、舗装区の消毒効果の持続期間は最短
で 1 週間程度。各農場散布状況は頻度及び
量ともばらつき。適切な散布及び農場での
試験紙活用について指導中。今後は、様々
な条件下での検証が課題。 
 
577. 動物用医薬品特例店舗販売業許可業
者に対する講習会実施事例：福島県会津家
保 佐藤東、小森淳子 
 管内の動物用医薬品特例店舗販売業（特
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例店舗）許可業者への立入検査において、
法令の理解不足による違反事例が散見。一
方、休薬期間が設定されている動物用医薬
品については、医薬品、医療機器等の品質、
有効性及び安全性の確保等に関する法律関
係事務に係る技術的助言において、当該医
薬品の指定を受けている特例販売業者に対
して、適正な取扱いのための講習会等の実
施が推奨されている。このため平成３０年
１月、当該医薬品を取扱う店舗の実務担当
者等を対象に講習会を実施。内容は特例店
舗の特徴及び法令等遵守事項の解説の二部
構成とし、医薬品の知識や法律に不慣れな
担当者に対しても、理解しやすいよう資料
を作製、ポイントを整理、重要な点につい
ては反復して説明。講習会終了後には、店
舗の不備を即時改善するなどの反応があっ
た。また、今年度の立入検査では違反事例
もなく、監視員の質問に対しても的確な回
答が返ってくる等、講習会の成果を認めた。 
 
578．家保統合に伴う動物薬事業務の再整備
について：福島県中央家保 星陽子、佐藤
尚史 
 県中・県南・いわき家保を統合し平成 30
年 2 月 1 日に開所した中央家保は、5 市 10
町 7 村を管轄。動物用医薬品販売業、動物
用医療機器販売・貸与業は合計 202 件で県
内の 55%。動物薬事業務では申請、届出の
書類審査、実地調査、許可証交付の他、許
可内容を記載した台帳を整備する必要があ
るが、旧管轄で台帳様式が異なる上に、内
容の未記載や変更履歴に対応する書類の未
整理等不備多数。そこで、中央家保として
新たに台帳様式を作成、再整備。電子デー
タを基本とし、紙に出力後、許可証や平面
図等の写しも併せて簿冊に挿入。許可年月
日や変更履歴、取扱品目等の確認容易。ま
た、管内特例店舗の取扱品目一覧を新たに
整備、医薬品名から取扱店舗の検索が可能。
動物薬事業務は特殊かつ家保統合により県
中・県南・いわき・中央の 4 種類の許可番
号混在のため、台帳整備に係る一連の作業
の流れを文書化。今後、情報の一元化に向
け更新を継続する。 
 
579.農場 HACCP の取組状況と課題：群馬県
中部家保 藤井香織、山田真 

畜産農場での農場 HACCP への関心の高ま
りにより、認証取得取組件数が増加。管内
では認証取得へ向け酪農 2 戸、養豚 2 戸、
肉用鶏 1 戸の計 5 戸が取組中。推進メンバ
ーとして家保職員が内部検証、進行支援な
どを担当。うち 4 農場では「農場 HACCP 取
組体制緊急強化事業」を活用。農場の意識
調査では、取得目的は「生産効率の向上、
安全な畜産物の生産、社員教育」、取組上
の利点は「業務内容の明確化・見直し、社
員意識の向上」、取得後は「出荷先との信
頼関係、有利な販売、生産システムの確立」
との意見。課題として「関連文書や記録事

項が多く煩雑、農場管理業務との両立」が
あげられ、当初計画よりも取得までの期間
が延長するなどの問題が発生。円滑な認証
取得へ向け、文書作成方法の見直し、関連
記録事項の効率化などの検討を実施。家保
では人事異動による担当者の変更、専門教
育を受けた職員の不足など組織的な課題が
あり、人材育成など協力体制のあり方の検
討が必要。 
 
580.管内の農場 HACCP・JGAP の認証取得に
向けた取組：埼玉県熊谷家保 高橋美達翔、
田口清明 
 管内では、肉用牛 1 農場が農場 HACCP、
酪農 1 農場と養豚 2 農場が GAP 取得チャレ
ンジシステム(GAPチャレンジ)に平成 29年
10 月から平成 30 年 10 月にかけ取組開始。
当所は、農場 HACCP では HACCP チーム外部
専門家として飼養衛生管理基準に係る項目
の実施状況確認及び農場内の作業動線の改
善、衛生管理プログラム作成を助言、指導。
GAP チャレンジでは、衛生指導に加えアニ
マルウェルフェア等について助言。農家が
認証取得によるメリットを感じられないこ
とや取組の長期化により農家のモチベーシ
ョンの維持が難しいということが課題。当
所は取組の意義を再確認するとともに、消
費者交流会で一般消費者の意識調査を実
施。農場 HACCP・JGAP 認証畜産物に対する
一般消費者の関心の高さ等の結果をフィー
ドバックすることで、農家は取組に対する
メリットを認識。さらに、認証取得までの
タイムスケジュール作成により取組状況を
「見える化」し、農場全体のモチベーショ
ンを維持。当所では引き続き各農場の認証
取得へ向けた支援を実施。 
 
581.検体を輸送するための最適条件の検証
について：東京都家保 桑山 隆実 

家畜保健衛生所法施行令等の改正により
平成 31 年度から検査等の精度を管理する
必要があることから、ウイルス検査で検体
輸送時に求められている温度（4℃）を満た
す条件の検証を実施。発泡スチロール製の
検体輸送容器（9l）では室温下で保冷剤 60
0～800g で試験管立てを挟むように配置す
ると、容器内の温度を 5 時間保持すること
が可能。しかし、保冷剤を配置してから 1
～2 時間、容器内が 0℃以下になることか
ら、農場への立入時間を逆算して保冷剤を
配置する必要がある。また、当日の天候や
車内温度が容器内の温度に影響を及ぼすこ
とから、①エアコンにより車内温度を一定
に保つ等の措置が必要。これらの結果から
車内に温度計を配備するとともに、季節と
出張予定時間から保冷剤の量を算出できる
フローチャートを作成。 

 
582.残留農薬分析の器具選定と濃縮倍率が
溶解に及ぼす影響：東京都家保 竹内悠里、
岡野良夫 
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濃縮に用いるナス型フラスコのサイズと
濃縮倍率により、溶解後の濃度に影響を及
ぼすかどうかについて確認。5ml～100ml の
ナス型フラスコを用い、フラスコ容量の 40
%量の濃度の異なるダイアジノン溶液を濃
縮し、理論最終溶液濃度が同一になるよう
に調整。1ppm/ヘキサン溶液を各フラスコ容
量の 40%量分注、溶媒留去後、分注量と同
量のヘキサンで溶解した結果を対照とした
（濃縮倍率 1 倍）。それぞれ、濃縮倍率 20
倍までは理論濃度であるほぼ 1ppm の結果
を得られたが、濃縮倍率が 40 倍以上になる
と理論濃度である 1ppm 以上の濃度になる
傾向が認められた。分析機器の検出限界が
限られるような場面において、目的成分を
検出するために濃縮倍率を上げて濃縮する
場合には、使用器具サイズと濃縮倍率の関
係に注意をする必要がある。 
 
583.畜産物の出口戦略にみた家畜保健衛生
所の新たな役割：神奈川県湘南家保 閏間
佐和子、渋谷光彦 
 県産畜産物販売促進のため、平成 26 年 5
月から県と生産者団体が協議会を構成し、
畜産物の出口戦略に取り組む。協議会をよ
り効果的に機能させるため、生産者、関係
団体職員、県職員からなるワーキンググル
ープを平成 28 年 6 月に設置し、家保職員も
構成員として活動。今年度は活動強化を図
り、3 つのプロジェクトグループ（PG）に
分かれ、各 PG で企画を推進。当所職員は県
産畜産物のファン増加を目指す PG に配置。
当所担当プロジェクトには事前募集した消
費者 42 名が参加し、生産者と交流。参加者
からは前向きな感想が聞かれ、畜産振興事
業としての効果が期待。出口戦略は、本県
の畜産振興を図る上で重要な事業だが、取
り組み継続には方策の検討も必要。安全・
安心な畜産物提供には、健康な家畜の生産
が重要であり、家畜伝染病の予防及びまん
延防止対策が基本。しかし、そこから一歩
進んだ出口戦略も、畜産振興の一翼を担う
家保の新たな役割。 
 
584．口蹄疫等発生疑い通報時における通信
手段及び撮影方法等の検証：新潟県中央家
保 佐藤圭介、金子文恵 
 口蹄疫等の発生を疑う通報時の対応の懸
案事項として、通信困難な農場での通信手
段及び暗い畜舎内での撮影等を農場で検
証。前者では、携帯 3 社の通信エリアマッ
プと農場所在地から、管内 4 戸が通信エリ
ア外に該当。通信状況を現地で調査し、3
戸は通話及び画像送信が可能。1 戸は携帯
の通信が不可または不安定のため、農場か
ら最短の携帯通信可能ポイントを選定。農
場とは直線距離で約 2km 離れたが、両者間
でトランシーバーで交信可能であり、通信
手順を防疫計画書に付記。後者の暗所での
検証では、畜体の撮影時にリングライト、
記録時に LED ネックライトの使用が適し

た。さらに、より効率的な撮影及び送信手
段の検討のため、従来の Wi-Fi 機能付デジ
タルカメラ（デジカメ）とスマートフォン
（スマホ）の併用と、スマホのみを比較。
スマホでの撮影は保定を要する部位には適
さないが、その他はデジカメと同等の画質
であり、従来法より送信が容易。 
 
585.奥能登地域における家畜保健衛生所の
役割と今後の課題：石川県北部家保 井上
良太、谷田孝志 

北部家保能登駐在所（駐在所）は、鳳珠
郡能登町に在り、3 市 1 町を管轄。通常業
務、家畜診療及び受精卵移植（ET）を実施。
ここ 10 年で、乳用牛の農家数は約 20%、飼
養頭数は約 40%減少。一方、肉用牛の農家
数は約 33%減少、飼養頭数は約 22%増加。管
内には民間や団体の家畜診療施設はなく、
管外からの往診診療となるため、当所への
依頼も多く、殆どの農家で診療や ET を実
施。乳用牛の診療件数は、平成 27 年度以降
減少傾向、肉用牛は 200 件/年前後、ET は、
過去 3 年 200 件/年以上実施。日常的な診療
業務は、農家と良好な関係を築くことが出
来、有益。今後、民間等の診療獣医師の高
齢化や人員削減により、駐在所の役割は更
に大きくなると考えられる。課題は、①診
療・移植技術の平準化、②往診時間、公用
車の不足、③休日の対応等。対策として、
①県関係機関での技術習得、②効率の良い
巡回体制を構築するため、公用車購入等の
予算措置、③当番体制の整備等対応が必要。
課題を克服し、生産性向上に繋がる指導を
行っていきたい。 
 
586．家畜保健衛生所の女性獣医師がより活
躍するための環境づくりプロジェクト活動
報告：松本家保 森野なつ樹、今村友子 
 現在、全国の獣医師のうち獣医事に就く
女性獣医師は約 3 割、20～30 歳代では約半
数を占めており、結婚や出産・子育て、長
期離職による再就職への不安が課題。本県
の家畜保健衛生所獣医師についても本年度
は 51 名中、女性が 20 名（39％）となって
いるため、今回女性獣医師がより活躍しや
すい環境づくりを目指して本プロジェクト
を立ち上げて検討。活動内容は①農政部獣
医師を対象とした、「仕事への不安」「女
性獣医師への就業支援状況」「今後職場が
働きやすくなるために」など、自由記載を
含めたアンケートの実施。②外部講師 2 名
による講演と農政部等の女性獣医師 22 名
によるフリーディスカッションを柱とした
シンポジウムの開催。③アンケート及びシ
ンポジウム実施後プロジェクトチームによ
る総括打合せの実施。その結果、本プロジ
ェクトの有用性・継続の必要性を確認。さ
らに部局や性別をまたいだディスカッショ
ンの必要性などが挙げられた。 
 
587.家畜保健衛生所職員の病性鑑定技術向
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上のための意識調査：静岡県中部家保 森
麻子、湯山祐子 
 家畜伝染病発生時、いち早い防疫対応を
開始するためには、迅速的確な病性鑑定の
実施が重要。家畜保健衛生所（家保）に依
頼される病性鑑定件数は減少、経験が少な
い家保職員が増加。1）経験不足を補うため、
依頼の多い牛ウイルス性呼吸器病の病性鑑
定対応例（対応例）を作成、各家保に配布。
2）対応例への有用性や意見を聞くことで病
性鑑定技術向上への家保職員の意識調査を
実施。1）対応例は、病性鑑定の流れがわか
るよう構成、作業内容を具体的に記載。2）
意識調査では、家保経験 5 年未満の職員全
員が病性鑑定対応に不安、経験年数に関係
なく 88.9％が今回配布した対応例等のマ
ニュアルを必要と回答。対応例の作成も技
術平準化の一手段。病性鑑定技術向上には
病性鑑定の経験と自己学習が必要と回答し
ていることから、経験の機会と学習のきっ
かけを求めていると判明。病性鑑定課とし
て、研修会の開催や病性鑑定への助言を通
し、今後も病性鑑定技術向上を目指し、職
員の意欲を生かせるような支援を行いた
い。 
 
588.VPcamp を活用した新たな実習制度の
導入:静岡県東部家保  川上智子、田﨑常義 

当所では、これまで中学・高校生を対象
に出前講座や移動家保を開設し、公務員獣
医師の魅力を発信。近年、公務員獣医師の
ニーズと責任が増大し、期待に応えられる
人材確保と育成が課題。家畜衛生分野の学
外実習で質の高い獣医師確保・育成を目的
に、当所は全国に先駆け高度かつ実践的な
内容であるアドバンスト実習を取り入れた
VPcamp に参加。共用試験に合格した 5 年生
1 人を 5 日間受入。カリキュラムは、家保
主要業務の体験、事前講義・現地初動防疫
シミュレーション、家保職員による講演、
若手職員との意見交換会を導入。実習後の
アンケートから、VPcamp は高い教育効果と
満足度を与え、獣医学生に質の高い実習を
提供可能と推察。今回の知見から内容の精
査、実施時期等検討し、アドバンスト実習
を更に充実させると共に、取り組みを全国
に発信。受入機関を増加させ、志を持つ質
の高い公務員獣医師の人材確保に繋げてい
く。 
 
589.府内農業高校における畜産教育への取
組みについて：大阪府大阪府家保 大平真
由 
 本府で唯一畜産が学べる府立農芸高等学
校は、家畜の飼養管理の基礎だけでなく、
畜産物の製造加工や情報処理等の専門知識
や技術なども習得できる教育を行ってい
る。当家畜保健衛生所では、当該校と連携
し、飼養する家畜への飼養衛生管理指導だ
けではなく、次のような畜産教育に参画す
る取組みを実施。①ワイン粕等の食品製造

粕を元にしたエコフィードの取組、②府内
畜産農家での校外実習の計画と実施、③高
校として牛・豚 2 畜種を対象とした HACCP
認証に向けた指導や講習会の実施、④当該
校が行う食育授業等への資料提供等。これ
らの取組みにより、畜産に関する知識・技
術を有する人材の育成と府内畜産農家への
同知識・技術の普及、また当該校からの情
報発信による府民への理解醸成を図ってい
る。さらに当該校生へのアンケート実施に
より、就農希望や家畜保健衛生所への要望
等を調査し、人材育成に繋げる取組みも実
施。今後もこうした教育機関や地域畜産関
係者や他の専門機関等とも連携し、府内畜
産農家支援に繋がるような取組みを継続し
ていく。 
 
590．消毒薬の残留性に関する続報と環境影
響調査等現在までの検証結果のまとめ：鳥
取県西部家保 山崎浩一 
 家畜伝染病対策に広く使用されている逆
性石けん消毒薬の成分の一つである塩化ジ
デシルジメチルアンモニウム（DDAC）の植
物（野菜）中の残留性について昨年度に引
き続き検証。DDAC を 1 日 1 回 3 週間ブロッ
コリーに表面散布した場合、その後に水洗
しても可食部又は葉茎部に 3.6ppm～20ppm
残留。消毒薬の影響に関する検証結果全体
の概要は以下のとおり。①DDAC は魚類には
影響があるが、植物、金属には影響が少な
い。炭酸ソーダは植物を枯死させるが金属
には影響が少ない。塩素剤は金属、魚類に
影響があり、植物に影響を及ぼす種類もあ
る。消石灰は植物、金属への影響少ない②
塩化物系凍結防止剤を DDAC に混和する場
合は植物、金属への塩害に注意。③流出す
る DDAC の吸着材としてゼオライトが有効。
④DDAC の植物中残留性は、根からの吸収・
残留は少ないと推察するが、可食部（葉茎
部等）への DDAC 直接噴霧では残留が認めら
れる。 
 
591.畜産クラスター事業を活用した地域一
体での畜産振興：愛媛県東予家保 渡部礼、
難波江祐介 

当所管内の農家戸数は高齢化に伴う労働
負担や生産コストの大きさ等から畜種を問
わず減少傾向にある。この現状に歯止めを
かけるためには、省力化やコスト削減への
取組、担い手の意欲向上が必須。畜産経営
基盤強化のため、当所管内では現在までに、
3 協議会が畜産クラスター事業を活用。機
械導入や施設の補改修を行い、飼養環境の
改善や作業の効率化及び耕畜連携の推進を
実施したところ、1 頭あたりの乳量の 3.2
％増加、豚出荷頭数の 1.1％増加、堆肥販
売額の 5.6％増加などの成果が得られた。
取組の進捗状況は定期的に協議会全体で共
有・把握し、目標達成に向けた検討材料と
している。これらの取組成果が契機となり
畜産農家の意欲向上や新たな協議会の設立
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につながり、当所管内全域での畜産業が活
性化。畜産農家が積極的に経営発展を行え
るよう、引き続き、関係機関が連携した地
域一体での取組支援、指導が必要。 
 
592.家畜伝染病発生時の防疫作業者に対す
る効率的消毒方法の検討：熊本県中央家保
金山俊作、稲生祐輔 

過去 2 度の県内での高病原性鳥インフル
エンザ発生の経験を踏まえ、家畜伝染病発
生時の防疫作業者に対する全身消毒にかか
る待ち時間や作業負担の軽減、過度な噴霧
防止を目的として、効率的な消毒方法を検
討。まず、短時間で安定した噴霧消毒を行
うためにゲート式消毒装置（ゲート）を作
製、誰でも簡便に設置・使用ができるよう
に、所内検証や防疫演習を通して課題を抽
出し、改良を重ねた。また、パネルや写真
によるゲート使用方法の『見える化』、実
際の農場での使用を想定したレイアウト作
成等を行い、より実践的な活用方法を検討。
ゲート導入により、噴霧消毒時間の大幅な
短縮、消毒作業の省力化、安定した噴霧が
可能となり、防疫作業者の負担軽減につな
げた。今後は、県内で防疫演習等を実施し
てゲートの認知度をさらに高め、より現場
に即した円滑な運用体制を整備するととも
に、他の都道府県にも有効な参考事例とし
て広く普及・啓発を図る。 
 
593.次代を担う若手生産者に対する HACCP
構築を通じた農場マネジメント改革支援：
大分県宇佐家保 澤野貴之 
 養豚業を継承した 30 代生産者に対し、安
心・安全な豚肉生産や経営強化を目的とし
た農場 HACCP 構築を通じて、農場マネジメ
ント改革を支援。農場は 2 サイト方式の一
貫経営。家保は、農場や関係機関と HACCP
チームを編成。フローダイヤグラム作成に
よる生産工程把握、作業分析による農場作
業の「見える化」、危害要因分析、内部検
証に基づくシステム更新を経て、2018 年 8
月、肥育農場が農場 HACCP 認証を取得。PD
CA サイクルを回し農場作業を改善するマ
ネジメント改革に家保が寄与。安心・安全
な豚肉生産を担保するリスクマネジメント
システムが確立。今後の課題は、認証取得
後のマンネリ化と、HACCP 未構築の繁殖農
場従業員との意識のバラツキ。PDCA 方式で
生産性向上や環境保全対策等の課題を解決
するマネジメント確立への支援継続が必
要。同様の取組を他畜種でも普及させ、課
題解決対象を広げることで、持続可能な畜
産物の生産体制を築きたい。 
 
594.プロジェクトチーム及び当所のタブレ
ット端末活用法の検討：鹿児島県姶良家保
是枝輝紀、南京子 

本年 10 月以降、県下 6 家保にタブレット
が配備されることとなり、4 月以降、家保
と畜産課でタブレットの活用等による生産

性向上指導プロジェクトチーム（PT）を結
成。PT では PT 会議、タブレット送受信演
習及び全国口蹄疫防疫演習で、タブレット
の活用方法を検討。PT 会議では有効なアク
セサリの紹介、タブレット送受信演習では
画像データの共有、防疫演習では、撮影画
像の確認のしやすさ、連写やスロー動画撮
影等からタブレットの有効性を確認。当所
では、管理する資材情報に基づいたデータ
ベースを作成、全資材情報をコード化、資
材に貼付した QR コードをタブレットのア
プリでの読取による資材の出入管理方法を
検討。抽出資材 10 箱について、QR コード
の作成・貼付に約 6 分かかるも、出庫作業
では現行の方法に比べ約 10 分時間短縮。今
後も更なる効果的な利用方法、農場指導へ
の活用方法を検討し、家保業務の効率化と
農場の生産性向上を図る。 

 
595．中南部地域の特定家畜伝染病初動防疫
体制の強化：沖縄県中央家保 井村博丸、
翁長友理子 

近年、特定家畜伝染病の県内侵入リスク
が高い状況にあり、家畜保健衛生所は平時
より農林水産出先機関を中心とした継続的
な初動防疫体制強化の取組みが重要であ
る。今回、県農林水産部の出先機関や市町
村、国などの関係機関との協力体制の強化
を図るため、１．中南部地域特定家畜伝染
病危機管理対策会議の設置、２．中南部地
域特定家畜伝染病防疫対策本部設置要綱の
改正、３．初動対応時の動員可能者、消毒
ポイント候補地などの防疫関連リストの更
新、４．関係機関との作業内容及び役割分
担の確認を行った。これを踏まえて、中南
部地域特定家畜伝染病防疫実働演習を実
施。本演習では 1.ロールプレイング演習、
２．防疫ステーション演習、３．防疫作業
実技訓練を行い、異常家畜の通報から防疫
作業開始までの流れを確認。以上の取組み
により、各関係者の家畜防疫に対する意識
及び技術が向上し、中南部地域における特
定家畜伝染病発生時の初動防疫体制が強化
された。今後も継続して関係機関と連携し、
中南部地域における防疫体制の更なる強化
を図っていきたい。 

 


