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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、各都道府県の平成二十年度の発表会の

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20年10月30日 北海道大学学術交流会館 17 152 ○ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎

青森県 平成21年1月27日 アピオあおもり 16 83 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ○ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎

岩手県 平成21年1月13日 エスポワールいわて 19 50 ◎ ◎ ○ ○ ○ ◎ ◎

宮城県 平成21年1月16日 仙台市「ホテル白萩」 12 55 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ○

秋田県 平成21年1月21日 秋田県市　イヤタカ 12 85 ◎ ◎ ◎ ○ ◎ ◎ ◎ ◎ ○

山形県 平成21年1月14日 出羽公民館 10 53 ◎ ◎ ◎ ◎ ○ ○

福島県 平成21年1月15日 福島県自治会館 22 49 ○ ◎ ◎ ◎ ◎

茨城県 平成21年1月9日 茨城県畜産センター 13 82 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎

栃木県 平成20年12月12日 栃木県総合文化センター 12 90 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ○ ○ ◎

群馬県 平成20年12月18日 群馬県立産業技術センター 15 64 ◎ ○ ◎ ◎ ◎ ◎ ○ ◎

埼玉県 平成20年12月19日 埼玉教育会館 11 70 ◎ ◎ ○ ◎ ◎ ○ ◎ ◎

千葉県 平成20年12月18日 千葉県教育会館大ホール 16 106 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎

東京都 平成20年12月19日 家畜保健衛生所研修室 13 39 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎

神奈川県 平成21年1月8日 伊勢原市民文化会館 13 77 ○ ○ ◎ ◎ ◎ ○ ◎ ◎ ◎ ◎ ○ ◎

山梨県 平成20年12月22日 山梨県北巨摩合同庁舎 13 64 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎

長野県 平成21年1月16日 長野市NOSAI長野会館 15 91 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎

新潟県 平成21年1月8日 新潟県庁講堂 18 71 ○ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ○ ◎ ○ ◎

静岡県 平成20年12月18日、19日 静岡県総合研修所もくせい会館 18 128 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎

富山県 平成21年1月28日 富山県農業共済会館 12 61 ○ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ○ ◎

石川県 平成20年12月18日 石川県庁 13 33 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ○ ◎ ○ ○ ◎

福井県 平成21年1月23日 福井県職員会館 10 63 ○ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎

岐阜県 平成20年12月12日 岐阜県シンクタンク庁舎 14 62 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ○ ◎ ○ ○

愛知県 平成20年12月18日 愛知県自治センター 10 65 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ○ ○ ◎ ◎ ○ ◎

三重県 平成20年12月19日 三重農業共済会館３階 18 58 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎

滋賀県 平成21年1月21日 滋賀県立男女共同参画センター 8 34 ◎ ◎ ◎ ◎ ○ ◎ ◎

京都府 平成21年1月29日 ホテル　ルビノ京都堀川 10 64 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ○ ◎

大阪府 平成21年1月20日 大阪府職員会館多目的ホール 10 39 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ○

兵庫県 平成21年1月23日 兵庫県農業共済会館 17 93 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ○ ◎ ◎ ◎

奈良県 平成20年1月17日 市町村職員共済組合宿泊所　四季の宿やまと 10 30 ◎ ◎ ◎ ○ ○ ◎ ◎

和歌山県 平成20年12月19日 和歌山県民文化会館 11 50 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎

鳥取県 平成21年1月9日 鳥取県庁講堂 19 83 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎

島根県 平成20年1月17日 島根県職員会館 14 83 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎

岡山県 平成21年1月15日 テクノサポート岡山 21 111 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ○

広島県 平成21年1月23日 広島県庁本館講堂 11 72 ◎ ◎ ◎ ◎ ○ ◎ ◎ ◎

山口県 平成21年1月19日 山口県庁 20 90 ◎ ◎ ◎ ◎ ○ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎

徳島県 平成20年12月25日 徳島県自治研修センター 14 38 ◎ ◎ ◎ ◎ ○ ○ ◎ ◎

香川県 平成21年1月15日 香川県庁会議室 9 27 ◎ ◎ ◎ ○ ◎

愛媛県 平成21年1月14日 愛媛県庁 15 69 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎

高知県 平成21年1月13日 高知県職員能力開発センター 10 42 ◎ ◎ ◎ ○ ○ ○ ◎ ◎ ◎

福岡県 平成20年11月21日 福岡県吉塚合同庁舎 15 83 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎

佐賀県 平成21年1月15日 佐賀県中部家畜保健衛生所 12 41 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎

長崎県 平成20年12月16日 長崎県市町村会館 17 97 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎

熊本県 平成20年12月5日 熊本県農業研究センター 13 126 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ○ ◎ ◎

大分県 平成20年11月28日 県庁舎新館大会議室 22 82 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ○ ◎ ○ ◎

宮崎県 平成20年12月18日 宮崎県総合農業試験場 18 67 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ○ ◎ ○ ◎ ◎ ◎

鹿児島県 平成20年11月13日 鹿児島県青少年会館 17 83 ○ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎

沖縄県 平成20年11月21日 沖縄県庁講堂 20 112 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ○ ○ ○ ○ ○ ◎
計 675 3,367
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I 牛の衛生

I－１ ウイルス性疾病

1.牛白血病発生農場の疫学調査に基づく清
浄化対策の検討：北海道檜山家保 竹田
博、一條満

発生農場の清浄化を推進するため、牛
白血病ウイルス(BLV)伝播に関する調査を
実施、より有効な対策を検討。調査農場
は、A 町酪農家 12 戸。定期的な飼養牛 B
LV 抗体検査(寒天ゲル内沈降反応)と初乳
給与、親子関係、放牧形態、吸血昆虫、
牛舎内配置等の飼養管理状況を調査。各
農場の抗体陽性率は 1.6 ～ 77.5%。陽性率
50%以上の農場は 7戸と BLVが広く浸潤。
陽性牛産子の 6 ～ 11 ヵ月齢時の陽性率は
2.0%と低値。成牛の抗体陽転率は夏季放
牧農場(7 戸)42.7%、舎飼い農場(4 戸)11.0
%と放牧農場が有意に高値。放牧農場 3 戸
は夏季を挟んだ時期に陽転率上昇。舎飼
い農場 4 戸は冬季を挟んだ時期に陽転率
上昇。7 戸で牛舎内で陽性牛に隣接してい
る牛が陽転。調査成績から垂直伝播の頻
度は低く、放牧期は吸血昆虫、陽性牛と
の接触、舎飼い期は陽性牛との直・間接
的な接触伝播を推察。今後、陽性牛群の
区分け飼養、吸血昆虫、搾乳動線等の対
策を改めて重点的に指導し、対策実施後
の詳細な調査が必要。

2.牛白血病の地域的取り組みと高抗体陽性
率農場の清浄化対策：北海道空知家保
今野泰博、立花智

管内Ｘ町の家畜自衛防疫組合の要望で
牛白血病ウイルス（BLV）サーベイラン
ス及び清浄化対策を実施。成績は抗体陽
性の農場 3/7 戸、乳用牛 65/150 頭、肉用
牛 7/162頭。乳肉混合飼養の１戸が高抗体
陽性（乳用牛 61/106 頭、肉用牛 4/68頭）
のため清浄化対策を実施。乳用牛の陽性
牛はほとんどが自家産、肉用牛は全てが
導入牛。更新牛の選定はリアルタイム PC
R により BLV 遺伝子量で判断。陽性牛の
分布は遺伝子量 10 未満 34 ％、10 ～ 102

未満 12 ％、102 ～ 103 未満 26 ％、103 以
上 28 ％。103 以上について更新牛として
選定。乳・肉用牛の抗体陽性率の違いは、
初乳給与方法（乳用牛：生初乳、肉用牛
：凍結初乳）によると推察。初乳の凍結
がウイルスを不活化し、感染防止効果の
可能性を示唆。高抗体陽性農場における
清浄化には、BLV 遺伝子量、年齢・能力
等を考慮した更新牛のとう汰と垂直感染
防止による抗体陰性牛の作出を戦略的に
実施することが有効と推察。

3.根室管内における牛ウイルス性下痢・粘
膜病対策とその成果：北海道根室家保

梅澤香代子、宮根和弘
当所では、牛ウイルス性下痢・粘膜病

（以下、本病）対策として、牛ウイルス
性下痢ウイルス持続感染牛（以下、PI牛）
の摘発･とう汰とワクチン接種による本病
まん延防止を柱とした管内防疫体制整備
に取組んできた。この取組により、地域
としての清浄化推進の機運が高まり、管
内の家畜伝染病自衛防疫組合全てが本病
の防疫方針を策定、取組を開始。成果と
して、①ワクチン接種頭数は取組開始前
の概ね 3 倍に増加、②病性鑑定の他、バ
ルク乳を用いた PCR 検査では平成 18 年
度に 23頭、19年度に 9頭の PI牛を摘発、
③公共牧野入牧牛検査で 19 年度、20 年度
に各々 1 頭の PI 牛を摘発、④平成 20 年
度の本病届出頭数は 18、19 年度に比し著
明に減少。これらの成果から、管内の本
病対策は順調に推移しており、取組の継
続で、本病清浄化がさらに進むものと推
察される。

4.肉用導入哺育牛における早期ワクチン接
種プログラム導入後の抗体追跡調査と検
証：北海道渡島家保 山中麻起子、東郷
真子

肉用導入哺育牛は、導入時の移行抗体
が一定でなく、若齢期の呼吸器病が問題。
昨年、導入時とその 2 ～ 3 週間後、5 種混
合不活化ワクチンを 2 回接種するワクチ
ン接種プログラム（プログラム）を確立
し、報告。今回、試験農場で本格導入後
の抗体追跡調査と費用対効果を検証。生
後 1 ～ 2 か月齢の F1 雄導入牛 10 頭につ
いて、呼吸器病ウイルス 6種（IBR、RS、
PI3、AD7、BVD1、BVD2）の抗体追跡
調査を実施、プログラム導入前後１年間
の NOSAI 診療データ等を比較。追跡牛全
体の抗体陽性率は上昇、各ウイルスとも
生後５か月齢まで陽性率 70 ％を維持。N
OSAI 診療データでは 2 ～ 4 か月齢の肺炎
診療頭数、費用及び回数が減少。秋～冬
期には抗体が有意上昇、農場の野外ウイ
ルスの流行を示唆。しかしこの間も診療
頭数等は減少。衛生費は増加したが、肺
炎死廃頭数と共済金は若干減少し、プロ
グラムの費用対効果はあったと推察。ま
た、プログラム導入により新たな課題が
明確化、細菌ワクチンの導入を検討中。

5.牛アデノウイルス 5 型が分離された肉用
子牛の病態と浸潤状況調査：北海道十勝
家保 萩谷香織、信本聖子

過去 3 年間に病性鑑定を実施した子牛 1
14例中 4例から BAV を分離。分離 BAV4
株のヘキソン領域遺伝子配列は全て同一
で、BAV-5と 100％相同。4例の病態は、
出血性腸炎 2例、線維素性心外膜炎 1例、
第四胃潰瘍 1 例。それぞれ主に病変部の
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血管内皮に核内封入体を確認。BAV-5 抗
原は全症例で血管内皮に確認。抗原量は
腸炎例で多い傾向。十勝管内の浸潤状況
調査では、抗体陽性率 88 ％、GM 値 14.7
で地域差なし。加齢と共に、陽性率、GM
値が低下する傾向。これまで国内の野外
発生例でこれらの疾病原因が BAV-5 と特
定された報告はない。BAV-5 は血管を損
傷し、周囲組織の虚血壊死を起こすと推
察。BAV-5 は広く浸潤しているが、不顕
性感染が多く、発症には宿主側の要因が
大きいと推察。急性致死性の出血性腸炎
は虚弱な個体では注意すべき病態。導入
時の健康検査、異常牛の早期発見、隔離
飼育による感染予防対策が重要。

6.Bendixen の牛白血病診断基準を活用し
た淘汰基準の検討：青森県むつ家保 木
村祐介、田中敏彦
BLV 抗体陽性率が高い地域では清浄化

対策のために感染の有無とは別の指標も
必要なため、Bendixen の牛白血病診断基
準（診断基準）を用いたリスク分類と持
続性リンパ球増多症（PL）牛の選別方法
・淘汰基準を検討。黒毛和種 167 頭につ
いて診断基準による高中低 3 段階リスク
分類とゲル沈による抗体検査を実施。高
に分類された牛の殆どが抗体陽性であり、
リスク分類は抗体陽性率が高い地域にお
いて PL 牛摘発に有効。PL 牛を一度の検
査で判断できないかを検討したところ、
高中リスク牛は、抗体陽性を確認すれば
一度の検査でも高い確率で PL 牛を摘発で
きると考察。また白血球数でのリスク分
類を検討したところ、白血球数のみでの
分類は困難だが検査の選別に使えると考
え、白血球数による選別基準を設定。白
血球数による選別、リスク分類、抗体検
査の順で検査し、重要な感染源である PL
牛を群から排除することで効果的な清浄
化対策を図ることが可能。

7.牛丘疹性口炎に罹患した子牛の 2 例：岩
手県中央家保 高橋真紀、本川正人
2005 年にホルスタイン種 1 頭（8 カ月

齢）の鼻鏡、鼻孔および下顎部皮膚に直
径 2 ～ 5mm の紅斑とびらん、2007 年に
他農場の黒毛和種 1 頭（4 カ月齢）の舌腹
側面と歯ぎんに扁平で長径 2 ～ 20mm の
楕円形の粘膜肥厚巣が多発した。両例の
病巣の組織学的変化は、構成細胞の風船
様変性と好酸性細胞質封入体を伴う棘細
胞症ならびに不全角化性角化亢進であり、
びらんや潰瘍を付随していた。病巣内に
牛丘疹性口炎(BPS)ウイルス抗原が存在し
たが、牛パピローマウイルス抗原は検出
されなかった。電子顕微鏡検索によりパ
ラポックスウイルス粒子が観察された。
後者の牛から検出された BPS ウイルス遺

伝子の塩基配列は、既知の BPS ウイルス
株 6 種のそれらと 98.9 ～ 99.3 ％の相同性
を有した。BPS と病変の外観や分布領域
が類似する他疾病との鑑別では、検索例
に観察された棘細胞症は口蹄疫、粘膜病
および牛ヘルペスウイルス 1型感染症と、
細胞質封入体は乳頭腫との鑑別を容易に
した。

8.管内における牛呼吸器病の発生例と牛 R
S ウイルスの遺伝子学的解析：秋田県南部
家保 小林政樹、田中篤

平成 15 年(症例１)と 20 年(症例２)に牛
RS ウイルス (BRSV)が関与する呼吸器病
が発生。症例１は、乳用種 70 頭を飼養す
る酪農家で、６頭に発熱・呼吸器症状を
確認。BRSV 特異抗原遺伝子の検出及び
抗体の有意な上昇により BRSV病と診断。
症例２は、肉用種 190 頭を飼養する一貫
経営農場で、発熱・呼吸器症状のほか下
痢症状を確認。BRSV 特異抗原遺伝子の
検出及び牛コロナウイルス(BCV)分離等に
より BRSV 病及び BCV 病の混合感染と診
断。発生農場は、ワクチン接種が不十分
で、発病前に導入牛の存在を確認。ワク
チンの接種及び消毒の徹底を指導。県内
の BRSV 流行株を把握するため、各症例
から確認された BRSV 特異抗原遺伝子２
株と、県内で確認された BRSV 分離株３
株について、主要抗原である G 蛋白領域
を遺伝子学的に解析。５株の遺伝子型は
全てサブグループⅢに属しており、ワク
チンの有効性が示唆。

9.管内における牛白血病ウイルスの浸潤状
況と清浄化対策：福島県県北家保 三瓶
直樹、石川雄治

全国的に牛白血病の発生頭数が増加し
ているなかで、管内の牛白血病ウイルス
浸潤状況を調査するため、直近 3 年間の
保存血清を用いて抗体検査を実施。酪農
経営農場 158 戸のうち信頼度 95%、絶対
精度 5%で全体を推定するため、集落無作
為抽出により 20 戸 461 頭を検査。結果、
抗体陽性率は、戸数ベース 50%、頭数ベ
ース 20.4%と推定。さらに、以前から積
極的に牛白血病対策に取り組んでいる 7
戸について、陽性率の推移及び対策実施
状況を調査。結果、2 戸は陽性率が減少、
うち 1 戸は清浄化を達成したものの、5 戸
は陽性率が上昇。陽転の要因は、初乳等
給与による感染、吸血昆虫による感染、
放牧による感染等が示唆。これらの結果
に基づき、各農場毎に対策の強化を行い
清浄化を目指す。また、管内の農場及び
関係機関については、広報等で牛白血病
対策の啓蒙を図り、まん延防止対策を推
進。
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10.管内黒毛和種繁殖農場の牛白血病清浄
化への取り組み：福島県県中家保 武田
枝理、白田聡美

管内では近年黒毛和種繁殖牛において
牛白血病が散発しており、当所では平成 1
6 年度以降、牛白血病の発症が確認された
5 農場について清浄化対策を継続的に実
施。同居牛の全頭検査を実施して農場の
牛白血病ウイルス (以下 BLV)浸潤状況を
把握した後、清浄化のため①陽性牛の分
離飼養、②吸血昆虫の防除、③人為的伝
播の防止、④子牛の人工哺育、⑤計画的
な淘汰等を基本に指導。このうち、平成 1
6年から指導している A農場においては、
一時陽性率が 69.8％まで上昇したものの、
農場と農業共済獣医師、家保との連携の
もと対策を強化。定期的な抗体検査に加
え PCR 検査による陽性子牛の早期摘発等
の指導により、陽性率は現時点では 16.1
％と着実に低下。A 農場での取り組みを参
考に、平成 19 年度から 4 農場でも同様の
対策を実施。1 農場では早期淘汰により B
LV 清浄化。3 農場では分離飼養の不備に
より陽性率低下せず、引き続き濃密な衛
生指導を実施。

11.黒毛和種繁殖農場における牛白血病清
浄化の取り組み：福島県いわき家保 小
林準、鴻尚子

飼養頭数２０頭規模の黒毛和種繁殖農
場において、平成１７年に導入牛３頭の
牛白血病ウイルス抗体陽性を確認。導入
以前の感染を疑い、陽性牛の隔離と早期
親子分離等防疫対策を実施したが、平成
１８年４月頃より陽性牛が増加、平成１
９年５月までに新たに７頭（延べ１０頭）
の抗体陽性を確認。その後、農場経営者
に改めて全頭血液検査（抗体検査及びＰ
ＣＲ検査）による陽性牛の摘発及び隔離
と早期出荷、早期親子分離等の清浄化対
策を指導し、現在陽性牛は３頭まで減少。
経営者の牛白血病清浄化への意識は高く、
今後も対策を継続の意向。初期の清浄化
対策には、感染初期で抗体価が上昇して
いない個体を摘発するためのＰＣＲによ
るウイルス遺伝子の検出も併せた早期の
摘発が必要。

12.慢性疾病等低減対策事業における牛の
慢性呼吸器病発生農場での取り組み：福
島県会津家保 羽賀陽子

平成 20 年 5 月、家畜衛生指導員である
診療獣医師から慢性呼吸器疾病が多発す
る黒毛和牛肥育経営農場の発生予防対策
の依頼があり、慢性疾病等低減対策事業
により対応。当該農場は素牛導入後に細
菌性呼吸器病 3 種混合不活化ワクチンを
接種していたが、ウイルス性呼吸器病（I
BR、RS、BVD-MD、AD7、PI3）の検査

を実施した結果、牛 RS ウイルスの流行が
示唆された。また、市場上場時のウイル
ス性呼吸器病 5 種混合ワクチン（ウイル
ス 5 種混）の効果が不十分であることが
判明。その対策として、導入後ウイルス 5
種混の追加接種と飼養衛生管理基準に基
づく管理徹底を図るための畜舎清掃と発
泡消毒を実施。その結果、現在呼吸器病
の発生は低減し、診療依頼回数が対策前
後で 1 ヶ月あたり 10 回に対して 1.7 回と
激減。今後は対策を継続するとともに、
今回の取り組みを「導入牛の抗体変動と
清掃・消毒の重要性が再確認された事例」
として管内の農家へ啓蒙を図り発生予防
対策を講じたい。

13.福島県における牛白血病ウイルスの遺
伝子型調査：福島県県中家保 穗積愛美、
松本裕一

牛白血病ウイルス（BLV）による成牛
型牛白血病は、近年全国的に増加傾向に
ある。BLV は PCR －制限酵素断片長多型
（RFLP）法で 6 遺伝子型（Ⅰ～Ⅵ）に分
類され、遺伝子型間の地域差が指摘され
ているが、本県における報告はない。そ
こで、平成 19 ～ 20 年度に当所で診断し
た成牛型牛白血病発症牛 6 戸 7 頭及び BL
VPCR 検査を実施した 11 戸 14 頭の計 15
戸 21 頭について、末梢血白血球又はリン
パ節を用いて BLV 遺伝子型別を実施。Ⅰ
型 13頭、Ⅲ型 7頭、Ⅴ型 1頭に型別され、
うち発症牛はⅠ型 1 頭、Ⅲ型 5 頭、Ⅴ型 1
頭。品種別では、Ⅰ型はホルスタイン種
と黒毛和種の両方、Ⅲ型は黒毛和種、Ⅴ
型はホルスタイン種で確認。また、1 戸に
ついては同一農場で異なる遺伝子型（Ⅰ
及びⅢ型）を確認。これらのことから、
県内には少なくとも 3 種類の遺伝子型が
浸潤しており、国内ではⅠ、Ⅲ及びⅤ型
が優位であるという報告とも一致。

14.重度体型異常と骨格筋の顕著な脂肪浸
潤を主徴とした牛異常産：福島県県中家
保 稲見健司、穗積愛美
2008 年 10 月 28 日、黒毛和種繁殖農家

で、頚椎湾曲および四肢関節拘縮といっ
た重度体型異常を呈する異常産が発生。
母牛は 1999 年生まれ 6 産目、異常産の経
験なく、アカバネ病ワクチン接種済みで、
分娩予定 4 日前に死亡胎子を娩出。剖検
では四肢関節の拘縮、頚椎から胸椎にか
けて重度 S 字状屈曲および全身骨格筋の
黄白色化が観察されたが、中枢神経系に
異常なし。病理組織検査では四肢骨格筋
の顕著な脂肪浸潤が認められたほかは著
変なし。ウイルス検査では牛ウイルス性
下痢粘膜病、アカバネ病、アイノウイル
ス感染症、チュウザン病、ブルータング、
牛伝染性鼻気管炎、ピートンウイルス(PE
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AV)、サシュペリウイルス (SATV)および
シャモンダウイルス(SHAV)の関与を示唆
する所見は得られなかった。病理学的に
は、近年西日本のみで発生している PEA
V や SATV、SHAV といったアルボウイ
ルスの関与が疑われる異常産に類似。

15.茨城県の牛 RS ウイルス病発生状況：
茨城県県北家保 清水ひろみ、川上純子

平成 16 ～ 19 年度に本県で発生した牛
RS ウイルス病（BRSV）は 6 農場（A ～
F 農場）。発生状況と遺伝子学的な調査、
平成 19 年 3 月に発生した D 農場の ELIS
A 値と中和抗体価の推移を検討。発生状況
は大きく 3 タイプに分類。A・B 農場は F
1 子牛で BRSV とその他の混合感染死亡
事例、C 農場は乳牛子牛の BRSV 単独死
亡事例、D ～ F 農場は搾乳牛の BRSV 単
独呼吸器発症事例。簡易キット、PCR、
ウイルス分離の検査方法を比較すると、

も感度が高いのは PCR、次いでウイル
ス分離。簡易キットは迅速性はあるが感
度低い。分離ウイルスの遺伝子解析を実
施した結果、全てサブグループⅢに分類
され、発生状況と遺伝子型の関連性は認
められず。D 農場の抗体検査の結果、中
和抗体価のピークは発症 1 ヶ月後の 28.51
倍、ELISA 値では 3 ヶ月後の 128.32。発
症 8 ヶ月前の ELISA 値を生年別にみると
平成 16 年 4 月以降生まれの牛は抗体陰
性。D 農場は約 3 年間 BRSV の発生がな
く抗体保有率が低くなり、大規模発生し
た可能性あり。

16.牛ウイルス性下痢・粘膜病(BVD・MD)
の持続感染牛清浄化に向けた取組：栃木
県県北家保 久保卓司、塩生光男

牛ウイルス性下痢ウイルス(BVDV)持続
感染牛(PI 牛)による公共牧場での BVDV
まん延防止のため、放牧予定牛の BVD・
MD 検査を実施。平成 17 年から 20 年 11
月までに 6 戸 6 頭の PI 牛を摘発。摘発農
家 6戸の全頭を検査し、2戸で 2頭を摘発。
さらに、全頭検査後各農場に導入或いは
新たに生産された牛の検査 (清浄性確認検
査)を実施し 4 頭（1 戸）を摘発。PI 牛摘
発農家 6 戸中 4 戸で、摘発後 7 カ月半か
ら約 1 年後に清浄化を確認。残り 2 戸の
うち PI 牛の摘発が続いた 1 戸で、ワクチ
ン接種の徹底と月 2回の検査を実施して、
対策を強化。別の 1 戸についても定期的
な検査を継続中。放牧予定牛の検査を実
施する農家は約 29%と少なく、検査未実
施の農場における PI 牛の存在が推定され
る。ブルセラ病検査に用いた血清を利用
し、放牧未実施農場での PCR による BV
DV 検査体制の構築について検討中。PI
牛摘発時のとう汰を推進する施策も要検
討。

17.牛ウイルス性下痢・粘膜病持続感染牛
の発育に関する考察：群馬県家衛研 堀
澤純、佐藤幸代

牛ウイルス性下痢・粘膜病の持続感染
（PI）牛は、発育や繁殖性に異常が認め
られない個体もいるため、繋養された農
場の感染源となる危険がある。しかし本
来は発育不良や繁殖不良になる傾向が強
く、育成期に摘発できる可能性は高い。
そこで、本県で過去に摘発した PI 牛のう
ち、県営牧場に預託されていたホルスタ
イン種未経産牛 5 頭の体重測定データを
日本ホルスタイン登録協会の標準発育デ
ータと比較するとともに、繁殖成績等も
含めその発育性を検討した。その結果、P
I 牛は 6 ヶ月齢程度まで正常な発育であっ
ても、性成熟期が近づくに従い発育遅延
となる傾向がみられた。また発情兆候は
不明瞭であり、その周期も不規則となる
傾向が認められた。このことから、繁殖
適齢期となる 14 ～ 15 ヶ月齢での発育・
繁殖不良牛に対しては、PI 牛を疑い検査
することが必要である。また、農家およ
び家畜人工授精師に周知し連携すること
で、育成期に PI 牛を摘発することが可能
であると考えられた。

18.管内公共牧場における牛白血病清浄化
対策：群馬県西部家保 佐藤美行

平成 19 年 6 月に管内公共牧場の死亡牛
について病性鑑定を実施したところ牛白
血病と診断。平成 19 年 9 月に受身赤血球
凝集反応により浸潤状況を調査し、175 頭
中 81頭（46.3%）と高い陽性率を示した。
さらに、平成 20 年 4 月の検査において 5
頭が陽転。当該牧場では、全頭放牧形態
のため陽性牛の隔離等は困難な状況。ま
た、搾乳牛の抗体陽性率が 76%と非常に
高く、感染経路の解明が急務。対策とし
て、平成 19 年 10 月以降は直腸検査手袋
の連続使用を中止。除角、削蹄、注射等
でもウイルスを伝搬する可能性があるた
め、十分な注意と消毒を心掛けるよう指
導。初乳は平成 20 年 4 月以降、初乳加温
器による牛白血病ウイルス不活化実施後
のものを給与。今後それぞれの対策の評
価も含め、定期的なモニタリングの実施
で、陽性率上昇の原因を特定し、感染拡
大防止に有効な対策をとることが必要。
今後とも、清浄化に向けて継続的に指導
を実施。

19.下痢症病性鑑定の解析と牛トロウイル
スの浸潤状況：埼玉県中央家保 福田昌
治、多勢景人
2005 年４月～ 2008 年９月に実施した

牛下痢症病性鑑定成績の解析と、牛トロ
ウイルスの浸潤調査を実施。
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この間に実施した牛下痢症病性鑑定は成
牛 22 件、育成牛１件、子牛７件の計 30
件。成牛 22件のうち８件は集団発生例で、
その内訳は牛コロナウイルス病４件、牛
Ａ群ロタウイルス病１件、サルモネラ症
１件、原因不明２件。散発発生例はサル
モネラ症３件、牛コロナウイルス病、牛
アデノウイルス病各１件、原因不明４件。
単独発生例はヨーネ病２件、アミロイド
ーシス１件、原因不明２件。子牛下痢症
は牛Ａ群ロタウイルス病３件、コクシジ
ウム症１件、原因不明３件。これらの病
性鑑定に供した糞便等 73 検体について牛
トロウイルス RT-PCR を実施したが、全
検体陰性。同期間に採取した牛血清 360
検体について牛トロウイルス中和試験を
実施。抗体陽性率は成牛、育成牛で 100
％、子牛で 58.1 ％。抗体価幾何平均値は
それぞれ 319.1、133.3、5.7。以上から、
牛トロウイルスは県内に広く浸潤したが、
同ウイルス関与の下痢症は確認されなか
った。

20.牛白血病の発生とその概要：東京都家
保 木村麻奈、齋藤秀一

牛白血病（BLV）の抗体検査により侵
入及びまん延防止を実施中。本年度、２
戸２頭の発症確認。症例 1 は黒毛和種繁
殖牛、発熱等の臨床症状、腹腔内に硬結
を認め獣医師より病性鑑定依頼。抗体検
査、PCR 検査、剖検所見等から BLV と確
定。本牛は平成 16 年に他県から導入、保
存血清で導入時本牛は陰性も導入牛 5 頭
の内２頭が抗体陽性。また、繁殖牛及び
子牛 33 頭の検査結果は、抗体陽性率 45.5
％と高率のため衛生指導を実施。12 月に
陰性牛 7 頭を検査し PCR 検査で 1 頭陽
転。出血の可能性がある器具の共有は避
けており、感染経路は吸血昆虫が疑われ
た。症例２は乳用種で、第四胃変位を疑
い手術を行ったところ、BLV が判明。こ
の農場には 4 頭の抗体陽性牛が存在。症
例 1農家同様に BLV への注意が希薄。B
LV は侵入を許すと清浄化は困難。導入時
の抗体検査は重要。また、単に淘汰を勧
めることは農家の負担大、現実に則した
手法を取入れ清浄化を進める必要があり、
指導は農家の意向を踏まえ実施。

21.牛ウイルス性下痢ウイルス持続感染牛
の摘発と発生要因に関する考察：東京都
家保 寺崎敏明、中村博
2008 年 3 症例 4 頭の牛ウイルス性下痢

ウイルス (BVDV)持続感染 (PI)牛を摘発、
要因を検証、対策を考察。症例 1 は、2 頭
の預託予定牛（双子）。分離した BVDVは、
同農場で過去に摘発した PI 牛の BVDV 遺
伝子配列と一致。また、2004 年 10 月に

接種した BVDV 生ワクチン株遺伝子配列
とも一致。症例 2 は、生後 3 ヶ月の子牛
が難治性の下痢を呈し病性鑑定。主要臓
器、血液から BVDV を分離。当該牛の母
牛は授精実施 23 日後 BVDV生ワクチンを
接種。分離株は、ワクチン株と遺伝子配
列が一致。症例 3 は、定期検査余剰血清
から BVDV を分離 PI 牛と確定、鑑定殺。
当該牛は他県からの導入牛で導入時検査
未実施。症例１・２は、妊娠牛への生ワ
クチン接種が原因、更に生まれた PI 牛が
新たな感染源となり、次の PI 牛が生まれ
たと推察。これまで都内で分離されたＢ
Ｖ DV19 株は、ワクチン株と一致するも
の 8 株、全て自家産牛から分離、人為的
ミスによる PI 牛発生が危惧。また、導入
牛から 6 株を分離。情報発信・指導をし
ているが、導入牛検査、預託牛へのワク
チン接種、妊娠牛への生ワクチン誤接種
防止が重要。

22.管内における牛ウイルス性下痢ウイル
ス 2 型(BVDV2 型)の浸潤状況：神奈川県
湘南家保 松本哲、草川恭次

平成 20 年 3 月、管内 G 農場所有の育成
牛で県内初となる BVDV2 型の PI 牛を確
認。そこで、本病の防疫対策検討のため
G 農場の飼養牛全頭抗体検査を実施する
と共に、無作為抽出した管内農場 42 戸 18
1 頭を対象に BVDV2 型抗体(以下、抗体)
保有状況を調査。結果、G 農場ではワク
チン未接種にもかかわらず全体で 91.4%
と高い抗体保有率を示し、PCR 検査等の
併用により PI 牛の存在を確認。一方、管
内の抗体保有牛の割合は戸数で 57.1%、
頭数で 49.2%であり、管内 5/6 市町に抗体
保有牛が存在し、広範囲の浸潤を確認。
さらに牛の移動歴に注目すると、自家産
かつ非預託牛群の抗体保有率が 23.8%で
あったのに対し導入・預託牛群では 81.3
%と高い傾向が見られた。今回の調査から
BVDV は半数以上の農場に浸潤している
ことを踏まえ、今後は導入・預託牛に重
点を置き、移入時の隔離と抗体・抗原検
査による PI 牛の摘発淘汰、ワクチン接種
励行等を指導予定。併せて、簡易キット
の開発等による検査体制の充実が必要。

23.牛白血病抗体陽性が乳質及び繁殖に及
ぼす影響 :神奈川県足柄家保 池田暁史、
丹波義彰

地方病型牛白血病（EBL）は、明確な
被害が感じられにくいため、畜主の清浄
化に対する意欲を喚起することが困難。
そこで、EBL ウイルス（BLV）抗体陽性
牛（陽性牛）が経営に与える影響を検討
するため、陽性牛と BLV 抗体陰性牛（陰
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性牛）の乳質や繁殖成績を統計的に比較。
調査対象は、陽性牛を飼養する酪農家 1
戸の陽性牛 34 頭、陰性牛 46 頭。乳質及
び繁殖成績は、乳用牛群検定成績及び当
所が調査したデータを利用。両群の乳脂
率、乳蛋白質率、無脂固形分率、体細胞
数及び 305 日補正乳量の平均値を比較し
たところ、乳蛋白質率（陽性牛群 3.41％、
陰性牛群 3.48 ％）及び無脂固形分率（同
8.80％、同 8.94％）に有意差（P=0.01）。
1 受胎あたりの授精回数、空胎日数、分娩
後の初回授精までの日数、検査時及び死
亡・廃用時月齢に有意差なし。陽性牛の
無脂固形分率の差による格差金は小額で
経営上大きな影響は認められなかった。

24.管内一酪農家で発生した牛トロウイル
スの関与が疑われた成牛の下痢症：新潟
県中越家保 野村真実、村山修吾

平成 20 年 1 月と 2 月に管内一酪農家に
おいて、成牛の下痢症が発生。下痢は泥
状から水様を呈し、軽度発咳を認めた。2
月の発生時に検査を実施。1 月の発生時、
乳量は 20 ％減少したが、2 月の発生時に
は乳量減少を認めず。下痢は発症から 10
日で終息。牛コロナウイルス(BCV)HI 試
験、RT-PCR 法で BCV、B 群および C 群
ロタウイルス (GBR･GCR)、牛トロウイル
ス（BoTV）特異遺伝子を検索、検査キッ
トにて A 群ロタウイルス (GAR)抗原の検
索、サルモネラならびにコクシジウム検
査、中和試験で BoTV 抗体価の測定を実
施。BCV 抗体価に有意な動きはなく、BC
V、GBR、GCR特異遺伝子は検出されず。
GAR、サルモネラ、コクシジウム陰性。B
oTV 抗体価は 4 頭中 3 頭で有意に上昇、R
T-PCR 法では全頭の糞便から BoTV 特異
遺伝子を検出したことから BoTV の関与
が疑われた。BoTV は子牛の下痢に関与す
るとの報告があるが成牛では未確定。今
後、成牛の下痢症発生時には BCV 等の他
に BoTV の関与も考慮した検査が必要。

25.牛トロウイルスが分離された搾乳牛の
伝染性下痢症：新潟県中央家保 会田恒
彦、渡邉大成

平成 19 年 5 月に新潟県 X 町 A 農場、1
1 月 Y 町に B 農場、20 年 1 及び 2 月に X
町 C 農場の搾乳牛に伝染性下痢が発生。C
農場は軽度の咳も伴う。牛トロウイルス(B
oTV)中和抗体が A 農場 4/5 頭、B 農場 7/7
頭、C 農場 3/4 頭で有意上昇。各農場の糞
便で、スパイク保有ウイルスを電子顕微
鏡で観察、RT-PCR 法により BoTV-N,S,
HE 各領域の特異遺伝子を検出、3 遺伝子
領域の系統樹解析で BoTV/Aichi/2004 株
と 97.3 ～ 99.4%の相同性。各種検査でそ
の他の下痢症及び呼吸器病ウイルス、細
菌、寄生虫を否定。各症例を BoTV によ

る下痢と推察。C 農場発症牛１頭の下痢便
から HRT-18Aichi細胞でウイルスを分離、
抗 BoTV 血清を用いた間接蛍光抗体法、
中和試験及び遺伝子解析で BoTVと同定。
成牛での分離は世界初。19 年の県内乳牛
BoTV 抗体は、20 か月齢未満で 7/13 農場
13/23頭、20か月齢以上で 33/34農場 115
/122 頭が陽性。BoTV は広く浸潤、成牛
の伝染性下痢症に BoTV 検査の追加が必
要。

26.管内酪農家における牛ウイルス性下痢
・粘膜病ウイルス浸潤調査：新潟県下越
家保 丸山紗代子、濱崎尚樹

管内 1 地域において平成 20 年 1 月と 4
月に牛ウイルス性下痢・粘膜病ウイルス
(BVDV)が関与した病性鑑定事例があった
ことから、BVDV 浸潤状況を把握するた
めに当地域 17 戸でバルク乳検査を実施し
たところ全検体陰性。さらに発生農場の
周辺農場 5 戸において、病鑑事例前後の
血清を用いて抗体保有状況調査を実施。1
戸では検査した全頭が抗体上昇している
ことから、当農場は BVDV が侵入した可
能性が高い。調査結果は各戸および地域
診療獣医師に情報提供。他地域において
は巡回の際に病気説明のリーフレットを
配付し、本病認知度、ワクチン接種状況、
飼養管理方法について 58 戸でアンケート
調査実施。結果、認知度は 1 割未満と低
く BVDV ワクチン接種はほとんど行われ
ていないことが判明。また牛導入時に隔
離措置をする農家は少数で、BVDV 以外
の病原体侵入も懸念。今回の調査により
本病に対する生産者および診療獣医師の
意識が高まったことで早期発見につなげ
たい。

27. A群ロタウイルス（GAR）が関与した
成牛の下痢症：富山県東部家保 神吉武、
池上良

酪農家 4 戸の搾乳牛に下痢が発生、い
ずれも散発的で、3 日程度で回復。乳量低
下を観察。下痢便について、ヒト GAR 検
出キット、RT-PCR[A-C群ロタウイルス、
牛コロナウイルス(BCV)、牛トロウイルス、
牛ウイルス性下痢・粘膜病ウイルス(BVD
V)] 、サルモネラ検査を実施。GARの RT
-PCR 増幅産物を塩基配列に基づき型別。
ペア血清について、GAR の ELISA キッ
ト、BCV の HI 試験、BVDV1 型と 2 型の
中和試験を実施。GAR の検出キットと R
T-PCR は同一の 14/15 検体が陽性。その
他 RT-PCR とサルモネラは陰性。GAR の
ウイルス型は G6P[11]で、農場間の相同
性はほぼ 100 ％。ELISA 検査は、前血清
の抗体レベルが低かった同居牛が抗体上
昇。その他抗体検査で有意上昇認められ
ず。以上より本症例に GARが関与と判断。
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発症原因は農場が未経験のウイルス型の
侵入、腸管局所免疫の低下等と推察。子
牛と成牛両者に下痢を起こすことが示唆。

28.アカバネウイルスの流行と抗体検査に
よる流行株の推定：石川県南部家保 細
川明香

本県で 10 年ぶりにアカバネウイルス(A
KV)の流行を確認。県内 4 地区(奥能登、
中能登、口能登、加賀 )のおとり牛検査に
て 8 月中旬に口能登で 1 頭、9 月下旬に奥
能登を中心に 11 頭で AKV 抗体を確認。1
1 月中旬では陽転牛を認めず。ペア血清で
の抗体検査では、口能登で 46 頭中 6 頭(1
3.0%)、奥能登で 66 頭中 2 頭(3.0%)の陽
転を確認。さらにワクチン未接種牛では
口能登で 134 頭中 13 頭(9.7 ％)、中能登
で 69 頭中 2 頭(2.9 ％)、奥能登で 194 頭
中 11 頭(5.7 ％)に抗体を確認。145 頭の血
清および血漿を用いたウイルス分離およ
び AKV 遺伝子検索ではいずれも未検出。
流行株の推定では JaGAr 株と抗原性の異
なる Iriki 株を用いて抗体検査を実施、Iri
ki 株の抗体価 GM 値は JaGAr 株に比べ低
値。以上から今回の AKV 流行は 8 月下旬
から 9 月上旬にかけて能登地方中心と推
察。また、今回流行した株は抗体価 GM
値の比較から JaGA ｒ株と同じグループ
に属すると推定。

29.石川県で流行した牛コロナウイルスの
遺伝子解析と発生予防の一考察：石川県
南部家保 中田昌和、伊藤美加

当県では、2003 年以降、牛コロナウイ
ルス（BCV）の流行が毎年繰り返され、
搾乳牛の乳量低下による経済的損失は甚
大。今回、BCV 流行による被害を軽減す
るため、県内で過去に流行した株の解析
を行うと共に効果的な防除方法を検討。
分離されたウイルス 25 株について遺伝子
および系統樹解析を行い、保存血清 259
検体については BCV 掛川株を用いた赤血
球凝集抑制(HI)試験を実施。① 2006 年度
以降の流行株は、全て国内における現在
の優性株と一致。②流行前の年齢別抗体
価は、年齢が高くなるほど上昇する傾向。
③流行後の抗体価は、1 年後に GM 値 188
倍に下降。しかし、感染防御可能とされ
る HI 抗体価 160 倍を 1 年未満で下まわる
牛群も確認。④不活化ワクチンは、発症
頭数の減少、出荷乳量減少幅の抑制等の
効果に期待。以上のことより発生を予防
するには、野外感染の有無に関わらず、B
CV の主な流行期前にワクチンを接種する
必要があると考えられた。

30.県内で 10 年ぶりに発生が確認された
アカバネ病：福井県家保 生水誠一、武
田佳絵

平成 20 年８月のおとり牛でアカバネウ
イルス（AKAV）の抗体陽転を初確認。
その後、陽転地域も拡大。９月以降、異
常産情報の報告と病性鑑定依頼が増加。1
0 月中旬には１肉用牛肥育農家で３およ
び 11 ヵ月齢の育成牛２頭が神経症状を伴
う起立不能を呈した事例が発生。浸潤状
況調査では、42.3 ％（30/71 頭）で抗体
陽性を確認（地域による陽性率 0 ～ 80
％）。病性鑑定の結果、１月 14 日現在、
異常産４事例（胎子感染型）および起立
不能２事例（生後感染型）を同病と診断。
いずれの事例もウイルスは分離されず。
胎子感染型では AKAV（JaGAr39 株）に
対する中和抗体（32～ 256倍）を保有し、
脳幹部乳剤の RT-nested PCR で AKAV
特異遺伝子を１事例で検出、また、病理
組織学的検査では、脳幹部における囲管
性細胞浸潤や筋線維の矮小化が３事例で
確認。生後感染型でも中和抗体（16・32
倍）を保有し、AKAV特異遺伝子を検出、
病理組織学的検査では、中枢神経系で非
化膿性脳脊髄炎と免疫組織化学的染色で
AKAV 抗原を確認。県内で同病が発生し
たのは 10年ぶりで、生後感染型は初確認。

31.管内公共牧場における乳頭腫の現状(第
２報）：山梨県西部家保 松下摩弥、清水
景子

管内公共牧場では、県内の牛飼養農家
から預託された牛を放牧している。退牧
後、乳頭腫により搾乳に支障を来す事例
が散見されるため、昨年に引き続き、入
牧牛での乳頭腫浸潤状況調査、対策を検
討した。その結果、6 月全頭(353 頭)調査
では、乳頭腫を体表で 16.3%、乳頭で 25.
9%確認。6・9 月ともに調査した個体(266
頭)では、各調査月で体表 13.2%、26.3%、
乳頭 17.7%、48.5%と増加を確認。体表に
発現する型は BPV-1,2、乳頭に発現する
型は 6 月で多い順に BPV-1,2、BPV-6、B
PV-5、BPV-Type Ⅲであった。6 月と 9
月の比較ではどの型も増加。防除対策と
して、通常実施の牛体消毒・寄生虫駆除
を対照区とし、忌避剤区、保護剤区の 3
区で、6 ～ 10 月の各月 1 回、発現状況を
調査した。その結果、保護剤区で乳頭腫
発生を抑える傾向を確認。昨年の採材検
体解析から本県に BPV-1,2、6、9、10 型
の存在を確認。今後も遺伝子調査、農場
追跡調査を含め、対策を更に検討したい。

32.牛白血病発生予防の取り組み：岐阜県
中濃家保 関谷博信、酒井田隆朗

管内においてリンパ球増加を伴う地方
病型牛白血病が増加。発生予防のため、A
市繁殖和牛 4 戸 133 頭および乳牛 1 戸 33
頭について調査検討。牛白血病ウイルス(B
LV)のゲル内沈降反応抗体保有率は、0 ～
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56.9%と農家による差を確認。年齢を加味
したリンパ球増加を判定する European C
ommunity key(EC の鍵)の陽性率は、発
症を認めた 3 戸の農家では 6.9%、8.7%、
24.2%、未発症農家 2 戸ではともに 0%。
リアルタイム PCR によるウイルス量測定
の結果、EC の鍵陽性牛ほどウイルス量が
多い傾向を認めた。今回の結果から、A 市
と連携をとり EC の鍵および抗体検査を併
用して BLV 高リスク牛を特定し、早期淘
汰に努めるよう指導を開始。その他、1）
親子感染の防止（超早期離乳等）、2）人
為的伝播の防止の徹底（直腸検査用手袋
の交換等）、3）水平感染の防止（BLV 高
リスク牛の隔離および牛房分け、吸血昆
虫対策等）、4）入牧前に BLV 検査を実施
し牧区分けを行うよう指導し、BLV の清
浄化を推進。

33.過去 10 年間の岐阜県における牛白血
病の病性鑑定から得た一考察：岐阜県岐
阜家保 高島久幸、井上富雄

牛白血病（BL）の発生は、近年、全国
的に増加傾向にあり、県内でも平成 16 年
から急増している。BL は、臨床検査、血
液検査、BLV抗体検査、病理検査（肉眼、
組織）等による総合的な診断が必要であ
る。BL の届出が義務化された平成 10 年
度以降の 10 年間に病性鑑定を実施し、BL
と診断した 54 例について各種検査結果を
解析したところ、一定の傾向を得た。ま
た、平成 20 年 6 月に「病性鑑定指針」が
改定され、BL の診断基準も変更された。
改定後では、①成牛型と散発型との区別、
②成牛型であると診断するには BLV 抗体
陽性の 2 点が不可欠となった。指針改定
前に、抗体陰性でリンパ腫を認め BL と診
断した症例について、成牛型 BL との詳細
な形態学的な差異を検討した。さらに、
リアルタイム PCR 法で病変部の BLV 特
異遺伝子の定量的な検出を試みた。一方、
BLV 抗体陽性でリンパ腫を認めた BL の
中にも、成牛型ではない散発型も含まれ
る可能性があると考えられた。

34.牛白血病抗体保有状況と疫学的検討：
静岡県中部家保 池谷昌久、高柳弘一

平成 10 年度以降管内の牛白血病発症例
はないが、抗体陽性率は 14・15 年度が 5.
8%（47 頭/809 頭）、16 ～ 19 年度が 9.0%
（80 頭/893 頭）と増加傾向のため、抗体
陽性牛が経営に与える影響と抗体陽性率
上昇要因を調査。死亡牛 BSE 検査データ
ベース（15年 4月～ 20年 11月；364頭）
から抽出した抗体陽性牛(22 頭)と陰性牛(1
84 頭)の生存月数はそれぞれ 78.8±19.2 か
月齢、81.5±32.0 か月齢と陽性牛が 2.7 か
月短命。家畜共済の病類別死亡原因では、
陽性牛・陰性牛とも 1 位は妊娠・分娩期

及び産後の疾患、2 位は泌乳器病であり、
3 位は陽性牛が消化器病及び外傷不慮その
他、陰性牛が循環器病。過去の抗体検査
で陽性率が高い農家 3 戸の牛白血病抗体
検査（13 ～ 20 年度；391 頭）と牛白血病
関連の飼養管理状況の聞き取りで、抗体
陽性率が 16年度の 22.2%から 20年度の 6
0.0%に上昇した 1 戸で直検手袋の使い回
しがあり、防除対策を指導する上で留意
が必要。

35.酪農場における牛ウイルス性下痢・粘
膜病の疑い事例：三重県南勢家保 下田
智彦、植原陽
2008 年 6 月上旬から 7 月にかけ、管内

酪農場において胎齢 60 日前後での流産が
続けて 3 頭発生。当農場では過去におい
て流産が続発したことはなく、ワクチン
の接種は行っていない。当該牛血液から
のウイルス分離検査は全て陰性であった
が、抗体検査では牛ウイルス性下痢ウイ
ルス(2 型)(BVDV-2)に対する抗体を保有。
バルク乳ならびに乾乳牛血清を用いた RT-
PCR 法による遺伝子検査では、BVDV 持
続感染牛は摘発されなかった。流産牛の
ペア血清抗体検査においても、抗体価の
有意な上昇は認められず、今回の流産と B
VDV-2 の関係は不明。一方で、BVDV-2
に対する高力価の抗体を保有している流
産牛が存在。過去に当該農場内でウイル
スの動きがあった可能性が示唆。今後、
被害の発生を防ぐため、BVDV-2 対策の
ワクチン接種を指導中。

36.本県におけるアカバネ病の発生事例に
ついて：滋賀県家保 森川武司、荒木由季
子

本年のアルボウイルス発生予察調査に
より、ほぼ県下全域、おとり子牛 36 頭の
うち 14 頭でアカバネウイルス(AKAV)の
抗体が陽転し、同ウイルスの浸潤を確認。
全国的にも西日本を中心に散発的に生後
感染を含むアカバネ病の発生が確認。本
県においても、10 月に病性鑑定依頼があ
った酪農家の流産胎児より、PCR 検査に
より AKAV の遺伝子を検出。同居牛調査
よりワクチン未接種 13 頭中 11 頭で AKA
V の抗体が確認され、高率に AKAV に感
染していることが判明。また、同地域の
別の酪農家において 12 月、体型異常を伴
った死産胎児の病性鑑定の結果、アカバ
ネ病と診断。本県では 10 年ぶりの発生。
両農家とも牛異常産ワクチンは未接種。
両農家より検出された AKAV のシーケン
ス解析により、両者は同一の遺伝子配列
であり、Okayama2004株に 99%近似の A
KAV と推察。県全域の牛異常産ワクチン
の接種率は今年度低下しており、本病の
予防にはワクチン接種率を高めることが
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重要。

37.牛白血病の発生事例及び浸潤調査：大
阪府北部家保 河合顕太郎

牛白血病（BL）の発生頭数は全国的に
増加している。本府においても平成 19 年
以降と畜場での発見を合わせて３頭の発
生があり、内１頭は管内農家で特徴的な B
L の症状を示す事例に遭遇した。病性鑑定
による肉眼的、組織学的所見、BL ウイル
ス（BLV）抗体及び PCR 検査の結果 BL
と診断した。そこで、管内 BLV 浸潤状況
を把握するために、平成 19 年から 20 年
度の管内全酪農家を対象に BLV 抗体調査
を実施した。農家別抗体陽性率は 6 ～ 59
％とばらつきが大きかった。BL 発生農家
では陽性率が高く、調査期間中に陽転す
る個体も多くみられ水平感染が疑われた。
導入牛については陽性個体が多く認めら
れた。また、陽性率の高い農家の中に自
家育成を行っているところもあり垂直感
染も推察された。以上の結果を踏まえ、
各農家へ抗体陽性牛の周知および BL に関
する衛生指導を行った。今後も BLV 抗体
調査を継続し本病の監視に努める。

38.アカバネ病の異常産発生事例：大阪府
南部家保 津山桂子、虎谷卓哉

昨年 8 月末以降､管内にて異常産・子牛
の体型異常が多発､うち 8 例をアカバネ病
と診断。今年 1 月末までの異常産発生概
要は以下のとおり。<発生状況>早･死産に
始まり､出生直後の死亡、虚弱、起立不能､
さらに体型異常子牛の報告があり､ 5 市町
13 戸 24 例を検査。<検査結果>母牛のア
カバネウイルス(以下 AKAV)抗体(＋):17/2
2、剖検実施子牛の脳、胎盤からの AKAV
-PCR（＋） :7/17。剖検実施子牛では､脊
椎の弯曲､頭骨の変形､非化膿性脳炎､矮小
筋症等を散見。5 市町 5 戸の未越夏牛 11
頭について 6 ～ 11 月に AKAV 抗体調査
を実施､ 9 月以降の感染を示唆。<診断結
果>アカバネ病:8/24 ､アカバネ病の疑い:9/
24 ､アカバネ病以外 :7/24。現在も異常産
は続発、子牛の体型異常は重度になる傾
向あり。難産･母牛の廃用も発生している
ため、牛飼養農家に発生状況を情報提供
しつつ、分娩時の管理について指導を実
施中。

39.アカバネウイルスが関与した子牛の脳
脊髄炎：兵庫県姫路家保 加茂前仁弥、
富田啓介

アカバネウイルス（AKAV）の流行によ
り、管内にて 2008 年 12 月までに 10 戸 1
1 例のアカバネ病が発生。うち 8 月から 1
0 月に発生した 3 症例は正常に娩出された
子牛が 1 か月齢前後に突然後躯麻痺、起
立不能となり、県内で初めて AKAV が関

与した非化膿性脳脊髄炎による起立不能
と診断。ウイルス検査では 3 症例中 2 症
例が RT-PCR 検査で陽性、PCR 産物の遺
伝子解析から AKAV のワクチン株である
OBE-1 株に近縁と判明。初発例の母牛は
12 月時点の AKAV に対する抗体価が 2 倍
未満。病理組織学的検査では全例で脳幹
脊髄を主体に囲管性細胞浸潤、グリア結
節、神経細胞の変性等を確認。免疫組織
化学的検査では 3 症例ともに脳幹部を中
心に AKAV の特異抗原を検出、脳脊髄炎
への AKAV の関与が判明。この結果、①
OBE-1 株に近縁であっても非化膿性脳脊
髄炎を引き起こすこと、②初発例は生後
感染の可能性が示唆。今後は病原性の検
討等の詳細な調査・研究が必要。

40.管内における牛のウイルス病動態調査
：兵庫県洲本家保 松本瞳、小倉裕司

管内飼養牛のウイルス病抗体保有状況
を調査し対策を検討。動態調査で平成 20
年 8 月に未越夏牛 10 戸 23 頭のうち 2 戸
5 頭で牛 RS ウイルスの抗体が有意に上昇
し、流行を確認。同時期に本病の発生も
あり、多頭飼育和牛への呼吸器病予防ワ
クチン接種を推進。他、牛伝染性鼻気管
炎、牛パラインフルエンザ 3 型、牛ウイ
ルス性下痢 1 型、2 型（BVDV1、2）、ピ
ートン（PEAV）ウイルスについての動き
は認められず。抗体保有状況調査で繁殖
和牛（147 戸 166 頭）では、BVDV1 は抗
体陽性率 99 ％（平均抗体価 GM329）、B
VDV2 は抗体陽性率 97 ％（GM91）、乳用
牛（74 戸 144 頭）では BVDV1 は抗体陽
性率 38 ％（GM171）、BVDV2 は抗体陽
性率 35 ％（GM49）と広い浸潤を確認。
原因として持続感染牛の存在が示唆され、
詳細な調査による摘発等の対策が必要。P
EAV は、繁殖和牛 3 頭で抗体陽性であっ
たが流行は認められず。平成 20年 1～ 12
月に病性鑑定した異常産事例 25 検体への
BVDV 及び PEAV の関与は認められず。

41.牛丘疹性口炎の発生と浸潤状況：兵庫
県和田山家保 佐織德彦、三木隆広

牛丘疹性口炎の発生が見られた。1 例目
は平成 20 年 3 月に和牛繁殖農家で、子牛
5 頭の歯肉および舌裏に丘疹形成。2 例目
は 5 月に異なる和牛繁殖農家で、子牛 2
頭の歯肉に丘疹。病理組織所見では、風
船様変性を起こした表皮細胞質内に好酸
性封入体を認めた。免疫染色像で抗パラ
ポックスウイルス（PPV）血清に対する
陽性反応。ペア血清を用い、PPV 千葉株
を抗原とした寒天ゲル内沈降試験の結果、
1 例目の 5 頭中 3 頭、2 例目の 2 頭中 2 頭
が陽性。病変部生検の PCR で、594bp の
PPV遺伝子を検出。シークエンスの結果、
偽牛痘、伝染性膿疱性皮膚炎と区分され、
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国内で分離された牛丘疹性口炎ウイルス
と高い相同性。肉用牛、乳用牛、緬羊、
野生シカ計 100 頭の血清を用いて、PPV
抗体保有状況を調査した結果、肉用牛 52
%、乳用牛 16%が陽性。緬羊、野生シカ
は全頭陰性。浸潤状況調査から肉用牛で
抗体保有率が高いため、口蹄疫等の類症
鑑別に注意が必要。

42.起立不能を呈した子牛のアカバネ病発
生事例：奈良県家保 恵美須裕子、油谷
奈美
2008 年 10 月、県内１酪農家で生後約 1

ヶ月齢の子牛が起立不能を示し治療にも
反応せず、病性鑑定を実施した。母牛は
異常産ワクチン未接種。剖検所見で著変
なし。病理組織学的に延髄や胸・腰部脊
髄等の中枢神経に非化膿性脳脊髄炎を認
めた。PCR 検査により中枢神経からアカ
バネウイルス特異的遺伝子を検出。血清
学的検査ではアカバネウイルスに対する
中和抗体価が 32 倍を示した。県内おとり
牛血清においても 9 月に抗体陽転を確認
しており、以上の結果からアカバネ病と
診断した。症状や発症時期等から生後感
染の可能性も考えられる。奈良県では 199
9 年以降本病の流行がなく、農家の危機意
識の薄れによるワクチン接種率の低下が
懸念されていた。本病の予防にはワクチ
ン接種が有効であるため、今後定期的な
ワクチン接種による免疫レベル上昇に努
める必要がある。

43.牛コロナウイルス病の発生と防除対策
についての検討：和歌山県紀北家保 山
中克己、福島学

管内で 2005年に牛コロナウイルス病（B
CVD）が流行。HI 試験やウイルスの遺伝
子解析を実施し、被害低減のためワクチ
ン接種や衛生対策指導を行ってきた。200
7 年 12 月～ 2008 年 2 月に再び BCVD の
流行があり、A 酪農家（成牛 40 頭飼養）
において今まで指導してきた対策の効果
を検証。年 1 回ワクチン接種頭数は牛群
の約 50 ％であった。ワクチン未接種の 3
歳未満牛の抗体価は著明な低値であった。
2005 年以降の牛群全体の抗体価のＧＭ値
は発生直前である 2007 年に 低値であっ
た。ワクチン株と野外株の抗体価の推移
を比較すると正の相関を認めた。BCVD
発生時の 1 頭あたりの出荷乳量は過去 3
年間の同月と差がなかった。以上より、
牛群約 50 ％へのワクチン接種は有効であ
ると判明。BCVD 発生予防のためには牛
群全体の抗体価を高く維持する必要があ
り、HI 試験で抗体価の低値を示した若齢
牛へのワクチン 2 回接種や、ワクチンの
副反応に注意しながら接種率を上げなけ
ればならない。

44.熊野牛飼養農家に多発した呼吸器病及
び下痢症対策：和歌山県紀南家保 樽本
英幸、伊丹哲哉

肉用牛農家において子牛の肺炎、下痢
症が多発したため対策を検討。母牛血清
及び子牛ペア血清を用い中和試験により
牛伝染性鼻気管炎、牛ウイルス性下痢・
粘膜病（BVD）、牛 RSウイルス病（RS）、
HI 試験により牛のパラインフルエンザ、
牛アデノウイルス病の抗体価を測定。下
痢症については母牛及び子牛血清を用い
牛ロタウイルス病、牛コロナウイルス病
（BC）、大腸菌 K99の抗体価を中和試験、
HI 試験、ELISA で測定し、飼料、水、糞
便を用い病原体の分離を試みた。結果、
子牛ペア血清では RS 抗体価が上昇、BV
D 抗体価は高く推移、母牛ではばらつき
があった。下痢症については子牛及び母
牛のいずれの抗体価にもばらつきがあっ
た。母牛糞便からは PCR により BC の特
異バンドを検出。結果より呼吸器病には R
S の関与が疑われた。呼吸器病、下痢症と
もに一部の個体で移行抗体が不足してい
た。呼吸器病対策として子牛に牛５種混
合生ワクチンを２回接種。下痢症対策と
して母牛に下痢５種混合不活化ワクチン
を接種、子牛への移行抗体を補うことと
した。対策後下痢症の発生はない。

45.鳥取県におけるアカバネ病の発生状況
：鳥取県倉吉家保 小谷道子、梁川直宏

牛流行熱等抗体調査事業において、平
成 20 年 8 月からおとり牛血清中のアカバ
ネウイルス（AKAV）抗体陽転（陽転率 3
6.7%）を確認。9 月には更に増加（陽転
率 55.0%）し、11 月の検査終了時には陽
転率が 60.3%。8 月に採材したおとり牛の
うち 1 頭の血漿及び赤血球から AKAV を
分離。分子系統樹解析等の結果から分離
株は OBE-1 株と同じグループⅡに分類さ
れ、抗原性も同等と推察。また、流産 2
例及び生後の起立不能 2 例をアカバネ病
と診断。流産事例では母牛血清から AKA
V 抗体及び胎児から AKAV に特異的な遺
伝子断片を検出、病理組織検査で非化膿
性髄膜脊髄炎を確認。生後の起立不能例
では子牛血清から AKAV 抗体及び脳・脊
髄から AKAV に特異的な遺伝子断片を検
出、病理組織検査で非化膿性脳脊髄炎及
び脳の免疫染色で陽性を確認。発生例の
母牛は全て AKAV に対するワクチン未接
種。いずれも胎内で感染し、流産あるい
は子牛の非化膿性脳炎を引き起こしたと
考えた。毎年ヌカカが活動を開始する前
に母牛にワクチンを接種して予防するこ
とが重要。

46.一酪農家のアカバネ病疑い事例の発生
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状況と疫学調査成績 :島根県出雲家保 山
下由紀子、森脇幸子

平成 20 年 8 月から一酪農家(約 160 頭
飼養 )で異常産が多発。異常産ワクチン未
接種。異常産の発生は 6 ～ 11 月で計 20
頭。異常産子の主徴は、死産、虚弱、起
立不能、前肢彎曲。5 症例の病性鑑定を実
施。全頭初乳摂取。8 月の症例は生後 9 日
齢で、9 月の症例は出生時に起立不能。後
肢ナックル、脊髄等の非化膿性脳脊髄炎、
大脳・小脳でアカバネウイルス(AKAV)遺
伝子を検出。11 月の症例は前肢拘縮、後
肢ナックル、AKAV 遺伝子検出せず。10
月に AKAV の浸潤状況調査と難産予測の
目的で 81 頭の中和抗体検査を実施。81 頭
中 62頭が抗体保有(保有率 76.5%、GM22.
3)。牛群全体の抗体保有率は 71.3 ～ 81.2
%と推定。分娩した 56 頭中 41 頭が抗体
保有(保有率 73.2%、GM18.8)、内、11 頭
が異常産。9 月以降の導入牛は抗体を保有
せず。多発した異常産は AKAV の流行が
原因で、流行時期は 7 月下旬～ 9 月と推
察。今後は流行が早まる可能性を考慮し、
ワクチン接種時期の検討が必要。

47.アカバネウイルスの流行に伴い県内で
認められた異常産の病性鑑定事例：島根
県家畜病性鑑定室 東智子、安部茂樹
H20 年度島根県内でアカバネウイルス

（AKAV)が流行し、異常産発生件数が増
加。県内の AKAV 流行は、H10、H16 年
以来。H20 年 4 月～ 12 月末の異常産病性
鑑定依頼 92 例のうち、12 月末までにアカ
バネ病 14 例、AKAV 関与が疑われる異常
産 9 例を診断。8 月発生のアカバネ病 5 例
中 4 例は、生後数日で後躯麻痺等の神経
症状を呈し、病理学的に非化膿性脳脊髄
炎を確認。抗体検査、PCR 検査および免
疫組織化学的染色によりアカバネ病と診
断。これらは、AKAV の潜伏期間を考慮
し、妊娠末期に母体内で垂直感染、出生
後発症したものと推察。9 月以降、体型異
常・脳室拡張などの症例が増加。PCR 検
査は 8・9 月症例で大脳、小脳、延髄等で
陽性、10 月以降は陽性例減少。PCR 産物
の塩基配列相同性解析から本年流行 AKA
V は H10 年流行株と同じ genogroup Ⅱに
属すると判明。AKAV 感染による異常産
の発生防除にはワクチンの接種が有効で
あり、今後も農家への啓発およびワクチ
ン接種率の向上を推進する必要がある。

48.消石灰のウイルス性下痢症に対する消
毒効果の検討：島根県家畜病鑑室 石倉
洋司、安部茂樹

消毒に関するアンケートを実施したと
ころ、養牛農家は必要性を認識するも消
毒実施率が低く、有効な消毒方法がわか
らないか、効果に疑問を持っている傾向

が示唆。消毒の普及には効果の実証が必
要と考えられ、養牛農家にて外部から持
ち込まれ、経済的損失を与える病原体と
して、子牛下痢症の主な原因である A 群
ロタウイルス、育成牛や成牛下痢にも関
与するコロナウイルスおよび牛ウイルス
性下痢ウイルスを取り上げ、これらウイ
ルスに対する消石灰の消毒効果を検討。
消石灰乳剤上清を各ウイルス液と室温で 2
0分感作後に培養細胞に接種し、感染価（T
CID50)を算出したところ、全てのウイルス
に対して消毒効果を確認。乳剤上清濃度
（1、10%）による消毒効果には差を認め
ず、対照消毒薬として用いた逆性石けん
溶液（100、500 倍希釈）と同等以上の効
果を確認。消石灰はポジティブリストの
規制対象外であり、安価で入手しやすい
消毒資材。本結果を踏まえ、消毒効果が
安定して高く、環境負荷が少ない消石灰
の利用法を普及していく。

49.牛白血病清浄化への現状と課題：島根県
江津家保 石川初、徳永清志

近年、牛白血病 (BL)の発生は全国的に増
加傾向にある。今回、牛白血病ウイルス(BL
V)清浄化対策へ向けた課題について報告。
１）酪農家 BL意識調査アンケ－トの実施（1
5 戸）：抗体陽性農場において具体的対策を
実施している農場は少なく、陽性農場の 55.
6%で母牛初乳をそのまま給与。２）直腸検
査手袋付着糞便（直検糞便）からの BLV 遺
伝子検出試験：BLV 抗体陽性牛 26 頭中 9
頭（34.6%）の直検糞便から BLV遺伝子（遺
伝子量 Max. 2.7×103 BLV ｺﾋﾟｰ/μ gDNA）を
検出（rt-PCR）。また、直検糞便の視覚的な
出血の有無（有:3 頭、無:6 頭）に関わらず
BLV 遺伝子を検出。３）BLV 感染牛リスク
評価に係る各種検査法の比較：ELISA S/P
値が高い個体は、血液リンパ球中の BLV 遺
伝子量も多く、感染伝播高リスク牛の評価
に有効。また、受身赤血球凝集反応（PHA）
定量抗体価でのリスク牛評価は困難。さら
に、導入時や陽性牛のスクリーニング検査
の判定に当たっては、寒天ゲル内沈降反応
単独ではなく、ELISA や PHA 等、より高
感度の検査法の併用が必要。

50.子牛哺育育成農家での牛呼吸器病症候
群（ＢＲＤＣ）対策：岡山県真庭家保
岡本雄太

当所管内のＨ地区内における、ぬれ子
を多く受け入れる２戸の哺育育成農場で、
牛呼吸器病症候群（ＢＲＤＣ )が多発した
ため、平成１８年秋から共済家畜診療所
などと連携し順次、飼養衛生改善指導を
開始した。

指導を実施するにあたり、各農場での
疾病発生状況を調査し、導入子牛のウイ
ルス抗体検査等を実施した。調査結果か
ら、導入時のマクロライド系抗生物質の
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予防的投与と、１ヶ月齢での５種混合ワ
クチン接種を中心に指導を行い、１農場
では治療回数の減少など成果を上げるこ
とが出来た。しかし、ワクチン接種や牛
舎環境改善が実施できなかった農場では
十分な対策効果を得られず、本年 4 月に
ＲＳウイルスの関与したＢＲＤＣが発生
したが、その後、ワクチン接種と牛舎環
境改善を併せて実施したところ、同農場
でのＢＲＤＣ発生は激減した。今回のよ
うな哺育育成農場でのＢＲＤＣ対策では、
導入時の予防的抗生物質投与と早期ワク
チン接種が有効であり、併せて牛舎環境
等、各農場の問題点を改善していくこと
が重要であると思われた。

51.津山管内のアカバネ病発生状況：岡山
県津山家保 串田規子、武本成十

今年度８月初旬、6 ヵ月齢の乳用牛が突
然起立不能を呈したため病性鑑定を実施
しアカバネ病の生後感染と診断。以後～ 1
1 月末までに生後感染 4 戸 9 頭、胎児感染
12 戸 17 頭を確定診断。また統一抗体調査
で 8 月に対象農家 4 戸全戸でアカバネウ
イルス(AKAV)抗体陽転。なお農業共済連
北部基幹家畜診療所での胎児・子牛共済
支払い対象頭数は対前年比で 9月 144％、
10月 213％、11月 117％。生後感染の発
症日齢は平均 46日齢（20日～ 201日齢）
で、半数が１ヵ月未満。生後感染の特徴
的な臨床症状は突然の起立不能で、元気
・食欲とも良好であった。病理組織所見
では中枢神経の非化膿性炎症像がみられ
た。また、多発した農場内で 10 月に採取
したヌカカから PCRで AKAV 遺伝子を検
出。今回の流行は管内におけるワクチン
の接種率の低さ（33 ％）が要因であり、
またワクチン歴がないにもかかわらず、
１回のみの接種であったため発症したと
思われる症例もみられたことから、ワク
チン接種率の向上と併せ適切なワクチン
接種を指導する必要がある。

52.生後感染を含むアカバネ病の多発：岡
山県岡山家保病性鑑定課 大内紀章、萱
原佳美
2008 年８月下旬から多発した子牛の起

立不能や異常産４０例と発生農場由来の
吸血昆虫及びモニター牛について検査を
実施。発生地域は県北が２９例、県南が
１１例で、症状は突然の起立不能が５例、
娩出時からの後駆麻痺や四肢の硬直が２
３例、死流産が１２例であった。病理学
的に中枢神経系の非化膿性炎、筋肉の低
形成等を呈し、ウイルス検査でアカバネ
病（ＡＫＡ）抗体保有とＡＫＡ遺伝子が
認められＡＫＡと診断。牛及び吸血昆虫
由来のＡＫＡ遺伝子の解析から原因ウイ
ルスは、2006 年に熊本県で発生した Iriki

株による生後感染と異なりＡＫＡワクチ
ンの親株である OBE-1 株に類似した株で
あることが判明。モニター牛のＡＫＡ検
査で、８月下旬に 35.0 ％、９月下旬には
78.3 ％が抗体陽転していた。これらのこ
とから、今回のＡＫＡの多発は OBE-1 類
似株が８月下旬に県北で流行し始め、９
月中には県下全域に浸潤したことにより
発生し、その病原性は突然に起立不能を
呈する生後感染牛が認められることから、
従来の OBE-1 株より強いものと思われ
た。

53.牛白血病抗体陽性酪農家における対策
：広島県東広島家保 本多俊次

平成 19 年 7 月、管内酪農家を対象とし
た牛白血病（BLV）についてのアンケー
トを実施。14戸（陽性農場 9戸）が回答。
BLV への認識、農場の抗体陽性率及び陽
性個体の把握について理解不充分な畜主
を確認。一方、陽性牛の淘汰及び陰性牛
初乳給与等による介乳感染対策を実践可
能な予防対策と考えている傾向が窺え、
高い衛生意識を確認。発生情報の資料提
供及び繋養牛抗体検査成績一覧表の回答
により、陽性牛の所在を明確化し、淘汰
及び分離搾乳の推進を図る衛生対策を指
導。平成 20年度は、陽性農場 7戸の BLV
浸潤状況調査を実施。前回指導（平成 17
年度）以降の陽性牛淘汰の実施状況、追
跡調査による抗体陽転状況及び農場の陽
性率の変動を調査し、現状を分析。「陽性
牛淘汰の推進」「水平感染の防止」及び「介
乳感染の防止」の対策について、農場の
現状に即した強化項目を選定し指導。今
後、畜主の更なる衛生意識の向上を促し、
清浄化の進捗状況を継続的に評価する取
り組みが必要。

54.県内で分離された牛 RS ウイルス野外
株の遺伝子解析：広島県東広島家保 恵
谷美江、山本武

県内で分離された牛 RS ウイルス（BRS
V）の遺伝子解析を行い、既報の BRSV 代
表株と疫学的および分子生物学的性状に
ついて比較検討。1980 ～ 2006 年度に県
内で分離された BRSV、計 8 株（No.1 は
1980 年度、No.2 ～ 4 は 1997 年度、No.5
は 1999 年度、No.6 ～ 8 は 2006 年度に分
離）を使用。比較対象株として、NMK-7
株と RS-52 株の 2 株を使用。G タンパク
領域の遺伝子塩基配列を確認後、系統樹
解析を Valarcherらの報告に基づき実施。
県内で分離された BRSV 計 8 株は全てサ
ブグループⅢに分類。比較対象株と分離
株の相同性は 91.1 ～ 96.0 ％と低かった。
分離株 No.1 を基準にした分離年度毎の相
同性は 90.5 ～ 92.6 ％と低かった。分離株
は、比較対象株とサブグループが異なっ
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ており、相同性も低く、G タンパク領域
に変異が起こっていることが示唆。1980
年度に分離された No.1 と 1997 年度以降
に分離された No.2 ～ 8 の相同性は低く、
この 17 年間に明らかに異なる株の流行に
よる変異の可能性が示唆。

55.管内に発生したアカバネ病の２症例：
広島県芸北家保 細川久美子、久保田泰
徳

平成 20 年 10 月に管内の 2 酪農家にお
いて、１ヵ月の早産（症例 1）及び生後 1
3 日目からの起立不能（症例 2）が発生。
当該母牛は異常産ワクチンを未接種。両
症例とも、非化膿性脊髄炎及び矮小筋症
を認めた。症例 1 は初乳未摂取時にアカ
バネ病ウイルス（AKV）抗体 8 倍保有。
症例 2 は 5 日齢に AKV 抗体<2 であった
が、39 日齢で 16 倍、脊髄から AKV 遺伝
子を検出し、生後感染を疑った。平成 20
年度牛発生予察事業において、8 月から A
KV 抗体の陽転を県内で広域に確認。平成
20 年の管内酪農家における異常産ワクチ
ン接種率（戸数）は 61 ％。予察成績やア
カバネ病発生等から今後，アカバネ病流
行及び異常産ワクチン未接種農場におけ
る子牛生産への影響が懸念。牛飼養農場
及び関係機関に対し、警戒を促すととも
に、家畜畜産物衛生指導協会と連携し、
リーフレット等を用いて、21 年春に向け
たワクチン接種指導を強化。

56.全身皮膚の角化亢進及び付属器官の低
形成が特徴的な牛ウイルス性下痢・粘膜
病（BVD･MD）：山口県中部家保 中谷英
嗣、大谷研文
2008 年 9 月、3 か月齢の黒毛和種が全

身に腫瘤、舌・硬口蓋に水疱様物形成、
血液・粘膜を含む下痢を発症。剖検では
全身皮膚の硬結、腫瘤形成。硬口蓋、気
管粘膜はびらん、気管病変部に真菌コロ
ニー発育。肺は白色膿瘍散在。第一胃粘
膜で白斑散見。組織学的に皮膚は角化亢
進及び付属器官の低形成。硬口蓋は潰瘍、
空腸、回盲部はジフテリー性炎、回腸は
陰窩ヘルニアを伴うパイエル板の萎縮。
胸腺はリンパ球の脱落。気管、肺は真菌
を伴う壊死性気管炎、膿性壊死性気管支
肺炎。気管、肺、第一胃から Aspergillus
fumigatus、空腸から大腸菌、Clostridiu
m perfringens を多数分離。PCR で全て
の材料から牛ウイルス性下痢ウイルス(BV
DV)特異遺伝子を検出。気管、皮膚及び血
清を除く全ての材料から BVDV を分離。
BVD･MD(粘膜病型 )と診断。皮膚の角化
亢進及び付属器官の低形成が特徴。皮膚
病変が顕著で低形成を呈した報告はなく
貴重。皮膚病に囚われ感染を見落とす恐
れがあり病性鑑定上注意が必要。

57.ピートンウイルス(PEAV)の関与を疑う
牛異常産とピートン、サシュペリウイル
ス (SATV)の浸潤調査：山口県中部家保
大谷研文、中谷英嗣
1998から 2008年度の牛異常産のうち、

病理学組織学的にウイルスの関与が疑わ
れたが、原因不明であった事例等につい
て、PEAV、SATV の血清学的、遺伝子学
的検査を実施し、PEAV の関与を疑う 1
症例を山口県では初めて確認。剖検では
側脳室拡張、大脳皮質の菲薄化、小脳低
形成、脊柱の S 字状彎曲等がみられ、組
織学的に骨格筋における著しい脂肪置換、
大脳及び脳幹部の石灰沈着、小脳低形成、
脊髄腹角神経細胞減数がみられた。母牛
は PEAV を含め複数のウイルスに対する
抗体を保有し、胎子は PEAV 抗体のみ保
有。遺伝子学的検査は陰性。浸潤状況調
査では、PEAV、SATVともに複数年度に、
山口県での浸潤を確認。2003 年度の PEA
V 抗体陽転地域は、上記の異常産発生地域
と一致。両ウイルスは、既に山口県にも
浸潤していることが確認されたことから、
今後も流行状況や異常産について注視が
必要。また、他県を含め事例数が多い PE
AV による異常産は再現性試験が望まれ
る。

58.徳島県で分離された牛ウイルス性下痢
ウイルス (遺伝子型 1b)の抗原性の解析：
徳島県徳島家保 中井泉、柏岡静

平成 18 年、受胎率と乳量の低下が認め
られた県内一酪農家において、発育不良
と下痢を示す子牛を牛ウイルス性下痢ウ
イルス(BVDV)持続感染(PI)牛と診断した。
畜主からの依頼を受け、平成 19 年から PI
牛の摘発淘汰と計画的なワクチン接種に
よる BVDV の清浄化対策を開始した。対
策後には、BVDV による被害は確認され
ていない。ワクチンプログラムに沿った
ワクチン接種は現在も継続実施中。平成 2
0 年までに当該農場で摘発した PI 牛 4 頭
の血清から牛精巣細胞を用いて、4 株の非
細胞病原性 (NCP)BVDV を分離した。分
離株 4 株は、全て遺伝学的には 5'非翻訳
領域(5'UTR)と E2 領域いずれにおいても
遺伝子型 1b に分類された。分離株 1 株、
Nose 株（1a）および KZ91-CP 株（2a）
の各ウイルス、ならびにそれぞれに対す
る抗血清を用いた交差中和試験では、抗
原類似性を示す R 値がいずれも 25 以下
で、抗原性に重要な差を認めた。また、
当農場内のワクチン未接種牛 98 頭につい
て実施した抗体検査では、1b に対する抗
体価が有意に高かった（P ≦ 0.002）こと
から、1b のウイルスが当農場で流行した
と推察された。ワクチンプログラム開始
後に接種ワクチンに含まれていない 1b に
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対する抗体も陽転している個体が認めら
れたことから、ワクチン接種群であって
も抗原性状の異なる BVDV に対する監視
が必要であると考えられた。

59.管内のアカバネ病発生状況：徳島県西
部家保 山本由美子、北田紫

平成 20 年 7 月以降、当家保管内では異
常産が多発。当所にて、20 戸 28 頭の報告
があり、14 戸 21 頭の仔牛について解剖、
病性鑑定を実施。6 戸 6 頭をアカバネ病、
1 戸 2 頭を vA 欠乏と診断。6 戸 6 頭は不
明。7 戸 7 頭が検査中。主要な外貌所見は
前後肢の屈曲・硬直、脊椎の湾曲、起立
不能。病理組織学的検査では、矮小筋症、
非化膿性脳炎、脊髄腹角神経細胞減数が
みられた。管内のワクチン接種率は 14.8
％。今回の発生多発要因として、前回の
流行からの年月経過による畜主や関係者
の意識低下から、ワクチン接種率が低下、
また、牛群が更新され抗体未保有牛が増
加したことが考えられる。胎仔の損失や
難産による母牛への負担を軽減するため、
継続的な生産者への指導により、ワクチ
ン摂取率を向上する必要がある。管内で
は 5 月以降にワクチン接種を行っている
農家もあるが、徳島県の 5 月の平均気温
は 19.4 ℃と高く、早期のワクチン接種を
指導していく。

60.公共牧場における牛白血病抗体検査結
果からの一考察：愛媛県南予家保 稲垣
明子、藤田純

公共牧場における H16 ～ 20 年度の牛
白血病抗体検査結果は、3,712 頭中 19 頭
（0.51 ％）と低く、牧場での一定の清浄
性は維持されている。しかし、摘発牛の
大半が、初回授精予定日前の放牧早期の
退牧措置となり、19 頭の入牧期間は 30 ～
483 日（平均 175 日）と、農家の所期目
的を達成できていない。今年度摘発され
た 2 頭の入牧期間はいずれも 100 日以内
で、同一農家の飼養牛であったが、当該
農場の H19 年度陽性率は 74.6 ％と農場全
体で濃厚感染しており、入牧前の感染の
可能性も示唆された。このような抗体陽
性率が高い農場からの入牧牛は、放牧後、
早期に摘発される可能性が高いため、事
前に PCR を利用した抗体陰性の初期感染
牛を検出することにより、預託料や作業
労力等の負担並びに牛の輸送ストレスの
軽減が可能となるとともに、初期感染牛
の入牧がなくなることで、公共牧場の一
層の清浄性保持につながる。

61.牛白血病抗体陽性農家における清浄化
対策の成果と課題：愛媛県東予家保 宮
城里美、安永圭介

牛白血病の清浄化に取り組んでいた酪

農家(平成 15 年度抗体陽性率 29.7 ％)で、
平成 20 年 12 月に受身赤血球凝集反応に
より清浄化を確認。当酪農家は陽性牛の
初乳を子牛に与えないことによる牛白血
病対策を実施していたが、平成 15 年から
近隣に分場を設け、そこに抗体陽性牛を
移動させたところ牛白血病を発症。同居
牛と陽性牛から出生した子牛の抗体検査
により、陽性牛の確認と計画的な淘汰を
指導。平成 18 年に分場を廃止するにあた
り抗体陽性牛を全頭淘汰。その後も全頭
検査による陽性牛の確認と淘汰を継続し
清浄化。一方清浄酪農家の隣接酪農家で
は平成 14 年度抗体陽性率 22.6 ％であっ
たものが平成 19 年度 78.6 ％と上昇、初
乳の制限給与、持続性リンパ球増多牛の
確認及び搾乳順序等について指導。今年
度も 70.4 ％と依然と高く、経営上陽性牛
の自主淘汰も難しいため、陽性率の高い
農家に適応した清浄化対策が今後の課題。

62.牛白血病ウイルス感染伝播の高リスク
牛摘発方法についての一考察：愛媛県家
畜病性鑑定所 徳永康子、谷修

牛白血病ウイルス(BLV)感染牛は無症状
のまま持続感染しキャリア－となり、清
浄化対策が困難。H19 ～ 20 年度に BLV
検査に供した血液 43 検体(プール７検体含
む)及び BLV 発症牛パラフィン包埋組織 4
検体から抽出した DNA で PCR、RFLP
による遺伝子型別、リアルタイム PCR に
より BLV 定量を実施。受身赤血球凝集反
応(PHA)抗体価と BLV遺伝子量の相関性、
BLV 遺伝子型別により BLV 感染伝播高リ
スク牛の摘発を検討。(1)PHA 陽性 28 検
体は全て PCRで BLV特異遺伝子を検出。
(2)PHA 陰性 15 検体のうち PCR で 2 検
体、リアルタイム PCR で 7 検体、BLV 特
異遺伝子を検出。 (3)PHA 抗体価と BLV
遺伝子量の相関なし(相関係数 0.047)。(4)
遺伝子型別は、BLV 発症牛 4 検体全てⅠ
型、PCR 陽性 6 検体中、Ⅰ型 5 検体、Ⅲ
型 1 検体。高リスク牛摘発には PHA と P
CR の陽性検体について、リアルタイム P
CR で BLV 遺伝子量を測定することが適
当と考えられた。

63.成牛の A 群ロタウイルス抗体保有調査
：高知県中央家保 千頭弓佳

近年 A 群ロタウイルス(A 群ロタ)による
成牛の下痢症の事例が報告される中、県
内でも A 群ロタの関与を疑う成牛の下痢
症が発生。これまで県内における成牛の A
群ロタ抗体保有状況は不明であったため
調査を実施。材料は平成 18 年から平成 19
年にかけて乳用牛飼養農家 3 戸で採材さ
れた搾乳牛血清 231 検体を使用。検査に
は市販エライザキットを使用し、抗体レ
ベルを－から++++の 5 段階に分類。全検
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体中－ 53検体(22.9%)、+27検体(11.7%)、
++28 検体(12.1%)、+++44 検体(19.1%)、
++++79 検体 (34.2%)となり、牛群内に抗
体陰性牛が混在、陽性でも抗体レベルに
ばらつきがあることが判明。調査の結果
から、牛群内にウイルスが侵入した場合、
抗体保有状況によっては成牛でも下痢を
発症し乳量低下等症状の重篤化を招く可
能性が示唆。また、ELISA は簡便で短時
間で多検体処理が可能であり、牛群の免
疫状態を把握する上で有効な検査法であ
ると考察。今後はウイルス側からのアプ
ローチが必要。

64.牛コロナウイルス抗体推移調査から衛
生指導展開へ：高知県中央家保香長支所

明神由佳、村松俊
昨年度調査にて、本県の牛コロナウイ

ルス (以下、BCV)流行状況を把握。BCV
存在様式や症状に気づかない BCV 感染に
ついて一定の考察を得た。今年度はさら
に調査を継続。特に、農場の抗体陽性率
推移と地理的関係に着目。調査対象は、
管内乳用牛飼養農場 29 戸(BCV ワクチン
未接種)。H18、19 年度血清(620 頭)を用
い BCV-HI 試験を実施。各農場の抗体陽
性率推移を 4 分類(高いまま、上昇、低い
まま、下降)し、GIS(地理情報システム)に
より分析。近隣に畜産農場がある農場で
は、陽性率が高いまま推移または前年度
に比べ陽性率が上昇する傾向。さらに、
一部では、高いまま推移する農場周辺に
上昇する農場が集中。BCV 常在化農場が
流行に起因する可能性も示唆。衛生指導
方針を所内で検討し、踏込み消毒槽設置
を重点的に指導することで意思統一。情
報紙配布や巡回指導を展開。病原体の動
きを捉え、防疫対策方針を検討するうえ
で GISの活用は有効。

65.牛ウイルス性下痢・粘膜病（BVD･MD）
連続発生農家の清浄化と同病が与えた損
失：福岡県北部家保 後藤敬一、永野英
樹

県東部山間部の 1 酪農家で平成 18 年 8
月から平成 20 年 4 月までに難治性下痢を
呈した 18 ～ 28 ヵ月齢の未経産牛 4 頭の
血清から BVD ウイルスを分離し、BVD･
MD と診断。内 3 頭は平成 20 年 3 月から
4 月に集中。分離株性状と発生状況からす
べて持続感染（PI）牛と推察。分離株の 5
'非翻訳領域の遺伝子型はすべて 1 型、相
同性は 100 ％で、同一株による農場内の
長期間流行から PI 牛の存在が新たな PI
牛出現を招く悪循環を確認。清浄化は、
全飼養牛摘発検査と摘発牛の淘汰、以後 6
ヵ月間の新生子牛検査および導入自粛に
より実施。全飼養牛 62 頭から新たな PI
牛は確認されず、新生子牛 19 頭の検査で

も陰性、導入も自粛し、清浄化を達成。P
I 牛が与えた影響として、個体損失では評
価額計 174 万円の経済的損失と初妊牛損
失による農家への大きな精神的ダメージ。
また、PI牛の非存在期間と存在期間では、
総乳量 1001.8 → 879.5kg ／日、1 頭当り
乳量 26.7→ 25.5kg／日と減少し、生産性
への悪影響が示唆。

66.輸入肥育牛の牛ウイルス性下痢・粘膜
病（持続感染牛）の摘発：福岡県中央家
保 野田美治、永野英樹

平成 19 年 2 月に豪州の輸入肥育牛で、
12 月に牛ウイルス性下痢・粘膜病（BVD
・MD）持続感染牛を摘発。体重は 294kg
（同時輸入群の 52.5%）で、臨床症状は
認めず。豪州で BVD・MD ワクチン 2 回
接種済だが、抗体陰性、非細胞障害性の B
VD・MD ウイルス（BVDV）を分離。分
離 BVDV と平成 18 ～ 20 年の県内分離 B
VDV ７株（A ～ G）とで 5'非翻訳領域に
対する相同性解析を実施、今回分離株は、
A ～ C 株に対して 96.1 ～ 96.6%、D ～ G
株に対して 88.5 ～ 90.6%の相同性。系統
樹解析では県内流行株は、A ～ C、D～ G
の２グループに分類され、今回分離株は
その中間に位置。E2 領域の RFLP 解析に
より、A ～ C 株は 1a 型、D ～ G 株は 1b
型、今回分離株は、1c 型に分類。平成 19
～ 20 年の豪州の県内輸入肥育素牛 7,670
頭中 722 頭の BVD・MD 検査を実施、13
頭（1.8%)が抗体陰性（全頭ワクチン接種
済）、BVDV 遺伝子陰性。BVDV の海外流
行株の国内侵入・定着阻止には、輸入検
疫時の検査項目の見直しや着地検査での
観察強化が必要。

67.牛ウイルス性下痢・粘膜病持続感染牛
摘発検査法の検討：福岡県中央家保 永
野英樹

牛ウイルス性下痢・粘膜病(BVD・MD)
持続感染牛(PI 牛)の摘発検査法を PI 牛摘
発検査と抗体検査成績より検討。 (1)平成
20 年 1 月、発育不良子牛を BVD･MD の
PI 牛として摘発。1 月時点で農場内の他
の PI 牛摘発検査を血清遺伝子検査で行う
も摘発されなかったが、7 月に再検査を行
った 1 頭が PI 牛である事が判明。遺伝子
検査時、複数カ所のサンプルを用いた検
査が必要。(2)抗体検査には異なる 3 件の
農家を調査。牛ウイルス性下痢ウイルス(B
VDV)の侵入が無い 2 農場と BVDV の流行
が認められた 1 農場では抗体価に明らか
な差があり、抗体検査はウイルス侵入の
確認に有効。また、BVDV-1 型と 2 型で
は 1 型で中和試験を行った方が抗体の検
出率が高く、抗体陰性牛摘発検査では BV
DV-1 型に対する抗体検査を行う事の有用
性が示された。また、県内分離株全てが B
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VDV-1 型に分類された。今後 PI 牛の摘発
検査には、BVDV-1 型の中和試験による
抗体陰性牛について血清・白血球を用い
遺伝子検査を実施する。

68.肉用牛における牛コロナウイルスと Pa
steurella multocida の複合感染による呼
吸器病発生事例：福岡県北部家保 柴田
規光、甲斐田美菜

平成 19 年 11 月 28 日 280 頭飼育の肉用
牛肥育農家で、約 6 ヵ月齢 F1 牛が鼻汁漏
出、発咳、40 ℃前後の発熱を呈し、翌日
から同牛群の牛（約 30～ 40頭）に伝播。
12 月 7 日病性鑑定。下痢および死亡牛は
なし。発症牛群は呼吸器 5 種混合ワクチ
ン接種の有無に関係なく発症。発症牛 3
頭の鼻腔ぬぐい液、血液およびペア血清
で血液学的検査、細菌学的検査、ウイル
ス学的検査を実施。血液検査は正常範囲。
鼻腔ぬぐい液から Pasteurella multocida
(pm)多数分離(2/3 頭)、さらに牛コロナウ
イルス（BCV）の遺伝子検出(3/3 頭）。ウ
イルス分離は陰性。pm の薬剤感受性試験
はオキシテトラサイクリンを含む 14 薬剤
中 8 薬剤で感受性。抗体検査は BCV のみ
が有意な抗体価の上昇(3/3 頭）。今回、オ
キシテトラサイクリンを投与後、症状が
改善し終息。BCV は呼吸器疾病への発症
要因との認識は薄く、今後は呼吸器疾病
の発生事例でも、BCV関与の考慮が必要。

69.ワクチン変異株が原因と思われる BVD
-MD の発生：佐賀県中部家保 西大輔、
江頭達介

黒毛和種 500 頭飼養の肥育農家で、妊
娠に気付かれず肥育素牛として導入され
た雌牛が導入後約 6 ヵ月で虚弱子牛を突
然分娩。子牛は出生直後から発育不良で 7
ヵ月令で下痢を呈し予後不良のため鑑定
殺。発症牛血液での BVDV RT-PCR陽性
であったため、常法による剖検後、病理
組織検査、ウイルス分離、発症牛と母牛
の血清中和試験、RT-PCR およびシーク
エンスによる PCR 産物の塩基配列の決定
と系統樹解析を実施。剖検では空腸下部
から回腸に粘膜の充出血を認め、組織で
は食道や第二胃、第三胃粘膜にびらんの
散在、空回腸には陰窩の拡張やパイエル
板の軽度萎縮等を認めた。白血球、尿お
よび鼻腔スワブから CP 株と NCP 株の両
方を分離、FA で BVDV と同定。CP 株は
遺伝子解析により母牛に誤接種されたワ
クチン株と 5’-UTR 領域で 100 ％、E2 領
域で 99.5 ％の相同。以上より本症例を B
VD-MD と診断。発症牛は母牛の妊娠に気
付かれず胎齢 30 ～ 50 日頃に BVDV ワク
チンを誤接種されたことでワクチン株 PI
牛となり、ワクチン株の変異により粘膜
病を発症したものと推察。

70.嚥下障害がみられた牛伝染性鼻気管炎
：佐賀県北部家保 樋口靖晃、渋谷浩

平成 20 年 6 月、繁殖牛 170 頭、肥育牛
2,000 頭を飼養する農場で、2 頭の肥育牛
に嚥下障害と発熱を確認。イバラキ病（I
BA）を疑う共済獣医師から家保に病性鑑
定依頼。同居牛を含む 5 頭の鼻腔拭い液
及び血液を採材し、ウイルス検査を実施。
血球を用いた IBA、牛ウイルス性下痢・
粘膜病及びブルータングの遺伝子検出は
全頭陰性。5 頭中 4 頭のペア血清で牛伝染
性鼻気管炎（IBR）ウイルスの中和抗体価
が有意に上昇。発症牛 1 頭の鼻腔拭い液
から、IBR ウイルスを分離。その後、同
発症牛が死亡したため、剖検したところ、
気管内に泡沫性粘液貯留、重度の胸膜炎
及び腹膜炎を確認。病理組織学的には、
気管粘膜における細菌塊を伴う好中球浸
潤を確認。病理組織学的所見では、 IBR
の特徴的病変は認められなかったが、ウ
イルス学的検査成績から IBR と診断。発
症牛が示した嚥下障害は、細菌の二次感
染による咽喉頭部の機能障害と推察され、
IBRとの直接的な関連性は不明。

71.若齢の黒毛和種肥育牛にみられた地方
病性牛白血病（EBL）の一例：佐賀県西
部家保 岩﨑健、原口信江

平成 20 年 8 月、黒毛和種肥育農家で、
15 ヵ月齢の肥育牛 1 頭が死亡する事例が
あり、病性鑑定を実施。臨床症状は、発
熱、泡沫性流涎及び食欲不振を呈し、血
液検査では RBC 数、Ht 及び Hb の低下、
WBC 数の増加（>60 万/μ l）、LDH 及び
異型リンパ球の出現（98%）、解剖検査で
は腹腔内に大量の血餅の貯留、出血病変
を伴った脾臓の腫大（1m×30cm）及び顎
下リンパ節と腸間膜リンパ節に軽度の腫
大、組織所見ではリンパ球様腫瘍細胞の
浸潤が、肝臓、脾臓及び腸間膜リンパ節
で高度。免疫組織化学染色では、リンパ
球様腫瘍細胞が CD79a 抗体に陽性。ゲル
内沈降反応で BLV 抗体陽性、PCR 法によ
り BLV 遺伝子が白血球から検出、PCR-R
FLP 法による遺伝子学的分類ではⅠ型。
本症例は、15ヵ月齢の若齢牛であったが、
以上の所見から EBL と診断。本症例の発
症誘因は明らかにできなかったが、今後
同様な症例の情報を収集し、原因究明に
努めたい。

72.黒毛和種肥育牛にみられた牛白血病の
病理組織学的および遺伝子学的考察：佐
賀県中部家保 山口博之

食肉検査で黒毛和種肥育牛（以下、肥
育牛）に白血病の摘発が増加。30 カ月齢
を過ぎて発症した牛との遺伝子学的およ
び病理組織学的な相違について比較検討。
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2007 ～ 2008 年度に牛白血病と診断され
た 30 カ月齢以下の肥育牛 11 頭と乳牛お
よび肉用繁殖牛（以下、繁殖牛）11頭（乳
牛 8 検体、繁殖牛 3 検体）のパラフィン
ブロックとホルマリン固定材料および血
液を供試。形態学的検査、免疫組織化学
的検査、遺伝子学的検査を実施。形態学
的に腫瘍細胞の大きさは 3 ～ 13 μ m、大
小不同の腫瘍細胞が増殖、異型細胞が散
見。免疫組織化学的に肥育牛は 8 検体が
CD79a 陽性、3 検体が CD79a 陰性。CD3
は全て陰性。遺伝子学的には PCR 法で遺
伝子を検出しゲノタイプ分類を実施。肥
育牛は全てⅠ型、乳牛はⅠ、Ⅲ、Ⅳ型に
分類。免疫組織学的検査により、BLV 感
染による腫瘍以外の腫瘍性疾患も摘発頭
数増加の要因と推察。遺伝子学的検査に
より、Ⅰ型 BLV は肥育牛でまん延。若齢
での発症に関与しているものと推察。

73.多数の大型腫瘤を伴う牛乳頭腫症：佐
賀県北部家保 鬼塚哲之、渋谷浩

平成 20 年 5 月 30 日、乳用牛 29 頭飼養
の酪農家で、育成牛 1 頭の背部及び左前
肢に多数の腫瘤を確認。病性鑑定の結果、
牛パピローマウイルス（BPV）1 型による
牛乳頭腫症と診断。平成 19 年 12 月頃に
背部から発症し、背部及び左前肢に直径 3
～ 5cm 大のカリフラワー状あるいはシダ
葉状を呈した腫瘤が約 50 個散在。血液と
腫瘤 4 個を採取し、病性鑑定を実施。血
液検査では、CPK 及びγ -GTP の上昇。
病理組織検査では、表皮の著しい有棘細
胞の増殖と肥大、角質層の錯角化、顆粒
層細胞の抗酸性核内封入体。免疫組織化
学検査では、顆粒層細胞の核内封入体に B
PV 抗原を確認。ウイルス検査（PCR 法）
では、BPV1 型由来遺伝子を検出。本症例
は、個々の腫瘤が大きく、多様な形状で
あり、形態的に珍しい症例と推察。当該
牛の隔離飼育、媒介昆虫の駆除、腫瘤脱
落後の消毒を指導。その後、当該牛の腫
瘤の大きさ及び個数は減少し、他の牛へ
の感染確認もない。

74.牛白血病清浄化対策の現状と今後の対
応：長崎県中央家保 濱口芳浩、橋本哲
二

公共牧場の清浄化維持および抗体陽性
農場の清浄化推進のための抗体検査法と
して、ゲル内沈降反応(AGP)と受身赤血球
凝集反応(PHA)を比較し、新たな対策を検
討。公共牧場は入牧前検査と入牧後定期
検査を実施。清浄化推進農場は定期抗体
検査と分離飼育等の対策を指導。両検査
法の一致率は 87%、陽性判定率は PHA が
高く、PHA 陰性かつ AGP 陽性の検体は
無し。同一牛の継続検査で 2 頭が AGP で
陰転したが、PHA では陽性。AGP で陽転

した個体の前回検査血清 8 検体中 6 検体
は PHA で陽性。今年度の抗体陽性農場の
検査で、AGP陰性検体を PHAで検査し、
17 頭(16%)の陽性を確認。検出感度、多検
体処理、検査時間等で PHA が優れ、費用
は陽性率が 17%以下の場合は PHA が安
価。両検査法を組合せることで安価な検
査が可能。高陽性率の農場では PHA 抗体
価を測定し、牛の配置や淘汰順序等を指
導。清浄化が困難な一要因として、AGP
陰性の感染牛の存在を示唆。感染牛摘発
等牛白血病対策には PHA と AGP の組合
せが有用。

75.長崎県におけるピートンウイルスの関
与を疑う牛異常産の発生：長崎県中央家
保 酒井芳子、中島大

平成 19 年 11 月～ 20 年 3 月、壱岐、対
馬を除く県下全域で体型異常子牛 (0 ～ 6
日齢、黒毛和種)を 9 戸 9 頭に確認。体型
異常のほか起立不能、旋回運動、盲目を
認め、剖検で頚～腰部脊椎の S字状弯曲、
脳脊髄液増量、脳室拡張、小脳形成不全
等を確認。病理組織学的検査で脊髄腹角
における神経細胞の減数、骨格筋の消失
および脂肪浸潤、骨格筋繊維の萎縮等を
認め、RT-PCR 検査(Simbu 血清群)および
大脳乳剤からのウイルス分離は全頭陰性
であったが、中和試験で全症例の母子に
ピートンウイルス (PEAV)に対する抗体を
確認。平成 19 年度牛流行熱等抗体検査に
て、対馬を除く県下全域で PEAV に対す
る抗体陽転を 26.7 ％(9 ～ 11 月)で確認。
8、9、11 月の血球・血漿を用いたウイル
ス分離は全て陰性であったが、RT-PCR
検査で 8 月の血球材料 2 検体より Simbu
血清群特異的遺伝子を検出。遺伝子解析
の結果 PEAV 国内分離株と 99 ％相同。今
後、本ウイルスの病態解明ならびに診断
基準の確立が必要。

76.ピートンウイルスの疫学調査：長崎県
中央家保五島支所 松森洋一、鬼塚伸幸
2007 年に管内でピートンウイルス（PE

AV）が流行、虚弱又は体型異常を呈した
5 例が PEAV の関与が疑われる牛異常産
と診断。おとり牛の調査で 9 頭（60.0%）
が抗体陽転。3 ～ 4 ヵ月齢子牛 15 頭/群の
抗体調査で 8 月群 3頭、9月群 1 頭で抗体
陽転、抗体陽性率（GM 価）は 8 月群 60
%（7.6）→ 73%（10.1）、9 月群 67%（3.
2）→ 67%（4.4）、10 月群 73%（7.6）→
60%（7.3）で推移。繁殖牛 74 頭中 39 頭
（52.7%）が抗体保有。ヌカカの調査では
3 農場でオーストラリアヌカカを捕虫。運
動場および放牧場の牛糞よりオーストラ
リアヌカカの幼虫分離。PEAV の関与が
疑われる牛異常産へ早期の予防対策確立
が必要。侵入時期は 8 月以降と推察、繁
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殖牛の抗体保有に地域的な差が認められ
たことは媒介昆虫の分布および活動状況
の違いによるものと考察。PEAV 媒介種
オーストラリアヌカカが確認されたこと
から本種の活動状況や生態を明らかにす
ると伴に、今後も媒介昆虫を含めた PEA
Vの調査を継続していくことが重要。

77.県北管内における牛異常産の発生：長
崎県県北家保 川路陽美子、平井良夫

平成 19 年 11 月、酪農家で① F1 産子流
産。20 年 2 月黒毛和種繁殖農家で②新生
子死と③死産。①は異常産ワクチン未接
種、②③は接種済。3 例に共通して脊椎湾
曲、四肢拘縮。①は大・小脳形成不全、
②は股関節形成不全、③は後頭骨・下顎
・股関節・後肢後腿形成不全。病理検査
で①②が小脳プルキンエ細胞減数、3 例共
通で脊髄腹核神経細胞減数・消失。ウイ
ルス検査で①はアイノ(AIN)ウイルス感染
症、②③はピートン(PEA)ウイルスの関与
を疑う牛異常産と診断。19 年度アルボウ
イルス抗体陽転率は管内で AIN13.3 ％、
ブルータング(BT)20.0 ％、PEA13.3 ％。
県内ではイバラキ 1.3 ％、AIN2.7 ％、BT
26.7 ％、PEA26.7 ％。特に PEA は県内
全域で陽転。平均気温の推移から約 1 か
月ヌカカの活動期間の拡大を推察。異常
産ワクチン接種率は肉用牛 40 ％、乳用牛
10 ％未満でワクチン接種推進と異常産に
対する監視強化が必要。PEA については
病態解明・診断基準の確立望まれる。

78.長崎県下サシュペリ及びシャモンダウ
イルスの浸潤状況調査：長崎県中央家保

中島大、酒井芳子
県下のサシュペリウイルス (SATV)、シ

ャモンダウイルス(SHAV)の浸潤状況及び
牛異常産への関与を調査。
浸潤状況は、平成 11 ～ 20 年の牛流行熱
等抗体検査用血清 670 頭分を中和試験、
平成 16 ～ 20 年の抗体陽転検体は抗原検
索として血球、血漿の遺伝学的検査・解
析とウイルス分離を。牛異常産関与は、
平成 18 ～ 20 年 9 月の原因不明牛異常産
59 例の母牛及び子牛血清もしくは体液の
中和試験を実施。抗体陽転率は SATV は
平成 19 年に中央・県北地区で 5.5%、SH
AV は平成 14 年に県下全域で 53.4%、19
年に五島・県北地区で 2.8%。抗原検索で
は平成 19年血漿 1検体で SHAV特異遺伝
子検出。遺伝子解析で SHAV 国内分離株
と近縁株と判明。ウイルス分離陰性。本
県で両ウイルスの浸潤が確認されたが、
牛異常産関与はなし。SHAV は平成 14 年
に宮崎県の広範囲で流行。本県も同時期
に流行し、流行株は南九州分離株と近縁
と推測。九州で両ウイルス関与を疑う牛
異常産が発生しており、今後も監視が必

要。

79.牛白血病ウイルス（BLV）の関与が疑
われた子牛の白血病：熊本県城北家保
清水隆夫、長野琢也

体表リンパ節の対称性腫脹が見られる 4
か月齢の黒毛和種（ET）1 頭について病
性鑑定を実施。農家は肉用牛繁殖経営で
成牛 32 頭、育成牛 2 頭、子牛 20 頭を飼
養。解剖所見では、全身のリンパ節の腫
脹以外著変なし。ウイルス検査で BLV 抗
体陽性。遺伝子検査で BLV 特異遺伝子を
検出。制限酵素解析（RFLP）によりⅢ型
に分類。病理組織検査でリンパ小節の消
失と腫瘍細胞の強い異型性を確認。さら
に、免疫組織化学的検査で増殖細胞が B
細胞由来であったことから、BLV の関与
が強く疑われた。農場内の浸潤調査では
同居した繁殖牛 5 頭中 4 頭（発症牛のド
ナー・レシピエント含む）で、BLV 抗体
検査陽性。BLV 特異遺伝子の検出。RFL
P では全てⅢ型。対策として、子牛への人
工初乳投与を開始。管内の獣医師及び人
工授精師にはパンフレットによる BLV ま
ん延防止対策の普及・啓発を実施。さら
に、関係機関との連携による BLV 疫学調
査を実施中。

80.リアルタイム PCR 法を用いたアカバネ
ウイルスの遺伝子学的考察：熊本県中央
家保 幸野亮太、中村理樹
2006 ～ 2008 年のアカバネ病診断牛 34

頭の中枢神経や脳脊髄液等延べ 197 検体
について、リアルタイム PCR法（rt-PCR）
によるアカバネウイルス（AKAV）の定量
を実施。陽性コントロール（P.C）には感
染力価 105.9TCID50/0.1mlの AKAV JaGAr
39 株を用い、P.C を 1 とした時の相対的
遺伝子量を部位毎に算出。P.C は PCR 法
で 10-6、rt-PCR で 10-7 まで検出可能で、r
t-PCR の感度の高さが示唆。生後感染で
は脊髄 1.9×10-2、脳幹部 1.5×10-2、小脳 2.
1×10-3、大脳 3.1×10-4 を検出。異常産は生
後感染に比べ各部位 1/10 ～ 1/100 程度の
低値。脊髄・脳幹部は大脳に比べ有意に
高値（P<0.05）で、病性鑑定には同部位
の採材が必須と推察。脳幹部では延髄が
橋・中脳より高く、大脳では皮質より視
床側深部で高い傾向。脊髄では部位毎の
差を認めず。組織病変が強い部位で有意
に高値（P<0.01）であったが、発症月齢
や血中抗体価との相関は認められず。本
試験法は AKAV の体内動態や発症機序を
解明する一助になり得ると推察。

81.超早期離乳実施大規模肉用牛農場で発
生した呼吸器病と対策：大分県大分家保

木本裕嗣、川部太一
規模拡大が進む肉用牛繁殖農場では、



- 19 -

早期離乳により子牛が群飼される傾向に
あるが、生後 1 日で親子分離され、群飼
された子牛に牛 RS ウイルスが関与する呼
吸器病の発生を確認したため、分離細菌
に感受性のある抗生剤の投与を指示。ま
た、初乳未摂取子牛を認めたため補助的
に初乳製剤の給与と生後 3 日への授乳期
間延長、換気等飼養衛生管理を改善する
よう指導し、沈静化。今回の事例から、
換気・飼育密度などの飼養環境の改善、
親子分離の延長による充分な初乳の獲
得、、抗体保有状況の確認とワクチン接種
適期の検討、検査成績に基づいた的確な
薬剤選択が、事故率の減少に必要な項目
であると考え、これら項目を大規模農場
の衛生指導に活用。今後は増頭による事
故率の増加などのスケールデメリットを
濃密指導により払拭し、スケールメリッ
トを活かした「汗をかいて儲かる畜産経
営」の確立、定着に向けて指導を強化予
定。

82.牛ウイルス性下痢・粘膜病（BVD-MD）
の発生した酪農家における清浄化への取
り組み：大分県宇佐家保 金城巳代志、
羽田野昭

搾乳牛 54 頭規模の酪農家で、育成牛が
難治性の下痢を呈し死亡。病性鑑定の結
果、BVD-MD と診断。清浄化対策は全頭
検査、全頭検査後に出生した子牛及び導
入牛の検査を実施。確定診断せず、１回
の検査で牛ウイルス性下痢ウイルス（BV
DV）遺伝子検出かつ抗体価 2 倍未満の持
続感染が強く疑われる牛（疑 PI 牛）の自
主淘汰を実施。ワクチン接種及び農場消
毒を指導。全頭検査で 4頭（導入牛 1頭、
育成牛 3 頭）及び子牛検査で 1 頭の疑 PI
牛を摘発・淘汰。導入牛導入後異常産が
著増、農場でのワクチン接種歴は無く疑 P
I 牛の母牛は抗体を保有、発症牛と疑 PI
牛の免疫寛容時期から農場での流行時期
は導入牛導入後と推察。発症牛と疑 PI 牛
の BVDV は、系統樹解析の結果相同性が
高く同一由来と推察。以上から導入牛が
感染源となり、農場内に蔓延し 1 頭がウ
イルス変異により発症したものと推察。
対策の結果、短期間での清浄化が図られ
たが、PI 牛淘汰は自主淘汰故に損害は甚
大で、法的措置や助成が望まれる。

83.サシュペリウイルスの関与を疑う牛異
常産の発生事例：大分県大分家保 首藤
洋三、佐藤亘
2007 年、県内おとり牛からサシュペリ

ウイルス（SATV）を分離し、本ウイルス
の関与を疑う異常産に遭遇。その病態を
把握し、過去の動態について検討。2007
年 9 月、おとり牛 8 頭の血漿から SATV
を分離。分離株を用いた抗体検査の結果、

9 ～ 11 月に SATV 抗体陽転を 79 頭中 43
頭確認。9 月以降の異常産 2 症例で、母子
共に SATV 抗体を保有し、他の異常産関
連ウイルス抗体保有が認められなかった
ことから「SATV の関与を疑う異常産」と
診断。病態は他のウイルス性異常産と共
通の所見が認められ、「ピートンウイルス
の関与を疑う異常産」に類似。過去 7 年
間の動態調査で SATV 抗体陽転はなく、
移行抗体保有率は年々低下。本異常産の
発生は、母牛群の SATV 抗体保有率低下
と本ウイルスの流行によるものと推察。
これは、1998 年本県でのアイノウイルス
感染症多発時と同様の傾向であったが、
発生頻度は低かった。しかし、病変の程
度と流行規模から SATV の病原性が低い
とは言えず、今後は異常産関連ウイルス
の一つとして監視していくことが必要。

84.市場導入時の黒毛和種牛の呼吸器病抗
体調査及びワクチン対策：宮崎県宮崎家
保 谷口岳
2007 年 7 月から翌年 5 月までに県内各

市場から導入された黒毛和種育成牛 230
頭について IBR、BVD Ⅰ及びⅡ、PI3、B
RS ウイルスの中和抗体価を測定。さらに
導入後のワクチンプログラムとして 13 頭
に 1 回目の呼吸器 5 種混合不活化ワクチ
ン(KV)接種を行い、さらに 1 ヶ月後 2 回
目の KV 接種の実施。採血はワクチン接種
1 ヶ月後に実施し、呼吸器病ウイルスの中
和抗体価を測定。導入した牛の IBR、BV
D Ⅰ及びⅡ、PI3、BRS ウイルスの中和抗
体価の幾何平均(GM 価)は、4.6、104.9、
25.2、8.0、3.6。抗体保有率は、BVD Ⅰ
及びⅡともに 90%以上であったが、IBR、
PI3、BRS は 69.6%、57.0%、52.6%。導
入直後の IBR、BVD Ⅱ、PI3 ウイルスの
GM 価は 4.5、19.8、4.5 と比較し 1 回目
の KV 接種後は 142.4、98.0、121.4 と有
意に上昇。2 回目の KV 接種後は、1 回目
の GM 価と比較して中和抗体価の上昇は
認めず。BRS は KV 接種後 GM 価の有意
な上昇はないが、抗体保有率は上昇。導
入後の発症予防のためには、導入後 KV1
回を追加接種を推奨。

85.県内で分離されたアルボウイルスの動
向：宮崎県宮崎家保 堀内早苗、稲井耕
次

県内で分離されたピートン (PEAV)、デ
ィアグラ(DAGV)、シャモンダウイルス(S
HAV)の、2003 ～ 2008 年の動向を調査。
未越夏おとり牛血清（6、8、9、11 月の 4
回採血分）を用いて中和試験を実施。PE
AV は 2003 年に宮崎家保管内、2004 年に
延岡家保管内、2006 年に都城家保管内で
抗体陽転、SHAV は 2003 年に宮崎および
都城家保管内、2007 年は県内全域で抗体
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陽転し、山間部や内陸部を中心に流行が
あったと推察。DAGV は抗体陽転なし。
さらに 1999 年の年齢別血清による遡り調
査では PEAV・SHAV の抗体保有がみら
れ、分離年度以前からウイルスの動きが
あったと推察。2003～ 2008年にかけて、
調査ウイルスの分離や関与が疑われる流
産は認められなかったが、頻繁に抗体陽
転がみられた SHAV 等は大流行を起こす
ことが懸念されるため、今後もアルボウ
イルスの流行予察調査は継続実施が重要。

86.黒毛和種子牛に発生した牛ＲＳウイル
ス病の病理とその対応：宮崎県都城家保

有田章一、鎌田博志
2008 年 9 月下旬、母牛 70 頭、子牛 36

頭、肥育牛 10 頭を飼養する黒毛和牛生産
農場で、発熱、呼吸器症状を主徴として
子牛 3頭が急死。1例目は 6カ月齢で 9月
26日に発熱、泡沫鼻汁流出、発咳を呈し、
9 月 30 日死亡。別牛房の 3 カ月齢 5 頭も
同様の症状、うち 2 頭が急死した。病性
鑑定は常法により実施し、迅速診断とし
てヒト用の RS ウイルス検出キットを用
い、抗原検出を試みた。剖検では 3 例と
もに肺が全葉性に暗赤色、硬結、気管内
に泡沫性粘液が貯留。病理組織学的検査
では細気管支周囲のうっ血、水腫を主と
する急性病変が大葉性に認められ、気管
支上皮細胞に好酸性細胞質内封入体の形
成と広範囲に合胞体の形成が認められた。
また、迅速診断として試みた気管スワブ
と肺乳材の抗原検出では、2/3 例が陽性で
あり、スワブと抹標本で封入体を確認し
た。その時点で牛 RSウイルス病と判断し、
10 月中旬の家畜市場への出荷を延期する
措置を講じ、その後、10 月末に終息を確
認し、移動自粛を解除した。

87.鹿児島県における BVD-MD の発生事
例と疫学：鹿児島県鹿児島中央家保 平
田美樹、中嶋久仁子

黒毛和種肥育農場で 13 ヶ月齢（雄)を導
入後、元気消失、削痩、発育不良、飼料
を吐くなどの症状を呈し起立困難、予後
不良で病性鑑定。ウイルス検査で BVD-M
DV 遺伝子が検出され、全臓器及び血清か
ら NCP遺伝子型 1cの BVD-MDVが分離。
BVD-MDV に対する抗体価は 2 倍未満。
導入元の疫学調査では、当該牛の母牛 (7
歳)とその直近産子(2 ヵ月齢)が飼養されて
おり、血清及び白血球の BVD-MDV の R
T-PCR 検査及びウイルス分離陽性、BVD-
MDV に対する抗体価は 2 倍未満。2 週間
後の再検査も同じ結果で、2 頭が持続感染
牛であることが判明。導入元農場の上記 2
頭を除いた全頭に BVD-MDV に対する抗
体有り。多くの持続感染牛が繁殖適齢期
以前に死亡する個体が多いなか、母牛は 7

歳と高齢で少なくとも本農場で 2 産して
おり臨床症状が全く認められない牛であ
ったため、通常では発見は困難であり BV
D-MDV に感染した牛が発見された時には
疫学調査を行う必要があると考えられた。

88.沖縄県で新たに分離されたオルソブニ
ャウイルスの疫学解析：沖縄県家衛試
相澤真紀、新田芳樹
1990 年代後半より国内でアカバネウイ

ルス、アイノウイルス以外の新たなオル
ソブニャウイルスの流行が確認されてい
たが、本県でも 2005 年ピートンウイルス
（PEAV）、2006年サシュペリウイルス（S
ATV）、2007 年シャモンダウイルス（SH
AV）と新たなウイルスが相次いで分離さ
れた。疫学調査の結果、これらのウイル
スは度々、県内へ侵入していたことが確
認された。しかし、2005 ～ 2007 年の流
行はいずれも過去の流行と比べて大きく、
流行頻度の増加とともに規模が拡大して
いることが示唆された。これまでオルソ
ブニャウイルスの検出に用いられた PCR
法では SATV、SHAV が検出困難なこと
から、新たな検出系を構築し異常産の検
証に用いた。結果、SATV ならびに SHA
V は過去の流行時においても異常産への関
与は認められず、比較的病原性は低いと
考えられた。一方、PEAV による異常産
の発生が 5 例確認され、病性鑑定時の詳
細な検査や流行状況の監視が必要である
と思われた。

89.管内の牛コロナウイルス病発生報告：
沖縄県宮古家保 伊佐健次、砂川尚哉

管内において 2007 年度冬期に 3 農場で
牛コロナウイルス病（以下 BCV 病）の発
生があり、その分離株の解析及び疫学調
査を行ったのでその概要を報告する。3 農
場における発症牛及び未発症牛の血清 18
検体（A 農場：4 検体、B 農場：4 検体、
C 農場：10 検体）及び糞便 18 検体（A 農
場：4 検体、B 農場：4 検体、C 農場：10
検体）を材料とし、ウイルス検査（抗体
検査、RT-PCR 法、ウイルス分離）を実
施。BCVの分離には HRT-18細胞を用い、
分離したウイルス株の S 遺伝子領域中の
遺伝子多様性が認められる polymorphic r
egion に対して ClastalW による分子系統
樹解析を行った。疫学調査については、3
農場にて導入等の聞き取りを行った。検
査結果より 3 農場の症例は全て BCV 病と
診断され、A 農場及び B 農場由来株は同
一株であった。今回の症例では農場間に
おける疫学的な関連や侵入経路等は不明
であったが、今後、管内のウイルス浸潤
状況を調査するとともに、関係機関との
連携を密にし、侵入防止及び早期発見等
の監視体制の強化を図りたい。
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90.ピートンウイルスによる牛異常産の病
理学的特徴：沖縄県家畜衛生試験場 津
波修、荒木美穂
2005 年、2007 年の 5 例(うち生存 1)を

用い国内外で初めて病理学的に検討。胎
齢 254 ～ 280 日、体長 50 ～ 70cm、体重
9 ～ 20kg。外貌では、中程度～重度の脊
柱彎曲のほか前後肢の屈曲・拘縮。生存
例では後躯発育不良と盲目。剖検で、骨
格筋量の減少、退色、水腫と出血、側脳
室拡張、小脳低形成、脊髄矮小化。組織
学的に、骨格筋で筋周膜内容積減少、疎
性結合組織増生または脂肪置換が単在或
いは混在。疎性結合組織中に微小の筋細
胞や矮小化した筋線維あり。脂肪置換は
筋周膜内にび慢性に認める。胎齢の進ん
だ個体で脂肪置換顕著、採材部位による
病変の傾向なし。神経系では、脊髄腹角
神経細胞の減数・脱落のほか小脳分子層
のひ薄化、プルキンエ細胞の減数認める
個体あり。脊髄の所見から筋病変は神経
原性筋萎縮の可能性あり。解剖学的に関
節彎曲症・水無脳症・小脳形成不全症候
群。脂肪置換、正常筋線維の欠落が顕著
なことから発生機序に類似のアルボウイ
ルスとの差異ある可能性あり。

91.八重山地域の地方病型牛白血病の概要
と対策：沖縄県八重山家保 片桐慶人、
安富祖誠

地方病型牛白血病（EBL）は八重山地
域でも平成 16 年より増加傾向。病理組織
学的検査により確定診断された EBL につ
いて、その概要と防疫対策（牧野総合衛
生プログラム（3 薬剤組合せ）による感染
拡大防止の可能性）を報告。【概要】①発
症頭数 平成 16 ～ 20 年上半期で計 28
頭。②発症年齢 平均 7.61 才。③臨床検
査 眼球突出・体表リンパ節腫大は 12 頭
で認め、他の 16 頭については食欲不振・
起立不能等を示すのみ。④血液検査 白
血球数・LDH 値・白血球百分比・BLV 抗
体価について測定。その結果、異常値を
示していた。【防疫対策】牧野総合衛生プ
ログラムを実施した農家では、BLV 感染
拡大は認められなかった。【まとめ】特異
的な症状を示さない EBL 発症個体が増
加。白血球数・LDH 値・白血球百分比・
BLV 抗体価の組み合わせによる生前診断
はある程度可能と推測。本地域のような
大規模肉用牛繁殖経営は、EBL 対策の為
だけの分離飼育は困難と推察。牧野総合
衛生プログラムを活用し、BLV 抗体陽性
牛を少なくしていかなければ、EBL の清
浄化は不可能であり、更なる EBL の蔓延
を示唆。

I－２ 細菌性・真菌性疾病

92.乳用牛のサルモネラサーベイランス事
業の推進：北海道石狩家保 木村宏之、
中岡祐司

当管内で牛のサルモネラ症は増加傾向
にあり、発見の遅れが清浄化を長期化し、
農場の経済的、精神的負担となっていた。
このため、本症発生の未然防止を目的と
したサーベイランス事業を自衛防疫組合
（以下「自防」）と連携して開始。概要は、
農場が有料で自防に検査を依頼し、自防
の獣医師が、菌分離の頻度が高いバーン
クリーナ終末部を綿棒で採材し、当所に
材料を搬入。結果が陽性の場合には、清
掃等の衛生対策、環境の細部検査及び同
居牛の検査を実施。平成 18年 9月から 20
年 9 月までの 3 年間で 16 回、延べ 695 戸
の検査を実施し、延べ 9 戸でサルモネラ
を分離。うち 7 戸では、初回の同居牛検
査で保菌牛を発見することなく、環境消
毒で対策を終了。保菌牛を発見した 2 戸
も環境消毒と保菌牛を淘汰し、1 ～ 2 ヶ月
間の短期間で対策を終了。本事業は、本
症発生の未然防止及び対策期間の短縮に
効果を認め、波及効果として衛生意識の
高揚、地域の衛生レベルの向上につなが
ったものと考える。

93.乳用雄牛肥育農場で発生した牛呼吸器
症候群（BRDC）防疫対策：北海道宗谷家
保 黒澤篤、前田泰治

７日齢の乳用雄子牛を毎月約 100 頭導
入し、20 カ月齢まで肥育している乳用雄
牛肥育農場で、平成 18 年 10 月から 19 年
3 月までの 6 カ月間に、1 カ月齢以下のほ
育牛を中心に 59 頭が呼吸器症状を呈し死
亡。当所の病性鑑定で Mannheimia hae
molytica、Pasteurella multocida と My
coplasma bovis（Mb）を分離したので、
BRDC 防疫対策を実施。BRDC の先行因
子である Mb の血中抗体価を ELISA 法で
測定し、感染時期を導入後１カ月以内と
推察。導入 5 日後と 1 カ月後の計 2 回、
抗生剤を投与。同時に牛舎の石灰乳塗布、
密飼いの改善など飼養環境を改善。防疫
対策実施前の平成 18 年度と対策実施後の
平成 19 年度を比較すると死廃頭数は 115
頭から 44 頭へ 62 ％減少。死廃による損
失と治療費の合計は 733 万円から 436 万
円へ 41 ％減少。大きな経済効果を得た今
回の防疫対策は、ほ育牛を中心に発生し
た BRDCに対し有効。

94.リアルタイム PCR によるヨーネ菌遺
伝子検出法と糞便培養法の比較及び検体
処理法とプール検体の検討：北海道十勝
家保 宮島洋行、中岡祐司

ヨーネ病患畜 142頭と健康牛 40頭、計
182 頭の糞便を用い、リアルタイム PCR
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（rPCR）を糞便培養法と比較。両者とも
陽性は 51 頭、陰性は 77 頭。この結果か
らカッパの係数を計算すると 0.88 とな
り、ｒ PCR は糞便培養法と同程度の検査
法と判断。検出率を上げるため、既知 D
NA 量の患畜便 10 検体を用い、糞便乳剤
作成時ビーズで撹拌処理し、rPCRを実施。
ビーズ撹拌は DNA 量が少ない検体での検
出率の向上が期待でき、有用な前処理方
法と推察。同じ患畜便 10検体を用い、5、
10 頭分プールを作成し、検出率を比較検
討。5 頭分プールが 10 頭分プールより検
出率が高く、プール比率を下げるほど感
度の向上が期待。野外材料に応用する際、
検査牛群の汚染度と処理可能検体数から、
適切なプール比率を設定し、ビーズ撹拌
を用いたプール検体処理を行い、陽性プ
ール検体の確認検査を行うことで処理能
力を上げることができると推察。

95.留萌管内過去 10 年間の牛サルモネラ
症発生状況と分離菌株の性状：北海道留
萌家保 鏑木仁美、小岸憲正

当管内過去 10 年間の牛サルモネラ症発
生状況と分離菌株性状を調査。発生件数
は 36件。発生の 50％が 8～ 10月。血清
型は 61.1 ％が Typhimurium(ST)、他 8
型を分離。約 70%はニューキノロン系で
治療。ST の同居牛陽性率及び死亡・淘汰
頭数と清浄化日数は高い相関。ST の 86.4
%は発症牛から、他の血清型は 78.6%が
健康牛から分離。性状解析の結果、ST は
①パルスフィールドゲル電気泳動法で 4
タイプに分類。② 68.4%がアンピシリン
等 5 剤に耐性。多剤耐性 DT104 は確認さ
れず。Newport は① 15 年度分離株がセ
ファロスポリナーゼ産生に関与の AmpCb
laCMY 遺伝子保有多剤耐性株。国内初発生
例と同時期に分離。② 19 年度分離株はキ
ノロン耐性、ニューキノロン低感受性で、
キノロン耐性決定領域にアミノ酸変異を
確認。当所は、分離菌の性状を現場に提
供。耐性菌の出現・まん延防止の啓発に
努める方針。

96.三八管内の乳用牛における Listeria m
onocytogenes 保菌状況とデントコーンサ
イレージ中の生存性試験：青森県八戸家
保 奈良聡、阿部知行

管内酪農家 26 戸 267 頭の糞便と 15 戸
22 検体のデントコーンサイレージ（サイ
レージ）について、Listeria monocytoge
nes(L.m)保菌状況を調査。3 戸 12 頭の糞
便と 1 戸 1 検体のサイレージから L.m を
分離。保菌牛を認めた 3 戸はサイレージ
調製期間が他農場より短く、2 週間と も
短い農場では 20 頭中 9 頭が保菌。血清型
は 14 株中 8 株が 1/2a 型。L.m を接種し
たサイレージは接種後 11 日目及び 25 日

目に平均 pH がそれぞれ 4.93 及び 4.49、
かついずれも L.m の生存を確認。39 日目
及び 60 日目は 4.28 及び 4.14 に低下し、
いずれも L.m は分離されず。保菌農場に
対し、サイレージの適切な調製・給与並
びに搾乳衛生管理の徹底・堆肥の適正処
理を指導。

97.県内肉用牛 Histophilus somni(Hs)の
浸潤状況：青森県青森家保 渡邉弘恭、
角田裕美

県内肉用牛の Hs 浸潤状況を調査。鼻腔
からの分離培養検査では、健康牛で Hs が
分離されず、呼吸器病発症牛で繁殖農場 1
戸 1 頭、肥育農場 1 戸 3 頭から分離。分
離菌株の薬剤感受性試験では、TC、EM、
SXT に耐性又は中間の感受性を示す株を
確認。主要外膜蛋白質遺伝子の PCR-RFL
P法による解析では、分離菌 4株は 3種類
の型に区分され、うち 2 株はこれまでの
供試株に認められない型。血清抗体検査
（ELISA）では、繁殖農場で陽性はなく、
疑陽性 4 戸（10.8%）・5 頭（6.1%）。肥育
農場では陽性 6戸（28.6%）・7頭（9.7%）、
疑陽性 8 戸（38.1%）・11 頭(15.2%)。肥
育農場では複数の型の Hs が肺炎起因菌と
して広く浸潤。繁殖農場は比較的清浄だ
が、他地域での分離培養検査成績を含め
た検討が必要と推察。

98.同一町内の酪農家に発生した牛サルモ
ネラ症の早期清浄化とまん延防止の取り
組み：岩手県中央家保 五嶋祐介、児玉
英樹
2008 年 7 月中旬から下旬にかけて同一

町内の 3 農場に相次いで牛サルモネラ症
が発生。感染の拡大が危惧されたため、7
月下旬及び 8 月上旬に町、農協及び獣医
師等の関係者による対策会議を開催、①
早期清浄化対策、②暑熱対策及び踏み込
み消毒槽の設置を柱とした発生予防及び
まん延防止対策、③発生初期の対応を検
討し、本病に対する関係者の意識向上と
広報による町内全酪農家への啓発を行っ
た。結果、3 農場の発生状況は終息に向か
い、その後 1 ヶ月間発生は無かった。ま
た、9 月に新たな 2 農場に本病が発生した
が、７月の発生時と比較して早期に清浄
化が達成された。すなわち、清浄化まで
の期間は、前 3 農場の平均 62 日間から、
後 2 農場の平均 15 日間に大幅に短縮され
た。このことは、関係者の意識統一と生
産者への啓発により、適切な飼養管理に
よる発生予防及び迅速な初動防疫による
まん延防止が徹底されたためと推察され
た。

99.牛および人由来 Salmonella 血清型 4:i:
-の分子疫学：岩手県中央家保 井戸徳子、
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工藤剛
Salmonella 血清型 4:i:-の牛由来 10 株

および人由来 5 株を分子疫学的に検索し
た。2003 年から 2008 年にかけて、前者
は 3 市町村 10 酪農場 10 頭の病牛から、
後者は 2 市 5 人の患者から分離された。
全検索株は第 2 相 H 抗原遺伝子(fliB)を保
有せず、Salmonella Typhimurium(ST)に
特異的な IS200 遺伝子を保有した。ST 特
異的病原性プラスミドは人由来 1 株を除
く 14 株が保有し、牛由来 2 株は 2.2 およ
び 3.0kbp, 人由来 4株は 1.9および 2.3kb
p のプラスミドも有した。PFGE 解析によ
り牛由来株は１(8株)または 2型(2株)、人
由来株は 3(4 株)または 4 型(1 株)に型別さ
れ、両者間の相同性は 46.2 ～ 60.9 ％、1
および 2 型間のそれは 87%であった。PF
GE 解析と薬剤感受性試験の成績は同一で
あった。以上の成績から、検索株は ST の
単相変異型であり、限られた検索の範囲
で牛および人由来株の起源は異なると推
察された。

100.ヨーネ病牛の効果的な検出法の検討：
岩手県中央家保 工藤剛、高橋真紀

剖検時に得た腸粘膜または付属リンパ
節組織から Mycobacterium avium subs
p. paratuberculosis を分離してヨーネ病
と診断した 2 歳以上の成牛 28 頭と 2 歳未
満の子牛 14 頭を回顧的に検索した。培養
により同順序で 21 頭(75%)と 9 頭(64%)の
糞便から同菌が検出され、リアルタイム P
CR(rPCR)により 21 頭と 11 頭(79%)の糞
便から同菌遺伝子が検出された。組織学
的に、25 頭(89%)と 8 頭(57%)の腸粘膜ま
たは付属リンパ節に本病病変が存在した。
ELISA 検査では成牛 16 頭(57%)が陽性で
あった。25頭(89%)と 13頭(93%)が培養、
rPCR および ELISA のいずれかの検査で
陽性であった。検索領域別に、成牛と子
牛の全頭で空腸、回腸粘膜および付属リ
ンパ節のいずれかから同菌が分離された。
以上の成績から、現在、本病発生農場の
同居牛を対象に行われている前述の 3 種
類の検査により大多数の病牛が検出され、
剖検後の診断には広範な小腸粘膜と付属
リンパ節の培養が求められることが示唆
された。

101.周産期における乳房炎発症牛の免疫・
生化学的解析：岩手県中央家保 阿部憲
章、佐藤千尋

周産期の乳牛 14 頭を、分娩 1 週後まで
の乳汁検査(CMT 変法)で陽性の 5 頭を乳
房炎群(3 産以上 4 頭)、陰性の 9 頭を健康
群(同 2 頭)に区分し、両群の免疫・生化学
的分析値を比較した。分娩 1 週後の乳房
炎群の体細胞数は増加し(乳房炎群 81±20、
健康群 16±5 万/ml)、乳汁から環境性乳房

炎菌 (CNS、OS)が分離された。乳房炎群
の分娩 1 週後の BCS(-0.6±0.1、-0.3±0.1)
および初乳単核球中の CD14 ＋細胞の発
現率(20±2、31±3%)は有意に低下した。N
EFA は分娩時に(1,006±145、682±95 μ E
q/l)、BHB は 1 週後 (824±26、621±66 μ
mol/l) に有意に増加した。分娩 1 週後の
リンパ球幼若化能は有意に低下し (1.8±0.
3、 2.8±0.2)、NEFA(-0.49)および乳汁体
細胞数(-0.70)と負の相関、CD14 ＋率(0.5
6)と正の相関を示した。以上から、周産期
の環境性乳房炎と細胞性免疫能との関連
が示唆され、BCS、NEFA、BHB の動態
から同免疫能の低下に負のエネルギーバ
ランスに伴う代謝機能の異常が関与して
いることが伺われた。

102.管内の牛ヨーネ病発生農場清浄化への
取組（その１）：宮城県大河原家保 山田
治、西川彰子
平成 13 年の初発から延べ 4 頭の牛ヨー

ネ病持続発生農場で、本年度 5 頭の患畜
摘発。抜本的清浄化対策のため農場及び
自治体と連携協議。清浄化推進の 3 基本
方針を制定。対策Ⅰは高リスク牛のとう
汰、対策Ⅱは易感染期子牛の人工初乳給
与及び隔離哺育による感染防御対策、対
策Ⅲはふん尿等のたい肥処理及び消毒槽
設置の汚染源・まん延防止対策。併せて、
本病対策の理解醸成のためのヨーネ病研
修会を開催。対策Ⅰでは、生年月日、患
畜との同居・血縁、産地及び検査成績等
により高リスク牛を選抜、21頭をとう汰。
患畜・とう汰群及び保留群の疫学的情報
について判別分析法により評価。判別適
正度 97 ％。主な判別要因はヨーネ菌分離
牛との同居及び哺育期の環境汚染。また、
リスク度を患畜 3、とう汰牛 2 及び保留牛
1 とした数量化Ⅰ類分析では、相関係数が
0.966。以上から、発生農場における高リ
スク牛群の疫学的及び統計学的選抜に有
効。今後、リスク評価の統計的手法の高
度化を図り、早期清浄化推進のため現場
活用。

103.宮城県の牛ヨーネ病患畜の摘発状況と
「抗体陽性および菌培養・r-PCR 検査陰
性牛」の病態の一考察：宮城県仙台家保

西清志、大久範幸
昭和 60年県内の初発以降、平成 20年 1

1 月までに摘発した患畜 90 頭（ホルスタ
イン種（H 種）74 頭、黒毛和種（B 種）1
6 頭）を調査。平均摘発月齢は H 種 66.6
ヶ月齢、B 種 45.0 ヶ月齢、産地では H、
B 種とも各県外産 48.6%、50.0%、摘発理
由では H 種定期検査 37.8%、B 種病性鑑
定 31.3%を占め、続発農場の清浄性確認
検査では H 種 37.8%、B 種 31.3%。菌分
離、r-PCR 及び病理組織検査の各平均検
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出率は、H 種 16.2%、23.8%、32.4%、B
種 68.8%、75.0%、56.3%で、H 種は近年
に向け低く推移。平成 20 年 7 月に摘発し
た H 種 1 戸 5 頭の回盲部から 30cm、50c
m、100cm 上部の横断とパイエル板の発
達した縦断組織を検査。5 頭に老熟型の多
核あるいはラングハンス型巨細胞を認め
たが、抗酸菌陰性。菌分離及び r-PCR 検
査陰性。病変部のパラフィンブロックに
よる r-PCR検査及び増感 in situ hybridiz
ation 法も陰性。5 頭の病態は、炎症の後
期像と思われたが、細菌及び病理組織検
査で感染を証明することが困難なステー
ジが存在。

104.県内の１酪農場で分離された抗酸菌の
同定と消毒試験について：秋田県中央家
保 小沼成尚

平成 20 年 2 月にヨーネ病が清浄化され
た県内 1 酪農場において、4 回の全頭検査
で延べ 39 頭の糞便から 51 株の抗酸菌を
分離。牛への病原学的関与を調べるため
分離株を同定。抗酸菌に対する消毒試験
は一部の菌種しか行われておらず、今回
畜産分野で使われている 5 種 6 薬剤（塩
素剤、オルソ剤、逆性石けん製剤、ヨー
ド剤、消石灰）を用い消毒試験を実施。
牛の非定型抗酸菌症に関与する Mycobact
erium（以下、M）avium spp avium（13
株）、M goldonae（1株）、M nonchromo
genicum（1 株）のほか、5 菌種 36 株を
同定（不明 2 株）。消毒試験では継代でき
なかった M peregrinumを除く 7菌種を 1
0分区、30分区、60分区の感作区で実施。
すべての菌種でスミクロール、ネオクレ
ハゾール、リンドレスに効果がみられた。
牛の非定型抗酸菌症は希に発生すること
が報告されていることから、これら薬剤
を用いることにより効果的な畜舎消毒を
行うことが可能と考えられた。

105.Salmonella Thompsonによる乳牛の
流産例と清浄化対策 :山形県 上家保 遠
藤貴之、須藤庸子

平成 20 年 8 月～ 9 月、管内の一酪農家
で流産が 2 例連続して発生。2 例目である
胎齢 8 ヶ月の流産胎仔を病性鑑定したと
ころ、各臓器より純粋培養状に Salmonell
a Thompson(STh)を分離。流産母牛血清
および胎仔体液のひな白痢凝集反応は陽
性。臨床的に症状はみられないが、農場
飼養牛の STh 浸潤調査を行った結果、34
頭中 21 頭（61.8%）が分離陽性。環境材
料では 9 検体中 7 検体(77.8%)が陽性であ
り、広範な汚染を示唆。担当獣医師・畜
主と協議し、成牛全頭へ感受性のあったｾ
ﾌｧｿﾞﾘﾝの筋肉内注射を実施。しかし、投
与後の検査で成牛 31 頭中 19 頭(61.3%)が
依然 STh 陽性であり効果は認められず。

そこで①牛舎消毒②ﾀﾝﾊﾟｸ含量の多いﾙｰｻﾝ
ﾍｲ・ﾋﾞｰﾙ粕給与量の低減、分娩前後配合
飼料給与量の見直し③生菌剤給与等の対
策を実施。対策 2 ヶ月後の 11 月検査で S
Th 分離陽性牛は 37 頭中 5 頭(13.5%)、12
月では 40 頭中 4 頭(10.0%)にまで減少。

106.山形県の牛ヨーネ病疫学解析及び病原
学的検索：山形県中央家保 水戸部俊治、
木口陽介

山形県では平成元～ 20 年まで 81 頭の
牛ヨーネ病患畜を摘発。摘発根拠は抗体
検査が 64%（52 頭）、菌分離が 21%（17
頭）、直接鏡検が 8%（7 頭）。新規発生牛
が 51%（41 頭）、継続発生牛は 49 ％（40
頭）。摘発年齢は 2歳が 16頭と も多く、
ほとんどが 2 から 7 歳までであったが、
１歳未満での発生も散発。牛の産地別で
は導入牛が 54%（44 頭）、自家産 16%（1
3頭）、継続発生農場での自家産が 30%（2
4 頭）。病原学的検索としてパラフィン包
埋材料から病理組織検査及びリアルタイ
ムＰＣＲ（以下 rPCR）検査の一致率につ
いて検討。摘発牛 37 頭分の回腸、回腸リ
ンパ節（以下 Ly）で比較。組織病変・rP
CR 陽性は回腸 14%、Ly11 ％。組織病変
陽性・rPCR陰性は回腸で 5%、Lyで 39%。
組織病変陰性・rPCR 陽性は回腸 3%、Ly
0 ％。組織病変・rPCR 陰性は回腸 78%、
Ｌｙ 50 ％。摘発牛の病理組織検査と rPC
R の併用は農場における汚染状況を知る上
でも重要。

107.ヨーネ病スクリーニング法の結果に影
響を及ぼす要因の解析：福島県相双家保

藤本尊雄、坂本秀樹
家伝法施行規則改正によりヨーネ病検

査にスクリーニング法（以下、「プルキエ」）
が追加され、平成 20 年 9 月以降プルキエ
を実施。今回、プルキエの結果に影響を
及ぼす要因等について 40 戸 1,067 頭のデ
ータを用いて統計学的な分析を行ったの
で、その概要を報告。

プルキエでは 12 戸 22 頭（2.1 ％）が陽
性。予備分析で農家間のプルキエ値にバ
ラツキを認めたため、発生歴、死亡率、
産地、導入状況等を要因とする 小二乗
分散分析及び数量化Ⅱ類分析を実施。そ
の結果、県外導入牛の割合が 20 ％を超え
る農家の牛群でプルキエ値は高値 (p<0.0
1)、導入の有無、年齢も影響を与える傾向。
判別方程式から推定した判定は 77.3 ％で
正しく判別。また、プルキエ陽性牛では、
プルキエとエライザ法の間に相関（Ｒ＝ 0.
7994）。

さらに、新たな 68 頭のデータを用いて
実証を試みた結果、プルキエ判定及びエ
ライザ値の推定が可能であると示唆。



- 25 -

108.子牛の腸管外病原性大腸菌感染症に関
する解析：福島県県中家保 菅原克、稲
見健司
2007 ～ 2008 年、敗血症等を主徴とし

た子牛の腸管外病原性大腸菌 (ExPEC)感
染症が県内で 4 事例発生。大腸菌症の診
断には病原因子の証明が不可欠であるた
め解析を実施。疫学、臨床所見では、眼
球白濁 3 事例、初乳未摂取、起立不能が 2
事例で確認。細菌検査では、3 事例におい
て複数の実質臓器から大腸菌が分離され、
病理所見では胸腺、肝臓、肺病変が 3 事
例にて確認。大腸菌遺伝子解析では、す
べての株で巨大プラスミドの保有と毒素、
付着因子、鉄取込能に関与する 3 種類の
遺伝子群が PCR にて検出。ExPEC の浸
潤調査のため、14 農場から分離された健
康牛由来大腸菌 26 株について上記の遺伝
子群を PCR にて検索した結果、3 種類の
遺伝子群をすべて保有する株は確認され
ず。以上の結果から、子牛 ExPEC 感染症
の病原因子マーカーは、上記の遺伝子群
検索が有用であり、初乳未接種等の易感
染状態が感染要因と考えられたため、適
切な初乳給与による免疫の賦与が感染症
防止のため重要。

109.パラフィン標本からのヨーネ菌ＤＮＡ
抽出方法の比較検討：茨城県県北家保
西野弘人、村山丹穂

本県で過去に抗原検索陽性となったヨ
ーネ病患畜のパラフィン標本を用いて、A
社、B社、C社、D社計 4社の市販抽出キ
ット（A 社、B 社、C 社及び D 社）の抽
出効率をリアルタイム PCR 法を用いて比
較検討を行うと共にパラフィン標本作成
時に行うホルマリン固定時間が DNA 抽出
に与える影響についても検討。各キット
別の DNA抽出量（抽出量）を比較すると、
A、B、C 社が安定して良好な結果が得ら
れ、さらに A、B 社は C 社より若干抽出
量が多かった。また、作業工程と時間で
比較すると B 社は も簡便かつ迅速に検
査ができることから、今回比較した 4 社
のキットでは、B 社が DNA 抽出を行うの
には適していると思われる。また、ホル
マリン固定時間（固定時間）が DNA 抽出
に及ぼす影響を調べたところ、固定時間 2
日間と 30 日間がほぼ同じ DNA 量であっ
たことから、固定時間 30 日間でも抽出量
に大きな影響がないと考えられた。

110.酪肉複合メガファームにおける牛サル
モネラ症の清浄化事例：栃木県県北家保

蓼沼亜矢子、青木亜紀子
近年、畜産経営の大規模化に伴いメガ

ファームが増加。2006 年 11 月、乳用成
牛約 700 頭・肉用種を含む育成牛約 120
頭・哺乳牛約 85 頭を飼養するメガファー

ムにおいて、牛サルモネラ症が発生。そ
の後の浸潤状況調査、随時実施した糞便
検査により、哺乳・育成牛 24 頭、乳用成
牛 4 頭及び哺乳舎床面から ST を分離。農
場主・現場責任者・獣医師・当所職員で
衛生対策について協議後、①糞便検査に
よる保菌牛の摘発と早期隔離・治療、②
消毒等の飼養衛生管理基準遵守の徹底を
指導、③乳用成牛全頭に対する分娩前サ
ルモネラ 2 価ワクチンの接種、④飼養牛
全頭に対する生菌剤の投与を実施。2008
年 9 月、3 度目の浸潤状況調査で、清浄化
を確認。メガファームにおいて伝染病が
発生した場合、1 頭毎の診断・治療による
清浄化は難しく、発生予防に特化した衛
生対策が重要。適切なワクチンプログラ
ムの実施、飼養衛生管理基準の遵守、飼
養担当者の疾病対策についての意識啓発
・指導を行うことにより、今後もメガフ
ァームの防疫に取り組む方針。

111.Salmonella Saintpaul による牛サル
モネラ症の発生とその後の対応：栃木県
県央家保 藤田慶一郎、金子大成

管内の酪農家 1 戸において、平成 19 年
2月～ 6月に下痢、発熱を呈する牛が続出。
病性鑑定の結果 Salmolnella Saintpaul(S
S)による牛サルモネラ症と診断。汚染状況
調査を実施したところ、糞便、環境材料
から SS を高率に分離。対策として、農家
に対し、発症牛の早期発見・早期治療の
徹底、全頭への継続的な生菌剤の投与、
定期的な牛舎内の清掃・消毒の実施、搾
乳衛生の徹底、踏み込み消毒槽の設置を
指導。さらに、牛舎の発泡消毒を実施。
対策後、飼養牛の SS 分離率は、当初の 6
1%から斬減し、一時は 6%に低下したが、
その後 21%に再上昇。一方、環境材料で
は、67 ～ 100%と高率に推移。また、農
家における対策は、経済的な理由から、
一部不徹底。今後は、管内酪農家におけ
る本症に対する知識の普及啓発、より定
期的な状況把握に努めていく。さらに飼
養牛の確実な摘発のため、より迅速で簡
便な検査法の検討が必要。

112.Sarcina 様菌の関与が疑われた哺乳子
牛の第四胃鼓脹を伴う第四胃炎の 3 例：
栃木県県央家保 小島浩一、市川優
Sarcina 属菌に形態類似の菌（Sarcina

様菌）を胃病変部に確認した第四胃鼓脹
症の哺乳子牛 3 例を病理学的に検索。剖
検では、第四胃の気腫・水腫と粘膜の充
出血を全例に観察。症例 1、3 は第四胃潰
瘍、症例 2 は第四胃出血、症例 3 は第四
胃の穿孔と腹膜炎を観察。

組織所見では、症例 1 は血栓を伴う第
四胃潰瘍、症例 2 は第四胃粘膜下組織の
出血・肥厚と第二・三胃のカタル性前胃
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炎、症例 3は穿孔性第四胃炎を確認。
胃病変には、形態学的に Sarcina 属菌

に類似した立方形で袋状の菌の集合体（S
arcina 様菌）を確認。この菌は症例 1、3
の第四胃潰瘍と穿孔部に、症例 2 の第四
胃粘膜下組織の出血部と第二・三胃の上
皮に分布。

以上から、Sarcina 様菌は第四胃鼓脹を
伴う第四胃炎の重要因子と考察。この菌
は形態学的に Sarcina 属菌と推察された
が分離に至らず、確定できなかったが、
本症例は Sarcina 様菌の関与が疑われた
哺乳子牛の第四胃鼓脹症の貴重な国内初
報告。

113.Mycoplasma bovisによる牛の髄膜炎
：群馬県家衛研 岸光華、阿部有希子

神経症状を主訴とする育成肉用牛の病
性鑑定 3 症例(A、B、C)の髄膜病変部より
Mycoplasma bovis(Mb)を分離。剖検所見
では症例 A と B は脳幹部の結節病変が特
徴。結節は側頭骨岩様部と隣接する脳幹
部軟膜に形成、硬膜と癒着。結節により
脳幹部は変形。中内耳は乾酪様物をいれ、
乳白色軟組織が増生し構造不明瞭。組織
検査では乾酪壊死を伴う多発性肉芽腫性
髄膜炎と乾酪壊死を伴う陳旧化した中耳
炎。症例 C は剖検所見では大脳底から頸
髄の髄膜に多量の線維素が析出し肥厚、
延髄から頸髄での硬膜と軟膜は癒着。組
織検査では頸髄を中心とした線維素性化
膿性髄膜炎。免疫染色の結果、3 症例で髄
膜病変部に一致し Mb 抗原を確認。グラム
染色、抗酸菌染色、PAS 反応およびグロ
コット染色で病原体は確認できず。以上
から 3 症例を Mb による髄膜炎と診断。
症例 A と B は中耳炎から炎症が波及と推
測。化膿性髄膜炎には Mb の検索も重要。

114.試験的環境下におけるヨーネ菌とアカ
ントアメーバの消長に関する検討：群馬
県家衛研 志村仁

近年、環境中に存在するヨーネ菌(Map)
の生存性にそれと共生関係にあるアカン
トアメーバ(アメーバ)が影響する可能性が
あるとの報告がある。そこで、両者の環
境中での消長を検討するための予備試験
を実施。方法は水、土壌、糞便の各試料
中に一定菌量に調整した Map を接種し、
経時的に IS900 遺伝子(IS900)量をリアル
タイム PCR(RT-PCR)法で測定。同時に、
寒天平板培養法により各試料中でアメー
バの有無について検索。結果、各試料の 1
well 中の IS900 検出量は、接種時では水
1529pg、土壌 0～ 0.0008296pg、糞便 32.
3pgに対し、11～ 12週後には 0.2752pg、
0 ～ 0.0006971pg、7.05pg に減少。特に
土壌中 IS900 量は低値で推移。アメーバ
は水で 12 週間未検出、土壌、糞便では試

験期間中何れかで検出。いっぽう、培養
法または ELISA 法で摘発された患畜 8 頭
の腸内容からアメーバを検出。土壌や腸
内容中にアメーバが高率に存在すること
が示唆。今後、環境材料からの MapDNA
抽出法の検討やアメーバと Map の共生関
係に係る検討が必要。

115.牛ヨーネ病スクリーニング検査導入に
伴う対応状況：埼玉県熊谷家保 高田新
一郎、小川実

平成 20 年７月 22 日付けで家畜伝染病
予防法施行規則の一部改正があり、牛の
ヨーネ病検査にスクリーニング検査（以
下「予備検査」）が導入され、搾乳牛の検
査が適切・円滑に行われる事となった。
本県においても８月末以降から予備検査
を実施、予備検査で陽性となった場合は
検査翌日朝の搾乳後、再び採血して確定
検査を実施。確定検査結果が判明するま
では、生乳等の出荷自粛を酪農家へ通知、
確定検査で陽性となれば疑似患畜となり 1
4 日後の検査まで継続して出荷自粛を通
知、陰性であれば出荷自粛解除。11 月末
までに当所では 1,931頭実施し 21頭（1.1
%）が陽性、このうち３頭がヨーネ病患畜。
予備検査導入後の問題点として、検査戸
数の多い場合は確定検査要員確保が難し
い事、酪農家に対し確定検査の結果判明
まで、不安を抱かせてしまうことなど。
このため検査戸数の多い週は、日程に余
裕をもたせ、検査要員の確保に努めた。
酪農家に対しては、予備検査の特徴など
の説明を個別に行い十分理解協力を得な
がら不安解消に努めた。

116.搾乳牛における Salmonella Narash
ino による死産と清浄化事例：千葉県南
部家保 塚原涼子、倉地充
2008 年 6 月、管内酪農家で妊娠 8 カ月

の成牛 1 頭が突然死産を呈した。死産胎
児の剖検所見は融解により観察不能、細
菌検査では Salmonella Narashino（以下
SN）が母牛の膣スワブ、胎児の筋肉内よ
り純培養状に、また母牛糞便からも分離
され、本症例を SNによる死産と診断した。
死産直後の菌分離検査では同居牛 6 ／ 26
頭の糞便、畜舎環境材料全てから SN が分
離された。清浄化に向けて月１回の菌分
離検査を行い①母牛の隔離、抗生剤投与
②畜舎消毒、踏み込み消毒槽設置③全頭
へ生菌剤投与等を指導、実施した結果、
同居牛は 50 日後、母牛は 112 日後に菌分
離陰性となり、同時に畜舎環境も全て陰
性となった。分離 SN はパルスフィールド
ゲル電気泳動により分子疫学的に同一由
来と推定。さらに県内人由来株との比較
を実施中。本症例で初めて牛から SN を分
離、病性を確認。迅速な対応によりまん
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延を防げた事は畜産、公衆衛生両面から
意義が大きいと考えられた。

117.マイコプラズマ感染による子牛の関節
炎及び中耳炎：千葉県中央家保 藤野晴
彦、萩原妙子

管内酪農家において、2008 年 1 ～ 4 月
にかけて子牛の呼吸器症状と関節腫脹が
散発。同期間に出生した 24 頭中 5 頭で四
肢関節腫脹が確認され、1 頭で斜頸を伴う
旋回運動等の神経症状がみられた。関節
腫脹、神経症状の 2 頭を病性鑑定した結
果、関節腫脹牛の関節スワブから Mycopl
asma bovis（以下 M.b）を分離。PCR検
査で、神経症状を伴う牛の中耳スワブか
ら M.b、Mycoplasma bovigenitalium(以
下 M.bg)を検出。病理組織学的検査では、
関節腫脹牛で化膿性滑膜炎、神経症状牛
で化膿性中内耳炎等が認められ、抗 M.b
による免疫染色で病変部に抗原が確認さ
れた。以上のことからマイコプラズマ感
染症と診断。疫学調査で、当該農家の乳
房炎発症牛の乳汁の PCR 検査を実施した
が、M.b、M.bg は全例陰性であり、感染
源は特定できなかった。牛舎の消毒、ほ
乳瓶やニップルの消毒および子牛の隔離
飼育の徹底、効果薬剤の投与等を実施し
た結果、その後の発生は１頭に減少した。

118.１酪農家で発生したサルモネラ症への
対応：東京都家保 磯田加奈子、内田茂

飼養規模 32 頭の都内酪農家で、4 頭が
熱発、下痢等を発症、内２頭が死亡。糞
便から Salmonella Typhimurium （ST）
を分離（7/8 検体）。PCR 検査で、牛ウイ
ルス性下痢ウイルス、コロナウイルス、
ロタウイルス等は陰性。東京都酪農業協
同組合及び獣医師と連携し、畜主の意向
を踏まえ①畜舎消毒の実施②牛サルモネ
ラ 2 価ワクチン接種③衛生対策の徹底④
生菌剤の投与⑤定期的なサルモネラ検査
等を実施。畜舎消毒後１回目の検査で、
全 30 頭中 17頭から ST を分離、このうち
11 頭が有症。分離は全て搾乳舎の成牛、
やや離れた子牛、別棟の育成牛は陰性。
４回目（初発から約 3ヶ月）の検査以降、
糞便からの分離はなかったが、環境検査
で搾乳舎の床面、飼槽から分離。畜主が
牛舎内壁・床への石灰乳塗布を実施。5 回
目の検査（初発から約 5 ヶ月）でも、搾
乳舎床面 1 ヶ所から分離され、ネズミ等
の関与を疑ったが捕獲できず。その後、
発症は認められず順調に経営を継続。

119.横浜農協酪農部会のバルク乳細菌検査
による搾乳衛生指導：神奈川県東部家保

田中嘉州、古性亮彦
横浜農協酪農部の部会活動として、会

員 18 戸に対し乳質改善を目的にバルク乳

細菌検査を実施。
検査は、高価な選択培地等を多数使用

する従来の手法をコストと労力面から見
直し、より低コストで簡易な検査方法を
検討し、「コロ助Ⅲ」という剣山のような
検査器具を用いて、培地 1 枚に多数のコ
ロニーを培養することで培地の数を削減。
作業は、生菌数を測定後、10 種類の培地
に「コロ助Ⅲ」を用いて細菌を接種し、
各培地の同じ位置に生えてくるコロニー
の特徴等から、黄色ブドウ球菌、連鎖球
菌属、大腸菌、大腸菌群、緑膿菌、酵母
他 3 菌属を推定。その検査結果を基に各
農場毎に搾乳衛生指導を実施することで、
6 戸の農場でバルク乳の総菌数に改善が認
められた。今後も、乳質改善を図りたい。

120.一大規模酪農場におけるエライザ法摘
発ヨーネ病牛の病理学的観察（続報）：新
潟県中央家保 本間裕一、矢部静

平成 19 年度新潟県家畜保健衛生業績発
表会で村山らが報告した、ヨーネ菌感染
を証明できないエライザ摘発ヨーネ病（J
D)牛事例と同一農場で、今年度更にエラ
イザ法で JD 牛 8 頭を摘発、全頭について
病理学的観察を実施。空腸～回腸末端お
よび腸間膜リンパ節 (腸 Ly)について病理
組織学的検査を全頭実施。内７頭は実質
臓器および体表リンパ節を追加観察。結
果、検索した実質臓器および体表リンパ
節に著変はみられず。また、全頭の腸管
に JD 特有の類上皮細胞による肉芽腫性炎
は確認されなかった。一方、前年度報告
されたヨーネ菌が証明できなかった類上
皮細胞の結節性増殖と同様の病変が全頭
の腸 Ly に観察されたことから、この結節
性病変の出現度合いを「無」「中等度」「重
度」の 3 段階でスコアリングしエライザ
値と比較したが関連性は得られず。以上
のことから、本事例のエライザ法摘発牛
は病理学的に全て JD と判断することが困
難なものであった。

121.肉用牛肥育農家での牛呼吸器病症候群
調査：富山県西部家保 石地智乃、竹島
由実子

牛呼吸器病症候群（BRDC）が多発して
いた管内の肉用牛肥育農家（飼養頭数：
乳用種及び交雑種計 260 頭、導入月齢：1
～ 4 ヵ月齢）で、対策として平成 20 年 3
月頃より Pasteurella multocida（Pm）、
Mannheimia haemolytica（Mh）及び Hi
stophilus somni（Hs）3種混合ワクチン
（ワクチン）の接種を開始したところ、B
RDC による子牛の死亡頭数が激減。ワク
チンの有用性確認調査として抗体検査、
鼻腔スワブからの菌分離等を実施。Pm で
は 1 回のワクチン接種により抗体価が十
分に上昇し、調査期間を通して維持。Mh
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では 1 回より 2 回でより高い効果が得ら
れ、Hs では十分な免疫賦与には 2 回接種
が必要と推察。菌分離成績では農場全体
で Pm が高率に分離。以上より、当該農
場における BRDC の二次的被害の主因は
Pm であり、Pm 感染による抗体上昇後の
ワクチン接種がブースターの役割をし、P
m による肺炎発生防止に十分な抗体価を
維持できるようになった可能性が示唆。

122.搾乳牛で集団発生した Mannheimia
haemolytica 感染症：石川県南部家保 市
川雄一
2008 年 1 月、搾乳牛 50 頭飼養酪農家

にて、軽度の発熱と呼吸器症状を呈す成
牛１頭を確認、その後同様の症状を示す
個体が続発、18 日に上記発症牛の内 2 頭
が死亡、21日に 1頭が予後不良で鑑定殺、
計 3 頭を病性鑑定。剖検所見は 3 頭全て
の肺で前葉および中葉腹側に暗赤色肝変
化、中葉背側および後葉に間質性肺気腫
を確認。細菌学的検査では、病性鑑定牛
の肺病巣から、Mannheimia haemolytica
（Mh）を疑う菌を分離、血清型別及び 16
SrRNA 領域の塩基配列解析の結果、Mh
と同定。血清型は 1 型を示し、パルスフ
ィールド電気泳動のパターンも同一。ウ
イルス学的検査で、ライノウイルスの中
和抗体価上昇を確認。病理組織学的検査
では 3 例ともに重度の肺出血を伴う壊死
性肺炎像、免疫組織化学的検査で肺病変
部に Mh1型の陽性反応を確認。以上より、
本症例をライノウイルスが関与した Mh
感染による出血性壊死性肺炎と診断。

123.管内で発生したリステリア症：石川県
北部家保 神川佳子、井出久浩

平成 20 年 5 月および 8 月、フリースト
ール牛舎で搾乳牛 102 頭飼養する酪農家
において搾乳牛 2 頭が旋回運動、片側顔
面麻痺などの特徴的所見を呈し死亡。病
性鑑定の結果、1 例目の左脳、2 例目の脳
幹および延髄より Listeria monocytogene
s（Lm）を分離。免疫組織化学的検査で
は微小膿瘍に一致して Lm 抗原を検出。
以上より本症例をリステリア症と診断。
感染源特定のためラップサイレージ、敷
料、堆肥などを検査したが Lm は分離さ
れず。同居牛 14頭および周辺農場 9戸 40
頭の糞便を検査した結果、同居牛 2 頭と
周辺農場 2 戸 5 頭から Lm を分離。分離
株の血清型はすべて 4b。Lm 分離農場は
同一市内に限局していたが疫学的関連性
なし。搾乳衛生の徹底による牛乳への混
入防止、堆肥の完熟化と良質飼料の作製
・管理を指導。

124.高品質乳生産を目的とした乳房炎防除
対策と取組み：福井県家保 吉田靖、加

藤信正
県内の酪農家 10 件を対象として、乳汁

中体細胞数の改善を目的とした乳房炎防
除の組織的対策に取り組む。搾乳時に普
及指導員と共に立ち入り調査をし、搾乳
衛生の確認と全頭の乳汁簡易（PL）検査
を実施。搾乳衛生の把握と PL 検査陽性牛
の細菌検査・薬剤感受性試験を実施し、
農家個別にあった改善を指導。また検査
成績をその都度診療獣医師に提供し効果
的な治療に資する。治療後は再検査を実
施し治療効果を確認。結果、PL 検査では
329 頭中 170 頭で陽性、122 頭から乳房炎
起因菌を分離。分離菌は黄色ブドウ球菌
（Sa）が も多く 45 頭で全体の約 37%。
Sa 分離牛は直ちに搾乳順番を 後に変更
し、乾乳期の治療と淘汰計画を立て他の
牛への感染防止に努めたが、治療効果は
低い。指導後の平成 20 年では平成 19 年
と比べ、県内生産の乳汁中体細胞数は減
少。改善後はほとんどの農家で乳質の向
上が認められるものの、数ヵ月後には元
に戻る農家も多く、今後のさらなる改善
が必要。

125.平成 20 年度牛ヨーネ病検査における
一考察：長野県松本家保 塩入哲

長野県における、家畜伝染病予防法第 5
条に基づく牛ヨーネ病の定期検査は、平
成 14 年度以降、乳用牛を対象として酵素
免疫測定法（以下、ELISA 法）を実施し
ており、平成 17 年度以降は、繁殖肉用雌
牛も対象に追加。平成 20 年度は、スクリ
ーニング検査を導入し、当所では、9 月下
旬から 11月中旬までの延べ 20日間
で、184 戸、2,249 頭について実施。検査
成績は 16 戸 32 頭がスクリーニング陽性
（陽性率：1.4 ％）。検査結果陽性事例に
ついては、即日当該農場を訪問し、経過
説明・日程調整後、概ね翌日に ELISA 検
査を実施。当所管内の対象農場は、平成 2
0 年度をもって全戸 2 回以上の検査を受検
しており、大部分の酪農家及び、肉用牛
繁殖農家全戸の清浄性を確認。

126.牛ヨーネ病患畜の感染菌数の推定と病
変形成及び排菌との関連：愛知県中央家
保 高橋良治、松田雅也

ヨーネ菌(以下菌)感染後の病変形成及び
排菌数との関連を調べるため、過去に摘
発された患畜 43 頭の回腸粘膜、腸間膜リ
ンパ節、回腸内容物及び 40 頭の乳房上リ
ンパ節を材料としてリアルタイム PCR、
病理組織学的検査を実施した。病変の程
度は組織所見からスコア０(病変無）、スコ
ア１ (結核型 )、スコア２ (結核らい病型 )、
スコア３(らい病型)と設定した。各部位の
菌数と病変の相関は、回腸粘膜では rs=0.7
1、P=0.058、腸間膜リンパ節では rs=0.25、
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P>0.05 であった。回腸内容物の菌数はス
コア０でも確認され、かつ回腸粘膜及び
腸間膜リンパ節の病変と相関が見られた
(それぞれ rs ＝ 0.90（P=0.027）、rs ＝ 0.9
3（P=0.038）)。これらのことから、回腸
粘膜の菌数が病変形成に関連している傾
向があるものと推察された。排菌につい
ては病変形成が重度になるほど菌数が増
える傾向にある一方、病変が確認されな
くても排菌されていることが推察された。

127.県内２育成牛農場で分離されたマイコ
プラズマの薬剤感受性試験：三重県中央
家保 谷口佳子、福浦弘幸
2007 年 12 月～ 2008 年８月、呼吸器症

状、耳介下垂を呈する個体が散見された
２農場の１～３ヶ月齢の哺育育成牛にお
いて、A 農場は鑑定殺牛３頭の肺と内耳膿
汁、および同居牛６頭の鼻腔ｽﾜﾌﾞ、B 農場
は死亡牛４頭の肺と内耳膿汁、および同
居牛６頭の耳腔洗浄液からﾏｲｺﾌﾟﾗｽﾞﾏを検
索。A農場は肺１/１から Mycoplasma dis
par 遺伝子を検出、肺１/３から M.alkales
cens、肺２/３、内耳膿汁３ /３、鼻腔ｽﾜﾌﾞ
５/６から M.bovis を分離。B 農場は肺１/
４および耳腔洗浄液１/６から M.bovirhini
s 遺伝子、耳腔洗浄液１/１から M.dispar
遺伝子を検出、また肺４ /４、耳腔洗浄液
６/６、内耳膿汁１/１から M.bovisを分離。
各農場 10 株の M.bovis に対し、８薬剤(T
S,TML,OTC, ERFX,LCM, TP,FP,KM)に
ついて感受性を検査。A農
場は TML,ERFX,LCM,TP,FP、B 農場は
TML,ERFX に対し有効と考えられた。ま
た、各農場の分離菌株の各薬剤に対する
感受性は同様であった。

128.Prototheca による乳房炎発生事例：
三重県北勢家保 平塚恵子、小林登

平成 20 年 7 月、管内の搾乳牛 50 頭規
模の酪農家で、分娩後乳房炎を発症した
牛 1 頭の乳汁検査を実施したところ、Pro
totheca.zopfii (P.z）が分離された。農場
内の P.z 浸潤状況調査のため、搾乳牛全頭
の乳汁検査を実施。結果、48 頭中 1 頭か
ら P.z を分離。感染源特定のため牛舎内
外環境からの菌の分離を試みたが分離さ
れず。 2 頭から分離された菌は、分子生
物学的検査で遺伝子型は全て一致した。
薬剤感受性試験では多剤耐性。発生 1 頭
目は盲乳処置。乳汁検査で発見した 2 頭
目は、抗生剤投与による治療を試みたが、
乳汁中の菌数は変わらず盲乳処置。P.z 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、伝播防止のため P.z の消毒
効果試験を乳房炎由来黄色ブドウ球菌(Sa)
と比較し実施。25 度下では Sa と同程度
の効果を確認。現在、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。

129.家畜伝染病予防法第５条検査体制：滋
賀県家保 森川武司、根本智

平成 19 年秋、他県でブルセラ病やヨー
ネ病(Jd)の疑似患畜の発生による乳製品の
回収事例が相次ぎ、全国的に家畜伝染病
予防法(家伝法)第 5 条検査が停止。昨年７
月、家伝法施行規則が改正され、Jd の検
査方法にスクリーニング(SC)検査が導入。
それに伴い、昨年９月、本県においても、
新たな検査体制で、生乳出荷に配慮して
乳用牛に対する Jd 検査を再開。Jd 検査に
関しては生乳出荷に影響はなかったもの
の、結核病検査については、2 戸で疑似患
畜が発生し、うち 1戸で生乳出荷に影響。
Jd 検査の SC 検査については、2,011 頭実
施し、うち 12 頭(0.6%)が陽性、その後確
定検査であるヨーネライザで全頭陰性。
また、ヨーネライザの陰性検体 260 検体
を SC 検査したところ、2 検体(0.8%)で陽
性。逆に陽性検体については SC 検査でも
陽性。1%弱の不一致はあるものの、SC 検
査としては機能していることを確認。引
き続き、疑似患畜等発生時の速やかな情
報提供と、生乳出荷への影響を 小限に
するための検査を実施。

130.Arcanobacterium pyogenes（ A.p）
が関与した乳用牛異常産多発事例の病理
学的考察：京都府中丹家保 畑段千鶴子、
矢野小夜子

成牛 60 頭飼養の府内酪農家で平成 19
年 10 月上旬～ 12 月上旬まで分娩牛 12 頭
中 7 頭に妊娠後期の死流産発生。異常産 3
種混合ワクチン接種済み。剖検では死流
産胎子の体形、骨格筋及び脳に異常認め
ず、共通の所見なし。細菌学的検査では
子牛 2 頭及び母牛 1 頭の主要臓器並びに
母牛 5 頭の膣スワブから A.p を純培養状
に分離。病理学的検査ではグラム陽性短
桿菌の増殖を伴う、早産母牛の壊死性胎
盤炎及び流産胎子の膿性カタル性気管支
肺炎を認め、免疫染色で病変部に A.p 抗
原を確認。A.p による流産胎子に肺炎を認
める事例が多いため、遡り調査にて過去 1
0 年間の原因不明異常産 16 件の肺を用い
てグラム染色及び免疫染色を実施し、2 検
体の肺に A.p を確認。いずれも胎齢 190
日前後で流産し、1 頭の母牛には当時、右
後肢大腿部に化膿巣を観察。本事例の死
流産の原因は、環境中の A.p による膣を
介した上行性の感染と推測。異常産の原
因検索には胎盤及び肺の病理学的病変が
重要であると示唆。

131.ヨーネ病のリアルタイム PCR 法とエ
ライザ法の検査結果の検討：兵庫県姫路
家保 石井淳、松本拓也

昨年 10 月からヨーネ病の同居牛検査等
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で実施した糞便のリアルタイム PCR法（r
PCR）および、血清のエライザ法による
スクリーニング検査（スクリーニング）
の結果を検討。スクリーニングは 43 戸 1,
994 頭、rPCR は 15 戸 880 頭を実施。ま
た、ヨーネ病患畜 5 頭の殺処分時に採材
した臓器から菌分離、rPCR および病理組
織学検査を実施。結果は、スクリーニン
グ陽性が 24 頭（1.2 ％）、rPCR 陽性が 11
頭（1.3%）。両法陽性が 2 頭、スクリーニ
ング陽性・rPCR 陰性が 20 頭、スクリー
ニング陰性・rPCR 陽性が 9 頭。患畜５頭
すべての回盲部を中心とした腸管および
付属リンパ節から遺伝子を検出。遺伝子
検出量と病理組織学所見および菌分離成
績も概ね一致。これらより、各検査標的
の違いなどから、スクリーニングと rPCR
の結果の一致は見られなかったが、rPCR
陰性･スクリーニング陽性牛から患畜が摘
発されたことからも、これらの検査を組
み合わせることが必用。

132.牛乳房炎乳から分離された黄色ブドウ
球菌の細菌学的特性：奈良県家保 中西
晶

黄色ブドウ球菌 (SA)による乳房炎は伝
染性が強く難治性であり、農家への経済
的損失は大きい。2004 ～ 2008 年に県内
の酪農家(No.1 ～ 3 農家)の合計 21 頭 25
検体の乳房炎乳から分離された SA25 株を
用いて、PFGE 法で遺伝子型別を､ PCR
法でｺｱｸﾞﾗｰｾﾞ型および毒素ｼｮｯｸ症候群毒
素遺伝子 (TSST-1)の有無を調べた。その
結果、遺伝子型別は 1～ 6型に、ｺｱｸﾞﾗｰｾﾞ
型は A ～ E 型に分類された。TSST-1 を
持つ株は無かった。No.1 農家は 1A 型(8
株)、2B(1 株)、2D(2 株)、3D(1 株)、3E(1
株)、4A(1株)に、No.2農家は 2B(1株)、2
D(3 株 )、5D(2 株 )に、No.3 農家は 2A(1
株 )、6C(4 株 )に分類された。今後は、こ
のような菌の性状検査結果をふまえて農
家ごとの乳房炎予防対策、搾乳衛生指導
等につなげていきたい。

133.管内一酪農家の乳房炎対策による乳質
改善：和歌山県紀北家保 上田雅彦、嵩
秀彦
2008 年 4 月から指定生乳生産者団体に

よるバルク乳の乳質検査が開始。管内一
酪農家から依頼を受け、乳質改善対策を
実施。搾乳牛 18 頭の乳汁細菌検査により
Staphylococcus aureus(SA)、Streptococc
us agalactiae(SAG)が 9頭から分離。伝染
性乳房炎対策として SA、SAG 感染牛の治
療・淘汰を、搾乳衛生対策として乳頭清
拭・前搾り・搾乳順序・牛床乾燥等の改
善指導を実施。また給与飼料の変更も指
導。指導により現在全頭 SA 陰性。バルク
乳成分は乳脂率が 3.39 から 3.70%、無脂

固形分が 8.49から 8.68%、体細胞数が 56.
2 万から 6.0 万/mL、細菌数が 6.5 万から
2.9 万/mL、乳中尿素窒素が 8.8 から 12.2
mg/dL に改善。血液生化学検査値も BUN
が 6.5 から 11.0mg/dL に改善。現在は指
定団体の成績により乳質をチェック、月 1
回のバルク乳検査で SA の再発等がないか
管理。バルク乳乳質改善には潜在性乳房
炎対策、特に伝染性乳房炎の早期発見・
処置が有効。今回をモデルケースに今後
他農家への指導を行っていく。

134.バルク乳細菌検査を基にした乳房炎対
策への取り組み：鳥取県鳥取家保 森下
康、福田隆二

管内の酪農家 3 戸について、バルク乳
細菌検査を基にした乳房炎対策を行った
のでその概要を報告する。バルク乳細菌
検査は 2 回実施し、1 回目の検査後 2 ヵ月
間隔をあけ、その間関係機関とともに対
策を講じて 2 回目の検査に臨んだ。1 回目
のバルク乳検査で黄色ブドウ球菌 (SA)が
検出された農家は 1 戸、緑膿菌は 3 戸、
大腸菌、クレブシエラは 0 戸。SA が分離
された農家については個体毎の乳汁細菌
検査及び搾乳機器からスワブを採取し菌
分離を行った。その他の 2 戸については
乳房炎の疑いのある分房乳の細菌検査を
実施。その後、SA 感染牛、緑膿菌感染牛
を摘発、また搾乳機器の十分な洗浄を指
示。2 回目のバルク乳検査では、SA、緑
膿菌が 1 戸のバルク乳から分離。この農
家については再度個体毎の乳汁細菌検査
を実施予定。また、今後バルク乳細菌検
査を実施する農家を増やし、牛群内の乳
房炎罹患牛を把握し、また搾乳衛生など
の情報を得ることによって乳房炎対策に
取り組んでいきたい。

135.哺育育成農場内におけるサルモネラ菌
の消長：鳥取県倉吉家保 河本悟、山根
法明
平成 20 年 6 月に管内の哺育育成農場で

サルモネラ症を疑う事例が発生。発生か
ら毎週当該農場内の保菌調査を実施。6 月
から 12 月末の間、253 頭／ 2,196 頭（12
％、のべ頭数）が保菌。 も陽性率が高
かったのは導入後 2 週目。哺育牛と育成
（離乳）牛では哺乳牛 200 頭／ 956 頭（2
1 ％、のべ頭数）、育成牛 53 ／ 1,240（4
％、のべ頭数）で、哺乳中はサルモネラ
菌に高感受性。導入後早期に感染した場
合、長期間排菌する傾向。飲水バケツの
定点調査では毎回複数カ所で分離。対策
として牛舎消毒、踏込み消毒槽設置及び
衛生害虫の駆除など一般的な衛生対策と
保菌牛等への抗生物質投与及び哺育牛へ
の生菌剤投与を実施するが現在まで清浄
化できず。原因として農場管理者の意識
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の低さ、責任の所在が曖昧なうえ作業手
順等がルール化されていないなど人的な
要因が大きいと考察。今後も調査を継続
しながら、農場の責任所在の明確化、作
業手順のルール化及び管理意識の向上さ
せるための仕組み作りを図る。

136.初冬に発生したクロストリジウム感染
症：鳥取県西部家保 池本千恵美、井上
真寛

平成 20 年 11 月中旬、S 酪農家で 3 ヶ
月令の育成牛が突然腹部膨満を呈し、死
亡。全身皮下・筋間組織の気腫が主徴。
血液・肝臓等から Clostridium sordellii
を分離。2 日後、K 酪農家で分娩後、起立
困難で加療中の搾乳牛が苦悶後、死亡。
全身の出血傾向が主徴。主要臓器から C.p
erfringensA 型を分離。12 月上旬、T 哺育
育成農場で 2 ヶ月齢の育成牛が無症状で
死亡。腹部膨満、臀部中心に気腫及び胃
腸内ガス高度貯留が主徴。小腸内容から C.
perfringensA 型を、主要臓器から C.spp.
を分離。12 月下旬、T 酪農家で乾乳直後
の牛が突然起立不能となり、翌日死亡。
主要臓器と小腸内容から高単位の C.perfri
ngensA 型を分離。以上４例の発生に至る
背景は様々であったが、発生時の気象状
況は共通して寒波直後。本県での過去の
本感染症による乳牛の集団死発生時も同
様の気象条件。本感染症の発症に寒冷ス
トレスも誘引となると推察。発生農場で
の続発防止と寒冷ストレスを軽減する飼
養管理指導が重要。

137.25 年ぶりの破傷風：鳥取県西部家保
井上真寛、池本千恵美
牛の破傷風は毎年 50 ～ 100 症例程度農

林水産省へ届出されているが､本県では昭
和 58 年(1983 年)に確認されて以来 25 年
ぶりに牛の破傷風を確認。平成 20 年 8 月
に 5 ヶ月齢の ET 産仔が起立不能、強直性
痙攣、牙関緊急を呈して死亡。当該牛はｺﾞ
ﾑﾘﾝｸﾞによる去勢を実施。陰嚢は萎縮・乾
燥していたものの、ｺﾞﾑﾘﾝｸﾞ周囲は化膿病
巣。当該牛は、家保で病性鑑定材料 (静脈
血及び陰嚢周囲組織)を採取後、焼却処分。
陰嚢周囲組織より Clostridium tetani を
分離し、分離菌からﾃﾀﾉｽﾊﾟｽﾐﾝをｺｰﾄﾞする
遺伝子を PCR で確認。分離菌のﾏｳｽ接種
試験においてもﾏｳｽの強直性痙攣による死
亡を確認。確定診断後速やかに当該牛が
飼育されていた敷料を除去後、家保で焼
却処分。ｶｰﾌﾊｯﾁ及び飼育場所の消毒及び
消石灰散布を実施。また育成牛へのﾄｷｿｲﾄﾞ
ﾜｸﾁﾝの接種、去勢方法の変更等実施。破
傷風発生による畜主の不安は大きく、定
期的な巡回により不安払拭。現在では続
発もなく、順調に酪農を経営。病性鑑定
・防疫作業を実施する家保職員への投薬

や予防接種の実施が課題。

138.牛肺炎病変からのマイコプラズマの検
出及び Mycoplasma bovisの薬剤感受性：
鳥取県倉吉家保 中村耕太郎

県内の農場における牛マイコプラズマ
の浸潤状況を調査する目的で、と畜肺病
変 58 検体及び病性鑑定での肺病変 7 検体
から、M.bovis、M.dispar、M.bovigenita
rium,U.diversumの 4菌種の検出を実施。
このうち、病原性の高い M.bovis につい
て、過去の分離株と併せた計 18 株につい
て、タイロシン（TS)、エンロフロキサシ
ン（ERFX)、チアンフェニコール (TP）、
オキシテトラサイクリン（OTC)の４薬剤
に対する薬剤感受性試験を実施。結果、
それぞれの陽性率は M.disparが 40%、M.
bovis が 23.1%、U.diversum が 12.1%、
M.bovigenitalium は 0%で、牛の肺炎の
多くにマイコプラズマが関与。M.bovis の
薬剤感受性は、多くの株が TS,OTC に対
し、感受性が低下、一部の株で ERFX に
対し感受性が低下。農場毎にマイコプラ
ズマの分離状況と薬剤感受性試験の結果
に基づいた呼吸器病対策の検討が必要。

139.一酪農家で発生したサルモネラ症：島
根県松江家保 板倉悟、高橋優

管内の一酪農家において平成 20 年７月
に Salmonella Typhimurium（以下 ST)
によるサルモネラ症が発生し清浄化対策
を実施。同定されたサルモネラ菌は、O
抗原 4 群、H 抗原はⅠ相が i、Ⅱ相が 1,2
の ST。薬剤に対する感受性では、GM、F
OM、CXM、OFLX、BCM に感受性を示
す。発症牛および同居牛の直腸便延べ 311
検体、環境材料として飼槽、井戸水、乾
草等の 13 検体、流産胎子２検体を検査。
まん延防止対策として、発生農場飼養牛
の移動自粛と踏込消毒槽等の設置。清浄
化対策として、定期的な飼養牛全頭のサ
ルモネラ菌検査、牛舎消毒、飼養牛全頭
への抗生剤投与とサルモネラ不活化ワク
チンの接種、生菌製剤の投与を実施。サ
ルモネラ症確定後の 初の同居牛検査で
は、直腸便で 24 検体中 15 検体から ST を
分離。環境材料および流産胎子からは、S
T は分離されず。直腸便から ST の検出が
なくなるまでには、約３ヶ月半を要した。
サルモネラ症は、経済的損失はもとより
畜主の精神的苦痛は甚大なものがある。

140.搾乳機器衛生管理改善による高品質な
生乳生産への取り組み：岡山県真庭家保

西山雅章
食品衛生の観点から生産現場での衛生

管理徹底が必要とされている。今回、バ
ルク乳モニタリング検査を継続的に実施
したところ、搾乳機器の洗浄・殺菌不足
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を示唆する耐熱性菌、低温細菌（緑膿菌）
等が検出された。また、アンケート調査
でも、程度に差はあるものの搾乳機器衛
生管理不適正農家が約４割に上った。そ
こで、指導対象農家 10 戸で搾乳機器各所
の細菌検査を実施したところ、衛生管理
不適正農家のライナーゴムから黄色ブド
ウ球菌等の乳房炎原因菌、バルククーラ
ーから 4 ℃のバルク乳中でも増殖可能で
ある低温細菌群等を検出した。衛生管理
不適正農家における体細胞数・細菌数は
高い傾向にあり、搾乳機器細菌汚染が乳
房炎伝播・感染に大きく関与し、生乳汚
染を助長していることが推測された。こ
のため、ラインの搾乳前殺菌の徹底、バ
ルク排乳口等の分解洗浄・殺菌、消耗品
交換等の搾乳機器衛生管理を重点的に指
導したところ、バルク乳細菌数及び搾乳
機器からの細菌検出数に減少が認められ
た。引き続き、地域の高品質生乳生産の
為に、衛生管理意識の普及・定着指導と
継続的モニタリングが必要であると思わ
れた。

141.岡山県において分離された Salmonell
a Typhimuriumの分子疫学的解析：岡山
県岡山家保 澤田勝志
1993年から 2007年にかけて県内の牛、

豚及び鶏から分離された Salmonella Typ
himurium（ST）40 株について、12 薬剤
による薬剤感受性検査、制限酵素 Xba I
を用いたパルスフィールド電気泳動 （PF
GE）検査及び多剤耐性 ST である definiti
ve phage type 104（DT104）をスクリ
ーニングする PCR 検査による分子疫学的
解析を実施。分離株の薬剤耐性型は 14 型
に、PFGE型は 7型にそれぞれ区分され、
両型の組み合わせは 19 パターンを認め
た。また、40 株中 20 株（50%）が 5 薬剤
以上に対して耐性を保有。更に、40 株中
14 株（35%）が DT104PCR 検査陽性であ
り、これら 14 株中 10 株が DT104 特有の
薬剤耐性型（ACSSuT 型）を示した。DT
104 と考えられる株は 1993 年に分離され
た乳用牛及び肉用牛由来株で既に認めら
れることから、90 年代初めには県内に侵
入していたと考えられた。

142.牛流死産胎子にみられた肺炎 －続報
：岡山県岡山家保病性鑑定課 平井伸明

昨年度本発表会で、胎子に肺炎がみら
れた例を中心に子宮内細菌感染症が原因
とみられる牛の流死産の散発を報告した。
本年度も細菌感染症によるとみられる流
死産例に遭遇した。４か月齢のＥＴ和牛
胎子と８か月齢交雑種胎子の流死産例で
は、ともに脳炎などウイルスやネオスポ
ラによる異常産を示唆する所見はみられ
なかったが、気管支および細気管支内腔

に化膿性滲出を伴った気管支肺炎がみら
れ、胎子の経気道性細菌感染症が強く示
唆された。胎子の気管支肺炎は、細菌感
染による牛の流死産症例でしばしばみら
れる病変である。胎盤炎に起因する流死
産事例も多く、胎盤炎や臍帯炎に継発し
て胎子に肺炎が引き起こされる例が考え
られる。病性鑑定事例の中で細菌感染症
が疑われる牛の流死産が例年みられてい
る。牛の細菌性流死産の原因特定には、
胎子からの細菌分離と組織検査に加えて
胎盤の細菌検査と組織検査を併せて実施
する必要がある。

143.黒毛和種子牛の肝細胞に著しい空胞形
成がみられたカンジダ症：山口県中部家
保 入部忠、真鍋幸穂

搾乳牛 80 頭規模農場で 2008 年 5 月上
旬、1 か月齢の黒毛和種 ET 産子が白痢、
起立不能を呈し、病性鑑定を実施。病理
解剖で第一胃に潰瘍。細菌学的検査で複
胃から Candida tropicalis を分離、第一
胃内容物の定量培養で同菌を 1.25×106cfu/
g 検出。病理組織学的検査で前胃粘膜上皮
の錯角化に加え、角質層上の錯角化病変、
粘膜上皮内に真菌様物、細菌がみられ、
真菌様物は PAS 染色、Grocott 染色及び
抗 Candida 抗体を用いた免疫組織化学染
色（免染）で陽性。肝臓でび漫性に肝細
胞質内に弱好酸性スリガラス状の空胞を
確認。空胞は PAS 染色陰性、抗α牛フィ
ブリノーゲン抗体を用いた免染で弱陽性
を示し、透過型電子顕微鏡検査で拡張し
た粗面小胞体と判明。これらの所見はフ
ィブリノーゲン封入体報告症例と類似。
臨床症状は C.tropicalis による前胃炎が原
因で、蛋白分泌不全に由来する粗面小胞
体の拡張が免疫低下、真菌症を引き起こ
したと推察。前胃の角質層上の錯角化病
変は珍しい知見。

144.マイコプラズマが検出された牛呼吸器
病の発生状況と分離株の薬剤耐性：山口
県中部家保 真鍋幸穂、中谷英嗣
2003 年 4 月から 2008 年 11 月までの病

性鑑定で牛呼吸器病に関する症例をマイ
コプラズマに着目して集計。マイコプラ
ズマが検出された牛呼吸器病は年間 5 件
前後。発生の 75%は 100 頭以上の肉用牛
多頭農家で、農家の偏りはなく、年間を
通じて発生。起病性のある Mycoplasma b
ovis(Mbo)と M. dispar(Md)では、Mboが
死亡例から多く検出され高病原性、Md は
症状にかかわらず検出され低病原性と考
察。症状のない検体で多く検出された M.
bovirhinis(Mbr)と M. alkarescensは低病
原性と考察。検体の半数が Pasteurella や
Mannheimia の混合感染を伴う。保存菌
株の液体希釈培養法による薬剤感受性試
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験では、カナマイシンとエンロフロキサ
シンに Md と Mbr で 小発育阻止濃度(M
IC)分布の二峰性を認め、耐性菌の存在を
示唆。特に Mbo はマクロライド系に低感
受性傾向、タイロシンでは標準株 Donetta
の LAAK ら(1993)のデータと比較して MI
C90 値が 512 倍となり、MIC 分布の二峰
性はなかったが耐性化したと推察。

145.ヨーネ病予備的抗体検出法における陽
性牛の疫学調査および酵素免疫測定法と
の関連性の検討：徳島県徳島家保 大久
保喜美

今秋、予備的抗体検出法（S 法）を 25
戸 745 頭実施し 8 戸 10 頭が陽性。従来か
らの酵素免疫測定法（E 法）による確定検
査では全頭陰性。S法陽性牛は初産～ 6産、
北海道導入は 4 頭、異常産のワクチン接
種済みは 5頭。S/P値は 60.1～ 193.1で、
同一血清での再検査、非働化処理および
確定検査時の血清で初回の S/P 値とほぼ
一致。E 法との関連を検討するため、過去
に殺処分後ヨーネ菌を確認した 1 戸 1 頭
および殺処分・自主淘汰したがヨーネ菌
は未検出であり E 法での非特異を疑われ
る 1 戸 10 頭の保存血清 21 検体（自主淘
汰前および 51 条検査時も含む）も S 法を
実施。計 756 頭に関して、実際の疾病状
況＝ E 法の結果と仮定し、今年度 S 法陰
性牛は E 法でも陰性と判断（過去からの
検査実績を考慮）した場合、感度＝ 57.1
%、特異度＝ 98.5%。S 法の非特異反応要
因は不明だが、再現性あり、非働化の影
響なし、保存血清での検査も可能である
ことを確認。

146.マイコプラズマが分離された牛呼吸器
病症候群 (BRDC)事例：徳島県徳島家保
柏岡静、棚野光晴

平成 20 年 1 月、管内肉用肥育農家にお
いて、導入した黒毛和種 (7~10 ヶ月齢 )が
呼吸器症状を呈し死亡する事例が発生。1
~7 月までに死亡した牛 6 頭の解剖所見は
共通して肺に暗赤色肝変化と多数膿瘍形
成、気管に白色泡沫様物が、病理組織学
的に化膿性繊維素性肺炎、化膿性繊維素
性気管支炎が認められた。細菌検査では、
肺、気管スワブより Pasteurella multocid
a（Pm）4頭/6頭、Mannheimia haemol
ytica(Mh)3/6、Mycoplasma bovis(Mb)1/6、
Mycoplasma bovirhinis(Mbr)2/6、未同定
マイコプラズマ 1/6 が分離、ウイルス分離
は陰性だった。また同居牛 6 頭の鼻汁ス
ワブからは Pm(3/6)、Mh(1/6)が分離、マ
イコプラズマは分離陰性、呼吸器病抗体
検査では 1 頭が BVDV Ⅰ型、アデノ 7 型
の抗体上昇。上記検査結果より、本症例
はマイコプラズマが関与した BRDC と診
断、有効薬剤の投与により現在は落ち着

く。今後 Mh を含有したワクチンの接種
を検討する予定。

147. 免疫磁気分離法（IMS）によるサル
モネラの効率的な検出：徳島県西部家保

鈴木幹一郎、北田 紫
水溶性下痢を呈した搾乳牛に Salmonell

a Litchfield（SL)による牛サルモネラ症
が発生。発症牛に適正薬剤の投与、全頭
に生菌製剤の継続投与、畜舎内の定期的
徹底消毒を指示。初発の 4 ～ 10 月までの
間、糞便によるサルモネラ検査を計 6回、
延 81 頭実施。発症牛は初回のみ。保菌牛
は 31.2 ～ 6.2 ％と常に継続。汚染源特定
として餌槽 12カ所、ウオーターカップ（W.
cup)7カ所、鉱塩 1カ所、給餌飼料８種類、
水道水 1 カ所の計 29 カ所について調査。
サルモネラ分離状況は、定法で餌槽１カ
所の検出率 3.4 ％、分離菌は SL １菌種。
IMS は餌槽および W.cup 計 14 カ所の検
出率 48.3％、SL、Salmonella Choleraes
uis の２菌種。糞便および環境由来株によ
る疫学調査として、9 薬剤の MIC とプラ
スミドプロファイル（PP)を実施。MIC は
３パターンに分類。PP は全ての SL で 19
Md と 30Md で同一バンドを確認。SL の
感染経路は不明。IMS による分離により
徹底消毒を実施し清浄化。

148.乳肉複合農家での Salmonella Bovis
morbificans による乳用牛のサルモネラ症
の発生と清浄化：香川県西部家保 高橋
茂隆、真鍋圭哲

平成 19 年 12 月から翌 1 月に乳肉複合
農家（乳用牛 90 頭、肉用牛 120 頭飼育）
で、泌乳前期群に Salmonella Bovismorbi
ficans（SB）による牛サルモネラ症が発
生。臨床症状は激しい水様性下痢、腰部
から背部の広範な気腫、重度の泌乳停止、
37 ℃の低体温による死亡等で重篤化の傾
向。対策は抗生剤治療、サプリメント給
与中止、生菌製剤の増量給与（日量 50g
から 200g へ）、敷料の 3 ％消石灰添加と
1 週間での交換。疫学調査として、SB の
追跡調査と給与飼料の聞き取り等の発生
要因調査を実施。追跡調査は 20 年 12 月
までの延 6 回分離検査（牛糞便、環境材
料等延 541 検体）を行い、SB は牛糞便か
らは 2 月まで、環境からは 3 月まで分離
され、その後は陰性。発生原因は発生群
にのみ給与のサプリメントを疑うが、納
入業者の回収により未確定。牛群全体の
乳量は初発 1 週間後から減少し、3 月に回
復。続発もなく、清浄化達成と判断。重
篤化は泌乳ストレスと SB 摂取量が影響と
推察。

149.牛壊死性腸炎が疑われた集団斃死事例
：高知県西部家保 利岡知
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褐毛和種を約 90 頭（繁殖牛 25 頭）飼
育する一貫経営農家において、平成 20 年
10 月末から繁殖牛を中心に 11 頭が軟便～
水様性下痢または血様便を主徴とし、元
気沈衰、食欲低下等の症状を示した。そ
の後 11 月 2 日から 6 日間で 5 頭が斃死。
斃死牛 1頭の病性鑑定を実施。また中毒、
感染症を疑い、同居牛の血清、糞便、給
与飼料等を材料に各種検査も併せて実施。
細菌学的検査により斃死牛の主要臓器か
ら Clostridium perfringens（以下 Cl. per
fringens とする）A 型菌を分離。病理組
織学的検査で小腸および大腸粘膜全層の
壊死を確認。他の斃死牛の直腸内容から
は、Cl. perfringensが 108 個/g以上検出。
生化学的検査では中毒を否定。以上の結
果より、今回の斃死事例は牛壊死性腸炎
と推察。また、同居牛のα毒素の ELISA
検査を実施。ELISA 値が 100 未満の個体
が存在し、ワクチン接種の必要性を示唆。
再発防止の対策として、ワクチン接種、
畜舎の消毒、飼料給与法の改善を指導。

150.黒毛和種肥育農場の呼吸器病対策：福
岡県両筑家保 金子和典、田口博子

呼吸器病の多発する 220 頭飼養規模の
黒毛和種肥育農場で、平成 19 年 8 月、平
成 20 年 2 月、7 月県外導入牛各 5 頭の血
液検査、鼻腔スワブ細菌検査、ウイルス
抗体検査等を実施。呼吸器病 5 種混合生
ワクチン（5 混）接種状況等を調査。対策
として 5 混接種の徹底、導入時、輸送前
のビタミン剤、抗生剤投与、導入後の隔
離観察、畜舎消毒の励行等を指導。導入
牛検査で熱発、鼻汁等の症状を認め、Myc
oplasma bovis、Mannheimia haemolytic
a（Mh）等を 15 頭中 12 頭から分離。牛
パラインフルエンザ 3 型 1 頭、牛ＲＳ 2
頭、牛ウイルス性下痢・粘膜病 2 頭、牛
コロナ 4頭のウイルス抗体価上昇を確認。
平成 18 年 1 月以降 5 混未接種であったた
め、一斉に接種実施。県外導入牛への補
強接種及び自家産牛の 2回接種を指導し、
治療頭数、平均治療日数、死廃頭数は平
成 18 年度は 19 頭、3.3 日、10 頭、19 年
度は 41 頭、5.5 日、8 頭、20 年度は 9 月
末現在 7 頭、2.5 日、3 頭と改善。今後、
Mh 等に対するワクチン接種を指導予定。

151.黄色ブドウ球菌による壊疽性乳房炎例
：福岡県中央家保 大津尚子
2008 年 1 月に初産した乳用牛が 2 月 3

日から乳量の激減、乳房の硬結・紫斑を
呈し、加療するも起立不能。剖検で右側
乳房の著しい腫大・硬結、割面の広範囲
な重度充うっ血、全身皮下の重度膠様浸
潤を確認。細菌検査で乳腺、付属リンパ
節、心臓、肝臓および脾臓から黄色ブド
ウ球菌（SA）を分離。病理組織検査で乳

房のグラム陽性球菌を伴う乳管洞上皮細
胞壊死、壊死性血管炎、線維素性血栓、
乳腺壊死、乳房上リンパ節被膜の線維素
性血栓を確認。肝臓、心臓等の中小動脈
狭窄。抗 SA 抗体による免疫組織学的検査
で乳腺病変部菌体に一致した陽性反応を
確認。病態は SA が乳頭上皮細胞に感染・
異常増殖後、産生酵素による組織の融解
壊死から血行感染を引き起こし、菌体外
毒素によりショック等の全身症状を起こ
したと推察。発症要因は分娩・搾乳作業
のストレス、不衛生な牛舎環境による免
疫機能の著しい低下、低栄養状態が挙げ
られ、衛生環境の整備、個体の健康管理
等の予防対策が重要。

152.黒毛和種子牛にみられた多種真菌によ
る深在性真菌：長崎県中央家保 早稲田
万大

生後から虚弱を呈す受精卵移植産子（黒
毛和種）が、16 日齢時に白痢で治療を受
けるも 24 日齢で死亡。剖検では、第四胃
に 2 か所の穿孔(5×3cm、3×3cm)を伴う潰
瘍形成、肺における限局性の肝変化およ
び左大脳半球において血管充盈を伴う親
指頭大の軟化巣形成を確認。HE 染色によ
る組織検査において肝、肺、第四胃、大
脳および小脳に真菌様構造物がみられ、
これらは PAS 反応およびグロコット染色
に陽性。また、①抗 Aspergillus,Clone M
ab-WF-AF-1 抗体、②抗 Aspergillus,2041
9 抗体、③抗 Rhizomucor,Clone Mab-WS
SA-RA-1 抗体、④抗 Candida albicans 抗
体を用いた免疫組織化学的染色では、①、
②は肺、大脳および小脳、③は第四胃の
み、④は肝および肺において陽性抗原を
確認。その他、第四胃において④の希釈
倍数 ×2048 陽性、×8192 陰性を示す菌糸
を確認。本症例は多種真菌による深在性
真菌症と診断。牛の深在性真菌症として
は、少なくとも 3 種類の真菌が関与した
希な症例。

153.細菌の関与が疑われた肉用牛の流産事
例：熊本県中央家保 徳永妙子、下西儀
政

肉用牛一貫経営農家で死産が発生。死
産子牛の脳脊髄液から各種異常産関連ウ
イルス抗体は不検出。主要臓器、脳およ
び脳脊髄液から大腸菌、Klebsiella pneu
m oniae(Kp)および Vibrio fluvialis(Vf)を
純粋に分離。病理組織学的検査で脾臓に
重度の壊死層を確認。本症例の分離菌の
農場内浸潤状況を把握するため、畜舎環
境等の検査を実施。その結果、未使用お
よび使用中の敷料からそれぞれ Kp および
大腸菌を検出。本症例は複数の臓器から
大腸菌、Kpおよび Vfが純粋に分離され、
病理組織学的に炎症反応が認められたこ
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とから本菌による流産と推察。感染経路
はこれら常在菌の日和見的な生殖器の上
行感染と考えられたが、海水細菌である V
f の疫学的関連は不明。散発性の細菌性流
産の診断は「娩出後の汚染ではないこと」
がひとつの目安。確実な診断のためにも
今後流産が発生した際は主要臓器からの
菌分離に加え、臓器スタンプのグラム染
色および胎子の胃内容を材料とした菌分
離の実施が重要。

154.Mycoplasma bovisによる子牛の多発
性関節炎：大分県大分家保 滝澤亮、佐
藤亘

わが国で症例報告の少ない Mycoplasma
bovis（Mb）による子牛の多発性関節炎

が発生。病理組織学的検査では、四肢関
節部に線維素性滑膜炎、肺に重度な気管
支間質性肺炎を認めた。免疫組織化学染
色では、同部位で Mb 陽性を示した。細菌
学的検査では、肺・肝臓・脾臓・四肢関
節組包から Mb を検出。本症例を、牛マイ
コプラズマ肺炎及び Mb による多発性関節
炎と診断。疫学では、関節炎発生以前に、
子牛牛群全体に呼吸器症状がまん延。子
牛は全て県外導入牛の産子であり、高率
に Mb を保有（8 頭/15 頭；発症牛含む）
し、分離 Mb 株は同様の RAPD 型及び薬
剤感受性を示した。以上から本症例は、
農場内で同一 Mb 株が高度にまん延し、長
期の呼吸器症状と重なることで、敗血症
性に多発性関節炎が発症したと推察した。

155.Mycoplasma bovis感染による牛の第
四脳室脈絡叢周囲膿瘍、内耳炎の 2 症例
：宮崎県宮崎家保 西村拓也、片山貴志
2008 年 10 月下旬、管内の黒毛和種繁

殖農場（A 農場)及び乳雄、F1 の肥育農場
（B農場）より、相次いで呼吸器症状から、
斜頸あるいは耳翼下垂を呈する牛の病性
鑑定を実施。A 農場鑑定牛（[A]）は内耳
孔付近から小脳、脳幹部にかけて膿瘍を
形成、同部の髄膜に癒着、病理組織検査
で第四脳室脈絡叢を巻き込み小脳、延髄
を圧迫、辺縁に線維芽細胞の増生を確認。
B 農場鑑定牛（[B]）は中耳、内耳に膿汁
が貯留。細菌検査で[A]の膿瘍及び肺、[B]
の左右膿汁から M.bovis を純粋に分離。
分離菌は LCM、FF に感受性、OTC、TM
S には耐性傾向。[B]由来株では ERFX の
感受性に株間の相違。[A]、[B]の肺乳剤は
ウイルス分離陰性。同居牛検査では、M.b
ovis が 1 検体から分離、同遺伝子が 3 検
体から検出。2 症例とも前駆症状として呼
吸器症状を認め、本症の背景としてマイ
コプラズマ肺炎等の関与を疑う。分離株
には複数の薬剤耐性と株間で感受性の相
違を確認、適切な薬剤選択が必要。

156.黒毛和種子牛にみられた複合真菌症：
宮崎県都城家保 小野川美枝、鎌田博志

黒毛和種生産農場で、子牛１頭が呼吸
器症状を主徴とし死亡。剖検では、肺、
肝臓、脾臓、第２胃、空腸、肺リンパ節
に出血を伴う壊死巣が多数形成されてい
た。病理検査では、肉眼病変が形成され
た臓器に共通し、動静脈における真菌菌
糸による栓塞に伴う出血や壊死が多発性
に認められた。菌糸の形態は、一様に幅
広く不均一で、明瞭な隔壁は観察されず
分岐は鈍角であった。これらは、抗 Rhizo
mucor 抗体に陽性を示した。肺のごく一
部では、明瞭な隔壁を有し鋭角に分岐す
る真菌の感染が認められ、これらの真菌
は抗 Asperugillus 抗体に陽性を示した。
真菌の培養検査では、肝臓から Rhizomuc
or pussilus が分離された。真菌の遺伝子
検索では、肺から Rhizomucor pussilus、
空腸から Absidia corymbifera遺伝子が検
出された。各精密検査結果に免疫組織化
学的な検討を加えたことにより、本症例
の主因真菌は Absidia corymbiferaと考え
られた。なお、診断名は複合真菌症とし
た。

157.肉用牛一貫経営農場におけるヨーネ病
清浄化対策とスクリーニング法抗体検査
成績の検討：鹿児島県南薩家保 有島太
一、山﨑嘉都夫

平成 20 年 5 月、母牛 126 頭飼養肉用牛
一貫経営農場でヨーネ病発生。典型的症
状を示した初発牛とその産子、同居母牛 2
頭の計 4 頭を患畜と診断。すべてヨーネ
菌を確認。県外導入牛である発症牛の大
量排菌による伝播を疑う。定期的検査、
消毒と併せ感染リスク牛自主淘汰による
清浄化対策を図っている。同居牛検査で
スクリーニング法とエライザ法の成績を
比較、診断的意義を検討。2 法の S/P 値に
相関を認め、スクリーニング法 S/P値 100
以上がエライザ法陽性を疑うラインと推
察。リアルタイム PCR と抗体検査成績を
併せ畜主と協議、感染リスク牛の自主淘
汰を推進。ヨーネ菌汚染農場の同居牛検
査での抗体検査 2 法とリアルタイム PCR
を併せた成績の検討は、より確実な清浄
化対策を図る上で有用だが、法的に患畜
でないリアルタイム PCR 陽性の感染リス
ク牛は取り扱いに問題。自主淘汰手当等
の整備が対策推進において重要。

158.搾乳牛に発生したマンヘミア症：鹿児
島県南薩家保 是枝輝紀、西田浩二

平成 20 年 2 月、成牛 85 頭飼養の管内
酪農家で成牛 4 頭が元気消失・乳量低下
・流涎等を呈し、そのうち 2 頭が翌日死
亡。死亡牛 1 頭の病性鑑定を実施。剖検
所見で肺の肝変化・小葉間結合識の拡張



- 36 -

等を認め、組織所見は壊死性化膿性線維
素性肺炎を呈す。細菌検査で肺と腸間膜
リンパ節から Mannheimia haemolytica
（Mh）血清型 6 型を分離。ウイルス検査
で死亡牛・発症牛の牛 RS ウイルス（BRS
V）の高い抗体価と、ペア血清により同居
牛 24 頭中 5 頭の BRSV 抗体価の上昇を認
める。ウイルス分離は陰性、死亡牛・発
症牛血清、TMR 中の硝酸態窒素濃度は低
値であった。以上の検査結果より、本症
例を Mh6 型によるマンヘミア症と診断。
発症要因として、BRSV の関与が推察さ
れる。また、給与 TMR に黒斑病甘藷が含
まれていたことから、黒斑病中毒が本症
例に関与した可能性も否定できない。

159.乳肉複合農場のヨーネ病対策の課題：
沖縄県中央家保 岩崎義史、伊禮判

管内乳肉複合 A 農場はヨーネ病（JD）
が 7 頭発生。内 2 頭が繁殖和牛で 1 頭は
自家産、もう 1 頭は JD と関連ない農場か
ら導入、臨床症状呈した乳牛との同居開
始年齢は 9.7 歳、5.3 歳。繁殖和牛への感
染は農場内の汚染糞便による成牛への水
平感染と推察。要因は乳牛との混合飼育、
長靴衛生の不備、発症牛の農場汚染。A 農
場の例を鑑み管内乳肉複合農場の JD 蔓延
防止対策の調査を実施。結果、繁殖和牛
への水平感染防止及び子牛への感染防止
の対策がある農場は 2 割。よって乳肉複
合農場で JD 発生すれば農場内蔓延だけで
なく、肉用牛農場に被害広がる可能性高
い。今後は繁殖和牛への感染防止並びに
肉用牛農場への拡散防止が課題。対策必
要な農場の啓蒙のため再度立入、乳牛と
和牛の区分け飼育、餌、水への糞便混入
防止、子牛の隔離・人工哺乳の実施を指
導。また対象農場へ指導リーフレットを
配布。今後新たに乳肉複合経営を始める
農場への指導徹底が重要。

160.アナプラズマ病の継続発生と防疫対策
：沖縄県八重山家保 丹羽竜祐、安富祖
誠
Anaplasma marginale（Am）によるア

ナプラズマ病は 2007 年 10 月に 24 年ぶり
の発生があったが、2008 年 7 月同一農場
にて継続発生が認められたので概要を報
告する。【発生概要】2008 年 7 月 1 日貧
血症状を呈し死亡した母牛の血液塗抹検
査でアナプラズマ様小体（赤血球寄生率
：37.7％、スコア採点法：2.0）を確認し、
PCR 検査（補助診断）により Am と診断
した。【防疫対策】①発生農場の防疫措置
：ダニ検査、ダニ駆除剤薬浴、吸血昆虫
忌避剤装着、ハエ幼虫駆除剤の散布を定
期的に実施。②同居牛の監視体制：PCR
検査を定期的に実施。検査結果を基に隔
離飼育を指導。あわせて OTC 剤野外試験

により、PCR 陽性個体の消長を調査。（発
生直後 38.5 ％から 3 ヶ月後 20.0 ％に陽性
率減少）③管内での防疫強化策：オウシ
マダニ清浄化（1993 年）以前に生まれた
高齢牛の PCR 検査を行いキャリア牛の浸
潤状況を調査（11 月 4 日現在 741 頭調査
し陽性率 3.1 ％）【考察】本症例は高齢、
妊娠等が重なり発症に至ったと推察。隔
離飼育及び OTC 剤野外試験により、発症
リスク軽減の可能性が示唆された。キャ
リア牛淘汰を継続指導し、畜産経営の安
定に努めたい。

161. LAMP法による簡便で迅速な Anapl
asma marginale遺伝子検出法：沖縄県家
畜衛生試験場 座喜味聡、大城守
LAMP法(L法)による A.marginale(Am)

遺伝子検出法を新たに確立。【材料と方法】
Am；本県分離の Kw 株。PCR；既報に準
じた。L 法；primer は msp1 α、16SrRN
A、GroEL の 3 遺伝子について設計。増
幅は直接(蛍光)目視、電気泳動、および濁
度計 (LA-200)で確認。特異性と感度；県
内 Am6 株と A.centrale、A.bovis、Babes
ia bi- gemina、B.bovis、Theileria orient
alis 等を用い特異性を、Kw 株感染血液の
希釈系で感度を検査。持続感染牛血；感
染牛の経過血液。【結果】1)LAMP 反応は
GroEL 遺伝子について、6 種の primer セ
ット、65℃、1時間の系で良好な結果が、
目視でも容易に確認。2)Am7 株全てに増
幅が確認、一方他 9 種の住血微生物では
全く反応なし。3)寄生率 0.004%まで検出
可能で、msp1 α PCR と同等、16SrRNA
PCR よりも高感度。4)濁度計により定量

的検査が可能。5)低寄生率の持続感染牛血
の L 法でも、全例で msp1 α PCR と同一
結果。5)A.centraleとの multi-plex LAM
P へ発展も可能(確立中)。【考察】本 AmL
法は、PCR と同等の感度・特異性、特別
な機器が不要で、迅速・確実な検査とし
て期待。

Ｉ－３ 原虫性・寄生虫性疾病

162.我が国で初めて発生した黒毛和種育成
牛の Eimeria alabamensis による核内コ
クシジウム症の一症例：北海道胆振家保

西田朋子
平成 19年 10月 18日、黒毛和種 43頭を

飼養しコクシジウム症の既応歴がある素牛
生産農場で、11 ヵ月齢の牛 1 頭が食欲不
振と緑褐色水様下痢を繰り返し病性鑑定
を実施。糞便検査、ヨーネ病 ELISA 抗体
検査、牛ウイルス性下痢・粘膜病ウイル
スの PCR 陰性。主要臓器、有意菌分離陰
性。空回腸粘膜は中等度に肥厚。鏡検で
絨毛の著しい萎縮、上皮細胞で高頻度に
核内、低頻度に細胞質内に 1、2 個の好塩
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基性封入体を確認。封入体を形成するウ
イルスへの免疫染色陰性。電子顕微鏡検
査で封入体に一致しコクシジウムの形態
を確認。完全に核内や細胞質基質に直接
存在し、核および細胞質の崩壊はない。
遺伝子検査で Eimeria alabamensis(Ea)と
100 ％の相同性を確認。Ea 感染による慢性
腸炎と診断。国内で初事例。本症は低病原
性の可能性。糞便検査で診断できず発見が
遅れ重篤化。コクシジウム症多発農場での
本症の注意喚起が必要。難治性下痢につ
いては、本症についての検討も加え知見
の蓄積が大切。

163.自家放牧地における小型ピロプラズマ
病対策：青森県青森家保 原園子、松本
敦

飼料自給による低コスト化、発情発見
容易化のため、I 町の黒毛和種繁殖農家 6
戸（A ～ F）が自家放牧を実施。6 戸とも
小型ピロプラズマ病に高度汚染の公共牧
場と牛の交流があるが、H17 年度まで自
家放牧地の小型ピロプラズマ病対策を積
極的に実施せず。自家放牧地の実態調査
（H18 年度）では、6 戸中、放牧供用年数
10 年以上の 3 戸（A ～ C）の自家放牧牛
に高度原虫感染を確認。H18 年度から 3
週間隔の殺ダニ剤投与を実施。2 戸（A、
B）では著しい効果あり。1 戸（C）では
十分な効果なし。A、B 農場と C 農場の環
境を比較。C 農場は雑木林に囲まれ、風通
し悪く、野生動物を頻繁に目撃。草地ダ
ニ調査（H20 年度）では C 農場のみでフ
タトゲチマダニ含む多数のダニを確認。C
農場がダニ生息に適した環境であったこ
とが、A、B 農場よりダニ対策の効果がな
かった一因と推定。今後、自家放牧地推
進のためにダニ対策は必須であり、立地
条件によって環境整備や野生動物対策が
必要。

164.生産者と一体となったピロプラズマ病
清浄化への取り組み：青森県八戸家保
関合哲、木村揚

アミノキノリン製剤（キノリン）製造
中止でピロプラズマ病（ピロ）に不安を
感じていた黒毛和種放牧の 2 牧場の清浄
化を指導。A 牧場では、フルメトリン製剤
（フルメト）塗布間隔を 3 週間から 2 週
間に変更し、適正量を塗布した結果、平
成 19 年に比べて原虫感染率が 37%から 1
4%へ減少。1 頭当たりの経費はフルメト
が大幅に増加しキノリンが減少。延べ作
業人員は倍増。B 牧場では 3 週間の塗布
間隔は変更せず、適正量を塗布した結果、
感染率が 62%から 47%へ減少。経費はフ
ルメトが増加しキノリンが大幅に減少。
負担の増大した A 牧場で意向調査を行っ
た結果、ピロ病低減、治療費減少、ピロ

病の不安解消などが実感され、今後も同
様の取り組みを希望。生産者の意向を尊
重したことにより、清浄化を優先した牧
場と負担が増大しないことを優先した牧
場の両者で、積極的にピロ病対策に取り
組む意識の高揚がみられ、家保と一体と
なった清浄化が推進。

165.管内 O 牧野の放牧再開へ向けた取り
組み：福島県会津家保 星光伊、宮野英
喜

管内 O 牧野は、乳牛育成を目的に S45
年に開設。H14 年度にフルメトリン製剤
（F 剤）の投与を中止した結果、小型ピロ
プラズマ原虫（P）の寄生が増加。H15 年
度から F 剤の投与を再開し、寄生率は減
少傾向にあったが、下牧後の死亡牛事故
が発生し、農家の放牧に対する不安が高
まり、放牧希望頭数が減少し、H17 年度
より休牧。その間、牧野組合、利用者、
県等関係機関による牧野運営会議を開催
し、放牧再開へ向けた取り組みとしてマ
ダニ捕獲調査、土壌・牧草診断を実施し
た結果、マダニの生息密度は低く、牧野
の状態も問題ないことが確認され、放牧
可能と判断。さらに休牧 2 年後の H19 年
度から、P 対策の強化及び事故牛の低減へ
向けた対応として頻回衛生検査の実施と
監視体制の強化、ダニ対策の徹底を図り、
放牧を再開。放牧再開後の 2 年間特に問
題は認められず、放牧利用者からの評価
も高く、今後も現行の対策を継続し、安
全で安心な放牧を目指したい。

166.管内酪農家のネオスポラ症異常産：福
島県県南家保 佐藤敦子、秋元穣

管内酪農家で平成 19 年 4 月より異常産
が多発。平成 20 年 5 月病性鑑定を実施、
死産胎子胸水及び腹水、母牛、他の異常
産経験牛でネオスポラ抗体陽性。死産胎
子の脳、心臓でネオスポラ特異遺伝子陽
性。組織学的に非化膿性脳炎、散在性非
化膿性骨格筋炎、舌炎。免疫組織化学検
査で間脳にネオスポラ原虫シストを確認。
以上よりネオスポラ症と診断。垂直及び
水平感染防止対策を指導。感染状況把握
のため、同居牛、平成 17 年度余剰血清の
抗体検査、平成 20 年 12 月に抗体陰性牛
の再検査を実施。平成 17 年から 20 年の
間に抗体陽転牛なし。さらに、血縁関係
を調査し、抗体陽性牛は導入牛 1 頭を除
いた 11 頭全てが平成１年導入牛の子孫と
判明。抗体陰性牛の子、姉妹は全て抗体
陰性。さらに、近隣酪農家 2 戸の自家産
牛 47 頭とその母牛 4 頭を検査、血縁関係
のある 4 頭で抗体陽性。以上より本農場
のネオスポラ症の感染経路は垂直感染で
あると推定。
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167.繁殖和牛の水田放牧における衛生対策
：茨城県県西家保 田辺ひとみ、渡辺晃
行

水田放牧を行っている管内和牛一貫農
家（D 農場）について、肝蛭症と小型ピ
ロプラズマ病(ピロ)を調査し、対策を検討。
D 農場は飼養している繁殖牛約 90 頭のう
ち妊娠牛約 50 頭を水田放牧。放牧牛 23
頭の糞便と 3 牧区の排泄便で渡辺法を行
ったが、肝蛭虫卵は検出されなかった。
ピロは放牧牛で 10 月と 11 月の 2 回、舎
飼牛で 12 月に Ht 値の測定、血液塗沫に
より寄生を確認。Ht 値の平均値は放牧牛
10 月 28.1%、11 月 31.0%、舎飼牛で 36.9
%であった。放牧牛はいずれも寄生が確認
されたが、舎飼牛は 44 ％に寄生がなかっ
た。肝蛭症は陰性だったため、今後良質
なイネホールクロップサイレージの給与
による感染防止と陰性牛の導入が重要。
ピロについては入牧時にダニ対策でフル
メトリン製剤を牛体滴下し，注意深く牛
の状態の観察を指導。D 農場では入牧後 1
ヶ月の体重減少が分かっており、この時
期の対策が重要。11 月の Ht の増加は気
温の低下によるダニの活動の低下と飼料
イネに多く含まれるビタミン E の抗酸化
作用がピロの赤血球酸化を抑制したこと
が推測された。今後は他の放牧病も含め、
通年の調査を行い現状の把握と指導に努
めたい。

168.大規模酪農家における乳頭糞線虫（S
PL）症の発生とその対策：茨城県県北家
保 栗田敬介、川上純子

平成 20 年 8 月～ 10 月、育成舎で 3 ～
4 ヶ月齢の子牛 16 頭が下痢や肺炎、うめ
きを主訴とした突然死。10 月 22 日に２頭
の病性鑑定を実施。1 頭の子牛から SPL
の含子虫卵を検出。剖検所見では著変な
し。翌日、子牛約 50 頭が痒覚症状を呈し
ていることが判明。臨床症状及び虫卵検
査により、SPL 症と診断。同居牛の駆虫
前後の虫卵検査で寄生率は約 64％、43％。
子虫検査で SPL の F 型子虫と同定。対策
として育成牛にイベルメクチン製剤の投
与、2 ～ 3 日毎の敷料交換、ジクロルボス
製剤等による床面消毒を指導した結果、
その後発生なし。発生要因として、オガ
クズ牛舎で子牛を群飼し、敷料交換を週 1
回、床面消毒も未実施という飼養状況の
悪化と SPLの好発育条件が重ったと推察。
近年、SPL 症の発生は減少してきたが、
飼養形態の変化や意識低下による衛生対
策の不備により、増加する可能性あり。
今後、リーフレット配布等による啓発・
指導により、農家の衛生管理意識の向上
を図る必要あり。

169.盲目の黒毛和種子牛の Setaria marsh

alli 寄生の一症例：茨城県県北家保 川村
舞香、村山丹穂

黒毛和種の雌牛が平成 19 年 8 月 29 日
に盲目の子牛を分娩。同年 11 月 1 日に盲
目の原因究明のため子牛の病性鑑定実施。
腹腔に線虫を 10 隻程確認。光学顕微鏡、
走査型電子顕微鏡にて虫体頭部を観察し、
Setaria marshalli と同定。2 ヶ月齢の子
牛で成虫寄生がみられたことから胎盤感
染と判断。病原検索で細菌・ウイルス分
離陰性。病理組織学的検査より、多数寄
生による軽度慢性線維素性腹膜炎、虫体
の血流を介した病変と考えられる全身性
の好酸球浸潤を伴う血管炎がみられた。
左右眼球は肉芽腫や石灰沈着を伴う慢性
網膜炎。左眼球の肉芽腫には虫道を示唆
する線状壊死巣が存在。虫体検出のため
子牛・母牛血清よりビオチン化血清 IgG
を作成し、これを一次抗体として免疫組
織化学的染色を実施。結果は十二指腸の
虫体と左眼球の線状壊死巣に強陽性反応。
一方、眼球炎症部のグラム陰性桿菌にも
陽性反応。Setaria marshalliの眼への迷
入が疑われたまれな症例。

170.子牛の脳脊髄糸状虫症の一事例：千葉
県南部家保 笠井英、羽毛田稔

平成 20 年 8 月、管内酪農家で 5 ヶ月齢
の子牛が突然起立不能、痙攣、斜視、肺
炎症状を呈した。治療により回復しかけ
たが、その後右後肢の軽度麻痺と起立不
能を呈し一般状態も悪化したため、発病 1
2 日目に病性鑑定を行った。剖検では脳脊
髄液の増量、脳橋部右側の腫大及び横断
面に 1cm 大の出血巣、肺の胸膜の線維素
付着及び前葉の肝変化が認められた。症
状及び剖検所見からヒストフィルス・ソ
ムニ感染症を疑ったが，細菌検査で有意
菌は分離されなかった。病理組織学的検
査で橋に糸状虫の幼虫が見られ、その周
囲には好酸球浸潤を伴う軟化巣が認めら
れ、三叉神経脊髄路核等を障害していた。
肺には誤嚥性肺炎及びマイコプラズマ肺
炎等が認められた。以上から本症は橋へ
の糸状虫迷入による脳脊髄糸状虫症と考
察された。本症の牛での発生報告はほと
んどなく、希少な症例と思われた。

171.管内酪農家におけるネオスポラ感染が
強く疑われた流産例：石川県北部家保
村上成人、神川佳子
2008 年 8 月、管内の酪農家で 2 産目に

おいて 2 回連続、ほぼ同じ胎齢で流産し
た牛の病性鑑定を実施。ネオスポラ抗体
陽性及び PCR でネオスポラ･カニナム特
異遺伝子が増幅されネオスポラ原虫の感
染が強く疑われた。同居牛 33 頭について
ネオスポラ抗体検査を実施した結果、陽
性牛 10 頭を確認し、陽性率は 30.3%。当
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該農家では 5 月、8 月に 2 頭が流産してお
り、いずれも陽性。陽性牛同士に血縁関
係はなく、陰性牛の娘牛が陽性などから、
野犬からの水平感染の可能性が推測され
た。清浄化対策として、ハイリスク牛か
ら順次、牛を入れ替えることとした。①
流産歴のある 3 頭の陽性牛は今乳期で廃
用。②１頭の陽性牛は慢性乳房炎で年度
内の廃用を予定。③他の陽性牛について
は後継牛の確保等調整しながら淘汰を進
め、種付けは、次世代への感染を避ける
ため、後継牛目的としないよう指導。④
野犬等の野生動物の牛舎内への侵入防止、
流産胎児、後産の早急な撤去を指導した。

172.県内放牧場における小型ピロプラズマ
病対策：静岡県中部家保 川嶋和晴、野
元孝子

平成 17 年～ 18 年、A 放牧場（210 頭
収容可能）において、高度の貧血が見ら
れ、放牧牛全頭に Theileria sergenti（以
下 TS）の感染を確認、小型ピロプラズマ
病（以下ピロ病）と診断。抗原虫薬の投
与、補液等の対症療法を行ったが、2 頭が
死亡。疫学調査の結果、牧野におけるフ
タトゲチマダニの異常増殖とそれを持ち
込む野生シカの侵入に起因するものと推
察。また、18 年には、これまでピロ病治
療に用いてきたアミノキノリン製剤が製
造中止。効果的な治療法、牧野における
ピロ病媒介ダニの低減について検討し、
次のことを確認。①ジアミジン製剤は、T
S 感染の極初期の投与で高い貧血改善及び
TS 増殖抑制効果、②ジアミジン製剤の投
与時期が遅れ、TS の再増殖による貧血が
起こった場合には、デキストラン鉄製剤
の投与が有効、③ TSの初期感染の判定に、
特殊濾紙を用いた簡易抽出法による PCR
法が応用可能、④媒介ダニはフルメトリ
ン製剤に感受性、⑤秋期放牧時のフルメ
トリン製剤投与の徹底により 20 年春期の
TS感染牛が減少。

173.ネオスポラ症による乳牛の異常産：三
重県南勢家保 植原陽
2007 年 9 月~10 月に乳用牛 130 頭を飼

養する酪農場で搾乳牛 6 頭で異常産が発
生。N.caninum 免疫山羊血清を用いた免
疫染色において、胎子の中枢神経系及び
腎臓で原虫様構造物が見られ、ネオスポ
ラ症と診断。感染牛の計画的淘汰、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。しかし 2
008年 9月にも搾乳牛 4頭で原因不明の異
常産が発生した。そのため、2002 年 1 月
から 2008 年 11 月における繁殖記録台帳
を農場主と調査した。全調査期間におけ
る異常産の発生は 27 頭。月別異常産発生
頭数は秋に多く 13 頭（48.1%)であった。

母牛の出生年別異常産発生頭数は 2003 年
生まれのものが 36.4%と多かった。当農
場では自家産牛を北海道に預託している
ため、今後導入牛余剰血清を用いて抗体
検査を実施し対策をたてる予定。

174.牛ネオスポラ症発生報告：愛媛県南予
家保 安藤通花、稲垣祝

平成 20 年 5 月、管内酪農家で胎齢 6 ヶ
月の流産胎子が娩出され病性鑑定を実施。
母牛は、2 産目で異常産ワクチン未接種。
Neospora caninum(Nc)抗体検査は母牛
血清で陽性、胎子心嚢水で陰性。異常産
関連ウイルス分離は陰性。剖検所見では
全身赤色、組織所見では多発性巣状壊死
を特徴とする非化膿性脳脊髄炎、非化膿
性心筋炎、非化膿性骨格筋炎(舌、大腿部)
を確認。抗 Nc 家兎血清による免疫組織化
学的検査では、舌の筋層内のタキゾイト
で陽性反応を確認、ネオスポラ症と診断。
当該農場の平成 18 年度以降の異常産牛抗
体検査では、Nc 及び牛ウイルス性下痢・
粘膜病 (BVD･MD)陽性個体確認。定期検
査余剰血清による抗体検査では、Nc 陽性
12.8%（10/78 頭）、BVD･MD 陽性 100%
（203/203）、2 疾病とも農場での異常産要
因と推察。Nc 対策では、抗体陽性牛の計
画的淘汰、流産胎子・胎盤等感染源の早
期除去と適切な処理、犬や野生動物の畜
舎内への侵入防止の指導実施。

175.黒毛和種肥育牛にみられたコクシジウ
ムおよび Clostridium perfringensによる
複合感染性腸炎：宮崎県都城家保 坂元
和樹、鎌田博志
2008 年 6 月に黒毛和種肥育農場におい

て、血便を呈し急死した 23 カ月齢の肥育
牛 1 頭について病性鑑定を実施した。剖
検では結腸から直腸と空腸上部に粘膜の
出血と血様内容物が認められ、細菌検査
では十二指腸から直腸までの全内容で Clo
stridium perfringens が 107cfu/g 分離さ
れた。寄生虫検査では直腸内容でコクシ
ジウムが 249 の OPG を示し、その 97.6%
が Eimeria.zuernii であった。病理検査で
は、肉眼病変部とほぼ一致して、盲腸か
ら直腸にかけて粘膜の出血とコクシジウ
ムの寄生に伴う陰窩、周辺組織の崩壊、
炎症性細胞の浸潤が認められ、空腸上部
の出血部では、粘膜表層の壊死と Clostrid
ium 様桿菌の増殖像が観察された。本症
例の発生要因は、肥育牛での人為的なビ
タミン A 制限飼料給与による腸管粘膜の
機能低下のもとで、気象変動などのスト
レスを受けてコクシジウムが容易に感染
し、発症によりさらに腸管粘膜の機能低
下が起こり Clostridium perfringensが増
殖したことによるものと推察された。
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176.公共牧場の牧野衛生指導：鹿児島県肝
属家保 伊藤憲

管内の公共牧場は開設以来、家保、牧
場、共済獣医師及び酪農家が一体となり
牧野衛生に取り組み、一定の成果を収め
てる。当該牧場の検査は、小型ピロプラ
ズマ病対策を主眼に血液検査を実施して
おり、平成 17 年から検査回数を増やし、
週 1 回の検査の実施により監視を強化。
毎回の検査を基に、農家を交えた検討会
も実施し、現状把握と疾病対策に重点を
置いた対策も講じている。今回、従来か
ら実施してきた血液検査手法を再確認し、
ヘマトクリット値の測定は、小型ピロプ
ラズマの原虫寄生の把握に有効と認める。
暑熱ストレスの低減や貧血の早期回復の
ため、新たに牛舎を建設し、貧血がみら
れる牛の管理に利用。今後は飼養環境の
調査データについても蓄積し、衛生指導
への活用を検討。

Ｉ－４ 一般病・中毒・繁殖障害・栄
養代謝障害

177.乳牛の乳頭脱落症例：福島県県中家保
壁谷昌彦、稲見健司
成牛 130 頭飼養の酪農場において、初

産牛 1 頭にみられた乳頭脱落症例につい
て病性鑑定を実施。剖検で右前・左後の
乳頭脱落と乳房に広範な痂皮。残存乳頭
に母指頭大または小指頭大の痂皮。左前
・左後・右前乳房に膿汁貯留。細菌検査
で右前・左後乳汁から Arcanobacterium
pyogenes 分離。ウイルス検査で乳頭痂皮
および乳房上リンパ節の牛ヘルペスウイ
ルス 4 型 PCR 検査陰性、乳頭痂皮のウイ
ルス分離陰性。病理組織検査では、乳頭
脱落部位に潰瘍、表皮内膿疱、角質層か
ら基底層または真皮上部までの壊死、皮
下膿瘍。原因としてウイルス性、細菌性、
自己免疫性疾患等について検討。各検査
所見および免疫組織化学的検査の結果、
ウイルスの関与は否定。原因の特定には
至らなかったものの、組織学的に表在性
膿疱性皮膚炎や角層下膿疱症等に類似。

178.輸入ストロー給与によるエンドファイ
ト中毒が疑われた事例：山梨県西部家保

三橋一展、清水景子
平成 20 年 8 月下旬に管内の肉用牛繁殖

・肥育農家の繁殖牛 1 頭に起立困難、歩
様異常、過敏反応等の神経症状がみられ
た。当該牛には粗飼料として輸入ストロ
ーのみが給与されていたことから、エン
ドファイト中毒を疑い、当該ストローの
給与を中止するとともに、類症鑑別及び
牧草の検査を行った。その結果、類似の
疾病は否定され、当該ストローはエンド
ファイトが感染したペレニアルライグラ

スストローであることが判明。また、（独）
農林水産消費安全技術センターにエンド
ファイト毒素分析を依頼したところ、ロ
リトレム B 1,300ppb、エルゴバリン 320
ppb であった。以上より毒素濃度が比較的
高値であったこと、給与中止により症状
が回復したことからエンドファイト中毒
が疑われた。このことから当該農家に対
して、輸入ストローを給与する際の注意
点等について指導した。また、他の農家
に対しても改めて周知徹底をした。

179.「チャレンジ８０」～繁殖性向上対策
事業から～：長野県飯田家保 小野充志

近年の飼料価格高騰対策として、効率
的な畜産物の生産が強く求められている。
このため、事故率の低減とともに分娩間
隔短縮、受胎率向上等、繁殖性の向上対
策が急務となっている。当所では平成 19
年度から繁殖性向上の取り組みとして、
カイゼン「た・ち・つ・て・と」をあら
たに設定し、実施した。2 年間で延べ 58
戸 285 頭の妊娠診断（主に超音波診断装
置を使用して）を実施し受胎確認は 142
頭であった。実施するなかで繁殖和牛の
受胎率が低下する傾向にあるとの話題が
あり、繁殖和牛の個別繁殖管理状況調査
（14 戸 125 頭）、9 項目の血液生化学検査
（12 戸 92 頭）、農場の導入牛聞き取り調
査（54 戸）を実施した。血液生化学検査
では、平均空胎期間の長い農家は尿素窒
素及びβカロテンが低く、総コレステロ
ールが高い傾向にあった。母牛の血統別
では平茂勝系が調査牛の 32%を占め、空
胎期間はより短いことが示唆された。

180.プロトセカ乳房炎発生農家の生産性向
上対策：静岡県東部家保 道越小雪、野
秋眞

管内酪農家で、平成 19 年 11 月プロト
セカ乳房炎が発生、感染乳房の盲乳処置
を実施、平成 20 年 3 月中旬から 4 月に新
規感染が続発し浸潤状況を調査。生乳検
査の結果、16.1%(5/31)の牛から Protothe
ca zopfii(PZ)を検出、うち 80.0 ％(4/5)で
複数乳房から検出。環境検査の結果、給
水器等から検出せず搾乳後のティートカ
ップから PZ を検出。対策として感染乳房
の早期発見による徹底した盲乳処置、搾
乳順序見直し、ディッピング液を 1 頭ご
と交換等搾乳手技の見直し、牛舎の徹底
消毒を実施し、感染牛を順次淘汰。ボデ
ィーコンディションスコア及び血液生化
学検査の結果、牛群全体の栄養不足状態
を確認、給与飼料の再設計等による栄養
管理指導を実施。対策実施後、新たなプ
ロトセカ乳房炎感染牛は発生せず、平均
体細胞数は 21.8 万/ml から 15.0 万/ml に
減少、平均乳量は 25㎏から 32㎏に増加、
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生産性が向上。

181.ＢＳＥ検査対象牛の傾向と検査制度に
対する農家の意識：三重県中央家保 楯
川浩次、近成和弘

当家保への搬入された死亡牛の傾向を
平成 15 年 4 月の検査開始時から平成 20
年 10 月までのデータを基に調査。現在ま
でに 3923 頭を検査し、すべて陰性であっ
た。搬入牛の約 80%がホルスタイン種で、
携行した死亡診断書により死亡原因は主
に急性鼓脹症や第 4 胃変位、乳房炎等の
生産病であった。引き続き生産衛生指導
が必要である。検査開始から 5 年以上経
過していることから、今回、夏場での死
亡牛が多かった農家 40 戸を対象とし、検
査制度や搬入のアンケートを実施。現制
度については適正で検査の続行や休日搬
入を希望する意見が大半を占めた。搬入
時期は死亡当日あるいは翌日搬入の意見
が多く、集計データとほぼ一致。その他、
①死亡牛の病勢鑑定を行いフィードバッ
クしてほしい②夜間搬入を希望する③輸
送費、処理料などの費用が高価であると
いう意見が出た。

182.大規模肉用牛飼育農家の慢性疾病対策
の取組(第 2 報)：滋賀県家保北西部支所
石本明宏

自動哺乳施設導入後、肺炎が常態化し
ている農家で、昨年度、ウイルス病ワク
チンと投薬のプログラム化、代用乳濃度
適正化を指導。その効果検証のため診療
簿をもとに発生実態を調査。併せて環境
要因としてアンモニア(NH3)濃度、病原体
調査として 5 群 25 頭(導入直後～ 4 ヵ月
後)の牛について鼻腔スワブによる菌分離、
マンヘミア (Mh)の全菌体凝集抗体とロイ
コトキシン(LKT)中和抗体検査を実施。肺
炎の発病率、再発率は、平成 19 年は 70.2
％、25.2 ％、20 年は 62.9 ％、21.6 ％と
低減するも、依然発生が継続。平成 19、2
0 年とも哺育時期に発生し多くは慢性化。
NH3 濃度測定では哺育牛舎奥の空気滞留
を確認。病原体調査では導入 1 ヵ月後ま
でのマイコプラズマ (Mb)の感染を確認。
Mh は 2 ヵ月後までに感染するが菌の増殖
を示す LKT 産生は低く推移。この調査に
基づき、今後、換気改善の具体策、Mb 感
染の予防・治療方法を提示し、繰り返し
状況確認と改善指導に努める。

183.一和牛繁殖農場での牛呼吸器複合病(B
RDC)に対する予防衛生対策：京都府丹後
家保 八倉寿代、田中義信

呼吸器病が多発していた和牛繁殖農場
で、病性鑑定成績をもとに、新たなワク
チンプログラムによる予防衛生対策を検
討。【方法】分娩 1 か月前の母牛にウイル

ス 6 種混合(IBR,BVD Ⅰ･Ⅱ,RS,PI3,AD7)
ワクチン(6 混)を接種。子牛は、1 及び 2
か月齢に細菌 3 種混合(M.haemolytica,H.
somni,P.multocida)ワクチン (3 混 )接種群
(21 頭)と非接種群(20 頭)を設定し、4 か月
齢に両群ともウイルス 5 種混合(IBR,BVD
Ⅰ,RS,PI3,AD7)ワクチン(5 混)を接種。母
牛は分娩 1 週間後、子牛は月齢ごとに採
血し、各種抗体価の経時的な動態を調査。
【結果】分娩前母牛への 6 混接種は初乳
を通じた子牛への抗体賦与が可能で、若
齢期のウイルス対策に有効。3混接種群は、
3 か月齢で抗体価が 3 種とも有意に上昇。
非接種群の子牛 1 頭が H.somni を主因と
する壊死性肺炎で死亡したことから、3 混
接種は、細菌対策に有効。【まとめ】新た
なワクチンプログラムは、免疫機能が未
熟な若齢期に免疫賦与が可能で BRDC 対
策の一助として有効。

184.超音波診断装置を活用した牛の繁殖成
績向上指導：兵庫県洲本家保 篠倉和己、
小鴨睦

平成 19 年度から、分娩間隔が延長した
繁殖和牛農家 8 戸、酪農家 4 戸を実証展
示農家とし、携帯式超音波診断装置によ
る早期妊娠診断と、診療獣医師を含む指
導機関が組織的に巡回する飼養管理指導
を実施。実証展示農家の大半で飼料給与
量不足等の問題があり、飼料計算、BCS、
牛群検定成績に基づく改善指導を実施。
早期妊娠診断は授精後 23 ～ 40 日目の 24
1 頭で実施。23 日目から非妊娠牛を摘発
し、次回授精のための処置を実施。妊娠
腔のみを確認（23日目から）した牛では、
後に不受胎と鑑定されるものが 11 頭と多
く、注意が必要。早期妊娠診断と飼料給
与等の改善を行った 8（繁殖和牛 6、酪農
2）戸で、分娩後初回授精までの日数が短
縮（平均－ 12.3 日）、人工授精実施率は 7
戸で向上（＋ 11.0%）、受胎に要した授精
回数は 6 戸で減少（－ 0.5 回）、平均空胎
日数は 7 戸で短縮（－ 49.3 日）し、繁殖
成績の向上により経営改善に寄与。

185.但馬牛の分娩間隔短縮のための繁殖成
績調査及び向上指導：兵庫県和田山家保

木伏雅彦、名部美琴
繁殖成績向上は但馬牛増頭戦略上重要

な課題であり、JA、診療機関、県機関が
連携、「但馬・丹波地域繁殖成績向上推進
協議会」を設置し「分娩後 50 日で初回種
付け」をスローガンに推進。モデル農家 5
戸（A ～ E）を対象に繁殖成績調査、定期
妊娠診断・繁殖検査（超音波画像診断 :U
S）、血液生化学・栄養度検査 (MPT)、飼
料調査を実施。非妊娠牛摘発・再授精の
ため 30 日で早期妊娠診断、その後胚死滅
もあり 50 日以降確定診断が必要。A 農家
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はオブシンク等の同期化処置を実施し、
初回 AI 日数、空胎日数において処置群と
非処置群間に有意差。繁殖成績調査で判
明した B ～ E 農家の問題点は発情発見、
発情遅延、不受胎牛。同期化処置、飼料
給与改善等の指導実施。モデル農家の空
胎日数は 133.4 ～ 227.0 日（平均 178.2±3
8.2 日）が 106.6 ～ 148.2 日(118.5±17.0
日)に短縮。改善には生産者の繁殖管理意
識の改革、成績分析、US・MPT・同期化
処置の活用及び牛群検査と個体診療等地
域技術者の連携が必要。

186.一肉用牛一貫経営農家で新生子牛の事
故や発育に影響する要因：島根県出雲家
保 廣江朋子、安田康明

新生子牛の事故や発育不良に影響する
要因を初乳に着目して検討。1 ～ 6 日齢の
子牛 98 頭（内、9 頭が後日死亡）の胸囲
と血液性状（WBC、Ht、IgG、TP、Alb、
Glb、GGT、BUN、Cre）を調査。また 2
週齢～ 5 か月齢の 16 頭で胸囲を調査、3
か月齢の 4 頭で糞便検査を実施。新生時
の調査結果に基づき、分散分析を実施。
生存群（89 頭）と死亡群（9 頭）では、
死亡群で胸囲、WBC、IgG、TP、Glb、G
GT（各 P<0.01）、Alb（P<0.05）が低値、
Cre が高値（P<0.01）を示した。また Ig
G 値により 3 群（IgG 低、中、高群）に
区分し、分散分析を実施。IgG 高群で新生
時の TP、Glb、GGTは高値（各 P<0.01）、
Cre は低値（P<0.01）を示し、発育は良
好な個体が多い傾向。糞便検査の結果、
全例でコクシジウムオーシストや乳頭糞
線虫卵を検出。以上のことから、当該農
場における新生子牛の事故や発育に影響
する要因として、初乳の吸収、出生時の
体格、消化管内寄生虫が考えられた。

187.管内における県エリート牛ＥＴ産子の
現状及び今後の展望：岡山県岡山家保
牧野俊英

県超高能力（エリート）乳牛の受精卵
配布が開始されて約２０年が経過し、県
内酪農家はその産子及びその系統牛が改
良の中心となり、経営改善への意欲に寄
与している。管内において比較的早くか
ら県エリート卵を活用し改良等に取り組
んでいる農家２戸選抜し、E T 産子又は
その系統牛（A）群とその他の牛（B）群
について、乳量、分娩間隔、耐用年数等
を比較。乳量は A 群平均が B 群平均を上
回ったが分娩間隔、耐用年数等について
は、B群平均が A群平均を若干上回った。
これまで体型、乳量の増加を主体に改良
を進めてきたが、大型化し泌乳量が増加
するに従い発情発見、飼料給与等が非常
に難しくなっている。このことから今後、
受精卵を活用した改良として、雌雄判別

卵はもとより、高い繁殖性と耐用年数の
長い能力を有した改良への取組も必要で
はないかと思われた。

188.県内で生産利用される粗飼料中のＫ濃
度：岡山県岡山家保病性鑑定課 谷田重
遠

乳用牛の移行期における飼養管理の重
要性が、広く認識されてきた。Ｃａ代謝
に関連して飼料中のイオンバランス、と
りわけ粗飼料中のＫ濃度に関心が高まっ
て分析依頼が増加している。そこで、過
去５年間のサイレージ共励会及び購入粗
飼料等も含め分析依頼のあった粗飼料の
うち、Ｋ分析値のある４３８件で検討を
加えた。一般的に周産期疾患の発生が危
惧されるといわれる乾物中Ｋ濃度が３％
以上の粗飼料は、全体の約１５％を占め
ていた。また、Ｋ含有率は飼料作物によ
る差は予想以上に大きく、飼料イネでは
３％以上の濃度を示す材料はなかったの
に対し、ソルゴー、スーダンでは半数近
くが上回った。また、飼料の調整方法や
刈取りステージにより、Ｋ含量は変動す
ることが確認できた。したがって、乳用
牛のクローズアップ期における管理の重
要性が注目されるなかで、それぞれの特
性を十分理解した粗飼料の生産・利用が
求められている。

189.虚弱黒毛和種子牛の心奇形 2 例：広
島県備北家保 茨木義弘、保本朋宏

生時から虚弱症状を呈し、死亡した黒
毛和種子牛 2 頭の病性鑑定を実施し、心
奇形と診断。症例 1 は平成 20 年 3 月に正
常晩出、起立困難、哺乳力欠如を呈し 18
日齢で死亡。心雑音は認めず。心臓の剖
検所見は大動脈の右心室起始、肺動脈の
左心室起始、卵円孔開存。組織所見は肺
胞性肺気腫。血液検査結果は肝胆道障害。
症例 2 は平成 20 年 10 月に正常晩出、起
立困難、哺乳力欠如、心雑音、呼吸困難
を呈し 10 日齢で死亡。心臓の剖検所見は
上行大動脈低形成、大動脈弁閉鎖、左心
室狭小化、動脈管及び卵円孔開存。組織
所見は、うっ血性水腫、肝臓の小葉中心
性壊死。血液検査結果は肝胆道、腎臓、
筋肉障害。以上から虚弱原因は先天性心
奇形（症例 1 は 1 型完全大血管転換、症
例 2 は大動脈閉鎖）と診断。両症例は血
液、病理解剖組織所見から酸素欠乏によ
る循環障害を示唆。生時からの虚弱子牛
原因に心奇形を考慮する事が必要。

190.肉用子牛疾病事故低減への取り組み
（第 1 報）：山口県西部家保 大石大樹、
白尾大司

一肉用牛農場において、子牛疾病事故
増加。子牛診療回数は 18 年度 318 回から
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19年度 333回と増加。20年度も増加傾向。
子牛死亡率は 18 年度 8.1%、19 年度 11.7
%。病性鑑定で細菌とマイコプラズマとの
混合感染、ロタウイルス等の感染確認。
農場担当者、共済獣医師を交え、子牛疾
病事故低減対策検討会を定期的に開催。
牛房消毒強化、自動哺乳装置の洗浄、防
寒対策等の飼養管理指導。衛生プログラ
ムとチェックリストを作成し、家保と担
当者間で衛生情報を共有。その結果、飼
養管理意識が向上し、自動哺乳装置の定
期的洗浄及び古着を活用した子牛防寒着
の着用実施。衛生プログラムの実行徹底。
取り組み開始後 7 ～ 11 月の診療回数 18
回(18 年度 97 回、19 年度 105 回)。20 年
4 ～ 11 月の子牛死亡率 2.0%(18 年度 4.3
%、19年度 6.5%)となり、過去 2年の同時
期に比べ減少。今後は冬季の子牛事故低
減のため、衛生プログラム実行の徹底と
疾病発生状況調査を継続実施し、生産性
向上に努める。

191.重点指導農家の繁殖成績改善への取り
組み：山口県西部家保 白尾大司、大石
大樹

繁殖成績に問題があった 2 農場を重点
指導農家として位置づけ改善指導実施。
繁殖検診は、家保が事前に検診対象牛を
抽出し、毎月 2 回関係機関と実施。検診
結果は当日中に農場へ還元する等の積極
的な体制を構築。さらに飼養管理指導、
分娩予定牛の注意喚起も実施し、農場担
当者の責任感、意欲向上を図る総括的な
指導実施。家畜人工授精師にも指導実施。
結果、A 農場の治療件数割合 21.1 → 17.6
%、卵胞嚢種の割合 20.0 → 8.3%へ減少(H
18→ 20年度 11月末)。妊娠率 66.7→ 92.
0%、初回授精日数平均 113.3 → 90.2 日へ
改善(H18 → 19 年度)、子牛生産率 70.8 →
88.0%へ上昇 (H18 → 20 年度見込み )。B
農場の治療件数割合 13.8 → 8.4%、卵巣静
止の割合 18.6→ 6.3%へ減少(H18→ 20年
度 11 月末)。妊娠率 79.8 → 84.1%、初回
授精日数平均 101.8 → 81.2 日へ改善(H18
→ 19 年度)、子牛生産率 72.1 → 96.3%へ
上昇(H18 → 20 年度見込み)。今後は、他
の農場に対しても指導を強化、管内全体
の繁殖成績向上、肉用牛増頭へ繋げる。

192.離乳子牛に発生した大脳皮質壊死症(C
CN)の核磁気共鳴画像(MRI)と病理学的検
査所見の比較検討：山口県東部家保 岡
藤武人、永田利成

離乳後 1 週間の子牛 1 頭（4 ヶ月齢）が
下痢を呈し、その 3 日後に四肢の伸展、
頭部の回転等の神経症状を呈した。ビタ
ミン B1(VB1)製剤等で 10 日間治療を実施
したが好転しなかったため、山口大学農
学部付属動物医療センターにて MRI 検査

を実施。その結果､大脳皮質部において広
範囲に液化壊死所見を示したため予後不
良と推察し鑑定殺を実施。大脳は黄色を
呈し、紫外線照射による自家蛍光を確認。
組織学的検査で大脳皮質に層状壊死、神
経細胞の乏血性変化、神経網の空胞化を
確認。血液生化学検査では治療前の全血
中 VB1 濃度が 7ng/ml。ウイルス学的検査
は陰性。以上より CCN と診断。生前に撮
影した MRI 画像での液化壊死所見と紫外
線照射による自家蛍光所見を矢状断およ
び 3 横断面(前頭葉・頭頂葉・後頭葉)で比
較した結果、障害部位に対応する傾向が
認められたことから、CCN を疑う子牛の
MRI所見は予後判定の一助になると推察。

193.黒毛和種に発生したアーノルド・キア
リ奇形と脊椎裂を併発した複合奇形：山
口県北部家保 直井秀明、井上愛子

成牛 9 頭、子牛 4 頭飼養の肉用牛繁殖
農家において、胎齢 281 日目に体重 25kg
で娩出された 3 産目の雌子牛に、アーノ
ルド・キアリ奇形（ACM）と脊椎裂を併
発した複合奇形が発生。当該農家は、自
給粗飼料、購入乾草及び配合飼料を給与。
51 ヵ月齢の母牛は、分娩 3 ヵ月前に管内
肉用牛繁殖農家より導入、牛異常産 3 種
混合不活化ワクチン接種済。当該子牛は、
出生時より椎弓の一部及び棘突起が欠損、
椎孔露出。後肢の関節は、屈曲した状態
で拘縮。小脳は矮小で、環椎椎孔内に陥
入、分子層及び顆粒層に微小出血班散在。
大腿二頭筋は黄色水腫様に変性、骨格筋
線維は減数・消失及び顕著な脂肪浸潤。
アカバネ、アイノ、チュウザンウイルス
等の異常産ウイルスの関与なし。小脳の
環椎椎孔内への陥入が認められたことか
ら ACM と診断。脊椎裂を併発しており、
裂孔部からの髄液流出による圧の変化が
発生に関与したものと推察。なお、畦畔
草やビタミン添加剤を給与しており、ビ
タミン Aは充足。

194.黒毛和種優良繁殖農家における新生子
牛血液性状：徳島県西部家保 阿部敏晃、
松英百合子

ほ育育成事故低減対策のため、事故の
ない優良黒毛和種繁殖農家２戸で新生子
牛血液性状を調査。A 農場は１日齢で母牛
から隔離、B 農場は約 3 ｶ月齢まで母牛に
付けて飼育。各農家の健康状態にある黒
毛和牛新生子牛それぞれ 8 頭及び 10 頭に
つき、2 日齢、3 週齢 (W)、6W、12W 時
の血液検査を実施。検査項目は、血液一
般検査 (RBC,WBC,Ht,Hb,Fbg)、血液化学
検査(SP 及び分画,SSTT,Hp,BUN,Glu,T-C
ho,ﾋﾞﾘﾙﾋﾞﾝ,Ca,無機 P,Mg,ﾋﾞﾀﾐﾝ A･E,β-ｶﾛ
ﾃﾝ)、酵素検査(AST,ALT,GGT,ALP,LDH)。

血液化学検査において、SP、ALP、SS
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TT、ﾋﾞﾀﾐﾝ E、β-ｶﾛﾃﾝで両農家の数値間
に有意差あり。また、RBC、ｸﾞﾙｺｰｽ、GG
T、ALPは新生子特有の所見。

優良農家におけるこれらﾃﾞｰﾀを当検査
施設における新生子牛の参考値とし、今
後子牛事故多発農家対策や哺育牛導入検
査、黒毛和種子牛の健康な飼育に資する
こととしたい。

195.繁殖和牛農家でのビタミン A(VA)欠
乏に起因する異常産子の続発症例：徳島
県西部家保 北田紫、鈴木幹一郎

管内繁殖和牛農家で平成 19 年 9 月頃か
ら、死産、虚弱児、盲目牛が続発。剖検
所見(6 頭)では脳の奇形(4 頭)、骨形態奇形
(1 頭)、前肢肘関節拘縮(1 頭)、著変なし(1
頭)。病理組織所見(3 頭)では脊髄軸索の膨
化、心筋線維の変成・壊死等を確認。ウ
イルスの関与なし。平成 19 年度 2 頭の異
常産子の続発、初発牛の母牛 VA 値 37.7I
U/dl と低値を示し、当農場の母牛群の VA
値を経時的に測定。初発時 84.0±33.2IU/d
l(n=5)、１ヶ月後 80.3±26.7IU/dl(n=12)で
VA 添加量の多い飼料を給与。終息したか
に思えたところ平成 20 年 8 月に再発生。
再発生牛の母牛 VA 値 25IU/dl と欠乏値を
示し、同年 9月で母牛群 52.2±20.9IU/dl(n
=16)と低値を示し、同年 12 月母牛群 47.6
±27.5IU/dl(n=16)とさらに低値を示した。
病性鑑定牛母牛の VA は 33.5±16.2IU/dl(n
=6)と低値を示し、剖検所見等で VA 欠乏
による異常産子の続発と診断。現在、VA
の重要性、低値を示す母牛への早急な VA
投与を指導中。

196.出荷牛が連続して甲状腺腫と診断され
た肥育農家での原因検索：香川県西部家
保 萱原由美、真鍋圭哲
100 頭規模の乳用種去勢牛肥育農家で、

H20 年 7 月～ 11 月の間にと畜場出荷した
33 頭中 5 頭が、び慢性実質性甲状腺腫と
診断。肥育素牛導入元に疫学的関連はな
く、当該農家での 14 ～ 15 ヶ月間の肥育
期間中に発病したと推察。飼養牛の臨床
検査、血清生化学検査、甲状腺ホルモン
定量検査および給与飼料を調査。臨床検
査では甲状腺の腫脹、栄養失調、虚弱は
認めなかったが、被毛は粗く、全体に発
育不良。血清生化学検査では著変なく、
甲状腺ホルモン検査では T4（サイロキシ
ン）値が低く、遊離型 T4値、T4／ T3（ト
リヨードサイロニン）比、遊離型 T4 ／遊
離型 T3 比が有意に低下し、牛群全体が甲
状腺機能低下状態。給与飼料はすべて購
入で、二次性ヨウ素欠乏の要因はなし。
配合飼料にヨウ素の添加なし。鉱塩は４
年前から給与中止。ヨウ素含有補助飼料
を給与中止した H19 年 4 月以降の導入牛
に発生。同銘柄配合飼料給与の他農家で

は鉱塩、補助飼料を給与し、甲状腺腫の
発生なし。以上からヨウ素摂取不足によ
る原発性ヨウ素欠乏が甲状腺機能低下を
起こし、甲状腺腫に至ったものと推察。
指導によりヨウ素含有補助飼料の給与を
再開。その後、甲状腺ホルモン値は改善
し、発生はなし。

197.異常産発症牛の脂溶性ビタミン、硝酸
態窒素、プロジェステロンの血清濃度測定
：高知県中央家保 森光智子

平成 20 年 4 ～ 8 月に異常産で病性鑑定
依頼のあった母牛血清 11 検体(流産 6、早
産 2、体形異常 2、虚弱 1)のビタミン A(V
A)、ビタミン E(VE)、βカロチン(β)、硝
酸態窒素 (NO3-N)、プロジェステロン (P)
と子牛血清 5検体(早産 2、体形異常 1、虚
弱 1、死産 1)の NO3-N の濃度を測定。正
常分娩の母牛血清 9 検体も同様に測定し
対照。異常産母牛の平均は流産で NO3-N
0.15 μ g/dl、VA75.9IU/dl、VE180.1 μ g
/ml,β 94.6 μ g/ml、(以下測定項目同順)
早産で 0.24、46.1、262.2、403.3、体形
異常で 0.37、80.1 、418.5、421.2、虚弱
で 0.09、41.9、96.8、15.8。正常分娩の
母牛と比較すると異常産母牛では脂溶性
ビタミンの値が低い個体も見られた。特
に、虚弱子牛の母牛は全項目において低
くこれらの異常産への関与の可能性を示
唆。P は 0.5 未満～ 6.8ng/ml で値の低い
個体もあり、流産への関与の可能性を示
唆。異常産子牛血清の NO3-N の平均は 5.
70で高値。

198.異常産子牛の病理学的検索：熊本県中
央家保 中村理樹、加地雅也

平成 18 年 4 月から平成 20 年 10 月まで
に当所検査課に依頼があった異常産およ
び異常産を疑う症例についてとりまとめ
た。期間中の症例は 94 例で、9 例は原因
を確定、15 例は原因を推測、70 例は原因
が不明。原因の確定もしくは推測にいた
った 24例は、ウイルス性 10例、細菌性 5
例、原虫性 1 例、先天性 3 例、その他 5
例。ウイルス性異常産のうち、アカバネ
ウイルスは脊髄運動神経細胞の萎縮・減
数や矮小筋症、ピートンウイルスは骨格
筋への重度の脂肪浸潤、BVD-MD ウイル
スは大脳や小脳で神経網の空胞化や石灰
沈着、その他は非化膿脳炎は認められた
が関連ウイルスの抗体の上昇なし。細菌
性異常産のうち、牛サルモネラ症の症例
では病理検査では病変なく、その他は化
膿性炎は認められたが腐敗等により原因
菌が未分離。原虫性異常産のうち、ネオ
スポラ症では中枢神経系にグリア細胞の
増殖と Neospora caninum 抗原を確認。
今後、さらに症例を重ね異常産の病態の
解明が必要。
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199.子牛における呼吸器病の臨床病理：大
分県玖珠家保 甲斐貴憲、吉田秀幸

呼吸器病の子牛延 50 例について、臨床
病理検査を行い、そのうち死亡例 5 症例
については病性鑑定を実施。臨床病理所
見では、組織障害、細菌感染、循環障害、
肝機能障害、低栄養、慢性炎症、低 Mg 血
症が認められた。病性鑑定を行った事例
では肺炎・第四胃潰瘍、牛 RSウイルス病、
牛パスツレラ症と牛マイコプラズマ肺炎
の合併、牛パスツレラ症、牛マイコプラ
ズマ肺炎であった。肺炎の子牛の平均値
が一般的な正常範囲より高値であった項
目は GOT ､ GGT ､ CPK ､ LDH ､ Ca ､ WB
C ､ RBC ､ Sta で、低値の項目は ALB ､ T
CHO ､ Mg ､ TP ､ MCH であった。下痢症
と比較すると肺炎では LDH ､ WBC ､ RB
C ､ HGB ､ HCT ､ Mon ､ルゴール反応陽性
率が有意に高かった。肺炎の生体は組織
障害、肝機能障害、細菌感染、循環障害、
低栄養、低 Mg 血症、低免疫グロブリン、
低ビタミン A・E 状態にあった。対策は衛
生管理は必須で、生体に対して栄養状態
の改善、良質初乳の摂取、ビタミン A･E
投与、早期発見・治療、肝機能回復が重
要である。

200.牛の硝酸塩中毒の発生：鹿児島県鹿児
島中央家保 干場浩、長谷学

症例 1 は繁殖牛 357 頭を飼養する黒毛
和種繁殖農家で、平成 20 年 8 月 22 日早
朝、他農家から譲り受けた粗飼料を給餌
したところ、昼頃に歩様蹌踉、起立不能
を呈し繁殖牛 21 頭が死亡。給餌した粗飼
料中にはイネ科牧草のセタリアの他、ア
オビユと他の野草を確認。硝酸態窒素濃
度は死亡牛の血液 49.5±7.6ppm(平均値 ±
標準偏差 )、眼房水 28.5±13.3ppm、混合
青草中では平均値 4,577ppm と高値。症
例 2 は繁殖牛 26 頭を飼養する黒毛和種繁
殖農家で、平成 20 年 9 月 22 日、自家産
ソルガムを給餌したところ、翌日繁殖牛 3
頭が死亡し、1 頭が起立不能を呈した。硝
酸態窒素濃度は死亡牛の血清 45.7±5.3pp
m、ソルガム中 13,000ppmと著しく高値。
以上より 2 症例とも急性硝酸塩中毒と診
断。直ちに当該粗飼料の給餌を中止する
よう指導し、その後の発生は認めず。基
準を大きく上回る濃度の硝酸態窒素を含
んだ飼料を摂取したため、半日～ 1 日と
いう短い経過で死亡したものと推察。

Ｉ－５ 生理・生化学・薬理

201.乳牛の周産期疾病とミネラル動態の関
連性：栃木県県央家保 中村真弓、田中
実

土・草・牛についてカリウム(K)を中心

としたミネラル動態と周産期疾病発生状
況との関連を調査。周産期疾病多発農家 6
戸に聞き取り調査、疾病発生状況の集計
と検査を実施。堆肥・スラリーは水分、
ミネラル、土壌は K、自給粗飼料は水分、
ミネラル、一般成分を測定。乳牛は代謝
プロファイルテスト(MPT)を実施。全体の
周産期疾病発生割合は 31%で 16 ～ 40%の
範囲。堆肥・スラリー、土壌及び自給粗
飼料間の K 含量に一定の傾向は認められ
ず。K は水溶性かつ即効性のため流亡顕
著であり、十分な施肥効果が得られてい
ないと推察。乾物中含量 (DM)K3%以上の
自給粗飼料が存在したが、全給与飼料中
K 濃度はいずれも DM2%以下。高 K 飼料
を給与しても購入飼料や低 K 飼料の併用
給与により相対的に K 濃度が低下。各農
家の飼料中 K 含量が高くなるほど第四胃
変位発生率が高くなる傾向。しかし MPT
との間に一定の傾向は認められず。調査
農家の疾病発生の主な原因は代謝障害で、
Kの影響は言及できず。

202.肥育牛飼養農家との関わりの一事例：
群馬県中部家保 下田優

乳牛・繁殖和牛ではヨーネ病、豚では
オーエスキー病、鶏では鳥インフルエン
ザ等で、家保と農家でつながりがある。
一方、肥育牛飼養農家に対しては特定の
接点がなく、昨年の病性鑑定件数からも、
その傾向は確認できる（H19 年度病性鑑
定割合、肥育牛 3%）。本年 4 月、管内の
一肥育牛飼養農家から肉質向上を図るた
めの病性鑑定依頼があり、生化学検査を
定期的に実施。数値化した情報で飼養管
理に役立つデータを提供。また、必要に
応じて農家訪問を行い、直接指導を実施
した。適宜意見交換を行う事で、農家か
ら信頼を得ることができ、枝肉成績や系
統情報、そして給与飼料等の重要な情報
を入手することが可能となった。今回の
結果を基に、他の肥育牛飼養農家に対し
て指導をする上の、一つの指標にしたい。

203.乳用牛の血清中ビタミン E およびセ
レン濃度測定を活用した乳房炎対策指導
：新潟県下越家保 竹内智胤、渡邉章子

ビタミン E（以下 VE)およびセレン(以
下 Se)は過去の知見から飼料添加等による
乳房炎予防に効果があるとされている。
管内農場で平成 20 年 1 月～ 11 月の生乳
検査成績で体細胞数(以下 SCC)が 20 万個/
ml未満の A農場と 20万個/ml以上の 3農
場を比較するため、NOSAI 事業の家畜巡
回検診車による乳牛検診時に乳房炎検査、
搾乳立会等に加え、血液生化学的検査を
実施。A 農場を含む 4 農場 84 個体で血清
中 VE濃度および Se濃度を測定した結果、
VE 濃度は各農場で乾乳期～泌乳初期に低
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下、中期に 高値、後期に低下する傾向。
A 農場と比較した 3 農場では主に VE 濃度
が乾乳期で有意に低く、うち 2 農場では
乾乳期の VE 飼料添加を未実施。また A、
B および C 農場の個体毎の比較では SCC
が 20 万個/ml 以上で Se 濃度が有意に低
値。当該農場において周産期の VE 給与の
重要性について指導。今後、データの蓄
積をすると共に血清中 VE および Se 濃度
測定を乳房炎対策指導の一助としていき
たい。

204.肉用牛の枝肉成績と血液成分との関連
：長野県松本家保 大泉卓也

肉用牛の枝肉成績と血液成分を比較し、
関連性の有無について解析した。H18 年
～ H20 年に管内の比較的出荷成績の良い
A 農家 (以下 A)と平均的な B 農家集団(9
戸)(以下 B)の 17 ～ 24 か月齢の黒毛和種
去勢牛計 93 頭について、血液成分(脂溶性
ビタミン、総コレステロール(以下 T-Cho)
等)とそれらの牛の出荷時の枝肉成績(枝肉
重量、脂肪交雑(以下 BMS)等)を比較した。
その結果、A は B よりも BMS が有意に高
かったが、枝肉重量にはほとんど差がな
かった。血液成分では、A は B よりもレ
チノール（以下 V.A）が有意に低く、α－
トコフェロール（以下 V.E）、T-Cho、血
中尿素窒素(以下 BUN）が有意に高かった。
以上のことから、17 ～ 24 ヶ月齢における
血液成分のうち、V.A、V.E、T-Cho、BU
N と出荷時の BMS との関連性が示唆され
た。今後、飼料給与方法等についても調
査を行い、管内の肉用牛飼養管理改善の
一助としたい。

205.和牛肥育牛血中ビタミン A、ビタミン
E 及び総コレステロールと肉質との関連：
三重県中央家保 古賀健志、伊藤智司

県内肉用牛肥育農家において、血中ビ
タミン A（V･A）、ビタミンＥ（V･E）及
び総コレステロール（T-CHO）を素牛の
導入後、肥育中期、肥育後期と測定し肉
質生産の参考とするため、平成 17 年度か
ら黒毛和種肥育牛 138 頭（12 戸）の血液
検査結果と肉質の関係を検討。出荷前の
血液検査結果の相関関係を見たところ、V
･Eと T-CHOとの間に正の相関（r=0.82）
を認めた。血統と肉質･血液検査成績の関
係は格付 A-4 以上のもの 96 頭中、安平、
福桜の血統を含むものが 63.5 ％を占め、
V･A の平均値は福桜が も低く(39.4IU/d
l)、V･E 及び T-CHO の平均値は福之国が

も高い値 (それぞれ 268.3IU/dl、211.0I
U/dl)となった。V･A を欠乏させ肉質を良
くするという V･A コントロールの効果に
ついては、格付 A-4 以上の内 57.3 ％が肥
育中期の V･A の値が 40IU/dl を下回る結
果となった。

206.カラムスイッチング高速液体クロマト
グラフィーによる肥育牛血清中ビタミン
Ａ、Ｅの測定：三重県中央家保 伊藤智
司、古賀健志

平成 2 年度導入の高速液体クロマトグ
ラフィー(HPLC)の後続機として、カラム
スイッチングシステムを有する HPLC を
平成 19 年 12 月に導入。県下 28戸 346頭
の黒毛和種肥育牛の血清中ビタミン A(V
・A)、ビタミン E(V・E)を測定。V・Aは、
肥育前期の 9～ 16か月齢(129頭)で 70.6±
26.9IU/dl、肥育中期の 17～ 24か月齢(14
6 頭)で 40.2±22.8IU/dl、肥育後期の 25 か
月齢以上(66頭)で 39.3±31.7IU/dlを保有。
V・E は、肥育前期から肥育後期にかけて
128.6±72.1 μ g/dl から 174.3±67.4 μ g/dl
へと増加。V・A、V・E 欠乏による経済
的損失を未然に防ぐために、今後もモニ
タリングは必要。本システムでは、血清
前処理用カラムの併用によりｎ -ヘキサン
を使用せず、前処理操作の省力化やセミ
ミクロカラムでの分析により移動相液量
を１検体当たり 15ml から 7.5ml に半減で
き、溶剤等に要する経費削減(約 335 円か
ら約 96円/10検体)も可能となった。

207.ウシ遺伝子組換え GM-CSF を用いた
乳房炎治療効果の検討：鳥取県西部家保

水野恵
薬剤耐性菌や抗生物質残留の観点から、

抗生物質に依存しない治療技術の開発が
望まれている。これまで、ウシ遺伝子組
換え GM-CFS（rbGM-CSF）の乳房炎に
対する治療効果が確認されている。本試
験において、乳房炎罹患牛の乳房内に rb
GM-CSF を投与、その治療効果と乳汁及
び血液成分との関連性を検討した。投与
後 14日まで、経時的に乳汁と血液を採取、
供試牛 16 頭中 6 頭が治癒（治癒群）、10
頭が治癒せず（非治癒群）。両群において、
乳汁ＣＭＦ値、乳汁化学発光能（CL能）、
体細胞数は投与 6時間後に一過性に上昇、
その後治癒群では 14 日後まで減少を続け
たのに対し、非治癒群では 7 日後まで減
少したものの 14 日後に再び上昇する傾
向。血液ＣＬ能、各血球成分数の変動に
両群の差は見られず。治療効果は投与後 7
日以降の個体の免疫機能に影響される可
能性。

208.黒毛和種供胚牛の胚採取成績に影響を
及ぼす要因の検討：島根県出雲家保 佐
々木恵美、廣江朋子

調査Ⅰ：対象牛(n=66)は、胚採取(ER)3
～ 4 週間前に採血、血液生化学検査(TP、
TCHO、ALB、BUN、GLU、NH3、VitA)
を実施。季節は 4-6 月が 7-9 月と比べて未
受精卵率(NF 率)が有意に高い。腟内留置
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型プロジェステロン製剤併用の有無は有
が無に比べて正常胚率、AB ランク胚率(A
B 率)が高い傾向。人工授精回数は 2 回が
1 回と比べて AB 率が有意に高い。BUN
は正常胚が多い群で低い傾向。GLU は正
常胚率、AB 率が低い群で低い傾向。NH3

は変性胚率、NF 率が高い群で高い傾向。
VitA は正常胚率、AB 率が高い群で高い
傾向。調査Ⅱ：ER3 ～ 4 週間前における
血液生化学検査成績に基づき、BUN が低
い供胚牛(n=3)は濃厚飼料を増量、BUN、
NH3、B/G 比が高い供胚牛(n=10)は濃厚飼
料を減量。一部の供胚牛について黄体確
認時に血液生化学検査を実施。濃厚飼料
増量(n=2)で BUN、GLUが上昇する傾向。
濃厚飼料減量(n=5)で BUN、NH3、B/G 比
が有意に低下。

209.管内肥育センター代謝プロファイルテ
スト（MPT）の成績と体重測定成績との
関係 :島根県出雲家保 安田康明、佐々木
恵美

肥育牛の体重測定時に採血し血中ビタ
ミン A 濃度（ViA）、血中総コレステロー
ル（TCHO）との関係を調査。ViA が低い
状態で維持されている導入後 9 ヶ月から 1
7 ヶ月の 757 例の体重、体重測定時の増体
量（増体量）、ViA、TCHO それぞれの相
関係数を求めると ViA と TCHO が 0.305
で 大であり、去勢および雌に区分した
相関係数は、去勢では ViA と増体量が 0.2
91、雌では ViAと体重が-0.408であった。
ViA と体重および増体量の関係は種雄牛
および性により区分することで異なる傾
向を認め、種雄牛 A 雌において ViA と体
重との相関係数は -0.677 となった。相関
係数、共分散行列などを用いて ViA 濃度
が 40IU/dl 未満とそれ以外で区分し判別分
析を実施した結果、種雄牛 B 去勢で増体
量が 21.1kg以下（n=146、的中率 69.2%）、
種雄牛 A 雌で体重が 536kg 以上（n=37、
的中率 75.7%）となった。これらの結果
を利用することで、より適正な ViA コン
トロールが可能となると考えられた。

210.枝肉格付け成績に及ぼす要因分析と肥
育農家指導：島根県家畜病鑑室 濱村圭
一郎、安部茂樹
A 肥育農場は肉質等級 4,5 率（以下、上

物率）が低下、要因分析及び農家指導の
ため、代謝プロファイルテスト成績及び
枝肉格付け成績を分析。飼養管理変更点
は導入後 5 ヶ月間の肥育前期用濃厚飼料
（TDN 70％、CP 13.5％）の給与量。変
更後は給与量が去勢 180kg、雌 270kg 増
加。飼料設計変更前後の肉質等級・BMS
は、BMS平均値が去勢で 5.61から 4.63、
雌で 4.91 から 4.24 に、上物率は去勢で 6
2.8 ％から 40.6 ％、雌で 50.0 ％から 33.3

％へ低下。変更後の VA 値は導入後 8 ヶ月
以降で 50IU/dl以下に低下せず、肥育前期
用濃厚飼料給与量の変更が上物率低下の
一要因と考えられた。枝肉重量は、変更
後に去勢で 5.2kg、雌で 20.9kg 軽く、雌
で有意差を認めた。VE 値は、変更前に比
べ変更後では導入後 6 ～ 7 ヶ月の値が低
く推移し、濃厚飼料給与量の増加は栄養
分吸収に反映されず、雌の枝肉重量への
影響が考えられた。代謝プロファイルテ
ストは牛群の血液生化学的状況を把握す
る有効な手段で農家指導へ有効活用すべ
き。

211.マルチマイクロプレートリーダーを用
いた簡易ビタミン A 測定の検討：長崎県
中央家保 藤井猪一郎

レチノ－ル結合蛋白の蛍光特性を利用
したマルチマイクロプレートリーダー（蛍
光測定器）による簡易ビタミン A 測定に
ついて検討。黒毛和種肥育牛 208 頭の血
清を蒸留水で 10 倍希釈し蛍光測定器（励
起 335nm蛍光 510nm）にて測定、直接蛍
光法と HPLC 法について測定値の相関、
測定時間および検査費用を比較。蛍光強
度は r=0.96(n=208)、レチノ－ル測定値は
r=0.97(n=208)の相関。HPLC 法でビタミ
ン A 濃度 50IU/dL 以下の血清については
r=0.67(n=60)の相関であったため、蒸留水、
エタノール、ｎヘキサンで混和した後、
ヘキサン層を用いた簡易抽出測定を実施
したところ r=0.81(n=60)の相関。抽出か
ら終了まで (n=208)の測定時間は、HPLC
法は約 1,380分、直接蛍光法は約 100分。
検査費用は、HPLC 法は 16,827 円、直接
蛍光法は 1,437円。蛍光測定器を用いた簡
易ビタミン A 測定法は、群としてビタミ
ン濃度の推移を確認する方法として非常
に迅速かつ簡便で、低費用なことから実
用的な方法と推察。

212.肉用牛繁殖成績と血液生化学検査との
関連性検討：熊本県中央家保 高山秀子、
高橋繁一郎

褐毛和種の 3 農場を空胎日数に基づき
A(良 )、B(平均 )、C(不良 )に分類。空胎日
数、飼養形態、対象頭数の順に Aは 70日、
妊娠牛放牧 3 日離乳、20 頭。Bは 86 日、
舎飼い 4 ヵ月離乳、14 頭。C は 127 日、
一貫、舎飼い 3 ヵ月離乳、21 頭。平均体
重(kg)及び BCS は A が 590、3.2、B が 5
60、3.4、Cが 470、2.5。CP充足率は、(分
娩前、分娩後、維持期)の順に A(0.7、0.8、
1.3)、B(1.0、0.8、1.1)、C(0.9、0.7、1.0)。
A では分娩前後に DM、分娩前に TDN 不
足。血液検査では TG、ALB、TP、アン
モニア、Ca と IP 比、ビタミン A、Ht に
ついて B、C は A より低値。C で GGT、
乳酸が高値の個体散見。繁殖成績の良い A
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に異常値無し。B、C では蛋白不足、Ca/I
Pの不均衡、特に Cで分娩前後の貧血が、
繁殖成績に影響と推察。計算上の養分充
足率で判明しない栄養状態を血液検査か
ら把握、養分の過不足を補正し、繁殖成
績向上を目指す。更なるデータの集積、
検討が必要。

213.高速液体クロマトグラフィー機器を用
いた直接蛍光法の変法による牛血中ビタ
ミン A 簡易測定法の検討：宮崎県宮崎家
保 馬場信隆

高速液体クロマトグラフィー(HPLC)機
器内の分光蛍光検出器によるビタミン A(V
A)の簡易測定法の測定条件を検討。HPLC
機器の送液ポンプと分光蛍光検出器を直
結し、生理食塩水を 1ml/分で送液。生理
食塩水で 20 倍希釈した血清を 20 μ l 注
入、蛍光強度を測定。VA 濃度が既知の血
清の蛍光強度のピーク面積から検量線を
作製。県内牛血清 70 検体を、2 種類の測
定条件（条件 1：励起波長 330nm、 測定
波長 463nm、条件 2：励起波長 335nm 、
測定波長 510nm）で測定。同時再現性試
験として、濃度の異なる血清 3 検体を 10
回繰り返し測定。HPLC 法との相関係数
は条件 1 が r=0.942、条件 2 が r=0.953。
50IU/dl 以下の 29 検体で、条件 1 が r=0.
649、条件 2 が r=0.762 で、後者の相関が
高い。同時再現性試験の結果、両条件共
に変動係数の平均は 1.5%未満。20 検体検
査時の検査費用は約 170 円で検査時間は
約 100 分。低コストで迅速に検査可能。V
A 給与制限を行っている肥育牛の検査に
は、条件 2の方が有用。

Ｉ－６ 保健衛生行政

214.酪農における HACCP 導入手法の改
善：岩手県県北家保 田村貴、斉藤清美

農場 HACCP の導入は人的余力が少な
い家族経営の酪農家にとって負担が大き
い。当所では導入支援を行ってきたが農
場数の拡大が課題。一要因として導入に
かかる農場の労力や時間が不明瞭である
ことに不安を感じていることがあげられ
た。この不安の解消を目的として、酪農
家が要する労力と時間を事前に積算して
提示し、それに沿った導入を試みた。HA
CCP 適用のための 12 手順について内容と
支援できる範囲を精査し、①農場が決定
することは CCP 等 4 項目、②農場が確認
することは、危害分析に必要な文書等 5
項目、③当所が検討し農場が理解するこ
とは、危害分析等 8 項目の 3 つに分類さ
れた。この分類から HACCP 認証までの
手順を整理し、テーマを設定した 90分間、
5 回の巡回指導による 6 ヶ月での導入手順
を提示した。導入準備は順調に進み、計

画された巡回回数、期間内で導入に至っ
た。本手法は HACCP 導入を支援する上
で有効と思われた。

215.交雑種牛哺育育成預託農場における事
故率低減に向けた衛生対策：岩手県県北
家保 小林由樹子、大窪聡

管内交雑種牛哺育育成預託農場で平成 1
4 年以降衛生指導を継続するも事故率が断
続的に増加。当該農場が預託農場のため、
指導対象が不明瞭で関係機関の連携不足
もあり、昨年度から当該農場に対し、預
託元企業は対策経費負担、臨床獣医師は
疾病対策、及び当所は衛生指導と役割分
担し包括的指導を開始。指導目標を預託
契約事故報奨基準の年間事故率 7%以内と
し、関係機関が指導検討会により達成状
況を定期確認。昨年度は病牛発見・治療
体制の不備に注目、農場に作業記録、重
点看視対象牛設定を提案。今年度は作業
記録・各種検査成績から導入日齢改善、
群飼時の疾病対策、ワクチン補強接種を
提案。結果、治療延べ頭数減少 (対前年比
92 ％)、群飼時治療頭数半減（対前年比 4
2 ％）、飼養期間後期のワクチン抗体価維
持。指導目標を達成（前年 3.5、今年 4.7
%）、事故報奨制度において年間所得平均
約 100 万円増。今後は農場セルフチェッ
クによる自主的な改善体制への移行を図
る。

216.黒毛和種繁殖農場への哺乳ロボット導
入に係る衛生条件の精査：岩手県県南家
保 阿部友美、藤原洋

黒毛和種繁殖農場における哺乳ロボッ
ト導入後の疾病増加要因を解明するため、
H15 ～ 19 年に導入した管内 4 戸を対象
に、導入後の全診療履歴の解析と立入調
査を実施。疾病多発期と良好期を区分し、
導入に際し満たすべき衛生条件①環境ス
トレス（換気、保温、敷料）②清潔性（清
掃、消毒等）③個体管理（労働力、記録
等）④抗病対策（ワクチン接種、初乳給
与等）⑤牛群ストレス（飼養密度、育成
牛との同居）をスコア化し比較評価。各
条件の良好期、多発期における平均値の
差はいずれも明確で①、⑤、④、③、②
の順に大きかった。ロボットの構造的問
題も見出され、電磁弁の細菌汚染（ブド
ウ球菌他数種分離）に対しては即時に分
解洗浄を農場と販売店へ指導。精査結果
から、スコア低下、疾病増加の根本要因
はロボットに対し省力化を過度に期待し
た利用者の意識と推察。意識改善による
カーフコンフォートの徹底について一層
指導を強化し疾病事故防止を図る。

217.動物用医薬品の適正使用に対する獣医
師への指導：福島県いわき家保 久保修
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家畜への抗菌性物質投与による耐性菌
出現のリスク低減を図るため、管内で
も診療件数が多いＡ獣医師の診療簿をも
とに、抗菌性物質を も使用するＢ農家
（肉用牛肥育経営）の動物用医薬品の使
用実態を調査。Ｂ農家は①呼吸器病によ
る損耗が大きく、検査の結果、Pasteurell
a multocida(Pm)が関与、②分離された P
mはほぼ全ての株が PC に耐性。一方、Ａ
獣医師はＢ農家の呼吸器病治療にあたり、
①治療費軽減を図るべく、第１選択薬の 7
7.4%は安価な PC を投与、②第１選択薬
による治癒率は 3.2%、③ 96.8%の牛に２
～５剤の抗菌性物質を投与。対策として、
臨床的に健康な牛から分離された Pm を
薬剤感受性のモニターとして治療プログ
ラムを指導。その結果、①治癒までに使
用した抗菌性物質は平均 3.4 剤→ 1.5 剤に
減少、②治癒までの日数は 15.4 日→ 6.5
日に短縮、③治療費は 14,857 円→ 11,350
円に軽減。動物用医薬品の適正使用は食
の安全確保に加え、生産性向上につなが
ることを示唆。

218.子牛の慢性的下痢発生農場の対策と優
良農場との比較検討：福島県県北家保
舟橋香織、佐藤亮一

現在、畜産農家を取り巻く情勢は配合
飼料価格の高騰、子牛価格の下落、生産
者の高齢化等により厳しい状況にあるた
め、下痢等による子牛の損耗は経営状況
をさらに悪化させる。このため、慢性的
に下痢が発生している１農場を対象とし
て、畜舎消毒の徹底、初乳の適正給与、
大腸菌ワクチンの接種等基本的な衛生対
策指導とその実行による効果を確認する
とともに、当該農場と優良２農場の子牛
管理技術の比較検討を行い、現場におけ
る簡易で実行可能な衛生対策を検討。指
導前は子牛下痢の発症率は約８０％であ
ったが、基本的な衛生対策の徹底後に出
生した子牛３頭に下痢は確認されていな
い。また、優良２農場との比較において
は、畜産経営に関する意識と飼養管理技
術の両面において大きな違いがあった。
今後はこれらの結果に基づき、管内の子
牛下痢多発農家に対して指導を強化し、
家畜衛生対策の視点から畜産農家の経済
的負担を軽減していきたい。

219.和牛子牛下痢症調査と農家指導への課
題：福島県県中家保 佐藤良江、角田明
子

当所管内は、県内で飼養されている和
牛繁殖雌牛の約 44%が飼養され和牛子牛
生産の基幹地域。和牛繁殖農家にとって
子牛の下痢症は、へい死による直接的被
害の他、発育に悪影響を及ぼす等結果と
して重要な経済性阻害要因となっている。

そこで平成 19 年度下半期から、家保、診
療獣医師が連携した効率的、効果的な検
査及び指導体制の構築を図ってきた。診
療獣医師は診察時に下痢便の採取及び農
家調査、当所は病原検索及び重点指導農
家の調査等を担当。平成 19 年 11 月～平
成 20年 12月まで 113戸 155検体を検査。
結果を速やかに診療獣医師に通知し農家
指導を実施するとともに、当所は 14 農家
の指導及び調査を実施。また今後の指導
に役立てるため、アンケート調査を実施。
管内の中規模農家の意識と下痢対策の現
状を把握。衛生対策指導にあたっては、
個々の農家の病原体、飼養管理状況を踏
まえた農家、診療獣医師、団体、家保の
意識統一が課題。

220.生乳体細胞数低減の取り組み：福島県
県南家保 荻野隆明、塚原しおみ

平成 20 年 4 月より開始された統一乳質
基準に対応し、生乳の体細胞数低減に向
けた衛生指導等を実施。出荷乳の体細胞
数が持続的に高い農家を抽出した巡回指
導及び乳汁細菌分離検査を実施し、5 戸 1
2 頭で黄色ブドウ球菌（SA）の感染を確
認。A 農場では搾乳牛 18 頭中 5 頭が SA
感染、感染牛の区分飼養、ミルカーの点
検・部品交換等を講じ、経営面を考慮し
て逐次乾乳期治療を開始、治療牛の再検
査で SA 陰性を確認、バルク乳体細胞数は
20 万台で推移。B 農場ではレンサ球菌、
酵母様真菌等による乳房炎が散発、牛群
検定による乳成分（乳脂肪、乳蛋白質率、
無脂固形分率）及び血液生化学（Glu、G
OT、T-Cho、BUN）を代謝プロファイル
テストに基づき分析、泌乳ピーク以降で
乳脂肪、乳蛋白質率、無脂固形分率、Glu
が低値の牛群が見られ飼料給与の失宜を
示唆、ミルカーの点検・部品交換等を講
じ、配合飼料の適正給与に努め乳房炎牛
は減少。

221.6 年目を迎えた死亡牛 BSE 検査の現
状と課題：栃木県県北家保 齋藤けさよ、
駒庭英夫

平成 13 年 9 月、国内初の牛海綿状脳症
（BSE）が確認され、BSE 対策特別措置
法に基づく 24 カ月齢以上の死亡牛 BSE
検査を開始。本県では平成 15 年 4 月から
検査を実施。過去 5 年半の間に、22,743
頭を検査、全頭陰性を確認。検査した 88.
6%がホルスタイン種の雌。死亡状況不明
の 32.4%を除く主な死因は、循環器病 27.
2%、消化器病 24.6%、繁殖・周産期障害
15.6%。届出者別では獣医師 21.4%、飼養
者 78.6%。検査施設への搬入に死後 3 日
以上を要したもの 7.7%。国内 BSE感染牛
35 頭の出生年は平成 7 ～ 8 年と平成 12
～ 13 年に集中、死亡牛 13 頭の摘発月齢



- 50 -

はすべて 48 カ月齢以上。死亡牛の検査対
象月齢を 48 カ月齢以上とした場合、県内
検査頭数の 67.6%がこれに該当、検査施
設における ELISA 検査費を除く消耗品費
だけでも年間約 3 百万円の経費節減が可
能。死亡牛 BSE 検査が 6 年目に入り、国
内における本病情報が蓄積されてきた現
在、検査対象牛を絞り込むなど、効率的
な実施体制の検討が必要。

222. 「問いかけ」～酪農家自身が目標を
認識し、より主体的に取り組み始めるた
めのサポート～：神奈川県湘南家保 島
村剛、草川恭次

従来、我々は農場の生産性向上を図る
ため主に一方向的な技術指導を実施して
きた。しかし改善されない農場も少なく
ない。今回白血病対策で具体的改善の少
ない初乳対策を例に「問いかけ」主体の
双方向的手法で改善を図った。問いかけ
は「白血病とは何か」から始め 後「目
標達成に向けた経営に合った対策」まで
答を求め、不足と感じる点は獣医学的知
見を持って補足。その後、複数農場で経
営に合った初乳対策を開始。加温器自作
農場では、実施前 36 ％であった育成牛白
血病抗体陽性率が実施後 0 ％と減少。問
いかけは課題から解決法まで農場自身が
考え決定する参加型手法と呼ばれる手法
理念に基づく。考え方は「指導」より「支
援」が相応しく、全決定権を農場自ら持
つ事で生産性向上に必要な主体的意欲向
上が図られる。今後、我々は従来指導法
に加え様々な手法を取り入れ、農場の主
体的意欲向上を図る事が、個々の経営向
上、ひいては更なる畜産振興につながる
ものと考える。

223.管内農協との連携による安全・安心な
高品質乳生産に向けた取り組み :新潟県中
央家保佐渡支所 福留信司、荻野博明

新潟県では 18 年度からクリーンミルク
生産農場認定に向け、酪農家に対し HAC
CP の考えに基づく衛生管理手法の導入を
推進。佐渡では島内産牛乳の約 3 割を島
外へ移出。輸送費の生産者負担が大きく
島内での牛乳消費拡大、高付加価値化が
課題。そこで S 農協と連携し、酪農家に
対し安全・安心な高品質乳生産とその必
要性を啓発。酪農家 18 戸全戸認定を目指
し、①飼養衛生管理基準遵守強化②全戸
全頭乳汁検査③研修会開催④イベント活
動による島内産牛乳 PR を実施。結果、飼
養衛生管理基準は概ね達成。黄色ブドウ
球菌感染牛飼養農家は 7 戸から 3 戸へ減
少。全戸平均体細胞数は 35 万(H18)から
29 万(H20)に低減。20 年度までに 9 戸認
定済。ポスター及び認定マークによる PR
で生産者の高品質乳生産意欲の高揚と消

費者へ地産品に対する意識向上を啓発し
た。S 農協傘下の乳業メーカーは 21 年度
から認定農場の生乳をクリーン牛乳とし
て有利販売の予定。

224.豪雨による被災酪農家支援：富山県西
部家保 稲垣達也

平成 20 年 7 月 28 日未明、南砺市の T
酪農１戸（飼養規模：成牛 46 頭、育成子
牛 26 頭）が集中豪雨による水害に見舞わ
れ、砺波市の N 酪農牛舎へ避難（成牛 40
頭）。同年 8 月 29 日、牛舎の修復工事は
完了し、避難牛が帰還。その間の衛生指
導として①被災状況の把握・整理（被災
牛舎、避難牛舎の週２回定期的巡回）、②
家畜の避難の支援（避難牛舎への消毒・
搬入等支援）、③避難牛舎での飼養衛生管
理指導（アルコール不安定乳、乳房炎及
び牛コロナウイルス病への対応）、④経営
再開の支援（被災牛舎への帰還を支援）
を実施。今後の課題として、①被災状況
の把握（被災状況を関係機関が連携、情
報収集を実施）②応急対策（農業団体や
飼養者が飼料・医薬品の備蓄、代用水源
の確保、自家発電機の常備）③家畜の避
難先の確保（生存家畜の救出、家畜の避
難先を地域の酪農家同士の互助により確
保）が必要。

225.家畜伝染病予防法第 5 条に基づく乳
用牛のヨーネ病検査体制整備：富山県東
部家保 高瀬相、森岡秀就
2007 年 10 月、他県での家伝法第 5 条

に基づく乳用牛のヨーネ病検査で、疑似
患畜と判定された牛由来の乳製品が、食
品衛生法第 9 条に抵触するとして廃棄さ
れる事例が発生。本県においても、同様
の事態の発生が危惧されたため、検査体
制の改善を検討。結果、当家保では迅速
型検査体制（2008 年 4 月～同年 7 月、一
部は現在も実施）及び新型検査体制（200
8年 9月より現在まで実施）を新たに整備。
迅速型検査体制は、検査日の朝方搾乳終
了直後に採血を開始し、夕方搾乳開始前
迄に農家へ疑似患畜発生を連絡。この体
制を円滑に実施するため、①採血台帳の
事前作成②早朝時間外勤務の活用③高速
道路の利用④採血人員の増員などの対応
策を実施。2008 年 7 月、家伝法施行規則
の一部改正により、ヨーネ病スクリーニ
ング法が新たに規定され、新型検査体制
はこれを導入。今後も、整備した 2 つの
検査体制の円滑な運用を目指す。

226.子牛の事故低減に向けた取り組み：富
山県西部家保 野田基子、加納直人

酪農家で生産された乳用雄及び交雑種
子牛は、生後約 1 か月から 2 か月で肉牛
農家に販売された後、肺炎や下痢等に起
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因する死亡事故が発生。このため、導入
元である酪農家 27 戸及び肉牛農家 7 戸で
子牛の飼養及び衛生管理に関する調査を
実施。結果、酪農家では、初乳給与時間
が生後 6時間以内 23戸、12時間以内 4戸。
子牛が自由飲水できる酪農家 11 戸、肉牛
農家 1 戸。給餌について、酪農家では、
人工乳主体が 15戸(56%)、肉牛農家では、
人工乳主体が 1 戸(14%)と両者の給与内容
が相違。子牛用ケージは両者で約半数が
使用していたが、未使用農家では通路で
の繋ぎ飼いなど劣悪な環境が散見。疾病
予防対策のワクチン接種率は、酪農家が 0
%、肉牛農家が 43%と低率。今後、事故
率を低減するため、酪農家の初乳給与及
び飼養環境の改善、両者のワクチン接種
の推進及び飼料給与等の改善指導による、
子牛の飼養管理技術の向上が急務。

227.HACCP の考え方を取り入れた乳質改
善への取組み：石川県南部家保 南藤子

本県では全酪農家を対象に平成 16 年度
より HACCP の考え方を取り入れた「生
乳生産衛生管理システム導入支援事業」
を実施。管内 34 戸で個体乳、バルク乳検
査や搾乳作業調査等から危害分析を行い、
農家毎に指導。搾乳作業や畜舎環境の整
備が改善され、搾乳衛生の意識が向上。
それにより乳質は改善し、北陸酪連で格
差金の対象となるバルク乳中体細胞数 40
万以上は平成 15 年度の 28.6%から平成 19
年度には 11.0%と減少。しかし、その後
も格差金対象農家が散見され、当該農家
延べ 16 戸に対し改めて危害分析を実施。
黄色ブドウ球菌（SA）保菌牛による潜在
性乳房炎（13戸）、作業手順の不備（6戸）
を認めた。SA 保菌牛への対応および搾乳
作業は絞り込んだ項目を指導し体細胞数
は改善。しかし SA保菌率が高い農家では、
SA により乳房炎の繰返しを確認、SA に
よる潜在性乳房炎の把握のため、今後も
反復した危害分析が必要。今回、危害に
対する迅速な対応でさらなる乳質改善が
図られた。

228.乳質改善への取り組み：山梨県西部家
保 鷹野由紀、鎌田健義

食の安全の観点から生乳取引基準が厳
しくなっている中、乳房炎のコントロー
ルに課題の多い酪農家が多数残っている
ため、当所では、共済獣医師等と連携し
て搾乳立会や現地検討会等を実施し、乳
房炎防除指導を実施。共済獣医師等の関
係者とともに乳質改善研究会を立ち上げ、
指導方針など関係者間の意思統一を図り、
平成 19 年度に体細胞数の高かった 14 戸
の酪農家を対象に、45 項目からなる搾乳
手順のチェックシートによる搾乳立会の
結果をもとに酪農家との現地検討会・指

導を実施したところ、９戸で体細胞数の
改善がみられ、ペナルティー等による損
失は推定で１頭あたり 1.4 万円から 0.4 万
円に改善された。なお、改善されなかっ
た酪農家では、搾乳方法（とくに乳頭清
拭・過搾乳等）の改善をしなかった人の
割合が多かった。また、代謝プロファイ
ルテストの結果から乾乳期・泌乳初期の
栄養管理により周産期疾病（ケトーシス
・乳房炎）が多発していると思われたケ
ースもあることから、搾乳方法の他に飼
養管理全般にわたる改善が必要と思われ
た。

229.生産力アップを目指した酪農支援事業
による飼料高騰対策：長野県伊那家保
松浦昌平

酪農生産基盤の安定化のため、平成 19
年度から関係機関と連携した酪農支援事
業をスタート。平成 20 年度はこれまでの
乳質改善指導を主体とした取り組みに、
新たに飼養管理技術改善指導、繁殖性向
上対策を加え、アクティブな取り組みと
してバージョンアップ。関係機関による
企画会議で実施計画を策定。飼養管理技
術改善指導は 5 戸の農家で実施。代謝プ
ロファイル検査結果等から改善点として、
①飼料給与方法の不適、②ルーメン発酵
の異常、③リードフィーディングの不適
などを確認。改善案を検討・提示し農家
の理解を求めた結果、バルク乳の乳脂肪
率、MUN 値等の回復状況から改善傾向を
確認。繁殖性向上対策は 9 戸で定期繁殖
検診システムを構築し、早期妊娠診断、
長期不受胎牛の検診等を実施。その結果、
繁殖管理に対する農家の意識を高め、一
部の農場で平均空胎日数、期待分娩間隔
等の改善傾向を確認。家畜保健衛生所の
役割を機能的に発揮することが、酪農生
産基盤の強化につながると再認識。

230.公共育成牧場におけるニホンジカ被害
の推計と牧場活性化のための課題：長野
県伊那家保 松井宏枝

管内のＡ公共育成牧場において、近年
栄養状態の著しい低下を確認したことか
ら、開牧時 24 月齢以下の乳用育成牛につ
いて、過去 5 年間の DG を算出。2004 ～
2006 年の 3 年間に比べ、2007 年は-0.03
㎏、2008 年は 0.03 ㎏と著しく低下。原因
として牛の栄養摂取量の不足、ニホンジ
カの採食による牧養力の低下が考えられ
た。A 牧場の利用可能草量、放牧牛の総食
草量、ニホンジカの食草量・生息頭数を
既報データをもとに推計。A 牧場ではニホ
ンジカの増加により、放牧牛とニホンジ
カとが食草量で競合を引き起こしている
と推定。また、放牧頭数の減少がニホン
ジカ生息数の更なる増加を招き、農林業
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を始め地域全体に被害を与えると考察。
公共牧場の活性化のためには、放牧牛の
発育・衛生管理、牧養力の調査など牧場
の適正な維持管理、ニホンジカ食害の検
証、およびニホンジカの被害対策が課題。

231.小学生を対象とした酪農体験学習の効
果：長野県伊那家保 西村悠美子、小松
洋太郎
管内の酪農教育ファーム認証農場が主催
し、上伊那農業生産振興協議会（事務局
：上伊那地方事務所農政課）が共催で実
施する酪農体験学習に、当所も構成員と
して参加。平成 18 年度から 20 年度まで
の参加児童数は延べ 14 校 634 人であり、
事前の腸管出血性大腸菌Ｏ 157 およびサ
ルモネラ検査頭数は延べ 37 頭。当日は社
団法人中央酪農会議の制作した紙芝居「牛
のからだ」を使用してわかりやすく授業。
体験学習後、平成 20 年度に参加した小学
生および教諭 3 校 246 人を対象にアンケ
ート調査を実施。牛に触ったことや乳搾
り体験等、学習内容に概ね満足している
ことを確認。しかし、「子牛の誕生」「牧
場の仕事」等についてもっと詳しく知り
たいという要望が多くあった。この取り
組みは管内の小学校に定着しつつあり、
食育の一端を担うことが期待され今後も
継続が必要。今後は新たに、人工授精と
妊娠、子牛の出生についての紙芝居を作
成し、内容の充実を図りたい。

232.牛ロタウイルス病が発生した肉用牛一
貫経営農場における衛生対策：岐阜県飛
騨家保 長谷部文子、平尾一平
2008 年 2 月頃から、管内の肉用牛一貫

経営農場で 57 日齢未満の子牛（子牛）に
牛ロタウイルス病が多発。感染源を特定
するため、6 月から 9 月に分娩した母牛計
13 頭から分娩前後の糞便、初乳および飲
水を採取し、牛ロタウイルス分離を実施。
その結果、いずれもウイルス分離陰性で、
感染源は不明。一方、衛生対策として個
別ペンや分娩舎の洗浄・消毒・乾燥・石
灰乳の塗布、定期的な敷料交換、踏込み
消毒槽の設置、子牛牛舎専用の長靴設置
および抗生剤中心の治療から経口補液主
体の治療への変更を指導。その結果、指
導後、牛ロタウイルス病の発生はなく、
子牛 1 頭当たりの腸炎による平均診療回
数は指導前 2.9 回から指導後 1.5 回に減
少、それに要した平均日数は 6 日から 1.5
日に短縮。今回の衛生対策指導を通して
農家の衛生管理に対する意識が向上し、
腸炎以外の疾病も含む子牛の診療全体に
おける月平均診療回数も 8.9 回から 1 回に
減少。

233.公共育成牧場の衛生対策：岐阜県東濃

家保 中西寿男、木谷隆
公共育成牧場は県内酪農家に乳用初妊

牛の譲渡を目的として開設され、昭和 49
年より譲渡開始。ピロプラズマ病（ピロ
病）対策では平成 14 年度よりフルメトリ
ン製剤の 2 週間隔投与により、陽性率は 1
0 ％以下で推移。14 年度以降、飼養給与
体系の変更（TMR 給与方式）及びピロ病
対策等により、譲渡牛の体高・胸囲・体
重は標準発育値を全て上回り、20 年度の
21 ヶ月齢時の測定値は 141cm、190cm、
521kg となる。1 頭当たりの人工授精回数
は、15 年度から 19 年度で 1.7 回から 1.5
回に改善。受精卵移植の受胎率は 14 年度
開始時より 50 ％を常時上回る。預託放牧
牛は 50 頭以上の利用があり、更なる増頭
を見込む。飼養頭数は乳牛 516 頭、和牛 1
10 頭（20 年 3 月末）となり、乳牛の導入
頭数が減少し、和牛の飼養頭数は増加傾
向に有る。今後とも、優良な乳用初任牛
の生産促進を中心とした衛生対策の推進
に寄与していく。

234.参加型手法を用いた乳質向上への取り
組み（第 2 報）：静岡県東部家保富士分室

土屋聖子、森比佐子
現在の酪農経営は、飼料価格高騰によ

る生産コスト増大等の厳しい情勢の下、
安全でおいしい牛乳生産と安定的収益確
保が必要。当所ではこの状況を搾乳衛生
技術面から支援するため、昨年度、参加
型手法による講習会に取り組んだところ、
生産者同士の意見交換により改善実践意
欲が向上したため、今年度も継続して講
習会を開催、改善実践状況と乳質向上へ
の効果を調査。講習会には 25 戸 27 名の
女性が参加し、細菌検査体験や、検査結
果をもとに改善点を検討するグループ討
議を実施。講習会終了 2 ヶ月後のアンケ
ート調査では、66.7％が改善を実践継続、
うち 85.7 ％が複数回参加。また、複数回
参加者において、第 1 回目講習会（H19
年 7 月）前後各 1 年間の平均体細胞数が
実施後に有意に低下（前：21.5 万個/ml、
後：18.1 万個 /ml）、県内統一乳価テーブ
ルで乳量 1kg 当り 1.0 円の増収。以上の
結果から、参加型手法を用いた講習会は、
乳質向上に有効であり、参加者による改
善点の実践継続が重要。

235.地域の乳質改善指導効果および今後の
取組：静岡県西部家保 河村恵美子、湯
山祐子

管内 A 農協では、乳質改善に取り組ん
だ結果、バルク乳中の平均体細胞数(SCC)
が H17年度 44万から H19年度 22万（個
/ml）と順調に減少。主な要因を検索する
と共に、乳房炎の発生状況及び家保指導
の効果について検証。A 農協酪農家 19 戸
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で実施したアンケート調査の結果、対策
実施事項には慢性乳房炎牛の淘汰や搾乳
手順の改善が挙げられ、乳房炎は 10 戸(5
3 ％)、廃棄乳量は 9 戸(47 ％)で減少。さ
らに、SCC が H18 年 50 万以上から H20
年 20 万台に減少した 2 戸の農家で調査し
たところ、3 ヶ月間の乳廃棄率は共に 0.6
％と低く、実際に乳房炎の発生減少を確
認。乳代は、年間約 340万円増加。また、
家保の指導について乳質グラフ配布や細
菌検査が評価され、10 戸(53 ％)が「役に
立った」と回答。細菌検査と対策指導の
要望があり、管理獣医師と連携した乳質
改善指導を実施。予想される経済効果は
大きく、今後の農家指導には獣医師と連
携した個別指導が重要。

236.知多地域における牛定期検査の実施体
制：愛知県西部家保 神谷央ほか
19 年 10 月、ブルセラ病及びヨーネ病の

「疑似患畜」の取扱いを巡り、全国的に
家畜伝染病予防法（家伝法）第 5 条に基
づく検査が緊急的中止。西部家保本所（旧
知多家保）は問題発生時点で 2 町 26 戸の
ヨーネ病定期検査が未実施。農林水産省
の通知に基づく検査体制を検討。関係機
関と協議・検討、協力体制を構築。9 時に
朝搾乳と集乳終了確認後採血開始、陰性
結果確認後、夕方搾乳開始の「スクラン
ブル体性」で検査再開の結果、9 日間 1,8
18 頭検査し全頭陰性。検査終了時間は 16
時 30 分～ 18 時。本年度も「スクランブ
ル体性」の継続が決定し 6～ 7月で 2市 1
町 23 戸検査実施、ヨーネ病は 7 日間 1,35
6 頭検査し全頭陰性。検査終了時間は隔離
確認を含め、17 時～ 18 時 30 分。20 年７
月 22 日の家伝法施行規則の一部改正でス
クリーニング法（Ｓ法）が加わり、搾乳
ロボット導入農家や多頭飼育農家で検査
可能。12 月末現在、Ｓ法で 2,524 頭検査
し、19戸中 7戸 17頭陽性を確認。確定検
査で全頭陰性。

237.伊賀牛の現状と課題：三重県中央家保
伊賀支所 吉川若枝、池町安雅

伊賀牛は、地域ブランド育成のため、
戦後から地域協議会を立ち上げ、素牛生
産地視察や地域共励会等を開催し、優良
素牛の導入や肥育技術の検討による高品
質牛肉生産に取り組んできた 。しかし、
近年の配合飼料価格高騰、飼養戸数及び
頭数の減少(対平成 11 年比で 63%及び 73
%)、生産者の高齢化など伊賀牛生産現場
も厳しい状況にある 。牛肉の消費は大半
が地元で、地域内の販売認定店 (19 店 )も
多いため価格も比較的安定している等の
地域特性を持ち、また耕作放棄地を利用
した繁殖和牛の放牧による素牛生産等の
新たな事業にも意欲的に取り組む。今回

家保として、肥育技術や死亡事故発生頭
数等の生産面、出荷・販売等の流通面な
どの現状、及び過去 10 年間の各種共励会
等の成績を分析し、伊賀牛生産現場の課
題と対策を検証。今後、地域特性を生か
したブランド発展のため、家保はファシ
リテーターとしての役割も必要 。

238.大規模酪農場で実施した意識向上を目
的とした出前勉強会の成果：京都府中丹
家保 森一憲、田中優子

【はじめに】大規模酪農場において、
経験の浅い畜主、従業員の飼養管理意識
向上を目的に、畜主の依頼により、全従
業員が参加する出前勉強会を実施。その
成果について検討。【実施内容】畜主意向
と農場の課題を踏まえ、１年間のプログ
ラムを組み、９回の勉強会を実施。①搾
乳衛生②堆肥作り③子牛管理④乳房炎⑤
周産期病⑥搾乳衛生Ⅱ⑦繁殖⑧ HACCP
⑨カウコンフォート。勉強会終了後のア
ンケート調査と勉強会実施前後の農場成
績を調査。【成果】アンケートでは、勉強
会後前搾りや PL テスターの使用が新たに
実施され、「遠くの発情牛も面倒がらず確
認をするようになった」「話し合う大切さ
を知った」等の意識の変化が現れた。農
場成績は、昨年度同時期(9 ～ 11 月)と比
較して、乳量が約 12 ％増加、低 Ca 血症
が約 30 ％減少。【まとめ】全従業員参加
により、日常管理の注意点や知識に関す
る情報を共有し、課題について意見交換
することで、共通の問題解決意識が生ま
れ、農場の管理能力が向上。

239.地域産業動物獣医療に関わる家畜保健
衛生所の現状と課題：京都府丹後家保
田中究、岡田幸大

近年、全国的に産業動物獣医療（診療）
体制が弱体化しつつあり、丹後地域では
NOSAI 京都の人員削減に伴い当所の診療
担当区域が拡大。2008 年 6 月から管内肉
用牛全てと乳用牛の一部を担当。診療業
務が増大していることから、現状と課題
を検討。過去 10 年間で牛飼養戸数はほぼ
半減、頭数は約 40%減少。飼養頭数に対
する診療件数や 1 件あたり治療費に大き
な変化なし。当所が担当する診療件数の
割合は増加(15%→ 45%)、当所業務の中で
の家畜診療の割合も増加（出張人数の 19
%→ 44%）。課題として①診療技術の向上
と継承②農家の点在化による往診距離の
増加③診療事務の増加④予防獣医療への
移行を挙げた。これらに対して① NOSAI
京都の協力による診療研修や所内症例検
討会②週間業務予定表による業務調整③
新カルテ様式の作成による診療事務の簡
素化④繁殖巡回指導のフォローアップや
大規模農場での予防衛生対策などに取り
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組んできた。今後も農家の生産性向上の
ため、これらの取組を継続予定。

240.一酪農家への総合的な担い手支援の取
り組みと課題：京都府中丹家保 山内幸、
西井義博

【はじめに】畜産農家の高齢化が進む
今、若手後継者の育成が急務。当所は、1
8 年度から経営移譲した若手酪農家で、関
係機関と協力し、担い手支援を実施。【取
り組み】畜主の希望を踏まえ、19 年 5 月
から支援を開始。①飼養管理：牛床の改
善、飼料プログラムの見直しと給与方法
の指導を実施。②乳質改善：搾乳立会や
講習会、乳房炎対策を実施。③生産性向
上：繁殖検診を強化、早期発情発見の徹
底。④堆肥化処理：新設の堆肥化施設の
管理方法や堆肥化処理技術を指導。【成果】
①運動器病が減少、周産期病による死廃
率が激減。②衛生的な搾乳手順が確立。
③発情の情報管理が徹底され、受胎率が
向上。④施設運用が軌道に乗り、堆肥の
品質が向上し、耕種農家への販路が拡大。
【今後の課題】これまでの成果を総合的
に活用するための実践研修会や、主体性
を持ってもらうためのワークショップを
開始。今後はこれらを継続することによ
り経営者としての自覚を養成し、経営安
定に導きたい。

241.牛乳の安全性を視野に入れた炭疽の初
動対応：兵庫県姫路家保 畑一志、大川
浩一

乳牛の炭疽が発生した場合のより迅速
な初動対応を検討。炭疽容疑牛が発生し
た場合の問題点を検証。判明した課題解
決のため次の対応をマニュアル化。①急
死で天然孔のタール状出血がある場合に
は、より迅速な病性決定のため、現地診
断と並行し検体を家保へ搬送。②県衛生
部局と協議し炭疽発生時点を明確化。③
立入検査前に農協等へ通報し、速やかな
集送乳停止を要請。④関係団体・牛乳工
場への迅速な連絡体制を確立し関係者と
連携を強化。この対応によりシミュレー
ションでは、病性決定までに約 30 分、汚
染生乳の移動停止までに約 1 時間 30 分が
短縮。平成２０年に酪農関係者を集め県
炭疽防疫演習開催。また県内の生産者団
体と乳業メーカーとの意見交換を実施し、
炭疽容疑牛発生時の牛乳工場の対応を調
査した結果、家保からの迅速な通報によ
り、速やかに牛乳の安全性が確保される
ことを確認。今後も反復した防疫演習と
診断技術研修の継続並びに酪農家の防疫
意識の啓発を実施。

242.酪農後継者の現状調査と牛群検定指導
による改善例：奈良県家保 堀川佳代

酪農後継者の現状把握のため、アンケ
ート調査を実施し、牛群検定指導による
経営改善事例の概要を報告。アンケート
調査は、管内 20-40 代前半の酪農後継者
を対象に実施。14 戸（管内酪農家の 29.2
%）15 人に回答を得た（回収率 100%）。
年齢は 20代後半から 30代前半が 多く、
経験年数 11 年以上が 40.0%、5-10 年が 3
3.3%、5 年未満は 26.7%。作業全般に従
事は 73.0%、人工授精師免許を所有は 26.
7%で、他の職業や酪農関係以外の学校を
経て就農が 66.7%。牛群検定指導した事
例では、乳房炎検査で CNS 等の環境性細
菌が検査結果の 86%。乳頭清拭方法の改
善等の指導により、リニアスコア４以下
で安定。また、繁殖検診を実施し（19 年
13頭、20年 109頭）、分娩間隔が 45日短
縮（同 513 日、468 日）。305 日補正乳量
は、後継者就農後年々増加（18年 8171kg、
19 年 8720kg、20 年 8952kg）、70,290円/
頭の経済効果。

243.和牛繁殖農家における飼料給与を中心
とした実態調査：和歌山県紀南家保 小
谷茂、野口浩和

飼料価格高騰、子牛価格低迷の状況の
中、繁殖経営では低コスト化・生産効率
向上が大きな課題。管内６農家における
給与飼料、繁殖成績、子牛出荷成績、疾
病発生状況等を調査・分析・検討。繁殖
雌牛の給与飼料の充足率は概ね満たされ、
繁殖成績も良好。繁殖雌牛飼料は製造粕
類・ヌカ類・野草を有効活用しコスト削
減。TDN・CP は概ね充足しているが一部
で CP過剰傾向。繁殖成績も概ね良好だが、
一部に過肥や長期不受胎牛も認める。群
飼や個体ごとの飼料給与管理不足による
繁殖成績低下を懸念。それぞれの諸問題
を実現可能な範囲で解決する方法を模索
し指導。子牛出荷成績は全国平均と比較
し良好であったが、一部過肥傾向の牛が
見受けられたので、今後は個体ごとの指
導が必要。

244.乳房炎検査からみえた酪農の現状と今
後の課題：鳥取県西部家保 増田恒幸、
池本千恵美

近年、原油高に伴う燃料費・飼料価格
の高騰等で畜産経営は苦境。酪農経営に
おいても生産調整・生乳取引価格の低下
等、厳しい状況が続き、生産性の向上や
コスト削減が課題。県内での酪農衛生費
は約 3%(24 千円 /年 /頭)でその内乳房炎に
よる治療費は 30 ％（7 千円/年/頭、伯耆共
済事故統計 2007）。乳房炎による経済損失
は 30 千円/年/頭という報告もある（NIAH
山根ら、2006）。H20 年に実施した当家保
での病性鑑定においても約 40 ％が乳房
炎。経営規模別では中～大規模が多く、
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その中でもフリーバーン方式で体細胞数
が高い傾向。原因菌（264 株）については
環境由来菌（OS、CO、CNS）が 90%、
伝染性 SA が 9%。薬剤感受性は OS と SA
は SM と KM に、CNS は SM に耐性であ
る株を確認。CO は多剤耐性株を確認。今
後も多様な乳房炎発生状況に即した対応
と、発生予防のための衛生指導を継続し
ていくことが重要。また関係機関と連携
し、それぞれの特徴を活かしながら、生
産性の上がる酪農経営を支援していきた
い。

245.哺育育成農場における衛生対策の効果
と課題：鳥取県西部家保 小林朋子、増
田恒幸

管内哺育育成農場において、肺炎・下
痢等による疾病が増加。対策として、平
成 19 年度から、呼吸器病ワクチン（5 種
混合・3 種混合）の接種、導入後の予防的
抗生剤の投与、コクシジウムの駆虫、ビ
タミン投与等をマニュアル化。また、導
入牛の血液検査を実施し、一般状態や初
乳摂取状況を確認し、注意喚起を実施。
その効果として、増体・疾病発生状況等
についてまとめたので、その概要を報告。
また、慢性的に牛房が過密ストレスが問
題となっているほか、依然として初乳接
種不足が疑われる導入牛が散見されるた
め、導入頭数の調整や給与体系対策、生
産農場への指導が課題。

246.乳質改善指導におけるバルク乳検査の
活用：岡山県井笠家保 藤澤秀世、西家
純一

今年度、岡山県では関係機関で酪農経
営支援チームを結成。バルク乳の体細胞
数 30 万/ml 以下の酪農家を 70%以上とす
る目標を達成するため当所では、管内酪
農家（58 戸）でバルク乳検査を実施し、
その結果をもとに、飼養管理や搾乳方法
のポイントについて研修会を行った。研
修会は酪農家が参加しやすいよう 6 地域
に分けた。そのうち 2 地域を重点地域と
してバルク乳検査に加えて、個体乳検査
および研修会をさらに 2 回実施。管内の
体細胞数 30 万/ml 以下の酪農家数は、平
成 20 年度は平成 19 年度を上回っており
改善傾向にある。バルク乳検査と地域研
修会の実施により、酪農家からは「今ま
で以上に積極的な改善への取り組みを実
施していきたい」「定期的な勉強をしたい」
との前向きな声や、顕著な改善が認めら
れる酪農家もあり、これらの酪農家の改
善効果が他の酪農家に刺激となって周辺
酪農家へ波及し、今後の乳質向上につな
がるものと考えている。

247.西大寺地域における乳質改善のとりく

み：岡山県岡山家保 定森淑子、佐藤静
子

西大寺地域は体細胞数奨励基準適合率
が県内でも低い地域であったため、岡山
家保では以前から関係機関で構成した指
導チームによる高品質乳生産指導に取り
組んできた。これまでの搾乳立会による
個別指導に加え、平成 19 年度からは地域
全戸を対象とするバルク乳生菌検査を実
施し、巡回指導等の機会に検査の意味や
改善策について説明するとともに、特に
黄色ブドウ球菌個体検査及び乳房炎原因
菌検査、乾乳前検査の必要性について指
導。更に、家保から遠隔地にある農家の
ために、平成 18 年度からおからく西大寺
事業所にストックポイントを設置し、週
一回の家保便を設けたところ、乳汁検査
の依頼件数が大きく増加。検査データの
集計から、乳房炎時や乾乳前の検査によ
り、対象牛の治療前後の個体体細胞数の
低下がバルク乳体細胞数の低減に繋がる
ことが示唆された。こうした取り組みに
より、体細胞数奨励基準適合率が 36.9%
（平成 17 年度）から 54.3%（平成 20 年
度 4 ～ 9 月）になるなど、他地域と肩を
並べるまでの乳質の向上が図られた。

248.管内酪農家の稲ホールクロップサイレ
ージ利用状況：岡山県津山家保 佐々木
真也

稲ホールクロップサイレージ（稲 WCS）
は、自給飼料増産の重要な柱として位置
づけられており、管内酪農家の利用は平
成 18 年に 17 戸（13 ％、23ha）、平成 19
年に 19 戸（15 ％、32ha）平成 20 年には
28 戸（24 ％、53ha）と順調に増加。しか
し、嗜好性、生産性や牛の生理への影響
を心配する声もあるため、利用農家で聞
取調査を実施。利点として飼料コストの
削減、嗜好性良好、乳量と乳成分への影
響が無い、一方では品質のばらつき、切
替時の食い込み低下、乳量の低下、供給
不足で通年給与不可等があった。A 農家は
搾乳牛への利用３年目で、搾乳牛１頭あ
たり約８ kg 給与しており、牛検データを
分析した結果、経産牛１頭あたり実乳量
（9000kg 台前半）の減少なく、乳成分で
は乳蛋白率がやや低下したが乳脂率への
影響は見られなかった。今後、さらに利
用を促進するため、給与方法の指導体制
強化と稲 WCS 増産による通年給与の出来
る体制づくりが必要。

249.管内公共育成牧場における現状と課題
：岡山県高梁家保 清水淳也

当家保管内のＯ育成牧場は市が設置し、
公社が運営を行ってきたが、市の撤退に
より運営は地域酪農家自らが結成した利
用組合に移行され、約 10 年が経過し、現
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在では常時 110 ～ 130 頭の乳用育成牛と
和牛を飼養する県内でも有数の公共育成
牧場となった。牛の管理は常勤職員 2 名
で行っているが、必要に応じて組合員と
関係機関が協力して、放牧衛生検査等の
衛生指導と繁殖指導を行っている。その
結果、病傷発生率 5 ％以下、死廃率 1 ％
以下を維持し、繁殖面では平均受胎月齢
が公社時代の 19.3 ヶ月から 15.4 ヶ月と改
善された。しかし、今後、公共育成牧場
として存続するためには地域との結びつ
きが不可欠であると考え、和牛の放牧預
託及び地元の中学校からの職場体験学習
の受け入れを積極的に行っている。さら
に、地元耕種農家へのたい肥配布及び遊
休農地管理のための和牛レンタルなど、
多面的な機能を有した公共牧場を目指し
ている。

250.地域の中核的和牛繁殖牧場の飼養改善
事例：岡山県高梁家保 いざさ啓介、平
野充生

管内の S 地域で中核的な和牛繁殖牧場
である N 牧場は平成 16 年度に開設。当初
から超早期母子分離と人工哺育に取り組
んでいたが、牧場職員の度重なる交代で
管理技術が不安定な中、子牛は下痢の多
発により 2 ヶ月程度発育遅延。そこで、
平成 18 年秋から家畜保健衛生所と関係機
関が協力し、毎月 1 回の体測とバーンミ
ーティングを継続実施し、牧場職員と問
題点を共有し改善を図ってきた。その結
果、体高と体重は目標値まで改善され、8
ヶ月齢で市場に出荷可能になった。また、
第 1 胃の発達の指標となる胸囲腹囲差に
ついては、7-8 ヶ月齢の去勢で 34.6cm、
雌で 32.1cm と十分であった。一方、今年
度の県畜産共進会の若雌第 2 区で優等賞 2
席に入賞し、子牛の哺育育成に弾みがつ
いたところである。さらに出荷素牛 5 頭
の追跡調査による肥育成績では、枝肉重
量平均 489kg、BMS 平均 7.0 と良好であ
った。今後は、草地林地を活用した繁殖
牛の放牧による低コスト管理の推進を図
っていきたい。

251.管内の和牛受精卵移植産子の保留状況
と改良効果：岡山県津山家保 小田亘、
板坂義昭

本県では早くから受精卵移植（以下 ET）
技術を活用し和牛改良に取り組んでいる。
当家保管内では近年、コンスタントに 150
頭前後の和牛を ET で生産しており、子牛
市場上場頭数も 100頭近くになっている。
しかし ET による改良効果の検証を十分行
っていないのが現状であり、今回、管内
の ET 産子の保留状況と改良効果について
調査した。ET で生産され、繁殖雌牛とし
て供される登録牛は、平成 14 年以降年間

20 ～ 30 頭になっており、登録牛に占める
ET 産子は約 15 ％に達している。改良面
では育種価において脂肪交雑 A1 ﾗﾝｸ（上
位 10 ％）に占める ET 産子の割合は 24
％であり、上位 5 ％においては 30 ％を占
めている。また、脂肪交雑 A1 ﾗﾝｸで枝肉
重量も A1 ﾗﾝｸの牛は ET 産子以外では 25
％（19/75）であるのに対し、ET 産子で
は 57 ％（13/23）を占めており、質・量
共に改良が進んでいる。さらに、脂肪交
雑 A1 ﾗﾝｸの牛において生年別に ET 産子
の割合を見ると、若い牛ほど ET 産子の占
める割合が増えている。これは ET 技術に
より改良速度が向上していることを示し
ている。

252.肥育農家の呼吸器病対策：広島県東広
島家保 尾崎充彦

肥育牛飼養農家において、平成 16 年度
以降関係者と連携してウイルス性呼吸器
病対策を実施し、一定の成果が得られた。
しかし、呼吸器病は継続発生し、平成 18
～ 19 年度の病性鑑定の結果、パスツレラ
・ムルトシダ（Pm）を分離。新たに牛細
菌性呼吸器病 3 種混合不活化ワクチン（3
混）を平成 20 年 4 ～ 10 月導入牛のうち
130頭に、導入後約 30日、60日目に接種。
4 ～ 7 月導入牛計 39 頭を対象に、1、2 回
目接種時及び 2回目接種 2週間後の 3回、
抗体検査を実施。呼吸器病の発生状況も
調査。Pm、ヒストフィルス・ソムニ（Hs）
の抗体価は有意に上昇。マンヘミア・ヘ
モリティカ（Mh）の抗体価は低値で推移。
未接種群では Pm、 Hs、 Mh の自然感染
による抗体価の上昇を確認。疾病発生状
況は、ワクチン接種牛の呼吸器病の発症
頭数、治療回数及び死亡率は減少、さら
に農場全体の呼吸器病の発生件数も減少。
今後、継続して検証し、呼吸器病の低減
対策を進めていきたい。

253.管内の生乳生産に関わる取り組み：広
島県東広島家保 清水和、山中文子

牛群検定加入農家 9 戸で生乳の黄色ブ
ドウ球菌(SA)を検査。うち、重点指導農
家 (重点 )3 戸で搾乳立会等重点指導を実
施。また、酪農団体協議会加入農家 18
戸でチェックシートを用いて飼養環境、
生乳処理室の衛生管理状況を巡回調査。
協議会・関係団体と連携し地域全体で取
り組んだ。SA 検査対象農家での検査対
象牛 412 頭の陽性率は 0 ～ 15.0%。重点
のうち 1戸で、指導後 SA陽性率 0%に減
少。飼養環境調査では風速 1m/秒以上の
舎内換気、12L/分以上の給水量は 85%以
上と高い達成率。一方、飼槽項目の達成
率は 22%と低く飼槽の老朽化が見られ、
天井・窓や生乳・真空配管の清掃項目の
達成率も 11%と低かった。衛生管理状況
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を得点化した結果、この得点と平均体細
胞数、SA 陽性率の間に相関が確認。SA
対策と飼養衛生管理指導を実施した結果、
管内酪農家の乳質改善へつながった。し
かし、酪農家間で衛生管理意識に差があ
り、継続して意識改善に向けた取り組み
が必要。

254.農家と実践した衛生対策プログラムに
よる子牛の損耗低減と育成成績の改善：
山口県東部家保 中常路子、永田利成
H18 年度から A 農場(黒毛和種繁殖雌牛

59 頭飼養)の生産性向上対策を実施し生産
率等は改善したが、子牛死廃率は依然高
いことから、原因究明のため呼吸器病、
消化器病の浸潤状況を調査。Mannheimia
haemolytica(Mh)抗体 (64 倍以上 )の高い

保有率、コクシジウムの重度寄生及び乳
頭糞線虫との混合感染、ビタミン A 及び
E 不足、発症牛の発見遅延を確認。H20
年度から 1 週齢でイベルメクチン製剤、1
ヵ月齢で Mh ワクチン、1 ヵ月齢・離乳時
でサルファ剤、2・6 ヵ月齢でビタミン製
剤を投与する衛生対策プログラムの実施、
個体管理の徹底、適切な群編成を指導し
た結果、対策前後でコクシジウム発症率
が 78 ％→ 50 ％、ビタミン充足率が A：4
4%→ 88%、E:74%→ 100%に改善。H19
年度と H20 年度 11 月末では死廃率が 14.
6%→ 4.3%、平均診療回数が 1.08 回→ 0.4
3 回、治癒率が 50 ％→ 100 ％に改善。発
育ランク(体高)が 2.4 → 2.8、DG が 0.93
→ 1.03 に向上。今後は A 農場の自発的な
衛生対応を誘導し、更なる向上を図る。

255.儲けて増やそうグリーンライン女性の
つどい：山口県北部家保 井上愛子、水
原孝之

管内和牛女性組織は 古のもので昭和 5
3 年設立、現在、市町・JA 支部単位に 2
市で 6 つの和牛女性組織が存在（会員 166
名）。高齢化・規模拡大が進む中、和牛経
営における担い手として女性の役割は重
要。家保は平成 8 年、各部会長が組織す
る「北部和牛女性部会長会」を発足させ、
合同研修の場を整備。年 1 回開催する広
域の「グリーンライン女性のつどい」を
これまで 12 回開催。育成指導、繁殖管理
研修、先進地視察、筆記テスト、サイレ
ージ共励会、頭絡作り研修、審査競技研
修など多彩に指導・支援し、組織を活性
化。長年にわたる活動が評価され、H18.1
1.14 に山口県農山村振興賞、H20.3.7 に
農山漁村女性チャレンジ活動優良賞を受
賞。H20.10.18 開催の山口県畜産共進会第
56 回和牛共進会女性審査競技で優勝。肉
用牛振興の励みと共に県下全域の女性組
織をリード、畜産振興に貢献。

256.和牛繁殖農家の子牛出荷成績向上への
取り組み：長崎県中央家保 樽田嘉洋、
中村一生

配合飼料価格が高騰し、低コスト生産
が重要視されるなか、中核農家の子牛出
荷成績向上に向けて重点指導を実施。対
象農家は繁殖雌牛 50 頭を目標に規模拡大
中で、現在、親子２名で繁殖雌牛 43 頭飼
養。平成 17 ～ 18 年に消化器病による子
牛の死廃事故が多発。調査の結果、ロタ
ウイルス等疾病の関与や牛床管理の不十
分等の課題がみられたため、初乳摂取、
子牛の個体管理及び牛床の衛生管理の徹
底等を指導。子牛の死廃率は減少し、出
荷率は 17 年 67 ％から 20 年 79 ％と向上
したが、DG は低下。そこで、飼養管理上
の問題点の改善を図ると共に、子牛の育
成方法を向上させるため、βヒドロキシ
酪酸（BHB）を測定し検討。BHB 濃度は
超早期母子分離群で高い値がみられたた
め、超早期母子分離への取組を指導。そ
の実施率は、19 年度 17.6 ％から 20 年 11
月現在 66.7 ％と増加。現在、子牛育成ス
ペ－スの確保を進め、全頭超早期母子分
離を実施することで子牛の出荷成績向上
を推進中。

257.畜舎環境整備互助体制による肉用子牛
の損耗防止：長崎県県南家保 吉野文彦、
常岡純也

平成 19 年度に、衛生意識の向上と作業
の省力化を目的に、一部会において、協
力してお互いの畜舎の清掃、消毒を行う
畜舎環境整備互助体制の組織作りを構築。
その後、当該集団に対し、衛生管理に対
する継続指導を実施。互助体制構築によ
り、農家の畜舎に対する衛生意識の向上、
協力して作業を行うことによる作業の省
力化、農家間の連帯意識の向上、更に消
毒ポイントの把握や牛の健康状態の観察
が容易になるといった効果を確認。体制
構築前後における当該集団の病傷診療件
数は、332件から 170件と減少。この内、
子牛の呼吸器病と下痢症は、それぞれ 94
件、74 件から 26 件、31 件と減少。子牛
の診療費は、構築前後で約 1,210千円減少
し、経費の軽減が図られた。また、本取
り組みを他地域へ紹介したところ、2 地域
で自主的に実施。今後も互助組織による
作業労力の軽減化と飼養衛生管理上の消
毒効果を啓発し、肉用子牛の損耗防止に
努めたい。

258.子牛の下痢症が多発した大規模肉用牛
農家の哺乳ロボットを中心とした衛生対
策：長崎県県南家保 住江寛子、鈴田史
子

管内の一大規模肉用牛農家で哺乳子牛
の下痢症が多発、死亡事故が続いたため
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病性鑑定を実施。下痢便及び死亡子牛か
ら毒素産生性大腸菌及び牛コロナウイル
ス分離。よって、牛コロナウイルスおよ
び大腸菌の混合感染症と診断。環境検査
にて、哺乳ロボットのミルク、飲用水、
敷料から多数の大腸菌分離。衛生対策と
して、哺乳ロボットのニップルの洗浄消
毒を徹底し、チューブ交換等定期的メン
テナンスを強化。また、溜め置きの温水
給与の中止、分娩前の畜舎消毒、子牛に
生菌製剤及びビタミン剤投与、母牛に牛
下痢症 5 種混合ワクチン接種、更に母子
分離日齢の延長を実施。結果、畜主の飼
養衛生管理意識が向上。ミルク中の大腸
菌数は 2.6×104CFU/ml から対策実施後 10
2CFU/ml 未満に減少。子牛の死亡率は、
月平均 15.2%から対策実施後 1.0%未満に
減少。哺乳ロボット利用時は機械洗浄の
みでは細菌による汚染防止は不十分であ
り、徹底した洗浄消毒及び定期的メンテ
ナンスが不可欠。

259.肉用牛繁殖農家指導結果分析と今後の
課題：熊本県城南家保 山口寛二

肉用牛の繁殖検診は、牛疾病臨床立入
検査等の事業による農家巡回時に併せて
技術指導。検査は概ね年 6 回、2 市 2 町 2
村の 6 地域で繁殖障害牛を対象に生産性
の向上を目的として実施。畜産農家の高
齢化や後継者が少ない山間地等は、産業
動物獣医師（以下獣医師）が不足。繁殖
検診に市町村や農家団体等の要望は一層
強く、対象地域は拡充。未授精牛の検査
依頼割合が低く、繁殖成績が良い地域は、
獣医師による診療体制が充実。一方、未
授精牛の受診割合が高く、繁殖成績が悪
い地域は、診療体制に問題の２地域で、
獣医師が高齢または不在。繁殖検診を家
保に依存する割合が特に大きく、平均空
胎日数で 長値の地域は、家保が実施し
たアンケート結果で、地元への診療所新
設を希望する意見が 多。今後、獣医療
体制の整備が急務。課題は、家保と関係
機関および獣医師との綿密な連絡体制の
構築を図る必要。無獣医師地区における
農家への濃密指導と市町村および関係団
体等との情報交換が重要。

260.県種雄牛凍結精液の利用促進の取り組
み：沖縄県中央家保 宮良あゆみ、多嘉
良功

平成 18 年度から県種雄牛凍結精液の利
用を促進するため以下の取り組みを行っ
た。(1）家畜人工授精師講習会で県種雄牛
の能力を紹介。(2）牛凍結精液配布の際に、
管内南部家畜市場の高額取引情報、県種
雄牛の育種価情報、現場後代検定牛の産
肉成績などの情報を提供。(3）種雄牛選定
早見表を作成し配布。(4）勉強会開催など

による南部家畜市場婦人部の育成。(5）育
種価未判明種雄牛凍結精液の利用促進の
ため、沖縄県酪農農業協同組合を通じて
交雑種用精液の払出しを実施。これらの
取り組みの結果、県種雄牛精液払出本数
は、平成 17 年度の 6,000 本から、平成 18
年度以降は 10,000 本を超え、中南部地域
の子牛登記頭数に占める県種雄牛産子の
割合も、平成 17 年度 28 ％から平成 19 年
度には 34 ％に増加、さらに南部家畜市場
上場頭数に占める県種雄牛産子の割合も、
平成 17 年度 25 ％から平成 20 年 9 月には
41％に増加。

Ｉ－７ 畜産技術

261.銘柄「あおもり倉石牛」の生産性向上
と意識改革 :青森県八戸家保 林敏展、関
合哲

「あおもり倉石牛」は青森県の誇る銘
柄牛であるが、経験に頼る独自の飼養管
理により生産者毎に肥育技術に差。この
改善のため、平成 19 年度から「あおもり
倉石牛」推進協議会と協力し、血液検査
（血中ビタミンＡ濃度、代謝プロファイ
ル（総タンパク、アルブミン、総コレス
テロール、BUN、GOT、GGTの計 6項目））
を 10 戸延べ 413 頭実施。また、血液検査
データに基づき巡回指導、農家の知識向
上と意見交換を目的に研修会を実施。こ
の結果、平成 18年度と 20年度を比較し、
肉質等級 2 以下が 10.7 ％から 6.4 ％へと
減少。全ての生産者において副生物価格
が上昇。この取り組みにより、経験に基
づく肥育管理と血液データの融合、個人
のデータの公開による肥育管理技術の共
有化、科学的根拠に裏付けされた飼養管
理技術への関心の高まりが認められ、銘
柄「あおもり倉石牛」の生産性向上と生
産者の意識改革が図られた。

262.地域銘柄牛の確立に向けた取り組み
（Ⅱ）：青森県十和田家保 小笠原美穂、
中里雅臣

昨年度から県機関、市町村、農協、大
学、優れた肥育技術有する肥育伝道師か
ら成る地域肥育技術向上プロジェクトチ
ームによる地域一体となった地域銘柄牛
確立に向けた取組み実施。今年度は農家
及び地域全体のレベルアップ目指し、指
導内容充実と地域間技術交流に取組んだ。
取組の概要は①ビタミン A・代謝プロファ
イルの同一個体追跡調査の拡充、②飼養
管理マニュアル提示・実践、③勉強会・
農家巡回への地域を越えた農家参加、④
疾病への早期対応、⑤一貫経営農家への
優良肥育素牛生産指導。成果として①個
体把握による飼料給与技術向上、②各農
家毎飼養管理マニュアル作成、③農家及
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び地域間の技術交流活発化、④疾病早期
発見・対応による生産性向上、⑤優良肥
育素牛生産意識向上が見られ、地域全体
の枝肉成績向上。今後も銘柄確立に向け
て関係機関が一体となって支援していく。

263.分娩２週間前の乳房炎治療による臨床
型乳房炎低減効果：岩手県中央家保 坂
本正光

管内酪農家 12 戸の臨床型乳房炎の発生
頭数(平成 19年 9月～平成 20 年 8月)は、
泌乳初期 (平均 18.5 日 )が 41.7%(90/217
頭)と高く分娩前の対策の重要性を示唆。
平成 20 年 9 月～ 11 月までに検査した 18
頭 67 分房(農家 10 戸)の分娩 2週間前の乳
汁性状はアメ状、初乳様、水様性及び牛
乳様に分類され、アメ状以外(25/30 分房)
が PL テスト陽性、CNS(14)、OS(9)、SA
(2)を分離、泌乳期用軟膏注入等を処置(21
分房)した。検査分房の分娩 3 週間後乳房
炎検査では分娩前無治療(4 分房/CNS3、O
S1)を含む 9/67 分房(13.4%)が PL テスト
及び細菌検査で陽性。6 戸 10 頭の平均妊
娠期間 /279.7 日、産子体重 /43.8kg、初乳
中 IgG 濃度/64.6mg/ml に影響は認めず、
細菌検査でも陰性であり、分娩前治療の
有効性を示唆。農家 2 戸(8 頭 32 分房)で
は PL 陽性の全 15 分房(CNS6、OS4、SA
5)を治療、分娩後の発症はなく、平均体細
胞数(万/ml)も 23、25(42、36:H19 同時期)
と低下した。

264.浅間牧場預託牛の発育と繁殖成績：群
馬県浅間家畜育成牧場 市毛洋子、中原
大輔

当場は春と秋の年 2 回入牧を実施。入
牧時発育状況は様々。平成 17 ～ 19 年度
牛 1791 頭を対象とし、入牧時の体重から
日本ホルスタイン登録協会月齢別標準発
育値範囲内の牛を N群、範囲以下を S群、
範囲以上を L 群と区分し、入牧後の発育
と繁殖成績について調査。対象牛入牧時
発育状況は S 群 19.2%、N 群 48.7%、L
群 32.1%と、範囲外が多い傾向。入牧半
年経過後の、S 群 27.0%は標準発育以上へ
と発育したが、秋入牧 N 群の 32.9%は標
準発育以下へ移行。初回繁殖月齢の平均
は、入牧時 S群 15.7、N群 14.8、L群 14.
2 で、入牧時の発育状況が影響し、S 群で
は発育不良による生殖器未発達が主な原
因と推察。初回繁殖月齢 17 以上の繁殖遅
延牛が、S 群で 24.1%、N 群で 8.5%、L
群で 4.3%、標準発育以上の N 群および L
群においても、生殖器未発達牛が存在。
その他の繁殖遅延原因として、卵巣静止、
排卵障害等。今後、早期の生殖器検査の
実施および飼養管理の検討が必要。

265.インターフェロンアルファ経口剤投与

を取り入れた搾乳衛生指導：埼玉県熊谷
家保 平田文吾、中島一郎

平成 20 年７～８月、臨床獣医師と連携
し管内２酪農家の乳房炎防除を目的に搾
乳衛生指導と併行しインターフェロンア
ルファ（以下、INF ｰα）投与による慢性
乳房炎治療を実施。体細胞数が高く黄色
ブドウ球菌が分離されたＡ農場の１頭と
Ｂ農場の３頭に対し、INF ｰα 200IU/日
を 3 回経口投与。搾乳衛生指導は搾乳環
境の清掃・消毒、ミルカーの点検等を重
点的に実施。INF-α投与により乳房炎罹
患分房乳の体細胞数は、Ａ農場では 20 万
個/ml 以下となったが、Ｂ農場では 1 分房
以外では増加傾向が認められた。バルク
乳の体細胞数は両農場とも減少傾向が認
められ、Ｂ農場では搾乳衛生指導後 14 万
個/ml になった。なお、治療効果の高かっ
たＡ農場ではペーパータオルの使用等の
衛生対策がＢ農場より優れていた。INF ｰ
α低濃度投与による乳房炎防除技術は薬
剤残留や耐性等の問題がなく、既に幾つ
かの臨床応用例もあることから、搾乳衛
生の改善と併用すれば今後有効な治療法
として期待できる。ただし、乳房炎防除
には搾乳衛生改善が も重要と考えられ
た。

266.特産品を生かした餌作り～アシタバサ
イレージの調整～：東京都家保 南波と
もみ、小山朗子

アシタバは八丈島の特産品であり、健
康野菜としても利用されている植物だが、
花茎部はほとんど利用されていない。そ
こで、この花茎部（約 600kg）を利用し
て、サイレージを試作。天日で予乾後、2
～ 3cm 長に切断、ステンレス製容器（約
800L）に詰め、水分調整及び発酵促進用
としてフスマをアシタバに対し 2.27%混
合、踏圧を繰り返し実施。また、急速な p
H の低下および乳酸発酵を促すため、事
前発酵液を作製し、アシタバに対し 0.8%
添加、発酵途中で生成された排汁は適宜
排出。調整後、約 1 ヶ月で開封。出来上
がったサイレージはオリーブ色で甘酸臭
を放ち、pH3.8、有機酸分析では、乳酸、
酢酸が高く、プロピオン酸、酪酸は未検
出。水分は 84%以上と高水分であったが、
品質は良好。栄養価ではアシタバの生草
より CP、TDN等が増加。嗜好性は良い。
今後は、フスマの割合、事前発酵液の必
要性、簡易なビニールバッグでの調整、
本サイレージの長期給与による影響、給
与メニュー等の検討が必要。

267.「牛の乳房炎対策マニュアル」の作成
に向けた取り組み：富山県東部家保 後
藤利隆、伊豫田敦子

現場での様々な乳房炎に適正に対応す
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るため、急性・伝染性及び環境性乳房炎
に分類し対策を検討。急性乳房炎の対策
としては、環境の腸内細菌の減少を図る
ために、敷料であるオガクズ中へ消石灰
を混合したところ発生予防効果を確認。
伝染性乳房炎の対策としては、搾乳感染
がないよう牛の繋ぎ替えと盲乳措置を実
施したところ、まん延防止効果を確認。
環境性乳房炎の対策は新たな治療法とし
て、抗生物質の乳房内と筋肉内投与を併
用した「抗生物質ダブル投与法」を 15 頭
で、感染分房内を生理食塩水等で洗浄後
抗生物質を投与する「乳房内洗浄法」を 6
頭で、両治療法で効果が認められなかっ
た牛 3頭で、両治療法を組み合わせた「乳
房内洗浄・ダブル投与法」を実施。結果
は「ダブル投与法」は 5頭（33.3％）で、
「洗浄法」は 2 頭（33.3 ％）で、「乳房内
洗浄・ダブル投与法」では 2頭（66.7％）
で治癒し、改善効果を確認。この結果を
ふまえて「牛の乳房炎対策マニュアル」
を作成。

268.和牛受精卵移植の推進に向けた農家採
卵の取り組み：富山県東部家保 先名雅
実

農家の希望する和牛受精卵の確保と和
牛受精卵移植産子生産費低減を目的に、
管内 2 戸の乳肉複合経営（A、B 農家）に
おいてそれぞれ黒毛和種経産牛 1 頭から
農家採卵を実施。実施にあたり農家に採
卵リスクの説明、候補牛の状態、発情周
期の確認を行い、関係機関と協議し採卵
計画を作成。過剰排卵処理は起点発情確
認後 10 日目から卵胞刺激ホルモン製剤の
漸減投与（合計投与量 18AU）により実施。
回収卵数の増加を目的に新しい試みとし
て、起点発情後 5 日目に膣内留置型黄体
ホルモン製剤の挿入とエストラジオール
製剤を投与。その結果、A 農家では 10 卵
（うち正常卵数 9 卵）回収し、同日 4 卵
を新鮮卵で乳用牛に移植。B 農家では 14
卵（うち正常卵数 7 卵）回収し、同日 3
卵を乳用牛へ移植。残りの正常卵はそれ
ぞれダイレクト法で凍結。

269.体温変動を指標とした AI・ET 牛選定
方法の検討：石川県北部家保 大橋愛美、
松田達彦

牛の発情期、移植日の体温変動の違い
が AI・ET 牛の選定基準となり得るか検
討。AI または ET 予定の未経産牛 17 頭延
べ 31 頭を供試。供試牛は AI 群の受胎区
（n=5）、不受胎区（n=7）、ET 群の受胎
区（n=3）、不受胎区（n=4）、中止区（n=
12）に区分。発情予定日の 2 日前から発
情後 2日目の 5日間と ET牛は発情後 7日
目（移植日）の朝 9 時に直腸温を測定。
併せて血漿中 Estradiol（E）濃度と Prog

esterone（P）濃度を測定。発情期の体温、
E 濃度、P 濃度、E/P 比は、両群ともに日
ごとの各区間に有意な差はなかった。発
情日の体温は発情日前日に比べて AI 受胎
区、ET 受胎区、ET 不受胎区で 0.5 ℃上
昇するのに対し、AI不受胎区は 0.2℃、E
T 中止区は 0.1 ℃しか上昇しない傾向。移
植日の体温は ET 群 3区ともに発情後 1 日
目に比べて 0.2 ℃上昇する傾向。AI 群で
は発情期の体温変動が受胎率に影響する
可能性があると推察。ET 群の体温変動と
受胎率の関連性は不明。今後、例数を重
ね検討する必要がある。

270.低受胎率農家での胚移植成績向上への
試み：福井県家保 小林崇之、山崎俊雄

管内の胚移植（ET）実施農家において
受胎成績の安定化を目的に発情同期化お
よび複数黄体形成による受胎率向上を試
みた。供試牛は、管内 A 農家のホルスタ
イン経産牛 14 頭、移植は全て凍結胚を使
用した。発情同期化処置には、腟内留置
型プロゲステロン製剤（CIDR）を 7 日間
留置し、CIDR 抜去時にプロスタグランジ
ン F2 α製剤（PG）2ml 投与、48 時間後
に性腺刺激ホルモン放出ホルモン（GnRH）
2ml を投与した。また複数黄体形成処置
には、馬絨毛性性腺刺激ホルモン（eCG）
1000IUを PG投与 48時間前に投与した。
その結果、選定率は 85.7％（12／ 14頭）、
受胎率は 41.7%（5 ／ 12 頭）であった。
複数黄体形成率は 28.6％（4／ 14頭）で、
複数黄体形成牛の受胎率 50.0 ％（2 ／ 4
頭）であった。選定率、受胎率ともに前
年度の実績（選定率 55.7 ％、受胎率 29.4
％）より向上した。依頼頭数に対する受
胎頭数の割合（受胎成功率）は 35.7％（5
／ 14 頭）で、前年度の実績 16.4 ％（10
／ 61頭）より向上した。

271.大規模酪農経営における腟内留置型プ
ロゲステロン製剤 (CIDR)活用法の検討：
福井県家保 山崎俊雄、小林崇之ほか
CIDR 等のホルモン剤を活用し、あらか

じめ人工授精時期を定めておくプログラ
ム授精(P-AI)は、大規模酪農経営において
は作業の効率化のためにも有効であると
演者らは報告。2008 年 1 月までに P-AI
を 3 回行い、受胎率が 43.2%(16/37 頭)と
良好な成績であった管内 A 牧場(フリース
トール牛舎：経産牛約 80 頭飼養)で、200
8 年 4 月に行った P-AI では受胎率が 21.1
%(4/19 頭)と低下。原因を検討の結果、同
時に多くの頭数に作業を行う負担が大き
いことや排卵時期のばらつきがある等が
考えられた。試験Ⅰは作業を分散させる
ため、処置牛を群分けし、P-AI を行う方
法 (群分け P-AI)で、試験Ⅱは排卵時期の
ばらつきによる受胎率低下を解消するた
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め、AI を 2 回行う方法(群分け P-2AI)で
実施。試験Ⅰで受胎率 35.0%(7/20 頭)、試
験Ⅱでは受胎率 78.6%(11/14 頭)と成績が
向上。大規模酪農経営での群分け P-AIは、
受胎成績を向上させ、P-2AI により、さら
に良好な成績が得られる。

272.廃ブドウ棚を活用した放牧用電気牧柵
の簡易設置法：山梨県東部家保 小泉伊
津夫、輿水佳哉

耕作放棄地を利用した肉用牛放牧の推
進は、本県においても重要な課題。この
ため、耕作放棄地モデル放牧を行うとと
もに、廃ブドウ棚を活用した放牧用電気
牧柵簡易設置法（簡易設置法）の実証試
験を実施。簡易設置法は、ブドウ棚支柱
と市販結束バンドを活用。比較的簡単に
電気牧柵の設置ができ、支柱 1 本当たり
の単価は 28 円と安価。放牧資材購入に係
る初期投資を抑える有効な手段で、十分
に実用性があることを確認。簡易設置法
実施時には、そのメリット、デメリット
を理解し、施工の際の注意を守って牧柵
を設置することが重要。特に、ブドウ棚
敷地内には、ワイヤー等が落ちている可
能性があり、また、劣化等によりコンク
リート支柱強度が不足している場合もあ
るので、放牧候補地の事前調査を十分に
行う必要がある。今後は、本県に特徴的
な耕作放棄地の一つである廃ブドウ棚解
消と肉用牛増頭の一助として、簡易設置
法の周知を図りながら、耕作放棄地放牧
を推進していく予定。

273.耕作放棄地等への肉用牛放牧指導（第
３報）：山梨県西部家保 神藤学、鎌田健
義

西部地区放牧研究会（当所事務局）に
て普及資料を配布、市町担当者等を対象
に現地研修会を開催、管内モデル農場を
設置し技術指導と実証展示。Ｎ市Ｓ地区
の取組：約 130a の耕作放棄地に、妊娠牛
2 頭（Ｉ農場貸出）を 5 月から 10 月の約
5 ヶ月間実証放牧。放牧後に牧草播種。Ｍ
市Ｎ地区の取組：農地（冬作小麦：約 53a）
の除草管理のため、妊娠牛 2 頭（Ｋ農場
貸出)を 9 月から 10 月の約 2 ヶ月間実証
放牧。指導効果：管内の肉用牛放牧面積
は、平成 18 年度の 340a から平成 20 年度
は 535aまで拡大。妊娠牛の貸出農場では、
放牧により約 320 円/頭/日の経費削減。放
牧による下草刈で、耕作放棄地等を牧草
地等の新たな生産基盤へ簡易転換できた。
耕作放棄地の保全や景観の改善効果のほ
か、鳥獣害に対する効果も得た。次年度
以降も引き続き放牧に対する技術指導等
を実施。本取り組みが繁殖肉用牛飼養農
家の育成や耕作放棄地の解消の一方策と
なるよう、関係各機関の連携協力のもと

推進する。

274.新規畜産就農者への支援・指導：山梨
県東部家保 相川忠仁、輿水佳哉

平成 20 年 3 月、30 代夫婦から 40 頭規
模の酪農新規就農相談。就農希望者は畜
産未経験。家保は現状の飼料価格高騰等
を踏まえ、初年度は少頭数規模で実施、
次年度以降規模拡大を指導。牧場開設時
には、①家畜導入は県内関係機関・団体
から購入。②必要な許認可申請の指導、
飼料購入先の紹介。③搾乳体験牛・乗用
馬は、集客時期に借受。④簡易畜舎の直
接施工等を指導。飼養管理は、各関係機
関・団体等と連携及び連絡調整を図り指
導。牧場運営内容は、①ジャージ種での
搾乳体験。②ジャージ種去勢牛の林地内
放牧実証。③場内牧草播種等の自給飼料
生産。④緬羊の放牧を通じ、ふれあいの
場を提供。⑤牛乳・乳製品販売や、地元
生産野菜等の収穫体験、販売による地産
地消を推進。家保が、各関係機関・団体
との連絡調整をし、8 月に牧場が開園。来
年以降も低コストで余裕ある畜産経営を
行い、牧場の将来像を検討し、関係者一
丸となって家畜衛生及び飼養管理技術指
導を行っていく。

275.近交係数を利用した和牛の交配指導：
岐阜県中濃家保 中島敏明、酒井田隆朗

表計算ソフトで和牛の４代祖近交係数(F
x4)を算定できる「コーハイ君」を使用し
た近親交配防止対策を検討。37 道府県産
331 頭について、全国和牛登録協会算定近
交係数（Fx20）との相関は Fx4＝ 0.85×(F
x20)-1.63（相関係数 0.95）で有効性を確
認。2005 ～ 2007 年の県内市場出荷去勢
子牛 (出荷頭数上位７種雄牛の産子 5,473
頭)について、体重/日齢(BW/day)が「平均
(AV)－標準偏差(σ)」を下回る子牛の発生
率は、Fx4<6.25%では 10.8%、6.25%≦ F
x4 ＜ 12.5%では 16.8%、12.5%≦ Fx4 で
は 24.7%で各群間に有意差（P<0.01）。B
W/day が「AV+σ」を上回る子牛の発生
率は、Fx4 ＜ 6.25%では 18.9%、6.25 ≦
Fx4＜ 12.5%では 12.8%、12.5%≦ Fx4で
は 11.5%で 6.25%未満で高値(P<0.01)。解
析結果にもとづく人工授精指導の結果、
管内Ａ市の人工授精時平均近交係数は、
指導前（2007 年）の 6.1%に対して指導後
（2008 年）は 5.5%と低下し、近交係数 1
2.5%以上の交配の割合は 7.7%から 4.6%
へ減少した。

276.牛群検定成績を利用した酪農現場での
生産性向上対策: 静岡県東部家保 山岸健
二、柴田正志

管内酪農家 43 戸に平成 20 年 7 月、経
営状況把握のためアンケート調査を実施、
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80%の農場が経営状態悪化と回答、53%の
農場が家保に飼養管理、繁殖指導を希望。
平成 20 年 8 月から静岡県畜産技術研究所
で配布開始の新しい牛群検定成績表を利
用し、飼養管理技術向上に重点を置いた
農家指導を開始。管内 K 地区では牛群検
定実施農場で、新成績表を使用した農場
の問題点の指摘と改善指導を実施（乳房
炎等の乳質改善指導 2 件、飼養管理指導 3
件、繁殖指導 1 件）。生乳脂肪率低下で相
談があった Y 農場では、更に給与飼料の
検討を実施、平均乳脂肪率 3.75%から 3.9
7%、平均乳量 26.6kg/頭から 28.1kg/頭ま
で増加。牛群検定成績を利用した飼養管
理指導により、指導困難であった牛群の
栄養状態、繁殖成績の分析が容易になり、
高い改善効果が期待可能。今後は、指導
対象農場の拡大と重点指導農家のモニタ
リングを継続予定。

277.管内でのバイテク技術活用事業（牛受
精卵採卵）の利用、普及状況：愛知県東
部家保 辻井隆宏、青木司

平成 16 年度まで実施していた牛の採卵
・凍結と胚移植技術の普及事業を平成 17
年度より有料化し「バイテク技術活用事
業」として再スタート。有料化を挟んだ
平成 15 年度から平成 20 年度までの当所
管内で実施した採卵及び胚移植事業の利
用実態、成績の概要を報告。採卵農家数
および採卵頭数には有料化の影響は認め
ず。特に豊橋市内で減少せずに維持でき
ている。有料化後に酪農家による繁殖和
牛採卵が増加。搾乳だけの経営では厳し
いため。また和牛導入と、一貫農家が酪
農家と連携してグループを作り優良和牛
を生産。乳用牛採卵では雌雄判別利用が
増加。経済的価値の低い乳用雄牛の生産
を避け、確実に優良後継牛を確保したい
ため。このような動きから、今後の牛受
精卵採卵の需要については優良後継牛を
確保したい酪農家と付加価値の高い和牛
卵生産農家とに二極化していくと考えら
れる。

278.大規模繁殖和牛農場における人工ほ育
指導：兵庫県姫路家保 丸尾喜之、五十
嵐瑞紀

母牛 200 頭を飼育し早期母子分離を行
っている新規参入繁殖和牛農場で、子牛
の下痢、肺炎による死廃事故が多発。畜
主及び従業員とも和子牛のほ育技術が未
熟であったため指導を実施。農場では飼
養管理検討会を毎月開催。畜主や診療獣
医師、畜産普及員等と子牛の発育状況等
を確認し衛生管理やほ育作業の問題点を
検討。検討結果に基づき母牛と子牛の飼
養管理マニュアルの作成と見直しを実施。
家保は定期的な子牛の体重測定、血液検

査、鼻汁細菌検査の他、異常子牛の病性
鑑定を実施。各種検査結果とほ育記録を
分析し改善効果を検証。指導の結果、産
前母牛への飼料給与やワクチン接種、子
牛へのミルク及びスターター給与、ほ育
舎内の疾病子牛の隔離や区画単位での子
牛のオールアウトと清掃消毒等、農場の
飼養管理が適正化。1 ～ 2 ヵ月齢子牛の鼻
汁及び死亡子牛の肺や内耳の病変部から
M.bovis が検出され、マイコプラズマの感
染防止対策と育成期も含めた子牛の発育
向上対策が今後の課題。

279.但馬牛繁殖新規参入農家への技術支援
：兵庫県姫路家保 石崎五久美、松田晋
介

管内は但馬牛繁殖農家がほとんど存在
しなかったが、H16年 4戸から H20年 14
戸に増加し、肥育農家対象の動向調査結
果からも、今後も新規参入の増加を予測。
指導体制構築のため、阪神地域繁殖向上
協議会を設立し、関係機関による指導チ
ームを結成。指導チームは、参入農家に、
定期的な巡回指導や検討会等を行い、経
営体毎の問題点洗い出しと対策指導を実
施。雌子牛を 40 頭導入した肥育農家に対
し、繁殖に適した牛舎への改造、繁殖・
分娩管理、子牛育成を指導。昼間分娩法
によって分娩事故はなく、ほぼ全頭に初
乳製剤を適正に給与。平均授精回数は、
初産次 1.7 回から 2 産次 1.1 回に改善。初
回授精の受胎率も 54%から 88%に上昇。
酪農家 3 戸に対し、子牛のスペース拡大
や飼料給与の改善等の指導を行ったとこ
ろ、子牛の飼養管理が適正化し、発育が
向上。今後は、指導を継続し農家の定着
を図り、育成状況及び枝肉成績を比較検
討し、繁殖肥育一貫農家に対し、新たな
指針を作成する予定。

280.稲発酵粗飼料の乳雄肥育牛への給与効
果（現場試験の血液検査データから）：鳥
取県倉吉家保 錫木淳、山里比呂志

稲発酵粗飼料（稲 WCS）の乳用牛肥育
への通期給与の適否を検討するため、現
場給与試験を実施し、血液検査成績と枝
肉成績により稲 WCS の給与効果を検証し
た。供試牛はホルスタイン種去勢 25 頭。
粗飼料の違いにより 3 試験区を設定（①
稲 WCSのみ（稲区）、②ウィートのみ（ウ
ィート区）、③前二者の混合（混合区））。
6 ヶ月齢時から毎月採血し血液検査（Tch
o、BUN、ビタミン A・E 等全 15 項目）
等を行った。枝肉成績（肉質等級）は混
合区が も良く、稲区、ウィート区と続
いた。血液検査では、稲区及び混合区で
ビタミン E・Tcho 等が高く推移し、肉質
等への好影響が示唆された。また、稲区
及び混合区ではビタミン A 及びβカロチ
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ンについても高く保持された。懸念され
た脂肪の黄色化等の悪影響は見られなか
った。これらのことから、乳雄肥育にお
いては、肥育全期間給与可能であり、安
価で嗜好性も良く、乳雄肥育用粗飼料と
して十分活用可能と考えられた。

281.石西地域の繁殖管理システムを活用し
た肉用牛繁殖巡回と事業効果：島根県益
田家保 石橋葵、大元隆夫

平成３年度から当所作成の繁殖管理シ
ステムを活用し、繁殖牛農家の繁殖巡回
指導を定期的に行い、地域の生産性向上
を図っている。巡回指導は、月１回、家
畜診療所、市町、JA、農業普及部及び家
保で実施。低受胎牛の繁殖検診と要因分
析、治療を実施。併せて飼料給与の改善
指導、去勢、生産検査、予防接種等を行
うことで、繁殖牛生産に係る指導や生産
管理業務の集約的実施が図られ、地域で
の重点的な取り組みに位置付け。巡回指
導の成果として対象繁殖牛の平均初回授
精日数は、平成９年の 98 日から平成 19
年は 82 日に減少。同様に、平均授精回数
は 1.70 回から 1.61 回に減少。平均空胎日
数は 138 日から 111 日に短縮。さらに今
年度は、中核農家へアンケート調査を実
施し、今後の巡回指導実施に係る課題の
把握を行った。これらの取り組みを継続
することで生産者と関係機関の共通認識
が構築された結果、地域内の子牛生産頭
数が増加するとともに中核的農家におけ
る経営改善と増頭が図られている。

282.Ｆ１雌一産取り肥育の可能性と課題：
岡山県津山家保 板坂義昭

「F1 雌一産取り肥育」は、肥育素牛と
しての利用に限られていた F1 雌牛に和牛
受精卵を移植し、分娩後肥育するもので、
肉用牛の増産が期待できる一方で、受胎
率、分娩事故、肥育期間の延長、枝肉の
評価等の問題があり、普及していない。
今回、これらの問題を解決するため、育
成から分娩までの管理にポイントをおい
て、管内の肉用牛一貫経営農場で F1 雌一
産取り肥育を実施した。F1 雌 19 頭に移
植を行い、和牛子牛 13 頭を生産。子牛は
雌 4頭を平均 402千円で市場販売、残り 9
頭は自家保留。肥育成績は一産取りと不
受胎牛肥育で、それぞれの平均が出荷月
齢 32 ヶ月齢と 27 ヶ月齢、枝肉重量 412k
g と 407kg、販売価格 423 千円と 456 千
円。肉質等級は岡山県内の平均肥育成績
（以下通常肥育）と比較して３規格以上
の割合が低く、枝肉重量も小さかったが、
枝肉単価は通常肥育の同等規格並。収益
性は一産取り肥育では通常肥育より一頭
あたり約 14 万円増、不受胎牛肥育で約 9
万円減となり、収益性の向上のためには

高い受胎率と枝肉重量の確保が課題。

283.牛受精卵移植における受卵牛の発情同
期化方法の検討：岡山県井笠家保 金岡
孝和

牛受精卵移植の発情同期化方法につい
て、より省力的かつ確実な発情同期化方
法を検討。用いた発情同期化方法は未経
産牛・経産牛にかかわらず、発情惹起予
定日の 16 日前に検診を行い、受卵牛の状
態により 2 法に分別。A 法：発情前期か
ら約７日目までの黄体期の場合、初診か
ら 9 日(±2 日)後に膣内留置型ﾌﾟﾛｹﾞｽﾃﾛﾝ製
剤(CIDR)挿入と同時にﾌﾟﾛｽﾀｸﾞﾗﾝｼﾞﾝ F2 α
投与を行い発情惹起予定の 2日前に抜去。
B 法：A 法以外の周期の場合、CIDR を挿
入し 14 日間留置、その後抜去。平成 19
年 5 月から平成 20 年 11 月の間に検診を
行った 105 頭のうち A 法で 64 頭、B 法で
41頭の発情同期化を実施。発情同期化率、
移植実施率、受胎率は A 法で 95.3%(61/6
4)、85.9%(55/64)、65.5%(36/55)。B 法で
は、 90.2 ％ (37/41)、 75.6%(31/41)、 61.3
%(19/31)であった。この結果 A 法 B 法と
も、平成 11 年度に発表された菱川らの成
績と同等で、省力的な発情同期化方法と
して利用可能であると思われる。

284.和牛子牛の哺育育成指導：広島県福山
家保 秋山昌紀、小林弘明

和牛子牛の早期離乳法、育成技術及び
衛生対策を検討し、繁殖雌牛の増頭と肥
育素牛の地域内安定供給を図った。繁殖
牛約 40 頭、肥育牛 140 頭飼養する一貫経
営農家で子牛の発育状況を調査。また生
後 2 ～ 3 日齢の子牛の TP 及び IgG1 値を
測定し、免疫移行状況を調査。子牛のワ
クチン接種時期を検討するため抗体検査
を実施。生後約 1 週間母牛と同居した子
牛の TP 値及び IgG1 値は、分娩後直ちに
母牛から分離し初乳代用乳を給与した子
牛の値より高く、初乳からの免疫移行状
況が良好。分娩後直ちに母牛から分離し
初乳代用乳を給与した子牛では、4 か月齢
の子牛で移行抗体を保有していなかった
ことから、子牛への 5 種混合ワクチンの
接種時期を 4 か月齢に変更。7 ヶ月齢を経
過した雌雄各 10 頭の発育状況は概ね良好
であり、そのうち育成雌牛 5 頭を繁殖牛
として保留し、増頭体制を整備。また地
域の畜産農家等を対象に子牛の哺育・育
成技術研修会を行い、地域の衛生意識が
向上。

285.広島牛受胎率向上対策事業における受
精卵移植成績の検討：広島県備北家保
鈴岡宣孝、日高充次

広島牛受胎率向上対策事業で、平成 18
年 4 月から平成 20 年 6 月までに、乳用牛
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407 頭(未経産牛 378 頭、経産牛 29 頭)に
ET を実施し、受胎率に影響する要因を分
析。通算受胎率は 58%で、目標 60 ％をほ
ぼ達成。要因毎に受胎率を比較した結果、
①受精卵のステージ、ランクによる差は
認めなかった。②栄養度は BCS3.25 ～ 3.
75 (72%)が 2.75～ 3.0 (51%)より高かっ
た。③同期化処置 (61%)は、自然発情 (4
7%)より高い傾向であり、方法別では PRI
D オブシンク (63 ％ )が も高かった。④
自然発情の場合、発情兆候明瞭なもの(50
%)が、不明瞭なもの(30%)より高い傾向。
⑤黄体ランクによる差は認めなかった。
⑥移植月別では 8 月(30 ％)が低かった。
⑦移植部位は、未経産牛で子宮外側分岐
部から 0～ 5cm(62％)、経産牛で 5～ 10c
m(67 ％)が高かった。⑧移植時間は 15 分
以内 (58%)が 15 分以上 (44%)より高い傾
向。今後、ET の普及・定着を図るため、
これらの成果を基に技術マニュアルを作
成し，技術指導を行う。

286.酪農家における和牛受精卵移植の活用
例：広島県福山家保 藤田敦子、栗原順
三

平成 18 年度から、管内の酪農家で発情
同期化牛 45 頭及び自然発情牛１頭に受精
卵移植（ET）を実施。初乳給与指導、子
牛の血清総タンパク（TP）及び免疫グロ
ブリン G1（IgG1）測定、初乳の可溶性固
形分（Brix 値）及び IgG1 測定、子牛の
発育状況調査を実施。雌子牛の育成と放
牧を指導し、集落法人への貸出を推進。
同期化率は 45/51 頭（88 ％）、受胎率は 3
0/46 頭（65 ％）。初乳加温装置の導入、
加温後の初乳の凍結保存と早期給与によ
り、疾病は少なく、子牛の死亡は 30 頭中
寒さ等による 2 頭のみ。子牛 8 頭の TP 平
均は 5.8g/dl と良好。初乳 Brix 値平均 18.
9％。発育は雄雌とも標準を下回ったため、
雄子牛は早期の出荷を指導。雌子牛は全
頭自家保留し、耕作放棄地に放牧。景観
保全、イノシシ対策の他、放牧牛の存在
により地域内の楽しみや話題が増えたと
好評。来年度放牧地の拡大と集落法人で
の和牛 2頭の水田放牧を予定。

287.和牛の失敗採卵防止に向けた取り組み
：徳島県西部家保 笠井裕明、安芸文哉

採卵経験の少ない 3 戸の和牛繁殖農家
で、安定的・恒常的に採卵できるように
技術指導を実施。指導班は家保職員、ｾﾝﾀ
ｰ研究員及び普及指導員、中核農家、民間
獣医師で形成。ﾄﾞﾅｰ牛の飼養管理及び育
種改良は指導員及び中核農家、繁殖管理
は家保職員、採卵は研究員及び民間獣医
師が担当し技術的ｱﾄﾞﾊﾞｲｽを行い、毎月２
回中核農家においてﾊﾞｰﾝﾐｰﾃｨﾝｸﾞを開催。
内容は①妊娠期間の栄養管理とﾎﾞﾃﾞｨｰｺﾝﾃﾞ

ｨｼｮﾝの調整、②分娩後の臨床症状の把握
と生殖器・副生殖器のﾄﾘｰﾄﾒﾝﾄ、③過剰排
卵に向けた飼養管理、④過剰排卵処理中
の卵胞発育状況の把握と適期 1 回授精の
指導、⑤ﾄﾞﾅｰ牛家系の採卵成績の把握。
その結果、指導前には延べ採卵頭数 3 頭
で総回収卵数 13 個中受精卵 3 個(受精率 2
3.1%)で、その内移植可能胚は 3 個(正常卵
率 23.1%)であったのに対し、指導後は延
べ 7 頭で総回収卵数 98 個中受精卵 80 個
(81.6)で、その内移植可能胚は 74 個(75.5)
に改善された。

288.徳島県西部地域における阿波牛生産振
興の取り組み：徳島県西部家保 久保貴
士、松尾功治

県西部は銘柄牛「阿波牛」肥育素牛の 4
0%を供給する県内有数の和牛繁殖地域で
ある。しかし近年、飼養者・繁殖技術者
の高齢化、飼料価格の高騰、子牛価格の
低迷等により、生産基盤が脆弱化。対策
として家保を中心に、H18 年度から畜産
研究所と連携して受精卵移植技術による
改良促進、「F1 一産取り肥育方式」、酪農
家での和牛生産推進、酪農から和牛繁殖
への転換補助等による繁殖・肥育素牛の
増産。H19 年度には公共放牧場の利用促
進（市町村、JA、和牛改良組合 以下（ ）
内は関連機関）。H20 年度には受精卵移植
講習会による後継者・技術者育成（畜産
課、畜産研究所）、学習会（和牛改良組合、
畜産協会、JA）、遊休地の放牧利用（畜産
研究所、農業支援センター、市町村）等、
繁殖に重点を置いた技術指導を実施。結
果、後継者を中心に改良および生産性へ
の意識が向上し、H20 年度には新しく連
携農家 7 戸、繁殖技術者 4 名が増加し、
移植・採卵頭数は５年間でそれぞれ 10 倍
・3 倍と増加。H21 年度には繁殖牛の飼養
管理指導・子牛の事故率低減対策（畜産
研究所、家畜共済診療センター）を実施
する。今後は優良子牛を安定供給できる
確固とした阿波牛生産基盤を構築すると
いう認識のもと、関連機関が一体となっ
て 3 年後 50 頭、 5 年後 100 頭の肥育素
牛増産を目指している。

289.管内和牛改良組合の生産子牛の県内家
畜市場における現状と課題：愛媛県東予
家保 谷口芳恵、戸田克史

管内和牛改良組合（以下 S 組合）で生
産された和子牛は県内 N 家畜臨時市場へ
出荷されるが、平成 20 年 8 月より平均取
引価格が県平均と比較し低迷したことか
ら平成 20 年 4 月以降の N市場の傾向を調
査するとともに S 組合における今後の課
題を検討。父の血統別平均日齢 DG は藤
良系（県 0.94、S 組合 0.83）、田尻系（0.
96、1.00）、気高系（1.03、0.99）、茂金系



- 65 -

（1.01、0.90）。体高判定区分表による体
高判定（1 ～ 5、標準 3）では藤良系（2.4
3、1.50）、田尻系（2.56、3.25）、気高系
（3.03、3.00）、茂金系（3.03、3.68）。低
値を示した藤良系は県、S 組合とも田尻・
気高系の母牛への三元交配が中心であり
両者間に交配方法の差はなし。S 組合で藤
良系、茂金系の出荷は 1 農家のみで、特
に雌子牛での発育が悪いため育成期の飼
養管理法を改善するとともに今後は地域
ぐるみで生産子牛の質量的向上を図り、
肥育農家に好まれる産肉能力の高い子牛
生産の推進が必要。

290.食品製造粕を利用する酪農家での飼養
管理改善の取組（第 2 報）：愛媛県中予家
保 近藤理恵、佐伯拡三

トウフ粕、ミリン粕及びミカンジュ－
ス粕等の粕類を積極的に利用する酪農家
に対して飼養管理の改善指導を行った。
牛乳の尿素濃度（以下 MUN）は、平成 1
9 年度調査では適正上限とされる 16mg/d
L を超える牛が搾乳の 42 ％にみられてい
たことから飼料給与方法等を改善するこ
とにより平成 20 年 5 月で 32 ％、10 月で
0 ％と上限を超える個体は少なくなった。
また、ボディコンディションスコアの推
移の調査では、平成 20 年 5 月時点で全乳
期を通じて低い傾向が伺えたが、10 月で
は泌乳中期以降は 3.0 ～ 3.5 にコントロー
ルされた。平成 19 年 10 月と平成 20 年 1
0 月の牛検成績を比較すると経産牛 1 日 1
頭当り乳量は 24.5kg に対し 27.0kg、補正
乳量の平均は 10,279kgに対し 10,635kg、
乳飼比 18 ％に対し 12 ％となった。分娩
後の初回授精平均日数は 104 日に対し 87
日と短縮しているものの平均空胎日数は 1
66 日に対し 211 日であったが、分娩後 12
0日以上の妊娠牛の割合は 21％から 75％
に改善された。

291.和牛における１日１回の給餌法：高知
県西部家保高南支所 夕部尚彦、平井啓
一

当管内で「１日１回の給餌法」を実践し、
優れた繁殖成績を収め、経営を安定させ
ている。餌のメニュー、量、給与順、繁
殖成績、哺育育成法について聞き取り調
査を実施。その結果、「１日１回の給餌法」
は、ＰＭ 3:00 ～ 5:00 の２時間で給与（粗
飼料は、それ以降不断給餌）。１日１回給
与により、労働時間の短縮、配合飼料及
び粗飼料のロスが少ない等メリットが多
い。平均分娩間隔は 350 日。夕方給餌に
より、昼間の分娩率が 94 ％を占め、分娩
事故が少ない。これらの調査結果を基に、
パンフレットを作製して農家へ配布し、
「和牛における１日１回の給餌法」の研
修会を開催し普及指導を実施した。当所

では、飼養頭数が多い肉用牛農家で実施
する給餌法として普及を目指す。省力化
という面でこの給餌方法を推奨するが、
施設整備が必要な農家もあり、現在この
給餌方法を実施している農家は、調査農
家及びＫ農家の２戸。今後も指導を継続
し、農家への定着を目指したい。

292.本県の胚移植の現状と展望：大分県豊
後大野家保 山岡達也

本県、胚移植研究のあゆみは、昭和 58
に遡る。胚移植種雄牛造成は、第 8 回全
共肉牛の部グランドチャンピオンの寿恵
福号、また隆茂 38 号の誕生は、大きな実
績となった。本県農林水産研究センター
畜産試験場（畜試）供給胚では、これま
で 1396 頭が受胎。H3 ～ H7 年度受胎率
は､ 50 ％を超えたが、その後低迷。現在 9
1 名に胚移植師免許を交付しているが、移
植経験者少なく免許取得が効果ない状況。
以上から H17 年度より、胚移植担当者が
問題点整理し、移植師への技術サポート、
生産者への再啓発を実施。「誰にでも出来
る胚移植マニュアル」作製し、初心者へ
の研修会、生産者への技術再啓発を重ね
た。その結果受胎率は 47.5 ％に向上。県
酪農業協同組合は、酪農家の体内胚移植
の要望に答えるため、新採胚車を配備し、
胚移植による複合経営を推進する、肉用
牛対策室を組織。畜試は OPU 採卵を現場
段階へ移行する計画有り。採胚・移植に
かかるコスト面、需要の増大から胚セン
ターの設置が必要。

293.『病性鑑定・細菌同定マニュアル 実
践編 Ver1.0』の作成と活用：沖縄県八重
山家保 又吉正直、大橋聡子

本書作成に至った経緯として、細菌検
査は各家畜保健衛生所での疾病診断があ
る程度可能、フィールドの実態に沿った
独自の細菌同定マニュアル本の必要性、
同定キットや遺伝子診断など日々進化す
る 新診断技術に対応、職員の診断技術
の高度平準化が挙げられる。そこで 2008
年に農林水産省消費・安全局より刊行さ
れた「病性鑑定マニュアル・第 3 版」よ
り、細菌性疾病を中心としたマニュアル
本の作成に至った。当マニュアル本の新
機軸として、①「医学細菌同定の手びき」
第 1 次鑑別表の見直しと改訂② PCR 同定
編の新設と遺伝子診断ガイドの作成③菌
種ごとにまとめた参考図書一覧によりリ
ファレンス機能の向上④ Q ＆ A コーナー
により初学者が参考にできる情報を掲載
⑤関連ウェブサイトにより菌の同定や病
原学的意義が検索可能⑥菌のグラム染色
形態の画像を掲載⑦文書をすべて PDF 化
し、デジタル情報でのやり取りを可能に
したことが挙げられる。今後当マニュア
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ル本が細菌性疾病の診断の指針書として
一定の役割を担うことが望まれる。

294.八重山地域における肉用牛の現状と課
題そして将来の展望：沖縄県八重山家保

新垣陽子、多田郷士
八重山地域の肉用牛繁殖母牛は平成 19

年 12 月末現在約 2 万頭で、本県全体の約
45 ％を占める。また近年「ＪＡ石垣牛」
ブランドとして肥育牛も高値で取引され 4
月には地域団体商標に認定された。しか
し子牛価格下落がはじまり、ガソリン等
燃料と配合飼料の価格高騰とも相まって
農家の不安が高まった。そこで 5 月に現
状を打破するため、生産者団体が中心と
なり畜産関係機関をすべて網羅した「八
重山地区肉用牛生産振興協議会」が立ち
あがった。購買者との意見交換等で改善
すべき項目が指摘され、当家保は家畜人
工授精師や和牛改良組合と連携し、種雄
牛絞込みや粗飼料多給型子牛生産への取
組みを進め技術指導等を関係機関・生産
者が一体となって行っている。また石垣
市が 9月に拠点産地に認定。「つかさ牧場」
が、第 12 回草地畜産コンクールで農林水
産大臣賞、第 47 回農林水産祭で天皇杯受
賞した。八重山はさまざまな課題を解決
する事で更なる飛躍の可能性を秘めてい
る。今後も地域の生産者、関係機関一体
となって取組んでいきたい。

Ｉ－８ その他

295.宮城県基幹種雄牛「茂洋」号を用いた
肉用牛振興戦略「茂洋の郷づくり」：宮城
県東部家保 小寺文、小堤知行
平成 19 年 1 月からの飼料高騰で畜産経営
は危機的状況。平成 20 年 4 月から実施し
た意識調査で経営存続断念の声集中。そ
こで、管内生産で、ロース芯面積・BMS
No.全国歴代 1 位の茂洋号を利用した活気
ある肉用牛振興を提言。肉用牛増頭推進
委員会を核に生産者代表 13 名、14 関係団
体構成の「茂洋の郷づくり」プロジェク
トチームを立ち上げ、和牛ブランド産地
化対策を 3 カ年計画で展開。茂洋産子の
品質と評価の向上のため、1 年目は子牛共
励会、産子調査、認定牛制度等を実施。
その結果、高価格販売に成功。また、関
係団体と協議を重ね地域内保留対策助成
制度獲得。さらに、管内肥育技術向上と
収入確保を目的として JA と枝肉共励会共
催、管内中核 5 戸で肥育牛代謝プロファ
イルテスト及び成績検討会を実施。チー
ムでは県内外関係者に茂洋産子お披露目
会やオリジナルグッズで活動アピール。2
年目目標として交配飼養管理マニュアル
を作成・配布し、 終目標のブランド化
確立を目指す。

296.乳雄哺育育成農場における死亡率低減
に向けた事故対策協議会の取組：宮城県
北部家保 曽地雄一郎、豊島たまき

管内の乳雄哺育育成農場 4戸において、
4 ヶ月齢を中心に呼吸器病による死亡事故
が多発。平成 19 年度、関係機関による事
故対策協議会を設立し巡回した結果、防
寒対策、ワクチン未接種など飼養衛生管
理に多くの問題点を確認。対策として平
成 19 年度は個体管理台帳の整備、鼻腔ス
ワブの細菌検査及び薬剤感受性試験、呼
吸器病 5 種混合ワクチンの 2 回接種を指
導。平成 20年度は協議会による定期巡回、
畜舎の石灰消毒、細菌検査の継続、導入
牛のウイルス保有状況調査及びワクチン
効果を検証するための抗体検査を実施。
パスツレラ菌が継続して分離され、一部
に薬剤耐性菌の増加を認めた。導入牛で
はコロナウイルス遺伝子を検出。ワクチ
ン接種後の抗体価は上昇。対策の結果、
死亡率は 4 農場で平均 5 ％減少、出荷日
齢は 11 日短縮。今後、農場ごとの飼養管
理マニュアルの作成、衛生検査、薬剤の
適正使用、保温対策の徹底について関係
機関で継続指導していく。

297.栗原地域の肉用牛増頭と自給飼料基盤
確保に向けた取組：宮城県北部家保 齋
藤裕、渡部正樹

中山間地域の基幹的な農業部門の一つ
である肉用牛の生産基盤が小規模・高齢
者層の離脱により脆弱化。肉用牛生産の
維持発展の為、栗原市酪農・肉用牛近代
化計画と整合性を図り、平成 27 年度にお
ける管内の肉用牛の生産目標を確認。平
成 19 年度に栗原市、農協、畜産関連団体
で組織する増頭推進委員会を設置し、パ
イプハウスを利用した低コスト牛舎やソ
ーラー電牧を利用した簡易放牧の視察研
修会等実施。また、管内繁殖牛飼養農家
約 1 千戸へのアンケートの結果、増頭に
伴う自給飼料 1 頭当りの利用面積の減少
が予想され、放牧場利用や耕畜連携によ
る自給飼料生産等の地域的調達が不可欠。
平成 20 年度は、増頭を支援する肉用牛繁
殖基盤強化総合対策事業により 6 戸の農
場においてパイプハウス牛舎等の施設整
備を実施し、5 年後に 120 頭程の増頭を見
込む。今後、自給飼料増産に向け、作付
面積で県内の約 40%を占める WCS の利用
促進を図るための研修会を開催予定。

298.体験農場における「安全・安心」の確
立に向けた衛生指導：秋田県中央家保
小林俊博、加賀谷伸

管内Ｓ農場は、１８年度から「生乳生
産管理チェックシート」と「搾乳マニュ
アル」により衛生管理を実施。高品質な
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生乳生産のため、今年度さらにＨＡＣＣ
Ｐ方式を導入。「農場の衛生管理」「搾乳
衛生」「生乳処理室の衛生管理」の３項目
を重要管理点とし、管理基準を設定、指
導。検証結果、細菌等４種（０‐１５７、
サルモネラ、リステリア、クリプトスポ
リジウム）はすべて陰性。乳汁中の平均
体細胞数は２０年４月の２３万８千／ｍ
ｌから１１月には１２万９千／ｍｌに減
少。生乳処理室と設備の清浄度は２０年
６月と１２月の２回ＡＴＰ値を測定した
結果、１７箇所の内１５箇所で改善。当
農場は体験農場として消費者に公開し生
産現場の取組みに対する理解を得た。今
後も農場ＨＡＣＣＰの普及により「食の
安全・安心」の確立につなげたい。

299.生乳生産管理チェックシートを活用し
た酪農経営の地区別問題点に対する指導
効果：秋田県南部家保 相澤健一、櫻田
まみ

全国で取り組まれているポジティブリ
スト制度に対応した生乳生産管理チェッ
クシート（以下チェックシート）を活用
し、平成１９年度及び２０年度、管内全
酪農家７８戸で①健康管理②飼養管理③
チェックシート記帳の指導・検証を実施
した。管内３地区（Ａ～Ｃ地区）の平成
１９年度の結果を踏まえ、生乳生産段階
における具体的な問題点を明確化したレ
ーダーチャート等を作成した後、３地区
で改善のための講習会を実施するなど、
酪農経営改善のための指導を行った。結
果、①Ａ地区：チェックシートの記帳率、
生乳生産管理・出荷、農薬・飼料添加物
の保管管理・記録②Ｂ地区：伝票の保管
・記録③Ｃ地区：バルクの酸洗浄・各種
記録の保存・伝票の保管等の地区別の具
体的な問題点が有意に改善し、チェック
シート活用による生乳に対する安全・安
心の農家意識の向上が認められ、指導・
講習会の効果が確認された（P<0.05、χ

2

検定）。

300.BSE 検査対象牛の死亡原因と経済損
失：東京都家保 吉崎浩、岸田敬二

平成 15年度の BSE全頭検査開始から、
都内産死亡牛・病傷牛ともに減少傾向で
あるが、夏場の死亡例は多い。また、市
場に搬入された他県産牛の死亡は増加傾
向、死因は輸送ストレスによる心不全と
推測、経済損失も大と思われる。都内産
の死亡牛・病傷牛は、産褥熱等の代謝病、
第四胃変位等の消化器病、関節炎及び乳
房炎が多かった。代謝病の多い農場の飼
料給与状況はエネルギー・蛋白のバラン
ス悪く、死亡要因・疾病によっては、対
象疾病対策とともに暑熱対策も重要。疾
病の発症から死亡までの経過日数は、長

いものもあり、事故率は農家によりバラ
ツキあり。同規模農場では事故率の高低
で経済損失の差は大きく、収益にも大幅
な差が出ると推察。都内全域として、代
謝病・第四胃変位・乳房炎等の対策が重
要だが、事故率の高い農場では罹患疾病
に関節炎、代謝病、第四胃変位等の特徴
を認め、個々の農家に対応したきめ細か
な対策を行なうことで経済損失を減少で
きるものと推察。

301.管内酪農家における初乳給与の現状：
新潟県下越家保 森田笑子、篠川温

管内酪農家 69 戸において初乳給与に関
するアンケートを実施、ならびにリーフ
レットを配付し初乳の重要性を啓発。ア
ンケートの結果、分娩後の初回搾乳時間
は 81%が 2 時間以内に実施、生後初回初
乳給与時間は 89%が 6 時間以内に実施す
るなど良好。一方、生後 24 時間初乳給与
総量の推奨値 6L 以上の給与実施は 38 ％
と低値。凍結初乳の保存は 42%で実施。
初回給与から凍結初乳を使用する農場は 6
戸。加温殺菌の実施は 1 戸。農場から提
供された初乳 33 検体で、初乳中 IgG 濃度
と正の相関があると言われる Brix 値を糖
度計で測定。内 27 検体でウシ IgG プレー
トを用い IgG 濃度を測定。結果、Brix 値
と IgG濃度は有意な相関(P<0.01)を示し、
初乳の推奨 IgG濃度 50mg/mlは Brix値 2
1．4%に相当。分娩後 12 時間以内に搾乳
した 18 検体中 13 検体は 21.4%以上を示
した。Brix 値の測定は簡便かつ有効で、
アンケート結果と併せ各農場に応じた初
乳給与方法を検討する一助として今後も
活用していきたい。

302.生乳生産衛生管理システム導入支援へ
の取組みと課題：石川県北部家保 井出
久浩
H16 年度から生産段階での HACCP の

考え方を取り入れた衛生管理システムを
導入し、普及・定着化を図った。今年度
までに延べ 105 戸について検査、指導を
実施。結果、良質生乳生産比率は H15 年
度の 68%から H19 年度には 89%に上昇。
泌乳器病による死廃頭数が 152 頭から 10
1 頭に減少。管内では、黄色ブドウ球菌保
菌牛や改善指摘事項が改善されず体細胞
数が高い農場が５戸存在。今年度は 4 農
場について危害要因を再確認し保菌牛の
淘汰等改善指導。今後、改善意識の低い
農場への指導と生乳衛生に積極的に取組
む農場への支援が課題。その対応として、
本事業への乳業メーカーの参加、生産衛
生意識の向上を目的とした講習会の開催
などが必要。HACCP 方式を活用した衛生
管理に取組む意思のある農場については
HACCP 認証農場制度の導入を支援する。
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303.平成 20 年度牛ヨーネ病定期検査実施
状況：山梨県東部家保 片山努、深沢矢
利

平成 19 年 10 月に一部の県でヨーネ病
等の疑似患畜の摘発時に牛乳・乳製品の
回収が行われた。当所の本年度のヨーネ
病の定期検査は、同様の事例を防ぐため、
搾乳間に採血及びエライザ（E）検査を行
うこととした。5 月中旬、検査対象農家へ
の戸別訪問により搾乳時間の確認等を実
施し、5 月下旬から定期検査を開始した。
その後、新たにスクリーニング（S）法が
規定されたため、一部農家では S 法で検
査を行った。11 月下旬までに、E 法で 39
戸 1,795 頭、S 法で 3 戸 449 頭の検査を
実施したところ、E 法では 1 戸 1 頭が疑
似患畜となったが再検査で陰性となり、S
法では 2 戸 11 頭が陽性となったが E 法に
よる確認検査で全て陰性となった。搾乳
間検査は、限られた時間内での検査のた
め一日の対象戸数、頭数を限定され、従
来に比べ効率が著しく低下した。また、
検査ミスが許されないという精神的な負
担が大きかった。S 法は、非特異反応出現
率が高く改善が望まれる。

304.公共牧場における繁殖性向上への検討
：長野県長野家保 小林千恵

公共育成牧場は受胎牛･育成牛の放牧が
主体であるが、Ａ牧場は農家の要望から、
牧牛での種付けの他、平成 18 年度からは
ＡＩ･ＥＴも実施。牧場では牧牛牧区全頭
の受胎確認が行われてこなかった経緯も
あり、今回その状況を含め牧場での繁殖、
生産子牛の状況について検討。ＡＩの受
胎率は 77.6 ％、ＥＴは 52.9 ％、牧牛は 7
5.9 ％で概ね良好であった。放牧日数と受
胎率の関係は、未経産牛は 13 ヶ月齢以上
で放牧日数 50 日以上、経産牛は分娩後 40
日以上で受胎頭数が増加する傾向であっ
た。子牛は放牧 25 日位に下痢･発熱等疾
病が 50 ％以上発生し、牧場分娩子牛で多
発･重篤傾向であった。牧場分娩子牛は農
家分娩に比べ発育が悪い傾向が見られた。
牧場でのさらなる繁殖性向上のため、Ａ
Ｉ･ＥＴには発情同期化は有効で、牧牛に
は定期的な妊娠鑑定の実施、分娩時期の
調整が必要と思われた。

305.「夏山の牛たちへ」下伊那の取組：長
野県飯田家保 小松浩

下伊那管内の牛の公共牧場数は年々減
少傾向、現在稼働しているのは６箇所。
現状の問題点は①放牧頭数の減少（特に
乳用牛）②草地の荒廃③ピロプラズマ感
染④ニホンジカの食害⑤出役等農家負担
の増加⑥管外農家の高い放牧料金。関係
機関が各種取組を実施。ラジコン草刈機

による除草・除灌木や草地簡易更新・播
種、ピロプラズマ濃厚汚染牧場の衛生検
査回数増加、鹿大型捕獲柵設置、鹿防護
柵設置等。平成 20 年度受入可能頭数を充
足した一牧場に注目。放牧した農家のほ
か放牧しない農家に聞き取りアンケート
実施。農家からの意見等から今後放牧推
進のため必要なことを考察。牧場村外か
ら多頭放牧している農家への放牧料金優
待、衛生検査回数増加による事故防止、
行政機関等関係者の積極的な作業協力、
牧場毎の取組を多頭飼養農家へ積極的に
ＰＲ等が考えられた。牛にも農家（人）
にも喜ばれる夏期放牧が今後も必要。

306.飛騨牛生産振興のための後方支援：岐
阜県岐阜家保 松野弘、井上富雄

当所では平成 11 年度より岐阜市畜産振
興会肉牛部会の会員を毎月巡回している。
ビタミン A 測定等の血液検査をはじめ、
各種事業に関する検査を実施し損耗防止
に努めているが、検査ありきの巡回では
なく、牛舎を一巡し畜主と牛の発育状況、
飼料摂取状況、衛生管理の状況について
意見交換することに主眼をおいている。
ぎふ農業・農村振興ビジョンでは飛騨牛
が農産品ブランド化のお手本と位置付け
られているが、子牛生産がほとんど無く、
他県からの素牛導入が主体の肥育地帯の
生産基盤は脆弱である。穀物価格の高騰
や偽装事件以降の販売価格低迷等明るい
話題が無い中で「生産者が安心しつつ誇
りを持って飛騨牛生産に従事できる環境」
をいかに創出するかに腐心している。

307.岐阜県の死亡牛 BSE 全頭検査開始後
5 年を経過した現状と問題点：岐阜県岐阜
家保 長野博子、井上富雄

岐阜県では平成 15 年 12 月 1 日より全
頭検査を開始。平成 20 年 11 月 30 日で 5
年を経過。5 年間の検査頭数は 2719 頭。
死亡牛一時保管施設での採材は 2508 頭。
その中には腐敗変敗した死亡牛の持込や
個体識別耳標（以下耳標）が欠落した個
体の持込があった。検査材料の延髄閂部
分の融解や硫化水素による作業環境の悪
化、施設設備故障の心配が発生。死亡確
認後の死亡牛一時保管施設への搬入に要
する日数は平成 15 年度 1.89 日（死亡日
を 1 とする）平成 20 年度 2.03 日と徐々
に延長。それに伴い検査材料の融解率も
平成 16 年度 16.8 ％、平成 20 年度 24.3
％と増加。耳標欠落個体は和牛は登記書
等による鼻紋の照合、乳牛は斑紋で照合。
広報により牛飼養農場へ死亡牛の早期搬
入と耳標の欠落時の早期再発行手続きに
ついて啓発。今後は巡回時の悉皆啓発、
死亡届受理後の電話による啓発が必要。
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308.耕作放棄地を利用した農場制型 TMR
センターへの家保の指導と取組：静岡県
西部家保 吉田慎、伊東祐孝

管内 H 酪農協は後継者減少、飼料費高
騰等に対応するため自給飼料と TMR を一
体的に生産する農場制型 TMR センターの
設立に着手。耕作放棄地 21ha を利用して
圃場面積を拡大し、延べ 124ha にとうも
ろこしを作付け。家保は組織体制構築の
支援とともに TMR 給与開始後の疾病予防
を目的に①飼養状況調査（13 戸 150 頭）
②とうもろこしの硝酸態窒素濃度測定③
参加農家・コンサルタントへの研修会を
開催。調査等結果① BUN は乾乳期で 85
％（46 頭)が正常範囲未満、タンパク質の
給与不足と推察。T-Cho は泌乳初期に正
常範囲未満が急増、分娩後の飼料摂取量
不足を確認。BCS はつなぎ牛舎に比べフ
リーストールでバラツキ大きく過肥牛が
存在。乾乳期と分娩前後の飼養管理の改
善が課題。②堆肥投入量が少ない耕作放
棄地では 11 ～ 169ppm と低値。栽培実績
のある圃場では 59 ～ 566ppm とバラツキ
あり。③ 2 回の研修会とニュースレター
発行支援。酪農基盤の強化を目指した本
取組みに家保は指導を継続。

309.ツベルクリン接種後斃死牛の病性鑑定
：和歌山県紀北家保 鳩谷珠希、嵩秀彦
2008 年 5 月、管内乳肉複合経営農家 1

戸において、家畜伝染病予防法第 5 条に
基づく結核病検査で、乳用牛 7 頭にツベ
ルクリン（化血研）を接種したところ、
同日 2 頭が食欲不振、その後食欲廃絶、
早産、起立不能となり斃死。病性鑑定を
実施したところ、2 頭の肺前葉が暗赤色化
し、組織学的にはうっ血水腫による無気
肺、腎臓では急性尿細管壊死が認められ
た。ツベルクリン接種後、1 頭では血液検
査で、脱水、血液濃縮、肝臓および腎臓
機能低下。2 頭に細菌、ウイルス等の感染
症で斃死したと思われる所見はなく、
終的にはショック死したものと考えられ
た。ツベルクリン接種と斃死との因果関
係は否定できず、動物用医薬品副作用情
報として農林水産省に報告。今後、ツベ
ルクリン接種にあたっては、牛の健康状
態をより注意深く確認するとともに、異
常が見られたら速やかに連絡するよう周
知徹底を図る方針。

310.畜産による耕作放棄地解消への取り組
み：山口県西部家保 森重大作、阪田昭
次

耕作放棄地の解消・発生防止のため、
山口型放牧（放牧）や飼料用稲作付けを
推進。農業幹事会、土地改良区総会等で
市、JA、関係団体及び集落に実施誘導。
放牧は、従来、個人の取組が主体であっ

たが 19 年度から土地改良区等と連携し、
実証展示 2 ヶ所を設置、放牧牛を集落へ
貸し出すレンタル放牧システム（放牧シ
ステム）を構築。飼料用稲は、19 年度、
実証展示ほ場 1 ヶ所を設置、耕畜連携の
生産利用システム（飼料用稲システム）
を構築。放牧面積は、14年度から 0.8ha、
8.5ha、9.7ha、11.5ha、13.6ha、16.8ha、
20 年 11 月末で 20.3ha と年々増加。放牧
システムは、19 年度 3 ヶ所（1.8ha）、20
年度に新たに 5 ヶ所の計 8 ヶ所（4.9ha）
を整備。飼料用稲作付面積は、14 年度か
ら 2.1ha、2.0ha、2.0ha、3.2ha、3.3ha、
2.1ha、2.1ha と推移。飼料用稲システム
活用面積は、19年度 0.5haから 20年度 1.
1ha に増加。平成 20 年度は、放牧で 20.3
ha、飼料用稲で 2.1ha の耕作放棄地を解
消・発生防止。

311.戻し堆肥の敷料利用による乳房炎対策
：香川県西部家保 三好里美、光野貴文

昨年の調査で、堆肥化処理 10 日目以降
で大腸菌への抗菌効果があることを確認。
この効果を野外で立証するため、大腸菌
性乳房炎が多発している１農場で戻し堆
肥の敷料利用による乳房炎対策を実施。
当農場は、牛床全体をオガクズで頻回に
交換していたが、細菌検査の結果、オガ
クズは腸内細菌を多く含有。乾燥施設が
無く、堆肥舎も狭いため、既存堆肥舎の
容量に応じた継続的な戻し堆肥作りを検
討した結果、生糞とオガクズを混合後 2
ヶ月堆肥化処理、さらに水分調整のため、
少量ずつをオガクズと混合し 1週間堆積、
腸内細菌の死滅を確認後、敷料利用開始。
結果、年間の乳房炎治療の回数は、442 回
から 235 回に、頭数は 140 頭から 76 頭に
有意に減少。さらに乳房炎治療のうち抗
生物質の外陰部動脈注射の回数は 66 回か
ら 18 回に、頭数は 33 頭から 6 頭に有意
に減少。特に夏場の乳房炎治療減少が顕
著。その結果、乳房炎による廃用牛の減
少と治療による廃棄乳の減少により、生
乳出荷量は有意に増加し、1 年後の出荷量
は月当たり 11.6 ｔ増加し、約 100 万円の
粗収入増加。

312.殖和牛の島＜小豆島、豊島＞をめざし
て～繁殖和牛農家指導の取り組み～：香
川県東部家保 梶野昌伯、野崎宏

小豆島地区では平成 1 ７年に８頭だっ
た繁殖和牛は、酪農からの転向誘導によ
り、平成２０年には４８頭に増加。しか
し、繁殖牛飼養農家は、黒毛和種の血統
や交配法のことについて、経験不足のた
め指導依頼。そこで、交配を理論に基づ
き進める前段として、宮下獣医科医院の
宮下正一氏が提唱する交配法について、
島内枝肉成績等で検証。牛を三代祖の血
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統により８タイプに分類し、資質系と体
積系の種雄牛割合を算出。結果、資質系
と体積系を交互に交配する｢サンドイッチ
型交配｣でかつ、資質・体積が同じ割合の
とき枝肉成績が良好。当交配法は有効と
考え、農家指導を開始。交配種雄牛は、
系統別に色分けした系統構成図による管
理表、父牛、母牛の系統構成図を用いた
交配分析表を作成し、市場動向に沿って
選定して、優良肥育素牛を生産。並行し
て、繁殖和牛増頭や移動放牧による低コ
スト化を推進。

313.定時人工授精を用いた黒毛和種繁殖農
家の 1 年 1 産の取り組み（第２報）：香川
県西部家保 中嶋哲治、光野貴文
1 年 1 産を目指して、牛群平均分娩間隔

466 日の黒毛和種繁殖農家をモデルに定時
人工授精を実施。ホルモン処理は、香川
県畜産試験場が報告したプログラムを採
用。試験期間は平成 19 年 10 月～平成 20
年 12 月。試験１は、分娩後 45 日以上経
過した黒毛和種繁殖牛 25 頭に定時人工授
精を実施。試験２は、長期不受胎牛 3 頭
（平均分娩後日数 234.0日）に定時人工授
精を実施。試験 1 の受胎率は年間平均 64.
0 ％（16/25）、夏季（6 ～ 9 月）は 28.6
％（2/7）、夏季以外は 77.8 ％（14/18）。
試験２の受胎率は 33.3 ％(1/3)。牛群平均
分娩間隔は、466 日から 383 日に短縮。
夏季以外の成績に限ると 368 日となり 1
年 1 産を実現。ホルモン処理の必要経費
は 1 授精当り 12,392 円であるが、分娩間
隔を短縮したことで、繁殖牛 1 頭当り 37,
297 円（試算値）の増収見込み。今後、こ
のモデル農家で 1 年 1 産を実現するため
には、夏季の対策が重要。

314.麦ワラの飼料利用への取組み：愛媛県
南予家保 岸本勇気、河野博典

西予市宇和地区は、水稲の裏作として
麦の作付けが盛んであるが、生産される
麦ワラについてはほとんど利用されてい
ない。今回、麦ワラの飼料利用を試みる
ため、町内の酪農家 U 氏が H19 年に導入
した収穫機等を用い、耕種農家の協力を
得て約 3.8ha の麦ワラを収集、サイレー
ジ調製を行った。飼料としての利用価値
を検討するため、収量、一般成分、収集
・調製に要した費用、発酵品質及び嗜好
性について調査を実施した。結果、麦ワ
ラの収量は、121.1kg/10a で、一般成分は
CP が 2.0%、CF が 41.9%で TDN は 46.1
%であった。収集・調製に要した費用は約
51 円 /kg で、発酵品質及び嗜好性に問題
はなかった。今回の調査結果では、麦ワ
ラは栄養価が低く、収集コストがかさむ
ことから割高な飼料であった。しかし、
嗜好性等に問題は認められず飼料として

の利用は可能であることから、次年度以
降は収量の向上とコスト削減を図るため、
耕種農家を含めて収集方法を検討し、飼
料利用を進めていきたい。

315.二分脊椎を伴った牛アーノルド・キア
リ奇形の骨形態解析：福岡県両筑家保
中村和久、田口博子

平成 20 年 9 月、ホルスタイン種の雌子
牛で牛異常産が発生。病理解剖検査で腰
十字部の皮膚が欠損、脊柱の著しい弯曲、
鎖肛、左右後肢は球節から極度に前曲、
脊柱の腰仙椎部で棘突起が左右に大きく
開裂、腎臓に嚢胞を確認。大脳縦裂は広
く明瞭、大脳半球の後頭葉は小脳脚を覆
い後方に伸張。小脳は痕跡程度の著しい
矮小化を呈し、延髄とともに頸椎管内に
存在。病理組織検査は二分脊椎部で脊髄
の化膿性髄膜炎、中心管の拡張を確認。
細菌、寄生虫及びウイルス検査結果から
関与を否定。病理解剖検査結果よりアー
ノルド・キアリ奇形と診断。また、同日
令の子牛と当該子牛の頭蓋骨、脊柱の骨
格標本を市販の酵素洗浄剤を用い作製。
骨格異常を比較検討した結果、頭蓋骨の
変形、後頭骨、環椎・軸椎の拡張、胸椎
の骨結合、二分脊椎部の著しい骨形成不
全を呈す骨形態異常を確認。脳脊髄液が
二分脊椎部から羊膜腔への流出により圧
の不均衡を起こし、中枢神経系の後方牽
引が発症原因と推察。

316. 肉用牛肥育農家における呼吸器病対
策指：佐賀県西部家保 大澤光慶、井村
福志郎

呼吸器病対策で苦慮する肉用牛肥育農
家にて、対策指導を実施。細菌検査で Ma
nnheimia haemolyticaを分離。抗体検査
で PI3、Ad7感染を確認するも、抗体価（I
BR、PI3、Ad7、RS）は全体的に低値。
また牛舎内から NH3 検出。このため、マ
ンヘミアワクチン(以下｢ MhV ｣)・呼吸器
病 5 種混合ワクチン(以下｢ KV ｣)接種並び
に敷料の早期交換等衛生管理対策を指導。
現在、MhV を全頭接種し、飼養環境は改
善。なお、KV 接種は実証中。指導効果を
確認するため指導前後の呼吸器病診療状
況を比較したところ、呼吸器病発生は 45
％減少。経費面で、ワクチン費は増加し
たものの、抗菌剤投与が減り、予防費は 2
4 ％、治療費は 36 ％減少。結果、衛生費
は約 135万円／年削減（34％減少）され、
費用対効果を確認。今後、KV 接種の実証
を踏まえ費用対効果を考慮した衛生管理
プログラムを検討し、疾病予防に対する
意識向上や死廃率減少を図り、生産性向
上と食の安全・安心につなげたい。

317.左心室低形成を伴う両大血管右室起始
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(DORV)を認めた黒毛和種子牛の心大血管
奇形：沖縄県家畜衛生試験場 服部千夏、
津波修
2008 年、肉用牛繁殖農場で正常分娩し

た子牛が、生後 9 日齢から軟便を呈し、
整腸剤等で治療するも完治せず、再発を
繰り返し 33日齢に死亡、病性鑑定を実施。
外貌は眼球周囲やや陥没。解剖所見は心
臓はやや肥大し、心尖は鈍で全体的に円
形。冠状溝及び室間溝はやや不明瞭。右
房室口は広く(4×3cm)、卵円孔は閉鎖。右
心室拡張 (10×10cm)、壁 (1.5cm)厚く、左
心室壁厚と同等。大動脈は右心室より肺
動脈の左前方に起始、狭窄なし。左心房
やや狭小 (4×3.7cm)、壁 (7mm；右心 3 ～
4mm)厚く、房室口(9×5mm)、左心室(5×5
cm)共に顕著に狭小。腱索は短小、乳頭筋
不明瞭。心室中隔欠損認めず。そのほか
動脈管の開存、大動脈弓の管状低形成 (直
径 4.5× 太さ 1cm)あり。組織所見は特記所
見なし。以上より左心室低形成、動脈管
開存(PDA)、大動脈弓（大動脈峡部）の管
状低形成を伴う両大血管右室起始(DORV)
と診断。DORV は、２種類以上の心奇形
を合併する複合心奇形で、牛では人や他
の動物種と比べ発生頻度が高いが、心室
中隔欠損を伴わない DORV は比較的稀。

318.北部管内のビール粕利用方法の検討と
展望：沖縄県北部家保 高橋智子、千葉
好夫

食品製造副産物は、家畜飼料に利用さ
れ、穀物価格高騰に伴い、価値が見直さ
れている。ビール粕の利用事例に基づき、
経済的効果と活用方法を検討。現場での
配合割合に従って、価格を試算したとこ
ろ、配合飼料を購入する場合に比べ、約
２割の価格抑制効果が示唆された。また、
変敗しやすいビール粕の保存性を高める
ため、サイレージ化を検討。農家で簡易
な方法で、品湿を安定させるため、市販
の繊維素分解酵素入り乳酸菌製剤の利用
を提案。この製剤により、ビール粕に含
まれる繊維を分解、可溶性糖分を産生し、
乳酸発酵が促進される。乳酸菌製剤を水
に溶解し、ビール粕に噴霧・攪拌後、容
器に密封して３週間保管し、繁殖牛に給
与。飼料の保存性と牛の嗜好性の向上し
たとの所感が得られた。製造粕類混合飼
料は、粗蛋白質が高く、TDN が低い傾向
にあるため、飼料分析を行い給与方法を
検討する必要がある。今後もサイレージ
化を含め、有効的なエコフィードの活用
方法を提案していきたい。

Ⅱ 豚の衛生

Ⅱ－１ ウイルス性疾病

319.豚コレラウイルス抗体陽性豚確認事例
における防疫対応：北海道後志家保 下
村裕子

管内と畜場出荷豚の抗体保有状況を調
査した結果、1 頭の抗体陽性豚を確認し、
出荷農場等の防疫対策を実施。抗体陽性
豚出荷農場の飼養豚全頭を “ 豚コレラおそ
れ畜 ” とし、21 日間の隔離と豚舎消毒を
指示。隔離期間中実施した立入検査、体
温測定、血液検査、ウイルス学的検査で
は豚コレラを疑う異常豚は認めず、疫学
調査結果からも当該農場における豚コレ
ラウイルスの存在を否定。今回の抗体陽
性豚は非特異反応(いわゆる singleton rea
ctors)であったと推定。今後もある程度の
確率で同様の事例発生が予想されるが、
非特異反応か否かの確認はと畜場出荷豚
では困難。また、結論が出るまでの移動
制限に伴う出荷制限により生ずる経済的
損失、生産者の精神的負担は膨大。国内
の豚コレラ清浄性維持の確認は重要だが、
サーベイランス方法や、臨床的異常を伴
わない単一抗体陽性事例に際した対応方
法の見直し及び農場への損失補填策構築
が必要。

320.管内のオーエスキー病清浄化への取り
組み（Ⅲ）：青森県十和田家保 岡本清虎、
佐々木英知

今年度は、オーエスキー病（AD）清浄
化に向けた新たな取り組みとして、19 年
度に野外ウイルス抗体（野外抗体）が認
められた 5 農場を個別に指導。繁殖豚全
頭検査等の繁殖豚検査拡充と陽性豚の淘
汰指導、肥育豚の動態調査を実施。1 農場
については、オールアウトを実施。4 農場
で野外抗体陽性豚の淘汰完了。その後の
動態調査で陰性を確認。1 農場（A 農場）
で、一部高産歴の繁殖豚及び一過性に肥
育豚で野外抗体が認められた。それ以降、
感染の拡大を認めず。AD 防疫対策実施要
領改正に伴う対応として、改正内容の周
知徹底、清浄度確認検査およびモニタリ
ング検査を実施。平成 21 年 1 月現在、清
浄度確認検査で上記 5 農場を含めた 17 農
場中 16 農場の陰性（A 農場陽性）、モニ
タリング検査で 10 農場の陰性をそれぞれ
確認。今後は、A 農場を重点的に指導する
と共に、清浄度確認検査及びモニタリン
グ検査を効率的に実施し、本病の早期清
浄化を図る。

321.一養豚場に発生した離乳後多臓器性発
育不良症候群（PMWS）：青森県つがる家
保 富山美奈子、佐藤尚人
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平成 20 年 9 月、一貫経営農場で離乳豚
の発育不良と削痩を主徴とする死亡例が
増加。発症豚 5 頭の病性鑑定結果、病理
組織学的検査ではリンパ組織でリンパ球
減少、組織球増生、多核巨細胞浸潤を確
認。免疫組織化学的検査ではリンパ組織
における病変部と一致して豚サーコウイ
ルス 2 型(PCV2)抗原検出。ウイルス学的
検査では PCR により扁桃、肺、血清から
PCV2 遺伝子検出。臨床症状、組織病変、
病変部の PCV2 抗原確認から PMWS と診
断。日齢別血清による農場 PCV2 浸潤調
査では抗体陽性率 97%。抗体価は 38 日齢
から上昇し 100 日齢以上では同レベルで
推移、繁殖豚では個体差が大。PCR 陽性
豚はほとんどの日齢で確認。対策として
飼養衛生管理の改善、哺乳豚への PCV2
ワクチン接種。死亡頭数は減少。自己流
の飼養管理が発症要因と分析。繁殖豚内
での感染の繰返しがみられたことから今
後は繁殖豚へのワクチン接種を検討。

322.青森県内における豚サーコウイルス２
型の遺伝子型別浸潤状況：青森県青森家
保 菅原健、角田裕美
豚サーコウイルス２型（PCV2）の遺伝子
型別浸潤状況を調査。平成 19 年度に採材
された 68農場の豚血清を材料に PCV2 gr
oup1 及び group2 遺伝子検出を既報の PC
R で実施。材料の血清は 5 頭分をプール
して 1 検体とした。カプシド領域の塩基
配列による系統樹解析もあわせて実施。P
CV2 陽性は 68 農場中 50 農場（73.5%）、
遺伝子型の内訳は group2 のみ陽性が 50
農場中 48 農場（96.0%）、group1 及び 2
ともに陽性が 2 農場（4.0%）で、group1
のみ陽性は無かった。group1陽性農場（農
場 A、B）の個体別 PCR の結果、農場 A
は両遺伝子型陽性 1 頭、B 農場は gorup1
単独陽性 2 頭、group2 単独陽性 2 頭。gr
oup1 陽性農場の過去血清（H18～ 12）を
材料に PCR を実施したが、group2 のみ
検出し group1 は検出されず。系統樹解析
を行った group1 の 2 株（農場 B）はクラ
スター 1A/B に分類。今回の調査で本県に
両遺伝子型が存在、主要な遺伝子型は gro
up2 と考えられた。過去遡り調査は group
1 陰性であったが詳細にするためには更な
る検討が必要。今回は健康豚主体の調査
であったが今後は病性鑑定豚で遺伝子型
別検査を行うこととする。

323.豚オーエスキー病清浄化の取り組みと
検証：岩手県県北家保 長谷川和弘、小
根口徹

管内では平成２年に豚オーエスキー病
（AD）抗体陽性豚が摘発されて以降、合
計２市町８戸で発生。平成３年に制定さ
れたオーエスキー病防疫対策要領（AD 要

領）等に基づき、平成 17 年度までに６戸
を清浄化。平成 20 年６月の AD 要領改正
に伴い、残る２戸（①、②）の清浄化対
策を強化し、10 月までに清浄性を確認。
清浄性確認まで長期化した原因として、
①農場と家保の関係悪化によるワクチン
接種及び抗体検査の不徹底、②繁殖豚の
個体管理不備によるワクチン接種及び感
染豚淘汰などの不徹底であった。農場巡
回及び対話重視による農場との信頼関係
構築、並びにワクチン接種、抗体検査及
び農場との協議に対する診療獣医師の協
力により取り組みが円滑に推進。効果と
して、２戸３農場で年間約 820,000 円の
ワクチン費用及び当所の検査業務が削減。
今後は、AD 再侵入の防止、衛生対策指導
を通じた農場支援の継続。

324.豚サーコウイルス 2 型の遺伝子型と
病原性：岩手県中央家保 佐々木家治、
本川正人
2005 ～ 2008 年に 5 農場 15 頭の離乳豚

から得た豚サーコウイルス 2 型（PCV2）
の遺伝子型と病原性を検討した。2007 年
に 1 農場 4 頭から得た同遺伝子は group1
に分類され、同豚から豚繁殖・呼吸障害
症候群ウイルス（PRRSV）および Mycopl
asma 遺伝子は検出されず、有意菌も分離
されなかった。同豚の優勢な病変は全身
リンパ組織におけるリンパ球の減数であ
り、同病発生時の離乳豚の死亡率は 27%
であった。他農場からのウイルスは group
2 に属し、PRRSV 遺伝子（3 農場）ある
いは Pasteurella（1 農場）も得られた。
優勢な病変は前述のリンパ組織病変に加
えて間質性肺炎（3 農場）あるいは壊死性
腸炎（1 農場）であり、離乳豚の死亡率は
10~20 ％であった。各豚の体表リンパ節
から検出された PCV2 の遺伝子量の農場
平均は group1 で 8.29×109copies/mg であ
り、group2 のそれらと同等であった。得
られた成績の範囲で group1 の高い病原性
と増殖性が示唆された。

325.豚繁殖・呼吸障害症候群ウイルス感染
による異常産子の保有病変：岩手県中央
家保 熊谷芳浩、高橋真紀
2005 年 5 月～ 8 月に、県内 2 農場(A、

B)で大多数の死産（112 ～ 118 胎齢）と
少数の生後直死から成る異常産が流行し
た。両農場の本病流行期に生産された子
豚 874 頭中 131 頭(15%)および 4,198 頭中
1,099 頭 (26%)が異常産子であった。両農
場の異常産子計 12 頭の剖検により、3 頭
の臍帯に出血が観察された。組織学的に、
動脈炎が 5 頭、心筋炎が 5 頭および脈絡
叢炎が 2 頭にみられ、6 頭が病変を欠いて
いた。臍帯、肺および心外膜に存在した
動脈炎は、内皮細胞の腫大ならびに中膜
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と内膜の壊死より成った。検索した全 10
頭の異常産子の扁桃、脾臓、心臓等から
豚繁殖・呼吸障害症候群 (PRRS)ウイルス
遺伝子が検出された。同豚の扁桃に豚コ
レラウイルス抗原は存在せず、体液から
豚パルボウイルス抗体は検出されなかっ
た。異常産子を娩出した母豚 5 頭の血清
にオーエスキー病ウイルス抗体は認めら
れなかった。検索例の主要病変は動脈炎
であり、豚の異常産と関連する他疾病の
それらと相違した。

326.離乳後多臓器性発育不良症候群発生農
場における豚サーコウイルス 2 型の農場
内動態：宮城県東部家保 髙野泰司、日
野正浩

診断予防技術向上対策事業 2 農場にお
ける豚サーコウイルス 2 型（PCV2）の農
場内動態について検討。A 農場は母豚 40
頭規模、B 農場は母豚 800 頭規模の一貫
経営。平成 19 年度の離乳後事故率は、A
農場 20.8%、B 農場 12.9%。60 ～ 90 日齢
の発育不良豚の病性鑑定で、両農場とも
離乳後多臓器性発育不良症候群（PMWS）
と診断。PCV2 の日齢別検査では、A 農場
は 60 日齢、B 農場は 90 日齢で平均抗体
価が上昇。PCV2 遺伝子は両農場とも 60
日齢から検出され、リアルタイム PCR に
よる遺伝子量は 101 ～ 106copies/μ l であ
り、30～ 60日齢での PCV2感染を示唆。
対策として本年より PCV2 ワクチンを接
種（A 農場：母豚接種、B 農場：3 ～ 4 週
齢接種)。接種後の PCV2 検査では、A 農
場では検査を実施した 60 日齢まで移行抗
体がみられ、 PCV2遺伝子は全頭未検出。
B 農場では 60 日齢でワクチンによるもの
と思われる抗体価が上昇し、PCV2 遺伝子
は 120 日齢以降に検出。ワクチン接種で
感染日齢が遅延したと推察。

327.宮城県における豚サーコウイルス 2
型感染豚の遺伝子型の違いによる病理組
織学的比較検討：宮城県仙台家保 長内
利佳、石橋拓英

豚サーコウイルス 2 型（PCV2）は遺伝
子型が 2 つに大別され、病原性の違いが
示唆されている。本県でも本年度、離乳
後多臓器性発育不良症候群（PMWS）の
豚で、免疫染色にて全身諸臓器に PCV2
陽性抗原を認め、他年度では認めない PC
V2 による非化膿性膵炎を伴った個体が出
現。PCV2 感染を伴う他疾病豚でも同様の
膵炎を確認。過去の感染豚との遺伝子型
の違いを疑い、平成 17 ～ 20 年度で PCV
2 遺伝子を検出した病性鑑定豚 31 頭につ
いて、遺伝子型別を実施。結果、平成 17
～ 19 年度は Group2（G2）のみ、20 年度
は新たに Group1（G1）を検出。膵炎を
認めた個体は G1 単独あるいは G2 との混

合感染。この全 31 頭を検出遺伝子型ごと
3 群① G2、② G1、③ G1 ＋ G2 に分け、
各臓器の免疫染色を実施した結果、臓器
ごと異なるが、平均で① 45.3%、② 85.8
%、③ 81.2%の抗原検出率。特に膵臓では
① 7.1%、② 75.0%、③ 50.0%と差が顕著。
Group1の病態悪化への関与が示唆。

328.管内の PRRS 清浄化達成に向けた取
り組み：山形県置賜家保 小嶋暢、庄司
真希
H6 年国内における PRRS 初発生以降、

管内の浸潤状況を調査。結果、陽性農場
は 74%(20/27 戸)と高度に浸潤しているこ
とが判明。これまで、調査の継続ととも
に、本疾病清浄化に向けての啓蒙活動、
巡回による衛生指導、病性鑑定を実施。
さらに、置賜地域養豚連絡協議会と連携、
年 2 回の研修会を開催し、衛生意識を向
上。また、地域衛生指導協会と連携、口
蹄疫の発生・豚コレラワクチン接種の中
止・飼養衛生管理基準の制定に伴う防疫
資材の配布、巡回指導等を実施し、農場
防疫を強化。結果、現在 14 戸が清浄化を
達成。清浄化の要因を分析した結果、人
の出入りの制限 (12 戸 )、飼養頭数の適正
化(8 戸)、陰性豚の導入(6 戸)、グループ出
荷の中止(4 戸)。現在、管内の陽性農場は
6戸(22%)のみ。陽性農場では依然として、
人の出入りやグループ出荷により農場間
で常にウイルスが循環。近い将来、これ
まで培ってきたノウハウを生かし、ウイ
ルスの循環を断ち切ることで、管内の PR
RS清浄化達成が可能。

329.県内における豚サーコウイルス 2 型
（PCV2）の状況：山形県中央家保 森大
輝、水戸部俊治

平成 19 ～ 20 年度の豚病性鑑定につい
て、PCV2 関連疾病（PCVAD）の発生状
況と検出した PCV2 の遺伝子型を調査。
病理組織学的検査では 110 件 209 頭中 14
件（12.7%）25 頭（12.0%）を PCVAD と
診断。PCV2 IFA抗体は 15件 335頭中 2
05 頭（61.1%）で検出。PCV2 の PCR で
は 75件 220頭中 127頭（57.7%）が陽性。
うち 37 戸 37 頭由来の PCV2 遺伝子を分
子系統樹解析または nested PCRにより型
別した結果 2 戸 2 頭由来 2 株が Group1。
Group1 確認例では、増殖性壊死性肺炎等
の病変は認められず、低い水準での事故
率上昇（<2%→>4%）に留まる場合と、事
故率は高い（平均 14.7%）ものの遺伝子
型の変化に伴う上昇は認められない場合
があった。今後も症例数を重ねる必要は
あるものの、現時点で本県での Group1 に
よる被害は北米や国内他地域での事例ほ
ど大きくなく、また Group1 の蔓延もない
ものと推察。また IFA 抗体の陽転時期は
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概ね 90 日齢前後と推察されたが、農場に
より大きく異なる場合があり、抗体の動
きと事故率・PCV2 ワクチン接種等との関
連性の調査が課題。

330.豚サーコウイルス 2 型ワクチン接種
前後における主なウイルスの核酸量、抗
体価並びに事故率の推移：山形県中央家
保 大貫淳、森大輝

豚サーコウイルス 2 型（PCV2）ワクチ
ンの効果を検討するため、ワクチン接種
前後の日齢別の PCV2DNA 量、抗体価を
比較。合わせて事故率、豚繁殖・呼吸障
害症候群ウイルス（PRRSV）RNA 量、抗
体価についても比較。約 30日齢、60日齢、
90 日齢、120 日齢各群 5 頭から採取した
血清を材料とし、各種検査を実施。PCV2
DNA 量は市販キットにて抽出された DN
A を、PRRSVRNA 量は市販キットにて抽
出された RNA から逆転写反応により得ら
れた cDNA を、それぞれリアルタイム PC
R を用いて測定。PCV2 抗体価は間接蛍光
抗体法により、PRRSV 抗体価は市販 ELI
SAキットにより測定。PCV2の DNA量、
検出率、抗体価は接種前後で減少。PRRS
V については接種前後で、RNA 量、検出
率、抗体価に大きな変化は無かった。事
故率は接種前後において減少。以上より、
PCV2 ワクチンにより PCV2 感染が抑制
されたことが推察。PRRSV 感染状況には
大きな変化は認められなかったので、PC
V2 感染が抑制されたことで、事故率が減
少したと推察。

331.ワクチン無許可接種による豚コレラ抗
体陽性豚摘発事例：茨城県鹿行家保 谷
島直樹、小貫登輝夫

県事業に基づく検査で豚コレラ抗体陽
性豚を確認。抗体陽性農場は、千葉県を
中心に 5 県にまたがる大規模経営 H 社の
預託肥育農場。同社は千葉県内の原種豚
農場と位置づける農場で家伝法に違反し、
繁殖豚及び種豚候補豚に接種。種豚候補
豚の一部が肥育素豚となり、傘下の肥育
農場への出荷。管内の同社傘下 13 農場の
うち 2 農場で抗体陽性確認。野外ウイル
ス関与を否定するため各農場 30 頭の臨床
検査、血液検査及び抗体検査を 7 日以上
の間隔で実施。抗体陽性農場は抗原検査
で陰性確認し、野外ウイルス関与を否定。
陽性豚確認後 13 日間で移動自粛解除。平
成 17 年度までの接種許可農場に立入し、
ワクチン在庫及び使用実態がないことを
確認。立入時には、無許可接種とそれに
対する処分がないことや抗体陽性豚が出
荷許可されたことへの不満が聞かれた。
本事例は、特定業者のコンプライアンス
の欠如により、防疫上の混乱を招き、消
費者の信頼を失った極めて遺憾な事例。

332.オーエスキー病（AD）清浄化による
経済効果の検討：茨城県鹿行家保 山下
薫、楠原徹

生産性向上には慢性感染症悪化に関与
する AD の清浄化が重要。清浄化対策の効
果を評価するためモデル農家選定。モデ
ル農家は母豚 230 頭の一貫経営で、豚繁
殖・呼吸器障害症候群、豚胸膜肺炎等の
発生歴がある。生産者、家保及び管理獣
医師の三者で協議し、AD ワクチン適期接
種、消毒徹底、ピッグフロー見直し、空
舎期間設定、簡易型離乳豚舎増設等の対
策実施。衛生指導を繰り返し、生産者の
衛生意識が向上。肥育豚で AD清浄化達成。
肉豚事故率は 9.7から 8.4に低減。母豚数、
繁殖成績及び育成成績に変化がなく、母
豚１頭当たりの出荷頭数が 4 頭増加した
ことから、出荷日齢の短縮を推察。飼料
要求率は 3.6 から 3.0 に低減。1 ヵ月当た
りの衛生費が増加したが、所得は倍増、
年間で約 2 千万円の収益増加と試算。AD
清浄化による慢性感染症の低減と収益性
の向上を確認。今後この取り組みを地域
全体に拡大させ AD清浄化を推進。

333.養豚密集地域におけるオーエスキー病
清浄化の現状と課題：茨城県鹿行家保
都筑智子、楠原徹

平成 19 年度、管内養豚密集地域で生産
者自らの意向でオーエスキー病（AD）清
浄化の取組みを開始、実態調査でワクチ
ン接種率・AD 浸潤率が共に高い事が判
明。今年度は効率的な清浄化対策実施の
ため、地域生産者 13 名の農場個別調査に
より清浄化のポイントを整理、AD 清浄化
達成状況に応じて 5段階に分類して指導。
モニタリングから、AD 浸潤とワクチンの
種類及び接種回数に関連性なし。4 農場で
はワクチンプログラムが適切でないと判
断、移行抗体の消失時期に合わせたワク
チン接種の重要性を再認識。また、AD 陽
性農場内でワクチン抗体を保有する AD 陰
性豚を確認。AD 陽性農場でも AD 清浄化
可能であることを生産者へ提言。AD 陰性
農場の共通点は、適期のワクチン接種、
モニタリングの実施、AD 陰性豚の導入、
バイオセキュリティの徹底と判明。養豚
密集地域内でも AD 清浄化達成は可能であ
ることが示唆。5 段階評価した各農場の結
果は「AD 清浄化対策通信簿」として生産
者に還元、今後、地域の評価方法として
活用予定。

334.管内の AD 清浄化に向けた地域防疫の
推進状況：茨城県県南家保 植木美登里

国の AD 防疫要領が改正されたことを
受け、新体制での AD 清浄化に向けた取り
組みを各地域で開始。改正県防疫要領に
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則り、県南地域 AD 防疫協議会を設置。農
家および市町村担当者に対して、新体制
について市町村単位で説明会を開催。農
場密集地でありながら AD ワクチン接種を
拒む農家に対して、個別訪問のうえ説得
を実施。飼養豚の全頭接種について同意
を得るため、近隣の AD 陽性率やワクチン
接種率ごとに色分けした農家プロット地
図を用いて視覚的に訴えるなど、ワクチ
ン接種の必要性を説明。結果、地域 AD 防
疫協議会設立当初は 30 戸前後あったステ
ータスⅠ区分の農家が、第 2 回地域 AD
防疫協議会開催前には廃業予定の 3 戸と
なり、研究機関 3 戸を除くすべての農家
がステータスⅡ区分でスタート。AD 清浄
化推進の必須項目は、適切なワクチン接
種、抗体検査の実施、抗体陽性豚の計画
的な早期更新・淘汰、陰性豚導入の徹底
などの遵守だが、取組の遂行には養豚農
家、市町村担当者、指定獣医師そして家
保が連携し、地域一丸となった共通理解
を継続維持することが 重要。

335.PDNS 発生事例と PCV2 浸潤状況調
査：茨城県県西家保 矢口裕司、佐藤則
子

平成 20 年 10 月管内 A 農場で豚皮膚炎
腎症症候群(PDNS)の発生がみられ、その
病態解明の一助とすべく、A 農場と離乳後
多臓器性発育不良症候群(PMWS)がみられ
る B･C 農場とで PCV2 浸潤状況を調査し
比較検討。PDNS発症豚(120日齢)の PCV
2 抗体価は 163,840 倍であり、各農場の 1
20日齢抗体価は、A農場 10月 65,020倍、
11 月 216,188 倍、B 農場 1,224 倍、C 農
場 4,457 倍と A 農場で高値を示す。Ａ農
場の PCV2 リアルタイム PCR で高値を示
したのは 10 月 90 日齢 1.59×104、11 月 6
0 日齢 1.40×104。シークエンス解析では g
enotype2E：4 検体と genotype2A：2 検
体が検出されたが、PDNS との関連は不
明。A 農場 10 月の 60・90 日齢は PCV2
抗体陰性であり PCV2 流行初期であった
ことから、抗体陰性豚が PCV2 の感染を
受けると何らかの原因で急激に高い抗体
産生が起こり、Ⅲ型アレルギーの関与で P
DNS が発生すると考えられるが、別の豚
房で PMWS が発生していたこと、PDNS
発生豚房同居豚は PDNSも PMWSも示さ
なかったことから PDNS の発生には単純
に抗体有無にかかわらず、個体、病原体、
飼育環境など何らかの要因の関与が示唆。

336.ＰＤＮＳ発症豚における壊死性肉芽腫
性リンパ節炎の検索：茨城県県北家保
村山丹穂、石井正人

病性鑑定で豚皮膚炎腎症症候群（PDNS）
と診断した症例に PDNS で報告のない壊
死性肉芽腫性リンパ節炎がみられ、病理

組織学的検索を実施。外貌検査で耳翼等
の皮膚に斑状出血・痂皮形成、解剖検査
で腎臓の白色腫大化及び点状出血の他、
肝門部、空腸腸間膜、回盲部及び浅鼡径
リンパ節の割面に 1mm 大の白色結節が多
発し、ＨＥ染色下で多巣状性壊死、周囲
に肉芽形成がみられた。鍍銀染色より壊
死病変はリンパろ胞壊死、抗ヒトミエロ
パーオキシダーゼ抗体を用いた免疫組織
化学的染色（免疫染色）より病変に好中
球の関与が示唆。腸間膜リンパ節の抗酸
菌染色、グラム染色、ワーチンスターリ
ー染色、抗 Eschrichia coli抗体、抗 PCV
2 抗体を用いた免疫染色を実施したが陰
性。本症例の血清中 IgG を用いた免疫染
色では壊死巣、肉芽組織のマクロファー
ジに一致し陽性反応がみられ、リンパ節
病変は何らかの感染性因子により形成さ
れた可能性が示唆。

337.オーエスキー病 (AD)野外ウイルス抗
体が確認された農場における清浄化対策
：栃木県県央家保 黒澤圭

管内で新たに AD 野外抗体が検出された
2 農場に対し、当所で実施した清浄化対策
の概要を報告。A 農場はこれまで AD 野外
抗体陽性豚(陽性豚)が摘発されていなかっ
たが、4 月の抗体検査で母豚 20 頭中 2 頭
の陽性豚を摘発。5 月に未検査の母豚全頭
検査を実施し、51 頭中 1 頭の陽性豚を摘
発。陽性豚の淘汰、ワクチン全頭接種を
指導。畜主は速やかに 3 頭の陽性母豚を
淘汰し 12 月からワクチン全頭接種開始。
11 月の抗体検査では 20 頭全頭陰性。B 農
場では 3、4月の抗体検査で母豚 16頭中 1
3 頭が陽性。速やかなワクチン全頭接種を
指導。B 農場に適したワクチン接種プログ
ラムを設定するため、開業獣医師、農場、
家保で話し合い、50 日齢で移行抗体が消
失している豚がいたため、50 日齢で接種
を開始。その後母豚に再度ワクチンを接
種し、肥育豚への接種時期を遅らせてい
った。9、10 月の検査で、80 日齢で接種
した肥育豚 22 頭中 20 頭がワクチン抗体
を保有していることを確認。

338.管内のオーエスキー病清浄化への取組
：栃木県県南家保 赤間俊輔、福田修

当所管内におけるオーエスキー病の現
状把握と新要領に基づく防疫体制を推進
する上での課題を検討。
H20 年度、管内 11 市町 46 戸 607 頭の野
外抗体検査を実施。H20 年 10 月現在、5
市町 15 戸(32.6%)70 頭(11.5%)が陽性。そ
の内、候補豚を含む繁殖豚では 4 市町 12
戸 (26.1%)44 頭 (19.4%)が、肥育豚では 3
市町 5戸(10.9%)26頭(6.8%)が陽性。また、
ワクチン全頭接種農家 8 戸の陽性率の推
移から、清浄化目前の農家が 4 戸、陽性
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率の低減を認めた農家が 3 戸、改善が認
められない農家が 1 戸。当所管内は 40 戸
（76.9%）の農家で、全頭又は母豚のみワ
クチン接種を実施。H17 年度と比較し H2
0 年度の陽性率は半減。しかし、過去 5 年
間の調査で陽性地域であった市町全てで
今回も陽性農家を確認。地域としての清
浄化には至らなかった。また、全頭接種
農家のうち 1 戸は陽性率の低減が認めら
れず、今後農家個別のワクチン接種方法
の検討等、新たな課題も示された。

339.豚インフルエンザウイルスが関与した
豚呼吸器病症例：栃木県県央家保 米山州
二、宇佐美佳秀

豚インフルエンザウイルス（SIV）は豚
に急性呼吸器症状を示すが、国内での発
生報告数は少ない。平成 20 年 4 月、母豚
750 頭飼養農場の肥育豚舎で呼吸器症状が
増悪化し、1 日に 10 頭以上が死亡。発症
豚を病性鑑定したところ、発育鶏卵接種
法の羊膜腔液に HA を確認。RT-PCR で
HA 因子は SIV（H1N2）と同定。HA 及
び NA 遺伝子の系統樹解析では SIV（H1
N2）国内分離株と同系統と判明。飼養豚
の抗体検査では HI 法、ELISA（H1N1）
法ともに平成 20 年 4 月以降に採取した血
清で陽性多数。細菌学的検査では肺及び
鼻腔スワブから P.multocida（PM）を分
離。病理組織学的検査では重度な線維素
性化膿性気管支肺炎像を確認。病性鑑定
豚の呼吸器症状の主因は PM と SIV の混
合感染によるものと診断。飼養豚の抗体
検査から、病勢悪化時期に豚群での SIV
流行が示唆。国内に定着する SIV（H1N2）
は、他の病原体と混合感染することで豚
呼吸器病に関与していると推察。

340.養豚農家密集地区における豚オ－エス
キ－病の清浄化対策とその進展について
：群馬県東部家保 小屋正博

平成 14 年から養豚農家密集地区である
N 地区（28 戸、72,600 頭飼養）は、地域
一体となってオーエスキー病の清浄化に
取り組んできた。抗体検査は全戸を対象
に、肥育豚（60、90、120 日齢）及び繁
殖豚（経産豚、候補豚）の各ステージに
ついて年 2 回実施し、検査結果に基づく
個別指導及び地域全体での研修会を継続
的に実施。その結果、ワクチン全頭接種
農家の割合は、当初の 71.4%（28 戸中 20
戸）から平成 20 年度には 91.3%（23 戸中
21 戸）まで上昇。母豚へのワクチン接種
も、年 3 回接種が 10 戸、4 回接種が 2 戸
と多回接種農家が増加。平成 14 年に 26.8
%であった肥育豚 120 日齢の野外抗体保有
率は、平成 20年 10月で 0%に低下。更に、
繁殖候補豚の野外抗体保有農家は 18 戸中
1 戸と低率。この要因は、くり返し実施し

た抗体検査に基づく個別指導等により、
各農家におけるワクチンの全頭接種と肥
育豚および繁殖候補豚への適期接種によ
る取り組みが進展したものと推察。

341.管内における豚オーエスキー病清浄化
に向けた現状と方策：群馬県西部家保
高梨資子

今年度、管内 81 農場の豚オーエスキー
病 (AD)の抗体検査を実施。その内立入し
た 75 戸 1,901 頭をステージ別に採血。A
D 野外抗体陽性率は、移行抗体が消失し
たと考えられる 120日齢では 4.6%(4戸)、
経産豚では 12.4% (14 戸 )、未経産豚で
は 1.9%(2 戸)。また、陽性豚が摘発された
預託肥育農場 2 戸に対し 90 日齢でのワク
チン接種を指導。その結果、120 日齢の陽
性率は 70.0%、97.2%から両農場ともに 0
%に改善。さらに、平成 17 年度からの立
入検査を実施した管内農場の AD 抗体を検
査。その結果、120 日齢の陽性率は低下傾
向(今年度 10 月、11 月では摘発なし)。し
かし、経産豚の陽性率は 8.4 ～ 16.5%と横
ばい。未経産豚でも陽性豚が散見。120 日
齢の陽性豚が摘発された農場は年 3 ～ 4
戸で推移。その内 2 農場は継続摘発。以
上のことから、AD 清浄化には適期でのワ
クチン全頭接種に加え、候補豚の 180 日
齢での追加ワクチン接種、陽性経産豚の
更新が重要。

342.肥育豚にみられたびまん性肺胞障害
（diffuse alveolar damage）：群馬県家衛
研 瀧澤勝敏、岸光華

平成 20 年度に豚サーコウイルス関連疾
病と診断した肥育豚の病性鑑定から、病
理組織所見で肺に硝子膜形成がみられた 4
例について肺病変に関わるウイルス因子
を検索。剖検所見において肺は暗赤色を
呈する重度な退縮不全が特徴。病理組織
所見では全例の肺に肺胞の硝子膜形成、
一部では線維素析出や肺胞マクロファー
ジに好塩基性ブドウ房状の細胞質内封入
体（封入体）。気管支、細気管支および肺
胞に好中球、マクロファージおよび細胞
退廃物。全例のリンパ組織にリンパ球減
少と網内系細胞に多数の封入体、1 例では
消化管の粘膜固有層の網内系細胞に多量
の封入体。肺胞の硝子膜形成から病理組
織学的にびまん性肺胞障害と診断。免疫
組織化学的検査では全例の肺において広
範囲で肺胞マクロファージや細胞退廃物
に多量の PCV2 抗原。3 例の肺で肺胞マク
ロファージに少量の PRRSV 抗原。1 例の
肺で電顕観察し PCV 粒子を確認。肺病変
の形成に PCV2と PRRSVの関与を推測。

343.管内養豚地域における豚異常産の原因
究明への取り組み：千葉県東部家保 飯
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田直樹、橋本亮
平成 17 年秋以後、管内養豚地域で豚の

異常産（受胎率低下、前期・中期・後期
流産、白子・黒子の増加）が多発。異常
産が多発している 5 農場の後期流産につ
いて病性鑑定を実施し、3 農場は豚繁殖・
呼吸障害症候群（PRRS）と診断。うち 1
農場は平成 19 年 8 月から不受胎、膿汁排
泄を伴う早期流産、黒子・白子発生を伴
う中期～後期流産が断続的に発生。当該
農場では病性鑑定を 4 回実施し、全て PR
RS と診断したが、PRRS ワクチン接種等
の対策実施後も現在まで終息せず。異常
産が問題となっている 6 農場と共済獣医
師、家保で検討会を実施し、各農場の現
況や治療・予防対策、病性鑑定成績等に
ついて情報交換するとともに、原因究明
に向けた今後の調査方法について協議中。
今後も農場・臨床獣医師等と連携し、よ
り多角的な視点から原因究明に努めてい
きたい。

344.流行性脳炎(豚日本脳炎)発生事例：千
葉県東部家保 一円央子、橋本亮
2008 年 8 月下旬から 9 月中旬に、管内

養豚場 2 戸で異常産が発生。A 農場は、2
005 年 6 月以降、日本脳炎ワクチン未接種
で、初産から 4 産目の 13 腹に、白子、黒
子および神経症状を示す子豚がみられた。
B 農場は、日本脳炎生ワクチンを 2 回接
種していたが、初産の 8 腹に、神経症状
を示す子豚がみられた。神経症状を呈す
る子豚 10 例(A 農場 7 例、B 農場 3 例)を
病性鑑定したところ、病理組織学的検査
では、A農場 6 例、B農場全例に非化膿性
脳炎、A農場 1例に脳水腫が認められた。
ウイルス学的検査では、A、B 農場全例の
脳から日本脳炎ウイルス(JEV)特異遺伝子
を検出し、A 農場 4 例、B 農場 1 例から J
EV を分離。流行性脳炎(豚日本脳炎)と診
断した。当該農場には適切な日本脳炎ワ
クチン接種と蚊の防除対策を指導。管内
農場には発生速報で注意喚起した。今後
は、ワクチン接種徹底のため指導強化し
ていきたい。

345.脳軟化を伴った豚エンテロウイルス性
脳脊髄炎における病理発生の一考察：千
葉県中央家保 小川明宏、芦澤尚義
2008 年 5 月、繁殖豚 530 頭を飼養する

一貫経営農場において、横臥し瀕死状態
の 90 日齢の肥育豚 1 頭の病性鑑定を行っ
た結果、脳および扁桃から豚テシオウイ
ルスが分離され、豚エンテロウイルス性
脳脊髄炎と診断した。同病は 5 ～ 7 週齢
に多発し、80 日齢以降では組織病変は鎮
静化するが、本例では 90 日齢にもかかわ
らず組織病変は進行性に認められ、特徴
的な病理像であったので、その病理発生

について検討した。組織学的に重度の非
化膿性脳脊髄炎が脳幹部・脊髄に認めら
れ、脳幹部では血管病変や左右対称性の
脳軟化を伴っていた。左右対称性の脳軟
化は、脳脊髄血管症の一病態として報告
がある。本例は細菌学的検査では、有意
菌は分離されていないが、本農場では離
乳豚に浮腫病が散発しており、疫学的背
景および組織学的特徴から、脳脊髄血管
症による血管障害により、脳血液関門が
傷害され、大量のウイルスが脳内に侵入
し、重度の非化膿性病変が形成されたと
考えられた。

346.一貫経営養豚場における異常産の続発
症例：千葉県中央家保 松本敦子、高木
素
A 市一貫経営の養豚場(母豚 240 頭)にお

いて、平成 18 年秋から平成 20 年秋にか
けて、黒子・白子の娩出等が見られた早
流産が産歴に関係なく継続的に発生した。
病性鑑定において、豚繁殖・呼吸障害症
候群ウイルス(以下 PRRSV)の特異遺伝子
が胎仔 11 ／ 23 例(47.8 ％)及び発症母豚
血清 5 ／ 12 例(41.7 ％)検出されたが、PC
V2 の特異遺伝子は検出されなかった。母
豚のペア血清を用いた PRRSV 抗体検査で
は、発症母豚 3 ／ 3 例に抗体価の上昇を
認めた。以上の結果から、PRRSV が異常
産に関与していたと考えられた。さらに、
胎子、母豚血清、子豚から検出された PR
RSV 遺伝子についてシークエンスを実施
したところ、塩基配列系統樹で 5 つのグ
ループに分類された。このことから、異
常産の継続は、農場内で流行する PRRSV
が時期により変わることによるものと推
察された。

347.過去の病性鑑定事例における豚サーコ
ウイルス 2 型の病理学的検索：東京都家
保 中村博

過去 5年間の豚の病性鑑定事例のうち、
リンパ組織におけるリンパ球減少や肉芽
腫形成等の事例を中心に、豚サーコウイ
ルス 2 型 (PCV2)の関与を免疫染色 (SAB
法 )により病理学的検索を実施。検査対象
は 11 事例で、5 戸 18 頭のリンパ組織 75
標本。豚の日齢はおよそ 50 ～ 180 日で、
臨床症状等は、急死や発育遅延、呼吸器
症状や下痢。診断された疾病名は豚胸膜
肺炎、増殖性腸炎、豚レンサ球菌症、豚
パスツレラ症、大腸菌症、糸球体腎炎等。
組織学的には、著変を認めないもの、ろ
胞内のリンパ球減少、類上皮や巨細胞形
成を認めものもあった。PCV2免疫染色で、
3 事例 2 戸 4 頭 13 組織に陽性反応。1 頭
は検査した全組織で、3 頭は 1 ～ 2 組織に
陽性反応。陽性反応が見られた組織は腸
管のパイエル板が多く(4/4)、次いで扁桃(2
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/4)や腸間膜リンパ節 (2/4)。4 頭の診断名
は増殖性腸炎(2 頭、同腹)、豚胸膜肺炎、
大腸菌症で、疾病の偏りはなく、日齢は 1
07 ～ 176 日で比較的日齢が進んでいた。

348.管内における豚オーエスキー病 (AD)
清浄化の現状と今後の課題：神奈川県湘
南家保 森村裕之、草川恭次

神奈川県ＡＤ清浄化対策の柱の一つで
ある繁殖豚全頭抗体検査による摘発淘汰
の結果、当所管内では野外抗体陽性豚の
摘発は平成 18 年度が 後である。平成 20
年 6 月の国のＡＤ防疫対策要領の改正を
受けて、管内地域をステータス分類する
際、繁殖雌豚、候補豚及び種雄豚のみへ
のワクチン接種を継続し、ステータスⅡ
にとどまる地域が多い。背景として生産
者の多くがウイルス再侵入の危険性を感
じていることによる。今回の要領改正だ
けでは清浄化がほぼ終了した地域には十
分適応していない点が考えられる。当所
はこれらの点を踏まえつつ、新要領に基
づいた防疫対策の他に、導入豚の検査、
ウイルス再侵入防止対策とともに、当面
の間、繁殖豚へのワクチン接種継続の指
導を行っていく。そして、県内および国
内の防疫進捗状況を確認しながら、 終
的には全ての農場がステータスⅣへ移行
できるよう生産者、各関係機関と連携を
取りあっていく。

349.県内初の豚サーコウイルス 2 型(PCV
2)genotype1 確認事例：神奈川県東部家保

石川梓、矢島真紀子ほか
管内 2 農場(A、B)において、PCV2geno

type1 浸潤が県内で初めて確認されたので
その概要を報告する。平成 20 年、上記 2
農場から発育遅延豚、死亡頭数増加の連
絡があり、発育遅延豚 5 頭の病性鑑定を
実施。全症例を豚サーコウイルス関連疾
病(PCVAD)と診断。さらに、平成 18 年以
降の死亡頭数調査の結果、2 農場とも事故
率上昇を認め、PCVAD 流行と判断。そこ
で、事故率上昇と PCV2 遺伝子型との関
係を調査するため、2 農場の病性鑑定豚臓
器乳剤、保存血清等を用い、PCV2 浸潤の
有無及び遺伝子型の調査を実施。結果、2
農場とも事故率上昇前である平成 18 年は
genotype2 が、事故率上昇時あるいは上昇
後である平成 20 年の検体には genotype1
が検出され、以上から、genotype1 の浸潤
を事故率上昇の一因と推察。

350.過去 9 年間の病性鑑定成績からみた
豚の複合感染症の推移：神奈川県病鑑
松尾綾子、稲垣靖子

平成 12 ～ 20 年度の病性鑑定豚 119 件
218 頭について感染症の推移を検討。発育
期別では肥育前期以前が多く、主症状は

哺乳・離乳豚では下痢、肥育豚で発育不
良、呼吸器症状。病因別では哺乳・離乳
豚で単独感染、肥育豚では複合感染が過
半数。組織検査では間質性肺炎を 66 ％、
化膿性肺炎を 44 ％、間質性腎炎を 24 ％
に認めた。114 頭について PRRSV と PC
V2の PCR検査を実施し、哺乳豚は陰性、
離乳豚はそれぞれ 27 ％、18 ％、肥育豚は
54 ％、79 ％が陽性、PCV2 は 19 年以降
増加傾向。20 年度の病性鑑定豚 19 頭中 9
0 ％は発育不良の肥育豚で、組織検査で 9
5 ％に間質性腎炎又はリンパ球減数を認
め、IH-C で 40 ％が陽性。PCR 検査では
PRRSV は 73 ％、PCV2 は 100 ％陽性で
genotype 1を 6戸 8頭から検出、県内に
広く浸潤と推察。以上、本県でも近年、P
CV2 等の浸潤が進み、他の病原体と複合
感染し、発育不良や事故率の上昇に関与
していると考察。

351.県内の病性鑑定豚から分離された Sal
monella Choleraesuis の性状：神奈川県
病鑑 小菅千恵子、稲垣靖子

県内の病性鑑定豚では平成 9 年以降、2
2 件 28 頭から Salmonella Choleraesuis
(SC)を分離。年度別分離状況は 9、10 年
が各 4 件、その後は減少し、20 年は 4 件
5 頭と増加傾向を認め、その性状について
比較検討。6 市 15 戸に分布し、日齢別で
は 60 ～ 120 日齢未満が半数を占め、共通
して削そう、チアノーゼ、発咳等を認め
た。PCR 検査で PCV2 特異遺伝子を 20
年 SC 分離豚全頭から検出。分離菌の生物
学的性状は 40 株中 37 株が Kunzendorf
型、12 年 1 戸 3 株のみ Choleraesuis 型。
薬剤感受性検査（一濃度ディスク法）は 9
5 ％の株が SM、OTC に耐性、農場毎に同
様の耐性パターンを示した。プラスミド
プロファイルは 21 株中 20 株が 50kbp を
保有。Xba Ⅰ処理 PFGE パターンは 9、1
0 年のⅠ群、12 年のⅡ群、14 年以降のⅢ
群に大別、20 年の株は全てⅢ群に分類。
以上、近年分離の SC はほぼ同様の性状を
示し、20 年の増加は新たな SC の侵入で
はなく PCV2 等の他要因の関与によるも
のと考えられた。

352.馴致確認検査による母豚群の豚繁殖・
呼吸障害症候群免疫安定化への取り組み
：新潟県中央家保 田中健介、梅田雅夫

豚繁殖・呼吸障害症候群 (PRRS)の対策
では、母豚群の PRRS 免疫を安定化し子
豚への感染防御が重要。今回、母豚 180
頭規模一貫経営の PRRS 陽性農場から PR
RS 免疫安定化のため馴致確認検査を依頼
され実施。当該農場では PRRS 陰性農場
から繁殖育成豚を導入し馴致を行ってい
たが、母豚群の推定抗体陽性率 60 ％、離
乳豚は PCR 陽性で子豚への感染が判明。
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馴致確認検査は育成導入豚を肉豚舎で馴
致し、30 日後に感染成立を ELISA、PCR
で確認後隔離、さらに 30 日後にウイルス
排泄が無いことを PCR で確認。平成 20
年 4 ～ 7 月に 4 回計 25 頭の馴致に成功。
しかし、作業効率向上をねらい肥育豚の
移動回数を減らしたため、ウイルス循環
が不活発化し 9 月導入豚 6 頭は感染不成
立。新たな馴致方法として積極的に発育
不良豚と接触させ、10 月導入豚 6 頭の馴
致に成功。PRRS 免疫安定化のためには農
場に応じた馴致方法を構築し、検査によ
る馴致状況の確認が重要。

353.新潟県で初めて確認された豚サーコウ
イルス 2 型 Group1(EU 型)による離乳後
多臓器性発育不良症候群(PMWS)の発生：
新潟県中越家保 村山修吾、野村真実

管内 2 地域の離乳後の発育不良豚の増
加及び事故率上昇が認められた 4 農場に
ついて病性鑑定を実施。月毎事故率は
大で N 地域 A 農場 13 ％、B 農場 26 ％、
C 農場 17 ％、K 地域 D 農場は 40 ％に達
す。臨床的には発育不良、呼吸器症状が
主体で下痢も散発。病理解剖で 4 農場と
も重度の肺炎と体表リンパ節腫大を認め、
主たる死亡原因は肺炎。病理組織検査で
リンパ器官にリンパ球減少、多核巨細胞
浸潤、豚サーコウイルス 2 型(PCV2)封入
体を認め、免疫染色で PCV2 陽性抗原を
確認、PMWS と診断。Nested-PCR 法で
A 農場は PCV2Group2(NA 型 )であった
が、他の 3 農場で EU 型特異遺伝子を検
出し、新潟県で EU 型を初めて確認。EU
型の事故率は NA 型の農場に比べ短期間
に急上昇、経済的被害甚大。N 地域への
EU 型侵入は平成 20 年夏以降を示唆。N
地域は PRRS 清浄地域で農場のグループ
化、地域全体で自衛防疫対策に取り組ん
でいたが、EU 型の侵入を受け今後、地域
外からの PRRS 侵入防止対策の強化が重
要。

354.県内初の豚皮膚炎腎症症候群の発生事
例：新潟県中央家保 曽我万里子、田中
健介

母豚 150 頭規模の一貫経営 A 農場で、
平成 20 年 1 ～ 5月に 2～ 4か月齢の L種
または LW8 頭が皮膚に赤紫色の発疹を呈
し、3 頭死亡。剖検で全身皮膚の赤紫斑、
体表リンパ節の腫脹、腎臓の点状出血を
伴う著しい腫大、病理組織学的検査で皮
膚に壊死性血管炎、腎臓に線維素性糸球
体腎炎が認められ、体表リンパ節、肺等
から豚サーコウイルス 2 型(PCV2)及び豚
繁殖・呼吸障害症候群 (PRRS)ウイルス特
異遺伝子検出。特徴的病変から県内初の
豚皮膚炎腎症症候群(PDNS)と診断。発生
は LWD には認められず。6 月から PCV2

ワクチンを接種し、続発は認めれらず。
また疫学的関連のない B 農場で、6 ～ 12
月に 3 ～ 5 か月齢の L 種 10 頭が急死。う
ち 2 頭を PDNS と診断。皮膚病変は少な
く、腎臓腫大、胃潰瘍、腸炎が顕著。体
表リンパ節、腸内容等から PCV2 特異遺
伝子検出。PRRS は陰性。PDNS の発生
には品種による感受性と PCV2 の関与が
示唆された。

355.豚サーコウイルス関連疾病（PCVAD）
の症例報告：福井県家保 武田佳絵、加
藤信正

母豚 75 頭飼養の一貫経営養豚場で、平
成 20 年 8 月中頃に 60 日齢前後の肥育豚
群が下痢し、発育がばらつく（症例 1、2、
3）。同年 9 月に、90 日齢の 1 頭が後肢の
ふらつき後に起立困難（症例 4）。肉眼所
見は、症例 1 で両側腎臓の白色巣、小腸
以下の腸管壁の菲薄化および皮膚の赤色
斑、症例 3 で全身のリンパ節腫脹および
両側腎臓の白色巣、症例 4 で全身のリン
パ節腫脹、肝臓の黄白色巣、肺の赤色肝
変化および皮膚の赤色斑。病原検索では、
豚コレラウイルス陰性および PRRS ウイ
ルス抗体陰性。有意菌分離なし。組織所
見は、全例でリンパ系組織のリンパ球が
脱落し、症例 1、2、3では肉芽腫性病変、
症例 4ではぶどうの房状の封入体を伴う。
症例 1、2、3 ではその他の臓器にも肉芽
腫性病変を形成。症例 4 は全身性に壊死
性血管炎を形成。サーコウイルス 2 型（P
CV2）に対する免疫組織化学染色では全
例で病変部に陽性反応を認め、症例 4 で
は著明。PCV2の PCR検査は全例陽性で、
分子系統樹解析により症例 1 は北米型、
残りの 3 例はヨーロッパ型に分類。以上
の結果から豚サーコウイルス関連疾病と
診断。

356.一養豚農場におけるオーエスキー病に
対するこれまでの取り組み：山梨県東部
家保 牛山市忠、深澤矢利

当該農場は母豚 700 頭規模の繁殖農場
であり、神奈川県の A 種豚農場から繁殖
候補豚を導入し、子豚を生産し肥育専用 C
農場に出荷している。昭和 63 年、当該農
場で本県初めてのオーエスキー病の発生
を確認。平成 3 年に策定された「山梨県
オーエスキー病防疫対策要領」に基づき
当該農場のある D村を「清浄化推進地域」
とし、ワクチンの全頭接種と定期検査を
実施。平成 9 年から野外抗体陽性豚が確
認されなくなり、平成 12年「準清浄地域」
と変更するとともにワクチン接種を繁殖
豚のみとした。しかし、平成 16 年には野
外抗体陽性豚が確認され、A 農場でのワク
チン接種の不適や接種漏れのあった繁殖
候補豚の導入等が疑われた。その後、順
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次淘汰がおこなわれ、平成 20 年 10 月に
は野外抗体陽性豚の確認された世代の淘
汰が完了。引き続き、隣接県の管轄家保
と連携し、ワクチン接種指導や衛生対策
の強化指導を徹底することにより早期の
清浄化を達成したい。

357.長野県で確認された PCV2 Group1感
染症：長野県松本家保 林健
2008 年 5 月、管内銘柄豚飼育農場におい
て、離乳後事故率が増えたとの連絡があ
り病性鑑定を実施。削痩した肥育豚２頭
（54 日齢・63 日齢）を解剖したところ体
表リンパ節の腫脹を認めた。細菌培養で
有意な菌を分離せず、扁桃を用いた豚コ
レラ蛍光抗体法は陰性。扁桃、肺、リン
パ節の 10%乳剤を作成し、RT-PCR およ
び PCR 法による PRRS、PCV2 の遺伝子
検査を実施。PRRS の RT-PCR は陰性。P
CV2 PCRでは実施した全ての検体から特
異バンドを検出。病理組織検査では、リ
ンパ濾胞の萎縮・消失と好塩基性細胞質
内封入体の形成を確認。免疫組織化学染
色では抗 PRRSV 血清では反応は認められ
ず、抗 PCV2 血清で反応が認められた。P
CR 増幅産物の塩基配列を特定したとこ
ろ、長野県で初めての PCV2 Group1であ
ることを確認。2008 年、PCR 検査で PC
V2陽性であった５検体を確認したところ、
１検体が Group1 であった。２つの農場に
関連はないことから、それぞれ別の経路
で侵入したと思われる。

358.養豚巡回を活用した豚コレラ清浄度監
視の推進：長野県飯田家保 安藤順一

豚コレラ抗体陽性豚が摘発された場合
の迅速な対応が必要となるため、豚コレ
ラ清浄度監視に係る抗体検査の採材をと
場採血から農場採血に変更。これにより
豚のストレスや保定等の農家負担が生じ
ることから、当所が以前から実施してき
た生産性向上のための養豚巡回を活用し
た豚コレラ検査の実施について検討。獣
医師、JA 等と５～７月に打合せを行い、
本年度の養豚巡回には、豚コレラ採血と
獣医師の参画をプラスすることとした。1
3戸 130頭の豚コレラ抗体検査を実施
し、１頭の疑陽性豚を確認したが、養豚
巡回データの活用により、迅速な対応が
できた。今回、関係機関等と一体的に推
進した清浄度監視体制は、家畜伝染病に
係る危機管理体制構築面からも有用と示
唆された。

359.長野県の牛ウイルス性下痢ウイルスに
よる豚コレラ ELISA 陽性事例：長野県松
本家保 宮本博幸、林健
豚コレラ(CSF)の抗体保有状況調査で長野
県では平成 16 年度から ELISA を導入。

平成 17 年から 20 年の 4年間で 4件の EL
ISA 陽性・疑陽性事例を確認。すべての
事例で確認検査を実施し、CSF を否定。
事例は繁殖母豚 2 件、肥育豚 2 件で農場
は繁殖農場 1 件、一貫農場 3 件。3 事例で
牛ウイルス性下痢ウイルス(BVDV)の感染
を確認。BVDV の感染経路は不明。ELIS
A 陽性を確認した繁殖母豚の 1 年前の保
存血清から BVDV 抗体を確認した事例あ
り。県内の繁殖母豚の BVDV 抗体保有状
況を調査するため、平成 20年 4月から 12
月までに実施した病性鑑定等の血清 25 農
場 217頭を用い中和試験を実施した結果、
3農場(12.0%)4頭(1.8%)で 2～ 8倍の抗体
を検出。これらの検体は ELISA 陰性を確
認。ELISA 陽性時には BVDV 感染が疑わ
れる事例があることから、CSF 否定に伴
う BVDV 抗体保有の確認の必要性を再確
認。

360.豚繁殖・呼吸器障害症候群 (PRRS)初
発農場の繁殖障害・呼吸器病低減に向け
た衛生対策: 静岡県東部家保 田崎常義、
影山実

母豚 200 頭規模の一貫農場で、平成 20
年 3 月下旬、流産、分娩前後の発熱及び
食欲廃絶、哺乳豚に虚弱、下痢及び死亡
率が増加。発症豚 3 頭について病性鑑定
実施。PRRSV 抗体陽性、血清及び臓器乳
剤で PRRSV 遺伝子を検出し PRRS と診
断。更に全てのステージで、PRRSV 抗体
及び遺伝子が検出され農場内に広く PRRS
V が浸潤。対策として、感染豚と接触する
方法で母豚へ免疫付与、分娩房の乾燥、
石灰塗布、通路の石灰散布を徹底。しか
し、哺乳期事故率が再度増加したため、
母豚全頭に PRRS 生ワクチンを接種し免
疫安定化を図った結果、哺乳期事故率は
発症前の状態に改善。一方、約 20%の育
成豚で呼吸器症状を伴う発育不良が見ら
れたため、発症豚 3 頭の病性鑑定実施。
リンパ組織で PCV2封入体散見、PCV2免
疫染色陽性、血清 PRRSV 遺伝子を検出し
たため離乳後多臓器不全症候群と診断。P
RRS 対策を含め PCV2 ワクチン接種、育
成豚舎消毒を徹底し、育成率向上が可能
と示唆。

361.静岡県内における豚日本脳炎ウイルス
及び豚パルボウイルスの浸潤状況調査：
静岡県中部家保 戸塚忠

養豚一貫経営農場（7 戸）への聞き取り
調査の結果、流産発生率が 10 ％以上の農
場（1 戸）を確認。県内における豚流産に
関連したウイルス病の病性鑑定依頼は少
なく、近年は豚日本脳炎ウイルス（以下 J
ED）及び豚パルボウイルス（以下 PPV）
についての定期的な調査は未実施。そこ
で、HI 抗体検査及び PCR 検査による両
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ウイルスの県内の浸潤状況を調査。JED
は、ワクチン接種農家においても母豚で
抗体陰性の個体が散見され農家毎のバラ
ツキが大きく、育成豚（5 ヶ月齢）の検査
では、平成 19 年 8、9、11 月及び 20 年 1
月に採材した検体に 160 ～ 640 倍の抗体
を認め JED 感染を確認。PCR 検査は全て
陰性。移行抗体の消失時期から推定し、
秋以降に感染があった可能性も示唆され、
年間を通じた浸潤状況調査及びワクチネ
ーションの再確認が必要。PPV について
は、検査した 29 検体中 28 検体で抗体を
確認。PCR 検査は全て陰性。育成豚の抗
体価が高い農場ほど事故率は高い傾向。

362.豚サーコウイルス関連疾病 (PCVAD)
発生と遺伝子型別：奈良県家保 武平有
理子、恵美須裕子

管内の養豚場における豚サーコウイル
ス 2 型(PCV2)の浸潤状況と遺伝子型を調
査。また、奈良県では初めて PCVAD の
発生を確認し、併せて報告。PCV2 は、P
CR 検査で 4/5 農場が陽性。発生農場は、
他農場より陽性率が高く、後に子豚の下
痢が治まらず、死亡が急増。立入時の離
乳後事故率は 11.4 ％に上昇しており、下
痢以外に呼吸困難、削痩そしてひね豚が
目立った。剖検ではリンパ節の腫大が顕
著で、リンパ節を含む主要臓器が PCV2
陽性。リンパ組織ではリンパ球減少、多
核巨細胞やブドウの房状の細胞質内封入
体を認め、免疫組織化学的検査で PCV2
抗原を確認。また、Mycoplasma hyorhin
is も混合感染。遺伝子型は、下痢が目立
ち始めた頃と一致して北米型からヨーロ
ッパ型に移行。他農場は、日本型・北米
型という従来の型。発生農場ではマデッ
クの 20 原則をはじめ、迅速にワクチン接
種を開始。その結果、接種豚に関しては
良好に経過。他農場には家保だよりの発
送により、農場防疫を周知徹底。

363.養豚農場疾病損耗低減の取組み：山口
県西部家保 神崎登史、國吉佐知子

母豚 200 頭規模の一貫経営農場で、H1
9 年に出荷日齢延長等 PCVAD が疑われ、
離乳後死亡率(離乳後死亡頭数/肉豚総数)は
月 2%程度で推移。H20 年当初の豚丹毒発
生により、環境細菌検査と抗体検査及び P
CV ワクチン(vac)接種豚と発育不良豚の病
性鑑定を実施。離乳舎で消毒前後のフィ
ーダー内から豚丹毒菌検出。抗体は PRRS
のバラツキ、SE、APP は全頭陽性。病性
鑑定結果、PCVvac 接種の有無に関わらず
PCV 特異遺伝子検出。未接種豚の特徴的
な病変から、PMWS と診断。検査結果か
ら消毒未実施の肥育舎で消毒を実施し、
豚丹毒菌を分離した離乳舎で消毒の徹底、

消毒後の十分な乾燥と石灰乳塗布を指導。
豚舎毎の管理を分業化。H20 年離乳後死
亡率は月 1%程度で推移。vac 未接種豚に
一時的な死亡率増加や PMWS がみられ、
vac の有効性から中止していた vac 接種を
再開。本農場に適した vac プログラム等
を検討し、オールイン・オールアウトを
含めた飼養環境改善指導で、損耗率低減
を計り養豚経営改善の一助とする。

364.豚呼吸器病症候群（PRDC）発生
農場における検査と対策：徳島県西部
家保 松英百合子、阿部敏晃

母豚 200 頭、肥育豚 1,600 頭を飼養す
る一貫経営養豚場で 2007 年 9 月から 200
8 年 3 月にかけて、離乳豚及び肥育前期の
豚で発育不良、死廃が増加。
2007 年 11 月実施の抗体検査で、豚繁

殖・呼吸障害症候群（以下 PRRS）ｳｲﾙｽ及
び豚ｻｰｺｳｲﾙｽ 2 型（以下 PCV2）のまん延
を確認。
2008 年 2 月から 10 月までに 57 頭の死

亡豚を病性鑑定、主病変は胸腔に限局、
病理組織学的に、うち 39 頭に間質性肺炎
が見られ、21 頭に PCV2 封入体、29 頭に
PRRS 抗原を確認。また、二次感染として
ｸﾞﾚｰｻｰ病、ｻﾙﾓﾈﾗ症、ﾚﾝｻ球菌症、ﾊﾟｽﾂﾚﾗ
症等の日和見感染を伴っており、PRRS、
PCV2 を一次要因とする豚呼吸器症候群
（以下 PRDC）と診断し、これらによる
死廃の増加と判断。

対策として、ﾜｸﾁﾝ等衛生対策ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑの
変更、繁殖候補豚の PRRS 馴致、離乳豚
の飼養管理の改善、PCV2 ﾜｸﾁﾝ接種等を実
施中であり、肥育豚死亡数減少、離乳舎
内の発育不良豚減少等改善傾向。

365.豚サーコウイルス 2 型の遺伝子型別
調査及び病原性について：愛媛県家畜病
性鑑定所 徳永康子、谷修

豚サーコウイルス 2 型(PCV2)の遺伝子
型はアメリカ型やヨーロッパ型等に分類
され、ヨーロッパ型は欧米で高い事故率
の原因とされ問題となっている。今回、
本県での遺伝子型別調査を行うとともに
その病原性について検討。平成 20 年度に
当所へ搬入された PCV2 検出材料 10 検体
を用いて北米型(2a 型)、ヨーロッパ型(2b
型)の Nested-PCR による遺伝子型別を実
施。病原性の診断基準は、PRRS の関与、
臨床所見、解剖所見、細菌等感染の有無、
病理学的組織所見とした。遺伝子型別成
績では、2a 型；3 検体、2b 型；2 検体、2
a+2b 型;1 検体で、4 検体は両特異遺伝子
の増幅なし。病原性は、2a 型は PRRS や
細菌感染等との複合感染症、2b 及び 2a+2
b 型は PRRS や細菌等感染がなく、PCV2
の特徴的病理所見により、PCV2 が主要因
と考えられた。型別不明株の病因は細菌
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感染等。本県でも PCV2 の 2b 型が確認さ
れ、既報のとおり他疾病の関与がない場
合でも高病原性起因になることが認めら
れた。

366.オーエスキー病抗体陽性農場の清浄化
事例：熊本県城北家保 滝川晋史、島村
勝則

平成 13年 6月、オーエスキー病（AD）
清浄度確認検査の際、1 農場で抗体陽性豚
37 頭を確認。経営及び飼養規模からオー
ルアウトは困難であり、ワクチン接種を
行いながら野外抗体陽性豚の淘汰を進め、
清浄化を推進。また、城北地域 AD 協議会
（協議会）を開催し、他機関との連携を
強化。当初確認された野外抗体陽性豚の
全頭淘汰は、平成 14 年 3 月に完了。翌年
の平成 15 年 3 月に全頭のワクチン接種を
中止。さらに、当所が主体となり、空舎
期間に消毒を実施。清浄性の確認のため、
平成 15 年 1 月から同年 11 月まで、おと
り豚を用い、陰性を確認。平成 17 年から
繁殖豚全頭および肥育豚の検査を実施し、
ワクチン接種豚の出荷を促進。平成 20 年
7 月、繁殖豚全頭、肥育豚 30 頭の抗体検
査において、全頭の抗体陰性を確認。清
浄化達成後、協議会にて、県要領改正お
よび検査成績に基づき、ステータスⅣへ
の移行について協議。県 AD協議会を通じ、
移行目標および段階目標の達成を報告。

367.豚サーコウイルス 2 型野外浸潤調査
及び検査法の検討：大分県大分家保 坂
田真友子
1．野外浸潤調査：2001 年度採材 61 農

場 484 検体、2006 年度採材 72 農場 935
検体の血清を用い IFA を実施。2001 年度
及び 2006 年度の農場陽性率はそれぞれ 8
5%（ 52/61)、 99%（ 71/72）、頭数の陽性
率は 72 ％（347/484）、91%（848/935）。
県下の農場に PCV2の急速な浸潤を確認。
2．PCV2 検査法の検討：4 農場 83 検体の
血清から DNAを抽出、TaqMan probe法
にてリアルタイム PCR を実施し、14 検体
から抗原検出。遺伝子量は 8.7×103から 7.
2×107copy/μ l。同 14 検体の IFA 抗体価
は 4 倍未満から 20480 倍。遺伝子量と抗
体価の間に関連性は認められず。このこ
とから、抗体検査のみでは農場の指導が
困難であり、リアルタイム PCR を用いた
遺伝子の検出及び定量を併用することに
より、日齢ステージにおけるウイルス動
態の把握が可能。今後は検体数を増やし、
農場の事故率や環境などと併せて考察し、
農場の指導に役立てたい。

368.オーエスキー病清浄化に向けた取り組
み：宮崎県都城家保 丸本信之、久富一

郎
2008 年 6 月、国の防疫要領の改正を契

機に、清浄化について再検討。生産者自
らがどのような考えであるかを把握する
ことが優先であることから、全農場を対
象にアンケート方式による意向調査を実
施。調査の結果、ワクチンの接種状況は、
全頭接種農場 31％、一部接種農場 39％、
未接種農場 30 ％。清浄化については、91
％の農場が賛同する一方、明確に協力を
拒否する農場が 2 ％あった。多くの農場
が清浄化に賛同していることから、同年 1
0 月に地域協議会を設置し、防疫要領に基
づく地域区分を合併前の旧市町村とし、
原則として全地区ステータスⅡから始め、
5 年間で清浄化することを確認。今後、清
浄化を進める上で、ワクチンの全頭接種
と定期的な抗体検査は必須となるが、農
場数 400、母豚 5 万頭を越える全国有数の
養豚密集地である当地域においては、生
産者や市町を初めとする関係者に加え、
民間獣医師との協力体制の構築は喫緊の
課題。

369.ヨーロッパ型の豚サーコウイルス２型
が関与した豚サーコウイルス関連疾病：
宮崎県宮崎家保 片山貴志

母豚 170 頭規模の一貫経営農場で事故
率の上昇、50 日齢の発育不良豚の病性鑑
定。剖検時、肺全域が暗赤色化、リンパ
節は腫大。肺の病理組織検査で、広範囲
な化膿性気管支肺炎および間質性肺炎に、
肺胞上皮の著明な腺腫様増生や重度の肺
胞壊死を併発。リンパ組織では、リンパ
球減少および網内系細胞増加。さらに、
好塩基性細胞質内封入体散見。豚サーコ
ウイルス２型 (PCV2)抗原が肺およびリン
パ節に確認され、ヨーロッパ型の PCV2
特異遺伝子が検出されたことから、県内
で初めてヨーロッパ型の PCV2 が関与し
た豚サーコウイルス関連疾病と診断。飼
養環境改善および母豚や哺乳豚への PCV2
ワクチン接種により事故率軽減、農場内
へのウイルス侵入が事故率上昇の要因と
なっていたことが示唆。離乳豚房間の接
触が容易であり、離乳前期に PCV2 感染
が成立していたと推察。ワクチンの継続
投与に加え、離乳期における飼養衛生管
理の徹底および水平感染を抑制するピッ
グフロー導入の検討が必要。

370.管内一養豚場の生産性向上への取り組
み：鹿児島県鹿児島中央家保 阿達美紀

平成 19 年 4 月～平成 20 年 10 月に繁殖
母豚 50 頭規模のバークシャー種飼養の一
貫経営農場を対象に事故発生状況、飼養
密度等農場調査、繁殖豚全頭、肥育豚ス
テージ毎 PRRS 検査および期間中に死亡
または衰弱した豚 7頭の病性鑑定を実施。
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年間事故率は 15%弱。飼養密度は肥育豚
において 80 ～ 150 日齢は平均 1.0 ｍ 2 ／
頭、150 日齢～出荷まで 1.71 ｍ 2 ／頭。
PRRS 検査は繁殖豚全頭検査では抗体陽性
率 49.2 ％、産歴が進むにつれて陽性率が
高くなる傾向があった。肥育豚ステージ
毎では抗体陽性豚は平成 19 年は約 90 日
齢から平成 20 年は約 180 日齢から認めら
れた。病性鑑定では母豚 1 頭が下垂体膿
瘍、子豚４頭が豚レンサ球菌症と診断（そ
の他 2 頭は不明）。飼育密度は適正だが空
舎を設けるほどの余裕がなく豚房毎のオ
ールイン・オールアウト出来ないことや
飼養衛生管理の失宜等より既存の豚レン
サ球菌症等の疾病が発生し事故率の上昇
を招いていると思われた。

Ⅱ－２ 細菌性・真菌性疾病

371.北海道上川管内一養豚場における豚増
殖性腸炎対策の効果と課題：北海道上川
家保 久保翠、開理奈
Nested PCR法を用い豚増殖性腸炎（P

PE）発生農場で Lawsonia intracellularis
（Li）浸潤調査を実施。結果、陽性率は
哺乳期 0 ％、離乳直後 60 ％、離乳 1 カ月
20 ％、離乳 2 カ月 100 ％。Li は離乳直後
から糞便中に排菌され感染が拡大すると
推察、離乳直後から 1 カ月間の投薬と環
境改善など水平感染防止対策を指導。一
年後、対策の効果判定と母豚の浸潤度把
握のため同様の調査を実施。結果、哺乳
期 0 ％、離乳直後 40 ％、離乳 1 カ月 25
％、離乳 2 カ月 0 ％で、離乳直後と離乳 2
カ月の陽性率が低下。対策開始後は農場
での発症豚や、と畜検査データでの PPE
発生はなく、育成期の水平感染防止対策
の成果と推察。また、母豚の浸潤率は 43
％と高く、母豚が感染源の一つと推察。
一方、投薬だけでは離乳後の感染拡大の
防止を完全抑制できないことが示唆。PP
E 清浄化には、投薬のみならず水平感染防
止に重点を置いた飼養衛生管理面の対策
強化と清浄母豚群への順次置換が必要。

372.食肉検査データをリアルタイムに活用
した豚水腫性大腸炎清浄化対策―チーム
による取組み―：北海道釧路家保 小林
亜由美、丸谷敏博

平成 18 年、管内 3 農場のと畜場搬入豚
で水腫性大腸炎が多発。水腫性大腸炎は
豚赤痢の特徴病変の一つで、豚赤痢が全
部廃棄措置の対象であることから大きな
経済的損失を招く。また、慢性例では臨
床症状に乏しく農場での発見及び清浄化
が困難。そこで、関係機関で清浄化対策
チーム（チーム）を編成し、水腫性大腸
炎から効率に分離した Brachyspira hyodi
senteriae 防除を主とした飼養衛生管理・

投薬プログラム等総合的な対策を実施。
清浄化レベルは食肉検査時の水腫性大腸
炎廃棄率、細菌及び病理組織学的検査結
果で検証し、リアルタイムにチーム内で
成績を共有。これにより、問題の早期発
見と迅速な原因究明・対応が可能となり、
廃棄率の早期低下や清浄化につながった。
食肉検査データは慢性疾病の有病率の指
標や清浄化対策の効果判定として非常に
有用で、今後も関係機関で連携した原因
究明と対策により、生産性の向上、安全
な食肉の供給に寄与していく。

373.豚赤痢清浄化への取り組み：青森県十
和田家保 宮沢郷子、太田智恵子

下痢を呈し死亡する豚が増加し生産者
から病性鑑定依頼を受けた T 農場と、と
畜検査で出血性大腸炎の廃棄が新たに認
められ食肉衛生検査所から衛生指導の依
頼があった H 農場について立入検査をし
たところ、豚赤痢と診断したため清浄化
対策を実施。農場はともに一貫経営、T 農
場は繁殖母豚 150 頭、県外種豚場からの
導入歴があり平成 17 年 1 月に本病発生。
H 農場は繁殖母豚 85 頭、家畜商からの導
入歴があり平成 18 年 5 月に本病発生。清
浄化の指標として、と畜場フィードバッ
クデータ（出血性大腸炎の月間廃棄率、
以下 FBD）を活用し、計画的に豚赤痢菌
検査（糞便の直接と抹標本および PCR 検
査）を実施。併せて①投薬プログラムの
検討②消毒の徹底③ピッグフローの改善
④ねずみおよび衛生害虫の駆除⑤清浄豚
の導入⑥適正な飼養密度の維持をポイン
トに定期的な衛生指導を実施。結果、T 農
場は対策実施 43 ヵ月後から、H 農場は 1
4 ヵ月後から FBD で出血性大腸炎は確認
されず、豚赤痢菌検査ではいずれも 3 ヵ
月後から確認されず、清浄化を達成。

374.肥育豚で発生した Salmonella Choler
aesuis 感染症の県内初発例：岩手県県北
家保 長谷川和弘、井戸徳子

養豚一貫経営農場において、90 日齢前
後の肥育豚が発熱、下痢、耳翼及び腹部
のチアノーゼを呈して死亡。発病豚３頭
について病性鑑定実施。肝にチフス結節
多発、腸間膜リンパ節に壊死巣あるいは
化膿巣、間質性肺炎及び化膿性気管支肺
炎等。諸臓器より硫化水素非産生の Salm
onella Choleraesuis （SC）分離。扁桃、
肺、腸間膜リンパ節から PCV2 遺伝子検
出。岩手県初の SC による豚サルモネラ症
と診断。浸潤調査として、同居豚を対象
に起因菌の分離、抗体検査実施。SC 分離
は 2/120 頭（直腸スワブより）、抗体保有
は 68/100 頭で発生の見られた肥育豚舎で
の感染を推察。分離株は遺伝子解析によ
り関東地方分離株と類似したが疫学的関
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連は確認されず。発症要因として、PCV2
感染及び豚舎移動に伴う環境変化などの
ストレスの影響を推察。防疫対策として、
感受性薬剤の飼料添加、発症豚の淘汰、
石灰乳塗布等による豚舎消毒の徹底。発
生から約２か月で終息。

375.ハイヘルスな養豚場における増殖性出
血性腸炎の集団発生：山形県置賜家保
本田光平、小嶋暢

母豚 500 頭、種雄豚 30 頭を飼養する一
貫経営農場において、繁殖豚で Lawsonia
intracellularis（Li）による増殖性出血

性腸炎（PHE）が発生。畜舎は平成 16 年
に新築。繁殖舎、離乳舎および肥育舎は
それぞれ独立し、ウインドウレス構造。
平成 20 年 8 月下旬より繁殖舎で血便を呈
する母豚・種雄豚が散見。血便の発生は
繁殖舎のみ。9 月中旬までに約 80 頭が下
痢及び血便を呈し、11 頭が死亡。9/11 ～
15 に死亡した母豚 4 頭について病性鑑定
を実施。全頭で空回腸粘膜の出血、偽膜
形成等を確認。空回腸内容の Li PCR陽性。
Warthin-Starry 染色で腸陰窩上皮細胞内
に湾曲する小桿菌を多数確認。また、免
疫組織化学的染色で腸管の粘膜固有層及
び陰窩上皮細胞内に Li 抗原を確認。対策
として、タイロシンによる治療を指導。
また、繁殖豚移動後のストールの洗浄・
消毒の徹底等、衛生管理を指導。今回の
事例は、ハイヘルスな繁殖舎に Liが侵入、
急激な気温変化のストレス等により繁殖
豚に突発的な PHEが発生したと推察。

376.過去 11 年間の庄内地域における豚由
来 Pasteurella multocidaの病原学的検索
：山形県庄内家保 佐々木志穂

豚由来 Pasteurella multocida(P.m)保
存菌株(40 戸 108 頭 112 株)の病原検索実
施。皮膚壊死毒素(DNT)遺伝子検索(PCR)
は、101 株非産生。うち莢膜抗原(A、D、
B)型遺伝子検索(PCR)で、A 型 62 株、D
型 19 株、不明 20 株。莢膜抗原型別と分
離豚の鼻甲介病変、PRRSV、PCV2、M.
hyopneumoniae(Mhp)、M. hyorhinis(Mh
r) 、肺炎起因菌（S.suis、A.pleuropneum
oniae、H.parasuis）の関連性検討。鼻甲
介病変は、A型で正常･軽度、D型で軽度･
中程度の割合が高い。PRRSV は、A型 69
％、D 型 93%が陽性。一方 A 型で 31%陰
性。PCV2は、A、D型共に 90%以上陽性。
Mhp は、A、D 型共に 60%以上陰性。Mh
rは、A型で陽性 52%、陰性 48%。肺炎起
因菌は、A 型 36%、D 型 37%陽性。DNT
非産生 A 型の病原性について今後検討必
要。

377.管内豚肥育農場で発生した豚サルモネ
ラ症の清浄化：福島県県南家保 秋元穣、

泉裕之
平成 19 年 8 月 22 日、県外食肉センタ

ーで、管内肥育農場の出荷豚 1 頭で、肝
臓に出血及び壊死、細菌検査で Salmonell
a Choleraesuis（SC）を分離、サルモネ
ラ症と診断。連絡を受け立入検査を実施、
導入後 30 日から呼吸器症状、軟便、死亡
頭数の増加。飼養豚、環境等の細菌検査
を実施、SC は分離されず ELISA 抗体検
査で肥育後期で高い陽性率を確認、農場
内のまん延を示唆。立入検査を継続、発
育不良豚 2 頭の病性鑑定を実施、解剖豚 1
頭の肺門リンパ節から SC を分離。県外食
肉センターで分離された SC 株の分与を受
け、プラスミドプロファイル、薬剤感受
性試験で同一株と確認。管理獣医師、飼
養者と検査結果等の情報を共有、豚舎毎
のオールインオールアウト、感受性薬剤
の投与等衛生対策を強化、10 月の 14 頭を
ピークにと場廃棄は減少、Ｈ 20 年 1 月以
降現在まで廃棄はなく、その後の抗体検
査でも全頭陰性を確認、清浄化達成。

378.Salmonella Typhimurium による豚
サルモネラ症の発生：福島県県中家保
大西英高、鈴木美奈子

平成 20 年 10 月 29 日、母豚 69 頭を飼
養する一貫経営の養豚農家で離乳子豚に
水様性の下痢症が発生。離乳子豚 3 頭の
病性鑑定を実施。剖検で腸管壁の肥厚、
粘膜面の偽膜付着、腸間膜リンパ節の腫
大を確認。細菌検査で小腸粘膜と肝臓か
ら Salmonella Typhimurium（ST）を分
離。病理組織検査で壊死性の腸炎と肝臓
の多発性巣状壊死を確認。以上の結果か
ら ST によるサルモネラ症と診断。農場の
ST 汚染状況を把握するため糞便 74 検体
と環境材料 18 検体について菌分離を実施
した結果、子豚の糞便 1 検体と環境材料 7
検体から ST を分離。清浄化対策として、
衛生管理の徹底や感受性抗生物質による
治療等を指導。畜主の衛生意識が希薄で
対策が不十分だったこともあり、12 月中
旬の 2 回目の検査でも依然として広範な
汚染を確認。引き続き畜主の衛生意識向
上のため濃密な指導を行うとともに定期
的な細菌検査を実施し、早期清浄化を図
る予定。

379.管内豚丹毒発生事例とその対策：群馬
県中部家保 長澤泰子

平成 20 年 8 月から 11 月にかけ、管内
養豚農場で肥育豚の集団突然死や菱形疹
発現、流産等が続発。4 戸で病性鑑定を実
施し豚丹毒と診断。ペニシリン製剤の投
与と不活化ワクチン接種および消毒の徹
底を指導。また、抗体検査からワクチン
接種適期を指導。発生農場のうち 3 戸で
は過去数年間、豚丹毒ワクチン未接種。
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一農場では一か月で約 370 頭もの肥育豚
が死亡したが、家畜保健衛生所への連絡
は発生 2 週間後であり、初期対応の遅れ
が被害拡大の要因。本事例から、豚丹毒
を含む基礎的疾病のワクチン接種の重要
性を再認識。さらに、管内の伝染病発生
を速やかに把握できなかったことは大き
な課題。同農場での発生後、直ちに管内
の全養豚農場および関連機関に広報を配
布して注意喚起。これにより病性鑑定依
頼や問い合わせが増加、以降の発生では
迅速な通報が実現。今後は適切なワクチ
ン接種とともに、的確な防疫対応につい
て引き続き指導が必要。

380.現状の豚丹毒抗体検査法による農家指
導の問題点：群馬県西部家保 野末紫央

豚丹毒抗体検査法として現在実施して
いるラテックス凝集反応（LA）は、農場
やワクチン接種の有無等による差が認め
られず、成績を農家指導に結び付けにく
いのが現状。そこで 9 農場 148 検体につ
いて LA、生菌凝集反応（GA）および感
染防御抗原 SpaA を抗原として感度と特異
性が高いと報告がある ELISA 法（SpaA-
ELISA）による成績を比較し、農家指導
につながる検査方法を検討。LA ではほぼ
すべての検体が抗体を保有し、農場等に
よる差は不明確。一方 GA と SpaA-ELIS
A では 60%以上が抗体陰性であり、陽性
豚の多くはワクチン接種豚または繁殖豚。
GA と SpaA-ELISA は農場の状況を反映
する検査法と推察。管内 61 農場 281 頭の
60 日齢肥育豚の抗体保有状況調査の結果
GA による抗体保有豚は 7 頭であり、繁殖
豚にワクチンを接種しても子豚は 60 日齢
以前に移行抗体が消失。本病の防疫対策
には現状では GA による抗体検査と肥育豚
に対する早めのワクチン接種が必要。

381.Arcanobacterium pyogenesによる豚
の多発性膿瘍：埼玉県熊谷家保 亀田光
澄 埼玉県中央家保 油井武

平成 19 年 6 月、肥育豚約 8,000 頭を飼
養する農場で導入後の肥育豚に発育不良
がみられた。発育不良と軽度の下痢を示
した 15 週齢肥育豚 1 頭の病性鑑定を実
施。病理学的検査では、剖検で肝臓や脾
臓の漿膜、心外膜および結腸の漿膜に約 0.
5 ～ 2cm 大の結節様物が多数形成。組織
学的に結腸の漿膜の結節様物は膿瘍、中
心部の膿に石灰化と硫黄顆粒。膿瘍のみ
られた臓器のグラム染色で漿膜や膿瘍に
グラム陽性短桿菌が散在。免疫組織化学
的検査でグラム陽性短桿菌に一致し、抗
Arcanobacterium pyogenes（Ap）家兎

血清に対する陽性反応。細菌学的検査で、
肝臓、脾臓、腎臓、心臓、肺および胸水
から Ap 分離。肝臓の分離株で 16SrRNA

遺伝子領域の 720 塩基配列を決定、Gene
Bank の同配列遺伝子と比較し、Ap との
相同性は 99 ％。以上から、Ap による豚
の多発性膿瘍と診断。Ap は様々な器官に
膿瘍を形成するとされるが、本症例のよ
うに多臓器の漿膜に多発性に膿瘍が認め
られた報告はみあたらなかった。

382.健康豚由来大腸菌の薬剤感受性調査：
埼玉県川越家保 伊藤麗子、鈴木智

薬剤耐性菌の動向把握と抗生物質の適
正使用の指標とするため、H19 ～ 20 年度
に 1 養豚組合(12 戸)の健康繁殖豚主体に
糞便由来大腸菌(EC)97 株の 13 剤に対す
る薬剤感受性を調査。うち 4 戸は離乳後
下痢由来大腸菌 (ETEC;LT・F18 保有 )の
薬剤感受性試験成績と比較。分離 EC の 7
5 株で 10 剤に耐性。各薬剤の耐性率は全
国調査の傾向とほぼ一致。CEZ、FOM は
耐性株なし。耐性パターンは単剤～ 8 剤
耐性で 30 株が 4 剤以上耐性。ETEC は E
C の耐性発現状況と農場ごとにほぼ一致
し、3 ～ 9 剤耐性。各農場とも抗生物質は
適正使用されていたが、今回調査から繁
殖豚でも多剤耐性菌が高率に発現してい
ることを確認。全国調査の傾向や ETEC
の耐性発現状況とほぼ一致したことは、
耐性獲得状況が相互に関連することを強
く示唆。自家育成による母豚更新が主体
の農場において、薬剤耐性菌の排除が困
難となる要因の一つと推察。

383.毒素原性大腸菌による離乳子豚の急死
例：東京都家保 内田茂、岩倉健一

平成 20 年 7 月、離乳後 10 日前後の栄
養良好な子豚が、顕著な下痢を示さず続
いて死亡、死亡豚 3 頭を病性鑑定。この
子豚は母豚が各々異なった。剖検所見は、
空回腸充血感、ガス貯留、血様水様物以
外著変認めず。ウイルス学的検査は陰性。
細菌学的検査で、3 頭の空回腸内容物から
107cfu/mL 以上の大腸菌を分離。本菌はβ
型溶血性、リジン脱炭酸陰性等の性状、
血清型別は市販の抗血清で該当せず。ア
ンピシリン、クロラムフェニコール、ト
リメトプリムに耐性、易熱性エンテロト
キシン（LT）遺伝子、F18 線毛遺伝子の
PCR 検査で特異的なバンドを確認。検査
結果から、LT 産生毒素原性大腸菌（ETE
C）と判断。分娩舎・離乳舎の清掃、消毒
の徹底、抗菌剤の投与により沈静化、し
かし 9月に離乳子豚が同様の症状で死亡。
検査の結果、7 月と同様の性状を示す ET
EC を分離。清浄化に向けて、検査方法、
ワクチンや抗菌剤等の使用方法等をさら
に検討中。

384.県内の病性鑑定豚から分離された Sal
monella Choleraesuis の性状：神奈川県
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病鑑 小菅千恵子、稲垣靖子
県内の病性鑑定豚では平成 9 年以降、2

2 件 28 頭から Salmonella Choleraesuis
(SC)を分離。年度別分離状況は 9、10 年
が各 4 件、その後は減少し、20 年は 4 件
5 頭と増加傾向を認め、その性状について
比較検討。6 市 15 戸に分布し、日齢別で
は 60 ～ 120 日齢未満が半数を占め、共通
して削そう、チアノーゼ、発咳等を認め
た。PCR 検査で PCV2 特異遺伝子を 20
年 SC 分離豚全頭から検出。分離菌の生物
学的性状は 40 株中 37 株が Kunzendorf
型、12 年 1 戸 3 株のみ Choleraesuis 型。
薬剤感受性検査（一濃度ディスク法）は 9
5％の株が SM、OTC に耐性、農場毎に同
様の耐性パターンを示した。プラスミド
プロファイルは 21 株中 20 株が 50kbp を
保有。Xba Ⅰ処理 PFGE パターンは 9、1
0 年のⅠ群、12 年のⅡ群、14 年以降のⅢ
群に大別、20 年の株は全てⅢ群に分類。
以上、近年分離の SC はほぼ同様の性状を
示し、20 年の増加は新たな SC の侵入で
はなく PCV2 等の他要因の関与によるも
のと考えられた。

385.Actinobacillus pleuropneumoniae(A
pp)血清型別抗体検査による新潟県下での
App 浸潤調査成績：新潟県中央家保 矢
部静、渡邊大成
1992 年から App の血清型別(1,2,5 型)抗

体保有状況を補体結合反応(CF)並びに 200
7 年以降 ELISA 法で調査、農場へ継続的
に情報提供。年間約 500 頭の肥育豚を対
象に、16 年間で延べ 1,148 戸 6,534 頭調
査。農場陽性率は全期間 2 型が高率(82 ～
100%)、当初から広く浸潤。一方、5 型の
農場陽性率は 1992 年 10%から 2006 年 7
3.2%と上昇傾向。今年度、農場内のステ
ージ別感染状況把握と 5 型浸潤確認を目
的に、20 戸 560 頭について抗体検査を実
施。全農場が肥育後期を中心に 2,5型陽性。
6 農場では約 30 日齢で移行抗体を保有、
移行抗体消失後の 60 ～ 90 日齢には感染
による抗体価再上昇を確認。App の病性
鑑定事例では、菌分離成績から移行抗体
消失時期での感染や、感染抗体が上昇す
る 3 か月齢頃での発症が示唆。1998 年以
降、県内では 5 型による経産豚や肥育末
期での急死例も発生。今後も浸潤調査並
びにステージ別調査を強化し農場への継
続的情報提供を図る。

386.豚抗酸菌症清浄化対策 :富山県西部家
保 中平里佳、山﨑仁之

管内 A 農場(母豚 420 頭)では H10 年か
らと畜場で抗酸菌病変による廃棄が高率
に推移。H18 年の母豚 50 頭の鳥型ツベル
クリン皮内反応（PPD 検査）では、産歴
が上がるに伴い陽性率が上昇。繁殖候補

豚 42 頭の調査では、導入後の経過に伴い
陽性率が上昇。以上より H18 年から分娩
母豚への抗生剤飼料添加を実施。H19 年
肥育豚 40 頭の追跡調査では陽性率が約 80
日齢で 3%、120 日齢で 42%、150 日齢で
45%。うち 19 頭の 150 日齢での PPD 検
査陽性率は 47%、と畜場での腸廃棄率は 8
4%。このことから子豚舎及び肥育舎での
水平感染が示唆されたため、H18 年から
分娩舎及び子豚舎で実施していた石灰塗
布を H20 年から肥育舎でも実施。また、
導入繁殖候補豚及びその産子の隔離飼育
を実施。隔離飼育後の繁殖候補豚 42 頭の
追跡調査では、導入後 6 ～ 7 ヵ月後でも
陽転は 1頭のみ。と畜場での腸廃棄率は、
H20 年 6 月 57 ％から 12 月 5 ％に低下。

387.豚胸膜肺炎の集団発生例：石川県北部
家保 高井光、黒坂正光
2008 年 2 月、母豚 145 頭を飼養する一

貫経営農場で、1 週間に 18 頭の肥育豚（3
～ 4 か月齢）が 1 ～ 3 日の経過で死亡、
立入検査時にはさらに 9頭の死亡を確認。
発生は一肥育豚舎に限局し、豚房は不定。
3 頭の死亡豚を病性鑑定に供試、剖検では
肺胸膜の線維素付着、胸膜の癒着、肺の
暗赤色肝変化、胸水、心嚢水の貯留がみ
られた。細菌学的検査では全例の心臓、
肺、胸水、心嚢水から Actinobacillus ple
uropneumoniae（A.pp）を、1例の心臓、
肺、胸水から Pasteurella multocida（P.
m）を分離。組織学的に線維素性壊死性胸
膜肺炎、出血を伴った化膿性気管支肺炎
を認めた。免疫組織化学的検査では全例
の肺病変で A. pp 2型抗原が強陽性、1例
の肺で P. m D 型抗原が弱陽性を示した
が、PRRS、PCV-2は全例陰性。以上より、
豚胸膜肺炎と診断。気温の変動、通報の
遅延などが誘因となり集団発生したと考
えられた。対策としてペニシリン系薬剤
を投与したところ、発生は終息した。

388.豚繁殖・呼吸障害症候群と Salmonell
a Choleraesuis の混合感染発生事例：静
岡県東部家保富士分室 閏間英之、室伏
淳一

管内の一貫経営養豚農家で、平成 20 年
7 月頃から死産頭数及び哺乳豚事故率が急
増したため、病性鑑定を実施。全 3 頭の
肝臓等から Salmonella Choleraesuis(SC)
が分離、組織所見では肝臓に特徴的なチ
フス様結節を確認。日齢ステージ毎の PR
RS 及びサルモネラの抗体検査の結果、PR
RSでは昨年度より有意に抗体が上昇(P<0.
05)、新たな株が侵入した可能性が示唆。
サルモネラ抗体の保有状況は昨年度全頭
陰性 (0/35)から、今年度 14.3%(5/35)に上
昇。以上から死産頭数及び事故率急増は P
RRS と SC の混合感染の可能性が示唆。P
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RRS 対策として①豚舎衛生管理の徹底、
②オールイン・オールアウトを前提とし
たピッグフローの見直し、③母豚群の免
疫安定化を、SC 対策として生菌製剤及び
感受性抗生物質の投与を指導。結果、哺
乳豚の事故率は 7 月生まれ群の 35.4%か
ら、11 月生まれ群の 1.2%にまで低下、S
C 対策後の細菌検査では糞便中から SC は
分離されなかった。

389.豚の Mannheimia varigena感染症：
静岡県中部家保 和久田高志

母豚 200 頭規模の一貫経営農家で、200
8 年春頃より起立困難と食欲不振を示す母
豚が散発、哺乳豚は発育不良、同腹の約
半数が死亡。病性鑑定を同腹 2頭（2日齢）
と別腹 1 頭（4 日齢）で実施。剖検では同
腹 2 頭の肝臓に針頭大の白斑。病理組織
学的に同腹 2 頭の肝臓ではグラム陰性桿
菌の集簇や好中球等の浸潤を伴う巣状壊
死が多発、菌塊周囲の炎症細胞は燕麦細
胞様に変形。菌塊は 2 頭の他臓器でも認
めた。同腹 2 頭の肝臓に抗 Mannheimia
varigena 抗体で免疫組織化学的染色を行
い、菌体や壊死巣に陽性反応を認めた。
細菌学的検査で同腹 2 頭の肝臓からグラ
ム陰性桿菌を分離、16S リボソーム RNA
解析にて M.varigena と同定。ウイルス学
的検査で 3 頭から PRRSV 特異遺伝子を検
出。本症例は PRRSV 垂直感染哺乳豚が日
和見的に M.varigena に臍帯感染と考察。
M.varigena は 1999 年に分類され、豚の
上部気道等から分離報告があるが、豚で
の病原性は不明。

390. Mannheimia varigena の性状、病
原性及び抗体保有状況：静岡県中部家保

野元孝子、川嶋和晴
哺乳豚の発育不良事例から Mannheimi

a varigena（以下 Mv）が分離され、生化
学性状、マウス及び豚における病原性、M
v 抗体保有状況について検討。分離菌は、
16S rRNA遺伝子の塩基配列解析により菌
種を決定。生化学的性状検査では、MacC
onkey 培地での発育性、糖加ブイヨンによ
るラフィノース、ソルビット及びラクト
ースからの酸産生性、オルニチンデカル
ボキシラーゼ反応が M. haemolyticaと異
なった。8週齢マウス 8匹及び 25日齢 SP
F 豚 3 頭に対し、107CFU の Mv を筋肉内
及び腹腔内に接種したところ、ほとんど
症状を示さずに耐過。どちらも、接種 7
～ 10 日後の剖検では肉眼的に著変はな
く、接種菌は回収されなかった。病理組
織学的検査では、豚 3頭とマウス 3匹で、
肝臓に炎症細胞の微小な集簇を確認。抗
体検査は、今回の分離菌を抗原とし、間
接赤血球凝集反応により実施。発生農場
の 30、60、90、120、150 日齢の肉豚各 3

頭、母豚 7頭のうち、150日齢 3頭と母豚
6 頭に抗体を確認。他の 7 農場調査では、
全農家が抗体を保有し、79 頭中 60 頭が陽
性。

391.抗体検査を活用した養豚場のサルモネ
ラ浸潤状況調査：静岡県西部家保 西村
恵、鈴木秀歌

管内の一貫経営養豚農場 11 戸について
ELISA 法によるサルモネラ抗体検査を実
施し浸潤状況を把握するとともに、ELIS
A 法の実用性を検討。さらに陽性農場の日
齢別抗体検査を行い、豚群のサルモネラ
汚染時期や農場内の広がりを調査。浸潤
調査の結果、サルモネラ症発生暦のある 1
戸を含む 5 戸（45.5 ％）で抗体陽性。陽
性農場の豚群および環境から菌分離を行
ったところ 4 戸で分離。また、抗体陽性
農場の日齢別菌分離と抗体検査の結果、
菌分離率は 90 日齢（24 ％）、抗体陽性率
は 150 日齢（56 ％）で高率に検出。以上
のことから糞便からの菌分離は排菌の時
期や抗生剤の影響を受けるが、それらに
左右されない抗体検査は農場単位でのサ
ルモネラ汚染を調査する上で有効と示唆。
さらに抗体陽性農場では菌、抗体ともに
肉豚舎へ移動した 90 日齢以降で検出さ
れ、肉豚舎の濃厚汚染が判明。肉豚舎の
清掃、消毒に重点を置いた対策を実施。

392.新設離乳豚舎における豚サルモネラ症
・ＰＲＲＳ混合感染症対策：三重県中央
家保 浅井麻実子、喜田宗敬ほか

当該農家は母豚 1800 頭規模の一貫経営
農家で、平成 19 年 12 月、離乳豚舎を新
設・稼動開始。平成 20 年３月、40 ～ 70
日齢離乳豚が下痢を呈して約 100 頭/月、
死亡。３頭の病性鑑定で肺、肝、脾、結
腸内容物から Salmonella Typhimurium
（以下 S.T）を分離。病理学的検査では間
質性肺炎を確認し、検査結果からサルモ
ネラとＰＲＲＳの混合感染と診断。当該
豚舎および周辺豚舎において環境サルモ
ネラ検査を実施、１/13 で S.T を分離。有
効薬剤投与、清掃・消毒の実施、豚舎毎
の専用作業衣および長靴の設置等を指導。
オールアウト後、重点的に発育不良豚の
病性鑑定を行うが S.T は分離はないもの
の引き続きＰＲＲＳの関与が認められ、
同年５月にはサーコウイルス２型感染症
の関与を確認。離乳舎においてＰＲＲＳ
関与が大きいと考えられる。母豚の免疫
安定化を図る方法で、分娩舎および離乳
舎のＰＲＲＳ清浄化対策を実施中。

393.管内一養豚農家で発生した豚連鎖球菌
症：三重県紀州家保 徳永到
2008 年 10 月、繁殖母豚 900 頭を飼育

する農家で 30 日齢の肥育豚 1 頭が急死し
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た。解剖所見で脳硬膜混濁が見られ、細
菌検査で全ての実質臓器からα溶血性レ
ンサ球菌（Streptococcus suis）が分離さ
れた。病理組織検査で、大脳・脳幹・小
脳に化膿性髄膜脳炎が確認され Streptoco
ccus suis血清型 2型免疫ウサギ血清を用
いた免疫染色で小脳髄膜の病変に陽性抗
原が認められたことから、豚連鎖球菌症
と診断した。当該農場では 9 月以降同様
の離乳豚の死亡が散発しており、複合感
染症の存在確認の為、30 ～ 70 日齢離乳豚
の豚サーコウイルス 2 型（ＰＣＶ 2）ＰＣ
Ｒ検査、ＰＲＲＳ抗体ＥＬＩＳＡ検査を
実施したところ、ＰＣＶ 2は検出されず、
ＰＲＲＳ抗体も陰性であった。また飼育
環境の確認の為、2 つの離乳豚舎内の温度
変化を記録検討したところ、事故率の高
い豚舎では一日温度差が大きい傾向にあ
り、温度環境が疾病発生に影響している
事が示唆された。

394.豚丹毒摘発農場の抗体価と対策：三重
県中央家保 福浦弘幸、浅井麻実子

と畜検査で豚丹毒の摘発が継続した 3
農場について考察。農場①（関節炎型、2
9 頭）は、一貫経営、生ワクチン接種。接
種前抗体価 32 倍を多数認め、肥育豚抗体
は GM111～ 147と高値。不活化ワクチン
に変更したが、母豚・肥育豚には補強接
種せず。対策後 7 カ月で終息。母豚抗体
は、GM45から GM128に上昇。農場②（蕁
麻疹型、22 頭）は、一貫経営、生ワクチ
ン接種。接種前抗体価 32 倍以上の仔豚と
抗体陰性肥育豚を同程度に認めた。不活
化ワクチンに変更。肥育豚に補強接種。
蕁麻疹型に続き、慢性型を摘発。対策後 3
カ月で終息。その間、離乳後死亡数は増
加。農場③（蕁麻疹型、109 頭）は、肥育
経営、不活化ワクチン接種豚導入。肥育
豚抗体は GM21 ～ 64 であったが、摘発が
継続。3 回接種豚の導入、肥育豚への補強
接種により、抗体は約 2 倍上昇。蕁麻疹
型に続き、慢性型を摘発。対策後 3 カ月
で終息。その間、農場死亡数は増加。

395.Salmonella Typhimurium が分離さ
れた一養豚場の衛生対策(第 3 報)：滋賀県
家保 山本逸人、浅井素子

現在の養豚では、生産性向上とともに
生産物の安全性確保が重要。Salmonella
Typhimurium(ST)が分離された一養豚場
で、平成 18 年度より清浄化に向けて豚舎
毎の空舎を中心とした衛生対策と ST 浸潤
状況調査を継続し、分離率は顕著に低下。
しかし、平成 20 年 7 月にサルモネラ症の
症状、病変を認めない死亡豚から ST検出。
そのため、新たな株の侵入も考慮し、全
豚舎の ST 浸潤状況調査を実施。また、疫
学調査として、分離株の薬剤感受性試験

とパルスフィールド電気泳動法実施。結
果、ST は離乳豚舎以降で分離され、現在
の分離株は過去の株と同一由来。その後、
石灰消毒の再徹底、抗生物質、ギ酸、プ
ロピオン酸の飼料添加、HACCP 方式の導
入等の対策を実施。離乳豚舎での抗生物
質添加の効果確認を目的に、ST 分離調査
を平成 20 年 9 ～ 12 月に毎月 1 回実施。
結果、分離率は 40 ％から 27 ％に低下。
以上より、抗生物質の飼料添加は ST の分
離率低下に有効だが、豚舎毎の空舎なし
では清浄化は困難。

396.一養豚農場の衛生対策による事故率改
善取り組み事例：鳥取県倉吉家保 生田
泰子、渡邊祐治

母豚 60 頭規模の一貫経営養豚農場にお
いて、平成 19 年 4 月より 30 ～ 150 日齢
前後の豚の死亡事故が増加。平成 15 年度
から 18 年度までの農場内離乳後事故率は
2%台で推移していたものの、19 年度には
4%台に上昇。元気消失、発熱、痙攣等の
症状を呈し衰弱および死亡する豚が散見。
病性鑑定の結果、連鎖球菌症と診断。さ
らに、一病性鑑定において Salmonella Ty
phimurium（ST）を分離。農場浸潤検査
の結果、肥育豚舎を中心に ST汚染を確認。
抗生物質の投薬、全豚舎への踏込み消毒
槽の設置、豚舎洗浄の徹底、農場内一斉
消毒等の衛生対策を重点的に実施。また
定期的な農場内 ST モニタリング検査およ
び巡回指導を実施。その結果、事故率の
改善が認められ、ST の分離も低下。基本
的な衛生対策の有効性を再認識。引き続
き衛生対策の強化を図り、農場事故率の
低減および ST 清浄化に向けて努めていき
たい。

397.一貫経営養豚農家における呼吸器病対
策について：岡山県真庭家保 松馬定子

豚の呼吸器病は、複数の原因による呼
吸器複合病と提唱され、潜在的に生産効
率低下に影響している。管内一貫経営養
豚農家において、と畜場での肺病変が出
荷豚中 75 ％に認められたので吸器病対策
を実施した。対策は (1)マイコプラズマ病
（以下 Mhp という）対策：120 日令時抗
体価の低下に対して繁殖母豚の分娩前ワ
クチン接種及び子豚の接種日齢の変更。(2)
胸膜肺炎対策：フマル酸チアムリン（飼
料添加）を分娩移動時の母豚及び離乳子
豚へ給与。 (3)哺乳豚対策：鉄剤と同時に
ビコザマイシンの筋注。 (4)萎縮性鼻炎、
豚丹毒対策は従来どおりとした。その結
果、① Mhpワクチン抗体価（120日令時）
陽性率は 20％が 100％に増加。②出荷豚
肺病変面積：ヒストグラムで病変面積率
（病変部面積／肺総面積（背、腹面）15
％以上の個体が改善前に比較し減少。③
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子豚から出荷までの通算生存率 (出荷頭数
／離乳頭数）は改善前 66.9 ％が 78.4 ％に
増加した。④ PRRS 等他の呼吸器病の抗
体価に著変は認められなかったことから、
本農場は今回実施した呼吸器病対策によ
り生産性が向上した。

398.豚胸膜肺炎ワクチンによる生産性向上
への取り組み：愛媛県東予家保 河瀬曜、
目見田清

管内 T養豚場（母豚 116頭、一貫経営）
で、肥育後期において呼吸器病が多発し、
死亡が増加。抗体検査の結果、豚胸膜肺
炎（APP）の関与を推察。農家を含め関
係者と対策を検討し、平成 19 年 11 月か
ら APP ワクチン（菌体、毒素混合）接種
を 70 日、100 日齢で開始した結果、平均
出荷日齢は短縮するが、出荷頭数、事故
率に改善は見られず、出荷直前での事故
は依然として発生。ワクチンの効果を検
証するため、再度抗体検査を実施した結
果、ワクチン接種にもかかわらず肥育後
期での APP 感染が示唆されたため、ワク
チンプログラムを再検討し、免疫を出荷
時期まで持続させるため、平成 20 年 6 月
接種日齢を 90 日、120 日齢へ変更。その
結果、ワクチン開始前後の事故率は 5.8 ％
から 2.9 ％と減少、月平均出荷頭数は約 1
5 頭増加、平均出荷日齢は 10 日短縮し、
と畜検査成績では胸膜炎発生率が減少。
結果、APP ワクチンの導入によって、十
分な経済的効果を認めた。

399.大規模養豚場の大腸炎対策(第 2 報)：
愛媛県東予家保今治支所 小菊洋行、丹
比就一

平成 18 年 3 月、大規模養豚場 2 戸で大
腸炎検出率が顕著に上昇(ピーク時 A 農場
56.9 ％、B 農場 60.8 ％)。検査の結果、両
農場の糞便及び腸管病変部から豚赤痢菌
(Bh)を分離。平成 18 年 9 月より薬剤の投
与、畜舎消毒及びモニタリング検査を開
始。平成 19 年 5 月には両農場とも大腸炎
検出率はと畜場の平均レベル(3.0 ％前後)
に低下。A 農場ではチアムリン、タイロシ
ン、バルネムリンを中心に、症状に応じ
て複数の薬剤を組込んだ投薬プログラム
を随時変更しながら継続して実施したと
ころ、その後は低い大腸炎検出率(0.7～ 8.
0 ％)を維持。Bh は分離陰性。一方、B 農
場では豚舎間の移動時にタイロシン又は
バルネムリンの全頭投与の対策を実施し
たが、平成 19 年 9 月より大腸炎検出率が
再び上昇(ピーク時 58.7 ％)。Bh も継続し
て分離。今後は分離菌の薬剤感受性試験
を実施し、A 農場の対策を参考に、B 農場
に適した消毒方法、投薬プログラムを確
立したい。

400.Haemophilus parasuisの抗体検査に
関する一考察：愛媛県家畜病性鑑定所
渡部正哉

豚細菌性肺炎の一因となる Haemophilu
s parasuis (Hps)の抗体保有状況を調査す
るため、今年度県内で分離した Hps を用
いて補体結合反応 (CF)を実施。また検査
の迅速･簡便化を図るため ELISA プレー
トを作成し、県内 9 養豚農場計 176 検体
の血清抗体を測定し、各方法の比較を行
った。CF 検査は、Kolmer の少量法の変
法にて羊血球・溶血素・補体および抗原
の調製を行い、マイクロプレート法にて
実施し 50 ％溶血以下を陽性とした。ELI
SA 検査は市販キットにて抽出した LPS
(リポ多糖 :lypopolysaccharide)をプレート
に付着させて実施し、OD 値 0.7 以上を陽
性とした。CF 法では 6 農場 36 検体(20.5
％)が陽性。ELISA法では全農場 97検体(5
5.1 ％)が陽性で、CF 法の陽性検体と 27
検体が一致した。また CF 抗体価と ELIS
A の OD 値の間には相関が認められなかっ
た。

401.急性敗血症型豚丹毒の発生事例と対応
：福岡県北部家保 寺迫美知子

平成 20 年 6 月、母豚 148 頭規模の一貫
経営養豚場から肥育豚 5、6 頭が急性に死
亡との通報。病性鑑定の結果、急性敗血
症型豚丹毒と診断。緊急ワクチン接種、
消石灰散布、ペニシリン若しくはアンピ
シリン注射、アンピシリンの飼料添加等
の対策を講じ、約 1 カ月半で終息、肥育
豚 54 頭が死亡（うちイノブタ 15 頭）。終
息までの間、食の安全を鑑み出荷時に立
会、出荷豚全頭の臨床検査を実施、臨床
症状の認められた個体及び体温 41 ℃以上
の個体は出荷自粛。食肉衛生検査所に事
前説明の上、出荷時の臨床検査結果及び
体温データを送付。延べ 11 日間の出荷で
健康豚 232 頭が出荷、3 頭が出荷自粛。発
生要因は子豚時のワクチン接種不備、イ
ノブタへのワクチン未接種、イノシシの
侵入による豚丹毒菌の持ち込み等と推測。
今後は子豚及び母豚へのワクチン接種の
徹底、イノシシ侵入防止対策、常時消毒
を指導。

402.中規模養豚農場に対する子豚の事故率
低減に向けた重点指導：福岡県筑後家保

小高真紀子、投野和彦
平成 19 年 4 ～ 6 月、母豚 200 頭の一貫

経営農場で離乳後子豚に下痢と体表汚染
を伴う発育不良や死亡事故が多発し、病
性鑑定の結果、病原性大腸菌 O141 よる離
乳後下痢と診断。疾病発生状況や飼養衛
生管理基準チェック表を用いて飼養管理
状況を調査し、4 つの事故要因を推察。要
因ごとの対策として、分娩舎の洗浄消毒
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乾燥の徹底、発症子豚の隔離、保温対策
の徹底及び緩やかな飼料の切り替え、全
卵粉末入り子豚用混合飼料の投与、母豚
の豚体消毒などを重点指導。その結果、
分娩舎での事故率は対策前 16.9 ％から対
策後 9.2 ％に減少（離乳豚は 13.7 ％から
3.6 ％に激減）。平成 19 年度と平成 20 年
度の同時期における子豚全体の事故率は 2
0.7%から 13.5 ％に減少（離乳豚は 17.3%
から 10.0%に減少）。飼養衛生管理基準チ
ェック表による採点は 56 点から 67 点に
向上。慢性疾病等低減対策事業において、
飼養衛生管理基準チェック表を用いた生
産性阻害状況の調査と対策は生産性向上
に有効。

403.一養豚農家における豚胸膜肺炎の衛生
対策：佐賀県中部家保 松尾研太、山﨑
勝義

管内の養豚農家で、豚胸膜肺炎による
肥育後期の豚の急死事例が続発、衛生対
策指導を実施。【病性鑑定】5 カ月齢の豚
4 頭を病性鑑定。4 頭とも線維素壊死性胸
膜肺炎像を認めた。また、2 頭の肺より A
ctinobacillus pleuropneumoniae(App) 1
型を分離したため、App1 型の感染による
豚胸膜肺炎と診断。【衛生対策指導】①薬
剤感受性試験の結果を基に、治療薬を変
更。②肥育後期での呼吸器病発病防止を
図るため、30 日齢と 50 日齢での App ワ
クチン接種に加え、90 日齢で 3 回目の追
加接種を指導。③豚舎内の換気改善、豚
房の洗浄・消毒、と畜検査データの有効
活用を指導。【指導効果】肥育中期の App
抗体保有率が 40 ％から 100 ％に改善し、
年間の死亡頭数がほぼ半減。さらに呼吸
器症状発病豚が減少した結果、抗生物質
の使用量が激減。と畜検査成績でも、20
％以上あった豚胸膜肺炎罹患率が 5 ％以
下に減少を確認。今回の対策後、衛生費
が減少し、生産コストが圧縮されたこと
から、十分な成果を確認。

404.６カ月齢の繁殖育成豚でみられた髄膜
炎型のレンサ球菌症：佐賀県中部家保
岸川嘉洋、江頭達介

管内の新設大規模養豚場で、9 月中旬に
県外の種豚生産農場から導入された約 6
カ月齢の育成豚 98 頭の群の 13 頭に、同
月下旬から食欲不振、発熱、および振せ
ん等の症状がみられ瀕死期の 2 頭の病性
鑑定を実施。剖検所見で大脳の充うっ血、
髄液の浸潤、細菌学的検査で 2 頭の脳か
ら Streptococcus suis(S.suis)が分離され、
1，2，7，9,14,1/2 以外の血清型と判明。
病理組織検査で 2 頭に化膿性髄膜炎を確
認し、髄膜炎型の豚レンサ球菌症と診断。
発生原因は、導入した際の豚群に保菌豚
が紛れ、それらが輸送などの大きなスト

レスを受けたことにより、同じ時期に相
次いで発症したものと推察。今回の症例
は発症日齢が６ヶ月齢、原因菌の血清型
が型別不能と従来のレンサ球菌症と相違。
発生農場に対しては、薬剤感受性があっ
たアンピシリンを導入後から 1 週間飼料
添加するとともに、豚舎消毒の徹底等を
指導した結果、その後の続発もなく終息。

405.管内で多発した豚大腸菌症の発生状況
および疫学調査：長崎県県南家保 下條
憲吾、豊田勇夫

平成 20 年 4 月から 9 月に、豚大腸菌症
が 13 戸延べ 30 件で発生。症状は下痢、
急死、複合型、産生毒素は LT、ST、stx2
e を検出したが、毒素と症状が一致しない
例も確認。年度別では、平成 18 年度から
年々増加、発症日齢も遅延。発生時期は 4
月から 9 月に集中し、地域は限局的。症
状や毒素は年度で異なり、急死例は年度
毎に増加したが、stx2e の保有率は減少傾
向。毒素別では、stx2e 単独例で菌数が少
なく、発症日齢が遅延。薬剤耐性状況は、
毒素タイプによる差はなし。農場別では 7
戸で継続発生。うち 6 戸は毒素タイプが
異なり、さらに 5 戸では他疾病が関与。
疫学調査では、各農場間に関連なし。RA
PD 法では農場間に共通のパターンは認め
られず、ベロ細胞障害試験による放出 stx
2e 量の定量では、産生量と死亡率に関連
なし。産生毒素と症状、さらに年度別、
農場別に毒素タイプが異なること、農場
間に関連性がないことから、農場毎に複
数の大腸菌が関与していると推察。

406.食肉衛生検査時の大腸炎多発養豚場に
おける Brachyspira および Lawsonia の
保菌状況調査：長崎県中央家保 高山裕
介、松森洋一
H18 年 9 月から食肉衛生検査で出荷豚

の約 10 ％に大腸炎が摘発された農場にお
いて、健康豚の直腸便を用いて Brachyspi
ra hyodysenteriae(Bh)、B.pilosicoli
(Bp)および Lawsonia intracellularis(Li)
の検査を実施。H19 年は直腸便 125 検体
中 Bh7 検体(5.6%)、Bp17検体(13.6%)、L
i12 検体(9.6%)が PCR 陽性、菌分離では
Bp2 株（1 検体）を分離。MIC 値(μ g/m
L)はチアムリン（TML）0.25、バルネム
リン（VM）0.125、タイロシン (TS)16、
リンコマイシン（LCM）16であったため、
H19 年 9 月から飼料添加剤を LCM から T
MLおよび VMに変更。H20年（55検体）
は PCR、菌分離とも Bh、Bp 全例陰性、
Li は 15 検体(27.3 ％)陽性。20 年度の大
腸炎の発生率は
1.0 ～ 6.4 ％に低下。月平均出荷頭数も 19
年度 1364.0 頭から 20 年度 1409.8 頭に増
加｡外見上健康な豚においても Bh および
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Bp 感染による発育遅延がみられ、有効な
薬剤の添加で改善が可能。

407.Leptospira interrogans serovar Heb
domadis が関与した豚流産の多発例：熊
本県天草家保 前淵耕平、荒牧美喜雄

平成 19 年 11 月から 20 年 3 月、管内 1
養豚場（母豚 220 頭規模）で、妊娠初期
から後期までの母豚 25 頭で死流産が発
生。死流産等胎児 12 検体について病性鑑
定を実施、免疫組織化学検査でレプトス
ピラ（レ）特異抗原、Leptospira-fla B-P
CR（fla B-PCR）でレ特異遺伝子を検出。
死流産母豚血清 16 検体について顕微鏡凝
集反応法（MAT）を実施、全検体で血清
型 Hebdomadis（Heb）に対する高い抗体
価を確認。以上より、Heb によるレ症と
診断。アンピシリン製剤による治療とネ
ズミ等衛生害虫の駆除を含めた衛生対策
を実施後、死流産の終息を確認。また、
疫学調査として農場捕獲ネズミ２匹につ
いて fla B-PCR を実施、レ特異抗原を検
出。今後は、調査を継続するとともに、
他農場においても衛生指導を強化し、本
症の発生防止を図る。

408.オガコ床飼育で発生した豚サルモネラ
症の対策：大分県大分家保 大隈 滋

肥育経営でオガコ床飼育している農場
において、平成 17 年以降、呼吸器病、消
化器病が続発。特に豚サルモネラ症が毎
年発生し、経営を圧迫したことから抜本
的な対策を検討。原因究明のため、①導
入豚調査、②農場内の汚染状況調査を実
施。導入豚調査では導入先 4 農場中 3 農
場で陽性。農場内の病性鑑定では 15 頭中
3 頭から ST、2 頭から SC が分離。糞便 3
7 検体中 4 検体で ST を分離。抗体調査で
は豚群全体から ST と同一群である O4 群
で抗体価の有意な上昇が認められた。農
場においては特定の豚だけでなく豚房全
体、農場全体に豚サルモネラ症が蔓延し
ていることを確認。主な対策として、導
入農場の選定と飼養密度の緩和（現状：0.
5 ㎡／頭→指導：1.1 ㎡／頭）を指導した
が、後者の改善が進まず、その原因とし
て出荷先との無理な契約にあることが判
明した。家保も含めた 3 者協議により、
契約の一部解除を行い適正な飼養密度で
の飼養が可能となった。経営状況等を理
解し、信頼関係を作り今後の疾病対策を
行う。

409.繁殖母豚の急性豚丹毒発生事例：鹿児
島県肝属家保 坂口善二郎、大薗浩之

平成 20 年 9 月、母豚 25 頭一貫経営農
家の母豚 7 頭が連続急死し、病性鑑定を
実施。皮膚発赤、皮下･心臓点状充出血等
の剖検所見を認め、肝、心、腎、腸間膜

リンパ節の炎症性細胞浸潤等の病理組織
学的所見を確認。炎症部位等で多数のグ
ラム陽性桿菌と菌体に一致した豚丹毒菌
陽性抗原を確認。豚コレラウイルス抗原･
抗体陰性。主要臓器から 1a 型の Erysipel
othrix rhusiopathiae(Er)を分離。Erはペ
ニシリン系抗生物質等に感受性。剖検豚
は抗体陰性で，母豚死亡 1 週間後の当該
農場内の豚は Er 抗体保有。当該農場は豚
丹毒ワクチン未接種。発生状況等から中
毒を疑ったが、飼料、飲用水、病豚主要
臓器からカビ毒、農薬、硝酸態窒素、殺
鼠剤成分は非検出。以上各所見から急性
敗血症型豚丹毒と診断。管理獣医師によ
る母豚へのペニシリン投与、豚舎内外消
毒等の飼養衛生管理指導の強化対策後、
異常を呈する豚は認めず。

410.県内で初めて発生した Salmonella C
holeraesuis（SC）による豚サルモネラ症
：沖縄県中央家保 長島裕美、大城守

２００８年５月、母豚８７０頭を飼養
する繁殖農家（A 農場）において、８０日
齢の離乳豚群で発育不良。病性鑑定の結
果、病豚２頭から細菌検査で肺・肝・脾
から SC 分離。県内で初めての SC による
豚サルモネラ症と診断。当農場の２００
８年２月から５月に採血した２ヶ月から
４ヶ月齢の豚血清、計４５頭分の SC の E
LISA 抗体検査を実施。抗体陽性率は２月
は０％（陽性頭数０頭／検査頭数２０頭）、
４月７０％（７／１０）、５月４０％（６
／１５）で、A 農場への２月以降の SC の
侵入を示唆。また、同年５月に県内と畜
場においても、SC が初めて摘発。１０月
までに１８戸１３２頭を摘発。SC の A 農
場分離株１株、と畜場摘発株１５戸１５
株計１６株を一濃度ディスク拡散法、２
５薬剤をもちいて薬剤感受性試験を実施。
全株が OTC、SM、ST など８薬剤に耐性
を示し、また全株感受性パターンに違い
がなく、同一株であることを示唆。SC 摘
発は、預託・契約関係の系列農家が中心
であった。豚の移動の把握が SC の防疫上
重要であると考えられた。

Ⅱ－３ 原虫性・寄生虫性疾病

411.豚サーコウイルス 2 型(PCV2)感染豚
における豚鞭虫及びコクシジウムの混合
感染例：宮城県東部家保 高橋昌美、日
野正浩

母豚 40 頭規模の一貫経営農家におい
て、80 日齢の肥育豚 40 頭をモミガラを敷
料とするハウス豚舎へ移動後、18 日目よ
り水溶性下痢及び一部粘血便を呈する豚
が増加。死亡が続発したため、病性鑑定
を実施。解剖した 2 頭の剖検所見は共通
で、腸粘膜の充出血及び壊死、組織学的
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所見で腸管における豚鞭虫及びコクシジ
ウムの重度寄生を認め、寄生虫検査を実
施し、結腸内容より OPG634,700、400 の
コクシジウムオーシストを検出。免疫染
色で全身リンパ系組織より PCV2 抗原を
検出。同居豚 5 頭及び敷料 2 検体からも
多数のオーシストと一部鞭虫卵を検出。
対策として、サルファ剤及びイベルメク
チン製剤の全頭投与、豚舎の移動及び敷
料更新を実施。対策後再び寄生虫検査を
実施し、駆虫を確認したが、依然として
下痢や死亡が続発、終息時は 33頭が死亡。
本症例は豚鞭虫とコクシジウムの混合感
染に加え、PCV2 感染により症状が重篤化
したものと示唆。

412.と畜検査結果を用いた養豚農家駆虫指
導：奈良県家保 光岡恵子、浦田博文

奈良食肉流通センターのと畜検査結果
(H19.10-H20.9)で、A 農場(以下 A)B 農場
(以下 B)の白斑症による肝臓廃棄率は 3%
と 78%。この差が何によるかを検討。肥
育舎構造が A はスノコ豚舎、B はおがく
ず豚舎。母豚の駆虫回数は年 2 回で同じ
だが B は不徹底。A、B は離乳後に駆虫効
果のある添加物を混餌。B は離乳直後さら
に駆虫薬を投与。感染時期を特定するた
め糞便と肥育舎の環境材料で虫卵検査 (浮
遊法)実施。母豚糞便は A、B とも一部虫
卵あり。A は肥育豚糞便と環境材料で虫卵
なし。B は肥育舎で 60 日(感染から回虫卵
が出るまでの日数 )以上過ごした全豚と、
泥濘化したおがくずで虫卵あり。このた
め、おがくずが感染源になっているもよ
う。これら A、B の違いがと畜検査結果に
も反映したと考察。結果を B の飼養管理
の見直し、他の生産者へ指導に役立てた
い。

Ⅱ－４ 一般病・中毒・繁殖障害・栄
養代謝障害

413.筋線維形成不全による splay legの一
例：千葉県中央家保 関口真樹、小川明
宏

母豚 400頭を飼養する一貫経営農場で、
2007 年 11 月以降、産子数 17 頭以上の母
豚に出生時から股開き（splay leg）の症
状を示す新生豚が散発した。多くは圧死
や餓死したが、生き残った豚は約 2 週間
で自然治癒した。3 日齢の splay leg 豚 2
腹 3 頭の病理組織学的検査を行ったとこ
ろ、1 腹 2 頭の四肢骨格筋に筋線維の発生
異常がみられた。病変の程度は後肢の方
が前肢より重度であった。病変は多巣状
性に認められ、筋芽細胞塊、筋原線維の
低形成および分布の異常（central core、
sarcoplasmic mass）、中間系フィラメ

ントの偏在がみられた。透過型電子顕微

鏡による検索では、筋原線維において Z
バンドの消失およびゆがみが確認された。
神経系および実質臓器に著変は認められ
なかった。splay leg の病理組織学的変化
は筋原線維の量および形態の異常と報告
されているが、本例ではこれに加え筋線
維の発生異常も伴っていたと考えられた。

414.豚の妊娠鑑定におけるハンディ型超音
波診断装置の有用性：愛知県中央家保豊
田加茂支所 岡村隆

豚の妊娠鑑定法にはノンリターン法や
超音波法などがあり、確実な診断方法が
望まれる。従来人用超音波装置を使用し
ていた農場が、本年よりハンディ型超音
波エコースキャン装置に更新したため、
その有用性について検証した。この装置
は子宮や胎児を視覚的に確認でき、その
画像を保存可能で、重量 1.9Kg と軽量で
携帯性に優れる。農場では使用当初交配
後 25 日目に判定していたが、誤判定等が
あり判定を 29 日目とした。妊娠未確認の
群は妊娠豚と分け、数日後に再検査し発
情兆候を観察する。機器の取扱いは容易
で、約 100 頭中の判定結果では誤判定は 3
例のみ。うち 2 例は不妊と判定されたが
発情回帰せず、妊娠が判明し分娩した。
この事例では産子数が少なく、規定の判
定日では妊娠が確認できなかったもの。
ハンディ型超音波診断装置は他の鑑定法
と比較すると、確実な鑑定法であり、利
便性に優れているものと推察された。

415.大規模養豚場における生産性向上対策
への取り組み：三重県北勢家保 鶴野智
美、竹馬工

一貫経営の一大規模養豚場において、
数年前より肥育豚において呼吸器病が散
発し事故率上昇。120 ～ 160 日齢で豚胸
膜肺炎（App）様症状が現れたため一時的
に App を 30、70、100 日齢の 3 回接種を
実施。しかし、事故率は低減せず。2006
年 12 月から App、マイコプラズマ病（M
PS）及び PRRS の抗体検査をもとにワク
チンプログラムの再検討を実施。30 ～ 18
0 日齢及び母豚の検査結果をもとに検討会
を開催。結果、100 日齢で有意な抗体上昇
が認められたため App ワクチン接種日齢
を 70、100 日齢に変更。2008 年１月検討
会で 120～ 180日齢で野外感染が疑われ、
接種日齢を 90、120 日齢に変更。2008 年
５月検討会で 60 日齢以前で MPS の感染
が推測され MPS ワクチン接種日齢を７日
齢に変更。10 月の検討会では App 及び M
PS ワクチン接種日齢の適正化により肥育
豚での事故率の減少が判明。今後も、定
期的な抗体検査を実施し農家の生産性向
上に努めたい。
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416.管内養豚場の発育不良豚の感染症モニ
タリング：京都府南丹家保 杉浦伸明、
藤野日出海

【はじめに】一昨年、大規模一貫農場
で子豚の事故が多発し、当所では農場に
潜在する感染症を把握するため発育不良
豚のモニタリング検査を実施。その結果、
肺炎を主徴とする慢性疾病のまん延が判
明し、その後の指導で一定の成果を得た。
そこで、他農場でも同じ手法でアプロー
チを試みた。【材料及び方法】家畜、人、
車両等の行き来がある３農場を対象にモ
ニタリング検査を行い、①発育不良豚の
病理解剖、②主徴となる病変とその原因
と推定される病原微生物の把握、③各農
場のワクチン及び投薬プログラムの有効
性を検証した。【結果と考察】一昨年の事
例と同様に、今回の事例でもほぼ全てに
肺炎像を認め、パスツレラ属菌等を優勢
に分離。また、各農場のプログラムでは
これら病原微生物をコントロールできて
いないことも判明し、共通のワクチンプ
ログラムを提案するに至った。発育不良
豚の感染症モニタリングは慢性疾病対策
を検討する上で有用であり、今後も継続
させたい。

417.ビタミン A 欠乏による豚の異常産：
広島県東広島家保 伊藤晴朗

母豚 6 頭を飼養する自家配合飼料給与
の繁殖経営農家で、平成 19 年 12 月から
翌年 3 月にかけて、眼球異常など産子の
体形異常を主徴とする異常産が発生。母
豚には 1 ～ 2 週間の分娩遅延を確認。病
理学的検査、ウイルス抗体検査、血清中
ビタミン A（VA）及び E を測定。妊娠豚
の飼料計算は体重 200kg、産歴 6 産以上
の条件で実施。死産胎子に共通して眼球
欠損、腎臓の変位、横隔膜ヘルニア等を
認め、手根関節の屈曲、頚椎の湾曲、口
蓋裂等の所見も確認。症状や所見は、VA
欠乏による異常産の既報と一致。ウイル
スの関与は否定。母豚の VA 濃度は著しく
低値。VA の供給は魚粉に依存し、充足率
は約 12 ％であり、母豚の血中 VA 欠乏は
飼料に起因すると推察。今回の異常産の
発生前後に魚粉を給与していない時期が
あり、発生誘因と考察。ビタミン製剤の
飼料添加（VA として 2 万 IU/日）を指導
後、母豚の血中 VA 濃度は改善し、異常産
の発生が終息。これらのことから母豚の V
A欠乏による異常産と診断。

418.飼料の切り替えが原因と思われる子豚
事故：鹿児島県曽於家保 大小田勉、郡
司康宏

ここ数年の飼料価格高騰により、安い
飼料に切り替える農家が増えるなか、飼
料の切り替えが原因と思われる子豚事故

に遭遇した。当該農家は母豚 70 頭規模の
一貫経営で、平成 20 年 4 月中旬の立入で
は事故もなく順調であったが、同年 6 月
中旬のほ乳期子豚用飼料の切り替えを境
に、離乳前後の子豚が下痢を発症し、発
育不良になっていった。通常、豚の下痢
ではまず食欲減退を伴うが、今回の下痢
では皮毛が粗剛になっても食欲が衰えず、
食べれば食べるほど下痢をするという現
象がみられた。聴き取りなどにより、当
初から離乳前後に給与するほ乳期子豚用
飼料の切り替えが下痢の発症に関与して
いると考えたが、系列会社は飼料を原因
とする話し合いを避ける傾向にあった。
対照療法やサーコワクチンの接種なども
実施したが、8 月初旬の飼料の再度の切り
替えを境に豚の状態が目に見えて回復し
たことから、結果的に飼料の切り替えが
下痢の発症に関与していると思われた。

Ⅱ－５ 保健衛生行政

419.豚初乳免疫グロブリン濃度の簡易測定
法の検討:岩手県中央家保 千葉恒樹

豚初乳の免疫グロブリン濃度（ IgG)の
測定には、脂肪分やカゼインを除去した
乳清の分離が不可欠である。分離法には
低温高速遠心による脱脂、有機溶媒・酵
素によるカゼインの分離等が報告されて
いるが、いずれも操作の煩雑さや機材の
面から農場での活用は困難である。今回、
農場で実施可能な乳清分離法と手持屈折
計による IgG の簡易測定法を検討した。
乳清分離は、初乳を室温に 17～ 20時間、
静置し脂肪分を分離した後、凝固促進酵
素剤（レンネット）を加えることにより、
必要量の乳清が得られた。また、初乳の
総蛋白濃度、アルブミン濃度および蛋白
分画から算出した IgG 濃度と屈折計で測
定した Brix値は、一元放射免疫拡散法（市
販 I ｇ G 測定キット、相関係数 0.70）と
同等の高い相関（相関係数 0.79）を示し、
Brix 値の有効性が確認された。今後は Br
ix 値を指標にして確保した初乳を新生子
豚に給与し、その効果を検討する。

420.管内の豚オーエスキー病清浄化対策の
進展状況：福島県相双家保 門屋義勝、
坂本秀樹

管内では平成 2 年に 2 戸で豚オーエス
キー病（以下 AD）が初発生。以後、18
戸で AD 野外ウイルス抗体陽性豚（以下陽
性豚）を確認。ワクチン接種の徹底と陽
性豚の淘汰推進で 5 戸が清浄化、11 戸で
廃業、2戸（A、B農場）で清浄化推進中。
A 農場は大規模企業養豚でワクチン接種、
陽性豚摘発淘汰と飼養衛生管理の徹底に
より、平成 11 年以降陽性豚は未摘発。B
農場はワクチン接種が徹底されず、農場
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内にまん延。繁殖豚の早期更新と飼養衛
生管理の徹底を指導した結果、陽性率は
平成 14 年をピークに激減。また、平成 18
年から福島県 AD 清浄化対策強化事業に準
じ繁殖豚に年 2回のワクチン接種を再開。
平成 19 年以降陽性豚は未摘発。平成 20
年、両農場とも改正 AD 防疫対策要領に基
づく清浄度確認検査で清浄化対策強化段
階の目標達成を確認。今年度中にワクチ
ン接種を完全中止し清浄化監視段階へ移
行予定。平成 22 年には管内全域が清浄段
階となる見込み。

421.管内養豚場の要指示医薬品使用状況調
査：栃木県県北家保 渡邉絵里子、山口
修

管内養豚場に対する H19年度指示書（2,
374 枚）を集計、薬剤使用状況を調査。同
時に管内養豚農家と獣医師の意識調査を
実施。指示書の内訳は抗菌剤 1,373 枚（5
8%）、ワクチン 620 枚（26 ％）、ホルモン
製剤 352枚（15％）、その他 29枚（1％）。
抗菌剤の投与経路は、哺乳と育成期で飼
料添加等（群投与）、肥育と繁殖期で注射
等（個体投与）が中心。目的別では、哺
乳期は下痢、育成期は肺炎と下痢、肥育
と繁殖期は肺炎が中心。薬剤では育成期
のテトラサイクリン系の群投与（4.7g 力
価/頭）、繁殖期のペニシリン系の個体投与
（14.7g 力価 /頭）が中心。抗菌剤は全農
場で反復投与され、薬剤耐性菌の出現を
危惧。なお、薬剤費は農家の衛生意識の
違いにより大きな差を認めた（11 円～ 1,
715 円/頭）。農家は生産費中、薬剤費の割
合（平均 4.5 ％）を認識し、低減を希望。
農家及び獣医師は、薬剤使用及び指示に
当たり適正使用を意識。今回の調査に基
づき、薬に頼らない低コストで健康な家
畜生産、安全・安心な畜産物供給を目指
し指導したい。

422.豚離乳後多臓器性発育不良症候群発生
農場への対応：群馬県吾妻家保 坂庭あ
づさ、湊和之

家族経営母豚約 120 頭飼養の 2 農場に
おいて、平均事故率 5%以下であったもの
が、平成 19 年以降 S 農場は 18%、I 農場
は 8%に上昇。病性鑑定でともに離乳後多
臓器性発育不良症候群 (PMWS)と診断。I
農場では各リンパ節において豚サーコウ
イルス 2 型（PCV2）抗原を確認。各日齢
の抗体検査結果をふまえ衛生管理の要点
を整理し、ワクチンプログラムを再検討、
哺乳期のマイコプラズマ症ワクチン接種
中止、豚萎縮性鼻炎、豚丹毒ワクチン接
種の適正実施を指導。併せて PCV2 ワク
チン接種を S 農場は 9 月中旬、I 農場では
11 月下旬から開始。この結果 S 農場では
10 月以降の離乳豚事故率が 3%に低下。I

農場は現在経過観察中であるが、哺乳豚
で PMWS 症状が認められることから、再
度病性鑑定を実施し、母豚への PCV2 ワ
クチン接種等ワクチンプログラムの再検
討が必要。

423.Ａと畜場の放血時血清を用いた豚慢性
疾病抗体検査成績から見た農家指導：群
馬県西部家保 林省二

平成 18 年度から上期 8 月と下期 2 月の
年 2 回、管内 A と畜場の出荷豚放血時血
液を採材し、オーエスキー病（AD）およ
び慢性疾病抗体検査を実施。AD 野外抗体
検出率は平成 18 年度上期 17.5%から平成
20 年度上期 5.8%に減少し、ワクチン全頭
接種の効果を確認。豚繁殖・呼吸障害症
候群の陽性率は 7 割前後。萎縮性鼻炎（A
R）は変化なし。豚胸膜肺炎血清型 2 型の
陽性率は上期が高く下期に低下。マイコ
プラズマ ハイオニューモニア（マイコ）
は多くの出荷者がワクチン接種している
ため、陽性率は 7 ～ 8 割。今回、出荷豚
の肺炎と鼻甲介の所見を調査し、抗体検
査結果との関係を比較。AR では抗体陽性
豚に対し多くの個体で鼻甲介の萎縮を確
認。AR 以外の要因も考えられることから
飼養管理、ワクチネーション等の改善指
導を実施。マイコ由来肺炎はワクチン接
種農家で約 3 割、ワクチン未実施農家で
約 8割とワクチン接種効果を確認。今後、
と畜場での検査を継続し農場の飼養衛生
管理指導に活用。

424.養豚生産者組合が行った衛生対策への
指導：埼玉県中央家保 山岸聡美、飯島
雄二

一貫経営養豚農家 6 戸が参加する A 組
合では、定期的な情報交換や衛生対策に
取り組んでいる。平成 18 年頃から、主な
出荷先の B 市と畜場で豚抗酸菌症による
内臓廃棄が急増。家保は各農場の抗酸菌
症浸潤状況を把握するために、鳥型ツベ
ルクリン皮内反応（ツ反応）を、繁殖豚
を中心に 676頭に対して実施。その結果、
251 頭でツ反応陽性と判定。陽性豚淘汰と
薬剤投与、豚舎消毒徹底を指導。また、
と畜検査成績に基づき農場ごとに指導。
あわせて、同時期に子豚の下痢が発生し
た農場では病性鑑定を実施し対策を指導。
これらの対策により、と畜場での内臓廃
棄は激減。各農場で実施した検査結果や
衛生対策等は、家保も同席した会合で共
有情報として検討し、各農場の衛生対策
に活用。家保ではこの会合を利用し、改
正オーエスキー病防疫対策要領に基づく
対策強化を図る集団として、新たな取組
みを開始。

425.豚サーコウイルス関連疾病対策の現状
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と課題：千葉県東部家保 安川葉子、石
川直子

平成 17 年末から管内養豚地域で豚の事
故率が上昇し、大きな被害を受けた。当
所は事故率がピークになった時点で状況
を把握した。平成 19 年度に体制を再整備
し調査を行ったところ、サーコウイルス 2
型の関与が強く疑われたので、農家、獣
医師、市町村、県関係機関と情報交換、
検討会を重ね、飼養環境改善を含めた指
導を行った。更にサーコワクチンの早期
承認を関係者が一体となり国へ要望し、
平成 20 年 1 月に承認された。3 月には被
害の大きい農家からワクチン接種が開始
され、平成 20 年度から家畜伝染性疾病に
対する地域的な体制の確立事業が始まり、
モデル農場を設定して調査を行い地域の
飼養衛生管理マニュアルの作成を検討し
ている。サーコワクチンを接種している
農家は事故率が低減してきたが、今後は
他の疾病の予防も考慮し、徹底した飼養
衛生管理を指導して行きたい。

426.関係者一体となった肥育豚の事故率低
減に向けた取り組み：千葉県北部家保
渡邊章俊、青木ふき乃

本県では平成 18 年より豚サーコウイル
ス 2 型(PCV2)関連疾病による肥育豚の事
故率が急増。当所では県の対策事業に先
駆けて 17 年度から対策講習会の開催や衛
生・環境検査に基づく指導を実施、19 年
度から各市町養豚組合の勉強会にも積極
的に参加し事故調査や情報提供を実施。2
0 年度は対策に意欲的な一養豚組合におい
て生産者 10 戸とコンサルタントの協力で
得た農場毎の生産成績を疾病発生状況、
環境改善及びワクチン接種による影響と
併せて事故率低減要因を分析。その結果 P
CV2 ワクチンを接種した 8 農場では離乳
期以降の事故率が低下し、19 年の事故率
が 22 ％以上の 4 農場では半分以下に、7
％の農場でも 4 ％未満となった。これら
の農場では AI/AO、PRRSワクチン接種、
豚舎の新設、消毒等を並行して実施して
いた。今後とも種々の視点から要因を分
析し、事故率の低減に向け地域一体とな
った取り組みを広げたい。

427.“ 出来ること ” から始める豚慢性疾病
対策：神奈川県県央家保 河本亮一、安
藤正樹

一貫経営農場（母豚 479 頭）で、規模
拡大に伴い、各種疾病が多発、離乳後事
故率が悪化（H15：4.7％、H18：20.5％）。
経営者、従業員との連携のもと、飼養衛
生管理基準の遵守を基本とし、PRRS 対策
に着目した “ 出来ること ” から始める慢性
疾病対策として次の項目を実施。①基本
的な衛生管理を見直し、繁殖豚舎、肥育

豚舎間の従業員の行き来を禁止、豚舎専
用の長靴を設置、②繁殖豚群の免疫安定
化を目標とし、導入元を限定、導入豚の
隔離・馴致期間を 3 ヶ月に設定、③肥育
豚群のストレス低減と異常時の迅速な報
告体制の整備、④経営者、従業員の危機
意識の共有化と意識改革。継続的な対策
の結果、衛生意識が向上し、PRRS-ELIS
A-S/P 比は、母豚群で数値の高い豚の割合
が減少、肥育豚群で各ステージ内のバラ
ツキが小さくなり、離乳後事故率は低下
（H20：14.8 ％）。成果を糧とし、“ 出来
ること ”の継続と更なる改善に期待。

428.より高度な農場防疫の構築と安全・安
心な畜産物供給を目指した養豚指導：新
潟県中央家保 馬上斉、仲山美樹子

管内の養豚場は稲作などの複合経営農
場が 75 戸中 59 戸（78.6%）、コスト高の
影響で利益は減少し、厳しい経営状況。「農
場のために家保ができることは何か」を
情報分析し行動、以下のことについて重
点的に行った。①アフター巡回の充実：
巡回後も 26 農場で 2 ～ 15 回巡回、農場
内訪問、病性鑑定など農場ニーズにあわ
せて対応。特に改善意欲の高い 2 農場は
豚繁殖・呼吸障害症候群を中心に呼吸器
疾病対策を明示し、検査成績から農場に
合った疾病対策を構築し改善。②新潟中
央養豚研究会の活性化：事務局として通
常事業に加え、農場防疫徹底のためコン
サルタント獣医師を招き会員参加の現地
農場視察を初めて開催し好評。③クリー
ンポーク生産農場の認定推進：更新の全 1
6 農場、新規 2 農場の計 18 農場が申請し
認定。以上のことから今後の養豚衛生に
は農場防疫による疾病コントロールおよ
び畜産物の安全・安心への高い意識が必
須と再認識された。

429.豚の発育ステージ別抗体検査体制の構
築による衛生対策指導：新潟県下越家保

阿部隆司、濱崎尚樹
下越地域における豚の発育ステージ別

抗体検査は、大規模養豚場を主体に民間
検査機関で経費をかけ定期的に実施され
ている一方、中規模養豚場を主体に検査
希望はあるものの適当な受け皿がなく苦
慮している農場が多数存在。当県の過去
の事業では積極的に検査を実施していた
が、 近は該当事業がなく、県予算縮小
の流れからも、受益者負担平等化の観点
からも、無償での対応は厳しい状況。そ
こで、検査手数料を徴収し検査希望全農
場に対応する体制を再構築。母豚 40 頭規
模以上 35 経営体のうち、民間検査を実施
していない経営体を主体に 18 経営体の検
査を実施。検査メニューは農場毎に調整
し経費と労力を軽減。結果は管理獣医師
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と連携し、病性鑑定やと畜検査成績等と
総合的に検討して、導入母豚の PRRS 馴
致、ワクチンの変更、飼養環境改善など
具体的な対策の検証と改善に直結。有料
化により農場側は結果の活用に貪欲とな
り、家保側もサービス向上に努力するな
ど意識向上。

430.民間獣医師と連携した総合的養豚衛生
対策の取り組み：富山県東部家保 森岡
秀就、坪川正

民間獣医師への支援と連携により、総
合的な養豚衛生対策を実施。A 農場では民
間検査機関獣医師と連携。増殖性腸炎対
策として、有効薬剤の投与と新離乳舎設
置による密飼解消対策に伴うピックフロ
ー変更を実施したところ、離乳後事故率
が改善し、出荷頭数が増加。豚抗酸菌症
対策として、母子感染予防のためペニシ
リン・ストレプトマイシン合剤の投与を
行うとともに、豚房などの消毒の徹底を
早急に実施したところ 4 ヵ月間でほぼ終
息。B 農場では農業共済指定獣医師と連携
し、豚大腸菌症および豚壊死性腸炎対策
を実施。母豚対策として有効ワクチン投
与や消毒の徹底、母豚更新を実施。新生
子豚対策として腸内細菌叢の改善と抗生
物質投与などを行うとともに、ブドウ糖
などの腹腔内投与を実施。これにより新
生期下痢及び死亡が減少し、発生当初は 5
頭台まで低下した離乳頭数は、発生前水
準に回復。両事例とも家保単独では解決
が困難なものであり、連携により、幅広
い衛生指導が可能。

431.一養豚場における経営改善への取り組
み：山梨県西部家保 小林洋平、鎌田健
義

管内の一養豚場において平成 16 年頃か
ら離乳後の子豚に呼吸器病がまん延し死
亡が続発、出荷頭数が減少し経営状況悪
化。農場内の調査、病性鑑定等各種検査
を実施。具体的な対策として①病豚の隔
離・豚房消毒・ワクチンプログラムの変
更等各種衛生対策、②管理台帳の導入・
記帳の励行、③経営検討会への参加等を
実施。対策前に比べ子豚の死亡が減少、
母豚１頭当たりの年間肉豚出荷数は昨年 1
0.7 頭から今年 14.5 頭に増加。また、当
所で作成した管理台帳の導入により、経
営の指標となる農場のデータが明確化、
経営検討会においても活用。指導当初、
衛生管理に対する農家の関心は薄かった
が、管理台帳を導入、農家自ら日々記帳
を行い農場の状態を把握することで意欲
も向上、衛生管理の重要性に理解が得ら
れ改善。今後も定期的に農場のモニタリ
ングを行い、さらなる生産性の向上を図
るとともに、総合的な経営の向上を目指

す。

432.豚一貫経営農家の生産性向上対策：静
岡県中部家保 小熊亜津子、長谷川昌俊

しずおか農水産物認証制度の申請を検
討している A 農家と既に取得している B
農家を対象に、生産性向上を目的とした
現状分析を実施。A 農場は系統豚利用の母
豚 60 頭の一貫経営農家で、平成 20 年 1
～ 8 月の出荷豚 588 頭のと畜検査成績等
から胸膜炎 130 頭（22.1 ％）、心外膜炎 1
16 頭(19.7 ％)、肝包膜炎 90 頭(15.3 ％)及
びマイコプラズマ性肺炎 118頭（20.1％）
が見られた。通称｢ガリ｣の出現率は、と
畜検査で病変が認められなかった豚（以
下、正常豚）17.5 ％ (33/189 頭 )と病変の
認められた豚（以下、異常豚）16.0 ％(64/
399 頭)に有意差はなかった。B 農場は母
豚 110 頭の一貫経営農家で、18 年 1 月～
20 年 8 月の出荷豚 4,689 頭中、｢ガリ｣の
発生が正常豚の 3.7 ％（94 ／ 2,522 頭）
に対し、異常豚で 9.2 ％(199 ／ 2,167 頭)
と増加、農場管理成績で判明した 2,480 頭
中の正常豚(1,359 頭)の出荷日齢は 194 日
と異常豚(1,121 頭)の 199 日齢に 5 日間の
差が認められた。日齢別抗体検査成績か
ら、PRRS は A 農場では認められず、B
農場では 90日齢で全頭が陽性。

433.豚慢性疾病対策への地域の取り組み
（第 2 報）：静岡県西部家保 松村淳文、
大竹正剛

管内 A 農協養豚農家 9 戸は、地域ぐる
みで豚慢性疾病対策を実施。昨年度は、
豚繁殖・呼吸障害症候群（PRRS）抗体検
査を行い、9 戸中 7 戸で陽性。本年度は、
事故多発期の病性鑑定、月齢別血清中豚
サーコウイルス 2 型（PCV2）定量検査、
飼養衛生管理･環境調査を行い、疾病発生
要因を検討。病性鑑定は 9 戸中 5 戸で実
施し、3 戸は PRRS、2 戸は連鎖球菌症と
診断。PCV2 定量検査では、9 戸中 4 戸で
事故多発期に顕著なウイルス量の増加が
認められ、事故率上昇への関与が疑われ
た。飼養衛生管理・環境調査では、事故
の多い豚舎は水洗・消毒・オールアウト
が適切に行われず過密飼育が認められた。
対策として、連鎖球菌症と診断された 1
戸で石灰消毒を実施し、PRRS と診断され
た 1 戸で離乳舎をオールアウト方式に変
更。結果、2 戸共に事故率が減少（12.1%
→ 0.9%、27.8%→ 14.3%）。事故発生には
主因疾病に加え飼養衛生管理・豚舎環境
が大きく影響し、その改善が生産性向上
に有効。

434.一養豚場における HACCP 方式に基
づく衛生管理の導入：滋賀県家保 吉村
理映子、山本逸人
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本県では豚で初めての導入。平成 18年、
病性鑑定を行った肥育豚より Salmonella
Typhimurium(ST)を分離。それ以降 ST
を中心とした衛生対策を実施。約 2 年の
間に衛生管理が向上したため、次のステ
ップである HACCP 方式に取り組んだ。
繁殖は責任者が主体となり新人を指導。
記録も各担当につけさせ始めて間がなく、
タイミングよく薬剤等の使用記録を追加
できた。肥育は人手もなく、現状以上の
記録は困難であったため、まずは既存の
記録に薬剤等の使用記録を追加。マニュ
アル作成の過程では、農場主は改めて農
場全体を細部にわたり掌握。導入にあた
り、意思統一を図るため、従業員全員が
集まる機会を持つことを提案。今後は、
記録やマニュアルに記載された作業の継
続と検証が必要。モチベーションを保つ
には、国の認証基準に沿った認証システ
ムの構築が重要。併せて、導入困難な農
場には、まずは、第三者にも分かる記録
の重要性を認識させる指導が必要。

435.ふれあい施設での動物由来感染症対策
：大阪府北部家保 勝井一恵

近年、動物とのふれあいによる腸管出
血性大腸菌感染症（O157）などの動物由
来感染症の発生が散見されている。管内
にはふれあいを目的として家畜を飼育し
ている施設が 4 ヶ所あり、疾病予防のた
めの検査、指導を行っている。今回、そ
の内の福祉施設の飼育豚で動物由来感染
症でもある豚丹毒の発生がみられたので、
その概要及び指導内容について報告する。
平成 20 年 10 月、当該施設かかりつけの
診療獣医師から当所に異常豚の病性鑑定
依頼があり、病性鑑定を実施した。その
結果、体表の菱形疹と皮膚病変からの豚
丹毒菌分離により豚丹毒と診断した。緊
急ワクチン接種などの予防対策や飼養衛
生管理指導のほか、手指消毒用施設の設
置など動物由来感染症対策についても併
せて指導した。今後の検討課題として、
ふれあいを目的として家畜を飼育する施
設について、関連獣医師と情報の共有化
など連携を図り感染症対策の推進に努め
たい。

436.管内養豚場における哺乳子豚の壊死性
腸炎発生に伴う衛生対策の取り組み：愛
媛県南予家保 大本敦子、山﨑義和

管内養豚場で、平成 19 年 10 月に哺乳
豚の壊死性腸炎が発生。母豚のクロスト
リジウムワクチン接種と感受性薬剤の投
与を実施し沈静化。しかし、平成 20 年 9
月に再発し、哺乳豚事故率が 29％に上昇。
病性鑑定により、クロストリジウムの感
受性薬剤耐性が確認されたため、母豚へ
の感受性薬剤の投薬と分娩舎移動時の畜

体消毒を実施したが、その後も続発。各
関係機関の指導統一を目的とする定期的
技術検討会を設置し、衛生プログラムの
見直し、畜舎消毒薬の変更、及び夜間介
護等を実施した結果、11月の事故率は 14.
6 ％に低下。特に夜間介護の実施により、
事故率は 18.0 ％から 15.4 ％、正常産子数
は 11.1 頭から 11.7 頭、離乳頭数は 9.1 頭
から 9.9頭、離乳率は 81.8％から 85.7％、
21日齢体重は 5.35kgから 5.85kgと向上。
再発は耐性菌の出現とワクチンによる移
行抗体の付与が十分でなかったためと考
察。ワクチンや抗生物質の効果を発揮す
るためには、まず、適切な飼養管理が必
要。

437.養豚農家の生産性意識向上のための取
り組み：熊本県中央家保 村上美雪、平
野孝昭
H12 年度から管内 2 養豚農場に対し、

慢性疾病対策を実施。出荷豚内臓検査結
果に基づくワクチンプログラム及び駆虫
薬投与方法の変更後、肺病変が A 農場で
7/20 頭から 0/10 頭、B 農場で 10/28 頭か
ら 0/10 頭、肝臓廃棄率が B 農場で 90%か
ら 0%に減少。PRRS 対策として A 農場で
母豚の全頭抗体検査を実施。3/53 頭の抗
体陽性豚の摘発・早期淘汰を実施。B 農場
は、抗体陽性率が 63%から 35%に減少。
診療獣医師と連携し、エコーによる繁殖
検診を月 1 回から 2 回に増回。年間分娩
回数が A農場で 1.97回から 2.21回、B農
場で 2.05 回から 2.11 回に改善。さらに指
導効果を高め、相互の競争意識を抱かせ
るための生産データを比較した合同検討
会の開催、定期巡回時のアンモニア濃度
測定による畜舎環境意識啓発並びに毎日
の豚舎温度測定・記録、出荷豚内臓検査
の増回等により衛生意識、飼養衛生管理
意識の向上がみられた。今後、さらに生
産者主体で安定的な経営が維持出来るよ
う支援する。

438.「と畜検査生産者別成績表」の改善と
普及への取組み：宮崎県都城家保 久富
一郎

食肉衛生検査所（以下食検）による「と
畜検査生産者別成績表」の普及拡大を目
的に平成 19 年 4 月「豚生産者別成績表の
有効利用に関する検討会（以下 FB 検討
会）」を発足。FB 検討会は家畜保健衛生
所、食検、NOSAI 連宮崎リスク管理指導
センターの 3者で設立。検討内容は①「マ
イコプラズマ性肺炎（以下 MPS）」の細分
化入力②間質性肝炎と豚回虫との関連③
豚赤痢による全廃棄の予防④管内豚臨床
獣医師に対すると畜検査成績表の活用普
及。結果、MPS の病巣肺葉別入力で農場
の状況把握が可能。間質性肝の病理学的、
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生化学的検査から豚回虫の関与が示唆。
と畜場での赤痢様腸炎発生農場に対して
文書による事前注意喚起実施。豚臨床獣
医師の研修会で生産者別成績表の具体的
活用方法を説明。FB 検討会の発足と改善
実施の効果により、農場での疾病対策の
重要なデータとして確立。今後さらに現
場の要望を反映した改良と活用普及に向
けた FB検討会の活動が望まれる。

439.グループ生産システムを活用した豚病
清浄化へ向けての取り組み：鹿児島県南
薩家保 馬籠麻美、山崎嘉都夫

平成 19 年より本県は、豚病清浄化プロ
ジェクトチームを設置し取り組みを開始。
当家保選定 1 農場は、繁殖母豚 76 頭一貫
経営。平成 18 年次事故率 15.8%で、豚舎
立地環境、労力不足、飼養衛生管理不備
等の問題を認めた。病性鑑定等検査の結
果、豚繁殖・呼吸障害症候群ウイルス（以
下 PRRSV）と呼吸器疾病原因細菌の複合
感染による事故増加と推察。また、豚オ
ーエスキー病（以下 AD）野外株抗体陽性
母豚 14 頭を摘発。対策として、ワクチネ
ーションプログラム変更、AD 野外抗体陽
性豚全淘汰、繁殖豚舎の AI/AO を実施す
るためのスリーセブンシステムを導入。
対策により母豚群の PRRSV 抗体価低下、
事故率低下、肥育豚増体率増加、出荷日
齢短縮、出荷頭数増加、母豚回転率上昇
等効果を認めた。更に HACCP 方式を活
用した飼養衛生管理を導入。今後も清浄
化対策の維持・強化に努め、さらに本プ
ロジェクトで得た知見や対策を基に、県
下全域の養豚農家の事故率低減に寄与し
たい。

440.飼養衛生管理チェック表を活用した豚
損耗防止対策の推進：沖縄県北部家保
仲村真理、安里仁

平成 18 年度から飼養衛生管理チェック
表及び Q&A やリーフレット集を作成。平
成 19 年度より農場への定期的な巡回や報
告書による文書指導を実施。一般農場は
延べ 13 農場を 31 回巡回指導。企業農場
は、管理獣医師、指導員を参集し損耗防
止対策検討会を開催。4 企業 12 農場につ
いて延べ 7 回の検討会を実施。報告書等
は、農場ごとにカルテ化、所内共有し、
どの職員でも一定指導が出来るように管
理。農場指導は、母豚の給餌管理と子豚
の保温管理を中心に指導。改善事例とし
て、平成 16 年に豚繁殖・呼吸障害症候群
(PRRS)、平成 17 年に離乳後多臓器性発育
不良症候群(PMWS)が発症し、平成 16 年
以降、離乳後までの事故率が 20%を超え
ていた A 農場で飼養衛生管理を見直した
結果、事故率が 20.6%から 12.2 ％まで低
減。B 農場では平成 20 年 6 ～ 8 月にかけ

て熱射病による母豚の死亡例が発生。豚
舎環境整備の指導により約 2 週間後には
終息。今後とも飼養衛生管理対策面から
のアプローチにより、生産性向上に努め
る。

Ⅱ－６ 畜産技術

441.ブタ精巣組織液中 IgG 濃度測定による
分割授乳の効果検証：山形県庄内家保 平
野かおり、細川みえ

当所では、初乳の確実な摂取を目的に、
生後 24 時間以内の分割授乳を指導。今回、
その効果について検証。初めに、子豚去勢
時精巣を用い組織液中の免疫グロブリン G
（IgG）濃度を一元放射免疫拡散法により測
定。精巣組織液中 IgG 濃度（精巣 IgG）と
血清中の IgG 濃度（血清 IgG）に有意な相
関を認めた（y=4.29x － 0.87,r=0.91,p<0.0
1）。次いで、H20 年 2 ～ 9 月に採材した管
内 3 農場 52 腹 253 検体について、精巣 IgG
を測定。産子数別にみると、14 頭以上 4.55
±1.88mg/ml は、13 頭以下 5.77±2.46mg/ml
より有意に低値（p<0.01）。産歴による有意
差なし。分割授乳を常時行った A 農場 7.49
±2.00mg/ml は、行っていない B 農場 4.68±
2.06mg/ml より有意に高値（p<0.01）。精巣
組織液を用いた IgG 濃度の測定は、分割授
乳の効果の指標として応用可能。分割授乳
の有効性を認め、産子数が多い場合は、特
に推奨。

442.台帳整理から始める養豚場成績アップ
の取り組み：長野県佐久家保 高山省三

平成 19 年度から「飼料価格高騰対策特
別巡回」による養豚場の生産性向上対策
に取り組んだ。平成 19 年 6 月時点で台帳
を集計していた農場は 4 戸、記帳のみは 7
戸｡①農場ごとの専用様式の作成、②集計
ファイル(Excel 形式)の作成、③集計サー
ビスを実施し、平成 20 年 2 月時点では集
計実施 11戸と大幅アップ。重点指導農場(9
戸 )では①生産データ、②ピッグフロー、
③飼養密度、④ワクチン接種プログラム、
⑤ステージ別抗体検査、⑥出荷豚の疾病
発生状況を調査し、衛生指導を実施。 G
農場は、肥育期間中の事故率 15.2%(H19
年 1 ～ 12 月)であったため、ひね豚(3 頭)
の病性鑑定を実施。①換気の徹底、②豚
房間の間仕切り設置、③導入元でのワク
チン接種、などを指導。ロットごとの事
故率を把握するため、記帳方法を変更。
事故率 4.4%(H20年 5～ 8月導入)に改善。
今後は①各農場・JA へ台帳集計を移行、
②生産データの重点農場間比較等、生産
データの集計と利用を定着させ、生産性
向上に活用する体制を目指す。

443.低生産性養豚場の要因分析と飼養管理
対策による改善効果：愛知県西部家保
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井藤雅子 ほか
20 年 5 月、管内養豚場から成績が悪化

して 2 年になるとの相談を受理。調査の
結果、哺乳豚ほぼ全頭が下痢発症、60 ～
90 日齢でヒネ豚発生率 7%、死亡率 10 ～
20%、出荷日齢平均 214 日という状態。
哺乳豚下痢の誘因として分娩後母豚の不
調と出生子豚の虚弱、哺乳豚の PCV2、ロ
タウイルス及びコクシジウムの感染を推
察。離乳時体重も平均 3.8kg と極小。離
乳豚舎内湿度調査では、気温が高い晴天
日の午後に強い乾燥傾向を確認。舎内は
密飼傾向で、PRRSV、PCV2、AR の感染
も確認。飼養管理対策として分娩舎水洗
消毒の徹底、分娩房床の全面スノコへの
改修、離乳舎の通路水打ち、離乳舎の増
設、また、感染症対策として哺乳豚への
コクシジウム治療薬の投与、子豚、母豚
へ PCV2 ワクチンを接種。結果、哺乳豚
の下痢が軽減し離乳時体重が平均 5.4kg
に増加、体重 6kg 以上の割合が 5%から 4
0%に増加。対策後事故率は 2%、悪化前
事故率 9.2%、調査時事故率 11.5%と比べ
激減。

444.リサイクル飼料のアミノ酸組成の分析
例：大阪府南部家保病性鑑定室 神原正

リサイクル飼料は、成分組成等の変動
が大きく、栄養価の評価には、成分分析
が必要。今回、リサイクル飼料のアミノ
酸組成の分析を行い、分析方法について
若干の知見を得た。試料は飼料分析基準
に準じて、塩酸で加水分解を行い、反応
後塩酸を除去し、緩衝液で定溶し高速液
体クロマトグラフィーに供した。標準液
は各アミノ酸が 0.5 μ mol/ml となるよう
緩衝液で希釈。定量は、飼料分析基準で
はアミノ酸分析装置を用いポストカラム
ラベル法で行うこととされているが、専
用の機器が必要。そこで誘導体化試薬に o
-フタルアルデヒドを用いてプレカラム誘
導体化を行い、逆相カラムで各アミノ酸
を分離後、蛍光検出（励起 345nm、蛍光
455nm）。上記の方法で、標準液は良好な
分離を示したが、試料はピークが検出で
きず。これは試料溶液中に誘導体の生成
を阻害する因子が含まれているためと考
え、試料、標準液をさらに 100倍希釈し、
分析したところ良好な結果を得、15 種の
アミノ酸の分析が可能。

445.管内大規模養豚農場における衛生指導
：愛媛県中予家保 佐伯拡三、河野良輝

管内大規模養豚農場（母豚約 950 頭）
に対して、継続した衛生指導を行なって
おり、今年度も引き続き実施。指導内容
は、定期的な抗体検査と随時の立入検査
（病性鑑定）および検討会を実施。今年
度の肥育豚の抗体検査において PRRS 抗

体は 120 日齢で陽転、App Ⅱ抗体は 120
日齢で抗体の上昇が認められた。Mycopla
sma hyopneumoniaeの CF抗体は 30～ 1
50 日齢まで陰性（4 倍以下）、同時期のと
畜検査では SEP++：19.2 ％、+：4.6 ％の
発生頻度であった。病性鑑定では、約 40
日齢の発育不良子豚より Actinobacillus p
leuropneumoniae が分離された。また、
平成 19 年度に分離されたサルモネラは今
年度分離されていない。これらの疾病対
策等を継続的に行うことにより、平成 19
年度と平成 20 年度（11 月末現在）を比較
すると、肉豚事故率 3.6 ％から 2.8 ％、11
0kg 出荷日齢 166 日から 157 日、農場要
求率 3.31から 2.93へ改善された。

446.繁殖豚の尾採血における一考察：鹿児
島県曽於家保 郡司康宏、大小田勉

繁殖豚の採血は、現在、頸部から実施
しているが、豚に与えるストレスや、保
定者の労力的負担が課題。これらの問題
を軽減する手段として尾部からの採血法
について検討。3 農場 21 頭の繁殖豚で実
施。採血は、保定なしで、ストール内の
繁殖豚の尻尾を挙上し、針を尾根部正中
線上、尾骨と尾骨の間に素早く刺入し、
採血針から滴下する血液を採血管に受け
とめて実施。検査に必要な血液量を 1ml
とした時、21 頭中 16 頭で成功。要した時
間は、10 数秒から 5 分程度。豚が起立し
ている状態でも寝ている状態でも採血は
可能。尾採血には、いくつかの要領があ
り、要領を習得するに従い成功率が上昇。
頸部採血では、保定者の労力的負担が大
きく、採血者に怪我などのリスクがあっ
た。繁殖豚側にも保定や採血による直接
・間接的ストレスがあり、農家も採血に
対し嫌悪感を抱くなどの問題もあった。
しかし、尾採血の場合は、これらの課題
が軽減されるため、繁殖豚の採血に有効
な方法だと思われた。

447.系統造成豚の産肉・繁殖形質と体型と
の関係：沖縄県家畜改良センター 當眞
嗣平、比嘉直志

沖縄県で系統造成中のランドレース種
について産肉性および繁殖性と体型との
関係について検討。【方法】産肉・繁殖形
質と体型測定値について多形質の BLUP
法アニマルモデルをあてはめ制限付き
尤法（REML 法）により遺伝率および遺
伝相関を推定。【結果】産肉性についての
遺伝率は、背脂肪厚 0.73、ロース断面積 0.
37、一日平均増体重 0.45。繁殖性につい
ては総産子数 0.12、離乳時一腹総体重 0.3
5 であった。体型測定値の遺伝率は、体長
0.47、胸囲 0.01、体高 0.52、胸深 0.03、
前幅 0.22、後幅 0.09、十字部高 0.46、管
囲 0.59 と推定。体型測定値と産肉性との
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関係では、背脂肪厚と体長、体高、十字
部高に-0.23から-0.44の負の遺伝相関が、
ロース断面積と後幅に 0.67 の正の遺伝相
関、一日平均増体重と体長、管囲、体高
および十字部高に -0.12 から -0.19 の負の
遺伝相関が認められた。繁殖性との関係
では、総産子数と体長、管囲、体高およ
び十字部高との間に -0.28 から -0.65 の負
の遺伝相関が認められ、離乳時一腹総体
重と体長、管囲、体高および十字部高と
の間に -0.31 から -0.73 の負の遺伝相関が
認められた。

448.琉球在来豚アグーの効率的繁殖へ向け
た試験研究の取り組み：沖縄県畜産研究
センター 仲村敏、島袋宏俊

アグーは近親交配により発情徴候、精
子の活力・量の減退など、繁殖能力の低
下が顕著で増殖が困難。当センターはア
グーを効率的に繁殖させる技術の開発に
取り組み、生産を支援。精子の凍結保存
技術の開発は前処理工程の改良、希釈液
に安定型アスコルビン酸誘導体および卵
黄由来低密度リポタンパク質を添加。結
果、精子細胞膜の脂質過酸化が抑制され、
膜の流動性が向上、融解後の精子性状が
大幅に改善され 3頭が受胎・分娩(3／ 8）。
子宮角深部カテーテルによる人工授精（A
I）を実施、結果、精液 5ml（1 億／ ml）
の少容量 AI でも受胎は従来法（80 億／
ml）とほぼ同等の成績。深部膣内電気抵
抗（VER）と血漿性ホルモンを測定、結
果、アグーの授精適期はランドレースよ
り早く、発情直後と判明。VER を指標に
適期 AI を実施、結果、従来法より約 2 倍
に受胎率が向上。アグーの妊娠鑑定は VE
R 法(授精 18 日目)、ノンリターン法、超
音波画像診断法を組み合わせることで省
力的かつ確実に診断が可能。今後はフィ
ールドでの実証試験を重ね、アグーに適
した繁殖技術の普及を目指す必要がある。

Ⅱ－７ その他

449.養豚場における動物用医薬品適正使用
遵守状況確認への新たな取り組み：新潟
県中央家保 太田洋一、渡邉大成

平成 20 年度新潟県の新規事業「選んで
安心『にいがた畜産』拡大事業」におけ
る「安心農場」認定養豚場（農場）に対
する検査強化体制を整備。農場の動物用
医薬品適正使用遵守状況を確認するため
の検査を開始。本年度は、農場立入検査
時に動物用医薬品の管理状況、投与記録
等の点検・調査に加え、肥育豚用飼料を
採材。飼養管理プログラムや獣医師の指
示書等から、ほ乳期～子豚期に使用履歴
のある動物用抗菌性物質及び飼料添加物
（抗菌性物質）を調査し、採材飼料につ

いて抗菌性物質の混入を検査する方法を
採用。H20.12 月末現在、13 農場の検査を
実施。検査方法は、高速液体クロマトグ
ラフィー（HPLC）及び市販の抗菌性物質
スクリーニングキットを利用し、すべて
の農場で陰性を確認。HPLC による検査
対象薬剤は、動物用医薬品 4 種、抗菌性
飼料添加物 1 種。今後は数年毎の検査方
法の変更や飼料のマイコトキシン検査等
を実施し事業の推進に努める。

450.管内養豚場の抗体調査及びと畜検査成
績：大阪府南部家保 葛西知江、森田千
清

管内養豚場で種々の伝染性疾病の発生
予防とまん延防止を目的とし定期的に立
ち入りと抗体調査を継続実施、結果をと
畜検査成績とあわせ分析。調査期間 :平成
16 から 20 年度まで 5 年間。抗体調査:[材
料]肥育豚及び繁殖豚の血清 1760検体。[項
目 ]豚コレラ、オーエスキー病、豚丹毒、
豚繁殖･呼吸器障害症候群(PRRS)、萎縮性
鼻炎、胸膜肺炎 2型、トキソプラズマ症、
アルカノバクテリウム・ピオゲネス感染
症、マイコプラズマ肺炎。と畜検査成績:[材
料]出荷豚 1107 頭[項目]月毎出荷頭数、内
臓廃棄数と内訳 (肝炎、肺膿瘍、胸膜炎、
胸膜肺炎、肺炎)抗体調査から平成 17 年度
以降全農場に PRRS 浸潤確認。と畜検査
成績から肺廃棄率や肝廃棄率に農場差確
認。今後もと畜検査を含む調査結果を分
析し個々の農場実態に即した衛生指導を
実施したい。

451.事故率 60%からの養豚農家における
事故率低減の取り組み：徳島県西部家保

尾川誠次郎、阿部敏晃
母豚 316 頭の一貫経営の養豚農家。前

経営体時の 2008 年 4 月以前の事故率は 6
0%前後。経営体の変わった、5 月以降農
場は対策を実施。農場、家畜保健衛生所、
食肉検査センター、飼料会社、ワクチン
メーカーが対策を協議し、順次実施。状
況把握のため 30 ～ 120 日齢の死亡豚 62
頭の病性鑑定（うち 37 頭を病理組織検査
に供試）、1 ～ 5 産の母豚、30、45、60、
75、90、120、150 日齢の肉豚の各種抗体
検査を実施。その結果、問題の根本は PR
DC であると判断。事故率低減に向けて、
ピッグフローの変更、消毒方法、母豚の
免疫安定化、部分的 AI/AOを実施。結果、
事故率は 60%から 18%前後に減少し、平
均的な出荷日数が 10 日短縮し、180 ～ 20
0 日。しかし、離乳舎での浮腫病、肥育舎
の豚胸膜肺炎（App）が顕在化。これらの
対策が課題。今後、関係各者の連携を行
い、経営改善に取り組む。

452.養豚農家における尿処理改善の試み：
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佐賀県西部家保 野田豊、井村福志郎
液肥散布時の臭気対策が必要な養豚農

家 2 戸（母豚 27 頭一貫経営。肉豚の尿は
敷料吸着後堆肥化処理）に対し、簡易回
分式活性汚泥尿処理施設の設置を助言し
たところ、尿処理施設を新設。投入汚水
及び曝気処理水の水質検査と臭気測定を
定期的に実施した結果、両農家とも、処
理後の生物化学的酸素要求量、化学的酸
素要求量、全窒素 、全リンの濃度が低下。
溶存酸素は、ほとんど認められず、アン
モニア性窒素の硝酸性・亜硝酸性窒素へ
の変化は認められなかったものの、アン
モニアの臭気強度は低下し、液肥として
利用しやすい状態となった。設置費用は、
A農家：約 18万円、B農家：約 25万円。
電気代は、A 農家：1300 円/月、B 農家：
1911 円/月。液肥利用可能なほ場がある場
合、簡易回分式活性汚泥尿処理施設の利
用は有効だが、汚濁負荷低減と適正な活
性汚泥量の維持が重要であり、冬期の水
温低下対策が必要であるため、継続的に
助言・指導を実施中である。

453.養豚場の外来者用長靴設置への取り組
み：長崎県中央家保 久住呂毅、向原要
一

管内の養豚場において、踏み込み消毒
槽の消毒効果及び長靴の汚染状況を調査
し、関係機関と連携し外来者用長靴の設
置への取り組みを実施。72 戸中 64 戸(89
％)が踏み込み消毒槽設置、また外来者用
長靴を設置している農場は 4 戸(5.5 ％)。1
0 戸中 3 戸の踏み込み消毒槽から一般細菌
を検出。消毒前の長靴からは、104 ～ 102

CFU ／ cm2
の一般細菌及び大腸菌群が検

出され、消毒後は 102 ～ 10CFU ／ cm2
と

減少。消毒後保管してあった長靴からは、
一般細菌が 10CFU ／ cm2

検出。消毒効果
判定では、大腸菌は逆性石鹸 A400 倍、B
1,600 倍、ｵﾙｿ剤 100 倍、塩素剤 3,200 倍
で死滅したが、有機物存在下ではそれぞ
れ 100、400、100、1,600 倍と効果減少。
管内の養豚場に外来者用長靴を推進する
ために、検査結果を基にパンフレットを
作成し、関係団体と連携し啓発を行った
結果、長靴設置農場は 4 戸から 38 戸(53
％)に増加。今後も管内の全ての養豚場へ
の病原体侵入防止のため外来者用長靴の
設置指導を推進。

454.病性鑑定業務を通した養豚飼養管理上
の問題分析：沖縄県中央家保 大城守、
長島裕美

管内における子豚期の疾病は「浮腫病」
と「レンサ球菌症」の発生頻度が高い。
今年度「浮腫病」が確認された 4 戸の発
生疫学を調査したところ、分娩腹によっ
て発生にバラツキがみられ、1、2 産の若

齢豚あるいは 8 産以上の高齢豚の子豚に
発生が偏る傾向にあった。また規模拡大
のため PRRS 陰性農場から一時期に候補
豚を導入し馴致期間を設けず繁殖に供し
た結果、PRRSV が流行し浮腫病が顕在化
したと思われる事例もあった。以上より、
浮腫病などの日和見感染症は、産歴構成
の不均衡、PRRSV 感染及び群編成などの
ストレスにより免疫力が低下した場合に
起こる散発的な発生であると考えられた。
また生産性が低い問題については、高温
多湿の厳しい飼養環境下にありながら飲
水をはじめとした防暑対策が不十分であ
ることが要因として考えられた。飼養管
理上の問題および課題として、1）適正な
産歴構成の維持、2）分娩腹単位の飼育、
特に「初産子豚群の分離飼育」を励行、3)
適正な給水量の確保を中心とした防暑対
策の徹底などがあげられた。今後地域単
位で農家講習会を開催していく予定。
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Ⅲ 鶏の衛生

Ⅲ－１ ウイルス性疾病

455.根室管内野付半島で発見された死亡オ
オハクチョウから高病原性鳥インフルエ
ンザ検出に伴う防疫対応：北海道根室家
保 森清香

平成 20 年 5 月、オオハクチョウの死骸
から高病原性鳥インフルエンザ（HPAI）
ウイルスが検出され、養鶏場への侵入防
止のため、立入検査、消毒命令等一連の
防疫対応を実施。防疫措置終了後、一連
の対応で明らかとなった課題について直
ちに検討し、次のとおり対応。①養鶏場
毎に「庭先防疫演習」を実施し、HPAI 発
生時の防疫措置について説明、生産者の
本病対策への意識を改善、②焼却施設の
受入可否を再点検し、焼却処分場所を確
保、③野鳥の検査担当者を固定し、行動
制限の影響が 小限となるよう対応、④
広報誌を活用した少羽数飼養者に対する
通報体制を整備、⑤マスコミ対応の見直
しと改善。根室管内は渡り鳥が飛来する
中継地が多数あり、HPAI ウイルス持ち込
みのリスクが高いことを改めて認識。地
域特性を踏まえ、飼養衛生管理基準遵守
の継続的な指導と発生予防へ向けた情報
提供に努め、養鶏場への HPAI 侵入防止
対策に引き続き取り組む方針。

456.伝染性気管支炎の発生と診断に関する
一考察：青森県青森家保 角田裕美、菅
原健

平成 20 年 3 月、ブロイラー飼養 3 農場
（A,B,C）で死亡率が増加、伝染性気管支
炎ウイルス（IBV）と大腸菌を分離。死亡
率増加に IBV がどの程度関与したかを検
討するため、リアルタイム PCR による IB
V 定量値と他の検査成績を農場毎に比較。
材料は 3農場の解剖鶏計 20羽と同居鶏 30
羽の血清。リアルタイム PCR は既報に基
づき実施。組織所見ではリンパ球浸潤の
程度から病変をスコア化（著変なし:0、軽
度 :1、中等度 :2、高度 :3）。A 農場：①定
量値 8.7×106copies/μ l、②病変スコア平
均 2.7、③大腸菌分離率 40%、④血清尿酸
値 161.0～ 176.0mg/dl、⑤ IBV分離率 10
0%、診断名は IB が適当。B 農場：① 6.1
×106、② 1.8、③ 80、④ 22.0 ～ 86.0、⑤
60、IB 主体の大腸菌症との複合感染と診
断。C 農場：① 5.4×104、② 1.0、③ 80、
④ 6.4 ～ 16.8、⑤ 20、大腸菌症主体の IB
との複合感染と診断。リアルタイム PCR
は農場毎の病変スコア、IBV 分離率等の
傾向を反映し、迅速かつ量的に IBV の関
与を推定可能。

457.愛玩用チャボにおける鶏痘の発生：福
島県いわき家保 鴻巢尚子、小林準

愛玩用チャボ６羽を飼養する養鶏家で
５羽の鶏冠に疣状の皮膚病変が発生して
いるとの通報により、病性鑑定を実施。
鶏冠、口角及び眼瞼等の皮膚に粟粒大～
小指頭大、褐色の痂皮を伴う疣状物を確
認。病理組織学的検査において、病変部
に上皮細胞の増殖を認め、有棘細胞の腫
大及び好酸性細胞質内封入体（ボリンゲ
ル小体）を確認。また、ウイルス学的検
査おいて、痂皮乳材を接種した発育鶏卵
に漿尿膜上のポック形成及び上皮細胞質
内の好酸性封入体を確認したことから鶏
痘と診断。飼養鶏の移動及び孵卵の自粛、
鶏舎の清掃・消毒の励行及び野鳥の侵入
防止等の防疫対策を指導。４カ月後、未
発症鶏１羽の鶏冠及び後日孵化した雛１
羽の頭部皮膚に発痘を確認し、引き続き
経過の観察及び防疫対策の徹底を指導。

458.採卵鶏のニューカッスル病ワクチン接
種状況と抗体保有状況の分析：群馬県中
部家保 神岡哲生

ニューカッスル病（ND）について、採
卵鶏延べ 76 農場を対象に、日齢別ワクチ
ン接種回数、抗体保有状況を調査。日齢
別の農場毎の ND 抗体価 GM 値の平均値
は、日齢が高いほど低下する傾向にあっ
た。初生導入及び大雛導入農場毎の ND
ワクチン接種状況及び抗体価別羽数の割
合を比較。ND 抗体価が 16 倍以下の羽数
の割合は、初生導入農場（11.9%）の方が、
大雛導入農場（4.1%）よりも多かった。
また、ND 抗体価の低い初生導入農場数は
4、大雛導入農場数は 1 であり、適切な N
D ワクチンプログラムと接種方法の見直
しを指導。ND 以外のワクチン接種効果の
確認のため、鶏伝染性気管支炎、鶏伝染
性喉頭気管炎の抗体価を ELISA 法により
測定し、全ての農場で十分な抗体保有状
況を確認。日齢の進んだ鶏を飼養する農
場では、ND ワクチン追加接種を検討する
こと、また、特に初生農場では ND ワク
チン接種方法を見直すことの必要性が示
唆された。

459.高病原性鳥インフルエンザのリアルタ
イム防疫演習の試みとこれからの課題：
千葉県東部家保 橋本能子、石川 直子

高病原性鳥インフルエンザ (HPAI)は、
万が一の発生の場合、畜産関係以外で関
わる人員の多さで類を見ない。また、注
目度や、いつ国内で発生してもおかしく
ない状況から、毎年、HPAI 防疫演習が行
われてきた。これまで地域防疫演習では、
通報から決定に至る家保の対応内容や、
発生農場及び消毒ポイントにおける作業
説明が中心だった。しかし、地域対策本



- 103 -

部の構成員である市町村や団体、又、農
林水産以外の県出先機関には発生現場防
疫措置以外の業務をお願いすることとな
る。その業務の内容を理解し、指示のタ
イミングについて体感してもらうため、
疑い例の発生連絡から緊急会議招集、作
業開始後の指示･依頼をリアルタイムで行
う防疫演習を試みた。その結果、各機関
がマニュアルを作成、修正したり、各所
のマニュアルをすりあわせ、スムーズに
動けるよう改善を行うことにつながって
いる。今後も少しずつテーマを変えて、
演習を実施していきたいと考えている。

460.管内一養鶏場で発生した産卵低下の原
因究明と対策：富山県西部家保 池上良、
山﨑仁之

管内 A 採卵鶏農場で H17 年頃より特定
鶏舎の直立 6 段ケージ 上段に限局して
産卵低下が発生。発生場所では産卵率が 5
0%程度まで低下し、鶏群を更新しても発
生。H17 ～ 19 年に 4 回の病性鑑定を実施
したが原因は特定できず。H20 年 4 月の
導入鶏群に対し週 1 回の産卵数の計数と
気管及びクロアカスワブの採取を実施。4
段目の対照区では産卵率に異常なし。
上段の調査区では 150 日齢から産卵率が
急激に低下、3 週で 45%まで低下。他列の

上段でも調査区と同様に産卵率が低下
し、群全体の産卵率は推定で 85%前後ま
で低下。産卵低下と同時期に調査区のス
ワブより伝染性気管支炎ウイルス(IBV)の
遺伝子が高率に検出。以上より IBV の関
与を疑い、9月の同鶏舎別群の更新に際し、
鶏群間でのウイルス伝搬対策及び IBV ワ
クチンの追加接種等の対策を実施。その
結果、9 月更新群では産卵率の急激な低下
は見られず、群全体での産卵率も 90%以
上で推移。

461.高病原性鳥インフルエンザ (HPAI)発
生時対応にかかる電子化された農家情報
の考察と展望：石川県北部家保 多々見
晋一、松田達彦
HPAI 発生時の防疫対応が紙台帳ではデー
タ管理、修正が煩雑なことから、農家情
報を各関係機関で共有、統一化すること
を目的に電子化。ソフト及び OS は、Mic
rosoft Office Excel、Windows を使用
し、システムは Book 及び Sheet 機能を利
用、農家情報には関数計算式等を取り入
れ、データベース化することによって迅
速に情報を把握できるように簡潔化。紙
台帳と比較検討した結果、立入り検査時
に収集した農家情報や膨大な蓄積データ
の集約化や情報の共有に効果。移動制限
区域の判断では家畜伝染病発生地図シス
テムを使用。区域内農場の抽出、消毒ポ
イントの設定に有効。農家情報のデータ

蓄積により紙台帳で検索するよりも省力
化及び逐次更新可能。以上より速やかな
HPAI 防疫対応に有用。個人情報管理方法
について検討が必要。

462.PCR 法によるヘキソン遺伝子を標的
としたグループⅠ、Ⅱ、Ⅲトリアデノウ
イルスの同定：

1）福井県家保 2）（独）動物
衛生研究所 三竹博道 1）、真瀬昌司２）ほ
か

トリアデノウイルス（AAV）感染症の
診断法はウイルス分離が基本ではあるが、
煩雑で時間を要する。そこで病原学的に、
迅速かつ簡便な方法としてグループⅠ、
Ⅱ、Ⅲ AAVを検出できる PCR法を開発。
また、既報の PCR プライマーとして Xie
らの方法、Raue らの方法と Jiang らの方
法についても検討し、その成績を本法と
比較。プライマーは AAV の L1 を含むヘ
キソン遺伝子の配列から新たに設計。供
試株は、グループⅠの標準株８株、グル
ープⅡの標準株２株、グループⅢの標準
株２株。今回設計したプライマーを用い
た PCR 法の結果、全てのサンプルで約 80
0bp の PCR 産物が得られ、そのダイレク
トシークエンスにより各産物がグループ
Ⅰ－Ⅲ由来であることを確認。一方、グ
ループⅠ－Ⅲ AAV を全て検出できると報
告されていた Xie らの方法ではグループ
Ⅰの 1 株のみしか検出されず、グループ
Ⅰ全て検出するとされていた Raueらと Ji
ang らの方法でもグループⅠの全てのサン
プルは検出できなかった。

463.県内で発生した鶏の伝染性気管支炎（I
B）の一症例：山梨県東部家保 土山喜之、
菊島一人

採卵鶏を飼育する農場において、導入
直後から発育不良を示し、2 週間後には死
亡雛が目立ち始め、その後約 1 週間で 20
羽死亡した事例があった。死亡した雛の
症状は元気が無く、うずくまる程度であ
った。当該農場は、50 日齢で 10,400 羽を
導入している。今回、死亡原因究明のた
め病性鑑定を実施した。剖検所見および
病理学的検査、ウイルス学的検査におい
て、IB に一致した検査結果が得られた。
病理学的検査における尿細管間質性腎炎
や痛風病変は、IB に特徴的ではないが IB
の腎炎型にも見られ、ともに今回の症例
を反映しているものと考えられた。当該
農場では、現在ワクチネーションプログ
ラムを検討中である。IB ウイルスは、血
清型の違いによる抗原性の違いが大きい
為、ワクチンが有効に作用しない場合が
ある。効果的な対策は、流行株に近い抗
原性を持った株と様々な抗原性に対応で
きるワクチンを組み合わせる事と考えら
れ、今後ウイルス株の同定による効果的
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なワクチネーションプログラムを検討す
る事が必要だと考えられる。

464.大規模養鶏地帯での HPAI 発生を想
定した防疫対応：岐阜県東濃家保 神谷
祐子、木谷隆

平成 20 年 5 月、東濃地域高病原性鳥イ
ンフルエンザ防疫対策協議会（協議会）
の事務局である東濃農林事務所と当所で、
東濃農林事務所管内 3 市と個別に危機管
理体制についての意見交換を実施したと
ころ、市により大きな差があった。そこ
で市の役割分担を明確にするため大規模
養鶏地帯である A 市の協力を得て、採卵
鶏 10 万羽飼養農場での発生を想定し、A
市と机上演習を実施。事前調査として 8
～ 9 月に A 市内全養鶏場を対象に鶏舎の
内部構造までの詳細な農家情報の聞き取
り及び消毒ポイント、防疫作業者の集合
・健康診断場所の候補地を選定。机上演
習では調査結果をもとに、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、県マニュアル、
県手順書に基づき確認。市における初動
防疫体制を構築し、広報文書雛形を作成。
10 月末に開催された協議会で市、関係機
関の具体的な役割分担を説明し、危機管
理体制を強化。

465.高病原性鳥インフルエンザ（ＨＰＡＩ）
防疫に係る死亡鶏焼却試験について：三
重県中央家保伊賀支所 中野有紀、田上
宏明 ほか
HPAI 発生時の死亡鶏焼却を管内産業廃

棄物処理業者と協議したところ、過去に
処理事例がなく有事に備え焼却試験を実
施したいと申し出があり、県防疫作業手
順書にある「1 日 1 万羽焼却」の可能性を
併せて検証した。40 Ｌ医療廃棄物用ペー
ル缶に死亡鶏を 10 羽ずつ梱包した計 50
箱を 1 日処理能力 65 ｔの焼却炉に箱数を
変えて連続投入し、燃焼状況を確認・検
討。結果、総焼却量に対し 26 ％、羽数換
算で 1 日に 大 16,000 羽焼却可能（24 時
間連続投入と仮定）と推測された。ただ
し、実際の受入については、地元住民の
合意が必要である。更に、他の可燃性廃
棄物の受入量により焼却可能量が変動す
る恐れもある。また、現場作業員の感染
防止策に万全を期す必要性も示唆された。
しかし、定期点検や補修期間に該当せず、
地元住民の合意が得られれば当該施設で
の HPAI 発生時の鶏の焼却処分は充分可
能と思われる。

466.肉用鶏農場における伝染性ファブリキ
ウス嚢病（IBD）ワクチネーションへの考
察：三重県紀州家保 石井利通、北村裕
紀

管内一肉用鶏農場の病性鑑定事例にお
いて、ファブリキウス嚢（以下Ｆ嚢）の
リンパ濾胞の萎縮およびリンパ球数の減
少が認められる個体が散発。伝染性ファ
ブリキウス嚢病（以下 IBD ）の野外感染
を疑い、ワクチネーションの有効性を含
めた原因の究明を実施。抗体検査、死亡
鶏のＦ嚢を用いた経時的な病理組織学的
検査およびＰＣＲ検査にて、ワクチネー
ションプログラム別による鶏群比較を実
施。結果、病性鑑定事例で認められたＦ
嚢のリンパ濾胞の萎縮およびリンパ球数
の減少は、ワクチンウイルスによる侵襲
像の可能性が高いと診断。また、調査鶏
群では、IBD の抗体価が異なるだけでな
く、死亡鶏のＦ嚢の病理組織所見も異な
ることを確認。特に、夏季の同時期導入
２群の比較では、死亡鶏のＦ嚢障害が大
きい群で、障害を受けたＦ嚢の間質が発
達し、成熟する時期に死亡羽数が増加、
生産性の低下が認められた。

467. 高病原性鳥インフルエンザ発生時に
埋却した処分鶏等の 終処理：京都府南
丹家保 寺石武史、藤野日出海

【はじめに】平成 16 年の大規模農場で
の発生時、まん延防止のためシート等で
密封する方法で緊急避難的に処分鶏等を
一時埋却。事前の試掘等で安全確認の上、
平成 19 年 12 月 終処理を開始、20 年 4
月完了。全国初の試みのため、埋却物の
状態について得た知見を報告。【材料と方
法】事前調査として 17 年 3 月～ 19 年 6
月、①鶏体等のウイルス検査、②溝内の
臭気検査を実施。 終処理時に改めて①
鶏体等の解剖、細菌検査、骨格筋の組織
所見、水分・タンパク質含量、タンパク
質分子量等を分析、②作業時の臭気濃度
を測定。【結果と考察】事前調査では、①
鶏体等からウイルスは検出されず、鶏体
水分含量も一般鶏と同等。②溝内に液体
貯留なく、臭気濃度も作業環境基準値未
満。 終処理時の検査では、①鶏体は扁
平化、骨格筋水分・タンパク質含量低下、
タンパク質の低分子化を認めたが、安定
した地中温度、嫌気状態のため、腐敗、
液状化なく原形保持。②臭気対策により
長期埋却後も安全に処分可能。

468.採卵鶏で発生した伝染性ファブリキウ
ス嚢病（IBD） :奈良県家保 油谷奈美、
松田勇

県内の採卵鶏飼養農家で 46 日齢（初生
導入）の死亡羽数が増加したため病性鑑
定を実施、IBD と診断したのでその概要
を報告する。F嚢では以下の病変を認めた。
剖検所見では点状出血・水腫が、病理組
織学的にはリンパ濾胞でリンパ球が壊死
・脱落し、細網細胞への置換が認められ
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た。IBDV 免疫染色は陽性であった。RT-
PCR 検査で F 嚢より IBDV 特異的遺伝子
を検出。RFLP により、検出した遺伝子は
高病原性株と同様の切断パターンを示し
た。IBDVは高温や消毒剤に抵抗性が強く、
一度汚染された環境を清浄化することは
困難である。本農場では IBD ワクチンを
接種していなかったので、今後はワクチ
ン接種を含めた飼養衛生管理の徹底が重
要と考えられた。

469.採卵養鶏場で伝染性気管支炎(IB)ウイ
ルスが連続分離された 2 症例：和歌山県
紀北家保 石井陽子、嵩秀彦

管内採卵養鶏場において昨年度に引き
続き、産卵率低下・元気消失 (症例 1)、7
月に死亡羽数増加(症例 2)を示す症例発生。
2 症例共に宮崎株に 99%以上近縁な IB ウ
イルス分離。再発防止のための分析実施。
症例 1 は、宮崎株未接種で、剖検鶏以外
のクロアカスワブから IB ウイルス分離。
気管、腎臓に病変認め、呼吸器、下痢症
状から、IBウイルス関与の疑い。発症時、
農場内に宮崎株接種済み鶏群が他鶏舎に
おり、そこから宮崎株が持ち込まれた可
能性。症例 2 は、宮崎株接種済みで、コ
クシジウム OPG が高く腸内病変を認めら
れたことから、コクシジウム症と診断。2
症例から浸潤株ワクチン接種の有無によ
り、症状・病変発現に差があることを確
認。この農家では二つの導入元によるワ
クチンプログラムの違いがあるため、今
後全鶏群のワクチンプログラムの統一及
び、定期的な浸潤株調査による適切なワ
クチン接種株の見直しを行い、一般衛生
対策およびストレス低減を実施して発生
予防に努める必要あり。

470.ブロイラー農場における筋胃びらんの
発生：島根県益田家保 藤原和隆、前原
智

年間出荷羽数 120 万羽のブロイラー農
場で、全鶏舎一斉のオールイン・オール
アウト（AI/AO）から鶏舎毎の AI/AO に
変更後、食鳥処理段階での筋胃びらんに
よる筋胃廃棄率が増加（ 大 68 ％）。ト
リアデノウイルス（FAV）の関与を疑い、
各種検査を実施。抗体検査は 2 鶏舎で実
施し、1 鶏舎では出荷直前まで全例陰性、
別鶏舎では 41 日齢まで全例陰性であった
が、48 日齢で 10 例中 5 例が陽性。14、2
1、35 および 43 日齢の生鶏各 5 羽ずつで
解剖を実施し、筋胃びらんを 14日齢 1羽、
35 日齢 1 羽、43 日齢 3 羽で確認。43 日
齢の 5 羽の筋胃を材料としてウイルス学
的検査および病理組織学的検査を実施。1
例で FAV を分離し、全例で FAV 特異遺
伝子を検出。病理組織学的には 3 例で角
質層の不規則な肥厚とびらん形成を認め、

うち 1 例では筋胃腺の腺上皮細胞に好塩
基性核内封入体も確認。本事例を FAV 性
筋胃びらんと診断し、40 日齢頃に FAV 感
染、びらん形成が増えると推察。

471.一おかやま地どり飼養農家におけるＮ
Ｄ抗体価の動態と問題点：岡山県岡山家
保 西川真琴、多賀伸夫

おかやま地どり（地どり）のニューカ
ッスル病（ＮＤ）のワクチン接種プログ
ラムは、マニュアルにより７、１４、２
８、５６日齢の４回接種と定められてい
る。今回、一地どり飼養農家のＮＤ－Ｈ
Ｉ抗体価が、１及び２回目のワクチン接
種（いずれも点眼）後の２６日齢でＧＭ
３と低い事例に遭遇。農家のワクチン接
種手技を確認し、特に問題は認められな
かったが、２９日齢ＧＭ３、３回目のワ
クチン接種（飲水）後の４３日齢ＧＭ１
１、５６日齢ＧＭ５といずれも野外株感
染防御レベル以下であった。そこで環境
要因を疑い同群を別飼育して、ワクチン
接種を実施。併せてワクチン溶解水の検
討も行ったが、変化を認めず。ワクチン
株を従来のＢ１株から２回目以降ｃｌｏ
ｎｅ３０株に換え、１８、３２、５８日
齢で接種。２９日齢でＧＭ５、５８日齢
ＧＭ４、７６日齢ＧＭ７といずれも顕著
な抗体の上昇を確認できず。このことか
ら、現状では地どりのＮＤ野外株感染の
危険性が示唆され、従来のワクチンプロ
グラムの検討とＮＤ抗体応答に影響を与
えている要因の究明が必要と思われた。

472.ワクチン変更後にみられたマレック病
とその対策：香川県東部家保 矢野敦史、
山本英次

平成 20 年 6 月、採卵鶏 5,000 羽飼育の
農場で、94 日齢 640 羽（A 群）の 70 羽
に脚弱。10羽を病性鑑定。マレック病（以
下 MD）ワクチンを、MD2 種（Ⅰ型＋七
面鳥ヘルペスウイルス（以下 HVT））から
Ⅰ型のみに変更。他の 2群（B群 500羽、
C 群 677 羽）にも脚弱が発生。剖検時、
脾臓腫大、腺胃肥厚が顕著。坐骨神経は
軽度腫大、病理組織学検査で、リンパ様
細胞の腫瘍性増殖。羽包上皮に両染性核
内封入体。ウイルス学的検査は PCR 検査
で腫瘍原性 MD ウイルス（以下 MDV）を
確認。MD と診断。対策は鶏舎消毒等の衛
生対策、Ⅰ型接種済の D 群（1,680 羽）E
群（680 羽）に HVT を追加接種および F
群以降は MD ワクチンを 2 種に変更。脚
弱発生は D群 13羽、E群 10羽、F群 4/2
55羽、G群 2/458羽、H群 2/861羽、I群
0/100 羽と著減。浸潤状況調査に PCR 検
査を利用。F 群＜ G 群＜ H 群＝ I 群の順
で腫瘍原性 MDV の増殖抑制を確認。MD
2 種ワクチンの重要性を示唆。PCR 検査
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によるモニタリングは有用。

473.鳥インフルエンザ診断時における各検
査法の検出感度比較：香川県東部家保
山本英次

鳥インフルエンザ診断時における検査
では、一般的にウイルス分離、ＰＣＲ、
簡易検査の順でウイルス検出感度（以下
感度）が高い。しかし、実際の各検査の
感度差は不明。指針にはＰＣＲに用いる
検査キットの指定は無く、各キット間の
感度差も不明。このため、当所における
各検査間の検出感度差の比較と、ＰＣＲ
に用いる検査キット間の比較を実施。既
存プライマーを用いたリアルタイムＰＣ
Ｒの感度も測定。方法は、ウイルス培養
液もしくは抽出ＲＮＡを 10 倍段階希釈し
て材料とし、各検査における検出限界希
釈倍率を測定。結果、検出限界希釈倍率
は簡易キットでは 10-2、ＰＣＲでは 10-2

～ 10-4、分離では 10-7 以上。リアルタイ
ムＰＣＲでは 10-6 ～ 10-7。簡易検査、Ｐ
ＣＲと分離の感度差に留意した防疫対応
が重要。また、ＰＣＲ検査キット間に感
度差があり、より感度の高いものを採用
することが重要。リアルタイムＰＣＲの
有用性が示唆された。

474.ブロイラー農家における ND ワクチ
ンプログラムの検討(第 1 報)：佐賀県中部
家保 一戸夏美、山﨑勝義

約 49 ､ 000 羽を飼養する一ブロイラー
農家に対し、ニューカッスル病 (ND)ワク
チン接種方法の指導、検証を実施。当該
農家は初生時に IB･FP･MD、11 日齢に N
B(B1株)、17日齢に IBD、28日齢に ND(M
ET95 株)ワクチンを投与。ND ワクチンの
溶解液は水道水を使用しており、脱塩素
剤 (ハイポ )添加を指導。さらに水質検査
(遊離塩素、二酸化塩素、鉄、PH、細菌数)
及び ND抗体価（初生、22日齢、38日齢)
を検査、対策の効果を検証。その結果、
同時期入すう 3 群の初生時の GM 価は 36.
8、66.3、30.9、22 日齢では 16.0、17.1、
9.2、38 日齢では 8.0、5.7、9.2。各群と
も日令を追うごとに GM 価は低下し、水
道水の塩素濃度の関与は否定的。初生時
の抗体価が高いことや、ヒナの飲水行動
が活発でないことなどが免疫補強効果の
阻害要因と考察。今後、引き続き種鶏の
抗体価を勘案した ND ワクチンの接種時
期や断水時間の設定等ワクチン投与方法
の検証を行い、指導を継続予定。

475.肉用鶏に発生した頭部腫脹症候群：大
分県玖珠家保 松井英徳、足立高士

管内の肉用鶏農場（58,000羽飼養規模）
において、2008 年 1 月 16 日入雛（26,50
0 羽）の鶏群で 30 日齢頃から眼瞼の腫脹

と沈鬱等の症状を呈し死亡・陶太する鶏
が増加した。定期的に採血した鶏血清を
用いウイルス学的検査を実施した。その
結果、鶏ニューモウイルス（APV）抗体
価が 35 日齢で 22.6 倍に上昇し、野外ウ
イルスの感染が認められた。ウイルス分
離では、HPAI、NDV 分離陰性。PCR 検
査では、NDV、IBV に特異的な遺伝子は
検出されませんでした。41 日齢で病性鑑
定した 3 羽の主要臓器を用い細菌学的検
査および病理学的検査を実施。細菌学的
検査では、主要臓器からは菌分離陰性で
あったが、病理学的検査において肝臓、
頭部皮膚に偽好酸球浸潤が観察され、細
菌の関与が示唆された。 以上の結果よ
り、本症例は APV および細菌が関与した
SHS と診断した。対策として、APV ワク
チンの接種や敷料対策等の指導を実施し
た結果、その後の発生は見られていない。

476.県内で 24 年ぶりに発生した伝染性喉
頭気管炎（ILT）：宮崎県宮崎家保 齊藤
幸恵、片山貴志
2008 年 2 月、2 万 2 千羽飼養の採卵鶏

農場で、322 日齢の一群（2,100 羽、ILT
ワクチンを約 80 日齢で接種）の死亡数増
加。呼吸器症状のみ認められ、約 10 日後
に鎮静化（死亡総数約 100 羽、死亡率 1.2
%/鶏舎）。剖検では、気管粘膜に充出血お
よび微小な白色結節を確認。気管乳剤の
発育鶏卵初代培養では白色のポックを、C
K 細胞への接種では細胞融合性の CPE を
確認。分離ウイルスは、抗 ILT ウイルス
血清で中和され、PCR-RFLP 法で使用ワ
クチン株とは切断パターンが異なった。
発生時は抗体をほとんど未保有で、後に
抗体価が上昇。病理検査では、喉頭およ
び気管の粘膜上皮細胞や肺の気管支粘膜
上皮細胞に合胞体および核内封入体が散
見され、作製した家兎血清を用いた免疫
組織化学染色で陽性反応。これらの検査
結果から、ILT と診断。大雛期のみのワク
チン接種では発症を防御できなかったと
推察。今回作製した抗血清は、今後の ILT
の迅速な確定診断に有用。

477.管内 4 年間のニューカッスル病(ND)
抗体価推移：宮崎県都城家保 渡邊拓一
郎、有田章一

管内で４年間に検査した 285 農場 3,702
検体の ND-HI 抗体価を検証。ND オイル
ワクチン使用農場は高日齢でも個体レベ
ルで発症防止に必要な抗体を維持。ND 生
ワクチン接種農場・ND ワクチン非接種農
場では高日齢農場でも高い抗体価を持っ
た農場があり、また個体間の抗体価の差
も大きい。一方、野鳥対策が厳重な農場
においては生ワクチン抗体が消失してい
る事例があり、野鳥による野外 ND の伝
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搬が推察。ブロイラー農場・ND 生ワクチ
ンのみ接種農場では 5 月から 9 月期に ND
抗体価の幾何平均値が高い傾向。一方冬
期は低く一部個体は抗体を保持しない。
通常 ND は冬期に頻発するが、結果 ND
抗体価は夏期に高い傾向。冬期には鶏舎
環境・飲水投与の不備などワクチン効果
に影響を与える要因が多い一方、鶏舎を
閉切ることが多く野外 ND の影響を受け
にくいが、夏期は野鳥の行動も活発であ
り、野外 ND の影響を受けやすく抗体価
の上昇として現れていると推察。今後の
ND衛生指導の一助としたい。

478.系列農場死廃率上昇へのＩＢＶ関与の
検討：鹿児島県鹿児島中央家保 東條秀
一、長谷学
2007 ～ 2008 年に同一肉用鶏系列農場

にて、顔面腫脹、発育不良等を主症状と
する死廃数増加による病鑑依頼が相次ぎ、
出荷率も 70 ％台にまで落ち込む群も見ら
れた。IBワクチンは Ma5と 4-91を投与。
13 農場 16 件 81 羽について病性鑑定を実
施し、その多くを大腸菌症と診断した。
一方 3 農場から分離された IBV は遺伝子
解析により TM-86 近縁株 1株、C-78近縁
株 3 株である事が分かった。そこで 14 件
102 検体の血清について IBV（Ma5 株、4
-91 株、分離した 2 株）に対する中和抗体
価を測定した。各株に対する GM 値と 40
倍以上抗体保有件数は 205.8倍 13件、21.
6 倍 4 件、14.8 倍 3 件、73.1 倍 11 件であ
った。系列農場の各株に対する抗体保有
状況は類似した事から IBV の関与も疑わ
れた。ウイルス分離状況と併せるとワク
チン選択及び投与方法の検討を要する事
が示された。今後は IBV 各株間の交差性
について検討を加える一方、大腸菌症発
症の誘因ストレスとなる飼養環境の改善
も指導していきたい。

479.採卵鶏に発生した伝染性喉頭気管炎（I
LT）：鹿児島県北薩家保 中島亮太朗、上
村美由紀
H19 年 12 月 10 日，採卵鶏農場（3860

0 羽，171 日齢）で奇声，異常呼吸音を呈
し，死亡鶏では血痰を確認。衰弱鶏 5 羽
の解剖所見では気管内の血痰以外，著変
なし。組織所見では気管や肺の二次気管
支で粘膜上皮の剥離や合胞体形成，ハロ
ーを持った好酸性核内封入体を確認。そ
の他臓器に著変なし。ウイルス検査では
発育鶏卵接種（材料：気管，肺，気管ス
ワブ）で異常なし。尿膜腔内液の HA 性
は陰性。発育鶏卵漿尿膜上接種では漿尿
膜上に典型的なポックを形成。PCR 検査
で ILT ウイルス遺伝子の特異的な PCR 産
物を検出。細菌検査で有意菌は分離され
ず。また当該農場と周辺 10農場の血清（1

1 ～ 12 月採材）で疫学調査を実施し，当
該農場と周辺 4 農場で ILT 抗体陽性を確
認。緊急に当該農場と周辺 10 農場で ILT
ワクチン接種後，終息。また，予防的に
同系列の全農場（114 戸）でも同ワクチン
接種。本症例は組織所見とウイルス検査
から ILTと診断。

480.鶏伝染性気管支炎と Mannheimia ha
emolytica の混合感染症：沖縄県北部家保

安里仁、諫山章子
2008 年 8 ～ 9 月にかけて、IB ワクチン

未接種の肉用鶏 3 農場で鶏伝染性気管支
炎(IB)の発症に加え Mannheimia haemol
ytic(以下 M.h)の関与を疑う症例に遭遇。
発症中の生体各 5 羽を供試。剖検所見は
A 農場：気管粘膜面粘液付着と腎臓腫脹、
B：腎臓腫脹、C：心外膜炎や肝包膜炎。
ウイルス検査から A：気管、クロアカスワ
ブ、B：腎臓、C：クロアカスワブから IB
ウイルスを分離。遺伝子型別は A：JP-Ⅰ
型、B、C：JP-Ⅱ。細菌検査では A、B、
C 共通に M.h、その他 A、C：3 例より Es
cherichia coli を分離。3 農場は疫学的に
関連農場であるが遺伝子型別の結果農場
間でも相違がみられ、農場毎のワクチン
指導が必要。細菌検査の結果から M.h が
3 農場から共通に分離され、今回の IB 発
症の誘因も考えられたが、今後詳細な検
索が必要。今回発症のみられた 3農場は、
オール・アウト後の空舎期間に問題があ
り、数年大腸菌症を繰り返す傾向。現在
ワクチンプログラムの見直しと飼養衛生
環境の整備についてを指導中。

Ⅲ－２ 細菌性・真菌性疾病

481.管内種鶏場におけるマイコプラズマ清
浄性確認検査とその問題点：茨城県県南
家保 大谷芳子

県内で生産されている地鶏の原種鶏を
飼養している種鶏場において､平成 19 年 1
月に Mycoplasma synoviae（MS）の抗体
が確認されたが､①種卵の加温処理､②モ
ニタリング検査の実施､③抗体陽性鶏の淘
汰､④飼養衛生管理の徹底を柱とする清浄
化対策を実施した結果､平成 20 年 5 月に
は抗体検査､マイコプラズマ分離検査（分
離検査）とも陰性を確認。当該種鶏場は､
その後管内に移転､モニタリング検査を継
続して清浄性を確認していたが､平成 20
年 8月，主に Mycoplasma gallisepticum
（MG）を含まない 6 種混合オイルワクチ
ン接種後の鶏群で MG 及び MS の抗体陽
性確認。非働化馬血清等を用いた非特異
反応除去を試みても抗体陽性反応が一部
残ったが､分離検査が陰性であること､臨
床症状がないこと､飼養衛生管理が徹底さ
れていることを踏まえ､当該種鶏場は清浄
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性が維持されていると判断。平成 20 年 11
月には MG ､ MS とも分離検査､抗体検査
で陰性を確認。清浄性維持を確認するた
めには今後もバイオセキュリティを維持､
モニタリング検査を継続してデータを蓄
積していくことが重要。

482.育すう期の関節炎を主徴とする Myco
plasma synoviae感染が鶏の産卵前期に及
ぼす影響：千葉県北部家保 青木ふき乃、
會田裕香

本年 9 月、赤玉卵産出鶏約 7000 羽を飼
養する養鶏場の 1群で、60日齢から脚弱、
翼下垂、歩行困難、削痩等の症状を示す
鶏が 10 ％以上観察された。経時的に 103
日齢時 4 羽、109 日齢時 3 羽、137 日齢時
3 羽の病性鑑定を実施した結果、剖検では
足及び翼関節液の混濁・増量、趾の腫脹、
組織学的には足関節に偽好酸球の浸潤、
趾に偽好酸球の浸潤、滑膜の肥厚を認め
た。細菌学的検査では、翼下垂を呈した 1
羽(109日齢)の翼関節から Mycoplasma sy
noviae(MS)が分離されたが、足関節、趾
より有意菌は分離されなかった。血清学
的検査で MS 凝集抗体が発症鶏 17/18 羽(1
03 及び 109 日齢)に認められたが、同居の
無発症鶏は 12 羽すべて陰性であった。追
跡調査の結果、発症鶏群は前年導入鶏群
より 50 ％産卵到達日齢が 10 日遅れ、ピ
ーク時産卵率に 12 ％の低下が認められた
ことから、関節炎を伴う MS 感染が産卵
前期の成績に大きな影響を及ぼすことが
示唆された。

483.Mycoplasma synoviae 血清平板凝集
反応における馬血清混合による非特異反
応除去：神奈川県県央家保 池田知美、
安藤正樹

Mycoplasma synoviae (MS)の血清平
板凝集反応(SPA)は、一部の不活化ワクチ
ン接種鶏等では非特異反応が起こること
があるが、被検血清と異種動物血清の混
合で除去可能。今回、馬血清混合による
非特異反応除去について検討。まず、被
検血清に① PBS 等量、②馬血清 1/5 量、
③馬血清等量を混合し SPA を実施。陽性
又は疑陽性の割合（凝集率）を比較。被
検血清のみでの凝集率は 91.5％、①は 88.
7 ％、②は 75.2 ％、③は 64.5 ％で、凝集
率は③が 低。次に、被検血清を日齢で A
：100日齢未満、B：100～ 200日齢未満、
C：200 日齢以上にわけ、被検血清のみで
SPA 陽性又は疑陽性の血清のうち馬血清
等量混合で陰転した割合（非特異反応率）
を比較。A は 63.6 ％、B は 39.4 ％、C は
0 ％で、非特異反応率は A が 高。以上
の結果、MS の SPA 実施の際は、鶏群の
ワクチン歴を把握するだけでなく、MS 野
外感染の可能性が低い若齢鶏群検査の場

合、非特異反応を考慮し馬血清を等量混
合して検査を行うことが必要。

484.ブロイラー農場におけるサルモネラ浸
潤状況調査と衛生対策指導：新潟県下越
家保 渡邉章子、竹内智胤

サルモネラ属菌は人の食中毒起因菌と
して広く認識されており、とくに国内で
は Salmonella Infantis(S.I)による食中毒
が近年増加傾向にある。県内のブロイラ
ー農場でも平成 17 年からサルモネラの検
査を実施し、消毒プログラムの変更や鶏
舎内外の石灰散布等の指導を行ってきた
が、未だ清浄化に至っていない状況（平
成 19 年度：県内 14 戸中 10 戸陽性）。そ
こで原因特定のため管内の一農場を対象
に検査回数及び検体数を増加（導入前・
導入時・15 日齢・30 日齢・中抜き前・出
荷前・水洗後）するとともに衛生動物の
検査等の疫学調査を実施したところ 30 日
齢から S.I が分離された。また従業者の衛
生意識を調査するためのアンケートを実
施した結果、従業員間で鶏舎毎の衣服の
交換や手指消毒徹底にバラツキがみられ
た。これらを踏まえて管理責任者に説明
会を実施し、現状を改善すべく衛生管理
の徹底を指導。今後は農場毎の勉強会を
開催し従業員の衛生意識の向上に努めて
いきたい。

485.肉用鶏農場に発生した複数の疾病：長
野県長野家保 唐澤哲哉

平成２０年５月１５日に養鶏農場巡回
を実施。７棟の各鶏舎で１日 1 ～２羽が
死亡し、眼瞼浮腫、開口呼吸、削痩の鶏
が散見され、赤色便を確認したため２羽
の病性鑑定をしたところ、Mycoplasma g
allisepticum（ＭＧ）、M.synoviae（ＭＳ）
を検出。５月２９日に４棟から病状を呈
している鶏６羽を病性鑑定及び２０羽を
採血して検査したところ、６羽全てから
鶏マイコプラズマ病、１羽からマレック
病、１羽から伝染性コリーザ、２羽から P
asteurella multocida感染症、５羽から回
虫症と鶏コクシジウム症、１羽からクリ
プトスポリジウム感染症を確認。採血し
た２０羽のうち血清平板凝集反応で１７
羽がＭＧ陽性、５羽がＭＳ陽性。当該農
場は他業種から参入して５年経過し、病
原体の蓄積や飼養衛生管理の不徹底、増
羽による環境の悪化等が原因と考察。飼
養衛生及び環境改善指導により死亡羽数
の減少を確認。

486.複数の鶏種を飼養する肉用鶏農場での
大腸菌症に対する予防対策：愛知県東部
家保 堀信一、兼子松義

管内の肉用鶏飼養農場において 30 日齢
以降に、大腸菌症等による死亡鶏の継続
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発生が認められたため、鶏舎間の交差汚
染防止に重点をおいた予防対策を実施。
当該農場では、約 13 万羽の肉用鶏が飼養
され、複数の鶏種や異なる日齢の鶏群が
混在。予防対策後の追跡調査及び経済効
果評価のための出荷率及び生産指数調査
を実施。追跡調査では、21 日齢までにマ
イコプラズマは確認されず、49 日齢に M
ycoplasma synoviae の感染抗体及び遺伝
子を確認。鶏舎内環境から調査対象の大
腸菌は検出されず、鶏舎内アンモニア濃
度は入雛後 14 日以降、20ppm を超える値
であった。なお、対策後の出荷率及び生
産指数は対策前に比べて改善されたが、
鶏種マニュアル値と比べて低かった。し
たがって、大腸菌症の発生を防止するに
は、21 日齢頃までの初期育成において、
鶏舎内のアンモニア濃度を抑え、マイコ
プラズマの侵入防止等の呼吸器症状への
対策が重要と思われた。

487.採卵農場における伝染性コリーザの発
生と再発防止：愛知県西部家保 川本隆
之、吉岡理恵
3 年前から冬期に顔面腫張及び産卵低下

（産卵率 20 ～ 50 ％）を主徴とした疾病
が発生。3 農場（A ～ C）について、当所
で病性鑑定を実施。鶏眼窩下洞由来の伝
染性コリーザ（IC）菌又は、IC 様菌分離
羽数 /検査羽数が、A（3/5）、B（5/5）及
び C（1/3）。前後血清による抗体検査＜ H
I試験＞では、IC-A型の GM値: （A:
14-84、B:22-113、C：1-4）、IC-C 型の G
M 値 :（B:3-113）及び産卵低下症候群-19
76（EDS）の GM 値 :（A:2-7）と上昇。
鶏脳脊髄炎＜寒天ゲル内沈降反応試験＞
では、A 及び B の前血清で、既に陽性（C
は未実施）。【まとめ】病性鑑定を実施し
た A ～ C について、IC または IC 様菌分
離及び IC 抗体価の上昇を認め、IC 発生を
確認。IC発生農場によって、EDS 、トリ
ニューモウイルス感染症、伝染性気管支
炎の複合感染も確認。発生農場は、全て I
C ワクチン未接種で、指導後、全農場で接
種を開始し、再発防止に尽力。また、A 及
び B 農場で、IC 好発時期の昨年 11 月か
らモニタリング調査を実施。

488. 養鶏場で分離されたサルモネラの分
析：滋賀県家保 浅井素子

当所では 1997 年から養鶏場の定期検査
時に採取した環境材料やひな導入時輸送
箱敷料・輸送トラック上糞便のサルモネ
ラ検査を実施。導入時検査の分離率は低
下傾向にあり、ふ卵場、育成場のサルモ
ネラ対策は進んでいると推察。定期検査
の分離率は 10 ～ 25%を推移。定期検査の
成績を分析すると、継続的にサルモネラ
が分離されている農場、1 回だけの分離ま

たは全く分離されていない農場に分けら
れ、前者については常に同じ血清型が分
離される農場が存在。このような農場で
分離されたサルモネラについて、薬剤感
受性試験およびパルスフィールド電気泳
動による遺伝子型別を実施したところ、
一部異なるパターンの株が見られたもの
の、多くの株が類似パターンを示した。
継続的にサルモネラが分離されている農
場では、新たな株の侵入も認められるが、
同一起源と推定される株が長年に渡って
定着しており、鶏舎、GP 施設など広範囲
に渡って汚染を広げていると推察。

489.伝染性コリーザ (IC）感染を疑う鶏の
アスペルギルス症の一例：大阪府南部家
保病性鑑定室 関口美香

アスペルギルスは呼吸器感染し、環境
ストレス・免疫抑制等により発症。約 240
日齢の死亡鶏１羽のアスペルギルス症を
報告。剖検で肉眼所見を確認。鼻汁・鼻
腔内チーズ様物で Avibacterium paraga
llinarum (Apg)の分離・PCR検査を実施。
全身諸臓器は定法に従い、病理組織学的
検査実施。当該鶏の右顔面は腫脹し、チ
ーズ様物貯留。大脳底は直径約５ mm に
黄白色粗造化。組織学的検査で鼻腔・眼
窩下洞粘膜の漿液膿性カタル性炎確認。
後方の眼窩下洞では壊死退廃物の貯留・
肉芽腫形成、大脳底は広範な壊死、肉芽
腫形成。眼窩下洞・脳の肉芽腫病変に真
菌が確認、抗アスペルギルス家兎血清に
陽性。Apg の PCR 検査では鼻腔内チーズ
様物で陽性、菌分離は陰性。IC-A・C 型
の免疫染色はいずれも陰性。以上から、I
C 感染を疑うが、死因はアスペルギルス症
によるものと診断。

490.サルモネラ検査でのリアルタイム PC
R 法の検討：大阪府南部家保病性鑑定室
大塚宏美

サルモネラにおける菌分離法は検査に
日数を要するため、より高感度で迅速な
検査法として、リアルタイム PCR 法を検
討。【材料と方法】鶏盲腸便と環境材料に
ついて、それぞれハーナテトラチオン酸
塩培地（HTT）とペプトン水に一定量の
Salmonella Typhimurium を添加培養。
この培養液を 0、2、4、6、24 時間後に採
材し、リアルタイム PCR法を実施。また、
24 時間培養液を用いて菌分離法を実施。
分離陰性であれば、遅延二次培養まで実
施。【結果】鶏盲腸便、環境材料いずれも、
増菌培地へ添加する菌濃度が 104CFU/ml
の場合、リアルタイム PCR 法では 0 時間
培養液で陽性であったのに対し、菌分離
法では遅延二次培養後に初めて分離され、
約 1 週間を要した。HTT の 24 時間培養
液では、PCR 反応は阻害された。【考察】
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リアルタイム PCR 法の併用により、高感
度、迅速に検出することができ、早期の
防疫対応および清浄化対策等に活用でき
ると考える。

491.ブロイラー由来大腸菌とサルモネラ菌
の薬剤耐性；菌種と由来臓器による薬剤
耐性の違い：和歌山県紀南家保 前田恵助、
松田基宏

ブロイラー由来大腸菌（EC）とサルモ
ネラ菌（Sal）の薬剤耐性を調査。EC58
株（肝臓由来 21 株、盲腸由来 37 株）と
Sal37 株（肝臓由来 15 株、盲腸由来 22
株）の耐性の割合を薬剤耐性率（RE）と
した。EC と Sal の菌種別 RE(EC、Sal)は
ABPC(94％、8％)、AMPC（93%、8%）、
OFLX（36 ％、0 ％）で EC が Sal より高
く（P<0.01）、KM（46 ％、93 ％）、SM
（79 ％、93 ％）、ST（50%、83%）は Sa
l が EC より高かった（P<0.05）。OTC の
RE は EC:93%、Sal:94%。EC の由来臓器
別 RE（肝臓由来株、盲腸由来株）は、A
BPC（100%、91%）、AMPC（100%、89
%）、OTC（100%、89%）、OFLX（57％、
24 ％）、KM（42%、48%）、SM（100%、
67%）、ST（57%、45%）となり、OFLX、
SM で肝臓由来 EC が盲腸由来 EC より高
かった（P<0.05）。ABPC、AMPC、OTC、
SM で肝臓由来 EC の RE は 100%。Sal
の由来臓器別 RE（肝臓由来株、盲腸由来
株）は、ABPC（13%、0%）、AMPC（13
%、0%）、OTC（86%、100%）、OFLX（0
％、0 ％）、KM（72%、100%）、SM（86
%、100%）、ST（60%、95%）。KM、ST
は肝臓由来より盲腸由来 Sal が高かった
（P<0.05）。

492.過去 4 年間に発生したブロイラーの
鶏パスツレラ症：鳥取県西部家保 尾崎
裕昭、植松亜紀子

鶏パスツレラ症は Pasteurella multocid
a による細菌性疾患。早期発見や対策の一
助とするため、過去 4 年間 7 事例を症状
と肉眼病理所見を中心に取りまとめて報
告。病性鑑定では臨床症状確認、病理解
剖検査、細菌分離、薬剤感受性試験、病
理組織検査、抗体検査（ND、IB、IBD）、
治療歴や死鳥状況等聞き取りを実施。発
生は 3 農場 7 事例、飼育規模 1.4 万～ 20
万、発生群羽数約 3 千～ 14 千、発症日齢
28～ 45、損耗率 6.2～ 17.0％。発見時臨
床症状は脚弱、斜頸等。解剖所見で関節
炎頻発。本菌は主要臓器や関節のみの分
離例あり。異常発見時には慢性化症例が
多く、感受性薬剤の効果乏しく、より早
い異常察知と対応必要。対策は感受性抗
生剤飲水投与、作業手順の変更、出入り
口周囲の消石灰散布、病鶏の積極的淘汰
実施。今後、感染経路推察やウイルス等

関与の精査必要。

493.採卵鶏農場で発生した豚丹毒菌感染症
：岡山県井笠家保 別所理恵、澤田健二

平成 20 年 4 月、採卵鶏約 8,000 羽を飼
養する農場の 160 日齢の 1群で 2～ 3日
前から緑便散見、計 10 羽が死亡したとの
通報で、病性鑑定を実施。臨床症状は他
に羽毛逆立、起立不能、熱感。生存鶏 6
羽を剖検したが肉眼的な共通所見なし。
インフルエンザ簡易検査、ウイルス分離
検査陰性。病理検査ではほぼ共通して脾
臓の濾胞壊死と化膿性肝炎を確認。細菌
検査では 6 羽中 5 羽の臓器から純培養的
に Erysipelothrix rhusiopathiae が分離
され、豚丹毒菌感染症と診断。発生農場
では防鳥ネットに隙間ができ、カラスな
どが侵入していたためネットの修繕と鶏
舎内外の消毒を指導し、その後終息。本
感染症の採卵鶏での国内発生例は兵庫県
の 3 農場が報告されているのみで、発症
誘因としてストレスや複合感染による抗
病性低下が指摘されている。今回の症例
も飼養衛生管理失宜により豚丹毒菌が増
殖したものと推察。

494.堆積鶏舎で発生した複合感染症に対す
る衛生指導：大分県宇佐家保 佐藤邦雄、
利光昭彦

管内の肉用鶏農場で死亡羽数が増加し
たため病性鑑定を実施、ウイルス、細菌、
コクシジウムによる複合感染症と診断。
原因は敷料の発酵処理の簡略化が疑われ
たことから衛生対策として敷料処理方法
を変更、3 回堆積発酵を行った。また、飼
養中期にコクシジウムオーシスト数の増
加を確認、駆虫薬の投与時期を早期に変
更した。さらに、薬剤感受性試験より有
効な抗生物質を選択、 後に消毒プログ
ラムの変更を行った。その結果、6 月導入
群の敷料からは導入前、出荷後にコクシ
ジウムオーシストは検出されず、また大
腸菌も 104 以下であった。出荷成績につ
いて 1 月導入群と 6 月導入群を比較する
と出荷率で 93.04 ％から 98.73 ％へ 5.69
％上昇、また平均体重で 0.26kg、PS で 3
9.34 の増加が見られた。今回の衛生指導
により複合感染症発生後に入雛した鶏群
は疾病の発生もなく、成績が改善された
ことから、今後も敷料の改善をはじめと
する衛生指導により生産性の改善に寄与
したい。

495.鶏ボツリヌス症３事例の防疫対応：宮
崎県都城家保 鎌田博志、渡邊拓一郎
2007 年 9 月以降、管内において 3 例の

鶏ボツリヌス症が発生、3 例共に早期に通
報を受け病性鑑定を行うとともに事例に
応じた様々な防疫対応を講じた。事例は、
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2007 年 9 月 4 日が 34,500 羽、2007 年 11
月 12 日が 27,000 羽、2008 年 8 月 5 日が
18,000 羽飼養の肉用鶏農場で、何れも死
亡鶏増加との通報を受け、緊急に農場に
立ち入った。1 例目は、出荷間近の鶏群で
あったことから指導員との協議のうえ、H
PAI、ボツリヌス症に限定した採材を行い、
出荷後の飼養環境改善に重点を置いた対
応を実施。2 例目は、病性確定後、投薬に
よる死亡増加も懸念され現状で飼育する
ことを決定。出荷後、飼養環境の改善を
徹底。3 例目は、若齢で死亡率も高く、飼
育を継続することによる農場汚染の拡大
や経済損失を考慮し、HPAI 否定後直ちに
淘汰、飼養環境を改善。その後 3 例共に
発生は終息。現場における病鶏の見極め、

小限の採材と的確な病性診断、指導員
や農場主と十分協議し、状況に応じた対
応を行う必要性を強く感じた。

496.鶏大腸菌症の病原性関連遺伝子保有状
況と薬剤感受性：鹿児島県鹿児島中央家
保 堂下さつき、森木啓

鶏大腸菌症と健康鶏の糞便から分離し
た大腸菌の病原性関連遺伝子保有状況及
び薬剤感受性を実施。遺伝子保有状況は
大腸菌症 60 株と健康鶏 30 株についてマ
ルチプレックス PCRで 8種類の遺伝子（a
stA、iss、irp2、papC、iucD、tsh、vat、
cvi/cva）を検索。薬剤感受性は大腸菌症 4
6 株を 12 薬剤（ABPC、CEZ、CTF、DS
M、GM、KM、OTC、CP、CL、NA、E
RFX、TMP）について、CLSI 法で MIC
を求めた。遺伝子の平均保有数は、大腸
菌症株が 4.7、健康鶏株が 1.5 と有意差が
あった。大腸菌症株の遺伝子保有率は、
いずれも健康鶏より高く、iss、irp2、pap
C、iucD、tsh、cvi/cva の 6 種類について
有意差を認めた。遺伝子保有は農場毎に
特徴的なパターンを認め、鶏大腸菌症の
疫学的解析の一助になると思われた。薬
剤ごとの耐性獲得状況は、ABPC、OTC、
DSM が多く、ERFX の耐性株も認めた。
12薬剤中 7剤以上に耐性を示す菌株を 47.
8%検出。薬剤使用に際しては、慎重な対
応が重要であると思われた。

Ⅲ－３ 原虫性・寄生虫性疾病

497.採卵用育雛鶏の大腸菌・ブドウ球菌・
ロイコチトゾーン混合感染症：山梨県東
部家保 池永直浩、菊島一人

平成 20 年 9 月、採卵用育雛鶏飼養農場
で前駆症状なく突然死亡する個体が増加。
87 日齢の死亡鶏 2 羽で病性鑑定実施。剖
検の共通所見として、白色点が多発した
脾臓の腫大。No.1は、肝臓に粟粒大白斑、
腎臓・大腸に点状出血多発。No.2 は、肝
臓に粟粒大赤色斑多発、胸腺・ファブリ

キウス嚢・筋胃・筋肉に点状出血、小腸
・大腸に多発性結節性白斑。肝臓・脾臓
・腎臓・心臓・肺・気管・脳などから大
腸菌や Staphylococcus hyicusを含む黄色
ブドウ球菌群を分離。組織学的に、2 羽共
に肝臓・脾臓で菌塊、ロイコチトゾーン
のメガロシゾントやメロゾイトおよび出
血を伴った壊死巣がび漫性多発性に認め
られる。腎臓でメガロシゾントを容れた
出血巣、肺で壊死巣およびメガロシゾン
トを確認。その他、No.1 で心筋の多発巣
状壊死、No.2 で壊死性回腸炎、直腸の潰
瘍、胸腺・筋肉内へのメガロシゾント寄
生を確認。検査結果より、鶏大腸菌症、
鶏ブドウ球菌症、ロイコチトゾーン病の
複合感染症と診断。

498.産卵低下がみられたロイコチトゾーン
症の発生事例：大阪府北部家保 桂法子

【発生概要】飼養羽数 6000 羽（褐色鶏
4000 羽、白色鶏 2000 羽）の採卵鶏農家
で、平成 20 年 8 月中旬より白色鶏群に軟
卵増加、産卵低下が発生したので立入検
査実施。軟卵産出数が 多であった白色
鶏群の 3 羽と同一鶏舎内で死亡していた
褐色鶏 1 羽について病性鑑定実施。血清
抗体検査結果も併せて検討。【病性鑑定結
果】病理解剖所見：4 羽とも脾臓腫大。白
色鶏 3 羽の卵管子宮部粘膜水腫性。病理
組織学的所見：4 羽の諸臓器にロイコチト
ゾーン（ロイコ）シゾント存在。白色鶏 3
羽の卵管子宮部粘膜ヒダの粘膜固有層に
水腫。シゾントが確認されたことからロ
イコチトゾーン症と診断。【血清抗体検査
結果】ロイコ抗体陽性率、産卵低下症候
群-1976（EDS-76）の HI 抗体価は病性鑑
定後の追跡調査で、白色・褐色両鶏群と
も上昇。白色鶏群は EDS-76 のワクチン
が未接種であったことから、今回、白色
鶏群に発生した産卵低下については、ED
S-76の関与も考えられた。

499.採卵鶏に発生したロイコチトゾーン病
：徳島県徳島家保 中田翔、小島久美子

平成 20 年 8 月、採卵鶏 6000 羽飼養農
家で死亡鶏増加との連絡があり立入検査
を実施したところ、貧血、軟卵、緑色便
が散見。鑑定殺 3 羽の血液塗抹でロイコ
チトゾーン虫体 (メロゾイト、ガメトサイ
ト)を確認、Ht 値は 8 ～ 17%と低下。解
剖所見で肝臓に出血斑、組織所見で肝臓、
脾臓、心臓、卵管に重度のシゾント寄生
がみられロイコチトゾーン病と診断。血
液検査(10 羽 /棟)では虫体は開放鶏舎での
み確認され、開放での虫体陽性率は 30%、
セミウインドレス鶏舎では 0%。寒天ゲル
内沈降反応による抗体陽性率はそれぞれ 7
8%、10%。虫体血液寄生鶏の平均 Ht 値(2
2.8%)は、正常鶏 (27.9%)と耐過鶏 (27.7%)
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よりも有意に低下。当該農家では毎夏軽
度の産卵率低下や貧血があり、昨年度の
保存血清を用いた抗体検査では 1 年を通
じて陽性。当該鶏舎周囲は水田に囲まれ
ヌカカの生息に適した環境であった。ワ
クチンもしくは電子蚊取り器を用いたヌ
カカ防除を指導。

500.採卵鶏の鶏ヒストモナス病発生報告：
長崎県壱岐家保対馬支所 三浦昭彦、小
林貞仁

平成 20年 8月、ケージ飼いで採卵鶏 15
00羽を飼養する農家 1戸において 42日齢
の雛 360 羽中 15 羽が沈鬱・下痢症状を示
したため病性鑑定実施。発症率 4.2%、死
亡率 0%。剖検所見では盲腸の腫大および
盲腸内容のチーズ様物化を確認。その他
の主要臓器には異常を認めず。血液検査
で Ht 値は 16 ～ 17 ％と貧血。糞便検査で
鶏盲腸虫の子虫を検出。病理組織学的検
査で盲腸扁桃および盲腸の粘膜固有層に
ヒストモナス原虫を認めた。当該農場で
は育雛箱の敷料に近隣の山から採取した
土を使用しており、追跡調査で採取現場
の土壌中にシマミミズが生息し、その消
化管内に線虫卵の存在を確認。以上のこ
とから本症例を鶏ヒストモナス病と診断。
今回の発生では育雛箱の敷料（土）に混
入したシマミミズにヒストモナス原虫を
含む鶏盲腸虫が寄生しており、このシマ
ミミズを雛が摂取したことが発生要因で
あると推察。今後の対策として、育雛箱
の敷料を土から別資材へ変更するよう指
導。

501.管内地鶏生産者の鶏コクシジウム汚染
調査及び消石灰の消毒試験：宮崎県延岡
家保 杉田貢英、黒木昭浩

管内地鶏飼養農場のコクシジウムオー
シスト検査を実施するとともに、検出し
たオーシストを用いて消石灰、逆性石鹸
の消毒効果の試験を実施。除糞している 2
農場は平均 OPG が、6.25、0、除糞して
消石灰散布している 3 農場では 0、0.25、
2.6、堆積床である 4農場では 0、6.8、63.
3、718.5。飼育を始めて 6 ヵ月未満の 3
農場では 0、0.33、125。消毒効果試験で
は、消石灰の混込みで も効果が高く、
消石灰表面散布、逆性石鹸では効果なし。
今回の地鶏農場の野外調査で、入雛後間
もない敷料からも検出されたことから、
より一層の飼養衛生管理基準の遵守が必
要。こまめに除糞している農場では OPG
が低く、コクシジウム対策としては除糞
が も効果的。消毒は、消石灰混込み法
が も有効であったことから、農場での
混込み消毒の具体的方法について検討が
必要。今回の試験結果を用いて衛生講習
会を 3 回実施。コクシジウム対策を行う

ことにより、生産者の衛生意識の向上を
図ることができた。

Ⅲ－４ 一般病・中毒・繁殖障害・栄
養代謝障害

502.給水不足に起因する肉用鶏の内臓型尿
酸塩沈着症：岩手県中央家保 佐藤千尋、
髙橋真紀
2008 年 5 月、9 鶏舎で 63,000 羽を飼養

する 1 肉用鶏農場で、1 鶏舎の 7,100 羽中
1,516 羽（21 ％）が 21 ～ 28 日齢時に死
亡した。死亡率は 23 日齢時の 10 ％をピ
ークに、24 日齢時から漸次減少した。発
生鶏群への給水は、飲水ワクチン投与時
の 18 日齢時から制限され、23 日齢時に正
常に復した。23 日齢の病鶏 21 羽の血清尿
酸（SUA）濃度（11 ～ 500mg/dl）は上昇
し、瀕死鶏で顕著であった。病鶏 14 羽の
主要病変は腎臓への尿酸塩沈着であり、5
羽では肺、心外膜にもみられた。同 14 羽
から赤血球凝集性ウイルスは分離されず、
同 14 羽から伝染性気管支炎ウイルス遺伝
子も検出されなかった。28 日齢の病鶏 11
羽の SUA濃度（3～ 13mg/dl）は低下し、
剖検により尿酸塩沈着はみられず、線維
素化膿性漿膜炎が観察された。以上の成
績から本病を内臓型尿酸塩沈着症と診断
し、主因として給水不足による脱水が示
唆された。

503.管内養鶏場で発生した趾部皮膚炎(FP
D)の一例：山形県中央家保 久合田行彦、
佐藤利雄
2008 年 9 月、管内 4000 羽飼養ブロイ

ラー農家で、40 日齢で 9 羽、41 日齢で 1
9 羽死亡の連絡があり立入検査を実施。ほ
とんどの鶏が踵を接地してうずくまり、
開脚姿勢等の脚弱を呈し、起立不能な鶏
も約２％存在した。生体２羽、死体６羽
について病性鑑定実施。趾底部の皮膚の
糜爛・剥離が全例に認められ、病理組織
学的検査で、表層に痂皮形成、皮下織の
偽好酸球浸潤を認めた。脚弱は FPD によ
る歩行障害と診断。死亡率の増加は、鶏
舎内の高温と飲水不能による熱中症と推
察。当該農場（A）と対照農場（B）の敷
料について比較を行ったところ、水分含
量（A67.4%、B55.1%）とアンモニア湿重
量（A0.96mg/g、B0.29 mg/g）で有意(P<
0.05)に高値を示し、FPD の誘因と考察。
ブロイラー出荷時には、趾底部の皮膚の
糜爛・剥離の治癒を確認。発生予防には、
給水管理及び十分な換気が重要な事を指
導。

504.管内採卵養鶏農場における衛生対策向
上への取り組み：三重県北勢家保竹馬工、
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榊原秀夫
管内鈴鹿地域は養鶏業の盛んな地域で

あり、平成９年度から始まった畜産物生
産衛生管理指導体制整備事業、平成 11 年
度から始まった畜産物 HACCP 導入促進
対策事業の終了後も地域として衛生対策
向上を図るため、三重県養鶏協会専門部
会である HACCP グループと鈴鹿市養鶏
協議会の事業により防疫活動を行って来
た。前者はサルモネラ対策を中心とした
防疫活動、後者はニューカッスル病を主
とした各種抗体検査を行い地域の伝染病
のまん延防止活動を行っている。これら
により地域全体の衛生状態を把握できる
だけでなく、農家との緊密な関係が維持
出来ている。高病原性鳥インフルエンザ
等危機管理対応のためにも、地域として
防疫活動を行うことは重要であり、今後
も生産者との関係を維持・発展させるよ
う努めていきたい。

505.輸入魚粉に起因した採卵鶏の筋胃びら
ん：鳥取県倉吉家保 梁川直宏、錫木淳

採卵鶏農場において、産卵低下及び死
鶏増加の主訴。現地剖検で、筋胃びらん
を共通に認めた。そこで、生物検定 (試験
区ブロイラー雛 11 羽に魚粉混合率 20%、
対象区 11 羽には配合飼料のみを 1 週間給
与し筋胃の肉眼的病変をスコア化）及び
病理検査を実施。試験区スコア 3.5、対照
区スコア 0.0 で、魚粉含有筋胃びらん誘発
物質を定性的に確認。病理検査では、発
症鶏 3 羽共通で、筋胃において、ケラチ
ノイド層粗鬆化、細胞退廃物貯留、粘膜
固有層層状壊死、内輪走筋硝子様変性、
筋束間偽好酸球軽度浸潤、血管壁フィブ
リノイド変性散発等を認めた。以上から、
輸入魚粉に起因した筋胃びらん（ジゼロ
シン関与を疑う）と診断した。ジゼロシ
ンは赤身魚を直火乾燥させた魚粉にでき
るとされるが、基準値はない。本症例で
は魚粉混合率が約 10%であったが、別農
家では約 5%で発症はなかった。より高濃
度の筋胃びらん誘発物質を摂取したこと
により、筋胃びらんを発症し産卵低下及
び死鶏増加につながったものと推察した。

506.マレック病とリボフラビン(VB2)欠乏
の関与が疑われた鶏の脚弱症例：山口県
中部家保 原田恒、中谷英嗣
2008 年 5 月、成鶏 3 羽、雛 7 羽を飼育

する公立小学校において、20 日齢頃から
脚弱、起立不能、削痩、振戦を呈し斃死
する雛が増加。成鶏は異常無し。立入調
査及び雛 2羽(46日齢)の病性鑑定を実施。
組織学的に坐骨神経軸索の腫大、変性及
び髄球散見、シュワン細胞の腫大、リン
パ様細胞の増殖を確認。組織所見からマ
レック病と診断したが、発生日齢等から、

他の要因の関与も疑われた。追跡調査の
結果、中雛用飼料の雛への給与や飼料の
偏食が疑われ、また、生残雛は飼育者の
市販ビタミン剤投与で回復したため、VB
2 欠乏の影響を疑い検査実施。飼料 (発生
時と別の 2 ロット)を現物、固形分、粉末
分に分画し、VB2 含有濃度を高速液体ク
ロマトグラフィーで測定。また初生ブロ
イラー 18 羽を用い、3 分画の給与試験を
実施。1 ロットの飼料中 VB2 濃度は 3.93
μ g/g と、幼雛期の要求量を下回った。固
形分中の VB2 濃度は VB2 欠乏を再現した
文献と同程度の低値を示したが、固形分
給与群は著しい発育不良を示したものの
脚弱は認めず、偏食による脚弱は否定的。
発生時の飼料が無く、VB2 欠乏の関与は
証明出来ず。

507.肉用銘柄鶏に発生した骨格筋壊死・線
維化を主徴とする疾病：徳島県徳島家保

山田みちる、奈波弘子
7,500 羽入雛の鶏群（銘柄鶏）において

20 日齢から発育不良による淘汰及び死亡
が増加、33 日齢の個体について病性鑑定
を実施。解剖検査では大腿部から下腿部
の萎縮、骨格筋帯緑色粗造、胸腺及び F
嚢萎縮がみられた。後肢の筋を剥離し各
筋肉及び腱について観察、多数の筋で出
血がみられたが腱については著変なし。
病理組織検査では大腿部及び下腿部、浅
胸筋及び深胸筋に病変が認められた。筋
線維は変性・壊死、間質結合識には出血
・水腫がみられた。筋線維の壊死が高度
な部位では大型の単核細胞が浸潤、線維
性結合織、脂肪細胞が増生。その他肝臓
に多発性壊死、心臓には心外膜炎がみら
れた。同鶏種の 54 日齢、66 日齢での血清
中ビタミン E、セレン値を比較したところ
病鶏ではいずれも低い値であった。病理
組織学的に炎症像は認められなかったこ
と及びビタミン E 及びセレンが低い値で
あったことから、栄養性の筋変性と推察。

Ⅲ－５ 生理・生化学・薬理

508.肉用鶏（タマシャモ）の血液生化学的
性状の推移：埼玉県中央家保 河津理子、
窪田美佳

本県が作出した「彩の国地鶏タマシャ
モ」は、飼養期間が長く、参考になる血
液検査データが少ない。そこで、栄養・
代謝性疾患の診断に活用する目的で基礎
調査を実施。平成 20 年 6 月～ 11 月にド
ライケミストリー法と電気泳動法により
血液生化学的検査（0～ 123日齢、n=81）、
併せて体重測定（0 ～ 161 日齢、n=74）
を実施。0 日齢は、総コレステロール（T-
Cho）（501 mg/dl）が顕著に高値などの特
徴的な所見。育雛期（47 ～ 49 日齢）、育
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成前期（89 ～ 99 日齢）、育成後期（119
～ 123 日齢）を比較すると、加齢により
有意に増加の項目は総蛋白質（3.6 ～ 5.1g
/dl）、尿酸（4.8 ～ 6.9mg/dl）およびγグ
ロブリン（32.6 ～ 43.1 ％）、低下の項目
は T-Cho（95 ～ 115mg/dl）、GOT（160
～ 201IU/L）、LDH（641～ 1,460IU/L）、
アルブミン（36.1 ～ 47.6 ％）および A/G
比（0.59 ～ 0.93）。いずれの項目も、雌雄
による差（89 ～ 123 日齢）はなく、性成
熟前のためと考えられた。体重は、89 日
齢（雄 1.6kg、雌 1.2kg）以降には雌雄間
で差を認めた。今後、季節性や飼養環境
の違いなどを踏まえ、一層のデータ集積
に努めたい。

509.信州黄金シャモにおける血清生化学的
成分の推移：長野県松本家保 中島純子

県が普及推進している信州黄金シャモ
における血清生化学的成分の正常値を調
査する目的で血清生化学的検査を実施。
「信州黄金シャモ飼育管理マニュアル」
に従い２群 17 羽(雄 14 羽、雌 3 羽)を 200
8 年 8 月 13 日～ 12 月 15 日の間飼育。検
査項目は 総タンパク質(TP)等 11 項目。
加齢により増加した項目は TP、アルブミ
ン及びクレアチンフォスフォキナーゼ、
減少した項目はトリグリセライド、グル
コース及びアルカリフォスファターゼ、
ほとんど変動がなかった項目は尿酸､総コ
レステロール、カルシウム、無機リン及
びトランスアミナーゼ。今後信州黄金シ
ャモは増産予定であり一層のデータ集積
と疾病診断等への応用が必要。

510.鶏雛に対する光合成細菌培養液飲水投
与効果の検討：三重県中央家保 西内紘
子、岡本至 ほか

抗ストレス効果を見るため採卵用初生
雛雄を用い、１％光合成細菌液を不断給
水投与する試験群１９羽、無投与の対照
群１９羽とした。両群に予備飼育７日後、
プレドニゾロン（以下ＣＳ）を皮下注射
（ストレス負荷）し、増体重、ＣＳ注射
後１・２週間の時点での盲腸の形態学的
（左右盲腸長、盲腸重量）・組織学的（粘
膜の発達度のスコア化）変化、盲腸内細
菌数（総嫌気性細菌、ビフィズス菌、腸
内細菌科）、ＣＳ注射後１・７日後の偽好
酸球／リンパ球比（以下Ｈ／Ｌ比）を評
価した。その結果、２０日時対照平均体
重１７０ｇに対し試験平均体重１９４ｇ
と高い傾向を示し、盲腸内細菌数および
左右盲腸重量には有意な差は認められず、
試験群の右側盲腸長は有意に長く、２週
間後盲腸組織スコアは対照群が全羽スコ
ア２に対し試験群はスコア３がほとんど
で盲腸陰窩上皮細胞で発達度が高い傾向
を示した。ＣＳ注射１日後のＨ／Ｌ比は

対照群１．４４と上昇したが、試験群は
０．３４と有意に低く、ストレスに順応
していた。

Ⅲ－６ 保健衛生行政

511.地域と一体的に行った高病原性鳥イン
フルエンザ防疫訓練：青森県十和田家保
中村紀文、斗沢富夫

今回、管内の主要な養鶏地域の三沢市
（市）で、渡り鳥飛来シーズンに備え、
県内市町村で初めて現地対策本部と連携
した高病原性鳥インフルエンザ（HPAI）
防疫訓練を実施。訓練は、市、上北地域
県民局及び三沢警察署で共催、現地対策
本部構成員の他、養鶏関係者、町内会等
地域の各方面から広く参加、図上訓練（市
の初動防疫体制、地域住民説明会）及び
実働訓練（発生農場での防疫措置、その
他の防疫活動）を実施。訓練後、参加者
に実施したアンケートで、防疫対策、役
割分担及び現地対策本部との連携につい
て理解度が向上、訓練の有用性が高いと
評価。防疫体制の確立の上で、現地対策
本部、市及び住民の連携の重要性を認識。
市は今回の訓練の成果を踏まえ、迅速で
的確な防疫のため、防疫マニュアルを作
成。家保は訓練の成果を活用し、管内市
町村の実践的な防疫体制確立を支援、指
導し、地域と一体となった HPAI に対す
る事前対応型の危機管理体制を構築して
いく所存。

512.白鳥からの高病原性鳥インフルエンザ
ウイルス分離による防疫対策 :青森県八戸
家保 中村成宗、関合哲

管内養鶏産業の農業算出額は、1,524 千
万円で第 1 位。1,000 羽以上は 90 戸で約
740 万羽飼養。そのため、高病原性鳥イン
フルエンザ(本病)防疫対策は 重要。平成
20年 4月 21日、十和田湖畔で死亡した白
鳥から本病ウイルスを分離。回収地点か
ら半径 30km以内（防疫範囲）に 37戸 22
0万羽が飼養。緊急に連絡会議を 2回開催。
担当部署毎に調整を図り役割を明確化。4
月 28 日から 5 月 5 日に 7 回約 800部の情
報紙を発行。4 月 29 日から 5 月 5 日に消
毒ポイントを設置し 90 戸の農場を立入調
査。5 月 9 日、家伝法による消毒命令。防
疫範囲内は鶏舎等周辺２ m 幅、範囲外は
１ m 幅で消石灰散布を決定。市町村・農
協が設置した５ヶ所の消毒ポイントを利
用し 9,479袋(20kg/１袋)の消石灰を配布。
防疫を推進する上で①人員不足②消石灰
購入調整③自家用家きんの把握④野鳥検
査体制⑤報道対応等を克服。より一層防
疫を強化するため、担当者の役割細分化
のほか広く関係者への理解と意識の高揚
が必要。
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513.防疫指針の改正に対応した高病原性鳥
インフルエンザ防疫体制の整備：岩手県
中央家保 福成和博、浅野隆

平成 20 年 2 月｢高病原性鳥インフルエ
ンザに関する特定家畜伝染病防疫指針｣が
改正。発生農場の防疫措置と同時に周辺
農場の検査を行うなど迅速な防疫対応が
可能となったが、現行の当所防疫体制で
は初動防疫に十分な対応が困難。そこで、
防疫班の見直しと機能強化を検討。11 班
の防疫関連業務を 5 班に再編し、効率的
な人員配置と具体的な防疫措置を整理。
次いで各班毎に設定した緊急検討課題に
取り組み、事前準備できる事項を整備。
全班との定期的なﾐｰﾃｨﾝｸﾞ開催により進捗
状況を把握し、検討内容を反映させた防
疫措置案を漸次改定。具体的に 3 地域の
発生モデル (沿岸部採卵鶏 1 万羽･内陸部
肉用鶏 5 万羽･同採卵鶏 10 万羽規模)を想
定したｼﾐｭﾚｰｼｮﾝと地方支部・市町村を組
み入れた防疫演習を実施。結果、①各班
の役割・活動時期の明確化、②発生農場
の効率的防疫措置、③周辺農場の迅速な
検査体制が構築され、発生に伴う経済的
損失を 小限に留め得るものと考えられ
た。

514.管内の高病原性鳥インフルエンザ防疫
体制強化への取り組み：福島県県北家保

大倉直子、菅野美樹夫
管内は、県内の飼養羽数の約４割を占

める養鶏産業が盛んな地域。高病原性鳥
インフルエンザ発生による甚大な被害を
防ぐため、百羽以上の養鶏場を対象とし
た発生防止対策の徹底、発生時における
迅速な防疫対応に備えた体制を構築。一
方、防疫対策の不備が懸念される自家用
家きん飼養農場を農協の協力を得て調査。
過去に家保が指導を行った飼育者は、踏
み込み消毒槽の設置など防疫対策への意
識が高い傾向にあり、指導の効果を確認。
さらに市町村の広報誌等を用いて広く飼
育者の衛生意識の向上と知識普及を図っ
た。また、発生時の移動制限に備え、GP
センター、食鳥処理場において、病原体
の拡散防止措置の実施状況を確認、改善
点を指導。その結果、移動制限時におけ
る速やかな再開を可能にする体制を確立。
今後も愛玩鶏飼育者を含めた養鶏業者、
ＧＰセンター等の関係機関が一丸となっ
て有事の際に備えた取り組みを推進。

515.全庁的な対応による高病原性鳥インフ
ルエンザ防疫演習：埼玉県熊谷家保 安
里誠、畜産安全課 加藤幸彦

高病原性鳥インフルエンザ（HPAI）発
生時の県関係機関内の連絡体制、迅速な
防疫作業実施体制を整備するため、２つ

の演習を実施。組織体制確認演習では県
庁主務課が主体となり、県庁内関係課室
を招集、HPAI 対策部会等を開催。発生農
場と周辺農場の防疫対応方法について机
上で検討。当所では、現地対策本部を開
催し、防疫方針、現地対策本部の役割に
ついて検討。管内保健所と連携し、防疫
作業員の検診を導入した防疫作業演習を
実施。技術検証演習は、県庁内各部職員
を対象として、発生概要の説明、防疫服
着脱方法の指導、生鶏のケージ取り出し
作業、安楽死の演習を実施。町の協力に
より、作業員の集合場所を確保し、現場
への移送方法を検証。今回の演習で他部
局との連絡調整体制の検証は行えたが、
各関係機関の役割についてはさらに検討
が必要。今後、県 HPAI 防疫事務の手引
書を改訂し、HPAI 発生時に迅速な防疫対
応が執れる全庁的な体制の構築が必要。

516.地域獣医師会と連携した学校飼育動物
の衛生指導：埼玉県川越家保 土門尚貴、
田中美貴

教育現場における人獣共通感染症の人
に対する感染を防止するため、県獣医師
会西支部川越分会と連携し、市内小学校
で学校飼育動物の衛生指導を実施。今年
度は、ニューカッスル病(ND)抗体検査（H
I 試験）、サルモネラ検査、カンピロバク
ター検査、飼育施設の衛生指導、生徒等
への講習会を実施。講習会では、当所職
員と分会獣医師が鳥類等の飼育方法、飼
養衛生を指導。これまでの ND 検査結果
（GM 値）は、平成 15 年度 334.1、16 年
度 588.1、19 年度 724.1、20 年度 588.1
と高い値を維持。サルモネラ、カンピロ
バクター検査結果は全て陰性。当所から
ND 検査結果を分会にフィードバックする
ことで、分会はこれをワクチンプログラ
ムの指標として活用。ND 検査結果は、分
会によるワクチン接種が市内小学校の ND
感染防御につながっていることを示唆。
また、当所が生徒等に直接衛生指導する
ことで、教育現場での人と動物に対する
衛生対策が強化。

517.小規模家きん飼育場実態調査および今
後の取り組み：千葉県南部家保 倉地充、
塚原涼子

高病原性鳥インフルエンザ (HPAI)の防
疫体制が強化された。そこで、管内直売
所からの遡り調査により新たに特定した
飼育場を含め、百羽以上千羽未満飼育場 4
3 戸に立入調査。鶏種は採卵鶏と烏骨鶏、
23 戸は同一の生産出荷グループ。調査時
点での平均羽数は 280 羽で、多くが初生
導入、開放式平飼い鶏舎であった。防鳥
ネット・金網はすべての農家で設置され、
網目 2cm 以下が 29 戸、定期的な消石灰散
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布は 9 戸、踏込消毒槽設置は 1 戸であっ
た。HPAI 発生を想定して、これら飼育場
を中心に半径 10km 内の農場抽出を試み
たところ 大で 30 戸 218 万羽が移動制限
を受けるなど、発生時の影響が大きく、
衛生対策指導の必要性が判明した。現在
生産出荷グループ 23 戸に対して、ND ワ
クチン投与を指導中。今後はこのような
活動を継続、拡大するとともに危機管理
意識を啓発し、HPAI発生防止に努めたい。

518.高病原性鳥インフルエンザの発生に備
えた取組：東京都家保 三宅結子、斉藤
秀一

高病原性鳥インフルエンザ（HPAI）の
発生に備え防疫対策を継続。東北、北海
道でのオオハクチョウの感染、韓国の HP
AI 感染拡大を受け、監視体制の強化、指
針の変更等が予定され、これらの変更点、
発生県からの報告、今までの演習訓練を
踏まえて、「東京都 HPAI 防疫対策現地対
応マニュアル」を一部改正。主な改正点
は、①現地支援部に発生地支援班を組織
②現地支援部で器材調達③防疫作業従事
時間変更④消毒の業者委託⑤鶏処分用袋
等の変更｡また、農家毎の鶏舎図、飼養羽
数、動員人数、作業工程、消毒ポイント
候補地、疫学関連施設及び制限区域内飼
養農家一覧等を整備。今年度の防疫演習
は演習未実施者を中心に、過去の演習を
踏まえ、防護服着脱、実地訓練の他、事
前・事後健康調査を実施。一方、開業獣
医師等にも講習会を実施。課題として、
防疫要員確保、作業従事への不安解消、
関連部署との詳細な調整、今後の防疫演
習方法、少羽数飼養者把握及び指導が必
要。

519.小規模養鶏に対する家畜保健衛生所の
アプローチ：神奈川県湘南家保 廣田一
郎、草川恭次

小規模平飼い養鶏は手軽で身近な畜産
で、現在でも新規飼育者がみられる。簡
単に始められる反面、養鶏に関する知識
・経験等の準備不足のため、飼い始めて
から問題に直面する。これら問題に対し、
分かり易く説明・指導するためのマニュ
アルを取りまとめたので概要を報告する。
平飼いでは平常時の事故率が高く、寄生
虫感染、尻つつき、競争等による消耗を
防ぐための対策や、群構成の適正化等、
ケージ飼いとは異なった管理が必要。ま
た特異な事例として自然養鶏を謳った農
場で自家配合飼料の原料に起因する死亡
例も認められた。一方で初生導入の農場
ではワクチン未接種で伝染病予防上の問
題があるが接種にあたっては獣医師法や
薬事法等関連する法律知識の付与が必要。
これらを踏まえ①基本的な鶏の飼養衛生

管理対策に加えて②平飼い独自の問題点
と対策③関連した各種法令の３項目を小
規模平飼い養鶏を始めるにあたって、知
っておいてもらいたい事柄として整理し
た。

520.足柄地域における高病原性鳥インフル
エンザ（HPAI）の防疫体制：神奈川県足
柄家保 宮下泰人、丹波義彰

平成 16 年 1 月に 79 年ぶりに山口県で
発生以来、防疫体制の構築が急務、次の
とおり整備した。

①防疫会議等により農場で発生した場
合の防疫手順を関係機関と確認するとと
もに、必要な施設の調査を実施した。②
HPAI 発生時に、県の発生時対応マニュア
ルに即した全庁的な防疫活動ができるよ
う、現地対策本部事務局と協力し、地域
防疫体制を構築。③広域的防疫活動がで
きるよう県境防疫会議を開催。④家畜伝
染病予防法対象外の死亡野鳥検査の連携
体制を構築するなど、関係機関との連携
体制を随時整備した。

521.高病原性鳥インフルエンザ防疫体制整
備に向けての取り組み：新潟県上越家保

牧井賢充、小見清
高病原性鳥インフルエンザ (HPAI)発生

時に必要な防疫措置を円滑に推進するた
め県の HPAI 発生時対策要領が平成 16 年
に制定された。県対策本部長が知事に、
現地対策本部長が地域振興局長に改正さ
れたことを受け、上越地域振興局では平
成 20 年 5 月、HPAI 防疫対応マニュアル
(手引き)を整備した。当所は振興局と連携
し、手引きに沿った市への協力要請(5月)、
関係市、警察、消防及び県立中央病院参
加の手引き説明会の開催(6 月)、HPAI 防
疫対応訓練(9 月)の他、農林振興部職員の
理解と不安解消のため講師となって研修
会を 4 回開催した。さらに家きん飼養実
態把握のためこれまでに蓄積した情報に
加え、JA のひな配布実績やアイガモ農法
のホームページ検索で飼養者を新規に確
認し、電話による聞き取りで飼養者情報
の更新・拡充を行った。死亡鶏の報告徴
求対象農場の拡大、モニタリング検査、
病性鑑定の実施、殺処分鶏の焼却に関す
る検討を継続して防疫体制の整備に取り
組んだ。

522.高病原性鳥インフルエンザ防疫対策に
おける汚染物品処分方法の検討：石川県
南部家保 田中孝一

高病原性鳥インフルエンザ（HPAI）発
生時を想定した農場ごとの防疫対策カル
テ作成は重要、作成上汚染物品の処分方
法が懸案事項となる。管内の農場は住宅
地、河川等に隣接し埋却が困難なため、
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公営または民間の焼却施設での処分が適
切と思われた。市町、県農林総合事務所
と協議し、各焼却施設を検証し焼却処分
方法について検討。各公営焼却施設は、
職員への感染の恐れ、焼却炉や施設内の
汚染を心配し、住民への理解が前提条件
などを問題点として主張。HPAI ウイルス
の性質及び発生時の住民説明会では県の
現地対策本部が対応し理解を図ることを
説明。処分方法は従来の埋却処分から焼
却処分へと変更、管内の公営焼却施設の
ある 4 市で HPAI 発生時の焼却が可能で
あり、了承を得た。いずれの焼却施設で
も周辺の住民に対して防疫概要と健康へ
の影響についての説明が前提条件で、今
後の課題。

523.高病原性鳥インフルエンザ発生防止の
取り組み－小羽数飼養者の実態と対応－
：石川県北部家保 神川佳子、坂口政信

高病原性鳥インフルエンザ（HPAI）発
生予防のため、家保では毎月 1 回 1000 羽
未満の小羽数飼養者を巡回。管内 2 市 1
町で巡回している小羽数飼養戸数および
羽数は 48 戸 1892 羽（20 年 11 月 30 日現
在）で増加傾向。飼養家禽は一般的な採
卵鶏の他、烏骨鶏、チャボ、キジ、カモ、
七面鳥、エミューなどと多岐に亘り、そ
のほとんどが採卵だけでなく愛玩目的。
飼養形態は常に小屋内で飼育しているも
の（14 戸）と小屋の他に運動場がついて
いるもの（34 戸）に分けられる。立入時
には飼養鶏の健康状態の確認、国内外で
の HPAI関連情報の提供、飼養管理指導、
異常時の連絡徹底指示などを実施。定期
的な立入の結果、ほとんどの飼養者と信
頼関係が築かれており、AI 予防ならびに
AI 発生時の防疫対応が実施可能。しかし
小羽数飼養者すべての把握は現状困難の
ため、今後は市町の広報などを活用して
より効率的な情報提供ならびに指導を行
いたい。

524.新防疫マップシステムの構築と運用：
長野県佐久家保 青木一郎
HPAI 等発生時の迅速な初動対応のた

め、2006 年に長野県統合型 GIS イントラ
ネット版防疫マップ（旧システム）を整
備したが、起動が遅い、半径指定の自動
描画不能等多くの課題を抱えていた。そ
こで今回、動物衛生研究所が 2007 年に開
発した伝染病発生時地図表示システム（動
衛研システム）をベースとし、この情報
管理部門を、集中管理と随時更新が簡単
にできるよう改良した長野県ＢＳＥ監視
事務システムで補完した新防疫マップシ
ステムを構築した。新システムは、迅速
な起動、指定半径円の描画等旧システム
の課題解決とともに、動衛研システムで

は各々のパソコン単位に限定されていた
情報管理を、県下一箇所での集約管理に
移行、情報更新が常時全県下で瞬時に実
施可能となった。加えて、長野県市町村
行政情報ネットワークの共有書庫を利用
し市町村との情報共有も可能とした。新
システムは県並びに地域の防疫演習で広
く周知、伝染病発生時の迅速対応に有効。

525.高病原性鳥インフルエンザ防疫訓練の
実施とその検証: 静岡県東部家保 永井三
紀子、柴田正志

管内養鶏場での高病原性鳥インフルエ
ンザ発生を想定し現地訓練と初動防疫訓
練を実施。現地訓練は農協、市町、農林
職員が、発生通報～殺処分の流れを体験
することが目的。発生時に作業を行う農
林職員は実際に防護服着脱、鶏をケージ
から取り出す作業を初めて体験。訓練後、
アンケート調査を実施、約 9 割が防疫作
業に何らかの不安があり、その内約 6 割
が自分や家族、周囲の人への感染を危惧。
多くの職員が防護服着脱練習の必要性を
実感、各担当の作業内容の詳細を知りた
いという回答も多く、演習内容を充実さ
せる必要あり。家保職員の初動防疫訓練
は抜き打ち方式で実施、30 万羽規模採卵
鶏農場で死亡鶏増加の連絡後、初動防疫
マニュアルに従って行動。必要作業要員
数や日数の試算、防疫資材確認の作業時
に若干の課題が散見。実際に発生した場
合、的確な判断と早急な対応が重要、十
分な事前準備、関係機関との連携が必要。

526.HPAI 防疫対策、市町及び保健所との
連携強化の取り組み：愛知県中央家保
松本惠、新井澄江
HPAI 防疫対策について、家保、保健所

及び市町の３者の連携について確認作業
は不十分、これを改善すべく下記の取り
組みを実施。１．保健所と打合せ、保健
所職員全体を対象にした会議と保健所主
催の市町健康福祉関係担当者会議で本防
疫対策について講演を実施。２．K 町と
防疫机上演習を共催。演習では、Ｋ町役
場の全ての部署の職員と家保管内のほか
の市町の畜産及び健康福祉担当に演習へ
の参加を呼びかけ、K 町に実在する養鶏
団地に準拠した架空の養鶏団地を発生農
場と設定し、説明は町の一般職員にとっ
て関心のある事柄を意識したものとし、
保健所との連携も重要であることもアピ
ールした。１と２の取り組みにより、家
きんの防疫対策で中心的役割を担う家保、
防疫従事者など人の健康対策で中心的役
割を担う保健所及び防疫に係る様々な作
業を支援する市町の 3 者が担う役割と連
携について、それぞれの組織において理
解を深めることができた。
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527.農場等現地情報を共有するための GI
S・Web 地図の作成：三重県南勢家保 鈴
木義久、小林治

三重県高病原性鳥インフルエンザ対策
対応マニュアルにおいて、発生時には現
場確認、現場待機、立入制限、消毒ポイ
ント設定、侵入道路等消毒、移動制限区
域の設定、埋却場所の検討などを迅速に
実施しなくてはならない。また、野鳥か
らウイルスが分離された場合、土地勘の
ない場所で活動する必要がある。家畜衛
生関係者の防疫スペース確保のみならず、
保健所関係者や報道関係者の車両スペー
ス等の確保などもあわせて必要になるた
め、発生現場周辺の詳細な地図情報が必
要になる。現在把握している地図情報は、
各養鶏農家の詳細な場内図と市販地図上
の農場位置である。防疫体制を円滑に構
築するためには、発生現場に入らない現
場待機職員が、簡易キット検査結果が出
るまでの数時間で、現場周辺の状況を把
握し、地図情報を共有できるシステムが
必要であり、県内ＮＰＯのＧＩＳシステ
ムを活用し、Ｗｅｂ地図を作成した。

528.高病原性鳥インフルエンザ発生に備え
た小規模家きん飼養者の実態把握：京都
府山城家保 岡田めぐみ、森田誠

高病原性鳥インフルエンザが発生した
場合には、小規模家きん飼養者でも養鶏
農場と同様に防疫措置が必要。そこで 1
羽以上 1,000羽未満の小規模飼養者巡回の
実施時に、予防対策の徹底を指導すると
ともに、鶏卵・鶏肉の利用状況について
調査。飼養者の把握は市町村等からの情
報の他、今年度は管内ふ化場及び体験学
習施設よりヒナ譲受者リストの情報提供
を受け、新たに 50 戸を確認。9 月から 12
月に関係機関の協力を得て 370 戸全戸を
巡回し、防鳥ネット、飲水消毒、野生動
物侵入防止などの予防対策の実施を確認。
鶏卵・鶏肉を利用している飼養者は 280
戸中 187 戸（66.8 ％）。また、鶏卵の販売
は対象 184 戸中 29 戸（15.8 ％）、鶏肉は
対象 87 戸中 14 戸（16.1 ％）で、直接販
売、朝市の他民宿等の料理として利用。
飼養状況とともに、鶏卵・鶏肉の利用状
況を把握することで発生時の迅速な対応
が可能となった。今後、調査の継続とと
もに、移動制限等の防疫措置について周
知徹底に努める必要がある。

529.平飼い採卵養鶏農家の衛生指導：大阪
府南部家保 別井愛理子、西田眞治

平飼い養鶏は鶏にストレスが少なく健
康志向の消費者が好む飼養方法として一
部農家で実施。一方で平飼い養鶏は、適
正なワクチン接種や衛生管理が難しい面

もあり、当所では疾病予防のために定期
的にワクチン指導や衛生管理指導を実施
している。今回、一平飼い農家で伝染性
気管支炎（以下 IB）など経営に影響を与
える疾病が発生し、衛生指導を行った。I
B は 80 日齢の鶏群において発生、死亡及
び腎臓の退色腫大や卵巣卵管の未発達等
の剖検所見を認めた。RT-PCR 検査では
気管及び腎臓より IB ウイルスを検出。2
ヶ月後にはワクモによると思われる死亡
や貧血症状が発生。衛生指導としてワク
チンの種類や接種時期等ワクチンプログ
ラムの検討、雛の導入時期の変更、外部
寄生虫の駆除方法を指導。結果、新たな
疾病の発生が見られなくなり、発症群や
その後の導入群においても正常に産卵開
始。今後、他の平飼い農家についても各
農家に対応した衛生指導を実施する予定。

530.家保における高病原性鳥インフルエン
ザ防疫対策の現状と課題：兵庫県姫路家
保 片山光正、本田義貴

高病原性鳥インフルエンザ（HPAI）対
策を検証。HPAI 地域連絡協議会で、発生
時の防疫活動について周知・徹底。動員
作業予定者には、説明会を開催。
演習・研修活動として、県全域を対象と
して、防疫演習を実施。研修会は 新の
情報を関係者に周知し、危機管理を強化。
マニュアルの整備として、県独自の防疫
作業マニュアルを改編。農場情報の整備
として、県独自の農場データベース・防
疫マップで正確な情報を把握。H17 に作
成した農場処分計画を見直し。調査項目
として、鶏舎構造の詳細や発生時の現場
で必要となる防疫資材、動員作業者のテ
ント等の用地の確保ができるか等の必要
な情報も追加。監視体制の強化として、
農場の立入・巡回指導を継続的に実施。
農場において衛生管理の改善が進んだ。
焼却処分場所の確保などの解決すべき課
題があるが県民の安全・安心の確保のた
め、さらなる HPAI の総合的な対策を実
施。

531.淡路地域における高病原性鳥インフル
エンザ (HPAI)対策 :兵庫県洲本家保 廣部
真智、長島大介

淡路地域では、「HPAI 患畜等汚染物品
の焼却処分の相互応援に関する市町間協
定」の締結等、HPAI 防疫に係る地域の協
力体制が確立されている。今回、島内養
鶏農場で発生した場合の具体的な防疫体
制について検討。島内に 3 カ所ある焼却
施設の能力等を調査し、各農場の焼却処
分計画案、各焼却施設の処分工程案等を
作成し検討。検討結果に基づき焼却作業
マニュアルの見直しを指導し、HPAI 発生
時の具体的な協力体制を構築。また島内
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全農場について発生時の防疫計画作成に
必要な周辺区域の基礎データを整理・集
約し、①移動制限に関連する農場等関連
施設②発生状況検査等の対象農場と検体
数③字名で示した移動制限区域の告示文
案④全農場に対応可能な消毒ポイント候
補地をリストアップ。さらに発生時動員
予定者を対象とした防疫作業の実地演習、
養鶏農家を対象とした講習会、管内発生
を想定した所内机上演習等を行い迅速な
防疫体制を構築。

532.高病原性鳥インフルエンザ発生時の移
動制限措置にかかる防疫対応：兵庫県姫
路家保 小浜菜美子、北垣貴央

高病原性鳥インフルエンザ発生に備え、
発生農場だけでなく移動制限区域内の農
場や養鶏関連施設に対しても事前に防疫
体制を構築することが重要。平成 16 年 2
月、京都府での発生時は管内 11 農場に移
動制限措置を行い、徹底した防疫対応に
より感染拡大を防止。同年 11 月に特定家
畜伝染病防疫指針（指針）が策定され食
用卵集配センター等で制限の例外規定適
用に関する確認事項が明記された際、5 施
設で病原体拡散防止措置を指導。19 年 2
月の宮崎、岡山両県での発生時、例外規
定適用農場から管内 5 施設が原卵を受入
れる際は速やかに例外規定適用に係る事
項を確認。その後の家伝法や指針の改正
に対しても事前対応するなど、まん延防
止対策を徹底。発生を想定したシミュレ
ーションでは、発生地と周辺地に対応す
る家畜防疫員を明確に区分し早期に動員
することで、円滑な防疫対応が可能なこ
とを検証。速やかなまん延防止対策と移
動制限措置に伴う経済的損失の低減が図
れる体制を整備。

533.高病原性鳥インフルエンザ発生時の迅
速な対応にむけて：兵庫県和田山家保
大田秀樹、朝倉大

管内は県内肉用鶏の 7 割を飼育する主
産地で、高病原性鳥インフルエンザが発
生すると影響は大きい。発生に備え、特
定家畜伝染病防疫指針に沿った迅速な防
疫体制を検討。管内 118 農場別の汚染物
品処分計画見直し、地域及び所内組織体
制整備、38 養鶏関連施設の移動制限例外
規定適用条件調査を実施。汚染物品の処
分方法は 90 農場が発酵消毒を選択した
が、農場再開にあたり消毒済発酵産物
終処理法の検討が必要。防疫作業要員は
大規模、複数発生に備え、県域を越えた
体制整備が必要。GP 施設の例外適用にお
いては、自家農場卵のみ扱う施設は複数
農場卵を扱う施設よりまん延リスクが小
さいことを考慮した対応が必要。食鳥処
理場、ふ卵場は例外適用条件に概ね適合。

ふ卵場再開後のひな出荷監視検査は現行
の手順ではふ化後 3 日以上かかり、ひな
が衰弱するため事実上出荷不能。地域の
肉用鶏産業全体に甚大な影響が及ぶこと
から出荷可能な検査手順が必要。

534.HACCP 方式の考え方を取り入れたカン
ピロバクター制御を目指して：兵庫県姫路
家保 小島温子、戸嶋章湖
HACCP 方式の考え方を取り入れた衛生管

理によるカンピロバクター制御対策を検討。
<方法>インテグレーション農場の育雛鶏舎
(0 ～ 20 日齢)、肥育鶏舎(20 ～ 75 日齢)のカ
ンピロバクター浸潤状況、フローダイアグ
ラム・作業動線を調査、分析し、CCP を設
定。＜結果＞育雛鶏舎汚染の危険性は極め
て低い。肥育鶏舎汚染は確実。陽転時期は 3
0 日齢前後（直腸スワブ、飲水）、以降鶏舎
内環境へ浸潤。消毒後の施設、初生ヒナ、
飼料、原水等は陰性。従業員の夏季出荷時
作業順序(出荷作業後更衣をせず他鶏舎を管
理)、鶏舎別衛生管理(敷地内に育雛・肥育鶏
舎が存在)が問題。作業衣等の専用化未実施。
以上より CCP を作業時の人の衛生管理と設
定。育雛鶏舎から肥育鶏舎へのヒナの移動
搬入時、出荷時、日常作業時の 3 時点で微
生物検査や作業記録表のチェック等検証方
法、CCP に対する管理基準、改善措置等詳
細部分を検討。

535.管内採卵鶏農家のサルモネラ汚染状況
と衛生意識調査：和歌山県紀南家保 齊藤
正二、松田基宏

管内 5 採卵鶏農家に各 2 回のサルモネ
ラ検査を実施。検体は鶏舎と選別包装施
設（GP）のふき取り、および原卵と製品
卵。2 回のいずれの検査でもサルモネラ菌
が検出された農家が 5 農家中 2 農家（検
出農家）。他の 3 農家は 2 回のいずれでも
検出されず（非検出農家）。検出農家のう
ち、農家（F1）では１回目および 2 回目
の検査とも鶏舎塵埃より菌が検出された。
農家（F2）では 1 回目の検査で GP 床よ
り、2 回目の検査で GP 床と鶏舎塵埃より
検出された。F1 および F2 に対して 3 回
目の検査を実施したが、F1 は鶏舎塵埃と
GP 床よりサルモネラ菌が検出された。一
方、F2 については検出されなかった。F2
は第 2 回と 3 回の検査の間に、GP 出入口
の足踏みマットの洗浄回数を増やし、ま
た GP 床の掃除に逆性石鹸を使う工夫を行
った。一方、F1 は検査期間中、特に改善
した点はなかった。現在、鶏舎および GP
の出入口に消毒槽をおくことなどを指導
している。

536.高病原性鳥インフルエンザ防疫体制構
築にむけた取り組み：鳥取県倉吉家保
渡邊祐治、山根法明

平成 16 年国内で高病原性鳥インフルエ



- 120 -

ンザ（以下 HPAI）が 79 年ぶりに発生し
て以来、各地で HPAI が発生。 近では
平成 20 年 4 月に韓国で発生、国内におい
ては秋田県及び北海道で収容された死亡
オオハクチョウから HPAI ウイルスが分
離。今後も HPAI 発生が危惧される。管
内は採卵鶏 9 件 8 万羽、肉用鶏 25 件 125
万羽、種鶏 6 件 6 万羽、合計 140 万羽飼
育されており、県内１大肉用鶏産地。そ
の為 HPAI が発生した場合、迅速かつ的
確な対応が必要。当家保では HPAI 発生
を想定した対策会議、防疫演習を開催し、
県関係機関及び、市町村との連携を強化。
また、家保内での作業を円滑に行う為の
手順書も作成。

537.鳥取地どりピヨ生産農場における生産
性向上に向けた取り組み（2）：鳥取県鳥
取家保 福田隆二、錫木恵美

鳥取地どりピヨを飼育している管内の 1
養鶏農場について、飼養年数が経過する
につれ、飼養衛生管理の不徹底や疾病の
発生の増加等により育成率や出荷成績が
低下。生産性向上のための課題と対応策
を昨年検討し、出荷日齢の変更及び空舎
期間と消毒方法の再点検等改善指導を行
い、その後も定期的なモニタリングを実
施。今年度は県中小家畜試験場と連係し、
重点的にコクシジウムワクチンの投与方
法の改善を指導。それ以前はコクシジウ
ムワクチン投与後も育雛段階での OPG の
上昇を確認することはできなかったが、
ワクチン投与前の絶食、ワクチン添加の
エサの給与方法改善により、投与後の OP
Gが上昇し、生産性が向上。

538.高病原性鳥インフルエンザ防疫体制の
整備：島根県江津家保 福田智大、藤井
俊治

高病原性鳥インフルエンザ発生に備え
た防疫体制整備及び実演訓練形式の防疫
演習を実施。現地対策本部事務効率化の
ため、資材一覧の整理や移動制限区域及
び消毒ポイントの設定等の準備を実施。
鶏の焼却処分は、H 地区クリーンセンタ
ーの安全管理委員会へ説明し、使用承諾
を確認。防疫演習では、動員予定者が現
地対策本部の各班各係毎の実演訓練によ
り作業手順を確認。保健所による検診実
演、スライドを用いた作業内容の説明、
防疫服着衣訓練及び鶏舎作業実演を行っ
た。訓練後の防疫体制見直しは、より機
能的に活動出来るよう組織構成を細分化。
また、動員先別に職員数を加味し、可能
な人員割り当てとした。さらに地元動員
者は、候補者リストの 3割動員とした他、
作業の中心となるため、各班各係別に作
業マニュアルに基づくリーダー研修を開
催。取組により関係機関内での防疫意識

の共有が図られ、動員予定者には作業に
対するイメージが浸透。

539.鶏病性鑑定事例からみた養鶏場のバイ
オセキュリティ (BS)対策効果の検証：山
口県中部家保 柳澤郁成

近年、飼養衛生管理に係る養鶏場の BS
対策は飛躍的に向上。今回、県内の鶏病
性鑑定 (病鑑 )事例を、HPAI 発生前 (1999
～ 2003 年度、14 件)と HPAI 発生後(200
4 年度～ 2008 年 10 月、50 件)で比較し、
BS 対策の効果を検証。発生後、病鑑依頼
件数は、発生前の 3.5 倍に増加。発生前は
立入機会の少なかった、肉用鶏農場や 3
万羽以上の大規模農場の依頼が増加。病
因別では、ウイルス病や細菌・真菌病の
割合が増加、新たに複合・混合感染症事
例を確認。非感染症や不明事例は半減。
件数の増加要因は、報告徴求等の HPAI
防疫対策により、農場と家保の関係が密
接になったためと推察。また、危機管理
意識の向上から家保への届出が迅速化し
たことで、発生初期の病鑑が可能となり、
病原体の検出精度が向上。疾病の発生要
因には、鶏舎構造や飼養環境整備の不備、
病原体汚染鶏の導入、ワクチン接種失宜
による免疫低下等が挙げられ、引き続き、
鶏舎内を中心とした飼養衛生管理指導の
強化が必要と考えられた。

540.防疫マップを活用した高病原性鳥イン
フルエンザへの対応：高知県中央家保
野村泰弘、色原豊彦

平成 16 年以降国内において、高病原性
鳥インフルエンザ（以下、HPAI）の発生
が相次ぎ、防圧のための迅速な防疫対応
が重要となっている。このため、HPAI が
県内で発生した場合、迅速かつ的確な防
疫対応を総合的に実施するために、防疫
マニュアルを作成するとともに農家住所、
飼養頭羽数等の農家情報をデータベース
化した防疫情報地図システムを整備し、
これらを活用した防疫演習を実施するな
ど危機管理体制を構築してきた。そこで、
当所では 100 羽以上の養鶏農家について
も、導入・出荷チェックなどの飼養羽数
状況や畜舎の見取り図及び周辺地図、有
事の消毒ポイント及び現地対策本部等の
情報を加えることによって防疫マップを
充実強化し、これをもとに農家毎の防疫
マニュアルを策定した。この取組により、
個別の防疫対応を行うことができ、各農
家の自営防疫意識の向上と養鶏農家を含
めた地域一体となった防疫体制の強化に
つながった。今後、全ての畜種の情報を
網羅した防疫マップを整備し、防疫体制
の一層の向上を図る。

541.市町村に対する高病原性鳥インフルエ
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ンザ防疫体制構築の取り組み：福岡県中
央家保 村上弘子、佐野恭一

平成 19 年 8 月から管内６市６町の首長
に対し、高病原性鳥インフルエンザ（HP
AI）発生時の市町村の役割（発生時の防
疫対策本部設置、殺処分鶏の処理方針決
定、車輌消毒ポイントの選定等）を家保
所属長が直接説明し、防疫実施マニュア
ル（マニュアル）の作成を要請。その結
果、首長の HPAIへの防疫意識が高まり、
マニュアル作成等をトップダウンで指示。
次に、HPAI 防疫対策会議を開催し、市町
村担当者へマニュアル作成等を助言指導。
成果として、自治体の危機管理意識が高
揚し、９自治体がマニュアル策定、他は
策定準備中。さらに、I 地域（1 市 2 町）
では発生時、連携した防疫体制構築のた
め、I 地域鶏防疫対策協議会を設置し、1
市 2 町で共同マニュアル作成を開始。家
保は助言指導を行い、平成 20 年 12 月共
同マニュアルが完成し、I 地域にある焼却
施設の利用検討や共通防疫マップの作成
など防疫体制の連携が強化。今後、大規
模農場発生時には自治体間のさらなる連
携が必要。

542.市町村の高病原性鳥インフルエンザ防
疫体制強化への取り組み：福岡県両筑家
保 嶋田公洋、石橋和樹

高病原性鳥インフルエンザ（HPAI）発
生時、速やかで円滑な防疫活動には市町
村の対応が要。当所は平成 19 年 10 月か
ら管内市町村長等（首長）に直接「市町
村 HPAI 対策本部設置要綱（要綱）」の作
成を要請。特に平成 20 年 4 月に中核市へ
移行した K 市の要綱準備に対し重点的取
組みを実施。①首長に対し本病発生時の
市町村の役割の重要性を説明し要綱作成
を要請、②要綱作成担当部署に専門内容
等についてアドバイス、③市町村幹部職
員に HPAI 研修会を実施。④組織が巨大
な K 市には、畜産担当以外の関連部署へ
も直接説明。保健所、食鳥検査が市所管
となったため市保健所と特に協議を重ね
県と同様の体制作りを依頼。管内 7 市町
村中、要綱策定 3、 終段階 1（K 市）、
準備中 2。1 市 1 町の幹部職員への要綱説
明会で市町村が主体的に取組む業務を説
明。1 市 1 町は自主的に愛玩鳥飼養者リス
トを再作成。首長説明会により首長の理
解が図られ、トップダウンにより市町村
の HPAI防疫体制整備が推進強化。

543.市町村版高病原性鳥インフルエンザ防
疫実施マニュアル作成の推進：福岡県筑
後家保 原田美奈子、松尾弘幸

平成 16 年に国内で高病原性鳥インフル
エンザ（HPAI)発生。 各関係機関が迅速
かつ的確に対応するため事前に連絡体制、

役割分担、防疫措置等の明確化が必要。
平成 19 年度から管内市町村に対して行っ
た、HPAI 防疫実施マニュアル（マニュア
ル）作成推進の取り組み報告。平成 19 年
度は、担当者に対して平成 19 年度筑後地
域 HPAI 防疫対策協議会開催。また、市
町村の首長と個別に面談、協力を依頼。
平成 20 年 6 月、防疫措置説明会を開催。
8 月、市町村担当者を個別に訪問、マニュ
アル作成を推進。対策本部の組織メンバ
ーが多岐で、各課との調整難航、処分鶏
の処理方法の選択が困難など問題点が浮
上。担当課（係）の防疫意識の向上を図
るとともに、殺処分鶏の処理方法は、事
前案を準備、発生時に迅速に検討等の対
策提示。その結果、管内 12 市町村中 5 市
1 町(飼養羽数ベースで 85 ％)でマニュア
ルが完成。残りの市町村も殺処分鶏の処
理方法の検討を含め、現在作成推進中。

544.大規模養鶏場におけるハエ問題解決へ
の取り組み：福岡県北部家保 井坂浩、
後藤敬一

大規模養鶏場（ウインドウレス高床式 7
棟、約 18 万羽飼養）で近隣住民からハエ
発生の苦情が続くため、平成 19 年 8 月に
家保が中心となって対策を検討。苦情原
因は、大量鶏糞の滞留、ハエ発生数の不
確実な把握、従業員と管理責任者との連
携不足と非効率的な薬剤散布。対策とし
て、鶏糞の頻回搬出（4 日毎）、成虫数の
定点観測と薬剤販売会社と適時駆除プロ
グラムの策定、作業員の日誌記帳と管理
責任者の評価、薬剤販売会社による定期
的な感受性検査を実施。成果として滞留
鶏糞の減少、ハエ発生を正確に数値で把
握し迅速駆除を実施し、鶏糞排出や処理
の現況把握が可能。散布薬剤の効果判定
と有効薬剤の適時選択と投与がなされ、
場内会議の定例化と情報の共有による取
り組みの一体化が進む。環境問題への対
策は、直接生産性の向上に結びつかなく
とも、日常対策としての実行が経営存続
に係る必須条件である。

545.小規模養鶏農場ネットワークの構築と
活動：長崎県壱岐家保 石丸憲二、園田
清秋

小規模養鶏農場の実態把握と衛生指導
のため、平成 16 年度に管内小規模養鶏農
場の確認調査を実施。方法は行政機関へ
の問い合わせ、生産物である鶏卵の販売
先の調査、飼料購入履歴より推定飼養羽
数を算出。調査結果から管内には 421戸、
10,814 羽が飼養されていると推定。17 年
度から 100 羽以上飼養農場９戸で高病原
性鳥インフルエンザ（HPAI）モニタリン
グ調査や鶏舎消毒を実施すると共にネッ
トワークへの加入を推進。19 年度には全
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農場でネットワークが構築。活動内容は
飼養衛生管理基準の遵守、HPAI やニュー
カッスル病（ND）などの伝染病発生時の
情報の共有、年２回以上の鶏舎消毒、HP
AI モニタリング、ND ワクチンの実施、
各種抗体検査、年３回の勉強会を実施。1
00 羽以上の全農場で衛生意識が改善し、
飼養衛生管理が徹底。一方、100 羽未満の
農場についてはアンケート調査より衛生
意識の希薄さが浮き彫り。今後は９戸の
農場をモデルとして 100 羽未満の農場に
対する指導を実施。

546.高病原性鳥インフルエンザに係る防疫
マップの整備：長崎県県北家保 川﨑洋
平、森田光太郎

高病原性鳥インフルエンザ発生時の初
動防疫を迅速に行うため、管内の 1,000羽
以上の全 17 養鶏農場それぞれに半径 10k
m の移動制限区域を設定し、移動制限に
掛かる農場のリストアップと消毒ポイン
トを検討。また、管外で発生した場合の
消毒ポイントも検討。消毒ポイントは移
動制限区域境目の主要道路沿いに設定。
移動制限が掛かる農場数は 大で 8農場。
隣接家保管内および佐賀県の農場に移動
制限が掛かる農場はそれぞれ 3 および 6
農場。消毒ポイントは各農場について路
肩、公共施設等を選定。 大で 4 か所の
設置が必要。佐賀県で発生した場合でも 3
か所に設置が必要。防疫マップは移動制
限が掛かる農場数や消毒ポイントの設置
数を確認できるため、防疫作業に要する
人員の迅速割出しに有効。佐賀県は県境
付近に養鶏農場が多いため、消毒ポイン
トの事前検討は有効。発生時の対応を迅
速に行うには隣接家保との連携が重要。

547.ロールプレイング方式による高病原性
鳥インフルエンザ防疫図上シミュレーシ
ョン訓練：熊本県城北家保 塚原敬典、
島村勝則

防災訓練等で実施されるロールプレイ
ング方式による図上シミュレーション訓
練を高病原性鳥インフルエンザ防疫演習
に応用。参加者は、指揮部と演習部（家
保、地域振興局、保健所、市役所）に別
れる。指揮部は、初動段階の防疫対応や
後方支援に関し、シナリオに基づき発生
時に起こりうるであろう状況（事前非通
知）36 題を演習部へ次々に付与。演習部
は、付与された状況に対し、発生時と同
様に防疫マニュアル（マニュアル）やグ
ループ間の情報交換等により対処方針を
検討、対策を決定。参加者へのアンケー
トでは、全員が事前にマニュアルを読む
等の準備をしており、「役割を再認識し
た。」、「現実味、緊張感があって良かった。」
との意見。訓練後の検証会議においても、

今後検討が必要な事項、マニュアルの修
正点等が浮き彫りに。本訓練は、従来型
の防疫演習では難しかった関係者の役割
認識やマニュアル理解度の進展並びに万
一の発生時の対応習得や危機管理意識の
醸成に非常に有効。

548.高病原性鳥インフルエンザ防疫対応の
具体的アプローチ：熊本県阿蘇家保 下
西儀政、小池康司

高病原性鳥インフルエンザ発生時の迅
速な防疫対応のため、予め準備可能な事
項について関係機関と連携して具体的に
検討。防疫対応施設（支援センター、消
毒ポイント）候補地を調査し、防疫マッ
プにプロット。各養鶏場の鶏舎配置、現
場事務所及び埋却候補地を航空写真で位
置関係図を作成。各防疫対応施設の規模、
設備及び発生に伴う運営や作業従事者の
必要人数、移動制限区域内の情報も整理。
これらを養鶏場毎に紙と電子でファイル
化し、関係機関と共有。肉用鶏の殺処分
はコンパネを利用した小区画法を検討し、
効率的な処分が可能と推察。今回整備し
た防疫情報を用い、実在養鶏場での発生
を想定した防疫演習を実施。問題点を抽
出し検討を重ね、関係機関との意識統一
と情報の共有化が図られ、危機管理意識
も向上。しかし埋却候補地が確保できな
い養鶏場も存在し、埋却可能な公共用地
等のリスト作成を各市町村に依頼。養鶏
場毎に防疫情報を整理したことで、冷静
で迅速な対応に繋がる。

549.養鶏農場における廃棄漁網を利用した
防鳥ネット整備への取り組み：大分県宇
佐家保 長谷部恵理

鳥インフルエンザ対策の一つとして必
要不可欠な防鳥ネット整備に取り組んだ。
〈2006 年度〉漁協及び各漁業者と事前協
議を実施し連絡体制を確立。また、各養
鶏場を巡回し、利用の説明と防鳥ネット
の整備状況及び要望調査を実施。2 回、48
単位の漁網を回集し、形状や大きさの確
認後、分類を行い、各農場の現況をふま
えて 7農場、41単位の漁網を配布。また、
配布農場を巡回し利用状況調査を実施。〈2
007 年度〉県水産関係機関と協議し、各漁
業者等との連絡体制を確立。また、養鶏
農家を対象にアンケート調査を実施。5回、
79 単位の漁網を回集し、8 農場、39 単位
配布。また、2007 年度配布農場の内 1 農
場では、カラス被害により、夏場の生産
性の著しい低下等が認められたため、漁
網 19 単位を配布し防鳥ネットの設置を指
導。設置後はカーテンの開放により鶏舎
内の換気が改善され、防鳥のための労働
力の減少にもつながった。また、産卵率
が 2.8％上昇し日卵量は 1.5g増加。
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550.西部地区高病原性鳥インフルエンザ現
地対策本部実地演習の概要：大分県玖珠
家保 足立高士、安部行倫

高病原性鳥インフルエンザ（本病）の
発生に備え、西部地区本病現地対策本部
（現地対策本部）の危機管理強化を主眼
に、初期対応の実地演習を実施すること
で関係機関の連携を確認し、円滑な防疫
対応体制を構築する目的で実施。演習内
容は、「疑い例」発生に伴う初回現地対策
本部会議と鶏処分当日の防疫作業の２点
に着目、演習を 2 部構成で実施。組織は
本県防疫対策実施要領に従い構成し、鶏
処分当日の演習に防疫作業従事者として 2
3 名を動員。会議内容は「疑い例」発生の
概要、家畜防疫及び健康対策の対応経過
と今後の対応を検討。鶏処分当日の防疫
作業演習は捕鳥、搬送、殺処分、防護服
着脱、健康調査などを実施。今回の実地
演習を通じ各機関の役割、各チームの作
業指示内容、動員者への作業説明方法等
が確認され、現地対策本部としての意識
統一がなされたものと考える。

551.高病原性鳥インフルエンザ発生時にお
ける初動防疫体制の整備：大分県豊後大
野家保 里秀樹
1,000 羽未満家きん飼養者 950 戸のリス

トを作成。平成 20 年度から 100羽～ 1,00
0 羽未満の家きん飼養者 20 戸を高病原性
鳥インフルエンザ（HPAI）の監視対象と
して飼養者情報の作成、飼養衛生管理基
準の指導及び消石灰による緊急消毒を実
施。万一の HPAI 発生に備えて、現地対
策本部の各チーム及び各班長を招集した
連絡会議を開催し、防疫体制の更新・見
直し及び初動防疫に係る現地対策本部で
の役割を再確認。1,000 羽以上の養鶏農場
59 農場の埋却候補地を調査・選考。農場
内またはその付近に十分な埋却候補地を
確保できない農場は 13 農場。確保できな
い理由としては、全く場所がない（7農場）、
十分な場所が確保できない（4 農場）、そ
の他（2 農場）。埋却候補地の調査・選考
作業で得られた農家情報を家畜防疫マッ
プシステム内に追加。養鶏農場位置図に
埋却候補地、周辺の集会場、進入路等を
記入した画像を防疫対策本部の構成所属
に配布し、速やかな初動防疫体制を確立。

552.高病原性鳥インフルエンザ発生時の迅
速な初動防疫のための埋却地調査：大分
県大分家保 三村純一郎

高病原性鳥インフルエンザ発生時には、
迅速な防疫対策が求められる。特に殺処
分鶏や鶏糞等の埋却場所決定には多くの
課題がある。このため、振興局・市町村
と連携して、農家毎の埋却地調査を実施。

管内の全養鶏農家 42 戸について、埋却候
補地の有無、所有者、現況、周辺環境、
水源等について調査。その結果、自家埋
却可能農家 57 ％、検討事項が残る農家 19
％、埋却不可能農家 24 ％であり、検討事
項・不可能の理由は候補地の面積が少な
い、地盤が弱い、水源に近い等であった。
このため関係機関と調査結果に基づき新
たな処分方法等について検討中である。
本調査により埋却地の事前選定による初
動防疫の短縮、及び振興局・市町村・家
保・農家の連携強化による危機管理意識
の高揚がはかられた。今後の対応として、
埋却可能農家では作業員の集合場所等の
検討、埋却不可能農家では他の埋却候補
地の選定等を行っていく予定。これらの
情報は電子防疫マップに入力し、今後の
防疫対策に活用していく。

553.高病原性鳥インフルエンザが発生した
採卵養鶏場における鶏糞の封じ込め措置
後の経営再開：宮崎県宮崎家保 赤塚裕
人、後藤俊郎

採卵養鶏場において県内 3 例目となる
高病原性鳥インフルエンザ(以下 HPAI)が
発生し、一部鶏糞の封じ込め措置等を含
む防疫措置終了後、約 1 年半を経て経営
を再開に至った概要報告。一部の鶏糞が
スラリー化しており、埋却処理が困難で
あったため、国と協議の上、消石灰によ
る鶏舎内での封じ込め措置を実施。7 月 2
日から鶏舎内で堆肥化し、堆肥の搬出は、
平成 20 年 5 月 20 日までに完了。HPAI
に関する特定家畜伝染病防疫指針に基づ
き、鶏舎環境からのウイルス分離検査を
行い、陰性を確認。その後、100 日齢の採
卵鶏大雛をモニター家きんとして導入し、
血清抗体検査、1 週間後の臨床検査、2 週
間後の血清抗体検査及びウイルス分離検
査により陰性を確認。地域住民説明会等
を通じ、経営再開への了承が得られたこ
と、関係機関が一体となった支援が行え
たこと等により、鶏糞の封じ込めという
特殊な防疫措置をとったにもかかわらず、
平成 20年 7月 25日に経営再開。

554.高病原性鳥インフルエンザ発生の経験
を踏まえた現地防疫対策本部体制の強化
：宮崎県延岡家保 三浦博幸、黒木昭浩
2007 年 1 月 11 日から県内で 3 例の高

病原性鳥インフルエンザ (HPAI)発生を経
験後、県 HPAI 防疫マニュアルを改正。
現地対策本部に普及センターが担当する
サポート班を設置するなど防疫体制を強
化。動員予定者も 900 名に増加。国内の
野鳥での H5N1 ウイルス確認を受け、1,0
00 羽以上飼育農場への緊急石灰配布、全
戸巡回での鶏舎再点検、100 羽以上 1,000
羽未満飼育者への立入指導により農場へ
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の侵入防止対策を強化。さらに管内の防
疫、サポート、移動制限、健康診断担当
所属の連携強化のため、段階的に防疫演
習等を 5 回実施。5、6 月に防疫、通行制
限、サポート班の机上演習を、7 月に健康
診断とサポート班の検討会を、11 月に市
町村まで含めた防疫演習を、さらに 12 月
には動員予定者の防疫従事者研修を開催。
各班の役割分担と疑問点を回数を重ねて
検討することで、各々の立場での一連の
作業を互いに確認。毎年このような演習
を積み重ねていくことで、迅速な防疫対
応が可能となる。

555.高病原性鳥インフルエンザ防疫演習と
アンケート調査：鹿児島県曽於家保 永
徳里歌子、上原修一

高病原性鳥インフルエンザ（HPAI）は、
アジア諸国、ヨーロッパ、アフリカで急
速に拡大しており、野鳥から国内への侵
入が危惧。そこで、野鳥での HPAI の発
生、周辺農場での発生を想定した初動防
疫から発生農場における殺処分及び消毒
までの一連の防疫実地訓練型の演習を実
施。また同時に、観客及び訓練参加者を
対象にアンケート調査を行い、今後の課
題と対策について検証。県及び市町村の
畜産関係職員だけでなく、実際の発生時
に防疫作業に従事する各機関の職員が参
加したことや、養鶏団体等も参加したこ
と、また実際の防疫作業を目の当たりに
したことにより、理解がより深まり、さ
らに共通の認識を構築し，防疫対応と連
携の重要性を再確認できた。一方で発生
農場や食鳥処理場等の関連施設での対応
を問う声もあり、具体的な検討が必要と
思われた。今後もあらゆる発生のパター
ンを視野に入れながら、関係者の防疫意
識の向上、連携確認のため演習を継続し
ていく必要がある。

556.地域の特異性に考慮した高病原性鳥イ
ンフルエンザ防疫の取り組み：沖縄県宮
古家保 丹羽毅、高木和香子

宮古家畜保健衛生所が管轄する宮古群
島は大小八つの島からなっている。当群
島はユーラシア大陸等から渡り鳥が飛来
する経路でもある。また、人の移動にお
いては航空旅客機が、物資の輸送におい
ては貨物船が中心となっている。そのた
め、大規模な防疫活動には事前に入念な
手立てを講じなければならない。また、
当圏域の養鶏農家は平成 19 年 12 月調査
時点で、49 戸であり、1,000 羽以上の大
型養鶏場は 1 戸である。このような地域
の特異性に合わせて宮古家畜保健衛生所
では対策を講じてきたので、これまでの
概要と今後の取り組みについて報告。79
年ぶりの高病原性鳥インフルエンザ（HP

AI）の国内発生以来、当家保では消費者
講習会、地域防疫マニュアルの作成及び
机上演習等を行い、防疫体制を整備。し
かし、発生県での事例から新たな課題が
見出されたため、その度に改正。今後も
南国特有の高温多湿下での防疫作業など
実働における課題を農場施設の一部を使
用し、検証しながらより現実的な防疫体
制を整備していきたい。

Ⅲ－７ 畜産技術

557.ブロイラー敷料管理による寒冷期アン
モニア対策と増体向上の試み：岩手県中
央家保 中野暢彦

系列農場の中で出荷体重が低い管内ブ
ロイラー農場のセミウィンドレス２鶏舎
で飼養環境調査を実施。寒冷期換気不足
による①高アンモニア濃度②敷料高水分
率が主原因と推察。寒冷期アンモニア発
生抑制を目的に、過リン酸石灰（pH調整）
を重量比 38.9 ％混合し、敷料交換(pH、
水分調整)を 3、5、6 週齢時に実施。アン
モニア等ガス濃度 4 種類、敷料性状（水
分率、pH、窒素割合）、体重、育成率、鶏
舎温度を調査。結果、試験区アンモニア(
大 38.8ppm)、pH(同 8.2)及び水分率(同 38.
2%)は 5 週齢まで対照区より低く推移。体
重も 大 229g 上回るも、水分率、アンモ
ニア増加に伴い 7 週齢体重は両区ほぼ同
じ。育成率は両区 97.9%。敷料対策によ
り飼育中期まで寒冷期アンモニア低減が
可能で、増体も対照区より優れたほか、
温度管理改善等波及効果も確認。6 週齢以
降の敷料対策が課題。

558.採卵鶏の食品残渣を利用した食餌試験
：奈良県家保 橋村紘美

近の飼料価格高騰は、畜産業界に大
きな影響を与えている。採卵養鶏におい
ても飼料費低減が急務となる中、未利用
資源の利用など様々な代替飼料原料につ
いて検討がなされている。本試験では、
ある採卵鶏農家からの依頼により、はる
さめを配合飼料に加えた場合の生産性お
よび卵質に及ぼす影響を検討。はるさめ
を 3%もしくは 10%加えた群とコントロー
ル群の間では卵黄色の低下以外はほとん
ど有意差が認められなかった。3%加えた
場合はコントロール群よりも卵黄色は低
下するもののカラーファンで卵黄色の正
常値である 9 以上で推移したことから飼
料中に 3%加えても問題がない。10%でも
生産性に問題がないので、色素の補正を
すれば飼養可能である。さらに当該養鶏
場の飼料は 68 円/kg であるが、はるさめ
を 3%加えた場合は 65.9 円/kg に、10%加
えた場合は 61.2 円 /kg となり飼料費削減
につながる。
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559.ハエ薬剤抵抗性調査と防除方法検討：
奈良県家保 佐々木志帆、前田寛之

近年､ハエの薬剤抵抗性により薬による
駆除は困難である｡今回､ 7 月以降ハエの
大量発生が見られた採卵養鶏場 (ケージ飼
い 2 万羽飼養)において､ハエの薬剤抵抗性
を調べ､ハエ防除方法を検討した｡調査農
場のハエは主にイエバエだった｡試験 1
は､①混合薬剤 (自家配合 )②カーバメイト
系③ピレスロイド系④有機リン系の薬剤
をハエ成虫 10 匹に、試験 2 は昆虫成長抑
制剤 (IGR)をハエ幼虫 5 匹に噴霧し､それ
ぞれ経過を観察した｡試験 1 の結果､③･④
の薬剤で 1 日後にハエは全て死亡したが､
①では効果がなかった｡試験 2 の結果､全
てふ化が抑制された｡また物理的除去では､
捕虫網･捕虫シートで､ 464 匹~2554 匹の
ハエが捕獲できた｡以上より､畜主に対し
自家配合薬剤の散布を中止し､ピレスロイ
ド系薬剤を成虫に､ IGR 剤を鶏糞･堆肥に
幼虫対策として噴霧するよう指導した｡併
せて物理的除去も積極的に行うよう指導
した｡当所は､この試験を生かし他農家の
ハエの抵抗性調査も行う予定である｡

560.ニップルドリンカーによるニューカッ
スル病ワクチン飲水投与方法の改善：岡
山県津山家保 馬場彩、橋本尚美

管内ブロイラー農場で飲水投与（17 日
齢）によるニューカッスル病ワクチン (M
ET95 株)HI 抗体価が 28 日齢で平均<2、4
2 日齢で平均 5.0 と低く、ばらつきもみら
れた（<2 ～ 64）ため投与方法を改善。移
行抗体の確認、溶解方法のチェック、ブ
ルーダイの使用及びビデオ撮影等で原因
を究明したところ、ニップルドリンカー
の構造及び給水ライン圧の不均衡等によ
り、2 時間以内にワクチン液が全ラインに
到達しないことが判明。対策として、自
然排水からワクチン液を送りながらの強
制排水に変更し、全ライン一度の配水か
ら２回に分ける配水に変更したところ、
全ての鶏舎で 30 分以内に全ラインに到
達。またマーカー及び保護剤として脱脂
粉乳（0.2%）を用いた。その結果、ワク
チンプログラムは変更せず 17 日齢 1 回の
飲水投与のみでも、7 タイプの鶏舎（14
棟）全てで抗体価が 28 日齢で平均 4.6 ～
19.7、42 日齢で 8.6 ～ 34.3 と安定的かつ
早期に上昇した。

561.堆積養鶏における有用性の検討：山口
県西部家保 村田風夕子、國吉佐知子

一ブロイラー農場で堆積養鶏の有用性
を調査。オガクズ鶏舎と比較し、経費削
減効果、鶏の死亡率・育成率・飼料要求
率、鶏糞発酵時の温度、敷料の水分含量、
糞便の寄生虫検査、敷料と拭い液の細菌

検査を実施。堆積鶏舎はオガクズ鶏舎よ
り 16 万円の経費削減、搬出堆肥量は約半
減。鶏の死亡率、育成率及び飼料要求率
はオガクズ鶏舎と大差はなし。鶏糞発酵
時の温度は 60 ℃以上に上昇。堆積鶏舎の
水分含量はほぼ一定。糞便の OPG は堆積
鶏舎で 0～ 100、オガクズ鶏舎は 100～ 3,
550。両区に総菌数の差はなく、大腸菌群
は試験区で少ない傾向。分離した細菌は
両区とも主に非病原性の環境性細菌であ
ったが、入雛前のオガクズからアスペル
ギルス属真菌を分離。サルモネラ検査で
は、一時的に堆積鶏舎からサルモネラ菌
（血清型 O7 群）を分離したが以降検出な
し。今回の調査から、自農場で鶏糞を堆
肥化する必要があるが、経費削減効果を
認め、衛生状態に大きな問題はなかった。

562.鶏ふん焼却の現状と焼却灰の有効利用
：香川県西部家保 泉川康弘、田中隆

管内は養鶏が盛んな地域で、発生する
鶏ふんの大半は堆肥として利用されてい
るが、一部が焼却されていることから①
鶏ふん焼却状況、焼却灰処理状況②焼却
に伴い発生する焼却灰の消毒効果（踏み
込み及び待ち受け）について調査。①管
内で生産される鶏ふん量の 3 割(18,000t)
を焼却、約 1 割(1,700t)が焼却灰として発
生。その処理状況は堆肥との混合(59%)、
肥料原料(26%)、自農場利用(8%)、産廃処
理 (7%)。②焼却灰のサルモネラ菌、緑膿
菌、大腸菌に対する殺菌効果を確認。有
機物存在下での踏み込み消毒効果は、大
腸菌群は調査期間(7 日間)中分離されず有
効。一般細菌には濃度 25%、感作時間 30
分以上で有効。ＨＰＡＩに対応した待ち
受け消毒では 3 日以内にｐＨが低下（ｐ
Ｈ 12 以下）することから不適であると判
定。以上から、有機物存在下でもバイオ
セキュリティ強化資材(踏み込み消毒)とし
て有効と推察。また、強アルカリ性等の
性状から環境保全資材、堆肥化促進資材
としての利用に期待。

563.採卵鶏農場の集卵システムの自己点検
および改修による破卵率の改善：愛媛県
東予家保 真鍋フミカ、戸田克史

ウインドレス鶏舎で集卵システムを利
用している管内一採卵鶏農場において、
集卵時の破卵率が 15 ％と高かったことか
ら、畜主が自主的に破卵箇所の調査、飼
料へカキガラ混合給与、ケージ収容羽数
等を検討、メーカーによる整備点検も行
ったが改善されなかった。そこで、産業
振興課、養鶏研究所の協力のもと破卵箇
所を突き止め、改善策を検討。GP センタ
ーで検卵した正常卵を集卵ベルトからパ
ッカーまで流す試験を実施。その結果、
破卵率は①集卵ベルトからバーコンで 3.8
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%、②バーコンからインラインで 6.7 ％、
③インライン上で 3.3%、④インラインか
らパッカーで 6.7%、⑤トラック輸送で 0
%であった。このことから、破卵の発生は
機械による物理的要因と特定。改善策と
して①部品の適正な取付け、調整、乗継
ぎ板の形状変更、衝撃緩衝材の交換、②
ガイドの新設③衝撃緩衝材の交換を行っ
た結果 9.8%まで改善。今後は、ゲージ内
から集卵ベルトまでの破卵発生調査及び
④の乗継ぎの改善が課題。

Ⅲ－８ その他

564.高病原性鳥インフルエンザ発生時の発
育鶏卵県外調達方法の検討と国内の発育
鶏卵供給状況調査：宮城県仙台家保 石
橋拓英、大久範幸

高病原性鳥インフルエンザ発生時、移
動制限区域内の発生状況検査を想定し、
病性鑑定資材の必要量を試算。ウイルス
分離には、孵卵 9 ～ 11 日齢発育鶏卵が
大 256 個必要。県内の孵卵場と調整した
結果、この個数は調達困難であることが
判明。そこで県外調達の検討を目的とし
て、全国の家畜保健衛生所等のウイルス
検査担当者を対象に、発育鶏卵の県外供
給状況調査を実施。42 県が回答。23 県が
県外に孵卵 9 ～ 11 日齢発育鶏卵を供給可
能。しかし、発送方法や個数確約には事
前調整が必要と判明。2 県 2 業者と調達調
整。調査結果は回答した県に提供。情報
共有により調達調整先が明確化。さらに
追加調査を実施。44 県が回答。23 県が発
生時の発育鶏卵の必要量を把握していな
く、26 県が発生時に十分な発育鶏卵を調
達するルートを確保できていないと回答。
今後の課題は、各県が発育鶏卵の必要量
の試算し、県外の関係機関との情報共有
と調達調整をすることで、相互に供給で
きる体制の構築が必要。

565.高病原性鳥インフルエンザ初動防疫体
制構築のための組織的取組：宮城県北部
家保 黒田洋子、矢島りさ

これまで、当所では高病原性鳥インフ
ルエンザ（HPAI）発生時の現地対応を確
立するため、随時関係機関を招集し情報
連絡会議を開催、 新情報や現地対策本
部の役割について説明したが、出席者の
意見・質問により危機意識の薄さが判明。
地方振興事務所と連携し「現地対策本部
設置要綱」を策定し各部署の具体的役割
を示したが、問題に対する距離感が縮め
られず、意識の高揚を図る目的で防疫演
習を実施。HPAI 発生県の担当者による防
疫作業の経過説明や、当所からの発生を
想定した農家対応や現場防疫作業を交え
た研修内容は参加者から理解面などで高

評価。これを機に現地地方支部での作業
マニュアル作成に着手、各部署ごとに検
討させる手法により、担当する作業内容
の理解と具体的イメージが把握され危機
意識が浸透。各協力の下「北部現地地方
支部班・係別作業マニュアル」が完成、
これにより HPAI 発生時に迅速かつ円滑
な対応を目的とした初動防疫体制が構築。

566.安全・安心な「にいがた地鶏」生産に
向けた取り組み：新潟県上越家保 平山
栄一、金子周義

平成 17 年から糸魚川地域で「にいがた
地鶏」が飼育開始。平成 18 年に３農場で
「糸魚川にいがた地鶏生産者の会」を結
成。平成 19 年には 3,144 羽を生産し、愛
称「翠鶏（みどり）」の名で地元での販売
戦略を模索。当所では地域振興局、市役
所と連携し、「にいがた地鶏飼養管理マニ
ュアル」に基づいた育雛期の温度管理や
デビークの実施などの飼養管理、コクシ
ジウム病対策や適正なワクチン接種など
の衛生管理を重点指導。そのなかで ND
抗体の免疫付与などが課題。平成 20 年か
ら県産ブランド「にいがた地鶏」の品質
管理向上を図り付加価値を高めるため、
県内８農場でクリーンチキン生産農場認
定に向けた取り組みがスタート。当所で
は、①飼養衛生管理プログラムの検討②
記録簿の整備③衛生検査④管理獣医師の
定期的な衛生指導を促進。結果、検討会
や巡回により記録簿の記帳は定着し、衛
生管理のため積極的に活用。３農場はク
リーンチキン生産農場に認定。

567.高病原性鳥インフルエンザ防疫対応に
ついての取り組み：岐阜県岐阜家保 浅
井礼子、井上富雄
2008 年 2 月の「高病原性鳥インフルエ

ンザに関する家畜伝染病防疫指針」及び
留意事項の改正により、食鳥処理場の例
外規定適用について『再開に当たっての
確認事項』が明記された。今回、その周
知と現状把握のため、管内の食鳥処理場
の立入を実施し、例外規定適用要件を満
たす衛生管理マニュアルの作成を促すと
ともに、車両消毒の未実施、出荷かごの
消毒不良の施設に対し、適切な消毒等の
衛生対策を指導した。今回の立入により、
食鳥処理場の高病原性鳥インフルエンザ
防疫に対する衛生意識の向上が図られた。
また、A 食鳥処理場の防疫模擬訓練への助
言指導をする中で、発生時の迅速な防疫
対応には衛生部局との連携が重要である
ことを再認識した。一方、地域高病原性
鳥インフルエンザ防疫対策協議会では、
発生時の初動対応を具体的に示し、協力
を得ながら防疫体制強化を図っている。
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568.管内の名古屋コーチン飼育における問
題と対策：岐阜県西濃家保 立川昌子、
安藤俊二

管内 9 戸の名古屋コーチン（以下、コ
ーチン）養鶏場では、年間 150,000 羽を
出荷。ブロイラーからコーチンへの転換
農家で、2 ～ 10 年以上経過。コーチン飼
育歴 2年の養鶏場（13鶏舎 8鶏群、30,00
0羽）の 1鶏舎で 9月初旬 5～ 6週齢にコ
クシジウム症と伝染性ファブリキウス嚢
病、6 鶏舎で 12 週齢以降コクシジウム症
と壊死性腸炎が発生、斃死数が急増。ブ
ロイラーに比べコーチンの飼育期間（約 1
30 日）は長く、出荷羽数も少ないため、
農場のオールアウトが困難、異なる日齢
鶏群の隣接飼育により、疾病が発生しや
すい。コーチン飼育への不慣れ、コクシ
ジウムワクチンの過信による投薬治療の
遅れ、空舎中の水洗・消毒の不徹底が影
響。対策として①日常の衛生管理の徹底
②疾病発生時の早期発見・早期治療③空
舎中の念入りな衛生対策④コーチンとブ
ロイラー飼育管理の差異の把握⑤無理の
ない入雛計画⑥ワクチネーションの再検
討を指導。コーチン飼育経験が浅い農家
は、細かな衛生指導が必要。

569.異常鶏発生に伴う家畜保健衛生所の初
動防疫体制：和歌山県紀北家保 小松広
幸、松井望

当所では、従来より養鶏農家に対する
早期通報を呼びかけるとともに、万一の
HPAI 発生に備え HPAI 対策訓練・演習へ
の参加を通じ関係機関との連携を強化、
所内での研修等において初動防疫対応の
検討、各職員の役割分担の明確化、防疫
措置概要の周知、情報の共有化等により、
職員の危機管理意識の向上、平準化に努
めてきた。今回、家保における初動体制
のあり方について、平成１９年１月以降
当所に異常鶏発生通報のあった３例につ
いて、その対応状況を検証し、課題及び
対応策について検討。これらの事例後、
所内において検討を重ねた結果、通報受
理時の記録書類や立入時の必要資材の点
検及び所在周知徹底、農家情報の整理、
採材及び検査時のマニュアル化、所内で
の発育鶏卵の確保など改善すべき点は改
善、万一に備えた初動体制の充実を図る
ことができた。しかしながら、限られた
人員の中で初動対応を行うには、人員配
置の見直しや必要資材確保など残された
課題も多い。そのため、畜産課及び紀南
家保等との協議を重ね、的確な初動体制
の構築に努めていきたい。

570.高病原性鳥インフルエンザ（HPAI）
防疫演習の今後の課題：和歌山県紀北家
保 藤原美華、松井望

和歌山県内での HPAI 発生時に備え、
感染拡大・被害を 小限に抑えるため、
防疫活動の充実強化と意識の高揚を図る
事を目的とし、防疫活動演習・訓練を実
施。県関係機関及び市町等約 200 名が参
加した。演習後のアンケート調査回答か
ら、今後の課題について検討。本年は、
防疫演習を一連の流れに沿った実践体験
形式で行った事、市町による積極的協力
参加の下で実施された事が前年との相違
点であった。アンケート調査結果では、
約 98%が内容を理解し、解りやすかった
と回答。参加回数に比例し理解度が増す
という結果や、実践体験形式により解り
やすかったとの回答からも、参加者の危
機管理に対する意識の高揚が見受けられ
た。また、演習終了後の検討会を充実さ
せる事、農場での本格的な実践演習を希
望する、などの意見が多かった。以上よ
り、今後とも演習・訓練を継続し、更に
理解を深める必要があるとともに、今後
の課題として、演習後の検討会を充実さ
せるための開催方法の検討と農家協力の
下、農場での実践演習を次回の演習に取
り入れたい。

571.畜産環境（養鶏）への苦情事例から考
えられる今後の家保の役割（一考察）：鳥
取県西部家保 千代隆之、尾崎裕昭

養鶏業界を取り巻く状況は複雑になり、
農家が抱える問題も衛生、飼料、鶏糞・
排水処理、後継者問題等多岐にわたる。
今回畜産環境への苦情事例を通して、今
後の家保の役割について考察。生産性の
向上や衛生面を支援すると同時に、今ま
で以上に鶏糞や排水の処理方法等も把握
し、運用面でバックアップすることの重
要性を再確認。具体的には、①早急な対
応と現場主義（フットワーク）②根拠法
令に基づく関連部署とのパイプ役（ネッ
トワーク）③住民に対する畜産業界、家
保の業務内容の理解と周知④ HPAI や衛
生状況の説明と可能なデータ開示や農場
サイドの飼養衛生管理基準の遵守状況の
説明による住民の不安やしこりの払拭⑤
住民サイドの苦情内容の確認と情報収集
等による農家の孤立化や不安の回避⑥集
鳥・出荷方法の変更や堆肥化処理の徹底
等の支援。今後、環境保全の徹底のため
に家保の立場をより明確にした、ワーク
フローの完成を目指したい。

572.高病原性鳥インフルエンザ発生時の危
機管理体制の整備：広島県芸北家保 山
中裕貴、宮本榮作

危機管理体制の整備として、これまで
現地防疫対策本部（対策本部）の班編成
や緊急連絡先の整備，防疫演習等を実施。
今回、対策本部と市町・保健所等との連



- 128 -

携を検証する目的で、管内一養鶏場で本
病が発生したとの想定に基づき、ロール
プレイング方式による防疫演習を実施。
実施過程やアンケート等で抽出された問
題等を分析。課題として①情報管理の徹
底②関連施設等の事前確保の必要性③初
動時の具体的対応の明確化等が挙げられ
た。対応として①各情報に対する市町の
窓口や伝達先の整理、②国道占有許可申
請書の事前提出、施設の使用依頼、焼却
施設の稼動状況調査等で、発生時の消毒
・検問ポイントや中継基地等が即時使用
可能、③初動時を主とした対応マニュア
ルの作成検討等、改善の取組みを展開。
今後も、危機管理体制が迅速かつ的確に
機能するよう、関係機関との連携を強化
し、演習等により改善を図り、万が一の
発生に備える。

573.管内家きん飼養農家における飼養管理
意識調査：愛媛県南予家保宇和島支所
清家弓桂、山形典彦

今回、管内では新たに 22 戸の農家が家
畜伝染病予防法第 52 条に基づく報告徴求
の対象農家として追加された。これらの
中には、家畜保健衛生所と接点が比較的
少なかった農家も散見されることから、
改めて家きん飼養農家の飼養管理意識を
把握するため、管内の全家きん飼養農家 3
7 戸に対しアンケート調査を実施した。主
な質問の内容は、家きんを飼養する上で
何を重要視するか、家畜保健衛生所に関
する認識についてであった。その結果、
健康な鶏を育てることを第一とし、その
ためには飼養環境を清潔にすることが重
要であるとの高い意識が認められた。一
方、小規模採卵鶏農家においてはワクチ
ン、キジ農家においては投薬に対する意
識が低いと推察され、家畜保健衛生所の
業務内容についての認識が不足している
農家も散見された。本結果を今後の指導
の一助としたい。

574.熟鶏有効利用による管内の土佐ジロー
再生に向けた提案：高知県西部家保 池
上正紘、海治修二郎

放し飼い地鶏として開発された高知県
特産の卵肉兼用ブランド鶏「土佐ジロー」
への 近の飼料高騰や HPAI 防疫の影響
を把握するため、管内の営利飼育会員 26
戸に対し、飼育状況、卵販売、熟鶏処理、
要望等の聞き取りを実施した結果、県外
等に販売網を持つ収益性の良い農家（Ａ）、
地元販売主体の農家（Ｂ）、自家消費型農
家（Ｃ）の３タイプに分類。［戸数、平均
飼育羽数、平均産卵率、平均卵販売価格］
は、Ａ［2、490、62.2、72］、Ｂ［14、1
52、43.7、33.6］、Ｃ［7、27.6、53.9、自
家消費］。現飼料価格での労働費確保には

49円の販売価格が必要と試算。Ｂは縮小、
休止、廃業の意向も多く、早急な対策が
必要。Ｂの 78.6%は更新日齢が守られず
卵質にばらつき。良質な卵生産には 450
更新日齢の遵守が重要であり、現在滞っ
ている熟鶏処理を推進し、熟鶏肉の有効
利用が必要。また、Ｂの地域内グループ
化による卵の一元集出荷を実施し、高品
質な卵や熟鶏肉（生肉、加工品、学校給
食）を市場に安定供給し、収益性の確保
を図ることが望まれる。

575.ブロイラーの青脚原因調査：佐賀県西
部家保 宮本全、原口信江

生産段階での青脚の発生要因検索のた
め、青脚による部分廃棄率が高いブロイ
ラー農場１戸（調査開始前の部分廃棄率
は 1.4%）を選定し、脚弱を呈する鶏のク
ロアカスワブ、血液及び足関節を初生か
ら出荷まで経時的に採取して各種検査を
実施。細菌検査、マイコプラズマ検査及
びウイルス検査では、有意な病原性微生
物は確認されなかったが、レオウイルス
に対する移行抗体消失後の過齢に伴う抗
体陽性率の上昇及び病理組織学的検査で
腱鞘の線維性肥厚が確認されたため、レ
オウイルスの関与を疑う。調査鶏群の出
荷時の青脚による部分廃棄率は 0.4 ％。今
回の調査では、原因を特定することがで
きなかったが、その理由として、調査鶏
群の青脚廃棄率が低かったことから、発
症した鶏が少なく、検査検体数が不足し
ていたものと思われた。今後、疾病の原
因究明及び対策は、同一農場について長
期的観察を継続し、飼育環境実態の把握
と改善を含め、疾病の消長を調べる必要
があるものと考えられた。
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Ⅳ 馬の衛生

Ⅳ－１ ウイルス性疾病

576.馬鼻肺炎ウイルス（馬ヘルペスウイル
ス１型）に起因した流産と防疫対応：岩手
県県南家保 西川裕夫、齋藤久孝

平成 20 年 3 ～ 4 月、一馬越冬預託施設
で妊娠馬 20 頭中 8 頭が妊娠 8 ～ 10 ヶ月
に流産した。流産胎子 2 頭を病理学的及
びウイルス学的に検索した。剖検により
諸臓器の鬱血水腫がみられ、組織検査に
より核内封入体を伴う肺及び肝臓の多発
性壊死が認められ、病変部に馬ヘルペス
ウイルス 1 型(EHV-1)抗原が存在した。肺
及び肝臓から EHV-1 が分離された。浸潤
調査により、ペア血清の得られた流産母
馬 8 頭全頭及び疫学関連馬 33 頭中 20 頭
の EHV 血清中和抗体が流産発生前後で有
意に上昇した。型特異的 gG-ELISA 法に
より、流産馬 6 頭及び関連馬 15 頭に EH
V-1 血清抗体の有意上昇を認めた。EHV-
1 による流産の発生および同ウイルスの流
行を確認した。本症発生地域の飼養馬 193
頭中 160 頭が EHV 中和抗体を保有してい
た。発生予防としてリーフレットを作成
・配布し、妊娠後期馬への不活化ワクチ
ンの連続接種等を指導した。

577.管内の馬インフルエンザ(EI)発生とそ
の防疫対応：茨城県県南家保 吉永就洋、
井野壽磨

平成 19 年 8 月管内の日本中央競馬会美
浦トレーニングセンター内で EI 発生。翌
日、同施設内へ立入り防疫措置を確認。
同時に周辺牧場へも立入り衛生管理を指
導。立入りした牧場での EI 発生等の異常
はなし。また管内全馬牧場及び関係施設
に情報を提供、注意喚起。平成 19 年 9 月
以降、一旦終息したと思われたが平成 20
年 4 月管内乗馬クラブから発生を疑う通
報あり。現地検診で鼻汁漏出等を確認、
簡易キットで全 86 頭中 46 頭陽性、うち
PCR で 19 頭陽性。基本方針に基づき隔離
区域とし、全飼養馬の移動自粛及び衛生
管理を指導。３週間後及び４週間後の再
検診にて臨床症状はなく、簡易キットで
全頭陰性を確認したため、清浄区域とし
移動自粛を解除。その後、牧場間の馬移
動状況の把握に努め、大会出場馬等の依
頼検査を随時実施することで、管内の EI
は終息。

578.馬術競技場の馬インフルエンザ防疫対
策：山梨県西部家保 山田沙苗、清水景
子

平成 19 年、我が国で 36 年ぶりに馬イ
ンフルエンザが発生。平成 20 年 7 月開催
のホースショーの会場及び練習場として

管内馬術競技場が使用されるため、その
防疫対策について検討。練習は 6/12 から
毎週火・木曜日に開催され、9 戸の乗馬ク
ラブから 25頭が参加。競技場の規定では、
入厩前 3 日以内に馬インフルエンザ陰性
確認をしなければ入厩はできない。しか
し、今回は夕方 1 時間の練習のみで入厩
はしない。馬のストレス軽減のため検査
回数を 小限にしたいという申し出が乗
馬クラブと競技場管理者より寄せられた。
検討内容① 6 ～ 7 月にかけて 3 回にわた
り簡易キットによる全頭検査を実施②出
場馬及び同居馬の県外への移動予定を調
査③毎日の検温と健康状態の記録④馬の
入場ルートの検討⑤異常時の連絡体制整
備。関係団体との連携が図られ円滑な防
疫対策が実施できた。今後は更に効率的
な検査方法を検討予定。

579.管内における馬インフルエンザの発生
と防疫対応：京都府山城家保 濃添照雄、
岡本裕行

管内は 26 施設で 488 頭と府内では も
馬の飼養が多く、JRA 関連牧場、乗馬ク
ラブ、大学馬術部、祭事馬飼育等多様な
形態がある。平成 19 年 8 月、国内で 36
年ぶりに馬インフルエンザが発生し、管
内でも本病が発生。平成 19 年 9 月、A 乗
馬クラブで発咳症状等を呈する馬の病性
鑑定依頼があり、簡易検査、PCR 検査で
陽性となり馬インフルエンザ真症と診断。
疫学調査でワクチン未接種の府外導入馬
が感染源と推察。10 月には B 乗馬クラブ
の国体出場馬で感染が確認され、12 月に
は C 乗馬クラブで７頭の発生。馬飼養者
に発生情報を提供し注意喚起。国の「ま
ん延防止の基本的方針」に基づき、発生
施設での防疫措置を指導し、感染拡大を
抑えた。国体帰厩馬は隔離厩舎の設置等
で拡大を防止。時代祭への参列馬はワク
チン接種の指導と簡易検査により発生を
防止。馬獣医療実態調査では 67 ％の施設
で過去１年以内に導入実績があり、隔離
施設が課題。88 ％は診療を民間獣医師に
依頼しており、その連携と確保も重要。

Ⅳ－２ 細菌性・真菌性疾病

580.日高管内で 19 年ぶりに発生した馬パ
ラチフスの防疫対策：北海道日高家保
羽生英樹、加藤一典

平成 19 年 12 月、軽種・農用馬複合経
営の A 牧場で馬パラチフスによる流産が
発生。管内では過去 19 年間発生なく、発
生地域からの農用馬導入が原因と推察。
約 3 週間後、軽種馬専業の B 牧場でも発
生。両牧場間の距離は約 4km。B 牧場に
疫学的関連なく、A 牧場から野生鳥獣を介
した侵入の可能性。畜主の要望により流
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産馬のとう汰、通年放牧される農用馬の
人工流産を実施。B 牧場では流産馬を馬房
内隔離した上、抗菌性物質投与、馬体消
毒等を行い、約 1 カ月で治癒。同居馬は
移動自粛の上、定期的な抗体検査を実施、
抗体価が上昇した個体・群に対し抗菌性
物質を投与。交配前には抗体検査・菌分
離検査を実施。B 牧場厩舎の環境材料から
複数回菌が分離され、塩素系消毒薬によ
る消毒を徹底。他牧場への伝播なく終息。
発生牧場の軽種馬全頭が交配を終え、次
の分娩シーズン前に抗体検査を実施予定。
一方で流産した農用馬は導入時検査で抗
体陰性。馬パラチフスの侵入防止、防疫
対策実施のためには、より確実な診断方
法の開発が必要。

581. サラブレッド種子馬のティザー病の
2 例：青森県青森家保 赤沼保、渡邉弘恭

平成 20 年春、サラブレッド種を飼養す
る 2 牧場で子馬が急死。2 例とも 25 日齢
で臨床上異常なし。病理組織所見は、い
ずれも肝臓の多発性巣状壊死が特徴的。
ワーチンスターリー染色等で壊死巣周辺
の肝細胞内に長桿菌を確認。抗 Clostridiu
m piliforme（CP）抗体を用いた免疫染色
では長桿菌に一致して陽性抗原を検出。
肝臓（1 例）の透過型電子顕微鏡検査で桿
菌体に周毛性鞭毛の密生を確認。2 例の主
要臓器のリアルタイム PCR 検査では肝臓
のみ陽性。細菌学的検査では有意菌は分
離されず。以上より、本例をティザー病
と診断。本病浸潤状況把握のため、繁殖
牝馬の抗体検査（間接蛍光抗体法）を実
施した結果、ほとんどが抗体を保有、本
菌の広範な浸潤が示唆。疫学調査では発
生牧場間の交流は確認されず、2 例の関連
性は極めて低いものと推察。一方、本病
は子馬以外に子牛においても発生報告あ
り。今後は、急死例で、急性肝疾患が疑
われる場合は、ティザー病も含めた病性
鑑定が重要。

Ⅳ－３ 保健衛生行政

582.おおいた国体馬術競技大会における馬
インフルエンザ防疫対策：大分県豊後大
野家保 河野宣彦

本県で第 63 回国民体育大会が開催さ
れ、馬術競技大会は 5 日間競技を実施。
国体局、家畜衛生飼料室、各家保の担当
で組織した馬事衛生チームで、馬インフ
ルエンザ(EI)対策として隔離場所の選定、
各係の配置等検討。本大会は、移出前 10
日間の臨床観察及び体温測定、家畜防疫
員による移出前 3 日以内の簡易検査での
陰性証明等がなければ入場は許可しない
と各県馬連に通知。9 月 24 日から 3 日間
入厩、25 日 9 時 20 分 A 県から移出前簡

易検査で 1 頭が EI 陽性と連絡を受け、当
該馬が 2 週間前に静岡県で開催された全
日本障害馬術大会 Part Ⅱに出場していた
ため、疫学関連のある馬で 25 日中に入厩
する出場馬は急遽、会場から 200m 離れ
た場所で馬運車の中で採材、陰性確認後
入厩。同日、精密検査で陰性との連絡を
受ける。出場馬の実績は、47 都道府県 17
8 頭、馬運車 58 台。9 月 17 日の事前打ち
合わせから 10月 3日の片づけまで延べ 13
日間で衛生本部の動員者は延べ 440 名。
各県段階での移出前検査等が徹底された
ため、国体が何事もなく無事終了。

Ⅳ－４ その他

583.ウエストナイルウイルス感染症の防疫
対策：大阪府南部家保 若野敏、虎谷卓
哉

ウエストナイルウイルス (以下、WNV)
は鳥の体内で増殖し、その血液を吸った
蚊に刺されることで人や馬が感染し脳炎
を引き起こす動物由来感染症。多くは感
染しても不顕性だが、脳炎発症時の死亡
率は高く、北米等で人や馬が多数死亡し、
今なお、発生が拡大。一方、鳥も多くは
不顕性だがアメリカでは、人や馬での発
生に先だってカラスの死亡例の報告が多
数。当所では、管内の WNV の清浄性確認
と発生予察のため、平成 15年度より毎年、
蚊及び死亡野鳥についてサーベイランス
を実施。今年度より① WNV 媒介蚊の効率
的な捕獲のためにライトトラップ設置場
所や時間変更②設置場所周辺の野鳥観察
記録③蚊採取当日の検査開始④サーベイ
ランス結果の報道提供など、防疫対策を
強化。結果、WNV 媒介蚊の捕獲数が増加
し、採材から結果判定まで迅速になり、
効果的なサーベイランスを実施。WNV は
未検出。WNV 感染症防疫対策の効率的な
実施により、動物由来感染症対策に積極
的に取り組んで行きたい。

584.馬の鼻腔内細菌叢調査：奈良県家保
野上真

平成 19年夏以降、馬インフルエンザ（Ｅ
Ｉ）が全国的に流行。以来、馬術大会な
どに出場するためにはＥＩの簡易検査陰
性証明書が必要となり従来、他家畜飼育
農家に比べて少なかった乗馬クラブへの
検査のための立入りが大幅に増加。そこ
で、乗馬クラブとの関係強化を目的に、
馬の鼻腔スワブを採取し、鼻腔内細菌叢
をある程度把握することが、今後何らか
の呼吸器疾患が発生した際の対策の一助
となり、また乗馬クラブへの情報提供の
材料になると考え細菌の同定を試みた。
その結果、 も高率に分離されたのはブ
ドウ球菌群であった。また Staphylococcu
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s aureus が 4.3%(1/23)、馬の呼吸器疾患
の主因である Streptococcus equi ssp zoo
epidemicus が 13 ％(3/23)で検出された。
両菌は薬剤感受性試験を行い薬剤耐性に
ついても検討。同定ができなかった細菌
もあり、分離・同定方法を再検討し、今
後も調査を続けていきたいと考えている。

Ⅴ 山羊、めん羊の衛生

Ⅴ－１ 一般病・中毒・繁殖障害・栄
養代謝障害

585.山羊の間性：福島県会津家保 宮野英
喜、星光伊

管内の鶏、緬羊及び山羊の複合飼養農
家で、県内家畜市場で購入した雌山羊の
雄性行動と外陰部の異常により、当所に
検査依頼。当該山羊の外貌上は無角で陰
核の腫脹。剖検所見では、陰核内部に陰
茎様構造物を確認。生殖器官はほぼ雌の
形態で、子宮体は半透明ゼリー状物によ
り腫大。卵巣部分には手拳大及びウズラ
卵大の精巣様構造物を確認。病理組織学
的には、精子形成の見られない雄性生殖
腺と子宮様構造が認められたが、雌性生
殖腺は認めず。以上のことから、山羊の
間性（雄性偽半陰陽）と診断。山羊は健
康志向による生産物の需要増加や農地の
除草及び野生動物の侵入防止等により利
用価値が見直される中、事故防止や除角
の手間がない無角の個体を選抜する傾向
にある。間性とは生殖能力のない山羊の
ことを示し、無角ホモの遺伝子を有する
雌山羊にのみ発現。無角同士の繁殖を行
わないことなど、間性の山羊を作り出さ
ないよう注意喚起する必要がある。

586.県内にみられたヤギの脂質蓄積症を疑
う一症例： 滋賀県家保 平澤康伸、石本
明宏

当所管内において、起立不能、後弓反
張を示しへい死した推定年齢 4 から 5 歳
の雄のヤギについて、伝達性海綿状脳症
（ＴＳＥ）否定後、常法に従い病理解剖、
病理組織学的検査、および細菌学的検査
を行った。剖検所見は、軽度変化のみ認
めた。病理組織学的検査では、小脳にお
いて、プルキンエ細胞の消失、プルキン
エ細胞層の空胞化が認められた。顆粒層
の細胞密度は減少し、細胞質の空胞化が
認められた。白質には、主に血管周囲に、
泡沫状、顆粒状の細胞質のマクロファー
ジが多数認められ、電顕検索で管状構造
物の蓄積が確認された。大脳皮質では、
神経細胞の膨化等が認められた。三叉神
経節および脊髄神経節細胞では、辺縁部
に空隙形成や衛生細胞の増殖が認められ
た。肝臓では PAS 陽性の腫大したＭＰＳ
の増生が認められた。その他臓器に著変
はなかった。細菌検査では有意な菌を認
めなかった。以上からヤギの脂質蓄積症
と診断した。ＴＳＥの鑑類症別としても
重要であり、希少な症例と考える。

587.山羊に発生した銅欠乏症：岡山県岡山
家保 落合絢子
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平成 20 年 8 月、管内酪農家にて除草目
的で飼養されている山羊 7 頭のうち 1 頭
（5 ヵ月齢）が起立不能を示し、糞便検査
で線虫の寄生がみられた。治療により線
虫寄生と起立不能は回復したが、その後
も貧血が継続したため、血清中の微量元
素濃度を測定。銅濃度が 29 μ g/dl と低値
を示したので銅欠乏症と診断。同居山羊
の血清中銅，鉄，亜鉛濃度もいずれも低
値で、対照山羊農場と比較しても有意に
低かった（p<0.01)。配合飼料や購入乾草
は与えていないことから、採食している
雑草に起因するものと推測し、農場内 7
カ所の雑草中微量元素（銅，モリブデン，
鉄，亜鉛，マンガン）濃度を測定。銅と
モリブデンの濃度は正常であったが、鉄
や亜鉛を高濃度に含有する草（ 大値：
鉄 1984mg/kg、亜鉛 1084mg/kg）が認め
られた。本事例は、これらの雑草の採食
により銅の体内吸収が阻害されることで
引き起こされた銅欠乏症であることが示
唆された。

Ⅴ－２ その他

588.管内の特用家畜（めん山羊、鹿）衛生
指導：栃木県県南家保 風戸茂太、竹澤
友紀子

管内 12 戸のめん山羊及び鹿の飼養者を
対象に、飼養状況や衛生管理に関する意
識について調査及び指導を実施。飼育目
的はおおむね愛玩用又は展示用であり、
乳用利用は 4 戸のみ。飼料はほとんどの
飼養者が自家産や野生の青草・乾草、野
菜くずを給与。繁殖管理は 3 戸で種付け
のために他の飼養者と交流。飼育形態は
小屋、繋ぎ、放牧など多様。排せつ物の
処理方法は飼育形態に左右され、小屋で
飼育している 6 戸は肥料として利用。ほ
とんどの飼養者がこれまで疾病発生の経
験なし。管理獣医師は 7 戸でいるが、定
期的に獣医師と関わりがあるのは 3 戸の
み。疾病については全体的に認知度が低
く、半数以上の飼養者が知っている病名
は、腰麻痺、乳房炎及び伝達性海綿状脳
症のみ。異物の誤食が食滞を招くことも、
ほとんどの飼養者が無理解。今後とも、
不慮の事故防止及び伝染性疾病の発生予
防のため、飼養者に対し日常の飼養衛生
管理の重要性、伝染性疾病等に関する啓
発が必要。

Ⅵ みつばちの衛生

Ⅵ－１ 細菌性・真菌性疾病

589.委託管理された複数の蜂場で発生した
腐蛆病：北海道網走家保 加藤倫子、石山
敏郎

委託管理中の養蜂家から蜂群異常の届出
を受け、立入検査を実施。臨床症状よりア
メリカ腐蛆病を強く疑い、防疫を開始。所
有者が急死、後の委託管理者が高齢、蜂場
が点在、異常蜂群を放置、新所有者とその
代理人が異なる県に在住、疫学関連蜂群の
自主とう汰不可等、防疫対応が困難。届出
時検査を 4 市町 15 蜂場 260 群で実施、全蜂
場 69 群に異常確認。臨床検査、ミルクテス
ト陽性、芽胞染色陽性、Paenibacillus larv
ae 分離よりアメリカ腐蛆病と診断。公共牧
場で汚染物品の評価及び焼却。第 1 回反復
検査では 15 蜂場の残存蜂群 181 群中 6 蜂場
10 群で継続発生。焼却は当所で実施。その
後、第 2 回及び第 3 回反復検査では病蜂群
を認めず、対策終了。本事例は、飼養衛生
管理の不徹底に加え、異常蜂群の届出遅滞
が大きな問題。腐蛆病検査や養蜂組合総会
を機会として、緊急事態に対応できる体制
を構築するため、養蜂組合に提言と指導を
継続。

590.大規模養ほう場に発生したみつばち腐
蛆病の防疫対策：岩手県県南家保 千葉由
純、村田健一

平成 20 年 8 月、１養ほう家が 3 市町 4 ほ
う場で飼養する 177 群中 94 群でアメリカ腐
蛆病が発生。未発生群を対象に、1 週間後及
びその後 1 ヶ月おきに 2 回の計 3 回、反復
検査を実施し、本病の発生を監視。結果、1
週間後の検査で新たに 37 群を本病と診断
し、計 131 群の巣箱等を汚染物品として焼
却処分。１ヶ月おきの 2 回の検査では、本
病を認めず。同年 10 月、別の養ほう家が 2
市 2 ほう場で飼養する 27 群中 22 群におい
て本病が発生。同様の防疫対応を実施した
結果、1 週間後及びその 1 ヶ月後、2 群を本
病と診断。大規模養ほう場における本病発
生時の防疫対応には、発生群の焼却処分、
器具・飼養場所の消毒に加え、未発生群の
飼養衛生管理の徹底を指導するとともに、
再発を監視するための反復検査が有効と考
えられた。

Ⅵ－２ その他

591.十津川村のニホンミツバチの飼養状況
調査：奈良県家保 倉田佳洋

十津川村ではニホンミツバチの伝統的な
飼養が行われている。今回、養蜂家 13 戸の
飼養状況等を調査したのでその概要を報告。
巣箱が 30 箱以上の大規模飼養は 1 戸のみ
で、それ以外は中・小規模飼養。飼養経験
年数は 20 年以上が 10 戸と大部分だが、
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近始めた養蜂家も存在。飼養に用いる巣箱
は人家付近では箱型が多く、山間部ではウ
トと呼ばれる丸太型で飼養。飼養管理で問
題となるのはスムシやスズメバチで、山間
部ではクマによる被害も聴取。伝染病など
の疾病はなし。養蜂家間では組織的なつな
がりはなく、巣箱や道具は個人で工夫して
作製。また、ニホンミツバチを含めた 3 種
類のハチミツを用いて香り等 8 項目につい
て味覚官能試験を実施。ニホンミツバチで
は色あいが他よりも強く、総合的に も好
まれる結果となった。なお、ニホンミツバ
チのハチミツは道の駅等の物産店で、期間
限定で販売されていた。

Ⅶ その他の家畜の衛生

Ⅶ－１ ウイルス性疾病

592. オオハクチョウからの高病原性鳥イ
ンフルエンザ（HPAI）ウイルス確認に伴
う対応：秋田県北部家保 鎌田久祥、佐
々木専悦

平成 20 年 4 月、十和田湖畔で死亡又は
衰弱していたオオハクチョウから HPAI
が確認。直ちに関係者全てに情報提供す
るとともに、管内全ての 129 養鶏場に対
する聞き取り調査を開始。オオハクチョ
ウ収容場所から半径 30Km 以内の全 15 農
場に対する立入検査で、飼養鶏に異常は
認めず。緊急消毒実施の情報を入手し、
事前に必要数量を取りまとめ、飼養状況
に応じて 5 ヵ所の配布拠点を設定、実施
決定後、速やかに 127 農場に対し 20Kg
消石灰 2,355 袋を配布、7 日間で全農場の
消毒実施を確認。養鶏場に対しては侵入
防止対策指導を継続、消毒回数及び畜舎
や防鳥ネットの破損箇所のチェック回数
が増加、これまで以上に危機意識は向上
し侵入防止対策が強化。平成 20 年におけ
るモニタリング調査は、65戸 1,498検体、
異常鶏等の病性鑑定は 29 件 116 羽（うち
野鳥 19 羽）でウイルス感染は認めず。本
事例を契機として、野鳥に対する対応の
明確化と検査体制の整備が図られ、関係
機関との連携がより一層強化。

593.レース鳩で発生したニューカッスル病
（ND）：富山県東部家保 彌榮麻衣子、
神吉武
2008 年 7 月、レース鳩飼養場で幼鳩が

水様下痢、斜頚等を呈し 60 羽中 5 羽が死
亡。種鳩にも続発したため、幼鳩 1 羽、
種鳩 1 羽の病性鑑定を実施。飼養者は 3
～ 5 月に新潟県で放鳥されたレースに参
加しており、種鳩及びレース鳩に対し水
道水で溶解した ND 生ワクチンを飲水投
与していたが、幼鳩には未接種。種鳩か
ら ND ウイルスが分離され、ワクチン株
を否定し ND と診断。分離ウイルスは 200
7 年新潟分離株と近縁であることを確認。
不十分な免疫状態でレースに参加したこ
とが ND 発生の要因と推察。防疫措置と
して発生鳩舎の消毒、飼養鳩の追加ワク
チン接種、レース参加自粛等の指導、周
辺養鶏場の立入調査、養鶏場、愛玩鶏及
び鳩飼養者への注意喚起等を実施。発生
状況調査では飼養鳩の糞便のウイルス陰
性を確認。鳩飼養者へのアンケート調査
では、回答のあった全戸で定期的な ND
ワクチンの補強接種実施が判明。今後も
より適切なワクチン接種の継続指導が必
要。
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594.キョンの悪性カタル熱の一症例：福岡
県筑後家保 大山慶、深水大
2007 年 9 月 10 日、A 動物展示施設で

キョン 1 頭が死亡。剖検所見は、肺全葉
の暗赤色化、気管気管支リンパ節の充出
血、空腸、回腸、盲腸粘膜の充出血、胃
前房リンパ節の硬結、腸間膜リンパ節の
充血。病理組織学的所見は、大脳に非化
膿性髄膜脳炎、心臓、肺、脾臓、腎臓に
血管炎。ウイルス学的検査（Nested-PCR
法）で上記のリンパ節からヒツジヘルペ
スウイルス 2 型遺伝子を検出。主要臓器
からの有意菌の分離は陰性。以上から悪
性カタル熱（MCF）と診断。当該施設で
は 2007 年 9 月までの一年間に 12 頭のキ
ョンが本症例と同様の臨床症状、肺の暗
赤色化を呈し発症後数日で死亡。うち 6
頭は 12 月～ 3 月の低温期に死亡。調査の
結果、キョンとめん羊の飼養場所が隣接。
2007 年 1 月～ 4 月に周産期のめん羊が複
数存在。これら周産期のめん羊が感染源
となり寒冷ストレスが加わったことで感
染あるいは不顕性感染していたウイルス
の顕性化を引き起こし、多くの事例で MC
Fを発症していたと考えられた。

Ⅶ－２ 細菌性・真菌性疾患

595.非定型抗酸菌が分離されたニホンカモ
シカの死亡例：高知県中央家保 濵田康
路

平成 19 年 12 月に動物展示施設より、
死亡したニホンカモシカの解剖時に結節
病変を確認したので病性鑑定を依頼する
との連絡。持ち込まれた肝臓・肺・脾臓
・腎臓・腸間膜リンパ節を材料として病
性鑑定を実施。病理学的検査では、肝臓
・脾臓・肺にラングハンス型巨細胞を伴
う肉芽腫の形成が多発性に認められたが、
グラム染色・ZN 染色において肉芽腫病変
内に菌体確認できず。細菌学的検査では、
各臓器スタンプの ZN染色は、抗酸菌陰性。
一般細菌検査では、有意菌なし。培養 4
～ 5 週間後に 3 ％小川培地・ツイーン卵
培地に可視コロニーを確認。可視コロニ
ーは、生化学的性状により、非定型抗酸
菌Ⅳ群に分類。また PCR 検査では、dnaJ
遺伝子（＋）IS6110（－）。今回の症例で
は、検査開始時より結核を疑ったが分離
菌は非定型抗酸菌。しかし、今後展示施
設動物における結核等の発生の可能性も
あり、バイオハザード対策・発生時の対
策等の十分な配慮が必要。

Ⅶ－３ 原虫性・寄生虫性疾患

596.線虫様寄生虫を伴うドバトの多発性肉
芽腫性肝炎：東京都家保 中村博

平成 20 年 7 月、都内公園でドバトの死

体が多数発見され、13 羽が家保に搬入。
死体は損壊が見られ、8 羽解剖。全ての個
体は体格が小さく、産毛の残存もあり、
若鳥と思われた。1 羽を除き嗉嚢に餌が充
満。脾臓の腫大、肺の出血が各々 3 羽に
見られた。細菌検査で肺から Staphylococ
cus hyicusと Staphylococcus hominisが
分離。ウイルス分離陰性、PCR 検査でイ
ンフルエンザ、ニューカッスル病、西ナ
イル熱は否定。病理組織検査では 3 羽の
肝臓に類上皮や多核巨細胞による肉芽腫
を認め、実質内には小型の寄生虫の断面
が見られ、4 羽の消化管内に回虫や毛細線
虫が見られた。1 羽のファブリキウス嚢で
ブドウの房状の好塩基性細胞質内封入体
が多数見られた。肝臓に見られた寄生虫
は、毛細線虫と比較すると太さや体内の
構造が違い、馬の腎臓に肉芽腫を形成す
る線虫 Halicephalobus gingivalisと比較
したところ、太さは類似も、クチクラ層
が厚い、体内の塩基性顆粒が大きいなど
が相違。

597.野兎の Toxoplasma gondiiおよび Ca
pillaria hepaticaの重複感染例：高知県中
央家保嶺北支所 高橋徹、與名理昇

平成 19 年 12 月、野兎の死亡個体 1 匹
を発見した住民から、地元役場を通じ依
頼があり病性鑑定を実施。剖検にて、胸
水の貯留や肝臓に針頭大～粟粒大の白色
斑を確認。組織検査では、肝臓において
線虫卵を中心に容れた多数の肉芽腫と、
肉芽腫の周囲の領域には、原虫様組織を
伴う微小な壊死巣を多数確認。線虫卵は
形態的特徴などから Capillaria hepatica
（C.h）虫卵と同定。抗 Toxoplasma gond
ii（T.g）抗体を使用した免疫染色により、
原虫様組織に一致して陽性抗原を確認。
また、PCR 検査にて、肝臓を含む複数臓
器から T.g 特異遺伝子を検出。以上の結果
から、T.g および C.h の重複感染と診断。
野生動物であるため感染経路の特定には
至らなかったが、病変形成の状態などか
ら、C.h には少なくとも発見の 2 ヶ月以上
前に感染したものと推定。C.h 感染には耐
過したが、その後 T.g に感染し、急性トキ
ソプラズマ症を発症し死亡したものと考
察。本症例は T.g と C.h の同時感染が確
認された極めて稀な症例。

Ⅶ－４ 一般病・中毒・繁殖障害・栄
養代謝障害

598.ミンクに集団発生したチャスティック
病（チアミン欠乏症）：北海道網走家保
小林和美、和田好洋
H19 年 6 月、飼養頭数約 4300 頭のミン

ク農場で神経症状を呈し死亡する例が多
発。繁殖雌と子ミンクで高い死亡率。7 月
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末に終息するまでの総死亡頭数は約 1600
頭。急性伝染病を否定した後、病理組織
検査で大脳の脱髄、心筋の壊死を確認。
チアミン欠乏を疑い、フルスルチアミン
製剤の診断的投与、給与飼料の変更を実
施し、ミンクは顕著に回復。発症時と対
策後の臓器および飼料中チアミン含有量
を測定、発症時は対策後よりも低値。H18
年秋にチアミン含有量の多いふすまの給
与を中止、H19 年 5 月にチアミナーゼ含
有量の多い淡水魚のウグイを給与したこ
とで飼料中チアミン含有量が低下、さら
に分娩、哺乳時期が重なったことが集団
発生を誘発したと推測。

599.エゴマの茎葉給与によるヤギの中毒事
例：宮城県仙台家保 千葉直幸、谷津直
子

平成 19 年 11 月、管内 W 町で自宅敷地
内に愛玩目的で飼育していたヤギ（約 8
～ 6 ヶ月齢）3 頭のうち 2 頭が急死。畜主
は普段繋留して周囲の雑草や栽培してい
る野菜などを与えていたが、脱穀乾燥さ
せたエゴマ茎葉を給与。当日は異常が確
認されなかったが、翌朝に 1 頭の死亡を
確認。他 2 頭も元気消失し、うち 1 頭は
同日夕方に死亡。残り 1 頭は回復。死亡
した 2 頭とも剖検所見で重度の胸水貯留
を伴う肺水腫と第 1 胃内に多量のエゴマ
茎葉を確認。病理組織学的所見は重度の
うっ血及び水腫を伴う急性間質性肺炎。
疫学状況、病理所見からエゴマ中毒と診
断。畜主にエゴマ茎葉給与の中止を指導。
国内でエゴマの茎葉給与による家畜の中
毒事例がなかったことから、家保防疫職
員を対象にした衛生セミナーや畜産関係
団体が発行する広報紙を通して啓蒙を実
施。その後の発生はない。

600.トキ近似種飼育支援の取り組み :島根
県家畜病鑑室 船木博史、安部茂樹

希少なトキが高病原性鳥インフルエン
ザなどの感染症で全滅するのを防ぐ環境
省事業の分散飼育地に島根県出雲市が指
定され、市は飼育技術の修得・向上を図
るため、トキ近似種のアフリカクロトキ
の飼育研修を実施。島根県は市の飼育研
修を支援するため、衛生・飼養管理指導、
病性鑑定および治療を実施。当初は雛の
育成率が低く、斃死が相次いだが、育雛
期飼料の栄養学的解析、ミネラルサプリ
メントの添加の他、育雛期に発生する下
痢症、発育不良および翼下垂の治療を試
みたところ、良好な治癒経過および予後
を得た。飼育支援の結果、育雛成績が向
上し、平成 18 年度当初の２羽から本年度
12 月の 15 羽へと大幅に増羽。平成 22 年
度に実施予定のトキ分散飼育に向け、市
との緊密な連携のもと、伝染性疾病の発

生防止、衛生・飼養管理指導などの飼育
技術支援を今後も継続。

Ⅶ－５ 保健衛生行政

601.動物薬事（水産用医薬品）監視体制の
整備～改善指導事例を踏まえて～：秋田
県中央家保 工藤一磨、千田惣浩

平成２０年秋、管内１養殖事業者にお
いて動物用医薬品である水産用医薬品（以
下「水産薬」という。）の誤用が判明。県
水産振興センター（以下「センター」と
いう。）と当所が連名で改善指導書を交付。
また、改善履行のための養殖等管理簿や
参考資料を作成・配布。本事例を踏まえ、
水産薬に係る今後の薬事監視体制の整備
を目的として、管内の養殖業に係る水産
薬の流通・使用状況を抽出調査。管内の
養殖事業者は水産薬の使用に関し、出来
る限り控えており、不適切な使用や購入
は見受けられず、薬事監視員による必ず
しも全養殖事業者を対象とした現地指導
は必要はないと判断。ただし、水産薬販
売店を適切に監視する上で水産現場の状
況を把握しておくことが不可欠。今後の
監視体制は、日頃からセンターと薬事監
視員が情報交換と共有を図るとともに事
案発生時には両者が円滑に連携し指導。
これにより水産物の安全・安心確保が図
られるものと考える。

602.だちょうの高病原性鳥インフルエンザ
予防対策へのアプローチ：福井県嶺南家
保 谷村英俊、二本木俊英

だちょう 15 羽飼養農場で、採血方法を
検討するとともに衛生検査を実施。飼養
形態は成鳥放飼、人馴れしていないため 4
名編成で臨んだ。まず、餌場に呼び寄せ
厚手の黒い帽子で目隠しし、2 名が背後よ
り両翼をつかみ、胴体に近い頚部を下に
抑えながら、両側から足を掛けて座らせ
馬乗りになって保定。1名が頚部を伸ばし、
他の 1名が右側頚静脈から採血を行った。
捕獲、保定から採血終了まで 3 羽で 2 時
間を要した。衛生検査は、HPAI ウイルス
とサルモネラ菌の分離、マイコプラズマ
類（MG、MS）およびニューカッスル病
ウイルス（ND）については抗体検査を実
施。HPAI ウイルス、サルモネラ菌は分離
されず MG、MS は抗体を保有していたが
ND は保有していなかった。血液生化学性
状は、平均で Ht値 52％、総蛋白 6.2g/dl、
Alb 3.3 g/dl、T-Cho 74 mg/dl 、GOT 25
8IU/L、Ca 14.1mg/ dl、IP 4.1 mg/dlで
あった。今後は、捕獲法の工夫による採
血の簡易化を図り、継続的なモニタリン
グを実施し、HPAI防疫強化を推進。

603.学校飼育動物の飼養実態調査と衛生対
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策：熊本県中央家保 友枝沙紀、井出清
平成 12 年度から動物由来感染症監視体

制整備事業（教育現場型）により、教育
施設の飼養衛生管理指導を実施した結果、
飼養環境改善、相談体制構築等の成果が
みられた。公立小学校 96、公立幼稚園 14
の鳥類 353 羽、ウサギ 314 羽、カメ 24 匹
を調査。清掃は全施設が実施、動物の入
手は近所等からの譲渡が 多。9.6%の施
設が民間獣医師へ相談。施設は動物増加
や動物由来感染症等の問題を抱えていた。
サルモネラ、カンピロバクターは全例分
離陰性。108 検体からコクシジウム検出。
施設巡回により、教諭及び園児・児童の
衛生意識が向上。18 年度から講習会を開
催、教諭から感謝の声。昨年、コクシジ
ウムが検出された施設に衛生指導、今年
度の再検査で飼養環境改善を確認。本事
業を通じ、家保と教育施設が身近になり、
気軽に相談してくれるようになった。一
地域の獣医師会に協力を依頼し、民間獣
医師への相談体制を構築。今後、相談体
制の充実と衛生指導を通した情操教育の
サポートを継続。

Ⅶ－６ その他

604. コサンケイにみられた腸管原発性の
粘液腺癌：埼玉県中央家保 油井武、渡
辺喜正
2007 年６月 13 日、県内の動物園で飼

育された７歳のコサンケイ（キジ目、キ
ジ科）雄１羽が、消化管に腫瘤を形成し
て死亡。肉眼的に、空回腸から結腸にか
けて腫瘤を１カ所確認。腫瘤は、肉様に
硬度を増し、表面と割面は、光沢のある
乳白色状を呈した。組織学的に、低分化
の粘液を産生した腫瘍細胞が、粘膜固有
層から漿膜に浸潤し、腫瘍細胞は粘液結
節中に集塊状に浮遊。エポン樹脂包埋切
片を用いた Toluidine blue 染色でメタク
ロマジーを示す粘液中に腫瘍細胞を確認。
超微形態学的に、デスモゾームを確認。
免疫染色により、腫瘍細胞は、抗 Keratin
抗体陽性、抗 Vimentin 抗体陰性。粘液結
節中の粘液は、PAS 反応強陽性、Alcian
blue 染色で青染、Mucicarmine 染色で赤
染した上皮性粘液を確認。粘液結節周囲
の結合組織には、Azan 染色で青染した膠
原線維を確認。肝臓、膵臓、筋胃、腺胃
の漿膜に転移を確認。腫瘍細胞と心筋細
胞に細胞質内封入体とトリ白血病ウイル
ス抗原を認めず。病理検査から、腸管原
発性の粘液腺癌と診断された鳥類での初
めての報告。

605.学校飼育動物対策委員会の活動：長崎
県県北家保 井手華栄子、松田廣志

学校教育における不適切な動物飼育を

防ぐため、当所と佐世保市（市）保健所
・市食肉衛生検査所・小動物診療獣医師
は、平成 12 年度に学校飼育動物対策委員
会（委員会）を設立し、市内小学校に飼
育方法・衛生対策指導を開始。委員会は
毎年度当初に活動方針等を協議。12 年度
より教職員対象の小動物講習会（講習会）、
13 年度より小学生対象の学校飼育動物教
室（飼育教室）を開催。16 年度に市教育
委員会が講習会と飼育動物の治療費を予
算化。17 年度から飼育教室受講数 10 校以
上。18 年度は市と講習会を委託契約。本
年度は去勢費の確保と受講後の生徒の意
識変化を調査。当所は講習会で人獣共通
感染症、飼育教室で衛生対策を担当し、
併せて動物由来感染症監視体制整備事業
のコクシジウム・サルモネラ・カンピロ
バクターを調査。現在まで全例陰性。講
習会・飼育教室は好評で小学校や教職員
の受講数も増加。今後も受講校の拡大と
飼育教室による心の教育の充実を推進。

606.九州初の搾乳を目的とした水牛専門農
場への家保の取り組み：宮崎県宮崎家保

岐本博紀、谷口岳
2008 年 3 月に宮崎家保管内 T 町に、搾

乳しモッツァレラチ－ズを製造販売する
九州初の水牛専門農場が新設。これら水
牛の基礎データを得るため衛生検査及び
水牛を取り巻く諸問題を検討。当該農場
は水牛舎、搾乳室、加工場等主要施設の
他、水牛用プールを備える。オーストラ
リアから水牛を 20頭（雄 2頭、妊水牛 18
頭）輸入、6 月に子水牛 8 頭（雄 3 頭、雌
5 頭）誕生、来年度さらに 5 頭輸入する予
定。家保の取り組みは、着地検査実施、
観光水牛牧場の管轄家保にアンケート調
査実施、関係機関と共に検討会を開催。
アンケート結果等を基に検討会で水牛に
係る問題点を整理し、その対応等につい
て協議。成水牛 8 頭（雄 1 頭、雌 7 頭）
を採血し、各種衛生検査を実施。今後の
課題は、廃用水牛の食用利用の際と畜場
搬入の良否、死亡水牛の化製場での処分
の良否。これらは、と畜場法等の法的解
釈が必要であり、関係機関との連携が重
要。地域振興のためにも、関係機関と共
にバックアップしていきたい。
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Ⅷ 共通一般衛生

Ⅷ－１ 細菌性・真菌性疾病

607.健康家畜由来大腸菌と病性鑑定由来大
腸菌の薬剤耐性菌発現状況：山梨県東部
家保 細田紀子、菊島一人

薬剤耐性菌発現状況調査に用いた 24 株
(肉牛 6、豚 2、鶏 4 計 12 農家)健康家畜由
来大腸菌(DAEC)と平成 20 年 3 月から 11
月に大腸菌症と診断した病性鑑定由来大
腸菌(DJEC)12 株(各 2 計 6 農家)の発育阻
止 少濃度を求めた。その結果、DAEC
の耐性率は、OTC41.7%と も高く過去の
全国調査結果と同じ傾向を示していた。
一方 DJEC は DSM75%、ABPC と TMP6
6.7%、NA58%、OTC と CP と ERFX50%
と高い傾向を示した。DAEC の多剤耐性
菌は 5剤耐性菌 12.5%、3剤耐性菌 4.2%、
2 剤耐性菌 12.5%、1 剤耐性菌 16.7%、感
受性菌 54.2%であった。一方 DJEC は、9
剤耐性菌(豚由来)16.7%、7･6 剤耐性菌(牛
由来 )16.7%、感受性菌 25%であった。豚
・ブロイラー由来株は全ての株に耐性が
確認された。豚由来株は多剤耐性化が進
んでいた。DAEC ブロイラー由来株に表
現型 ABPC･CEZ 耐性菌が認められた。鶏
農家では CEZ は使用されていない。基質
拡張型βラクタマーゼ産生株の可能性が
ある。今後も薬剤耐性の出現や分布につ
いて監視を継続し、動物医薬品の適正か
つ 小限使用に努めたい。

608.リアルタイムＰＣＲを用いた細菌検査
の検討：鹿児島県鹿児島中央家保 森木
啓、堂下さつき

通常の PCR プロトコルをリアルタイム
PCR で実施できるか検討。通常の PCR 法
の反応液に SYBR Green Ⅰ(3000 倍希釈
液)を 2.5 μ l(反応液量 50 μの系)または
1.3 μ l(25 μ l の系)を加え、PCR と同じ
プロトコルでリアルタイム PCR(Bio-Rad
Chromo4 を使用 )を実施。PCR 産物の確
認は電気泳動を行いバンドを確認。実施
反応系は浮腫病毒素、牛・豚マイコプラ
ズマ、大腸菌 LT,ST 毒素、カンピロバク
ター、豚赤痢菌、レプトスピラ、ローソ
ニアの PCR 等。浮腫病毒素、M.hyorhini
s 、B.hyodysenteriae/pilosicoli、C.jejuni
/coli の反応系は増幅曲線と Tm 値で判別
可能。ローソニア、レプトスピラの neste
d PCR は非特異反応が大きいが判別可能
な範囲。LT・ST、牛マイコは各遺伝子を
Tm 値では判別できず診断不能。豚赤痢菌
のように増幅産物のサイズが大きいもの、
マルチプレックス PCR でも Tm 値の差が
明確であれば判別可能。しかし非特異反
応が大きいと診断は困難で実用に供する
には今後さらに試験、検討が必要。

Ⅷ－２ 一般病・中毒・繁殖障害・栄
養代謝障害

609.県内における自給飼料中マイコトキシ
ン汚染調査：滋賀県家保 三松美智子

マイコトキシンはカビが産生するヒト
や家畜に有害な二次代謝物質の総称で 300
種類以上確認されているが汚染実態は不
明。平成 20 年 7 月～ 12 月にイネホール
クロップサイレージを中心とする県内産
自給飼料 13検体中、ゼアラレノン(ZEN)、
デオキシニバレノール (DON)、ニバレノ
ール(NIV)の 3 種のマイコトキシン濃度を
測定。ZEN は 13 検体中 5 検体、DON は
6 検体、NIV は 12 検体より検出。カビが
目視できる飼料では目視できない飼料に
比較して ZEN が高率で検出。検出濃度の
平均値は ZEN0.05±0.15 μ g/g、DON0.29
±0.45μ g/g、NIV0.97±0.77μ g/g。ZEN、
DON は飼料安全法で暫定基準値が設定さ
れているが、すべて基準値未満。給与牛
群における血清中 AST、γ‐ GTP 値はほ
ぼ正常範囲内。今後検体数を重ね、汚染
発生要因の解析、被害実態の調査、汚染
防止対策の検討が必要。

Ⅷ－３ 生理・生化学・薬理

610.新しい乾式臨床化学分析装置による家
畜の血液生化学基準値の設定と旧機種と
の比較検討：岐阜県岐阜家保 杉山裕司、
井上富雄

当所では平成 5 年度に臨床化学分析装
置（スポットケム SP-4410：以下 SP）を
導入して以来、種々の病性鑑定事例にお
いて 15 年間活用。今年度新たに同社の改
良機種（スポットケム D コンセプト：以
下 D）を導入。検査用試験紙の違いなど
による機種間の測定値の相違が予想され
るため、D における家畜ごとの血液生化
学基準値の設定と SP との相関を検討。検
体には臨床的に健康な乳牛（搾乳牛）・肉
牛（繁殖牛）・豚（未経産豚）各 10 頭の
血清を用い、測定項目は通常測定してい
る 20 項目を選定。その結果、蛋白以外の
項目については 5%水準で有意差を認めた
が、カルシウムなど 6 項目を除いては相
関係数 r=0.90 以上であった。今回得られ
た回帰式を用いることにより SP で測定し
た過去のデータを変換して D で測定した
データを比較することが可能。

611.直射日光による血清ビタミンＡ濃度へ
の影響調査：香川県東部家保 宮本純子

ビタミンＡは、日光・酵素・熱により
容易に酸化分解され活性を失うことが知
られているが、実際にどの程度の影響が
あるのか不明。今回、直射日光の感作時
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間経過による血清中ビタミンＡ濃度への
影響を調査。 夏季屋外の気温 35 ℃・直
射日光条件下で、0分から 60分感作し、5
分間隔で採取。試験区は 2ml エッペンチ
ューブのみの非遮光条件、対照区はエッ
ペンチューブをアルミ箔遮光条件で、各 7
8 サンプルについて濃度測定を実施。測定
は島津社製ＨＰＬＣシステムを使用。結
果、調査開始 0 分では試験区および対照
区とも約 100IU ／ dl から、5 分感作で対
照区は約 97IU ／ dl、試験区は約 91IU ／
dl。調査終了 60 分感作では対照区は約 80
IU ／ dl、試験区は約 10IU ／ dl 以下。結
果から直射日光の感作時間は 5 分以内に
抑えることが重要であり、夏季では保冷
が必要。今後、遮光条件での温度感作に
よる影響調査や全血における影響を推測
できるような調査が必要。

Ⅷ－４ 保健衛生行政

612.動物用医薬品指示書発行状況の分析に
基づく酪農衛生指導：秋田県北部家保
山之内健、安田正明

畜産物への薬剤残留防止や耐性菌対策
の重要性が増加。獣医師が発行した動物
用医薬品指示書を用い抗菌剤等の使用状
況を分析。年度毎発行件数、獣医師数、
農家数は、H18 2,368件 10名 120戸、H
19 2,538件 13名 120戸、H20.12月末 2,
436 件 9 名 123 戸。畜種毎の件数(主な製
剤と目的)は、乳牛 1,290 件（抗菌剤 1,15
6 件乳房炎）肉用牛 241 件（抗菌剤 168
件子牛の肺炎,下痢）、豚 644 件(抗菌剤 43
1 件離乳後の肺炎,下痢）、鶏 5,167 件(ワク
チン 3,966 件,抗原虫剤 1,189 件コクシジ
ウム対策 )。各畜種とも使用基準は遵守さ
れていたが、乳牛では管理失宜による合
乳への薬剤残留が懸念。酪農家全戸を巡
回し搾乳作業の点検と乳房炎用抗菌剤の
適正使用を指導。乳房炎罹患牛多発農家
については、細菌検査で起因菌を特定、
薬剤感受性試験を行い検査データを獣医
師に提供。適正な薬剤選択により重度の
乳房炎は減少するとともに酪農家の抗菌
剤使用に関する意識が向上。

613.家畜排せつ物の施設整備と畜産経営に
起因する苦情の新たな課題：福島県相双
家保 遠藤幸洋、深谷規夫

平成 16 年 11 月から家畜排せつ物の管
理の適正化及び利用の促進に関する法律
（以下「法」）が完全施行。その後 3 年間
で法対象農家 310 戸全戸の立入検査を実
施。そのうち、平成 19 年度末で 41 戸が
規模縮小または廃業し法対象外。平成 20
年度、新たに法対象となった農家 20 戸及
びこれまでに不適のあった未解消農家 29
戸の立入検査を実施。その結果、37 戸が

不適、うち 24 戸が改善。また、住民の法
への関心の高まりから、畜産農家に対す
る苦情の発生は法完全施行後に増加。今
年度、苦情通報のあった 13 戸について調
査及び指導を実施。苦情には、簡易対応
農家の不備に対する恒久施設整備済み農
家からの指摘も見られた。調査時に普及
所等の協力を得て、各種事業等を活用し
恒久施設整備を誘導。家畜衛生広報を利
用し、発生量の記録など農家の適正管理
を啓発。管内の簡易対応農家 47戸のうち、
13 戸を施設恒久化へ誘導。今後も未整備
農家への恒久施設整備を推進。

614.彩の国畜産物生産ガイドラインの普及
と効果：埼玉県川越家保 加島恭美、横
井仁子

埼玉県では H11 年度から牧場から食卓
への安全対策事業により畜産農場の実態
検査を実施。この結果を踏まえ H14 年度
に HACCP の考え方を取り入れた彩の国
畜産物生産ガイドライン（GL）を策定し
県内農場に普及を開始。現在管内農場の 9
3%が GL に取り組む。継続的指導により
農場の安全対策への意識も向上。管内農
場に実施したアンケート調査では 81%が
GL の普及について良いと思うと回答。H
16 年度には埼玉県優良生産管理農場認証
制度を創設。GL を活用した自主管理マニ
ュアルを作成し特に優れた衛生管理を行
っている農場を認証。管内では 10 農場が
認証され消費者に農場を紹介する道が広
がった。GL の普及と優良生産管理農場認
証制度の推進により、県産畜産物の安全
性の確保のみならず、消費者との連携を
通して畜産振興にもつながる効果が見ら
れた。

615.Web サービスを用いた消毒ポイント
の効率的な調査：東京都家保 林朋弘、
斎藤秀一

都内や近隣県境地域での各種家畜伝染
病の発生に備えるため、都内各区市町村
に対して消毒ポイントの候補地（候補地）
の提示を依頼し 99 ヵ所の候補地が提示。
実際の消毒作業の可否は、候補地の実地
調査で現状を把握してきたが、平成 20 年
8 月にデータ配信が始まった Google・Str
eet view(Sv）とインターネット航空写真
サービスを併用することで、実地調査を
伴わずに済む効率的な調査が可能。今回、
提示された候補地の一つを例に、Sv 利用
による調査を実施。消毒作業の可否に関
する判断には候補地の面積だけでなく、
アクセス等の利便性、周辺環境が重要な
要素。Sv を用いて調査した結果、4 割以
上の候補地が利用不適と判断。今後、作
業スペースが建築物内部や地下に設定さ
れている候補地の実地調査をし、不適と
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判断された場合、代替候補地が必要。引
き続き、家畜伝染病の発生に備え、関係
市町村と調整。

616.「家畜衛生ニュース れいなん」を活
用した家畜衛生情報の伝達：福井県嶺南
家保 二本木俊英、谷村英俊

当センターでは、家畜保健衛生技術の
普及向上と情報の円滑化を図ることを目
的に広報誌「家畜衛生ニュース れいなん」
を発行。平成 5年の創刊以来 147号発刊。
今回、広報誌を再点検するとともに、ア
ンケートを実施し、問題点、改善点を検
討。広報誌は、当初Ａ４版表裏１枚で毎
月発行。平成 15 年 7 月以降は、Ａ４版表
裏 2 枚に変更し不定期での発行。現在ま
での掲載記事は、事業関係 144 件、研修
報告 141 件、行事予定 127 件、農家・人
物紹介 109 件、家畜の病気 93 件、市場・
共進会 84 件、飼養衛生管理 61 件など。
畜種別では乳用牛 35 件、肉用牛 33 件、
牛全般 80件、鶏 32件、豚 1件。配布は、
直接持参を基本とし、持参できない場合
は早めに郵送。早急に情報を発信すべき
ものは、別途号外を発行（アカバネ病、
高病原性鳥インフルエンザ）。アンケート
の結果、簡潔明瞭な文体、畜産技術のシ
リーズによる掲載、畜産出先機関の情報、
月刊での発行、号外の発行を望む声多数。
号外は、今後も随時発行予定。次回以降、
縦書き 4 段の紙面構成で、隔月、偶数月
に発行予定。

617.管内における病性鑑定の実施状況と今
後の方向性：岐阜県飛騨家保 岡本紗由
香、岩野良徳

当所では 2005 年度から 2007 年度の 3
年間で 2,033 件の病性鑑定を実施（56.5
件／月、2.8 件／日）。その数は年々増加
傾向にあり、重要な業務となっている。
畜種別では肉用牛が 77%、乳用牛 22 ％と
飛騨地域の肉用牛主体の飼養状況を反映。
肉用牛の内訳をみると、子牛 46.4%、繁
殖牛 28.3%、肥育牛 25%で子牛の割合が
高い。検査内容としては、血液一般生化
学的検査 43 ％および糞便検査 38 ％が大
部分を占め、次いで乳汁検査 9 ％、解剖
学的検査 5%と続く。病性鑑定実績は、病
歴の検索および農家指導の参考とするた
め、主要項目を電子ファイルで管理し、
所内での情報共有化を進めている。2007
年度からは畜産農家を対象とした研修会、
並びに家畜衛生広報による情報提供に利
用。

今後も、病性鑑定実績の蓄積および生
産性阻害要因の分析・検討を実施し、地
域の生産性向上対策に活用。

618.獣医師派遣事業「農楽（のうがく）の

先生」への取組み～小学校への出前講座、
２年間の成果～：愛知県西部家保 松尾
茂ほか

平成 19 年度からの 2 年間、新規事業と
して小学生に食と動物の命の大切さを学
ばせ、更に畜産業への理解を促進させる
ことを目的に家保職員を小学校へ派遣す
る事業「農楽の先生」を実施。事業は講
座形式とし、県下小学校 52 校、児童数 2,
358人を対象に①「地域の産業（畜産業）」、
②「畜産物が食卓に届くまで」、③「家畜
の生態や感染症」、④「学校飼育動物の飼
養管理と触れ合い」の４テーマで延べ 73
回開催。講座後児童は家畜や畜産業、畜
産物への関心が向上。担任教師へのアン
ケート調査では、事前調整の職員の対応
は「丁寧で分かりやすかった」92 ％、授
業の進め方は「スムーズで分かりやすい」
84 ％、児童の反応は「興味深く関心を持
ち理解した」72 ％と高評価。本事業は畜
産業への先行投資として有意義と思われ
た。また 222 名の家保職員が携わってお
り、交渉力・企画力等職員のスキルアッ
プにも貢献したと考えられた。

619.動物取扱業者に対する動物薬事と小動
物獣医療の適正化について：三重県中央
家保 高山泰樹、谷口佐富

近年、伴侶動物を対象とする要指示医
薬品等の流通が増加。２００７年管内に
おいて動物取扱業者が関与した獣医師法
等に抵触する恐れのある事例が発生。新
聞社に入った匿名の告発情報から当該業
者並びに系列飼育動物診療施設へ緊急立
入検査を実施。獣医師資格のない従業員
が同店舗飼養の犬猫にワクチン投与を行
っていたことを確認。当該業者に対し業
務改善とその計画書の提出を求め、過日
全店舗に対しその是非を確認。一方、要
指示薬の入手先である医薬品販売業者に
対しても立入検査を実施。販売先の適正
確認等、必要な改善対策を指導。関係者
への関係法令周知の必要性を認めた為、
管内獣医師連絡会議の開催、県内獣医師
及び動物取扱業者に文書通知の他、公衆
衛生部局と連携し動物取扱業者を集めた
関係法令の説明会を県内各地で開催。法
令遵守と適正な獣医療構築に協力を求め
た。今回の要因は現場での獣医師法に係
る法解釈で混乱があるものと推測された。

620.動物用医薬品販売業にかかる事務処理
効率化の検討：島根県松江家保 安部哲
朗、若槻義弘

家保職員に動物薬事事務に関するアン
ケートを実施。動薬担当経験者は 82.6 ％
で、担当の任命に偏りはみられず。事務
の印象については、｢簡単（そう）である｣
と回答した者は 0 ％、逆に｢難しい(そうで
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ある)｣は 65.2 ％。マニュアル等の保管場
所を把握している職員は、電話での問い
合わせに対応可能な｢すぐ取り出せる｣と
回答した職員が 60.9 ％、これに｢探せば出
せる｣を加えるとすべての職員が、その所
在を把握。担当者不在時の対応状況は、
約半数の 52.8 ％が内容を問わず担当者の
帰庁をまって対応していたが、残りは内
容により出来る範囲で対応。以上のよう
な現状をふまえ、軽微な内容についての
問い合わせに対して、非担当職員でも簡
単に操作できるようなプログラムを検討。
今後はインターネットのホームページを
整備するとともに、現在、紙ベースで使
用しているマニュアルや台帳などを電子
化して統合したプログラムとしての機能
充実を図り、担当者の事務軽減に役立て
る。

621.動物用医薬品等販売業者に対する監視
指導の現状：徳島県徳島家保 岸本雅人、
鴻野文男

とくしま安全安心動物用医薬品適正指
導事業に基づき平成 19、20 年度に動物用
医薬品販売業者への監視指導を実施（監
視実施店舗数：平成 19年度 79件、平成 2
0 年度 73 件）。違反・指導件数は、動物用
医薬品一般販売業では平成 19 年度 4 件、
平成 20 年度 1 件で、全て薬剤師変更に伴
う関係事項変更届の未届け。動物用医薬
品特例販売業では、許可品目以外の販売
（平成 19 年度 6 件、平成 20 年度 1 件）、
許可証不掲示（平成 19年度 6件、平成 20
年度 4件）。指導によりすべて改善。なお、
本年度より医療機器等販売業者への監視
指導も加わり、現在監視指導実施中。ま
た、動物用医薬品を取り扱う薬局での薬
事法違反（薬事法第 66 条第 2 項に抵触）
を指導。指導により改善が図られたが、
動物用医薬品を販売している薬局の把握
は一部にとどまっており、今後県薬務課
との連携した監視体制の構築が必要と思
われた。

622.ペットフード等の表示違反の薬事指導
：福岡県中央家保 長野正弘

ペットブームを背景に多種のペットフ
ード等が流通。管内の 3 表示違反事例を
指導。１違反事例（１）ペット用品販売
：ホームページ（HP）上のペット用サプ
リメントの説明で病気予防を表示。（２）
観賞魚用品販売：HP 上の水槽内添加剤の
説明で病気の効果を表示。（３）ホームセ
ンター：処方食とパネル広告販売。２薬
事指導① HP 上の表示違反箇所の削除。②
効能効果標ぼうの商品撤去、違反部分消
去。③表示違反の広告パネルの撤去。３
指導上の問題点（１）HP の違反箇所削除
等に時間を要し、削除後の商品説明文作

成に苦慮。（２）卸売販売の為、商品回収
や卸し先 HP の是正指導に時間を要した。
（３）当該商品の薬事法違反の認識無し。
４考察：今回の 3 事例は、商品の成分に
問題はなく、効能効果の標ぼうが薬事法
に抵触。本年 6 月公布の「ペットフード
安全法」により、今後の適正販売が望ま
れる。末端の販売業者への指導は根本的
解決とならず、製造業者や輸入販売業者
の指導が必要。

623.畜産環境保全支援体制の連携強化によ
る環境問題への取り組み：佐賀県中部家
保 藤原貴秀、山﨑勝義

家畜排泄物利用適正推進協議会のこれ
までの指導方法を見直し、当所を中心と
して協議会、地域が一体となって深刻な
環境問題を抱える２戸の畜産農家を総合
支援。【新たな取組み】農家ごとに対策協
議会を開催し、統一したアクションプロ
グラムを策定。関係各機関の強みを生か
し、明確な役割分担と目標を指示。改善
措置の進捗状況を定期的に検証しながら
農家指導し、その経過を地域住民に遂次
報告。【事例１】A 酪農家：平成 20 年５
月に野積堆肥が用水路へ流出し苦情が発
生。当所は法に基づく「指導・助言書」
を交付し厳しく指導。協議会で堆肥の具
体的な譲渡計画を策定し、①堆肥の成分
分析②耕種農家の斡旋③計画的な堆肥の
搬出④地域住民への経過報告を実施。そ
の後苦情は収束。【事例２】Ｂ養豚場：平
成 18 年７月から、隣接住宅地の住民から
悪臭に関する苦情が度々発生。区長を交
え月１回の協議会を開き、敷料の早期交
換等種々の環境保全対策を実施。また、
市、畜主双方が臭気測定を行い対策の効
果を検証し、周辺地域に周知した結果、
苦情は収束。

624.指示書調査における現況と課題：鹿児
島県鹿児島中央家保 丸野弘幸

平成 19 年度に管内では、18 名の獣医師
が 19,884 枚の指示書を発行した。薬品別
発行枚数は、ワクチンが 9,410枚（47％）、
抗生物質 8,509 枚（43 ％）の 2 品目で全
体の 9 割を占めていた。豚では抗生物質
・抗菌製剤処方のうちニューキノロン系
の指示書が突出していた。今後継続して
（ア）原則として感受性を確認し、適応
症の治療上必要な 小限の期間の投与に
止める。（イ）第一次選択薬が無効の症例
に限り使用。(ウ)定められた用法・用量の
厳守。(エ)用法に定められた期間以内の投
与であっても、それを反復する投与は避
ける。(オ)人用ニューキノロン系製剤の動
物への使用、対象動物とされていない動
物への使用等摘要外使用は避ける。以上
５つの事項を指導する必要性を感じた。
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安全な畜産物を消費者に供給するために、
畜水産業の発展に不可欠な抗菌剤の使用
を可能とするために動物用医薬品の適正
使用の指導を継続したい。

Ⅷ－５ 畜産技術

625.中部地域の畜産環境問題の現状と課題
：群馬県中部家保 大久保嘉洋、坂西啓
悟

家畜排せつ物法が完全施行後 4 年間が
経過。管内は家畜飼養頭数及び戸数とも
に全県の 5 割近くを占め、畜産公害苦情
発生件数も多い。畜産公害苦情発生件数
は、17 年度の 114 件をピークに概ね減少
しているが、今年度はやや増加傾向にあ
る。19 年度についてみると、畜種別では
乳用牛が 38%、問題別では野積みが 47%
で も多い。家畜排せつ物の不適正管理
による指導件数は、法完全施行後の 4 年
間で 142 件。施行後 1 年間が 73 件で も
多く、それ以降は約 3 割に減少。畜種別
では乳用牛が 67.6%と も多い。本年 10
月末時点での改善割合は 75.4%。長期に
及ぶ指導事案は堆肥流通困難に起因する
野積みが多い。F 村では耕畜連携推進協議
会を組織し、積極的な堆肥流通を図って
いる。その成果もあり、F 村からの畜産公
害苦情受付件数は近年減少している。地
域と調和した畜産経営のためには、適正
な飼養管理とともに耕種農家を加えた協
議会によるふん尿利用体制の確立を図る
ことが重要である。

626.簡易な腐熟度判定を基にした家畜ふん
堆肥の品質向上：福井県家保 山口茂
家保では、生産した家畜ふん堆肥(以下、

堆肥 )を販売している農家を対象に、堆肥
の腐熟度を判定し、その品質向上を図っ
た。管内の堆肥化施設 6 ヶ所で、外観に
よる評価と採取した試料の簡易検査を実
施した。腐熟度の判定は、簡便で腐熟度
と高い相関がある熊谷らの二酸化炭素（Ｃ
Ｏ２）放出速度の簡易推定法 (2005、土肥
誌、76、4、435 － 440)を基本に、堆肥化
施設の環境条件を加味して行った。各農
家毎に、腐熟度判定の結果ならびに品質
向上の対策等を本人に説明した。その結
果、「今後も腐熟度を評価してほしい。」
との回答を得た。今回調査した結果、豚
ふん堆肥では、乾燥し過ぎて腐熟が充分
でない例が一部あったが、腐熟度により
ＣＯ２放出速度が大きく変化するため、そ
の判定は比較的容易であった。一方、牛
ふん堆肥は、全体に腐熟が進み、安全に
施用できる状態であったが、腐熟が進ん
でもＣＯ２放出速度が大きく変化しないた
め、堆肥の温度や水分等を併せて腐熟度
を判定した。今後は、調査方法を検討し、

多くの事例に対応できるように図りたい。

627.家畜ふん堆肥の腐熟度評価―抽出方法
の違いがコマツナ発芽試験成績に及ぼす
影響―：福井県家保 前田淳一、吉川元

コマツナ発芽試験に用いる堆肥抽出液
の作成方法は定まっていない。そこで、
５通りの抽出方法を選んで抽出液を作成
し発芽試験を実施。堆肥 6 試料の各現物 1
0g に①蒸留水 100ml を加え室温 30 分間
振盪② 60 ℃蒸留水 100ml を加え 60 ℃ 3
時間静置③沸騰水 100ml を加え沸騰水中
に 30 分間静置④沸騰水 100ml を加え室温
1 時間静置⑤沸騰水 100ml を加え 30 分間
振盪後室温 30 分間静置。計 30 の抽出液
を作成。2 品種（友好菜、健美）を選び反
復 2 回実施。播種後 30 時間に発芽率、5
日目に個体重量と根の異常率を調査。電
気伝導度を 1.0mS/cm 前後に調整した抽出
液についても発芽試験を実施。結果②ま
たは③の方法で発芽率は低下、個体重量
は軽く、根異常率は高くなる傾向。友好
菜は健美に比べ発芽率低下、個体重量は
軽く、根異常率は高くなる傾向。②また
は③は、発芽試験に適した抽出方法と判
明。また、友好菜は発芽試験に適した品
種と判明。

628.再生稲ＷＣＳによる耕畜連携の実現：
高知県中央家保 吉田吏孝、米田佐知

高知市内の大規模酪農では、規模拡大
に伴う堆肥処理の必要性等から自給飼料
生産を模索していた。一定規模の土地集
積が課題となるなか、同市内の米二期作
地域を検討。当地域は、早稲米の栽培が
大規模に行われているが、減反政策によ
り収穫後は翌年まで耕作放棄の状態であ
り、その広大な農地の有効利用や活性化
を模索していた。再生稲 WCS とは、稲刈
り後の株から出る新芽を水・肥培管理の
みを行い収穫・調製したもの。平成 19 年
度 10a の実証を受け、平成 20 年度は、市
及び JA、家保等関係機関からなる部会が、
酪農家６戸と稲作農家 17 戸を調整、面積
は 14ha に拡大した。栽培管理は耕種グル
ープ、収穫・調製は農機メーカーの支援
を受け畜産グループが行った。本年度 10a
当たり収量は対前年比 65 ％であったが、
これまでの取り組みにより、再生稲栽培
技術や評価が確立でき、耕畜連携の契機
となった。今後地域では、再生稲に加え、
二期作栽培を併せた農地の有効利用、畜
産側機械導入による本格的な飼料生産を
検討している。

629.地域特性を活かした自給飼料増産取組
み：沖縄県宮古家保 下地秀作、久田友
次

当地域は草地面積の約 76%を刈取り適
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期の短いローズグラスが占め、刈遅れに
よる品質低下等が問題で、昨年から収量
性と栄養価に優れ、刈取り適期の長いト
ランスバーラ（Tr）の普及を継続して推
進。また未利用地が少ないため、より収
量性の高い牧草や長大作物の導入のため、
飼料用サトウキビ（飼料用キビ）に着目
し可能性を検討。Tr は 83 戸、株数 42,55
0 株を農家へ配布。作付け面積は 36ha と
順調に推移。またローズグラス草地の株
間に Tr を植え付け草種転換を図った草地
の Tr 被度は、冠部 72 ％、基底部 58 ％と
向上。飼料用キビは３ヶ月栽培時点で生
草収量 712kg/a と多収量で株出しも良好
で年３回収穫も可能。Tr は子牛育成用の
良質粗飼料、飼料用キビは繁殖雌牛へサ
イレージ給与と冬場の粗飼料不足時の対
応で飼料自給率向上が可能。飼料用キビ
は「製糖用サトウキビ」が基幹作目なた
め新たな栽培技術の習得は必要なく、ケ
ーンハーベスタなど既存収穫機械の有効
活用にもなる。今後はサイレージ調整機
械や給与方法など課題の検討をし、地域
に即した粗飼料増産体系の整備を図りた
い。

Ⅷ－６ その他

630.地域の産業動物獣医療体制の整備に向
けた取り組み :青森県つがる家保 田中慎
一、須藤隆史

無獣医地域を多く抱え、牛飼養農家の
散在化、大動物診療獣医師の減少、高齢
化等がみられる管内において、家畜保健
衛生所（家保）の診療体制強化対策と獣
医師確保対策を実施。診療体制強化とし
て緊急時診療の継続、無獣医地域の定期
巡回による効率的指導、職員の診療技術
均一化対策、牛飼養農家への獣医療に関
する意識調査を実施。獣医師確保として
高等学校の進路ガイダンスでの講演、小
学校の総合学習での授業等を実施。対策
の継続と強化により繁殖牛の増頭、新規
就農者の増加、子牛の死亡頭数減少など
牛飼養農家との信頼関係の構築、生産意
欲及び生産性の向上、診療技術の向上と
均一化、地域の獣医師不足への不安と家
保への期待という現状把握、教育機関と
の連携強化及び獣医師の仕事への関心度
向上などが図られた。今後は管内及び管
外の民間獣医師、家保等との連携による
組織的な獣医療提供体制の構築と獣医師
確保対策の全県的な取り組みが必要。

631.High Fidelity酵素を用いた大腸菌病
原因子の PCR 法の検討：宮城県仙台家保

真鍋智
平成 18 年から本年度にかけて、大腸菌

症を疑う病性鑑定の増加に伴い、PCR 法

による大腸菌病原因子(以下因子)の遺伝子
検査が増加(H18：4 件 14 頭、H19：7 件
15 頭、H20：17 件 33 頭)。そこで、文献
を基にした従来法より迅速かつ効率的な P
CR 法の構築を目的とし、高い正確性と増
幅効率を持つ High Fidelity酵素を用い、
7 種類の因子(Stx1、Stx2、Stx2e、LT、S
T、F4、 intimin)の PCR 法を検討。2 社
の酵素で検討し、全ての因子の PCR 反応
時間の合計が短い酵素を選択。各因子の
アニーリング温度および伸長時間は、LT
・ST の Multiplex PCR および F4 は 50
℃、5 秒、Stx1・Stx2・intimin の Multi
plex PCRは 55℃、5秒、Stx2eは 55℃、
15 秒。本 PCR 法により、従来法で LT・
ST 陽性 18 株、F4 陽性 16 株、Stx1・Stx
2・intimin 陽性 9 株、Stx2e 陽性 23 株お
よび全ての因子陰性 9 株で同一の結果を
確認。全ての因子の PCR 反応時間の合計
は、従来法 10.6 時間、本 PCR 法 2.8 時間
と 7.8 時間の短縮。1 検体あたりの費用の
合計は、従来法 522 円、本 PCR 法 328 円
と 194円の節減。

632.市販データベース（DB）ソフトを活
用した病性鑑定文書管理とカルテシステ
ム：山形県 上家保 髙橋馨

当所への病性鑑定依頼件数は毎年 100
件を超え、受付は表計算ソフト、病性鑑
定施設への検査依頼、農家への回答文書
はワープロソフトで個々に作成していた。
これらは個別に保存されており、過去の
情報を網羅的に検索、引用することはで
きず、また共用もされなかった。そこで、
データの共用と活用ならびに事務作業の
効率化を図るためＤＢソフトを導入し文
書管理ＤＢを作成。①リレーショナル機
能による既存の防疫ＤＢデータ等を活用
②同一ファイルに対し同時に複数名が入
出力、検索作業も可能なファイル共有機
能の利用③入力作業の効率化④病鑑デー
タの集約による農場ごとの電子カルテ化
の実施⑤ PDF や Excel 表等の多様な出
力，を実現した。これにより一連の事務
処理を統一的に実行することで効率化が
図られた。また、臨床獣医師や農家から
の病鑑検査への問合わせに対し、検査担
当者以外の職員も的確な対応が可能とな
った。

633.動物用医薬品適正使用のための指示書
による指導手法の検討：栃木県県央家保

矢島佳世、平井清司
動物用医薬品の指示書による適正使用

は、畜産物の安全性確保においてきわめ
て重要。当所に提出された指示書は平成 1
6 年度から微増し、獣医師一人及び農家一
戸当たりの平均指示書枚数は増加。家保
による指示書の迅速な内容確認と獣医師
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等への適切な指導を目的として、指示書
の現状分析と、指導手法の検討を実施。
結果、指示書の用量欄に力価等で記載さ
れた例が散見。対策として、力価等を入
力すると投与量が確認できるエクセルデ
ータ及び力価換算表を農家毎に作成。農
家への指導啓発も重要と考え、今後は指
導を強化。また、指示内容確認の効率化
及び獣医師等への効果的な指導を目指し
て、指示書分析システムを試作。獣医師
別、農家別の使用状況をグラフ化するこ
とで視覚的に確認が可能。指示内容の適
否を自動でチェックする機能の付加を予
定。今後は分析したデータ等を基に立入
検査等を実施し、動物用医薬品に過度に
依存しない飼養管理を指導し、畜産物の
安全性確保を推進。

634.地域住民との共存に向けた畜産環境対
策の取り組み：千葉県南部家保 猪俣一
陽、倉地充

長年問題となっていた養鶏場周辺のハ
エ・悪臭の発生に対して、地域住民、養
鶏場、行政機関が連携して問題解消に向
け取り組んだ。家畜保健衛生所から地域
住民にはハエの捕獲数の記録を、養鶏場
にはハエの捕獲数、鶏糞処理、殺虫剤散
布の記録をとることを提案した。次に、
養鶏場でのハエ対策について現地調査を
実施し、製薬会社を交えて改善に向け検
討した。調査内容については、客観的立
場で地域住民に情報提供をした。地域住
民、養鶏場の双方で記録を取り、情報共
有を図るための話合いを続けることで信
頼関係が構築された。これらの対策を講
じることにより、ハエの減少が認められ、
地域住民から一定の評価を得られた。

今後は、本事例をモデルとして、畜産
農家と地域住民とのよりよい共存関係を
築き、一層の地域環境の向上に努めたい。

635.家畜伝染病発生時の防疫対応の一事例
：千葉県北部家保 木下智秀、福井聡子

飼養規模の大型化や家畜保健衛生所職
員の減員等により、家畜伝染病発生時の
防疫対応に必要な人員確保が、迅速かつ
的確な初動防疫を行う上での重要な課題
となっている。このような現状の中、平
成 20 年 4 月に、本県を含む 5 県に 68 農
場の系列や契約農場を所有する大規模経
営農場の県外農場で、豚コレラ抗体陽性
豚が摘発された。豚コレラ防疫対策は平
成 18 年 4 月からワクチン接種全面中止に
移行しており、野外感染の有無の確認と
迅速な防疫対応が要求された。しかし、
県内に 33 農場、その内当所管内に 19 農
場あったため、当所の所員のみでの対応
は非常に困難であった。そこで、県内に
ある全家保の所員総動員で各作業を分担

したことにより、野外感染の否定及び防
疫対応を迅速に実施することができた。
今回のことを、今後の海外悪性伝染病が
広域的に発生した場合における防疫対応
に活用したい。

636.飼育動物診療施設の現状と今後のあり
方：千葉県中央家保 佐藤典子、安藤弘

近年、当所管内の飼育動物診療施設（以
下、診療施設）数は一貫して増加傾向に
あり、この傾向は小動物診療業務を志向
する獣医師の継続した増加基調により今
後も続くものと思われる。管内の診療施
設の現状把握のため、363 件にアンケート
調査を実施し、208 件から回答を得た。そ
の結果①診療施設数の増加に関わらず、
トラブルの数に著変は見られない②業務
量が増加傾向にある一方で、収益は減少
している診療施設がある③収益が増加傾
向にある診療施設でも、収益の見通し、
診療施設間の競合等により将来に不安を
抱いていることがわかった。また、行政
に対する要望として、法令改正時のわか
りやすい解説や動物用医薬品販売に関す
る法令の強化、獣医師への教育等の意見
が寄せられた。今回の調査結果を踏まえ、
診療施設への分析結果の還元、獣医師法
・獣医療法の周知を徹底し、適正な獣医
療を提供する体制の整備を図りたい。

637.家畜保健衛生所における研修生受入の
現状と課題：東京都家保 岩倉健一

獣医学科学生及び都庁職員の研修を受
入。学生研修は、1～ 4人で 2～ 10日間、
家畜保健衛生所(家保)業務実習・見学の個
別研修と半日で家保業務等説明・施設見
学を行うクラス研修に分類。受入実績は、
個別研修で毎年 2 ～ 4 人（3 ～ 5 年生）、
クラス研修は 19年度 40人(4年生)、20年
度は 11 月までに 40 人(3 年生)。大学は個
別研修を単位とする以外に、「家保獣医師
の仕事、実地の獣医学及び関連知識と技
術の習得。自己の職業適性」を目的とし、
学生の主な目的は、「産業動物疾病予防・
衛生管理・生産性向上、食の安全性の確
保、職業選択として公務員を検討」が多
かった。都庁職員研修は、2 日間の新任研
修で「職場研修」を 16 年度から毎年 3 ～
6 人(主に事務職)を受入。また､都公衆衛生
関係獣医師の研修も実施。それぞれの目
的に応え、限られた時間で、研修生の記
憶に残る内容の企画に苦慮。研修生が体
験できにくいもの、現場研修を優先。受
入人数、回数、期間等、家保業務との調
整が必要。

638.飼料高対策としての野草類の安全性、
飼養性の検討（多摩川周辺で採取できる
ものを中心として）：東京都家保 有田俊
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幸
飼料価格上昇で野草類を給餌する例も

あり、多摩地域の野草や樹葉の安全性、
栄養性を検討。牛に給餌可能な 15 種類の
野草、樹葉の粗たん白質 (CP)、粗灰分、
カルシウム (Ca)、りん (P)等の栄養成分を
分析。安全性としてカドミウム(Cd)、鉛、
水銀等の重金属含有量を検査。CP は風乾
物でも輸入牧草と遜色ないものが多く、
ニセアカシアでは 25 ％を超えた（乾物換
算）。粗灰分では種類により 10%を超える
ものもあり、Ca は樹葉の方が野草より多
く１％以上のものも数点あった。P は種類
での大きな差はなかった。重金属は多摩
川流域植物の場合、Cd 含有量が問題にな
るが、検査結果からは問題なく、鉛は定
量限界以下。水銀も問題はなく、銅、亜
鉛についても高い数値は未検出。今回、
試料数は 17 点と少なく、広域調査や季節
変動の検討も未実施なので正確な考察は
困難だが栄養性は十分な栄養価をもつも
のが多く、安全性でも特別な問題点はな
いと推測。飼料資源として多摩川流域の
野草、樹葉は活用可能。

639.マイクロウェ－ブ酸分解とロ－タリ－
エバポレ－タ－を用いたヒ素測定用の試
料液調製法の開発：東京都家保 佐々木
幸夫

肥料中のヒ素の測定は、試料液の調製
が重要｡調製薬品の硫酸、硝酸に酸化促進
剤として過塩素酸を用いるが、過塩素酸
の化学的性質を誤ると爆発の危険がある。
そこで、危険性がなく迅速な手法に、マ
イクロウェ－ブ酸分解とロ-タリ-エバポレ
-タ -（RE）を用いた新たな試料液調製法
の開発を行う｡実験肥料は、混合有機肥料
を使用｡これを風乾し、メッシュ１ mm で
粉砕。さらに、灰化処理した肥料を分析
試料とした。この試料に硝酸及び過酸化
水素またはフッ化水素酸添加後、高温、
高圧で分解｡また、分解後に残存する NO3

イオンは、ヒ素の 3 価への還元を妨害の
ため、RE を用いて回収。回収性能は、理
論値１１ ppm 対し９ ppm で８割超を回
収。ヒ素の測定は、肥料分析法で行う、
従来との調製を比較するため、標準添加
法による回収率で判定｡収率度合によって
は、分解の目安となる酸－時間曲線並び
真空蒸留の速度等の設定調整など、収率
向上を図る。

640.データベース「収 New君」と「轟君」
による業務改善：神奈川県東部家保 田
中嘉州、古性亮彦

今年度、家保防疫業務に伴う事務処理
（収入、報告書及び車両管理）の業務の

効率化を図るために、処理の自動化、従
事時間の短縮等を目的にデータベース収
New 君と轟君を作成した。轟君は、運転
日報の記録を入力し、既定の様式に印刷
可能。さらに、公用車単位の月報及び年
報の数値（走行キロ数、稼働回数等の数
値）を集計可能。

収 New 君は、収入を伴う業務の窓口と
して金銭の管理を行い、同様に月報等に
必要な件数の集計が可能。さらに、検査
結果等についても入力及び集計が可能で
報告様式も統一を図った。従来法に比べ、
収 New 君と轟君を使用することで煩雑な
作業を一本化し、各月報担当者の作業時
間を大幅に減少。今後は、入力データの
多方面での活用や機能強化を図る予定。

641.管内の動物用医薬品指示書の傾向と獣
医師および農場への情報提供システムの
構築：新潟県中越家保 藤戸幸一、須貝
寛子

獣医師により提出された動物用医薬品
指示書の内容についてデータベース化し
中越管内の動物用医薬品の使用状況を把
握。フィードバックによる動物用医薬品
の適正使用の実現及び農場での活用を目
的に、過去３年間の動物用医薬品指示書
のデータを整理。養豚農場に関して、食
肉衛生検査センターの病変発生率のフィ
ードバックデータを併用し、各農場の出
荷頭数、指示書の枚数、各疾病の発生率、
使用医薬品の種類の内訳など必要な情報
を載せた巡回資料を作成。食肉衛生検査
センターとのデータ併用のみでは指示書
データとの関連性は明言できなかったが、
同一抗生剤の長期間投与など具体的に把
握しにくい情報を視覚的に明快に獣医師
及び農場に提供可能。指示書データベー
スの正確性、有用性の向上のための今後
の課題は、購入個数・包装単位・投与頭
数等の入力項目の追加と指示書の枚数と
の関連性を調査し、病性鑑定成績・各種
抗体検査成績等とのリンクの検討が必要。

642.酪農女性を対象としたワークショップ
型研修会の試み：富山県東部家保 長坂
訓

酪農女性を対象としてワークショップ
型研修会を開催することにより、今後の
畜産農家を対象とした研修会の方向性を
検討。研修会は平成 20 年 11 月 18 日、東
部家保で開催し管内酪農女性 7名が参加。
研修テーマを「ワークショップでともに
考えよう乳質改善」とし、当所職員がフ
ァシリテーター（促進役）として進行を
担当し、アイスブレーキング（自己紹介）
及び「私の一日紹介」「搾乳手順紹介」「乳
質改善ここが問題、ここがポイント」の 3
つをテーマとするメインゲームを実施。



- 145 -

メインゲームでは参加者がテーマに基づ
いた内容を用紙に記入・発表し、全員で
意見交換を実施。これにより参加者全員
が積極的に発言し、互いに質問やアドバ
イスを行う等の成果を確認。アンケート
調査からも「楽しめた」「参考になった」
「今後も機会があれば参加したい」等の
好結果を確認。この成果を受け今後も種
々のテーマ及び内容によるワークショッ
プ型研修会の開催を検討。

643.病性鑑定データベースシステムの導入
による業務省力化と情報活用：石川県南
部家保 中田昌和

近年、行財政改革の一層の推進により
人員削減が余儀なくされる中、業務の効
率化を図ることが求められている。業務
上得られた多くの情報を整理、有効活用、
共有化することが家保業務における効率
化への近道と考えられる。そこで病性鑑
定課におけるこれらのことを検討したと
ころ、病性鑑定カルテに関わる作業にお
いて①カルテの手書きによる作成。②病
性鑑定の受付で記入すべき帳簿が複数存
在し、項目が重複。③カルテ用紙 1 枚 25
円 2 銭で製造。④カルテの散逸。⑤病性
鑑定に関する資料作成時の煩雑性などの
問題点が浮上。これらを検討した結果、
マイクロソフトアクセスを用いた病性鑑
定データベースシステムを考案、作成。
病性鑑定課内でテスト運用を試みたとこ
ろ、パソコン上での閲覧による共有化、
入力された情報の多角的な検索、検査手
数料に関わる業務の自動処理などにより、
業務の省力化や費用の削減が図られた。

644.GAIB パソコンを用いた家畜衛生台帳
について：岐阜県西濃家保 伊藤一智、
安藤俊二

平成 19 年度より地域衛生管理技術対策
事業で表計算ソフト「エクセル」のファ
イルを用い農家情報を整理し台帳を管理
している。今回、その台帳が防疫事業で
も活用できるよう機能を追加し一部変更
をして、当家保の職員間の情報の共有化
を進めた。追加変更点として①伝染病発
生時の疫学関連情報の検索、②発生地点
から農場までの距離を算出する地理情報、
③県域統合型 GIS の農場の URL をシート
にリンクさせ農場周辺の地図情報、④ Gif
u Administrative Informations Bank（以
下、GAIB）パソコンによる岐阜県行政情
報ネットワーク上での当該ファイルの共
有化。以上により初動防疫にも対応可能
な台帳が作成され各職員の GAIB パソコ
ンで情報入力更新と閲覧が可能となり、
台帳管理の一元化が図られた。

645.未来の畜産経営者育成に向けた家畜保

健衛生所の取り組み：岐阜県飛騨家保
近藤真理子、髙井尚治

管内にある飛騨高山高校山田校舎（高
校）は、総合的に畜産を学ぶことができ
る生物生産科を設置。家保の他、多くの
畜産関係者が連携・指導。家保は①家畜
伝染病予防事業に基づく検査、家畜衛生
対策に係る検査、②飼養衛生管理基準に
基づいた指導、家畜の集合審査のための
清掃消毒などの衛生対策、③鶏の感染症、
鳥インフルエンザの防疫対応及び子牛の
哺育育成についての講義や実習などの取
り組みを実施。生徒は家保の取り組みに
強い関心を示し、プロジェクト学習のテ
ーマにも取り入れ、家保はそれをサポー
ト。一方で多くの学生が畜産分野へ就職
・進学。以上のことより、家保の取り組
みは未来の畜産経営者育成に貢献。高校
から継続実施の要望があることから、今
後もこのような取り組みを続けていきた
い。

646.家畜保健衛生所再編に伴う高度病性鑑
定課の設置：愛知県中央家保 杉本篤紀

地方機関の見直しにより平成２０年４
月１日から、本県の家保を４家保２支所
体制から３家保３支所体制に再編。中央
家保には、保健衛生課に加え、高度病性
鑑定課を設置し、従来の病性鑑定業務を
行う「病性鑑定グループ」と県内家畜衛
生業務の企画及び調整を行い、家畜伝染
病の発生予防や防疫活動を円滑に進める
役目をもった「企画調整・特定伝染病グ
ループ」を新設。高度病性鑑定課では、
家畜衛生業務の企画調整機能を担うこと
になり、家保自らが家畜衛生関係事業を
企画・実行することが可能となった。こ
の病性鑑定機能の強化・高度化により、
新たに伝染病発生時の初動体制の確保に
係る事務が追加されており、より高度な
危機管理が求められている。家保間及び
畜産課とのさらなる連携強化を図りなが
ら、諸課題にタイムリーに対応できるよ
う、愛知県の家畜衛生レベルの向上に努
めていく。

647.養鶏場における飲水の理化学的性状と
消毒効果：京都府中丹家保 八谷純一、
岩間小松

【はじめに】鶏の飲水は鶏舎の立地等
により様々。水源管理は農場が行い、水
質検査はほぼ行われていない。一部の大
規模農場は定期的に水質検査を行うが、
結果はほとんど公表されず、水源調査の
研究報告も皆無。そこで実際に鶏に給与
される水の性状と、飲水消毒効果を調査。
【材料及び方法】未消毒の水を水源とす
る鶏飲用水の原水と消毒後の水 (井戸水３
戸、川水４戸、山水４戸 )を試料とし、化
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学的酸素要求量(COD)、浮遊粒子状物質(S
S)、pH、総菌数、大腸菌群数等を測定。【結
果】井戸、川、山を水源とする農場の原
水は、pH が 7.2±0.2、COD が 1.6±0.9mg/
ｌで水源間に有意差なし。SS は雨天翌日
に採材した山水で高値を示す。総菌数は 2
01±231 個/ml、大腸菌群数は 17.5±22.9 個
/ml とばらつきが大きく、川水給与で高い
傾向。飲水消毒による総菌数及び大腸菌
群数減少率は 96.9%、100%。【まとめ】
鶏飲用水に用いられている水の水質は概
ね良好で、飲水消毒実施で大腸菌群も死
滅し、伝染病予防のためにも飲水消毒は
有効。

648.病性鑑定課業務の推移と今後の課題：
和歌山県紀北家保 黒田順史、嵩秀彦

過去の病性鑑定課業務について、その
傾向を分析し、今後の病性鑑定課の方向
性や課題について検討。平成 10 ～ 19 年
度の 10 年間について病性鑑定件数、病性
鑑定以外の依頼検査件数および事業の検
査項目数について調査。また、家保職員
に対して病性鑑定課についてのアンケー
トを実施。病性鑑定件数は、その年の疾
病発生状況により件数が増減。家畜別で
は、近年鶏の病性鑑定件数の割合が多い
傾向。依頼検査件数は、平成 14 年度まで
は横ばいで、平成 15 年度から増加傾向。
家畜別では和歌山県の家保が診療業務を
行っている影響で牛の依頼検査が多い傾
向。事業の検査項目は近年増加傾向。ア
ンケートの結果、病性鑑定課には、迅速
性と正確性を求める意見が多く、もっと
現場に出るべきだという意見も多くあっ
た。以上から、迅速で正確な診断のため
にさらなる知識習得と技術向上に努め、
鑑定結果を出すだけでなく、現場に出向
き、その後のフォローや状況把握を積極
的に行う体制整備が必要。

649.病性鑑定依頼状況にみる家畜防疫業務
の変化とその対応：山口県東部家保 福
江美智子、永田利成

今後の家畜防疫推進に資するため近年
の病性鑑定状況を取りまとめ分析。当所
で実施した病性鑑定（所内病鑑）件数（H
12；38 件→ H19；69 件）、当所から病性
鑑定室への依頼件数（H12；39 件→ H19
；136 件）は増加。増加要因は①大規模農
場対策。農場の大型化に伴う浮腫病等の
疾病の蔓延、常在化への対応及び予防衛
生、生産性向上への対応が増加。②人獣
共通感染症対策。高病原性鳥インフルエ
ンザ（HPAI）等のモニタリングやサーベ
イランスは増加（H12；2 件→ H19；35
件）。所内病鑑は死亡鶏、野鳥等検査によ
り、HPAI 発生前後で増加（H14；44 件
→ H16；88 件）。③畜産物の安全性確保

対策。H18 年度のサルモネラおよびカン
ピロバクターの検査は 67 件に増加。今後
の対応として①大規模農場に対する経済
性も含めた総合的指導、②人獣共通感染
症に対する農場への啓蒙、検査職員の安
全正確保、③環境保健所、食鳥食肉処理
場等関係機関と農場との協力体制の構築
が必要。

650.開頭用頭蓋保定器の作製とその改善：
山口県北部家保 友好将也、水原孝之

病理解剖において脳を採材する際、こ
れまでは多大な時間と労力を要しており、
作業改善のため開頭用頭蓋保定器を作製。
作製目標として使用方法が簡単、作製が
容易、材料費が安価、一人でも使用が可
能、切皮、開頭、脳の摘出までがスムー
ズで畜種を問わず使用が可能、かつ、使
用後に消毒可能と設定。他県で報告のあ
った保定器をベースに作製。材料はホー
ムセンターで購入し、費用は約 5,500円。
数時間で作製は完了。頭蓋の両眼窩及び
下顎の 3 点を固定して前後に牽引し、締
め上げる構造により強固に保定。また、
開頭後の脳摘出をスムーズに行え、採材
時に頭部の角度設定が可能となるよう工
夫。本保定器を子牛及び子豚に用いたと
ころ一人でも確実な保定が出来、従前に
比べ大幅に作業時間が短縮。また、作業
時の汚染は減少し、頭部の角度設定によ
り様々な大きさの頭蓋や脳の融解状態に
合わせた対応が可能。作製目標を全て達
成し、さらに工夫した結果、従来国内で
考案されていた保定器に比べ性能が向上。

651.防疫月報処理プログラム開発による事
務の省力化：熊本県城南家保 川邉邦彦、
濱田公男

平成 18 年から月報処理ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ開発に
よる事務省力化に取組。基本ｿﾌﾄは表計算
ｿﾌﾄ、ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾐﾝｸﾞ言語は Visual Basic for
Applications（VBA)。特徴として①操作
性 優先の開発。②常時入力可能。③ VB
A による操作の簡易・高速化。④町村合併
や新規事業等の増減に対応。⑤全報告書
式に対応。⑥印刷時、事業・検査のない
市町村は省略並び替え。⑦一括印刷等の
多種支援機能。平成 20年 8月までにﾌﾟﾛｸﾞ
ﾗﾑを開発、畜産課及び全家保へ配布。成
果として事業担当で 1/5、月報担当で 1/40、
畜産課月報担当で 1/27 の時間短縮。他に
①雛型・書式等を気にせず、常時入力可
能。②所内で情報共有が可能。③自動集
計のため、転記ﾐｽがない。④多種の支援
機能が利用でき簡便。⑤家畜防疫月報完
全電子化及び情報共有が可能。⑥ﾍﾟｰﾊﾟｰﾚ
ｽ保存も可能。等の利便性が向上。ﾌﾟﾛｸﾞﾗ
ﾑ配布後の質問・要望は操作ﾏﾆｭｱﾙの作成
配布、ｼﾞｬﾝﾌﾟ機能付き見出しｼｰﾄの作成等
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で対応。今後も、ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑの改善に努め更
なる省力化を進める所存。

652.移管後の宮崎家保の飼料検査部門の取
り組み：宮崎県宮崎家保 来間太志､須波
友子
2005 年 3 月、県肥飼料検査所が廃止さ

れ、当所へ飼料安全法関連業務が移管。2
005 年 4 月～ 2008 年 12 月、製造業者 37
件、販売業者 81件、畜産農家 196件にて、
法に基づく立入検査。検査での指摘事項
は、製造業者での製造飼料の表示不備、
成分過不足。販売業者での飼料の不適正
保管。畜産農家にて A 飼料、B 飼料の分
離保管不徹底、飼料の利用記録簿の未整
備。2008 年 11 月、県内業者が中国産飼
料・飼料添加物を、国産と虚偽表示し、
販売していた事例が発覚。国、県は業者
へ立入検査。国は、虚偽表示された飼料、
飼料添加物 12 品目の出荷停止、既出荷分
の回収、メラミン混入確認検査を指示。
県は、業者への検査とともに、県内販売
先 72 件を調査し、飼料が給与された家畜
にて影響ないことを確認。安全な畜産物
生産に向けた飼料安全確保に対して、飼
料業者へ法令周知･遵守徹底が必要であり、
関係機関の連携を密にした指導、検査の
強化が不可欠。

653.平成 15 年度から 19 年度の病性鑑定
実施状況：鹿児島県鹿児島中央家保 東
山崎達生、後藤介俊
5 年間の病性鑑定依頼状況は､総依頼件

数 4879 件､総頭羽数 78104 例であった。
内訳は､乳用牛 489 件・7941例､肉用牛 18
23 件・15692 例､豚 980 件・31886 例､鶏
925 件・20163 例であった。牛では､白筋
症､悪性水腫､牛白血病の発生が見られ､豚
では大腸菌､サルモネラ症､豚胸膜肺炎､豚
繁殖・呼吸障害症候群が多く認められ、1
7 年度以降からサーコウイルス関連疾病が
認められるようになった。鶏では､サーベ
イランス関係の依頼が多く､疾病では、伝
染性喉頭気管炎､伝染性気管炎､頭部腫脹
症候群の発生があった。豚コレラ､高病原
性鳥インフルエンザの発生等に伴い､サー
ベイランスの比重が年々増加する傾向に
あった。 近の疾病は､感染予防の原則の
ような単純な発想では対処しきれないケ
ースが増加しており､今後は､疾病予防の
ためのサーベイランスの重要度がさらに
増すと思われた。


