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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、各都道府県の平成二十一年度の発表会

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21年10月28日 札幌市男女共同参画センター 20 151 ○ ◎ ◎ ○ ◎ ◎ ◎ ○ ◎ ◎

青森県 平成22年1月22日 アピオあおもり 16 81 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ○ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎

岩手県 平成22年1月20日 エスポワールいわて 17 55 ◎ ◎ ◎ ◎ ○ ◎ ◎

宮城県 平成22年1月16日 仙台市パレス宮城野 16 64 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎

秋田県 平成22年1月20日 秋田県市　イヤタカ 7 78 ◎ ◎ ◎ ◎ ○ ◎ ◎ ◎ ◎

山形県 平成22年1月18日 村山総合支庁講堂 11 50 ◎ ◎ ◎ ◎ ○ ◎

福島県 平成22年1月19日 福島県自治会館 18 48 ○ ◎ ◎ ◎ ◎

茨城県 平成22年1月8日 茨城県畜産センター 14 68 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎

栃木県 平成21年12月18日 栃木県庁 11 84 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ○ ◎ ◎ ◎ ◎

群馬県 平成21年12月18日 群馬産業技術センター 13 72 ○ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎

埼玉県 平成21年12月25日 さいたま商工会議所会館 14 73 ◎ ◎ ◎ ◎ ○ ◎ ○ ◎

千葉県 平成21年12月18日 千葉県文化会館小ホール 13 106 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎

東京都 平成21年12月22日 東京都家畜保健衛生所研修室 10 47 ◎ ◎ ◎ ◎ ○ ◎ ◎ ◎

神奈川県 平成22年1月8日 海老名市文化会館 12 84 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ○ ◎

山梨県 平成22年1月13日 山梨県北巨摩合同庁舎 14 45 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎

長野県 平成22年1月15日 長野市NOSAI長野会館 14 105 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎

新潟県 平成22年1月8日 新潟県庁講堂 19 76 ○ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ○ ◎ ○ ◎

静岡県 平成21年12月17日、18日 男女共同参画センターあざれあ 18 113 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ○ ◎ ◎ ○

富山県 平成22年1月22日 富山県民会館 11 79 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ○ ◎ ◎ ◎ ○ ◎

石川県 平成21年12月17日 石川県庁 12 33 ○ ◎ ○ ◎ ◎ ◎ ◎ ○ ○ ○

福井県 平成22年1月22日 福井県職員会館 9 62 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ○ ◎ ○ ◎

岐阜県 平成21年12月11日 岐阜県シンクタンク庁舎 12 61 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ○ ◎ ○ ○

愛知県 平成21年12月21日 愛知県自治センター 11 80 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ○ ◎ ○ ○

三重県 平成21年12月18日 三重農業共済会館 19 60 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ○ ◎ ◎ ◎ ◎

滋賀県 平成22年1月14日 滋賀県婦人会館 12 34 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎

京都府 平成22年1月26日 ホテル　ルビノ京都堀川 10 63 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎

大阪府 平成22年1月18日 大阪府職員会館多目的ホール 10 37 ○ ◎ ◎ ◎ ○ ◎ ◎

兵庫県 平成22年1月22日 兵庫県農業共済会館 12 95 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎

奈良県 平成22年1月22日 奈良文化会館 10 34 ◎ ◎ ◎ ○ ○ ◎ ◎

和歌山県 平成21年12月22日 和歌山県民文化会館 9 49 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎

鳥取県 平成22年1月8日 鳥取県庁講堂 17 77 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎

島根県 平成22年1月21日 島根県職員会館 11 90 ○ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ○ ◎

岡山県 平成22年1月14日 テクノサポート岡山 18 107 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎

広島県 平成22年1月19日 広島県庁本館講堂 8 87 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎

山口県 平成22年1月22日 山口県庁 17 80 ◎ ◎ ◎ ◎ ○ ○ ◎ ◎ ◎ ◎

徳島県 平成21年12月22日 徳島県庁講堂 18 39 ◎ ◎ ◎ ○ ○ ◎ ◎ ◎

香川県 平成22年1月15日 香川県庁会議室 12 31 ◎ ◎ ◎ ○ ◎

愛媛県 平成22年1月15日 愛媛県庁 14 62 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎

高知県 平成22年1月26日 高知県職員能力開発センター 10 46 ◎ ◎ ◎ ◎ ○ ◎ ◎ ◎ ◎

福岡県 平成21年12月4日 福岡県吉塚合同庁舎 16 83 ○ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎

佐賀県 平成21年12月25日 佐賀県中部家畜保健衛生所 13 41 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎

長崎県 平成21年12月15日 長崎県市町村会館 16 90 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎

熊本県 平成21年11月27日 熊本県農業研究センター 13 86 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎

大分県 平成21年11月27日 県庁舎新館大会議室 15 85 ◎ ○ ◎ ◎ ○ ○ ○ ○ ◎

宮崎県 平成21年10月30日 宮崎県総合保健センター 18 99 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ○ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎

鹿児島県 平成21年11月12日 鹿児島県庁講堂 14 87 ○ ○ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎

沖縄県 平成21年11月13日 県庁講堂 20 82 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ○ ◎ ◎ ○ ◎
計 644 3,359
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平成２１年度家畜保健衛生業績発表会一覧
参集範囲　　○：呼びかけ　　◎：実際の参加

都道府県名 開催期日 開催場所

参加者の内訳



目 次

平成２１年度（第５１回）全国家畜保健衛生業績抄録
ページ

Ⅰ 牛の衛生 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1 ～ 76
１．ウイルス性疾病 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1 ～ 18
２．細菌性・真菌性疾病 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・18 ～ 36
３．原虫性・寄生虫性疾病 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・36 ～ 38
４．一般病・中毒・繁殖障害・栄養代謝障害 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・38 ～ 46
５．生理・生化学・薬理 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・46 ～ 48
６．保健衛生行政 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・48 ～ 59
７．畜産技術 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・59 ～ 68
８．その他 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・68 ～ 76

Ⅱ 豚の衛生 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・77 ～ 104
１．ウイルス性疾病 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・77 ～ 88
２．細菌性・真菌性疾病 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・88 ～ 95
３．原虫性・寄生虫性疾病 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・95 ～ 96
４．一般病・中毒・繁殖障害・栄養代謝障害 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・96 ～ 97
５．保健衛生行政 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・97～ 100
６．畜産技術 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・100～ 101
７．その他 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・101～ 104

Ⅲ 鶏の衛生 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・104 ～ 127
１．ウイルス性疾病 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・104 ～ 110
２．細菌性・真菌性疾病 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・110 ～ 113
３．原虫性・寄生虫性疾病 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・113 ～ 114
４．一般病・中毒・繁殖障害・栄養代謝障害 ・・・・・・・・・・・・・・・・・114 ～ 115
５．保健衛生行政 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・115 ～ 122
６．畜産技術 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・122 ～ 124
７．その他 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・124 ～ 127

Ⅳ 馬の衛生 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・127 ～ 128
１．ウイルス性疾病 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・127
２．細菌性・真菌性疾病 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・127 ～ 128

Ⅴ 山羊・めん羊の衛生 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・128 ～ 130
１．ウイルス性疾病 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・128
２．細菌性・真菌性疾病 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・128 ～ 129
３．原虫性・寄生虫性疾病 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・129 ～ 130
４．一般病・中毒・繁殖障害・栄養代謝障害 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・130
５．生理・生化学・薬理 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・130
６．畜産技術 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・130

Ⅵ みつばちの衛生 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・131 ～ 133
１．ウイルス性疾病 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・131
２．細菌性・真菌性疾病 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・131
３．一般病・中毒・繁殖障害・栄養代謝障害 ・・・・・・・・・・・・・・・・・131 ～ 132
４．保健衛生行政 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・132
５．その他 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・132 ～ 133

Ⅶ その他の家畜の衛生 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・133 ～ 138
１．ウイルス性疾病 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・133 ～ 134
２．細菌性・真菌性疾病 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・134
３．原虫性・寄生虫性疾病 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・134
４．一般病・中毒・繁殖障害・栄養代謝障害 ・・・・・・・・・・・・・・・134 ～ 135
５．保健衛生行政 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・135 ～ 137
６．その他 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・137 ～ 138

Ⅷ 共通一般衛生 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・138 ～ 146
１．細菌性・真菌性疾病 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・138 ～ 139
２．生理・生化学・薬理 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・139
３．保健衛生行政 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・139 ～ 142
４．畜産技術 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・142 ～ 143
５．その他 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・143 ～ 146



- 1 -

I 牛の衛生

Ⅰ－１ ウイルス性疾病

1.悪性カタル熱発生農場における羊ヘル
ペスウイルス２型の動態調査：北海道後
志家保 佐藤倫奈、下村裕子
平成 21 年 3 月、管内耕畜複合農場で黒

毛和種牛 1 頭が羊随伴型悪性カタル熱を
発症。本牛は羊と同一畜舎で飼養されて
いたが、直接接触は無かったことから、
当該農場における羊ヘルペスウイルス 2
型（OvHV-2）伝播様式を推定するため、
同居畜のウイルス及び抗体保有状況並び
に羊における OvHV-2 体内分布、排泄状
況を調査。羊及び牛白血球、血清、羊分
泌液（鼻汁、唾液、涙液及び膣粘液）及
び糞便を採取、nested PCR にて遺伝子検
索。リアルタイム PCR にて羊臓器の遺伝
子量定量。牛及び羊血清より蛍光抗体法
にて OvHV-2 抗体検出。同居牛は遺伝子
陰性。羊の遺伝子検出率は 40 から 90%。
羊分泌液より遺伝子を検出。廃用羊臓器
遺伝子量は上部消化管及び眼球で 多。
抗体は牛で 20 から 30%、羊で 50 から 70
%が陽性。羊は高率に OvHV-2 を保有し
分泌液へ排出。発症には牛側の要因が関
与すると推察。羊と牛の分離飼養、作業
動線の見直し及び牛の健康管理の強化を
指導。

2.黒毛和種若齢牛に発生した地方病性牛
白血病と県内の BLV 遺伝子型調査：青森
県青森家保 岡本清虎、角田裕美

県外から導入された 18 ヶ月齢の黒毛和
種雌牛の病性鑑定を実施。一般血液検査
では、白血球数 26,600/µl、白血球百分比
リンパ球 86 ％、異型リンパ球 58 ％。受
身赤血球凝集反応による牛白血病（BLV）
抗体検出、PCR による BLV 遺伝子検出、
病理組織学的検査による腫瘍細胞の増殖
を確認。免疫染色により腫瘍は B 細胞由
来であることが判明。以上の結果から、
若齢での発生は稀である地方病性牛白血
病と診断。BLV の遺伝子型は、RFLP 法
によりⅠ型に分類。これまで県内で確認
されていたⅢ型と異なることから、病原
性との関連を調べるため、県内の飼養牛
30 頭、発症牛 10 頭の BLV 遺伝子型別調
査を実施。その結果、すべてⅢ型に分類
されたことから、県内にはⅢ型が広く浸
潤していると推察。全国では、様々な遺
伝子型が存在。今後、県内へ新たな遺伝
子型 BLV が侵入してくる危険性有り。今
後も、BLV 遺伝子型浸潤調査、病原性と
の関連調査が重要。

3.A 市肉用牛繁殖農家グループを対象と
した牛白血病（BL）まん延防止対策：岩

手県県北家保 鈴木啓太、田村貴
近年、当所管内の BL の発生頭数は増

加傾向にあるが他地域に比べて少なく、
農家や畜産関係者の問題意識は希薄。2
009 年春、A 市の肉用牛繁殖農家グル
ープに BL まん延防止対策を提案し、2
4 戸中 22 戸で実施。農家等に対し研修
会を計 6 回開催し、公共放牧地、集団
飼養施設及び各農場における BL ウイ
ルス抗体（抗体）の有無による分離飼
養、人為的感染防止の徹底並びにアブ
対策を指導。また、農場内での分離飼
養が困難な 10 戸 87 頭は、放牧地を活
用した分離を実施。対策前 1 年間の抗
体陽転率は 29%（34/118 頭）であった
が、対策後 8 ヵ月のそれは 2%（3/139
頭）まで著しく低下し、特にも放牧地
における抗体陽転頭数は 12 頭から 0 頭
に減少。抗体陽転牛が確認されなかっ
た農家数は、対策前後で 11 戸（50%）
から 19 戸（86%）に増加。今後も農家
等とのまん延防止に対する意識の共有
と対策を継続し、他地域への普及を推
進。

4.ELISA 及びリアルタイム PCR の牛白血
病対策への導入の検討：岩手県県南家保

本波美香、後藤満喜子
牛白血病（BL）対策の要望が増加する

中、対策の効率化のため、ELISA 及びリ
アルタイム PCR（rPCR）の活用法を検討。
牛血清 138 検体の ELISA、寒天ゲル内沈
降反応（ゲル沈）及び受身赤血球凝集反
応（PHA）による BL ウイルス抗体検査
成績、末梢血 122 検体の rPCR による同
ウイルス遺伝子検査成績、並びに、各検
査の検体数別費用及び時間を比較。ゲル
沈陰性 10/61 及び PHA 陰性 8/59 検体が E
LISA 陽性。ELISA 陽性でゲル沈又は PH
A が陰性の検体は、陽性検体に比べ ELIS
A 値が有意に低値。感度は ELISA ＞ PHA
＞ゲル沈で既報と一致。 rPCR 陰性 15/62
検体はいずれかの抗体検査で陽性。ELIS
A 値と遺伝子量に相関なし。費用及び作
業時間は、多検体処理時に ELISA が 386
円 /検体と も安価かつ 2.7 時間と 短。
今後は ELISA を積極的に導入し、検査規
模・要望に応じて他の抗体検査を併用。
ｒ PCR は感染リスクの把握に有用で、対
象を選択して活用。

5.黒毛和種繁殖農場にみられた牛コロナ
ウイルス感染による呼吸器および下痢症
の発生例：宮城県東部家保 大野遼子、
加藤伸悦

平成 21 年 7 月、管内黒毛和種繁殖農場
2 戸で、0 ～ 4 ヶ月齢の子牛に牛コロナウ
イルス（BCV）感染による呼吸器および
下痢症が発生。A 農場では発熱、発咳、
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鼻汁漏出等の呼吸器症状に続き、血様お
よび水溶性下痢を発症。B 農場では呼吸
器症状のみを確認。A 農場は鼻腔スワブ
（2/8 頭）および糞便（2/5 頭）から BCV
遺伝子検出。1 頭で BCV 抗体の有意上昇
を確認。また糞便（5/5 頭）から牛 A 群
ロタウイルス遺伝子検出したことから BC
V および牛 A 群ロタウイルスの混合感染
と診断。また、B 農場では鼻腔スワブ（2
/11 頭）から BCV 遺伝子検出。2 頭で BC
V 抗体の有意上昇を確認したことから BC
V によるものと診断。また、3 ～ 5 ヶ月
後に BCV の追跡調査を実施したところ、
鼻腔スワブから A 農場は 1/5 頭、B 農場
は 3/5 頭で BCV 遺伝子が検出されたこと
から農場内での BCV の常在化が示唆。

6.県内で検出された牛コロナウイルスの
分子系統樹解析及び浸潤状況調査：宮城
県仙台家保 高森広典、日野正浩

2005 年から 2009 年における牛コロナウ
イルス(BCV)の関与が疑われた症例は、
呼吸器症状 8 件、下痢症状 8 件、両疾患
4 件及び無症状 1 件の計 21 件で散発的な
発症から集団感染と病原性も多様。特に
抗体保有率の低い農場に発生した 1 件は
成牛 4 頭が死亡と被害が重篤。これら症
例のうち、BCV 遺伝子を検出した 15 症
例 16 検体について S 遺伝子領域の分子系
統樹解析を実施。16 検体全て 2004 年以
降国内で分離された株と同一クラスター
に属し、塩基配列で 98.1 ～ 100 ％の相同
性を示し、病原性による差違は認めず。
BCV の浸潤状況調査のため、2008 及び 2
009 年に採材した乳用牛 30 戸 313 頭と肉
用牛 11 戸 90 頭の成牛血清､ 2009 年 6 月
から 11 月まで 4 回採材した 4 戸 20 頭の
子牛血清延べ 80 頭を用いて BCV 中和抗
体検査を実施。農場の導入歴や地域差は
なく､成牛の抗体保有率は 99.3 ％、GM 値
は乳用牛 119.2 倍及び肉用牛 298.6 倍と高
値。子牛は 4 戸中 1 戸で BCV 感染を疑う
抗体価の変動を認めた。

7.牛白血病陽性農場における淘汰更新順
位付けに関する一考察：宮城県北部家保

石橋拓英、大久範幸
近年、牛白血病ウイルス(BLV)高陽性

率農場の清浄化には、リアルタイム PCR(r
PCR)法を用いて感染牛の BLV 遺伝子量
測定し、その量が多い牛(ハイリスク牛)
の分離飼育や優先的淘汰更新が有用とさ
れている。しかし rPCR 法は設備的に困
難なため、生産現場でも可能なハイリス
ク牛摘発方法の検討が必要。そこで BLV
対策として抗体陽性の分離飼育等を行い、
淘汰更新は高齢牛を優先的に実施してい
た農場 A(陽性率 54%)および関連農場 B
(同 28%)の牛 174 頭を対象に、ELISA 抗

体および末梢血リンパ球数を測定し、Ben
dixen's key に準じた方法、すなわち抗体
陽性かつリンパ球数が 7,000 個/ul 以上の
牛を摘発する方法(Bk 法)を行い、摘発牛
と高齢牛の BLV 遺伝子量を比較。その結
果、摘発牛は 23 頭(平均年齢 5.9 歳)、う
ち 20 頭の平均 BLV 遺伝子量は 3.4 × 103
copis/ul、高齢牛 5 頭(同 13 歳)の同 7.5 ×
102copis/ul より有意に高値。生産現場で
の淘汰更新順位付けに Bk 法の応用が BL
V 遺伝子量からも有用であることが示唆
された。

8.肥育農場で発生した牛ウイルス性下痢
・粘膜病：秋田県南部家保 田中篤、佐
々木専悦

平成 21 年 4 月、肥育牛 233 頭及び肥育
豚 350 頭を飼養する農場で、県外市場か
ら肥育素牛を導入後、隔離舎内同居牛が
40 ～ 41 ℃の発熱、水様性の白濁鼻汁漏
出、血様又は粘膜を含む下痢便を示し、6
頭が死亡したため立入検査。病性鑑定成
績から、牛ウイルス性下痢・粘膜病（BV
D）の関与を疑い、同居牛の BVD 検査を
実施。同居牛 40 頭中 38 頭（95.0 ％）が
BVD 抗体を保有、GM はⅠ型が 71、Ⅱ型
が 1078 であり、Ⅱ型のまん延が示唆。Ⅱ
型抗体低値牛７頭の継続検査で、持続感
染牛（PI 牛）1 頭が確認。検討会を開催
し、PI 牛や予後不良牛の淘汰、畜舎消毒
等のまん延防止対策を推進。立入検査以
降 8 月まで肺炎症状を示した 5 頭と PI 牛
1 頭が死亡・淘汰されて終息。また、同
居牛の定期的なモニタリングと、他の畜
舎に飼養されている牛と豚を抽出して浸
潤状況検査を実施し、全頭 BVD 分離陰性。
このことから、導入された PI 牛が BVD
をまん延させ、肺炎起因菌等との混合感
染により重篤化したと推察。

9.県内で初めて確認された牛ウイルス性
下痢ウイルスⅡ型（BVDV Ⅱ型）：秋田県
中央家保 小原剛、小沼成尚

県内では牛ウイルス性下痢症(以下 BV
D)の発生が、過去に 5 例確認されている
が、全てⅠ型ウイルスによるものであっ
た。今回、交雑種肥育農場で BVD と Man
nheimia haemolytica(以下 Mh)混合感染で
死亡した 2 頭および摘発された持続性感
染牛（以下 PI 牛）1 頭から、県内で初め
て BVD Ⅱ型ウイルス(以下Ⅱ型)を確認し
た。死亡牛 2 頭は BVD ウイルス感染に特
徴的な粘膜病変は認められず、Ⅱ型感染
に起因した免疫異常と Mh による化膿性
肺炎でへい死したと推察。同居牛の 75%(3
0/40 頭)がⅡ型中和抗体価 4,096 倍以上と
高い抗体価を示し、群内汚染にⅡ型 PI 牛
が関与したものと推察。PI 牛の詳細検査
では、既報のⅠ型分離成績と同様、主要
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臓器、尿、血液よりⅡ型が分離され、特
に肺、腎臓からウイルスを高率(104TCID
50/ml)に検出。さらに死亡牛 2 頭と PI 牛
のウイルス遺伝子系統樹解析では相同性
が 100%で一致し、近年、北海道を中心に
確認されている株と近縁な 2a と判明し
た。

10.肥育牛の慢性呼吸器病に対する継続的
な取り組みと成果：福島県会津家保 星
陽子、穴澤光伊

昨年度、黒毛和種１肥育農場における
呼吸器病対策として導入後のウイルス性
呼吸器病５種混合生ワクチン（以下ワク
チン）の接種と併せて牛舎清掃・消毒指
導を実施。呼吸器病の著しい減少成果を
得た。今年度は農家・ＪＡ等を対象に前
年度の好事例を含めた「牛呼吸器病の発
生と免疫」について講習会を開催。開催
前、農家から「呼吸器病が目立つ」「ワク
チンについて興味はあるがよくわからな
い」という声が多かったが、活発な意見
交換により理解を深め、呼吸器病で苦慮
している数戸で導入後のワクチン接種を
開始。家保では接種効果を検証する抗体
検査や牛舎消毒等の基本的な衛生指導を
継続実施。その結果、ワクチン接種後の
抗体保有状況は良好で、管内における導
入後ワクチン接種は徐々に面的拡がりを
見せ、接種頭数は取り組み前に比べ１．
６倍と大きく増加。現在接種農場で大規
模な呼吸器病の流行は認めず、衛生に対
する農家の意識も向上した。

11.牛ウイルス性下痢・粘膜病の発生と清
浄化への取り組み：福島県県北家保 大
倉直子、石川雄治

管内の酪農家で出生直後から神経症状
を呈する子牛が生産。当該子牛は数日後
に死亡したが血液による病性鑑定の結果、
牛ウイルス性下痢・粘膜病(BVD-MD)の
関与が疑われた。農場内における汚染状
況の調査、持続感染(PI)牛の摘発のため
飼養牛全頭の血液検査を実施。93 ％と高
い抗体保有率が確認される一方、低い抗
体価を示した当該子牛の母牛から PCR 法
により BVD ウイルス I 型特異遺伝子を検
出。さらにウイルスが分離され、PI 牛と
判明。当該母牛の感染時期と推定される
平成 16 年に 4 頭の県外導入歴があり、こ
の導入牛によって農場内にウイルスが持
ち込まれた可能性を推察。清浄化へ向け
た防疫対策として PI 牛の淘汰とワクチン
の接種を指導、産子の検査を継続して実
施中。本病の防疫対策には、飼養者や臨
床獣医師の十分な理解と協力が必要。今
後、管内の農場へ本病に対する啓発に努
め、PI 牛の摘発とワクチン接種の推進を
図る。

12.夏期に発生した成牛のコロナウイルス
病：福島県県北家保 稲見健司、石川雄
治

冬期赤痢とも呼ばれる成牛のコロナウ
イルス病は晩秋から早春に多く発生する
が、管内農場において夏期に発生した。
発生は成牛 37 頭、育成牛 15 頭を飼養す
る酪農家で、平成 21 年 9 月 2 日に 3 頭が
水様性下痢を発症し、翌日 10 頭に増加、
9 月 4 日には成牛の多くが軟便～下痢を
呈し、3 頭は血様物を混じていた。その
後、育成牛を含め全飼養牛に症状を認め
たが、いずれも数日で回復。直腸便 6 検
体を用いた抗原検索で牛コロナウイルス
(BCV)の特異遺伝子を全検体から検出し、
PCR-RFLP を用いた遺伝子型別では遺伝
子型 4 であった。そのほかに有意な結果
は得られなかった。抗体検査で 10 頭中 7
頭に BCV 抗体の有意な上昇が認められ、
本症例を牛コロナウイルス病と診断。今
夏は日照不足と低温傾向が顕著で、農場
近辺の 8 月 30 日の平均気温は 18.6 ℃で
前日比 5.2 ℃低く、翌日は 15.7 ℃となり、
急激な気温の低下が発症の一因と推察。

13.管内酪農団地における牛白血病浸潤状
況と清浄化への取り組み：茨城県県南家
保 大谷芳子

平成 21 年 4 月、13 戸からなる管内酪
農団地の 1 農場で牛白血病が確認された
ため、当該酪農団地の牛白血病ウイルス
（BLV）浸潤状況を把握するために団地
内全戸を対象とした抗体検査を実施する
とともに、飼養衛生管理状況を調査して
清浄化への取り組みを開始。
BLV 浸潤状況調査は 13 戸 792 頭を対象
に実施した結果、抗体陽性を示したのは
386 頭で抗体陽性率は 48.7%。抗体陽性率
は農場によって差があり、10%から 80%。
また、飼養衛生管理状況調査を把握する
ため、BLV 伝搬経路に関する内容でアン
ケート調査を実施したが、飼養衛生管理
状況と抗体陽性率に関連性はなし。さら
に導入歴、放牧歴、母牛の BLV 抗体保有
状況と BLV 抗体の有無の関連性を検証し
た結果、放牧による BLV 感染リスクが確
認されたほか、垂直感染の可能性が高い
ことを示唆する結果。このため、水平感
染防止対策と併せて垂直感染防止対策と
して初乳の凍結・加温処理の徹底を指導。
さらに飼養衛生管理の見直しを図り、定
期的な抗体検査を実施することで対策の
効果を確認しながら BLV 清浄化を目指し
ていく 。

14.和牛繁殖農場における牛白血病浸潤状
況および感染経路の一考察：茨城県県北
家保 川西菜穂子、川上純子
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管内の和牛繁殖農場における牛白血病
浸潤状況把握のため H20 年 10 月(1 回目 5
5 頭)、H21 年 10 月(2 回目 32 頭)全頭検
査実施。さらに移行抗体の消失時期把握
のため個体追跡調査実施。寒天ゲル内沈
降試験(AGID)､ ELISA、リアルタイム PC
R(rPCR)実施。1 回目の陽性率は AGID で
30.9%(17/55)、ELISA で 47.3%(26/55)、r
PCR で 30.9%(17/55)、2 回目の陽性率は
AGID で 50%(16/32)、ELISA で 68.8%(22
/32)、rPCR で 56.3%(18/32)。また日齢別
陽性率は 3 ヶ月齢以下 AGID で 57.1%(4/
7)、ELISA で 100%(7/7)、rPCR 全頭陰性。
5 ヶ月～ 3 歳齢(H17 年 7 月出生)全頭(22
頭)いずれも陰性。3 歳齢(H17 年 3 月出
生)以上 AGID で 50%(13/26)、ELISA で
73.1%( 19/26)、 rPCR65.4%( 17/26)。感染
の有無が出生時期で明確に相違。H17 年
6 月まで酪農家で譲渡されたホルスタイ
ン牛の初乳を未処理のまま給与、それ以
降は粉末初乳に切り替えていたことから
乳汁感染を示唆。また、2 回目の検査で
陽転した個体もあり、水平感染も示唆。
移行抗体の消失時期は 4 ～ 5 ヶ月齢と推
察。

15.牛白血病まん延防止のための検討：群
馬県家畜衛研 小渕裕子、吉田幸代

牛白血病のまん延防止の一助とするた
め、牛白血病発症農場 3 戸を含む酪農場
6 戸、乳肉複合農場 1 戸において牛白血
病ウイルス（BLV）の Nested PCR を実
施。検査材料は BLV 抗体陽性の乳用牛 5
頭、黒毛和種牛 3 頭の血液。さらに、3
農場では乳汁 34 検体とバルク乳について
検査を実施。検出された増幅遺伝子につ
いて制限酵素 Bcl Ⅰ、Hae Ⅲ、Pvu Ⅱによ
る RFLP を行い、遺伝子型を分類。乳用
牛 35 頭、黒毛和種牛 2 頭、乳汁 1 検体か
ら BLV 遺伝子を検出。バルク乳からは検
出されなかった。遺伝子型はⅠ型が 5 戸
29 頭（乳用牛 27 頭、繁殖和牛 1 頭）、Ⅲ
型が 1 戸 8 頭（乳用牛）。異なる遺伝子型
の BLV が混在する農場は見られず。各農
場における血液中の BLV 遺伝子検出率
は、33.3 ～ 89 ％。乳汁中遺伝子が検出さ
れた農場の血液中検出率は 89 ％（8/9 頭）、
遺伝子型はⅢ型。血液のみではなく、乳
汁による BLV 伝播も示唆され今後の検査
が必要。

16.牛Ｂ群ロタウイルスが関与した搾乳牛
下痢症の集団発生：埼玉県中央家保 福
田昌治、小山香

牛Ｂ群ロタウイルス（GBR）は主に搾
乳牛の下痢症に関与することが知られて
いるが、国内での報告例は少ない。平成
21 年 5 月、成牛 62 頭を飼養する酪農場
で約 10 日間にわたり牛舎内のほぼ 6 割の

搾乳牛に乳量減少を伴う下痢症が集団発
生。糞便の細菌検査では有意な細菌は分
離されず、ウイルス RT-PCR 検査で発症
牛の糞便乳剤 4 検体中 3 検体から GBR の
特異遺伝子を検出。他の下痢症関連ウイ
ルス特異遺伝子は検出されず。GBR ELIS
A 抗体検査では、発症期血清と比較して、
回復期血清で抗体陽性率が上昇。他の牛
下痢症関連ウイルス抗体価幾何平均値の
有意上昇は認められず。以上から本症例
は本県初の GBR 関与による搾乳牛下痢症
の確認事例。平成 20 ～ 21 年度に採取し
た県内 23 農場 91 頭の子牛血清および 16
農場 116 頭の成牛血清を用いた ELISA 抗
体検査による浸潤状況調査では、子牛で
7 農場（30 ％）・12 頭（13 ％）、成牛で 1
3 農場（81 ％）・62 頭（53 ％）が抗体陽
性。

17.牛白血病の抗体検査法の比較検討：埼
玉県熊谷家保 安里誠、田口清明
当所では従来、牛白血病(BLV）の抗体

検査は寒天ゲル内沈降反応(ゲル沈)で実
施。今年度「病性鑑定指針」が一部改正
され、新たに酵素免疫測定法(ELISA 法)
が検査法に追加。このため、従来のゲル
沈と ELISA 法について、抗体陽性率、検
査時間等を比較検討。血清 216 検体で比
較した結果、ゲル沈陽性血清 80 検体は全
て ELISA 法でも陽性。ゲル沈陰性血清 13
6 検体中 72 検体が ELISA 法では陽性。陽
性率はゲル沈で 37.0%、ELISA 法で 70.4
%。両検査の一致率（判定一致数／検体
数× 100）は 66.7%。また、両検査方法の
判定は、ゲル沈では沈降線による目視に
対し、ELISA 法では、吸光度が数値化さ
れているため検査結果の判定は明確。検
査時間は、44 検体実施の場合、実検査時
間はゲル沈約 30 分、ELISA 法約 33 分で
大差なし。しかし、ELISA 法では反応時
間を含めて 2 時間 15 分を要し、検査者の
拘束時間が延びることを確認。１検体当
たりの検査コストは検査実施検体数によ
って異なり、4 検体ではゲル沈 481 円、E
LISA 法 890 円、20 検体ではゲル沈 475 円、
ELISA 法 536 円、44 検体ではほぼ同額の
約 473 円。

18.牛ウイルス性下痢・粘膜病対策による
効果の検証：東京都家保 寺崎敏明、岩
倉健一

2009 年 2 月、牛ウイルス性下痢ウイル
ス(BVDV)持続感染牛（PI 牛）1 頭を摘
発。疫学調査の結果、預託育成中に母牛
が野外感染したものと推定。本事例を契
機に、過去分離された BVDV20 株の疫学
調査、2004 年以降実施した清浄化対策に
よる効果を検証。併せて 1 型と 2 型の BV
DV 抗体検査を行い不活化ワクチン接種
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の効果を検証。疫学調査から、妊娠牛へ
の生ワクチン誤接種の危険性、牛の転出
入による BVDV の侵入・拡散、PI 牛淘汰
に対する畜主の抵抗感等の問題が顕在化。
継続した対策の結果、2006 年以降預託転
出牛に対し生ワクチン接種の徹底、2008
年からは不活化ワクチンの選択的利用を
実施。PI 牛淘汰円滑化のため 2008 年 4 月
から淘汰助成金を支給開始。抗体検査で
は、不活化ワクチン複数回接種牛群に比
べ１回接種牛群で 2 型抗体価低く、不活
化は複数回接種が望ましいと推察。ワク
チンによる予防、検査による摘発、奨励
金による速やかな淘汰という一連の体制
が確立し清浄化対策が充実。

19.牛白血病抗体および遺伝子検査におけ
る一考察：東京都家保 木村麻奈、寺崎
敏明
平成 20 年度、管内で 2 戸 2 頭の牛白血

病(BL)発症例報告。例年 BL 抗体検査で、
平成 20 年度はゲル内沈降反応法（AGP）
で 30 戸中 15 戸、平成 21 年度は ELISA
で 30 戸中 20 戸が陽性。従来の AGP に加
え、ELISA、他に遺伝子検査としてリア
ルタイム PCR 法(rt-PCR)を実施、有用性
を検討。材料として、いずれも経時的に
Ａ農場で 17 頭を各 3 回、Ｂ農場で子牛 5
頭の採血を各 4 回実施。Ａ農場では、陽
性率は 3 回とも ELISA が も高値。また、
抗原検査を実施した延べ 32 頭中 5 頭が E
LISA 陽性かつ rt-PCR 陰性となった。Ｂ
農場は、平成 20 年度時検査で AGP によ
る抗体陽性率が 63.6 %と高く、検査法の
評価と共に対策として指導した初乳の加
熱による感染防御効果も検討。検査結果
で移行抗体と考えられる陽性個体が AGP
及び ELISA で延べ 3 頭存在したが、rt-PC
R はすべての個体が 4 回とも陰性。検査
結果より、ELISA は高感度で BLV 抗体検
出に有用な検査法。また、加熱初乳の給
与ではどの個体も未感染。

20.管内における牛ウイルス性下痢ウイル
スの浸潤状況(第 2 報)：神奈川県湘南家
保 松本哲、草川恭次

平成 20 年 3 月における県内初の BVD
ウイルス 2 型の PI 牛確認を契機として、
本病の防疫対策検討のため管内 10 市町 1
00 農場 516 頭の 1 型を含めた抗体保有状
況調査を実施。結果、1 型の抗体保有牛
の割合は戸数で 63.0 ％、頭数で 40.1 ％、
2 型ではそれぞれ 60.0 ％、37.0 ％となり、
共に管内 10 市町で抗体保有牛が認めら
れ、広範囲の浸潤を確認。一方で牛の移
動歴に注目すると、自家育成牛群の 1 型
の抗体保有率は 25.6 ％、2 型は 23.5 ％で
あったのに対し、移動歴のある牛群では
それぞれ 79.8 ％、75.0 ％と有意に高かっ

た。今回の調査から、預託・導入等によ
り管内に BVD ウイルスが浸潤した可能性
があり、今後も侵入の危険性がある。対
策としては、導入直後の牛や自家育成牛
等の抗原・抗体検査を実施し、ウイルス
排出牛を摘発することが重要。同時に、
ウイルス排出牛の淘汰・隔離や、低抗体
価牛へのワクチン接種等の実施が必要。

21.管内酪農家における牛白血病ウイルス
の浸潤状況：山梨県西部家保 三橋一展、
清水景子

地方病性牛白血病は、近年全国的にそ
の発症数が増加していることから、現状
を正確に把握する必要があると考え、管
内の全酪農家を対象に浸潤状況調査を実
施した。材料は平成 20 及び 21 年度の牛
定期検査の余剰血清を用いて、管内 5 市
町の酪農家 43 戸、1,325 頭について寒天
ゲル内沈降反応検査を実施した。その結
果、抗体陽性牛は 43 戸中 12 戸（陽性率
28%）、1,325 頭中 58 頭（陽性率 4.4%）認
められ、平成 4 及び 5 年の結果（戸数：3.
7%、頭数：1.4%）と比べると陽性率は上
昇していた。また、疫学的には感染牛の
導入や近隣陽性農家からの伝播等により
ウイルスが侵入し、同居牛へ水平感染し
ていると推察された。本疾病を効率的に
清浄化するためには、全国レベルでの清
浄化プログラムの策定、抗体陽性牛の早
期更新に対する助成制度の創設等が望ま
れるが、当面は農家に対して理解醸成と
従来の対策を継続するとともに、同意を
得た上で陽性牛の情報等を診療獣医師等
の関係者と共有し活用していきたい。

22.牛伝染性鼻気管炎(IBR)の発生事例：
山梨県東部家保 内田幸、菊島一人
平成 21 年 8 月、乳用牛飼養農場で初産

牛 6 頭が発熱、水様性鼻汁を呈し、抗生
剤治療による症状の改善が見られなかっ
た 2 頭（発症前 1 ヶ月内に分娩）につい
て、病性鑑定を実施。ウイルス分離検査
において、鼻腔スワブ乳剤接種細胞から I
BR の FA 法により特異蛍光を確認。また、
同乳剤から野外株の牛ヘルペスウイルス
1 型（BHV-1）の特異遺伝子を検出。2 頭
のペア血清で BHV-1 に対する有意な抗体
上昇（pre：<2 倍、post：64 倍）を確認。
検査結果より、当該牛 2 頭は野外株の BH
V-1 感染による IBR と診断。当該農場は
少なくとも 2 ～ 3 年は導入なく、ワクチ
ン未接種のため、当該牛に潜伏感染して
いた野外株 BHV-1 が分娩ストレスにより
再排泄され発症し、同時期発症のあった
同居牛とはフリーバーン飼養のため、濃
厚接触があり感染した可能性があると推
察。後日ワクチン接種が実施され、発症
は確認されていない。今後も発生予防の
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為に定期的なワクチン接種が重要。

23.牛白血病清浄化への取組み：長野県飯
田家保 神戸三希
平成 19 年４月に管内大規模農場(以下

Ａ農場)の関連農場が飼養する黒毛和種繁
殖牛１頭で牛白血病が確認された。Ａ農
場の牛白血病抗体保有状況を調査したと
ころ、293 頭中 67 頭(23%)が陽性。Ａ農
場では関連農場及び県関係者と協議の上、
対策として抗体陽性牛(陽性牛)の隔離飼
育等を実施。預託の受け入れや導入につ
いては、抗体陰性が確認されたもののみ
とした。抗体陰性牛については年２回の
抗体検査を実施。なお、抗体陽性牛の早
期淘汰が困難なため、まん延防止に重点
を置いた。平成 21 年度に対策を再検討し、
抗体検査を年３回とした。平成 21 年 10
月に実施した定期検査では、新たな陽性
牛は確認されなかった。牛白血病につい
ては発生規模に応じた対策が必要であり、
経営維持のためにはまん延防止に重点を
置くことも重要。

24.複数のウイルスが関与した肉用牛の集
団呼吸器病：長野県松本家保 宮本博幸、
林健

2009 年 10 月、長野県内の一肥育場で、
呼吸器病 5 種混合生ワクチン接種済み肉
用牛に集団呼吸器症状が発現。発症牛か
ら採材した 9 頭の鼻腔スワブ、10 頭のペ
ア血清を用いて各種検査を実施。2 頭の
鼻腔スワブからウイルスを分離し、FA 法
により牛伝染性鼻気管炎( IBR)ウイルス
と同定。2 株の分離ウイルスの DNA は識
別 PCR によりワクチン株とは相異。抗体
検査で IBR 3 頭、牛ライノウイルス病(B
RV) 6 頭、牛アデノウイルス病 7 型(Ad-7)
2 頭、牛パラインフルエンザ 3 型(PI-3)

4 頭の各抗体の有意上昇を確認。以上の
結果から、本症例を IBR、BRV、Ad-7、P
I-3 混合感染と診断。急激な気温変動、混
合感染等が発症誘因と考察。しかし、本
農場は全頭へワクチン接種済み、衛生状
態も良好であったため、発症は一部牛房
のみで重症例なく、被害を 小限に留め
たと考察。ワクチン接種や日頃の衛生管
理の重要性を再認識。

25.牛白血病ウイルス浸潤状況調査と清浄
化対策の推進：新潟県下越家保 市村有
理、森田笑子

牛白血病の発生は全国的に増加傾向に
あることから、管内酪農家における牛白
血病ウイルス（BLV）浸潤状況把握のた
め、平成 20 年度保存血清を用いて乳用牛
574 頭（57 戸）について BLV 受身赤血球
凝集反応による抗体検査を実施。抗体陽
性率は戸数 72%、頭数 34%と広く浸潤し

ていることが判明。巡回時に農場個別の
検査結果を回答。BLV 対策の重要性につ
いて衛生広報や研修会を活用し啓発。清
浄化に前向きだった 4 戸で飼養牛全頭の
抗体検査を実施した結果、農場別の陽性
率は 17 ～ 49%。農場を主役とするコミュ
ニケーション手法を用いて対策を検討。
①初乳の加温または凍結処理、②抗体陽
性牛と陰性牛の群分け、③人為的伝播の
防止、④陽性牛の計画的淘汰など、農場
が実施可能な対策を選択。2 戸で対策後
の全頭検査を実施した結果、1 戸では新
たな陽性牛は確認されず対策の有効性を
確認。他の 1 戸では陽転率が 19%と高か
ったことから対策を再構築中。

26.定期検査を利用した牛白血病対策の検
討：新潟県中越家保 田中健介、村山修
吾
平成 21 年 1 月に管内 A 酪農場の死亡牛

の病性鑑定を実施し牛白血病と診断。飼
養牛全頭の牛白血病ウイルス(BLV)抗体
検査を実施したところ、32 頭中 3 頭陽性。
また、自主的に検査依頼のあった B 酪農
場の飼養牛全頭の BLV 抗体検査を実施し
たところ、23 頭中 1 頭陽性。A 及び B 酪
農場の陽性牛 4 頭すべてが導入牛であっ
たことから、導入牛の BLV 汚染状況を調
査する目的で、平成 20 年度及び 21 年度
のヨーネ病定期検査で採血した血清を用
い、BLV 抗体検査を実施。県外導入牛 28
3 頭中 64 頭陽性(22.6%)、57 農場中 26 農
場陽性(45.6%)。導入牛による BLV 汚染
の高いリスクが認められた。当所のヨー
ネ病定期検査は導入牛と 5 歳以上の高齢
牛を対象に実施しており、これらの血清
を利用した BLV 抗体陽性牛の早期発見、
農場の BLV 汚染状況に応じた適切なまん
延防止対策が有効と思われた。

27.管内におけるアカバネ病の発生とウイ
ルス浸潤状況調査及びワクチン接種率の
向上対策：新潟県中越家保 村山修吾、
田中健介

平成 20 年度のおとり牛によるアカバネ
病抗体調査において、管内 2 市 3 農場で
9 月以降アカバネウイルス(AKAV)抗体が
県内で唯一陽転し、平成 10 年度以来の A
KAV の流行を確認。平成 20 年 8 月～ 21
年 3 月末までの異常産病性鑑定 13 例中 7
例をアカバネ病もしくはアカバネ病を疑
うと診断。異常産の形態は生体 2 例、娩
出直後死亡 2 例、死産 3 例。異常産子の
剖検所見は体型異常 3 例、大脳欠損 2 例
で、他の 2 例は肉眼的に著変なし。管内
の AKAV 浸潤状況を確認するため 8 市町
57 農場 259 頭についてエライザ法による
抗体検査を実施。結果 7 市町 30 農場 65
頭が抗体陽性で管内に広く AKAV が浸潤
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したことを確認。併せて管内酪農及び和
牛繁殖農場におけるワクチン接種状況を
調査。平成 20 年度全 104 農場中、接種は
41 農場で接種率 39.4 ％。今回の流行を受
けワクチン接種を指導し、平成 21 年度は
農場接種率で 68.7 ％に向上。今後もワク
チン接種の継続と未接種農場への啓発を
図り、接種率の維持・向上が必要。

28.アカバネ病による異常産の発生と浸潤
状況調査：新潟県中央家保 会田恒彦、
篠川有理

平成 20 年、県内 20 戸 60 頭のおとり牛
を用いた調査において、中越家保管内で
アカバネウイルス(AKAV)抗体が 9 月に 2
戸 3 頭で陽転し、1 頭の血漿から AKAV
を分離、11 月は 3 戸 4 頭が抗体陽性。異
常産 18 症例中(20 年 9 月～ 21 年 3 月)、2
症例をアカバネ病疑い、1 ～ 3 月の死産 2、
起立不能 2、出生直後死亡 2 の 6 症例を
アカバネ病と診断。死産胎子及び子牛は
剖検で体型異常、脊椎湾曲、大脳欠損を
認め、病理組織学的検査では一部で矮小
筋症を認めた。また、AKAV 抗体価は 4~
1024 倍で、脳幹部と脊髄からのウイルス
分離及び PCR 検査は陰性。県内 39 戸 196
頭の浸潤調査では 9 戸 23 頭が抗体陽性、
県北の下越家保管内は陰性。分離株は遺
伝子解析で OBE-1 株を含む genogroup Ⅱ
に属し、同年に鹿児島県で分離された株
とほぼ 100%一致。平成 20 年の国内 AKA
V の流行は同一株によるもので、新潟県
は北限で 9 月以降に浸潤したと推察。

29.バルク乳による牛白血病のスクリーニ
ング検査：静岡県東部家保富士分室 森
比佐子、芹澤正文
平成 20、21 年度に全頭採血した、搾乳

頭数９～ 74 頭規模の 33 農場、計 1522 頭
の血清及びバルク乳を用い、個体血清の
寒天ゲル内沈降反応（AGP）とバルク乳
の ELISA 検査の結果を比較（ELISA は輸
入キット使用）。陽性農場の摘発は搾乳牛
AGP とバルク乳 ELISA で 100 ％一致。搾
乳牛 AGP 陽性率とバルク乳 ELISA 値に
正の相関あり（相関係数 0.89）。特に、E
LISA 値 110 以上で陽性率 50 ％以上の判
定可能と示唆。また、搾乳牛１頭のみ陽
性の２農場（搾乳頭数 21 頭、34 頭）も
バルク乳 ELISA で摘発。内１農場では、
抗体陽性牛が乾乳中であった平成 20 年度
はバルク乳 ELISA 陰性。以上から、効率
的に牛白血病の浸潤状況を予測するため
のスクリーニング検査方法としてバルク
乳による ELISA 検査は有効であり、かつ、
定期的に検査することでモニタリング効
果も期待。

30.1 農場で確認された牛ウイルス性下痢

ウイルスについて：静岡県中部家保 戸
塚忠、齊藤妙子
県内A農場の飼養牛118頭で、牛ウイルス

性下痢ウイルス(BVDV)の分離及び抗体検査
を実施し、2008年7月及び11月、09年6月生
まれの3頭の持続感染牛（PI牛）を確認。PI
牛の血清、白血球、鼻腔ぬぐい液、糞便、
尿を材料にウイルス分離、前後血清を材料
に遺伝子学的検査を実施。分離株はいずれ
も非細胞病原性(NCP)株、遺伝子型1Cで抗体
検査の結果から農場内に1型の浸潤を確認。
PI牛からのウイルス分離では糞便及び尿は
陰性。遺伝子解析の結果、5’UTR領域では6
株とも100％一致、E2領域では6株中4株は同
一株であったが残り2株（1頭の前後血清）
はそれぞれ1塩基及び4塩基が一致せず、農
場内に異なるBVDV株が侵入した可能性も疑
われた。一方、県内でこれまでPI牛が確認
された7農場のうち3農場は、1年後の再検査
でもPI牛が確認され一旦農場内に侵入する
と長期にわたり被害を及ぼす可能性が示唆
された。

31.BLV 感染牛における抗体価と BLV 遺
伝子数の関係及び BLV 遺伝子数の変動要
因：富山県東部家保 池上良
牛白血病ウイルス(BLV)抗体検査キッ

トとして国内で開発された ELISA の試作
品と従来のゲル内沈降反応(AGID)、受身
赤血球凝集反応(PHA)の感度及び精度を
比較し、さらに BLV 遺伝子数の変動動態
を検証するため、3 農場 234 頭のホルス
タイン種の血清及び血液を採取、Real-Ti
me PCR による BLV 遺伝子数を指標とし
て検討。さらに一酪農家で 1 年 4 ヶ月間
に 129 頭延べ 470 検体の血液を採取し BL
V 遺伝子数を調査。Real-Time PCR と各
抗体検査法との陽性及び陰性一致率は A
GID でそれぞれ 74.5%及び 100%、PHA で
82.7%及び 97.6%、ELISA で 86.4%及び 99.
2%。また ELISA 抗体価と BLV 遺伝子数
は高度に相関(y=0.9110x+0.1178,R=0.9303,
P<0.0001)。さらに BLV 遺伝子数は感染
牛 51 頭のうち 78%が 100 倍以内の幅で変
動。以上より ELISA が感染源高リスク牛
の判別に有用であり、また感染源リスク
が月齢や周産期によって大きく変動しな
いことが判明。

32.凍結組織及びパラフィン包埋切片から
のリアルタイム PCR による牛白血病診断
法の検討：富山県東部家保 小桜利恵、
池上良
地方性牛白血病(EBL)の診断におけるリ

アルタイム PCR の有用性を検討。病鑑牛
のうち、EBL 発症牛 2 頭及び BLV 抗体陽
性の未発症牛 2 頭からそれぞれ 5 ～ 7 ヵ
所のリンパ節を採取。凍結材料及びパラ
フィン包埋(PE)切片からリアルタイム PC
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R により BLV 遺伝子量を測定、また病理
組織学的に観察。その結果、発症牛 2 頭
ともに重度の腫瘍病変を、未発症牛 1 頭
に初期病変を疑う像を確認。凍結材料の
BLV 遺伝子量は発症牛、未発症牛で 103.
25 ± 0.15、101.88 ± 0.41 コピー/ngDNA。
発症牛が有意に多くまた 103 コピー /ngD
NA を超えるものは EBL 発症と診断され
ると考察。PE 切片では凍結材料よりも B
LV 遺伝子量は少なく、発症牛でより大き
く減少し、発症牛、未発症牛で 101.41 ±
0.41、101.06 ± 0.55 コピー/ngDNA。両者
に有意差はなく、PE 切片の値からは EBL
発症を診断できないと考察。しかし未発
症牛で凍結材料と PE 切片の値に強い相関
を確認。他の病原体への応用も示唆。

33.石川県飼養牛のパラポックスウイルス
（PPV）浸潤状況：石川県南部家保 伊
藤美加、松田達彦

PPV 感染症は、県内では牛、ニホンカ
モシカで確認。本症の潜伏・不顕性感染
を危惧し、県内飼養牛の PPV 浸潤状況を
調査。また、2 種の抗原を比較。2007 年
度血清 750 検体について、牛丘疹性口炎
ウイルス（BPSV Ishikawa-B 株）とオー
フウイルス（ORFV IJS087 株）を抗原と
し、ゲル内沈降反応で検査。BPSV 抗原
に対する陽性率は、乳用牛農家で 0 ～ 21.
9 ％、肉用牛農家で 8.3 ～ 33.3%と、地域
差は認めず。一方、育成放牧場では 33.3
～ 82.4%で、農家飼養牛より高値(p<0.01)。
農家での陽性牛 57 頭中 21 頭に放牧場預
託歴があり、13 頭が県外導入牛。また、
ORFV 抗原に対する陽性率は、BPSV と比
べ、同程度～若干低値で、沈降線は弱い
傾向。疫学調査では、導入元およびニホ
ンカモシカ生息域と陽性率に関係を認め
ず。以上から、県内の PPV は、牛同士の
接触機会が多い放牧場で維持されている
と推測。また、PPV 種同士は血清学的に
交差するが、牛での抗体調査には BPSV
抗原の方が有用であることが示唆。

34.アカバネ病発生予防に向けたワクチン
接種推進の取組み：福井県家保 吉田靖、
松井司
福井県で平成 20 年 10 月にアカバネ病

が 10 年ぶりに発生。翌年の流行期前のワ
クチン接種（ワクチン）推進に向け 6 ケ
月間に渡り組織的な対策に取組む。同年
11 月に地域別の浸潤状況確認調査し基本
方針を決定。接種終了までのタイムスケ
ジュールを作成し、関係機関等に協力依
頼。平成 21 年 1 ～ 2 月に巡回指導時にワ
クチンの必要性と接種時期を周知徹底。
同時に定期広報誌「家保だより」で国内
のウイルス抗体動向等の情報を提供。同
年 2 ～ 3 月に各市町自衛防疫組合でまと

めた農家毎の接種希望頭数を基に畜産協
会と接種計画を策定。同年 4 ～ 6 月に開
業獣医師等と協力しワクチンを実施。ワ
クチン延頭数は平成 20 年の 10 戸 208 頭
から平成 21 年は 56 戸 2,052 頭(対象牛の
約 95%)に急増。接種後はアカバネ病を疑
う症例は認めず。ワクチンに要した農家
の負担額は県全体で約 240 万円。損失総
額は判明した症例分だけでも約 400 万円
と試算。流行したウイルス株は genogroup
Ⅱと確認し、生後感染型での同型ウイル
ス分離に国内で初めて成功。

35.福井県における牛コロナウイルスの遺
伝子解析：福井県家保 三竹博道、葛城
粛仁

福井県で検出された牛コロナウイルス
（BCV）の傾向を把握することを目的と
して遺伝子解析を実施。材料として 2002
年以降の BCV 特異遺伝子が検出された保
存 RNA11 検体を用い、Kanno らの報告に
基づき BCV の S 遺伝子 polymorphic regio
n を含む 567bp を RT-PCR 法によって増幅
した後、制限酵素 Ava Ⅱと EcoO65 Ⅰを
用いた RFLP により遺伝子型別を実施。
また、PCR 産物をダイレクトシークエン
ス法により塩基配列を決定し分子系統樹
解析をした。RFLP による遺伝子型別では
2009 年の 1 検体が既報の切断パターンと
異なり分類できず、分子系統樹解析では
グループ４に分類。残りの 10 検体は両方
の結果が一致し、2002 年および 2003 年
の 3 検体はグループ３、2004 年以降の検
体はグループ２が１検体、グループ４が
７検体で流行年によって優勢なグループ
が異なっていた。また、今回解析した検
体で塩基配列が全く同じものはなく、県
内には複数の株が侵入していたことを示
唆。

36.牛白血病清浄化へのアプローチ：岐阜
県西濃家保 伊藤一智、安藤俊二

管内一酪農家（約 70 頭飼養）において
平成 21 年 1 月から 3 月にかけて牛白血病
が続けて 3 例発生。そこで当該農場の保
存血清を用い、過去 6 年間の本病の抗体
検査（寒天ゲル内沈降反応）を実施。そ
の結果、陽性率は平成 16 年度の 12.2 ％
から平成 21 年度は 52.8 ％へと大幅に上
昇。そのため全頭で血液一般検査を実施
したところ、リンパ球増多を示す個体を
多数確認。これらの原因を調べるため、
各種検査結果に牛個体情報（生年月日、
産地、舎内配置等）を組み合わせ、疫学
的考察を行った。それらのデータを用い
農家指導をしたところ、畜主の本病の清
浄化に対する理解が深まり、畜主自らが
積極的な対策を講じるようになった。本
病の清浄化を図るためには今回のように



- 9 -

わかり易いデータを示すことで、畜主の
自主性を引き出すことが不可欠であると
思われる。

37.管内繁殖和牛飼養農家における牛白血
病の浸潤状況と清浄化対策：三重県北勢
家保 平塚恵子、福浦弘幸

管内 10 戸の繁殖和牛飼養農家におい
て、平成 20 年、21 年のヨーネ病定期検
査余剰血清を利用し、牛白血病(BLV)抗
体保有状況を寒天ゲル内沈降反応(AGP)
により調査。抗体陽性農家は 7 戸。対策
実施農家 2 戸(農家 A、B）の事例。農家
ＡではＨ 20 年 2 月 BLV 抗体陽性牛確認
後、農場内浸潤状況把握のため繁殖和牛
全頭の AGP を実施、16.2 ％が抗体陽性。
陽性牛を隔離し、導入牛の抗体検査等清
浄化対策を実施。平成 20 年 11 月、21 年
11 月にヨーネ病検査余剰血清で、AGP、
さらに受身赤血球凝集反応(PHA)による
抗体検査を実施、隔離飼養牛のみ陽性、
発生の拡大は認めなかった。農家Ｂでは、
平成 20 年 4 月に抗体陽性牛確認後、繁殖
和牛全頭の AGP を実施、14.9 ％が抗体陽
性。陽性牛の淘汰等清浄化対策を実施。
平成 21 年 3 月、10 月に繁殖和牛全頭の A
GP、PHA で全頭陰性を確認。早期清浄化
には、淘汰・隔離飼養が有効。まん延防
止には、導入牛の抗体検査が必須と考察。

38.牛白血病の発生事例と防疫対策の課題
：三重県中央家保伊賀支所 中尾真治、
山出太陽

肉用繁殖牛で眼球突出、眼結膜の露出
を主徴とした病性鑑定依頼があった。体
表リンパ節の腫脹確認できず直腸検査で
の腸骨下リンパ節の触知は不可であった
が、ゲル内沈降反応検査で牛白血病ウィ
ルス(BLV）抗体の確認、血液塗抹検査で
異型リンパ球の出現、リンパ球比増加（7
1 ％）がみられ成牛型白血病と診断。そ
の後、病状が進行し両眼の視力障害、衰
弱により予後不良と判断、鑑定殺を実施。
病理検査で腸管膜リンパ節、肝臓、心臓、
第４胃壁などに異型リンパ球の浸潤を認
めた。当該牛は平成 18 年度の抗体検査で
は陰性、その後感染し、分娩後のストレ
スで発症し急性経過を取ったと推察。平
成 19 年度の当該農場の繁殖牛の抗体検査
で 16 頭中 10 頭が陽性、牛舎一棟に陽性
牛を集め隔離飼育を実施し、現在までに
陽性牛４頭を廃用。本年度抗体検査では
17 頭中 8 頭が陽性で新たに２頭の感染が
あった。陽性率は 62.5%から 47.1%に若干
の低下。限られた畜舎スペースでかつ一
斉淘汰は困難であるため順次淘汰を進め
清浄化に取り組みたい。

39.一酪農農場において発生した複数のウ

イルスが関与した下痢症：三重県中央家
保 井上大輔

2008 年 11 ～ 12 月、約 40 頭飼養の一
酪農農場において、２牛舎の育成・搾乳
牛計 10 頭が水様性下痢を発症。初発から
約２週間後、回復傾向にあった牛群の４
頭が血便へと転化。初発時減少した乳量
は回復傾向にあったが、血便発生後再減
少。病性鑑定の結果、初発時糞便３検体
から G10P[11]型で同一株の A 群ロタウ
イルス（GARV)を分離。血便３検体から
牛コロナウイルス（BCV）遺伝子を検出。
初発時糞便、血便から牛エンテロウイル
スを分離。初発から血便発生までに、育
成牛群で GARV、BCV 抗体価が有意上昇。
血便発生以降搾乳牛群で GARV、BCV、
牛アデノウイルス７型、育成牛群で BCV
の抗体価が有意上昇。以上の成績より、
本症例を GARV、BCV 等複数のウイルス
が関与したウイルス性下痢症と診断。疫
学的には、育成牛舎からのウイルス伝播
が疑われた。対策として、今後のワクチ
ン接種を指導。

40.牛白血病ウイルス(BLV)清浄化に向け
ての検討：滋賀県家保 山本逸人、福原
理映子

本県では､寒天ゲル内沈降反応(AGP)に
よる BLV 抗体検査を隔年実施。本所管内
における浸潤状況の推移、感染拡大の要
因、清浄化対策を検討。AGP による県内
の陽性牛率は、2006 ～ 2007 年で乳用牛 2
3 ％、繁殖和牛 4 ％、2008 ～ 2009 年で 2
7 ％、3 ％。2 年間で陽性率が 20 ％以上
上昇した農家と 10 ％以下で維持した農場
の飼養状況を調査した結果、垂直感染を
疑う牛、隔離の未実施(P<0.05)、淘汰の
未実施、サシバエの多数存在(P<0.1)で有
意な差。また、高リスク牛を摘発する検
査の検討のため、ELISA とその他の検査
法を比較。ELISA は、AGP に対する相対
感度が 100 ％で、リアルタイム PCR(rt- P
CR)と結果が異なる割合が AGP のそれよ
り高率。よって、淘汰牛選定のための検
査としては不適。また、EC の鍵陽性とな
った検体は全て ELISA、AGP 陽性。よっ
て、AGP、EC の鍵、rt- PCR の順に淘汰
牛を選抜していく事が目的に合致。今後、
高陽性率農場では、淘汰牛の選抜、隔離
の徹底を指導。

41.牛白血病ウイルス(BLV)の血中遺伝子
の定量による感染伝播リスクの検討：京
都府中丹家保 種子田功、森一憲

【はじめに】リアルタイム PCR 法(r-P
CR)による BLV 高感染率農場における牛
の血中 BLV 遺伝子量(血中 BLV 量)を定
量し、感染源となるリスクについて検討。
【材料及び方法】BLV 抗体陽性率 70 ％
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の酪農家 1 戸をモデル農家に選定。平成
21 年 7 月及び 12 月に実頭数 46 頭(延べ 7
4 頭)について一般血液検査、受身赤血球
凝集反応(PHA)及び ELISA による抗体検
査、遺伝子検査を実施。【結果及び考察】
r-PCR による BLV 感染牛の検出は、PHA
及び ELISA による抗体検査と比較し高感
度。高血中 BLV 量の牛ではリンパ球百分
比が高い傾向にあり、持続性リンパ球増
多症(PL)発症牛との関連が示唆。６か月
齢以下の子牛 8 頭中 3 頭で BLV 遺伝子を
検出。子牛の月齢から胎盤感染が疑われ、
その母牛の血中 BLV 量は 105(ｺﾋﾟｰ/μ gD
NA)以上と高値。以上のことから高血中
BLV 量の牛は、PL 発症の可能性が高く、
水平及び垂直感染の感染源となるリスク
が高いと考えられ、 r-PCR を用いた摘発
は高感染率農場での対策を策定する上で
有用。

42.牛白血病ウイルスの経乳感染防止に関
する調査：京都府丹後家保 田中義信、
極山太
【はじめに】牛白血病ウイルス（BLV）
の蔓延が見られた１酪農場で凍結及び熱
処理の初乳給与による経乳感染防止効果
と経乳感染初期のリンパ関連組織（組織）
中の BLV プロウイルス（BLPV）につい
て調査。【方法】試験①：子牛を給与初乳
により非処理(９頭)、凍結処理(８頭)、
熱処理(８頭)の３群に区分。末梢血中 BL
PV と血清中 BLV 抗体をそれぞれ PCR
法、PHA により検査。試験②：BLV 陽性
非処理初乳を給与された２週齢子牛(３
頭)の末梢血及び組織（回腸パイエル板、
脾臓、胸腺、浅頸リンパ節）中の BLPV
を PCR 法により検査。【結果】試験①：
非処理及び凍結処理で全頭抗体陽性。熱
処理の８頭中７頭で２０か月齢まで BLP
V は非検出、残り 1 頭は２週齢で BLPV
が検出。試験②：BLPV は２頭で全検体
とも非検出、１頭で組織及び末梢血から
検出。【考察】熱処理初乳給与は感染防止
に効果があると推察。２週齢で末梢血で
BLPV が検出された子牛では胎盤感染が
疑われ、体内で BLPV 増殖の可能性が示
唆。

43.アカバネ病流行後農場別抗体保有状況
：大阪府南部家保病性鑑定室 葛西知江
昨年度府内でおとり牛のアカバネ病抗

体陽転、異常産 11 例発生。流行前後にお
ける抗体保有状況を把握し対策に資する
ため管内乳用牛で調査。材料は流行前 H1
9 年 4、5 月の血清 20 戸 222 検体、流行
後 H21 年 2 から 9 月の前述農場を含む 35
戸 1339 検体。方法は JaGAr39 株を指示ウ
イルスとした中和試験。個体別抗体保有
率は流行前 1.4%、流行後 38.5%。流行後

農場別抗体保有率は発生および発生を疑
う農場 9 戸で 9.4%から 100%(平均 71.0
%)、非発生農場 26 戸で 4.9%から 100%(平
均 45.8%)。以上より流行後には個体別抗
体保有率が上昇したが農場別抗体保有率
は農場間のばらつきが大きく、発生があ
っても保有率の低い農場もみられた。本
病に限らずアルボウイルス感染症は気候
等の変化に伴い流行地域の拡大が懸念さ
れていることから今後とも警戒の目を緩
めず対応していきたい。

44.牛白血病の診断方法の検討とまん延防
止対策：兵庫県和田山家保 名部美琴、
佐織德彦
乳用牛約 40 頭、繁殖和牛約 10 頭を飼

養する農場で平成 21 年 9 ～ 12 月毎月全
頭検査を実施。平均陽性率は AGID32%、
ELISA59%、PHA61%、Nested-PCR（PCR）
46%。いずれかで陽性の 24 頭は定量 Real
-Time PCR（ rPCR）で遺伝子量を測定、
各検査結果と比較。さらに遺伝子量と Be
dixen の鍵の判定結果を比較。AGID は遺
伝子量の多い個体で陽性。ELISA 値の高
い個体は遺伝子量も多くなる傾向があっ
たが、期間をとおして ELISA 陽性で rPC
R と PCR は陰性の個体が 2 頭存在。Bendi
xen の鍵で陽性の個体は牛群内で遺伝子
量の多い個体(102 コピー／ ngDNA 以
上)。陽性牛の診断は抗体および遺伝子検
査の併用が必要で、更新順位の選定は遺
伝子量に加え、Bendixen の鍵も効果的と
推察。AGID 抗体陽性牛 7 頭の直検手袋
付着便、超音波診断装置プローブの消毒
後の拭き取り検体で遺伝子検査を実施、
それぞれ 4 検体、1 検体から遺伝子を検
出。まん延防止にはプローブのカバーな
ど人為的感染防止対策の徹底が必要。

45.ホルスタイン種における牛白血病の病
態調査と牛主要組織適合抗原(Bovine Leu
kocyte Antigen)アレルタイピング：兵庫
県姫路家保 富田啓介、中条正樹

理研との共同研究で、牛白血病の病態
調査と牛主要組織適合抗原(BoLA）遺伝
子型別を実施。材料：平成 21 年 7 ～ 11
月に摘発したホルスタイン種（29 ～ 140
月齢）18 例、未発症牛（107 月齢以上）9
戸 39 例の血液。方法：血液検査、病理検
査は 一般染色と抗 CD79a・抗 CD3 抗体
による免疫染色、ウイルス検査は BLV の
AGID・PHA、PCR 及び PCR 産物を RFLP
法で遺伝子型別、BoLA 遺伝子型別は PC
R-sequence based typing 法。結果：発症牛
での白血球異型は必発でなく 57%（8/14）、
生前診断が困難。腫瘍は、全例（18/18）
びまん性大細胞リンパ肉腫、B 細胞由来
17 例（45 月齢以上）全て PCR 陽性、T 細
胞由来 1 例（29 月齢）PCR 陰性。未発症
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牛は、AGID56%（22/39）・PHA 74%(29/3
9)陽性、PCR は全例（39/39）陽性。BLV
遺伝子型は、全例Ⅰ型。BoLA 遺伝子型
は、1501 型が、発症牛では有意に高く（P
<0.05）高発症リスクと推察。今後は、Bo
LA 遺伝子型情報も対策の一助に活用。

46.牛白血病の一症例と浸潤状況調査：奈
良県家保 橋村紘美

牛白血病(BL)の発生が全国的に増加す
る中、家畜保健衛生所にて病性鑑定を行
い、BL と診断した一事例があった。発生
農場は山間部に位置し、全 41 頭を飼養す
る酪農家で、平成 17 年にも、と場にて 1
頭の BL の発見。以上を踏まえ、発生農
場にて全頭採血を実施し、BLV 抗体検査
(AGP)、PCR 検査、白血球数測定及び塗
沫検査を実施。さらに、管内農場の計 19
3 頭の AGP を実施。発生農場における抗
体陽性率は 73.2%、PCR 検査陽性率は 81.
6%。白血球数 1 万以上のものは 52.6%で
あり、血液塗沫標本に異常は見られず。
また管内農場の BLV 抗体陽性率は 9.23
%。以上より、発生農場は高率に BLV に
汚染されていることを確認。今後の対策
として、淘汰を勧めることは農家負担が
大きいので、現実的な方法を提案予定。
また、BL に対する畜主の注意が希薄であ
ることから、発生農家以外にも注意喚起
したい。

47.管内の牛白血病（BL）浸潤状況：奈良
県家保 山中真美、前田寛之
管内酪農家を中心に抗体検査を実施、さ
らに陽性牛について詳細な検査を実施。
検査頭数 156 頭のうち陽性牛は 50 頭(32
%)。陽性牛のうち自家育成牛が 18 頭(36
%)、導入牛が 32 頭(64%)。農家別では 2
3 戸中 13 戸が陽性、地域別では 6 市町村
中 5 市村で陽性。さらに BL が頻発して
いる地域および全ての農場が抗体陽性で
ある地域について抗体陽性牛を調べた結
果、白血球数が高値、異型リンパ球(+)お
よび末梢血単核球での BLV 遺伝子(+)の
個体を認めた。管内に BL が広く浸潤し
ていることが判明。今回の結果から抗体
陽性牛は健康牛への感染源となりうるこ
とが改めて示唆された。抗体陽性牛の淘
汰が望ましいが、現実的には困難。BL に
対する知識および危機意識を持ってもら
うよう農家への指導を行い、陽性農家を
中心に今後もモニタリングを継続し蔓延
防止に努めることが重要。

48.熊野牛繁殖農家への総合支援指導（続
報）：和歌山県紀南家保 樽本英幸、伊丹
哲哉

平成 20 年 4 月に肥育牛及び繁殖子牛に
呼吸器病、消化器病が蔓延したため対策

を実施。併せて給与飼料改善、人工授精
（AI）技術指導等を含む総合支援指導を
実施、効果を検証。20 年 8 月下痢 5 種混
合不活化ワクチン開始、同年 12 月呼吸器
病 5 種混合生ワクチンの 2 回接種実施。
母牛の飼料計算を行い適正量に改善。牛
白血病ゲル内沈降反応及びリアルタイム
PCR 検査によりキャリア牛を淘汰。経営
の問題点抽出のためブレーンストーミン
グ手法を用い農家と 2 回協議。結果、20、
21 年度の 4 ～ 8 月までの下痢症診療頭数
は延べ 37 頭から 18 頭に減少。呼吸器病
も 56 頭から 6 頭に激減も、抗体検査では
BVD-MD とアデノウイルスのみ上昇した
ため 2 回接種の効果は限定的。分娩前後
の母牛の飼料を増量、AI は農家自身が行
い、平均 AI 回数は 2.2 回から 1.6 回に改
善。牛白血病検査は 4 頭が陽性、越夏し
更に 1 頭が陽転したため淘汰。農家の自
己分析により問題意識が高まり総合支援
指導と相まって生産意欲が向上した。

49.牛ウイルス性下痢・粘膜病（BVD･MD）
の発生事例：鳥取県倉吉家保 小谷道子、
下岸照和

平成 21 年 11 月、搾乳牛 30 頭規模の酪
農場で下痢を主徴としたホルスタイン種
6 ヶ月齢子牛が死亡。剖検で回腸粘膜の
びらんと腸間膜リンパ節の腫大を確認。
病変部位からウイルス性下痢ウイルス（B
VDV）CPE 株を分離し、BVD･MD と診断。
同農場の全頭検査の結果、農場内に持続
感染牛は存在せず。分離ウイルスは RT-P
CR 産物の RFLP で遺伝子型 1 型に型別。
また、遺伝子解析の結果、ワクチン株で
ある No.12-43 株と 5'UTR 領域で 100 ％、
E2 領域で 99.8 ％の相同。母牛は妊娠 2 ヶ
月で BVDV1 型を含む生ワクチンを接種
されており、ワクチン株による持続感染
牛がワクチン株の変異により粘膜病を発
症した可能性が高いと推察。

50.牛白血病抗体検査の一考察：鳥取県鳥
取家保 福田隆二、村松歩

平成 16 年度以降の管内酪農家での牛白
血病の発生状況は 11 戸 19 頭。一番多く
発生のあった農家の発生頭数は 5 頭。牛
舎構造別ではつなぎ方式が 31.3 ％、フリ
ーストールでは 60.0 ％。管内酪農家の平
成 20 年度以降の牛白血病の発生農場 5 戸
について、今後の指導の参考にするため
に牛白血病抗体検査を寒天ゲル内沈降反
応試験（AGID）により実施。抗体陽性率
は 35.0 ％。放牧の有無では有が 37.5 ％、
無が 30.8 ％。導入区分では県内導入が 59.
1 ％、北海道導入が 21.4 ％、自家産が 35.
8 ％。年齢別では、3 歳未満が 28.6 ％、3
歳以上が 38.9 ％。K 農場 80 頭について、
受身赤血球凝集試験（PHA）及び酵素免
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疫測定法（ELISA）も実施して比較検討。
AGID、PHA 及び ELISA の抗体陽性率は
それぞれ 36.3 ％、73.8 ％及び 78.8 ％。

51.県内における牛白血病の発生状況：鳥
取県西部家保 河本悟、井上真寛

古くから知られる牛白血病は近年全国
的に増加傾向で本県も同様。今回、当家
保保管の平成 10 年以降の発生報告のう
ち、当所経由の報告（97 頭 74 戸）につ
いてその詳細を集計。結果、本県におけ
る発生は、品種別ではホルスタイン種が
83.5 ％、黒毛和種が 16.5 ％であり、と畜
場での発見が 93 ％を占める。病変部位は
腸間膜リンパ節 71.1 ％、心臓 69.1 ％、胃
68 ％及び骨盤腔内リンパ節 61.9 ％におい
て高頻度に確認。発生年齢は 6 歳が 19.8
％、次いで 7 歳が 18.8 ％。発生戸数では
同一農場からの発生は 1 頭のみが 56 戸、
2 頭が 13 戸及び 3 頭が 5 戸。過去に実施
した発生農場等の抗体検査成績は検査を
実施した全ての農場で陽性個体を確認。

52.牛白血病清浄化対策の取組状況と課題
：島根県出雲家保 山下由紀子、森脇幸
子

発症牛・抗体陽性牛の摘発などを理由
に12戸（735頭）の農家で清浄化対策を実
施。全頭検査を実施し、チェック表に沿
って可能な対策を検討。実践後追跡検査
も実施。農家負担が過大にならないよう
配慮。検査は寒天ゲル内沈降反応(AGP)、
受身赤血球凝集反応(PHA)およびエライ
ザ法(ELISA)を活用。ELISA(－)は 428 例、
うち PHA(+・±)・AGP(－)は 25 例。EL
ISA(+)は 59 例、うち PHA(－)・AGP(－)
は 10 例、PHA(+・±)・AGP(－)は９例。
清浄化対策の取組事例として、初乳加温
処理装置の作成、プローブカバーにビニ
ール製かさ袋活用、BLV 勉強会、防虫ネ
ット設置などを指導実施。抗体検査の結
果判定は複数の検査法を活用するべき。
採材方法により結果が異なる事例があり
注意が必要。対策推進には農家のやる気
が大切でその維持がカギとなる。農家説
明が重要で、農家と担当者間の共通認識
の維持が課題。担当者の振り分けなど対
応態勢の事前検討が必要で、農家を含め
た地域ぐるみの対応が必須。

53.牛白血病抗体陽性牛リスク評価のため
の ELISA 法の検討：島根県江津家保 石
川初、藤原浩美

牛白血病ウイルス(BLV)検査にて、ELI
SA 抗体価は BLV 遺伝子保有量と相関関
係にあるとの報告がある。今回、市販 EL
ISA キットを用いて抗体陽性牛リスク評
価のための検査方法を検討。【方法】市販
ELISA キットを用い、被検血清希釈倍率

：× 100、× 150、× 200、標識体希釈倍
率：× 200、× 300、× 400、発色基質反
応時間：6 分間の各条件設定について吸
光度を測定。 大の ELISA S/P 値差が得
られた条件設定を当所の変法とし、BLV
抗体陽性牛血清 42 検体について日差再現
性試験を実施。また、リスク評価基準は、
S/P 値の高い順で全体上位 1/3 以上を高リ
スク牛とした。【結果】 大 ELISA S/P 値
差が得られた条件は、血清希釈倍率× 20
0、標識体希釈倍率× 400、基質反応時間
6 分間で、S/P 値差は 1.93（min1.17 ～ ma
x3.10）。再現性試験は、平均変動係数 9.7
%、相関係数 0.93、高リスク牛一致率 78.
6%。市販キットを用いた ELISA 変法は、
独自に測定条件に検討を加えることで BL
V 抗体陽性牛のリスク評価が可能。なお、
この変法の数値は、同時同ロットで実施
したもの以外は比較しない事に留意 。

54.牛白血病の清浄化に向けた取り組みと
課題：島根県江津家保 藤原浩美、藤井
俊治

繋ぎ飼養 A 酪農家、フリーバン飼養 B
酪農家をモデルとして平成 20 年度より牛
白血病ウイルス（BLV）清浄化対策開始。
A 農家では人為的要因の排除と牛の並び
替えを行うことで、陽性率が低下したこ
とから、通常の更新の中で清浄化が可能。
B 農家では、陽性率は低下せず。感染リ
スク調査で出生時から６ヶ月以上継続し
て抗体陽性の、垂直感染を疑う子牛を確
認。同一パドック内の子牛に感染拡大さ
せた可能性が示唆。A、B 農家ともに越冬
で陽性率が低下、B 農家では越夏で陽性
率上昇、夏季の吸血昆虫による感染拡大
の可能性を推察。更新率 25%で計算した
陽性牛更新頭数（理論値）と A、B 農家
での年間陽転頭数を比較。いずれも理論
値>年間陽転頭数となり、除々に清浄化に
向かうと考えられた。Y 酪農協で BLV 浸
潤調査を実施。平成 18 年度陰性確認農家
5 戸のうち 4 戸で陽性牛確認。導入や預
託を行う農家で、導入時未検査牛や従来
の検査で検出限界以下の陽性牛が存在し、
感染拡大した可能性が示唆。今後、精度
の高い検査法での確実な検査が必要。

55.BVDV 清浄化および BVDV フリー牛の
県内流通体制構築へ向けた取り組み：島
根県家畜病性鑑定室 石倉洋司、安部茂
樹
平成 18 年から当室は BVDV 清浄化対策

の方向性について検討し、対策の必要性
について家保毎に説明会等を開催すると
共に、関係機関へも情報提供することで
共通認識を構築。平成 19 ～ 21 年度、地
域衛生管理体制整備事業を活用し、農場
段階からの BVDV 対策に取り組む。事業
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は、持続感染（PI）を疑う異常牛の病性
鑑定に始まり、PI 摘発農場における全頭
検査ならびに追跡調査等を実施。積極的
な病性鑑定依頼があり、PI 疑い例を含め
て 26 頭摘発。検査成績等を用いて随時生
産者及び関係機関に PI 牛対策について啓
発し、グループ単位でスクリーニング検
査を行ったところ、摘発頭数の減少（H1
8 年度 7 戸 25 頭→ H21 年度 1 戸 1 頭）に
繋がり、導入牛検査も求められるように
なった。当室を起点として家保及び関係
機関の連携により実施してきた本取り組
みにより、BVDV 清浄化対策実施農場及
び地域は着実に拡大しつつあり、今後、
更に本病対策を県下全域に浸透させ、BV
DV フリー牛の流通に資する。

56.牛ウイルス性下痢・粘膜病清浄化のた
めの持続感染牛検索：岡山県岡山家保病
性鑑定課 大内紀章、萱原佳美

牛ウイルス性下痢・粘膜病（以下、BV
D-MD）は下痢、粘膜病、発育不良、異常
産等を呈す疾病で、2008 ～ 2009 年度に
採血された牛血清 2,264 頭（延べ 49 農場）
について、BVD-MD 抗体検査を実施し、
県下の陽性率は 58.1 ％であった。持続感
染（以下、PI）牛は、ウイルスを排出し、
抗体を産生しないので、PI 牛検索を目的
に抗体陰性牛 948 頭について、BVD-MD
ウイルス遺伝子検査を行い、2 頭（0.2 ％）
に遺伝子を認めた。そのうち 1 頭は再検
査による確認前に廃用となり、他の 1 頭
は再検査でも抗体陰性、BVD-MD 遺伝子
陽性、ウイルス分離陽性となり、PI 牛で
あることが確認された。さらに、当該 PI
牛の分娩子牛も抗体陰性、BVD-MD 遺伝
子陽性、ウイルス分離陽性で PI 牛である
ことが判明し、PI 牛から PI 牛が生まれる
ことが確認された。本事例の分離 BVD-M
D ウイルスは、タイプ 1 型、非細胞病原
性であった。今回の検査で PI 牛が摘発さ
れたことから、更なる検査で PI 牛の摘発
と淘汰による清浄化の可能性が示唆され
た。今後、BVD-MD 清浄化に向けた PI 牛
の淘汰促進等に係る対応が早急に必要と
思われる。

57.西部管内のアカバネウイルス浸潤状況
調査：山口県西部家保 村田風夕子、國
吉佐知子

H20 年 10 月から H21 年 6 月に牛異常産
が散発、うち 1 例がアカバネ病と診断。
H20 年牛流行熱等抗体調査では、アカバ
ネウイルス（以下 AKAV）の抗体陽転率
は 86.7%。エライザ法で H19 年と H21 年
の AKAV 抗体検査を行い、本ウイルスの
浸潤状況を調査。H19、21 年に採材した
管内 5 戸の牛異常産 3 種混合ワクチン未
接種農場の乳用牛血清を使用。H19 年の

抗体陽性率は 33.9%、抗体陰性牛の平均
月齢が 39.8 ヶ月、陽性牛の平均月齢は 66.
8 ヶ月。H21 年の抗体陽性率は 97.2%、陰
性牛の平均月齢は 17.8 ヶ月。H19、21 年
ともに採材を行った牛の抗体陽転率は 98.
5%。牛流行熱等抗体調査の結果では、H1
5、16、18 年に AKAV の散発的な陽転が
確認され、流行が散発的な状況下では A
KAV 抗体をもっている牛が少なく、若齢
牛で抗体陽性率が低いことが判明。H21
年のワクチン接種頭数は 2,376 頭（前年
比 109.3%）と増加したが、今後も引き続
き、ワクチン接種を強く推進する必要が
ある。

58.搾乳牛の Corona Virus、Salmonella、
Clostridium 複合感染による下痢症の経過
および対応と飼養衛生意識の改善：徳島
県西部家保 鈴木幹一郎、北田紫

毎年牛コロナワクチンを接種している
酪農家で、下痢及び発熱を呈する成牛が
散発。病性鑑定により Corona Virus(BCV)
の野外感染、Salmonella Braenderup(SB)、
Clostridium perfringens(Cp)の複合感染を
確認。疾病対策後、軟便を呈する成牛が
散見。SB の排菌状況は初回検査時に 28%
が排菌。3 週後は 43 ％に増加したが、5
週後は 7.6 ％に減少。Cp は初回検査時に
43%排菌、5 週後は 13 ％に減少。初発か
らの乳量低下は継続し平均約 106.5Kg ／
日の減少で回復を認めない。乳量のみの
損失額は 11 週間で約 83 万円。本症例は
偶発的に重複した要因で長期間乳量低下
を引き起こしていると推察。乳量回復を
目的に診療獣医師、家保、農家の 3 者に
よる対応を検討。診療獣医師は診療対象
牛の血液及び糞便を採取後、治療。家保
はその検査と回答を迅速に実施し、農家
側にも結果の解析や頻回の立入検査、飼
養管理の改善を指導。飼養者は、自発的
に対策を考察し、飼養衛生の向上や疾病
発生時の早期連絡等、衛生意識の高揚が
図られた。

59.徳島県のアルボウイルス疫学状況 平
成 10 ～ 21 年度：徳島県徳島家保 中井
泉、柏岡静

平成 20 年度は全国的にアカバネ病が流
行し、本県の病性鑑定件数は 10 月から増
え始め、12 月にピークを迎えた。アカバ
ネ病と診断した子牛 18 頭はいずれもワク
チン未接種牛の産子であった。10 月から
12 月の異常産で、アカバネウイルス(AK
AV)抗体保有牛の産子 14 頭の脳、脳幹、
脊髄について RT-PCR とリアルタイム RT
-PCR を実施したところ、2 頭から微量の
特異遺伝子を検出、OBE-1 株に近縁であ
った。

前回アカバネ病が流行した平成 10 年度
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からの発生予察事業結果を取りまとめた。
平成 10 年・20 年とも 9 月下旬に県内全
域で AKAV 抗体が陽転したことから、8
月下旬から 9 月上旬が AKAV 流行時期で
あると推察。ほぼ毎年 AKAV 抗体陽転を
認め、アイノ、チュウザン、イバラキ、
ブルータングの各ウイルス抗体が陽転し
た年もあった。また、アルボウイルス感
染症が流行した年は、ワクチン接種数が
少ない、移行抗体保有率が低い、暖冬、
春に降雨量が多い傾向が認められた。

60.下痢症非流行牛群における下痢症原因
ウイルスの検索：香川県東部家保 山本
英次
牛のウイルス性下痢症は経済的被害が

大きく、その制御は畜産経営上重要。下
痢症状のない牛（以下健康牛）からの下
痢症原因ウイルス（以下ウイルス）の検
出が報告され、健康牛が感染源となって
る可能性を示唆。しかし、健康牛のウイ
ルス保有状況についての情報は少ないた
め、県内の健康牛において調査を実施。
搾乳牛約 100 頭を飼育する酪農場におい
て、平成 20 年 12 月から平成 21 年 10 月
までの期間に 4 回採材された糞便、延べ
449 検体を材料とした。牛コロナウイル
ス（以下 BCV）、牛トロウイルス、Ａ群
ロタウイルス、Ｂ群ロタウイルスの 4 種
類について、PCR 法により検出を試みた。
結果、平成 20 年 12 月採材の 111 検体中
1 検体（0.9 ％）から BCV を検出。その
他は陰性。調査農場において、健康牛で
ウイルスの保有を確認。今後、集団下痢
発生時に検出の BCV との比較を予定。

61.牛白血病検査における遺伝子検査の有
効性：愛媛県南予家保 稲垣明子、家畜
病性鑑定所 徳永康子
牛白血病感染牛の抗体検査（PHA）に

よる摘発方法は、抗体陽性率の高い農場
では移行抗体と感染抗体の判別が困難で
あり、牛群内の潜在感染牛を見逃しやす
いことから、遺伝子検査を併用した早期
摘発方法を検討。【成績 1】抗体陽性農場
（陽性率 51.5 ％）の子牛２頭の血液４検
体（6、86 日齢、9、89 日齢）は PHA と
PCR の結果、移行抗体と判明。【成績 2】
摘発淘汰を実施している農場（陽性率 73.
1%）で２ヵ年２回延べ頭数 49 頭につい
て PHA、PCR 及び realtimePCR を実施し
た結果、抗体陰性の感染牛を摘発。また
淘汰牛選抜のため、継続飼養牛 17 頭を遺
伝子量で順位付けしたところ、順位の変
動を確認。
従来の摘発方法では再検査が必要とな

る等、短期間で行えず、母子感染や後継
牛への感染防止が困難であったが、PHA
に遺伝子検査を併用することにより、農

場に応じた対策方法の検討が可能と考え
られた。

62.管内酪農家の牛ウイルス性下痢・粘膜
病浸潤状況：愛媛県東予家保 宮城里美、
河野良輝

管内酪農家 4 戸で、牛ウイルス性下痢
・粘膜病（以下 BVD）の農場内浸潤調査
を実施。A 農場では、今年 3 月に BVD 抗
体が確認され、持続感染牛（以下 PI 牛）
摘発のため全頭検査を実施。B 農場は A
農場と近隣にあり、同時期に同じ公共牧
場へ預託を行っているため同様に実施。
C 農場は、ワクチン接種による BVD の清
浄化を図り、ワクチン中止後の平成 20 年
5 月に陰性を確認した育成牛が、10 月に
移動先の農場で PI 牛として判定。また D
農場は C 農場と交流があり、昨年 BVD
の抗体を確認。C 及び D 農場については
牛流行熱等事業の余剰血清を用いて、ス
ポットテストを実施。

どの農場からも PI 牛は確認されなかっ
たが、導入や預託がある農場では、感染
を受ける機会が多いため定期検査が必要
と考えられた。また農家の BVD に対する
認知度は低く、PI 牛の存在など BVD の
特性についてさらに理解を高めるための
指導も必要であると考えられた。

63.牛アカバネ病発生報告：愛媛県南予家
保 是澤通花、稲垣祝

平成 21 年 1 月及び 4 月、管内 I 酪農家
で四肢関節異常や盲目の異常産が発生、
母牛は異常産ワクチン未接種。解剖所見
では関節拘縮や水頭無脳症、組織所見で
は筋線維矮小化、脊髄腹角神経細胞減数、
大脳外套欠損を確認。4 月の初乳未摂取
症例にてアカバネウイルス（AKV）抗体
保有が確認されアカバネ病と診断。I 酪農
家の定期検査等余剰血清を用いた中和抗
体検査では平成 20 年 9 月中旬に AKV 抗
体保有、9 月以降に有意な抗体上昇を確
認。管内おとり牛抗体調査では 11 月中旬
に AKV 陽転、11 月中旬以降に 4 酪農家
で起立不能・関節拘縮を示す異常産子牛
の病性鑑定実施。気象データ分析では 4
月中旬～ 11 月上旬の平均 低気温及び低
降水量とも 10 年前の AKV 流行時と類似。
AKV 感染は感染胎齢及び抗体保有状況か
ら 8 月下旬～ 9 月上旬と推察。アカバネ
病対策では発生情報提供、ワクチン接種
指導、おとり牛抗体調査による発生予察、
気象データ分析が重要。

64.福岡県におけるアカバネ病の流行と考
察：福岡県中央家保 永野英樹

2008 年 10 月～ 2009 年 4 月の間、県内
で乳牛を中心に 23 件のアカバネ病が発
生。発生初期には流産、中期には四肢関
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節の拘縮と脊椎弯曲を呈する死産、体形
異常、後期には水頭無脳症を伴う体形異
常を確認。22 件の発生は、県内の北東山
麓部と北西沿岸部の 2 地域に限局。ワク
チン接種状況から、北東山麓部ではワク
チン未接種農家が集中し、北西沿岸部で
は地域全体で一部の牛のみワクチン接種
をしていたことが判明。県内のアカバネ
ウイルス流行は、2008 年 9 月に北東部か
ら始まり、10 月末にかけて県内全域に拡
大したと推察。このことは、2008 年の全
国的疫学調査の結果、まず、8 月中旬に
中国、近畿地方の日本海側から流行が始
まり、11 月にかけて西日本の日本海側を
中心に流行したことと併せて、10 月に県
内で流産胎子の脳から検出されたアカバ
ネウイルスの遺伝子が、同年中国地方で
分離されたウイルスと同一の遺伝子配列
であったことから、中国地方から県内へ
ウイルスの侵入があったと推察。

65.管内におけるアカバネ病地域的多発事
例：福岡県北部家保 柴田規光、日名子
健司

2008 年 10 月～ 2009 年 4 月牛アカバネ
病が管内で地域的に多発。未越夏牛を流
行期の年 4 回採材し、アルボウイルスの
流行調査を実施。アカバネウイルスが県
北部である管内に侵入、その後県全域の
流行を確認。病性鑑定は、10 月～ 4 月に
発生した異常産 10 戸 12 例。発生時期に
より初期、中期、後期に分類。異常産ワ
クチンは未接種 8 戸、接種不明 2 戸。初
期は流産、中期は体型異常（四肢の拘縮
・脊椎彎曲）による死産。後期は虚弱や
大脳欠損などの中枢神経障害。ウイルス
検査は nestedRT-PCR 初期事例で陽性、分
離陰性。抗体検査は母子共にアカバネウ
イルスの有意な抗体保有。細菌検査は陰
性。病理検査は非化膿性脳炎(1/8）、囲管
性細胞浸潤(2/8)、矮小筋症(5/8)、脊髄腹
角神経細胞の減数(5/8)。発生農家 10 戸
中 8 戸が集中した地域は、地域的にワク
チン未接種。同地域唯一のワクチン接種
農場では発生がなく、明白な差を認めた。

66.牛伝染性鼻気管炎による乳用牛の流産
事例：福岡県中央家保 小河大輔

平成 21 年 6 月 2 日、100 頭の乳用牛を
飼養する農場で、平成 19 年 12 月に北海
道から導入した母牛が流産。当該母牛は
平成 21 年 5 月 31 日から乳房が腫脹し、
乳汁が漏出。同居牛に異常を認めず。当
該母牛は導入後、牛伝染性鼻気管炎（ IB
R）ワクチンは未接種で、当農場の平成 2
0 年度の IBR ワクチン接種率は 3%。剖検
で、胎子は体形異常を認めず、主要臓器
は自己融解。ウイルス検査で、胎盤から
牛ヘルペスウイルス１（BHV-1）を分離。

遺伝子検査で、胎盤、胎子の脳及び肝臓
から BHV-1 の特異遺伝子を検出。母牛の
ペア血清を用いた抗体検査で、BHV-1 に
対する抗体価の有意な上昇を確認。BHV-
1 モノクローナル抗体を用いた免疫組織
化学的検査で、胎盤の血管内皮に BHV-1
ウイルス抗原を確認。感染経路は不明だ
が、ワクチン接種率の低さが発生原因の
一因と推察。発症防止のため、定期的な
ワクチン接種の励行が重要。対策として
流産発生後、 IBR ワクチンを接種。その
後、当農場で発生は認めず。

67.管内で発生したアカバネ病：佐賀県北
部家保 三好洋嗣、渋谷浩

平成 20 年度の県内アルボウイルス抗体
調査において、11 月に 18 頭(30%)でアカ
バネウイルス(AKAV)の抗体価が上昇。
管内の牛異常産の病性鑑定件数は 10 件
で、内 4 件をアカバネ病と診断。その 4
件については臨床所見で体形異常、起立
不能を呈し、解剖所見では小脳形成不全、
脊柱の S 字状弯曲、筋肉の退色を認めた
他、病理組織学的所見で非化膿性脳炎、
骨格筋の変性・萎縮を認めた。また 4 件
とも初乳未摂取で AKAV 抗体を保有。ア
カバネ病は平成 10 年度に 12 件発生、当
時のワクチン接種率は約 25 ％。その後ワ
クチン接種率は徐々に上昇し、ここ数年
は約 50 ％で推移。畜種別で見ると乳用牛
ではほとんど接種されていなかったが、
平成 20 年度の発生を受け今年度は約 20
％に上昇。今回の発生件数が平成 10 年度
に比べ少なかった要因の一つとしては、
ワクチン接種率が向上していたことが考
えられる。しかしながら品種間で接種率
に差があることから、今後も継続してワ
クチン接種の推進を図りたい。

68.管内で発生した牛伝染性鼻気管炎並び
に分離ウイルスの疫学解析：長崎県中央
家保 中島大、酒井芳子

平成 20 年 7 月～ 21 年 8 月、管内 S 市
同一系列黒毛和種肥育 3 農場で 11 ～ 19
ヵ月齢(導入後 5 ～ 13 ヵ月)に急性呼吸器
病が 4 例発生。ワクチンプログラムは 3
農場同様で、導入元で母牛は分娩 1 ～ 2
ヵ月前、子牛は導入前の 2 ～ 3 ヵ月齢時
のみ牛呼吸器病混合ワクチン接種。発症
牛鼻腔スワブで牛伝染性鼻気管炎(IBR)-F
A による抗原検索、遺伝子検査、ウイル
ス分離、細菌検査、ペア血清で牛呼吸器
病ウイルス抗体検査を実施。分離ウイル
スは遺伝子解析を実施。1 例で IBR-FA 陽
性、全例で PCR 陽性、牛ヘルペスウイル
ス 1 型(BHV-1)分離、BHV-1 の有意抗体
上昇確認。3 例で Pasteurella multocida 及
び Mannheimia haemolytica の 1 ～ 2 種分
離。いずれも IBR と診断。全分離株亜型
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1 に分類されたが、4 株とも若干異なる遺
伝子配列。各症例毎に異なる株が侵入し、
IBR が発生した可能性。分離菌は呼吸器
病起因菌で、二次的に症状悪化。不適切
なワクチン接種時期が原因と考え、ワク
チンプログラムの変更等衛生対策を指導。

69.長崎県下における牛 RS ウイルス流行
株の分子学的および抗原学的解析：長崎
県中央家保 酒井芳子、中島大

平成 20 年 5 月～平成 21 年 4 月にかけ
て対馬を除く県下全域の 10 戸 65 頭で確
認された牛 RS ウイルス（BRSV）病の症
例について、PCR 産物 4 戸 4 検体および
分離株 1 戸 1 株を用いて免疫原性を担う
G 蛋白領域に基づいた分子系統樹解析お
よび相同性解析を実施。さらに、分離株
とワクチン株との抗原性比較のため、抗
BRSV（標準株 NMK7、生ワクチン株 rs-5
2、不活化ワクチン株ダイヤモンド）家兎
血清およびウイルス分離牛の感染耐過血
清を用いて交差中和試験を実施。全株が
サブグループⅢの系統 A に属し、各株間
における塩基配列の相同性は 97.9 ～ 99.7
％、標準株 NMK7 との相同性は 88.7 ～ 9
2.4 ％、ワクチン株 rs-52 との相同性は 89.
1 ～ 90.3 ％。交差中和試験において分離
株と NMK7 株との中和抗体価に有意差は
認められず。近年県下で流行している BR
SV 野外株は 2005 年以降の国内流行株と
同一のサブグループに属し、同株の流行
は現行ワクチンにより防御可能であるこ
とが判明。

70.子牛市場出荷前呼吸器病ワクチン接種
適期の検討：大分県宇佐家保 木本裕嗣、
赤峰正雄

県では肉用牛子牛市場出荷前に呼吸器
病 5 種混合等のワクチン接種を実施して
るが、ウイルス抗体の保有状況に関わら
ず市場前１～ 2 ヶ月（生後 8 ～ 10 ヶ月）
に実施。呼吸器関連 6 ウイルスの抗体検
査により市場前ワクチン接種適期を検討。
その結果、ほとんどの農場で生後 5 ヶ月
齢がワクチン接種適期であることを確認、
ワクチン接種時期を変更。自家育成が中
心の農場、または、分娩前母牛へのワク
チン接種が未実施の農場は、母牛の抗体
保有状況が不良で、母牛も含めて大きな
被害を受ける可能性を確認。同様の検査
を広域に進め、抗体保有状況の低い農場
に対する危険性の啓発も実施していく必
要がある。鼻腔スワブによる細菌検査の
結果、呼吸器病の発生状況にかかわらず、
Pasteurella multocida が高率に検出、全体
的にペニシリン等に耐性を多く認めた。
今後、市場前ワクチン接種時期を変更し
た農家については発生状況の監視と、１
年１回程度の抗体検査とあわせ、薬剤感

受性試験の結果と呼吸器病発生時の薬剤
の有効性等のデ－タ蓄積を実施。

71.牛白血病清浄化への取り組み（第 1 報）
：大分県玖珠家保 羽田野昭、吉武理

牛白血病まん延防止対策を実施してい
る 3 農場（舎飼 2 戸、放牧 1 戸）で浸潤
状況調査を実施。牛白血病ウイルス（BL
V）浸潤状況結果では、舎飼に比べ、放
牧農場の BLV 抗体陽性率が高い傾向。ま
ん延防止対策では、主に人為的感染防止
及び導入牛検査を徹底することとした。
また、放牧牛における持続性リンパ球増
多症（PL）牛基準の適用は、環境要因等
によると思われる白血球数及びリンパ球
数の増加が懸念されたことや、リンパ球
数の変動により PL 牛基準付近の牛数頭が
PL 牛から非 PL 牛もしくは、非 PL 牛か
ら PL 牛に移行したことから、PL 牛基準
の再検討及び複数回検査の必要性を示唆。
BLV 遺伝子量測定においても、PL 牛基準
該当牛数頭が非 PL 牛と、PL 牛基準非該
当牛数頭が PL 牛と推察されたことから、
既存の PL 牛基準では PL 牛判定が困難な
場合が想定され、淘汰基準には、BLV 遺
伝子量測定結果も考慮する必要性がある
と思われた。

72.牛ウイルス性下痢ウイルス感染牛の免
疫組織化学的及び病理組織学的検索：大
分県大分家保 佐藤亘、首藤洋三

牛ウイルス性下痢ウイルス（BVDV）
感染牛にて安定した結果の得られる免疫
組織化学染色（ IHC）法を検討し、免疫
組織化学的及び病理組織学的検索を実施。
2005 年 4 月から 2009 年 9 月の県内分離
株は 5'-UTR 及び E2 領域の分子系統樹解
析より Ia、Ⅰ b、Ⅱ a 型に分類。このう
ち粘膜病発症牛 4 頭、持続感染牛（PI 牛）
10 頭を供した病理組織学的検査では、大
脳から延髄の囲管性細胞浸潤を全頭に、
陰窩膿瘍形成を伴う腸炎、リンパ組織の
リンパ球減数を高率に観察。 IHC は、抗
BVDV マウスモノクローナル抗体を 37 ℃
で反応、アミノ酸ポリマー法により行う
ことで、BVDV の遺伝子型に関係なく安
定した結果が得られ、全身の血管や単核
系細胞、副腎、皮膚の汗腺細胞などに明
瞭な陽性像を観察。中枢神経系では、血
管、グリア細胞、神経細胞に陽性像を散
見。今回得られた共通所見と IHC を併用
することで、病理組織学的検査による PI
牛摘発が可能と考察。

73.牛ＲＳウイルス病の対策と管内農場の
抗体検査：大分県大分家保 川部太一、中
野雅功

牛 RS ウイルス（以下 BRSV）病が発生
した２農場の対策及び管内農場の呼吸器
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病ウイルスの抗体検査を実施。また農家
への立入り検査フロ－を作成。１発生農
場対応１）2008 年 5 月 A 農場で発生した
BRSV 病で、飼養衛生管理や有効薬剤の
投薬等により、発生は終息。２）2009 年
3 月 B 農場で、Pasteurella multocida が関
与した BRSV 病が発生。有効薬剤の投薬
で発生は終息。子牛に適切な時期でのワ
クチン接種を実施。２管内農場の BRSV
抗体検査１）6 農場 162 頭の成牛の抗体
検査を実施。農場によっては過去に流行
を疑う等が判明。２）4 農場 13 頭のおと
り牛を用いて追跡調査を実施、各農場に
おいて流行はなし。３呼吸器病発生時の
立入り検査フロ－の作成 過去の症例等
を検討し、立入検査フロ－により呼吸器
病発生時の採材及び対策に対応。４まと
め １）呼吸器病発生農場は、調査及び対
策により発生は終息。２）各農場におい
て子牛の移行抗体消失時期の見極めが困
難であり、ワクチンの接種適期や抗生物
質の選択など農場全体を把握した対策が
必要。

74.酪農家で発生した牛ＲＳウイルス病お
よび牛コロナウイルス病混合感染症：大
分県宇佐家保 金城巳代志

搾乳牛 98 頭規模の酪農家で、2009 年 3
月 20 日頃より哺育牛群および育成牛群に
呼吸器症状を呈する個体が散見。急速に
群全体に広がり 2 頭死亡。症状は哺育牛
群で特に顕著。搾乳牛群には症状は認め
られず。病性鑑定では、死亡牛 1 頭の肺
および肝より牛ＲＳウイルス（ＢＲＳＶ）
分離。哺育牛群の鼻腔スワブ５／５から
ＢＲＳＶ分離。３／５から牛コロナウイ
ルス（ＢＣＶ）分離。哺育牛のペア血清
では５／５のＢＲＳＶ抗体価の有意上昇、
３／５のＢＣＶ抗体価の有意上昇。以上
の結果より牛ＲＳウイルス病および牛コ
ロナウイルス病混合感染症と診断。薬剤
感受性試験により有症牛に有効薬剤を投
与。畜舎および哺乳ロボット等の消毒。
踏み込み消毒層の設置等を行った結果牛
の死亡は認められなくなった。母牛の抗
体調査から母牛は抗体保有しているもの
の個体によってばらつきが有り、初乳投
与の不適も示唆。ワクチン接種と初乳の
確実な給与を指導。数年導入はなく感染
源の特定には至らず。

75.搾乳牛に発生した牛コロナウイルス病
の病理学的検索：宮崎県都城家保 鎌田
博志、有田章一

2009 年 2 月 10 日、血便を呈した搾乳
牛 1 頭を牛コロナウイルス病と診断、病
理組織学的に精査した。剖検では、結腸
粘膜にび爛、出血が高頻度、盲腸粘膜で
は散在性に認められた。病理検査では、

同部位にび爛や出血、偽膜が形成され、
陰窩は内部に粘液や退廃物を容れ嚢胞状
に拡張するのもが多く、上皮細胞が脱落
或いは扁平化するものが散在。空腸から
回腸に大きな変化はなかった。免疫染色
では、結腸及び盲腸の粘膜と陰窩の上皮
細胞、陰窩内の退廃物、空腸から回腸で
は、粘膜上皮細胞に散在性に陽性反応が
みられ、回腸下部では粘膜上皮の広範に
認められた。ウイルス検査では、培養上
清から BCV の特異遺伝子を検出。ウイル
スは大腸の粘膜及び陰窩の上皮細胞を標
的とし、粘膜の表層から深層の広範囲の
組織に侵襲するものと推察され、また、
成牛での病変形成は小腸に先駆けて大腸
で起こることが判明。

76.黒毛和種の牛丘疹性口炎：鹿児島県鹿
児島中央家保 後藤介俊、平田美樹

下痢・削痩及び口腔内糜爛がみられた
黒毛和種子牛を牛丘疹性口炎と診断。当
該牛は、下痢の加療をするも治癒せず、
口腔内に糜爛を確認。疫学等から口蹄疫
は否定。その後、口腔内の糜爛はほぼ回
復するも下痢・発育不良のため予後不良
と判断し、鑑定殺。剖検で、上顎・下顎
歯肉、鼻腔内、舌等に糜爛や潰瘍痕を確
認。病理組織学的検査で、歯床板の有棘
細胞の一部に、風船様変性及び好酸性細
胞質内封入体を確認。透過型電子顕微鏡
観察で、封入体内に未熟なウイルス粒子
とコーヒー豆状のビリオンを確認。ウイ
ルス学的検査で、病変部パラフィン包埋
切片を用いた牛丘疹性口炎の PCR 検査陰
性。本症例は、病理所見より牛丘疹性口
炎と診断。牛丘疹性口炎の PCR 検査が陰
性であったのは、パラフィン切片からの
抽出だったこと、経過が長く病変部が僅
かだったこと、封入体のほとんどが好酸
性のものだったこと等が原因と考察。な
お、下痢は給水源の細菌汚染が原因と判
明。

77.一酪農家に多発した死流産例：鹿児島
県肝属家保 鶏尾めぐみ

管内酪農家で死流産が多発し、3 例の
病性鑑定を実施。全症例で血様胸水及び
腹水貯留、3 例目の大脳でグリア結節を
確認。BVDV 抗体検査は 1 例目の母牛血
清、胎子血清及び 3 例目の母牛血清で高
値、BVDV の RT-PCR は 1 例目の胎子臓
器、2 例目の母牛血清及び 3 例目の胎子
臓器で陽性。2 例目の母牛血清、3 例目の
大脳及び脊髄で BVDV 分離、いずれも N
CP 株、1 型に分類。3 例目の母牛血清の
ネオスポラ（Nc）IFA 陽性、大脳の Nc 免
疫染色陽性。以上から 1 例目及び 2 例目
は BVDV、3 例目は BVDV 及び Nc の複合
感染が関与した死流産と推察。さらに同
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居牛 123 頭の BVDV 抗体検査、RT-PCR、
ウイルス分離及び Nc の IFA を実施。BV
DV 抗体検査は 72 頭が 2 倍以上、抗体未
保有牛の RT-PCR は全頭陰性。BVDV は
全頭で分離されず。Nc の IFA は 21 頭陽
性。死流産発生の母牛 3 頭及び同居牛 23
頭でビタミン A の低値を確認し、死流産
多発の一因と推察。BVD-MD 対策として
ワクチン接種、子牛の RT-PCR、ウイル
ス分離及び抗体検査、Nc 症対策として陽
性牛の摘発・淘汰及び野生動物対策、ビ
タミン A 不足の対策として飼養管理改善
等を指導。

78.黒毛和種の牛白血病ウイルス母子感染
状況とまん延防止対策の検討：沖縄県中
央家保 山下将哉、大城守

生後早期に牛白血病ウイルス（BLV）
に感染した子牛の多くは持続性リンパ球
増多症（PL）となることや、発病までに
至る期間が短いとされることから子牛へ
の感染防御が極めて重要。自然哺乳を主
体とする黒毛和種における BLV 母子感染
の実態を調査し、まん延防止対策を検討。
母子 64 組の検体について受身赤血球凝集
反応(PHA)で抗体検査、nested PCR で遺
伝子検査を実施。抗体陽性母牛 45 頭の子
牛のうち 8 頭で感染を確認、そのうち 5
頭は発症牛や PL 牛の子であった。無症状
キャリアでは初乳を介した子牛への感染
リスクは低く、感染の多くは移行抗体が
消失した以降であると推察。いっぽう、
発症牛や PL 牛の子牛については、垂直感
染の可能性が高いと推察。黒毛和種の場
合は母牛の初乳給与を基本とし、移行抗
体が消失する 3 ヵ月齢までに離乳・隔離
すれば早期感染は防げると考察。発症牛
の子牛については垂直感染リスクが高い
ことから、できるだけ早期に検査し、陽
性の場合はまん延防止の観点から淘汰を
励行すべきである。

79.牛白血病ウイルス（BLV)が関与した
子牛の牛白血病：沖縄県宮古家保 長島
裕美、慶留間智厚

母牛 8 頭飼養の管内繁殖農場にて 2009
年 7 月、5 ヵ月齢の子牛が死亡、体表に
腫瘤多発。稟告では 3 ヵ月齢時より腫瘤
確認。子牛の血液検査で WBC41,000/μ l、
百分比でリンパ球 86、好中球 13、好酸球
1。血液塗沫で異型リンパ球が増多。剖検
所見で体表リンパ節の左右対称性の腫大、
内臓リンパ節の腫大、脾臓の腫大、肝臓
・心臓に白斑散在。病理組織検査でリン
パ節・主要臓器で異型性・多形性に富む
リンパ球様細胞の増殖顕著。免疫組織化
学的検査で CD79a、CD5 陽性、CD3 陰性。
BLV の PCR は子牛の血液・リンパ節、母
牛の血液で陽性。BLV 抗体検査（間接赤

血球凝集反応）で子牛・母牛ともに陽性、
同居牛 12 頭中 5 頭陽性。母牛は導入牛で
初産。子牛の BLV-PCR 陽性及び、リン
パ節の地方病型白血病様細胞増殖所見よ
り、BLV が関与した牛白血病（BLV 関連
多形型 B-1 細胞性リンパ腫）と診断。発
症月齢等より垂直感染が考えられた。子
牛の地方病型牛白血病の症例は少なく、
今後、免疫組織化学的検査などを含め詳
細な検討が必要。

Ⅰ－２ 細菌性・真菌性疾病

80.ＥＬＩＳＡ法による抗体価測定を活用
した牛のサルモネラ症の再発防止対策：
北海道宗谷家保 今村毅、黒澤篤

管内の酪農家において Salmonella Schlei
ssheim（SS）によるサルモネラ症が発生。
哺育・育成牛の糞便と成牛飼養環境から
SS を分離するが、成牛の糞便からは分離
せず終息。しかし、成牛中に間欠的排菌
牛や潜在的保菌牛の存在を疑い、再発防
止策として成牛 314 頭に対する ELISA 法
（北里研究所）による抗体価測定、感受
性の高い哺育・育成牛延べ 300 頭の定期
的な糞便培養検査、消毒の効果判定及び
汚染状況確認のため環境材料 46 カ所の培
養検査を実施。結果、SS の保菌が疑われ
る抗体価を示す成牛はおらず、哺育・育
成牛の糞便及び環境材料から SS は分離さ
れなかった。抗体価測定の結果、96 ％の
牛はサルモネラ症発症防止に有効とされ
る抗体を保有しておらず、ワクチン接種
による防止策を検討。終息後自主的に実
施していた導入・移出牛の培養検査及び
定期的消毒は有効と判断。今後も防止策
を継続し、清浄性維持に努める。

81.管内の乳用牛ヨーネ病防疫の現状と課
題（スクリーニング法の導入とリアルタ
イムＰＣＲの活用）：北海道十勝家保 伴
光、山口俊昭

平成 20 年 9 月から平成 21 年 8 月末ま
で、延べ 528 戸 57,879 頭をヨーネ病スク
リーニング法（S 法）で検査し、170 戸 4
02 頭が陽性。陽性率は、家畜伝染病予防
法第 5 条に基づく一斉検査では 0.5 ％、
第 51 条に基づく発生農場検査では 1.0 ％
で 2 倍の差。約 90 ％が S/P 値 10 未満。S/
P 値 60 以上は 0.7 ％。疑似患畜（疑似）
の 低値は 104.45。値が高くなる程疑似
となる割合が増し、220 以上では 100 ％。
野外での S 法の有用性を確認。Ｓ法導入
後現地対応が煩雑化し、日程調整や人員
確保等課題も多いが、関係機関の協力で
円滑に推進。平成 20 年 1 月から清浄化に
意欲的な発生農場 20 戸 3,264 頭で、リア
ルタイム PCR（rPCR）を実施。89 頭が陽
性。全て自主とう汰。34 頭の rPCR 陽性
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牛で S 法を実施。S 法陰性は 28 頭。陽性
は 6 頭で、その DNA 量は全て 0.01pg/well
以上と高値。搾乳牛の糞便培養が困難な
状況下で rPCR はまん延防止対策に有用。
多検体処理が難しいこと、費用が高いこ
と等が今後の課題。

82.検査間隔短縮による牛のヨーネ病防疫
の成果と効果的な検査間隔の検討：北海
道宗谷家保 田中良子、後藤潤

管内 A 町において家畜伝染病予防法第
5 条による牛のヨーネ病検査（検査）間
隔を 5 年から 3 年に短縮して実施、摘発
頭数減少。A 町での検査間隔短縮効果を
「Collins-Morgan Model」をもとにしたシ
ミュレーションモデルで検証。間隔短縮
せずに検査した場合、保菌牛は平成 15 年
から 19 年で 35、29、54、68、99 頭と増
加し、20 年では検査後も約 80 頭と予測
されたが、間隔短縮により 1 頭に減少し、
有効性確認。次に、効果的な検査間隔に
ついて、間隔を 5、4、3、2 年で検討。5
又は 4 年間隔の検査で保菌牛は顕著な増
加、3 又は 2 年間隔では増加は軽度。一
方、検査間隔に関わらず保菌牛が 50 頭を
超えると急増することが判明。A 町は 5
年間隔の検査では平成 27 年に保菌牛が 5
0 頭を超えると予測され、本病拡大が危
惧。早期に間隔見直しが必要。これらの
結果から、A 町では 3 又は 2 年間隔の検
査、保菌牛を 50 頭以下に抑えることがま
ん延防止に有効。今回得られた結果をも
とに早期清浄化に向けて取り組む。

83.牛のデルマトフィルス症の集団発生例
と発生要因調査：北海道留萌家保 髙畠
規之、小岸憲正

平成 21 年 6 月から 8 月、管内のホルス
タイン種育成牛を放牧する 2 町 3 公共牧
場で、デルマトフィルス症が集団発生(45
0/1,382 頭、32.6 ％)。1 から数回のペニシ
リンの筋注とヨード剤による牛体消毒を
実施。過去 5 年間の、公共牧場の放牧牛
と一般農場の成牛の保存血清を Dermatop
hilus congolensis の熱水抽出抗原を用いた
凝集反応により抗体調査。8 カ所中 7 カ
所の公共牧場と、全ての市町村に抗体陽
性牛を確認。陽性率は放牧牛 4.5 ％(16/35
3 頭)、成牛 40.0 ％(150/375 頭)。6 月か
ら 7 月の天候は、平年と比べ多雨・日照
不足。発生規模が 大の公共牧場では、
若齢群、次いで妊娠群で発症率・病変ス
コアが高く、発生規模が 小であった公
共牧場では、特定の一般農場の預託牛に
発生が集中。以上より、今回の集団発生
の感染源は一般農場の保菌成牛から感染
した育成牛であり、環境要因は多雨・日
照不足の天候と考察。宿主要因としては
若齢と妊娠が示唆。

84.過去５年間に病性鑑定を実施した牛肺
炎の病理組織学的及び免疫組織化学的解
析：北海道十勝家保 杉本美紀、伊藤満

牛の肺炎 135 症例を組織所見から分類。
併せて Mycoplasma bovis（Mb）、Mannhei
mia haemolytica 血清型 1 型（Mh）、Histop
hilus somni（Hs）、Pasteurella multocida（P
m）について免疫組織化学的検査（免染）
を実施、病型別に比較検討。結果、壊死
性肺炎 54 例、化膿性気管支肺炎 41 例、
慢性肺炎 30 例、線維素性化膿性気管支肺
炎 29 例、慢性壊死性肺炎 16 例、間質性
肺炎 15 例、間質性肺気腫 11 例、その他
11 例の 8 病型に分類（60 例は重複）。壊
死性肺炎はどの月齢でも認めたが、低月
齢で多い傾向。免染では、Mb48 ％、Mh4
6 ％、Hs43 ％、Pm12 ％で抗原陽性を認め、
分離陰性で抗原陽性の割合は Hs で高く、
33 ％。病型別の抗原陽性の割合は、壊死
性肺炎 Mh82 ％、Hs64 ％、Mb44 ％、Pm1
0 ％、慢性肺炎 Mb49 ％、Mh29 ％、Hs12
％、Pm10 ％、慢性壊死性肺炎 Mb100 ％、
Hs59 ％、Mh45 ％、Pm9 ％。Hs はほとん
どが Mb や Mh との混合感染で、壊死傾
向の強い重篤な肺病変では主に Mh、慢性
病変では Mb の関与が示唆。

85.乳房炎原因菌への効果的な消毒方法の
検討：青森県八戸家保 奈良聡、方波見
佐知子
平成 21 年に分離された環境性乳房炎原

因菌 7 種(Coagulase Negative Staphylococc
i(CNS)、Yeast like fungi(Yf)、Streptococc
us uberis(Su)、Klebsiella pneumoniae(Kp)、
Escherichia coli(Ec)、Pseudomonas aerugin
osa(Pa)、Prototheca zopfii(Pz))について、
塩化トリメチルアンモニウムメチレン（A
製剤）、塩化ジデシルジメチルアンモニウ
ム（B 製剤）の 500 倍希釈液、これらを
消石灰 1 ％でアルカリ化した薬液（AL）
を用いて踏込消毒槽を想定し 10 秒感作時
の消毒効果を検討。25 ℃条件で A 製剤は
CNS、Yf、Su、Kp に、A 製剤 AL では C
NS、Yf、Su、Ec、Pa に有効。B 製剤は C
NS、Yf、Su、Kp、Ec に、B 製剤 AL では
7 菌種全てに有効。4 ℃条件で A 製剤は C
NS、Yf に、A 製剤 AL では CNS、Yf、Su
に有効。B 製剤は CNS、Yf、Su、Kp に、
B 製剤 AL では Kp を除く 6 菌種に有効。
寒冷条件の踏込消毒槽で 7 菌種を消毒す
るためには B 製剤の 500 倍液とこれをア
ルカリ化した 2 種類の併用が効果的。

86.同時期に 9 頭がヨーネ病と診断された
肉用牛繁殖農場における清浄化対策：岩
手県県北家保 川畑由夏、小林由樹子
2005 年 12 月に 49 頭を飼養する黒毛

和種繁殖農場で持続性の水様性下痢を
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呈した繁殖雌牛 1 頭をヨーネ病と診断
し、発生確認時の検査で患畜 8 頭を摘
発した。県要領に基づき防疫対策を実
施し、16 回の定期検査のほか、出生直
後から母子を分離飼養し、ヨーネ菌遺
伝子検出牛の市場上場を自粛した。疫
学調査と遺伝子検査成績を踏まえ、国
事業奨励金等を活用して 26 頭をとう汰
した。対策後の患畜摘発は 3 頭（2006
年 2 頭、2008 年 1 頭）、遺伝子検出率
は初発時同居牛の 88%（42/48、延べ 7
8 頭）に対し、対策後の出生牛は 6%（2
/31）と低率であった。発生後の平均年
収は発生前の 57%に減少し、収入の 18
%を奨励金等が占めた。本病がまん延
した農場が他農場への拡散防止を図り
つつ経営を継続するうえで、奨励金等
活用の意義は高いと思われた。当該農
場は残り 2 回の検査（ 1 年）で清浄化
を目指していたが、 2009 年 12 月に不
測の事態により全頭を出荷し清浄化し
た。

87.Salmonella O4:i:-の分子生物学的性状
解析：岩手県中央家保 井戸徳子、昆野
勝

国内の牛由来 12 株と鶏由来 4 株の計 1
6 株の Salmonella O4:i:-を分子生物学的に
解析した。全株が S. Typhimurium(ST)迅
速同定 PCR および ST 特異的 IS200 遺伝
子陽性であり、13 株が病原性プラスミド
を保有した。生化学性状として 8 株はリ
ジンデカルボキシラーゼ(LDC)陰性であ
った。牛由来 1 株の Comparative Genomic
Hybridization (CGH)法によるゲノム解析

により、ST と比較して第 2 相 H 抗原遺伝
子領域(fljAB operon)の欠失と主要病原遺
伝子 Salmonella Pathogenicity Island(SPI)
の保存が確認された。fljAB operon PCR
マッピングにより、他 15 株も同様の欠失
が示唆された。PFGE 解析では制限酵素 X
baI で 6、BlnI で 7 つに型別され、多様な
遺伝子型の野外浸潤が示唆された。以上
より、本菌は① fljAB operon の欠失によ
る ST 単相変異型であり、ST と同様に家
畜伝染病予防法上、届出の対象とする必
要があり、② LDC 陰性株の比較的頻繁な
存在から、同定には ST 迅速同定 PCR 等
の遺伝子解析が有用と思われた。

88.黒毛和種繁殖農場での牛ヨーネ病発生
状況と問題点：宮城県北部家保 矢島り
さ、大久範幸

宮城県内の肉用牛での牛ヨーネ病発生
は平成 18 年から毎年 1 ～ 4 頭で推移。全
て当家保管内で、黒毛和種繁殖農場は 4
戸 7 頭発生。平成 21 年度清浄化達成 2 戸、
平成 22 年度清浄化予定 1 戸、平成 21 年
度継続発生により防疫対応中 1 戸。黒毛

和種繁殖農場は離乳まで母子が同居する
飼養形態や、収入の主体が子牛生産など
多くの点で乳用牛と異なるため、防疫対
応でも様々な問題が発生。また、来年度
から始まる肉用牛の検査のための関係機
関との協議でも多くの問題が浮上。①高
齢な飼養者、採材時の保定困難、②発生
時、同居子牛の出荷遅延による市場価値
低下、患畜産子の取扱い、③ヨーネ病に
対する飼養者や関係者の知識不足、風評
被害など。今後、①関係機関の検査協力
・支援、②出荷遅延や自主淘汰に対する
補償制度、発生農場由来肥育素牛の受入
れ農場の確保、③ヨーネ病の正しい知識
の普及啓発等が必要。また、県内で統一
した防疫対応、関係機関が連携した検査
・経営支援体制作りが不可欠。

89.多変量解析による牛ヨーネ病発生農場
の疫学的考察：宮城県大河原家保 山田
治、西川彰子

牛ヨーネ病発生 11 農場の特性及び早期
清浄化のためのとう汰牛選抜を目的に疫
学情報及び遺伝子検査成績を数量化し主
成分分析と判別分析で検討。主成分分析
では、ヨーネ病発生要因は累積寄与率 80.
6%で、哺育、群飼及び糞便管理が関与。
とう汰牛選抜では、2 農場牛群の血縁、
導入、月齢、同居、検査成績等を数量化。
菌分離農場では 1 × 10-4pg/well 以上の遺
伝子検出及び発生 3 ヶ月前に 6 ヶ月齢以
下の牛と仮定。判別分析の結果、患畜の
子 3 頭を除く 47 頭中 17 頭が判別率 100%
でとう汰牛として選抜。発生要因を主成
分分析で推察すると累積寄与率 62.8%で
県外導入及び遺伝子検出が関与。菌未分
離で続発の農場では、1 × 10-4pg/well 以
上の遺伝子検出牛を仮定。103 頭中 5 頭
を選抜。遺伝子検出要因は、累積寄与率
75.5%で 1 及び 2 例目との同居が関与。以
上から、疫学情報と検査成績を用いた主
成分分析及び判別分析は発生要因の説明
及びとう汰牛選抜の一助となることを示
唆。

90.特徴的な神経症状を認めた乳牛のリス
テリア症：山形県置賜家保 小嶋暢、高
橋斉史

平成 21 年 4 月 24 日、29 頭飼養の酪農
家で、県外導入の 24 か月齢のホルスタイ
ン種 1 頭が旋回運動、右側顔面麻痺、耳
翼下垂、斜頚、舌麻痺、流涎を示し、加
療するも 4 月 26 日死亡。剖検で右眼球の
角膜混濁、大脳の血管充盈、大脳皮質お
よび髄質に赤色斑を確認。胎子には異常
なし。脳幹部乳剤を 4 ℃ 2 週間増菌後、P
ALCAM 培地にて 30 ℃ 48 時間培養し、
グラム陽性短桿菌を分離。Listeria monoc
ytogenes と同定、血清型 4 ｂ、病原遺伝
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子 hly、prfA 検出。以上により脳炎型リ
ステリア症と診断。当該牛は管内 A 農場
で 3 日間飼養後、発症 6 日前に本農場に
移動。本農場でのサイレージ給与はなく、
導入以前に感染した可能性が高い。加え
て、輸送ストレスが発症に起因と推察。
近年、ホールクロップサイレージ等の自
給飼料が注目され、飼料の品質管理につ
いて意識啓蒙が必要。本事例は特徴的な
神経症状を認め、現場での類症鑑別上特
に重視された一例。

91.大規模酪農経営農場における乳質向上
に向けた取り組み：福島県県南家保 三
瓶直樹、秋元穣

管内の大規模酪農経営農場において、
平成 21 年 6 月頃乳房炎が多発。乳房炎牛
の隔離、敷料の消毒等の指導により一時
沈静化したが、8 月頃再度多発。農場、
診療獣医師及び家保で対策を検討し、体
細胞数の高い牛を中心とした分房別細菌
検査を実施。14 頭 50 分房を検査し、黄
色ブドウ球菌（SA）44%、コアグラーゼ
陰性ブドウ球菌 39%、大腸菌群 17%を分
離。SA が高率に分離されたため、搾乳牛
全頭の SA 保菌検査を実施。140 頭中新た
に 3 頭の保菌牛を摘発し、まん延防止対
策等を実施。また、経営移譲を目的とし
て搾乳等各作業が農場主夫妻から若手従
業員主体に変更した点も乳房炎多発の一
要因と推察。泌乳生理、搾乳衛生等を中
心に従業員の主体性を尊重するよう参加
型手法を用いて勉強会を実施。これらの
取り組みにより、従業員の衛生意識も高
まり体細胞数はピーク時より改善。平成
22 年 1 月には長男に経営移譲され、今後
も乳質向上を目指す。

92.飼料計算と代謝ﾌﾟﾛﾌｧｲﾙﾃｽﾄを用いた和
牛繁殖農家への飼養管理指導：福島県県
南家保 荻野隆明、塚原しおみ

子牛の下痢・呼吸器病の発生防止を目
的に和牛繁殖農家 14 戸において母牛の給
与飼料の推定充足率（充足率）の計算と
代謝ﾌﾟﾛﾌｧｲﾙﾃｽﾄ（MPT）を実施し飼養管
理を指導。充足率及び粗蛋白質（CP）と
粗繊維（CF）割合から充足率は高いが C
P 量に対し① CF が適正の農家（4 戸）、
② CF が過剰の農家（2 戸）、③ CF が不足
の農家（2 戸）と④分娩期から泌乳期に
充足率が低い農家（6 戸）の 4 つに分類。
①の２戸は過去 1 年間に出荷した子牛を
同市場に上場された同じ父牛の子の平均
1 日増体量と比較すると全てが上回って
いたが、他農家は下回る子牛も散見、④
の 1 戸は全てが下回り、子牛の発育に母
牛の飼養管理が強く影響。MPT の結果か
ら母牛は尿素窒素（BUN）が②で高値（1
7.3 ± 2.4mg/dl）、③で低値（＜ 5.0mg/dl）

でありﾙｰﾒﾝｺﾝﾃﾞｨｼｮﾝの異常を示唆。子牛
の良好な発育を得るには母牛へのﾙｰﾒﾝの
活性を維持するﾊﾞﾗﾝｽの取れた栄養供給が
重要であり、MPT 成績と飼料計算は農場
の状況分析に有効。

93.鼻腔スワブを用いた Mannheimia haem
olytica 分離検査の診断的意義についての
検討：福島県県中家保 菅原克、大西英
高

牛呼吸器症の細菌検査は鼻腔ｽﾜﾌﾞを材
料に用いた方法が一般的であるが、病原
細菌は上部気道に常在すると考えられて
いること、株間で病原性に差があること
から診断的意義について不明な点が多い。
そこで Mannheimia haemolytica(Mh)感染
症発生農場 1 戸において上記の検査等を
実施し、その意義について検討。Mh 感染
症発生直後では鼻腔内から高率に Mh が
分離され(5/10 頭)、発生後約一ヶ月では
Mh 分離率は有意に減少し(P<0.05、3/29
頭)、菌分離が陰転した個体も確認(4/5
頭)。抗体検査では後血清で Mh 抗体価が
有意に上昇した個体が認められ(6/7 頭)、
Mh 全菌体凝集抗体価 128 倍≦の個体は高
率に Mh 分離(5/6 頭)。発生農場死亡牛肺
由来 2 株と鼻腔ｽﾜﾌﾞ由来 8 株は PFGE 等
の結果から同一株であることが示唆。Mh
が発症牛から牛群へと広く水平伝播した
ことが推察。以上から、呼吸器症発生直
後の鼻腔ｽﾜﾌﾞを用いた検査は Mh 感染症
の診断に有用であることが示唆。

94.搾乳牛群に発生した牛パスツレラ症：
福島県県北家保 石川雄治、稲見健司

平成 21 年 3 月、成乳牛 30 頭飼養の農
場で突発的に 4 頭が死亡。これらの 4 頭
は、食欲不振、呼吸器症状を主徴。死亡
した 2 頭目から精密検査を実施した結果、
2、3 頭目の肺から Mannheimia haemolytic
a（Mh）を分離。また 2 頭目の肺から RS
ウイルス特異遺伝子を検出。更に同居牛
群 10 頭（搾乳牛 6 頭、別棟牛舎の育成牛
4 頭）から鼻腔スワブ及び血液を採取。5
頭より Mh を分離、併せて 1 頭から RS ウ
イルス特異遺伝子を検出したため、うち
7 頭分の余剰血清（3 ヶ月前採取）をペア
血清とし、７頭中 6 頭で抗体価の有意な
上昇を確認。また病理組織学的検査では、
3 頭ともに Mh に特徴的な好中球集簇のエ
ン麦様細胞の出現を伴う壊死性肺炎像を
認め、免疫組織化学的検査では、病変に
一致して Mh1 型の陽性反応を観察。これ
らのことから農場内に流行が示唆された
RS ウイルスの感染が誘因となり、Mh が
肺へ移行し、重篤な牛パスツレラ症が発
症したものと推察。

95.リステリア菌による子牛の死産の発生
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：福島県いわき家保 中村貴則、小林準
平成 21 年 3 月 10 日、黒毛和種繁殖雌

牛 16 頭を飼養する農家で子牛 1 頭の死産
が発生。母牛は直前から発熱。死産子牛
と母牛及び同居牛の血液検査により死産
に関連するウイルス感染は否定。死産子
牛の胃内容物と腸内容物から Listeria mon
ocytogenes を分離。肝臓に菌塊を伴う多
発巣状壊死と全身各臓器の血管内に菌塊
を確認。以上の結果から L.monocytog-ene
s による敗血症型の死産と診断。当該農
場ではカビの発生した変敗サイレージに
カビの吸着剤を添加して給与。母牛の隔
離治療と変敗した飼料給与の中止を指導。
現在給与中のサイレージから L.monocytog
enes は未検出。その後、当農家では 15 例
の分娩があったが異常産の発生は無く、
死産した母牛も 4 月に受胎。

96.本県の過去 3 年間におけるヨーネ病患
畜の抗原検索状況：茨城県県北家保 西
野弘人、村山丹穂

本県で平成 18 年 11 月から平成 21 年 9
月までに発生のあったヨーネ病患畜(患
畜)77 頭の病理組織学的検査、糞便遺伝
子検査、糞便分離培養検査（分離培養）
に加え組織の遺伝子検査を実施。これら
4 種類の検査を試みた結果、分離培養の
陽性率が も高かった。しかし、清浄性
確認検査で菌分離陽性になった検体で殺
処分時検査では分離陰性となった検体あ
り。また、糞便遺伝子検査と分離培養結
果が一致しない検体があったことから、
糞便からの抗原検索には遺伝子検査と分
離培養を併用することでより精度の高い
検査が実施できると考察。いずれかの検
査で陽性になった個体は 77 頭中 30 頭で
陽性率約 40 ％、戸数別では 23 戸中 4 戸
で陽性率約 17 ％。残りの患畜は 4 種類の
抗原検索いずれにおいても陰性。患畜か
ら一定の方法でヨーネ菌が確認されない
個体の割合が多いということは本県内の
農場ではヨーネ菌による汚染レベルは低
い状態であると推察。

97.改正要領に基づく牛ヨーネ病防疫対応
：栃木県県央家保 濱谷景祐、藤田慶一
郎

平成 20 年 7 月から牛ヨーネ病(JD)検査
に予備的抗体検出法(SC 法)を導入。同年
12 月栃木県 JD 防疫対策要領を改正、細
菌培養検査に代えてリアルタイム PCR 検
査(rPCR)を導入。その後の JD 対応状況
を報告。SC 法は 7,203 頭実施、152 頭が
陽性。確定検査で 10 頭を患畜と診断。rP
CR は 1,881 頭実施、1 頭が陽性（患畜）。
患畜は当所で殺処分、細菌学的検査及び
病理組織学的検査を実施。平成 20 年度摘
発患畜 5 頭は、細菌学的検査陰性、病理

組織学的検査も JD の特徴的病変なし。平
成 20 年度は 16 戸中 5 戸、平成 21 年度は
11 戸中 4 戸で清浄性を確認。SC 法によ
り時間的制約は緩和されたが、SC 法のみ
陽性の個体があり、農家に説明が必要。
また、業務量の増大、経費の増加等の問
題あり。摘発患畜は、1 頭を除き抗体検
査以外の検査結果は陰性。確定検査が非
特異反応だった可能性も示唆される。当
面は現行対応で継続し、知見の収集や検
査成績の解析に努める。

98.ヨーネ病発症牛摘発農場における衛生
指導：栃木県県北家保 久保卓司、萩原
厚子

ヨーネ病防疫対策要領の改正に伴い、
ヨーネ病患畜発生農場に対する清浄性確
認検査として、抗体検査に加え糞便を用
いたリアルタイム PCR 検査(rPCR 検査)
を実施。平成 20 年 12 月から平成 21 年 1
1 月までに管内 33 戸 2,784 頭の rPCR 検査
を実施し、7 戸 60 頭が陽性。平成 21 年 1
0 月に、清浄性確認検査対象の一酪農場
でヨーネ病発症牛を摘発。当該農場牛の
糞便 37 頭、環境材料 30 か所の rPCR 検査
で、すべての検体からヨーネ菌遺伝子を
検出。石灰消毒実施の 3 週間後、再度、
糞便及び環境材料を採取し rPCR 検査を
実施。環境材料中のヨーネ菌遺伝子量は
減少傾向を示し、糞便材料は 34 頭中 18
頭が陽性。一方、血清抗体はスクリーニ
ング検査で 6 頭陽性、確定検査で１頭陽
性(発症牛)。rPCR 検査は本病の清浄化対
策として有効だが、多大な労力と費用を
要するなど問題点も多い。本法の有効な
活用法について今後検討が必要。

99.和牛肥育農場の真菌性胃腸炎発生：栃
木県県南家保 赤間俊輔、齋藤優子

平成 21 年 4 月～ 7 月、管内和牛肥育農
場の 13 ～ 15 か月齢の肥育牛群で食欲廃
絶及び水様性下痢が散発。症状は肥育用
配合飼料への切替が終了した時期に発生。
4 頭(症例 1 ～ 4)が死亡し、病性鑑定を実
施。剖検所見では、症例 1、3、4 に前胃
粘膜剥離、症例 3、4 に肺炎を確認。症例
3、4 の第一胃内容物は灰白色で、pH は
それぞれ 4.5、5.5 と酸性。病理組織学的
検査では、全症例で細菌の二次感染を伴
う真菌性前胃炎が認められ、真菌は形態
学的に接合菌と推察。症例 1、2 は真菌の
血管侵襲と血栓形成による前胃の広範な
壊死、症例 3 はルーメンアシドーシスに
よるカタル性前胃炎、症例 4 は真菌性肉
芽腫性第一胃炎及び壊死性肺炎が特徴。
いずれの症例も、飼料切替が誘因となり、
急激なルーメンアシドーシスを惹起し、
二次的に真菌が感染したと推察。当該農
場へは、規則的な飼料給与、慎重な飼料
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増給と切替、競合の少ない牛群構成、寒
暖差軽減等の飼養技術指導を行った結果、
発生は終息。

100.マクロライド耐性 Mycoplasma bovis
の 23S リボゾーム RNA ドメイン V 領域
の解析：栃木県県央家保 小池新平、宇
佐美佳秀
牛呼吸器病由来 Mycoplasma bovis（M.

b）の県内分離 52 株の薬剤感受性調査を
実施。併せてマクロライド(ML)耐性株に
ついて耐性機構にかかわる領域を解析。
薬剤感受性試験は微量液体希釈法により

小発育阻止濃度(MIC:μ g/ml)を測定。
ML 耐性機構の解析は 23S リボゾーム R

NA（ rRNA）のドメイン V 領域を増幅し
塩基配列を感受性株と比較。タイロシン(T
S)、チルミコシン(TMS)では MIC が広く
分布（≦ 0.1 ～ 100 ＜）。特に TMS では 5
2 株中 24 株(46.2%)が 100 ＜と耐性。23S
rRNA の解析では TS,TMS、リンコマイシ
ン(LCM)3 剤耐性の 2 株のうちの 1 株に 1
塩基の置換を確認。それ以外の ML 耐性
株に変異は認めず。ヒトや豚のマイコプ
ラズマではドメイン V 領域の変異による
ML 耐性獲得の報告。しかし、M.b では T
S、TMS 耐性が多く確認されたにもかか
わらず、LCM との交差耐性が少なくドメ
イン V 領域の変異を認める株が少ないこ
とが判明。M.b では異なる耐性機序が働
いている可能性が示唆。

101.牛乳房炎乳汁検査と追跡調査：群馬
県中部家保 佐藤洋子

県は安全な牛乳を消費者に安定して供
給するため｢群馬県産生乳の安全性確保計
画｣を策定｡当所は乳汁検査後の指導に重
点を置いている。乳房炎治療の現状把握
のため、依頼 32 農場、延べ 114 頭の乳汁
の細菌学的検査及び追跡調査を実施。CN
S48 株､レンサ球菌群 36 株､黄色ブドウ球
菌 19 株､大腸菌群 19 株を分離。追跡調査
により有効抗生剤投与による治癒率はそ
れぞれ 63 ％､ 46 ％､ 50 ％､ 30 ％。抗生剤
の乳房内局所投与のみより全身投与併用
で効果あり。臨床型乳房炎治癒牛のうち、
感受性判明抗生剤投与の治癒率は 90 ％。
潜在型乳房炎治癒牛のうち、第一選択薬
での治癒率は 50 ％で､感受性試験前の治
療も効果あり｡また高産歴牛治癒率は 17
％､泌乳前期治癒率は 88 ％、牛舎構造別
治癒率はフリーストール 65 ％、タイスト
ール 49 ％。今後の乳房炎対策として､関
係者と情報を共有し、治療における抗生
剤投与の検討や感受性試験､搾乳衛生や飼
養衛生管理まで広げた総合的な指導が必
要。

102.牛の Fusobacterium necrophorum に

よる多発性凝固壊死巣を特徴とする漿液
性化膿性胸膜肺炎：群馬県家衛研 瀧澤
勝敏、樋口明宏

肉用牛肥育農場で、20 カ月齢肉用交雑
種が口腔から泡沫流出、斃死し、病性鑑
定。剖検では重度の肺水腫。周囲に赤色
斑を伴う白色結節が肺表面に多発。気道
に白色泡沫。ほか肝膿瘍。細菌学的検査
では肝膿瘍、脾臓、心臓、肺の嫌気培養
で Fusobacterium necrophorum（Fn）を分
離。組織所見では肺の白色結節は凝固壊
死巣（壊死巣）としてみられ、内部から
辺縁にグラム陰性長桿菌塊（菌塊）、壊死
巣辺縁に好中球、リンパ球が帯状に浸潤。
肺胞に好中球、マクロファージをいれる。
細気管支周囲の血管に菌栓塞像。小葉間
結合組織は出血を伴う重度の水腫性拡張。
抗 Fn 血清による免疫組織化学的検査では
壊死巣と内部の菌塊、辺縁の炎症性細胞
細胞質、菌栓塞部の菌塊、肝膿瘍の膿瘍
膜に陽性反応。以上の結果から Fn 感染症
と診断。菌塊の分布は肺と肝膿瘍に限局。
肺の壊死巣の菌塊は肝膿瘍からの転移と
推察。肝膿瘍からの転移が疑われる Fn が
肺に壊死病変を形成することは極めてま
れ。

103.一地域で連続して発生した牛サルモ
ネラ症の地域清浄化への取組み：千葉県
南部家保 髙﨑舞、片山雅一

2009 年 8 月～ 11 月、同一地域内 6 酪
農家で連続して搾乳牛に Salmonella Typhi
murium（以下 ST）によるサルモネラ症が
発生。6 農場分離 ST は分子疫学的に同一
由来と推定。緊急対応として①同居牛を
含めた菌検索②消石灰の配布、散布（発
生、周辺農場）③広報による注意喚起④
酪農協への協力要請。その後、発生農家
に対し、月 1 回の菌分離検査を行い清浄
化に向けた指導を実施。さらに、地域へ
の対応として、牛定期検査時に個々の消
毒状況を確認、発生状況の伝達、予防知
識の習得を目的としたヘルパー組合・家
畜商への研修会や管内酪農家等を対象と
した講習会を開催。個々の防疫意識が向
上するとともに、消石灰の配布（酪農協）、
外来者用長靴の配布（家畜診療所）、ワク
チン補助（市）が開始され、地域的な取
組みが行われるようになった。今後、よ
り一層の防疫意識の向上・定着、法的強
制力を持つ「飼養衛生管理基準」の遵守
指導強化が必要であると考えられた。

104.牛の病原性大腸菌 O157 保有状況とふ
れあいイベントでの対策：東京都家保
水谷文香、磯田加奈子

都では農場と住宅の距離が近く、情操
教育の一環として小中学生の見学や、動
物とのふれあいイベントが増加している。
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病原性大腸菌 O157（O157）は、食品の
他、牛に直接触れた人が感染する事例も
ある。牛から人への本菌の感染を防止す
るため、当所では農場での検査とイベン
トに供する牛の検査を実施。平成 17 年度
以降、O157 の保有牛は確認されなかった
が、昨年 289 頭中 1 頭（0.3 ％)、本年の
検査では、22 戸中 4 戸（18.2 ％)、239 頭
中 11 頭（4.6 ％）の陽性を確認。当該農
場へは①手洗いの励行②糞便のこまめな
除去と適切な堆肥化③良質の乾草給与④
ハエの駆除等を指導。イベントに供する
予定の陽性牛は自粛を指導し、別の陰性
牛を出すこととした。当所が把握してい
ないふれあいイベントがあると考えられ
るため、本検査の必要性を家保通信や巡
回指導等を通じて積極的に周知。ひき続
き、O157 保有状況の把握に努め、清浄化
対策の指導を行い、ふれあい事業等にお
ける安全対策を図る。

105.バルク乳・個体乳検査による黄色ブ
ドウ球菌低減対策：東京都家保 吉崎浩、
鈴木博

黄色ブドウ球菌（SA）による乳房炎の
早期発見・早期対策を行うために、都内
全酪農家に対して四半期ごとにバルク乳
SA 検査を実施し、結果に基づき個体乳検
査農家を選定、個体乳・分房乳検査を実
施した。SA 数・体細胞数測定、PL テス
ト、薬剤感受性検査等を実施し、酪農家
・獣医師に検査結果を還元した。検査結
果は牛舎図を添付し感染牛の位置、状況
が見えるようにし、SA 感染牛に対する状
況把握・認識を高め、SA 感染牛について
は 後に搾乳、適正な搾乳衛生、乾乳期
治療等 SA の治療を指導。都内全酪農家
のバルク乳検査成績及び個体乳検査を実
施した酪農家でのバルク乳検査成績は改
善傾向。乳房炎対策としてバルク乳・個
体乳検査を継続し、バルク乳で SA 数が
急に増加した酪農家に対しては、次回の
個体乳検査農家に加え、早急に乳房炎対
策を図り、中長期的に SA による乳房炎
の被害の低減を図っていく。

106.高度な胸膜炎の認められた牛パスツ
レラ症：東京都家保 小山朗子、吉崎浩

肉用牛約 150 頭飼養の肥育農場におい
て冬期に一過性の呼吸器症状が広がり自
然終息したが、1 頭が 7 日後に死亡。剖
検所見では肺、横隔膜が強固に癒着し、
黄白色の線維素が蜂巣状構造を形成し、
漿液が大量に貯留。肺は腫大・肝変化し、
大豆大結節が多数触知。病原検索では胸
腔漿液から Pasteurella multocida(P.m)を大
量に分離。ウィルス検査は陰性。組織学
的に、内層に肉芽組織が増殖し、外層に
多数のグラム陰性桿菌塊や炎症細胞を含

む線維素が存在し、肺胸膜は高度に肥厚。
肺では中等度に化膿性気管支炎が認めら
れ肺胞腔内には合胞体が散見されたが、
封入体は確認できず。グラム陰性桿菌を
伴う凝固壊死巣が散発。線維素や壊死巣
内の桿菌は P.m 各莢膜型抗体（動衛研）
による免疫染色で莢膜型 A・B で陽性を
示し、分離菌の莢膜抗原型別試験は A 型
を示した。通常 P.m による肺炎の予後は
よいが、本症例は化膿性気管支肺炎が進
行しストレスにより胸膜肺炎が重篤化し
死亡したと考えた。

107.管内一酪農家の牛サルモネラ症の発
生と対応：神奈川県県央家保 髙田陽、
安藤正樹

平成 21 年 5 月 26 日から飼養頭数約 40
頭の酪農家で成牛 5 頭が発熱、食欲不振、
偽膜を混じる水様性下痢、血便等を発症
し、6 月 1 日に検診。発症牛 3 頭から Sal
monella Typhimurium を分離。分離菌は A
BPC、CEZ、ERFX 等に感受性。診療獣医
師は ABPC、CEZ で治療したが改善され
ず、ERFX に変更したところ有効。6 月 7
日～ 11 日に未発症牛を含め全頭に ERFX
を投薬。6 月下旬まで計 24 頭が発熱等を
示した。清浄性確認のため、DNA プロー
ブ法による検査を実施。直腸便では 6 月
16 日 19/35 頭、7 月 2 日 5/39 頭、7 月 23
日 1/42 頭、8 月 19 日 1/41 頭が陽性、9 月
15 日に 39 頭全頭陰性。牛舎飼槽等は、6
月 8 日 12/18 ヶ所が陽性、6 月 11 日、8
月 19 日、9 月 15 日に初発牛牛房飼槽 1
ヶ所のみ陽性、10 月 13 日に全て陰性。9
月 15 日に 37 頭の抗体検査を実施し、36
頭が陽性。ブースター効果を期待し全頭
にワクチン接種。経済的損失は約 500 万
円と試算。感染経路は不明。

108.Arcanobacterium pyogenes の関与が
疑われる牛流産例：神奈川県県央家保
小菅千恵子、安藤正樹

平成 21 年 6 月、成牛約 40 頭飼養の酪
農家で、3 歳（2 産目）の乳牛が胎齢 6 ヶ
月の雌・雄の双子を流産し、うち雌胎子
1 頭について病性鑑定を実施。剖検で、
赤色の胸水・心嚢水・腹水の貯留を、組
織学的所見で、肺に多発性の菌塊、肺胞
壁や細気管支上皮・内腔等に菌を認めた。
菌は抗 Arcanobacterium pyogenes（AP）免
疫染色に陽性を示し、細胞内への菌の貪
食像を認めた。細菌学的検査で、胎子の
脳・肝・腎・肺から有意に AP を分離。
流産母牛の AP 抗体検査では、流産 5 ヶ
月前の 2 倍から流産時 32 倍へと、有意に
抗体価が上昇。発生農場飼養牛 40 頭と県
内の搾乳衛生の良好な農場 10 戸各 10 頭
の AP 抗体価を比較したところ、発生農
場は抗体保有率 100 ％、抗体価の分布は
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1 ～ 32 倍と、高い傾向。ウイルス学的、
寄生虫学的検査で、アルボウイルス感染
症、牛ウイルス性下痢・粘膜病及びネオ
スポラ症等の異常産関連疾病の関与は否
定。以上より AP が流産に関与したもの
と考えられた。

109.予備的抗体検査法を用いた牛ヨーネ
病の摘発とその概要：山梨県東部家保
小泉伊津夫、駒井文彦

平成 20 年 7 月に牛ヨーネ病の予備的抗
体検査法（Ｓ法）が家畜伝染病予防法に
規定され、以降、本県でもＳ法を導入し
検査。当所では平成 20 年度 3 戸 449 頭、
21 年度 20 戸 266 頭のＳ法検査を実施。2
0 年度 2 戸 11 頭、21 年度 3 戸 3 頭が陽性
となったが、 終的には 1 戸 1 頭をヨー
ネ病患畜として摘発。発生農家は成牛 35
頭、育成牛 10 頭、哺育牛 3 頭を飼養する
酪農家。患畜発生時の防疫措置として、
当該牛の隔離及び殺処分等を指示すると
ともに、畜舎消毒、疫学調査を実施。ま
た、発生確認時の検査を実施し陰性を確
認した。患畜は 18 年 5 月に県内の育成専
門農家から導入した 3 頭のうちの 1 頭で
あったが、導入元農場では過去にヨーネ
病の発生はなく、感染経路は不明。ヨー
ネ病の清浄化を図るためには、法に基づ
く定期検査に加え、対策要領に基づく発
生農家の計画的な検査と患畜やハイリス
ク牛の摘発・淘汰等を確実に実施してい
くことが重要。今回の発生農場について
も、対策要領に基づきスクリーニング法
及びリアルタイムＰＣＲ法による同居牛
検査等を実施し、引き続き清浄性を確認
していく。

110.肥育農場におけるクロストリジウム
感染症の発生と対応：長野県伊那家保
稲葉真

2009 年 4 月、管内肉用牛肥育農場（飼
養頭数 500 頭）で突然死した肥育後期牛
の病性鑑定を実施。死亡牛（交雑種、去
勢、26 か月齢）は敗血症の変化を呈する
とともに、脾臓、腹水及び気管分泌液か
ら Clostridium perfringens を分離。解剖所
見及び細菌検査の結果から Clostridium 感
染症と診断。飼養牛群は IBR5 種混合不活
化ワクチンの接種のみで、本病予防ワク
チンは未接種。このため、2009 年 7 月、
牛嫌気性菌 5 種混合トキソイドワクチン
の接種を指導。ワクチン接種効果を確認
するため、抗体価の推移を調査。また、
本病ワクチン接種に当たり、多頭数に接
種するため無針注射器も利用。さらに飼
養管理状況を把握し、生産性の向上を図
るため脂溶性ビタミン検査を含めた血液
生化学性状検査も実施。その結果、ワク
チン抗体価は無針注射器利用群、注射器

利用群とも有意に上昇し効果を確認。ビ
タミンコントロールもあわせて指導した
結果、当該農場は 2008 年 12 月から 12 頭
の突然死が発生していたが、ワクチン接
種後、突然死は未発生。

111.フリーストール農場の戻し堆肥発酵
促進による乳房炎対策：新潟県下越家保

渡邉章子、後藤靖行
280 頭規模のフリーストール農場で乳

房炎が平成 21 年 5 月から多発。乳房炎乳
汁 33 頭 54 検体中 29 検体からクレブシエ
ラ菌を主体とした環境性細菌を分離。敷
料と副資材からもクレブシエラを 106 ～
109 個 /g 分離。敷料には水分量のやや多
い副資材(剪定枝等を破砕乾燥)と戻し堆
肥を混合。堆肥の発酵が進まず乾乳牛で
は未完熟堆肥を使用。敷料消毒を実施す
るが、6 月には 43 頭が乳房炎を発生し改
善がみられず。乳房炎対策には戻し堆肥
の質の安定化が不可欠と判断。農場主に
副資材の変更あるいは堆肥の完熟化を提
案。農場主は現状の副資材を利用した戻
し堆肥の改良を選択。発酵促進を目的に
堆肥舎のブロアー改造工事を実施し堆肥
を完熟化。結果、敷料からクレブシエラ
は分離されず、10 月の乳房炎発生頭数は
4 頭に激減。今後は大量堆肥完熟化に向
けて堆肥舎の増築予定。今回の乳房炎発
生頭数は 101 頭で死廃は 25 頭に達し、質
・量ともに安定した副資材確保の重要性
を再認識。

112.管内酪農家の乳質改善意欲向上に向
けた取り組み：新潟県上越家保 竹内智
胤、平山栄一

管内酪農家の平成 20 年度生乳検査（月
3 回）成績で、バルク体細胞数（以下 SC
C)40 万/mL（以下略）超過(格差金徴収対
象)10 回以上の農場が 25 農場中 13 農場
と高率。現状を改善する目的で搾乳衛生
および乳房炎対策として搾乳立会、搾乳
牛全頭の乳房炎検査等を実施。搾乳立会
実施 7 農場では過搾乳に繋がる手技等を
確認。9 農場の乳房炎検査(延べ 185 頭、
716 分房)で黄色ブドウ球菌(以下 SA)が 8
農場で陽性(頭数陽性率 22.2 ％)と高率。
農場個々に対策指導。A 農場では計画的
淘汰、搾乳手順の改善等により SCC 平均
が平成 20 年度 45.0 万から平成 21 年度 26.
0 万と低下。B 農場では経産導入牛による
SCC 上昇が見られたため、以後の導入牛
の乳房炎検査を実施。C 農場では 18 頭中
10 頭が SA 陽性であったため、乾乳前お
よび分娩前後の検査で乳房炎牛を摘発す
る対策を指導・実施。今後も衛生的な搾
乳方法への意識付け、乳房炎牛の早期発
見を重要点とし、農場の乳質改善意欲の
向上に取り組む。
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113.乳房炎罹患牛の履歴調査：新潟県中
越家保 須貝寛子、藤戸幸一

当所で乳汁検査を実施した牛の転帰及
び管内乳用牛の乳房炎発生状況について、
農業共済組合の病傷及び死廃データ、牛
の個体識別情報検索、農場の聞き取りに
より調査を実施。乳房炎の病傷データで
は出荷合乳の体細胞数平均 40 万/ml 未満
の農場はそれ以上の農場に比べ初診から
転帰までの日数が有意に短い。平成 18 年
4 月～ 21 年 11 月までに当所で乳汁検査
を実施した 268 頭中、乳房炎と判定した
分房を持つ牛は 197 頭、そのうち黄色ブ
ドウ球菌（以下 SA）分離牛は 58 頭（29.
4%）で、体細胞数の高い分房は SA 分離
率が有意に上昇。また SA 分離率に年齢
との相関は認められなかったが、6 歳未
満では 3 歳齢での分離率が有意に高かっ
た。SA 感染判明後の個体への対処として

後搾乳、治療、盲乳、廃用が実施され
ているが、乳房や乳汁の外観が悪くない
等の理由から飼養中の感染牛 27 頭中 10
頭が未処置。乳房炎牛への適切な処置は
乳質改善に不可欠であり、特に SA 分離
牛処置の継続的指導は重要。

114.乳雄哺育育成農場の呼吸器疾病低減
対策：新潟県中央家保 村山和範、馬上
斉

飼養頭数 150 頭の乳雄哺育育成農場に
おいて平成 20 年 5 月から離乳後に呼吸器
症状を主徴とした死亡事故が増加。牛哺
育育成事故低減対策事業として病性鑑定
を実施。5 頭全頭に肺病変を認め、パス
ツレラ、マンヘミア、マイコプラズマ及
び牛 RS ウイルス等が関与した牛呼吸器
複合病と診断。導入素牛 14 頭の血液検査
で 3 頭が血清総蛋白質の低値を示し初乳
摂取不足と推察。呼吸器病ウイルス抗体
価は個体毎に大きなばらつきを認めた。
平成 20 年 9 月に畜主、家保、管理獣医師
及び NOSAI で現地検討会を行い導入牛の
単飼、呼吸器 4 種混合生ワクチン接種を
指導。死亡頭数は一時減少したが平成 21
年 1 月に再度増加したため医薬品メーカ
ー獣医師を交え衛生プログラム再検討。
離乳前の CTC 間欠投与、異常時の CEZ
及び EM による早期治療を指導。一月当
たり死亡頭数が 8.5 頭（平成 20 年 8 月～
平成 21 年 3 月）から 2.5 頭（平成 21 年 4
月～ 11 月）に減少。

115.ヨーネ病多発大規模酪農場における
細菌学的考察：新潟県中央家保 矢部静、
本間裕一

2006 年 12 月に初めてヨーネ病患畜が摘
発された 300 頭規模の酪農場で、2008 年
までに抗体検査で 17 頭のヨーネ病患畜を

摘発。患畜の確定検査時 ELISA 抗体価は
0.411 ～ 1.002。患畜の病理組織学的検査
で腸間膜リンパ節に類上皮細胞の結節性
増殖を確認｡一方、細菌学的検査では、腸
管、腸間膜リンパ節を中心に、ヨーネ菌
の直接鏡検、培養、リアルタイム PCR(rP
CR)または nested-PCR 検査を実施、全検
体ヨーネ菌及び遺伝子陰性。県ヨーネ病
防疫対策要領に基づき、同居牛検査とし
て抗体検査または、2006,2007 年の発生時
は糞便のヨーネ菌培養検査を実施。また、
2008 年は搾乳牛糞便の培養検査が困難な
状況下であったことから rPCR 検査で対
応し、敷料等環境材料中のヨーネ菌の存
在を確認するため同時に rPCR 検査を実
施。4 年間で延べ 1,754 検体を検査し、全
例ヨーネ菌またはヨーネ菌遺伝子を検出
せず。本農場のヨーネ病は抗体上昇のみ
で、ヨーネ菌の存在を認めず農場は清浄
であると考えられることから、同様の事
例には防疫対応に rPCR を組み合わせた
検査法が必要。

116.ヨーネ病抗体非特異反応が疑われた
農場の防疫対応：新潟県下越家保 濱崎
尚樹、阿部隆司

平成 19 年 12 月にヨーネ病(JD)を清浄
化した乳用牛 280 頭規模のフリーストー
ル農場で、平成 20 年 10 月新たに患畜 1
頭を抗体検査で摘発。更に、同居牛検査
で 7 頭を摘発。病性鑑定の結果、JD に特
徴的な病変は認めず、ヨーネ菌も分離さ
れない無病巣反応牛であった。平成 18 年
の患畜 9 頭も無病巣反応牛であり、検査
成績を検討の結果、JD の可能性は低く、
非特異反応の可能性が高いと判断。以降
のまん延防止のための検査を糞便のリア
ルタイム PCR 検査で実施し、平成 21 年 1
0 月に清浄化達成。併せて、スクリーニ
ング検査(P)陽性牛の追跡抗体検査、乳房
炎罹患牛の経時的抗体検査、環境からの
抗酸菌分離を実施。P 陽性牛 12 頭中 11
頭は陽性で推移し、乳房炎罹患牛 10 頭中
5 頭が P 陽性となったが、糞便からヨー
ネ菌は確認されず。環境からヨーネ菌は
検出されないが多種の抗酸菌を分離。本
農場の事例を踏まえ、JD 確定診断には、
より精度の高い生前診断法の確立が望ま
れる。

117.Salmonella Typhimurium 無 症 状 保
菌牛の清浄化対策：富山県西部家保 後
藤利隆、牧坂敦

平成 21 年 9 月にフリーストール牛舎で
主に搾乳牛 70 頭と、隣接牛舎で主に子牛
や育成牛 42 頭を飼養する酪農家で、Salm
onella Typhimurium( ST）特有の発熱、
下痢などの症状を示さない無症状保菌牛
が確認され、農場全体の保菌率は 56.3 ％
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にも及ぶことが判明。農場は広く ST に汚
染されており、牛舎通路、飼槽及び給水
器など農場の至る所から ST が分離。これ
を受けてフリーストール牛舎の緊急消毒
と飼養牛全頭への生菌製剤の投与を行っ
たところ、10 日後の検査で保菌率が 11.4
％に激減。以上の結果を踏まえて、無症
状保菌牛の除菌対策を畜舎内外の消毒と
生菌製剤の連続給与としたところ、隣接
牛舎では対策後 40 日目をもって、また、
フリーストール牛舎においては、隣接牛
舎よりかなり短い 25 日間で清浄化を達成
することに成功。

118.公共哺育牛預託施設での呼吸器病対
策の取組み：石川県北部家保 神川佳子、
北満夫

慢性呼吸器病が散発する公共哺育牛預
託施設で、平成 21 年 10 月及び 11 月導入
牛群を導入時から 1 週間間隔で 5 週目ま
でモニタリング（体温測定、聴診、採血）
し、その結果を基に対策を検討。当該施
設では県内の農家から導入した約 20 日齢
の雌子牛をカウハッチで管理後、離乳ま
で哺乳ロボット設置マス（哺乳マス）で
群飼。モニタリング期間中、ほぼ全頭（2
8/29 頭）が呼吸器病で加療、特に哺乳マ
ス移動後に多く発症。抗体検査でウイル
スの関与は認めず。発熱個体の鼻汁から
マイコプラズマ（Msp）を分離（6/7 頭）。
また、哺乳マス 16 頭の鼻汁検査で Msp（1
4 頭）および Pasteurella multocida（12 頭）
を分離し、重度の汚染を確認。対策とし
て緊急的に哺乳マスをオールアウトし、
徹底した洗浄・消毒を実施。結果、新た
に哺乳マスへ移動した群の鼻汁から Msp
は検出されず。今後は施設の頻回消毒、
牛の観察徹底及び発症個体の隔離治療な
どを指導。

119.牛乳房炎乳汁から分離された黄色ブ
ドウ球菌の性状：福井県家保 葛城粛仁、
谷村英俊

県内酪農家 16 戸の乳房炎罹患牛 53 頭、
70 分房の乳汁から分離された黄色ブドウ
球菌（SA）の性状を検査。コアグラーゼ
（Coa）血清型別ではⅤ型とⅥ型のみを確
認。Ⅵ型が も多く 16 戸 51 株。Coa 遺
伝子型別では C 型、D 型および F 型を確
認。C 型が も多く 14 戸 44 株。RFLP で
は a 型～ f 型までの 6 つの型に分類。A
型が も多く 12 戸 38 株。毒素遺伝子の
検出ではエンテロトキン（SE）C、SEG、
SEI および毒素性ショック症候群毒素遺
伝子を同時に保有する株を 3 戸 6 株確認。
その他の株から毒素遺伝子は検出されず。
以上の結果より県内に浸潤している SA
を 7 つのグループに分類。グループ①（C
oa 血清型Ⅵ型、Coa 遺伝子型 C 型、RFLP

ｃ型、毒素遺伝子なし）が も多く 12 戸
37 株。薬剤感受性試験では 8 薬剤中セフ
ァゾリンを除く 7 薬剤に対して耐性を確
認。そのうち、ストレプトマイシンにつ
いては 15 戸 68 株に耐性を示す。8 薬剤
中 5 薬剤に耐性を示す多剤耐性株も確認。

120.増菌培養による乳汁中の黄色ブドウ
球菌分離方法の検討：岐阜県中濃家保
森岡真也、酒井田隆朗

乳房炎における黄色ブドウ球菌(SA)の
分離率の向上と検査時間短縮のため、今
回 1%ピルビン酸ナトリウム及び 7.5%塩
化ナトリウムを加えたトリプトソイブイ
ヨン培地で増菌培養後、発色酵素基質培
地を用いて SA を分離する検査方法を検
討。予備実験において未増菌、増菌培養
時間 24 時間及び 48 時間の SA 分離率を
比較し、48 時間で分離率が向上。この検
査方法を病性鑑定で持ち込まれた乳汁 14
5 検体、乳房炎の清浄性を確認するため
の乳汁 42 検体、合計 187 検体で実施。そ
の結果、SA が分離された検体は、未増菌
で 17.1%(32/187)、増菌培養 24 時間では
10 検体増加し 22.5%(42/187)。しかし、
増菌培養 48 時間では 24 時間と分離率は
同率。よって、乳汁中の SA 分離検査に
おける増菌培養時間は 24 時間が適当とさ
れ、当所における従来の方法と比較して
同定までに要する時間が 24 時間短縮。今
後、この検査方法を用いて SA による乳
房炎の早期発見・対策に取り組む。

121.家畜伝染病予防法施行規則一部改正
後のヨーネ病発生時の対応：三重県中央
家保 西内紘子、寺部尚子

2007 年 10 月、ヨーネ病（JD）疑似患
畜の生乳回収による混乱があり、2008 年
7 月に家畜伝染病予防法（法）施行規則、
同年 9 月 JD 防疫対策要領（対策要領）が
改正。三重県では同年 10 月新検査体制開
始。2009 年 6 月、搾乳牛 40 頭を飼養す
る管内酪農家で法 5 条検査の JD 予備的抗
体検査法（S 法）により陽性牛 2 頭（搾
乳牛、乾乳牛）を確認。酵素免疫測定法
（E 法）による確定検査で決定した患畜 1
頭（乾乳牛）を殺処分。病性鑑定では、J
D の肉眼及び病理組織所見は認めず細菌
分離、リアルタイム PCR 法（r-PCR 法）
も陰性。現在対策要領に基づく清浄検査
を展開中で、S 法と r-PCR 法による総合
判定の結果新たな患畜の摘発なし。本事
例では確定検査日に乳業組合立会いのも
と朝夕の対象牛の牛乳を自主廃棄。確定
検査牛の牛乳がバルククーラーに混入さ
れると廃棄等の処理で多大な損害が想定
され、農家は慎重な対応が必要である。
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122.バルク乳からの黄色ブドウ球菌分離
状況とバルク乳検査の有用性：滋賀県家
保 諸岡剛俊
黄色ブドウ球菌(以下 SA)は難治性・伝

染性の乳房炎の原因菌であるとともに、
食中毒の原因となるエンテロトキシン(以
下 SE)を産生し、畜産分野だけでなく公
衆衛生分野でも重要な細菌である。県内
42 戸の酪農家バルク乳および 2 戸の飼養
牛個体乳を用いて、乳房炎原因菌の分離
状況と SA について生化学性状、薬剤感
受性試験結果の比較などを中心とした細
菌学的検査を行い、県内バルク乳の SA
汚染状況、食中毒に関連する SE 遺伝子保
有状況、バルク乳検査による SA の細菌
学的検査の有用性について検討を行った。
その結果、県内バルク乳の約 3 割から SA
が分離された。バルク乳、個体乳より分
離した SA からは食中毒に関連する SE 遺
伝子は検出されなかった。生化学性状、
薬剤感受性試験結果などからバルク乳か
ら分離される SA と個体乳から分離され
る SA は性状が類似し、バルク乳検査に
より個体乳から分離される SA の性状に
ついて類推できると思われた。

123.管内酪農家での Mycoplasma bovigeni
talium(M.bg)による乳房炎発生事例：京
都府中丹家保 森一憲、種子田功

【はじめに】平成 21 年 8 月、搾乳牛 3
0 頭規模の酪農家で乳房炎牛 2 頭の乳汁
から本府初となる M.bg を検出。【材料及
び方法】材料は、発症牛、同居牛の乳汁
及びバルク乳。マイコプラズマ検査、一
般細菌検査は定法で実施。マイコプラズ
マを疑う菌については、PCR 法により同
定。【結果及び対策】発症牛 2 頭のそれぞ
れ 1 分房から M.bg を検出。一般細菌検査
では有意な菌は検出せず。発症牛は、 1
頭は治癒、もう 1 頭は乳房に硬結が残っ
たため盲乳処置を実施。まん延防止対策
は、発症牛の隔離が困難であったため、
専用ミルカーでの 後搾乳、牛床の石灰
消毒を実施。間欠的排菌、同居牛への感
染確認のため、発症牛分房乳、同居牛乳
汁及びバルク乳検査を 4 か月間定期的に
実施し、マイコプラズマは未検出。【まと
め】本事例は、M.bovis による乳房炎とは
異なり、間欠的排菌や同居牛への感染は
確認されず。早期にまん延防止対策を行
い、排菌状況を確認しながら、病勢に合
わせた対策をとることが必要。

124.大規模酪農場におけるヨーネ病清浄
化達成事例：京都府南丹家保 山本哲也、
川島康成

【はじめに】平成 11 年に 500 頭規模の
酪農場でヨーネ病患畜を摘発。これまで

に合計 23 頭摘発・淘汰し、11 年を要し
て清浄化達成。防疫対策の検証を試みた。
【対策経過】初回摘発直後、牛舎消毒を
実施。自家育成の自粛、導入時の隔離検
査、糞尿適正処理を指導。毎年の全頭頻
回検査で 18 年 7 月の 終摘発以降は清浄
性を確認。昨年 10 月に牛のヨーネ病防疫
対策要領に規定するカテゴリーⅠ農場に
復帰。抗体検査 10,142 頭、細菌検査 7,32
3 頭及びリアルタイムＰＣＲ検査 945 頭。
【対策の検証】飼養状況、摘発牛の遡り
調査から得られた保菌率、摘発率等の数
値を用いた疫学モデルと当所の実際に行
った対策を比較し、その有効性を検証。
【結果と考察】検証から、導入牛の隔離
・検査は必須、自家育成中止・自粛、子
牛隔離飼育が清浄化に重要。今後、侵入
防止対策の徹底を行うが、同様の発生が
あった場合は、高精度頻回検査と自家育
成中止等の対策で早期清浄化可能と考え
られ、農家負担も軽減。

125.管内ヨーネ病清浄化への取り組み：
兵庫県姫路家保 松本拓也

本県は平成 10 年度より家畜伝染病予防
法第 5 条に基づくヨーネ病(JD)検査(定期
検査)を開始、継続しているが、平成 19
年度に JD 疑似患畜による生乳回収事例発
生を受け、平成 20 年度より新たな検査体
制での防疫対策を実施中。防疫対策の更
なる充実と管内清浄性を確立する必要が
あり、生産現場の実情に見合った防疫対
策と監視体制の充実・強化を検討。【1.県
JD 対策概要・発生状況】県内及び管内の
発生頭数は年々減少傾向で、要領に定め
るカテゴリーⅡ農場は 1 戸と、管内清浄
化の兆しあり。全国患畜発生頭数はほぼ
横ばいであり、侵入・まん延防止の継続
が必要。【2.アンケート調査と意識啓発】
管内酪農家(69 戸)のうち、35 戸から JD
発生時に抱く不安、発生時に家保に求め
る対応等について調査を実施。その結果、
不安材料は経済損失に集中。家保に対す
る要望は飼養衛生管理指導(52%)、導入
時検査の実施(45%)と予防対策に関心。
調査結果から、侵入・まん延防止を主眼
に置き、酪農家全戸に広報配布。更に JD
講習会を通じ注意喚起と情報提供を実施。

126.子牛のサルモネラ症における病態：
兵庫県洲本家保 田原和彦、松本瞳
平成 20 年度から平成 21 年度にかけて S

almonella Typhimurium（以下 ST）感染に
よる３例の子牛のサルモネラ症が発生。
３例の剖検所見では、共通して胸膜炎、
腹膜炎等の漿膜炎がみられた。また、胆
嚢壁の肥厚、泥状胆汁の貯留、胆嚢内の
塊状物の貯留など胆嚢炎の存在を示唆す
る所見が特徴的であった。細菌検査では、
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共通して胆汁から ST が分離された。複数
回の投薬治療にもかかわらず排菌を持続
していた症例では、実質臓器からの菌分
離は陰性であったが、胆嚢内塊状物につ
いて定量培養を行ったところ、9 × 107C
FU/g と多量の ST が分離。以上のことか
ら、長期排菌牛の病態より、持続保菌に
は胆嚢における病変形成が関与している
ものと推察。また、薬剤の作用が及ばな
い凝固物が ST の持続的な供給源となって
いると考えられた。このことから、数回
の治療にも関わらず排菌が停止できない
個体については、早期淘汰をおこなう必
要がある。さらに、剖検時に漿膜炎や胆
嚢炎等の病変が認められる症例では、サ
ルモネラ症を疑い病性鑑定を進めること
が必要。

127.大腸菌性乳房炎を引き起こすおが屑
の種類と原因：奈良県家保 堀川佳代、朝
倉康夫

大腸菌性乳房炎には、敷料のおが屑が
発生要因となるものがあるが、その原因
は不明で予防が困難。そこで、未使用お
が屑と製材工程を調査、乳房炎起因菌が
おが屑に混入する原因を検討。管内酪農
家 39 戸のおが屑調査（6-12 月）の結果、
おが屑使用は 38 戸、内 42.1 ％から乳房
炎起因菌を含む 9 種の腸内細菌を分離。
一方、DHL 寒天培地にて菌非分離のおが
屑の 81.8 ％は外国産集成材由来。製材工
程を国産無垢材と比較した結果、相違点
は人工乾燥時の熱処理と樹皮混入の有無。
そこで、一般的人工乾燥条件を満たす 80
℃、48 時間熱処理した杉と桧の木片切片
を増菌培養後、DHL 寒天培地にて培養し
た結果、菌は非分離。また、杉と桧の外
樹皮、内樹皮（師部－形成層）、木質部切
片を培養した結果、内樹皮と木質部切片
からおが屑と同じ腸内細菌 7 種を分離、
おが屑への菌混入の主原因である可能性
を示唆。

128.ヨーネ病スクリーニング検査の導入
と今後の課題：和歌山県紀北家保 豊吉
久美、澤﨑啓子

家畜伝染病予防法第 5 条に基づくヨー
ネ病検査で平成 21 年度よりプルキエによ
るスクリーニング法を導入。従来法との
比較と今後の課題を検討。2009 年 4 月か
ら 10 月に、検査対象農家 17 戸(紀北 11、
紀南 6）の乳用牛 697 頭、肉用牛 36 頭検
査。プルキエ陽性牛のみ乳出荷自粛要請
のうえ再度採血、ヨーネライザⅡによる
確定検査実施。農家 4 戸でプルキエ陽性
牛を認めた（23.5 ％、4/17 戸）。E 農家 8.
3 ％（1/12 頭）、I 農家 3.7 ％(1/27 頭)、M
農家 3.6 ％(1/28 頭)、Q 農家 6.3 ％（22/3
47 頭）となり、陽性牛は全て第一次確定

検査陰性。プルキエ陽性牛 10 頭の過去の
余剰血清で再度プルキエ実施、1 頭で採
材時期の近い検体が陽性。プルキエ導入
で検査時間短縮、農家負担軽減等が図ら
れたが、「検査結果陽性」に対する不安と
2 回検査が小規模経営農家では負担。今
後はプルキエの非特異反応の情報収集と
その対策、農家との話し合いを重ねヨー
ネ病検査へ理解を深めていくことが重要。

129.多頭飼養酪農経営のヨーネ病防疫対
策：和歌山県紀南家保 亀位徹、野口浩
和

ヨーネ病発生は全国的増加傾向で、特
に北海道で多い。当管内一農場では約 36
0 頭の乳牛を飼養、育成牛導入の多くが
北海道で、本病浸入が危惧される。家伝
法第 5 条に基づく検査に加え、導入牛の
糞便でリアルタイム PCR 検査(rPCR)を実
施。rPCR は '08 年 9 月以降導入牛 109 頭
実施、全頭陰性。法第 5 条検査は '09 年 1
0 月実施、スクリーニング検査（プルキ
エ）で 347 頭中 22 頭陽性も、第 1 次確定
検査（ヨーネライザⅡ）で全て陰性。rPC
R も陰性。プルキエ陽性率は当農場と県
内他乳用牛群（3/386）との間に有意差あ
り。確定検査実施 22 頭中 ELISA 値 0.1 以
上が 4 頭、経営者と協議の結果、自主淘
汰予定。今後も導入牛検査を継続し、本
病浸入防止に努めていきたい。

130.管内農場で発生した牛サルモネラ症
清浄化に向けた取り組み：鳥取県倉吉家
保 下岸照和、山根法明

平成 21 年 1 月に管内乳肉複合経営農場
で発熱、水様下痢等の症状を呈する搾乳
牛の死亡事例が続発。当所にて死亡牛 2
頭の病性鑑定を実施し、Salmonella Typhi
murium（ST）と診断。農場内の保菌状態
を調査したところ、搾乳牛の約 25 ％、哺
育牛の約 47 ％が ST を保菌。肥育牛の保
菌は確認されず。環境調査の結果、飼槽
及び水槽からも複数カ所で ST を分離。牛
舎消毒、水槽及び飼槽の清掃、踏込み消
毒槽設置及び衛生害虫の駆除といった一
般的な衛生対策に併せて飼養牛全頭への
生菌剤投与及びワクチン接種、発症牛等
への抗生物質投与を実施。衛生対策に並
行し、農場スタッフ参加による勉強会を
実施し、農場内の防疫意識が向上。4 月
に哺育牛群の清浄化、10 月に全頭の清浄
化を達成。農場、共済、農協、家保の連
携による速やかな対応が早急な清浄化に
重要。

131.育成牛放牧場で発生したリステリア
症：鳥取県倉吉家保 中村耕太郎、西部
家保 増田恒幸

県内の育成牛放牧場にて平成 21 年 7 月
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から、神経症状を呈する牛が続発し、 3
頭の病性鑑定を実施。1 例目は 7 月に放
牧開始後約 1 ヶ月の牛が旋回運動を示し、
鑑定殺、2 例目は 10 月に牛舎内で飼育中
の牛が起立不能となり鑑定殺、3 例目は 1
2 月に放牧開始後約 2 ヶ月の牛が 1 例目
と同様の症状を呈し死亡。放牧場では、
前年にも 2 頭の牛が同様の症状を示して
おり、ペニシリン投与により回復してい
た。剖検では 3 例とも著変は認められず。
病理組織学的検査では、3 例とも脳幹部
の微小膿瘍と単核球の囲管性細胞浸潤が
著明な化膿性脳炎。グラム染色および免
疫染色にて病変部およびその周囲に陽性
像を確認。培養でも、脳から L.monocytog
enes 血清型 4b が分離され、リステリア症
と診断。牛舎内飼育時に給与しているサ
イレージおよび環境からの分離検査で、
牛舎内の餌槽、床面、飲水および水槽内
の残餌等から L.monocytogenes が分離さ
れたため、牛舎消毒、全頭への抗生剤投
与などの対策を実施中。今後も飼料、環
境からの分離検査、衛生対策の継続と良
質なサイレージ生産により、発生防止を
図る予定。

132.乳房炎検査の簡易で迅速な分離・同
定培地の検討：鳥取県鳥取家保 村松歩、
森利之

酪農業の生産性獣医療において乳房炎
対策は、重要な位置を占め、その起因菌
の迅速的確な分離・同定は、対策におけ
る大きな要因。そこで、3 種類の培地（羊
血液寒天培地・DHL 培地・10 ％卵黄加マ
ンニット培地）を用いた往来手法に対し、
1 種類の培地による対応を検討。酵素基
質培地クロモアガーオリエンタシオンは、
コロニー形態や色調の違いで詳細な菌種
判別が可能な特性を有し、実際に乳房炎
検査で活用。分離したコロニー形態・色
調で、レンサ球菌、大腸菌、クレブシエ
ラ、緑膿菌で鑑別が可能。しかし黄色ブ
ドウ球菌（SA）とそれ以外のコアグラー
ゼネガティブブドウ球菌（CNS）につい
ては、コロニー形態・色調（いずれも中
型で淡黄～白色、CNS はピンク～水色を
呈すこともあり）のみでは鑑別困難。そ
こで、クロモアガーに 10 ％卵黄液を添加
した培地を作成し、検討を加えたところ、
卵黄反応の有無により鑑別が可能である
ことが判明。卵黄加クロモアガーを用い
ることにより乳房炎起因菌の分離・同定
を簡易化する可能性を示唆。

133.黒毛和種肥育農場での「マンヘミア
・ヘモリチカ」ワクチン接種の検討：島
根県松江家保 石橋葵、高橋優

近年、家畜共済病傷事故の呼吸器病の
割合は増加傾向。管内 200 頭規模の黒毛

和種肥育農場で導入後呼吸器症状を呈す
る個体が多く、治療するも症状の改善な
く内 1 頭が死亡したことから、Mannheimi
a haemolytica(Mh)性肺炎を疑った。農場
内での浸潤状況を把握するため、Mh 全菌
体凝集抗体価を測定。導入後抗体価の上
昇がみられたため Mh1 型ワクチン接種を
検討。接種の効果を判定するため、ロイ
コトキシン（LKT）中和抗体価および Mh
全菌体凝集抗体価を測定。Mh ワクチン接
種後呼吸器病の治療頭数・回数・日数を
検証。採血はワクチン接種前、導入後 2
週間・1 ヵ月後・2 ヵ月後に実施。Mh ワ
クチン接種 2 週間後 LKT 中和抗体価の速
やかな上昇がみられ（≧ 256）2 ヵ月後ま
で高い抗体価を継続。H21 年 4 月～ 11 月
に呼吸器病を呈した牛の治療頭数、平均
治療回数・日数はのべ 72 頭（48 頭）、4.9
回、6.8 日。Mh ワクチン接種後経過は短
いが、診療獣医師から治療頭数の減少報
告あり。今後、治療頭数・回数・日数を
前年と比較し減少するか比較する必要が
ある。

134.ヨーネ菌リアルタイムＰＣＲ検出感
度向上法の検討：島根県家畜病鑑室 船
木博史、安部茂樹

糞便からヨーネ菌を検出するリアルタ
イム PCR 法の検出精度を向上させるた
め、夾雑核酸および他の PCR 阻害物質を
可能な限り除去する糞便前処理液(PS)を
作製し効果を検討。PS はグラム陽性細菌
や変性細胞等の多くを溶解し、核酸をは
じめとした夾雑物を水相へ移行させるこ
とで、検体中のヨーネ菌 DNA の占める割
合が高まり、検出感度が向上。ヨーネ菌
が糞便に 0.002 pg/well 程度存在する場合
には、PS 感作による検出率に差は無いが、
さらにその 100 分の 1 程度の微少菌量の
場合は、PS で処理することで、高感度か
つ高濃度に検出することが可能。ヨーネ
菌の排菌数の少ない感染初期あるいは精
密な病性鑑定が必要な場合等に、今回作
製した PS を用いた検査法が有用。

135.牛ボツリヌス症の発生と清浄化：岡
山県津山家保 古田琴、武本成十

肥育素牛約 100 頭を飼養する肉用牛農
場において平成 21 年 1 月 8 頭が突然死又
は起立不能を発症。消化管内容物から D
型ボツリヌス毒素を検出し、牛ボツリヌ
ス症と診断。飼料添加剤から D 型毒素、
カラス糞より遺伝子を検出したことから、
添加剤給与中止、テグスによる野鳥侵入
防止、発症牛房を中心とした敷料交換、
消毒（塩素系）、石灰乳塗布を行ったが続
発（3 頭）。芽胞等により高度に汚染され
ていると推測し、発症牛房を空房とし、
牛房・通路を洗浄消毒（塩素系、アルデ
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ヒド系）、餌槽の火炎消毒を実施。5 月、
再度起立不能牛（4 頭）が発生。発症前
日に牛舎へのカラスの侵入を確認してお
り、牛舎全体へ防鳥ネット設置、清掃洗
浄、薬剤・火炎消毒の複数回実施、発症
牛の早期処分といった徹底対策を講じる
ことで終息。ボツリヌスに汚染されると
甚大な被害を被るとされているが、徹底
した対策を講じることで被害を 小限（1
5 頭）に抑え、制圧することができた。

136.県内で分離されたヨーネ菌の VNTR
型別による分子疫学的解析：岡山県岡山
家保病性鑑定課 澤田勝志

ヨーネ病が続発した県内 2 酪農場の牛
から分離されたヨーネ菌（Mycobacterium
avium subsp. paratuberculosis：MAP）に

ついて、Variable Numbers of Tandem Repe
ats（VNTR）型別による分子疫学的解析
を実施した（A 農場 11 株、B 農場 9 株）。
VNTR 型別は、MAP における 17 種類の
VNTR 領域のうち、変異が報告されてい
る 8 領域（MATR-0,1,2,3,6,7,8,9）につい
て検索し、得られたアリルプロファイル
（AP）の比較を行った。AP は、農場毎
の由来株では全て同一であったが、2 農
場間では異なっていた。これらの成績よ
り、農場内における同一の AP を示す株
の再感染が示唆された。

137.管内農場で分離された Listeria monoc
ytogenes の調査報告：岡山県真庭家保
福島成紀、遠藤広行

動物由来感染症であるリステリア症の
原因菌 Listeria monocytogenes(Lm)の畜産
現場における浸潤状況を調査。対象 8 農
場のうち、1 農場の糞便及びラップサイ
レージ（サイレージ）から Lm を分離。L
m 分離牛は神経症状等リステリア症を疑
う所見は認められないものの、当該農場
の汚染状況を把握するため、全 47 頭の糞
便、牛舎環境（水槽、飼槽、牛床）及び
飼料について検査。Lm 分離牛を含む全頭
の糞便及び牛舎環境からは分離されず、
平成 20 年度作製で本年度未給与のサイレ
ージ 1 検体からのみ分離。分離菌の血清
型は 3 株全て Untypable。給餌しているサ
イレージにカビの発生があること、Lm の
分離状況などにより、今回の分離例はサ
イレージの品質に起因していることを疑
い、サイレージの pH を測定。ラップに
傷穴の無い物でも pH5.38 ～ 5.88 と発酵
品質は悪く、サイレージの発酵不良が Lm
分離の原因であることが示唆されたため、
良質飼料の作製と適正な飼料の給与を指
導。

138.Salmonella Give 及び Salmonella Stanl
ey による乳用牛のサルモネラ症：広島県

西部家保 上川真希佳、清水和
【発生状況】平成 21 年 7 月下旬、成牛

約 50 頭を飼養する酪農家において、成牛
数頭に発熱及び泥状又は水様性下痢を認
め、8 月上旬には牛群全体に拡大。【結果】
①疫学調査：預託帰着牛の存在、削蹄の
実施、農場内への関係者の立入り、牛舎
内への野生動物の侵入が判明。②病性鑑
定： 4 頭中 3 頭から Salmonella Give（S
G）、1 頭から Salmonella Stanley（SS）を
分離。③対策：踏込み消毒槽の設置や長
靴の履き替え、生菌製剤の投与、薬剤感
受性試験結果に基づく治療、定期的な清
掃・消毒等を実施。④清浄性確認：発生
から約半年後、40 頭中 1 頭から SS を分
離。環境材料中にサルモネラ属菌を認め
ず。【まとめ】①今回の下痢症は、これま
で牛への感染報告が少ない SG 及び SS に
よるサルモネラ症と診断。②衛生対策等
により、サルモネラのまん延を防止し、
子牛や育成牛への感染を阻止。③再発防
止のため、引き続き、環境改善など飼養
衛生管理基準の徹底を行い、清浄化対策
に取組む。

139.Mannheimia haemolytica の血清型別
及び薬剤感受性調査成績：山口県中部家
保 中谷幸穂、大谷研文

2005 ～ 2008 年度に分離の Mannheimia
haemolytica14 株（11 農場、14 頭由来）の
血清型別（スライド凝集反応）と 15 薬剤
（アンピシリン、セファゾリン、セフチ
オフル、カナマイシン(KM)、ジヒドロス
トレプトマイシン(DSM)、ゲンタマイシ
ン、エリスロマイシン、タイロシン(TS)、
オキシテトラサイクリン(OTC)、チアン
フェニコール(TP)、フロルフェニコール、
クロラムフェニコール(CP)、チアムリン、
ナリジクス酸(NA)、エンロフロキサシン
(ERFX)）の薬剤感受性試験を寒天平板希
釈法で実施し 小発育阻止濃度を測定。
血清型別の内訳は 1 型 3 株、2 型 4 株、6
型 4 株、11 型 1 株、型別不能 2 株。1 型
はすべて死亡した症例から分離。同じ農
場由来でも違う型が存在。薬剤感受性試
験で耐性菌と示唆された株は 4 株、うち
2 剤以上の耐性は 2 株で両方とも 6 型に
分類。うち 8 剤（KM、DSM、OTC、TS、
TP、CP、NA、ERFX）耐性菌 1 株では治
療との関連が考えられず、外部からの侵
入と考察。NA 耐性 3 株は ERFX 耐性 1 株、
低感受性 2 株で、今後 ERFX 耐性が増加
する可能性あり。

140.県内で初確認された牛のリステリア
症：山口県北部家保 水間なつみ、井上
愛子

リステリア症は、広く自然界に分布す
る Listeria monocytogenes（Lm）によって
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起こる疾病で脳炎、死流産、敗血症を引
き起こす人獣共通感染症。平成 21 年 2 月
15 日、黒毛和種約 400 頭を飼育する一貫
経営農場で死産（胎齢 262 日）が発生。
胎児皮下浅部筋間に全身性の膠様浸潤を
認め、胸水、腹水、心嚢水貯留。病理組
織学的検査で、一部で潰瘍の形成を伴う
壊死性大腸炎を確認。細菌学的検査で、
全材料から有意に Lm が検出され、消化
管内容の菌量は 107 ～ 8CFU/g。死産母牛
の糞便から増菌培養で Lm を検出。ウイ
ルス学的検査は全て陰性、県内初確認の
リステリア症と診断。胎子の敗血症の病
変が主に消化管に認められた珍しい所見。
感染経路として、消化管よりも主要臓器
の腐敗が進んでいたことから経胎盤性、
また、母牛の糞便に Lm が検出されたこ
とから上行性の２経路を推察。給与飼料
や同居牛の糞便から Lm が検出されず、
続発も認められなかった単発症例。

141.当所のヨーネ病検査についての結果
と効率的運用：徳島県西部家保 田上総
一郎、大石典子

平成 20 年 7 月 22 日付け家畜伝染病予
防法施行規則の改正が行われ、ヨーネ病
検査にスクリーニング検査が導入。当所
管内の農家において、家畜伝染病予防法
第 5 条に基づくスクリーニング検査実施
（県内については告示に基づき 2 年に 1
回、実施期間：平成 21 年 5 月～ 11 月、
検査頭数：2,036 頭、農家戸数：66 戸）。
スクリーニング検査陽性頭数は 31 頭（県
内産：27 頭、県外産：4 頭）。全検査頭数
に対するスクリーニング検査陽性頭数の
割合は 1.5 ％。スクリーニング検査陽性
戸数は 17 戸。スクリーニング検査陽性牛
の平均月齢は 66.5 月齢。ヨーネ病患畜は
1 頭。当所管内は、県内で も酪農が盛
んな地域であり、告示に基づく今年度検
査計画頭数は県全体検査計画頭数の約 75
％。検査を効率的かつ速やかに運用する
ため、週単位で採血、スクリーニング検
査、確定検査（一次）が完結するよう実
施。

142.和牛農家で突然死が続発した症例：
徳島県西部家保 森本実奈子、大石典子

管内交雑種一貫経営農家で平成 21 年 7
月下旬から、発熱と起立不能を呈する突
然死が続発。そのうち１頭について、病
理解剖。外貌所見として、左肩甲骨付近
に皮下気腫が認められ、当部位の筋肉と
脾臓のレビーゲル染色を行ったところ、
桿菌及び芽胞菌を検出。脾臓の菌分離で、
クロストリジウム属菌が分離され、筋肉
の菌分離で Clostridium Perfringens（以
下 C.P.と略す）が分離された。また直接
蛍光抗体法で、Clostridium chauvoei(以下

C.C.と略す）に特異抗体を呈する桿菌を
確認。分離クロストリジウム菌型別・同
定検査によって、C.P. A 型菌と判明。さ
らに、発生牛群において C.C.と C.P.の抗
体上昇が見られた。以上の結果と臨床症
状を総合し、悪性水腫と診断する。同農
家への対策として、ペニシリンの全頭投
与、牛床及び畜舎外への消石灰の散布に
より、その後発生はない。

143.乳房炎スクリーニング検査への取り
組み（第一報）：香川県西部家保 高橋茂
隆、十川政典
農場でできる乳房炎スクリーニング検

査法を検討。ブドウ球菌（ブ菌）と大腸
菌群について、市販の簡易検出紙（試験
紙）による試験紙法、乾式フィルム状培
地（フィルム）を用いるフィルム法、羊
血液寒天培地（血寒）を用いる血寒法に
より発育菌数を比較。37 ℃では黄色ブド
ウ球菌（SA）は、ブ菌用培地（試験紙、
フィルム）と血寒では有意差なし（p>0.0
1）。大腸菌群は大腸菌群用培地のみに発
育し、血寒とは有意差なし（p>0.01）。30
℃では SA は発育悪いが、大腸菌群は十
分発育。多検体処理を目的に、SA につい
て１農場 120 検体の乳汁を試験紙法と血
寒法で培養。SA は 2 検体から分離され、
それらは一致したため、良好な成績。試
験紙を用いた牛体への接着試験では、瞬
間接着剤により付着。大腸菌群は夏期に
常温でも培養可能だが、SA
は剃毛部位（35 ℃）に付着させた場合に、
常時培養の可能性あり。試験紙法は簡易
性、検出率、低コスト等に優れ、スクリ
ーニング検査に適した検査法と推察。

144.西部家畜保健衛生所西讃支所管内の
ヨーネ病検査結果：香川県西部家保 十
川政典、高橋茂隆

観音寺市内の酪農家 19 戸、613 頭の平
成 21 年度ヨーネ病検査の結果を取りまと
めた。①当該地域の飼養牛は、香川県産
が約 3/4 を占め、残り 1/4 の大半は北海道
産。産地別患畜発生率では、香川県産と
北海道産との発生率に違いを認めず（P<0.
01）。②患畜発生農家は、非発生農家に比
較しスクリーニング陽性牛発生の可能性
が高い（P<0.05）。③検査時の年齢は、患
畜は 4 歳以上（飼養頭数の約 55 ％を占め
る）で発生しており、今後実施予定のﾖｰﾈ
検査は、4 年に 1 回程度の検査では、効
果がない可能性が示唆。④定期検査と追
跡検査時のスクリーニング検査結果の相
関は低い。⑤患畜淘汰の効果は、患畜発
生農家の定期検査と追跡検査を比較する
と患畜処分の効果は認めず（P<0.01）、引
き続いての追跡検査が必要。
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145.Mannheimia 属菌による牛の化膿性脳
脊髄炎：香川県東部家保 森西恵子
管内 200 頭規模の肉用牛肥育農家で、5

ヶ月齢の肥育用子牛 1 頭が、2008 年 8 月、
発熱、元気・食欲不振、右顔面下垂、流
涎の症状を示す。治療を行うが反応せず、
１週間後病性鑑定。右眼球白濁、眼球結
膜肥厚、周囲組織全体に出血痕。また、
延髄から第二頚髄に髄膜が重度に肥厚。
視交叉を囲むように脳底全体に黄白色膿
瘍。細菌検査で、大脳からほぼ純粋にグ
ラム染色陰性の小型球桿菌を分離。簡易
同定キット（Api20NE）を用いた生化学
的性状検査で、Mannheimia haemolytic
a(プロファイル：1020004、ID92.9%)と
同定。また、16S リボゾーム RNA 遺伝子
の塩基配列を決定して BLAST 検索によ
り、相同性の高い菌種を検索。結果、Ma
nnheimia 属に分類されたが菌種レベルま
では同定できず、Mannheimia 属菌による
牛の化膿性脳脊髄炎と診断。その後の同
様の発生は見られず、単発と推察。

146.肉用牛肥育農場の呼吸器病発生状況
と対策：愛媛県南予家保宇和島支所 山
本哲、高橋哲也

管内肉用牛肥育農場で、平成 20 年 3 月
から平成 21 年 10 月にかけて、2 ヵ月齢
子牛を中心に呼吸器病が多発。病性鑑定
の結果、平成 20 年は、Pasteurella multoci
da（ P.m）、Mycoplasma dispar（M.d）お
よび呼吸器病ウイルス（IBR、RS、AD7）
が関与した牛呼吸器病症候群（BRDC）
と診断。平成 21 年は、P.m、Mannheimia
haemolytica、M.d、M. bovis が関与した B
RDC と診断。同居牛検査によりこれら複
数の病原体が農場内に広く浸潤している
ことが確認されたため、感受性薬剤によ
る治療、牛舎消毒及びワクチン接種等を
中心とした衛生対策を指導。当初は経費
面でワクチン接種に難色を示し、続発が
認められたが、病性鑑定結果に基づいた
継続的な指導により平成 21 年 10 月から
マンヘミア・ヘモリティカ、パスツレラ
・ムルトシダ及びヒストフィルス・ソム
ニ 3 種混合ワクチン接種を開始。以後の
続発は認められなくなった。

147.乳汁検査の黄色ブドウ球菌スクリー
ニング用培地の検討：福岡県筑後家保
大山慶、香月智弘

黄色ブドウ球菌（SA）選択分離培地で
あるフォーゲルジョンソン培地（VJ）、
損傷菌回復作用のあるピルビン酸ナトリ
ウム（SP）を添加した VJ（改 VJ）、卵黄
加マンニット食塩培地（MSEY）、共雑菌
抑制作用のある亜テルル酸塩、塩化リチ
ウム、SP を添加し、塩化ナトリウム濃度
を半減させた MSEY（改 MSEY）を用い

て SA に対する発育性と選択性の高い培
地を検討。発育コロニー数は、改 MSEY
を筆頭に改 VJ、MSEY で VJ に比べ多く、
発育速度は、試薬添加による影響は見ら
れず、VJ、改 VJ が MSEY、改 MSEY よ
り短時間で判定可能。改 VJ では発育した
SA の一部でコロニー周囲に形成される黄
色の透明帯（ハロー）が不明瞭。選択性
は、改 MSEY で高く、他は同程度。加熱、
凍結、薬剤により損傷を与えた SA の発
育は、VJ より改 VJ で、MSEY より改 MS
EY で発育性が向上し、特に改 VJ で顕著
に向上。今後、改 VJ の pH、SP 添加量を
検討し、ハローを明瞭化することで本培
地が SA スクリーニングに有用となると
考えられた。

148.対馬における牛由来大腸菌の薬剤耐
性菌発現調査：長崎県対馬家保 三浦昭
彦、久住呂毅

薬剤耐性菌発現は家畜衛生、公衆衛生
上重要視されている。今回、耐性菌発現
の指標菌となる大腸菌を用いて管内の耐
性菌の発現状況調査を実施。管内の子牛
40 頭の糞便から分離した大腸菌 40 株を
用い、一濃度ディスク法および寒天平板
希釈法にて薬剤感受性試験を実施した結
果、オキシテトラサイクリン（OTC）耐
性株 6 株、アンピシリンおよびストレプ
トマイシンの 2 剤耐性株 1 株を確認。さ
らに OTC は 小発育阻止濃度の分布の差
より耐性傾向があることを確認。また、
耐性菌の発現について抗菌剤の使用頻度
との関係を調査。H18 年 4 月～ H21 年 8
月までの農場での抗菌剤使用回数と耐性
菌の分離率を比較した結果、OTC は調査
期間中に抗菌剤を 5 回以上使用した農場
3 戸で耐性菌発現率が高い傾向があり、O
TC 耐性菌発現率には使用回数が関与して
いると推察。今後、定期的に発現状況調
査を行い、耐性菌の発現傾向を常に把握
し、抗菌剤使用による耐性菌の発現機会
を 小にする必要があると思われる。

149.乳頭端スコアリングによる乳房炎対
策：長崎県中央家保 濱口芳浩、橋本哲
二

乳頭端の状態をスコアリングし、乳房
炎発生予防対策への有効性を検討。平成
21 年 5 月から 10 月まで、乳用牛群検定
を実施し繋ぎ飼い方式の酪農家 4 戸 110
頭を対象。乳頭端を自作した観察用ハン
ドルミラーで非接触的に観察し、乳頭口
スコア（1:正常、2:リングが存在するがス
ムーズ、3:ラフ、4:異常）と衛生スコア（1
:清潔、2:許容範囲、3:危険）を判定。乳
頭口スコアは平均が 1.84 で、前乳房区が
高い傾向。1 産次が低く(1.69)、乾乳期に
低い(1.56)が搾乳開始直後から上昇(1.9
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9)。衛生スコアは平均が 1.64 で、3 産次
以降が高く(1.91)、体細胞数が高い農家
で高い傾向。個体別の体細胞数との相関
係数は乳頭口スコアが r=0.21、衛生スコ
アが r=0.08。慢性乳房炎罹患牛及び混合
感染の乳房炎牛の両スコアは共に高値。
体細胞数が高かった 1 農家で畜主と共に
乳頭端をスコアリングしながら搾乳衛生
指導を実施した結果、乳頭口スコアは 1.8
7 から 1.63 に、体細胞数は 434 千/mL か
ら 139 千/mL へと改善。

150.リアルタム PCR 法によるヨーネ病検
査状況：熊本県中央家保 山下利治、平
野孝昭

ヨーネ病検査の中でリアルタイム PCR
法（rPCR）とスクリーニング ELISA 法（S
cE）、確定 ELISA 法（JDE2）の成績を比
較検討。平成 20 年 9 月から平成 21 年 10
月、739 頭、延べ 24 戸の糞便等供試。ヨ
ーネ病検査マニュアルに従い、rPCR 実施。
患畜 12 頭中 6 頭の回盲部及び付属リンパ
節を病理組織学的検査実施。rPCR 陽性は
739 頭中 8 頭。患畜 12 頭中 rPCR 陽性 3
頭、うち 2 頭にヨーネ病特有の病変を認
めた。ScE 陽性、JDE2 陽性、rPCR 陽性 3
頭（患畜）。ScE 陽性、JDE2 陰性、 rPCR
陽性 5 頭。ScE 陰性、rPCR 陽性は認めず。
菌分離は、結果判明まで数ヶ月を要する
ことから、迅速な rPCR 検査が有用。機
器の制約、経費等の問題もあり、まん延
防止検査では、ScE、JDE2 及び rPCR 併
用が も効果的及び効率的であり、ヨー
ネ病清浄化には、排菌牛の速やかな摘発、
排除が重要。今後、多くの知見を収集・
検証し、rPCR の家畜伝染病予防法に基づ
く検査への位置付けが望まれる。

151.Klebsiella oxytoca が分離された牛の
流産例：熊本県中央家保 村田典久、大
倉昭信

肉用牛流産胎子から K.oxytoca を分離し
た概要報告。二産目母牛が、妊娠 5 ヶ月
齢時に突発的流産。検査材料：流産胎子、
母牛の前後血清、母牛・同居牛の子宮頸
管スワブ及び畜舎内敷料等。検査方法：
病理組織学的、細菌学的及びウイルス学
的検査等。結果：腹水の増量・混濁及び
肝臓・腎臓周囲に線維素の付着。主要臓
器及び胃内容等から K.oxytoca を純粋に分
離。母牛・同居牛の子宮頸管スワブ及び
畜舎内敷料から分離陰性。分離菌はアン
ピシリン等に耐性。肺の気管支腔内に好
中球浸潤。肝臓漿膜に線維素析出。大脳
・中脳に軽度非化膿性脳炎と囲管性細胞
浸潤。胎子主要臓器からウイルス分離陰
性。胎子体液から異常産関連疾病抗体は
検出せず。母牛前後血清から異常産関連
疾病の関与示唆する抗体上昇なし。本症

例は K.oxytoca が関与した流産と考えられ
た。感染は潜在的に残存した本菌が原因
となったものと推測。今後原因不明流産
牛については頸管スワブ等の細菌検索実
施の検討必要。

152.リアルタイム PCR による牛ヨーネ菌
の浸潤調査及び清浄化対策：大分県豊後
大野家保 梅木英伸

1997 年の初摘発以来、ヨーネ菌感染牛
の散見を繰り返す酪農家に、リアルタイ
ム PCR（ IS900 遺伝子）による農場環境
内浸潤調査を実施。牛舎等の（搾乳・子
牛・育成・隔離・肥育牛舎、堆肥舎、飼
料室、バルク室、事務所、圃場の土壌、
乳汁）の計 51 検体中、搾乳牛舎床 1/5 検
体、堆肥 2/2 検体、堆肥散布圃場 4/5 検体、
堆肥未散布圃場 1/3 検体から遺伝子検出。
野生動物への汚染調査を実施、捕獲した
アカネズミ、ジネズミ、ハツカネズミの
計 14 個体の腸内容物、腸管、肝臓から遺
伝子未検出。調査の８日後に結果を踏ま
え検討会を開催、生石灰による畜舎・堆
肥舎消毒、堆肥の完熟化、感染牛の摘発、
殺処分・淘汰等を実施、定期的（1 回/月）
な堆肥舎汚染調査・指導の実施を決定。
感染母牛と産子（初乳未接種）の胎盤感
染調査を実施、母牛の回腸下部から回盲
部に軽度な肉芽腫性腸炎及び肉芽腫性リ
ンパ節炎を観察、直腸内容から遺伝子検
出、子牛からは遺伝子未検出、本症例で
は胎盤感染は未確認。

153.管内一地域における浮腫病の発生と
その対策：大分県玖珠家保 佐藤愛

管内の母豚 350 頭飼養農場において 20
09 年 6 月中旬から離乳後約 1 ヶ月の子豚
の死亡が散見され、病性鑑定を実施。ST
EC 特有遺伝子 stx2e および F18 を有する
大腸菌が分離され、病理組織学的に全身
諸臓器における血管壁の膨化および類繊
維素変性が認められたため浮腫病と診断。
対策として、離乳豚房の消毒の徹底、発
生時の抗生物質の投与制限と生菌剤の投
与を実施した結果、離乳豚の死亡は一時
的に減少したが、農場が対策をやめたた
めに 9 月から再び増加。再度前回と同様
の対策とともに、感受性薬剤の離乳前投
与を行ったところ、10 月以降の離乳子豚
の死亡数は発生以前にまで収束した。周
辺の農場を含む浮腫病の浸潤調査を行い、
分離された STEC の感受性薬剤の相違か
ら、農場ごとに浸潤している STEC は由
来が異なると推測。今後とも浮腫病の再
発および耐性化を防ぐため、定期的な浸
潤状況調査を行っていく。

154.牛の Streptococcus gallolyticus 感染の
2 症例：宮崎県宮崎家保 松川浩子
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管内の黒毛和種繁殖 2 農場（A 農場、B
農場）において、それぞれ Streptococcus
gallolyticus（S.g）感染による化膿性網膜
炎・髄膜脳脊髄炎と敗血症を確認。当該
牛(A)は、2 日齢で眼球が白濁、起立不能。
その後、12 日齢で後弓反張を示し、病性
鑑定。当該牛(B)は、生後から起立不能。
2 日齢で起立するも右後肢関節が腫脹し、
再び起立不能。6 日齢で死亡し、病性鑑
定。A では、脳・橋・延髄・脳脊髄液・
眼房水から、B では、脳・主要臓器・脳
脊髄液・血液・尿・関節液からレンサ球
菌を純粋に分離。市販同定キット、PCR
法による sodA 遺伝子の確認および 16SrR
NA 遺伝子配列から S.g と決定。A は出生
後から眼球が白濁し、その後起立不能や
神経症状を呈した事から、母牛胎内もし
くは出生直後に分離菌に感染し、網膜炎
を発症したと推察。B は胸腺低形成が認
められ、虚弱子牛症候群の可能性が高く、
出生時から易感染性の状態であった事が
推察。

155.分娩前の乳腺液検査による乳房炎低
減対策について：宮崎県都城家保 岐本
博紀、鎌田博志ほか

我々は県畜産試験場（畜試）と共に畜
試所有の搾乳牛で、2009 年 4 月以降に分
娩予定の 10 頭を対象に、分娩予定日 10
日前の乳腺液について、分泌液の粘稠性、
CMT 変法による色調、凝集を確認後、異
常乳腺液は 5 ％羊血液加寒天培地、DHL
寒天培地、卵黄加マンニット食塩培地を
用い細菌検査を実施。有意菌は、乳房炎
軟膏の主成分である抗生物質 9 薬剤に対
する感受性試験を 1 濃度ディスク法で実
施、菌種同定を試みた。異常分房には、
セフェム系抗生物質を投薬。分離菌は、S
taphylococcus 属（全てコアグラーゼ非産
生菌）が 15 株、Streptococcus 属が 5 株、
Corynebacterium 属が 1 株の計 21 株で、St
aphylococcus 属の全てに 2 種類以上の薬
剤耐性無し、Streptococcus 属は全てに 3
～ 6 薬剤に耐性確認。抗生物質の投薬で、
搾乳中の乳房炎の発症は 10 月までない。
分娩前の異常分房の発見と投薬は、乳房
炎の発症抑制に有効である可能性を示唆。
今後も本対策を継続し、確たる知見を得
たいと考える。

156.種雄牛のヨーネ病発生と防疫対策：
鹿児島県南薩家保 浜崎今日子、鮫島弘
知

平成 21 年 6 月、管内肉用牛一貫経営 A
農場所有の種雄牛（15 年 1 月生）がヨー
ネ病と診断。A 農場では、これまでヨー
ネ病の発生がなく、初発後 2 回の同居牛
検査結果でも全頭抗体陰性。一方、導入
元の B 農場は、19 年 3 月に種雄牛が A 農

場へ移動後、20 年 5 月カテゴリーⅡに区
分（種雄牛の母牛は抗体陰性）。聞き取り
調査や Variable Numbers of Tandem Report
s 型別よる分子疫学的解析より、B 農場の
ヨーネ病患畜（県外導入の繁殖雌牛）か
らの水平感染の可能性が示唆され、導入
元農場の汚染状況の把握や導入牛検査の
重要性を再認識。A 農場では、患畜の発
生を受け「牛のヨーネ病防疫対策要領」
に基づいた清浄化対策に取り組んでいる。
防疫措置及びまん延防止対策は、A 農場
の飼養形態（放牧、自然交配）に適した
消毒の実施や飼養衛生管理指導を検討。
同居牛検査では、エライザ法による抗体
検査とリアルタイム PCR 法による遺伝子
検査の併用が感染牛の早期発見及び淘汰
に繋がると考えられた。

157.Salmonella Stanley による子牛の下痢
症と対策：鹿児島県北薩家保 塩賀由紀、
森木啓

大規模肉用牛繁殖農場雌牛で平成 20 年
6 月から哺乳牛が下痢を呈し死亡する事
例が続発し、6 月から翌年 3 月にかけて 7
頭について病性鑑定を実施。細菌検査で
は 4 例において Salmonella. Stanley（O4:d:
1,2 以下 SS）を分離。サルモネラ O4 群免
疫血清による SAB 法では、5 例において
陽性反応を確認した。12 月下旬に実施し
た浸潤状況調査では、哺乳牛糞便及び敷
料各１検体、哺育舎床拭き取りスワブ 2
検体の計 4 検体から SS が分離されたた
め、哺育舎での踏込み消毒槽設置、専用
長靴着用及び部外者の入場制限を徹底し
た。更には哺乳牛の敷料を毎日交換し、
哺育舎の洗浄、消毒、石灰乳塗布を 1 カ
月半～ 2 カ月毎に行ったところ、平成 21
年 5 月の浸潤状況調査で SS は分離されな
かった。衛生対策を強化したことで消毒
にかかる経費は僅かに増額したが、診療
数及び死亡子牛の減少により損失額は大
きく減額し、農場の経済負担を大きく軽
減することができた。

158.八重山管内におけるアナプラズマ浸
潤状況と防疫対策：沖縄県八重山家保
丹羽竜祐、宮良あゆみ
八重山管内では 2007 年に 24 年ぶりとな
るアナプラズマ病が発生し、管内高齢牛
の Anaplasma marginale （AM）キャリア
の存在が判明。発生をうけて取り組んだ
アナプラズマ浸潤状況調査と発生農場防
疫対策を報告する。
【浸潤状況調査】2008 年 9 月 18 日～ 200
9 年 6 月 17 日の期間、オウシマダニ清浄
化以前（1993 年以前）生の牛 1,599 頭を
調査。82 頭が AM PCR 陽性であり、陽性
率は 5.1%であった。農場に結果を通知し、
2009 年 7 月より PCR 陽性個体の淘汰状況
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を調査。2009 年 10 月 30 日現在 27 頭が
淘汰され 37 頭が淘汰予定。
【発生農場防疫対策】PCR 陽性個体の隔
離飼育、OTC 投与〔（20mg/kg を１週間隔
で 3 回投与）× 2 回〕、吸血昆虫対策（忌
避剤イヤータッグ、殺ダニ剤プアオン）
を実施した結果 2009 年 8 月 18 日現在、A
M PCR 陰性。
【まとめと考察】浸潤状況調査において
AM 陽性率が低いことから、陽性個体は
感染耐化したキャリアであると考えられ
た。AM 陽性農場の淘汰意識は強く、継
続指導し淘汰を完了させたい。発生農場
防疫対策は発症および伝播を抑える効果
があると考えられた。

159.Mannheimia varigena の子牛敗血症と
Pasteurella multocida の肉用牛乳房炎：
沖縄県八重山家保 上江洲裕美 又吉正
直

国内で初めて牛の敗血症から Mannheim
ia varigena(M.varigena)を分離。2007 年 9
月 6 日分娩予定であったが、7 月 17 日に
早産。黒毛和種の雄子牛。出生直後から
起立不能、人工初乳給与も翌未明に死亡。
主要 6 臓器からグラム陰性菌を分離。市
販キットで Mannheimia haemolytica と同
定。動物衛生研究所にて血清型別（16 種
類）を行うが型別不能。16SrRNA 遺伝子
の解析を行ったところ M.varigena と同定。
M.varigena は牛の死流産、新生子牛の敗
血症の原因菌となる可能性が示唆。

国内初、黒毛和種繁殖牛の臨床型乳房
炎からの Pasteurella multocida(P.multocid
a)の分離。2009 年 3 月 27 日分娩。6 月 22
日初診。数日前より右前分房腫脹、疼痛
により子牛への授乳を拒否。乳汁よりグ
ラム陰性菌 623CFU/ml を分離。市販キッ
トで P.multocida と同定。莢膜抗原は A 型、
菌体抗原は 3、4 型と判定。初診ではベン
ジルペニシリン、ストレプトマイシン合
剤を罹患乳房に注入。その後の触診で腫
瘍を認めたため、7 月 7 日セファピリン
の投与により治癒。感染経路は不明。子
牛の口腔内の P.multocida が感染した可能
性が示唆。

Ⅰ－３ 原虫性・寄生虫性疾病

160.Trypanosoma theileri と牛白血病ウイ
ルス(BLV)の混合感染例：福島県県中家
保 佐藤敦子、鈴木美奈子

平成 21 年 9 月、管内の黒毛和種 25 頭
規模の繁殖経営農家で成牛１頭が貧血、
発熱、水様性下痢、削痩を呈し病性鑑定
を実施。血液検査の結果、赤血球数、白
血球数、Ht 値低下。血液塗抹及びウェッ
トフィルム法においてトリパノソーマ原
虫検出、PCR 検査で Trypanosoma theileri

(T.theileri)と同定。血清蛋白電気泳動図
でγ -Glb 低下、急性炎症型蛋白像を呈し
GOT 及び GGT 上昇、寒天ゲル内沈降反
応法で牛白血病（BLV）抗体弱陽性。そ
の後、流産、死亡し病理解剖を実施。全
身のリンパ節中等度腫大、脾臓腫大を認
め、リンパ節の PCR 検査で BLV 遺伝子
陽性。病理組織学的検査で主要臓器、リ
ンパ節、全身の脂肪組織に異型性の強い
リンパ球様細胞の浸潤性増殖を認めたこ
とから、T.theileri と BLV の混合感染と診
断。病原性の弱い T.theileri が白血病、妊
娠等の負荷により増殖したと推測、T.thei
leri と BLV の混合感染が両者の症状を重
症化させる可能性も示唆。

161.管内一公共牧場における小型ピロプ
ラズマ病対策：栃木県県央家保 筒井郁、
藤田慶一郎

H18 年度、管内 M 放牧場において小型
ピロプラズマ(P)陽性率 100 ％、ヘマトク
リット値 25 ％未満の牛の割合(発症率)19
％と被害が深刻化。従来の衛生対策(衛生
検査及び殺ダニ剤塗布 4 週間隔)を見直
し。H19 年度は、衛生対策を入牧から 9
月まで 2 週間隔に短縮。P 陽性率 71 ％、
発症率 13 ％に低下。H20 年度は、放牧全
期間 2 週間隔で実施し、春、秋期に補助
飼料を全頭給与。P 陽性率 29 ％、発症率
6 ％に低下。更に、牧野のフタトゲチマ
ダニ(マダニ)調査を実施。生息状況の季
節的変動、牧区毎の生息密度を確認。H2
1 年度は、前年度の衛生対策を継続する
とともに補助飼料を放牧全期間給与。P
陽性率は 38 ％と上昇したが、発症率は 3
％に低下。以上から対策による P 被害沈
静化を確認。更に、治療費減少及び乳牛
受胎率向上で、預託農家の経済効果を確
認。今後、本年度の衛生対策を継続し、
併せてマダニ調査結果を活用した対策も
検討、実施し、P 病清浄化に努める。

162.県内放牧場における小型ピロプラズ
マ病対策マニュアルの検討：静岡県中部
家保 鈴木巧、野元孝子
県内 A 放牧場の放牧牛が、Theileria ser

genti（TS）の重度寄生で貧血し、小型ピ
ロプラズマ病（ピロ病）と診断。平成 19
年度からピロ病対策及び効果的な治療法
を調査し、対策マニュアルを検討。疫学
調査の結果、ピロ病重症例の発生は牧野
への野生シカの侵入に起因する TS 媒介ダ
ニの異常増殖と治療の遅れが原因と推察。
対策マニュアルでは、シカ対策は侵入防
止対策が重要で、シカ柵の効果的な補強
や電気牧柵の併用が必要。ダニ対策は放
牧期間中、特に来季の TS 媒介ダニを減ら
すため、秋季のフルメトリン製剤投与を
徹底することにより TS 感染牛を減らせる
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可能性が高い。効果的な治療法として、T
S 血中出現初期にジアミジン製剤を投与
した牛は貧血が軽度のため、週 1 回以上
の頻度で、血液塗沫と特殊濾紙を用いた
簡易抽出法による PCR 法の併用により早
期発見・早期治療を行う。

163.放牧牛の小型ピロプラズマ病発生事
例：大阪府北部家保 土井孝司
平成 21 年 11 月管内放牧実施農場で、

小型ピロプラズマ（小型ピロ）病の発生
があった。当該牛は、同年 9 月府内の農
場から導入されたホルスタイン種 6 歳で、
乳量の急激な低下と食欲不振、可視粘膜
の貧血と軽度の黄疸を呈し、ヘマトクリ
ット（HT）9%、ビリルビンの上昇、塗沫
標本（ギムザ染色、蛍光染色）で原虫を
確認し小型ピロと診断。殺原虫剤の投与、
輸血・輸液等の処置を指導し、加療後回
復。他の飼養牛（成牛舎 9 頭、育成舎 43
頭）の状況、成牛舎で 1 頭軽度の貧血を
認めたほか臨床症状を示す牛は無し。成
牛舎 9 頭の HT は 21 ～ 42 ％、乳牛 4 頭
で原虫を確認。育成舎 43 頭の HT は 25
～ 43 ％で、HT の比較的低値の 20%台の
牛 7 頭について原虫を確認したところ全
頭陽性。以上のことから原虫検査牛の全
てで寄生が確認、1 頭であるが発生もあ
り、今後小型ピロの集団発生が危惧。対
策、ダニ駆除及び野生動物の侵入防止対
策等を指導。

164.ピロプラズマ感染拡大が認められた
放牧場の地域衛生対策：島根県出雲家保

森脇幸子、森脇俊輔
平成 19 年度から新たな耕作放棄地利用

を開始した放牧場で、昨年度 36 頭中 34
頭がピロプラズマ（ピロ）感染し、放牧
事故 1 例、異常産・分娩事故が 3 例発生。
今年度は殺ダニ剤の定期投与と投与方法
を指導、放牧場管理者、市担当者、家畜
衛生部で衛生指導会を開催し、放牧牛や
放牧場の状況確認、放牧中検査を実施。
放牧前 43 頭中 39 頭にピロ感染を認め、
放牧後 13 頭が重度感染。放牧未経験牛は
6 頭中 5 頭が重度感染。春～夏放牧と秋
放牧で重度感染の割合が増加。放牧馴致
を行うと、ピロ重度感染による牛への影
響が小さい。放牧未経験牛 3 頭が極度の
削痩状態になり、退牧指示と検査を実施
しピロ重度感染と重度貧血を確認。その
後 1 頭が死亡、1 頭が流産。畜主の入院
で緊急的に放牧実施したことが原因。放
牧関係者で定期観察と情報交換を行うこ
とで、衛生対策の意識向上や早期対応可
能な態勢作り、知識の普及と情報共有が
可能となり、放牧の有用性を活用できる。

165.ネオスポラの関与が疑われたフリー

バーン酪農場における流産多発事例：香
川県西部家保 中嶋哲治、光野貴文

管内のフリーバーン飼養の２酪農場に
おいて流産が多発し、ネオスポラの関与
が疑われた。A 農場は、平成 19 年から流
産が多発。21 年 1 月、胎齢 197 日の流産
胎児を病性鑑定。大脳に巣状壊死を伴う
非化膿性脳炎を確認、免疫組織化学的検
査陽性によりネオスポラ症と診断。抗体
検査により、流産経験牛の 37.0 ％（11 頭
／ 27 頭）が陽性。流産歴のない同居牛は
27.2 ％（3 ／ 11）、陽性牛の産子は 40.0
％（2 ／ 5）が陽性。18 年 11 月には陽性
牛（1 ／ 8）が確認され、流産多発前から
農場内にネオスポラが存在。B 農場は、2
1 年 5 月～ 7 月に妊娠牛の過半数（9 ／ 1
6）が流産、胎内死。流産経験牛の 100 ％
（9 ／ 9）が抗体陽性。流産多発前の 20
年 11 月には全頭抗体陰性（0 ／ 32）であ
り、ネオスポラ感染直後に流産が多発し
たと推測。一般的なネオスポラ症対策を
指導し、B 農場は流産の発生なし。A 農
場は、継続発生しており、飼養管理も含
めて対策を指導。

166.リアルタイム PCR による Neospora c
aninum の検出：香川県東部家保 矢野敦
史 山本英次
ネオスポラ症（以下 Nc）では病理検査

が困難な事例が多く、補助診断に PCR を
利用。Timothy らの Nested-PCR（以下ｎ
PCR）で検出不能の事例に遭遇、また抗
体検査キット販売中止により PCR の重要
性が増したためリアルタイム PCR（以下
ｒ PCR）を検討。試験 1 は病理検査で Nc
陽性の大脳から DNA を抽出後、10 倍段
階希釈し、ｎ PCR とｒ PCR の検出感度
を比較。ｒ PCR は① Esther らのプライマ
ー（以下 A）② Np7、Np4 のプライマー
（以下 B）の 2 方法で実施。ｒ PCR の検
出感度が高く、A、B は同等。試験 2 は 2
005 ～ 09 年の凍結材料 14 症例の抽出 DN
A をｒ PCR で検査。陽性率は A；93 ％、
B；50 ％。病理検査不能材料 5 症例の陽
性率は A；100 ％、B；40 ％。試験 3 は 1
998 ～ 2009 年のパラフィン標本 8 症例の
抽出 DNA をｒ PCR で検査。陽性率は A;
88 ％、B;25 ％。早期流産胎子 2 症例から
も検出。以上から野外材料のｒ PCR は A
の方法が適当。rPCR は材料の保存状態に
影響されず、簡便かつ有用。

167.管内酪農家における生産性向上への
取組み：愛媛県中予家保 岡﨑直仁、佐
伯拡三

酪農経営に対する生産性向上を図るた
めには、飼料給与、内部寄生虫の影響及
び乳房炎等の実態を把握する必要がある
と考え、管内酪農家８戸を対象に生化学
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検査、糞便検査及び乳汁細菌検査を実施
し、その結果を基に指導を実施。結果、
生化学検査から尿素窒素もしくは総コレ
ステロール値の低い牛群が確認されたた
め、飼料給与方法について農家と検討を
実施。糞便検査ではコクシジウムオーシ
スト等が確認された農家に対してはその
影響や対策を指導。乳汁検査においてブ
ドウ球菌、クレブシエラ等が分離された
農家に対しては、衛生対策並びに搾乳方
法について検討を実施。今回の取組みか
ら、検査を通して農家毎の傾向を把握し
改善対策を探っていくことは生産性向上
に有効であると考えられた。

168.牛のネオスポラ症と浸潤状況調査：
長崎県五島家保 小川亮、鬼塚伸幸

黒毛和種繁殖農場で死産が発生。剖検
所見では大脳髄膜に血管充盈が認められ
たが、外貌及びその他の臓器に著変なし。
細菌、異常産関連ウイルスの検査陰性。
病理組織学検査で大脳皮質に非化膿性脳
炎を確認。グリア細胞が集簇した周囲に
原虫様シストが散見され、抗 Neospora ca
ninum（Nc）家兎血清（動衛研）による
免疫組織化学的染色でシストに一致して
抗原を確認。以上より、ネオスポラ症と
診断。浸潤状況調査は発生農場の繁殖牛
32 頭、肉用牛 63 戸 77 頭、乳用牛 3 戸 15
頭及び過去 4 年間に発生した異常産母牛
34 頭について Nc 抗体検査を実施。発生
農場では陽性牛 5 頭が確認され、すべて
血縁関係。管内の調査では肉用牛 1 頭、
異常産母牛 1 頭陽性。検査法について IF
A と ELISA の結果を比較したところ、EL
ISA は感度が高く、簡便で多検体処理が
可能。発生農場では犬の飼養歴や野生動
物の侵入も確認されておらず、導入牛で
ある発症牛の曾祖母牛を感染源とした垂
直感染と推察。

169.進行性の運動失調を呈した新生子牛
のネオスポラ症：大分県大分家保 首藤
洋三、佐藤亘

2009 年 8 月、新生子牛 1 頭が出生後、
進行性の運動失調を呈した症例に遭遇し、
鑑定殺による病性鑑定を実施。剖検では
体形異常を認め、組織学的には中枢神経
の広範囲に非化膿性脳脊髄炎、骨格筋で
は筋細胞の変性、壊死を認め、これら病
巣部内外でシスト、タキゾイトの集塊を
多数確認。抗 Neospora caninum(NC)山羊
血清を用いた免疫組織化学的染色で、観
察されたシスト、タキゾイトが陽性を示
したことから、本症例を「ネオスポラ症」
と診断。さらに同居牛と農場飼養犬につ
いて、NC 抗体保有状況を調査。抗体陽性
牛の多くは血縁関係であり、農場飼養犬
は抗体陰性であった。臨床症状の推移と

抗体保有状況調査結果から、本症例は、
抗体陽性母牛から垂直感染後、体形異常
を呈する先天感染牛として出生し、出生
後ネオスポラ症が重篤化したものと考察。
また、牛のネオスポラ症は、出生後の症
例および病態について国内ではほとんど
報告がなく、過去の発生事例と比較して、
重度な病変と多数の抗原が確認された点
と、出生後進行性の運動失調を示した点
で、極めて稀な症例であると考察。

170.子牛のクリプトスポリジウム症発生
事例：鹿児島県曽於家保 水江萌衣、早
田真也

Cryptosporidium parvum は子牛下痢症の
原因となり、特に 1 ヶ月齢未満の哺乳子
牛で好発することが知られている。今回、
管内 3 農場 7 頭において子牛のクリプト
スポリジウム症（以下クリプト）の発生
があった。いずれも生後 10 日齢前後で黄
色水様性の下痢便を呈し、抗生剤等の治
療に反応せず、1 週間以上下痢が続いた。
予防対策として、飼養衛生管理等の指導
を行ったが、1 農場において、対策を講
じたにもかかわらず、新生子牛のクリプ
ト陽性が続発したことから、改めてクリ
プトの感染力の強さ、環境への抵抗性の
強さを再確認した。したがって、日頃の
衛生管理の徹底による侵入防止こそが
優先される対策と考えられたが、管内農
家を対象にアンケート調査を行ったとこ
ろ、クリプトの認識率は 2 ％と低く、ま
ずは農家の意識向上に努めることが必要
であると感じ、パンフレットの作成・配
布や農家を対象とした研修会等の啓発活
動を実施した。今後もこれらの活動や発
生農場の検査を継続し、クリプトの侵入
・まん延防止対策を講じる必要がある。

Ⅰ－４ 一般病・中毒・繁殖障害・栄
養代謝障害

171.起立不能を呈した子牛の B 細胞性リ
ンパ腫：青森県むつ家保 藤掛斉、松本
敦

黒毛和種、雄、4 か月齢の子牛が起立
不能を呈し、軽度貧血、後肢痛覚反応の
鈍化を確認。脊髄造影検査では第 7 ～ 8
胸髄で造影剤が停滞。その後、重度の貧
血を示し死亡、病理解剖を実施。剖検所
見では、全身リンパ節の著しい腫大、肝
臓の著しい腫大と乳白色結節の密発、第
7 ～ 8 胸椎脊椎管に限局した乳白色腫瘤
の形成、同部位脊髄の圧迫による軟化、
大腿骨骨髄の黄白色髄化を確認。組織所
見では、リンパ節、肝臓、第 7 ～ 8 胸椎
脊椎管の腫瘍巣で腫瘍細胞が充満。同部
位脊髄は融解壊死、脊髄実質に腫瘍細胞
は認めず。大腿骨骨髄は腫瘍化および線
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維化。腫瘍細胞は抗 CD3 抗体には陰性、
抗 CD20、CD79a 抗体に陽性。牛白血病
ウイルス遺伝子検索および抗体検査は陰
性。以上の成績から子牛型の B 細胞性リ
ンパ腫と診断。骨髄の病変が も古く、
大腿骨骨髄に形成された骨髄癆が慢性貧
血の原因と推察。第 7 ～ 8 胸椎脊椎管で
の腫瘍組織の増生による脊髄圧迫と軟化
が起立不能の原因と考察。

172.和牛繁殖農場における子牛下痢症多
発要因の考察と今後の取組み：宮城県大
河原家保 佐沢公子、西川彰子
管内和牛繁殖農場において哺乳子牛の

下痢が多発。今年 4 ～ 10 月の発症率は 1
00 ％。農場の飼養形態は放牧及び舎飼い。
分娩前 30 日から分娩牧区または分娩舎
へ、分娩後約 7 日までは母子同居。その
後母子共に哺育牛舎へ移動し、半日のみ
母子同居の制限哺乳。哺育牛舎の消毒は
牛の入れ換え時に実施。空舎期間は未設
定。発症牛 5 頭の糞便検査で、クリプト
スポリジウムおよび Clostridium perfringen
s を検出。母牛由来の発症要因調査のた
め母子 5 組について経時的調査を実施。
糞便検査で、複数の病原体を検出。血液
生化学的
検査で、母牛の分娩時の低エネルギー状
態が判明。子牛は全頭で尿素態窒素が参
考値より低い傾向。結果より、分娩舎・
哺育舎を重点対策対象とし、空舎期間の
設定、清掃・消毒の徹底を指導。今後、
分娩前後の給与飼料見直しによる母牛の
低エネルギー状態改善と，発症要因の一
つと推察される哺乳方法の再検討が課題。

173.肥育牛における損耗防止と肥育技術
の向上を目指した取り組み：福島県会津
家保 宮野英喜、星陽子

県内有数の黒毛和種肥育牛の生産地で
ある管内で、肉質向上を求め、過度なビ
タミンＡ（以下ＶＡ）の制限により、出
荷間際の事故が散見。適切な肥育技術を
確立すべく、平成１９年から２１年まで
７農場３４頭について定期的な立入指導
を行うと共に、血中ＶＡ濃度及び血液生
化学的検査を実施。併せて検査の都度、
家保、飼養者、ＪＡ及び共済による検討
会を開催。ＶＡは肥育中期に欠乏状態に
陥る個体が多く、肝機能低下を示す個体
もあり、必要に応じて治療を実施。当該
農場は適切にＶＡをコントロールしたこ
とにより、血中ＶＡは理想的に推移。Ｖ
Ａ欠乏症による事故の発生も無く、定期
的な家保の立入指導により衛生対策への
意識が向上。検査対象牛の枝肉成績は農
場毎及び血統別に差異は無く、上物率９
７％と好成績。過去における飼養者の
「勘」による飼養管理ではなく、科学的

根拠に基づいた肥育技術の確立に貢献。

174.黒毛和種子牛の歯肉に認められた腫
瘤の病理組織学的検索：福島県県中家保

壁谷昌彦
26 日齢の黒毛和種子牛が哺乳後に口か

ら出血しているのを発見し、歯肉に疣状
腫瘤を確認。19 日後に腫瘤は直径 1 ～ 3c
m に腫大したため全切除し生検材料につ
いて病性鑑定を実施。腫瘤は表面粗造で
淡赤色～黒褐色を呈し基部付近から出血。
病理組織学的に、病巣の粘膜上皮では有
棘層に細胞内浮腫及び硝子滴状変性を認
め、粘膜下組織では淡明で類円形～楕円
形の核を持つ紡錘形の細胞が大型巣状に
増殖。紡錘形細胞はときに大小の管腔構
造を形成し、赤血球を容れる部分も確認。
免疫組織化学的検査では、紡錘形細胞は
抗第Ⅷ因子抗体に陽性で血管内皮細胞由
来が示唆され、粘膜上皮に抗牛パピロー
マウイルス抗体および抗牛丘疹性口炎ウ
イルス抗体に対する陽性反応は認められ
なかった。以上の結果から血管腫と診断。
乳頭腫や牛丘疹性口炎等の肉眼所見や分
布領域が類似する疾病との鑑別には病理
組織学的検査が有効。

175.子牛下痢の発症時期がルーメン発育
に及ぼす影響についての一考察：福島県
県中家保 松本裕一、佐藤良江

下痢の発症時期（下痢なし、生後 14 日
齢まで、15 日齢～ 30 日齢、31 日齢～ 60
日齢に区分）を聞き取りした上で、およ
そ 90 日齢時の血中βヒドロキシ酪酸（Ｂ
ＨＢ）濃度を指標としてルーメン発育状
況を調査。調査対象は畜産研究所でロボ
ット哺育された A 群 22 頭、自然哺育さ
れた B 群 39 頭、管内の和牛繁殖農場で人
工哺育された C 群 24 頭、自然哺育された
D 群 47 頭。各群で「下痢なし」個体の平
均 BHB 濃度(単位:μ mol/L)は A 群 332、
B 群 217、C 群 425、D 群 260 に対し、「生
後 14 日齢までに下痢を認めた」個体の平
均は A 群 245、B 群 168、C 群 359、D 群
213 といずれの群においても低く、A 群
間、B 群間ではそれぞれ有意差があった。
よって生後 14 日齢以内の下痢の発症はル
ーメン発育を遅らせることが示唆。また
別途実施した下痢実態調査から生後 14 日
齢までの下痢は非感染性やウイルス性下
痢が多く、母牛を含めた飼養管理や確実
な初乳摂取が重要と推察。

176.育成牛のシキミ中毒：埼玉県川越家
保 土門尚貴、鈴木一良

平成 21 年 9 月、管内酪農家で育成牛 2
頭が起立不能、うち 1 頭が強直性痙攣を
呈し死亡。畜主は、発症 2 日前に放牧場
周辺の生垣を剪定、その枝葉を発生のあ
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った放牧場で敷料として使用。死亡牛剖
検時、第一胃内容から給与飼料と形状の
異なる葉片を検出。葉片は、全縁で鋸歯
がなく肉質、中肋（中央の葉脈）以外の
葉脈が不明瞭、香りを出す油点を多数有
す等の特徴や PCR 法と RFLP 法による遺
伝子学的検査からシキミと同定。死亡牛
の胃内容と血液を LC/MS で測定、シキミ
の毒成分アニサチンを検出。これらの検
査結果等からシキミ中毒と診断。シキミ
除去を指示した結果、継続発生はなく、
他の発症牛 1 頭は回復。シキミは仏事等
に利用され馴染みのある常緑樹で、その
実は植物で唯一劇物に指定。人での中毒
報告は時々あるが、家畜での報告は少な
く家畜領域における有毒植物としての認
知度は低い。今後、畜産農家に対し、シ
キミ等有毒植物の情報提供、注意喚起を
実施。

177.同一母牛の産子で続発した黒毛和種
の Congenital hypotrichosis（先天性貧毛
症）の 1 種を疑う症例：山梨県東部家保

池永直浩、菊島一人
平成 19 年 4 月、黒毛和種の母牛の初産

の雄子牛が、出生時より四肢の繋部や腰
角付近に脱毛が認められ、翌日には全身
に脱毛が広がり、13 日齢で死亡（症例 1）。
平成 21 年 8 月には、同じ母牛の 3 産目の
雄子牛が、症例 1 と同様に出生時より四
肢に脱毛が認められ、翌日には全身に脱
毛が広がり、2 日齢で死亡（症例 2）。剖
検では、症例 1 で鼻鏡部、頚部、腰部およ
び四肢末端部などの皮膚に脱毛及び痂皮が
形成され、出血部位も散見。口腔内にはび
らんが、第 1 胃には潰瘍が認められた。症
例 2 の皮膚の所見はほぼ同様で、表皮の剥
離も認められた。BVD-MD の PCR 検査は
症例 1、2 ともに陰性。皮膚の組織所見では
症例 1、2 ともに毛包の減数及び低形成、脂
腺の低形成が認められた。検査により、2
頭とも Congenital hypotrichosis（先天性貧
毛症）の 1 種が疑われると診断。先天性
貧毛症は遺伝性と非遺伝性に大別されて
いるが、本症例では同じ母牛で続発した
ことから遺伝性が疑われた。

178.優良繁殖用雌牛を確保しよう！（受
精卵移植技術を活用した若狭牛改良促進
への取り組み）：福井県家保 小林崇之、
吉田靖

若狭牛繁殖農家（繁殖農家）における
繁殖用雌牛の血統改良を目的に、嶺南牧
場等と連携して繁殖用優良血統若狭牛受
精卵の移植に取組んだ。繁殖農家におけ
る移植頭数を増加させる方法と、酪農家
で移植し得られた雌子牛をヌレ子で繁殖
農家に譲渡する方法の 2 つを活用。繁殖
農家での移植頭数が増加しなかった過去

の経験から、50 ％以上の受胎率確保が重
要であると考え、受卵牛の状態向上のた
め明らかな発情兆候がある牛に限り移植
前検査を行った上で移植。酪農家におけ
る移植は、子牛が雌であれば繁殖農家に
確実に譲渡することを前提に、黄体サイ
ズの選定基準を通常の移植より厳しく設
定。また受精卵の品質向上にむけ、採卵
時間の短縮等に取組。結果、繁殖農家 3
戸 14 頭に移植を行い、8 頭の受胎と 50
％を超える受胎率を確保。協力のあった
酪農家 2 戸 3 頭に移植を行い、1 頭の受
胎を確認。合計 17 頭に移植し 9 頭の受胎
（受胎率 52.3 ％）に成功。

179.腟内留置型プロゲステロン製剤（CID
R）を活用した受精卵移植による若狭子
牛生産：福井県嶺南家保 山崎俊雄、谷
村英俊ほか
A 農場（乳牛 8 頭、交雑種 4 頭、繁

殖和牛 16 頭）は、経営形態を酪農から
和牛繁殖に転換をめざしている。発情
発現が不明瞭で授精適期が見つけにく
く、長期不受胎牛が数頭見受けられ、
優良繁殖素牛の確保が課題。そこで、
長期不受胎牛を含む空胎牛に対し、発
情同期化による受精卵移植（ET）を行
い、受胎促進を試みた。受卵牛 8 頭に
対して、発情同期化のため CIDR を 7
日間留置後抜去し、 9 日目に発情を確
認し、16 日目に新鮮卵の ET を実施、
ET 直後に再度 CIDR を 12 日間留置。
また、処置の 28 日間中、血中プロゲス
テロン値（P 値）を 5 回にわたり測定
し変動を調査。その結果、 3 頭が受胎
し、ET 時の P 値は、2 頭が 4ng/ml 以
上で、1 頭は 1ng/ml 未満を示した。さ
らに、不受胎の 5 頭も、その後はっき
りした発情兆候がみられ、人工授精（一
部 ET）を実施。今後も農家の経営転換
を順調に進めるため、優良繁殖素牛の
受胎を図る。

180.クローディン 16(CL16)欠損症保因牛
にみられた腎臓異形成の一症例：岐阜県
岐阜家保 藤野晃司、澤田幹夫
県内産繁殖牛（黒毛和種，平成 18 年 1

月 1 日生）が長期にわたる食欲不振、血
液検査における肝機能及び腎機能障害の
指標が上昇してきたため予後不良と診断
され平成 21 年 7 月に病性鑑定を実施し
た。剖検では腎臓の退色、表面の粗造化
および皮質領域に白色斑の散在が認めら
れた。病理組織所見ではび漫性の尿細管
腔の拡張、糸球体は減数し正常の約 2 倍
の大きさに増大、間質では多発巣状の線
維増生が認められた。血液検査において
は血中尿素窒素（ 155mg/dl）及びクレア
チニン値（5.4mg/dl）の上昇が認められた。
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遺伝子検査で当該牛は CL16 欠損（タイ
プ 1）の保因と判定されており、タイプ 2
の欠損の関与はないものと考えられた。
CL16 遺伝子欠損がなくても欠損症と同様
の腎病変を認めた報告があり、本症例も
これに該当するものと思われた。

181.乳牛における乳汁中プロジェステロ
ン濃度及び黄体形状と繁殖成績の検討：
三重県中央家保 古賀健志ほか

乳牛の繁殖成績は受胎機構の解明や定
時人工授精手法の改良にもかかわらず、
平均空胎日数の延長や受胎率の低下が見
受けられる。そこで、管内乳牛延べ 53 頭
（4 戸）について受胎に重要な働きをす
る要因の一つである黄体機能に注目し、
乳汁中プロジェステロン（以下Ｐ）濃度
の測定と黄体形状の触診を行い、黄体機
能と繁殖成績との関連性について検討。
人工授精実施後 5 及び 7 日目の乳汁を採
取し、Ｐ濃度を測定したところ、平均値
は各々 14、19ng/ml であり、5 日目から 7
日目にかけて有意な上昇が認められた。
妊娠の診断基準である 10ng/ml を 7 日目
では 91 ％の牛が上回っていたものの受胎
率は 19 ％と低値。また、7 日目の黄体形
状は「大」、「中」が大半を占め、優良な
機能性黄体を保有していた。昨今の受胎
率低下の原因は黄体機能の低下に起因す
るものでは無いことが推察。

182.育成牛における急性炭水化物中毒の
発生：三重県南勢家保 植原陽、藤村元
昭

穀物の給与に不慣れな若齢の反芻動物
が大量の穀物を摂取した場合、第一胃内
で過量の乳酸を発生させ急性中毒の原因
となることが知られている。2009 年 4 月
上旬、県内の搾乳肥育兼業農場で搾乳育
成牛 5 頭で起立不能が発生、翌日 5 頭中
3 頭が死亡し新たに 2 頭が起立不能を呈
したため、昏睡状態の 1 頭で病性鑑定を
実施した。主な臨床症状は起立不能、皮
温低下、瞳孔の拡大であった。解剖検査
では血液の暗色化、第一胃の上皮剥離容
易、トウモロコシ片を含む大量の胃内容
物が確認され第一胃内の水素イオン濃度
は 4.4 であった。細菌学的検査では有意
な菌は分離されず、ボツリヌス C および
D 型毒素遺伝子検出検査は陰性。病理組
織学的検査では前胃で膿疱形成の明瞭な
パラケラトーシスがみられたため、急性
炭水化物中毒による甚急性ルーメンアシ
ドーシスと診断した。発症当日に柵が外
れて搾乳育成牛が肥育牛飼育房に侵入し、
この育成牛が肥育用に飽食給与されてい
た濃厚飼料を盗食したため発生したと考
えられた。

183.一酪農家の経営向上に向けた取り組
み：滋賀県家保北西部支所 前井和人、
田中裕泰

酪農家を取り巻く状況は依然として厳
しく、多様化した個別課題に対応した丁
寧な指導が求められている。今回、飼料
給与に問題のある一酪農家に対し、繁殖
管理をはじめとして、重点的指導を行っ
た。繁殖管理面では定期的に巡回指導を
行い、繁殖状況を聞取り繁殖管理リスト
（ JMR）および未受胎牛全頭の直腸検査
を行い時系列の繁殖カルテを作成。NOS
AI 家畜診療所と連携し積極的な治療や長
期未受胎牛の淘汰を実施。その結果、発
情発見頭数が増加したことにより、昨年
3 月から 12 月では、受胎頭数が 6 頭（27.
3 ％）から 12 頭（52.2 ％）に向上。受胎
頭数の増加により今後の生産量見込みが
たち、畜主に飼料給与改善に向けて取り
組む意欲が出てきた。今後、飼料給与不
足にある牛群の栄養状態を改善し生産量
を確保する必要があることから、当初か
ら提案していた牛の並び替えなどを実践
し、効率よく給与飼料を増加することが
急務。

184.大規模農家における哺育育成事故低
減対策：滋賀県家保北西部支所 石本明
宏

平成 19 年に、集団哺育施設において１
ヵ月齢以降の呼吸器病が多発した農家で、
原因究明と再発防止を目的に、発生実態
調査と 10 頭の子牛の追跡による要因調査
を実施。病原体要因として各種抗体検査
と鼻腔スワブによる菌分離、栄養的要因
として免疫グロブリン（ IgG）、総コレス
テロール（Tcho）、ビタミン A，E、βヒ
ドロキシ酪酸（BHB）を測定。平成 20 年
の発病件数は 295 件で、うち１ヵ月齢ま
での件数が 140 件（47.5 ％）を占め、哺
育時期の重要性を再確認。追跡調査では、
一部病原体の動きや栄養素の不足を確認。
原因特定には至らなかったが、普段から
病原体の浸潤があることや代用乳、人工
乳の不足がうかがわれた。結果に基づき、
ワクチン接種方法の改善、哺育育成期の
哺乳方法の再点検を指導。今後、管理マ
ニュアルを改善するとともに、家畜保健
衛生所、NOSAI 家畜診療所、農家の３者
による定期検討会を開催し、繰り返し状
況確認と改善指導に努める。

185.県内自給飼料中マイコトキシン調査
：滋賀県家保 三松美智子、田中政嗣

ゼアラレノン(ZEN)、ニバレノール(NI
V)、デオキシニバレノール(DON)はフザ
リウム属カビが産生するマイコトキシン
であり、自給飼料でも検出されているが
その汚染実態は不明。平成 21 年 3 月～ 1
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2 月に県内酪農場および肉牛繁殖肥育農
場にて給与されている自給飼料サイレー
ジ 5 種類 23 検体中 ZEN、DON および NI
V 濃度を測定。この内イネホールクロッ
プサイレージ(以下イネ WCS)については
刈り取り調整時期および保管期間による
マイコトキシン濃度を検討。ZEN は 4 種
類 9 検体で検出され、検出濃度 0 ～ 1.41p
pm。NIV は 5 種類 13 検体で検出され 0
～ 8.26ppm。DON は 2 種類 5 検体で検出
され 0 ～ 1.74ppm。イネ WCS では刈取調
整時期および保管期間に係らず ZEN、DO
N および NIV 全てにおいて低濃度。ソル
ガムサイレージ 1 点の ZEN を除き全ての
検体で ZEN ならびに DON 濃度は飼安法
暫定基準値未満。今後検体数を重ね、汚
染発生要因の解析、汚染防止対策の検討
を実施する予定。

186.中丹地域における和牛繁殖巡回の成
果と今後：京都府中丹家保 西井義博、
宮城信司

【はじめに】平成６年からＡ市の和牛
繁殖農家を巡回指導し、繁殖障害対策と
子牛増頭に取り組んだ成果と課題を総括
し検討。【巡回指導】ＪＡと毎月 2 回、早
期妊娠診断、繁殖障害治療、飼料給与指
導、子牛育成指導を実施。【検討方法】10
年間延べ 900 頭のカルテから、繁殖障害
の原因別や診療内容を集計し、年度や農
家毎に分析。成果や原因の推察と課題を
検討。【成果】①卵巣静止は 18 年以前は
約 5 割を占め、エネルギー不足に起因。
飼料給与指導により、19 年以降は減少。
②鈍性発情は４割が観察不足に起因、飼
料改善とともに、パドック活用の促進に
より繁殖成績は向上。指導効果の指標と
なる初診牛頭数の割合は減少し、高い受
胎率を維持。【課題】生産性向上意識の差
により農家間で指導効果に格差。【今後の
対応】繁殖成績の低い農家は、重点指導
を実施。巡回地域の拡大、ＪＡ等と連携
し、発情見逃し牛への和牛卵移植にも取
組み、肉用子牛の増頭に結びつけたい。

187.管内酪農家のアルコール不安定乳発
生事例：京都府山城家保 森田誠、濃添
照雄

平成 21 年 8 月管内酪農家 2 戸でアルコ
ール不安定乳が発生、NOSAI 家畜診療所
と協力して調査・指導。発生時期は両農
家とも同時期で、陽性牛頭数はＡ農家搾
乳牛 16 頭中 7 頭（43.8 ％）、Ｂ農家 31 頭
中 21 頭（67.7 ％）。血液生化学的性状検
査は両農家ともグルコース、BUN が低値。
直接の原因として気温急変の他、Ａ農家
は暑熱による濃厚飼料摂取量減少、Ｂ農
家は飼料内容・品質変更、自動給餌機故
障による濃厚飼料給与回数・量減少が推

測。両農家ともバルク乳の乳蛋白率、MU
N が低値で推移しており、飼料中のエネ
ルギー、蛋白質の不足が続いていたこと
が発生の要因と推察。調査結果に基づく
飼料改善指導の結果、Ａ農家は 9 月に全
頭陰性、Ｂ農家は血中グルコース、BUN
は回復傾向にあるが 12 月になっても陽性
牛が存在。アルコール不安定乳の原因は
環境や飼料等多岐にわたり、発生すると
改善に長期間を要するため、暑熱対策や
バルク乳検査結果を指標とした適切な飼
料給与等の予防対策が重要。

188.ホルスタイン種子牛の二分脊椎を伴
ったアーノルド・キアリ奇形の 2 症例：
大阪府南部家保病性鑑定室 関口美香
府内酪農家 2 戸において、二分脊椎を

伴うアーノルド・キアリ奇形（ACM）が
発生。症例 1（5 日齢）および症例 2(3 日
齢)はともにホルスタイン種メスで正常分
娩されたが、後肢の異常を主徴とし、出
生直後から起立不能。肉眼所見では、両
症例とも腰仙部の二分脊椎を認め、小脳
は大後頭孔から後方に偏位。組織学的所
見では、両症例とも大脳に軽度のグリア
細胞集簇や神経細胞の乏血性変化が認め
られたが、小脳に著変なし。以上、両症
例ともに原因不明の二分脊椎を伴った AC
M と診断した。先天異常の多くは原因が
明らかではない。原因の一端を解明する
ため、今後も多くの症例について病性鑑
定を実施するとともに、先天異常につい
ても症例を重ね、精査していく必要があ
る。

189.農場規模の VitA 欠乏発生症例：奈良
県家保 光岡恵子、浦田博文

管内肉用牛農家にて H21 上半期に感染
症以外でと思われる肥育牛の死亡例が増
加。当該農場にて肥育牛(8-31 ヶ月齢和牛
と F1 牛。計 68 頭)を採血。一般項目(T-S
P、Ca、P、Mg、GOT、γ-GTP、BUN 等)、
総 Cho、VitA の血清中濃度を測定。結果、
一般項目はγ-GTP が肥育が進むにつれや
や上昇。後期に Ca 欠乏や肝炎を疑う個体
がいた。その他に群全体として大きな異
常は認めず。総 Cho は高い個体もいたが
農場全体としてはやや低かった。VitA の
平均値(IU/dl）は、13-14 ヶ月齢で 59.5、
23-24 ヶ月齢で 18.8、出荷前の 31 ヶ月齢
で 17.6。一般的に VitA は 30 以下で何ら
かの欠乏症状を呈する。ゆえに今回の死
亡牛増加の原因は VitA 欠乏が疑われた。
対策として今後 VitA を導入時に 250 万 I
U、23 ヶ月齢で 150 万 IU 投与するよう指
導。

190.黒毛和種子牛に発生した肺性心（多
臓器不全）の一例：和歌山県紀北家保
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上田雅彦、豊吉久美
管内の黒毛和種繁殖農場で 2008 年 11

月 30 日出生の雌子牛が 33 日齢より発熱、
呼吸器症状等を呈し加療。症状やや改善
するも活力の鈍い状態が続き 85 日齢に死
亡。死因特定のため病性鑑定実施。剖検
所見として胸腔では胸水・心のう水貯留、
右心拡張、肺の肝変化が認められ、腹腔
では腹水貯留・線維素析出、肝臓の腫大
・硬化、腎臓の貧血性壊死、第四胃潰瘍
・穿孔がみられた。組織所見として肺動
脈壁の多発性石灰化、心筋線維の壊死・
石灰化、冠状動脈の血栓形成、肝臓のう
っ血・空胞変性・肝線維症、腎梗塞、大
脳の動脈血栓形成等が認められた。細菌
検査では肺からマイコプラズマ、腹水か
ら大腸菌を分離。本症例は肺動脈壁の石
灰化→肺高血圧症→右心拡張→右心不全
という経過で全身の循環障害に陥ったと
推察され、肺性心と診断。 終的に第四
胃穿孔による腹膜炎、敗血症から全身の
血栓多発（多臓器不全）により死亡。肺
動脈壁石灰化の原因は慢性肺炎による血
管障害と考えられる。

191.牛の下顎腫瘤：鳥取県倉吉家保 梁
川直宏

平成 21 年 1 月に診療獣医師がホルス
タイン種 8 才雌の下顎部に直径 8cm の腫
瘤を確認、糸で結紮し脱落。 5 月に再発
を確認したため腫瘤を外科的切除。腫瘤
外貌は長径 10cm 草鞋状、自壊し脆く、
多数の凹凸があり、出血、壊死、膿瘍の
付着を認めた。割面は乳頭腫様を呈して
いた。細菌学的検査では放線菌及びアク
チノバチルスは否定。病理組織学的検査
では表皮、真皮は肥厚、皮下組織では有
棘細胞に類似した腫瘍細胞が島状化し癌
真珠を形成し束となっていた。腫瘍細胞
は大きく、核内クロマチンは凝集し、細
胞間橋は明瞭。間葉系、上皮系を分類す
るため免疫組織化学検査を実施し、ビメ
ンチンに陰性、サイトケラチンに陽性を
示した。以上の結果から病変の特徴が W
HO 動物腫瘍分類の扁平上皮癌と一致し
たため、扁平上皮癌と診断。

192.県内のコーンサイレージのカビ毒検
査状況：鳥取県倉吉家保 水野恵、下岸
照和

平成 21 年 10 月、県内 1 酪農場におい
て自家産コーンサイレージの給与開始後、
牛群が軟便や下痢を呈し、うち 1 頭が起
立不能で廃用。サイレージのカビ毒汚染
を疑い、カビ毒の一種であるデオキシニ
バレノール(DON) について ELISA によ
る簡易分析法を実施。結果は規制値以下
で下痢の原因は不明。また 11 月に別の酪
農場においてサイレージの変更後、元気

食欲が低下し乳量が減少。同様の検査を
実施し、結果は規制値以下。今年度は天
候不順によりトウモロコシの生育が悪く、
ほ場段階からカビが発生し、サイレージ
の品質悪化が懸念されているという普及
所の情報から、県内のコーンサイレージ
のカビ毒汚染状況を把握するため、普及
所の協力のもと県内のコーンサイレージ
を採取。DON とゼアラレノン(ZEN)の 2
つのカビ毒について検査を実施したので、
検査状況を報告。

193.牛の腫瘍２症例：岡山県岡山家保病
性鑑定課 平井伸明、橋田明彦

症例１：ホルスタイン、雌、20 か月齢。
右耳下部皮下腫大を呈し死亡。右側頭部
に不定形膿瘍形成、肺に白色腫瘤が多発
していた。組織学的には圧迫された肺胞
上皮を置換するように、上皮様組織が結
節状に浸潤性増殖していた。腫瘍組織は
単層の高円柱細胞が主体で粘液産生細胞
と非産生細胞が混在していた。耳周囲の
皮下膿瘍から Arcanobacterium pyogenes
が分離され、細気管支肺胞癌および A. py
ogenes による頭部皮下膿瘍と診断した。
症例２：ジャージー、雌、5 歳。右側負
重、跛行、間欠性痙攣を呈し病性鑑定を
実施した。大脳溝および小脳の一部に髄
膜の肥厚していた。組織学的には延髄に
淡明な円形核と核小体を有し、細胞質に
乏しい小型円形細胞が浸潤性増殖し巣状
病変を形成し、壊死巣が散在していた。
大脳小脳クモ膜下から脳実質内に同様の
細胞が浸潤性に増殖していた。免疫組織
化学的には少数の腫瘍細胞が S-100 陽性
であったが、GFAP、MBP、Synaptophysin、
NFP、Cytokeratin、Vimentin、CD3、CD79
α、Lysozyme していたはいずれも陰性で
あった。未分化型神経外胚葉系腫瘍（PN
ET）と診断した。

194.和牛産子で発生した髄膜瘤の一症例
：岡山県真庭家保 高見剛

平成 20 年 7 月、酪農家で頭部髄膜瘤を
伴う子牛が出生。当該牛はホルスタイン
雌牛から受精卵移植によって生産された
和牛である。出生後は初乳を十分量飲み、
元気ではあったが、頭部に 9cm 大で無毛
の腫瘤が突出。触診により腫瘤は内部に
空気を含むようであり、不定期に膨張と
収縮を繰り返していた。また口蓋は口蓋
裂を伴っていた。その年にアカバネ病が
流行していたこと、その後の発育及び飼
養管理が著しく困難と診断されたことか
ら病性鑑定を実施。剖検の結果、頭頂骨
中央部に 4cm 大の頭骨形成不全があり、
その欠損部から髄膜が逸脱し、皮膚を伴
って外部に膨瘤。大脳縦列と横列の交差
部で著しい空隙が見られ、以前に大量の
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髄液が貯留していたと考えられた。大脳
は拡張し、脳全体の輪郭が変形。また異
常産ウイルスの抗体検査及びウイルス分
離を実施したが、感染症を示唆する所見
は認められなかった。以上の所見から口
蓋裂を伴う髄膜瘤と診断した。

195.搾乳牛の死亡多発事例における防疫
対策：広島県西部家保 尾崎充彦、田村
和穂

【発生状況】平成 21 年 6 月、91 頭飼
養の搾乳牛舎に限局して死亡牛が多発。9
日間で計 89 頭に達した。症状は、全頭で
起立不能，一部で舌麻痺，泡沫性流涎を
確認。【結果】①疫学調査：死亡原因とし
て、発生前日の夕刻に搾乳牛舎のみで給
与した自家配合飼料の関与を示唆。②病
性鑑定：原因を特定する病理所見は認め
ず。有意な細菌、ウイルス分離陰性。消
化管内容物、飼料等からボツリヌス菌毒
素、農薬等の毒性物質等は確認できず。
③衛生対策：発生状況等から、急性感染
症は早期に否定。市町、関係機関と緊急
的な防疫措置体制を整備し、約 1 ヶ月間
に亘り細菌感染・中毒等を想定して消毒、
汚染物品等の除去及び発酵消毒等を実施。
④食の安全・安心対策：約 1 ヶ月間の生
乳出荷を自粛、発生牛舎の生存牛は自衛
殺。【まとめ】①発生前の給与飼料の関与
が強く疑われたが、原因の特定には至ら
ず。②衛生対策の結果、再発を認めず。
③農家の経営損失は多大となったが，食
の安全・安心を確保し、風評被害を 小
に留めた。

196.乳用子牛の大脳皮質壊死症：広島県
北部家保 細川久美子
平成 21 年 3 月 13 日、酪農家において、

約 4 ヶ月齢の乳用雌子牛が神経症状を呈
し、病性鑑定を実施。大脳皮質壊死症と
診断。1 材料と方法 1）疫学調査：当該牛
の飼養状況確認。2）生化学的検査：血中
チアミン濃度測定及び血液生化学的検査。
3）細菌学的検査：主要臓器から、定法に
従い分離培養。4）病理学的検査：主要臓
器を定法に従い切片作成、鏡検。5）理化
学的検査：大脳皮質への紫外線（365nm）
照射。2 成績 1）当該牛は常時濃厚飼料多
給。発生の 3 日前から 1.5 ヶ月齢の子牛
と同牛房で飼養。2）血中チアミン濃度：
4.3ng/ml、CPK：1014IU/l、Gul:174mg/dl。
3)細菌分離陰性。4)①肉眼所見：腹囲膨
満、第一胃内黄白色水様液貯留し粗飼料
なし②組織所見：大脳皮質層状壊死。5)
自家蛍光確認。3 まとめ：当該牛はルー
メンマット未形成でチアミンの合成能は
低く、発症前から濃厚飼料多給による炭
水化物代謝のため、常時チアミン要求量
が高い状態にあり、更に同居牛の飼料も

摂取し、チアミン欠乏を引き起こしたと
推察。育成牛の飼養管理指導後、当該農
場での続発は認められない。

197.管内全域の肉用牛繁殖農家の繁殖成
績向上取り組み：山口県西部家保 白尾
大司、松本容二

県内肉用牛繁殖雌牛の 43.7%を占める
当地域内のほぼ全農家に対し繁殖検診体
制を改善。従前からデータベース化して
いた繁殖検診結果を整理し、各牛の繁殖
状況が一覧になった現場台帳を作成。繁
殖検診の度に現場で活用し、分娩後の早
期受胎、繁殖成績改善を実施。現場台帳
は繁殖検診以外にも多岐にわたり活用。
家畜診療所、 JA(家畜人工授精師)と協議
し、個々の農家に共有台帳を設置。個別
巡回時に共有台帳に繁殖検診結果を記帳。
診療も含めた繁殖状況を共有できる体制
を構築。分娩後初回授精日数平均は平成
19 年度 103.4 日から 21 年度(11 月末)94.2
日、分娩後受胎日数平均 138.6 → 132.2 日、
分娩間隔平均 424.2 → 417.6 日へ改善。子
牛生産頭数は 19 年度 1,680 頭から 21 年
度(推定)1,810 頭、生産率 74.5%→ 76.8%
へ増加。各台帳の修正点等については今
後も関係者間で協議しつつ調整。今後も
各農家が自主的に繁殖検診の状況を把握
できるよう補佐し、管内全体の繁殖成績
向上、肉用牛増頭へと繋げる。

198.Ｆ１種肥育牛における骨軟症を疑う
一症例：徳島県西部家保 松英百合子、
阿部敏晃

哺育牛 30 頭、肥育牛 200 頭飼養の F1
種肉用牛農家で、14 カ月齢の肥育牛 7 頭
が同居する 1 牛房において、前肢のＯ脚
姿勢、起立不自由、強直歩様等の運動器
障害を呈するものが散見。血液検査では、
血清 Ca は 9.2 ～ 11.6mg/dl。血清無機ﾘﾝ
は、6.0 ～ 8.4mg/dl。血清ﾋﾞﾀﾐﾝ A は 69 ～
109IU/L。血清 ALP は、235 ～ 549IU/L。
起立不自由が顕著な 2 頭中 1 頭で CPK14,
192U/L と著増。症状及び血清 ALP 値か
ら、骨軟症を強く疑い、診療獣医師にﾋﾞﾀ
ﾐﾝ D3 製剤投与を依頼、その後 1 頭の症
状は軽快。

飼料給与は、粗飼料は 8 カ月齢までﾁﾓｼ
ｰのみ、それ以降はﾜﾗのみ。濃厚飼料は 8
カ月齢まで市販配合飼料、それ以降は別
銘柄市販配合飼料に麦、大豆、ﾄｳﾓﾛｺｼを
添加して給与。飼料給与内容から、蛋白･
ﾘﾝの過多を疑う。また、当該牛房は薄暗
く、日光照射不足によるﾋﾞﾀﾐﾝ D3 欠乏も
疑う。

今後、再発防止のため、飼料内容･量の
検討に加え、飼養環境の改善が望めなけ
れば、ﾋﾞﾀﾐﾝ D 補給も検討。



- 45 -

199.香川県内における牛異常産の状況：
香川県東部家保 北本英司、香川正樹

牛の異常産（流早死産等）の発生は多
く、経済的損失も甚大であることから、
県内での発生状況を調査。異常産に関す
る病性鑑定依頼 127 件（H7 ～ H21）、牛
流行熱等予察事業における抗体価の推移
（H7 ～ H21）、異常産発生状況報告 841
頭（H12 ～ H21）を集計・分析。病性鑑
定結果より（疑い例を含む）、アルボウイ
ルス（アカバネ・アイノ・イバラキ）が
関与するもの 26 頭（21 ％）・Neospora ca
ninum が関与するもの 25 頭（20 ％）、奇
形 22 頭（17 ％）、その他（硝酸塩中毒等）
13 頭（10 ％）、原因不明 41 頭（32 ％）。
①ウイルス性：予察調査によるアカバネ
ウイルス抗体の動向と同病の発生時期は
ほぼ一致（H10 ～ 13・16・20 年度）。②
ネオスポラ症：異常産の病性鑑定依頼が
あり、母牛の抗体検査を実施した 41 頭の
うち、25 頭（61 ％）が陽性。③その他：
異常産発生状況報告より、死産が 526 頭
（62 ％）と異常産の多くを占める。夏季
（7 ～ 9 月）に全体の 49 ％（全 142 頭中
69 頭）の流産が発生。

200.牛胸腺型 T 細胞性リンパ腫における
TdT 陽性例について：高知県中央家保
安藝秀実

牛胸腺型 T 細胞性リンパ腫では、未熟
リンパ球マーカーである Terminal Deoxyn
ucleotidyl Transferase(TdT)陽性例の報告
は無かったが、今回陽性例に遭遇。症例
はホルスタイン種、去勢、16 ヶ月齢。右
胸腔縦隔下側に約 30 ｃｍ大の腫瘤、左側
肺門リンパ節の腫大が見られ、各スタン
プにて多数の異型リンパ球を確認。牛白
血病ウイルスは PCR 法で陰性。胸部腫瘤
は一部壊死や出血。腫瘍細胞はびまん性
から索状増殖、小型で細胞質は乏しく核
は類円形でしばしば不規則。核小体は目
立たずクロマチン網は繊細。免疫組織化
学的に腫瘍細胞は CD3 及び TdT 陽性、C
D79a 陰性。腫瘍組織にサイトケラチン陽
性の紡錘から樹状の細胞が見られ、腫瘤
の位置と合わせて胸部胸腺の上皮性細網
細胞と判断。以上の所見から牛胸腺型 T
細胞性リンパ腫と診断。正常な胸腺 T 細
胞では皮質のリンパ球のみが TdT 陽性で
あることから本症例は胸腺皮質の T リン
パ球に由来したと考えられた。

201.前肢弯曲を示した先天異常子牛の治
療の検証：福岡県両筑家保 田口博子、
中村和久

他の異常を伴わない前肢異常の先天異
常子牛は、ギプス装着し治療。平成 20 年
12 月 23 日に娩出された子牛は左右前肢
が軽度に弯曲し起立困難。１か月間ギプ

ス装着したが 44 日齢で予後不良。解剖所
見は左右前肢は前膝から外旋し、繋関節
潰瘍、関節炎、皮下水腫および結合組織
が増生し腐敗臭。右前肢内蹄は肉芽が増
生し、陳旧膿瘍を確認。内臓や脳には著
変なし。骨格標本で弯曲は認めず。右前
肢内蹄の冠骨および蹄骨欠損。左右指骨
の化膿性骨炎。細菌検査で有意菌分離陰
性。ウイルス抗体検査では有意な抗体は
認めず。筋肉の異常だけでなく関節異常
が弯曲の原因と推察。右前肢内蹄冠骨お
よび蹄骨の欠損は循環障害が原因と推察。
過去の治療例で完治した牛と比較したが、
完治牛はギプス装着が１～２週間のみ。
ギプスの装着期間に大きな差を確認。１
週間毎に再装着し、同時に予後判定して
する必要。適切な治療と慎重な経過観察
で予後良好となる可能性が病理解剖学的
に示唆。

202.熊本県内の牛の皮膚腫瘤の２症例：
熊本県中央家保 中村理樹
症例 1：12 ヶ月齢、去勢、肉用牛。肩

部から背部および肛門の下等に母指頭大
丘状腫瘤が多発。末梢血液は白血球数 9,4
00/μ L、うちリンパ球 81%、うち異型 2.
5%、BLV 抗体陰性。腫瘤は、細胞診では
多数の好酸球、病理組織検査では、真皮
から皮下織に好酸球、好中球の重度浸潤
と膠原線維の増生を認め、好酸球性皮膚
炎と診断。症例 2：5 才、雌、乳用牛。腫
瘤は鱗屑を伴う丘状、初め尾根部にのみ
認められ、その後全身に増加。右浅頚リ
ンパ節腫大、食欲や乳量が低下。末梢血
液は病性鑑定 2 ヶ月前には白血球数 16,20
0/μ L であったが、病性鑑定時には 50,70
0/μ L、うちリンパ球 84.5%、うち異型 2
5%、BLV 抗体陽性。腫瘤は細胞診で多数
の異型性を伴うリンパ球様細胞と好中球、
病理組織学的には表皮の角化亢進、真皮
から皮下織には異型性が強く、CD3 陽性、
CD79 陰性の腫瘍性細胞のび慢性増殖を認
め、牛白血病〔散発型(皮膚型)〕と診断。
血液検査では診断が困難、病理検査等詳
細な検査が必要。

203.死亡牛の眼房水中硝酸態窒素濃度：
熊本県中央家保 高山秀子、平野孝昭
病性鑑定の一助のため、死亡牛の眼房

水中硝酸態窒素濃度(NO3-N)を測定。24
ヵ月齢以上の死亡牛（成牛）18 頭左右 36
検体（黒毛和種 10 頭、ホルスタイン種 8
頭）、死産胎子 18 頭の眼房水を材料に、
限外ろ過後、NO3-N を測定。成牛は、右
側の平均値±標準偏差が 5.3 ± 4.7 μ g/m
L、左側が 4.9 ± 4.6 μ g/mL。左右、ろ過
前の色調（透明、黒色色素）、死亡後時間
(0 ～ 3 日)、品種間に有意差なし。胎子
では平均値±標準偏差は 18.1 ± 10.3 μ g/
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mL。単胎 12 頭と双胎 6 頭間に有意差無
し。死亡牛の眼房水中 NO3-N は健康牛血
清の基準値よりも高値、胎子は成牛より
高値 (p ＜ 0.01)。眼房水中 NO3-N は、
死亡前の飼料摂取状況の他、窒素代謝機
能によって変動と推察。今回の値を死亡
牛の眼房水中 NO3-N の参考値とするが、
硝酸塩中毒の診断や異常産の原因究明に
用いるためには、死産および早産と娩出
後死亡の差異、母牛血清と胎子眼房水中
NO3-N を調査、胎子の高値の原因を究明
する必要がある。

204.管内の一黒毛和種繁殖農場で多発し
た大脳皮質壊死症：宮崎県宮崎家保 馬
場信隆、片山貴志

母牛 46 頭、子牛 26 頭を飼養する黒毛
和種繁殖農場で平成 21 年 4 月 22 日から
6 月 17 日にかけて、3 から 8 ヵ月齢の子
牛 7 頭が神経症状。5 頭はチアミン製剤
の投与で回復し、2 頭は予後不良で病性
鑑定。飼養方法は、平成 20 年まで 3 日齢
母子分離、3 ヵ月齢離乳。平成 21 年 1 月
から 2 ヵ月齢離乳に変更。哺乳期に育成
用 TMR を給与。病性鑑定牛 2 頭共に大脳
への紫外線(365nm)照射で皮質の広範囲
に自家蛍光。大脳灰白質の広範囲にび漫
性の神経細胞の矮小化。血中チアミン濃
度が欠乏値。有意菌の分離なし。1 頭の
第一胃液中に原虫認めず。同居発症牛の
血中チアミン濃度が欠乏値。以上の結果
から大脳皮質壊死症と診断。早期母子分
離による第一胃原虫の母子伝播不良およ
び哺乳期の飼料給与法失宣並びに哺乳期
間の短縮で第一胃の発育が遅延し、チア
ミン合成能が不十分であったと推察。母
子分離時期を 8 日齢、離乳時期を 3 ヵ月
齢に変更し、哺乳期用配合飼料の適正給
与を実施したところ、その後の発生なし。

205.採光性牛舎堆肥の飼料作物施用によ
る繁殖牛へのカリウムの影響：鹿児島県
曽於家保 永徳里歌子、藤岡康浩
パドック型採光性牛舎（以下、採光性牛
舎）は採光性の確保により牛床の糞尿を
乾燥させやすくし、除糞作業を省力化す
る等の利点があるが、牛床交換頻度が低
いため、採光性牛舎堆肥は高カリウム（以
下、K）になるとの報告がある。今回、
採光性牛舎堆肥を飼料作物に施用してい
る黒毛和種繁殖農場 15 戸について、飼料
中・血中・尿中の K 濃度を測定した。全
農場で 1 反あたり 2t 以上の堆肥の施用が
認められ、飼料中のテタニー比は 15 農場
中 14 農場で 2.2 を超えたが、高 K 血症を
示す個体は確認されず。しかし、施肥量
に応じ尿中 K 濃度が高くなる傾向が認め
られ、体内に吸収された余剰 K が尿中へ
大量に排泄され、採光性牛舎堆肥に濃縮

するという悪循環を生んでいる可能性が
示唆された。今後は採光性牛舎堆肥の特
性の周知徹底、飼料作物への適正な施肥
管理の指導が必要である。

206.黒毛和種繁殖牛における銅欠乏症と
その発生要因についての考察：鹿児島県
姶良家保 藤岡舞、干場浩

管内繁殖農家 3 戸で母牛の全身および
一部に被毛の退色化がみられ病性鑑定を
実施。発症牛の血清中 Cu 濃度平均は 15.4
± 5.9 μ g/dl（n=19）で、Cu を含む飼料
添加剤の給与で 3 ヶ月ほどで症状は回復
したことから、慢性的な Cu の摂取不足に
よる Cu 欠乏症が疑われた。また、症状を
示さない管内の黒毛和種繁殖農家 7 戸の
母牛 50 頭の血清中 Cu 濃度の平均は 41.2
± 21 μ g/dl(n=50)で適正値 50 を下回っ
た。飼料ほ場の pH の平均は 6.9 ± 0.4(n=
14)で適正値 6.0 ～ 6.5 を上回った。これ
は、未熟な堆肥の施肥や石灰等の土壌改
良材の無計画な投入によるものと思われ
た。必須微量元素の土壌から植物体への
動態は影響する要因が複雑であるから、
粗飼料生産にあたってはほ場の土壌分析
の数値をもとに適切な施肥や土壌改良材
の投入を行い、家畜体内の必須微量元素
の量について注意をはらうことが必要で
あると思われた。

207.黒毛子牛の複合心奇形及び腎奇形を
呈した長期生存例：沖縄県中央家保 岩
崎義史
【概要】黒毛子牛 131 日齢の突然死（131
日齢、治療歴不明）、体重 100kg 未満、体
長 93.5cm、発育不良ほか。
【まとめ】発生学的には心房・心室中隔
の未形成及び形成不全による欠損、左側
心室中隔の後方変位による左室低形成、
右室拡張 VSD による大動脈の右心側変
位。腎は２つに分葉、表面に浅い溝を１
本形成後発達。直接の死因について前駆
症状なく死亡したこと、並びに剖検所見
から、心嚢拡張、心肥大及び慢性的心嚢
水貯留に加え劇的増水による心室拡張障
害、静脈還流障害の出現、心拍出量低下
による心タンポナーデによる急死と推察。
両親に共通の祖先をもつことから、遺伝
要素による奇形も疑われたが、遺伝的要
素の詳細不明かつ遺伝的要素単独による
発生の可能性低く、妊娠中の胎児環境と
の相互作用が奇形の原因と推察。大きな
VSD を含む複合心奇形が４ヶ月半生存の
根拠となった稀の症例。

Ⅰ－５ 生理・生化学・薬理

208.放牧牛の代謝プロファイルテストを
活用した栄養管理の検討：青森県青森家
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保 豊澤直子、今真理子
管内の黒毛和種繁殖牛は代謝プロファ

イルテスト(MPT)を活用した栄養管理を
行っていないため、放牧牛の血液生化学
的検査を行い目安となる期待値を設定し、
2 農家の舎飼時 MPT 成績と給与飼料を検
討。MPT は血糖、総コレステロール(TC）、
中性脂肪(TG)、BUN、Ca、無機リン、ア
ルブミン(ALB)、AST、GGT を放牧前、
放牧時、退牧後に各 10 頭追跡調査。さら
に、血清中銅、亜鉛(Zn)、ビタミン A、
E を測定。その結果、A 農家は放牧前に T
G が期待値の 10mg/dl 未満と脂質不足。B
農家は TC が退牧後に米ヌカ給与により 1
50mg/dl 以上の高値。BUN は両農家とも
舎飼時に 10mg/dl 未満と蛋白不足。退牧
後に AST、GGT の上昇、ALB の減少が見
られ飼料変化による肝への負担が両農家
に見られた。Zn は両農家とも放牧前に 70
μ g/dl 以下であったが、放牧時は 115 μ
g/dl 以上に上昇し改善。以上から、舎飼
時は栄養の過不足による分析値の変動が
見られたが放牧時の分析値では改善。今
後、繁殖ステージを踏まえ例数を重ね検
討。

209.交雑種肥育牛の肥育開始時の血液性
状と枝肉成績：埼玉県中央家保 河津理
子、加島恭美
H19 ～ 21、交雑種(F1)肥育農家 3 戸(100
頭)で、季節ごと(2、5、8、11 月)に肥育
開始時(平均 8.1 か月齢)の血液性状と枝
肉成績を調査。季節間で T-Cho、VE、BU
N は、8 月群が低値(各々 86 ± 18mg/dl、
129 ± 51 μ g/dl、10.4 ± 2.2mg/dl)、夏季
の採食量低下によると推察。8 月群で皮
下脂肪厚が低値(2.3 ± 0.7cm)だが、歩留
基準値と肉質等級に差はなし。農場間は、
A 農場で T-Cho(118 ± 29mg/dl)、VE(196
± 60 μ g/dl)、BUN(14.0 ± 3.7mg/dl)、
βヒドロキシ酪酸(BHB)(436 ± 137 μ m/
L)が高値、第一胃の発達が良く飼料摂取
量が多いためと考察。A 農場は枝肉単価
が も高く、出荷日齢が も短い。T-Cho、
VE、BHB が高いと枝肉成績が良い傾向で、
肥育開始時の飼料摂取量や第一胃発達が
枝肉成績に影響すると考察。以上から、1)
血液性状値は季節変動を考慮して活用す
るべきこと、2)肉質向上のためには肥育
期に加え、育成期の飼養管理も重要であ
ることが考えられた。

210.寒冷症が疑われた子牛の一症例：長
野県松本家保 橋本淳一
寒冷症には、寒冷赤血球凝集病(ＣＡ

Ｄ)、クリオグロブリン血症(ＣＧ)、クリ
オフィブリノーゲン血症(ＣＦ)が知られ
ている。2009 年 3 月、両後肢蹄・耳端壊
死および尾の脱落した 1 ヵ月齢子牛の病

性鑑定を実施。月齢・飼料給与状況から
フェスクフットは否定。寒冷症を疑い、
常法に従い剖検、病理組織検査および生
化学検査を実施。生化学検査は血液・血
漿・血清の各成分､脂溶性ビタミンおよび
寒冷症の検査を実施。剖検所見では蹄・
耳・尾の病変部以外に異常を認めず。病
理組織では全病変部で線維素析出による
小血管の血栓形成と壊死を観察。寒冷症
検査では寒冷赤血球凝集病検査 (－)から
ＣＡＤ陰性、血清冷却試験(－)からＣＧ
陰性､血漿冷却試験(＋)からＣＦを疑う
が、同時に減少するとされるフィブリノ
ーゲン・血漿総蛋白は血漿冷却前後に変
化がないことから、本症例を寒冷症を疑
うと診断。今後は抗グロブリン試験等も
行うなど診断技術向上に努めたい。

211.黒毛和種肥育牛の血清中亜鉛濃度状
況：新潟県中央家保：太田洋一、渡邉大
成

黒毛和種肥育技術として亜鉛の飼料添
加による産肉性向上が近年報告されてい
るが、実際の農場における牛の血清中亜
鉛濃度（Zn）に関する報告は少ない。県
内飼養牛の Zn を把握するため、黒毛和種
肥育牛 9 農場 319 頭の Zn をフレーム式原
子吸光光度計により測定。平均 Zn は 116
± 21ng/ml で、正常値の下限である 80 以
下を示した個体は 22 頭(6.9%)、欠乏域と
される 60 以下の個体は 2 頭(0.6%)であっ
た。農場間の平均 Zn では、2 農場が有意
に低値。また、1 農場（黒毛和種去勢牛、
22 頭）で Zn を導入から出荷前まで測定
し、血液検査項目と比較検討。Zn は月齢
とともに漸減傾向を示し、12 か月未満(1
18 ± 21）と 25 か月以上(98 ± 13)で有意
差有り。Zn は、血中ビタミンＡ濃度及び
飼料摂取状況(T-CHO、BUN)並びに急性
期蛋白(ハプトグロビン、α 1 酸性糖蛋白)
との間に関連を認めなかったが、肝障害
マーカー(AST、GGT)異常値群は、正常
値群と比較して Zn が有意に低値。

212.マイクロプレートリーダーを用いた
血清生化学検査法の検討：大阪府南部家
保病性鑑定室 神原正
本府において血清生化学検査はドライ

ケミストリーにより行われている。しか
し、代謝プロファイルテスト等多検体を
測定する必要がある場合、コストおよび
時間がかかる。そこで、マイクロプレー
ト（MP）リーダーによる血清生化学検査
が可能であるか検討。材料は 2 農場の乳
用牛凍結保存血清を用い、方法は用手法
検査キットの試薬を使用し、血清と試薬
の量を 96 穴平底 MP で反応が行えるよう
調整。反応完了後 MP リーダーで吸光度
を測定。検査項目は、総蛋白、アルブミ
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ン、尿素窒素、血糖、総コレステロール
で、測定値を用手法と比較。その結果 M
P 法は、用手法と高い相関を示した。総
蛋白は相関が低かったが、測定法を再検
討したところ、良好な結果。MP リーダ
ーによる血清生化学検査は、今回実施し
た項目では可能であり、多検体測定にお
いて、ドライケミストリーと比べ、コス
トの低減と時間の短縮が可能。今後も他
の項目について検討したい。

213.産歴の異なる母牛から分娩された子
牛の免疫獲得状況：佐賀県中部家保 千
綿秀之

産歴の異なる母牛の初乳中 IgG が、子
牛の免疫獲得にどのように影響があるの
か、初乳中 IgG、血液中 IgG、GGT を測
定し比較検討。また、初乳中の IgG が推
測できるように、IgG と Brix 値との相関
について再評価。材料：初産牛 11 頭、経
産牛 5 頭計 16 頭の初乳及び血液、及び子
牛 16 頭の血液（初産牛の子 11 頭中 6 頭
初乳製剤も接種）。IgG はｳｼ IgG 定量用ｷｯ
ﾄ、GGT はｽﾎﾟｯﾄｹﾑ、Brix 値は糖度計を用
いた。結果：初乳中の IgG は、初産牛が
有意に低い傾向にあった(P<0.05)。母牛
の血液中 IgG は、初産牛が有意に低い傾
向にあった(P<0.05）。初乳のみ摂取した
初産牛の子 5 頭は、経産牛の子の IgG や
GGT に比べ、有意に低い傾向にあった(P
<0.05)。初乳中 IgG と Brix 値とは、正の
高い相関(R=0.877)があった。まとめ：初
産牛は、経産牛に比べて、初乳中や血液
中の IgG が低く、子牛の血液中 IgG や G
GT も低い傾向にあった。そこで初産牛の
子牛は、初乳製剤も与える必要性がある。
また、初乳中 IgG は、Brix 値と正の相関
があり、糖度計を用いた簡便法として、
農家に勧めたい。

214.免疫比濁法による牛 IgG 濃度測定と
その活用の検討：長崎県中央家保 横山
竜太、中島大

牛の IgG 濃度について、血清および血
漿 26 検体、体液 37 検体を用い、多検体
処理が可能なマルチマイクロプレートリ
ーダーを活用し、抗原抗体反応凝集物を
光学的に検出する免疫比濁法（TIA 法）
を用いた測定法を検討。TIA 法は良好な
再現性を示し、血清では一元放射免疫拡
散法（SRID 法）と良好な相関があったが、
体液では有意な相関なし。SRID 法と比較
して検査時間の短縮と検査費用の低減が
でき、本法の有用性を確認。既知異常産
ウイルスが関与していた症例は IgG 濃度
は 0.34mg/mL 以上、病理組織学的に感染
症を疑う病変が認められた症例は 0.30mg/
mL 以上で、何らかの抗原感作があった場
合には 0.30mg/mL 以上であったことから、

牛異常産例における病原体関与の早期判
定が可能。子牛の IgG 濃度による群分け
では、IgG 濃度が 10mg/mL 未満の場合は
その後の呼吸器病発症率および抗体陽転
率が高く、大規模農場や共同育成施設に
おける導入時の群分けへの応用が可能。

215.黒毛和種種雄牛の血液生化学的性状
の基準値の検討：宮崎県宮崎家保 大山
えり香、馬場信隆

社団法人宮崎県家畜改良事業団におい
て、本県肉用牛の改良増殖を目的に集中
管理している黒毛和種種雄牛（常時約 60
頭繋養）の血液生化学的検査を実施。198
9 年から 2009 年までの 41 回、延べ 1,767
頭分の検査結果を分析し、黒毛和種種雄
牛の新たな基準値を検討。検査は総蛋白(T
P）、アルブミン(ALB)、アルブミン／グ
ロブリン比(A/G)、アルカリフォスファ
ターゼ(ALP)、総コレステロール(TCHO)、
血液尿素窒素(BUN)、カルシウム(Ca)、
ビタミン E(VE)など 13 項目を実施。測定
値から平均値、標準偏差値(SD)、95 ％範
囲を算出し、一般牛基準値と比較。平均
値± SD は TCHO(mg/dL):93.2 ± 21.3、B
UN(mg/dL):9.7 ± 3.3、95%範囲は TCHO:
54-130、BUN:4.9-17.2 となり、一般牛基
準値と乖離。その他の項目は一般牛基準
値内であったが、特に ALP は個体差が顕
著で、TP、ALB、A/G、Ca、ALP、VE で
は加齢による変化が見られた。以上の結
果から、TCHO、BUN は今回算出した値
を新たな黒毛和種種雄牛の基準値とする
ことが有効と思われた。

Ⅰ－６ 保健衛生行政

216.肉用子牛預託農場の生産性向上の軸
となる導入牛サルモネラ対策：北海道渡
島家保 安倍秀美、加藤一典

近年、不特定多数の生産地から肉用子
牛を導入し、預託管理するシステムが増
加。平成 7 年、管内肉用子牛預託農場の
導入牛に Salmonella Typhimurium(ST）に
よるサルモネラ症が集団発生。以来、生
産者、関係機関とともに導入牛サルモネ
ラ対策を 15 年間にわたり実施。今回、対
策の有用性と効果について検討。これま
での検査頭数 26,327 頭のうち 121 頭から
サルモネラ分離。そのうち 61 頭が ST。
そこで、対策を実施しなかった場合の、
過去 10 年間の ST による損害額を、発生
事例をもとに推定。治療費と死亡損害額
の合算では、現在価格で 9,479,691 円。対
策は、損害低減だけでなく、衛生管理意
識の向上、関係機関の連携強化につなが
った。結果、サルモネラ症に限らず、疾
病全体の哺育牛事故率が低下（対策前：7.
62 ％→ H20：3.82 ％）。肥育牛の事故率
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も低下（対策前：3.11 ％→ H20：1.34 ％）。
対策は、肉用牛預託管理システム全体の
生産性向上の軸になるものと評価。

217.乳用雌子牛預託施設における事故率
低減の取り組みと成果：北海道十勝家保

梅澤直孝、繁在家輝子
酪農現場における労働力や施設不足など
の問題解決策の一つとして、地域では子
牛預託施設（施設）が増加。それに伴い、
施設では感染症の侵入と流行のリスクが
増加。我々は道の事業を活用し、いくつ
かの施設で事故率低減の取り組みを実施。
紹介する施設は平成 17 年設立、従業員 3
名で約 1,000 頭を管理。3 日から 9 日齢の
雌子牛を受託。7 日間隔離飼養し、導入
時に初乳給与状況調査、サルモネラ検査
を実施。加熱処理した移行乳を給与。60
日齢までロボット哺乳、8 カ月齢まで飼
養。地元関係機関中心の検討会で酪農家
用及び施設用マニュアルを作成、家保は
主に衛生管理プログラムの作成と検証を
担当。呼吸器病対策で、ワクチンプログ
ラムの作成と検証を実施。サルモネラ侵
入時には預託酪農家を含めた原因調査を
行い、マニュアルを作成。哺乳器具、哺
乳ロボットは毎日分解洗浄、消毒、乾燥
など基本動作を確実に実施。預託頭数は
毎年増加、死廃率は継続して 3 ％以下と、
良好な経営を維持。

218.乳用雌牛哺育預託施設の衛生対策：
北海道釧路家保 安田奈緒子、附田孝一

平成 18 年 6 月から毎月約 35 頭を導入
する計画で開設された乳用雌牛哺育預託
施設（施設）において、病原体侵入防止、
疾病のまん延防止のために、生産者と施
設が連携して行う衛生対策を当所が支援。
施設開設前の協議で、施設関係者、生産
者は疾病の発生予防対策が重要であると
認識し役割を分担。生産者は初乳と牛初
乳製剤の給与、健康状態の確認。施設で
は導入後約 1 週間の隔離飼養、ウイルス
性呼吸器病対策として計画的なワクチン
接種。当所は衛生対策の効果を検証する
ため血清総蛋白質量測定、ウイルス抗体
調査、導入時糞便検査を実施。検査結果
は生産農場に還元され、生産者の衛生管
理意識が向上し、子牛の健康管理が徹底。
ワクチンは現行の 1 回接種から、適期 2
回接種に変更。糞便からサルモネラが分
離された場合の防疫対応は事前に関係機
関と協議しており、生産農場まで遡った
検査や消毒などの清浄化対策を迅速に実
施。生産者と施設の取組を地域が支援す
る総合的な衛生管理体制が確立。

219.生乳への抗菌性物質残留事故防止対
策の取り組み：北海道根室家保 豊田貴

大、小川英仁
管内で発生した生乳への抗菌性物質残

留事故（事故）は、過去 10 年間で 104 件
発生し、集乳車段階での簡易検査が導入
された平成 14 年以降、増加傾向にある。
そのため当所では、事故対策担当者会議
を開催し、事故防止対策を強化するため、
事故が発生した農場への再立入と、管内
1,448 戸の農場を対象に搾乳作業中の事故
に至らないヒヤリハット事例（事例）の
収集を実施。再立入では、ほとんどの農
場で再発防止の指導事項が守られており、
防止策を追加した農場があることを確認。
事例収集では、繁忙期や行事のある時、
マーキングの見落としなどうっかりミス、
搾乳者間の連絡不徹底や確認の未実施な
ど、事故が起きやすい状況が判明し、こ
れらは改善可能な要因と判断。今後、こ
の結果を事故防止指導に活用するととも
に、事例集を作成後、管内全農場へ配布
し、事故防止対策の一助として事故防止
対策を推進。

220.Ａ市家畜伝染病自衛防疫組合による
ウイルス性呼吸器病ワクチンプログラム
の検証：北海道上川家保 近藤友美、大
根田則広

A 市の家畜伝染病自衛防疫組合（自防）
では、平成 17 年度から牛ウイルス性呼吸
器病 5 種混合不活化ワクチンを接種。平
成 20 年 1 月から 4 月に牛伝染性鼻気管炎
2 戸、牛 RS ウイルス病 5 戸発生。自防が
実施する基本プログラム（基本）は 3 カ
月齢以上に 1 カ月間隔で 2 回の基礎接種
（基礎）、その後年 1 回補強接種（補強）。
一方、基礎が 1 回のみ、基礎の間隔が 3
カ月、育成のみ接種、補強間隔が 1 年以
上等の独自プログラム（独自）もあった。
自防の基本を検証するため、平成 20 年 7
月から 11 月に、基本、独自各 3 戸の育成
牛、経産牛各 5 頭の経時的抗体調査を実
施。基本の抗体価は独自に比べ高く推移
し、基本の有効性を確認。平成 20 年の呼
吸器病発生農場は全て独自。自防は農場
を対象に講習会を開催。その中で家保は
呼吸器病発生状況、プログラム検証結果、
損失額の試算結果を示し、基本への参加
を啓発。その後 A 市では現在までウイル
ス性呼吸器病の発生はない。

221.水田地帯等肉用牛貸付事業における
牛白血病対策：北海道空知家保 内田桐
子、今野泰博

平成 19 年度から、北海道農業開発公社
の水田地帯等肉用牛貸付事業に管内 2 地
域 27 戸が参加、繁殖牛導入を開始。家保
は管理マニュアルの作成、研修会の開催、
飼養衛生管理指導や移入牛の着地検査等
に関係機関として参画。関係機関や事業
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参加農家に疾病対策の重要性が理解され、
牛白血病の導入時検査を開始。さらに陽
性牛の取扱を関係機関で協議し、①農場
が肥育牛として売却する場合、公社は農
場に見舞金を支給。②繁殖牛として継続
飼養する場合のリスクは農家負担。③陽
性牛の産地情報を共有、その地域からの
導入停止。以上の方針を決定。牛白血病
検査は平成 19 年度 22 頭、20 年度 55 頭、
21 年度(9 月末)31 頭実施。20 年度、21
年度に摘発されたすべての陽性牛 4 頭は
公社所有牧場で肥育し、陽性牛の市場流
通を防止した。事業参加農場に加え地域
周辺農場の防疫意識も向上し、導入時検
査、飼養牛の全頭検査実施依頼の増加等
波及効果があった。

222.肉用牛における地域一体となった抗
菌性物質適正使用の取り組み：青森県青
森家保 渡邉弘恭、角田裕美

新規開業獣医師（獣医師）による無獣
医地域での産業動物診療開始を契機とし、
特に肉用子牛の呼吸器病治療について、
抗菌性物質適正使用の新たな指導体制を
整備。新体制では、獣医師は診療時に検
査材料を採材し、家保は病原検索及び薬
剤感受性試験を実施して結果を随時獣医
師に還元。分離菌は P.multocida が多く、
どの菌種においても、ほとんどの株がペ
ニシンリンなどの古典的な薬剤に感受性。
検査成績を家保と獣医師で検討し、古典
的な薬剤を第一選択薬として、ニューキ
ノロン系など医療分野で重要視される薬
剤は、慎重に使用する方針を確認。農家、
関係団体等を対象に研修会を開催し、検
査結果の説明と抗菌性物質の適正使用の
意義を啓発。研修会参加者のアンケート
では、全ての参加者が適正使用の必要性
を認識し、意識が向上。これらの取り組
みにより、獣医師、農家、関係団体及び
家保等が共通認識を持ち、地域一体とな
って抗菌性物質の適正使用に取り組む新
たな体制が構築。

223.牛舎の石灰消毒を基本にした黒毛和種
子牛の疾病予防の推進：岩手県中央家保 佐
々木悠佳、武田哲

平成19～21年度に、黒毛和種子牛の疾
病（下痢症、呼吸器病）予防を目的に、
牛舎の石灰消毒を基本にした対策の効果
を実証しながら、管内農家への普及に努
めた。子牛疾病が多発した3農家で、病因
の診断後にワクチン接種等に加えて石灰
消毒を行い、2農家の下痢症の発生が47か
ら0%と94から38%、総診療日数が16から0
日と57から22日に、他の1農家の呼吸器病
のそれらが92から50%と109から67日にそ
れぞれ減少した。関係機関・団体と連携
して、家畜市場等で多数の農家に同対策

と効果を記載したリーフレットを配布、
説明し、管内各地で開催した計25回の講
習会（計約500人参加）で子牛疾病の発生
要因、経済損失額、予防対策の実証効果
を詳細に紹介した。また近隣農家の参加
を促して疾病多発農家で石灰消毒を実演、
講習した（庭先講習会）。約40農家から予
防対策の相談を受け、9農家が石灰消毒を
定期的に実施している。対策の普及に実
演が も効果的であった。

224.県単独事業費を活用した農場 HACCP
および同認証制度 PR の取り組み：岩手
県県北家保 古川岳大、斉藤清美
当所では酪農家への農場 HACCP の

導入支援と認証を行ってきたが農場数
の拡大が課題となっていた。一要因と
して挙げられた認知度不足の解消を目
的として、県単独事業費を活用した PR
活動を行った。資材として①プロモー
ション DVD、②リーフレットおよび③
牛乳パッケージ広告を製作した。時間
・労力を事前に提示する導入支援法（平
成 20 年度県業発で報告）に加え、①・
②の活用により取り組み農場は 3 戸か
ら 5 戸へ拡大、集乳路線の変更により
原料乳を取り組み農場に限定した製品
10 万本に③を掲載した。資材は店頭 P
R、食育活動および研修会にも活用され
た。店頭でのアンケート調査による農
場 HACCP の認知度は 31 ％（10/32）、
本活動による認知度増加分は 30 ％（3/
10）であった。消費者の 63 ％（20/32）
は生産農場の気になる情報として衛生
管理状態を挙げているものの、農場 HA
CCP を知っているのはその 40 ％（8/2
0）に止まり、さらなる普及・啓発が必
要と思われた。

225.子牛の下痢発生農場へのマニュアル
活用による指導効果：福島県県北家保
大西彩香、舟橋香織

子牛の病傷事故の割合に占める消化器
病、特に下痢症の発生割合は非常に高く、
子牛下痢症対策により生産性向上を図る
ことは、本県が推進する肉用牛増頭の観
点からも重要である。今回、慢性的に子
牛下痢が発生している肉用牛繁殖農家の
疾病発生状況調査及び衛生管理技術指導
を実施。家畜保健衛生所、臨床獣医師、
農家が連携して衛生管理の改善を実施し、
飼養衛生管理基準に基く農家自身が実行
可能なマニュアルを作成。その結果、子
牛の下痢発症率は約 88 ％から約 18 ％へ
低減。農家の衛生意識の向上、規模拡大
への意欲も増加した。現在、増頭に向け、
子牛の衛生管理に重点を置いた畜舎を増
設中。今後は増頭に伴う衛生管理マニュ
アルの構築が課題。また、前年度より継
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続指導している酪農家においても、同様
のマニュアル活用により子牛下痢発生率
低下が持続しており、衛生意識の向上と
生産性向上を確認。

226.管内肉用牛肥育農場への衛生指導：
栃木県県南家保 風戸茂太、竹澤友紀子

黒毛和種牛 600 頭を飼養する管内肉用
牛肥育農場が新たに 3、4 か月齢の育成牛
（スモール）の導入・肥育を開始。平成
21 年 6 月、4 か月齢牛に呼吸器症状を認
めたため病性鑑定実施。鼻腔拭い液 5 検
体中 2 検体から Mannheimia haemolytica
を分離。同年 9 月には 3 か月齢牛に血便
を認め、9 検体中 1 検体からコクシジウ
ムを検出。当該農場の病性鑑定依頼は過
去 3 年間で 1 件のみであったが、本年は
4 か月間に 3 件の依頼。原因として、ス
モール導入時の衛生対策を、従来の素牛
導入時の衛生対策と同様に行っていたた
めと推察。衛生対策として、①導入した
スモール全頭に対する抗原虫薬の投与、
②育成牛舎内への扇風機取り付けによる
舎内換気の改善、③敷料の交換頻度増加
と牛舎内の清潔度の向上、④導入後のワ
クチン接種の検討を指導。今後も開業獣
医師と連携し、適切な飼養衛生管理指導
を継続。

227.牛白血病浸潤状況と防疫対策への一
考察：千葉県中央家保 藤野晴彦、菅沢
淳一

本県の牛白血病に対する防疫対応は、
本年の 9 月まで、抗体陽性牛がと畜場法
16 条の適用対象と解釈され、浸潤状況の
把握が難しく対応が遅れていた。そこで、
管内の牛白血病の現状把握と防疫対策を
検討するため、無作為抽出による抗体検
査とｱﾝｹｰﾄ調査を実施。酪農の盛んな 5 市
を対象に 1 市当たり 7 戸（1 戸：乳牛 10
頭）の計 350 頭を抽出しｴﾗｲｻﾞ法による抗
体検査を実施。平均抗体陽性率は 63.4 ％
と高い値であった。また、ｱﾝｹｰﾄ調査と抗
体陽性率の検定結果等から、特定地域へ
の預託と除角器等の使い回しが抗体陽性
率に影響すると共に、感染拡大は複数の
原因からなり、初乳を介しての感染は低
く、親から子への感染に比べ水平感染の
影響が大きいと推察。今後の防疫対策と
して、①汚染地域への預託自粛、②人為
的感染要因の排除、③吸血昆虫対策、④
初乳の処理等の適時適切な感染防止対策
と共に、定期的な抗体検査による陽性牛
（高リスク牛）の区分飼養及び計画的淘
汰の実施が必要。

228.農家主体の乳質（体細胞）改善：山
梨県西部家保 内藤和美、神藤学他

体細胞数が高く、反復してペナルティ

ーを受ける農家に対し、関係指導機関が
連携して搾乳立会を実施。前搾り等 7 項
目に問題を認めた為、改善案を農家へ提
示。農家は手袋着用及び前搾り回数増及
びユニット脱着の改善に取組。その後、
巡回指導を実施、農家自身による 終目
標の設定（バルク乳体細胞数 30 万/ml 以
下）、搾乳作業改善の検討、前搾り及び十
分な清拭を重点的に確認。改善着手にあ
たり、家保から「ライト付きストリップ
カップ」等を提示、農家が試験的にモニ
ター、その結果を基に作業道具の改良を
検討。その結果、ストリップカップを農
家が改良、前搾りに活用。乳頭清拭作業
では清拭布を増やすことを農家自身が判
断、実施。搾乳作業の検討を農家と行う
際、その効果をバルク乳体細胞数や総細
菌数で判定、各々 20 万/ml、1.8 万 /ml 減
少したことを農家に提示。次にＰＬ実施
を提案、搾乳作業時間が長くなる為、Ｐ
Ｌテストを継続的に実施するには至らず。
今後も、農家が主体的に実行する搾乳作
業の改善について、サポートしていく。

229.長野家保管内における高品質・安全
・安心な牛肉生産へのアプローチ：長野
県長野家保 増山絢子
信州産牛肉信頼性確保のためのトレー

サビリティシステム信州モデル(モデル)
開始から 5 年。家保は生産履歴の記帳確
認と衛生管理状況の判定を延べ 188 回、
糞便･環境材料の細菌検査延べ 2,179 検体
を実施。5 年の成果を検証するため参加
農家 13 戸、関係農協等に取組内容、衛生
意識、収益性等について調査。農家の衛
生意識は 4 戸で向上、9 戸で不変、安全
・安心を提供している意識は 12 戸で確
認、生産履歴開示は全戸積極的、衛生管
理の平均達成率は向上。概してモデルは
有効。反面、参加に伴う付加価値がある
と回答した農家は２戸。収益性向上を農
家が実感できることが課題。農家の取組
を収益性に反映させるため、モデルをは
じめとする地域ブランド「信州あんしん
農産物」や「信州プレミアム牛肉」の認
知度を高めることが必要。今後、衛生管
理状況の判定について客観性を向上させ
るためのマニュアルの検討、参加戸数増
加に対応出来るシステム整備が重要。

230.管内の牛受精卵移植推進体制の強化
と課題：長野県長野家保 古谷隆徳
酪農・肉用牛経営の収益性向上のため、

県は 21 年度、新たな牛受精卵移植(ET)
推進体制を展開。これを契機に管内の体
制強化を開始。管内技術者等が納得でき
る ET のメリットに関する広報を作成、
配布。普及・啓発のための農家巡回と講
演会を実施。利用拡大推進会議 4 回、現
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地で ET 技術研修会 11 回を実施。結果、
4 月～ 12 月の移植頭数は 168 頭で前年同
期の 88%、採卵頭数は前年の 3 頭から 14
頭へ増、新たな ET 開始農家は 4 戸。ET
への理解や取組意欲等の調査と 新情報
の提供を目的に 115 戸の農家へアンケー
トを実施。農家巡回とアンケート等から
①農家の ET への意欲に温度差② ET 初期
経費負担の余裕がない③ ET 和子牛の哺
育・育成への不安④ ET 技術者が少ない
⑤乳用後継牛確保への要望が強い⑥公共
牧場での利用拡大の 6 課題と対応を整理。
特に、関係機関や指導者等が意識を統一
し、繰り返し農家へ情報や技術を提供す
ることが重要。

231.シカ食害が発生している公共育成牧
場の対策と効果：長野県伊那家保 中山
恵

昨年度、管内の A 牧場において、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を検討した。
本年、長野県農政施策・野生鳥獣被害総
合対策事業によりニホンジカ防除技術の
検証を県、信州大学等関係機関と共に取
組み、7 月末牧場内一牧区に、新たな知
見として注目されている簡易型電気柵を
設置するとともに、放牧牛の発育管理、
牧養力調査、ニホンジカ食害の検証等の
各種調査を実施。開牧時 24 か月以下の乳
用育成牛は、無処置区の牛に比較し DG
および血糖値は良好であった。このこと
から電気柵の設置はニホンジカの侵入防
止には有効であり、今後、更に県機関、
大学、 JA、市町村等と協力して調査を進
め、公共牧場の活性化を目指す。

232.佐渡島における共同隔離牛舎設置に
よる伝染性疾病まん延防止の取り組み：
新潟県中央家保佐渡支所 福留信司、金
子周義

佐渡島において平成 16、19 年に島外導
入に伴う牛の呼吸器病及び下痢症が 5 戸
で発生。導入農家への伝染性疾病のまん
延を防止するため、共同隔離牛舎（以下
隔離牛舎）の設置を検討。平成 19 年に当
所主催の畜産懇談会で隔離牛舎設置につ
いて生産者の意向調査及び設置場所を協
議。その後、生産者と関係機関を構成員
とする隔離牛舎設置委員会を開催し、設
置場所、運営体制及び衛生管理プログラ
ムを決定。平成 20 年 12 月に県内初の隔
離牛舎が完成し、平成 21 年は 2 回 14 戸
16 頭について原則 3 週間の隔離を実施。
隔離期間中に牛コロナウイルス病の発生
が 3 頭に認められたため、隔離期間を延
長して治療及び検査の継続を実施。結果、
隔離解放後の移動先農家では伝染性疾病
の発生は認められなかった。一方、隔離

牛舎未利用農家では島外導入に伴う伝染
性疾病の発生が 9 戸中 2 戸で認められた
ため、今後は利用実績を積み重ね、隔離
牛舎の利用推進に努めていきたい。

233.フリーストール牛舎の飼養衛生管理
改善とその効果：富山県西部家保 豊岡
基子、竹島由実子
搾乳牛をフリーストール牛舎で飼養す

る A 農場では、運動器疾患や消化器疾患
による死廃事故が多発。さらに H20 年 10
月に、経産牛の 20%で蹄病を確認。消化
器疾患の多発に、飼料給与・牛群管理の
改善、蹄病に、治療・蹄浴槽の設置等の
対策を実施。H20 年 8 月の給与飼料の調
査において、1 頭当たりの TDN 充足率が、
113.9%、CP 充足率も 127.9%と過剰。飼
料設計を見直し、DM、TDN、CP 充足率
を 100%に調整。また、乳期に応じ、牛群
を 3 群に編成。蹄病対策として、蹄浴槽
を設置し、蹄病牛について H20 年 10 月
より、OTC 軟膏による外用治療を定期的
に実施。H19 年 11 月と比較し、翌年 11
月の飼料変更後の代謝プロファイルテス
トでは、BUN の低下、A/G 比の増加、ア
ルブミンの増加、総コレステロールの増
加、カルシウムの増加により、牛群の栄
養状態の改善を確認。取り組み開始後、
死廃事故頭数は減少傾向、蹄病発生頭数
も減少、乳量も増加。今後もこれらの取
り組みを継続実施。

234.生乳生産段階における農場 HACCP
導入支援への取組み：石川県南部家保
南藤子、上地正英
消費者が求める安全な畜産物の供給の

ため、管内の乳業メーカー直営農場で、
農場 HACCP 認証基準（認証基準）にそ
った農場 HACCP 導入を支援。当該農場
は 10 名で搾乳牛 200 頭を飼養管理。独自
で確立した HACCP 方式のシステムによ
り、記帳の習慣化を徹底。しかし、認証
基準の第 1 ～ 3 章および従業員への周知
が不足。そこで、全従業員参加の HACCP
勉強会を開催し、農場一丸での取組みを
確認。HACCP チームを編成し、HACCP
会議を開催。チーム員と情報交換を頻繁
に行い、認証基準の不備部分である第 1
～ 3 章を文書化。搾乳作業に立会い、衛
生的な搾乳手法を確認。外部検証の指摘
事項を HACCP 会議で検討。今回、HACC
P 導入の周知により、従業員の意志統一
が図られ、衛生管理に対する意識が向上。
また、認証基準に必要な文書は整備完了。
今後は、HACCP 計画の再検証、システム
維持を習慣化し、農家主導の運用を目指
す。さらに、定着には認証機関の設置な
ど関係機関の支援体制も必要。
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235.潜在性乳房炎の分房乳検査による検
討：石川県北部家保 礒辺真由美
平成 20 年度のバルク乳ペナルティー件

数に占める体細胞数(SCC）の割合は 68
％と大きく、農場では乳房炎発症牛の対
策を行ってもバルク乳 SCC が下がらない
など、潜在性乳房炎対策が課題。そこで、
臨床症状がなく CMT 変法陽性の分房乳 8
4 検体について検討。SCC50 万/ml 以上ま
たは有意菌の分離を乳房炎陽性として判
定した結果、66 検体が乳房炎陽性となり、
うち 12 検体は SCC のみ陽性で有意菌は
分離されず。有意菌のうち単独感染では
コアグラーゼ陰性ブドウ球菌（CNS）が
55 ％、環境由来菌が 42 ％、混合感染で
は CNS と環境由来菌の混合が 78 ％であ
った。CNS は多くの分房に関与し、単独
感染での SCC の増加は 40 ～ 50 万/ml 前
後で、バルク乳の SCC 値を緩やかに押し
上げていると示唆。環境由来菌が関与す
る分房は、約半数が SCC100 万/ml 以上を
示し、ペナルティー発生の直接の原因と
推察。菌分離率が低い農場は病原体以外
の要因で SCC が高い可能性があり、搾乳
機器等の確認も必要。

236.過去 10 年間における嶺南地域での受
精卵移植の推移と成果：福井県家保 谷
村英俊、山崎俊雄

本県の受精卵移植事業（ET）は昭和 63
年度から若狭牛の増頭および酪農家の経
営向上を進める重要な事業として推進し、
平成 20 年度(H20)には受胎頭数 2,000 頭
を達成。嶺南地域における過去 10 年の E
T の推移と成果、農家のアンケート結果
から今後の ET の方向性を検討。H20 の酪
農戸数は H11 の 1/2、飼養頭数は 1/4 に減
少し、監視伝染病は過去 10 年間で 10 件
14 頭発生し、病性鑑定件数もほぼ横ばい
の状態。H11 に 41 ％であった ET 活用率
(実施戸数/酪農戸数)は、H20 には 100 ％。
移植頭数は H11 の約 2 倍に増加し、受胎
率は約 25 ％で推移。出生子牛のほぼ 100
％が子牛市場へ出荷され、市場成績やア
ンケートから、嶺南公共牧場で供給され
る受精卵の価値が認識され、畜主の高齢
化による経営転換および和牛繁殖農家の
後継牛作出に ET 利用を希望。今後、農
家のさまざまなニーズに応えていく柔軟
な対応が必要。

237.飛騨地域の肉用牛の飼養衛生管理技
術向上への取組：岐阜県飛騨家保 棚橋
嘉大、北和夫

当所では、家畜保健衛生事業の一環と
して飼養衛生管理技術向上の指導、家畜
衛生関連情報の整備に取組んでいる。昨
年度は地域講習会を 14 回開催し延べ 516
人が参加、広報を 18 テーマ発行。本年度

は子牛市場等にパネルを展示し情報を提
供。また、病性鑑定で管内の疾病動向を
把握。昨年度 28 件の牛ロタウイルス症が
各地で発生。その拡がりと人の動きに因
果関係がみられたことから、衛生意識の
向上を目指し本年度は踏込み消毒槽設置
率 100 ％をスローガンに現地指導を集中
的に実施し、設置率が向上。一方、管内
では子牛市場 1 日開催分にあたる 200 件
程度の胎児等死廃事故が毎年発生。事故
原因を解析するために飼養衛生管理状況
等を調査するとともに、事故低減のため
分娩前後の飼養衛生管理面に焦点をあて
た講習会の開催や広報を発行。今後も家
畜保健衛生事業で得られた成果を現場指
導に活かし、関係機関との連携を密にし
て地域の肉用牛の飼養衛生管理技術向上
に寄与したい。

238.滋賀県における６年間の死亡牛牛海
綿状脳症（ＢＳＥ）検査状況：滋賀県家
保 根本智、工藤善民
平成 15 年 4 月から 24 か月齢以上の死

亡牛の届出の義務化とＢＳＥ検査を実施。
これまで 36 頭の感染牛を確認。Ｈ 14 年
1 月生まれの牛 1 頭以外はすべて肉骨粉
の配合された飼料規制の実施されたＨ 13
年以前に生まれた牛。滋賀県においては、
平成 20 年度までの 6 年間で 1,574 頭を検
査し、すべて陰性。年度別の検査頭数は、
Ｈ 15 年度に 403 頭（その内乳牛が 331 頭）
と突出して多かったが、以後減少傾向。
主な死因は、乳牛で消化器系 13.5%、泌
乳器系 11.4%、分娩・産後 8.8%。肉用肥
育牛は消化器系 41.7%、呼吸器・循環器
系 12.7%、事故・突発死 12.7%。検査対象
牛の内、Ｈ 13 年以前に生まれた牛は 1,00
9 頭、現在県内にあと約 647 頭飼育され
ており継続監視が必要であるが、我が国
に対するＯＩＥのステータス認定が昨年
5 月に変更されたことを受け、感染牛を
効率的に摘発するため、検査対象牛の絞
り込みなど死亡牛のＢＳＥ検査体制の検
討が必要。

239.肉用牛農家の総合支援～京都の畜産
物増産アクションプランの推進～：京都
府南丹家保 山内昭、上羽智恵美

【背景】府が策定した「付加価値を高
めた京都の畜産物増産アクションプラン」
を基に肉用牛農家の総合支援を展開。【方
針】繁殖農家での生産率向上対策と酪農
家の受精卵移植による和牛子牛増産を支
援。肥育農家では血中 VitA 及び T-Cho 濃
度測定に基づく飼料給与技術や農家ニー
ズに応じた一般管理技術を指導。
【肉質向上対策】事前調査した肥育農家
の中から、特徴的な経営形態の 3 戸を選
定。大規模肥育農場である A 農場では毎
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月約 90 頭の VitA 等の測定結果に基づく
給与飼料プログラムを検討。新規繁殖肥
育一貫経営を開始した B 農場では、子牛
育成指導と VitA 等測定結果に基づき関係
機関と連携した飼養管理指導と従業員教
育を実施。後継者が経営を継承した C 農
場では、HACCP 方式を利用した管理作業
の平準化の指導と定期的な VitA 等測定を
実施。【推進方向】VitA 等のデータを活
用し、肥育農家の求める和牛子牛の育成
指導を行うことにより、「地産地育地消」
拡大を目指した和牛生産を推進。

240.7 年間の BSE 検査実施状況と今後の
対応：兵庫県姫路家保 三宅由利子、小
島温子

死亡牛 BSE 検査は開始から今年で 7 年
目に入り、より効率的な検査体制を考慮
する時期にきた。当所の BSE 検査状況（H
15 年 4 月～ H21 年 12 月末）と今後の対
応を検討。【検査実績】検査頭数は 7 年間
で合計 6,342 頭。検査結果は全て陰性。
月別頭数は夏期に増加。【検査の現状と問
題点】新宮ストックポイント(SP)では、
天候被害、交通事故等、突発的に大量の
死亡牛の搬入が度々発生。死亡牛保冷庫
の冷却装置の故障、死亡牛を保管・輸送
するコンテナが変形・破損し、使用可能
数が減少等、新宮 SP の老朽化に伴い保管
能力が低下。保管能力を補うため、新宮
SP 分の検査を通常より早め、新宮 SP の
コンテナの搬出日数を短縮し対応。その
対応日数が年々増加、検査回数、従事人
員、ELISA キットのロス等の検査コスト
が増加。【今後の対応】本県での肉骨粉給
与の可能性のある H13 年以前の出生牛の
頭数は年々減少、ハイリスク牛は今後更
に減少を予想するが、検査体制はこれか
らも必要。そのため、新宮 SP の保管能力
の向上と、検査に伴う業務の効率化とコ
ストの削減が重要。

241.牛舎内電撃殺虫器設置方法の検討：
奈良県家保 小渡陽子、前田寛之

ハエ対策は化学的防除だけではなく、
周辺環境整備や物理的防除など総合的に
取り組む必要がある。そこで本年ハエの
大量発生が見られた酪農家で、物理的防
除方法である電撃殺虫器の設置方法につ
いて検討。検討項目は①設置高さ（地上
190 ㎝、0 ㎝）及び②誘引物（白熱灯、蜂
蜜、みりん、日本酒）の 2 項目 6 条件。
方法として 10 月から 11 月の期間電撃殺
虫器を各条件で 3 日間設置し、得られた
サシバエ、イエバエの数を各々カウント。
①では両ハエともに 190 ㎝よりも 0 ㎝で
明らかに多数を殺虫できた。②では白熱
灯においてのみ殺虫サシバエ割合が減少
したが、その他の誘引物については誘引

物なしの条件と変化は認められなかった。
これらのことから、電撃殺虫器は地面設
置（地上 0 ㎝）が効果的であることがわ
かった。誘引物比較については気候条件
等の影響も考えられるため、試験時期や
方法を再検討し、今後も調査を行いたい。

242.管内大規模乳雄哺育育成農場の現状
と課題：鳥取県西部家保 井上真寛、福
間規夫

管内の乳雄牛哺育育成農場（300 頭規
模）で病性鑑定が絶えず、幹部･農場職員
を対象に意見交換会を実施。①幹部･農場
職員の思いのすれ違い、②牛飼いではな
く作業員、③作業に追われ、考える余裕
がない、④間違った衛生知識の一人歩き
を確認。毎月、幹部／農場職員一緒に 1
時間程度ミーティングを実施。家保はそ
の調整役。①幹部と農場職員の橋渡し、
②病性鑑定から見た農場の実態と経過を
説明、③正しい衛生知識の普及に努力。
結果、飼養管理の工夫や衛生意識の向上
を認め、自分の考えを持つようになる。
途中、サルモネラ症発生にもめげず、清
浄維持を努めるとともに、残飼の減少、
離乳（約 10kg ／頭）及び出荷体重（約 3
kg ／頭）の増加等結果を残す。職員から、
①毎月お菓子ミーティングが楽しみ、②
飼養管理変更後の牛の変化、剖検時の胃
の変化がよくわかり自信につながった、
③牛の一般生理から飼養管理まで基礎的
な部分について研修してほしいとの意見。
今後は幹部及び農場主導での意見交換会
や農場職員育成研修会を設定、家保も調
整役から衛生指導へ立場を変えてサポー
ト。

243.酪農経営支援チームによる乳質改善
指導の成果と課題：岡山県井笠家保 池
田克美、藤澤秀世

当所では、平成 20 年 6 月に結成された
酪農経営支援チームの一員として、酪農
家（全 56 戸）のバルク乳細菌検査結果を
もとに飼養管理や搾乳方法のポイントに
ついての研修会・巡回指導を実施。その
結果、平成 19 年度と平成 21 年度の同時
期を比較したバルク乳体細胞適合率は上
昇したが、チーム目標の 70 ％には至らな
かった。そこで、乳質改善指導の取り組
み内容を再確認して、今後の指導テーマ
を明らかにする目的でアンケートを実施。
アンケート結果では①これまでの取り組
みが乳質改善への意欲向上につながって
いたこと②原因菌の特定によって農場毎
に取り組むべきポイントが明らかとなり、
改善が実行しやすくなっていたこと③バ
ルク乳検査を継続して欲しいという要望
は約 80 ％と高かったこと等が明らかとな
った。バルク乳検査の継続には経費負担
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の課題があるが、チーム目標の達成には、
今後とも引き続き指導機関が一体となり、
乳質改善指導を実施する必要があると思
われる。

244.バルク乳検査の有効活用による乳質
向上と今後の展望：岡山県津山家保 岡
本幸、西淳子

搾乳衛生状態をモニタリングすること
で乳質の改善を図ることを目的とし、平
成 19 年度から 3 年間、管内酪農家のバル
ク乳検査（一般生菌、ブドウ球菌、黄色
ブドウ球菌、大腸菌群及び耐熱性菌）を
実施した。勝英地区では検査結果を有効
に活用するため、特に酪農女性部をター
ゲットとして重点的に指導することを関
係機関で決定。研修会の開催、ラクトコ
ーダーを用いた搾乳立会、個体乳検査、
ミルキングシステムチェックなど様々な
角度から指導を行った。結果、アンケー
ト調査では 8 割の農家で乳質に対する意
識向上を確認。バルク乳検査では、搾乳
衛生の指標となる一般生菌、大腸菌群で
大幅に成績が改善した。また、同調査で
農家の 8 割以上が自農場の乳質向上を感
じており、実際に年間の体細胞数 30 万/m
l 以下適合農家率は平成 18 年の 43%から
平成 21 年は 67%へ向上。回答した全員が
バルク乳検査の継続を希望しており、継
続実施により、さらなる乳質向上が期待
できる。

245.乳用牛異常産ワクチン接種の管内実
状と課題：岡山県岡山家保 牧野俊英、
三田哲朗

平成 20 年度は県下でアカバネ病の大流
行があり、農家の経営に大きな影響を与
えた。アカバネ病をはじめとする牛のウ
イルス性異常産は、適切なワクチン接種
により予防できる疾病であり、そのワク
チン接種は、（社）岡山県畜産協会が中心
となり、各市町、農協、家保等が協力し
て実施し、発生防止に努めている。しか
し、当管内の乳用牛におけるワクチン接
種率は頭数ベースで約 20 ％、戸数ベース
では約 30 ％が接種しているのが実状であ
る。また、岡山県におけるアカバネ病の
発生頭数は 近の五年間で 103 頭（平成
20 年次 40 頭）と同時期の全国の約 40 ％
を占めている。そこで、ワクチンの実施
体制に着目し、農場、関係機関の意見を
聴取して、接種率低迷の要因を取りまと
め、今後の課題を検討。その結果①ワク
チン接種の申し込み方法、②接種申し込
み時の農家指導（ 新の疾病状況等の情
報提供）、③接種時期、④関係機関の連携
などの改善点が明確となり、さらなる検
討が必要と思われた。

246.肥育牛の肉質向上対策への取り組み
：岡山県高梁家保 中村浩三、田林宏一

肥育農家の経営安定のため、肉質の向
上を目指して、Ｂ農協管内の肥育農家 16
戸を対象に関係機関とともに、環境・飼
料・牛の健康状態などの飼育管理につい
て、巡回指導を平成 15 年 11 月から毎月
実施。主に 14 ヵ月齢から 20 ヵ月齢の肥
育牛を対象に、血中ビタミンＡ（以下Ｖ
Ａ）・血中総コレステロール(以下ＴＣ)を
2 ヵ月に 1 回測定し、翌月に測定結果を
基に指導。その結果、飼槽には常に飼料
がある状態や飼養衛生管理が改善。ＶＡ
値は経時的に理想とされる数値に沿った
分布に近づいたが、ＶＡ欠乏症のおそれ
のある 30IU/dl 以下の個体も存在。黒毛和
種去勢牛の枝肉成績については年々向上
し、特に平成 21 年度は枝肉重量、ロース
芯面積及びＢＭＳ No.で(社)日本食肉格
付協会の全国平均を上回った。まだ農家
や個体毎の枝肉成績のバラツキがあるの
で、今後も安定的な肉質の向上を目指し
指導を継続していきたい。

247.栄養管理が和牛採卵成績に及ぼす影
響：岡山県津山家保 西淳子、小田亘

当家保では年間約 80 頭の採卵を実施し
ているが、採卵成績には農場や個体によ
りバラツキが見られるのが現状である。
過排卵処理や採卵の手法はほぼ確立され
ており、採卵成績には供卵牛の栄養管理
が少なからず影響を与えていると考えら
れるため、その関連性について調査を実
施した。供卵牛調査では、推定体重と採
卵成績に相関は認められなかったが、栄
養度が高めの方が正常卵率が高い傾向が
認められた。採卵実施農場での給与飼料
内容と採卵成績の関連性では、CP･TDN
ともに充足している場合、採卵成績も良
好（回収卵数 15 個以上、正常卵率 50 ％
以上）であり、CP は充足しているが TD
N が不足の場合は回収卵数が低下（15 個
以下）、CP・TDN ともに不足した場合は、
回収卵数（15 個以下）、正常卵率（50 ％
以下）ともに低下し採卵成績は不良とな
った。以上のことから、栄養管理が和牛
採卵成績に影響を与えていることが示唆
された。

248.集落法人の広島牛地域衛生対策指導
体制の整備：広島県東部家保 宮﨑泰洋、
岡田亮
広島県では農業の生産構造改革を推進

するため、広島牛の増頭や担い手確保に
努めている。方策として、集落農場型農
業生産法人（集落法人）への広島牛導入
による飼養拡大を図っている。今回、新
たに繁殖和牛を導入した 2 集落法人へ、
関係機関と、集落法人自らによる適正な
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管理をみすえた放牧衛生指導、繁殖時の
衛生管理指導等を実施。結果、集落法人
への支援・指導について、関係機関の間
で役割分担・連絡体制を構築し、衛生管
理等の重要性を共有。集落法人において
も、衛生意識の向上を図ることができ、2
集落法人での導入繁殖和牛は、放牧時、
分娩時の事故もなく、産子とも順調に経
過。関係機関が一体となった取組みによ
り、集落法人の広島牛増頭意欲向上。今
回の取組みを、新規繁殖和牛導入集落法
人への指導体制のモデルとし、他集落法
人等への繁殖和牛導入のさらなる啓発・
支援活動を展開する。また、2 集落法人
へは、事故防止等、増頭に向けての支援
を継続。

249.第 100 回を迎えた子牛共励会の取り
組みと和牛改良の推進：山口県中部家保

太田郁子、阪田昭次
阿東町で H5 年度から市場出荷前の雌

子牛を対象として｢和牛子牛共励会｣を実
施し、以来 17 年間継続して H21 年 12 月
で 100 回目の開催に至った。本共励会は
産肉能力の育種価、発育、体型、血統に
基づいて出品牛を審査し、優秀な牛を表
彰。出品牛は自家保留、町内保留を推進
し牛群を整備。第 100 回までの出品頭数
は計 680 頭、うち 53.3 ％を自家保留及び
町内保留。現在同町の繁殖雌牛は 77.4 ％
が町内産、うち 66.7 ％が共励会出品牛。
H21 年 12 月の育種価判明牛で、登録点数
及び育種価(枝肉重量、脂肪交雑)を比較
すると、いずれも出品保留牛の平均値が
町及び県平均より高く、体型、産肉能力
の両面で出品保留牛が優れる。これら優
秀な雌牛を保留し牛群整備を進めてきた
結果、生存牛の育種価は枝肉重量、脂肪
交雑とも年ごとに高くなり、町平均が県
平均より高く推移。また、県和牛共進会
や全国和牛能力共進会においても、多く
出品し優秀な成績を収める。共励会の開
催を継続することにより飼養農家の意欲
高揚と和牛改良が推進され、和牛産地と
しての評価が定着。

250.下関ブランド牛造成に向けた取り組
み：山口県西部家保 松本容二、古澤三
千雄

家保は、地域肉用牛の改良推進により、
肉用牛生産農家の戸数減少と生産意欲の
減退に歯止めをかけるため、効率的なブ
ランド牛造成に向けた体制づくり・生産
組織の育成強化指導等を実施。方法とし
て、繁殖雌牛飼養農家全戸に肉用牛改良
の現況・問題点・改良方策の意向を調査。
意向をもとに地域改良組合役員に効率的
なブランド牛造成に向け協議を重ね、改
良目標・推進計画を検討し、改良方策を

策定するなど組合役員へ「やる気」を喚
起。また、生産農家には「元気」向上の
ため肉用牛振興大会を開催。指導の結果、
生産組織自らが改良基礎雌牛の選定・指
定交配基準の作成・改良関係事業予算（単
市）の増額交渉等、改良への積極的な取
り組み開始。併せ、市・ＪＡにより地域
ブランド牛のＰＲに向けた検討会・創作
料理の試食会等を開催。以上、関係機関
の役割分担が明確化し、地域で効率的な
ブランド牛造成の取り組みが始動。

251.肉用牛生産組織主導による岩国地域
の子牛発育改善への取り組み：山口県東
部家保 山下太郎、福江美智子

岩国地域の子牛育成技術には地域差が
あり、発育性もバラツキがあり、H14 年
の JA 山口東の広域合併に併せ、肉用牛生
産組織を統合し JA 山口東肉用牛部会を設
立。H15 年度から部会主導型の一元的指
導体制による子牛の発育改善への取り組
みを開始。家保は部会に対し、①飼料給
与マニュアルの作成②約 2 ヵ月齢、7 ヵ
月齢時（育成指導時）に全頭の体重、体
型測定及び飼料給与指導③補助事業を活
用したビタミン剤、線虫駆虫剤の投与誘
導とともに、子牛市場成績の還元等を通
じた総合的指導を実施。育成指導時の体
高は指導前後で、雌 103.9 → 104.2cm、去
勢 107.0 → 107.2cm、同様に胸囲は雌 131.
5 → 136.0cm、去勢 135.9 → 139.0cm へと
向上。子牛市場時の日齢体重は指導前後
で、雌 0.89 → 0.94kg ／日、去勢 1.00 → 1.
07kg ／日、kg 単価の管内／県内比は雌 0.
99 → 0.99、去勢 1.00 → 1.03、同様に日齢
単価比は雌 0.98 → 1.01、去勢 0.99 → 1.06
へと改善し、指導後の地域差は解消。今
後は管内他地域での取り組み誘導を予定。

252.山口型放牧を契機に定着した新規肉
用繁殖牛飼養農家に対するその後の指導
成果：山口県東部家保 岡藤武人、永田
利成

山口型放牧（放牧）を契機に新規に肉
用繁殖牛飼養を開始した９戸の定着化に
向けて飼養管理、放牧技術等の継続指導
し全戸が経営継続。その中で明確な目標
を持ち、向上意欲の高い飼養者に対して、
組織的支援を実施した結果、特徴的経営
を行う地域の中核的 3 農家が誕生。1）S
氏は離島で野草と寒地型牧草を組み合わ
せた周年放牧を実施。放牧で荒廃地の解
消と島の活性化が目標。2)H 氏は主経営
の水稲の維持のため、繁殖管理と子牛育
成を公共牧場に委託、粗飼料確保は放牧
を活用、分娩前後のみ簡易牛舎で管理す
る体系の導入で、省力化と飼料費の低減
化、安定した繁殖成績を実現。3）K 氏は
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県外出身で経営開始時の資金負担の軽減
が可能なリース牛舎等の活用と放牧利用
による省力管理を実践し、50 頭規模の繁
殖専業経営を実現中。急激な増頭にも拘
らず、繁殖成績、子牛発育成績は比較的
良好。今後は集団への働きかけも促進し、
放牧を通じた新たな担い手発掘とともに
肉用牛増頭を推進。

253.死亡家畜における伝達性海綿状脳症
検査のデータ解析と今後の展望：山口県
中部家保 柳澤郁成、入部忠

2003 年 4 月から実施した死亡牛 BSE 検
査（検査）及び TSE サーベイランス（サ
ーベイ）についてデータ解析を行い、今
後の展望を推測。検査は、2009 年 11 月
末までに 2,306 頭を実施し、全頭陰性。
死亡月齢別は、乳用牛が 48 ～ 59、肉用
牛では 24 ～ 35 と 108 か月以上にピーク。
生年別、月齢別、用途別のいずれも ELIS
A 値に相関無し。サーベイは、2009 年 11
月末までに 66 頭を実施し、陰性を確認。
採材者変更等に伴う扁桃の採材不適事例
が散見されたが、図式マニュアルの配布
と実技研修により改善。国内の BSE 発生
状況から、飼料規制実施直後の 2002 年１
月以前生まれの牛をリスク牛と仮定する
と、県内には該当牛が 2,746 頭（乳用牛 2
94 頭、肉用牛 2,452 頭）現存。経済的寿
命から乳用牛対象の検査は５～６年以内
に終了するが、肉用牛は 10 年以上継続が
必要と推測。サーベイは、めん山羊等の
飼養者の多くが愛玩目的である背景から、
飼料規制等の法律周知や疫学把握のため
にも、継続が必要と判断した。

254.管内の乳質改善に向けての取組み：
高知県中央家保田野支所 杉村知子、色
原豊彦

管内の酪農連合協議会と協力して乳質
改善指導を実施。各農家の課題に応じて
対策を検討。Ａ農家は、バルク乳検査で
黄色ブドウ球菌（以下、SA）の浸潤を確
認。搾乳衛生の改善と SA 感染牛の摘発
並びに乾乳前又は分娩前の乳房炎検査と
治療を実施。症例が少ないので、更に対
策を継続して効果を検証する必要がある。
Ｂ農家は、乳房炎の多発により産乳量が
低下。原因菌を検索した結果、Klebsiella
に起因するものが約 50 ％、Klebsiella を
含む腸内細菌に起因するものが約 70 ％を
占めることが判明。環境改善が優先課題
と考えられた。暑熱対策として送風機の
増設と風向調整、牛舎屋根のスプリンク
ラーを調整・稼働。また、牛床改善対策
として戻し堆肥の堆積期間の延長、牛舎
通路部分の排水改善を実施。さらに飼料
内容の見直しも随時検討。その結果、産
乳性の向上など若干改善。バルク乳の体

細胞数も昨年度より低めに推移したが、
安定的に 30 万個／ｍｌ以下を維持するこ
とが今後の課題。

255.炭疽防疫体制強化へ向けて：福岡県
両筑家保 福島瑞代

炭疽の発生は県内では、管内の酪農家
で昭和 56 年の発生が 後。管内は乳用牛
のワクチン接種率（戸数）が 89 ％。この
うち 2 回接種が 72 ％。H20 年 10 月に炭
疽を疑う事例が発生し、家保は農場から
の通報時に畜産課へ事前連絡第 1 報を行
った。その後農場へ立入り、状況を確認
し、第 2 報を畜産課へ連絡。畜産課から
県酪協を通じ乳業メーカーへ連絡。乳業
メーカーは炭疽疑い農家の生乳が含まれ
る製造ラインを事前にチェック。また、
この事例を契機に炭疽発生時の対応チェ
ックシートを作成。生乳は工場へ搬入後、

短で 2 日目の昼頃には出荷。朝の搾乳
時に炭疽で死んだ牛が発見された場合、
前日分の生乳まで汚染乳として廃棄の対
象。朝の搾乳後毎日集乳される農家の場
合、前日分の朝搾乳分がすでに前日に工
場に搬入。このため、迅速な対応が不可
欠。炭疽ワクチン接種の推進及び異常牛
の迅速な通報を指導し、対応チェックシ
ートを定期的に確認し、安全な牛乳生産
の意識向上の推進が重要。

256.一酪農家における黄色ブドウ球菌（S
A）防除への取組み：佐賀県西部家保
大野奈生、山﨑勝義

管内の一酪農家において乳房炎牛から
散発的に SA が分離されたことから、関
係機関と連携し SA 防除対策の指導を実
施。①調査：搾乳牛 17 頭の乳汁細菌分離
検査及び薬剤感受性試験を実施。また、
搾乳衛生チェックリストを作成し、搾乳
管理の実状を調査。その結果、SA 保菌牛
５頭を特定。搾乳管理では、素手での搾
乳、清拭用タオル不足等の搾乳衛生手技
の不備や SA 保菌牛の混飼、搾乳順序の
不同等、SA に対する認識不足を確認。②
指導：SA 保菌牛は、健康牛と分けて繋留
し、泌乳能力や繁殖成績等を踏まえて乾
乳期治療や淘汰を指導。また、手袋着用
や牛床の消毒等の徹底を繰返し指導。そ
の結果、農家の SA 乳房炎防除への衛生
意識は高まり、保菌牛の段階的淘汰によ
る SA の清浄化及び牛群の体細胞数減少
など、乳質成績は飛躍的に向上。今後も、
高品質乳の生産に向け、搾乳衛生管理の
指導に努めていきたい。

257.宇久肉用牛大学：長崎県県北家保
清浦邦彦

佐世保市宇久町において「主人公は人
と牛の島づくり」を目指し、地域リ－ダ
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－の育成のため宇久肉用牛大学（大学）
を平成 19 年 12 月に開校。毎月 1 回 19 時
～ 21 時の講義、年 2 回以上の個別指導、
先進地視察研修等を実施。21 年 12 月に 2
年間の講座を修了した農家 19 名が卒業。
繁殖成績の向上、子牛の 1 日増体量の増
加、講義出席率で卒業判定。学生には経
営改善のため繁殖成績等の数値目標を設
定させ、関係機関の情報共有とともに問
題点及び重点指導事項を整理した農家カ
ルテをもとに指導。結果、卒業生の分娩
後受胎日数は 19 年：101 日が 21 年：80
日に短縮し、去勢子牛の 1 日増体量は 18
年：0.97kg が 21 年：1.06kg、雌子牛は 0.
88kg が 0.95kg と向上し、宇久町全体とし
ても県 下位から平均以上にレベルアッ
プ。繁殖成績の向上 15 名、子牛の 1 日増
体量の増加 10 名、出席率 80 ％以上 9 名、
前記 3 条件を満たさない者 3 名。この 3
名は引き続き受講。3 年目の受講生は 27
名。大学受講生の増頭意欲は高い。

258.平成の大合併に伴う肉用牛繁殖成績
向上の取り組み：熊本県中央家保 濱田公
男、井出 清（現城南家保）

平成の大合併で、管轄外肉用牛繁殖地
帯 S 町が管内に編入。国内の高病原性鳥
インフルエンザ発生等により防疫対応強
化が望まれていたが、縮小傾向であった
繁殖検診（検診）を農家の強い要望によ
り継続実施。前管轄家保の隔月 2 班体制
を踏襲した毎回の検診は平均 28 戸 83 頭
となり、1 年後、分娩後初回人工授精（A
I）までの日数は 18 日、再受胎日数は 28
日延長し、各々 104 日、136 日となった。
要因として窮屈な検診時間（12 分/戸）が
挙げられたため、毎月 2 班体制へ変更。
その結果、毎回の検診は平均 19 戸 41 頭
となり、AI 後 60 日以内の妊娠鑑定割合
は 16.6%から 38.4%へ、未授精牛の検診は
6.6%から 10.4%へ増加。当日中に地域獣
医師へ要治療牛等の情報提供が可能とな
った。H20 年度の分娩後初回 AI までの日
数及び再受胎日数は、成績が低下した H1
8 年度に対し、それぞれ 83 日、106 日と
有意に短縮。S 町の繁殖成績の推移は、
行政区域異動に伴う家保の検診体制の変
化の影響と考えられた。

259.広域放牧事業における家保の取り組
みと課題：熊本県阿蘇家保 小池康司、
下西儀政

H17 年から農業団体が実施する阿蘇地
域外からの牛を阿蘇の牧野に預託する広
域放牧事業を家保等は側面支援。開始当
初 13 戸の放牧未経験牛 113 頭を放牧する
も、約 1 ヶ月後ピロプラズマ（ピロ）病
を起因とする事故等が 31 頭発生（ピロ発
症率 45%）し、全頭一時退牧措置。阿蘇

の牧野任せの群管理から家保の全頭検査
に基づく個体管理に体制を変更、放牧衛
生プログラムに基づき H18 ～ 21 年約 210
0 頭の牛に対しピロの自然感染による免
疫賦与を目的とした衛生検査を実施。未
経験牛は入牧後 1 ヶ月で体重 30kg 以上の
減少が 51%。春入牧未経験牛は、梅雨後
のピロ発症 73%と高率。農家等が放牧馴
致や牛の健康状態の判断が不十分なため、
牛の検査主体の対応とあわせ、人への放
牧衛生技術の指導を強化。その結果、H1
8 年から放牧事故は 0 ～ 2 頭、ピロ発症
率は 20%程度に減少。広域放牧事業参加
は、事故後 5 戸 69 頭に減少したが 6 戸 1
09 頭に増加傾向。家保の検査に依存しな
い放牧を目標に、人作りによる広域放牧
の自立を課題とし、新たな取り組み拡大
を目指す。

260.市場上場肉用子牛のワクチンプログ
ラム変更への取り組み：熊本県天草家保

東幹彦
天草家畜市場上場子牛へのワクチン接

種は、上場 1 ヵ月前の約 8 ヶ月齢に牛 5
種混合、イバラキ病( IBA）、牛ヒストフ
ィルス・ソムニの３種類を接種。生産者
段階での損耗防止を目的に、平成 21 年 4
月から上場子牛へのワクチン接種時期の
早期化を検討。まず、接種月齢を把握す
るために、牛 5 種混合(IBR、BVD-MD、
RS、PI3、AD7)と IBA の 6 疾病の抗体検
査を実施。成績から 4 ～ 5 ヵ月齢子牛で
は BVD-MD、AD7 以外の 4 疾病で接種効
果が期待できたため、4 ～ 5 ヵ月齢での
接種が適当な時期と総合的に判断。併行
して、関係者とのプログラム変更に向け
た協議を開始。獣医師へは協力依頼と移
行期の実動支援を行うこととし、市町・
団体へは、移行期の接種パターンや予定
頭数シミュレーションの提示による不安
解消や料金徴収体制の整備を実施。その
結果、関係者の理解と協力が得られ、平
成 21 年 10 月から牛 5 種混合と IBA ワク
チンを 4 ～ 5 ヵ月齢で接種するプログラ
ムに変更。

261.山間地の地域採卵における経腟採卵
（OPU）活用の試み：宮崎県延岡家保
弓削くみ子、竹内真弓

受精卵移植技術により優秀な黒毛和種
の産出に取り組んでいる管内 S 村におい
て、畜試の技術協力のもと、過剰排卵処
理が不要な OPU を実施。現地で卵子を回
収し、成熟培養段階で 3 時間かけて畜試
へ輸送。体外受精、発生培養および凍結
は畜試で実施。 終的に、供卵牛 3 頭よ
り 8 個の移植可能胚を作製。OPU 技術は、
育種価の高い牛でありながら繁殖障害で
あったり、過剰排卵処理に反応しない牛、
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高齢牛などにも適応できることから供卵
牛の選択肢が増え、かつ反復した採卵が
可能。また、過剰排卵処理の手間が不要。
一方、平地に恵まれない山間地では大幅
な増頭は困難で、獣医師も不足し業務の
増加は負担となる。このような地域で雌
牛群の高位平準化を目指す上では、数少
ない優秀な雌牛から効率的に受精卵を作
製できる OPU の利点は大きい。将来的に
は、この技術が現地採卵の 1 つの手段と
して実用化されることを目指して地域の
畜産振興に貢献していきたい。

262.山間地における異業種参入大規模肉
用牛繁殖農場の指導体制：宮崎県延岡家
保 黒木幹也、工藤寛

管内 S 村において大規模肉用牛繁殖農
場（以下 O 牧場）を経営する農業法人が
地元異業種により設立されたことを機会
に、平成 21 年度から、村の事業として関
係機関による組織的指導体制を構築し定
期的な巡回指導を実施する生産性向上対
策事業を開始した。村役場（畜産担当、
所属獣医師）、農林振興局、普及センター、
農業共済組合、家畜保健衛生所、農協か
らなる指導体制を構築し、O 牧場を含め
た 5 戸のモデル農家に対して、年 4 回、
母牛飼養管理、繁殖検診、子牛発育管理、
飼料分析、衛生環境指導等の定期巡回指
導を実施した。家畜保健衛生所は導入牛
の検査、繁殖検診および予防獣医療に重
点を置いた指導等を行った。更に、O 牧
場では重点モデル農家として、経営内容
検討会を民間の会計事務所を交えて年 3
回実施、経営状況、管理状況、1 頭あた
りの必要経費の算出など、コスト面に関
する状況まで報告検討し、計画と実績に
ついての外部評価を実施した結果、順調
な経営の滑り出しとなった。

Ⅰ－７ 畜産技術

263.十和田湖和牛の肥育技術向上への取
り組みと成果：青森県十和田家保 富山
美奈子、中里雅臣

十和田湖和牛を生産・出荷する H 農協
では農家間の肥育技術に個人差があった
ため、枝肉上物率 50%以下の A、B 農家、
枝肉成績にバラツキのみられる C 農家を
飼料給与、飼養管理、疾病予防について
重点指導。A 農家は血中ビタミン A 濃度
(VA)コントロールが不適切、前期重量・
食い込み不足のため B 等級が多い。飼料
給与量と切換時期調整等指導。B 農家は
給与乾草・稲ワラの影響で VA が高めに
推移し、多くが 3 等級。VA レベルに応じ
た飼料給与等指導。C 農家は自家配飼料
栄養価が不安定。飼料内容・給与方法の
見直し等指導。問題点の整理・改善によ

り、A、B 農家は VA コントロールが適切
となり上物率上昇、C 農家はエネルギー
不足が改善され枝肉成績のバラツキ減少。
3 農家の重点指導により飼養管理技術が
改善し、損耗・瑕疵減少、出荷頭数増加。
この取組で H 農協全体の枝肉成績が向上
し、十和田湖和牛の銘柄確立推進に寄与。

264.自作カーフハッチを利用した子牛の損
耗防止対策：岩手県県南家保 宮﨑大、大森
仁

冬期の子牛の損耗防止対策として、保
温と換気の両立は非常に重要な課題。そ
こで、低コストで簡易に作成できる自作
カーフハッチに着眼、冬期の疾病多発に
苦慮する A，B2 戸の大規模黒毛和種飼養
農家を対象にその効果を検証。結果、自
作ハッチの保温効果は、外気温より 1 ℃
から 5 ℃高く、アンモニア濃度の平均は
A 農場で 6ppm、B 農場では 2ppm、と低
い値を維持。設置費用は通常に比べ 2 万
円以上安価。前年同時期と比較し、1 頭
あたりの治療回数はそれぞれ 5.2 回から
3.1 回並びに 10.8 回から 4.2 回に減少、1
戸あたりの治療費が 13 ～ 38 万円削減。
加えて、光熱費の低減や異常の早期発見
等の相乗効果も確認。本対策が損耗防止
およびコスト低減に充分な効果があった
ことを受け、飼養者は設置数を 7 ～ 10 個
に倍増。今後は、課題として A 農場の換
気向上並びに B 農場の温度確保のために
換気条件等の検討を加え対策を継続する
とともに、地域への啓発・普及を積極的
に進めていきたい。

265.立毛放牧による牛血液成分への影響
～技術普及に向けて～：秋田県中央家保

田中宜久、工藤一磨
飼料価格の高騰が続く中、畜産経営の

安定のためには、飼料自給力の向上が重
要。そのため、県では県内の豊富な水田
資源を活用し、水田放牧した牛に立毛水
稲を採食させる実証試験ほを設置。当所
では、この技術普及の一助とするため、
飼料用稲の採食による栄養的な影響を管
内２箇所の試験ほで調査。放牧前の舎飼
時に 1 回目、放牧終了時に放牧牛及び舎
飼牛について 2 回目の血液生化学検査を
実施。結果、BUN、βカロチンは試験ほ
ごとに異なる変動。ビタミン E は両試験
ほとも増加。その他の検査項目に大きな
変動はなし。畜主等からの聴き取りによ
り、BUN の変動は放牧前の給与飼料や放
牧時の補助飼料の給与方法、ビタミン E
やβカロチンは採食時の飼料用稲の生育
ステージの差により影響を受けたと推察。
これらのことから、今後、立毛放牧を進
める上で、給与飼料成分値の確認や放牧
前及び放牧期間中における牛の栄養状態
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の把握が事故防止には重要。

266.新たな増頭対策として交雑種を受胚
牛とした ET 利用組合への活動支援：秋
田県北部家保 小林政樹、佐藤伸行

管内の牛受精卵移植(ET)は、肉用牛農
家を主体とした ET 利用組合と酪農及び
管外肉用牛農家が連携したグループ体制
により推進。平成 18 年、新たな増頭手段
として交雑種を受胚牛とした I・ET 利用
組合が発足。
I 組合は、4 戸で構成され、A、B 農家が
採胚牛、受胚牛を提供、C 農家が A、B
の飼育管理を行い D 農家が移植を実施。
A 農家の採胚及び受胎成績が劣っていた
ため、改善指導。A 農家は、豊富な自家
産のイネホールクロップサイレージ(WC
S)単独給与のため、CP 充足率が不足(84
%)。飼料給与の見直しと短期放牧の活用
により、受胎率は 40.9 から 46.1 ％、採卵
における正常胚率は、19.2 から 45.2%と
向上。A 農家の成績向上に伴いＩ組合の
運営も軌道に乗り、生産した ET 産子を
加えると優良雌黒毛和種が 11 頭から 34
頭に増加し着実に繁殖基盤を整備。今後、
雄産子の肥育体制の確立に向けてＩ組合
の活動支援に努めたい。

267.肉用牛規模拡大と経営効率化の展開
：秋田県南部家保 千田惣浩、相澤健一

管内 S 農家は、黒毛和種繁殖農家で大
規模モデル経営体等重点指導事業や夢プ
ラン応援事業を取り入れ、関係機関の行
政支援のもと、施設整備を伴う飼養規模
拡大を実現。一方、飼料価格の高騰を受
け、県では緊急対策事業の水田フル活用
の一環として飼料用稲の立毛放牧利用実
証試験を開始。管内では当農家が飼料自
給率の向上、管理の省力化を目的に本事
業に参加。当所では従来の家畜衛生対策
や牛群改良のための採卵・移植の技術支
援に加え、現場指導型のフォローアップ
対策を実施。放牧直前の一般血液生化学
検査、駆虫対策、飼料用稲採食後の血中
ビタミン濃度等を検討したところ、健康
の指標となる検査項目の著変や寄生虫感
染は確認されなかったが、繁殖性の指標
となるビタミン A 及び E の測定値は上
昇。また、下牧後正常に子牛を分娩。今
後、当農家は地域的季節制約はあるが、
本実証試験成果を踏まえ、更なる規模拡
大と経営の効率化を推進。当所も他機関
と連携強化し濃密指導を継続。

268.フリーストール牛舎の搾乳施設の消
毒効果：茨城県鹿行家保 山下薫、吉岡
圭輔

管内フリーストール牛舎において、搾
乳施設の消毒後、山砂を敷料としていた

牛床の細菌数及び搾乳牛の乳汁中の細菌
数と体細胞数が減少したのでその概要を
報告。複合塩素系消毒薬で動力噴霧器を
用いて搾乳施設の消毒を 3 日間実施。消
毒前後の牛床の大腸菌群とコアグラーゼ
陰性ブドウ球菌(CNS)及び搾乳牛 5 頭の
乳汁中の細菌数と体細胞数を測定、比較
するとともに牛群検定の成績を参照。消
毒開始から一週間後の牛床の大腸菌群数
は 44 ％、CNS 数は 45 ％減少。消毒開始
から 6 日後の搾乳牛 5 頭の体細胞数につ
いて、消毒前に 100 万/ml を超えていた 2
頭で 80 ％、1 頭で 16 ％減少。これら 3
頭の乳汁中の細菌数は、総菌数、大腸菌
群数、CNS 数についていずれも減少。牛
群検定の成績を参照したところ、搾乳牛
の体細胞数の平均は 26 万/ml から 16 万/m
l と 38 ％減少。搾乳施設の消毒による牛
体及び牛床の細菌数の減少が体細胞数の
減少に寄与したものと推察。搾乳施設の
定期的な消毒が牛舎環境の衛生状態の向
上及び乳房炎低減に有効である可能性が
示唆。

269.浅間家畜育成牧場の新たな取り組み
：群馬県浅間家畜育成牧場 吉田真琴、
中原大輔

今年度から農家の希望等により以下の
取り組みを実施。①夏季の繁殖和牛受託(3
3 頭)：馴致期間後は乳用牛と別群で管
理。受胎率は 58.3%(繁殖実施 24 頭、未
妊確 10 頭)。退牧までの増体日量(DG)は
0.40kg。放牧前半は増体が少なく下痢も
みられたため、飼料給与量等の検討が必
要。②夏入牧の実施：受託頭数確保のた
め、7 月に乳用牛 61 頭を受託。馴致期間
(14 日間)のみ配合飼料を給与し、以降放
牧と乾草給与で管理。入牧後 1 ヶ月の DG
は春入牧と同等の 0.60kg。また、飼養環
境向上のため以下の取り組みを実施。③
未繁殖牛の集中管理：発育不良や生殖器
未発達により繁殖遅延の夏季牛(30 頭)に
ついて、栄養状態の改善と繁殖治療等の
管理を行うため舎飼いを実施。④秋入牧
牛の馴致：従来の給与飼料に加え、ヘイ
キューブ 0.7kg/日/頭給与。入牧後 1 ヶ月
の DG は昨年度 0.47kg から 0.60kg に改
善。⑤アブトラップ設置：アブによるス
トレス及び牛乳頭腫の軽減を目的。

270.県内初搾乳ロボット導入の効果：埼
玉県中央家保 内城衣里子、長妻義孝

平成 21 年 3 月、県内で初めて当管内の
酪農家に搾乳ロボットが導入されたので
導入後 7 か月間（4 月～ 10 月）の効果を
検証。なお、当酪農家では農場内でふれ
あい体験等を実施しており、農場を見学
用に開放。前年の同期間と比較した結果、
1 日の搾乳に関する作業の軽減（計 6 時



- 61 -

間から 1 時間）、自給飼料作付け面積の拡
大による収穫量の増加（375 ロールから 5
82 ロール）、1 日当たりの搾乳回数増加（2
回から平均 2.7 回）、乳質の改善（乳脂肪
率 3.57 ％から 3.62 ％、無脂乳固形分 8.67
％から 8.74 ％、体細胞数 239 千/ml から 2
19 千/ml、総菌数 29 千/ml から 25 千/ml）、
農場内売店におけるジェラートアイスの
売上増加（118 ％）を確認。以上のこと
から、搾乳ロボットシステムは当酪農家
にとって有益なシステムであることが示
唆。

271.乳用種・去勢牛を活用した耕作放棄
地対策：山梨県東部家保 石田昌弘、輿
水佳哉

耕作放棄地対策としての牛の放牧は、
全国的に繁殖和牛での取り組みが推進さ
れているが、導入での初期投資が大きい。
そこで、新たに放牧を開始する耕種農家
には、乳用種・去勢牛からの放牧を勧め、
その後、繁殖和牛の放牧に転換すること
を提案。乳用種・去勢牛の放牧は、廃果
樹園、休耕田、林地など様々な放牧地で、
繁殖和牛の放牧と同程度の耕作放棄地の
解消が可能。また、放牧中、イノシシな
どの野生動物の被害は確認できなかった。
一定期間の放牧後、食肉市場へ出荷し、
放牧牛肉のブランド化を視野に入れた食
味検査を実施。放牧に取り組み易くする
ため、乳用種・去勢牛は、冬期の飼養管
理を省く１シーズン放牧を、繁殖和牛に
転換した後は、冬期の管理、種付けを公
共牧場に預託する方法を提案。今後も市
町村、農業委員会、関係機関等と一体と
なった指導を継続し、耕作放棄地の解消
と本県肉用牛増頭に向け耕作放棄地放牧
を推進していく。

272.耕作放棄地等への肉用牛放牧指導：
山梨県西部家保 神藤学、細田紀子

西部地区放牧研究会（当所事務局）に
て普及資料を配布、現地研修会等を開催、
実証モデル農場を設置し技術指導と実証
展示に取り組む。[実証モデル農場の取組]
約 130a の耕作放棄地に繁殖牛 2 頭を放牧
（H19 年度 :約 4 ヶ月、H20 年度:約 5 ヶ月、
H21 年度:6 ヶ月）。秋季に灌木類刈り払い
と牧草播種（H19 年度 :約 30a、H20 年度:
約 20a、H21 年度:約 35a）、草地へ簡易転
換。[指導効果]繁殖牛提供農場では約 32
0 円/頭/日の経費削減、繁殖牛計 4 頭が分
娩。超音波診断装置で早期妊娠診断し放
牧牛を選定することで、十分な馴致と放
牧期間を得た。放牧により簡易に耕作放
棄地を牧草地等の生産基盤へ再生、耕作
放棄地の保全や再生、景観改善効果等、
放牧の多面的効果を実証。農家や地域住
民等へ耕作放棄地放牧の理解醸成。新た

な取組事例につながった。管内放牧面積
は、平成 18 年度約 340a から平成 21 年度
約 780a まで拡大。引き続き、肉用牛繁殖
農家の育成や耕作放棄地の解消の一方策
となるよう、関係各機関の連携を強化し、
放牧を推進していく。

273.信州プレミアム牛肉生産に向けた農
家が主体的に取り組む農場ＨＡＣＣＰシ
ステムの構築：長野県佐久家保 木内英
昭
信州プレミアム牛肉を生産する管内の

「信州あんしん農産物」認定農場に対し、
農場自らが管理基準のチェックから効果
の検証までを行う HACCP 実践システム
を提案した。HACCP の検証には食品衛生
サイドで活用されている ATP テスターを
応用した。肉用牛飼養現場における ATP
テスターのカットオフ値(目標値)は、家
畜保健衛生所が施設の肉眼的な衛生状態
と清掃段階毎の細菌数から、飼槽、水槽、
給餌器具について設定した。農場では、
マニュアルに基づく管理基準項目のチェ
ック及び ATP 値による効果の検証を行
い、家畜保健衛生所は定期的な記帳確認、
衛生管理チェック及び O157 等の細菌検
査を担当した。システムの実践により農
場側の衛生管理意識が飛躍的に向上し、
高いレベルで衛生状態が保たれている。
本年８月、農場 HACCP 認証基準が公表
され、畜産物の安全・安心への関心が急
速に高まっている現在、農場が主体的に
HACCP を実践することは、信州プレミア
ム牛肉のブランド価値の向上に寄与する
ものと考えられた。

274.Ａ酪農家の生産性向上に対する指導
事例：長野県佐久家保 青木一郎

Ａ酪農家の生産性向上を図るため、繁
殖検診、乳質向上対策、病性鑑定等総合
的指導を実施した。繁殖関係では、月 1
回の繁殖検診の結果、JMR が 40 日以上と
長く、詳細調査により流死産等の散発を
確認。抗体検査の結果、ネオスポラ症の
関与が疑われ、陽性個体の淘汰等の対策
により､ 2008 年 12 月以降 JMR は 35 以下
に改善された。乳質関係では、体細胞数
が高目に推移していることが定期的な牛
群検定成績のチェックにより判明｡個体乳
及び黄色ブドウ球菌保菌牛の各分房乳の
細菌検査を実施し、治療プログラムを検
討。分娩後の再検査､淘汰等を行い、2009
年 7 月以降､牛群検定の平均体細胞数が 2
0 万以下に減少、平均リニアスコアも 3
以下となった。また、定期巡回時に、尾
の脱落した子牛に遭遇、病性鑑定により、
クリオフィブリノーゲン血症と判明｡寒冷
対策等により仔牛の損耗防止を図ること
ができた｡生産者との連携を密にした、繁
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殖・乳質等の総合的指導が農場の生産性
向上の一助となった。

275.牛群検定成績等を活用した飼養管理
改善：長野県松本家保 市川憲一

平成 19 年 9 月から、経産牛約 320 頭を
飼養する大型酪農経営に対し、関係機関
による継続的な支援を実施。主に繁殖検
診を専門酪農協、給与飼料（ＴＭＲ）を
畜産試験場と農業改良普及センター、乳
房炎、生乳衛生を家保が担当。月 2 回の
繁殖検診に合わせ関係者が農場に会して
ミーティングを実施。ＢＣＳ、毛艶、乳
房炎発生状況等と合わせ、牛群検定やバ
ルク乳検査成績をモニターしながら、粗
飼料の品質や切断長のチェック、リニア
スコア（体細胞数）の確認等を行い、課
題があればその都度検討し改善策を提示、
実行。その結果、支援前と比べ、ＪＭＲ
（受胎の遅れの指標）は約 31 日短縮、平
均乳量は約 5kg/日増加。また、初産牛割
合が減り、３産以上の経産牛割合が増加
して牛の耐用年数が伸長。牛群検定等の
成績は、常に変化する牛群の状況を総合
的・客観的に把握し、的確な改善策を講
じるための必須情報であり、生産性や効
率性の向上と生産コスト低減のために不
可欠であると考察。

276.農家の意識改善に重点をおいた乳質
改善指導：長野県佐久家保 高山省三

乳質改善は、良質な牛乳の供給と乳量
増産が目的。体細胞数の多い農家は、搾
乳衛生が問題｡しかし､分かっていても搾
乳手順は改善されない。改善を進めるた
め、農家の意識改善に重点をおいて指導。
①搾乳手順②ミルカー能力③乳汁細菌検
査④乳質検査データを調査し、その結果
に基づき講習会スタイルで改善点を提示。
講習会は従業員全員を対象に開催。家保
担当者はプレゼンテーション研修などを
受講し、表現力をスキルアップ。「乳頭清
拭」などにテーマを絞り、写真や動画を
使用し、分かり易く説明。Ａ酪農部会、
１０戸を対象に搾乳立会・検査、講習会
を２回繰り返し実施｡講習会では部会内優
良農家の紹介や農家間の比較をし､搾乳手
順の改善を指導。体細胞数ランクＢ以下
（３１万／ｍｌ以上）の割合が１割以上
あった農家、５戸中４戸が改善。残り１
戸も手順の改善を検討中。一番改善がみ
られた農家では、指導開始後半年間の乳
質改善奨励金が３４４千円と大幅に増収。

277.受精卵移植を活用した和子牛生産体
制づくりへの取り組み：富山県東部家保

先名雅実、竹野万理子
和牛繁殖農家（繁殖農家）の牛群改良、

規模拡大、出荷頭数増加を目指し受精卵

移植（ET）を活用した和子牛生産体制づ
くりを検討。繁殖農家 1 戸と酪農家 13 戸
を選定し、家保、畜産研究所、開業獣医
師等の関係者が役割と連携を協議。繁殖
農家は自農場で採卵した受精卵の提供と
産子引き取り、酪農家は受卵牛の提供と
産子の 1 週齢までの哺育を担当。産子価
格の設定など取引条件と役割を事前に取
り決めた。採卵は家保、受精卵の凍結は
畜産研究所、ET は開業獣医師が主に担当
した。繁殖農家の黒毛和種 7 頭から採取
した正常卵 45 個のうち 38 個を酪農家の
ホルスタイン種 38 頭に移植した結果、19
頭が受胎。現在までに 7 頭が分娩。産子
は繁殖農家に引き取られた。行政機関だ
けでなく開業獣医師等と連携し県内広域
で ET を活用した和子牛生産ができる体
制を構築。産子取引条件の事前取り決め
や関係機関の密な連携により和子牛生産
体制は円滑に稼動。

278.牛受精卵採取器具及び手技の改善：
富山県西部家保 牧坂敦、加納直人

農家で牛受精卵の採取（採卵）を行う
際、従来の方法では器具が扱いにくく、
作業手順が煩雑。そこで市販の物干しス
タンド等を活用、採卵器具等を「採卵セ
ット」に纏め装備。これまで 1 ℓボトルで
3 本必要な潅流液を 3 ℓボトル 1 本に変
更、受精卵回収シャーレ（セルコレクタ
ー）と共に専用のホルダーを考案。また、
新鮮卵移植対応の保温箱を作製、移植器
に受精卵ストローを装着して輸送。更に、
シリコーン製バルーンカテーテルの再利
用を検討。「採卵セット」は採卵現場近く
に設置、術者は必要な器具を自在に入手。
潅流液ボトルの変更、セルコレクターホ
ルダーの作製は、潅流液や回収液の汚染
リスクが減少、2 名で採卵が可能。保温
箱は受精卵を安定温度で輸送、農家へ搬
入直後、移植可能。また、シリコーン製
バルーンカテーテルは、オートクレーブ
滅菌で再利用を確認。今回工夫した採卵
器具及び手技は、農家採卵の作業軽減、
時間短縮、経費節減に有効。

279.哺乳ロボットを導入した和牛繁殖農家
の衛生管理手法：富山県東部家保 稲垣達
也、前田尚子

繁殖和牛 78 頭など、計 146 頭を飼養す
る和牛繁殖農家において、経営規模拡大
に伴い省力化のため哺乳ロボットを導入。
哺育牛群飼による飼養衛生管理を改善す
るため、「哺乳ロボットによる衛生管理マ
ニュアル」を作成。特徴は日齢管理に重
点を置き、哺育牛の確実な移動を実現。
内容は①分娩後、初乳の摂取を確認。②
４日齢で親子分離、単飼房に移動、1 日 3
回 3L 代用乳給与。③ 14 日齢から 30 日齢
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の間で約 10 頭の群を構成、哺乳ロボット
の牛房に移動。 ④ 30 齢から 45 日齢の間
で、３混ワクチンを接種。⑤ 60 日齢以降
育成舎に移動。指導後の哺育牛の発育不
良は認められず、病性鑑定頭数も指導前
の月あたり 6.6 頭から月あたり 2.0 頭に減
少。本マニュアルによる指導で①大規模
化、群飼に有効。②理解が簡単、受け入
れやすい。③実行も容易。④疾病発生の
減少に効果。⑤発育不良は認められずと
の成果が得られた。

280.体細胞数の検査を主体とした乳質改
善指導とその成果：富山県西部家保 中
村吉史宏、後藤利隆

A 農場で California Mastitis Test 変法(以
下 PL テスト)に基づき乳質改善指導を実
施したが、体細胞数は改善されず。そこ
で、PL テストの反応と Breed 法で測定し
た体細胞数の関連を調べるため、個体乳
25 検体を用いて各々の測定値の分布を調
査。PL テストで 2+以上の陽性反応を示
した 15 検体は体細胞数が多くなる傾向が
あったが、PL テストで陰性の 9 検体中 6
検体が、40 万個 /ml 以上の体細胞数であ
ることが判明。そこで、個体毎の体細胞
数の検査を主体とした乳質改善に取組む。
先ず、A 農場で搾乳牛 42 頭全ての個体乳
を乳量計で採材し、Breed 法により体細胞
数を測定後、各個体の体細胞数に、乳量
を乗じた数値を算出し、この数値の多い
順にリストを作成。この順に生乳の出荷
を停止。その結果、102 万個 /ml あったバ
ルク乳の体細胞数が、対策 1 日後に 24．
2 万個 /ml まで減少し、有効性を確認。

281.hCG 製剤ならびに定時プログラムを
活用した牛受精卵移植の取り組み：石川
県北部家保 村上成人、一二三誓祐
平成 16 ～ 19 年度における当所の受精

卵移植（ET）実績は、受胎頭数 5 ～ 15
頭で推移、移植率（移植頭数／依頼頭数）
は 50%程度と低く、移植率の改善と受胎
頭数の増加が課題となった。そこで、hC
G 製剤の投与および定時プログラムを活
用して、ET 産子の増産に取組んだ。平成
20 年 4 月以降、経産牛 80 頭を対象とし、
hCG 投与群は、発情後５日目に黄体機能
が不十分と診断した 57 頭について、hCG
製剤 1500 ～ 3000IU を筋肉内投与し、定
時 ET 群は、発情不明瞭な 23 頭について、
3 種類の発情同期化プログラムで実施し
た。その結果、hCG 投与群は、受胎頭数
22 頭、受胎率 39%、定時 ET 群は、受胎
頭数 12 頭、受胎率 52%。全体の成績では、
平成 20、21（10 月末移植実施分まで）年
度で、移植率 73 ％、92 ％、受胎頭数 33
頭、29 頭、受胎率 38 ％、42 ％であり、
移植率の向上、受胎頭数の増加がみられ、

今後の ET 産子の増産が見込まれた。

282.家畜改良に主眼をおいた酪農指導：
滋賀県家保北西部支所 田中裕泰、前井
和人

酪農家の経営安定を図るためには、飼
養管理技術の向上指導が不可欠であるが、
遺伝的能力向上に関する指導も重要な使
命である。酪農で家畜改良と言えば種雄
牛の選定を表し、今年度は以下のことを
実施した。
トップ 40 のなかからタイプ別、価格別に
12 頭を選定し、北西部支所管内の推奨種
雄牛とした。つぎに、そのなかから農家
ごとの推奨種雄牛を選定するという作業
をおこなった。牛群検定の家畜改良情報
をもとに、牛群審査の体型調査の結果と、
農家の改良希望を勘案して、その農家に
合った推奨種雄牛を選定した。農家別推
奨種雄牛は、農家の飼養規模に応じて 2
～ 4 頭選抜した。その後、近年全国的に
問題になっている近交係数と能力を考慮
し、個体ごとの交配指導を実施した。ち
なみに、一頭当たりの推定増収額を試算
してみると、71,598 円であった。

283.和牛繁殖農家の飼養実態と子牛死廃
率との関連：滋賀県家保 森川武司、三
松美智子

県内の肉用繁殖牛の飼養頭数は増加傾
向にあるものの、飼料費の高騰等による
子牛生産費が増加しており、生産性向上
を図ることが重要。そこで、本年度、管
内 26 戸中 25 戸について飼養管理方法等
について聞き取り調査を行うとともに、
子牛の死廃率との関連について検討。ま
た、飼養方法の異なる 3 戸 59 頭について
母牛の血液性状（GLU,T-cho,VitA.E,BUN)
を調査。結果は、子牛に初乳製剤や抗寄
生虫薬、ビタミン投与などを実施してい
る農家で死廃率が低い傾向。また、母牛
への増し飼いおよびビタミン増給を実施
している農家の子牛死廃率は低く、母牛
の栄養状態が子牛の健康状態にも影響を
与えている可能性が示唆。血液検査によ
り、増し飼いやビタミン増給を未実施で、
子牛の死廃率が高い牛群は検査値が低値
であり、母牛が低栄養状態であることを
確認。今後はさらに母牛の栄養状態の数
値的なデータを増やし、適正な飼養管理
方法の指標を作成し、和牛繁殖農家の生
産性向上に取り組む。

284.管内酪農団地の乳用子牛育成指導の
取り組み：大阪府南部家保 津山桂子、
虎谷卓哉
管内一酪農団地(農家数 15 戸、搾乳牛 9

00 頭飼養)で、後継牛の自家育成と地域
住民とのふれあいを目的に、放牧場を備
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えた乳用子牛育成施設の整備が決定、当
団地に乳用子牛の育成技術指導を実施。<
内容>①各戸の哺育管理状況を調査。初乳
給与･飼養場所･哺育器具の消毒･離乳方法
等に不備があったため個別指導の上、講
習会を実施。②当団地では離乳以降の集
団飼育は未経験のため、講習会にて育成
プログラムを提示。③施設運営管理ルー
ルの作成を指導。④各戸から集まる子牛
が疾病を持ち込まないよう入牧前検査を
実施。⑤入牧後の健康状態･育成状況を定
期的に調査。<結果>平成 20 年 4 月以降、
5 農家 8 頭が当施設を利用し全頭発育順
調。しかし施設運営管理ルールが守られ
ず、ステージの異なる牛の同居等問題が
発生。ルール遵守と放牧場を仕切る等、
施設の改善を指導。今後も優良な後継牛
確保のため検査･調査を継続し、ふれあい
施設として公開の際は衛生管理面での指
導を強化する予定。

285.粗飼料多給型子牛の肥育成績による
今後の推進方策：兵庫県和田山家保 松
本怜子、木伏雅彦
発育良好な子牛の供給と市場の活性化

を目的に、粗飼料多給型子牛 (本牛)を「す
くすく草育ち」と認定し、市場出荷。本
牛と同時期に肥育された対照牛の枝肉成
績を比較調査。本牛の導入時体重、枝肉
単価、枝肉重量(CW)、ロース芯面積(R
A)、バラの厚さ(RT)、皮下脂肪厚、脂肪
交雑、肉質等級の平均はそれぞれ 245kg、
2,490 円/kg、415kg、50.5 ㎝2、6.5 ㎝、2.2
㎝、5.8、3.8。対照牛と比較して CW は有
意に大きく、枝肉単価と RT も良好。肥
育農場 A(同一牛房に本牛 1 頭と対照牛 3
頭飼養)、B(同一牛房に本牛 4 頭飼養)の
枝肉成績を比較し飼養管理の影響を検討。
A 農場は本牛の CW が有意に向上。B 農
場は本牛が肥育期の増体良好、肥育初期
の粗飼料摂取量及び期間全体の飼料摂取
量増加傾向、血中 TCHO 値、BUN 値の推
移にも反映。CW、RT で有意差、RA も
向上、内臓廃棄率は低下。今後も本牛の
子牛育成マニュアルを育成技術の基礎と
して推進。肥育期の飼養方法を改善し枝
肉成績の高位安定化を図る。

286.淡路地域における粗飼料多給子牛「す
こやか子牛」推進事業の取り組み：兵庫
県洲本家保 大田康之、田原和彦

すこやか子牛推進事業は 4 年が経過、
肥育結果を加味し成績を検討。関係機関
と協議会を設立、飼養管理マニュアルの
作成、事業計画などを推進。定期的にモ
デル農家を巡回指導し、子牛市場で発育、
販売状況を調査。その結果、参加農家 36
から 43 戸に増加、市場総出荷頭数は 1,14
1 頭と好調。参加牛の体高は但馬牛の標

準発育値以上で推移、子牛市場価格比 1.0
56（去勢）、 1.065（雌）で販売。肥育成
績調査のために枝肉研究会を開催。肥育
農家との具体的な意見交換により繁殖農
家の生産意識向上。肥育農家は「病気を
しない」「飼い直しが少ない」と好評で生
産頭数増加を要望。研究会は食肉センタ
ーでも好評であり、枝肉成績の還元体制
を確立。枝肉成績を検討した結果、脂肪
交雑、肥育日数に大きな差はなかったが、
枝肉重量は重く、脂肪壊死塊の分布、程
度で軽減し、育成期に過肥にしなかった
影響と考察。本取り組みは繁殖農家、肥
育農家の双方に有益であり今後さらに普
及推進を図る。

287.熊野牛子牛の疾病予防プログラムの
効果：和歌山県紀北家保 山中克己、福
島学

子牛の肺炎・腸炎の予防対策には畜産
関係者の考え方を統一することが重要。
どの繁殖和牛農家でも通用し、かつ安価
で少ない手間でできる子牛の疾病予防プ
ログラムを作成、その効果を検証。管内

初の実施農家において診療費用は実施
前後で約 82 ％削減、子牛死亡は 0 頭に減
少、出荷牛の日齢体重は増加。費用対効
果が認められたため管内の繁殖和牛農家
に対し地域衛生管理体制整備事業の一環
で講習会を開き具体的な内容・方法を説
明し実施を促した。その後順調に実施農
家が増え、「経営が安定してきた」、「飼養
管理が簡単になり仕事に余裕ができた」
など反応は良好。肥育農家からは「プロ
グラム牛の価値を理解したのでどんどん
増やしてほしい」との意見。プログラム
実施により発育良好な肥育素牛が増え子
牛市場が活性化すれば、熊野牛増頭やブ
ランド力の強化を図れる。今後は県内の
実施農家をさらに増やし、プログラムを
軸としてさらにレベルの高い子牛増産へ
繋げる。

288.受精卵移植（ET）による肥育素牛供
給体制確立に向けた取り組み：島根県江
津家保 徳永清志、石川初

平成 19 年 10 月から 1 酪農家で和牛受
精卵を移植し、1 肥育農家がその ET 産子
を肥育素牛として導入する地域内肥育素
牛供給体制確立に向けた取り組みを実施。
対象農場は同一市内にある N 農場（酪農
経営約 150 頭飼養）及び O 農場（肥育経
営約 450 頭飼養）。N 農場に対し、ET 技
術研修会の開催（2 回）、ET 資材の供給、
衛生対策指導を実施。H21.12 月末までに
70 頭移植し 24 頭の受胎。受胎率 35.8 ％。
O 農場に対し、ET 産子の哺育施設の整備
・消毒及び哺育・育成技術の指導、供卵
牛候補の導入、採卵による受精卵の確保
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等の指導を実施。H21.1 月現在合計 11 頭
導入。H22.4 月以降、月 2 ～ 3 頭ペース
での導入体制を確立。今後、ET 及び哺育
・育成技術の更なる向上を図ると共に必
要な受精卵確保のための供卵牛候補の更
なる導入を検討。

289.黒毛和種肥育農家の枝肉成績向上対
策（第１報）：島根県出雲家保 森脇俊輔、
森脇幸子
平成 20 年度の肉質格付け等級 4 以上率

が 34.8 ％の農家に対し、県関係機関およ
び JA で肉質向上対策を実施。血液プロフ
ァイリング、発育、飼料給与状況の調査
と検討会とを毎月交互に開催。各種調査
で得られた課題に対して、ビタミンＡ（V
it.A）制限開始の目安を導入後月齢から生
後月齢へと変更、Vit.A 制限時期の盗食防
止および個体観察力の向上対策を実施、
生後 22 ヶ月齢以降の Vit.A 剤の投与方法
を変更。結果、取り組み前と後の血液 Vit.
A 値（IU/dl）は、約 16 ヶ月齢が 98.7 ± 3
2.4 と 60.0 ± 13.1(P<0.05)、24 ヶ月齢以
降が 22.2 ± 8.0 と 46.9 ± 8.6(P<0.01)、同
様に血中総コレステロール（mg/dl）は、
24 ヶ月齢以降が 139.7 ± 26.9 と 170.4 ±
24.6(P<0.05)であり、対策の効果を確認（平
均値±標準偏差）。詳細な調査、課題の明
確な提示、解りやすい成績書の作成によ
り早期改善が可能。今後、調査牛の枝肉
追跡調査、効果検証、調査ポイントの簡
便化により、管内肥育農家への波及を図
る。

290.益田地域における受精卵移植（ET）
事業実績：島根県益田家保 大元隆夫、
藤原和隆
益田地域における ET 事業は、各地区 E

T 協議会および畜産関係機関からなる益
田地域 ET 事業推進協議会により運営さ
れており、平成 16 年度以降の年度毎の農
家型採卵事業実績は、実施頭数 10 頭前後
で推移し、1 頭当たりの採卵個数は 5.9 ～
20.3 個と年度毎に差を認めた。ET 事業実
施当初からの移植頭数は年間 100 頭程度
であり、受胎率については当初 30%程度
であったものが、その後徐々に上昇し、
ここ数年は 50%前後を維持しており良好
な成績で推移。ET 産子調査の結果、当地
域の特色として ET メス産子の地域内保
留が推進されており、本年度、その保留
率は繁殖牛全体の 17.8%であった。子牛
市場調査の結果、平成 16 年 1 月～平成 2
1 年 11 月までに益田地域から西部子牛市
場に出荷された ET 産子については、子
牛市場平均と比較して１日当たり増体量
に差を認め無かったが、その販売価格に
ついては市場平均価格を 100%とした場
合、去勢で 107.6 ％、メスで 116.7%であ

り、ET 産子が高い評価を得ていることが
判明。

291.広島牛里山放牧の取り組み ～繁殖
雌牛増頭に向けて～：広島県西部家保
井脇吉淳、宮本悟

広島牛による林地里山の再生利用を図
るため，県単独事業を活用し，繁殖牛放
牧組織を設立。荒廃した林地里山の再生
利用に必要な放牧技術，効果を実証し，
技術普及に努めた。平成 21 年 8 月から 1
1 月まで、繁殖雌牛 15 頭を管内の里山で
放牧。放牧地は、草量を確認しながら 3h
a から 8ha まで徐々に拡張。放牧資材は、
ソーラー式電牧器等による簡易電気牧柵
を使用。①放牧期間中は、舎飼いと比べ、
飼料費約 9 割、労働時間約 7 割削減でき、
経営改善効果を確認。②里山の荒廃化が
解消され、大幅な景観改善効果を確認。
③簡易電気牧柵は、起伏に富む里山でも
容易に放牧ができ、里山放牧技術を実証。
④放牧経験牛を多数育成。経営改善効果
は繁殖農家の増頭意欲高揚に、景観改善
効果は耕作放棄地対策に、里山放牧技術
は獣害抑制効果が期待できる放牧ゾーニ
ングに、放牧経験牛は集落法人等へ貸し
出し、今後の繁殖雌牛導入に、それぞれ
活用する。

292.CIDR ショートプログラムによる繁殖
性改善の試み：山口県北部家保 直井秀
明、水原孝之

平成 20 年 12 月から平成 21 年 11 月ま
で、無角和種振興公社（繁殖雌牛 65 頭）
にて CIDR ショートプログラムによる定
時人工授精（TAI）を実施。直腸検査で
①卵巣静止と診断した牛 10 頭、②鈍性発
情で発情後１から６日目と診断した牛５
頭にショートプログラムを実施。そのプ
ロトコルは、CIDR 挿入時（０日目）に E
2 １ mg 投与、８日目に CIDR 抜去・PG50
0 μ g 投与、９日目に E20.5mg 投与、そ
の 24 時間後 TAI 実施。従来法として③卵
巣静止と診断した牛９頭に GnRH 単独又
はＰＧ併用。④鈍性発情で明瞭な黄体確
認牛 59 頭にＰＧで発情誘起。③、④は処
置後発情確認し適期に AI。発情発現率は、
① 100 ％(10/10)、② 100 ％(5/5)、③ 66.7
％(6/9)、④ 98.4 ％(58/59)で、処置後授
精実施牛の初回授精平均日数は、① 10.0
日、② 10.0 日、③ 35.8 日、④ 3.0 日。受
胎成績は、① 50.0 ％（5/10）、② 60.0 ％
（3/5）、③ 33.3 ％(2/6）、④ 39.7 ％（23/5
8）。本プログラムは、卵巣静止牛及び鈍
性発情牛の空胎期間短縮に有効と推察。

293.地域における「阿波牛」肥育素牛生
産体制の確立：徳島県西部家保 笠井裕
明、松英百合子
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野外採卵において余剰の黒毛和種受精
卵を有効活用すると共に、ﾌﾞﾗﾝﾄﾞ牛「阿
波牛」の肥育素牛生産振興の一環として、
中核酪農家２戸と和牛繁殖農家３戸の連
携を検討。和牛繁殖農家３戸で生産した
受精卵を酪農家の受胚牛に移植し、ET 産
子誕生直後に一定価格で繁殖農家が買い
取り県内競り市場での販売を計画。繁殖
農家の採卵及び酪農家の移植は家保、検
卵凍結融解は畜研が担当、また、各農家
の飼養・衛生管理・育種改良指導も家保
で実施。各農家及び家保並びに研究員間
ではｿｰｼｬﾙﾈｯﾄﾜｰｷﾝｸﾞｻｰﾋﾞｽ(SNS)を利用
し、技術の解説とバイテク関連知識を啓
蒙。

Ｈ２０は余剰受精卵９個を酪農家に提
供し４頭の ET 産子を生産し１頭１０万
で買い取り現在哺育中。Ｈ２１は１０頭
に移植し６頭妊娠中。今後は、年間生産
頭数２０頭を目指して取り組む予定。

294.公共放牧場利用促進に関する一事例
：徳島県西部家保 福見善之、刈谷亮介

粗飼料自給率の向上・労働力軽減のた
め放牧場利用は有効な手段である。しか
し、農家戸数の減少等により公共牧場へ
の入牧頭数は減少傾向にある。管内 M 市
が運営する繁殖和牛牧場においても同様
な理由から H20 には休牧となった。H21
から同牧場において指定管理者制度が導
入されることとなり、当所・和牛改良組
合（組合員 35 戸）等関係者で協議。家保
が衛生・繁殖管理をﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟすることと
し、和牛改良組合が指定管理者として応
募し、承認された。H21 の入牧頭数は、2
0 戸 35 頭確保。当所は、入牧前の衛生検
査、放牧期間中月 1 回の衛生検査、留置
型黄体ﾎﾙﾓﾝ製剤・PG ｱﾅﾛｸﾞ製剤による発
情同期化・AI を実施。放牧病・事故等な
く退牧。AI 希望牛 14 頭中 8 頭が受胎、
受胎牛には長期不受胎牛も含まれた。指
定管理者による牧柵の修繕・草地管理等
による健全な運営管理が行われている。

295.腕山放牧牛における胚移植(ET)成績
：徳島県西部家保 松英百合子、笠井裕
明

腕山放牧場に入牧した 25 頭のうち、一
市二町の 8 頭に ET を実施。供試牛はホ
ルスタイン種育成牛(入牧時 12 ヶ月齢か
ら 30 ヶ月齢)。入牧後 73 日目に一回目の
PG を投与。その 14 日後に二回目の PG
を投与し、全頭発情同期化。ET 前日に黄
体確認し、全頭移植可能と診断。7 頭に
黒毛和種新鮮 A ランク胚、1 頭にホルス
タイン種性判別ガラス化保存胚を ET。妊
娠鑑定は ET 後 27 日目に実施。ET 時に形
成されていた黄体が継続して存在するも
のを妊娠と診断。その結果、8 頭中 5 頭

の妊娠を確認。また、発情回帰した 3 頭
について、2 回目の ET を実施。同様の黒
毛和種胚を移植し、退牧後の妊娠鑑定に
よって 3 頭中 2 頭の妊娠を確認。

以上のことから、移植回数 2 回での延
べ頭数 11 頭の受胎率は 63.6 ％、実頭数 8
頭の妊娠率は 87.5 ％となり、腕山放牧場
における ET 受胎率は高いことが認めら
れた。

296.マイクロプレートを用いた乳中尿素
態窒素測定方法の検討：愛媛県家畜病性
鑑定所 鈴木麻有香
乳中尿素態窒素（MUN）は蛋白質代謝

の 終産物のひとつであり、給与飼料の
エネルギーと蛋白質の栄養バランスの指
標として全国的に活用されている。本県
においても、乳用牛群の栄養状態を把握
するため定期的に MUN 測定を実施して
いる。当所では従来から市販の血中尿素
態窒素測定試薬を活用し、分光光度計で
測定してきたが、試薬等のコストがかか
るほか、多検体の場合には測定作業に時
間を要することから、今回、より安価で
迅速なマイクロプレート法について従来
法と比較検討した。その結果、測定範囲
は 0.4 ～ 30mg/dL（従来法：0.95 ～ 60mg/
dL）と、従来法の半分程度に減少し、高
濃度の検体では希釈が必要になる場合が
あるものの、コストは 3 分の 1 に低減、
時間も 50 分程度短縮できた。変動係数（C
V 値）＝ 1.8 ～ 3.8 ％（従来法 1.5 ％）、
相関係数 R ＝ 0.95 であり、適正範囲内に
おいては再現性、相関ともに良好な成績
を得た。

297.和牛 ET 産子のスモール牛市場出荷の
試み：高知県中央家保 野村泰弘

昨今の経済状況のなか酪農業においても、
乳用雄子牛及び F1 産子の価格低迷により
副産物所得が減少している。そこで、乳用
借り腹牛への受精卵移植(ET)による和牛生
産をその対策として実施したので報告する。
家畜改良事業団が販売する黒毛和種体外受
精卵を用いて 3 戸の農家に移植。移植成績
は、20 頭中、受胎 13 頭、受胎率 65%、死
産 2頭。分娩後、スモール産子(2～ 3ヶ月
令)を香川県家畜市場に 6 頭出荷し、平均 2
19,833 円にて販売。今回の市場成績より、
子牛育成が短期間で低コストであることや
販売価格が高額であることから酪農家にお
いて所得向上につながることが示唆された。

298.乳用牛群検定普及・定着への取組に
ついて：高知県西部家保高南支所 平井
啓一

これからの酪農経営は乳用牛群検定（検
定）により牛群及び個体の能力を正確に
把握し、１頭当たりの所得向上を図るこ
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とが重要。当管内では検定農家を増やす
ことが喫緊の課題。検定未加入の理由を
調査したところ、検定成績の活用に自信
がない、乳量計導入のコスト負担、現状
の改善が先決などが挙げられた。そこで
関係機関と連携し、県外酪農家との交流、
乳量計の共同レンタル利用及び利用料補
助、補助事業による牛舎環境改善と併せ
て検定加入の呼びかけを行った結果、３
戸が検定試行事業（試行事業）に参加。
試行事業実施期間に、地域での勉強会、
バーンミーティング参加、牛舎環境（暑
熱）調査、代謝プロファイルテスト等の
支援、指導を行った。また乳量計の記録
データ（搾乳状況、洗浄モニタリング等）
を活用し個別指導を実施。これらの取組
により、試行事業終了後２戸が正式に検
定加入。今後はこれらの取組を継続し、
検定成績向上を目指す。

299.フリーバーン式牛舎における良質な
戻し堆肥製造工程の確立：福岡県中央家
保 黨征志郎、福岡県福岡普及指導セン
ター 宮川創

114 頭飼養の酪農家に良質な戻し堆肥
製造法を指導。指導方法：対策前はブロ
アー使用、切り返し 3 回、廃白土・チッ
プ・鋸屑・石灰混入。対策後は切り返し
1 回増、副資材混入順序や回数変更。プ
ロバイオティクス乳酸菌（50 ｇ／日／頭）
給与後は切り返し 3 回、ブロアー・廃白
土・石灰使用を中止し、乳酸菌発酵至適
温度（至適温度）20 ～ 45 ℃を維持。成
績：堆肥の大腸菌群数は対策前 106 ～ 10
7 ／ g が、対策後・給与後は 102 ／ g 未
満に減少。堆肥の温度は対策後 70 ℃が、
給与後は至適温度を維持。バルク乳体細
胞数 30 万／ ml 以上が平成 19 年度 2 回に
対し、20 年度は 0 回。乳酸菌購入費 10
万円／月は、ショベルカー燃料・廃白土
・石灰購入費及び電気代計 10 万円／月で
相殺。ショベルカー稼働の労働時間が年
700 時間減少。成果：牛の腸内細菌叢が
改善され、大腸菌群数が減少。糞便の悪
臭が軽減化、水分含量も低減し、良質な
堆肥の生産工程を確立。新たに 4 農場で
乳酸菌給与による戻し堆肥製造を開始。

300.黒糖焼酎粕の牛用飼料への検討：鹿
児島県鹿児島中央家保徳之島支所与論町
駐在機関 遠矢かおり、保正明
近年、肉用牛繁殖経営は厳しい状況に

ある。地域の未利用資源であり，その処
理にも苦慮していた黒糖焼酎粕を繁殖牛
への飼料として利用するため調査を行っ
た。管内 1 農家で繁殖牛と育成牛に 8 ヶ
月間、配合飼料 500g の代わりに焼酎粕 1
0L を給与した。給与後の血液性状は、蛋
白質・脂質・糖質・ミネラルは充足、ビ

タミン A・E は不足、10 頭中８頭で BUN
値の低下、3 頭でγ-GTP 値の上昇があり、
肝機能障害が疑われ、今後の調査の検討
事項となった。平均分娩間隔日数は 5 日
間短縮し 356 日だった。配合飼料の給与
量は 13.25t 減少、飼料費は約 83 万 2 千円
の削減となった。原液・2 倍濃縮を 1 ヶ
月間常温と冷蔵庫で保管したが、どちら
もサイレージ発酵品質分析により腐敗は
認められなかった。BCS は変化なかった
が､生殖器病の割合が増加していたので、
給与の影響を調査する必要がある。黒糖
焼酎粕は常温の保存が可能で、嗜好性も
高く、牛への飼料としても有効である。
地域の他の未利用資源と共に繁殖牛への
飼料として、奄美地域での普及に繋げた
い。

301.母牛改良、逆風のなかコツコツ原点
回帰：沖縄県八重山家保 多田郷士、波
平克也

当地域の母牛改良の課題は、子牛の血
統的な斉一性の問題（年間 234 種類の種
雄牛産子が上場）、育種価による改良意識
又は知識の普及が不十分な点、登録時の
審査得点 80 点以上の母牛が少ない点。血
統・育種価による改良・発育のバランス
のよい指導が必要。主な取組みは、生産
者と共に種雄牛 45 種類を指定し、同時に
種雄牛ごとのセリ評価や掛合せ実績等様
々な資料により種雄牛の絞込みを推進。
また、セリ名簿に子牛期待育種価が表示
されるのを機に各地域を巡回し勉強会を
開催。さらに、セリ上場子牛 3,124 頭を
体高測定し正常発育曲線とともに結果を
配布し指導。成果として、期待育種価等
の認知度の向上。黒島セリ市場では体高
測定結果が掲示され、生産組合が協力し
体高測定を継続する等の意識が向上。現
在、適正交配指針を作成しており、今後
よりよい交配を期待。セリ価格下落によ
り、生産者の母牛改良への気運が高まる
なか、原点に返り基本的な事柄を、多く
の生産者に浸透し実践されるよう、今後
もコツコツとした組織的かつ継続的な取
組みが必要。

302.和牛の飼養管理ブック作成と活用：
沖縄県宮古家保 髙木和香子、上地俊秀

近年の飼料価格の高騰、全国的な和牛
子牛セリ市場価格の低迷により畜産農家
における経営の現状は厳しく、安定した
畜産経営を保つために、飼養管理の徹底
を図ることが重要。農家に新しい情報を
提供すると共に畜産技術員の指導を効率
的に行うことを目的に飼養管理ブック改
訂版を作成。改訂に当たって平成１９年
に行った飼養管理調査結果やこれまでの
勉強会等で使用した資料、沖縄県畜産研
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究センターの普及技術などを再検討し、
宮古の現状にあった技術を厳選した。ま
た、子牛育成についての項目を重点的に
増やし、飼料作物や飼養環境についての
項目を加えた。更に平成１９年度に調査
したセリ価格の良い農家と悪い農家の相
違点が、飼養管理労働時間と観察記録の
有無だったことから、記録簿の参考様式
を加えた。今後は畜産指導の中心である
宮古畜産技術員会で指導内容の統一を図
り、各勉強会などで農家への技術普及を
図りたい。

Ⅰ－８ その他

303.乳雄肥育農場における稲ホールクロ
ップサイレージを取り入れた飼養改善の
取り組み：青森県つがる家保 木村揚、
森山泰穂
管内の一乳雄肥育農場（700 頭規模)に

おいて呼吸器及び消化器病に起因する死
亡例が多発。原因として、飼養管理面で
は①導入時のもみ殻混合給与(粗飼料不足
を補うため)による胃腸障害の多発②牛舎
内の換気不良、衛生管理面では①消毒の
未実施②導入後の疾病予防対策の不備（ワ
クチン未接種）が推定。これらを改善す
るため、導入後の飼料給与プログラムを
見直し、平成 20 年に地域内において生産
が開始された稲ホールクロップサイレー
ジ(ＷＣＳ)の活用と換気促進、消毒の徹
底や適切なワクチン接種の衛生管理につ
いて指導。その結果、死亡頭数が平成 19
年の 50 頭から平成 21 年には 9 頭に減少。
ＷＣＳの活用により 1 群 28 頭あたりの出
荷までに要する飼料費は約 53 千円節減さ
れ、生産性が向上。消毒の励行、ワクチ
ン接種の徹底により衛生意識が向上。飼
養牛の血液生化学検査と出荷牛の枝肉成
績の分析により、飼料給与プログラムが
有用であることが確認。

304.くさび緊結式足場の自主製作による
ＢＳＥ採材環境の改善事例：宮城県仙台
家保 國井洋、鈴木寿郎

死亡牛の BSE 検査における検体（閂）
採取は、大郷解剖施設の中に乗り入れた
保冷車の荷台から死亡牛をホイストクレ
ーンで１頭ずつ吊り上げ、作業者が保冷
車の中で実施。採材は、牛の片側前肢に
ロープをかけ、吊り上げながらの作業で、
常に落下に対する不安を抱え不安定な足
場（死亡牛の上に立っての作業）から転
倒などに注意しながら実施していた。極
めて危険かつ悪臭の充満した車内での劣
悪な作業環境下で、労働安全衛生の観点
から早急に安全確保を図る必要があり、
改善策を検討。そこで、保冷車コンテナ
の外側に丈夫でさびに強く、低コストで

簡易に設置が可能なくさび緊結式足場材
を用いた移動式の足場を自主製作し、そ
の上で採材を行う方法を考案。導入効果
として、足場が固定され作業安全性の向
上、死亡牛からの体液や腐敗臭等による
作業者への暴露が軽減、作業効率が向上
し作業時間の短縮も図られた。

305.遊休桑園における放牧利用の実証―
桑葉および下草の採食性と放牧牛の血液
性状―：宮城県東部家保 石黒裕敏、福
田智子

管内の地域農林業振興方策の一つ「遊
休桑園活用・耕畜連携プロジェクト」に
より、2005 年から遊休桑園における牛放
牧の実証試験を開始。1.6ha の遊休桑園を
4 牧区に分け、2 ～ 8 頭／年の黒毛和種繁
殖牛の移動放牧を実施。2007 ～ 2008 年
の入牧日(6 月)から退牧日(10 月)に 2 ～
9 回／頭の採血を行い血液性状等の推移、
また桑葉成分、桑葉と下草の採食性等を
調査。桑葉飼料成分は TDN、CP、Ca お
よび Mg は順に約 68%、18%、2%および
0.4%。桑葉の嗜好性は良く、2m 以下の可
食部現存量(2008 年)は放牧開始当初の 11
%に減少。ヘマトクリット値は正常範囲。
血清中の尿素態窒素濃度は桑葉および下
草が多い時期に上昇。遊離脂肪酸濃度は
逆に少ない時期に上昇。免疫グロブリン(I
gG)量は個体差もあるが放牧時に上昇。
ビタミン A、E およびβカロテン濃度は
桑葉および下草が多い時期にそれぞれ顕
著に上昇。延べ 25 頭を放牧し疾病事故等
はなし。遊休桑園の移動放牧適正規模は
0.5ha/頭で 3 ～ 4 ヵ月間可能であり、普及
に向けた取り組みを実施中。

306.管内の一公共牧場おける子牛育成成
績と今後の改善への取組み：宮城県大河
原家保 千葉和義

対象牧場は、平成 10 年度から本県肉用
牛振興方針に基づき黒毛和種繁殖牛の品
種改良基地と位置付けられ、①肉量型に
主眼をおいた繁殖雌牛と種雄牛造成、②
多頭化に対応した生産技術開発、実証展
示および研修の場を提供。近年子牛価格
の下落等で厳しい経営環境にあり、平成
20 年度の県子牛市場平均価格 373 千円に
対し、278 千円と平均値の約 74%で 95 千
円の開き。子牛育成向上のためにデータ
分析および飼養環境改善への助言を要請
され、月 2 回の現地指導を開始。牧場が
3 ヶ月齢の離乳時から市場出荷まで毎月
測定した過去 10 年間の体重記録を、年次
ごとに黒毛和種発育標準体重と比較。平
成 13 年は 102%と標準値を上回り良好で
あったものの、 近 3 カ年は 89 ～ 92%前
後と低迷。衛生対策とともに飼養管理状
況を再検討し、イ）給与飼料設計の見直
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し、ロ）一貫農家と連携して育成試験を
行い飼養技術を向上およびハ）子牛育成
スペースの確保等に取り組むことを指導。

307.黒毛和種子牛評価への入手可能情報
の有用性の検討：宮城県大河原家保 飯
渕良廣

管内黒毛和種子牛生産者の意識と生産
技術の向上に資するため、入手可能な情
報(子牛市場、食肉市場、枝肉共進会の各
成績)の有効性を分析・検討。その結果、
子牛の発育適正率(GR)と日齢単価(市場
全体:雌 r=-0.29 y=4451.139-10.460x 去勢=-
0.278y=5063.379-11.728x 共に 1%の危険率
で有意(**)、個別:枝重の種雄牛育種価(育
種価)と日齢単価標準得点(DSPP)では r=
0.549** y=0.025089-0.74785**)、育種価、
母産次、GR と DSPP の重回帰分析では重
相関係数 0.754 で y=0.0143157x1-0.041232
x2+0.0405128x3-4.349844 が成立。枝肉共
進会成績で BMS と日齢枝肉単価標準得点
(MPPD)(r=0.785)、枝量と MPPD (r=0.53
4)、日齢枝重と MPPD (r=0.518) 、ロー
ス芯面積と MPPD (r=0.513)で相関。MPP
D を従属変数に枝重と BMS の育種価で行
った重回帰分析では y=o.383966317x1+0.0
07538831x2-0.822158534 重相関係数 0.267
**で子牛市場の段階で枝肉価格を推定可
能と判断されたが、重回帰係数が小さく、
飼養環境が強く影響していることが示唆
され、今後さらに精査が必要。

308.和牛ブランドの醸成を基点とした畜
産振興部としての「自産知商」への誘導
：宮城県東部地方振興事務所畜産振興部

宍戸嘉克、小堤知行
当部では昨年度から県種雄牛「茂洋」

を活用した地域密着型の茂洋の郷づくり
事業を開始し優良肉用牛生産振興を実施。
今年度は繁殖牛交配指導書の作成普及、
肥育牛血液検査と超音波肉質診断を組合
せた新技術の増強。地域内の家畜改良・
一貫生産への活動と繁殖肥育農家間の連
携加速。消費者との交流に力点を置いた
商観学分野も参画する新形態の畜産イベ
ントや県食肉消費対策協議会等と連携し
た牛肉の地産地消を展開。キャラクター
等を作成し地元石巻産「茂洋」の知名度
向上に寄与。さらに当部は家保と兼務組
織体制の中、経済商工観光部所管として
地域の肉用牛資源を活かした異業種間の
横断的事業構築による畜産と地域の活性
化対策を提唱。その一環として地域食肉
卸業者等と意見交換を実施、地元食材と
の組合せによる「茂洋弁当」等の商品化
を検討。今後は高付加価値生産を基点と
した茂洋ブランド確立と地場産牛肉消費
拡大をめざし、県地域振興事業を活用し
た農商工連携による食の開発・提供をア

シストし自産知商を進展。

309.黒毛和種子牛にみられた未分化神経
外胚葉性腫瘍(Primitive Neuroectodermal
Tumor:PNET)の一症例：宮城県仙台家保

長内利佳、真鍋智
平成 20 年 12 月、黒毛和種肥育農場に

おいて、12 ヶ月齢子牛が興奮と沈鬱状態
の反復、左旋回等を呈した。剖検では、
嗅球から前頭葉にかけて黒色斑を混じた
白色充実性の腫瘤を形成。組織学的には、
病変部は線維増生と壊死を伴い、細胞質
に乏しく大型類円形の淡明な核を有する
腫瘍細胞はシート状に、小型円形の高色
素性の核を有する腫瘍細胞は樹状様に増
生。腫瘍細胞には核分裂像、一部血管に
は偽ロゼット構造を認めた。腫瘍内には
多数のメラニンが分布し、メラニンを有
する腫瘍細胞も存在。部位により PAM 染
色で包巣状構造をとる好銀線維、アザン
染色で間質に増生する膠原線維を確認。
本腫瘍は特定の構造をとらない未分化な
細胞が増生し、異なる像が混在。免疫染
色では、Vimentin は多数、GFAP および S
-100 は中等度数、Synaptophysin、Neurofil
ament、NSE、Keratin は少数の陽性抗原を
検出し、腫瘍細胞の多分化能が示唆。以
上より PNET と診断。

310.超早期母子分離を実施している黒毛
和種繁殖農家における子牛の疾病対策：
山形県置賜家保 本田光平、小林久美

超早期母子分離を実施している管内の
一黒毛和種繁殖農家（繁殖牛 55 頭飼養）
において、初乳製剤の効果と呼吸器 5 種
混合ワクチンの接種適期について検討。
当該農場では、発育の均一化等を目的と
して、子牛は出生直後に母牛から離し、
初乳製剤のみを給与。8 ～ 52 日齢子牛の
移行抗体の測定では、血清中 IgG 濃度は
10mg/ml 以上、呼吸器病ウイルス抗体価
は有効抗体価以上を保有。加えて、60 日
齢未満での初回接種はワクチンブレイク
を起こしやすいことが判明したため、60
日齢での接種を推奨。追加接種について
は、基本的には初回接種から 3 か月後の
接種を推奨。以上の検討結果に加え、総
合的な疾病対策が子牛の健康維持に重要
と説明。畜主との対話を繰り返す中で、
意欲向上や衛生意識改善にもつながった。
今後とも多様化する飼養形態に対し、柔
軟な対応が必要。

311.視床出血により重度の頭部振戦を呈
した乳用牛の一症例：山形県中央家保
水戸部俊治

平成２１年９月、管内の酪農家におい
て、突然頭部を上下に激しく振戦し、起
立不能、前肢の前方伸張を特徴とする重
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度の神経症状を呈し、発症翌日に急死し
た乳用牛について病性鑑定を実施。症例
はホルスタイン種、雌、５８ヶ月齢。剖
検では脳浮腫、視床および中脳水道から
脳幹部硬膜下での高度出血、心外膜およ
び肺でびまん性出血。病理組織学的検査
では視床間橋実質内、血管周囲腔で高度
出血。出血部周囲では神経細胞虎斑融解、
神経網が疎鬆化。中脳では中脳水道周囲
実質内および血管周囲腔で出血。中脳水
道の狭窄、実質が中脳水道へ突出。大脳
頭頂葉灰白質で神経細胞の乏血性変化、
髄質神経網の疎鬆化。延髄および脊髄で
は髄膜に出血。以上より視床出血と診断。
神経症状の原因として、広範な視床出血
とそれに伴う頭蓋内圧の上昇、脳浮腫、
髄液量の低下による神経組織障害と考え
られた。

312.遊休農地解消に取組む放牧組織への
衛生指導：福島県相双家保 千葉正、藤
本尊雄

管内Ｔ町では、平成 18 年 10 月に畜産
農家 10 戸が和牛放牧組織（B･Eco ネット）
を設立し、役場が事務局となり遊休農地
の解消及び河川敷の景観保持を目的とし
て和牛放牧を開始。当所は、放牧牛の事
故の未然防止のため、放牧前及び放牧中
の定期的な衛生検査による放牧不適牛や
異常牛の早期発見に努めるとともに、ダ
ニ駆除等の衛生対策を実施し、放牧組織
の取組を支援。この取組の効果を確認す
るため、放牧を継続して実施した畜産農
家 5 戸に対しアンケート調査を実施した
結果、①遊休農地解消・景観向上に貢献
できた、②コスト・労力が削減できた、
③家保の検査により牛の健康状態の確認
やダニ駆除によるピロプラズマ病予防が
できた等の回答があり、当所が実施した
衛生対策も好評を得た。また、遊休農地
への放牧により平成 18 年度から平成 21
年度までに計 10.1ha の遊休農地を解消。
さらに、繁殖雌牛の飼養頭数は、取組前
の 5 戸 39 頭から平成 21 年度は 46 頭と 7
頭の増頭を実現。

313.管内肉用牛肥育農場における農場 HA
CCP の導入と今後の課題：神奈川県湘南
家保 高山環、草川恭次

食の安全・安心に関心が高まる中、更
なる畜産物の安全性が求められている。
そのためには生産農場での衛生管理の向
上、病原体等汚染リスク低減による健康
な家畜の生産が重要。今回事故率低減を
目指す肉牛肥育農場で農場 HACCP の取
り組みを開始。農場、家保、獣医師の三
者でチームを編成し HACCP 方針に従い
日常作業を文書化。結果、現状作業分析
等により視覚的な現状把握が可能となり、

導入牛の健康状態把握や病畜隔離等の問
題点を確認。「導入時の病原体侵入」に C
CP を設定し導入時のワクチン接種の徹底
や畜舎環境対策を行った結果、事故率・
呼吸器病罹患率が低減。一方煩雑な事務
作業、専門用語の多用、長期間の現場検
証等により農場の取組み意欲維持に困難
を伴った。今後は検証・記録方法の確立、
及びこれら取り組みが自己満足にならな
い工夫が必要。また、農場 HACCP の推
進には県内畜産関係団体と連携した農場
支援体制、第三者機関による監査、認証
機関の整備が必要。

314.ビデオを活用したワークショップに
よる搾乳衛生改善対策：新潟県下越家保

後藤靖行、渡邉章子
酪農家等を対象に、搾乳衛生改善を目

的としたワークショップを開催。討論に
は、事前に撮影した管内 4 戸の搾乳作業
のビデオを活用。課題１では、Ａ農場を
参考に乳房炎低減のための人の動き・牛
の生理・搾乳手順・飼養環境について討
論。課題 2 では、Ａ農場を含む 4 戸を同
時に放映し農場間の相違について討論。
このうちＡ及びＢ農場では、非効率的な
作業及び過搾乳が考えられたため、後日
搾乳衛生の改善を指導。特にＢ農場の意
識が向上、腰ベルトやタイマーの活用に
より作業効率が改善。また、搾乳機器の
一部取替えにより、ティートカップから
の生乳漏出を防止。改善後、1 頭当たり
の搾乳時間が約 3 分短縮され過搾乳が軽
減。バルク乳体細胞数は、概ね 20 万 /ml
以下に低下。農家からの要望により開催
の第 2 回でＢ農場の改善例を紹介、併せ
て将来の経営目標について討論。ワーク
ショップの有用性は高く、ビデオの活用
により改善意欲が向上したと農家からも
好評。

315.笹ヶ峰放牧場における放牧効果向上
にむけての取り組み：新潟県上越家保
牧井賢充、丸山幹夫

管内の酪農家、肉牛農家計 69 戸中 32
戸が利用する笹ヶ峰放牧場は利用組合を
組織し、まき牛を利用する公共牧場とし
て乳用牛育成、肉用牛の繁殖に貢献。家
保は衛生検査により伝染性疾病の監視と
繁殖指導を実施。平成 16 年、ピロプラズ
マ病が集団発生。要因はフルメトリン製
剤からイベルメクチン製剤への変更、過
密放牧等。19 年、種雄牛による人身事故
発生。20 年、自然交配による受胎率 0 ％
を記録し、21 年、種雄牛を更新。かつて
の経験を踏まえ放牧馴致済み、種畜検査
済みの種雄牛導入により放牧開始から自
然交配が可能。利用組合役員会の協議に
より 20 年から放牧利用料金の値下げを行
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い、経済的負担の軽減に寄与。20 年から
管理人を増員し 3 名体制で放牧牛の監視、
草地管理を実施。NOSAI 上越家畜診療所
では 21 年から画像診断装置を導入し、自
然交配牛の早期妊娠を確認。放牧成績の
向上に努め、さらに農家から期待される
放牧場の運営を目指して指導に当たりた
い。

316.指導機関連携による乳質改善体制確
立：静岡県東部家保 松村淳文、山岸健
二

平成 20 年度管内バルク乳体細胞数年間
平均 30 万個/ml 以上の農家は 83 戸中 19
戸、これらの農家の乳質改善は急務。経
済連・農協・家保 3 者で独立していた乳
質改善指導の効率化のため、3 者連携体
制を提案。3 者で検討会を実施、指導内
容や役割分担等を制定、平成 20 年度バル
ク乳体細胞数年間平均 30 万個/ml 以上の
19 戸を対象に搾乳立会及び巡回指導を実
施。バルク乳体細胞数推移から改善効果
検証。経済連主催の乳質改善検討会開催
・農協主体の搾乳立会実施・家保主体の
巡回指導の役割分担が明確化、3 者連携
体制確立。搾乳手技が改善（ストリップ
カップ使用、搾乳時間短縮等）、平成 20
年度同時期（11 月）と比較しバルク乳体
細胞数は減少（51.9 → 24.8 万個/ml）、17
戸で成績改善。3 者連携体制確立により
効果的指導が実現。今後、継続した体細
胞数推移確認と定期的指導等を実施予定。

317.酪農協が生産した未利用資源活用 TM
R の給与に関わる家保の活動：静岡県西
部家保 野田準一、河村恵美子
酪農家の飼料費と労働作業の低減を目

指し、管内酪農協が立ち上げた TMR セン
ターが、平成 21 年 2 月から本格始動。当
所は支援幹事会の一員として、酪農協が
擁するコンサルタントや繁殖検診獣医師
らとの連携のもと、TMR 給与により発生
が危惧される疾病・事故の予防を目的に
活動を実施。給与開始前の牛群の代謝プ
ロファイル調査から、乾乳期のタンパク
給与不足および泌乳初期のエネルギー不
足が示唆。継続調査した 7 戸で、乾乳期
のタンパク不足の改善、泌乳期では、エ
ネルギー不足や肝機能低下を確認。畜主
・獣医師・コンサルタントに情報を還元
した結果、飼槽の改良や治療等の対策が
図られた。TMR 利用農場では、飼料費と
労働作業が低減し、乳量は増加。また、
繁殖検診等により、受胎性は維持。一方、
バルク乳中乳脂肪率の低下および MUN
の増加が、粕類の多用による繊維不足や
タンパク質過剰を示唆。今後想定される
発情微弱化・双胎増加等の問題には、関
係組織と連携して対処。

318.小型ピロプラズマ病に対するジアミ
ジン製剤投与方法の検討：静岡県東部家
保 柴田正志、野秋眞

平成 19 ～ 20 年度に実施した A 放牧場
における小型ピロプラズマ病対策の調査
で Theileria sergenti(TS)に感染した極初期
の牛にジアミジン製剤（ジアミジン）投
与で貧血改善及び TS 増殖抑制効果がある
ことを報告。今回、比較的疼痛の少ない
ジアミジンの皮下投与による効果を検討。
また、ジアミジン投与後血中 TS 再増加時
にデキストラン鉄製剤（鉄剤）とジアミ
ジンを投与しその効果を検討。平成 21 年
放牧され TS に感染したホルスタイン種未
経産牛 22 頭について毎週採血を行い TS
血中初出現時にジアミジンを筋肉内 12
頭、皮下 10 頭にそれぞれ投与。その結果、
平均ヘマトクリット値はいずれも投与 3
週後に上昇し、皮下投与は筋肉内投与と
同等の効果。一方、ジアミジン投与後血
中 TS 出現率が再度増加した 7 頭に鉄剤、
9 頭にジアミジンを投与した結果、Ht 値
は上昇せず、鉄剤及びジアミジンの投与
効果は確認されず。

319.飛騨地域の放牧場における死亡牛 BS
E 検査対応：岐阜県飛騨家保 野池洋行、
北和夫

飛騨地域には県内約 8 割の公共放牧場
と民間放牧場があり、多くは集落から離
れた山中にある。和牛繁殖農家は夏山冬
里方式でこれらの放牧場を利用し、上牧
数は毎年 1,000 頭以上になる。国内 BSE
の発生を機に 2003 年から死亡牛のサーベ
イランス検査が開始され、放牧中の死亡
牛も検査対象となり毎年数件発生。検査
までの手順は、行方不明牛の捜索後死亡
確認個体の死亡場所からの搬出・保管場
所への移動の可否等を判断するが、検査
除外例も発生。A 放牧場では 2009 年 8 月
に 1 頭行方不明となり 5 日後に死体発見。
周囲の雑木林や牽引跡には動物（推定：
熊）の糞、獣毛、足跡発見。臓器は骨と
皮膚を除いて消失し、検査部位の採材は
不可能。2008 年までの同様例は 3 件。現
地での死体確認作業は危険を伴うため、
行方不明牛の捜索時には採材セット等を
携行し複数人で対応。今後も放牧場にお
ける死亡牛の確実な BSE サーベイランス
検査を実施したい。

320.地域をつなぐ農楽の先生について：
愛知県中央家保 糟谷淳、小島朋子
獣医師を派遣し、出前講座を実施する

「農楽の先生」を、管内の小学校でおこ
なった際の概要と、その小学校と酪農家
による地域のつながりについて紹介。Ｏ
小学校では、10 年前から近くにあるＳ牧
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場から約 2 ヶ月齢の子牛を預かり 2 ヶ月
間校内で飼育する総合学習を実施。今回、
小学校は実施にあたって衛生面で注意す
ることや命の尊さについての講座を希望。
衛生管理や家畜のこと、家畜保健衛生所
の業務についてスライドを用いた講義や
牛の精子や受精卵を実際に観察し、命の
誕生についての実習を実施。講義は概ね
好評、我々も小学校と当該牧場の取り組
みについて知ることができた。この取り
組みは、これからの畜産が進むべき道の
一つとして優良な要素を多く含んでおり、
家畜衛生事業を主体とする家保が、この
ような事例に関われたことは大変有意義。
今回の事例をモデルケースとし、今後も
家保を交えながら発展又は継続していく
意義のある事業である。

321.和牛繁殖農家の生産基盤強化に向け
た繁殖情報一元管理からの成果：京都府
丹後家保 岡田幸大、岩本尚史

従来から和牛繁殖農家を対象に月 1 回
の繁殖検診と治療、飼養管理指導を実施。
生産性向上と生産基盤強化を目的に、更
に細やかな指導方法等について見直した。
より正確に繁殖状況を把握するため必要
に応じた巡回を加え月に 2 回巡回。増え
た情報と人工授精所と連携して得た情報
をパソコンで一元管理、職員間で共有し
活用。これらにより農家との対話時間を
捻出、対話から判明した問題点について
対策・指導。取組み事例(1)不受胎牛の寄
生虫検査と駆虫(双口吸虫)(2)コクシジウ
ム症の予防対策(3)観血法での確実な去勢
【結果】空胎日数は H18:119 日から H21:
102 日に短縮。双口吸虫をビチオノール
で駆虫後 17 頭中 14 頭が平均 40.5 ± 4 日
で受胎。コクシジウム症初診件数は指導
実施前 3.2 件/月から実施後 0.5 件/月に減
少。せり市出荷子牛の日齢体重が 0.7kg
を下回った頭数の割合は H18：2.20%から
H21:0.52%に低下。

322.生乳廃棄時の消毒方法についての検
討：奈良県家保 恵美須裕子

法定伝染病発生時、生産物である生乳
の処分方法については詳細には明記され
ていない。生乳処分時の病原体拡散防止
として消毒薬を使用する可能性について
検討するため、牛乳中の細菌に対する消
毒効果を調べた。消石灰、塩素系・ヨー
ド系ハロゲン塩製剤、クレゾール、逆性
石けん系製剤各消毒薬を市販牛乳中およ
び PBS 中の大腸菌および黄色ブドウ球菌
と一定時間感作させ消毒効果を比較した。
ヨード系ハロゲン塩製剤、クレゾールは
牛乳存在下において消毒効果がなかった。
逆性石けん系製剤、塩素系ハロゲン塩製
剤は消毒効果が著しく低下した。消石灰

では、牛乳は消毒効果にほとんど影響し
なかった。また、消石灰は牛乳中でも高
い pH 値を維持していた。今回、消石灰
は多量の有機物を含む牛乳中でも有効で
あると考えられた。消石灰は安価で入手
しやすいため、今後実用的な使用法につ
いても検討していきたい。

323.県内のサイレージのリステリア、マ
イコトキシン検査：奈良県家保 船津奈
美、中西晶

奈良県では平成２１年度より循環型耕
畜連携農業支援事業により、稲作農家で
収穫された稲を畜産農家へ稲ホールクロ
ップサイレージ（稲ＷＣＳ）として供給
する取り組みを開始。本県ではこれまで
サイレージの使用は少なく、今後稲ＷＣ
Ｓの使用が増加すればサイレージに起因
する疾病の発生が危惧されるため、リス
テリア検査及びマイコトキシン検査を実
施。稲ＷＣＳ３検体、グリーンミレット
サイレージ１検体、牛の糞便３８検体に
ついてリステリア検査を実施。稲ＷＣＳ
５検体、グリーンミレットサイレージ６
検体についてのマイコトキシン濃度（ゼ
アラレノン）を測定した。その結果、共
に検出されず。今後稲ＷＣＳが増産され
保管期間が延長すると品質の低下が予想
される。今後はこのようなモニタリング
と共に保管方法の検討も実施していきた
い。

324.チームで行う酪農家支援の一事例紹
介：鳥取県西部家保 増田恒幸、河本悟

搾乳牛 20 頭規模のフリーバーン農場に
て、平成 20 年の夏から分娩後の事故が多
発。乳汁検査では大腸菌群を多く分離。
平成 20 年 4 月に 18 頭だった搾乳牛が 8
月には 9 頭に減少。農協、普及所、家畜
保健衛生所など各関係機関が個々に対策
に取組んできたが、本年 6 月に生産者、
各関係機関で検討会を実施、連携した支
援対策を行っていくことを決定。農場モ
ニタリングを行った結果、牛床の改善が
優先事項であると確認し取組みを実施。
牛床は耕運機を用いて切返しを行い好気
発酵を促進。また市販の有用微生物菌の
牛床散布を行い、牛床環境を改善し、大
腸菌群のモニタリングを実施。その後も
定期的に農場検討会を行い、問題点の把
握、改善に向けた作業を実施。その後牛
床の大腸菌群数は 10 の 5 ～ 6 乗レベルで
安定して推移、乳房炎検査依頼数も減少。
農家の作業意欲も増加し現在増頭に向け
ての取組を検討中。今後も各関係機関と
連携しながら安定した酪農経営に向けた
支援対策を行っていきたい。

325.和子牛の生産検査を活用した指導強
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化（第１報）：鳥取県西部家保 小林朋子、
河本悟

H21 年 6 月の和子牛セリ価格が前月比
83 ％となったことを受けて、JA 西部が価
格緊急対策会議を開催し、セリ上場牛の
斉一性を高める方針を決定。管内の H20
年度の日増体量は、去勢：1.089、雌：0.9
70 で、子牛育成マニュアルの目標値、去
勢 1.1、雌 1.0 に達していない。当家保の
支援として、発育良好で出荷体重をそろ
えた牛づくりや、子牛育成技術マニュア
ルの普及を図るため、生産検査を活用し
た指導体制を強化。離乳時期、スタータ
ー給与状況等の調査、子牛の体高測定、
セリ出荷成績等から飼養管理指導を実施。
データを提示し指導したことにより、農
家の理解が向上。今後は関係機関とより
連携した体制整備が必要。

326.新規就農者Ａ氏の育成と地域定着に
向けた取り組み：山口県北部家保 森田
正浩、澤井利幸

関係機関と連携して新規就農希望者Ａ
氏の就農相談に対応し、円滑な就農を誘
導。就農後は、繁殖検診や子牛育成指導
等の定期的な現地技術指導に加え、地域
との連携強化を図るため、研修会等、当
地域の各種行事への参加を誘導し、管内
農家との繋がりを深め、当地域へ定着す
るよう努め、さらに先進農家での実践術
研修や若手肉用牛経営者交流会等への参
加を誘導し、県域の農家との連携を深め
た。また、各種補助事業を活用し、畜舎
や放牧場等を整備し、飼養管理作業の省
力化を図り、生産基盤を整備するととも
に、ソフト事業の増頭奨励金を活用する
等、着実に増頭を図ってきた。リース事
業により堆肥舎を整備し、地元耕種農家
との堆肥稲わら交換等の耕畜連携の取組
を推進。その結果、Ａ氏が飼養する繁殖
雌牛飼養頭数は、平成１９年２月の４頭
から、平成２２年１月の１７頭へと増頭
が進展。分娩間隔は１年１産を達成。Ｈ
２１度地域共進会で特等賞２席となり県
共進会へ出場。地元とのつながりが強化
され、地域に定着した。

327.耕畜連携による稲発酵粗飼料の生産
利用推進：山口県西部家保 森重大作、
土手和男

19 年度から事業を活用し、耕種農家と
畜産農家が連携した組織対組織の WCS 生
産利用システム（WCS システム）を推進。
集落座談会、耕畜連携懇談会、各生産部
会研修会等で耕種、畜産農家、関係機関
へ周知。19 年度、山口型水田等活用飼料
増産総合対策事業を活用し、実証展示ほ
場１ヶ所を設置、高熊営農組合と（有）
豊田あぐりサービスとの耕畜連携による

WCS システムを誘導。20 年度には所内に
プロジェクトチームを設置、 JA、下関市
と連携し、実証展示ほ場を参考に、吉田
農業生産組合、松屋農業生産組合の２組
織と山口県酪農農業協同組合による WCS
システムを誘導。プロジェクトチームと
JA が連携し、栽培、収穫調製指導を実施。
生産された WCS について、成分分析を実
施、結果に基づいた給与体系を指導。21
年度、３組織 5.6ha で耕畜連携の WCS シ
ステムを構築、54.4t の WCS を確保。管
内の飼料用イネ作付面積は、19 年度から
2.1ha、2.1ha、6.8ha と増加。22 年度には
24.2ha で取り組み計画中。

328.集落営農組織の肉用牛経営開始への
総合的支援：山口県西部家保 木村めぐ
み、小林清敬

長門市三隅地区農事組合法人の肉用牛
繁殖経営開始を家保が支援。集落営農組
織が肉用牛経営を取り入れた本県初事例。
平成 19 年 10 月、アグリ中央の構成員が
繁殖経営新法人設立の構想を家保、他関
係者に相談。補助事業採択要件等からア
グリ中央での取り組みに路線を修正。繁
殖経営の理解醸成のため、アグリ中央の
理事会で繁殖経営の説明、先進事例の放
牧場視察を企画・実行。平成 20 年９月に
山口型放牧による耕作放棄地解消実証の
ため試験的放牧を耕作放棄地 25a で実施、
その後 80a に拡大。平成 20、21 年度県単
独事業を活用して畜舎、放牧場、電気牧
柵、飼料作物用機械等を整備。自給率向
上に向けた飼料作物栽培、稲ワラ収集等
を誘導。平成 20 年 11 月、県外から妊娠
した黒毛和種２頭を導入、肉用牛経営を
開始。平成 21 年７月には担当女性職員を
雇用。21 年 12 月現在、飼養頭数は 13 頭。
アグリ中央の繁殖管理及び子牛育成技術
の向上、他の集落営農組織への肉用牛経
営導入を推進中。

329.子牛の肺にみられた先天性嚢胞性腺
腫様奇形：山口県中部家保 入部忠、大
谷研文

2009 年 4 月、搾乳牛 22 頭を飼養する
農場で出生後 10 分ほどで死亡した子牛の
病性鑑定を実施。病理解剖の結果、左肺
後葉のみの水腫性肥大（小頭大）、胸水と
腹水の貯留、肝臓の粗造化及び胸腺の多
発性出血がみられた。細菌学的検査及び
ウイルス学的検査では、有意な病原体は
検出されなかった。病理組織学的検査で
は、左肺後葉の胸膜下及び小葉間結合組
織に出血を伴う重度の水腫。肺実質では、
細気管支上皮様細胞からなるシストの形
成が多数みられ、一部では腺腫様に増生。
シストの周囲は豊富な線維性結合組織で
被覆され、エラスチカ・ワンギーソン染
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色陽性の弾性線維が高度に認められた。
肝臓では、肝細胞の淡明化と空胞変性及
び間質におけるびまん性の膠原線維の増
生がみられ、肝細胞索は不整で小葉構造
は乱れていた。本症例の肺病変の肉眼及
び組織所見は、ヒトの肺奇形の一種であ
る先天性嚢胞性腺腫様奇形(CCAM）の St
ocker 分類 Type Ⅱのものとほぼ一致。牛
での CCAM の報告は、ほとんど無く原因
は不明だが、器官形成期の増殖異常が疑
われた。

330.重複奇形を示した ET 産子の一例：香
川県西部家保 萱原由美、田中隆

20 頭規模の和牛繁殖農家で、H20 年 3
月採卵、凍結した受精卵１卵を H20 年 11
月融解、移植。H21 年８月分娩したが、
死産で重複奇形（胸腹殿結合体）。産子の
胴体は一つだが、双頭で椎骨が癒合。四
肢は５本。内蔵は肝臓が癒合、心臓、肺、
脾臓は２個ずつあったが、心臓の 1 個は
形成不全で頚部に脱出。上部消化管は２
頭分あったが、下部は共有。横隔膜は欠
損し、腸管が胸腔内へ脱出。精密検査で
は細菌、ウイルス分離陰性、ＢＶＤウイ
ルスＰＣＲ検査陰性、心臓筋線維の粗し
ょう化。遺伝的及び栄養面の要因はなく、
異常産三種ワクチンも接種済みであり、
原因は特定できず。分娩の際、ショベル
ローダーにより牽引し、その後母牛は廃
用になり損失大。奇形は治療が困難なた
め、予防対策が重要。原因は ET ではな
く、通常の妊娠でも奇形は発生すること
を農家に説明し、ワクチン接種、ビタミ
ン・ミネラル給与など予防対策の励行と、
難産時は無理な牽引をせず臨床獣医師に
任せるよう指導。

331.管内酪農家の受精卵移植に係る意識
調査に基づく今後の普及推進：愛媛県南
予家保 岸本勇気、坂本恭一

更なる受精卵移植技術の普及定着を図
るため、管内酪農家 52 戸の黒毛和種受精
卵移植(以下 ET)に対する意識調査を実施
し、ET の需要量、普及定着の必要条件、
問題点の抽出、関係機関の役割について
検討。調査期間は、平成 21 年 6 月～ 10
月。調査対象は、大洲市、西予市、内子
町の酪農家。【結果】現在 ET 実施中が 11
戸、希望農家 9 戸、合わせて年間 104 頭
の ET 希望、希望受胎率 50 ％以上。受精
卵の希望価格は、1 ～ 2 万円/卵が 多。E
T の目的は①所得向上・収益性アップ②
和牛の増頭③乳肉複合経営への移行。ET
普及定着の条件は①高受胎率②移植者の
技術向上と養成③受精卵の供給体制。普
及上の問題点は、①哺育育成技術②低い
受胎率③高い受精卵価格。【普及推進方法】
和子牛の哺育育成マニュアルの作成や受

卵牛の繁殖管理指導を行うと共に、移植
者の技術向上を図る。さらに、高育種価
・低価格の受精卵の安定供給体制を構築
する必要がある。

332.酪農教育ファームへの支援とその役
割：高知県中央家保 米田佐知、吉田吏
孝

高知市 O 牧場は昭和 25 年に芝草地に
よる山地酪農を開始した歴史ある牧場。
平成 18 年に（社）中央酪農会議の認証を
受け、教育酪農ファーム事業に着手。不
特定多数の訪問は家畜の飼養管理、衛生
面で課題がある他安全確保にも配慮が必
要。高知市酪農農協や高知市営農技術会
議畜産部会（高知市、家保等）が連携し、
O 牧場を認証から全面的にバックアップ。
安全に牛とのふれあいを実現するために
協力。初年度 1 校 150 名から年々拡大。2
1 年度は約 20 団体 1,000 名余を受け入れ、
酪農の厳しさや楽しさ、食や命の大切さ
を伝えている。この手応えをベースに、1
9 年度から自家製造のソフトクリーム販
売を開始。年間約 30,000 人を集客。さら
に自家製バターを使用した菓子類製造販
売を計画。酪農教育ファーム活動が乳製
品加工という多角経営による経営改善に
結びついた。

333.HACCP システムを活用した安全、安
心な牛肉生産と生産性向上への取組み：
福岡県北部家保 小森敏宏

平成 15 年 11 月関係者等と共に F1、85
0 頭を飼養する農場の HACCP 検討会を発
足。CODEX 委員会が示す HACCP 適用の
ための 12 手順に基づいて毎月１回開催。
危害分析、CCP、モニタリング、是正措
置の決定、各種書類作成等が終了し、21
年 4 月の第一回内部検証をもって HACCP
運用を開始。取組みにより農場全体の衛
生意識と生産性が向上。特に病傷及び死
廃率は 16 年度 8.1%、1.5%から 17 年度 6.
2%、0.5%、18 年度 4.0%、0.6%と改善。
しかし、19 年度 4.1%、0.8%、20 年度 6.7
%、0.9%と蹄病や鼓脹症が増加。HACCP
で蓄積した各種データから、疾病増加原
因は 19 年 11 月に給与開始したエコフィ
ードの馴致不足と判明。改善により、21
年度（～ 9 月）2.0%、0.6%と共に低下。
HACCP は疾病発生等の原因究明にも有
効。今後は、内部検証における指摘事項
等課題の改善、衛生管理目標（①安全な
牛肉の生産、②事故率の低減、③肥育牛
の増体成績向上）の達成。また、HACCP
認証基準が公表されたことから、認証を
取得すべく更なる取組みの強化が必要。

334.種雄牛造成における連携：長崎県県
北家保 塩津諒一、平井良夫
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肉用牛は長崎県農業の基幹作目で、県
肉用牛改良センターは極的に種雄牛造成
に取り組んでいる。平成 18 年度から検定
方法が現場後代検定に移行し肥育方法が
変化する中、当所も肉用牛改良センター
と連携し、血液生化学検査等により検定
牛の成績向上をサポート。主な連携内容
は①定期的な血液生化学検査②検査結果
の分析及びフィードバックの迅速化③肥
育法の改善に関する協議④下痢・食欲不
振牛の検査。より詳細な分析を行うため
今年度から検査回数を増やし、検査項目
を絞る等により結果報告を迅速化。採食
量モニタリングの指標を血中総コレステ
ロール値とし、飼料給与改善を実施。肥
育後期の検定牛群で肝酵素が上昇傾向に
あったため、強肝剤を予防的に投与。ま
た、疾病の早期発見・治療のための検査
を随時実施。今後も肉用牛改良センター
と連携のうえ、肥育過程の血液生化学成
積と枝肉成績等のデータを蓄積し、詳細
な分析を継続予定。

335.肉用繁殖牛生産者グループの活性化
への取組み：長崎県県南家保 吉野文彦、
小林貞仁

平成 19 年から後継者グループ 6 戸に対
してボディーコンディションスコア（BC
S）と卵巣所見を指導ポイントに置き、繁
殖成績及び経営の向上によるグループの
活性化に取組んだ。指導開始時、栄養度
と卵巣所見の関連性の認識不足等の問題
あり。指導内容は、繁殖状況の記録を徹
底させるとともに、定期的巡回指導で分
娩後 2 ヶ月以上経過した発情不明牛及び
不受胎牛を検診対象として、BCS を 5 段
階で、卵巣所見を機能正常、機能低下、
機能障害の 3 区分で評価し、各個体の飼
養管理の指標に活用。今回の取組みで、
BCS は指導が必要な 3 戸中 2 戸で適正化。
検診牛の卵巣所見は機能正常の割合が増
加。受胎率は平成 18 年 78%から平成 21
年 10 月末で 80%に向上、空胎期間 121 日
以上の牛の割合は 19%から 10%へ減少。
再受胎までの日数が 35 日短縮し、グルー
プ全体の経済効果は 1,000 万円の増収。
その結果、母牛飼養頭数は 225 頭から 30
7 頭へ増頭し、更なる規模拡大への意欲
が高まっている。

336.壱岐地域における焼酎粕原液給与に
よるエコフィードの取り組み：長崎県壱
岐家保 石丸憲二、中野奈津子

壱岐の焼酎粕は高額な処理費用をかけ
て乾燥飼料化し島外で処理。コスト面で
問題であり、焼酎粕の有効利用を目的に
原液給与試験を実施。供試牛は試験群 60
頭、対照群 40 頭の計 100 頭。試験期間は
半年間、試験群にのみ配合飼料の一部代

替えとして原液を 1 日 1 頭当り 10kg 給
与。給与前及び終了時の血液生化学検査
（RBC、WBC、Ht、 TP、GOT、ALB、B
UN、CRE、T-cho、A/G 比）、繁殖成績、
栄養度、経費を検討。血液検査は全て正
常範囲。給与後の BUN のみ両群に差が認
められ、試験群の CP 充足率が通常の 1.5
倍であったことが要因と推察。繁殖成績、
栄養度に差は認めず。配合飼料費は 1 頭
当り約 6,900 円のコスト削減。試験成績
を踏まえ普及活動を行い 9 戸 500 頭が順
次給与を開始。焼酎粕の年間排出量から
試算し 大 800 頭へ給与可能であり、焼
酎粕の 80%が島内で消費される。処理費
用の軽減など経済効果は約 8,300 万円。
給与による長期的な影響も検討しながら
今後もこの取り組みを普及し島内完結型
のエコフィードを推進。

337.黒毛和種にみられた不明微生物によ
ると思われる急性気管支間質性肺炎：長
崎県中央家保 早稲田万大、県南家保
鈴田史子

黒毛和種肥育素牛 2 頭、肥育牛 2 頭が
急性気管支間質性肺炎により急死。病理
組織学的検査において気管支、細気管支、
肺胞腔内に HE 染色好酸性、PAS 反応、
グロコット染色陽性、グラム染色、抗酸
菌染色、真菌用蛍光染色不染性を示す酵
母様物の集簇と高度な好中球浸潤を確認。
肺胞中隔はうっ血を伴い肥厚し、硝子膜
を形成。抗 Pneumocystis carinii 家兎血清
を用いた免疫組織化学的染色で抗原は陰
性。酵母様物の電子顕微鏡検査では大き
さ 4 μ m 前後、不定形、角張った多面体
として観察され、個々は密接、細胞壁を
有し、明瞭な核膜、芽胞は認められず。
ビオチン化牛 IgG の反応性の検討では、
酵母様物が体内に常在する可能性が示唆。
酵母様物は原核生物の一つである古細菌
の可能性が示唆。また、全例が急死前に
牛用混合飼料を強制経口投与されていた
ことから、飼料中に含まれるカンジダ属
酵母の可能性あり。

338.BSE 検査所の経費節減への取り組み
：熊本県中央家保 内山由香、佐藤敬明
死亡牛保管用の大型保冷庫(以下、保冷

庫)の節電対策を中心に経費節減の取り組
みを実施。死亡牛は BSE 検査結果判明後、
粗砕まで保管箱へ入れ冷蔵保管。保管箱
汚染防止用の牛体袋や防護服など採材及
び検査用消耗品に毎年約 600 万円、電気
代は当初年間約 250 万円を要した。経費
節減対策 1）消耗品：牛体袋をガゼット
袋から二方袋への形状変更とサイズダウ
ンで低価格化を図るとともに、検査消耗
品等を廉価代替品へ変更。2）節電：電気
使用日量と屋外管理の保管箱の温度を測
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定。電気料金の日量表示等を行い補助員
の節電への意識啓発を図った。保冷庫の
開放時間の短縮や 2 機稼働日の縮減等と、
保管箱の温度上昇防止対策を実施。効果
：牛体袋の規格変更で 1 枚あたり平均 65
4 円から 456 円になった。年間 2,800 頭試
算で 55.4 万円削減。検査用消耗品等の変
更で 49.2 万円削減。平成 20 年度は 101
万円を返納。電気使用量も約 4 割減少し、
年間約 50 万円削減を達成。

339.玖珠家畜市場における子牛の市場性
向上に係る取り組み：大分県玖珠家保
飯田賢、吉武理

低迷する家畜市場価格向上の一助とす
るために、試験的に 2 戸の大規模繁殖農
場を対象に「生産履歴表示カード（以下、
カード）」を作成、販売時に添付し、市場
購買者へのアンケート調査を実施。同時
に、肥育農家にとって損失の大きい特定
の疾病に対する見舞金制度を創出するた
めの取り組みを地域の関係機関とともに
実施。カードには、飼料給与履歴・治療
履歴の他に、市場開催日の概ね 10 日前に
採血・検査したビタミン A、E 等の血液
検査結果と、家族の写真を掲載。肥育農
家から得られた回答は、肥育前期の飼養
管理の参考、将来有利販売が期待できる
等良好で、繁殖農家の意識向上も図られ
た。見舞金制度は、会議を重ねる中で当
地域の取り組みが県下全体の取り組みと
なり、平成 22 年度より実施予定。今後、
カード対象農家を拡大するとともに、JA
等を窓口とした事業化を視野に入れた取
り組みとしたい。

340.繁殖成績向上を目指して：沖縄県中
央家保 下地秀作、比嘉喜政

肉用牛繁殖経営で１年１産を達成する
ことは、所得向上のため重要だが、繁殖
状況把握のための基本的な管理台帳は、
農家個々で様々な記録方法がある。この
場合、情報の聞き取りに時間がかかり、
農家指導や人工授精、繁殖障害措置等が
スムーズに実施できない。今回、必要
小限の項目記入でわかりやすく、過去の
成績も把握しやすい繁殖管理台帳を農家
8 戸に提案し、繁殖成績の記帳指導を実
施。また、空胎日数を取りまとめ現場で
提示した。結果は分娩後初回種付までの
平均日数は 71.3 日、平均空胎日数は 83.2
日で、初回種付までにの日数の長い農家
の平均空胎日数は 109.1 日。これらの農
家は、発情観察が不十分で種付け後の妊
娠鑑定が遅かった。また、空胎日数を現
場で農家へ提示することで、漠然ととら
えていた繁殖成績が明瞭となり、農家意
識が変化した。繁殖成績向上のためには、
農家自ら直近の種付状況等を把握し、人

工授精師や獣医師と情報の共有が重要。
そのために「記録・記帳を実施する」こ
とが大切であり、繁殖管理台帳の記帳の
取り組みを、今後も継続的に実施したい。
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Ⅱ 豚の衛生

Ⅱ－１ ウイルス性疾病

341.管内一養豚場の豚サーコウイルス関
連疾病対策：北海道石狩家保 内藤道子、
清水稚恵
母豚 230 頭規模の一貫経営農場で、豚

サーコウイルス関連疾病（PCVAD）が発
生、死亡率が上昇。病性鑑定豚の全身臓
器で豚サーコウイルス 2 型（PCV2）の感
染による病変を確認。遺伝子型別の結果、
感染ウイルスは genotype1 と判明。子豚
へのワクチン接種と衛生管理強化による
対策を実施、継時的調査により効果を検
討。ワクチン接種豚の死廃率は低下。死
亡豚の病性鑑定の結果、病理所見から PC
V2 の関与を否定、疾病原因は全て細菌感
染。ワクチン接種豚臓器中の PCV2 遺伝
子量は、非接種豚に比べ顕著に低値。以
上より、ワクチンの PCVAD 発症防御効
果を確認。また、農場の作業手順の確認、
改善により消毒効果が向上。発育不良豚
の早期とう汰により感染源となりうる豚
が減少。以上の対策の結果、2 週齢から 5
カ月齢の糞便中の PCV2 遺伝子は、対策
開始 5 カ月目以降陰性。対策による豚舎
環境中のウイルス量の減少、感染リスク
の低下を示唆。

342.豚エンテロウイルス性脳脊髄炎が疑
われた症例について：北海道上川家保 久
保翠、森田大輔

北海道上川管内の一養豚場で離乳前後
の子豚に神経疾患が発生、発症豚 5 頭の
病性鑑定を実施。結果、病理組織検査で
灰白質脳脊髄炎（脳脊髄炎）が認められ、
豚エンテロウイルス性脳脊髄炎（本病）
が強く疑われたが、豚テシオウイルス（P
TV）分離及び遺伝子検索は陰性。各種検
査によりウイルス性の類症疾病は全て否
定。5 頭共通の病理組織所見は、脳幹部
・脊髄を中心とした脳脊髄炎、脊髄腹角
の病変が強く、脊髄神経節炎及び神経根
炎、軸索の腫大・変性など、本病の自然
発生例及び感染実験例と酷似。PTV 浸潤
状況調査の結果、発生農場では抗体陽性
率 100 ％、GM 値 20.3、管内養豚場では
抗体陽性率 100 ％、GM 値 39.7 で、PTV
は管内に広く浸潤し、通常は不顕性感染
していると推察。発生要因は、豚舎の清
掃・消毒の不徹底によるウイルスの暴露
量の増加、移行抗体の消失、換気不足等
のストレスによるものと推察。

343.オーエスキー病(AD)清浄化対策推進
上の問題点と対応：青森県十和田家保
角田公子、中沢堅一

AD 防疫対策要領改正以降、実質的な清

浄化の進展にも関わらず、生産者の多く
が、ワクチン接種中止に否定的、早期清
浄化達成が難しい状況。そこで、生産者
の不安の原因となる問題点を整理し対応。
①清浄性確認検査の複数回実施、②家畜
市場（２ヵ所）・家畜商に係る生産者の清
浄性調査・指導、③野外抗体陽性農場の
計画的・集中的な検査、陽性豚淘汰、④
管外系列農場に係る管轄家保との情報交
換・連携指導、⑤ AD 清浄化促進生産者
対策会議開催等対策を実施し、AD 防疫
に係る地域の安全・安心を提示した結果、
AD 清浄化対策が生産者に理解され、ワ
クチン接種中止が円滑に進行。ステータ
スⅡ 43 農場→ステータスⅢ 39 農場（但
し、廃業 2 継続 2）、ステータスⅢ 9 農場
→ステータスⅣ 8 農場（但し、廃業 1）
に移行。地域の AD 清浄化が大きく前進。

344.口腔液を用いた豚サーコウイルス 2
型サーベイランスの検討：青森県青森家
保 角田裕美、岡本清虎

採材が容易な口腔液による豚サーコウ
イルス 2 型（PCV2）サーベイランスを検
討。口腔液は個体別 26 件と、採材省力化
のため 1 豚房内の豚にタオルを噛ませて
プールした 14 件を使用。加えて血清 114
件、発育不良豚臓器 9 頭分を用いて PCR、
リアルタイム PCR による遺伝子量測定、
遺伝子型別及び臓器の PCV2 免疫染色を
実施。発育不良豚は口腔液 9/9 が PCR 陽
性、遺伝子量が高い個体ではリンパ節の
免疫染色陽性。臨床的に異常のない豚の
口腔液と血清の PCR 成績は 12/17 が一致、
両者の遺伝子量には高い相関あり。プー
ル口腔液は 14/14 が PCR 陽性、その遺伝
子量はプール口腔液採材豚房の個体別血
清における遺伝子量をある程度反映。プ
ール口腔液の遺伝子型が group1 の豚房で
は、個体別血清でも group1 を確認。口腔
液の利用は採材の省力化と豚へのストレ
ス軽減に有用。プール口腔液は、採材個
体が偏るため、遺伝子量を目的とする検
査への利用は困難だが、遺伝子量があま
り影響しない遺伝子型別には利用可能と
推察。今後、採材方法の工夫により実用
化を目指す。

345.養豚場密集地域における豚オーエス
キー病清浄化の取り組み：岩手県県南家
保 千葉由純、村田健一

平成 4 年 12 月から翌 5 年 6 月にかけ豚
オーエスキー病の感染が確認された 7 農
場は、半径 1.5km 以内に密集し所在。各
農場の方針・意識の違いから、清浄化推
進に苦慮。平成 13 年、 も対策が遅れて
いた養豚団地 4 農場で統一した対策を開
始。①飼養豚全頭へのワクチン接種の徹
底、②定期的モニタリング検査・衛生指
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導、③繁殖豚全頭検査・野外抗体陽性豚
の摘発淘汰による段階的対策により、養
豚団地を含む地域全農場の清浄度を 4 年
間で同一水準まで改善。平成 20 年改正の
本病防疫対策要領に基づく清浄度は、「清
浄化対策強化段階」から「監視段階」に
移行する「ステータスⅡ後半」に相当。
平成 20 年 12 月、全農場が一斉に統計学
的手法に基づく検査及びワクチン中止を
実施し、清浄化を達成。何代にも渡る防
疫担当者の地道かつ継続した指導に対し、
農場が理解を示し、地域全農場が統一し
た清浄化対策を実施したことが、清浄化
達成の要因。

346.豚サーコウイルス 2 型（PCV2）ワク
チンによる豚呼吸器複合感染病（PRDC）
対策の効果：岩手県中央家保 福成和博、
浅野隆

豚の重要な生産性阻害要因である PRD
C の一次病原体として、従来の PRRSV、
Mhp に加え、PCV2 の関与が注目されて
いる。管内一貫経営農場（母豚 490 頭）
の肥育舎で呼吸器病による損耗が増加。
農場関係者との検討を踏まえ、PCV2 ワ
クチン接種による対策を開始｡効果検証の
ため、①病原体の動態（PCV2、PRRSV、
Mhp）､②出荷豚の肺病変､③農場生産成
績を調査した。対策後、① 60 日齢時の P
CV2 遺伝子量が有意に減少。PRRSV と M
hp 動態に顕著な変化なし｡②マイコプラ
ズマ様肺炎保有率、Mhp 遺伝子検出率及
び二次感染菌の分離率が減少｡胸膜肺炎保
有率は変化無し。③肥育舎事故率は 3.4
％から 1.9 ％と有意に減少。増体量改善
により平均出荷日齢は 17 日間短縮｡以上
より、PCV2 ワクチンの効果を確認。今
後、残された胸膜肺炎対策について、肺
炎発生要因である温湿度、換気、群編成
等の飼養管理を精査・改善し、一層の生
産性向上を図る。

347.豚サーコウイルス 2 型ワクチン接種
農場における効果の検証：岩手県中央家
保 佐々木家治、本川正人

PCV2 子豚用ワクチンの効果を 2 農場
（A、B）で検証した。A 農場の第 1 豚舎
でワクチンの応用時期の前後に、30 ～ 15
0 日齢まで、第 2 豚舎では応用後に 30 ～
180 日齢まで、それぞれ 30 日間隔で各 5
頭から血清を得て、PCV2 遺伝子量を測
定した。第 1 豚舎の 25 ～ 100 日齢までの
事故率は接種前 4.0 ～接種後 2.1%に減少
し、DG は 501 ～ 574g に増加したが、第
2 豚舎の両者に変化はなかった。第 1 豚
舎で 60 日齢から遺伝子が検出され、その
量は接種前 2.9 ～接種後 1.16log １０ copi
es/μ l に有意に減少した。第 2 豚舎では 1
20 日齢から検出され、量も 1.02 と低位で

あった。2 種類のワクチン（VA、VB）を
用いた B 農場で、未接種、VA、VB 接種
の 3 群の 30 ～ 150 日齢まで 30 日間隔で
各 5 頭から血清を得た。遺伝子は未接種、
VA が 90 日齢、VB が 60 日齢から検出さ
れ、接種群の量（VA： 0.1、VB： 0.42）
は未接種群の 1.87 より低い傾向であっ
た。両農場でワクチンによる感染ウイル
ス量の低減効果が確認された。

348.管内の過去 9 年間の PMWS 実態調査
成績：宮城県東部家保 千葉直幸、加藤
伸悦
平成 12 年度から 20 年度までの 9 年間、

診断予防技術向上対策事業の対象疾病と
して PMWS を調査。管内 9 農場で発育不
良豚 42 頭を解剖、豚サーコウイルス 2 型
（以下 PCV2）を中心に調査。解剖豚の P
CR 検査では、肺・扁桃から約 8 割、血清
から 5 割の PCV2 の存在を確認。PMWS
と診断された豚では、リンパ組織での PC
V2 の特徴病変の検出率が高く、その他の
臓器では、肺・肝臓・腎臓・腸管での病
変部が多い傾向。また、免疫組織化学的
染色法による各臓器の PCV2 抗原検出率
はリンパ組織・肺・腎臓・肝臓・回腸で
高率に検出。PMWS 発症には PRRS と M.
hyorhinis の関与も推察。PCV2 抗体価が
離乳後から 30 日齢にかけて低く、PCV2
遺伝子量が 60 日齢に上昇がみられた農場
で PCV2 ワクチンの使用により、抗体価
は 15 日齢から高値を示し、遺伝子は検出
されず。平成 17 年度から 20 年度までに
調査した 37 頭の PCV2 遺伝子の型別浸潤
調査では、Group1 が 29%、Group2 が 88
%で確認。

349.豚サーコウイルス 2 型（PCV2）浸潤
農場における事故率軽減への取り組み：
秋田県北部家保 鈴木敦、安田正明

母豚 420 頭規模の PCV2 浸潤一貫農場
で、継続的に病性鑑定及び環境調査を行
い呼吸器病対策を実施。平成 19 年までの
PCR による肥育豚からの PCV2 特異抗原
の検出率は、60 日齢 36.4%から 150 日齢
90.9%と上昇。PRRS は陰性であるがマイ
コプラズマ等肺炎起因菌を検出。飼養密
度の改善、離乳後の豚の移動回数減を図
るため、肥育舎１棟を新築、換気方法の
変更及び異常豚の早期淘汰等の対策を実
施。畜舎環境を整えた後、母豚へ PCV2
ワクチン、子豚へマイコプラズマワクチ
ンを導入。PCV2 抗体価(GM)は平成 19
年までは、30 日齢 2.9 から上昇し 150 日
齢 726.0 でピーク。平成 21 年は、30 日齢
403.2 から順次下降し 96 日齢に消失、123
日齢 160.0 と上昇。肥育豚では 70 日齢頃
まで PCV2 の移行抗体が安定。飼養環境
改善の徹底により、ワクチン効果が現れ、
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離乳後の事故率は平成 18 年 9.2%から平
成 21 年 4.4%と減少。パスツレラ症が散
発しており、今後もモニタリングにより
事故率軽減に努めたい。

350.豚サーコウイルス関連疾病対策改善
事例：山形県庄内家保 細川みえ、池田
等

豚サーコウイルス関連疾病による被害
が確認された養豚場（繁殖母豚 140 頭規
模一貫経営）を、平成 15 年より継続して
指導。①病性鑑定により萎縮性鼻炎（AR）、
マイコプラズマ（Mhp）性肺炎、離乳後
多臓器性発育不良症候群、豚繁殖・呼吸
障害症候群などによる被害の確認、②分
離菌の感受性薬剤選定と適正使用指導、
③作業動線の改善とパーシャルデポピュ
レーションの実施、④離乳時液状ミルク
の給与、⑤繁殖母豚への AR 予防ワクチ
ン接種の徹底、Mhp ワクチン接種、豚サ
ーコウイルスワクチン接種などの対策を
段階的に実施。検査成績、食肉衛生検査
還元データ等を関係者が情報共有。農業
共済組合肉豚事故率（事故頭数／引き受
け頭数）は 15 年度 14.6%から 20 年度 9.6
%に改善。食肉衛生検査 Mhp 性肺炎有症
率は 14 年度 53.3%から 20 年度 20.8%に改
善。肥育日数は約 14 日短縮。試算では、
販売肉豚 1 頭当り生産費 3,219 円削減、
年間約 7,526 千円の増収。

351.県内における豚サーコウイルス関連
疾病(PCV2 associated diseases:PCVAD)
の診断状況：山形県中央家保 馬渡隆寛、
水戸部俊治
近年、PCV2 は離乳後多臓器性発育不良

症候群(PMWS)以外の疾病への関与が判
明し、総合して PCVAD と呼び、1)PMW
S、2)PCV2 関連肺炎、3)PCV2 関連腸炎、
4)PCV2 関連異常産、5)PCV2 関連豚皮膚
炎腎症候群(PDNS)の 5 病型に分類。平成
19 ～ 21 年度、病性鑑定 178 件 370 頭中 P
CVAD は 33 件(18.5 ％)64 頭(17.3 ％)。
病性鑑定マニュアル及びアイオワ州立大
学の診断基準に基づき病型を分類。PMW
S は 20 件(11.2 ％)35 頭(9.5 ％)、PCV2 関
連肺炎は 7 件(3.9 ％)9 頭(2.4 ％)、PCV2
関連腸炎は１件(0.6 ％)1 頭(0.3 ％)、PC
V2 関連異常産は１件(0.6 ％)12 頭(3.2
％)、PDNS は 4 件(2.2 ％)7 頭(1.9 ％)。
農場内で PMWS 、PCV2 関連肺炎及び PC
V2 関連腸炎は複数病型の場合と単一病型
のみの場合に分けられ、PCV2 関連異常
産及び PDNS は、単一病型のみが確認。
県内で全病型が確認され、今後さらに P
MWS 以外の病型への PCV2 関与に注視が
必要。

352.豚繁殖・呼吸障害症候群ウイルスの

リアルタイム PCR による検出法の検討：
山形県中央家保 大貫淳、水戸部俊治

豚繁殖・呼吸障害症候群ウイルス（PR
RSV）の定量的リアルタイム PCR（qPCR）
による検出法を開発し、その有効性を検
討。qPCR は 2 ステップの TaqMan プロー
ブ法により、プライマー及びプローブは
PRRSV の Open Reading Frame 6 をターゲ
ットとした。従来法の RT-nested PCR 法
（nPCR）との比較では、一致率は 95.6%、
感度は 100.3 倍低かった。ウイルス血症
を認めた臨床的正常豚 35 頭の血清中 PRR
SV RNA 量は平均 101.6 コピー/μ l、病理
組織学的検査で肺に PRRSV の病変を認め
た豚 4 頭の血清中 PRRSV RNA 量は平均
103.9 コピー/μ l で、病変が強ければ血清
中 PRRSV RNA 量が増加傾向。また、nest
ed PCR 法を応用し、qPCR の外側にプラ
イマーを作成し、予め PCR を実施するこ
とにより、感度が 100.9 倍上昇。以上よ
り qPCR は PRRSV の影響をより詳細に検
討ができ、nPCR との併用により、正確な
診断ができる可能性が示唆された。

353.管内のオーエスキー病清浄化に向け
て：福島県県南家保 秋元穣、前田守幸

平成 20 年 11 月、福島県ＡＤ防疫対策
実施要領（県要領）の改正に伴い農家説
明会、巡回によりＡＤ清浄化へ向けて飼
養者に理解を求めた。その結果、ＡＤ清
浄化に対するコンセンサスが得られ、清
浄化段階（ステータス）に応じた清浄度
確認検査、ワクチン中止により管内清浄
化が進展。県要領改正時、管内の各ステ
ータス（S）は S Ⅰ 2 農場、S Ⅱ 10 農場、
S Ⅲ 1 農場、S Ⅳ 22 農場であったが、県
要領に基づく対策を進めた結果、平成 21
年 12 月現在、それぞれ 1 農場、3 農場、
4 農場、26 農場と清浄化が進んできた。
しかしながら、県外の野外抗体陽性農場
の肥育預託農場や重度野外ウイルス浸潤
農場の存在等により、清浄化は難しい状
況にある。また、ワクチン中止によりワ
クチン抗体保有豚が更新され、管内のワ
クチン抗体保有率が平成 20 年度 72.2 ％
から平成 21 年度 20.3%と低下しており、
侵入防止対策の徹底およびモニタリング
検査が重要。

354.オーエスキー病（AD）野外抗体陽性
農場の問題点：茨城県県西家保 矢口裕
司、渡辺晃行

AD 陽性農場における問題点を整理し
その概要を報告。平成 20 年 12 月の AD
防疫対策要領改正を境に肥育陽性農場数
とワクチン全頭接種率の推移を比較。肥
育陽性農場数は 22 戸から 11 戸に減少し
たが、A 市では 2 戸増加。接種率は要領
改正以降、ほとんどの地域で全頭接種を
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実施。しかし、J 町・E 市では接種率が高
い地域であるにも関わらず清浄化が進ん
でいないことが判明。3 農場を例に挙げ
具体的な問題点を検討したところ①地域
の接種率が低いことによる感染の拡大、
②接種時期の問題（移行抗体の影響やワ
クチン抗体の消失）、③肥育豚舎内の自家
育成豚の存在、④複雑なピッグフローに
よるワクチン未接種豚の存在、などが問
題点と判明。今後は、ワクチン全頭接種
の継続と接種適期の指導に加え、自家育
成豚や複雑なピッグフローなどへの対応
も考慮したより具体的な個別指導を展開
していきたい。

355.管内のオーエスキー病清浄化の取組
：茨城県県北家保 藤原謙一郎、高橋覚
志

管内のオーエスキー病（AD）清浄化へ
向けた１年間の取り組みと、今後の清浄
化方法の検討。養豚農家が 10 戸以上ある
市町について、生産者・指定獣医師・市
町村が清浄化へ向け一体となって取り組
む必要があることから、市町村 AD 防疫
協議会を設置。また、清浄度確認検査で
陽性が確認された農家のうち、日齢別の
詳細な抗体検査、効果的なワクチンプロ
グラムの作成、陽性豚の淘汰を重点的に
行う農家（重点指導農家）を 3 戸設定。
このうち 1 戸については、陽性豚の淘汰
により清浄化達成。他 2 戸は、陽性農場
から繁殖候補豚を導入していたため、陽
性率が高く、早期の陽性豚の淘汰は困難
と判断。そのため、ウイルス排出量の低
減と感染拡大防止のため、ワクチンの全
頭接種の継続を指導。今後の清浄化方針
として、①地域単位でのワクチンの全頭
接種の徹底、②重点指導農家の清浄化対
策推進。この取り組みにより、清浄農家
を拡大し、地域における清浄化を目指す。

356.新体制下におけるオーエスキー病（A
D）清浄化の進め方：茨城県鹿行家保
都筑智子、楠原徹

AD 防疫対策要領改正に伴い平成 20 年
12 月から管内全域 AD 清浄化の取組みを
加速。管内はステータスⅡとⅢで年間に
全農場の抗体検査が必須。今回、農場実
態把握と AD 浸潤農場の個別対策を目的
に農場の日齢別採血を基本方針に検査推
進。採材は 109 戸 3,576 頭実施。g Ⅰ結果
から AD 野外抗体陽性（AD 陽性）豚 856
頭、60 戸の AD 浸潤を確認。新体制前よ
り浸潤農場 8 戸増加。一部新たな AD 浸
潤と繁殖豚に潜む AD 感染豚を摘発。農
場採材 95 戸では農場別繁殖・肥育豚毎の
AD 陽性率判明。これを活用し推定 AD 感
染頭数を算出、管内飼養繁殖豚 35.5 ％､
肥育豚 15%が AD 感染豚と推定。一方、

農場別 AD 陽性率は 2.8 ～ 100%と差があ
り肥育豚 AD 陽性農場の対策優先と再認
識。S 結果では清浄農場はワクチン抗体
保有率が良好､移行抗体とピッグフローを
考慮したワクチン接種の重要性を確認。
結果は昨年度試行した AD 清浄度 5 段階
評価で分類､ 72 農場は順調な清浄化と判
断。今後､清浄農場は清浄確認、浸潤農場
は AD 沈静化と目的に応じた検査と積み
重ねが必要。

357.マイクロ間接蛍光抗体法を用いた豚イ
ンフルエンザウイルスの流行状況調査：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)の抗体

検出法としてマイクロ間接蛍光抗体法(IF
A)の実用性を検討し、県内飼養豚での流
行状況調査を実施。IFA は 96 穴マイクロ
プレート上で MDCK（犬腎臓由来）細胞
及び SIV 県内分離株（H1N2）を使用。蛍
光顕微鏡下では感染細胞の細胞質及び核
内に明瞭な SIV に対する特異蛍光を確認。
IFA と同一抗原を用いた HI 法とも抗体価
に相関が認められ（相関係数 0.88、n=105）、
本法は SIV 抗体検出法として有用。迅速
性及び簡便性から病性鑑定やスクリーニ
ング法として期待。流行状況調査には平
成 18 ～ 20 年に採血した 1,065 検体の肥
育豚血清を使用。抗体陽性豚は平成 18 年
が 2/83 農場で 3/399 頭、平成 19 年が 11/6
8 農場で 23/343 頭、平成 20 年には 25/70
農場で 57/323 頭の確認。平成 19 年の抗
体検出率は県北家保管内が も高く、平
成 20 年では県央家保管内が も高値。SI
V の流行は周期的に発生し、かつ地域性
があると推察。

358.豚オ－エスキ－病（ＡＤ）清浄化に
向けた強化対策：群馬県東部家保 板垣
光明、川島敬二

AD 清浄化対策は、18 年度から県農業
振興プランに基づき 5 カ年計画で実施。
計画以前の 17 年度、管内に全頭接種未実
施かつ陽性農場が 25 戸存在し、陽性率は
繁殖豚 42.4%、肥育豚 21.8%。そのため、
ワクチン接種推進、モニタリング検査を
強化。現在、ワクチン接種が必要な農場
全戸で接種を実施し、陽性率は繁殖豚 11.
4%、肥育豚 9.6%。管内 11 地区中 5 地区
で陽性農場は認められず順調に清浄化。4
地区は高産歴繁殖豚等で少数の陽性豚を
認める。大規模かつ農場が密集している
1 地区は継続的な指導により 22 年度で陽
性豚を約 200 頭の残存と見込む。今後、
これら 5 地区でとう汰による清浄化を図
る。計画の 終段階である現在、1 地区 4
農場にウイルス感染があり、家保、獣医
師、市、自衛防疫団体、関係団体等が連
携し、生産者に対して強化指導を実施。
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飼養衛生管理の徹底、ワクチン追加接種
等の対策が定着し、ウイルス感染が沈静
化してきたため、22 年度の清浄化達成が
見込まれる。

359.豚オーエスキー病（AD）清浄化に向
けた取り組み：埼玉県川越家保 伊藤麗
子、鈴木智

国内の AD 清浄化対策は、H3 年以降防
疫対策要領に基づき推進。当所では、H2
0 年の要領改正前の H19 年度から、管内
養豚農家全戸を対象とした農場採血によ
る抗体検査、陽性豚の計画的淘汰を推進。
検査により、9 市町は野外陰性地域で一
部ワクチン接種農家が存在、4 市町は野
外陽性地域と確認。野外抗体保有率は、
頭数ベース、戸数ベースとも年々低下し、
野外陽性農家は現在 5/45 戸。野外陰性農
家の一部がワクチンを中止し、接種率も
減少傾向。野外陽性農家では一部を除き、
労力や費用対効果等を理由に、ワクチン
全頭接種が進展しない状況。しかし、陽
性は髙産歴豚の一部に限定するので、自
家育成および導入豚の陰性確認、繁殖豚
へのワクチン接種、肥育豚のウイルス動
向監視により蔓延を防止。今後も生産者
組織と一体となり、野外陽性農家のワク
チン全頭接種の推進と陰性地域の清浄性
維持により早期清浄化を目指す。

360.豚サーコウイルス 2 型ワクチン効果
の検討：千葉県中央家保 佐藤岳彦、芦
澤尚義

平成 17 年秋頃から平成 19 年にかけて、
県内養豚密集地域を中心に離乳豚及び肥
育豚の事故率増加や発育不良を主徴とす
る疾病が増加し、豚サーコウイルス 2 型(P
CV2)の関与が判明。このような状況下で
平成 20 年 3 月、PCV2 ワクチン(ワクチン)
接種を開始。接種した農場の多くでは事
故率の低下がみられたため、ワクチンの
効果について検討。対象とした 5 農場で
は子豚用ワクチンを接種している。それ
ぞれワクチン接種前後で日齢毎に採血し、
間接蛍光抗体法(IFA)及びリアルタイム P
CR( r-PCR)を実施し、結果を比較。 IFA
の結果、全農場において抗体価の上昇開
始日齢が遅くなる、または抗体価のピー
クが低下。 r-PCR の結果についても同様
に、PCV ２遺伝子検出時期が遅くなる、
または遺伝子量が減少。以上から、ワク
チン接種により PCV2 の感染時期が遅く
なり、またウイルス血症を抑制する傾向
がみられた。

361.哺乳豚における豚サイトメガロウイ
ルス感染症の発生：千葉県中央家保 新
居友明、芦澤尚義

平成 20 年末ごろから繁殖豚 240 頭の一

貫経営農場で、20 日齢前後の哺乳豚が肺
炎等の症状を呈して急死する例が散発し
た。発育良好で特に症状なく急死した 19
日齢の哺乳豚の病性鑑定を実施したとこ
ろ、病理組織学的検査では肺の水腫が顕
著で、呼吸細気管支から肺胞の上皮細胞
の壊死が特徴的な間質性肺炎がみられ、
肺胞上皮細胞等に好塩基性核内封入体が
まれにみられた。ウイルス学的検査では、
心、肺、肝、脾、腎及び鼠径リンパ節の
10 ％乳剤を CPK 細胞及び豚肺胞マクロフ
ァージ（M φ）に接種したところ、肺及
び腎乳剤を接種した M φでのみ CPE が観
察された。また、豚サイトメガロウイル
ス(PCMV)、豚繁殖・呼吸障害症候群ウ
イルス、豚サーコウイルス 2 型、豚アデ
ノウイルス、オーエスキー病ウイルス、
トルクテノウイルスの特異遺伝子の検出
を実施したところ、PCMV のみ陽性とな
った。以上の成績より、本症例を PCMV
感染症と診断した。

362.過去 3 年間の抗体調査結果から見た
豚の疾病動向：東京都家保 中村博、岸
田敬二

検体数が概ね 10 頭以上の一貫経営農家
(一貫)8 戸と肥育農家(肥育)4 戸につい
て、過去 3 年間の抗体検査結果から疾病
動向を検討。一貫では豚丹毒と豚胸膜肺
炎の抗体保有率が高く、豚伝染性胃腸炎
と豚流行性下痢はほとんど抗体保有を認
めず。豚繁殖･呼吸障害症候群(PRRS)は
3 戸の農家が抗体陽性率 30 ％以上。肥育
では年度ごとの抗体保有率が大きく変動、
導入前のワクチン接種の影響が大きかっ
た。PRRS の S/P 比を年度別・農家ごとに
グラフ化して比較。陰性農家は 3 年とも
低値に集まり、ばらつきも小さかった。
陽性農家の 1 戸は昨年度に S/P 比が上昇
してばらつきも大きくなり疾病の浸潤が
疑われたが、21 年度は S/P 比が低下、ば
らつきも縮小。他 2 戸の陽性農家もばら
つきが縮小する傾向があり、PRRS は清
浄化に向かっていると推測。肥育農家で
は傾向は不明瞭。過去の検査結果と比較
して提示することにより農家の理解が深
まり、指導項目について取り組む意欲が
向上。

363.管内一養豚場における PCV2 及び PR
RS に関する実態調査：神奈川県県央家保

石川梓、安藤正樹
管内一貫経営農場で豚サーコウイルス

2 型（PCV2）、豚繁殖・呼吸障害症候群
（PRRS）に関する実態を調査。当農場で
は、2008 年 9 月から離乳後死亡頭数増加。
対策として同年 11 月から母豚 PCV2 ワク
チン（母豚 vac）接種開始。発育不良豚
・死亡豚は減少せず、2009 年 6 月から子
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豚 PCV2 ワクチン（子豚 vac）接種の追加
により改善。そこで、2004 年 7 月から 20
09 年 7 月までに検出された PCV2 の遺伝
子型を調査。2008 年 6 月までは北米型の
み、同年 12 月からはヨーロッパ型も検出。
また、2009 年 7 月から 10 月にかけて肥
育豚の PCV2 感染状況を PCR 法で調査。
母豚 vac のみで 19/25 頭、子豚 vac 接種豚
は 2/64 頭が陽性。以上より、今回の死亡
頭数増加にヨーロッパ型の関与が疑われ、
子豚 vac 接種が有効と示唆された。一方、
PRRS に関して ELISA 法・PCR 法で調査。
結果、感染時期は 60 日齢前後と推察され
た。今後は本調査結果を基に生産性向上
に取り組む。

364.豚エンテロウイルス A の関与が疑わ
れた脳脊髄炎の発生事例：新潟県中央家
保 里麻啓、山家崇

平成 20 年 9 月から、母豚 240 頭飼養規
模の一貫経営養豚場で、50 ～ 70 日齢の
子豚が神経症状を呈し、3 ～ 4 日で死亡
する疾病が発生。平成 21 年 4 月までに 2
7 頭の発生があり、平成 20 年 10 月及び
平成 21 年 3 月に合計 3 頭を病性鑑定。剖
検で体表リンパ節の腫大、脳血管充盈等
がみられ、組織学的には脳幹部等に非化
膿性脳脊髄炎を認めた。大脳、小脳、延
髄を用いたウイルス分離では、3 頭中 1
頭から豚エンテロウイルス A（PEV-A）
を分離、V13 株と 91.5 ％の相同性。PEV-
A を標的とした RT-PCR で 3 頭中 2 頭が
陽性。以上より PEV-A の本症への関与が
示唆。分離ウイルスを用いたステージ別
中和抗体検査では、母豚の抗体価にバラ
ツキがみられ、20 日齢で抗体価が低く、
その後、日齢の経過とともに抗体価が上
昇。他の農場では、30 日齢以降で抗体価
が上昇。平成 21 年 12 月の抗体検査では、
子豚の感染時期が遅延。神経症状を呈す
る豚が減少。今後も継続調査が必要。

365.豚エンテロウイルス A の関与が疑わ
れた症例の病理組織学的検索：新潟県中
央家保 篠川有理、会田恒彦
母豚 240 頭規模の一貫経営農場におい

て、平成 20 年 10 月以降、肥育豚が神経
症状を呈し死亡する事故が散発。生体 2
頭、死体 1 頭の計 3 頭について病性鑑定
を実施し、ウイルス検査で 3 頭中 1 頭の
脳脊髄から豚エンテロウイルス A(PEV-
A)を分離。病理組織学的検査では 3 頭に
共通して非化膿性脳炎を認めた。病変分
布は脳幹部及び脊髄を中心に観察され、
大脳半球では軽度。脊髄では灰白質の病
変が強く、神経細胞に中心性虎斑融解が
散見されるなど、豚エンテロウイルス性
脳脊髄炎で報告されている組織所見と一
致。現在、PEV-A の病原性は不明であり、

診断のための有効な抗体もない。そこで、
本事例の血清 IgG をビオチン標識し、脳
脊髄病変について SAB 法を実施。結果、
PEV-A と脳脊髄病変との関連性の判断が
困難であったことから、電子顕微鏡学的
検索を実施し、解明に向けた検討が必要。

366.PRRS 初発農場における繁殖障害及び
呼吸器病低減に向けた衛生対策（第２報）
：静岡県東部家保 田﨑常義、湯山祐子
平成 20 年 3 月下旬、母豚 200 頭規模の

一貫経営において、流産、分娩前後の発
熱、哺乳豚に死亡率増加が見られ、豚繁
殖・呼吸障害症候群（PRRS）と診断。更
に、同年 7 月約 20 ％の育成豚で呼吸器症
状を示し、豚サーコウイルス関連疾病（P
CVAD）と診断。そこで、繁殖障害及び
呼吸器病低減に向けた衛生対策指導を開
始。PRRS 対策は、母豚全頭に PRRS ワク
チン接種、分娩房の乾燥及び石灰塗布、
分娩舎の石灰散布を実施。PCVAD 対策は、
豚サーコウイルス 2 型（PCV2）ワクチン
や呼吸器病関連ワクチン接種、育成舎消
毒、発育不良豚隔離を実施。その結果、
母豚群から PRRS ウイルスは検出されず、
発症前と同様、哺乳開始率 89%、離乳前
事故率 11%に回復。育成舎移動後、PRRS
や PCV2 の野外ウイルスの感染を受けた
が、育成豚の呼吸器症状等の集団発生は
ないため、両ウイルスの動きは安定した
と推察。今後も農場防疫を徹底し、ウイ
ルスの動きを捉えながら、育成豚の呼吸
器病対策を継続することが重要。

367.血中ウイルス量を指標とした豚サー
コウイルス 2 型ワクチンの農場での効果
：静岡県西部家保 大竹正剛、中村美穂
豚サーコウイルス 2 型(PCV2)ワクチン

の農場における効果について、血中ウイ
ルス量を指標として評価。養豚場 7 戸(子
豚接種農場 3 戸、母豚接種農場 1 戸、未
接種農場 3 戸)を対象に、ワクチン接種前、
接種後の健康豚から各 5 頭× 5 ステージ
(30、60、90、120、150 日齢)計 25 頭 /戸
について採血を実施。分離血清から抽出
したウイルス DNA をリアルタイム PCR
法で定量。その結果、子豚接種 3 農場の
うち、3 週齢接種の 2 戸はウイルスが全
ステージにかけて検出限界以下に減少。5
週齢接種の 1 戸は、ワクチン接種前と同
様のウイルス動態を示し、血中ウイルス
量は減少せず。母豚接種農場は、90 日齢
まで検出限界以下に維持され、豚サーコ
ウイルス 2 型関連疾病（PCVAD）好発時
期での発症防御の可能性を示唆。一方、
未接種 3 農場では、血中ウイルス量の増
加とピーク期の若齢化を確認。以上から、
PCV2 ワクチンは、子豚及び母豚接種と
もに農場でも血中ウイルス量低減に効果
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があり、子豚接種の場合、3 週齢接種が
高い効果を期待できることが示唆。

368.豚サーコウイルス関連疾病発症豚に
みられた PCV2b の関与した脳病変：静岡
県中部家保 和久田高志、土屋守
母豚 200 頭規模の養豚農家で、2008 年

秋頃から離乳豚で発育のばらつき、60 日
齢程度で神経症状が約１％に発生。2009
年 4 月に発育良好で遊泳運動を示す 1 頭
（No.1）、削痩し歩様異常を呈する 2 頭(N
o.2、3)の病性鑑定を実施。剖検で No.2、
3 では小脳の充出血。組織学的に No.1 で
は大脳の壊死、No.2、3 では小脳の壊死
性血管炎を伴う壊死と出血。抗 PCV2 豚
及び兎血清を用いた免疫組織化学染色で
No.1 の大脳、No.2、3 の小脳血管内皮及
び周囲単核細胞等に陽性抗原を確認。 3
頭のリンパ組織ではリンパ球数減少と好
塩基性細胞質内封入体。病原検索では脳
乳剤から検出された PCV2 特異遺伝子は
遺伝子解析により PCV2b に分類。脳病変
は既知の疾病とは一致せず、No.2、3 の
小脳病変は PCV2 の関与した小脳病変の
報告と類似。No.1 の大脳病変でも PCV2
抗原を認めたため、3 頭の脳病変は PCV2
が関与したものと推察。今回検出された
PCV2 株及びウイルス量と脳病変形成と
の関連は不明。

369.豚サーコウイルス 2 型（PCV2）ワク
チン接種農場のウイルス動態調査：富山
県東部家保 宮本剛志

県内 7 戸の養豚農場において、30 日齢
から 150 日齢のステージ別肥育豚血清 33
9 検体の PCV2 抗体価とウイルス量を測
定。さらに血清中 PCV2 遺伝子の遺伝子
型別を実施。ワクチン接種群の抗体価は
非接種群に比べ 60 日齢において有意に高
く、ウイルス量は 60 日齢まで 10copies/μ
l 未満に抑制。また、ウイルス量のピーク
日齢が非接種群の 60 日齢に比べ接種群で
は 90 日齢に遅延し、 大値も 104.5copies
/μ l から 103.0copies/μ l に減少。しかし、
90 日齢でウイルス量は急増し 150 日齢ま
で高値で推移。また、PCV2 遺伝子型別
にて、ワクチン接種前後で検出された PC
V2 が北米型からヨーロッパ型へ変化。一
方ワクチン非接種農場では北米型のみ検
出。このことからワクチン接種により農
場の PCV2 が異なる遺伝子型にシフトす
る可能性が示唆。ワクチン接種群の肥育
後期で血中ウイルス量が増加する原因の
一つに遺伝子型のシフトが関与すると考
察。

370.豚サーコウイルス 2 型が関与した離
乳後多臓器性発育不良症候群：石川県北
部家保 多々見晋一、神川佳子

繁殖豚 145 頭を飼養する一貫経営農場
で、2009 年 5 月より離乳後 1 か月齢の豚
で下痢と発育不良を呈し死亡する疾病が
増加。同居豚 5 頭の病性鑑定を実施。剖
検で腹水・胸水貯留、一部リンパ節腫大、
肺炎など様々な所見。細菌検査で Pasteur
ella multocida、Arcanobacterium pyogenes
を分離。病理組織検査で肉芽腫性炎およ
び好塩基性細胞質内封入体を含有する多
核巨細胞を鏡検。免疫組織化学的検査で
抗豚サーコウイルス 2 型（PCV2）抗体を
検出。ウイルス検査で PCV2 特異遺伝子
を検出。系統樹解析で PCV2 Group1 と判
明。以上から PCV2 Group1 が関与した離
乳後多臓器性発育不良症候群と診断。発
症時、事故率が 2.2 ％から 12.5 ％と増加。
保存血清で PCV2 抗体を検出。防疫処置
として、ワクチン接種、飼養管理改善を
行ったところ事故率は 3.4 ％と減少。ワ
クチン接種を含む継続的指導が必要。

371.豚サーコウイルス 2 型（Group1）に
よる離乳後多臓器性発育不良症候群の病
理組織学的検討：石川県南部家保 中田
昌和、松田達彦
繁殖母豚 145 頭を飼養する一貫経営農

場で離乳後の豚に削痩および下痢を主徴
とする疾病が発生。5 検体中 3 検体から
豚サーコウイルス 2 型の特徴病変部に一
致して陽性抗原を確認、
離乳後多臓器性発育不良症候群（PMWS）
と診断。系統樹解析で Group1 と判明。本
症例を詳細に解明するため各検体の病変
の程度と抗原量をスコア化、従来報告さ
れている特徴的な病変（間質性肺炎、封
入体形成、リンパ球減数、肉芽腫性炎）
との差異について検討。
結果、2 検体の肝臓に
小葉間結合組織の線維化と実質の壊死、3
検体の脾臓にろ胞の出血を確認。豚サー
コウイルス関連疾病（PCVAD）は 2006
年に国内で
初めて Group1 が検出された以降も病変の
多様化が見られ、診断の難しさが増して
いる。今回、従来の PMWS にはなかった
脾臓におけるろ胞の出血を呈した本症例
は、PCVAD を解明するうえで重要。

372.石川県で流行した豚サーコウイルス 2
型（PCV2）のウイルス学的解析および疫
学的考察：石川県南部家保 伊藤美加、
松田達彦

2009 年県内 4 養豚場で、離乳後多臓器
性発育不全症候群（PMWS）を疑う症例
に遭遇、PCV2 についてウイルス学的検
査を実施。定性 PCR では、A 農場は鼻腔
・糞便スワブ、B、C および D 農場の解
剖豚は諸臓器すべてが陽性。リアルタイ
ム PCR（SYBR Green 法）では、解剖豚
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の臓器ウイルス量 105 ～ 108copies/μ g か
ら、病勢は軽度～中等度と判断。解剖豚
で IFA 抗体価とウイルス量間に相関を確
認（R2=血清 0.77、脾臓 0.32）。分子系統
樹解析では、解析 ORF2 領域は Group1 型
に分類され、A、B、D 農場は同一配列、
C 農場は 1 塩基 1 アミノ酸の相違。また、
過去に豚サーコウイルス関連疾病（PCVA
D）が疑われた県内症例の PCV2 は、すべ
て Group2 型。疫学調査で、4 農場は飼料
会社・製薬会社・管理獣医師等の関係者
が共通。以上より、2009 年に続発した P
CVAD の流行株は県内初確認の Group1 型
と判明。そのウイルスは同一または極め
て近縁であり、疫学的に人や車両を介し
た伝播が疑われた。

373.豚サーコウイルス感染症不活化ワク
チン接種と事故率などの変化に関する一
考察：福井県家保 朝倉利江、 松井司

豚サーコウイルス感染症(PCVAD)が発
生した 2 養豚場（A および B 農場）で豚
サーコウイルス(PCV2)ワクチンの接種を
開始。平成 18 年から 21 年までの肥育豚
の事故率と育成・出荷成績からワクチン
効果を検証。A、B 農場共に母豚約 90 頭
規模の一貫経営。事故率は A、B 農場共
に PCVAD の発生に伴う上昇が認められ
たがワクチン接種後には低下。育成・出
荷成績は、A、B 農場共に PCVAD 発生に
よる成績低下があったが、ワクチン接種
後改善。A 農場に比べると B 農場では改
善は軽微。B 農場主への聞き取りから、
肥育豚の飼養管理者変更、分娩前母豚の
衛生管理および離乳豚舎における温度管
理の不備など生産性阻害要因判明したた
め、改善を指導。以上から、PCVAD 発生
農場における PCV ２ワクチン接種は事故
率低減、生産性向上に効果があり、更に
適切な衛生・飼養管理の実施により育成
・出荷成績が向上すると推察。

374.病性鑑定豚における豚サーコウイル
ス 2 型と swine Torque teno virus の浸潤
状況：愛知県中央家保 鈴木清示
愛知県における PCV2a と PCV2b、及び

swine Torque teno virus（swTTV）の浸潤
状況を調査。【材料・方法】平成 20 年度
の病性鑑定豚計 21 農場 199 検体について
PCV2 型別 PCR を実施。swTTV は PCV2
検出検体を材料とし、swTTV1 株及び sw
TTV2 株の型別 PCR を実施。【結果・考察】
PCV2a は 8 農場 24 検体、PCV2b は 9 農
場 48 検体で検出。農場で検出される PCV
2 株に偏在傾向。swTTV は 13 農場 68 検
体を検査し、swTTV1 は 11 農場 33 検体、
swTTV2 は 13 農場 64 検体で検出。次に
病理学的診断可能な個体 19 頭を PCVAD
診断群とそれ以外に分け、PCV2 と swTT

V の検出率を比較。PCVAD 群全 9 頭から
は PCV2b が検出。両群間の PCV2b 検出
率に有意差（p ＜ 0.05）。また、PCV2b 検
出個体 14 頭を同様に 2 群に分け比較。両
群間の swTTV 検出率に有意差なし。愛知
県内の PCV2b 浸潤が判明。検出農場は事
故率が 1 ～ 2 割と高く、近年の PCV2b 侵
入が原因の 1 つであると推察。swTTV 浸
潤を確認。今後は swTTV の病原性の解明
などが必要。

375.一養豚場における Group1 サーコウイ
ルス２型感染症（PCV2）事例：三重県中
央家保 浅井麻実子、井上大輔

母豚 500 頭規模の一貫および月約 600
頭の 100 日齢肉豚を県内外の同一経営体
より導入する肥育経営農家において 2008
年１月頃より約 90 日齢肥育豚に、発育不
良および死亡が増加。同年６月に発育不
良豚 10 頭で病理組織学的検査および遺伝
子学的検査を実施。臨床所見では発育不
良７頭、皮膚で赤紫色の丘疹形成３頭、
発咳２頭を確認。病理組織学的検査では
リンパ節の変性した細網細胞内に PCV2
の封入体形成２頭、腎臓の壊死性糸球体
腎炎３頭を確認。血清より、Group １ PC
V2 遺伝子を７頭確認。以上の成績から皮
膚炎腎症症候群および PCV 関連疾患と診
断し、９月末より PCV2 ワクチン接種を
開始。その後、発育不良豚は減少。離乳
後事故率は前年比 10%(19.1%→ 9.1%)減
少し、病性鑑定では PCV2 を疑う所見は
認められていない。

376.豚インフルエンザウイルスの抗体保
有状況と検査方法の検討：奈良県家保
武平有理子

豚インフルエンザ(SI)の流行には地域
性があると言われているが、管内の浸潤
状況は不明。そこで、抗原を分与しても
らい、HI 検査を実施。また、AGP につい
ても検討。管内の肥育豚における陽性率
は、H1N1 は 38.1 ％、H3N2 は 7.7 ％とな
り、H3N2 は抗体価も低く、あまり動い
ていないと推測。また、慢性疾病対策事
業(PRRS)対象農場の余剰血を用い、抗体
価の推移(H14.11 ～ H21.12)をみた。H1N
1、H3N2 共に母豚より候補豚の陽性率が
高く、変動も大きかった。また、高い抗
体を保有していたのは細霧システム導入
前であった。導入後は、子豚の抗体価も
低レベルで推移し、細霧システムはある
程度有効であった。AGP では、抗原を高
濃度にすることで反応は可能であったが、
更なる検討が必要。また、H1N1 と H3N2
の区別は無理であるが、血清を前処理す
る必要がないため、モニタリングをする
には簡便で利用価値が高いと考えられた。
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377.管内養豚場で発生した離乳後多臓器
性発育不良症候群：和歌山県紀北家保
石井陽子、上田雅彦

平成 21 年 1 月、繁殖母豚 65 頭飼養の
子取り経営養豚場で生産子豚の発育不良
発生（発生率約 30%）、その殆ど斃死。同
年 8 月、50 日齢の発育不良子豚 2 頭(No.
1、No.2)について病性鑑定を実施。No.1
では非化膿性間質性腎炎、リンパ節のリ
ンパ球減少、多核巨細胞形成確認。No.2
ではリンパ節の出血、リンパ球消失、肉
芽腫性炎および多量の封入体を確認。細
菌学的検査では有意菌分離されず。ウイ
ルス学的検査では No.1、2 の扁桃、腎臓、
脾臓、気管リンパ節および、No.2 の肺、
肝臓から PCV2 遺伝子検出。過去の県内
検出株を含めた PCV2 遺伝子のシーケン
ス解析の結果、近年検出株（2 農家 3 症
例）は全て group1 と判明。その他ウイル
スおよび遺伝子検出されず。病理組織学
的所見と PCV2 遺伝子の検出結果から離
乳後多臓器性発育不良症候群と診断。同
年当該農家の子豚抗体検査で PRRS ELIS
A 抗体全頭陽性であったため、過去の畜
舎内での PRRS ウイルス感染示唆。今回
の症例への関与が疑われた。

378.鳥取県中部管内での豚サーコウイル
ス関連疾病の発生事例：鳥取県倉吉家保

前田佳奈、小谷道子
管内の肥育一貫経営農場で、平成 21 年

7 月頃より 2 ヶ月齢の発育不良豚が増加。
解剖した 7 頭のうち、5 頭に肺水腫の共
通所見。ウイルス学的検査では PCR 検査
により、4 頭の肺や肺門リンパ節から豚
サーコウイルス 2 型（PCV2）遺伝子を検
出。うち 1 頭で病理組織学的検査及び抗
PCV2 免疫染色の結果より離乳後多臓器
性発育不良症候群と確定診断。PCV2 ワ
クチンを試験的に接種し効果を検討。PC
V2 ワクチン接種群（PCV2 接種群）、対照
としてマイコプラズマワクチン接種群（M
hp 接種群)、ワクチン未接種群を用意。4
ヶ月齢まで 1 ヶ月ごとに体重測定及び RT
PCR により PCV2 の血清中 DNA 量を測
定。結果、未接種群は他の 2 群と比較し
て増体が不良。血清中 DNA 量のピークは
未接種群は 1 ヶ月齢、PCV2 接種群は 2 ヶ
月齢、Mhp 接種群は 3 ヶ月齢。PCV2 接
種群はピーク時の血清中 DNA 量が他の 2
群に比較して低い。その後 PCV2 ワクチ
ンを全頭に接種。屠畜検査成績の肺炎の
割合がワクチン接種後減少。その後管内
養豚農場の PCV2 遺伝子型を検査。平成 2
1 年度検査分はすべて遺伝子型 1。遺伝子
型 1 が県内に浸潤している事を情報提供。

379.PCV2VLP 蛋白を用いた ELISA と Re
al-time PCR による PCV2 野外感染迅速診

断法：徳島県西部家保 尾川誠次郎、大
石典子

PCV2 のウイルス診断する際、Real-time
PCR と IFA(間接蛍光抗体法）を実施し

Real-time PCR によって感染しているかど
うかの確認、 IFA により過去に感染があ
ったかの確認をするが、 IFA を実施する
のに使用する PPK 細胞を取り扱う施設が
必要。 IFA 判定に必要な日数は 3 日。今
回作成した PCV2VLP 蛋白 ELISA を用い
る事によって PCV2 の野外感染のスクリ
ーニングが短時間で判定可能。血清 101
検体、母豚、30~150 日齢の肥育豚で IFA
と ELISA の相関係数を算出(ピアソン相
関 r=0.825） 。衛生対策前、60 日齢、90
日齢で PCV2 コピー数が 105 copy/serum
前後、離乳後事故率は 40%、90 日齢を過
ぎた頃からウイルス量の減少と共に ELIS
A 値の上昇がみられ、その後抗体を 150
日齢まで維持。衛生対策後、21 日齢に P
CV2 ワクチン接種後、Real-time PCR 陰性、
60 日齢で ELISA 値の上昇により野外感染
の確認がされたが、その後の Real-time P
CR、 ELISA では検出陰性。 PCV2ELISA
と Real-time PCR を組み合わせることによ
り農場内での PCV2 野外感染の時期が判
明。

380.豚呼吸器病症候群（PRDC）対策実施
農場における PRRS 馴致例：徳島県西部
家保 阿部敏晃

繁殖母豚 200 頭、肉豚 1,700 頭飼養の
一貫経営養豚場で、PRDC 対策を実施中。
PRDC 一次要因中 PCV2 はﾜｸﾁﾝで対応、P
RRS は発育不良離乳豚との同居による繁
殖候補豚への農場内 PRRSV 強制感染によ
る馴致を検討、実施。試験馴致では、同
居 2w で PCR 陽転、4w で ELISA 陽転、9
0d で PCR 陰転を確認。爾後候補豚は本過
程を経て繁殖に供試。2008 年 4 月～ 2009
年 12 月までに計 109 頭（馴致済 88、馴
致中 21）に馴致実施。馴致は、2009 年夏
頃までは順調に推移したが、それ以降、
感染にﾊﾞﾗﾂｷ。2008 年末頃から発育不良
を呈する離乳豚が減少、馴致中候補豚の
唾液付着ﾛｰﾌﾟを新規候補豚に与えて試す
も失敗。10 月離乳舎内子豚の PCR 実施、
離乳舎移動後 2w で陽転を確認。当面離
乳舎移動 3w 後の個体を材料として馴致
を実施するが、今後は検討が必要。

離乳舎／肥育舎の事故率は、2006 年 5.
57 ／ 2.93 ％、2007 年 7.24 ／ 2.14 ％、20
08 年 4.94 ／ 2.60 ％、2009 年 2.38 ／ 0.34
％。

381.神経症状がみられた豚サーコウイル
ス関連疾病：愛媛県家畜病性鑑定所 徳
永康子、篠藤倫子

2008 年 12 月に繁殖豚 590 頭を飼養す
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る農場で、発育不良や下痢、神経症状等
を主徴とした離乳豚の事故率が上昇（No
1）。2009 年 2 月にも同様の症状を認めた
（No2、3）。No1 の小脳、脾臓・扁桃の
パラフィン切片で豚サーコウイルス（PC
V2）特異遺伝子を検出。No2、3 の小脳
と脊髄から PCV2 を分離し、分子系統樹
解析により PCV2b(ヨーロッパ型)に遺伝
子型別された。病理組織学的所見はいず
れも小脳における多発性出血、大脳から
脊髄に及ぶ非化膿性髄膜炎、リンパ組織
におけるリンパ球減少と PCV2 に特徴的
な封入体が観察され、免疫組織化学的検
査ではリンパ組織と脳病変部で PCV2 抗
原陽性。農場では、2009 年 3 月から PCV
2 ワクチンを母豚と子豚に接種し始め、
離乳豚の事故率は徐々に低下し、本症と
同様の症状は認められなくなった。神経
症状を伴う豚サーコウイルス関連疾病（P
CVAD）は、国内外で数例の報告があり、
本症例は PCV2 を原因とする PCVAD と
診断した。

382.豚における牛流行熱、アカバネ、ア
イノ、チュウザンおよびピートンウイル
スの血清学的調査：佐賀県中部家保 西
大輔、江頭達介
牛で問題となるアルボウイルス５種類

のウイルスについて健康豚の血清 1814 検
体の血清中和試験を実施。
HmLu-1 細胞を用い、牛流行熱（BEF）Y
HL 株、アカバネ（AKA）JaGAr39 株、ア
イノ（AIN）JaNAr28 株、チュウザン（C
HU）C31 株およびピートン（PEA）CSIR
O110 株を供試ウイルスとした。陽性率は
BEF0%（0/925）、AKA9.9%（121/1225）、
AIN20.7%（314/1514）、CHU0%（0/925）、
PEA2.4%（10/417）。農場陽性率は AKA45.
7%（41/92）、AIN37.8 ％（34/90）、PEA21.
9 ％（7/32）。今回の調査で、AKA、AIN
および PEA が県内の豚においても牛と同
様に流行。今後はこれらのウイルスの豚
への影響や、これらのウイルスの牛での
流行に対する豚の役割等について、さら
に調査研究を進めていくことが必要。ま
た、毎年実施しているおとり牛による流
行予測のための検査で、おとり牛の抗体
陽転が認められなかった地域でも抗体を
保有している豚を確認したこと等から、
豚の検査を追加することで、より広範囲
で濃密なサーベイランスの可能性が示唆
された。

383.腎臓に著しい病変が認められた豚サ
ーコウイルス関連疾病（PCVAD）：佐賀
県中部家保 山口博之

発育不良豚の病性鑑定で腎臓に著しい
病変が認められた PCVAD に遭遇した。
県西部の母豚 35 頭、種雄豚 5 頭、肥育豚

380 頭を飼養する農場で 2009 年 2 月頃か
ら発育不良を呈する豚の増加、肥育豚の
約 1/5 が発育不良。発育不良豚の増加が
続き 2 頭を病性鑑定実施。剖検所見で腸
間膜リンパ節腫大（1/2）。No.2 の肺から
P.multocida、S.suis、No.1 の空腸内容から
E.coli1.2 × 108cfu/g 分離。M.hyopneumoni
ae(2/2)、M.hyorhinis(1/2)遺伝子検出。病
理検査で 2 頭共に線維化を伴う非化膿性
間質性腎炎が認められた。抗サーコウイ
ルス 2 型（PCV2）家兎血清を用いた免疫
組織化学染色で腎臓病変部の尿細管上皮
細胞、マクロファージの細胞質、複数の
リンパ節で PCV2 抗原を確認。ウイルス
分離陰性。ヨーロッパ型遺伝子検出。病
理、ウイルス検査成績から PCVAD と診
断。腎臓の線維化、抗原量が少なかった
ことから感染後の経過が長いと推察。PC
V2 の PCR でヨーロッパ型が検出された
が腎病変との関係は不明。この農場では
PCV2 ワクチン接種を実施、発育不良豚
発生は減少。

384.地域一体となったオーエスキー病清
浄化に向けた取り組み：熊本県城南家保

井出清、坂本崇
平成 5 年、9 年、豚オーエスキー病(AD)

野外ウイルス抗体陽性豚(陽性豚)を 3 市
町 16 戸で確認。直ちに、9 機関による地
域 AD 防疫協議会を開催、メンバーの役
割を明確化し、ワクチン接種（接種）推
進、抗体識別検査による摘発・とう汰を
基本方針に決定。接種は家保が調整役、
市町、自衛防疫、獣医師会と協力して実
施。欠損部位の異なるワクチンを２回変
更。陽性豚摘発が困難となったが、陽性
率は接種当初 60 ％から事業活用による計
画的とう汰により、17 年度以降 0 ％で推
移。16 年度まで 7 戸が清浄化又は廃業、
20 年改正の AD 防疫対策要領に基づき、
現在、2 市町 9 戸で清浄化対策を実施中。
21 年 4 月から全農家接種中止、清浄化監
視段階に移行。21 年 11 月現在、陽性豚
は確認されず、22 年 4 月から管内・県内
全域清浄段階に移行予定。清浄化は関係
機関協力のもと地域一体の取り組みが重
要。管内は他県 AD 浸潤地域と隣接。今
後、飼養衛生管理基準の遵守等、再侵入
防止対策を継続して実施。

385.母豚用サーコウイルス 2 型ワクチン
を用いた衛生対策(第 1 報）：大分県大分
家保 中宗徹、阿部正八郎

母豚用豚サーコウイルス 2 型ワクチン
（PCV2 ワクチン）接種を開始した管内 1
農場で、子豚への受動免疫状況等調査を
実施。PCV2 ワクチン接種区（試験区）
及び対象区の母豚並びにその子豚血清 13
5 検体を用い IFA 法で抗体価、TaqMan プ
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ローブ法で血清 PCV2 抗原量測定。試験
開始前の浸潤調査で、26 日齢から 127 日
齢の子豚 12 頭中 68 日齢 1 頭から遺伝子
検出。抗体価は日齢とともにバラツキ大
となり 128 日齢で全て 320 倍以上。試験
区母豚 6 頭のワクチン接種後抗体価 GM
値は、23.4 倍から 1280 倍に上昇、各個体
とも 320 倍以上。試験区子豚 12 頭は、7
～ 14 日齢で GM 値 597.1 倍まで上昇した
PCV2 抗体が 60 日齢以降 GM 値 32.5 倍ま
で低下。PCV2 遺伝子は 60 日～ 79 日齢ま
で不検出。対照区子豚 10 頭では、野外感
染により 60 日～ 79 日齢で GM 値 105.6
倍まで上昇。内 2 頭で 79 日齢時に PCV2
遺伝子検出。（5.1 × 104、6.8 × 104copy/
μ?）哺乳期体重、産子数、1 腹離乳頭数
に差はない。PCV2 ワクチンが母豚の免
疫を安定化させ、子豚の感染防御に有用
性を確認。移行抗体は、生後 60 日齢以降
消失。肥育中期以降の事故率の変化と併
せ、継続調査を予定。

386.オーエスキー病早期清浄化を目的と
した繁殖豚全頭検査の取り組み：宮崎県
宮崎家保 入田重幸

管内 2 地域の陽性農場について繁殖豚
全頭検査の取り組みを実施。A 地域では、
平成 20 年 9 月から 21 年 8 月まで、Ｂ地
域では、平成 20 年 3 月から 21 年 6 月ま
で、繁殖豚全頭検査を実施。採血は、家
保および民間獣医師が実施し、合計 3,856
頭を検査。A 地域では、陽性農場数 13 戸、
陽性頭数 185 頭、頭数ベースでの平均陽
性率 7.6 ％、陽性農場別では、0.3 ～ 28.2
%の陽性率。B 地域では、陽性農場数 4
戸、陽性頭数 179 頭、頭数ベースでの平
均陽性率 12.6%、陽性農場別では、3.3 ～
24.1%の陽性率。2 地域とも早期清浄化の
ため、陽性農場における陽性豚の早期と
う汰を実施し、現在までに A 地域 12 戸、
B 地域 2 戸がとう汰を完了。今回の繁殖
豚全頭検査により、2 地域とも早期清浄
化に向け大きく前進。しかし、検査に係
る人的負担が大きく、民間獣医師の活用
や生産者の強い協力体制が必要。今後、
残りの陽性農場についても繁殖豚全頭検
査を実施し、地域全体の早期清浄化を図
りたい。

387.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 谷口
岳

本病清浄化には、ワクチン全頭接種と
全農場での抗体検査実施が必須であり、
これらを推進するため市町協議会設置や
ワクチン全頭接種及び検査体制の整備が
重要と判断し、2008 年 10 月以降、生産
者や獣医師等と協議を重ね、ワクチン全
頭接種並び検査体制を整備。

本年度ワクチン接種計画頭数は約 954
千頭で、昨年度の約 1.5 倍となったが、
接種獣医師が昨年度 59 名から 73 名に増
えたため、8 月末現在の接種頭数は約 394
千頭（計画の 41 ％）で、概ね計画通りの
進捗。

検査については、民間獣医師から 32 名
の協力があり、7 月以降当所と民間獣医
師により採血を進め、10 月までに全体の
約 7 割にあたる 282 農場（うち民間獣医
師採血分 115 農場）で検査終了。当初 12
月までを予定していたが、1 か月ほど早
く終了予定。

本病清浄化の達成までには、少なくと
も 3 年間の事業の継続が必要と考えられ
ることから、今後も市町協議会を中心に
粘り強く取り組んでいきたい。

388.豚サイトメガロウイルスの関与が疑
われた哺乳豚急死事例：宮崎県宮崎家保

稲井耕次
県内養豚場において、腎臓の出血を主

徴とする哺乳豚の急死が発生。病鑑の結
果、豚サイトメガロウイルス(PCMV)の
関与を疑う。発生は 2009 年 4 月 13 日、2
1 日齢の哺乳豚 10 頭中 6 頭が急死。さら
に 2 日後、隣接豚房の 18 日齢の哺乳豚 9
頭中 4 頭が急死。当該母豚 2 頭は、いず
れも初産。剖検時、腎臓に点状出血を極
めて多数確認。腎臓の病理組織検査で、
間質を中心とした多発性の出血、血管内
皮細胞の腫大と核内封入体を多数観察。
腎臓の透過型電子顕微鏡検査で、ヘルペ
ス様ウイルス粒子を観察。さらに、腎乳
剤から PCMV 特異遺伝子を検出し、PCM
V 感染による死亡と推察。PCMV 感染で
は、気道粘膜や腎尿細管細胞に核内封入
体をもった巨細胞が認められるが、本症
例は、腎臓の血管内皮細胞における封入
体形成が特徴的で、豚アデノウイルス病
の組織病態と類似。今後、腎臓における
ウイルス抗原の証明が必要。

389.オーエスキー病発生と清浄化対策へ
の取り組み：鹿児島県南薩家保 馬籠麻
美、鮫島弘知

平成 21 年 2 月、管内の AD 清浄化対策
強化段階（ステータスⅡ）地域にて、繁
殖母豚 20 頭規模の一貫経営、ワクチン未
接種農場で哺乳豚のオーエスキー病（AD）
発生。清浄化対策として、飼養豚全頭の
ワクチン接種と豚舎消毒等の飼養衛生管
理徹底を指導。また同居豚の抗体検査実
施後、AD 野外抗体陽性豚の摘発・淘汰
を実施。更に発生農家周辺地域の全養豚
農家にて AD 清浄度確認検査後、地域防
疫対策協議会にて清浄化への問題点の洗
い出しを実施。AD 清浄度確認検査にて
発生農場周辺の陽性農家戸数増加が判明
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し、清浄化達成は地域一体の適切な防疫
対策実施が重要と改めて認識。しかし、
飼養規模やワクチン接種状況等により農
場毎に AD 被害の認識に差があり、また
各農場の経営状況によりワクチン接種が
滞るなど清浄化対策への阻害要因が判明。
今後この取り組みで得た知見を基に、更
なる清浄化対策を実施し、AD 清浄化を
目指したい。

390.検査室より PRRS ウイルスのコント
ロールにむけて：沖縄県家畜衛生試験場

新田芳樹、砂川真紀
沖縄県の PRRSV に関する詳細な調査は

行われておらず、実態は不明。野外の PR
RSV について分子系統樹解析を行い、県
内の PRRSV の遺伝子学的特徴を初めて明
らかにした。材料は、2002 ～ 2008 年に
病性鑑定等により採材されていた PRRSV
の RT-PCR 陽性検体（計 49 検体）につい
て、PRRSV の ORF5 領域についてシーク
エンスを実施。系統樹解析の結果、県内
の PRRSV49 株は 3 つのクラスターに分類
され、近年国内ではほとんど確認されて
いない系統Ⅰが１株（ 2007 年宮古島由
来）、系統Ⅱが 6 株（2007 ～ 2008 年沖縄
本島由来）、残り 42 株（2002 ～ 2008 年
沖縄本島由来）が系統Ⅲだった。系統Ⅲ
の沖縄株は、地理的条件を反映してか国
内分離株とは大きく異なる独自のサブグ
ループを形成してることを確認。県内主
流株はワクチン株とは大きく異なるクラ
スターに分類され、PRRS ワクチン使用
時においても十分な衛生対策が重要であ
ることを確認。

Ⅱ－２ 細菌性・真菌性疾病

391.農場での急性型豚丹毒発生及びと畜
場多発事例：青森県十和田家保 中村紀
文、渡部 巌

平成 21 年 7 月以降、4 農場で急性型豚
丹毒が発生。また、急性型の発生のあっ
た 1 農場を含む 3 農場で、と畜場摘発例
が多発。農場発生例は剖検で体表のチア
ノーゼ。組織で腎、心、肺の硝子又は線
維素血栓形成。12 頭中 9 頭の主要臓器か
ら Erysipelothrix rhusiopa
thiae を分離、急性敗血症型豚丹毒と診断。
と畜場摘発例を含む分離株の検査では農
場発生例で 1a 型･アクリフラビン(AF)感
受性･RAPD1 型(強毒株)(4/4)。多発農場
3 戸のと畜場摘発例は 1a 型･AF 耐性･RAP
D1-2 型（Vac 株）（6/7）、1b 型（1/7）。散
発農場 12 戸のと畜場摘発例は 1a 型 Vac
株(9/13)、2b 型(4/13)。今回、急性例発
生農場及びと畜場多発農場では不適切な
ワクチン接種が発生の要因。1a 型強毒株
は同年 7 月頃に農場に浸潤したものと推

察。急性型発生農場は、開業獣医師と連
携、抗生剤投与、ワクチン接種指導等を
行い、農場発生は終息。当所はワクチン
接種を推進、適切な投与方法について農
場巡回、広報発行等により指導強化。

392.肥育豚のSalmonella Choleraesuis感
染症：青森県十和田家保 太田智恵子、
渡部巌

豚肥育農場（約700頭）で、市場導入の
約5か月齢肥育豚群に急死する豚が続発し
病性鑑定を実施。死亡豚2頭を解剖し1頭
で肺の暗赤色化、気管内の泡沫性粘液貯
留、全身筋肉の煮肉様変化を確認。組織
所見では肝の多発性巣状壊死、肺胞毛細
血管、脾、腎に菌塞栓を認め、免疫組織
化学染色でサルモネラO7群陽性抗原を検
出。細菌検査で主要臓器から硫化水素非
産生Salmonella Choleraesuis（SC）を
分離。その後の浸潤調査で鼻腔スワブ1検
体からもSC分離。血清を用いた凝集反応
検査で発生後の血清はH20年度に比べ高い
凝集価を示した。浸潤調査で、同居豚の
鼻腔スワブからSCが分離され不顕性感染
豚の増加と農場への常在化を懸念。本県
初のSCによる豚サルモネラ症と診断。他
の1頭から豚丹毒菌を分離。家畜飼養衛生
管理基準の遵守を指導。

393.浮腫病罹患豚の中枢神経系病変：岩
手県中央家保 熊谷芳浩、高橋真紀

浮腫病罹患豚の中枢神経（CNS）実質
にしばしば認められる壊死巣の病理発生
は不明である。同病巣を有した本病罹患
豚 4 頭を細菌学的および病理学的に検索
した。遊泳運動を示して鑑定殺された 2
頭と死亡豚 2 頭の検査成績はほぼ同様で
あった。細菌学的に、空腸内容から 106
～ 9CFU/g の大腸菌が分離され、分離株
は志賀毒素 Stx2e と線毛抗原 F18 遺伝子
を有した。組織学的に、内皮細胞の腫大
と中膜構成細胞の水腫性膨化あるいはフ
ィブリノイド変性から成る血管症ならび
に水腫が全身諸組織に観察され、胃腸漿
膜と腸間膜に好発した。CNS の壊死巣は
脳幹部に限局し、間脳（4 頭）、線条体、
橋、延髄（2 頭）、中脳（1 頭）に分布し
た。壊死巣は神経網の疎鬆化、神経細胞
の乏血性変化、血管周囲腔の拡張および
アストロサイトの腫大により構成され、
毛細血管の線維素性血栓を伴っていた。
壊死巣の規模と血栓の数は関連していた。
以上の成績から、CNS 実質の壊死巣が梗
塞性であることが示唆された。

394.県内で分離された Salmonella Cholera
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esuis の分子疫学的解析：宮城県仙台家保
真鍋智、長内利佳
豚サルモネラ症の病性鑑定は，過去 10

年間で 6 件。うち 5 件から Salmonella Ch
oleraesuis(SC)を分離。疫学的関連性を調
査するため，A ～ E 農場 5 戸 7 頭から分
離された SC 株計 12 株について，プラス
ミドプロファイル(PP)，薬剤感受性試験
(薬感)および生物型別を実施。すべての
株で PP，薬感成績が一致し，生物型は C
holeraesuis 型と判明。2001 年から 2008 年
に県外で分離された同じ生物型の SC 株 3
1 株を加えた計 43 株について，制限酵素
Xba Ⅰおよび Bln Ⅰを用いたパルスフィ
ールドゲル電気泳動法(PFGE)を実施。Xb
a Ⅰは 17 タイプ，Bln Ⅰは 14 タイプに分
類され，相同性は，Xba Ⅰは 88.5%，Bln
Ⅰは 86.5%。うち県内分離株は，Xba Ⅰ
は 2 タイプ，Bln Ⅰは 3 タイプに分類され，
相同性は，Xba Ⅰは 93%，Bln Ⅰは 92%
と高値。両酵素による PFGE，PP および
薬感成績が一致した C および D 農場の分
離株は，同一由来株と推察。両酵素で PF
GE が一致した A 農場の分離株と県外で
分離された計 4 株は，疫学的関連性が高
いと推察。

395.リアルタイム PCR を用いた Lawsonia
intracellularis 感染症へのアプローチ：

山形県中央家保 木口陽介､水戸部俊治
Lawsonia intracellularis（Li）は家畜、

野生動物で認められる消化器病で病理診
断が主。補助診断として NestedPCR （N-
PCR）があるが非特異反応も認める。迅
速診断・Li 発症群の推定を目的としてリ
アルタイム PCR（R-PCR）を用い免疫組
織化学検査（IHC）、N-PCR と比較・検討。
肥育豚 16 頭分の回腸粘膜、結腸粘膜、十
二指腸便、回腸便、直腸便を検査に供し
た。回腸、結腸粘膜の N-PCR、R-PCR 一
致率は IHC 陽性検体 100%、陰性検体の
一致率は N-PCR90%、R-PCR95%。病変形
成個体（n=6）の直腸便の平均は 1.5 × 10
5 （± 1.4 × 105）コピー、無病変個体（n
=10）の平均は 4.8（± 14.1）コピーで有
意差あり（P<0.05）。回腸粘膜と直腸便の
コピー数は強い相関性を示し（ r=0.91）、
糞便材料での R-PCR による Li 発症群の
推定が可能。生産性向上の一助として Li
発症ステージを押さえ薬剤使用時期の適
正化等が図られると考えられる。

396.Streptococcus suis の危険度評価の方
法に関する検討：福島県県中家保 大西
英高

Streptococcus suis(S. suis)は子豚の髄膜
炎及び肥育豚の心内膜炎の原因菌として、
また、人に髄膜炎などを起こす人獣共通
感染症の原因菌として家畜衛生及び公衆

衛生上重要。S. suis は健康豚を含む多く
の豚が扁桃に保菌し、株により危険度が
大きく異なることから、その危険度評価
には大きな意義がある。現在、危険度評
価には Multilocus sequence typing(MLS
T)による型別が も有用とされているが、
経費及び労力が大きく、モニタリング等
多検体の評価には不適。今回、郡山市食
肉衛生検査所において豚の心内膜炎から
分離された S. suis 105 株を用い、MLST
とその他のより簡易な方法による型別と
を比較検討。疫学マーカー遺伝子の保有
状況による型別は MLST との相関が低く、
線毛形成関連遺伝子の保有状況による型
別は MLST との相関が高い結果を得た。
線毛形成関連遺伝子の検査は、経費及び
労力も小さく多検体検査にも対応可能で
あり、S. suis の危険度評価に有用である
ことが示唆。

397.管内養豚場における急性敗血症型豚
丹毒の発生事例：茨城県県西家保 吉永
就洋、佐藤則子

豚丹毒ワクチン未接種の肥育後期の豚
において、管内３戸４頭で急性敗血症型
豚丹毒が発生。各農家の発生状況，抗体
保有状況を調査し、発生要因及び予防対
策を検討。Ａ農場では発生前１月の検査
で感染抗体が確認されたことから、既に
農場が汚染されていたことが判明。発生
時の７月でも汚染は継続。不活化ワクチ
ン全頭接種済みとなった１１月では、高
い抗体価及び抗体価のバラツキは確認さ
れず、この時期には急死はなくなった。
Ｂ農場ではワクチン接種時期にやや高い
抗体を保持したことから、生ワクチン接
種でのワクチンブレイクと接種の未徹底
が発生要因と示唆。Ｃ農場では全日齢で
感染抗体が確認されたが、発生はオガコ
豚舎であり、豚舎の不適切な管理が発生
要因と示唆。発生農場では移行抗体の影
響を受けにくい不活化ワクチンの徹底接
種と豚舎毎の適正な衛生管理を実施し，
発症要因を排除することが必要。

398.大腸菌症の豚にみられた表層壊死性
大腸炎：茨城県県北家保 村山丹穂、西
野弘人
下痢を呈した子豚（約 50 日齢）の病性

鑑定で豚大腸菌症と診断した症例におい
て大腸菌症の単独感染ではみられない表
層壊死性大腸炎が認められたことから病
理組織学的検索を実施。細菌検査では病
性鑑定を実施した 2 頭中 1 頭の空腸から
Escherichia coli（eae 遺伝子保有）、1 頭の
結腸から少量の Salmonella Typhimurium
（ST）を分離。病理組織学的検索では盲
結腸に表層壊死を特徴とする大腸炎がみ
られ、抗 Brachyspira hyodysenteriae、抗 S
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almonella O4 抗体による免疫染色を実施
した結果、陰性。グラム染色下では同病
変部に多数のグラム陰性桿菌を認めた。
その他、2 頭中 1 頭で空腸下部・回腸に
AE 様病変あり。今回、表層壊死性大腸炎
の原因は特定されなかったものの、大腸
炎は大腸菌による下痢に他の要因が加わ
り形成された可能性が示唆。また、ST は
保菌状態にあり間接的に大腸炎に関与し
た可能性有り。

399.管内豚丹毒発生事例とその対策(第 2
報)：群馬県中部家保 下田優

昨年から引き続き豚丹毒が続発、11 月
末までに、管内で 39 戸 154 頭が発生。ペ
ニシリン製剤投与と不活化ワクチン接種、
豚房の清掃・消毒の徹底等を指導。発生
状況と対策を検討した結果、周辺地域で
発生があり、本菌の侵入する危険性が高
い時は、ワクチンの適正接種、死亡豚の
速やかな処理、そして、防鳥ネットによ
る野生鳥獣対策が重要。また、発生時の
初期対応も、その後の被害に影響を及ぼ
すものと考えられた。生産者の間では、
本病は希にと畜検査で摘発されるものの、
ペニシリン製剤で治る疾病ととらえられ、
昨年から相次ぐ敗血症型の発生や対策を
広報しても、危険性を認識してもらえな
い農場があった。一方、家保が発信する
情報に耳を傾け、いち早く全頭ワクチン
接種を取り入れた農場も数多くあった。
引き続き本病衛生対策の重要性を伝える
と共に、畜産関係者と連携し指導を強化
したい。

400.敗血症型豚丹毒の発生とその対応：
群馬県吾妻家保 坂庭あづさ、南山治美

平成 21 年 3 月～ 7 月にかけて、同一地
域の 3 養豚場で敗血症型豚丹毒(SE)が発
生。各農場における SE ワクチン接種状況
は、繁殖豚のみ、あるいは肥育豚への不
活化ワクチン 1 ～ 2 回接種であり、発生
後は肥育豚への不活化ワクチン 2 回接種
を指導。と畜場採材保存血清における発
生後の生菌凝集反応による平均抗体価は、
T 農場 9.1、K 農場 102、M 農場 27 であり、
8000 倍以上の抗体価を示す個体がいる一
方で抗体陰性豚も確認され、農場の汚染
レベルの上昇と接種ワクチンの抗体が持
続していないことが判明。各農場の発症
豚分離 SE3 株の性状検査では、3 株とも
血清型 1a、SpaA 遺伝子も同じであること
から、同じクローンである可能性が高い。
マウスによる病原性試験では強毒株と判
明、SE 不活化ワクチン免疫マウスに対す
る分離株攻撃試験では防御効果あり。K
および M 農場は現在もと畜場における本
病の摘発が続き、農場が濃厚汚染してい
ると考えられることから、不活化ワクチ

ン接種を継続するとともに、より効果的
な接種プログラムへの見直しを検討中。

401.豚丹毒発生事例とそれに基づく管内
養豚農家への衛生指導：群馬県西部家保

永井武史、林省二
豚丹毒は全国的に食肉処理場において

廃棄処分となる事例が継続しており、本
県では農場における急性敗血症型のもの
が昨年から多く報告されている。今回、
管内において本病が発生した 1 戸につい
て経済的損失を調査。本養豚場は繁殖母
豚 40 頭飼養の一貫経営農場で、平成 21
年 10 月に出荷直前の肥育豚 8 頭が死亡。
病性鑑定により豚丹毒と診断し、抗生剤
連続投与を伴う衛生指導を行ったが終息
までに肥育豚 30 頭が死亡。ワクチン接種
歴は繁殖母豚のみの接種。経済的損失は
本病発生から終息までの期間で 956 千円。
内訳は、死亡豚等の販売見込額 883 千円、
抗生剤・消毒剤等の衛生資材費 73 千円。
これに基づき、管内養豚農家にリーフレ
ット配付と研修会等により本病関連情報
を提供し、注意喚起と衛生指導を実施。
飼養環境の悪化に付随してワクチン接種
率の低下は本病発生の主因となることか
ら、抗体検査に基づく適切なワクチン接
種と豚舎消毒を主眼とした衛生管理の強
化を指導。その結果、管内のワクチン接
種率が向上。

402.県内で分離された豚丹毒菌の細菌学
的検討：群馬県家衛研 阿部有希子、戸
丸瑞穂

H20.8 ～ H21.11 に県内 25 農場で血清型
1a による敗血症型豚丹毒が発生。感染源、
感染時期、流行地域等を検討。21 農場の
敗血症分離 21 株、4 農場の食肉検査分離
･保存 35 株、近県 4 県の敗血症分離 7 株
で PFGE による分子疫学的解析を実施。
敗血症分離株は寒天平板希釈法で 小発
育濃度（MIC）を測定。結果、21 農場分
離株の PFGE 像は同様、感染源は同一と
推察。導入元、と畜場、飼料等の疫学関
連は認められず。発生農場のうち 4 農場
は、H16 以降の食肉検査で複数回豚丹毒
菌分離。H16 ～ 19 分離株の多くが敗血症
株と異なる PFGE 像に対し、H20 ～ 21 分
離株は同様。今回流行株の県内侵入は概
ね H20 ～ 21 と推察。近県 4 県の敗血症株
のうち、1 県 2 株と本県敗血症株は同様
の PFGE 像を示し、同一由来株の浸潤が
示唆。MIC は、OTC で一部耐性傾向、A
BPC は感受性。家保の調査でワクチン未
接種等の不適切農場が 20 戸。接種徹底や
接種時期の検討が必要。

403.豚大腸菌症にみられた管内増殖性糸
球体腎炎：埼玉県熊谷家保 坂本晶代、
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埼玉県中央家保 油井武
平成 21 年 3 月、繁殖母豚 100 頭規模の

一貫経営農場で水様性下痢がみられた 40
～ 70 日齢豚 3 頭の病性鑑定を実施。病理
組織学的にカタル性回腸炎と回腸粘膜上
皮に付着した多数の桿菌を観察。小腸内
容定量培養で分離された溶血性大腸菌は
定着因子 F18 及び毒素 LT、ST、Stx2e 遺
伝子を保有。3 頭共に豚大腸菌症と診断。
うち 1 頭にびまん性の糸球体腎炎(GE)を
認め病理学的に精査。糸球体は全節性に
メザンギウム細胞または内皮細胞の増殖
により富核化、分葉状に腫大。抗 myelop
eroxidase 家兎血清を用いた酵素抗体法で
糸球体に陽性反応を確認。PAM 染色で糸
球体係蹄壁に肥厚を認めず。透過型電子
顕微鏡で糸球体基底膜に電子密度の高い
大小の沈着物を観察。抗豚 IgG、IgA、Ig
M-FITC 各標識抗体を用いた FA 法および
ウサギ抗豚 IgG、IgA、IgM 各血清を用い
た酵素抗体法で、糸球体係蹄壁および尿
細管貯留物に IgG のみ陽性反応を確認。
以上より、管内増殖性 GE と診断し、豚
大腸菌症との関連を示唆。

404.管内の豚丹毒発生報告：千葉県東部
家保 関根大介、一円央子

平成 21 年 7 月から 9 月にかけて、管内
養豚農場 3 戸で肥育後期豚の突然死が多
発した。βラクタム系の抗生物質で治療
するも、死亡が続いたため病性鑑定を実
施した結果、敗血症型の豚丹毒と診断さ
れた。発生農場全て豚丹毒ワクチン未接
種であった。同地域同時期に、ワクチン
接種農場に豚丹毒の発生は認められなか
った。また管内Ａ市のワクチン未接種農
家を対象とした繁殖豚の抗体検査では野
外抗体の上昇が認められ、流行が推測さ
れた。管内 65 戸の聞き取り調査の結果、
豚丹毒ワクチン接種率は戸数ベースで 27.
7 ％であった。接種率が低下した主な原
因として、豚コレラ撲滅後に豚丹毒の単
味ワクチンが農家に普及しなかったこと、
豚用ワクチンの種類が多様化し、接種時
期・回数の問題から豚丹毒ワクチンが省
かれたこと、豚価の低迷による経営悪化
等が考えられた。今後、豚丹毒の発生に
よる経済的な損耗を防止するためにも、
ワクチン接種による発生予防について指
導を強化していきたい。

405.豚マイコプラズマ肺炎抗体検査法の
比較：東京都家保 小野惠、富田豊

豚マイコプラズマ肺炎の CF 法と ELIS
A 法を市販のキットで比較検討。材料、
H19 はと畜時血清（肥育豚）150 頭及び
農場採材血清（繁殖豚）114 頭の計 264
頭、H20 はと畜時血清 62 頭とワクチン接
種歴不明を含む農場採材血清 248 頭の計

310 頭の血清を材料に用いた。結果、と
畜時血清陽性率、H19 は CF16.0%、ELIS
A 78.0%、H20、CF22.6%、ELISA72.6%。
農場採材血清では、H19 が CF 8.8%、ELI
SA7.0%、H20 は CF8.1%、ELISA 48.4%。
CF と ELISA 両者の検査結果一致率は低
く、全検体 574 頭中で陽性 44 頭、陰性 2
11 頭の合計 255 頭(44.4%)。この結果は、
ワクチン接種または野外感染による CF
抗体と ELISA 抗体それぞれの出現時期や
抗体持続期間の相違によるものと考察。E
LISA は①判定が容易。②購入費用も若干
安価、③キットの有効期間が長期間、④
判定時間が短い、⑤血清使用量が少量等、
家保が行う抗体調査等の農家指導や群管
理の視点から各農場の実態把握にも適し
ていると考察。

406.一養豚場における豚サルモネラ症の
発生例：神奈川県県央家保 柴田淑子、
安藤正樹

管内の一養豚場でチアノーゼを呈し死
亡した肥育豚の病性鑑定を実施。剖検で
は、胸水、心嚢水、腹水が貯留し、肺の
左右前葉、後葉前部及び中葉、副葉が肝
変化。全身のリンパ節は腫大、充出血。
組織学的検査では、肝小葉に巣状壊死が
多発し、チフス様結節を形成。肝細胞索
は萎縮し、類洞内に赤血球、リンパ球、
マクロファージ等が充満し、血栓が散在。
右肺後葉・副葉では、肺胞腔内に好中球、
リンパ球、マクロファージの浸潤と水腫。
サルモネラ免疫血清Ｏ７群を用いた免疫
組織学的染色で、肝臓、脾臓、肺、肺門
・鼠径リンパ節に特異抗原を検出。細菌
学的検査では、肝臓、脾臓、腎臓、肺等
から Salmonella Choleraesuis（Kunzendorf
型）を分離。ウイルス学的検査では、CP
E を起こすウイルスは分離されなかった。
以上より Salmonella Choleraesuis による敗
血症型の豚サルモネラ症と診断。

407.豚丹毒多発農場の衛生対策：長野県
飯田家保 西村悠美子
繁殖肥育一貫経営農場において、と畜

検査で慢性型の豚丹毒が継続して検出さ
れたため、養豚生産性向上巡回に併せて
対策に取り組んだ。H19 年 10 月以降抗体
検査（ラテックス凝集反応：ＬＡ）を実
施。繁殖母豚および肥育豚での抗体保有
状況を確認し、検討会を繰り返し実施し
た。一貫して肥育豚への不活化ワクチン
接種及び繁殖母豚への定期接種を指導し
た。H21 年３月、母豚への不活化ワクチ
ンの一斉接種を実施。5 月からは 40 日齢
と 60 日齢肥育豚に不活化ワクチン接種が
開始された。5 月の抗体検査（２ＭＥ処
理豚丹毒生菌凝集反応：ＧＡ）結果に基
づき 7 月から 1 回目 60 日齢・2 回目 90 日
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齢に接種時期を変更した。9 月の抗体検
査で効果判定した結果、プログラムは有
効と判断。肥育豚、繁殖豚でのワクチン
接種継続を指導。6 月 30 日の出荷豚での
検出を 後に、以降（平成 21 年 12 月 15
日現在）豚丹毒の発生は無い。

408.石川県で分離された Streptococcus sui
s（Ss）の分子疫学的解析：石川県南部家
保 市川雄一

Ss は、人獣共通感染症の原因菌として
も重要で、その病原性について多種多様
な解析法が開発、分類されている。2009
年、県内で発生した 2 例の豚レンサ球菌
症の豚から分離された Ss について分子疫
学的解析を実施。2 症例から分離された 2
株について、①莢膜抗原による血清型別
②疫学マーカー遺伝子 mrp、epf、sly の保
有状況③ 3 種類の線毛のサブユニット蛋
白をコードする遺伝子 Sbp2, Sep1, Sgp1
の保有状況④ 16SrRNA 領域の遺伝子塩基
配列（1,504bp）の解析⑤ Multilocus Sequ
ence Typing（MLST）法による解析を実
施。結果、両株ともに血清型 2 型、mrp+/
sly+/epf+/sbp2+/sep1-/sgp1-。両株の 16SrR
NA 遺伝子の部分塩基配列は Ss の type str
ain と 100 ％一致。MLST 法による解析で
は、両株とも も強毒な世界中のヒト由
来株の大半を占める ST1 と確認。養豚家、
獣医師など豚と接触のある職業従事者へ
の注意喚起の必要性を示唆。

409.豚サルモネラ症抗体検査への血清凝
集反応法の応用：岐阜県岐阜家保 浅野
美穂、澤田幹夫
平成 17 年に大規模農場（G 農場）で豚

サルモネラ症が発生して以来 ELISA 法に
よる抗体検査及び細菌培養により清浄性
確認を行っている。ELISA 法は費用負担
が大きい、検査所要時間が長いという欠
点があり、これを改善するため血清凝集
反応法による抗体検査を試みた。判定基
準の設定に ELISA 法での陽性及び陰性血
清 40 検体、凝集抗原には市販馬パラチフ
ス抗原（抗原 A）及び作成した Salmonell
a Typhimurium 抗原(抗原 T)を使用した。
抗原 A 及び抗原 T の陽性限界はそれぞれ
16 及び 8 倍とした。G 農場の豚血清 100
検体を用いた抗体検査で抗原 A による凝
集反応法と ELISA 法の成績の一致率は 90
％、また抗原 T による凝集反応法と ELIS
A 法の成績の一致率は 92 ％で、抗原 A、
抗原 T による凝集反応法及び ELISA 法の
陽性率はそれぞれ 22，16，12 ％であった。
凝集反応法は ELISA 法より高い陽性率を
示したが、簡便かつ低コストなスクリー
ニング検査として有用であると考えられ
た。

410.管内養豚場の浮腫病発生事例：愛知
県西部家保 田島茂行、井藤雅子

管内の養豚農場で平成 20 年 11 月頃か
ら離乳直後に浮腫病様症状を呈して死亡
する豚が続発。翌年 1 月には初期育成豚
に拡大し、浮腫病を疑うも確定診断に至
らず。以降、発症予防のため、コリスチ
ンを飼料添加したが改善せず。同年 5 月
の再鑑定でようやく本疾病を浮腫病と確
定し、低タンパク飼料や生菌調整剤を併
用、加えて排菌阻止を目的に授乳期母豚
にコリスチンを飼料添加。ところが同年
8 月になっても鎮静に至らず、原因菌に
対するコリスチンの感受性低下を疑い薬
剤感受性試験を実施するも、低下は認め
られず。原因菌と飼育環境間の感染環が
長期間維持されたことによる、コリスチ
ンの薬効を上回る農場内の汚染拡大が懸
念され、対策としてコリスチンの欠点等
を補完するオキソリン酸とエンロフロキ
サシンを併用。その結果、鎮静化し、長
期にわたり再発は無い。しかしながら、
その後のモニタリング検査で、農場から
ベロ毒素産生性大腸菌が検出され、清浄
化には至っていない。環境改善等、今後
の対策を検討する必要がある。

411.菌の性状による豚丹毒対策の検討：
愛知県中央家保 松田雅也、高橋良治

豚丹毒菌は血清型により病原性が異な
る上に、近年生ワクチン株による発症が
報告され、豚丹毒対策を検討する上で菌
の性状を考慮する重要性が高まっている。
今回、急性型豚丹毒発生歴のある県内の
農場及び食肉衛生検査所で分離された 12
農場 22 株について、アクリフラビン耐性
試験、寒天ゲル内沈降反応、Randomly a
mplified polymorphic DNA 法、Ristriction f
ragment length polymorphism 法により菌の
性状を調べ、対策を検討した。その結果、
2 農場の計 11 株が血清型 1a 菌（1a 型菌）
で、全て野外株であった。他に血清型 2
が 7 農場 7 株、その他が 2 農場 2 株であ
った。野外株の 1a 型菌は強毒株なので、
分離農場では急性型豚丹毒が再発する可
能性があり、飼養衛生管理の強化等、早
急な対策が必要である。感染防御のため
のワクチン選択には早期の抗体上昇が期
待できる生ワクチンが有効であると考え
られた。また、1a 型菌が分離されなかっ
た農場でも、強毒株の 1a 型菌侵入に備え、
ワクチンによる防御が必要であると考え
られた。

412.管内一養豚場におけるサルモネラの
衛生対策：三重県北勢家保 鶴野智美、
髙山泰樹

養豚衛生対策は、生産性向上とともに
畜産物の安全性確保が重要である。母豚
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200 頭の一貫経営農場で、2005 年秋から
年２回、定期的に豚舎内の環境サルモネ
ラ検査を実施。06 年 12 月、育成舎にお
いて Salmonella Typhimurium（ST）を検
出。オールイン・オールアウトが困難な
飼育形態を考慮し、被害の低減を目的に
作業動線の変更等の衛生対策を実施。消
毒方法を再確認。舎内のホコリ、通路等
の検査を実施し、サルモネラ検出を 小
限に抑えた。07 年２月肥育舎へ移動後、
下痢が発生し ST を分離。有効薬剤の投与、
作業動線の再確認等により拡大を防止。
育成舎での保菌豚の存在が考えられたた
め、継続的な拭き取り検査を実施。結果、
08 年 11 月には検出されず、09 年３月に
再度 ST を検出。対策として、育成舎の清
掃・消毒の徹底、専用長靴及び消毒槽を
設置。現在、育成舎での ST 検出は減少し
ているが、今後も検査・指導を継続し、
清浄化に努めたい。

413.三重県内で摘発された豚丹毒菌の性
状：三重県中央家保 谷口佳子ほか

2008 年３月から 2009 年６月に県内２
ヶ所の食肉衛生検査所で摘発を受けた 12
農場の出荷豚由来豚丹毒菌 36 株につい
て、PCR（牧野法 ,武士法）で Erysipelothr
ix rhusiopathiae を確認後、血清型別、RA
PD 法、アクリフラビン耐性試験による 1
a 型菌と生菌ワクチン株（小金井 65-0.15）
の識別を実施。血清型は 1a 型 18 株、1b
型２株、2b 型 14 株、11 型１株、型別不
能１株であった。1a 型株 18 株の遺伝子
型は、RAPD １型が 12 株、RAPD1-2 型が
６株で、RAPD １型の 12 株はすべて関節
炎型であった。また、RAPD1-2 型は６株
ともアクリフラビン耐性であり生菌ワク
チン株と推察。１農場由来 1a 型株は 12
株すべてが RAPD 型別の結果強毒型（１
型）であったため、疫学解析の目的で分
離時期の異なる２株について RFLP 型別
を実施したところ、いずれも県内で 1998
年に発生した敗血症及びその後遺症由来
株の RFLP 型と一致した。

414.一養豚場における抗酸菌症清浄化に
向けた取組み：滋賀県家保 杉本みのり、
山本逸人

豚の非定型抗酸菌症は、と畜検査での
部分廃棄の原因となるだけでなく、ヒト
の非結核性抗酸菌症の主要病原菌として
も重要な疾病。母豚約 80 頭を飼養する一
貫経営の管内一農場では、昨年度からと
畜検査での腸管廃棄数が増加。平成 21 年
2 ～ 3 月に精製鳥型ツベルクリン皮内反
応(PPD 検査)を実施し、陽性母豚の隔離
・早期淘汰などの対策を指導。と畜検査
時に廃棄されたリンパ節、敷料として使
用しているおが粉より抗酸菌を検出。平

成 21 年 12 月に行った PPD 検査で新たな
陽性豚を摘発、前回よりも陽性率が上昇。
感染拡大の原因として、隔離されていな
かった前回の陽性豚の存在、おが粉を介
した抗酸菌感染の可能性が示唆された。
清浄化対策として、陽性豚の隔離・早期
淘汰の徹底、おが粉の購入先の変更、お
が粉の石灰消毒、通路への石灰散布、抗
酸菌が高度に排菌される分娩房の消毒の
強化を指導。現在と畜検査での廃棄率は
低下。

415.肥育豚に発生した Salmonella Cholera
esuis 感染症の清浄化に向けた取り組み：
兵庫県姫路家保 北垣貴央、石川翔

肥育経営の養豚場で Salmonella Cholera
esuis(SC)感染症が発生し清浄化に向けた
対策を実施。チアノーゼを主徴とする子
豚から SC を分離し豚サルモネラ症と診
断。浸潤状況調査で 96 頭の鼻腔、直腸ス
ワブ及び 18 ヵ所の環境から菌検索し、3
頭の鼻腔スワブから SC を検出。導入豚
を中心に感受性のある抗生物質の反復投
与と豚体・豚舎消毒を実施。異常豚の早
期発見、治療と隔離飼育を指導。農場で
の死亡豚やと畜検査で SC 感染症と診断
された豚は一時的に減少するも後に増加。
抗体検査成績から豚繁殖・呼吸障害症候
群(PRRS)ウイルスの関与を疑い PRRS 対
策を追加実施。導入元を PRRS の抗体保
有豚が多い 1 ヵ所に集約し、石灰乳消毒
後の導入豚房で馴致による免疫の安定化
と環境変化へのストレスを軽減。また、
ピッグフローと作業動線を見直した結果、
SC 感染症の摘発も無く死亡豚も減少し発
生防止に効果を確認。今後も定期的なモ
ニタリング検査と飼養衛生管理を徹底し
SC 感染症対策を推進。

416.安全・安心な豚肉生産のための養豚
農家指導の一例：鳥取県西部家保 福間
規夫、井上真寛

昨年度食肉センターで搬入豚の盲腸便
から高い確率でサルモネラが検出された
のを受け、安全・安心な豚肉生産に積極
的に対応すべく、食中毒の原因菌たる本
菌の農場における浸潤状況を調査。管内
7 農場にて、①子豚・肥育豚・母豚の糞
便② 30 ～ 90 日齢の子豚舎の飼槽・床面
・壁面のふき取り③肥育豚出荷前後の糞
便を材料として調査を実施。その結果、
①母豚 41 豚房・肥育豚 121 豚房・子豚 6
3 豚房の計 225 豚房の糞便材料から、A
農場 1 豚房で S.Newport を検出。②子豚
舎の飼槽 66 豚房・床面 78 豚房・壁面 66
豚房を検査し、B、C 農場各 1 豚房の飼槽
・床面から S.Typhimurium および S.Hadar
を検出。③ C、D 農場 28 頭の出荷豚につ
いて追跡調査の結果、出荷車輌荷台の糞
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便から本菌は検出されず。調査結果は報
告書として農場に回答し、本菌防除の重
要性を説明。今後は、農場の協力を得て
継続的な検査を行い、検出率の推移をモ
ニターし、安全・安心な豚肉生産への農
家の意識向上をさらに図っていきたい。

417.大規模養豚場における複合的な腸管
感染症に対する衛生対策指導：愛媛県東
予家保今治支所 小菊洋行、矢野克也

平成 18 年からと畜検査の大腸炎摘発率
が高い農場で継続して豚赤痢菌（Bh）、
ローソニア（Li）、Salmonella Typhimuriu
m（ST）が検出されたため、農場との検
討会で Bh、Li、ST を対象とした投薬プ
ログラムを決定。さらに発育不良豚の病
性鑑定で Li の関与が強く疑われたため、
ステージごとの Li 抗体検査及び糞便検査
を実施するとともに、と畜検査での廃棄
大腸について病性鑑定を実施。その結果、
全ステージから Li 抗体を検出し、糞便か
ら依然、Bh、Li、ST を検出。廃棄大腸か
ら Bh、Li を検出したが、炎症性病変は確
認されなかった。結果をふまえ、検討会
において大腸炎摘発率の減少を目標とし
た衛生対策を協議。投与の方法及び時期
を含めた投薬プログラムの見直し並びに
相互感染の防止を目的とした従業員の配
置、専用長靴の設置等の衛生管理の再徹
底を指導。さらに出荷まで追跡調査をす
ることで、投薬プログラム等の再検証に
つなげることを確認。

418.豚増殖性腸炎の発生と高知県におけ
る Lawsonia intracellularis の保菌状況調
査：高知県中央家保 濵田康路
平成 19 年 8 月、平成 20 年 10 月に 2 戸

の一貫経営農場において、子豚が 50 日齢
から削痩しその後、死亡が多発すると報
告があり病性鑑定を実施。Warthin-Starry
染色で陰窩上皮細胞内に湾曲した桿菌を
確認。同時に、腸粘膜の Nested-PCR 法で、
Lawsonia intracellularis（以下、Li）特異
遺伝子を検出し、豚増殖性腸炎（以下、P
PE）と診断。PPE は全国で頻発傾向にあ
り、県内での Li 浸潤状況確認のため、糞
便を用い Nested-PCR 法で保菌調査を実
施。採材時期は平成 21 年 9 月から 11 月。
対象農家は主に母豚 50 頭以上の農家 16
戸。と畜場の出荷豚、若しくは出荷間際
の豚から主に採材した 168 検体を用いた。
Li 遺伝子検索では、農家別では、37.5 ％
陽性（6 戸 /16 戸）。個体別では、6.6%陽
性（11 検体 /168 検体）。保菌状況の結果
は、家保にフィードバックし、農家や関
係機関にも PPE の情報提供を行った。今
後、農家の PPE 意識の向上を図り、早期
発見につなげたい。

419.志賀毒素産生性大腸菌（STEC）O141
による豚の大腸菌症：佐賀県西部家保 岩
﨑健、原口信江

母豚 90 頭の一貫経営農場で、60 日齢
の子豚 2 頭が症状もなく突然死亡(No.1、
No.2)。剖検で No.1 の肺に肝変化、病理
組織で No.1 の肺胞にマクロファージ浸
潤、No.2 の肺と空腸粘膜にうっ血を確認。
細菌検査で、No.1 の肺から Mycoplasma h
yorhinis、2 頭の空腸内容から、105 ～ 108
個 /g のβ溶血性大腸菌を分離。大腸菌の
血清型は O141、PCR による毒素検査で st
x2e、LT を確認。毒素産生量は RPLA 法
で Stx2e 2 倍以下、LT 2 倍。Vero 細胞毒
性試験で、Stx2e の CPE 力価は、野外分
離株と比べ、同程度か低値。定着因子は f
edA、サブタイプは F18ab。以上より、ST
EC O141 による大腸菌症と診断し、消毒
の徹底等の指導を実施。なお、指導後に
同居豚等の STEC 分離の検査を実施した
が、STEC は分離されず、その後の発生
も認められていない。

420.長崎県下の浮腫病由来大腸菌の疫学
解析とチルミコシン作用機序の検討：長
崎県中央家保 高山裕介

平成 19 ～ 21 年に分離された浮腫病由
来大腸菌 17 戸 30 株を用い、Randam Amp
lified polymorphic DNA(RAPD)法、寒天
平板希釈法によるチルミコシン（TMS）
の 小発育阻止濃度（MIC）測定を実施。
RAPD では 19 パターンに分類、多様な由
来の大腸菌浸潤を確認。MIC は 14 株が 1
6（μ g/mL）、1 株 32、5 株 64、1 株 128、
2 株 256、7 株>256 と 2 峰性を示し耐性化。
MIC16 の 8 株を用い液体培地に TMS を未
添加、MIC の 0.01、0.1、1、10 倍濃度に
添加し 2 ～ 24 時間（h）培養、遠心上清
を 2 ～ 2-12 倍希釈後 Vero 細胞に接種し
放出 Stx2e 量を測定。24h で菌数は未添加
区、0.01 および 0.1 倍区で 1011（cfu/mL）
と TMS 投与による影響なし。未添加区で
3 株（A 群）では全ての希釈倍数区で細
胞変性効果（CPE）が認められ、他の 5
株（B 群）では 2-4 ～ 2-8 まで認められた。
一方、0.01 と 0.1 倍区では A 群は 2-7 ～ 2
-9、B 群では 2-2 ～ 2-4 と、TMS が Stx2e
放出を抑制することが判明。

421.Actinobacillus pleuropneumoniae 2 型
による敗血症事例：大分県大分家保 滝
澤亮、佐藤亘

2009 年 2 月、Actinobacillus pleuropneu
moniae 血清型 2 型（App2）による豚胸膜
肺炎が散発する農場にて、肥育豚が全身
性チアノーゼを呈して死亡。病性鑑定の
結果、全身性の菌塞栓を伴う化膿性肉芽
腫性炎、全臓器からの App2 分離により
「App2 感染症（敗血症）」と診断、疣贅
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性心内膜炎から全身に波及したと考察。
発生要因の解明のため、App2 のリポ多糖
を抗原とした ELISA を作製し、同居豚に
ついて抗体検査を実施。陽性率は 100 日
齢以上（母豚含む）で 100%（60/60 頭）、
0 ～ 30 日齢で 0%（0/55 頭）に対し、59
～ 88 日齢では 51.2%（22/43 頭）となり、
ELISA 値のばらつきを確認、さらに豚サ
ーコウイルス 2 型（PCV2）ワクチン接種
群と非接種群の陽性率に差を確認。当該
農場の豚群では App2 制御が不完全であ
り、PCV2 による免疫低下が一要因と考
察。今回作製した ELISA は、ラテックス
凝集反応との相関と整合性、血清型特異
性も確認できたことから、他の血清型の
App でも有効であると考察。

422.浮腫病が続発した養豚農家への指導
：宮崎県延岡家保 杉田貢英、松川浩子

延岡家保管内の一養豚場で 2007 年 4 月
下旬から今年 8 月初旬にかけて浮腫病が
続発。下痢便から分離された病原大腸菌
2007 年 3 株、2008 年 2 株、2009 年 3 株に
ついて検査を実施。血清型別試験では、
O139:H1 が 1 株、O139:H12 が 1 株、O139
:H21 が 5 株、O139:H56 が 1 株であった。
パルスフィールドゲル電気泳動(PFGE)を
制限酵素 Xba Ⅰと Bln Ⅰの 2 種類を使っ
て実施したところ、すべて同一パターン
を示した。母豚の便、飲水、消毒後床面、
発酵後床敷等の農場環境からの菌分離検
査を実施したが特定できず。飲水からは
大腸菌群検出。薬剤感受性試験結果から、
本年 8 月初旬まで使用していたコリスチ
ンに対して薬剤の耐性化が認められた。2
008 年から関係機関による重点指導体制
を構築し、①飲水の消毒の徹底、②飼料
添加剤をマクロライド系抗生剤へ変更、
③飼料添加する有機酸の変更、④分娩豚
房、離乳子豚舎の消毒の徹底の 4 点を指
導した。その結果、死亡数の著しい減少
となった。

423.肥育豚におけるサルモネラ症の発生
と対応：鹿児島県鹿児島中央家保 加藤
さち、椎原美津代

平成 21 年 2 月～ 6 月に管内 1 養豚場で
死亡した肥育豚 8 頭中 5 頭がサルモネラ
症と診断。豚房の汚染状況調査をして清
浄化対策を検討。検査は 6 月と 10 月の 2
回実施。6 月に 6 豚舎 21 豚房の床、飼槽、
水槽の拭き取り検査を行い、サルモネラ
を分離・培養、その血清型を特定。結果
6 豚房から Salmonella Typhimurium(ST)を
分離。農家の実情にあった清浄化対策を
との希望で通常の消毒とギ酸、抗生物質
の投与を実施。10 月の 4 豚舎 15 豚房の
検査で、4 豚房から ST、Salmonella Thom
pson を含む Salmonella 属菌を検出。サル

モネラ常在化が示唆され、また、徹底消
毒に必要な空舎期間を設けられない飼養
形態、サルモネラに対する理解不足等の
問題点が明らかに。飼養衛生管理技術や
衛生対策が不十分な農家への啓発、衛生
指導の必要性を再認識。引き続き調査、
指導を実施していく。

424.Pasteurella multocida 莢膜抗原 F 型に
よる哺乳豚の敗血症：鹿児島県北薩家保

中島亮太朗、森木啓
平成 21 年 8 月初旬に大規模一貫養豚場

で 3 ～ 4 日齢の哺乳豚が四肢関節の腫脹
・チアノーゼ、歩行困難を呈し死亡する
事例が 3 腹で続発し､哺乳豚 2 頭の病性鑑
定を実施。剖検所見では No.1 で左前肢肘
部の腫脹・チアノーゼ、皮下・筋間に膠
様物の浸潤、No.2 で左前肢第三指蹄冠部
の腫脹・治癒痕、内部に膿瘍を認めた。
組織所見では皮膚に好中球の浸潤や菌体
を認めた。細菌検査では No.1 の全ての主
要臓器と No.2 の大脳・脊髄から Pasteurel
la multocida（以下 Pm）を純粋に分離し
た。分離菌株はβラクタマーゼ産生株で、
莢膜型別 PCR 検査では F 型に特異的な P
CR 産物を検出。ウイルス検査で豚コレラ、
オーエスキー病否定。病理検査と細菌検
査から No.1 は Pm 莢膜抗原 F 型による敗
血症、No.2 は敗血症疑いと診断。βラク
タム系抗生剤使用を控え、初生歯切りの
中止、断尾は抗生剤塗布と器具消毒を徹
底したところ、続発はみられない。

Ⅱ－３ 原虫性・寄生虫性疾病

425.一養豚場の寄生虫病対策：大阪府南
部家保 若野敏、前角高広
昨年度、管内養豚場のと畜検査成績を

調査し、豚回虫症を原因とする肝廃棄率
の高い養豚場があった。肝廃棄率が高い
一養豚場について豚回虫症を中心とした
衛生対策を行い、一定の成果が認められ
たのでその概要を報告。当該養豚場の状
況把握のため、飼養実態調査・寄生虫病
検査を実施。肥育豚舎は床の破損・亀裂
が多く、繁殖豚・子豚にのみ駆虫薬を投
与。豚回虫卵の陽性率は、子豚 0%、肥育
前期豚 64%、肥育後期豚 40%、コクシジ
ウムオーシストの陽性率は子豚 0%、肥育
前期豚 50%、肥育後期豚 80%。対策とし
て、①日常の除糞・水洗の徹底②空舎時
の肥育豚房床面のセメント塗布③駆虫プ
ログラムの変更（肥育前期豚の駆虫薬投
与追加）を実施。対策後、豚回虫卵の陽
性率は、肥育前期豚 0%、肥育後期豚 25%、
コクシジウムオーシストの陽性率は肥育
前期豚 0%、肥育後期豚 75%。繁殖豚・子
豚では、豚回虫卵及びコクシジウムオー
シストの陽性率 0%で改善を確認。
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426.哺乳豚のコクシジウム浸潤状況およ
びトルトラズリル製剤の効果検証：山口
県西部家保 廣松美和子、國吉佐知子

管内養豚農家 5 戸で哺乳豚の Isospora s
uis 浸潤状況を調査するとともに、一農家
でトルトラズリル製剤の効果を検証。①
7 ～ 24 日齢の約半数の豚でオーシストを
排泄し、14 日齢前後で陽性率が高く、全
農家でコクシジウム感染を確認。オーシ
スト排泄時の便性状は様々。OPG の 高
値は固形便で 38.3 × 104。臨床症状では
オーシストの排泄と下痢の関連性は推測
できず。②トルトラズリル製剤の非投与
群 5 腹では 10 ～ 28 日齢でオーシストを
排泄し、14 日齢前後で陽性率が高く、全
群で感染を確認。下痢を示す検体にはコ
クシジウムの関与を疑う事例あり。固形
便の約半数でもオーシストを確認。投与
群 3 腹ではオーシストの排泄はみられず。
新生時～離乳時までの日増体重は、投与
群が 30.9g 多く、ばらつき是正にも効果
あり。今回の調査により農家のコクシジ
ウムに対する認識が向上。今後はコクシ
ジウムの感染源を調査し、感染防止対策
に努めたい。

Ⅱ－４ 一般病・中毒・繁殖障害・栄
養代謝障害

427.一養豚場の損耗要因調査と対策効果
：北海道檜山家保 一條満、榊原伸一

A 農場では、豚呼吸器複合感染症(PRD
C）を認め、マイコプラズマ性肺炎（MPS）
による肺廃棄率の急増や Mycoplasma hyo
pneumoniae（Mhp）抗体の上昇がみられ、
Mhp ワクチン接種プログラムを検討。さ
らに、離乳後事故率の上昇、豚サーコウ
イルス 2 型（PCV2）抗体の上昇がみられ、
PCV2 ワクチンを開始。① Mhp 対策：1、
4 週齢時ワクチン接種群より、1、4、8 週
齢時接種群で、日増体重が増加。MPS 病
変面積が有意に減少、上物率上昇。これ
らの成績と作業効率から、4、6 週齢時接
種に変更。② PCV2 対策：血清中 PCV2
はワクチン接種群で、検出頭数、量とも
少なく、病理組織検査では間質性肺炎像
が減少。事故率は有意に低値、上物率上
昇。Mhp 対策は、MPS 病変を抑え、PCV
2 対策は肺障害を抑え、事故率を改善。
今回、両対策を実施し、効果を認めたが、
PRDC は依然発症し、肺廃棄率は高い。
今後は、その他の疾病対策や飼養環境の
改善等も検討していきたい。

428.一養豚農場に対する飼養管理を重視
した改善指導：岩手県県北家保 斉藤清
美、阿部憲章

一貫経営養豚農場（母豚 120 頭）にお

いて 2009 年 7 月から離乳率が低下（68
％）し、同年 9 月に妊娠豚 7 頭が食欲不
振を呈し 2 頭が死亡した。死亡豚 1 頭に
化膿性腎盂腎炎と肺のうっ血が観察され、
同居豚から GM 値で 512 倍の豚胸膜肺炎
抗体価が検出された。飼養者の要望によ
り総合的な指導を開始したところ、異常
豚多発豚房には飼槽の破損による飲用水
の漏出が見られ、高 Ht（39%≦）が 4/7
頭に、低 T-Cho 血症（＜ 50mg/dl）が 4/8
頭にみられた。また、同年 6 月に整備し
た肥育豚舎では、飼槽不足（2 基）とピ
ッカー（2 基）のみによる給水から、肥
育豚の発育と TP（5.6 ± 0.8g/dl）の不均
一が観察された。母豚群への適切な投薬
および飲水量確保により離乳率は 80 ％に
回復し、高 Ht は 1/5 頭、低 T-Cho 血症は
0/8 頭に減少した。また、肥育豚舎の飼槽
3 基の増設と 8 回 /日の追加給水により肥
育豚の TP（6.4 ± 0.3g/dl）の不均一は改
善された。今後も飼養管理を重視した課
題改善に取り組む。

429.県内で発生した新生豚の滲出性表皮
炎が疑われた一症例：山梨県東部家保
土山喜之、菊島一人
生後２日齢の新生豚１１頭において皮

膚に漿液滲出を認め始め、その後も別腹
の新生豚において２例続発。原因究明の
為、病性鑑定を実施。検査材料は鑑定殺
1 頭（LW 種、５日齢）、死亡豚１頭（同
腹）、血清１４検体（鑑定殺豚血清１検体、
別腹発症仔豚群４検体、仔豚コントロー
ル用４検体、別腹発症仔豚群母豚２検体、
母豚コントロール用３検体）。細菌学的検
査、病理学的検査、ウイルス学的検査、
生化学的検査、環境温度測定を実施。鑑
定殺豚は腎不全を示した状態で、皮膚の
漿液滲出による脱水を原因と推察。漿液
滲出原因はスス病とビオチン欠乏が疑わ
れたが、確定診断には至らなかった。２
例目と３例目は抗生剤とビタミン剤の投
与により症状は回復。２日齢から皮膚の
漿液滲出を示す症例は珍しく、豚のビオ
チン欠乏症に関する報告も殆どない為、
今後豚の血清ビオチン濃度や病理組織所
見等のデータを蓄積し、正確かつ迅速に
鑑別・確定診断を下せる状況を整備する
必要がある。

430.一養豚農場における過去６年間の生
産衛生管理指導の取り組み：三重県中央
家保 前川佳寛、浅井麻実子

母豚 180 頭規模の一貫経営農場で平成
16 年度から生産衛生管理体制整備事業に
取り組み、危害因子としてサルモネラを
設定。月 1 回の環境ふき取り検査におい
て、Salmonella Typhimurium（以下ＳＴ）
を検出。消毒の徹底、ネズミ駆除等で平
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成 16 年には 23.3 ％であった検出率が平
成 17 年には 5.5 ％に減少。平成 18 年に
再度検出率が 23.3 ％に増加したため、有
機酸、光合成細菌の飲水投与等を指導し
たところ、平成 21 年には 15 ％に減少。
また平成 18 年から平成 20 年にかけ離乳
後事故率が増加し、サーコウイルスの浸
潤を確認。ワクチン接種を励行したとこ
ろ、事故率は平成 20 年の 6.28 ％から 3.7
5 ％に減少。出荷日齢も平成 18 年の 211
日から 191 日に短縮。畜主・従業員の飼
養衛生への意識も向上し、平成 16 年から
の豚肉生産直販事業では、商標登録を取
得し地域のブランド化を目指している。

431.鶏赤血球の保存方法についての検討
：三重県中央家保伊賀支所 石井利通、
伊藤智司

当県では、鶏のニューカッスル病に対
する衛生指導ならびに病性鑑定に鶏赤血
球を用いた赤血球凝集試験を用いている
が、中央家畜保健衛生所伊賀支所ならび
に紀州家畜保健衛生所では、試験鶏の飼
育が困難であるため中央家畜保健衛生所
で鶏の血液を分与してもらい検査を実施
している。現在のところ、遠心分離後バ
ッフィーコートを除去した赤血球を生理
食塩水に入れ保存しているが、1 週間程
度しか保存できないため検査に支障をき
たしていた。このような事情を鑑み、鶏
赤血球の保存方法を検討。①生理食塩水、
② MAP（mannnitol、 adenin、 phosphate）
液、③ CPDA（citricacid、phosphate、dext
rose、adenin）液、④市販のホルマリン固
定液、以上４種の比較を実施。結果、CP
DA 液を用いた鶏の全血保存を行うこと
で 1 ヶ月程度鶏赤血球の凝集価を保持で
き、鶏赤血球の保存に優れていることを
確認した。

432.慢性疾病等低減対策事業を活用した
養豚場の呼吸器病対策：福岡県中央家保

夏秋須美子、上尾浩
平成 20 年度から標記事業を活用し、呼

吸器病による事故多発の養豚農家（母豚
108 頭、一貫経営）を獣医師及び農協と
連携して改善指導。農場では、哺乳中か
ら呼吸器症状を示し、60 日齢頃から削痩
や死亡が増加。原因は豚サーコウイルス
2 型（PCV2）及び Actinobacillus pleuropne
umoniae（App）2、4 型と診断、抗体価の
推移から感染時期を 70 ～ 80 日齢と推定。
下痢の哺乳豚からコクシジウムオーシス
トを検出。対策として、１）2 か所の繁
殖候補豚導入元を 1 か所に限定。２）分
娩前の母豚に母豚用 PCV2 及び App、肥
育豚に 60、90 日齢で App ワクチンを接
種。３）新生子豚に抗コクシジウム剤投
与。４）0 ～ 70 日齢の豚に抗生物質 2 種

類を 7 日間隔で間欠投与。５）豚房や給
餌器の消毒徹底、分娩前母豚の豚体及び
乳頭消毒を実施。６）豚舎内の温湿度を
測定し、環境制御。結果、１）21 年 4 ～
9 月の出荷頭数は前年同期比 14.7 ％増加。
２）離乳後事故率は、9.56 ％（PCV2 ワ
クチン未接種群）から 5.87%（同接種群）
に低減。３）抗コクシジウム剤投与によ
り、哺乳、離乳豚の発育が良好。４）畜
主の衛生意識が向上。

433.豚の先天性けいれん症(ダンス病)の
発生事例：佐賀県北部家保 樋口靖晃、
渋谷浩

平成 21 年 4 月、母豚 80 頭を飼養する
一貫経営養豚場において、出生直後の子
豚が全身性のふるえを示すとの連絡があ
り、立入検査を実施。剖検では、主要臓
器等に著変は認めず、病理組織学的検査
において、4 頭全頭の脊髄皮質、小脳髄
質に空胞形成を確認。また、髄鞘の低形
成を疑い、ルクソール・ファスト・ブル
ー染色を実施したが、髄鞘は正常。細菌
検査では有意菌の分離陰性、ウイルス学
的検査ではウイルス分離、AD ラテック
ス凝集反応、豚コレラ抗原検索（蛍光抗
体法）は全て陰性。また、PCR 検査では、
4 頭中 1 頭の脳から PCV2 遺伝子を検出、
他の 1 頭の脳から豚テシオウイルス遺伝
子を検出。本症例は原因を特定すること
はできなかったが、新生豚の全身性けい
れんという特徴的な症状が認められたこ
とから、先天性けいれん症と診断。本症
例は、髄鞘の低形成を示す Type Ａ型（ウ
イルス感染、遺伝性疾患、中毒などが病
因）ではなく、病因不明で髄鞘の低形成
を示さない Type Ｂ型に分類。

Ⅱ－５ 保健衛生行政

434.管内の豚オーエスキー病清浄化達成
：福島県相双家保 門屋義勝、藤本尊雄

管内では平成２年に豚オーエスキー病
（ＡＤ）が初発生して以後、計１８戸で
ＡＤ野外ウイルス抗体陽性豚（陽性豚）
を確認。ワクチン接種の徹底と抗体検査
による陽性豚の淘汰推進を指導し、平成
１７年度までに２戸を除き清浄化を達成。
残る２戸（Ａ、Ｂ農場）についても清浄
化対策を継続し、平成２０年１２月には
改正ＡＤ防疫対策要領に基づく清浄度確
認検査（以下検査）で全頭陰性を確認。
両農場ともワクチン接種を中止し、２市
町がステータスⅢに移行。今年度、Ａ農
場は１２月に、Ｂ農場は平成２２年１月
の検査で全頭陰性を確認し、清浄化を達
成。これにより、２市町がステータスⅢ
からⅣへ移行し、管内全域の清浄化を達
成。清浄化達成には、飼養者との清浄化
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へのコンセンサスが得られたことが大き
な要因。今後はモニタリング検査を継続
実施し、清浄度維持に努める。

435.一貫経営養豚場の育成期飼養環境が
生産性に及ぼす影響調査（中間報告）：茨
城県鹿行家保 谷島直樹

育成期事故が多発する一貫経営養豚場
の改善に、衛生指導、糞尿処理、飼養環
境対策等の総合的な指導実施。糞尿処理
状況調査し、固液分離が不十分で分解が
進まず、pH が高くアンモニアが揮散して
いることが判明。動衛研及び畜草研で飼
養環境（特に空気環境）が生産性（増体
量及び疾病等）に与える影響を共同研究
しており、当所は調査に協力。空気環境
の異なる育成舎で調査実施。生産性調査
のため離乳豚 104 頭に耳標装着し追跡調
査。空気環境は粉塵、浮遊細菌、アンモ
ニア濃度等調査。調査の結果、空気環境
が劣悪な育成舎の事故率は 1.6 倍高く、
増体量がバラツキ、唾液中 IgA 濃度（感
染やストレス指標）が 4 倍以上高くなっ
たことから、空気環境は生産性に影響を
及ぼすと判断。現在、死亡原因を分類し
疾病に及ぼす影響を分析中。同育成舎（4
50 頭、2 ヶ月飼養）の空気環境を改善す
れば 1,000 万円以上の粗利益を見込む。
調査結果に基づき固液分離機増設、オガ
粉豚舎設置、繁殖母豚頭数減を指導した
が実現不可能。石灰乳塗布消毒を指導し
実現。

436.豚のオーエスキー病(AD)清浄化を中
心とした地域的な疾病対策の取り組み：
千葉県東部家保 橋本亮、原康弘

豚コレラ撲滅以降、地域的な自衛防疫
に対する意識が薄れてきている中、管内
A 地域では養豚組合と関係機関が一体と
なり、平成 18 年度から AD 清浄化に向け
た地域的な対策を行ってきた。農家毎の
適切なワクチンプログラムの構築、飼養
衛生管理の啓発により、AD 野外抗体陽
性率は農場ベースで 86%から 62%に、個
体ベースでは 53%から 16%に低下。今年
度の検査では 18 戸中 17 戸で肥育豚での
陰性化が認められた。また、AD 以外の
検査も実施し、総合的な疾病対策として
取り組んでいる。巡回により、農家毎に
検査結果に基づく対策を指導するととも
に、勉強会を開催。地域の状況を理解さ
せると同時に AD の浸潤度が高い農場･低
い農場を例に挙げて対策を検討。今後は
地域の清浄化を推進するため、AD 抗体
陽性繁殖豚の積極的な摘発淘汰を行い、
地域のステータスをⅡからⅢへ移行させ
たい。また、このような地域的な対応を
他の地域へと広めていきたい。

437.豚のオーエスキー病（AD）防疫対策
の取り組み状況と今後の対応：千葉県東
部家保 島田純、小野寺道寛
全国的な AD 清浄化対策が平成 20 年か

ら開始し、本県においては平成 20 年 12
月から 5 年間で清浄化を目指すことにな
った。新たな清浄化対策は発生状況及び
浸潤状況から 4 段階に地域区分（ステー
タスⅠ～Ⅳ：以下 St Ⅰ～Ⅳ）し、効率的
な清浄度確認検査と清浄化強化段階での
全農場全頭へのワクチン接種を主体とし
ている。当所は養豚過密地帯を抱えてい
るため 1 年目は清浄化対策準備段階であ
る St Ⅰ地域(2 市町･2 地域･4 農場)の農家
に対して清浄化対策強化段階である St Ⅱ
への移行を強力に指導した。St Ⅱ地域(6
市町･9 地域･185 農場)の農家に対しては
全農場の清浄度確認検査を家保、共済連
及び民間とで行い地域内の浸潤度を確認
するとともに、飼養する豚全頭へのワク
チン接種を指導した。2 年目となる本年 1
2 月からも同様の指導を継続し、3 年後に
は清浄化を確認した地域からワクチン接
種を中止し清浄化を図ると同時に St Ⅲ･
Ⅳ地域についても清浄性の維持を確認し
ていく。

438.一養豚場における衛生対策と PRRS
抗体価の推移：山梨県西部家保 小林洋
平、細田紀子
管内の一養豚場において、離乳後の子

豚に呼吸器病がまん延し死亡が続発、病
性鑑定及び各種抗体検査等の結果から豚
繁殖・呼吸障害症候群（PRRS）を背景と
する豚呼吸器複合病（PRDC）と診断。定
期的に農場を巡回、豚舎の消毒、病豚の
早期隔離、豚房間の間仕切り設置及び母
豚台帳を導入した計画的な母豚の更新（導
入先を 1 ヶ所に固定し、PRRS 陰性豚を導
入）等の衛生・飼養管理指導を実施。対
策後、PRRS 日齢別抗体検査を再度実施
したところ、肥育豚において全頭陰性。
発育不良豚の早期発見・隔離等衛生管理
の改善により豚舎内におけるまん延を防
止できたと推察。また、計画的に母豚を
更新、ＰＲ管理（豚舎の消毒、病豚の早
期隔離、豚房間の間ＲＳ陰性豚を導入し
た事も効果的と考えられた。衛生仕切り
の設置等）はＰＲＲＳだけでなく種々の
疾病を防ぐ上で重要であり、今後も指導
を継続していく。

439.肉豚事故率 3%以下に向けた PRRS 浸
潤農場での対策：新潟県中央家保 馬上
斉、仲山美樹子

「所得アップ」畜産生産性向上対策事
業の目標としている肉豚事故率 3%以下達
成農場は、管内で 66 戸中 21 戸（31.8%）。
事故率 3%を超える農場 45 戸のうち、豚
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繁殖・呼吸障害症候群（PRRS）浸潤農場
が 27 戸と多い傾向。事故率低減のため、
「養豚団地で取り組む PRRS 撲滅対策」
をテーマとし、X 養豚団地（3 戸で構成）
をモデル地域に指定。取組として、生産
者、A 養豚場の管理獣医師、家保の三者
が協力し、情報共有化のため 3 回の研修
会開催、ステージ別抗体検査の実施およ
び検討会を開催。特に B 農場では PRRS
母豚群免疫安定化のため継続的に繁殖育
成豚の馴致確認検査を実施し、12 月現在
までに 6 回 56 頭全頭免疫賦与状態を確
認。管理獣医師および家保の指導により
記録の徹底がなされ、衛生プログラムの
改善、馴致の徹底により肉豚事故率は 5.0
%から 2.8%に減少。同時に選んで安心「に
いがた畜産」拡大事業の安心農場として
認定。

440.富士地域の豚精液供給センターにお
ける危機管理対策：静岡県東部家保富士
分室 閏間英之、室伏淳一
富士地域では 2 戸の大規模な豚精液供

給センターを有しており、精液の流通は
全国に及ぶ。家畜保健衛生所（以下家保）
は、定期巡回等で農場の概要については
把握していたが、詳細な流通情報等は十
分に把握できていなかった。万一の伝染
病発生時、迅速な被害拡大防止及び疾病
の早期発見のため、農場の流通情報の共
有化及び疾病監視の構築が危機管理上必
要と考え、当該 2 農場と検討会を開催。
早期の被害拡大防止及び関連農場の把握
のため、販売先リストと毎週の販売実績
及び疾病監視のため、死亡・異常豚とそ
の症状の家保への報告、年 1 回の豚コレ
ラ及びオーエスキー病の全頭検査に加え、
各農場 5 頭を対象とした年 4 回のモニタ
リング検査を農場に提案。その結果、農
場は流通情報の共有化や疾病監視につい
ては家保の提案に賛同し、協力的であっ
たが、販売先等の個人情報の取扱い、検
査対象疾病の追加及び検査体制の整備に
ついては今後の検討課題として挙げられ
た。

441.隔離検査システムを活用した豚伝染
性疾病の防疫対応：富山県東部家保 本
多秀次、森岡秀就
オーエスキー病（AD）の県内への浸潤

を防止するため、県外導入種豚に対し、
生産者団体が設置する共用隔離豚舎を利
用した隔離検査システムを昭和 60 年から
全国に先がけ実施。その後、豚繁殖･呼吸
障害症候群（PRRS）等を検査項目に追加。
AD については、平成 2 年及び 13 年の導
入豚の一部が疑陽性（中和抗体価 1 倍）
となり、いずれも出荷者と協議の上、全
頭を返還。PRRS については、平成 15 年

の導入で ELISA 抗体の非特異反応事例が
発生したことから、その後、ELISA 抗体
陽性事例に対しては他の検査を行い総合
的に判定。平成 20 年には、全国の清浄性
状況に鑑み、隔離検査システムにおける
AD の陽性判定基準を中和抗体価 2 倍以上
（疑陽性の判定基準を廃止）とし、隔離
期間の短縮や陽性時の対応を見直すこと
でシステムを再構築。官民が協力し当該
システムを 25 年にわたり継続し、的確な
防疫対応により AD 等の発生はなく、さ
らに他の伝染性疾病の県内侵入防止に有
効。

442.小規模養豚場への PRRS 侵入事例に
対する衛生管理対策：愛媛県南予家保
菅野陽介、山﨑義和

母豚 40 頭規模一貫経営の PRRS 陰性養
豚場で平成 21 年 5 月から 6 月にかけて母
豚 9 頭及び肥育豚 1 頭が重篤な呼吸器症
状を呈して死亡した。2 月に陽性養豚場
から繁殖候補豚を導入していたこと及び
死亡した肥育豚から PRRS ウイルスが分
離されたことより PRRS が重症化に一部
関与していることが疑われた。7 月の PR
RS 浸潤調査の結果、母豚 18 頭中 ELISA
陽性 4 頭、PCR 陽性 2 頭であった。対策
として PRRS ワクチンは導入せず、一般
的な衛生管理対策に加えて従業員の移動
制限、飼養頭数及び飼養場所の制限、空
舎を利用した肥育豚舎のオールアウト、
二次感染防止のためマイコプラズマワク
チンの接種を指導した。結果、呼吸器症
状は沈静化し、11 月の PRRS 浸潤調査で
は母豚 19 頭中 ELISA 陽性 4 頭、PCR 陽
性 0 頭で感染拡大は認められなかった。
今後、積極的な陽性豚の淘汰によって PR
RS 清浄化の可能性が示唆された。

443.黒豚生産農場の経営規模拡大に対す
る支援：大分県宇佐家保 利光昭彦、長
岡健朗

母豚 50 頭規模から 100 頭規模へ徐々に
経営拡大した黒豚生産農場において、パ
ソコンを活用した母豚管理や乳牛の初乳
を主体とした出荷不適乳（以下、余剰初
乳という。）の利用等新たな取り組みに支
援指導を実施。パソコン管理により迅速
で的確に繁殖成績の把握ができるように
なり、効率的な母豚の更新と計画的な育
成が図られた。妊娠鑑定時には検診対象
豚の自動抽出と不受胎豚の早期発見が可
能。パソコン管理の導入前後 1 年間の月
平均受胎率を比較すると、導入後には平
均受胎率が 2 ％上昇。また、余剰初乳の
給与は経時的細菌数の推移結果から 3 時
間以内に終了することを指導。残留抗生
物質簡易検査も行ったが全て陰性。給与
による下痢の発生は無い。肉豚出荷頭数
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は 2007 年の月平均 39 頭から 2008 年の 4
3 頭へ 4 頭増加。年間約 36 万円の収益性
が向上。飼料コスト相当額は哺乳期子豚
育成用配合飼料の 22 ％に相当し、キロ単
価が 76 円であることから、年間相当額は
約 36 万円。支援指導により円滑に経営規
模拡大が図られた。

Ⅱ－６ 畜産技術

444.目で見て納得！サーモグラフィを用
いた豚の暑熱対策：神奈川県県央家保
木村幸子、安藤正樹

管内一貫経営農場（繁殖雌豚 70 頭）で
平成 21 年 6 月から豚舎中央の離乳豚房で
暑熱被害と思われる死亡豚が増加、また
例年夏期に繁殖成績が悪化することから
暑熱対策を実施。農場の実態を把握する
ためサーモグラフィ（以下サーモ）を用
いて豚舎内と豚の表面温度を測定。結果、
豚房内は通路より温度が高いこと、豚の
体表温度は豚舎中央の離乳豚房で高く、
風通しの良い豚房で低い傾向をサーモの
温度別に色分けされた画面から視覚的に
確認。生産者も状況を目で見て納得し対
策を開始。離乳豚房では豚舎壁一部撤去
による風道の確保、送風ダクトの設置、
飼養密度の低減、分娩豚房では冷凍ペッ
トボトルによるドリップクーリングを実
施。対策後、離乳豚房での死亡頭数は減
少、分娩豚は呼吸数が低下、離乳後の受
胎状況も昨年より良好であった。今回、
サーモを用いたことにより生産者が的確
に問題を認識、速やかな対策につながっ
た。

445.放牧養豚の試み（第 1 報）：鳥取県鳥
取家保 大石美智子、鳥取農業改良普及
所 山里比呂志

今年度東部地区で実施した和牛放牧の
うちの 1 カ所、若桜町吉川の耕作放棄地
の一画に豚の放牧を実施。期間は 7/13 か
ら 10/22 までの 101 日間、約 3.5a の面積
に電気牧柵と猪よけフェンスを設置、70
日齢の LWD6 頭の放牧を実施。同腹の 6
頭を対照区とし、出荷成績、飼料要求率
等を比較。出荷日齢は対照区平均 175 日
出荷時体重平均 112.2kg、放牧区 176 日体
重平均 119.3kg と若干放牧区で上回って
いたが、飼料要求率については対照区 3.5
5 に対し放牧区 3.91。放牧地に関しては、
掘り起こし行動により一面覆っていた低
層の雑草が除去され、畑地への利用も可
能。畜主からは放牧管理も容易で、景観
保全にもつながることから、今後は継続
実施を検討し有利販売にもつなげていき
たいとの声も聞かれた。

446.養豚技術高度化支援事業（ピッグド

ックシステム）による生産性向上対策：
長崎県県南家保 前田浩史

長崎県では、養豚業を重点的振興作目
と位置づけ平成 18 年度に「長崎県養豚振
興プラン」を策定し、母豚一頭あたりの
肉豚出荷頭数の目標を 18.7 頭に設定。そ
の中の養豚技術高度化支援事業（ピッグ
ドックシステム）に基づき、多様な課題
を抱えた一農家を指導。指導開始時、密
飼い、産歴構成・雌雄比率不均衡、低受
胎率、高離乳後事故率、施設不備等問題
多数。問題点を飼養環境、繁殖、衛生関
係に分類。それぞれの中で詳細な調査、
問題抽出・分析を行い、ワクチネーショ
ン、産歴構成是正、遊休豚舎活用等の対
策を総合的かつ重点的に実施。結果、対
策前後で平均分娩回数が 1.78 から 2.13、
離乳後事故率（％）が 19.3 から 4.3、出
荷頭数が 12.6 から 16.9 へ改善したが目標
には達せず。これは産歴構成是正途中で
平均産子数に改善が認められなかったた
めと推察。今後、出荷頭数を目標頭数以
上に高めるため現在の指導継続と更なる
検討を行っていく。

447.養豚農家濃密指導による経営改善事
例：大分県豊後大野家保 丸山信明

母豚 80 頭の一貫経営農場で指導前の年
間出荷頭数は 900 頭を切り毎年､単年度決
算で大幅な赤字を呈す。指導目標は､出荷
豚増加による収益増｡ 1.方法１）長期空胎
豚削減による分娩率等向上対策２）分娩
直後の産褥熱及び子豚の下痢対策３）離
乳後事故率対策として､と畜検査デ－タ分
析・PRRS 感染症及び豚丹毒(SE)等各種
抗体検査の実施４）経営改善指導で農業
経営簿記による貸借対照表や損益計算書
の作成と分析｡経営改善指導会議開催｡ 2.
指導結果１）分娩率は大幅に改善２）分
娩サイクルあたりの NPSD(非生産日数)
は 10 日間改善３）一腹あたりの哺乳開始
頭数は 1.3 頭向上｡離乳頭数は 1.5 頭向上
４）抗体価分析 :ＡＰＰ抗体価の毒素抗体
価 APX Ⅲ型は血清型Ⅱ型と同様に 60 日
齢より急上昇し野外感染を示唆｡ SE は良
好な抗体価を呈す｡５）1,539 頭が出荷で
き､母豚 1 頭あたりの年間出荷頭数は 18.1
頭に改善６）経営分析結果は単年度での
黒字経営に転換するものの依然として農
場の財政状態は厳しい｡

448.石灰消毒の豚舎汚水浄化処理への影
響と対処方法検討：沖縄県北部家保 恩
田寛、仲本善訓
管内で石灰消毒後に豚舎汚水の浄化処理
が悪化する事例が数件あった。共通点と
して、「新鮮な汚水を浄化処理施設に投入」
「BOD 容積負荷量が高い」「曝気槽の色
が白味を帯びる」「活性汚泥の沈降性が悪
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化し、処理水が白濁化する」が挙げられ
る。上記共通点に該当する農家で、調査
を実施。石灰消毒後に曝気槽の色が白味
を帯び、処理水の透視度が低下した。原
因として弱アルカリ性の条件で、石灰由
来のカルシウムイオンと糞尿由来のリン
酸イオンにより生成されるヒドロキシア
パタイト（HAP）と、高濃度な汚水によ
るバルキングが推測される。対処方法は、
「石灰消毒後も豚房洗浄は通常サイクル
で行う」「活性汚泥の沈殿時間を長くし、
濁りを除去」「希釈水を多くして過負荷を
和らげる」が挙げられる。汚水を嫌気発
酵させ、BOD と PH を低減させることも
対処方法として考えられるが、悪臭発生
や、BOD と窒素のバランスが悪い汚水に
なるので勧められない。なお BOD 容積負
荷量が適正なら、石灰消毒による影響は
生じない。適正な設定で浄化処理施設を
整備することが、 善の対処方法である。

Ⅱ－７ その他

449.老朽化養豚場における衛生面からの
経営支援：宮城県北部家保 西清志、橋
本和広

豚価の低迷、飼料価格の高騰と養豚業
は厳しい情勢の中、栗原地域の一貫・子
取り農家戸数は、平成 21 年 8 月現在 22
戸で平成 20 年と比べ減少傾向。平成 21
年 3 月、老朽化した一貫経営農場のと畜
場出荷豚 1 頭および農場飼養の肥育豚 3
頭から豚赤痢菌を分離。薬剤感受性試験
に基づく投薬を実施、2 および 7 ヶ月後
には同居豚、豚舎敷料の豚赤痢菌は分離
陰性。併せて実施した一般細菌および寄
生虫検査で、肥育舎敷料交換の不徹底に
よる寄生虫卵汚染が判明。豚体の駆虫対
策、3 年ぶりに敷料をオールアウト。交
換 4 ヶ月後の糞便、敷料の虫卵数は激減。
敷料交換は 2 回／年とし、市有機センタ
ーへ定期的な搬出を指導。衛生面からの
支援により、食肉衛生検査の腸炎廃棄率
は大幅に減少。薬剤感受性試験結果に基
づく投薬と食肉衛生検査データの共有は、
対策の進捗状況の判定に極めて有効。施
設が老朽化しようとも”まずできること
から”を基本とした飼養衛生管理は生産
性向上が期待できることを再確認。

450.ミニブタに発生した慢性肺炎の病理
学的検索：埼玉県中央家保 油井武

2008 年 3 月、県内動物園で飼育する 8
頭のミニブタに沈鬱症状がみられ、その
うち 4 頭に呼吸器症状を確認。死亡した
1 頭の肺を病理学的に検索。肉眼的に、
暗赤色、硬化した肺を全葉で確認。組織
学的に、①凝固壊死、②肺胞腔に線維素
析出と漿液滲出、肺胞壁に硝子膜様物付

着、③肺胞壁や肺胞腔の線維化の 3 病変
に分類。抗 Actinobacillus pleuropneumonia
e 1、2、5、7 型家兎血清および Pasteurell
a multocida A、D 型家兎血清を用いた免
疫組織化学的検査( IHC)により、①病変
に陰性。②病変で PAS 反応陽性、PTHA
染色陽性の硝子膜を確認。③病変で線維
性肥厚した肺胞壁は Azan 染色に青染。②
と③病変に共通して、抗 Keratin 家兎血清
を用いた IHC により、Masson 体と肺胞壁
を覆う細胞に陽性反応。病原体は肺から
分離されず。組織学的に、症例の②と③
の肺病変は、人の特発性間質性肺炎のう
ちび慢性肺胞障害(DAD)に分類。症例の
肺病変は、DAD 病変(滲出期から線維化
期)が全葉に形成。

451.豚の先天性過骨症の一例：千葉県北
部家保 福井聡子、小川明宏

2009 年 3 月、繁殖母豚 1,800 頭を飼養
する一貫経営農場にて前肢が片側性また
は両側性に通常の約 1.5 倍に腫脹し跛行
を呈する新生豚が 5 腹 7 頭に認められ、
そのうち 4 腹 4 頭について病性鑑定を実
施。病理組織学的に橈骨と尺骨において
骨膜及び皮質骨の過形成、骨周辺部の結
合織の水腫及び線維化、骨格筋の萎縮が
みられ、本例を先天性過骨症と診断。同
様の症状を示す豚は 9 月までに 29 腹 42
頭発生。3 ～ 5 月および 9 月は 5 ～ 8 腹と
発生が多く 6 ～ 8 月は各月 2 腹と少なか
った。同農場では購入精液で人工授精を
行っているが、発生は 2 農場からの精液
を使用した母豚の産仔に限られ、発生し
た 29 腹のうち 9 割は 1 農場の特定の精液
を使用。また、これらの精液の購入状況
と月毎の発生数に関連性は無かった。先
天性過骨症は劣性遺伝と考えられている
が、発症には遺伝要因以外の因子も必要
と推察。

452.A 市における養豚農家の悪臭対策に
ついて：静岡県西部家保 飯田正、松下
幸広

Ｍ養豚農家は、A 市から悪臭防止法に
基づく改善勧告を受けたため、頭数削減、
脱臭資材を活用した悪臭対策等の改善計
画書を策定。当家保は、市で組織した環
境対策協議会（住民代表、畜産業者、学
識経験者、行政機関等）の一員として、
アンモニア濃度と臭気指数を測定し、よ
り効果的な手法への改善を指導。豚舎の
悪臭対策は、脱臭資材散布方法の改善に
よりアンモニア濃度を 0.5ppm (25%)に低
減。しかし、臭気指数の低減には無効。
攪拌式堆肥舎では、脱臭資材の散布方法
を１回散布から多回散布に変更し、アン
モニア濃度を 31.5ppm (一回散布時の 47
%)、臭気指数を 24.1(一回散布時の 71%)
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に低減。その結果、10 月末時点で、A 市
の臭気指数規制基準値（13）の遵守回数
は以前の 3/14(21%)から 9/30(30%)とや
や改善。しかし、未だ住民の納得は得ら
れていないため、今後も継続的に改善に
向けた指導を行う予定。悪臭問題の対応
は、ＰＤＣＡサイクルを取り入れ常に効
果を確認し、改善してゆくことが必要。

453.養豚農家の動物用医薬品使用状況：
愛知県西部家保 竹内康江、舛田崇
動物用医薬品（以下、動薬）販売業者

における要指示医薬品販売状況と養豚農
家における抗菌性飼料添加剤（以下、添
加剤）及びワクチンの使用状況を調査。
管内動薬販売業者 9 店舗の指示書取扱状
況は豚を対象としたものが 40%弱、内訳
は添加剤が 30 ～ 35%、ワクチンが 30%前
後。一貫経営等での添加剤使用率は肉豚
の 30 日齢までが 17.4%、30 日齢～ 60 日
齢が 56.5%、60 日齢以降が 43.5%、肉豚
での未使用率は 30.4 ％。肥育経営での使
用率は導入時に 70%。使用方法では１週
間以上連続使用が一貫経営等で 88.9 ％、
肥育経営で 28.6 ％。添加剤の種類はドキ
シサイクリン、コリスチン、ST 合剤を多
く使用。一貫経営等でのワクチン接種率
は母豚では萎縮性鼻炎が 43.5%と高く、
肉豚ではマイコプラズマ感染症が 60.9%、
豚胸膜肺炎が 30.4%、豚サーコウイルス
関連疾病が 26.1%。添加剤使用の減少、
ワクチン接種、飼養衛生管理徹底の指導
が課題。

454.豚呼吸器複合病（ＰＲＤＣ）発生農
場における肥育豚の疾病発生状況の変化
：徳島県西部家保 片山久美子、阿部敏
晃

管内養豚農家において、昨年度よりＰ
ＲＤＣ対策を中心とした衛生指導を実施
し、事故率は大幅に低減。その後、離乳
舎では浮腫病及び連鎖球菌症が顕在化。
一時事故率が 10 ％を超える。浮腫病には
無機亜鉛、連鎖球菌症には有効薬剤の投
与を中心に対応。その他、離乳時のＰＲ
ＲＳワクチン接種、畜舎環境の改善等に
より事故率は減少。肥育豚舎では豚胸膜
肺炎が顕在化し、120 ～ 150 日齢で多発。
分離された Actinobacillus pleuropneumonia
e（Ａｐｐ）の血清型は昨年度の調査結果
と同様に５型のみであったが、免疫組織
染色では２型で陽性を確認。飼料添加及
び飲水でフロロコール又はドキシサイク
リンを投与する他、Ａｐｐワクチン接種
を 2 回（56 日、77 日）から３回（110 日）
接種に変更。今後、肥育豚の日齢毎各種
抗体検査を実施し、ワクチンプログラム
の確認を行う予定。

455.「愛媛甘とろ豚」の生産性向上対策
：愛媛県東予家保 河瀬曜、目見田清
管内の養豚農場（母豚 50 頭規模）で、

「愛媛甘とろ豚」（以下、銘柄豚）生産の
開始にあたり、2 月と 8 月に呼吸器疾病
等の抗体検査を実施、衛生状況を確認し、
指導。人工授精により 10 月から銘柄豚の
分娩が始まり、11 月末現在 25 頭妊娠、8
腹分娩し仔豚 61 頭を育成中。昼夜の寒暖
差が大きい 11 月中旬には防寒対策が十分
でなかったため、カーテンを設置し、豚
房の保温管理を徹底した結果、豚房内
低温度が 3 ～ 4 ℃上昇。さらに飼養管理
では、離乳舎への移動を 4 週齢から 5 週
齢に変更、飼料切換え方法、飼育密度を
改善した結果、現在は事故無く順調に発
育中。当該農場の銘柄豚生産計画が月 50
頭以上であること、専用飼料給与が必要
であることから、肥育管理の効率化によ
り生産性を向上させるため、全面的に銘
柄豚生産に移行することとした。以上の
飼養管理の改善等により、生産の方向付
けができたことから、22 年 4 月からの出
荷に向けた体制が整った。

456.リキッドフィーディング導入養豚場
の衛生対策指導：長崎県中央家保 常岡
純也、向原要一

平成 21 年 4 月中旬に県下初のリキッド
フィーディングを導入した繁殖母豚 1,350
頭の早期離乳隔離方式（SEW）農場に対
して疾病対策等の飼養衛生管理指導を実
施。リキッド飼料の細菌検査および病性
鑑定を実施した結果、調整直後のリキッ
ド飼料からは主に枯草菌検出。大腸菌群
・サルモネラ陰性。飼槽残飼では大腸菌
群の増加を確認。飼料給与量の調整や飼
槽清掃の徹底を指導。肉豚ではリキッド
飼料の給与により出荷日齢の短縮など発
育良好。しかし、子豚ではリキッドフィ
ーディング導入後に事故率増加。原因は、
リキッド飼料混合システム設定の不具合。
新技術導入後の管理には注意が必要。ま
た、8 月以降、再度事故率増加し、グレ
ーサー病およびパスツレラ症と診断。有
効薬剤投与で事故率減少。今後も、農場
への衛生対策指導を継続実施。

457.沖縄養豚の経営実態に即した新たな
疾病予防法の提案～煙霧消毒～：沖縄県
北部家保 諌山章子、高吉克典

近年、県内の養豚において PRRS など
の呼吸器疾病により生産性が低下。平成
18 年度、呼吸器疾病による損耗率が高い
一貫経営農家をモデルに消毒を中心とし
た衛生対策を実施。離乳後の事故率は 39
％から 15 ％に低減したが、安全性・労力
・コスト等の課題が残った。平成 19 年、
豚舎消毒剤として家畜が吸入しても安全
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な次亜塩素酸系殺菌水（以下：殺菌水）
の利用を検討。P.m と E.coli を用いた殺
菌水の有効塩素濃度は、20ppm 以上にお
いて殺菌効果を認めた。豚の鼻腔内付着
菌数を殺菌水噴霧前後で比較、噴霧後に
細菌数は減少。殺菌水の畜産への応用は
可能と考えられた。今回、これまでの成
果と課題を踏まえ、新たに自動反復煙霧
散布装置を用いた殺菌水による消毒法を
考案。育成豚 30 頭を供試した発育成績の
結果、殺菌水散布の試験区では対照区よ
り一日当たり平均飼料給与量が多く、一
日当たり平均増体重が増加。また、肥育
預託農場で導入豚を用いた実証試験の結
果、殺菌水散布区では導入初期の死亡頭
数が減少し、事故率が改善。自動煙霧装
置による消毒法は、省力的・安価で農家
でも利用可能。

458.導入豚のワクチン接種による PRRS
対策：沖縄県中央家保 池宮城一文、津
波修

昨今 PCV2 ワクチンの普及に伴い、離
乳後事故率が改善されているが、一方で
更新豚の外部導入の際馴致不徹底で、PR
RS ウイルス感染が関与が疑われる流死産
や日和見感染症が増加した事例が管内で
あり、導入豚への PRRS ワクチンによる
馴致法を検討し、その対策を行ったので
報告。[材料・方法]PRRS 陰性農場から
外部導入した管内 A 農場で自然馴致群と
ワクチン接種群に分け、それぞれの母豚
(産歴毎)、子豚(日齢毎)血清で ELISA キ
ットによる抗体検査と管内 47 戸の立入調
査を踏まえた PRRS 対策指導を実施。[結
果・考察]自然馴致群は、PRRS 抗体陽転
に 3 ～ 4 ヶ月を要し、ワクチン接種群は、
導入 1 ヶ月後に抗体陽転、その後も安定
した抗体価で推移し、ワクチンによる母
豚や離乳豚への影響もない。ワクチン接
種による馴致は PRRS 対策における一つ
の選択肢として有用性が高いと判断、各
農場の管理衛生状況と PRRS ワクチンの
影響を検討し、各農家に合せた周知・指
導を実施。今後、PRRS 対策を主とした
飼養衛生管理の改善が重要であり、更な
る啓発等による養豚農家の事故率低減を
図っていく。

459.飼養衛生管理の改善による豚呼吸器
複合感染症低減へのアプローチ：沖縄県
北部家保 安里仁

県内では 2000 年以降、豚呼吸器複合感
染(PRDC)が表面化し、事故率増加の大き
な誘因となっている。その背景には豚サ
ーコウイルス(PCV2)や豚繁殖・呼吸障害
症候群ウイルス(PRRSV)及びマイコプラ
ズマの関与が高度に影響している。2004
年以降、北部管内において特に PCV2 の

関与による PRDC が問題となり、事故率
が 26 ～ 30 ％に達した３農場について、2
005 年から通常の衛生指導に加え授乳中
母豚及び交配前の飼料給与量の改善を中
心に指導。その結果、分娩時における虚
弱子豚の減少。離乳時平均体重 5.5 → 7
～ 7.5kg の増加。2007 以降、３農場の PR
DC 発症率は 10 ～ 11 ％、事故率 12 ～ 13
％に減少。指導前と比較して 50 ％以上減
少。今回の結果から、母豚の飼養衛生管
理を強化することは哺乳豚や離乳子豚の
発育に大きく影響することが明らかにな
り、PRDC 低減へのポイントになること
が示唆された。 2008 年３月以降、子豚
用 PCV ワクチン接種が開始され、今回の
農場では良好。しかし、一部で効果がみ
られていない農場もある。今後は、本ワ
クチンチンの効果を高めるために飼養衛
生管理の更なる強化が必要。

460.豚生産性向上のための 2009 年基礎調
査とベンチマーキング：沖縄県中央家保

津波修、池宮城一文
豚コレラ清浄化対策事業を活用し生産衛

生関連調査およびベンチマーキングによ
るデータフィードバックを実施。調査は
母豚 30 頭規模以上の 47 戸、338 頭実施。
項目は(1)聞き取り(21 項目)、(2)母豚の
血清生化学検査、ボディコンディション
スコア(BCS)、(3)抗体検査、(4)離乳豚
房の飼養密度と NH ３濃度測定。聞き取
り結果：PCV2 ワクチン接種 85%、うち 8
5%が効果ありと回答。PRRSV ワクチン
接種 29.8%、哺乳豚への抗コクシジウム
剤投与 59.5%。繁殖候補豚の外部導入実
績あり 65.9%、馴致実施は外部導入実施
農家の 64.5%、ほとんどが豚舎内に馴致
スペースを設置したのみ。母豚調査：総
コレステロール(T-Cho)は農家平均で 79.7
mg/dl だが配合飼料給与と食品残渣給与で
差異あり。T-Cho と BCS の相関なし。飼
養密度および NH ３濃度はほぼ適正。今
回の調査で、農家間で医薬品などの情報
伝達速度が速いこと、馴致などの飼養管
理に改善の必要性が判明。ベンチマーキ
ングは有効な手段と判明。

461.豚のブランド化へ向けた系統造成の
取り組み：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
の改良状況およびブランド化へ向けた取
り組みを報告。各世代における産肉成績
(全集団の雄雌平均値)及び繁殖成績は、
基礎世代 LS9.6 頭、BF2.3cm、EM32.2cm2、
DG838g、LS10.6 頭、第２世代 BF2.0cm、
31.7cm2、DG887g、LS11.3 頭、第３世代
BF1.9cm、 EM31.7cm2、 DG860g、 LS10.6
頭、第４世代 BF2.2cm、30.9cm2、DG920
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g、LS10.9 頭。各世代の平均育種価（平
成 21 年 10 月解析）は、第 0 世代の平均
育種価を 0 として、第１世代 BF-0.03cm、
EM-0.08cm2、DG2.56g、LS0.01 頭、第２
世代 BF-0.07cm、EM-0.47cm2、DG24.8g、
LS0.05 頭、第３世代 BF-0.04cm、EM-0.09
cm2、DG7.01g、LS-0.01 頭、第４世代 BF
-0.06 cm、EM0.57cm2、DG15.4g、LS0.07
頭と改良されている。平成 23 年の系統造
成完成に向け、三元交雑に用いる県内の
大ヨークシャー種、デュロック種の能力
を向上させるための優良種豚の導入、農
家と一緒に選抜を行う農家参加型の選抜
を実施。大ヨークシャー種、デュロック
種による LW の繁殖性調査、LWD の産肉
性調査など、おきなわブランド豚の確立
に向けた取り組みを行っている。

Ⅲ 鶏の衛生

Ⅲ－１ ウイルス性疾病

462.特殊肉用鶏でのニューカッスル病(N
D)ワクチン投与状況とその指導：茨城県
県北家保 小池拓人

ND 抗体保有状況を把握するため、管内
特殊肉用鶏飼養 10 農場で高病原性鳥イン
フルエンザサーベイランス検査時に採材
した血清を用いて抗体検査を実施。その
結果、ワクチン投与を行っているにも関
わらず、全ての農場で有効な免疫を獲得
していないロットが散見。ワクチンプロ
グラムは、ND ワクチンを 11 日齢で点眼、
36 および 61 日齢で飲水投与。出荷日齢
は、雄は 120 日齢、雌は 150 日齢。ND ワ
クチン投与状況の確認のため、聞き取り
調査を実施。その結果、11 日齢での点眼
投与が未実施、投与に用いる水道水の塩
素除去が未実施、断水および飲水完了時
間の確認が未実施と判明。10 農場のうち
3 農場の指導を行い、指導前後で抗体検
査を実施。2 農場で、水道水の塩素除去、
適正なワクチン濃度の確保、充分な断水
により感染防御に必要な抗体価を獲得。
今後も対象農場での指導を継続し、導入
から出荷まで有効免疫を維持出来る対策
が必要。

463.高病原性鳥インフルエンザ防疫演習
と課題：群馬県西部家保 久保田英治

高病原性鳥インフルエンザ対策はこれ
までの国内発生時の課題を踏まえ国の防
疫指針が逐次改訂され現実的な防疫対応
の整備がなされてきたが、発生時の殺処
分等の円滑な対応を可能とする訓練が必
要。本県では平成 21 年 11 月に 1,000 羽
を用いた現場演習を実施。本演習では、
防護服の正しい着脱や殺処分作業等の役
割分担、所要人員・機材の把握、作業時
間の計測、処分鶏の運搬及びクリーンセ
ンターにおける焼却処理の確認、殺処分
等に要するコスト面での課題を整理。終
了後の研修会で、この演習から得られた
問題点として処分時のウイルスの飛散防
止や作業員の労務管理等について検討。
また、発生地域での防疫対応や諸外国の
野鳥における本病に関する 新の情報を
関係者間で共有。今後は発生予防に向け
て飼養現場における飼養衛生管理基準の
遵守指導や監視体制の継続強化及び関係
機関・団体を含めた総合的な連携体制の
構築で更なる防疫体制の確立を目指す。

464.高病原性鳥インフルエンザ発生に備
えた管内の取り組み：群馬県東部家保
宮田希和子

管内には渡り鳥が多く飛来する湖沼が
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あり、隣接県も多いため、高病原性鳥イ
ンフルエンザ（HPAI）発生に対する懸念
が危惧。県 HPAI マニュアル改正に伴い、
東部県民局 HPAI 現地対策本部設置要領
および防疫マニュアルを策定。農業事務
所と市町を対象に HPAI 防疫説明会を開
催し発生時の行動計画を周知。また、当
本部組織構成に基づき各班長等を選任し
責任と指示系統を明確化し、検討会で問
題点や効果的な連携方法を協議。さらに
地区獣医師会研修会で、廃鶏を用いた採
材、簡易キット使用法等の実習を行い、
発生時における県との協力体制を強化。
その結果、関係組織との連携のあり方や
職員の担当業務が明確化。しかし、農業
事務所各課および市町間との効率的な連
携作りや、市町毎の防疫マニュアルの早
急な制定が今後の課題。より機動的な組
織体制構築を進めるため、定期的な HPAI
防疫机上演習の実施、地区獣医師会との
連携強化を図り、発生に備える。

465.眼瞼腫脹を呈する鶏パスツレラ症に
みられた伝染性喉頭気管炎ウイルスに関
する一考察：千葉県中央家保 関口真樹、
佐藤岳彦

2009 年 1 月、複数の育雛場から大雛導
入した 4 群を飼養する 1 採卵鶏舎で、伝
染性喉頭気管炎（ILT）ワクチン未接種の
2 群のみが元気消失、流涙、眼瞼腫脹等
を呈したため、6 羽を病性鑑定。発症鶏
群の隣では、産卵ピークを迎えた ILT ワ
クチン接種鶏群を飼養。剖検では、鼻粘
膜の肥厚(6/6)と眼窩下洞等のチーズ様物
の貯留(4/6)を確認。病理組織学的検査で
は、上部気道に化膿性炎(5/6)、炎症産物
の貯留(4/6)と ILT の亜急性病変(6/6)を確
認。病原検索では、眼窩スワブから Paste
urella multocida(P.m)(4/6)と ILT ウイルス
(3/6)を分離。分離ウイルスは RFLP パタ
ーンと塩基配列が隣接鶏群に接種された
ワクチン株と一致。以上から、本例は隣
接鶏群が産卵ストレスにより排泄した IL
T ワクチン株が未接種鶏群の上部気道に
感染後、同部位に P.m が 2 次感染し発症
したと考察。 ILT ワクチンは ILT 防疫の
要の一つだが、潜伏感染や鶏舎内汚染等
の特徴を理解し使用することが肝要であ
る。

466.空き鶏舎を使用した高病原性鳥イン
フルエンザ防疫演習：山梨県西部家保
山田沙苗、清水景子

平成 16 年、我が国で 79 年ぶりに高病
原性鳥インフルエンザ（HPAI）が発生。
本病発生に備え個人経営の養鶏農場より
空き鶏舎を借り受け、HPAI 発生農場と仮
定して防疫演習を実施。鶏舎近くの公民
館で机上演習実施後、発生時に防疫作業

に従事することが想定される県職員、市
町職員等は鶏舎に移動。防護服着脱、鶏
の模型を用いた殺処分実演訓練を実施。
養鶏関係者等は公民館で、ウイルスに見
立てた蛍光塗料を塗布した防護服を使い、
汚染を防ぐ安全な着脱方法の訓練を実施。
それぞれの訓練終了後、公民館に集合し
車両消毒を見学。
参加者からは「鶏舎という狭い空間で

の作業がイメージできた」「発生時の覚悟
ができた」など好評。今後も参加者に防
疫作業の内容についてより深く理解して
もらえる防疫演習を行うため、創意工夫
が必要。

467.小規模鶏農家を中心としたニューカ
ッスル病防疫指導：静岡県中部家保 松
井小雪、川嶋和晴
管内小規模（100 ～ 1000 羽）養鶏農家

でニューカッスル病（ND）に対する危機
意識の低い農家が散見されたため、ND
防疫対策の実態を調査。小規模採卵鶏農
家 20 戸中約半数は野鳥による ND ウイル
ス伝播の危険性や、患畜が殺処分される
ことを認知せず。ワクチン未接種農家が
4 戸（自家繁殖 2 戸、初生導入 2 戸）、生
ワクチン接種済中雛を導入し農場でのワ
クチン補強未実施農家が 2 戸であった。
このためワクチン未接種農家に生ワクチ
ン接種を指導したところ、うち 2 戸が生
ワクチンの飲水投与を開始。また、中雛
導入で約 4 年飼養していた農家に対して
飼養終了までワクチン抗体を持続させる
必要性について指導したところ、大雛導
入に変更し 2 年以内に廃鶏出荷。伝染病
防疫体制強化には、小規模農家個々の問
題把握とそれらに対応した細やかな指導
が必要。

468.市における高病原性鳥インフルエン
ザ防疫体制の整備：岐阜県東濃家保 岡
本祐子、古田淳

平成 20 年度までに管内 2 市が高病原性
鳥インフルエンザ防疫マニュアルを整備。
マニュアル未整備の 3 市における緊急時
の防疫体制整備を進めるために、本年 10
月に開催した東濃地域高病原性鳥インフ
ルエンザ防疫対策協議会幹事会に、市に
は畜産担当課以外に危機管理担当課にも
出席を依頼し、発生時の市の役割等につ
いて説明して、市の全庁的な危機管理体
制整備を依頼。また、採卵鶏 10 万羽飼養
農場での発生を想定し、所内机上演習を
実施した結果、得られた課題について検
討を行った。特に焼埋却候補地の選定に
ついて①一般廃棄物処理施設を視察し利
用可否を再検討②埋却候補地の地質につ
いての情報収集③汚染物品量を試算する
ために必要な農家情報についての検討④
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埋却溝のサイズを把握するための資料作
成を実施。これらの内容について、県域
の防疫演習で紹介。今後の課題として、
市と家保が協力して、防疫措置を行うた
めに必要な情報収集を行い畜舎構造図の
作成等、早急に進めていきたい。

469.管内養鶏農場の ND 対策の現状と衛
生指導の１事例：三重県北勢家保 中川
絵理、吉川若枝

管内の養鶏農場は 49 戸(採卵 39 戸、肉
用 10 戸)。内採卵鶏 26 戸( 53%)は、鈴
鹿市内に集中している。鈴鹿地域では、
市で協議会を持ち、毎年２回ニューカッ
スル病(ND)抗体検査を、その他の地域に
おいても ND 検査を通年実施。今年度の
結果では、幾何平均が 10 以下の農場が存
在。またインフルエンザモニタリングで
ND ウイルスが分離されたことから、今
年度は検査に併せ、ND を中心とした衛
生指導と聞き取りを実施。調査の結果、
採卵鶏は初生導入 22 戸、中趨導入３戸、
大趨導入７戸、複数導入７戸。初生導入
では、生ワクチン(L)２回とオイルワクチ
ン(KO)１回が主流。中趨導入では、導入
後 KO を接種、大趨導入では導入元でワ
クチネーションを完了。肉用鶏農場では
1 農場を除き L を投与。２農場を除き、
適切なワクチンプログラムが実施されて
いた。 NDV 分離農場では、臨床検査を
主体として、複数回にわたる衛生指導を
実施。

470.肉用鶏ひなに発生したアデノウイル
ス性筋胃びらんの病理学的検索：三重県
中央家保 中村諒子、庄山剛史ほか

近年、トリアデノウイルス（FAV）グ
ループⅠによる筋胃びらんが問題になっ
ている。総飼養羽数 15,000 羽の肉用鶏飼
育場にて、16 日齢頃より死亡数が増加。
30 日齢のひなの剖検で筋胃びらん確認。
FAV 感染を疑い、筋胃をホルマリン固定
後、病理組織学的に検索。HE 染色および
抗 FAV 血清を用いた免疫染色を実施し鏡
検。腺上皮細胞に好塩基性核内封入体形
成を伴う急性化膿性筋胃炎や、線維芽細
胞が浸潤する慢性筋胃炎を認めた。封入
体に一致して免疫染色陽性。慢性炎では
線維化が進み、上皮細胞消失、封入体は
認められず。出荷後の同鶏群でサーベイ
ランスを実施。廃棄の筋胃 32 羽分および
肝臓 23 羽分の検査で、筋胃の病変は慢性
筋胃炎が大半で、封入体は認められず、
免疫染色陽性所見もほとんどみられなか
った。原因が特定できない筋胃廃棄の要
因の 1 つとして、本症が多くあると考察。

471.鶏アデノウイルス性筋胃びらんがみ
られた管内肉用鶏農場の一症例：三重県

北勢家保 吉川若枝、中川絵理
管内一肉用鶏農場にて、8 月 18 日入雛

群(4,860 羽)が、9 月 3 日から沈うつ、タ
ール状便等の症状を示し、死亡率が増加、
10 月 5 日に終息。死亡羽数は 109 羽(2.24
%)。同 17 日に病性鑑定(生体３羽及び３
例の筋胃)を実施。結果、剖検所見では、
筋胃内容物はタール状を呈し、一部そ嚢
に逆流。筋胃びらん、潰瘍を認めた。ま
た胃内容物に金属等の異物あり。細菌検
査では有意な菌は分離されず。病理組織
学的検査では、筋胃に中等度から重度の
化膿性筋胃炎を認め、内 3 例に、腺上皮
細胞に好塩基性核内封入体を認めた。鶏
アデノウイルス(FadV)Ⅰ免疫血清を用い
た免疫組織化学的検索では、核内封入体
に一致して陽性抗原を確認、FadV Ⅰ型に
よる筋胃炎と診断。また、出荷時への影
響を検討するため、食鳥検査材料(肝臓 2
3 検体及び筋胃 32 検体)を用いて病理学
的及びウイルス学的検索を実施。

472.肉用鶏団地での伝染性気管支炎（IB）
腎炎型の発生とワクチンプログラムの検
討：兵庫県姫路家保 加茂前優花、中条
正樹

平成 21 年 3 月、肉用鶏舎（41 日齢）
で下痢を呈し死亡数が増加。IB ワクチン
は 17 日齢で Ma5 株を飲水投与。病性鑑
定の結果、臓器からの RT-PCR で IB ウイ
ルス遺伝子を検出、制限酵素解析により
JP-Ⅰ型と判明。発育鶏卵で IB ウイルス
分離。病理検査で間質性腎炎を認め、 IB
腎炎型と診断。発生鶏舎の鶏の自衛殺、
周辺農場には衛生管理の徹底、JP-Ⅰ型の
ワクチン追加接種を実施。周辺農場での
続発はなかった。ワクチンプログラム（V
P）検討のため、分離株の交差中和試験、
中和抗体価測定、分子系統樹解析、交差
防御試験を実施。分離株は Ma5 株、4-91
株に片交差の傾向、中和抗体価でも同 2
株に対して上昇傾向。遺伝子相同性は G
N 株 88.3 ％、Ma5 株 73.6 ％で血清型と遺
伝子型が不一致と判明。2 種類のワクチ
ン接種で交差防御を確認。新しい VP を I
B ワクチン 2 回接種に変更し、発生団地
で検証試験を実施。有効と判断し、農協
全体の VP を変更。現在まで経過は順調。

473.ブロイラーのニューカッスル病ワク
チン投与適期の推定による指導：和歌山
県紀南家保 前田恵助、松田基宏

ブロイラーのニューカッスル病(ND)抗
体価を調査。ワクチンの効果が十分認め
られないケースがあったため、ワクチン
飲水投与時期の指導を実施。ブロイラー
農家 2 戸で 2009 年 4 月から 11 月に採取
した血清 722 検体を用い ND の HI 抗体価
を測定。1 日齢ヒナ 10 群 66 羽の抗体価
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の GM は 168 倍で各群間に有意な差を認
めたが、農場間、孵化場間に差は認めず。
ワクチン投与時抗体価と 4 から 6 週齢の

抗体価には負の関係を認めた。二次多項
式回帰分析によりワクチン適期は抗体価
が 11.3 倍、13 日齢時と推定。ワクチン投
与を 10 日齢から 13 日齢に変更した結果
1 農場の 40 日齢の GM は 19 倍から 93 倍
に有意に上昇。抗体価 8 倍以上のブロイ
ラーは 75%から 100%に上昇。他農場でも
GM は上昇、抗体価 8 倍以上のブロイラ
ーが増加。以上より、農家によりワクチ
ン投与技術に差があるものの、抗体検査
と検査結果の視覚化による指導は他の衛
生指導と併用すると有用であると考える。

474.哺育育成農場内におけるサルモネラ
菌の消長：鳥取県西部家保 生田泰子、
尾崎裕昭

平成 21 年 8 月下旬に、12,000 羽規模の
採卵鶏農場において一過性の産卵低下を
認めた。卵殻異常等は認めず、下痢や呼
吸器症状、貧血等の臨床症状、血液検査
（Ht 値、血液塗末標本）においても異常
を認めなかった。血清学的検査（寒天ゲ
ル内沈降反応）の結果、一部鶏群で鶏脳
脊髄炎（AE）抗体の陽転を確認、AE に
よる産卵低下と診断。管内採卵鶏農場の
AE 抗体検査を実施したところ、8 農場中
7 農場で抗体陽性を確認。そのうち 3 農
場はワクチン非接種農場であり、自然感
染による抗体保有が示唆された。以上よ
り、AEV が広く浸潤していることが確認
され、産卵開始までにワクチンにより確
実に免疫を付与し、産卵低下を防ぐ必要
があると考えられた。今後は発生農場で
のワクチン接種の徹底およびその他農場
でのワクチン接種の推進に努めたい。

475.銘柄肉用鶏で発生したマレック病と
その対策：岡山県津山家保 片岡まどか、
橋本尚美

平成 21 年 6 月、プレノアール種の肉用
鶏約 2,000 羽を飼養する農場で、3 群(3
月、4 月及び 5 月餌付け群)に死廃鶏増加、
脚麻痺の症状が見られ、病性鑑定の結果、
マレック病(MD)と診断。発症群の出荷率
は 16 ～ 65 ％。当農場は毎月導入し、同
一鶏舎内に 2 ～ 3 群を同時飼育、110 ～ 1
50 日齢で出荷する形態のため、次の対策
を実施した。(1)MD ワクチンプログラム
について、血清型 1 型単味 0.5 ドーズ接
種に加え、2 種混(血清型 2 型+3 型)1 ド
ーズを追加(2)鶏舎消毒については、鶏舎
床面主体の水洗から鶏舎内全体の水洗に、
逆性石鹸噴霧から塩素系消毒薬噴霧と床
面への石灰乳塗布に変更(3)飼育管理は日
齢の若い順に実施し、専用長靴を使用(4)
鶏舎の補修として、床面水勾配の修正、

防鳥金網の張り替え、鶏舎内間仕切り底
面の穴埋めを行った。その結果、対策実
施後に餌付けした群（6 月以降毎月餌付
け）ではＭＤ発症はなく、出荷率が改善
された。

476.採卵鶏に発生したトリメタニューモ
ウイルス感染症：岡山県岡山家保 澤井
紀子、多賀伸夫

平成 21 年 2 月～ 3 月にかけて、A 採卵
鶏農場の高床鶏舎１群において頭部腫脹
と沈うつを呈し死亡する鶏が増加し、13
羽中 2 羽からトリメタニューモウイルス
（AMPV）特異遺伝子を検出。4 羽からパ
スツレラ菌を分離。同様の症状が同鶏舎
の他群に波及。その後沈静化したが、同
年 8 月に同鶏舎において死亡羽数が増加。
外貌等に顕著な症状は認められなかった
が、4 羽中 1 羽から AMPV 特異遺伝子を
検出し、大腸菌が分離された。いずれも
細菌による二次感染を併発した AMPV 感
染症であると診断。中和抗体価試験の結
果、平成 19 年より農場全体に AMPV の
浸潤があったことを確認。本感染症は環
境要因に影響されやすいため、基本的な
飼養衛生管理の不備が示唆。衛生対策検
討会を実施し、換気対策および吸血昆虫
の駆除による環境改善や本病ワクチンの
接種、適切な消毒・清掃による二次感染
の防止、管理獣医師の設置といった衛生
面の強化を指導。

477.ワクチン接種鶏における鶏痘発生例
：岡山県岡山家保病性鑑定課 萱原佳美、
大内紀章

鶏痘ウイルス（FPV）ワクチン接種の
採卵鶏で、2004 年 6 月、382 日齢鶏群で
粘膜型・皮膚型の混合型、2008 年 12 月、
490 日齢鶏群で皮膚型鶏痘が発生、病性
鑑定を実施。病理組織検査では、いずれ
の症例も発痘部に円形に膨化した細胞の
増殖、好酸性細胞質内封入体を認め、ウ
イルス検査では、発痘部乳剤の発育鶏卵
漿尿膜上接種により FPV を分離。近年、
FPV の遺伝子に細網内皮症ウイルス（RE
V）遺伝子が組み込まれ、REV が病原性
に関与しているとの報告がなされている。
そこで分離 FPV について遺伝子検査（PC
R）により REV 遺伝子検出を実施したと
ころ、REV 遺伝子のエンベロープ部分を
検出。以上から、県内分離 FPV は病原性
の強いウイルスであったこと、既に 2004
年には県内に REV 遺伝子の組み込まれた
FPV が侵入していた事が示唆された。

478.障害者福祉施設におけるニューカッ
スル病ワクチンプログラムの検討：岡山
県高梁家保 山内章江、黒岩恵

鶏は生産物を得るための経済動物であ
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るが、学校や福祉施設などでは教材とし
て飼養されている。当所管内の障害者福
祉施設においても障害者の自立支援の一
助を担うため採卵鶏が飼養されている。
当該施設で飼養されている鶏群のニュー
カッスル病（以下 ND）HI 抗体価を検査
したところ、76 日齢で 4.0（GM 値、以下
同様）、154 日齢で 5.7 と低値であった。
ワクチネーションは初生導入後 30 日齢で
ND・伝染性気管支炎混合生ワクチンを点
眼投与し、以後、3 ヶ月毎に同様に実施
していた。そこで、「120 日齢で NDHI 抗
体価 16 以上」を目標に、これまでの点眼
投与を変更しないこと、作業時間の制約
や注射によるワクチン接種ができないな
どの施設の特殊性のため生ワクチンのみ
の接種になることを考慮したうえでワク
チンプログラムを検討した。その結果、
新たに飲水投与を加え接種回数を増やす
ことで、120 日齢で NDHI 抗体価 16.0 と
なり指導効果が確認された。

479.肉用鶏からの鶏アデノウイルス（FA
V）検出事例と疫学検討：山口県中部家
保 柳澤郁成、大谷研文

2004 から 2009 年に、筋胃びらん（び
らん）等の病変を呈し、FAV が検出され
た７事例の疫学検討を実施。県初分離 FA
V は、Group Ⅰ血清型１に同定。発生は
全て肉用鶏の開放平飼い鶏舎。３例は無
症状で食鳥検査時にびらんにより摘発。
他４例は、臨床症状を伴う農場内発生例。
発症日齢は７～ 71 日。７～ 15 日の幼若
鶏では、筋胃潰瘍や吐血等の重篤な症状
を示したが、日齢経過とともに回復する
ことを野外症例で初めて確認。死亡率は、

小 0.4%/週～ 大 1.0%/日を示し、鶏貧
血ウイルスや細菌等の複合感染や飼養管
理失宜が重なった事例では、高い傾向。
導入雛を生産する種鶏場でも FAV 感染を
確認したが、同一ロットの雛を導入して
も、農場により発生に差がみられたこと
から、垂直感染では無く、導入後に FAV
感染を受けていたと推察。また、種鶏も
初生雛も保有抗体にばらつきがあること
から、雛の移行抗体消失時期により、FA
V 感染時期が変動することで、臨床症状
に違いの出ることが示唆された。

480.ワクチン接種鶏群の伝染性気管支炎
発生事例：山口県中部家保 稲吉洋裕、
阪田昭次

2009 年 2 月に 15,656 羽を初生で導入し
た採卵用育成鶏が 2 日間(24、25 日齢)で
12 羽(通常 1 ～ 3 羽/日)死亡。発生時、群
全体で軟便を確認。伝染性気管支炎(IB)
ワクチンは 1、14 日齢でそれぞれ C78 株、
H120 株を接種済。ニューカッスル病(ND)
ワクチンは 14 日齢で VG/GA 株を接種済。

6 羽(死亡鶏 3 羽、生存鶏 3 羽)を病性鑑
定した結果、剖検にて発育不良の 4 羽(死
亡鶏 2 羽、生存鶏 2 羽)で腎臓の腫大や退
色を確認。病理組織学的検査により前述
の 4 羽を含む 5 羽を間質性腎炎と診断。
ウイルス学的検査により、前述の 4 羽中
3 羽の腎臓から IBV 単独、1 羽の腎臓か
ら IBV と NDV の両方を分離。肺、心臓、
気管及びクロアカスワブの各プール材料
から IBV 単独あるいは IBV と NDV の両
方を分離。分離 IBV は塩基配列及び鶏胚
への病原性等から C78 株と近縁の野外株
と推察。分離 NDV は塩基配列等からワク
チン株と判断。なお、細菌学的検査では
有意菌は検出されず。以上の検査結果か
ら本症例を腎炎型の IB と診断。小規模な
発生に留まった理由は、分離 IBV がワク
チン株と近縁であったため、免疫効果が
発揮されたものと推察。

481.肉用鶏に発生した一過性麻痺症候群
：徳島県西部家保 永田雅士、鈴木幹一
郎

管内肉用鶏農家で 24 日齢頃より頸部弛
緩麻痺が多発。症状を呈した鶏の約 40 ％
は隔離飼育により 2 ～ 3 日で症状回復。6
3 日齢で約 1 ％が発育不良。ワクチネー
ションは初生で POX、 IB、MD を接種。
発症鶏 4 羽を用い病性鑑定を実施。常法
による主要臓器細菌検査は陰性。解剖学
的検査は著変なし。ボツリヌス毒素試験
としてマウス接種試験と PCR 検査を実施
したがともに陰性。病理組織学的検査で
は脳、脊髄に囲管性細胞浸潤と軽度グリ
ア細胞の増数を示し、座骨神経にリンパ
様細胞の軽度浸潤を認めた。F 嚢はリン
パ濾胞のリンパ球中等度脱落と間質結合
織の軽度増生を認めた。血清抗体検査で I
B、 IBD、ND を実施したが、野外感染は
否定。以上より、マレック病ウィルス（M
DV）感染による一過性麻痺症候群を疑う。
入雛以前鶏舎内の野外 MDV 汚染が示唆。
次回入雛前消毒は、現状の塩素系、逆性
石鹸消毒からグルタルアルデヒドの発泡
消毒への変更を指示。

482.小規模鶏飼育場へのニューカッスル
病予防対策：香川県西部家保 三好里美、
光野貴文
管内の採卵農場におけるニューカッス

ル病(以下 ND)に対する HI 抗体価(以下
抗体価)を調査したところ、1,000 羽以上
の規模の採卵農場では、幾何平均(GM)値
が高く 100 倍以上。一方 1,000 羽未満の 3
農場は、GM 値が 30 倍以下と低く 2.8 倍
の農場もあったため、ND 予防対策を実
施。3 農場はいずれも無薬自然農法を行
う農場で、ワクチン接種への強い抵抗感
など、問題点が散見。そこで、A 農場で
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はワクチン接種の協議を重ね、実地指導
を実施。ND ワクチン飲水接種後、抗体
検査を行い、B1 株では 低防御に必要な
抗体価 8 倍を 4 ヵ月後の次回接種時まで
維持できなかったため、VGGA 株に変更
し、抗体価の改善を確認。また、B、C 農
場では、抗体検査結果から、野外感染の
可能性が示唆されたことから、よりワク
チン接種の必要性を強調。指導の結果、
管内採卵農場のワクチン接種率 100 ％を
実現。更に愛玩鶏飼養者にも勉強会を開
催し、ワクチン接種の必要性を啓発、 3
戸は実施。

483.採卵鶏農場に発生した鶏痘と疫学調
査：大分県大分家保 壁村光恵、阿部正
八郎

2009 年 7 月管内採卵鶏農場(高病原性
鳥インフルエンザ定期モニタリング対象)
の 600 日齢鶏群約 1500 羽で皮膚病変を認
める。粘膜部に病変は認めず、皮膚病変
部の病理組織学的検査では痂皮周囲に有
棘細胞層増生、軽度の風船様変性を観察、
わずかに細胞質内封入体(ボリンゲル小
体)形成を確認。ウイルス学的検査では発
育鶏卵漿尿膜上にポック形成、膜組織に
細胞質内封入体を認め、皮膚型鶏痘と診
断。発生原因究明のため、疫学調査を実
施。2007 ～ 2009 年 4 ～ 6 月の気温調査
より、2009 年は 4 月上旬に 20 ℃以上を
記録。吸血昆虫活動温度 20 ～ 30 ℃記録
日数が多く、吸血昆虫活動が早期化、活
発化し、発生に至ったと推察。また、発
生鶏群のみ 5 月に強制換羽実施、これも
発症に関与したと推察。予防対策として
粉塵除去など飼養衛生管理の徹底、入雛
時期の見直しによる強制換羽時期の変更、
駆虫回数の追加、鶏痘ワクチン追加接種
等を指導。今後もモニタリング事業等に
より、早期発見、予防対策の指導を行う。

484.Ｋ地区で連続して発生した伝染性フ
ァブリキウス嚢病（IBD）：宮崎県宮崎家
保 齊藤幸恵、稲井耕次

2008 年 12 月から 2009 年 6 月にかけて
県内Ｋ地区の４農場で IBD が発生。羽毛
逆立や沈うつを伴い、死亡数増加（死亡
淘汰率 2.5%～ 25%）。発生群は 36 ～ 76
日齢、 IBD ワクチンは接種済み。発症鶏
のファブリキウス嚢（Ｆ嚢）は水腫性に
腫大し、出血および膿瘍貯留を観察。Ｆ
嚢にリンパろ胞壊死および細網細胞の活
性化を確認。免疫染色により IBDV 抗原
を検出。PCR 検査により検出された IBD
V 特異遺伝子は RFLP 法で、高度病原性
株と同様の切断パターン。Ｆ嚢乳剤を 1
週齢の SPF 鶏 5 羽に経口投与すると、沈
うつ、羽毛逆立および水様性下痢を示し、
5 日以内に全羽死亡。遺伝子解析により 4

農場の分離株の塩基配列は一致。同一株
由来の高度病原性 IBDV によると示唆さ
れた。エライザ検査では全ての発症鶏で I
BDV 抗体を未保有で、ワクチンの投与方
法に問題があった可能性あり。今後も適
切なワクチン接種を中心とした対策が重
要。

485.みやざき地頭鶏生産農場で発生した
伝染性ファブリキウス嚢病とその対策：
宮崎県宮崎家保 片山貴志

2009 年 6 月、管内の地頭鶏生産農場で
育雛鶏の死亡増加、22 日齢の病性鑑定。
剖検時、ファブリキウス嚢（F 嚢）は腫
大し出血。病理組織検査で F 嚢のリンパ
濾胞壊死および網内系細胞による置換。
リンパ組織で伝染性ファブリキウス嚢病
ウイルス（IBDV）抗原を検出し、IBD と
診断。ウイルス検査で高度病原性の IBD
V と判明。塩基配列は 2008 年から 2009
年に県内の採卵鶏農場 4 戸で発生した高
度病原性株と不一致。鑑定鶏が移行抗体
未保有のため、試験鶏による IBDV の移
行抗体消失時期を検討。抗体は 7 日齢か
ら消失開始、21 日齢で完全に消失。発生
農場では 21 日齢で IBD ワクチン接種。
続発のため接種日齢を 3 日齢と 16 日齢に
変更、以降 IBD の発生なし。採卵鶏農場
での発生と比較して死廃率は低く、地頭
鶏特有のストレスが少ない飼養環境が関
与した可能性。しかし、県内では高度病
原性 IBDV の広い浸潤が危惧され、飼養
衛生管理の徹底による侵入防止対策およ
び適切なワクチン接種が重要。

486.肉用鶏にみられた鶏脳脊髄炎：宮崎
県宮崎家保 赤塚裕人、片山貴志

平成 21 年 4 月、肉用鶏農場で雛に脚弱
が認められ、同農場に雛を供給している
種鶏場でも初生雛の脚弱及び産卵率の低
下ありとの通報。発生農場は、脚弱によ
り約 16 ％の死亡及び淘汰率を示し、種鶏
場は、約 400 日齢の旧ロットにＶ字型で
産卵率が低下し、初生雛の脚弱により 25
3 羽を淘汰。中枢神経系の大型神経細胞
における特徴的な中心性虎斑融解や寒天
ゲル内沈降反応での鶏脳脊髄炎ウイルス
抗体を確認。分離材料の発育鶏卵への卵
黄内接種で、雛に病変を確認し、PCR 検
査で陰性を確認。種鶏場においてワクチ
ン接種を行った新ロットの集卵時の立入
による交差汚染により、人為的に旧ロッ
トにウイルス感染し、旧ロットで介卵感
染した初生雛が発生農場に移動した後、
未感染の雛へ水平感染したものと推察。
種鶏のロット別に管理者を区分し、再度、
長靴の履き替え等の徹底により、交差汚
染の防止を図ること、またワクチンの適
正投与に努めることなどの指導。損失額
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は種鶏場が約 38 万円、発生農場が約 26
万円。

487.採卵鶏の鶏冠部暗赤色化及び産卵率
低下事例：鹿児島県肝属家保 坂口善二
郎､東條秀一

高病原性鳥インフルエンザ（HPAI）は、
HPAI に関する特定家畜伝染病防疫指針に
基づき、発生予防、まん延防止に努めて
いる。平成 20 年 9 月下旬、管内採卵鶏農
場で鶏冠部暗赤色化、産卵率低下、死亡
鶏急増し、HPAI 関与も疑い病性鑑定実施。
異常鶏は A 型インフルエンザ抗原陰性。
卵発育不良、卵管及び卵巣萎縮等の剖検
所見確認。組織所見なし。有意菌非分離。
毒素非検出。顕著に産卵率低下した群の
ファブリキウス嚢からアデノウイルス（F
AV）分離。中和試験で､当該鶏群の FAV
抗体価 GM 値が 1 倍から 113 倍に上昇。
卵、濃厚飼料、飲用水の中毒物質濃度は
基準値以下。本事例と①農薬散布のスト
レス、②鶏舎内換気不良、③分離 FAV 等
の関連性は不明。原因特定に至らず。鶏
舎内外消毒、飼養環境改善、野生動物侵
入防止等指導後、現在続発を認めず。臨
床所見等から HPAI を疑う際にも、それ
以外の様々な要因も十分考慮し、迅速的
確な原因究明に努めたい。

488.ブロイラー農家で発生したニューカ
ッスル病と防疫対策：沖縄県北部家保
杉山明子

平成 20 年 12 月、県内で 17 年ぶりにニ
ューカッスル病（ND）が発生。病性鑑定
の結果は、心外膜炎、胸膜面線維素析出、
肝腫脹、主要臓器から大腸菌の優位な分
離、気管材料の初代尿膜腔液は 256 倍の
HA 価を示し抗 NDV 血清による HI 試験
で特異的に抑制。分離ウイルスをニュー
カッスル病ウイルス（NDV）と同定。病
原性型別試験から中等毒に分類。インフ
ルエンザ簡易キット検査は陰性。NDV 同
定後、移動制限、殺処分を開始。殺処分
はフレコンバックに鶏を捕獲投入し炭酸
ガスを注入する方法で実施。消毒は鶏舎
内を逆性石鹸で水洗消毒、乾燥後、鶏舎
床面および鶏舎外装をドロマイト製剤で
消毒。鶏舎周辺は消石灰で消毒。防疫活
動は 9 日間、延べ 166 人で実施。要した
経費は約 800 万円と試算。周辺農場及び
疫学関連農については異常のないことを
確認。移動制限解除後、経営を再開。ND
生ワクチン投与後の抗体検査および出荷
まで臨床症状の異常の有無を調査。異常
のないことを確認。

Ⅲ－２ 細菌性・真菌性疾病

489.採卵鶏に発生した Clostridium perfri

ngens とコクシジウムの混合感染：群馬
県利根沼田家保 須藤慶子
採卵鶏 14 万羽を飼養する養鶏場で、１

群約 26,000 羽において 150 日齢頃から死
亡羽数が急増したため、平成 21 年 7 月に
病性鑑定を実施。剖検では、メッケル憩
室付近から下部の小腸はガスにより膨満、
肥大。腸壁は肥厚し、粘膜は層状に壊死
して一部で剥離。腸内容は軟泥状で茶褐
色ないし灰褐色。その他、卵墜性腹膜炎。
細菌検査では、小腸内容から 107CFU/g
以上の Clostridium perfringens を分離。型
別遺伝子検査で A 型と判定。病理組織学
的検査では、肝臓実質の一部にリンパ球
浸潤を伴う肝細胞の巣状壊死。小腸粘膜
に多数のコクシジウムオーシストを確認。
以上の所見から C.perfringens とコクシジ
ウムの混合感染と診断。飼養環境の改善
と生菌剤等の投与を指示。その後、終息。

490.ブロイラー農場における大腸菌汚染
経路の検討と対策：長野県松本家保 高
橋陽子

管内ブロイラー農場において、平成２
１年３月下旬死亡羽数が増加したことか
ら病性鑑定を実施、鶏大腸菌症と診断。
その後も当該農場で鶏大腸菌症を疑う所
見で衰弱・死亡する事例が発生し、事故
率は 10.5 ％に達した。導入元での雛の汚
染も疑われたことから、大腸菌汚染経路
を検討するため、死廃の多い１鶏舎にお
いて、初生雛から４０日齢まで１０日毎
に経時的病性鑑定を実施｡計５回２７羽を
病性鑑定したところ､２０日齢までは正常
であったが、３０日齢以降で鶏大腸菌症
を確認。大腸菌は当該農場での感染と推
察。オールイン・オールアウトの徹底、
アウト後の清掃・消毒の徹底、コクシジ
ウム対策を指導したところ、
１０月出荷のロットで、同一鶏舎での事
故率は約２％にまで低下した。

491.鶏大腸菌症の２症例：静岡県中部家
保 野元孝子、和久田高志

管内肉用鶏農家 2 戸で、40 日齢以降に
死亡羽数が急増したので、病性鑑定及び
疫学調査を実施。症例 1 は 44 日齢 4 羽、
症例 2 は 45 日齢 4 羽を材料に、病理検査、
細菌検査を行った。分離大腸菌各症例 4
株を用い、病原性関連遺伝子 8 種（astA、
iss、irp2、papC、iucD、tsh、vat、cvi/cva）
の PCR 及びパルスフィールドゲル電気泳
動（PFGE）を実施。疫学調査は、発生農
場と食鳥処理場の環境由来株計 43 株及び
他養鶏場糞便由来株 27 株を用い、同様の
PCR を実施。剖検及び病理組織学的検査
で共に多発性線維素性漿膜炎を確認。細
菌検査でも大腸菌 O2 型を分離したため
鶏大腸菌症と診断。PCR の結果、病鑑由



- 111 -

来株は共通する 5 ～ 6 種の遺伝子を保有
し、PFGE でも 2 症例はほぼ同様のパター
ンを示したことから疫学的関連が示唆さ
れたが、汚染経路は特定できず。一方、
今回実施した PCR による病原性関連遺伝
子検索は診断や疫学調査の一助として有
用であると推察。

492.管内一ブロイラー農場における生産
性向上への取り組み：三重県南勢家保
野澤馨、下田智彦

夏の導入群で毎年食鳥処理場での全部
廃棄率が高い管内一ブロイラー農場にお
いて、飼養環境等の改善に取り組んだ。
全部廃棄の主な原因はつつきによるブド
ウ球菌症であった。また、飼養期間中の
大腸菌症による死亡も生産性阻害の要因
となっていた。つつきを改善するため、
鶏舎内の換気に配慮した寒冷紗の取付を
実施。また、導入から出荷までの期間、
定期的に農場を訪問し、鶏舎の様子を観
察。ホッパーの不具合や、鶏の健康状態
等、その都度気づいた点を指摘し改善を
指導。死亡が多い場合は現場で解剖し、
大腸菌症等を疑う所見が認められないか
などを畜主と一緒に確認。コクシジウム
対策のため、検査日令を事前に打ち合わ
せ、畜主が忘れないようカレンダーに書
き込み全鶏舎の糞便検査を実施。これら
の対策を実施した結果、前年同時期の導
入群に対し、出荷までの死亡率が 4.39 ％
→ 3.98 ％に、出荷時の全部廃棄率は 6.45
％→ 1.39 ％に改善された。

493.管内平飼い採卵鶏における近年の病
性鑑定状況：三重県南勢家保 下田智彦、
野澤馨

管内平飼い採卵鶏農場 3 戸について、
平成 16 年 4 月から平成 21 年 10 月までの
病性鑑定状況を調査した。年度別依頼件
数は平成 17 ～ 18 年度は増加傾向にあっ
たがその後減少した。疾病発生割合は大
腸菌症が 28.2%と も多く、次いでパス
ツレラ症が 23.1%、ブドウ球菌症が 12.8%
であった。今年度も、パスツレラ症およ
び大腸菌症により多数の鶏が死亡する事
例があった。これらの疾病発生の要因と
して、密飼いや換気不良等の環境性スト
レスによる鶏の免疫力低下が考えられる。
しかし、高病原性鳥インフルエンザの国
内発生による屋外運動場の使用自粛、飼
料の高騰、卵価の低迷等により、飼養羽
数の削減や多額の設備投資は困難な状況
にある。今後、これらの状況を踏まえ、
各農場に適した飼養環境の改善について
検討を続けていくことが必要であると思
われた。

494.文書化過程が養鶏施設の衛生管理を

改善する：和歌山県紀南家保 齊藤正二、
松田基宏

昨年度、サルモネラ検査を実施した 5
農家のうち、サルモネラ菌（S 菌）を検
出した 2 農家に対し、継続的な衛生状況
調査を実施して衛生状況を把握すること
にした。鶏病研究会の方法に準じたサル
モネラ検査を実施、両農家とも S 菌が検
出された。両農家に対して衛生管理の改
善事項について文書回答を求め、これに
基づいて協議することとした。この文書
回答の要請に対して 1 農家だけが応じた。
改善事項を回答した農家と、これに基づ
いて協議を行い、 終的に改善策を実施
した。この農家ではその後の第 2、第 3
回の検査で S 菌は検出されなかった。回
答のなかった農家からは、その後の検査
でも S 菌が検出された。養鶏施設の衛生
管理指導に当たっては、検査後の一方的
な口頭指導よりも、検査結果に基づく改
善事項を農家自らが文書化する過程を設
けることが、衛生管理の向上と生産意識
の改善につながる指導方法であると考え
られる。

495.採卵鶏農場で発生したクロストリジ
ウム感染症：鳥取県倉吉家保 青萩芳幸、
中村耕太郎

平成 21 年 8 月に管内採卵鶏農場から死
亡鶏増加の連絡があり、病性鑑定を実施。
農場内の 5 鶏舎中 1 鶏舎 2 列の採卵鶏群
(631 日齢)で死亡鶏は増加し、これらの
鶏群では沈鬱、貧血、チアノーゼ及び黒
色タール便等を認めた。症状を示した 5
羽について解剖を実施したところ、回腸
内偽膜形成、腹膜炎及び卵墜等が認めら
れ、また腸内容の検査では Clostridium pe
rfringens Ａ型が 2.0 ～ 6.4 × 105cfu/g 検
出されたことから、クロストリジウム感
染症と診断。鶏群への給与飼料からは 1.0
～ 2.0 × 102cfu/g の C. perfringens Ａ型が
検出されたことから、対策として給与飼
料の回収及び給餌ラインの清掃を実施。
死亡鶏増加後 10 日目までは、この鶏群に
クロストリジウム感染症を認めるが、以
後はクロストリジウム感染症は沈静化。

496.ブロイラーの大腸菌症と対策：鳥取
県西部家保 尾崎裕昭、生田泰子

鶏の大腸菌症はブロイラーで特に問題。
要因は複数多様で、多方面での対策必要。
感染経路は介卵、経口、呼吸器感染で、
その 3 つにまとめて対応実施。介卵感染
については、種卵消毒の実施状況、孵卵
場と飼育現場の大腸菌を採取し、血清型
の確認。経口感染については、飼育初期
の飲水中の大腸菌の状況を調査。呼吸器
感染については、落下細菌の増減と、大
腸菌症誘因疾病の IB や IBD の抗体を調



- 112 -

査。これら検査データを提示し、検討。
各種対策を行い、一時的に改善されたが、
寒冷期に再度増加傾向。本取り組みによ
って、飼育管理や対応すべき問題等浮き
彫りになり、より具体的な対策への一歩。

497.Salmonella Infantis が分離された肉用
鶏の脊椎すべり症：徳島県徳島家保 中
田翔、小島久美子

平成 21 年 7 ～ 8 月にかけて管内肉用鶏
農場において脚弱症状が多発。病性鑑定
で脊椎すべり症と診断。第６胸椎膿瘍部
から Salmonella Infantis（SI）を分離。脊
椎すべり症と SI 感染の関連性を調べるた
めに、当該鶏舎において定期的に採材し
た血清を使用し、分離 SI 株を抗原とした
マイクロプレート凝集反応により SI 抗体
価を測定した結果、初生に比べ１４日齢
以降で有意に上昇し（p<0.05）、病鶏の抗
体価は健康鶏に比べ高い傾向。また、前
回導入鶏群の腸内容から SI が分離されて
いたことより当該鶏舎での SI の常在を予
想。そのため鶏舎消毒の徹底を指導した
ところ、消毒後の鶏舎環境 20 カ所の拭き
取り検査における SI 分離はカーテン外側
の 1 カ所のみ。対策後導入鶏群での脊椎
すべり症の発生は無く、SI 抗体価は低下
傾向。今回の症例では脊椎すべり症の病
変部位に SI が感染し、症状を憎悪させた
可能性がある。SI はヒトの食中毒の原因
菌でもあるので、出荷後の効果的な鶏舎
消毒が求められる。

498.鶏マイコプラズマ病と鶏大腸菌症の
合併症による肉用鶏の死廃率増加事例：
福岡県中央家保 深水大

平成 21 年 4 月、管内の肉用鶏農場（10
鶏舎、約 100,000 羽飼養）において、Myc
oplasma synoviae（MS）の関与により死
廃率が著しく増加した事例に遭遇。剖検
では、気嚢・内臓漿膜面にチーズ様滲出
物、気嚢炎、脾臓腫大、肝包膜炎を確認。
鳥インフルエンザ、ニューカッスル病、
伝染性気管支炎ウイルスは分離陰性。気
管から MS を分離し、急速平板凝集反応
により MS の抗体陽性を確認。主要臓器
から大腸菌も分離。MS に対する免疫染
色では、気管および二次気管支粘膜上皮
表面に陽性抗原を確認。今回、本県で初
めて MS を分離し、鶏マイコプラズマ病
（鶏大腸菌症との合併症）と確定診断。
発生鶏舎の死廃率は 17.1 ％、他９鶏舎の
死廃率は 2.5 ～ 6.7 ％。MS と大腸菌の混
合感染、鶏舎内環境の悪化、飼料の切り
替えによるストレス等が死廃率増加の要
因であると推察。マイコプラズマワクチ
ン未接種の場合、MS の関与も疑い、病
性鑑定や疫学調査を実施することが重要。

499.鶏大腸菌症から分離された大腸菌の
性状：佐賀県中部家保 中村陽介

平成 19 年 4 月から平成 21 年 9 月まで
に鶏大腸菌症と診断した 46 症例 88 株お
よび任意に抽出した 3 戸の健康鶏から分
離した 21 株について、O 群血清型別、病
原性関連遺伝子（astA、iss、 irp2、papC、
iucD、 tsh、vat、cvi/cva）の検索および 8
種類の薬剤について薬剤感受性試験を実
施。血清型では、鶏大腸菌症由来株では
O78 が 51.1 ％（45/88 株）と も多かっ
たが、健康鶏由来株から O78 は分離され
なかった。病原性関連遺伝子では、鶏大
腸菌症由来株はすべての株が iucD、iss 遺
伝子を保有していたが、健康鶏由来株の
保有率は 42.9 ％（9/21 株）と有意に低か
った。薬剤感受性試験では、鶏大腸菌症
由来株および健康鶏由来株ともにオキシ
テトラサイクリン耐性株が 71.7 ％（63/88
株）、47.6 ％（10/21 株）と も高く、ア
ンピシリンおよびアモキシシリンに対し
ては、年々耐性化の傾向。鶏大腸菌症由
来の 88 株は、血清型で 8 種類、病原性関
連遺伝子の保有状況により 21 種類に分類
され、さらに薬剤感受性成績を加えるこ
とにより、本症発生農場の疫学的関連性
を詳細に調査できることが示唆された。

500.Mycoplasma synoviae（MS）が関与
した肉用鶏の大腸菌症：佐賀県北部家保

鬼塚哲之、山下信雄
2009 年 5 月 11 日、128,000 羽を飼養す

る肉用鶏農場から、25 鶏舎中 1 鶏舎（5,6
00 羽）において、44 日齢の鶏が呼吸器症
状を呈し、へい死数が増加したとの連絡
があり、病性鑑定を実施。剖検では、気
嚢炎、心外膜炎、肝包膜炎等を認め、病
理組織検査では、線維素化膿性心外膜炎、
脾臓の濾胞壊死、気管粘膜のリンパ濾胞
過形成、線維素化膿性肝包膜炎等を確認。
細菌検査では、主要臓器から大腸菌を分
離、鼻腔スワブから MS を分離。PCR 検
査において、鼻腔スワブ、関節スワブか
ら MS 遺伝子を検出。ウイルス分離（発
育鶏卵接種）陰性。抗体検査では、MS
の有意な抗体上昇を確認。これらの検査
結果から、本症例は MS が関与した大腸
菌症と診断。へい死数増加の直接的原因
は大腸菌症と考えられるが、MS が大腸
菌の感染を容易・重篤化したものと推察。
今回の発生は、出荷 1 週前であり投薬が
できず、その後もへい死鶏が増加したた
め、育成率が 90%を下回った。再発防止
対策として、出荷後の鶏舎内消毒の徹底
を指導。その後、MS の浸潤は認めてい
ない。

501.肉用鶏に発生した鶏大腸菌症の一考
察：長崎県県北家保 川﨑洋平、森田光



- 113 -

太郎
約 9 万羽を飼養する肉用鶏農家の 2 鶏

舎で死亡数増加。病性鑑定を実施し鶏大
腸菌症と診断。2 鶏舎、各 2 羽の主要臓
器から分離された 84 株、飲水（地下水）
から分離された 7 株を用い、薬剤感受性
試験（ ABPC・ AMPC・ CEZ・ CXM・ SM
・KM・GM・OTC・DOXY・CP・CL・N
FLX・ST）、O 抗原型別、Multiplex PCR
による病原関連遺伝子（astA・ iss・ irp2・
papC・ iucD・ tsh・vat・cva/cvi）検索を実
施。鶏由来株は鶏舎によって、GM・CL
・NFLX・ST 感性と、GM・CL・NFLX 感
性に分かれたが、飲水由来株はいずれも
鶏由来株とは異なった。鶏由来株、飲水
由来株ともに 078（鶏 33 株、飲水 1 株）
と型別不能（鶏 51 株、飲水 6 株）。鶏由
来株では、O78 は全て iss・pap・iucD・cv
a/cvi を保有。型別不能株は非保有を含む
5 タイプ。飲水由来株は全て非保有。鶏
由来株と飲水由来株では薬剤感受性試験
および病原関連遺伝子の保有状況が異な
り、飲水が原因である可能性は低い。

502.ブロイラーから分離された Mannheim
ia haemolytica 様菌：沖縄県家畜衛生試験
場 太野垣陽一、安里仁

2008 年 8 月、沖縄本島北部のブロイラ
ー A、B、C の 3 農場で死亡鶏が増加する
事例が発生。3 農場の検体とも伝染性気
管支炎ウイルス(IBV)と簡易キットで Ma
nn-heimia haemolytica(Mh)と同定された
β溶血性グラム陰性菌を、また A、C の 2
農場の検体からは大腸菌を分離。Mh によ
る鶏の疾病報告は見当たらないが、生化
学性状が Mh に類似する菌による疾病報
告例があるため、分離菌 4 株を 16S rRNA
遺伝子の塩基配列による既知菌種との D
NA 相同性、系統樹及び生化学性状によ
り解析し、4 株とも 近新菌種として分
類され、その病原性が報告されつつある
Gallibacterium anatis(Ga)と同定。3 事例の
IBV、Ga 及び大腸菌分離部位と病理組織
所見との関係から、Ga の病態への関与が
疑われた。

Ⅲ－３ 原虫性・寄生虫性疾病

503.七面鳥のヒストモナス病の発生：山
形県 上家保 水戸部麻子、須藤庸子

平成 21 年 7 月、管内自家用家禽飼育農
家（採卵鶏 6 羽、七面鳥約 60 日齢雛 7 羽）
で約 10 日の間に七面鳥が 1 羽ずつ計 4 羽
死亡。鶏もこの間に 1 羽死亡のため病性
鑑定を実施。七面鳥は県内業者から管内
農協を通じ 23 日前に導入。七面鳥と鶏と
は一つの小屋内の別部屋で飼育され、い
ずれも平飼い。七面鳥 1 羽の剖検では、
肝臓の菊花状病変、盲腸の腫大と粘膜肥

厚及び豆腐粕様内容物を認めた。病理組
織学的検査ではヒストモナス原虫を伴う
多発性壊死性肝炎及び壊死性盲腸炎を確
認。盲腸内容物の虫卵検査では多数の線
虫卵を認めた。以上よりヒストモナス病
と診断。感染経路と対策を検討するため
飼育場の土の検査を実施したところ、深
さ 30cm まで線虫卵を確認。以上の結果
から飼育場の土が高度に汚染されている
と推察し、対策を検討したが、農家は再
導入の意志が無く、七面鳥飼育を休止。

504.一養鶏場で試行した各種ワクモ対策
：埼玉県中央家保 飯島雄二、山岸聡美

産卵鶏７群 17,000 羽飼育の養鶏場でワ
クモが濃厚寄生、各種対策を試行。寄生
は６～ 11 月に顕著で、鶏群の Ht 値は平
均 26.8 ％。感受性試験で各種殺虫剤（単
剤）に対して耐性を認める。長靴への石
灰乳の塗布、散布機による通路への石灰
散布は人への付着を減らす効果があった。
石灰乳塗布機を用いた珪藻土の塗布は、
一定の抑制効果を認めた。スチームクリ
ーナー（GHS － 1609）の水温測定で筒先
から 50cm の温度が 51.5 ℃。殺虫剤散布
用の洗浄用ガンを植物防疫用のノズル（新
広角１頭口 噴板：NN － B －７ S）に交
換、慣行法に比べ薬液量は２／５、所要
時間は１／２で薬液節減と作業の効率化
が図れた。予備洗浄によるワクモ集塊の
破壊と殺虫剤散布、殺虫剤の２度散布（７
日間間隔）で慣行法に比べワクモの低減
効果が長く持続。対策により人への被害
は減少したが、全体のワクモ寄生数の減
少や鶏への被害低減効果はさほど認めら
れなかった。

505.平飼い肉用鶏に発生した鶏コクシジ
ウム病とその対策：埼玉県熊谷家保 金
子純高

平成 21 年 10 月、肉用鶏約 20,000 羽を
平飼いで飼養する農場で、育成鶏の死亡
羽数が約 30 ～ 40 羽/週から約 100 羽/週へ
と増加。34 日齢～ 58 日齢の生体 3 羽と
死亡 3 羽の病性鑑定を実施。盲腸または
直腸内容から OPG6 万～ 16 万のコクシジ
ウムオーシストを検出。剖検では、全羽
で十二指腸から盲腸にかけて腸管壁が肥
厚。うち 3 羽の小腸では、粘膜に多数の
赤色点がみられ、その他の盲腸には、暗
赤色泥状物が充満。組織学的に全症例の
十二指腸から盲腸の粘膜上皮と粘膜固有
層にコクシジウムが寄生。重度にコクシ
ジウムの寄生がみられた小腸および盲腸
には、出血性壊死性腸炎のほか、偽膜を
形成。以上から、鶏コクシジウム病と診
断。当農場では鶏舎の敷料に戻し堆肥を
繰り返し使用しており、堆肥中のオーシ
ストが感染源と推察。対策としてロット
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ごとの堆肥交換、完熟した堆肥の使用、
導入鶏への生ワクチンの計画的な接種な
どを指導。

506.壊死性腸炎を併発した採卵鶏の急性
小腸コクシジウム症：福井県家保 武田
佳絵、三竹博道
平成 21 年 6 月に平飼い飼養の 180 日齢

採卵鶏 15 羽が粘血便を排出し、2 日間で
2 羽が死亡。死亡鶏の小腸、特に空回腸
中央部が著明に膨満し、褐色泥状の内容
物が充満。農家採材の血便の寄生虫検査
ではオーシストは検出されず、死亡鶏の
小腸内容の塗抹後ギムザ染色標本でのみ
メロゾイトを検出。組織では、小腸腸腺
に核や細胞が大型化しシゾントを含有す
る上皮細胞を多数確認。特徴的所見より
Eimeria necatrix の寄生と考察。また、小
腸絨毛が壊死し、ウサギ抗 Clostridium pe
rfringens 抗体による免疫組織化学染色で
陽性反応を示す大桿菌が多数付着。コク
シジウム寄生による腸粘膜障害が増殖を
誘発したと推察。病原検索ではその他有
意な結果はなし。以上の結果より壊死性
腸炎を併発した急性小腸コクシジウム症
と診断。鶏舎の清掃および消毒の徹底、
異常鶏の隔離淘汰および導入雛の寄生虫
検査による早期摘発を指導。 180 日齢の
半数が数日中に死亡したが、他の日齢の
発症なし。

507.養鶏場におけるワクモの被害実態と
対策：岡山県津山家保 橋本尚美、片岡
まどか

防除が困難とされるワクモについて管
内養鶏場 35 戸の被害実態調査と防除指導
を実施。被害発生状況はブロイラー 0 ％、
レイヤー 46 ％で、被害内容は人掻痒感 6
7 ％、汚卵 33 ％、鶏貧血 8 ％であった。
強制換羽の有無、空舎期間の長さと被害
の有無とは関連なし。鶏アウト時水洗の
有無は、水洗無で被害 69 ％に対し、水洗
有で 23 ％。また開放鶏舎かつ水洗無で 7
3 ％、開放鶏舎かつ水洗有で 50 ％、無窓
鶏舎かつ水洗で 0 ％であり、無窓鶏舎と
水洗が被害を低減する要因と推測された。
被害農場 12 戸の内 10 戸で防除指導を実
施。ワクモの住処確認、適切な薬剤散布
方法（7 日間隔複数回等）、散布後の効果
確認により、6 戸でワクモが見られない
程度に改善したが、散布回数不足の 2 戸
で不十分な改善、2 戸で薬剤散布無しな
どで未改善。また鶏の貧血（Ht 値平均 17
％）、死亡率上昇の１農場で、重点指導を
実施。フルメトリン製剤投与、ニーム剤
の散布により劇的に改善（Ht 値 24 ％）
が見られた。

508.ブロイラ－農家の生産性向上対策：

大分県豊後大野家保 里秀樹、芦刈美穂
出荷成績が悪く生産性の低い農家 3 戸

選定し巡回指導。Ａ農家の 2009 年 4 月導
入分は 23 日齢にコクシジウムオ－シスト
(オ－シスト)を確認しサルファ剤を投与。
42 日齢でコクシジウム症（コクシ）によ
る空回腸及び盲腸炎と診断。出荷成績は
出荷率 100.3 ％、出荷体重 3.30 ㎏/羽、生
産指数（ＰＳ）306。Ｂ農家の 2009 年 6
月導入分は 21 日齢にオ－シストを確認し
サルファ剤を投与。輸送ストレスにより
入雛時から 1 週齢頃まで水溶性下痢が継
続。42 日齢を過ぎて出荷まで細菌性敗血
症により連日 0.5 ％程度の死亡が継続。
出荷成績は出荷率 96.4 ％、出荷体重 3.18
㎏/羽、ＰＳ 254。Ｃ農家の 2009 年 8 月導
入分は、入雛以降、死亡が多く 15 日齢で
盲腸にコクシ寄生、鶏大腸菌症の発生。1
7 日齢で有効薬剤を投与した後、死亡数
は減少。出荷成績は出荷率 97.5 ％、出荷
体重 3.27 ㎏/羽、ＰＳ 313。対象農家では
慢性コクシ対策の指導が必要。各々の疾
病発生状況を把握し生産性向上に努める。

Ⅲ－４ 一般病・中毒・繁殖障害・栄
養代謝障害

509.緊密な連絡体制の重要性が確認され
た産卵率低下養鶏場への指導例：群馬県
中部家保 長澤泰子

連結する２棟の鶏舎を有する採卵鶏農
場で、平常時約 8 割の産卵率が 10 日間で
1 割以下に低下。産卵率低下は北側鶏舎
に限局、鶏種による差はない。死亡率に
著変はないが、一部で鶏冠にチアノーゼ
が見られたため、HPAI を想定して対応。
直ちに現地立入を行うとともに、当該農
場から 10km 圏内の養鶏場の位置の確認
及び衛生状況を調査。現地立入ではイン
フルエンザ簡易キットによる陰性を確認。
生体・死体各 1 検体の病理解剖結果は、2
羽に共通した著変はなく、また ND 抗体
検査でも異常なし。ワクチン歴及び飼料
・水の給与量に問題はなく、産卵率低下
と悪癖の発現状況が換羽誘導飼料を給餌
した場合と類似したため、飼料成分を分
析。この結果、症状発現前に給与した飼
料の NaCl 含有量が、極めて低いことが判
明。本事例から、伝染病の発生が疑われ
た場合、迅速な初動防疫体制をとるとと
もに、飼養管理を含めた総合的な指導の
必要性が再認識された。

510.栄養性の筋変性を疑う肉用鶏群にお
けるビタミン A(VA)、ビタミン E(VE)お
よびセレン(Se)濃度調査：徳島県徳島家
保 奈波弘子、棚野光晴

平成 20 年 10 月、肉用鶏飼養農場にて
骨格筋変性・壊死を主徴とする疾病が発
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生。病性鑑定結果から栄養性の筋変性と
推察。平成 21 年 10 月、同農場より発育
不良（不良）との稟告にて 28 日齢(生体
9 羽平均体重 0.5kg)、35 日齢(生体 8 羽平
均体重 0.6kg)の病性鑑定依頼あり。解剖
所見では全個体に皮下織膠様浸潤。病理
組織検査（各 3 羽）では、骨格筋変性が
みられた。本事例も栄養性の筋変性を疑
い、血清中 VA、VE、Se 濃度を測定。対
照として同日齢健康鶏（各 6 羽）につい
ても測定。28 日齢では VA(健康 182.6 ±
43IU/dl、不良 45.5 ± 12.3IU/dl)、VE(健
康 128.2 ± 47.6 μ g/dl、不良 48.8 ± 21.5
μ g/dl)、Se(健康 8.3 ± 1.3ng/ml、不良 6.
8 ± 3.0ng/ml)、35 日齢では VA(健康 171.
5 ± 71.7、不良 59.4 ± 27.5)、VE(健康 11
0.8 ± 89.3、不良 83.4 ± 62.1)、Se(健康 1
3.6 ± 5.3、不良 10.3 ± 2.0)。VA 濃度に
ついて、いずれも健康鶏に比べ発育不良
鶏で有意に低い値であった。

Ⅲ－５ 保健衛生行政

511.実演・体験方式による高病原性鳥イ
ンフルエンザ防疫演習の実施と成果：北
海道網走家保 藤本彩子、室田英晴

網走支庁管内の高病原性鳥インフルエ
ンザ（HPAI）防疫体制強化のため、平成
21 年 1 月、関係機関等を参集しロールプ
レイングによる実演方式の演習を実施。
アンケート検証から、参加者は防疫全体
の流れと自身の対応・役割を理解し、HP
AI 防疫の認識を深めたと判明。一方、畜
産関係以外の参加者で実際の作業環境や
HPAI ウイルス感染に対する不安が見られ
たため、同年 8 月、関係機関等を再度参
集し、作業環境の体験及び作業従事者の
感染防止対策の実践を目的として実際に
参加者が体験する演習を実施。当所敷地
を仮の養鶏場とし、参加者は生きた鶏や
各種防疫資材を用いた一連の防疫作業を
見学・体験、アンケート検証から作業内
容及び感染防止対策を現実的に認識した
と判明。また、参加者全員での作業体験
が関係機関の連携を一層強化し、実際の
防疫に対する各自の自信と自覚に繋がっ
た。実演・体験方式による段階的な防疫
演習の企画・開催は、有事の際の実効性
に繋がるものとなった。

512.報告徴求等緊急対応マニュアルによ
る業務の効率化：青森県八戸家保 星忠
信、関合哲
三八地域は養鶏業が盛んで、88 戸約 74

0 万羽を飼養。高病原性鳥インフルエン
ザ対応として家伝法第 52 条(報告徴求)に
よる死亡羽数の増加、異常鶏の通報時に
立入、検査などを実施。その都度、状況
を検討し対応するため時間損失と不明確

な対応が問題。生産者からも統一性のな
い対応に意見。問題解決のため、マニュ
アルを作成。客観的に判断するため死亡
・事故状況や通報内容を勘案し、本病に
対するリスクを評価。獣医師が原因を特
定した場合、気候変動による事故は低リ
スク。原因不明の疾病や事故は中リスク。
本病を疑う場合は高リスクとし 5 段階に
分類。リスクに応じ対応を明確化。低リ
スクでは聞取調査。中リスクでは立入と
簡易検査。高リスクでは本病に備え家畜
防疫員を召集。さらに、農場の指導事項
や採材方法について詳細に検討。マニュ
アルによる対応で、業務が効率化。生産
者の不安や不信感も解消。より協力的な
関係が構築され、防疫体制が強化。

513.生産者参加型の高病原性鳥インフル
エンザ防疫演習とその成果：青森県八戸
家保 林敏展、中村成宗
三八地域は 88 戸約 740 万羽を飼養する

養鶏地帯。半径 10km 圏内を想定すると、
採卵鶏では 11 戸約 272 万羽、肉用鶏では
36 戸約 214 万羽と密集地域。これまでの
防疫演習は行政職員を対象に実施。今回、
速やかな防疫措置のため生産者参加型の
防疫演習を開催。演習は防疫セミナーと
ロールプレイング(RP)により実施。セミ
ナーは防疫指針の啓発と疑似体験度を高
める内容。RP は疑い事例から移動制限解
除まで 6 シーンに分け、映像と資料で情
報を提供し進行。専属トレーナーを配置
し生産者の質問に配慮。また、現在置か
れている状況を確認するため訓練カード
を配布。さらに、生産者が自身の対応を
説明することで周辺農場の防疫を疑似体
験。演習後のアンケートで全員の理解を
確認したが移動制限等が理解不足。その
ため、業態毎に防疫の流れを整理したハ
ンドブックを作成し補足。同様の手法に
よる演習を自分の農場で希望するなど大
きな反響。今回の取組で地域防疫体制が
強化。

514.高病原性鳥インフルエンザ（HPAI）
の事前対応型防疫対策～インテグレーシ
ョンとの連携強化～：岩手県県北家保
方波見将人、阿部憲章

管内は全県の約 6 割（291 戸）の養鶏
農場を有し、その殆どが肉用鶏農場でイ
ンテグレーション(インテ)に所属。HPAI
発生時の迅速な防疫措置及び早期清浄化
達成にはインテとの連携が不可欠。個別
協議及びアンケートで防疫対策の明確化
について要望があり、インテの防疫組織
体制、平常時・発生時の具体的な対策項
目及び時系列の行動計画を整理した包括
的な「防疫事務ハンドブック（仮称）」を
提示。意識共有を図るとともに、単独発
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生で 大 113 戸となる清浄性確認検査を
短 3 日間（12 班体制）で採材終了する

体制を構築中。また、管内 6 食鳥処理場
（処理場）において移動制限の例外適用
による早期操業再開を目指し、管理者へ
の説明会を開催、例外適用に係る確認事
項 11 項目を事前調査。主に生鳥輸送に係
る衛生対策を改善、マニュアル等の整備
を図り、3 処理場で整備が完了。今後も
各関係者・機関と連携、より強固な防疫
体制を目指す。

515.飼養管理の改善による肉用鶏の生産
性向上対策：岩手県中央家保 中野暢彦

平成 19 年度から 21 年度に管内 1 肉用
鶏農場で寒冷期増体向上と食鳥検査全廃
棄率低減を目的に飼育温度、敷料管理、
鶏舎消毒、鶏コクシジウム(コクシ)オー
シスト調査と対策を継続実施。調査から
飼育前期の低温、敷料 pH と水分率上昇
による高アンモニア、消毒の理解不足と
慣習による実施、コクシ用薬剤投与時期
の遅れが生産性阻害要因と推察。対策と
して 2 回/日の温度確認と記録、適期敷料
交換、消毒効果の理解とプログラムの変
更、適期投薬と鶏舎への 10%消石灰乳塗
布を指導。結果、飼育前期温度の適正化(設
定温度範囲外 36.4 → 0.6%)、適期敷料交
換の実施(2 から 3 週齢)、適切なプログ
ラムでの消毒(消毒後床一般生菌数 103.9
→ 102.7cfu/cm2)、オーシスト検出時期遅
延(2 → 3 週齢)、OPG 値低下( 大値 105.
33 → 103.75)を確認。出荷成績は体重 100
g 増、全廃棄率は大腸菌症(0.30 → 0.10%)、
削痩発育不良(0.44 → 0.21%)が減少。複
数対策の継続実施により生産性が向上。

516.高病原性鳥インフルエンザ防疫対策
への取組と課題：栃木県県北家保 高崎
久子、山口修

平成 16 年 1 月に国内で 79 年ぶりとな
る高病原性鳥インフルエンザ(HPAI)が発
生。以後ほぼ毎年のように HPAI の発生
があり、養鶏産業に重大な被害。今回、
平成 16 年の発生以降、当所で強化を図っ
てきた本病の防疫対策を整理し、今後の
課題について検討。本病防疫対策として
管内養鶏農場等の巡回指導と聞き取り調
査を実施。 近では家保に協力的な農場
が増加、飼養鶏の軽微な異常の相談もあ
り。また、各農場の消毒ポイント候補地
の現地調査を実施。選定した消毒ポイン
トは伝染病地図表示システムに入力し、
農場情報と共に一括管理。県農業振興事
務所主催の「HPAI 防疫担当者会議」を始
め、関東農政局栃木農政事務所職員対象
の研修会等をとおし、関係機関との情報
共有、連携を強化。しかし、焼却施設や
埋却地の選定など未解決の問題が残され

ており、今後は現在の体制を堅持しつつ、
さらに防疫対策の強化を図る。

517.鳥インフルエンザ（AI）防疫対策の
初動対応の検討：埼玉県中央家保 武末
寛子、飯島雄二

平成 21 年 10 月に発生した管内のアイ
ガモ・アヒル飼育施設の低病原性 AI ウイ
ルス（H3N8 亜型）確認事例では血清型
確定まで高病原性 AI を想定した防疫対応
をとり多くの教訓を得た。そこで初動対
応終了後、畜産安全課及び各家保に実施
したアンケートを基に初動対応を検討。
人員配置では、通常業務体制から埼玉県
高病原性 AI 防疫事務の手引書に基づく
「現地防疫作業班」への早期移行が困難
であった。防疫作業の内容では、関係職
員が電話連絡に忙殺され内部調整に支障
が出たほか、告示準備や移動制限区域の
確認等で時間を要した。広報対応では、
想定外の公表によりマスコミや農家への
対応が混乱。また各家保戸別の資料作成
は非効率的。より適切な初動対応のため
には、通常業務を考慮した現地防疫作業
班編成、連絡調整体制の強化、戸別防疫
計画の事前作成、広報体制の合理化等が
必要。

518.平飼い肉用鶏で初の優良生産管理農
場認証の取組：埼玉県川越家保 平野晃
司、横井仁子

埼玉県では畜産物の安全性の向上を目
的として、平成 14 年度より彩の国畜産物
生産ガイドラインの普及を開始。さらに
平成 16 年度からは、特に優れた衛生管理
を行っている農場を、埼玉県優良生産管
理農場とし、平成 20 年度までに 48 農場
を認証。今回、平飼いで、彩の国地鶏タ
マシャモを飼育している農場について、
肉用鶏としては県内初の認証に向けた取
組を実施。土の上で飼育する当該農場で
は衛生管理の徹底が困難なことが課題で
あり、認証に向けて、飼養管理方法につ
いての改善を指導。主な改善点は、場内
通路への排水施設の整備、鶏舎への雨水
流入防止、飲水場の改良。改善後に、鶏
舎内環境のサルモネラ菌陰性の確認を行
い、21 年 11 月に優良生産管理農場の認
証を取得。また、この農場において、タ
マシャモの普及を目的に、飲食業者や一
般消費者を対象とした試食会を開催。こ
の様子はケーブルテレビや新聞にも紹介
され、新たな顧客確保に繋がった。

519.養鶏農家のための高病原性鳥インフ
ルエンザ防疫演習：千葉県北部家保 武
石佳夫、渡邊章俊

本県では、高病原性鳥インフルエンザ
(HPAI)対策として防疫演習を実施してい
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るが、その内容は行政関係者の対応を中
心に想定したもので、農家には十分伝わ
らず理解されていなかった。そのため、
農家は HPAI 発生時の対応に不安を感じ
ていた。今回、発生時における防疫措置
等への理解と衛生意識の向上を図る目的
で農家のための HPAI 防疫演習を実施。
さらに、①発生時における防疫対応、②
規制による経営への影響などについて理
解を一層深めてもらうために、管内各地
域ごとに発生モデルを想定した勉強会を
開催。その結果、農家自らが HPAI 発生
時の対応を考えるようになり、多くの質
問が寄せられた。そこで、これら防疫演
習や地域勉強会で挙げられた質問を Q ＆
A 集として作成し配布することで、農家
の衛生意識の一層の向上を図った。

520.鶏衛生業務の効率化：神奈川県県央
家保 松本英子、安藤正樹

管内には、県内の約 9 割を占める 111
万羽の採卵鶏が飼養。高病原性鳥インフ
ルエンザ（以下 HPAI）対策や食の安全・
安心など、鶏衛生業務の重要性が増す中、
当所では効率化を図りながら業務を推進。
HPAI 対策では、HPAI モニタリングをも
とにした年間計画を策定。管内養鶏場か
ら飼養羽数・死亡羽数等の報告を電子メ
ール等を利用し徴求。サルモネラ検査は、
予め各生産者の要望を確認し、年間計画
と調整。各月の第 2 週を HPAI モニタリ
ング、第 4 週をサルモネラ検査と区分し、
業務量を平準化。また、申込みにはファ
クシミリを活用。衛生指導等は、年間計
画をもとに実施。以上、業務を平準化し
た年間計画の策定により、効率化が図ら
れ、検診や検査依頼等に対する柔軟な対
応が可能。また、組織再編に伴い行政対
象地域が広域化した中でも、円滑に業務
を遂行。

521.小規模養鶏におけるニューカッスル
病ワクチン接種法－不十分な抗体を何と
かしたい－：神奈川県湘南家保 廣田一
郎、草川恭次

管内の養鶏は鶏卵直売主体の経営が多
く、「小規模（21 ／ 28 戸）」「平飼い（14
／ 28 戸）」が特徴。一方、平成 20 年度途
中から高病原性鳥インフルエンザ（HPAI）
防疫対策強化として 100 羽以上 1,000 羽
未満の家きん飼養農場も検査等の対象と
なった。HPAI モニタリング検査に併せて、
新たに加わった抗体検査未実施の小規模
養鶏でニューカッスル病抗体検査を実施
したところワクチン接種済みにも関わら
ず抗体価の低い鶏群が散見された。抗体
価の低かった「小規模ケージ飼い」及び
「小規模平飼い」養鶏場で個々の飼養実
態に応じた、農家にとって取り組み易い

ワクチン接種法を検討・指導したところ
抗体価は上昇、免疫状況は改善された。
養鶏場では飼養規模や飼養形態によりワ
クチン接種に難点がある。小規模や平飼
いが多い当所管内では、飼養実態に応じ
たワクチン接種指導が重要になってくる。
今後も小規模家きん飼養者へのワクチン
接種指導に努めていく。

522.地域と連携した高病原性鳥インフル
エンザ出前防疫演習の実施：富山県東部
家保 彌榮麻衣子、長坂訓
高病原性鳥インフルエンザ発生に備え、

市町村を始め関係機関と連携した危機管
理体制構築が必要な中、H16 ～ 19 年度に
家畜保健衛生所内で防疫演習を行った結
果、市町の具体的な役割に関する市町側
の全庁的な認識不足、厚生部局の主体的
な協力不足、殺処分鶏の処理問題で焼却
施設との協議中断等の課題が浮上。対応
策として市町に出向き市町と共催する「出
前防疫演習」を企画。H20 年度は A 市役
所、H21 年度は B 町役場で開催。共催に
より市町は地域の防疫に対し積極的にな
り、各々独自の防疫方針を作成、演習に
は担当部局以外からも全庁的に参加、防
疫作業内容を確認。焼却施設との協議も
再開し概ね受け入れ可能との見解を得た。
県と町の厚生部局は連携して防護服着脱
訓練を実施。出前防疫演習を通して市町
や厚生部局との役割分担を確認、連携強
化し関係機関全体の危機管理意識が向上。
今後も出前防疫演習を継続、県下の危機
管理体制レベルアップを目指す。

523.高病原性鳥インフルエンザ（HPAI）
発生に備えた防疫訓練の実施と今後の課
題：石川県南部家保 高井光、村上俊明

HPAI 発生に備えた防疫訓練を毎年実
施。これまでに消毒ポイント設置、車両
消毒、テレビ会議システムによる情報伝
達訓練、シアター形式での防疫作業手順、
役割分担確認などを行った結果、家保が
中心となっていた現地対策本部の運営方
法、鶏飼養状況の地域差などが課題とな
った。そこで、農林総合事務所が現地対
策本部を運営する組織体制に改正。各農
林総合事務所で「地域防疫会議」を開催、
養鶏場ごとの飼養状況や周辺環境などを
考慮し、具体的な防疫対策について協議、
情報を一元化。また、関係者が参加して
捕鳥、防疫服の着脱、殺処分デモなどの
「実地訓練」を実施。参加者から訓練は
有意義との意見や防疫作業に対する不安、
感染を危惧する声が聞かれた。さらに、
当所独自に「初動防疫フローシート」を
作成、各自の役割分担を確認。今後は“
体験型防疫訓練”の継続実施、防疫従事
者の不安解消、広域的な発生を想定し隣
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県との合同訓練開催が必要。

524.滋賀県における高病原性鳥インフル
エンザ防疫対応：滋賀県家保 浅井素子

平成 16 年に 79 年ぶりに国内で高病原
性鳥インフルエンザ(HPAI)が発生し、本
県では HPAI 対策会議の設置、防疫対応
実務マニュアルの作成などにより発生に
備えた組織体制を整備してきた。平成 21
年には県組織体制の再編成に伴い、県 HP
AI 防疫要領の改正を行い、マニュアルの
大幅な改正も行った。また、国の防疫指
針の変更や監視体制が強化されたことな
どから、巡回指導、モニタリング対象農
場の拡大を行う一方で、琵琶湖に多くの
渡り鳥が飛来することから、H17 年度よ
り湖周辺の新鮮落下糞を採取し、水鳥の
ウイルス保有状況調査を実施。また、自
然環境保全課と連携し、死亡野鳥の検査
も実施することにより更なる監視体制の
強化を図っている。初動防疫体制の充実
や各関係機関との連携強化のため、毎年
異なる地域で防疫演習を開催し、様々な
シミュレーションや防疫実地訓練を行っ
ている。今後とも発生に備え、危機管理
体制の向上を図ることが必要。

525.高病原性鳥インフルエンザ発生に備
えた危機管理：京都府中丹家保 八谷純
一、上村浩一

【はじめに】高病原性鳥インフルエン
ザ発生に備えた危機管理として、養鶏農
家の予防対策徹底や発生に備えた防疫演
習を実施。さらに①殺処分鶏等の焼却施
設での迅速な処理、②発生時の風評によ
る消費者の卵、鶏肉離れ回避についても
平時から対処が必要。そこで、焼却訓練
と、本病の正しい知識の普及に取組む。【焼
却訓練】管内焼却施設の協力を得、密閉
容器に封入した鶏の施設搬入から焼却炉
投入まで、搬入経路と問題点を確認。ま
た、他市の焼却施設でも同様に処理可能
か確認するため、構造調査。【正しい知識
の普及】府民の集いを２回開催し、本病
発生時も卵、鶏肉は安全であることや当
所及び養鶏農家が取組む予防対策を説明。
アンケートでは、卵、鶏肉への不安を抱
いていた半数近くの参加者にも、安全性
の理解が得られた。【まとめ】焼却訓練や
構造調査により、安全かつ迅速に焼却で
きる手法を確認。また、多くの府民に正
しい知識の普及を図るためには、今後も
継続した取組が重要。

526.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
長島大介、斉藤恵津子

HPAI 対策において も迅速性を求めら
れる「鶏の殺処分から焼却処分までの対

応」を中心に具体的な演習を実施。①平
成 19 年度から毎年度、HPAI 発生時の動
員予定者等を対象に、作業概要の周知の
他、防護服一式の適切な着脱、鶏の殺処
分等作業内容の実地演習を実施。②汚染
物品の処分について農場内の具体的な手
順を確認するため採卵鶏約 15 万羽飼養の
A 農場において防疫演習を実施。鶏舎毎
の鶏の殺処分手順、殺処分鶏の運搬経路
等を畜主とともに確認し、発生時作業従
事者に対する説明資料としても利用可能
な A 農場マニュアルを作成。③焼却作業
マニュアルの内容を確認するため、１焼
却施設において汚染物品の焼却に係る防
疫演習を実施。実際に鶏の死体入り密閉
容器を用い、搬入経路、投入方法及び通
常運転で対応可能であること等を確認。
以上、HPAI 発生時の具体的な作業内容に
ついて関係者の理解をより一層深めるこ
とができた。

527.高病原性鳥インフルエンザ発生時の
患畜等焼却体制：兵庫県和田山家保 三
木隆広、服部武蔵
焼却処分体制構築のため、管内の全 10

焼却施設の調査と 7 施設で焼却実証試験
を実施。焼却には医療廃棄物処理容器（容
器）に肉用鶏 10 羽ほど入れ、約 20kg に
調整し、各 10 個ずつ使用。調査より、全
施設で搬入時間や経路を一般来場者との
区分が必要。容器は各場内に 190 個～ 72
0 個保管可能。ホッパ室への搬入は機械
利用が 3 施設で、容器 10 個の搬入時間は
10 ～ 15 分、4 施設は人力で 17 分要した。
焼却試験ではゴミとの混合率 15%～ 25%
となるように 1 回 10 個あるいは 10 ～ 20
分間隔で 5 個投入。焼却時の温度変化や
焼却残渣を認めず。各施設の焼却能力等
から 1 日焼却数は約 160 個～ 1,440 個、
全施設利用で約 4,480 個（約 45,000 羽）
が焼却可能。しかし、人力搬入施設では
簡易昇降機等の設置が必要。調査、試験
を基に各市町が患畜等の焼却対応マニュ
アルを作成。各施設で実地調査や焼却試
験を実施することで発生時の焼却処分体
制を構築できた。

528.高病原性鳥インフルエンザの防疫体
制強化への取組：奈良県家保 野上真、
朝倉康夫

平成 16 年の高病原性鳥インフルエンザ
(HPAI)の国内発生以降、県内でも発生に
備えた防疫対策を行っており、今年度も
以下の取組を実施。奈良・和歌山県境の
養鶏地帯の防疫対策のため、和歌山県と
防疫会議を実施。飼育状況の情報を交換、
連絡体制を確認、両県それぞれでの発生
を想定した机上演習を通じ、防疫活動を
協調化。和歌山県との県境に接し、県内
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で も養鶏の盛んな G 市担当者に対し
て、HPAI に対する説明会を実施。G 市所
有の焼却施設の見学調査を実施。防疫演
習では動員予定者を対象に G 市内養鶏場
での発生を想定した机上および実技演習
を実施。発生時の迅速な対応に備え、従
来の農家台帳に防疫作業工程別動員予定
人数、消毒ポイント候補地、制限区域内
家きん飼養者等の項目を追加。今後は和
歌山県との県境防疫対策をさらに充実さ
せるとともに、市町村の HPAI に対する
危機意識を高めていきたい。

529.高床セミウインドレス鶏舎のハエ防
除方法の検討：奈良県家保 倉田佳洋、
朝倉康夫

平成 20 年秋頃より管内 1 採卵養鶏場（3
万羽飼養）の高床セミウインドレス鶏舎
（SW 鶏舎）からハエの大量発生が見ら
れたため、防除対策を検討。SW 鶏舎 1
階に鶏糞の乾燥を目的としてダクトを設
置し、使用履歴のない昆虫発育抑制剤（I
GR 剤）を散布。ダクトと IGR 剤の効果
を調べるため、捕虫シートを用いて定期
的に鶏舎 1 階の 3 箇所と鶏舎周囲の 1 箇
所でハエの捕獲数を計測。その結果、捕
獲数は IGR 剤散布後に激減し、低い数で
推移。しかし、秋バエの発生時期にダク
ト送風が中断し、一時捕獲数が増加。ま
た夏頃から、ハエ幼虫の天敵となる甲虫
類が鶏舎 1 階で発生。今回の事例では、
ダクト送風による環境改善と、 小限の I
GR 剤使用による化学的防除の結果、生物
的防除となる甲虫類の発生も観察。この
ように複数の防除方法の組み合わせは、
薬剤のみによるハエの薬剤耐性取得の危
険性回避の面から重要と考察。

530.一般廃棄物焼却施設における鶏焼却
作業工程の検討：岡山県井笠家保 澤田
健二、横内百合香

高病原性鳥インフルエンザ（以下 HPAI)
発生時には、鶏を殺処分後一般廃棄物焼
却施設で焼却することが想定されている。
しかし、焼却施設によってその内部構造
が様々であることから個別の対応が必要
となる。そこで事前の危機管理として、
管内２ヵ所の一般廃棄物焼却施設におい
て、HPAI 発生時の鶏焼却を想定した資材
等を関係者とデモンストレーションしな
がら、①焼却施設敷地内における搬入車
輌の移動経路の確認、②焼却施設内にお
ける鶏を入れた密閉容器の仮置場所及び
仮置可能個数の確認、③密閉容器の運搬
作業工程についての検討、④各作業の所
要時間の測定を実施した。その結果、焼
却施設内での密閉容器の仮置可能個数、
１日当たりの鶏焼却可能羽数、作業に必
要な人数等が焼却施設毎に試算できた。

また、防塵マスク、安全靴等の備蓄の必
要性や焼却施設内の熱による危険箇所等
が明らかになるとともに、鶏焼却作業工
程についての関係機関の意識統一が図ら
れた。

531.高病原性鳥インフルエンザ（HPAI）
発生防止対策のための衛生指導：広島県
北部家保 五反田桃子
平成 16 年の国内での HPAI 発生以降、

管内養鶏農家 28 戸（うち小規模 10 戸、
中小規模 6 戸、中規模 7 戸、大規模 5 戸）
に発生防止のための衛生指導を実施。 6
項目「農場入口立入制限」「入場車両消毒」
「専用衣服・靴の着用」「鶏舎入口の消毒
槽・手指消毒器設置」「飲用水の汚染防止
対策」「野鳥侵入防止対策」を重点的に指
導。HPAI 発生前の平成 16 年と 21 年現在
の衛生対策実施状況を評価 A（十分な対
策実施）、B（何らかの対策実施）、C（対
策未実施）で比較。大規模は 16 年時点で
全項目全戸が評価 A 。「農場立入制限」「車
両消毒」は中規模以上の全戸が評価 A に
改善。「専用衣服・靴の着用」は評価 B
の 2 戸が A へ改善。「消毒槽・手指消毒
器設置」「飲用水の汚染防止」は中小規模
以上の全戸が評価 B 以上に改善。「野鳥
侵入防止」は全戸が評価 B 以上に改善。
指導継続により、農場の防疫意識が向上
し全項目で改善、特に「車両消毒」「消毒
槽設置・手指消毒器設置」「野鳥侵入防止」
で大幅な改善。今後は、対策済み項目の
維持点検、及び対策未実施項目は各農場
毎の個別対策を検討し、引き続き指導を
予定。

532.養鶏場へのワクチン接種プログラム
改善指導：高知県中央家保香長支所 明
神由佳、川井昭雄
養鶏産業では疾病予防への高い意識が

定着し、ワクチン接種は不可欠。しかし
ワクチンの多様化、予防したい疾病増加、
作業効率化等から時に接種プログラムが
過密化。今回、採卵鶏の産卵率低下の原
因調査をする中で、過密な接種プログラ
ムについて改善指導。対象農場は 30,000
羽飼養、対象鶏群は 300 日齢ボリスブラ
ウン 3,000 羽。産卵ピークが上がらず無
産鶏散見。剖検にて輸卵管脆弱化、卵巣
では軟卵胞や成熟卵胞のない個体確認。
病原体の関与は特定できず。飼養管理点
検にて幼雛期のワクチン接種過密化を指
摘。このストレスが産卵率低下の一要因
と考えられたため接種プログラム改善を
指導。生産者の理解を得てプログラム変
更。その後の鶏群は産卵率回復。ワクチ
ンのタイプや組み合わせ、接種間隔や日
齢、雛の健康状態によっては、接種反応
や干渉現象等の問題も発生するため、適
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切な指導は重要。その際、多様化するワ
クチン情報に対し、指導機関として情報
収集・整理能力の強化は必須。

533.高病原性鳥インフルエンザ防疫体制
整備を目指して（西部家保・過去 3 年間
の取り組み）：高知県西部家保 水野悦
秀、海治修二郎

当所では、高病原性鳥インフルエンザ
(HPAI)の知識の普及と防疫体制の整備を
目的とし、平成 19 年から毎年 12 月に、
管内市町村、生産者等を対象とした「HP
AI 防疫机上演習 (演習)」を実施。19 年
は、宮崎県での HPAI の防疫を紹介、3
万羽飼養の管内採卵鶏農場での HPAI 発
生を想定した演習を実施。また、出席者
に実際の防疫服の着脱を指導。これは、2
0、21 年にも実施。20 年は、幡多福祉保
健所による防疫従事者の健康管理と HPA
I 発生時の家保の初動防疫を取り上げ、
この際使用する物品を整備。21 年は、市
町村防疫体制の現状把握のため、アンケ
ートを実施。その結果、管内全市町村で
の未整備が判明。整備希望の黒潮町を指
導し、黒潮町家畜伝染病防疫対策本部設
置要綱（案）を作成。これは、修正後に
成立予定。演習では、市町村の防疫対策
を取り上げ、黒潮町が取り組みを発表。
今後、他市町村でも希望があれば、当所
が手助けし、防疫体制整備の推進を図る。

534.「はかた地どり」防疫体制強化への
取り組み：福岡県両筑家保 横山博子

「はかた地どり」は、平成 14 年に特定
JAS を取得。その後国内で高病原性鳥イ
ンフルエンザ（HPAI）、県内でニューカ
ッスル病（ND）が発生、さらに生産本部
を置く K 市が中核市（新 K 市）となり、
保健所業務、食鳥検査業務が市へ移管さ
れるなど飼養情勢が変化。そこで HPAI
等発生時の迅速な防疫対応に向け危機管
理体制整備を図った。HPAI 対策で、死
亡羽数報告を生産者組合が一括収集し家
保へ報告する体制を構築、情報を共有。
ND発生時はワクチンの追加接種を徹底。
新 K 市農政部署には、HPAI 対策本部設
置要綱の制定を要請。保健衛生部署には、
防疫作業者の健康管理対策や食鳥処理場
での HPAI 発生時の緊急連絡網の作成、
市から委託された他県食鳥肉衛生協会に
は疾病の情報提供、検査の協力要請。情
報共有により迅速な疾病対応が可能、病
性鑑定依頼件数が減少。「はかた地どり」
生産農家での HPAI 発生を想定した机上
防疫演習を開催、今回整備された体制は
有効に機能し、防疫強化が図られた。

535.高病原性鳥インフルエンザの県域的
実地防疫演習の開催：福岡県北部家保

増岡和晃
平成 20 年 10 月 21 日、管内農業高校

跡地において、本県初めての高病原性鳥
インフルエンザ（HPAI）実地防疫演習を
開催。消毒ポイントでは、警察官による
車両誘導の指導、市町村職員等による飼
料運搬車の消毒と確認票の発行。鶏舎内
外での作業は、８名×６班の作業班に分
かれ、高床採卵鶏舎及び平飼肉用鶏舎で
の生鶏を用いた捕獲・容器内投入・運搬。
３名×６班で殺処分、梱包、消毒等を実
施。多くの畜産関係以外の動員予定者が
参加。鶏舎内作業前後に保健部局による
健康調査、感染防護具（PPE）の着脱指
導。実地演習の開催により、作業内容の
検討や必要資材の確認、動員予定者も作
業を実体験。整然とした運営により参加
者全員が HPAI 防疫措置を理解。保健部
局との協力体制整備、連携強化。演習の
中で PPE 着脱がスムーズに行えなかった
ことが問題点として指摘。速やかに保健
部局と HPAI 感染防護会議を組織、迅速
で正しい着脱手順をまとめ、DVDを作成。
今後の PPE着脱指導に利用。

536.高病原性鳥インフルエンザの防疫従
事者の感染防護対策への取り組み：福岡
県両筑家保 安増邦理、内布幸典

高病原性鳥インフルエンザ（HPAI）の
防疫従事者の感染防護対策について、「H
PAI 個人感染防護具（PPE）着脱につい
て」のビデオを作成。農林水産部と保健
医療介護部の職員で構成した「HPAI 感
染防護関係打合せ会議」で検討協議を重
ね、従来の着脱手順を改良し、ビデオ撮
影、編集加工及び DVD 等の作成まで自
家製作し、本年 4 月に完成。PPE 一式、
PPE 装着手順、PPE 脱衣手順、手洗い手
順、うがい手順及びマスク着脱手順の 6
部構成。保存メディアとして DVD 及び
CD（縮小版）を使用。DVD は国、県関
係各部署及び出先機関等県内外 100 か所
以上の関係機関へ配布。縮小版ビデオは
電子県庁システムに常時公開。動員予定
者の感染防護教育に役立ち、わかりやす
い教材として好評を得た。本ビデオで動
員予定者の理解と習熟が図られ、実際の
防疫作業時に、安全安心な作業環境の整
備が可能となり、HPAI 防疫作業の円滑
で効率的な遂行への寄与が期待。

537.養鶏場での緊急消毒に関する課題と
その対応：福岡県筑後家保 八尋計、原
田美奈子

知事は過去 3 回緊急消毒を命令。平成
19 年 2 月の第 1 回目緊急消毒は各農場速
やかに対応、平成 20 年 5 月の第 2 回目は
期限内に完了するものの期限が迫っても
未対応農場が散見。原因は 0.5kg/㎡の消
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石灰散布方法がわからない 91.3 ％、高齢
者で重労働である 21.7 ％、石灰の微粒子
が目や喉に入って辛い 100 ％、忙しくな
かなか対応できない 63.0 ％、全くやる気
がない 37.0 ％。これらに対し、より正確
に、楽に、安全にかつ短時間で作業でき
る消石灰散布装置作製及び各農場での発
生シミュレーション実施の２本柱で対応。
平成 21 年 3 月の第 3 回目は高齢等により
作業が捗っていない 5 戸が消石灰散布装
置を活用。消毒実施確認時、各農場に散
布機を紹介。県養鶏農協が普及予定。全
くやる気のなかった 17 農場のうち 6 戸は
第 2 回目より速やかに、11 戸も期限内の
緊急消毒を自主的に終了。3 戸は、その
後も定期的に消石灰散布実施。農場のサ
ポートと共に命令に従うよう誘導するこ
とが清浄性維持に必要。

538.自治体協力によるニューカッスル病
（ND)発生で埋却された殺処分鶏等焼却
処理達成：福岡県中央家保 藤井英之、
牧野淳

平成 16 年 12 月、翌年 1 月（続発）肉
用鶏農場 1 戸で ND が発生し、周辺住民
と殺処分鶏等埋却物の再処理を確約した
上で敷地内に埋却。発掘禁止期間終了（3
年経過）前、京都府の埋却物処理現場調
査後、当該農場の埋却物状況調査（試掘）
を実施。重量の減少、鶏の泥状化、硫化
水素ガス発生(10ppm)等確認後、県内外
の処理施設へ処理依頼したが受け入れ拒
否。地元自治体の焼却施設（施設）へ再
度協力を依頼。施設からの日量 10 ｔ、パ
ッカー車使用、フレコンバック（フレコ
ン）別処理、焼却費 2.5 万円／ｔ等の条
件を施設・自治体・農場主・家保で繰り
返し協議した結果、21年 1月に焼却開始。
焼却時の燃焼温度低下、窒素ガス発生、
降雨による搬出現場地盤脆弱化、埋却量
誤算にも拘わらず、 終的に 83 ｔを 7 日
間で焼却達成。焼却費用は掘り出し・焼
却・フレコン処理費等、合計 480 万円。
今後、埋却処理する場合、埋却物の記録、
試掘用フレコンの設置、フレコン偏在防
止策等の必要性を再認識。

539.ブロイラー農家におけるワクチン投
与方法の改善について：佐賀県中部家保

一戸夏美、陣内孝臣
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(以下 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 NB(B1 株)、17 日齢に IBD、28 日齢に
ND(MET 株)ワクチンを投与。ND ワクチ
ンの溶解液に水道水を使用しており、脱
塩素剤(ハイポ)添加を指導。塩素が検出
されないことを確認後使用し、ND 抗体

価（初生、22 日齢、38 日齢）を検査。そ
の結果、初生時の GM 価は 42.4、22 日齢
では 13.6、38 日齢では 7.5 と日齢を追う
ごとに低下。初生時の抗体価が高いこと
や鶏が飲水ワクチンを十分に摂取してい
なことが ND 抗体価の獲得阻害要因と考
察。11 日齢から 14 日齢へ投与日齢の変
更、適正なワクチン濃度と飲水量の確保
を徹底等の対策を指導。ND 抗体価（初
生、12 日齢、24 日齢、38 日齢）の検査
により効果を検証。その結果、初生時の
GM 価は 36.8、12 日齢では 3.5、22 日齢
では 9.2、38 日齢では 17.1 と 終ワクチ
ン投与後にブースター効果が認められ、4
倍以下の鶏も対策前より減少。

540.農業高校における鶏飼養衛生管理指
導：熊本県城北家保 清水隆夫、長野琢
也

農業高校の採卵鶏に急性コクシジウム
症が発生したため、その対策と発生予防
を含めた飼養衛生管理について指導。飼
養羽数は愛玩を含め 140 羽。下痢、血便
で死亡する鶏（56 日齢）が増加したこと
から、病性鑑定を実施。急性コクシジウ
ム症と診断、ニューカッスル病（ND）抗
体は陰性だった。これを受け、コクシジ
ウム対策、各種疾病の抗体検査による衛
生状態の把握とワクチンプログラムの変
更、ワクチン接種方法等の衛生管理を指
導。対策後、コクシジウムの発症は見ら
れなくなり、変更後の抗体検査で、成鶏
の充分な抗体を確認。指導後、学校側は
定期的な清掃やワクチンの継続接種の必
要性を理解し、衛生管理に対する意識が
向上した。今後も定期的な立入検査を実
施し、各種抗体検査、ワクチン効果の検
証と継続接種の啓発、講習会の開催等を
実施する予定。

541.教育現場(愛玩鶏飼養)における地元
獣医師と取り組んだ防疫対応：熊本県天
草家保 安田航、崎村武司
隣県でのニューカッスル病(ND)の続発

を契機に管内の防疫体制の強化として、
市町、教育委員会、地元獣医師と連携を
図り、平成 18 年度から動物由来感染症監
視体制整備（教育現場型）事業を活用、
教育現場の衛生検査等に加えて、新たに
ND ワクチン投与を開始。結果、平成 21
年度に鶏を飼養する全ての教育現場の 42
施設（離島 1 小学校を除く）で ND ワク
チン投与が達成。ワクチン投与にあたり
地元獣医師と協力体制を整備、現在は 5
名の獣医師で 42 施設を担当。ND の抗体
検査で、GM 値は 19.4(N=32,2 ～ 246)と
充分な抗体価。衛生検査の 11 校の細菌検
査でサルモネラ、キャンピロバクターは
全て陰性、寄生虫検査は 1 校に少数のコ
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クシジウムを確認。管内の教育現場では
ND ワクチン投与による発生予防と飼養
衛生管理の向上による防疫体制が確立。
今後も教育現場でのワクチン投与継続と
あわせて、一般の小規模飼養者に対して
も地元獣医師の協力を得ながら ND ワク
チン投与と防疫意識の浸透に努める。

542.高病原性鳥インフルエンザ防疫演習
とアンケート調査：鹿児島県南薩家保
久保田直樹、鮫島弘知

高病原性鳥インフルエンザ（HPAI）は
世界各地で発生があり依然として国内侵
入の危険性が高い。そこで食鳥処理場及
び出荷元農場での HPAI の発生と初動防
疫、殺処分、消毒、発生状況調査、消毒
ポイントの作業について、机上及び実演
にて演習を実施。同時に出席者にアンケ
ート調査を行い、今後の課題について検
証。県及び市町村の畜産関係職員、養鶏
関係者、国・他県から多数出席あり。ア
ンケート調査の結果、防疫体制に対する
理解が深まり、防疫意識の向上にも効果
があったと考えられた。また発生時の防
疫作業従事者が実際の作業を体験できた
ことは非常に有意義であった。今回の演
習で、防疫対応を主導する部局と法的根
拠の問題、輸送途中で発見された場合の
防疫対応、輸送経路周辺農場への対応、
処理場での拡散防止対策、処理場作業員
への対応等が課題として挙げられ、これ
らを検討し、本県の防疫対応が充実して
いくことは非常に有益であると考えられ
た。

543.管内養鶏農場の飼養衛生管理基準遵
守状況調査の一考察：鹿児島県姶良家保

大塚康裕、岩重秀一
管内の養鶏農場において平成 19 年 11

月から平成 21 年 3 月までに実施した計 3
回の飼養衛生管理基準の確認調査で得ら
れたデータを精査し、若干の知見を得た
ので報告。検討データは本県で使用して
いる飼養衛生管理チェック表から防疫に
関して重要度が高いと思われた消毒等に
関する 11 項目。1 回目調査では企業養鶏
等農場の 33.3%、大規模個人農場の 57.1%
で前述の 11 項目の何れかに不備。2 回目
・3 回目調査では企業養鶏等農場の 30.8
%、大規模個人農場の 34.7%で改善が認め
られたのに対し、愛玩鶏を含む小規模個
人農場の改善は 6.9%に止まった。企業養
鶏等農場、大規模個人農場と小規模個人
農場では防疫対策意識に差があり、画一
的な指導が困難であることから、飼養衛
生管理基準から重点項目の抽出等を行い、
小規模個人農場に対応した指導基準等を
新設することで防疫対策意識の発揚を促
し，併せて不備を改善することで，より

効率的な防疫対策を構築することが可能
となるものと思量。

544.実働演習を通した高病原性鳥インフ
ルエンザ防疫マニュアルの検証：沖縄県
宮古家保 伊佐健次、丹羽毅

宮古家畜保健衛生所では管内唯一の大
型農場である N 農場に特化した高病原性
鳥インフルエンザ防疫マニュアル（防疫
マニュアル）を作成。現地対策本部発生
現地班の作業要領に基づき実働演習を行
い、且つ防疫マニュアルの検証を行った
のでその概要を報告する。管内の N 農場
の協力を得て、廃鶏を用いて鶏舎内での
発生現地班殺処分グループ及び消毒グル
ープの作業要領を検証。また、宮古福祉
保健所の協力の下、演習参加者に対し、
健康管理や養鶏場内で行う一連の作業等
を事前に把握出来るように家保にて予備
演習を実施。さらに、予備演習を撮影し
た DVD を参加機関に配布し職員への回覧
を依頼。実働演習の結果、防疫マニュア
ルでは１時間あたりの殺処分羽数を１グ
ループあたり 360 羽と想定していたが約
550 羽の殺処分が可能と分かった。実働
演習の様子も予備演習と同様に撮影し、
参加機関へ配布、職員への回覧を依頼。
演習終了後、参加者にアンケートを実施。
これらの結果を基に殺処分羽数の見直し
や作業時間短縮等を行い防疫マニュアル
の改善を実施。

Ⅲ－６ 畜産技術

545.鶏病検査の採材における簡易保定器
の検討：千葉県北部家保 綿村崇宏、堤
節子

高病原性鳥インフルエンザ（HPAI）等
の鶏病検査では、採血、気管スワブ及び
クロアカスワブ採取など複数の作業を行
うが、1 人では保定に加え作業が煩雑で
あるため、多検体を採材する場合には採
材者への負担が大きい。また HPAI 発生
時は、人員配置上 1 人での採材も想定さ
れていることから、1 人でも採材が容易
な簡易保定器を考案。保定器の材質には、
①安価で入手が容易②製作が容易③消毒
して再利用可能なことを条件とし、4 種
類作製。各保定器を比較検討した結果、
高さ 45cm の小型パイロンを用い、頂点
に頭部を出す穴を、側面に翼を出す穴を
開けたものが、サイズ、保定力、採材の
容易さにおいて 適であった。同保定器
を用いて、被験者 7 名で保定器を使う場
合と使わない場合の採材を比較すると、
鶏体がしっかりと固定されるため、容易
で確実な採材が可能であった。

546.アニマルウェルフェアに配慮した都



- 123 -

市近郊型養鶏への転換事例：京都府山城
家保 一星暁美、松田誠一

【はじめに】アニマルウェルフェア（A
W）は EU をはじめ各国が取り組み始め
ており、我国でも AW に対応した採卵鶏
の飼養管理指針が平成 21 年 3 月に示され
た。管内の 1 農家が高床式鶏舎から AW
に配慮した平飼養鶏に移行した概要を報
告。【概要】既存の高床式鶏舎 3 棟のうち
1 棟の 1 階を 8 部屋に区切り平飼鶏舎と
した。府畜産センターの助言を受け EU
の AW 基準を満たすよう飼養羽数、産卵
巣箱、止まり木、飲水施設を設定し、ほ
ぼ自力施工で設置。平成 20 年 4 月から大
雛導入、現在 1,500 羽飼育。都市近郊と
いう立地条件も生かし、AW を付加価値
として鶏卵販売を開始。従来の相場価格
販売から 300 円 /kg 以上で販売。【衛生対
策】サルモネラ、鶏コクシジウムの有無
を確認し、防鳥ネット設置、飲水消毒等
を支援。【まとめ】AW を鶏卵の有利販売
につなげた先進的事例。今後 AW の取り
組みが高まると予想される中、家保も A
W の取り組みに対応した経営指導・衛生
指導が必要である。

547.採卵鶏農家におけるエコフィードの
取組み：愛媛県東予家保 真鍋フミカ
輸入に依存する濃厚飼料を 100 ％使用

している採卵鶏農家においては、飼料費
の割合が農業経営費のうち 60 ％を超え、
昨今の配合飼料価格の高騰は経営を大き
く圧迫。管内 12 万羽規模の採卵鶏農家が
経営基盤の強化を図るため、エコフィー
ドを利用してコスト削減と鶏卵の付加価
値販売に取り組んでいる。平成 21 年 6 月、
補助事業を活用しエコフィード給餌シス
テム（混合施設・搬送ライン）を導入。
米ぬか、ラーメン屑を混合施設で 3 日間
発酵処理したものを配合飼料に 3 ％添加
（発酵飼料）し給与。コスト削減効果は、
給与羽数 1 万羽で機械償却費、電気代等
ランニングコストを含めて 12,860 円 /月。
発酵飼料を給与して生産された鶏卵は「冨
卵（とみたま）」と名付け、新たな銘柄鶏
卵として平成 21 年 7 月より自販機、産直
市場等で 200 円/10 個で販売開始。現在 4
％の直販率を 10 ％に上げるために、今後
は今治市にある農場を観光農園型直販施
設に改築し、更なる販売促進を図ること
としている。

548.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（Ⅱ）：高知県西部家
保 池上正紘、山崎良洋
昨年度の土佐ジロー飼養状況調査より、

西部管内の生産者はほとんどが地元販売
主体の農家。更新日齢が守られず卵質に
ばらつきが出ているため、熟鶏肉の出荷

による定期的な雛の更新と収益性の向上
を提案した。今年度四万十市学校給食へ
の販路開拓を行い、熟鶏ミンチ肉 200kg
の販売を契約。組合員から熟鶏を１羽 30
0 円で買い取る体制を作った。あわせて、
卵質検査や研修により卵質の向上を図る
とともに、地元小学校で食育授業を行い
土佐ジローについて知ってもらう活動を
実施。また、地元販売主体の経営におい
て利益確保がされているか記帳の徹底を
指導。取引連絡の携帯電話、ネット経費
が経営を圧迫。小口地元販売先が多くな
るほど配達などにかかる労働時間が増加
することや通信費は今後も必要経費であ
ることから、集出荷の一元化と全国への
販路拡大が労働集約と経費削減に有効。
インターネットを使った卵と熟鶏肉産直
販売強化が今後の課題。そのための冷凍
機器などの導入を事業化する。

549.堆積発酵敷料利用ブロイラー農場で
の空舎期間の衛生管理実態調査：佐賀県
西部家保 宮本全、原口信江
堆積発酵敷料利用の２戸のブロイラー

農場で、空舎期間中の清掃・消毒の実態
を把握するため、発酵鶏糞及び鶏舎環境
の衛生検査を実施。発酵鶏糞は、温度測
定及び堆積開始、切り返し等各作業毎の
水分、大腸菌群数、Clostridium perfringen
s（CP）、サルモネラ、寄生虫卵を検査し
た結果、２農場とも鶏糞は適切に発酵し
ており、入雛前には当該微生物及び寄生
虫卵は検出限界以下（１農場の CP は減
少）であった。鶏舎環境は、サルモネラ
を対象に鶏舎内壁、床、配電盤等のふき
取り検査を実施。出荷後、２農場ともサ
ルモネラが分離され、洗浄・消毒後の入
雛前でも１農場から分離されたことから、
作業内容を点検したところ、洗浄が不十
分で、病原性微生物の常在化に繋がって
いることが明らかとなった。これからも、
衛生対策の基本である、出荷後の洗浄・
消毒の励行をより一層徹底することで、
生産性向上や食の安全確保に努めていき
たい。

550.ブロイラー堆積敷料の処理方法と死
亡率との関係：熊本県阿蘇家保 小田原
直子、川邊久浩

近年、ブロイラー農場において、生産
コストを抑えるために、堆積飼育を行う
農場が増加。しかし、堆積飼育の手法が
確立されておらず、特定の農場で疾病の
発生が多かったため、堆積敷料の発酵処
理方法と死亡率との関連を調査。その結
果、入雛前の鶏舎内アンモニア濃度、堆
積敷料中の大腸菌群数及びコクシジウム
数と死亡率はそれぞれ関連が認められな
かった。一方、入雛場所を囲い、その部
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分に新しいオガクズを使用した場合、死
亡率は有意に低下（p<0.05）。特に、飼養
前半の 28 日齢までの死亡率との相関が強
かった。また、鶏糞の搬出割合、空舎期
間、発酵処理の期間、および切り返し回
数についてスコアリングを行い、発酵処
理方法の総合評価点を算出。総合評価点
と死亡率との間に負の相関が認められた。
死亡率の高かった 2 農場に対して、調査
結果に基づき、総合評価点が高くなるよ
うに、発酵処理方法の指導を行ったとこ
ろ、死亡率の低下がみられた。今後は、
発酵処理方法の具体的な手法を検討する
とともに、他の農場に対しても、講習会
などを利用して、啓発指導を行っていき
たい。

551.みやざき地頭鶏初生雛に投与した IB
ワクチンの効果：宮崎県都城家保 中嶋
倫子、渡邊拓一郎

みやざき地頭鶏（地頭鶏）農家より呼
吸器症状発生の情報。管内の地頭鶏孵化
場において、 IB ワクチンの散霧投与を 3
カ月間実施。供給先農場に対する呼吸器
症状、下痢、ばらつきの有無、出荷率な
どのアンケート調査、ならびに任意に抽
出した 4 農場（A ～ D）から 28 日齢もし
くは 40 日齢での抗体検査（IB-ELISA、M
g,Ms-SPA）を実施。抗体検査の結果投与
後、4 農場中 2 農場で、IB 抗体価の異常
上昇を抑制、Mg、Ms の抗体の抑制を確
認、呼吸器症状の抑制効果が期待できる
結果であった。アンケート調査では、出
荷率はワクチン効果を直接示す結果は得
られなかった。臨床症状については、全
体的に変化なしの声も多かったが、呼吸
器症状や頭腫れ、体重のばらつきが減っ
たという回答がみられ、悪化したという
回答はなかった。ワクチンの効果がうか
がえる結果であり、ワクチン投与を希望
するという意見が全体の 4 分の 3 あり、
初生雛への IB ワクチン導入を検討する価
値があると考える。

Ⅲ－７ その他

552.新たな飼料用米生産・利用の耕畜連
携：埼玉県熊谷家保 篠原正明、佐竹吉
人

輸入飼料に依存した生産体系を見直す
ため、県産飼料の生産・利用拡大を推進
し、畜産経営の安定を目指している。畜
産農家の飼料用米への関心は高く、利用
希望はあるがトウモロコシ並みの価格要
望や、粉砕や配合といった給与面にも課
題がある。一方、耕種農家側も食用米と
の価格差が大きく、収益が見込めないた
め、生産には消極的であった。しかし、
平成 21 年度に飼料用米作付に対する助成

が拡充され、耕種農家の作付への意欲が
高まった。そこで、農林振興センターと
連携し、取引条件の協議や調整等を行い、
飼料米の生産・利用を推進した。その結
果、熊谷市と深谷市の主穀農家５戸で多
収品種を 4.7ha 作付、18.8 ｔの飼料用米
が生産され、養鶏農家 1 戸に 25 円／ kg
（籾米）と輸入トウモロコシより安価で
供給・利用された。飼料用米は、籾のま
ま自家配合で給与。ブランド卵を生産す
る鶏舎で給与されるため、一層の付加価
値をつけることにより、有利販売も期待
されている。

553.愛知県の高病原性鳥インフルエンザ
発生農場由来うずらの追跡調査：東京都
家保 三宅結子、齋藤秀一

平成 21 年 2 月 27 日愛知県の養鶉場で
高病原性鳥インフルエンザ発生。翌 28 日
発生農場から廃鶉が猛禽類の餌として都
内に搬入されたとの一報。3 月 2 日にさ
らに 2 戸の購入者が判明、追跡調査実施。
飼養者 A は 320 羽を 27 日に受け取った
が、当日中に未開梱で廃棄。保管場所、
ゴミ収集場所は本人が消毒。飼養者 B は
2 月 20 日に 200 羽購入。うち 4 羽を 28 日
に解凍したが、飼養鳥には与えず廃棄。
残存うずらは家保が収去、20 羽は 5 羽 1
検体とし検査実施（迅速診断キット、リ
アルタイム PCR、RT-PCR、発育鶏卵接種）、
全検体陰性。収去物は家保で焼却処分。
飼養者Ｃは 21 日に届いた 50 羽中 2 羽を
28 日に飼養鳥に給餌。残りのうずらは 3
月 1 日に廃棄。各戸とも飼養鳥、飼養者、
家族に異常なし。家保は経過観察、養鶏
農家等との接触自粛、鳥の移動自粛を要
請。飼養者ＢおよびＣ宅で保管場所等を
消毒。各地域の清掃工場で廃棄物が焼却
されたことを確認。

554.さらなる意識向上を目指したクリー
ンエッグ生産農場の取り組み：新潟県中
央家保 佐藤菜摘美、仲山美樹子

管内の採卵鶏農場（12 戸）は平均飼養
羽数約 14,000 羽と中小規模が主体で飼養
衛生管理基準の平均点は 87.3 点と管内養
鶏場全体（27 戸）の平均点（90.6 点）よ
り低い。しかし、クリーンエッグ生産農
場（3 戸）は平均点 92.3 点と高いことか
らその要因を考察。クリーンエッグ生産
農場は、①死廃羽数や産卵数等の生産記
録を継続、蓄積。②管理獣医師や家保と
こまめにコミュニケーションをとること
により、自ら衛生管理のレベルアップに
活用。③地域との調和を図り、臭気対策
や地域循環型農業を実践、直売所などの
独自の販路を確保しており、認定マーク
等も活用。このように生産者が認定を受
け、より高い衛生意識を持って、記録を
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活用、現状把握と問題点の明確化、対策
の実行および検証を行うことにより、衛
生意識が向上するという好循環につなが
っていた。

555.飼養環境調査と参加型検討会による
ブロイラー農場改善サポート：新潟県下
越家保 森田笑子、渡邉章子

約 65,000 羽規模のブロイラー農場にお
いて、報告徴求で死亡率が 1 ％以上とな
る週が度々みられ、その都度病性鑑定を
実施。本質的な問題が飼養環境にあると
推察し環境調査を実施。結果、21 日齢以
降も舎内温度が高い、温度日較差が大き
い、雄の区画で坪重量が大きく死亡が多
い等の問題が判明。また農場管理の考え
方が経営者や社員により異なり、管理方
法の改善が進まないという「人」の問題
の調整も必要と判断。経営者、社員、イ
ンテグレーターなど関係者を参集して、
自発的な気づきと改善策を引き出すこと
を目的とした参加型検討会を開催し、農
場全員の合意形成と相互理解をサポート。
第 1 回検討会では農場の問題点を浮き彫
りにし課題を共有。第 2 回では具体的な
対策を検討した結果、21 日齢以降におけ
る換気量増加、隙間風防止のためビニー
ルシートによる鶏舎補修、坪重量を加味
した雌雄区画比率の調整、鶏の観察力強
化のためのチェックシート記入など自発
的な提案があり改善策に取組中。

556.高病原性鳥インフルエンザ発生に備
えた初動防疫体制：静岡県東部家保 永
井三紀子、田﨑常義

高病原性鳥インフルエンザ等の伝染病
発生時には迅速な初動防疫が求められ、
県では緊急連絡網を整備。一方、当所の
管轄は広範囲に渡るため、迅速な初動防
疫が開始できる体制が必要。そこで、速
やかな情報伝達及び現場対応について検
証を実施。まず、養鶏農家の位置と職員
の出張場所をプロットした地図を所内に
掲示、養鶏農家と出張職員の位置関係が
一目でわかるようにし、全公用車に養鶏
農家詳細地図及び車載防疫セットを搭載。
この有用性検証のため、管内遠方の養鶏
農家で HPAI 疑い事例があったと想定、
連絡後に家保から出発した場合と、想定
農場付近の出張職員に連絡、直行した場
合を比較。その結果、出張職員の方が 1
時間 40 分早く到着。一方、緊急連絡網伝
達訓練では「連絡網のみでは内容伝達に
不安」「参集できる職員の把握が困難」等
の課題が見られたため、家保職員への伝
達方法を改善。今後も防疫体制の強化を
図っていく。

557.管内養鶉場で発生した鳥インフルエン

ザ抗体陽性事例と危機管理体制の構築：静岡
県西部家保 西村恵、鈴木秀歌

平成 21 年 2 月、愛知県の養鶉場で発生
した高病原性鳥インフルエンザ（HPAI）
に伴う対応の中で、管内の 1 養鶉場にお
いて抗体陽性（18/30 検体、抗体陽性率 6
0 ％）を確認。しかし、ウイルス学的検
査は陰性、血清の H7 及び H5 亜型抗体は
確認されなかった。その後、当該養鶉場
をモニタリング検査対象として、定期的
に臨床検査、血清抗体検査及びウイルス
学的検査を実施した結果、5 月には抗体
陽性率 13 ％（2/15 検体）、ウイルス学的
検査は陰性で、H7 及び H5 亜型抗体は確
認されなかった。6 月の検査では血清抗
体検査およびウイルス学的検査ともに陰
性となり、外部導入した清浄鶉群につい
ても感染が認められなかったためモニタ
リング検査を終了。今回の事例をきっか
けに HPAI 防疫体制を見直した結果、よ
り実践的な防疫訓練が必要と考え、現地
対策本部の班別マニュアルの整備および、
具体的な行動シミュレーションを用いた
班毎の図上訓練を行い、全班が自立的に
行動できる体制を構築。

558.高病原性鳥インフルエンザ発生に備
えた防疫計画の作成：静岡県西部家保
白岩佑美子、吉田慎
高病原性鳥インフルエンザ発生時の迅

速かつ的確な防疫措置のため、静岡県高
病原性鳥インフルエンザ防疫対策マニュ
アルに沿い、100 羽以上の家きんを飼育
する全 50 農場を対象に防疫計画を作成。
事前調査として、地図サイトにある地図
と航空写真を利用、現地において鶏舎や
堆肥舎の配置、防疫作業スペース、移動
式焼却炉設置スペース、生産卵の保管可
能日数を調査。各農場を中心とする移動
制限区域内の農場、関係施設をリストア
ップ。市町の一般廃棄物焼却施設の焼却
方法、処理能力、作業動線等を検討。交
通アクセス、周辺環境を調査して消毒ポ
イントを設定。移動制限の例外適用に備
え、ふ卵場、GP センター、食鳥処理場に
対し、病原体の拡散防止措置の事前調査
及び指導。調査結果から、農場ごとの状
況に即した電子データ化した防疫計画を
作成、職員が情報共有し、迅速かつ的確
な防疫対応が可能に。一般廃棄物焼却施
設は老朽化や市町村合併に伴い施設数が
減少、安全上適さない施設もあることか
ら広域での利用検討が必要。

559.無薬飼養の肉用鶏農家の衛生管理対
策：和歌山県紀北家保 藤原美華、柏木
敏孝

肉用鶏の無薬飼養を付加価値とする管
内 A 農家で育成率低下と死亡鶏が増加。
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原因究明と衛生管理対策を実施。ウイル
ス・細菌・病理・抗体・寄生虫検査等を
実施。ウイルス性疾病関与を疑うが原因
ウイルスは分離されず。マイコプラズマ
・シノビエ抗体陽性及び気管・肺の軽度
なリンパろ胞形成からマイコプラズマ症
の関与を疑う。空舎期間が 1 ～ 2 日と短
く、床敷除去・消毒が未実施のため、空
舎期間を 7 日間とし、床敷除去、水洗、
乾燥及び逆性石けん製剤・オルソ複合製
剤・消石灰散布の 3 回消毒を指導。死亡
鶏は床に放置状態のため、ポリバケツを
コンポストとし、適正処理を指導。各鶏
舎に踏込消毒槽の設置も指導。ニューカ
ッスル病ワクチン接種は実施日齢が不定
のため、入雛ロット 3 群で HI 抗体価の推
移を調査。21 日齢接種で良好な抗体価の
推移を示したため、接種適期と判断。対
策により死亡鶏減少、育成率改善。今後
も徹底した衛生管理の継続と他のワクチ
ン接種等を検討。

560.消費者の安全・安心志向を反映した
阿波尾鶏生産への取り組み２：徳島県徳
島家保 大久保喜美、森直樹

平成 16 年度、阿波尾鶏生産インテに対
し新ワクチネーションの提示、飼養全期
間無薬飼料の給与及び衛生管理の徹底を
指導した内容を発表。その後、出荷羽数
及び生産性指数(PS)は安定し推移。今年
度「更なる阿波尾鶏の信頼確保と付加価
値の付与」を目標に家保とインテが協力
し①出荷鶏のカンピロバクター及びサル
モネラ検査②海洋ミネラル（MCM）の投
与試験③飼料米の栽培を実施。その結果、
①検査延べ 21 農場でのカンピロバクター
及びサルモネラの汚染率は低く 4.8%と 0
%。今後、出荷前検査を検討。②抗体価
及び肉質では有意な差は出なかったが、
出荷成績では MCM 区が PS で 5.8 高く、
利益が約 9 円 /羽増加。今後、再現性の確
認が必要。③飼料米の収量は 0.5 トン /反
と少なく、採算を取るには稲ワラの販売
も必要。今後、飼料米給与試験による生
産性・肉質の確認及び乳・肉用牛農家へ
の稲ワラ供給体制の構築が課題。以上、
家保とインテが一丸となり目標に向かっ
て取り組んでいる。

561.HPAI 防疫対策における殺処分方法と
焼却試験の検証：香川県東部家保 梶野
昌伯、香川正樹

高病原性鳥インフルエンザ（以下ＨＰ
ＡＩ）の発生を想定し、発生農場の１日
（防疫服着脱・立入制限・消毒・評価・
殺処分・搬出・搬送）の実地防疫演習を
実施。参加者のアンケート結果から殺処
分方法と搬出方法に問題ありと指摘。問
題点検証のため、採卵鶏を用い、現在の

マニュアルに基づき検証を実施。結果、
若干の課題が散見。他の事例を参考に再
度検証。結果、課題は解決。ＨＰＡＩ発
生時には殺処分鶏は焼却処分が適切と思
われ、広域焼却施設の協力を得る目的で
焼却施設での焼却を検証。２施設にて焼
却検証。１施設は問題なし。１施設で鶏
を入れた密閉容器が、ごみピット内投入
時及びクレーンで掴む時に破損。ＨＰＡ
Ｉウイルスの飛散による焼却施設内の汚
染を危惧。破損しない密閉容器の選定及
び投入方法の改善が必要。
今後のマニュアル変更へ役立てる予定。

562.抗体検査からみるワクチネーション
プログラムの検討：愛媛県中予家保 大
西利恵、木下政健
中予家保管内の採卵鶏農家４戸（初生

雛導入農家３戸、中雛導入農家１戸）に
ついて、平成 20 年から 21 年の抗体検査
成績を基に、ワクチネーションプログラ
ムの有効性を検討した。Ｍｓについては、
生ワクチン接種を実施した初生雛導入農
家１戸において、早期に高い陽性率を示
した。ＮＤについては、農家間でワクチ
ン接種回数が３回から６回と差が認めら
れたが、各農家とも良好な抗体価の上昇
が確認された。ＩＢについては、約 50 日
齢の雛を導入後１週間から２週間の間隔
で７回７種類のワクチン接種を実施して
いる中雛導入農家において、抗体価にば
らつきが認められ、ワクチン接種株間の
干渉作用の影響が示唆された。以上のこ
とから、今後は中雛導入農家に対し、導
入後のワクチン接種回数を減らすなど助
言・指導を行い、抗体検査と併せて産卵
率等の生産性に関する調査を実施し、経
営改善につながるワクチネーションプロ
グラムを検討する必要があると考えられ
た。

563.高病原性鳥インフルエンザの発生に
備えた防疫体制の整備：佐賀県中部家保

松尾研太、陣内孝臣
高病原性鳥インフルエンザの発生に備

え、より迅速かつ適確な初動防疫を行う
ための取り組みを実施。その概要を報告。
【防疫マップ整備】GPS と地図表示ソフ
トを利用し、防疫マップを作成。各養鶏
場の鶏舎配置を調査して詳細な見取り図
を作成、航空写真を添付。【防疫作業従事
者数の試算】養鶏場毎に必要となる防疫
作業従事者数を算出し、養鶏場別人員配
置表を作成。【現地事務所設置候補地の事
前調査】防疫対策連絡協議会で協議し、
発生時の現地対策本部で総務班を担当す
る農林事務所と市町に、養鶏場毎の現地
事務所の候補地調査を依頼。調査の結果、
49 養鶏場中 11 養鶏場で問題有り。【まと
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め】現地事務所設置の遅れは、その後の
防疫作業に影響を及ぼすことから、問題
がある養鶏場は、関係機関と協議し、養
鶏場の立地条件に合った防疫対応を早急
に検討していきたい。農林事務所や市町
に調査を依頼したことで、本病防疫に対
するイメージが具体化し、情報を共有で
きたことは大きな成果。今回の調査を基
に、より現場に即した防疫体制の構築に
努めていきたい。

564.ファシリテーション方式を応用した
HPAI 防疫演習：佐賀県西部家保 大澤
光慶、山﨑勝義

初動防疫対応に主眼をおいた HPAI 防
疫活動の検証を行うため、現地防疫対策
本部総務班構成メンバーを対象に、ファ
シリテーション方式を応用した防疫演習
（F 式演習）を開催。参加者は県総務班
行動マニュアルに基づき 5 担当に分かれ、
当所から発生概要等の情報を付与後、担
当毎にリーダー（ファシリテーター）を
中心に対処方針の検討、対策を決定し、

後に全体討議を実施。その結果、現行
の防疫資材等の調達体制や担当毎の防疫
作業に関する情報伝達体制において、改
善・見直しが必要な問題点が明確になっ
た。また、体験学習型の F 式演習を採用
したことにより、参加者全員が当事者意
識を持って取り組み、防疫活動への連帯
感や理解が一層深まるなど、有事に備え
た危機管理体制の充実・強化につながっ
た。

Ⅳ 馬の衛生

Ⅳ－１ ウイルス性疾病

565.北海道日高管内の馬インフルエンザ
防疫対応：北海道日高家保 福田奈穂、
嵯峨伸彦
平成 19 年から 20 年に北海道日高管内

で馬インフルエンザ(EI)が発生。平成 19
年は 15 戸 29 頭、競走馬の 発生が主体。
防疫対応は当所を含む畜産関係機関で構
成する日高家畜衛生防疫推進協議会を中
心に、全牧場で 1 週間、発生牧場で 2 週
間の移動自粛、移動馬の 2 週間隔離観察、
輸入馬の着地検査徹底を牧場へ周知。当
所は発生牧場の疫学調査、競走馬輸送情
報の把握、管内獣医師との情報共有、生
産者へ EI 症状及び消毒方法等の情報提
供。市場開催時は上場馬検査及び車両等
の消毒徹底を指導、種雄馬のワクチン接
種を啓発。平成 20 年は 12 戸 43 頭、繁殖
雌馬等在来馬の発生が主体。前年の防疫
対応に加え、発生牧場飼養馬の交配等に
際し臨床検査や簡易キット検査を実施し、

低限の生産活動を担保する防疫ルール
を策定。また、繁殖雌馬のワクチン接種
試験を実施し、過去に接種歴があれば 1
回接種で有意な抗体価の上昇と持続を確
認。ワクチン接種事業が策定され、接種
率は 9.2%から 63.8%に上昇。

Ⅳ－２ 細菌性・真菌性疾病

566.地域が一丸となって取り組んだ馬パ
ラチフス防疫対策：岩手県県南家保 長
谷川和弘、藤原洋

平成 20 年秋、放牧場を中心に馬の流産
が集団発生。流産胎子 4 頭の病性鑑定実
施。諸臓器の顕著なうっ血水腫、化膿性
胎盤炎。すべての流産胎子より Salmonell
a Abortusequi（SA）分離。馬鼻肺炎ウイ
ルス 1 および 4 型遺伝子非検出。馬パラ
チフスによる流産と診断。浸潤調査とし
て、地域の飼養馬約 270 頭を対象に抗体
検査実施。陽性 25 頭、疑陽性 4 頭を確認。
分離株の遺伝子解析では、従来の国内分
離株と遺伝子型が一致。保菌馬の移動に
伴う地域内侵入と推察。地域の関係機関
を構成員とする本病清浄化対策推進協議
会を設立し、防疫対策の方針決定および
推進にあたる。清浄化対策として、抗体
陽性馬を中心に SA 感染が疑われる馬 41
頭を淘汰。まん延防止対策として、移動
馬の事前検査実施。淘汰後、地域の飼養
馬全頭を対象に延べ 566 頭で清浄性確認
検査を実施、すべて陰性。平成 21 年の分
娩はすべて正常。これらにより本病は終
息化したと判断。
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567.ロドコッカス・エクイ感染症に罹患
した重種子馬の 1 症例：岩手県中央家保

五嶋祐介、児玉英樹
平成 21 年 7 月、管内重種馬飼養農場に

おいて、出生直後から 41 度の発熱を呈し
た子馬が関節炎（41 日齢）、及び眼球内
赤色沈殿物（63 日齢）を呈し、73 日齢で
死亡した。病理検査により、化膿性肉芽
腫性気管支肺炎、気管気管支リンパ節の
洞カタル及び潰瘍性盲結腸炎が認められ、
肺病変から毒力関連 15 ～ 17kDa 抗原（V
apA）をコードする病原性プラスミドを
保有する Rhodococcus equi（R.equi）強毒
株（プラスミドタイプ 87kb Ⅱ a 型及び 90
kb Ⅰ型）が分離された。汚染状況調査の
結果、同居馬 14 頭中 9 頭の糞便から 102
～ 103CFU/g、パドックの土壌から 103 ～
105CFU/g の R.equi が分離され、それぞれ
1.6 ％と 20 ％が強毒株（87kb Ⅱ a 型及び
90kb Ⅰ型）であった。対策として、厩舎
及びパドックを消毒し、早期発見のため、
飼養者に新生子馬の毎日の検温及び定期
健診の受診を指導した。今後、管内にお
ける馬飼養環境中の汚染状況を調査し、
本症に対する注意を喚起していく。

568.管内における腺疫血清疫学調査：石
川県南部家保 田中孝一、村上俊明
県外の馬肥育農家において石川県内よ

り導入した複数の馬から腺疫菌が分離、
県内における腺疫の浸潤が危惧され、当
所保有の馬血清について抗体検査、抗体
陽性馬 14 頭（うち 9 頭は強陽性）を含む
46 頭から鼻腔粘膜スワブを採取し、腺疫
菌の分離および PCR 検査を実施。抗体検
査の結果、3,855 検体中 233 検体が陽性（6.
0%）、うち 38.6%の検体が強陽性。各採
材年度の陽性率は、H16 年度 10.7%、H17
年度 5.4%、H18 年度 4.6%、H19 年度 3.6
%、H20 年度 5.1%。複数年度に亘り陽性
と判断された馬は 25 頭で、うち 20 頭は
強陽性。馬飼養施設別の陽性率は 22.9%
を筆頭に比較的高率だったが、陰性の飼
養施設も認めた。管内の 4 施設で陽性馬
が確認され（4/6：66.7 ％）、腺疫が浸潤
している可能性が示唆。腺疫菌は分離さ
れず PCR 検査も陰性だったが、強陽性を
示す馬がキャリアーである可能性も否定
できないため、衛生管理の徹底など感染
防止対策を講じると共に継続的な監視が
必要と考えられた。

Ⅴ 山羊、めん羊の衛生

Ⅴ－１ ウイルス性疾病

569.免疫組織化学的手法を用いたブルー
タングウイルス抗原検出法の検討：栃木
県県央家保 市川優ほか
免疫組織化学的検査（ IHC；SAB 法）

を用い、ホルマリン固定標本からのブル
ータングウイルス（BTV）抗原検出法を
検討。抗体はビオチン化 BTV 感染牛 IgG
及びマウスモノクローナル抗体（動衛研）、
検体は BTV 感染 HmLu-1 細胞の凍結生標
本及びホルマリン固定標本、野外症例は
発症牛食道（動衛研）、BTV 特異遺伝子
陽性牛流産胎子及び発症羊の各臓器を使
用。結果はマウスモノクローナル抗体で
凍結生培養細胞に陽性抗原を良好に検出。
同抗体ではホルマリン固定培養細胞にお
いても酵素処理で陽性抗原を良好に検出。
野外例の発症牛食道及び牛流産胎子では
陰性、発症羊では舌及び食道等の小血管
に陽性抗原を少量検出。陽性抗原の量は
ウイルス量の少なさとの関連と推察。本
病特徴病変である食道横紋筋の硝子様変
性は、ウイルスによる小血管障害の結果
と推察。本手法は病性鑑定、後ろ向き調
査及び病変形成機序の解明に有用。なお、
ホルマリン固定標本からの IHC による B
TV 抗原検出は世界初。

Ⅴ－２ 細菌性・真菌性疾病

570.山羊ヨーネ病検査の有用性の検討：
北海道石狩家保 前田友起子、前田泰治

平成 21 年 4 月、ふれあい農場で山羊の
ヨーネ病が発生。展示施設では迅速な防
疫対応が求められるため、診断法の有用
性を検討。患畜 1 頭、疑似患畜 3 頭及び
同居畜 12 頭（山羊 6 頭、めん羊 6 頭）の
計 16 頭について、常法に加え、スクリー
ニング ELISA(sELISA)と直腸便のリアル
タイム PCR(rPCR)を併用し検査を実施。
CF 法では、疑似患畜 1 頭が 20 倍、2 頭が
10 倍で、その他は 5 倍未満。sELISA で
は、疑似患畜 3 頭、健康山羊 2 頭が陽性
で、培養及び rPCR の成績と一致、CF 法
よりも短時間かつ高感度。rPCR は、患畜、
疑似患畜 3 頭及び健康山羊 2 頭が培養成
績と一致して陽性。また、健康山羊 3 頭、
めん羊 1 頭は rPCR のみ陽性。本検査は
培養よりも短時間かつ高感度。以上から、
従来の検査手法に加え、sELISA と rPCR
を併用することにより本病の浸潤状況把
握と早期の防疫対応を可能にするものと
期待。

571.管内のめん羊飼養農場における仮性
結核の発生事例：栃木県県央家保 湯澤
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裕史、藤田慶一郎
管内のめん羊飼養農場から平成 18 年 4

月から平成 21 年 6 月の間に当所に搬入さ
れためん羊 18 頭について病性鑑定。5 頭
の肺又は浅頚及び下顎リンパ節に膿瘍を
確認。4 頭の膿瘍から Corynebacterium p
seudotuberculosis（Cp）が分離され仮性結
核と診断。1 頭は菌分離陰性だったが、
病理組織学的検査から仮性結核を疑う。
その他、1 頭を悪性水腫、3 頭を壊死性腸
炎と診断。原因不明のめん羊も、仮性結
核の関与を否定できず、本病が当該農場
に広く浸潤していると推測。また、仮性
結核と診断した 5 頭はすべて 4 歳以上で、
2 頭は分娩前後に体調不良となり、他の 3
頭は捻転胃虫様虫体の重度寄生を確認。
Cp は加齢により感染率が高くなり、混合
感染や分娩等のストレスで症状が顕性化
することが示唆。本症発生防止のため、
本菌の感染経路である耳標装着や毛刈り
等の処置は、清潔な環境や器具での若齢
のめん羊からの実施と外傷がある場合は
速やかな消毒を指導。

572.山羊のリステリア症の発生事例：山
梨県東部家保 池永直浩、菊島一人

平成 20 年 12 月に県外の農場から導入
したシバヤギ 5 頭中 1 頭が、間欠性の震
え、口腔内左側頬に食さが詰まる、舌が
左側に下垂する、左耳が下垂するといっ
た症状を示し死亡したため病性鑑定を実
施。細菌検査では、脳幹部から Listeria m
onocytogenes（Lm）を分離。組織学的に
は、間脳、中脳、橋では、リンパ球性囲
管性細胞浸潤が多発し、マクロファージ
・好中球の浸潤した壊死巣が散見。壊死
巣内の好中球浸潤量は間脳、中脳、橋の
順に多い傾向。右側三叉神経節は神経細
胞体や神経線維周囲の結合組織にリンパ
球が重度に浸潤。抗 Lm1/2a 型血清を用い
た免疫組織化学染色では、間脳・中脳・
橋の壊死巣内のマクロファージ内で抗原
が確認され、間脳、中脳、橋の順に抗原
量が多い傾向。結果より山羊のリステリ
ア症（脳炎型）と診断。右側三叉神経節
の病変および間脳、中脳、橋における好
中球浸潤量や Lm の抗原量の差から Lm
は右側三叉神経→橋→中脳→間脳の経路
で侵入したことが示唆された。

573.Staphylococcus 属が関与した山羊皮膚
病の集団発生例：長野県佐久家保 今村
友子
管内の山羊飼養施設において、2 年前か

ら数頭の山羊に皮膚病変が認められ、平
成 21 年 4 月には重篤な症状を呈する個体
が広範囲に確認されたことから、6 月以
降病性鑑定を実施した。症状は搾乳山羊
のみが呈し、乾乳時には症状が緩和され

るものの、再発を繰り返していた。病変
は、乳房、口唇および目の周囲に水疱、
痂皮を形成し、3 ７頭中 15 頭に認められ
た。細菌検査では Staphylococcus 属が分
離されたが、パラポックスウイルスおよ
び牛ヘルペスウイルス２型などウイルス
の関与は否定された。病理組織検査では
痂皮領域に多数のグラム陽性菌がみられ、
抗 Staphylococcus hyicus ウサギ血清を用
いた免疫染色で陽性反応を示した。以上
のことから、Staphylococcus 属による集団
皮膚病と診断した。発症山羊は、血清中
の Alb、T-Cho、Ca、Zn、VA ならびに V
E が低い傾向にあり、今回の皮膚病の集
団発生には、飼料給与などの飼養管理が
関与したと推察された。

574.めん羊飼養農家の羊ヨーネ病の 1 例
：広島県西部家保 茨木義弘、岸本加奈
子

削痩、起立不能を呈しためん羊の病性
鑑定を実施し、ヨーネ病と診断。当該羊
は 2 歳、雌、サフォーク種。平成 21 年 2
月 8 日に分娩。5 月 1 日頃、活力低下、
食欲不振を呈し治療。その後、一時回復
したが、5 月 29 日朝、起立不能に至り、
同日鑑定殺を実施。臨床所見は体重 25.3k
g、頚静脈怒張及び削痩。下痢は認めず。
血液・生化学所見は貧血、栄養不良及び
肝障害。剖検所見は右心拡張、小腸粘膜
肥厚及び腸間膜リンパ節腫大。直腸便は
団子状。組織所見は抗酸菌を伴った肉芽
腫性小腸炎、肉芽腫性腸間膜リンパ節炎。
小腸内容物を用いた直接鏡検で抗酸菌の
集塊を確認。遺伝子検査は PCR 法で小腸
病変部組織切片からヨーネ菌特異的遺伝
子（ IS900）を検出。細菌検査はヨーネ菌
を分離。伝染性海綿状脳症は陰性。以上
から当該羊をヨーネ病と診断。羊のヨー
ネ病は水様性下痢を示すことは少ないた
め、羊の削痩の原因究明に、下痢を呈し
ていない場合でも、ヨーネ病を考慮した
病性鑑定が必要。

Ⅴ－３ 原虫性・寄生虫性疾病

575.銅欠乏を伴った山羊の捻転胃虫症：
栃木県県北家保 蓼沼亜矢子、田中理栄
子

繁殖山羊 8 頭、子山羊 8 頭飼養の観光
牧場で、平成 20 年 7 月から 9 月末までに
4 ～ 5 か月齢の子山羊 5 頭が神経症状を
呈し相次いで死亡。死亡子山羊 1 頭を病
性鑑定。剖検所見は下顎の浮腫、第四胃
内に線虫多数寄生、圧片標本から捻転胃
虫と同定。病理組織所見はカタル性第四
胃炎。直腸内容物から捻転胃虫卵を多数
検出。生化学所見は肝臓中銅濃度 13.4 μ
g/g と重度の欠乏。また、同居・導入元山
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羊の糞便・血液、飼料中微量元素等の検
査を実施し、同居山羊全頭から捻転胃虫
卵を検出。Ht 値、GLU 濃度は低下、血清
中銅濃度は欠乏、飼料中微量元素濃度に
過不足なし。一方、導入元山羊の Ht 値は
正常範囲内、GLU 濃度は充足、血清中銅
濃度も異常なし。一度の駆虫で虫卵数は
減少するが、血液検査項目値に変化なし。
一連の死亡原因を銅欠乏を伴った捻転胃
虫症と診断。寄生虫感染による貧血及び
栄養不良が銅欠乏を引き起こしたと推測。
今後は定期的な駆虫、栄養改善等の指導
を実施予定。

Ⅴ－４ 一般病・中毒・繁殖障害・栄
養代謝障害

576.管内の山羊飼養農場で発生したアセ
ビ中毒：茨城県県北家保 清水ひろみ、
村山丹穂

発生農場は山羊 9 頭、羊 2 頭を飼養す
る観光農場。平成 21 年 3 月 8 ～ 9 日に山
羊 7 頭、羊 1 頭が死亡。発見時には既に
死亡しており、症状は確認できず。9 日
に当所で現地確認し、畜舎周囲・畜舎内
にアセビの葉が十数枚落ちているのを発
見。畜舎から少し離れた場所にはアセビ
の木が繁茂。畜舎は 3 区画に分類、飼料
の種類や変更なし。過去 2 年間の導入・
移動歴なし。死亡山羊 8 頭を病性鑑定。
外貌、解剖所見はなし。8 頭全ての胃内
容から 5 ～ 50g のアセビの葉を確認。体
重に占めるアセビの葉の割合は 0.05 ～ 0.
27%。高性能薄層クロマトグラフィー法
により、全ての胃内容からグラヤノトキ
シンⅠ～Ⅲを検出。病理検査は全頭に共
通して大脳、小脳、脳幹部、脊髄及び心
臓で中等度の充うっ血、軽度の誤嚥性肺
炎が認められた。細菌検査は有意菌検出
されず。以上の結果より、死因はアセビ
中毒と診断。原因は第三者がアセビを有
毒植物とは知らずに多量に給与してしま
った可能性が高いことが推察。

Ⅴ－５ 生理・生化学・薬理

577.肉用山羊の血液生化学性状：沖縄県
家畜衛生試験場 宇地原務、平安山英登

山羊の血液成分に関するデータは少な
く、特に肉用山羊での実態は不明。そこ
で今回、肉用山羊の血液生化学性状を調
査。供試山羊は、9 ～ 10 ヶ月齢のボアー
交雑種およびザーネン交雑種各 10 頭（雄
5 頭、雌 5 頭）。給与飼料は約 5 ヶ月間チ
モシー乾草のみを給与。調査は、血液生
化学検査 19 項目（T-Bil、GOT、GPT、L
DH、GGT、ALP、Glu、T-Cho、T-Pro、A
lb、BUN、UA、Cre、Ca、 IP、Mg、Na、
K、Cl）をドライケミストリーシステム

で、脂溶性ビタミン（ビタミン A、β-カ
ロチン、ビタミン E）を高速液体クロマ
トグラフィーで、微量元素（銅、鉄）を
原子吸光分光光度計で実施。獣医臨床生
化学（近代出版）の正常値と比較し、T-B
il、LDH、GGT、ALP、Ca、IP が高く、G
OT、GPT、Glu、T-Cho、BUN が低い値で、
両品種同様の傾向。品種間では、ザーネ
ン交雑種に比べボアー交雑種で Cre、Ca、
Mg の値が有意に高く、GPT、Na、Cl が
有意に低値。ビタミンや微量元素は品種
間で有意な差は無し。

Ⅴ－６ 畜産技術

578.羊肉ブランド化と生産体制確立への
取組支援：山梨県東部家保 古屋元宏、
輿水佳哉

畜産分野には全くの素人集団から作り
上げた「Ｆ牧場」は、家保・関係機関の
濃密指導により、平成 20 年 8 月に観光ふ
れあい牧場として開園を果たした。

開園から一年が経過し、初年としての
入込客数はまずまずであったが、リピー
ターを確保し安定経営につなげるには、
Ｆ牧場ブランドとして主力となる目玉商
品を作る必要があった。また、来園者を
園内に長時間滞在させる工夫も必要であ
った。

このため、県関係機関・畜産団体等で
連携し、Ｆ牧場の新たな事業展開への継
続的支援を行った。めん羊の導入支援か
ら始まり、独自飼料（ワイン粕サイレー
ジ）の製造・給与プログラム、衛生管理
プログラムの検討により、羊肉ブランド
化と低コスト生産体制の確立を図った。
また、家畜を使った原野の開墾により、
ふれあい空間の拡大を図った。新ブラン
ド羊肉の新たな食材提供と、ふれあい空
間創出により来園者が増加、収益も大幅
に上がり、経営改善が図られた。今後の
増頭に伴い、Ｆ牧場外への出荷（一般販
売）も開始する。
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Ⅵ みつばちの衛生

Ⅵ－１ ウイルス性疾病

579.高知県内３農場におけるみつばちウ
イルス病の浸潤状況について：高知県中
央家保 森光智子、安藝秀実
近年、海外において、みつばちウイル

ス病のＰＣＲ法による検査技術が確立さ
れ浸潤状況についての報告が増加。そこ
で、みつばち死亡原因の究明法としての
有効性や浸潤状況の確認のため、県内３
農場にて成虫を採材、ＰＣＲ法にて７種
類のウイルス病［急性麻痺病ウイルス（以
下 ABPV）、慢性麻痺病ウイルス（以下 C
BPV） ,黒色女王蜂児ウイルス（以下 BQC
V）、翅形態不全ウイルス（以下 DWV）、
カシミヤウイルス（以下 KBV） ,サックブ
ルード病ウイルス（以下 SBV）、イスラ
エル急性麻痺病ウイルス（以下 IAPV）］
およびノゼマ原虫（Nosema apis 以下 N.ap
is,Nosema cerenae 以下 N.cerenae）を検査。
３農場の結果は、ABPV（０／３）、CBP
V（０／３）、BQCV（３／３）、DWV（３
／３）、KBV（２／３）、SBV（３／３）、
IAPV（２／３）、N.cerenae（３／３）で
陽性。従って、PCR 法は浸潤状況を把握
するため、また、死亡原因を診断する上
で補助的に活用するのには有効。

Ⅵ－２ 細菌性・真菌性疾病

580.県内初のヨーロッパ腐蛆病の発生と
その対応について：山形県中央家保 久
合田行彦、佐藤利雄
ポリネーション用みつばちの授粉作業

後の放置や管理不足による疾病発生が懸
念され、採蜜養蜂業者に危機感。平成 21
年度、管内 2 地域の養蜂協会と連携し、
ポリネーション用みつばちの自衛検査を
実施。9 月に果樹農園 4 戸でヨーロッパ
腐蛆病を疑う死亡蜂児を確認。直接鏡検、
PCR(Govan ら)、Na/k 比調整培地による
発育性状、生化学性状検査（API20A、ID
HN ラピッド）により、1 戸より県内で初
めて Melissococcus plutonius(Mp)を分離同
定。病性鑑定マニュアルの性状と一部差
異を認め、16SrRNA 遺伝子解析、生化学
性状等を基準株と比較。基準株との性状
の差異は今後検討が必要。平成 21 年に管
内で発生した腐蛆病は 5 戸 9 群、内訳は
小規模 2 戸 5 群、ポリネーション 3 戸 4
群で、みつばちの放置、管理不足が共通。
今後はポリネーション使用後のみつばち
及び巣箱の管理・処分等の啓発活動、自
衛検査への協力体制の強化等、園芸関係
機関との協力が必要。

581.Nosema ceranae によるノゼマ病の発

生報告：山形県庄内家保 細矢雄輝、齋
藤友佳
ノゼマ病は、微胞子虫類ノゼマ科の菌

類、Nosema apis（N.a）の感染によるミ
ツバチの届出伝染病である。近年、Nose
ma ceranae（N.c）がセイヨウミツバチに
感染すると致死的な病原性を示すと判明。
平成 21 年 4 月、蜂群消失を理由に病性鑑
定依頼を受け立入検査を実施。前年秋よ
り、蜂群 30 群中 27 群が活力を失い消滅、
3 群のみ残存。養蜂家はダニによる被害
を申告したが、立入時点では残存群には
バロア病、腐蛆病およびチョーク病の所
見を認めず。3 群中 1 群の中腸腺の PCR
検査で N.c 遺伝子を検出し、直接塗沫お
よび病理組織学的検査で成熟胞子と細胞
内増殖を確認。6 月に再度立入検査を実
施。3 群中 2 群の直接塗沫および PCR 検
査で N.c 陽性。従来、家伝法では N.a の
みがノゼマ病の病原体とされていたが、
農水省への照会により、N.c 感染でも症
状を伴えばノゼマ病と認定するとされ、
発生を届出。Higes らの報告（2008）に基
づき、蜂群の予後について考察する。

582.埼玉県内で分離された非典型的性状
を示すヨーロッパ腐蛆病菌：埼玉県中央
家保 荒井理恵、吉田輝美
ヨーロッパ腐蛆病菌（Melissococcus plu

tonius。以下、Mp）は培地中 Na:K 比 1 未
満で発育するとされており、病性鑑定マ
ニュアルにも“BHI 寒天での発育（－）、
0.15M KH ２ PO ４加 BHI 寒天での発育
（＋）”と明記。しかし、県内で BHI 寒
天で発育する Mp（BHI（＋）株）が分離。
これら BHI（＋）株 4 株および典型的 Mp
である BHI（－）株 5 株を用い、グラム
染色、Govan ら（1998）の PCR、16S rRN
A 遺伝子解析、各種培地における発育性
状確認、生化学性状検査（API20A）、薬
剤感受性試験を実施。9 株全てがグラム
陽性紡錘形連鎖球菌、PCR（＋）。16S rR
NA 遺伝子解析では BHI（－）株は Mp 基
準株と 100 ％の、BHI（＋）株は 99.8 ％
以上の相同性。BHI（－）株は K を添加
した培地のみで発育し、BHI（＋）株は
供試した全ての培地で発育。BHI（－）
株のアピプロファイルは 40004006、BHI
（＋）株は 40254006。薬剤感受性に差は
無し。Mp に関する報告は少なく、不明な
点が多い。今後、より詳細な解析を実施
予定。

Ⅵ－３ 一般病・中毒・繁殖障害・栄
養代謝障害

583.県内の蜂群消失調査及び花粉交配用
蜂群の適正管理の検討：宮崎県宮崎家保

野村登喜枝
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本県においても、蜂群消失が起こって
いるのかを把握し、また、花粉交配用ミ
ツバチの園芸農家における適正管理方法
を検討するため、養蜂農家を対象に、平
成 21 年 4 月から 7 月まで聞き取り調査を
実施。調査の結果、本県においても、ミ
ツバチの消失（55 戸中 24 戸）が起こっ
ていることが確認され、消失経験農家の
考える原因としては、ダニ、農薬が多か
った。蜂群消失問題の正確な回答を示す
ことはできなかったが、蜂群消失が解決
するまでの対応として、ダニ防除、農薬
からの隔離、適切な飼料給餌による群勢
維持を行う必要性が示唆された。また、
園芸農家における蜂群管理は、「蜂群の消
耗抑制」および「疾病の発生･蔓延防止」
にポイントを置き、農薬の管理、温度･湿
度管理、蜂群設置場所の選択、飼料･水分
給餌、蜂群使用後の速やかな返却または
焼却、病気の知識習得、個人飼育時のふ
そ病検査依頼等に関する指導を検討する
必要があると考えられた。

Ⅵ－４ 保健衛生行政

584.都内みつばち疾病の検査指導状況と
今後の対応：東京都家保 林朋弘、岩倉
健一

都内養蜂家は平成 17 年以降戸数、蜂群
数ともに急増。その大半が養蜂振興法の
届出対象外である趣味の養蜂家のため、
疾病発生時の状況把握が困難。当所では
都内関連機関との連携によりこれら養蜂
家の把握に努め、腐蛆病や蜂群崩壊症候
群などの疑いで依頼を受けた過去の検査
指導の事例を踏まえて今後の対応を検討。
検査指導時に確認された問題点は疾病罹
患蜂群の放置、薬剤の不適切な使用、経
験不足に付随した個体数の急減、乱雑な
取扱いによる刺傷事故の発生等があり、
いずれも業として飼養する養蜂家では考
え難い基本的な管理失宜。引き続き趣味
の養蜂家の実態把握に努めるとともに、
効率的かつ効果的な指導・検査方法の考
案、検査時の事故防止対策の充実によっ
て検査の円滑な推進を目指す。

Ⅵ－５ その他

585.ダンボールで簡単！スズメバチ対策
：神奈川県湘南家保 池田知美、草川恭
次

秋季のスズメバチ(胡蜂)被害は養蜂家
の悩みの種。今回、胡蜂被害についてア
ンケート調査を実施。秋季重点管理項目
は胡蜂対策との回答は 7 割以上。全回答
者の 8 割弱が胡蜂の被害を受け、うち 7
割弱が毎年と回答。全回答者の約 8 割が
対策を実施。しかし半分は市販の対策用

品では襲撃を受けた群は内勤蜂が防御の
ため出巣し胡蜂に捕獲・摂食される等、
効果に不満。そこで空巣箱とダンボール
を利用し簡単な対策を考案。蜜蜂居住ス
ペースと外界の距離を長くし内勤蜂が簡
単に外へ出ない構造とした。胡蜂襲撃時
の出巣状況と蜂群の生存状況で効果を検
討。対照区は全滅。試験区は胡蜂襲撃時
も内勤蜂の集団的出巣はなく、5 群中 2
群が強勢で生存。簡単･手軽な胡蜂対策と
しての効果を確認。今後耐久性や通気性
などを検討し、「簡単にできる胡蜂対策」
として提案していきたい。

586.ニホンミツバチ飼養の現状と対応：
石川県北部家保 村上成人、一二三誓祐

ニホンミツバチは、管理が容易で、手
軽に自家製蜂蜜の採取が可能なことから、
近年、趣味として養蜂を楽しむ個人飼養
者が増え、家畜保健衛生所（家保）とし
ての対応が必要となった。そこで、管内
のニホンミツバチ飼養者の現状について
調査した。管内のニホンミツバチ飼養者
は、2 市町 2 グループで 80 群を飼養。巣
箱の設置場所は自宅の敷地内、山林等で
あり、訪花植物は多岐に亘る。採蜜は秋
季に実施、自家消費、友人等への譲渡の
他、地元商店で販売。ニホンミツバチは、
複葉巣を形成するため、全体の観察が困
難で、腐蛆病検査の実施が難しい。様々
な方法を試行した結果、巣箱の底を持ち
上げ、下部から直接目視して検査を実施。

近のスローライフを重視する傾向から、
ニホンミツバチ個人飼養者は、今後増加
傾向にあり、家保として、個人飼養者へ
の助言、指導が必要。

587.ミツバチの蜂群衰退の原因究明に向
けた取り組み：岐阜県中濃家保 関谷博
信、酒井田隆朗

近年、全国的にミツバチ衰退が問題と
なり、管内の養蜂家 1 戸においても同様
な事例に遭遇。聞き取り調査では、4 年
程前から春先の同時期に、巣門の前に働
きバチの多数死亡、後に女王バチの産卵
が停止し全滅。2009 年 6 月管外のゴルフ
場付近の 1 蜂場では、50 群のうち 36 群(7
2%)全滅。その死亡したミツバチより、
ゴルフ場で散布された殺虫剤の主成分で
あるチアメトキサムを 20ppb 検出。また、
管外水田付近の 5 蜂場 175 群においても
同様な症状が見られた。そのため、(独)
畜産草地研究所および名古屋大学と連携
のもと、水田で使用されるネオニコチノ
イド系等農薬 3 種について検査を行った
が、全て検出限界以下。ウイルス検査で
はミツバチ特有の 4 種を検出。蜂群衰退
の実態把握をするため、管内の 25 戸を対
象にアンケートを実施(回答率 68%）。結
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果は蜂群衰退を認めた農家 5 戸(29%)。
その発生は 1 ～ 4 年前に県内の多くの地
域で確認。今後とも、3 者による連携に
より原因究明に努める。

588.管内養蜂家における自主的蜂群健康
調査について：三重県南勢家保 鈴木義
久、田上宏明

2009 年 8 月、管内 2 養蜂家（Ａ、Ｂ）
から、蜂数の減少原因調査依頼があり、
腐蛆病は否定、Ｂはダニ対策を指導し状
況改善。Ａは原因不明で、157 群中 59 群
（38%）が約 1 ヶ月の経過で群が絶え、2
2 群（14%）が弱群となり、約半数を失っ
た。養蜂家所属団体から紹介された農林
水産省「みつばちの減少に関する緊急調
査研究」に養蜂家自らが依頼するため、
当所に協力要請があった。Ａ、Ｂと異常
を認めない養蜂家（Ｃ）の 3 養蜂家で、
当所と研究者（名古屋大学）が聞取り、
観察、採材を行い、調査した。ＰＣＲ法
でイスラエル急性麻痺病ウイルス（ IAP
V）、翅奇形ウイルス（DWV）がすべてで、
カシミアウイルス（KBV）がＡ、Ｂで、
黒色女王蜂児ウイルス（BQCV）がＡ、
Ｃで検出された。細菌、真菌等も検出さ
れたが、蜂数減少原因は特定できず。201
0 年 2 月に管外から転入してくる大規模
転飼養蜂家（約 12 養蜂家）等も含め、全
体的な調査を実施予定。養蜂家が研究者
と連携し、自主的健康調査を実施する体
制が構築された。

589.管内のみつばち飼育状況：大阪府南
部家保 中野希美、森田千清
みつばちの飼育者は養ほう業者とそれ

以外の飼育者(アマチュア)に分けられる。
養ほう業者は『養ほう振興法』、アマチュ
アは『大阪府みつばちの飼育の規制に関
する条例』により飼育の届出が義務付け
られている。近年、管内では飼育届が増
加。当所では、従来から新規届出の飼育
場所確認や腐蛆病等の疾病検査を実施。
管内みつばちの飼育状況および養ほう業
者に対するアンケート調査結果を取りま
とめた。届出者数は平成 20 年度は 61 戸、
平成 21 年度に 97 戸に急増。飼育者の 30
％は養ほう業者で、ほう群数の 73 ％を飼
育。養ほう業者のほう群数は 164 群を
高に様々で、アマチュアは 10 群以下が 9
3 ％。養ほう業者は西洋みつばち、アマ
チュアは日本みつばちを主として飼育。
疾病検査では腐蛆病は陰性、チョーク病
の発生を認めた。アンケート調査では、
例年に比べみつばちが減少したとの回答
が大半。今後も適正な飼育管理について
指導したい。

Ⅶ その他の家畜の衛生

Ⅶ－１ ウイルス性疾病

590.放鳥用きじ繁殖施設の高病原性鳥イ
ンフルエンザ防疫対応の現状と課題：岐
阜県岐阜家保 岡野朋弥、澤田幹夫

平成 20 年 12 月家畜伝染病予防法施行
令の改正、施行に伴い、高病原性鳥イン
フルエンザの対象家畜にきじ等が追加。
管内のきじ繁殖施設では繁殖用種きじ 51
5 羽を飼養。年間約 1 万羽を放鳥用とし
て全国に出荷。放鳥用きじは野生に近い
状態で飼育する関係上、山の傾斜を利用
しネットで覆う飼養形態をとることから、
野生鳥獣由来ウイルス侵入による本病発
生リスクが高い。このため、飼養者には
飼養衛生管理基準に準じた指導や本病に
関する知識の普及・啓発に努め、監視・
危機管理体制の整備（頻回立入、モニタ
リング検査の実施、衛生対策の強化、農
場周辺で死亡野鳥を発見した場合の早期
通報・対応や関係部署との情報共有）が
必要との認識の上、本病発生を想定した
防疫演習を実施。また、同居山鳥に係る
本病発生時の対応、放鳥されたきじが患
畜と同居履歴があった場合の対応、発生
後の経営再建のための種の保存について
も検討し、万が一の発生に備えている。

591.うずらの高病原性鳥インフルエンザ
発生への対応：愛知県東部家保 坂井田総
子、兼子松義ほか

平成 21 年 2 月、モニタリング検査で、
Ｔ市内のうずら農場 1 戸に弱毒タイプの
H7N6 亜型高病原性鳥インフルエンザを
確認。発生状況検査で、新たに 6 戸の農
場で陽性を確認、約 160 万羽のうずらを
殺処分。防疫措置は 4 月 19 日に完了、総
動員数約 5,000 人。うずらの死体等は、
埋却または焼却処理。移動制限区域は、
発生農場を中心に半径 5km に設定、抗体
陽性農場の場合は、うずら農家と関連施
設のみ。移動制限対象の家きん農場は計
31 戸。これらの農場と GP センター 4 か
所に例外措置を適用したが、うずらの移
動には適用せず。5 月 11 日の移動制限解
除前日まで、 大 5 か所の消毒ポイント
で畜産関係車両を消毒。防疫措置終了後、
経済的影響調査チームを編成し、発生農
家等に交付金等を交付。うずらによるモ
ニター検査で陰性を確認後、ひなを導入。
平成 22 年 4 月下旬には、発生前の飼養羽
数に回復予定。短期間に複数の農場で発
生したこと等、今回の経験を反映させた、
県マニュアルの改訂を予定。

592.雉に対するニューカッスル病ワクチ
ン投与の試みと抗体検査手技の検討：三



- 134 -

重県紀州家保 浅井のぞみ、徳永到
ニューカッスル病（ND）ワクチン（Va

c）は鶏への投与は普及しているが、雉へ
の対応は未確立である。著者らは管内一
雉飼育場で約 30 日齢の日本雉（JP）およ
び高麗雉（KP）に ND 生 Vac を単回飲水
投与し、その後の抗体保有状況の調査と
抗体検査手技の検討を行った。抗体検査
は HI 試験と ELISA で実施。前者では血
清中の正常凝集素の除去が必要、後者は
必要血清量が少量で済み、短時間で多検
体を検査可能であった。また、双方の結
果には相関があった。JP の［HI 抗体価幾
何平均値：ELISA の S/P 比平均値］は投
与 10 日後［20.6 倍：2.2］、29 日後［5.3
倍：0.6］、KP では 17 日後［16.0 倍：4.0］、
40 日後［9.6 倍：1.3］で推移した。なお
投与後の雉に異常は認められなかった。
よって ND-Vac は雉の良好な抗体応答を
引き出し、安全に使用可能である。ただ
し単回飲水投与では、JP は約 150 日齢の
放鳥、KP は約 180 日齢の肉用出荷まで免
疫を維持できず、補強接種等投与プログ
ラムの検討が必要と考えられた。

Ⅶ－２ 細菌性・真菌性疾病

593.Clostridium botulinum C 型菌による
カモのボツリヌス症：山形県 上家保
高橋一希、須藤庸子

鳥類のボツリヌス症は主に環境中に広
く分布する Clostridium botulinum C 型菌
が原因と考えられ、神経症状と高い死亡
率を示す。平成 21 年 8 月、4300 羽を飼
養するカモ農場で死亡事故が続発。病性
鑑定で有意所見を認めず、脚弱と衰弱死
が主症状であったため、暑熱と密飼いが
原因と診断。二次感染防止のための抗菌
剤使用で病勢は終息したが、9 月、再び
死亡率が上昇、再度検査を実施。衰弱カ
モ血清を用いたマウス接種試験では、腹
部陥凹、後躯麻痺の特徴的症状を示し死
亡、ボツリヌスＣ型抗毒素血清で中和。
以上から、Ｃ型毒素によるボツリヌス症
と確定。対策の問題点として、①畜主が
食鳥処理許可を持つ、②鴨肉を真空パッ
クで出荷、③新敷料が入手困難、④全カ
モの一時的な移動場所がない、が挙げら
れた。①と②は保健所と協議の結果、処
理の立会いと適正な指導を依頼。③と④
は抗菌剤投与中にヨード剤で畜舎消毒を
実施。一連の対策で病勢は終息。

594.ホンシュウジカの結核病発生事例：
大阪府北部家保 田中克典
管内の動物園でホンシュウジカ（シカ）

の結核病が発生したのでその概要を報告。
平成 21 年 10 月管内動物園の獣医師より
死亡したシカ 1 頭について病性鑑定依頼

があり、検査結果は、肺に乾酪壊死巣、
塗沫標本にて抗酸菌が確認され、約 2 週
間後に Mycobacterium bovis（Mb）が分離
されたことから結核病と診断。同月に飼
育シカ全頭のツベルクリン検査（Tb）を
実施し、24 頭中患畜 3 頭、疑似患畜 2 頭
確認し、患畜、疑似患畜は全て自衛殺。
患畜 3 頭は病性鑑定を実施し、全ての組
織所見で肺に壊死巣等の病変を認め、 2
頭に抗酸菌を確認、1 頭から Mb を分離。
その後、本年 1 月にさらに 1 頭死亡。検
査結果は多数の臓器に結核病変を確認し、
Mb を分離し結核病と診断。同月 Tb を実
施したところ、18 頭中患畜 7 頭、疑似患
畜 5 頭確認。本病のまん延防止のため、
飼育シカ全頭の淘汰を指導。

Ⅶ－３ 原虫性・寄生虫性疾病

595.きじ養殖農場でのコクシジウム症の
発生と衛生対策：福島県いわき家保 小
林準

平成 18 年 6 月から 7 月にかけて、2 戸
のきじ養殖農場（飼養羽数 500 羽および
200 羽）で下痢による幼きじの死亡数が
増加。死亡率は各々 5%および 50%。糞便、
腸内容物からコクシジウムオーシスト（O
PG200 ～数万）を検出し、コクシジウム
症と診断。サルファ剤投与、畜舎の消毒
を指導。うち 1 戸は孵化率が 30%と低い
ため、孵卵方法も指導。以降はいずれの
農場も空舎期間における畜舎消毒を徹底。
サルファ剤飲水投与は１戸が現在も継続、
他 1 戸は中止するもその後の発症はなし。
低孵化率農場は 60 ～ 70%に回復。発生直
前の感染経路が不明であること、抗生物
質（サルファ剤）無添加飼料に変更した
直後の発生であること、畜舎消毒の実施
歴がなかったことから、飼料変更により
コクシジウムの潜在的汚染が顕著化した
2 例と考察。

Ⅶ－４ 一般病・中毒・繁殖障害・栄
養代謝障害

596.飼育野鳥（ヤマドリ、キジ）の幼雛
に発生した栄養性筋変性症：岩手県中央
家保 佐藤千尋、木戸口勝彰

各約 20 羽のヤマドリとキジの種鳥を飼
養する施設で、給与飼料が変更された 20
09 年 3 ～ 6 月に得た卵の孵化率（ヤマド
リ 44、キジ 20 ％）および 4 日齢までの
雛の生存率（11、0 ％）が著しく低下し、
多くの雛に孵化直後から脚弱がみられた。
種鳥に臨床異常は認められず、種鳥と雛
に抗生物質は投与されていなかった。瀕
死期の 1 日齢のヤマドリ 5 羽とキジ 3 羽
の組織学的検査により、両鳥種の雛の胸
筋と脚筋に筋線維の硝子様変性と再生性
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変化が観察された。2009 年 9 月から 6 週
間に亘り、計 24 羽の両鳥種の種鳥に、20
08 年あるいは 2009 年の飼料を給与した
後、2009 年の飼料給与後の各血清濃度を
2008 年のそれと比べた。ヤマドリ（2009
年；116.0、2008 年；176.7 ng/ml）とキジ
（74.1、99.9）のセレンが有意に低く、ヤ
マドリではメチオニン（53.3、63.5 μ M）
も低い傾向を示した。以上から、2009 年
の両鳥種の種鳥へのセレンとメチオニン
の給与不足が、本病に関与したと推察さ
れた。

Ⅶ－５ 保健衛生行政

597.HPAI 発生時の高度病性鑑定課の対応
と課題：愛知県中央家保 澤嵜裕是
平成 21 年 2 月に T 市で HPAI が発生し、

平成 20 年 4 月に新設された高度病性鑑定
課は主に三点の防疫業務を担当。一点目
は発生初期の防疫資材の調達を実施。確
定直後に不足資材の発注と備蓄資材の発
生家保への運搬を実施し、速やかな初動
防疫に寄与。現地での資材の在庫管理が
十分対応できず管理体制等に課題。二点
目は検査業務を担当。病性鑑定担当の 6
名で、7 月中旬までの約 5 か月間に延べ 6,
146 羽の家きんと 2,272 検体の環境材料を
検査。事前に 6 名全員が HPAI 検査手技
を修得していたため、多数検体にも効率
的に対応。一方で、検査の日程調整と発
育鶏卵の確保等に苦慮。三点目は家畜防
疫員の派遣調整を実施。県下全域を管轄
とする高度病性鑑定課が調整することで、
スムーズな派遣を実施。派遣者は日替わ
りの場合が多く、継続指導が必要な業務
は交替が困難で、家畜防疫員の協力体制
に課題。今回の防疫対応を踏まえ、県対
策集の改正と多数検体に対応できるふ卵
器の整備を予定。

598.うずらの高病原性鳥インフルエンザ
(HPAI)発生農場の防疫活動：愛知県東部
家保 藤田秀樹、上島貴吉

平成 21 年 2 月 27 日に豊橋市でうずら
の HPAI が発生。その後、3 月 29 日まで
に計 7 農場で発生を確認。全ての発生農
場での防疫措置完了までに約 5,000 人を
動員し、約 160 万羽の殺処分を実施。初
動防疫、評価実施後に殺処分、汚染物品
等の処理を実施。殺処分には炭酸ガスを
使用。殺処分したうずら、卵の処理は、
発生確認時、豊橋市の焼却炉が点検中の
ため早急な焼却処理は困難と判断し、 2
例目までは埋却処理、3 例目以降は豊橋
市の協力を得て焼却処理を実施。鶉ふん、
飼料は、埋却処理、焼却処理の他に発酵
消毒処理を実施。農場等の消毒には、逆
性石けん液、消石灰を使用。防疫活動に

おける問題点として、消毒薬の飛散によ
るキャベツ等農作物の被害。発生農場で
の作業に固定した人員が確保できず、作
業の指示等全てが家畜防疫員に集中。短
期間に 7 農場の発生があり、 大 3 農場
同時に防疫活動を実施したため、機材、
資材、家畜防疫員の人員が不足。

599.HPAI 発生に伴う移動制限と例外適用
による物品移動への対応：愛知県中央家
保 浅田尚登

2009 年 2 月のうずら農場での HPAI 発
生事例では移動制限措置が 長 73 日間に
及び、移動制限の例外適用協議(協議)を
経て多様な形態で物品が移動。家きん卵
出荷監視検査を発生直後に実施し移動制
限区域（区域）外の GP センター等向け
出荷、直販が再開。一部滞留卵は焼却処
理施設に搬出。多くの農場で家きん排せ
つ物を農場内保管できず、区域内・外の
堆肥化施設等に搬出。卵、排せつ物とも
施設の交差汚染防止措置、移動時の散逸
防止措置の確認に多数の家畜防疫員が従
事。特にうずら糞では発生農場の糞を処
理するため、区域内の堆肥化施設を発酵
消毒施設と位置づけ、入構車両、発酵状
況を継続監視。うずらを除く生鳥の区域
外出荷、採卵ひなの区域内移動は農場の
清浄性確認に加え移動直前に家きんの清
浄性を確認して協議。移動時の家畜防疫
員同行も求められ、食鳥処理場の交差汚
染防止措置確認、検査、移動監視に携わ
る家畜防疫員の確保、調整に苦慮。

600.移動制限措置により発生した滞留卵
のゆで加工処理による効果：愛知県中央
家保 杉本篤紀、志村秀樹
平成 21 年 2 月、3 月にＴ市のうずら

農場で HPAI が発生し、家きん卵等の移
動制限が実施され、血清抗体検査のみ
陽性となった 4 農場では、疑似患畜と決
定されとう汰されるまで、大量の生卵
（以下、「滞留卵」という。）を農場に
抱えた。Ｔ市焼却施設のガス化溶融炉
は自動化された粉砕・投入工程の消毒
が困難なため使用できず、専ら直接投
入口のあるストーカ炉で処理した。滞
留卵も汚染物品に準じて扱うよう求め
られた。ストーカ炉へ投入できる日量
は限られており、滞留卵をガス化溶融
炉で処理するために、ゆで加工による
処理を試みた。ゆで加工装置は、循環
型ボイラーにより水温約 85 ℃の水槽内
に生卵約 200Kg ／回を投入し、10 分程
度でゆで卵とし、一般廃棄物と同様に
ビニール袋に入れ、ガス化溶融炉で焼
却した。その結果、第 4 例目の滞留卵約
20 ｔを 4 日間で処理することができ、
汚染物品を迅速に処理し、防疫措置の
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早期完了につなげることができた。

601.うずらの高病原性鳥インフルエンザ
発生農家の経営回復に向けて：愛知県東
部家保 兼子松義、岸茂行

H7N6 亜型（弱毒タイプ）の高病原性
鳥インフルエンザが発生した豊橋市のう
ずら農家 7 戸の経営回復を支援するため、
関係機関等による「愛知のうずら再生研
究会」が発足。その後、「愛知県うずら資
源増殖回復推進協議会」に移行し、一般
流通のないモニター家きんの供給方法、
種卵の確保等の具体的な実行計画を検討
した。また、発生農家に対する経営支援
の助成は家保が中心に実施し、主な助成
は 9 月末までに終了。一方、経営再開の
ために、(1)環境検査（7 戸の 38 棟、2,24
1 検体のウイルス分離検査）、（2）モニタ
ー家きん検査（飼育期間：うずら 大 6
週間、検査 2 回実施）を実施。すべて陰
性となり、発生農場の清浄性を確認。現
在、県内外からの種卵を導入、ふ化後、
各農場にひなが導入されている。平成 22
年 4 月下旬までには、すべての発生農家
が発生前の飼養羽数に回復する予定であ
るが、「いかに商圏を回復させるか」、こ
の点が経営回復の重要なポイントとなる。

602.放鳥用きじ育成場における衛生対策
指導：滋賀県家保 浅井素子、工藤善民

平成 20 年 12 月、家畜伝染病予防法施
行令が改正され、高病原性鳥インフルエ
ンザ(HPAI)の対象家畜にきじ、だちょう、
ほろほろ鳥が追加された。そこで県内の
きじ飼養場についても昨年 2 月より衛生
対策指導を開始。HPAI 発生予防対策につ
いては現状を確認し、改善点について指
導。強化モニタリングとして鳥インフル
エンザ血清抗体検査を実施。また、ニュ
ーカッスル病(ND)や鶏痘の感染報告もあ
るため、ワクチン接種について検討。Ｎ
Ｄ生ワクチン飲水投与後とオイルアジュ
バント加不活化ワクチン筋肉内注射後の
HI 抗体価の推移を調べたところ、飲水投
与では一旦上昇するが 42 日後に幾何平均
値(GM)が 4.0 まで低下、一方オイルワク
チン接種では 129 日後でも GM22.6 であ
ったことから、放鳥前にはオイルワクチ
ン接種が望まれる。また、鶏痘ワクチン
を翼膜穿刺接種したが発育等には影響が
なく安全であった。結果をふまえワクチ
ンプログラムを作成予定。

603.ダチョウ牧場における衛生対策の取
り組み：岡山県岡山家保 田中静香、多
賀伸夫

ダチョウは飼料効率が良く、肉・卵・
皮も利用価値があり、全国的に飼養羽数
が増加。反面、鶏に感染する多くの病原

体に感受性が高く、平成 20 年 11 月家畜
伝染病予防法施行令改正により高病原性
鳥インフルエンザ（以下、ＨＰＡＩ）の
対象家畜に追加。そこで、管内ダチョウ
牧場に対しＨＰＡＩ対策を基本とした飼
養衛生管理指導と採血方法、ニューカッ
スル病（以下、ＮＤ）検査方法を検討。
結果、避難舎と防鳥ネットの設置、点眼
・飲水によるＮＤワクチン接種が実現。
採血は成鳥 13 羽について、頭部の目隠し
による右側頚静脈より実施。興奮すると
頸が膨らみ血管の怒張を確認しづらくな
る等の問題点も浮上。また、ダチョウの
ＮＤ検査方法は十分確立されてないため、
ＨＩ検査における血清の前処理を検討、
血球処理血清と無処理血清とも同一の抗
体価判定が行えることが示唆され、今回
ワクチン接種による明らかな抗体価の上
昇を確認。今後ともこれら取り組みを継
続し、本牧場衛生管理の強化を図る。

604.動物由来感染症監視体制整備事業（教
育現場型）における効率的・効果的な事
業推進の取り組み：熊本県城北家保 廣
嶋精哉、早田繁伸

事業をより効率的・効果的に推進する
ため 20 年度から以下のように方法を見直
し、成果を得た。①モニタリング調査：
従来家保が行っていた調査校の選定を教
育事務所に依頼した結果、学校側の希望
を広く組み入れ、地域全体の取り組みと
することが出来た。②推進会議：従来家
保が招集・開催していた会議を教育事務
所協力の下校長会又は教頭会の中で開催
し、2 年間で管内全ての教育事務所、教
育委員会、小学校へ事業概要を周知。③
小学校講習会：当家保独自の取り組みと
して実施してきたが、教育事務所等を通
じた積極的な開催呼びかけにより 20・21
年度に計 3 校で開業獣医師の協力も得て
実施。④アンケート実施：管内全 110 小
学校への調査の結果、病傷時の対応に苦
慮している事等、飼養概要や問題点を把
握。⑤診療体制の整備：管内４獣医師会
支部の協力を受け、各支部内に小学校か
らの相談窓口を整備。今後は幼稚園、保
育園を含めた教育現場全体の保健衛生向
上を図る。

605.海面養殖業の水産用医薬品使用状況
調査：宮崎県延岡家保 清武真、岩切徳
康

水産用医薬品（水産薬）の使用状況調
査と適正使用の啓発を実施。使用状況調
査は、毎月 1 回、水産試験場(水試)の養
殖業者巡回指導に同行。魚病発生状況、
水産薬購入、使用、保管状況を調査。水
産薬販売業者も薬事立入を実施。養殖業
者は、カンパチ、マダイ、シマアジ等を
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養殖。養殖業者はワクチンを水試から水
産用ワクチン使用指導書の交付を受けて、
適正に購入。魚病治療の抗菌製剤等は、
水試や水産薬販売業者の診断結果や養殖
業者の経験に基づき、購入、使用。水産
薬販売業者は、県内 2 業者、県外 4 業者。
養殖業者は、使用規制省令を遵守し、出
荷時には投薬記録を申告。養殖業者及び
業界の抗菌製剤残留防止意識は高い。ま
た、養殖種苗生産、養殖技術開発を行う
財団から、水産薬適正使用継続のために
診療可能な獣医師確保の相談を受け、家
保が開業獣医師を紹介、獣医師は診療を
受諾し、協会事業に協力。新たな獣医療
分野となった。今後も水試と協力して水
産薬の適正使用を指導。

Ⅶ－６ その他

606.フランスガモのパスツレラ症発生と
生産再開に向けた取り組み：秋田県中央
家保 小野寺亨、小松咲

平成 20 年 12 月、管内Ａ地区の地域特
産物であるフランスガモ 890 羽を飼養す
る農家で死亡及び衰弱による処分羽数が
10 日間で 87 羽（うち１鶏舎で肥育用約 9
0 日齢 315 羽中 86 羽）。初動で鳥インフ
ルエンザを想定し対応。病性鑑定により
パスツレラ症と診断。出荷遅延による商
品価値の低下とまん延防止のため、残っ
た 803 羽を自主的にとう汰。とう汰に当
たっては家保が協力。発生要因は見学者
立入時のストレスと飼養環境悪化と推察。
平成 21 年、生産再開にあたり、家保は農
家が も懸念した衛生対策を飼養衛生管
理基準に基づき指導するとともに関係機
関と連携し支援。結果、７月の飼養開始
以降、疾病の発生はなく 11 月から出荷開
始。地域特産物の生産振興のため、今後、
フランスガモの疾病情報の収集と分析を
行い、農場の衛生管理の水準向上と維持
を進め疾病の発生防止と生産性向上を図
る。

607.野生イノシシにおける豚疾病抗体保
有調査：茨城県県北家保 田辺ひとみ、
高橋覚志

近年、野生イノシシが増加し、豚への
伝染病の伝播が危惧されていることから、
平成 21 年 4 月から 10 月に捕獲されたイ
ノシシ 126 頭分の血清で以下の 6 疾病に
ついて抗体検査を実施。豚コレラおよび
オーエスキー病は全て陰性、豚繁殖呼吸
障害症候群は 2 頭陽性(1.6%)、豚丹毒は
124 頭陽性(98.4%)で、幾何平均(GM)値
は 25.7 倍、アクチノバシラス・プルロニ
ューモニエ 2 型感染症は 122 頭陽性(96.8
％)で、GM 値は 26.8 倍、トキソプラズマ
病は 7 頭疑陽性(5.6%)、12 頭陽性(9.5%)。

以上のことから、イノシシにも各種豚疾
病が感染しており、豚への伝染病伝播の
危険性は否定できず。このことから、養
豚農家への野生動物侵入防止を含めた飼
養衛生管理基準の遵守の指導を実施予定。
また、公衆衛生上重要な疾病も感染して
いることから、猟友会へイノシシのと畜
および喫食についての注意点も今後啓発。
さらに、今後もイノシシについての各種
疾病のモニタリングを継続。

608.野生イノシシの抗体保有状況調査：
千葉県南部家保 倉地充、吉田喜一郎

近年、県内における野生イノシシの捕
獲頭数は増加しており、豚との接触が危
惧されている。管内において過去 3 年間
に捕獲されたイノシシ血清 150 検体につ
いて豚疾病抗体保有状況を調査。検査は、
ELISA 法で豚コレラ（HC）・豚繁殖呼吸
障害症候群（PRRS）、ラテックス凝集反
応でオーエスキー病（AD）・豚丹毒（SE）
・アクチノバチルス 2 型（AP2）・トキソ
プラズマ病（TOX）、HI 試験で豚の日本
脳炎（JE）を実施。HC・AD は全頭陰性。
その他の陽性率は SE 100%・AP2 99.3%
・TOX 3.3 ％・PRRS 2.7 ％・JE 54.7 ％。
JE については毎年陽性率が上昇し、平成
21 年度は 72 ％。イノシシが豚と共通す
る疾病抗体を保有していることが判明。
イノシシと豚との接触防止が豚疾病予防
上重要であり、養豚農家へ野生動物等の
侵入防止を含めた飼養衛生管理基準の遵
守を啓発していくことが大事。

609.長良川鵜飼の鵜における衛生検査お
よび病性鑑定状況：岐阜県岐阜家保 杉
山裕司、澤田幹夫
長良川鵜飼は 1300 年ほど前より行われ

ている伝統的な漁法を今に伝える観光と
して実施されており、宮内庁式部職の鵜
匠 6 名が、常時 130 羽の海鵜を飼育管理。
当所は昭和 44 年に設立された「鵜の保護
対策協議会」のメンバーとして約 40 年間、
鵜飼開始前の春、鵜飼終了後の秋及び新
鵜導入時の年 3 回、定期的に飼育施設に
立ち入り、血液検査、糞便検査及びワク
チン接種の指導を実施。また年間を通し
て、異常の見られた鵜については病性鑑
定を行い、適切な飼養衛生管理指導を実
施。近年では導入元の茨城県での鳥イン
フルエンザ対応、捕獲された新鵜の現地
におけるニューカッスル病対策及びサル
モネラ感染症対策を実施。寄生虫につい
ても昨年度本格的に駆虫対策を実施。今
後も鵜の衛生指導に積極的に関与し、長
良川鵜飼という地域伝統産業を側面から
支援して行きたい。

610.新設ダチョウ飼育場の衛生指導：大
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阪府南部家保 別井愛理子、西田眞治
ダチョウは、アフリカ原産で成鳥にな

ると身長 2m を越える世界 大の鳥類で
ある。現在、国内では約 4500 羽が飼養さ
れ、卵・肉・皮などの生産物が利用され
ている。平成 20 年度、家畜伝染病予防法
が改正され、ダチョウを含む 3 種が新た
に高病原性鳥インフルエンザ(HPAI)及び
死亡羽数報告徴求の対象家畜に追加され
た。昨秋、府内で初めて採卵目的のダチ
ョウ飼育場が新設された。本飼育場は原
則 3 日齢から 2 週齢の雛を導入し、幼雛
から中雛までの 6 ヶ月間は屋内の育雛舎
で飼育し、その後は屋外で放牧を予定し
ている。今回、当所では以下の衛生指導
を実施。① HPAI 対策 :落下糞によるウイ
ルス検査、死亡羽数報告徴求等を指導。
②ニューカッスル病ワクチン投与 :鶏用生
ワクチンの点眼等による接種を指導。③
排泄物の処理 :堆肥化による適正処理を指
導。本飼育場が今後も増羽予定であるこ
とから、HPAI 対策の継続・強化や、ワク
チン効果判定方法の検討など、衛生指導
強化に取り組みたい。

Ⅷ 共通一般衛生

Ⅶ－１ 細菌性・真菌性疾病

611.リアルタイム PCR を用いた大腸菌毒
素遺伝子の迅速検出法の検討：大阪府南
部家保病性鑑定室 大塚宏美

リアルタイム PCR 法では、電気泳動、
染色等の時間が不要なため、大腸菌毒素
遺伝子のより迅速で簡便な検査法として
検討。【材料と方法】平成 12 年から平成
20 年までに分離された大腸菌 110 株から
熱抽出法により DNA を抽出。対象遺伝子
は VT1、VT2、VT2e、LT、ST、ST1、ST
2、eae、EAST1。リアルタイム PCR 法は
SYBR Green Ⅰを用いたインターカレー
ター法で実施し、経済性、所要時間、簡
便性の点で PCR 法と比較検討。【結果】
プライマーの組み合わせにより、36 通り
中 20 通りの 2 項目同時検出が可能。PCR
法と比較して、経済性については、ほぼ
等価。所要時間は、リアルタイム PCR 法
では 70 分で検出でき、約 2 時間短縮。簡
便性については、反応条件を一つにまと
め、省力化に繋がった。また、各増幅遺
伝子の Tm 値はほぼ一定の値を示し、判
定容易と思われた。【考察】リアルタイム
PCR 法を使用することにより、より迅速、
簡便に検査できるようになった。他の遺
伝子についても検討していきたい。

612.既存プライマーを用いた炭疽菌リア
ルタイム PCR 法の検討：広島県西部家保

河村美登里、兼廣愛美
炭疽菌同定における PCR 法の既存プラ

イマーが、リアルタイム PCR 法（ｒ PCR
法）に応用可能であるか検討すると共に、
各方法を比較。プライマー Ba813（Ramis
se ら）によるｒ PCR 法は、炭疽菌の Tm
値=77.9 ℃を安定的に再現可能であり、菌
株同定に有用。InstaGene 抽出法の併用に
より、炭疽菌 102cfu/ml 以上を検出可能。
一方、極わずかな非特異的増幅が認めら
れ、引き続き抽出法や増幅条件の検討が
必要。血液中の 102cfu/ml 以上の炭疽菌を
検出可能であり、臨床材料におけるｒ PC
R 法を用いた診断法の有用性を示唆。ｒ
PCR 法は、検出限界値、検査所要時間、
諸費用のすべてにおいて PCR 法より優
れ、より経済的で迅速かつ正確な検査が
実施可能であることを示唆。本試験を基
礎データとし、今後、指針に準じた感染
防御抗原及び莢膜抗原遺伝子検出の検討
と、野外材料における特異性の検証が必
要。さらに、種々の細菌性疾病における
補助的診断法としても、ｒ PCR 法活用を
検討予定。

613.病性鑑定で診断した家畜のクロスト
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リジウム病：徳島県徳島家保 柏岡静、
棚野光晴

過去 3 年間に急死あるいは皮膚病変が
みられ、レビーゲル染色にて有芽胞菌が
確認された 4 症例について病性鑑定を実
施。症例 1：ブロイラー 52 日齢皮下赤色
膠様浸潤。臓器、皮下より Staphylococcus
hyicus(S.hyicus)のほか Clostridium septic

um(C.septicum)が分離。壊疽性皮膚炎と
診断。症例 2：母豚(3 産)流産後死亡。肺
より Pasteurella multocida 分離、臓器の直
接蛍光抗体法(FA)より C.septicum に特異
蛍光を発する桿菌確認。豚パスツレラ症
と悪性水腫の合併症と診断。症例 3：乳
雄去勢 7 ヶ月齢導入後突然死亡、臓器泡
沫様(ガス産生)、血液、脾臓より C.septic
um 分離、FA で特異抗原検出。悪性水腫
と診断。症例 4：F1 牛 21 ヶ月齢発熱起立
不能後急死、筋肉暗赤色肩部捻発音、筋
肉より C.perfringens A 型を分離、組織培
養液 FA で C.chauvoei に特異蛍光を発す
る桿菌確認。発生後の検査では C.perfring
ens、C.chauvoei に高い抗体価がみられ総
合的に気腫疽と診断。FA は嫌気性菌分離
が難しい症例や迅速診断が必要な疾病に
ついて有用と思われる。

Ⅷ－２ 生理・生化学・薬理

614.高速液体クロマトグラフィーを用い
た飼料中のβカロテン測定条件の検討：
島根県家畜病鑑室 濱村圭一郎、安部茂
樹

従来、高速液体クロマトグラフィーに
よる飼料中のβカロテン含有量測定の移
動相は、脱気等の調整が必要である「メ
タノール：アセトニトリル＝ 30：70」の
組み合わせで実施。アセトニトリルは急
性毒性があり、生産量・在庫量の減少に
伴う価格が高騰していることから、移動
相をメタノールのみとする測定条件を新
たに検討。分析カラムに shim-pack XR-O
DS（2.2 μ m、75mm × 4.6mmID）を用い、
移動相の流速 2.2ml/分としたところ、リ
テンションタイム 8.3 分で飼料中βカロ
テンの測定が可能。従来条件と比較の結
果、高い相関が得られ(r=0.9987:ｎ＝ 16）、
再現性試験(n ＝ 5)の結果も高い再現性を
認めた（変動係数：1.37 ～ 4.03 ％）。こ
の検討条件は血中βカロテン濃度測定へ
も応用が可能。βカロテン含有量がロッ
ト毎にバラつく粗飼料が給与される肥育
前期のビタミン A 量を個体と飼料の両面
から総合的に数値化できることから、よ
り適正な農家指導に役立てることが可能。

615.抗 IgG 染色を用いた家畜の甲状腺疾
患診断についての検討：徳島県徳島家保

山本由美子、棚野光晴

平成 21 年度当所に病性鑑定依頼があ
り、病理組織学的検索を行った検体のう
ち、甲状腺に組織学的異常のみられた牛
4 頭、豚 2 頭、正常であった牛 1 頭、豚 1
頭について、免疫組織化学法（SAB 法）
による抗 IgG 染色を行った。このうち、
豚 1 頭で甲状腺全域のコロイドに陽性所
見が認められた。当該豚は妊娠後期の母
豚であり、解剖所見としては肺水腫がみ
られたが、その原因については不明であ
った。ヒトでは甲状腺機能亢進症の大部
分が自己抗体免疫グロブリン（IgG）によ
るバセドウ病といわれており、今回陽性
を示した豚においてもバセドウ病が疑わ
れた。家畜においては甲状腺疾患の報告
は栄養性の甲状腺腫が殆どであり、甲状
腺ホルモンの定量なども行われていない。
しかし、組織学的に濾胞上皮の立方化や
過形成がみられる症例は多く、今後症例
数の蓄積や血液検査データとの照合を行
うことで、甲状腺疾患の診断につなげて
いきたい。

616.温度感作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。平成 20
年度には直射日光での影響調査を実施し
遮光の重要性を確認。今回、遮光状態で
の温度感作による血清中ビタミンＡ濃度
への影響を調査。感作時間は 0 分から 60
分まで、5 分間隔で検体を採取。対照区
は 28 ℃の室温とし、試験区に 37 ℃区、5
6 ℃区を設定。検体数は、各 78 検体の計
234 検体について実施。測定機器は島津
社製ＨＰＬＣシステムを使用。結果、調
査開始 0 分では試験区約 92IU ／ dl、対照
区約 94IU ／ dl から、56 ℃区では 15 分感
作で約 82IU ／ dl、30 分感作で約 57IU ／
dl に減少、37 ℃区では 60 分感作で約 79I
U ／ dl に減少。対照区は 60 分感作で約 9
0IU ／ dl。結果から、夏季での輸送時等
には保冷の重要性を再確認。今後、全血
における影響を推測できるような調査が
必要。

Ⅷ－３ 保健衛生行政

617.上川管内畜産物安全性確保対策推進
協議会の活動と成果：北海道上川家保
稲畑良、清原博光

平成 12 年 7 月、管内生産・加工・流通
サイドの機関・団体等で構成する「上川
管内畜産物安全性確保対策推進協議会（協
議会）」を設立し、個別に実施している安
全性確保対策を有機的に連携。結果、農
場 HACCP 方式のモデル導入（68 戸)の推
進、ポジティブリスト制度の検証では、
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動物用医薬品使用歴の記帳率は 12 年度 4
1 ％から 20 年度 77 ％に増加。動物用医
薬品や注射針等の残留事例の原因究明と
要因分析による再発防止活動の定着。疾
病に対する危機管理及び情報収集・提供
活動の定着により管内 BSE 発生時におけ
る風評被害の防止や市町村単位での高病
原性鳥インフルエンザ防疫マニュアルの
策定など危機管理体制の整備が進展。今
後も、ボーダーレス化時代へも対応でき
るよう協議会活動を一層活性化し、安心
・安全な畜産物の生産・加工・流通を促
進。

618.畜産非専業・企業畜産立地地域の家
畜自衛防疫組織の問題点と強化：北海道
胆振家保 依田剛、中野良宣

管内は道内有数の工業地域。近年畜産
農場が減少する一方、企業畜産（企業）
が増加。4 市 7 町に 12 家畜自衛防疫組織
（自防）があるが、農場減少や企業加入
が少なく地域畜産全体を包含していない
ことなどにより、自防活動の弱体化及び
認識低下が懸念。当所は自防活動の強化
を提案。L 自防：年次総会で町内企業、
動物検疫所の出席要請を提案し、町内畜
産関係者全体の交流の場に転換。C 自防
：3 町 1 地区 4 自防を 1 農協事務局が運
営。農場減少で行政単位組織の維持困難
となり、関係者の関心低下が見られたこ
とから、組織の一本化と事務局の強化を
提案。平成 21 年 4 月に新組織が発足し、
協議会形式の自防に転換。 J 自防：農協
が事務局を持ち農協組合員を対象に活動。
町内には組合員外畜産が多く、地域一丸
の自防へ転換を提案中。当所の提案によ
り、管内自防は全体を包含するものとな
り活動が強化されたことに加え、各地域
の自防は地域畜産全体の交流の場となり
うる可能性が示唆。

619.管内における指示書発行状況と動物
用医薬品使用状況：茨城県県南家保 中
村正成

平成 19 年 4 月から平成 21 年 9 月末ま
での管内における指示書発行状況と動物
用医薬品使用状況を調査。各年度の指示
書発行件数、指示書発行先農場数は減少、
指示書提出獣医師数は変化なし。指示書
発行件数のうち 8 割以上が豚を対象とし、
その割合はさらに増加傾向。そこで、豚
を対象に発行された指示書の内容につい
て調査したところ、対象医薬品は抗菌剤
及びワクチンが大半であった。抗菌剤で
は呼吸器病と消化器病を対象とした指示
書の割合が 90%を占めており、そのうち
呼吸器病はやや減少傾向にあるが 70%代
で推移。消化器病は新たに抗原虫薬が販
売されたため 19%から 25%へ増加。ワク

チンでは呼吸器病を対象とした指示書の
割合が 50%以上。20 年度下半期ではサー
コウイルスワクチンの流通により、さら
に 1 割以上の増加。これらの結果、管内
養豚農家では呼吸器疾病対策が問題にな
っていることが判明。今後当所では動物
用医薬品の効果を高めるためにも飼養衛
生管理対策を指導、生産性の向上に役立
てる。

620.飼育動物診療業務におけるコンプラ
イアンスの取組み：千葉県中央家保 佐
藤典子、乾昭志

当所管内の飼育動物診療施設は 389 ヶ
所であり、県下の約 60 ％を占め、獣医事
業務は主要な業務である。飼育動物診療
施設（以下、診療施設）の管理者は高次
の責任があり、コンプライアンスが強く
求められている。昨年度報告した診療施
設アンケート調査では家保に対し「法令
改正等の解説指導を望む」要望があり、
本年は特に獣医療法施行規則が改正（放
射線防護等の基準整備など）されたこと
から、施設の管理者に対し届出・被爆対
策・記録管理等重要なＸ線等の設備につ
いて、リーフレットの配布を行い周知し
た。また、県獣医師会支部単位での放射
線防護講習会を実施。その結果、獣医療
法細部の理解と放射線防護の重要性が再
認識できたと好評であり、放射線の安全
な取扱・管理と届出事務等について啓発
することが出来た。今後も獣医療法等に
対するコンプライアンスを高めるため、
獣医師会等と連携し獣医療の充実に努め
たい。

621.家畜保健衛生所の組織再編と新たな
取組み：神奈川県県央家保 牧野敬、安
藤正樹

当所は平成 21 年 4 月から、2 家畜保健
衛生所及び家畜病性鑑定所を統合し、業
務を開始。所管区域は 6 市 1 町 1 村から
12 市 2 町 1 村に拡大、家畜伝染病発生時
には、より多くの関係機関との緊密な連
携、迅速的確な対応が必要。また、都市
部などでは畜産行政に対する県民の理解
と協力も必要。そこで、①関係機関との
連携強化、②県民への家保の業務及び県
内畜産業に関する啓発活動、③情報発信
の強化に取組んだ。①では県政総合セン
ター等との連携を図り、高病原性鳥イン
フルエンザ発生時の訓練を実施。35 関係
機関が参加し、各機関の役割を再確認。
②では施設見学受入れ等により、9 ヶ月
間で 35 回、1,098 名が来庁し、家保の業
務等を紹介する機会を得た。③ではホー
ムページを開設し、各種情報を発信。今
後もこの様な取組みを継続的に発展させ、
県の防疫体制の強化を図ると共に、県民
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に対し、安全・安心の取組み等について
情報を発信する事で理解醸成を図る。

622.家畜保健衛生所再編整備に伴う業務
対応：神奈川県湘南家保 後藤裕克、草
川恭次

平成 21 年 4 月 1 日、家畜保健衛生所（家
保）再編整備により県南西部の 2 家保を
統廃合し、“新”湘南家保が業務を開始、
獣医師職員数は 20 名から 16 名に削減。
統廃合に伴い、県民の利便性を確保する
目的で西部出張所を設置、本所には企画
指導課と防疫課を設置。業務分担では防
疫･衛生指導業務を防疫課に集中、その他
の業務を企画指導課に分離、西部出張所
は地域の特性に特化した業務を担当。防
疫・衛生指導業務の効率化と対外的な行
政サービス対応を意識した組織とした。
新体制にはメリットがある一方で、デメ
リットもあり対応を模索。新体制を生か
すために も重要な事項は各担当者間の
情報共有や連絡調整で、所内の連絡体制
整備以外に、各家保職員が「情報共有化
を担っている」という認識を持ち続ける
ことが必要。今後も、農家対応を主軸と
する一方で、新たな県民ニーズに対応す
るべく試行錯誤を繰り返し、現体制の熟
成を目指す。

623.新型インフルエンザに係る家畜保健
衛生所の役割と対応：山梨県東部家保
北島淳子、駒井文彦

県は新型インフルエンザ対策として行
動計画を策定し、発生予防及び感染拡大
の防止等について具体的な対応を示して
いる。新型インフルエンザが 21 年４月海
外でヒトに発生したことから、家保は高
病原性鳥インフルエンザと合わせ豚イン
フルエンザの防疫措置についても対応し
ている。家保の役割としては、新型イン
フルエンザの未発生期から発生初期であ
る海外発生期までの段階における農場立
入検査、ウィルス検査、病性鑑定等によ
る監視の強化や各農場への飼養衛生管理
指導、発生時の防疫措置等が示されてい
る。本年度の対応としては、豚インフル
エンザの発生に対し養豚場の緊急調査や
情報提供による衛生管理対策と風評被害
の防止等を実施し、高病原性鳥インフル
エンザについては国内（愛知県）での発
生に伴う緊急調査と情報提供、モニタリ
ング及びサーベイランスの拡大による監
視検査の強化、各農場への飼養衛生管理
指導と月ごとの死亡羽数報告徴収拡大、
発生時の防疫措置等を関係者に普及啓発
するための防疫演習の開催などを実施し
た。

624.家畜伝染病発生地図表示システムを

利用した防疫マップの作成：山梨県西部
家保 松下摩弥、清水景子

家畜伝染病発生時の迅速な初動防疫対
応には、通常から各農場位置、頭羽数、
飼養形態等の把握が必要。現在、独立行
政法人農業・食品産業技術総合研究機構
動物衛生研究所は「危機管理型家畜伝染
病発生地図表示システム ver.3（地図シス
テム）」を配布。当所でも、より正確な農
場位置把握のため、今年度地図システム
を採用。従来利用してきた防疫マップは、
画像処理した 10 万分の１の地図上に、描
画機能を用いて農場をプロットして使用。
そのため、①プロットする点では一点の
特定が困難、②正確な移動制限等の設定
には実際の地図上で作業が必要、③画像
が動きやすい、④データ修正が手間、⑤
他県等との互換性の無さ、等が問題点。
地図システム導入に伴い、管内各畜種農
場・ＧＰセンター・と畜場・食肉処理場
・関係機関をプロット。指定距離での円
描画・円内に含まれる農場数等のデータ
集計や緊急連絡先のリストアップの対処
に備えた。また農場毎のホルダーを作成、
緊急時の更なる迅速対応に備え、前もっ
てのデータ集計による準備を実施。今後
は既存の対策ファイルの利用、他県との
連携等を含め、防疫対策に役立てる方向。

625.動物用医薬品指示書の提出状況と問
題点：静岡県中部家保 池谷昌久、望月
敬司

動物用医薬品指示書（指示書）が家畜
保健衛生所に提出されるようになって 5
年が経過したため、問題点を把握し、適
切な指示書の発行及び農家での医薬品の
適正使用を図ることを目的に提出状況と
記載内容を調査。平成 16 年 9 月から 21
年 9 月までに 9 人の獣医師が計 6,151 枚
を提出。うち 2,695 枚（43.8%）が管内農
家に交付され、畜種別では豚が 54.1%、
採卵鶏が 24.3%、肉用鶏が 16.9%。医薬品
の種類別では抗菌性物質が 48.8%、ワク
チンが 44.0%。一方、管内農家に交付さ
れた指示書の記載内容では、1,460 枚（55.
4%）に記載漏れ等の不備がみられ、項目
別では対象家畜の年齢（52.1%）、休薬期
間（ 23.4%）、投薬期間（ 18.8%）等が多
く、これらの不備は獣医師による差が大。

626.飼育動物診療施設監視状況および指
導体制の確立：滋賀県家保 山中美佳、
谷庸子

獣医療を取りまく社会的ニーズが複雑
化かつ多様化する中、関係法令が整備さ
れてきた。適正な獣医療の提供を図るた
め、飼育動物診療施設の定期的な監視を
行ってきたが、指導内容の改善が見られ
ない施設が増加。指導項目の多くは動物
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用医薬品関係および放射線関係。今年度
から監視体制を見直し、項目毎に指導体
制を整備。注意書発行など改善の見られ
ない施設の措置を決定。また、改善状況
の年度内確認を実施。今年度は 49 施設の
立入検査を実施。次年度立入検査対象と
なる改善が必要な施設は 31 施設、注意書
の発行を行った施設は 7 施設。そのうち
11 施設については年内に改善（改善率：
約 35%）を確認。指導内容および改善項
目の多くは「毒・劇薬の区別保管」、「変
更未届出」。注意書を発行した施設も、期
日を設けることにより改善の必要性が理
解され、期日内の改善が行われた。今後
も監視を継続し、開業獣医師に対して法
令の理解と法令遵守の徹底を図る。

627.道州制を見据えた新しい家畜衛生推
進体制－県境防疫連絡協議会 30 年の歩み
－：福岡県筑後家保 投野和彦

昭和 55 年に当所と熊本県城北家保との
間で県境防疫連絡協議会が立ち上げられ、
年１回交互に会議を開催。今年度 30 周年
を迎えたことから、その歩みを３つの期
間に分けて振り返り、今後のあり方につ
いて検討。創生期（昭和 55 ～ 63 年）と
成長期（平成元～ 10 年）は２日間開催で、
牛の異常産発生状況や自衛防疫指定獣医
師制度、オーエスキー病防疫対策、受精
卵移植、家畜及び死亡獣畜の流通状況な
どを協議。激動期（平成 11 ～ 20 年）は
日帰り開催となり、豚コレラ撲滅体制確
立事業やヨーネ病検査、口蹄疫や牛海綿
状脳症、高病原性鳥インフルエンザ、馬
インフルエンザの防疫対応などを協議。
変革期（平成 21 年～）は、これまでの相
互信頼関係を維持しつつ、さらに大きな
枠で防疫体制を構築していく必要性あり。
より専門的で人材も限定されている家畜
衛生分野は、道州制に向けての考え方や
具体的な行動も進めやすく、特に本協議
会は技術者同士が話を酌み交わすことの
できる重要な場となる。

Ⅷ－４ 畜産技術

628.家畜ふん堆肥の品質改善に向けた
取組み：福井県家保 山口茂

家保では、堆肥を生産している畜産
農家（農家）で昨年度より、その品質
改善に取組んでいる。堆肥の調査は乳
牛、肉牛、養豚の各農家３戸において、
水分や温度などの項目で実施。今年度
は発酵の進行を知るために、堆肥中の
易分解性有機物量の変化を把握できる、
山田らの透視度とホルモル窒素による
堆肥熟度の簡易推定法（群馬畜試研報、
6、83 － 89、1999）で熟度を判定。こ
の評価法は，牛ふん堆肥と豚ふん堆肥

を検査対象とし、特別な測定器具を要
しないで、広い範囲の熟度を短時間に
判定できる利点がある。熟度を水抽出
液の透視度により検査した結果、牛ふ
ん堆肥はいずれも一次発酵中で、豚ふ
ん堆肥はほぼ完熟と判定。この養豚農
家は、昨年度の調査結果が一次発酵中
であったことに比べて、今年度は品質
を改善。以上の品質調査の結果を基に、
各農家で堆肥の切返しや施用時期など
を指導。さらに多くの事例で、その品
質を改善できるように図りたい。

629.簡易測定機器を用いた畜舎排水の窒
素成分の低減指導：岐阜県東濃家保 中
西寿男、古田淳

一般の畜産農家（特定事業場を言う）
が守るべき窒素成分の排出基準は硝酸性
窒素と全窒素がある。土壌診断の簡易測
定機器（商品名；RQ フレックス）は、安
価で操作が簡単で、かつ、窒素成分の分
解過程が測定できる。演者らは 2000 年に
硝酸性窒素と全窒素は極めて相関が高い
（Ｒ２＝ 0.965）ことを報告。本年度の結
果では硝酸性窒素と全窒素の基準値を上
回る数値はなかったが、窒素の分解過程
でアンモニア態窒素の数値で高い異常値
を示す所が２農場あり、改善指導を実施。
MLSS（活性汚泥濃度）は 3,000 ～ 6,000m
g/l が基準範囲。K 養豚場はアンモニア脱
臭装置を本年７月設置し、同時期に MLS
S の過多（11,388mg/l）による濃度改善指
導等を実施後、pH の高い値(pH9.0）は基
準範囲内に、窒素の分解過程は正常とな
り全窒素も減少。T 酪農家は過曝気で ML
SS 不足（795mg/l）、曝気槽内に糸状菌が
多数発生し活性汚泥の解体が認められた
ので、曝気を減らし汚泥量を適正にする
よう等の改善指導を実施中。

630.「早い」「安い」超簡単な消毒液散布
装置の検討：岐阜県西濃家保 高島久幸、
安藤俊二

管内の養鶏場 43 戸の消毒機設置状況を
調査したところ、動力噴霧機（以下、動
噴）保有は 42 戸（98 ％）、平均 1.6 台で、
車両消毒設備を有する農場は無かった。
動噴は移動が煩雑で、薬液調整等にも時
間を要する。また、車両消毒設備は非常
に高価であり、農場への普及は困難であ
る。そこで、どんな農場にも設置可能な
簡易型消毒液散布装置「アクアプラスα」
を考案した。この装置は水流を利用し、
消毒薬の原液をホースに注入後、消毒液
を直接散布するため電力と動力が不要で、
既存の給水栓（水道水、井戸水）があれ
ば、どこにでも設置が可能である。これ
により、車両消毒や、従来では困難であ
った車両底面等の消毒も容易になった。
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次に、アスピレーターを利用し、動噴の
ように多量の消毒液を散布できる装置「ア
クアプラスβ」も考案した。これらの装
置は安価なため、複数台の設置が可能で
あり、畜産現場における防疫体制の向上
に役立つものと考えられる。

631.管内エコフィードの取組み（第一報）
：愛媛県中予家保 山田牧子、高橋由美

配合飼料の価格高騰を背景に、濃厚飼
料自給率の向上と飼料費の節減を同時に
実現することが、喫緊の課題。このため、
管内の食品製造業者と畜産経営者の連携
によるエコフィードの利用を推進。今年
度は、M 社から排出される 25 トンのビー
ル粕のサイレージ化と I 社から排出され
る 2 トンの珍味粕の活用を検討。ビール
粕サイレージの生産費（ビートパルプ約
17 ％混合）は 8 円／㎏。一般成分は現物
中 CP5.65 ％、CF4.54 ％、TDN21.3 ％。p
H は 4.2 で品質も安定していることから、
管内 1 酪農家が年間を通じて給与する計
画。生産費は、約 35 万円／年の低減可能
と試算。珍味粕は、高たんぱく質又は高
カルシウムの食品残渣が含まれるが、発
生量が限られることから、媛っこ地鶏で
の利用を試行。今後は、これらのエコフ
ィードについて追跡調査を実施するとも
に、地域密着型のエコフィードの利用拡
大を目指す。

632.グルタルアルデヒド加熱蒸散法での
消毒効果の検討：宮崎県都城家保 渡邊
拓一郎、中嶋倫子

従来はホルムアルデヒド(CH2O)を使用
した方法が多く実施。今年 4 月の特化法
の改訂により煙霧作業時の規制が始まっ
た。現状規制のかからないグルタルアル
デヒド(C5H8O2)について過マンガン酸カ
リウムを使用した煙霧消毒が可能か検討。
煙霧消毒時の発生ガスの空間、隙間、浸
透状況を確認する試験を実施。結果 CH2
O はどの試験においてもほぼ 100 ％の殺
菌。一方 C5H8O2 については 1 ｍ 3 あた
り 30ml、50ml の試験区について対照に比
べ 10-3 以下に抑制、又は 100%の殺菌。
結果からは、床面、天井などの面につい
ては、ほぼ CH2O 煙霧に準ずる結果。た
だし使用する薬剤量は 2 倍以上必要。こ
れは C5H8O2 は原液中の濃度が少なく、
また CH2O に比べ、C5H8O2 の分子量が 3
倍近くあり、空気中に放出されたときに
広がりにくいと推測。煙霧消毒は一般的
に種卵消毒や農場消毒の 終段階で使わ
れることが多く消毒効果としては良好。
C5H18O2 従来の過マンガン酸カリウムに
よる加熱蒸散法も有効に使用可能。

Ⅷ－５ その他

633.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

本県面積の約 1/3 に、牛飼養農家が散
在・偏在する管内では、大動物診療獣医
師の減少等から獣医療の過疎化が進行、
これに対して診療体制強化及び獣医師確
保対策を実施。診療体制強化として管内
及び管外民間獣医師（民間獣医師）と家
畜保健衛生所（家保）が連携した「つが
る型診療体制」を構築。緊急時診療は 3
者が協力し対応。遠隔地等受診しにくい
地域は、民間獣医師と家保が合同で月 1
回定期巡回により対応。民間獣医師は繁
殖障害等の診療、家保は検査、飼養衛生
管理指導を実施。獣医師確保では高等学
校進路ガイダンスにおいて獣医師志望者
を対象に講話を継続。対策の継続と強化
により繁殖成績改善等、生産性が向上、
獣医療体制への不安が解消され、生産意
欲の向上。また、進路ガイダンス受講生
の獣医師業務に対する認識が向上し対策
の有効性を確認。地域畜産の安定的な発
展のために、獣医療体制の維持・強化を
図ると共に、獣医師確保対策を継続。

634.東青地域における産業動物獣医師の
地域定着に向けた家保の取り組み：青森
県青森家保 佐藤尚人、八木原幸子

管内の家畜診療は、産業動物獣医師（獣
医師）と家畜保健衛生所（家保）が連携
して実施。しかし、獣医師の減少、高齢
化等により、家保の診療頭数増加。獣医
師の新規開業を契機に、獣医師の地域定
着を図るため、遠隔地域への効率的対応
等の対策を実施。１）地域診療体制の見
直し：①家保から獣医師へ診療の全面移
行。②家保は獣医師の後方支援。２）診
療機会の安定確保及び診療の効率化のた
め地区家畜衛生推進協議会特別会計を活
用し事業化：①地域毎に定期巡回日を設
定し、ワクチン接種、妊娠鑑定等の集約
的実施。②往診料、妊娠鑑定料等を日額
で獣医師に支給。結果、① IBR6 混 87 ％、
IBR5 混 69.4 ％、下痢 5 混 35.3 ％を定期
巡回で実施。②新たな診療体制への満足
度が増加。③獣医師と生産者の間に信頼
関係が構築。④家保の診療頭数の減少に
より、病原検索など家保の専門性を十分
に発揮。以上から、今回の取り組みが当
所管内の新たな獣医療体制構築のきっか
けになったと思われた。

635.産業動物関連獣医師確保に向けた地域
取り組みと成果：青森県十和田家保 佐藤
郷子、渡部巌

産業動物関連獣医師（獣医師）は、畜
産振興に欠かすことの出来ない職種。こ



- 144 -

れまでの県の取組は、獣医系大学訪問、
待遇改善、受験資格の緩和。今回、獣医
師確保に向けた上北地域獣医師交流事業
（事業）を北里大学獣医学部の学生を対
象に実施。事業は、獣医師の関わりにつ
いて理解し「やりがい」を深める、畜産
の実態を把握し獣医師の必要性を理解、
産業動物獣医療の魅力を普及、公務員獣
医師の役割を理解する事をねらいに現地
研修、視察研修、臨床実習、家保実習。
参加学生 70 名に対する意識調査の結果、
産業動物に対する動機付け 33 ％、新たな
発見・理解 56 ％、就業意識の芽ばえ 89
％の複数回答。アナウンス効果もあり、
平成 22 年度採用内定者は 11 名と増加。
本事業を契機とし、次年度以降に県は新
規事業を計画。事業をとおして、大学と
の連携強化の重要性を再確認。引き続き、
関係者の理解と協力を得て、地域の特徴
ある畜産経営に則した情報を提供し、「魅
力ある青森県」に若手獣医師の確保を図
る所存。

636.ヒトデたい肥の普及に向けた取組：
宮城県仙台家保 日野義彦、曽根文浩

ヒトデのたい肥化処理技術が開発され、
漁業者対象に現地実証が行われてきた。
当技術は､漁業現場に限らず、地域として
の取組に発展させる必要がある。今回、
水産、農業、畜産、市町村及び教育機関
が連携し、方向性の検討や PR 活動を実
施。材料面では、地域内資源リサイクル
として、廃植物油の代替えにバイオディ
ーゼル燃料製造副産物（廃グリセリン）
の利用を検討し、代替可能と判定。利用
面では、地元小学校を中心にヒトデたい
肥を配布し栽培アンケートを実施。花の
数の増加、生長が早い、生長期間が長い
などの理由で 83%が良化と回答。ブロッ
コリーの試験栽培を実施し、栽培農家か
らも高評価。普及面では、亘理町主催「荒
浜漁港水産まつり」で PR コーナーを設
置し、地元小学生の協力でサンプル配布
や一口会員を募集。後日、一口会員を対
象に、ヒトデたい肥作りの作業体験を実
施。新鮮な魚の配布もあり、再度企画し
て欲しいと好評。ヒトデのたい肥化体制
が、整ってきた。

637.マイクロウェーブ酸分解とロータリ
ーエバポレーターを用いたヒ素測定用の
試料液調製法の開発（2）：東京都家保
佐々木幸夫

マイクロウェーブ酸分解とロータリー
エバポレーターを用いたヒ素測定用試料
液調製法の確立に向けて、①肥料 11 種類
を用いて As の回収試験を行い、手法の正
確性を検討、②定量性の一致を検量線の
相関図から予測、③ As 含有 3 肥料の測定

値を統計的手法により公定法の測定値と
比較し、精度、バラつきなどを解析した。
その結果、①試料 0.2g に As を 0.01mg 添
加したその全平均回収率 103%で、調製法
の正確性を確認。②相関係数は 0.9988 で
高い相関が認められ、定量性の一致が示
唆された｡③ 3 肥料は T 検定及び F 検定の
結果、有意差は認められなかった。平均
値の相対誤差は 0.05 ～ 0.11 の範囲であっ
た｡以上の結果、本法による試料液の調製
法は、公定法に匹敵する方法であること
が検証された｡

638.家畜保健衛生所巡回指導時の効果的
消毒：静岡県西部家保 小熊亜津子、服
部篤臣

日ごろ、家保では、畜産農家に飼養衛
生管理基準に基づく衛生対策を指導。し
かし、家保が農家訪問時、通常実施して
いる消毒等の効果は検証されていない。
そこで、家保が日常行う衛生対策の効果
について調査、更に環境中への消毒剤の
拡散軽減を含めた消毒方法を検討。農場
訪問前と訪問後の長靴、車体を材料に、
生菌数・大腸菌群数を測定。その結果、
訪問後の長靴には、生菌・大腸菌群が相
当数残存している事例があり、家保職員
が病原体のキャリアーとなる可能性が示
唆された。巡回時、特にその清浄性が重
要と思われる長靴で、農場で逆性石鹸を
用いて洗浄・消毒しているにも関わらず、
十分な消毒効果が得られていなかったた
め、長靴底面を汚れが付着しにくくなる
よう改良。また、環境負荷軽減にも配慮
し、少量の消毒剤でも効果が発揮される
よう、農場退出時、水洗を重視した洗浄
・消毒方法を考案し、取組んだ結果、消
毒効果をあげることができた。

639.消毒対象の違いによる消毒効果の比
較：三重県紀州家保 徳永到

消毒対象及び消毒方法の違いによる効
果を比較するため、金属板、レンガブロ
ックの表面に、Salmonella agona 増菌培養
液（以下 S.agona 菌液）を塗布後、逆性
石鹸水溶液、逆性石鹸発泡液、塩素系消
毒薬水溶液、消石灰を定量感作させ、24
及び 48 時間後に表面の菌数測定を実施。
また、汚染された土壌に対する消石灰の
散布量による消毒効果を比較するため、
滅菌土壌材料に S.agona 菌液を混合後、
消石灰を濃度別に添加し、1 日後、2 日後
及び３日後の菌数を測定。結果、金属板
では、逆性石鹸発泡液、消石灰で残存菌
数が検出限界以下であったが、塩素系消
毒薬水溶液、逆性石鹸水溶液では、残存
菌が認められた。レンガブロックでは、
塩素系消毒薬水溶液、消石灰で残存菌数
が検出限界以下であったが、逆性石鹸水
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溶液、逆性石鹸発泡液では、残存菌が認
められた。消石灰による土壌消毒では、0．
5 ％の濃度で添加したものは、3 日後に残
存菌数が検出限界以下となったのに対し
１％以上の濃度で添加したものは、１日
後から残存菌数が検出限界以下となった。

640.動物薬事関係業務の効率化に向けた
取組み：兵庫県姫路家保 石川翔、小浜
菜美子
薬事法改正による様式変更にあわせ関

係書類の電子化を図り、業務の効率化を
推進。事務処理の効率化を目的に、従来
個別の紙様式で管理していた店舗許可台
帳や事務処理簿を、表計算ソフト（Excel）
を用いて電子化。管内全ての店舗情報を
データベース化し一元管理。このデータ
ベースと関係書類を Excel 機能にてリン
クさせ、許可証や薬事監視カードなど必
要書類の入力・作成の手間を軽減。また、
店舗レイアウトおよび周辺地図など、立
入必要書類を全て電子化し、店舗ごとに
同一の Excel ファイルにて一括管理。電
子地図により動物薬事関係店舗の所在地
を管理し、薬事監視巡回ルートの作成作
業を効率化。以上の結果、複数の紙書類
を参照するなど繁雑であった事務処理や
立入り準備が、電子化により効率化され、
年間 86 時間の薬事業務時間の短縮を実
現。

641.ウイルス検査省力化の提案：徳島県
徳島家保 中井泉、柏岡静

①継代後の余剰細胞 HmLu-1、Vero、M
DBK-sy、牛精巣細胞(BT)を冷蔵庫で保存
し、7 日間の生細胞割合を調べ、ウイル
ス 11 種類に対する感受性を 7 日間保存し
た細胞と継代直後の細胞で比較。細胞浮
遊液での輸送について検討。②ウイルス
11 種類の凍結融解に伴う力価低下を算
出。③-80 ℃で凍結保存した鶏精巣細胞(C
T)と 鶏腎細胞(CK)の七面鳥鼻気管炎ウ
イルス(TRTV)、伝染性ファブリキウス嚢
炎ウイルス(IBDV)、ニューカッスル病ウ
イルス(NDV)、産卵低下症候群ウイルス
(EDSV-76)、鳥インフルエンザウイルス(A
IV)、トリアデノウイルス(FAV)に対する
感受性を比較。① 7 日間冷蔵保存した H
mLu-1、Vero は通常通り、MDBK-sy は 1.
25 倍の濃度で使用可能。細胞浮遊液で送
付可能。②高力価ウイルスは 20 回以上凍
結融解後も使用可能。③ CK は TRTV を
除く 5 種類、CT は全てのウイルスに感受
性があり、TRTV、 IBRV、NDV、EDSV-7
6 には CK と同じ、もしくは高かった。シ
ート後の細胞生存期間は、CK が約 1 週間、
CT は約 3 週間。

642.フリーサイト・フリーソフトを利用

した家畜防疫対策支援システムの構築：
香川県西部家保 光野貴文、真鍋圭哲

高病原性鳥インフルエンザ発生時のま
ん延防止対策に必要な情報を迅速に把握
するため、家畜防疫対策支援システム(支
援システム)を構築。支援システムは、国
土地理院の電子国土を利用した農場マッ
プシステム、並びに経度緯度から 2 点間
の距離を算出するフリーソフト及びイン
ターネット上の地図サイトの URL を利用
した Ms Excel の防疫データベースの 2 つ
で構成。農場マップシステムは、制限区
域内農場の位置関係を速やかに表示。防
疫データベースは、発生農場からの距離
順に移動制限農場の速やかな抽出、及び
現地対策本部の防疫対策に必要な農場情
報の帳票形式での出力が可能。位置情報
と農場情報の速やかな把握は、地理に不
慣れな家畜防疫員の清浄性確認等の作業
支援が可能。支援システムの特徴は、簡
単で使い易く、家保独自で作成している
ことから、農場情報をリアルタイムに更
新可能で費用負担も必要なく、ネットを
通じて関係機関での利用も可能。

643.薬事法改正を契機とした動物用医薬
品販売業者指導：長崎県中央家保 藤井
猪一郎、中村一生

平成 21 年 6 月、薬事法の一部を改正す
る法律の施行により、動物用医薬品販売
業制度全般の見直しが行われたため、管
内の販売業者へ改正薬事法の周知徹底と
変更事項の届出遅延等手続きの適正化の
指導を強化。管内販売業者数は全ての業
種を合わせて 83 店舗。届出件数は毎年度
40 ～ 60 件で、その内の約 30 ％に不適切
事例があり。管内全店舗に改正薬事法の
内容を文書通知し、パンフレットを作成
して店舗毎に立入指導を実施。立入時の
調査で特例販売 46 業者の 79 ％が薬事法
改正の認識なく、97 ％が変更届 30 日以
内の認識がなかったことから再度指導を
徹底。販売従事登録を含め届出件数は 11
6 件（平成 21 年 11 月末現在）と倍増し
たが販売業の届出に対する不適切事例は
8 件の 12.1 ％と減少。

644.ギニアグラス新品種「パイカジ」の
普及に向けた取り組み：沖縄県畜産研究
セ 幸喜香織、稲福政史

1988 年，収量性と永続性に優れるギニ
アグラス「ナツユタカ」が育成。しかし
ながらナツユタカの県内作付面積は低迷。
今後の需要が見込めないことから，種子
販売が中止。県内で栽培面積の広いギニ
アグラス「ガットン」の種子についても
販売中止の現状。ガットンより刈取適期
が長く，1.3 倍程度の収量をもつ新品種パ
イカジの現場での利用適性を実証しつつ，
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普及を推進。県内全域に実証展示圃を網
羅的に設置。再生期間 77 日，4 月上旬の
刈取調査を実施。出穂後期での調査とな
ったが，パイカジのＴＤＮは 54.8 ％，Ｃ
Ｐは 11.2 ％と品質を維持する傾向。ガッ
トンはＴＤＮが 47.9 ％，ＣＰが 8.9 ％と
有意に低く、収量は同等。7 月以降の調
査において，パイカジの生育は「ガット
ン」よりやや良好で収量が高く，出穂期
によらず品質が安定している傾向。さら
に，農家及び関係機関等から出穂後に茎
が硬化しにくいとの評価を得た。今後も
普及指導機関との連携を強化し，様々な
要素をもつ現場の栽培状況および飼料分
析結果を把握することによって，新たな
普及・指導の提案を図る予定である。


