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は じ め に

家畜保健衛生所が実施する事業、検査、調査等の業績は、各都道府県並びに

ブロックで毎年度に開催される家畜保健衛生業績発表会で発表、討議されてい

る。この全国家畜保健衛生業績抄録は、各都道府県の平成十八年度の発表会の

抄録を編集したものであり、発表された全ての演題が収載されている。抄録の

配列は家畜別に、また、病因並びに病類別に行い、多岐にまたがるものはその

主要部分の属する項に集録されている。

本抄録が家畜保健衛生所の日常活動のより一層の活性化と、地方における家

畜衛生の向上に役立つことを期待する。
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北海道 平成18年11月1日 札幌市 15 164 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎

青森県 平成19年1月23日 アピオあおもり 17 85 ◎ ◎ ◎ ◎ ○ ◎ ◎ ◎ ◎

岩手県 平成19年1月23日 盛岡市エスポワールいわて 20 58 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ○ ○

宮城県 平成19年1月19日 仙台市「ホテル白萩」 14 60 ◎ ◎ ◎ ◎ ○ ◎ ◎

秋田県 平成19年1月19日 秋田県市　イヤタカ 14 100 ◎ ◎ ◎ ◎ ○ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎

山形県 平成19年1月25日 山形県村山総合支庁 10 54 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ○ ◎

福島県 平成19年1月18日 福島県自治会館 20 40 ◎ ◎ ◎ ○ ◎

茨城県 平成19年1月12日 茨城県畜産センター 12 80 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎

栃木県 平成18年12月15日 栃木県総合文化センター 13 100 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ○ ◎ ◎

群馬県 平成18年12月20日 群馬県立産業技術センター 17 65 ◎ ○ ◎ ○ ◎ ◎ ○ ◎

埼玉県 平成18年12月20日 埼玉県中央家畜保健衛生所 11 80 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎

千葉県 平成18年12月19日 千葉県教育会館大ホール 18 113 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎

東京都 平成18年12月22日 家畜保健衛生所研修室 16 45 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎

神奈川県 平成19年1月12日 伊勢原市民文化会館 13 88 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎

山梨県 平成18年12月21日 山梨県北巨摩合同庁舎 14 54 ◎ ○ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎

長野県 平成19年1月12日 長野市 11 120 ◎ ◎ ◎ ◎ ○ ◎ ◎ ○ ◎ ◎

静岡県 平成18年12月21日、22日 静岡県総合研修所もくせい会館 20 72 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎

新潟県 平成19年1月12日 新潟県庁講堂 14 67 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎

富山県 平成19年1月18日 富山県農業共済連合会ホール 10 79 ◎ ◎ ◎ ◎ ○ ◎ ◎ ◎ ◎ ○ ◎

石川県 平成18年12月14日 石川県立生涯学習センター 12 31 ◎ ○ ◎ ◎ ○ ○ ○ ○

福井県 平成19年1月24日 福井県職員会館 10 60 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎

岐阜県 平成18年12月15日 岐阜県福祉・農業会館 13 73 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ○ ○ ◎

愛知県 平成18年12月14日 愛知県自治センター 16 75 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ○ ◎ ○ ○ ◎ ◎

三重県 平成18年12月22日 三重JA健保会館３階 15 70 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎

滋賀県 平成19年1月17日 滋賀県立男女共同参画センター 9 31 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎

京都府 平成19年1月19日 京都府職員福利厚生センター 9 60 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎

大阪府 平成19年1月10日 大阪府職員会館多目的ホール 12 42 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ○

兵庫県 平成19年1月19日 兵庫県農業会館 16 100 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎

奈良県 平成19年1月19日 農業振興会館 9 34 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ○

和歌山県 平成18年12月22日 和歌山県民文化会館 8 63 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎

鳥取県 平成19年1月19日 鳥取県庁講堂 17 74 ◎ ◎ ◎ ◎ ○ ◎ ◎ ◎ ◎

島根県 平成19年1月18日 島根県民会館 14 60 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎

岡山県 平成19年1月19日 テクノサポート岡山 17 106 ◎ ◎ ◎ ◎ ○ ◎ ◎ ◎ ◎

広島県 平成19年1月19日 県立農業技術センター 17 64 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ○ ◎

山口県 平成19年1月11日 山口県庁 22 90 ◎ ◎ ◎ ◎ ○ ◎ ◎ ◎ ◎

徳島県 平成19年1月26日 徳島県職員会館 12 36 ◎ ◎ ◎ ◎ ○ ◎ ◎ ◎

香川県 平成19年1月10日 香川県庁 10 29 ◎ ◎ ◎ ○ ◎

愛媛県 平成19年1月19日 愛媛県松山地方局 16 62 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎

高知県 平成19年1月29日 高知県職員能力開発センター 13 54 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ○ ○ ◎ ◎

福岡県 平成18年12月1日 福岡県吉塚合同庁舎 18 63 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎

佐賀県 平成18年12月7日 佐賀県中部家畜保健衛生所 13 37 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎

長崎県 平成18年11月21日 長崎県市町村会館 18 82 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎

熊本県 平成18年11月22日 熊本県農業研究センター 15 147 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎

大分県 平成18年11月22日 大分県庁正庁ホール 15 90 ◎ ◎ ◎ ◎ ○ ○ ◎

宮崎県 平成18年12月19日 宮崎市JA･AZMホール 16 114 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎

鹿児島県 平成18年11月16日 鹿児島県青少年会館大ホール 12 89 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎

沖縄県 平成18年11月22日 沖縄県庁講堂 22 119 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎
計 675 3,479
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平成１８年度家畜保健衛生業績発表会一覧
参集範囲　　○：呼びかけ　　◎：実際の参加

都道府県名 開催期日 開催場所
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I鶏の衛生 

  

Ⅰ－１高病原性鳥インフルエンザ 

 

1 高病原性鳥インフルエンザ個別防疫対応マニュア

ル整備と地域防疫演習の支援による防疫体制強化：北

海道上川家保 附田孝一  

 本病発生の防疫措置は、養鶏業者が主体となり地域

一体となった体制で取り組まれる必要がある。そこで、

養鶏業者の主体性強化と市町の畜産関係以外の部局を

含む全庁及び関係機関等との連絡・連携体制整備を図

った。当所からの提案により、養鶏業者は、内外への

連絡体制を整備し、農場独自の防疫措置スケジュ－ル

を作成。市町は、対策本部等の組織作りと連絡・連携

体制を整備し、住民対応等を含む役割分担をマニュア

ル化。さらに、自衛防疫組合等の主催による防疫演習

では、当所が助言し、防疫措置スケジュ－ルに基づく

作業従事員の確保や資材の調達先と方法、焼・埋却に

係る課題と役割を再確認。その結果、養鶏業者では自

衛防疫意識が一層向上し、市町では地域的な対応の必

要性への理解が進み、防疫体制が強化。一方、庁内及

び関係機関・団体と調整が困難な地域での危機管理意

識の向上とマニュアル整備等が今後の課題。 

 

2 高病原性鳥インフルエンザに係る意識調査とそ

の対応：宮城県仙台家保 平内瑞希、岸田忠政 

 我が国で平成 16 年以降 1 府４県において高病原

性鳥インフルエンザ（HPAI）が発生。それを受けて

管内養鶏農家へ意識調査を実施。殺処分に係る家畜

伝染病予防法上の義務及び処分方法の認知割合は

それぞれ約60%、8 0 %、比較的飼養規模の大きい農

家ほど埋却場所を保有していないことが判明。その

結果を踏まえ、管内焼却施設に係る3 市 6 町及び

4 行政組合との連絡調整会議を実施。殺処分鶏の

理解不足、焼却に対する抵抗感、周辺住民への対応

の困難及び従業員の健康に対する不安等の問題が

表面化。管内飼養農家で処分する場合の鶏・卵の重

量は各行政組合ごとに 608t、201t、393t、374t。

焼却処分日数は 1 日から 53 日、短期間の処理には

行政組合間での協力が必要と判明。また、アンケー

ト結果から発生後の営業再開希望は約 20%と低く、

今後さらなる HPAI 侵入防止強化及び発生した場合

にも円滑な畜産物の流通へ向けた関係機関の努力

が必要。 

 

3 平飼い養鶏農家の衛生管理体制の改善：茨城県鹿

行家保 澤田菜穂子、和田正寿 

 サルモネラを危害因子としたHACCPシステムを導入

している平飼い採卵農場(A 農場)の衛生管理体制の改

善を指導。A農場は舎内平飼いで、採卵鶏を約3000羽

飼養。サルモネラについて年4回の自主検査および当

所で実施した検査の結果、全検体陰性であったため

HACCPシステムは有効。A農場は平成17年に茨城県で

発生した高病原性鳥インフルエンザ(HPAI)の発生農場

のうち、 も近い農場からは約7.5kmの場所に位置し、

緊迫した状況を経験。これまで、消費者からの消毒薬

不使用の要望を受け、それに応じた農場の衛生管理を

実施。そこで、当所が消毒の実施も含めた衛生管理を

指導。その結果、新たに踏み込み消毒槽の設置、農場

の石灰散布等の消毒と、防鳥ネットの強化等を実施、

衛生管理体制を改善。今後も、HPAI等の急性家畜伝染

病に対応した衛生管理体制が構築されるよう継続的な

指導を予定。 

 

4 高病原性鳥インフルエンザ発生大規模養鶏場の経

営再開の経緯と問題点：茨城県県南家保 村山丹穂 

 平成17年6月、県内養鶏場でH5N2亜型の高病原性

鳥インフルエンザが発生。約10ヶ月間で、合計40戸、

5,682,640羽が殺処分・自主とう汰された。 

管内の大規模採卵養鶏場（ウインドレス12棟、110

万羽）では2鶏舎でウイルスが分離。抗体陽性鶏舎で

は農場監視プログラムが適用されたが、 終的に全飼

養鶏を処分。処分後の鶏舎の清掃・消毒及び経営再開

のための検査で以下の問題点が考えられた。 

鶏舎消毒では塩素系消毒薬を繰返し使用したため、

給餌ラインの金属ベルトが錆び使用不能となった。消

毒後の排水により浄化槽の汚泥の活性が落ちた。農場

監視プログラム適用中は、農場内GPセンターから鶏卵

出荷されたが、処分までに8ヶ月間を要し、鶏卵品質

の低下や経営再開のための検査を開始するまでに長期

間を要した。 

感染経路究明チームの報告書では、ウイルスの侵入経

路等は推察されたが、養鶏農家の不安を払拭するまで

には至らなかった。今後は、今まで以上の侵入防止対

策、連絡通報体制の充実と監視体制の継続が重要。 

 

5 鳥インフルエンザ発生農場における経営再開まで

の取り組み：茨城県県西家保 榊原裕二、井野壽麿 

 平成17年6月に管内8農場で高病原性鳥インフルエ

ンザ（AI）が発生。再発防止に注意して飼養者ととも

に経営再開を目指した。養鶏密集地域での発生で，鳥

インフルエンザウイルス（AIV）侵入により農場間で相

互感染し、まん延の可能性があった。さらに防疫措置

として前例のない鶏体と鶏卵の発酵消毒を実施。経営

再開のための基本方針として、地区単位での清浄化を
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行い、密集地域の6農場は一斉再開を目ざした。発酵

消毒について検討し、農場毎に実施手順を計画。経営

再開のための検査として，環境の拭き取り、発酵消毒

中の汚染物品（鶏体、卵）のウイルス分離、おとり鶏

の抗体検査とウイルス分離を実施した。その結果、ウ

イルス分離、抗体検査ともに全ての検体で陰性が確認

され、飼養者と共に取り組んだ全ての行程も終了。経

営再開には発生農場及び地区の特徴から適切な処分方

法を勘案し、飼養者へのインフォームドコンセントの

実施が不可欠。今回AIが発生した40農場でも当所で

行った取り組みを礎に消毒及び検査を実施した結果，

現在までに３４農場が経営再開を果たしている。 

 

6 鳥インフルエンザ発生時の鶏体焼却方法 ：茨城県

県西家保 真原隆治、井野壽麿 

 平成17年6月に管内養鶏場で見つかったH5N2亜型

の高病原性鳥インフルエンザ（AI）は県内 40 農場約

570 万羽で感染が確認され、「家畜伝染病予防法」に

基づく措置を実施。5 例目までの鶏体と卵は発酵消毒

したが、それ以降は市町村や民間の廃棄物焼却施設で

焼却。焼却のため農林水産省や県関係機関と協議し連

絡調整及び協力を依頼、地元関係機関に焼却施設使用

の要請を行い、焼却施設周辺住民対応を実施。鶏体の

箱詰め、運搬、焼却はウイルスの拡散防止に注意して

作業。焼却炉の過熱と鶏体の未燃防止のため一般ゴミ

に10～15％量を混ぜながら焼却。焼却施設は発生農場

を管轄する市町村，近隣市町村、民間という順番で依

頼。「家畜伝染病予防法」に基づく焼却は国内初であ

ったため、焼却開始までに８日間を要した。汚染物品

の焼却処分は非常に優れた方法だが、防疫作業初期又

は農場の条件によっては発酵消毒もＡＩのまん延防止

と早期終息に有効。 

 

7 茨城県で発生した高病原性鳥インフルエンザ（弱

毒タイプ）についての一考察：茨城県県北家保 都筑

智子 

 2005年、茨城県内40農場でH5N2亜型高病原性鳥イ

ンフルエンザが発生。臨床症状は認められず、鳥イン

フルエンザウイルス（AIV）は9農場で分離、抗体は全

ての発生農場から検出。陰性確認後にAIVが分離され

た事例や、AIV が感染鶏から隣接鶏、隣接鶏舎へと感

染することが観察された事例等から、ウイルスは抗体

を保有しない感染初期に分離、感染農場でのウイルス

分離期間は、飼養羽数と鶏舎構造に依存すると推察。

発生15例目以降の多くの農場では、AGP と HI の抗体

陽性率が乖離、AIV が分離されていない事から、摘発

時には感染後期であった可能性が示唆。ウィンドウレ

ス（W）鶏舎の監視検査（特例措置）では、複数回にわ

たりAIVが分離。温度・湿度・紫外線の影響を受けに

くいW鶏舎は、鶏舎内でAIVが長期間生存すると推察。

抗体陽性鶏の飼養はAIVが弱毒タイプから強毒タイプ

への変異や、他農場への感染拡大のリスクを高めるた

め、早期に処理しなければならないと考える。 

 

8 高病原性鳥インフルエンザ防疫体制に係る協力体

制の構築:東京都家保 南波ともみ 齋藤秀一 

高病原性鳥インフルエンザ(HPAI)発生時の防疫措置

は、関係機関との協力体制が不可欠。都内での発生に

備え、都関係機関、団体、区市町村（市等）等に協力

依頼を行い協力体制の構築を進めてきた。本病発生時

の殺処分鶏、汚染物品の処理は環境部局の協力の下、

300 羽以上の鶏飼養農家が所在する市等の一般廃棄物

処分場へ発生時の処理要請を行い、施設の視察、各処

分場への搬入マニュアルを作成し、市等へ提示。その

上で、市等へ発生時対応の説明を行い、都と市等が果

たす役割、防疫対応への協力依頼を行った。また、防

疫作業を担う都農林関係事業所、作業者等の健康管理

を担う福祉保健局と協力体制を構築。防疫作業、支援

作業、健康調査等の実動訓練を実施し、課題の検討を

行った。課題としては、都外在住の防疫作業員が感染、

発症した場合の対応、住宅密集地の養鶏農家で発生し

た場合の支援方法、具体的なマニュアルの必要性等が

挙げられた。 

 

9 鳥インフルエンザワクチンの野外試験における衛

生指導：神奈川県湘南家保 宮下泰人、栗原定男 

 鳥インフルエンザワクチン（AIV）開発のための野外

試験を管内養鶏場で実施。AIVは安全性を確認済みで、

安全性は高いが、事故発生時に地域として防疫対応が

必要なことから、家畜伝染病予防法第50条に基づく動

物用生物学的製剤の使用許可に際し、従来の安全確保

対策の指導に加え、地域の生産者を含め関係者の安心

を共有する対応が必要。そのために①情報を共有化（管

轄市、地域の生産者に対する情報提供）、②危機管理

体制を構築（緊急連絡体制の構築、防疫体制、防疫措

置の確認。事故の早期発見、安全確認のためにモニタ

リングを実施。試験鶏群を県外処理することとしたた

め、所管する家畜保健衛生所と調整、連携し安全確保

対策を確認）。事故発生時に地域として防疫対応が必

要な疾病について、野外試験等行う場合には、関係者

間の情報の共有と共通認識に立った危機管理体制の構

築が必要と思われた。  

 

10 高病原性鳥インフルエンザ（HPAI）に係る危機管

理体制整備の現状と課題について：石川県南部家保 

市川雄一 

当県のHPAIに対する施策の推移を整理、現状と今後

の課題を検討。一昨年の本病国内発生の際、本県では
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家保が県民の情報混乱に対処しきれず、関係機関との

連携を始め、危機管理体制整備が不十分であることを

認識。そこで、H16 年度は本病講演会の開催、県防疫

対策要領の策定、市町村説明会により関係者の役割分

担を周知すると共に、県内発生を想定、県及び現地対

策本部の設置と消毒ポイントの実演をメディア公開下

で実施。結果、県本部と現地間連絡体制不備という問

題が浮上。これを受けH17年度は、県災害対策本部室

を利用、県本部と現地をテレビ会議により直結、会議

内容を共有化。会議後、防護服の着用、殺処分の実演

等参加者体験型でメディア公開。結果、連絡体制は確

立するも関係機関との役割分担が不明確であった。H18

年度には劇場形式の演習を実施。防疫対応の一連が関

係者に示された。今後関係機関との危機意識共有の下

での行動訓練が課題。 

 

11 高病原性鳥インフルエンザ防疫演習：山梨県 

東部家畜保健衛生所 片山努・深沢矢利 

高病原性鳥インフルエンザ(HPAI)の発生はアジアの

みならず世界的に広がっている。国内においては一昨

年の79年ぶりの発生に引き続き、昨年も茨城県を中心

に弱毒タイプの発生をみており、当所においてもモニ

タリング調査、死亡羽数の報告徴求等による監視を強

化継続している。HPAI発生時には迅速な防疫対応が重

要となるが、県出先機関の再編や市町村の合併等によ

り、防疫体制の周知と現地対応の再確認が必要となっ

た。そこで、本年11月にHPAI現地対策本部での対応

を中心とした防疫演習を開催した。当所管内の採卵鶏

農場での発生を想定し、発生農場及び移動制限区域内

での防疫措置等の検討と終息に至るまでの流れを机上

演習として行い、あわせて消毒、殺処分等の防疫措置

の実演を行った。今回の演習により、人員確保の方法

等の課題が明確となり、事前の演習はもとより市町村

及び各地域の県出先機関等との連携の重要性が再認識

された。  

 

12 高病原性鳥インフルエンザ（HPAI）の防疫対策：

山梨県西部家畜保健衛生所 竹田真也・清水景子 

平成17年6月に茨城県で発生したHPAIに伴い、昨

年初動防疫演習を行った。内容は、農家への連絡方法、

防疫計画、資材確保の検討及び確認であった。今年は、

関係機関と連携して発生から防疫措置までの演習を実

施した。HPAI の防疫は、当所が現地対策本部として、

複数の機関と協力して防疫措置を行う本県ではじめて

のケースであり、トリ－ヒト感染が想定される防疫作

業員の安全確保では保健所関係者との連携が重要であ

った。演習を通して、防疫作業員の確保、薬剤の備蓄

等の問題点や参考意見があり、これらを検討し、今後

につなげていきたい。総体的に演習は、各機関の役割

を理解してもらい前進した。また、長野県伊那、佐久

両家畜保健衛生所と行った県境防疫会議では、長野県

側で発生した場合、北杜市の養鶏農家に影響がでるこ

とがわかった。県内だけでなく、隣接する県とも協力

して実施する防疫体制作りが重要であると認識した。 

 

13 大規模養鶏場での発生を想定した岐阜県 HPAI 防

疫対応マニュアルの検証：岐阜県東濃家保 伊藤一智、

澤田幹夫 

 当管内では飼養羽数が 10 万羽を越える大規模養鶏

場が特定地域に集中している。平成18年7月、この特

定地域の大規模養鶏場から産卵率低下の症状を示す事

例を高病原性鳥インフルエンザ（以下HPAI）の疑いの

ある通報と想定し岐阜県 HPAI 防疫対応マニュアルに

沿って農場立入検査と病性が決定されるまでの防疫準

備対応を実施。問題点として、①農場立入時に HPAI

を疑い移動自粛を指導する判断基準が不明確。②交通

量が多い幹線道路への消毒ポイントの設置が困難。③

防疫活動に携わる家畜防疫員の不足。その対応として、

①非特異反応を考慮して複数の簡易検査キットの利用。

②比較的交通量の少ない場所への設置と関係車両の誘

導と消毒。③獣医師資格のある家畜防疫員を確保する

ため県下全域からの応援体制の確立と近県との応援協

定の締結及び緊急時に獣医師以外の者を家畜防疫員に

任命する体制の確立  

 

14 管内の高病原性鳥インフルエンザ発生時の消毒

ポイント調査：愛知県西三河家保加茂支所 堀信一、

松本惠  

高病原性鳥インフルエンザ（HPAI）発生時の移動禁

止に係る消毒ポイントは、発生確定後速やかに設置す

る必要があり、事前に設置場所を検討するため以下の

調査を実施。1、管内の概ね1,000羽以上飼養の養鶏農

家35戸に対し、巡回指導時に飼料運搬車等関連車両の

通行ルートを確認。2、畜産防疫システムを利用し、発

生農場から半径10㎞以内を移動制限区域と設定し、消

毒ポイント好適地を検討。3、選定した消毒ポイントを

管理している関係機関施設に主旨説明及び使用の可否

を照会。これらの調査により飼料運搬車の運搬ルート

に対応可能な消毒ポイント設置場所として、管内9か

所の公共施設の駐車場を候補地として把握。今後の問

題点としては1、消毒ポイント候補地の施設管理者に、

HPAI 発生時の消毒ポイント設置の必要性に関しては、

一定の理解は得られたが、施設使用の事前の許可まで

は困難。2、消毒ポイントの設置範囲が管外や県外に及

ぶと想定される場合が多いが、今回の調査では管内候

補地の確認までしかされていない。の2点が挙げられ

た。  
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15 高度安全検査室を活用した鳥インフルエンザ等

検査 体制：徳島県徳島家保 中井 泉、小島久美子 

 平成18年3月、高病原性鳥インフルエンザ対策とし

て、高度安全検査室を整備。既存のクリーンルームを

細胞・試薬調整室として利用、病原体を含む可能性の

ある検体と取り扱い場所を分けることでより正確な診

断体制が確立。12月末までに抗体検査50戸 880 羽、

ウイルス分離4戸460羽陰性。養鶏農家に対し広報に

よる消毒等の周知徹底を実施。高度安全検査室の使用

実績は月平均8.7日、32.6時間。1回の使用時間は平

均約4時間。インフルエンザ検査に使用したのは、使

用日数の約1/3、使用時間の約1/4。電気代は、当所全

体で昨年より月平均約１万円増加。検査業務従事者、

施設内及び周辺住民へのウイルス感染防止による安

全・安心を確保。 

 

16 長崎県における高病原性鳥インフルエンザに係

る防疫対応強化：長崎県県南家保 橋本哲二、小川亮 

長崎県では、県下で意思統一を図り高病原性鳥イン

フルエンザ(HPAI)に係る防疫対策強化を実施。HPAIウ

イルスの県下での動態をより的確に把握するためサー

ベイランス検査は、時期は1～3月、同一地域に複数戸

農家が存在する場合は偏りがないように月を変えて採

材、採卵鶏農家がいない地域は肉用鶏農家を採材、気

管スワブと血清を採材する等の条件を県下で取り決め

実施。飼養衛生管理基準の遵守の徹底のため、各項目

を具体化した県下統一様式のチェックシートを作成し

指導を実施。問題点が明確化され、廃棄漁網の活用に

よる野鳥侵入防止対策、農場入口での車両消毒の実施

等円滑な対応を推進。愛玩鳥飼育者への指導は、HPAI

の症状及び飼育上の注意点を記したリーフレットを県

下で作成し、市報等に掲載、HPAIの啓蒙と適正な飼育

管理の周知を徹底。万一の発生に際し迅速かつ的確な

防疫対応の実施のため、関係機関との連携を密にした

防疫体制の構築が重要。  

 

 Ⅰ－２ウイルス性疾病 

 

17 肉用鶏の伝染性気管支炎ウイルス(IBV)ワクチン

プログラムの検討：岩手県中央家保 佐藤直人 坂本

正光 

2005年に1肉用鶏農場でIBVを誘発要因とする大腸

菌症が発生。今回、同農場のIBV浸潤状況と同ワクチ

ンプログラムを検討。ワクチン株には2005年分離株に

遺伝子学的に近似するGN株を用いた。2006 年 5月の

試験1（接種・未接種群とも2鶏舎2万羽）では 7・

21日齢時にIB、14・28日齢時にND、同年7月の試験

2では14・21日齢時にNB混合、28日齢時にIBの各ワ

クチンを飲水投与。試験 1 の未接種群で 49 日齢時に

IBV 中和抗体が陽転。接種群の同抗体GMは 35・49 日

齢時に 9.2～36 に上昇した。接種群の 21 日齢時の

NDV-HI抗体GMは2.4で、対照群の12.9より低位であ

った。両群の死亡率は6%台で差はなかった。試験2の

接種群のIBV中和抗体GMは28・49日齢時に5.7・10.0

であり、未接種群に同抗体の陽転はなかった。接種群

の35・49日齢時のNDV-HI抗体GMは9.1・7.7であり、

未接種群の3.5・6.2とほぼ同等であった。試験2のプ

ログラムが適当と考えられた。 

 

18 会津地鶏飼養農家の飼養環境改善に向けた総合

的指導：福島県会津家保 壁谷昌彦 

会津地鶏の生産拡大及びブランド化に積極的に取り

組んでいる管内の1農場において、発育の遅延、胸ダ

コの多発、ニューカッスル病（ND）ワクチン抗体価等

が課題となっていたため、飼養衛生管理の向上を目的

に関係機関による対策会議と現地指導を実施。改善目

標として出荷体重の増加、胸ダコ発生率の低減、適切

なND抗体価の維持を設定。目標を達成するために、給

与飼料、敷料、飼育密度、ワクチン接種方法、鶏舎の

レイアウトについて総合的な指導を実施。効果判定の

ため、指導前後の体重、運動量、胸ダコ発生率、ND抗

体価を調査。さらに、管理者の衛生意識を向上させる

ため、飼養衛生管理上の改善項目をリストアップし、

改善度を定期的にスコアリングした。この結果、出荷

体重の増加、胸ダコ発生率の低減、ND抗体価の上昇が

確認されるとともに管理者の飼養衛生管理に対する意

識が向上した。 

 

19 会津地鶏肉用鶏で発生したマレック病：福島県会

津家保 秋元 穣 

 平成18年6月、管内の会津地鶏等約1,700羽を飼養

する農家から、約70日齢の肉用鶏群で歩様異常等の神

経症状を伴い起立不能となり死亡する鶏が見られると

の連絡を受け、病性鑑定を実施。発症鶏3羽、同居鶏

21羽について、高病原性鳥インフルエンザ簡易検査を

実施（8 羽）し陰性を確認。また、ニューカッスル病

はワクチン接種履歴、抗体検査（24羽）から否定。発

症鶏 3 羽について病理解剖したところ、1 羽に座骨神

経の腫脹及び太さの不均衡が認められた。病理組織学

的検査において、諸臓器にリンパ球様細胞浸潤による

リンパ腫が認められ、症状、肉眼病変、病理組織学的

所見等からマレック病と診断。導入鶏群はすべてマレ

ック病ワクチン接種済みであったが、発症群の過剰な

飼育密度等のストレスが誘因となり発症に至ったもの

と考えられたため、飼養密度の改善等を指導した結果、

8月以降本病の発生は確認されていない。 
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20 管内で発生した鶏伝染性気管支炎の一症例：埼玉

県川越家保 河合正子 山岸聡美 

  平成17年12月管内のA養鶏場で、２週齢の幼雛が

起立困難・削痩・震戦及び開口呼吸を示し死亡。発症

鶏1羽、死亡鶏4羽の剖検で、気管内膿性分泌物が貯

留。病理組織検査で水腫を伴ったカタル性気管支炎及

び多発性化膿性漿膜炎を確認。細菌検査では、気管内

膿様物・肺等から大腸菌を分離。ウイルス検査では、

気管・直腸乳剤の発育鶏卵接種３代目で胎子の矮小

化・カーリングを確認。鶏伝染性気管支炎（IB)ウイル

スのN蛋白遺伝子のRT-PCR検査陽性。分離ウイルスと

接種されたワクチン株識別のため S1 蛋白遺伝子のを

標的としたPCR産物の制限酵素（HaeⅡ、EcoRⅠ、Pst

Ⅰ）切断パターンを比較（RFLP）した結果、分離ウイ

ルスはどの酵素でも切断されず、ワクチン株と異なっ

た。分離ウイルスの S1 蛋白遺伝子分子系統解析で、

2000 年代から国内でも報告のあるヨーロッパ系の

4/91 遺伝子型と確認。本症例を大腸菌症を伴う IB 感

染症と診断。発生農場で続発はなく、感染経路特定に

はいたらなかった。 

 

21 採卵鶏及び肉用鶏における腎炎型伝染性気管支

炎の発生例：三重県北勢家保 竹馬工、野澤馨 

2005年10月、一採卵鶏農場で、23日齢の鶏群に下

痢や死亡鶏の増加を主徴とする疾病が発生した。剖検

では腎臓の退色・腫大が観察され、組織学的には腎臓

で尿細管の壊死などが認められた。腎臓、気管、肺、

直腸からウイルスが分離され、RT-PCRにより伝染性気

管支炎（IB）ウイルスを確認したことから腎炎型 IB

と診断し、制限酵素切断パターンから、C-78株系統の

ウイルス株と推察された。また、2006年2月、肉用鶏

農場で、35日齢の鶏群に死亡鶏の増加を主徴とする疾

病が発生した。組織学的には間質性腎炎が認められた。

分離されたウイルスを、RT-PCR及び中和試験によりIB

ウイルスと確認したことから、同じく腎炎型IBと診断

し、制限酵素切断パターンから、宮崎株系統のウイル

ス株と推察された。2 農場ともワクチン株を変更した

ところ、以後の導入群に本症の発生はみられなくなっ

た。 

 

22 平飼い採卵養鶏場に発生した成鶏の皮膚型鶏

痘：南勢家保 谷口 佳子、伊藤 英雄                     

 平飼い開放飼育の採卵養鶏場（1 群 11000 羽）で、

2006年5月9日頃から死亡が1日9羽から急に30～60

羽に増加してきたので26日に 595 日齢6羽を病鑑。

生鶏は沈鬱、下痢を認め、生・死亡鶏ともに頸部と背

部に丘疹、翼下にチーズ様偽膜形成、鶏舎にワクモが

発生。剖検で肝臓の白点・腎臓の腫大、腸管に回虫が

寄生。組織検査で6羽とも皮膚の病変部に細胞質内封

入体を確認。その他、肝細胞の巣状壊死・脾臓の莢組

織の壊死等を認めた。ウイルス検査では、発痘部皮膚

からポックスウイルスは分離されなかったが、PCR 検

査でポックスウイルス特異遺伝子を検出。系統樹では

関東地方の野外株と相同性の高い株であった。細菌検

査で主要臓器と皮膚からブドウ球菌を分離。以上から、

敗血症を伴った皮膚型鶏痘と診断。5 月 9 日からの死

亡率は 7.9％、産卵率は80％から57.3％に低下。予後

不良で早期に淘汰した。 

 

23 一採卵養鶏場に発生した産卵低下を主徴とする

伝染性気管支炎：滋賀県家保 荒木由季子、前井和人 

伝染性気管支炎ウイルス（IBV）は広く野外に存在し

呼吸器病を主徴とするが、産卵低下を主徴とする報告

は少ない。Ｈ18年 5月、開放式29,000 羽飼養農場に

おいて2鶏群(A､B)に産卵低下を確認。呼吸器症状、下

痢はなく産卵率はA群は63％、B群は78％に低下。A

群の死亡羽数は若干増加。両群の気管、クロアカスワ

ブよりIBVを分離。IB-ELISA抗体価S/P比は、A群は

0.609から5.851に上昇、B群は4.178と高値。死亡鶏

は卵墜性腹膜炎と軽度の気管支炎を認め、1 羽の直腸

からIBV遺伝子を検出。分離および検出IBVのPCR産

物による遺伝子配列は一致し、S1領域のシーケンス解

析では宮崎株に97％相同性をもつJP-Ⅱ系統に分類。

発生前のA群血清はMass系統株に対する中和抗体価の

みが高く、ワクチン失宜、異なる系統の感染によるIB

と推察。農場には衛生管理とワクチン接種の徹底を指

導。IBV は産卵鶏の産卵器官を標的とすることが確認

されIBV感染による産卵低下原因の一つになる。 

 

24 ブロイラーのＮＤワクチン接種時期の検討：岡山

県津山家保 梯 洋介、松馬定子 

 通常、鶏は約２週齢で移行抗体が消失することから、

４週齢までにワクチン接種により免疫を付与する。特

にブロイラーは、飼育期間が約50日と短いことから、

ほとんどが生ワクチンを使用する。しかし、 近、高

い移行抗体を有する個体が多く認められ、１～14日齢

での投与では、充分なワクチン効果が得られない事例

が多い。そこで、そうした管内の１農場において、平

成17年度から２年間、ＮＤのワクチネーションプログ

ラム等を見直し、主に次の３点を検討実施した。①ND

接種時期を14日齢から17日齢へと変更。②飲水ニッ

プルのパイプを消毒。③飲水用ニップルの水圧を指先

で確認、調整し充分な飲水量を確保。その結果、H18

には ND のワクチン抗体価が早期から上昇する改善傾

向が認められ、育成率、生産指数などの生産性の向上

にも、若干知見を得たので報告する。 

 

25 ニューカッスル病（ＮＤ）ワクチンの指導事例：
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広島県東広島家保 細川久美子、濱保敬志 

ＮＤ抗体価が低値でバラツキのみられた養鶏農家及

び過去3年間ワクチン未接種の愛玩鶏飼養施設でＮＤ

ワクチン接種を指導。採卵養鶏農家：ＮＤ生ワクチン

飲水投与からオイルワクチン注射に変更。変更前抗体

価<2～32倍から変更後は512～≧2048倍。愛玩鶏飼養

施設：Ｈ15にオイルワクチン1回、Ｈ18に2回目接種。

接種前抗体価<2～256 倍から接種後 1024～≧2048 倍。

生ワクチンでは、年間3～4回の接種が推奨されるが、

オイルワクチンでは接種回数が少なく済む。飲水投与

で充分なワクチン効果を得ることが難しい農家ではオ

イルワクチンに変更することで全ての鶏に充分な抗体

価を賦与する事が出来た。愛玩鶏では、オイルワクチ

ンの1回接種で高い抗体価を賦与する事が出来た。Ｎ

Ｄ防疫対策では、適切なワクチン接種が も重要。今

後も定期的な抗体検査を基に農場に合ったワクチンプ

ログラムを推奨していきたい。 

 

26 管内の養鶏農場のニューカッスル病防疫対策指

導：広島県福山家保 石田恭子、秋山昌紀  

平成17年4月～平成18年12月に管内100羽以上を

飼養する養鶏場66農場に対し、ニューカッスル病（以

下ND）予防を目的にワクチンの接種状況及び抗体保有

状況等を調査し、指導を実施。ワクチンは 66 農場中

57農場（86％）が接種、9農場（14％）が未接種。未

接種の農場のほとんどは、1,000 羽未満の農場。肉用

鶏全農場が飲水投与、採卵鶏農場の多くがオイルワク

チンを接種、うち10,000羽以上飼養農場の全てがオイ

ルワクチンを接種。オイルワクチン接種農場は、すべ

て十分な抗体価を保有し、飲水投与農場の内、３農場

の抗体価が低値。調査に基づいた改善指導の結果、未

接種であった３農場が接種を開始し、ワクチン接種に

も関わらず抗体価の低かった３農場のうち、1 農場の

抗体価が改善。残りの農場に対しても改善指導中。ワ

クチン未接種等の課題の残る1,000羽未満の中小規模

の農場に対しては，今後も指導を継続。 

 

27 鶏伝染性気管支炎ウイルス(IBV)の関与した特産

肉用鶏の鶏大腸菌症：徳島県徳島家保 古川 意、中

西隆男 

2006年10月、特産肉用鶏35,700羽飼養する農家に

おいて、約50日齢頃から下痢・犬座姿勢・呼吸器症状

が発生。約70日齢で一鶏舎において死亡羽数が増加し、

全鶏舎に広がりがみられ、約 50 日齢から出荷までに

102羽死亡。解剖所見では肝包膜炎・壊死(4 / 6羽)、

心外膜炎(6 / 6 羽)を認め、細菌培養検査では心臓・

肝臓・脾臓より O-78 血清型大腸菌(2 / 3 羽)を検出。

また、IBワクチン未接種にも関わらずIBVのELISA抗

体価(5 / 9羽)、中和抗体価(9 / 9羽)が陽性であった

ため、IBV が関与した鶏大腸菌症と診断。次回入雛後

のO-78大腸菌による再発防止をはかるため、消毒プロ

グラムの改善指導を実施(アルデヒド製剤の追加)。出

荷後の鶏舎内水洗後は、床面より高率にO-78大腸菌を

検出したものの、消毒終了後は大腸菌、O-78大腸菌い

ずれも検出されなくなった。 

 

28 肉用鶏からのニューカッスル病ウイルスの分離 

：福岡県筑豊家保 永末誠二、小森和宏 

 平成18年3月下旬、4万3千羽飼養肉用鶏農場で死

亡・廃用が増加。発症鶏、死亡鶏、血液を材料に各種

検査を実施。腎臓・脾臓腫大、十二指腸粘膜面出血、

ファブリキウス嚢（F 嚢）水腫・萎縮、肝包膜炎。腺

胃の出血はなし。大脳、延髄髄膜炎、心外膜炎、心筋

炎、F 嚢リンパろ胞水腫。十二指腸粘膜にコクシジウ

ムオーシスト。主要臓器から大腸菌を分離。気管・直

腸プール材料から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）を分離。NDVは赤血球

凝集能、遺伝子検査からワクチン由来と同定。F 嚢に

ワクチン株由来伝染性F嚢病ウイルス遺伝子を確認。

NDV-HI抗体GM、前血清64、後血清137。IBV中和抗体

GM、前血清17から後血清211に上昇。伝染性気管支炎

と大腸菌症の合併症と診断。気温低下、アンモニアガ

スによるストレスが発生の要因。ニューカッスル病の

診断にはNDVの分離と性状検査が必要。 

 

29 採卵鶏農場で発生したニューカッスル病（ND）の

防疫措置：福岡県筑後家保 石田剛、香月智弘 

平成18年3月、採卵鶏農場で大雛導入した245日齢

鶏群及び中雛導入した158日齢鶏群において死廃鶏が

増加し、病性鑑定を実施。両鶏群とも油性ワクチンを

接種していたがND-HI抗体価は低く、他鶏群では死亡

増等の異常所見を認めず、また発症鶏からウイルス分

離されたため2鶏群のみNDと決定。決定後、鶏舎等消

毒、全成鶏群への緊急生ワクチン噴霧接種及び周辺養

鶏場への立入検査を実施。緊急ND防疫対策会議で殺処

分鶏の処理方法を検討し、環境問題から埋却は困難と

判断、一般廃棄物焼却施設での焼却を選択。しかし、

施設周辺住民への説明と了承により処理実施までに時

間を要し、まん延防止に支障が出ると判断、民間産業

廃棄物（産廃）処理場での焼却処理に決定。発生鶏群

26,530羽を3日間で殺処分し、汚染鶏卵とともに産廃

処理場に搬出後、7 日間で全て焼却処理。また発生鶏

舎内の鶏糞・飼料等は農場内で堆肥化処理。発生鶏舎

の消毒終了後、飼養鶏に異常なく3週間経過で終息。

今回、殺処分鶏処理を産廃処理場で迅速に遂行、緊急

ワクチン接種を含め適切な防疫措置が実施できた。 

 

30 早期通報体制が機能して摘発されたニューカッ
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スル病（愛玩鶏等）：福岡県両筑家保 嶋田公洋、柴

田規光 

 平成 18 年 3 月及び 5 月、愛玩鶏と小規模採卵鶏に

NDが3件発生。概要：3月4日 T町44羽中患畜8羽、

5月3日O市120羽中同13羽、同10日 A市224羽中

同32羽にND発生。全例共通し死亡、沈うつ、奇声、

神経症状、腺胃の点状出血及び気管の充出血等確認。

高率にNDウイルス分離。遺伝的性状は、16年12月県

内分離株と99 %の相同性。疫学調査の結果、全例野鳥

関与を疑う。防疫措置：全例とも迅速な異常鶏発生の

通報により、3 日以内に殺処分完了。死亡・処分鶏と

飼料は、家保施設内で焼却。敷料、鶏糞等は鶏舎内で

発酵処理。鶏舎等は逆性石鹸、消石灰で消毒。3 km内

の養鶏場延べ12戸の臨床、抗体検査を実施し、一部追

加ワクチン接種を指導。近隣の愛玩鶏飼養計25戸への

緊急ワクチン接種を指導・実施。家保の防疫体制強化

（HPAI防疫演習、広報活動等）により早期通報体制が

機能し、市町村との緊密な連携で迅速に防疫措置を完

了できたと検証。 

 

31 飼養前期の肉用鶏で発生した鶏アデノウイルス

性筋胃びらん：佐賀県西部家保 樋口靖晃 

 平成18年3月、当家保管内農家で鶏アデノウイルス

(FAV)性筋胃びらんが発生。発症鶏群は4鶏舎中1鶏舎

で認められ、入雛後11日目から明らかな症状を示さず

に斃死する鶏が増加し、9 日間で計 349 羽が斃死。病

性鑑定の結果、筋胃粘膜上皮細胞に好塩基性核内封入

体の形成、封入体が形成された粘膜上皮細胞の核およ

び細胞質に抗FAV免疫染色陽性反応を認めるとともに、

透過型電子顕微鏡において、腫大変性した筋胃粘膜上

皮細胞の核内に結晶状配列を示す多数のアデノウイル

ス粒子が確認された。近年、日本各地でFAV性筋胃び

らんの発生事例が報告されており、それらの殆どが目

立った臨床症状を示さず、食鳥処理段階で筋胃にびら

んが発見されることが多い。しかし、今回の症例では、

11日齢以降に発症し、斃死を示すという稀な症例であ

った。  

 

32 粘膜型鶏痘発症鶏より分離された鶏痘ウイルス

の接種試験および遺伝子学的解析：長崎県中央家保 

中島大、早稲田万大 

採卵鶏農家1戸で粘膜型鶏痘が発生し、鶏痘ウイル

ス(FPV)も分離されたことから、分離株の性状を確認す

るため接種試験および遺伝子学的解析を実施。接種試

験は、初生雛をおとり鶏同居の接種群と非接種群に分

け、分離株102.0EID50/mlを大腿部、翼下腹域部、舌下部

に接種。接種群は 3、5、7、14 日目及び死亡した 16

日目に非接種群と共に解剖し、病変の有無を確認。遺

伝子解析は、増幅PCR産物のシーケンスにより既知株

と比較。結果、接種 5 日目より発痘を認め、7 日目眼

瞼発痘、14日目元気消失、顔面腫脹、口腔内チーズ様

物、16日目には全羽死亡。おとり鶏は、18日目に皮膚・

粘膜に発痘を認め、27 日目に死亡。非接種群無症状。

接種群・おとり鶏全ての病変部にボリンゲル小体を確

認し、FPVを分離。遺伝子解析では、分離株は三重県、

千葉県、東京都の鶏由来鶏痘株と100%一致。以上より

分離株の病原性・感染性が確認され、全国散発株と同

一株と考察。 

 

33 ニューカッスル病オイルワクチン接種における

免疫応答の検討：長崎県県南家保 小川亮、橋本哲二 

採卵鶏農場4戸において、基礎免疫終了2週間後と

オイルワクチン接種1ヵ月後にND抗体検査を実施。基

礎免疫終了後の各農場の幾何平均（GM）値は、11～108

倍で、鶏群内でも大きなバラツキがみられた。オイル

ワクチン接種後のGM値は558～2625倍で、全ての農場

においてバラツキのない良好な抗体価を保有。個体識

別した鶏30羽について、同様に検査を実施。基礎免疫

終了後の抗体価は2～4096倍とバラツキがみられたが、

オイルワクチン接種後は、27羽については512～8192

倍の良好な抗体価を保有。3 羽は良好な基礎免疫を保

有していたにも関わらず16倍と低値。基礎免疫の有無

とオイルワクチン接種後の免疫応答を検討。オイルワ

クチンだけの接種群でも GM 値は 362 倍の抗体を保有

（基礎免疫賦与群のGM値は2435倍）。オイルワクチン

接種後の免疫応答には、基礎免疫の抗体価よりもオイ

ルワクチン接種手技が大きな要因になると推察。 

 

34 小規模養鶏場･愛玩鶏飼養者に対する衛生指導：

大分県豊後大野家保 河野泰三 

 複数の小規模養鶏場及び愛玩鶏飼養者よりニューカ

ッスル（ND）生ワクチン投与後の急死、翼麻痺等一概

にNDを否定できない症状を呈す通報を受理。病性鑑定

の結果、全てNDは否定されヒストモナス病、コクシジ

ウム症、大腸菌症とそれぞれ診断。飼養管理や衛生対

策について調査。結果、経験歴の浅さ、疾病に対する

認識不足、NDワクチン未投与や投与時の不備、愛玩鶏

飼養者ではインターネットの掲示板を介し前歴不詳の

鶏を入手後異常発生など不十分な防疫対策が判明。こ

れを受け事例ごとに疾病対策、飼養衛生管理基準の遵

守等を指導。対策後終了後、小規模養鶏場には適時的

確なNDワクチンの投与、愛玩鶏飼養者には周辺農場へ

の危険性を優先し家保がNDワクチン投与。結果、全て

感染防御するに十分な抗体価を獲得し、その後の疾病

も未発生。事例は氷山の一角に過ぎず養鶏業を伝染性

疾病から守る上で、小規模養鶏場･愛玩鶏飼養者への指

導・対応が不可欠であることが示唆。 
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35 ブロイラーに発生した頭部腫脹症候群：大分県大

分家保 坂田真友子、佐藤 亘 

 平成18年8月中旬、県内の20,000羽飼養ブロイラ

ー農場で、約20日齢から眼瞼腫脹と沈鬱を呈し死亡す

る鶏が増加し、病性鑑定を実施。解剖鶏5羽に顔面皮

下の化膿性炎、気管炎を観察。顔面皮下、主要臓器等

からE.coliを分離。5羽中2羽の気管から七面鳥鼻気

管炎ウイルス（TRTV）特異遺伝子を検出、ウイルス分

離陰性。TRTV中和抗体価は発症鶏445倍（GM値)、未

発症鶏21倍。TRTVとE.coliが関与した頭部腫脹症候

群と診断。TRTVの関与が確認されたため、TRTV抗体価

の推移を調査。平成18年8月下旬入雛群（初生時に生

ワクチン噴霧）について1日齢から50日齢時に10羽

を無作為抽出し、TRTV中和抗体価を継時的に調査。GM

値：1日齢73.5倍、10日齢9.6倍、20日齢4.6倍、

30日齢25.9倍、40日齢32.0倍、50日齢34.3倍。移

行抗体の消失する 20 日齢過ぎに野外ウイルス感染が

示唆されたことから、当該農場でのワクチン接種時期

に問題があると思われた。 

 

Ⅰ－３細菌性・真菌性疾病 

 

36 鶏から分離された Gallibacterium anatis：山形

県 

庄内家保 佐々木志穂、細川みえ 

平成18年2月及び6月に認定小規模食鳥処理場で食

用不適とされた約140日齢の肉用地鶏から共通してβ

溶血を示すグラム陰性桿菌を純培養的に分離。3羽中2

羽に皮下水疱、1羽に心嚢炎、1羽に肝包膜炎を認めた。

病理組織学的検査では、肝臓にリンパ球あるいは偽好

酸球浸潤を認めた。細菌学的性状検査により avian 

Pasteurella haemolytica-like organisms groupと判

定。本症例分離菌1株及び同様の性状を示した採卵鶏

由来保存菌株（2戸3株）について16S rRNAシークエ

ンス実施。全株 Gallibacterium anatis （以下 G．

anatis）と同定（相同性99.4～99.6%）。Andersらは、

Gallibacterium属菌が敗血症、卵巣炎、卵管炎、腹膜

炎、腸炎、呼吸器疾患を示す鶏から分離されると報告。

国内では鈴木らがActinobacillus salpingitidisによ

る敗血症例を報告しているが、G． anatisによる報告

は国内初。鶏舎内環境由来材料27検体から本菌は分離

されず。 

 

37 ブロイラー農場のカンピロバクター等分離状況

と衛生管理指導：新潟県下越家保 須貝寛子、石井清

衛 

管内ブロイラー農場5戸において、ヒナ導入時と出荷

時の鶏糞・鶏舎内環境材料(床・壁・給与水)について

カンピロバクター、サルモネラ検査及び衛生指導を実

施。カンピロバクターは出荷前3戸(7/40検体)で分離、

菌種はC.jejuni(6株)、C.coli(1株)。サルモネラは導

入前4戸(7/90検体)、出荷前4戸(16/40検体)で分離、血

清型は全例がS.Infantis。導入から出荷までカンピロ

バクター、サルモネラとも分離されない農場が1戸。衛

生指導は飼養管理の改善を主眼に実施。特に、①アル

デヒド系消毒薬による追加消毒(4戸)、②給与水の消毒

(3戸)のほか、③鶏舎床面のヒビ割れ補修(4戸)、④鶏

舎毎の衣服交換・手指消毒(5戸)等を指導。その結果、

衛生管理の重要性が認識され、アルデヒド系消毒薬の

選択(2戸)、消毒回数の増加(1戸)及び給与水の消毒(3

戸)を開始するなどの飼養管理の改善が認められた。 

 

38 管内養鶏家のサルモネラ浸潤状況の調査：山梨県 

西部家畜保健衛生所 秋山倫子・鎌田健義 

近年、消費者の畜産物に対する安全性への関心は高

まる一方である。生産現場でも、食中毒原因菌として

重要なサルモネラへの様々な衛生対策がなされてきて

いる。そうした中、本年9月、(社)日本養鶏協会の調

査した採卵鶏農場の高率なサルモネラ汚染状況の報道

を受け、当所でも管内採卵養鶏場のサルモネラ浸潤状

況を把握するため調査を実施。対象農家は飼養羽数

1000羽以上の平飼い農家12戸、ケージ飼い農家11戸、

計23戸。1農家につき、鶏卵（卵殻・液卵）・鶏舎塵

埃・盲腸便またはクロアカスワブを検査。結果全て陰

性。また、サルモネラに関する意識調査としてアンケ

ートを実施。サルモネラへの関心の高さが伺えた。当

所では平成13年以降、年平均約60件240検体のサル

モネラ自主検査を実施。件数・検体数はほぼ横ばい。

平成16年10月以降サルモネラは検出されていない。

今後も実施農家には定期的な受検を要請し、未実施農

家には自農場の衛生状況を把握するよう指導していく。 

 

39 採卵鶏農場におけるサルモネラの分離と陰転：岐

阜県西濃家保 小林弘明、井上富雄 

平成17年4月～18年11月、管内採卵鶏農場26戸

を対象に実施したサルモネラ検査を基に、採卵鶏農場

における汚染の現状と対策について検討。検査方法は、

鶏卵のサルモネラ総合対策指針を準用。検査は延べ

218 戸 1,241 検体について実施。床牽引ガーゼ336 検

体中40検体から、飼料・水各60検体中1検体ずつか

ら検出。鶏卵581検体、盲腸便等204検体からは非検

出。分離菌は18の血清型に分類されるが、農場間での

同一型はない。床の検査結果は通算（延べ陽性戸数／

延べ検査戸数）で17％が陽性を示したが、月別では0

～43％を推移。農場の汚染レベルを下げるため、冬期

に陰転後、非検出だった農場等の陰転要因を検討し、
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ネズミ・ハエの駆除、サルモネラワクチン接種、消毒

あるいは石灰散布等の重要性を確認。定期的な床検査

は、インエッグ感染菌の監視と同時に、農場における

サルモネラ対策の効果確認検査として有効。 

 

40 養鶏団地のサルモネラ清浄化に向けた取り組

み：静岡県西部家保 小柳寿文、高柳弘一 

Salmonella Enteritidis(以下SE)を含むサルモネラ

汚染が確認された養鶏団地において、地域衛生管理体

制整備事業を活用し清浄化対策を実施。SEワクチン未

接種のおとり鶏を設け、SE の動態を調査したところ、

抗体、菌分離とも全て陰性。ネズミ対策については、

従来から行ってきた粘着シートによる捕獲の強化に加

え、炭酸ガスを用いた鶏舎壁内の駆除についても試み

た。また、検討会は農場責任者だけでなく農場オーナ

ーも加え、各種対策の徹底を図った。その結果、サル

モネラ検出率は徐々に減少した(対策前 33%(SE10%)対

策後14%(SE2%))。サルモネラの清浄化には、施設面と

管理面の対策が不可欠であり、現在、一般衛生管理マ

ニュアルの作成を行い、従業員の衛生意識の向上を図

っている。 

 

41 管内採卵鶏農場におけるサルモネラ対策とその

意識：愛知県西三河家保 尾関祥子 

近年、食の安全性確保の為サルモネラフリーの鶏卵

の供給が求められている採卵鶏飼養において、家保の

指導の方向性を検討するため、飼養衛生管理基準の遵

守状況及びサルモネラ対策に関する聞き取り調査等を

実施。調査は採卵鶏飼養48農場で実施。調査項目の内、

サルモネラ検査実施農場は 37/48、この内、卵の出荷

先から検査要望のあった農場は29農場であり、雛導入

元の検査確認実施農場は7/48であった。飼養衛生管理

基準の遵守状況では基準２に係る踏み込み消毒槽の設

置は 37/48、基準５に係る消毒設備は 19/48 と２項目

の不備が顕著であった。また強制換羽の実施は14/48、

サルモネラ予防液使用農場は２農場であった。農家は

出荷用の検査に止まらず、検査による状況把握の上外

部からの汚染防止をより徹底する事が肝要である。家

保は飼養衛生管理基準の遵守の重要性を強調し、啓

発・指導を継続したい。 

 

42 ウインドウレス採卵鶏農場における大腸菌症の

発生と追跡調査：愛知県東三河家保 兼子松義、桜井 

敬 

 ウインドウレス鶏舎1棟で約28,000羽を飼養する採

卵鶏農場で、11月初旬に平成17年6月4日餌付け鶏

群120羽が急死した。病性鑑定の結果、鳥インフルエ

ンザは否定され、細菌学的検査及び病理組織学的検査

により、鶏大腸菌症（血清型O78）と診断された。 

 平成 18 年１月から毎月実施した発生鶏群の追跡

調査では、発生の沈静化した２月までに計873羽の死

亡鶏が確認された。また２月からの死亡鶏等の病性鑑

定では、いずれの鶏も発育不良（平均1.3kg）であり、

大腸菌の関与が確認された。さらに、同鶏種の指標値

と比べると、産卵ピークの時期が遅れ、その後も産卵

率が低い傾向が認められた。また卵重分布においては、

卵の小玉化が認められた。本事例では、導入時の発育

不良と環境性ストレスが要因と考えられた。また発生

が沈静化した後も産卵率の低下及び卵の小玉化が確認

されたことから、同農場において多大な経済的損失が

あったことが推測された。  

 

43 一肉用養鶏場で発生したカビ性肺炎：滋賀県家保 

前井和人、市川雅子 

鶏のカビ性肺炎は、幼雛時に死亡率が高く、多くは

敷料が感染源。平成18年6月、35,000 羽飼養規模の

肉用鶏農場において、7 日齢までの一群にカビ性肺炎

が発生。飼養していた 4 群のうち、A 群の死亡率が 4

日齢から急増し 20%に達した。同時期に導入した B 群

は通常範囲。A、B群では、鶏種、餌が異なり、空舎期

間は各10日、20日と異なっていた。A群16羽、B群4

羽の病性鑑定により、肺、気嚢に白色結節がA群で多

数、B 群で少数確認。病理組織で、肺、気嚢、脳に化

膿性肉芽腫と菌糸を確認。細菌検査では、諸臓器から

真菌を分離。環境検査では、A、B群の敷料から同量の

真菌を分離。敷料は同ロットの建築廃材木くず。発生

要因として、敷料を雨に当たる場所で保管、空舎期間

の不十分が考えられ、敷料の適正管理、空舎期間の確

保を指導したことにより終息。本病の発生要因として

の、感染源の除去とともに、環境管理対策の重要性も

併せて示唆。 

 

44 肉用鶏農場でのCampylobacter浸潤に関する疫学

調査 －第２報－：京都府中丹家保、矢野小夜子、吉

良卓宏 

Campylobacter の肉用鶏農場への侵入経路解明のた

め、平成15～18年Ａ農場で浸潤状況調査。調査期間中、

９ロットの鶏群全てからCampylobacter jejuniを分離、

飼料・飲水・敷料・ネズミからは検出なし。PCR-RFLP

法による鞭毛遺伝子型別で経時的なタイプの変動を確

認。Ａ農場株と疫学的関連が認められない近隣Ｂ農場

株は連動し、離れた他の農場株とは異なっていた。Ａ

農場の12日齢ヒナ３羽を実験室で８週齢まで飼育し、

Ａ農場内同一ロットヒナと並行して浸潤調査したとこ

ろ、実験室ヒナは 後まで浸潤せず、Ａ農場ヒナは31

日齢で浸潤。鶏由来株のネズミへの定着性確認のため、

マウス５匹にＡ農場鶏由来株 10４CFU を経口投与し排

菌状況を調査､マウス１匹の糞からのみ 10４CFU/g 前
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後の持続的排菌を４週間確認。以上から、Ａ農場の鶏

群にはヒナ導入後に新たな浸潤が繰り返され、ＡＢ農

場共通の媒介要因となるネズミなど野生生物の関与を

推察。鶏舎への野生生物侵入防止対策が重要と考える。 

 

45 採卵養鶏場におけるサルモネラモニタリング成

績と清浄化対策：兵庫県和田山家保 中条正樹、長谷

川隆一 

 継続的にサルモネラモニタリングと清浄化対策を実

施。平成15～18年度の対象農家は12戸。15年度、陽

性農場5戸。陰性農場は7戸で、4年間を通じ陰性。

分離サルモネラは、各農場で異なり、同一農場では同

種類のサルモネラを継続して分離。1戸でS.Typhim 

urium(S.T)が陽性。17年度からは陽性農場に対し、 

一般的な衛生管理の徹底を指導するほか、疫学調査 

により原因を特定、改善点を明確化。さらにモニタ 

リング回数を増加し、改善状況をチェック。A農場 

では、配合原料の魚粉が原因と考え、サルモネラ検査

済に変更を指導。18年12月に陰性。B農場は鶏舎内の

ホコリやクモの巣を除去するなど、清掃の徹底により

17年12月に陰性。S.T陽性のC農場では、ネズミが汚

染拡大の原因と考え、ネズミ駆除の強化、週1回の消

毒と通路への石灰散布を実施。S.T は減少傾向。陽性

農場は5戸から3戸に減少、同様に検体からのサルモ

ネラ分離率も15.1%から13.8%まで低下。 

 

46 肉用鶏系列農場のカンピロバクター浸潤調査：兵

庫県姫路家保 柴折浩幸、島田昌彦 

カンピロバクター（本菌）食中毒の増加。鶏肉汚染

が問題視。養鶏場の本菌清浄化を目指し、平成18年3

月から12月に肉用鶏生産から食鳥処理を一貫する1

系列で浸潤状況と疫学的特性を調査。同系列は、育す

う場と肥育農場が分離。薬剤感受性試験（感受性）及

びパルスフィールドゲル電気泳動（PFGE）により疫学

的特性を検討。本菌は、育すう場で不検出、肥育農場

では調査全群からほぼC.jejuniを検出。6月入すう群

以降は移動後数日で検出。盲腸便菌量は104～107cfu/g。

PFGEは概ね同一型。14薬剤感受性は4種類以上の薬剤

に同様の耐性、8薬剤耐性株も確認。同一タイプの本

菌の急速広範な浸潤は、鶏運搬作業者の動線を介する

拡散と推測。作業改善後既存タイプ消失、別タイプ出

現。本菌農場侵入に別経路の関与、系列農場の総合的

な衛生対策必要。食品衛生上、多剤耐性株の拡散懸念。

当所鶏舎移動群は、導入50日後も本菌陰性。衛生対策

の徹底で本菌フリー鶏肉生産の可能性を示唆。  

 

47 管内ブロイラー団地のサルモネラ清浄化への取

り組み：和歌山県紀南家保 後藤洋人、松井望 

 過去4年間サルモネラ検出のなかった管内ブロイラ

ー団地で成鶏クロアカスワブから Salmonella 

Hader(SH)、Salmonella Schwarzengrund(SS)を検出。

農家側はその原因を導入ヒナ等の外部要因であると主

張。衛生管理指導の前段階としてサルモネラ侵入経路

調査と検討会により農家の意識改善を図った。調査で

は、飼料、水、敷料、雛クロアカスワブからはサルモ

ネラ検出せず。畜主長靴、入雛前鶏舎、入雛6週後鶏

舎、6週齢鶏クロアカスワブからSH、SS、Salmonella 

Infantis を検出。長靴、鶏舎消毒の不備と、鶏舎内に

常在化したサルモネラにより鶏が汚染されている可能

性を確認。農家への検査結果の提示および家畜保健衛

生所、地元農協を含む検討会を通して、消毒方法の改

善や消毒槽の必要性等の協議と農家による自主的な改

善案の提示を誘導。現在、サルモネラの清浄化と衛生

管理の平準化を図るため、家畜保健衛生所の定期的な

立入検査と検討会開催等により農家毎の改善策を実践

中。 

 

48 ブロイラーの Enterococcus 属による敗血症例：

鳥取県西部家保 植松亜紀子、尾崎裕昭 

 Enterococcus属（E属）菌は鳥類の腸内常在菌であ

るが、心内膜炎、敗血症を起こすことが知られている。

今回管内ブロイラー農場においてE属による敗血症が

見られた。ウインドレス鶏舎のブロイラー農場におい

て、死鳥羽数増加（41 日齢、約 2.5%/3 日間）で病性

鑑定。 臨床症状は活力無く、うずくまりを呈し、群内

は発育のばらつきが顕著。解剖では、軽度の心外膜炎・

胆嚢腫大を確認。細菌検査で主要臓器からグラム陽性

球桿菌を分離。病性鑑定結果より、主要なウイルス疾

病は否定的、分離菌はE属、病理学的に全身、特に脾

臓に壊死巣が多発し、病変部に球菌の増殖が見られた

ことから、E 属による敗血症と診断。次回ロットでは

ワクチンプログラムの見直し、消毒の徹底を実施。出

荷まで特に問題は見られなかった。 

 

49 クロストリジウム感染症を伴う鶏コクシジウム

病発生採卵鶏育成農場に対する衛生指導：岡山県岡山

家保 出石節子、澤田健二 

 平成１８年１月、高い死亡率のクロストリジウム・

パーフリンゲンス感染を伴う鶏コクシジウム病が発生

した。その後、投薬、加温等により死亡率は通常レベ

ルまで回復した。平成１８年３月、同一農場の別ロッ

トにおいても鶏コクシジウム病が発生し、投薬により

症状が回復した。いずれの事例も農場内での鶏舎移動

直後に発生し、発生鶏舎に偏りがみられた。発生原因

追及及び再発防止のため、平成１８年５月に導入され

た鶏群について、継時的な各種抗体検査及び糞便検査

を実施するとともに、飼養状況の詳細な調査を実施し

た。これらの調査や検査をもとに衛生指導を行ったと
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ころ、飼養管理上の不備及び消毒方法が改善され、そ

の後、高い死亡率での鶏コクシジウム病の発生は認め

られていない。 

 

50 肉用鶏に発生したクロストリジウム・セプティカ

ム感染症：徳島県徳島家保 岸本雅人、浅野順司 

  2006 年 12 月中旬、管内 1 肉用鶏農家において、6

鶏舎中1鶏舎（11月11日入雛群、5,500羽、34日齢）

で死亡鶏が増加（約 1％／日）。徳島県高病原性鳥イ

ンフルエンザ防疫マニュアルに基づき立ち入り検査を

実施。インフルエンザ簡易検査は陰性。剖検所見では、

下腹部から大腿部皮下に不潔感を伴った水腫と発泡、

肝の帯黄色腫大・白色斑が認められた。病変部塗抹鏡

検で長連鎖した大桿菌を確認、細菌培養検査において

Clostridium septicum（C.s）を分離。血清抗体検査で

は、特に野外感染を示唆する抗体価の上昇は認めず。

以上のことからC.s感染症と診断。対策として感受性

薬剤（アンピシリン）の投与、出荷後の消毒方法の変

更を指導。発症鶏群はアンピシリン投与後、死亡羽数

が激減し効果が認められた。 終成績は出荷日齢 56

日、育成率90.9％、平均体重3.03kg。今後C.s対策と

して、徹底した消毒が必要である。 

 

51 肉用鶏農場に発生した大腸菌症事例にみる衛生  

対策指導の展開：徳島県東みよし家保 丸谷永一、小

倉朋和 

 平飼い開放鶏舎計5 棟で2 0 , 0 0 0 羽を飼養する

管内肉用鶏農場で、平成1 8 年1 0 月、6 週齢前後

に同ロットの鶏舎3 棟での死廃率が2 . 5 ％にまで上

昇。病性鑑定より、大腸菌症と診断。薬剤感受性試験

結果をふまえ生菌剤投与を指導。併せて環境衛生の改

善を図るべく、出荷後の鶏舎の細菌検査と、次回導入

ロットについて各種抗体検査を実施。3 棟計2 7 カ

所を対象に拭き取り検査を行った結果、サルモネラ・

クロストリジウム・カンピロバクターの分離状況はそ

れぞれ1 1 ％・6 3 ％・3 7 ％と高度に汚染。洗浄・消

毒の徹底指導を行うも、次回導入ロットでも、1 棟で

大腸菌症を主因とする死廃増（約1 ％）が続発。鶏舎

間伝播の防止や異常の早期連絡等、衛生対策の意識向

上に成果が現れたものの、飼養形態に即した、具体的

な頻回指導が必要。1 7 5 戸・2 6 0 万羽飼養とブロ

イラー経営の特化した管内地域の経営安定に向けて、

更なる指導例の成績集積に努める。 

 

52 採卵鶏の頬部腫瘤を主徴とした Pasteurella 

gallinarum 感染症：香川県東部家保 矢野敦史、竹

内康裕 

採卵鶏32,000 羽飼育の養鶏農家で540 日齢2，500

羽の群に、平成18年4月の強制換羽後、5月上旬から

10羽前後の死亡が10日間ほど続き、産卵率は60％で

停滞。頬部に腫瘤、眼瞼腫脹、鶏群全体が元気消失で、

4 羽を鑑定殺。剖検：腫瘤は硬化した黄色固形物・チ

ーズ様物、周囲は線維性肥厚。組織検査：化膿性肉芽

腫、咬筋筋間織にリンパ球の浸潤。細菌検査:腫瘤から

Pasteurella gallinarum（以下 P.g）, Enterococcus 

faecium（以下E.f）を分離。ウイルス検査；ウイルス

分離陰性、TRT及びIBのPCR検査陰性。原因菌の特定

及び混合感染の病原性確認のため、感染試験を実施。

腫瘤の発生原因は P.g 、E.f は病原性なし。P.g は嘴

の末端から侵入し、皮下膿瘍を形成、稀に眼瞼・頭部

腫脹を併発。野外例では、強制換羽後の免疫力低下に

よりP.gの感染を繰返し、腫瘤を形成。死因は腫瘤に

よる飼料の摂取不足と推察。P.g 感染症は頭部腫脹症

候群の類症鑑別として重要。 

 

53 管内養鶏場で検出されたサルモネラ菌の細菌学

的検索と衛生対策：高知県幡多家保 水野悦秀、夕部

尚彦 

 管内養鶏場で実施した平成17、18年度のサルモネラ

菌検査結果を比較、検討。2年間に4農場で、計10回

検査を実施。A 農場で、Salmonella Newport(SN)、

S.In-fantis（SＩ）、H抗原不明、O抗原7のSalmonella

（S(O７)）を、B農場で、SN、S.Mbandaka、S(O７)を、

C農場でSＩ、S(O７)を、D農場でS(O７)を検出。ディ

スク拡散法では、全ての株が、KM、EM、LCMで耐性を、

ABPC、CP、FORで感受性を示した。AとB農場のSNは、

同様な感受性を示したが、AとC農場のSＩでは、OTC

の感受性のみに差違があった。プラスミド・プロファ

イルでは、検出菌の泳動像に明確な差違はなし。Bnl

Ⅰ使用のSＩのPFGEでは、AとC農場の菌株は、同一

菌株でなく、C 農場の菌株は、県内検出の人下痢由来

株、東部地域の農場検出株と一致。衛生対策として、

農場等を対象としたサルモネラ症講習会の開催、消毒

のポイントについてのリーフレットの配布、農場での

発泡消毒のデモンストレーションを実施。 

 

54 一養鶏場で発生した鶏サルモネラ症とその対

策：長崎県県北家保 元村泰彦、下村辰人 

一採卵鶏農場で Salmonella Enteritidis（SE）感

染による成鶏の死亡例が発生。当該農場は A 鶏舎で 3

群（6カ月齢：500羽、6カ月齢：700羽、18カ月齢：

1,200羽）、B鶏舎で2群（３カ月齢：800羽、15カ月

齢：700羽）を飼養。平成18年7月、A鶏舎の6カ月

齢2群の一部に元気消失、うずくまり等の症状を呈し

24羽死亡。死亡鶏2羽を病性鑑定。細菌検査で主要臓

器からSEが分離され鶏サルモネラ症と診断。クロアカ

スワブによる分離培養、血清による抗体検査で鶏群の

汚染状況調査を実施。A鶏舎は抗体検査、SE分離とも
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に陽性率が高かったため鶏卵の出荷自粛依頼、その後、

鶏の淘汰および鶏卵の廃棄、鶏舎内外の徹底消毒の対

策を取り清浄化を確認。B鶏舎は15カ月齢のみ抗体陽

性、両群SE分離陰性のため、定期的モニタリングを実

施し、3 カ月齢群にはサルモネラワクチンを接種し、

15カ月齢群は早期更新を指導。 

 

55 ブロイラーに発生したアスペルギルス症：鹿児島

県北薩家保 吉野雄、前田かおり 

 2006年8月、管内のブロイラー農場（平飼いの3鶏

舎21,000羽飼養）で、1鶏舎のみに元気消失、沈うつ、

起立困難の症状を呈する雛がみられ、8月5、6、7日

にそれぞれ107、75、51羽の死亡を確認、管理獣医師

から依頼を受け病性鑑定を実施。検査材料は、発生鶏

舎の7日齢の衰弱雛5羽。剖検所見で腹腔内にチーズ

様塊、組織所見で肺に炎症性細胞の浸潤および多核巨

細胞を伴う肉芽腫性肺炎が観察され、炎症部中心にPA

S反応陽性の菌糸を確認。細菌学的検査で全羽の肺か

らAspergillus fumigatus を分離。ウイルス学的検査

でインフルエンザ簡易検査、寒天ゲル内沈降反応、ウ

イルス分離がいずれも陰性でHPAIとNDを否定。以上

のことからアスペルギルス症と診断。発生鶏舎では、

発生7日目から3日間オキシテトラサイクリンを飲水

投与し、淘汰の徹底と敷料の床返しを実施。その結果、

発生13日目にほぼ終息。今回の発生要因としては、導

入1週間前に数日間大雨が続いたこと、吸水性に富む

敷料であったこと、夏の高温多湿の時期など、敷料に

カビの発生しやすい環境条件が揃っていたと推察。 

 

56 ブロイラー幼雛の鶏パスツレラ症：鹿児島県鹿児

島中央家保 倉岡良市、渡邉学 

 平成18年7月、3鶏舎で26,700羽を飼養するブロ

イラー農場において導入後19日以降1鶏舎のみに脚

弱・起立困難による衰弱死及び淘汰対象鶏が漸次増加。

延べ34羽等を検体に2回の病性鑑定を実施。9羽の解

剖で心外膜炎、肝包膜炎や足根関節及び周囲の化膿等

を確認。病理検査で化膿性線維素性心外膜炎及び肝臓

壊死巣、脾臓リンパ濾胞壊死等を確認。ウイルス検査

ではインフルエンザ簡易キット及び鳥インフルエンザ

(AI)抗体検査陰性。AI、ニューカッスル病、レオウイ

ルス分離陰性。細菌検査で一部実質臓器と関節腔内化

膿よりPasteurella multocidaを分離、莢膜抗原B型

と同定。分離菌は６種抗生物質に高い感受性。また、

発生鶏舎のみMycoplasma gallisepticum及びsynovia

e 抗体保有確認されるも関節腔内化膿よりの分離陰性。

消化管内及び敷料よりボツリヌス毒素、毒素遺伝子PC

R検索陰性。以上より関節炎を主徴とする鶏パスツレ

ラ症と診断。２回のアンピシリン投与で発生終息。同

居鶏は出荷時食鳥検査異常なし。さらに次回導入まで

の空舎期間を延長、消毒徹底で、次回導入後に異常は

認めず。 

 

Ⅰ－４原虫性・寄生虫性疾病 

 

57 生菌製剤給与と堆肥化後の敷料再使用が鶏コク

シジウムオーシストに及ぼす影響：秋田県中央家保 

柿野淳  

 比内地鶏の飼育では、コクシジウム病の対策が重

要な点の一つである。また、抗生物質に依存しない

畜産が求められ、その代替品として有機酸、生菌製

剤、酵素剤等が着目されている。そこで、比内地鶏

を生菌製剤給与・堆肥化後の敷料再使用区（試験区）

と生菌剤非投与・新敷料使用（対照区）に分け、糞

便中と敷料中のオーシスト数(OPG)について検討し

た。また、両区のオーシスト強制投与鶏を順次数羽

ずつ解剖し、病理組織学的に検討を加えた。結果、

試験開始２週間後の糞便中と敷料中OPG について、

試験区は対照区に比べ低値を示した。敷料中OPG は

全試験期間で、試験区が対照区に比べ低値を示す傾

向にあった。また、組織学的には腸管粘膜中の虫体

数に差はみられなかったが、試験区の病変は対照区

に比べ軽度であった。以上のことから、生菌製剤と

堆肥化後の敷料再使用はコクシジウムの感染による

発症を抑制することが示唆された。  

 

58 フエダニ科Cytodites nudus罹患鶏の病理学的考

察：千葉県南部家保 原普、村杉真樹 

 平成 17 年度に報告したフエダニ科 Cytodites 

nudus(CN)寄生鶏と同居していた小学校の飼養鶏につ

いて病理検査を平成18年1月に実施。平成17年6月

以前孵化の6羽の烏骨鶏交雑種(A群)、同年7月以降

孵化の 5 羽の烏骨鶏交雑種(B 群)及び他校より来た 1

羽の採卵鶏(C群)計12羽全て外見上異常は認められな

かったが、A群とB群全ての鶏の肺と気嚢にCNが認め

られた。腹腔気嚢に寄生するCNや、胸腹腔気嚢では液

体の充満したシスト様構造の内側に棲息する CN も見

られた。組織検索ではA群の全てとB群の3羽に肉芽

種性肺炎像や修復のプロセスが認められた。真菌、抗

酸菌は認められない。臨床症状の欠如にも拘わらず特

徴的な病変が観察され、CN 寄生鶏の生前診断は困難。

気嚢内を自由行動する CN とシスト様構造内に棲息す

る CN があるが、機序は不明。CN の棲息には肺胞より

も気管支が適していると推察。寄生鶏群中のCN寄生率

は非常に高く、数羽の検査でサーベイ可能。  

 

59 管内養鶏場における外部寄生虫対策：岡山県高梁

家保 岡田ひろみ、山内章江 
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 近年、採卵鶏農場において外部寄生虫、特にワクモ

による被害が増加。管内でも数戸の農場で対応に苦慮

しているのが現状。その内の１農場において、平成１

７年９月及び平成１８年５月に死亡数増加、高度貧血

等の症状を認め、農場から病性鑑定の依頼。当初原虫

性疾病を疑っていたが、検査の結果ワクモ・トリサシ

ダニの大量寄生が原因と断定。農場へ定期的な消毒等

衛生管理の徹底、特にオールアウト後の消毒の徹底及

び駆虫薬の投与を指導。その結果、鶏体に大量に寄生

していた外部寄生虫はほとんど認めず、貧血も改善。

殺虫・消毒剤については、平成１８年５月２９日に施

行されたポジティブリスト制を踏まえた使用方法を実

施。 

 

60 鶏の外部寄生虫症とその対策：熊本県城南家保 

山下利治、坂本徹朗 

平成18年6月、鶏舎内にダニ様昆虫の大発生を受け、

病性鑑定実施。鶏舎床面、鶏糞上、ゲージのクモの巣、

塵埃に多数のダニ様昆虫を認め、鶏舎内移動で身体に

も這い上がる。飼養鶏は肉冠の退色を認め、鶏体・肛門

周囲へのダニ様昆虫の寄生、産卵率低下、死亡羽数増加

はなし。形態検査から全長約 1mm 程度の比較的大型の

楕円形を呈し、口顎部両側に1対、中央にムチ状の長

い1本の顎体突起を確認。発生状況、形態学的特徴か

ら節足動物門蛛形綱ダニ目中気門亜目ワクモ科 

Dermanyssus gallinae （ワクモ）と同定。使用してい

たものとは異なる有機リン系殺虫剤の散布（5～7 日間

隔）、鶏糞除去を指導、その後の発生なし。今後の対策は、

外部寄生虫が各種疾病のベクターの可能性あり、鶏舎

内に持ち込まないことが重要。殺虫剤使用時は、同じ

殺虫剤の反復長期使用は控え、使用上の注意、休薬期

間等を守り、鶏卵への残留や従事者の健康被害にも注

意が必要。 

 

Ⅰ－５一般病・中毒・繁殖障害・栄養代

謝障害 

 

61 食品残さ給与養豚場で多発した異常産：岩手県

県南家保 佐々木家治、浅野隆 

 平成 17 年 8 月～11 月にバークシャー種の繁殖母

豚 55 頭を飼養する一貫経営養豚場で、25 腹分娩中

24腹が異常産を呈し、総産子188頭中108頭が白子、

51頭が離乳前に死亡した。飼料は離乳後～妊娠中期

に食品残さ7kg/日、妊娠後期には同食品残さに加え

配合飼料1kg/日が給与されていた。白子、死亡哺乳

豚の病理学的および病原学的検査では原因を特定す

る成績は得られなかった。飼料の成分分析では、前

者の期間は低タンパク（充足率65～67％）および高

塩分（同451％）、後者の期間は高塩分（同507％）

であった。充足率是正のため、前者の期間は食品残

さ1kg/日と配合飼料2kg/日に、後者の期間は配合飼

料3kg/日に変更したところ、翌年1月～3月まで29

腹分娩中異常産17腹、総産子226頭中白子59頭、

離乳前の死亡35頭に減少した。よって、不均衡な栄

養成分の飼料給与が異常産に関与した可能性が伺わ

れた。  

 

62 小規模採卵鶏農家にみられた腹水症と衛生指

導：兵庫県姫路家保 佐織德彦、北垣貴央 

 平成18年 10 月、小規模採卵鶏農家から、9月上旬

に大雛導入の100羽が3日間で21羽が突然死との通報

を受け、病性鑑定を実施。平飼開放鶏舎で300羽飼養

し、トウフ粕等を利用した自家配合飼料を給与。剖検

で、削痩、心嚢水及び腹水貯留、卵巣発育不良を確認、

組織所見で軽度心筋水腫変性、肝臓の巣状性壊死ある

いは小葉中心性変性を見る。ウイルス、細菌、寄生虫

の関与はなく腹水症と診断。飼料中のエネルギー、粗

蛋白質、カルシウム含量は低かった。また、血中ビタ

ミンA濃度は低値（158IU/dl）。ビタミン剤投与と飼料

給与改善を指示した結果、血中ビタミンA濃度は上昇

（251IU/dl）、死亡鶏は見られなくなり、産卵率も上昇。

給与飼料の変更により改善が見られたため、低ビタミ

ン A、低エネルギーを主因とする腹水症と診断。高病

原性鳥インフルエンザ発生以降、小規模養鶏農家に立

入る機会が増加。防疫対策のみならず飼料給与体系も

含め、飼養管理技術や衛生対策が不十分な小規模養鶏

農家に対する幅広い飼養管理指導が必要。  

 

63 採卵鶏にみられた卵管腺癌：高知県高南家保梼原

支所 利岡知、山﨑和典 

 平飼い約 40 羽飼養の採卵鶏農家において、平成 18

年4月、腹部膨満し元気消失した個体が1羽認められ

たため、病性鑑定を実施。帯緑色透明の腹水が大量に

貯留。腹腔内に約 10×7×5 ㎝大カリフラワー状の腫

瘤を確認。臓器漿膜には乳白色充実性の結節状組織が

播種性に認められ、諸臓器は相互に癒着し、臓器の硬

度は増していた。病理組織学的検査で腫瘤および播種

組織において腫瘍細胞の増殖を確認。腫瘍細胞は不定

形の大小不同に富む核を有し、腺管状あるいは腺房状

構造を不規則に形成しつつ結合組織を伴い浸潤増殖し

ており、腫瘍細胞の腺腔側の細胞質には好酸性顆粒を

多数観察。腫瘍細胞の異型性は高く、核分裂像も頻見

された。卵巣、卵管および膵臓由来が疑われたが、抗

鶏卵白アルブミン家兎血清を用いた免疫組織化学的検

査により、腫瘍細胞の好酸性細胞質内顆粒に一致して

陽性抗原が認められたことから、卵管の卵管腺上皮細
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胞由来の悪性腫瘍である卵管腺癌と考えられた。  

 

64 愛玩鶏に発生した中毒を疑う致死的経過事例：福

岡県北九州家保 小河大輔 

 12羽飼養の愛玩鶏農家（開放鶏舎、ケージ飼い）で、

2006 年６月初旬より水様性下痢を呈し、産卵数低下。

６月８、11、15 日にそれぞれ１羽死亡。６月 15 日畜

主より病性鑑定依頼があり同日立入。下痢は終息して

いたが、全羽に貧血を認めた。16日に４羽、18日に残

り２羽が死亡し、全羽死亡。材料に生鶏３羽、死亡鶏

１羽を供し、病理解剖、血液検査、細菌分離、病理学

的検査、寄生虫検査、抗体検査（ニューカッスル病（ND）

HI試験、鳥インフルエンザ）ウイルス分離を実施。立

入時に中毒も疑われたため、発生農家給与飼料および

水を当家保飼養鶏に１カ月間給与したが、異常は認め

ず。ヘマトクリット値は12～18。剖検で体表にダニの

寄生を認め、末梢血中にロイコチトゾーンⅡ期像を認

めた。病理組織学的検査で肝細胞の巣状壊死、空胞変

性を認めた。ウイルス分離陰性。抗体検査は鳥インフ

ルエンザ抗体陰性。ND-HI 抗体価は GM753 倍でワクチ

ン抗体と判断。ダニの吸血あるいはロイコチトゾーン

病により貧血を呈している鶏に何らかの中毒が加わり

死亡したと推察。しかし、原因物質特定に至らず。  

 

Ⅰ－６保健衛生行政 

 

65 特産地鶏「青森シャモロック」生産農場における

飼養・衛生管理改善の取組み：青森県八戸家保 照井

佐知子、阿部知行   

青森シャモロック（横斑シャモ♂×横斑プリマスロ

ック♀、S58：青森県畜試開発）生産農場6戸に対し関

係機関と協力、過去3年間飼養・衛生管理を指導。生

産者の技術指導、生産農場指定の事前調査、死亡鶏報

告に基づく立入調査、管理調査票に基づく指導、ニュ

ーカッスル病(ND)ワクチン適正投与の指導、サルモネ

ラ対策等を実施。その結果①調査票指導により不備の

改善。②ND抗体価が低い農場において、指導後に上昇。

③延べ16回のサルモネラ検査は、全農場で陰性。④H18

年度はH17年度より、病性検査による農場立入回数減

少、週毎の平均死亡率低下。⑤農場毎の平均育成率は

96.0～99.6％を維持。⑥H17年度以降、出荷羽数が徐々

に増加。各農場における衛生対策の実施、管理技術の

向上、衛生状態を把握する体制の整備が図られ、安定

した出荷体制が構築。今後の課題は調査票で不十分な

項目について指導を継続、HACCP に準じた衛生管理を

支援。 

 

66 大規模比内地鶏飼養農場における衛生対策：秋田

県北部家保 小野寺 亨、鎌田久祥 

 管内における1,000羽以上の比内地鶏飼養農家は81

戸、立入検査や鳥インフルエンザモニタリングを通じ

て衛生指導を実施。平成15年から継続指導を行ってい

る大規模農場(8,243 羽飼養)において、慢性疾病の軽

減を図るため農場の作業体系を見直し、鶏舎間におけ

る疾病のまん延防止対策を推進。改善ポイントは①鶏

舎毎に履物交換を徹底、②踏込消毒槽の複数設置、③

作業チェック表の活用、④ブロアによる作業衣等の洗

浄。洗浄効果は ATP 測定器で汚染度の指標となる RFU

値を測定。作業後及びブロア後のRFU値は241.7及び

24.3であり有意に減少(P<0.05)、現地でのデータフィ

ードバックにより従事者の衛生意識が向上。平成 17

年及び18年の100日齢時育成率は95.0％及び97.5％

で有意に増加(P<0.05)、出荷率は82.0％から86.5％に

向上。出荷時の平均屠体重は2.23kgであり、所属地鶏

部会で飼養羽数上位の農家平均2.19kgより増加傾向。

平成18年は前年より1羽あたり25円の増収が推算。  

 

67 肉用鶏農場への家保・食検・インテ三者連携によ

る生産性向上への取組み：福島県相双家保 宮田なつ

み、坂本秀樹  

 家畜伝染病予防法第 52 条に基づく報告徴求データ

を用いた分析の結果、管内肉用鶏農場のうちＡインテ

グレーター（インテ）傘下農場で死亡率が高いことが

判明。インテ及び食肉衛生検査所とが連携し、成績下

位の1モデル農場の問題点を抽出した結果、入雛準備

の遅延や飼養環境の不整備など、基本的な飼養衛生管

理が課題。そこで、当所では消毒の効果確認や問題点

の提起、および簡易細菌検査キットによる自主的な衛

生管理対策を指導。また、インテでは給与飼料や飼養

管理方法の見直し。さらに、食鳥検査成績等からイン

テと農場に対し次回ロットでの改善点を指導。これら

の農場への継続的な三者連携した取組みの結果、①飼

養者の飼養衛生管理に対する意識は向上、②死亡率お

よび淘汰率並びに食鳥検査の廃棄率は著しく低下、③

基本的な飼養衛生管理の徹底が同地域内の他農場に波

及し、地域全体で生産性が向上。 

 

68 養鶏場における死亡率からみた飼養衛生管理実

態：神奈川県県央家保 近田邦利、萩原茂紀 

家畜伝染病予防法第 52 条による養鶏場からの報告

を基に農場毎の月平均死亡率を算出、3 グループに分

類。この内5農場の飼養衛生管理実態を調べた。①死

亡率0.3％以下のグループ：飼養羽数2千7百～3千5

百羽の2農場。飼養密度が低く、こまめな健康チェッ

クを実施。②死亡率1.0％以上のグループ：飼養羽数2

万5千～4万1千羽の2農場。一般的な管理をしてい

るが、飼養密度が高い。③死亡率 0.5％前後のグルー
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プ：飼養羽数6万羽の1農場。飼養管理上のチェック

体制が整っており、飼養密度も低い。以上から、飼養

規模が小さく飼養密度が低い農場では、こまめな健康

チェックが可能。さらに、飼養環境に余裕を持たせる

ことで死亡率の低減につなげていた。一方、比較的規

模が大きな農場においては、規模が小さい農場のレベ

ルまで死亡率を低くすることは難しい。しかし、死亡

率を0.5％以下に抑えている農場もあり、1％前後の農

場の死亡率を抑えることが今後の課題。 

 

69 安全・安心直売たまご生産のための地域的取り組

み：神奈川県湘南家保 米持修、栗原定男 

 近年、養鶏を取り巻く情勢は厳しく、年々農家戸数

は減少。伊勢原市（市）採卵鶏農家4戸は、直販、WEB

サイト利用及び高付加価値卵生産等により生き残りに

賭ける。同農家で構成される市畜産会養鶏部会（部会）

では鶏卵生産衛生管理対策、環境保全対策等に力を入

れ周辺住民との調和を大切にした安全・安心なたまご

作りに取り組む。当所は以前から同部会取り組みに指

導的立場から支援。今年度は部会定期会議で講師とな

り、ポジティブリスト制度対応や生産段階でのサルモ

ネラ対策等の情報提供を行うとともに、当所と市農政

課で市内でのHPAI発生を想定した机上演習を実施し、

情報伝達体制、発生農場、周辺農場、愛玩鶏飼養者及

び周辺住民への対応、防疫従事者の集合場所、防疫資

材置き場等について検討、問題点や課題について整理。

さらに、国、県及び市の連携で情報伝達訓練を実施し、

危機管理体制を再確認。今後も同部会の取り組みを支

援し、他地域においても同様な取り組みの普及を図る。  

 

70 開業獣医師との連携による愛玩鶏等小規模飼養

者を主体とした鶏防疫体制の推進：神奈川県足柄家保 

後藤佐知子、柏木聰  

 養鶏を業とする飼養者については自衛防疫組織体制

の中で予防接種が徹底されている。しかしながら、愛

玩鶏等小規模飼養者（小規模飼養者）では予防接種が

徹底されておらず、既存の組織体制での対応も難しい。

小規模飼養者でのニューカッスル病（ND）の発生報告

もあり、小規模飼養者に対する予防接種体制の早期確

立が重要課題。県獣医師会支部員である地域の小動物

開業獣医師（獣医師）と連携し、予防接種の実施を中

心に小規模飼養者を主体とした防疫体制を推進、構築。

地域の獣医師による予防接種体制が確立したことによ

り、①小規模飼養者のND予防接種が実現、②獣医師と

家保が同一指導を実施することで、飼養者の衛生管理

意識が向上、③飼養者、獣医師、家保が連携する中、

高病原性鳥インフルエンザを始めとする疾病の早期通

報や、獣医師の伝染病発生時の速やかな協力体制など

にも役立ち、そのメリットは大きい。小規模飼養者一

人ひとりの自主防疫意識の向上が今後の課題。  

 

71 「佐渡地鶏・ひげ」飼養農家に対する衛生指導：

新潟県中央家保佐渡支所 後藤靖行、梅田雅夫 

 新たな佐渡の特産を目指し、平成17年1月に農家5

戸を含む11名で「佐渡地鶏・ひげ」生産組合を設立。

佐渡在来の固有種「佐渡ひげ地鶏」とロードアイラン

ド・レッドとの交雑種「ひげ」を生産、平成 17 年 12

月に鶏卵、平成 18 年 9 月に鶏肉の出荷を開始。平成

18年11月現在、組合員は農家8戸含む20名。一方、

平成18年7月に100羽飼養のA農家で伝染性コリーザ、

150 羽飼養の B 農家で鶏コクシジウム病が発生。聞き

取り調査により、飼養衛生管理についての知識が乏し

いことから、農家及び獣医師に対して指導会を実施し

て、疾病の予備知識、ワクチン接種、鶏舎消毒、踏込

消毒槽の設置、野鳥や害獣の侵入防止等を指導。今後、

同組合では佐渡島内での安定供給のため、飼養羽数の

増加や新たな農家の確保を予定。併せて佐渡ひげ地鶏

の原種の保存及び繁殖についても従来同様に取組む。

そのため、家保は継続的な衛生指導の実施が必要。  

 

72 地鶏の健康状況と衛生対策：長野県長野家保 

小林千恵  

近年、地鶏生産は全国的に増加し、本県でも平成 9

年に｢しなの鶏｣、平成17年には｢信州黄金シャモ｣が作

出され、信州ブランドの地鶏として生産拡大が図られ

ている。家畜保健衛生所は安全・安心な地鶏生産を支

援するため、平成18年度から衛生検査(サルモネラ検

査)と健康検査(寄生虫検査)を開始。当家保管内４農場

においては、12月現在、サルモネラ検査は全戸陰性で

あったが、一部農家で鶏コクシジウムオーシストと鶏

回虫が多数検出され、飼養衛生管理で問題点が確認さ

れた。内部寄生虫対策等の指導により一定の改善が図

られている。安全・安心の基本となる飼養衛生管理の

向上のため、①農家の衛生管理状況に応じた寄生虫対

策マニュアルの作成、②鶏コクシジウム感染症生ワク

チンの利用の検討、③ニューカッスル病ワクチンの確

実な追加接種、④管理台帳の記帳の徹底が必要と思わ

れる。 

 

73 飼養管理失宜が主原因と考えられる産卵成績の

低迷を示すコマーシャル採卵鶏群の一症例：京都府丹

後家保 村上 司、畑段千鶴子 

中規模の家族経営採卵養鶏場で、飼養管理失宜が主

原因と考えられる産卵成績低迷（性成熟遅延、低卵重）

鶏群（35週齢）に対し、原因究明及び対策指導を実施。

指導前○臨床所見：低体重以外著変なし。○産卵成績：

性成熟日齢は約26週齢。35週齢時平均卵重は57.7g。

産卵率 75.1％。○発育状況：35 週齢時平均体重は
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1,780g、斉一性良。○給与飼料：中雛以降の自家配合

飼料は高蛋白、高エネルギーだが、高水分でエネルギ

ー摂取不足。○飼養管理方法：飼料給与は朝1回。幼

中雛はバタリー育雛器飼養。点灯時間15時間。指導内

容○飼料給与を夕方に変更し増量。○点灯時間増加。

③育成鶏の飼養管理改善。指導後○産卵成績：41週齢

時産卵率88.2％、平均卵重64.8g○平均体重：41週齢

時1.950g○収益改善効果：今後80週齢まで49万円の

所得増見込み。同様事例防止と早期発見には、産卵率

と平均卵重の定期的なチェックが有効。改善指導時に

は目標経営とのギャップ（損益等）を農家に示すこと

が効果的。 

 

74 管内養鶏農家のサルモネラ清浄化対策：大阪府南

部家保 津山桂子、西田眞冶 

養鶏農家のサルモネラ汚染は、食の安全・安心の点

で重要な問題であるため、管内サルモネラ分離農家に

ついての清浄化対策を実施。<検査>盲腸便498検体、

飼料83検体、水78検体、鶏舎内塵埃118検体、集卵

器具ｽﾜﾌﾞ 86検体、その他33検体、合計896検体につ

いて実施。<結果>25農家中5農家、896検体中12検体

（盲腸便2検体、飼料2検体、水1検体、鶏舎内塵埃

2検体、集卵器具スワブ3検体、その他2検体）より

サルモネラを分離。血清型はSalmonella（S.）Bonn：

3株、S.Mbandaka：4株、S.Thompson：3株、S.Agona：

1株、S.Schwarzengrund：1株、S.Infantis：１株、不

明：1 株。<清浄化対策>サルモネラの分離 5 農家に、

飼養衛生管理基準の遵守、鶏卵のサルモネラ総合対策

指針に基づく鶏舎・器具器材の清掃・洗浄・消毒、生

菌剤投与、ネズミの駆除等を指導、対策を実施。<結果

>5農家すべてがサルモネラ陰性、清浄化を確認。  

 

75 平飼い採卵鶏農家の実態調査：奈良県家保 岡本

美奈子、川端良和 

 昨今鶏伝染病発生時、通常の家保業務では把握し難

い少羽数飼養農家の衛生状況の把握、連絡体制の確立

は重要。今回平飼い採卵鶏農家の実態調査を行い、衛

生状況及びアニマルウェルフェアについて検討。管内

15戸について、飼養方法等の調査、採血及び採材実施。

１羽あたりの飼養面積はケージ飼養よりも広く、ネス

ト、止まり木も設置され、より鶏らしい行動が可能に

なり、個体へのストレスも少ない。防鳥ネットは９戸

が完備。飲用水消毒は10戸が未消毒。ニューカッスル

病抗体価はワクチン未接種農家は陰性で、野外感染が

危惧。14戸の鶏糞、環境スワブ等からサルモネラ検出

なし。12戸から鶏糞中のコクシジウムオーシスト、寄

生虫卵検出。すべての農場に卵選別包装機能はあるが、

規模が小さく衛生面で不十分なところ多い。ケージ飼

養より鶏に対する環境は自由度が高い反面家畜衛生及

び鶏卵衛生面では課題が残る。今回新たに養鶏農家を

把握できたことは地域家畜衛生の充実につながる。 

 

76 高病原性鳥インフルエンザ防疫演習への取り組

み：和歌山県紀北家保 石井陽子、柳本行央 

 HPAI発生に備え、県内で対策訓練・演習を実施。関

係部局等の初動対応及び防疫措置の確認訓練後、参加

者による検討会討議、アンケート調査により課題及び

対応策について検証。参加者約5割が、本訓練に問題

があると回答し、「防護服等の装備」、「関係機関の

連携不十分」、「平常時の対応として未確定部分があ

る」などの問題点が挙げられた。参加者の間では、訓

練内容は概ね理解され、共通認識の醸成という点では

効果的であったが、発生時の迅速かつ的確な対応のた

めには、今回の教訓を活かした継続的な訓練の実施に

より、練度の向上が必要。また、関係機関の統一的な

意志・行動のためにより明確な役割分担の明示などの

マニュアル整備が必要。更に、殺処分鶏等の処分場所、

鶏肉・鶏卵の移動制限など「平常時における対応」と

しての設定については、他府県での発生事例や市町村

を交えたより具体的シュミレーションの策定等を通じ、

問題解決に取り組む必要がある。 

 

77 公園整備された溜池で発生した野生化アイガモ

の死 亡多発事例：徳島県徳島家保 東條秀徳、大西

克彦 

 2006年７月、溜池でカモが多数死亡との情報。県Ｈ

ＰＡＩ防疫マニュアルにより現地調査しＡＩ病性鑑定

実施。現地利用住民稟告では直近１週間で同池生息30

羽強中10羽以上が死亡。発症１羽と死亡３羽のアイガ

モを採材。発症１羽は採材時歩行し水上遊泳していた

が、搬入後は頸部脱力症状。気管スワブの簡易検査と

気管および腸内容の発育鶏卵接種によりＡＩ否定。４

例解剖検査ではすべて栄養状態良好で肉眼病変なし。

生残１例血清酵素検査と４例肝の検査で有機リン中毒

否定。肝乳剤と血清についてマウス接種試験。非加熱

材料では麻痺後死亡、加熱材料では無症状。腸内容培

養液でも同様で、さらに抗Ｃ１毒素処理で生存延長。

以上よりボツリヌス症と診断。疾病発生要因として連

続した高温小雨（６日間 高気温30℃以上連続、平均

33℃、総降水量1,5mm）。公園管理者に対応指導。本事

例について関連する法的・技術的事項を検討。 

 

78 小規模養鶏の衛生対策指導：長崎県中央家保 井

手華栄子、向原要一 

高病原性鳥インフルエンザやニューカッスル病（ND）

などの伝染病予防のため、管内の農産物直売所に聴き

取りを行い、小規模養鶏を把握し指導を実施。直売所

26店舗のうち、鶏卵を取扱う25店舗に出荷中の小規



- 17 - 

模養鶏37戸について、飼養状況・衛生対策を調査。羽

数規模は7～950羽と幅があったが、27戸は100羽未

満。27戸が鶏舎内で平飼いまたはケージ飼い。餌は全

戸とも市販飼料で、給与水は27戸が水道水を使用。ワ

クチンは9戸の大雛導入以外では未実施。全体的に、

疾病・消毒・ワクチン・野鳥対策などの衛生全般に関

する知識が不足しており、その情報や知識を得る場所

がないことが判明。そこで、生産者と直売所担当者に、

基本的な知識を著したリーフレットを配布。１戸の小

規模養鶏がNDワクチンを実施。これをモデルとして衛

生対策を普及していきたい。 

 

79 飼養衛生管理基準から見た養鶏場の実態と今後

の対応：熊本県中央家保 笹岡奈々、工藤竜大 

 平成17年12～平成18年9月に管内の全養鶏場（採

卵鶏農場（以下採卵）23農場、肉用鶏農場（以下肉用）

16農場）について飼養衛生管理基準（以下基準）の遵

守状況を調査し、肉用と採卵で、採卵では、飼養羽数、

経営形態で比較。健康観察、異常の早期発見は、全農

場で徹底。防鳥ネットの設置等野生動物対策も遵守状

況良好。しかし、人や車両の入場制限は採卵、肉用と

も半数の農場が遵守不十分。遵守状況は採卵よりも肉

用で良好。採卵では農場毎に差。飼養羽数50,000羽以

上、法人化の採卵で遵守状況良好。広報で基準を再周

知。また、人や車両の入場制限についての重点的対策

として家保が立入制限の立て札を作成、配布。踏込消

毒槽と併せて設置を強力に指導。立て札はA3版にカラ

ー印刷。ラミネート加工により、屋外掲示に耐え、設

置も容易、費用もかからず非常に好評。飼養羽数

50,000 羽以下の採卵はほとんどが衛生指導を家保に

頼っている状況。遵守には畜主の衛生意識の向上が必

要。 

 

Ⅰ－７その他 

 

80 自然養鶏場で発生した初生雛の真菌性肺炎と防

疫対応：北海道宗谷家保 西田朋子  

 採卵鶏250羽（374日齢）と雛440羽（平成18年３

月14日、初生で導入）を平飼いする自然養鶏場で、３

月24日15時に畜主から、３日前１羽、当日９羽の雛

が神経症状を呈し死亡すると届出。北海道高病原性鳥

インフルエンザ防疫対応マニュアルに基づき緊急防疫

措置を口頭指示。17時に現地へ立入り、臨床検査、病

性検定等を実施。帰庁後、鳥インフルエンザとニュー

カッスル病を否定し24時に畜主へ連絡。雛の肺（6/9）

で針頭大白斑が点在し、Mucor属（9/9）、Absidia属

（2/9）を有意に分離。組織検査で、肉芽腫性気管支肺

炎を認め、抗 Aspergillus（8/9）、抗 Rhizomucor 抗

体（4/9）で陽性。使用中のｵｶﾞｸｽﾞ敷料の真菌数は、使

用前に比べ著しく増加。もみ殻くん炭を加えた敷料へ

変更、乳酸菌加飼料の給与で死廃率は４％。その後、

落下細菌検査やＡＴＰ測定器による環境検査を実施。

畜主自ら参加し衛生管理意識が向上、情報を開示し鶏

卵の安全性をアピール。初動防疫と迅速診断の重要性

を再認識。 

 

81 愛玩鶏を対象とした高病原性鳥インフルエンザ

発生予防：岩手県中央家保 大山貴行、熊谷光洋 

 愛玩鶏での高病原性鳥インフルエンザ発生予防を主

眼とした管内養鶏業者と市町村等から成る自衛防疫対

策組織の活動を紹介する。 初に往復はがきで飼養状

況を調査し、管内の飼養者1,187戸中703戸（59％）

の回答を得、192 戸での鳥小屋の消毒・清掃不足が判

明。これを受け、巡回等の緊急指導（202 戸）による

防疫意識の高揚を図り、併せて消毒剤提供を2年間実

施した。この間、対象の55％にあたる延べ1,384戸に

消毒剤を提供。うち994戸（72%）で消毒実施を確認し

た。また、5市町村で計9回の飼養者講習会を開催し、

養鶏業者自らも講師を務めて延べ181名に野鳥との接

触防止等の予防策を指導した。さらに診療モデル展示

（9 戸）といった実地指導を展開した。以上3年間に

わたり愛玩鶏防疫対策に取組み、消毒実施への誘導お

よび地域ぐるみの対応等の成果が得られたが、今後は、

より省力的・効率的な指導が必要と思われる。 

 

82 管内直売所等を通じた小規模鶏飼養者の把握と

衛生指導：栃木県県南家保 久野友香、磯健司 

高病原性鳥インフルエンザ（HPAI）や小規模鶏飼養

農家等でのニューカッスル病の発生が報告されている

中、一般の鶏愛好家が生産する鶏卵を販売する農産物

直売所等が多数新設。これら小規模鶏飼養者の実態把

握と、家畜衛生に関する知識・技術の普及・啓発を目

的に、今回調査指導を実施。電話等での事前調査では、

管内 55 か所の直売所のうち、35 か所で鶏卵販売があ

り、うち13か所で、当所が未把握であった21戸によ

る鶏卵の生産出荷を新たに確認。市町及び地域獣医師

の協力のもと、聞き取り調査及び飼養衛生管理指導を

実施。家保の存在を知っていたのは8戸で、鶏の疾病

に関する知識や危機感が不足している者が多数を占

め、ワクチンによる疾病対策実施者は皆無。これら鶏

飼養者に対し、飼養鶏の異常時には家保へ連絡するよ

う指導。近年のHPAI発生等があることからも、市町等

と協力しつつ、今後も小規模鶏飼養者の実態の継続的

把握が重要。 
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83 HPAI の発生を想定した処分鶏の一般廃棄物処理

施設の焼却の検討：千葉県北部家保 井出基雄、加山

一三  

A 一般廃棄物処理場（以下焼却施設）に対し、HPAI

発生時における殺処分鶏の焼却を打診したところ、ウ

イルスの汚染を懸念し、処分鶏受け入れに伴う段ボー

ル箱の給じん試験の申し出があった。家畜保健衛生所

で廃鶏 100 羽を用意、炭酸ガスで殺処分し、2 重のビ

ニール袋に収納、30cm×40cm×30cm の段ボール箱 10

個に詰め供試用とした。当日、焼却施設において、「運

搬車両の消毒」「施設内運搬作業の実演」「給じん装置

の段ボール箱対応試験」を実施した。ウイルスの汚染

については、箱の破損により壊れ鶏が外に露出、内臓、

羽根などが飛散することは無く、給じん機性能に問題

は無かった。投入は、段ボール箱のみでは隙間ができ、

焼却炉内に空気が入り込むため、一般ゴミと混合する

方式で実施した結果、毎時1tの処理が可能であること

が分かった。 

 

84 ブロイラー農場におけるサルモネラ分離調査と

清浄化対策指導：千葉県東部家保 安川葉子、乾昭志                               

サルモネラは食中毒の原因として重要。畜産物の安

全性が問われる中、生産の段階から安全な食品を供給

するため管内のブロイラー農場4農場を選定し、サル

モネラの分離調査を実施。その結果、導入雛及びオー

ルアウト消毒後では、4 農場ともサルモネラは分離さ

れなかったが、鶏の導入後、オールアウト後の清掃・

水洗後では 2 農場で Salmonella Infantis 及び

Salmonella Typhimurium が、2 農場で Salmonella 

Infantisが分離。そこで鶏舎消毒方法の見直しを行い、

踏み込み消毒槽や鶏舎専用長靴の設置等を指導したと

ころ、分離される農場が減少。継続して分離された農

場でも、給水器や給餌器などに分離箇所が限定される

などの改善が認められた。今後も農場従業員の衛生意

識の向上と定期的な検査による衛生指導を行い、清浄

化に取り組んでいきたい。 

 

85 鶏腎細胞継代・凍結保存の試み：長野県松本家保 

林 健、宮本博幸 

 鶏腎細胞（CK細胞）はウイルス病の診断に広く使わ

れているが、他の培養細胞のように継代・凍結保存が

できないため、生きた鶏を常備し、使用の都度作成す

る必要がある。そこでCK細胞の継代・凍結保存を試み

た。初生ヒナを用いて定法に従い作成した CK 細胞を

0.5%トリプシン・0.2%EDTAで消化。継代可能な消化時

間、継代時希釈倍数を検討。同様に市販細胞凍結保存

液（セルバンカー：日本全薬）を用いて－80℃に保存、

解凍後も細胞が生きているかを確認。継代時消化時間

60 秒、希釈倍数 1/3 で細胞は培養ボトル全面に付着。

凍結解凍処理も同様に凍結前の1/3に希釈し全面に付

着。96穴プレートでは1/4希釈で全面に付着。凍結解

凍した細胞のウイルス感受性を確認するため、ニュー

カッスル病ウイルス３株を接種したところ、ほぼ初代

培養細胞と同等の感受性を確認。さらに複数のウイル

スの感受性を確認するとともに、効率的な凍結法の検

討を継続。 

 

86 採卵養鶏場の HACCP 導入検討：静岡県西部家保 

西原由希子、長谷川昌俊 

 本年度、しずおか農水産物認証制度（認証制度）が

制定され、採卵鶏農場の HACCP 導入方法を検討。1 万

羽以上飼養する採卵鶏農場を対象に、認証制度の基準

に基づく項目、食の安全に対する項目の意識調査を実

施した。認証制度・HACCP の認識不足、販売先の要求

に左右される衛生対策、記録・記帳が不十分、経験・

勘による作業体系等、農場格差が大きく、一元的な指

導は困難と判断。一農場において、認証制度を取得す

るため、未実施であった給与飼料の記録、清掃・消毒

マニュアル作成、農場への立入り制限、環境サルモネ

ラ分離時の対応マニュアル作成、作業ごとの業務文書

化、作業者の健康状態把握・健康診断、排せつ物処理

施設の点検記録、排せつ物発生量・処理方法の記録等

について指導。結果、平成18年12月14日に認証取得、

更にHACCP導入に向けての経営者の意思決定がなされ

た。他の農場に対しても、認証制度をHACCP導入の前

段階とし、各レベルに合わせた指導を実施予定。  

 

87  肉用鶏農場における生産性向上への一考察：

三重県紀州家保 石井利通 

管内一肉用鶏農場において脚弱症状による淘汰

及び死亡鶏の病性鑑定を実施。病理検査ではブド

ウ球菌症や免疫機能低下を示唆する所見が認めら

れ、細菌検査では盲腸及び環境からブドウ球菌（以

下ブ菌）、環境中からは Salmonella Infantis（以

下 SI）が検出された。以上の結果より当農場にお

いて生産性を阻害している問題点として①脚弱症

状（ブドウ球菌症）による淘汰②、免疫機能の低

下傾向、③環境中の SIの三点に着目し、対策とし

て微生物資材（乳酸発酵混合飼料）の床面散布及

び飼料添加によるブ菌と SI増殖抑制試験を実施。

試験区、対照区においてブ菌及び SIの増殖抑制効

果は確認できなかったが、試験区では一日平均増

体重の増加を確認。今後も農場生産性の阻害要因

を検討、改善へつなげていきたい。 

 

88 養鶏農場におけるHACCP方式に基づく衛生管理の

導入：滋賀県家保 浅井素子、谷 浩 
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 近年の食品を巡る様々な情勢の中で、消費者のより

安全で安心な食品を求める声は日々高まっている。滋

賀県では、県養鶏協会を中心として、10 年前から鶏

卵・鶏肉のサルモネラ汚染防御対策事業に取り組んで

きたが、より徹底した農場での衛生管理を実施するた

め、HACCP 方式に基づく衛生管理の導入に取り組み始

めた。平成16年から養鶏農家を対象に研修会を開催し、

導入を推進。平成17年には1採卵養鶏場をモデル農家

として本方式を導入。モデル農家では、危害因子をサ

ルモネラ、薬剤の残留と決定。重要管理点は、ひなの

導入、鶏群管理、洗卵・検卵、薬剤投与とし、管理基

準、モニタリング方法、改善措置を設定。また、衛生

管理マニュアルや作業記録様式の作成、記帳とその保

存を実施。平成18年には、モデル農家での導入事例を

基に検討会を開催し、新たな農場でも取り組みを開始。

今後、各農場のマニュアル、記録様式の作成を進める

とともに、検証や認証方法についての検討が必要。 

 

89  安全・安心「大阪地玉子」生産推進の取り組み：

大阪府南部家保 葛城真美子、土井孝司 

 鶏卵販売競争が激化する中、「飼養衛生管理基準」

による衛生管理義務化や食の安全・安心への消費者意

識の高まり等養鶏農家（農家）への衛生管理徹底が求

められ、農家の経営安定を図るには生産情報公開によ

る安全性等の効果的なPRが必要。家保では従前からサ

ルモネラ検査をはじめ衛生検査等を行い衛生管理指導

を実施。しかし府内農家は大半が小規模で安全・安心

のPRに限界あり。 そこで本府は安全・安心「大阪地

玉子」推進事業を創設、家保指導のもと衛生管理マニ

ュアル（マニュアル）に基づき生産する地玉子の安全・

安心を消費者にPRすることとなった。本事業は大阪府

養鶏協会へ委託、家保協力のもとマニュアル素案を作

成、地区別講習会で農家に意見を求め再度内容を検討

中。マニュアル策定後は農家対象の衛生講習会や消費

者交流会の開催、生産情報パンフレット作成等により、

「大阪地玉子」の安全性PRに努め、府内農家の鶏卵販

売促進に寄与したい。 

 

90  養鶏場における生産性低下要因に対する病理学

的検索のこころみ：大阪府南部家保 関口美香 

 府内２養鶏場（Ａ、Ｂ）における生産性低下の要因

に対する病理学的検索を試みた。Ａでは廃鶏出荷直前

の約630日齢の鶏で削痩や脚弱等の外見の異常を認め

たもの、Ｂでは比較的若い約220日齢の鶏で外見の異

常はなかったが畜主により産卵低下と判断されたもの

を検査に供した。各農家５羽を剖検し、全身諸臓器を

採材。常法に従い固定、包埋、ＨＥ染色後、病理組織

学的検査実施。両農家とも肉眼的には卵巣、卵管の萎

縮が、病理組織学的には卵巣の異常卵胞や卵管腺組織

の萎縮、変性等が全羽で認められ、生産性が低下して

いることがわかった。Ａでは全身諸臓器にリンパ様細

胞や骨髄系細胞増殖、腹腔内漿膜等の腺癌、消化管内

異物による通過障害等が産卵低下要因の一つと考えら

れた。Ｂでは、卵巣、卵管以外では産卵低下の原因と

なるような病変はみられなかった。今後は対象鶏の日

齢、臨床症状等の検討とともに、血清学的検査等を併

用し、検索の精度を上げていきたいと思う。 

 

91 肉用鶏におけるビール酵母細胞壁の免疫増強効

果：兵庫県姫路家保 渡邊健介、渡邊理 

 免疫賦活作用のあるビール酵母細胞壁（YCW）を0.5%

添加し、ニューカッスル病（ND)、鶏伝染性気管支炎（IB)、

混合（NB）、伝染性ファブリキウス嚢病（IBD）のワク

チン抗体産生能を調査。【材料と方法】Sp区（NB生DW2

回＋ND生Sp）とOil区（NB生DW2回＋NB Oil不活化

皮下注）についてYCW添加群（YCW群）と無添加群（対

照群）をNDはHI法、IB、IBDはELISA法で比較（各

10 羽）。免疫機能をマクロファージの貪食能（ラテッ

クスビーズ法）と走化性（ケモタキシスチャンバー法）

で評価。73日齢のと体重と歩留りを測定。生産農場で

も対照群とYCW群を設定（各1,000羽）し調査。【結果】

YCW群は対照群に比べSp区、Oil区、生産農場ともに

各抗体価の向上を確認。マクロファージの貪食能と走

化性も活性化。雄ではと体重が増加。【まとめ】YCWは、

単体飼料で安全性も高く、免疫力を高め、抗病性や生

産性の向上が期待できる。 

 

92 肉用鶏の主要疾病ウイルス抗体検査からみる現

状と問題点：鳥取県西部家保 尾崎裕昭、植松亜紀子 

肉用鶏の疾病制御のためのワクチンは充実し、初生

雛以外では主にニューカッスル病（ND）、伝染性気管

支炎（IB）、伝染性ファブリキウス嚢病（IBD）の各ワ

クチンが農場で普及。接種プログラムの良否の参考と

するため、通常の病性鑑定と併せて抗体動向調査を実

施。その結果、農場あるいは鶏舎によって抗体の動向

は一様ではなかった。有効な抗体価を得るために、必

要時に抗体価をモニターし、接種プログラムだけでな

く、接種技術の検討が必要。 

 

93 高病原性鳥インフルエンザの図上訓練（管内）の

開催：鳥取県西部家保 千代隆之、尾崎裕昭 

近年の高病原性鳥インフルエンザ（HPAI）の国内及

び近隣国での発生に伴い、防疫対応の強化が重要。管

内では、平成16年度以降HPAIの防疫演習（机上）を

行うことで、関係者への初動対応マニュアルの周知、

農家の衛生意識の改善に努めた。本年度は総合事務所

各部局、市町村の実務担当者（畜産・福祉保健）の約

40人を対象とし、マニュアルの各シミュレーションの
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検討及び役割分担の確認を2回の打合せ会で詳細に検

討。その後11月初旬に、変法ロールプレイング方式に

よる図上訓練をより実践に即した形で実施。当日は、

各セクションごとに集合して進行係が付与する状況の

６課題について、各々の部署の役割を考えながら、対

応、指示、要請、連絡、問題点等について様々な角度

から検討。家保と他の実務担当者との情報の共有化や

レベルの統一が図られた。現在、特に市町村では埋却

候補地の選定に対する認識強化が見られ、更に異常鶏

の通報方法、各庁舎内での連絡体制が整備されつつあ

る。 

 

94 高病原性鳥インフルエンザ発生に備えた防疫対

応（Ⅲ）：岡山県井笠家保 萱原佳美、平田祐介 

 高病原性鳥インフルエンザは、その強い病原性から

養鶏産業に及ぼす影響は極めて重大である。本県でも

特に養鶏産業の盛んな地域を管轄する当所において

は、異常鶏等の監視体制の一層の強化を図るとともに、

危機管理体制の充実・整備を行っている。 

 特に、今年度は危機管理体制の整備の一環として、 

①農場概要：鶏舎構造・面積、糞尿処理施設等②飼養

概要：衛生管理状況、飼養技術等③関連業者情報：鶏

の導入、生産物の出荷先等の情報をデータベース化し、

昨年報告した防疫マップと連動させ、初動対応に必要

な情報を一元管理するとともに、これを用いて大規模

養鶏場個々に対応した防疫計画を作成し、初動対応の

迅速化を図った。また、市町単位で職員を対象とした

防疫研修会を開催し、発生時の対応に理解と協力を得

るとともに、疑問・要望を整理し一層の体制整備に取

り組んでいる。 

 

95 鶏病原性大腸菌における病原性関連遺伝子の鶏

での保有状況：岡山県岡山家保 澤田勝志 

 鶏大腸菌症の臓器から分離した大腸菌株(ブロイラ

ー1農場:3羽, 7株､採卵鶏1農場:3羽, 6株)と､健康

な鶏の糞便から分離した大腸菌株(ブロイラー5 農

場:10株､採卵鶏6農場:10株)について､鶏病原性大腸

菌の病原性に関連するとされる8種類の遺伝子(astA, 

iss, irp2, papC, iucD, tsh, vat, cvi/cva)保有状況

をC. Ewersらが報告したマルチプレックスPCRを用い

て調査。1 株当たりの平均遺伝子保有数は大腸菌症由

来株が多かったが(ブロイラー5.7個､採卵鶏6個)、健

康な鶏糞便由来株でも検出(ブロイラー2.7個、採卵鶏

2.1個)。しかし､大腸菌症由来13株は全てがiss､iucD

およびtshを保有｡更に､採卵鶏大腸菌症由来株は3遺

伝子に加えirp2およびcvi/cvaを全て保有し､ブロイ

ラー大腸菌症由来株とは異なる遺伝子保有パターンが

示唆｡今後､鶏大腸菌症の診断並びに疫学調査をする上

で本PCRを用いた病原性関連遺伝子検出の有用性を検

討するため更に症例を重ねることが必要｡ 

 

96 大型養鶏場との連携強化による総合的衛生対策

指導：山口県西部家保 大石大樹、宮崎元志 

 平成16年の高病原性鳥インフルエンザ（HPAI）の発

生を機に、家保と養鶏農家の連携を強化。異常鶏発生

時の報告が早期に行われる体制を整備。家保はこの連

携体制の中で、採卵鶏育雛を行うA養鶏場に対して定

期的な検査・衛生指導や異常鶏発生時の病性鑑定を実

施。HPAIモニタリング検査を実施し、陰性を確認。ND・

IB・IBD の抗体検査を実施し、ワクチン効果を確認。

初生雛導入時の敷料からのサルモネラ検査を毎月実施。

検査結果の還元と対策を指導。過去2年間で異常鶏発

生報告は 3 例あり、現地調査、病性鑑定を実施。1 例

目は導入直後から雛の死亡増加との報告で、大腸菌症

と診断。薬剤感受性試験の結果より、適切な薬剤投与

を指導。2例目は神経症状を呈する雛が散見との報告。

伝染性疾病の所見が得られず、鶏種固有の遺伝的原因

であると推察。3 例目は神経症状を示す雛が散見。現

在病性鑑定実施中。今後も養鶏農家との連携を保ち、

継続して衛生指導に取り組む。 

 

97 幼雛に発生したアスペルギルス症：福岡県中央家

保 夏秋須美子、尾川寅太  

 18,400 羽飼養の肉用鶏農場で2006 年 5 月 7日に 1

群3,900羽を導入。翌日から呼吸困難、沈鬱を示し、

12日齢までに768羽死亡。5日齢雛13羽を病性鑑定。

ウイルス分離陰性。ニューカッスル病HI抗体価は、幾

何平均381倍。肉眼で肺に白色結節を確認。組織検査

では、HE、PAS、グロコット染色で肺に真菌性肉芽腫を

確認。抗Aspergillus fumigatus単クローナル抗体を

用いた免疫組織染色で抗原を確認。サブロー寒天培地

で、3/4 羽の肺及び 2/3 羽のそ嚢内容物から

A.fumigatusを分離、Nested PCRで同定。高死亡率で

あるため法定伝染病との鑑別が必要。環境中から吸入

または経口摂取が考えられたが、飼料、敷料とも入雛

前日に農場に到着。発症鶏群の入雛から３日後に、隣

接鶏舎に入雛し、同一環境で飼養した鶏群は全く健康

で、発症群も12日齢以降は死亡羽数が減少。以上より

①環境の汚染程度は低く、抵抗性の低い雛のみが発症、

あるいは②輸送コンテナ等の汚染により、一部の雛の

みが感染したと推測。 

 

98 ﾌﾞロイラー農場における飼育管理記録の電子化

とその成果：福岡県北九州家保 龍王浩昭 

 2005 年４月鶏大腸菌症及び鶏ブドウ球菌症発生し

たブロイラー農場において、データに基づく飼育管理

及び経営改善を行うため、2005 年 10 月から飼育管理

記録簿の電子化（以下、電子記録簿）とデジタル温湿
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度計設置による電子記録簿へのデータ取り込み開始。

併せて記録簿を関係書類と整理保管するための記録台

帳を整備。電子記録簿は表計算ソフトExcelで作成。

ファイルはデータ入力、温湿度データ、死廃グラフ、

増体グラフ、成績一覧、死廃報告等、計18種のシート

で構成。 小限のデータ入力と温湿度データ取り込み

により、グラフや成績、報告書等が自動作成。 

成果：記録作業簡略化。飼育成績改善による収益の増

加（ロット毎の利益平均が指導前5,443千円から指導

後6,019千円へ増加）。農家の経営意識・能力の向上。

データや書類の整理保存により、記録と保管を義務づ

けた各種法規制へ対応。 

 

99 ﾆｭｰｶｯｽﾙ病(ND)防疫体制構築への取り組み：熊本

県天草家保 長野琢也 前淵耕平 

 近県で発生が見られるﾆｭｰｶｯｽﾙ病（以下 ND）の管内

での防疫体制構築の目的でND浸潤調査を実施。その結

果、特に1000羽未満の小規模飼養場と教育現場飼養校

におけるNDの認識不足、低い抗体保有状況等の問題点

が判明。防疫体制構築の取り組みとして、①地元獣医

師会の協力によるND ﾜｸﾁﾝ供給体制の構築。②小規模飼

養場・教育現場におけるｽﾑｰｽﾞな取り組みを目的に家保

が作成した図解入りND ﾜｸﾁﾝ接種ﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄを作成。本ﾊﾟ

ﾝﾌﾚｯﾄを活用した接種ﾃﾞﾓﾝｽﾄﾚｰｼｮﾝを実施。教育現場で

は、動物由来感染症監視体制整備に係る講習会を活用、

ND防疫の重要性などを啓発。Ｒ町では、ND ﾜｸﾁﾝの継続

的・効率的な接種のために鶏自衛防疫協議会の設立を

決め、町内飼養者の半数が協議会加入予定。教育現場

においてもほとんどの家禽類飼養校が、ﾜｸﾁﾝ接種を実

施。地元獣医師指示のもと、今後も定期的な接種の実

施と共に、地域状況に応じたND防疫体制の構築を推進

し、広域に地域家禽群に防疫能の付与を目指す。 

 

100 小規模養鶏農場の実態調査と指導：宮崎県延岡

家保 松川浩子 

 延岡家保管内の小規模採卵鶏農場7戸、みやざき地

頭鶏農場1戸、うずら農場1戸に、ポジティブリスト

制度・飼養衛生管理基準についてアンケートを実施、

周知・指導を行った。ポジティブリスト制度について

は5/9戸、飼養衛生管理基準については全ての農場が

認知。踏み込み消毒槽、防鳥ネットなどの野鳥対策、

洗卵方法については一部の農場に不備が認められたが、

指導後には改善が認められた。台帳整備は、6/9 戸が

死亡鶏羽数と産卵率のみを、1/9 戸が JAS 規格により

記帳。残りは未整備。これらの農場へはポジティブリ

スト制度へ対応するため台帳を作成し記帳を指導。7/8

戸が実施。台帳記入の結果、薬剤管理について7/8戸

が、衛生管理について5/8戸が気を付けるようになっ

たと回答。全体把握の助けになると回答した農場が

2/8 戸。各農場において防疫意識の再確認が出来たと

思われる。 

 

101 畜産現場における消石灰消毒の有効性の検討：

宮崎県都城家保 渡邊拓一郎 前川恵理香 

消石灰消毒の有用性を調査し消毒指導の一助とする

ためフィールド及び実験室内において検証した。 

試験内容 消石灰の使用条件の検討、大腸菌の強アル

カリ液感作の影響、炭酸カルシウムの消毒効果、油が

消石灰消毒に与える影響、フィールドでの検証を実施。 

これらの結果、消石灰上澄には消毒効果はなく、また

強アルカリは殺菌には関与しない。炭酸カルシウムに

も消石灰同様の消毒効果がある。油分の残留が消石灰

消毒の効果を減ずる場合があることが推察された。 

従来消石灰による消毒効果は強アルカリ、脱水作用な

どが考えられていたが、検証により脱水作用、強アル

カリによる大腸菌への殺菌効果は確認できなかった。

消石灰上澄でも静菌効果はあるが、殺菌効果を狙うに

は消石灰を土壌を十分接触させるよう、十分な量の石

灰と撹拌が必要。石灰乳剤作成時の水の混合量や石灰

散布後の水の散布の多少は殺菌効果に影響しない。フ

ィールドの試験では効果にばらつきがあり、消石灰消

毒は環境要因を十分検討し実施する必要がある。 

 

102 養鶏場における臭気実態調査：沖縄県北部家保 

新田宗博 

 当県において、平成18年度から臭気指数による規制

基準の導入が行われたので、今後の農家指導への一助

とするため、平成18年9月から10月の間、本島北部

N 市管内 4 養鶏場において臭気実態調査を行った。鶏

糞の除糞作業時の前後に調査を行ったところ、鶏舎内、

堆肥舎内、及び敷地内においてアンモニア濃度が 0～

34PPmであった。A、B、C農場の養鶏場敷地内、及び隣

接地において、悪臭苦情を伴うような「臭気の溜まり

場」が確認された。敷地外周辺においては、風下の特

定箇所において風の影響を受けた臭気の強弱「波状臭

気」が4農場で確認されたものの、悪臭苦情を伴うよ

うな臭気は認められなかった。 

 

Ⅱ豚の衛生 

 

 Ⅱ－１ウイルス性疾病 

 

103 管内のオーエスキー病清浄化に向けた取組み：青
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森県十和田家保 二唐崇、笹森昌俊 

 オーエスキー病（以下AD）は管内で平成2年に発生、

翌年からワクチン使用。陽性農場は管内120農場中41

農場。今年度の取組みは①陽性豚確認状況に応じて検

査回数・頭数を区分し、と畜場出荷全農場の検査実施、

②検査成績判定の迅速化、③陽性農場への検査成績説

明・衛生指導、④肥育豚陽性農場（2 農場）の重点的

指導・検査、⑤生産者主体のAD清浄化対策会議設立（以

下対策会議）への協力、⑥市場への対策強化。今年度

の取組みにより、①陽性豚確認時、農場への迅速な連

絡・指導体制確立、②陽性農場・市場での防疫対策強

化、③肥育豚陽性農場の汚染状況が改善。今後の対応

は①対策会議で具体的清浄化計画策定、②陽性農場の

繁殖豚検査実施、③市場出荷農場の検査実施。生産者、

関係団体等が一体となり AD 清浄化に向けた取組みを

強化していく。 

 

104 管内一養豚場に発生した豚伝染性胃腸炎：山形

県庄内家保 齋藤友佳、細川みえ 

管内一貫経営養豚場（繁殖母豚240頭）で、2006年

4～5月、初産子豚を中心に１週齢前後の哺乳豚が黄色

～灰色水様性下痢を発症（27/87腹）。死亡率は7日齢

以下で43.1%、8日齢以上で8.8%。8～20日齢の発症豚

7 頭の病性鑑定実施、剖検所見は小腸壁の菲薄化。ウ

イルス学的検索で豚伝染性胃腸炎（以下 TGE）ウイル

スPCR陽性(4/5)、他下痢関連ウイルスの関与は否定。

細菌学的検索で有意菌分離されず。病理学的検索で小

腸絨毛の萎縮・粘膜上皮細胞の空胞化が認められ、抗

TGE 抗体を用いた免疫染色で小腸粘膜上皮細胞が陽性。

発生は発症豚の治療、消毒の徹底、母豚へのワクチン

接種等により終息。発生農場では12～3月分娩母豚へ

TGE 生ワクチンを接種していたが、発生時期の母豚は

大部分が未接種。分娩豚舎以外で抗体の陽転は認めら

れず、流行型と判断。直近の外部導入は無し。本症例

の発生時期と同様、近年本病の発生報告が4月に多い

ことから、ワクチン接種期間の延長が必要。 

 

105  リアルタイムPCR を用いた豚サイトメガロウイ

ルスDNAの定量：山形県中央家保 大貫 淳、水戸部

俊治 

豚サイトメガロウイルス（PCMV）は封入体鼻炎の原

因であり、移行抗体の不十分なほ乳豚が感染すると、

全身感染により死亡することがある。近年、県内の特

定の養豚場で豚サイトメガロウイルス病と診断された

ほ乳豚が確認されている一方、いわゆる豚呼吸器複合

感染症等で死亡又は鑑定殺された発育不良豚からもPC

MVが検出される場合があるが、PCMVの関与は不明であ

る。そこで、PCMVの関与を明確にすることを目的に、

リアルタイムPCRを用い前者と後者のPCMVDNA量を測

定し、比較を試みた。病理組織学的に豚サイトメガロ

ウイルス病と診断された5頭と、それ以外でPCMVが検

出された7頭の肺及び腎臓からDNAを抽出し、PCMVに

特異的なプライマーを用いてリアルタイムPCRを実施

した。豚サイトメガロウイルス病の5頭は臓器1mgあ

たり、2.4×104～1.3×107コピーだったのに対し、そ

れ以外の7頭は3.0×102～2.5×104コピーとDNA量が

少ない傾向にあり、PCMVの関与は低いことが示唆され

た。 

 

106 管内オーエスキー病（AD)清浄化への課題：福島

県県南家畜保健衛生所 宮野英喜、泉 裕之 

 ＡＤ清浄化のため平成１８年４月より３年間を期限

とし、母豚全頭の年２回、肥育豚全頭のワクチン接種

事業を地域一丸で開始。清浄化に向けた対応等につい

て検討。①接種期間中：定期検査に加え立入検査を頻

繁に実施し、農場内の野外抗体保有豚を摘発。過去に

野外抗体の確認されている農場から優先的に母豚全頭

の抗体検査を実施。②接種期間終了時：ワクチン接種

終了前に福島県オーエスキー病防疫対策要領（県要領）

に基づき、接種農場全繁殖豚及び一部の肥育豚の抗体

検査をおおむね２週間隔で２回実施し、野外感染の無

いことを確認。③接種終了後：県要領に基づき清浄度

確認検査を実施し、抗体保有豚がいなくなった時点で

清浄化。今年度は清浄農場１戸で野外感染豚が確認。

期間中のワクチン接種及び飼養衛生管理基準に基づい

た衛生対策の徹底を指導し、計画的な検査体制を構築

することが重要。 

 

107 ウイルス性下痢ウイルス（BVDV）感染事例と豚

コレラ防疫上の課題：福島県県中家保 泉泰弘、依田

真理 

 県内における豚コレラの清浄性を迅速に確認する目

的で、本県では平成15年度からELISA検査を導入し県

内飼養豚の抗体調査を行っている。しかし、平成 17

年度以降、ELISA 検査で陽性を示すも豚コレラ中和試

験陰性で、豚コレラと同じペスチウイルス属の BVDV

感染による交差反応と判定される事例が散発した。本

年度も大規模農場、牛飼養歴のある農場、野生イノシ

シで交差反応を確認。そこで県内養豚場のBVDV浸潤状

況を把握するため本年度豚コレラ抗体調査に供された

豚のBVDV抗体検査を実施し2,481頭中32頭で陽性。

同時に血清1,350頭のウイルス分離及びと場出荷豚89

頭の白血球からのPCR試験を実施。いずれの検査でも

BVDVは確認されなかった。豚コレラの円滑、的確な防

疫を図るため清浄性確認検査に併せて、県内養豚場に

おける BVDV 浸潤状況の把握、豚に感染している BVDV

の検索を継続する必要があると思われる。 
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108 地域一体となったオーエスキー病清浄化対策の

現状と課題：群馬県東部家保 横澤奈央子 

 当管内N地区には現在養豚農家が24戸あり、県内の

約 13％の豚を飼養。当地区では平成 14 年から家畜自

衛防疫協議会と連携してオーエスキー病（AD）清浄化

対策を実施。22戸／24戸でADワクチン全頭接種が実

施され、接種回数は母豚：2回以上／年、肥育豚：1～

2 回。当所では年 2 回の抗体検査とそれに基づく指導

を実施。野外抗体保有率は120日齢以上の豚で徐々に

減少し、平成 17 年度上期以降 10％以下で推移。母豚

では、野外抗体保有率40％前後で推移。母豚産歴別の

野外抗体陽性率は、3産で約60％、1産で約15％。平

成18年度上期の検査で、ADワクチン接種22戸のうち、

野外抗体陰性農場は 2 戸、120 日齢以上の肥育豚で野

外抗体陰性の農場は14戸。対策開始から5年を経過す

るが、野外抗体陰性農場は増加せず、また母豚の野外

抗体保有率は減少していない。N 地区の清浄化に向け

て、陽性母豚の淘汰、農場別のワクチン接種方法の検

討、さらに飼養衛生管理基準を基にした衛生指導を含

めた対策が重要であると考えられる。 

 

109 管内豚オーエスキー病（AD）の浸潤状況と清浄

化を推進する為のワクチン接種方法：群馬県西部家保 

林 省二 

本県では平成 1７年度から家畜生産農場清浄化支援

事業としてADワクチン全頭接種を推進しており、管内

では事業実施前は10戸であったが32戸までに増加し

た。その結果、農場検査におけるADワクチン抗体陽性

率は、平成 15 年度の 31.4％から平成 18 年度には

48.8％に上昇している。近年のAD野外抗体陽性率は、

と畜場出荷豚において県全体 21.6％であるが管内

2.0％、管内農場検査でも2.8％と管内飼養豚の野外ウ

イルス感染率は低い。そこで、当管内の清浄化に向け

ての効果的なワクチンプログラムを検討したところ、

繁殖豚にオイルアジュバント添加生ワクチン(O/W）と

水溶性ワクチンを接種した場合の比較の結果、抗体価

に有意な差はみられなかったが、移行抗体の消失は

O/Wを使用した場合、長い傾向だった。このことから、

70～80 日齢へのワクチン接種ではワクチンブレイク

する可能性があり、野外ウイルスの動きが少ない管内

では「親は水溶性、肥育豚は８０日以降」が適切と思

われる。 

 

110 豚の BVDV 抗体による豚コレラ ELISA 陽性事例:

千葉県東部家保 飯田直樹、久保村哲也 

 平成18年4月より豚コレラ(HC)ワクチンの使用が全

面中止された。清浄性維持確認のためのHCサーベイラ

ンスを実施している中、HCワクチン未接種養豚場4戸

でHC-ELISA陽性を認めたため農場に再度立ち入り、豚

群の臨床症状の確認、体温測定、白血球数の測定を実

施したが、特にHCを疑う異常は認められなかった。同

時に実施した HCV 及び牛ウイルス性下痢ウイルス

(BVDV)中和試験で、4 戸とも HC 中和抗体陰性、BVDV

抗体陽性となり、HC-ELISA 陽性は BVDV 抗体による交

差反応と判定、HCを否定した。BVDVの地域的な浸潤を

調べるため、酪農16戸のBVDV抗体検査を実施したと

ころ、9戸60%で陽性となった。当所では肥育豚でこの

ような事例はないが、同様な事例の増加は今後HCサー

ベイランスの障害となる可能性があり、より特異性の

高いHC-ELISAキットの確立が望まれる。 

 

111 牛ウイルス性下痢ウイルスの関与が疑われた豚

コレラELISA陽性事例：千葉県中央家保 吉田喜一郎、

芦澤尚義 

 平成18年1月から11月まで、豚コレラ清浄性維持

確認検査として、豚コレラELISAを用いた抗体調査を

352戸2462頭について実施したところ、豚コレラワク

チン未接種の5農場で陽性14頭、疑陽性12頭を確認。

いずれの農場においても、豚コレラを疑う症状は認め

られなかった。また、豚コレラウイルスについて血清

を材料とし、ウイルス分離及びペスチウイルス共通プ

ライマーを用いたRT-PCRを実施したが陰性。豚コレラ

ウイルス及び牛ウイルス性下痢ウイルス(BVDV)の中和

試験を実施した結果、ELISA 陽性血清の抗体価は豚コ

レラウイルス(GM値1.14）よりBVDV1型(GM値191）が

高く、BVDV 抗体による ELISA 陽性事例と考察。BVDV

についてのウイルス分離は陰性。豚におけるBVDVの感

染実態については不明な点が多く、今後はその浸潤状

況、感染様式について明らかにしていきたい。 

 

112 オーエスキー病による流産胎子の病理学的検

索：千葉県中央家保 相田洋介、小川明宏 

 オーエスキー病(AD)は、出生間もない若齢豚では全

身性の壊死病変、7 日齢以降の哺乳豚では非化膿性脳

脊髄炎を特徴とするが、流産胎子は死後融解等で検索

不能なことが多く、その病変は明らかでない。そこで、

ADによる流産が発生した一養豚場（繁殖豚160頭の一

貫経営）で、流産胎子の病理学的検索を行った。剖検

所見では、肝臓に微小白斑が瀰漫性に認められた。組

織所見では、脳、扁桃、肺に好酸性核内封入体を伴う

小壊死巣が散見され、肝臓、脾臓では小壊死巣が瀰漫

性に認められた。抗ADウイルスマウス血清を用いた免

疫染色では、これら病変部に陽性抗原が認められた。

その他に、腎臓の皮質に軽度～中等度の出血、胎盤の

一部に好酸性核内封入体が認められた。本症例の流産

胎子の病変は全身性の壊死病変が特徴であり、若齢豚

の病変と類似していた。これらの病変は、血行性にAD

ウイルスが感染し形成されたものと考えられた。 
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113 豚繁殖・呼吸障害症候群の防疫対策と ELISA 抗

体陽性事例への取り組み：富山県東部家保 森岡秀就、

神吉武 

本県の豚繁殖・呼吸障害症候群(PRRS)防疫対策は、

共用隔離豚舎を活用した県外導入種豚からの侵入防止

とELISA検査によるモニタリングを実施。抗体陽性農

場数の増加には至っていないことから、これまでの防

疫対策は有効と判断。一方、種豚生産農場のモニタリ

ング検査で、ELISA 抗体陽性豚(陽性豚)を摘発。立入

検査により、臨床症状はなかったが、育成豚で陽性豚

6 頭を確認。陽性豚 5 頭の病性鑑定を行った結果、ウ

イルス分離及びRT-PCR検査は陰性。IFA検査では陽性

豚は全て 20 倍未満。RT-PCR 検査では陽性豚及び陰性

同居豚血清は全て陰性。清浄性確認検査は、全て陰性。

これらのことから、ELISA 抗体陽性は非特異反応であ

り、PRRSの感染はないと診断。PRRS検査対応の見直し

を行った結果、ELISA 検査はスクリーニング検査と位

置付け、陽性豚が出た場合には、臨床症状及び疫学状

況を確認し、陽性豚のIFA検査及びRT-PCR検査により、

感染の可能性を検討する方法が現実的で有効と判断。 

 

114 離乳後多臓器性発育不良症候群（PMWS）が認め

られた養豚団地への衛生対策の策定：富山県西部家保 

稲垣達也、牧坂 敦 

平成18年6月、母豚94頭規模の一貫経営養豚場で

発育不良・削痩著しい肥育豚（品種 LWD、性別雌、86

日齢）を鑑定殺。病理検査で、肺に巨細胞や好酸球浸

潤を含む細気管支周囲リンパ装置の過形成を確認、免

疫組織化学的染色法により巨細胞内で豚サーコウイル

ス2型（PCV2）が陽性、腎門リンパ節にPCV2の封入体

が存在、ウイルス検査でリンパ組織及び脾臓のPCR検

査の結果PCV2が陽性であったことからPMWSと診断。

この農場を含む養豚団地の衛生対策策定のため PCV2

の抗体検査を1ヵ月齢、2ヵ月齢、3ヵ月齢、繁殖母豚

各10 頭ずつ3農家で実施。1カ月齢25 頭、2カ月齢

23頭、3カ月齢及び繁殖母豚では全頭抗体陽性を確認。

1、2ヵ月齢では移行抗体が減少、3ヵ月齢以降感染抗

体が増加の示唆され、養豚団地のPCV2感染による事故

率の軽減として離乳後2カ月間の衛生管理指導を策定。 

 

115 県外導入豚に確認された牛ウイルス性下痢ウイ

ルス抗体陽性事例：石川県北部家保 長門正志 

豚への牛ウイルス性下痢ウイルス（BVDV）感染によ

る抗体価の上昇により、共通抗原を有する豚コレラウ

イルス（CSFV）の抗体として検出された例は国内外で

報告あり。2006年1月、管内の養豚場で県外導入豚7

頭中1頭にCSFV中和抗体を検出、ELISAで疑陽性を確

認。抗体陽性豚、同居導入豚ともに着地時に臨床症状

なし。抗体陽性豚はCSFV中和抗体価2倍ならびにBVDV

中和抗体価128倍。当該農場に導入豚7頭の隔離を指

示、また導入元農場へ抗体検出の通知、導入停止を連

絡。抗体陽性豚の病性鑑定殺、ウイルス分離、RT-PCR

およびFA法の結果からBVDVによる感染と診断され同

居豚の隔離解除、導入再開を指示。県内全 25 農場の

CSFV清浄性確認検査で同様の摘発例は無く、今後の摘

発には今回の対応を適用。 

 

116 管内養豚農家における豚サーコウイルス 2 型

(PCV-2)の抗体保有状況：石川県南部家保 長井誠 

豚サーコウイルス 2 型(PCV-2)は豚の離乳後多臓器

性発育不良症候群(PMWS)の原因因子と考えられてお

り、わが国に広く浸潤。しかし当管内における状況は

調査されておらず不明。そこで管内5農家のPCV-2抗

体保有状況を平成18年度に採血した30、60、90、120、

150 日齢、育成および繁殖豚 175 頭について調査。さ

らに平成 13 年度の保存血清 230 検体および 8 年度の

162 検体による遡り調査も併せて実施した。抗体検査

はPPK3F細胞を用いた間接蛍光抗体法で行った。その

結果、すべての農家に抗体陽性豚を確認。日齢別の抗

体価幾何平均(GM)値および抗体陽性率の比較では、い

ずれの農家も90日齢以降にGM値および抗体陽性率の

上昇が確認されたことから、感染日齢を60日齢以降と

推察。遡り調査でもすべての農家に抗体陽性豚が確認

され、GM値および抗体陽性率の年度による変動は認め

られなかった。以上から、本管内においてはPCV-2が

広く浸潤し、過去10年間にわたり浸潤状況および感染

日齢(60 日齢以降)に変化がないことが明らかになっ

た。 

 

117 豚繁殖・呼吸障害症候群（PRRS）管内浸潤状況

および対策事例について：山梨県西部家畜保健衛生所  

牛山市忠・清水景子 

平成18年度管内養豚農家17戸について、と畜場出

荷豚血清及び病性鑑定血清を用いた PRRS 抗体検査を

実施して管内浸潤状況を調査した。その結果、17戸中

12戸（陽性率70.6%）、126検体中57検体（陽性率45.2%）

で抗体陽性が確認された。このため管内養豚農家では、

かなりの確率で PRRS ウイルスが蔓延していることが

示された。対策事例としてＡ農場では、定期的な抗体

検査により抗体陽性豚の摘発淘汰を行い清浄性を維持

している。Ｂ農場では、平成18年1～6月にかけて呼

吸器症状が多発し死亡豚も増加したため、病性鑑定を

実施したところ死亡豚からStreptococcus suisが分離

され、患畜のActinobacillus pleuropneumoniae（App）、

PRRS の抗体価が高くこれらが関与していることが示

唆された。対策としてAppおよび豚マイコプラズマ性

肺炎ワクチン接種と発症豚への抗生剤投与による呼吸

器病対策を行い飼育豚の損耗を軽減させた。 
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118 豚の牛ウイルス性下痢ウイルス（BVDV）感染の

経過調査：愛知県尾張家保 井藤雅子、丸山実博 

１農場で複数頭が BVDV 感染により豚コレラエライ

ザ検査陽性。当農場保存血清の BVDV 中和抗体検査と

RT-PCR 検査を実施。当該農場への BVDV の侵入時期、

経路、抗体陽性率及びその推移を調査。導入後1か月

以降に陽転。農場内での感染示唆。陽性率は 16 年度

20%、17年度64%、18年度26%。PCR検査はすべて陰性。

17 年 1 月以降の血清に抗体検出。ウイルスは 17 年 1

月以前に侵入。また、個体別経過調査から 17 年 3～6

月、18年3～7月にもBVDVの動きを示唆。当農場近隣

に養牛農家はなく、陽性豚飼養豚舎はウインドウレス

で立地的に牛との接点なし。唯一の接点は農場主の養

牛地域への頻回訪問。人によるウイルスの持込を推察。

その後の防疫対策により、18 年度には陽性率が低下。

新たな陽転豚について、現在原因調査中。陽性豚との

常時接触個体は陰性保持、水平感染の可能性は低く、

また、抗体陰性豚のPCR検査陰性の結果から、持続感

染豚は、本事例では存在しなかったと推察。 

 

119 PRRS 陽性農場における損耗防止対策の検討：大

阪府北部家保 岡村玲子、前角高広 

管内の一貫経営養豚場で平成16年夏頃より、離乳豚

の死亡が増加。平成16～18年の調査、対策を概要報告。

【検査結果】発育不良豚は病性鑑定で8割に肺病変。

豚繁殖呼吸障害症候群ウイルス(PRRSV)、豚サ－コウイ

ルス 2 型と、多菌種を検出。PRRSV 感染が発育不良の

主因と考察。抗体検査とPCR検査の結果、離乳舎で飼

養される40日齢頃にPRRSVに感染。【対策】離乳舎の

PRRSV 感染防止対策として、①離乳豚の移行抗体価を

揃えるため、PRRS抗体陽性確認後2ヶ月経過の繁殖素

豚を導入、導入後40日間隔離後に繁殖に供す。②離乳

舎全室の消毒と隔離飼育の徹底。【対策後の結果】死

亡率は対策後4ヶ月間は減少。発育不良豚の肺病変は

軽減。離乳舎のPRRSV陽性率は低下したが、感染は継

続。在舎の母豚に抗体陰性豚を確認。【今後の対応】

①繁殖雌豚のPRRS免疫強化：抗体陽性素豚導入とワク

チン接種の併用。②離乳舎の定期的消毒。③離乳豚と

繁殖雌豚のPRRS浸潤状況調査継続。  

 

120 経胎盤感染が認められた豚痘ウイルス（SPV）に

よる異常産：大阪府北部家保 桂法子、岡村玲子 

 一貫経営の養豚場で母豚1頭に異常産がみられ、異

常産子は豚痘と診断。豚痘による異常産の報告事例は

少なく、希少な事例であるので概要報告する。初産の

母豚が分娩予定日に娩出した11頭中、6頭死産、1頭

虚弱。娩出個体の一部の皮膚に円形の発疹を認めた。

皮膚病変を有した虚弱子豚、死産胎子、胎盤の一部を

材料に病性鑑定実施。なお、母豚は著変なし。細菌学

的検査では有意菌分離陰性。ウイルス学的検査では日

本脳炎ウイルス、豚パルボウイルス等のPCRは全て陰

性。ウイルス分離では皮膚と胎盤からSPV分離。病理

組織学的検査では、皮膚有棘細胞や舌、胎盤の上皮細

胞の増生と風船様変性、好酸性細胞質内封入体を認め

た。電子顕微鏡学的検査では細胞質内にSPVに特徴的

な大型レンガ状ウイルス粒子が多数存在。今回、胎盤

にSPVが存在したことからSPVの経胎盤感染が証明さ

れた。豚痘の発生は本府においても当農場においても

初めてであり、現在もウイルスの侵入経路等疫学調査

実施中。 

 

121 大阪府で分離された豚繁殖・呼吸障害症候群

（PRRS）ウイルスの分子系統解析：大阪府南部家保 

木原祐二 

 PRRSウイルスは、遺伝子や抗原性が多様である。今

回、府内分離株の遺伝子性状を調査、さらに、被害の

大きい一農場について、分離株や過去の検査材料も使

用しウイルスの系統学的関係について検討。＜材料と

方法＞①平成17年度分離、4農場(A、B、C、D)計8株(各

4、1、2、1株)の制限酵素断片長多型（RFLP）解析、分

子系統解析を実施。②A農場の平成18年度分離3株と平

成5年病性鑑定材料2検体の分子系統解析を実施。＜結

果＞①RFLP解析では、同じ農場の株は同じ切断パター

ン、農場別では各々違う切断パターン。分子系統解析

では、A、B、D農場計6株はワクチン株と近縁、C農場2

株は違う系統。②A農場の18年度3株は17年度の4株に近

縁、平成5年2検体は違う系統。＜まとめ＞府内にも遺

伝子学的に多様なPRRSウイルスが存在。A農場では、近

年、同一株のPRRSウイルスが変異しながら存在してい

る可能性が示唆されたが、異なる株が過去に存在。今

後も引き続き、監視を継続したい。 

 

122 豚エンテロウイルス性脳脊髄炎(PEE)が疑われた

症例：奈良県家保 山中真美、松田 勇 

 県内の養豚農家で子豚に斜頚、腰麻痺を示す死亡が

相次ぎ、PEEを疑う所見を得られた。臨床症状を示す豚

を鑑定殺、臓器乳剤でウイルス分離および各種ウイル

スの遺伝子検査を実施、得られたPCR産物はシークエン

スを決定し、分子系統樹を作成。橋、小脳、胸髄で囲

管性細胞浸潤、グリア細胞集簇など非化膿性脳脊髄炎

の組織像を認めた。橋および小脳から豚テシオウイル

ス(PTV)遺伝子が検出され、他のPTV株と高い相同性を

示したが、ウイルス分離は陰性。中枢神経系でのPTV

の免疫組織化学染色も陰性。また、肺で化膿性気管支

肺炎を認め、Pasteurella属を分離。臨床症状、非化膿

性脳脊髄炎および中枢神経でのPTV遺伝子の検出とい

う結果から、PEEが充分に疑われる症例であったが、ウ

イルスは分離されず、確定診断に至らなかった。PTV
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は日和見感染している場合が多く、今回も肺炎などに

よる免疫低下が引き金となり、発症した可能性が考え

られた。 

 

123 PRRS-ELISA における非特異的陽性反応に対する

一考察：鳥取県西部家保 梁川直宏、千代隆之 

  管内PRRS陰性農場における県外導入豚30頭中4頭

でELISA陽性反応(S/P比値0.4以上)を認めた。再度、

採血・農場立入検査を実施。臨床症状を示す豚は認め

られないが、ELISAでは、30頭中2頭（前回も陽性）

で陽性反応を認めた。前回陽性の残り2頭は陰性とな

ったが、S/P 比値は高めであった。同時に、今年度の

同農場の保存余剰血清123頭についてELISAを実施。

導入豚83頭中3頭が陽性。出荷肉豚40頭は全て陰性

であった。ELISA 陽性7頭及び陰性だがS/P 比値が高

値の3頭についてPCRを実施。結果は全頭陰性であっ

た。経時的変化を見るため、初回から2週間後の採血・

立入検査を実施。臨床症状なし、ELISA では全頭陰性

となった。しかし、初回陽性の4頭のS/P比値は概ね

高めであった。併せて、広がりを見るために同居豚 7

頭についてもELISAを実施し、全頭陰性を確認。以上

の結果から、農場の防疫管理を踏まえ、この度のELISA

陽性反応については、非特異的なものであると判断し

た。 

 

124 豚繁殖･呼吸障害症候群ウイルス(PRRSV)汚染農

場での豚胸膜肺炎発生例：佐賀県中部家保 鈴木由希

子 

隣接する2戸のPRRSV汚染農場で豚胸膜肺炎発生。

農場Aは母豚190頭規模の一貫経営。2004年より豚胸

膜肺炎続発のため2006年5月に育成豚3頭を病性鑑定。

剖検で心､肺､胸膜癒着､漿膜の線維素塊付着､肺の膿貯

留､病理所見で慢性化膿性肺炎。2 頭の肺より

Actinobacillus pleuropneumoniae 血清型 1 型(App1

型)、3頭の肺よりPRRSV遺伝子検出。現在も豚胸膜肺

炎散発のためAppワクチン接種プログラム検討中。農

場Bは母豚90頭規模の一貫経営。2006年 4月に豚胸

膜肺炎発生、9 月に再発し肥育豚 2 頭を病性鑑定。剖

検で血様胸水貯留､肺の出血･壊死巣､胸膜の線維素付

着､病理所見で壊死性線維素性胸膜肺炎。2頭の肺より

App 1型、2頭の肺門リンパ節と血清よりPRRSV遺伝子

検出｡母豚は導入後10頭中4頭でPRRSV抗体陽転。治

療により現在は発生なし。両農場由来App1型の疫学的

関連は検討中。飼養環境改善､PRRSVと費用対効果を考

慮したワクチン接種、適切な治療･予防薬選択を指導。 

 

125 発育不良豚における豚ｻｰｺｳｲﾙｽ 2型の関与状況：

佐賀県中部家保 山口博之、山下信雄 

日常の病性鑑定で発育不良を示す豚の症例に遭遇す

ることがあり、発育不良に関与する病原体の一つに豚

ｻｰｺｳｲﾙｽ 2型(以下PCV2)が知られている。今回PCV2の

関与状況を把握する目的で、平成 7 年度から平成 18

年 9 月に病性鑑定を実施した発育不良豚（128 頭）を

対象にﾘﾝﾊﾟ組織のﾍﾏﾄｷｼﾘﾝｴｵｼﾞﾝ染色(以下 HE)による

鏡検、ﾊﾟﾗﾌｨﾝﾌﾞﾛｯｸを用いた免疫組織化学染色及びPCR

法による遺伝子検索を試みた。HEによる鏡検でﾘﾝﾊﾟ節

のﾘﾝﾊﾟ濾胞の変化は反応性と退行性の変化に分けられ

た。退行性変化を示すものには好塩基性細胞質内封入

体を18頭に認めた。抗PCV2血清を用いた免疫組織化

学染色では 18 頭に陽性抗原を検出、うち 7 頭に PCR

法でPCV2特異遺伝子を検出。以上からPCV2が関与し

た発育不良は128 頭中18頭と推察。佐賀県でのPCV2

感染確認初年度は平成12年度。近年、感染確認頭数が

増加していたので農家に対し定期的な消毒と異常豚摘

発について指導。 

 

126 インフルエンザウイルスが関与した豚呼吸器病

症候群(PRDC)：宮崎県宮崎家保 前田浩二、稲井耕次  

 県内の1養豚場で、肥育後期豚に腹式呼吸を認め、3

頭の病性鑑定を実施。ウイルス検査は、CPK、MARC145

細胞、発育鶏卵を用いたウイルス分離と豚繁殖・呼吸

障害症候群ウイルス(PRRSV)、オーエスキー病ウイルス

(ADV)、豚インフルエンザウイルス(SIV)について抗体

検査を実施。剖検所見は、3 頭全てに肺前中葉の肝変

化、2頭に胸膜炎を認めた。ウイルス検査は№3の肺の

尿膜腔液でSIVを分離。事業で指定されたプライマー

を使用した RT-PCR では、NP のみ特異遺伝子を検出。

亜型同定は動物衛生研究所に依頼し、プライマーの不

具合が判明、H1N2亜型と同定。抗体検査は、PRRSが殆

どの月齢で陽性、ADは全て陰性。SIVは肥育前期以降

に陽性を確認。細菌検査で№ 3 の肺よ り

Actinobacill-us pleuropneumoniae(App)2型を分離。

組織学的には 3 頭全てに気管支間質性肺炎、№3 では

更に壊死性胸膜肺炎を認め、免疫染色でPRRSV抗原も

確認。以上より、SIV、App2型、PRRSV等の病原体によ

るPRDCと診断。 

 

127 消化器障害を主徴とする離乳後多臓器性発育不

良症候群の発生例：宮崎県延岡家保 入田重幸、鎌田

博志 

県北部２養豚場において消化器障害を主徴とする P

MWS が発生。症例１は離乳１週間後に下痢および呼吸

器症状を伴う発育不良、症例２は離乳後子豚が発育不

良、下痢。２養豚場ともPRRSウイルス抗体については

陰性。症例１は、空腸内容物からST遺伝子保有大腸菌

を分離。胃粘膜にカタル性炎症と共に一部で固有構造

が崩壊、盲腸から結腸は粘膜が広範に壊死。また、中

枢神経には出血、血栓の形成を伴う血管周囲組織の軟
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化を観察。症例２は、胃に腺上皮の崩壊や粘膜の壊死、

盲腸から結腸の粘膜に広範な壊死。２症例ともリンパ

組織はリンパ球の減数、マクロファージの浸潤と共に

PCV2の免疫染色陽性反応を観察。症例１は、脳脊髄血

管症を併発し、腸管毒血症性大腸菌の関与が疑われた

が、消化管粘膜の崩壊はそれを逸脱するもので、PCV2

による病変形成の可能性も充分示唆。症例２は、病変

が消化管に主座し、他に病原体の関与が確認されなか

ったことからPMWSの１病態と考えられた。 

 

128 豚繁殖・呼吸障害症候群(PRRS)の病性鑑定に関

する考察：鹿児島中央家保 榊原正吾、池田省吾 

  H15年～H18年にPRRSVが関与したと考えられた症例

について病性鑑定成績を検討。間質性肺炎の認められ

た59頭のうち33頭でPRRSVを検出。非検出の26頭は

免疫染色で陽性16頭、陰性10頭。エライザ検査で陽

性23頭、陰性3頭。これより、間質性肺炎が認められ

たがウイルス非検出の原因として、感染後抗体価上昇

により、ウイルスが消失・減少したと考察。感染後ウ

イルスが検出しがたい程度に消失した個体でも、組織

病変が残存し、免疫染色で抗原検出され得ることが示

された。また間質性肺炎にPRRSV以外の要因も示唆。

一方、PRRSV が検出されたが、組織病変が認められな

かった4頭では免疫染色で陽性1頭。エライザ検査で

2 頭が陽性に近い値を示した。これよりこれらは感染

初期であり、病変形成に至っていないと考察。本検討

よりPRRSの病性鑑定に際しては、ウイルス検査及び病

理検査の両面を考慮し、より慎重な診断が必要であり、

その際免疫染色も診断の一助として有用であると考え

られた。 

 

129 豚の牛ウイルス性下痢ウイルス(BVDV)抗体陽性

事例と県内の抗体保有状況調査：鹿児島中央家保 池

田省吾 

 H17年度以降の県内BVD抗体陽性事例2例の概要と

県内抗体保有状況を報告。第1事例は母豚25頭の一貫

経営で母豚8頭中2頭が中和抗体陽性、第2事例は種

雄豚41頭の種豚場で38頭中17頭が陽性。ともに牛と

の関連はなく、複数の陽性豚が確認されたため、豚群

内でのウイルス拡散が疑われた。また、侵入したBVD

ウイルスは豚にほとんど病原性がないことが示唆。BV

D及び豚コレラ中和試験（CSF-NT）、CSF-ELISA、RT-P

CR、ウイルス分離からウイルスの動きは終息している

と判断。第2事例の陽性17頭中、交差反応で12頭が

ELISA陽性、4頭がCSF-NT陽性。県内抗体保有調査は

H17年度CSF清浄検査用血清370戸2,306頭を用い、1

4戸(3.8%)19頭(0.8%）で抗体を検出(×2～×64)。内

4戸は複数の陽性豚を確認。今回は農場当たりの検体

が少ないため、まだ多くの陽性農場があると推察。今

後も増加することが予想され、CSF清浄確認はBVDと

同時に中和試験を行うことで的確な診断ができると考

察。 

 

130 県内初のオーエスキー病抗体陽性豚確認に伴う

防疫対策：沖縄県北部家保 仲村真理、安里仁 

 平成2年に国内でのオーエスキー病（以下AD）発生

を受け、沖縄県では、他県からの導入を中止、沖縄県

AD 防疫対策要領及び県外導入豚着地検査実施要領を

定め、定期検査や県外導入豚の一ヶ月間の隔離・着地

検査を行い、ADの侵入防止に努めてきた。このような

体制の中、着地検査を受けずに導入された豚が存在す

るとの情報により、平成18年9月6日、立入検査を実

施。臨床症状は見られなかったが、AD抗原ラテックス

による検査の結果、抗体陽性豚１頭が沖縄県で初めて

確認。平成18年9月8日に沖縄県オーエスキー病防疫

対策本部及び現地対策本部を設置。当該農場では、全

頭自主淘汰及び全面消毒の対策を実施。その病性鑑定

結果において農場内感染は否定。また、全県的に実施

した立入検査及び精密検査の結果、全て陰性。県内で

の発生は確認されず、ADの発生及びまん延を防止する

ことができたことから、平成18年11月27日にはAD

防疫対策本部及び現地対策本部を解散した。 

 

Ⅱ－２細菌性・真菌性疾病 

 

131 豚丹毒多発農場への衛生指導：群馬県吾妻家保 

宮前千史、南山治美 

食肉検査で豚丹毒（ＳＥ）と診断された管内の豚は、

平成16年3戸16頭、平成17年5戸13頭であったが、

平成18年1月以降急増し、3月末までに2戸28頭に

達した。このうち、24頭の発生があった一農場につい

て、改善対策を検討。本農場は、母豚340頭・肥育豚

3,500頭を飼養し、ＳＥ生ワクチンを70日齢で接種。

病型はすべて関節炎を呈した慢性型。月齢毎の抗体価

の推移を調査の結果、30 日齢から 60 日齢にかけて 4

倍未満から6倍に上昇、ワクチン接種時の70日齢では

約8倍と推定、150 日齢から180 日齢にかけては、18

倍から74倍に上昇。自然感染による抗体上昇が生ワク

チンの接種効果を阻害し、慢性型ＳＥを誘発させてい

る可能性が示唆。本農場では、肥育豚舎移動時の 70

日齢でワクチンを接種しており、作業体系から接種時

期変更は困難。対策として、母豚の年2回のワクチン

接種と子豚への不活化ワクチン接種を指導。ワクチン

プログラム変更後の抗体調査の結果から、子豚の移行

抗体獲得と接種後の抗体上昇を確認。この結果、7～9
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月の発生は3頭に減少し、10月以降の発生は無い 

 

132 牛ヨーネ病抗体検出 ELISA キットを用いた豚抗

酸菌症の抗体検出：群馬県西部家保 野末紫央 

豚抗酸菌症はMycobacterium属菌の感染によって起

こり、出荷まで特別な臨床症状を示さないことから、

と畜場での食肉衛生検査により発見される。本年9月、

管内1養豚場において本症集団発生による内臓または

枝肉廃棄処分があり、農場の経済的損害は甚大であっ

た。当該農場で実施した鳥型ツベルクリン皮内反応は

多頭数検査に適さず、農場全体の汚染状況把握は困難

であった。そこで、Mycobacterium 属菌を抗原とする

市販の牛ヨーネ病診断用ELISAキットを用いて抗体検

出を試みた結果、ほぼ良好な成績であった。この方法

を用いて、本症による枝肉廃棄があった 25 農場由来

730頭と全廃棄の報告がない39農場由来368頭のと畜

場出荷豚を検査した。抗体を認めない農場は18農場、

集団的に高いELISA-OD値を認めた農場は5農場であっ

た。これらのことから、本法による血清抗体検出は可

能であり、効率的な抗体保有豚のスクリーニングに有

用と考えられる。 

 

133 大腸菌による離乳後下痢症発生養豚農場におけ

る追跡調査:群馬県西部家保 中原大輔 

管内A農場で大腸菌による離乳後下痢症が発生。分

離大腸菌はST1,2、LT、VT2 、F18を保有し、薬剤感受

性試験はABPCを含む8薬剤に耐性。農場の対策として、

分離株に対して感受性を示し、発症時には添加を中止

していたコリスチン(CL)を離乳豚に再添加。その後、

分離株と同性状を示す大腸菌の分離状況確認のため、

発症豚群と毎月の離乳豚について、各月10頭を対象に

経時的な追跡調査を実施。発症豚群では初発以後の発

症はなく、離乳豚は発生3ヶ月後以降に発症を確認。

大腸菌は発症豚群の豚舎移動時、離乳豚の発症時と発

症翌月の無症状豚から分離。非発症時の離乳豚は分離

陰性であるものの、一般大腸菌数の減少を確認。農場

規模拡大による飼養状況の変化、飼養管理失宜、不安

定な気候および豚舎移動による環境の変化が発生要因

として推測。現在、CL添加後の下痢発生、分離陽性で

ある無症状豚の存在から、適切な飼養管理の実施を指

導。今後は疾病予防を目的とする、抗生剤の常時投与

について検討。 

 

134 県内一養豚場で発生した豚増殖性腸炎と県内浸

潤状況 

：埼玉県中央家保 吉田輝美、伊藤麗子 

 母豚80頭規模の一貫経営養豚場で、平成18年7月

下旬～9 月に 3 か月齢豚が黄色水様性～灰白色泥状下

痢を発症。下痢は育成豚舎で約40日齢で始まり、3か

月齢で8～9割が発症。被毛粗剛や削痩、発育のバラツ

キを認めた。発症豚2頭、死亡豚1頭を検査。病理組

織学的に3頭の空腸～回盲部、結腸粘膜の陰窩上皮に

腺腫様過形成を認め、鍍銀染色で陰窩上皮細胞質内刷

子縁に沿い好銀性の微少な湾曲菌体を検出。免疫染色

で菌体と一致して Lawsonia intracellularis(Li)抗

原を検出。細菌学的には 3 頭の回腸粘膜乳剤から

Nested PCR で Li 特異遺伝子を検出。本症例をLiに

よる増殖性腸炎と診断。県内では平成12年に成豚の増

殖性出血性腸炎を確認したが、慢性型は初。県内 Li

浸潤状況を把握するため、平成17～18年に採材した5

～6 か月齢肥育豚の保存血清を用い間接蛍光抗体法に

よる抗体検査を実施。64 農場中 64 農場(100%)、256

頭中231頭(90.2%)が陽性、Liの広範な浸潤を確認。 

 

135 豚のレンサ球菌症の一例：東京都家保 岩倉健

一 内田 茂ほか 

養豚農家で、約40～50日齢の豚が起立不能や震顫等

の神経症状を呈した後、３～４日で死亡することが続

いた。発症子豚2頭（No1、No2）を病性鑑定。№１は

前日に発症、食欲廃絶、元気消失、起立を嫌った。№

２は４日前に発症、起立不能。２頭は親が異なるが、

離乳後に同じ豚房で飼養管理されていた。剖検では、

脳は充血、水腫を認めた。採材後、漿液が滲出し貯留、

リンパ節の腫大等が見られた。他の臓器に異常は特に

なかった。組織所見は、大脳や脳幹部の広範囲に重度

の髄膜炎。リンパ節や脾臓では､好中球の浸潤や出血が

見られた。ウイルス学的検査は陰性。細菌検査で、２

検体とも脳からレンサ球菌を分離。性状、血清型別、

PCR 検査から Streptococcus.suis2 型と同定。薬剤感

受性試験では、ペニシリン等多くの薬剤に感受性を示

した。臨床症状・剖検所見・細菌検査等各検査結果か

ら、Streptococcus.suis 2型による髄膜炎型のレンサ

球菌症と診断。 

 

136 多剤耐性大腸菌が分離された一養豚場における

大腸菌の抗菌剤感受性調査：神奈川県県央家保 山本

和明、萩原茂紀 

平成18年8月、離乳豚の浮腫病由来大腸菌が、ニュ

ーキノロン系薬剤を含め多剤耐性で、ベロトキシン

(VT)産生能を有していたため、発生農場における大腸

菌の抗菌剤感受性調査を実施。9、11 月に発育ステー

ジごと計20頭の糞便から大腸菌を2株ずつ分離、浮腫

病由来株と合わせ計49株について10薬剤の抗菌剤感

受性、VT産生能を調べた。結果、分離株は全て何らか

の薬剤耐性を持ち、耐性数は1～8薬剤。OTC耐性が96％、

DSM耐性が88％の株にみられ、耐性菌がまん延してい

た。ニューキノロン耐性大腸菌は浮腫病と診断した 2

頭、30日齢（9月、11月採材）それぞれ1頭、計4頭
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から6株分離され、いずれも5および8薬剤の多剤耐

性を保有。VT産生大腸菌は浮腫病の豚と9月採材の30

日齢の豚のみから分離。農場へは分離された大腸菌が

多剤耐性を有していたため、抗菌剤に頼らず、生菌剤

の投与、消毒の励行、飼養環境改善を指導。その後浮

腫病の続発はない。 

 

137 豚でみられた Salmonella Choleraesuis による

化膿性髄膜脳脊髄炎：神奈川県病鑑 松尾綾子、丹波

義彰 

総飼養頭数455 頭の一貫経営農家で、2006 年 10 月

に110日齢の肥育豚1頭に後躯蹌踉、元気消失。翌日

には隣接豚房で2頭が同様の症状を呈し死亡、初発豚

1 頭につき病性鑑定を実施。剖検で、脳の血管充盈、

肝臓および腎臓に針頭大白色点散在、肺の副葉および

左右後葉腹側が一部肝変化。組織学的検査では、大脳、

小脳、橋、延髄、脊髄（頚・腰膨大部）にリンパ球を

主体とした好中球浸潤を伴う囲管性細胞浸潤やグリア

結節が散在する化膿性髄膜脳脊髄炎が、肝臓にはチフ

ス結節が散在、化膿性気管支肺炎と間質性肺炎、非化

膿性間質性腎炎がみられた。細菌学的検査では、脳お

よび肺からS.Choleraesuisを分離。サルモネラ免疫血

清07群を用いて免疫組織化学的染色を行ったところ、

大脳、小脳、橋、延髄、脊髄、肺で陽性抗原を確認。

ウイルス学的検査で、肺からのPCRによる遺伝子検索

で PCV2 特異遺伝子を検出。以上から、本症例は

S.Choleraesuis 感染による化膿性髄膜脳脊髄炎と診

断。 

 

138 発酵床方式肥育養豚場における衛生対策指導：

山梨県東部家畜保健衛生所 金高弘志・福沢昭文 

 管内に県内では少ない発酵床方式及び食品残渣の乳

酸菌添加飼料(リキッドフィーディング)を採用してい

る肥育養豚場がある。発酵床方式はふん尿処理等の管

理の省力化等が利点。その反面、消毒が困難等の問題

もある。その農場において、9月下旬に同じ豚房内で

の複数豚の死亡を確認。病性鑑定の結果、サルモネラ

属菌による敗血症と診断。農場環境内のサルモネラ検

査を行ったが、環境材料からはサルモネラは分離され

なかった。農場主、肥育豚導入元等と打ち合わせを行

い、衛生面での対策として、①導入元ごとに豚房を分

けての飼養②豚房ごとの仕切り板の設置③ネズミ等の

駆除④薬剤感受性試験結果による使用薬剤の変更を指

導。また、豚のストレス低減の面から施設の改善(飲水

器設置)、敷料の改善について指導。その後、豚の餌へ

の食いつきも以前より良くなり、改善傾向が見られて

いる。現在、環境検査を再度行い、モニタリングを続

けている。 

 

139 ELISA による豚サルモネラ症の抗体検査法の検

討：岐阜県岐阜家保 篠田ダビデ、宮﨑次朗 

 2005 年及び 2006 年に県内で発生した豚サルモネラ

症を契機とし、本症のELISAによる抗体検査法を検討

した。抗原としてSalmonella Typhimuriumの加熱死菌

と簡易キットにより抽出した菌外膜成分（LPS）を検討

し、交差反応のないLPSを使用することとした。試験

系を検証する目的で、サルモネラ分離陽性の1農場と

分離陰性の10農場の豚血清を用いてELISAを実施し、

統計解析により両群に有意な差（P<0.01）を確認した。

次に本法の応用の可能性を検討するため、家保の保存

血清を用いて検査を実施したところ、サルモネラ症発

生のあったA及びB農場では過去2年にわたり高いOD

値が確認された。さらにA農場では同一豚群育成期及

び肥育期血清を用いた検査から、肥育期に高いOD値に

変化することが確認された。ELISA は迅速で多検体の

スクリーニングが可能な他、発生農場の疫学調査にも

応用可能であり豚サルモネラ症の有用な検査法と考え

られる。 

 

140  管内における豚増殖性腸炎の発生事例：静岡県

中部家保 鈴木秀歌、松本浩二 

管内繁殖経営農家で、離乳後の育成豚が下痢を主徴

とした発育不良を呈し、病性鑑定を実施。発症豚3頭

について病理解剖を行なったところ、肉眼所見では全

頭で回腸の肥厚及び硬結、2頭で回腸の偽膜形成を観

察。病理組織学的検査では、全頭で回腸陰窩上皮細胞

の腺腫様過形成及びワーチンスターリー染色により

Lawsonia intracellularis（Li）と考えられる細胞質

内湾曲小桿菌が多数観察され、豚増殖性腸炎と診断。

離乳豚に対してマクロライド系抗生物質の投与を指

導したところ、その後の発生は認められず、また、糞

便を用いたNested PCR法による投薬後のLi汚染状況

の確認において、15検体全て陰性。さらに、管内繁殖

経営5戸、一貫経営6戸及び肥育経営1戸を対象として

Li浸潤状況を調査。糞便及びと畜場で採材した回腸の

乳剤を用いたNested PCR法で実施した結果、糞便185

検体中22検体、農場数では12戸中5戸が陽性であり、

回腸乳剤26検体は全て陰性。 

 

141  T 市の豚マイコプラズマ浸潤状況：愛知県東三

河家保 竹田昭彦、岡村隆 

マイコプラズマ・ハイオニューモニエによる豚マイ

コプラズマ肺炎は豚の慢性呼吸器病の一つで他の細菌

やウイルスによる二次感染症を引起す基礎疾患として

重要。今年度、T 市豚防疫対策協議会の協力により、

市販エライザキットで抗体検査し、浸潤状況を調査。T

市内養豚場77戸の3から6か月齢を対象に各戸5ない

し10頭合計645頭検査。全体の陽性率は94.3%、養豚
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場単位では100%陽性。養豚場ごとの陽性率は40%から

100%、全頭陽性の養豚場は59戸（76.6%）。ワクチン接

種養豚場50戸は陽性率96.0%、未接種27戸は89.6%、

ワクチン接種による陽性率に有意差なし。ワクチン接

種養豚場のワクチンプログラムを子豚のみに接種する

グループⅠ（36戸）、母豚と子豚のⅡ（12戸）及び母

豚のみのⅢ（2 戸）に分類。Ⅰの陽性率は 97.8%、Ⅱ

90.8%、Ⅲ95.0%、ワクチンプログラムによる陽性率に

有意差なし。未接種養豚場の抗体は野外感染、全体の

陽性率が94.3%、高率なマイコプラズマ浸潤を確認。 

 

142 食肉衛生検査所分離豚丹毒菌への PCR による同

定と生菌ワクチン株との識別の試み：三重県中央家保 

小畑晴美、喜田宗敬 

県下2ヵ所の食肉衛生検査所で，平成18年度上半期

出荷豚から分離された豚丹毒菌8株(蕁麻疹型:3株,関

節炎型:5株)と特定一農場(発生)の平成17年度本病摘

発豚から分離された19株(蕁麻疹型:8株,関節炎型:11

株)について PCR を導入した同定と，血清型別，RAPD

法およびアクリフラビン耐性試験による生菌ワクチン

株との識別を実施。結果は，PCR において，分離株は

すべてErysipelothrix rhusiopathiaeであることが確

認され，血清型別，RAPD法およびアクリフラビン耐性

試験において，前者8株の内，関節炎型の5株がワク

チン株と同じパターンを示し，後者19株はワクチン株

と異なっていた。以上，PCR を補助診断に採用するこ

とにより同定を確実にすることができた｡また本病発

生農場における一連の関節炎はワクチン株でないこと

が確認されたが，ワクチン株に起因する関節炎の手が

かりはつかめなかった。 

 

143 Salmonella Typhimurium が分離された一養豚

場の衛生対策：滋賀県家保 北川貴志、清水真里子 

現在の養豚では、生産性向上と生産物の安全性確保

が重要。今回、一農場で肥育豚の死亡が多発。現地調

査、病性鑑定、Salmonella Typhimurium(ST)調査を実

施。病性鑑定では平成18年１～3月の死亡豚７頭、ST

調査では4月に糞便64検体を採材。死亡豚は剖検後、

病理学的検査と細菌学的検査を常法により実施。結果、

無計画な繁殖、密飼、除糞機械の騒音、不適切な飼料

が判明。死亡豚には腸炎、肺炎、敗血症、胃炎、胃食

道部潰瘍が各6、4、3、2、1頭。細菌検査では、肺炎

の 2 頭より Pasteurella multocida および 1 頭より

Acti-nobacillus pleuropneumoniae、腸炎の2頭より

STを分離。ST検査では25検体(39%)から分離。ストレ

ス要因とST侵入が関与し、不斉一な感染症を誘発した

と推察。対策は、飼料変更、抗菌剤と蟻酸の添加、豚

舎改築、母豚と豚房の消毒を実施。STの分離率は3、9

ヵ月後の調査で各19%、16%と低減、食道部潰瘍はみら

れない。今後、対策の継続と定期評価が必要。 

 

144 豚由来大腸菌の病原因子保有状況：奈良県家保 

恵美須裕子 松田勇 

 平成14～18年度に病性鑑定を実施し、大腸菌症と診

断、もしくは疑われた事例において分離された大腸菌

21株について主な病原因子の保有状況を調べた。血液

寒天上のβ溶血環を観察、O 群型別をスライド凝集反

応により実施。付着因子 F4、F5、F6 の検出はスライ

ド凝集反応、インチミン、F18とLT、ST、EAST1、Stx1、

Stx2の毒素遺伝子検索はPCR法で実施。薬剤感受性試

験は一濃度ディスク法により実施。付着因子保有状況

はF4が11株（9株は哺乳豚）、F18が7株（離乳豚）

で、発症ステージとの関連は報告されているとおりで

あった。毒素については、哺乳豚ではEAST1・LTが8/10

株、EAST1・LT・ST が 2/10 株、離乳豚ではStx2 単独

が4/10株、EAST1・Stx2が3/10株であった。今回、2

種類以上の毒素遺伝子を保有する株が多く、特に

EAST1 保有株が多かった。今後、病原因子保有状況と

病型・症状との関連を詳しく調べていきたい。 

 

145 豚胸膜肺炎の１症例：徳島県吉野川家保 阿部

敏晃 

 繁殖母豚200頭、肥育豚1,700頭を飼養する一貫経

営養豚場において、平成18年6月初旬から、肥育後期

の4～6カ月齢の肥育豚群で泡沫を含む血様漿液を、口

腔及び鼻腔から流出して甚急性経過で死亡するものが

多発。６月の同月齢豚の死亡率は23.0％。病性鑑定に

より線維素性胸膜肺炎を確認、Actinobacillus 

pleuropeumoniae（以下「App」）血清型1型が分離され、

豚胸膜肺炎と診断。対策として、感受性薬剤投与、

Mycoplasma hyopeumoniae（以下「Mhp」）・App 混合不

活化ワクチン接種等を実施、ワクチン接種群、感受性

薬剤筋注群では死亡が減少、出荷豚の肺炎による肺廃

棄率も改善。その後、10、11 月は順調に推移したが、

12月に再発、死亡率は6.5％。この時の分離Appは1、

2、5型以外。発症誘因として、PRRS等の基礎疾患のほ

か、気温の急激な変動も大きい要因と推察。 

 

146 豚大腸菌症の発生傾向と対策：愛媛県西条家保 

谷口芳恵、高橋敏方 

 近年、病性鑑定に占める大腸菌症の割合が増加して

いるため、平成12年度以降の17戸36件について検討。

分離大腸菌の血清型や薬剤感受性試験結果に差があり

特定の大腸菌が流行した可能性は低かった。ＢＳＥ発

生後、飼料に肉骨粉や魚粉が添加できなくなり、動物

性から植物性油脂への変更が発生要因と考えられたが、

直接大腸菌症の増加に結びついたとは証明できなかっ

た。離乳舎が高床スノコ豚舎である場合には圧倒的に



- 31 - 

発生が多く、またＰＲＲＳ陽性農場は発生が多い傾向

にあった。以上の結果から、スノコ豚舎での飼育環境

にＰＲＲＳや飼料の変更が間接的に影響したと推察。

感受性薬剤の飼料添加や生菌製剤の投与の実施だけで

は大腸菌症が慢性化し、対策に苦慮している農家もあ

ったことから、大腸菌症には上記のみならず母豚のス

クリーニング、ワクチネーションの変更ならびに高床

スノコ豚舎の保温等、総合的な対策が重要である。 

 

147 大規模養豚場の大腸炎対策：愛媛県今治家保 

稲谷憲一、丹比就一 

 2006年3月以降2戸(A農場、B農場)の大規模養豚

場の大腸炎検出率が上昇。食肉衛生検査センター(食

検)、全国農業協同組合連合会愛媛県本部と連携、検査

結果等の情報を共有し、清浄化対策を行った。農場の

糞便および腸管炎症部位の検査の結果、両農場から

Brachyspira hyodysenteriae(Bh)が分離。A 農場から

は Brachyspira pilosicoli(Bp)も分離され、Bh、Bp

による大腸炎と診断。対策としてタイロシン、バルネ

ムリンの投与、徹底した畜舎消毒を行うとともに定期

的なモニタリングを実施。対策開始後、下痢の発生は

ほぼみられなくなり、大腸炎検出率はA農場では51.9%

から11.5%、B農場では60.8%から10.3%に減少。本症

例は粘血便等の重度の臨床症状を示さず、飼料効率の

著しい低下もなかったことから、豚赤痢を疑わず、被

害の拡大を招いた。今後も食検からのと畜検査成績を

有効に活用するとともに関係団体とも情報交換を図り、

農家の生産性向上に努めたい。 

 

148 ELISA 抗体検査を用いた豚サルモネラ症浸潤状

況把握による対策効果の検討：愛媛県中央家保 徳永

康子、藤田成紀 

 繁殖豚950頭を飼育する一貫経営農場において平成

17 年 10 月下旬から、離乳豚の下痢、削痩や斃死等を

主徴としたSalmonella Typhimurium（以下、ST）によ

るサルモネラ症が発生。抗菌剤投与、消毒等を実施し

ていたが、本症は散発し、薬剤感受性の低下が認めら

れた。平成18年8月下旬から離乳豚の損耗防止を図る

ため、ギ酸やオリゴ糖添加酵母等の投与を開始。当初

は下痢を認めたが、その後衰弱や発育不良等に陥るも

のが徐々に減少し、排菌状況確認ではSTが分離されな

くなった。そこで、効率的にST浸潤状況を把握し対策

効果を確認するためELISA抗体検査を試みた。結果、

対策前は90日齢で90％が陽転し、平均OD%40.2%、対

策後は120日齢で50％が陽転、平均OD%20.6%(OD%20%

以上を陽性と判定)。対策後の群ではSTの感染時期は

遅くなり感染抗体価も低下していた。以上のことから、

ELISA抗体検査を用いたST浸潤状況の把握は本症の対

策を進めていくうえで有効な手段であると考えられ

た。 

 

149 ELISA 法を用いた県内養豚農家の Salmonella 

Typhimurium 浸潤状況調査：愛媛県家畜病性鑑定室 

渡部正哉 

 県内養豚農家のSalmonella Typhimurium(ST)浸潤状

況を掌握するため、市販STのLPS抗原を用いてELISA

プレートを作製し､血清抗体価の測定を行った。検体は

平成16年度から18年度にかけて集められた豚コレラ

事業の余剰血清のうち、各年度２から８カ月齢、１戸

あたり５頭以下を抽出した延べ1,320検体、総農家戸

数167戸（延べ301戸）とした。うち、203検体(15.4%)

が陽性で、陽性戸数は62戸(37.1%)であった。年度別

では16年度68/460検体(14.8%)、32/109戸(29.4%)、

17年度105/587検体(17.9%)、38/127戸(29.9%)､18年

度30/273検体(11.0%)、15/65戸(23.1%)であった。月

齢別では､４ヶ月齢より陽性率が上昇(10.6%)し､６ヶ

月齢で も陽性率が高かった(24.6%)。豚サルモネラ感

染症の防疫対策は、排菌豚摘発のため、糞便からの菌

分離を行っているが、それには多大な労力と時間を要

する｡今回、ELISAを応用することで簡易かつ迅速にス

クリーニングすることが可能となった。 

 

150 豚抗酸菌症清浄化対策：佐賀県北部家保 園部

深雪、渋谷浩 

 平成16年11月、佐賀県食肉衛生検査所から、管内

の養豚場の出荷豚において、平成15年秋頃から抗酸菌

症による内臓廃棄が増加しているとの情報。廃棄率は、

H14年0.2％、H15年18.5％、H16年は48.7％。当農場

は繁殖母豚75頭の一貫経営で、H14年9月頃から敷料

(オガクズ)に土着菌を添加して使用。農場内の糞便・

敷料及び摘発豚の腸間膜リンパ節の細菌検査で抗酸菌

を確認し、PCR により Mycobacterium avium と同定。

リンパ節の組織所見では乾酪壊死を伴う肉芽腫病変を

認めた。飼養衛生管理の指導を行ったが廃棄率は減少

しなかったため、清浄化対策検討会を開催し、敷料購

入先の変更や飼養豚の鳥型ツベルクリン（PPD）反応検

査等の実施を決定。PPD反応検査は、繁殖母豚75頭中

33頭(44%)が陽性、2カ月齢未満の子豚は全て陰性であ

ったが、加齢するに従い陽性率は増加。再度、石灰塗

布による消毒の徹底、PPD 陽性豚の分離飼養と早期淘

汰、土着菌の使用中止を指導したところ、内臓廃棄は、

H18 年 5月頃から減少し8月以降の発生は認められて

いない。当農場では、土着菌の使用開始後に抗酸菌が

定着したと推察。 

 

151 管内養豚農家におけるサルモネラの浸潤状況と

汚染農場の清浄化対策指導：佐賀県西部家保 植松夏

子 
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 平成18年度、当家保管内では4農場でSalmonella 

Typhimurium(ST)による豚サルモネラ症が発生したた

め、管内におけるSTの浸潤状況を調査。直腸スワブ、

および環境材料を採材した管内の養豚農家45戸中、サ

ルモネラ症の発生した2農場を含む7農場からSTが分

離された。分離株のプラスミドパターンから一部に地

域的関連性が疑われ、ST汚染拡大の可能性と衛生対策

の緊急性が示唆された。そこで、一般農場に対しては、

STの侵入防止対策として飼養衛生管理基準の徹底、特

に農場への立入制限と車輌消毒を指導した。また、ST

が発生した農場の中でも生菌製剤を用いて ST の排せ

つを抑制する対策をとった農場では、その後豚舎環境

からSTが分離されていないことから、今回、環境中か

らSTが分離された農場に対し、豚舎消毒の徹底や保菌

豚の速やかな更新、更には、生菌製剤を用いたSTの清

浄化対策を進めている。 

 

152 過去 5 年間における県内で分離された豚由来大

腸菌の性状例：熊本県中央家保 徳永妙子 

平成13年5月～平成18年8月の豚病鑑材料から分

離した大腸菌48株の溶血性、O群血清型、定着因子、

毒素遺伝子保有状況調査と薬剤感受性試験を実施。41

株がβ溶血、7 株が非溶血性。血清型は豚大腸菌症の

主要血清型O139が14株、O149が6株、O141が4株、

O147が1株。定着因子はF18が32株、F4が8株、eae

が2株、6株が無保有。毒素遺伝子はStx2のみ保有が

12株、ST1・ST2・Stx2保有が9株、LT・ST1・ST2・Stx2

が7株、LTが5株、LT・ST1・ST2が4株、LT・ST2が

3株、LT・ST2・Stx2、ST1・ST2およびLT・Stx2が各

2株、ST1又はST2のみ保有各1株。β溶血性の全41

株が定着因子および毒素遺伝子を保有。定着因子 F18

保有の多くが Stx2 の毒素遺伝子を単独又は複数の組

合せで保有。薬剤感受性はエンロフロキサシンに も

高い感受性、アンピシリンには全株耐性。豚大腸菌症

を疑う病性鑑定の際は分離した溶血性大腸菌を選んで

F4、F5、F6を検査し、結果が陰性でもPCR法による定

着因子(F18，eae)と毒素遺伝子検査が必要。 

 

153 豚から分離されたサルモネラ：宮崎県都城家保 

岩下修 西村拓也 

平成16から18年度にかけて分離されたSalmonella 

Typhimurium(ST)12株、Salmonella Choleraesuis２株、

Salmonella Enteritidis１株、Salmonella Thompson

１株、Salmonella Derby１株、Salmonella Agona１株、

Salmonella Infantis１株、Salmonella Mbandaka１株、

Salmonella Brandenburg１株について21剤の薬剤感受

性試験を実施。またST12株についてはパルスフィール

ドゲル電気泳動(PFGE)を実施するとともに、多剤耐性

DT104 との関連をみるために PCR 法によりインテグロ

ン構造の有無を確認。薬剤感受性試験の結果、STが平

均で8.7剤、その他のサルモネラが平均で5.7剤耐性

だった。PFGEによりSTは４つのグループに分けられ、

薬剤感受性パターンでのタイプ別と一致し、うち１つ

のグループ２株がインテグロン構造を保有しているこ

とがPCRにより判明。 

 

154 敗血症型豚丹毒の疫学的解析：沖縄県北部家保 

安里仁、野中克治 

 2004年10月～2006年6月にかけて管内で分離され

た豚丹毒菌8農場19頭由来30株を用い疫学的解析を

実施。28株が血清型1aで、2株が血清型2b。RFLP型

別では1a型の28株すべてがC1B3型、PFGE型につい

ては1a型の28株すべてが0型。薬剤感受性試験では

ストレプトマイシン、カナマイシン及びスルファジメ

トキシン耐性が殆どで、エリスロマイシン耐性が2株。

RFLP型は通常農場毎に異なる傾向があり、PFGE型別は

同一農場由来株でもいくつかに分かれる傾向がある。

今回の血清型1a型28株は2004年10月～2006年6月

と約2年近くにわたって8農場から分離されたにもか

かわらず、RFLP 型及び PFGE 型が完全に一致。以上か

ら 28 株は極めて近縁であり、特定の繁殖群で保菌さ

れ、そこで生産された保菌豚が感染源となっている可

能性が示唆された。豚丹毒の予防には、ワクチン接種

が基本であるが、生か不活化を選択するかは農場の飼

養形態や衛生管理状態を十分に把握する必要がある。 

 

Ⅱ－３原虫性・寄生虫性疾病 

 

155 一養豚場で発生した哺乳豚におけるコクシジウ

ム病：中央家保 桜田まみ、山之内健 

 母豚30頭の一貫経営農場で、平成18年５月から８

月にかけて、２～15日齢の哺乳豚に灰白色下痢が発生

し、発育低下を確認。288頭中204頭(70.8%)が発症し、

死亡は11頭(3.8%)。衰弱豚２頭と死亡豚１頭について

病性鑑定。病理学的検査では、病変は空回腸に限局し、

絨毛の短縮及び萎縮、上皮の空胞化と固有層の水腫、

上皮内にコクシジウムのシゾント寄生確認。発症豚６

頭中２頭の下痢便からオーシスト検出。細菌学的及び

ウイルス学的検査は陰性。以上によりコクシジウム病

と診断。対策として①分娩房のスチームクリーナーに

よる消毒と石灰乳塗布及び関連器具消毒の徹底②分娩

前の母豚と下痢発症豚へ抗コクシジウム剤投与③分娩

房専用の作業用具整備を実施したところ、同年９月か

ら12月にかけて、発症は哺乳豚155頭中24頭(15.5%)

へ低下し、発育改善。 
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156 Clostridium perfringens A型菌感染を伴った豚

鞭虫症：富山県東部家保 小桜利恵、森岡秀就 

肥育豚のみを約 1100 頭飼養する養豚場で、70-      

90 日齢で導入した一群（140 頭）において導入後 26

日目から下痢や血便を呈し死亡する豚が多発したため

2 頭の病性鑑定を実施。剖検時に大腸粘膜の発赤肥厚

や偽膜付着を認め、空腸内容よりそれぞれ 105、108個

/gのClostridium perfringens A型菌を分離。結腸内

容から虫卵は検出されず。ホルマリン固定後の大腸粘

膜に体長10mm前後の豚鞭虫幼若虫の多数寄生を確認。

病理組織学的には線虫寄生を伴う偽膜性~壊死性大腸

炎。以上の結果から幼若虫の大量寄生による急性豚鞭

虫症と診断。農場の床はコンクリート製で敷料にオガ

クズを使用。発生農場の複数の豚舎の敷料から鞭虫卵

を検出したが導入元農場からは検出されず。発生農場

に豚鞭虫が蔓延しており発生豚房が虫卵に汚染され、

当該群が導入直後に豚鞭虫に感染したと推察。当該群

の死亡豚は 82 頭（59％）に上り、豚鞭虫と C. 

perfringens A型菌の相乗作用と考察。 

 

157 豚繁殖・呼吸障害症候群（PRRS）陽性農場にお

ける多発性漿膜炎を呈した発育不良豚の発生事例：鳥

取県倉吉家保 生田泰子、山里比呂志 

平成18年10月より、母豚90頭の繁殖農家において、

10日齢から120日齢までの子豚で呼吸器症状を呈し、

発育不良および死亡事故が多発し、病性鑑定を実施。

剖検所見では、胸腔、腹腔内で線維素析出、癒着およ

び腹水の貯留が認められた。病理組織学的検査では間

質性肺炎、線維素性および非化膿性漿膜炎を認めた。

細菌学的検査においては病変部より Mycoplasma 

hyorhinis（M.h）を分離。また、一部肺より

Streptococcus suis 、 Haemophilus parasuis 、

Pasteurella multocida を分離。また、PCR により

Mycoplasma hyopneumoniaeを検出。ウイルス学的検査

では肺病変部のPCR検査の結果PRRSウイルス陽性。今

回 PRRS、M.h を主体とした複合感染症と診断。M.h の

薬剤感受性試験を実施。供試薬剤すべてにおいて耐性

は認められなかった。対策として分娩舎離乳豚への早

期のリンコマイシン投薬を実施。結果、終息。 

 

158 Isospora suis に起因する哺乳豚のコクシジウム

症：徳島県吉野川家保 尾川誠次郎、久保貴士 

 母豚90頭規模の繁殖農家で，平成18年8月以降7~14

日齢の哺乳豚に黄色水様性の下痢が散発。症状は，一

部死亡豚並びに回復豚で発育遅延を認めた。病性鑑定

で，哺乳豚下痢便及び育成豚便からIsospora suisオ

ーシストを検出。細菌検査，陰性，ロタウイルス陽性。

対策として，0 日齢で哺乳豚全頭にスルファモノメト

キシンの筋肉注射を実施すると共に，哺乳豚の保温箱，

及び分娩房をオルソ剤により消毒したところ，下痢は

終息。その後，母豚６頭の分娩前後に糞便検査を実施

した。結果I.suisオーシストの排泄はなかった。原因

としては，母豚のキャリアとしての役割は薄く，分娩

舎のオーシスト汚染にあることが推察された。 

 

Ⅱ－４一般病・中毒・繁殖障害・栄養代

謝障害 

 

159 抗体モニタリング検査と出荷豚の肺病変検索に

よる豚の呼吸器病対策：北海道後志家保 一條満、佐

藤研志  

Ａ養豚場では、肥育後期に死亡豚が散発し、呼吸器

病が多発。と畜場検査データでは胸膜炎廃棄が高率。

抗体モニタリング及び出荷豚の肺病変検索で現状把

握。さらに、詳細な呼吸器病動態をみるため、20頭の

同一豚を用い、追跡調査を実施。Mycoplasma 

hyopneumoniae （ Mhp ） 、 Actinobacillus 

pleuropneumoniae （App）、PRRS の抗体モニタリング

から、Mhpのワクチンブレイクを確認。Mhpワクチンプ

ログラムを改善したが、呼吸器病の発生は収まらない。

20頭の同一豚は30日齢から30日毎に出荷まで採材。

抗体モニタリング、出荷豚の肺病変検索、死亡豚の病

性鑑定を実施。PRRS抗体が陽転する時期に呼吸器病が

発生。出荷豚の肺病変はAppとMhpの混合感染が主。

死亡豚からはApp１型を分離。PRRSが呼吸器病発症要

因と推察。肺病変は肥育日数延長とともに増大。背脂

肪、日増体量（DG）は肥育日数延長すると減少。呼吸

器病が肥育効率に影響を与えていることを確認。現在、

PRRS対策を実施中。 

 

160 豚の塩素ガス中毒死事例：千葉県東部家保 石

川直子、飯田直樹 

一養豚場（肥育豚 1500 頭飼養､豚舎 3 棟）の、150

頭規模豚舎1棟で、隣接3豚房の4ヶ月齢の肥育豚計

28頭が急死。死亡豚3頭と隣接豚房の生存豚11頭の

病性鑑定を実施。臨床検査、解剖所見、細菌検査、血

清学的検査より感染症は否定。豚舎内には刺激性のガ

スが充満し、死亡豚に鼻孔からの発泡や脱肛を認めた。

隣接豚房の生存豚には発咳、喘鳴、腹式呼吸等の呼吸

器症状を認めた。死亡豚の病理組織学的検査で肺の水

腫性病変、線維素性壊死性気管支炎、諸臓器でうっ血

や出血が認められ、刺激性ガスの多量吸入による呼吸

不全での急死が伺われた。豚舎脇よりガスが漏出した

ボンベが発見され、塩素ガスが検出されたことから、
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塩素ガス中毒死と考えられた。 

 

161 豚のクマリン中毒発生例：千葉県中央家保 佐

藤重紀、加山一三 

 県内の大規模養豚場2農場において、肥育豚が元気

消失及び紫斑を呈し死亡した(A農場12頭/25頭、B農

場5頭/10頭)。剖検及び病理組織学検査では、皮下織、

筋肉、脳等に高度の出血病変と肝臓の小葉中心性壊死

を認めた。また、Ｂ農場では発症同居豚の血液凝固能

の低下も認めた。これら2農場は、疫学調査により殺

鼠剤摂取の可能性が示唆されたため、使用殺鼠剤成分

であるクマテトラリル(Couma)及びブロマジオロン

(Bro)を高速液体クロマトグラフィーで分析した。その

結果、死亡(A農場4頭)及び発症(A、B農場各1頭)豚

の肝臓(0.02～0.19ppm)、腎臓(0.01～0.02ppm)、胃内

容物(0.01～0.12ppm)からCoumaが検出されたため、ク

マリン中毒と診断した。現在のネズミ対策では、殺鼠

剤は高い効果が期待できるため、利用が進んでいるが、

事故の報告も多い。さらに今後はBroのように高い効

力をもつ新しい殺鼠剤の利用や開発も進んでいること

から、その使用には、しっかりとした管理が必要であ

る。 

 

162  繁殖雄豚の膀胱結石：東京都家保 内田茂 中

村博ほか 

豚の膀胱結石の報告は殆どない。種雄豚が元気食欲

なく、血尿、包皮内に血餅が認められ、感染症を疑い

抗菌剤治療で改善が見られず死亡した。剖検では、外

見上の異常はなかったが、腹腔内に暗赤色腹水が大量

に貯留、多量の血餅を確認、腹水に異臭（尿臭）はな

かった。陰嚢の鞘膜内及び腎臓の包膜下に暗赤色の液

体と血餅が認められた。膀胱は尖底部が破裂、破裂部

は暗赤色を呈し、粘膜面には多数の結石が付着。結石

は14×4mmの白い結石1個、薄茶色で砂粒状から5mm

位の結石が多量に見られた。白い結石の成分は、主に

炭酸カルシウム、薄茶色の結石の成分は、主に燐酸カ

ルシウムあった。ウイルス学的検査は陰性。また、有

意な菌は分離されなかった。死亡原因は、腹壁に外圧

等が加えられたものではなく、結石が尿管に詰まり尿

が貯留し内圧により膀胱破裂したものと考えられた。 

 

163 飲水不足で発生した豚食塩中毒の大脳の免疫組

織化学的検索:愛知県西三河家保 和田千雅,木村藤敬 

平成18年10月25日に、県内の母豚300頭規模の養

豚場（一貫経営）で、育成豚舎8室のうち2室で計13

頭の子豚が急死し、生存豚では発熱や嘔吐が見られ、

多数が瀕死の状態であった。そのため豚コレラを疑っ

た防疫措置並びに病性鑑定を実施した。病性鑑定の結

果、同居豚の白血球数減少はなく、豚コレラはFA検査

陰性、ｵｰｴｽｷｰ病もﾗﾃｯｸｯｽ凝集検査陰性であった。剖検

した7頭の病理組織検査では、全頭の大脳皮質で神経

細胞の層状壊死、好酸球の血管周囲腔及び髄膜への浸

潤が認められ、聞き取り調査でも、発病前日に育成豚

舎給水管の目詰まりによる給水停止が確認されたこと

から、本症は飲水不足による食塩中毒であると判明し

た。剖検した７頭の大脳組織の免疫染色の結果、壊死

した大脳皮質神経細胞層の星状膠細胞は消失・脱落し

ていた。希突起膠細胞の崩壊は観察されなかった。ま

たマクロファージの脳実質内への浸潤はほとんど観察

されなかった。以上から、豚食塩中毒の急性期大脳で

は神経細胞及び星状膠細胞が傷害を受け、その損傷し

た組織の除去は、マクロファージ以外の細胞が担って

いることが考えられた 

 

164 と畜場出荷豚で頻発してみられた大腿骨骨折に

ついての考察：三重県北勢家保 鶴野智美、種村幸徳 

平成18年8月、管内と畜場出荷豚でＡ養豚グループ

の出荷豚に大腿骨骨折が頻発。そこで食肉衛生検査所、

当該生産者及びグループに供給している飼料販売業者

と対策を検討、当該養豚場出荷豚の調査及び病性鑑定

を実施。骨折豚の剖検所見は大腿骨骨幹部の複雑骨折

を共通に認め、病理組織学的検査は骨折部の骨に異常

所見は認められない。血液生化学的検査は、

Ca11.2mg/dl、P11.8mg/dl、Ca/P 比 0.9 と Pが高値だ

った。また当該農場の聞き取り調査で、飼育形態、出

荷方法及び給与飼料の種類等の変更はなく、給与飼料

中の Ca・P 含量は子豚用で Ca0.62%、P0.45%、肉豚用

で Ca0.54%、P0.40%、肉豚用配合飼料の給与時期は通

常より2週間早かった。肥育豚の飼料要求率は目標値

3.0 以内のところ 2.1 と高かった。対策として発育ス

テージに合わせ配合飼料中のCa・P含量を子豚及び肉

豚用それぞれ 0.15%、0.1%増量し給与した結果、続発

は認められない。今後、家畜飼養管理の徹底と生産性

向上にむけ食肉衛生検査所と協力していきたい。 

 

165 豚のワルファリン中毒：奈良県家保 中西晶、

松田勇 

平成18年9月11日、2ヶ月令、雄、肥育豚1頭が

全身の紫斑、沈うつ、呼吸速迫、眼瞼と後肢のむくみ、

右眼出血を呈した。体温40.4度。前日まで元気、食欲

あり。同居豚に異常なし。ワクチン未接種。１年前ま

でクマテトラリルを使用。豚を鑑定殺し、豚コレラ(HC)

蛍光抗体法、PCR法（HC、豚繁殖・呼吸障害症候群(PRRS)、

オーエスキー病、離乳後多臓器性発育不良症候群)、

PRRS ELISA、細菌培養、組織スタンプのギムザ染色、

病理組織学検査、血液検査、クマリン系殺鼠剤分析を

行った。外貌と剖検において全身の皮下および各臓器

に出血性所見。PRRSによる間質性肺炎。出血性病態を
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示す感染性疾病は否定。血液検査から溶血性疾病を確

認（赤血球減少症、ヘマトクリット値の低下、LDH-1

とLDH-2の上昇）。肝臓と腎臓からワルファリンを検

出（肝臓0.12ppm 、腎臓0.02ppm）。以上の結果から、

ワルファリン中毒と診断。摂取量は推定できず。衛生

動物の侵入が原因と思われた。 

 

166 豚の飼料給与に起因する繁殖豚・肥育豚の疾病 

：岡山県井笠家保 中村浩三、藤原範男 

 繁殖雌豚 20 頭を飼養する一貫経営養豚農場におい

て、平成18年1月から繁殖雌豚で繁殖障害が多発。当

農場は哺乳豚を除き食品残渣と大豆粕のみで自家配合

を実施しており、飼料の給与状況の調査および繁殖雌

豚15頭と雄豚2頭の抗体調査と血清生化学検査を実施。

飼料計算の結果ＴＤＮの過剰、ＣＰの不足が判明。5

月から自家配合に市販配合飼料を一部混合し、繁殖成

績は回復傾向。また、8 月には肥育豚 70 頭のうち 58

頭が起立を嫌い、四肢の異常を示したため、肥育豚10

頭の血清生化学検査を実施。ＴＰ、ＡＬＢ、ｉＰの低

下、ＡＬＰの上昇、飼料中のリン不足および臨床症状

から骨軟症が疑われた。自家配合に市販配合飼料を一

部混合し症状は回復。12 月に肥育豚 10 頭の血清生化

学検査を実施し、ＧＯＴの上昇がみられたが、ＴＰ、

ＡＬＢ、ｉＰおよびＡＬＰは改善された。 

 

Ⅱ － ５ 保 健 衛 生 行 政  

 

167 オーエスキー病(AD)発生農場を中心とした地域

の清浄化への取り組み：茨城県県西家保 田邊ひとみ、

佐藤則子 

 AD の清浄性を保ってきた管内の種豚場において平

成17年2月に野外抗体が確認され、迅速かつ適切な処

置により約1年半で清浄農場となった。種豚場の半径

5km圏内には25戸、14,682頭飼養されており、種豚場

の清浄性の維持のためには、この周辺農場の清浄化が

必要となった。そこで、第1段階として、AD清浄性の

レベルを5段階に分けた。0は肥育豚で野外抗体陽性、

1は肥育豚で陰性、2は母豚も陰性、3は肥育豚のワク

チン接種中止、4 は母豚でも中止して、清浄化が達成

された農場とした。検査の結果、レベル1が14、2が

11農場だった。そして現在、第2段階としてワクチン

接種、AD清浄豚の導入の徹底を指導し、年1回のモニ

タリングを行っている。今後は第3段階として、これ

らの取り組みを長期継続するとともに、管内の他の地

区でも行い、地域ぐるみでのADウイルス清浄化をめざ

していきたい。 

168 家畜衛生情報と抗体検査成績からみた都内産豚

の衛生事情：東京都家保 小野 惠 鳥谷 靖ほか 

家畜衛生情報収集の一貫として、都内産肉豚のと畜

検査データを収集し、コメントをつけて生産農家へフ

ィードバック。衛生対策をより充実する目的で、主な

一貫経営農場６戸の平成17・18年度と畜データ、と畜

時及び農場での抗体調査、聞き取り調査を実施。と畜

検査データから間質性肝炎、肺炎の病変摘発率で農家

間に大きな差があった。摘発率の高い農家は、と体の

病変数も多く、肉質評価も悪かった。間質性肝炎が

90％台の農家、APP の自然感染が疑われた農家では、

繁殖豚1頭あたりの肉豚出荷豚数が低かった。マイコ

プラズマ病で適正なワクチン接種農家とそうでない農

家では抗体価に差があった。聞き取り調査等から、家

保の指導に耳を傾け順調な経営をしている農家はまめ

な清掃、的確なワクチン接種を行っている、これらの

ことから、普段の衛生対策は重要と思われる。 

 

169 管内一養豚農場における流産の多発事例：鳥取

県鳥取家保 水野恵、青萩芳幸 

管内の繁殖肥育一貫養豚農場(母豚 80 頭飼養)にお

いて、今年7月から9月にかけて計10頭の母豚の流産

が発生。9 月下旬に発生の連絡を受け、病性鑑定を始

めるとともに、豚舎消毒を指示。母豚には臨床的に伝

染病の感染を疑う症状はなく、AD・PRRS検査は陰性。

また流産母豚の膣スワブからは有意菌は分離されなか

った。流産胎子の病理組織学的検索では、流産の原因

を特定できる病変は認められなかった。流産の発生は

2 棟あるストール豚舎のうち 1 棟でのみ認められ、さ

らにこの棟の南側に位置するストールで多かった。こ

れらの結果及び状況から秋季性流産を疑い、豚舎内を

明るくするように指導。その後流産の発生は収束した。 

 

170 大規模養豚場での異常産の集団発生と衛生指導

について：香川県東部家保 瀬尾泰隆、香川正樹 

 平成18年9月に､繁殖養豚農場(繁殖母豚604頭､種

雄豚32頭､子豚2800頭)で､初妊豚5腹において、黒子、

死産、虚弱産子等の異常産が集団的に発生。発生母豚

は同年2月及び5月に県外の同一農場より導入した未

経産豚。調査により異常産母豚は豚パルボウイルス

(PPV)と豚日本脳炎ワクチン接種後導入。導入日が異な

る1頭はPPVワクチンのみの接種を確認。異常産母豚

5頭の血清において、PPV病、豚日本脳炎、豚ゲタウイ

ルス病、PRRS、オーエスキー病に対する抗体検査を実

施。検査結果より異常産との関与を示唆する成績は得

られず。しかし、ワクチン接種、衛生指導、連絡体制

の強化以降、発生報告はなし。今後、農場におけるワ

クチン接種効果の評価と疾病モニタリングの実施を検

討。 
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171 豚コレラ発生時における死体処理方法の検討及

び防疫体制の強化：福岡県筑後家保 投野和彦、香月

智弘 

 管内における豚コレラ発生を３つのケースで想定

し、処理方法を具体的かつ現実的に検討。さらに農場

経営者各人に対して危機意識を持たせ、熟考させる新

しい形の防疫演習を実施し、防疫体制の強化を図ると

ともに今後の対応を協議。死体処理方法を具体的に検

討。産業廃棄物処分場での焼却処理は物理的には焼却

可能であるが、作業員の説得や死体の前処理、焼却能

力、経費などの問題から実施可能性は20％。一般廃棄

物処分場での焼却処理は焼却施設のシステムの関係で

実施可能性０％。自己所有地での埋却処理は物理的に

は可能であるが、地域住民の反対や地下水汚染などの

問題で実施可能性 10％。これらの検討結果を踏まえ

て、農場経営者の参加型・問題点を抽出する現実型の

防疫演習を実施。従来型の演習とは異なり、農場個別

のケーススタディーを実施したことによって農場経営

者が他人事ではなく、自分の事として真剣に万一の対

応を考慮。今後は、農場経営者に対して危機意識の持

続と問題点の解決を推進するとともに、県内唯一の化

製場における死体処理体制を具体化させる。 

 

172 養豚密集地帯Ｋ町における生産者および診療獣

医師が主体となったオーエスキー病清浄化の取り組

み：宮崎県宮崎家保 森川聖二、佐藤友治 

  清浄化推進地域の管内Ｋ町では、平成18年度、生産

者等によるオーエスキー病清浄化プロジェクトチーム

（PT）を結成し、新たな取り組みを開始。PTは町自衛

防疫推進協議会（自防）に属する組織とし、諮問組織

として獣医師を主体とする専門部会を設置。主な活動

費は自防で予算措置。取組実施中：①生産者研修会、

指定獣医師説明会②全戸（100戸）抗体検査③陽性農

場調査指導④豚の移動・導入届出システムの構築。②

③は診療獣医師が主体。計画中：①初乳を検体とする

全母豚（約13,000頭）抗体検査②陽性母豚とう汰。ワ

クチン（Vac）接種は全戸全頭を原則。清浄化達成の目

標時期は平成21年度末。現状として、町全体の詳細な

浸潤状況とVac効果を把握、ステージ毎採血により農

場毎の問題点も確認。行政主導の過去の取組みと比較

して生産者全体がまとまり、情報伝達もスムーズに。

診療獣医師の協力で早期清浄化に不可欠な短期間の全

農場検査が可能に。経費の調達、採血等の人員確保が

課題。 

 

173 と畜検査成績表を用いた豚の衛生指導の可能

性：宮崎県都城家保 久富一郎、神崎良子 

 食肉衛生検査所が発行する「と畜検査生産者別成績

表」（以下、成績表）は、昭和４９年から始められ、

県内の全農家を対象にフィードバックが実施されてい

る。一方近年農場で発生する豚の疾病は複雑化してお

り、投薬だけによる効果は限定的でワクチネーション、

環境対策をはじめ総合衛生管理が不可欠である。今回

農場での利用方法を確認するとともに、衛生管理対策

に活用できないか検討した。その結果、現在成績表の

利用は限定的で必ずしも農場の衛生対策に寄与してい

ないことが分かった。そこで成績表のデータを基に家

保職員が呼吸器系複合感染や呼吸器系疾患と消化器系

疾患の連鎖について説明加え指導をしたところ生産者

から高い評価を得た。疾病予防を主眼においた農場の

衛生指導を目指す上で成績表は十分利用可能なデータ

であり、そのために家保職員による定期的な分析を加

えた指導によって有効に活用されると考えられた。今

後生産現場の声を反映させ、さらに充実した成績表に

ついて検査所と連携していく予定である。 

 

 Ⅱ－６畜産技術 

 

174 地域自衛防疫体制の確立による AD 及び PRRS 清

浄維持と安全・安心な豚肉生産への取り組み：新潟県

中越家保 村山和範、本間裕一 

 我が国での豚オーエスキー病(AD)発生を機に、当家

保は、隔離豚舎を用いたADを含む各種疾病の農場侵入

防止を図ることを目的に地域自衛防疫組織の設立を啓

発指導。平成元年に設立された津南・十日町地域では、

家保、家畜診療所及び農場が連携協力し、地域外から

の導入豚全頭について隔離豚舎で経過観察及び AD 抗

体検査を実施。平成6年以降は豚繁殖・呼吸障害症候

群(PRRS)抗体検査を併せて実施。平成18年は、農場で

の異常畜発生時の早期通報に加え、野外ウイルス感染

が疑われる際にも発生状況や防疫対応等の情報を地域

養豚関係者全体で共有する体制を構築。結果、当該地

域は現在までAD及びPRRS清浄を維持。また、17戸中

14戸が、新潟県が平成12年度から推進しているHACCP

の考え方に基づく飼養衛生管理手法を導入したクリー

ンポーク生産農場として認定を受け、生産豚肉の消費

拡大や地産地消を推進。飼養頭数は 16,000 頭から

21,000頭と平成元年と比べ3割増加し、養豚振興に寄

与。 

 

175 岩船地域養豚場の事故率低減に向けた呼吸器疾

病対策の取り組み：新潟県下越家保 馬上斉、田中史

彦 

岩船地域にある31の養豚場では全農場、豚繁殖・呼

吸障害症候群（以下PRRS）が浸潤。巡回時の聞き取り
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調査で経営指標目標の肉豚事故率 3%を超える農場が

大半。PRRSの関与と思われる呼吸器疾病による事故が

多く、導入豚の流産も2農場で発生。岩船地域養豚連

絡協議会と連携し、呼吸器疾病の事故低減のため 12

農場でPRRSを中心としたステージ別抗体検査を実施。

研修会では検査成績について説明、現行の衛生プログ

ラム等を検討。農場内の疾病発生状況の把握と検査成

績に基づく対策が重要。事故高発日齢の病性鑑定、地

域における防疫意識の向上が課題。また検査農場中 7

農場が、A 種豚場から繁殖候補雌豚を導入。供給され

た育成豚のPRRSエライザ値は3農場で5頭中4頭が陰

性値。A種豚場の販売豚はPRRS陽性と認識していたが、

平成18年5月以降の販売予定豚30頭で全頭陰性値。A

種豚場から供給された導入豚の隔離と馴致も課題。 

 

176 養豚団地で継続している経営検討会での取り組

み：富山県西部家保 牧坂敦、村上進 

 当所管内には20年以上、月に一度定期的に家保が携

わる一養豚団地の経営検討会（以下検討会）が存在。

農家3戸ほか農協、全農、コンサルタント獣医師、畜

産振興協会、普及センター、家保の6関係機関で構成。

農協は簡易経営検討表、全農は肉豚枝肉情報表、家保

は内臓廃棄情報、病性鑑定成績、各種抗体検査成績、

時事情報を提供。検討会はこれら情報を分析、問題点

を把握、対応策を作成。農家は対応策を実践すること

で、効果が翌月以降に新たな情報として現れ、再検証

が可能。この一連の循環で経営向上を目指す。検討会

は意見交換の場で、農家の意見、一言が問題解決に繋

がる。分娩率向上に向けた繁殖管理指導、慢性疾病対

策、ポジティブリスト制度への対応等、検討会から派

生した問題に対応。現在では団地3戸とも県内有数の

優良農場となったが、経営者の高齢化、畜舎の老朽化、

後継者の不在が今後の課題。家保は養豚団地という経

営形態に則した家畜衛生指導を継続しつつ、農家、関

係機関で一致団結、検討会を継続。 

 

177 養豚場衛生対策のと畜検査データ活用：長野県

佐久家保 和田由美 

 管内2養豚場において抗体検査と病性鑑定成績に加

えて、と畜検査データ(以下検査データ)を活用した衛

生対策を実施。衛生管理レベルの高いA養豚場は、定

期的な抗体検査成績に検査データを加味し、より精度

の高い疾病浸潤状況の把握を行い、優先順位の低いワ

クチンの接種を中止して経費を低減。現在も高水準な

衛生状態を維持。事故が多発していたB養豚場は、原

因解明が不十分であった急死豚の病性鑑定結果に検査

データの分析結果を加え、対象疾病を絞り込んだ対策

を講じ一部疾病の発生を抑制。衛生対策の効果が検査

データに現れ、農家の衛生管理に対する意欲が向上。

未解決疾病についても、検査データの分析による発生

状況の季節的変動等を考慮した発生防止対策を立案。

両農場ともに検査データを継時的疾病発生状況のモニ

タリングと対策後の検証材料に有効活用。養豚場の衛

生対策において、継続的に出荷豚の検査データを活用

することは有意義と考察。 

 

178 一養豚農家における生産衛生管理を含めた経営

指導事例：三重県中央家保 浅井麻実子、庄山剛史 

 母豚165頭規模の一貫経営農家で生産衛生管理体制

整備事業に平成 16 年度より取組み危害因子としてサ

ルモネラを設定。環境ふき取り検査において、平成16、

17年度にSalmonella Typhimurium （以下ＳＴ）を検

出。消毒およびネズミ駆除の徹底を行った結果、終息

したが、平成18年度にST再検出。消毒の再徹底およ

び新たに有機酸の投与を指導後、検出率は減少。しか

し一方、平成18年4月に大腸菌による髄膜脳炎が発生。

対策として去勢および切歯時における作業方法の見直

し、作業前後における消毒の徹底を指導。全般に分割

授乳の実施、肉豚舎における給餌エリアの拡大、豚舎

消毒の徹底、豚舎における保温力向上を指導。畜主の

飼養衛生への意識も高まり、事故率が軽減。また豚肉

の生産直売事業を手がけ、個体管理を目指し、トレー

サビリティーにも取り組んでいる。 

 

179 肥育豚の呼吸器病発生要因解析：三重県南勢家

保 平塚恵子、小林 登 

 管内一貫経営農場7戸について呼吸器病発生の要因

調査を実施。飼養管理調査、豚舎内環境調査、PRRSの

日齢別抗体検査、PCR 法（日齢別）による豚サーコウ

イルス2型（PCV2）の遺伝子を検出、ストレス判定指

標として好中球(N)/ﾘﾝﾊﾟ球(L)比を活用。離乳後の事故

率・出荷豚のMPS肺病変データーと各調査結果を比較

検討。結果、事故率5%以内の3農場はｵｰﾙｲﾝ･ｵｰﾙｱｳﾄで

同一群編成で管理し、PRRSは2農場が陰性、1農場は

90日齢から陽転。PCV2は90日齢で遺伝子検出。事故

率5%以上の4農場は、多群編成で管理、30日～60日

齢でPRRSは全て陽転。PCV2は30日～60日齢で3農場

が遺伝子検出。N/L 比が若日齢で低い農場は出荷豚の 

MPS肺病変が少なく、N/L比が若日齢で高い農場は出荷

豚の MPS 病変が多かった。若齢時の PRRS・PCV2 の感

染が重要な要因であるが、豚の飼養管理でｵｰﾙｲﾝ･ｵｰﾙｱ

ｳﾄ、消毒・空舎期間の設置、日齢差の少ない群編成も

発生誘因として重要と推察。 

 

180 過去５年間の病理組織検査から見た豚下痢症１

８事例：三重県中央家保 庄山 剛史、 小畑 晴美 

 平成14年度～18年度の5年間に病理検査を行った

豚下痢症事例のうち、代表的な6疾病（壊死性腸炎、
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大腸菌新生期下痢、サルモネラ症、増殖性腸炎、豚赤

痢、コクシジウム病、疑症含む）の計18事例について

病理組織所見をまとめ、成書と比較して検討。結果、

病変の所在については、壊死性腸炎：小腸上部、増殖

性腸炎：小腸下部、豚赤痢：大腸といった一定の好発

部位を確認。増殖性腸炎は成豚における急性型と若齢

豚における慢性型を確認。豚赤痢は粘膜の壊死の見ら

れない例も確認。また好発部位が採材されていないた

めに診断に苦慮する事例や、病原検索がなされていな

いため確定診断に至らない事例も見られた。豚下痢症

の病性鑑定に際しては、病変の好発部位をよく理解し

て採材し、腸管内容のクロストリジウムの菌数計算や

サルモネラ増菌培養、大腸菌付着因子の検索などの病

原検索が必須である。 

 

181 大規模農場における子豚のサルモネラ対策：広

島県福山家保 奥田裕子 高橋佳子 

 平成１６年７月、一貫経営大規模農場において、３

５～８５日齢の子豚で散発的に黒色下痢症が発生。病

性鑑定では、３５～４５日齢の子豚２頭中２頭の結腸

内容物からサルモネラティフィムリウムを分離し、１

頭でび漫性壊死性腸炎、肝臓のチフス結節形成を認め、

サルモネラ症と診断。豚糞、環境材料でのサルモネラ

菌分離率は、健康新鮮便で１６％、環境材料で３０％。

オールイン・オールアウト方式が導入困難なため、被

害の低減を目的に衛生対策を実施。豚舎環境の汚染実

態に基づき、豚舎内を仕切り、日齢別に作業を区分し

作業動線を整備し感染拡大を防止。豚舎出入口の消毒

槽の設置、作業服及び長靴を専用化し農場内の他の豚

舎への拡大防止、感染源対策として感受性薬剤の投与

等を実施。対策実施後のサルモネラ菌分離率は、健康

新鮮便、環境材料ともに１７年３月、１８年１月まで

は減少傾向にあったが、１８年８月に増加。子豚舎で

の死亡率は２％以下まで低下し疾病発生状況は改善。

治療費は、前年度から２５％削減。今後もモニタリン

グ検査を継続し、清浄化に向け有効な改善指導を実施。 

 

182 一養豚場の衛生対策による生産性向上への取り

組み：愛媛県八幡浜家保 大本敦子、野崎周作 

 管内の養豚場で、事故率と出荷日齢の改善のためワ

クチンプログラムの検討、AI/AO や消毒の徹底等の衛

生指導を実施。平成17年1月以降ワクチンプログラム

を固定し、定期的な抗体検査を実施。抗体検査等の結

果では、①PRRSの陰性化、②ボルデテラの封じ込め、

③豚丹毒抗体価の低減、④マイコプラズマⅡ、Ⅲ病変

の減少がみられ、PCV2、パスツレラやAPPの抗体は時

期により変動がみられたが、上記の変化により肺炎の

重篤化が抑止されているものと推測。平成 14 年から

18年の間、事故率は16年以降10％程度に抑えられ、

１母豚あたり出荷頭数は20.0頭から22.5頭に、出荷

日齢は228.7日から159日に、農場要求率は3.8から

3.2 に向上。定期的な抗体検査により疾病状況の把握

をし、農場に合ったワクチンプログラムを継続するこ

とと適切な飼養管理が生産性向上に繋がったことが示

唆された。 

 

 Ⅱ－７その他 

 

183 ペットボトルの解氷水を活用した簡易頸部定量

滴下による母豚の暑熱ストレス軽減効果：岩手県中央

家保  坂本正光 佐藤直人 

母豚1000頭を飼養する一貫農場で、2Ｌﾍﾟｯﾄﾎﾞﾄの 

半量水を凍結(－30℃)後、自然解氷した水を母豚の頸

部に定量滴下する装置に改良し、暑熱ｽﾄﾚｽの軽減効果

を検証した。同装置は舎内温度 31～33℃の条件下で、

滴下は約20分後から8時間継続した。2006年7～8月

に分娩直後から種付 1Ｗ後までの母豚に実施したとこ

ろ、対照群(121頭)の受胎率は69.4%であったが、試験

群(116 頭)のそれは 79.3%に向上。舎内温度が 27℃以

上の際に滴下効果が得られ、滴下開始4時間後の対照

群(選出した 10 頭)の平均呼吸数、直腸温、残飼量は

31 回、39.6℃、1.3kg であったが、試験群(同 10 頭)

のそれらは、22、39.0、0.2 に低下。栄養学的性状

(T-cho)とｽﾄﾚｽ負荷状況(α1AG)では分娩2週間後の対

照群(選出した10頭)の76mg/dl、341μg/mlから試験

群(同10頭)の 86、243 に、種付時期のそれらも72、

334 から 81、239 にそれぞれ変化。受胎率の向上に伴

う両群の収益差額は338万円と試算された。 

 

184 恒常的養豚関連データ分析を基にした生産性向

上指導:山形県中央家保 太田千春、植松知加子 

家畜保健衛生所は養豚関連データとして恒常的に、

自衛防疫事業より母豚数･離乳頭数、食肉検査データよ

り出荷成績、提出された指示書より動物薬の使用状況

等を把握することができる。当所ではこれまで、これ

らを基に、農家毎の分析、課題整理および指導を実施

してきた。以下、一貫経営農家3戸について、16年次

からの一連の取り組みをまとめた。分娩間隔が長い A

農場では、栄養状態を改善（BCS2→3.5）し、年間子豚

頭数が増加（8.5→15.1 頭/母豚）。肥育期の損耗率が

高い B 農場では、App ワクチン接種時期の適正化によ

り、死亡頭数が減少（8.4→1.6％/年）、並びに母豚の

産歴構成と子豚頭数の関係から更新時期を検討。衛生

費が県技術平均より多いC農場では、的確な薬剤使用

により薬剤費が減少（130→71万円/年）等の指導効果
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が得られた。今後も、農家、関係機関および指定獣医

師等との連携を強化しながら、農家の生産性向上に努

めたい。 

 

185 養豚団地における浄化処理施設の性能調査と改

善指導：千葉県中央家保 武石佳夫、萩原妙子 

 近年、環境保全の観点から畜舎排水の放流規制が厳

しくなってきている。それに対応して，畜産農家での

浄化施設の設置数が増加しているものの、様々な要因

から必ずしも良好には稼働していない事例が散見され

ている。今回、我々は管内の１養豚団地において浄化

処理施設の運用改善に取り組むにあたり、放流水の検

査のみでは改善指導が行えないと考え、現状の処理レ

ベル及び稼働状況の良否を判断するために農場全体の

糞尿処理体系の把握に努めることとした。そのために

構造設備・管理プログラム等の確認を徹底し、それに

浄化槽の投入水～曝気槽～処理水の流れで行った水質

検査の結果を重ねることで、より具体的な管理指導を

目指した。 終的には養豚団地の農家全員に加えて地

域関係機関をも含めた水質検査結果の検討会を実施し

た。その結果、浄化処理とそれに繋がる放流水に対し

ての問題意識の共有が図られ集合放流水の水質も改善

された。 

 

186 養豚農家における浄化槽の適正管理に向けた地

域的取り組み：千葉県北部家保 鈴木恵美、堤節子 

平成17年から、A町及びB浄化槽管理組合（養豚農

家20戸）の要望により、共同利用の浄化槽6基の稼働

状況確認のため、春～夏期と秋～冬期の年2回、全施

設の水質検査を実施した。C 施設で処理水質の悪化に

よる配管目詰まりが確認され、他の施設でも技術・経

験不足による処理能力の低下が見られた。また、一部

の農家に管理作業が集中し負担がかかっていた。問題

を解決するためA町の協力を得て研修会を開き、組合

員全体の浄化槽に関する知識の啓発と検査成績の有効

活用による管理能力の向上を図った。その結果、農家

間の連帯感が生まれ、情報交換が活発化し、浄化槽管

理に積極的となり管理技術も向上した。C 施設では前

処理技術の向上により、処理水のCOD及びSS値が1/4

にまで低減した。今後も施設の適正運用を目指し継続

指導したい。 

 

187 レーダーチャート成績表を活用した一養豚組合

における環境･衛生指導の効果：千葉県北部家保 青

木ふき乃、堤節子 

 H17 年は養豚場の疾病（AD、PRRS、Bb 抗体検査）及

び環境（豚舎形態、落下細菌数、NH4濃度、飼育密度、

除糞消毒状況）調査に基づき衛生指導を行ったが、調

査項目が多く対策の優先順位が畜主に解り難かった。

H18年は一養豚組合11戸で新たな取り組みとして、上

記検査項目にPCV2、MPSを加えた全10項目を指数化し、

一目で解るレーダーチャート成績表を戸別に作成し

た。各農場の成績を子豚事故率により4段階(＜1、5、

10%、≧10%)に分け、昨年調査した優良農場の成績と比

較説明した結果、対策がより明確になり改善意欲の向

上が図られた。指導後A農場ではADワクチン接種の徹

底、簡易離乳豚舎の導入等により2ヶ月齢以上肥育豚

の感染抗体陽性率がAD 56→30%、PRRS 100→65%、PCV2 

82→60%、子豚事故率が 12→3%に低下した。また地域

ぐるみの AD 清浄化対策も推進した結果、9/11 戸が母

豚へのワクチン年3回一斉接種を実施。加えて市から

も助成を伴う検査依頼があり波及効果が認められた。 

 

188 豚舎火災における家保の対応事例：長野県松本

家保 桑本亮、久米田章仁 

H18 年 4 月、管内のＡ養豚場で火災が発生し、離乳

子豚舎１棟が全焼、子豚育成舎１棟が半焼した。離乳

子豚及び前期肥育豚566頭が焼死し、約30頭が火傷を

負った。松本地方事務所からの連絡を受け、家保は状

況の確認や死亡豚の処理に関する助言、周辺消毒のた

め現地へ急行した。翌日から行政・関係機関と協力し

て死体の搬出、豚舎及び周辺の整理・消毒等を3日間

にわたり延べ31人で実施した。火災の際に消防･警察･

見物人等が多数出入りし、農場への疾病の侵入が危惧

されたことから、火災発生から１ヶ月後に、豚コレラ、

オーエスキー病、PRRS等の抗体検査を実施した。その

結果いずれも陰性であることを確認した。９月に豚舎

が再建され、現在は順調に経営回復している。行政の

迅速な対応について畜主は感謝していた。畜産農家の

被災時には、各方面に精通した専門家が共同で事態の

収拾に当たり、再建に向け迅速に協力することが重要

であると思われた。 

 

189 ヤシガラ活性炭による豚舎排水の窒素除去効

果：岐阜県中濃家保  中西寿男、木谷 隆 

  2004年から3年間、M養豚場の豚舎排水を毎月1回

測定。2005年以降、曝気槽内の水温・SV（活性汚泥沈

殿率）及び排水の透視度・pHにおける日常点検管理に

より、窒素成分は正常値で推移。しかし、槽内水温が

15℃以下となる冬季の窒素除去は微生物の働きが悪く

困難と判明。一般に脱臭剤・靴の中敷きとして利用さ

れているヤシガラ活性炭に着目し、他の用土と窒素除

去について比較検討。その結果、ヤシガラ活性炭のみ

に硝酸イオン除去効果を認めた。また、ヤシガラ活性

炭は無機態窒素の 終処理過程となる硝酸イオンは

66％、全窒素は54％の除去効果あり。適正な廃水処理

が行われている施設においては、特に、冬季のヤシガ

ラ活性炭による窒素除去は有効であり、一般利用の可
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能性を示唆。 

 

190 豚コレラ発生時における殺処分方法の検討：静

岡県西部家保 池谷昌久、高柳弘一 

家畜伝染病発生時における殺処分は、一連の防疫作

業の中でも円滑な実施が求められる重要な作業。管内

A 養豚場（母豚 100 頭規模、一貫経営）に豚コレラが

発生したことを想定し、殺処分方法について検討。方

法は薬殺、電殺及びガス殺が考えられ、この中から電

気と殺機及び炭酸ガスを用い、それぞれ実施可能な豚

の大きさ、必要な作業人数及び時間等について調査。

その結果、ほ乳期の10kg未満の豚では炭酸ガスを、こ

れ以上の豚では電気と殺機を用いる方法が効率的と考

えられた。作業人数及び時間は、前者では2人で行い

注入後約1分で心停止を確認、後者では3人で行い予

め保定された状態で1頭当たり約0.5分を要した。こ

れらに基づいてA養豚場で殺処分を行う場合、飼養規

模、豚舎構造、装備等を考慮すると、作業人数及び日

数は延べ91人、約4日と想定された。 

 

191 平成 14～18 年 豚抗体検査状況：奈良県家保 

金原稔子 榎堀善文 

 平成14～18（12月現在）年度の管内肥育豚の抗体検

査の結果を分析。平成18年に行った豚コレラの机上演

習の概要を報告。管内養豚農家6戸（平成17年度以降

は5戸）の生後4ヶ月齢～と場出荷豚の血清を用い、

豚コレラ（HC）、オーエスキー病（AD）、豚繁殖・呼

吸器障害症候群（PRRS）、豚流行性下痢（PED）、豚伝

染性胃腸炎（TGE）、日本脳炎（JE）、豚丹毒（SE）、

豚アクチノバシラス感染症（APP）、トキソプラズマ病

（TOX）を、それぞれ各種検査キットなどを使用し定法

に従って検査。JE；8～9月に抗体価が急上昇。4月に

は抗体陽性豚が存在。APP；抗体陽性率が高く常在化。

TOX；農家により抗体陽性率に格差あり。PRRS；全体で

減少傾向であるが、抗体陽性豚が散発。AD；豚は抗体

陰性。猪で抗体陽性例を確認。SE；抗体陽性率はほぼ

100％。HC、TGE、PED；全て陰性。机上演習にて、防疫

意識の向上の必要性を再認識。以上の結果を今後の農

家指導に生かす。 

 

192 豚の精液検査による繁殖成績向上への取り組

み：岡山県津山家保 佐野 通、福島成紀 

 夏期の暑熱ストレスによる繁殖成績の低下が問題と

なっているが、これは種雄豚の精液性状の悪化が一要

因とされている。しかし、これまで管内の養豚農家で

は精液検査を行ったことがなく、夏期に精液性状の悪

化した種雄豚を交配に供用している可能性も考えられ

た。そこで、当所では、養豚農家２戸でデュロック種

種雄豚延べ３５頭の精液検査を実施することにより繁

殖成績向上への取り組みを実施。その結果、１戸３頭

で精液性状の悪化を認め、これらが回復するまで供用 

を止め、その期間は人工授精で対応。これにより８～

１０月の平均受胎率（85.0％）は、年間受胎率（86.8％）

と比較して差がなく、１２月～２月の平均産子数（10.1

頭）も年間平均（10.3頭）と差がなかった。したがっ

て、今回の取り組みが夏期の繁殖成績向上の一助とな

ったことが示唆された。今後、安定した産子数確保の

ために定期的に精液検査を実施するとともに、夏期に

おける管理方法について農家指導が必要である。 

 

193 豚繁殖･呼吸障害症候群ｴﾗｲｻﾞ抗体陽性事例への

対応：岡山県岡山家保 大内紀章、福冨豊子  

2006 年 4 月～12 月までに豚繁殖･呼吸障害症候群

(PRRS)ｴﾗｲｻﾞ検査(ELISA)を 840 頭実施。繁殖豚で 21

頭が陽性を呈し、家保に連絡したところ、内8頭につ

いて再検査依頼があり検査を実施。再ELISAで5頭が

陽性を示し、この5頭は中和試験では全頭陰性、さら

に2/5頭に遺伝子検査(PCR)、1/5頭に間接蛍光抗体法

を実施したがいづれも陰性であり、疫学的にも感染は

否定的であった。このことからELISA陽性反応は非特

異反応であることが示唆され、PRRS陰性と診断。また、

再ELISAで陰性の3頭も初回検査時の陽性は溶血等に

よる非特異反応と考えられ陰性と診断。本ELISAはｽｸ

ﾘｰﾆﾝｸﾞに用いられる鋭敏な検査のため非特異反応が

数％発現するとされ、また、PRRSの中和抗体発現は他

のウイルスに比べ緩慢で3週間以上かかることから、

ELISA 陽性を示した事例では、初回採血時から３週間

以上経過した血清で再ELISAを実施すると共に中和試

験、PCR 等の検査及び疫学調査を組み合わせた的確な

診断が必要。 

 

194 豚鶏混合肉骨粉栄養価の実態：岡山県岡山家保 

行森美枝 

 豚由来肉骨粉について豚･鶏用飼料への利用が再開

（省令H17.4.1施行）。現在、県内の４飼料製造業者

が豚鶏混合肉骨粉（豚および家きんに由来する原料を

製造工程の原料投入口で混合して製造したもの：以下

肉骨粉）を使用。しかし、日本標準飼料成分表に栄養

価の記述はなく、H18年8月下旬～11月までに使用さ

れた肉骨粉34点について、飼料分析基準により栄養価

の実態を調査。表示事項である粗たん白質は平均値

58.5%（標準偏差1.8%）、粗灰分は平均値21.9%（標準

偏差1.5%）。これを使用した配合飼料について飼料の

公定規格により算出したTDN、ME値と豚・鶏原料混合

比率から簡略算出した値を比較。肉骨粉では TDN、ME

とも前者の方が高い値。 大で TDN9.3% 、

ME369.3Kcal/kgの差。配合飼料における配合割合は5%

以下であり、 大でTDN0.5%、ME20Kcal/kgの差。今後、
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配合飼料の製造においては肉骨粉栄養価の変動を定期

的に把握するとともに、表示にも注意が必要である。 

 

195 豚鶏混合肉骨粉栄養価の実態：岡山県岡山家保 

行森美枝 

 豚由来肉骨粉について豚･鶏用飼料への利用が再開

（省令H17.4.1施行）。現在、県内の４飼料製造業者

が豚鶏混合肉骨粉（豚および家きんに由来する原料を

製造工程の原料投入口で混合して製造したもの：以下

肉骨粉）を使用。しかし、日本標準飼料成分表に栄養

価の記述はなく、H18年8月下旬～11月までに使用さ

れた肉骨粉34点について、飼料分析基準により栄養価

の実態を調査。表示事項である粗たん白質は平均値

58.5%（標準偏差1.8%）、粗灰分は平均値21.9%（標準

偏差1.5%）。これを使用した配合飼料について飼料の

公定規格により算出したTDN、ME値と豚・鶏原料混合

比率から簡略算出した値を比較。肉骨粉では TDN、ME

とも前者の方が高い値。 大で TDN9.3% 、

ME369.3Kcal/kgの差。配合飼料における配合割合は5%

以下であり、 大でTDN0.5%、ME20Kcal/kgの差。今後、

配合飼料の製造においては肉骨粉栄養価の変動を定期

的に把握するとともに、表示にも注意が必要である。 

 

196 岡山県で分離された牛ウイルス性下痢ウイルス

の解析：岡山県岡山家保 福冨豊子、大内紀章 

 2003年～2006年に9株の牛ウイルス性下痢ウイルス

(BVDV)が分離、内 7 株は持続感染(PI)牛から、2 株は

ウイルス検査用の市販牛胎子血清(FBS)から分離。更に

2件のFBSからBVDV遺伝子が検出。計11件について

5'非コード領域(5'NCR)解析の結果、遺伝子型は 1a、

1b、1c、国内では分離報告のない1d(FBS由来株)と判

明。2003年に北海道導入PI牛から分離された株と2006

年に公共育成牧場の PI 牛から分離された株は 5'NCR

が同一であり、E2遺伝子解析でも極めて高い相同性を

示したことから同一由来株と推定。北海道由来株が県

内公共育成牧場を介し伝搬した可能性が示唆。約1カ

月齢 PI 牛から CP 株と NCP 株が分離された症例は、

5'NCRおよびE2がワクチン株と同一であり、妊娠牛へ

の不適切なワクチン接種による接種事故の可能性が示

唆されると共に、粘膜病への移行期であったと推察。

獣医師を始め畜産農家へのBVDVの啓蒙推進と、行政と

してPI牛対策の方針を早急に確立し、効率的なPI牛

摘発が必要。 

 

197 秋季性流産症候群が疑われた症例について：広

島県芸北家保 山中裕貴、茨木義弘 

一貫経営の養豚農家（母豚約 30 頭飼養）で、平成

18年8月～9月に胎齢30日以下の流産が連続発生。病

性鑑定で母豚や胎子に臨床、肉眼所見で異常なく、母

豚の栄養状態も異常なし。胎子からの細菌分離は有意

な菌量なし。同居豚のウイルス抗体検査で流行性脳炎

ウイルスの流行及び母豚の PRRS、PPV、流行性脳炎抗

体を確認し、それらの関与が示唆されたが、胎子は抗

体、分離陰性。疫学調査（16～18年）で、繁殖成績は

夏季分娩（6～8月）豚の離乳後発情回帰日数は延長す

る傾向だが18年はPMS製剤により短縮。日照時間の変

動は当該地域で8月上～中旬に急激に減少。母豚は交

配直後に移動し、雄豚と別離。病性鑑定結果から感染

性流産及び母豚の栄養不良は否定。疫学調査結果から

今回の連続流産は、PMS 製剤使用で交配可能頭数が増

加、さらに日照時間の急激な減少期間に、分娩、離乳、

交配、移動等の要因関与で発生したと推測。対応とし

て交配母豚へのｈCG投与は有効であると考える。 

 

198 「安全・安新」豚の採血：宮崎県都城家保 岩

下修 久富一郎  

 平成16年９月から18年10月にかけ約330戸、300

0頭の農場採血の中で、豚、人の安全性の観点からの

保定採血手技について検討し以下のとおり整理。まず

採血を円滑に実施するための環境整備として①農場主

への採血方法の説明と具体的な協力を依頼。②豚房内

へは静かに入る。③採血作業者の安全のための危険物

確認、騒音（悲鳴）防御。④補助者が被採血豚以外の

豚を制御。保定者については⑤やさしく豚をキャッチ。

⑥豚体をまっすぐにする。⑦豚を起立させる。⑧豚を

固定するために自身の体を固定。⑨豚の首の角度を調

整。採血者としては⑩膝と壁を利用して豚体をまっす

ぐにする。⑪採血側の前肢位置を調整することで針を

刺す位置確認を容易にする。⑫採血中の豚が暴れたら

血管損傷を 小限にするために手を離し採血管をフォ

ロー。また種豚の保定方法として⑬トンキーパーでキ

ャッチ後、ナイロン製ロープにかけ替えてそのロープ

を柵等に固定することで保定・採血者両方の負担を軽

減。 

 

199 肥育養豚農場で発生した豚皮膚炎腎症症候群：鹿

児島県肝属家保 安本真由美、柴田昭一 

平成18年3月､肥育豚3000頭規模の農場で､臀部と

耳翼に紫赤色斑を呈した豚（120日齢､雌）が死亡した

ため病性鑑定を実施。剖検所見は､臀部と耳翼を中心と

する皮膚の出血・痂皮形成､腎臓の点状出血､鼠径・下

顎・腸間膜リンパ節の出血・腫大。組織所見は出血性

壊死性皮膚炎､線維素性糸球体腎炎､皮膚・腎臓・脾臓

の壊死性血管炎､リンパ節の多核巨細胞浸潤及びリン

パ球消失。抗酸菌染色陰性､ビオチン化豚サーコウイル

ス2型豚血清を用いた免疫組織学的染色陰性。細菌学

的検査でも全実質臓器から有意な菌は分離されなかっ

た。豚コレラウイルスに対する蛍光抗体法も陰性。本
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症例は特徴的な剖検所見及び組織所見が認められたこ

とから豚皮膚炎腎症症候群（PDNS）と診断。PDNSの病

理解剖学的所見には豚コレラと類似する点がいくつか

あるため､剖検時は十分な注意が必要。 

 

200 養豚生産性向上をめざした消毒中心の衛生対策

の推進：沖縄県中央家保 諌山章子、屋冨祖昇 

 県内の養豚は、飼養戸数、頭数ともに減少し生産性

が低下。そのため生産性の向上を目指し、離乳豚の損

耗率低減を目的とした消毒中心の衛生対策を推進。所

内に 3 班制のプロジェクトチームを編成。繁殖雌 125

頭飼養の一貫養豚農場をモデル農場に選定し実施。離

乳豚房で1日2回、肥育豚房で週2回、複合次亜塩素

酸系消毒剤500倍希釈液による空間消毒を2ヶ月間実

施。また、消毒に並行して16件25頭の病性鑑定を実

施。細菌検査より、パスツレラ性肺炎、グレーサー病、

レンサ球菌症等の疾病の関与が示唆、病理検査より病

鑑例の約 50％が PRRS、PCV2 に感染が判明。対策前は

複合感染症の発生が推察されたが、対策後は細菌が二

次感染する状況をより的確に把握。薬剤感受性試験に

基づく有効薬剤を選択した衛生指導により、症状が緩

和、隔離した病豚が回復、死亡頭数が減少。その結果、

離乳豚の損耗率は対策前の 30％以上から対策後は平

均20％に減少。 

 

201 養豚生産性向上のための消毒方法の検討：沖縄

県中央家保 上江洲裕美、上地俊秀 

 本県の養豚課題に対応するため、養豚対策懇談会を

開催、養豚対策アクションプランを策定。その一貫と

して、消毒を中心とする生産性向上対策に取り組んだ。

対象養豚農家の畜舎構造は、同一豚舎内に繁殖、分娩、

離乳、肥育の各豚房が混在し、これらの豚房間には壁

等の仕切りのない構造。ほかに、離乳豚舎1棟と簡易

離乳豚舎2基が設置。洗浄・消毒は動力噴霧器による

水洗のみで、消毒は行われていなかった。また、30日

から 35 日で離乳後、60 日齢までに呼吸器疾病による

損耗率が高く、この間にPRRSの感染が確認。落下細菌

の測定、病性鑑定、粉塵・アンモニア量の測定と汚水

処理施設に消毒が及ぼす影響について状況を確認しな

がら全豚房について消毒法を検討、実施。また、床面

の構造の違い、豚房内の家畜の有無、粉塵対策、漏電

対策など状況に応じて消毒法を検討し実施。 

 

202 金武町における耕畜連携による家畜排せつ物の

利用：沖縄県北部家保 屋良高志、新田宗博 

沖縄県金武町では養豚の悪臭や糞尿の垂れ流しに対

する地域住民の不安。耕種側では化学肥料の連用によ

り地力低下。双方の問題解決のため、町は平成2年度

より貯留槽5 基及びバキュームカー6 台を整備。バキ

ュームカーで畜産農家から家畜糞尿を収集、町の貯留

槽で処理し、耕種農家へ液肥として還元。運搬や保管

場所の確保が困難な液肥を行政側が主体的に有効利用

を推進し、家畜糞尿処理施設の初期投資を負担するこ

とで畜産農家の大幅な負担軽減。また、土壌分析結果

から液肥を還元する余力は十分にあると判断。一方で

地域によって液肥を利用する耕種農家に偏り。耕種側

の液肥に対するイメージや認識を把握し、液肥のメリ

ット及びデメリットを明確にすることで、総合的に家

畜廃せつ物を有効利用できる取組をより一層進めるこ

とが今後の課題。 

 

203 消毒・洗浄が豚舎内環境及び汚水処理施設に与

える影響：沖縄県中央家保 恩田寛、沖縄県畜産研究

センタ－ 鈴木直人 

 養豚振興対策として所内でプロジェクトチ－ムを編

成し、消毒を中心とした生産性向上への取り組みを実

施。管内1養豚場で豚舎の定期的な消毒・洗浄が粉塵

量やアンモニア濃度に与える影響を調査。粉塵量はデ

ジタル粉塵計を高さ15cmの箱の上に設置して測定。ア

ンモニア濃度は検知管法で測定。測定は豚舎内13ヵ所

で週に 2 回おこない、2 ヶ月間継続。消毒・洗浄前に

は平均250CPM（1CPM=0.001mg/m3）あった粉塵量が、消

毒・洗浄後には50CPM前後まで減少。消毒・洗浄前に

平均 3ppm であったアンモニア濃度は一時的に減少し

たが、その後に消毒・洗浄前と同じ水準に戻った。豚

舎の消毒・洗浄が、豚舎に併設された汚水処理施設へ

与える影響を調査。毎週1回、活性汚泥の色や臭い、

曝気槽での泡の有無、SV30%を観察し、併せて処理水の

BOD･SS･PH 及び透視度を分析・測定。結果として消毒

洗浄による汚水処理施設への悪影響は見受けられなか

った。 

 

204 琉球在来豚アグーの確立にむけて：沖縄県畜産

研究センター 稲嶺修、大城まどか 

 琉球在来豚｢アグー｣(以下アグー)は優れた沖縄固有

の豚として高く評価され、おきなわﾌﾞﾗﾝﾄﾞ豚として期

待される。本県は、平成17年度に遺伝的資源の確保・

安定供給体制支援事業によりアグーの特性を有する豚

の確認・確保を図るため、全県的確認調査を実施。26

戸567頭の調査申請があり、成豚267頭を対象に外貌

(体型5項目、特徴27項目)とDNA分析調査を実施。体

型結果(cm)雄で体高 68.2、体長 111.5、胸囲 117.4、

西洋豚より 20～30%程度小型。外貌特徴は体の大部分

が黒色毛で覆われ、白色部位は鼻端や四肢で一部確認。

その他特徴で眉間皺が 70.6％、体上下線湾曲有りが

60％、副蹄接地が50.4％確認。DNA分析は多型解析で

７ｸﾞﾙｰﾌﾟに系統分類を実施。今回の調査でアグーの基

礎豚として218頭を選抜し仮登録を推進。さらに貴重
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個体として個体71頭を認定。平成18年度は、継続調

査と貴重個体を活用した純粋種を再構築するため、AI

による広域的計画交配、遺伝凍結精液の保存を実施。 

 

Ⅲ牛の衛生 

 

 Ⅲ－１BSE 

 

205 BSE対応施設で発生したトラブルと対策：東京都

家保 岸田敬二 南浦知則ほか 

平成15年4月からBSE対応施設（焼却施設）で死亡

牛及び起立不能牛の受入を開始。その後18年11月ま

でに種々なトラブルが発生。焼却炉は燃料パイプ接続

部からの燃料漏れ1回、焼却炉内天井にある耐火レン

ガの剥離落下4回、焼却炉操作盤への落雷が2回。牛

死体保管箱では死体収容時に保管箱が変形。牛死体保

管冷凍庫は庫外及び庫内冷却機器が硫化水素により腐

食4回。庫内冷却機器は修理不可能のため耐塩害仕様

を施した庫内冷却機器と交換。また、起立不能牛を焼

却炉内に収容する際に作業中職員の事故が発生。設備

及び機器対策として仕業点検の励行、落雷対策として

焼却翌日にメインスイッチを切る。保管箱対策として

は頑丈な構造への修理等。硫化水素対策として保管箱

はビニールシートを被覆し硫化水素を閉じこめた。硫

化水素が第一胃から容易に漏出しないよう延髄採材時

はなるべく背後から刀を入れた。職員に労働安全衛生

対策の周知徹底を図った。 

 

206 牛海綿状脳症対策特別措置法に係る死亡牛情報

の分析と活用：新潟県中央家保 阿部隆司、太田洋一 

牛海綿状脳症(BSE)対策特別措置法に基づく死亡牛

の届出情報等をデータベース化し分析。死亡牛届出や

BSE 検査材料採材施設への搬入が年々遅れていること

から、適切な対応を再徹底。結果、18 年度 12 月末現

在、死亡3日目以降の搬入割合は5.6%（17年度10.5%）、

届出割合は5.5%（17年36.5%）に改善。また、死因を

農場指導に活用するため、可能な限り分類。分析の結

果、乳用牛の死因は運動器病と消化器病が上位、18年

は乳房炎が増加。月別の死亡は8月前後に集中、熱射

病以外に心不全、周産期病、代謝病も増加、運動器病

は8月以降も上昇し10月がピーク、乳房炎は7月にピ

ーク。暑熱対策の重要性と各農場にある根本的な問題

解決の重要性を再認識。これら情報は広報で還元する

とともに、死亡牛多発農場へは個別情報として、随時、

管轄家保へメールで提供。管轄家保では、必要に応じ

て飼料給与、搾乳衛生、環境改善等の損耗防止対策指

導に活用。 

 

207 牛海綿状脳症（ＢＳＥ）エライザ検査の効率化

の検討：広島県東広島家保 菊池浩久 

死亡牛の牛海綿状脳症（BSE）エライザ検査は、多額

な費用を要することから、現行のプラテリアBSE（A）

とテセーＢＳＥ（B）及びフレライザＢＳＥ（C）につ

いて、検査経費、検査時間、検査手技の比較と検査中

に機器が故障した場合の対応を検討。1検体の経費（平

成15年5月12日～平成18年11月30日までの3,122

頭で算出）は、Aが7,793円（実績）、Bが5,755円（見

込）、Cが3,200円（見込）であり、Cが安価。検査時

間は、A及びBが4時間、Cが3時間40分、Cが20分

短縮。検査手技は、A及びBの試薬数13，Cの試薬数

17であり、試薬数が多い分、Cの検査が煩雑。検査機

器の故障時の対応は、検査に使用する13種類の機器毎

に手順書を作成。以上から、C が 1 検体の経費を節減

ができるが、新たな検査手技の習得が必要。手順書に

より、検査を中止せず継続することが可能。今後、県

の実情に見合った検査法を選択し、円滑なBSE検査の

実施と効率化に努めたい。 

 

208 ＢＳＥサーベイランスの死亡牛検査実施状況：

山口県中部家保 森重大作、柳澤郁成 

 平成15年度からのBSE 検査実施状況を報告。15年

度473頭、16年度357頭、17年度303頭、18年度（12/8

まで）220頭の合計1353頭を実施し、全頭陰性。死亡

から搬入されるまでの日数は平均0.34日。乳用牛安楽

死割合は各年度で44、40、33、31％と減少。乳用牛安

楽死原因において17、18年度は15、16年度に比べて

運動器疾患が減少し、産前産後疾患も年々減少。減少

要因として、と畜場への早期出荷が考えられた。18年

度には泌乳器疾患が増加。肉用牛はいずれの年度にお

いても消化器疾患が上位。検査回数は各年度139回、

129回、122回、18年度（12/8まで）86回。耳標紛失

牛は法に基づく指導を実施。当所での24ヵ月齢以上の

死亡牛剖検件数はBSE検査開始前の14年度6件から、

BSE 検査開始後の15年度20件と急増したが、診療獣

医師等の援助により対応。剖検は死亡牛収納缶内で実

施し、血液の流出による汚染を防止。BSE 疑似患畜は

搬入当日中に陰性確認後、家保で焼却処分。 

 

209 BSE ELISA 検査法の変更によるコスト削減：徳

島県徳島家保 富久章子、北田 紫 

 BSE 特別措置法により実施していた ELISA 法は、本

県で従来プラテリアBSE（プラ）を使用。H16年に少数

検査施設におけるロスが少ないと期待されるフレライ
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ザ BSE（フレ）が発売され、両製品を比較検討。フレ

推奨のホモジナイズ器機（マルチビーズショッカー又

はFastPrep）未整備のため、既存ホモジナイズ器機（ミ

ディファースト）での使用方法を検討。検討項目は検

体採取量、破砕ビーズの有無と量、ホモジナイザーの

種類とホモジナイズ回数。結果、検体採取量400mg（使

用書の２倍量）、破砕ビーズ１本、ホモジナイズ２～３

回で既存ホモジナイズ器機による検査可能と判断。60

検体を用い、マルチビーズショッカーとミディファー

ストとの比較でも、ELISA 値に変動なし。プラからフ

レへの変更により、検査時間が190分から165分に短

縮。１頭当たりの経費は、H15年10,860円、H16年7,419

円、H17年8,992円に対し、H18年フレ変更以降5,071

円とコスト削減。 

 

210 愛媛県における死亡牛の牛海綿状脳症（BSE）検

査実施状況と今後の課題：愛媛県家畜病性鑑定室 髙

橋倫子 

 BSE対策特別措置法に基づき、本県では平成15年度

から 24 ヶ月齢以上の死亡牛について全頭検査を実施

しており、今回これまでの実施状況を取りまとめた。

平成15年4月から平成18年12月末までに1,787頭の

ELISA 検査を実施した結果、全て陰性。検査は週 3 回

実施し、1 回あたり検査頭数は平均 3.2 頭。死亡牛発

生状況は月平均31.2頭であり、月別では8～9月に多

い傾向がみられた。死亡牛の用途・性別では乳用雌牛

が 84.6％の割合を占め、年齢別では 4～6 歳が多く、

主な死亡原因は乳房炎、心不全、肝炎であった。検体

のELISA検査値と陽性値を比較したところ、検査牛の

98.3％のものが陽性値の50％未満の数値を示した。今

後の課題としては死亡牛の速やかな搬入、夏場の臭気

対策、検査キット効率を考えた検査日の再検討などが

挙げられる。また、今後も検査継続の見通しであるこ

とから、これらのデータを活用して死亡原因に対する

対策指導や生産性向上、死亡率低減に役立てたい。 

 

211 黒毛和種で初めて発生した牛海綿状脳症への対

応：長崎県壱岐家保 浦川明久、平井良夫 

 平成18年3月17日、当所管内から食肉センターに

出荷した牛で牛海綿状脳症（BSE）が発生。当該牛は平

成4年2月10日生（169ヶ月齢）の自家産の黒毛和種

繁殖牛。当該農家は、黒毛和種繁殖雌成牛2頭（患畜

を除く）、未経産牛1頭、子牛1頭を飼養。3月13日

BSE スクリーニング検査陽性の通報後直ちに防疫対策

等に着手、緊急防疫会議を開催。17日、当所にBSE現

地防疫対策本部を設置。情報収集は、牛海綿状脳症防

疫指針に基づき実施。調査資料のうち農協電算システ

ム内の購売記録、市場記録及び黒毛和種固有のデータ

ベースが有効。調査の結果、当該農家で飼養している

2 頭が県内における疑似患畜と決定。疑似患畜のうち

患畜の産子は動物衛生研究所に譲渡。残りは当所で病

性鑑定殺後焼却処分。また給与飼料等の原材料には肉

骨粉は含まれず。今回の事例は黒毛和種で初めての発

生であったが風評被害等影響は認められず。 

 

Ⅲ－２ウイルス性疾病 

 

212 黒毛和種牛における牛白血病清浄化への取組：

北海道留萌家保 齊藤妙子、森田大輔 

 黒毛和種牛（黒毛）を飼養するA町で、牛白血病ウ

イルス（BLV）抗体陽性率（陽性率）が高いことが判明。

抗体陽性牛（陽性牛）の遺伝子型別では全て3型で、

同一遺伝子型の浸潤が示唆。小規模兼業経営が多く、

陽性牛の早期淘汰は困難、農場24戸中13戸が町営牧

場（牧場）に夏期預託放牧していることから、H15 年

より地域清浄化対策を段階的に実施。牧場での感染拡

大防止目的として、入牧前抗体検査、陽性牛と抗体陰

性牛の分離放牧、耳標型忌避剤の装着、放牧期間中の

定期的抗体検査を実施。さらに、説明会や農場巡回に

より本病の特徴や対策等を周知。これらの対策の結果、

牧場預託放牧牛の陽性率は59.0％（H15年）から36.0％

（H18 年）と低下。また、アンケート調査の結果、吸

血昆虫対策、陽性牛の自主淘汰、預託放牧しない農場

からの抗体検査要望の増加等、飼養農場の意識が向上。

本病清浄化のため、今後も経済的負担の少ない長期に

わたる地域単位での衛生対策の推進が必要。 

 

213 公共牧場入牧牛に流行した牛パピローマウイル

ス性の乳頭の乳頭腫：北海道十勝家保 信本聖子、和

田好洋 

 平成16年９月、公共牧場入牧牛に乳頭の広範囲わた

る重度の乳頭腫が流行。冬季舎飼中も発生は継続し、

平成17年１～３月に10.3％（77/750頭）を治療。発

症牛の乳頭腫について、原因検索のため牛パピローマ

ウイルス（BPV）検索を実施。発生要因調査として、入

牧牛の乳頭腫発生状況の追跡調査と乳頭に寄生する外

部寄生虫からの BPV 検索も実施。BPV 遺伝子は乳頭腫

35検体中17検体で陽性で、６型（13検体）と、２つ

の新型TypeI（５検体）およびTypeII（２検体）を検

出。６型とTypeI、６型とTypeII、TypeIとIIの混合

感染を一例ずつ確認。TypeI・II の感染力と病原性の

強さが示唆され、流行への関与が疑われた。追跡調査

では入牧前にすでに 13.5％で乳頭腫がみられ、２ｹ月

後には21.6％に増加し、感染牛の入牧による牧場内へ

のBPVの持ち込みが確認された。放牧牛の乳頭にはブ
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ユ（吸血性）とハエ（非吸血性）の寄生が確認され、

乳頭腫発症牛に寄生したブユとハエからBPV遺伝子を

検出。外部寄生虫対策強化により発生状況は軽減され、

これら外部寄生虫によるBPVの機械的伝播が示唆され

た。 

 

214 道南地域における牛ＲＳウイルス流行株の解

析：北海道石狩家保 前田友起子、小岸憲正 

 本道初の野外における牛ＲＳウイルス（ＢＲＳＶ）

流行株の遺伝子型を調査。９戸46検体（鼻汁、肺など）

から分子系統樹解析及び塩基配列の相同性解析を実施

し、16株のＢＲＳＶ遺伝子を検出。ＢＲＳＶは、Ⅰ～

Ⅵのサブグループに分類され（Valarcherら（2000））、

Ⅲは主にアメリカで、Ⅱは主にヨーロッパで報告され

ている。今回は、全てアメリカと同一のサブグループ

Ⅲで、Yaegashiら（2005）が報告した東北地方の株と

同じ系統Ａであった。国内の標準株ＮＭＫ７及びワク

チン株rs-52はサブグループⅡであり、今回とは異な

った。16株間の相同性は99.1～100％、ＮＭＫ７とは

91.2～92.2％、rs-52とは91.8～92.4％であった。今

回調査した道南地域では、サブグループⅢの株が広く

浸潤しているものと推測。ＢＲＳＶの野外での流行を

把握するために、懐古的検索を含め、調査を重ねるこ

とが必要。 

 

215 子牛の死亡事故低減を目的とした牛呼吸器病 6

種混合ワクチンの応用：青森県むつ家保 平泉美栄子、

鈴木顯義 

 死亡子牛の 65.2%が 4 か月齢までに呼吸器病で死亡

していた若齢時の呼吸器病多発農家において、分娩予

定3～4週間前に母牛に牛呼吸器病6種混合ワクチン（6

混）を応用。対策前後では事故率が 25.3%から 12.9%

に、治療頭数も 72.2%から 41.4%に減少。対策後の 6

混接種の有無で比較すると、未接種母牛から生まれた

子牛(未接種子牛)の事故率は 20.7%、接種母牛から生

まれた子牛(接種子牛)の事故率は 5.2%と有意に低下。

6 混接種前後の母牛血清と接種子牛誕生時血清 5 組に

ついて6混に含まれるウイルスについて抗体検査を実

施した結果、どのウイルスについても十分な移行抗体

を子牛に付与でき、今回のワクチンプログラムが有用

であったことが判明。4か月齢の未接種、接種子牛各5

頭について牛呼吸器病 5 種混合ワクチン(5 混)接種前

後の抗体検査を実施した結果、未接種、接種子牛に係

わらず、移行抗体にばらつきがあり、今後5混の接種

時期の検討が必要。 

 

216 管内放牧場の呼吸器病ウイルスの抗体の推移：

青森県青森家保 菅原健、角田裕美 

 呼吸器病ウイルス抗体の推移とワクチン接種後の抗

体応答について、管内 4 放牧場の子牛 41 頭を対象に

IBR、BVD、PI3、RS、Ad7の抗体検査を実施。各抗体の

GMは月齢とともに変化し、BVDは上昇、逆にIBR、PI3、

RSは低下、Ad7は高い値で推移。ワクチン接種前の抗

体保有率は58.5％(IBR)～92.7％(PI3)で、抗体価の範

囲は IBR：2～128 倍、Ad7：2～≧4,096 倍とウイルス

抗体により差。ワクチン接種による抗体上昇率は、

Ad7(48.8%)、BVD(43.9%)、IBR(34.1%)、PI3(17.1%)、

RS(9.8%)。抗体上昇した群のGMは抗体上昇しない群に

比べて低い数値。PI3とRSは、抗体上昇率が悪く移行

抗体の影響と推察。今回の調査で接種月齢2～3ヶ月で

は抗体応答しない個体が散見。接種時期を早めると移

行抗体により妨げられ、遅らせると抗体未保有牛は感

染防御できない恐れ。ワクチン効果を得るためには 2

回接種が望ましい。 

 

217 黒毛和種繁殖農場に多発した粘膜病：岩手県県

南家保 奥村亮子、菊池善彦 

2005年12月から翌年の2月にかけ、成雌牛20頭お

よびその子牛16頭を飼養する黒毛和種繁殖農場で、子

牛 4 頭に粘膜病が発生した。4 頭の発症時の月齢は 2

から5か月齢であり、発熱および下痢とともに趾間皮

膚の糜爛を呈した。また、同年10月には他に9か月齢

の子牛１頭が同様の症状を呈し淘汰されていた。病理

学的に口腔、消化管粘膜および趾間皮膚に糜爛および

潰瘍が認められた。ウイルス学的に牛ウイルス性下痢

ウイルス1型の非細胞病原性と細胞病原性株が分離さ

れ、血清中和抗体は認められなかった。以上の成績か

ら粘膜病と診断した。同居牛検査では発症牛の母牛を

含め他に持続感染牛は認められなかった。4 頭の感染

時期は2004年10月から翌年4月と推定され、同時期

の導入状況および母牛の放牧歴から、淘汰されていた

1 頭が公共牧場で胎子期に感染し、農場内でウイルス

を伝播させた可能性が伺われた。 

 

218 スポットテストを活用した牛ウイルス性下痢ウ

イルス持続感染牛の検出：岩手県中央家保 関 慶久、

本川正人  

 持続感染(PI)牛の効率的な検出を目的に、26 農場

(24酪農場:A-X、2肉牛繁殖農場:Y,Z)にスポットテス

ト(S法:抽出された3頭中2頭以上が64倍以上の抗体

価を示すまたは1頭以上からウイルスが分離される際

に陽性と判定)およびバルク乳検査(B 法:同乳からの

ウイルス遺伝子検出)を応用し、S法の精度と問題点を

検討した。全頭検査により8戸(A-F,Y,Z)に12頭のPI

牛が存在した。S法により9戸(A-G,Y,Z)が陽性、他の

17戸が陰性を示した。PI牛由来の分離株は1a(A-D)、

1b(Y,Z)および1c(E,F)遺伝子型に属し、1戸(Z)では同

農場分離株と同一の遺伝子型株による中和試験でのみ
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陽性判定が得られた。偽陽性の 1 戸(G)では飼養牛 37

頭中33頭が抗体を有し、過去1年間に23頭が農場か

ら移動していた。B法では泌乳期のPI牛を飼養する1

戸(A)のみが陽性を示した。以上より、S法は高い感度

(100%)と特異性(94%)を有し、精度は複数の遺伝子型株

を用いた中和試験により維持されることが示唆され

た。 

 

219 放牧牛に集団発生した新型パピローマウイルス

による牛乳頭腫症と偽牛痘の混合感染例：宮城県登米

家保 長内利佳、日野正浩 

 乳用種育成牛の通年放牧場において、数年前より乳

頭に疣状物が形成される個体が多発、搾乳不適乳頭と

なる重症個体も散見。平成18年4月調査で、前年度か

らの継続放牧牛では疣状物の形成度合に差はあるが

81.3%の発生率。疣状物からPCRにて5、6型パピロー

マウイルス（BPV）と従来の分類に属さない新型 BPV

並びにパラポックスウイルス（PPV）遺伝子断片を検出。

病理組織所見ではPPVを示す好酸性細胞質内封入体を

認め、牛乳頭腫症と偽牛痘の混合感染が示唆。4 月新

規入牧牛の経時的発生率は、8月41.3%、12月93.0%、

12月時点の形成度合の三段階（＋～＋＋＋）評価では、

＋39.5%、＋＋37.2%、＋＋＋16.3%。感染経路として接

触以外に昆虫媒介を疑いアブを捕獲、調査したがウイ

ルス遺伝子未検出。ヒトインターフェロン製剤にて治

療試験を実施するも改善傾向認めず。他地域でも本病

は放牧衛生上重要。乳頭の健康チェック等警戒必要。 

 

220 牛ウイルス性下痢(BVD)ウイルス持続感染(PI)

牛が多数摘発された農場の特徴及び対策:山形県置賜

家保 馬渡隆寛、須藤英紀 

平成18年3月から11月にかけ、管内の搾乳牛約70

頭飼養農場において、BVD ウイルスに起因した流産が

１頭発生し、その後PI子牛6頭を摘発。検査は、RT-PCR

及び中和抗体検査を併用。当該農場は、中和抗体価＜2

の牛が多数(35％)みられたことが、他のPI牛摘発農場

(2～3％)と異なる特徴で、長期間BVDウイルスの進入

が無かったと推察。その要因として、導入牛が無く閉

鎖的な農場であること及び踏み込み消毒槽や農場専用

長靴の常備など衛生意識の高い農場であることが挙げ

られる。対策として抗体価の低い個体へのワクチン接

種(妊娠牛は不活化ワクチン、非妊娠牛は生ワクチン)

及び同居牛全頭を検査し、PI牛の摘発を実施。PI牛を

見逃さず、新たなPI牛の発生を防ぐために、子牛は移

行抗体の影響を考慮した検査を実施し、さらにPI牛摘

発時の在胎子が もPI牛になる危険性が高いため、分

娩後に検査を実施することが重要。 

 

221 中核的和牛繁殖農場における牛白血病清浄化対

策：福島県県中家保 穗積愛美、小森淳子 

繁殖牛37頭、子牛25頭飼養の農場において、平成

16年2月に繁殖雌牛1頭が牛白血病を発症。3月の同

居成牛検査で陽性率49.0％と高率に感染。将来的な経

営の維持・発展を見据えて、早期に清浄化を図るため、

陽性牛の区分飼養、吸血昆虫の防除、人為的伝播防止、

人工哺育、計画的淘汰、定期的な検査等の対策を指導。

しかし、一部不徹底により平成 16 年 12 月に陽性率

70.7％に上昇。農場、診療獣医師、家保の連携のもと、

再度対策の徹底を図るとともに、陽性子牛の早期隔離

のため出生子牛のPCR検査を追加。対策強化後は繁殖

牛の水平感染防止、確実な陰性後継牛確保、陽性牛淘

汰推進により、陽性率は平成17年3月66.7％、12月

51.3％、18年5月48.6％、12月37.8％と着実に低下、

対策の効果を確認。今後も連携し対策を継続し、清浄

化を推進。 

 

222 管内放牧場の牛白血病ウイルス（ＢＬＶ）感染

牛対策：福島県県南家保 佐藤敦子、泉裕之 

 管内放牧場のBLV陽性頭数は平成14-17年度毎年約

5頭で推移。平成18 年 5月の BLV 検査で陽性頭数17

頭に増加。定期の抗体検査に加え、放牧場の感染状況

把握、早期摘発・隔離のため6、8、10月に全頭検査を

実施。その結果、6月16頭、7月2頭、8月2頭、10

月2頭が陽性。抗体の陽転時期から、農場内感染牛10

頭、放牧期間中感染牛9頭と推測。さらに放牧期間中

感染牛のうち8頭は越冬期間中の舎内感染を疑う。残

り21頭については不明。陽性牛は分離放牧実施。放牧

農家20戸中12戸の牛で陽転。放牧前検査の陽性頭数

が増加傾向にあり、農家内での蔓延を危惧。今後、

(1)BLV牛早期摘発：開牧前の越冬牛検査、放牧期間3

回の全頭検査と入牧 2 ヵ月後の検査(2)陽性牛の分離

放牧、早期下牧の徹底(3)水平感染防止対策(4)農家へ

の蔓延防止対策指導を実施。また、放牧場、農家のBLV

への問題意識が低いため本病への意識改善が必要。 

 

223 不特定地域からの導入牛を多頭飼養する農家へ

のアプローチ：福島県県北家保 石川雄治、三瓶直樹 

 今年度、牛乳消費低迷、脱脂粉乳の過剰在庫対策に

より12年ぶりに減産型計画生産が実施され、これらの

影響により初妊牛相場が暴落。今回、家畜商取引の顕

著な農家（経産牛28頭、子牛2頭飼養）から、熱発を

主徴とする呼吸器症状を呈した乳牛の病性鑑定依頼

有。当該牛は、平成18年8月末に北海道より初妊牛と

して2頭導入された牛の1頭。10月8日分娩、1週間

後に 41℃を超える稽留熱、ペア血清により RS ウイル

スの関与が示唆。同居牛群からＲＳ抗体価上昇を認め、

冬季流行期に入る段階でのワクチン接種を指導。その

後の発生は認められない。当該農家は既に今年9頭の
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牛を導入し、計18頭の導入牛で構成され占有率64.3%。

このような不特定地域から初妊牛や経産牛の導入が主

な農家については、過去に罹患した疾病やワクチン履

歴等については不明なところが大きい為、牛群の適切

な衛生指導やワクチン接種の励行が急務である。 

 

224 イバラキ病ウイルス抗体陽性牛の確認：福島県

いわき家保 落合和彦、根本光輔 

平成18年度牛流行熱等抗体調査の結果、6月下旬に

いわき市南部の和牛繁殖農家1戸1頭にイバラキ病ウ

イルス抗体陽性（中和抗体価64倍）を確認。同居牛4

頭の抗体検査を実施したところ当該牛の母牛を含む 2

頭が抗体陽性。周辺酪農家について平成13、16、及び

18年採取血清の抗体検査を実施した結果、平成13年：

3/3 戸、8/29 頭（2～256 倍、GM抗体価2.31）、平成

16 年：4/4 戸、23/87 頭（2～256≦倍、GM1.77）、及

び平成18年：2/3 戸、9/21 頭（2～8倍、GM1.59）の

抗体保有を確認。しかし、PCR 法でウイルス遺伝子は

増幅されなかった。陽性牛の産地、生年月日及び抗体

保有状況を勘案した結果、いわき市南部では複数年に

わたって本病ウイルスの侵入があった可能性が示唆さ

れた。今後、当該地域での本病ウイルスの動向に留意

するとともにウイルス分離を試み、病原性の検討が必

要である。 

 

225 茨城県のブルータング（BT）浸潤状況：茨城県

県北家保 清水ひろみ 

 2005 年のアルボウイルス感染症調査は 6 月と 11

月の2回のみ実施。未越夏おとり牛血清51戸102頭を

寒天ゲル内沈降反応(AGP)により検査した結果、11 月

の18戸30頭がBT抗体陽性。洗浄血球を用いたRT-PCR

及びウイルス分離は陰性。流行時期を把握するため、

2005 年 8 月～2006 年 2 月生まれの14 戸 49 頭を AGP

検査した結果、10月中旬以前生まれの牛が陽性。近県

では9月下旬に抗体陽性であったことを考慮すると、

本県でも同様の時期に流行したと推察。また、管内 D

町の農場別浸潤状況調査では5農場206頭中、陽性率

は54.0～89.3% (平均65.0%)，高齢牛ほど陽性率が高

い傾向。陽性率の高い農場では共通して河川が隣接し、

ヌカカの発生し易い環境であったことから感染の機会

が増加したと考察。一方、管内の山羊5戸43頭につい

てもAGP検査を実施したところ、3戸7頭が抗体陽性。

本県において2005年はBTVが広範囲に浸潤し、また近

年のBT流行サイクルが2年毎と短くなっており、今後

も注意が必要。 

 

226 第四胃に主病変が見られた牛白血病の一症

例：栃木県県央家保 小松亜弥子、長谷川真紀  

黒毛和種繁殖雌牛(43カ月齢、宮崎県から導入)が

平成18年 7月上旬から水様性下痢、食欲低下及び削

痩が顕著となり、その後流産。治療を施すが回復せ

ず、7月 31日と8月17日に病性鑑定、8月 22日に

鑑定殺を実施。有意な細菌及び寄生虫は検出されず。

血液検査で白血球数増加(158,000/μl)、血液塗抹標

本で多数の異型リンパ球を確認。剖検所見は横隔膜、

腹膜と第四胃、第一胃と第四胃の癒着、第四胃粘膜

面の紫赤色化、壁及び襞の白色均質な肥厚、第四胃

リンパ節の腫大。BLV ゲル内沈降反応で、明瞭なｐ

抗体と微弱なgp抗体を確認。またPCR法により末梢

白血球・全血及び第四胃病変部由来リンパ球から

BLV 特異遺伝子を検出。病理組織学的検査で第四胃

の粘膜から漿膜、諸臓器の漿膜下及びリンパ節にび

慢性、重度のリンパ球様腫瘍細胞の浸潤増殖を確認。

本症例を腫瘍細胞が B１細胞由来、比較的小型で均質

な特徴を有する成牛型牛白血病と診断。 

 

227 栃木県におけるブルータングウイルスの流行と

分子系統解析：栃木県県央家保 岩根浄子、田島和彦 

2005 年県内のブルータングウイルス（BTV）の流行

状況調査とVP3を標的としたPCRによる検出BTV遺伝

子の塩基配列から世界的分子系統解析を実施。抗体陽

転は9月からみられ、計34／39 市町村、44／59 戸、

107／234頭が陽性。1994年の県内初の陽転確認以降

も早く広範囲な流行。ウイルス分離は陰性。PCR では

24／30 戸、32／66 頭からBTV 遺伝子を検出。うち24

戸24株、国内11株及び国外17株計52株を系統解析。

国内34／35株が独立クラスターを形成し流行年毎に4

大別、OKB1997（岡山）のみ別クラスター。アミノ酸解

析では国内株（KM株〔台湾〕含）と国外株で2分類。

本領域アミノ酸428番目は国内株でH、国外株ではQ。

国内株は世界的分類でグループⅠに属し、遺伝子型マ

レーシアAと同由来と推察。国内20年間のVP3コード

領域は国内BTV集団内で維持され、反復流行の可能性

が示唆。 

 

228 牛白血病ウイルスの浸潤状況と１発生農場の

経過：中部家保 小渕裕子 

管内の牛白血病の発生は平成12年 2頭から平成18

年8頭に増加しているため、過去４年間の保存血清を

用いて牛白血病ウイルス（BLV）抗体調査を実施。飼養

規模により1農場あたり5頭または10頭を無作為に抽

出し、428 農場のホルスタイン種牛 2200 頭、平成 18

年度県外導入牛226頭についてゲル内沈降反応を行っ

た。陽性農場は64戸（15％）、陽性牛は121頭（5.5%）、

導入ホルスタイン種初妊牛のうち 2 頭が着地時に陽

性。本病が平成16年に1頭、18年に3頭発生した農

場について平成18年2月、11月に検査実施。2月の検

査では育成牛を含む農場全体及び搾乳牛の陽性率はそ
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れぞれ 61.5％、78.2％であったが、同年 11 月の検査

でもほぼ同様の数値を示した。2 月以降、陽性率の低

減を図るべく①初乳の非働化②代用乳の併用③衛生器

材（直腸検査用手袋等）の交換など衛生管理の見直し

を図ってきたが、上記のとおり短期間では目に見える

改善は認められなかった。今後も検査、衛生対応の継

続、陽性牛の計画的淘汰が必要。 

 

229 群馬県におけるブルータングウイルスの浸潤状

況：群馬県家衛研 堀澤純、岸光華 

1995年から始まった、流行熱等サーベイランス事業

におけるブルータングウイルス（BTV）の抗体検査（ゲ

ル内沈降反応）結果は、2005 年 9月下旬まで県内では

すべて陰性であった。しかし、同年11月中旬に5戸6

頭で抗体の陽転を確認した。陽性牛 6 頭の洗浄血球を

用いて、ウイルス分離および PCR 検査を実施したが陰

性であった。さらに、2006 年 6 月下旬に本事業対象牛

の母牛において 5 戸 8 頭で陽性が確認された。このこ

とから、2005年および2006年の病性鑑定血清や余剰血

清を用いて検査を実施したところ、4戸10頭の牛（2006

年1月採材）および1戸2頭のめん羊（2006年9月採

材）で抗体陽性が確認された。今回、ウイルスの存在

やBTV感染の症状を示した家畜は確認されなかったが、

5 家保 13 戸 26 頭において陽性が確認され、県内初の

BTVの流行があったものと考えられた。なお、2006年

7月以降は陽性牛が確認されていないこと、BTVはヌカ

カにより媒介されることから、流行の時期は2005年の

9月下旬から10月頃と推察される。 

 

230 Ａ群ロタウイルスによる成牛下痢症の集団発生

例：埼玉県中央家保 福田昌治、御村宗人 

 2006 年 3 月、成牛 24 頭を飼養する酪農家で、約 1

か月にわたり牛舎内のほぼ6割の成牛が淡緑褐色水様

～泥状の下痢を発症。下痢は4～5日で回復。ウイルス

検査ではＡ群ロタウイルス（GAR）抗原検出キットで糞

便5検体中2検体からGAR抗原を検出し、RT-PCR検査

で1検体からGAR の特異遺伝子を検出。6頭のペア血

清を用いた抗体検査（牛GAR島根株：中和試験）では

4 頭で抗体価が有意に上昇。下痢便の電子顕微鏡観察

ではロタウイルスに特徴的な車輪状の粒子を多数確認

し、下痢便乳剤を接種したMA104細胞においてGARを

分離した。以上から本症例をGARが関与した成牛下痢

症と診断。検出されたウイルスのVP7、VP4遺伝子の塩

基配列を解析したところ、遺伝子型は G8P[14]であっ

た。この型の牛での報告はこれまで世界的にも栃木県

の子牛下痢症で１例あるのみであり、野外に広く浸潤

しているウイルス株とは血清学的にも異なり、成牛で

の下痢発症の原因の一つになったと推測された。 

 

231 牛のブルータングの血清疫学:千葉県南部家保 

柄澤杏子、原普 

 平成 17 年度家畜伝染病予防事業の発生予察対象疾

病において、アカバネ病等アルボウイルス感染症（六

疾病）サーベイランスを管内6農場26頭で実施したと

ころ、11月実施分の1農場のホルスタイン種牛2頭で

ブルータング抗体が陽性転帰（以下陽転と略）を示し

た。この2頭は臨床症状は認められなかったが、赤血

球を材料としたブルータングのPCR検査では陽性を呈

し、ブルータングウイルスの県内初感染が確認された。

そこで浸潤状況を把握するため、当該農場と隣接の 4

市町の酪農家30戸144頭のブルータング抗体検査を平

成18年度に実施したところ、全頭抗体陰性であった。

抗体陽転農場と道を挟んで隣接する農場でも抗体陽転

は認められなかった。ブルータングは平成6年以降関

東地区で抗体陽性が認められている。今回の調査から、

極めてピンポイント的にブルータングの感染がおこる

ことと牛はウイルス増殖には適さない宿主であること

が推察された。 

 

232 千葉県のブルータングウイルス浸潤状況調査：

千葉県中央家保 佐藤岳彦、芦澤尚義 

 未越夏のおとり牛をおいて吸血昆虫媒介ウイルスの

抗体検査を行う全国的サーベイランス実施対象疾病に

おける発生予察検査(6疾病調査)を平成17年度は、16

戸 68 頭を対象に実施したところ、11 月に県南部の農

場1戸2頭と県北部の1戸1頭でブルータングウイル

ス(BTV)抗体が陽転。同一検体の保存赤血球を材料に

RT-PCR及びウイルス分離を実施。RT-PCRは陽性、ウイ

ルスは分離されなかった。そこで、18年度6疾病調査

と併せて県で実施している家畜伝染性疾病発生予察事

業(発生予察)の17年11月～18年7月の血清を用いて

浸潤状況調査を実施。18年度6疾病調査では15戸65

頭全て抗体陰性となり、18年度の感染は認められなか

ったが、17年11月～18年7月までの発生予察血清で

は410頭中9頭の陽性を確認。17年度は関東でも流行

が認められており、今後もBTVの動向に注意する必要

がある。 

 

233 牛ウイルス性下痢・粘膜病の発生と対応：東京

都家保 近藤 機 寺崎敏明 

都内２酪農家で流産(症例１)、下痢による死亡(症例

２)が発生、何れも牛ウイルス性下痢・粘膜病と診断。

症例１、分娩1ヶ月前の初妊牛が流産し、流産胎子の

主要臓器から牛ウイルス性下痢ウイルス(BVDV)を分

離。症例２、生後12ヶ月齢の自家産牛が、発熱を伴う

水様性下痢を呈し、治療後も症状が改善されず、糞便・

血液からBVDVを分離。疫学調査の結果、症例１はBVDV

ワクチン未接種で他県へ預託育成。帰還直後の BVDV



- 49 - 

中和抗体価64倍から預託期間中の感染を示唆。畜主、

関係機関に預託前のワクチン接種、帰還後の隔離・検

査を指導した結果、預託前のワクチン接種を実施。症

例２は、疫学調査及び分離ウイルスの遺伝子解析から、

不適切なワクチン接種による BVDV 持続感染牛の疑い

が否定できないため、牛飼養農場へワクチン接種には

立ち会い、妊娠状況、授精予定を獣医師に申告するよ

う指導、診療獣医師へは会議・文書を通じて注意喚起

した。 

 

234 牛ウイルス性下痢ウイルス持続感染牛の摘発と

疫学：東京都家保 寺崎敏明 近藤 機 

2006年4月から11月の間、1,134頭分の牛ウイルス

性下痢ウイルス（BVDV）分離検査を実施、２頭の持続

感染牛（PI牛）を摘発。PI牛の病性鑑定、同居牛の検

査、聞取り調査、分離BVDVの遺伝子解析から発生農場

の疫学を考察。症例１は主要臓器、尿、鼻腔スワブか

らBVDVを分離。同居牛の経時血清によるウイルス分離、

抗体検査では、他のPI牛は摘発されず、またワクチン

未接種牛の抗体陽転が見られ、摘発PI牛から同居牛へ

の感染が示唆。症例２は生後13ヶ月の自家産育成牛で

あった。分離BVDVのPCR産物遺伝子解析では、症例１、

２とも１a 型の遺伝子型と判明。なお、症例１は疫学

調査および遺伝子解析の結果、妊娠母牛へ生ワクチン

を誤って接種したことによる PI 牛の疑いを否定でき

ず。症例２農場は、BVDVワクチン未接種で、PI牛の母

牛が妊娠100日前後の時期に多数の牛を導入しており、

導入牛からの感染が示唆された。 

 

235 農場における牛白血病ウイルス伝播を防ぐため

の初乳加温の効果：神奈川県東部家保 藤澤知枝、吉

田恒雄 

初乳中の牛白血病ウイルス（BLV）は、56℃30 分加

温又は凍結により失活。今回、特に加温方法に着目し、

農場での取り組みを検証、課題・対策を検討。効果の

確認は①BLVの失活②IgG濃度③細菌数を指標。2農場

での検証から温度管理が課題と判明。サーモスタット

付投込ヒーター（ヒーター）を用いて加温試験を実施。

初乳温度は、温度記録計により中心部と側壁部を測定。

始めに初乳をバケツに入れ撹拌せず湯温60℃で放置。

初乳は 56℃に到達せず、湯温 70℃では初乳は 63℃ま

で上昇し粘性が増加、 終的にチーズ様に凝固。そこ

で湯温 60℃で撹拌しながら加温したところ良好に温

度が上昇。次に初乳を小容器（容量2L乳児用粉ミルク

缶）に入れ撹拌せず加温。中心部側壁部ともほぼ均一

に温度が上昇し、BLVは失活、IgG濃度も変化がなく、

細菌数も減少、下痢対策の効果も確認。以上、小容器、

無撹拌、ヒーターによる加温は、農場での低コスト、

低労力、効果的な一加温方法として有用。 

236 牛ウイルス性下痢・粘膜病の発生と遺伝子解

析：新潟県中央家保 濱崎尚樹、村山修吾 

平成18年10月、肥育牛250頭を飼養する農場にお

いて、平成18年６月に県外から導入した４か月齢のホ

ルスタイン種雄１頭が下痢、鼻汁漏出を呈し、５日の

経過で死亡。剖検で、回腸から直腸にかけて粘膜の肥

厚、偽膜形成を認め、病理組織検査で、回腸に重度の

カタル性壊死性腸炎を認めた。細菌検査で、実質臓器

及び腸内容から有意菌の分離陰性。ウイルス検査で、

RT-PCR法で実質臓器、脳、十二指腸及び回腸からペス

チウイルス特異遺伝子を検出し、制限酵素 BglⅠによ

る RFLP 法により牛ウイルス性下痢ウイルス(BVDV)と

判定。肝臓を除く臓器乳剤からBVDVを分離。5'非コー

ド領域の遺伝子解析により、ワクチン株の元株である

No.12-43 株と 100%の相同性を示し、E2 の遺伝子解析

でも、No.12株と99.1％と高い相同性を示し、ワクチ

ン株である可能性を高く示唆。生ワクチン接種により、

持続感染牛が産出され、野外株と同様に粘膜病を発症

することが明かとなった。 

 

237 富山県における牛白血病の現状と防疫対策の策

定：富山県西部家保 池上 良、村上 進 

 牛白血病ウイルス(BLV)を病原とする牛白血病は、本

県におけるBLV農場陽性率及び個体陽性率が近年急激

に上昇、疫学情報を見直し新たな防疫対策を検討。管

内Ｃ農場の育成牛118頭を対象とした抗体検査で人工

授精実施群の抗体陽性率が 58%と人工授精未実施群の

10%と比較して有意に高く、水平感染の主要因は直腸検

査時の手袋を複数頭に対して使用したことと推察。ま

た管内Ｄ農場の抗体検査成績で搾乳牛の陽性率が 79%

であるのに対し、全て自家産である1歳以上の育成牛

の陽性率が7%であったことから、垂直感染率は約10%

前後と低いと推察。以上より水平感染を抑えることと

BLV 陰性の後継牛を確保することにより BLV のコント

ロールが可能と考え、直腸検査手袋の1頭毎の交換の

徹底及び公共牧場預託牛の抗体検査による感染牛の摘

発を基本とした新たな防疫対策を策定。公共牧場預託

牛の抗体検査については移行抗体による非感染牛の摘

発を防止するため、約3ヶ月齢以降で実施。 

 

238 県外導入牛に起因する牛コロナウイルス感染症

の発生:石川県北部家保 由田洋一、坂口政信 

 平成18年10月2日A農場が他県から牛2頭導入。

内1頭が5日後から下痢(水様便、血便)発症。その後

1週間で、成牛13頭中6頭に同様の下痢発症。6頭の

糞便検査で病原性細菌分離されず。RT-PCR法で全て牛

コロナウイルス(BCV)陽性。7頭のペア血清のBCV抗体

検査でHI抗体価が3頭有意上昇。10月16日、A農場

隣接のB農場で、成牛32頭中15頭に水様便や血便を
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確認。9頭の糞便検査で病原性細菌分離されず、RT-PCR

法で7頭BCV陽性。13頭のペア血清のBCV抗体検査で

HI抗体価が4頭有意上昇。前年の保存血清でのBCV抗

体検査でHI抗体価の幾何平均はA農家36.9倍、B農

家30.6倍と低値。両農家とも発症牛は1週間以内に症

状改善、約2 週間で流行終息。1 日の乳量は両農家と

も 大約8%減少。両農家間の人、機械等による伝播は

考え難く、動物による伝播と推測。本事例は導入牛か

らのBCVによりA農家で下痢症状が流行、次いでB農

家での流行につながったと考察。 

 

239 牛 B 群ロタウイルス病の再発事例に関する一考

察：石川県南部家畜保健衛生所 林 みち子、黒田 

芳純  

 過去2回、牛B群ロタウイルス(GBRV)による下痢が

発生した酪農団地で、2006年5～6月、再びGBRVによ

る下痢が14戸中6戸で発生。発生農家6戸(99頭)、

未発生農家 1 戸(20 頭)の下痢流行時期における GBRV

抗体価の変動および糞便中GBRV遺伝子の有無を調査。

発生農場で抗体価有意上昇を示したのは51頭。遺伝子

が検出された34頭中30頭で抗体価有意上昇を確認。

一方、未発生農場では20頭中1頭が抗体有意上昇、遺

伝子は検出されず。以上より、抗体価有意上昇と糞便

中遺伝子検出の関連性が強い事が判明。2005年からの

継続調査15頭は、抗体価で2005年に12頭が有意上昇

を示したが、うち5頭は2006年にも有意上昇。糞便中

遺伝子は2005年12頭が陽性、うち4頭は2006年にも

陽性。両年に有意上昇を認めた5頭で両年とも下痢症

状を示し、短期間に同一個体でのGBRV病の再発症を確

認。再発であっても農家によっては、産乳量への被害

が大きいことから、ウイルス侵入防止やワクチン開発

等再発防止策を講じることが必要。 

 

240 ELISA 法による牛のアカバネ病抗体保有

状況調査：石川県北部家保 神川佳子、松田達彦 

牛のアカバネ病は、本県では平成10年度に流行がみ

られたが、その後未発生。本病の予防はワクチン接種

が基本であるが、その啓蒙には牛群の免疫状態の調査

が必要。今回、短時間で多検体の検査が可能な市販の

エライザキットを用いて、管内の牛群の抗体保有状況

を調査。材料は平成16～18 年度に649 頭（73戸）か

ら採取した血清。ELISA 抗体は 384 頭（59.2％）で陽

性。ワクチン未接種農家、 終接種から1年以上経過

した農家および1年以内の農家で、流行以降に生まれ

た牛の抗体保有率は、それぞれ 18.0％、34.6％、

81.3％。未接種農家の抗体保有牛は預託先での接種が

判明。また、繁殖和牛の抗体保有率は82.2％、乳用牛

では48.8％で、酪農家間で保有率に差。今後、抗体保

有率の低い農家、特に酪農家に対し、ワクチン接種の

励行などの指導が必要。 

 

241 抗原性状の異なる牛ウイルス性下痢ウ

イルス 6 株を用いた肉用牛における流行株の

推定：石川県北部家保 南 藤子、松田達彦 

 牛ウイルス性下痢ウイルス（BVDV）の抗原性状は多

様で、ワクチン効果や診断に影響するため、流行株の

把握は重要。従来、流行株の特定は分離ウイルスの遺

伝子解析で実施。近年、遺伝子型別が行われ、型によ

る抗原性状の違いが判明し、抗体検査による流行株推

定の可能性を示唆。今回、能登地方の肉用繁殖牛を対

象に、近年わが国で流行している 6 つの遺伝子型の

BVDVによる中和試験で流行株の推定を試みた。ワクチ

ン接種歴のない牛266頭中145頭（54.5%）が抗体保有。

その内117頭（80.7%）が特異抗体を保有。1a型は101

頭（69.7%）、1b型は2頭（1.4%）、1c型は12頭（8.3%）、

2 型は 2 頭（1.4%）および型別不能な個体は 28 頭

（19.3%）認められた。能登地方の肉用牛に優位な流行

株はワクチン原株（1a型）と同型、ワクチン接種率の

向上が重要。しかし、一部に1a型とは異なる株の流行

を示唆、診断時の注意や流行の監視が必要。本法は流

行株の推定に有効、今後のBVDV疫学調査の有力手法。 

 

242 牛RSウイルスによる呼吸器病の発生：福井県家

保 生水誠一、武田佳絵 

平成18年10月下旬、乳用種去勢の肥育を主体とす

る１農場（飼養頭数約90頭）で、発熱、水様性鼻汁の

多量漏出および呼吸速迫を主徴とする呼吸器病が、約

３～12 ヶ月齢 11 頭で発生。発症牛３頭の鼻腔スワブ

のウイルス遺伝子検索により、牛RSウイルス特異遺伝

子を２頭から検出。ウイルス分離は陰性であったもの

の、ペア血清による中和試験では、３頭すべてで牛RS

ウイルス抗体価の有意な上昇を認めたため、牛RSウイ

ルス病と診断。さらに、同病を発症したうち、１頭が

死亡（症例1）、１頭が予後不良（症例２）となったこ

とから病性鑑定を実施。剖検所見では共通して気管内

に血液を含む泡沫状の粘液と肺の充血、暗赤色肝変化

および肺気腫がみられた。特に、症例２では、腰背部

にも皮下気腫が認められた。肺の組織所見では、合胞

体性巨細胞が共通して認められ、同病に特徴的な所見

であった。その後、約30頭まで感染が拡大したものの

終息。当該農場では初生子牛を毎月導入していること

から、ワクチン接種および消毒による衛生管理に努め

るよう継続的な指導を実施。 

 

243 牛ウィルス性下痢粘膜病ウィルス遺伝子が検出

された子牛の病理学的検索：山梨県東部家畜保健衛生

所 池永直浩・守屋英樹 

平成18年2月、元気消失・虚脱・低体温の症状を示
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し死亡した子牛が病性鑑定に供された。臓器または体

液などからPCR法で牛ウィルス性下痢粘膜病ウィルス

（BVDV)遺伝子を検出。ウィルスは分離されなかった。

組織学的には、回腸パイエル板および胸腺の萎縮、膵

臓の間質を主体としたリンパ球の浸潤、心筋細胞に多

発巣状性に空胞変性、肝臓の血管周囲にリンパ球の浸

潤などが認められた。当該子牛の母牛および当該子牛

と同居していた子牛の血清、バルク乳などからはBVDV

遺伝子は検出されなかった。 

 

244 本県で確認した牛ウイルス性下痢粘膜病：山梨

県東部家畜保健衛生所 相川忠仁・守屋英樹 

平成17年12月、胎齢190日齢流産胎児から牛ウイ

ルス性下痢粘膜病ウイルス（BVDV）を分離、母牛もBV

DV中和抗体検査で有意な抗体価上昇を確認、本病と診

断。当該母牛が飼養されていた公共牧場において同居

していた162頭の牛の血清を用いてBVD検査を実施し

た結果、1頭においてペアー血清で中和抗体価＜2及び

BVDV遺伝子が検出された未発症BVD持続感染牛（PI

牛）を摘発。以降病性鑑定において2頭の牛よりPCR

検査でBVDV遺伝子を確認。1頭の流産胎児はBVDVが

分離されず、残り1頭の14ヶ月齢子牛ではペアー血清

でBVDV遺伝子を確認し、血清からもBVDVが分離。こ

れらBVDV遺伝子が確認された4頭について、RFLP法

を実施したところ、4頭ともBVDVⅠ型であることを確

認。 

 

245 長野県の牛ウイルス性下痢・粘膜病持続感染牛

の確認状況：長野県松本家保 宮本博幸、林 健 

 牛ウイルス性下痢・粘膜病の持続感染(PI)牛は、終

生体内にウイルスを保有・排出し、新たなPI牛誕生の

原因となる等、農場への生産性低下をもたらす。長野

県では2004年から2006年の3年間で5件のPI牛(PI

牛疑いを含む)を確認。3週間間隔の2回の検査でウイ

ルス分離陽性、抗体検査陰性の場合をPI牛と診断。患

畜はホルスタイン種2件、交雑種3件。用途は搾乳1

件、育成1件、肥育3件。主な症状は下痢・鼻汁漏出

などを含む発育不良で、抗生物質等の治療に反応せず。

確認農場は酪農場および肥育農場。A 農場では、他の

PI牛を摘発するため、44頭全頭についてウイルス分離

および抗体検査を実施した結果、PI牛は確認されず。

農場内のPI牛検出方法には、全頭検査、スクリーニン

グ検査があり、農場に適した方法が有効。PI牛を疑う

事例では早期摘発淘汰の対策が必要だが、経済的支援

等が未整備であり今後の検討課題 

 

246 牛ウイルス性下痢･粘膜病（BVD-MD）の発生事

例：長野県長野家保 高橋 陽子 

2006年 6月、管内A酪農家より出荷されたF1子牛

が、肥育地において慢性下痢のため病性鑑定を実施。

病理組織検査でカタル性小腸炎を認め、ウイルス分離

検査で牛ウイルス性下痢ウイルス(BVDV)を分離。BVDV

抗体価は、Pre･Post共に2倍以下、BVDV持続感染牛(PI

牛)が粘膜病(MD)を発症と診断。子牛の出生地であるA

酪農家にPI牛の存在が疑われたため、病鑑牛の母牛及

び同居牛の保存血清等によるBVDV抗体検査等を実施。

当時の同居牛にPI牛は確認できず。母牛は妊娠初期の

2005年 4月にはBVDV抗体価2倍以下、その後公共牧

場入牧。分娩後の2006年7月にはBVDV抗体価128倍。

放牧中の胎齢100日前後に母牛が感染し、PI牛が誕生

したものと推察。BVDV抗体未保有の妊娠初期牛の牧場

等家畜集合施設への移動は、BVDV 感染及び PI 牛、MD

発生のリスクを高めること、種付け前及び移動前のワ

クチン接種やBVDV抗体検査等の重要性を改めて示唆。 

 

247 一農場の牛ウイルス性下痢・粘膜病ウイルス 

Type2 の流行と異常産の発生状況：岐阜県東濃家保 

甲斐野妙子、澤田幹夫 

 平成18年4月初旬、約80頭飼養している酪農家で、

7 頭の搾乳牛に発熱、流涙、鼻汁漏出を呈する呼吸器

病が発生。病性鑑定の結果、鼻腔スワブより牛ウイル

ス性下痢・粘膜病ウイルス(以下BVD-MDV )Type2を分

離、抗体価の有意な上昇を確認。これらにより、BVD-MDV 

Type2が関与した呼吸器病と推察。平成17、18年の血

清 34 頭分を用い、農場内の流行状況を調査。19 頭で

抗体価の有意な上昇を確認し、農場全体の流行を示唆。

また、導入牛26頭について抗体保有状況を調査。抗体

価 10 倍未満は 17 頭おり、導入牛において BVD-MDV 

Type2 の抗体保有率が低いことが判明。さらに、異常

産の発生状況を調査。BVD-MDV Type2 の有意な抗体価

の上昇を示し、流行時の胎齢160日までの妊娠牛は10

頭、内 1 頭で流産、1 頭で持続感染牛を確認。持続感

染牛は重度の肺炎症状を呈し、廃用。 

 

248 牛ウイルス性下痢・粘膜病ウイルス Type2 によ

る粘膜病の発生：岐阜県岐阜家保 棚橋嘉大、宮﨑次

朗 

 県内の一農場で、2006年5月17日から、5ヶ月齢子

牛 1 頭が、発熱、食欲廃絶、緑色水様下痢を呈し、1

週間の経過で死亡。剖検所見では、歯肉、食道粘膜に

びらんがみられ、回腸遠位の粘膜は肥厚し、内腔には

黄白色内容物が偽膜様に付着し、同部位の漿膜面では

散在性の血腫を確認。細菌検査では、主要臓器から有

意菌は分離されず。ウイルス検査で、牛ウイルス性下

痢・粘膜病ウイルス（BVD-MDV）を分離。分離ウイルス

は遺伝子検査で Type2 に分類され、塩基配列解析で

OY89株と塩基相同性が99％。病理組織所見では、陰窩

ヘルニアとパイエル板の壊死を伴う壊死性線維素性腸
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炎、歯肉および食道のびらん、潰瘍を確認。以上のこ

とから、今回の症例はBVD-MDVType2による粘膜病と診

断し、本牛は持続感染していたことを示唆。本農場は

ワクチン接種をしていたため、ワクチンプログラム変

更と継続的に実施することを指導。 

 

249 BVD-MD 流産事例とバルク乳を用いた持続感染牛

の摘発：静岡県西部家保 土屋聖子、知久幹夫  

牛ウイルス性下痢・粘膜病（BVD-MD）は、異常産な

ど多様な病原性を示し、経済的損失が大きく、感染源

である持続感染牛（PI 牛）の淘汰が重要。今回、BVD

‐MD による流産が発生した酪農家で PI 牛を摘発し、

管内酪農家のバルク乳を用いた PI 牛のスクリーニン

グ検査を実施。平成16～17年に、乳牛の原因不明の流

産が、A農家で5例、B農家で2例発生。病性鑑定の結

果、BVD-MD と診断。両農家の全頭の血清から BVD-MD

ウイルスの分離を試み、4頭のPI牛を摘発。分離ウイ

ルスは、分子系統樹解析の結果、A 農家は 1a、B 農家

は1bで由来が異なることが判明。管内酪農家における

PI牛摘発のため、酪農家57戸のバルク乳からRT-PCR

によりBVD-MDウイルス特異遺伝子の検出を実施した。

1 戸から当該遺伝子を検出。以上より、管内には感染

源となるPI牛の存在が少ないことが判明し、継続的な

バルク乳検査による摘発・淘汰により早期清浄化を図

ることが必要。 

 

250 牛ウイルス性下痢・粘膜病による流産胎子の病

理学的考察：静岡県中部家保 松本浩二、戸塚 忠 

2004年12月、2005年1月及び12月に、県西部地域

の酪農家2戸で発生した流産胎子3例（No.1～3）につ

いて、病原及び病理学的検査、また、パラフィン標本

から RT-PCR 法による牛ウイルス性下痢ウイルス

（BVDV）特異遺伝子検出を実施。さらに、県内で過去

10年間に発生した原因不明流産等27戸39例について

も同検出を実施。No.1～3の胎齢は7～8ヶ月、発育は

概ね正常。No.1及び2の剖検では諸臓器に出血、組織

学的には大脳白質に出血及び小壊死巣、また、3 例に

共通して胸腺皮質の萎縮を認めた。病原検査ではNo.2

の肺、胸腺から非細胞病原性BVDVを分離。また、3例

のほぼ全身のパラフィン標本からBVDV1型特異遺伝子

を検出。原因不明流産胎子2例（No.4、5）からも同遺

伝子を検出、組織学的に脳髄膜下の出血や胸腺の萎縮

を認めた。以上から、No.1～5はBVDVによる流産と診

断。胎子に観察された形態学的変化は、本ウイルスと

の関連性が推察された。 

 

251 県内で確認された牛ウイルス性下痢ウイルスに

ついて：静岡県中部家保 戸塚 忠、土屋 守      

静岡県内において、平成14年から18年までに分離

された牛ウイルス性下痢ウイルス(以下 BVDV)12 株及

び病理切片材料からBVDV特異的遺伝子が検出された1

株の計13株について、系統樹解析を実施。遺伝子型は

全て1型で、7株が1a型、6株が1b型で、近年の国内

の流行と同様の傾向。BVDV が確認された 12 例の内訳

は、持続感染牛（以下PI牛）が6例、粘膜病発症牛が

4例、流産胎児が2例。BVDVが分離された6農場のう

ち、3 農場においては、同一地域からの牛の導入や同

じ県外の公共牧場への預託等の交流が認められ、同一

のウイルスによる伝播も疑われたが、系統樹解析の結

果から、分離されたウイルスは起源が異なるものであ

ると推察。 

また、1 農場についてはウイルス分離後もワクチン接

種等の対策が講じられなかったため、ウイルス分離直

後及びウイルス分離 12 ヶ月後の血清を用いて遺伝子

検査及び抗体検査を実施。遺伝子検査の結果、この間

に導入された牛も含めてPI牛は確認されなかったが、

抗体が陽転している個体が認められた。 

 

252 管内酪農家の牛白血病浸潤状況とまん延防止対

策の検討：静岡県西部家保 湯山祐子、岩堀剛彦 

当所管内平成 14～17 年度牛白血病ウイルス抗体検

査では、検査頭数のべ2,367頭のうち抗体陽性頭数745

頭（31.5%）と高い浸潤状況。本年度は牛定期検査の残

余血清を用いて寒天ゲル内沈降反応により27戸1,017

頭の検査を実施。さらにこの27戸について、初乳処理

給与方法等の牛白血病に関するアンケート調査を実施

し、ウイルスの浸潤が拡大した原因を考察。検査した

27 戸 1,017 頭のうち抗体陽性は 25 戸（92.6％）487

頭（47.9％）。平成 17 年生まれ（1 歳前後）の牛で母

牛が抗体陽性だったものは38頭、そのうち本牛が陽性

だったのは18頭（47.4％）と、初乳給与などを含む育

成期の感染を確認。冷蔵・凍結・発酵等の初乳処理方

法と農家毎の抗体陽性率の高さには関連性は見られ

ず。年齢別抗体陽性率は育成期を過ぎても高くなって

おり、水平感染が推察。検査農家には、抗体陽性率に

基づく飼養衛生管理指導を個別に実施。 

 

253 管外で摘発された牛ウイルス性下痢・粘膜病の

防疫対策：愛知県西三河家保 井上剛一   

今年４月に管外和牛肥育農家で子牛の下痢が集団発

生し、BVD・MDの持続感染（以下ＰＩ）牛が２頭摘発。

当該家保からの連絡をうけ家畜個体識別システムを活

用し導入元の酪農家を特定。ＰＩ牛摘発を中心に防疫

対策を実施。ＰＩ牛の母牛２頭と流産歴のある同居牛

８頭の中和抗体検査と白血球を用いてＲＴ－ＰＣＲ検

査でウイルス遺伝子の検出を実施。さらに乾乳牛のウ

イルス遺伝子検出および抗体検査と乾乳牛７頭のウイ

ルス遺伝子検出を実施。結果は全頭ＢＶＤⅠ型・Ⅱ型
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の抗体を保有し、バルク乳も含めウイルス遺伝子は検

出されず。以上より、導入元農家の経産牛にはＰＩ牛

は存在しないと思われた。ＰＩ牛の母牛が妊娠１００

日前後に牛の導入はなく、感染源は不明。対策に、管

内でもＢＶＤ・MDの摘発があるため飼養衛生管理の徹

底と、６種混合ワクチンの全頭接種を指導実施。今後

も情報の共有化を進める。 

 

254 牛ウイルス性下痢粘膜病ウイルス持続感染牛に

起因する流産の発生事例：愛知県西三河家保 前田有

紀子、桑原正樹 

 管内酪農家で3頭の流産が発生、流産胎仔から牛ウ

イルス性下痢粘膜病ウイルス（BVDV）Ⅰa 型を分離、

母牛には高いBVDV抗体が認められ、流産の原因はBVDV

と判明した。農場はワクチン未接種であった。3 年ぶ

りに他県から導入した初妊牛及びその子牛から流産胎

仔と同じ株のBVDVを分離、持続感染牛(PI牛)であり、

感染の原因と推察した。清浄化対策として母牛を淘汰

し、子牛を病性鑑定殺した。子牛は発育不良と軽い呼

吸器症状があるものの、粘膜病は発症していなかった。

農場の過去血清を調べたところ、流産した３頭を含め

若い牛はBVDV抗体陰性であった。さらに2ヵ月後の母

牛群の検査を実施、農場には他にPI牛がいないことを

確認した。対策として、全頭にBVDVⅠ型Ⅱ型を免疫付

与できるワクチンを接種するとともに、今後はワクチ

ン接種済みの牛を導入することとした。BVDVは流産な

どの経済被害が大きい疾病であり、全国的な対策が望

まれる。 

 

255 近年発生した牛Ａ群ロタウイルス感染症の型別

調査：三重県中央家保 林 義規、池町安雅 

 2003～2006 年の病性鑑定状況調査では牛下痢症の

うちロタウイルス感染症の占める割合は全体の

26.2％(11/42 症例)に相当した。ワクチン未接種であ

った２戸の農場では脱水症状から重篤化し、計５頭の

子牛が死亡した。Ａ群ロタウイルス抗原簡易検出キッ

トにて陽性を示した４戸 17 検体の糞便または小腸乳

剤についてMA104細胞を用いて分離検査を試みるとと

もにMultiplex-PCR(G型6、10及びP型1、5、11検出)

による血清型別を調査したところ、2戸でG10P[11］、

1戸でG6P[5］とG10P[11］、1戸でG10P[5］型が検出

された。県内飼養牛から検出されたすべての株は市販

ワクチンにより効果が期待できる血清型であった。環

境変化に強いロタウイルスの性質に対処するためには

ワクチン接種に加え、消毒や衛生管理を徹底すること

により環境中に存在するウイルスの汚染度を低下させ

ることが重要と考える。 

 

256 牛コロナウイルス（BCV）病対策におけるワクチ

ン接種の一考察：大阪府北部家保 岡田伸樹、吉本真

朗 

 前年から牛コロナワクチン接種を実施している管内

A 農場をモデルとし、より効果的・効率的なワクチン

の活用法を検討。調査方法：定期的なHI抗体価測定及

びRT-PCR法でBCV特異バンドを検出しBCV排泄状況を

推察。結果及び考察：前年の接種で上昇した抗体価は、

今年度接種まで変動なく推移。その間一時的にBCV排

泄が示唆されるも発症は無し。その後ワクチン接種し

たところ、さらなる抗体価の上昇が認められたが、特

に抗体価≧10,240 倍となった牛に接種部位腫脹、乳量

減少等の副作用を確認。ワクチン接種で高い抗体価を

獲得するのが有効であるが、これらの牛には副作用が

認められ、高い抗体価が約1年維持されていることか

ら、接種時期を延期する等の検討が必要。一方、低抗

体価牛は発症により多量のウイルスを排泄する恐れが

あるので、ワクチン接種は必須。よって、今後は全個

体の現状を把握した上でより効果的・効率的なワクチ

ンの活用を進めていきたい。 

 

257 牛ウイルス性下痢・粘膜病の発生事例に伴う疫

学調査と遺伝子解析：兵庫県姫路家保 三宅由利子、

大田康之 

管内A酪農場で慢性下痢を呈した9か月齢の育成牛

から牛ウイルス性下痢ウイルス(BVDV)を分離し、粘膜

病と診断。疫学調査から、胎内感染した時期に母牛が

B 育成農場に預託されていたことが判明。B 育成農場

193 頭をBVDV 検査し、持続感染牛(PI 牛)4 頭(摘発率

2.1%)、PI 牛を預託していた農場4戸379 頭の検査か

ら 1 頭(A 酪農場)の計 5 頭の PI 牛を摘発・淘汰(H18

年 11 月現在）。1頭がA酪農場での粘膜病発症牛から

の同居感染、少なくとも2頭がB育成農場で感染を受

けたと判断。粘膜病牛由来株を含め、分離6株の遺伝

子型は1c型で5’非翻訳領域、E2領域ともに類似。B

育成農場を利用する農場を含む管内 94 戸のバルク乳

からRT-PCRによるBVDV遺伝子検出を試みたが全戸陰

性。現時点での管内搾乳牛群中の PI 牛は少ないと考

察。酪農協、診療獣医師と連携し、B 育成農場新規入

牧牛にワクチン接種の徹底を指導。今後もBVDV清浄化

に努める。 

 

258 管内における牛RSウイルス病発生と今後の防疫 

対策：兵庫県姫路家保 石崎五久美、北垣貴央 

H18 年 2～3月に管内酪農家４戸で牛RSウイルス病

(以下牛RS)が発生。被害が 大だったA農場では成牛

が 1 頭死亡し抗生剤投与により出荷乳量が著しく減

少。確定診断までに発症牛が増加し、不確実な情報の

流布、他農場への伝播を懸念。牛RSの終息まで発生農

家に関係車両消毒の徹底を指導し、風評による混乱を
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防ぐため、確定診断後、牛飼養農家に対し牛RS発生の

情報提供と防疫対策指導を実施。その後診療獣医師と

連携を深めるため打合会や団体対象の伝染性疾病対策

説明会を実施し、農家には再度防疫対策を指導。H17

年度は本病に対するワクチン接種農家は皆無だったが

H18年度には15.6%に増加。県内の牛RS発生はH9年～

H18年12月に12件で、うち死亡事例は3件あり、牛

RS抗体保有状況調査では抗体保有牛は18%だった。過

去の発生状況から牛RSは軽視できず、抗体保有状況か

らワクチンは必要。今後も定期的に注意喚起や情報交

換し、更に家畜防疫に関する意識向上の推進に努めた

い。 

 

259 県内乳用牛の牛ウイルス性下痢ウイルス浸潤状

況：和歌山県紀北家保 黒田順史、野口浩和 

 平成 14 年度に管内乳用牛の牛ウイルス性下痢ウイ

ルス（BVDV）検査を実施し、2 頭の持続感染（PI）牛

を摘発。今回は県内の乳用牛について調査。紀北家保

管内と紀南家保管内の平成 17～18 年に採血された計

26戸684頭の血清を4倍希釈し、マイクロプレート1

穴に 1 検体とし、中和試験を実施。CPE が認められた

血清を抗体陰性と判定。抗体陽性率が 80%以上の農家

の抗体陰性血清についてRT-PCR検査を実施。陽性の牛

は再検査し、PI牛であるかを確認。抗体陽性率は、紀

北家保管内では80.7%、紀南家保管内では60.8%。抗体

陽性率80%以上の農家12戸の陰性血清19検体のうち、

紀北家保管内の1頭で陽性。再検査の結果、PI牛と確

認。母牛（平成16年廃用）および祖母牛の保存血清を

調査した結果、母牛もPI牛。分子系統解析の結果、平

成14年度調査でPI牛から分離されたBVDVと近縁。以

上から、平成12年の春頃に紀北家保管内の自家育成農

家を中心にBVDVが流行したと考えられた。 

 

260 牛ウイルス性下痢ウイルスⅡ型の浸潤状況：鳥

取県倉吉家保 小谷道子、井上真寛 

平成18年2月に県内酪農家で10ヶ月齢のホルスタ

イン育成牛が死亡。剖検所見、病理組織所見、PCR 検

査、PCR 産物の制限酵素による切断パターンから牛ウ

イルス性下痢ウイルス（BVDV）Ⅱ型による粘膜病が疑

われた。Ⅱ型遺伝子の検出は県内初。当該農場全頭の

BVDV抗体保有状況調査を実施するとともに、過去の保

存血清を用いて県下全域の本ウイルスの浸潤状況につ

いて遡り調査を実施。当該農場では 80 頭全頭が BVDV

に対する抗体を保有。そのうち11頭でⅡ型に対する抗

体価がⅠ型と比較して有意に高く、農場内にⅡ型が浸

潤していることが判明。保存血清では平成 17 年に 1

頭で有意にⅡ型の抗体価が高かったのみで、県内に侵

入したBVDVⅡ型は広がっておらず、限局的に存在する

と考察。 

261 牛ウイルス性下痢粘膜病の病性の多様性､分離

ウイルスの性状及び血清疫学的一考察：鳥取県倉吉家

保 井上真寛、小谷道子 

 2002 年 1 月の 24 ｹ月齢粘膜病症例(症例 1)と 2006

年 4月の33 ｹ月齢粘膜病症例(症例2)について剖検及

び組織所見を比較､弱齢発症牛で病変が強い傾向｡症例

2 は消化管粘膜小血管の壊死性血管炎が認められず｡

分離ｳｲﾙｽは両症例ともに1型｡症例2の娘牛は持続感染

牛でNCP ｳｲﾙｽを分離｡病変は腸間膜ﾘﾝﾊﾟ節の出血のみ｡

同居牛の中和抗体検査で､Nose に近い株の流行を確認

(423:Nose､175:KS86､41:KZ91)｡2005 年の県内母牛の

中和抗体検査でも同様な結果(125:Nose､18:KS86､

10:KZ91)｡しかし 2 型の抗体価が有意に高い個体が散

見(4/156 頭)｡県内でも 2 型の流行があることを確認｡

粘膜病の病性と年齢の関係は不明､個体毎の感受性に

よる報告有｡2 型は出血病変を特徴とする超強毒ｳｲﾙｽ

として1994年に北米で初めて報告｡国内で分離された

2型は1型と同程度の毒力である報告有｡年齢及び導入

別に係らず､高率に感染し､県内に広く浸潤｡病変の軽

度な粘膜病では見逃す可能性有り｡ﾜｸﾁﾈｰｼｮﾝも群の免

疫ﾚﾍﾞﾙを考慮して実施の有無を生産者へ提案する必要

有り｡ 

 

262 初乳製剤給与牛における移行抗体の消長及び呼

吸器病5種混合ワクチン接種適期の検討：鳥取県西部

家保 小西博敏 

初乳製剤給与子牛の移行抗体調査等を行い、呼吸器

病 5 種混合生ワクチン（5 種混）接種適期を検討。初

乳製剤給与群（H群）、非給与群（N群）別に、（1）

移行抗体調査（導入元4農場10頭；H群1農場3頭、

N群3農場7頭）、（2）5種混接種時（約30日齢前後）

及び接種後（約150日齢）の抗体調査（導入元4農場

16頭；H群3農場15頭、N群1農場1頭）を実施。抗

体検査はRS、IBR、BVD-MD、PI3、AD7について実施。

結果（1）H群では各疾病で概ね良好な移行抗体を保有。

N 群では導入元農場に依存して移行抗体にばらつき。

（2）H群及びN群ともに、5種混接種時の約30日齢で

は全ての個体が各疾病に対する抗体を保有、約150日

齢では両群とも抗体を全く保有せず。このことから初

乳製剤給与により、呼吸器病関連の移行抗体を付与で

きる可能性が示唆。また初乳製剤給与牛への5種混接

種は、約30日齢前後ではその効果が期待できず、今回

の結果より少なくとも 90 日齢以降で行うことが好ま

しいものと思われた。 

 

263 島根県内における牛ウイルス性下痢症ウイルス

（BVDV）対策実施へ向けた取り組み：島根県家畜病鑑

室 加地紀之、石倉洋司 
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BVDV 清浄化対策実施に向けた意識啓発の切り口とし

て、持続感染（PI）牛で出現率が高い症状である発育

不良、慢性下痢、異常産を含む繁殖障害牛の病性鑑定

強化を検討し、研修会等で提案。対策実施に関わるPI

牛のスクリーニング検査法（S法）の検討やBVDV浸潤

状況調査を実施。S法として、RT-PCR法では100頭分

のプール血清でもPI牛が検出可能であることを確認。

酪農家22戸220頭の浸潤状況調査における1a型陽性

率は57.7％。病性鑑定では、1年間に79件、1,609例

のBVD検査を実施。異常産牛39頭中にBVDV関与8頭、

発育不良牛21頭中にPI牛5頭、慢性下痢牛9頭中に

PI牛3頭など、合計21例にBVDV関与を確認。PI牛よ

り分離した BVDV11 株中 8 株が 1b 型、2 株が 2 型、1

株が1a型。肥育農場における発育不良PI牛の影響と

して、PI牛がいた牛舎の延べ診療回数は、PI牛がいな

い牛舎の8.3倍。病性鑑定強化での発症PI牛摘発から

摘発農場の全頭検査、関係農場へ対策を波及させる手

法は、地域のBVDV清浄化対策実施体制を構築するのに

有効。 

 

264 リアルタイム PCR 法を用いた牛ウイルス性下

痢ウイルス(BVDV)遺伝子検出法の検討：島根県家畜

病鑑室 石倉洋司 

 短時間で検出、定量、型別が可能なリアルタイム

PCR法を用いたBVDVの遺伝子検出法について検討。

材料として、BVDV1/2 それぞれの 5'UTR をクローニ

ングしたプラスミドベクター、病性鑑定由来 BVDV

株の感染細胞培養上清由来核酸を使用。既報（海外）

の BVDV1/2 特異的プローブを用いたところ、BVDV2

プローブは BVDV2 株のみを特異的に検出したが、病

性鑑定由来株について検出感度が低く、BVDV1 プロ

ーブは BVDV1 株だけでなく病性鑑定由来 BVDV2 株を

非特異的に検出。そこで新たな特異的プローブを設

計。プラスミドベクターを材料として、新たなプロ

ーブを用いてマルチプレックス・リアルタイム PCR

を実施したところ、BVDV1 および 2 をそれぞれ特異

的、定量的に検出。今後、本プローブを用いて多く

のBVDV野外株について試験を実施するとともに、サ

ンプルからのウイルス分離検査結果と併せて信頼性

の確認を行う。 

 

265 牛ウイルス性下痢ウイルス（BVDV）清浄化対策

実施体制構築への取り組み：島根県出雲家保 福田

智大、安食 隆 

 BVDV清浄化対策実施に向け、農家及び関係者の意

識啓発を目的として、発育不良、慢性下痢、繁殖障

害の病性鑑定強化を検討し、リーフレットで情報提

供。Y酪農家の病性鑑定でBVDV関与を疑い全頭検査。

この成績を基に、C酪農協管内農家へBVDV対策の必

要性を説明、バルク乳検査を活用したBVDV地域清浄

化対策実施体制を構築。全戸のバルク乳検査を実施

し、1 戸 S 農家で陽性を確認し、全頭検査の結果、

持続感染牛（PI 牛）1 頭を摘発。本牛の移動履歴を

確認したところ、S 農家導入の前に同管内 K 農家へ

北海道から導入。K農家では摘発PI牛が存在した時

期に連続で4頭の流産発生。摘発後の追跡調査はPI

牛の被害実態究明に重要。C 酪農協管内の体制確立

が隣接地域酪農家にも波及し、検査依頼が増加。平

成18年度（4～12月）は病性鑑定107例中6例にBVDV

関与（PI牛含）を認め、関連全頭検査は4戸516頭、

バルク乳検査を64戸で実施。 

 

266 岡山県で分離された牛ウイルス性下痢ウイルス

の解析：岡山県岡山家保 福冨豊子、大内紀章 

 2003年～2006年に9株の牛ウイルス性下痢ウイルス

(BVDV)が分離、内 7 株は持続感染(PI)牛から、2 株は

ウイルス検査用の市販牛胎子血清(FBS)から分離。更に

2件のFBSからBVDV遺伝子が検出。計11件について

5'非コード領域(5'NCR)解析の結果、遺伝子型は 1a、

1b、1c、国内では分離報告のない1d(FBS由来株)と判

明。2003年に北海道導入PI牛から分離された株と2006

年に公共育成牧場の PI 牛から分離された株は 5'NCR

が同一であり、E2遺伝子解析でも極めて高い相同性を

示したことから同一由来株と推定。北海道由来株が県

内公共育成牧場を介し伝搬した可能性が示唆。約1カ

月齢 PI 牛から CP 株と NCP 株が分離された症例は、

5'NCRおよびE2がワクチン株と同一であり、妊娠牛へ

の不適切なワクチン接種による接種事故の可能性が示

唆されると共に、粘膜病への移行期であったと推察。

獣医師を始め畜産農家へのBVDVの啓蒙推進と、行政と

してPI牛対策の方針を早急に確立し、効率的なPI牛

摘発が必要。 

 

267 岡山県で分離された牛ウイルス性下痢ウイルス

の解析：岡山県岡山家保 福冨豊子、大内紀章 

 2003年～2006年に9株の牛ウイルス性下痢ウイルス

(BVDV)が分離、内 7 株は持続感染(PI)牛から、2 株は

ウイルス検査用の市販牛胎子血清(FBS)から分離。更に

2件のFBSからBVDV遺伝子が検出。計11件について

5'非コード領域(5'NCR)解析の結果、遺伝子型は 1a、

1b、1c、国内では分離報告のない1d(FBS由来株)と判

明。2003年に北海道導入PI牛から分離された株と2006

年に公共育成牧場の PI 牛から分離された株は 5'NCR

が同一であり、E2遺伝子解析でも極めて高い相同性を

示したことから同一由来株と推定。北海道由来株が県

内公共育成牧場を介し伝搬した可能性が示唆。約1カ

月齢 PI 牛から CP 株と NCP 株が分離された症例は、

5'NCRおよびE2がワクチン株と同一であり、妊娠牛へ
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の不適切なワクチン接種による接種事故の可能性が示

唆されると共に、粘膜病への移行期であったと推察。

獣医師を始め畜産農家へのBVDVの啓蒙推進と、行政と

してPI牛対策の方針を早急に確立し、効率的なPI牛

摘発が必要。 

 

268 肥育農家における呼吸器病対策：広島県東広島

家保 宮﨑泰洋、本多俊次 

 肥育牛飼養農家で、平成16年10月頃から、導入直

後の哺乳子牛及び育成牛に呼吸器病が散発。牛RSウイ

ルス(RS)の関与が示唆されたため、関係者と協議し、

導入時の呼吸器病ウイルス抗体検査を実施。また、ワ

クチンプログラムの検証のため、抗体追跡調査を実施。

導入時の抗体保有率が、パラインフルエンザ3型、牛

ウイルス性下痢・粘膜病及び RS 病で 75％以上、牛伝

染性鼻気管炎で40％以下。導入後1ヶ月目の呼吸器4

種混合生ワクチン(4混生)接種時に、RSの抗体保有率

が高く、移行抗体の影響を懸念。プログラムを再検討

し、4混生の90日齢接種に変更。RSの抗体保有率及び

抗体価は、導入時より接種時で高く、接種前の野外感

染が示唆。呼吸器5種混合不活化ワクチン(5混不活化)

を導入2～4週後に1回目、その4週後に2回目の接種

に再変更。RSの抗体価は、2回目接種後に有効に上昇

し、良好な結果を得た。今後5混不活化によるワクチ

ンプログラムを勧め、引き続き検証を行う。 

 

269 呼吸器症状を呈した牛からのウイルス分離：広

島県東広島家保 山本武、恵谷美江 

2005 年 12 月、約250 頭の肉用牛を飼養する肥育農

家で、1牛群（約10頭）に呼吸器症状が発生。発症牛

4 頭の鼻汁、血球、血漿及びペア血清を用いて病性鑑

定を実施。ウイルス分離では、1 検体で鼻汁を接種し

たBK細胞にCPEを確認。分離ウイルスの理化学的性状

検査で、50nmのメンブランフィルターを通過し、リピ

ド溶剤に抵抗性、酸及び熱に感受性で 、

5-bromo-deoxyuridineにより増殖が抑制。血清学的検

査では、分離ウイルスに対して発症牛4頭中、ウイル

ス分離された1頭を含む2頭で有意な抗体価の上昇を

確認、他の2頭も高い抗体価を保有。細菌学的検査で

は、Pasteurella multocidaとMannheimia haemolytica

を各1検体から分離。発症牛は、分離ウイルスに対す

る高い抗体価を保有し、一部に有意な抗体価の上昇を

認めたことから、今回の呼吸器症状に本ウイルスの関

与を示唆。今後、分離ウイルスの同定とともに、県内

の本ウイルス浸潤状況調査が必要。 

 

270 搾乳牛に発生したブルータング（BT ）の症例報

告：広島県芸北家保 平井潤思、茨木義弘 

 2005 年発生予察事業による抗体検査で 11 月に管内

酪農家で飼養していたおとり牛２頭の BT 抗体が陽

転。当該牛に異常はなくウイルスも未分離であったが、

PCR検査でBT 遺伝子を検出。ウイルスのまん延を懸念

し農場の監視を強化していたところ、１月に本農場で

飼養している育成牛３頭が上顎内側面に口内炎を発症

し、病性鑑定を実施。３頭のうち１頭の BT 抗体が陽

転、 PCR検査で３頭からBT 遺伝子を検出。ウイルス

は分離されなかったが、総合的に判断してBT と診断、

発生を報告。農場内で吸血昆虫の捕獲を試みたが採取

されなかった。農場の飼養牛 80 頭の抗体陽性率は

23.8％であったが、陽性牛に共通点は認めなかった。

本農場における過去２年間の異常産５例について検討

したが、BTの関与は認めなかった。2006年発生予察事

業では抗体の陽転を認めなかった。発症に対して BT

ウイルスがどのように関与したのか、地域及び農場で

の伝播様式がどうだったのか不明な点が残った。 

 

271 大規模肥育農場で発生した牛伝染性鼻気管炎

(IBR)の防疫対応：山口県東部家保 藤井祐介、石川

豊 

 平成18年6月19日、診療獣医師より、管内大規模

肥育農場(約1200頭)において、発熱及び水様性鼻汁等

の呼吸器症状を呈す牛が散発、牛群に広がっていると

の連絡を受け、現地調査及び病性鑑定を実施。6月21

日、蛍光抗体法によりIBRと診断。同日、疫学調査及

び関係者と防疫対応を協議し、消毒の早期実施を決定。

消毒措置に際し、当該農場が大規模肥育農場で牛が常

時と畜場へ出荷されており、平成18年5月から施行さ

れたポジティブリスト制度に対応するため、消毒効果

のみならず、休薬期間や食肉への残留等についても検

討し消毒剤及び消毒方法を選択。今回はIBRウイルス

への消毒効果、人及び牛へのストレスを考慮し、フェ

ノール系消毒剤を選択。また、残留防止のため飼槽に

シートをかけて飼槽と牛体を避け牛舎内を消毒。今後

防疫措置を迅速に行うためには、疾病毎のポジティブ

リスト制度を考慮した消毒剤の選択と出荷前の畜舎の

消毒方法等のマニュアル化の検討が必要。 

 

272 県内の牛ウイルス性下痢ウイルス(BVDV)浸潤状

況調査：山口県中部家保 大谷研文、柳澤郁成 

 平成 17、18 年度に県内の乳用牛から採取した血清

(34 戸、184 頭)、バルク乳(6 戸)を用い BVDV1 型、2

型の抗体検査及び遺伝子学的検査による浸潤状況調査

と、県内の乳用牛から分離したBVDV3株の遺伝子解析

を実施。抗体検査は 1 型、2 型について中和試験によ

り実施。同一血清から両型の抗体を検出した場合は 8

倍以上の差で判定。遺伝子学的検査はBVDV遺伝子(5'

非翻訳領域)を標的とした RT-PCR 法、PCR 産物の系統

樹解析を実施。抗体陽性は 26 戸(76.5％)、69 頭
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(37.5％)で全域でBVDV浸潤を確認。1型特異抗体保有

牛は52頭(28.3％)。2型特異抗体保有牛はみられず、

浸潤はなかったと推察。県外導入牛は自家産牛より抗

体価が有意に高値。県外導入がある農家はない農家よ

り抗体価が有意に高値。年齢による抗体価にも有意差

あり。血清、バルク乳のRT-PCRは陰性で持続感染牛が

存在する可能性は低いと推察。粘膜病牛から分離した

CP株とNCP株のPCR産物における塩基配列は100％一

致。分離株3株は1bに分類。 

 

273 肉用牛一貫経営農場に発生した牛ウイルス性下

痢・粘膜病とその対策：山口県東部家保 奥原由子、

石川豊 

 平成 17 年 7 月 29 日、肉用牛一貫経営農場(繁殖牛

60頭、肥育牛70頭規模)にて長期在胎を確認、分娩誘

起処置により娩出された死産胎子(胎齢314日)を病性

鑑定。耳翼、角窩周辺、鼻口部のみ被毛、頭頂部、顎

骨、涙骨、頬骨が膨隆。後頭骨形成不全、側脳室拡張、

大脳実質の菲薄化、終脳中隔欠損。中和試験(Tokachi

株)にて牛ウイルス性下痢ウイルス(BVDV)感染症と診

断(母牛;256倍≦、胎子;128倍)。同居牛血液検査の結

果、RT-PCR 陰性(n=84)、抗体陽性率は繁殖牛で

85.0%(51/60、GM 値:93.7)、子牛で 37.5%(9/24、GM

値:2.7)。持続感染及び異常産防止の為、抗体価32倍

以下の繁殖牛及び育成牛にワクチン接種。平成 18 年

11月、BVDV清浄化とワクチン効果検証のため再度血液

検査を実施。RT-PCR陰性(n=56)、子牛で移行抗体の保

有(15/45、GM 値:3.5)。検査した繁殖牛 11 頭のうち、

野外感染牛の抗体価の保持(7 頭)、ワクチン接種牛の

抗体価の上昇(3頭)、ワクチン接種も低い抗体価(1頭)

を確認。 

 

274 乳用牛に発生した牛ウイルス性下痢・粘膜病持

続感染牛（PI牛）：山口県西部家保 神崎登史、大石

大樹 

 平成18年8月7日、1ヶ月間持続的下痢を呈する5

カ月齢発育不良子牛の病性鑑定を実施。当該子牛は白

血球・血清からBVDVが分離され、BVD-MDと診断。PCR

では白血球・糞便からBVDV特異遺伝子を検出。3週間

後の再検査では、ウイルス分離・PCR ともに陽性を示

し、前後血清がともに抗体価2倍未満であったためPI

牛と判明。病理組織学的検査では、舌のびらん、リン

パ組織でのリンパ球の軽度な減少を確認。臓器の PCR

では、多くの臓器からBVDV特異遺伝子を検出。母牛の

血液・糞便はウイルス分離・PCRとも陰性、抗体価64

倍でありPI牛でないことを確認。同居牛はワクチン未

接種牛105頭のうち96.2％が抗体価2倍以上を提示。

同居牛で実施したPCRは全頭陰性。過去に広いウイル

ス浸潤があったことを推察。今後、分娩産子のPCR検

査・抗体検査を実施し、PI牛の早期摘発・淘汰による

農場の清浄化予定。PI牛の早期摘発のため、発育不良

を伴う下痢・肺炎などの場合には積極的なPCR活用が

重要。 

 

275 乳用牛にみられた牛ウイルス性下痢・粘膜病

(BVD-MD)とその対策：山口県北部家保 友好将也、阪

田昭次 

 管内酪農農家で平成17年11月下旬から水様性血便

を呈する下痢症が成牛3頭にみられ、その内1頭が死

亡。外貌検査で左鼻腔内に潰瘍が散見され、剖検で第

四胃、空腸等に充出血を確認。ウイルス学的検査で、

細胞病原性の牛ウイルス性下痢ウイルス(BVDV)が分離

され、遺伝子型はⅠ型と判明。中和抗体価は2倍未満。

保存血清からは非細胞病原性のBVDVが分離され、持続

感染牛(PI牛)であることを確認、粘膜病型を発症した

と推察。当該農場の全頭検査ならびにその後のバルク

乳、産子、導入牛および保存血清についてウイルス学

的検査を実施。BVDV は未検出で PI 牛は確認されなか

ったが、抗体陽性率は70%と高く、BVDVが広範囲に浸

潤。その後、管内酪農家全6戸を対象に、バルク乳な

らびに導入牛についてウイルス学的検査および育成牛

にワクチン接種を実施。BVDVは未検出、接種方法では

L-K 方式の方が K-K 方式より効果が高い傾向、両方式

とも接種 1 年後抗体価は低下し追加接種が必要と推

察。 

 

276 牛アデノウイルス病による黒毛和種子牛の急死

例：山口県中部家保 中谷英嗣、大谷研文 

 2006年4月30日、黒毛和種繁殖経営農家で、16日

齢の雌子牛が起立不能、脱水、赤白色の水～粘稠便等

を呈し、補液、ステロイド剤等に反応せず死亡。剖検

では、十二指腸～直腸の粘膜が充血し、結腸にガスが

貯留。腸間膜リンパ節は腫大。組織学的に、消化管粘

膜は細菌の増殖を中心に周囲を細胞残渣と出血で囲ま

れ、表層が壊死剥脱。壊死層直下に再生上皮と腸絨毛

の短縮を観察。このような壊死性変化は回腸で顕著。

固有層や粘膜下織の血管内皮細胞は腫大、管腔内へ突

出、核内に好酸性～両染性封入体を観察。単核細胞の

軽度浸潤や出血を伴う。パイエル板では軽度の出血や

水腫を伴う濾胞の壊死巣が散在。封入体は全身の血管

にみられ、抗Bovine Adenovirus7型抗体による免疫染

色で陽性抗原を観察。電顕では腫大変性した内皮細胞

の核内にウイルス粒子を観察。病原検索では、空腸か

らウイルスを分離、有意菌は分離されなかった。本症

例をアデノウイルス病を基礎疾患とする劇症型腸炎と

診断。 

 

277 管内酪農家における牛白血病ウイルス（BLV）の
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抗体保有状況について：徳島県吉野川家保 久保貴士、

阿部敏晃 

 牛白血病は発症すると全部廃棄の対象となるため、

畜産農家への影響は大きく、また全国的にも発生は増

加傾向である。今回、平成17，18年度にヨーネ病検査

の余剰血清を用いて管内全酪農家のBLV抗体保有状況

調査を行い、過去における状況と比較していくらかの

知見が得られた。届出が義務化された平成１０年度よ

り、農家レベル、個体レベルともに陽性率は増加（2.7%

→67.7%、0.7%→15.1%）しており、特に農家レベルで

は管内全体で６割近くに達している（59%）。しかし、

その内の約半数は抗体陽性牛が1～3頭でしかない。ま

た、人工授精を診療獣医師に依頼して実施していると

ころに比べ、農家自身で実施しているところに汚染度

が高い傾向が見られた。以上のことから、牛白血病に

ついての詳しい知識を酪農家全てに周知徹底し、抗体

陽性牛が少ない農家はできるだけすみやかに淘汰を行

うことで、確実に正常化が図れるものと思われる。 

 

278 同一農場で検出された牛ロタウイルスの相同性

解析：香川県東部家保 山本英次、竹内康裕 

1酪農家で、9月と12月に子牛下痢便からロタウイ

ルス（ロタ V）を検出。ロタ V の常在化、あるいは外

部からの侵入等を考察するため、ロタVの相同性解析

を実施。材料：子牛糞便13検体（9月6検体、12月7

検体）方法：1．簡易検査キットによるロタV検出、2．

PCRによる外郭蛋白（VP7）遺伝子の検出、3．ロタV-RNA

ポリアクリルアミドゲル電気泳動（SDS-PAGE）パター

ンの比較、4．外郭蛋白（VP7、VP4）遺伝子の塩基配列

決定による相同性解析を実施。結果：簡易検査キット

とPCRで、9月2検体、12月6検体からロタVを検出。

SDS-PAGE では9月と12月で異なる泳動パターン。塩

基配列は、VP7 遺伝子では、9、12 月間で 80％の相同

性。VP4遺伝子では、9、12月間で大きく異なり、別の

遺伝子型に属す。考察：9、12 月のロタ V は異なる株

で、9月以降に12月の株が農場へ侵入したものと考察。

侵入経路は不明だが、ロタV対策は消毒と適切なワク

チン接種により可能。 

 

279 ワクチンによる牛異常産・呼吸器病対策の推

進：愛媛県西条家保 小菊洋行、手島有平 

 異常産・呼吸器病により生産性が低下している管内

酪農家2戸で6種混合ワクチンによる対策を実施し、

その効果について検討。農場Aでは平成16、17年に異

常産が散発。抗体検査により牛ウイルス性下痢・粘膜

病ウイルスの関与が疑われたため、搾乳牛全頭にワク

チンによる対策を実施。結果、異常産の発生率が前年、

前々年にそれぞれ 12.9%、10.0%であったものが 5.6%

に減少。併せて抗体検査を行い、適切な抗体応答を確

認。農場Bでは平成15年、哺乳ロボットによる子牛の

群管理開始後、子牛に肺炎が多発。平成18年4月から

乾乳牛へのワクチン接種による対策を実施。結果、7

月以降の子牛の肺炎治療件数が前年に比べ 38.0%減

少。抗体検査では1～3ヶ月齢の子牛に十分な移行抗体

を確認。牛の異常産・呼吸器病の予防においては、ワ

クチンによる対策が高い効果を示した。現在、当該農

家をモデルとして、管内でワクチンによる対策を推進

し、これまでに酪農家6戸延べ730頭のワクチン接種

を実施。 

 

280 スポットテストを用いた BVD･MD PI 牛摘発の試

用：愛媛県家畜病性鑑定室 谷 修 

近年、牛ウイルス性下痢粘膜病（BVD･MD）対策とし

て、妊娠初期にBVD･MDウイルス（BVDV）に感染し、免

疫寛容となって生まれてくるBVDV持続感染（PI）牛が

注目されている。PI牛は、それ自体の発育不良に加え、

生涯、大量のBVDVを排出し続けることから、牛群を汚

染し続け、大きな経済的損失要因となっている。欧州

や近年の石川県・北海道では、PI牛の摘発淘汰と継続

的監視を基本とする BVDV コントロールが実施されて

いるが、検査に要するコスト・時間は多大なものであ

り、県の現況で対応するには、農家主導か、事業化さ

れない限り困難であると思われる。今回、関ら（岩手

県中央家保）の報告で、バルク乳検査法と同等以上の

検出率を有することが示唆された子牛３頭の血清を用

い、抗原検索・抗体検査を実施するスポットテストに

より、省力化・低コスト化を図りながら、平成18年度

ヨーネ病検査余剰血清28農家1,102頭についてPI牛

の摘発を試みた結果、2農家において3頭を確認した。 

 

281 ＢＶＤウイルス浸潤状況及び感染危険因子調

査：高知県中央家保 明神由佳 

 県内の乳用牛飼養農家を対象に、血清を用いて BVD

ウイルス(以下、BVDV)抗体検査及びRT-PCRによるペス

チウイルス特異的遺伝子の検出を実施。さらに、感染

の危険因子把握のためアンケート調査も実施。抗体検

査は中和試験に加え、市販のELISAキットを併用し従

来法と比較。検査実施農場のうち、抗体陽性農場は

Nose株74％、KZ-91cp株14％。牛群の抗体陽性率（Nose

株）が20％以下の農場は全体の77％、80％以上の農場

は7％。RT-PCRは全て陰性。中和試験（Nose株）とELISA

の相対感度は97.7％、相対特異性は97.9％、一致率は

97.8％。本調査から県内のBVDV浸潤状況を確認。検査

結果とアンケート調査の解析から、BVDV感染の危険因

子として も有力な因子は、外部導入であることが判

明。診断技術の点では、ELISA は中和試験との相関も

良好で、簡便かつ迅速に多検体検査が可能。本調査が

衛生対策及び指導の一助になることを期待。 
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282 管内の牛白血病ウイルスの浸潤状況と清浄化対

策：高知県東部家保 與名理昇、杉村知子 

当所管内の酪農家4戸において、牛白血病の抗体検

査を寒天ゲル内沈降反応（AGP）により実施したところ、

368/407頭（90.4%）、30/51頭（58.8%）、43/48頭（89.6%）、

12/22頭（54.5%）で陽性を確認。AGPとPCR法により、

酪農家1戸の新生子牛234頭について、26頭（11.1%）

の子宮内感染を確認。子宮内感染のなかった88頭につ

いて、経時的な抗体検査を実施したところ、18ヶ月齢

をピークに25ヶ月齢までに53頭（60.2%）が陽転。ま

た、乳用牛借り腹のET産子を導入している管内肉用牛

農家のAGP検査結果は、一農家において、ET産子1頭

を含めた9/20頭（45%）が陽性。ET産子の感染経路は

不明。当該肉用牛農家には、吸血昆虫対策、抗体陽性

牛の早期淘汰、陽性牛と陰性牛の分離飼育および繁殖

候補子牛についての早期離乳を指導。現在まで発症牛

はなし。今後、繁殖牛および子牛の定期的な抗体検査

をすることにより清浄化を目指す。 

 

283 福岡県のアイノウイルス流行とワクチンによる

疾病制御：福岡県中央家保 石橋和樹、後藤敬一  

 1988年以降の福岡県におけるアイノウイルス（AIV）

流行状況、ワクチン接種状況及びAIV感染症の発生状

況を比較検討。AIV 流行はおとり牛から AIV 抗体価を

測定し、抗体価が有意に上昇した個体の割合を流行の

指標としたところ、数年に一度の流行を確認。ワクチ

ン接種率は県内で飼育されている乳牛及び和牛繁殖用

雌牛の頭数にワクチン接種総数の占める割合を指標。

ワクチンは'97年の発売以後'99年に接種率56.1%と急

激に上昇し、その後も高い接種率を維持。AIV 流行調

査年の６月から翌年５月の病性鑑定で診断された AIV

感染症は'88年に１頭が診断され、以後'90年９頭、'95

年38頭、'98年はアカバネ又はイバラキウイルスとの

合併症を含む31頭、ワクチン接種率が上昇した'99年

以降は'02 年８頭、'03 年１頭及び'05 年３頭で、AIV

流行後のAIV感染症発生が確認され、ワクチン普及後

は大きな流行を示した年でも、診断された症例数は普

及前と比較して少なく、ワクチン普及の効果が示唆。 

 

284 酪農家の牛ウイルス性下痢・粘膜病（BVD・MD）

発生および分離株の性状：福岡県中央家保 後藤敬一、

安増邦理 

 2005年12月25日、66頭飼養の酪農家で水様性下痢

を呈した19ヶ月齢の初妊牛の糞便から、牛ウイルス性

下痢ウイルス（BVDV）特異遺伝子を検出し、BVDVに対

する持続感染（PI）牛を疑う。翌年１月５日、症状が

改善せず、家保へ搬入し、病性鑑定。当該牛の鼻腔ス

ワブ、浅頚リンパ節および胎子脳等からBVDV細胞変性

株を分離し、PI牛が粘膜病（MD）を発症したBVD・MD

と診断。その後、全飼養牛対象のPI牛摘発検査を実施

し、さらにPI牛１頭を摘発。摘発牛の鼻腔拭い液、血

清、浅頚リンパ節等からBVDV非細胞変性株を分離し、

PI型と診断。農家への対応は、摘発後６ヶ月間の産生

子牛22頭のPI牛摘発検査および導入自粛を指導。子

牛は全て陰性で、清浄化を確認し、今後はBVDV陰性牛

の導入を指導。次に、2006年夏、県内では乳用牛２戸

２頭、肉用牛１戸１頭（MD２頭、PI型１頭）でBVD・

MDが発生。各事例からの分離株計５株は５’非翻訳領

域の系統樹解析では、１aあるいは１b型に位置してい

た。 

 

285 牛ｳｲﾙｽ性下痢粘膜病ｳｲﾙｽ(BVDV)が関与した死産

発生例：佐賀県中部家保 大澤加奈子・江頭達介 

2006年10月､管内酪農家(異常産ﾜｸﾁﾝ未接種)で体形

異常を伴う双子死産(胎齢約270日)が発生。【方法】胎

子 2 頭の主要臓器と脳､胸水､母牛血液､同居牛血清 24

検体､北海道導入時血清4検体､低BVD抗体価の成牛糞

便4検体を用いBVDＶ分離､ｱｶﾊﾞﾈ､ｱｲﾉ､ﾁｭｳｻﾞﾝ､ BVDに

ついてRT-PCR､抗体検査実施。【結果】RT-PCRで母牛の

血清､胎子の胸水､肝脾腎よりBVDV遺伝子検出(遺伝子

型1a型)。同居牛24頭中18頭は高BVD抗体価､4頭の

成牛では低抗体価の為、持続感染が疑われたが､RT-PCR

では全て陰性。【考察】異常産の感染源として持続感染

牛の存在を疑い同居牛を検査したが確認されず､感染

経路は不明。同居牛の多くがBVD抗体を保有し､BVDＶ

のまん延が示唆された為､農場内の消毒､抗体陰性牛の

ﾜｸﾁﾝ接種を指導。1a型による体型異常を伴った異常産

の症例は比較的稀である。また母牛血清､胎子胸水から

ｳｲﾙｽ遺伝子が検出された為体液のｳｲﾙｽ抗原検索の必要

性が示唆された。 

 

286 バルク乳を用いた牛ヘルペスウイルス 4 型の浸

潤状況調査：長崎県中央家保 豊田勇夫、中島大 

 牛ヘルペスウイルス4型（BHV-4）の浸潤状況につい

て、バルク乳を用いた抗原検索と浸潤状況調査を実施。

抗原検索として、平成18年6～8月に採取したバルク

乳150戸380検体を用いて、BHV-4のPCRおよびウイ

ルス分離を実施。浸潤状況調査は平成18年9月に採取

した牛血清9戸296検体および上記のバルク乳を用い

て間接蛍光抗体法により行った。抗原検索では、5戸5

検体でPCR陽性、うち１検体で分離陽性。浸潤状況調

査では、牛血清296検体中33検体（11.1％）が抗体陽

性を示し、年齢と陽性率に差は認められず。バルク乳

では中央～県南地域の23戸55検体（16.7％）で抗体

陽性。平成15年までの遡り調査では、いずれの年度に

おいても抗体陽性例を確認。以上のことからBHV-4が

県内に広く浸潤していることが確認され、平成15年以

前から浸潤しているものと推察。バルク乳においても
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BHV-4 抗体の検出が可能であったことからスクリーニ

ングとしても有用。 

 

287 牛ＲＳウイルス病の発生例と浸潤状況調査：熊

本県中央家保 廣嶋精哉、幸野亮太 

 平成18年7月成牛77頭飼養の酪農場で発熱、発咳、

鼻汁等の呼吸器症状及び乳量低下が成牛を中心にまん

延。乳量低下牛の泌乳曲線はV又はW字。病性鑑定の

結果、牛RSウイルス病と診断。当該農場は平成14年

3月に牛RSウイルス病の発生有り。今回の発生以前採

材112頭分保存血清の抗体GM価は平成13年以前出生

牛が13.8、平成14年以降出生牛が1.3 と差があり、

平成 13 年以前出生牛に過去の感染抗体が残存してい

ると推察。発生前後ペア血清の比較では年齢、発生前

の抗体保有状況、発症の有無に関係なく抗体価は有意

に上昇。呼吸器症状、乳量低下牛は平成14年以降出生

牛に多く残存抗体が発症予防に関与したと推察。症状

と乳期の分析から呼吸器症状、乳量低下とも泌乳 盛

期での発生割合が高く泌乳ストレスが発症に関与する

と推察。周辺農場5戸19頭のﾍﾟｱ血清GM価は、6月時

点で2戸が高く(16及び147)、3戸9頭で有意な上昇。

今回発生以前及び同時期での周辺地域の牛 RS ウイル

スの動きを確認。 

 

288 アカバネウイルスが関与した牛の脳脊髄炎の多

発事例：熊本県中央家保 幸野亮太、加地雅也 

2006年9～11月、県内10市20町1村の牛107戸124

頭が起立不能や神経症状を発症。5～12 ヶ月齢育成牛

を中心に4日齢～96ヶ月齢で発生。解剖で著変はない

ものの RT-PCR で 31/39 頭の脳からアカバネウイルス

（以下AkaV）の特異遺伝子を検出、うち4頭の脳と同

居牛 1 頭の全血から AkaV 分離。病理検査では 34/38

頭に顕著な非化膿性脳脊髄炎を認め、免疫染色で同部

位神経細胞にAkaV抗原を確認。分離株のS-RNA、M-RNA

分節の塩基配列は全株ほぼ同一で Iriki 株と同じ系

統。初越夏の発症牛39/41頭、同居牛44/48頭からAkaV

抗体を検出。発症牛5戸5頭、同居牛7戸16頭で同抗

体の 2 管以上の上昇を確認。以上から本症例を AkaV

の生後感染による脳脊髄炎と診断。県内AkaV抗体価の

急激な減少やワクチン接種率の低下、過去10年間で

も多い降水量（6～8月）等の地域的要因が本疾病の集

中発生に影響を与えた可能性。発病機序や分離株の病

原性等について、動物衛生研究所を中心に発生県全体

で調査中。 

 

 

289 酪農現場における牛ウイルス性下痢ウイルス

（BVDV）清浄化の取り組み：大分県宇佐家保 長谷部

恵理 

  BVDV 浸潤が予測された管内の一酪農地帯を対象に

BVDV清浄化への取り組みを実施。①関係機関を対象と

した事前協議延べ6回および農家を対象とした研修会

延べ３回の開催、②2005ヨーネ病検査保存血清（2005

血清）および2006バルク乳を利用したBVDV浸潤状況

調査、③浸潤状況調査陽性農場を対象とした全頭採血

によるＰＩ牛の摘発・淘汰。事前協議や研修会の開催

により、各農場・関係機関の理解が深まり、BVDV撲滅

へ向けた地域一体となった取り組みが推進された。浸

潤状況調査では 2005 血清のみ陽性農場を１戸、2005

血清及び2006バルク乳陽性農場を１戸確認。この２農

場を対象とした全頭採血による検査の結果、１農場に

おいて１頭のPI牛が摘発され、淘汰を実施。一般的に

BVDVの認識は乏しく危機感が少ないため、BVDV撲滅に

はその病性を広く啓発することが重要。また、保存血

清、バルク乳を用いた浸潤状況調査とその結果に基づ

いた特定農場の全頭採血により、効率よくＰＩ牛の摘

発ができた。 

 

290 リアルタイムPCR法を用いた牛RSウイルス遺伝

子検出法の検討：大分県大分家保 矢崎竜 

 牛RSウイルス（BRSV） MNK7株（感染価103.5TCID50）

を原液から 10 倍段階希釈（10-６まで）し、RSV 抗原検

出キットによる検出感度試験実施。さらに各ウイルス

液からRNAを抽出。プライマー／プローブは、BRSV35

株の共通部位に SYBRGreen（SG）法用および

TaqManProbe（TP）法用に2セット設計。これらと既存

のプライマー（RT-Nested-PCR）を用い、通常サーマル

サイクラーおよびリアルタイムPCRシステムにより、

RT-PCR を行い検出感度試験実施。RT は 1step 法と

2step法で比較。RSV抗原検出キットの検出感度・時間

は、10-3・40分。1step法の検出感度は、SG法（10-2）

＜ SG 法用プライマー使用 RT-PCR （ 10-3）＜

RT-Nested-PCR（10-4）＜TP法（10-5）。2step法の検出

感度・時間は、RT-Nested-PCR（10-4・510分）＜RT-PCR

（10-5・280分）＜SG法（10-6・250分）≦TP法（10-6・

110 分）。今回設計したプライマーは良好な成績。リ

アルタイムPCRシステムは、迅速診断に有効。野外株

で試験を重ね、信頼性の向上を図りたい。 

 

291 宮崎県における過去１０年間のアルボウイルス

の動態：宮崎県宮崎家保 谷口 岳 

 宮崎県内の全市町村から1戸あたり2頭～3頭のお

とり牛を用いて6,8,9,11月の４回採血し、抗体検査を

実施した結果と、12 月～翌１月に 0～3 歳までの年齢

別の4段階の抗体検査結果で得られたデータを基に過

去10年間のアルボウイルス（アカバネ、アイノ、チュ

ウザン、イバラキウイルス）の動向調査及び気象デー

タとの関連性を検討。おとり牛でのアカバネウイルス



- 61 - 

の調査は過去10年間では17年度を除く全ての年でウ

イルスの動きを示す。気温とウイルスの動向を比較す

ると、1月～3月の平均気温が平年を上回った9年間は

全ての年でウイルスの動きが見られ、平年より低かっ

た17年度は認めず。ワクチン接種頭数は平成10年度

をピークとし、過去6年間は7万頭／年間前後で推移。

アイノウイルスは10年度と14～17年度でウイルスの

動きがみられ、年間平均気温が過去10年間の年間平均

以上になるとその年にはウイルスの動きが見られる傾

向が判明。アルボウイルスの動向は年間平均気温と関

連があり、特に流行は夏よりも冬の気温が影響するこ

とを推察。 

 

292 アカバネウイルスの生後感染が疑われた症例：

宮崎県宮崎家保 岐本博紀 

 県北部中山間地域を中心として、9月中旬から10月

下旬にかけてアカバネウイルス（AKV）の生後感染が疑

われる症例を認め、病性鑑定を実施。剖検所見は、著

変を認めず。病理学的検査は、脳幹部を中心に非化膿

性脳炎、その一部にAKVの免疫血清に特異的な陽性反

応が認めた。ウイルス学的検査は、RT-PCR法で脳乳剤

からSimbu群に特異的なバンドが検出。おとり牛の抗

体検査は、AKV に対する抗体が 9 月に県北部中山間地

域の一部で、11月には平野部の一部にも認められた。

細菌学的検査は、有意菌陰性であった。病理学的検査

およびRT-PCRの結果から、AKVの生後感染が疑えた。

過去あまり流行が見られなかった中山間地域を中心に

生後感染を疑う症例が散見され、その後平野部でも確

認されている。これは、通常の流行および発生と異な

る状況で、今後ウイルス分離、既知ウイルスとの比較、

再現試験等の検討が重要だと考える。来年の流行およ

び発生を懸念。繁殖牛を含む繁殖育成牛および肥育素

牛へのAKVワクチン接種等の対策を講じる必要がある

と考える。 

 

293 アカバネウイルスの生後感染が疑われる異常牛

の病理学的検索：宮崎県宮崎家保 鎌田博志、前田浩

二 

 2006 年 9月および10月、神経症状を呈し予後不良

とされた6頭の育成牛の病性鑑定を実施。脳、脊髄に

おける RT-PCR によるアカバネウイルスの特異遺伝子

の検出、非化膿性脳脊髄炎、発生地域を含む複数の地

域での同ウイルスの流行を確認。アカバネウイルスの

感染と病態との関連を明らかにする目的で病理組織学

的に精査。組織病変は6頭に共通し中枢神経系に認め

られ、大脳では囲管性の単核細胞浸潤、グリア結節、

間脳から延髄では加えて神経核を構成する神経細胞の

萎縮、神経網の空胞化、頚髄から仙髄ではさらに腹角

神経細胞における神経食現象、神経細胞の萎縮、消失

がみられた。病変は脳幹部で顕著に発現する傾向にあ

ったが、大脳、小脳、脊髄では病変の分布、発現頻度

には個体差があり、それらはそれぞれの症例の運動麻

痺の特徴を反映。免疫染色では、神経細胞を主体にア

カバネウイルス抗体に対する陽性反応が観察され、こ

れらをアカバネウイルスの生後感染による脳脊髄炎と

推察。 

 

294 アカバネウイルスが関与した牛の非化膿性脳

炎：鹿児島県北薩家保 有川恵理、崎元弘人 

 平成18年9月中旬から管内の牛で四肢麻痺による起

立不能や流涎、脚のナックル、頭部振戦、ふらつき等

の症状を示す症例が発生。病理組織学的検査では剖検

した 11 頭全頭で非化膿性脳炎像または非化膿性脳脊

髄炎像を確認。これらの病理像は特に脳幹部で顕著。

ブニヤウイルス科オルソブニヤウイルス属シンブ血清

群に特異的なプライマーを用いたRT-PCR で 10 頭中4

頭の脳幹部材料から特異バンドを検出。剖検牛11頭全

頭でアカバネウイルス抗体の保有を確認。ウイルス学

的検査で同居牛1頭の血漿および剖検牛1頭の延髄か

らHmLu-1細胞にCPEを示すウイルスを分離。これらの

ウイルス2株について、S- RNAセグメントの塩基配列

を解析した結果、ともに同じ遺伝学的性状を持つアカ

バネウイルスと同定。分子系統樹解析により今回分離

された株は、Iriki 株を含むグループに属すことが判

明。 

 

295 管内北部で多発した牛の非化膿性脳脊髄炎：鹿

児島県姶良家保 濵田忠子、藏薗光輝 

 平成18年9月～11月、管内北部の牛飼養農家19戸

で、ホルスタインおよび黒毛和種の子牛・育成牛を主

体に起立不能や神経症状が多発。発症牛20頭の病理組

織学的検査の結果、発症牛に共通して非化膿性脳脊髄

炎像を観察。中枢神経系組織に高度な囲管性細胞浸潤、

グリア結節、神経細胞の変性・壊死が認められた。抗

アカバネウイルス（AKV）免疫染色は陽性であった。発

症牛の脳幹部を用いた RT-PCR 検査の結果、発症牛 3

頭の脳幹部からブニヤウイルス属シンブ血清群の共通

遺伝子を検出。発症牛、発症牛の母牛、同居牛および

管内の未越夏牛の抗体検査の結果、発症牛全頭が AKV

抗体を保有。母牛および同居牛にAKVに対する高い中

和抗体価を確認。また、発生農家4戸5頭で抗AKV抗

体の陽転を確認。未越夏牛を用いた定点観測では3戸

5 頭に抗 AKV 抗体の陽転を確認。以上より、今回の牛

の非化膿性脳脊髄炎に、ブニヤウイルス属シンブ血清

群ウイルスの関与が疑われた。 

 

296 牛ウイルス性下痢粘膜病（BVD-MD)の発生と浸潤

状況調査：沖縄県家畜衛生試験場 服部千夏、相澤真
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紀 

 牛ウイルス性下痢ウイルス(BVDV)が関与した、牛の

流産と子牛の難治性下痢が発生した。流産胎子（胎齢

5ヵ月）の体液中にBVDVⅠ型に対する抗体（64倍）を

確認、胎子胸水から BVDV NCP 株が分離され、BVD-MD

と診断した。母牛血液中にBVDV特異遺伝子は検出され

ず、母牛は流産時にBVDVⅠ型に対し4,096倍以上の抗

体を保有していた。難治性下痢症例は、育成牛(9ヵ月

齢)がワクチン接種翌日より水溶性下痢を呈し死亡し

た。発症14日後のBVDV抗体は陰性で、下痢便及び血

液から BVDV NCP 株が分離され、BVDV の持続感染が強

く疑われた。分離株の5'非翻訳領域における遺伝子解

析では流産胎子由来株は1a'型、難治性下痢子牛由来2

株は1a型に分類された。浸潤状況調査の結果、県内の

成牛のBVDV抗体保有率は52.1％で、うち2.8％はBVDV

Ⅱ型に対する抗体であった。子牛の追跡調査では6ヵ

月の調査期間中 11％に BVDV の野外感染が確認され、

うち18％にBVDVⅡ型の野外感染も認められた。 

 

297 沖縄県におけるピートンウイルスの疫学的解

析：沖縄県家畜衛生試験場 相澤真紀、高吉克典 

 ピートンウイルス(PEAV)はブニヤウイルス科オルソ

ブニヤウイルス属シンブ血清群に属するアルボウイル

スで、1976年オーストラリア、1999年長崎県、宮崎県

で分離報告がある。沖縄県でも2001年11月、2005年

1月に八重山地域で分離され、2005年にはPEAVの関与

が疑われる体形異常を伴った牛異常産が 3 件発生し

た。1999年以降実施した疫学調査では、1999年、2001

年、2005 年に PEAV の動きが確認された。また、調査

期間中、八重山地域の成牛は高い抗体保有率を示し、

八重山地域では PEAV の流行がしばしば起こっている

ことが推察された。国内分離株とオーストラリア株の

各RNA分節の遺伝子配列を決定し、比較を行った結果、

国内分離株間は各分節とも高い相同性(97％以上)を示

し、同一系統のウイルスが日本に侵入していると考え

られた。しかし、オーストラリア株とは各分節とも大

きな変異（8～17％）がみられ、系統樹解析でも国内分

離株とオーストラリア株は大きく異なる系統に分けら

れた。 

 

Ⅲ－３細菌性・真菌性疾病 

 

298 搾乳牛のサルモネラ症(Salmonella Dublin)防疫

対策への抗体検査及びワクチン接種の応用：北海道網

走家保 黒澤篤 山口雅紀  

 平成17年12月、飼養頭数約440頭の酪農場で、廃

用となった搾乳牛の肺より Salmonella Dublin(SD)を

分離。防疫対策及び疫学調査を実施。頻回の糞便培養

検査で保菌牛は摘発されなかったが流産、肺炎等の発

症が散発。発症牛は全て自主淘汰。ELISA 法によるサ

ルモネラ抗体検査では、ワクチンブレイクする高い抗

体価を有する牛(ハイリスク牛)14頭、発症防止に有効

な抗体(有効抗体)を保有する牛97頭、有効抗体を保有

しない牛338頭。1頭のハイリスク牛の尿よりSDを分

離。ハイリスク牛は保菌している可能性が高いと考え、

全て自主淘汰。発症予防とまん延防止のために、サル

モネラ2価ワクチンを全頭に接種。牛群の80％以上に

有効抗体の保有を確認。以後、保菌牛と発症牛は確認

されず、清浄化。SDによる搾乳牛のサルモネラ症の防

疫対策に、抗体検査を応用してハイリスク牛を摘発、

淘汰し、その検査結果を基にワクチン接種を実施した

ことは有効であったと考える 

 

299 黒毛和種繁殖牛で発生したサルモネラ症：北海

道胆振家保 伊藤史恵、小澤みどり 

 黒毛和種繁殖牛 1 頭の糞便から Salmonella 

Typhimurium（ST）を分離。乳牛同様、激しい症状を呈

し死亡に至る事例を確認。迅速な対応で早期終息。同

居牛群を中心に検査を4回実施し繁殖牛1頭、哺育牛

2頭からSTを分離（2/53、1/53、0/53、0/49）。同居

繁殖牛は糞便検査や抗体価の推移から今回分離された

STに対する感受性は低いと推察。環境検査ではパドッ

クや敷料からSTを分離（5/12、4/7、1/10、0/5）。感

染経路は発酵戻し敷料のST汚染と推定され、2回の調

査で低濃度の汚染を確認（1/2、2/4）。発酵処理によ

る病原体殺滅と堆積時の再汚染防止を指導。発症牛か

ら分離されたSTは各種抗生物質に高感受性で、カタラ

ーゼ試験で陽性を示さず、クエン酸利用陰性の非定型

的性状を示し、パルスフィールドゲル電気泳動法で道

内で報告例のない新たなパターンを示したが本農場へ

の侵入経路は不明。今後、このタイプのSTの全道、全

国への広がりをみて、本例の侵入経路を更に検討した

い。 

 

300 Mycoplasma bovis 乳房炎発生農場での防疫対策

の検討：北海道根室家保 平松美裕子、斎野仁 

 乳用繁殖牛200頭を飼養するフリーストール牛舎で

Mycoplasma bovis による乳房炎が発生。衛生管理を点

検し、防疫対策として無症状排菌牛の別棟管理、治療

効果のない排菌牛のとう汰、搾乳機器点検整備、給与

飼料改善、敷材交換後の徹底した牛舎消毒を実施。併

せて、１カ月間隔での繁殖牛全頭の乳汁からの分離検

査、浸潤状況及び伝染動向の把握を目的にＥＬＩＳＡ

による抗体検査、疫学的考察を目的に制限酵素BamHⅠ

を用いたパルスフィールドゲル電気泳動による遺伝子
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型別解析を実施。分離検査の結果、26頭の排菌牛（乳

房炎13頭、無症状13頭）を摘発。抗体検査の結果、

対策牛群は当初高い抗体価を示したが、対策実施後に

抗体価が上昇した牛はなかった。遺伝子型別に亜型は

見られず、流行から早期に清浄化がなされたものと推

察。その後、排菌牛摘発は減少し、３回連続で分離検

査で排菌牛が摘発されず、発生後８カ月で対策終了と

判断。 

 

301 ヨーネ病発生地域で取り組んだ清浄化対策と成

果：青森県つがる家保 豊澤直子、眞山隆 

 黒毛和種繁殖農家21戸、繁殖雌牛300頭を飼養する

Ａ地域は、H12 年度にヨーネ病が発生して以来、H18

年度までに10戸で21頭が発生。発生当初は青森県ヨ

ーネ病防疫対策方針（以下、対策方針）に基づき対策

を講じてきたが、その後も発生農家が増加。H15 年度

に対策方針の他に、地域独自の対策も実施し防疫対策

の強化を図った。検査体制の強化として、隔年の定期

検査のほか毎年の放牧前全頭検査を実施。その結果、

H18年度までに、定期及び発生農家立入検査で14頭、

さらに放牧前の全頭検査により7頭を摘発し患畜の早

期摘発を推進。地域家畜防疫互助基金の創設により発

生農家の負担軽減が図られ、患畜産子の自主淘汰が円

滑に推進。その他、感染リスクの低減のため、発生農

家と非発生農家の分離放牧や継続発生農家の親子分離

飼育を実施。家保・地域・農家が本病の撲滅に共通認

識を持ち、着実に対策を講じてきた結果、発生農家10

戸のうち9戸までが清浄化を果たした。 

 

302 牛スラリー施肥草地土壌からのSalmonella 

Newport分離と牧草サイレージ内生存性：青森県八戸

家保 中村紀文、阿部知行 

 平成17年 9月のSalmonella Newport(SN)感染症発

生農場で、スラリーからは発生200日後まで、発生時

にスラリーを施肥した草地土壌からは270日後までSN

継続分離。分離株の疫学的成績一致。土壌中SNの牧草

混入による再感染危惧。対策として、生産者は牧草全

てを乳酸菌添加ロールベールラップサイレージに調

整。家保は給与に先行し、ミニサイレージ内SN生存性

試験実施。試験区はⅠ区(無添加)、Ⅱ区(105CFU/g 乳

酸菌添加)及びⅢ区(0.5%プロピオン酸添加)とし、作製

後60日、120 日に埋設SN接種ろ紙の検査及びサイレ

ージpH測定実施。SN生存性はⅠ区60日後陽性、120

日後陰性、他 2 区の 60 日及び 120 日後共に陰性。60

日及び120日後pHは、Ⅰ区で6.21、5.94、Ⅱ区4.53、

4.41、Ⅲ区5.33、5.13。調整後170日のラップサイレ

ージ3個の検査は、SN陰性、平均pH4.61 で、Ⅱ区と

同程度のpHを示したため、給与は安全と判断。生産者

のサイレージ給与の不安解消。 

303 パラフィン切片からのヨーネ菌遺伝子抽出法の

比較と分子疫学：青森県青森家保 太田智恵子、中村

成宗 

ヨーネ菌の分子疫学は、菌から遺伝子を抽出する方

法が一般的であるが、菌が未保存の場合は実施が困難。

そこで既存の 10 検体の回腸パラフィン切片からヨー

ネ菌遺伝子の抽出を目的とし、フェノール法（Ｐ法）

と２種の市販キット（キット）（A,B）を比較。Ｐ法3/10、

2キット4/10で遺伝子を検出。抽出率、作業性からキ

ットAが有用。次に、平成10～17年の患畜74検体の

切片からキットAにより遺伝子を抽出。リアルタイム

PCR（rPCR）で確認した結果、33/74で遺伝子を確認。

診断法別に分類すると、ELISA で 20/46、菌分離で

12/25、直接鏡検で1/3の割合。VNTR型別のため、rPCR

で陽性となった33検体についてPCR を実施。33検体

全て増幅されず。今回、rPCR で検出率が低く、VNTR

型別で増幅されなかった原因は、①人為的要因として

抽出操作時の損失②材料による要因として反応阻害物

質の存在や菌量の問題③保管による要因として包埋時

の損失、遺伝子の断片化などが考えられた。 

 

304 牛ヨーネ病患畜の病理組織学的検索：青森県青

森家保 川畑正寿 

ヨーネ病（JD）患畜（肉用種（B)51、乳用種（D）7

頭）の回腸及び付属リンパ節でHE、抗酸菌染色（ZN）

を実施。診断手法ごとに病変を分類。回腸で肉芽腫が

確認された割合はDのELISA 0/7、BのELISA 25/27、

Bの糞便培養4/21、Bの直接鏡検3/3で観察（DはELISA

のみの摘発）。リンパ節での肉芽腫は B の 49/51、D

の6/7。ZNでのJ菌検出率はDのELISA、Bの糞便培養

で低く、B の直接鏡検と ELISA で高い傾向。回腸病変

は糞便培養でラングハンス巨細胞の限局性病巣、直接

鏡検で類上皮細胞のびまん性病巣、ELISA で類上皮細

胞のびまん性病巣と巨細胞の巣状病変を観察。①糞便

培養は排菌を起こす潜伏期②直接鏡検は多量排菌を伴

う臨床発症期③ELISA は潜伏期後半から排菌後の終末

像と考察。ELISA でのBと Dの病変は抗酸菌、回腸肉

芽腫検出率が異なり JD に対する感受性等の差異と考

察。抗酸菌と肉芽腫確認数は回腸に比べリンパ節で多

く、JDを検査する上で付属リンパ節の観察は重要。 

 

305 クロストリジウムによるトキセミアが疑われた

肥育牛の疾病と防疫：岩手県中央家保 小林由樹子、

宮崎大 

 平成18年9月、220頭を飼養する乳雄肥育農場にお

いて肥育牛4頭が起立不能を呈し数日内に死亡、病性

鑑定からクロストリジウム感染によるトキセミアが疑

われた。当該農場では平成16年2月にトキセミアが発 
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生。以降、牛クロストリジウム感染症5種混合トキソ

イドの接種を開始したが、同年4月から3回の続発を

経験。今回、環境材料から有意菌は分離なし。発生箇

所、飼養環境の観察および聴取から南側中央の水槽周

辺が感染源と推察。再発防止に重点をおき持続可能な

対策を指導。①牛舎消毒薬を塩素から消石灰に変更②

水槽について清掃・消毒、屋根の設置、排水溝の増設

③ワクチン接種記録の整備。結果、①消毒作業の省力

化②牛床および水槽付近の汚染軽減③転倒・趾間腐爛

等の事故の発生が減少④適正なワクチン接種。今後も

臨床獣医師と連携し再発防止に努めたい。 

 

306 管内の肉用繁殖牛におけるヨーネ病の発生と対

応について：岩手県県南家保 西川裕夫、鈴木啓太 

本県では、平成16年から肉用繁殖牛のヨーネ病が増

加し、平成18年12月末までの3年間で30頭発生した。

管内では慢性下痢を主症状とする病性鑑定と、同居牛

検査、患畜の生産･移動履歴に基づく法51条の立入検

査で計5市1町9戸18頭発生した。全ての患畜に病変

を認め、農場の高度汚染が危惧された。これら患畜の

うちヨーネ菌が分離された9戸13頭由来の菌株につい

て西森らのVNTR型別に供したところ、Map-1の1戸2

頭、Map-2の6戸8頭、Map-8の2戸3頭に分類された。

患畜の生産･移動履歴があった農場毎に本菌は同一タ

イプに分類され、疫学を裏付けた。防疫措置により、

生産子牛の出荷自粛等で経営難に陥るなど、経営停止

が3戸、うち1戸が再開した。経営継続中の6戸も、

法58条規定の患畜手当金は、現在の肉用繁殖牛の市場

平均価格を下回り、自己負担を生じ、肉用牛の再生産

可能な経営の構築が課題となった。 

 

307 Streptococcus pluranimalium に起因する新生

早産子牛の髄膜脳室炎：岩手県中央家保 高橋真紀、

工藤 剛 

新生子牛の髄膜脳室炎と関連する Streptococcus 

属菌としてS. pneumoniaeおよびS. bovisが知られて

いるが、S. pluranimaliumによる本症の報告はない。

252 日胎齢時に出生して以来、沈鬱、後弓反張、盲目

等を示した新生子牛1例を5日齢時に安楽殺した。剖

検により脳脊髄液の混濁と増量および脳脊髄膜の混濁

が観察され、拡張した脳室の壁および脈絡叢に多量の

線維素性滲出物が付着していた。組織学的に、線維素

化膿性炎が髄膜、脈絡叢および脳室壁に存在し、脊髄

では同病変が中心管上衣直下から深部の実質にも波及

していた。グラム陽性球菌が病巣の浸潤細胞内に存在

した。他に肝臓の多発巣状壊死、線維素化膿性腹膜炎

等がみられたが、眼球病変はなかった。α溶血性連鎖

球菌が脳および脳脊髄液から分離され、生化学性状お

よ び 16SrRNA の シ ー ク エ ン ス解 析 か ら S. 

pluranimalium と同定された。得られた成績から、分

離菌の敗血性感染を伴う髄膜脳室炎と診断した。 

 

308 Fusobacterium necrophorum 感染による子牛の

喉頭炎：岩手県中央家保 佐々木幸治、高橋真紀 

発熱、発咳、気道狭窄音などを示した40日齢のホル

スタイン種の雌牛1頭を細菌学的および病理学的に検

索した。剖検により、咽頭粘膜は多発性膿瘍形成によ

り肥厚し、声門裂は狭窄していた。組織学的に、同膿

瘍は中心部の線維素化膿性滲出物と周囲の重厚な肉芽

組織により構成されていた。粘膜下に位置する披裂軟

骨も影響され、粘膜深部の化膿性滲出物に接する同軟

骨の表面は層状ないし巣状に壊死し、融解していた。

膿瘍病変部にグラム陰性桿菌あるいはF. necrophorum 

subsp. necrophorum （Fnn）抗原が存在した。細菌学

的に、膿瘍からF. necrophorumが分離され、同菌は陽

性のリパーゼ反応および鶏赤血球凝集能を有し、Fnn

と同定された。本例の喉頭病変は既報の急性ないし亜

急性変化と相違して、慢性炎症像を示したが、感受性

抗生物質の投与により影響された結果と推察された。

本病の発生には誘発因子の関与が指摘されているが、

本例が出生直後に他の同居牛とともに呼吸器病に罹患

していたことから、同病が誘因として疑われた。 

 

309 牛ヨーネ病の胎子感染に関する検討：岩手県中

央家保 工藤 剛、佐々木幸治   

 牛ヨーネ病の胎内感染を検討する目的で，本病に罹

患した8組の黒毛和種成雌牛とその胎子を病理学的お

よび細菌学的に検索した。病理学的に、抗酸性小桿菌

を伴う肉芽腫性炎が、成雌牛の6例では空腸から結腸

に至る広範囲の腸粘膜および付属リンパ節に観察さ

れ、他の2例では空腸と回腸の付属リンパ節に限局し

ていた。前者を重症例、後者を中等度例に区分した。

胎子に同病変は観察されなかった。細菌学的に、ヨー

ネ菌が成雌牛8例の腸粘膜、腸付属リンパ節等から分

離された。同菌は重度の病変を有した成雌牛1例の子

宮内膜および他の成雌牛 1 例の胎子からも分離され

た。Nested-PCR（IS900）により、同菌遺伝子が重度の

病変を有した成雌牛4例の卵巣、子宮内膜あるいは胎

盤ならびにそれらの胎子から検出された。得られた成

績は、本病が母牛から胎子に比較的容易に感染し得る

可能性を示唆するように思われた。 

 

310 過去 5 年間における牛ヨーネ病発生農場の飼養

形態別にみた清浄化推進対策の成果と課題：宮城県登

米家保 高野泰司、日野正浩 

 本県の牛ヨーネ病対策は、導入牛の着地検査に加え、

平成13年度より乳用牛の3年間隔の定期検査を実施。

管内の検査頭数は、平成 14 年 4 月から平成 18 年 12
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月までの5年間、定期検査9,307 頭、着地検査2,534

頭。5年間で5戸14頭を摘発。患畜はいずれも乳用種

で臨床症状はなし。飼養形態別では、繋ぎ飼い農場 4

戸5頭、フリーストール農場1戸9頭。まん延防止対

策として、関係者を参集しての衛生対策会議、畜舎消

毒、県検査要領に基づく同居牛の継続検査、初乳加熱

処理、堆肥の切り返しによる熟成促進、子牛出荷時検

査等を実施。繋ぎ飼い農場では上記の対策により、1

戸は清浄化、他3戸でも継続発生は確認されておらず、

清浄化の見込み。フリーストール農場では, 平成 14

年7月に初発生し、発生3年3ヶ月後の 終検査にお

いて再発生、以後2回の発生を確認。フリーストール

農場では、現行体制に加え、高精度検査法の併用と感

染高リスク牛の自主とう汰等、個別の効率的清浄化対

策が必要。 

 

311 肥育牛に発生した Mannheimia haemolytica 肺

炎：秋田県南部家保 阿部由香、小林政樹 

 H18年8月、肉用牛95頭を飼養する一肥育農家にお

いてMannheimia haemolytica（M.h.）肺炎の集団発生

に遭遇。初発は県外市場からの導入約7日後の哺育牛

群19頭で、乾性発咳として確認。約10日間で症状は

牛群全体に拡がった。発症確認から約2週間で哺育牛

3頭、14～20か月齢の肥育牛4頭が死亡。病性鑑定の

結果、病変は肺に限局し肝変化・出血病巣がみられ、

細菌検査で剖検例の肺および同居群の鼻腔スワブから

M.h.(血清型 1)を純培養的に分離。ウイルス抗体検査

では、牛ＲＳウイルスおよびパラインフルエンザウイ

ルスⅢ型に対する抗体の上昇を確認。全頭に抗生剤投

与および畜舎消毒を実施。その後、新たな発症はみら

れていない。牛舎環境の整備、導入牛の管理およびワ

クチン接種を指導。初発牛群に県内M.h.肺炎発生農場

産牛が含まれていたため、分離菌株の疫学解析を実施。

遺伝子型、血清型ともに異なり、関連は認められなか

った。 

 

312 黒毛和種育成牛に発生した破傷風:山形県中央

家保 高橋一希、遠藤貴之 

 黒毛和種24頭（繁殖6頭、育成7頭、肥育11頭）

を飼養する繁殖･肥育一貫農家で平成18年10月、育成

牛1頭（8か月齢）が起立不能、四肢強直、牙関緊急、

眼球反転を呈し死亡した。同居育成牛1頭（７か月齢）

も同様の症状を呈したため、病性鑑定を実施。2頭共2

週間前に去勢を実施し、剖検所見では化膿性陰嚢炎を

認めたが、主要臓器に著変は無かった。去勢部位の組

織及び膿汁の直接鏡検では、端在性芽胞を有する太鼓

バチ状桿菌がごく少数認められた。動物接種試験では、

同材料の乳剤遠心上清のみを接種したマウスは 60 か

ら72時間で強直性麻痺を呈し死亡、予め破傷風抗毒素

血清を接種したものは無症状であった。このことから

破傷風毒素が証明された。さらに、乳剤のPCRで破傷

風毒素産生遺伝子を検出。去勢により破傷風菌が感染

したと推察された。また、同材料と環境材料12検体か

ら菌分離を試みたが、分離には至らなかった。 

 

313 酪農家における搾乳衛生向上へのアプローチ：

福島県県中家保 高倉優子 

 近年、食の安全･安心が重要性を増す中､当所では管

内の乳質改善･良質生乳生産への取り組みを強化。酪農

家間で搾乳衛生に対する意識の差は大きく､現地指導

等で搾乳衛生管理が不備な酪農家も見受けられ、また

乳質改善に携わっている団体職員が対応に苦慮してい

る状況も垣間見られる。今回、搾乳意識の高揚と乳質

改善を図るため､比較的細菌数が高い４農場が存在す

る地区をモデル地区として選定し､個体別乳汁の細菌

検査を実施｡分離された主な菌種に基づき乳房炎防除

対策を策定し､各農場毎の個別メニューにより獣医師

及び団体職員と連携して濃密な衛生指導を実施。その

結果、4 戸の平均で生菌数が約 8.1×104CFU/ml から 

2.8×104CFU/mlに、体細胞数が85万から25万と低下

する等､各農家の搾乳衛生に対する意識の向上による

乳質改善効果がみられた｡ 

 

314 フリーストール牛舎におけるマイコプラズマ性

乳房炎の発生：福島県県南家保 荻野隆明、佐藤良江 

 マイコプラズマ性乳房炎は、感染性が高く難治性で、

発症牛は乳量低下から無乳となることから経済的被害

が甚大となる疾病である。今回、管内の成牛約１００

頭をフリーストール牛舎で飼養する酪農家において、

乳房の腫脹、乳量低下、体細胞数の増加、砂粒状ブツ

を呈する乳房炎が発生。発症牛は抗菌性物質による治

療に反応がなく、予後不良と判断し廃用。病性鑑定 

の結果、発症牛１頭の乳汁からMycoplasma bovis（以

下「M.b」という。）を分離、マイコプラズマ性乳房炎

と診断。保菌状況調査のため搾乳牛全頭検査を実施し

２頭からM.bを分離。当該農場はフリーストール牛舎

とつなぎ牛舎を有し、異常牛及び感染牛をつなぎ牛舎

で早期に隔離飼養し、計画的に淘汰が実施できたこと

からマイコプラズマ性乳房炎は終息。近年、管内にお

いてもフリーストール牛舎の増加傾向にあり、マイコ

プラズマ性乳房炎の集団発生が危惧されるため、地域

における本病の監視が必要。 

 

315 リアルタイム PCR によるヨーネ菌遺伝子検出と

新たなヨーネ菌分離用培地の有用性：福島県県中家保 

菅原克 

 平成12年度以降、福島県内でヨーネ病が多発し、発

生農場の早期清浄化が課題。また、Beef Extractの輸
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入禁止によりハロルド培地（HRA)作製が困難。そこで、

リアルタイム PCR(rPCR)によるヨーネ病早期診断への

応用とMIDDLEBROOK 7H10 AGARを基にした新たなヨー

ネ菌分離用培地（MBA)を検討。平成18年度に摘発した

ヨーネ病患畜 5 頭(大量排菌牛:1 頭、少量排菌牛：2

頭、ELISA陽性牛：2頭）を材料にrPCRによるヨーネ

菌DNA量の検出およびHRAとMBAの培地性能を比較。

rPCRでは、患畜すべての陽性とヨーネ菌DNA量と菌分

離の相関を確認。培地間の比較では、MBA のヨーネ菌

発育速度の上昇、カビの発育などによる判定不能数が

MBA で有意に減少（P<0.001)することを確認。以上の

ことからヨーネ菌排菌（保菌）牛の早期摘発における

ｒＰＣＲの有用性とヨーネ菌培養検査時のMBAの有用

性が示唆。 

 

316 牛サルモネラ症発生農場の清浄化対策:茨城県

県北家保 齊藤隆夫 

 平成 18 年 7 月、管内酪農家で Salmonella 

Typhimurium(ST)による牛のサルモネラ症が発生。1頭

が出血性下痢を呈し、淘汰。仔牛を含め農場内の 19

頭の糞便からSTを分離。今回は生乳廃棄を伴わない清

浄化対策を酪農組合獣医師と検討し、ST分離後直ちに

分離牛を隔離飼育。防疫対策として、農場敷地、牛舎

内と出入り車両等の消毒を実施。抗菌剤の使用を 初

にST分離された4頭のみと 小限にし、発症予防対策

として全頭に生菌製剤を投与。その結果、約一ヵ月後

と二ヵ月後の二回の清浄性検査で糞便からの ST 分離

が見られなくなった。今回清浄化に要した費用は

300,000 円以下であったのに対し、抗生剤を全頭に使

用した場合の試算費用は約500,000円となり、経済的

負担を軽減できた。またサルモネラ発生農場における

未発症牛対策として、ST 分離牛への生菌製剤の投与

は、サルモネラ菌の排菌を抑制する効果が期待された。 

 

317 管内過去10年間のヨーネ病摘発牛の推移と清浄

化対策の問題点：栃木県県北家保 湯澤裕史、高橋一

郎 

平成11年度からのヨーネ病全頭検査の実施以降、摘

発頭数は増加傾向。この間の摘発牛は自家産牛が 60

頭、導入牛が84頭（内、70頭が北海道産）。摘発月齢

は49～60か月齢をピークとした正規分布となった。本

病摘発農場の飼養形態は、つなぎ方式が 28 農場（42

頭）、フリーバーン・フリーストール方式（F･F方式）

が25農場（102頭）であった。継続して摘発された農

場は13戸で、内4戸がつなぎ方式、9戸がF･F方式で

あり、F･F 方式で摘発された 3 戸は大規模農場で、毎

年多くの牛を北海道から導入していた。管内での自家

産牛の本病摘発頭数が増加傾向にあり、農場への本病

浸潤が懸念される。一方、平成18年11月に発表され

た「牛のヨーネ病防疫対策要領」（新要領）による対策

は、本病の摘発状況を考慮すると労力・経費等の面で

対応が難しい。早急に検査経費・体制、家保人員、設

備等を点検し、新要領に基づく本病の迅速な防疫対策

を推進する必要がある。 

 

318 管内の牛肥育農場における突然死多発事例：栃

木県県北家保 米山州二、塩生光男 

 飼養頭数が約620頭のホルスタイン肥育農場で突然

死が多発。通常では肥育前期牛を中心に約20頭程度が

死亡するが、平成17年は39頭が死亡。肥育後期牛で

も22頭（56.4％）死亡。同居牛のビタミン及び生化学

検査では有意所見なし。給与トールフェスクによる硝

酸塩、エンドファイト中毒は否定。死亡牛に脾臓組織

の融解と腎臓実質表面の気泡形成を認める。細菌検査

で肝臓、腎臓、心臓、肺、脳、腸内容からClostridium 

perfringens を分離。PCR 検査では肝臓から

C.haemolyticum、心臓からC.novyi B型菌の特異遺伝

子を検出。組織検査所見では肝臓、心臓、肺にガス気

泡の形成、大桿菌を伴う自己融解。当該農場では過去

にクロストリジウム(CL)感染症の発生歴があり、死因

を悪性水腫と推測。CLワクチン接種を指導後突然死の

発生はなく、以前の症例にCL属菌が関与した可能性大。

過去にCL感染症が発生した農場では、ワクチン接種を

継続することが重要。 

 

319 牛ヨーネ病検査におけるリアルタイム PCR 法の

導入と今後の活用：栃木県県央家保 小池新平 

 本病の迅速診断法として開発されたリアルタイム

PCR法を活用した清浄化対策を図るため、患畜50頭に

ついて本法と従来のPCR法及び糞便培養を比較。併せ

て過去発生2農場268頭の清浄性確認検査を実施。本

法では患畜 50 頭中 5 頭が陽性（DNA 量 4.15×10-4～

89pg/μl）、1頭が疑陽性（同2.64×10-4pg/μl）。本

法で陽性5頭は全て菌分離陽性で同等の成績を確認。

疑陽性（菌分離陰性）については糞便中の菌量が少な

いと陽性を示さない場合があり、確認のため複数回の

検査が必要と推察。従来のPCR法で陰性の1例が本法

では陽性であり、本法は従来のPCR法に比べ高感度と

判断。発生2農場はともに初摘発後3年以内の再発農

場であるが、今回の清浄性確認検査では、陽性はなく、

1 農場の 1 頭のみに本法疑陽性を確認、無症状少量排

菌牛の潜在を示唆。継続検査による監視が必要と考察。

今回の成績から、本法は判定までに長期間を要する菌

培養法に代わる迅速診断法として有効。 

 

320 肉用子牛施設で発生したサルモネラ症とその

対応：群馬県中部家保 吉田真琴 

 平成18年8月14日 、哺育施設内の肉用子牛28頭
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のうち、8月10日に市場導入した9頭中5頭が発熱を

伴う水様性下痢を呈し、翌日１頭が死亡。発症牛5頭

と死亡牛の病性鑑定を実施したところ、全て

Salmonella Typhimurium(ST) を分離。早期の抗生物質

及び生菌剤投与と対症療法を実施した結果、約1週間

で回復。消毒、石灰散布、ハエ駆除を実施するととも

に、哺育施設の導入子牛と育成施設に移動した子牛の

検査を継続実施。10月末までに計13回、89頭を導入

し、哺育施設における導入後の初回検査で 38 頭から

ST を分離。育成施設内への感染拡大は認められなかっ

たものの、哺育施設内における水平伝播が示唆された

ので、10月中旬に哺育ペン間に仕切り板を設置。その

後、11月に導入した55頭についてのST分離頭数は1

頭と激減。施設内での感染拡大は阻止できたと思われ

るが、肉用子牛施設は病原体の侵入が容易であること

から、導入時における検査と個体の隔離が重要。 

 

321 大規模酪農で発生した牛サルモネラ症への対

応：群馬県利根家保 坂庭あづさ、中島信明 

平成17年8月に飼養頭数約600頭（経産牛420頭)

のF牧場において、Salmonella Typhimurium(ST)によ

る血様下痢が発生、同居牛検査では76頭中43頭から

ST を、1 頭から Salmonella Dublin(SD)を分離。また

育成牛100頭中24頭からもSTが分離された。管理お

よび診療獣医師と連携を取りながら、①発症牛の隔離

および保菌牛の治療、乾乳牛への抗生物質投与②生菌

剤の全頭給与③分娩舎の消毒実施④子牛、育成、乾乳、

分娩牛のモニタリング検査の実施⑤販売子牛は陰性を

確認等の対策を実施。その後発症牛は認められず、保

菌牛も減少したが、9 月に成牛への生菌剤給与を中止

したところ、11月下旬に分娩牛において再発。再度対

策を実施し成牛での保菌は減少、しかし子牛での分離

陽性。分娩舎の環境検査でSTを高率に分離、分娩舎の

自主消毒実施後は子牛の保菌減少。現在まで生菌剤の

全頭給与とモニタリング検査を継続、成牛では18年4

月にST、8月にSD保菌牛がそれぞれ1頭認められたが、

5 月から子牛の保菌牛なし。生菌剤の継続給与と定期

的なモニタリング検査で発症防止コントロールは可能

である。 

 

322 ヨーネ病罹患牛腸間膜リンパ節の肉芽腫病変

と In situ hybridization 法;ISH による IS900

遺伝子検出：埼玉県中央家保 伊藤麗子、吉田輝美 

 近年、家伝法に基づく一斉検査による検体数増加に

伴い摘発淘汰されるヨーネ病患畜数が全国的に増加。

多くがELISA法以外の臨床検査結果が全て陰性、腸管

や腸間膜リンパ節に肉芽腫性病変が存在しても抗酸菌

が検出されず病理組織学的な裏付けが困難。本県過去

5か年度で自主淘汰と患畜計8頭（自主淘汰2；ヨーニ

ン、患畜6；ELISA 法 3、発症1、糞便培養2）の腸管

と腸間膜リンパ節を病理学的に検索。摘発状況に関係

なく腸粘膜は肉眼的、組織学的にヨーネ病特有病変な

し。腸間膜リンパ節の皮質領域に肉芽腫小結節が存在、

自主淘汰牛では器質化病巣伴う。抗酸菌染色で発症牛

と糞便培養摘発牛1頭の病変部に菌検出、他6頭は菌

証明できず。リンパ節病変とヨーネ菌感染との関連性

を検証するため、ISH で組織切片上のヨーネ菌特異

IS900遺伝子（IS900）の有無を検索。患畜では従来法

で菌を証明できなかったリンパ節病変でも IS900 検

出、ヨーネ菌感染に起因する病変であることを証明。 

 

323 ヨーネ病防除の実態と対応：東京都家保 藤森

英雄 小山朗子 

ヨーネ病の防疫は、感染牛の早期発見と淘汰、子牛

の衛生管理（子牛の管理）が基本。定期検査と移入牛

検査を法５条に基づき実施しているが、子牛の管理は

発生農場以外では特別な指導は未実施。子牛の管理は

農場毎に違うので、平成17年度から実態調査を実施。

多くの農場で、繋がれた牛床での分娩、成牛舎内での

子牛繋留、子牛への未殺菌乳給与等の実態を確認。問

題がある管理については、改善指導を実施。また、本

年公表された「ヨーネ病防疫対策要領」（要領）では、

適切な飼養衛生管理が求められている。平成17年度よ

り当所で開始した「飼養衛生管理基準の自己診断」の

結果から、要領で具体的に求められている項目につい

て確認したが、「車輌洗浄・消毒設備の設置」、「導入農

場の衛生状態の確認」は半数以上で未実施。都内飼養

牛の約1/5は都以外の出生地なので、導入元での要領

遵守、都内移入牛検査の徹底、子牛の管理改善等が、

今後のまん延防止に必要。 

 

324 ヨーネ病 ELISA 検査の成績に影響する要因：東

京都家保 藤森英雄 三宅結子ほか 

当所での牛ヨーネ病 ELISA 検査（E 検査）は、採血

の翌日以降に冷蔵保存血清を用いて実施。E 検査は、

販売メーカー主催の講習会等で検査精度向上が図られ

ているが、血清の冷蔵保存による検査成績への影響は

販売メーカーでは未検証。そこで、定期検査後に冷凍

保存した検体と検査キット添付の指示陽性血清を用い

て、血清の冷蔵保存等による影響を調査。血清の冷蔵

保存や凍結融解の繰り返しで、検査値が若干低下する

傾向を確認。E値0.35をわずかに超える検体は、判定

に影響する可能性が示唆。また、E 検査時に指示血清

を入れるので、過去の検査データから、それぞれの吸

光度の差を求めて実施者毎に比較し精度を検証。実施

者による差を確認。これは、実施者の手技によるとこ

ろが大きいと考察。検体の取り扱いや実施者の手技な

どがE検査成績に影響する要因と考えられ、マニュア
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ルを整備し検査精度の向上、正確な判定に努めた。 

 

325 管内酪農家の牛サルモネラ症防疫対応：新潟県

下越家保 平山栄一、田中史彦 

平成18年10月に管内A農場で、成乳牛2頭が水様

性下痢、発熱症状を呈し、糞便から Salmonella 

Typhimurium（ST）が分離され、牛サルモネラ症と診断。

他14頭中3頭の糞便、環境（7/11）からも高率に分離。

対策として全頭の有効薬剤投与と消毒を指導するが、1

か月後の環境や子牛から新たにSTが分離され、消毒の

徹底及び出生子牛の隔離及び導入牛のワクチン接種が

必要。また11月に同地域のB農場で成乳牛1頭が死亡

し、臓器等からSTを分離。保菌牛は成牛（2/131）、子

牛（0/57）、環境では成牛舎（2/20）、育成舎（1/12）

と隔離牛房周辺のみ。発症牛の早期隔離・治療及び消

毒の徹底を指導。早期隔離・治療と農場の衛生意識の

改善が、ST汚染拡大の防止になると考え継続指導中。 

 

326  Salmonella Yoruba による牛サルモネラ症と

ELISA 法による抗体保有状況：新潟県中央家保 矢部

静、阿部隆司 

  2006年２～４月、県内酪農家において成牛の下痢症

が発生。多くは下痢、発熱を呈し数日で自然治癒。下

痢便６検体を検査し、５検体から Salmonella 

Yoruba(SY,O16 群)、１検体から S.Derby(SD,O4 群)を

分離。全頭検査では、25頭中20頭(80%)が SY 分離陽

性、SDは１頭のみで分離。発生原因の特定と浸潤状況

把握のため、分離株のLPS抗原を用いたエライザ法を

検討｡LPSは市販キット(iNtRON BIOTECHNOLOGY)を使用

し抽出、抗原化。血清800倍、二次抗体6,000倍希釈

で反応系を作成。陽性率は、他農場の分離陰性血清に

おけるOD値平均と標準偏差から陽性限界を求め算出。

発生時SY、SDの陽性率はそれぞれ100%、16%であった

が、2005 年の血清で SD のみ陽性を認め、過去の感染

が示唆。個体追跡調査により、農場へのSY侵入時期は

2006年２月上旬頃と推察。ELISA法は早期に成績が得

られ疫学調査に応用できることから、今後さらなる活

用を検討。 

 

327 搾乳牛に発生した牛パスツレラ症の対策指導：

新潟県中央家保 市村有理、曽我万里子 

 平成17年6月～平成18年3月に管内3戸の搾乳牛

149頭（各41頭、49頭、59頭）中延べ116頭が呼吸

器症状を呈し7頭死亡。病性鑑定の結果、全戸の死亡

牛又は発病牛の鼻汁からMannheimia haemolytica（Mh）

を分離し、牛パスツレラ症と診断。うち 2 戸で牛 RS

ウイルス病の関与も確認。2 戸で再発生が認められた

ことや抗菌剤使用による乳廃棄を含む出荷乳量の減少

（各1,520kg、820kg、3,820kg）で被害が大きいため、

Mh ワクチンによる対策を指導。また、牛 RS ウイルス

が確認された2戸では呼吸器病5種混合ワクチンも併

用。その後の発生を認めず。管内20戸100頭の搾乳牛

についてMh抗体保有状況を調査。全戸全頭陽性で抗体

価は64倍以上86頭と高度に浸潤。ポジティブリスト

制度も考慮し、管内酪農家にワクチン接種による呼吸

器病対策の必要性及び有効性を巡回指導及び広報等で

啓発。新たに2戸でMhワクチン接種を開始。今後も、

酪農家におけるワクチン接種による予防対策の普及定

着化を推進。 

 

328 子牛で発生した大腸菌による敗血症事例：富山

県東部家保 後藤利隆 小桜利恵 

生後4日目から起立不能に陥ったＡ酪農家の54日齢

のF1雄子牛(以下症例1)と、突然食欲不振、起立困難、

発熱等の症状を呈し翌日死亡した、Ｂ肉牛農家の 65

日齢のF1雄去勢子牛(以下症例2)の病性鑑定を実施。

症例1は剖検で、肩・肘・股及び膝関節液の貯留と関

節包の肥厚、関節絨毛の増生及び第6腰椎右側椎体に

直径1cm大の化膿巣を確認。組織所見では、関節滑膜

に重度の好中球の浸潤と線維芽細胞の増生を認め、化

膿性肉芽腫性関節炎と診断。症例2は剖検で、心嚢水

の貯留、肺全葉の軽度な充うっ血及び第一胃内のガス

の貯留を確認。組織所見で大脳髄膜に重度の好中球と

マクロファージの浸潤を認め、化膿性髄膜炎と診断。

細菌学的検査で、症例1は関節、脊髄、肺及び脾臓よ

り大腸菌を分離した。症例2は脳及び全ての主要臓器

から病原性大腸菌O78を分離。さらに、Ｂ肉牛農家の

哺育舎の床面からも病原性大腸菌O78が分離され、両

株の薬剤感受性パターンは一致した。 

 

329 牛ヨーネ病清浄化への取り組みと今後の課題：

石川県北部家保 高井光、山口徹 

本県では平成14年以降、牛ヨーネ病が多発傾向にあ

り、管内においても平成8 年の初発後、現在までに 6

戸12頭の患畜を摘発。発生農場においては、石川県牛

ヨーネ病防疫対策要領（県要領）により3年間の監視

強化期間を定め、この間に計5回の継続検査を実施、3

戸については既に清浄化を達成。管内の発生は、フリ

ーストール牛舎での例が多く（5戸）、導入後6ヶ月～

7 年経過した県外導入牛での発生が 8 頭。また、全頭

がELISA検査により摘発され、臨床症状を示さず、細

菌分離陰性、病理組織検査でも特徴的な病変を認めず。

しかし、監視期間中に2戸で再発があり、また、疑似

患畜を自衛殺したことから県要領が適用されない例も

みられた。本病清浄化のため①伝染病予防事業による

定期検査の間隔短縮②発生農場における監視体制は継

続し検査回数を増加③県外導入牛については着地検査

に加え、導入1～2年後の追加検査の実施④疑似患畜に
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ついても県要領の対象とするなどの対策が必要。 

 

330 酪農家におけるサルモネラ清浄化への取り組

み：石川県南部家保 井出久浩、黒田芳純 

管内の2農家でSalmonella（S） Mbandaka（A農家）、

S.Infantis（B 農家）の排菌を確認。リスク分析の手

法を用い、サルモネラの清浄化を推進。リスク評価と

しての浸潤状況調査では排菌率がA農家で26%（39/149

頭）、B農家で12%（37/311頭）であった。飼養環境調

査の結果、A農家の菌検出率は53%（16/30検体）であ

ったが、B農家からは検出されなかった（0/9検体）。

また、分離菌はPFGE成績からそれぞれ同一クローンと

推定。リスク管理では定期的検査、生菌剤の投与等に

よる感染防止、子牛の出荷制限等による拡散防止、搾

乳衛生の監視による生乳の汚染防止を実施。更に管理

獣医師を交えて清浄化方針の協議、周辺農家を含めた

衛生講習会の開催等によるリスクコミュニケーション

を図り、不安解消と風評被害の防止に努めた。その結

果、A農家は４ヶ月後、B農家は３ヶ月後に清浄化を確

認。今回のサルモネラは牛に症状を示さず、監視伝染

病に指定された血清型ではなかったが、農家サイドも

食品生産現場の一員という観点から理解を得て円滑に

清浄化が推進できた。 

 

331 緑膿菌(Pseudomonas aeruginosa)による生乳汚

染事例と清浄化：石川県北部家保 向野逸郎、島野健 

管内酪農家において生乳の緑膿菌による汚染がみら

れたためその清浄化にむけ調査指導。発生農家は搾乳

牛5頭飼養、生乳は自宅で低温殺菌し販売。本年9月

に生乳から緑膿菌、黄色ブドウ球菌を分離。排菌個体

の治療後も合乳から緑膿菌が分離されたため農場衛生

検査を実施。①牛舎環境②搾乳方法③搾乳ライン機器

④洗浄消毒方法を調査。乳汁、環境から緑膿菌を分離

同定し、血清学的検査、薬剤感受性試験、消毒薬効果

試験を実施。その結果、牛舎内の環境から菌が搾乳ラ

インに侵入し、不十分な洗浄と消毒で増殖し生乳を汚

染したものと考察。菌は血清型から3種分離されコリ

スチン、キノロン系で感受性を示し、次亜塩素酸

200ppm以上、ヨード剤原液で発育阻止効果を認める。

以上から①ミルカーの分解洗浄②搾乳ライン消耗品の

交換③適正濃度での洗浄消毒④衛生的な牛舎環境を指

導した結果、生乳中の緑膿菌数、生菌数が減少。 

 

332 県内の乳房炎検査成績：福井県家保 吉田靖、

武田佳絵 

本年度の管内酪農家より依頼のあった乳房炎の検査

結果を整理し、検査依頼の前後の乳汁の体細胞数につ

いて検討。検体数は26戸より依頼のあった241検体で、

起因菌の同定と薬剤感受性試験を実施し、牛群検定成

績から治療前と治療後の乳汁中の体細胞数が判る 85

検体について調査。起因菌はブドウ球菌（48％）と連

鎖球菌（34％）がほとんどを占め、そのうち黄色ブド

ウ球菌が19％で、17戸で検出、無乳性連鎖球菌は６％

で8戸で検出。その他は大腸菌群、腸球菌、藻類。 

薬剤感受性試験はＤＳＭ（ジヒドロストレプトマイシ

ン）、ＯＴＣ（オキシテトラサイクリン）で耐性が多い

傾向。乳汁体細胞では治療前で 10～100 万/ml が 43%

で100万/mlを超えるものが47％。治療後は64％の検

体で減少した。 

 

333 肉用肥育農場導入子牛の呼吸器病対策：山梨県

西部家畜保健衛生所 松下摩弥・清水景子 

管内Ａ肉用牛肥育農場では、平均約2ヶ月齢で市場

から肥育素牛を導入。導入後呼吸器症状を示す個体を

散見。慢性経過をとり増体量が減少するため農場の経

済損失は大きい。そのため、感染源・感染時期・疾病

防除対策について調査・検討することを目的とし、導

入毎に5頭ずつ、計15頭について経時的に気管洗浄

液・鼻腔スワブ等の採材を実施。細菌検査成績は、導

入直後の検体では、Pasteurella multocida(P.m)を1/

15検体から分離。導入2週目で4/15検体、4週目で2

/15検体からP.mを分離。Mannheimia haemolytica(M.

h)は導入後4週目に4/15検体から分離。分離菌の薬剤

感受性は、P.m、M.hともにフロルフェニコール(FF)、

アスポキシシリン、エンロフロキサシン等に感受性、

カナマイシンに耐性を示すものが多く見られた。 

 現在第一選択薬はFFを使用。今後も傾向を把握し

診療獣医師との連携により、導入牛損耗防止を図る。 

 

334 Arcanobacterium pyogenes が分離された牛の流

産：山梨県東部家畜保健衛生所 北島淳子・守屋英樹 

平成18年4月～11月にかけて、流産・早産等の原

因究明依頼の病性鑑定を16例実施。管内の酪農家3

戸3頭でArcanobacterium pyogenes(A.pyogenes)によ

る流産が発生。流産胎仔は胎齢7～8ヶ月齢。剖検では、

3例に共通して暗赤色の胸水・腹水の貯留、2例に皮下

水腫、心嚢水増量を確認。細菌検査では、胎仔の主要

5臓器（肝臓、脾臓、腎臓、心臓、肺）および脳からA.

pyogenesを純培養状に分離。病理組織検査では、1例

で主要5臓器および脳に、2例で主に肺にグラム陽性

短桿菌を確認。ウイルス検査では、牛ウイルス性下痢・

粘膜病等を否定。流産母牛血清を用いたA.pyogenes

プロテアーゼ抗体検査では、全ての牛で抗体保有を確

認。 

 

335 和牛子牛サルモネラ症の農場汚染防止事例：岐

阜県中濃家保 野池洋行、木谷 隆 

平成18年 9月、和牛一貫経営農家（ 348頭飼育）
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で哺育牛 1頭に発熱、下痢、起立困難を発症。本牛（ 9

月 11 日死亡）と同居した哺育牛 3 頭にも同様の症状

を確認。 9 月 15 日、下痢が続く哺育牛の糞便検査を

実施し、Salmonella Typhimurium（ST) を分離、サル

モネラ症と診断。直ちに診療獣医師が隔離治療すると

ともに農場の消毒（消石灰散布、牛舎ごとに消毒槽設

置）および生菌剤の投与を指導・実施。さらに畜主、

診療獣医師及び家畜保健衛生所が協議し次の農場汚染

防止策を計画。①発症牛の居た牛舎は、汚染状況を糞

便検査（抽出）で確認。その後、②発症牛の抗生物質

が失効した時点で農場の清浄性確認のため全頭検査を

実施。③全頭検査を終えるまで、場内で牛は移動自粛。

④牛の場内移動再開後も清浄確認のため、発症牛中心

に糞便検査等を継続。これまでに③段階まで終了し、

STは分離されず農場汚染を防止。現在④の段階で、発

症牛の保菌検査を中心に農場の清浄性を維持。 

 

336 管内の乳房炎原因菌及び薬剤感受性の動向：静

岡県東部家保富士分室 室伏淳一、田﨑常義 

平成12 年 4月から平成18 年 10 月までに実施した

59戸、1,010検体の乳房炎検査結果について分析した。

細菌検査は定法に従い、黄色ブドウ球菌（SA）、コアグ

ラーゼ陰性ブドウ球菌(CNS)、環境性レンサ球菌（OS）、

大腸菌群の分離状況について調査した。薬剤感受性試

験は、SA、CNS、OS 及び大腸菌群を対象に、一濃度デ

ィスク法により７種類の薬剤（PCG、ABPC、CEZ、SM、

KM、EM30、OTC30）について実施した。 

細菌分離成績では、検査材料の 70.4%から原因菌が

分離され、その内訳をみると、SA 27.0%、CNS 25.2%、

OS 18.1%、大腸菌群 12.9%であった。薬剤感受性成績

では、耐性菌の割合はSA及びCNS は減少傾向、OSと

大腸菌群は増加傾向。耐性薬剤については、管内獣医

師の使用頻度が高いPCG及びSMの耐性率が増加傾向に

あり、特にOSで年々増加する傾向。また、大腸菌群の

耐性率は他の菌種に比べて高く推移することから、今

後はOS及び大腸菌群の対策が必要。 

 

337 Mycoplasma bovis（Mb）感染症診断へのエライ

ザ検査の応用：愛知県西三河家保 川本隆之 

県内で呼吸器症状を示した子牛群について、Mb抗体

保有状況をCF及びエライザ(E)検査で調査し、試作抗

原によるEの有効性を検討。調査牛77頭(延べ15農家)

について、ペア血清を採り、両検査の相関を調査。同

時に、呼吸器病ウイルス中和抗体の測定、Mb抗原検索

（分離またはPCR検査）も実施。その結果、CF陽性群

のE値は、CF陰性群に比べ高く有意差あり（p<0.05）。

また、CF及びE検査法の一致率（カッパの係数）を分

析し、E 値 0.15 を Cut-off 値に設定。ペア血清の CF

価及びE値変動の相関をみると、E値変動が0.25以上

の場合、CF価変動が8倍以上の個体が多く、Mb抗原も

7例中4例（57%）で陽性。E値変動が0.25未満の場合、

多くの個体で CF 価変動がなく、Mb 抗原も 27 例中 23

例（85%）で陰性。また、E 値変動が 0.25 未満で呼吸

器症状を示す個体の多くがRSV感染症及びBVDV感染症

と診断され、Mb関与の診断にE検査の応用が可能と示

唆された。 

 

338 牛からのMannheimia haemolytica分離株の性状

比較とその対応：三重県紀州家保 佐藤勝哉 

 2006年2月から8月の間に牛呼吸器病の病性鑑定で

Mannheimia haemolytica（Mh）が分離される事例があ

った。由来は死亡牛の肺と生体鼻腔スワブで、乳牛 4

頭、肉牛8頭からの12株を材料とした。同定キットに

よる生化学性状は同一ではなかった。薬剤感受性はペ

ニシリン系に耐性を示す株があった。血清型は乳牛で

1 型と型別不能、肉牛は6 型であった。各株で生化学

性状、血清型、薬剤感受性には一致する傾向がみられ

たが、6 型では感受性パターンの異なる株があった。

肉牛の抗体検査では Mh1 型不活化ワクチン未接種牛

で、1型菌に対する抗体の保有が確認された。Mhを含

む 近の呼吸器病の動態について牛呼吸器病症候群

（BRDC）として、飼養者、牛診療獣医師に還元した。

ストレス軽減、早期発見・治療等の対策が重要で、現

場に応じたワクチン接種も必要と考えられた。今後も

関係者間の連携と認識の共有を図り予防に努めたい。 

 

339 と畜場出荷牛にみられた敗血症の一症例：三重

県北勢家保 種村幸徳、松葉茂治 

平成18年9月、肉用牛肥育農場から管内と畜場に出

荷の肥育牛（黒毛和種、雌、25ヶ月齢）が、と畜検査

で敗血症と診断、廃棄処分となった。畜主より原因究

明と農場の衛生対策指導の依頼があった。と畜検査所

見では、肺炎、肝炎、心内膜炎、心外膜炎、鋸屑肝を

確認。食肉衛生検査所からの供試材料の精査剖検所見

は、左心房室内にスポンジ状の疣状物を確認。細菌学

的検査で、心臓（疣状物含む）、肝臓、腎臓より変法

FM培地上でグラム陰性桿菌を分離。病理組織学的検査

で、左心房室内のスポンジ状異物はフィラメント状桿

菌が混在した繊維素性化膿性滲出物と確認、左心室に

心筋炎、肝臓に循環障害の所見がみられた。畜主の稟

告では生前に顕著な症状等はなく、感染症が慢性的に

経過したものと推察。家畜の飼養衛生管理基準の遵守

と、異常牛の早期治療を行うよう畜主へ指導。今後、

生産者、食肉衛生検査所と連携しいっそう安全・安心

な畜産物の供給に向け取り組みたい。 

 

340 起立不能を主徴とする肉牛の多発事例：三重県

南勢家保 寺部尚子、岩本仁司 
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 肥育経営2戸で起立不能と急死が多発。農場1は420

頭飼養、2005年2月末から4月中旬に83頭発生(死亡

36、鑑定殺1、早期出荷46)。クロストリジウム感染症

と診断し 3 月下旬から牛舎の衛生管理、持続性ペニシ

リン(PC)と5種混合トキソイド(Vac)注射の対策。しか

し6月末から17頭発生(死亡8、早期出荷9)、7月下旬

に 終発生。8月上旬に家保が牛舎の除糞、塩素消毒、

石灰塗布及び水槽の清掃・消毒を実施。その後発生な

し。クロストリジウム抗体検査(抗体検査)では高度な

汚染を確認。一部消化管内容等にボツリヌス D 型遺伝

子確認。農場2は650 頭飼養、2006 年 3 月 10 日から

14頭発生(死亡11、鑑定殺1、早期出荷2)、3月20日

に終息。クロストリジウム感染症と診断し 3 月中旬

PC(育成牛等)、Vac(育成牛と肥育前期牛)注射。その後

発生なし。抗体検査では C.perfringens 抗体価が若干

高い個体を一部確認。飼育環境の違いが被害の差にな

った。 

 

341 Mannheimia haemolytica による子牛の髄膜脳

炎：滋賀県家保 市川雅子、石本明宏 

Mannheimia haemolytica(M.h)による牛の疾病は、呼

吸器病が主で、ときおり敗血症や髄膜脳炎を起こし、

多くは血清型が1型。今回、M.h血清型13型による牛

の髄膜脳炎について報告。平成18年7月に急性経過で

死亡した11日齢の黒毛和種子牛の病性鑑定を実施。初

産子で、生後直ぐ粉末初乳を給与し、1 日齢で単飼。

治療歴なし。剖検所見では、脳の髄膜の混濁、水腫が

特徴で、その他諸臓器に著変なし。病理組織学的検査

では、大脳、小脳および脳幹の髄膜下および一部実質

に化膿性炎。細菌学的検査では、脳から非溶血性菌を

純粋に分離。生化学性状で M.h と同定。16SrRNA 領域

の塩基配列はM.hと99.9%の相同性。血清型は13型。

抗生剤に対してはテトラサイクリンに耐性。農場のほ

乳瓶、飼養場所および母牛の膣スワブについて細菌培

養をしたが、M.h 分離陰性。その後同居牛に同様の疾

病はみられず発症要因は不明。M.h血清型13型による

髄膜脳炎の報告はなく、今後、本菌の病原性や発生機

序の解明が必要。 

 

342 牛ヨーネ病多発農場における遺伝子解析(VNTR

型別)による疫学考察のアプローチ：京都府南丹家保 

寺石武史 藤野日出海 

【はじめに】ヨーネ病多発大規模農場で、現在までに

27頭を摘発。人型結核菌遺伝子型別で適用されるVNTR

型別を行い疫学考察を実施。【疫学背景】北海道から

毎年120頭導入、過去に北米からも58頭輸入。摘発牛

は導入牛が70%（北海道15頭､海外4頭）で、飼養時

期から3グループに大別し、複数の感染経路を疑う。

飼養面では、搾乳牛の泌乳期別ローテーション移動と

乾乳牛が導入牛、育成牛と同居する問題が存在した。 

【結果と考察】VNTR型別に供した9株は全てMap-2型

に分類。国内ではMap-1型と2型が主流で、北米輸入

検疫牛の 70%以上が Map-1 型、カナダ輸入牛に限れば

全てMap-1型と報告され、海外からの持込みの可能性

は低く、①国内導入牛の持込み、②農場内感染が示唆

された。【対策】①導入牛対策ではPCRを活用した導

入時自主検査と自主淘汰、②農場内感染防止対策では

牛群ローテーションを廃止した新たな清浄区域確保に

よる２方向からの撲滅対策を進め、段階的な清浄化を

開始した。 

 

343 Salmonella Uganda による牛の集団下痢発生事

例：大阪府南部家保 葛西洋平、虎谷卓哉 

【発生状況】平成18年6月20日、管内A農場で、搾

乳牛40頭中15頭に水様性を含む集団下痢発生。症状

は下痢の他、食欲廃絶、発熱、死流産等。10日後に下

痢は終息したが、飼養牛群において乳量が著しく低下、

回復に4ヶ月を要した。【検査結果】発症牛の糞便13

検体から Salmonella Uganda（S.Uganda）を分離、菌

数105～108個/g を排泄。サルモネラによる集団下痢症

と診断。農場内のサルモネラ浸潤状況の検査結果、糞

便と飼槽の拭き取りから増菌培養で S.Uganda を高率

に分離。【対策】1:牛舎通路に消石灰散布、飼槽消毒

を実施、2:生菌製剤（1頭あたり150g/日）の投与、3:

畜舎入口に踏込み消毒槽設置、4:カーフペン設置を指

導。7月から継続的に清浄化対策を8回実施し、現在、

牛糞からの直接培養ではサルモネラ菌は分離されてい

ない。しかし増菌培養で、糞便1頭と飼槽の一部から

S.Ugandaを分離。今後も定期的な消毒など衛生対策の

徹底を指導、サルモネラの清浄化を目指したい。 

 

344 酪農家で発生したSalmonella Typhimurium（ST）

による成牛のサルモネラ症：兵庫県洲本家保 日下部

麻子 亀山 衛 

平成18年11月、搾乳牛37頭、育成牛10頭を飼養

する酪農家でSTによるサルモネラ症が発生。同居牛検

査で 52.2%が排菌。発症は成牛のみで同居子牛に異常

なし。有効抗菌剤と生菌剤の投与により、第2回モニ

タリング検査時には、排菌牛は 20%までに減少。その

後生菌剤投与のみを実施していたところ、第3回検査

では 34.4%が排菌。牛糞便及び環境分離株は、疫学マ

ーカーを用いた比較により由来は同一と推察。野鳥の

侵入や、過去に近隣農家でST症の発生があったことか

ら周辺環境からの侵入を疑い、周辺環境のST検査を実

施したが、ST陰性。サルモネラ症の早期清浄化には、

有効抗菌剤の投与及び環境の消毒が不可欠であるが、

搾乳牛での発生は、抗菌剤の投与による経済的損失が

甚大であるため、計画的な投薬プログラムの実行が重
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要。消毒は、排菌牛が数頭に減少してから実施予定。

侵入経路についてはいまだ特定にいたらず。今後も定

期的なモニタリング検査を続け、清浄化に取り組む。 

 

345 管内一酪農家の乳質改善事例：奈良県家保 森

山美奈子、赤池 勝 

管内の一酪農家の、牛群検定指導による乳質改善事

例の概要を報告。2005 年 11 月の群平均リニアスコア

（以下「LS」）5.6／個体 LS≧5 は 70％。バルク乳よ

り黄色ブドウ球菌（以下「S.a」）が分離され、コンポ

ジット乳及び分房乳検査によりS.a罹患牛を特定、治

療・淘汰を指示、衛生対策指導。搾乳手順を確認、ポ

ストディッピング等の励行を指示し、培養検査を適宜、

実施。結果、2006年6月のバルク乳検査ではS.aは分

離されず、清浄化確認。また 2006 年 10 月の群平均

LS3.7，個体LS≧5は25％に低下。個体LSより推定さ

れる潜在的乳量損失は指導前より 1,014kg、乳代換算

で約96,000円縮小。当該酪農家は70代高齢の夫婦経

営で、日々の搾乳手技の変更に当初抵抗感ある様子。

改善項目を絞り、目的と実際の方法を具体的で簡潔な

資料に纏め、根気強く説明。結果改善に至ったものと

思われた。この経験を生かし、今後も乳質改善指導に

取り組んでいきたい。 

 

346 マイコプラズマによる子牛の中耳炎：奈良県家

保 高田節子、藤井規男  

 管内酪農場において、2005年夏頃から、子牛の中耳

炎が発生。牛舎消毒、抗生物質の投与、ほ乳バケツの

消毒を実施。2006年1月に臨床検査、鼻腔スワブの培

養。飼養されていた子牛68頭中9頭に耳介下垂や斜頚、

呼吸器症状等を認めた。31頭中9頭の鼻腔スワブから

Mycoplasma bovis(以下 Mb) を分離。臨床症状のあっ

た牛のほとんどは１ヶ月齢以上で、20日齢未満の牛に

異常はなく、Mb が分離されたのは 15 頭中１頭であっ

た。又、3 頭の子牛の解剖を行った結果、いずれも鼓

室内に膿瘍を認め、Mbを分離。内2頭は肺炎も併発し

ており、肺からも Mb を分離。さらに、Pasteurella 

multoida や Mannheimia haemolytica 等も分離したた

め、Mb を主因とし、Pasteurella や Mannheimia 等が

複合感染した中耳炎、肺炎と診断。当農場ではMbによ

る乳房炎が以前より発生しており、ほ乳用廃棄乳及び

ほ乳バケツの拭き取りを培養したところ、廃棄乳から

Mbを分離。感染源として疑われた。 

 

347 H17・18年度業務第二課管内ヨーネ病検査結果：

奈良県家保 戸瀬信一 金原稔子 

管内のヨーネ病サーベイランス検査の概要報告。H17

年度20戸946頭、18年度37戸1459頭の牛を検査、5

戸の農家から9頭の患畜を摘発。エライザキット改良

後初検査。患畜はいずれも症状はなかったが病理組

織・培養検査等で感染確認。疫学的に患畜 9 頭の中 7

または8頭が北海道導入牛で、平均月齢は約73ヶ月。

患畜のうち過去にエライザ検査で陰性と判定された 4

頭の保存血清をヨーネライザⅡにて再度検査したが陰

性。2 戸の発生農家で検査前に大規模な導入確認。自

家産牛患畜の感染経路は不明。 

 発生農家に対し奈良県ヨーネ病防疫対策要領により

指導したが、今後はH18年11月制定の要領基づく措置

を予定。管内農家を要領の各カテゴリーに分類。繰り

返し検査重要。要領に則した体制を整備、ヨーネ病防

疫対策を推進。 

 

348 石灰乳による牛の蹄病に対する予防効果：鳥取

県鳥取家保 森下康、野田一臣 

乳用牛に発生する蹄病は、運動障害や泌乳量低下な

ど、その経済的損失は多大。この蹄病対策としては、

ルーメン発酵の安定化、飼養環境改善、定期的な削蹄、

蹄浴などがある。今回我々は、蹄病が多発した管内の

酪農家（フリーストール、搾乳牛７３頭）において石

灰乳による蹄浴を行ったので、概要を報告する。当該

農場では、平成１６年頃から跛行を呈する牛が散発し、

平成１８年春の削蹄時、蹄の疣状病変部からスピロヘ

ータ様菌及びフソバクテリウム様菌が検出された。そ

こで、蹄浴液として２０％石灰乳を用いた蹄浴を行っ

た。蹄浴は３日間の石灰乳浴と３日間の休止を３回繰

り返す方法で実施。蹄浴液は３日間連続使用したが、

この間ｐＨ１２で推移し、蹄浴液からは前述の菌は検

出されなかった。平成１８年春の削蹄時、蹄病変を有

する牛は３６頭であったが、蹄浴実施後の秋の削蹄時

には１６頭にまで減少し、蹄浴液として石灰乳を用い

ることは、蹄病予防に効果があると考えられた。 

 

349 管内の牛ヨーネ病の発生動向：鳥取県倉吉家保 

河本悟、中村耕太郎 

平成11年度から開始した家畜伝染病予防法（以下、

法）に基づく牛ヨーネ病の検査は、今年度で8年目。

平成18年10月末までの管内での患畜の発生は、全検

査頭数約24,000頭中、26頭（13戸）。発生率は0.1％。

患畜は殺処分時に腸管および付属リンパ節を採材し、

ヨーネ菌分離、遺伝子検索及び病理検査を実施。13戸

中、継続発生は2戸のみ。今回、病性鑑定結果と農場

内での再摘発の有無等について検証。結果、農場内初

発牛に病理所見や菌分離がなければ農場内での続発の

可能性は低く、臨床症状や病理所見がある場合は続発

の傾向。また、各継続発生農場内における患畜間の疫

学的関連も乏しく、近年患畜が病変を保有するケース

は極めて少ないことから、病変形成に至るまでに摘発

されていると推察。全国的に発生が続く中、法に基づ
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く検査を２年毎に実施することが重要であり、本病の

農場での動向を予測するうえで初発時の病性鑑定の重

要性を再確認。 

 

350 乳房炎由来黄色ブドウ球菌の性状：鳥取県倉吉

家保 中村耕太郎、井上真寛 

黄色ブドウ球菌（SA）による乳房炎は難治性、伝染

性であり、経済的被害の大きい疾病である。今回、県

内の農場で分離される SA の疫学的関連の検討を目的

として、過去の病性鑑定で分離された27農場の乳房炎

由来およびバルク乳由来SAについて、一濃度ディスク

法による薬剤感受性試験、パルスフィールドゲル電気

泳動（PFGE）、コアグラーゼ型、エンテロトキシン A

～E 型毒素遺伝子 PCR を実施し、分離株の性状を農場

間で比較。県内で分離されるSAのほとんど（24/27農

場）は、類似した性状を示し（PFGEで同一あるいは類

似したバンドパターン、コアグラーゼ型Ⅵ型、A～E型

毒素遺伝子および薬剤耐性なし）、その他の株は特定

の農場のみから分離。県内あるいは県外からの牛の導

入等により、全国的に分離される株が県内に浸潤して

いるものと推察。 

 

351 大型農場のヨーネ病清浄化事例経済評価：島根

県江津家保 前原 智、原屋昌昭 

大型乳用牛飼養農場（成牛５４０頭）のヨーネ病発

生事例について、清浄化対策を経済的に評価。平成10

年10月に初発牛１頭を確認後、清浄化対策により平成

15年2月に全頭の陰性を確認するまで7頭の感染牛を

摘発。この間、清浄化のためのELISA検査、糞便培養

検査、家畜防疫員の人件費、消耗品費およびへい殺畜

手当金等の総費用は9,933千円。一方、仮に清浄化を

行わなかった場合、年毎に感染牛が増加し10年後には

22頭になると推計され、過去に報告されたヨーネ病非

発症感染牛の乳量減少率から 10 年間の乳量損失額の

累計は10,032千円と推計。少なくとも10年先を考え

経営を行っている大型経営にとって、推計被害額が大

型経営に与える影響は大きく、未然に防いだ損失額を

効果とした場合、10年間の累積ではあるものの、5年

間の清浄化対策に要した費用を上回り経済的に正当で

あると判断。 

 

352 管内のヨーネ病発生状況：広島県備北家保 清

水 和、阪井 睦 

 広島県では、H13 年から 4 年毎のヨーネ病定期検査

を開始。特に管内では19戸59頭（肉用牛1頭を含む）

とヨーネ病の摘発が多く、管内農家77戸3,535頭の抗

体検査、細菌検査成績を基に発生状況を分析し、今後

の対策について検討。定期検査で19戸27頭、まん延

防止検査で 8 戸 30 頭（同居牛細菌検査で発生した 1

戸を含む）、病性鑑定で2戸2頭の患畜を摘発。導入牛

の着地時検査は全て陰性。患畜の産地は北海道が 34

頭、その他の県外・広島県内が6頭、自家産が19頭。

自家産牛19頭の母牛を調査した結果、導入牛が4頭、

自家産牛が3頭、不明が12頭で、大半が導入牛に依存

した経営体の農家であった。今後、清浄農家からの導

入や自家産牛での発生予防のための同居感染対策が重

要。患畜の年齢は4歳以上5歳未満が15頭（25.4％）

と 多。発生農家の飼養形態はタイストールが14戸、

フリーバーンが5戸。今後も早期摘発・淘汰を継続す

るとともに、本病に関する知識啓発を実施していく。 

 

353 酪農家で発生したサルモネラ症（Salmonella 

Dublin）と県内の発生状況：広島県東広島家保  小川

寛大、中西千代実 

Salmonella Dublin（SD）による牛のサルモネラ症が

県内の酪農家では初めて確認されたため、病性鑑定の

実施と過去18年間のSD発生状況を調査。発症牛は平

成18年8月11日生まれのF1、雌で発熱、呼吸器症状

を呈しオキシテトラサイクリン（OTC）により治療され

たが17日齢で死亡。SDが全身の臓器から1.2×103～

1.0×101cfu/ml 分離。SDは 75kb の血清型特異的病原

性プラスミドを1本保有。主な病変は重度の化膿性髄

膜炎、肝臓のチフス様結節、出血性化膿性肺炎、多臓

器の硝子血栓形成等で、サルモネラO9群免疫血清を用

いた免疫組織化学染色で髄膜の菌体に一致して陽性反

応を確認。県内のSDは平成7年度が初発。過去の発生

はすべて肉用牛飼養農家で平均発症日齢は73日齢。今

回の分離株は22薬剤中13薬剤に感受性を示し、過去

の分離株が耐性を示したアモキシシリン、カナマイシ

ン、ナリジクス酸、OTCについて感受性を示した。 

 

354 大規模酪農家で発生したヨーネ病の防疫対応：

山口県西部家保 澤野希、神崎登史 

ヨーネ病定期検査(定期検査)を39戸478頭実施(12

月現在)し4戸4頭を摘発。188頭飼養の大規模フリー

ストールのA 農場での防疫対応を報告。ELISA 法によ

る定期検査で陽性を示したものを疑似患畜と決定、農

場に疑似患畜隔離、移動自粛、踏込み消毒槽増設等を

指示、関係機関へ連絡。患畜決定を想定し、農場、関

係機関と一連の防疫作業の打合せ実施、作業計画作成、

必要人員及び資材を確保。疑似患畜は2週間後の再検

査で陽性を示し患畜と決定、即日評価を実施。翌日、

中部家保に搬入、法に基づく殺処分、剖検、病性鑑定

材料採取後、焼却。畜舎消毒は効果、作業性を考慮し

畜舎毎に2回に分け実施。同居牛の採材は1班5名の

2 班体制で約 2 時間と効率的に実施。同居牛は全頭陰

性。今回の発生は事前の作業打合せと関係機関の協力

で迅速に初動防疫終了。患畜決定前の効率的な作業体
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系および採材方法の検討が重要。今後、来年度からの

6 ヶ月齢以上の乳用牛全頭検査に備えた事前の協議・

検討が必要。 

 

355 ワクチン接種肥育牛に続発した化膿性心筋炎を

伴うヘモフィルス・ソムナス感染症：山口県中部家保 

脇本雄樹、國吉佐知子 

 平成18年9月上旬、黒毛和種306頭飼養肥育農場で

牛ヘモフィルスワクチン接種肥育牛2頭（10、11ヵ月

齢）が連日急性死。剖検所見では、胸水、心嚢水の貯

留及び左心房、左心室の鬱血等の顕著な心臓病変を認

めた。また、肺、気管粘膜の充血や鬱血及び空腸内の

条虫寄生等も認めた。病理組織所見では、血栓塞栓性

化膿性心筋炎を認め、細菌検査では、心臓を中心に主

要臓器から Histophilus somni（HS）を分離。本 2 症

例は、病性鑑定結果よりヘモフィルス・ソムナス感染

症と診断。同居牛各3頭の抗体検査では、6頭中4頭

の抗体価が比較的高く、野外株の感染が推測。また、

鼻腔スワブの細菌検査では、6頭中3頭からHSを検出。

分離されたHSの薬剤感受性試験結果からOTCを同居牛

に投与。その後の発生は無し。なお、死亡牛2頭由来

HSの主要外膜タンパク質の性状解析では、心臓由来2

株は同一で、血栓栓塞性髄膜脳炎由来基準株とは異な

った。 

 

356 乳房炎防除への取り組み：香川県西部家保 渡

邉朋子、合田憲功 

 良質乳を生産する上で も大きな障害要因となる乳

房炎防除が必要。家保、診療所等関係機関が連携強化。

平成18年2月から11月にかけて、講習会の開催、搾

乳衛生チェックリストによる調査（27戸）や乳房炎の

原因菌及び薬剤感受性試験を実施(14戸)。結果、原因

菌検査依頼件数は前年度の 37 検体から 134 検体に増

加。チェックリストによる調査では、衛生的に実施し

ている項目が多い農家（28点中21～24点:9戸）ほど

体細胞数が少ない傾向（平均23万/ml）、検査依頼農家

率も 78％（7/9 戸）と 多。分離菌（173 株）は、環

境性由来のものが主(99％)。また、農家間で原因菌や

薬剤耐性出現率に差あり。成績を関係者が共有し治療

や淘汰等の対策を実施したところ、検査した農家の体

細胞数は、中讃地区の平均より7月以降低く推移し、

特にA農家では乳房炎診療回数の減少（60％）など改

善。乳房炎は環境性由来のものが多かったことから今

後は搾乳衛生に主力を置いた取り組みが必要。 

 

357 西讃地域における乳質改善（体細胞数減少）へ

の取り組み：香川県西部家保 高橋茂隆、真鍋圭哲 

体細胞数の減少について、有効な対策を検討。①搾

乳衛生チェックリストを活用した調査②乳房炎検査の

精度向上と迅速化の試験③牛用混合飼料の給与試験を

実施。成績は、①20農家、28項目の搾乳衛生実施状況

では、乳頭洗浄に1頭1枚以上のタオルの使用などの

搾乳前の準備作業が未実施。②酵素基質培地を用い、

分離菌93株のコロニーの形態を比較。ブドウ球菌は中

型で淡黄色、白、紫、水色の4種類。レンサ球菌は小

型で青緑と白。コリネバクテリウムは48時間で微小な

紫、主要な原因菌の発育を確認。③ビタミン剤、ステ

ビア液、生菌製剤の中で、生菌製剤は、平均体細胞数

が給与前22.7万個、給与後15.4万個／mlと有意に減

少（p<0.05）。以上のことから、①搾乳前の乳頭洗浄な

ど重点的に指導。②酵素基質培地は菌種毎に形態が異

なり、容易に鑑別が可能。汎用性や特異性に優れ、検

査精度は向上。課題は迅速化。③牛用混合飼料では、

生菌製剤の有用性を確認。 

 

358 大規模農場における伝染性乳房炎および環境性

乳房炎に対する総合乳房炎対策による成果：香川県東

部家保 上村圭一、竹内康裕 

 乳房炎対策の実行は搾乳衛生だけでは困難。搾乳衛

生(病原要因)、環境衛生(環境要因)、栄養(宿主要因)

についての総合乳房炎対策を作成。伝染性・環境性乳

房炎がみられた搾乳牛200頭の大規模農場で、平成15

年10月から本対策を実施。1年目を乳房炎対策期間と

し、搾乳立会、細菌検査等を行い、搾乳衛生、環境衛

生、牛群検定の加入等を指導、対策会議を毎月開催。2

年目を対策強化期間とし、HACCP の導入等を追加。3

年目を対策安定期間とし、乳房炎対策を農場が独自で

実行。結果、2年目で乳房炎牛101頭が22頭（80％減

少）、黄色ブドウ球菌による乳房炎は35頭が0頭、バ

ルク乳の体細胞数50万個/ml以上が30万個/ml未満と

なり3年目から安定、乳量は平均31kg が 34kg、平均

産次も2.9産が3.2産に向上。本対策は乳房炎対策だ

けでなく、牛群管理の適正につながり、乳量増加、繁

殖成績等生産性が向上。これまで管内15戸で改善し、

大規模農場でも有効であることが示唆。 

 

359 肉用牛農家における衛生対策改善への取り組

み：愛媛県八幡浜家保 鈴木麻有香、河野博典 

 管内及び県外から子牛を導入する肉用牛農家におい

て平成18年5月下旬から子牛に呼吸器病が多発し、死

亡が増加。また、同時期に県外導入の子牛でサルモネ

ラ症が発生した。死亡子牛の病性鑑定の結果、原因が

Histophilus somni や Pasteurella multocida といっ

た二次感染菌であると診断したことから、発症の引き

金となるウイルス感染を阻止するため、牛舎消毒等の

基本的衛生対策に加え、呼吸器病混合ワクチンを接種

し、チルミコシン製剤の投薬を実施。併せて、サルモ

ネラ対策としてサルモネラワクチンの接種、エンロフ
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ロキサシン製剤の投薬を行ったところ、月別の死廃率

は減少傾向となり、平均死廃頭数は対策前から1.4頭

の減少。また、農場全体での医薬品購入費については、

ワクチン、抗菌製剤が増額したものの、治療等に係る

経費が減額したため、総合的には対策前後で変化はな

かった。今後の課題として、抗菌製剤の使用を減らし

医薬品費を抑えることが重要である。 

 

360 乳牛における結核病の一症例について：愛媛県

宇和島家保 大澤哲也、上甲 格 

 牛結核病は国内での発生が稀なため、国は隔年検査

を導入。本県においても平成３年から隔年に、12年か

ら５年毎に移行。平成18年８月、県内で13年ぶりに

酪農家の３歳乳牛でツベルクリン(TB)反応陽性牛1頭

を摘発。当該牛は法令殺後、病性鑑定を実施。国内で

は無病巣反応牛の事例が多い点から、細菌検索は主要

臓器､分泌腺､体表リンパ節､血液､尿､腸内容等16検体

を用い、PCR 検査(抗酸菌群は hsp65 を、結核菌群は

IS6110 を標的)と分離培養(１%小川培地、Tween 卵培

地)を実施したが全て陰性。剖検では諸臓器に結核病変

は確認されなかったが、組織検査で唯一、腰旁窩リン

パ節に馬蹄状のラングハンス型多核巨細胞を多数確

認。各部組織の抗酸菌染色で抗酸菌は未確認。同居牛

のTB再検査も全頭陰性。以上の結果から、本例は感染

の形跡のみではあるが、結核等抗酸菌の感染後、初期

段階で菌が排除された単発例であると推察する。 

 

361 乳雄肥育農場で発生した牛サルモネラ症：愛媛

県中央家保 友國由香里、安永圭介 

 乳雄肥育農場で9ヶ月齢の肥育牛1頭が食欲不振、

起立不能を呈したため病性鑑定を実施。解剖所見で全

身性の重度の黄疸と脾腫、細菌検査で主要臓器と尿か

らSalmonella Dublin(以下SD)を分離。病理組織検査

で肝臓、脾臓の多発性巣状壊死が認められ、牛サルモ

ネラ症と診断。消毒の徹底、同居牛の移動禁止等を指

導するとともに、同居牛のうち11頭について糞便のサ

ルモネラ検査を行ったところ、2頭からSDを分離。そ

の後、感受性薬剤を投与した同居牛群の再検査でも、2

／54頭でSDを分離。周辺牛舎の検査でも、1／109頭

でSDを分離したため、2回のワクチン接種を実施。ワ

クチン接種の前後でELISA法による抗体検査を行い、

値の上昇を確認。同時に行った糞便検査では 1 回目 1

／55頭、2回目2／55頭でSDを分離。しかし、農場内

では初発以降発症牛は確認されておらず、排菌は持続

しているものの、各種対策により発症は抑制されてい

るものと考えられた。 

 

362 Hisophilus somni が分離された成牛の肺および

心筋膿瘍：福岡県中央家保 尾川寅太、大津尚子 

 2006年３月下旬、酪農家で呼吸器症が流行、加療後

再発した２頭は起立困難等を呈しため、病性鑑定を実

施。２頭の病理解剖所見では心肥大、乳頭筋等に白色

結節を認めた。組織所見では心筋の線維性肥厚および

多発性膿瘍、肺の膿瘍を認めたが中枢神経系に著変を

認めなかった。心筋壊死巣にH.somni免疫血清により

多数の陽性抗原を認め、電顕観察ではH.somni抗原分

布域に一致し心筋細胞間に多数の菌体を確認した。細

菌検査は４頭の鼻腔拭い液(スワブ)の他、病理解剖を

実施した２頭について、常法に従い実施。スワブ４頭

中２頭からH.somniを多数、Streptococcus bovis(Str. 

bovis)を３頭から分離。また、２頭の心、心嚢水、肺

からH. somniを多数分離。分離H.somni株の薬剤感受

性試験では耐性を認めず、H.somni 分離株の主要外膜

タンパク(MOMP)性状解析では抗原性と質量から

MOMP3b に型別した。結果から MOMP3b 型に分類される

H.somni 株による成牛の肺および心筋膿瘍と診断し

た。 

 

363 乳用牛のヨーネ病発生事例と細菌培養法の検

討：福岡県両筑家保 原田美奈子、横山博子 

ヨーネ病エライザ検査により摘発された患畜 1 頭

の血清総蛋白量は 4.2g/ dl、A/G 比 0.46 で、エライ

ザ値は１回目0.69、２回目0.94。空、回腸は類上皮細

胞の充満により腸粘膜が著しく肥厚し、細胞内に多数

の抗酸菌を確認。腸内容物の直接鏡検で集塊状の抗酸

菌を確認。糞便を常法に従い前処理後、市販マイコバ

クチン加ハロルド培地（A 培地）、試作血清添加培地

（B 培地）に接種。また、液体培地で増菌後、A 、B 培

地に接種。A 培地は培養後90日目、B 培地は40日目

にコロニー確認。増菌培養後接種した両培地も同期間

で分離。PCR を用い分離株からヨーネ菌特異遺伝子を

検出。B 培地は透明でコロニーの発育観察が容易なた

め、常法に比べ菌分離日数を短縮可能。今後、患畜摘

発時は病理解剖・組織学的検査を実施し、 B 培地と 

PCR の併用により、発生農場のヨーネ菌まん延実態を

早期に把握し、迅速に農場の清浄化を達成することが

必要。 

 

364 管内 5 農場におけるエンテロトキシン C 産生ブ

ドウ球菌の分離状況：福岡県筑後家保 深水大、大和

忠洋 

 昨年、過去10年間の乳房炎病性鑑定結果を分析した

ところ、コアグラーゼ陰性ブドウ球菌（CNS）性乳房炎

を楽観視すべきではないという結論に至った。近年で

は、エンテロトキシンC（SEC）産生するCNSや黄色ブ

ドウ球菌（SA）が問題となった報告もあることから、

今回、管内5農場におけるSEC産生ブドウ球菌の分離

状況を調査。CNS は搾乳牛117 頭中110 頭から分離さ
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れ、377株中4株がSECを産生（全てStaphylococcus 

xylosus）。SA は 8 頭から 8 株分離され、3 株が SEC

を産生。SEC検出キットの凝集価はCNSが1～2倍、SA

が16～32倍。SEC産生CNSが分離された4頭中3頭、

およびSAが分離された8頭中7頭は乳房炎を罹患。SEC

の産生量はCNSよりSAの方が多く、この点においても

SAの強病原性が推察されたが、乳質検査成績の悪い農

場由来のCNSがSECを産生し、実際に乳房炎にも関与

していたことから、SEC 産生 CNS も生産現場において

問題となる可能性が高い。SEC 産生ブドウ球菌が分離

された農場については、当該菌が状況を悪化させる 1

要因とならないよう、搾乳衛生と乳房炎早期治療の重

要性を指導している。 

 

365 若齢肥育牛に認められた心筋膿瘍形成を伴う

Histophilus somni 感染症：佐賀県西部家保 鬼塚哲

之 

平成18年6月22日、黒毛和種1,500頭を飼養する

県内でも有数の大規模肥育農家において、若齢肥育牛

2頭（9、12カ月齢）が食欲不振、発咳等の呼吸器症状

を呈し、共済獣医師による抗生物質の投与等の治療が

約10日間行われたが回復せず、予後不良と診断され、

当所にて病性鑑定を実施。剖検では2頭共に心筋・腎

臓皮質における膿瘍の散在、肺の前～中葉の肝変化、

病理組織検査では2頭共に巣状性化膿性心筋炎、線維

素性化膿性気管支肺炎を確認。細菌検査では2頭の心

筋膿瘍部から Histophilus somni（Hs）を分離。本症

例は、心筋膿瘍形成を伴う Hs 感染症と診断。この 2

頭は、県外の異なる家畜市場から導入されており、ヘ

モフィルスワクチンは子牛購入時と導入1ヵ月経過後

に2回接種されていたにもかかわらず、今回の発病に

至ったことは、ワクチン接種時期の遅れが問題と推察。

また、当農場では、導入牛の過密飼育、牛床の汚染、

換気不良などの不適切な管理が見られたので、再発予

防の観点から、導入後の密飼防止、隔離飼育による健

康観察、石灰等による牛舎内消毒の徹底など、飼養衛

生管理の改善指導を行ったところ、再発はない。 

 

366 哺育育成牛のサルモネラ症とその対応：長崎県

県南家保 酒井芳子、殿川剛 

 平成18年7月、常時飼養頭数40頭の交雑種および

ホルスタイン種去勢牛哺育育成農場で、水様性下痢お

よび神経症状を呈し死亡する事例が多発。死亡牛4頭

について病性鑑定を実施したところ、2 頭の実質臓器

および腸管内容物から Salmonella Panama（SP）およ

びSalmonella Newport（SN）を分離。両者の混合感染

によるサルモネラ症と診断。飼養環境調査の結果、敷

料、塵埃および同居牛糞便からSPを、飼槽内残飼から

SNを分離。衛生対策として、SPおよびSNの蔓延防止

を目的に、牛の移動自粛ならびに有効薬剤投与を指導。

また、農場内のサルモネラ清浄化を目的に、牛舎内の

清掃・消毒の指導、牛房および牛舎内への石灰乳塗布、

畜舎周囲への消石灰散布を実施。防疫対応後、続発は

認められず。また、飼養者との連携を密にし、類似疾

病が発生した場合の早急対応に備えている。牛の哺育

育成における伝染性疾病対策として、日頃からの飼養

衛生管理指導の徹底が肝要。 

 

367 Klebsiella pneumoniae が分離された子牛の髄

膜炎、多発性関節炎の1症例：長崎県中央家保五島支

所 横山竜太、松森洋一 

出生直後より起立不能を呈し4日齢で死亡した子牛

からKlebsiella pneumoniae（K.p）が分離されたので

その概要を報告する。発生農家は、黒毛和種繁殖牛62

頭を飼養。当該牛は、出生直後より四肢は脱力、起立

不能、活力低下、ほ乳力がなく、初乳は未摂取。治療

を行うも症状に変化はなく、生後4日目に死亡、病性

鑑定を実施。外貌所見では、両眼球の混濁が認められ、

四肢は緊張感及び抗力なし。剖検所見では、四肢の関

節に黄色貯留液と関節腔に黄色のチーズ様物を認め、

飛節外側皮下に出血斑を確認。病理組織所見では、脳

及び脊髄に化膿性髄膜炎、左右の飛節部に化膿性壊死

性皮下組織炎、関節腔に脂肪織の増量及び好中球浸潤

を確認。細菌検査では、脳及び関節貯留液よりK.pを

分離。以上の成績より、K.pが関与した子牛の髄膜炎、

多発性関節炎と診断。K.p が関与した子牛の髄膜炎の

報告はあるが、多発性関節炎の報告はなく本症例は貴

重な症例と推察。 

 

368 Streptococcus suis が分離された牛の疣贅性心

内膜炎：長崎県中央家保 荒木博司、岩永政弘 

  平成18年6月、黒毛和種110頭飼養の肥育農家で5

月導入の2頭が発熱、食欲不振、鼻汁漏出を呈し、治

療により1頭は治癒したが、他1頭は発熱を繰返し、8

月15日に死亡。病性鑑定の結果、胸水と腹水が多量貯

留。気管・気管支内に泡沫性粘液充満。心内膜左右房

室弁にカリフラワー状新生物。細菌検査により新生物

及び腎臓からS.suis。肝、脾、腎、肺及び脳から大腸

菌群を分離。病理組織では心内膜面に細菌塊、線維素

及び好中球よりなる腫瘤形成。大脳髄膜及び実質内血

管に血栓形成、神経細胞が萎縮及び壊死。S.suisは髄

膜炎や心内膜炎等を引き起こす豚レンサ球菌症の原因

菌として重要で、平成 17 年には中国でヒトの S.suis 

感染症が集団発生し、約40名が死亡。人獣共通感染症

の原因菌として公衆衛生分野でも注目を集めている。

今回、牛に対する病原性も確認されたことから、今後

は病鑑材料からの分離菌に注意を払うとともに畜産関

係者に広く啓発していく必要がある。 
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369 県内で分離されたバルク乳および乳房炎由来黄

色ブドウ球菌の性状：長崎県中央家保 三浦昭彦、荒

木博司 

 黄色ブドウ球菌（SA）は牛に難治性の乳房炎を引き

起こすため乳房炎起因菌として重要。今回、平成 17

年4月～18年9月にかけて県内の酪農家のバルク乳及

び乳房炎から分離された SA29 株の薬剤感受性及び毒

素遺伝子保有状況について調査。薬剤感受性試験では

オキシテトラサイクリン耐性を示す株2株、ペニシリ

ン（PCG）、アンピシリン（ABPC）の2剤耐性１株、PCG、

ABPC及びカナマイシンの3剤耐性１株を検出。毒素遺

伝子検索では3株がエンテロトキシンC（SEC）産生遺

伝子及び毒素性ショック症候群毒素（TSST）産生遺伝

子を保有。結果より薬剤耐性菌が分離された農場では

乳房炎治療の使用薬剤に十分な検討が必要。毒素遺伝

子検索で検出された外毒素であるSEC、TSSTは人に嘔

吐やショック症状を起こすことが知られており、特に

SEC に関しては乳房炎の病原因子として注目されてい

ることから、今後も乳汁由来SAの性状検索をすること

は公衆衛生および家畜衛生上重要。 

 

370 牛ヨーネ病患畜の肉芽腫病変保有状況と組織切

片を用いた遺伝子検索：熊本県中央家保 加地雅也、

徳永妙子 

 乳用牛のヨーネ病定期検査で平成18年12月4日ま

でに摘発された県下71農場201頭のうち、病理検査し

た156頭の肉芽腫病変(以下病変)保有状況を分析、組

織切片を用いたPCRによるヨーネ菌遺伝子の検索を実

施。201頭中ELISA摘発140頭(69.7%)、菌分離摘発61

頭(30.3%)で、菌分離は6農場で陽性、多発2農場は現

在も清浄化に至らず。ELISA 摘発のみの発生農場は

42/49戸が既に清浄化。病理検査した156頭中病変(＋)

は37頭(23.7%)で、抗酸菌染色陽性は23/37(62.2%)。

ELISA摘発で病変＋は15/113(13.3%)、菌分離摘発で病

変(＋)は22/43(51.2%)。遺伝子検索は小腸パラフィン

切片からDNA抽出、Nested-PCRを実施。潜伏感染を疑

うELISA摘発の病変(－)を含め10/11例でELISAと菌

分離、病変の有無に関係なく2nd-PCRでヨーネ菌遺伝

子 IS900 を検出。ELISA 摘発では病変保有率が低く、

病変形成・排菌前に早期摘発され、清浄化も早いと推

察。ELISA 摘発で病変(－)にはヨーネ菌関与の裏付け

として遺伝子検索が有効。 

 

371 ヨーネ病防疫実施実務必携の検討：大分県玖珠

家保 足立高士、大竹孝一 

 ヨーネ病(本病)の防疫対応は家畜伝染病予防法及び

大分県ヨーネ病防疫対策実施要領に基づき実施される

が、具体的な防疫作業を明記するものは存在しないこ

とから、本病発生時の迅速かつ的確な対応を実施する

ため、防疫実施実務必携の検討を行った。（Ⅰ）検討

事項として①本病発生形態の仕分け②疑似患畜発生時

からの対応③患畜発生時の対応④発生形態、飼養形態

に応じた農場消毒の検討を行った。（Ⅱ）防疫実務必

携の作成では①防疫事務、防疫作業フローの作成②防

疫フローに沿った経時的な項目と作業内容の明記③防

疫作業毎の必要機材の明記④防疫実務必携の汎用版の

作成を行った。これにより本病発生時の円滑かつ的確

な防疫措置及び事務処理の迅速化が図られた。 

 

372 乳用牛での牛 RS ウイルス関与の Mannheimia 

haemolytica感染症：大分家保 山岡達也、佐藤亘 

Mannheimia haemolytica(M.h)感染症は、輸送熱や

肺炎等の起因菌として知られ、ウイルスとの複合感

染では、重篤な症状を呈し、死亡にも至る呼吸器病

として、全国的問題となっている。平成18年 2月に

県外導入した牛が起因牛となり、約1週間で6頭の

搾乳牛が死亡。予後不良牛3頭を廃用。3月25にも

1頭死亡し、飼養牛29頭中10頭が死亡。3頭を病性

鑑定実施。2 頭は、黄色透明胸水、肺に繊維素の析

出、免疫染色でM.hⅠ型陽性像と細菌検査でM.hⅠを

分離。ウイルス検査では、牛RSウイルス遺伝子検出、

抗原、分離は陰性。ペア血清抗体検査で、18頭に陽

転確認。他 1 頭は、日和見感染。防疫措置として、

牛舎消毒、感受性薬剤の投与、発症牛の隔離を実施。

その後の発生は無いが、損害の大きい事例であるこ

とを基に、ワクチン接種の啓発と導入牛の安易な管

理をしないよう、隔離観察をパンフレットを作製し

徹底指導。 

 

373 管内で発生したヨーネ病症例：大分県玖珠家保 

三村純一郎、大竹孝一 

 本年、家畜伝染病予防法第5条に基づく定期検査に

より摘発した3戸4頭のヨーネ病患畜について病性鑑

定を実施。患畜4頭は自家産で、臨床症状は認めなか

った。材料として血液、空腸、回腸、腸間膜リンパ節、

回腸･直腸内容物を用いた。全症例ELISA値は高値であ

った。病理組織学的検査では全症例HE染色で空腸、回

腸の慢性腸炎像を認めたが、類上皮細胞やラングハン

ス型巨細胞などの肉芽腫性腸炎像は認めず、抗酸菌染

色でヨーネ菌は観察されなかった。細菌学的検査では

全症例マイコバクチン加ハロルド培地による培養でヨ

ーネ菌分離陰性。Nested-PCR法でヨーネ菌特異遺伝子

IS900 を検出。今回の症例は血液検査により摘発され

た症例で、ヨーネ菌分離陰性で病理所見も少ないこと

から、早期摘発事例と考えられた。以上のことから、

今後も定期検査による防疫措置が本病撲滅に重要であ

ると考える。 
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374 サルモネラ拭き取り検査におけるリアルタイム

ＰＣＲ法を用いた検出法の検討：大分県大分家保 山

田倫史 

 リアルタイムPCR法を用いて早期にサルモネラの存

在を確認するための方法を検討し、分離成績とPCR法

との比較を実施。材料及び方法：リアルタイムPCR法

の条件は、Yoshio Iijima らの報告に従い①異なる血

清型 13 株のサルモネラについて確認試験②PCR 法・

SYBRGreen法・TaqManプローブ法について検出感度試

験③鶏舎の拭き取り材料について分離試験とあわせて

検出試験を実施した。成績：①13株は全て陽性を示し

②SYBRGreen 法＝TaqMan ﾌﾟﾛｰﾌﾞ法＞PCR 法③分離成績

は、選択増菌後に1検体、遅延二次増菌培養後にさら

に2検体が分離。各ＰＣＲ法の結果は、前増菌前より

DNAを抽出した検査系では、TaqManプローブ法が分離

成績に も近い成績を示した。前増菌後にDNAを抽出

した検査系では、TaqManプローブ法より3検体の陽性

を示し、これは遅延二次増菌培養後の分離成績と同様

の結果が得られた。今後は例数を増やし汚染度を確認

する１つの方法として活用していきたい。 

 

375 牛および環境から分離された Mycobacterium 

avium の薬剤感受性と分子疫学的解析：宮崎県宮崎家

保 西村拓也 

 平成17年2月、管内の黒毛和種一貫生産農家で発生

した牛非定型抗酸菌症例から分離した Mycobacterium 

avium3株と敷料から分離された同菌2株の薬剤感受性

と分子疫学的解析を実施。これに先立って実施した挿

入遺伝子配列の検索結果から、すべての株が M.avium 

subsp.hominissuis と推定。薬剤感受性試験の結果、

RFP、CAMの2薬剤に対してはすべての株が感受性、EB、

INH、THには耐性を示す。各株は実施9剤のうち3～6

剤耐性、牛と環境の由来別で類似する耐性パターンを

示す。しかし、VNTR法による分子疫学的解析を行った

結果、5株とも異なるパターンを確認。このことから、

今回の5株はそれぞれが起源の異なる株と推察。また、

抗酸菌症例の牛は少なくと3種類のVNTR型のM.avium

よる混合感染であることが判明。 

 

376 Nocardia farcinicaによる黒毛和牛の死産：宮

崎県宮崎家保 齊藤幸恵、西村拓也 

 平成 18 年 3 月に管内の黒毛和牛繁殖農場で妊娠 8

ヶ月の母牛が死産し、胎子の病性鑑定を実施。剖検で

は、肺、肝臓、体表および臓器付属リンパ節に出血、

壊死斑、空回腸の粘膜にびらん、第四胃粘膜に粟粒大

白色結節、脳に充うっ血を認めた。細菌検査では、主

要臓器で好気および 5％炭酸ガス下の培地上に淡黄色

コロニーを確認。Gram(＋)、多型性、不均一な抗酸性

を示す好気性桿菌。生化学的性状および16SrDNA塩基

配列の既知細菌との比較結果よりNocardia farcinica

と同定。組織検査では、肺、肝臓、空腸に重度の壊死

性肉芽腫性炎を認め、壊死巣にGram染色(＋)、Grocott

染色(＋)、10％硫酸脱色による Ziehl-Neelsen 染色

(＋)、抗N.farcinica家兎血清を用いた免疫染色(＋)

を示す菌体を確認。その他臓器にも壊死や炎症細胞浸

潤を認めた。N.farcinica による死産と診断。牛の

Nocardia属菌による異常産は国内で初めての報告。 

 

377 肥育牛に発生した播種性接合菌症：鹿児島県曽

於家保川嶋啓介、本田直史 

 平成17年10月下旬より17ヶ月齢の肥育牛が、突然

の食欲廃絶、元気消失、粘血便を呈したため、治療す

るも好転せず。その後起立不能となり予後不良と判断

し当該牛の病性鑑定を実施。剖検では、右脳後頭葉に

著しい充血、割面部は軟化。肺と腸間膜にソフトボー

ル大の腫瘤と乾酪壊死がみられ、肝、腎において一部

白色結節を認めた。病理組織検査では右脳後頭葉実質

の広範囲に炎症性細胞がび慢性に浸潤、血管の変性、

多数の血栓、出血がみられ、肺や腸間膜腫瘤の壊死部

には石灰化が観察された。これらの部位においてＰＡ

Ｓ・グロコット染色で明瞭に染まる菌糸がみられ、菌

糸の幅は不均一で不規則な分岐や肥大を示し、明瞭な

隔壁は観察されなかった。さらにＳＡＢ法で抗

Rhizomucor 抗体で陽性を示したことから播種性接合

菌（ムコール症）と診断した。本症については、衛生

的な環境保持と個体の免疫力低下を防ぐための基礎疾

患対策が重要であることから飼養者への飼養衛生管理

指導を行ったところその後の発生は認められていな

い。 

 

378 酪農家及び関係機関一体となった乳房炎対策：

鹿児島県南薩家保 伊藤 憲 

管内酪農家からの乳房炎低減及び体細胞数低減のた

めの指導・助言の要求が高まり、家保、酪農協、普及

センター、共済組合の関係機関が一体となり指導を開

始。家保は乳房炎起因菌の検索とその対応を担当。今

後の指導の活用のため、過去の病性鑑定成績をまとめ

た。乳汁648検体中490検体より588株を分離。菌種

別割合はコアグラーゼ陰性ブドウ球菌（CNS）418株、

環境性連鎖球菌（OS）100株、大腸菌群（CO）26株、

Staphylococcus aureus(SA)25株、その他19株。また、

PCR で 12 検体から Mycoplasma bovis、1 検体から

M.disparを検出。薬剤感受性試験でSAはABPC、AMPC、

CXM、CEZ、OTCに高い傾向。CNSはCEZ、CXM、OTC、AMPC、

ABPCに高い傾向。OSはAMPC、ABPC、CEZに高い傾向。

COは多くの薬剤に耐性でOTC、EMに感受性。SAの分離

個体と体細胞数に相関は認められず。CMT 変法で凝集

反応(+)以上、色調(±)以上の検体からは高率に菌を
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分離。乳房炎対策について、酪農家及び関係機関一体

となった組織を構築。過去の乳房炎起因菌の同定及び

薬剤感受性試験の結果をまとめ、組織内の検討会の資

料として活用。 

 

379 Prototheca による乳房炎発生事例：鹿児島県肝

属家保  柴田昭一、齋藤剛敏 

 平成17年12月、バルク乳中の体細胞数の増加と、

難治性の乳房炎が多発した搾乳牛 24 頭を飼養する酪

農家から乳汁検査の依頼があり、Protothecaが分離さ

れたため農場内の Prototheca の浸潤状況調査及び罹

患牛１頭の乳房を採材し、病理学的検査を実施した。

搾乳牛全頭の乳汁検査の結果、24 頭中 8 頭から

Prototheca が分離された。Prototheca 感染牛は乳中

体細胞数(SCC)が11万～294万／ml、感染分房はPLテ

ストでいずれも凝集を示した。乳房の病理検査では、

乳腺腺組織の減少、結合組織増生による間質の肥厚が

認められ、間質や腺腔内には炎症性細胞の浸潤、病変

部の腺腔内、腺細胞間、腺周囲の間質に大小不同の類

円形状の Prototheca 細胞が多数認められた。

Prototheca による乳房炎は治療による治癒が期待で

きないことから、牛床の清掃、消毒の徹底などの伝播

防止に重点をおいた衛生対策が感染防止に重要である

と考えられた。 

 

380 Salmonella Newport お よ び Salmonella 

Typhimurium による乳用牛のサルモネラ症：沖縄県中

央家保 髙木和香子、貝賀眞俊        

 2006年9月、本島南部の84頭飼養農場で、2～3週

齢の子牛が神経症状および発熱を呈し、死亡する事例

が継続して発生。死亡子牛2頭の病性鑑定の結果、各

臓器からSalmonella Newport(SN)が分離され、牛のサ

ルモネラ症と診断。全飼養牛の糞便および飼養環境検

体のスクリーニング検査を月1回、そこで分離された

検体の追跡検査を週1回、畜舎消毒を週1回実施した。 

1回目のスクリーニング検査は糞便84検体中1検体

からSN、飼養環境39検体中12検体からSN、Salmonella 

Typhimurium(ST)を分離。薬剤感受性に基づいた投薬を

指示し、追跡検査で糞便からの菌分離陰性となったが、

飼養環境は1週目5検体、2週目3検体、3週目7検体

で SN を分離。2 回目のスクリーニング検査は糞便 87

検体中2検体および飼養環境44検体中10検体からSN、

STが分離され、依然としてサルモネラ汚染が継続する

傾向が認められた。現在、排菌牛の摘発・隔離と消毒

を中心とした衛生対策を行い、清浄化を目指している。 

 

381 八重山のレプトスピラ発症例：沖縄県八重山家

保 大橋聡子、荒木美穂 

2005 年 11 月以降、八重山管内において牛・馬・犬

でレプトスピラ症（レ症）が発症。いずれの症例も血

尿、発熱、貧血、黄疸と特徴的な症状。その後の検査

結果から牛の症例では MAT により Leptospira 

interrogans serovar hebdomadis による牛レ症と診

断。Leptospira flaB-nested PCR法により馬と犬の症

例1ではLeptospira interrogans 、犬の症例2では

Leptospira borgpetersenii が強く関与していると判

明。また野鼠からは Leptospira borgpetersenii 

serovar javanicaを分離。八重山管内においては依然

レ症が見られるが、現在国内において、レ症の診断キ

ットは販売が中止。このことからも、今回実施したPCR

法は検出感度も高く、診断技術として非常に有用。レ

症は齧歯類をはじめとする保菌動物の尿で汚染された

環境から感染するため、家保ではこれらの農場に対し

て野鼠の駆除や飲用水の衛生指導を実施。 

 

Ⅲ－４原虫性・寄生虫性疾病 

 

382 管内公共牧場での乳用牛小型ピロプラズマ病

対策の変遷―殺ダニ剤への転換と効果―：北海道渡

島家保 手塚聡、大根田則広 

管内の乳用牛小型ピロプラズマ病対策は、昭和 53

年まで殺原虫剤適期投与が行われたが、労力多大のう

え発病牛が多発。その後、感染血接種が平成14年まで

行われ、大きな効果を得た。しかし、完全発病阻止は

困難、清浄化不可能、衛生上、等の問題が残ったため、

殺ダニ剤投与による対策の指導を平成７年から開始。

平成9年から15年にかけ管内全域で対策方法を転換し

た。2～3週間隔の殺ダニ剤投与、全頭臨床検査、追跡

牛血液検査を行い、発症を疑う牛には殺原虫剤投与に

より早期対応。結果、現在小型ピロ病は沈静化。危惧

された対策転換時の発病牛多発は検査と早期対応によ

り防止し、水平感染も抑止され、1 牧場では清浄化を

達成。他１牧場では平均増体量も増加し、経済効果を

確認。今後、他牧場においても清浄化可能と考える。

しかし、入牧前の感染による入牧直後の発症例が確認

され、今後の課題となった。 

 

383 公共放牧場における小型ピロプラズマ病衛生対

策:宮城県大河原家保 高森広典、大場実 

 管内Ｓ町営公共放牧場における平成 14 年度の放牧

衛生プログラムは計8回の衛生検査と陽性牛の治療お

よび隔離が中心であり、小型ピロプラズマ原虫陽性率

は 大 53.8％と高値。平成 15 年度に衛生プログラム

を変更。小型ピロプラズマ病の入牧前検査を実施し、

陽性牛は治療後放牧。衛生検査を2週間間隔計10回。
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抗原虫剤の投薬基準をヘマトクリット値（Ht.値）25％

以下、寄生度++以上に設定。イベルメクチン製剤の牛

体散布を入牧前と放牧期間中1ヶ月間隔で計6回実施。

しかし、陽性率が 大 88.3％と上昇。平成 16 年度は

殺ダニ剤をフルメトリン製剤へ変更し、放牧期間中 2

週間間隔で計7回実施。平成16及び18年度に2haと

1.5haの草地更新を実施。平成16、17、18年度の陽性

率は 大37.5、17.4、10.2％と減少。Ht.値25％以下

を示す牛は平成18年度で2頭のみ。牛体散布の回数増

加に伴い、衛生費は増加したが、陽性牛隔離の労力削

減及び治療に係る農家の負担は減少。 

 

384 小型ピロプラズマ原虫の寄生状況と抗原虫薬使

用の有無による経済的損失の検討：茨城県県北家保 

中村正成    

管内1公共牧場の平成18年度の小型ピロプラズマ原

虫の寄生状況を調査、過去5年間と比較。現在抗原虫

薬の製造が停止されていることから、治療に抗原虫薬

を使用した場合と使用しない場合、原虫の重度感染予

防に抗原虫薬を使用しないでフルメトリン製剤の投与

間隔を短縮した場合の経費を算出、比較。平成18年度

の小型ピロプラズマ原虫の寄生状況は、小型ピロプラ

ズマ原虫陽性率、重感染率（原虫が重度に感染してい

る個体の割合）ともに、気候の影響により越冬牛、春

入牧牛ともに過去5年間よりも高かった。平成18年度

の小型ピロプラズマ原虫重感染牛 46 頭の治療に必要

な経費は抗原虫薬を使用する場合2,090,700円、使用

しない場合4,416,000円、抗原虫薬を使用しないでフ

ルメトリン製剤の投与間隔を短縮した場合 4,038,720

円となった。抗原虫薬の販売目途が立っていない状況

下では、フルメトリン製剤の投与間隔短縮は比較的経

費負担が少ない小型ピロプラズマ病対策である。 

 

385 大規模酪農家におけるネオスポラ症の発生：栃

木県県央家保 大島藤太、岩根浄子 

 平成 15 年に管内の大規模酪農家で妊娠中期の牛 10

頭に散発的な流産が発生。ネオスポラ症（NC）を疑い

間接蛍光抗体法（IFA）検査で全頭陽性（3／3）。流産

経験牛の淘汰、野犬の捕獲、飼料の保管、後産の適切

な処理等を指導したが、平成16、17年に年平均10頭

の流産が継続発生したため、病性鑑定を再度実施。IFA

の結果、牛群の34.6％が陽性（69／199）。IFA陽性牛

が流産を起こす危険度（オッズ比）は陰性牛の約７倍

（P<0.01）、子牛が IFA 陽性となる危険度は約 11 倍

（P<0.01）と解析。流産胎児の脳、肺、心、肝、腎、

胸水からはPCR検査でNC特異遺伝子を検出。病理組織

学的検査で脳、骨格筋及び心に顕著な病変を、脳、骨

格筋にシストを、免疫染色で大脳壊死巣にNC抗原を確

認。以上の結果からNCと診断。IFA陽性頭数が牛群の

34.6％と高率のため、対策として平成17年度からIFA

陽性牛のうち経済的損失の大きい流産経験牛を優先に

計画的淘汰。平成18年には流産の発生は1頭となった。 

 

386 牛の小葉間胆管にみられたコクシジウム症：群

馬県家衛研 岸 光華、樋口明宏 

乳用牛約800頭、肉用牛約2,500頭規模の農場で肺

炎症状と発育不良を呈し死亡した黒毛和種 19 週齢の

病性鑑定を実施。剖検所見で肺は右前葉前部・後部と

中葉、左右後葉の一部で暗赤色肝変化。右前葉前部・

後部では小膿瘍を多数確認。病理組織所見では、肺は

化膿性細気管支炎。肝臓の小葉間結合織で形質細胞や

リンパ球を主体とする細胞浸潤巣が散見、周囲で偽胆

管増生。小葉間胆管は多量の変性した好中球と細胞退

廃物をいれ高度に拡張。粘膜上皮は腫大、増生または

壊死。胆管上皮の細胞質内と胆管腔内にコクシジウム

の無性生殖世代であるメロントを確認。メロントは平

均9.8×6.5μｍ(n＝38)で 4－13 体のメロゾイトを入

れる。メロゾイトは、長さ6.0－8.6μｍ、幅0.6－1.3

μｍ。その他の所見は小腸粘膜固有層に約75μｍ×60

μｍの巨大シゾント様物を確認。コクシジウム症で小

葉間胆管に寄生が確認された報告は、海外では牛、山

羊、フェレット等があるが、本邦では未報告。 

 

387 ELISA 法と血液塗抹標本で確認した乳牛育成牧

場の小型ピロプラズマ病感染パターンの変化：神奈川

県足柄家保 池田暁史、柏木聰 

管内の乳牛育成牧場では、小型ピロプラズマ病（ピ

ロ）対策として従来、赤血球1 , 0 0 0 個中のピロ原

虫寄生赤血球数を計測（塗抹法）。例年は放牧開始後、

5 月中旬から陽性率が大きく上昇し1 0 月にかけて

9 0 % 以上に達していたが、9 月まで平成 1 7 年は

1 6 . 3 % 、1 8 年は7 . 5 % 。E L I S A 法による抗体

検査で平成1 7 年6 月は4 . 7 % 、同年1 0 月4 日

は3 9 . 5 % 、同月1 1 日には7 4 . 4 % の陽性率を示

し、例年と異なり多くの牛が秋に感染。平成1 8 年は、

6 月に3 . 8 % 、1 0 月に1 3 . 8 % 。E L I S A 法で

は塗沫法より平均1 . 4 週早く診断が可能。また、終

牧後の舎飼期での感染が疑われたため、E L I S A 法

を実施。終牧時、塗沫法で陰性の1 4 頭のうち6 頭

が舎飼期にその後陽転。E L I S A 法では、1 4 頭中

9 頭が終牧前に陽性であり、多くは終牧前に感染して

いたと推察。今後も牧場のピロ清浄化に向け、

E L I S A 法も活用し感染状況の把握に努めたい。 

 

 

388 管内公共育成牧場におけるピロプラズマ病発生

状況と治療法に関する検討：静岡県東部家保 齋藤美

英、浅倉豊司 
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管内公共育成牧場におけるピロプラズマ病発生の概

要について詳細に調査を行うとともに、抗原虫薬投与

に代わる治療方法を確立する目的で治療試験を実施。

ヘマトクリット(Ht)値 25%未満を示す牛は放牧開始約

40日前後でピーク。Ht値、赤血球数、ヘモグロビン量

の低下及び原虫感染血球率、メトヘモグロビン率、平

均赤血球容積が上昇。Theileria sergenti、Babesia 

ovata、Anaplasma centrale の ELISA 抗体は放牧開始

とともに上昇したが、全血 20 検体を用いて PCR 法で

Babesia ovata の遺伝子検索を行った結果、すべて陰

性。抗原虫薬ジミナゼンジアセチュレートまたは鉄剤

の単独投与区(G 区、I 区)及び併用区(GI 区)を設定、

治療試験を実施。その結果、G区及びGI区で原虫感染

率及びメトヘモグロビン率が有意に改善。I 区では各

項目に有意な改善なし。鉄代謝動態調査では、各区で

血清鉄およびトランスフェリン飽和率の上昇と不飽和

鉄結合能が低下。G 区では治療後に血清鉄を除く項目

が改善。 

 

389 県内放牧場で発生した小型ピロプラズマ病につ

いて：静岡県中部家保 野元孝子、川嶋和晴 

平成17年以降、県内A及びB放牧場において、小型

ピロプラズマ病が発生し、両牧場で各 2 頭が死亡。A

牧場では、放牧後3週後からTheileria  sergenti （以

下TS）様原虫を確認、4から6週に感染のピーク。同

時期に、Ht値の低下、MCV及びメトヘモグロビン値の

上昇を確認。発病牛の血液から、TS の p33/34 遺伝子

を検出。Kubotaらの報告による遺伝子型別により、発

病時には全頭が池田型及び千歳型の混合感染、感染か

ら日数が経過すると、千歳型単独が増加。非発病牛 7

頭中5頭は放牧前にすでにTSに感染。その遺伝子型は、

千歳型単独が 2 頭、池田型千歳型以外の型が 3 頭。A

牧場の3牧区において、フランネル法によるダニの生

息状況を調査、チマダニ属の若ダニを4月から6月に、

同属の幼ダニを8月から10月に多数採取。フタトゲチ

マダニの成ダニは4月から9月に採取され、うち約半

数が雄ダニであり、両性生殖系と推察。A 牧場内で捕

獲された野生シカ10頭の血液からTS遺伝子は検出さ

れなかったが、フタトゲチマダニの高度寄生を確認。 

 

390 牛ネオスポラ症による流産の発生例：三重県中

央家保伊賀支所 中野有紀、福浦弘幸 

 2006 年 6月、搾乳牛30頭を飼養する酪農家におい

て2例の流産が発生。うち1例がネオスポラ症と診断

された。病性鑑定を実施した2例目の胎子の骨格筋及

び心筋にN．caninumタキゾイト様構造物が見られ、免

疫染色でも陽性顆粒を確認した。抗体検査を実施した

ところ、この胎子の母牛は2005年保存血清では抗体陰

性であったが、流産後採取した血清では陽性であった。

もう1頭の流産母牛の流産後血清は抗体陰性であり、

ネオスポラの関与はなかったと推察される。農場飼養

牛の抗体検査では、40日齢の子牛が陽性であったが、

この牛の母牛及び姉妹牛は陰性であった。流産母牛を

含む本農場のネオスポラ抗体陽性率は 5.9%(2/34)で

あった。農場にはN．caninum抗体陽性牛の計画的淘汰、

後産の適正処理、流産胎子の検査及び犬科動物と牛と

の接触防止を指導した。 

 

391 管内における繁殖和牛の寄生虫検査：鳥取県鳥

取家保 青萩芳幸 

 牛の寄生虫のなかには、その寄生により牛に甚大な

被害を及ぼすものもある。また同居牛にもその寄生が

広がり、気がつかないうちに被害が拡大することもあ

るので注意が必要である。今回、鳥取県東部の繁殖和

牛農家20戸で飼養されている繁殖和牛計42頭を対象

に寄生虫検査を実施した。その結果、外部寄生虫に関

しては牛毛包虫が１戸１頭、また内部寄生虫に関して

は肝蛭が２戸３頭、双口吸虫が８戸13頭、線虫が１戸

１頭に寄生が認められた。牛の寄生虫感染は、牛の外

観からは感染の有無を診断することが難しいことか

ら、定期的な寄生虫検査の実施、駆虫及び牛舎消毒を

行い、その寄生を防ぐ必要がある。 

 

392 和牛公共牧場に発生した小型ピロプラズマ病の

疫学的考察：鳥取県西部家保 岩尾健 

平成18年9月和牛公共牧場Ｎ放牧場において貧血症

状（PCV値21.3％、赤血球数285万/㎣）を呈する牛か

ら小型ピロプラズマ（以下ピロ）原虫多数寄生確認。

翌月放牧牛全頭検査実施したところ、16 頭中 14 頭か

ら原虫確認。しかしPCV値は26～37％で発症牛はなし。

また今年初放牧牛からも原虫が確認されたことからＮ

放牧場に預託している3農場40頭の農場内繋養牛につ

いても検査実施。その結果3戸13頭からピロ原虫確認。

発症牛はなし。陽性牛はいずれも前年Ｎ放牧場放牧牛

または自家裏山放牧牛であり、牛舎内感染及び胎内感

染は否定的。管内他の3ヶ所の和牛公共牧場ではＮ放

牧場と同様のピロ対策（フルメトリン製剤を月1回ま

たは3週に1回プアオン塗布）を実施しているがピロ

原虫寄生は確認できず。Ｎ放牧場のみピロ原虫寄生確

認の理由として、自家放牧地でのピロ対策不徹底によ

るものと推察。 

 

393 管内の牛飼養農家におけるクリプトスポリジウ

ム汚染調査：香川県東部家保 森田えり、矢野敦史 

クリプトスポリジウムは胞子虫類に属する原虫で、

畜産現場では子牛の下痢症の原因となりその有効な治

療法がないことから重要な寄生虫病であるが、これま

で本県では畜産現場における保有状況調査は行われて



- 82 - 

いなかった。今回、管内の牛飼養農家におけるクリプ

トスポリジウム汚染調査を実施したので報告する。材

料は2006年9月から12月にかけて採取した牛82頭の

糞便を用いた。糞便検査は、糞便１ｇを遠心沈殿法（変

法）で精製濃縮後、抗酸染色標本でスクリーニング後、

別途作製の蛍光抗体染色標本で確認した。その結果、

検査を行った 82 検体中からはオ－シストを確認する

ことはできなかった。現状において、管内の牛飼養農

家ではクリプトスポリジウムの浸潤はないものと思わ

れるが、平成17年度のと畜場搬入牛における調査では

県内産牛からオ－シストが検出されていることから、

今後も牛飼養農家におけるクリプトスポリジウム汚染

調査を継続して行い、その動向をモニタリングするこ

とは重要であると思われた。 

 

394 哺乳子牛にみられたクリプトスポリジウム感染

症：熊本県城北家保 永田あおぐ、早田繁伸 

 2005年12月、肉用牛繁殖農場において、1ヶ月齢未

満の哺乳子牛で粥状下痢が多発。発症子牛の糞便から

Cryptosporidium parvum(Cp)を検出、その他の検査は

陰性のため、クリプトスポリジウム感染症と診断。当

該農場におけるCp浸潤状況を調査し、カーフハッチで

飼育される3~17日齢の哺乳子牛でのみCpを検出。ま

た、管内の肉用牛繁殖農場16農場で、3ヶ月齢未満の

哺乳子牛40頭についてCp浸潤状況を調査し、4農場

(25%)、5頭(12.5%)でCpを検出。クリプトスポリジウ

ムは、有効な治療薬がなく、一般的な消毒薬にも抵抗

性が強いことから、対策は困難であるが、発生農場に、

牛舎の清掃の徹底、火炎による消毒を実施するよう指

導し、下痢の発症率は減少。今回、管内農場の浸潤状

況調査から Cp が管内に浸潤していることが分かった

ため、今後、生後間もない子牛における下痢の病原体

として注意が必要であり、診療獣医師や飼養者に対し

ても情報の周知を図っていく必要がある。 

 

395 黒毛和種子牛でみられた牛タイレリア病：沖縄

県八重山家保 片桐慶人、荒木美穂  

 2006年6月、与那国島において子牛のタイレリア病

発症事例にはじめて遭遇したので概要を報告する。【発

生状況】62日齢 ♂、発熱（40℃）、重度貧血（Ht値

10%）、水様性下痢。【検査結果】1）タイレリア寄生

赤血球率…3.57％。2）遺伝子検査；T.orientali主要

膜蛋白型 PCR…Ikeda 型(+)、Chitose 型(+)。3）増加

した血清ビリルビンは間接ビリルビンが主体（約 7

割）。【まとめ】与那国島は放牧子牛のタイレリア感

染率が 66%と高い地域であり、発生農家でも高率に感

染がみられたが、発症は当該子牛のみであった。疫学

的にみて黒毛和種子牛はタイレリア病に対し抵抗性を

有すると考えられるが、何らかの原因で免疫力が低下

し、発症した可能性が示唆された。本例のような子牛

での発生は希なケースと思われるが、感染子牛では貧

血傾向にあることが明らかになっており被害損耗が懸

念される。よって、低コスト生産ならびに環境保全型

農業につながる放牧を推進する上で、新たな牧野衛生

対策の確立が急務であると考えられた。 

 

Ⅲ－５一般病・中毒・繁殖障害・栄養代

謝障害 

 

396 和牛農家における繁殖成績向上への取組み：青

森県八戸家保 田中敏彦、小堀和亮 

 管内農家の繁殖実態調査をした結果、空胎日数の延

長等による子牛生産割合の低下（管外と約４％の差）

が判明。成績向上対策のため管内の放牧場５か所、舎

飼い地域２か所計78戸521頭（延べ1,029頭）につい

て繁殖検診を実施。検診の結果、卵巣静止49頭、子宮

内膜炎32頭、卵胞のう腫21頭等延べ131頭を摘発、

結果を獣医師、人工授精師にフィードバックし対応。

重点指導地域4か所を指定し、43戸241頭について毎

月定期繁殖検診を実施。その結果、平均空胎期間121.4

日から検診後101.6日に短縮。２か所の放牧場で遊休

施設を活用し、17頭の定時人工授精を実証。これによ

り平均種付け回数が2.9回から1.4回へ減少、平均空

胎期間が172.2日から117.8日に短縮。経費節減効果

は管理費、人工授精料金等合計で1,190,000円。今後

は、処置されずに放置されている長期空胎牛を早期摘

発対応するとともに、関係機関との体制づくりの推進

に寄与したい。 

 

397 乳用牛にみられた子牛型白血病の一症例：青森

県十和田家保 福田靖、角田公子 

ホルスタイン種、6ヵ月齢の雌子牛が平成18年1月

19日頃から食欲減退、発熱、発咳等を呈す。その後、

重度貧血、全身体表リンパ節の腫脹が顕著となり予後

不良と診断。生前の血液検査では白血球数 18,600/μ

l、Ht 値 10.3%、白血球百分比はリンパ球 100%、うち

異型リンパ球2%。牛白血病ウイルス抗体検査陰性。剖

検所見では体表リンパ節左右対称性腫大、割面白色髄

様。体腔内各所リンパ節も同様。肝は退色、高度腫大。

腎表面に大小白色結節密発。大腿骨骨髄黄白色水腫様。

組織所見では体表リンパ節は腫瘍細胞び慢性増殖によ

り固有構造消失。腫瘍細胞細胞質は狭く、核は類円形

で核質は粗剛。同様の腫瘍細胞は肝グリソン鞘、腎皮

質間質、心筋間質及び細気管支周囲にも浸潤。大腿骨
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骨髄は腫瘍細胞に置換。免疫染色では肝の腫瘍細胞が

CD3陽性。以上所見から本症例を子牛型白血病と診断。

病変の分布等、過去の報告と一致。免疫染色成績から

肝腫瘍細胞はＴ細胞由来と推察。 

 

398 黒毛和種子牛に連続発生した先天異常（軟骨異

形成）事例：青森県つがる家保 川畑清香、白戸明 

黒毛和種繁殖雌牛6頭、子牛3頭を飼養する農家で、

平成18年7、8月に四肢長骨短小等の異常を示す奇形

子牛が3頭連続発生（1頭は3か月間生存、2頭は死産）。

剖検所見では、3 例とも四肢長骨短小化、脊椎湾曲、

上顎骨の短縮を主とする頭部の形態異常を観察。組織

所見では、長骨骨端軟骨の異常増殖を伴う不整配列像、

関節軟骨での血管新生、骨髄での造血系細胞の減少及

び脂肪置換を認め、軟骨異形成と診断。異常産関連ウ

イルスの抗体検査では有意の抗体上昇はない。奇形子

牛3頭はいずれも雄で同じ兵庫系種雄牛の産子。母牛

同士も血縁関係にある。このため遺伝の関与を疑い、

褐毛和種で既報の遺伝性軟骨異形成原因遺伝子

（LIMBIN）型別検査を実施したが変異はない。発生時

期が集中していたことから、妊娠初期に催奇形性物質

に暴露された可能性も疑い立入り調査を実施したが、

飼料、飲水等への催奇形性物質の混入は確認できず、

今回の発生原因の解明にはいたらなかった。 

 

399 管内の黒毛和種繁殖農家における繁殖成績と

今後の課題：岩手県県南家保 小笠原房恵、昆野 勝 

県内の黒毛和種の飼養状況は、平成13年に比較し

戸数で13.2％、頭数では24.3％の減少。1戸あたり

の飼養頭数は平成13年の平均10.3頭に対し平成18

年は11.8頭に増加傾向。管内の黒毛和種多頭農家で

は、繁殖成績の改善が課題。そこで、基本的な飼養

管理を見直す目的で関連団体とチームを編成し、3

戸について繁殖成績、飼料給与状況および分娩前後

の血液生化学性状を調査。結果、2 戸で TDN および

CPの充足率不足と分娩後100日以上の空胎牛で血清

総コレステロール値が84±13.4mg/dlと低値、CPの

充足率過剰が判明した1戸では分娩後100 日以上の

空胎牛で血液尿素態窒素が 16.75±5.1mg/dl と高値

を示し、飼養管理の失宜による繁殖成績への関与が

示唆。今後は、農家単位で飼料成分の充足率を中心

とした飼養管理の改善および繁殖障害の治療歴や繁

殖成績等の記録による個体管理を指導予定。 

 

400 肥育牛に発生したエンドファイト中毒：岩手県

県北家保 千葉由純、田村貴 

 2006年5月、170頭の黒毛和種雌牛を肥育する農場

で17頭が発熱、知覚過敏及び筋肉の振戦を呈し、その

うちの 2 頭は視覚的な刺激を加えた際に前肢を伸張

し、両肘を接地した姿勢を示した。農場では全頭に輸

入ペレニアルライグラス乾草（粗飼料）及び購入配合

飼料を給与していた。発症群には1日2回、粗飼料及

び濃厚飼料をそれぞれ1.5及び1～1.5kg/頭/回給与さ

れ、未発症群と比較して粗飼料の給与割合が高かった。

粗飼料の種子周囲にエンドファイト様菌糸を観察し、

同飼料のエルゴバリン及びロリトレムB濃度はそれぞ

れ800及び1,500ppbと高値だった。発症牛4例の血液

生化学検査により低Ca及びMg血症を否定した。多く

の発症牛は粗飼料をチモシー乾草に変更した数日後に

症状が改善した。以上の成績から本症例をエンドファ

イト中毒と診断した。発症要因として輸入ペレニアル

グラスの単独給与が挙げられた。 

 

401 大脳皮質領域に層状壊死が観察され鉛中毒およ

びチアミン欠乏症が否定された子牛の1例：岩手県中

央家保  古川岳大、高橋真紀 

神経症状が観察された翌朝に死亡した117日齢の黒

毛和種子牛 1 例を病理学的および生化学的に検索し

た。剖検により大脳皮質領域に黄白色巣が存在し、同

病巣は紫外線照射により自家蛍光を発した。組織学的

に、大脳皮質領域に巣状ないし層状の壊死が存在した。

同変化は頭頂葉および後頭葉の中間層から深層におい

て優勢であり、神経細胞の虚血性変性、神経網の粗鬆

化および星状膠細胞の腫大により特徴づけられた。剖

検時に得た肝臓および腎臓皮質領域の湿重量中鉛濃度

はともに0.5ppm未満、大脳皮質、同髄質、肝臓および

心臓の湿重量中チアミン濃度は、同順序で0.84、0.65、

2.72および2.06ppmであり、正常値の範囲内であった．

本例の飼養環境下に鉛含有物質は認められず、給与飼

料の急変や濃厚飼料の多給も確認されなかった。本例

の大脳病変の性質と分布は鉛中毒あるいはチアミン欠

乏症に類似したが、疫学および生化学的検査成績から

両疾病の関与は否定された。 

 

402 黒毛和種子牛に見られた大脳皮質壊死症と対

策：宮城県大崎家畜保健衛生所 豊島たまき、田中廣 

黒毛和種繁殖雌牛100頭を飼養する農場で、平成18

年8月から10月にかけて5～7か月齢の子牛5頭が歩

様異常、後弓反張等の神経症状を呈し2頭がへい死。3

頭はチアミン製剤の早期投与により回復。へい死牛 1

頭の病性鑑定を実施し、365nm の紫外線照射で大脳割

面皮質領域に自家蛍光を確認。病理組織学的検査で大

脳皮質の層状壊死、神経細胞の萎縮等を観察。血液生

化学的検査で発症時の全血中チアミン濃度は

1.6ng/mlと低値。以上より大脳皮質壊死症と診断。同

農場の 4～9 か月齢子牛のチアミン濃度を測定したと

ころ、25頭中6頭が低値(9.6～15.9ng/ml)を示した。

原因が粗飼料給与不足、群飼による飼料摂取量の偏り
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等にあると推察。10月中旬から稲ワラ追加による粗飼

料増給、飼養密度の改善等を行い、12月に5～10か月

齢子牛のチアミン濃度を測定したところ、低値(17.8

～19.4ng/ml)を示す個体は21頭中2頭に減少。その間

に1頭が発症したものの早期治療により回復、その後

の発生は認めず。 

 

403 県外導入牛に起因する呼吸器系疾病への取組：

宮城県仙台家保 矢島りさ、岸田忠政 

 重度の皮下気腫を呈した牛 RS ウイルス病や牛コロ

ナウイルス(BCV)病・マイコプラズマ肺炎など導入牛に

起因した疾病が管内で発生。BCV は複数農場での発生

や同居牛への感染拡大を認めたため、関係機関による

対策会議の開催、病原体保有状況調査を実施。調査対

象は１農協管内で県外より一括導入した 25 頭と既存

の同居牛30頭(3 町村15戸)の黒毛和種繁殖雌牛。マ

イコプラズマ(My)3種のPCR検査、ウイルス6種(IBR･

RS･PI-3･BVD･Ad-7･BCV)のPCR及び抗体検査、パスツレ

ラ属菌(PS)分離を実施。導入牛25頭中18頭でBCV、9

頭でMy遺伝子を検出、8頭でPS分離。ペア血清での

BCV 抗体価は有意に上昇。同居牛は全頭で各種ウイル

ス・Myの遺伝子未検出、PS未分離。抗体検査ではIBR 

18 頭、PI-3 14 頭、BCV 3 頭が抗体未保有。以上の結

果から導入牛に起因する疾病発生の危険性が示唆。対

策として導入後一定期間の隔離飼育の推進や導入直後

に投与する抗生剤の選択、同居牛では抗体陰性牛の免

疫補強等を指導。 

 

404 起立不能牛に見られたLafora病を疑う症例：宮

城県仙台家保 及川俊徳 

 Lafora 病は医学領域で、中枢神経の神経細胞に

Lafora小体（ポリグルコサン小体）を認める進行性ミ

オクローヌスてんかんとして知られている。牛で同様

の所見を認めたので報告。酪農家で平成18年4月頃か

ら食欲不振、起立不能を呈する牛が 4 頭続発、3 頭淘

汰、４頭目のみ病性鑑定を実施。臨床症状は、突然の

起立不能、犬座姿勢、沈鬱状態で反応性減弱、左後肢

大腿部表面の痙攣。剖検所見は、大脳軽度充血、大腿

部筋肉は暗赤色。病理組織所見は、視床の神経細胞体

細胞質に円形からカリフラワー状の小体を 1 ないし 2

個観察。小体は、中心部が均質無構造、周辺部は細顆

粒状、弱好塩基性、PAS陽性、アミラーゼ/PAS染色抵

抗性。神経網にも円形滴状物を多数観察。大脳、中脳、

小脳にも小体を認める神経細胞を散見。透過型電子顕

微鏡では幅約 10nm 程度のフィラメントの放射状集塊

として観察。以上より、小体はポリグルコサン小体の

特徴と一致したことから、本症例は牛のLafora病と考

えられた。 

 

405 黒毛和種子牛のアーノルドキアリ奇形発生例：

山形県庄内家保 木口陽介 

2006年8月、黒毛和種繁殖農場で新生子牛異常が発

生。出生時は、起立不能、両後肢の拘縮、腰十字部の

皮膚の開放、鎖肛を認めた。剖検所見では、大脳後頭

葉延長、小脳は無形成で膜状痕跡を認めた（アーノル

ドキアリ奇形）。また癒合腎、十字部後方に二分脊椎を

認め、以降の脊髄が無形成であった。病原学的検査で

は当該牛主要臓器の細菌検査、当該牛・母牛血清の異

常産関連ウイルス検査を行い関与を否定。当該牛のビ

タミンA値（以下VA）は肝臓で1.1IU/g、血清で17IU/dl

とやや低値。母牛では、異常産子分娩後２日目で

82IU/dl、３カ月後で 118IU/dl。同居成牛では平均

114IU/dl と正常範囲。これらの牛のβ-カロチン及び

ビタミンE値はいずれも正常範囲であった。VAは胚の

神経管形成時期の中枢神経の発達に関与する事が報告

されており、神経管閉鎖不全の誘因の１つと考えられ

ている。しかし、今回の症例ではVAとの関与は示唆さ

れなかった。 

 

406 肉用牛に発生したエンドファイト中毒：山形県

置賜家保 大河原博貴、馬渡隆寛 

平成18年4～5月、管内肉用牛農家3戸5頭で震戦

および歩様蹌踉等の神経症状を示す個体が散発。16ヵ

月齢の1頭について病性鑑定を実施したところ、剖検

所見は大脳皮質の充血・脳室拡・腎の斑状退色。HE染

色で小脳皮質の空胞化・単核球による囲管性細胞浸潤。

ボディアン染色で小脳顆粒層での軸索膨化。細菌検査

で有意菌（－）。大脳皮質の紫外線照射で自家蛍光（－）。

3 戸で給与されていた乾草は同一業者から購入した輸

入ライグラスで、穂の形態からペレニアルライグラス

と判断。種子のローズベンガル染色で3検体中2検体

からNeotyphodium loli様菌糸を確認。ロリトレムＢ

は 3 検体全てから検出され、濃度は 366～1,644ppb。

以上の結果から、本症例をエンドファイト中毒と診断。

発生農家に対し当該乾草の給与停止および他の乾草へ

の切り替えを指導したところ、残る 4 頭は数日～2 週

間以内に回復。 

 

407 子牛育成農場の衛生対策：福島県相双家保 榛

葉謙太郎、原 恵  

 乳用種・F1雄子牛を200頭飼養する哺育育成農場に

おいて、平成 18 年 8 月中旬から 10 月中旬にかけ、4

～8 ヶ月齢の育成牛で呼吸器症状による死亡数が増

加。死亡牛1頭で病性鑑定の結果、肺からPasteurella 

multocida 分離、病理組織学的に線維素性肺炎を呈し

パスツレラ症と診断。発生予防対策として①発症牛の

隔離飼養と、分離菌の薬剤感受性試験結果をふまえた

効果的な投薬②飼育密度の適正化や清潔な飼養環境の
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整備③カーフハッチの洗浄消毒の徹底など飼養衛生管

理基準及び家畜防疫対策要綱に基づく一般的な衛生管

理の徹底を継続的に指導。さらに家保による発泡消毒

を行った。その結果農家の衛生意識が向上し、11月以

降死亡は確認されていない。今後も病傷事故低減に向

けて、哺育から育成まで全般にわたる衛生対策指導を

実施。 

 

408 肥育子牛に発生した大脳皮質壊死症の一症例：

群馬県家衛研 仲重朋子、瀧澤勝敏           

平成18年7月、交雑種去勢牛200頭を飼育する肥育

農家において約4ヶ月齢の子牛1頭が食欲不振、歩様

蹌踉を示し、2 日後には横臥、四肢伸長および後弓反

張がみられ、病性鑑定を実施。剖検所見では大脳背面

軟膜が混濁、皮質部が融解。大脳の紫外線照射で皮質

部に自家蛍光を確認。細菌およびウイルス検査は陰性。

病理組織検査では大脳皮質の層状壊死と軟化、前胃に

おける粘膜上皮の角化亢進、第三胃炎が認められた。

血液検査ではグルコース、NEFAおよびASTが高値を示

した。チアミン濃度は大脳皮質0.076μg/g、大脳髄質

0.155μg/g、血清1ng/ml未満とすべて低値であった。

以上の結果から大脳皮質壊死症と診断。同居牛４頭の

血液中チアミン濃度は正常値の範囲にあった。本症例

は前胃粘膜上皮の角化亢進から、濃厚飼料多給に起因

したルーメンアシドーシスの発生が推察され、チアミ

ン代謝障害が伺われた。  

 

409 繁殖障害牛に対する子宮洗浄・排卵同期化併用

処理での受胎成績：群馬県浅間家畜育成牧場 川島敬

二 

  年間約600頭を預かる当牧場でH16、17年度年間牛

および秋入牧牛を対象に繁殖障害牛（子宮系異常5頭、

卵巣系異常43頭、その他20頭）に対する治療として

排卵同期化処理を使った定時人工授精（Selectsynch）

を実施。子宮洗浄を前処理として併用した洗浄区 21

頭、無洗浄区 47 頭の受胎成績は、それぞれ 57.1％、

48.9％であった。繁殖障害原因別受胎率は子宮系異常

で40.0％（洗浄区50.0％、無洗浄区0％）、卵巣系異

常で46.5％（それぞれ40.0％、47.4％）、その他原因

を特定し得ない牛で 65.0％（それぞれ 66.7％、

62.5％）。実施月齢別では高月齢で受胎率が高くなる

傾向。発情兆候の有無・排卵誘発剤の使用別では発情

確認牛で58.9％である一方、発情兆候無しで16.7％で

あった。今回実施したSelectsynchは従来の定時人工

授精（Ovsynch）に比べ発情兆候を基準に人工授精が実

施できることや発情兆候無しの場合でも実施できるこ

とから、繁殖実施率の向上や繁殖障害別に前処理を併

用することで、さらに受胎成績の改善を図ることが可

能であると思われた。 

410 血液性状検査による交雑種肥育牛の肉質向上へ

の取組み：埼玉県中央家保 河津理子、加島恭美 

 本県肉用牛のほぼ半数の F１肥育牛で、血液性状検

査を肉質向上に活用させるため、農家・診療獣医師・

家畜保健衛生所で研究会を立上げた。同一の濃厚飼料

給与のF1肥育農家3戸54頭の血中VA・VE・T-Cho・

BUNを平成16年9月～平成18年5月に測定。飼養管

理状況と枝肉成績は農家へ聞取調査を実施。A農家は、

肥育中期の VA 値が B 農家・C 農家よりも低く、VE・

T-Cho・BUN値は２農家より安定して高値、脂肪交雑評

価基準の平均値が２農家よりも有意に高い 5.0、枝肉

成績B3以上の比率は88.9%と も良い成績。同一の濃

厚飼料給与にも関わらず成績に差があり、飼料切替方

法・導入時期・雌雄等の違いが枝肉成績に影響してい

ると考えられた。研究会では、成績を情報交換し、成

績の良い農家の飼料切替方法を取り入れるなど、農家

が意欲的に取り組む気運が高まった。今後、研究会を

発展させ、F1肥育牛に適した血液性状推移の指標を設

定、活用し、さらなる肉質の向上を目指したい。 

 

411 黒毛和種に発生したエンドファイト中毒を疑う

症例：埼玉県熊谷家保 吉田香 近藤晴哉 

平成18年3月上旬、管内の黒毛和種肥育農場（繁殖

牛17頭、肥育牛153頭を飼養）で、繁殖牛1頭の左後

肢蹄が冠関節から脱落し死亡。畜主の依頼を受け、病

性鑑定を実施。死亡した当該牛の他に、繁殖牛6頭に

後肢繋部の腫脹や後肢の挙上等の症状が見られたが、

肥育牛に異常無し。平成17年12月上旬、繁殖牛に給

与していたトールフェスク（米国オレゴン州産）のロ

ットを変更してから、繁殖牛に後肢腫脹の症状が散見。

発症牛6頭の血液生化学検査ではGOT、CPKが高値を示

したが、感染症や代謝障害を疑う所見は認められず、

硝酸態中毒も否定。トールフェスク種子にエンドファ

イト様菌糸を確認。エンドファイト産生毒素エルゴバ

リン濃度は360ppb、ロリトレムB濃度は19ppbであっ

た。いずれの毒素も米国の基準値以下であったが、検

査成績、症状および発生状況からエンドファイト中毒

が強く疑われた。発生農場には当該飼料の給与中止を

指導し、畜産農家及び関係者に注意を喚起。 

 

412 黒毛和種肥育農場への代謝プロファイルテスト

からのアプローチ：神奈川県県央家保 三木桐美、萩

原茂紀 

 黒毛和種を肥育するY農場は、県肉牛共進会等で毎

年上位の成績を修めているが、まれに起立困難牛が発

生。黒毛和種肥育牛の事故は経済的被害が大きいため、

代謝プロファイルテスト（MPT）等を実施。Y農場は、

肥育素牛を約10ヶ月齢で導入するため、検査対象を約

13、18、24 ヶ月齢とし、臨床症状及び血液中の VA、β
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カロテン（βC）、総コレステロール（TCHO）等15項目

を測定。結果、VAは約13、18ヶ月齢では50IU/100ml

以下を認めないが、約 24 ヶ月齢では半数で認めた。β

Cは約13ヶ月齢では約4～80μg/100ml、約18、24ヶ月

齢では10μg/100ml以下。この成績から、畜主は、約24

ヶ月齢以降の VA 欠乏症防止等を考慮して給与飼料を

変更。TCHO等は、一部を除きほぼ正常といえる値。MPT

実施により、Y 農場と家保のつながりを深めるきっか

けとなる。MPT 実施牛の多くは未出荷であり、今後、

枝肉成績等の追跡調査を継続し、黒毛和種肥育経営の

一助としたい。 

 

413 和牛子牛の白筋症の一例：富山県東部家保 岡

部知恵、天野宏志 

生後約3週齢より下痢がみられた約3ヶ月齢の和牛

子牛1頭が、起立不能。抗生剤等の治療により下痢は

治癒、その後、ビタミン（V）Ｅとセレンの合剤投与を

含めた治療がなされるも起立せず、予後不良のため病

性鑑定を実施。剖検では、両後肢大腿部の骨格筋の白

色軟化や、左腎の退色・腫大と腎盂と尿管の拡張、右

腎の萎縮および出血を伴う梗塞巣が多発。組織学的に

は、内側広筋で硝子様変性と再生像および石灰化がみ

られ、横隔膜、舌、食道筋層にも同様の病変。腎臓で

は、右腎で多発性壊死、左腎で尿細管の著しい拡張を

伴う間質の線維化。血液検査では AST172U/L、CPK＞

20000U/L、LDH＞9000U/Lの上昇、VE30.3μg/dlの欠乏

値がみられた。以上から病鑑牛を白筋症と診断。同居

牛のVE、セレンに欠乏値がみられなかったことより、

飼料中に両成分の欠乏がなかったと示唆された。 

 

414 ２歳齢の牛で認められた Eisenmenger 症候群の

病理組織学的検討：石川県南部家保 中田昌和 

2005 年 11 月に死亡した2歳齢のホルスタイン雌牛

に赤血球増加症、全身のチアノーゼ、心室中隔欠損、

右心室肥大、大動脈右方転移が認められ、Eisenmenger

症候群と診断。今回さらに病理組織学的検査を追加実

施。肺では気管支に添う動脈で血栓形成、中・外膜に

おける血管腫様血管増生、水腫および線維芽細胞の出

現と内膜の肥厚が見られ、細気管支～終末細気管支に

添う動脈（中小動脈）では内・中膜の肥厚、叢状病変

の形成および外膜に結合組織の増生を認めた。また、

対側の肺では軽度の好中球浸潤を伴った重度のうっ血

水腫と出血が見られ、一部で肺胞の壊死を認めた。動

脈の血栓形成および中小動脈の内・中膜の肥厚と結合

組織の増生から二次性肺高血圧症と診断。本報告は、

牛で希少なEisenmenger症候群における重度の肺高血

圧性病変に関する、初めての詳細な報告である。 

 

415 一酪農家の繁殖管理技術指導：福井県家保 二

本木俊英、小林宗之 

 搾乳牛約70頭を飼養する酪農家に、集中的、濃密な

繁殖管理技術指導を実施。平成17年度以降、全飼養牛

のデータ（分娩日、人工授精（AI）日、AI回数、治療

の有無、治療内容、治療後のAI状況、次回分娩予定日

など）を家保が把握した上で、農林総合事務所普及指

導員の協力のもと、事前に検診予定牛のチェックを依

頼。検診日には、検診予定牛のりん告の再確認、AI後

33日目以降での早期繁殖検査、分娩予定牛の分娩日の

確認、分娩後 60 日目以降での早期繁殖検査、AI 状況

の確認、繁殖障害牛の廃用淘汰などを指導。開業獣医

師とは2枚複写の検診表により繁殖検査データを共有

化し、長期未受胎牛については個別ファイルの作成に

より的確な診断に努めた。さらに月1回の繁殖管理技

術指導を2回にするなど濃密指導を実施。その結果（以

下、17年度成績→18年度成績）、受胎までの検診回数

（5.4回→2.7回）・治療回数（2.0回→1.2回）、AI回

数（3.1回→1.6回）、初回AIから受胎までの日数（143

日→51日）、分娩間隔（557日→470日）が改善された。 

 

416 皮膚型牛白血病の病理学的検索：福井県家保 

武田佳絵、仲村和典 

約45頭飼養する酪農家で、ホルスタイン種、雌、15

ヶ月齢の牛に平成18年４月頃から、全身の皮膚に直径

約１～５㎝で、被毛が残存する腫瘤が多発。一部の腫

瘤はさらに大型化し、痂皮や化膿を伴う。腫瘤の生検

材料ではリンパ球様腫瘍細胞が増殖。予後不良で病性

鑑定を実施。腫瘤は、肥厚した真皮で、乳白色の髄様

の組織であった。全身の体表リンパ節、内側腸骨リン

パ節および乳房リンパ節が著明に腫大。病理組織学的

検査では、皮膚の腫瘍細胞は真皮で濾胞状からび慢性

に増殖し、有糸分裂像を伴う。腫大したリンパ節でも

腫瘍細胞が浸潤および増殖し、固有構造が崩壊。免疫

組織化学的には、CD79a陰性、CD３陽性、WC1陽性を示

し、γδＴ細胞であった。γδＴ細胞性の皮膚型牛白

血病で認める皮膚の腫瘍細胞を排除する像や、内臓で

の腫瘍細胞の増殖は認められなかった事から、腫瘍形

成後早期であった、または、そのような性質の細胞で

あったと考察。 

 

417 黒毛和種繁殖農場の代謝プロファイルテスト：

長野県佐久家保 今村友子、木下茂人 

 繁殖管理指導の精度向上のため、2 戸の黒毛和種繁

殖農場において代謝プロファイルテストを実施。乳用

牛の牛群ドックマニュアルを基本にステージ区分をⅠ

期(分娩後8～100日)、Ⅱ期(分娩後101～200日)、Ⅲ

期(分娩後201日以上)とし、血液成分の分布から牛群

の栄養管理を評価。結果は 2 農場とも BUN、総コレス

テロールの低値傾向と遊離脂肪酸(FFA)の高値傾向が
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認められ、飼料給与診断でもタンパク質が不足傾向。

そこで直近の分娩間隔が400 日未満(A群)と 400 日以

上(B群)で比較したところ、B群でBUN及び中性脂肪は

低値傾向、FFA は高値傾向。以上からこれらの検査項

目を栄養指標とした代謝プロファイルテストは黒毛和

種の繁殖管理指導に有用で、今後は各項目の基準値設

定や手法のマニュアル化が必要と考察。 

 

418 脱毛を特徴とした肥育牛の病性鑑定事例：長野

県松本家保 中島純子  

 2006 年 2 月下旬､肉用牛(F1、ホルスタイン)肥育農

場の､発育不良子牛の病性鑑定殺を実施。顔面、腹部、

四肢等全身脱毛し、脱毛部皮膚は落屑、痂皮を形成。

病理組織所見よりビタミン欠乏あるいは Zn、Cu、I、

Co等微量無機物欠乏による発毛障害が疑われたが、皮

膚病及び発育不良の原因特定には至らず。その後も脱

毛・下痢を呈する個体が散発し、6 月下旬に立入検査

を実施、胸垂の脱毛・発赤を呈する牛を多数確認、一

部の牛は四肢・顔面・尾部の脱毛を確認。脱毛部皮膚

の落屑、掻痒は認められず。脱毛は11～13月齢のホル

スタインで顕著、F1では脱毛不明瞭。子牛同様ビタミ

ン欠乏、Zn欠乏等を疑ったが血液血清生化学検査では

特に異常は認められず。細菌や寄生虫の感染は否定。

脱毛が胸垂部に集中しているが飼槽との摩擦等物理的

な刺激は認められず、原因特定に至らず。 

 

419 乾乳期の血液検査を中心とした農家指導：静岡

県東部家畜保健衛生所 塩谷治彦   

当所では平成6年よりA農協管内酪農家集団に対し、

乾乳期の血液検査を利用した周産期疾病予防対策を継

続指導。検査項目はTP、A/G、GOT、T-cho、NEFA、BUN、

ボディーコンディションスコア（BCS）。この結果を基

に分娩までの飼養管理について指導。平成16～18年度

には、195頭を検査、97頭（50%）に異常値を認め、周

産期疾病の発症は24頭（13％）、死廃頭数は3頭（1.5%）

であった。平成6～8年度の周産期疾病発生率は29.1%、

死廃事故率は3.7%であり、指導の効果が認められた。

平成18年共済事故統計では、指導農家の周産期疾病及

び死廃事故発生率は、地域全体の発生率に対して低い。

周産期疾病発生牛とその他の牛の GOT、T-cho、 NEFA

値に有意差が無いことから、適正な乾乳期の対策をと

ることで、ある程度の周産期疾病は防ぐことができる

と思われた。疾病発生牛のBCSは有意に高く、今後は、

泌乳後期のBCS指導を加えることで、さらなる周産期

疾病の減少を図る。 

 

 

420 肉用繁殖牛に見られた腐敗甘藷中毒を疑う間質

性肺炎発生事例：京都府中丹家保 西村麻紀、松田誠

一 

 本年５月末、成牛13頭を飼養する和牛繁殖農家にお

いて、１頭が熱発、肺音粗励、透明鼻汁排出等を示し

上診。補液、抗生物質の投与等加療するも症状は改善

せず、発症３日目に症状悪化、４日目の朝に死亡が発

見され、病性鑑定を実施。剖検では肺の充うっ血、気

管粘膜及び心外膜の点状出血、肝の褪色等。病理組織

学的検査では肺の充血と水腫、肺胞上皮のⅡ型化と増

殖、硝子膜の形成等、間質性肺炎の組織像を認めた。

病原検索では、鼻腔スワブ、血球、肺、肝、脾からの

ウイルス分離陰性、牛ＲＳウイルスのＰＣＲ法陰性。

鼻腔スワブ、肺からの菌分離陰性。中毒を疑う疫学情

報として、発症約１週間前に圃場に残存していたサツ

マイモ約３kgを給与。中毒は感染症と共に牛の間質性

肺炎の主な原因の１つであり、本症例は腐敗甘藷中毒

が疑われた。牛は腐敗したサツマイモでも好んで採食

することから、牛へのサツマイモの給与について、農

家への注意喚起が必要。 

 

421 低受胎酪農家の繁殖成績向上対策：和歌山県紀

南家保柏木敏孝、高橋康喜 

 当管内で低受胎が深刻化した酪農家があり、繁殖成

績の向上対策を実施したところ、成果が得られたので、

その概要を報告。対策前、人工授精は畜主が実施。実

施頭数は27頭で凍結精液の使用本数は162 本。27頭

のうち受胎したのは4頭で、受胎率は約14.8％。指導

前の給与飼料を各乳量毎に検討。当農家の大半を占め

る乳量35kg～20kg搾乳している牛群で、DM、TDN、CP

の充足率は85～95％、80～87％、88～97％。繁殖成績

向上のための第1段階の対策では、空胎期間が比較的

短く、年齢も比較的若い牛10頭を選択し、家畜保健衛

生所が繁殖検診、治療等をおこない優先的に人工授精

を実施。第2段階の対策では、家畜保健衛生所による

繁殖検診を週1回以上とし、全頭の人工授精を家畜保

健衛生所が実施。給与飼料は各乳量毎に給与量の改善

を指導。第1段階対策で受胎率は約55.6％に向上。第

2段階対策では受胎率は80.0％に向上。給与飼料のTDN

の充足率は92～94％、CPの充足率は95～100％に増加。 

 

422 新規大規模酪農場における繁殖管理指導：和歌山

県紀南家保 松本順也、上杉秀樹 

 当管内で初妊牛を導入し、飼養頭数213頭の企業型

酪農場が稼動。当農場は搾乳作業および給餌の効率化

が図られているが、発情観察は酪農経験の浅いスタッ

フにより行われている。我々は繁殖管理の当酪農場の

改善指導を実施。内容として繁殖台帳の作成指導及び

当所との情報の共有化、繁殖検診の実施。また、以下

の指導を優先順位をつけ行った。1.発情発見を容易に

行うため、①長期不受胎牛のみを集めた牛群管理、②
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ヒートディテクターの利用、2.人工授精時の発情粘液

の観察、3.発情誘起処置、4.定時受精の実施、5.種雄

牛を用いた自然交配の実施の 5 項目である。結果 11

月現在の繁殖成績は平均分娩間隔は13.5ヶ月、平均授

精回数が 2.2 回、発情発見率は 67%であり、初回授精

日数の平均が79.8日であった。また、受胎牛のうち約

8 割が分娩後 180 日以内に受胎。牧場の大規模化によ

り繁殖管理が難しくなっている。今後、万歩計などを

用いた群管理に適した繁殖管理技術の導入も考慮した

い。 

 

423 食餌性ケトーシスの関与を疑う乳牛の起立不能

症：鳥取県倉吉家保 錫木淳、井上真寛 

平成18年4月～6月に1戸の乳牛飼養農家で起立不

能が多発し、不良発酵サイレージ摂取による食餌性ケ

トーシスの関与を疑ったので概要を報告。当該農場は

搾乳牛 20 頭規模で 4 月から起立不能が散発していた

が、6/12・13と連日発症したため立入し血液検査、尿

検査を実施。尿ケトン陽性となり加療するが、6/15さ

らに1頭発症したため鑑定殺を実施。病理解剖、病理

組織学的検索では特定の疾病を疑う所見はなく、細菌

培養では肺から連鎖球菌を分離。血液検査では群とし

て低 Ca、高 NH3 傾向等の他、βヒドロキシ酪酸(BHB)

が上昇。第一胃内容及び給与サイレージの揮発性脂肪

酸(VFA)分析により酪酸の高値を確認し、食餌性ケトー

シスの関与を疑った。購入乾草によるサイレージの希

釈で対応し、6月末までに計7頭の発症で終息。11月

検査時には牛群の血中BHBは有意に低下しサイレージ

希釈の有効性を確認。BHB 上昇により総ケトンとして

閾値を超え、発症に至ったと推察。 

 

424 牛の好酸球腸炎を疑う二症例：鳥取県倉吉家保 

岡田綾子、井上真寛 

管内の黒毛和牛繁殖農家で、5 ヶ月齢頃から慢性下

痢を呈し、発育不良となった育成牛2頭（①13ヶ月② 

14ヶ月齢）を病性鑑定。食欲減退、軟便～下痢、被毛

粗剛、①は四肢の脱毛。血液検査で好酸球増多、ヘマ

トクリット・総蛋白・アルブミン・総コレステロール

の低下。糞便検査で寄生虫卵等は検出せず。血球から

牛ウイルス性下痢ウイルスの特異的遺伝子は検出され

なかった。剖検で２頭に共通して小腸粘膜の肥厚、腸

間膜リンパ節の重度腫脹、②では両側腎に粟～米粒大

白色結節を伴う出血巣散発。小腸内容と粘膜塗抹標本

からヨーネ菌は検出せず。小腸内容と腸間膜リンパ節

から有意菌分離陰性。病理組織検索で回腸粘膜固有層

に重度好酸球浸潤を確認。臨床的・血液学的・病理学

的所見が好酸球性腸炎に類似。 

 

 

425 慢性肺炎・下痢症罹患黒毛和種子牛病性鑑定事

例：島根県家畜病鑑室 東智子、新井伸雄 

 繁殖肥育一貫経営農場で、1週齢より下痢、1ヶ月齢

より気管支肺炎を呈した子牛が6ヶ月齢時に死亡、病

性鑑定実施。子牛は脱水および削痩を呈し、解剖によ

り被包化膿瘍形成を伴う暗赤色無気肺形成、肺・心嚢

の気腫形成、空回腸および盲腸粘膜の暗赤色化等を確

認。病理組織所見は被包化膿瘍形成を伴う慢性肺炎お

よび間質性気腫。細菌検査で肺より 105 ccu/ｇの

Mycoplasma bovisを分離。その他有意菌分離陰性。慢

性肺炎の発生原因として誤嚥性肺炎を疑う。肺炎病巣

では抗M. bovis抗体による免疫染色にて一部陽性を確

認。消化管ではコクシジウムおよびクリプトスポリジ

ウム感染を伴う結腸炎。本症例は１週齢時より下痢、

20日齢より血便を排出しており、分娩房におけるクリ

プトスポリジウム感染および単房飼育時におけるコク

シジウム感染、群飼される1ヶ月齢以降にはM. bovis

感染等に配慮した衛生対策が必要。 

 

426 公共牧場を核とした和牛増頭対策の試み：岡山

県高梁家保 多賀伸夫、金岡孝和 

当所では平成１４年度より受精卵移植技術を活用し

た公共牧場と管内肉用牛繁殖農家との連携を構築。平

成１５年度からは農家の要望を受ける形で、預託牛へ

の和牛受精卵移植を積極的に推進。その結果、現在（平

成１５年4月から平成１８年１２月）までで合計６２

頭のＥＴ和牛が生産され、１８頭の雌子牛が地域に保

留。子牛市場にも１５頭出荷。さらにＥＴ生産された

和牛子牛は酪農家での育成が難しいため、今まではぬ

れ子で肥育農家へ出荷される例が多かった。近年の和

牛子牛の価格高騰を受け酪農家でも子牛市場へ出荷を

行ない、和牛繁殖を経営手段の一つにつなげる例も出

てきている。関係機関の協力により、公共牧場は今後

とも和牛の一大生産拠点としての位置づけが可能であ

る。 

 

427 肉用繁殖牛に発生した、エンドファイト中毒を

疑う蹄壊疽：高知県中央家保嶺北支所 岡本令奈、山

崎也寸志 

平成17年12月、繁殖雌牛27頭を飼育する農家から、

母牛数頭が跛行との診療依頼。患部は全て両側後肢で、

肢端部に限局した腫脹、脱毛、鱗屑を認めた。食欲等

一般状態には異常は認められず、ビタミン欠乏や趾間

フレグモーネ、細菌感染等を疑い抗生物質などで治療

を行った。発症した4頭のうち、軽症の2頭は完治。

しかし重症の2頭は徐々に乾性壊疽が進行、約5ヶ月

後基節骨以遠が脱落。1 頭は廃用、もう 1 頭は妊娠末

期のため、感染予防の治療を続けた。 

当該牛には長年、輸入トールフェスクがほぼ単味で給
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与されていた。そこで、ローズベンガル染色を行った

結果、エンドファイト様菌糸を確認。さらにエルゴバ

リン濃度は平均952ppbと高濃度を示した。また、気温

調査により、12月の平均気温は平年よりやや低いこと

が判明。以上の所見より、今回の症例はエンドファイ

ト中毒による蹄壊疽と診断した。これらをもとに給与

飼料の指導を行い、その後の発生は見られない。 

 

428 ホルスタイン種子牛に見られた多鼻（double 

nose）の一例：高知県高南家保 谷本忠司 

早産（妊娠８か月）で生まれたホルスタイン種雄子

牛が、虚弱及び鼻の異常により鑑定殺。子牛の鼻は二

つ垂直に形成。上の鼻（上）は単鼻孔で小型、下の鼻

（下）は正常外観。上の鼻骨は頭蓋骨付近で皮膚及び

骨欠損、線維性被覆。直下は軟骨性洞構造。鼻横断面

は、上に鼻中隔なく、鼻甲介未発達。咽頭及び下との

連絡なし。下は正常鼻腔。他臓器に異常なし。母子血

清の抗体検査（アカバネ、アイノ、チュウザン、イバ

ラキ、流行熱、BVD-MD及びブルータングウイルス並び

にネオスポラ原虫）は陰性。当該家系の先天異常なし。

症例の特徴は、多鼻と呼ばれる非常に稀なヒト鼻孔の

先天性過剰形成のうち、鼻が二重に形成されるdouble 

noseに相当。鼻骨病変の合併はヒト報告なし。本症例

は極めて貴重。原因不明。抗体検査から、対象病原体

の関与否定。発生機序は、鼻の原基から小原基が分離

又は発生。その後、原基は正常鼻に発達。小原基は異

常鼻を形成し、鼻骨は頭蓋骨に異常結合したと考察。 

 

429 Ｔ細胞由来子牛型白血病の一症例：福岡県筑豊家

保 小森敏宏、今村和彦 

 元気、食欲共に良好な35日齢Ｆ１雌子牛が家畜市場

出荷直前に体表リンパ節の両側性腫大を呈す。家保は

血液検査結果（RBC；10,710,000/μｌ、WBC；31,200/

μｌ、リンパ球；87%、異形リンパ球多数、Ht；43%、

BLV-AGP；陰性）から散発性牛白血病を疑い、畜主に出

荷を中止させ病性鑑定を実施。１材料及び方法：発症

子牛１頭を材料に、通常の検査と免疫組織化学的検査

（免疫染色）及びBLV-PCRを実施。２検査結果：①解

剖；全身のリンパ節腫大、胸腺軽度腫大、肝、脾、腎

腫大。②組織学的検査；各種リンパ節、胸腺及び主要

臓器にリンパ様細胞の腫瘍性増殖。③免疫染色；腫瘍

細胞はCD3陽性、CD79α陰性を示しＴ細胞由来。④細

菌検査；陰性⑤BLV-PCR；陰性。３まとめ：胸腺の巨大

化を認めず、約１カ月齢で発症していることから胸腺

型を否定し、Ｔ細胞由来子牛型白血病と診断。迅速か

つ的確な診断により出荷先でのトラブルを未然に防ぐ

ことができた事例。 

 

430 肉用牛における白筋症発生防止対策：佐賀県北

部家保 千綿秀之 渋谷浩 

過去に白筋症の発生のあった地域において、肉用子

牛の下痢の治療として、ビタミン E(VE)とセレニウム

(Se)製剤の注射により症状が改善したことから、当地

域の繁殖農家11戸（母牛：20頭、子牛30頭）につい

て血中VE､Seを測定して白筋症の発生防止対策の指導

等を行った。母牛の血中Se含量は30.6～76.5 ppbで

9 頭が正常範囲以下であった。子牛は 22.7～81.3ppb

で17頭がSe欠乏状態にあった。これら子牛にはVE､Se

製剤注射の指導を行ったところ血中含量（VE平均325

→423μg/dl、Se平均40→50ppb）は上昇した。今回、

Se 欠乏状態にあった子牛については白筋症の発生予

備群であった可能性が高いと考えられた。本対策につ

いては、今後とも継続して実施するが、VE､Se 製剤の

注射による処置では農家自身による対応が難しいこと

から飼料添加等を併用した予防プログラムを作成し、

白筋症発生防止に努めたい。 

 

431 自給飼料作物中の硝酸態窒素及びカリウム含有

量の実態調査：佐賀県中部家保 池添博士、山崎勝義 

家畜糞尿を過剰に施肥した圃場から生産された粗飼

料を牛が長期間多量に摂取すると、硝酸塩中毒や乳熱

などに罹患し生産性を阻害する。そこで管内の牛飼養

農家の自給粗飼料中の硝酸態窒素（以下：NO3-N）、カ

リウム（以下：K）含量、ふん尿の施肥状況及び粗飼料

の給与状況等について調査を行った。調査内容として、

①粗飼料の給与状況②ふん尿施肥状況③病傷死廃状況

を調査した結果、イタリアン乾草では、NO3-N 濃度が

4000ppm以上の高い値を示し、Kも3.97%を示すものも

見られ、NO3-N 給与量及び K の一番多い農家では、病

傷・死廃率が245%と高く、飼養頭数の約70%の牛が死

廃されていた。これら病傷死廃率の高い農家の自給粗

飼料への給肥施肥量は標準の 3～10 倍以上と高かっ

た。高濃度にNO3-N と Kが含まれている粗飼料を給与

している農家には、病傷死廃事故が多発する傾向にあ

り、飼料作物への堆肥の適正施肥についても指導して

いきたい。 

 

432 粗飼料中のマイコトキシン実態調査（第一報）：

佐賀県中部家保 井上孝正 

管内の牛飼養農家 25 戸で給与されている粗飼料 27

検体を用いて、デオキシニバレノール（以下DON）、ゼ

アラレノン（以下 ZEA）を分析。分析にはアヅマック

ス社製のエライザキットFASTシリーズを使用。その結

果、DON が 3検体（稲ワラ乾草2検体、イタリアンラ

イグラスサイレージ1検体、0.24～0.31ppm、検出限界 

0.2ppm）、ZEAが7検体（イタリアンライグラスサイレ

ージ5検体、生草2検体、0.053～0.091ppm、検出限界

0.050ppm）から検出。2 種以上のマイコトキシンが検
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出されたものはなかった。検出された10検体について

地域的な偏りはなく、許容基準値以上を示す検体は認

めず。DONの検出された1検体、ＺＥＡの検出された5

検体はラップサイレージ化されたものであった。今回

の検査では10検体でマイコトキシンを検出したが、乾

草はZEAが低濃度で検出された以外は検出されなかっ

た。今後は、サイレージを中心に調査を行う必要があ

ると考えられる。 

 

433 黒毛和種子牛の頸部皮下に認められた真菌性肉

芽腫：長崎県中央家保 早稲田万大、浜口芳浩 

 県南家保管内の肉用牛繁殖農家において、6 ヵ月齢

子牛の頸部に複数の皮下腫瘤を認めた。腫瘤の一部を

外科的に切除後、病理組織学的検査により真菌性肉芽

腫と診断。腫瘤は多在性に好中球の集簇が見られ、好

中球集簇周囲にはラングハンス型巨細胞の形成が高度

に認められた。PAS 反応によりラングハンス型巨細胞

細胞質内および腫瘤間質において陽性を示す真菌様構

造物が認められ、グロコット染色では、PAS 反応陽性

部位に一致して真菌菌糸が認められた。真菌は形態か

ら 接 合 菌 が 疑 わ れ 、 抗 Rhizomucor,Clone 

Mab-WSSA-RA-1 抗体を用いた免疫組織化学的染色によ

り、PAS 反応およびグロコット染色陽性部位に一致し

て抗体陽性反応が認められた。また、パラフィン切片

を用い、14種の接合菌に特異的なプライマーを用いた

PCR検査により、Absidia corymbiferaについてのみ特

異的なバンドが確認された。以上より、本症例を

A.corymbiferaによる真菌性肉芽腫と診断。 

 

434 シュウ酸塩を成分とする繁殖牛の腎結石症発生

例：長崎県壱岐家保対馬支所 小林貞仁、清浦邦彦 

 繁殖牛23頭の農家で、平成18年7月9～10日に全

頭の食餌量低下。4 頭が元気消失し、うち 1 頭が起立

困難で7月12日に死亡。残り3頭のうち、軽症2頭は

2～3日後に回復、1頭は血尿等を呈し加療後に回復。

給餌内容は繁殖用配合飼料 1.7kg/頭/日、ふすま代替

飼料1.7kg/頭/日、ワラ3kg/頭/日で、7月5～9日に

ココナッツ粕 1.3kg/頭/日を給与。全飼料中 Ca：P 比

率は0.7：1.0でCa不足。剖検では主要病変部が腎臓

で出血および細尿管腔内に砂状の結石が充満。死亡前

日の血液成績は、BUNが139mg/dl、Caは5.0mg/dl、iP

は15mg/dl以上。同居牛（供試13頭）の血中Caが正

常域より低い個体が 13 頭、iP が正常域より高い個体

は9頭。結石は1mm 程で、Hawk-Oser-Summerson 法斉

藤変法からシュウ酸塩と判定。以上からシュウ酸塩が

成分の腎結石症と診断。今回のシュウ酸塩結石の形成

は、Ca含量の少ない飼料を給与されていた牛に、シュ

ウ酸含量の多いココナッツ粕を多量給与したことが要

因。 

435 褐毛和種の粗飼料多給型肥育へのチャレンジ：

熊本県阿蘇家保 白石隆 

管内の畜産団体が健康で美味しい肉作りを目指し家

保や関係団体と協力し、阿蘇の豊富な草資源を活用し

た地域一貫生産の粗飼料多給型肥育試験に褐毛和種去

勢牛を各6頭用いて取組んだ。試験区は粗飼料多給の

28 ヵ月齢出荷。対照区は一般的肥育方法の 25 ヵ月齢

出荷。血中ビタミンＡ濃度の成績は、試験区で出荷ま

で95.3IU/dl以上を推移、対照区は18ヵ月齢で6頭中

4頭が欠乏値。1頭の総飼料給与量は、粗飼料で試験区

が対照区の3.4倍、濃厚飼料は0.68倍。一日当増体量

は、試験区が0.871kg、対照区が0.957kg。枝肉成績は

試験区でA-3が1頭、A-2が4頭、B-2が1頭。対照区

でA-3が2頭、A-2 が2頭、B-2が2頭。枝重量は試

験区が 474.4kg で対照区は 462.3kg。試験牛は産直交

流会等の直売で完売。試験区は、出荷まで健康な状態

で飼育できた。阿蘇の豊富な草資源を活用し、褐毛和

種の特性を生かした粗飼料多給型肥育の取組みは、安

全で安心な牛肉という消費者の求めに十分対応可能。 

 

436 熊本県のトウモロコシサイレージのカビ毒汚染

調査とスクリーニング方法の検討：熊本県中央家保 

高山秀子、高橋繁一郎 

 県内の自家産トウモロコシサイレージについて、カ

ビ毒のデオキシニバレノール(DON)およびフモニシン

を調査。63検体を材料にELISA分析でDONは29検体

から平均(乾物中)0.38±0.32ppm(範囲 0.20～1.92)検

出。フモニシンは33検体から平均0.92±0.89ppm(0.22

～3.77)検出。一方、ELISA 分析前の乾燥を 50℃及び

105℃で実施した33検体の値を比較。DONは17検体で

50℃が高値。フモニシンは相関あり。高速液体クロマ

トグラフィ質量分析計(LC-MS)分析とELISA分析値を6

検体で比較検討。DONはELISAで1.92ppmがLC-MSで

0.66ppm、フモニシンは3.77ppmの検体が0.82ppm。ま

た、LC-MSで検出濃度は家畜飼料の許容値範囲内だが、

DON やフモニシン以外に4検体からカビ毒の1種であ

るニバレノールが 0.5～0.1ppm 検出。ELISA で高値の

検体はLC-MSでも高めの値で検出され、スクリーニン

グ方法としてELISAキットが有用と考えられた。 

 

437 ビタミンＡ・Ｅ不足牛群で発生した牛呼吸器病

症候群（ＢＲＤＣ）：宮崎県宮崎家保 馬場信隆 

 県内の黒毛和種肥育農場において、導入後9か月以

降の肥育中期から後期の牛群で呼吸器症状を呈して死

亡する牛が多発。当農場では病気の発生前数ヶ月間Ｖ

Ａ剤の投与を怠っていた。死亡牛2頭の病性鑑定の結

果、肺の両側全葉が暗赤色肝変硬化し割面には不整形

壊死が多発、組織学的には重篤な壊死性肺炎を認め、

細菌学的検査で 2 頭の肺又は気管からそれぞれ
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Pasteurella multocid、Mannheimia haemolyticaを分

離。同居牛28頭（うち前後ペア13頭）の抗体検査で、

その多くが、牛パラインフルエンザ3型ウイルス、牛

RSウイルスに対する高い抗体価を保有し、一部の牛で

これらに対する抗体価が有意に上昇。同居牛28頭の血

清VA・VE検査で、VAは導入後5か月目までは50IU/dl

以上だったが、7か月目以降は40IU/dl以下で推移し、

30IU/dl 以下のものも多数。血清 VE は全体的に

150IU/dl 以下の低値。以上の結果から BRDC と診断。

VA・VE不足による抗病性の低下が病状悪化の一因と考

えられた。 

 

438 牛ボツリヌス症の発生事例と課題：鹿児島県鹿

児島中央家保熊毛支所 濵﨑幸一、稲田年久 

管内の一酪農家において牛が集団で起立不能、弛緩

性麻痺を呈し、死亡する事例に遭遇し、そこで得られ

た課題について報告する。発生農場は、ホルスタイン

種 51 頭を飼養する酪農家である。平成 18 年 1 月 20

日よりTMR飼料を給与していた牛群に症状が現れ、計

37頭が死亡。動物接種試験とボツリヌスD型毒素遺伝

子検出キットによるPCR法において腸内容、飼槽およ

びTMRミキサー内残渣、牛舎敷料よりD型毒素が検出

され、牛ボツリヌス症と診断。飼養環境全体が毒素や

菌（芽胞）に汚染されていると考えられたため、生石

灰と高温高圧洗浄機を利用した処理を実施。問題点と

して、①給与飼料は、原料やTMRの調整は一般的なも

のであったにもかかわらず本事例が発生。②汚染物品

の処理・消毒法に定法がなく、処理が困難。③経済的

損失として生乳出荷停止措置と牛死亡による損害額が

甚大であり、また、本疾病が法定伝染病でないことか

ら畜主本人の経済的負担が大きく、経営再建に至らな

かったこと。 

 

439 牛ボツリヌス症発生事例におけるボツリヌス D

型菌の検出方法の検討：鹿児島県鹿児島中央家保 白

井彰人 

 ホルスタイン種 51 頭を飼養する酪農家で、成牛 34

頭、育成牛4頭が麻痺、起立不能を呈し、うち37頭が

死亡。病性鑑定の結果、発症牛小腸内容、TMR ミキサ

ー残渣、飼槽残渣、敷料、未発症牛（後に発症）直腸

内容からボツリヌスD型毒素を検出し、牛ボツリヌス

症と診断。同事例の検体を用いて、菌検出率向上を目

的とした検討を実施。検討 1：従来法とともに培地へ

の抗生物質添加、42℃の増菌培養を試みた結果、従来

法で小腸内容、TMRミキサー残渣、敷料の3検体からD

型菌を分離。夾雑菌の抑制はいずれの条件下でも認め

ず。検討 2：分離株を同条件下で継代した結果、試験

温度間の発育に有意差はなく、抗生物質添加で発育が

抑制。検討 3：平板発育コロニーからの PCR による簡

易同定を試み、InstaGeneMatrix を用いた方法で良好

な反応。本法は多検体処理が迅速かつ容易であるため、

検出率向上に役立つと推測。実際に検討1において、

本法を用いることで国内で乳用牛から初めてD型菌を

分離。 

 

440 黒毛繁殖母牛に発生した光線過敏症：沖縄県家

畜衛生試験場 座喜味聡、大城守 

  平成17年6月と7月、黒毛繁殖経営2農家で、それ

ぞれ母牛1頭に食欲低下、意識障害、重度黄疸、日陰

を好み、耳介・鼻鏡などの頭頚部皮膚炎、口腔・舌粘

膜の糜爛を呈する疾病が個別に発生。血清検査で

T-Bil(直接60%)とGGTが著増。血清蛋白分画は、α- お

よびβ-グロブリン分画が増加する急性炎症の泳動像

で、尿検査ではビリルビン、ブドウ糖および蛋白が

(+++)～(++)、ウロビリノーゲンと潜血は(-)。発病時

と回復時血清、および合成標準品の比較検査（蛍光分

光光度計）により、光線過敏症の原因物質であるフィ

ロエリスリンを定性的に検出。以上より肝障害に継発

した肝性光線過敏症と診断。いずれも強肝剤、補液等

の治療後数週間の経過で回復し、その後続発も無し。2

農家に疫学的関連はなく、給与飼料、周辺環境・植生

から光線過敏症や肝障害の原因となる植物・物質は確

認されず。本症は特徴的な病変から診断は容易とされ

るが、黒毛和種ではあまり報告がなく、白色部の病変

が主体のホルスタイン種とやや異なっていた。 

 

Ⅲ－６生理・生化学・薬理 

 

441 黒毛和種肥育牛の血清レチノール値と血液生化

学値との関係:青森県青森家保 中村成宗、菅原健  

 脂肪交雑の高い牛を目指して生産者は、経験により

ビタミンAを制限し様々な事故を誘発。科学的知見に

基づく制限給餌が必要。そこで、ビタミン制限中の黒

毛和種肥育牛70頭(9～27か月齢)のレチノール、生化学

値、 α１酸性糖蛋白（α１AG）、ハプトグロビン（Hp）

を測定。また、好中球の貪食能とNBT還元能を検査。

レチノールは、18.5～190.2 IU/dlの範囲で半数が目標

値内。TPとGGTは、レチノールが低下するに従い、5.3

～7.3 g/dlと25～62 U/lの範囲で高く推移。逆にAlb、

TC、BUNは、それぞれ2.6～3.7 g/dl、81～177 mg/dl、7

～20 mg/dl の範囲で低く推移。α１AG、Hp は 15 頭で異

常値、6 頭がレチノール 40 IU/dl 以下に集中。貪食

能と還元能は、27～58%と0.18～0.34でレチノール低下で

機能減少。ビタミンA制限は、肝臓負担とAlb合成低

下招き関節等に水腫を招来。好中球機能の減少は、感
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染防御に大きく影響。α１AG、Hpの異常値が多い、レチ

ノール値40IU/dl以下の牛の観察がより重要。 

 

442 原子吸光光度計による牛血中セレン分析法の検

討：栃木県県央家保 中村真弓、田中実 

 従来高速液体クロマトグラフィー(HPLC)で測定され

ている牛血中セレン分析について、原子吸光光度計

(AA)で検討。血清は0.5%トリトンXで10倍に希釈し、

20μl をグラファイト炉に注入後、パラジウムマトリ

クス修飾剤10μlを炉外添加し2600℃で原子化、196nm

で吸光度を測定。検量線は簡易標準添加法で作成。セ

レンのピークはグラファイト炉に注入後約2分で得ら

れ、約92分で10検体の分析可能。測定内・間の変動

はそれぞれ変動係数 1.1～3.1%、2.2%。HPLC 法と AA

法には高い正の相関あり(y=1.034x-4.9151(n=36)、

R=0.9780)。添加回収試験では、20ppb及び40ppb添加

でそれぞれ回収率が107.1%(n=5)、105.9%(n=5)。1検

体当たりの分析単価はAAが121円、HPLCが467円。

以上の結果から、AAは牛血中セレンを簡便かつ精度良

く定量でき、多検体処理に適する方法と判明。 

 

443 自給粗飼料中の硝酸態窒素濃度の実態調査：

群馬県中部家保 森口充代 

 平成16年11月からの家畜排せつ物法の完全施行後、

自給粗飼料中の硝酸態窒素濃度の上昇が懸念されたの

で、管内農場の作付け及び施肥状況を調査し、自給粗

飼料（イタリアン、エン麦、コーンサイレージ、永年

牧草等）60検体を簡易型反射式光度計で測定。イタリ

アンは 26 検体中 1,000ppm 以上が 2 検体、 大値は

1,853ppmで平均233ppm、エン麦は10検体中5検体が

1,000ppm を超え 大 3,752ppm、平均 1,266ppm、コー

ンサイレージは20検体中 大723ppm、平均147ppm、

永年牧草等では6検体の平均42ppmであった。平成10

年の県内調査と比較した結果、イタリアン、永年牧草

等は高い傾向にあり、特にエン麦については高い値を

示した。作付け時の10a当たり平均施肥推定量は、イ

タリアン4.9ｔ、エン麦4.3ｔ、コーン8.0ｔで、施用

基準と比べ過剰であった。各農家には、適切な施肥、

適期収穫及び定期的な硝酸態窒素の測定の必要性につ

いて指導した。 

 

444 高速液体クロマトグラフィー用機器を利用した

牛血中ビタミンＡ濃度簡易測定法と応用：新潟県中央

家保 太田洋一、阿部隆司 

 高速液体クロマトグラフィー(HPLC)用の送液ユニッ

トと分光蛍光検出器を直結した直接蛍光法による牛血

中ビタミンＡ濃度(VA)測定法を考案。移動層を生理食

塩水(生食)とし、流速 0.5ml/分で送液。生食で 10 倍

希釈した牛血清を測定試料とし、分光蛍光検出器(励起

波長330nm、蛍光波長463nm）で測定。約30秒で検出

されるピーク面積から算出した VA は、HPLC 法と高い

相関関係を示し(相関係数=0.950)、再現性も良好(同時

相対標準偏差=2.6%）。同法はコストが掛からず10検

体当たりの測定所要時間も約 15 分程度で、HPLC 法の

900円(試薬代試算）、120分と比較して安価かつ簡便

で迅速。肉用牛のVA測定や病性鑑定の拡充に応用する

とともに、乳用牛のVA状況調査（25戸、360頭）を実

施。乳用牛の平均VAは、151.4±51.3IU/dlで、80IU/dl

以下の低VA牛を17戸(68%)、28 頭(7.8%)で確認。う

ち2戸では、80IU/dl以下の低VA牛が40％以上と高率。

今後は、ヨーネ病等の牛定期検査血清のVA測定を実施

し、成績を還元する飼養管理指導へ応用。 

 

445 府内流通乾草の無機成分含量の調査：大阪府南

部家保 神原正 

 飼料のミネラルバランスは、家畜の健康に重大な影

響を及ぼす。特にカリウム含量が高い場合グラステタ

ニーを引き起こしたり、低カルシウム血症の原因にな

ったりすると言われている。そこで、流通乾草の無機

成分含量の実態調査を行い、ミネラルバランスが適正

であるか検討。材料は、スーダングラス16検体、アル

ファルファ10検体、チモシー7検体、イタリアンライ

グラス5検体の計38検体について、カルシウム、リン、

マグネシウム、ナトリウム、カリウム、塩素、硫黄含

量を測定。その結果、カリウム含量はアルファルファ、

チモシーでは飼料成分表と近い値であったが、イタリ

アンライグラスでは低値。カルシウム、硫黄含量は飼

料成分表と比べると低値。グラステタニー発生の指標

である K/(Ca+Mg)比はチモシー、イタリアンライグラ

スで高値。流通乾草の無機成分含量については、実測

データがほとんどなく、今回の調査結果が、飼料設計

において、参考になると思われた。 

 

446 但馬牛子牛の血中ビタミン類濃度調査と効率的

な前処理法の検討：兵庫県姫路家保 岡野康行、吉田

恵実 

県内但馬牛子牛263頭の生後11か月齢までの月齢別 

血中ビタミン A、E(VA、VE)β-カロテン濃度を調査。

VA50IU/dl、VE70μg/dl 以上を基準値とするとそれぞ

れ15頭(5.7%)、84頭(31.9%)で下回り、各濃度の月齢

の差及び各濃度間の相関みられず。急性期反応蛋白で

あるハプトグロビン(Hp)とα1 酸性糖蛋白(α1AG)濃

度及びビタミン類との関連を調査。Hpは4か月齢以降

で85頭中10頭(11.8%)検出。VA50 IU/dl 以下の検出

率は8頭中1頭(12.5%)でVAの低値とHpの検出率との

相関みられず。α1AG は 18 頭(21.2%)で 450μg/ml を

上回り、4 か月齢以降で高値の傾向。従来法と減量法

（1/2 及び 1/5 量法）で前処理を検討。減量法は溶媒
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量を比例配分で減量し、遠心・振とう・乾固時間を半

分で処理後各法のビタミン類濃度を測定。1/5 量法は

より良好な相関で、1処理16検体あたり20分の時間

短縮と溶媒費約102円のコスト低減。今後も測定精度

向上に努め、効率的な多検体処理検査体制を確立し、

但馬牛の生産性向上に寄与。 

 

447 繁殖和牛で発生した低Mg血症：和歌山県紀南家

保 岩尾基、上杉秀樹 

  管内の舎飼い和牛繁殖農家において低 Mｇ血症が発

生。そこで、当農場で血中Mｇ値等の追加調査を実施。

本症発生要因として、生産コスト削減のため安価な粗

飼料を使用し、発生時に使用していた粗飼料が Mｇ含

量の少ないロットであったことが推察。加えて分娩や

低気温のストレス、高齢などの要因がかさなって発症

したものと考えられた。粗飼料のロット変更後の6月

の検査では、敷き料の改善や気候が暖かくなったこと

もあり血中 Mｇ値は改善。しかし、正常値に満たない

個体も存在し、当農場は血中 Mｇ値の低い牛群である

ことが推察。また、ここ数年の子牛市場価格が良好な

ため、母牛の更新が遅れ牛群が高齢化。そこで予防的

にMｇ添加を行うため、10月下旬に実施したモニタリ

ングの結果、Mｇ値の低い個体において酸化Mｇ剤添加

により血中 Mｇ値が改善。一般に本症の経過は急性で

あることから、予防策として酸化 Mｇ剤の投与量およ

び期間等をより詳細に検討していきたい。 

 

448 疾病時の乳用牛血清ビタミン、ミネラル濃度：

和歌山県紀北家保 鳩谷珠希 野口浩和 

 牛のビタミン、ミネラルの要求量は妊娠や産乳、疾

病やストレスなどの影響を受けやすく、適正な給与が

必要であるが、疾病時の血清ビタミンとミネラル濃度

に関する報告はあまり見あたらない。そこで、管内で

平成17年4月～平成18年9月までにケトーシスや産

後起立不能などの疾病を発症した牛（以下、疾病牛）

20頭、及び健康牛20頭の血清を用いて、レチノール、

α-トコフェロール、Ca、iP、Mg、NEFA を測定。分娩

後15日以内で比較すると、疾病牛は健康牛に比べ、血

清レチノール、α-トコフェロール、Ca、iP が有意に

低く(p<0.01)、NEFAは有意に高く(p<0.05)、エネルギ

ー不足に加え、ビタミン、ミネラルが不足。レチノー

ル、α-トコフェロール、Mg は疾病の経過に伴い徐々

に低下、NEFAは増加する傾向。また、レチノール、α

-トコフェロールはNEFAなどエネルギー項目と相関関

係を認めた。疾病が長引くなど、エネルギー不足の場

合には、血清ビタミンの低下が予測されるので、その

補給は重要。また血清Mgの低下は死と直結するので、

その低下にも注意が必要。 

 

449 黒毛和種子牛にみられた発育遅延と血清中セレ

ン濃度の低下:島根県益田家保 石橋 葵、藤井俊治 

セレン（以下Se）欠乏は発育不良、下痢と関連があ

るとされている。平成17年11月に黒毛和種繁殖牛57

頭を飼養する農場において、子牛の発育不良が続出し

たため3～8ヶ月齢の子牛について9ヶ月間原因調査を

実施。調査開始時の血清中 Se 濃度は９頭中６頭が

40ppb 未満と低く、血漿中ビタミンＥ濃度も平均 125

μg/dl と低値。糞便からコクシジウムオーシスト(以

下コクシ)を９頭中６頭から検出。ＢＶＤＶ陰性。その

他の血清生化学検査は概ね正常値の範囲内。給与乾草

中のSe濃度は他農場と比較し半分程度。胸囲は正常発

育曲線の下限値を約５～１５ｃｍ下回っていた。対策

として、Se含有固形塩の舐食、抗コクシ剤の投与を実

施。調査開始 2 ヶ月後に血清中 Se 濃度は概ね 40ppb

以上に改善。コクシは検出されず。血漿中ビタミンＥ

は調査終了時まで低値。Se不足とコクシの感染が発育

遅延をもたらしたと推察。改善が認められた以降5回

の子牛市場出荷成績と1年前の5回分を比較し、体重

で雌33kg、去勢27kg、販売価格で雌76千円、去勢75

千円向上（p<0.01）。 

 

450 土佐褐毛和種繁殖牛の血液性状：高知県中央家

保 安藝秀実 

 県内の土佐褐毛和種繁殖農家において、平成 17 年

12月下旬に採血した血清40頭（繁殖障害なし16頭・

妊娠6頭・繁殖障害あり18頭）から、ビタミンA(以

下VA)・レチノール結合蛋白（以下RBP･ヒト用）・亜

鉛（Zn）・血中遊離脂肪酸(NEFA)・アルブミン(以下

Alb)を測定し繁殖障害に関連性があるかについて検

索。VA値(IU/dl）は、繁殖障害なし・妊娠・あるの順

に83.2±22.8、96.7±25.4、80.3±33.3。RBP4値(mg/dl

参考値)は、2.82±0.75、2.8±0.60、2.4±0.77。Zn

値(μg/dl)は、95.5±18.8、106.8±21.1、103.6±

28.9。NEFA(μEq/L)は、316.3±121.5、270.1±76.3、

300.4±130.9。Alb(g/dl)は、3.5±0.3、3.1±0.3、

3.3±0.4であった。VAとRBP4・Zn間には正の相関関

係を認めたが、RBP4 と NEFA 間には認めなかった。栄

養状態については、Znはほぼ足りているが、VA値が低

くNEFA値が高いことから給与飼料が不足気味。 

 

451 乳汁尿素窒素測定方法の検討：佐賀県西部家保 

藤原貴秀 

 乳汁尿素窒素（MUN)は、血中尿素窒素（BUN)と同様

に牛の蛋白質代謝の状態を反映しており、蛋白質給与

指導の指標として利用されているが、簡易検査で使用

する試験紙が製造中止となったため、乾式自動血液分

析装置を用いた MUN の簡易検査方法を検討。乳汁を

3000 回転 10 分遠心分離し、上層の脂肪分を除去した
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脱脂乳について前処理方法を検討したところ、10％酢

酸を100μl添加し攪拌後3000回転10分遠心分離して

除蛋白した場合に も高い感度を示した。また、乳牛

16頭のBUN値と、今回の前処理法で測定したMUN値を

比較したところ、正の相関を認めた。これらのことか

ら、従来の試験紙測定法と比べ、安価なMUNの測定が

可能となった。今後はMUNの測定診断を酪農家の生産

性向上につなげたい。 

 

Ⅲ－７保健衛生行政 

 

452 生乳生産段階における HACCP の考え方による衛

生管理の定着への取組：北海道檜山家保 清水稚恵、

永井章子 

 酪農家全体へ誰もが実践可能で生産者の責務として

必要不可欠な生乳の安全性を確保できるHACCPを普及

するため、平成16年度より段階的な取組を実施。危害

因子は、生乳中の抗菌性物質の残留と細菌の混入・増

殖に設定。平成16年度はモデル農場8戸で導入を図り、

平成17年度は地域への普及のため、検討会で、記帳の

容易な記録表を作成。平成18年度はポジティブリスト

制度の導入に伴う記帳活動が新たに始まり、前年度ま

での取組と連動することから、これを支援し、関係機

関と記帳実態の検証を継続。モデル農場では概ね適正

に実施。他農場の記入漏れや不適切な作業を確認。今

後、いかに適切な作業に基づく記帳を定着させるかが

課題。さらに、消費者の評価を把握するため、中学生

の保護者（1,298 名）を対象にアンケートを実施。消

費者の牛乳の安全性に対する信頼は高く、酪農家の取

組を評価（49.6%）する一方、「飼料・農薬・抗菌性物

質の適正使用」（25.7%）を要望。結果から、この取組

が定着すると、消費者の信頼を得られると考える。 

 

453 根室管内の牛ウイルス性下痢・粘膜病防疫体制

確立に向けた取組：北海道根室家保 宮根和弘 高久

英徳 

 平成14年まで、管内での牛ウイルス性下痢・粘膜病

（以下、本病）への認識は低く、結果として本病発生

は少なく牛ウイルス性下痢ウイルス（以下、ＢＶＤＶ）

持続感染牛（以下、ＰＩ牛）を摘発できていなかった。

【取組】平成15年以降、関係者へ講習会等で本病を説

明。積極的な病性鑑定受検推奨。「防疫対応マニュア

ル」作成。また、各事例の疫学情報を収集分析、分離

ＢＶＤＶの遺伝子解析を実施。【成果】関係者の本病

への認識向上。病性鑑定受検件数が増加し、ＰＩ牛摘

発増加。「防疫対応マニュアル」に基づく的確な防疫

を実施。遺伝子型による病性差はなく、２歳未満の慢

性疾患の牛を中心とした検査が重要であることが判

明。今後も、「ＰＩ牛の摘発・とう汰による感染源排

除」と「ワクチン接種による感染拡大防止」の継続が

重要。課題は、２歳未満の牛の効率的検査方法の確立、

集合施設へのＰＩ牛侵入阻止を目的とした防疫対策。 

 

454 牛群検定データ活用酪農巡回指導：青森県十

和田家保 高橋俊樹、中沢堅一 

 乳用牛群検定事業（以下牛検）の効果的推進のため

関係機関のチームで平成17年度から県単独の「酪農経

営支援ステップアップ推進事業」に取り組む。本事業

目標は、関係機関の指導スタッフ充実、データ活用し

た指導による生産性向上、牛検新規加入推進。平成17

年度はスタッフの連携強化、平成18年度は巡回指導を

強化。指導は対象農家選定、検定データのグラフ化に

よる情報伝達、飼料計算による適正給与、ボディコン

ディションスコアを用いた栄養状態の確認、牛床の適

正管理を重点指導。成果は、牛検新規加入農家が平成

17年度から平成18年度12月現在で16戸。生産性向

上事例として１頭当たり乳量は平成 17 年 12 月 32.0

㎏から平成18年12月36.3㎏へ向上。繁殖成績は平成

17年8月38.5％から平成18年12月現在46.2％へ向

上、体細胞数も低減傾向。今後の課題は、検定組合の

牛検データ加工ソフト活用、自給飼料の品質向上、専

門検定員の指導力向上である。 

 

455 肥育素牛哺育育成農場における呼吸器病事故

低減の取組み：岩手県県北家保 大森さくら 小根口 

徹 

 呼吸器病による死亡事故が多発した肥育素牛哺育

育成農場3戸（A、B、C）において、哺育期間の事故

低減のため導入時対策を重点的に実施した。共通対

策として、導入牛房の石灰消毒、インターフェロン

製剤（IFN）およびチルミコシン製剤の経口投与を実

施した。加えて、A、C農場で呼吸器病混合ワクチン、

C 農場でマンヘミア・ヘモリチカ感染症ワクチンを

接種した。その結果、各農場で対策後の事故低減が

図られ、特に IFN 投与期間において呼吸器病多発期

間よりも死亡率が低下した（A：11％から 6％、B：

15％から4％、C：8％から0％）。またA農場におい

て、IFN 投与群で未投与群に比較し治療頭数割合の

低下（40％から 11％）、平均治療回数の減少（3.1

回から 2.1 回）が認められたことから、発病頭数の

低減および症状軽減が示唆され、導入時対策の一つ

としてIFN投与が有効であると考えられた。 

 

456 放牧地における殺ダニ剤使用休止の試み（第３

報）：岩手県県南家保 斉藤清美、菊池 正   
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 放牧地における殺ダニ剤は小型ピロプラズマ病（以

下ピロ病）対策として有効であるが、多大な経費負担

が課題である。今回、平成３年のピロ病死亡事故を機

にプアオン法による殺ダニ剤塗布を開始し、その後鎮

静化したためＨ１２から初放牧群で殺ダニ剤を休止し

た放牧頭数１８０頭規模の一牧場において、Ｈｔ値・

ピロ寄生数検査を実施し経過観察した。本牧場は茂

み・灌木も少なく元々ピロ病濃厚汚染牧野ではなく、

初放牧群以外には殺ダニ剤を使用し、それらに囲まれ

る形で放牧されていた。塗布中止から７年目のＨ１８

年９月に 高陽性率４０％（４／１０頭）のピロ寄生

を認め、１０月には１頭Ｈｔ値１９％、ピロ寄生数７

５‰と重度の貧血を呈するものが認められ、ピロ病復

帰の兆しと考えられた。殺ダニ剤使用中止によりピロ

病は復帰することが示唆され、殺ダニ剤使用の必要性

が再認識された。 

 

457 繁殖成績不良が認められた黒毛和種繁殖農家に

対する改善対策：岩手県中央家保 佐々木悠佳、長山

玲子 

 平成15年６月からの１年間に繁殖雌牛11頭から20

頭に規模拡大した１農家において、分娩間隔の長期化

による経営不振を確認。調査から増頭による１頭当た

り管理時間の減少による発情見落とし及び分娩牛のエ

ネルギー不足が認められた。対策として個体毎の発

情・人工授精月日の記録並びに発情観察に専念する時

間を１日３回設けた。また、分娩後１ヵ月間の配合飼

料給与を指導。結果、エネルギー充足率の改善（TDN：

72→111%）、分娩後の発情発見までの日数短縮（101→

51日）により分娩間隔の短縮（444→404日）が図られ、

1頭当たり63,240円の収益向上。繁殖管理の基本を実

施することで生産性の向上を図ることができた。今後、

黒毛和種繁殖農家の経営規模拡大による効率的な子牛

生産・販売に基づく所得向上を図るためには、規模拡

大による管理作業の増加を考慮した基本的繁殖管理技

術の指導・支援と堅実な実施が必要と思われる。 

 

458 規模拡大酪農場における経営支援対策：宮城県

仙台家保 大越啓司、山田稲生 

 平成18年 6月、搾乳牛50頭規模酪農場において、

80 頭規模パーラー付設フリーストール牛舎(以下Ｆ

Ｓ)を新設。規模拡大に向けた経営支援のため関係機

関との連絡会議開催。主に運動器病、繁殖成績、乳

房炎等を選抜条件とし、ＦＳへの牛群再編を検討。

更に牛群検定成績の体細胞数より個体乳汁細菌検査

を実施。既存牛 43 頭中 9 頭から Staphylococcus 

aureusを分離、ほか乳房炎5頭、低乳量6頭、その

他8頭を淘汰対象とし、既存牛15頭から経営開始。

順次初妊牛 42 頭を導入。分娩後の子牛哺育･育成管

理、定期的な乳汁検査および搾乳衛生管理を主体と

した指導を継続。ＦＳ始動 6 ヶ月経過で搾乳牛 62

頭、ﾊﾞﾙｸ乳量は 550kg/日から 1400kg/日、ﾊﾞﾙｸ乳体

細胞数は 30 万個/ml 以上から 20 万個/ml 以下に減

少。経営者の牛群管理、搾乳衛生および子牛の哺育･

育成管理意識が向上。 

 

459 管内の肉用牛増頭への取り組み:宮城県大河原

家保 佐沢公子、高橋健 

 当管内の肉用牛経営では、飼養者の高齢化、後継者

の不足及び経営規模が小さい等の理由により、飼養中

止が相次ぎ、繁殖基盤崩壊の危機に直面。飼養戸数及

び飼養頭数は平成 11 年から平成 18 年にかけて、279

戸（△32.8％）、3,110 頭（△14.0％）の減少。宮城

県酪農・肉用牛生産近代化計画に基づき、管内の平成

27 年度における肉用牛増頭の目標飼養頭数を 23,546

頭と設定。12年間で3,502頭の増頭目標達成に向け、

①肉用牛振興に係る啓蒙普及、②経営規模拡大に向け

た支援、③新規部門参入者に対する支援、④経営移転

に対する支援、⑤担い手育成に向けた新規事業に対す

る支援の５項目を掲げ、畜産講演会、和牛共進会、和

牛改良組合に対する支援、生産基盤の整備、各種法手

続の支援、衛生対策を実施。繁殖経営を中心とした、

面的支援の継続及び拠点に対する重点的支援の取り組

みにより、平成18年2月1日（3,196頭）から平成18

年12月1日（3,417頭）にかけて、繁殖雌牛221頭の

増頭が実現。 

 

460 管内酪農家への乳質改善指導：秋田県中央家保 

鈴木敦、小林俊博 

 平成18年10月、県生乳共販事業推進委員会はペナ

ルティ制度を導入。体細胞数（バルク乳１ml中）によ

り、20万未満をＡランク（以下「ランク」省略）、20

万以上 30 万未満をＢ、30 万以上 40 万未満をＣ、40

万以上をＤとランク分けし、各乳代を設定。９月の38

戸の平均体細胞数は高く（49.8±26.0 万/ml）、内訳

はＡ２戸、Ｂ11戸、Ｃ６戸、Ｄ19戸。農家、関係者に

危機意識が生じ、当所で乳質改善指導を実施。我々は

従来の乳房炎対策に加え、講習会でチェックシートを

利用し適正な搾乳手順を指導。個別の搾乳立会では指

導票交付や優良事例の紹介に努めた。結果、12月の体

細胞数は減少（27.6±22.5 万/ml）。ランク構成は上

方移行し、ペナルティ農家が優良農家へ好転（Ａ：２

→17戸、Ｄ：19→６戸）。牛群検定農家では総乳代が

微増し収益が向上。一方、廃業４戸、搾乳頭数や乳量

が低下。今後は農家戸数を維持しつつＡ、Ｂへの引き

上げ、乳質と収益性の向上にむけ牛群検定制度加入を

推進。 
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461 牛群検定情報を活用した繁殖性改善への取組：

秋田県北部家保 小原剛、佐藤伸行 

 酪農経営においては、消費の低迷から生産調整を余 

儀なくされている中、一層の乳質及び繁殖成績の向上

が求められている。今後の酪農経営には、これらの問

題への対応が急務となっている。そこで管内Ａ地区の

牛群検定加入農家８戸を対象に、H16～H18の３カ年で

乳中尿素態窒素（以下、MUN）の測定及び検定情報を用

いて搾乳牛の栄養状態について農家毎に分析した。得

られた情報からチェックシートを作成し、牛群改善等

の指導を実施した。結果、全体平均においては、MUN

値は適正範囲で推移し、過剰傾向にあった乳蛋白率

（MP）は 3.34%±0.4 と適正範囲内に改善された。ま

た、分娩後の受胎に要する平均人工授精（以下AI）回

数は2.8回から2.1回と繁殖性の改善も認められた。

しかし、農家毎にはいまだバラツキが認められ、MUN

値が 18.1mg/dl±0.4 と過剰であった農家においては

AI回数も4.0回であった。今後、農家全体の成績平準

化が必要である。 

 

462 BSE ELISA検査体制の見直しによる効果：山形県

中央家保 須藤庸子、塩野正志 

平成 15 年度より県内全ての農場死亡牛（24 か月齢

以上）BSE検査を当家保で実施。頭数は年度平均1,800

頭弱、検査は所長以外の獣医師職員全員が交替で従事。

鳥インフルエンザ等に関連する新たな事業や増加する

病性鑑定へ対応するため BSE 検査の効率化が求めら

れ、ELISA 検査体制の見直しを実施。内容的には、新

たな検体採取具の導入、延髄の事前処理の中止、採材

缶への紙タオル利用等により、準備、前処理、後片付

けの負担が減少。さらに消耗品の減少により年間約52

万円の需用費を削減、効率化目的に支出。人員配置で

は、ELISA検査2名体制を、BSE担当者輪番制の1名体

制にシフト。担当者以外職員の月間従事日数は17年6

月一人平均3.2日から18年12月には1.6日に半減。

また、1名体制での検査精度の確保には、「失敗記録簿」

を作成し、失敗記憶を共有化、さらに、実際的な対策

を加え、二重措置により失敗を繰り返さない体制を整

備。 

 

463 管内和牛繁殖農家における子牛下痢症対策：山

形県 上家保 小嶋 暢、小林 久美 

和牛繁殖農家が多い当管内において子牛の下痢症は

農家の経営を左右する重要な要因であるが、特に哺乳

期子牛の下痢症については詳しい実態が把握されてい

なかった。そこで、H15 年度から子牛の下痢症に関す

る調査・対策を実施。診療獣医師に初診時の検体を搬

入してもらい、農家 115 戸(延べ)、295 検体について

ロタウイルス、コクシジウム、大腸菌、サルモネラの

調査を行ったところ、哺乳期子牛を中心にロタウイル

ス陽性率が高いことが判明(H16;40.9%、H17;41.3%)。

対策として、診療獣医師にはワクチンや消毒薬に関す

る情報提供、農家には飼養衛生管理基準に基づく衛生

指導等を実施。結果、診療獣医師は下痢5種混合ワク

チンの使用を推進し、H17 年度から接種頭数増加。農

家は初乳給与の徹底や畜舎消毒等を実践し、飼養衛生

管理意識が向上。家保・診療獣医師・農家が連携を取

り、ロタウイルス病を中心とした子牛の下痢症対策を

実施した結果、H18 年度にはロタウイルス病の減少に

伴い全体的な下痢の発生低減に結びついた。 

 

464 バルク乳モニタリングを活用した乳質改善指

導：福島県いわき家保 久保修 

 乳質改善を図るため、バルク乳モニタリング検査成

績をもとに、研修会や巡回により酪農家の指導を実施。

研修会では、各酪農家が検査成績より課題を分析する

ことで、搾乳衛生意識の向上を図った。巡回指導にあ

たっては、伝染性乳房炎起因菌である黄色ブドウ球菌

（SA）及び無乳性連鎖球菌（SAG）分離が陰性でかつ生

菌数の少ない農場をグループⅠ、SA又はSAG分離が陽

性でかつ生菌数の少ない農場をグループⅡ、生菌数の

多い農場をグループⅢに分類し、対策を実施。グルー

プⅠは、日常の搾乳衛生が適切で、体細胞数も少ない

状態を維持。グループⅡは、伝染性乳房炎の防除を図

るため、搾乳牛全頭の分房別細菌検査を実施。徹底し

た乾乳期治療等により、感染牛は約半数に減少。グル

ープⅢは、搾乳衛生の抜本的改善を課題とし、搾乳立

会など指導を重ねた結果、衛生意識は向上し、平均体

細胞数30万/ml以上の酪農家は6戸（平成17年）か

ら1戸（平成18年）に減少。 

 

465 魅力ある公共牧場をめざして：福島県県北家保 

三瓶直樹、石川雄治 

 管内A公共牧場では、昭和41年に放牧事業を開始。

当所では長年衛生対策指導を行い、小型ピロプラズマ

病をはじめとした放牧病の発生は近年ほとんど認めら

れず、放牧病への不安は解消されつつある。しかし、

当牧場での放牧頭数は、近年伸び悩みの現状にある。

そこで、さらなる放牧頭数の獲得をめざし、牧場の現

状から改善点を検討。さらに利用者の意見を聞くため

に、アンケート調査を行った。また、放牧のメリット

である牛の強健性や連産性を把握することを目的に、

平均年齢と産次に着目して放牧牛の追跡調査を行っ

た。その結果、県内の牛群検定成績と比較して、年齢、

産次ともに放牧牛の平均が高い傾向にあり、放牧によ

る有効性が確認された。今後も関係機関と連携のうえ、

放牧のメリットを管内、外に広くアピールし、利用者

のニーズに合う地域の中核牧場をめざし、畜産の振興
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を図れるようにサポートしていきたい。 

 

466 牛下痢症の病性鑑定成績の解析と農家指導への

応用：栃木県県北家保 齋藤けさよ、塩生光男  

過去の牛下痢症検査成績を集計・分析。調査対象は

平成12～17年度6年間の1,382件2,251頭。6ヵ月齢

未満は年齢判明牛の71%を占め、検査頭数の53%で病因

が判明。病因別割合は牛ロタウイルス病（ロタ）12%、

牛コクシジウム病（コクシ）12％、クリプトスポリジ

ウム症（クリプト）9%及び混合感染7%。混合感染への

関与率はロタ56%、コクシ51%、クリプト33%。年齢別

ではロタが6ヵ月齢未満、コクシが1ヵ月齢～１歳を

中心、クリプトと牛大腸菌症は1ヵ月齢未満に多発。

季節別ではロタと牛コロナウイルス病が冬季、コクシ

が春～秋季に多発傾向。分離大腸菌の薬剤感受性試験

ではビコザマイシン等で耐性割合が増加傾向。6 年間

での依頼件数と下痢症に減少が認められないため、今

回の知見を農家指導に応用し、疾病発生予防中心の衛

生対策、飼養衛生管理基準の遵守及び薬剤の適正使用

の指導、さらに検査体制の強化等により病因究明の向

上に取組む方針。 

 

467 黄色ブドウ球菌を指標とした乳房炎防除の組織

的取組み: 埼玉県中央家保 中里有子、浜口充 

 平成 20 年度より関東全域で統一乳質基準が適用さ

れ、乳質の良否に応じた乳価が設定される。そこで、

伝染性が強く難治性乳房炎の原因菌であり、人の食中

毒の原因菌としても重要な黄色ブドウ球菌(SA)を指標

に、SAによる乳房炎防除に向けた取り組みを川越クー

ラーステーション（CS）、共済獣医師と連携して行っ

た。SA スクリーニングを管内及び CS 出荷者に対しバ

ルク乳で6月、9月、11月に行い、陽性農家に対して

は個体乳検査、必要に応じて分房乳検査を行った。対

策として①保菌牛の 後搾乳の徹底②保菌牛の速やか

な治療③保菌牛の計画的淘汰について指導し、結果及

び対策等については広報等で全酪農家に周知した。そ

の結果、18 年度の体細胞数の合格乳の割合が 17 年度

に比較し73％から79％に上昇。今後も引き続き、生産

者・獣医師・家保が一体となって乳房炎防除に向けて、

組織的な体制づくりに取り組んでいきたい。 

 

468 管内酪農組合との連携による生乳体細胞数改善

への取り組み：埼玉県熊谷家保 宇田川浩一、持田妙

子 

 平成18年4～5月の間、管内Ａ酪農組合では平成20

年度からの関東統一乳質基準である体細胞数30万/ml

以下の農家は40％未満だった。このためＡ酪農組合と

連携し、黄色ブドウ球菌(SA)を指標とした全戸(135

戸)のバルク乳検査を実施。バルク乳の SA 陽性率は

18％、平均体細胞数はSA陰性農家が41万/mlに対し、

陽性農家は47万/ml だった。陽性農家のうち19戸の

全頭検査の結果、SA陽性率は頭数ベースで23％、分房

数ベースで 11％だった。SA 陽性農家の体細胞数 100

万/ml以上の分房割合を5.5%以内に抑えれば、バルク

乳の体細胞数を 30 万/m 以下にできる可能性が示唆さ

れた。SA陽性農家は陽性牛の別搾り、淘汰等を実施し、

6ヶ月後には陽性農家は半減、平均体細胞数も47から

36万/mlに有意に減少。Ａ酪農組合では、11月末には

体細胞数30万/ml以下の農家が約60％まで増加した。

酪農家93戸の飼養管理状況調査により、体細胞数改善

には衛生的な搾乳作業や飼養管理の重要性を再認識で

きた。  

 

469 良質生乳生産を目指す若手酪農家グループとの

取り組み：神奈川県湘南家保 横澤こころ、栗原定男 

 県内酪農家は、消費者の「食」への関心の高まりに

加え、関東乳販連の乳価テーブル導入に向け、乳質向

上への一層の努力が求められている。このような中、

酪農後継者グループ（A 会）から、乳質改善に向け、

協力を求められた。そこで、当所、普及員及び診療獣

医師の3者で乳房炎対策に取り組んだ。当所は、バル

ク乳の細菌検査と、搾乳現場での衛生指導、この検査

結果に基づく搾乳方法の検討と意見交換会を実施。細

菌検査は、乳房炎起因菌の中で も重要である黄色ブ

ドウ球菌（SA）を指標とした。今回は、SAを指標とし

たことで、各会員の課題と目的が明確となり、短期間

で改善が認められた。これは3者による、検査、指導

及び治療等の総合的な対応と、会員相互の意見交換に

よる衛生意識の向上との相乗効果による。今後も乳房

炎の低減と乳質向上に向けて、A 会の継続的な活動を

支援、指導したい。 

 

470 高品質な生乳生産に向けた地域ぐるみの取り組

み:新潟県中央家保 福留信司、岡本英司 

 新潟県では平成 18 年度からのクリーンミルク生産

農場認定に向け、酪農家に対しHACCPの考え方に基づ

く衛生管理手法の導入を推進。生乳は農家毎に区分出

荷できないため、地域ぐるみの取り組みが課題。そこ

で高品質乳の生産とその必要性の啓発を目的に、Y 酪

農組合14戸をモデル地域に選定し、管理獣医師及び各

関係団体を推進メンバーとして地域説明会を開催。モ

デル地域の乳質向上を目標に①飼養衛生管理基準の遵

守強化②衛生管理記録簿の整備③搾乳方法の見直し④

乳房炎牛の早期発見・早期治療等指導。結果、衛生管

理記録簿は全戸完備。バルク乳平均体細胞数は 30.1

万/ml（H17）から24.7万/ml（H18）に低減、格差金支

払い回数（支払い回数/検査回数）は 19.9%（H17）か

ら11.6%（H18）に減少。6戸が認定基準クリア、うち
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2 戸が認定。今後も地域での取り組みを継続し、更な

る乳質の向上、他地域への拡大につなげたい。 

 

471 「にいがた地鶏」飼養生産者への衛生管理指導：

新潟県上越家保 荻野博明、石田 司 

 昨年度、管内の一地域で「にいがた地鶏」を1戸200

羽飼養開始。今年度は新たに2戸が参加し「にいがた

地鶏生産者の会」を立ち上げ3200羽飼養。当所では関

係機関と連携し衛生管理指導を実施。昨年度から「飼

養管理マニュアル」に基づき入雛前の施設、器具の点

検、入雛後は毎月農場巡回を実施。今年度は更にニュ

ーカッスル病HI(ND)抗体検査、糞便検査、体重測定を

実施。ND抗体価は3戸6群とも10倍未満であり、抗

体価を上げることが課題。昨年度コクシジウム病が発

生した農場に鶏舎の石灰消毒、コクシジウムワクチン

強化を指導し発生なし。ビニールハウスを鶏舎とした

新規農場で5月導入鶏(1050羽)に尻つつきが多発した

ことから7月導入鶏(1050羽)にデビークを指導、死亡

羽数は243羽から76羽へ減少。また、当該農場に害獣・

防鳥ネットの設置、給餌・給水器の改善を指導し衛生・

防疫意識を啓発。今後とも「にいがた地鶏」の生産拡

大に向け指導支援を継続。 

 

472 乳用種肥育農家導入子牛の疾病予防対策への取

り組み：富山県西部家保 竹野万理子、堀田和 

 管内の１農場で導入子牛に肺炎が多発。調査の結果、

消毒・ワクチン未実施等、基本的な飼養衛生管理が不

備。平成17年に肺炎予防として導入子牛への抗菌剤の

投与、群飼2週間前のワクチン接種、下痢予防として

導入時から3日間の抗菌剤投与、その他、カーフケー

ジ及び牛舎消毒、疾病牛の早期発見・治療の実施、子

牛管理記録表の記帳を行う子牛衛生管理プログラムを

策定・指導したが、効果が認められなかった。再調査

の結果、子牛衛生管理プログラムの不継続が原因。平

成 18 年に診療獣医師や農場との連携を密に巡回頻度

を増やし、ほ育育成牛舎専属管理者の交代を含む改善

にむけた子牛衛生管理プログラムの徹底を再度、指

導・実施。その結果、導入子牛の死亡頭数が平成 17

年 33 頭/281 頭（11.7%）から、平成 18 年 13 頭/270

頭（4.8%）に改善。この効果を実感した管理者の衛生

管理意欲も向上。 

 

473 酪農現場における HACCP 方式の普及を目指し

て：石川県南部家保 金田信春、黒田芳純 

消費者に安全・安心な牛乳を提供するため、平成16

年度から生産段階でのHACCP方式の導入を目的とした

生乳生産衛生管理システム導入支援事業を実施。平成

18年11月までに管内31戸の酪農家において、生乳の

細菌検査、毎日の搾乳作業調査等の危害分析を終了。

生乳の細菌検査成績と搾乳工程を比較したところ、衛

生的な作業は、生菌数の少ない良質な生乳生産に反映。

平成17年度までに検査を終了した21戸の農家で搾乳

環境および搾乳作業に関する指摘事項の検証を実施し

たところ、全ての農家で改善を確認。特に、医薬品の

投与記録、休薬牛への目印等、抗菌性物質管理に対す

る酪農家の意識が向上。今年度は、関係団体とともに、

酪農家の搾乳衛生管理状況の調査、中央酪農会議のチ

ェックシートの記帳指導、および動物用医薬品のポジ

ティブリスト制度施行に伴う臨床獣医師に対する啓

蒙・指導、各酪農家への巡回指導の強化等を実施。こ

れらの成績は講習会等で酪農家に紹介。HACCP 方式を

取り入れた衛生的な生乳生産の普及に努めている。 

 

474 管内酪農家への乳質改善衛生指導状況：山梨県 

東部家畜保健衛生所 細田紀子・福沢昭文 

 平成17年の2月に酪農協において乳質改善対策会議

が開催され、取引先乳業メーカーから乳質改善の強い

要請があった。以来毎月農家のバルク乳の細菌検査を

実施、黄色ブドウ球菌数の推移を把握し、体細胞数が

50万/ml以上の特に問題のある農家について個別に衛

生指導を行ってきた。Ａ農家は平成16年にサルモネラ

菌症が発生、畜舎消毒により乳頭損傷などの影響が残

った。平成17年に約35%の搾乳牛から黄色ブドウ球菌

を検出。全頭の乳汁細菌検査を含めた衛生指導を継続

した結果、①体細胞数は平成15年平均62万/ml、平成

16年平均56万/ml、平成17年平均52万/ml、平成18

年(4月から11月の平均)36万/mlと推移。②衛生指導

により農家の意識改善と経営意欲増進が図られた。③

後継牛が順調に確保され、平成19年には黄色ブドウ球

菌保有牛をすべて更新する見込みが立った。 

 

475 繁殖指導による酪農経営改善の優良事例：山梨

県西部家畜保健衛生所 伊藤和彦・鎌田健義 

 平成16年度から経営改善指導が必要と思われる管

内酪農家6戸に対して繁殖指導を継続している。繁殖

シートによる管理を徹底し、種付け状況の確認、早期妊娠診

断、繁殖障害除去等の指導を実施した。また、農協、NOSAI、畜

産協会らと定期的に経営検討会を実施し、経営指導方針を検討している。対象

農家の経営状況は改善され、分娩頭数の増加や乳量の増加

が認められている。優良事例2農家：A及びB農家で

それぞれ経産牛38頭、29頭。本人が授精を担当。3

年間で牛群平均受胎率はA:60.8→61.7→63.9％、B:59.

1→59.6→64.6％に向上。分娩間隔B農家で17.2→16.

8→14.1ヶ月に短縮。経産牛1頭当り乳量はA:9,150

→9,250→9,728kg/年、B:6,750→6,720→7,644kg/年。

生乳1kg当り生産費はA:77.8→77.9→75.7円、B:66.

3→65.0→61.7円。所得率はA:22.6→27.0→27.1％、B:

29.6→30.9→34.1％に向上。今後も、他の機関と連携
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し継続的経営改善支援を図る。 

 

476 性判別胚を活用した高能力牛生産システム「飛

騨モデル」とその可能性：岐阜県飛騨家保 平尾一平、

奥田一茂 

 当地域で乳用牛受精胚の移植が定着しなかった原因

は、①高能力牛が少ない、②過排卵処置への不安、③

低受胎率などにあった。今回我々はこの問題に対処す

るため、畜産研究所酪農研究部（酪農研究部）、岐阜

県農畜産公社東濃牧場（東濃牧場）の協力を得て、性

判別胚移植を活用した生産システム「飛騨モデル」を

考案。これは、東濃牧場育成牛から採胚・性判別し、

雌胚を他の育成牛に移植後、農家に譲渡するもの。技

術の改良により受胎率の高い性判別凍結胚移植が実現

し、飛騨地域においても高能力後継牛の安定確保が可

能となった。当家保の指導のもと、6 戸の酪農家グル

ープが平成17年11月より「飛騨モデル」に取り組み、

平成 18 年 12 月 5 日現在、採胚 13 頭、平均雌胚 2.1

個、移植16頭、受胎11頭、受胎率68.8％。さらに飛

騨地域内で繋養中の乳用牛から採胚後、酪農研究部に

運搬し、性判別・凍結後、持ち帰り移植する「飛騨モ

デルⅡ」についても指導を行っている。 

 

477 ポジティブリスト制度に対応する安心・安全な

生乳生産に向けて：岐阜県飛騨家保 藤野晃司、平尾

一平 

 ポジティブリスト制度施行により動物用医薬品投薬

記録等の記帳・保存が義務づけられる中、我々は飛騨

酪農農業協同組合と共に管内酪農家が本制度へ対応す

べく、指導体制を立ち上げた。記録簿はHACCP導入支

援事業で改良を重ねた作業管理記録（日報）に動物用

医薬品投薬記録、農薬および肥料管理を加えたものを

用いた。平成18年1月から5月の試行期間中は広報に

より周知の徹底を図るとともに月１回の巡回を行い、

市・共済獣医師も同行した。回を重ねるごとに記帳が

定着化し、搾乳衛生の問題点発見と指導も容易となっ

た。11月に実施したアンケートでは、ほとんどの酪農

家 (31／32 戸）が本制度について理解を深め、記録

簿記帳と保存を習慣とした状態で本施行を迎えたこと

がわかった。しかし、現在の記録様式への不満など対

応すべき問題もある。今後もより実用的な記録様式の

検討と定期的な巡回の継続を通して、安心安全な生乳

生産体制を構築していく必要がある。 

 

478 管内１農協における乳質改善の取り組み：静岡

県東部家保 小林幸惠、齋藤美英 

管内A農協では、乳質改善を目的に以前より関係機

関が連携して飼養管理の聞き取り、搾乳立会及び記帳

指導等に取り組んできた。その結果、A 農協の平均体

細胞数は年々低下しつつあるが、平成20年度からのテ

ーブル乳価制度導入に向けて、更なる改善が緊急の課

題となっている。さらに、農協併設のミルクプラント

ではHACCP認証へ向けて体制作りを進めており、それ

に伴い良質で安全な原乳の供給が求められている。そ

こで、今年度は農協主導による搾乳立会の全戸実施、

民間検査会社によるバルク乳細菌検査受検体制の定着

を進めるとともに、当所でこれらのデータを分析した。

その結果、搾乳手技と衛生的乳質及び検出菌種の間で

関係がみられたことから、搾乳手技の改善が安全な生

乳生産に結びつくことが明らかになった。そこで、こ

れらの結果を活用した継続的な指導を行っていくとと

もに、農場HACCP導入を進め、生産から製品まで一貫

した管理体制の確立を支援していきたい。 

 

479 富士地域の乳質改善に対する取り組み：静岡県

東部家保富士分室 中村美穂、森比佐子 

 富士分室では昨年度、低乳質農家（A 酪農家）への

効果的な巡回指導方法について検討。A 酪農家では指

導後 1 年を経過した現在でも体細胞数（SCC）10 万個

/ml 台を安定的に維持。黄色ブドウ球菌（SA）罹患牛

16頭を計画的淘汰するまでに7ヶ月間を要した後も安

定的に乳質が維持できたのは、飼養環境や飼料関係の

中でも特に搾乳手技の改善によるところが大きいと考

察。SA が高率にバルク乳から検出される当地域では、

搾乳手技の改善が急務。今年度は農協担当者と連携し、

本指導方法の効果、問題点、役割分担及び手法の簡略

化について実施対象を拡大し検討。その結果、①搾乳

手技チェックと高SCC分房細菌検査より問題点分析、

②目標設定、③搾乳手技改善を根幹に取り組み、④改

善状況を新規感染の有無で確認する手法が も有用と

思われた。本指導方法の広域推進には相応の労力、コ

ストが必要。農協主軸の継続的体制作りの構築と行政

側の指導方針の明確化が必要。 

 

480 衛生的な生乳生産のための乳質改善の取組み：

静岡県西部家保 河村恵美子、湯山祐子 

衛生的に生乳を生産するために、管内のA酪農協（31

戸、1,465 頭）において指導を実施。年平均のバルク

乳中体細胞数(SCC)および総細菌数(BAC)を参考に、A

酪農協と協議して12戸選定。搾乳衛生に関する聞き取

り調査、洗浄・殺菌状態の確認等を行うとともに、4

戸の全泌乳牛に対してCMT変法(PLテスト)および細菌

検査を実施。その結果、搾乳器具の洗浄、乳頭清拭時

の殺菌剤・タオルの使用に問題がある農家が多くあっ

た。PLテスト++以上を示した30頭中6頭(2農家)から

黄色ブドウ球菌を分離。農家毎にSCCおよびBACの変

動グラフ、搾乳衛生アンケート、洗浄リーフレット、

指導表を配布・指導し、約2ヶ月後に再度巡回を実施
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した結果、洗浄・殺菌法の改善、清拭時の殺菌剤の適

切な使用、乳房炎牛の早期乾乳･淘汰の実施を数戸確認。

12戸中8戸の農家で平均SCCが減少、7戸で平均BAC

が減少し、搾乳衛生の改善が認められた。 

 

481 浜松分室管内の乳質改善の取り組み：静岡県西

部家保 八巻幸子、和久田高志 

 平成20年度テーブル乳価制度導入を控え、乳質改善

は急務。管内A酪農協にて昨年度実施した衛生的な牛

乳を生産するための取り組みから、日常の搾乳手順、

搾乳衛生の農家個別見直しの必要性が判明。生乳検査

成績、バルク乳自主検査成績を指導に利用。検査結果

から8戸を選定し、体細胞数30万個/ml以下を目標値

とし、酪農協・家保により搾乳手順・搾乳衛生の聞き

取り調査・搾乳立会を実施。搾乳手順、器具・器材の

洗浄・殺菌等の基本的事項の改善を指導。結果、乳頭

清拭時の一頭一布、前搾り・ディッピングの実施、器

具・器材の殺菌方法改善などにより8戸で体細胞数又

は総細菌数成績が向上し3戸で目標達成。取り組み過

程で自らが積極的見直しを行った農家は体細胞数・総

細菌数が著しく減少し、本人の意欲が重要と改めて判

明。今後は残り5戸の指導を継続、管内他2農協にて

本手法を用いた指導を実施予定。 

 

482 哺乳ロボット導入農家の飼養状況調査：愛知県

知多家保 兼子明美、鈴木昌彦 

 2000年頃から飼養規模の拡大に伴い、乳肉複合経営

を中心に、哺乳ロボット導入に伴う群飼育が普及。導

入農家を対象に飼養状況を調査。20戸で21台40基設

置。1基当り子牛9～30頭を飼養。スペースは1頭当

り平均2.7㎡。利用期間は3～120日齢で品種（F1、乳

用種及びET和牛）により異なり、給与量は一律又は品

種及び日齢で調整。期間中の 1 日の 大給与量は 3～

10ℓ。付帯器具として換気扇(19戸)や保温器具(14戸)、

加温装置付きの給水器(13戸)などを設置。疾病予防対

策として、各種器具の洗浄やワクチン接種、生菌剤の

添加などを実施。導入効果として、哺乳作業の軽減（省

力化）、発育の改善などが、欠点として、群飼育による

疾病のまん延があげられた。1993年度にも調査した18

戸について当時と比較。初乳の2時間以内給与や飼育

方法に改善がみられた。飼養管理に十分注意し、疾病

の早期発見、早期治療に努めれば、哺乳期の哺乳ロボ

ットによる群飼育は有効な方法と考えられた。 

 

483 連携指導により意識改善の認められた酪農家:

愛知県東三河家保 青木司、鈴木道康 

 平成18年6月、管内酪農家に家畜排せつ物流出の苦

情に対する立入調査を実施。死亡した牛を長期間放置、

個体識別耳標の未装着、家畜排せつ物のパドックおよ

び牛舎周辺への野積み、飼養衛生管理の不適など数々

の問題が露呈。東海農政局、県農林水産事務所、市役

所、農協などの関係機関と連携し次のような指導を行

なった。早急な死亡牛の回収及びＢＳＥ検査施設への

搬送。脱落耳標の再発行と、未装着牛への装着及び届

出。牛舎内の除ふんと清掃の励行。野積みの解消とパ

ドックの畑への転用。 終的に、飼養頭数を削減しな

ければ排せつ物を処理し切れない状況であったため、9

月中旬には経産牛全頭を出荷し、搾乳を停止。当該農

家に対しては、なぜ改善が必要なのか、法律等の内容

についても逐一説明し、各機関が連携をとりながら濃

密な啓発指導を実施したところ、本人も今までのこと

を反省し、経営形態を肥育育成に変更して周囲に受け

入れられる農場として新たな出発をした。 

 

484 死亡牛 BSE 検査の推移と今後の課題：三重県中

央家保土門尚貴、山出太陽  

 本県では平成 15 年度より牛海綿状脳症対策特別措

置法に基づく死亡牛検査を開始。検査頭数は平成 15

年度 886頭、16年度 756頭、17年度 657頭と減少。

うち乳用牛は平成15年度 745頭、16年度 622頭、17

年度 514 頭と減少しているが、肉用牛は平成 15 年度 

141 頭、16年度 134 頭、17年度 143 頭と著変なし。

この間、施設面では硫化水素濃度低減のため脱硫装置

設置、雨対策のため解剖棟上屋延長、搬入トラック事

故防止のため誘導ラインの敷設、死亡牛搬出時の作業

効率向上のため長フォーク装着等、また検査面では検

査チェクシート作成、エライザリーダー、細胞破砕装

置の定期メンテナンス等改善を実施。その結果、採材

作業の安全性等の向上とともに検査の円滑化と人為的

ミスの減少が図られた。一方、夏季を中心に平成 18

年度は延髄融解が46頭あり、早期搬入の指導を強化し

たい。 

 

485 生乳の生産から出荷段階における家畜保健衛生

所のポジティブリスト制度指導方針：京都府南丹家保 

岩間小松 森下賀之 

 【背景】ポジティブリスト制度が施行され、安全な

農畜水産物の生産供給が厳格化。酪農は毎日の生産と

出荷があり、個体別治療や複数の人が関わる生産供給

過程には様々なリスクが存在。本制度の根幹は抗菌性

物質等の残留防止であり、動物薬事行政を担う家畜保

健衛生所が中心的役割を発揮。【指導方法と結果】今

回の指導はHACCPに替え、体系的に確立した製造物責

任法（PL法）リスクマネジメントに倣い実践。カルテ

の精査や個体管理など獣医師・酪農家・生産者団体間

のリスクを洗い出し評価。各リスクをチェックリスト

化した発生予防マニュアルによるリスク管理を実施。

関係者間のリスクコミュニケーションにより遵守体制
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を検証し、危害拡大防止のための多重防護体制を確立。

【今後の展開】生乳生産の本制度遵守にはPL法リスク

マネジメント手法が有効。今後は、飼料安全法、トレ

ーサビリティー法等関係法令の遵守にも適用し、より

効果的かつ厳密に安全な畜産物生産供給指導を推進。 

 

486 黄色ブドウ球菌（SA）防除に向けたステップア

ップ 式乳質改善指導の取り組み：京都府丹後家保 

畑段千鶴子、田中義信 

 管内の酪農家6戸を対象にSAを指標として各農家の

搾乳衛生レベルに応じた反復指導（ステップアップ式

指導）を関係機関・団体が一体となって実施。①SA防

除に必要な搾乳手技改善項目を前搾り及び手袋の装

着、SA陽性牛の把握及び 後搾乳、一頭一布及びディ

ッピングの強化、SA陽性牛の淘汰の４段階に設定し、

搾乳立会にて評価。②SA・コアグラーゼ陰性ブドウ球

菌・大腸菌群について乳汁細菌検査を実施。③指導者

会議を開き、関係機関等と検査結果を検討、搾乳手技

の改善方法を決定。④農家を対象に検査結果の回答と

共にSA防除に向けた庭先研修会を実施。より高いレベ

ルにステップアップするよう①～④を繰り返し指導し

た結果、全農家が前搾り及び手袋の装着を実施し、3

戸が全項目を達成。搾乳手技の改善により、全農家で

SA陽性牛の排菌率が有意に低下。関係機関等が連携指

導し、なかなか行動しなかった農家が乳質改善に奮起。

安心・安全な生乳生産に対する農家の意識が向上。 

 

487 一酪農家の黄色ブドウ球菌による乳房炎の清浄

化に向けた取り組み：京都府山城家保 森田誠、塚本

智子 

 バルク乳体細胞数が増加傾向にあるフリーバーン、

ミルキングパーラー方式の一酪農家で、黄色ブドウ球

菌（ＳＡ）による乳房炎の清浄化に向け、ＮＯＳＡＩ

家畜診療所と協力して取り組む。１）2006年５月～９

月に搾乳牛全頭の乳汁検査を実施した結果、ＳＡ陽性

頭数は47頭中20頭（42.6％）。ＳＡ陽性牛のほとん

どが乳房炎の臨床症状を示していなかったが、体細胞

数は陰性牛に比べて有意に多かったため、早期淘汰又

は陽性分房の盲乳処置を指導。２）搾乳立会により搾

乳作業を点検するとともに、ライナーゴム、搾乳手袋

及び乳頭口周辺の細菌検査を実施した結果、ＳＡのま

ん延は搾乳機器又は搾乳者の手指を介したものと推測

されたため、群分けによる陽性牛の 後搾乳及び搾乳

手技の改善を指導。取り組みの結果、2006 年 12 月の

ＳＡ陽性頭数は44頭中15頭(34.1％）、バルク乳体細

胞数は減少傾向。引き続きＳＡ清浄化達成に向けて取

り組みが必要。 

 

488 管内酪農家の飼養管理状況とバルク乳の体細胞

数：奈良県家保 佐々木 志帆、藤井 規男 

 管内つなぎ飼い酪農家２９戸の飼養管理状況とバル

ク乳体細胞数の関係を検討。「牛群」では、飼養頭数

が少なく若い牛が多い農家ほど体細胞数が低い傾向。

導入牛より育成牛の割合が高い農家では優位に体細胞

数が低かった。「搾乳衛生」では、ディッピング実施

農家で優位に体細胞数が低かった。「牛床」では、牛

体衛生スコアと体細胞数に正の相関が見られ、牛床が

汚れている農家ほど体細胞数が高いと考えられた。「ミ

ルカーの取り扱い」では顕著な差は認められず。「バ

ルク乳培養検査」では、体細胞数が高い農家は、黄色

ブドウ球菌、その他のブドウ球菌、環境性連鎖球菌、

耐熱性菌が多く、これらの菌による潜在性乳房炎が多

いと思われた。また、これらの菌はディッピング・一

頭一布実施農家で少ない傾向。より良い牛乳の生産の

ためには、適切な飼養規模、資質の高い後継牛の確保、

計画的な牛の更新、牛舎環境の改善、ディッピングな

ど搾乳衛生の向上が重要だと考えられた。 

 

489 バルク乳検査による管内酪農家へのアプローチ

(第1報)：鳥取県西部家保 池本千恵美、長谷川理恵 

 本年度からのポジティブリスト制度の施行・生産調

整に伴い、生乳生産現場ではより良質な生乳の計画的

生産が求められている。当所では12月の管内全戸の巡

回時にバルク乳の採材と聞き取り調査を実施。バルク

乳については乳中尿素窒素（MUN）値と細菌検査を実施

し、牛群検定成績と比較検討。MUN 値と乳蛋白率が適

正範囲内にある農場は、適正範囲外の農場に比べ、平

均乳量、体細胞及び繁殖成績は良好。総菌数は体細胞・

細菌数と比例傾向。黄色ブドウ球菌（SA）は 70 戸中

22戸（31.4%）で分離。SA分離農場の体細胞と細菌数

は非分離農場より高値。各農場には結果をリーフレッ

トでフィードバックし、給与飼料・搾乳衛生面の指導

を実施。検定未加入農場も含む広域な調査により、管

内の現状が明白となり、農場の意識向上に繋がった。

現在、SA分離農場の個体、分房特定による対策を実施

中。今後も生産者団体等と連携の上、個々の農場に則

した指導を継続していくことが重要。 

 

490 管内乳用牛を借腹とした地域受精卵利用による和

牛生産：島根県江津家保 石川 初、岡崎尚之 

 島根県における牛受精卵移植(ET)頭数は、近年大きく

増加傾向にあり、管内においても、三瓶酪農地域を中心

として ET を積極的に活用している。今回、当地域の乳

用牛を借り腹とし、管内他地域の受精卵（地域受精卵）

を利用した和牛素牛生産について報告。地域受精卵は管

内4地域から提供され、子牛還流型（約2週齢で産子を

受精卵提供地域へ還流）と受精卵販売型（生産産子は酪

農家が所有）があり、移植前に酪農家と相談、希望する
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受精卵を移植。H16 年度から計75 頭に移植、31 頭が受

胎（受胎率41.3%）。子牛は17頭生産。県内和牛繁殖頭

数が減少する中、酪農家と和牛農家が ET で連携した和

牛素牛生産は、和牛繁殖基盤を維持する有用な手段と考

える。今後のET体制充実のため、地域内ET師によるET

体制確立と酪農家への他地域和牛受精卵情報の提供、及

び酪農家自らが飼養する繁殖和牛から受精卵を確保す

ることも必要。 

 

491 ミルキングシステム分析結果：島根県出雲家保 

安田康明 村上浩美 

 分析手法は北海道乳質改善協議会のミルキングシス

テム分析マニュアルに準拠し酪農家 165 戸、のべ 171

システムの分析を実施した結果、拍動数や拍動比に異

常を認めたシステムは171例中126例（73.7%）。レシ

ーバージャー付近の真空圧とシステム付属真空計が示

す真空圧との差が 1kPa を超えたシステムは 136 例中

54例（39.7%）。また、1ユニット解放時の真空度の低

下が2kPaを超えたシステムは141例中69例（48.9%）。

有効予備排気量（ER）は132例中103例（78.0%）で評

価基準（1000＋30×ユニット数）であるリットル毎分

より低い値。また、この基準値以下であった103例中、

ユニット解放時に2kPa以上低下したシステムは63例

（61.2%）であったのに対し、基準値以上の29例には

1 例も認められず出現率に差を認めた（p<0.001）。配

管全体のエア漏れの割合が 10%以上認められたシステ

ムは96例中55例（57.3%）。分析の結果、90%近くのシ

ステムが整備不良の状態にあり、ミルキングシステム

分析指導の必要性が示唆。 

 

492 ＢＳＥ発生時の対応を振り返って：岡山県津山

家保 守屋吉英、江田泰一 

 平成１８年４月１９日、津山市食肉処理センターで

解体処理された乳用牛が県内初の牛海綿状脳症（ＢＳ

Ｅ）と確定診断された。津山家保では現地対策本部を

設置し、農協・共済連・市町等関係機関の協力を得て、

ＢＳＥ防疫指針に基づいた防疫活動及び疫学調査等を

行った結果、風評被害等も起こらず早期に事態の沈静

化が図られた。今回、発生に係る防疫活動及び疫学調

査を実施する中で生じた問題点等（消毒に関すること、

疑似患畜リストの作成等）について、その概要を報告

する。 

 

493 ポジティブリスト制度の導入に係る農家の現状

と課題：岡山県津山家保 濱下香那子、森中重雄 

 平成１８年５月、ポジティブリスト制度が導入され、

関係機関・関係団体と農家を巡回し、現状確認と記録

方法等の指導を実施した。当初、衛生管理チェックリ

スト（乳量・乳温）の記入率は５７％で、記入がない

だけでなく、指示書の保管すらしていない農家もみら

れた。そこで、未記入の農家６戸を選び記入方法の指

導を試みた。その結果、記録も指示書の保管もなかっ

た農家では、指示書の保管をするようになり、一部だ

け記載のあった農家では、記載していなかった部分の

記入をするようになったが、反面、全く変化のない農

家もみられた。一方、生協へ限定販売している地区は、

生協の組合員が農家を訪問しており、農家側の生産者

としての意識が高く、記入率は９０％以上であり、記

載内容も正確であった。このことから、農家の意識の

向上には身近な消費者の存在が大きく影響することが

示唆された。今後、安全な畜産物生産のためには関係

機関だけではなく、消費者をも含めた取り組みが必要。 

 

494 肉用牛哺育育成の衛生対策指導：広島県備北家

保 山本祐輔、日高充次  

 平成16年9月から新規に肉用牛哺育育成を開始した

農家で、平成17年3月頃から呼吸器症状を呈する牛を

散発的に認めた。病性鑑定の結果、牛RSウイルス及び

Pasteurella multocidaによる呼吸器病と診断。関係

者と連携し哺育・育成時の衛生対策を実施。1 衛生対

策（1）衛生プログラムの策定（導入時の投薬、呼吸器

5 種混合不活化ワクチン（ＫＶ）の接種)（2）消毒の

徹底(踏込み消毒槽、鼻腔内噴霧等) （3）牛舎環境の

改善(敷き料交換、換気対策)２飼養管理の改善（1）異

常牛の早期発見・治療、個体管理表(鼻汁、発咳、下痢

等の有無)の作成、毎日の体温測定（2）記帳の徹底（個

体管理表、治療歴）。死亡率は対策前9.7％から対策後

3.3％と減少。出荷成績も対策前より向上。治療実施状

況は、ＫＶ接種後の育成期で軽度であった。管理者の

観察能力及び衛生意識の向上を認めた。今後、地域の

哺育育成農家にKV接種及び衛生対策等の指導・普及を

実施する。 

 

495 乳用牛における暑熱対策：広島県備北家保 石

浦英文沖田美紀 

 過去に大きな暑熱被害があった農家の中から早急に

対策が必要な農家3戸（A、B、C）を選定。暑熱による

事故の低減、乳量及び乳質の低下抑制に取り組んだ。A

は成牛16頭、Bは45頭、Cは16頭を飼養。平成18年6～8

月に巡回指導を実施。肩・頚部の風速測定。飼育環境

（換気、飼槽、給水等）をチェック。問題点を整理し、

早期に対応可能な範囲での改善指導を実施。牛群検定

成績等により効果検証。1、風速：指導後一部改善した

が、牛舎全体を1ｍ/秒以上にできなかった｡2、3農家共

に熱射病による死廃はなかった。3、牛群検定成績（1）

搾乳牛1日1頭当り乳量A：8月期は昨年より3.4kg増加。

B：平成18年7～9月期に0.7kg増加｡C:平成18年7～9月期

に3.8kg増加。（2）平均空胎日数A：8月期は昨年より106
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日短縮。4、乳質検査成績（1）乳蛋白A：昨年より低く

推移したが、目標値3.1％を上回った。B・C：昨年より

高く推移。（2）ペナルティーA：今年無し。B・C：昨年

と同様。   

 

496 ワクチン接種を中心とした乳用牛の呼吸器病予

防対策：広島県芸北家保 玉野光博、宮本徳子  

 5 種混合不活化ワクチン（KV）接種を中心とした呼

吸器病予防対策の効果的な推進のため、関係団体で指

導・広報体制を整備。酪農家全戸に対し呼吸器病の発

生予防、発生時対応、まん延防止の観点から巡回指導、

広報等により対策指導。広報は積極的に行い疾病発生

時には、発生農家での対策に加え、具体的な損失額（A

農場：約177万円）を含めた地域の疾病発生情報を酪

農家全戸及び関係団体へ迅速に情報提供し、発生予防

及びまん延防止を啓発。地域での呼吸器病対策推進の

ため、モデル的に過去に複数のウイルス（IBRV、BRSV、

Ad7V及びPI3V）による呼吸器病の多発地域を重点対策

地域に設定、関係団体と連携指導。上記対策により農

家の予防意識が向上、効率よく地域的な取り組みに発

展。KV接種率は、重点対策地域で、指導前の0％から

約80％（16戸中13戸約720頭）に上昇、地域での呼

吸器病予防対策が推進。対策以降、重点地域での呼吸

器病の発生なし。今後は他地域にも普及。 

 

497 酪農指導の取り組みとその成果：広島県芸北家

保 宮本徳子、玉野光博 

酪農指導業務の効率化を推進するため、農家へ巡回

指導に加え関係団体等と連携し疾病等の情報の伝達体

制を整備し、迅速に疾病等の情報提供を行うとともに、

設定した重点指導項目対策を実施。重点指導項目は呼

吸器病対策、ネオスポラ症対策、乳房炎対策、暑熱対

策。関係団体等へは、情報提供と合わせ調整会議を開

催し、問題点を検討。２回の調整会議及び 1３回の伝

達体制を利用した情報提供により当所、関係機関及び

農家間の迅速な疾病情報の共有を可能とし、関係者へ

の効率的な衛生対策の意識啓発及び指導に繋げた。 

また、巡回指導に加え「発生予防－発生時の対応－蔓

延防止」の3段階による積極的な情報伝達情報提供は、

１：疾病発生時の被害の軽減 ２：家畜保健衛生業務の

効率的な遂行 ３：地域ぐるみの疾病対策に有効であっ

た。 

 

498 山口型放牧等を活用した肉用牛新規就農者の育

成：山口県東部家保 白尾大司、宮本和之 

 家保は耕作放棄地対策等に有効な山口型放牧を PR

し、関係機関と協力し、興味を持った人 (々対象者)の

情報を広く収集把握。対象者に対し、放牧牛レンタル

制度での放牧体験や、肉用牛飼養に関する講習会への

受講誘導等を行い、牛への興味と飼養意欲を高め、繁

殖経営へ誘導。対象者の飼養牛には廃業予定農家等の

妊娠牛情報を提供。また、飼養施設、管理技術全般に

渡り関係機関と連携し指導。結果、漁業、耕種農家、

レジャー産業、定年帰農者等多様な担い手を確保し、5

戸が新規に繁殖経営を開始。山口型放牧を活用した繁

殖経営は新たな収入源の確保、地域の活性化など、魅

力ある農山村づくりの一助となった。山口型放牧の活

用は、新規繁殖経営の担い手確保に有効。今後も H19

年度以降の経営開始を目指し9戸を誘導中。山口型放

牧のさらなる発展には、個から集団へ、地域ぐるみで

の取り組みを模索しながら、肉用牛の振興を図りつつ、

中山間地域の活性化を目指していくことが重要。 

 

499 無角和種繁殖センターの子牛生産率向上対策：

山口県北部家保 根岸孝之、井上愛子 

 山口県特産の「無角和牛」を生産する無角和種振興

公社の経営改善のため、子牛生産率向上対策を実施。

これまでの保留・導入の他、受精卵移植（ET）による

素牛確保を加え健全な繁殖雌牛群を整備。粗飼料の年

間平衡給与、畜舎有効利用のため耕作放棄地放牧推進、

繁殖雌牛の群管理徹底など飼養管理の改善を指導。発

情看視指導、発情発見補助器具利用など繁殖検診体制

を強化。成果として、成雌牛は 65 頭→70 頭に増頭、

平均年齢8.1歳→6.8歳、平均産次6.1産→4.4産と若

齢化（平成14年度→18年度、以下同じ）。ETにより

素牛17頭を確保。自給及び地元産粗飼料確保により、

16年度から通年サイレージ給与体系を確立、繁殖部門

粗飼料自給率は14％→65％へ向上。繁殖成績は、受胎

率80％維持、平均空胎日数175日→148日、平均授精

回数 2.5 回→1.7 回へ向上。発情看視指導、発情発見

補助器具利用により、各 2々2頭、13頭受胎。子牛生産

率は64.4％→80.5％へ向上。今後も生産性向上を図る

とともに、生産費用の削減に努め、経営改善を強力に

推進。 

 

500 ＢＳＥ採材棟内に発生する臭気物質の特定：徳

島県徳島家保 鈴木幹一郎・北田 紫 

 ＢＳＥ採材棟内の臭気を北川式検知管を使用して測

定。測定項目は無機物系臭気の硫化水素、アンモニア、

アミン類、メルカプタン類の４項目。有機物系は酢酸

エチル、アセトアルデヒド、酢酸の３項目計７項目。

測定値は臭気強度別濃度表から６段階臭気強度表示法

に変換し判定。測定区分は、死後１～３日の牛５頭収

納時と、その２日後の牛７頭収納時の２回実施。測定

場所は死亡牛収納缶内、冷蔵庫内、採材場所の３カ所。

結果、２回とも有機物は未検出。無機物は１回目死亡

牛収納缶内、冷蔵庫内でアンモニアが臭気強度2.5の

「感知できる臭い」。アミン類が臭気強度５の「強烈
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に感知」。２回目はさらに、硫化水素の臭気強度４～

５の「強烈に感知」。死後５日までは感知可能な有機

物臭気はないが、無機物のアンモニア、アミン類は「感

知」。死後時間を経るに伴い硫化水素が増加。 

 

501 生乳ポジティブリスト制度への対応：愛媛県中

央家保青野逸志、戸田克史 

（社）中央酪農会議が作成した生乳生産管理マニュ

アルの遵守及び生乳生産管理チェックシートへの記帳

に対し指導支援・検証するため生乳受託農協等の関係

指導機関で地域支援組織を立ち上げ、管内酪農家 16

戸について検証作業を実施。その結果、重点管理基準

の遵守状況では、バルククーラーの施錠管理や生乳処

理室の衛生管理に不備が見られたものの、乳用牛の健

康管理や搾乳作業、動物用医薬品等の適正使用は概ね

良好であった。チェックシートは4戸が全項目記入、6

戸は全く未記入であった。未記入の理由は、①多忙な

ため②他に記入しているため③紛失した。また、記入

漏れがある農家6戸では、①毎日同じチェックは煩雑、

②記入方法がわからないなどが理由であり、チェック

シートへの記帳の必要性が理解できてないことが、こ

れらの原因と考えられた。今後は安全な生乳生産管理

に不可欠な記帳・記録の重要性に視点をおいた啓発・

反復指導に努めたい。 

 

502 肉用牛一貫農家での繁殖指導を主とした生産性

向上の取り組み：高知県東部家保 公文喜一、尾石敦 

褐毛和種繁殖雌牛55頭、肥育牛200頭を飼養する一

貫農家において定期的に繁殖巡回を実施し治療を行っ

てきたが、空胎日数の長期化と季節的に繁殖成績の著

しい低下がみられ、改善及び生産性向上にむけた取り

組みを実施。平成15年夏に雌牛群受胎率（受胎頭数／

牛群頭数）は70％前後を推移していたが、12月以降は

繁殖成績が悪化し翌年４月には50％まで落ち込み、同

様の傾向は数年間続く。主な原因として慢性的な粗飼

料不足と自給粗飼料の季節的変動が示唆され、飼養管

理の改善指導による空胎日数の短縮と子牛生産数の増

加を目指した。農家への意識づけを行うとともに低コ

ストで効果的な改善となるものから着手。繁殖ステー

ジにあわせた飼料の増給や送風ファン設置など３年間

の取り組みによって平均空胎日数は 144.1 日から

123.0 日に、分娩後80日受胎率は20.6％から38.9％

へと改善。年間生産子牛も７頭増加（18％増）した。

加えて管理改善によって子牛の新生子疾患、消化器病

も減少傾向を示した。今後も引き続き改善が必要。 

 

503 管内酪農家の体細胞数の現状：高知県中央家保 

橘川雅紀、山崎良洋 

 生乳の衛生的な乳質が求められている中、バルク乳

中の体細胞数が30万個／ml以上でペナルティ、50万

個／ml 以上で将来的には受入拒否となる可能性があ

り。このためバルク乳中の体細胞数を30万個／未満に

し酪農家の損失を抑えるために個体ごとの体細胞数を

測定。平成 18 年 5 月から平成 19 年 1 月までに延べ

1,465頭を測定した結果、30万個未満は1,008頭、30

万個以上50万個未満が95頭、50万個以上が285頭。

バルク乳中の体細胞数については測定開始当初は 5～

110万個／mlと農場間で大きく異なっていたが、搾乳

機器の点検、前搾りの励行、淘汰、早期の乾乳等を主

体に指導。結果、バルク乳中の体細胞数が30万個未満

になった農場がみられた。 

 

504 一酪農協の乳質改善の取り組み：福岡県中央家

保 村上弘子、尾川寅太 

 管内にある一酪農協に対して、長年取り組んできた

乳質改善指導に加え平成１７年から①細菌検査による

パイプライン等の洗浄効果判定②黄色ブドウ球菌（Ｓ

Ａ）感染防止に重点を置いた勉強会③モデル農場にお

けるＳＡ動態調査を実施した。①②の取り組みの結果、

農家の衛生意識向上が見られ、搾乳手袋装着率の増加、

ライナーゴム交換サイクルの短縮など具体的な効果に

加え、体細胞数減少等の一般的な乳質改善効果が認め

られた。③の調査ではパイプライン残乳、ミルカー、

搾乳手袋、乳房拭き取りに加えＳＡ陽性牛が使用した

ウォーターカップからＳＡを分離。そこでＳＡ陽性牛

の更新と移動により陽性牛を１カ所に集め、陰性牛と

ウォーターカップを共有させない事およびウォーター

カップの洗浄を指導し、指導後にＳＡ陰性を確認。ウ

ォーターカップのＳＡ汚染は新たな管理ポイントであ

り、ＳＡ陽性牛隔離の必要性が再認識された。 

 

505 肉用牛肥育農家における記録定着への取組み：

佐賀県北部家保 黒岩享俊 山崎實 

畜産農家では、食品の安全性確保に関する法律等に

基づき、様々な記録に努めることとされおり、また、

ポジティブリスト制度により動物用医薬品等の使用に

際しては更なる注意が必要で記録の重要性が高まって

いることから、関係機関と連携し記録定着化の推進・

指導を実施。方法は、検討会で各法律等を網羅した簡

易なチェックシートを作成し、肉用牛肥育農家11戸を

モデルに記録の実践と毎月1回の記載内容等について

指導。また、研修会等による記録の重要性を啓蒙。そ

の結果、モデル農家は、記録の重要性についての理解

や意識が向上し、積極的な取組みがなされ習慣化が図

られた。一方、モデル農家以外の肉用牛肥育農家 42

戸では、来年4月の本格始動を目指しチェックシート

の記録を実践中。今回の取組みにより、肉用牛肥育農

家の記録に対する意識の向上と記録の促進が図られた
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が、今後も、記録状況等を確認し指導助言を行うこと

で確実な定着を目指すとともに、農家等の意見を聴取

してチェックシートに改良を加え、他の畜種について

も取組みたい。 

 

506 目標、牛ほ育期事故率 50％減：長崎県県北家保 

松田廣志、中村一生 

 黒毛和種大規模繁殖農家で、ほ育期の事故率低減を

目標に対策を実施。対象農家の子牛育成方法はほ乳ロ

ボットを活用した超早期母子分離方式で、子牛は分娩

後3日間母牛と同居し、母子分離後7日間カーフハッ

チで飼養。その後ほ乳舎へ移動し群飼。ほ育期の事故

率はH14年度3.7%、H15年度8.1%、H16年度11.5%と

増加。発育ステージ別ではカーフハッチ飼養時の発生

が多く、季節的には11月～2月の冬場に集中。第1段

階の対策としてカーフハッチに畜産用ヒーターを設置

する等の防寒対策、牛舎消毒、牛下痢症5種混合ワク

チンを接種するも事故率の低下は認められず。第2段

階として上記に加え母牛との同居期間を 3 日間から 7

日間へ延長し、初乳を十分摂取できるようほ育マニュ

アルを変更。また、牛舎内外に 高 低温度計を設置

し温度管理を徹底。子牛の事故率は H16 年度 11.5%か

らH17年度7.3%、H18年度9月末まで5.2%に減少。哺

育マニュアルの変更が も有効。 

 

507 大規模酪農場におけるヨーネ病発生と清浄化に

向けた取り組み：熊本県阿蘇家保 井出清 

平成13年、家畜伝染病予防法（法）第5条検査で管

内初のヨーネ病１戸２頭を摘発。県牛ヨーネ病防疫対

策実施要領（県要領）と家畜生産農場清浄化支援対策

事業（支援事業）の検査による防疫対策で18年7月清

浄化。しかし、同年9月法第5条検査で１頭摘発、再

度清浄化に向け、発生状況と今後の取り組みを検討。

初発後、ヨーネ病の啓発、牛舎消毒、踏み込み消毒槽

設置、人工初乳給与、糞尿の適切処理、共進会出品自

粛を指導。13～18年、県要領検査でエライザ法、糞便

培養法（培養法）各2,513頭、ヨーニン検査182頭、

支援事業で培養法2,618頭実施。摘発頭数は、県要領、

支援事業で48頭、法第5条検査3頭の計51頭。検出

方法は培養法44頭、エライザ法17頭。摘発牛は平均

51ヶ月齢、導入が42頭、うち県外導入17頭。今後、

再清浄化に向け、検査回数増による患畜の確実な摘発、

リアルタイムPCR検査活用によるハイリスク牛の自主

とう汰促進、農場衛生管理の強化が重要。 

 

508 大規模農場における牛呼吸器複合病（BRDC）の

予防対策：熊本県城北家保 齋藤公治、原田秀昭 

 子牛管理の集約化が急速に進む K 地域において、

BRDCによる被害が増加。家保、農協および診療獣医師

が協同して対策を実施。病性鑑定成績と飼養、衛生お

よび臨床面の各種情報を統合分析し、家保が対策を立

案。生後30日齢未満でBRDCが続発する大規模繁殖農

場をモデル農場に選定し、妊娠母牛への呼吸器5種混

合不活化ワクチン（KV）接種による予防を検証。①分

娩30日前の母牛全頭にKV、②45日齢の子牛にマンヘ

ミアワクチン、③60 日齢の子牛に KV 接種（新プログ

ラム）により、呼吸器病の発症率と治療日数の減少、1

日平均増体重の増加を認め、出荷 1 頭につき 14,700

円の増益。また、36戸の巡回指導により戸別に問題点

を整理し、改善指導。子牛生産農場ではモデル農場で

の成果を普及し、4 農場で新プログラムの適用開始。

積極的に飼養衛生管理の改善を図る農場では呼吸器病

が減少。管理記録や飼養環境の整備が遅れている農場

では指導効果が得られず、意識向上が課題。 

 

509 メガファーム進出に対する家保の取り組み：熊

本県城南家保 濱田公男 

 大規模肉用牛経営農場及び酪農経営農場(以下メガ

ファーム)の防疫態勢整備指導を実施。肉用繁殖牛約

4500頭のA農場、搾乳牛230頭のH農場、搾乳牛650

頭のM農場に対し、家畜伝染病予防法に基づく家畜飼

養者の責任と義務及び飼養衛生管理基準、家畜伝染病

発生時の防疫体制、家畜防疫互助事業及び自衛防疫業

務、また食の安全関連として死亡牛適正処理、ポジテ

ィブリスト制度、動物用医薬品の適正使用を指導。衛

生検査として、A農場は四半期毎の立入検査。H、M農

場では種畜衛生検査の他、乳房炎、子牛の下痢呼吸器

病等の病性鑑定等。特に連動スタンチョン未設置の M

農場のブルセラ病、結核病、ヨーネ病検査については、

県内他家保、受託牛飼養者所在当該県の協力を得て実

施。これまでに緊急連絡体制を構築し、情報提供、衛

生検査等を行った結果、メガファームの家畜防疫に関

する意識が向上。今後も信頼関係を深め、万一の際に

適切な対応ができるよう指導していきたい。 

 

510 死亡牛ＢＳＥ検査施設における硫化水素対策：

熊本県中央家保 山口寛二、中熊公雄 

 平成15年12月から化製処理施設内に検査施設を併

設、検査頭数：15年度：969頭、16：2,957頭、17：2,

909頭、18(9月末)：1,583頭、死亡牛鮮度状況：脳幹

部の鮮度から分類し不良また融解：16年度212頭（7％）､

17：180頭（6％）18（9月まで）：147頭（9％）、7,

8,9月の平均：全ての年度で10％以上。硫化水素発生

状況：16年度に測定した 高値の平均3.4ppm（ 高：

19.0ppm）、17：8.6ppm（ 高：32.5ppm）、18（8月

末）：7.7ppm（ 高：15.0ppm）硫化水素による機器の

腐食が問題。16年度：2回、17：7回、18（9月末）：

2回の機器の修理。17年度までの対策：脱硫装置を設
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置、脱硫剤を3回/年交換・消臭剤散布。死亡牛適正取

扱講習会の実施。18年度に新たに加えた対策：ペレッ

ト状の竹炭を使用。新素材防護マスクの着用等。竹炭

使用前より硫化水素は6ppmまで低下、悪臭減少を確認。

竹炭は硫化水素対策として環境保全、経済的に有効。

今後、死亡牛早期搬入の啓発に併せ、竹炭の再利用等

も事業推進に必要。 

 

511 呼吸器病発生防止に向けた取り組み：大分県豊

後大野家保 首藤洋三 

 近年地区内で、呼吸器病を主因とする事故が多発。

呼吸器病ﾜｸﾁﾝ接種の現状を見直し、その効果を検証。K

地区6農場30頭を選定し、接種時期は移行抗体消失直

後を目的に抗体調査。接種方法は実務負担増が 小限

の方向で検討。効果の検証でK地区40農場を対象にｱ

ﾝｹｰﾄ調査。変更前後の呼吸器病診療ﾃﾞｰﾀを調査し、さ

らに肥育への影響を調査。抗体調査から、4カ月齢以

降でﾜｸﾁﾝ抗体の獲得が判明。ｱﾝｹｰﾄ調査（34/40）では、

「接種は手間ではない」（74％）。「呼吸器病が減っ

た」（65％）、「診療数は減った」（71％）であった。

変更前後の地区全体の死廃事故頭数、診療件数は増加

したのに対し、K地区は何れも減少。肥育ではK地区

導入牛に呼吸器病や増体低下なし。抗体調査から接種

時期を4カ月齢以降とした。ｱﾝｹｰﾄ調査から新方法が実

務負担を 小限にすることを示唆。ｱﾝｹｰﾄ調査と診療ﾃﾞ

ｰﾀから、接種時期変更と呼吸器病予防との関連が示唆

され、肥育でも変更による影響なしと推察。 

 

512 ヨーネ病発生農場からの子牛流通対策と課題：

宮崎県都城家保 坂元和樹、末廣裕子 

 ヨーネ病発生農場の経営維持のため、発生農場の子

牛の流通対策について検討。発生農場にはまん延防止

のため子牛を特定肥育農場へ出荷するよう指導。発生

前まで家畜市場に出荷していたA農場は、発生後肥育

専門農協に子牛引取を依頼したが子牛の安全性への理

解が得らず、 終的に総合農協が確保した特定肥育農

場に出荷。家畜市場出荷より低価格の取引であったが、

宮崎県畜産協会の支援事業により収入減を 小限に抑

えた。また、発生前まで肥育専門農協傘下の肥育農場

に出荷していたB、C農場は、肥育農場移動後のヨーネ

病検査の実施も併せた子牛の安全性への理解が得られ、

これまでの流通経路を継続。近年の酪農経営は子牛販

売への依存が高く、安定した経営のために円滑な子牛

流通対策が求められている。子牛販売の依存度の高い

肉用繁殖牛経営では子牛の流通が停止することはより

深刻な問題であり、肉用牛に影響を及ばさないヨーネ

病撲滅のための全県的な体制構築が急務。 

 

Ⅲ－８畜産技術 

 

513 黄色ブドウ球菌の検出にフィルム状選択培地を

活用した効率的乳質改善指導：岩手県中央家保 長山

玲子、佐々木悠佳 

より効率的な乳汁検査による衛生的乳質向上指導を

目的として、牛乳成分検査乳を市販フィルム状選択培

地により黄色ブドウ球菌(SA)数検査及び同乳の検査施

設での体細胞数と細菌数の3項目を調査。従来法に比

べて多検体処理(85検体/1時間)、同定までの検査時間

の短縮(5 日間→2 日間)が図られた。また、14 戸を対

象に 6 回の連続調査を実施し、調査結果から①3 項目

が同時に変動した農場をSAによる乳房炎、②3項目の

変動に関連が無い農場を環境性乳房炎あるいは搾乳機

器の細菌汚染、③3 項目が常時高値を示した農場を複

数の要因による乳質悪化、④問題無しに分類。①と②

を要指導農場とし、農場ごとに改善の優先順位を決め、

濃密指導を実施。迅速に成績を還元し、培地上の SA

が色で確認出来ることから管理者に培地を見せること

で感染状況を実感させSA感染牛の治療・淘汰、感染拡

大防止による乳質改善に結びついた。 

 

514 先進技術活用による肥育技術指導と効率的生産

への取り組み：福島県相双家保 原 恵 

安全・安心な畜産物を生産するには、農家自らが生

産意識し、飼養管理の改善を行うことが重要。このこ

とから、管内肥育農家全戸を対象に飼養管理及び疾病

発生の現状把握と衛生知識の普及を図るため巡回指導

を実施。さらに地元農協と連携し、農協傘下の肥育部

会農家を重点的に指導。また、関係機関の協力を得な

がら、超音波による肉質診断、市場導入牛における血

中ビタミンＡ濃度等の血液検査を実施。超音波肉質判

定による枝肉等級適合率は５等級で83.3％と高率。そ

の成果として、農家自らが客観的データを活用して肉

質判定など肥育技術研鑽に取り組み、第8回全農肉牛

枝肉共励会で名誉賞を受賞したほか、各種枝肉共励会

で多数入賞。今後の課題として、さらなる銘柄「福島

牛」の肉質向上、効果的な飼養管理技術に取り組むた

め、導入牛の健康と血液検査データに基づく飼養管理

マニュアルの構築など関係機関が協力し、全面的な協

力支援に取り組むことが必要。 

 

515 乳雄哺育育成施設の呼吸器病損耗防止対策指導

：千葉県南部家保 風間達也、村杉真樹 

 平成17年6月に診療獣医師より、管内乳雄哺育育成施

設への呼吸器病対策指導の要請があり、生産性向上対

策事業対象農家に選定し、以下に示す対策指導等を実



- 107 - 

施。①素牛生産農家が多数戸であり、素牛の抗体保有

量にバラツキが予想され、ワクチン効果にも差が生じ

やすいと考えられたことから、素牛の移行抗体レベル

を亜硫酸ナトリウム混濁（SSTT）法により推定し、抗

体レベルに応じたワクチン接種プログラムを設定。ま

た、気道粘膜への影響を考えて②気道粘膜への細菌定

着防止のため使用してきた色素剤の使用を中止。③刺

激性のあるゾール系消毒薬の施用を制限。これらの対

策指導の結果、呼吸器病による死廃率は減少。さらに

、SSTT値が低い傾向を示した生産農家については、そ

の要因を探る意味から初乳の給与方法等を調査・検討

し、素牛の生産段階での移行抗体の高レベル化に取り

組んだ。 

 

516 青ヶ島におけるマグサ（ハチジョウススキ）の

調査:東京都家保 磯田加奈子 小山朗子ほか 

青ヶ島は伊豆諸島で も南に位置する小離島である。

青ヶ島村の主要産業のひとつに黒毛和種の肥育素牛生

産があり、現在飼養戸数16戸で繁殖雌牛38頭が飼養

され、平成17年度は32頭の素牛を出荷している。飼

養者の平均年齢は62歳、マグサ（和名ハチジョウスス

キ、伊豆諸島に自生し古くから家畜の飼料として利用

されている。）を主とする生草類を手刈し粗飼料として

与える伝統的な飼育方法が多く取られている。ここ数

年、全国的に肥育素牛価格が高値安定を保つなか、村

から出荷する素牛の価格が伸び悩んでいる。出荷先か

らは、素牛の体格を標準値以上のものとするよう要望

が出ていた。そこで八丈支所では、子牛の育成成績向

上のための基礎資料とするため、マグサの組成および

栄養価（粗たん白質、粗脂肪、粗繊維、中性デタージ

ェント繊維、カルシウム、リン、粗灰分、水分、硝酸

態窒素）の季節変動の調査を実施。 

 

517 受精卵移植子牛の還流方式による「にいがた和

牛」素牛生産の取り組み：新潟県上越家保 篠川 温、

金子周義 

 上越地域では平成11年度から肉用牛繁殖農家（繁殖

農家）へ黒毛和種受精卵移植（ET）子牛を還流する目

的で、酪農家での借り腹方式によるETが開始された。

当所では推進会議や繁殖農家と酪農家の交流会を開催

するとともに、採卵・移植に当たり農家との連絡調整、

技術支援を実施。また、繁殖農家での人工哺育技術普

及を図り、ET子牛の損耗防止に努めた。結果、平成18

年12月末までに繁殖農家6戸で、供卵牛からの採卵を

延べ45頭（凍結保存161個、新鮮卵移植29個）実施、

借り腹方式による移植が酪農家 23 戸で 166 頭実施さ

れ、うち62頭が受胎。これまでに生産されたET子牛

36頭（新潟県優良受精卵子牛6頭含む）が繁殖農家へ

返還。これらのうち現在まで15頭が上越子牛市場へ出

荷され、概ね平均価格より高値で取り引きされた。ま

た10頭は繁殖牛として繁殖農家で保留。今後は酪農家

での肉用牛飼養なども検討し、ETを活用した「にいが

た和牛」の生産拡大に努めたい。 

 

518 一酪農家における受精卵移植の取り組み：富山

県東部家保 先名雅実、尾崎学 

酪農経営の安定化を図るため、飼養管理の省力化

や収入確保を目的に、H16年4月～18年12月に乳用

牛33頭を飼養する一酪農家で受精卵移植(ET）技術

を活用した乳用牛群の改良と和牛素牛生産に取り組

み、その有効性について検討。①高能力乳用牛から

採卵した性判別卵10卵を10頭に移植。現在2頭の

乳用後継牛を確保。②和牛受精卵31卵を31頭に移

植。11頭が受胎し、現在まで7頭を生産。このうち

4 頭は和子牛市場で平均 494 千円で取引され、人工

授精による交雑種生産に比べ1頭あたり約20万円の

増収につながると判明。③受胎率の向上を目指し、

移植時にアセチルサリチル酸を経直腸にて投与。投

与した2頭中2頭が受胎し、受胎率の向上が期待。

これらの取り組みからET技術の活用は、牛群整備や

増収に有効と実証。今後、本県におけるET技術の普

及・拡大を図るうえでのモデル農家として期待。 

 

519 牛受精卵移植産子の枝肉成績と若狭牛生産衛生

指導： 福井県家保 小林崇之、近藤守人 

 当所では若狭牛生産振興としてET技術を活用。生産

頭数は年間約100頭。そこで県内肥育S農家での過去

6年間の枝肉成績等をET産子と県外導入牛とで比較検

討。調査頭数は375頭（県外導入牛211頭、県内産牛

164頭）。県外導入牛は宮崎県、大分県、長崎県から導

入。県内産牛は半数以上がET産子で残りは県営牧場産、

自家産、和牛繁殖農家産。ET産子の種雄牛で も多か

ったのは糸北富士で、ついで平茂森であった。去勢の

平均枝肉成績はET産子［（）内は県外導入牛成績］で

出荷月齢 28.6 ヶ月（28.5 ヶ月）、枝肉重量 434.0kg

（447.5kg）、BMS 4.2（5.0）、枝肉単価1,688円/kg（1,870

円/kg）、雌では出荷月齢29.3ヶ月（28.0ヶ月）、枝肉

重量378.9kg（456.3kg）、BMS 4.0（5.2）、枝肉単価1,641

円/kg（1,584 円/kg）であった。今後、若狭牛指定交

配事業後の産子の成績が出ることから枝肉成績の向上

に期待。また若狭牛生産衛生指導を通じて飼養管理改

善や、子牛育成方法の改善を行って成績向上に努める

必要あり。 

 

520 管内酪農家の搾乳衛生状況と乳質改善指導：福

井県嶺南家保 加藤信正、河合隆一郎 

 バルク乳中の体細胞数（ＳＣＣ）に対するペナルテ

ィの導入により、管内の生産者団体から一酪農家に対
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して乳質改善指導の依頼があり実施。併せて、管内酪

農家の搾乳に立会い搾乳衛生の現状を調査。各酪農家

ではデッピングの不備や過搾乳など搾乳衛生に対する

認識不足が認められた。また、一部の酪農家への改善

指導は経営者が若い後継者である事から乳房炎や搾乳

衛生に関する指導を継続的に行い搾乳衛生技術を改善。

さらに平成18年５月から簡易乳房炎診断（ＣＭＴ）と

個体ごとのＳＣＣ検査を定期的に実施。ＣＭＴ＋＋以

上が19／31頭（61％）、ＳＣＣ100万個／ml以上が15

頭認めた。当初、ＳＣＣ100万個／ml以上の乳房炎牛

に対してビワの葉エキスの乳房への散布（７頭）と抗

生物質の投与（５頭）による治療を試みたが改善され

ず、計画的な廃用・淘汰と生乳の出荷制限を実施。平

成18年12月までに13頭を廃用。バルク乳中ＳＣＣは

当初100 万個／ml以上で推移していたが平成19年１

月以降40万個／ml以下に低下。 

 

521 プロゲステロン放出腟内挿入剤 (CIDR)のウシ

胚移植への応用：福井県嶺南家保 河合隆一郎、前田

淳一 

CIDR を用いた発情同期化の有効性と採胚後に家庭

用冷蔵庫で保存した胚の移植成績を調査。(試験 1)発

情が回帰した乳用経産牛31頭にCIDRを7日間挿入し

除去時にPGを投与。挿入時に①エストリオール15㎎

②GnRH200μg③hCG3000 単位④生理食塩水 3ml のいず

れかを投与。発情発現日数と排卵頭数は、①2.8±0.4

日,9/9、②3.0±1.2 日,5/7、③2.6±0.5 日,5/6、④

2.6±1.0日,7/9。(試験2)卵巣嚢腫の乳用経産牛6頭

に①と②の処置を行い、胚移植。発情発現日数と排卵

頭数は①2.7±0.6日,3/3、②2.7±0.6日,2/3。①2/3、

②1/2が受胎。(試験3)乳用経産牛49頭のうちA群23

頭には3－4℃で24－48時間保存した胚を、B群26頭

には採胚後 6 時間以内の新鮮胚を移植。A 群

11/23(47.8%)、B 群 14/26(53.8%)が受胎。49 頭中 14

頭は①の方法による受胚牛で、9/14(64.3%)が受胎。①

の方法は、繁殖障害牛を含めた胚移植への応用が可能

であり、家庭用冷蔵庫の使用で新鮮胚の有効利用が図

られると推察。 

 

522 遊休農地への肉用牛の放牧：山梨県西部家畜保

健衛生所 増澤明久・鎌田健義 

 本県では、県内産肥育素牛の不足を解消するため、

肉用繁殖雌牛の増頭の必要性が指摘されている。また

近年、牛の省力管理、自給飼料の確保、さらには遊休

農地の解消等省力的な土地管理の観点から、遊休農地

への肉用牛の放牧に係る取り組みが全国的に広がって

いる。当所管内でも本年、4戸の農家が新たに肉用牛

の放牧の取り組みを開始。本取り組みは県内初の事例

のため、放牧現場での課題等の抽出を行なった。また、

当該取り組みを実践する農家は牛の飼養の経験がない

場合が多く、様々な支援の必要があることから、繁殖

牛導入に係る事業の指導の他、現場での衛生指導、放

牧地の移動等技術的な支援を行った。この結果、2戸

の農家は無事放牧を終了。２戸の農家は肥育素牛を生

産。今後は、生産された子牛の衛生指導の継続および、

得られた知見を基に作成した普及用資料を用い、本取

り組みが繁殖肉用牛飼養農家育成の一方策となるよう、

関係各機関の連携協力の下、推進していきたい。 

 

523 低コスト定時人工授精法の開発：静岡県東部家

保 齋藤美英、浅倉豊司 

管内共同育成牧場ではマキ牛による自然交配を実施

していたが、近年、人工授精を希望する預託者が増加

する傾向にあり、労力、経費の面から対応に苦慮。対

策として低コストで受胎率の高い定時人工授精法の開

発に着手。広く用いられている CIDR-Ovsynch 法(約

6,500円)を参考に3種類の方法を開発。CIDR-EBsynch

区では GnRH を安息香酸エストラジオールに変更、

Psynch①区及び Psynch②区ではさｃらに CIDR のかわ

りに流産の防止等に用いられる作用時間の長い合成プ

ロジェステロン製剤を投与量及び期間を変更して利用。

その結果、人工授精時に卵胞が確認された牛の翌日排

卵率は CIDR-EBsynch 区 88.9%(8/9)、Psynch①区

100%(7/7) 、 Psynch ②区 77.8%(7/9) 。受胎率は

CIDR-EBsynch 区 65.0%(13/20) 、 Psynch ① 区

52.9%(9/17)、Psynch②区 55.6%(10/18)。経費は

CIDR-EBsynch 区約4,300 円、Psynch①区約2,900 円、

Psynch②区約2,400円であり、低コスト定時人工授精

法として有望。 

 

524 一肉用牛農家における哺育・育成牛の事故率低

減対策：滋賀県家保 渡辺直人、畜技セ 山中健吾 

250頭規模の哺育牛導入肥育農家において、平成17

年7～9月に死亡事故が多発。発生要因を分析し、対策

を実施し成果が得られたので報告。病性鑑定として平

成17年１～9月までの11頭の死亡牛について、疫学

調査、病理・細菌・ウイルス学的検査を実施。さらに、

導入牛の追跡調査として、平成17年9～10月導入牛５

群30頭の導入時、導入１ヵ月後にコロナウイルス(CV)、

コクシジウムオーシスト(ｺｸｼ)、血清ハプトグロビン蛋

白(Hp)の各項目について検査。導入１ヵ月以内に死亡

する個体が11例中6例と多数。内5例が腸炎と急性肺

炎を併発。糞便から CV4 例、肺から Mannheimia 

haem-olytica(M.h)4 例分離。約 40％の牛が導入時 Hp

陽性。導入１ヵ月後CV、コクシが浸潤。導入１ヵ月以

降の死亡例では慢性肺炎が特徴。対策は家畜診療所と

協力して、①導入牛の厳選②導入時健康検査および治

療③ハッチの清掃強化・石灰塗布④Mhワクチン接種を
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実施。死亡頭数、診療回数が減少。 

 

525 管内における受精卵移植の取組み状況：島根県

松江家保 原 文夫  

 管内受精卵移植の取組みは低調な状況にあった

が、厳しい経営環境にある酪農家から移植取組みの

相談があった。そこで、地域全体での取組みを活性

化するために研修会等を実施。管内2地区の実績は、

A 地区では近年稼動する移植師はなく、試験卵等を

年約10頭に移植、B地区は3名の移植師がH10～17

年度310頭へ移植、その内繁殖和牛が36％を占めた

が近年乳用種への移植が増加。10～17年度全域の受

胎率は、年度別に 31～53％、合計で 176/430 頭の

41％、また比較的取組んできた酪農家 8 戸の受胎率

は27～83％とバラツキがあった。そこで、活性化の

ために両地区で計 3 回、農家等を対象に先進事例紹

介等の移植推進研修会、更に両地区で各 1 回、移植

師及び授精師を対象に技術研修会を開催。本年度12

月末時点で移植頭数は昨年度を上回った。今後、新

規資格取得者への研修、酪農家への和牛育成指導を

予定。地域内で乳肉が一体となる取組み推進を図り

たいと考える。 

 

526 バルク乳細菌検査による乳質向上の取り組み：

岡山県高梁家保 藤澤秀世、多賀伸夫 

 現在、管内T市において牛群検定(牛検)加入農場は

9 戸。食の安全・安心に対しての関心が高まる中、体

細胞数30万/ml以下の乳質基準に適合している農場は

5戸(56%)に留まり、生産調整下でのペナルティによる

追い打ちは避けられない状況。限られた時間と人員で

効率的に乳質改善を図る必要を痛感し、おからく、家

畜診療所、農業普及指導センターおよび当所で特別指

導班を編成。8月下旬と12月上旬にバルク乳から農場

の問題箇所を見当付け、次の通り大別①一般細菌(農場

衛生状況の指標)②黄色ブドウ球菌(伝染性乳房炎)③

大腸菌群(環境性乳房炎)④耐熱性菌(機器の洗浄)して

から点検実施。さらに、牛検データを活用して問題牛

を絞り込み対策を取る手法を展開。12月上旬の検査で

はすべての細菌検査で目標値を達成した農場が認めら

れた。現在、乾乳前の乳汁検査と乾乳期治療を実施、

搾乳立会による手技の改善を確認中。今後は同手法に

よる指導を全戸(22戸)に拡大。 

 

527 乳質改善指導効果の検証：岡山県真庭家保 

佐々木真也、高見剛 

 蒜山地域では、蒜山酪農業協同組合が中心となり、

平成 11 年度から生乳品質の向上を目指して主に成分

的乳質の向上に取り組んできた。平成15年度からさら

なる衛生的乳質の向上のため搾乳立会指導を実施。今

回、指導効果を検証するため、同地域で全戸アンケー

トを実施した。その結果、指導した項目のうち①搾乳

手袋の使用が23%から45%、②前搾りの実施が77%から

91%、③ポストディッピングの実施が85%から91%、④

適正な乳頭清拭布の使用が38%から77%等となり、指導

により作業手順が大幅に改善されていることが検証さ

れた。なお現在、地域のバルク乳平均体細胞数は平成

14年度の32万から25万に減少している。今後は、指

導により手順を改善したにもかかわらず、乳質の向上

がみられない農家に対し、搾乳器具の点検等さらに原

因を究明し、生乳品質の向上に努めていく必要がある。  

 

528 出荷制限期間のない経産牛の発情同期化方法の

検討：岡山県岡山家保 森分哲彦、有安則夫 

 経産牛に受精卵移植を実施する場合、高い発情同期

化率を得る方法としてオブシンク法等のプロスタグラ

ンジンF2α製剤(PG)を使用する方法がある。しかし、

ＰＧの使用は搾乳牛では投与後１２～２４時間の乳の

出荷制限があり別搾りの必要性、廃棄方法の問題等が

ある。そこで、ＰＧを使用せず受胚牛の発情を同期化

する方法として、黄体期にポビドンヨード剤(ヨード

剤)を子宮内注入すると８日前後でしばしば発情がみ

られることに着目し、発情誘起日の９日前にヨード剤

５０ml を子宮内注入と同時に膣内留置型黄体ホルモ

ン製剤(CIDR または PRID)を挿入し発情誘起日の２日

前に抜去し発情同期化を試みた。２３頭で実施し３頭

については黄体の退行が不十分で抜去時にＰＧの投与

を行ったが、１７頭は無投与で発情が確認され、１５

頭に移植可能な黄体が形成された。うち１４頭に移植

を実施し受胎４頭、妊否不明４頭で受胎率４０％とな

っており、同期化方法として有用性が示された。 

 

529 「阿波牛」生産基盤強化に向けた新たな取り組

み:徳島県東みよし家保 福見善之、 松尾功治 

 徳島県の銘柄牛「阿波牛」は、管内県西部における

中山間地域に偏在する小規模な繁殖経営により生産基

盤が形成されている。しかし、肉用資源となる（繁殖・

肥育）素牛は、県外主要産地からの導入に依存してい

るのが現状である。 

 また、近年小規模・高齢者層の経営離脱が進んでお

り、阿波牛生産基盤の脆弱化が危惧されている。そこ

で、県の酪農・肉用牛生産近代化計画に基づき、肉用

牛の増産を図る新たな試みとして、交雑種（Ｆ1）を母

牛とし、育種価の高い県有繁殖和牛から採取した凍結

受精卵の移植によるいわゆる「Ｆ1‐1産取り肥育方式」

を実施した。結果、雄子牛生産の場合、1頭あたり平均

35 万円の収益が得られ、雌子牛生産の場合、低コスト

による優良雌子牛の効率的な生産・繁殖牛の増頭が図

られ効率的な繁殖経営が可能となっている。今後は、
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地域グループにおける支援体制の強化を図りながら、

安定的な素牛確保対策を実施し、徳島県の阿波牛生産

基盤の強化につなげていきたい。 

 

530 堆肥利用による特色ある農業への期待：高知県

東部家保香長支所 米田佐知、村松俊 

 管内では、平成１２、１３年度国補事業で３ヶ所の

堆肥化施設を整備したが、堆肥の利用は進まなかった。

営農改善会（JA、市、県等）では「牛ふん堆肥の利活

用システム作り」を緊急課題として取り組んできた。

牛ふん堆肥の利用促進を図るため、マニュアルを作成、

これを利用して、稲作、園芸農家を対象に研修会を実

施、意向を調査。堆肥利用者として南国市こめ地産地

消の会（こめの会）が浮上。この会は市内の米農家１

０戸で、生産者の顔の見える安心安全な米の提供を目

標に結成。１８年には全員が減農薬栽培の認証を取得。

耕畜の橋渡しとして、堆肥利用（こめの会）と提供（畜

産農家）の条件を突き合わせ、堆肥の利用を促した。

こめの会は１９年度こうち農業確立支援事業でスット

クヤード、堆肥散布機の整備を計画。ストックヤード

には一次発酵済みの堆肥を無償で確保。畜産農家には

無償で稲わらを提供。耕畜連携と堆肥の地産地消が実

現する。 

 

531 遊休地化した基盤整備農地再生への取組：高知

県幡多家保 中西慶太、日高拓郎 

近年、農業就労者の高齢化、後継者不足や換金作物

不在などによる優良農地の遊休化が問題。管内でも国

営農地開発事業により造成された農地の遊休化に対し

農業振興センターが改善策を模索。家保からの働きか

け、放牧による農地の有効利用案に賛同。また、肉用

牛の省力的管理、簡易放牧による農地管理の推進や無

畜地域での有畜農家を開拓することを目的とし、地域

住民、地権者、市、JA等の関係機関と協議、地域住民

主体の実証展示放牧を実施。地権者が次々に増加、5

牧区（1.3ha）の輪換放牧に進展。 

結果、放牧後の農地利用として新たな作物を栽培す

る地権者の出現など営農意欲が向上。また景観保全の

みならず獣害防止に一役を担った。 

 

532 死亡牛 BSE 検査の問題点と対応：福岡県北九州

家保 吉川綾子 

 福岡県では平成16年4月から平成18年9月までに

BSE対策特別措置法に基づき24カ月齢以上の死亡牛に

ついて3,924頭のBSE検査を実施。直面した作業工程

上の課題を改善し、正確かつ効率的な採材手技と事務

処理を構築。検査牛の腐敗と添付書類不備の問題は管

轄家保を通して迅速に農家等に啓発指導することで改

善。死亡から搬入までの日数が短縮され、平成16年度

1.46日、平成17年度1.34日、平成18年度1.33日と

なり腐敗率も平成 17 年度 38.0%、平成 18 年度 30.6%

と低下。夏期における高濃度硫化水素下での作業につ

いては安全確保手順を徹底し、採材器具の厳選とディ

スポーザブル化を進めることにより作業員の汚染事故

等の危険を減少。膨大な検査データについては独自に

集計ファイルを作成し、迅速かつ省力的な報告を可能

とした。今後は夏期の換気不良作業環境の改善に努め

たい。 

 

533 黒毛和種肥育牛におけるビタミン A 濃度および

増体と脂肪交雑の関係：長崎県県北家保 石丸憲二、

大曲祥之 

 肥育牛における増体とビタミンA濃度（VA）が脂肪

交雑基準（BMS）に及ぼす影響について検討。材料は県

有種雄牛11頭の間接検定材料牛93頭。VAは2～3カ

月間隔、体重は毎月1回測定。枝肉成績は検定終了時

の全国和牛登録協会の格付成績を用い、BMS3等級未満

群、3・4・5等級群に区分。VAの推移は3次、体重の

推移は4次の近似式を用い比較検討。また、詳細な推

移を確認するため、算出された近似式を微分し勢いに

ついても検討。VA の推移は BMS5 群では早期から減少

に転じ減少期間も 長。VAの勢いは3未満群が も遅

く減少し始め、期間 4 区分中 短。体重の推移は BMS

の高い群は検定開始約2ヶ月目以降も大きく増加。BMS

の高い群ほど体重の勢いは激しく、ビタミンの減少も

著しいと判明。系統別では気高系がVA、発育パターン

ともにBMS5群の近似式と類似。但馬系は他の2系統と

異なる発育パターン。高品質な牛肉生産の為には VA

の推移と中期までの増体に注目することが必要。 

 

534 管内牛肥育農場における生産性向上の取組み：

大分県豊後大野家保 志村英明、渡邉春香 

 肥育成績（発育、枝肉成績等）の向上による経営の

安定、効率的な飼養管理を図るため、平成 15 年に B、

C農場の肥育成績デ－タを基に検討を実施。B農場は、

肉質の向上について検討し飼料給与体系の変更、C 農

場は枝肉重量並びに肉質の向上について検討し、従来

の飼料給与の徹底を実施。B、C農場とも衛生指導並び

に飼養管理指導、血中ビタミンA濃度（以下VA濃度）

等の測定結果による指導を実施。平成15年出荷牛の肥

育成績と平成18年度の肥育成績の比較では、B農場の

BMS№は3.8から5.4に向上。C農場のBMS№は3.8か

ら4.4に向上、枝肉重量は414kgから432kgに増加。

VA濃度はB、C農場とも「ビタミンAの適正制御によ

る高品質牛肉生産技術開発マニュアル」よりもやや高

い値で推移した。飼養、衛生管理指導により、飼養管

理者の生産性向上に向けた指導、啓発等が図られ、肥

育成績の向上が図られた。今後は、VA濃度のコントロ
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ールにより更なる肉質向上に向けた取り組みを行う。 

 

535 山間部における肉用牛繁殖経営の優良事例：宮

崎県延岡家保 有田章一、竹内真弓 

 延岡家保管内山間部において黒毛繁殖和牛 30 頭か

ら50頭に規模拡大した優良事例を紹介。成績について

はH15.7～H18.6までの定期巡回による繁殖成績、飼養

管理方法等の多方面から分析。飼養頭数は、H15.7 か

ら巡回開始1年目に合計23頭を導入して45頭規模に

拡大。繁殖成績は、急激に増頭した1年目は 終種付

けが 100 日に延長したが 2 年目の平均が 60.0 日とな

り、翌H18の分娩間隔は352日に回復。飼養管理の特

徴は、個体の相性を重視した群編制、購入粗飼料主体、

個体管理の充実、早期離乳の実施による発情回帰の短

縮など。また、牛の観察に優れ、発情の見逃しがなく、

エコーによる妊娠鑑定はほとんどプラス判定で推移し

た。農業所得は地域指針の1.57倍と諸費用が抑えられ

ている状況。発情発見に工夫を凝らし見逃しがないこ

となどが総じて本農場の好成績につながっているもの

と思われた。 

 

536 ギニアグラス新品種「パイカジ」：沖縄県畜産

研究センター 蝦名真澄、幸喜香織 

 ギニアグラス（Panicum maximum Jacq.)は熱帯、亜

熱帯に適した暖地型イネ科牧草で、収量および粗蛋白

含量が高く繁殖素牛の餌として沖縄県を中心に利用さ

れている。沖縄県畜産研究センターの指定試験事業に

て、南西諸島の永年利用向き新品種「パイカジ」を育

成、平成１８年度命名登録された。「パイカジ」は有

性生殖を利用した交雑品種で、収量性に優れた「ナツ

ユタカ」とほぼ同等の収量（518kg/a/年、ガットン比

134）を期待でき、品質がよいとされる「ガットン」よ

り常に高い乾物消化率（平均56.0%、ガットン52.6%）

を示す。また、「ナツユタカ」および「ガットン」よ

りやや晩生で、茎数も多い。「ナツユタカ」で問題が

指摘された採種性も向上しており、今後、南西諸島の

永年利用での「ナツユタカ」および「ガットン」に代

わる利用が期待されるギニアグラス新品種である。 

 

Ⅲ－９その他 

 

537 小規模ミルクプラントの衛生指導：北海道釧路

家保 佐藤紘子、稲原一幸 

 酪農家等の設立する小規模乳・乳製品製造施設（小

規模ミルクプラント）が増加。原料乳生産農場の衛生

対策を含む衛生管理体制作りが急務となり、支庁、普

及センター、保健所、家保で酪農食品専門部会（部会）

を設立。意見交換を行い情報を共有。小規模ミルクプ

ラント 15 カ所で農場及び製造施設の衛生管理調査や

食中毒菌検査を実施、成績を基に衛生指導を行い、講

習会を開催。農場HACCPと製造施設のHACCP評価事業

を推奨。製造施設とその原料乳供給農場 2 戸を HACCP

モデル施設とし、抗菌性物質残留を危害因子に設定し

管理記録方法を検討、記帳を徹底。講習会では、乳及

び乳製品に関する法律や社会情勢など 新情報の提供、

製造施設や農場の衛生管理について説明。生乳検査法

等実習も実施。従来、保健所が製造施設の、家保が農

場の衛生指導を同一生産者に対し別々に実施していた

が、部会設置により組織横断的に生産から加工まで一

貫した衛生指導が可能となった。 

 

538 A町肉用牛農家への生産衛生向上対策と成果：青

森県青森家保 田中慎一、原園子 

無獣医地域の A 町（繁殖農家 17 戸、繁殖雌牛 141

頭、肥育農家2戸、29頭）へ関係機関と連携し以下の

生産衛生向上対策を継続実施。受胎率向上：放牧地で

の発情及び排卵同期化（H6～）、肥育成績向上：代謝

プロファイルテスト（H10～）、子牛損耗防止：下痢緊

急対応マニュアル作成･指導（H13～）、踏込み消毒槽、

体温計配付（H15、16）、飼養衛生管理：地域ぐるみの

畜舎消毒、ポジティブリスト制度の周知徹底、管理台

帳配付（H17～）、畜産技術向上：講習会・青空教室の

開催、休耕田利用放牧の推進（H17～）、内寄生虫：イ

ベルメクチン製剤投与（H17～）。近年の課題であるヨ

ーネ病発生に対し患畜・関連牛の早期淘汰、分離放牧

等、公共放牧場の小型ピロプラズマ濃厚感染に対し自

家用放牧場の調査、フルメトリン製剤投与を実施。対

策の継続と課題への的確な対応により死亡事故の減

少、肥育成績の向上や新規参入者、後継者の増加、飼

養頭数の増加等生産意欲が向上し地域が活性化。 

 

539 死亡牛データを活用した農家指導：青森県青森

家保 原園子、田中 慎一 

平成16、17年度の死亡牛届と死亡牛処理整理票に記

載のデータ（死亡牛データ）を分析、24か月未満は家

畜共済死廃事故データ（共済データ）と併せて農家指

導に利用。死亡牛データ分析の結果、12か月齢未満の

肉用牛、特に乳雄肥育牛の死亡が多数である事が判明。

共済データでは若齢個体の腸炎、月齢の進んだ個体の

肺炎が多数。死亡牛データから事故多発農家を抽出、

さらに共済データで腸炎、肺炎が多い農家を抽出、疾

病発生状況に応じた指導と対策を実施。A 農家（乳雄

肥育）は導入後の肺炎が多く、導入先の一元化と隔離

施設の設置等を指導。B 農家（繁殖）は若齢子牛の腸

炎が多発、飼養密度の改善と人工初乳給与等を指導。C
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農家（一貫）は肺炎が多発、換気・採光の改善を指導。

死亡牛データからは品種・月齢・季節性等の全体の傾

向が把握可能であり、共済データを併せて分析する事

で、農家に対する効率的な指導が可能。今後はこれら

のデータを活用した指導の体制作りが必要。 

 

540 放牧成果判定方法の作成および放牧成果推定指

標の検討:宮城県大河原家保 飯渕良廣、高森広典 

 牛は月齢により発育速度が異なる。発育速度の標準

化方法としてホル協発育曲線を基に標準偏差の高次回

帰式を求め、各個体の退牧時までの1日増体量(DG)等

を偏差値に変換するマクロを作成し、放牧成果の推定

指標としての有効性を検討。偏差値と預託者農場での

飼養状況及び入牧季節等の関連を分析。数量化Ⅰ類の

「重み付け」は制限給餌で-67.72、細断給餌で-63.65、

入牧季節で32.96と高い。判別分析では、個体別飼料

給与実施が放牧成果への影響大。また、入牧時と退牧

時の標準体重からの乖離度合、入牧後 1 ヵ月間の DG

と退牧時標準体重から乖離度合の相関係数はそれぞれ

0.655(p<0.001)、0.597(p<0.001) であったことから、

上記の各分析結果を基に作成したマクロを牧場管理者

が利用可能なものへと改良し普及を図る。 

 

541 肉用牛のヨーネ病検査実施に向けた現状と課

題:宮城県登米家保 山田治、柴崎卓也 

検査体制の検討のため、繁殖農家への疾病に関する

アンケート調査、検査に要する日数・人員、発生予測

及び発生に伴う経済的損失を試算。調査の結果、ヨー

ネ病を知っていたのは18.4％（21/114戸）、その内発

生後の法令殺や継続検査等については 20～50％の認

識度。年間検査対象230戸、950頭、1班3名編成、週

6班で実施した場合、日数は約10週、防疫員は延べ130

名、補助員は60名。患畜発生確率を県内ヨーネ病罹患

率からポアソン分布によって予測。同条件で、年間 1

戸発生は14.0％、1頭発生は32.8％。調査・試算の結

果、ヨーネ病の認識は低く、発生後の防疫措置等も含

め十分な周知、農家・生産者団体への全県的な取組が

必要。発生農場の販売収入等の減少による経営圧迫や

まん延防止期間中の市場上場牛の取扱等を含め、農家

支援策の検討と生産者団体との協議が必要。検査では、

防疫員・補助員確保の困難が予想され、検査人員の安

定確保のためにヘルパー制度等の検討が必要。 

 

542 搾乳牛にみられたヨーネ病肉芽腫性炎と星状小

体を伴う散在性肉芽腫の病理組織学的考察：宮城県仙

台家保 西清志、伊藤敦 

 平成18年6月、1戸2頭（NO.1、2）の搾乳牛をヨ

ーネ病で法令殺。NO.2は、空・回腸粘膜は中程度に肥

厚し、空・回腸及び腸間膜リンパ節に抗酸菌を伴う肉

芽腫性炎を確認。NO.1では、ヨーネ病肉芽腫性炎は確

認されなかったが、腸間膜リンパ節において中心部に

リング状物を持ち、その周囲を星状小体が取り囲み、

さらにその周囲を好中球、マクロファージ、多核巨細

胞、線維芽細胞が取り囲む肉芽腫を散在的に確認。NO.2

の空腸リンパ節にも軽度ながら同様の肉芽腫を確認。

リング状物はPAS染色及びGrocott染色陽性、抗酸菌

染色陰性。免疫組織学的検査結果では、抗

Mycobacterium bovis、Actinobacillus lignieresii、

Aspergillus spp、Candida albicans 陰性。電子顕微

鏡検査で、中心部のリング状物は電子密度のやや低い

不整形な壁構造を持ち、内部に細胞小器官は認めず、

病原微生物ではない物質による異物性肉芽腫と考察。

形態的に抗酸菌による肉芽腫との鑑別に注意が必要。 

 

543 黒毛和種子牛にみられた拡張型心筋症の一例：

福島県県中家保 稲見健司 

 黒毛和種、雄、四ヶ月齢、食欲低下と異常呼吸を呈

して死亡した。発育は正常だが挙動は緩慢であった。

主病変は心臓にあり、肉眼的に左右心室の拡張による

心臓の球形化および心筋の菲薄化と褪色、組織学的に

は心筋層に中等度～高度の線維化と心筋細胞の減数を

認めたことから、拡張型心筋症と診断した。黒毛和種

子牛の遺伝性心筋症は、肉眼的に左心室の拡張による

心臓の腫大、組織学的には心筋の変性壊死とそれに続

発する肉芽形成と報告されている。ホルスタイン牛の

拡張型心筋症は、肉眼的に左右心室の拡張がみられ、

組織学的には心筋肥大を伴わない心筋の壊死と線維化

と成書に記載がある。本症例は、肉眼的に左右心室の

拡張がみられ、組織学的には心筋の太い束状の線維化

が特徴的で、心筋細胞の変性や壊死が明瞭ではなく、

病変は右室がより高度で、過去の報告や成書の記載と

は相違していた。 

 

544 管内和牛公共牧場における家畜保健衛生所の取

組と課題：栃木県県央家保 新楽和孝、岸善明 

近年の公共牧場を取り巻く情勢の変化を考慮し、管

内和牛公共牧場（以下牧場）（9場、総草地面積371.8ha、

平成18年度放牧頭数454頭）の利用状況と利用者から

の意見をもとに、牧場活性化における当所の今後の姿

勢を検討。放牧頭数は、一部牧場の地域外利用者参入

により3年間で約52%増加。過去5年間の平均死亡事

故0.46％、事故による下牧1.26％と全国平均より低値

を維持。事故原因として初放牧牛でピロプラズマ病に

よる被害が散発。牧場利用者102戸中28戸からの意見

聴取では、夏期放牧への強いニーズ、家保による継続

的なピロプラズマ検査等の要望を確認。今後、利用者

の信頼を確保し、継続利用を促すためには、家保は牧

場利用者や関係者の意見を尊重し、利用者の高齢化問
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題を十分に考慮した衛生対策支援が必要。 

 

545 管内のパーラー排水浄化処理施設の現状と課

題：栃木県県北家保 斎藤憲夫、平井清司 

ミルキングパーラーからの排水に対し浄化処理施設

が設置されるようになってきたことに着目。那須農業

振興事務所と共同で調査・指導を実施。3 年間で 7 戸

延べ34検体の処理水を分析。これら処理水には明確な

法的規制がないため、一般的な畜舎から公共水域へ排

水する際の基準を用いて検討。BOD、SS、大腸菌群数に

おいて基準外のものが散見。度数分布を取るとBOD及

びSSでは基準値付近のものは少なく、両端が多くなる

傾向にあることから、正常稼働していれば良好な浄化

処理が可能。基準外となった事例のほとんどは活性汚

泥沈殿率の測定と処理水の観察により状況把握が可能

で、その多くは余剰汚泥の引き抜きにより改善を確認。

農家自身が浄化槽の管理・運営を行うことが望ましい。

このためには農家の意識啓発のほか、活性汚泥の適正

管理がより容易な施設となるよう設計段階から指導す

る必要がある。 

 

546 八丈島牛乳の現状と消費拡大への取り組み：東

京都家保 小山朗子 磯田加奈子ほか 

家保八丈支所（支所）はこれまで牛乳消費拡大にむ

けた取組を支援。平成16年度までに牛乳パッケージの

変更や温泉施設で販売を開始。平成１7 年度は中小企

業診断士による八丈島牛乳の拡販について経営診断を

実施。牛乳販売強化策として生産体制の確立や観光向

け紙パックでの販売等が挙げられた。より効果ありと

された「鮮度を強調するポスター」「小売店に登旗」「ミ

ニコミ誌の作成」を実施。ミニコミ誌は消費を伸ばす

目的で、酪農部会で作成を決定、酪農家を編集長とし、

記事は酪農家や家族が、支所は編集委員として写真撮

影やレイアウト等を担当。ミニコミ誌は学校用に編集

し直し、島内の小学校・中学校にも掲示。消費拡大へ

向けての地道な努力を継続中。一方、本年度３年ぶり

に生乳生産量が不足し制限販売となった。これは前年

の暑熱影響から発情回帰、種付けが遅れたことが原因

と思われる。乳牛頭数の減少があるが生乳の安定に向

けた技術支援に努める。 

 

547 牛の個体識別番号を利用した業務の効率化に関

する提案：神奈川県湘南家保 田中嘉州 、栗原定男 

 当所では、家伝法第5条に基づく牛ヨーネ病、牛結

核病及び牛ブルセラ病検査（定期検査）に係る時間は

膨大であり、検査原簿の作成と保存に関して改善が望

まれる業務となっている。そこで、牛の個体識別番号

を利用し業務改善を試みた。実施内容は、①個体識別

番号を利用したデータベース（DB）を作成 ②患畜の

DB を作成 ③検査原簿の一覧表化である。この DB の

効果を確認するため、従来の業務方法と比較した。DB

を用い、簡略化した様式の検査原簿では、時間短縮、

印刷枚数の低減および印刷物の保管場所の減少という

効果が得られた。これにより定期検査の際の検査原簿

の検索や検査成績の記入に関し大幅な作業軽減につな

がった。また、患畜のDBを利用することで、家伝法第

17 条に係る事務書類作成を迅速に行えるようになっ

た。このように、個体識別番号のDBにより、業務の効

率化を図ることができる。 

 

548 乳用牛農場における畜産安心ブランド生産農場

認定への取り組み：新潟県中越家保 増井有理、小林

淳壱 

 新潟県では平成12年度から生産現場でのHACCPの考

え方に基づく飼養衛生管理手法の導入を推進。平成15

年度には養豚農場における認定を、平成18年度からは

乳用牛農場についても畜産安心ブランド生産農場とし

て認定する事業がスタート。農場では危害因子を抗菌

性物質、腸管出血性大腸菌O157、サルモネラに設定し、

認定基準にバルク乳中の総菌数、体細胞数の数値目標

を取り入れた。衛生意識が高く、有利販売に意欲的な

農場を対象に①衛生管理プログラムの確立・実施②記

録簿の整備③乳質成績の維持等を指導。平成18年度は2

戸が認定された。一方、管内乳用牛農場を対象としたH

ACCP等実施状況調査では、各調査項目に改善が見られ

るものの農場毎の衛生意識及び乳質成績の差は依然大

きく、生乳の有利販売、消費拡大に向けた地域ぐるみ

の取り組みが必要。今後は認定農場の普及拡大に努め

たい。 

 

549 ５年間のＢＳＥ検査対象牛の病性鑑定成績と指

導効果：福井県家保 笠原香澄、吉田靖         

 ＢＳＥ検査対象牛の死亡・廃用(死廃)原因究明のた

め病性鑑定実施。平成13年10月から18年12月、乳

用牛876頭(死亡388頭、廃用488頭)、肉用牛91頭(死

亡69頭、廃用22頭)計967頭を検査。死廃年齢は乳用

牛では４～５歳が、肉用牛では２歳が も多い。乳用

牛では 終分娩から１週間以内の死亡が も多い。病

性鑑定成績は、乳用牛の死亡原因は、第四胃変位・捻

転(19％)、牛壊死性腸炎(14％)、重度乳房炎(11％)が、

廃用原因は、関節炎・周囲炎(13％)、乳房炎(13％)、

ダウナー症候群(11％)が多い。肉用牛の死亡原因は、

牛壊死性腸炎(20％)、急性鼓脹症(19％)、重度肺炎

(10％)が、廃用原因は、ビタミンＡ欠乏症(18％)、脂

肪壊死症(14％)が多い。そこで成績に基づき疾病多発

農家に対し共済獣医師、普及指導員と連携し指導。第

四胃変位多発酪農家には飼料の見直しを指導し発生は

減少。重度乳房炎多発酪農家には敷料オガクズへの消
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石灰添加を指導し発生を防止。肥育後期に牛壊死性腸

炎が発生した肉牛農家にはワクチン接種を指導し発生

を予防。 

 

550 小学生を対象とした酪農体験学習の成果と課

題：長野県伊那家保 橋本淳一 

平成17年に食育基本法が施行され、「食」への関心

が高まっている。上伊那畜産振興協議会（事務局：上

伊那地方事務所農政課）は、「食育」と「畜産振興」を

目的に小学生を対象とした以下の酪農体験学習を実施

した。①搾乳体験（5校250名）、②農場訪問（2校174

名）、③子牛飼育（6ヶ月間、1校24名）。同協議会の

構成員たる当所は、動物由来感染症予防と安全な学習

実施のために以下を行った。細菌検査（腸管出血性大

腸菌O157等）と健康検査（体重等）、および学習中の

子供達への衛生指導と牛の生理に関する講義。子供達

は生乳の温かさを直に感じ、子牛の心音に何度も耳を

傾けるなど、自分達が飲んでいる牛乳が命あるものか

ら作り出されていることを感じ取った。今後、この取

組を継続する為には他のふれあい施設の事故に見ると

おり、動物由来感染症予防が重要であり酪農現場の環

境向上、子供達への衛生指導など家保の責任は重いと

思われた。 

 

551 根羽子牛市場の取引価格に影響を及ぼす要因の

検討：長野県飯田家保 原 典子、木内英昭 

根羽子牛市場（市場）は年間約800頭の上場があり、

県内外へ黒毛和種子牛を供給｡平成17年７月～平成18

年 12 月の間に８回開催された市場における取引成立

牛の価格と体重、体高等の発育に関する項目(項目)と

の間には正の相関がみられたことから、市場の取引状

況の把握と出荷農家の指導に資するべく､項目に影響

を及ぼす要因を分析し、取引価格との関連を検討。取

引成立牛 1,170 頭の項目について市場開催時(水準数

８)､性(同２)、生産方法(同２)、種雄牛(同32)および

生産方法から枝分かれした出荷農家(同 43)を要因と

した 小二乗分散分析により解析したところ､市場開

催時を除き0.1%水準で有意性が認められた。さらに取

引成立牛の標準化体重および標準化体高において､出

荷農家はいくつかのグループに分けられ、飼養衛生管

理状況の相違が推察された。以上のことから、取引成

立牛の価格に影響を及ぼす要因が明らかとなり､これ

らの成績は出荷農家に対する生産性向上のための指導

の一助となると考察｡ 

 

552 新生子牛の皮膚に認められた多発性血管芽細胞腫の一

例：長野県伊那家保 森野なつ樹 

平成17年11月、体表に多数の腫瘤を認めるホルス

タイン雄子牛が出生。腫瘤は全身に散発し、大豆大か

らピンポン玉大、暗赤色で隆起し、無毛、一部は自壊

していた。剖検では、皮膚以外に著変は認められなか

った。組織学的に、腫瘤は類円形から紡錐形の細胞境

界不明瞭なpericyte(周皮細胞)様Stromal cell(間質

細胞)の腫瘍性増殖からなり、真皮から皮下織に充実性

に認められた。また、毛細血管が豊富で、拡張した血

管腔、スリット状血管腔、管腔の不明瞭な血管等が認

められた。腫瘍細胞は形態的、免疫組織化学的にヒト

の血管芽細胞腫と同様の特徴を示し、渡銀染色結果等

を踏まえ血管芽細胞腫と診断。血管芽細胞腫は、ヒト

の小脳や皮膚に発生する良性の腫瘍として知られてい

るが、獣医領域では犬の脊髄内での報告がわずかにあ

るのみで、本例は牛での発生例として貴重である。 

 

553 市販データベースソフトを活用した牛戸籍の管

理：岐阜県西濃家保 浅野美穂、井上富雄 

従来当家保では、家畜防疫に利用するため牛戸籍と

して管内飼養牛の各種データ(飼養農家名、生産地、生

年月日、耳標番号など)を表計算ソフトで農家ごとに作

成し管理。牛海綿状脳症(BSE)発生時、生産地を全ての

農家について調べる場合、農家ごとのファイルを全て

開き確認する作業となり、多大な時間と労力を要して

いた。今回市販データベースソフトを用い、一括検索

できるシステムを構築。その結果、牛の個体識別番号

管理により、一頭についてのデータが重複せず、これ

まで出来なかった管内農家間における牛の移動の把握

が可能(管内移動牛は現在まで71頭)で、今後家畜伝染

病発生時に「患畜と同居歴のある牛」が検索できる。

この他証明書の発行や、管内の牛の飼養状況の把握に

利用可能で衛生指導にも活用可能。 

 

554 牛白血病ウイルスの関与が示唆された子牛の濾

胞性リンパ腫：岐阜県岐阜家保 水野恵子、宮﨑次朗 

 牛白血病はリンパ系細胞の異常増殖によっておこる

腫瘍性疾患で、病変分布や腫瘍細胞の形態から4タイ

プに分類されている。今回9ヶ月齢の乳用子牛にどの

タイプにも属さないリンパ腫を認めた。当該牛は発育

が悪く、体表リンパ節の腫大が触知され、血液所見か

ら子牛型白血病を疑い病性鑑定を実施。剖検では体表

リンパ節と内腸骨リンパ節が左右対称性に著しく腫大

し、割面は白色髄様。臓器付属リンパ節、腸間膜リン

パ節の腫大も観察するが、主要臓器に肉眼的著変は認

めず。組織学的に病変はリンパ節と脾臓に限局。腫瘍

細胞は各リンパ節において濾胞様構造を示し増殖。そ

れらは免疫組織学的にCD79a陽性、CD3陰性、CD5陰性。

当該牛は寒天ゲル内沈降反応により牛白血病ウイルス

(BLV)抗体を保有し、白血球からBLV特異遺伝子を検出。

BLV と関連した濾胞性リンパ腫と診断。牛のリンパ腫

細胞のほとんどがびまん性の増殖態度を示すのに対し、
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濾胞様構造を示す点で稀な症例。 

 

555 天城哺乳場預託牛発育の課題と対策：静岡県東

部家保 道越小雪、浅倉豊司 

天城哺乳場預託牛の入場時体重等が、その後の発育

等に及ぼす影響について検討。預託牛を入場時体重と

日齢に応じ A～D に分類し(A: 日本飼養標準発育値の

110%以上、B:90%～110%、C: 85%～90%、D: 85%未満)、

発熱、下痢等が認められた牛については評価を1ラン

ク下げた。平成17年3月から18年9月に入場した67

戸397頭(平均月齢:2.3ヶ月齢）のランク分け結果は、

A:127 頭(32.0%)、B:174 頭(43.8%)、C:42 頭(10.6%)、

D:54頭(13.6%)。入場時血液生化学検査結果は、B、C、

D群はA群と比較してγ-Glb濃度が高く、Alb、T-cho

が低く、入場以前の疾病罹患及び飼料摂取量不足の可

能性。発育不良牛は、一部特定農家からの預託傾向。

ランク別9ヶ月齢時平均体重は、A:268.0㎏、B:253.6

㎏、C:248.9 ㎏、D:236.2 ㎏、増体日量は 0.76～0.80

㎏。天城哺乳場での育成初期の発育向上及び育成期間

短縮のためには、農家段階での子牛の発育と衛生管理

の重点的指導が重要。 

 

556 知多地域の県牛受精卵移植関係事業の実施と展

望：愛知県知多家保 上村誠一郎、山本雅夫 

 愛知県では、畜産総合センターをメインセンターと

して県内養牛農家を対象に、和牛受精卵譲渡事業（譲

渡事業）と、農家採卵を行うバイテク技術活用事業（バ

イテク事業）及び同関連事業を展開し、当所はサブセ

ンターとしてこの2つの事業を推進。譲渡事業は、平

成8年度 17戸34卵、平成17年度5戸12卵の移植。

利用減少の背景として、民間受精卵移植（ET）関連機

関の活躍。 近の和牛ET実施農家の動向として、繁殖

用（供卵用を含む。）雌牛確保を試みる農家の再出現。

乳用牛バイテク事業は、平成8から17年度に78頭か

ら採卵、回収卵496卵（平均6.4卵）、うち正常卵282

卵（平均3.6卵）の成績。バイテク関連事業として平

成14、15年度に3頭から経膣採卵、平成17年度に回

収卵9卵の雌雄判別を実施。乳用牛採卵は、供卵牛の

種付け遅延などリスクも多大にあるが、優良後継牛確

保のため有効な手段。今後も、経膣採卵や雌雄判別技

術を組み入れて、事業を推進。 

 

557 農薬が残留した輸入乾草の給与事例とその対

応：愛知県東三河家保 浅田尚登、藤田秀樹 

輸入乾牧草流通後の検査で除草剤（ブロモキシニル）

の高濃度残留が06年5月末に判明。給与牛の乳・肉は

食品衛生法違反となる可能性があり、管内の２農場に

緊急調査立入。両農場とも10日以上前に給与を終了し

ていたが、Ａ農場の生乳を使用する工場の製品を保健

所（食品衛生）が検査するに至り、Ａ農場生乳の受入

が停止。製品および生乳（自主検査）で農薬残留陰性

が確認され出荷は再開。肉については、家保として廃

用牛出荷延期を農場に要請、また自主検査の機会を検

討。両農場とも牧草給与終了の約70日後に検査され、

残留基準値以下を確認して家保は出荷物監視を解除。

本事例では、規制法の転換期にあたったこと、農場毎

に流通しない生乳では迅速な対応が求められたこと、

当該牧草の流通・給与は適法だったこと等が対応を困

難に。牧草輸入業者や乳業会社は再発防止・被害軽減

を対策。農場には飼料購入・給与記録の徹底、生産者

団体には事故発生時対応要領策定を希求。 

 

558 和牛子牛の発育向上対策について：滋賀県家保

北西部支所 村上賢司 

高島総合家畜市場に出荷される和牛子牛の発育は

年々改善されているが、（社）全国和牛登録協会が示す

発育推定値と比較すると劣っている。当支所では、発

育改善を目的として、平成６年度から繁殖和牛飼育農

家を指導したので、その概要について報告する。飼養

環境の改善として、母牛の適正な飼料給与方法、子牛

の別飼い飼料給与、牛房の改善を指導した。遺伝的な

改善として、父牛側からは（社）家畜改良事業団の肉

用牛産肉能力平準化促進事業に係る種雄牛評価値およ

び滋賀県育種価評価評価を基にした交配指導、母牛側

からは滋賀県育種価評価結果を基にした淘汰、保留を

指導した。成果としては、指導前と比較して日齢体重

が去勢では0.09㎏、雌では0.12㎏向上した。まだ発

育推定値には劣っているので、今後は体高を伸ばすこ

とに重点をおいて哺育育成方法の改善指導、滋賀県育

種価結果を基にした母牛の改良指導を実施する。 

 

559 肥育牛に発生した非定型間質性肺炎：滋賀県家

保 石本明宏、三松美智子 

非定型間質性肺炎は、青草や腐敗甘藷による中毒を

除き原因不明で、国内の報告は少ない。今回、2004年

11月から2006年6月に、3戸5頭の症例に遭遇。病理、

細菌、ウイルス、生化学的検査を各5、3、1、1例で実

施。症例は19～31カ月齢、雌の黒毛和種肥育牛で、急

性の呼吸障害を呈し１～５日で死亡。青草や甘藷の給

与はなく、２例では誤嚥の疑い。剖検では、肺全葉に

弾性の硬化。組織学的には、肺胞の硝子膜、蛋白様物

貯留が顕著で、軽度の気管支肺炎を随伴。合胞体、封

入体はなく、牛RSウイルス抗原陰性。硝子膜、蛋白様

物はPTAH染色、PAS染色に弱陽性で、サーファクタン

トＡ抗原強陽性。病原検索では、Arcanobacterium 

p-yogenes、Pasteurella multocidaを各1例より分離

し、ウイルス分離陰性。生化学的検査では血清、肝臓

中のビタミンAが欠乏。急激な上皮傷害によりガス交
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換不全をきたす内因性中毒性疾患と推察。今後、症例

を重ねて発生頻度、要因、原因物質の究明が必要。 

 

560 低酸度アルコール不安定乳の発生事例：大阪府

南部家保 若野敏、虎谷卓哉 

近年、低酸度アルコール不安定乳で受乳拒否される

生産者が相次ぎ、その発生機序が明確でなく、酪農経

営上大きな問題である。平成18年 8月～10月に、管

内3農家（A、B、C）で低酸度アルコール不安定乳が発

生。原因調査を実施。3 農家は、集乳時のアルコール

テストで出荷乳が陽性となり受乳拒否を受けた。原因

牛特定のため個体乳検査実施。Aでは搾乳牛11頭中6

頭、Bでは21頭中4頭、Cでは17頭中13頭がアルコ

ールテスト陽性。3 農家とも全頭陰性となるまで数ヶ

月を要した。A では、発生前に生草給与による下痢が

相次ぎ、飼料給与量を制限。B では、配合飼料の急変

により、代謝病が多発。C ではカルシウム剤の投与を

中止し、乳房炎が多発。飼料計算、血液検査等の結果、

陽性牛は共通して、カルシウム不足と肝機能低下がみ

られた。以上から、飼養管理の失宜が要因となり、乳

中のミネラル均衡が変化したことが原因と考察。今後

は発生防止のため、適正な飼養管理の徹底を指導して

いきたい。 

 

561 粗飼料多給型子牛「すくすく草育ち」の育成指

導：兵庫県和田山家保 木伏雅彦、松本瞳 

但馬家畜市場では和牛繁殖および肥育農家の要望と

市場の活性化を目的に、平成18年4月市場から粗飼料

多給型育成マニュアルに適合した但馬牛子牛に「すく

すく草育ち」（以下本牛）の認証を与え、表示販売を開

始。広域的・獣医学的技術指導が可能な家保が中心と

なり、団体、県機関と連携し、事業推進、マニュアル

作成、広報・普及、事業検証等を実施。参加農家 35

戸を毎月巡回し、発育、飼料、台帳、血液生化学検査、

衛生管理等の確認と指導を実施。本牛の発育は但馬牛

標準発育値の上限で推移。体測値の高い相関から発育

指標を体高に置換え、体重偏重回避が可能。発育、飼

料摂取量、BUN値、TCHO値、iP値により初期の発育・

栄養摂取量と出荷時発育の関連が強く、初期管理の重

要性を確認。本牛は発育良好、過肥でなく、腹のでき

た子牛と認識。4月から12月の取引頭数は151頭、価

格は10％高値。導入後の肥育農家の評価も良好。生産

を拡大し、但馬牛新ブランドとして確立したい。 

 

562 すこやか子牛の生産推進とその成果：兵庫県洲

本家保山下ひとみ、矢島和枝 

粗飼料多給型和子牛育成飼養管理技術の普及によ

り、過肥でない「すこやか子牛」の生産に地域一丸と

なり取組んだ。【取組み】①飼養管理マニュアルを作

成し、ポスターを管内全繁殖和牛農家に配布、②下痢

対策飼料の給与試験を実施、③地域一体となった協議

会を設立し、指導チーム結成、④平成18年4月から

モデル農家において、飼料給与量測定、体測、環境改

善等の調査・巡回指導を実施、⑤研修会を開催し、普

及定着に積極的に取り組んだ。【成果】①生菌剤添加

飼料の開発、製品化。②すこやか子牛を平成 18 年 9

～12月に70頭出荷。実証展示した結果、過肥牛は認

められず、出荷日齢は短縮、DG・価格比は高く、体高

は但馬牛標準発育の平均値を上回った。③アンケート

結果から農家は発育の良さを実感しており、購買者の

反応も良好。今後は、指導体制の強化を図り、その他

の増頭対策と併せ、すこやか子牛を増加させ、家畜市

場の活性化及び農家の生産意欲向上につなげていく。 

 

563 管内一肥育農場における枝肉出荷成績と血液生

化学検査成績：島根県松江家保 坂本洋一 

 管内の一和牛肥育農場の出荷成績と血液生化学検査

成績について検討。一日増体量（DG）は肥育 4,5 ヶ月

齢がピークで肥育期間中の平均DG は、去勢0.774kg、

雌0.698kg。出荷成績は平成18年度は17年度と比較す

ると下降傾向。去勢と雌では肥育中期の血中ビタミンA

濃度において肥育月齢7、8ヶ月時に差を認めた。肉質

等級別でも血中ビタミンA濃度について、7、8ヶ月齢

において肉質等級 4 以上の個体が有意に低い。出荷成

績と市場での購買価格との関連について調査。導入時

市場平均価格の上昇に伴い、購買価格と市場平均価格

の差額は年々大きくなる傾向。導入時体重については

年度を追う毎に小さくなる傾向。肉質等級については、

差額が小さいほど 4,5 率が上昇。購買価格と市場平均

価格との差額が小さい個体ほど、購買時体重が重く、

出荷時枝肉重量も重くなる傾向。購買時体重と枝肉重

量について正の相関あり。肥育素牛の導入については

市場平均価格を大きく下回る個体は、その後の出荷成

績も芳しくなく、購買については市場価格の動向に合

わせた柔軟な対応が必要。 

 

564 クローディン１６欠損症を疑う事例と今後の対

応：広島県福山家保 横田美希、今井昭  

 管内でクローディン16欠損症（CL16）の発生を確認。

正しい知識の啓発と指導を行い今後の対応を模索。全

3例で血中BUN・CRE濃度の上昇、CL16陽性。２例で祖

父が保因牛、1 例で 3 代祖までにいなかった。広島県

三次家畜市場公表のせり名簿（２年間）では血統的に

CL16の恐れのある子牛は、１回の市場で全体の3%。保

因牛同士の交配は1代祖と2代祖の組合わせ91頭で糸

福と福栄が大半を占め、3代祖でも特定種雄牛に集中。

アンケートでは、遺伝性疾患への関心は繁殖農家で高

いが知識は乏しく、逆に肥育農家で関心は低いが知識
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に富んでいた。どちらも保因牛同士の交配に注意し、

繁殖農家飼養の母牛についても遺伝子型検査を希望。

今後、母牛の遺伝子型検査、適正交配計画の実施、結

果を知らせる環境を整え、各地域の改良組合単位で取

り組むことで農家意識の高まりを期待。 

 

565 農作業受託組織を活用した耕畜連携の取り組

み：山口県西部家保 小杉真樹、小川賀雄 

 農作業受託組織として、豊田あぐりサービスが設立。

豊田あぐりサービスが、豊田農業公園の管理を実施。

豊田農業公園内に、繁殖肥育センターが整備されたこ

とを契機に、たい肥との稲わら交換やたい肥利用によ

る飼料作物生産が行われ、無畜の農作業受託組織を活

用した耕畜連携システムが稼働を開始。豊田あぐりサ

ービス、下関市、JA下関等の関係機関の意識統一及び

連携の強化を図るため、運営検討会を開催。耕種農家

との連携による稲わら交換や転作田等を借りた飼料作

物生産の拡大、山口型放牧の実施を誘導。飼料作物生

産の拡大や山口型放牧を実施するため、各種補助事業

の活用を誘導。畜産農家からのふん尿によるたい肥製

造販売やたい肥・稲わら交換面積、転作田等を利用し

た飼料作物生産面積が拡大。収穫された稲わら・飼料

作物は、繁殖肥育センターで牛の飼料として利用され、

購入飼料費が軽減。山口型放牧の実践による運動によ

り繁殖成績が向上。無畜の農作業受託組織による本シ

ステムを地域にモデルケースとして定着、発展。 

 

566 肉用牛産地を守る女性部隊：山口県西部家保 

川口めぐみ、嶋屋佳子 

 長門市の肉用牛女性組織活動について検討。6 組織

を、市町合併を機に3組織に統合。繁殖・一貫農家の

女性で構成、計120名。当所は技術指導等、関係機関

と共に支援。活動は育成巡回の拡大など統合により活

性化。会員の一部は畜産以外の組織とも連携。組織間

の連携拡大を目的に、平成8年、県北部の会長で北部

地域和牛女性部会長会を結成。講演会と交流会を中心

に「グリーンライン女性のつどい」を毎年開催。県域

から150名以上が参加、学習と仲間づくりに励む。平

成8年から戸数は61%に減少も、会員内は73%と地域に

比べ減少緩やか。飼養頭数は同水準。女性部の関与が

大きい繁殖雌牛頭数は 10%増加。１戸あたり繁殖雌牛

頭数は、非加入農家5.6頭に対し加入農家7.9頭と飼

養意欲が高い。部会活動や組織間交流で会員の連携強

化、技術・意欲向上。仲間の存在で廃業に歯止め。課

題は高齢化による会員減少、対策は新規参加誘導、山

口型放牧推進、互助組織等の整備、県域での組織化。 

 

567 山口型放牧による新規就農肉用牛担い手農家の

地域連携取り組み：山口県中部家保 山西富野、伊藤

智 

 山口型放牧を用いて新規就農肉用牛農家(T 農家)と

耕種営農集落等との耕畜連携体制を構築し、肉用牛増

頭と地域活性化を図った。M市でH16年5月に50頭規

模を目標に新規就農したT農家に対し、就農及び増頭

の支援策を実施。特に低コストと省力化を目指した T

農家に対し、市内4集落遊休農地の有効利用として、

山口型放牧のPR・耕畜信頼関係形成等の耕畜連携の取

り組みを推進。集落営農組織においては電牧施設等の

設置、放牧牛管理・観察を依頼。このことによりT農

家の繁殖牛飼養頭数は就農時15頭が3年間で28頭ま

で増頭し、M市の遊休農地解消面積はH15 年 17a から

H18年4地区710aに増加。あわせ集落内で新規に肉用

牛飼養が開始。今回、集落では遊休農地解消、景観の

保全や地域イベント等により地域住民の活性化の一助

となった。以上により管内放牧はH13年1地区25aか

らH18年9地区1704aに拡大。 

 

568 T町肉用牛繁殖・肥育センターへの生産性向上指

導：山口県西部家保 福江美智子、澤野希 

 平成15年5月、T町肉用牛繁殖・肥育センター（セ

ンター）が開設。平成16年7月、センターにおいて分

娩事故が発生、家保に指導要請。関係機関とともに運

営協議会を定期的に開催、問題点と対策について協議。

専任担当者1名の配置により、管理体制が整備。その

後分娩事故の発生はなく、繁殖牛は11頭から24頭に

増頭。繁殖成績向上のため、共済獣医師、人工授精師

とともに、定期的な繁殖検診を実施。放牧場の整備、

発情発見補助器具の使用を誘導。年度別実頭数受胎率

は平成15年度の70.0％から平成18年度の92.3％（12

月現在）に向上。平成18年2月に子牛の下痢が多発。

畜舎消毒、踏み込み消毒槽の設置を誘導。分娩前の母

牛に牛下痢5種混合ワクチン接種、線虫駆虫薬、ビタ

ミン剤の投与、子牛に抗コクシジウム薬投与等の衛生

対策及び子牛育成指導を実施。対策実施後、子牛の下

痢発生は減少し、死亡はなく、発育も改善。 

 

569 繁殖和牛の島＜小豆島、豊島＞をめざして～繁

殖和牛増頭対策～：香川県東部家保 山下洋治、光野

貴文 

 島しょ部故の輸送コスト問題、老齢化、後継者不足

に加え、生乳の計画生産、乳質の自主規制から酪農家

の経営困難が予測。農家と協議の結果、繁殖和牛農家

への転換による経営改善を決定。転換推進のため関係

機関の協力のもと家保が中心となり以下の繁殖和牛増

頭対策を実施。①飼料コスト・労働力低減のため移動

放牧の推進（県下で初めて農家所有牛で放牧の実施：3

戸8ヶ所）、②和牛子牛生産加速のため小豆郡で初めて

採卵、新鮮卵移植の実施、③国、県の助成金を活用し
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母牛確保のため優良繁殖和牛11頭を導入、④和牛の血

統について技術研修会の開催、⑤酪農・和牛繁殖複合

経営農家の視察を実施。各種対策の結果、繁殖和牛飼

養状況は、対策前（H17.2月）7戸8頭から対策後（H18.9

月）8戸39頭に増加。今後の経営改善の一助となった。 

 

570 堆肥の敷料利用による牛床の大腸菌群抑制効果

の検討：香川県西部家保 松元良祐、橋本和博 

平成18年8月から12月に堆肥の敷料利用効果を検

討するため、①管内酪農家4戸(フリーバーン牛舎；堆

肥利用2戸、オガクズ利用2戸)の牛床大腸菌群数②敷

料の大腸菌培養試験③堆肥利用による大腸菌群数と乳

房炎発症頭数を調査。培養試験は堆肥2検体(未滅菌、

滅菌)とオガクズ1検体を用い、成分分析後、標準大腸

菌により測定。成績①堆肥利用が105.8/g（以下単位略）

に対してオガクズ利用が 107.5②未滅菌堆肥が

103.3(A103.0、B103.5)、滅菌堆肥が106.2(A103.5、B106.5)オ

ガクズが 105.8。③敷料交換後 3 日間の大腸菌群数は、

オガクズが106.3、107.6、107.6に対して堆肥が105.2、106.6、

107.2と低く推移。全身性乳房炎発症頭数は堆肥利用前

後2ヶ月で16頭から5頭に減少。結果、堆肥利用がオ

ガクズ利用と比較し牛床大腸菌群数を抑制。滅菌しな

い堆肥の効果が高いことから堆肥中微生物の関与が示

唆。 

 

571 管内の酪農家における防疫対策指導とその実

情：愛媛県八幡浜家保 山本 哲、沖本 宏 

 H16 から H18 年に渡り管内において牛サルモネラ症

が発生した。H17年、H18年は酪農家においても発生が

散発した。そこで各生産者部会、ＪＡ、診療所等を招

集して対策会議を開催し感染拡大防止、防疫意識向上

等の対策を検討し、各関係機関と協力して文書及び家

保だより等の資料を配布し防疫対策を指導した。その

後､管内酪農家81戸において防疫対策実施状況につい

て調査した。その結果、まん延防止策の実施は進んで

いたが、侵入防止策、農場内拡大防止策は実施不十分

な状況であった。また、今回、調査結果を基に各農場

の防疫対策状況の数値化を試みた。これにより畜主が

自農場における防疫対策実施状況の具体的な把握、ま

た他農場との比較が可能となった。この調査結果を今

後の防疫意識の効率的な啓発を図る際の一助としたい。 

 

572 周桑地域における肉用繁殖牛の増頭と改良対

策：愛媛県西条家保 中村嘉宏、目見田清 

本県の肉用牛生産は、土地利用型農業の基幹作目と

して位置付けられ、生産基盤の強化が緊急の課題であ

る。このため、周桑地域における肉用牛生産体制の確

立を目指し、地域肉用牛生産推進協議会を中心に、①

繁殖牛の増頭、②優良血統の導入と分娩間隔の短縮、

③受精卵移植の活用、④生産子牛の質的向上等の生産

振興対策を図った。【結果】①本地域の繁殖牛は、85

頭（H13）から107頭（H18）へ増頭が図られ、改良意

欲の高まりにより、H19 年 4 月の発足に向けた和牛改

良組合への認定申請に繋がった。②各種補助事業等を

活用して優良繁殖素牛を導入した結果、全国的に評価

を受けている「安平」、「福之国」、「福桜」を母系とす

るものが半数を占めるまでになった。 

③H18年に子牛市場に出荷された38頭のうち、25頭の

発育については、標準値以上であり、県下トップレベ

ルにまで達した。 

 

573 西予地区における稲わら利用拡大の取り組み：

愛媛県八幡浜家保 戸田広城、岡 幸宏 

 平成 17 年度に地域飼料増産行動会議を立ち上げ、

飼料自給率の向上を推進。中でも稲わら利用拡大につ

いては、重点推進項目として取り組んでいるが、未利

用の地域も多い。そこで、管内稲作の主産地である西

予市宇和町にターゲットを絞り、未利用稲わらの飼料

利用を推進。まず、水田転作会議等を利用した稲わら

提供情報の収集と提供リストの作成、既存の稲わら収

集組織における活動拡大の検討、稲わら収集機械を用

いた研修会の開催等を実施。結果、約21ha分の稲わら

提供リストを畜産農家に提示することが出来たが、利

用については1.6ha分に留まった。また、既存組織に

よる収集面積の拡大についても、収集時期が集中する

等の理由から昨年並みの収集状況であった。畜産農家

は稲わら利用を希望しているものの、稲作及び畜産農

家とも収集作業に係る労働力の負担が原因となり、飼

料利用が進まなかったと考えられた。今後、稲わらの

収集を担う組織づくりや収集機械の導入等を関係機関

で検討して参りたい。 

 

574 南宇和地区における自給飼料増産への取り組

み：愛媛県宇和島家保 枡井和恵、稲垣 祝 

 飼料自給率の向上が求められる中、「宇和島地域飼

料増産行動会議」を設置し、地区毎に畜産・耕種農家

の飼料栽培に関する現状と問題の把握を行った。その

結果、南宇和地区の畜産農家では労働力・収穫機械不

足が問題となっており、一方H営農組合では新たな転

作作物を模索していることが分かった。そこで、地区

行動会議では両者の問題を解決するため、H 営農組合

で飼料栽培を行い、畜産農家へ飼料を供給する体制作

りを推進した。検討会を重ね、飼料価値・作業性・収

益性を考慮しH営農組合が転作地約6haで飼料稲（夏）

とイタリアンライグラス（冬）の栽培・収穫調製を行

い、畜産農家へ販売することとした。また、管内２ヶ

所で試験的に飼料稲を栽培し、収穫調製時には耕種・

畜産農家を対象に研修会を実施、飼料稲WCSを畜産農
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家へ配布したところ、嗜好性・栄養価に優れ給与に問

題はなかった。平成19年度から強い農業づくり交付金

事業により飼料稲専用収穫機を導入し、本格的な取り

組みを実施する。 

 

575 肉用牛の疾病発生状況と重要疾病の分析：大分

県玖珠家保 甲斐貴憲、久々宮仁三 

 管内1市2町における2002年4月から2006年9月

（以下過去5年間）の肉用牛の疾病発生状況を調査、

整理し重要疾病を分析した。検査件数は1404件、検査

延べ頭数は2318頭。過去5年間の発生状況から今後、

衛生対策に取り組むべき重要疾病は呼吸器病では牛パ

スツレラ症、牛RSウイルス病、牛アデノウイルス病、

マイコプラズマ肺炎、牛パラインフルエンザであった。

下痢症ではコクシジウム症、肝蛭症、線虫感染、ロタ

ウイルス感染症が多く、特に肝蛭症については糞便検

査が行われず確定診断に至らなかった症例を含めると

件数は多く、成牛での被害が大きい。他に敗血症、胃

炎、大脳皮質壊死症、白筋症も発生。放牧関連ではピ

ロプラズマ感染、ワラビ中毒を疑う症例が多発。牛異

常産ではBVD-MDによる死産の1件のほかは原因不明の

異常産が多かった。今後は、明らかとなった重要疾病

を主体に衛生指導を充実させる。 

 

576 哺乳ロボット活用黒毛和種飼養農家衛生管理手

法検討：大分県宇佐家保 羽田野昭、安部行倫 

  管内の哺乳ロボットによる哺育牛管理（哺乳ロボッ

ト体系）農家で呼吸器病多発、衛生管理プログラム策

定のため、各種調査、検査及び試験を実施。本年4月、

哺乳ロボット牛舎内子牛に呼吸器症状多発、6 月中旬

までに子牛8頭死亡。一連の呼吸器病の原因は、PIV-3

及び牛パスツレラ症と推察。牛舎環境の悪化が子牛の

病状悪化に影響したと判断し、以下の調査等を実施。

県下哺乳ロボット体系黒毛和種農家の衛生管理等調査

では、ミルクホース等の洗浄方法等の相違により疾病

発生率に差が見られた。ミルクホース内残留ミルク細

菌検査（3 戸）では、授乳器具の手動洗浄未実施農家

で も汚染度が高く、授乳器具手動洗浄の必要性を示

唆。異なる洗浄方法での授乳器具洗浄試験（2 戸）で

は、授乳器具手動洗浄に消毒薬の漬け置きを付加した

洗浄方法が良好。今回の結果等を勘案し衛生管理プロ

グラムを作成。今後は、哺乳ロボット体系農家等に普

及し、衛生管理等の向上に寄与したい。 

 

577 宮古島の牛の金属異物性疾患調査と対策：沖縄

県宮古家保 大城聡、 砂川尚哉 

 管内24ヶ月齢以上の牛の病性鑑定129頭中13頭の

金属異物性疾患（屠畜場確認例 1 頭を追加、計 14 頭

14 戸）の発生状況を調査。発生率比較は宮古家保

12.7％、北部家保 0％。発生牛の用途は全て肉用牛繁

殖雌牛。発生地域は平良6戸、城辺3戸、下地3戸、

上野2戸。給与粗飼料は全農家が島内産粗飼料。草地

環境は、過去に粗飼料に異物の混入経験が5戸。草地

周辺に建造物がある農家が8戸。草地への金属異物混

入による疾病発生の可能性があった農家10戸。牛舎内

から金属誤飲が疑われた農家が2戸。対策は、宮古畜

産技術員会で検討、全体で農家指導。指導重点項目は、

①生産者自ら草地の点検、②粗飼料給与時に粗飼料へ

の異物混入の徹底確認、③牛舎の構造上問題となる異

物の除去、④成牛へのパーネット投与。指導後の効果

は、①本疾病への理解向上、②草地周辺にネットを設

置する農家もでた、③草地点検を実施するようになっ

た。 

 

578 家畜人工授精師協会を中心とした肉用牛改良の

取り組み：沖縄県八重山家保 平安山英登、比嘉喜政 

 県内の繁殖雌牛の 47％を飼養している八重山管内

においては、肉用牛改良の根幹である雌牛群への適正

交配が混迷している状況。そこで当家保では、平成17

年度より、沖縄県家畜人工授精師協会八重山支部（会

員数48名）の勉強会を中心として、改良増殖を促進す

る的確な情報を定期的に提供することにより、適正交

配を推進し、優れた形質と市場性の高い肥育素牛を安

定的に生産するための取り組みを行った。情報提供の

資料としては、主に①八重山家畜市場における去勢子

牛高額取引例②種雄牛の育種価情報③適正交配のため

の県有種雄牛選定早見表などを作成。早見表は、八重

山地域の代表的な雌牛の血統組み合わせ 44 例と候補

種雄牛9頭の交配適否を「◎」は推奨牛、「○」は交

配可、「△」は交配注意、「×」は不可としてコンパ

クトな表に標記したもので、交配した場合に予想され

る産子の近交係数、候補種雄牛の育種価、セリ市場に

おける高額取引例を考慮して作成。 

 

579 堆肥の有効利用推進：沖縄県宮古家保 下地秀

作、安里左知子 

 「家畜排せつ物法」（以下「法」）の施行後、管内

の施設整備率は約80％に向上。しかし未熟な家畜排せ

つ物の農地施肥による地下水汚染が懸念されている。

一方で良質堆肥を生産し、有効利用している農家事例

がある。A 農家は、肉用牛繁殖とサトウキビの複合経

営で法対象外農家。手作業切り返しを行い堆肥を生産

し、主にサトウキビ畑で利用。B 農家は、肉用牛繁殖

専業経営。機械で堆肥を切り返し自己草地還元は約

60％、40％は近隣耕種農家へ販売。耕種農家の利用目

的は、化学肥料の減量等で作物の強健性等が増した。

また堆肥成分分析を実施し、両農家とも完熟堆肥の生

産を確認。当地域では、農業用水、飲料水などを地下
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水に依存しており、地下水保全に対する住民の意識が

高い。優良事例を通して「良質堆肥の農地還元が、環

境保全につながる」ことを畜産農家へ周知し、また、

「利用しやすい堆肥を耕種農家へ提供する」ことを関

係機関と連携しながら推進したい。 

 

Ⅳその他の家畜の衛生 

 

Ⅳ－１ウイルス性疾病 

 

580 過去３年間の馬鼻肺炎流産・生後直死発生牧場

における疫学的考察：北海道日高家保 下田知実、西

英機 

 馬鼻肺炎ウイルス（EHV）による流産・生後直死は、

管内で毎年10～20例発生、軽種馬牧場に大きな損失。

過去３年間の発生牧場について、血清学的検査（CF 法

及びｇG-ELISA法）及び疫学調査を実施。馬群内におけ

る EHV の流行形態には、初発流産前に流行した「前流

行」と、初発流産時の胎子・羊水等に含まれるウイル

スを感染源とする「後流行」があることが判明。胎齢

にあわせた繁殖雌馬へのワクチン接種牧場では、EHV流

行の割合は低く、継続発生数も少なかった。同一厩舎

若しくは同一敷地内の育成馬に EHV の流行が疑われた

牧場では、高率に本病が継続発生。流産馬の単独隔離

と比較し、育成厩舎に隔離した場合、高率に継続発生。

育成馬群で症状を呈すること無く EHV が増殖し、本病

の発生・流行に大きく関与している可能性が示唆。EHV

の流行を防ぐには、育成馬と繁殖馬とが直接的・間接

的に接触しない飼養形態をとることが重要。同居せざ

るを得ない牧場では、育成馬へのワクチン接種も検討

すべき。 

 

581 馬鼻肺炎の診断手法の検討：青森県青森家保 

角田裕美、菅原健 

 馬流産胎子の馬鼻肺炎検査の迅速化を図るため、補

体結合反応による抗原検出法（逆CF）、通常のPCR法

（PCR）、リアルタイムPCR法（rPCR）の3手法と現行

のウイルス分離法との検出感度、迅速性を比較。材料

は馬鼻肺炎による流死産胎子6例の肺、胸腺、肝及び

脾。逆 CF は感度が低く、ウイルス感染価が

103.0TCID50/0.1ml 未満の肝と脾では陰性の場合もある

が、103.0TCID50/0.1ml以上の肺と胸腺では陽性。PCRと

rPCRは感度が高く、全臓器で陽性。rPCRは臓器中ウイ

ルスDNA量を測定可能で、定量値はウイルス感染価と

相関。ウイルス分離陽性臓器における逆CFとrPCRの

結果は約8割で一致。ウイルス感染価が低い肝と脾で

は逆 CF 陰性、rPCR 陽性。肺と胸腺は両者陽性で検査

材料として適当。rPCRは様々な要因が判定に影響する

が高感度。検査時間は逆CF約180分、rPCR約200分

で同程度。PCR は約 330 分。以上から、迅速・確実な

検査には逆CFとrPCRの併用が有効で、陽性の場合、

速やかなまん延防止対策が可能。 

 

582 レース鳩に発生したヘルペスウイルス感染症：

埼玉県中央家保 油井武 福田昌治 

 レース鳩150羽を飼養する一鳩舎において、2006年

5 月中旬以降、ヒナから成鳩までが沈鬱、開口呼吸、

緑黄色水様性下痢を呈し、5月30日までに25羽が死

亡。5月30日に死亡した2例の病性鑑定を実施。剖検

で主病変として肝臓の腫大と針頭大白色点の散在、脾

臓の暗赤色腫大。病理組織検査では肝臓で多発性巣状

壊死を認め、壊死巣周囲の肝細胞に好酸性および好塩

基性の核内封入体を多数伴う。脾臓では、赤脾髄にマ

クロファージ増数が顕著、気管支カタル、大脳で非化

膿性髄膜炎。透過型電子顕微鏡検査で、封入体をもつ

肝細胞の核内または細胞質内にヘルペスウイルス粒子

を確認。ウイルス検査では肝臓および大脳の乳剤を接

種した鶏腎細胞で細胞変性効果をを観察。コンセンサ

スプライマーを用いて肝臓、脳および鶏腎細胞（肝臓

乳剤接種）のPCR検査を実施し、ヘルペスウイルス遺

伝子を検出。以上から本症例をハトのヘルペスウイル

ス感染症と診断。 

 

583 ウマヘルペスウイルス 1 型による流産事例：千

葉県北部家保 加山一三、井出基雄 

 平成18年3月、管内の飼養規模9頭の短期休養牧場

で同居していた繁殖牝馬3頭中2頭に流産が続けて発

生。その内､胎齢10カ月の流産胎子1頭について病性

鑑定を実施。剖検所見で肺の水腫、血様の胸水および

腹水貯留、皮下の膠様浸潤を認めた。ウイルス学的検

査で肺、胸腺からウマヘルペスウイルス1型（EHV-1）

を分離。病理組織所見では、肺に巣状壊死、小葉間結

合織の水腫、気管支、細気管支および肺胞の上皮細胞

に好酸性核内封入体を認めた。肝臓に鬱血および瀰漫

性の軽度な脂肪変性を認め､壊死巣が散見された。また､

胎子の母馬及び同居の３歳休養馬２頭はｇG-ELISA 法

で EHV-1 の抗体価が≧25600 と高く、流産の発生間近

に感染のあったことが示唆された。以上からEHV-1に

よる流産と診断。さらに流産のあった別の１頭はペア

血清のCF抗体価の下降から流産前にEHV-1に感染して

いた可能性が推察された。 
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584 あひる飼養農家におけるニューカッスル病ワク

チン接種指導：千葉県東部家保 古屋聡子、笠井史子 

 平成17年12月、宮城県においてニューカッスル病

（ND）が発生し、疫学関連農場に初生ヒナを出荷して

いた管内のあひる飼養農家の立ち入り調査を行った。

臨床的に異常は認められずウイルス分離も陰性であっ

たが、40 羽に 2～8 倍の抗体価が認められたため、発

生予防及びまん延防止を目的として ND ワクチン接種

指導を実施した。ワクチンは鶏用を使用し、立ち入り

時に飼養していた3群及びその後の餌付け群4群につ

いて抗体価の推移を調査することにより、省力的でか

つ効果的なワクチネーションプログラムを検討した。

その結果、導入ヒナは餌付け時に生ワクチンを4ドー

ズ接種（点鼻）、2 ヶ月齢に油性アジュバント加不活

化ワクチン（オイルワクチン）を4ドーズ接種（筋注）

し、自家産ヒナは2ヶ月齢にオイルワクチン4ドーズ

接種することにより、淘汰するまで十分な抗体価が持

続すると考えられた。今後も他の疾病を含めた発生予

防及び衛生対策を指導していきたい。 

 

585 イヌジステンパーウイルス（CDV）が関与した野

生タヌキの死亡多発例：高知県中央家保 酒井賀彦 

 高知市南部の住宅地に隣接する地域において、平成

１７年９月下旬以降、衰弱又は死亡した野生タヌキが

多数発見された。当初は住民が埋葬するなどしていた

が終息する気配がみられないため、１０月１２日に高

知市役所に連絡があり、担当職員が衰弱個体を捕獲。

その後同市の動物園に移送され、翌日病性鑑定の依頼

があった。以降１０月３１日までに計６検体の病性鑑

定を実施。死亡個体の栄養状態は良好で、解剖時、肺

の肝変化や膀胱粘膜の充出血等を確認。病理組織検査

にて、全個体で多数の臓器に好酸性封入体を認め、抗

CDV マウス血清による免疫染色で封入体に一致して陽

性抗原を確認したため、CDV 感染症と診断。狭い地域

で多発した要因としては、発生地域が住宅地に隣接し

ており、生ゴミを漁るなど普段から餌に不自由するこ

とがないため、生息数及び個体密度ともに増加してい

たと推測されることに加え、糞の排泄場所を複数の個

体で共有する「ため糞」と呼ばれるタヌキ特有の習性

により、感染が一気に拡大した可能性が考えられた。 

 

 Ⅳ－２細菌性・真菌性疾病 

 

586 腸管接着性微絨毛消滅性大腸菌 O26 による下痢

症に罹患した成羊の1例：岩手県県北家保 井戸徳子、

長谷川和弘 

 成羊において腸管接着性微絨毛消滅性大腸菌（AEEC）

による下痢症は稀であり、AE病変の報告はない。泥状

便、脱水、削痩を示した14カ月齢の羊1例を病理学的

および細菌学的に検索した。剖検により、空腸から結

腸に至る粘膜に粘液が付着し、直径3～7mmの白色結節

が散在した。組織学的にはE.coli O26抗原の接着を伴

い、粘膜上皮細胞の変性、壊死、剥離により特徴付け

られるAE病変が空腸から結腸粘膜に認められた。空腸

の電顕検索では、多数の桿菌が微絨毛を消滅させた腸

細胞の表面に接着していた。その他、空腸から結腸粘

膜に腸結節虫病変の散在、肝の多発巣状壊死および線

維素壊死性胆嚢炎が観察された。空腸粘膜からE.coli 

が分離され、同分離株は血清型 O26 に分類され、eae

遺伝子を保有していた。得られた成績より、分離菌が

本例のAE病変および下痢に関与したとみなされた。 

 

587 肥育馬における腺疫の発生：福島県会津家保 

鈴木優美子、秋元穣 

 管内で馬を肥育する同一経営のA、B両農場（各100

頭前後）において、腺疫が発生。A農場は、平成18年

3 月より食欲不振、鼻汁漏出、下顎の腫脹等を呈する

馬が全体の約3割に認められ、診療獣医師がセフェム

系抗生物質で治療するも感染が拡大し、6 月に約 8 割

に症状が出現。B農場は、平成18年9月より同様な症

状を呈し、全体の約1割に認められ、病性鑑定を実施。

両農場とも、と畜した馬頭部リンパ節より

Streptococcus  equi subsp. equiを分離、病理組織学

的検査で化膿性リンパ節炎を認め、馬の腺疫と診断。

衛生対策として、清掃・消毒の徹底、発症馬の隔離・

早期淘汰等を指導。A農場は8月中旬に沈静化したが、

B 農場は現在も数頭が続発。両農場から分離された菌

株のSeM遺伝子解析では、Type４で十勝92年分離株由

来。今後の防疫対策の一助とすべく、排菌馬特定のた

めB農場全頭の抗体検査と細菌分離検査を実施予定。 

 

588 アメリカ腐蛆病の発生と防疫措置：東京都家保 

齋藤秀一 三宅結子 

趣味の養蜂家飼養のセイヨウミツバチ9 群のうち 1

群に腐蛆病を疑う臨床症状の届出があり立入検査を実

施。巣房の蓋に、くぼみやピンホールを認め、巣房内

蜂児は茶褐色に腐敗。ミルクテスト陽性、腐蛆の直接

鏡検でグラム陽性連鎖桿菌及び芽胞、J 培地を用いた

分離培養、性状検査は腐蛆病菌の性状、PCR 法では

937bp 付近のバンド確認。以上から PaeniBaccillus 

larvaeによるアメリカ腐蛆病と診断。当該群の蜂、蜂

児は現地で自衛殺、巣箱は焼却処分。養蜂家に飼養器

具の消毒励行、蜂群の適正管理を指導。発生地から半

径3Km以内の養蜂家1戸を確認。この養蜂家は発生養

蜂家と巣箱の貸借があり、発症が危惧されたが、検査

で陰性。また、発生養蜂家でも続発を認めず清浄化。
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本事例はみつばち愛好家で発生。当所、役場及び養蜂

振興組合でもその存在を把握していなかった。現在、

家保では転飼のみ立入検査を実施、今後、定飼につい

ても立入検査の必要性がある。 

 

589 日本キジに発生したパスツレラ・コクシジウム

の混合感染症例：岡山県井笠家保 高橋瑞穂、萱原佳

美 

 日本キジ５００羽を飼育する農場で、平成１８年６

月導入以降２ヶ月で45.6％が死亡、病性鑑定を実施。

１／５羽は頭部下垂し、沈鬱状態であったが、４／５

羽は発育不良の他著変を認めなかった。５／５羽でコ

クシジウムオーシストを認め、剖検所見では１/５羽

で、脾臓の腫大及び白斑、肝臓の白斑を認めた。細菌

培養の結果５／５羽の主要臓器から Pasteurella 

multocida（P.m）が有意に分離され、パスツレラとコ

クシジウムの混合感染症と診断。本例は経過が長く

P.m の濃厚汚染が考えられること、本農場が養鶏地帯

にあること等から、生存する全てのキジの処分と農場

の徹底消毒を実施。来年の再導入に備え衛生管理指導

を実施したのでその概要を報告する。 

 

590 合鴨農家で発生したボツリヌス症と家畜伝染病

発生時の対応：広島県芸北家保 保本朋宏、山中裕貴 

 合鴨農家で 140 羽中 40 羽が歩行困難、神経症状等

を呈し、18羽が死亡。8羽を鑑定殺し病性鑑定を実施。

ワクチン接種歴は、孵化場で種合鴨にND生ワクチン接

種、飼養合鴨は接種歴なし。インフルエンザ抗原簡易

検査10羽陰性、 ND-HI抗体保有（GM19.7倍）、ウイル

ス・細菌分離陰性、病理解剖・組織学的に伝染病を疑

う所見なし、虚弱合鴨の肝臓でボツリヌス菌毒素遺伝

子D型を確認、ボツリヌス症と診断。病性決定までの

間、地元自治体と対策会議を開催し、ND発生時に備え、

風評防止対策、周辺農家立入準備及び現地防疫対策を

協議し、農場の監視体制強化、連日消毒等の防疫作業

を実施。病性決定後は、食の安心・安全の観点から同

居合鴨を殺処分、梱包、運搬、焼却等を実施。具体的

な防疫作業を実施したことにより、家畜伝染病発生時

のシミュレーションとなった。野外に広くＮＤウイル

スが存在していることが推察され、合鴨農家及び家き

ん少羽数飼育者にワクチン接種の啓発が重要。 

 

591 Brevibacillus brevis が分離された蜜蜂の死亡

例：高知県中央家保 濵田康路、明神由佳 

 平成１８年４月下旬、愛蜂家において蜜蜂が多数死

亡。家保立ち入り検査により褐色に溶解した有蓋死亡

幼虫散在を確認。有蓋死亡幼虫の直接塗沫にてグラム

陽性有芽胞桿菌を確認。ミルクテストは弱陽性。分離

培養ではJ寒天培地にて５％CO2培養を実施。４８時間

後、J培地上には直径２mmの白色ラフ型コロニーが純

培養的に多数発育。アピ細菌同定キットより分離菌の

性状検査を実施した結果、分離菌は Brevibacillus 

brevis(以下 Br.brevis)と同定。死亡幼虫と分離菌を

用いてPaenibacillus  larvaeのPCRを実施したが陰

性。今回の症例では、臨床所見、直接鏡検、ミルクテ

スト等より、アメリカ腐蛆病が疑われた。しかしなが

ら分離菌の結果からアメリカ腐蛆病は否定。Br.brevis 

の病原性は不明であり死亡原因究明には至っていない。 

 

592 山羊に発生したマイコプラズマによる多発性関

節炎：沖縄県中央家畜保健衛生所 俵山美絵、貝賀眞

俊 

 管内1農場で子山羊2頭が四肢関節腫脹及び起立困

難を発症。2 頭の肺乳剤及び関節腔液をムチン添加

PPLO 液体培地（M-broth）及び寒天培地（M-agar）に

接種し、M-broth は好気、M-agar は微好気で 37℃48

時間培養したところ、M-broth にマイコプラズマの発

育を確認。M-agar でも直径約 1～2mm の迅速発育性

fried egg状コロニーを確認し、動衛研でMycoplasma 

mycoides subsp. mycoides LC(MmmLC)と同定。山羊多

発性関節炎と診断した。また、分離菌はタイロシンに

対し MIC0.025ug/ml と高感受性。MmmLC は牛肺疫菌に

近縁で、山羊に伝染性胸膜肺炎や多発性関節炎を起こ

す届出伝染病である。国内では1991年に本県で発生以

来、今回2例目。 同居山羊全頭の血清及び同農場の過

去採材血清について、分離MmmLCの菌体蛋白すべてを

抗原としてCF法を、膜蛋白の一部を抗原としてELISA

法を行い、農場内の浸潤状況を調査。その陽性率はそ

れぞれH14年37%、19%、H16年78%、52%、H17年81%、

52%、H18年66%、66%。 

 

593 Mycoplasma mycoides subsp. mycoides LC 型に

よる山羊の多発性関節炎：沖縄県家畜衛生試験場 津

波修、中央家保 俵山美絵 

 2006 年幼山羊の多発性関節炎 2 例から Mycoplasma 

mycoides subsp. mycoides LC 型(以下 MmmLC 型)が分

離され、山羊の伝染性無乳症を国内で 15 年ぶりに確

認。2005年の類似疾病3例を併せ病理組織学的検討を

行い、1991年の初発例と比較。組織所見で、関節では

全頭に滑膜の水腫、壊死、関節腔に好中球を混じた漿

液性線維素性滲出物を認める。肺では、4 頭にリンパ

濾胞過形成、肺胞中隔肥厚を認め、肺胞腔で好中球、

頽廃物の貯留散見。そのほか 2 頭に髄膜炎、1 頭に重

度の心筋炎を確認。免疫組織化学的染色で病変部に一

致してMmmLC型の陽性抗原を確認。発症時期は2-6月、

日齢は約2ヶ月齢以内と初発例との類似点あり。今回

の症例は関節炎を主徴とし急性経過、初発例は胸膜肺

炎が主徴で慢性経過であることより幼山羊では生後速
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やかに感染成立、関節炎などを発症すると推察。発症

には免疫機能不全及び環境要因からのストレスが関与

している可能性があると考察。 

 

 Ⅳ－３原虫性・寄生虫性疾病 

 

594 ポニーにおけるHalicephalobus感染症：茨城県

県南家保矢口裕司、大野芳美        

2006年10月末、ポニー・中間種など10頭を飼養す

る牧場において、10歳の去勢ポニー1頭が起立不能、

意識混濁、遊泳運動などの神経症状を示し3日後死亡。

腎臓に白色結節がみられ、病変部はリンパ球、類上皮

細胞、多核巨細胞浸潤からなる肉芽腫性炎を呈し、多

数の線虫と虫卵を確認。小脳でも肉芽腫性炎を認め、

同様の線虫を検出。腎臓と小脳から分離された線虫は、

形 態 学 的 検 査 と 遺 伝 子 学 的 検 査 に よ り

Halicephalobus gingivalisと同定。遺伝子の塩基配

列は、2001年に米国テネシー州の罹患馬から分離した

株と も高い相同性（99.4％）を示した。感染源特定

のため、敷料、土壌などを採取し、ベルマン法、PCR

法を実施したが、Halicephalobus は検出されず。

Halicephalobusは土壌中に生息し、創傷部位から感染

すると考えられており、且つ人獣共通感染症でもある

ことから、適切な飼養管理、創傷予防、馬に接触した

従業員や外来者などの手指消毒を実施するよう管理者

を指導。 

 

595 オオハクチョウの鳥類住血吸虫症：茨城県県北

家保 赤上正貴 

 79年ぶりとなる高病原性鳥インフルエンザ（HPAI）

発生以降、死亡した野鳥についてHPAI否定を目的とし

て病性鑑定を実施。平成15年度以降、病性鑑定に供さ

れた白鳥等20羽を病理学的に検索。8羽のオオハクチ

ョウで腹腔内の血管壁が重度に肥厚して内腔が閉塞し、

血管周囲にリンパ球が浸潤。特殊染色により小静脈の

内膜から中膜にかけた肥厚と診断。閉塞性静脈内膜炎

の8羽中7羽で血管腔内に好酸性被膜に覆われた寄生

虫断片を多数確認。住血吸虫の分布は、大腸、小腸、

腸間膜、脾臓及び肝臓の順で血管腔内に寄生。ホルマ

リン固定後の大腸乳剤から、末端に吸盤様構造が認め

られる2隻の黄土色紐状らせん虫体を確認。本症例で

寄生が認められたのは住血吸虫類と判断。今回の検索

結果から、閉塞性静脈内膜炎はオオハクチョウ(100%)、

鳥類住血吸虫寄生(87.8%)、肝臓の胆汁色素沈着(75%)

及び心臓壁の線虫寄生(50%)との関連性。死亡原因への

関与についてはさらなる検索が必要。 

596 着地検査中に発症した馬原虫性脊髄脳炎(EPM；E

quine Protozoal Myeloencephalitis）：千葉県中央

家保 松本敦子、小川明宏 

平成18年8月早朝、着地検査中の米国産輸入馬(サ

ラブレッド、牡、2歳）が突然歩様蹌踉を呈し、その

後起立困難に陥った。治療後も症状が改善しないため、

翌日、病性鑑定を実施。剖検所見では、脳に軽度の浮

腫と、延髄に限局的な黄褐色領域を認めた。病理組織

学的検査で、延髄に非化膿性脳炎及び原虫様物が散見

され、抗Sarcocystis neurona（Sn）血清による免疫

染色では陽性反応のシゾントが多数確認された。ウエ

スタンブロット法では、血清及び脳脊髄液からSnの抗

体が検出された。以上の結果、本症例をEPMと診断。E

PMは国産馬での発生はみられないが、本症例のように

Snに感染した米国産輸入馬が着地検査中に発症する

ことも想定される。運動障害がみられた場合、EPMを

類症鑑別する必要がある。 

 

 Ⅳ－４一般病・中毒・繁殖障害・栄養代

謝障害 

 

597 養蜂衛生におけるドライアイスを用いたスムシ

対策 の検討：京都府中丹家保 石森 裕、西野 洋 

 [はじめに]養蜂農家に多大な被害を与えるスムシの

対策には、二硫化炭素を用いる方法が有効であったが、

平成１６年の改正農薬取締法により使用が禁止され、

以来、代替となる有効な方法が求められている。今回、

ドライアイスを用いたスムシの防除法について試験を

行い、その方法と実用性について検討。[方法]巣箱を

ドライアイス、酸素濃度計とともにポリ袋に入れ、口

を緩く閉じ、経時的な酸素濃度の変化を計測。投入時

におけるドライアイスの形状及びドライアイスの量

が、酸素濃度の変化に及ぼす影響を調べ、酸素濃度を

低下させるためにより有効な方法を検討。[結果]投入

時のドライアイスの形状が細かいほど、また、量が多

いほど酸素濃度を効率よく低下させることを確認。ま

た、適切な方法をとることで、酸素濃度をほぼ０％に

まで下げることが可能。[今後の課題]今回用いた方法

により、現実の養蜂の場面で有効な効果が見られるか、

養蜂家の協力を得て、引き続き検討。 

 

598 めん羊のヒラドツツジ中毒事例：広島県東広島

家保 伊藤晴朗 

 平成18年4月下旬、県内酪農家で飼養中のめん羊4

頭のうち、平成16年12月生まれのコリデール種の雌
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1 頭が、農場内の野草の草刈り目的で繋留中、流涎を

呈し、数時間後に死亡。飼養者の申告から農場内に植

えられたヒラドツツジの摂食による中毒を疑い、病性

鑑定を実施。病理組織学的に肺のうっ血水腫、近位尿

細管上皮細胞の壊死、慢性心筋炎、非ウイルス性肝細

胞核内封入体を確認。肺及び心臓から Streptococcus 

bovis が分離されたが、病理組織学的には細菌感染を

疑う所見を認めず、誤嚥によるものと推察。胃内容中

にヒラドツツジの葉（ツツジ葉）は確認出来ず、ルー

メン液上清（ル上清）のキットによる有機リン系薬剤

の検出は陰性。薄層クロマトグラフィーにより、胃内

容とツツジ葉でグラヤノトキシンに相当するスポット

を検出したが、ル上清では検出せず。腎臓、心臓、肝

臓の所見の原因は不明だったが、その他の結果から、

ヒラドツツジによる中毒と診断。 

 

599 ジェンツーペンギンにみられた鉛中毒：長崎県

中央家保 藤井猪一郎、早稲田万大 

当所管内水族館にて、屋内飼養のジェンツーペンギ

ン（Pygoscelis  papua）18羽のうち2羽が食欲不振、

沈鬱の症状を示し1羽（A）が死亡。他の1羽（B）は

同時期に同様の症状を示すも、死亡には至らず。X 線

撮影で、腹部に直径1～2ｍｍの球状物がAで3個、B

で10個以上確認。死亡したAで病性鑑定を実施。剖検

所見：胃底部に金属粒2個、胃底部の軽度びらん、腸

管粘膜の充出血。病理学的検査：腎臓：尿細管上皮細

胞で核濃縮を伴う高度な変性・壊死、尿細管腔のび慢

性閉塞、胃：腺胃腺のび慢性変性、膵臓：腺房の高度

空胞変性。細菌検査：有意菌分離陰性。生化学的検査：

肝臓の鉛濃度13.3±0.21 ppm、金属粒のX線分析によ

る定性分析試験：鉛。水槽の底に鉛粒と、ダイバー用

具のウエイトの内部に鉛粒が使われており、その一部

にほころびを確認。このことから、ダイバー用具の破

損により水槽床面にこぼれ落ちた鉛粒をペンギンが嚥

下したことによる鉛中毒と診断。 

 

 Ⅳ－５その他 

 

600 野鳥の大量死亡例における対応：秋田県中央家

保 安田正明、小川秀治 

 近年、野鳥の大量死の報道が多く、高病原性鳥イン

フルエンザ(HPAI)や人獣共通感染症、農薬等による環

境汚染の観点から注目を集め問題となっている。平成1

8年３月末、大潟村でカラスが大量死しているとの連絡

があり、関係機関と共に現地調査を実施。死亡野鳥は

、ミヤマガラス88羽、ハシボソガラス１羽。病性鑑定

の結果、HPAI等の重要な伝染性疾病は否定され、中毒

死と推定。県危機管理計画では、野鳥のHPAIが否定さ

れた場合それ以降の調査・検査は示されていない。今

回、風評被害防止等のために関係機関と原因究明を継

続。周辺調査により、硫酸タリウムおよびリン化亜鉛

を成分とする殺鼠剤の使用を確認。主要臓器中の元素

分析を実施したところ、タリウムによる中毒死と断定

。農薬、殺鼠剤等の適正使用を啓蒙。各機関が積極的

に連携をとり、農畜産物の安全性を確保すると共に県

民の要望に応えることが重要と考えられた。 

 

601 野鳥の大量死亡例における対応：秋田県中央家

保 安田正明、小川秀治 

 近年、野鳥の大量死の報道が多く、高病原性鳥イン

フルエンザ(HPAI)や人獣共通感染症、農薬等による環

境汚染の観点から注目を集め問題となっている。平成1

8年３月末、大潟村でカラスが大量死しているとの連絡

があり、関係機関と共に現地調査を実施。死亡野鳥は

、ミヤマガラス88羽、ハシボソガラス１羽。病性鑑定

の結果、HPAI等の重要な伝染性疾病は否定され、中毒

死と推定。県危機管理計画では、野鳥のHPAIが否定さ

れた場合それ以降の調査・検査は示されていない。今

回、風評被害防止等のために関係機関と原因究明を継

続。周辺調査により、硫酸タリウムおよびリン化亜鉛

を成分とする殺鼠剤の使用を確認。主要臓器中の元素

分析を実施したところ、タリウムによる中毒死と断定

。農薬、殺鼠剤等の適正使用を啓蒙。各機関が積極的

に連携をとり、農畜産物の安全性を確保すると共に県

民の要望に応えることが重要と考えられた。 

 

602 山羊関節炎・脳脊髄炎（CAE）陽性農場において

発生した山羊の銅欠乏症：福島県県中家保 松本裕

一、依田真理 

 成山羊25頭、育成山羊14頭、子山羊29頭飼養する

農場で、平成18年6月より、歩様異常と起立不能を呈

する子山羊が散見。同農場は平成14年にCAE抗体陽性

山羊を淘汰しており、臨床所見から当初CAEを疑い病

性鑑定実施。抗体検査で 68 頭中 3 頭陽性、血液 PCR

検査で16頭陽性であったが、起立不能子山羊3頭の病

理組織学的検査ではCAEに特徴的な脱髄性脳脊髄炎は

認めず、直接的関与は否定。主病変は銅欠乏時にみら

れる脊髄腹根軸索変性と腹角神経細胞体の中心性色質

融解で、生化学的にも肝臓中銅濃度2.5～4.0 μg/g、

血清中15～28 μg/dlといずれも低値を示し、銅欠乏

による下位運動神経障害と診断。同居山羊の血清銅検

査で農場全体が欠乏状態にあることが判明したが、給

与飼料中の銅濃度は正常で、阻害因子による欠乏の可

能性が示唆。山羊の運動障害の原因究明には、CAE を

はじめとした広範な病性鑑定が必要。 
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603 野生イノシシにおける病原体保有状況：群馬県

西部家保 小屋正博 

 全国的に人家周辺への野生イノシシの出没頻度は増

加しており、当管内の捕獲駆除される数も増加傾向に

ある。昨年度の血清学的抗体調査で、野生イノシシと

豚の疾病との間には密接な関連があることが窺われ

た。今回、捕獲された野生イノシシの血清172検体と

糞便103検体を用い、人獣共通病原体の保有状況につ

いて調査した。サルモネラ・コレラスイス（SC）、豚

丹毒およびトキソプラズマの抗体保有率は、11.0% 、

93.0%および16.9%であり、SCは昨年度の調査に比べ３

地域で新たに確認された。糞便中寄生虫卵の保有状況

はコクシジウム51.5%、線虫卵50.5%であり、サルモネ

ラ属菌は分離されなかった。分離大腸菌株について薬

剤感受性試験を実施した結果、豚由来大腸菌で も高

い耐性を示す３薬剤（ABPC､OTC、SM）すべてに耐性を

示した株は194株中２株存在した。分離大腸菌株にK88

線毛抗原を有するものはみられなかった。また水様性

と泥状便でのＡ群ロタウイルス陽性率は 21.4%であっ

た。 

 

604 管内養蜂の飼養実態調査～残留規制から糞害ま

で～：埼玉県中央家保 武末寛子、鈴木智 

 動物用医薬品等の使用状況や、蜂刺傷・糞害の実態

を把握するため、管内養蜂家41戸に対してアンケート

調査を実施。その結果、回答者（38戸）の82％が使用

規制医薬品を使用。巣箱等養蜂器具の消毒方法では

26％の回答者が巣脾の消毒に消毒薬等を使用してお

り、蜜への残留を懸念。蜂刺傷では、回答者の74％が

近隣住民に対する予防策を講じている一方、32％（12

戸）で事故が発生。アナフィラキシーショック発症時

の応急処置を知っているのは回答者の半数。糞害では、

回答者の21％（８戸）が苦情を経験、うち６戸で蜂場

を移転。汚損被害は飼養場所から南東～東の方角、100

ｍ以内に集中し、巣箱の設置場所や巣門の方向が被害

発生に影響している可能性が高い。これらの結果を踏

まえ、課題改善に必要な事項をまとめた「みつばちハ

ンドブック」を作成し、みつばち飼養者に配布。  

 

605 多摩地区の飼育動物診療施設の変遷と課題:東

京都家保 林 朋弘 鈴木治雄ほか 

当所で担当する多摩地区の動物診療施設（施設）数、

届出内容の内訳等を調査。今年度11月末現在の施設数

は456ヵ所、平成8年度当初の351ヵ所から約1.3倍

に増加。ケタミンの麻薬指定に伴う麻薬施用者免許取

得の必要性から、今年度各種届出とも例年を上回った。

施設廃止届は、以前は施設移転や開設者の変更が多か

ったが、今年度は会社法施行による法人化のための変

更が目立った。相談件数は獣医師から届出方法等獣医

療法（法）に基づくものが半数以上で法を熟知してい

ない獣医師が多い。また、不十分なインフォームド・

コンセントが原因と思われるトラブルに関する苦情・

相談も後を絶たず、件数・比率ともに増加。獣医療に

おける早急な対応が求められる。一方、都内での事例

を農水省に照会した結果、その後の対応に変化が見ら

れた。今後、獣医事講習会を通じ関連法規の周知、飼

育者側から見た獣医療等の話題を提供し、より質の高

い獣医療確保の一助としたい。 

 

606 野生鳥獣の病性鑑定事例：東京都家保 中村 

博 

野生鳥獣の病性鑑定（鑑定）は、家畜の伝染性疾病

予防の観点、鳥獣保護担当部署の指針により受け付け

ている。平成13年以降の鑑定受付件数は鳥類58件168

羽、哺乳類49件135頭。鳥類は、高病原性鳥インフル

エンザ発生により受付件数が増加。事例では、カモの

ボツリヌス中毒、ハトのテトラメレス寄生、ニューカ

ッスル病等。哺乳類の事例には疥癬症、ハクビシンの

エンセファリトゾーンの疑い、タヌキの心臓内線虫寄

生など、またイノシシの抗体検査等を実施。野生鳥獣

は疾病報告が少なく鑑定が難しい。また、当所検査室

で取扱が出来ない病原体が分離される可能性、家畜用

検査薬が野生鳥獣に適用できるか等が問題。行政対応

上、窓口となる鳥獣保護担当部署に獣医師などの専門

職種がいないため、通報時点での重要度判断が難しい。

また、人、犬、家畜、野生鳥獣に共通してかかわる問

題となることも予想されるため、関係部局の協力体制

を整えることが必要。 

 

607 小動物獣医療をめぐる諸問題への対応と課

題：愛知県西三河家保 美濃口直和  

 過去３年間に、獣医療補助者による診療行為（２事

例）及びダイレクトメ－ル（１事例）に係る苦情が、

いずれも同じ診療施設について複数回寄せられた。獣

医療補助者による診療行為問題の背景としては、近年

の小動物獣医療における診療技術の高度化及びサ－ビ

スの多様化に伴い獣医療補助者が増加する中、診療業

務との区別の不明瞭化が考えられた。獣医療において

は、看護師の様な診療補助者として法的規定はなく、

今後は獣医療補助者の制度的な整理が必要と考えられ

た。ダイレクトメ－ルの苦情は、県外の小動物診療施

設が予防注射等に関する葉書を不特定者に送付し問題

となった。獣医療において、飼養者の誤解を招く様な

広告の排除は必要であるが、飼養者が診療施設を選択

するために有益な情報は公開できるよう広告制限の緩

和が必要と考えられた。 
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Ⅴ共通一般衛生 

 

 Ⅴ－１細菌性疾病 

 

608 マルチプレックス PCR 法による牛血液からの炭

疽菌DNA直接検出法の検討：宮城県仙台家保 網代 隆 

 牛血液に無毒の炭疽菌 Davis 株および無莢膜弱毒

34F2株を添加した検体を作成。感染防御抗原(PA)、莢

膜(CAP)抗原、菌体表層抗原(S-layer)遺伝子を標的と

したマルチプレックスPCR法による検体からの炭疽菌

DNA直接検出法を検討。供試検体量は0.1ml、DNA抽出

は DNeasy Blood & Tissue Kit(QIAGEN)、PCR 酵素は

PrimeSTAR HS DNA Polymerase(TaKaRa)、プライマーは

WHO および OIE マニュアル記載のものを使用。本法で

は 104CFU/ml 以上の添加菌量で検体からの炭疽菌 DNA

直接検出が可能。アスコリー反応では 108CFU/ml 以上

であり、検出感度では本法が104倍上回る成績を得た。

判定所要時間は、DNA抽出20分、PCR反応60分、電気

泳動30分、染色10分で約2時間。パールテストおよ

びファージテストと比較し短時間で判定可能。本法は

検出感度、所要時間ともに良好であり、従来の診断法

と組み合わせて総合診断に応用することは有効と思わ

れ、牛炭疽における迅速診断の一助となるものと期待

された。  

 

609 千葉県で分離されたSalmonella Newportの薬剤

耐性：千葉県中央家保 平畠淳、木下智秀 

 米国で多剤耐性(MDR)Salmonella Newport(SN)によ

るヒトおよび家畜の疾病が増加傾向にあり，近年国内

でもMDR-SNによる疾病の報告例が挙がり始めた。今回

千葉県内のMDR-SNの疫学的情報を得るため，H9～H18

年に当所で同定したSNの薬剤感受性について検討。牛，

鶏，カラス，養豚場環境由来7事例17株について調査

した結果，H16年の乳牛下痢由来3株がABPC, CEZ, C

TF, DSM, OTC, CP, SDMXの7剤に耐性を示し，βラク

タマーゼ産生遺伝子blaCMYを保有。他の14株はすべて

SDMXのみに耐性で，blaCMYの保有はなかった。今回の結

果および他県の報告より，H15～H16年頃にMDR-SNが

国内に浸潤し始めたと見られるが，例数が少ないため

疫学的な情報に乏しい。しかし分離される宿主域の広

さなどから，今後の動向には注意が必要であると考え

る。 

 

610 島根県内のβラクタマーゼ産生性腸内細菌の

検出:島根県家畜病鑑室 船木博史、新井伸雄 

 家畜由来腸内細菌の Extended spectrum β－

lactamases（ＥＳＢＬ：基質特異性拡張型βラクタ

マーゼ）産生能に着目し、βラクタマーゼ試験、Ｅ

ＳＢＬスクリーニング試験、薬剤感受性試験、代表

的なβラクタム系薬剤耐性遺伝子型別および病原遺

伝子検索を実施。被検菌２３４株中１６でＥＳＢＬ

産生を疑う。うち９株が CTX-M-2 型陽性、３株が

Toho-1型陽性、４株は型別不能。病原遺伝子検索の

結果、１株で Intimin 陽性を認めた他は陰性。県内

農場でも、CTX-M-2 グループを主体としたＥＳＢＬ

産生性株の存在を確認。病原性は高くないと推察。

しかし、一農場において、死亡牛由来大腸菌と病性

鑑定由来の乳房炎起因菌（Serratia sp.）で同一の

薬剤耐性遺伝子を認めたため、プラスミドによる薬

剤耐性の拡大と推察。このようなプラスミドによる

耐性遺伝子伝達が、病原性を持つ細菌へ拡大するこ

とを懸念。  

 

611 サルモネラの近年分離株性状解析と過去２０年

間の検出状況：山口県中部家保 真鍋幸穂、柳澤郁成 

 過去3年間に分離した鶏及び豚由来32株の生化学性

状検査、invA侵入性因子関連遺伝子検査、プラスミド

プロファイル、薬剤感受性試験(11薬剤)、プラスミド

の伝達試験を実施。生化学性状は Salmonella 

Enteritidis(SE)1株のリジン脱炭酸酵素陰性以外、検

出・同定に関わる性状に例外無し。invA遺伝子は全て

陽 性 。 プ ラ ス ミ ド は 20 株 (Salmonella 

Typhimurium(ST)2株、SE13株)に存在。薬剤感受性試

験はSTの5剤耐性以外高度耐性株なく、ストレプトマ

イシン耐性はSE以外の19株に確認。フルオロキノロ

ン耐性は無し。過去20年間の病性鑑定から91件のサ

ルモネラ分離例を抽出。鶏では環境分離例が88.9% と

圧倒的に多く、O7群47%、O8群19%、O4群13%、O9群

10%の29血清型を分離。牛や豚では下痢や削痩からの

分離が主で全て ST、この 10 年散発傾向。以上から検

出は従来法により可能だが、確認検査は複数必要。今

後も侵入防止を喚起すると共に衛生管理意識の向上を

望む。 

 

 Ⅴ－２生理・生化学・薬理・保健衛生行

政・畜産技術・その他 

 

612 農場ＨＡＣＣＰの導入が契機となったＡ町家

畜伝染病自衛防疫体制の強化：北海道空知家保 小

川英仁、坂梨裕 
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Ａ町は、町内の畜産農場に対し、悪性伝染病発生に

対する取組の必要性を認識。一養鶏場のＨＡＣＣＰ導

入経験を契機として自衛防疫組織（自防）による家畜

伝染病防疫マニュアル（防疫マニュアル）作成の可能

性を模索。家畜防疫対策要綱等を参考にした家畜保健

衛生所（家保）の素案をもとにＡ町全体の防疫マニュ

アルを作成。内容は平常時の防疫対策・衛生指導並び

に伝染病発生時の対応。防疫マニュアル作成に併せ、

Ａ町農家台帳等と家保の農場巡回時データを統合。こ

れにより、ワクチン接種状況等のデータ等を一覧にま

とめ、それを家保と共有し 新の情報に更新できる体

制を整備。講習会等では、農家、自防や関係機関等と

防疫体制の構築と啓発を継続。役場畜産担当者等と一

歩踏み込んだ活動とコンセンサスが、家畜防疫に対す

る危機管理意識の高揚を図り、地域としての自衛防疫

体制強化を可能にした事例と考えた。 

 

613 飼養衛生管理基準遵守の課題と指導方針：青森

県青森家保 八木原幸子、森山泰穂 

 飼養衛生管理基準（基準）遵守状況を試作調査票で

評価。基準10項目に各5小項目を設け各 2々～0点採

点で100点満点。対象は管内全96農場（酪農8、肉牛

63、養豚 6、養鶏 13、フランスガモ 6）。結果、大規

模や企業経営農場はHACCP体制や企業意識で全項目と

も高評価。中小規模は全般的に健康管理・飼養環境・

知識習得の3項目が高評価で、特に養鶏は野生動物侵

入防止も高病原性鳥インフルエンザ防疫指導で良好。

一方、低評価農場ではIBR等伝染性疾病の発生が見ら

れ基準制定目的を反映。中小規模では導入畜対策と入

場者等対策の2項目が低評価。牛導入は団体経由、豚

は一貫経営のため導入畜に低意識。隔離舎の個別整備

も困難が理由。今後は①評価を家保・生産者・地域指

導者の三者で実施②地元大規模経営者等も講師の優良

事例報告会を開催し衛生意識を啓発③地域内遊休施設

による導入畜対策等を地域ぐるみで検討。 

 

614 行政品質向上を取り入れた家畜保健衛生所業務

の推進：岩手県県北家保 方波見将人、大池裕治 

組織のスリム化が一層進む中、職員個々のモチベー

ションと能力の向上に向けた行政品質向上運動が全庁

的に展開されるようになり、当所では平成15年度の家

保再編を契機に意識的に取り組みを開始した。まず、

①能力開発：所内ゼミの定期開催（Ｈ15 年度から 40

回、59 演題）、伝達講習の実施、②情報共有：所内会

議の毎月開催（Ｈ16年度から35回）、所内ＬＡＮハー

ドディスクの設置による情報管理、③組織体制の整

備：グループ制、企画担当の新設、重要課題対策チー

ムの編成、④業務改善：年間業務の「見える化」、主要

業務フロー図の作成によるプロセス改善。以上4項目

を全職員11人で実践した結果、円滑な業務の遂行と業

務時間の削減に加え、今年度の超過勤務時間は取組前

の16年度対比で約1,200時間、150万円の縮減、休暇

取得日数は１人当たり7日増加するなど、職員の存在

感、充実感、満足感を分かち合える職場環境が構築さ

れつつある。 

 

615 高速液体クロマトグラフィーを用いた血清中セ

レン測定法の検討：宮城県仙台家保 加藤里子、伊藤

敦 

 高速液体クログラフィー（HPLC）によるセレン測定

原理は、灰化後 2,3-ジアミノナフタレン（DAN）と反

応、発光性の4,5-ベンゾピアセレノール（Se-DAN）を

生成し検出。灰化処理・発光測定にそれぞれ約7時間

必要で、かつ灰化後の保存性やSe-DAN発光の安定性が

未確認であるため現在は2日で20検体が限界。多検体

測定のために①灰化後 4℃、-20℃での保存②Se-DAN

反応後の発光の安定性について検討。①4℃、-20℃各

4週保存で濃度に有意差なし（p<0.01）②Se-DAN発光

安定性は5日目まで濃度に有意差なし（p<0.05）。以

上より灰化後に保存した検体を同時に発光することに

より多検体の測定時間を短縮可能。また測定原理が蛍

光光度法と同一であるため③カラムを用いずにタフコ

ネクターで繋ぐことで測定可能か検討。流速 0.2ml／

minで良好なピークを得られ、検体の濃度は約5～20%

の変動とバラツキがあるものの条件変更により多検体

処理に応用できる可能性を示唆。 

 

616 ポジティブリスト制度導入に伴う畜産農家指

導：秋田県南部家保 小沼成尚、砂原栄子 

平成１８年５月、ポジティブリスト制度（以下「制

度」）が導入され休薬期間等が大きく変更された。当

所では適正な薬剤の選定と使用方法の遵守を徹底する

ため、畜産農家に飼養衛生管理基準を含めた包括的な

指導を実施。４月にはリーフレット配布による畜産農

家・動薬販売店・産業動物獣医師への周知。制度の説

明会を計７回、延べ３００人を集め実施。５月からは

養豚、肥育牛農家を優先に全農家（８４３戸）につい

て、関係機関との合同巡回や家保またはＪＡ単独によ

る巡回を実施。結果、薬剤に関する認識・意識は低く、

「必要以上に薬剤を休止し、病気の発生が増えた」、

「指示書に従って投薬したが、残りを他の家畜に使っ

た」。また、「畜舎消毒および害虫駆除の回数減少」、

「治療家畜の廃用判断が難しい」等の問題点があった。

改善指導は問題点毎に農家だけでなく、産業動物獣医

師、動薬販売店にも実施。今後は畜種毎に統一した飼

養記録の整備、指示書内容のチェック体制強化が必要。 
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617 家畜排せつ物の処理施設整備と堆肥利用の推進

（第３報）：福島県いわき家保 藤本尊雄 

 家畜排せつ物の管理の適正化及び利用の促進に関す

る法律（以下「法」）が公布されて以降、処理施設の

整備推進、施設の適正管理及び発生量等の記録の確認

及び指導を、巡回及び立入検査により毎年全戸実施。

また、堆肥利用促進についても継続実施。施設の整備

状況は昨年度と変わらず１戸が未整備。発生量等の記

録については、昨年度と比較し24.2％から40.6％に上

昇。今年度は、法適用農家及び耕種農家に対し堆肥に

関するアンケートを実施。アンケート結果から、畜産

農家が処理施設を整備したことにより畜産農家の堆肥

化に関する意識が向上し良質堆肥の生産につながった

ことが判明。堆肥マップ掲載農家の73.5％に閲覧者か

らの注文がありマップの効果が認められたが、耕種農

家におけるマップ認知率は約半数。また、堆肥未利用

耕種農家も多い。今後マップを増刷し耕種農家に再度

広く配布するとともに、堆肥利用の推進、畜産農家へ

の堆肥化処理に関する指導を強化。 

 

618 家保に寄せられる各種相談への対応方法の検

討：栃木県県南家保 竹澤友紀子、高橋和子                   

平成17年度から2年間に当所に寄せられた相談は、

鳥類に関すること、愛玩動物に関すること、野生動物

に関すること、獣医療・動物薬事に関することに分類

された。もっとも多かったのは、鳥類に関する相談。

件数は平成17年度20件、18年度が11月15日現在22

件。相談者は、一般住民、市町職員、開業獣医師、警

察及び学校関係者と様々。相談内容の大半は、飼育し

ていた鳥類の死亡に関するものと保護した迷い鳥に関

するものであり、その内容により対応する関係部署は

様々。愛玩動物についての相談は、殆どが当所業務と

直接関係のない犬、猫に関することであり、監視伝染

病に関連する場合以外は適切な部署を紹介。野生動物

についての相談は林務事務所を紹介。獣医療・動物薬

事についての相談は、ポジティブリスト制度に関連し

慎重な回答が必要。これらの相談に所員全員が共通認

識を持って的確で迅速な受け答えができるよう、フロ

ーチャートや相談窓口一覧を作成し対応を統一。 

 

619 ポジティブリスト制度施行にともなう動物用医

薬品適正使用への取組：栃木県県央家保 矢島佳世、

宇佐美佳秀 

ポジティブリスト制度施行に伴い食の安全・安心確

保のため動物用医薬品適正使用に向けて取組を実施。

①管内畜産農家・獣医師・関係団体・動物用医薬品販

売業者(業者)に講習会等により周知。②周知後の意識

変化確認のため、農家・獣医師・業者にアンケートを

実施。③提出された指示書4,743枚の記載事項を確認。

アンケート結果では、添付文書の確認は農家の 68.6%

が実施。記録は制度施行後から始めた農家もいた。す

べての獣医師が添付文書を確認。業者は 37.9%が変更

となった休薬期間を説明・確認後に販売。制度施行後

から記録や添付文書の確認を始めた農家もあり、食品

の安全に対する意識が向上。意識の低い農家には更に

指導が必要。業者には立入検査等により更なる啓発が

必要。指示書では、制度施行前後に関わらず休薬期間

等の記載漏れを確認。獣医師に対し抗生物質等早見表

を作成・配布し、農家への的確な指示を指導。 

 

620 東部地域の畜産環境対策の現状と課題（巡回指

導を踏まえて）：群馬県東部家保 湯浅広 

「家畜排せつ物法」が完全施行され2年余が経過。

この間、当家保では排せつ物の処理・管理の適正化に

向けた改善指導及び畜産公害問題を未然に防止するこ

とを目的とし、市町村・普及担当者の協力を得て平成

17年度当初から計画的に農家巡回調査を実施。平成17

年度312件、18年度10月末現在254件を巡回。不適

切管理による口頭指導は17年度57件、18年度30件。

また、これまでに注意票交付農家は 13 件で、うち 6

件が改善された。一方、公害苦情相談による現地調査・

指導は平成17年度12件、18年10月末現在16件。苦

情の種類は悪臭・野積み・その他の順で感覚的なもの

が多く、不適切管理・公害苦情ともに堆肥処理が問題

発生の源になっていたことが巡回指導時に確認され

た。多くの事例は畜産農家の意識（気遣い）により解

決できる内容であるが、根本的な解決のためには良質

堆肥生産と流通の促進を図り、現在進めている耕畜連

携の取組をより一層進めていくことが求められてい

る。 

 

621 食の安全・安心を届ける交流会～家保の新たな

挑戦～：埼玉県熊谷家保 民部祐加子、横井 仁子  

 食の安全・安心に向けて、県では平成14年度に「彩

の国畜産物生産ガイドライン」を策定。平成16年度か

ら優良生産管理農場認証事業を開始。しかし消費者か

らは依然食品の安全性を疑問視する声が多い。そこで、

生産段階での安全対策について消費者に知ってもら

い、意見交換により食への理解を深めることを目的に、

生産者と消費者との交流会を開催。1回目（平成17年

度）は、酪農家と堆肥利用野菜農家が生産段階におけ

る安全対策を発表。県は食の安全施策を説明。続いて

後継者問題、農薬の適正使用などに対する活発な意見

交換を実施。2回目（平成18年度）は、優良生産管理

農場認証取得の肉牛・養鶏農家、および野菜農家が発

表。畜産物の品質や添加物などに対する意見交換。ア

ンケートでは回答者の９割が「また参加したい」と回

答。生産現場の情報に対する消費者の関心の高さがう
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かがえた。今後も交流会を継続開催予定。 

 

622 機能性を有する飼料について：東京都家保 有

田俊幸石川道夫ほか 

飼料に様々な機能を付与したいわゆる「機能性飼料」

が流通。食品の場合には「特定保健用食品」の制度が

導入され、「機能性食品」は公的には使用されていない。

しかし飼料の場合には制度はなく「機能性飼料」の用

語は使用されており、これに類する商品の流通量も相

当量に上る。機能性に関連する飼料の届出件数は届出

全体の１割近く、製造販売業者への立入検査時にも機

能性が窺えるものが認められる。全国の特産的な畜産

物生産には、これらの機能性が付与された飼料の活用

が大きな関わりをもつと考えられる。流通している機

能性飼料の代表的なものは、整腸効果などの消化酵素、

乳酸菌や枯草菌を混合した飼料がある。機能性飼料と

思われるものは、人の特定保健用食品に見られるよう

な抽出物、香辛料、ハーブ類等であった。収去した品

目の栄養性、安全性では、特に問題はなかった。これ

らの機能性飼料に関する情報について、今後有効な活

用を図りたい。 

 

623 熟度の異なる剪定枝堆肥を用いた栽培試験：東

京都家保 當麻健樹 浅海哲夫ほか 

剪定枝堆肥の品質特性を堆積期間の異なる３種類

の堆肥（0ヶ月、4ヵ月及び8ヶ月）を用い、収量等の

影響を検討｡土壌とともに培養し窒素無機化試験及び

炭酸ガス発生量試験を実施｡その結果、炭素（有機物）

の分解において、開始後4日から７日後に特徴的な分

解のピークを示した｡また、いずれの試料においても無

機態窒素発現率と炭素分解率は相関｡試料添加量を変

えた試験区で、葉長及び生体重等を比較｡結果は、0ヶ

月区では添加量が多いほど収量が低下、8 ヶ月区では

添加量が多いほど収量は増加｡さらに３倍相当量で収

穫量等の変化を調査｡結果、1回目は上記の栽培試験と

ほぼ同じ結果、以降 0 ヶ月区は収量が回復傾向、4 ヵ

月区及び8ヶ月区は逆に収量が低下｡試験結果から、土

壌中で急激に分解が進んだ後は緩やかな分解が長期に

わたって続くと思われ、熟度の高い試料では連作後も

土壌中の難分解性有機物が多く残り、窒素吸収等によ

り影響を及ぼしたのではないかと考察｡ 

 

624 獣医事届出受理業務等の現状と課題：神奈川県

東部家保 矢島真紀子、吉田恒雄 

 当所の飼育動物診療施設は555件と多く、獣医事届

出受理業務等(以下受理業務等)が業務に占める割合が

大きい。そこで、現状を把握検討し業務改善の一助と

した。平成17年度の獣医事に関する問い合わせは146

件。問い合わせ者内訳は、診療施設関係者80件（55％）、

関係者以外66件（45％）でうち９割が届出等に関する

もの。届出受理数は、過去3年間で318件。うち遅延

理由書を提出した件数は85件（27％）、なかでも法人

化による開設届は14件中9件(64％）と多かった。ま

た、届出内容が特殊で獣医師法、獣医療法に適応して

いるかの判断が難しい例もあった。以上から課題：①

多大な受理業務等への迅速な対応。②届出事項発生後

の速やかで正確な届出。③獣医師法、獣医療法の現状

にあった法解釈の困難性。改善策：①問い合わせ、受

理業務等のマニュアル化。②獣医事届出早見表の作成、

管内診療施設への配布。さらに③獣医師法、獣医療法

の法解釈の全国的な共有化が必要。 

 

625 消石灰を用いた簡易なホルマリン廃液処理方法

の検討：神奈川県病鑑 箭内誉志徳、丹波義彰 

 ホルマリン廃液（廃液)は、安全、環境への配慮から

速やかな処理が望ましい。廃液の安全・簡易・低コス

ト処理のため消石灰を用いる方法を検討。材料は使用

済み廃液と粉末消石灰を使用。方法はRomijin法によ

り経日的に廃液中のホルムアルデヒド濃度（濃度）を

測定。初めに廃液へ消石灰 5％を添加し撹拌方法（添

加時のみ撹拌、毎日1回撹拌、未撹拌）を検討。結果、

添加時のみ撹拌が も有効。それを基本条件とし温度

（37、20、4℃）及びUV照射（有無）の条件を加え濃

度変化を測定。対照は暗所、室温に静置した消石灰未

添加の廃液。37、20℃で11日目に、4℃では14日目に

ホルムアルデヒドは検出されず。UV照射による差は認

めず。処理経費の比較では委託処理より消石灰を用い

た処理方法が約 97 円/L 安価。以上、消石灰を用いた

廃液（3.0～3.4%の場合) の処理は消石灰添加時に十分

に撹拌し室温で11日以上（冬季14日以上）静置する

ことで も安全、簡易、安価に処理が可能。 

 

626 畜舎消毒用ドロマイト系石灰の普及：富山県西

部家保 宮本剛志、伊東佳代 

 石灰消毒は強アルカリによる殺菌効果に加え、病原

体を物理的に塗り込めることができる有効な方法。し

かし、石灰乳塗布は手間がかかり、生石灰は高熱を発

し危険なため畜産現場ではあまり実施されず。そこで

畜舎消毒用ドロマイト系石灰（D 石灰）の普及を試み

た。D 石灰は粒子が非常に細かく、水に混合して動力

噴霧機で塗布可能。また、溶かしても熱は発生せず安

全。D石灰と塩素系複合消毒薬（V）、逆性石鹸（P）の

殺菌効果を比較すると、D 石灰は V・P と同等の効果。

牛舎での D 石灰塗布の結果、一般細菌数は消毒前

107cfu/㎠から消毒後25 cfu/㎠へ減少。サルモネラ陽

性の鶏舎ではD石灰消毒により陰転。豚舎のD石灰消

毒により豚抗酸菌症が前年の半分以下に減少。D 石灰

使用農家では成績向上の他、視覚的にも清潔な畜舎に
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なったため衛生意識も向上。作業の省力化により管内

96戸中18戸に定期的石灰乳消毒が定着。 

 

627 畜産物の安全性確保に向けた取り組み：富山県

東部家保 伊豫田敦子、保田仁美  

ポジティブリスト制度導入に対応するため畜産農家

を巡回、指導を実施。これまでの医薬品使用記録実施

率は 40%以下。記録の重要性や医薬品について説明、

各農家に合った記入しやすい様式を呈示して指導した

結果、乳用牛、肉用牛、豚、鶏の農家でそれぞれ65%、

53%、79%、86%、飼料給与では 77%、33%、71%、86%が

記録を実施。研修会を開催し、飼養衛生管理基準遵守

事項約40問を自己診断形式で判定と指導。従事者の衛

生意識、環境対策、飼育環境対策の項目では高率に実

施。反面、病原体の持込防止対策の項目は 64%が未実

施。その詳細は、車両洗浄消毒機材の未整備81％、ネ

ズミ等の駆除の不徹底61％、畜舎への立入制限の不徹

底58％、業者の消毒の未実施55％、その他に定期的畜

舎消毒の未実施 38%。実施率の低い要因として衛生意

識に問題あり。今後農家に合った衛生管理マニュアル

作成し、そのメリット実感させること及び継続できる

環境を整えることが課題。 

 

628 畜産農家への情報伝達における課題：福井県家

保 山口茂、生水誠一 

家畜衛生情報を発信するため、広報誌｢家保だより｣

と当所ホームページ(HP)を利用。家保の取り組みをよ

り広い対象へ知らせることをねらいに、情報伝達の内

容と方法を充実させるための課題を検討。平成 18 年

12月までに7回発行した広報誌に掲載した記事の内訳

では、「畜舎での衛生管理」が全体の 30%で、「衛生講

習会受講の報告」と「当所での研修会開催の結果」が

これに次いだ。これらの中で「畜舎での衛生管理」な

ど、特に重要な記事について、その都度内容を改めて

数回掲載。また、広報誌の作成とHPの更新について同

時に検討する委員会を開催し、広報誌とHPの役割りを

活用して相互に内容が補完するよう構成。今後の課題

として、広報誌を編集する際に、あらかじめ継続する

記事と時事的な話題など毎に、年間を通じて構成して

いく必要がある。さらに、広報誌や他の技術情報など

で選んだ記事を仕分けしてHPに掲示し、家畜衛生情報

や家保の取り組みなどが検索しやすくなるように図っ

ていきたい。  

 

629 開頭用頭部保定器の作製：福井県家保 仲村和

典、武田佳絵 

病理解剖で開頭する場合の頭部保定器を作製。本体

は不用となった幅25cm長さ50cmのグレーチング２枚

を高さ35cmの二層構造に溶接。上側グレーチングの片

側両角に逆Ｕ字形のフックを取り付け。二層構造の内

部には、上からのチェーンを引き絞り自在にロックで

きる構造。付属品は、グレーチング幅の丸棒中央に

70cm の丸棒を溶接し先端を丸めたＴ字バーと 80cm の

チェーン。使用方法は本体の上に置いた頭部の鼻腔に

Ｔ字バーを突き通し、Ｔ字バーの横棒を逆Ｕ字形フッ

クに掛け、鼻先に巻いたチェーンを本体側に引き絞り

ロックすると完全に保定。頭部を置いてから30秒以内

に固定でき、特に力は要しない。開頭には電動のこぎ

りを安全に使用でき、頭蓋からの脳の摘出もスムーズ。

廃材や鉄材を用いて作製したために安価。すべて鉄で

作製したため清掃、消毒も容易。 

 

630 処理・条件の違いによるサンプルの回収率（HPL

C）への影響：山梨県東部畜保健衛生所 土山喜之・

守屋英樹 

 高速液体クロマトグラフィー（HPLC）は、その適用

範囲の広さや微少量検体の定量においての感度の高さ

から、様々な分野で用いられている分析方法のひとつ

である。反面、測定に至るまでの処理方法により、サ

ンプルの回収率に違いを生じ、定量の精度に影響を及

ぼす。そこで、検体の処理・測定条件を変える事によ

って生じるサンプルの回収率への影響を検討。移動相

の種類や蒸発乾固時間・蒸発乾固後の再溶解液などの

検体前処理方法及び測定条件を変更しながら、標準品

を被検検体として測定し、比較検討を行った。 

 

631 家畜糞混入等による消毒効果への影響について

（第一報）：山梨県東部家畜保健衛生所 丸山稔・深

沢矢利 

 伝染病対策上、効果的な消毒は極めて重要。また、

糞尿等の有機物の混入や液温の低下は、消毒薬の効果

を減弱させるが、農場等での消毒時、これら有機物を

完全に取除くことは困難な場合が多い。このため、一

般的な消毒薬等8種について、家畜糞（牛、豚、鶏）

の混入や低温が消毒効果に及ぼす影響を調査。供試細

菌は、サルモネラ、黄色ブドウ球菌、大腸菌を用い、

消毒効果判定は、各薬剤の段階希釈液に各菌液を一定

量混入し、1、15、30分感作後、普通寒天培地に接種

し、発育コロニーの有無で判定。有機物混入試験は、

家畜糞を各0.5、1、2%(w/v)の濃度に混入した薬剤希

釈液にて同様に判定。低温感作試験は、氷水中にて感

作後、同様に判定。  各消毒薬等の菌種別殺菌力の比

較では、菌種により殺菌力に差が認められた。 また、

消石灰以外の消毒薬で、糞混入及び低温により殺菌力

の低下が認められた。 

 

632 岐阜地域における学校飼育動物巡回指導の現状

と課題：岐阜県岐阜家保 神谷祐子、宮﨑次朗   
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 岐阜地域では、平成11年度から関係機関と連携し、

学校飼育動物の適正な飼育衛生管理指導を目的に巡回

指導を実施。指導内容は①飼育動物の健康診断、衛生

管理指導、②鶏類のニューカッスル病ワクチン接種及

び抗体検査、③糞便の病原性大腸菌O-157（ウサギ）、

サルモネラ検査（鶏類）等。指導内容について検証す

るため、小学校50校、関係獣医師85名にアンケート

調査を実施。その結果、高病原性鳥インフルエンザ発

生時には、野鳥侵入防止対策、動物舎の消毒および児

童の健康管理等を指導したことにより、学校の衛生管

理の向上が図られた一方、動物飼育に対して消極的に

なり、飼育を中止する学校も認められた。今後、教員

を対象とした研修会の開催等、家畜伝染病に関する正

しい知識の普及を図り安心して動物が飼えるよう学校

を支援する必要がある。また、家畜伝染病発生に備え、

衛生管理指導、飼育状況把握及び、関係機関との連携

のもと学校飼育動物における防疫体制を強化したい。 

 

633 畜産物の安全性確保指導を目的としたアンケー

ト調査について：静岡県中部家保 塩谷聡子、服部篤

臣 

 平成18年5月29日、改正食品衛生法が施行。新制

度に対する法令遵守指導の一助とするため、平成 18

年9月～11月にかけ、酪農家10戸、肉牛農家6戸、

養豚農家13戸、採卵鶏農家13戸、肉用鶏農家12戸、

養ほう農家83戸で、家畜の適切な飼養管理及び動物用

医薬品等の適性使用等について、聞き取り又はアンケ

ート調査を実施。（結果）①ポジティブリスト制度の理

解：酪農家100%、肉牛農家100%、養豚農家92.3%、肉

用鶏農家 100%、採卵鶏農家 46.2%、養ほう農家 50%。

②動物用医薬品等の適正使用：養ほう農家で一部不適

正③動物用医薬品等の使用記録の保管：酪農家 100%、

肉牛農家 50%、養豚農家 25%、肉用鶏農家 100%、採卵

鶏農家53.8%、養ほう農家27.1%。保管をしていない理

由：肉牛農家で獣医師の治療内容の説明不足。養豚農

家・採卵鶏農家・養ほう農家で記録の習慣がない。以

上から、農家には記録の習慣づけと生産者としての自

覚を促す指導、獣医師には出荷制限期間等の指示を確

実に行うよう指導。 

 

634 天城バイオマス施設の稼働状況：静岡県東部家

保 浅倉豊司、齋藤美英 

平成17年6月、天城牧場内で発生する家畜排せつ物

と近隣の学校給食やスーパーの食品残渣を原料とする

バイオマス施設を整備。バイオガス(BG)プラントは処

理能力4.99t/日(家畜排せつ物3.39t、生ごみ1.60t)、

湿式メタン発酵(中温発酵:38℃)によりBGを発生。発

生したガスを使った発電を行うとともに、発電機から

の排熱は発酵槽保温、哺乳舎床暖房に利用。消化液は

固液分離し、液分は液肥、固形分は密閉縦型発酵装置

でコンポスト化し、堆肥として利用。BGプラントに家

畜排せつ物を70～80t/月、生ごみを30～40t/月、投入。

BG 発生量とメタンガス濃度は生ごみの投入開始によ

り急激に上昇。7,000～9,000kWh/月発電し、4,000～

5,000kWh/月の余剰電力を場内他施設へ供給（BG プラ

ント自体の消費電力は約 3,000 kWh/月）。堆肥化施設

では BG プラント残渣や家畜排せつ物を 80～100t/月、

投入し、30～50t/月の堆肥を生産。稼動実績から試算

した結果、原料1t当たりの処理単価は約5,900円。 

 

635 野生イノシシにおける抗体保有状況：愛知県西

三河家保 新井澄江、白石 徹 

平成 17、18 年度に管内で捕獲されたイノシシ血清

63 検体を用い豚との共通疾病の抗体調査を実施。HC、

PRRSはELISA法、AD、SE、APP2、TOXはラテックス凝

集反応、JEはHI試験、TGE、PED、BVD-MDは中和試験

を実施。一部の疾病については管内の豚衛生検査成績

と比較検討。HC、AD、TGE、PED 及び BVD-MD は全検体

抗体陰性。他疾病の抗体陽性率はPRRS：19.7％、APP2：

91.1％、SE：98.4％、TOX：9.7％、JE：49.1％。また

PRRS 及び JE は各年度で陽性率に差が見られた。豚成

績と比較するとPRRSは豚、TOXはイノシシで陽性率が

高い。APP2 及び SE は豚、イノシシともに高い陽性率

を示した。JEは各年度の陽転時期や陽性率が豚の感染

予察調査成績の流行状況と類似。今回の成績から、イ

ノシシに豚との共通疾病の浸潤、並びにウイルスの動

きがあると推察。イノシシが豚疾病の感染源、伝播動

物となり得る危険性に注目し、イノシシのモニタリン

グを継続及び強化が必要と思われる。 

 

636 動物用医薬品の適正流通への取組み：愛知県尾

張家保 

 松尾 茂、竹内康江 

 平成１４年度から3年間の動物用医薬品（動薬）に

関する不適切事例を検討。動薬販売業者の遵守事項理

解不足、インターネットを利用した販売等が問題点と

して挙げられた。改善への取組みとして８６店舗を立

入し１動薬販売業者に対する店舗での重点指導、２イ

ンターネット上の販売実態を調査。その結果重点指導

では法令遵守事項を説明し施設の検査・指導を徹底し

たところ、一般販売業者９３％、特例販売業者３９％

に意識の向上が見られた。また立入店舗の３３％が A

業者から仕入れており、許可品目外を取り扱っていた

不適切事例（４件）全てがA業者に関係していたこと

から、卸売り時のチェック体制を指導し改善させた。

インターネット上の販売実態調査では管内のペット販

売店舗５６４件を対象に実施し、未承認動薬を販売し

ていた２店舗を摘発。直ちに当該品の販売中止等を指
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示。今後は動薬販売業者の他ペット販売業者等も含め

た動薬の適正流通に向け、より積極的な取組みが必要。 

 

637 NPOと連携した畜舎の野鳥侵入対策とGISを活用

した防疫対策の一事例：三重県南勢家保 鈴木義久、

加藤満年 

 BSE、鳥インフルエンザの発生などを契機に、平成

16 年 12 月、飼養衛生管理基準が施行され、家畜の所

有者は畜舎の野鳥侵入防止対策などを実施しなければ

いけなくなった。平成17年2月、管内の肉牛農家でク

ロストリジウム感染症が発生し、カラスにより疾病が

伝播するとの風評が広がり、約7キロ離れたA肉牛農

家でカラス対策が実施された。主な対策はカラスの有

害鳥獣捕獲であったが、捕獲をするための餌が原因と

なり飛来するカラスが増加し、捕獲を中止した。その

後、野生鳥獣被害対策を実践する NPO と連携し、A 農

家において野鳥の侵入防止対策を行い、安価で迅速に

ネットを設置することができた。また、疾病等が確認

された場合に迅速な防疫対策をすすめるため、地理情

報システム（GIS）を用いてシュミレーションを実施し、

市販地図使用に比べ短時間で範囲指定ができ、野鳥な

どの位置情報も蓄積することができた。  

 

638 高島市家畜自衛防疫推進協議会の事業変遷と今

後の推進:滋賀県家保北西部支所 井口信行 

 高島市家畜自衛防疫推進協議会（以下「協議会」）

は昭和 47 年に設立された。畜産農家を正会員、高島

市・関係農協を特別会員、県機関・関係団体を参与等

とし運営している。会費を財源として、自衛防疫意識

向上、家畜防疫実務、資材配布、経費的農家負担軽減

などの事業を展開してきた。平成18年度には農場自衛

防疫が導入されるなどあり方の転換を迫られている。

そこで、関係者と今後のあり方について協議した。協

議では、協議会の必要性と共同による家畜防疫の重要

性が再認識された。浮き上がった課題は、会員の事業

への積極的関与、協議会の責務と会員の責務、投資効

果のある事業の確立である。平成19年度以降は、畜産

農家の自主的活動を醸成することを主眼に、協議会の

自立をめざす。具体的には、「個」の責任と「集団」

の責任を明確にした「トータルな家畜群管理」の再構

築を行う。さらに、経営発展を目的とした社会基盤の

創造を目指し、消費者対応を含めた畜産振興事業を構

築する。  

 

639 良好な堆肥化処理を行うための技術的支援体制

の重要性：京都府中丹家保 八谷純一、安藤嘉章 

 平成16年家畜排せつ物法施行時、補助事業等を用い

て堆肥舎整備が行われた。同法適用農家は管内に 63

戸。内、施設を持つ農家が47戸。残りは直接ほ場還元

などで処理。同法の施行時に施設を有さなかった農家

も整備を進めている。平成17年に管内で発生した苦情

は 13 件。内、堆肥に係るものが 6 件、その 6 件中 5

件の原因が堆肥化処理方法の理解不足に起因する悪

臭。管内では悪臭等の苦情発生時は市町、保健所、振

興局、家保で情報を共有して対応に当たるが、多くの

農家は、充分な容積の処理施設をもち、管理の適正化

により悪臭の低減は可能。当所は苦情発生農家及び堆

肥舎新設農家に対し個別に堆肥化基礎研修会を行い、

副資材等に応じた投入水分調整状況や発酵状況を確認

し良好な発酵を継続できるような運営方法を提案。永

続的な畜産経営を行う上で糞尿処理は必須項目。堆肥

舎の設置だけでは、良好な堆肥生産を行うことは難し

く、良好な堆肥化処理のための技術的支援体制が重要。 

 

640 めん山羊の消化管内寄生虫保有状況：大阪府南

部家保 辻野知加、虎谷卓哉 

 管内A施設で山羊の下痢が散発し､糞便検査を実施。

コクシジウム､捻転胃虫､毛様線虫､乳頭糞線虫等を確

認｡また B 施設では死亡めん羊第四胃から捻転胃虫を

検出｡そこで管内飼養施設の実態把握のため､めん山羊

の消化管内寄生虫保有状況を調査｡管内 6 施設(A～F)

から山羊 54 頭､めん羊 56 頭の直腸便を採取､糞便 1g

中のオーシスト数(OPG)、線虫卵数(EPG)を算出｡全施設

でコクシジウム､線虫による両方又はいずれかの汚染

を確認｡A 施設の山羊でコクシジウム汚染が顕著､幼山

羊:保有率100%(平均OPG 8690)､成山羊:保有率60%(平

均OPG 5765)と幼山羊への濃厚感染を確認｡線虫はC施

設のめん羊で保有率97%(平均EPG 2960)と高値。導入

方法、畜舎形態や駆虫方法が保有率･OPG･EPGに影響し

ていると考察。今後は定期的な糞便検査を継続し､駆虫

方法､消毒方法､飼養環境の改善等を指導したい。 

 

641 アライグマの動物由来感染症サーベイランス：

大阪府南部家保 篠田知江、西田眞治 

 【背景】野生化したアライグマによる農業被害や生

活環境被害、生態系への影響が問題。さらに諸外国で

はアライグマを介した動物由来感染症発生が問題にな

り国内でも発生を危惧。本府では捕獲されたアライグ

マを対象に動物由来感染症サーベイランス（サーベイ

ランス）として平成17年7月よりアライグマ回虫、平

成18年5月よりレプトスピラ保有状況調査を実施。【方

法】家保等で安楽死措置後、浮遊法による糞便中のア

ライグマ回虫卵検査と PCR 法による同定、PCR 法によ

る尿中のレプトスピラ遺伝子検査を実施。【結果】本

年度11月までに473頭を措置。アライグマ回虫は131

頭中保有個体は認められず。レプトスピラは201頭中

28 頭（14%）に遺伝子を検出。市町村を通じ衛生的な

取り扱いの徹底を注意喚起。今後もアライグマのサー
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ベイランス継続・強化が重要。 

 

642 蛍光マイクロプレートリーダーを用いた血中

ビタミンＡ測定方法の検討:島根県家畜病鑑室 森

脇俊輔、新井伸雄 

 蛍光マイクロプレートリーダー（MPR)を用いた直

接蛍光法による、血中ビタミンＡ(VA)の測定方法を

検討。基準血清を用いたHPLC法の VA値とMPRの蛍

光強度の相関性の高い測定条件として、血漿の希釈

倍率10倍（生食）、励起波長330nm、蛍光波長510nm、

プレートカラー白色を設定。この条件における同一

サンプルを用いた再現性試験は、蛍光強度の同時お

よび日差ともに良好。肥育牛血漿での本法と HPLC

法との測定値の相関を検討。10～28ヶ月齢における

代謝プロファイル検体における相関係数は0.89。輸

送直後（子牛市場）の検体における相関係数は0.69

であったが、輸送2週および4週後のそれは、それ

ぞれ0.75、0.89となった。従って、MPRを用いたVA

測定は、輸送 4 週目以降の肥育牛代謝プロファイル

テストに応用可能。活用における留意点として、定

期的な基準血清の作成が必要。 

 

643 農家情報データベースの構築と防疫マップ運用

による危機管理：兵庫県姫路家保 片山光正、橘田達

慶 

県下の農場情報を把握、地図ソフトを活用し電子地

図「防疫マップ」を備えた情報管理システムを制作。

ワーキンググループを立ち上げシステムを検討。農場

巡回で情報収集と全地球測位システムによる位置測定。

収集した情報はデータベース（ＤＢ）化、電子地図を

リンクさせ防疫マップを作成。県下で統一データを使

用し、情報の共有化を図る。防疫マップ使用により短

時間で農場の正確な位置や周辺の状況を短時間で把握。

移動制限措置を行う場合に発生地を中心とした地図境

界を短時間表示、制限区域内の農場存在状況を瞬時に

把握、境界線設定の作業時間も短縮。システムを運用

し、隣接府県とも情報交換し連携を図った防疫体制を

構築。防疫マップを使い、具体的な農場を想定した演

習実施による危機管理体制を強化。ＤＢは常に更新、

正確な情報を迅速に把握し、防疫対応に備える。ＤＢ

の個人情報保護に務め、すべての伝染病に対応可能な

システムとして改善し危機管理を強化。 

 

644 防疫業務データの電子化による危機管理体制の

構築：兵庫県洲本家保 片岡敏、長島大介 

伝染性疾病発生時に的確な防疫作業を行うには作業

内容の迅速な集計、状況の分析が必要。防疫業務デー

タの電子化、集計の自動化により、集計時間の短縮、

作業状況の充分な分析を可能にした。【防疫業務データ

の電子化と効果】防疫業務データを電子ファイルに入

力し一括管理した。各データの自動集計を行い、防疫

月報･年報・管内の家畜伝染病発生状況等の自動作成も

実現。データの自動集計により、防疫作業状況の分析

に必要なデータを迅速に準備し、日常業務、家畜伝染

病発生時の防疫作業の進行管理を容易にした。【今後の

展望】県内全ての家保が一丸となる防疫体制の構築が

必要な際に、迅速な対応をとる体制作りのために、県

内全家保の防疫作業データの電子化を行い、防疫作業

の進捗状況、人員･防疫資材の在庫状況等がリアルタイ

ムに把握できるシステムの構築が望まれる。 

 

645 ポジティブリスト制度に係る農家指導：和歌山

県紀北家保 池田耕介、大出満寿雄 

 平成18年5月29日よりポジティブリスト制度が施

行。畜産農家の意識向上と制度周知のため各種指導と

アンケート調査を実施。平成17年 9月、10月、平成

18年5月に当所発行の指導用資料で制度を記事として

農家へ配布。動物用医薬品使用記録票を作成して使用

禁止期間等を記載して手交。各農家は本票を適切に保

管しており効果的。平成18年11月、12月に生乳生産

管理チェックシートの記帳状況を検証して結果は概ね

適正。平成18年11月に当所で講習会を開催し、制度

への関心が深まった参加者は70％、次回開催を希望し

た参加者は90％。平成18年6月、11月に制度への対

応状況等調査のため、中核的農家48戸にアンケート実

施し、制度に関心がある農家は1回目の63％から2回

目の69％へ、日常作業が変化した農家は1回目の29％

から2回目の53％へ推移。今後、酪農家同様、他の畜

種にも、飼料や薬剤の記録確認等を含めた指導を行う

予定。 

 

646 出雲家保管内における平成１８年７月豪雨災

害対応：島根県出雲家保 安食 隆、福田智大 

  島根県の総被害額は365億 6千万円、農林水産関

係122億 5千 3百万円、うち「畜産・養蚕」関係被

害額 1,527 万円。内容は主に牛の死亡や畜舎等の損

壊で、神門川水系の２農場の被害が大。A農場では、

３頭水死（うち１頭畜舎外流出）、２頭流失（後に

保護）し、器具機材等の水没による被害、B 農場で

は、１頭水死・流出、５頭流失（後に保護）１頭行

方不明。農家及び市町役場に対し情報収集を実施し、

被災農家の被害確認や消毒指導を実施。回収した４

頭のへい死体は、ＢＳＥ検査を行い化製処理。A 農

場は畜舎が水没し、関係機関及び酪農家有志により

一斉消毒を実施。防疫対策は通常時から対応が必要。

今回の一連の対策での問題点は 1)被害情報収集体

制の確立、2)関係機関相互の情報管理および整備、

3)流出へい死体の回収および処理、4)被災農家への



- 134 - 

防疫対応。これらの点を加味し自然災害時の防疫対

応マニュアルの作成、防疫演習等の実施が必要。 

 

647 益田家畜保健衛生所３７年の歩み：島根県益田

家保 高橋優、大元隆夫 

 昭和４４年、県内に13ヶ所あった家保を県内の家保

の整備、人員増員・集中化を図る家畜保健衛生所再編

整備計画により4ヶ所に統合。益田家保も現在地に新

築移転し、現在37年目。昭和53年には馬伝染性貧血

が市営競馬場で発生、13 頭が殺処分。昭和 58 年に県

西部を襲った集中豪雨により庁舎1階は完全に水没、

検査機材・器具、公用車が泥に埋まる。畜産関係の被

害は家畜7千万、畜舎7千8百万。家保は被害状況調

査、被災した畜舎の消毒を実施。平成16年、山口県に

おいて高病原性鳥インフルエンザ発生。管内の一部が

移出制限区域に指定、車両消毒、清浄性確認検査、食

鳥処理場出荷に係わる消毒の確認等の防疫作業を実施。 

昭和44年肉用牛農家戸数4,500戸、現在134戸で1/34

に減少、飼養頭数は 44 年 6,540 頭に対し 8,260 頭と

1.3 倍に増加。農家1戸あたりの飼養頭数、44年1.2

頭に対し現在62頭と肉用牛農家の大型化が進む。養鶏

でも採卵鶏 34 万羽、ブロイラー26 万羽の県内 大規

模の農場があり、管内は県内でも農家の大型化が顕著

な地域。 

 

648 県民の「安全・安心」に目線を向けた病性鑑定

の取り組み：山口県中部家保 柳澤郁成、竹谷源太郎 

 近年、県民の畜産物の安全・安心への関心は高く、

特に動物由来感染症に関する家保業務が急増。15年度

より BSE、WNV サーベイランス、HPAI モニタリングを

実施し陰性。17年度より家保に動物由来感染症相談窓

口を設置し、県民の不安解消に努めた。相談件数 55

件の内、相談内容は世相を反映してHPAIに係るもの多

数。対応として、電話による情報提供や現地での病鑑

を実施。家畜の糞便を検体とした動物由来感染症の監

視では、クリプトスポリジウム、O157、カンピロバク

ターをそれぞれ検出。加えて多剤耐性菌やVREを確認。

調査結果より、生産現場に対し飼養管理基準の遵守と

畜舎環境の清浄化を指導。そのため、生産現場から飼

養環境における食中毒起因菌のモニタリング検査依頼

が殺到。増加する業務に対し、家保病鑑担当者への負

担軽減を図るため、市販検査キットの活用を普及させ

ると共に、生産現場の検査員に対し細菌検査技術研修

を行い、現地での検査対応を可能とした。 

 

649 食の安心・安全に向けた動物薬事行政への取り

組み：山口県東部家保 入部忠、宮本和之 

 動物用医薬品(動薬)、動物用医療機器(動機器)の適

正な流通及び、安全な畜産物生産の基盤作りを目指し、

平成17年度から動薬、動機器全店舗に立入。また、畜

産関係者に動薬等の適切な取扱いを周知。結果、1)動

薬全店舗の実態把握と違反改善。①一般：17年度、変

更未届け、許可証不掲示等の違反を確認。翌年大幅改

善(違反率:H17:36.7%→H18:6.7%)。②特例:違反継続店

舗に立入継続。指導書交付、店長、本社に指導後、改

善。③薬種：18年度、薬種商廃止未届け、動薬販売継

続店舗を確認し指導、改善。2)動機器全店舗の実態把

握。①高度管理：動機器取扱率 66.7%。管理帳簿整備

率100%。譲受及び譲渡記録保存率100%。②管理：動機

器取扱率 20%。変更未届け等の違反を確認、改善を実

施。3)畜産関係者の認識向上。①畜産物の安全性確保

推進対策会議開催。②動薬使用期間記録実施率向上(実

施率:H16:74.7%→H18.12:90.2%)。今後も、関係者が危

機意識を持って動薬を取扱う様、継続的指導が必要。 

 

650 畜産振興事業から見る管内畜産の現状と行方：

徳島県徳島家保 棚野光晴、安芸文哉 

  畜産振興の方針は、1 頭当たりの収益の減少から、

大規模化、高能力化を進めてきた。管内の畜産家戸数

は1967年と2005年を比べると、乳用牛は1980戸から、

65戸、役肉用牛は3010戸から89戸、豚は1130戸か

ら 18 戸、採卵鶏は 1600 戸から 17 戸、肉用鶏は 111

戸から 43 戸に大きく減少している。2006 年畜産苦情

処理件数は12件であり、野積み、糞尿処理施設、堆肥

散布による悪臭が主なものである。畜産の担い手の年

齢では、50才未満は18.4％、50－60才33.1％、60才

以上 48.5％と超高齢化している。糞尿の利用割合は、

酪農では過半数が50％以上自家利用しているが、肉牛、

豚、鶏では大多数が他家還元、販売になっている。稲

わら利用調査では、酪農では利用しない人、肉牛農家

では入手出来ない人が過半数を占めている。畜産環境

保全面では、これまで堆肥舎建設を進めてきたが、現

在は散布車導入等で堆肥販売を指導している。 

 

651 畜産環境調査結果について：香川県西部家保 

梶野昌伯、真鍋圭哲 

 平成１８年４月～１２月にかけて家畜排せつ物法の

適用対象農家２７１戸（乳用牛４８戸、肉用牛８４戸、

養豚２５戸、採卵鶏５７戸、肉用鶏５７戸）について、

堆肥生産量・堆肥処理方法・管理施設などの調査を実

施。堆肥生産量は県全体のうち乳用牛は20％、肉用牛

で 40％、豚とﾌﾞﾛｲﾗｰで 50％、採卵鶏で 74％が生産。

処理状況は牛では堆肥センターに依存。豚では自己処

理。鶏では、製品化・焼却。施設保有89％。施設保有

希望 3%。散布車保有 35%。散布車保有希望 5％。堆肥

品質向上希望7％。新規供給可能33％。施設保有をし

ていない11％の農家は中小規模が多く、直接農地還元

処理。品質向上希望・新規受入可能割合は低い傾向。
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西讃地区は野菜産地であるため堆肥散布車の所有率が

高い傾向。現在、中小規模農家の堆肥利用・流通を支

援するため、堆肥の広域利用を推進するシステムの構

築が急務。 

 

652 地域獣医師会を活用した業務の推進：福岡県筑

豊家保 八尋 計、金子和典 

 獣医事関連法、薬事法、家畜伝染病予防法関連業務

を個々の獣医師に対応するには多大な労力が必要。地

域獣医師会を活用し、以下４項目で効率的な業務を推

進。（１）平成16年度から獣医師会支部役員対象会議

を年間に４回開催、（２）人獣共通感染症発生時の協

力体制、緊急連絡網の整備、（３）獣医師法第22条届

出提出の徹底、（４）総会、親睦の場の活用。 

 定期的な会議の開催で、関係法令の遵守事項あるい

は家畜伝染病関連の正確な情報を効率的に提供するこ

とが可能になり、産業動物関連のみならず公衆衛生や

小動物診療サイドからの意見や情報を業務に活用。会

議を重ねることで各職域獣医師の家畜衛生に対する意

識も高揚し、支部内に危機管理体制を整備。16年度の

獣医師法第22条の届出書提出率は98.6％、会員外の提

出数は４名増加。支部各行事における家保と支部会員

の情報交換の積み重ねが、相互の信頼関係構築に繋が

り、業務が円滑かつ効率的に行われるようになった。 

 

653 ｢平成の大合併｣で誕生した自治体への家畜別衛

生指導の取り組み：福岡県両筑家保 柴田規光、緒方

雅彦 

  「平成の大合併」により2町が合併したU市と連携

を図り、家畜別に指導目標を設定し、衛生指導を強化。

肉用牛では中山間地域での、県・市の新規放牧事業を、

また、豚では安全で効率的な銘柄豚の生産拡大を衛生

面から支援。採卵鶏では、農産物直売所出荷小規模養

鶏場に対し地産・地消の促進と衛生対策の確立を推進。

具体的には、肉用牛では、放牧牛異常時の立入検査支

援、環境保全のための水質検査、月1回の代謝プロフ

ァイルテストと寄生虫検査、自衛防疫の推進等を実施。

豚では、地元発生を想定した豚コレラ机上防疫演習、

と畜衛生検査成績を活用した衛生指導(5 戸／月)、自

衛防疫の推進等を実施。採卵鶏では、講習会を3回開

催し衛生意識を啓発、NDワクチン接種の現地指導と抗

体検査、サルモネラ検査、防鳥ネット設置や消毒器購

入の促進等を実施。今後、U 市は畜産連絡協議会を設

立し、家畜毎に衛生と畜産環境問題に取り組もうとし

ており、家保は積極的に支援。 

 

654 「食の安全性」ポジティブリスト制度に伴う生

産現場の取組み：福岡県筑後家保 福島瑞代、川島幸

子 

 当所では「ポジティブリスト制度」施行に先駆けて

筑後地域畜産技術連絡協議会を通じ周知徹底及び農家

指導を実施。産業動物診療獣医師（診療獣医師）に対

しては、獣医師会組織を活用し、使用医薬品の指示書

様式の検討及び使用薬剤記録簿の作成により農家への

的確な状況伝達を指示。施行 4 か月後、畜産農家 105

戸にアンケート調査及び家畜診療施設6件の診療件数

や動薬の使用状況（6～8月）を調査。農家アンケート

では食の安全性を第一と考える：全畜種（73.6%）薬剤

使用の少ない養豚・養鶏・養蜂ではポジティブリスト

制度の認知が低い。養蜂は農薬への不安が多い。動薬

の使用法が慎重になった（酪農48％）。内35％が使用

禁止期間延長で薬剤使用に困難を感じる。酪農・肉用

牛が記録作業に負担感（酪農71％、肉用牛75％）。消

毒薬・殺虫剤への不安（養豚：36％、養鶏：33％）。

診療獣医師は休薬及び使用禁止期間の延長で薬剤の選

択に苦慮し、使用量が減少。 

 

655 家畜排せつ物管理の中部家保管内の現状と問題

点：佐賀県中部家保 古賀悠、山崎勝義 

家畜排せつ物法の完全施行後２年が経過し、当所 

管内全ての畜産農家で管理基準は充たしているが、混

住化が進んだ一部の地域では、住民からの苦情は多い。

平成18年7月時点での管内処理施設の整備状況は乳用

牛75.0％、肉用牛58.4％、豚72.2％、養鶏77.5％で、

残りは簡易対応及び未処理利用にて対応。平成17年度

の当所管内の環境問題発生件数は15件、平成18年度

は11月現在で14件で、特に悪臭問題が多い。発生要

因として、①資金不足の問題、②労働力不足の問題、

③流通の問題、④畜産環境の混住化の問題がある。今

後の方策として、①農家の高齢化や後継者不足の農家

へは、簡易的対応による家畜排せつ物法の管理基準の

遵守を指導、②後継者がおり、又は継続意欲の高い簡

易対応の農家へは恒久施設整備に向け補助事業の積極

的活用について助言、③恒久施設を整備した農家へは、

安定した堆肥生産に向けた指導、④堆肥の供給先確保

は、農協に働きかけを実施。 

 

656 野生鳥獣侵入防止対策としてのリサイクル漁網

ネットワークの構築：長崎県県南家保 住江寛子、濱

口芳浩 

 野生鳥獣の畜舎侵入防止対策は、家畜衛生面で必要

不可欠。水産業が盛んな本県の地域性を生かし水産サ

イドと連携して、不要な漁網を畜産サイドでリサイク

ルする体制を構築。長崎県県南水産業普及指導センタ

ーと連携し、漁協からリサイクル可能なものだけを無

償で譲渡してもらい、要望があった農家へ配布。廃棄

漁網の収集・利用に際し、廃棄物処理法および鳥獣保

護法に照らして適正方法を県関係各課と協議。配布し
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た漁網は防鳥ネットや野良猫対策として設置。畜舎以

外に飼料庫や愛玩鳥飼養施設にも利用。畜産農家へは

巡回・総会時や定期発行の衛生情報誌で情報を発信。

宮崎県での高病原性鳥インフルエンザ発生後、養鶏農

家からの需要が急増。今回の取り組みで畜産サイドは

コストをかけずに対策を実践でき、水産サイドは廃棄

物の減量につながった。今後も環境にやさしい畜産へ

の取り組みとして、リサイクル漁網を活用した野生鳥

獣侵入防止対策の強化を図る。 

 

657 動物用医薬品使用台帳記帳率アップに向けての

取り組み：長崎県中央家保 高橋礼奈、樽田嘉洋 

ポジティブリスト制度の施行に伴い、動物用医薬品

の使用基準等の設定・改正が行われた。そこで、総会・

研修会等により畜産農家・診療獣医師・関係団体に本

制度を周知。また、各農家を巡回し、記録保管の重要

性を説明すると共に、動物用医薬品の使用及び記帳状

況について調査を実施。その結果、動物用医薬品は養

豚農家及び酪農家において使用頻度が高く、酪農家で

は多くの農場で記帳が行われていたが、養豚農家では

記帳を行っていない農場が多く認められた。その要因

として、使用記録台帳が煩雑であること等が挙げられ

た。そこで、簡単に記帳できるよう記入項目を必要

低限に抑え、更に指示書等を貼付できる欄も設けた様

式を作成。作成した記帳様式は診療獣医師を介して農

家へ配布し、記帳率アップを図った。その結果、新た

に一部の農家が記帳実施。今後も継続指導を行い、記

帳を習慣づけることにより、安全な県産畜産物の生産

に寄与していきたい。 

 

658 生産現場における薬剤耐性菌モニタリングとポ

ジティブリスト制度(ポジリス)意識調査：熊本県城北

家保  村上美雪、原田秀昭 

 乳房炎起因菌の薬剤耐性菌出現状況とポジリス意識

調査を実施。平成17年度(H17)90件225株と平成8年

度(H8)55件158株の分離内訳はH17はコアグラーゼ陰

性ブドウ球菌(CNS)26%、黄色ブドウ球菌(SA）13%、コ

リネバクテリウム属菌(Co)11%、酵母様真菌 11%、H8

はCNS26%、レンサ球菌(Str)20%、SA11%、Co11%の順で、

CNS でペニシリン、アンピシリン、ジクロキサシン、

エリスロマイシン、エンロフロキサシンの5薬剤、SA

で8、Coで9、Strで6薬剤が耐性率増加。多剤耐性率

はCNS、Str、Coで6.2、25.3、3.1%増加、SAで16.5%

減少。今後の薬剤耐性の動向に注意が必要。管内獣医

師へのアンケートから、アミノグリコシド系薬剤の使

用が減少、セフェム系、フルオロキノロン系薬剤が増

加。公衆衛生への影響を念頭において使用する必要。

ポジリス講習会を23回、2,090名に実施、生産者およ

び獣医師にアンケート調査を実施。生産現場へ正確な

情報・知識の周知により、飼養衛生管理に対する意識

向上がみられた。 

 

659 家畜伝染病危機管理体制強化へ向けた取り組み

～電子防疫マップ・ＴＶ会議システム等の導入～：大

分県大分家保 堀浩司 

 大分県では、高病原性鳥インフルエンザ発生時対応

から得られた課題を解消するため、電子防疫マップや

初動防疫資材試算システム、ＴＶ会議システムを導入。

電子防疫マップでは、発生地及び制限区域内の農場詳

細や境界住所（字界図）が、即座に確認・出力が出来、

迅速で正確な告示が可能。また、航空画像により山間

部や河川等の立体的状況も勘案して細かい区域の判別

も可能。また、初動防疫資材試算システムでは、より

迅速な初動防疫対応が可能。ＴＶ会議システムでは、

光ファイバー高速通信網を利用し、県本部と４家保に

よる緊急会議が画像を交え実施可能。また、発生地か

らの状況画像の送信も可能。更に県民への情報発信や

風評被害対策として家畜衛生出前講座を実施。伝染病

の被害を 小限に抑えるには、初動段階での迅速な防

疫対策と的確な蔓延防止、県民に対する正確な情報伝

達が重要であり、今回の取り組みでスピーディーな対

応がとれる家畜伝染病危機管理体制が構築された。 

 

660 管内防疫マップ構築と利用法の検討：大分県大

分家保 木本裕嗣 

 大分県では防疫マップ整備が事業化され、管内防疫

マップを構築するにあたりデータを収集する際の所要

時間等を確認するとともに、取得データの今後の利用

法を検討。管内は、肉用牛 526 戸、乳用牛 80 戸、豚

19戸、採卵鶏19戸、肉用鶏14戸、種鶏3戸、合計661

戸。肉用牛については、主に6月中の2週間で収集、

乳用牛・豚・採卵鶏・肉用鶏については4月から9月

までの5ヶ月間で収集。発生シミュレーションでは、

告示にかかる地域が容易に判断することが出来、今ま

で以上に迅速な対応が出来ることを確認。 今回取得し

た飼養状況等のデータについては畜産試験場の子牛市

場・枝肉成績・繁殖雌牛育種価データとともに今後の

農家指導に有効に活用できると思われた。 

 

661 家畜衛生出前講座（食の安全・安心に関して）：

大分県大分家保 川部太一、外岡小百合 

  平成18年度新規県単施策事業として、家畜防疫の危

機管理体制の整備、風評被害対策を実施。風評被害対

策として、県民へ正しい知識を啓発する「家畜衛生出

前講座」について報告。BSE の発生や、本県に高病原

性鳥インフルエンザの発生時、県民からの問合わせ等

の殺到、風評被害、畜産物の価格の下落等、本来の防

疫業務以外に種々問題がある。これらの事を軽減し、
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畜産物の安全・安心を啓発することが目的であり一般

県民を対象。 主題は家畜衛生を通じた食の安全・安心

であり、「BSE、鳥インフルエンザとは」「食肉の安全

性について」「学校の鳥は大丈夫か」「家畜保健衛生

所とは」であるが、担当者と事前協議し内容を構成し

て開催。 講習会終了時にアンケ－ト調査を実施し、「牛

肉、鶏肉、鶏卵は安心か」「家畜に与えている餌、抗

生物質は大丈夫か」「愛玩動物への対応」等の内容。

家畜衛生を通じ県民へ「正しい知識の普及」や「食の

安全・安心」について、本講習会を開催する。 

 

662 Fast PCR 法を利用した迅速診断法の検討：沖縄

県家畜衛生試験場 新田芳樹 

 【はじめに】炭疽菌、レプトスピラ菌、そしてヨー

ネ菌を対象に、PCR の反応時間を大幅に短縮するよう

にデザインされた機器や試薬を用いて、運用の可能性

について検討した。【材料及び方法】（機器）Applied 

Biosystems社製  9800 Fast Thermal Cycler（試薬）

GeneAmp Fast PCR Master Mix。PCRの反応系は、全量

を25μlとし、TDNA量を1～2μl 、サイクル数は、35

～40 サイクルとした。【まとめ】本法は、従来法と

比較して同等以上の感度があり、増幅時間（炭疽 40

分、レプトスピラ症30分、ヨーネ病20分）が大きく

短縮されることから、これら3疾病の迅速診断法とし

て運用可能であると推察された。検査単価も従来法と

ほぼ同じであり、他の疾病への適用も期待された。ま

た、上記以外のPCR系においても、期待される大きさ

の産物が確認されている。 

 

663 消費者に目を向けた畜産振興：沖縄県北部家保 

多田郷士、千葉好夫 

 本県では、生産者の生産意欲の高揚と地区産品に対

する意識啓発を図ることを目的とし、地域産業を PR

する「沖縄の産業まつり」等イベントが開催され、多

くの来場者が会場に足を運んでいる。 

 当家保では、平成17、18年度の5回のイベントを活

用し、管内で生産・販売又は食材に活用されている琉

球在来豚「アグー」及び酪農を、畜産に関わりの少な

い一般消費者へのPRを目的として、生産者・飲食店等

の協力のもと、美味しい料理店・オリジナルブランド

等を紹介。イベント終了後、効果・反響及び今後のPR

方法についてアンケート調査を行った結果、イベント

におけるPRの有効性を確認。また、エサや薬・生産者

のこだわり・食の安心･安全等の生産現場について消費

者は強い関心を持っており、同様に生産者・販売者か

らも生産現場のことは強くアピールすべきであると回

答を得た。今後畜産振興の為のPRには、生産者・販売

者・消費者がより密接に接することができるような手

法が重要であると考える。   

 


