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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、各都道府県及びブ

ロックで毎年度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25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、病因・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25年10月24日 札幌市男女共同参画センター 19 159 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎

青森県 平成26年1月15日 県民福祉プラザ 17 75 ◎ ◎ ◎ ◎ ○ ◎ ◎ ◎ ◎

岩手県 平成26年1月22日 エスポワールいわて 20 59 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎

宮城県 平成26年1月23日 宮城県庁 16 59 ○ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ○ ◎

秋田県 平成26年1月24日 秋田市イヤタカ 7 76 ◎ ◎ ◎ ◎ ○ ◎ ◎ ◎ ◎

山形県 平成26年 1月21日 山形県村山総合支庁講堂 16 43 ◎ ◎ ◎ ◎ ○ ◎ ○ ◎

福島県 平成26年1月21日 福島県農業総合センター 12 35 ◎ ○ ◎ ◎

茨城県 平成26年1月10日 茨城県畜産センター 16 70 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎

栃木県 平成25年12月13日 栃木県庁研修館 12 94 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ○ ◎ ○ ◎

群馬県 平成25年12月13日 群馬県庁舎会議室 18 66 ○ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ○

埼玉県 平成25年12月20日 埼玉会館 16 57 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ○ ○ ○ ◎

千葉県 平成25年12月18日 千葉県文化会館 15 110 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ○ ◎

東京都 平成25年12月19日 東京都家畜保健衛生所研修室 11 38 ◎ ○ ◎ ◎ ○ ◎ ◎ ◎

神奈川県 平成26年1月10日 海老名市文化会館小ホール 11 102 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎

山梨県 平成25年12月18日 山梨県北巨摩合同庁舎 11 40 ○ ◎ ◎ ◎ ○ ◎ ◎ ○ ◎

長野県 平成26年1月17日 長野市NOSAI長野会館 14 87 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ○

新潟県 平成26年1月10日 新潟県庁西回廊講堂 19 70 ○ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ○ ◎

静岡県 平成25年12月12･13日 静岡県男女共同参画センターあざれあ 13 92 ◎ ◎ ◎ ◎ ○ ○ ○

富山県 平成26年1月29日 富山県民会館 12 81 ○ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ○ ◎ ◎

石川県 平成25年12月12日 石川県庁 8 27 ◎ ◎ ○ ◎ ◎ ◎ ◎ ○ ○ ○

福井県 平成26年1月24日 福井県庁 8 67 ◎ ◎ ◎ ◎ ○ ◎ ◎ ○ ◎

岐阜県 平成25年12月20日 岐阜県シンクタンク庁舎 14 86 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ○ ◎

愛知県 平成25年12月13日 愛知県自治センター 14 85 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ○ ◎ ◎ ◎ ○

三重県 平成25年12月13日 三重農業共済会館 15 51 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ○ ◎ ○ ◎

滋賀県 平成26年1月21日 滋賀県男女共同参画センター 10 35 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎

京都府 平成26年1月17日 御所西　京都平安ホテル 8 60 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ○ ◎ ◎

大阪府 平成26年1月16日 大阪府府立大学りんくうキャンパス多目的ホール 9 48 ◎ ○ ○ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎

兵庫県 平成26年1月22日 神戸市教育会館 11 73 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ○ ◎ ○ ◎

奈良県 平成26年1月24日 農業振興会館 8 35 ◎ ◎ ◎ ○ ◎ ◎ ◎

和歌山県 平成25年12月20日 和歌山県民文化会館 11 44 ◎ ◎ ◎ ◎ ○ ○ ◎

鳥取県 平成26年1月17日 鳥取県庁講堂 22 77 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ○ ◎ ○ ◎ ◎

島根県 平成26年1月21日 島根県庁講堂 12 83 ○ ◎ ◎ ◎ ◎ ○ ○ ◎ ◎ ○ ○

岡山県 平成26年1月16日 テクノサポート岡山 18 111 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎

広島県 平成26年1月23日 県庁講堂 11 80 ◎ ◎ ○ ○ ◎ ◎ ◎

山口県 平成26年1月31日 山口県庁視聴覚室 17 70 ◎ ◎ ◎ ◎ ○ ◎ ◎

徳島県 平成25年12月19日 農林水産総合技術支援センター 18 39 ◎ ◎ ◎ ○ ◎ ◎

香川県 平成26年1月15日 香川県獣医畜産会館 10 35 ◎ ◎ ◎ ◎ ○ ◎

愛媛県 平成26年1月10日 愛媛県庁 21 70 ◎ ◎ ◎ ◎

高知県 平成25年12月20日 高知県職員能力開発センター 13 51 ◎ ◎ ◎ ◎ ○ ○ ◎ ◎ ◎

福岡県 平成25年11月28日 吉塚合同庁舎803号会議室 14 75 ◎ ○ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎

佐賀県 平成25年11月21日 佐賀県中部家畜保健衛生所 13 45 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎

長崎県 平成25年12月19日 長崎県市町村会館 17 74 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ○ ◎

熊本県 平成25年11月29日 熊本県農業研究センター講堂 14 97 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎

大分県 平成25年11月22日 県庁舎新館大会議室 14 94 ○ ◎ ◎ ◎ ◎ ○ ◎ ◎ ○ ◎ ◎

宮崎県 平成25年11月13日 県総合農業試験場研修棟 19 85 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎

鹿児島県 平成25年11月21日 黎明館 17 90 ○ ○ ◎ ○ ◎ ◎ ◎ ◎ ○ ◎

沖縄県 平成25年12月18日 沖縄県市町村自治会館 18 113 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎
計 659 3,313

参
加
人
数

平成２５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

中
国
 

四
国

九
州
 

沖
縄

関
東
 

甲
信
越

東
海
・
北
陸

北
海
道
 

東
北

発
表
演
題
数

近
畿



目 次

平成２５年度（第５５回）全国家畜保健衛生業績抄録
ページ

Ⅰ 牛の衛生
１．ウイルス性疾病 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1 ～ 23
２．細菌性・真菌性疾病 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・23 ～ 36
３．原虫性・寄生虫性疾病 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・37 ～ 38
４．一般病・中毒・繁殖障害・栄養代謝障害 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・38 ～ 44
５．生理・生化学・薬理 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・44 ～ 47
６．保健衛生行政 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・47 ～ 56
７．畜産技術 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・57 ～ 61
８．その他 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・61 ～ 67

Ⅱ 豚の衛生
１．ウイルス性疾病 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・68 ～ 75
２．細菌性・真菌性疾病 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・75 ～ 82
３．原虫性・寄生虫性疾病 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・83
４．一般病・中毒・繁殖障害・栄養代謝障害 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・83 ～ 84
５．生理・生化学・薬理 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・85
６．保健衛生行政 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・85 ～ 89
７．畜産技術 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・89 ～ 90
８．その他 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・90 ～ 91

Ⅲ 鶏の衛生
１．ウイルス性疾病 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・92 ～ 96
２．細菌性・真菌性疾病 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・96 ～ 99
３．原虫性・寄生虫性疾病 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・99 ～ 102
４．一般病・中毒・繁殖障害・栄養代謝障害 ・・・・・・・・・・・・・・・・・102 ～ 103
５．生理・生化学・薬理 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・103
６．保健衛生行政 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・104 ～ 114
７．その他 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・114 ～ 115

Ⅳ 馬の衛生
１．細菌性・真菌性疾病 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・116
２．一般病・中毒・繁殖障害・栄養代謝障害 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・116
３．保健衛生行政 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・116

Ⅴ 山羊・めん羊の衛生
１．一般病・中毒・繁殖障害・栄養代謝障害 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・118
２．保健衛生行政 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・118 ～ 119

Ⅵ みつばちの衛生
１. ウイルス性疾病 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・120
２．細菌性・真菌性疾病 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・120
３．原虫性・寄生虫性疾病 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・121
４．保健衛生行政 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・121 ～ 122
５．その他 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・122 ～ 123

Ⅶ その他の家畜の衛生
１. ウイルス性疾病 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・124
２. 細菌性・真菌性疾病 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・124
３．原虫性・寄生虫性疾病 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・124
４．保健衛生行政 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・124

Ⅷ 共通一般
１. ウイルス性疾病 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・126
２．細菌性・真菌性疾病 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・126
３．原虫性・寄生虫性疾病 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・126
４．生理・生化学・薬理 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・127
５．保健衛生行政 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・127 ～ 130
６．その他 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・130 ～ 137



- 1 -

I 牛の衛生

Ⅰ－１ ウイルス性疾病

1.A町家畜自衛防疫組合主導で推進した牛ウ
イルス性下痢・粘膜病対策とその費用対効
果：北海道檜山家保 上垣華穂、梅澤直孝

平成23年度A町公共牧場に入牧歴のある乳
用牛の産子（入牧歴産子）を牛ウイルス性
下痢・粘膜病疑症と診断、疫学調査から公
共牧場で感染の疑い。家畜自衛防疫組合（自
防）は、本病撲滅を目的とせず、新たな持
続感染牛（PI牛）の発生防止に重点を置い
た対策方針を決定。家保助言のもと飼養者
の経済的負担を抑え継続可能で最も効果的
なまん延防止対策を推進。PI牛摘発検査は
入牧歴産子とPI牛疫学関連牛に限定した効
率的サーベイランスとし、100頭を検査し8
頭摘発。牛ウイルス性呼吸器病混合ワクチ
ンを町内乳用牛の88％に接種。講習会開催、
リーフレット配布で飼養者の自衛防疫意識
向上、異常牛の病性鑑定依頼増加によりPI
牛2頭摘発。対策で農場1戸あたり平均約10
万円の負担増。一方、経産牛1頭あたり分娩
間隔は5.4日間短縮、年間乳量は293kg増加。
平均的な農場で年間約11t（約84万円）乳量
増加し、高い費用対効果を確認。併せてA町
自防は体制整備・強化を実現。

2.放牧酪農地域の牛白血病対策：北海道留
萌家保 稲垣華絵、鏑木仁美

平成22年6月～平成25年7月、放牧主体の
飼養形態をとる成牛30～50頭規模の酪農家3
戸の搾乳牛群（初回全頭検査時の牛白血病
ウイルス（BLV）抗体陽性率63.0～79.5%）
において放牧開始前及び終了後に抗体検査
を実施。冬季舎飼中（10月～翌年4月）の抗
体陽転率は0%、夏季放牧中（5～10月）は19.
0～77.8%。また管内放牧地で採集した吸血
アブの口器乳剤36検体中2検体、中腸内容物
乳剤20検体中12検体からnested PCRによりB
LV遺伝子を検出。当管内酪農場においてBLV
感染は主に夏季放牧期間中に起きているこ
とが判明し、感染要因としてアブの関与を
示唆。放牧時に抗体陽性牛を隔離した1農場
では抗体陽性率は横ばいからやや低下傾向
となったが、隔離が困難であった2農場では
抗体陽性率は上昇。これらのことより夏季
の吸血昆虫対策の重要性を確認。

3.釧路管内における牛トロウイルスの分子
疫学的解析及び浸潤状況調査：北海道釧路
家保 秦葉奈子、尾宇江康啓

近年、釧路管内で牛トロウイルス（BToV）
の関与を疑う下痢症が散見されたため、BTo
Vの動態調査を実施。平成23年2月～25年8月
までの検出状況調査では、牛鼻汁319検体中
3検体、糞便112検体中15検体でBToV遺伝子
を検出、糞便4検体からBToVを分離。陽性牛
は概ね45日齢以下で他の病原体と混合感染。
分離株の分子疫学的解析より、S及びHE遺伝

子に多様性が見られ、これらの遺伝子の異
なる2グループのBToVが管内へ浸潤していた
ことが判明。平成5～24年採材の牛血清（15
カ月齢以上）94検体を用いて管内のBToV浸
潤状況を調査。抗体陽性率は93.3～100％、
幾何平均抗体価（GM値）は64.0～298.6倍と
高値であり、平成5年には管内への浸潤を示
唆。BToVは多種の消毒薬に感受性があり、
成牛で抗体陽性率及びGM値が高値であるこ
とから、環境の適切な清掃・消毒、初乳の
十分な給与による免疫の賦与により、子牛
のBToV発症コントロールが可能と推察。

4.県内の牛ウイルス性下痢ウイルス浸潤状
況：青森県青森家保 林敏展、菅原健

本県では、平成22年度に牛ウイルス性下
痢・粘膜病（BVD-MD）が発生、牛ウイルス
性下痢ウイルス（BVDV）のまん延が危惧。B
VD-MD防疫対策検討のため、浸潤等の検査を
実施。乳用牛では浸潤状況確認のため、1戸
3頭、計36戸108頭の6～18か月齢の血清を材
料とし、抗体検査を実施。3頭中2頭以上で6
4倍以上の抗体価を保有する農場を「高度浸
潤」と分類した結果、BVDV1型及び同2型で
それぞれ19.4％、2.8％確認。肉用牛では抗
体保有状況確認のため、同じく計49戸147頭
を検査した結果、1型で4～2,048倍、2型で2
～64倍を確認。また、平成25年4～11月まで
の24か月齢以上死亡牛825頭の延髄材料の遺
伝子検査を実施した結果、乳用牛で1頭（2
型）、肉用牛で2頭（1型、2型）陽性。以上
より、県内には乳用牛、肉用牛どちらも1型
及び2型持続感染牛（PI牛）の存在する可能
性。今後、発生予防のための適切なワクチ
ン選択と適期接種、PI牛摘発のための全頭
検査等が重要。

5.酪農家で発生した牛コロナウイルス病：
青森県青森家保 菅原健、林敏展

平成25年7月下旬、管内酪農家で集団下痢
が発生。病性鑑定の結果、牛コロナウイル
ス病と診断。発症牛は水様性ないし泥状の
下痢を呈し、乳量の低下も確認。病性鑑定
のため、発症牛9頭から糞便及び血液を採取。
ウイルス学的検査は、糞便を材料にウイル
ス分離及び遺伝子検査を実施。また、発症
時とその3週間後に採取した血清（後血清）
を用いて下痢関連ウイルスの抗体検査を実
施。さらに、後血清の約3か月後にも血清を
採取し、牛コロナウイルス（BCV）抗体の推
移を検索。その結果、ウイルス分離陰性。
遺伝子検査では、全頭からBCV遺伝子を検出、
1頭に牛ロタウイルスA（BRVA）遺伝子を検
出。抗体検査では、全頭にBCV抗体価の有意
上昇を認め、BRVA遺伝子を検出した1頭にBR
VA抗体価の有意上昇を確認。後血清とその
約3か月後のBCV抗体価の平均値に有意差な
し。本病好発時期外の夏季における発生は、
さらなる乳量減少を伴い経済的被害が増加
する可能性があるため注意が必要。
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6.地方病性牛白血病発生農場への対策支援
及び啓発方法の再考：岩手県県南家保 佐
々木悠佳、関慶久

地方病性牛白血病の発生頭数が著しく増
加し、現状の人員体制及び予算で全ての発
生農場に対し検査・指導は困難。効率的に
まん延防止対策の実施を誘導し、対策支援
の判断基準や支援方法等を統一する指針が
必要。①対策の啓発・誘導はリーフレット
送付及び電話で実施、②支援は5か年度実施
し、当初2か年度は家保が全面支援、その後
3か年度は家保が検査支援することとした。
今年度発生52戸中電話による対策誘導35戸、
うち17戸が支援要請。過年度からの継続21
戸と合わせ38戸に支援実施。啓発に要した
時間は従来に比べ約19日削減。支援農場の
陽性率は平均61.7％（約30％～90％）で、
対策実施により夏期陽転率を12.9％に抑制。
5年間の支援内容・具体的対策及び見通しを
示したことで、農場の意欲が喚起され対策
の継続性が高まった。併せて、対策指針に
より支援内容・技術の高位平準化が図られ、
効率的な農場支援を実現。

7.2事例の牛ウイルス性下痢症清浄化達成：
岩手県県北家保 菅原克、後藤満喜子

2012年、管内の肉用繁殖農場（A農場:事
例1）と8酪農場（利用農場）が預託する集
団育成施設（預託施設）で（事例2）、牛ウ
イルス性下痢症（BVD）が発生。事例1では
子牛の呼吸器症および流産が頻発し、病性
鑑定を実施。同居牛、母牛および流産胎子
からBVDウイルス（V）抗原検出。母牛およ
び流産胎子を持続感染（PI）牛と診断。対
策としてワクチン接種、導入・出生牛のBVD
検査を実施。事例2では預託施設で難治性下
痢により死亡した子牛からBVDVが分離され、
預託施設および利用農場で飼養牛・導入牛
検査を実施。6頭のPI牛摘発。対策として預
託施設で導入1ヵ月後の牛（1～3ヶ月齢）に
不活化5種、その1ヵ月後に生ワクチンを接
種。接種約1年後BVDV1型・2型で高い抗体価
を維持。預託施設での呼吸器症治療の往診
回数減少。本ワクチン接種法は呼吸器症低
減・種付け時期のBVDV抗体維持に有効。両
事例ともに最終発生から1年経過したことか
らBVD清浄化と判断。

8.牛白血病伝播防止のための分離放牧の取
組状況と問題点への対応：岩手県中央家保
細川泰子

牛白血病の伝播防止を目的に、分離放牧
を行う牧野数は、地域家畜衛生協議会と家
保が、取組支援を連携したことで、H23の4
市町村4牧野から、H24は8市町村10牧野に増
加。10牧野のH24入牧時の抗体陽性率は、8.
7～81.8%、退牧時陽転率は、0～12.6%。H24
の問題点とH25の対応は（H24問題点→H25対
応）、①牛の取り違え→監視人の勉強会、
陽性牛に目印、②分離時期（6/22）→早め
の分離（6/4）、アブ発生時期を観察（6/7

初確認～9/19終息確認）、③預託施設内で
の陽転→施設内の分離と放牧前の再検査、
④牧区が少なく陽性牛を舎飼いにし、牛舎
が過密→分離断念、⑤利用者の理解が得ら
れず分離断念→説明会、他牧野との連携を
調整したが、分離断念。分離の効果は、取
組4年目の牧野の入牧時陽性率は、24.2%（H
22）から、18.9％（H25）に低下。1年目の2
牧野の陽転率は、分離前の53.0、60.0%から、
2.8、4.0%に減少。今後、継続支援と未実施
牧野への働きかけが必要。

9.牛白血病ウイルス感染母牛における子宮
内感染の発生状況：岩手県中央家保 千葉
由純、小笠原房恵

牛白血病ウイルス（BLV）感染母牛のECの
鍵による分類及びBLV遺伝子量と産子の子宮
内感染との関係を調査。母牛67頭（ホルス4
6頭、黒毛和種21頭）をECの鍵により分類し、
白血球中の同遺伝子量をqPCR法で測定。そ
れら産子67頭から初乳摂取前又は出生後12
時間以内に採血し、同遺伝子検査（nested
又はqPCR）及び抗体検査（ELISA法）を実施。
産子13頭（19％）から遺伝子が検出され、
うち初乳未摂取の5頭中3頭から抗体を検出。
子宮内感染率は、ECの鍵による分類別に陽
性群64％（7/11頭）及び疑陽性群38％（3/8
頭）であり、正常群6％（3/48頭）と比べ有
意に高率。DNA10ngあたりの平均遺伝子コピ
ー数は、産子感染母牛で3.5×10

3
コピーを

示し、非感染母牛の6.6×10
2
コピーと比べ

有意に高値。ECの鍵陽性牛、疑陽性牛及びB
LV遺伝子量の多い牛は垂直感染のリスクが
高いことが示唆され、これらの把握と早期
淘汰を意識した対策が有効。

10.牛丘疹性口炎発症牛と不顕性感染牛から
検出された牛丘疹性口炎ウイルス遺伝子量
の比較：岩手県中央家保 八重樫岳司、福
成和博

牛丘疹性口炎（BPS）の正確な診断に資す
るため、発症牛及びBPSウイルス（BPSV）に
不顕性感染した牛のそれぞれの口腔スワブ
中のBPSV遺伝子量を比較・検討した。平成2
2～25年までに、県内でBPSを発症した11頭
由来の11検体及び2農場の育成牛28頭から経
時的に得た164検体を材料とし、BPSVのB2L
領域を標的としたqPCRを実施した。発症牛
の同遺伝子量（平均9.1×10

4
コピー/mg）に

は病変分布及びBPSV分離結果との関連が認
められなかった。2農場の育成牛11頭（39.3
％、平均4.7×10コピー/mg）からBPSV遺伝
子が検出され、うち9頭からのその検出は2
か月以上継続した。これらの牛にはBPS様病
変は認められず、不顕性感染牛として牛群
内のBPSV伝播に関わっているように思われ
た。発症牛の有意に多い同遺伝子量の確認
は、BPS診断に際し、不顕性感染牛との区別
に有用と考えられた。

11.毛根を用いた牛ウイルス性下痢ウイルス
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簡易検査法の確立：岩手県中央家保 福成
和博、八重樫岳司

採取が容易な毛根からの牛ウイルス性下
痢ウイルス（BVDV）抗原の検出法を検討す
るため、免疫ペルオキシダーゼ（IPO）法を
実施。100頭の尾房部から得た各5本の毛根
を固定後、抗BVDV抗体、PO標識抗体及び発
色基質の順に浸漬し、抗原が特異的に染色
された検体を陽性と判定。既にウイルス分
離及びRT-PCR法でBVDVの持続感染（PI）が
確認された牛30頭に加え、高い移行抗体を
保有したためウイルスが分離されず、RT-PC
R法でPIが確認された牛1頭においても陽性
の成績を得た。実験的にBVDVを感染させた
急性感染牛3頭及び非感染牛66頭では陰性。
毛根の同抗原は、20℃保存下で1週間、4℃
以下では1か月間以上陽性を維持。確立した
毛根-IPO法は、PI牛の検査において、精度、
迅速性、コスト、検査室を選ばない点、材
料採取の容易性及び保存性で優れていた。
また、急性感染との識別、移行抗体を保有
する牛及び血液材料の採取が困難な死亡し
た牛のPIの推定にも活用できることが示唆。

12.町を挙げた牛ウイルス性下痢・粘膜病撲
滅対策：岩手県中央家保 藤森亜紀子、藤
原洋

平成24年度、牛ウイルス性下痢・粘膜病
（BVD・MD）発生事例の疫学調査結果から本
病持続感染牛（PI牛）の移動による複数農
場での被害が判明。潜在的PI牛による本病
のまん延を懸念。ワクチン接種励行、摘発
淘汰体制の整備が課題。管内A町は、本病対
策の重要性を認識。町産業振興協議会（協
議会）が5か年計画の本病撲滅対策事業を平
成25年度から開始。内容は①家伝法5条検査
の余剰血清を用いた抗原検査、②導入牛の
抗原検査、③ワクチン接種費用補助、④PI
牛自主淘汰時の助成。財源は同協議会がA町
及び農協から支援を受け、73.7万円を確保。
①及び②の検査料の全額と③については1頭
あたり400円を補助。実績は①は48戸1,763
頭を検査し1戸1頭のPI牛を摘発、②は3戸5
頭を検査し全て陰性、③は町全体として2,7
19頭が接種（対前年比101.2％）。PI牛摘発
と自主淘汰の体制が整ったが、ワクチン接
種の普及啓発が課題。「BVD・MDフリーの町、
A町」達成を目標に今後も支援。

13.黒毛和種繁殖農場における牛白血病清浄
化への取り組み：宮城県北部家保 鈴木歩、
日野正浩

黒毛和種繁殖牛23頭飼養農場で牛白血病
の死廃事故が散発。家保とNOSAI家畜診療セ
ンターが連携し指導を実施。牛白血病ウイ
ルス（BLV）抗体検査は、最初に繁殖牛全頭
の検査により感染状況を把握、以降新規導
入牛及び生後6月となった子牛を検査、陰性
牛については吸血昆虫の活動の終息とした1
0月に再度検査。抗体陽性牛は遺伝子検査に
より、淘汰更新の順位付け。農場内感染の

防止策として、牛の配置変更、牛舎内ネッ
トの設置、新たな育成房の設置、哺育方法
を初乳段階から代用乳に変更及び人為的伝
播防止を徹底。平成25年2月、繁殖牛の全頭
を検査。23頭中19頭（83%）が抗体陽性。陽
性牛のBLV遺伝子量は5～3650copies/DNA100
ng。10月に陰性であった繁殖牛を検査し5頭
中4頭（80%）が抗体陽性。遺伝子量は420～
3143copies/DNA100ng。子牛の検査は11頭中
2頭（18%）が抗体陽性。繁殖牛の高い陽性
率を踏まえ、子牛の感染防止を当面の目標
とし、まん延防止対策を継続。

14.黒毛和種子牛における悪性カタル熱の発
生例：宮城県東部地方振興事務所 三浦達
弥、大越啓司

平成25年11月、管内の黒毛和種繁殖農場
で10ヵ月齢の子牛1頭が高熱（41.2℃）、流
涎、鼻汁漏出及び両眼球白濁を呈し、診療
獣医師より通報。同一畜舎内でめん羊2頭が
飼養されていたため、ヒツジヘルペスウイ
ルス2型（OvHV-2）遺伝子を標的とするPCR
検査を実施。当該牛の白血球からOvHV-2遺
伝子が検出された。予後不良で発症17日目
に鑑定殺。鼻鏡部のびらん、体表リンパ節
の腫大、脾臓・腎臓・肺等の血管炎、軽度
の非化膿性脳脊髄炎等の特徴的所見が認め
られ、PCR検査で全身各臓器からOvHV-2遺伝
子が検出されたことから、羊随伴型悪性カ
タル熱と診断。本県では初めての発生。同
居畜（牛17頭、めん羊2頭）のPCR検査では、
めん羊1頭のみの白血球から遺伝子検出。鑑
定殺した当該めん羊の肝臓・脾臓・肺等か
らも遺伝子検出。発症牛とめん羊との直接
的な接触はなく、飼養者を介した伝播が示
唆された。管内飼養者及び関係者に対し本
病の啓発指導を実施。

15.牛RSウイルスにおける力価低下軽減に向
けた検体の取扱いに関する検討：宮城県仙
台家保 千葉直幸、西清志

牛RSウイルス（BRSV）は、検体の取扱い
による力価低下が問題視され、農場採材か
ら病性鑑定搬入までの輸送液及び輸送温度
のウイルス力価への影響を検討。輸送液と
して、PBS と5％牛胎子血清加MEM溶液（MEM）
を用い、それぞれにRSV標準株（NMK7）を10
0倍希釈後、4℃と20℃で保存し、経時的に
力価を測定。4℃条件下では、PBSは24時間
で半減し72時間で20％に低下、MEMは48時間
まで維持され72時間で半減。20℃条件下で
は、PBSは12時間で半減、MEMは24時間で半
減、4℃条件下MEMが良好。次に保冷材入り
輸送箱内のウイルス力価の推移をみるため
に、検体を保冷材に密着した場合（密着群）
とスタンドに設置した場合（スタンド群）
について比較。密着群は、6時間まで4℃を
維持、力価は12時間まで維持。スタンド群
では10℃以下にならず、6時間で力価が低下。
以上からMEMで採材し保冷材に密着させて輸
送、12時間以内に冷蔵庫に保存することで、
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採材後48時間は力価低下が軽減。

16.宮城県における死亡牛の延髄乳剤を用い
た牛ウイルス性下痢ウイルスの感染実態調
査：宮城県仙台家保 竹田百合子、高森広
典

県内の過去10年間の牛ウイルス性下痢ウ
イルス（BVDV）感染の病性鑑定診断事例は6
戸10頭と少なく汚染状況が不明。そこで24
ヶ月齢以上の死亡牛BSE検査後の延髄乳剤を
用いてRT-PCRによるBVDVの持続感染牛（PI）
の感染実態調査を実施。平成24年2月から25
年11月までの死亡牛5,199頭中7頭（0.13%）
からBVDV遺伝子を検出（BVD1型：5頭、2型
：2頭）。すべてウイルスが分離され汚染源
の可能性を示唆。7頭の内訳は乳用種6頭、
交雑種1頭、平均死亡月齢36.6ヶ月齢。導入
歴は県外4戸4頭、県内3戸3頭。県内のうち1
戸1頭は前述の県外導入PIがいた農場からの
導入、残り2戸2頭は導入元が同一農場（A農
場）。A農場でPI牛追跡調査を実施、全頭陰
性。汚染源は不明だったが本調査を初めて
活用した事例。本調査は24ヶ月齢以下の感
染実態把握は難しいが、県内では乳用牛と
県外導入によるPI汚染が多い可能性を示唆。
今後バルク乳や着地など農場での検査体制
の構築が必要。

17.肉用牛繁殖農家における牛白血病清浄化
への取組：秋田県南部家保 小川秀治、佐
々木専悦

平成24年2月、と畜場で牛白血病（BL）が
摘発された農家（繁殖雌75頭飼養）に対し、
抗体検査を活用した清浄化を推進。平成24
年度の抗体陽性率は18.7％（14/75）。第1、
第2及び第3牛舎の陽性率は14.3％、22.2％、
12.5％で、陽性牛と陰性牛が混在して飼育。
農場内の感染リスク軽減を目的に代用乳を
給与、まん延防止のため大型煙霧器による
衛生害虫対策、計画的な更新及び陽性牛の
分離飼育を実施。陽性牛のうち10頭が導入
牛であり、BL侵入に導入牛の関与を推察。
平成25年度は飼養牛及び新規導入牛に対し、
抗体検査と遺伝子検査により浸潤状況を確
認。抗体陽性率は11.5％（10/87）と減少、
陽転した個体は1頭。遺伝子検査は9頭が陽
性で、すべて抗体陽性牛。対策を実施後、
陽性牛5頭を優先して更新し、第3牛舎を隔
離舎として分離飼育した結果、牛舎別の陽
性率は6.3％（第1）、10.3％（第2）及び31.
5％（第3）。育成牛及び導入牛に新たな感
染牛は認めず、農場内で感染は軽減してい
ることが示唆。

18.管内の地方病性牛白血病（EBL）の発生
状況に関する一考察：山形県置賜家保 木
口陽介、森大輝

管内のEBL発生は年々増加し、直近2年間
に21頭（黒毛和種18頭、ホルスタイン3頭）
発生。今後のEBL対策推進のため、当所で診
断した24頭の疫学情報・臨床症状及び血液

検査結果を分析。月齢は13～184ヶ月齢（平
均63.6）で、うち3歳未満20.8%（5/24）。
主要な臨床症状（n=24）は食欲不振16頭、
起立困難10頭、体表リンパ節腫脹9頭、腹腔
内腫瘤物触知6頭。血液検査では抗体検査（n
=15）は全て陽性。白血球数（n=15）は3,00
0～238,400/μl、うち「ECの鍵」陽性は53.
3％（8/15）。「ECの鍵」と臨床症状の関連
は「ECの鍵」陽性で典型症状（腹腔内腫瘤
又は体表リンパ節腫脹）あり40％（6/15）
・典型症状なし20％（3/15）、「ECの鍵」陰
性で典型症状あり20％（3/15）・典型症状
なし13.3%（2/15）。以上の結果から黒毛和
種における発生例が多く、若齢牛の発症例、
「ECの鍵」と臨床症状では診断できない例
を認めた。今後情報を地域に発信しEBL清浄
化を目指す。

19.管内の牛白血病清浄化対策における現状
と課題：福島県県中家保 木野内久美、鎌
田泰之

福島県では全国と同様に牛白血病届出頭
数が増加。管内では現在和牛繁殖農家9農場
（A~I）で清浄化対策を実施中。指導内容は
陽性牛の淘汰と農場内におけるまん延防止
対策。検査は年2回実施し、陽性牛は淘汰の
優先順位の参考にするため遺伝子量検査を
実施。陽性率41.7％だったD農場は陽性牛の
早期淘汰を実行し、1年以内に清浄化達成予
定。しかし経済的負担は甚大。A農場は、計
画的に陽性牛を淘汰していたが分離飼養の
不徹底により陽性率が上昇し1頭発症。B農
場は分離飼養のため約200万円かけて牛舎を
建設するも陽性牛の導入や分離飼養の遅れ
により陽性頭数増加。清浄化達成には陽性
牛淘汰が不可欠だが淘汰に助成はなく、陽
性牛を導入する事例も散見。牛白血病のコ
ントロールには、農家の努力と県の指導だ
けでは限界。抗体陽性牛の淘汰や隔離施設
建設への助成、出荷牛への陰性証明書の添
付、検査体制の統一など、国・県をあげた
組織的な取り組みが必要。

20.B群ロタウイルスと牛トロウイルスの混
合感染による下痢の1症例：福島県県中家保
佐藤敦子

平成25年2月、酪農家で導入牛が発熱、食
欲不振、起立不能を呈し死亡、同居牛に下
痢、呼吸器症状が拡大。病性鑑定の結果、
導入牛の死亡原因はパスツレラ及びレンサ
球菌に起因する肺炎と診断。ウイルス検査
では、死亡牛の腸内容からB群ロタウイルス
（RVB）を検出。同居牛では、糞便からRVB
及び牛トロウイルス（BToV）を検出、RVB抗
体陽転、BToV抗体の有意な上昇を確認。下
痢の主な原因はRVBと診断、BToVの関与も疑
う。遺伝子解析の結果、RVB、BToVともに国
内株と類似、RVBの感染源は導入牛である可
能性を示唆。保存血清を用いたBToV浸潤状
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況調査の結果、本農場では1年以上前から浸
潤、流行を繰り返していること、県内でも
広く浸潤していることが判明。一方、下痢
症にかかる病性鑑定及び調査事業で得られ
た材料（H21-25、183検体）からのBToV検出
結果は、混合感染の4検体のみ。BToVは病原
性が弱く、日和見的に下痢症に関与と推測。
両ウイルスの検出は県内初。

21.6ヶ月齢の黒毛和種にみられた地方病性
牛白血病：福島県会津家保 千葉正、鈴木
美奈子

成牛2頭、子牛2頭を飼養する和牛繁殖農
場で6ヶ月齢の黒毛和種子牛が、体表リンパ
節の腫大、元気消失、食欲不振、著しい削
瘦を呈した。血液検査では、白血球数の増
加（94,600/μl）、リンパ球の増加（白血
球百分比94%）、異型リンパ球を多数確認。
さらに、ELISA検査で牛白血病抗体陽性を示
したことから牛白血病を疑い、病性鑑定を
実施。剖検所見では、全身リンパ節の高度
腫脹、脾臓の著しい腫大を認めた。リアル
タイムPCR検査では、血球、各リンパ節等か
ら牛白血病に特異的な遺伝子を検出。病理
組織検査では、全身リンパ節にリンパ球様
細胞の腫瘍性増殖とそれによる固有構造の
消失、主要臓器にリンパ球様細胞の浸潤を
認め、免疫染色によりB細胞性リンパ腫であ
ることを確認。以上の成績から地方病性牛
白血病（EBL）と診断。EBLの一般的な発症
年齢は3歳以上とされるが、本症例は6ヶ月
齢で発症した貴重な症例。

22.管内酪農場における牛白血病の抗体陽性
率と感染要因の比較検討：茨城県鹿行家保
大越弘人、川上純子

近年、牛白血病の発生頭数は急増してお
り、問題となっている疾病。今回、2市10農
場を選定し、牛白血病ウイルス（BLV）抗体
検査及びアンケート調査を行い陽性率と感
染要因の関連性について検討。その結果、
各農場の陽性率は、9農場は3～93%、1農場
は全頭陰性。また、2市間の陽性率にはX市5
6～78%、Y市0～93%と差があり。アンケート
調査の結果、初乳対策は、全農場未実施。
陽性率の高い農場では血縁関係が高い傾向。
また、多くの農場では吸血昆虫の対策をし
ている。今回の結果から、管内でBLV対策を
実施している農場は少なく、多くの農場に
陽性牛が存在することを推察。引き続き、
初乳対策及び吸血昆虫対策の改善指導が必
要。今後は講演会や巡回指導等により飼養
者の牛白血病に対する意識の向上に努める
ことも重要。また、管内の浸潤状況調査を
実施し、対策の検討並びに指導の徹底を図
り、陽性率の低減を目指す。

23.酪農団地における牛白血病清浄化対策へ
の取り組み状況：茨城県県南家保 藤井勇
紀

平成21年度から実施している管内酪農団

地11戸（A～K）の牛白血病清浄化対策につ
いて、今年度は、季節ごとの抗体陽転率を
調査し、アブトラップの設置、忌避剤の噴
霧、分離飼育の効果を検討。2農場（A、B）
では冬季（平成23年11月～平成24年6月）の
抗体陽転率（A：3.7%、B：8.3%）よりも夏
季（平成24年6月～11月）の抗体陽転率（A
：33.3%、B：38.0%）の方が高い傾向があり、
吸血昆虫の関与が疑われたため、農場付近
にアブトラップを設置（平成25年6月～9月）
し、アブを捕獲（計53匹）。アブトラップ
設置場所付近の農場で抗体陽転率が減少傾
向。分離飼育（平成23年11月開始）と忌避
剤噴霧（平成25年6月～9月）を行った1農場
では、23か月間新たな陽転は無し。忌避剤
噴霧（平成25年6月～9月）のみ行った1農場
では、2頭が陽転。今後は忌避剤のより有効
な使用法を検討。引き続き、水平感染対策
指導を実施し、当該団地の牛白血病清浄化
を目指す。

24.牛ウイルス性下痢ウイルス持続感染牛の
摘発検査方法の検討：栃木県県央家保 濱
谷景祐、齋藤俊哉

当所では平成15年から、放牧予定牛に対
する牛ウイルス性下痢ウイルス（BVDV）の
持続感染（PI）牛摘発検査を、簡易的なウ
イルス分離（簡易法）により実施。しかし、
病性鑑定でBVD抗体保有PI牛を摘発したこと
から、検査体制を見直し、その概要を報告。
平成20年～25年9月末までの牛の病性鑑定27
0件及び放牧予定牛9391頭の血清を用いて、
遺伝子検査、ウイルス分離及び抗体検査を
実施。病性鑑定で21頭、放牧予定牛で20頭
のPI牛及び疑い牛を摘発。全てのPI牛は、
遺伝子検査陽性。しかし、簡易法陰性の抗
体保有PI牛が4頭存在。うち2頭は希釈血清、
残り2頭は単離白血球でウイルス分離陽性。
これまでの放牧予定牛検査は、BVD抗体陰性
PI牛が大多数で、簡易法のみの摘発検査で
あったが、今後は、プール血清での遺伝子
検査を実施、状況に応じ検査方法を選択、
より検査精度の向上を図るよう体制を改善。
PI牛摘発は、数種類の検査結果から総合的
に判断することが重要であることを認識。

25.同一地域の肉用繁殖牛における牛白血病
浸潤状況の推移：群馬県中部家保 桑原眞
穂

牛白血病（BL）の発生頭数は増加傾向に
あり、近年肥育牛における発生も確認。肉
用繁殖牛飼養農場における浸潤状況の推移
を検討するため、同一地域における平成21
年度（H21）と平成25年度（H25）のBL抗体
保有状況（陽性率）を調査。平成21の37戸5
01頭、平成25の36戸745頭について、受身赤
血球凝集反応またはELISA法を実施し、採血
年度、年齢、経営形態、異動履歴の有無に
よる陽性率を比較。その結果、個体陽性率
は14%から22%へ、農場陽性率は32%から61%
へ有意に増加（p<0.05）。年齢別の陽性率
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は、全年齢を通じて平成25が高い傾向。採
血年度ごとの経営形態の違い、導入等の異
動履歴による陽性率に有意差はなし。同一
個体は252頭存在し、平成21に陰性の215頭
中23頭が陽転しており、農場内での感染を
示唆。4年という短期の陽性率比較にも関わ
らず、肉用繁殖牛のBL陽性率は有意に増加
しており、若齢期感染による肥育牛での発
症を視野に入れたBL防疫対策の体制整備が
必要。

26.管内一地域における牛白血病浸潤状況調
査：群馬県利根沼田家保 佐藤美行

近年、牛白血病ウイルス（BLV）感染率増
加に伴い、地方病性牛白血病の発症事例が
増加。それにより、導入時や農場全体のBLV
抗体検査への関心が高まっている。管内一
地域の畜産組合では、組合員に定期検査時
の血清を用いた全頭検査を提案。組合より
検査料を一部補助したところ、全12農場（酪
農6戸、複合2戸、繁殖和牛4戸）の434頭（乳
用種301頭、繁殖和牛133頭）について検査
依頼があった。検査は牛白血病エライザキ
ットを用いた。陽性牛は3農場9頭で、全体
の陽性率2.07％と低かった。自家育成が多
く、導入が少ないため、BLVを保有する牛が
入らなかったことが大きな要因と考察。陽
性牛を複数認めた複合経営農場では、陽性
牛4頭中3頭が繁殖和牛でフリーバーン。陽
性牛と陰性牛の群飼が問題。新たな伝播防
止のため、陽性牛の分離飼育と計画的淘汰、
陽性牛から生まれた仔はただちに母牛から
分離し、加温殺菌初乳給与などを指導。一
部の農場ではBLV抗体陰性確認牛の導入を開
始。今後、セミナー開催等、清浄化への対
策を強化。

27.牛ウイルス性下痢ウイルス持続感染牛の
摘発事例：群馬県浅間牧場 戸丸瑞穂

平成24年10月入牧の牛1頭で繁殖適齢期に
増体が著しく低下。入牧時保存血清と合わ
せてウイルス学的検査を実施。牛ウイルス
性下痢ウイルス（BVDV）分離陽性、中和抗
体価2倍未満で、BVDV持続感染（PI）牛（No.
1）と判明。No.1の母牛は、平成22年度受託
中に粘膜病で死亡した牛（死亡牛）と、妊
娠67日齢で19日間同居歴があった。同様に
死亡牛と同居歴のある牛の産子がNo.1以外
に12頭受託中のため検査を実施。うち1頭で
PI牛（No.2）を確認。死亡牛とNo.1及びNo.
2から分離されたウイルスはすべてⅠb型、
遺伝子解析で非常に近縁。牧場では平成17
年度から入牧前にワクチン接種を行ってい
るが、垂直感染が起こった可能性が高い。
対策として今年度より入牧前にBVDV分離検
査を実施。また、今回摘発したPI牛におい
て増体よりも、体高の値のほうが発育遅延
が顕著であった。

28.ELISA法を用いた牛ウイルス性下痢ウイ
ルス持続感染牛摘発の検討：群馬県東部家

保 宮田希和子
平成25年9月、管内1酪農家（搾乳36頭、

育成8頭、繁殖和牛4頭）において3頭に流死
産が発生。うち1頭の死産子牛から牛ウイル
ス性下痢ウイルス（BVDV）2a型を分離。中
和抗体試験は、胎子腹水でBVDV1・2型とも
に4倍未満、母牛血清は1型16倍・2型64倍。
当該母牛および同居牛血清のウイルス分離
およびBVDV遺伝子検査では全頭陰性。同血
清でのELISA法を用いたBVDV抗原検出検査で
も全頭陰性。ウイルス分離、遺伝子検査お
よびELISA法で結果が一致したことから、EL
ISA法によるBVDV抗原検出検査は持続感染（P
I）牛摘発に有効。さらに、当該地域のPI牛
摘発のため、定期検査時血清（15農場697頭）
についてELISA法によるBVDV抗原検出検査を
実施し、全頭陰性。ウイルス分離および遺
伝子検査と比較し、ELISA法は短時間で多検
体におけるPI牛摘発が可能。今後は、効率
的かつ省力的な検査法であるELISA法による
BVDV抗原検出検査を活用し、管内PI牛摘発
を進めていきたい。

29.牛ウイルス性下痢ウイルス検査状況と分

離事例：群馬県家衛研 吉田真琴、髙梨資

子

平成25年度の11月末までの牛ウイルス性
下痢ウイルス（BVDV）検査状況は216件1332
頭で公共牧場預託希望牛の検査が増加。BVD
V分離陽性頭数は乳用牛9頭で、発育不良お
よび流産の臨床症状が認められた検体の他、
分離陽性農場の追跡調査と公共牧場預託希
望牛検査でも持続感染（PI）牛を摘発。分
離事例1は発育不良牛で、飼養牛全頭検査の
結果、新たに2頭のPI牛を摘発。事例2は流
産が続発した農場で胎子1頭からBVDVを分
離、当該農場の保存血清を用いた検査でウ
イルス分離は陰性だったが、BVDV2型に対し
高い抗体価を保有する牛を確認。遺伝子解
析の結果、事例1の分離株は全て1b型、事例
2の分離株は2a型に分類。両農場はBVDワク
チン未接種で後継牛は自家育成が主体。今
後、ワクチン接種の検討、新生子牛の検査
を実施予定。導入や預託等の移動歴が少な
い農場でもBVDV侵入の可能性があり、PI牛
は外貌のみでは発見困難なことから、ワク
チン接種や定期的なスクリーニング検査が
重要。

30.繁殖和牛にみられた牛ヘルペスウイルス
1型（BHV1）による非化膿性髄膜脳炎：群馬
県家衛研 水野剛志、横澤奈央子

平成24年12月、繁殖和牛300頭を飼養する
農場で、9歳、雌の黒毛和種1頭が狂騒状態
（うなり声をあげて走り回るなど）を呈し
転倒、起立不能となり、死亡したため病性
鑑定を実施。病理解剖学的検査では、大脳
と小脳の髄膜が混濁。肺は全体に暗赤色を
呈し、一部退縮不全。病理組織学的検査で
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は、中枢神経系で希突起膠細胞が増数。大
脳、間脳、中脳、橋及び髄膜で、リンパ球
を主体とした囲管性細胞浸潤を多数認め、
頭頂葉と側頭葉で、変性した神経細胞の核
内に好塩基性の封入体を散見。肺を含めた
その他の臓器では、著変を認めず。抗BHV1
マウス血清を用いた免疫組織化学的検査で、
頭頂葉と間脳において変性した神経細胞の
細胞質に陽性反応を認めた。細菌学的検査
では、有意な菌は分離されず。ウイルス学
的検査で、大脳からBHV1を分離。以上の結
果から、成牛のBHV1による非化膿性髄膜脳
炎と診断。発生は当該牛のみで、感染経路
は不明。

31.牛白血病浸潤状況調査と今後の対応：埼
玉県中央家保 中里有子、河合正子

牛白血病ウイルス（BLV）感染による地方

病性牛白血病は全国的に増加傾向。今年度、

牛法定検査の残余血清を利用したBLV抗体検

査結果と過去の検査結果を取りまとめた。

検査農場17戸中陽性率50%以上が8戸、30～5

0%が2戸、1～30%が5戸、非感染農場は2戸で

あった。この結果を受け、清浄化を推進す

るため、管内牛飼養農家に対しBLVに対する

アンケート調査を実施。牛白血病は血液や

体液がウイルスの感染源となり吸血昆虫や

初乳により伝播すること、食肉処理場で発

見されると全廃棄になることは5割以上の農

家が認識。1割の農家はこれらのことを認識

していなかった。また、搾乳牛の廃用まで

の平均飼養年数は7年で農場での発生も懸

念。今後はBLVに対する認識が不十分な農家

に対し、本病についての啓発を実施。①媒

介昆虫対策、②初乳対策、③陽性牛と陰性

牛の区分管理、④除角・削蹄等器具の使用

管理、⑤計画的淘汰等の対策について農家

個別の清浄化シートを作成。さらに導入時

検査を徹底し清浄化に向けた対応を図る。

32.当所の牛白血病への対応：埼玉県熊谷家
保 吉田香、福田昌治

当所の牛白血病ウイルス（BLV）抗体検査
実績は、平成23年度に延べ73戸668頭（陽性
150頭22.5％）、平成24年度が延べ88戸994
頭（陽性332頭33.4％）と増加。平成25年度
は、11月末現在で、延べ60戸925頭（陽性17
2頭18.5％）。これらの検査成績を有効活用
して、今年度、対象農家の現状に応じた「牛
白血病まん延防止対策」を実施。BLV抗体陽
性牛がいる農家（陽性農家）では、牛舎構
造に応じて陽性牛を隔離する「分離飼育」
や、陽性牛の初乳給与方法等を指導し、新
たな感染を抑える対策を実施。また、人工
授精師及び管理獣医師と連携し、衛生管理
を徹底。今回、BLV抗体陽性牛がいない農家

7戸は、全て繋ぎ飼いの酪農家で自家産の牛
を飼養。牛白血病による淘汰補償がない現
状では、陽性農家には、感染拡大を防止す
る「陽性牛の隔離飼育」と継続的な検査と
指導が清浄化に向けて有効。

33.牛B群ロタウイルスの成牛下痢症マルチ
プレックスRT－PCR法の再検討：埼玉県中央
家保 曾田泰史、埼玉県熊谷家保 福田昌
治

県内酪農家で牛B群ロタウイルス（RVB）
が原因と考えられる成牛下痢症が発生。糞
便を材料とした病性鑑定で、成牛下痢症マ
ルチプレックスRT－PCR（マルチPCR）では
陰性、RVBプライマーを変更して実施したシ
ングルRT－PCRでRVB特異遺伝子を検出。マ
ルチPCRで検出できなかった原因を究明する
ため、マルチPCRで用いているRVBプライマ
ー（9B3・9B4）の標的遺伝子であるVP7遺伝
子について遺伝子解析を実施。フォワード
プライマー（9B3）領域の21塩基中に3～4塩
基の置換を確認。次に、RT－PCRキットをA
社からB社に変更してマルチPCRを実施。9B3
領域の置換が3塩基であった事例ではRVB特
異遺伝子を検出。一方、同領域に4塩基の置
換があった事例はB社キットでも検出でき
ず。以上から、マルチPCRで検出できなかっ
た原因として、プライマー領域の塩基置換
とRT－PCRキットの感度の影響が考えられ
た。

34.牛トロウイルスが関与した子牛の下痢症
：千葉県中央家保 松本千明、大坪岳彦

平成25年1月、県内の1酪農家で5～24日齢
の子牛が水様性下痢の症状を示し、4頭続け
て死亡した。このうち2頭と同居牛について
病性鑑定を実施した。遺伝子検査の結果、
死亡牛2頭から牛トロウイルス（BToV）と牛
コロナウイルス特異的遺伝子が検出され、
これらが下痢に関与していたと考えられた。
今回県内で初めてBToVが確認されたことを
受け、平成22～24年に採材した発生予察事
業の余剰血清89頭分を用いて、県内のBToV
の浸潤状況を調査した。その結果、95.5％
の牛が抗体を保有しており、県内に広く浸
潤していることが確認された。またBToVの
侵入時期を確認するため、保存血清の中で
最も古い平成3年に採材した血清60頭分を用
いて調査したところ、すべての牛が抗体を
保有していた。この結果からこの時点で既
にBToVが広く浸潤していたことが確認され
た。

35.牛白血病対策における本病抵抗性遺伝子
利用への一考察：千葉県南部家保 島田圭
悟、理化学研究所 間陽子

本県は平成23年度より、農林水産省家畜
伝染病早期診断体制整備委託事業（牛白血
病遺伝子検査用試薬の配布、委託先（独）
理化学研究所）に参加。現在まで当所管内6
農場の牛100頭のウシMHCクラスⅡ領域DRB3
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アリルのタイピングとBLV抗体、リンパ球数、
プロウイルス量を解析した結果、牛白血病
発症に対する感受性アリル保有牛22頭、抵
抗性アリル保有牛18頭、どちらにも属さな
い中立アリル保有牛60頭であった。抗体陽
性牛64頭のリンパ球数をECの鍵に基づき正
常とリンパ球増多症に分類したところ、抵
抗性アリル保有牛の増多症発現はなかった
が、感受性アリル保有牛の約43%に発現。追
跡調査では、感受性アリル保有牛の一部に
リンパ球数とプロウイルス量の増加もしく
は高値の継続を認めたが、抵抗性アリル保
有牛は低値を維持。以上より、今後の牛白
血病清浄化対策として、抵抗性アリル保有
牛の後継牛選抜及び感受性アリル保有かつ
リンパ球増多症牛優先淘汰の有効性が示唆
された。

36.東京都のアカバネ病防疫対策：東京都東
京都家保 竹内美穂、寺崎敏明

アカバネ病発生予防を目的として実施し
ている生ワクチンの接種方法および効果検
証のため、2009～2013年の都内農家のワク
チン接種率や接種間隔についての調査・検
討および同期間の保存血清6農家計75検体を
用いた中和抗体調査を実施。全農家におけ
る接種農家割合は毎年50％前後で推移し、
接種農家のうち約80％が毎年接種していた。
農家毎の牛群接種率は10～100%と差異がみ
られ、50%以下の農家では肥育牛飼養のため
低下と推察。またイバラキ病生ワクチンと
の接種間隔が短い事例もみられ、干渉作用
による効果低減が懸念。発生予察と中和抗
体調査では野外感染と思われる抗体価の上
昇はみられず、近年都内におけるアカバネ
病の流行はなかったと推察。一方、ワクチ
ン接種農家でも一部抗体価の低い牛がみら
れた。今後ELISA法の使用を含めた多検体の
抗体調査を行い、より正確な実態把握が必
要。

37.牛ウイルス性下痢・粘膜病対策の検査体
制の検討：東京都東京都家保 磯田加奈子
寺崎敏明

東京都では、ヨーネ病定期検査残血清等
を利用した牛ウイルス性下痢ウイルス（BVD
V）分離検査の受診を奨励し、持続感染牛（P
I牛）の摘発に努めている。平成19年度以降
の5年間に延べ4,867頭について検査し計7頭
のPI牛を摘発した。うち3頭は導入牛または
預託先で急性感染した母牛が都内で分娩し
たPI牛およびその産子であった。預託前に
生ワクチンを接種した預託帰還牛22頭を対
象に血清抗体検査を実施したところ、平均
抗体価はBVDV1で329.4倍、BVDV2で42.3倍で
あり、ある程度の感染防御効果は期待でき
るが、抗体価から過去の急性感染の有無を
推測することは難しいと思われた。検査の
効率化の試みとして、既存のプライマーを
用いたリアルタイムPCR検査を検討した。10
4.0

TCID50/mlの PI牛血清では1,000倍希釈ま

で検出が可能であり、検体をプールし実施
するスクリーニング検査としての可能性が
示唆された。

38.管内一酪農家における牛白血病対策：神
奈川県湘南家保 細字晴仁、仲澤浩江

当所管内の一酪農家において、平成20年
より牛白血病のまん延コントロールを目的
とし、取り組み開始。主な対策として、初
乳加温装置の使用、年2回の全頭の抗体検査
を実施。平成22年秋、抗体陽性率が上昇、
平成23年3月、本農場からの出荷牛1頭が本
病と診断されたことを受け、抗体陽性牛と
陰性牛の分離飼育、抗体陽性牛の優先的淘
汰等、対策を強化。さらに感染牛の早期摘
発のため、6ヶ月齢以下の牛の遺伝子検査を
行い、平成25年1月に陽性牛1頭確認、早期
に分離飼育を開始。以上の対策により、全
頭検査において平成23、24年の越夏後の検
査では新規抗体陽性牛が認められたが、平
成24、25年の夏前の検査では新規抗体陽性
牛は認められなかった。今後の対策として
分離飼育のさらなる徹底、夏場の吸血昆虫
対策の検討が挙げられる。本病は抜本的な
対策がないなか、継続して検査と対策を続
けることで、新たな感染を抑えることが重
要。

39.牛白血病ウイルス清浄化対策の検証：新
潟県下越家保 小野里洋行、福留静

平成21年から牛白血病ウイルス（BLV）清
浄化対策を実施。家保からの情報提供や牛
白血病患畜の発生等により、新規対策取り
組み農場は年々増加。本年度開始した肉用
繁殖牛農家では、BLV陽性率45.5%（5/11戸）、
9.7%（18/185頭）であり、酪農家における
陽性率100%（16/16戸）、47.1%（332/705頭）
よりも低いが、陽性農家では農場内で感染
が広がる可能性があり対策の強化が必要。
従前から実施している酪農家では、陽性率
の推移から上昇傾向と低下傾向の農家に分
かれた。上昇傾向の農家では陽転率も高く、
吸血昆虫対策等の水平伝播対策が不十分。
一方、低下傾向の農家では、吸血昆虫対策
の他、垂直伝播防止の取り組みを積極的に
実施し、対策への取り組み意欲が強い傾向。
以上から、陽性率の高い農家への対策とし
ては、感染子牛の早期摘発および水平伝播
対策の徹底が重要。また、検査に基づく具
体的な改善事例を示す等、農家の対策意欲
向上に向けた取り組みを推進。

40.管内酪農家における牛ウイルス性下痢ウ
イルス持続感染牛摘発とその対策：新潟県
中央家保 瀬田剛史、渡邉章子

平成25年4月、一酪農家で県外預託中の育
成牛1頭が粘膜病を発症。管理獣医師から農
場内の牛ウイルス性下痢ウイルス（以下、B
VDV）持続感染牛（以下、PI牛）の有無の確
認検査依頼を受け、バルク乳及び全頭のPCR
検査を実施。さらに2週後及び4週後に陽性
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牛のPCR検査実施。また、その後出生した子
牛全頭のPCR検査を継続中。なお、聞き取り
調査で昨年、奇形や流産、種付け不良など
繁殖障害が例年より多く見られていたこと
を確認。検査の結果、子牛及び育成牛でPI
牛5頭を摘発。全てBVDV2型、発育は良好。
農場では搾乳舎でBVDV1型、育成舎でBVDV2
型が存在。対策としてPI牛の自主淘汰、ワ
クチン接種を指導。PI牛全頭を淘汰し、飼
養牛全頭に不活化ワクチンを接種。ワクチ
ン接種後、11頭分娩しているが、全てPI牛
を否定。平成26年3月まで出生子牛のPCR検
査を継続予定。

41.呼吸器症状を主徴とした牛コロナウイル
ス病の発生事例：新潟県中央家保 佐藤圭
介、瀬田剛史

平成25年4月、71頭を飼育する酪農場で搾
乳牛3頭が顕著な発咳、発熱を呈し、うち1
頭が死亡。死亡牛の病性鑑定で肺の肝変化
を認め、肺からMannheimia haemolyticaを
分離。翌日、農場内では呼吸器症状が蔓延
し、一部で下痢を併発。同居牛10頭を採材
し、鼻腔ぬぐい液のプール（2/2）及び糞便
（3/3）から牛コロナウイルス（BCV）特異
遺伝子を検出。さらに4日後、搾乳牛1頭が
死亡。解剖所見で肺の胸膜癒着及び腸粘膜
の充出血を観察。病理組織学的検査で肺に
グラム陰性桿菌を認め、肺及び腸管の免疫
染色でBCV陽性を確認。本症例を牛コロナウ
イルス病と診断。出荷乳量は最大で約7割減。
治療として、ほぼ全頭に抗生物質を随時投
与。なお、当農場では昨秋、牛呼吸器5種不
活化ワクチン及びBCVワクチンを全頭接種。
対策として、導入牛の一定期間の隔離、踏
込消毒槽の増設、ワクチン接種の継続を指
導。発生19日後に終息。

42.県内で検出された牛A群ロタウイルスの
遺伝子解析と一酪農家における抗原性状の
検討：石川県南部家保 林みち子、村上俊
明

県内で検出された牛A群ロタウイルス（GA
R）について、次世代シークエンス法による
遺伝子解析を行い、併せて一酪農家（H牧場）
における抗原性状について検討。その結果、
1997年に分離された10株の遺伝子型はG6P
[5] 2株、G6P[11] 3株、G10P[11] 5株、
2012年～2013年はG6P[5] 1株、G6P[11] 1
株、G10P[11] 7株であった。このうち、ON
地区での1997年、2012年はいずれもG6P[5]
で、解析した領域の塩基配列は100%一致。H
牧場については1997年に分離された株はG6P
[11]であったが、2013年検出株はG10P[11]
であり、遺伝子型が変化。また、2013年に
採材した血清を用いた抗原性状検査で、G10
P[11]に対する抗体価（GM値）は455倍であ
ったのに対し、G6P[5]では20倍、G6P[11]で
は345倍であり、遺伝子型による抗原性状の
違いが認められた。今回、県内で短期間にG
ARの遺伝子型の変化を確認。一方、塩基配

列に変異を認めなかった地域もあったこと
から、今後も引き続き、本ウイルスの動向
監視が重要。

43.ホルスタイン経産牛でみられた牛パピロ
ーマウイルス1型による牛乳頭腫症の一例：
石川県北部家保 伊藤美加、向野逸郎

牛乳頭腫症は牛パピローマウイルス（BPV）
が牛の体表や粘膜に感染し、良性の腫瘍性
病変を形成する疾病。管内の酪農家で2013
年2月初旬から発咳嘔吐を繰り返し、同年10
月に突然死した6歳の経産牛に対し病性鑑定
を実施したところ、食道粘膜に腫瘍性病変
が認められ、BPV1型（BPV-1）による牛乳頭
腫症と診断。剖検所見では、食道内にこぶ
し大カリフラワー状の腫瘍4個が形成され、
喉頭部まで食塊が充満。また、第一胃幽門
部に硬化した食塊物2個、第三及び四胃内に
未消化の綿実を多数確認。病理組織学的検
査で、食道内腫瘍は線維性乳頭腫と診断。
ウイルス学的検査では、腫瘍よりBPV-1遺伝
子を検出。また、疫学調査で同居牛の体表
に乳頭腫様病変は認めず、口腔内スワブか
らはBPV遺伝子を検出できなかった。上部消
化管の乳頭腫はBPV-4の感染で形成される。
本例はBPV-1による乳頭腫が原因で間接的で
はあるが経産牛が死亡した極めて希な症例。

44.一酪農家で発生した成牛のC群ロタウイ
ルス病：福井県福井県家保 葛城粛仁、田
中知未

34頭飼養する一酪農家で平成25年4月、県
外より未経産牛2頭を導入した2日後より、
下痢を呈する牛が続発。発症牛2頭、導入牛
2頭の糞便、ペア血清を材料に病性鑑定を実
施。下痢は導入牛を除く3産未満の成牛のみ。
下痢便の性状は軟便がほとんどで、2～3日
で治癒。血便、呼吸器症状、発熱はなかっ
たが、食欲不振、乳量減少を確認。RT-PCR
では、発症牛5頭、導入牛1頭の便からロタ
ウイルスC（RVC）の特異的遺伝子を検出、
他の下痢関連ウイルスの遺伝子は検出され
ず。RNA-ポリアクリルアミドゲル電気泳動
では、RVC特有の11本の分節を確認。発症牛
はRVC抗体の動きあり。サルモネラ症、ヨー
ネ病を否定、寄生虫も陰性であり、本症例
をRVC感染によるロタウイルス病と診断。RT
-PCR陰性の導入牛は着地検査時に既に高い
抗体を保有しており、この導入牛が感染源
である可能性が高いと考察。RVC11分節の分
子系統樹解析では、今回の株は全て既報の
牛由来RVCと近縁であることが判明。

45.公共牧場における未経産繁殖牛の牛ウイ
ルス性下痢・粘膜病対策と子牛の呼吸器病
対策：山梨県西部家保 穴澤光伊、伊藤和
彦

H23年、管内公共牧場の繁殖牛1頭で牛ウ
イルス性下痢ウイルス（以下BVDV）1型の一
過性の感染が示唆された。H24年、BVDVサー
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ベイランスによりBVDV1及び2型の野外感染
を疑った。また繁殖牛の呼吸器病5種混合不
活化ワクチン（BVD1及び2、IBR、RS、PI3）
（以下不活化V）2回接種試験でBVDV2型にお
いて有効抗体価を維持せず。加えて子牛で
呼吸器病が流行。H25年、未経産繁殖牛の牛
ウイルス性下痢・粘膜病対策においてワク
チン接種試験（種付2及び1ヶ月前、呼吸器
病5種混合生ワクチン（BVD1、IBR、RS、PI3、
Ad）（以下生V）及び不活化V、各5頭2群）
を実施。生V→不活化V接種群でBVDV 1及び2
型ともに有効抗体価を維持。また持続感染
牛（以下PI牛）サーベイランスにより繁殖
候補牛15頭全頭陰性、PI牛の存在を否定。
子牛の呼吸器病対策はワクチンプログラム
の変更と糞尿除去周期の短縮によるアンモ
ニア濃度の低減により呼吸器病発症数が減
少。

46.牛コロナウイルスによる搾乳牛の集団下
痢発生事例：山梨県東部家保 小林洋平、
小泉伊津夫

管内乳用牛農場（対尻式、スタンチョン
ストール方式、成牛22頭飼養）において集
団下痢、乳量低下を呈する事例が発生。発
症牛の糞便、鼻腔スワブから牛コロナウイ
ルス（BCV）特異遺伝子を検出。制限酵素（A
vaⅡ、Eco065Ⅰ）反応にて型別を実施した
ところ、全て遺伝子4型と判定。HI試験によ
るBCV抗体検査においても有意な抗体上昇を
確認、BCVによる集団下痢と診断。発生時血
清（pre血清）において3歳以上の個体は既
に一定の抗体を保有、過去の流行を示唆。
過去血清を用いたBCV抗体検査においても3
歳以上は抗体保有、2歳未満では20倍以下の
個体が多く確認、若齢牛の増加が群のGM値
低下に繋がると示唆。発生時、2歳未満が牛
群全体の47%を占めていたことから群として
の抗体価が低下、気温の急激な低下等のス
トレスにより発症、蔓延したと推察。追跡
調査として発生6カ月後に発症牛及び流行未
経験牛のBCV抗体検査を実施、発症牛は80倍
以上の抗体価を維持、流行未経験牛は20倍
未満。流行未経験の若齢牛が増加すること
は今後も同様の発生を起こす要因になると
推察。

47.牛ウイルス性下痢・粘膜病（BVD-MD）の
検査体制：長野県松本家保 中山恵、宮本
博幸

平成25年3月から異常産が続発し牛ウイル
ス性下痢ウイルス（BVDV）の関与が疑われ
たことから、診断予防技術向上対策事業（事
業）によるBVDV抗体保有状況調査を強化し
て持続感染牛（PI牛）の摘発を目的とした
検査体制を構築。事業では県内の全酪農場
を対象とした任意のバルク乳検査、並びに
異常産発生農場、疫学関連農場およびPI牛
確認農場における全頭検査・導入牛検査・
新生子牛検査を実施。平成25年12月末現在、
バルク乳検査で1頭、全頭検査で3頭、導入

牛検査・新生子牛検査で6頭、合計10頭のPI
牛（PI牛疑いを含む）を確認。BVD-MDまん
延防止のためには幅広い検査体制が必要。
今後はこれまでに分離されたBVDVの遺伝子
解析により県内の浸潤状況を究明するとと
もに、PI牛を摘発するためのスクリーニン
グ検査体制等を強化し、本病の清浄化の一
助としたい。

48.管内における牛ウイルス性下痢・粘膜病
（BVD・MD）に対する取り組み：長野県佐久
家保 後藤義明

平成24年、病性鑑定において管内酪農家4
戸計6頭の牛ウイルス性下痢ウイルス（BVDV）
の持続感染（PI）牛を確認。平成25年2月に
啓発及び意識向上のため研修会を開催。平
成25年、生産者団体が主体となり管内酪農
家 59戸のバルク乳のスクリーニング検査を
年2回実施。一過性のBVDV感染を疑う事例を
2戸で確認。管内公共牧場中4牧場で入牧前
にワクチン接種を実施。希望農家には診療
獣医師による全頭ワクチン接種を実施。ま
た平成 25年の病性鑑定においてPI牛1戸1
頭、BVDV関与を疑う流産を2戸3頭、一過性
のBVDV感染を疑う事例を2戸で確認。これま
での経過より管内農場は常にBVDV感染リス
クに曝されていると推測。今後もまん延防
止のため、 BVD・MD対策における関係者の
意識統一を図り、乳用牛における継続した
スクリーニング検査及びさらなるワクチン
接種の徹底、肉用牛における余剰血清等を
利用した浸潤状況調査が必要と考察。

49.牛呼吸器病ウイルス検査へのリアルタイ
ムPCRの活用：静岡県中部家保 湯山祐子、
川嶋和晴

牛呼吸器病ウイルスのスクリーングのた
めの遺伝子検査をより簡便にするために、S
YBR Green 法によるリアルタイムPCR（rPCR）
を用いて5種ウイルス（DNAウイルス：IBRV、
RNAウイルス：BRSV、BPI3V、BVDV、BCV）同
時検出を試みた。核酸抽出を行った後、RNA
には逆転写反応を行い、コンベンショナルP
CRで使用しているプライマーを使用してrPC
Rを実施。PCR産物が500bp以下と小さいプラ
イマーセットがrPCR利用に適していた。検
出感度はウイルス核酸10pg～100ngオーダー
でrPCR1回でもNested PCRに劣らなかった。
5種ウイルスプライマーを1プレート上に配
置し、野外の牛鼻腔スワブ液を用いて検証。
増幅曲線の有無あるいはPCR産物の解離温度
で、ターゲットDNAからの増幅かどうかを確
認できた。今後、アニーリング温度を検討
して反応の特異性を上げ、Ready-to-Useのr
PCR用プレートを作成して冷凍での保存性を
検討し、実際の病性鑑定に役立てたい。

50.県内育成牧場における牛ウイルス性下痢
ウイルス対策：愛知県中央家保 奥村貴樹、
杉江典映
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牛ウイルス性下痢ウイルス（BVDV）は、
下痢や肺炎、異常産など様々な症状を引き
起こすほか、持続感染するという特徴を持
ち、持続感染牛（PI牛）の摘発・淘汰が対
策として重要。平成23年11月、県内育成牧
場においてPI牛が摘発されたことを受け、
平成24年4月に全頭検査、同年6月以降2カ月
毎に導入牛検査を実施。1,355頭（全頭検査
447頭、導入牛検査908頭）の血清を検査材
料とし、RT-PCR及び中和抗体検査によりBVD
V感染を判定。7頭をPI牛、7頭を急性感染牛
と診断。急性感染牛の多くはPI牛と同一又
は隣接区画で飼養され、PI牛から同居牛へ
のBVDV水平感染を示唆。平成25年11月から
導入牛検査を導入前に実施し、育成牧場内
における水平感染のリスクを低減。導入前
検査により育成牧場におけるBVDVの侵入・
拡散防止を継続し、県内酪農家の生産性向
上に寄与。

51.育成牛の牛白血病ウイルス（BLV）抗体
陽性率低下のための取り組み：愛知県東部
家保 中尾秀仁

自家産育成牛のBLV感染を防ぐ為、平成23
年からパスチャライザーを導入し、初乳及
び合乳（合乳等）の加温処理（60℃30分）
を行う200頭規模のフリーストール農場を指
導。加温処理効果の検証の為、預託前（約6
か月齢）及び退牧後（約22か月齢）にBLV抗
体検査を実施。加温処理前後の比較は預託
前検査で行うべきだが、検査開始時点で既
に加温処理が行われていた為、退牧後の牛
群を用いた。預託前検査では、陽性率は4.0
%（7/171）。その内、陽性母牛から生まれ
た子牛は11.3%（6/53）、陰性母牛から生ま
れた子牛は0.8%（1/118）。退牧後検査では、
加温処理前の牛群では陽性率は14.0%（18/1
29）、加温処理後の牛群では4.7%（2/43）。
加温処理後の合乳等を給与した育成牛の抗
体陽性率が低下していること、抗体陰性母
牛から生まれた子牛はほぼ陰性であること
から加温処理は合乳等給与でもBLV感染防止
に有効であると考えられた。この結果を受
け農場主の意欲は向上し、家保の指導の下、
農場内での水平感染を防ぐ為、陽性率が高
い経産牛群との区分飼養やサシバエ対策等
に取組み始めている。

52.繁殖和牛における牛白血病清浄化に向け
た取り組み：三重県北勢家保 齋藤亮太、
佐藤勝哉

2013年6月から管内の和牛繁殖農家2戸で、
繁殖雌牛の牛白血病清浄化に向けた取り組
みを開始。牛白血病の浸潤状況を把握する
ために、各農家の繁殖雌牛の牛白血病ウイ
ルス（BLV）抗体検査を実施。抗体陽性率は
A農場18.5％（5/27）、B農場29.3％（27/92）
だった。7月に清浄化対策についてそれぞれ
協議し、基本方針と農場ごとの陽性牛の管
理方針を決定したが、11月の検査では陽性

率はA農場19.2％（5/26）、B農場40.2％（3
5/87）となった。しかし、BLV抗体陰性牛（6
月時点）を対象とした陽転率は分離飼育を
行ったA農場は4.5％（1/22）で、B農場の15.
0％（9/60）より優れていた。このため、感
染拡大防止対策として隔離飼育の有用性を
確認したが、陽性牛の速やかな淘汰が実施
されない、隔離飼育ができない等の課題が
挙げられた。今後は、B農場では隔離飼育に
代わる対策の検討、両農場に対して基本方
針の継続、陽性牛の淘汰促進を続けること
で清浄化を進めたい。

53.和牛肥育農場における導入時の牛RSウイ
ルス生ワクチン接種による呼吸器病対策：
三重県紀州家保 佐藤福太郎、富田健介

牛RSウイルス病は、国内において主に冬
に流行し、集団発生を引き起こす。また、
ワクチン接種による予防法は、飼養環境や
疾病発生状況などにより至適条件が異なる。
平成23年冬季、管内240頭飼養の和牛肥育農
場において呼吸器病が多発し2頭が死亡。ペ
ア血清抗体価より、牛RSウイルスの関与を
疑う。また、導入時抗体価のばらつきを認
めた。対策として、平成24年9月より、導入
時に牛RSウイルス生ワクチンを接種。また、
ペア血清を用い抗体価を測定。結果、平成2
4年9月から翌3月は前年の同時期と比較し、
呼吸器病による診療回数は219回から106回、
診療頭数が43頭から27頭に減少。これに伴
い、1頭あたりの年間平均診療費は14,700円
から7,480円に減少。呼吸器病による死廃な
し。前年同様、ペア血清抗体価はワクチン
抗体価以上に高く、引き続きRSウイルス暴
露が起こっていると示唆されたが、導入直
後のワクチン接種が発症を軽減したと推察。
今後、本対策を広く指導・普及したい。

54.FNAにより予後判定を行った牛白血病の
一症例：三重県紀州家保 岩澤久美子、佐
藤福太郎

約30頭飼養の酪農家において85ヶ月齢の
牛で肛門周囲に腫瘤が発見され、直腸検査
にて骨盤腔内にも腫瘤を触知。寒天ゲル内
沈降反応で牛白血病ウィルス（BLV）抗体陽
性、肛門周囲腫瘤の細針生検（FNA）にて核
の大小不同を呈す細胞を多数認め、リアル
タイムPCRで有意なBLV遺伝子を確認。当該
牛の一般状態は良好であったが地方病性牛
白血病が示唆されたため、畜主から早期淘
汰と剖検の同意が得られた。その後急激に
病状が進行し、肩峰部、頚部、下顎にも腫
瘤が形成され、食欲不振、削痩、頚静脈怒
張を示した。剖検にて体表や骨盤腔内等の
リンパ節が腫脹。左臀部および左肘部筋肉
内に腫瘤形成。第四胃幽門部壁の一部が腫
瘍性に腫大し、内腔を狭窄。心臓が心膜と
線維性に癒着して腫大。病理組織学的検査
にて異型リンパ球の浸潤増殖を認め、免疫
染色でB細胞性リンパ腫と確認し、地方病性
牛白血病と診断。以上よりFNA材料を用いた
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リアルタイムPCRは予後判定、農家指導に有
効であった。

55.牛白血病抗体浸潤状況と抗体陽性牛のリ
スク評価：滋賀県滋賀県家保 宮坂光徳、
浅井素子

牛ヨーネ病検査残余血清の牛白血病ウイ
ルス（BLV）感染率は、エライザ検査におい
て、平成24年（A地域）は36.3％、平成25年
（B地域）は26.5％、陽性戸数および陽性率
50%以上戸数は、A地域は65.9％、22,7％、B
地域は61.0%、22.0％。4年前のゲル内沈降
反応検査結果と比較すると、A地域は増加傾
向、B地域は現状維持傾向。30頭飼養規模の
BLV高感染農家抗体陽性牛24頭をリアルタイ
ムPCR（rPCR）、PCRおよびECの鍵を用いてB
LV陽性牛のリスク評価を検討、rPCRが10 co
pies/ng以上が13頭。その13頭は白血球数が
10,000/μl以上。PCR陽性15頭/24頭。ECの
鍵が正常で10copies/ng以上が1頭、ECの鍵
が疑症および真性の7頭が10copies/ng以上
と一致。ECの鍵はスクリーニング検査とし
ての利用は有用であるが、 rPCRの併用が
必要。今後、経営に則した対策を実施する
ために、効率的なリスク評価の方法、指導
方法の検討が必要。

56.牛白血病清浄化に向けた取り組み：滋賀
県滋賀県家保 小畑敦俊、布藤雅之

牛白血病清浄化を達成した和牛繁殖農家
（農家A）と、牛白血病ウイルス抗体陽性率
の急激な上昇を認めた酪農家（農家B）での
牛白血病清浄化への取り組みについて報告
する。農家Aは平成21年に新規経営開始した
和牛繁殖一貫経営農家。平成22年度の抗体
検査で抗体陽性率41.4%と高値を示した。農
家Bでは平成22から24年度にかけて抗体陽性
率が30.0%から63.2%と急激に上昇した。農
家Aでは抗体陽性牛を肥育、出荷することで、
計画的に淘汰を進めた。また、ネットを用
いた抗体陽性牛の隔離により、抗体陰性牛
の感染防止を徹底した。これにより平成25
年7月、抗体陽転牛の発生もなく、全ての抗
体陽性牛が淘汰され、清浄化を達成した。
一方、農家Bでは計画的な淘汰が様々な理由
により行えなかった。このため、抗体陰性
牛の感染防止徹底するよう指導し、長期的
な視点で清浄化を目指していくこととなっ
た。

57.滋賀県における肉用牛飼養農家の牛白血
病対策：滋賀県滋賀県家保 浅井素子、森
川武司

当所では肉用繁殖牛飼養農家の牛白血病
対策指導として、2年に1回サーベイランス
検査を実施。今年度は過去の検査結果と比
べ陽性農家数は変化していないが陽性頭数
率が上昇。要因は発症牛が出た農家や陽性
率の高い農家の感染拡大であると考察。陽
性率が低い段階での対策が非常に重要であ
ることを再確認。一方で陽性率が高い農家

の指導方法が今後の課題。また、対策に積
極的な繁殖牛飼養農家2農家について継続し
た検査および指導を実施中。指導後は感染
拡大が抑えられており対策の継続により清
浄化は可能であると推察。さらに本県は肥
育素牛の多くを県外から導入しており、産
地の影響が大きいことから、生産者団体と
協力し肥育素牛の導入時検査を開始。現在
のところ陽性率は12％。素牛の産地での感
染を確認。結果は生産者団体を通じて導入
元家畜市場に提供されており、産地の対策
が進むことを期待。今後も陽性農家の減少、
肥育牛での発生頭数の減少を目標に指導を
継続していく。

58.新生子牛の牛コロナウイルス病の一症例
：滋賀県滋賀県家保 平澤康伸、森川武司

2012年12月黒毛和種新生子牛が2日齢で水
様性下痢を発症、3日齢で死亡し、死亡子牛
の病理解剖、組織学的検査、主要な下痢原
因ウイルスの遺伝子検査、細菌学的検査、
牛コロナウイルス（BCV）の免疫組織学的検
査を実施。剖検で空腸から結腸のひ薄化、
水様内容貯留を確認。組織学的検査で空腸
および回腸の絨毛の萎縮、絨毛粘膜上皮の
扁平化、脱落、盲腸および結腸の粘膜上皮
の立方化、扁平化、脱落、腸陰窩内の変性
上皮細胞貯留を確認。遺伝子検査で、腸管
からBCV遺伝子を検出、細菌学的検査では有
意な菌を分離しなかった。抗BCV免疫組織学
的検査で腸管の変性粘膜上皮に一致して抗
原陽性を確認、結腸陰窩の粘膜上皮および
腔内にも抗原陽性を確認。遺伝子検出、組
織所見、免疫組織学的検査結果から、本症
例を牛コロナウイルス病と診断。県内初の
新生子牛発症例。

59.県内で発生した牛ロタウイルス病：滋賀
県滋賀県家保 内本智子

酪肉複合農家1戸および和牛繁殖一貫農家
3戸でA群ロタウイルス（RVA）感染による子
牛の下痢が発生。4頭の下痢便と下痢発症後
死亡した2頭の空腸、結腸乳剤を用いたRT-P
CR検査で6検体からRVA遺伝子を検出、5検体
からRVAを分離。遺伝子シークエンス解析の
結果遺伝子型はG6P[5]型と判明。VP4、VP6
およびVP7遺伝子の相同性は97.8～100%、VP
6およびVP7遺伝子のアミノ酸配列は3農家で
100%の相同性。死亡子牛の空腸は絨毛の高
度萎縮と絨毛粘膜上皮の脱落。低体重、胸
腺の低形成が認められ、虚弱であったこと
が死亡につながったと推測。同一地域にあ
る3農家で分離されたRVAのアミノ酸配列は1
00%一致しており、一部の地域では由来の同
じRVAが伝播した可能性が高い。発生農家に
対し、病原体の伝播防止のため踏込み消毒
槽の設置と分娩房の消毒、感染予防のため
初乳給与を確実に行うことと、ワクチン接
種の検討を指導。

60.末梢血中リンパ球当たりの牛白血病ウイ
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ルス遺伝子量を指標とした胎盤感染リスク
：京都府南丹家保 田中義信、寺石武史

【はじめに】牛白血病ウイルス（BLV）の
末梢血での感染状態を区分することで胎盤
感染リスクを評価し、清浄化への一助とす
るため調査。【材料及び方法】乳用雌牛35
頭及び熱処理初乳を給与された35日齢以下
の子牛10頭から採血し、リンパ球数及び血
液当たりのBLV遺伝子量を検査。リンパ球当
たりのBLV遺伝子量（BLVL）を算出。【結果】
BLVLとリンパ球数からステージ0:BLVLなし
でリンパ球数正常、1:BLVL低でリンパ球数
正常、2:BLVL高でリンパ球数正常、3:BLVL
高でリンパ球増多の4ステージに区分。陽性
母牛の産子10頭のBLV遺伝子は、ステージ1
の母牛4頭の産子で全て陰性。ステージ2の
母牛2頭の産子で1頭が陽性。ステージ3の母
牛4頭の産子で全て陽性。【考察】ステージ
3の母牛の産子4頭中3頭は3日齢でBLV遺伝子
陽性であったことから、ステージ3の母牛は
胎盤感染する可能性が高いと推察。以上か
ら、BLVLとリンパ球数は胎盤感染リスクの
指標となる可能性が高いと示唆。

61.府内酪農場における牛ウイルス性下痢ウ
イルス持続感染牛の摘発：京都府中丹家保
天野恵里子、種子田功

府内酪農場3戸で牛ウイルス性下痢ウイル
ス（BVDV）浸潤調査を実施。抗体保有率の
高かった1戸で、BVDV持続感染（PI）牛を摘
発、感染源の究明等を実施。【材料及び方
法】搾乳牛400頭規模、BVDV不活化2価ワク
チン接種農場で、若齢牛の中和抗体検査と
遺伝子検査を行った結果、19か月齢のPI牛
を摘発（牛A）。防疫対応として、①PI牛の
病性鑑定、②血清とバルク乳を用いた全頭
検査、③保存血清を用いた遡り調査、④分
離BVDV株の5’非翻訳領域、E2蛋白領域の分
子疫学的解析を実施。【結果】①臓器及び
体液からBVDV遺伝子を検出、血清からBVDV
を分離。②PI牛を認めず。③PIを疑う府外
導入牛（牛B）を特定し、血清からBVDVを分
離。④牛A、Bの分離株は何れも遺伝子型は1
b型で、両領域の塩基配列はそれぞれ100%、
99.7%一致。【まとめ】府外導入の牛Bが牛A
の母牛への感染源であると推定。今後、導
入牛検査等を検討するとともに、府内BVDV
浸潤状況の実態把握のため調査を継続。

62.血液生化学検査による地方病性牛白血病
の早期摘発スクリーニング：兵庫県淡路家
保 亀山衛、八巻尚

体表リンパ節腫大、リンパ球増多等の典
型症状を示さない地方病性牛白血病（EBL）
を早期に摘発淘汰するため、血液生化学検
査によるスクリーニングを検討。EBL届出例
の内、当所で血液検査を実施した58例（EBL
例）と病理学検査でEBLが否定された対照例
17例を比較。EBL例の内、典型症状がなく病
理学検査で死後診断された30例（非典型例）
の腫瘍発生部位を集計。血液検査では、EBL

例でリンパ球数、GOT、GGT、CPK、LDH、BUN、
CRE、LDH3が有意に高値、GLUは低値。前述9
項目とLDH2とLDH3の比率の和（LDH［2+3］）
を加えた10項目の、異常値を示す症例数の
比率を非典型例・対照例間で比較。両群間
の差は、LDH、LDH3、LDH［2+3］、GOTで大。
腫瘍の発生部位は、胃（96.7%）、心臓（93.
3%）、リンパ節（83.3%）の順で高率。典型
症状がなく、EBLが類症鑑別にない場合でも
LDH、LDH分画、GOTの動向を確認することが
非典型例を疑う糸口となり、EBLの精密検査
を更に実施することで早期の摘発が可能。

63.管内一酪農場の牛白血病清浄化に向けた
取り組み：奈良県奈良県家保 永來沙夜子、
赤池勝

平成24年度より牛白血病（以下BL）清浄
化に取り組んでいる酪農場で平成25年11月、
新規感染牛（平成24年4月導入）1頭を確認
した。導入時期・導入元の地理的条件より
導入後の感染と判定した。吸血昆虫対策と
して平成24年7月から陽性牛を換気扇の風下
に配置していたが、吸血昆虫の捕獲調査結
果からサシバエによる換気扇不使用時の不
作為による感染と推察した。捕獲調査（平
成25年10月）による牛舎内のサシバエ分布
及び繋留場所による四肢付着数に偏りがあ
り、日当たりの良い場所に多く分布してい
た。このことから、換気扇不使用時にはサ
シバエ分布状況を考慮して感染牛を配置す
ることによりサシバエによる新規感染を防
止し清浄化達成が可能と考える。

64.牛白血病ウイルス（BLV）の遺伝子検査
法の検討：和歌山県紀北家保 山田陽子、
豊吉久美

効率よく正確なBLV遺伝子検出および定量
のためBLV抗体陽性率約40%の農場の牛33頭
の末梢血を用い①全血と白血球からのDNA抽
出②DNA濃度調整の有無③BLV遺伝子定量（リ
アルタイムPCR（r-PCR））及びBLV遺伝子検
出（nested PCR（nested））をそれぞれ比
較調査。DNA濃度調整有無に関わらずr-PCR
とnestedで全血と白血球DNAに共通して陽性
は12検体。濃度未調整白血球DNAのnestedで
更に3検体陽性で陽性最多。その3検体はr-P
CRで10copies/100ngDNA以下でごく微量。r-
PCRに供するDNA量を100ng以下にした場合、
全血と白血球中のBLV遺伝子量の相関係数は
0.9以上。しかしDNA量が100ngを超える場合、
全血と白血球の遺伝子量の相関係数は0.4以
下。BLV高浸潤農場の遺伝子量が多い牛の摘
発には濃度調整済み全血DNAによるr-PCRが
検査時間も短縮でき、利用可能。また濃度
未調整白血球DNAのnestedは微量の遺伝子検
出に高感度で、BLV低浸潤農場や導入牛検査
で新たな感染源の摘発のために有効。

65.管内で発生した搾乳牛の集団下痢：鳥取
県西部家保 山岡善恵、河本悟

平成25年10月から12月にかけて管内3件の
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酪農家で搾乳牛の集団下痢が発生。病性鑑
定依頼があり検査したところ、牛B群ロタウ
イルス、トロウイルス、コロナウイルスを
それぞれ検出。下痢の集団発生の状況を知
るべく、管内の各酪農家へ聞き取り調査を
実施。5割を超える農家で下痢の集団発生有
り。うち約74％で毎年発生、約26％で数年
おきの発生。このように、管内酪農場では
毎年集団下痢が発生しているものの、これ
まで病性鑑定は実施していない案件が大多
数。理由は牛が廃用に至ることが少なく、
放っておいても治癒するために酪農家が病
性鑑定依頼の必要性を感じていないからと
推察。しかし、集団下痢が発生している約1
0日間の平均乳量は通常乳量の約1割低下。
この経済的損失は無視できない。集団下痢
の原因の特定と動向を継続的に調査し、コ
ロナウイルスの単味ワクチン接種の奨励等、
農家へ有益な情報を還元していく必要あり。

66.牛ウイルス性下痢ウイルス持続感染牛摘
発後の対応：鳥取県西部家保 池本千恵美、
河本悟

昨冬、牛ウイルス性下痢ウイルス病緊急
清浄化対策で県内2ヶ所の公共牧場預託牛全
1047頭の検査実施。持続感染（PI）牛1頭摘
発。PI 牛の預託期間は約18ヶ月。妊娠150
日未満で感染した可能性のある管内からの
預託牛は和牛71頭、乳牛174頭。対象農家説
明で同意を得、和牛は下牧後の産子遺伝子
検査65頭実施。結果、PI牛1頭摘発されるも、
続く同居牛・産子検査で続発無。乳牛は管
内全戸のバルク乳延べ138検体、産子を含む
入牧牛193頭の遺伝子検査でスクリーニン
グ。病性鑑定も強化（21検体）。結果、2戸
のバルク乳で遺伝子陽性。続く個体検査で
各1頭、その産子で1頭のPI牛摘発。病性鑑
定で1頭（発育不良、北海道預託牛）、同居
牛でさらに1頭（北海道預託牛）のPI牛摘発。
これら計6頭のPI牛の摘発淘汰は県の淘汰助
成金により円滑に遂行。以後、県内公共牧
場入牧牛への6種不活化ワクチン接種・遺伝
子検査陰性確認により予防対策も徹底。今
後は県外預託にも確実なワクチン接種等、
自衛防の必要性を啓発し、さらなる予防対
策強化予定。

67.管内酪農場の成牛型牛白血病の現状：鳥
取県鳥取家保 小谷道子、寺坂理恵

成牛型牛白血病（以下EBL）の届出件数は
近年、全国的に増加している。本県でも増
加傾向で、平成25年の発生件数は鳥取県：4
2頭、当家保管内：11頭でそれぞれ前年と比
較して、13頭、5頭の増加。また、平成24及
び25年度の管内での酪農場の搾乳牛の牛白
血病ウイルス（BLV）抗体保有率は戸数ベー
スで100%、頭数ベースでは71.7％。飼養形
態、初乳の処理、育成牛の預託、直検手袋
の使用状況、導入牛の有無、吸血昆虫対策、
過去の発生などと有意な関連は認められず。

68.牛A群ロタウイルスが関与した搾乳牛の

集団下痢症：鳥取県倉吉家保 増田恒幸
平成24年2月に管内の酪農家において搾乳

牛の集団下痢症が発生。一過性の乳量減少
を伴い、約1週間で全頭が下痢を発症。病性
鑑定の結果、下痢を呈した牛の糞便からA群
ロタウイルス（RAV）遺伝子を検出（5/5頭）、
RAVを分離（3/5頭）。分離株の詳細な遺伝
子解析を（独）東京農工大学に依頼。分離
株は次世代シークエンサーを用いたde novo
シークエンシングによる全ゲノム解析によ
りG15P[14]という未報告の遺伝子型と判明。
VP7以外の各遺伝子分節は日本の牛由来RAV
と相同性が高く、国内の牛間で循環してい
るRAVが遺伝子再集合を起こしたものと推
察。また常法検査及びde novaシークエンシ
ングにより、その他の病原体の関与は否定。
このため本症例をRAV単独による牛ロタウイ
ル病と診断。次世代シークエンスによる全
ゲノム解析はRAVの同定に有用であり、病原
体の網羅的解析が可能。成牛のRAVによる下
痢症は報告が少ないため本事例は貴重な症
例。今後は症例を積み重ね、成牛のRAV感染
について研究が必要。

69.管内一酪農家の牛白血病の推移と対策：
鳥取県倉吉家保 田中一、岩井歩

A農場は管内300頭規模の酪農家で、過去5
年間に6頭が牛白血病で摘発。平成25年9月
には、育成牛にまき牛として利用している
種雄牛が摘発された。A農場の牛白血病ウイ
ルス抗体陽性率は、平成22 年度79.7％、平
成24年度72.2％、平成25年度83.8％と平成2
4・25年度に実施した管内酪農家54戸の陽性
率56.9％と比較して高く、種雄牛による感
染拡大の可能性も危惧。勉強会等により農
場従業員への牛白血病に対する理解を深め
ると共に、種雄牛の更新計画等を含めた牛
白血病清浄化対策について、現在、農場、
大山乳業、家畜診療所と一緒になって検討
中。

70.牛白血病の生前診断：鳥取県倉吉家保
森本一隆

牛白血病は、食肉出荷した場合全廃棄と
される疾病であるが、腫瘍の形成部位によ
り症状が多様であり、生前検査に難しさが
ある一方で診断の正確さが求められる。本
年度、倉吉家保において生前診断または解
剖した牛白血病11例を臨床病理の見地から
解析したところ、症状については、体表リ
ンパの腫脹6/11、直検で触知可な腫瘍8/11
であり、血液検査では、自動血球計算装置
での白血球増多7/11、リンパ球比の増多2/1
1、血液塗抹検査によるリンパ球比率の増多
5/11、異型リンパ球による判定10/11、ECの
鍵による判定7/11であり、血液検査におい
ては自動血球計算装置によるよりも血液塗
抹検査（特に異型リンパ球の検出）の有効
性が高かった。なお、これら牛白血病11症
例中、生前検査で牛白血病との診断出来な
かったもの1例、検査データ不足のため診断
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に至らなかったもの1例であった。

71.鳥取県における牛ウイルス性下痢ウイル
ス性状化への取り組み：鳥取県倉吉家保
増田恒幸

平成24年3月に牛ウイルス性下痢ウイルス
2型（BVDV2）の持続感染（PI）牛が県内で
初めて摘発されて以降、多くのBVDV2のPI牛
を摘発。PI牛の母牛は県内の公共育成牧場
（育成牧場）へ預託されており、育成牧場
でのBVDV2の流行・感染が示唆。育成牧場で
のBVDV蔓延防止対策の実施と同時に、摘発P
I牛の疫学調査を実施。摘発されたPI牛の多
くは育成牧場関連牛で、分離株は全て2a型
に分類、株間の高い相同性を確認。このた
めBVDV2が育成牧場で感染を繰り返し、県内
で多くのPI牛が発生したと推察。家畜保健
衛生所を始め、関係機関でBVDV蔓延防止対
策会議を開催し、育成牧場飼養牛の全頭のB
VDV検査、入牧予定牛の入牧前検査、育成牧
場でPI牛と同時期に飼養されていた妊娠牛
の産子検査の実施、摘発PI牛への淘汰助成
を決定。初のBVDV2のPI牛の摘発により実施
した一連の対策により、現在までに22頭のP
I牛を摘発。BVDV全頭検査及び入牧前検査の
継続により、育成牧場の清浄化を達成。現
在、鳥取県でのBVDV清浄化に向けたマニュ
アルを作成、関係機関と連携し県内清浄化
に向け取り組んで行く。

72.ワクチン接種方法が抗体価に及ぼす影響
への一考察：鳥取県倉吉家保 小林朋子、
増田恒幸

接種方法の違いが、牛呼吸器系ワクチン
（vac）接種による中和抗体価に及ぼす影響
を検証。試験①約2～6ヶ月齢牛に、不活化
牛ウイルス性下痢ウィルス（BVDV）1・2を
含有する6種混合vacを1回又は2回接種。2回
接種では5頭全頭でBVDV1・2の抗体価が上昇
するが、1回接種ではBVDV1・2ともほとんど
上昇せず、2回接種が良好。試験②約3～7ヶ
月令牛に、BVDV1を含有する5種混生（L）va
c、及びBVDV1・2を含有する5種混合不活化
（K）vacを接種。L接種29日後にKを接種す
るLK方式、K接種29日後にLを接種するKL方
式について検証。抗体価の上昇は、BVDV1、
パラインフルエンザ3型（PI3）及び牛伝染
性鼻気管炎ウイルス（BHV-1）は、LK方式が
良好であり、BVDV2は同等かややKL方式が良
好。呼吸器病及びBVD対策を総合的にみると、
LK方式が良いと考察。妊娠牛及び育成牛そ
れぞれに適した、効果の高いワクチン接種
方法の選定が必要。

73.管内牛白血病（BL）発生状況と一酪農家
の水平感染対策：島根県出雲家保 尾﨑優、
品川雄太

平成25年に、管内の黒毛和種（JB）肥育
農家が出荷した去勢牛28か月齢がと畜場でB
Lと診断。また、JB繁殖農家の21か月齢の繁
殖牛を病性鑑定によりBLと診断。過去5年間

の県内年間発生頭数（うち管内）は平成21
年7（1）頭、22年11（4）頭、23年13（4）
頭、24年14（2）頭、25年14（7）頭と徐々
に増加傾向。その多くは60か月齢以上のホ
ルスタイン（Hol）だが、若齢のHolも散見。
JBでは発症月齢に傾向は見られなかったが、
と畜場でBLと診断されることが多かった。
発症牛摘発をきっかけに平成23年度からBL
対策に取り組む管内の酪農場が、農水省の
事業「吸血昆虫の忌避剤を用いた夏季のBLV
伝播防止効果の評価」の実証農場となった。
搾乳牛のうちBLV非感染牛を2群に分け、一
方に6月から9月の間週1回牛体に忌避剤（ペ
ルメトリン含有）を噴霧。夏季の感染陽転
の有無を調べたが、両群ともに陽転は無か
った。これにはアブの発生状況、陽性牛の
ウイルス保有状況の関与が考えられる。来
年度はより効果的な使用方法を検討。

74.牛ウイルス性下痢ウイルス（BVDV）感染
牛の導入による農場内ウイルス伝播と対策
：島根県出雲家保 土江將文、品川雄太

搾乳牛200頭を飼養する管内一酪農場の県
外導入牛着地検査でBVDV持続感染（PI）を
疑う牛1頭を摘発・自主淘汰。その後、摘発
牛導入による農場内でのBVDV浸潤状況調査
および産子のPI牛の摘発を実施。摘発牛は
導入後、搾乳牛パドックと5mの通路を隔て
た乾乳牛パドックで飼養されていたが、乾
乳牛5頭および搾乳牛15頭のペア血清のBVDV
中和抗体陽転頭数は、それぞれ5頭（100％）
および1頭（6.7％）で、搾乳牛群への限局
的なBVDV侵入が判明。さらに摘発牛と接触
のない自家産搾乳牛61頭の抗体価測定結果
は5頭（8.2％）のみが陽性で、多くの自家
産牛がBVDVに対する免疫を有していないこ
とも判明。搾乳牛群内のBVDV流行が限局的
だったのは摘発牛の早期淘汰に加え、BVDV
検査実施前の導入牛と搾乳牛群との隔離に
よると考えられ、PI牛の産子も1頭摘発され
るのみ。導入牛によるBVDV感染拡大防止の
ためPI牛の早期摘発・淘汰および検査結果
が判明するまで外部導入牛を隔離すること
の重要性を再確認。

75.21ヵ月齢黒毛和種牛にみられた牛白血病
の病性鑑定事例：島根県家畜病鑑室 東智
子、川上祐治

21ヵ月齢の黒毛和種未経産牛が食欲不振、
重度削痩および両側腸骨下リンパ節腫脹を
呈し、直腸検査により腹腔内に小腫瘤塊を
多数確認。血液検査ではWBC4,096×10

2
/ml、

リンパ球割合98％、異型リンパ球増多。BLV
抗体検査（ELISA法）陽性。病理解剖の結果、
脾腫、肝臓腫大、全身リンパ節腫大。大網、
子宮広間膜および腸間膜に小腫瘤塊散在。
病理組織学的に、リンパ節、脾臓、肝臓等
でリンパ球様腫瘍細胞が増殖。腫瘍細胞は
抗CD79α抗体陽性。フローサイトメトリー
解析により末梢血リンパ球の98％がCD5陽性
IgM陽性Bリンパ球。末梢血白血球中BLVプロ
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ウイルス量は1.5×10
4
copies/10ngDNA。以

上から牛白血病と診断。末梢血リンパ球の
新鮮凍結切片を用いた免疫組織化学的検索
により腫瘍細胞は抗CD79α抗体強陽性、フ
ローサイトメトリー解析と類似した陽性率
を示し、末梢血リンパ球の表面抗原簡易検
索に応用できる可能性が示唆された。

76.BVDV検査体制の整備とBVDV感染牛摘発状
況：島根県家畜病鑑室 石倉洋司、川上祐
治

本県では平成18年度から、関係者並びに
生産者の協力の下、BVDV感染症対策を開始。
当初は持続感染（PI）牛の被害にあった農
場及び対策意欲のある農場から指導を始め、
次いで地域・組合等へ本感染症対策を徐々
に拡大させ、県下全域に浸透するよう取り
組む。その結果、ホルスタイン種導入牛の
着地検査項目にBVDV検査が追加されるなど、
検査体制強化により検査依頼件数及び感染
牛摘発数は増加。検査実施状況は、平成24
年度が293件2,324例、25年度が195件2,938
例。摘発頭数は、24年度はPI疑い例を含め
て14頭、25年度は32頭。バルク乳検査実施
戸数は72戸と県内酪農場に占める割合は半
数を超え（51.8%）、県内搾乳牛飼養頭数（2
歳以上）に占める検査頭数の割合は約7割（6
8.8%）。本感染症対策に取り組む農場及び
地域は着実に拡大し、対策意欲のある地域
では自主的な検査依頼が増え、PI牛の早期
摘発体制が整いつつある。

77.牛ウイルス性下痢ウイルス持続感染牛の
摘発と清浄化：岡山県井笠家保 越智春陽、
秦守男

酪農家1戸にて実施した牛ウイルス性下痢
ウイルス（BVDV）抗体検査にて、ワクチン
未接種にもかかわらず17頭全頭陽性かつ高
抗体価（～4096倍）。持続感染（PI）牛の
存在を疑い、BVDV対策を開始。平成24年12
月、6ヶ月齢以上の全飼養牛415頭の血清を
用いた抗原・抗体検査にて、PI牛2頭を摘発
し、解剖等の病性鑑定。次に6ヶ月齢未満の
全飼養牛109頭の陰性を確認。その後、胎盤
感染を受けた可能性のある全胎子の出生後
検査を、平成25年1月～8月まで144頭実施し、
PI疑い牛2頭を摘発。病性鑑定したPI牛2頭
は発育不良の搾乳牛と正常発育の育成牛で、
いずれも粘膜病を疑う所見はなく、BVDV1型
を分離。農場へのBVDV侵入経路は不明だが、
摘発した4頭の母牛は、当該牛や姉妹牛の検
査からPI牛を否定されたことから、妊娠初
期に感染が起こったものと推定。清浄性維
持対策として、導入牛検査及び農場出入時
の消毒等衛生対策を実施中。

78.BVDV持続感染牛摘発農場での防疫対応：
岡山県津山家保 片岡まどか、高崎緑

平成25年6月、約190頭を飼養する酪農場
において、食欲正常で疾病罹患歴がないに
もかかわらず発育遅延を呈した18か月齢の

育成牛1頭について、病性鑑定を実施。牛ウ
イルス性下痢ウイルス（BVDV）遺伝子検出、
ウイルス分離、抗体陰性。約1か月後の再検
査でも同様の結果であり、本牛をBVDV持続
感染牛（PI牛）と診断。本牛は初産産子で、
母牛は初妊導入牛、検査の結果PIを否定、
当該農場への導入前の感染と推測。PI牛早
期発見とまん延防止のため、PI牛摘発から9
か月間を目途に新生子牛のウイルス検査を
継続、これまでにPI牛1頭（F1）、PI疑い牛
1頭（F1）を淘汰。初発牛と同じ牛舎の子牛
17頭及び育成牛31頭、別棟の成牛159頭にPI
牛は認められなかったものの、育成牛は抗
体陽性率が高く（28/31頭）、初発牛からの
水平感染が示唆。成牛は抗体陰性の個体も
多く（58/159頭）、今後の感染を予防する
ため不活化ワクチンを導入した。

79.岡山県のBVDV持続感染牛摘発状況と今後
の課題：岡山県岡山家保病性鑑定課 別所
理恵、廣瀬友理

近年県下で牛ウイルス性下痢ウイルス（以
下BVDV）持続感染牛（以下PI牛）の摘発事
例が散発。このため平成24年度からの診断
予防技術向上対策事業により20農場131頭の
育成牛抗体調査を実施。陽性牛が3農場で確
認され、陽性率は10.7％（14/131頭）。こ
のうちの1戸（A農場）で4頭、疫学関連農場
で1頭のPI牛を摘発。また、発育不良により
病性鑑定を実施したB農場でも3頭、過去2年
間で計8頭のPI牛を摘発。摘発牛は8日齢～4
歳で家保の指導により淘汰。臨床症状は2頭
の発育遅延のみ。母牛の抗体保有状況によ
り妊娠牛への同居感染でPI牛が産出されて
いることを確認。牛舎ごとの抗体保有状況
調査ではPI牛を隔離すればウイルスは容易
に拡散しないことが示唆。BVDVのまん延を
防止するためには感染予防対策を関係者に
普及啓発、これまでの病性鑑定による受動
的な摘発から組織的かつ積極的な摘発･淘汰
体制への変更が望まれる。

80.県内で同時期に流行した異なるサブグル
ープによる牛パラインフルエンザ：
広島県西部家保 清水和、桑山勝

平成24年1月に県内の肉用牛飼養農家2戸
で牛パラインフルエンザウイルス3型（以下
BPIV3）による呼吸器病が発生。発症牛から
国内では初となる遺伝子型に属するBPIV3を
分離し、迅速診断と発症予防対策のために、
分離株の抗原性の検索と遺伝学的解析を実
施。2農家からBPIV3を分離し、抗体価の有
意な上昇を認めたことから、BPI3と診断。
交差中和試験で、2農家の分離株2株の中和
抗体価に4倍以上の差を確認。遺伝学的解析
で、分離株間の塩基配列の相同性はP蛋白領
域76.2％、M蛋白領域85.3％であり、1株は
ワクチン株BN-CE株と同じgenotypeAに属し、
他方は2011年に報告の中国分離株と近縁でg
enotypeCに属した。県内で同時期に異なるg
enotypeに属するBPIV3が流行し、genotypeC
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に属するBPIV3は国内では初の報告例であっ
た。分離株は中和試験で抗原性状の差を認
め、株間の遺伝子の相同性はP蛋白領域で低
下を認めたことから、引き続き野外株の検
索を中心とした流行状況の把握と、現行の
遺伝子診断基準の検討が必要。

81.牛ウイルス性下痢・粘膜病が発生した乳
肉複合農場の清浄化対策：山口県中部家保
脇本雄樹、中島伸樹

平成25年6月、約180頭飼養の乳肉複合農
場で肥育牛1頭（No.1）に牛ウイルス性下痢
粘膜病の発生を確認。そこで農場、共済組
合家畜診療所、家保の3者で協議の上、清浄
化対策として、隔離牛舎を新設し、検査で
陰性を確認するまで群飼しない体制を構築。
また、同居牛全177頭の検査を行い、持続感
染牛（PI牛）1頭（No.2）を摘発・自主淘汰。
7月以降、出生子牛および導入牛の検査を全
頭実施し、出生子牛からPI牛1頭（No.3）を
摘発。No.2は72か月齢、自家産牛であり、
産歴は流産が2回、正常産が3回。正常産の
うち無事に肥育出荷できたものは1頭のみで
あり、その肥育成績は不良。No.3はNo.2が7
月に出産した産子。清浄化対策中、3者で検
査結果や隔離状況を確認するとともに、PI
牛情報を用いて感染時期の推察や経済的損
失を考察。農場自身が本病による経済的損
失を理解し、積極的な侵入防止対策を継続
中。本病清浄化には、十分な情報共有によ
る農場の理解が重要。

82.黒毛和種繁殖雌牛の筋線維芽細胞増殖を
特徴とする線維乳頭腫：山口県中部家保
入部忠、大谷研文

黒毛和種繁殖経営農場で1頭の雌牛（3歳）
の乳房に約10個の腫瘤を確認。腫瘤の一部
が切除され病性鑑定を実施。1）病理学的検
査：表皮では有棘層の肥厚、顆粒層細胞に
核内封入体、乳頭間隆起の不規則な伸長、
過角化を確認。真皮では膠原線維の増生を
伴う紡錘形～類円形の核を有する紡錘形の
間葉系細胞の増殖を確認。間葉系細胞は免
疫組織化学的染色（免染）で抗cytokeratin
抗体陰性、抗vimentin抗体陽性、抗SMA抗体
陽性、抗desmin抗体陰性、透過型電子顕微
鏡（電顕）検査で細胞質に暗調小体様構造
を持つマイクロフィラメントがみられ筋線
維芽細胞と同定。表皮顆粒層の細胞核に、
免染では牛パピローマウイルス抗原を確認、
電顕ではウイルス粒子（直径約50nm）を確
認。2） ウイルス学的検査：パラフィン切
片から抽出したDNAでPCR（主要外殻タンパ
ク質L1領域）、遺伝子解析を行い牛パピロ
ーマウイルス1型と同定。本症例は筋線維芽
細胞の増殖が特徴的で線維乳頭腫の1亜型と
推察。

83.牛トロウイルスの県内初分離事例と浸潤
状況調査：山口県中部家保 村田風夕子、
入部忠

県内初の牛トロウイルス（BoTV）分離事
例を確認し、病性鑑定、遺伝子解析および
浸潤状況調査を実施。2013年3月、2日齢の
黒毛和種子牛が下痢を呈し死亡。病性鑑定
で腸管と肺からBoTV、腸管から牛コロナウ
イルス（BCV）が分離。空腸内容からE.coli
が10

7
cfu/g分離されたが病原因子は保因せ

ず。病理組織学的に全身性に細菌塊と循環
障害が認められ、菌血症と診断。本事例はB
CVとの混合感染で、BoTVとBCVの下痢への関
与が疑われた。分離株（YM2013）とBoTV遺
伝子陽性検体（YM2008）のS遺伝子領域（67
3bp）の遺伝子解析の結果、YM2013は愛知県、
YM2008は新潟県分離株と最も近縁で、YM201
3とYM2008の相同性は95.5%。牛血清（59戸3
50頭）についてBoTV Aichi/2004株を用いた
中和試験により浸潤状況調査を実施、抗体
陽性率は子牛66.7%、育成牛80.5%、成牛98.
0%。YM2013はYM2008と異なるクラスターに
分類、県内に複数のBoTVが侵入している可
能性を示唆。症例は少ないが抗体陽性率が
高く不顕性感染が多いと考察。

84.肉用牛繁殖農場で集団発生した牛呼吸器
病症候群（BRDC）：山口県東部家保 杉本
大輝、弘中由子

管内の一農場（繁殖雌牛68頭、子牛33頭）
でH24年11月下旬より2～6カ月齢の子牛数頭
が発熱、発咳等を呈し、H25年1月には約30
頭に呼吸器症状を確認、うち2頭は後日死亡。
鼻腔スワブまたは死亡牛の肺から牛コロナ
ウイルス、牛RSウイルス、牛パラインフル
エンザウイルス3型、Pasteurella multocid
a、Arcanobacterium pyogenes、Mycoplasma
（M.）bovis、M.dispar等を検出あるいは分
離、これら結果と臨床症状からBRDCと診断。
パルスフィールドゲル電気泳動で同一のバ
ンドパターンを示したM.bovis9株の薬剤感
受性試験で耐性化傾向を示す株を認め、抗
生剤治療効果の減弱の一要因と推察。死亡
した繁殖牛は導入直後から健康状態が悪く、
持ち込んだ病原体が密飼い等で免疫の低下
した牛群に感染、集団発生に至ったと推察。
H25年4月から石灰乳の塗布、牛5種混合生ワ
クチンの早期接種及び導入後の隔離飼育の
徹底を指導。これら取り組みにより以後の
集団発生は認めていない。

85.乳用牛の牛伝染性鼻気管炎発生：山口県
北部家保 齋藤陽之、國吉佐知子

平成25年6月、搾乳牛群で眼結膜充血、目
やに、鼻汁漏出等の呼吸器症状が散発、発
症牛6頭の鼻腔拭い液、血液を採材し、病性
鑑定を実施。結果、ウイルス学的検査：ウ
イルス分離；牛ヘルペスウイルス1型（BHV-
1）分離（5/6）。遺伝子検査；BHV-1陽性（6
/6）、牛RSウイルス（RS）陽性（1/6）。中
和試験で有意な抗体価の上昇；BHV-1（6/
6）、RS（5/6）、牛パラインフルエンザウイ
ルス3型（1/6）、牛コロナウイルス（1/6）。
細菌学的検査：直接塗抹培養；有意分離菌
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なし。マイコプラズマの遺伝子検査；Mycop
lasma bovirhinis陽性（2/6）。RS等の混合
感染を伴う牛伝染性鼻気管炎（IBR）と診断。
県内では7年ぶりの発生。対策として、発生
農場の緊急消毒及び飼養衛生管理基準の再
徹底を指導。発生農場、近隣2農場において
IBRワクチンの緊急接種を実施。発生農場で
の感染拡大、近隣農場での発生はなく、今
後は飼養衛生管理の徹底、定期的なワクチ
ン接種が必要。

86.肉用牛一貫経営農場の呼吸器病発生と対
策：山口県北部家保 木村めぐみ、國吉佐
知子

平成25年4月中旬、飼養頭数415頭の肉用
牛一貫経営農場で呼吸器病が発生。子牛と
肥育牛を中心に、発症頭数114頭、内死亡1
頭。5月下旬に終息。牛RSウイルス病（RS）、
牛パラインフルエンザと診断、マイコプラ
ズマが関与。発生時は病性鑑定及び消毒を
指導。終息後は衛生対策会議を2回開催。第
1回目は、①牛5種混合ワクチン（5種混）接
種試験（生・不活化（LK）方式10頭、KK方
式11頭、RSと牛伝染性鼻気管炎の抗体価測
定）②2次感染予防、③消毒の徹底、④導入
牛対策を検討。第2回目は、①接種試験結果
に基づくワクチンプログラムの検討、②消
毒方法等の確認。5種混接種試験結果から子
牛はKK方式、繁殖雌牛は分娩前に5種混Kを
追加接種する方式に変更。マイコプラズマ
対策主体とする早期治療を誘導。導入牛へ
の5種混追加接種、定期的な畜舎煙霧消毒等、
伝染病侵入防止対策を強化。一連の対策で、
農場の飼養管理衛生意識が向上。今後、ワ
クチン効果を検証。

87.一和牛繁殖農家における牛白血病（BLV）
清浄化への取組（第二報）：徳島県西部家
保 田上総一郎、福見貴文

和牛繁殖農家（成牛60頭、育成20頭）に
おいて、平成21年度（H21）からBLV清浄化
対策開始。当農家は、主に自家採卵と胚移
植で育種改良を行い、併せて胚の販売を行
っている。受身赤血球凝集反応による抗体
検査陽性率（%）は、H20：39.8、H21：30.2、
H22：12.8、H23：22で推移。H24以降、清浄
化に向けて対策を強化。検査間隔の短縮（1
回/年→3～4回/年）、検査項目の追加（EC
の鍵、リアルタイムPCR）、徹底した衛生管
理（吸血昆虫の忌避、直腸検査手袋1頭1枚、
注射針1頭1針）、抗体陽性牛の移動隔離、
淘汰。陽性率は、H24年4月：6、6月：0、9
月：7、12月：1.5、H25年4月：2.9、10月：
0、11月：0。以上より、当農場における清
浄化を確認。検査を継続し、清浄化を支援。
当所管内の過去4年間の年度別の頭数による
陽性率は、約20～30％で推移。今後、陽性
率の低下を目指し、定期的な抗体検査、伝
搬経路の把握、隔離、淘汰等、各農場に適
した対策を講じていくことを推進。

88.酪農場における地方病型牛白血病清浄化
に向けた取り組み：徳島県徳島家保 丸谷
永一、阿部敏晃

管内酪農家27戸について過去2回分の家伝
法5条検査余剰血清を利用し、牛白血病ウイ
ルス抗体陽性率の推移を確認。牛群陽性率
と伝播進度は相関関係にあり（R=0.69、p<0.
001）、牛群陽性率50％を超える農場ではま
ん延が進む傾向。牛群陽性率が高い3農場を
選定、抗体の追跡調査を6か月ごと継続し、
農場内伝播に関わるリスク要因を探りなが
ら、吸血昆虫防除を重点に清浄化対策を推
進。さらに、65頭規模の一農場では例外的
に陽性率が急増（H23年度：7.8%、H25年度
：20.3％）しており、県外預託が抗体陽転
のリスク要因となっている（OR=3.84、p=0.
038）。現状で推移した場合、今後3年で牛
群陽性率が50％を超える予測であるが、外
部預託は経営上必要であり、導入検査、陽
性牛の分離飼育等に努めながら早期の清浄
化を目指す。早期更新によらない本病制圧
には、長期にわたる対策の徹底と衛生意識
の持続が不可欠。効果を小まめに検証しな
がら取組みを確実につなげていきたい。

89.牛白血病清浄化対策実施における一考案
について：徳島県徳島家保 林宏美、谷史
雄

牛白血病（BLV）抗体陽性牛（陽性牛）淘
汰による清浄化が難航している。原因とし
て発症に至るまで長期間を有する事、経済
的負担が大きい事が畜主の清浄化への取り
組み意識を低下させている。管内黒毛和種
繁殖牛農家2戸にて、淘汰牛の選抜・順位付
による清浄化対策を実行。A農家にて21ヶ月
齢黒毛和種繁殖陽性牛が急死。これに伴い
飼養繁殖牛81頭を受身赤血球凝集反応検査
（PHA）にて検査した結果、BLV陽性率42%。
さらにECの鍵、BLV定性PCR法（PCR）にてリ
スク評価を実施した結果、高リスク牛1頭を
摘発、淘汰。B農家ではH24年度全頭検査に
て陽性率9%であった。清浄化対策として、
陽性牛からの初乳給与中止を実施。しかし、
H25年度18%と上昇。PCRを用いた垂直感染検
査を実施し、生後2ヶ月齢哺育牛を摘発、母
牛を高リスク牛と評価し淘汰対象とした。
畜主によるBLV清浄化の動機付には、高リス
ク牛の摘発は有用である。

90.和牛繁殖農場における牛白血病清浄化に
向けた取り組み：香川県西部家保 澁市さ
つき、合田憲功

和牛繁殖農場より牛白血病検査依頼があ
り､浸潤状況を調査。調査内容は抗体検査（E
LISA法､受身赤血球凝集反応法）及びリンパ
球数測定による感染伝播高リスク牛評価（E
Cの鍵）を実施。抗体検査では繁殖雌牛16頭
中9頭が陽性。ECの鍵では1頭が陽性､5頭が
疑陽性と判定。清浄化対策として､抗体陽性
牛と陰性牛の分離飼育､吸血昆虫による伝播
防止のためのネット設置､抗体陽性母牛から
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の産子の早期離乳（1週間）､人為的感染防
止の徹底を実施し､感染伝播高リスク牛の更
新を指導。追跡調査では抗体検査及び感染
伝播高リスク牛評価（リアルタイムPCRによ
る牛白血病プロウイルス（以下「PV」）遺
伝子の検出･定量）を実施｡抗体検査では抗
体陰性牛の維持を確認｡抗体陽性牛9頭全て
が牛白血病PV陽性｡遺伝子量は0.2～77.6コ
ピー/ngDNA｡遺伝子量の多い母牛の産子は抗
体陽性･PV陽性､遺伝子量の少ない母牛の産
子は抗体陰性･PV陰性｡遺伝子量の少ない母
牛では産子への水平感染が起こらない可能
性を示唆｡なお､遺伝子量の少ない母牛の産
子1頭について､対策後に水平感染防止を確
認。

91.BVDVのPI牛摘発に向けたリアルタイムPC
R法（SYBR法）の検討：香川県東部家保 坂
下奈津美、山本英次

牛群からのBVDVのPI牛摘発の検査時間の
短縮、省力化を目的として、リアルタイムP
CR法（SYBR法）の活用を検討。標準株BVDV1
a型Nose株ウイルス液を用い、RNA抽出、Vil
cekらのプライマーで1step RT-PCRを実施。
本法での検出について、①通常PCR法で検出
する場合との感度比較②検体ウイルス量の
検出限界③常時大量のウイルスを排泄して
いると言われるPI牛の血清での検体プール
可能数を検討。結果、①感度に差は無し（R
NA量1 pg以上で検出）。②ウイルス価10

1
TC

ID50/ml以上で検出。③血清25検体プール以
上で検出。なお、高希釈や陰性対照の数例
に非特異増幅が認められたが、Tm値、電気
泳動で判別可能。本法の活用で、牛群のス
クリーニング、PI疑い牛の個体特定までが
即日可能となり、最終的なPI牛確定までの
時間も短縮され、また、今までのPCR法に比
べ多検体プールが可能で省力化につながる
と考察。

92.管内酪農家2戸における牛ウイルス性下
痢・粘膜病の発生事例：愛媛県中予家保
木村琴葉、嶋家眞司

平成25年1月、A酪農家で分娩予定日を約1
週間経過した乳牛1頭が死産。死産胎子は心
房中核欠損及び小脳低形成を呈し、肺より
牛ウイルス性下痢・粘膜病ウイルス（BVDV）
1型を分離、各臓器でPCR検査陽性を示し、B
VDVによる死産と診断。母牛はBVDV1型の高
い中和抗体価を保有しており、胎子体液か
らは抗体を検出せず、妊娠中期に本ウイル
スに感染したものと推察。同居牛10頭のス
クリーニング検査において、持続感染牛（P
I牛）1頭を摘発し、とう汰。他9頭は高い抗
体価を認め、農場汚染を確認。また、B酪農
家については、当所がとう汰を指導してい
たPI牛1頭の放置が明らかになり、平成25年
8月にとう汰。特徴的な病変を示さず、各臓
器においてBVDV2型を分離。同居牛にPI牛は
確認されず、多くの個体で高いBVDV2型抗体
を保有。B農場では、繁殖障害等生産性の低

下を招くなど同居牛への影響が示唆。今後
は生産者にワクチン接種とPI牛の摘発とう
汰を推進することが重要。

93.黒毛和種肥育牛に発生した地方病性牛白
血病（EBL）の一考察：愛媛県南予家保 赤
坂遼、森岡聖子

平成25年3月から5月に管内2市でホルスタ
イン種（H種）2頭及び黒毛和種（B種）1頭
のEBLが発生。発症月齢はH種が41及び69か
月齢と好発月齢であったがB種は22か月齢と
若齢での発症。臨床所見では発熱（39.6～3
9.8℃）と全身各種リンパ節の腫脹が全例で
認められたが、B種では削痩は見られなかっ
た。B種の血液検査では、白血球数26,200/
μlと増加、異型リンパ球が出現。受身赤血
球凝集反応（PHA）で牛白血病ウイルス（BL
V）抗体価が32,768倍と上昇し、末梢血リン
パ球のPCR検査でBLV遺伝子を検出。病理組
織学的検査では多臓器と各種リンパ節にリ
ンパ様細胞の腫瘍性増殖を認め、免疫組織
学的検査において腫瘍細胞はCD79α陽性、C
D3陰性であったことからB細胞性リンパ腫と
診断。外見上正常な有病牛が、と畜検査で
全廃棄処分を受ける等の経済的被害を抑止
するには、B種飼育農場における浸潤状況調
査及び感染拡大対策等の検討が必要。

94.若齢子牛における牛白血病ウイルス保有
状況調査成績：愛媛県家畜病性鑑定所 峯
森雄高、徳永康子

平成21年度に受身赤血球凝集試験（PHA）
陽性率76％の酪農家で、牛白血病ウイルス
（BLV）陰性牛を生産するため、母子6組を
分娩時から3か月間隔で9か月齢まで追跡調
査を実施。子牛4頭で垂直感染を確認。平成
25年度はET産子を介した繁殖農家へのBLV侵
入を防止するため、3週齢時にPHAを行い、
陽性時は遺伝子検査（PCR）を実施。感染牛
の早期摘発を行った。11月末までに分娩し
た17戸31頭のうち6戸7頭がPHA陽性、うち4
戸4頭において末梢血単核球からBLV遺伝子
を検出したため感染牛と判定。子牛には加
熱処理初乳や初乳製剤を給与していたこと
から胎内感染が強く疑われた。若齢陰性牛
の早期選抜のためには、PHA陽性の場合にPC
R検査を併用し、感染の有無を判定する必要
があることが確認された。

95.福岡県の牛エンテロウイルス浸潤状況：
福岡県中央家保 大山慶

平成25年度に下痢症の病性鑑定5例中4例
で牛エンテロウイルス（BEV）を検出し、遺
伝子解析、分離株で保存血清の中和試験を
実施。抗体検査材料は、県域は32市町から
採材した発生予察対象疾病調査事業（8か月
齢）の血清490検体、農場別は家畜伝染病予
防事業の牛ウイルス性下痢・粘膜病調査事
業で16戸のほぼ全頭から採材した血清958検
体、下痢症の関連性は病性鑑定46例の前後
血清187検体。遺伝子解析で3検体がBEV-2、
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1検体がBEV-1に分類。BEV-1は抗体保有率に
地域差を認めず広く浸潤。農場別では、繋
ぎ飼いに比べフリーバーン等で抗体保有率
が高い傾向。BEVの感染経路は、牛同士の接
触が要因と推察。病性鑑定46例中10例で抗
体上昇。うち8例は牛コロナウイルス等の他
の病原体が関与。BEVは、混合感染の病原体
として一定程度の関与を確認。BEV検出例で
抗体上昇を認めなかったため、BEV-1とBEV-
2で抗原性が異なる可能性。

96.黒毛和種育成牛の牛呼吸器複合病発生事
例：福岡県北部家保 清島綾子、永末誠二

平成25年4月9日、管内の肉用牛飼養農場
で育成牛13頭が発熱、発咳を主徴とした呼
吸器症状を呈し、立入検査を実施。5頭の血
液、前後血清、鼻腔ぬぐい液を用い、血液
検査、ウイルス学的検査、細菌学的検査を
実施、牛RSウイルス、牛ライノウイルス、M
ycoplasma bovis（Mb）、Pasteurella mult
ocidaの関与する牛呼吸器複合病と診断。群
編成、飼養環境の変化、急激な気温の低下
及び強風によるストレス、呼吸器ワクチン
接種前だったことから感染、発症したと推
察。同農場では前年3～8月にもMbの関与を
疑う牛RSウイルス病が発生、床面の洗浄消
毒の徹底、適正濃度の逆性石けんでの細霧
消毒、発症牛と未発症牛の隔離飼養、作業
動線の見直しを指導。今回の発生後、加え
て、パドック間への板設置及びウォーター
カップの単独使用による各パドックの隔離
飼養、牛舎カーテンでの寒気対策、ワクチ
ン接種時期の見直しを実施。今後は、通年
での呼吸器病対策に取組む。

97.牛ヘルペスウイルス4型（BHV-4）感染が
みられた肉用子牛の大腸炎：福岡県両筑家
保 後藤敬一、福岡県中央家保 石田剛

H24年6月、管内酪農家1戸で20日齢の肉用
子牛（黒毛和種、自家産、ET）が鮮血混じ
りの下痢を発症。加療するも改善せず治療
中止。以後9月までしぶり傾向で、粘膜と水
様を混じた便を排泄。9月中旬に肺炎を併発
し起立不能。同居牛、母牛には異常を認め
ず。病性鑑定の結果、大腸に認めた重篤な
潰瘍病変部に、好中球浸潤や線維素滲出を
伴った粘膜の壊死と、その下層に核内封入
体を伴う単核細胞が多数浸潤。線維芽細胞
の増殖や結合組織の増生を認める。核内封
入体を有する細胞に電顕下でヘルペスウイ
ルス粒子を多数確認。結腸と直腸のパラフ
ィンブロック、直腸内容からBHV-4特異遺伝
子を検出。分離は陰性。以上から、BHV-4感
染による大腸炎と診断。感染時期及び経路
は、症状末期で特定は困難。病態形成の機
序は、他の病原体によりダメージを受けた
粘膜の再生途中の下層へ二次的に感染、下
痢を長期化及び難治化させたと推察。本事
例は、県内で初めてBHV-4関与が明らかとな
った症例。

98.県内における牛コロナウイルス病の多様
化とウイルス株の遺伝子解析：佐賀県中部
家保 大澤光慶

牛コロナウイルス（BCoV）病の発生状況
やBCoV遺伝子解析等を通して、BCoV株と病
態の関連およびBCoVの農場常在化の要因に
ついて調査。過去9年間で本病と診断した25
症例では、下痢・呼吸器病またはその両方
を発症し、子牛・成牛問わず年間を通して
確認。25症例由来のBCoV株の解析では、9割
以上が遺伝子型4。平成20年～24年で採取し
た県内飼養牛血清1,782検体の中和抗体試験
では、同一検体でBCoV遺伝子型4抗体価が遺
伝子型1抗体価より有意に高値（P<0.01）。
血清型の相違を示す程ではなく、両型間に
強い正の相関があり、中和交差性を確認。
本病耐過牛で快復後の糞便からBCoV遺伝子
を検出。持続的なウイルス排泄牛の存在が
危惧され、BCoV農場常在化の一要因と考察。
BCoVは腸管と呼吸器に親和性を有し、宿主
側の要因や感染様式により病態が多様化。
今後も、本病の更なる解明のため、BRDCを
視野に入れた検査・診断や継続的な野外調
査による疫学データの蓄積が重要。

99.長崎県下の牛トロウイルスの浸潤状況調
査：長崎県中央家保 吉野文彦、井上大輔

県下の牛トロウイルス（BToV）の浸潤状
況調査と牛下痢事例へのBToV関与調査を実
施。平成22～24年度の保存血清34農場334検
体を用いた浸潤状況調査では、抗体陽性率
は農場別100%、個体別94.4%と高値。年齢別
の抗体価は3歳までは加齢に伴い上昇し（GM
値10.7→724.1）、3歳以降はばらつきがあ
るものの322.5以上の高値で推移。子牛抗体
価は5か月齢まで徐々に低下。また、抗体陽
転牛は5か月齢まではいなかったが、6～12
か月齢で75頭中13頭を確認。平成10年度以
降の6～15か月齢の子牛血清を用いた調査で
は、すべての年度で81.3～100%と高い抗体
陽性率。平成20年度以降の13事例の糞便52
検体のRT-PCRの結果、4事例10検体からBToV
の特異遺伝子を検出。ウイルス分離は陰性。
RT-PCR陽性事例の抗体検査では前血清から5
12倍以上の高い抗体価を示した。平成10年
度にはBToVが本県に浸潤し、多くの農場で
不顕性感染を繰り返していると推察。また、
本県でもBToVが関与した下痢症が発生して
いる可能性が考えられた。

100.牛白血病高度汚染農場の対策と検査方
法の検討：長崎県県北家保 和田彬美、吉
野文彦

管内2戸の黒毛和種繁殖農家で地方病性牛
白血病疑いが続発し、重点指導農家として
対策を実施中。A農場は繁殖母牛11頭飼養。
7頭抗体陽性、10頭抗原陽性、ECの鍵2頭真
症。高遺伝子量の1頭は若齢時に発症疑い牛
と同居し、重度曝露されたと推察。B農場は
繁殖母牛39頭飼養。抗体検査1回目33頭陽性、
2回目35頭陽性。33頭抗原陽性、ECの鍵3頭
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真症。両農場ともウイルスが高度に浸潤し
ていたため、農場内感染防止に重点を置き、
高リスク牛の隔離および淘汰、ピレスロイ
ド系薬剤の投与、高リスク牛産子の超早期
離乳等、若齢での発症を抑える対策を実施。
なお、両農場併せて、遺伝子量100コピー/1
0ng以上の10頭中、若齢の2頭で抗体陰性か
つECの鍵正常。遺伝子量100コピー/10ng未
満の17頭中、4頭でECの鍵真症。抗体検査と
ECの鍵の併用は安価だが、高リスク牛を確
実に摘発する場合は、リアルタイムPCR法の
併用が必要。

101.肉用牛繁殖農家における牛下痢症ウイ
ルス浸潤状況調査：熊本県中央家保 森将
臣、井出清

牛下痢症ウイルスについて、遺伝子検査
法を用いて浸潤状況を調査。肉用牛繁殖農
家10戸（A～J）の成牛と子牛、それぞれ5頭
から糞便を採取。採取した糞便は、正常便、
下痢、水様性下痢に分類。遺伝子検査は、P
CR法により牛アデノウイルス、マルチプレ
ックスRT-PCR法によりA群ロタウイルス（GA
R）、B群ロタウイルス、C群ロタウイルス、
牛コロナウイルス、牛トロウイルス（BToV）
の5項目について特異遺伝子検索を実施。糞
便性状は正常便65％、下痢29％、水様性下
痢6％。遺伝子検査ではGAR特異遺伝子がC農
場の成牛3頭、子牛4頭（計7頭）から検出。
成牛でも下痢が認められ、成牛と子牛の間
で感染を繰り返していると推察。また、BTo
V特異遺伝子がA農場の成牛3頭、子牛1頭（計
4頭）から検出。これまでの病性鑑定事例で
BToVは、検出されておらず、県内へのBToV
の浸潤が示唆。引き続き、季節性なども考
慮した浸潤状況調査を検討。

102.牛白血病清浄化取り組み事例（第1報）
：大分県宇佐家保 羽田野昭、木本裕嗣

黒毛和種繁殖農場において牛白血病ウイ
ルス（BLV）まん延防止対策を検討。繁殖雌
牛106頭の浸潤状況はBLV抗体陽性94頭（88.
7％）、抗体陽性でリンパ球割合60％以上か
つリンパ球数10,000（個/ul）以上牛は14頭、
うちリアルタイムPCRで遺伝子量2,000（ｺﾋﾟ
ｰ数/10ngDNA）以上牛（ハイリスク牛）が4
頭、1,000以上牛（準ハイリスク牛）が8頭。
隔離した抗体陰性牛11頭のうち、2頭が3ヶ
月後に陽転。まん延防止対策として
抗体検査・遺伝子検査を併用したリスク牛
の早期淘汰と自家保留牛の選抜、初乳感染
防止対策としての初乳製剤給与及び抗体陰
性牛陰性維持確認検査による初期感染牛摘
発が有効。しかし、抗体陽性率の高い大規
模農場では、抗体陽性牛の早期淘汰は困難
を要し、清浄化には長期継続的対策が必要
なため、助成措置を講じ早期清浄化を図る
ことが望ましい。

103.地方病性牛白血病の若齢発症に関する
一考察：大分県玖珠家保 平川素子、里秀

樹
4ヶ月齢の黒毛和種子牛を地方病型牛白血

病（EBL）と診断し、胎盤感染の実態を調査
・検討。【症例概要】体表、体腔内の各リ
ンパ節の腫大。リンパ球増多症、リンパ球
率90％のうち異型率87％。牛白血病ウイル
ス（BLV）抗体陽性。病理組織学的検査- 未
分化または低分化型の大型リンパ球様細胞
の腫瘍性増殖。免疫組織化学染色-CD79α抗
体、CD20抗体、CD5抗体で陽性、CD3抗体陰
性。リアルタイムPCR-血球及び各リンパ節
から、27.83～1,139.07copy/10ngDNAのBLV
遺伝子検出。よって、EBLと診断【胎盤感染
の実態調査】BLV抗体陽性母牛とその初乳未
摂取産子13組26頭の血清を供し、受身赤血
球凝集反応によりBLV抗体価を測定。【成績】
3頭の子牛が抗体陽性。この3頭は流産、死
産、分娩直後であり、比較的高率に胎盤感
染が成立（23%）。【考察】胎子は細胞分裂
が活発で細胞性免疫も未熟のため、発症が
早まると考えられた。本調査の高い胎盤感
染率が、若齢発症牛の増加に関与している
ものと推察。

104.積極的なとう汰により牛白血病を清浄
化した2事例：宮崎県宮崎家保 内山伸二

事例1：母牛25頭規模の和牛繁殖農家で平
成23年2月に6か月齢以上の牛全頭の牛白血
病抗体検査（以下、全頭検査）を実施し、2
5頭中4頭陽性。平成24年1月に全頭検査、28
頭中6頭陽性。未検査牛（導入検査で陰性の
ため全頭検査から除外）及び除角が感染拡
大の原因と思われた。平成24年6月に全頭検
査、26頭すべて陰性。平成24年10月に全頭
検査、27頭すべて陰性。積極的なとう汰、
衛生対策により約1年半で清浄化。事例2：
母牛70頭規模の和牛繁殖農家で平成24年2月
に全頭検査、95頭中8頭陽性。陽性牛は簡易
牛舎を設営し、肥育転用。陽性牛は約10ヶ
月間の肥育後、平成25年1月から2月で全頭
と畜出荷。平成24年5月に陽性母牛の産子1
頭陽性確認。8月に農協の協力で肥育農家が
引き取る。その他、衛生対策実施。平成25
年3月に全頭検査、96頭すべて陰性。状況か
ら平成25年3月でほぼ清浄化したと判断。2
事例ともに、積極的なとう汰が早期清浄化
を達成できた大きな要因。

105.牛丘疹性口炎が疑われた4例と口蹄疫の
病性診断：宮崎県都城家保 日高慎也、前
田浩二

2012年、口蹄疫（FMD）との類症鑑別が必
要な牛丘疹性口炎を疑う4例に遭遇。併せて
2013年9月までに当家保管内で実施したFMD
の病性診断について、考察を行った。1997
年以降、当家保へのFMDの病診依頼は、延べ
116件。牛丘疹性口炎が疑われた4例は、い
ずれもFMD否定後経過観察を実施。PCR検査、
制限酵素断片長多型（RFLP）法による識別
を実施。一部パラポックスウイルス（PPV）
の抗体検査を動物衛生研究所（動衛研）に
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依頼。いずれも口腔スワブのPCR検査でPPV
感染を確認。RFLP法の切断パターンは牛丘
疹性口炎ウイルスの切断パターンと一致。
動衛研の検査で前後血清とも牛丘疹性口炎
ウイルスの抗体を保有。また、当家保に依
頼のあった116件の中で家伝法改正に伴う特
定症状に該当するものは17件であった。当
家保に通報のあった症例の多くは原因が特
定できていない。今後も多方面からの原因
究明が必要。家伝法の改正で、FMD疑いの届
出基準が定められたが、FMDの病性診断を行
う際、疫学情報等の精査も重要と考えられ
る。

106.管内で発生した牛ウイルス性下痢・粘
膜病及び農場清浄化の取り組み：宮崎県都
城家保 谷ヶ久保佑也、前田浩二

出生時より起立不能と軽度の血便を呈す
る13日齢の乳用子牛の病性鑑定を実施。全
血及び脾臓からBVDVⅠ型の特異遺伝子が検
出され、脾臓からNCP株のBVDVが分離された
ことからBVDVのPI牛と診断。当該牛の母牛
は確定診断前に出荷されたため、PI牛であ
ったかは未確認。農場内の浸潤状況を確認
するために全頭検査を実施。1～13か月齢の
子牛7頭からBVDV特異遺伝子が検出され、中
和抗体価の有意な上昇も見られなかったた
めPI牛と診断、当家保に搬入し病性鑑定を
実施。2頭から胃粘膜のびらん、出血を確認
したが、粘膜病に特徴的な所見は認められ
なかった。最終的に感染源となった牛は特
定ができなかったが、農場内には以前からB
VDVが侵入していたと推察。現在、新生子牛
を対象にBVDVのモニタリングを実施。今後
も検査を継続して当該農場におけるBVDVの
清浄化を目指す。

107.管内のアカバネ病生後感染事例：鹿児
島県姶良家保 岡田大輔、岡野良一

姶良管内2農家でアカバネ病（生後感染）
と診断。発症牛3頭（ホルスタイン種2頭、
黒毛和種1頭）の症状は起立不能，ナックリ
ング，旋回運動など。病理解剖では肉眼的
に著変はなく、病理組織学的検査で3頭とも
に主に脳幹部にリンパ球主体の囲管性細胞
浸潤、グリア結節等の非化膿性脳炎を確認。
抗アカバネウイルス（AKAV）家兎血清を用
いた免疫組織化学的染色で陽性抗原を確認。
nested RT-PCR検査で発症牛3頭の脳及び脊
髄からAKAVの特異的遺伝子を検出。発症牛2
頭のPCR産物の分子系統解析により、genogr
oupⅠに分類。同居牛の前後血清で抗体価の
上昇が確認され、AKAVの感染を示唆。ウイ
ルスは分離されず。細菌学的検査で有意菌
は分離されず。本病は数年おきに発生が確
認され、本県では平成18年以来7年ぶりの発
生。今後ともワクチン接種を推進し、地域
の牛群全体の抗体保有率を上昇させ、まん
延防止を図り、飼養衛生管理の徹底を指導
していくことが重要。

108.鹿児島県の牛RSウイルス野外株の分子
系統解析：鹿児島県鹿児島中央家保 平島
宜昌

牛RSウイルス（BRSV）の関与が疑われる
呼吸器病の発生が近年増加傾向。しばしば
ワクチン接種群でも発生。今回、分子系統
解析及び推定アミノ酸配列解析により、本
県に浸潤しているBRSV野外株の近年の動向
把握とワクチンによる防疫対策の有効性を
検討。平成24年4月から平成25年6月までの
期間でBRSVの関与が疑われた呼吸器病の事
例10戸11検体を解析したところ、全てサブ
グループⅢに分類。検出株は全て近縁で、
地域による相同性の差は特に認められず。
抗原決定基の推定アミノ酸配列は、11株中9
株が平成21年に長崎県で分離された株と一
致。2株では1つのアミノ酸が置換されてい
たが、抗原決定基の立体構造の形成に重要
なシステインに置換は認められず。既報か
ら、本県の野外株に対してワクチンを用い
た防疫対策は有効と推察。ワクチン接種群
でのBRSVの関与が疑われる呼吸器病の発生
予防には、飼養衛生管理の徹底によりワク
チン効果が十分発揮される環境作りが重要。

109.牛ウイルス性下痢病発生農場の清浄化
と地域啓発の取組み：沖縄県八重山家保
上江洲裕美 新田芳樹

母牛65頭規模の繁殖農場で、平成22年10
月及び12月、哺乳、育成、成牛に呼吸器症
状、下痢が発生。牛ウイルス性下痢病（BVD）
2型と診断。全頭検査の結果、抗体陽性率が
78.6％、抗体陰性15頭のBVDウイルスRT-PCR
検査は陰性、持続感染牛（PI牛）の存在は
否定。抗体陰性母牛にはワクチンを接種。
新生子牛の検査ではPI牛1頭及びPI牛疑1頭
を摘発、淘汰。その後、清浄化確認のため
スポットテストを実施、すべて陰性。その
他、関係機関と共に、生産技術および経営
面を指導。平成23年には事故率が例年4％か
ら22%に上昇、平成24年には5%にまで回復。
日齢体重は平成23年には1割程度の減少、平
成24年度は回復傾向。また、平成23年には5
00万円の経済的損失が算出。農場再建のた
め改善計画を作成、指導。管内浸潤状況調
査としてワクチン接種後のセリ出荷仔牛96
頭を検査。1型の浸潤が確認、13%が抗体価2
倍未満（抗体未確認）、一方、7%に野外感
染抗体価が確認。BVDに関する講演開催、リ
ーフレットによる啓発活動を実施。

110.牛RSウイルス病コントロールへの地
域取り組み：沖縄県八重山家保 新田芳
樹、稲嶺修

平成24年9月、台風のため家畜セリ市場に
留め置かれた肥育素牛が、輸送後に呼吸器
症状を呈し複数斃死したのを受け、地域獣
医師で地域取り組みを実施。賠償牛の病性
鑑定では、生ワクチン接種済の4頭から牛RS
ウイルスが検出。不活化ワクチン接種済の1
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頭からは、検出陰性。病性鑑定成績は、ワ
クチンの攻撃試験資料と異なった。セリ上
場牛の実態調査では、ワクチン接種の動機
として、農場衛生というより、セリ上場の
ために接種する傾向が見られた。セリ上場
牛を96頭採血し3メーカーに検査依頼した
が、検査結果にバラツキが見られた。有効
抗体価（4倍未満）、野外感染（128倍以上）
が散見された。購買者の衛生対策は、800～
6000円（平均3千円）で、賠償事例の購買者
は、何ら処置を実施していなかった。毎年
のように流行の様相を呈している管内の子
牛死亡率は、病性鑑定成績等より子牛死亡
率5.4%と算出。母牛20頭規模で、0.81頭の
死亡。家畜セリ市管理のJAが、上場の2ヶ月
前の追加接種を推奨。母牛を絡めたワクチ
ンプログラムの検討が進行中。

111.2013年に牛で確認された多種のアルボ
ウイルス流行と多様な異常産：沖縄県八重
山家保 青木雄也、新田芳樹

2013年単年に多種のアルボウイルスの動
きを確認。【牛流行熱】今年4月の分離株の
遺伝子解析により昨年と同一のウイルスと
判明（越冬）。発症牛では流産も確認。【ア
カバネ病】1月、母牛280頭規模の繁殖農家
で4頭の異常産。体型異常を示した2頭より
特異抗体と矮小筋症を確認。昨年9月にはge
nogroup1が分離。【アイノウイルス感染症】
6月、小規模繁殖農家で死産子牛に脊柱湾曲、
特異抗体、矮小筋症を確認。【EHDウイルス】
7月母牛530頭規模の繁殖農家で流産した母
牛からEHDウイルス1型が分離。イバラキウ
イルス（2型）やEHD7型とは遺伝的に異なり、
流産との関連性は不明。【その他異常産】
水無脳症、水腫胎、仙尾椎欠如、ミイラ胎
子、前肢屈曲、虚弱2件（胸腺低形成）母牛
の管理不適等の病鑑実績。【アルボウイル
ス関連事業】10月現在未確認。昨年度1頭AK
A抗体陽転。【まとめ】2013年、多種のアル
ボウイルスを確認。病鑑依頼は石垣島のみ
であることから監視体制の強化が必要。ワ
クチン接種率を高めて被害を低減する必要
がある。

Ⅰ－２ 細菌性・真菌性疾病

112.根室管内の牛サルモネラ症防疫の取り
組み：北海道根室家保 柿崎竜二郎、手塚
聡

管内ではH4年以降牛サルモネラ症が搾乳
牛で多発。家保主体の防疫対応に限界が生
じ、自衛防疫組合（自防）主体の防疫体制
を構築。発生時の関係機関の役割分担を明
確化し、より迅速・的確な防疫を展開。H7
年には家保を中心に「サルモネラ症防疫対
策方針（方針）」を策定し、発生時対応を
統一。自防中心の防疫体制及び方針は本症
防疫モデルとして道内に波及。また、啓発
活動、環境改善対策、環境・移動牛サーベ
イランス、飼養衛生管理基準の遵守指導な

ど予防の取り組みは、早期摘発・まん延防
止に貢献。届出対象外の血清型による事例
も、方針に準じて対策。長期保菌事例は飼
料設計見直し、生菌剤利用を含む総合的対
策を実施。本症発生はH7年以降、年間30件
以下で推移し、H23年以降激減。発生時の初
回陽性率は低下、対策日数は短縮され、生
産者の負担・損失を低減。管内自衛防疫体
制は本症防疫を通して成熟。本症以外の疾
病に対しても、家保と自防が連携し積極的
な防疫を推進。

113.牛のヨーネ病患畜の病性鑑定成績から
見えた診断における課題：北海道網走家保
宮澤国男、伊藤史恵

過去5年間に摘発した患畜17頭の検査成績
を比較、診断の課題を検討。消化管粘膜の
病理所見から、らい腫型（L）3頭、類結核
型（T）7頭、LとTの混合型2頭、病変なし5
頭に分類。回腸・回盲部粘膜、直腸便のリ
アルタイムPCR（rPCR）では病変を認めた12
頭全頭でヨーネ菌遺伝子を確認。粘膜の遺
伝子量は病変の程度と概ね相関。直腸便の
遺伝子量は粘膜より低く、病変を認めた3頭
で陽性基準の10

-3
pgを下回り、直腸便のrPC

Rは病態を正確に反映せず、感染牛を取りこ
ぼす危険性が示唆。一方、現行のエライザ
法の非特異反応によるリスク回避のため、
非特異反応を疑う4頭のエライザ吸収試験を
実施、ヨーネ菌と他の抗酸菌の感染を区別
できず、吸収試験で現行の血清学的検査の
特異度を向上させることは困難。以上から、
直腸便を用いるrPCRのリスクを補完するた
めにはより特異度の高い血清診断法の開発
と診断への応用が必要と考える。

114.乳用子牛のClostridium perfringens A
型菌による出血性線維素性胃炎：北海道宗
谷家保 谷口有紀子、松岡鎮雄

平成24年3月、C .perfringens（C .p）A
型菌に汚染された初乳を摂取し生後1日齢で
死亡した子牛の牛壊死性腸炎が発生。空腸
の他に第一胃から第四胃において、重度の
病変形成を確認。牛壊死性腸炎では通常見
られない前胃における病変形成の機序を、
病理学見地から検討した結果、①組織内へ
のC .pの侵入、②C .pによる病変形成の二
段階で病態が進行したものと推察。第一段
階では、毒素等化学的要因により傷害を受
けた上皮細胞に菌が付着した後、菌が増殖
したものと推察。第二段階では菌が上皮下
に侵入後、基底膜に沿って増殖し気腫形成
やエンテロトキセミア様の病変を起こした
ものと推察。以上より毒素と菌による相互
作用が前胃の強固なバリア（重層扁平上皮）
を破壊し、病変を形成するに至ったものと
判断。また、新生子牛の死亡原因究明には
初乳検査が必要であり、初乳の適切な管理
は飼養衛生管理上重要と考えられる。

115.十勝の過去15年間のヨーネ病防疫対策
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の検証と今後の展望：北海道十勝家保 藤
吉聡、菅野宏

十勝管内では、平成10～24年度の15年間
に、24カ月齢以上の繁殖雌牛を対象とした
サーベイランスを実施。その結果、乳用牛1
27戸203頭、肉用牛78戸122頭の患畜を摘発。
発生農場では、乳用牛1,136頭、肉用牛1,06
0頭、計2,196頭の患畜を摘発。24カ月齢以
下での血液検査による患畜摘発率は、乳用
牛及び肉用牛でそれぞれ1.1%、2.0%。血液
検査によるサーベイの検査対象は24カ月齢
以上が妥当であると判断。スクリーニング
検査陽性牛の患畜転帰率は、検査手法の変
更により平成24年度までが9.6%に対し、25
年度からは21.5%と高い傾向。確率論的シミ
ュレーションでは、平成24年度末の発生農
場を除く潜在汚染農場数は、乳用牛で1,343
戸中14.6戸（1.1%）、肉用牛で506戸中52.6
戸（9.9%）と推計。5年後の潜在汚染農場数
は、従来法と今年度からのリアルタイムPCR
を用いる方法で比較すると、乳用牛では3.8
戸から0.0戸残存へ減少、肉用牛では34.7戸
から30.9戸残存へ減少すると算出。

116.乳用牛に発生した牛マンヘミア症の一
症例：青森県青森家保 佐藤尚人、富山美
奈子

平成24年12月27日、成牛70頭を飼養する
酪農家において、成牛6頭、子牛1頭に発咳
等の症状がみられ、死亡牛が続発したため、
病性鑑定を実施。剖検所見は、肺の左右前
葉、中葉、後葉前部の肝変化及び後葉後部
の肺気腫、胸膜の癒着。病理組織学的検査
では、肺に大小の凝固壊死、周囲は紡錘形
の燕麦様細胞及び変性した炎症細胞が集簇、
帯状を形成。壊死部では、線維素の析出、
マクロファージ、好中球の浸潤、グラム陰
性菌を確認。細気管支内には、好中球、マ
クロファージ、変性細胞が充満。免疫組織
化学的染色では、肺において抗Mannheimia
haemolytica（Mh）1型の陽性反応。ウイル
ス学的検査では、同居牛の牛RSウイルス（B
RSV）に対する抗体価が高値。細菌学的検査
では、当該牛の主要臓器から有意菌は分離
されず、同居の発症牛3頭の鼻腔内からMh1
型を分離。以上から、Mhによる壊死性線維
素性気管支肺炎と診断。本病の誘因として、
気温の変動、BRSV等の関与を推察。

117.過去6年間のヨーネ菌リアルタイムPCR
検査成績：青森県青森家保 富山美奈子、
菅原健

平成20～25年度に牛ヨーネ病発生農場で
採材した糞便のヨーネ菌リアルタイムPCR（r
PCR）成績を分析。患畜及び同居牛の糞便1,
466頭のうち149頭から遺伝子を検出、検出
率10.1%。遺伝子量最大値は525pg/2.5μl、
最小値は0.00000488pg/2.5μl。これら149
頭は6～204か月齢であり、月齢による遺伝
子量の差は認めず。品種間においても有意
差なし。家畜伝染病予防法（法）5条スクリ

ーニング検査等で陽性となった19頭のrPCR
検出率は100%。法51条検査を実施した895頭
の検出率は1回目7%、2回目以降は1回目より
低値で推移。また、患畜8頭のrPCRではほぼ
全ての腸管、リンパ節（腸間膜、乳房上、
下顎等）から遺伝子検出。今回の成績から、
発生農場の清浄化推進には、反復継続した
畜舎消毒等のまん延防止対策とrPCR検査に
よる患畜の早期の摘発及びとう汰が重要。
腸間膜リンパ節以外のリンパ節から遺伝子
が検出されたが、本菌の体内移行機序は不
明であり、今後も検討が必要。

118.ヨーネ病患畜となった6か月齢黒毛和種
子牛の病性鑑定成績：青森県八戸家保 二
俣雅之、中村紀文

黒毛和種繁殖雌牛18頭、子9頭を飼養する
農場で、平成25年5月の家畜伝染病予防法の
繁殖雌牛ヨーネ病定期検査で患畜1頭摘発。
8月の同居牛継続検査で患畜2頭摘発。本症
例は10月の移動予定牛に対する検査時に6か
月齢雌のリアルタイムPCR検査（rPCR）で糞
便から遺伝子量0.00175pg/2.5µlを検出、当
該農場4例目の患畜と決定。剖検所見は空・
回腸粘膜の軽度から中等度肥厚、腸間膜・
回盲リンパ節の腫大・出血を確認。主要臓
器、消化管、各リンパ節の臓器rPCRは非検
出。組織所見では回腸パイエル板に中等度
リンパ濾胞増生、空・回腸粘膜固有層に軽
度好酸球浸潤を確認。回腸粘膜の肥厚はリ
ンパ組織の反応性変化と推察されたが肉芽
腫性炎や抗酸菌は確認されず原因は特定不
能。初発牛のrPCR遺伝子量が71.85pg/2.5µl
と非常に高く、当時子牛は感受性の高い哺
乳期で、自由放飼されていたため感染し易
く、体内での存在部位は特定できなかった
が糞便rPCRでは遺伝子が検出された症例。

119.大規模な一肉用牛繁殖農場におけるヨ
ーネ病の発生および肥育専門経営への転換
による防疫対策：岩手県県南家保 木村裕
子、関慶久

ヨーネ病が発生した大規模な一肉用牛繁
殖農場の防疫対策を実施。平成25年2月のサ
ーベイランスにより成雌牛224頭中6頭が患
畜となり、同年3月の同居牛検査により214
頭中85頭からヨーネ菌遺伝子を検出。同月、
経営を肥育専門に転換して、飼養牛を肥育
牛として扱い、牛の移動をと畜場に限ると
して、対策方針を決定。成雌牛は遺伝子量
に基づき計画的に出荷・淘汰。肥育用に牛
舎1棟を新築し、1棟を改築、消毒が困難な
自家放牧場の利用を中止。農場専用の長靴、
車両消毒用動力噴霧器、牛舎毎の踏込消毒
槽等を設置。成雌牛の出荷・淘汰は、遺伝
子量が自主淘汰推奨値を示した5頭は3月中
に完了。同5頭を除き、25年4月施行の新基
準の適用により患畜となる値を示した46頭
は分娩後速やかに、他の163頭中29頭は分娩
・肥育後に、25年12月までの出荷を完了。
今後とも、上記対策の確実な実施について
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指導を継続。

120.Mycoplasma disparの分離状況と薬剤感
受性：岩手県中央家保 佐藤裕夫、井戸徳
子

マイコプラズマ性肺炎の一原因菌である
M. dispar（Md）は近年、呼吸器病、中耳炎
の発症牛において単独感染例が散見されて
いるが、野外における浸潤状況及び薬剤感
受性は不明。平成22～25年に呼吸器病（104
頭）、中耳炎（11頭）及び健康（92頭）の
各牛の鼻腔スワブ、耳管洗浄液等を材料と
し、変法BHL培地を用いた分離培養を実施。
結果、各24頭（23.1％）、4頭（36.4％）及
び22頭（23.9％）からMdを分離。これらの
純培養32株は、6薬剤（タイロシン（TS）、
チルミコシン（TMS）、オキシテトラサイク
リン（OTC）、カナマイシン、エンロフロキ
サシン（ERFX）、チアンフェニコール）の
感受性試験において、マクロライド系（TS、
TMS）、OTC及びERFXで二峰性を示し、各2株、
27株及び16株が耐性化。Mdが分離された呼
吸器病及び中耳炎の罹患牛28頭中9頭から、
Md以外の病原体は分離されず、症状への関
与が強く示唆。また、薬剤耐性が一部の株
で認められ、今後も注視が必要。

121.牛ヨーネ病患畜におけるスコアリング
法による肉芽腫性病変の比較検討と分類：
宮城県仙台家保 柴田千尋、西清志

ヨーネ病の病変は多様であり、その病理
学的分類について様々な試みが行われてい
るが、現場で理解しやすい簡素化した分類
方法が急務。そこで平成22年度～25年9月ま
での県内牛ヨーネ病患畜計91頭について、
特徴的な肉芽腫性病変と抗酸菌染色の度合
いをスコア化、患畜別の病変を比較検討し、
その分類を試みた。病理学的検索は「ヨー
ネ病検査マニュアル」を基本に、類上皮細
胞、多核巨細胞及び抗酸菌量の各度合いを0
（なし）～4（重度）に評価。臓器毎に最も
多く出現した細胞度合い（肉芽腫スコア）
の合計と抗酸菌量度合い（ZNスコア）の合
計を算出、合算して患畜病変スコアとした。
結果、患畜病変スコアが高くなるにつれ、
病変はLy主体から腸管へと推移、結腸及び
直腸への出現が観察され、ヨーネ菌遺伝子
検出量も最多。以上、患畜をGradeⅠ:軽度
（潜伏期・衰退期）、GradeⅡ:中等度（活
性期）、GradeⅢ:重度（最盛期）の3つに分
類。本法は牛ヨーネ病患畜の病態時期の指
標に有効。

122.黒毛和種における牛ヨーネ病患畜の感
染度合いからみた胎子感染への一考察：宮
城県仙台家保 矢島りさ、西清志

平成24年9月から25年5月までの牛ヨーネ
病と診断した黒毛和種妊娠牛11頭について
病理および細菌学的検査を実施。母体と胎
子の詳細な検索のため、患畜（母牛）の腸
管や五大臓器、胎子の五大臓器、胎盤、羊

水等を検査。母牛は腸管病変の程度をスコ
ア化、最も重度なGradeⅢが2頭、Ⅱが4頭、
Ⅰが5頭に分類。全頭でヨーネ菌遺伝子を検
出、腸管での遺伝子量の最大値は10

-5
～10

6
p

g/2.5μl。10頭でヨーネ菌分離。細菌学的
検査の結果とGradeはほぼ一致。胎子では11
頭中7頭（胎齢60～250日）で遺伝子検出、
うち1頭（胎齢250日）は菌分離陽性。胎子
の陽性率は母牛のGradeⅢが100%（2/2頭）、
Ⅱが75%（3/4頭）、Ⅰが40%（2/5頭）。母牛
の病態が重度なほど胎子の陽性率は上昇す
るが、胎子臓器での遺伝子量は同等レベル
（10

-4
～10

-3
pg/2.5μl）。胎盤で遺伝子を検

出した3頭は全て胎子でも遺伝子を検出。母
牛から胎子への感染経路は血行性が有力。
最短で胎齢60日と、既に妊娠初期には胎子
への感染を確認。

123.乳肉複合経営農場で発生した牛サルモ
ネラ症対策：山形県庄内家保 佐藤遼太、
齋藤友佳

平成24年7月、肉用牛繁殖を経営主体とす
る乳肉複合経営農場（肉用繁殖牛65頭、子
牛40頭、搾乳牛18頭飼養、畜舎数5棟）にお
いて、搾乳牛が発熱・水様性下痢を呈し、
糞便からSalmonella Typhimurium（ST）を
分離。治療と並行して農場内消毒、畜舎毎
の長靴交換、作業動線や作業分担の見直し
等農場内感染拡大防止対策を実施。発症牛
は、搾乳舎の搾乳牛12頭と、子牛舎の哺乳
子牛2頭のみで、9月以降発生はなし。肉用
牛におけるST保菌率は、8月10.9%から10月1.
8％に低下。子牛販売による市場を介しての
他農場へのまん延防止のため、市場出荷予
定牛の出荷前検査を平成25年12月まで継続
し、76頭全頭の陰性を確認。対策を通じ、
疾病のまん延防止のための作業動線の重要
性が認識され、農家の衛生意識が向上。今
後、複合経営や規模拡大農場へ啓蒙。

124.管内で発生した子牛の腸管外病原性大
腸菌感染症：山形県最上家保 古田信道、
大貫淳

管内2農場において突然死した和牛子牛2
頭（①60日齢②2日齢）の主要臓器から有意
数の大腸菌を分離、その後の毒素・付着因
子等の病原性遺伝子探索から腸管外病原性
大腸菌（以下ExPEC）と同定し、子牛のExPE
C感染症と診断。2症例に共通した剖検所見
として血様胸水貯留並びに肺、大網及び消
化管の出血を確認。これまでExPEC感染症に
関する報告は限られているため、培養細胞
を用いた感染モデルの確立を検討。2症例か
ら分離されたExPECをHep-2細胞に感染させ
たところ、ExPECの細胞内侵入と細胞の脱落
・細胞質縮小に代表される細胞死を確認。
症例2においては患畜母牛糞便からもExPEC
を分離。これらからExPECは垂直感染により
伝播し、細胞内へ侵入することで細胞に傷
害を与え、結果として出血等の組織傷害を
引き起こす可能性が示唆された。今後も、E



- 26 -

xPEC発生状況の把握と疾病予防を念頭にお
いた継続的な調査が必要。

125.スクリーニング法で陰性を示したヨー
ネ病発生事例：福島県県南家保 大西彩香、
松井安弘

診療獣医師よりヨーネ病を疑う乳牛の病
性鑑定依頼があり検査実施。スクリーニン
グ法ではエライザ（E）値0.2793で陰性。糞
便の抗酸菌染色陰性。臨床症状よりヨーネ
病を否定できないためリアルタイムPCR（rP
CR）法を実施し、陽性。患畜として殺処分。
剖検で空回腸粘膜はワラジ状皺襞を呈し、
病理組織検査で同部位に肉芽腫性炎及び細
胞中の抗酸菌染色陽性短桿菌等の特徴的所
見を確認。空回腸粘膜、各小腸リンパ節を
材料としたrPCR法及び菌分離共に陽性。当
該牛は妊娠牛で導入、その2ヶ月後に推定3
産目を分娩し、分娩6ヶ月後の53ヶ月齢時に
病性鑑定。導入前に本病感染があったと推
察。病性鑑定依頼時から法令殺までの間、
患畜から3回採血し、スクリーニング法検査
実施。E値はわずかな上昇傾向を認めるがい
ずれも陰性。本病を疑う臨床症状が認めら
れる場合はスクリーニング法の結果にかか
わらずrPCR法検査が必要。

126.牛哺育・育成農場におけるサルモネラ
とロタウイルス混合感染例：福島県県北家
保 荻野隆明

平成25年7月下旬、管内肉用牛哺育・育成
農場で、導入子牛27頭で集団的に下痢、発
熱を呈し死亡する事例が発生。病性鑑定の
結果、発症牛の糞便からSalmonella Typhym
uriumとA群ロタウイルス抗原を検出。当該
農場は県内外の子牛セリ市場からF1と乳雄
を毎月約50頭導入、約7か月齢まで飼養。哺
乳牛舎2棟（自動哺乳システム1、連続ハッ
チ1）と育成牛舎4棟に常時約250頭を収容。
自動哺乳システムは労働負担の軽減効果が
ある一方で、異常牛の発見遅延や伝染病の
まん延などが欠点。本事例の発生要因は、
複数農場で生産された子牛を連続ハッチで
隔離飼養せず、導入時から自動哺乳システ
ム牛舎に収容、群編成ストレス等による免
疫能の低下、消毒の不備によると推察。今
回は有効薬剤等による治療や牛舎の消毒に
より終息。畜主の衛生意識が向上し、導入
ロット毎の隔離飼育、消毒徹底を継続し再
発に至らず。

127.ヨーネ病発生大規模農場での防疫対策
上の問題点と今後の方向性：茨城県県北家
保 赤上正貴、田中信明

管内の外部導入により牛群更新を行う大
規模な酪農場（当該農場）でヨーネ病患畜
を摘発。リアルタイムPCR法による検査を導
入後、ヨーネ菌特異遺伝子の定量判定で患
畜となった6頭のうち、5頭は農場導入時の
抗体検査で陰性を確認。また、1頭の生産農
場はヨーネ病発生農場であるカテゴリーⅡ

であったが、導入時に生産農場のカテゴリ
ーを把握できず。当該農場における今後の
ヨーネ病防疫対策の方向性を決定するため
ヨーネ病浸潤シミュレーションを実施。当
該農場ではヨーネ病感染牛1頭を導入後、経
年的なヨーネ病感染拡大は起こらず、1.8頭
と一定で推移。また、要領に基づく対策で
も、年1回のスクリーニング法による同居牛
検査を実施しても、対策終了後は農場内の
ヨーネ病感染率が外部導入牛のヨーネ病感
染率まで上昇。今後、当該農場では年1回の
スクリーニング法による同居牛検査を継続
実施し、農場内のヨーネ病感染率を一定程
度以下に抑制していく。

128.管内放牧場のデルマトフィルス症発生
事例：茨城県県北家保 中田彰子、菅原徹

平成25年6月下旬、管内放牧場の入牧牛に、
口から首にかけて直径約1㎝の発赤・丘疹を
確認。病巣部痂皮から特徴的な菌糸状細菌
を確認し、5％血液加寒天培地では完全溶血
を示す培地に固着する菌を分離、PCRではデ
ルマトフィルス（D）菌に特異的バンドを確
認しD症と診断。発生状況調査として発症牛
を含む飼養牛の抗体保有調査、気象調査を
実施。入牧直後の抗体保有状況から管内に
広くD菌が存在している可能性あり。気象調
査から初発の数日前で気温が高く、降雨日
が集中していたことを確認。また、同時期
の健康検査では牧場全体のピロプラズマ寄
生度とヘマトクリット値は成績不良。よっ
て本放牧場では、高温多湿でD菌の伝播しや
すい環境に加え、貧血等牧場全体の飼養牛
の健康状態が悪かったことが好発条件とな
り、牧場内に常在していた菌、または、感
染牛の入牧により持ち込まれた菌が、同居
牛に伝播し発症に至ったと推察。

129.管内大規模酪農家の牛マイコプラズマ
（Mp）乳房炎防除指導：栃木県県北家保
湯澤裕史、小島浩一

経産牛300頭、育成牛80頭を飼養する管内
大規模酪農家で、平成25年6月に難治性乳房
炎が急増。民間機関の検査で、乳房炎牛8頭
の乳汁及びバルク乳からMp遺伝子を検出。
診療獣医師からMp乳房炎対策の協力依頼が
あり、当所主導のもと以下の対策を実施。
①搾乳牛及び乾乳牛の乳汁検査、②Mp陽性
牛の分離飼育並びに分離搾乳、③Mp陰性牛
群のバルク乳検査、④環境検査、⑤衛生指
導等の防除対策を実施。乳汁検査は、延べ3
47頭を検査し27頭がMp陽性、その内乳房炎
発症牛19頭をとう汰。バルク乳検査は、2週
間隔で計5回実施し、全例Mp陰性。環境検査
は、延べ67検体を検査し、その内陽性牛群
のライナーのみMp陽性。迅速な乳汁検査に
よるMp陽性牛の完全隔離、積極的淘汰。畜
舎等の定期的かつ徹底的な洗浄・消毒等の
実施。これら感染源の特定・排除及び感染
経路の遮断などの徹底した取組により、大
規模酪農家で発生したMp乳房炎の短期間で



- 27 -

の沈静化に成功。

130.リアルタイムPCR検査を活用したヨーネ
病清浄化対策：栃木県県北家保 黒川由貴
江、湯澤裕史

平成25年4月から施行規則改正によりリア
ルタイムPCR法（rPCR）が確定診断法となる
ため、大規模農場でのrPCR一斉全頭検査が
実施困難になると予想し、平成24年度にカ
テゴリーⅡ農場全頭検査を実施。排菌を確
認した牛の追跡検査を平成24年8月から開
始。平成25年4月から導入牛検査及び環境検
査を追加。環境検査で高汚染度が判明した
農場において畜舎消毒を実施。追跡検査で
は、定量値の増減や消失例もみられたが、2
年間で14頭の患畜を摘発。導入牛検査では、
定性陽性7頭を摘発。環境検査では、追跡検
査で排菌確認時に高率にヨーネ菌遺伝子を
検出。畜主を交えた検討を重ね、検査の組
み合わせにより効率的な摘発とう汰が可能
となり農場の清浄化が促進。環境検査は高
濃度排菌牛の存在推定に利用可能。畜舎消
毒は、通過菌による誤診防止に有用。これ
らにより畜主の清浄化への理解向上。今後、
環境検査の精度を高め、検査体制を検討し
早期清浄化に取り組む。

131.新生子牛にみられたSalmonella Typhim
uriumによる化膿性髄膜炎：栃木県県北家保
黒澤圭、小島浩一

平成25年8月～9月、管内の大規模酪農家
で泥状下痢及び痙攣等の神経症状を呈し死
亡した約10日齢の交雑種子牛の病性鑑定を
実施。剖検では髄膜の混濁、腸内腔の黄色
偽膜の付着と腸壁の肥厚、腸リンパ節の腫
大を確認。病理組織学的検査では大脳、中
脳、小脳、橋及び脊髄の髄膜に中等度～重
度のマクロファージ浸潤と軽度の好中球浸
潤及びその病変に一致してグラム陰性短桿
菌の菌塊を確認。結腸から空腸では偽膜を
伴う重度の壊死性腸炎、脾臓、肺、胸腺、
骨格筋では多発性巣状壊死を確認。抗サル
モネラO4免疫家兎血清を用いた免疫組織学
的検査では、病変部の菌塊に一致して陽性
抗原を検出。細菌検査では、主要臓器からS
almonella Typhimurium（ST）を分離。以上
から、本症例でみられた神経症状はST感染
による化膿性髄膜炎が原因と考察。主要臓
器に菌栓塞を伴う病変が認められたことか
ら、STは経口感染し、敗血症性に脳に侵入
したと推測。

132.牛のヨーネ病患畜及び胎子における病
理組織学的検索：栃木県県央家保 矢島佳
世、塩生光男

家畜伝染病予防法の改正で、平成25年度
から牛のヨーネ病はrPCRで診断。そこで、4
～11月までの患畜6頭の腸管について病理組
織学的検査及びチール・ネルゼン染色を実
施しその結果を比較検証。6頭すべてでヨー
ネ病に特徴的な病変を認め、うち5頭は、回

腸及び空腸下部の絨毛先端付近のラングハ
ンス型巨細胞内に、少～多量の抗酸菌が散
在し、rPCRは10-2～10-3（診断基準）pg/wel
l以上。1頭は、空腸上部～直腸の類上皮細
胞内に、非常に多量の抗酸菌を認め、rPCR
は102 pg/wellと高値。糞便に診断基準以上
の遺伝子が存在すれば、特徴的な病変を形
成し、遺伝子量が多いと病変が広く強い傾
向。なお、4頭の遺伝子量は、過去の清浄性
確認検査時の診断基準以下から増加。また、
胎子感染の調査は、患畜の胎子5頭の主要臓
器、臍帯、胎盤の病理組織学的検査、生臓
器及びパラフィン切片のrPCRを実施。いず
れも病変はなく、rPCRが陰性。解明には継
続調査が必要。

133.県外導入牛におけるヨーネ病の摘発：
群馬県西部家保 瀧澤勝敏、板垣光明

県外導入牛の導入時検査でヨーネ病患畜
（患畜）2例2頭（2例とも経産牛）を摘発。
1例目は41カ月齢、導入元農場カテゴリー不
明、ヨーネ病スクリーニング検査（抗体検
査）陰性、糞便からの分離培養で3カ月後に
ヨーネ菌分離。摘発時患畜は既に分娩、産
子は他の農場が購買済み、患畜判明後に自
主淘汰。2例目は47カ月齢、導入元農場カテ
ゴリー不明、抗体検査陰性、リアルタイムP
CR（qPCR）陽性。摘発後の疫学調査で1例目
の導入元は当該牛出荷時点でカテゴリーⅠ
農場だったが、当該牛とほぼ同時期に他県
へ出荷した牛1頭が導入時検査でqPCR陽性、
当該牛出荷3週後に実施された導入元農場の
検査で飼養68頭中7頭のqPCR陽性が判明。2
例目の導入元はカテゴリーⅠ農場だったが、
5年毎に行われている定期検査実施直前に当
該牛出荷。以上の事例より牛の導入に伴う
ヨーネ病発生のリスクは低くないと考察。
導入牛におけるヨーネ病検査の継続と高リ
スクが疑われる出荷牛については関係先へ
の連絡体制確立が必要。

134.牛呼吸器病由来Mannheimia haemolytic
a株の性状調査および同定法に関する一考察
：埼玉県中央家保 荒井理恵

Mannheimia haemolytica（Mh）は牛呼吸
器病の主要な原因菌であり、血清型1型菌に
対するワクチンが市販。今回、保存株を用
いて、簡易同定キットおよび遺伝子検査に
よる再同定後、血清型・薬剤感受性につい
て調査。供試株は平成元年～25年に呼吸器
症状を呈した牛から分離され、Mhとして凍
結保存されていた株44株。全ての株が簡易
同定キットによりMhと判定されたが、PCR法
の結果、Mhと同定されたのは44株中42株。
これら42株の血清型は1型が19株（45.2％）、
6型が16株（38.1％）、型別不能が7株（16.
7％）。6型は平成16年以降に分離された株
で確認。薬剤感受性試験では、ABPC、KM、O
TC、CP、ERFXに耐性株が認められ、ERFX耐
性株は全て6型菌。PCR法にてMhと同定され
なかった2株は16S rRNA遺伝子解析の結果、
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いずれもMannheimia属菌と同定。以上から、
Mhの同定にはPCR法が有用と考えられ、また、
ワクチン株とは異なる血清型6型菌の県内へ
の侵入を初めて確認。

135.酪農場における牛のサルモネラ症発生
事例：東京都東京都家保 南波ともみ、鈴
木博

2012年10月、乳用牛37頭飼養の酪農場で
下痢、発熱、泌乳量低下を主徴とする伝染
性疾病が発生。搾乳牛32頭中22頭、哺乳子
牛2頭中2頭発症、このうち搾乳牛と哺乳子
牛各1頭が死亡。牛群の発病期間は21日間、
出荷乳量回復まで35日間を要し、経済的損
失額は少なくとも120万円と推計。37頭中31
頭の糞便及び飼槽等の環境材料並びに死亡
牛主要臓器及び消化管内容物からSalmonell
a Typhimurium （ST）を分離。分離株は多
剤耐性。抗生剤および生菌剤投与、畜舎消
毒は逆性石鹸、石灰乳塗布及び熱湯消毒を
実施。発生要因として野鳥の糞等で汚染さ
れた変敗サイレージの給与が疑われたが同
一ロットの変敗サイレージからSTは分離さ
れず、農場内にSTが持ち込まれた原因は不
明。まん延した要因として変敗サイレージ
給与による牛群のルーメン機能低下、老朽
化した飼槽、ウオーターカップの消毒・清
掃不良、敷料と堆肥を運搬するバケットロ
ーダーの共用などが考えられた。

136.子牛の病性鑑定事例からの一考察：東
京都東京都家保 藤森英雄、吉崎浩

平成25年9月、両眼が白濁した瀕死状態の
黒毛和種子牛（5日齢）の病性鑑定を実施。
内景では腹水軽度貯留、胸腔、腹腔内に軽
度線維素析出。右肺前葉の一部の肝変化以
外著変なし。組織学的には脳の髄膜に好中
球主体の細胞浸潤、実質に囲管性細胞浸潤
を確認。肝、心、肺、脳、眼よりEnterobac
ter cloacaeを分離し、本菌による敗血症と
診断。この子牛は、初乳未給与、胸腺萎縮
があり、易感染状態が発症の一因と推察。
以上より胸腺に着目し、過去の若齢牛の病
性鑑定9事例（本事例、流産事例含む）の胸
腺について病理組織を再確認。8事例で胸腺
の萎縮又は低形成を確認。胸腺の大きさは、
免疫機能に比例すると言われ、その大きさ
を知ることは、若齢牛の育成に重要なポイ
ントの1つとされている。胸腺触診で大きさ
を客観的に評価する「胸腺スコア」は、生
産現場で飼養者自らが取り組める手法であ
ることから、子牛の損耗予防の1手段として
紹介するため、広報誌「家保通信」に掲載
した。

137.バルク乳・個体乳検査による黄色ブド
ウ球菌に対する取り組みと性状検査：東京
都東京都家保 吉崎浩、岩倉健一

黄色ブドウ球菌（SA）による乳房炎は伝
染力が強く、難治性で農家の経済損失は甚
大。そこで、都内全農場のバルク乳・個体

乳・分房乳検査、成績還元、治療・廃用等
の対策を実施しSAの低減を図った。個体乳
・分房乳から分離されたSAについては性状
検査を実施。1）薬剤感受性試験：一部の株
で耐性株が認められ、獣医師の治療に活用。
2）コアグラーゼ遺伝子型別：A型9株、C型8
8株、D型6株、E型15株、F型56株、G型10株、
H型13株が確認され、同一農場で複数の遺伝
子型保有事例あり。3） 毒素遺伝子の検出
：197株中29株で毒素遺伝子を確認。4） SA
に対する取り組みの効果：SA数の大幅な減
少が認められ、取り組みに伴う農場におけ
る経済効果は非常に大きいと推察。また、
バルク乳検査でSA未検出農場が、急にSA数
が増加する事例が複数戸あり、外からの侵
入と推察。1頭の牛から複数の種類の株が同
時に確認される事例あり。今後も定期的に
検査・対策を継続していくことが大切。

138.リアルタイムPCR法導入後の牛ヨーネ病
患畜摘発事例とその対応：神奈川県県央家
保 津田彩子、前田卓也

家畜伝染病予防法第5条に基づく牛ヨーネ
病検査（5条検査）は、同法施行規則改正に
より、平成25年度から診断法にリアルタイ
ムPCR法（PCR）を導入。同年9月、搾乳牛32
頭飼養農場の5条検査で、県内で初めてスク
リーニング法検査後のPCRで患畜1頭を摘発。
患畜殺処分及び農場消毒後、PCRによる同居
牛検査を実施し、新たに患畜2頭を摘発。ま
た、PCR定性判定陽性4頭、患畜分娩子牛2頭
を自主淘汰。PCR導入により疑似患畜期間が
なくなり、殺処分までの期間を大幅短縮、
本病のまん延防止、農家の検査時の負担を
軽減。従来対応困難であった6ヶ月齢未満の
子牛も早期診断が可能になった。一方、発
生農場の健康牛移動時の証明書添付は風評
被害の可能性があり、子牛の流通への影響
が懸念された。また、PCRは1日の処理検体
数に制約があり、大規模農場の同居牛検査
で日数がかかることが予想された。このよ
うに現場での運用上の課題はあるが、PCRに
よる検査は本病撲滅の一層の推進が期待さ
れる。

139.Trueperella（Arcanobacterium） pyog
enesおよびFusobacterium necrophorumによ
る子牛の肺炎：神奈川県県央家保 松本英
子、前田卓也

乳肉複合経営農場で肺炎症状を呈した子
牛の死亡事例が頻発し、平成25年3月、約3
ヶ月齢の肉用子牛が同様に死亡したため病
性鑑定を実施。剖検所見で肺は胸壁と強固
に癒着、左右前葉～後葉前部に粟粒大～小
豆大の白色病巣散在。中葉にピンポン玉大
硬結を認めた。病原検索で肺および肺門リ
ンパ節よりTrueperella pyogenes（Tp）分
離。同農場で肺炎症状を呈する4頭の鼻汁も
検査し、Mannheimia haemolytica分離、RS
ウイルス簡易検査陽性。組織所見で肺で凝
固壊死巣と融解壊死巣が散在、壊死巣内に
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菌塊を認めた。肺胞腔内には一部線維素充
満。抗Tp抗体、抗Fusobacterium necrophor
um（Fn）抗体を用いた免疫組織化学染色で
壊死巣内菌塊に一致して抗原を認めた。融
解壊死巣では、壊死中心部でTp、周囲でFn
の抗原を確認。以上からTpおよびFnによる
壊死性線維素化膿性肺炎と診断。他の子牛
の検査結果からウイルス関与が示唆され、
細菌との複合感染より重篤化し死亡したと
推察。

140.クレブシエラ乳房炎発生酪農場の敷料
の衛生管理対策：新潟県中越家保 竹内智
胤、濱崎尚樹

管内1酪農経営農場において平成25年5月
および7月に急性乳房炎で2頭の死亡事例が
続発。乳房および全身諸臓器からKlebsiell
a pneumoniae（KP）を分離し、クレブシエ
ラ乳房炎と判断。モミガラ敷料（敷料）の
汚染による牛床環境の悪化を疑い、牛床の
使用済敷料、粗飼料残餌および未使用敷料
等の飼養環境中の細菌検査を実施。粗飼料
残餌で大腸菌群（CF）が最も多く、10 cfu7.8

/g、KPを10 cfu/g検出。未使用敷料ではCF6.0

を10 cfu/g、KPを10 cfu/g検出。園芸用5.5 4.0

消石灰による敷料の消毒効果試験では、未
使用敷料および使用済み敷料に5％混合で、
十分な消毒効果が得られたことから、敷料
および牛床の衛生管理を指導し、以降の続
発は無し。11月に搬入した新規敷料の細菌
検査ではCFを10 cfu/g、KPを10 cfu/g検6.0 5.5

出し、農場搬入前の汚染も疑われた。水酸
化ドロマイトでも敷料の消毒効果が得られ、
敷料消毒、飼養環境の衛生管理の必要性を
継続指導。

141.牛サルモネラ症清浄化に向けた一農場
での取り組み：富山県東部家保 石戸里幸、
彌榮麻衣子

平成25年4月、酪農家で搾乳牛1頭が死亡
し病性鑑定を実施。細菌学的検査により十
二指腸内容物からSTが分離され、STによる
牛サルモネラ症と診断。同居牛や畜舎の汚
染が認められたため、清浄化対策として、
①保菌牛の早期発見、早期治療、②生菌製
剤の投与、③消毒、作業動線管理の徹底等
を指導し、原則として週に1度、全頭検査と
環境拭き取り検査を実施。病性鑑定による
感染の早期発見と当所の衛生指導、畜主の
徹底した飼養衛生管理により、農場内での
感染が拡大することなく約2ヶ月で早期清浄
化を達成。STの侵入経路は特定できなかっ
たが、初発牛は県外の預託先から下牧して
間もなく発症しており、県外から侵入した
と考えられたため、導入牛検査の速やかな
実施や導入牛の隔離飼養など、牛導入時の
防疫対策を強化。清浄化達成後も、徹底し
た飼養衛生管理の継続により清浄性が維持
されており、飼養衛生管理基準の遵守、向
上に向けた取組みの重要性が示唆。

142.肺炎多発農場死亡子牛における原因の
一考察：石川県南部家保 井出久浩、高井
光

平成23年度に肺炎による子牛の損耗が多
発した2農場で、死亡子牛の細菌学的検索を
実施。A農場では平成23年9月～24年1月に13
頭が死亡、全頭からMycoplasma bovis（Mb）
を分離。過密飼養がみられたため、飼養環
境の改善、感受性薬剤の投与等を指導した
結果、子牛の死亡は平成23年度の19頭から
翌年度に7頭へ減少。平成25年2月の清浄性
確認検査では、Mbが分離された子牛は1/31
頭と沈静化。B農場では平成23年7月～8月に
5頭が死亡。全頭から有意菌の検出なし。剖
検結果、病理組織所見および農場での聞き
取り調査から誤嚥性肺炎と診断。哺乳バケ
ツの不具合が原因と判断し、改善指導を実
施した結果、肺炎による死亡は収束。今後
は、他農場、他疾病について調査指導を継
続する。

143.クレブシエラ乳房炎対策の検討：山梨
県東部家保 二宮歌子、横山紅子

クレブシエラ乳房炎発生が多い農家3戸（A
･B･C）、ない農家2戸（D･E）における敷料
調査、使用前敷料への3%消石灰添加試験を
実施。敷料調査結果：農家A・B・Cの敷料か
らはクレブシエラ分離。農家D・Eでは分離
なし。使用前敷料4/9検体で大腸菌群10

6
CFU

/g＜。（うち戻堆肥3検体：3.8×10
5
～2.5×

10 7CFU/g。発酵熱が十分上昇していない可
能性。）。牛床全6検体106CFU/g＜。使用前敷
料への3%消石灰添加試験：15-20℃48hrでは
2/5検体で大腸菌群数減少。30℃4hrでは2/5
検体で大腸菌群数上昇。対策の検討：クレ
ブシエラ乳房炎の予防には、汚染されてい
ない敷料の使用が重要であることを再確認。
また、使用前敷料へ3%消石灰添加する際は
温度・敷料形状等の条件が消毒効果に影響
する可能性があることを留意。また、牛側
の要因も大きく関与するため、飼養衛生管
理も重要。今後の取り組み：NOSAI獣医師と
連携し、敷料調査の実施、良質な戻堆肥作
成や飼養衛生管理の指導等により、発生の
低減を図る。

144.管内酪農家における緑膿菌性乳房炎の
続発例：山梨県東部家保 牛山市忠、小泉
伊津夫

管内酪農家の乾乳直後の牛でPseudomonas
aeruginosa（以下Pa）による乳房炎が発生

（平成25年6月1頭、7月2頭）。また、8～10
月にはバケットミルカー使用直後の泌乳牛2
頭でPa乳房炎の続発がみられた。このため、
10月当所で農場環境調査を実施し、牛舎、
バケットミルカー、バルク乳などを調査し
たところバケットのホース及びミルククロ
ーからPaを検出。泌乳牛の対策として、バ
ケットミルカーのホースや蓋部分の消耗品
交換を実施し、中性洗剤を用いた方法から
塩素化アルカリ、酸、塩素による自動洗浄
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システムによる洗浄法に変更。乾乳牛の対
策として、これまでの急速乾乳法からTMRを
減らして徐々に乾乳する方法に変更した。
また、乳房炎個体から分離したPaとバケッ
トから分離したPaについてPFGE（切断酵素
：SpeⅠ）及び薬剤感受性検査を実施したと
ころ同一のパターンを示し、遺伝的に近縁
な株であることが示唆された。なお、対策
実施後の確認検査として、11月にバケット
ミルカーについて検査をしたがPaは検出さ
れず、その後Paの発生は認められていない。

145.バルク乳からのPseudomonas fluoresce
nsの分離状況と類似菌種検出のための培養
温度の検討：長野県松本家保 袴田由美

平成24年度にバルク乳の細菌数が30万個/
mlを超える事例からPseudomonas fluoresce
ns（Pf）を分離。Pfは通常検査の37℃24時
間培養では分離されず室温48時間培養で分
離されたことから、H25年度はPfによる汚染
状況を解明するため、管内全戸のバルク乳
を対象に新たに室温48時間培養を実施。Pf
はバルク乳71検体中16検体（23%）から分離。
他にも37℃24時間培養で分離されない4菌種
が7検体（10％）から分離。これらのうち4
℃牛乳中で48時間以内に10倍以上増殖する
菌はPf以下3菌種を確認。これらはバルク乳
中で増殖する可能性を示唆。これら3菌種を
効率的に分離するため、培養温度の検討を
行った結果、30℃24時間培養で分離可能。
生乳の生産段階でPf等を検査することは生
乳の品質確保及び細菌数増加の原因特定の
ために重要である。今後は通常検査に加え
て30℃24時間培養を実施することにより、
一層的確・迅速な乳質の衛生指導に活かせ
るものと考察。

146.肥育素牛で連続発生した呼吸器病の一
考察：長野県飯田家保 加藤雅樹

2013年8月にA、10月にA、B農場へ、鹿児
島県の2家畜市場から長時間の輸送により導
入した黒毛和種肥育素牛において、呼吸器
症状を呈する事例が相次いで発生。A農場で
は、8月導入牛について検査した3頭全てか
らMycoplasma bovis（M.b）が有意に分離さ
れ、M.bが関与していたと推察。分離された
M.bに対する薬剤の最小発育阻止濃度は、ｴﾝ
ﾛﾌﾛｷｻｼﾝでは50μg/ml、ﾏﾙﾎﾞﾌﾛｷｻｼﾝでは100
μg/mlと、過去の県内分離株と比較しﾌﾙｵﾛｷ
ﾉﾛﾝ系で耐性を確認。さらに10月導入牛では、
A農場に加えてB農場においても症状が認め
られ、発症した計3頭のうち2頭について、
ペア血清を用いた牛RSウイルス（RS）抗体
価が、それぞれ16倍から128倍、32倍から25
6倍以上に有意に上昇し、PCR検査で3頭のう
ち2頭が陽性であったことから、RSの関与が
あったと推察。2事例とも発症牛の隔離、対
症療法及び二次感染防止を助言・指導する
ことにより終息。これには、A農場が普段か
ら衛生的な飼養管理をしていたことも功を
奏したのではないかと推察。

147.一酪農家で多発した黄色ブドウ球菌性
乳房炎：静岡県東部家保 久保田直樹、塩
谷治彦

搾乳牛25頭を飼養する酪農家で、難治性
の乳房炎、体細胞数増加の稟告があり、改
善指導を開始。平均体細胞数高値のため、
全頭の生乳細菌検査を実施、25頭中11頭（4
4.0％）から黄色ブドウ球菌（SA）を分離う
ち7頭は複数の分房に感染。搾乳立会を実施、
前搾りの未実施など基本的な手技に問題点
が認められたため改善指導。畜主及び関係
機関による対策会議を開催、清浄化に向け
た役割分担、治療方針、淘汰方針、更新計
画を決定。当所では、定期的に全頭の生乳
細菌検査を実施、その結果を対策会議にフ
ィードバック。結果、SAの感染拡大は認め
られず、生乳検査成績も改善傾向。当該酪
農家は優良な経営をしていると考えられて
いたが、平成23年12月に借りていた育成牛
舎を返納、大半の育成牛を売却。このため、
育成牛不足から牛群更新が滞り、SA性乳房
炎罹患牛の淘汰ができず、さらに誤った搾
乳作業により牛群全体にSAが蔓延したと考
えられた。

148.酪農家で発生した牛サルモネラ症清浄
化への取り組み：静岡県東部家保 鈴木一
歩、室伏淳一

乳牛310頭を飼養する酪農家で、多剤耐性
Salmonella O4:i:-（以下同株）による下痢
が発生、成牛6頭が死亡。畜主に対し、農場
清浄化のため、牛舎の清掃・消毒及び踏込
み消毒槽設置、保菌牛への抗生物質及び生
菌製剤投与等の衛生対策を指導。指導後、
下痢の発生は終息したが、6か月後に行った
追跡調査で畜舎環境及び子牛直腸便から同
株を分離。また、清掃・消毒の不徹底が判
明。本事例では、農場管理者の同株に対す
る理解不足、従業員を含めた農場全体の危
機意識の希薄が問題。これまでの指導方法
では畜主の衛生意識を高めるには不十分。
そこで、農協及び獣医師を含めた組織的清
浄化対策に取り組み、早急な対策が必要と
いう認識を関係者全員で共有。また、各機
関の役割を明確にし、家保は保菌牛及び畜
舎環境の定期検査、農協は清掃・消毒状況
確認及び指導、獣医師は保菌牛治療を担当。
現在、農場は清浄化に向け、清掃・消毒責
任者を新たに設置し、飼養環境改善を継続
中。

149.多剤耐性Salmonella O4:i:-による牛サ
ルモネラ症発生事例と薬剤耐性遺伝子の解
析：静岡県中部家保 貞弘恵、松井小雪

県内の一酪農家（ホルスタイン310頭、フ
リーストール）にて平成25年4月初旬から分
娩後数日経過した成牛が発熱、水様性下痢、
血便を呈し5月中旬までに6頭が死亡。病性
鑑定牛1頭の腸管と腸間膜リンパ節、同居牛
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の糞便からサルモネラを分離。血清型別、P
CR、第2相H遺伝子検索の結果、Salmonella
O4:i:-と判定。一濃度ディスク法、寒天平
板希釈法による薬剤感受性試験の結果、ABP
C、CEZに加え、第3、第4世代セファロスポ
リン、GM、SM、CP、OTCにも耐性を示す多剤
耐性株と判明。本菌は基質特異性拡張型β
ラクタマーゼ（以下ESBL）単独産生菌で、E
SBL遺伝子の塩基配列解析により、CTX-M-55
型と判定された。さらに本来プラスミド上
にある耐性遺伝子が染色体上に存在するこ
とが確認された。本菌は第4世代セファロス
ポリンにも耐性を示し、公衆衛生上問題と
なることから、畜産現場では抗生物質の慎
重使用を今後も継続するとともに、飼養衛
生管理の一層の徹底が求められる。

150.ヨーネ病清浄化に向けた取り組み（胎
仔への垂直感染）第一報：三重県中央家保
植原陽、竹馬工

ヨーネ病清浄化を指導するには、感染様
式や病態特性を理解することが必要だが、
感染母牛からの胎仔感染の報告は少ない。
今回ヨーネ菌感染母牛で糞便中ヨーネ菌DNA
量が100万倍異なる高排菌牛A（2739.93pg/w
ell）および低排菌牛B（2.66×10-3pg/well）
2頭の胎仔の検査を行った。検体は胎仔の主
要臓器、腸間膜リンパ節、胎盤、胎便、羊
水。ヨーネ菌用寒天培地（ヨ培地）で分離
培養検査、リアルタイムPCRで遺伝子検査、
病理組織学的検査を実施。牛Aの胎仔は脾臓
と羊水以外で全て遺伝子陽性、胎便は488.8
pg/wellと多く、腎臓や胎便はヨ培地に1ヶ
月以内に発育を確認。牛Bの胎仔は心臓およ
び肺のみ遺伝子陽性であった。病理組織学
的検査は全て著変なし。高排菌母牛は垂直
感染の非常に高いリスクがあることを再確
認。今後、液体培地を用いた分離培養や堆
肥処理後の菌の生存確認も続けて検査予定。

151.大規模酪農団地におけるヨーネ病の発
生と防疫対策：大阪府大阪府家保 中井忠
芳

大規模酪農団地で2例目の牛のヨーネ病
（本病）が確認されたので、その概要と防
疫対策を報告。【発生状況】平成25年2月酪
農団地内の1頭がELISA法スクリーニング検
査、確定検査で陽性、患畜となり殺処分。
空回腸粘膜が充血、肥厚。腸間膜リンパ節
で抗酸菌を確認。【防疫対策】石灰等によ
る牛舎の消毒、飼養衛生管理基準の遵守に
ついて徹底指導、共同利用の堆肥化施設へ
の専用通路・置場利用及び搬入車両の消毒
を指示。同居牛の発生時検査及びその後のE
LISA検査でも全頭陰性。患畜との同居子牛
と移動先の育成場同居牛のPCR検査を実施
し、全頭陰性、清浄性を確認。団地内他農
場にも飼養衛生管理基準遵守の徹底を指導。
【疫学調査】本病1例目との疫学的関連や遺
伝子型別検査による分子疫学調査の結果、
関連性は低かった。【対策指導】堆肥化施

設の共同利用について、発生農場と他農場
との接触防止及び車両消毒の徹底等を指導
し、感染拡大を防止。今後清浄確認農場へ
の復帰を目指す。

152.新生仔牛で認められたEnterobacter cl
oacae感染症：大阪府大阪府家保 津山栄一

平成25年8月、管内の一酪農家で出生時よ
り両眼角膜白濁、起立不能で死亡した仔牛
の病性鑑定を実施。剖検所見では、心嚢に
ゼリー状物の貯留、肺の一部うっ血、臍帯
の腫脹、腹膜炎を確認。病理組織学的検査
では、肝の多発性巣状壊死、心膜炎、線維
素性肺炎、化膿性髄膜炎、角膜炎、虹彩炎、
臍帯炎が確認され、LPS染色では心膜、眼、
大脳、臍帯でグラム陰性桿菌を確認。 ウイ
ルス学的検査では分離陰性、細菌学的検査
で肝、脾、腎、心、肺、脳からEnterobacte
r cloacae（EC）を分離。分離菌の薬剤感受
性試験では、SM、GM、CP、ST及びキノロン
系薬剤に感受性、AMPC、CEZ、KM、TCに耐性。
また、当該農家飼養牛の糞便及び環境材料
を用いてECの浸潤状況調査を実施したが、
分離陰性。以上より、本症例をEC感染症と
診断。出生時より両眼角膜が白濁していた
事から、何らかのストレスで母牛が易感染
性となり、胎内で胎仔に感染、その後全身
感染に至ったものと推察。

153.黄色ブドウ球菌の増菌法における亜テ
ルル酸カリウム濃度と培養時間の検討：奈
良県奈良県家保 森山美奈子、前田寛之

黄色ブドウ球菌（SA）の増菌法に用いる
テルライト・グリシン・ピルビン酸ブロス
（TGP-broth）は主にグラム陰性菌抑制の為
亜テルル酸カリウム（Te）が添加されてい
る。Te濃度のSA増殖への影響評価の為、Te
を100、60及び25mg/L添加したTGP-brothにS
A ATCC株を5×104CFU/ml接種、37℃培養し
経時的に菌液の吸光度測定。結果、Te濃度
が高くなる程SA増殖に時間を要した。一方T
e低減の生乳中グラム陰性菌への影響評価の
為、Teの最小発育阻止濃度（MIC）測定。Es
cherichia coli（Ec）ATCC株及び生乳由来
株、Klebsiella pneumoniae（Kp）生乳由来
株、Pseudomonas aeruginosa（Pa）ATCC株
で5×10

4
CFU/スポット・ウェル接種し寒天

平板希釈法と微量液体希釈法を実施。結果M
ICはEc ATCC株、Ec 及びKp 生乳由来株でい
ずれも0mg/L以下、Pa ATCC株で25mg/L。Te
を25mg/Lまで低減すればより短時間にSAを
分離できる可能性が示唆された。

154.大規模酪農場のヨーネ病防疫対策：和
歌山県紀南家保 岩尾基、尾畑勝吉

管内の大規模A農場において、酪農経営開
始当初から継続的にヨーネ病防疫対策に取
り組んだ。清浄性の確認については、5条検
査において過去4回、農場の清浄性を確認。
発生予防対策については、導入牛検査およ
び飼養衛生管理指導を実施。導入牛検査は、
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これまでに計402頭実施し、全頭の陰性を確
認。飼養衛生管理指導については、消石灰
による農場消毒･牛床管理、堆肥化の推進を
中心に指導。また、万一の発生に備えて防
疫措置等の確認・指導を行った。しかし、
現在の導入牛舎は、構造等が完全に隔離さ
れていないことから隔離牛舎とは判断でき
ない。A農場のように、育成に依らず初妊牛
の導入で酪農業を営んでいる農場では、導
入牛の扱いが最も重要であることから、隔
離牛舎の設置について引き続き指導してい
きたい。今後も継続して適切な飼養衛生管
理について助言・指導を行うと共に、導入
牛検査と法定検査を組み合わせ、本病の清
浄性の維持に努めていきたい。

155.ヨーネ病発生時の同居牛検査に関する
一考察：鳥取県倉吉家保 下岸照和、渡邊
祐治

平成24年10月、管内の乳肉複合経営農場
において乳牛1頭がヨーネ病スクリーニング
検査で陽性値を呈す。翌日採取した糞便か
らヨーネ菌が確認されたためヨーネ病と診
断。当該牛を殺処分し、農場内の消毒を実
施。併せて6ヶ月齢以上の牛を対象に同居牛
の抗体検査を行うと共に一部の牛について
は糞便を採取しリアルタイムPCR（rt-PCR）
検査を実施。抗体検査では全頭が陰性であ
ったもののrt-PCR検査では35頭中5頭が陽性
値を呈す。3ヶ月後に再度採材しrt-PCR検査
を実施したところ全頭陰転。1回目のrt-PCR
検査での陽性値は発症牛が排菌した菌が検
出されている可能性が高いことを示唆。平
成25年度の国ヨーネ病防疫対策要領の一部
改正に伴い検査フローによってはrt-PCR検
査のみでヨーネ病の診断が可能。しかし発
症牛からの排菌の影響を排除し非感染牛の
誤摘発を防止するため、同居牛検査ではrt-
PCR検査の前に抗体検査を行うことが肝要。

156.斜頚症状を呈する子牛から分離された
マイコプラズマによる薬剤感受性試験：鳥
取県倉吉家保 渡邊祐治

管内300頭規模の肥育農場で導入後2週以
内の子牛に中耳炎を疑う斜頚が散発。症状
を呈する子牛の鼻腔スワブを検査したとこ
ろ一般細菌検査で10頭中5頭からパスツレラ
マルトシダ、7頭からマイコプラズマ ボビ

ライニス、2頭からボビスを分離。分離され
たマイコプラズマの最小発育阻止濃度（MIC）
による薬剤感受性試験を実施したところ、
チルミコシンは耐性化傾向である一方、フ
ルオロキノロン、及びカナマイシンでMICが
低い傾向。過去に分離された株と比較した
ところ、カナマイシンで以前の株より感性
化傾向。本農場においてカナマイシンが未
使用であった事こととの関連性を示唆。

157.バルク乳検査を用いた乳房炎対策への
取り組み：鳥取県鳥取家保 寺坂理恵、小
谷道子

東部管内では、酪農場18戸を対象にバル
ク乳の細菌検査を実施しており、その検査
結果を元に各酪農家毎に以下の衛生指導に
活用している。①黄色ブドウ球菌（SA）分
離農家へは、SA感染牛の盲乳又は最後搾乳
の実施。希望農家での搾乳牛全頭検査によ
る乳房毎のSA感染状況の把握。②環境性乳
房炎多発農家への予防対策として、飼育環
境の菌量低減を目的に、ミルカーや洗濯機
等の拭き取り検査を実施し、感染源となり
うるポイントを明確化。今回、全農家の搾
乳手順を聞き取り調査し問題点を検討し、
その結果とバルク乳の細菌検査、牛群検定
のデータの体細胞数について考察した結果、
搾乳タオルの洗浄、消毒方法がこれらに与
える影響が大きいと判明。

158.ESBL産生性大腸菌が検出された黒毛和
種子牛の斃死事例：島根県松江家保 船木
博史、板倉悟

管内の一黒毛和種繁殖農場における斃死
子牛の全身臓器からESBL産生性大腸菌を分
離。患畜は平成25年4月24日に胎齢242日齢
の早産で出生し、人工哺育により飼養。虚
弱で出生直後から複数回の抗菌剤治療歴が
あり、6月8日から呼吸速迫および横臥を呈
し、2日後に48日齢で斃死したため病性鑑定
を実施。化膿性の気管支肺炎および腎炎を
呈し、全身からESBL産生性大腸菌を分離。E
SBL遺伝子型別でESBL遺伝子型はCTX-M2/TEM
型と判明。病原因子検索（K99、F41、eaeA、
STa、VT1/2、CNF1/2、EAST、aggR）では全
て陰性。OおよびH抗原血清型別も型別不能。
子牛は適切な抗菌薬治療が実施されていた
ものの、虚弱による頻回治療で選択圧が高
まり、ESBL産生性大腸菌が選択されたと考
えられた。本症例分離菌のESBL遺伝子型は、
過去に本県の牛から分離された株と同じくC
TX-M2型であり、牛由来株は人と異なる傾向
にあり、牛は公衆衛生上のESBL産生性菌の
リザーバとしての重要性は低いと考えられ
た。

159.牛ボツリヌス症の発生と対策：島根県
江津家保 荒川泰卓、原正三

平成25年2月、飼養頭数約60頭の乳肉複合
経営農場の子牛10頭の1牛房で1頭が突然死。
2日目朝、1頭が死亡、2頭が呼吸困難と起立
不能を呈し、内1頭が死亡。当該牛舎では休
耕田で作製したラップサイレージ（ラップ）
を給与。診療獣医師が給与中止を指示し病
性鑑定依頼。3日目に2頭死亡、5頭を移動隔
離。4日目に1頭死亡。13日目までに2頭死亡。
死亡牛5頭を病性鑑定し3頭のボツリヌス毒
素遺伝子検査でD/Cキメラ型遺伝子を検出、
他に異常は認めず牛ボツリヌス症と診断。
当該ラップは完食され検査できなかったが、
発生状況などから当該飼料が原因と考察。
対策として、4日目に複合次亜塩素酸系消毒
剤と消石灰で牛舎消毒、7日目にトキソイド
ワクチンを接種。15日目に同居牛と環境の
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検査で牛1頭と埃1例から同遺伝子を検出。
更に2回牛舎消毒後、4月と7月の同居牛と環
境の検査は陰性。12月まで計8回16頭の出荷
牛検査は全て陰性。1牛房8頭の死亡で終息。
休耕田でのラップ作製は注意が必要。

160.ヨーネ病リアルタイムPCR検査における
DNA抽出およびPCRシステムの精度管理：島
根県家畜病鑑室 坂本洋一、川上祐治

ヨーネ病リアルタイムPCR（qPCR）検査の
精度管理のため、ヨーネ菌DNA抽出キットの
カラムフィルタへの溶出液浸透不具合が検
査に与える影響とqPCRシステムのキャリブ
レーション（Cal）効果を検証。同一検体（n
=9）について、浸透不具合有りと無しの抽
出液中DNA濃度を比較。平均DNA濃度（㎍/ml）
は不具合有り2.7、無し64.3で有意差（p<0.
0001）を認め、溶出液の浸透不具合は検査
成績に大きな影響を及ぼすことが示唆。Cal
効果の検証は、qPCRシステムABI7300を対象
に、Cal前（M1）、 Background（BG） Cal
後（M2）、関心領域-BG- Pure Dye Cal後（M
3）に Ct値測定（n=96）により実施。M1、M
2およびM3のCt値（平均±標準偏差）は、25.
52±0.18、25.51±0.17および25.47±0.10
で差は認めなかったが、数値の分散はM3で
小さくなった。M1で認めたプレート上の数
値の偏りは、M2でやや補正され、M3では大
きく補正されたことより、精度管理としてC
alの効果は大きいことを確認。

161.管内酪農家における牛ボツリヌス症の
発生と対策について：岡山県真庭家保 坂
部吉彦

平成25年2月、管内A酪農家（成牛約40頭、
繋ぎ飼い）において5ヶ月齢、15ヶ月齢の育
成牛2頭で起立不能が発生し、病性鑑定実施。
うち1頭の組織所見で主に消化管の小静脈に
フィブリノイド変性が認められたため、ボ
ツリヌス症の可能性が疑われた。対策とし
て、育成牛にのみ予防接種を行ったが、同
年3月、成牛2頭で起立不能が発生し、病性
鑑定実施。うち1頭の糞便及び環境材料（飼
槽、水槽、鳥糞各1検体）からボツリヌスD
型毒素検出。発生農家を含めた近隣酪農家4
戸で予防接種開始。同年4月、その中のB酪
農家（成牛約30頭、繋ぎ飼い）で廃用予定
のため未接種の1頭に起立不能発生。本牛の
糞便からボツリヌスD型毒素検出、環境材料
5検体とサイレージ1検体からは毒素の検出
なし。発生農家2戸に対して、関係機関の協
力を得て消毒を実施。地域に対しては、研
修会の開催や診療獣医師の協力により、本
症の発生周知と予防接種、野鳥対策、消毒
等について徹底指導した。平成25年12月現
在、同地域での続発は認められず。

162.岡山県のMycoplasma bovis浸潤状況及
び薬剤感受性：岡山県岡山家保病性鑑定課
田原鈴子

牛呼吸器症候群の主要な病原体の一つで

あるMycoplasma bovis（Mbo）の牛飼養農場
における浸潤状況について全県的に調査を
実施。調査戸数及び頭数は健康牛（A）群20
戸250頭、病性鑑定牛（B）群11戸107頭、合
計357頭で、検査材料は鼻腔スワブとした。
スワブを液体培地で培養後、PCR法によるMb
o特異的遺伝子の検出及び分離培養を実施。
分離したMbo22株について薬剤感受性試験に
より最小発育阻止濃度（MIC）を算出。Mbo
の陽性率はA群14%（34/250頭）、B群20%（2
1/107頭）、計15%（55/357頭）。A群とB群に
差はなく、MboはB群の呼吸器症状の主因で
はないと推察。Mbo農場浸潤率は肉用牛50%
（8/16戸）、乳用牛29%（2/7戸）、預託0%（0
/3戸）。分離株はTP、LCMに感受性で、ERFX
はMIC50とMIC90の差が大きく耐性傾向。Mbo
陰性農場では、侵入時の被害防止のため、
導入牛検査等によるリスク管理が必要。Mbo
に有効とされるERFXが耐性傾向であること
から、第一選択薬を考慮し、耐性株の出現
を防ぐことが重要。

163.管内で発生した牛サルモネラ症：岡山
県津山家保 牧野俊英、片岡まどか

平成25年7月、酪農場A（乳用牛44頭飼養）
で、下痢、発熱を呈する病牛が連続して発
生。家畜診療所からの依頼で病性鑑定を実
施。直腸便からSalmonella Typhimurium（以
下S.T）を分離、牛サルモネラ症と診断。ま
た関連農場Bで、農場Aから導入していた育
成牛2頭の直腸便から同菌を分離。さらに農
場Bからこの育成牛と同居していた成牛を別
の4戸へ各1頭ずつ販売していたことが判明。
追跡調査した結果、感染は認められず。畜
主及び関係機関との協議の結果、農場A及び
Bで、抗生剤（ニューキノロン系）、生菌製
剤の全頭投与、畜舎消毒、治療後毎の糞便
と環境材料からの菌分離を実施。農場Bは抗
生剤3日間投与の1クールで清浄化。農場Aは
3クール目から菌が検出されなくなり、その
後の定期検査により経過観察を実施し、S.T
の検出及び発症は無し。牛の移動時期が重
なった発生であったが、迅速な対応により、
速やかな清浄化を達成。

164.大規模肉用牛農場で発生した牛呼吸器
病症候群（BRDC）と対策：山口県中部家保
友好将也、中島伸樹

肉用牛約500頭の一貫農場で、BRDCによる
子牛の死廃が多発。導入から2か月齢まで単
飼、以降は群飼の形態。衛生プログラムは、
予防的抗生物質、ビタミン剤等の投与及びM
annheimia haemolytica（Mh）不活化ワクチ
ン等を接種。問題点把握のため、各発育段
階での子牛の栄養及び衛生状況調査を実施。
群飼後、血中コレステロール、中性脂肪及
びビタミンEの低下並びにMh、Mycoplasma b
ovisの保菌頭数が増加。導入時の低体重牛
は、群飼後から他の調査牛と比較して一日
増体量が低い傾向。ストレスや栄養不良に
よる免疫力低下が原因となり、群飼後に問
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題が生じたものと推察。調査結果を図表に
整理し、問題点を明確化した上で、関係者
に説明。その結果、改善意欲は向上し効果
的な対策の立案が実現。発育に応じた群編
成、発症牛の早期隔離、畜舎の整備、消毒、
飼料給与量の見直し及びビタミンE製剤の投
与を指導したところ、死廃頭数は減少。農
場では、その後も自主的に様々な対策を実
施中。

165.牛の腸管外病原性大腸菌分離状況調査
：山口県中部家保 大石大樹

大腸菌には腸管以外で病原性を示す腸管
外病原性大腸菌（Extraintestinal Pathoge
nic Escherichia coli：ExPEC）が存在。平
成17～25年に牛の腸管外から大腸菌が分離
された35症例について、分離大腸菌54株を
用い細胞毒素及び付着因子等ExPEC関連遺伝
子についてPCR法による検索を実施し、ExPE
Cと推察された株について血清型別及び微量
液体希釈法による薬剤感受性試験を実施。E
xPECと推察された株は4症例4株。血清型はO
55が1株、型別不能3株。薬剤感受性試験で
は5薬剤及び3薬剤耐性が各1株。4症例全て
大腸菌単独で病変に関与した症例はなし。E
xPECによる敗血症及び脳脊髄炎等の症例は
確認されず。しかし、O55は国内で子牛の敗
血症を引き起こした報告があり、血清型とE
xPECとの関連性が示唆。多剤耐性株が確認
され本菌に感染した場合には治療が困難に
なると推察。ExPEC感染症発生のリスクは常
にあると推察され、引き続き検査が必要。

166.異常産子牛のUreaplasma diversum分離
事例と保菌状況調査：山口県西部家保 横
山明宏、中谷英嗣

黒毛和種繁殖農家で胎齢261日の異常産発
生。異常産雄子牛（体重9.5kg）の諸臓器、
血清、腹水と母牛の血清及び膣スワブを用
い、病理学的検査、ウイルス学的検査、細
菌学的検査を実施（胎盤は未採材）。肺に
リンパ球の結節性増生、出血及び水腫を伴
う間質性肺炎、肺からUreaplasma diversum
（U.d）が103≦ccu/g分離、異常産子牛の肺
及び母牛膣スワブからU.dの特異的遺伝子検
出。U.dの関与が疑われる異常産子牛の肺炎
と診断。発生農場を含む管内同規模黒毛和
種繁殖農家5農場145頭の膣スワブを用いて
U.dの遺伝子検査実施。5農場の保菌率は31
％、異常産発生農場は31.6％、他4農場は25
～35％。妊否別・妊娠ステージ別では有意
差なし。産次数別では0-2産：52.0％、3-4
産：36.6％、5-6産：29.4％、7-8産：12.9
％、9産以上：21.4％。0-2産及び3-4産が7-
8産との間で有意差あり。今後、胎盤の採材
及び異常産発生時にU.dも考慮した病性鑑定
の実施、U.dの影響調査、分析が必要。

167.一農場における黄色ブドウ球菌性乳房
炎の清浄化対策：香川県西部家保 今雪幹
也、笹田裕司

H23年9月、管内A農場（酪農家）で黄色ブ
ドウ球菌（以下SA）スクリーニング検査を
実施。SA感染牛は3/18頭を確認。対策とし
て2頭淘汰、1頭泌乳期治療により治癒。し
かし、H24年12月の検査で感染牛11/16頭（乾
乳牛は追加検査1/5頭）に増加したため清浄
化対策を実施。搾乳衛生指導は①ミルクチ
ューブ長の改善②プレディッピングの実施
③ストリップカップを用いた前搾り④乳頭
清拭液に消毒剤利用⑤清拭タオル1頭1布⑥
乾拭きの実施⑦搾乳直後のポストディッピ
ング⑧SA感染牛を最後に搾乳。感染牛12頭
は4頭淘汰、8頭乾乳期治療。治療牛は分娩
後1週間、1ヶ月でSA検査、併せて定期的全
頭検査（平成25年7、9、11、12月）を実施。
治療牛8頭の分娩済の6頭は陰性を確認。バ
ルク乳の体細胞数は対策前の45万から15万
に低下。今回、搾乳牛の約6割がSAに感染し
たが、搾乳衛生の改善と乾乳期治療等によ
り、H25年11月以降、当農場でSAは確認され
ず、清浄化が図られた。

168.乳房炎検査における黄色ブドウ球菌検
出培地の検討：香川県西部家保 白石順也、
宮本純子

乳房炎検査における黄色ブドウ球菌（SA）
の検出には様々な培地を使用。SAの判別は
培地特有の反応（特異反応）で行うが、判
別の容易さが異なる。そこで、野外分離SA
を3株及びSAが確認された生乳2検体を用い
て、培地毎にSAの発育性、判別の容易さ、
コストについて検討。Staphylococcus capi
tis（CNS）を培地毎の特異反応の対照とし
て使用。培地は血液寒天培地（血寒）、マ
ンニット食塩寒天培地、市販卵黄加マンニ
ット食塩寒天培地（市販M）、自作卵黄加マ
ンニット食塩寒天培地（自作M）、ベアード
パーカー寒天培地（BP）、食品衛生分野で
用いる市販乾式フィルム状培地（フィルム）
を使用。野外分離SAの試験では、血寒と各
培地との間で発育性に有意差なし。培地の
特異反応はBP、フィルム、市販M、自作Mで
明瞭。全ての培地でCNSに特異反応なし。生
乳を用いた試験では、発育性はBP、市販M、
自作Mでほとんど差はなし。判別の容易さは、
市販M、自作Mで明瞭。フィルムは希釈しな
いと判別は困難。培地1枚あたりのコストは
自作Mが安価（46円）。結果、乳房炎検査に
おけるSA検出培地は自作Mが有効。

169.Arcanobacterium pyogenesが関与した
牛の化膿性肺炎：愛媛県東予家保 矢野克
也、金子俊朗

平成24年度から平成25年12月における管
内の牛の肺炎の病性鑑定では、Arcanobacte
rium pyogenes（A.p）が検出された事例が
最も多く、18例中7例（39％）。病理解剖に
おいて肺前葉を中心とした粟粒大～小豆大
の膿瘍を主徴とし、一部では胸膜炎を併発。
病理組織学的検査では線維素性化膿性気管
支肺炎を確認。月齢及び発生時期の傾向は
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認めなかったが、出生は全て秋季から冬季
であり、一部では冬季での県外導入も確認。
A.p以外の検出抗原はMycoplasma bovisが1
例でM.disparが2例。A.pは寒冷ストレスに
よりマイコプラズマ等が起点となり、重篤
な肺炎に至る原因菌として重要。一方で畜
主の多くは開口呼吸等の顕著な呼吸器症状
を呈するまで異常に気付かなかったため、
感受性薬剤を投与しても著効を示さなかっ
たと推察。A.pは常在菌であり、いずれも散
発的な発生であったため、畜主に対してス
トレスの軽減及び個体観察の徹底を指導。

170.食道の腫瘤を主徴とした牛アクチノバ
チルス症：愛媛県東予家保 金子俊朗、矢
野克也

平成25年10月、発育不良、発咳を呈した1
5ヵ月齢のホルスタイン種1頭の頚部に小児
頭大の腫瘤を触知したため鑑定殺を実施。
頚部食道腹側に複数の大豆大の小腫瘤を伴
う大腫瘤（14cm×8cm×4cm）、食道内腔の
圧迫、気管の背側への湾曲を確認。大腫瘤
は硬結し、内部には多数の小結節を確認。
食道粘膜下織及び粘膜面では粟粒大～鶏卵
大の腫瘤が多数存在し、一部は潰瘍化。大
腫瘤と近接の深頚リンパ節は両側性に腫大。
細菌検査にて腫瘤からActinobacillus lign
ieresiiを純培養状に分離。病理組織学的検
査において、腫瘤は化膿性肉芽腫を形成し、
その中心部では好酸性の放射状棍棒体（Spl
endore‐Hoeppli物質）に囲まれたグラム陰
性桿菌を多数確認したため、細菌検査成績
と併せて牛アクチノバチルス症と診断。飼
料や異物等による食道の物理的な損傷によ
り罹患し、症状を呈したことが疑われたが、
疫学調査から原因を究明することはできな
かった。

171.哺乳子牛のマイコプラズマ性中耳炎発
生事例：高知県西部家保梼原支所 池上正
紘

平成25年5月、管内で肉用子牛の哺育育
成を行う預託施設において、複数頭の哺乳
子牛が中耳炎に罹患。発症子牛は35日齢前
後で持続性の発熱、耳介下垂、耳腔からの
排膿、頭部斜頸、眼瞼麻痺等の症状を呈し
た。鼻腔や耳道スワブからMycoplasma bovi
s（以下Mb）が分離されたため、マイコプラ
ズマ性中耳炎と診断。薬剤感受性試験では
エンロフロキサシンにのみ感受性であった。
発症子牛は隔離し、抗菌剤の全身投与と耳
道洗浄（連続投薬器を用いた加圧洗浄法や
鼓膜穿刺による灌流洗浄法）及び耳道内へ
の薬剤注入を実施。治療日数は平均28.9日。
子牛の死亡や廃用はなし。未発症の子牛22
頭中14頭（63.6％）の鼻腔からもMbが検出
されたため、衛生対策として、哺乳瓶の使
い回し禁止、グルタルアルデヒドによる煙
霧消毒を実施。子牛の預託を中止しカーフ
ハッチを含めた施設内を洗浄・消毒後、石
灰乳塗布を行い、経過を観察中。

172.酪農家のサルモネラ症発生と清浄化対
策：福岡県両筑家保 原田美奈子、夏秋須
美子

平成25年3月、Salmonella Oranienburg
（S.O）によるサルモネラ症が管内1酪農家
で発生。関係機関と検討会を開催、清浄化
対策を協議。糞便、環境材料を用いて農場S.
O浸潤状況確認検査（検査）を実施。1回目
検査は、陽性率61.5%と高値、鼠1検体から
もS.O分離。対策として生菌剤投与及び牛舎
消毒実施。2回目検査で陽性率50%と著減な
し。飼養管理方法等再確認し、①濃厚飼料
用コンテナの蓋設置、残渣の速やかな除去
（鳩、鼠対策）、②飼槽側通路埃の飼槽内
掃き込み禁止、③より効果の高い生菌剤へ
変更（成牛のみ）実施。3回目検査で陽性率
17%と著減。4回目検査で搾乳舎は菌分離陰
性、清浄化達成。生菌剤変更と水洗不可の
育成舎は陽性率77.7%と高値。現在、生菌剤
の変更、敷料消毒方法を変更し対策継続中。
今回の事例、鼠が伝播に介在した疑いあり。
発生の1週間前から地域の最低気温が低く推
移、寒冷ストレスで腸管内に常在していたS.
0が増殖、発症したと推察。

173.中枢神経症状を呈したMycoplasma bovi
sによる肉用牛の脳炎の一症例：佐賀県北部
家保 田中徹、陣内孝臣

平成25年5月15日、管内の肉用肥育牛農場
において、黒毛和種、雌、12ヵ月齢の県内
産の肥育牛1頭が、強直性痙攣・後弓反張等
の中枢神経症状を示したため病性鑑定を実
施。剖検で脳脊髄液の赤褐色混濁、左右内
耳孔からの膿様物漏出及び左小脳硬膜・皮
質への癒着、左右鼓室の膿様物充満を確認。
細菌検査で鼓室内容物を用いたMycoplasma
bovis（M.bovis）遺伝子検査、分離検査共
に陽性、一般細菌分離陰性。ウイルス検査
では遺伝子、分離検査全て陰性。病理組織
検査で小脳皮質・髄膜の化膿性炎、鼓室の
化膿性炎等を確認。検査結果から、M.bovis
による化膿性小脳炎と診断。本症例は中耳
炎が重篤化し、神経孔を通じて小脳を直接
侵襲した稀なケースと推察。中枢神経症状
を呈した牛では、治療歴等を精査し、感染
性脳炎等についての類症鑑別が必要。なお、
発生農場、導入元農場両方で農場内の入念
な消毒及び飼養衛生管理基準の遵守を指導
した結果、マイコプラズマによる脳炎は発
生していない。

174.既知の種に属さないレンサ球菌属菌が
関与した細菌性肺炎：長崎県県南家保 木
山勇介、長崎県中央家保 下條憲吾

平成25年3月上旬、呼吸器症状を示し死亡
した子牛2頭の病性鑑定を実施。重度の化膿
性肺炎を認め、病理組織学的検査では肺胞
の壊死や出血がみられ、壊死巣内ではグラ
ム陽性球菌が高度に増殖。細菌学的検査で
は、肺からα溶血性グラム陽性球菌が分離
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され、簡易検査でStreptococcus suis（S.s
uis）と同定。gdh遺伝子配列を標的としたS.
suis特異的PCR検査は陽性であったが、16S
rRNA遺伝子配列およびBLAST解析によるデー
タベース上の全登録塩基配列との比較にお
いて、既知の種に属さないレンサ球菌属菌
とされる2菌種と99.0％以上の相同性を確
認。対策として発症牛の隔離と有効薬剤に
よる治療、作業動線および子牛飼育場所の
変更を指導。その後の続発無し。本症例は、
死亡牛2頭の肺から分離されたレンサ球菌に
よる細菌性肺炎と診断。分離されたレンサ
球菌は既知の種に属さないレンサ球菌属菌
と考えられた。

175.肉用牛から分離された既知の種に属さ
ないレンサ球菌の疫学解析および同定法の
検討：長崎県中央家保 下條憲吾、木山勇
介

平成25年3月、肉用牛繁殖農場で化膿性肺
炎を呈し死亡した牛2頭からStreptococcus
suis（S.suis）血清型33型参照株と近縁な
既知の種に属さないレンサ球菌（S.suis33
型様菌）を分離。4～5月に発生農場子牛20
頭の口腔、鼻腔拭い液、母牛6頭の鼻腔拭い
液、環境材料を用い浸潤状況調査を実施。
性状、gdh遺伝子を確認し、16S rRNA遺伝子
の相同性解析により5頭の口腔拭い液、哺乳
ロボット乳頭部からS.suis33型様菌6株（健
康牛等由来株）を分離。PFGEでは、平成25
年3月分離（2頭2株）は同一パターン、健康
牛等由来株と疫学的関連性なし。平成25年3
月分離株で作製した家兎免疫抗血清を用い
た共凝集試験で、S.suis33型様菌8株は陽性、
S.suis33型様菌以外と同定された6株は陰
性。S.suis33型様菌は口腔内に保菌され、
特定のPFGEパターンと呼吸器症状に関連が
ある可能性。共凝集試験成績から本菌に特
異的な診断液が作製され、迅速な同定に応
用可能。

176.Streptococcus bovisの関与が疑われる
新生子牛の髄膜炎：宮崎県延岡家保 鬼塚
康晴、丸田哲也

管内の黒毛和種繁殖農場で虚弱が疑われ
る4日齢子牛の病性鑑定を行ったところ、大
脳点状出血、臍帯出血、左右眼球白濁、胸
腺低形成、肺に軽度の点状出血及び背部正
中に奇形が認められた。大脳、脳脊髄液及
び肺からStreptococcus bovis（S.bovis）
を分離。病理組織学的検査では髄膜及び前
眼房に化膿性炎が認められたが病変部に細
菌は認められなかった。子牛の血中抗体価
から異常産関連ウイルスの関与は否定。検
査結果より虚弱である当該子牛にS.bovisが
日和見感染を起こし、髄膜炎を引き起こし
たことが疑われた。感染経路として肺及び
臍帯が疑われたが、不明。当該子牛の母牛
について分娩前の栄養充足率を計算したと
ころ、妊娠維持期と妊娠末期の粗タンパク
質（CP）充足率が不足。妊娠末期のCP充足

率が低い牛群では虚弱子牛が産まれやすい
との報告があるため、今後妊娠母牛の飼養
管理改善等により胎子の正常な発育を促す
ことで虚弱子牛の発生防止につなげたい。

177.下顎部の腫脹を呈した牛の全身性接合
菌症：宮崎県都城家保 畑和宏、前田浩二

9か月齢の黒毛和牛の左下顎部が腫脹。放
線菌症を疑い治療するも反応せず。3か月後、
当家保にて病性鑑定を実施。下顎腫脹部は2
5×15×12cm大の膨隆結節、割面は充実。下
顎骨との境界部は骨融解が見られ臼歯歯槽
を中心に洞形成。耳下、腸間膜、肝門リン
パ節は腫脹。腸管全体に腫瘤が散在。細菌
学的検査では、腸間膜リンパ節のクロラム
フェニコール加ポテトデキストロース培地
での培養で、接合菌特有の綿菓子状コロニ
ーを形成。その他有意菌は分離されず。病
理学的検査では、下顎部膨隆結節は、凝固
壊死、石灰沈着及び多核巨細胞を伴う肉芽
腫を形成。中心部にPAS反応陽性で垂直に分
岐する無隔壁の接合菌様菌糸構造を確認。
腸間膜、肝門、回盲リンパ節で巨細胞を伴
う肉芽腫性炎が見られ、同様の菌糸構造を
確認。同部位のチールニールセン染色で抗
酸菌確認されず。以上の検査成績から、全
身性接合菌症と診断。全身に感染が及ぶ例
は非常に稀であると考える。

178.子牛のMortierella wolfii感染による
深在性真菌症：鹿児島県肝属家保 福田雅
史

平成24年12月29日分娩の黒毛和種子牛が
斜頸や旋回運動など神経症状を呈し起立不
能。鑑定殺の結果、肝臓など主要臓器に1～
3 mm程度の白色結節、大脳の左右背側部一
部融解などを確認。細菌学的検査では大脳
で真菌の発育、病理組織学的検査では主要
臓器の病変部にマクロファージを主体とす
る炎症細胞浸潤、壊死巣及びPAS染色及びグ
ロコット染色で隔壁のない太さ約3μmの菌
糸を確認。加えて、大脳では囲管性細胞浸
潤、血栓形成及び血管壁の変性壊死も確認。
この菌糸について、免疫組織化学的染色、
真菌用蛍光染色及びパラフィン切片を用い
た遺伝子検査を実施したところMortierella
属菌と同定。同属のなかで病原性を示すの
はMortierella wolfii（Mw）のみであるた
め、当該症例をMwによる深在性真菌症と診
断。Mw感染症は国内外の報告も少なく、通
常は流産を起こすため今回の症例は妊娠後
期に感染し娩出された希な症例であると考
えられる。

179.牛ボツリヌス症の発生と対応：沖縄県
宮古家保 小田葉子、平英里

県内初の牛ボツリヌス症が宮古島市内母
牛50頭規模の黒毛和牛繁殖農場にて発生。
通常は自家製ラップサイレージと配合飼料
を給餌。通常の飼料に加え夕方母牛にサト
ウキビ梢頭部（キビ）を給餌したうちの3頭
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が翌朝から元気・食欲廃絶、体温低下、流
涎、起立困難。治療に反応せず家畜診療所
から農薬中毒疑いで家保に病鑑依頼あり、
農場調査、血液検査、草地・キビ畑調査を
実施。発症牛は最終的に計4頭、うち1頭死
亡1頭廃用。死亡牛の検体とキビを精密検査。
病理・生化学検査から農薬中毒否定。胃内
容の細菌検査でボツリヌス菌毒素を検出、
牛ボツリヌス症を疑い、直ちに家畜診療所
と農場に連絡し治療中の2頭の隔離指示、牛
舎を緊急消毒。牛舎消毒は塩素系消毒薬で
洗浄後乾燥させ石灰乳を噴霧。以降続発無
く治療牛2頭も回復し終息。後の精密検査で
キビからD型ボツリヌス菌、胃内容からD型
毒素を検出、牛ボツリヌス症と断定。今後
キビ給餌農場に対してその管理に注意を促
していく。

Ⅰ－３ 原虫性・寄生虫性疾病

180.管内一公共牧場の牛の小型ピロプラズ
マ（ピロ）病～経過、対策、原因究明調査
～：北海道空知家保 大庭千早、山崎政彦

2009年以降、本牧場の黒毛和種（肉牛）
及び隣接ホルスタイン種（乳牛）牧区でピ
ロ病発生、離れた牛牧区はピロ病なし（ピ
ロ無牧区）。'13年、鏡検高寄生度牛へ抗原
虫剤投薬、殺虫剤は全牛へ耳標型装着と定
期的塗布、乳/肉牛牧区分離、牛馬兼用牧区
中止でピロ病終息。血液のTheileria orien
talis（T.o）は主要ピロ表面蛋白（MPSP）
標的PCRで'08年以降初入牧肉牛が遺伝子2、
4、5型陽性。'13年、牧区草地マダニのT.o
はMPSP-PCRで陰性。マダニ採取数は、ピロ
無牧区で少数、殺虫剤使用牛牧区で8、9月0
匹、殺虫剤未使用馬牧区は多数、採草牧区
で草刈後減少。ピロ無牧区とそれ以外の異
なる2方向からの侵入エゾシカ（鹿）がマダ
ニを持込、牧区毎マダニ数差に関連の可能
性。本牧場のピロ病は肉牛によりT.oが侵入、
隣接乳牛へ感染拡大、マダニの牛馬兼用牧
区での伝播や鹿による持込で発生。ピロ病
回避には、鏡検で浸潤確認、草刈・鹿対策
・効果的殺虫剤使用及び乳牛/肉牛や牛/馬
分離放牧でマダニ減少と伝播防止、遺伝子
型調査による疫学把握が重要。

181.管内放牧場の小型ピロプラズマ病対策1
0年間のまとめ：青森県むつ家保 佐怒賀香
澄、松本敦

独自のデータベースで管理してきた平成1
6年から25年の23放牧場延べ約10,000頭の小
型ピロプラズマ病（ピロ病）検査成績を分
析。16、17年は3週間隔で平均4回検査し、
検査時に殺ダニ剤投与。結果重症牛（ヘマ
トクリット値25％未満、又は原虫寄生赤血
球1000分の50個以上）が継続して15％以上
の6放牧場を高度汚染牧場とし、18年から対
応可能となった放牧場から検査と殺ダニ剤
投与を2週間隔で7回に増加。結果重症牛が
減少したため、24年から3週間隔に戻し、6

放牧場全体では回復傾向にあったが重症牛
が一部見られたので特徴ある次の3放牧場を
分析。2週間隔の検査と殺ダニ剤投与を5年
間継続したA放牧場は清浄性を維持、2年間
のみ継続したB放牧場は重症牛が再び増加。
20年から3年間休牧後、23年に再放牧したC
放牧場では重症牛なし。ピロ病対策の基本
は、一定間隔での検査と殺ダニ剤投与を継
続すること、また高度汚染牧場での休牧は
放牧場の清浄化に有効。

182.牛ネオスポラ症による異常産発生事例
：群馬県東部家保 藤原宏昇

管内1酪農家において、平成25年5月29日
から2週間で11頭の乳牛に異常産が発生。こ
のうち10頭が妊娠4ヶ月から8ヶ月齢の流産、
1頭が分娩1ヶ月前の早産。母牛11頭のNeosp
ora caninum（Nc）抗体検査と4頭の流産胎
子、1頭の早産子牛について病性鑑定を実施。
その結果、全ての母牛でNc抗体陽性。流産
胎子、早産子牛において大脳、中脳の多発
性巣状壊死と非化膿性心筋炎が認められ、
免疫組織学的検査にてNc陽性反応を確認。
今回の異常産を牛ネオスポラ症によるもの
と診断。この農場におけるNcの浸潤状況確
認検査を実施。Nc抗体陽性は127頭中35頭（2
7.5%）。農場内への野生動物の侵入を調査
するためセンサーカメラを設置したが、野
生動物は確認されなかった。被害拡大防止
のため、流産胎子と後産の適切な処理、農
場へのイヌ科動物侵入の防除の強化およびN
c陽性牛の計画的淘汰を指導した。

183.ホルスタイン種育成公共牧場における
タイレリア原虫の重度寄生：長野県飯田家
保 矢彦沢小百合

2013年6月から10月にかけﾎﾙｽﾀｲﾝ種育成公
共牧場（15頭放牧）における血液塗抹顕微
鏡検査（鏡検）の結果、放牧期間中に全て
の牛にﾀｲﾚﾘｱ原虫（原虫）を確認。開牧から
49日間で10頭中9頭は赤血球数（RBC）、ﾍﾏﾄ
ｸﾘｯﾄ値（Ht）、ﾍﾓｸﾞﾛﾋﾞﾝ量（Hb）の平均値
が各々330.8万/μl、20.7％、6.5g/dlと低
値。その後、貧血が顕著な牛は治療後途中
下牧。放牧を継続した牛においても1日増体
量が著しく減少し、RBC、Ht、Hbが低下傾向。
下牧後約1ヶ月半で血液検査及び鏡検を15頭
中13頭について実施。4頭がRBC、Ht、Hbの
いずれも低値で、11頭に原虫を認め、下牧
後も持続的に保持していることを確認。放
牧した1戸の農家の同居牛71頭において鏡検
及びPCR検査を実施したところ、鏡検で陰性
だった牛の一部がPCR検査で陽性を示した。
本例は原虫を持続的に保持する牛や気温の
上昇等が関与したと推察。今後、入牧及び
下牧時等の更なる対応強化が必要と考えら
れた。

184.管内中核農場の子牛の発育改善対策（第
1報）：島根県益田家保 原田幸治、森脇俊
輔
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黒毛和種繁殖牛100頭、肥育牛44頭を農場
主とスタッフ5名で飼養する一貫農場で、平
成23年度以降、子牛市場出荷時の日齢体重
が、市場平均を下回ったため、町、JA、診
療所、普及および家保（関係機関）が発育
改善対策を実施。調査の結果、離乳後の単
飼育期（75～150日齢）で88.2％の個体から
コクシジウムオーシストを検出。BUN値、TC
HO値、Vit.A値、Se値および胸囲幅は、下限
値を下回る個体が散見。スタッフ間で各種
作業方法が不統一。対策は、各種作業方法
の斉一化と「見える化」を目的に、牛舎の
清掃・消毒、飼養衛生管理および飼料給与
のマニュアルと子牛個体記録簿を作成。さ
らに、農場の現状把握、取り組み内容の確
認およびマニュアル等の理解を目的に、農
場主とスタッフおよび関係機関で勉強会を
開催。現在、マニュアル等に基づく飼養衛
生管理を実践中。継続して、効果の検証と
発育動向を注視。

185.対馬における肝蛭等寄生虫浸潤状況調
査：長崎県対馬家保 倉永由美子、島田善
成

平成25年1月に著しい削痩を呈し死亡した
繁殖牛において、典型的な肝蛭症の所見が
認められたため、対馬における肝蛭の浸潤
状況を確認するとともに、他の寄生虫につ
いても調査。対馬市の肉用繁殖農家41/51戸
の成牛205/272頭（褐毛和種147/203頭、黒
毛和種58/69頭）を検査した結果、肝蛭卵は、
褐毛和種1頭でのみ確認。なお、肝蛭卵が検
出された農場は、肝蛭症が確認された牛の
導入元農場。その他、双口吸虫卵は42頭、
大腸バランチジウムは48頭、コクシジウム
オーシストは8頭、線虫卵が4頭で検出。双
口吸虫、大腸バランチジウムは褐毛和種で
検出率が高く、対馬市全域に浸潤。一方、
コクシジウムは黒毛和種で高い検出率。今
回の調査結果から、対馬では、肝蛭の浸潤
は1農場のみのごく限られたものと推察。ま
た、コクシジウムは近年増頭傾向の黒毛和
種で検出率が高く、導入による浸潤の可能
性もある。今後は子牛での寄生虫浸潤状況
を調査し、その影響についての検討が必要。

186.クリプトスポリジウム症の事例と検査
方法の検討：大分県豊後大野家保 稲垣望

管内で初めて本症による子牛の死亡例2例
を確認。生後15日齢及び21日齢で死亡し、
直腸内容物からオーシストを検出。その後
の同居牛検査で4頭中3頭のオーシストを確
認。今回は、ショ糖浮遊法より抗酸菌染色
の検出率が高かったため、これら検査に加
え、MGL法、Nested-PCR法及び簡易キットの
検出感度を比較。その結果、抗酸菌染色及
び簡易キットの感度が最も良く、10 4OPGま
で検出。オーシストを固相抗原としたELISA
では、固相抗原50OPG/well、被血清160倍希
釈、HRP標識抗体8,000倍希釈の条件が最も
良好。このELISAで管内子牛の抗体保有率を

調査した結果、18.7％が高い吸光度値を示
した。以上より、子牛の下痢症では本病の
関与についても検討することが重要。

Ⅰ－４ 一般病・中毒・繁殖障害・栄
養代謝障害

187.全国和牛能力共進会出品牛及び候補牛
の血液生化学検査成績：青森県青森家保
豊澤直子、白戸明

第9,10回全国和牛能力共進会（第9回,10
回）肉牛の部出品に向け、肥育過程での事
故防止と産肉能力向上のため血液生化学検
査を実施。第9回は47頭、第10回が27頭の候
補牛で、肥育前（12～15か月齢）、中（16
～19か月齢）、後（20～22か月齢）期に採
材。血清中ビタミンA濃度（VA）、栄養指標
がTCとBUN、肝機能がAST、GGT及びALBを測
定し、第9回と第10回候補牛を比較検討。そ
の結果、VAは第10回平均値が前期64.7±30.
3、中期42.6±23.1、後期59.3±34.1IU/dl
で低く推移。TCは全期で149mg/dl以上、BUN
は前、中期で15.0mg/dl以上と高く推移し、
食欲低下は認めず。ASTは80U/L前後で高く
推移したが、GGTは低く推移し、ALBでは筋
間水腫を危惧する個体は認めず。出品牛枝
肉成績は、枝肉重量、ロース芯面積、脂肪
交雑が良好な成績。第9回からの取組でVAが
適切にコントロールされ、肥育技術が向上。
次回出品に向け当取組を継続し、肥育成績
向上の一助としたい。

188.管内一地域における肉用牛農家の繁殖
管理指導を主体とした生産性向上への取組
：青森県青森家保 齋藤豪、田中慎一

繁殖成績の低迷、生産者の高齢化が進展
するA町（肉用牛繁殖農家9戸、繁殖牛39頭）
を対象に、繁殖管理指導を主体とした生産
性向上対策を実施。家畜人工授精師（AI師）
や生産者からの報告を基に、繁殖牛全頭の
繁殖成績を一括管理する台帳及び繁殖牛の
飼料給与、繁殖管理等を一覧表にした飼養
管理マニュアルを作成。これらの情報を基
に役場、民間獣医師、家保、農業普及振興
室が定期的に巡回し、繁殖検診や飼養管理
を指導、長期空胎牛等は血液生化学検査、
治療を実施。青空教室、座談会で子牛の飼
養管理、交配種雄牛の情報を提供し、指導
を強化。AI師には技術の再確認を指導。更
に地区家畜衛生推進協議会が指導支援。関
係機関が連携した繁殖管理指導体制による
巡回は13回、繁殖検診は延べ51頭に実施し、
長期空胎牛は12頭中11頭受胎、更に5頭が1
年1産達成。今後も本体制による指導を継続
し、繁殖牛の適正管理により、生産性向上
を推進。

189.ホルスタイン種胎子の下垂体形成不全
を原因とした長期在胎：岩手県中央家保
小笠原房恵、千葉由純

牛の長期在胎の原因の一つとして胎子の
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下垂体形成不全が知られるが、発生は稀で
ある。直腸検査で生存が確認され、翌日、
分娩誘起により娩出された胎齢372日の死産
子（雄、頭尾長100cm）を剖検に供した。剖
検では、下垂体及び副腎の著しい形成不全
がみられ、前者は直径約0.5cmで、割面は乳
白色一様で腺性下垂体及び神経性下垂体の
区分は不明瞭であった。組織学的に、下垂
体の大部分を神経性下垂体が占め、腺性下
垂体はわずかに残存していた。腺性下垂体
は膠原線維の増生と好塩基性細胞質をもつ
細胞で構成され、免疫染色により少数のACT
H陽性細胞がみられた。副腎は、好塩基性あ
るいは淡明な細胞質の腺細胞群が結合組織
で区画されて結節状に存在し、皮質及び髄
質の固有構造は消失していた。胎子の下垂
体形成不全により、分娩発来に関与する胎
子の視床下部・下垂体・副腎内分泌軸が障
害され、副腎の形成不全とともに長期在胎
が生じたと推察された。

190.和牛繁殖農家の新生子牛へい死多発事
例とその後の対応：栃木県県南家保 罍玲
子、市川優

管内和牛繁殖農場において、一年間に出
生した子牛7頭中4頭が生後2、3日で死亡。
うち1頭に奇形を認め当所にて病性鑑定実
施。剖検では、小脳ヘルニア、心奇形及び
胸腺の低形成を確認。組織所見では化膿性
肺炎と骨髄・リンパ系組織の低形成を確認。
細菌学的検査では、各主要臓器からEnterob
acter等の常在菌を分離。以上のことから、
死因は個体側の要因が大きく関与した敗血
症と推測。病性鑑定時、母牛への給与飼料
は妊娠期を通じ、稲わら主体の粗飼料（2.5
kg/日）とふすま主体の濃厚飼料（4kg/日）
のみ。母牛への給与飼料の充足率は、妊娠
末期で10%程度と推定。母牛の血液生化学的
検査では平均血中VA濃度が低値（53.7±4.9
IU/dL）と判明。対策として緊急的なVA剤投
与、各妊娠ステージでの給与飼料の見直し
を実施。血中VA濃度は改善（99.1±5.7IU/d
L）し、新生子牛のへい死は終息。現在は分
娩間隔及び新生子牛の発育良好。牛の異常
産発生防止には母牛群の栄養管理が重要。

191.早産子牛の先天性多発性血管腫：千葉
県中央家保 萩原妙子、小川明宏

2013年2月、体表と口腔に腫瘤が散在する
交雑種雄子牛が出生。胎齢251日の早産で1
時間後に死亡。体表と口腔の9カ所に、直径
1.5～4cm大で有茎性ないし隆起性、無毛の
腫瘤が存在。全体に柔らかく、表面は淡赤
色ないし淡褐色、多くは上部が断裂。また、
左腎の被膜に付着して直径1.5cmの白色腫瘤
も存在。その他の臓器と胎盤には腫瘤なし。
組織学的には、体表腫瘤は真皮に発し、比
較的境界明瞭だが被膜はなく、大小の管腔
構造と間質の結合組織で構成。管腔は扁平
ないし腫大した1層の内皮細胞で内張りさ
れ、多くは内部に血液貯留。内皮細胞は血

管内皮細胞のマーカーであるCD34に陽性反
応。以上より本症例を先天性多発性血管腫
と診断。血管腫はヒトの新生児の皮膚で発
生頻度が高いが、牛の先天性多発性血管腫
の報告は少なく稀な症例。

192.牛流産胎子の甲状腺形成不全に関する
疫学的並びに病理学的考察：千葉県中央家
保 小川明宏、萩原妙子

2011年4月～2013年11月に病理組織学的検
査を行った牛の流死産胎子64例のうち、甲
状腺を検査した21例について疫学的及び病
理学的に検討。21例中14例（67%）に甲状腺
の病変有り。病変はコロイドの欠如や濾胞
の小型化を呈するタイプと実質性甲状腺腫
に大別。前者の病変は12例にみられ平均胎
齢は211日齢（159日齢～249日齢）、後者の
病変は2例にみられ平均胎齢は264日齢（262
日齢、265日齢）。妊娠満期に近い胎子は甲
状腺腫を形成する傾向。病変がみられなか
った胎子7例の平均胎齢は263日齢（248日齢
～10ヶ月齢）。ヨウ素欠乏により流死産等
が起こるとされていることから、給与され
ている固形塩を調査。7農家で3社5製品の固
形塩が給与されていたが、ヨウ素含有量は0
ppm～50ppmで、1社1製品はヨウ素の含有量
が不明。市販の固形塩のヨウ素含有量は、
成書の推奨量（100ppm）より少ないことが
判明。今回、固形塩のヨウ素含有量と流死
産の関係は明らかではなかったが、ヨウ素
給与量や母牛の甲状腺ホルモン量等と流死
産の関係について更に詳細な調査が必要。

193.初産牛で続発した乳房炎への対応：東
京都東京都家保 山本健晴、南波ともみ

平成25年7月3日に岩手県より八丈島内の
農家に導入した6頭の未経産の妊娠牛のう
ち、始め2頭が相次いで乳房炎を発症し、1
頭は死亡した。当所は種々のストレスを背
景として環境性細菌により発症したと考え、
残る4頭での発症を防ぐために以下の3点の
対策を行った。1）血液検査による代謝プロ
ファイルテスト。結果、エネルギー・蛋白
不足が見られたため、給与メニューを作成
し農家に対して説明会を実施。その後給与
飼料は改善。2）サーモグラフィによる環境
温度分析。結果、高度な暑熱環境であった
め、寒冷紗を設置。3）ティートシールによ
る物理的乳頭防御。牛が初妊牛であり、環
境性細菌が原因であったためか、装着牛で
は、臨床型乳房炎を発症しなかった。結果、
農家は今後出産前にティートシールを使用
することを決めた。ただし、歩行によりテ
ィートシールが剥がれやすいことが分かっ
た。今後もストレスを軽減する飼養管理指
導を行うと共に、ティートシールをより効
果的に使用することで乳房炎発生を防いで
いくことが必要であると思われる。

194.山地酪農を目指す新規就農者への飼料
給与指導：東京都東京都家保 南波ともみ、
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山本健晴
山地酪農をめざし乳用育成牛のみを飼育

していた新規就農者が、諸事情により急遽
妊娠牛を導入、生乳を生産することとなっ
た。昼夜放牧飼養いわゆる「山地酪農」を
希望するものの、当該地は開墾、草地造成
が中途段階であったことから、放牧地造成
が完了するまでの間、廃業した酪農家の放
牧場にて八丈に自生する野草を与え、飼養
することとなった。しかし、放牧未経験牛
であったこと、暑熱、飼料変更等のストレ
スにより、死産、導入牛の死亡、乳成分の
低下などの問題が相次いだ。当所では代謝
プロファイルテストを行うとともに、1）野
草の細断給餌指導2）野草の成分分析と給与
メニューの提示3）自生する毒草の啓蒙を行
った。指導前と比較し、BCS、乳成分の向上
がみられ、年内販売の見込みとなった。今
後、10年間については、上記給与体系とし、
徐々に昼夜放牧方式に移行するよう指導を
すすめていく。

195.飼養管理指導による農家再生：新潟県
中越家保 堀口剛、竹内智胤

管内の一酪農家で平成22年に経産牛8頭が
死亡するなど死廃事故が多発、受胎率も10
％と低迷し、廃業寸前。これまで飼料メー
カー等の指導を受けていたが、サプリメン
ト等が多給され、飼料費がかさむと同時に
病傷事故も多発し、治療費も増大。NOSAIの
代謝プロファイルテスト（MPT）、畜産経営
コンサルを活用し、家保から給与飼料の変
更、サプリメントの削減、飼料給与方法の
変更等を提案。MPTで給与飼料の微調整を実
施するなど、継続的な指導の結果、受胎率
は10％から最高70％に上昇し、搾乳頭数も
増加。死廃事故も平成22年度2頭、23年度1
頭、24年度2頭と減少、併せて病傷事故も減
少。乳量も年間150トンから220トンに伸び
収入増加。受胎間隔は約20日短縮し、経済
的損失も減少。サプリメント類の購入費の
減少も大きく、負債の償還も終わり後継者
の営農意欲も向上、家族に笑顔が見れるよ
うになった。衛生面を含め、総合的な飼養
管理指導が今後も重要。

196.受精卵移植産子の移行抗体と初乳給与
の関係：富山県東部家保 増永梢、先名雅
実

肉牛繁殖農家の一部では、酪農家に和牛
受精卵を提供し、乳用牛への受精卵移植（E
T）により、黒毛和種産子（ET産子）を生産。
ET産子への免疫付与実態を確認するため、
黒毛和種の自家産子（自家産）6頭とET産子
5頭の血中IgG濃度を一元放射免疫拡散法に
より測定。生後2～90日齢間で5回検査。ET
産子と自家産では、2～6日齢で血中IgG濃度
に差があることが判明。乳用種の初乳からE
T産子へのIgG移行量は不十分と推察。初乳
の給与量や給与までの時間を調査。母牛の
初乳（母乳）と市販の初乳製剤（製剤）の

併用や母乳をすぐに搾乳できない場合、製
剤のみの給与を指導。その結果、血中IgG濃
度の高さは、母乳と製剤の併用で23.8mg/ml、
母乳のみでは16.5mg/ml、製剤のみで3.5mg/
mlの順。また母乳と製剤の併用で、自家産
の血中IgG濃度（24.6mg/ml）と同等の値に
なることを確認。母乳と製剤の併用でET産
子に必要なIgG量を獲得できることが示唆。

197.和牛受精卵移植産子への初乳給与方法
の検討：富山県西部家保 中村吉史宏、台
蔵正司

乳用牛18頭（初産9頭、2産以上9頭）及び
その黒毛和種ET産子18頭を対象とし、従来
の初乳給与方法の問題点及び初乳製剤（製
剤）を活用した初乳給与方法を検討。初乳
は1回目生後6時間以内、2回目6～24時間以
内給与し、初乳のみの初乳区5頭、初乳と製
剤の混和区6頭、製剤のみの製剤区7頭に区
分。ET産子は2～4、14、30日齢の血清計54
検体、初乳は1回目、2回目計36検体のIgG値
を測定。初乳区1回目の初乳IgG値と血清IgG
値は正の相関。IgG値50mg/ml以下の不良初
乳は初産牛では44.4%（4/9頭）であったが、
2産以上では皆無。2～4日齢での血清IgG値
のばらつきは初乳区が最大であり、混和区
が最小。初産牛から産まれたET産子の血清I
gG値は初乳区では13.0mg/ml、混和区では17.
6㎎/mlと混和区が高い傾向。また血清IgG値
が10mg/ml以下の免疫移行不全牛は50%（1/2
頭）だが、混和区では皆無。以上より初産
牛は初乳に製剤を混和する事が有効。

198.能登牛生産農場における繁殖成績改善
への取り組み事例：石川県北部家保 丹羽
竜祐、村上成人

当所が繁殖検診を実施している農場で、
飼料養分充足率の試算と給与指導、血清生
化学検査を行い繁殖成績改善に取り組んだ
事例を報告。当該農場は平成25年7月現在、
繁殖牛6頭を飼養し、うち3頭が不受胎（平
均分娩後日数284日）。飼料養分充足率はTD
N182.5%、CP245.8%と肥満傾向であったため、
TDN約100％、CP約100～130%の範囲内で給与
指導を実施。血清生化学検査ではビタミンA
（VA）平均値が63.7±13.6IU/dlと低く、9
月にVA200万単位を全頭の繁殖牛に投与。不
受胎牛は2頭が給与指導後2カ月以内に受胎、
1頭は発情回帰したが不受胎で治療。また、
指導後1頭が分娩し、40日後の初回発情で受
胎。当農場では濃厚飼料多給による繁殖障
害と診断、一因にβ-カロテンの吸収阻害が
生じていたと考察。飼料給与指導と血清生
化学検査によって、繁殖成績を改善した事
例として今後の能登牛生産農場の指導に努
めていきたい。

199.ホルスタイン未経産牛でみられたホワ
イトヘイファー病の一例：石川県北部家保
村上成人、北満夫

ホワイトヘイファー病は、牛の先天的な
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卵管、子宮、膣などの管状生殖器の部分的
不形成であり、1型、2型、3型に分類。管内
の酪農家でホルスタイン未経産牛のホワイ
トヘイファー病（2型）に遭遇したので、そ
の概要を報告。当該牛は、平成23年12月30
日生まれのホルスタイン未経産牛、初回胚
移植後の妊娠鑑定時に左子宮角に妊娠様の
膨満を認めたが、胎膜スリップは触知せず、
超音波検査では、子宮腔内の貯留液を認め
た。胚移植3回、人工授精1回実施するが受
胎せず廃用。生殖器の解剖所見では、子宮
角基部が欠損し膨満した左子宮角の分離が
認められ、本症例をホワイトヘイファー病
（2型）と診断。本症は、正常側の子宮で受
胎は可能であるが、受胎率は正常牛と比較
して低く、根本的な予防法および治療法は
ない。直腸検査、超音波検査などを活用し
た早期の生前診断で、農家の損失を最小限
にすることが重要。

200.放牧牛のワラビ中毒：長野県松本家保
大泉卓也

耕作放棄地を草地整備した放牧地で放牧
していたジャージー種育成牛3頭のうち2頭
が2013年10月7日に死亡。衰弱していた残り
1頭を予後不良と判断して病性鑑定を実施。
血液検査では赤血球数301万/μl、白血球数
1,000/μl、血小板数2万/μlと減少。剖検
所見では大腿骨骨髄の黄色化、多臓器の出
血、肺・肝臓に赤色結節形成。組織所見で
は大腿骨骨髄の骨髄無形成、多臓器の多発
性出血、真菌による血栓形成を伴う肺の凝
固壊死、グラム陰性桿菌塊を伴う肝臓の凝
固壊死を観察。放牧地の一部にワラビの群
落を確認。このワラビ植物体と第一胃内容
物のPCR検査によるワラビの特異遺伝子が一
致。以上から本症例をワラビ中毒と診断。
肺と肝臓の所見はワラビ中毒により免疫機
能が低下して二次感染を生じたためと推察。
通常はワラビの採食を確認できず診断が困
難な場合が多いが、ワラビの特異遺伝子を
検出するPCR検査が本診断に有効であると考
察。本事例により放牧地におけるワラビ中
毒の危険性を再認識。

201.牛の胸腔内にみられた末梢神経鞘腫の
一症例：岐阜県中央家保 藤野晃司、酒井
田隆朗

乳用牛飼養農場において、起立困難・食
欲不振を呈する個体（ホルスタイン種、125
ヶ月齢、鑑定殺）がみられたため、病性鑑
定を実施。剖検では、第1～第3胸椎腹側に
乳白色～黄白色、やや硬固感を有する非可
動性の直径20cm程度の腫瘤の形成がみられ
た。腫瘤の割面も同様の色調で、結合組織
により不規則に分画され、内部は比較的充
実性であった。腫瘤部の病理組織では、弱
好酸性の細胞質をもつ境界不明瞭な紡錘形
の腫瘍細胞がみられ、不規則に交錯し、束
状、あるいは渦巻き状に配列していた。特
殊染色では、腫瘍細胞間に膠原線維、好銀

性の細網線維が確認された。この他に、細
胞質に乏しい紡錘形～不整形の細胞が疎に
増殖している部位が混在。免疫組織化学検
査において腫瘍細胞はVimentin、S-100蛋白
及びGFAPに陽性反応を示し、Desmin、α-SM
A は陰性。これらの検査成績を過去の報告
と比較検討し、本症例を末梢神経鞘腫と診
断した。

202.右室型単心室が認められた黒毛和種の
一症例：三重県中央家保 伊藤秋久、竹馬
工

単心室は単一の心室を特徴とする3室の状
態の心臓であり、右室型単心室、左室型単
心室に大別、また痕跡的心室の有無により
細分される。牛においては非チアノーゼ性
の心奇形であり、その発生はまれとされて
いる。今回、管内大規模乳肉複合農場の11
か月齢黒毛和種において、発育不良、発熱、
関節炎等により予後不良となったため病性
鑑定を実施。剖検では全身性膿瘍形成や心
奇形を認め、Tureperella pyogenesによる
感染症と右室型単心室症の合併症と診断。
心臓には心室中隔、痕跡的左心室は存在せ
ず、肺静脈系の流入経路は不明であった。
血液検査ではRBC:2200×104/μL、HGB: 23.
6g/dL、HCT:78%であり、代償性の多血症が
起きているものと考えられた。牛において
は左室型単心室が多いという報告があり、
本症例はまれな症例であると考えられた。

203.肉牛農家におけるエンドトキシン血症
の一考察：三重県南勢家保 山本彩加、髙
橋研

管内の一肉牛農家で突然死がこの数年増
加。顕著な所見に乏しく死因不明が多いた
め、血中エンドトキシンを中心とした血液
生化学検査を実施。結果、約36％（13/36頭）
でエンドトキシン陽性、全体の約44%（16/3
6頭）で重度の血中ビタミンAの不足（20IU/
dL未満）を確認。対策として、全頭にビタ
ミンA剤、ウルソ剤およびパントテン酸カル
シウムを投与したところ、エンドトキシン
陽性牛の約73％（8/11頭）で血中エンドト
キシンが陰転し、血中ビタミンA欠乏も改善。
また、これらの対策を開始した9月以降、前
年までの同時期と比較して突然死の発生が
減少。肝機能が改善し、エンドトキシンの
除去能力が向上したためと推察。当農場は、
ビタミンA制限給与により肝機能が低下し、
慢性的なエンドトキシン血症となっている
ためストレスに弱くなり突然死に到りやす
い状況が示唆された。今後、定期的なモニ
タリングによりデータを蓄積し、さらなる
事故の発生を防ぎたい。

204.細胞増殖マーカー｢Ki-67｣による新たな
免疫組織化学的診断の検討：兵庫県和田山
家保 三木輝美、石井淳

【材料と方法】4ｶ月齢～18歳、牛、腫瘍5
検体（平滑筋腫、血管肉腫、中皮腫、線維
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肉腫、シュワン細胞腫）、炎症5検体（皮膚
挫創、慢性肺炎、肝膿瘍、疣贅性心内膜炎2
例）、炎症性筋線維芽細胞腫（IMT）を疑う
腟内腫瘤4検体（SMA強陽性、Desminとs-100
弱陽性、ALK陰性）、確定不可な歯肉腫瘤1
検体計15検体でHE、抗Ki-67マウスモノクロ
ーナル抗体（DAKO、clone MIB-1）による
超高感度免疫染色（タイラマイド法、CSAⅡ、
DAKO）実施。【結果】腫瘍はびまん性に陽
性が散在～多発し悪性腫瘍で高陽性率。炎
症は限局性で急性炎症部周囲で陽性が高く
線維化等の慢性炎症部で陽性は確認されず。
IMT疑い例、歯肉腫瘤は炎症同様所見より炎
症。染色性の相違から腫瘍と炎症の区別は
可能。線維肉腫、肝膿瘍、シュワン細胞腫
の一部で陽性反応が確認されず、過固定や
固定不良等の抗原性の低下が推察。本法応
用時には抗原性の低下等に留意する必要が
あるもののKi-67の免疫組織細胞化学的診断
は、腫瘍と炎症を鑑別する補助的診断手法
として有用。

205.長期不受胎牛の繁殖改善サポート：奈
良県奈良県家保 山田育弘、高田節子

管内酪農家から長期不受胎牛が多いとい
う稟告を受け、分娩後43～434日経過の非妊
娠牛10頭について、ボディコンディション
スコア（以下BCS）判定、血液生化学検査（1
0項目）の実施（11月と12月）、給与飼料に
ついての聞き取りを実施。BCS（8頭が3.5以
上）から過肥傾向と判明。泌乳ステージに
関わらず見た目に体重の変化があまりない
と言う畜主に、BCSの見方、ステージに応じ
たBCSの目安を指導、畜主と共に判定を行い、
BCS判定の重要性の理解を得た。血液検査で
低Alb傾向が見られたため、肝機能低下が疑
われた。畜主はTMRの配合をこまめに変更し
ながらも当該農場の平均乳量23㎏に対し、3
0㎏乳量で設計したTMRを給餌していた。今
後もBCS判定・血液検査を継続し、TMRの適
正な配合を検証していく。さらに、畜主に
過肥防止と周産期病予防のための分娩前後
の飼養管理の重要性を再認識してもらい、
空胎日数120日以内を目標に繁殖改善に取り
組みたい。

206.酪農経営の乳熱対策：和歌山県紀南家
保 常田将宏、小谷茂

管内A農場では、平成19年度から平成24年
度にホルスタイン種分娩牛の10.7%に乳熱が
発生。多発要因検証のため、飼養管理方法
の聞き取り、乳牛全頭の血清Ca濃度の測定
を行った。A農場では黒毛和種種雄牛との本
交により受精。交尾の見逃しと妊娠鑑定の
遅れから分娩予定日が把握できず、適切な
乾乳期管理ができていない事例を確認。対
策前は、分娩予定日から2か月前を乾乳期と
してCa+Vit.AD E製剤を給与、分娩予定日23

週間前に給与を停止。乳牛全頭の血清Ca濃
度は正常。発症低減対策として、Vit.AD E3
製剤は分娩まで給与するよう指導。また、

交尾から50～60日後に、分娩日把握のため
妊娠鑑定を実施。対策実施後、分娩牛の血
清Ca濃度は正常。分娩前管理はVit.AD E製3

剤継続給与が有効に機能したと推察。現在、
種雄牛は廃用し、全て人工授精を実施して
いるため、分娩予定日の不明確さによる管
理ミスはなくなると予想。今後は高産次牛
の更新も検討しつつ経過を観察。

207.乳用育成牛にみられたハイエナ病様疾
患：鳥取県倉吉家保 水野恵、岡田綾子

平成24年7月に管内酪農家において育成牛
2頭の体型異常について相談があり、病性鑑
定を実施。稟告では子牛時に治療目的でビ
タミン剤を投与、しばらくして脱毛がみら
れていた。解剖で長管骨の短縮と骨端部の
肥大、脊柱の短縮、病理組織で骨端軟骨板
の形態異常が認められ、ハイエナ病が疑わ
れた。血液検査では血中ビタミンの過剰等
はなかった。子牛時に投与されたビタミンA
量は1日80万単位×3日間とのこと。子牛で
は要求量の約100倍から中毒の危険性がある
とされるが、これは要求量の約200倍にあた
る。これら発生状況と解剖・病理組織所見
からハイエナ病と診断。ビタミンA過剰症で
検出されるビタミンAパルミテートは、大量
投与から1年余り経っていたため検出されな
かったものと推察。ビタミン剤は健康増進
のために農場でよく使用されるが、ビタミ
ンAやDなどの脂溶性ビタミンは、特に子牛
で過剰摂取となり易く、中毒を起こす可能
性があることを再認識してもらうことが重
要。

208.高熱と出血傾向を呈する子牛の不明疾
病：岡山県津山家保 加藤眞理子、平井伸
明

平成25年9月3日、搾乳牛約20頭飼養の酪
農場で生後4日のF1雌子牛が43℃以上の発
熱、咽頭部および肛門からの出血、起立不
能を呈し急死。死亡当日のRBC 1070×104 /
μl、Ht 35%、WBC 7900 /μl、血液塗抹標
本から細菌検出なし。剖検で心の出血、胆
嚢の出血、腸管漿膜の多発性出血、組織検
査で出血性線維素性心外膜炎、諸臓器の出
血、回腸パイエル板リンパ球の脱落を確認。
主要臓器からの細菌分離およびBVDV遺伝子
検査陰性。疾病診断に至らず原因不明。類
似疾病として欧州他で報告のある新生子牛
の汎血球減少症（BNP）があげられるが、骨
髄低形成を未確認のため本症例との関連は
特定できない。当農場では平成25年8月30日
に生後4日の子牛が42℃以上の発熱を呈し急
死していた他、この急死子牛と同一母牛産
子1頭を含む2頭の新生子牛が、前年8月に高
熱を呈し急死していたことが判明（いずれ
も病性鑑定未実施）。平成25年9月以降も当
農場で41℃以上の発熱を呈する子牛がみら
れたが回復。当農場産子の観察を継続中。

209.乳用子牛にみられた異所性骨形成の1症
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例：徳島県徳島家保 山本由美子、大西克
彦

平成25年9月、乳用牛飼養農場で子牛1頭
に出生時より腫瘤を確認。徐々に大きくな
り診療獣医師により摘出手術が行われた。
個体はホルスタイン種、自家産、雄、摘出
時23日齢。腫瘤は肩甲骨と皮筋との間に存
在し、結合織に囲まれ境界明瞭。摘出腫瘤
は円形で、直径約15cm、厚さ約12cm。比較
的充実性の部分と、軟骨様組織が網目状に
形成された部分とで構成され、軟骨の間隙
には多数の嚢胞形成。病理組織学的検査で
は、軟骨あるいは骨様組織の形成と、紡錘
形細胞の増殖により構成されていることを
確認。紡錘形細胞の増殖部では多数の管腔
構造を形成。管腔内には骨基質様無構造物
を容れ、内腔面には骨芽細胞様細胞が存在。
大型管腔内には骨様組織が形成され、破骨
細胞様細胞が多数存在。紡錘形細胞は全体
にある程度分化が進んでおり、異型性や大
小不同はみられず、腫瘍性増殖ではないと
考えられることから、異所性骨形成と診断。
予後は良好、53日齢で通常どおり出荷。

210.子牛の鉛中毒と血中鉛濃度追跡調査：
徳島県徳島家保 中田翔、徳島県西部家保
山田みちる

平成24年11月、黒毛和種繁殖農場で2ヶ月
齢子牛が急性経過で死亡。病性鑑定の結果
および牛舎鉄柵に鉛含有防錆塗料の使用を
確認したことから鉛中毒と診断。臓器中鉛
濃度は肝臓:38.8、腎臓:272.4ppm、腎尿細
管上皮細胞に抗酸菌染色陽性の封入体を認
めた。同牛舎で飼養される3－4ヶ月齢子牛3
頭からも高濃度の鉛を検出（1:1044.1、2:2
35.5、3:808.2ppm）、木造牛舎への移動を
指示すると共に血中鉛濃度追跡調査を行っ
た。その結果、血中鉛濃度は木造牛舎に移
動1ヶ月後に大きく低下した（1:274.1、2:1
68.6、3:259.5ppm）が、再び鉄柵牛舎に移
動後は同程度で推移、鉄柵に唐辛子香辛料
塗布後漸減し2ヶ月後に正常範囲内に転帰（1
:140.7、2:60.5、3:163.5ppm）。唐辛子香
辛料塗布による忌避効果は、一時的ではあ
るが安価で簡易な鉛摂取防止対策として効
果が期待出来る。他畜産農家に鉛中毒を広
報等で啓蒙すると共に、当該農家には上記
対策に加え鉄柵を無鉛塗料で上塗りするよ
う指導中。

211.和牛繁殖雌牛に発生したオナモミ中毒
を疑う死亡事例：徳島県西部家保 森本実
奈子、小倉朋和

和牛繁殖農家で平成25年3月下旬、流涎を
呈し急死する事例が発生。飼養繁殖雌牛は3
0頭。発症13頭、死亡5頭。そのうち当所に
て解剖した3頭に血液生化学検査で、顕著な
肝機能障害と血糖値の低下（GOT 1000IU/L
以上、LDH3937U/L以上、Glu20mg/dl未満）
を確認。また、そのうちの2頭の第1胃内容
物各10kgから、オナモミ種子を563個339gお

よび819個420g検出。3頭の病理組織学的検
査で、共通して肝臓の重度鬱血と広範囲の
肝細胞壊死が認められ、飼料の硝酸塩定量
検査及び腸内容ボツリヌスPCR検査では、異
常は認められなかった。治療は、生残発症
牛8頭にウルソデオキシコール酸静脈内投与
と、全頭に約300~500gの活性炭を経口投与
した。また、オナモミ種子が混入した河川
敷の野草をサイレージにし給与していたた
め、次回刈り取り時には、再びオナモミ種
子が混入しないよう、群生している区域の
除草を指導。その後、本病の発生はない。

212.オナモミ中毒による繁殖雌牛の死亡事
例：香川県東部家保 北本英司、野崎宏

オナモミはキク目キク科オナモミ属に属
し、各地に広く分布する一年草であり、種
子・子葉期に有毒成分であるカルボキシア
トラクティロシドを含み、細胞内での酸化
的リン酸化等を阻害。平成25年11月に繁殖
・肥育一貫農場で、17歳の黒毛和種繁殖雌
牛が起立不能となり、翌日死亡。原因究明
のため病性鑑定を実施。血液検査ではAST 2,
218U/L、GGT 235U/Lと著増。グルコースは3.
0mg/dLと著減。胃内容からオナモミの果苞
と種子を検出。肝臓は小葉中心性のうっ血
・壊死。給与飼料中のオナモミ果苞は82.3g
/kg。死亡までの推定摂取量は1,987g、体重
の0.44%を摂取しており、最低致死量である
体重の0.3%を超過。以上より本症例をオナ
モミ中毒と診断。飼養者に対し、オナモミ
果苞を含む飼料の廃棄を指導。オナモミの
発芽特性を考慮し、2年間オナモミの結実前
に牧草を収穫し、新たな種子の拡散を防ぎ、
密度を低下させることを指導。今後、有毒
植物の情報を各獣医師や飼養者に周知予定。

213.乳用牛を受胚牛としたET和子牛の哺育
期における代謝プロファイルテスト：愛媛
県南予家保 彦田夕奈、家木一

乳用ホルスタイン種を受胚牛としたET和
子牛の人工哺育方法を検証するため、当家
保管内7戸の酪農家で生産された2～3週齢時
のET産子13頭（雄3頭、雌10頭）について代
謝プロファイルテスト（MPT）を実施し、自
然哺育で飼養された黒毛和種子牛での既報
値との比較・検討を行った。MPTの結果、調
査牛13頭のうち11頭の血中グルコース濃度
が自然哺育での既報値範囲（97～126 mg/dl）
を下回ったが、既報値以上のグルコース濃
度を示した2頭は同一農場で飼養されたもの
であり、同農場での代用乳による可消化養
分総量供給量は他の農場に比べて高かった。
このことから、酪農現場におけるET和子牛
の人工哺育は自然哺育に比べてエネルギー
供給が不足するケースが多くみられたもの
の、哺乳方法の改善によって自然哺育に近
い栄養状態を維持できることが判明。今後、
継続してデータを蓄積し、指導体制を強化
してET和子牛の効率的な哺育技術を構築し
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たい。

214.和牛子牛における胸骨開裂の一症例：
高知県中央家保 徳弘令奈、安藤正視

症例は急死した褐毛和種子牛1頭で、4産
目産子、36日齢の雄。発育は正常。死亡前
日にやや哺乳回数が減少。その他に異常な
し。剖検では、眼瞼結膜に高度の充うっ血
が見られ、剥皮すると胸骨剣状突起部分の
軽度陥没を確認。また、第二胸骨分節以後
が開裂し、皮下に胸骨心膜靱帯が直接付着。
心臓は皮膚直下に存在。胸腔や腹腔に漿液
が大量に貯留。心臓では、右心室拡張と心
室壁の肥大、心室中隔欠損を確認。その他
臓器には著変なし。以上の所見から本症例
は、後位胸骨開裂と診断。急死の原因は、
心室中隔欠損による呼吸不全と考察。牛で
は胸骨や肋骨の奇形は単独で発生すること
は稀で、脊椎の異常や心疾患を伴うことが
多いとされ、本症例も同様の所見。

215.牛群検定農場の生産性向上指導：高知
県西部家保 竹内紀恵

酪農経営における生産性向上のために、
管内牛群検定農場（5戸）に対し、代謝プロ
ファイルテスト（MTP）とビタミン測定によ
る給与飼料の見直しを実施。MTP・ビタミン
測定終了後、生産者と勉強会を開催し、検
査結果の説明と給与飼料の改善策を提案。
説明においては、各乳期ステージにおけるM
TP成績に応じた周産期病の発生予防のため
の飼養管理を指導。平成24年は、乾乳後期
で遊離脂肪酸（NEFA）の上昇、総コレステ
ロール（T-Cho）が低下したため、全季節で
発情発見率の低下、空胎日数延長、JMR（牛
群の受胎の遅れを示す指数）が上昇。生産
者のレベルアップと意識向上のため、勉強
会を通じてMTP成績から、特に移行期の給与
飼料改善を指導。平成25年は全乳期ステー
ジで血糖、ビタミンEの上昇、NEFAが低下し
繁殖成績が改善。今後も勉強会を継続して
進めることにより管内の酪農経営における
生産性向上を図って行きたい。

216.肉用牛繁殖農場で見られた異常産多発
事例：熊本県城北家保 屋比久文子、山口
寛二

管内の一肉用牛繁殖農場（母牛16頭）に
おいてH23からH24までに異常産が多発（死
産5頭、生後1週間以内の死亡3頭、生後3ヶ
月以内の死亡2頭、盲目産子3頭、正常産子3
頭）。症例1は予定より34日早く分娩、産子
は2日後死亡。症例2は予定より30日早い死
産。症例1、2ともに関連ウイルス検査は陰
性。症例1にアーノルド・キアリ奇形を確認。
繁殖牛全頭の血液生化学検査の結果、血中
ビタミンA濃度は全頭が正常範囲以下で、平
均値は27.13IU/dl。ビタミンA欠乏を疑い、
H24、9月から全頭にビタミンA250万IUを2回
投与、以後分娩2ヶ月前及び分娩後に同量投
与、併せてヘイキューブを毎日給与。ビタ

ミンA投与開始後H25、11月までに12頭分娩
中、9頭正常、3頭盲目で、異常産は減少。
ビタミンA濃度は全頭が正常範囲に回復し、
平均値は131.7。以上から、異常産の原因は
ビタミンA欠乏と推察。異常産発生事例では、
ビタミンAの不足も原因究明の際に考慮する
必要がある。

217.肉用子牛の鉛中毒事例：熊本県中央家
保 前淵耕平、井出清

肉用牛一貫経営農場の牛舎1棟で、子牛2
頭が神経症状を呈し急死（症例1及び2）。
症例1、2で剖検、細菌検査、血液及び臓器
中鉛検査、症例2で病理検査、電子顕微鏡検
査を実施。疫学にて発生牛舎鉄柵への鉛丹
塗料の使用及び過去3年間で計4頭の神経症
状を伴った子牛の死亡を確認。症例2で骨格
筋の煮肉様変性、脳の充出血を確認。細菌
検査では有意菌分離なし。鉛検査にて症例1、
2の血液、肝臓、腎臓で中毒値を確認。症例
2の病理検査にて大脳皮質巣状壊死、尿細管
上皮細胞にチールネルゼン染色陽性核内封
入体を確認、電子顕微鏡検査にて鉛封入体
を確認。成績より症例1、2を鉛中毒と診断。
牛舎鉄柵のペンキ上塗りによる対策後、同
居子牛の血中鉛濃度追跡調査を実施。9ヵ月
後の調査で、全頭が正常範囲内であり、対
策による農場の清浄化を確認。神経症状を
呈する子牛の死亡は、鉛中毒の可能性を考
慮した病性鑑定が必要。

218.乳房炎対策による乳質改善事例：大分
県宇佐家保 滝澤亮、木本裕嗣

乳房炎多発農場において改善への取組を
実施。取組内容は①個体毎の体細胞数（SCC）
測定、②分房毎の細菌検査、③分離菌種、
分離分房数、SCC等のデータを関係者で協議
し、治療、盲乳、更新等の方針を決定。SCC
30万/ml以上は全体の23.4%、更新頭数は10
頭で内7頭が黄色ブドウ球菌性乳房炎。取組
前後の各種の月別平均は乳脂肪率が+0.06%、
無脂固形分率が+0.03%、総細菌数が-0.09万、
SCCが-7.6万/mlと改善。乳房炎治療回数は0.
6回減少したが、乾乳牛への治療の徹底によ
り衛生費は3,902円増加、生乳生産量も生産
阻害牛（阻害牛）の早期集中更新により4,3
86kg減少。本取組により、SCC減少等の乳質
改善と阻害牛の特定ができた。生乳生産量
が減少したものの、廃棄乳量の減少、搾乳
時間の短縮及び搾乳中の不安等が払拭され
たことから、農家は手応え感じている。乳
質改善と生乳生産量の維持さらには増加を
目指すには定期的な阻害牛の摘発と計画的
な更新が必要。

Ⅰ－５ 生理・生化学・薬理

219.県内におけるMannheimia haemolytica
の血清型、薬剤感受性とワクチンの交差性
に関する検討：山形県中央家保 小嶋 暢、
平野かおり
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平成18年～25年に県内の病性鑑定で分離
されたMannheimia haemolytica （Mh）保存
株（35株）の血清型、薬剤感受性（最小発
育阻止濃度；MIC）を調査。血清型は1型24
株（68%）、6型7株（20%）、2型3株（9%）、
型別不能1株（3%）。25年分離株（6株）で
は1型1株（17%）に対し6型4株（66%）と、1
型よりも6型を高率に分離。薬剤感受性は20
年以降1薬剤以上に対する耐性株の割合が年
々増加。特に6型は6株（86％）が耐性能を
有し、25年分離の2株はエンロフロキサシン
（MIC；4μg/ml）を含む3～4薬剤に耐性。2
5年に多剤耐性能を有する6型が増加したこ
とからMh1型ワクチンの他血清型への交差性
について検討。県内で分離された各血清型
のロイコトキシン構造蛋白発現遺伝子（lkt
A）全領域（2862bp）の遺伝子解析を行い、
相同性を比較。結果、1型と6型lktAの塩基

配列は100%一致。Mh1型ワクチンが県内で分
離される6型のロイコトキシンに対しても交
差防御する可能性を示唆。

220.乳中尿素態窒素（MUN）と繁殖：新潟県
中越家保 堀口剛、濱崎尚樹

MUNと繁殖との関係を調査するため、牛群
検定加入農家の個体MUNと繁殖状態を検討。
繁殖状態を、受胎、不受胎、卵巣休止、鈍
性発情、卵巣嚢腫に分類。実調査頭数は58
頭、延べ調査頭数218頭。各々の平均値は約
10mg/dlで有意差を認めず。調査母集団と各
分類間の比較で卵巣休止のみ母集団との間
に有意差あり。そこでMUN濃度の頭数分布に
各分類ごとの分布を便宜的に重ね異常値を
示す範囲を検討。異常値が発現しない範囲
は10～12mg/dlであり、牛群としての飼養管
理に応用が可能。また8mg/dl以下では受胎
しにくいことが判明。卵巣休止では、低値
及び高値で異常値を示し、ルーメン内の細
菌類の働き、つまり蛋白代謝の重要性を推
測。牛群検定のMUNの値を利用し、ルーメン
内の恒常性を保つ飼養管理指導が必要。

221.管内乳用牛の血清生化学所見：長野県
伊那家保 小林憲一郎

当所では2006年、臨床的に健常な管内成
乳用牛の 血清生化学基準値を提唱し、一
般依頼検査回答等に活用。2013年、再提唱
を試みるため、事業等で当所が採材した健
常牛36戸176頭について最大11項目（TP、Al
b、Glu、BUN、T-Cho、Ca、iP、GOT、CPK、G
GT 、Mg）を測定。2013年の平均値は2006年
のそれと比べiPが有意に高値（p<0.05）。
この2013年の測定値を基に11項目について
新たな基準値（新基準値）を提唱。2012年4
月から2013年11月まで297件の一般依頼検査
結果を新基準値（Mg以外の10項目）と比較。
分娩後1か月以内（187頭）では、新基準値
と比較し、低iPが54.1%（85頭中46頭）、低
T-Choが49.4%（160頭中79頭）、低Caが43.3
%（120頭中52頭）。周産期はエネルギー不
足と低Caによる疾病リスクが高いと推察。

新 基準値と依頼検査結果を比較考察する
ことは、診療獣医師による病態の把握ある
いは早期診断の一助になるものと思料。

222.IARS異常症発症牛の追跡調査：岐阜県
中央家保 村瀨舞子、酒井田隆朗

平成24年に発育不良・虚弱子牛の一因と
考えられるIARS（isoleucyl-tRNA合成酵素）
遺伝子異常が動物遺伝研究所、県畜産研究

所の共同で特定、診断法が確立。今回、IAR
S異常症の病態を明らかにする目的で発症牛
（劣性ホモ牛）の追跡調査を実施。県内10
戸11頭、調査開始時4～21か月齢の生存牛を
対象に2か月間隔で3回実施。調査内容は体
測、血液一般・生化学検査及び飼養管理状
況の聞取り。結果、体測では標準発育曲線
と比較し、バラツキはあるもののすべての
部位で平均を下回るものが多く、中でも後
躯が小さい傾向。血液検査ではTP、Alb、GO
T値がやや低い傾向。解剖に供した2例では
肺炎所見が認められたが、胸腺の発達に異
常なし。また生存する個体の外貌所見は巻
き腹で、肩付及び繋が弱い傾向。生後すぐ
死亡した個体では顕著な血清タンパク質低
下、貧血を認めた。今後、若齢子牛を調査
することでより病態が明らかになると考え
られた。

223.黒毛和種肥育牛のLPS血症に対する血液
生化学的アプローチ：三重県中央家保 山
根知子、鈴木義久

エンドトキシンはグラム陰性菌の外膜構
成成分で、化学的にはLipopolysaccharide
（LPS）であり、生体において極めて多様な
生物活性を示すことが知られている。牛で
は濃厚飼料多給に起因するルーメンアシド
ーシスに伴う非感染性のLPS血中移行が病態
発現に大きな影響を持つことが指摘されて
いる。通常門脈に移行したLPSは肝臓の解毒
機能により代謝されLPS血症を発現すること
はない。しかし、三重県の特産品である雌
の黒毛和種肥育牛では肉質向上のための厳
しいビタミンA（VA）コントロールが実施さ
れているため、肝機能障害からLPS血症を発
現し、各種病態を生じている可能性が考え
られた。今回、血中VA濃度と、その他の血
液生化学検査結果および末梢血中でのLPS検
出の関係を調べたところ一定の知見が得ら
れたため報告する。また、鼓脹症や心不全、
突然死等の事故の基礎疾患となっている可
能性およびLPS血症に対する治療効果につい
て検証したため、併せて報告する。

224.牛血清色の違いから得られる知見：奈
良県奈良県家保 真野真樹子、赤池勝

牛血清色は農家によって異なる。その要
因および意義について検討した。調査はH25.
6～12、定期検査の余剰血清245検体で実施。
調査項目は血液性状・乳質・給与飼料との
相関とした。食品用色素でスタンダードを
作成し、血清色を目視で比色し色彩スコア1
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～4に分類すると農家毎に傾向が認められ
た。血液性状について、比重・pH・一般生
化学検査値には関連は認められなかったが、
β-カロテン値との相関が認められた。バル
ク乳成分では乳脂率との相関が認められた。
給与飼料計算により、DMI・CP・TDN充足率
には差はなかったが、色彩スコアの高い農
家の方がNDF・ADF含有率およびV.A充足率が
高かった。今回の結果から、簡便に判定で
きる血清色からβ-カロテン値・乳脂率・給
与飼料中のNDF含有率を推測することができ
た。農家指導に活用するためにも、今後も
調査が必要である。

225.顕著な腎臓病変を認めた牛の症例：鳥
取県倉吉家保 岡田綾子

顕著な臨床症状と高BUN値、腎臓病変を示
した症例を紹介。症例1；黒毛和種（JB）、
19ヶ月齢、雌。10ヶ月齢導入時に高BUN、徐
々に悪化し斃死。剖検で腎萎縮硬化、組織
検査で腎異形成、CL16遺伝子欠損1型ホモ。
CL16欠損症と診断。症例2；JB、雌、2ヶ月
齢。5日齢から肺炎、慢性経過で斃死。剖検
で肺壊死斑、白色腎、菌分離陰性。組織で
真菌性肺炎、腎尿細管間質性腎炎と腎異形
成。全兄弟も同様の症状と病変で死亡。腎
炎の原因不明。腎異形成は遺伝的要因を疑
う。症例3；JB、去勢、6ヶ月齢。生後早期
から肺炎、断続的に熱発を繰り返し鑑定殺。
腎腫脹・硬化・白色巣多発、膀胱白濁尿貯
留。菌分離陰性。多病巣性非化膿性間質性
腎炎と微小膿瘍、慢性膀胱炎。生後早期に
感染した慢性腎炎と推察。症例4；ホルスタ
イン、7歳、雌。慢性下痢、皮下水腫で鑑定
殺。腎腫大・嚢胞多発、腸間膜水腫。血清
生化学及び蛋白泳動結果とアミロイド沈着
によりアミロイド症と診断。

226.県内黒毛和種繁殖雌牛の血中セレン濃
度調査：島根県家畜病鑑室 松尾治彦、川
上祐治

県内黒毛和種繁殖雌牛のセレン（Se）充
足状況を把握するため、219頭の血中Se濃度
を測定。平均血中Se濃度（平均±標準偏差）
は49.8±15.3ng/ml。血中Se濃度が適正値（7
0ng/ml以上）の個体は全体の10.5%。県内に
Seが充足していない個体が多く存在する可
能性が示唆。また、血中Se濃度に影響を与
える要因を検討するため、血中Se濃度を従
属変数、産歴・地域・分娩間隔・農場・胎
齢を効果とした分散分析を実施。分娩間隔
が長い（501日以上）個体では血中Se濃度が
33.8±13.5ng/mlと低く、Se欠乏が繁殖成績
に悪影響を与える可能性が示唆。農場間で
血中Se濃度に大きな差を認めること、胎齢
別で増し飼い実施時期（胎齢225日以降）は
妊娠維持期（胎齢60～225日）と比較して血
中Se濃度が有意に高いことから、血中Se濃
度には農場の飼養管理が大きく関与してい
ると考察。今後は、飼養管理を精査し、血
中Se濃度に影響を与える要因をより詳細に

検討する必要あり。

227.哺乳子牛に発生した白筋症の対策指導
：広島県西部家保 長澤元、伊藤晴朗

平成25年9月、乳用牛約50頭飼育の酪農家
で子牛1頭（ホルスタイン種、雌、2か月齢）
が白筋症を発症。同居牛10頭（子牛4頭、成
牛6頭）の血清中ビタミンE（VE）及びセレ
ン（Se）濃度を測定。発症牛は血清中VE濃
度6㎍/dlと欠乏値、血清中Se濃度34ng/mlと
低値。同居牛は血清中VE濃度が子牛3頭、成
牛1頭で15～24㎍/dlと欠乏値、血清中Se濃
度は低値傾向。子牛の白筋症の発生に、母
牛の栄養状態が関与したと推察。農家、診
療所及び家保の三者で今後の対策を検討し、
再発防止対策指導を実施。母牛には、Se含
有鉱塩の設置及びVE製剤の経口給与を実施。
新生子牛には、母牛の栄養状態が改善する
までの間、VE製剤の予防的経口給与。必要
に応じて診療所が治療。対策から1か月後及
び3か月後の同居牛の血清中VE及びSe濃度は
改善し、再発なし。当該農場ではVEなどの
栄養性欠乏が潜在していたと推察。今後、
飼養管理の改善指導を検討中で、感染症対
策にも留意が必要。

228.新生子牛に見られたシュウ酸カルシウ
ム結石症：高知県中央家保 安藤正視

症例は、斃死した黒毛和種、異性双子の
雌、1日齢（死後約12時間）。2013年1月7日
出生し起立不能、自力哺乳困難。翌日に斃
死し病性鑑定実施。雄子牛は正常に発育。
当該牛は体重17kgで発育不良。剖検では諸
臓器に著変無し。組織学的に、腎臓ではび
漫性に尿細管腔及び集合管腔に花弁状や塊
状を呈する半透明の結晶状物を認め、その
上皮細胞は圧迫され変性・壊死。腎杯の移
行上皮や腎乳頭辺縁にも結晶状物が付着。
肝臓ではび漫性軽度に肝細胞の空胞変性。
その他の臓器には著変無し。結晶状物は偏
光下で複屈折性を示し、Pizzolato染色及び
アリザリンレッドS染色によってシュウ酸カ
ルシウム結晶と同定。細菌学的検査では諸
臓器から病原細菌は分離されず。ウイルス
学的検査ではウイルスの関与は確認されず。
以上から、本症例を新生子牛のシュウ酸カ
ルシウム結石症と診断。新生子牛のシュウ
酸カルシウム結石症の報告は稀。

229.肉用牛の肥育期間の違いによる血清酢
酸とビタミンAの比較検討：長崎県中央家保
横山竜太

肥育期間短縮技術の検証を目的に、肥育
期間の異なる黒毛和種肉用牛について血清
酢酸をガスクロマトグラフィー、ビタミンA
（VA）を高速液体クロマトグラフィーで測
定。材料は、24か月齢出荷を目標に取り組
んだ農場18戸70頭の血清164検体（早期区）
と約30か月齢で出荷した農場3戸26頭の血清
152検体（慣行区）。肥育前期の血清酢酸は、
早期区は9.4mg/dLで、慣行区（4.5mg/dL）
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と比較して有意に高値。肥育中期のVAは、
早期区は44.6 IU/dLで慣行区（54.9IU/dL）
と比較して有意に低値を示し、VA欠乏個体
の割合も高い。早期区の産肉成績は、慣行
区と比べ、ロース芯面積、BMS No.が良好。
早期区のロース芯面積と肥育前期の血清酢
酸との間に正の相関（r=0.35）。肉質等級4
等級以上では、中期の血清酢酸が高く、VA
が低い傾向。早期区の血清酢酸の高値と良
好な産肉成績は、肥育前期の濃厚飼料を制
限し良質乾草の飽食させる給与プログラム
を反映しており、このことが早期肥育の重
要な点と推察。早期区のVAは慣行区に比べ
早く欠乏を起こす可能性があり、VAコント
ロールは注意が必要。

230.パラフィン包埋（FFPE）組織からのヨ
ーネ菌DNA抽出方法の検討：熊本県中央家保
高山秀子、内山由香

牛ヨーネ病検査の病変部組織切片からの
ヨーネ菌DNA抽出について、特徴的病変が認
められた牛の回腸のFFPE組織切片（各3枚）
を材料に、市販試薬A、B、CによりDNA抽出、
リアルタイムPCR法実施。検出されたヨーネ
菌特異遺伝子定量値を参考に比較検討。試
薬特長は、工程が少ないA、プロテアーゼK
（PK）処理抽出とPCR試薬のセット品B、PK
処理及びDNA濃縮のC。A、B、Cによる、厚さ
10μm切片では、Aが1.2×10-5pg/well（以
下略）、Cが4.5×10-5、Bは不検出。A、Cに
よる、厚さ5及び3μmでは、Aの5μmが7.5×
10-5、3μmが2.6×10-4。Cは不検出。Aは、
薄い切片の定量値が高く、組織破砕でDNA抽
出量増加を予想し、A抽出液添加後、ビーズ
法破砕実施、厚さ10μmで1.3×10-4、5μm
で2.2×10-4、3μmで3.3×10-4。今回、試
薬Aの3μm切片からの抽出が最適。B、Cは適
切な組織量等の検討が必要。今後、FFPE組
織からのDNA抽出へのビーズ法の応用を検討
したい。

231.虚弱子牛多発和牛繁殖農場に対する改
善指導：宮崎県延岡家保 岡本明香、興梠
貴子

管内のA農場（黒毛和種母牛27頭）で平成
25年2月頃から虚弱子牛が多発。農場全体の
栄養状態を把握するため、飼料分析及び血
液生化学検査を実施。その結果、妊娠末期
・授乳期の母牛の栄養不足と全体的なミネ
ラル不足が示唆されたので、妊娠末期・授
乳期の母牛の配合飼料を増量、セレン入り
の鉱塩及びビタミン剤を給与。その後、改
善指導の結果をモニタリングするため、指
導後分娩の4組の親子について血液生化学検
査を行い、対策前後で比較。また、平成23
年度以降のNOSAIの診療データを分析し、年
度毎に比較。モニタリング検査では、母牛
の栄養状態は改善したが、子牛のビタミンA
及びセレンの改善は見られなかった。しか
し、子牛の治療回数や事故頭数は大幅に減
少し、虚弱子牛も見られなくなった。当所
では、今後も対象牛のモニタリング検査を

行い、改善状況を確認していく予定。

232.牛の腎臓及び尿中スルファジメトキシ
ン濃度測定の有用性：鹿児島県鹿児島中央
家保 石井択径

黒毛和種雄子牛1頭が生後9日齢から下痢
を繰り返し53日齢で鑑定殺。当該牛はサル
ファ剤の複数回投与後に腎障害と血尿を呈
したため、サルファ剤中毒の鑑定を実施。
腎臓中スルファジメトキシン（SDMX）が高
速液体クロマトグラフィー法により同定さ
れ、尿中アセチル化スルホンアミドが比色
定量法により高濃度で検出されたことから、
尿中アセチル化SDMX濃度は高値と判断。し
かし、本症例では、サルファ剤中毒におけ
る腎障害の主な原因である尿路結石症が認
められず、SDMXによる中毒を否定。なお、
実施した2つの検査法は、組み合わせること
で尿路結石生成要因のアセチル化SDMX濃度
を定量可能であり、中毒発生の予測に有用。

Ⅰ－６ 保健衛生行政

233.飼養衛生管理基準遵守状況の把握と改
善への取り組み：北海道網走家保 羽生英
樹、加瀬智大

管内牛飼養農場の2カ年分の定期報告内容
（約1,200戸）、飼養衛生管理基準（基準）
の改正前後に実施した立入検査結果（約550
戸）を比較・分析。①定期報告の管内4地域
間比較では基準のうち「牛舎等の消毒」「入
場者消毒」「記録等の作成」で遵守率に有
意差。年次間比較では各1地域で「入場者消
毒」「記録等の作成」の遵守率が上昇。家
保からの情報還元と自衛防疫組合（自防）
の積極的な取組の成果と推察。②定期報告
と立入検査の遵守率比較では「衛生管理区
域の明示」、「消毒用設備設置」は定期報告、
「記録等の作成」は立入検査の方が有意に
高率。継続可能な取組方法の提示が必要。
③立入検査で確認した「消毒用設備設置」
率は基準改正後の方が明らかに高率。衛生
意識は向上したと推察。今後は地域毎の重
点課題整理、具体的手法の提示等の取り組
みを行い、自防と連携の上、基準遵守率の
地域間較差の改善、全体的な底上げを図る。

234.伝染性疾病のリスクが高い農場での防
疫体制の確立：北海道渡島家保 内田兼司、
中田剛司

管内一乳用哺育育成牛預託農場で、伝染
性疾病の侵入、まん延防止対策を推進。農
場は道内外から年間約300頭を導入し預託元
へ出荷。移出入に伴う疾病侵入リスクと呼
吸器病の発生等が問題。疾病侵入防止対策
として、着地検査の実施と車両消毒、導入
牛の隔離の徹底及び専任管理者による看視
の強化等を指導。呼吸器病対策として、定
期的な牛舎の石灰乳塗布と導入日齢に合わ
せた呼吸器病ワクチン接種を実施した結果、
呼吸器病の診療割合が約7割から3割に減少。
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着地検査では、導入牛全頭についてヨーネ
病抗体検査を実施し、全頭の陰性を確認。
更に、海外悪性伝染病の発生に備えた防疫
訓練を実施し、初動対応等を確認。疫学調
査における問題点を発見し、農場への立入
記録等の疫学情報の管理方法を改善。これ
ら衛生管理体制の整備と強化及び防疫訓練
の実施により、従業員の伝染性疾病に対す
る防疫意識の向上と、農場の危機管理体制
の構築を含む包括的な防疫体制の確立に一
定の成果。今後、今回の事例をモデルに、
関係機関と連携し、地域における総合的な
防疫体制の確立を推進。

235.肥育牛の呼吸器疾患低減を目的とした
衛生管理状況調査と発生農場での改善事例
：岩手県県南家保 阿部憲章、昆野勝

黒毛和種肥育17農場の呼吸器疾患の発生
率と衛生管理項目の実施状況との関連を解
析。発生率20％未満の9農場と20％以上の8
農場との管理項目毎の実施率の比較では、
「可能な限り導入牛を隔離」（89、25％）
及び「導入牛舎の消毒」（89、38％）に有
意差を、「健康な素牛導入」（100、63％）
には傾向を確認。平成24年1月、調査対象の
1農場で肥育前期の牛の約3割に呼吸器疾患
が発生し1頭死亡。気管支間質性肺炎、カタ
ル性気管炎、牛RSウイルスの遺伝子検出及
び導入直後の牛の抗体価上昇、Pasteurella
multocidaの分離から牛RSウイルス病と診

断。同時期の導入牛は診療費で約19千円/頭
の費用増。上記の調査成績から、導入した
素牛を石灰消毒した隔離牛房に収容し、呼
吸器病5混ワクチンを接種すると共に異常牛
の早期発見・受診に取り組んだ。結果、免
疫レベルが向上し発生率は改善（H23、24、
25年次；39、58、33%）。衛生管理改善とワ
クチン接種を併せた対策が効果的と推察。

236.生産者が取るべき初動の理解を目的と
した大規模肉用牛一貫農場における口蹄疫
防疫演習：岩手県県南家保 五嶋祐介、芋
田淳一

口蹄疫発生時に生産者が取るべき行動の
理解を目的として、大規模な肉用牛の一貫
農場において防疫演習を実施。参集範囲は
同農場とその預託農場従業員および畜産関
係機関・団体の職員で、計27名が参加。経
費には平成25年度早期緊急自衛防疫対策事
業を活用。内容は会場とした農場での口蹄
疫発生を想定し、異常家畜の早期発見・早
期通報および防疫措置の内容・流れを机上
で、防疫服の装着、農場封鎖および車両消
毒を実地で訓練。演習後のアンケート調査
において、とても理解できたとの回答は机
上で74%、実地で81%だった。また、発生時
の臨床獣医師の行動に関する研修会の開催
要望があった。生産者を対象とした生産現
場における防疫演習は初めての試み。今回
の結果を活かし、他の大規模農場1戸で同様
の防疫演習を、臨床獣医師に対する研修会

を今年度内に実施予定。関係者の役割・行
動を明確にした初動防疫体制の強化に努め
たい。

237.分娩間隔の短縮及び分娩事故等の子牛
の損耗防止について：秋田県中央家保 菅
原豪介、小野寺亨

分娩間隔の短縮と分娩事故等の子牛の損
耗を防止するため、秋田県肉用牛情報ﾈｯﾄﾜｰ
ｸｼｽﾃﾑ（以下、システム）の繁殖情報と家畜
死体冷蔵保管施設に搬入された子牛の死亡
原因及び農家の管理状況の聞き取りから対
策を検討。システム情報の分析から平均分
娩間隔を超える約3割の個体の繁殖成績の改
善が必要なこと、10産以上で分娩間隔が長
くなる傾向にあることが判明。また、問題
のある農家・個体の把握が可能。搬入され
た死亡子牛の52％が胎児死で分娩管理の重
要性が示唆。分娩間隔が短い農家では分娩、
哺育育成、繁殖管理が徹底されており、地
域全体で技術向上が図られていることを把
握。これらの結果を基に農家指導時にシス
テムの繁殖情報をわかりやすく加工・提示
するともに優良事例を紹介。また講習会を
開催し全体指導を実施。農家の関心は高く
改善意欲が向上。今後の課題としてシステ
ム情報を関係者が有効に活用できる仕組み
作り、関係機関と連携した改善指導が必要。

238.優良黒毛和種子牛上場のための管内農
家指導：秋田県北部家保 山田典子、相澤
健一

平成24年4月、県内3家畜市場が統合。管
内は古くから日本短角種や褐毛和種生産地
で、黒毛和種生産は後進地域。管内上場子
牛は小格で統合時の1日増体量（DG）及び体
重／体高比は雌0.83及び2.27、去勢1.00及
び2.47、管外との市場評価差が明確化。要
因として①第一胃発達に重要なスターター
給与を含む育成方法の知識不足や長期放牧
飼養時の栄養不足②増体が望めない血統構
成と推定。上場時のDG及び体高を雌1.0及び
115cm、去勢1.1及び120cmに目標設定。飼料
給与方法、地域内繁殖牛血統構成による平
均育種価を用いた適正交配等について巡回
や講習会を主体に継続的に指導。結果、管
内上場子牛のDG及び体高は平成25年夏頃か
ら目標に近づき、12月は雌0.98及び115cm、
去勢1.09及び118cmに改善。体重／体高比も
市場平均まで改善し、子牛価格差が縮小。
今後は繁殖牛の改良推進及び低コスト生産
を見据えた放牧場での親子分離飼育による
放牧子牛の栄養不足改善を行って草資源の
有効活用を図る。

239.大規模肥育農場での参加型口蹄疫防疫
演習の取り組み（農場側の初動対応への指
導効果）：山形県中央家保 佐々木志穂

大規模肥育農場（1,670頭飼養）で、参加
型口蹄疫防疫演習を実施。農場側の初動対
応を指導。方法：ロールプレイング法。参
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加者：全社員24名、参観者16名、指導者11
名。重点項目：異常牛の発見・通報、農場
隔離・作業動線の確認、疫学関連情報の整
理。成果：自発的な農場内対応マニュアル
の作成、組織的な役割分担、迅速な農場の
隔離（10分）、家畜・人等の出入り情報の
確認、課題の抽出（飼料、堆肥等の汚染物
品量の把握）。社員の意識：演習後のアン
ケート調査結果では、発生に備えた準備に、
①侵入防止対策、②社員の衛生意識、③作
業手順整備、④定期的な演習、⑤迅速な防
疫作業の順で優先順位付けされ共通に認識。
また、実施前より口蹄疫特定症状と初動対
応への理解が向上（各オッズ比=12、23）。
まとめ：生産者の自覚と行動は、衛生・危
機管理意識の習熟に有効。中核農場の衛生
意識が地域へ波及すると期待。この成果を2
月の研修会で地域へ還元予定。

240.プロトテカ乳房炎の常在が疑われた農
場の清浄化に向けて：福島県県南家保 曽
我洋太郎、大西彩香

一酪農家において、バルク乳の細菌数と
体細胞数が高値のため出荷停止となり、診
療獣医師から乳房炎の検査依頼。3頭4検体
の乳汁から各3万CFU/ml以上のPrototheca z
opfii（P.z）が検出。プロトテカ乳房炎が
出荷停止の原因と推察されたため、計102頭
の全頭検査と環境材料12検体の検査を実施。
計8頭10検体の乳汁からP.zを分離。環境材
料は陰性。農場では平成16年に計23頭からP.
zを分離しておりP.zの常在が疑われた。プ
ロトテカ乳房炎は出荷停止による損害に加
え、難治性で陽性牛の盲乳化または淘汰が
必須で経済的損害が大。今回、ミルキング
パーラーでため池由来の水の使用が判明。
自然水の使用停止と消毒の徹底及び一般の
乳房炎予防対策を指導。今後、定期的なバ
ルク乳検査と環境材料のモニタリング、全
頭検査による陽性牛の摘発等をとおして、
本病原因究明と清浄化を図っていく。

241.酪農家における飼養衛生管理基準遵守
の現状と課題：群馬県吾妻家保 山田真

家畜伝染病発生予防およびまん延防止を
目的に飼養衛生管理基準（管理基準）が改
正され、農場における遵守事項が大幅に拡
充。定期報告書記載事項および管理基準の
遵守状況確認のため農場への立入調査を実
施。遵守事項の実施率90%以上の項目は伝染
病情報の把握、衛生管理区域（管理区域）
への人や物の出入り制限、異常家畜の通報、
埋却地確保など。実施率50％未満の項目は
管理区域境界設置、車両消毒、農場内立入
記録作成など。地域的な課題としては、冬
季における消毒方法、野生動物の侵入防止
など。遵守状況の確認や改善指導には多大
な時間を要し、定期検査や病性鑑定などの
他の業務との兼務では十分な対応が困難。
立入調査の効率化をはかるため確認項目の
整理、遵守状況の実施率の低い項目につい

ては、優良事例などのリーフレットを作成
して対応。特に、境界設置方法、石灰帯に
よる車両消毒、立入記録のための生乳生産
管理チェックシートの活用や伝票類の保管
などを指導。

242.牛舎内の風速に着目した暑熱対策の一
考察：群馬県中部家保 砂原弘子

暑熱対策として、牛体に風速2m/sで送風
すると牛の体感温度を8.4℃下げるとされて
いる。管内酪農場4戸において、ファン稼働
時に牛のき甲部と同じ高さの牛床から1.5m
での風速を調査。A農場は風速2m/s以上の牛
床割合は48%であった。風の直進性を上げる
ためファン上部にフードを設置したところ、
74%に増加。トンネル換気のB農場は入気付
近で風速がばらつくが、その他の牛床では
一定の風速を維持しており、特に飼槽部分
である牛の頭部付近の風速が強かった。C､D
農場は飼養規模、ファン台数がほぼ同じで
あるが、C農場は風速1.3m/s未満の牛床が46
％と半数で対策が急務。D農場は牛の前面か
ら角度をつけファンを設置しているため風
が遮蔽されにくく、飼槽部分の75%が風速2m
/s以上で牛の胸部付近にも風が当たってい
た。このことから、同じ台数のファンでも
フードや設置角度等を工夫することで効率
的に牛体に送風することが可能。今後、管
内農家に暑熱対策の一助として推進予定。

243.10年間の死亡牛牛海綿状脳症（BSE）検
査実施状況：群馬県家衛研 坂庭あづさ、
永岡円

平成15年4月1日から24か月齢以上の死亡
牛BSE検査を開始し、頭数は24年度末で29,3
75頭、25年7月には3万頭超え。年度別では1
5年度の3,430頭が最多、最少は21年度の2,5
41頭。種類別では乳用種89%、肉用種11%。
診断名では心不全38.3%、熱中症2.9%、ダウ
ナー症候群4.7%。搬入は運搬業者86.6%、自
己搬入12.8%、病性鑑定0.6%。検査不能牛は
25頭発生。検査開始後10年が経過し、施設
の老朽化が進み、死亡牛保管用冷凍庫等の
修繕や維持に年間数百万円を要している。
本年5月には国際獣疫事務局（OIE）総会に
おいて、無視できるリスクの国に認定され
たが、今後ステータス維持のためには有効
な飼料規制とともにB型サーベイランスを継
続する必要がある。現在農林水産省平成25
年度レギュラトリーサイエンス新技術開発
事業の試験研究課題の一つとして、死亡牛
サーベイランスのデータ分析及び新たなサ
ーベイランス計画の検討が行われており、
早期のサーベイランス計画案の提示を希望。

244.管内酪農家の搾乳衛生実態調査：埼玉
県中央家保 吉田輝美、埼玉県熊谷家保
武末寛子

搾乳作業の推奨方法はあるが、実際の方
法は農家により様々。今回、酪農家搾乳衛
生実態の把握や乳質改善指導の一助のため、
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管内酪農家43戸の調査を実施。調査期間は
平成24年7月から平成25年2月、畜主へ直接
聞取り。調査項目は、搾乳システム、労働
力、搾乳機器洗浄方法、搾乳手順等搾乳衛
生に係る30項目。クーラーステーション旬
報検査の各農家バルク乳体細胞数と調査項
目との関連性を検討。その結果、乳頭の乾
燥、ポストディッピング、病牛最後搾乳等、
大半が推奨方法で実施の項目がある一方、
搾乳作業形態、清拭布用バケツ使用方法等、
推奨方法が半数以下の項目も存在。また、
乳頭乾燥やポストディッピング等の項目で
は、バルク乳体細胞数と関連性を認めた。
今回、管内酪農家搾乳実態が明らかになっ
たが、推奨方法の一部で必ずしも乳質成績
と合致せず、各作業が総合的に影響と推察。
今後は搾乳衛生の他、飼養管理等の調査項
目を増加、調査結果を活かし乳質改善指導
に努める。

245.県内BSE検査施設の現状について：埼玉
県中央家保 平田文吾、田口清明

牛海綿状脳症対策特別措置法に基づく死
亡牛のBSE検査開始から11年経過。埼玉県で
は平成25年11月までに7,778頭を検査、全て
陰性を確認。死亡届のデータ集計では、死
因は心不全が約半数を占め、次いで乳房炎、
熱射病。また、肉骨粉が使用禁止になった
平成13年10月以前の出生牛は平成15年度に
は97.5％で24年度には4.5％まで減少。検査
に当たる人員は15年度は4人、現在は2人に
まで減員、1人当たり作業量は237頭から302
頭に増加。また、施設の老朽化と硫化水素
等による腐蝕で本年10月に全ての冷却機が
故障により全停止。保管牛の腐敗が進行、
悪臭や衛生害虫による労働環境の悪化は深
刻で周囲からの苦情も懸念されたので、関
係機関と協議し、死亡牛の搬入を週2日に制
限した。今後は施設の改修を含めた運営方
法について国の方針を見定めながら必要な
見直しを行う一方、蓄積された死亡牛デー
タの更なる有効活用を図っていく。

246.チームで取り組む更なる乳質向上：埼
玉県熊谷家保 梅野杏奴、山品恒郎

平成24年6月、A組合は農家の乳質改善取
組意識向上を図るため乳質改善指導班（指
導班）を組織。構成員は、家保担当者、ク
ーラーステーション（CS）運営委員会委員
（農家、CS・農協職員）、臨床獣医師。24
年度は、全農家のバルク乳細菌検査を実施。
検査結果に基づき要改善農家への指導及び
県内2か所の農場でのバーンミーティングを
開催。25年度は、バルク乳細菌検査後、全
農家に対し検査結果に基づく改善状況を調
査。管内79農家の内「問題なし」が10戸（1
2.7%）。「問題を改善する」が36戸（45.6%）。
「問題があるが対応していない」が14戸（1
7.7%）。乳質改善指導を希望した農家9戸に
対して、指導班主体のチームで個々の農家
への改善方法を検討、指導。指導班の発足

によって関係者が情報を共有・検討できる
ようになり、従来より具体的且つ的確な指
導が可能となった。今後は更なる乳質の高
位平準化に向けて乳質改善に消極的な農家
の意識改革を進める。

247.バルク乳検査をとおした地域酪農部会
活動への支援：神奈川県県央家保 横澤こ
ころ、前田卓也

管内の一農協酪農部会の乳質向上を目指
した活動に対し、全戸のバルク乳の検査を7
月と11月の年2回実施。検査内容は、バルク
乳の生菌数を計測、分離菌については各種
鑑別培地等を利用して類別し、構成割合を
算出。検査成績をもとに戸別の検査結果回
答書を作成し、衛生講習会で、分離菌の由
来やそれらから想定される問題点等（搾乳
方法、洗浄方法、潜在性乳房炎罹患牛等）
について改善方法を助言。搾乳従事者全体
での乳質向上を喚起するため部会婦人部で
も研修会を実施。また、各農場の現状にあ
った改善策を取るため、当所が実施した検
査結果と併せて生産者団体で行われている
乳質検査結果を活用し、複数回の巡回指導
を実施。その結果、搾乳方法並びに洗浄方
法を改善した農場、乳房炎罹患牛の摘発に、
より積極的に取り組む農場が出てくる成果
があった。今後も生産者の乳質を改善した
いという意欲的な意向に対し、技術的な支
援を継続していく。

248.搾乳機器の衛生管理指導による乳質改
善へのアプローチ：石川県南部家保 沖尚
子、黒田芳純

県内良質乳生産比率が近年減少傾向にあ
ることから、乳業メーカーと協力して管内
農家の搾乳機器の衛生管理指導を実施。乳
業メーカーは搾乳機器の点検と整備、家保
は搾乳機器の洗浄工程に関する聞き取り調
査及び衛生検査として、洗浄後のATP測定と
細菌検査を実施。聞き取り調査では多くの
農家で殺菌・洗浄剤の濃度の不適切使用が
認められ、衛生検査ではバタフライコック、
レシーバージャーのゴムパッキン部におい
てATP値が高く、細菌も多く検出。これらの
成績をもとに乳業メーカー、県酪農協とと
もに農家へ衛生管理について現地指導し、
畜産協会が主催した農家向けの講習会にお
いて搾乳機器の洗浄に関する正しい知識の
普及を図った。今回の指導で、家保、乳業
メーカー、県酪農協、県畜産協会との情報
の共有化、連携を図ることができた。今後
は関係機関が一体となった指導体制をさら
に構築し、県内の乳質改善につなげたい。

249.口蹄疫に備えた農場別初動防疫計画書
の作成：山梨県西部家保 穴澤光伊、伊藤
和彦

口蹄疫防疫対応には、職員全員が効率的
かつ的確に対応できる体制の整備が必要。
異常家畜の通報時に速やかな病性判定とと
もに防疫計画の作成には、各農場について
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防疫対応関係事項の事前把握が重要である
ことから、管内偶蹄類飼養農場別初動防疫
計画書を作成。農家台帳、農場までの経路、
農場施設配置図、畜舎内見取り図、周辺地
図（埋却予定地、仮設テント設置予定地、
防疫作業従事者集合場所、地域住民説明会
場を含む）、画像送付方法、現地調査票、
移動及び搬出制限区域の設定、各区域の農
場一覧、農場戸数及び飼育頭数、消毒ポイ
ント候補場所及び設定消毒ポイント一覧と
消毒ポイントをプロットした地図等の各項
目について農場ごとにファイル化。さらに
続発を想定した備えとして、農場別初動防
疫計画書の活用方法を考案。情報は電子フ
ァイルで管理するとともに農場毎に冊子化。
上記内容を職員全体に周知するために所内
研修を実施し、本年度内に全農場の初動防
疫計画書を完成予定。

250.PDCAサイクルを用いた口蹄疫の立入検
査手順改善の試み：岐阜県中濃家保 小澤
昌起、古田淳

PDCAサイクルとは、Plan（計画）→Do（実
行）→Check（評価）→Act（改善）の4段階
を繰り返し、業務を継続的に改善する手法。
この手法を用いて立入検査手順の改善を試
みた。昨年度実施された口蹄疫防疫演習に
おける主な問題点とその改善策は以下のと
おり。1．従来の現地調査票は聞き取りに時
間を要し、立入職員からの第1報が遅かった
ので、分割して送信できるよう現地調査票
を改良。2．従来の照明では暗い牛舎内での
病変好発部位の写真撮影で鮮明に撮影でき
なかったので、十分な光量のあるLEDライト
を導入。3．撮影した写真を家保へ送信する
通信環境が立入農場にない場合は、現地周
辺の関係機関等に写真データを持ち出し、
家保へ送信する。これらの改善策を踏まえ
て実施した防疫演習では立入職員からの第1
報までにかかる時間が短縮されたが、現地
調査票の様式やSDカードを持ち出す際の汚
染防止対策に改善の余地が見られた。今後
もPDCAサイクルを用いてより迅速で確実な
立入検査手順の確立を目指していきたい。

251.管内の牛白血病清浄化に向けた取り組
み（第3報）：岐阜県中濃家保 大塚幹弘、
古田淳

全国的に発生増加傾向にある牛白血病に
対し、当所でも継続して清浄化に取り組ん
で来た。本年度は管内の全酪農家30戸に飼
養されている乳用牛1,313頭について牛白血
病ウイルスの浸潤状況を調査し、今まで実
施した牛白血病対策の効果を検討した。抗
体陽性牛は271頭、陽性率は20.6％で、平成
21～22年度の全国調査における乳用牛40.9
％（農水省）よりも低かった。地区別にみ
るとA市では14戸642頭の陽性率は17.9％と
管内平均を更に下回っており、陰性農場が4
戸であった。同市家畜診療所と連携して指
導した牛白血病対策の効果が反映されてい
るものと推察された。B市では6戸385頭のう

ち陽性率は23.1％と管内平均を上回り、農
家別では2.6％～65.8％と陽性率の差が大き
かった。飼養形態等による対策の効果の差
と推察された。また、防虫ネット等物理的
な吸血昆虫対策は多くの農場でとられてお
らず、水平伝播防止対策の検討が必要と思
われた。今後は定期的モニタリングと各農
場の飼養形態に合った対策を検討・指導し
ていく。

252.家畜市場を活用した家畜伝染病の防疫
対応強化に向けた地域の取り組み：岐阜県
飛騨家保 後藤寛幸、長谷川幹治

当地域は乳用牛農家35戸1,758頭、肉用牛
農家301戸18,211頭を飼養する県下有数の養
牛地帯であり、年間約3,000頭の取引を行う
飛騨家畜流通センター（以下家畜市場）を
有する。当所は関係機関（市村、団体、県）
の積極的な協力を得て、家畜伝染病防疫対
応強化事業、地域衛生管理技術対策事業の
一環として、家畜市場を活用し、以下の防
疫対応強化に取り組んでいる。①初動防疫
の訓練として飛騨地域独自による口蹄疫防
疫演習を実施。②和牛子牛のせり市や和牛
・乳牛共進会開催時における人や家畜運搬
車両の消毒。③消毒方法や家畜伝染病発生
状況などに関する家畜衛生情報パネルの展
示。④農場や畜舎の消毒の一層の普及徹底
を目指し、各種消毒方法の検討。⑥県外導
入牛の一時的な中継基地となっており、獣
医師による健康状態の確認などを実施。今
後も関係機関が一丸となってこれらの取り
組みを継続し、さらなる防疫対応強化に努
めたい。

253.飛騨牛の地域内一貫生産を担う大規模
繁殖農場の衛生指導：岐阜県飛騨家保 小
林直彦、長谷川幹治

飛騨牛の肥育素牛県内自給率は3割程度で
あるため、“岐阜県生まれの岐阜県育ちの
飛騨牛”増産のための施策が展開されてい
る。飛騨地域では、飛騨牛地域内一貫生産
を目指した大規模一貫農場や繁殖センター
等の整備がなされ、飛騨牛自給率向上に貢
献している。平成20年管内A市において大規
模繁殖農場が設立され、市役所獣医師と連
携しながら生産性向上を目指した衛生指導
を実施している。平成24年冬季に飛騨地域
では和牛子牛の呼吸器疾患が流行した。当
農場でも子牛の呼吸器疾患が発生し、その
予防対策を講じた。鼻腔スワブの抗原検索
によりマイコプラズマが検出され、子牛の
免疫強化対策として、繁殖牛妊娠末期増飼、
代用乳の給与量を改善。抗体検査結果より
子牛のワクチンプログラムの問題点を検証
し、ワクチンプログラムを検討した。今後
も飛騨牛増産のための肥育素牛生産性向上
に向けて、地域や農場で問題となっている
各種問題について効果的な対策を継続的に
実施し、子牛損耗防止に努めたい。

254.岐阜県の子牛育成の問題点と将来：岐
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阜県飛騨家保 平尾一平、長谷川幹治
現在当県では十分な子牛育成指導体制が

なく他道県と大きな差。今回、当家保が管
内一公共牧場（H牧場）に栄養充足とルーメ
ン育成を重視した段階的飼料給与法等につ
いて技術指導し、出荷時体重は去勢子牛で
約40kg、雌で約30kg増加を実証展示。農家
からの依頼により当家保とH牧場が連携して
子牛育成技術指導を実施した結果、市場出
荷時の体重／日齢は去勢・雌とも改善。管
理の見直しにより農家でも子牛の発育改善
が可能であることを実証。これを県下に普
及拡大するうえで、指導にかかる関係機関
の連携不足、飼養形態に即した指導ができ
る技術者の不足、古い常識にとらわれ技術
的に孤立している農家などの課題。当県で
は来年度より、現在作成中の子牛育成マニ
ュアルを活用し、関係事業の中で農家指導
を行うと同時に県、市町村、農協等の畜産
技術者のスキルアップに取組む予定。今後
早急に農家の管理技術向上と技術者養成に
ついて関係機関が連携して指導する体制を
構築する必要がある。

255.農場HACCP方式を用いた総合的農場改善
指導：静岡県東部家保富士分室 万年恵美
子、望月克浩

第三者継承により新規就農したA酪農場に
おいて、農場HACCP認証の考え方を取り入れ
た総合的農場改善指導を実施。A酪農場では、
平成24年度に衛生的乳質が悪化、全頭の生
乳細菌検査を実施。15頭中3頭から黄色ブド
ウ球菌（SA）が分離され、獣医師と連携し
て指導を行った結果、SA陽性は20頭中1頭に
減少。しかし、その後体細胞数が増加し、
乳脂肪率低下も確認。原因調査のため、農
場HACCP方式により、作業工程の洗い出しと
リスク分析を実施。飼料給与内容や搾乳手
技だけでなく、継承した牛舎や搾乳機器に
も問題があると判明。放牧地や乳質の管理
に加え、契約内容や経営方針も見直す必要
性を確認。関係機関を集めて農家と共に問
題点と対策を協議。対策実施を支援し、効
果を検証していく体制を整備。農場HACCP方
式導入により、農家が主体となった総合的
な農場改善システム構築が実現。今後、こ
のシステムを農家指導に活用予定。

256.黒毛和種肥育農場の農場HACCP導入に向
けた取り組み：三重県中央家保伊賀支所
若原繁樹、中尾真治

管内黒毛和種肥育農場（飼養頭数200頭）
において、平成24年8月より農場HACCP導入
に向けた取り組みを開始。当所は衛生管理
システムを確立、実施、維持するためのHAC
CPチームに加わり助言指導。打ち合わせ会
議は月1～2回開催され、飼養衛生管理の強
化に向けた施設整備（車両消毒用消毒ガー
ド、更衣室の設置、衛生管理区域の再設定
等）、衛生管理プログラム構築のためのフ
ローダイヤグラムの作成並びに工程作業の
文書化を行った。危害要因分析の結果、必

須管理点（CCP）は消費者への影響を考慮し、
販売工程における個体台帳による休薬期間
の確認とする事を決定。管理獣医師と休薬
期間の遵守方法の管理について、モニタリ
ング方法を確立し、平成25年9月から開始。
管理体制が整ったため、農場HACCP推進農場
指定申請を行い10月に指定を受けた。現在、
認証取得に向け取り組み継続中。

257.大規模肉用牛肥育農家に対する関係団
体と連携した総合的指導：滋賀県滋賀県家
保 森川武司 浅井素子

管内大規模肉用牛肥育農家（A）では、従
来から関係団体が枝肉成績向上を目的にプ
ロジェクトチーム（PT）を構成、検討会を
実施。H23からは死廃数減を目的に当所も参
加、H24からは診療獣医師も加わり、関係団
体と連携して指導。PTにおいて当所は①死
廃数減、②枝肉成績向上、③農場HACCPへの
取組を実施。①は死因不明牛の病性鑑定を
行い、対策を指導。②は血液検査を行い、V
itAコントロール等への指導を実施。③はA
の海外販路拡大や六次産業化を機に農場HAC
CPの取組を推進。指導の結果、死廃数は8.4
頭/年減少。枝肉成績は4以上率で5.2%、枝
肉重量で23.8kg増加。また、農場HACCP推進
農場の指定を受け、衛生に対する意識向上、
記録継続による問題点の明確化、異常牛の
早期発見に繋がるなどの効果。以上の成果
は、PTによる関係団体の専門的なアドバイ
スと、農場HACCP取組によるAの意識向上が
融合したことが、問題解決に繋がった結果
と思われた。

258.大規模農家における哺育育成時期の呼
吸器病対策：滋賀県滋賀県家保 山中美佳、
布藤雅之

牛の呼吸器病は、最も重要な生産性阻害
要因の1つ。管内一大規模農家では、従前よ
り哺育育成牛の呼吸器病が継続発生。管理ﾌﾟ
ﾛｸﾞﾗﾑの見直し等を実施。1飼養状況調査、2
疾病発生状況調査、3呼吸器病原因ｳｲﾙｽに対
する血清抗体ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ調査を1ヵ月、2ヵ月、
3ヵ月、4ヵ月、6ヵ月齢で実施。ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ調
査期間中に牛RSｳｲﾙｽ病（RS）の発生があり、
呼吸器ﾜｸﾁﾝ接種済み牛群における補足調査
を実施。当該農場ではﾏﾝﾍﾐｱ不活化ﾜｸﾁﾝを約
20日齢、5種混合生ﾜｸﾁﾝ（5LV）を約75日齢
に接種。呼吸器病による当該農家の子牛の
死廃事故件数は死廃件数0件、病傷事故件数
86件（66.7%）。ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ調査結果では移行
抗体消失後、5LV接種までにRSに感染。ﾜｸﾁﾝ
接種済み牛群でも、RS感染前にﾜｸﾁﾝ抗体消
失。衛生上問題のあった牛房の使用中止し、
5LVを1回接種から2回接種へ変更。今後、対
策検証を実施するとともに、管理獣医師と
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。

259.牛飼養農場の飲水の実態調査と衛生指
導：京都府丹後家保 岡田幸大、極山太

管内では過去に飲水が起因と疑う牛疾病
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の事例があり、その対策を図るため調査、
指導を実施。【材料・方法】各農場の水源
を調査し、未消毒の飲水を夏期に採取。検
体100μlを普通寒天培地及びDHL寒天培地で
培養（37℃24時間）し、一般細菌と大腸菌
群を調査。細菌を検出した農場は冬期に再
検査。未消毒農家のうち2戸に飲水の衛生対
策を指導。【結果】水源は水道・簡易水道
が48.2％（13/27戸）、井戸と山水が各25.9
％（7戸/27戸）。井戸1戸と山水2戸が消毒
を実施。未消毒水源の63.6％（7/11戸）で
細菌を検出。菌数は一般細菌が40～3,000以
上CFU/ml、大腸菌群は10～240CFU/ml。再検
査では冬期の方が菌数は低い傾向。指導し
た2戸は水道水への変更、塩素滴下装置の整
備等実施後、大腸菌群は検出限界以下。う
ち1戸は下痢の診療費が低減。【考察】飲水
の給与実態が明らかとなったが、労力と費
用面から十分な対策が困難な農場も多く、
維持管理が容易で安価な飲水対策の検討が
必要。

260.府内酪農家への乳質改善指導の取組み
：大阪府大阪府家保 若野敏

未だ、バルク乳体細胞数30万/ml以上の酪
農家が約50%を占める。今回、府平均30万/m
l未満を目標に、以下の取組みを実施。乳質
改善指導体制の見直し：指導機関との連絡
調整会議を開催、主に各機関の役割の明確
化、特に診療機関との連携を強化。地域講
習会：搾乳衛生に関する講習会を開催し意
識改革に努めた。搾乳衛生実態調査：近畿
生乳販連のバルク乳検査成績より重点指導
農家6戸（体細胞数50万/ml以上）と優良農
家4戸（体細胞数20万/ml未満）を選定。重
点指導農家では優良農家と比較して体細胞
数の多い牛の把握・過搾乳防止・乳頭汚染
防止等の項目で低実施率。乳房炎検査：乳
汁細菌検査専用培地を用いて迅速に原因菌
の推定実施。重点指導農家では乳房炎牛の
罹患率が高い。実態調査で判明した改善す
べき項目の重点指導及び乳房炎検査結果の
迅速な情報提供による診療獣医師の早期治
療を促した結果、府平均及び重点指導農家
で体細胞数が減少し、一定の経済効果がみ
られた。

261.但馬牛大規模繁殖農場における子牛損
耗防止の取り組み：兵庫県姫路家保 山本
剛、丸尾喜之

但馬牛繁殖雌牛200頭飼養農場で肺炎・下
痢で子牛死廃多発。飼養管理改善の必要を
認める。飼養管理検討会を設置し指導。【内
容】1）検討会議：現状報告、問題点抽出、
対策検討、改善指導。2）飼養管理改善：哺
育記録、発育調査から分娩前母牛の栄養と
哺乳不足判明、母牛の飼料内容・給与量改
善、哺乳方法指導。暑熱対策で牛舎屋根へ
石灰塗布、子牛寒冷対策でヒーターや防寒
着活用指導。3）疾病対策：呼吸器病の感染
時期・経路推察、薬剤感受性調査。適切な
ワクチン、投薬プログラムへ変更。クリプ

トスポリジウム対策として吸着製剤投与指
導。病原体伝播防止のため子牛の配置、作
業動線改善。牛舎・器具など徹底消毒指導。
【成果】1）マイコプラズマの幼若期での感
染防御。2）生時体重増加、3）死亡率低下。
【今後の課題】マイコプラズマ感染持続、
損耗の主要要因。大規模農場では撲滅困難、
他の呼吸器病との複合感染、水平感染防止
を継続。

262.口蹄疫疑い事例と防疫対応：兵庫県淡
路家保 三宅由利子、篠倉和己

閉庁日に診療獣医師から口蹄疫を疑う通
報が2例あり、その防疫対応を検証。事例1
：肥育牛255頭飼養農場の去勢牛1頭で発熱、
流涎、口腔内にびらん確認。同居牛異常な
し。事例2：繁殖牛13頭、子牛9頭飼養農場
の子牛1頭で発熱、流涎、舌下面の表皮剥離
を確認。同居牛異常なし。緊急病性鑑定と
して立ち入り、国へ報告。国との協議より、
経過観察対応とし、当該牛2週間、指針には
ないが同居牛3日間移動自粛を要請、期間内
に週2回程度立入検査実施。両事例とも精密
検査よりBVD・MD、偽牛痘、牛丘疹性口炎は
否定、予後不良により、病理解剖を実施。
両事例の検証より関係機関への連絡体制の
再確認と撮影機器の不備（充電不足、マニ
ュアル未更新）を確認、事前準備の改善を
図った。管内対策協議会で机上演習を実施、
部署毎の役割分担を確認。宮崎県で口蹄疫
発生以降3年経過したが、高い防疫意識を維
持し、迅速な防疫体制の更なる強化に努め
たい。

263.「すこやか子牛」普及推進に向けた新
たな取組み：兵庫県淡路家保 出口佳宏、
松本瞳

マニュアルに基づきモデル農家が飼養し
た子牛を「すこやか子牛」と認定。【取組
み】①平成18～24年度の巡回時体測値から
発育曲線作成。②モデル農家37戸を平成22
～24年度の去勢出荷体重とDGで3区分（Ⅰ～
Ⅲ区）、子牛発育状況を比較。③農家に聞
取調査を行い、区毎に集計し比較、問題農
家を重点指導。④平成21～25年度出荷のす
こやか子牛と淡路市場上場子牛の枝肉成績
を比較、去勢牛の枝肉成績と子牛出荷成績
形質間の相関を調査。【結果】①発育曲線
が今後の発育指標として活用可。②Ⅲ区は
標準値以下で発育、6カ月齢以降の胸腹囲差
が他区より小。③Ⅲ区は育成前期に課題、
追加哺乳等を指導した結果、改善。④去勢
で枝肉重量、バラ厚、販売価格が明らかに
良（p<0.01）、BMS№、枝肉単価が有意に良
（p<0.05）。枝肉重量と出荷体重、腹囲、D
G、発育指数の間に弱い正の相関。【普及推
進】せり名簿への「S」マーク表示、パネル
展示、家畜市場HPへの情報掲載等によりPR
強化。

264.高齢化する繁殖和牛農家に対する生産
性維持に向けた指導：和歌山県紀南家保
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楠川翔悟、伊丹哲哉
繁殖雌牛54頭（平成22年）飼養の和牛繁

殖農家が、畜主の高齢化（68歳）に伴い繁
殖成績が低下。繁殖管理改善、生産性維持
を図り、平成22～24年にかけて指導。繁殖
成績の調査、繁殖管理・牛群更新を指導。
定期的な繁殖検診で、長期空胎牛や分娩後6
0日以上の無発情牛を摘発し、定時人工授精
を実施。平均分娩間隔及び平均交配回数は、
平成22年に406日及び2.0回、平成24年に459
日及び2.2回。初回授精から最終授精までに
要する日数は、29日から88日に増加。分娩
間隔が500日を超す個体は9頭。低能力牛を
中心に3年間で26頭を廃用、13頭の未経産牛
を保留・導入し、母牛頭数は54頭から41頭
に。定時人工授精を3年間、延べ64頭に実施、
60頭が受胎し4頭は不受胎のまま廃用。繁殖
成績の悪化は、低受胎牛と発情発見の見逃
しが原因。一部個体の繁殖成績が牛群全体
の成績に影響。定時人工授精は長期空胎牛
や無発情牛の受胎に有効。今後も低能力牛
の更新と省力化を図り、適正飼養規模の模
索が重要。

265.酪農場の飼養衛生管理基準遵守向上に
むけた取組：鳥取県西部家保 河本悟、山
岡善恵

平成23年、家畜伝染病予防法改正により
飼養衛生管理基準が従来の10項目から22項
目（牛）と大幅に強化。家畜保健衛生所は、
飼養者へ義務として課せられた項目につい
て遵守状況を確認するが、家保と飼養者は
遵守の可否の判断に苦慮する点多数。そこ
で、各項目を具体化し、69項目を設定。こ
れを管内酪農場に説明するとともに、平成2
5年8月に一斉調査。結果、立入禁止看板の
設置、来場者記録の整備及び日常の健康観
察などは概ね遵守。一方で侵入防止に係る
項目は大幅な改善の必要性を確認。調査結
果を数値化し、各農場毎に還元。あわせて、
強化すべき重点ポイントを説明。同年12月
に同様の調査を実施したところ、僅かな改
善を確認。各項目を具体化したことと、繰
り返し直接説明したことによるものと推察。
今後も疾病侵入防止と双方の意識向上のた
め、継続的な確認、還元及びそれに連動し
た啓発は不可欠。

266.関係機関と取り組んだ体細胞数適合率
向上指導：岡山県井笠家保 田中恵、秦守
男

管内酪農家の乳汁中体細胞数（SCC）低減
を図るため、平成19年度から全戸バルク乳
細菌検査を行い、結果に基づく改善指導や
研修会を実施。翌年から関係機関で酪農経
営支援チーム（チーム）を結成。家保主体
の搾乳衛生指導に加え、暑熱対策や環境美
化を含めた乳質改善指導体制を強化。高SCC
が継続している農家を重点指導農家に選定
し、搾乳立会で個体乳量・流速測定、セル
カウンタ－による全頭全乳房SCC測定及び黄
色ブドウ球菌を対象とした個体乳細菌検査

を実施。検査結果に基づき、搾乳手順の見
直しや淘汰牛・要治療牛の積極的な選別を
指導しSCC低減を支援。これら指導の結果、
管内の年間SCC適合率（30万個/ml以下の農
家割合）は46%（平成17年度）から82%（平
成25年度10月現在）と県内で最も高い地区
に改善。農家アンケートの結果、搾乳衛生
に対する意識が変化（86%）、バルク乳検査
の継続希望（93%）等総合的な指導への期待
が高いことから、チームによる指導を継続。

267.肉用牛飼養農家の飼養衛生管理基準指
導の取組：広島県北部家保 栗原幸一、五
反田桃子

肉用牛飼養農家（農家）に対し、飼養衛
生管理基準（管理基準）の遵守について巡
回指導。平成24年度は、441戸中203戸巡回
（実施率46.0％）。課題は、農家戸数が多
く全戸巡回実施困難、管理基準の遵守不十
分農家が多い、畜産振興に関する指導の要
望対応が不十分など。平成25年度は、関係
機関と推進会議を開催し、連携体制を構築
することで、平成26年1月末現在、417戸中3
24戸の巡回を達成。管理基準は、部外者立
入制限、入場車両消毒、入場者消毒、来場
者記録の4つを重点項目として指導。農家と
ともに実施可能な具体的方法を検討したこ
とで、農家の防疫意識が向上。農家から要
望の多い、育種改良・遺伝病、飼養管理、
経営、自給飼料、環境問題について重点的
に指導し、地域の畜産振興に寄与。

268.採卵技術の現場普及に向けた取組 ～
ひとりでできるもん～：広島県西部家保 玉
野光博、冨永参代

採卵業務の民間移転の課題解決への取組
みとして、開業獣医師への技術移転と一人
での採卵作業（一人採卵）の手法を検討。
技術移転は繁殖指導及び採卵研修を実施。
実践的採卵の結果、還流作業は順調、胚の
回収率はほぼ100%と良好な成績。短期間集
中的な子宮臓器実習と実践的な採卵研修の
実施は、技術移転に有効。一人採卵につい
て、「ひとりで簡単にできる」をコンセプ
トに、還流作業の効率化等を検討。カテー
テル装着は、バルーン空気の送入にオール
プラスティック製シリンジを使用、カテー
テルと内芯はプラスティック鉗子で固定。
還流液注入は、市販のエアポンプに圧力調
整弁を取り付け、還流液の注入量を調節。
還流液の保温作業省力化のため、還流液の
保温作業が必要になる気温を検討、簡易な
保温装置を作製。作業の効率化のため、運
搬が容易で、作業性に優れた機材ラックを
試作。検討結果から、子宮還流作業につい
て一人で短時間に実施可能なことを確認、
民間移転は十分可能。

269.肉用牛繁殖農家における生産性向上の
取組：山口県東部家保 大島毅、弘中由子

繁殖成績に問題を抱えた黒毛和種繁殖経
営A農場に対し、牛群管理の強化のため新た
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な従業員1名の増員を誘導、確保。新規従業
員に対し家畜人工授精技術の向上を目的と
した現地指導、家畜人工授精師会の入会、
研修会の参加等を誘導。長期不受胎牛対策
として膣内留置型黄体ホルモン製剤を用い
た排卵同期化･定時人工授精プログラム及び
受胎率の向上を目的としたファストバック
プログラム変法を実施。その結果、妊娠牛
率（H24年：59.5%→H25年：67.1%）、初回
受胎率（47.9%→54.5%）、受胎率（80.8%→
84.8%）、授精回数（1.7回→1.4回）、分娩
後受胎日数（本年度6月：275.4日→本年度1
2月：188.9日）が改善。一方、子牛の下痢
対策として水槽の清掃、防風対策、母牛の
増飼期間の延長を再徹底。その結果、下痢
症を伴った子牛死亡頭数は減少（H24年：10
頭→H25年：3頭）。哺乳子牛の下痢及び小
格は、分娩房不足による飼養管理失宜及び
母牛の増飼不十分による子牛の免疫未発達
に起因すると考察。

270.生乳の安全安心確保対策：香川県東部
家保 梶野昌伯

農薬等に関するポジティブリスト制度が
平成18年に施行され4年を過ぎた平成22年に
は未だ酪農家段階では「生乳生産管理チェ
ックシート」（以下、チェックシート）へ
の記帳・記録が徹底されていない。そこで
関係4団体で指導チームを結成、東讃地区の
酪農家65戸への巡回指導を開始。指導チー
ムは年度の目標を設定。チェックシートの
記帳・記録は酪農家が「守るべきこと」で
あることを根気よく指導。記帳・記録に不
備がある者に対して記入方法等を繰り返し
指導。その結果、指導開始時、全項目記帳
・記録者約30％が2年間の指導結果、県平均
を上回る100％記帳済。今後、安全安心な生
乳生産を目的に確実な記帳・記録と保管、
残留確認検査の徹底と記帳、バルク室の衛
生管理を継続指導し、新たにバルク・ミル
カー清掃を追加し指導予定。

271.搾乳衛生指導の組織的取り組み：香川
県西部家保 三好里美、笹田裕司

乳質改善を目的に家保、普及センター、
家畜診療所、農協が役割分担し、管内全農
家（2酪農部会12戸）に対し組織的な搾乳衛
生指導を実施。取り組み内容は、バルク乳
細菌検査を年2回実施。搾乳立会時に「立会
チェック表」により搾乳実態の把握と不適
切事項を指導。酪農部会ごとの研修会を開
催し、全体研修で全戸の搾乳衛生の実態や
優良事例を映像で紹介。個別研修では各バ
ルク乳細菌検査や立会結果を踏まえ農場ご
とに不適切な部分を指摘し、具体的な改善
方法を指導。6カ月後、12戸中9戸で大幅な
改善を確認。バルク乳細菌検査でも一般細
菌数の目標値2,000CFU/ml達成戸数は2戸か
ら5戸に増加。乳中体細胞数は指導開始から
6カ月間、過去3年平均より低く推移し、12
月時点で22万/ml（過去3年平均）から18万/
mlまで減少。乳房炎診療件数（4～12月）も

H24:153件からH25:120件に23％減少。本取
り組みに対するアンケートでも、乳房炎の
発症減少（9戸）等様々な効果を実感。今回、
搾乳衛生指導を組織的に取り組むことで、
農家の意識がより向上し、改善への相乗効
果がもたらされた。

272.管内キャトルステーションにおけるワ
クチンプログラムの検討：高知県西部家保
梼原支所 岸本優行

昨年度、管内キャトルステーションにお
いて、3か月齢以降の離乳子牛の呼吸器疾患
が目立った。このため、4か月齢以降に行っ
ていた呼吸器5種混合生ワクチンの接種を2.
5か月齢に変更し、効果を判定するために、
子牛の抗体価の推移と疾病発生状況調査を
行った。結果、抗体価は複数頭の子牛（5頭
/8頭接種、64%）で接種後に十分な上昇が確
認された。また、離乳後の診療件数は、昨
年度19件（うち呼吸器13件）から8件（同2
件[うちワクチン接種1頭]）に減少。さらに、
離乳後の初診に関しては昨年度6件（うち呼
吸器4件）から0件に減少した。これらのこ
とから、呼吸器5種混合生ワクチンの接種を
2.5か月齢とするプログラムは有効であると
考えられた。

273.肉用繁殖雌牛管理システムの構築：高
知県中央家保 松﨑克彦

本県の特産肉用牛である褐毛和種（高知
系）の飼養頭数は、平成20年2,887頭から平
成25年2,047頭に減少。経産牛頭数に対する
子牛の生産割合も同年比較で、79.4％から6
3.7％に低下。飼料価格の高留りなどの要因
による農家経営の悪化や農家の高齢化と相
まり戸数も減少。平成23年度からの枝肉市
場への仕切値制度導入、子牛価格の上昇、
県内外での牛肉取扱店舗の増加など、一定
の好材料がある一方で、繁殖母牛の絶対数
不足で生産頭数減少が大きな課題。そこで、
県内全域でリアルタイムに情報共有し、適
切な繁殖サイクルの確立や交配指導、事業
の円滑な推進のため、県内で飼養されてい
る全ての肉用繁殖雌牛を対象とした一元的
情報管理システムを構築中。今回、その一
部である市場成績の集計について、開催日
毎の出場状況、品種別、種雄牛別の平均価
格、農家毎、市町村毎、家保毎の各種集計、
現場検定供試牛の販売先検索など多面的に
利用できるシステムの概要を紹介。

274.搾乳衛生指導教材の作成とその活用に
よる乳質改善への取り組み：福岡県中央家
保 寺迫美知子

搾乳衛生指導への活用のため、映像を多
用し平易で汎用性のあるオリジナル教材を
作成。1【搾乳作業模範映像】管内乳牛飼養
農場で模範的な搾乳作業を動画撮影、5～15
分の短時間に編集、字幕と音声でポイント
を解説。ミルキングパーラー方式及び繋ぎ
飼い方式の2種類作成。DVD等の記録媒体に
複製し配布、各自で空き時間に視聴可能。
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適宜編集が可能で汎用性あり、最新の内容
に更新し長期的に使用可能。2【乳房炎予防
啓発スライド映像】主要な乳房炎の発生機
序、症状、治療、予防対策等を写真やイラ
ストを多用し解説。特殊なアプリケーショ
ンなしで視聴できるよう映像化。複製し配
布可能。3【搾乳手順チェック・目標シート】
搾乳手順のセルフチェック欄と解説。未達
成項目から各農場の状況に見合った短期的
及び長期的目標を選択。以上の教材を用い
複数の農家に指導後、乳汁検査、環境衛生
検査等を実施し達成状況を確認。今後は講
習会、新規就農者や従業員教育等にも活用
し、効果検証予定。

275.口蹄疫防疫演習による初動防疫マニュ
アルの検証と強化：長崎県中央家保 石丸
憲二、谷山敦

管内1農場での口蹄疫発生を想定した防疫
演習を実施し、県初動防疫マニュアル（県
マニュアル）および県央振興局版マニュア
ル（振興局版マニュアル）の実効性を検証。
演習では、県マニュアルに準じた作業工程
に問題はなく、有効性を確認。しかし、制
限区域に入る発生地外振興局への疑い事例
の連絡時期、重機の手配のあり方、人員を
確実に確保するための関係機関への要請動
員数、作業員の健康管理、備蓄資材の保管
方法について課題を確認し、対策を関係機
関で協議。関係する振興局への連絡は畜産
課が国へ報告する時に連絡し、テレビ会議
システムによる会議を迅速に開催し情報を
共有。広域な重機手配が必要な場合は畜産
課が調整。作業に必要な人員は、5％程度余
裕を持って動員を要請。健康管理のため「健
康管理編」を作成。備蓄資材は区分棚の設
置による迅速な搬出を検討。除染テント使
用も追記し県マニュアルを改訂。振興局版
マニュアルも、連絡体制の強化、備蓄資材
への対応などを改訂。今後も県および振興
局版マニュアルの検証、強化を図り万一の
発生に備えたい。

276.牛飼養農場における消毒体制の現状と
対策：宮崎県宮崎家保 柏木典子、鎌田博
志

口蹄疫の農場防疫対策として、1,886戸の
牛飼養農場で使用されている消毒薬の種類、
使用方法を調査し、併せて72戸については
踏込消毒液のpH、消毒槽の容積を計測し、
現状を分析、今後の対策を検討。使用薬剤
は塩素系消毒薬およびアルカリ性資材が80%
以上を占め、約3%の農場が口蹄疫ウイルス
に効果のない薬剤を使用。酸性とアルカリ
性の薬剤を併用する農場のうち約7%がpH6～
9で踏込消毒液を使用していたが、その他の
農場はpH10～13もしくは2～5で使用。消毒
槽の容積は約60%の農場が20～30lの容量の
ものを使用。本調査により、一部で消毒液
作製時の希釈失宜が確認されたが、ほとん
どの農場で薬剤が適正に使用されているこ
と、酸性とアルカリ性薬剤の併用による薬

効の低減はほとんどないことが示唆された。
また、消毒槽の容積別に適切な薬剤を有効
な濃度で簡便に作成する方法を指導するこ
とが可能。

277.黒毛和種繁殖農場の生産性向上を目指
した巡回指導と成果：宮崎県延岡家保 黒
木愛、興梠貴子

当家保では平成24年度から関係機関と連
携して繁殖牛の1年1産を目指した繁殖巡回
指導を行ってきた。今年度からは宮崎県が
推進する「家畜の適正な飼養管理に関する
ガイドライン」に則って共済獣医師を加え
た巡回指導を実施。巡回指導により、N市の
対象農家4戸のうち3戸は分娩間隔がそれぞ
れ、56.7日、4.2日、12.1日改善し、359.9
日、363.7日、350.0日となり1年1産を達成。
残る1戸（A農場）も分娩間隔が25.2日改善
し、461.7日となり、授精回数も改善傾向。
A農場において共済獣医師による繁殖障害牛
や分娩後50日までに発情兆候のない母牛の
早期の診察・治療を実施したところ、受胎
牛の初回および最終授精までの平均日数は、
前回分娩時の172.7日および197.0日から、
治療後は85.4日および111.9日と改善。今後
は更にA農場の分娩間隔を短縮することを目
的に、兼業農家であるA農場の観察不足を補
うために、牛歩Liteのような補助機材の併
用を勧める等、農家の意識改革を図りなが
ら、1年1産を目指したい。

278.管内酪農家の現状と搾乳衛生：鹿児島
県南薩家保 柴田順子、堂下さつき

管内全酪農家31戸にアンケート調査を実
施。併せて乳検実施農家26戸のデータを精
査。アンケート結果から管内の飼養規模は9
1頭以上が39%を占め、県平均の70頭を上回
ったが、60歳代以上の経営体の58%が後継者
なし。酪農ヘルパーの活用は77%、牛床の敷
料はのこくず使用が42%、牛床への石灰散布
は63%、搾乳機械の点検頻度は月1回が61%、
ライナーゴムの取り替え頻度は年2回が40%、
プレ・ポスト両方のディッピング実施は48
%、搾乳時の布タオルの使用は71%。乳房炎
対策として分娩前CMTテスト実施が23%、ビ
タミン剤投与が17%、乾乳期軟膏の全頭実施
が50%。フリーストール、フリーバーンの農
場では、敷料がシラス、戻し堆肥の農場で
体細胞数が増加。つなぎ飼いでは、石灰散
布未実施農場で増加。乳質、牛の年齢と体
細胞数に関連は見られず。今後、データの
フィードバックを含め、適切な搾乳手順、
衛生的な搾乳方法等の指導を行い、酪農経
営の収益向上に努める。

279.管内離島の口蹄疫発生時課題と防疫対
応：沖縄県中央家保 照屋国明

本県は島嶼ゆえの特性から、離島駐在の
ない島で口蹄疫が発生した場合、初動対応
に係る人的・資材の支援は迅速性を欠く。
今回、離島防疫の課題と対応について、久
米島町で防疫演習を開催し、他の離島町村



- 57 -

が直面する同様な課題に対して、先駆的な
モデルを構築。特に病性決定後の初動対応
に係る事前準備作業は、その後の防疫作業
の進捗を左右することから、家保と久米島
町は、ロールプレイング形式により一連の
シミュレーションにより、相互に担うべき
役割について確認。また、近隣農場で口蹄
疫発生を想定し、生産者が行う自衛防疫活
動について、飼養衛生管理基準に基づき、
家畜防疫員が具体的に実演した結果、生産
者の理解がより深化。奇しくも今回、演習
直前に台風が襲来し、人的・資材の支援が
滞りうる場面に遭遇し、よりリアルに離島
の弱点を実感。これらを背景とし、初動防
疫強化を図るべく、各離島へ防疫資材備蓄
庫の早急な整備を進行中。

Ⅰ－７ 畜産技術

280.カテーテル式移植器（モ4号）を用いた
牛胚移植の受胎率向上への取組み：石川県
北部家保 村上成人、丹羽竜祐

家保では「能登牛生産性向上対策事業」
の一環として胚移植（以下、ET）を推進。E
T産子増産には受胎率の向上が必須であり、
子宮角深部に挿入が容易なカテーテル式移
植器（モ4号）を活用し、その効果について
検討。供試牛は2013年4月以降、管内酪農家
6戸におけるホルスタイン経産牛52頭、モ4
号を使用し発情後7日目に移植（モ4号群）。
対照群は同時期に従来のカスー式移植器を
使用したホルスタインおよび黒毛和種経産
牛48頭。モ4号群は受胎21頭、受胎率40.4％、
対照群は受胎14頭、受胎率29.2％で受胎率
は向上。また、経産牛の移植をモ4号中心で
実施している4戸の酪農家について、昨年度
の移植成績と比較したところ、3戸は、28.0
％→37.5%、38.5%→42.6%、40.0％→53.8%
と受胎率が向上。1戸は、46.9%→36.4%と低
下。モ4号は、子宮角深部の移植が容易であ
り、移植操作による人為的な不受胎を減ら
し、受胎率向上につながる可能性が示唆。

281.繁殖管理技術指導の成果と課題：福井
県福井県家保 朝倉裕樹、横田昌己

乳牛の分娩間隔短縮を目的とした繁殖管
理技術指導事業を実施。今回、巡回農家の
うち牛群検定等で確実にデータの取れる15
農家について、平成21年から25年の5年間の
分娩間隔を比較。改善した農家をAグループ
（12農家）、現状維持または延長農家をBグ
ループ（3農家）に分け、各グループの初回
授精日数、実空胎日数、授精回数、発情発
見率を比較し、分娩間隔短縮へ向けた課題
を検討。Aグループでは、実空胎日数は76.5
日から58.9日に短縮、発情発見率は49.0%か
ら54.1%に改善。Bグループでは、実空胎日
数は93.7日から131.7日に延長、発情発見率
は39.7%から34.8%に低下。以上から分娩間
隔の短縮には、人工授精後の次回発情の確
認や人工授精等を行う機会の増加が重要で

あることが判明。今後は、発情観察の重要
性を認識させ、弱い発情でも人工授精を実
施する等の意識改革に重点を置いて指導し、
平均分娩間隔の短縮に取り組みたい。

282.管内における牛受精卵移植の受胎要因
の検討：福井県福井県家保 横田昌己、竹
内隆泰

平成22年4月から平成25年10月まで演者が
移植した427頭について、受卵牛、受精卵、
移植技術の各要因毎に受胎率を比較。畜種
別では全移植頭数の6割強を占める乳牛経産
（25%、以下受胎率）の受胎率が黒毛和種

（47%）および乳牛未経産（44%）と比較し
て低い（p＜0.05）。移植日では発情後7、8
日目に比べ6日目がやや低い傾向。畜主によ
る発情確認の有無では差がなかったが発情
兆候では強、中、弱の順に低下。外子宮口
粘液の粘稠度では、高い（69%）が確認でき
ない（39%）より高く、粘稠度が低いでは不
受胎。受精卵のランクでは差がなく、発育
ステージでは収縮期桑実胚（46%）が胚盤胞
（31%）および拡張胚盤胞（22%）より高く
（p＜0.05）、発育が進むにつれ低下。受精
卵ロットでは42ロット中4ロットで不受胎。
移植器具では子宮が深く長い乳牛経産での
みモ4号（28%）がモ1号（19%）より高い傾
向。移植頭数と受胎率の関係では受胎率30%
以上で安定するのに100頭程度の移植経験が
必要であった。

283.酪農経営改善のための取り組み～繁殖
成績の改善から～：山梨県東部家保 大町
雅則、丸山稔

重点指導農家を2戸選定し繁殖検診を実
施。検診結果をメールでNOSAI獣医師へ報告、
早期治療を図った。A農家：受胎率は前年同
期の35%から48%に改善。未授精牛率は31%か
ら14%、妊娠牛率は49%から60%に改善。B農
家：未授精牛率は23%から3%に、妊娠牛率は
39%から53%に改善。管内酪農家繁殖管理の
課題：農家の立会を条件付けており日程確
保が困難なため検診頻度が低い。分娩・授
精等の記録方法が農家により異なり検診効
率が悪い。発情観察に対する意識不足、繁
殖生理の理解不足、低受胎率等。今後の対
応：管理シート統一、授精師・獣医師の技
術研修会開催等により繁殖管理体制の基盤
を強化。関係機関と連携し総合コンサルタ
ント業務（飼養管理指導、給与飼料点検、
繁殖データを活用した月次収支計画立案と
実績との差異分析等）に取り組む。

284.酪農家の乳質改善のための取組み：岐
阜県東濃家保 桑田桂輔、山崎稔

酪農家では乳房炎の発生、生乳体細胞数
の増加は大きな経営損失。そこで、平成23
年度よりバルク乳体細胞数30万個/mlを超え
る乳質基準外（以下ペナルティ）回数が多
い酪農家13戸を対象に乳質改善を目的とし
た搾乳手順指導を実施。搾乳手順項目は1）
前搾り2）ミルカーの着脱時間3）1頭毎に搾
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乳器具の消毒をしない4）乳頭清拭5）ディ
ッピング6）搾乳器具の洗浄の6項目につい
て指導。併せてバルク乳の黄色ブドウ球菌
及び大腸菌について分離培養を実施。酪農
家の改善意欲を高めるため分離培養結果を
示し、搾乳手順の改善理由を説明し、搾乳
手順実施の必要性を啓発。指導結果として1
3戸中6戸で搾乳手順が改善し、13戸中10戸
でペナルティ回数及び乳房炎発生回数が減
少。今後も酪農家全体の乳質向上に努める。

285.バルク乳体細胞数を指標とした乳質改
善搾乳指導：岐阜県中央家保 森山延英、
酒井田隆朗

酪農家の搾乳衛生技術は一定水準にある
も乳房炎は減らず経済的損失は大きい。そ
こで県酪連から提供される管内酪農家52戸
の乳質検査データを有効活用して搾乳手順
の再確認を促し、いかに乳房炎の少ない牛
群を作るかを目的とした指導方法を検討。
乳房炎指標の体細胞数を焦点に、従前の「乳
房炎対策をしましょう」から「体細胞数を
減らそう」に置換え啓発指導。①体細胞数
の平成24年9月～25年8月分の推移をグラフ
で見える化、②体細胞数の変動による推定
損失額、体細胞数をコントロールするため
の搾乳手順を各農家へ提示。通年、体細胞
数が30万/ml以上でほぼ推移していた酪農家
7戸のうち5戸が同一組合のため、当該5戸を
指導重点農家として立入指導。期待する指
導効果は乳房炎減少だが、「データの見え
る化」と「合言葉の置換え」等の工夫は、
酪農家の搾乳手順見直しのきっかけ作り、
自発的な乳房炎対策・乳質改善へ誘導する
手法として有効。

286.簡便な牛の去勢方法「楽々チン」とそ
の検証：岐阜県中濃家保 高島久幸、古田
淳

観血法の一つとして捻転法が報告されて
いるが、炎症の指標や術部の組織検査等に
よる安全性、確実性を示す充分なデータは
ない。捻転法と結紮法を実施し、施術時間、
炎症の指標（急性期反応タンパク質、白血
球数）等を比較した。捻転器具は遠藤（北
海道畜試）の報告を参考に自作した。さら
に改良した捻転器具「楽々チン」も考案し
た。黒毛和種子牛18頭（捻転群8、結紮群8、
バルザック群2）を用いた。施術時間の計測、
去勢後3日後まで臨床症状の観察、採血（直
前、1、2、3日）を実施し、ハプトグロビン
（Hp）濃度と白血球数等を測定した。全群
でHp濃度と白血球数は去勢後に増加したが、
捻転群と結紮群には有意差はなかった。捻
転法で摘出した切断部位の組織検査では、
血管は内腔が消失して止血されていること
が確認できた。施術時間は、捻転群が平均1
分30秒、結紮群が平均4分30秒であった。捻
転法は結紮法と比較して、施術時間が短く、
炎症の程度や安全性に差がなかったことか
ら、簡便な去勢方法として有用であると考
えられた。

287.乳用牛長期不受胎牛への新鮮胚移植を
活用した和牛増頭の取り組み：京都府中丹
家保 井上厳夫、岩本尚史
【はじめに】平成21年から和牛繁殖農家、

農業協同組合（JA）、関係機関と協力し、
和牛増頭を目的に農家採胚を実施。受胚牛
に乳用牛長期不受胎牛（不受胎牛）を活用
し、新鮮胚を中心に移植。【方法】供胚牛
（黒毛和種）の過剰排卵処理と平行して、
不受胎牛をPGF2αで発情同期化し受胚牛を
準備。採胚日に新鮮胚をJAの受精卵移植師
が移植。新鮮胚不足時は、凍結胚を移植。
【結果】平成22年からの3年間で延べ29頭採
胚を実施、正常胚347胚を回収。うち、149
胚を移植、61頭が受胎（受胎率40.9%）。新
鮮胚の受胎率は41.1%（51/124）、凍結胚は
40.0%（10/25）。長期空胎牛86頭（平均分
娩後日数285日、平均授精回数2.1回）に移
植、32頭が受胎（37.2%）。発情不明瞭牛63
頭（同161日、同0.1回）では、29頭が受胎
（46.0%）。うち、35頭の分娩を確認、25頭
が子牛セリ市に上場。9頭が育成中。【今後
の課題】不受胎牛は受胚牛に活用可能。新
鮮胚移植では多数の受胚牛確保や流産等損
耗防止対策が課題。

288.但馬牛繁殖成績向上対策の歩み：兵庫
県和田山家保 松本拓也、野村正富

1年1産の繁殖目標達成は経営安定化に重
要。取り組み開始時（平成18年度）の平均
分娩間隔は県下の419日に対し、丹波地域が
442日と短縮が課題。モデル農家5戸（A～E）
に繁殖成績向上を目的として、早期妊娠診
断、生化学検査に基づく飼養管理指導、不
受胎牛の治療（定時授精等）と淘汰更新を
実施。個々の平均分娩間隔（平成18年度）
はA:418日、B：512日、C：437日、D：459日、
E：490日。指導後（平成20年度）の平均分
娩間隔はA：402日、B:433日、C:396日、D:3
92日、E:395日と短縮。平成21年4月よりモ
デル農家を見直し、B、Cを継続対象、新規
就農Fを新たな対象とした。指導期間中 （平
成21年4月～平成25年12月）の平均分娩間隔
はB：411日、C：415日、F:397日で推移。指
導の効果もあり、平成24年度の丹波地域に
おける平均分娩間隔は415日に短縮。指導内
容の遵守と実践は繁殖成績の向上と維持に
効果的で、生産者の繁殖管理意識への浸透
と定着が課題。

289.地域で取り組む熊野牛の改良と生産性
向上対策：和歌山県紀北家保 髙橋康喜、
柏木敏孝

繁殖和牛農家が自主的に組織化を行い、
平成22年2月に紀北和牛改良組合（組合）を
設立し、熊野牛の改良や生産性向上対策等
に取り組んだ。組合では家保指導のもと、
定期的な勉強会や牧場巡回の開催、子牛疾
病予防プログラムへの取組、牛白血病対策
などを実施。改良の目安となる登録審査点
数が80.2点（H20）から81.1点（H24、全国
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平均80.9点）となり、改良が進んだ。組合
員出荷の子牛は、日齢平均体重、kg単価が0.
96kg/日、1,268円/kg（H20、県平均0.99kg/
日、1,245円/kg）から1.05kg/日、1,529円/
kg（H24、県平均1.02kg/日、1,443円/kg）
に改善。子牛疾病予防プログラムを実施し
た組合員において、斃死頭数が6頭（H20）
から2頭（H24）に減少。牛白血病について
は、H23、24に計11頭抗体陽性であったが、
H25には検査した130頭全ての抗体陰性を確
認。組合員同士の意見交換や情報の共有化
により家保の指導に対して組織として取り
組み、効果につながった。今後も組合の活
動を支援していく。

290.初乳簡易検査法の普及に向けた取り組
み：和歌山県紀南家保 筒井視有、伊丹哲
哉

糖度計を用いた初乳検査法の普及を図る
ため、モデル農家における自主検査の取り
組みの調査および初乳簡易検査法に関する
勉強会を開催。モデル農家の自主検査結果
と当所の検査結果に差は認められず。初乳B
rix値にはバラツキが認められ、Brix値20%
以下の個体を3例確認。子牛血清中IgG濃度
は、全て10mg/ml以上であることを確認。血
液生化学的検査では、子牛Glu濃度で一部低
い個体を確認。子牛の発育は全て良好だっ
た。管内3カ所にて、初乳簡易検査法等に関
する勉強会を開催、活発な意見交換がなさ
れた。初乳簡易検査法は、非常に簡便・正
確であり、農場でも問題なく活用できるこ
とを再確認。自主検査の実施により、畜主
自身が初乳品質のバラツキを確認し、適切
に初乳を追加給与することが可能。一部の
低栄養状態を示す子牛は、十分に哺乳でき
ていない可能性が考えられ、分娩前後の母
牛の栄養管理、分娩時の立会等、基本的な
飼養管理が重要であることを再確認。

291.県立矢上高校と連携した地域畜産活性
化の取り組み：島根県江津家保 合津幸江、
徳永清志

動物専攻コースのある県立矢上高校と連
携し、地域の畜産振興、生徒の畜産志向向
上を図る取り組みを実施。取り組み内容①
牛受精卵の農家採卵後、同校ET処理施設を
活用し生徒の見学実習を実施。②地域の肥
育技術確立事業に同校は関係機関と連携し
て取り組み、事業の素牛育成を同専攻コー
スの課題研究とする。③生徒対象の研修会
開催。講義内容は牛の繁殖、飼養衛生管理
基準、牛受精卵移植、和牛全共への取り組
みなど。牛受精卵回収、検卵などの見学実
習も実施。今回の取り組みにより地域完結
型の採卵体制が整い、農家の負担は軽減。
研修後、生徒の畜産への関心が高まる。今
後も同校に対し定期的に指導、研修を行い
生徒の畜産志向の醸成を図る。同校と関係
機関と連携し、受精卵移植の推進、全共対
策、担い手の確保など地域の畜産活性化を
図る。

292.長期不受胎牛への受精卵移植の効果：
岡山県津山家保 高崎緑、板坂義昭

長期不受胎牛の存在は酪農経営において
大きな損失。近年リピードブリーダーや長
期不受胎牛への対策として受精卵移植（ET）
の利用が拡がっており、その有用性を判断
するため、長期不受胎牛への効果等を検討。
管内でET利用が盛んな地域の牛群検定農家
等8戸で、平成24年1月から平成25年10月の
間に妊娠確定した経産牛延べ373頭の成績を
用いた。全体の受胎率はAIが28.4％（257/9
05）、ETが50.2％（116/231）。空胎期間300
日を超える牛を長期不受胎牛としたところ、
対象牛のうち長期不受胎牛は66頭（17.6
％）。長期不受胎牛の受胎率はAIが12.6％
（43/341）、ETが30.3％（26/76）で、AIと
ETの受胎率の差は長期不受胎牛で大きく、E
Tは長期不受胎牛対策に有用なことが示唆。
またET実施率と空胎日数の関係を検討した
ところET実施率が上がるにつれ空胎日数は
短くなり、ETの積極的利用が空胎期間短縮
につながることが示唆。

293.肉用牛若手生産者のニーズに対応した
現地採卵の取組：山口県西部家保 小南直
司、村田希

H21「山口県牛受精卵現地採卵実施要領」
は肉用牛生産者の要望を受け、優良雌牛系
統保留増頭のため策定。家保は農林総合技
術センター畜産技術部と連携し実施。今年
度、更なる事業推進に向け、①取組易さ向
上のため申込手続等明瞭化したリーフレッ
ト作成、②供卵牛検診精度向上のためエコ
ー検査導入、③ニーズや改良点模索のため
実施者全10戸にアンケート調査実施。その
結果、①実施頭数はH21:1頭、H22:3頭、H23
:1頭、H24:4頭、H25:6頭と年々増加。総採
卵個数185個、移植実績43頭、受胎率30%、
うち8頭出生。②エコーによる詳細な卵巣状
態把握で、実施者に対しより具体的説明を
実施。③アンケートの結果、希望理由は全
戸が自家保留牛の確保、また、多くが本事
業が経営に有益であるとの意見。要望は、
受卵牛確保、採卵数に応じた手数料設定等。
今後の課題は、採卵実績に比較し移植実績
が少なく、乳牛への移植で受胎率が高いこ
とから、乳肉連携支援拡大による受卵牛確
保や受胎率向上対策が必要。

294.地域ﾌﾞﾗﾝﾄﾞ牛生産農家における採卵指
導：徳島県西部家保 笠井裕明、松英百合
子

地域ブランド牛生産組合（4戸）において、
各々の農家で管理される採卵牛の飼養管理
の改善と過剰排卵処理・採卵を実施。採卵
牛は過去の枝肉成績からその産子の肥育成
績がA5-10以上のものを選抜。組合員に対し
採卵の理論と繁殖生理について講習会を開
催するとともに、個別に採卵牛に対する給
与粗飼料の質及び量の改善と配合飼料の増
し飼いを指導。その結果、4戸の1頭当たり
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の平均回収卵及び正常胚数は各農家1回目（n
=5）が6.8、4.0個（正常卵率58.9%）であっ
たが2回目以降（n=10）は各々19.6、12.5個
（63.8）に改善。4戸合計15回の採卵で回収
された145個の正常胚の内22個が組合員間で
無償譲渡された。今後は組合内での胚の相
互交換、ｴﾝﾌﾞﾘｵﾊﾞﾝｸ創設について協議する
予定。また、全農徳島県本部畜産課、県大
阪本部、西日本くみあい飼料（株）等の関
係機関と協力しながら消費者ﾆｰｽﾞに沿った
育種改良について指導したい。

295.受精卵移植による黒毛和種繁殖牛増頭
の取組みと牛白血病対策：愛媛県東予家保
今治支所 越智建太、宮城里美

管内の肥育農家1戸は、肥育素牛の価格高
騰と息子の新規就農を機に一貫経営へ移行
を開始。移行に際し管内酪農家2戸（A、B農
家）で生産されたET産子も繁殖素牛として
利用を検討。今年度A、B農家で各1頭の地方
病性牛白血病が発生。感染状況把握のため
全頭検査を実施。陽性率はA農家91％、B農
家53％。搾乳手順の変更、陽性牛の早期更
新等を指導。B農家の受胚牛で3頭中1頭抗体
陽性、子牛への感染を危惧。そのため、分
娩直後に親子を分離し、母乳感染防止に初
乳製剤給与を実施。ET産子は3頭とも抗体陰
性。A農家では、4ヶ月後陽性率の増加はな
い。一貫農家では、牛白血病対策として検
査未実施の肥育牛舎と別棟でET産子を個別
飼育。繁殖用の導入牛も、検査し陰性牛を
確保する予定。以上により、牛白血病発生
酪農家でも陰性牛の生産が可能と判明。今
後も、牛白血病感染リスクのさらなる低減
に向け農場の環境整備を目指す。

296.黒毛和種去勢肥育牛へのミカンジュー
ス粕給与が肉質に及ぼす影響：愛媛県畜産
研究センター 織田一恵、岡幸宏

黒毛和種去勢牛に出荷前68日間ミカンジ
ュース粕給与を行い、無給与区、2㎏区及び
4㎏区の3区分により肉質への影響を調査。
一般成分、物理的性質、脂肪の質、呈味成
分及びpH等について、給与による影響は見
られなかった。ビタミン類（ビタミンA、E）
及びカロテノイド（β-カロテン、β-クリ
プトキサンチン）含量は、ビタミンA及びβ
-クリプトキサンチンが少量ながら、給与量
の増加に応じ増加傾向が見られた。また、
脂肪の黄橙色化は、肉眼では確認できなか
ったが、色差計では無給与区に比べ給与区
では黄色方向に移行する傾向が見られた。
以上により、ミカンジュース粕給与により、
牛肉及び脂肪中にビタミンA及びβ-クリプ
トキサンチンが移行する可能性が示唆され
た。今後、更なる給与量及び給与期間の検
討により、データの集積を図る。

297.電子乳量計とビデオを活用した搾乳作
業の分析と改善：高知県西部家保高南支所
橘川雅紀、高知県畜産試験場 川原尚人

乳房炎の原因として不適切な搾乳作業が

大部分を占めると言われている。しかし、
長年かけて慣れてしまった作業手順を改善
することはなかなか容易ではない。最近、
各地で取り組まれている電子乳量計を用い
た乳質改善指導は、搾乳状態の実態把握に
有効であり、搾乳手順の科学的検証が可能
なことから、成果を上げている。今回、管
内の1戸の農家に対し、電子乳量計のデータ
と牛群検定データに加え、搾乳作業をビデ
オに撮影し搾乳作業上の問題点を明確化。
勉強会を通じて、搾乳時間が長いこと、乳
頭が傷んだ牛が多いこと、搾乳機材の少な
さ等を指摘。対策案を提示したところ皆、
納得して改善に取り組んでもらえた。ミル
カ―台数の減少、搾乳機材の充実、主搾乳
時間やts500（流速が0．5kg/分に到達する
時間）の短縮を確認。乳質改善には牛の個
体の特徴や搾乳者の「クセ、馴れ、惰性」
の改善を図ることが有効であることを確認。

298.小型電子乳量計を用いた搾乳作業指導
（PART2）：高知県西部家保 美馬伸吾、竹
内紀恵

乳質改善及び搾乳作業の効率化を図るた
め、年度に管内酪農家1戸に対し、小型電子
乳量計（以下ラクトコーダ）によるモニタ
リングと、搾乳作業のビデオ撮影を実施。
実際の搾乳作業の問題点が乳量に与える影
響を農家と確認し、対策に取り組んだ結果、
バイモダリティの発生率は約10％減少。し
かし、今年2月以降発生率が上昇。原因とし
て搾乳後期の牛の多さ、乳頭刺激の弱さ、
またはミルカー装着時間の不適切さを推測。
改善点として搾乳前の乳頭刺激を十分に行
うこと、乳房の張り具合を確認すること等
を指導。検討会後バイモダリティの発生率
は約12％減少し、牛の負担が軽減。搾乳時
間及び過搾乳時間のラクトコーダ測定値は
良好な結果。搾乳作業をラクトコーダとビ
デオを併用し、農家自身の搾乳作業の問題
点を可視化することで、納得して改善策に
取り組めた。今回の指導により、搾乳日数
に応じた搾乳方法を継続的に実施する必要
性が確認できた。

299.管内一クーラーステーションにおける
生乳生菌数増加事例：高知県中央家保香長
支所 宇賀健一郎、山﨑也寸志

平成25年7月から8月にかけて、管内集乳
コースの生乳を貯蔵する一クーラーステー
ションにおいて、48時間冷蔵していた合乳
中の生菌数が急増する事例が多発。同集乳
コース上の酪農家全4戸に対し、数回に渡り
当日および48時間後の生乳中生菌数を測定。
うち生菌数増加頻度の一番高かった1戸につ
いて、搾乳立会を実施し、搾乳方法や生乳
冷却状況等を調査。さらに、搾乳機器の洗
浄状態を把握するため、ラクトコーダーの
洗浄データおよびATP（アデノシン三リン酸）
拭き取り検査を試みた。結果、搾乳機器の
洗浄工程・方法は概ね適正であるにもかか
わらず、バルククーラーの天井部分および
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同排出コック内部、ミルククロー内部の洗
浄不良を確認。同部位は構造的に洗浄液が
届きにくいことや日々の分解洗浄が困難で
あることから、細菌の温床となった可能性
が示唆。今後、得られたデータを他の酪農
家の搾乳衛生管理指導に活かし、生菌数増
加防止を図る。

300.枝肉成績からみた繁殖農場の子牛の品
質向上へのアプローチ：大分県大分家保
足立高士

肉用牛繁殖農場の子牛育成技術を各枝肉
形質ごとに数値化した育成技術評価値に着
目。飼養管理内容は母牛5頭以上飼養する農
場から脂肪交雑･枝肉重量について上位10%
及び下位20%を対象に比較。調査内容は子牛
は哺乳･離乳時期･去勢時期等、母牛は栄養
状態を5段階のﾎﾞﾃﾞｨｺﾝﾃﾞｨｼｮﾝｽｺｱ（BCS）の
分布･年齢構成等、飼養環境は飼料･繋養方
法、床と飲水の状態等、疾病状況は発生状
況･病床期間･死廃事故状況について調査。
脂肪交雑上位は子牛疾病発生は少なく、特
に呼吸器疾病が少なく病床期間が短い。母
牛はBCSの分布が3･4に多く、母牛の更新が
進展。飼養環境は放牧又はパドックを有す
る農場が多く、授乳期から子牛房を有し、
母牛･子牛ともに床･水槽は衛生的に管理。
枝肉重量上位では自然哺乳で離乳は4~4.5ヵ
月齢が最も多く、子牛の下痢症が少ない。
調査比較の結果、農場間の技術的な差は小
さく、母牛管理と子牛の観察が重要。

301.凍結精液在庫調査方法の検討：宮崎県
都城家保 小野英俊、横山水咲

宮崎県有種雄牛の家畜人工授精用精液（ス
トロー）が供給されている家畜人工授精師
（授精師）の在庫調査を実施。ストローと
精液証明書（証明書）の整合性を確認。そ
の調査方法について検討。事前に調査をシ
ミュレーションして不整合例・問題点を洗
い出し、調査方法を決定。しかし、実際の
調査では想定しなかった事案が発生し改善。
最終の調査方法は以下のとおり。報告シス
テムデータの一覧表で証明書を確認。スト
ローの在庫を記録票に書き出す。記録票と
一覧表を突合。再チェック、再突合を行い
不対を最終決定。余剰証明書と余剰ストロ
ーは自主廃棄。不対の原因は、ホルスタイ
ンへの種付けや二本付けでの一本分未入力。
改善策として授精師自身による定期的な一
覧表と証明書の突合や授精師が人工授精後、
全ての授精情報を速やかにシステムに入力
し、証明書の裏面に必要事項を記入するこ
とを指導。調査日程と頻度については、他
の業務への負担等を考慮すると、全授精師
を4～5グループに分け毎年1グループを調査
する方が効率的。

Ⅰ－８ その他

302.栗原地域における畜産関連の放射性物

質対策：宮城県北部地方振興事務所栗原地
域事務所 鈴木一茂、加藤伸悦

平成24年4月の暫定許容値の見直しに伴
い、平成23年産以降の牧草給与自粛を指導。
併せて、養牛農家全戸へ立入、在庫牧草調
査を行い、482戸1,718tの利用不可牧草を確
認。畦畔利用農家を含めた684戸への代替牧
草の供給を支援。また、牧草地除染、損害
賠償手続き等を円滑に行うため、農家説明
会を開催。平成25年産の除染済牧草の放射
性物質検査は、12月末までに肉用牛1,063戸
1,360点を実施。暫定許容値以下の牧草の給
与自粛を解除。超過した25点の草地は給与
自粛の継続を指導。市営深山牧場は、除染
済牧野毎に牧草を検査、暫定許容値以下を
確認し、8月に放牧を再開。廃用牛出荷は、
放射線量測定器を用い、全頭筋肉中の放射
性物質濃度を推測し、基準値以下のみ出荷
するよう指導。基準値超と推測された牛は、
飼養者へ汚染牧草給与自粛の徹底を確認し、
飼い直しを指導。今後も安全な畜産物供給
に向け、畜産関連の放射性物質対策を継続
予定。

303.管内公共牧場における原発事故後の放
牧再開に向けた取り組み：宮城県東部家保
門脇宏、大越啓司

原発事故後、管内公共牧場の牧草から暫
定許容値を超える放射性セシウム（Cs）が
検出され、利用を自粛。農家から放牧利用
の要望が高く､市が平成24年夏に除染を実
施。土壌表層（0-5㎝）の平均Cs濃度は､除
染前後で327Bq/㎏から115Bq/㎏に減少。こ
の結果から、平成25年度の放牧利用再開に
向け、希望農家への説明会を3回開催。平成
25年4月、牧草生育前に作土層（0-15㎝）24
点の土壌分析を実施したところ、全牧区平
均でカリ濃度は､55.3㎎/100gと十分高いも
のの､pHは5.25と低く､酸度矯正のため苦土
石灰を散布。5月末に放牧予定牧区の牧草15
9点のCs濃度を測定。全てで暫定許容値を下
回ることを確認し、6月20日41頭、7月5日13
頭、計22戸54頭の黒毛和種繁殖雌牛が入牧。
入牧以降7回の衛生検査時に生体検査法によ
り放牧牛の放射線計数率（CPS）を測定。CP
Sは期間中大きな変動は認められず、11月5
日に全頭退牧。次年度以降も牧草中Csの動
態確認が必要。また､牧草利用可否の早期判
断により5月中の入牧を目指す。

304.気仙沼・南三陸地域の水田畦畔草利用
再開に向けた検査体制の構築：宮城県東部
家保 佐藤元道、天野祐敏

原発事故の影響により、牧草や畦畔草の
利用自粛要請。気仙沼・南三陸地域は海に
近接する中山間地帯で、牧草地が少なく畦
畔草の利用率が高いため、除染後の草地牧
草にあわせた畦畔草の利用再開が重要と判
断。家保と関係機関が連携し、利用再開に
向けた対策チームを結成。平成24年8月、11
月に191戸延べ374点の畦畔草の放射性セシ
ウム（RCs）濃度を測定。RCs濃度が50Bq/kg
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以上になる地域の存在及び収集時にコケ等
の混入によりRCs濃度が高くなる状況を把
握。平成25年5月に利用希望者151戸の畦畔
草を測定。結果、全戸で暫定許容値100Bq/k
g以下を確認。利用再開に合わせ、収集上の
注意点や畦畔草給与牛の出荷前飼養管理に
関する資料を配布。利用再開後、当該地域
から出荷前生体検査や食肉中のRCs測定で基
準値を超過する繁殖牛の出荷はなし。今後
も畦畔草のモニタリング調査を行い、飼養
管理方法の指導を継続するとともに、地域
の肉用牛生産を支援していく。

305.仙南地域子牛育成マニュアル巡回指導
から見えた現場での課題とマニュアル改訂
：宮城県大河原家保 熊田修之、鈴木雄

繁殖経営の安定、良質な子牛生産地とし
ての基盤を確立するため、平成22年度に関
係団体により「仙南地域子牛育成マニュア
ル」を作成。平成23年1月から平成25年12月
まで9戸の繁殖農家、計36回マニュアルの巡
回指導を実施。巡回指導では、体重・体型
測定、飼養管理指導を毎月実施。その結果、
巡回対象農家の市場成績は改善。一方で巡
回時と市場出荷時の体型に大きな差が散見。
そのため、最終巡回時と市場出荷時の体重
・体型測定値を比較。出荷予測体重（最終
測定体重＋出荷までの日数×最終1ヶ月の日
増体量）よりも雌で15.2kg、去勢で14.1kg
体重が減少、腹囲ではそれぞれ8cm、6cm減
少。この結果および現在の市場性から現行
マニュアルの最終目標体重を9ヶ月齢で雌27
0kgから285kg、去勢295kgから320kgに改め、
それに伴い給与体系を改訂し、肋張維持の
ため、出荷前の給与体系と繋ぎ運動の励行
の強化を図る案を試作。

306.口蹄疫画像診断を目的とした写真送付
体制の整備状況と課題：山形県庄内家保
大河原博貴

平成25年度当初より異常家畜の臨床写真
送付体制の改善を推進。県畜産課は移動体
通信を一括契約しUIMカード並びにモバイル
ルーターを各家保に配布。撮影機材やその
他写真送付用端末は各家保で選定。当所は
タブレット型端末、防水デジタルカメラお
よびWi-Fi機能付SDカードを整備。撮影後か
ら送付までの時間短縮のため、画素・画質
設定と写真添付枚数を検討。管内通信環境
と県サーバー負荷を考慮し、80万画素・高
画質設定で撮影、メール1通に写真4枚（2メ
ガバイト相当）添付・送付。農場立入時・
病性鑑定時等の職員訓練による送付方法の
習熟度向上により、通信圏内農場で撮影後
数分内に写真データ送付可能。一部通信困
難農場は現地・近隣通信環境を確認し送付
方法を確立。大規模農場は農場内通信環境
の借用、もしくは送付用端末持込を視野に
運用体制を整理。保定を含む撮影方法の標
準化と訓練により職員習熟度を向上させ、
画像診断用写真の送付作業時間短縮を目指
す。

307.「口蹄疫」特定症状確認時の迅速画像
送信方法の検討：山形県最上家保 渡部真
理安、佐藤亘

平成25年8月診療獣医師より管内肉用牛農
場において口蹄疫特定症状を示す旨の通報
があり立入調査を実施。協議の結果、画像
送信に至ったが、写真撮影と画像送信に種
々の問題が生じ時間を要した。今回の事例
を受け、夜間の光源確保、3G通信回線でも
安定した画像送信方法の確立等が課題とし
て浮上。撮影方法では、フレア防止やシャ
ッタースピード遅延防止のためハロゲンラ
ンプやLED光源の活用、防水ケースを利用し
た撮影。送信方法では、従来のデジタルカ
メラからタブレット等を介したメール添付
送信に代わり、現場の撮影機器から直接ク
ラウドサーバー（平成26年1月より県イント
ラ運用予定）への送信、3G通信回線下でも
安定・迅速送信のため、JPEG品質90％且つ
画素数をサイズダウン（W;1280×H;1280）
して圧縮。このサーバーを活用し、保存先
フォルダのURL・ID・パスワードの入手によ
り県畜産課・農水省等外部から同時に画像
の閲覧が可能。

308.緊急時に有効な自動情報発信システム
の整備：茨城県県北家保 髙橋淳史、赤上
正貴

宮崎県の口蹄疫の事例をもとに、平成24
年度家畜防疫マップシステム情報発信機能
強化事業により、防疫マップによる緊急時
に有効な自動情報発信システムを整備。口
蹄疫の防疫対策上、初動対応が非常に重要
であり、多くの人員が必要。その中で、情
報提供に必要となる人員を最小限とする目
的で、コンピューター電話統合技術Compute
r Telephony Integration（CTI）を導入し、
迅速な緊急時連絡体制を整備。防疫マップ
システムにCTIを追加導入したことにより、
即座に抽出した移動制限区域及び搬出制限
区域にある畜産農家に、電子メール・FAX・
電話（自動音声案内）による緊急連絡が可
能。自動情報発信システムの整備により、
情報発信にかかる時間を大幅に短縮するこ
とが可能となり、必要人員の削減が可能。
また、畜産農家の情報不足や伝達遅延の解
消にも期待。

309.牛乳の消費拡大に向けた取組と今後の
方向性：群馬県中部家保 鹿沼由香理

平成19年から全国的に6月を「牛乳月間」、
6月1日を「牛乳の日」と定めているが、本
県での取り組みは他県に比べ少ない。そこ
で、平成24年から前橋市内で期間中に牛乳
の消費拡大イベントを開催。平成24年の第1
回イベントの内容は、「牛乳のおはなし」
と題した酪農・牛乳に関する解説コーナー、
パネル・実物展示、疑似搾乳体験等。平成2
5年の第2回イベントでは、酪農・牛乳を身
近に感じられるよう前回の内容に加えて、
県産牛乳・乳製品の容器展示、牛乳パック
を利用した工作、展示物や解説をヒントに
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したひみつクイズの実施、牛乳・乳製品を
使った料理レシピの配布等を行い、好評を
得た。これまでのイベント内容、来場者の
反応から、当初の目的である生産者自らが
参画することがより効果的なイベントにな
ると実感。次年度に向け、中部地域の生産
者を含めた、県、市、生産者団体による実
行委員会組織を立ち上げ、より効果的な普
及啓発イベントが開催できるよう取り組む。

310.鎮静剤を用いた口蹄疫を疑う牛の省力
かつ安全な写真撮影：千葉県東部家保 渡
部美穂子、千葉耕司

口蹄疫を疑う症例が発生した場合には、
防疫指針により速やかに病変部位を中心に
好発部位等を撮影後、写真データを国に送
付する必要がある。そこで今回、鎮静剤を
使用して単独もしくは少人数で牛の治療を
行っている家畜診療分野での実績を参考に、
少人数でも安全、迅速に行える写真撮影の
手法について検討した。牛房に複数頭飼養
する肉用牛肥育農場で、保定枠や畜主によ
る補助がない場合を想定し、ホルスタイン
種去勢牛に①鎮静剤の投与②鎮静後牛房か
らの移動③鎮静剤の追加投与による筋弛緩
状態の発現④好発部位等の撮影と写真送付
⑤作業終了後、拮抗薬投与による鎮静・筋
弛緩からの回復⑥牛房への移動の手順で実
施した。これにより簡易な保定のみで好発
部位等の鮮明な撮影ができ、従来当所で実
施の鎮静剤を用いない方法より省力、安全
かつ短時間で実施することができた。さら
に、緊急時に備え、一連の作業について記
したマニュアルを作成した。

311.千葉県口蹄疫防疫演習の検証：千葉県
南部家保 瀧口由貴

本県では、急性悪性家畜伝染病発生時に
迅速な防疫対応を行うため、防疫作業従事
予定者（従事者）を対象とした総合演習を
毎年実施。実施後参加者アンケートと内部
評価により内容を検証し、課題の改善策を
次年度の演習に反映することで、演習の継
続的改善と防疫体制の整備を推進。本年度
の演習は、家畜市場で消毒作業を中心に実
施。前年度の課題への対応策と結果は以下
の通り。①防疫作業は一度の練習では理解
しづらいため、事前に各家保が地域で防護
具等着脱と消毒作業訓練を実施し、県域演
習での作業理解度が向上。②県内で不統一
だった防護具等着脱方法と従事者の傷病対
応手順について、健康福祉部と意見を統一
し、連携を強化。③ゴーグルを防曇処理し、
装備の作業性を向上。④従事者の班ごとの
作業時間を調整し、よりスムーズな演習を
実現。しかし、従事者に対するリーダーの
伝達・確認や傷病対応の迅速性に問題があ
り、次年度に向け対策を検討中。

312.「儲かる酪農」に向けた3つの重点目標
と取り組み：新潟県上越家保 森田笑子、
山本昇

管内では飼料価格の高騰や乳質格差金支
払い額の増加が酪農経営の安定化を阻害。
意欲向上に向け”儲かる酪農”を目指し、
「性選別精液利用・受精卵移植による増
収」、「地域の公共牧場（笹ヶ峰放牧場）利
用によるコスト削減」、「乳質改善による格
差金減少」の3つを重点目標に設定。家保、
農林振興部、NOSAI、JA、市で構成される上
越地域農業振興協議会畜産振興部会と連携
し取り組み推進。性選別精液利用促進とし
て研修会開催及び利用状況調査で23戸中7戸
での利用を把握。受精卵移植の推進として
技術者育成のため実技研修を3回実施。放牧
場の利用推進のため育成コストを試算し情
報提供。乳質向上対策としてバルク乳検査
を全戸で実施。黄色ブドウ球菌の浸潤状況
（78％）を把握する等、各菌の検出状況を
もとに全戸巡回や研修会で搾乳作業を再確
認。必要に応じ全頭検査（11戸）や機器の
拭き取り検査（1戸）を実施。今年度の結果
を踏まえ、今後も関係機関等と連携し取り
組み継続。

313.管内の公共牧場の現状と今後の展望：
長野県佐久家保 多田郷士

近年の畜産情勢は、燃料価格や飼料価格
の高止まりにより生産コスト抑制が必要。
そこで管内公共牧場の現状を調査し有効性
を確認。平成25年度管内9牧場 総面積424h
aで390頭が放牧。平成21年度比23%の頭数減
少。これに対して牛の飼養頭数は2％の減少。
公共牧場を再評価するため、入牧頭数と牛
の発育、経費、疾病発生状況等の面から、A
牧場をモデルとして調査。150日の放牧期間
でDGは平均約0.6㎏/日（入牧頭数が多い年
の発育は0.46㎏/日）、同期間で同様の発育
を購入飼料で育成した経費と比べると一頭
あたり、約4万円の削減が可能と推測。ピロ
プラズマ病については、衛生対策の強化に
より平成24年からは全頭陰性。これらのこ
とから、放牧は低コストの育成に有効であ
ると確認。課題は、草地の状況に合わせた
入牧頭数の検討や草地の管理、入牧前馴致、
放牧期間中の衛生対策の徹底があげられた。
公共牧場活用をより一層推進する必要があ
ると考察。

314.地域における継続した総合的酪農支援
：長野県伊那家保 中島博美

管内は、県下でも酪農が盛んな地域。近
年の酪農経営は、飼料等の価格高騰による
生産コストの上昇、乳成分等の評価基準に
よるペナルティー、ヒートストレス等によ
る代謝障害や繁殖性低下など課題は山積。
経営維持には、生産コスト低減のための良
質な自給粗飼料の増産や安定的な収入確保
のための高品質な生乳の生産性向上が必要
不可欠。しかし、生産性向上のための課題
は農場により様々であることから、家畜保
健衛生所を窓口として関係機関と協力し、
代謝プロファイルテスト・飼料給与診断等
による牛群ドック、搾乳立会・乳汁検査等



- 64 -

による乳質向上対策、定期繁殖検診を主体
とした繁殖性向上対策等、農場各々の課題
にあった対策を組み合わせて総合的な酪農
支援を継続的に実施。今後は、さらなる生
産性を図るために農場ごとに異なる新たな
課題の洗い出しと提案も必要。

315.口蹄疫初動防疫時の画像送信方法の検
討：静岡県西部家保 武田美和、中村美穂

口蹄疫初動防疫時における画像送信につ
いて次の4項目について検討して以下の結果
を得た。1）現場での撮影項目確認方法につ
いて、チェック表を作成し、現場と家保に
残っている職員とで共有し、撮影項目抜け
落ち防止体制を整備。2）暗所での撮影につ
いて、マクロリングライトを補助光として
導入。接写はマクロリングライト、全体等
はカメラ内蔵フラッシュと使い分けること
が有効。3）画像送信について、無線LAN内
蔵記録媒体及びスマートフォンを使用して
インターネット上のクラウドへ保存する形
式を採用。デジタルカメラで撮影した画像
が自動でクラウドへアップロードされるよ
う設定し、作業の簡素化、情報共有の迅速
化及び送信時間の短縮を図った。4）画像の
選定について、本庁・検査課・管轄家保間
の指示系統を明確化。再撮影については、
検査課から現場へ直接指示することで指示
伝達を簡素化。画像選定及び協議開始まで
の時間短縮を図った。

316.口蹄疫の病性鑑定時における病変部位
の撮影及び画像送信方法：京都府丹後家保
山本稔、極山太

口蹄疫の疑い事例を想定した画像撮影方
法とウイルスの拡散防止を考慮した送信方
法を検討。【方法】LED投光器（20W）1台の
照度を測定。撮影は投光器照射下でWi-Fi機
能搭載デジタルカメラ（デジカメ）を用い、
画像のブレ防止のためシャッター速度優先
に固定。シャッター速度（SS）は1/125と1/
250の2条件で比較。絞りは2.0、ISO感度は
オートモード、画質は2048×1536ピクセル、
レンズ－被写体間は30cm、オートフォーカ
スの条件で舌、乳頭等の病変好発部位を撮
影。画像は無線LANで送信端末のスマートフ
ォンへ転送後、当所のパソコンへ送信。【結
果】適正照度が得られる距離は70cm以内（約
1,000ルクス）。舌はSS＝1/250の方が画像
鮮明。その他は遜色無し。デジカメから送
信端末への転送は瞬時。画像3枚（約6.7MB）
を概ね6分以内に送信完了。【まとめ】投光
器の使用と撮影条件の設定で暗い牛舎内で
も画像鮮明。無線LANを介した衛生管理区域
外の送信端末への転送は防疫上有効。

317.口蹄疫画像転送システムの問題点と解
決策：鳥取県西部家保 大下雄三、青萩芳幸

平成23年10月の家伝法改正に伴い、口蹄
疫の防疫指針も改正され、診断のための写
真撮影が必要となった。これにより、異常
家畜の撮影画像は、電子メールで家保・県

庁を経由し、最終的に動物衛生研究所で評
価が行われる。平成24年2月、この流れを検
証する全国一斉の口蹄疫防疫演習に当家保
も参加した。その結果、「画像の鮮明さ」
の評価が低く、画像上で口蹄疫を判断する
のに問題があることが判明した。この問題
を解決するために、平成25年、新しい画像
転送システム（Wi-Fiデジタルカメラ、モバ
イルルーター。タブレット）を導入したが、
衛生管理区域内で使用するWi-Fiデジタルカ
メラと衛生管理区域外で画像を受信するタ
ブレット間の通信距離が短く、大規模農場
ではこのシステムが機能しないことが判明
した。そこで、新たに小型の無線LAN中継機
を導入し、通信距離、通信速度、画像の鮮
明さについて検証を行った。その概要につ
いて報告する。

318.畜舎屋根への暑熱対策資材の比較検討
：岡山県岡山家保家畜保健衛生課 福田新、
遠藤広行

例年県南部では暑熱被害により牛の死亡、
廃用などが多発。今回当所では暑熱対策の
うち、畜舎屋根への対応について、塗布し
ている資材が異なる農家及び無処置の農家
を選定し、資材毎（セラミック塗料、白ペ
ンキ、ドロマイト石灰）の効果を比較検討。
畜舎屋根の表裏に温度計を設置し、3ヶ月に
わたり温度推移を計測。その結果、断熱効
果と温湿度指数の比較ではセラミック塗料、
ドロマイト石灰、白ペンキの順に暑熱対策
の効果が確認された。一方、費用対効果は
ドロマイト石灰が優れていた。今後の畜舎
屋根への暑熱対策として、各農家はそれぞ
れの資材の特長を理解したうえで、農場毎
に最適な選択をする必要がある。特にドロ
マイト石灰については毎年の対策が必要で
あり、今年度は管内で関係機関と連携して
塗布を実施したが、今後は毎年農家自身が
主体となり対策に取り組んでいく体制づく
りが必要と思われた。

319.神石高原和牛の里再構築プロジェクト
の子牛発育支援：広島県東部家保 栗原順
三、宇田久康

平成23年2月に神石高原町は、活力ある和
牛産地を再構築するため「神石高原和牛の
里再構築プロジェクト」を策定。その一環
として関係機関が連携して子牛の発育向上
支援に取組んだ。モデル農家として和牛繁
殖農家A、B、C農家を選定。子牛の発育測定
及び飼養管理状況調査を実施。課題解決に
向けた対策（交配及び飼料給与方法等）を
指導。また、 和牛改良組合員に対し、事例
紹介等の啓発活動を実施。結果、A農家は、
平成25年4月以降に生まれた子牛の発育及び
体型が改善。B農家は、平成24年度市場平均
に対する販売価格（市場比）95％→平成25
年度12月時点96％。C農家は、発育が安定し
平成24年度市場比97％→平成25年度12月時
点101％。また、町全体の市場比がわずかに
向上。今後とも、神石高原産和牛の市場価
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値を高め、和牛産地を再構築するために地
域全体へ啓発活動を展開する。

320.肥育素牛「美馬牛」のブランド強化に
向けた取組み （第一報）：徳島県西部家
保 森川繁樹、松尾功治

本県の和牛繁殖農家戸数は5年で約25％減
少。上板畜産センターでの和子牛販売価格
は全国最下位。和牛繁殖産業は衰退の一途。
打開策の一つとして、美馬和牛改良組合が
出荷する肥育素牛「美馬牛」についてブラ
ンド強化を指導。3年後の新ブランド設立を
目標とした計画案を作成。今年度は5戸の農
家において出荷前子牛の体測および血液検
査を実施。参考値として一貫農家の子牛に
ついても調査。検査結果と販売成績を比較
し、優良素牛の条件を血液生化学的視点か
ら検索。販売成績の良い農家では酢酸値や
コレステロール値が高い傾向。来年度は血
液検査数値の仮目標を定め、農家毎に飼料
プログラムを見直す。最終的には出荷先で
の発育状況や枝肉成績をふまえ、新ブラン
ドの条件として設定する。また、新ブラン
ドに遺伝的条件を組み込むことも検討。育
種価が高い母牛の受精卵を採取し、組合内
で分配する取組みも実施予定。地域畜産ブ
ランドの強化により、本県畜産業の活性化
が期待される。

321.黒毛和牛繁殖農家における子牛事故低
減の取り組み（第三報）：徳島県徳島家保
阿部敏晃

繁殖母牛90頭、種雄牛5頭、肥育牛450頭
を飼養する和牛一貫・F1肥育農家で、子牛
事故低減の取組を、新生子受動免疫獲得状
況を指標としてH23より実施。3年もやって
いると、当所が提案するだけでなく、農家
自身の意識も変化、向上。母牛の飼養管理
改善、子牛の育成環境改善、子牛に対する
呼吸器病ﾜｸﾁﾝ接種の改善などを実施。現時
点での状況は、3ｹ月齢以下の子牛死亡頭数
はH23の13頭からH25は3頭に減、初乳摂取後
γ-gob.が1g/dl未満の子牛の比率はH23の6
6.7％からH25は10％に減、呼吸器病が増え
る10～11月期の治療実績は、実頭数がH24が
28頭、H25が21頭と著減はないが、延べ治療
回数はH24の210回からH25は85回に減（約60
％減）。当該農場は、常識的な1人の管理能
力を超えた繁殖母牛頭数と、肥育用牛舎で
の繁殖という大きい隘路があり、その前提
での現実的対策を農家との話し合いの中で
見つける必要があり、また、農家が自ら考
えるための材料を家保が提供するのが家保
の仕事。

322.「中讃和牛改良組合」設立に向けた取
り組み：香川県西部家保 森田えり、香川
正樹

中讃地域は和牛繁殖農家25戸で272頭が飼
養されているが、繁殖農家のみの組織は無
い。平成25年2月、管内農家から「和牛改良
組合」の設立に対する要望があり、家保は

和牛繁殖農家全戸を巡回し、和牛改良組合
設立の意義「優良繁殖雌牛群の拡充強化に
取り組み、「オリーブ牛」の一層のブラン
ド化に資する」を説明。19戸254頭の繁殖農
家から賛同を得たことからJA、普及センタ
ーに設立準備への協力を要請。各地域を代
表する中核農家を発起人として設立準備会
を重ね、平成25年9月26日に「中讃和牛改良
組合」設立。関係機関の協力のもと、視察
研修会、勉強会、子牛市場での調査に併せ
て組合の今後の活動の基礎資料とすべく組
合員並びに管内肥育農家に将来展望を見据
えた意向調査を実施し、「中讃和牛改良組
合」を核とした「オリーブ牛」地域一貫生
産推進のための各種の取り組みへの参加を
確認。今後は、肥育農家が要望する肥育素
牛の生産基盤の拡充強化と、4年後の宮城全
共に中讃地域から種牛・肥育牛を出品し上
位入賞を目指すため、関係機関と共にサポ
ートしていく。

323.モバイル通信機器等を活用した口蹄疫
防疫演習：佐賀県北部家保 溝上恵、陣内
孝臣

口蹄疫等が発生した際の迅速な情報伝達
体制を整備するため、モバイル機器を活用
した画像送受信比較試験を実施。試験①：
デジタルカメラ、ノートパソコンを使用し
てメール送信する現行の方法。試験②：Wi-
Fi対応SDカード挿入のデジカメからスマー
トホンへ画像を転送し、メール送信する方
法。試験③：上記②と同じSDカード挿入デ
ジカメからタブレットへ転送し、ファイル
ストレージに画像をアップロードする方法。
試験③が時間・操作性・実用性と全ての面
で優れていたため、③で県防疫演習を実施。
防疫演習では、画像の送信を農場内で行う
こと、様々な場所で同時に静止画や動画を
共有できることを確認。また、Webカメラを
活用するとWEB上で協議が可能なため、迅速
に対応方針を決定し、県対策本部の設置準
備の円滑な開始が可能となった。

324.口蹄疫診断を迅速に行うための画像送
信方法の改善：佐賀県中部家保 樋口靖晃、
千綿秀之

平成23年10月、口蹄疫に関する特定家畜
伝染病防疫指針が改定、それを踏まえた昨
年度の演習では、農場でノートパソコン（ノ
ート）から画像を送信したが、デジタルカ
メラ（カメラ）からノートへ画像を移す際
の煩雑さ等を認めた。そこで、Wi-Fi対応SD
カード（W-SD）とタブレット型パソコン（タ
ブレット）の活用を検討。撮影機材としてW
-SD及びW-SD対応カメラ、送信機材としてノ
ートとタブレットを使用。結果、昨年まで
の方法に比べ新しい方法では26秒短縮でき
た。次に、山間部にある7農場でタブレット
による送信を実施し、送信困難農家に対す
る送信方法を検討。送信困難時には、他通
信会社と契約したスマートフォン（SP）の
テザリング機能を使用。結果、7農場中6農
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場で直接送信できたが、内2農場ではタブレ
ットのみでの送信が困難であったため、SP
のテザリング機能を使用し送信。以上の結
果から、SPのテザリング機能を活用すれば、
ほぼ全ての農場から画像を送信できること
が推察された。

325.耕作放棄地を利用した放牧推進の取り
組み：長崎県県北家保 大庭正寛、久住呂
毅

平成23年度から放牧に対する地権者や周
辺住民の理解と放牧未経験農家の不安解消
を目的とした放牧理解醸成推進モデル事業
（放牧実証展示圃）が実施され、関係機関
とともに放牧牛の血液検査および衛生指導
に取り組んだ。放牧牛の健康及び栄養状態
の把握のため、平成23年度から25年度の事
業参加農家6戸の放牧牛11頭について、放牧
前後に採血し検査。血液生化学検査は異常
なし。ピロプラズマ病は陰性。ビタミンAは
9頭で上昇（平均値：78.8IU/dl→86.5IU/d
l）。ビタミンEは全頭で上昇（623μg/dl→
903μg/dl）。β－カロチンは9頭で上昇（6
03μg/dl→873μg/dl）。以上のことから放
牧の有効性を確認。事業終了後に行ったア
ンケート調査の結果、6戸全ての農家で「放
牧中に事故は生じなかった」、「これからも
継続して放牧を行いたい」と、放牧に対す
る不安の払拭を確認。今後の課題として牛
舎近郊の放牧地確保等が挙げられ、関係機
関と連携し放牧の更なる推進に努めていく。

326.市場出荷子牛の衛生対策と重点指導農
家検索法の検討：大分県玖珠家保 佐藤亘、
近藤信彦

2009年8月より、子牛市場出荷牛を対象に
血液検査や飼養管理状況調査を行い、生産
履歴カードを作成して購買者への情報提供
による市場性向上対策と重点指導農家の指
導を実施。2013年9月までの検査頭数は1,43
5頭、カード発行は1,395枚/10戸であり、取
組農家の子牛の発育は約8%、子牛取引価格
（対市場平均）は、去勢18千円、雌10千円
向上。重点指導農家2戸では、子牛の死亡率
と罹患率低下による経済的効果を確認。ま
た、重点指導農家の効率的検索を目的とし
て、育種価評価に用いる環境要因に生産農
家を加えて評価し、生産農家が枝肉成績に
与える影響の有意性を検討。その結果、生
産農家は枝肉成績に有意（p<0.05）に影響
していることが判明。このことから、育種
価と同時に得られる生産農家の効果値を、
育成技術評価値として重点指導農家の検索
に利用することで、効率的指導の展開が可
能であると判明。

327.アンケート調査による参加型口蹄疫防
疫演習の検証：鹿児島県南薩家保 北原尚
英、保正明

関係機関等が参加する｢参加型防疫演習｣
を開催し、アンケート調査結果を検証。演
習内容は、特別講演、連絡調整や役割分担

等を確認する机上演習及び農場での防疫措
置を主とした実地演習。参加者は約450名。
アンケート調査回収率は、出席者で44%、開
催者･実演者で76%。出席者の評価は、｢非常
に良かった｣及び｢まあまあ良かった｣が80%
以上。開催者･実演者の評価は、演習全体の
流れと演習内容は｢非常に良かった｣及び｢良
かった｣が80%以上。しかし、理解度は机上
演習で39%、実地演習の各項目で50～60%程
度。重点的に留意すべき項目は｢農場の日頃
からの衛生管理の徹底｣で72%。家保職員以
外の実演者は、自身で演じなかった項目の
理解度が低かった。国内の口蹄疫発生から3
年が経過し、関係者の危機管理意識の低下
を懸念。今後も関係機関等と連携のもと、
防疫演習を実施し、防疫対策の周知徹底を
図る。

328.緊急病性鑑定に用いる診断用画像撮影
技術の検討：沖縄県宮古家保 豊島靖、渡
慶次功

口蹄疫発生時には、初期の病性判断を遂
行するために迅速に良好な画像を得ること
が重要だが、畜舎では家畜の体動や保定の
技術不足等により撮影が困難な場合が多い。
動画から診断用の静止画像を取り出すこと
を検討。デジタルカメラで牛の病変好発部
位を動画撮影し、各部位が鮮明に確認でき
る画面を動画再生ソフトの取り込み機能を
用いて静止画像を取り出し。動画より取り
出した画像を実際に撮影した静止画像と比
較検討したところ鼻鏡、舌表面等病変好発
部位の状態を観察することが可能だった。
動画撮影によって保定者の技量によらず、
家畜の負担を軽減。静止画像を確認しなが
ら撮影する従来の方法と比較して撮影に要
する時間を短縮。デジタルカメラの動画撮
影機能を活用することで、簡単迅速な病変
部撮影が可能となり、初動防疫対応を円滑
にとれることが期待される。

329.飼養管理及び分娩発見を目的としたワ
イヤレスカメラの利用法の検証：沖縄県宮
古家保 渡慶次功、高吉克典

通信費が不要で近距離間の無線通信が可
能なワイヤレスカメラを肉用牛繁殖農家の
牛舎へ設置することで、在宅でも牛の状態
確認や分娩発見ができる利用法を検証した。
零細農家への普及を考慮し、1万円程度の価
格帯で向き調節機能と暗視機能を搭載した
カメラを用いた。自宅から30m離れた牛舎で
の利用は可能だったが、牛舎から遠い位置
の部屋では無線通信が途切れて画像が確認
できず、自宅や牛舎の壁が通信距離へ大き
な影響を及ぼすと考えられた。通信距離の
延長を図るため、無線通信を強めるアンテ
ナを牛舎の屋根に設置したところ、カメラ
の無線通信可能範囲の広域化に加え、牛舎
の壁の影響を避けることで牛舎から自宅が1
20m離れた農家でもカメラを利用できた。市
販のワイヤレスカメラの利用は、専門的な
知識や技術が不要であり、個人での購入・
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設置が容易なうえに維持費が安価であるこ
とから、宮古地域での実用に適した飼養管
理及び分娩発見の手段であると結論づけた。

330.世界一たかい牛肉「JA石垣牛」ブラン
ドのさらなる品質向上を目指して：沖縄県
八重山家保 金城克之介、下地秀作

JA石垣牛（石垣牛）は平成20年に地域団
体商標を取得。JA石垣牛肥育部会（部会）
を中心に配合飼料の統一化と肥育マニュア
ル（マニュアル）による独自の取り組みを
行う。市場評価が高く、枝肉価格も高値。
ブランド強化のため、飼養管理への簡易チ
ェックシート（シート）の利用を提案。現
場向きに作成したシートの活用。聞き取り
により飼養管理の実態と取り組み意識を調
査。調査から飼養管理の改善意識が強いこ
と、その中で情報の共有化が不十分である
ことを把握。情報共有のため、講習会を開
催。同時に生産拡大を主としたブランド戦
略について検討・協議。シートの活用によ
り飼養管理意識が向上、巡回指導点が明確
化。講習会により部会員の情報を共有化し、
互いの疑問点を解消。生産拡大、枝肉重量
増加等のブランド強化に向けた課題への意
識が統一化。飼養管理記録は管理の見直し、
事故率軽減・原因追及への非常に重要な情
報源。今後もシートによる飼養管理を徹底、
全国ブランドに見合った供給体制と品質向
上に向け、指導を継続。
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Ⅱ 豚の衛生

Ⅱ－１ ウイルス性疾病

331.哺乳豚に発生した豚サイトメガロウイ
ルス病と発生要因調査：北海道上川家保
早川潤、藤本彩子

管内一養豚場で平成25年1月～3月に哺乳
豚の死亡が増加、死亡哺乳豚5頭を病性鑑定。
皮下及び肺の水腫、腎臓その他様々な臓器
で点状出血。豚サイトメガロウイルス（PCM
V）遺伝子陽性。肺胞腔内のマクロファージ、
尿細管上皮細胞及び毛細血管内皮細胞にPCM
V抗原陽性の好塩基性大型核内封入体確認。
他の病原体の関与を認めず、PCMV病と診断。
農場内のPCMV動態を調査、発症豚の同腹豚
を含む哺乳・育成豚6頭及び発症豚の母豚2
頭の鼻汁及び口腔液でPCMV遺伝子陽性。初
乳摂取状況を調査、発症豚5頭及び健康豚4
頭の血清中IgG濃度に有意差を認めず。農場
近郊の気象データを調査、平成25年1月～3
月は寒暖差激しく例年より低温。以上より、
寒冷等のストレスにより母豚がPCMV再活性
化、母豚からの感染を受けた子豚の一部が
発症したと推察。対策としては、通常の飼
養衛生管理の徹底、初乳の十分な給与に加
え、特に寒冷期の適切な母豚管理が重要。

332.PRRS浸潤農場におけるウイルス動態調
査並びに被害低減に向けた取組：宮城県東
部家保 江頭宏之、清水ゆう子

平成22年度からの4年間、PRRS浸潤農場を
対象とした診断予防技術向上対策事業を実
施。対象農場2戸における過去3年間の抗体
検査及び遺伝子検査によるウイルス動態調
査から、A農場では肥育前期、B農場では離
乳後の感染を確認。調査結果を基に農場毎
に対策を協議し、A農場では畜舎改修を機に
不衛生な2階建て子豚兼肥育豚舎からステー
ジ毎に飼養可能な仮豚舎への移動、B農場で
は繁殖豚へのワクチン接種を指導。その結
果、両農場とも今年度は120日齢までの感染
は確認されず。A農場は畜舎環境の変化に伴
うストレス等により昨年度と比べ30日齢以
降の死廃率の若干の上昇はみられたものの、
出荷日齢は7日短縮。B農場は昨年度と比べ6
0日齢までの死廃率は減少し、出荷日齢は22
日短縮。調査結果に基づく対策で、両農場
とも肥育前期までの感染を予防し生産成績
向上。A農場は今回の成績を参考としステー
ジ毎に飼養可能な豚舎構造に改修中。今後
もPRRSへの監視体制を継続、被害の低減に
努める。

333.豚インフルエンザウイルスにおける血
清学的サーベイランス法の検討とその応用
：宮城県仙台家保 高森広典、西清志

豚インフルエンザウイルス（SIV）の浸潤
状況を把握するため、SIV抗体検査法を検討。
2011～2012年度に採材した育成肥育豚血清1
30検体について、1978年分離株（SIV 1978）

及び新型インフルエンザ市販抗原（pdm 200
9）を用いたHI試験を実施。抗体保有率はSI
V 1978:9％、pdm 2009：16％で、近年の県
内流行株はpdm 2009に近縁と推察。迅速か
つ簡便性に優れ、ウイルス共通抗体を認識
する間接蛍光抗体法（IFA）とA型インフル
エンザウイルス検出ELISAを検討。HI試験（p
dm 2009）に対する一致度（κ係数）はIFA:
0.75、ELISA：0.61で、IFAの有用性を確認。
IFAを用いて2008～2012年度に採材した育成
肥育豚血清116戸580検体のSIV抗体保有状況
を調査。抗体保有率は2008:13％、2009：0
％、2010：37％、2011～2012：21％と2010
年度で高値。2010年度の流行は、ヒトでのp
dm 2009の大流行が影響した可能性も推察。
血清学的サーベイランスによる流行予察及
びSIV流行株の解析の重要性を再認識。

334.大規模養豚場におけるウイルス動態に
基づいたPRRSウイルス対策：山形県中央家
保 馬渡隆寛

PRRSウイルスの清浄化に用いられるオー
ルアウトやパーシャルデポピュレーション
は、経営上負担が大きく敷居の高い手法。
今回、母豚2,000頭飼養規模農場で検査に基
づき実行可能な方法を検討。ウイルス動態
把握のためステージ別（30～150日齢及び母
豚）に採血し、抗体及び遺伝子検査を実施。
その結果、感染循環は母豚舎ではみられず、
90日齢頃であることが判明。これまで3棟あ
る肥育舎の空豚房に順次いれる方式から、1
棟を肥育前期舎とし、120日齢以降に2棟へ
移動させるピッグフロー変更を提案。ウイ
ルス循環の場を肥育前期舎に限局し、残り2
棟の清浄化を目指す。個体の病性鑑定のみ
で終わらず、農場全体の疾病に対するピッ
グフローを考慮した対策指導を実施。農家
のニーズに応じて、家保による検査データ
に基づいたサービスの提供は、飼養者の衛
生意識や農場の生産性向上の一助となりう
る。今後も情報交換を重ねながら積極的に
取り組んでいく。

335.豚パルボウイルス（PPV）による異常産
の発生例：山形県中央家保 平野かおり、
佐々木志穂

発生農場は、母豚160頭飼養の一貫経営農
場。平成25年4月に民間コンサルタントより
異常産子が多いとの指摘を受け、当家保に
相談があり、経過観察中であった。7月下旬、
初産豚1頭で異常産（正常子6、白子1、ミイ
ラ化胎子7）が発生。白子1頭と母豚血清に
ついて病性鑑定実施。胎子の主要臓器からP
PV遺伝子を検出。また、胎子の体液からPPV
-HI抗体を確認（10,240倍）。本症例をPPV
病と診断。さらに平成25年5～8月までの繁
殖候補豚の導入時血清を用いた抗体検査等
から、6月導入以降で抗体を確認。8月導入
の1頭からはPPV遺伝子を検出。当農場では、
6月初旬に当該母豚含む育成・繁殖豚に日本
脳炎・PPV混合生ワクチンを一斉接種済であ
った。本症例はPPV抗体陰性の未経産豚が、
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ワクチン接種前後にウイルス感染し、発症
したものと推察。このことから従来の夏前
の年1回一斉接種に加え、繁殖候補豚への交
配前のPPV単味ワクチンの接種を指導。

336.一小規模経営で発生した豚サーコウイ
ルス関連疾病（PCVAD）と対応：山形県置賜
家保 宇都若菜、森大輝

管内の母豚30頭を飼養する一貫経営農場
で、平成25年5月から6月にかけて約4か月齢
の豚14頭が突然死。異常豚3頭及びワクチン
接種前後の肥育豚の血清23検体について病
性鑑定を実施。病理検査では、疣贅性心内
膜炎、間質性肺炎及び全身臓器の播種性血
管内凝固。心臓の疣からStreptococcus sui
sを分離（ST27 complex推定）。PCV2のリア
ルタイムPCRでは、異常豚の臓器から10^7 c
opies/100μg（コピー）以上、98日齢以降
の同居豚の血清から最大2.2×10^7コピーの
遺伝子を検出。PCVADと診断し、ワクチン接
種を指導。接種後、肥育豚の血清ウイルス
量は著しく減少（107日齢で最大5.1×10^2
コピー）、肥育豚の事故率は8％から2％に
低下。PCV2感染により易感染状態となり豚
レンサ球菌症を発症した事例と推察。管内
での飼養規模の二極化が進む中、効率的な
衛生対策の一助となるため、今後も小規模
経営を注視し指導してゆく。

337.管内で発生した豚伝染性下痢：茨城県
県北家保 都筑智子、菅原徹

平成25年11月上旬、県央部の母豚150頭規
模一貫経営養豚場（A農場）で、分娩舎繁殖
豚と哺乳豚で水様性下痢と嘔吐を確認。病
性鑑定で胃の膨満と未消化凝固乳の充満、
小腸壁及び大腸壁のひ薄化と未消化内容物
の充満が認められ、遺伝子検査で豚流行性
下痢（PED）の特異遺伝子が検出。分子系統
樹解析では近年の流行株と近縁であること
が判明。病理検査では空回腸の絨毛の萎縮
と粘膜上皮の空胞化、抗PEDウイルス血清の
免疫組織化学的染色で空回腸粘膜上皮に陽
性反応を確認し、本症例をPEDと診断。本症
例の発生約2週間後には、同地域の母豚200
頭規模一貫経営農場（B農場）でもPEDが発
生したため、2農場の比較検討を実施。発症
は両農場とも分娩舎が初発。一方、抗体検
査の結果から発生時に農場内でPEDウイルス
がまん延している可能性は低いことが示唆。
A・B農場は直線距離が0.6kmと近隣だが、飼
料会社や薬品会社等の疫学的関連性はなし。
今後、サーベイランスと発生農場の清浄化
対策によるまん延防止及び常在化防止を図
る。

338.豚インフルエンザの発生と分離株を用
いたHI試験の条件検討及びその活用：茨城
県県北家保 山下薫、大谷芳子

平成25年4月、呼吸器症状を呈する哺乳豚
からインフルエンザウイルス（A/swine/Iba
raki/1/2013（H1N2））を分離。当該豚の肺
10%乳剤を発育鶏卵尿膜腔内に接種し培養し

て採取した尿膜腔液（以下、E1）またはMDC
K細胞に接種し培養して採取した培養上清を
抗原としてHI試験を実施。血球は0.5%モル
モット赤血球または0.5%鶏赤血球（以下CRB
C）を使用。被検血清に対してRDE処理およ
び血球吸収処理を実施。使用抗原および血
球は農場の抗体価の評価に影響せず。E1お
よびCRBCを用いてHI試験を実施。pre血清で
は 20検体すべて8倍未満、post血清のGM値
は分娩舎111倍、離乳舎362倍、子豚舎512倍、
肥育舎402倍。半年後の肥育豚のGM値は、分
娩舎84倍、離乳舎3.7倍、子豚舎及び肥育舎
8倍未満。母豚のGM値は、ストール97倍、分
娩舎51倍。発生から約半年後の時点では、
当該農場に茨城株の新たな感染はなく、若
齢豚に検出されたHI抗体は移行抗体と推
察。

339.平成27年度までの大規模農場を含む管
内のオーエスキー病（AD）清浄化計画：茨
城県鹿行家保 清水ひろみ、榊原裕二

第5期は平成25年11月末現在で陽性戸数が
71戸中29戸（40.8%）、陽性頭数は4,173頭
中658頭（15.8%）。陽性農場がある2市の第
4期の戸数陽性率は何れも約55%に対し、D市
が50.0%、C市では34.6%と大幅に減少。ADウ
イルス活動地域では、ワクチン接種の徹底
・指導強化により沈静化傾向。また、繁殖
豚全頭検査は10戸1,636頭中444頭（27.1%）
の陽性豚を摘発。一方、第4期に実施した全
頭検査後の清浄性確認検査では、15農場中5
農場で新たな陽性豚を摘発、うち3農場は陽
性豚淘汰後にワクチン接種を中止。管内の
ような養豚密集地域では、清浄化後も飼養
衛生管理基準の遵守に加え、ワクチン接種
の徹底が重要。平成27年度までの清浄化はC
市では達成可能であるが、D市では陽性農場
のADウイルス沈静化が第一条件であり、計
画的に進めていく予定。特に、陽性大規模
農場の全頭検査は、1農場は平成26年度、2
農場はモニタリング検査・候補豚検査等に
より、繁殖豚陽性率が減少した時点で開始
予定。

340.県西地域のオーエスキー病（AD）清浄
化達成への課題と取組み：茨城県県西家保
水野博明、太田土美

昨年度、農場数が多いためAD清浄化の進
捗状況をロードマップで可視化した結果、
繁殖豚全頭検査の未実施農場が41農場ある
こと、ADが農場内で活動している肥育豚陽
性農場が4農場（一貫2､肥育2）あることが、
判明。今年度は繁殖豚検査を積極的に行い
未実施は9農場に減少。肥育豚陽性農場では、
1農場でピッグフローの確認と2週間ごとの
抗体検査。適期のワクチン接種を指導後、
沈静化。他の一貫農場はワクチン未接種で
指導困難農場。獣医師や関係機関と対策会
議を開催。関係機関が協力しワクチン接種
再開を継続指導。肥育経営2農場でも同様な
対策会議で市内農場のワクチン接種徹底の
指導継続を確認。今年度、清浄性確認農場
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は約74％と進展も、と畜場が複数あること
等理由に再感染を心配しワクチン接種中止
を不安視する農場が多数。今後、農場の不
安解消のため清浄性確認農場やと畜場での
モニタリング検査を強化しAD清浄化達成を
目指す。

341.管内におけるオーエスキー病（AD）清
浄化達成までのあゆみ：群馬県西部家保
佐藤洋子、板垣光明

平成3年からAD対策要領によりワクチン接
種による清浄化を推進。12年～14年のと畜
場出荷豚の管内野外抗体陽性率は12%～21%。
15年には全頭接種を原則とし接種方法を統
一、強化指導により接種頭数は18年まで年
々増加、以降ステータス変更により減少。1
5年～18年の肥育豚の野外抗体陽性率（陽性
率）は10%から3%に減少したが、浸潤農場数
は11戸～20戸、ウイルスの動きが見られる
農場数は7戸から10戸へ増加。そこで、18年
以降は管内全地域の自衛防疫団体と連携し
た指導を開始。19年には1農場で発生し陽性
率は7%と増加したが、浸潤農場数は16戸で
ウイルスの動きが見られる農場数は5戸へ減
少し、21年以降の陽性率は0%。22年以降は
繁殖豚全頭検査を開始し、24年には西部地
域AD対策協議会にて清浄化後の対策とウイ
ルス侵入時の対応を確認。25年5月には管内
全農場検査完了、摘発した野外抗体陽性豚
は10月までに淘汰が終了し、管内全地域清
浄化を達成。

342.と畜場採材におけるオーエスキー病抗
体検査：群馬県家衛研 髙梨資子、吉田真
琴

本県では従来から県内最大のと畜場で年2
回出荷豚のAD抗体調査を実施。平成18年度
の群馬県農業振興プランに基づき、平成19
年度から年5回採材に検査強化。平成18年度
の検査頭数2170頭、検査農場数62戸から、
平成19年度はそれぞれ5122頭、151戸に増加。
平成19年からの7年間で年間平均検査頭数58
28頭、年間平均検査農場数173戸。頭数ベー
ス野外抗体（抗体）陽性率は平成18年度は1
6.1％が平成24年度は0.8％に減少。農場ベ
ース抗体陽性率は平成18年度は29.0％が平
成24年度は4.3％に減少。しかし平成25年6
月のと畜場採材でステータスⅡ地域の養豚
密集地域で新たに2戸陽転農場を摘発。定期
的な採材による陽転の早期発見とこれまで
のワクチン接種によるウイルス排泄抑制に
より感染拡大を防げた。陽性農場を重点的
に採材した結果、今年度は頭数ベース抗体
陽性率4.2％、農場ベース抗体陽性率は5.6
％に増加。今後もと畜場での定期的な検査
を継続し、AD清浄化を目指す。

343.オーエスキー病清浄化への取組：埼玉
県中央家保 土門尚貴、河合正子

管内豚飼養農家19戸中1戸のオーエスキー
病（AD）浸潤農場であったA農場（H25年4月
時点）を中心にAD対策を強化。A農場は一貫

経営、繁殖豚78頭、肥育豚850頭飼養、H19
年にAD再浸潤。清浄農場復帰に向けた対策
を実施してきたが、H23年4月に新規野外抗
体陽性豚3頭を確認。その後、繁殖豚延166
頭、肥育豚延138頭の抗体検査、頻回な衛生
管理指導を実施。平成24年の繁殖豚全頭検
査では19頭が野外抗体陽性、うち5頭が新規
陽性。指導により繁殖豚導入時のワクチン
接種、陰性証明取得が徹底。併せて、豚舎
内に陽性繁殖豚の個体番号記入用ホワイト
ボードを設置、陽性繁殖豚把握も徹底。A農
場は飼養衛生管理が向上、計画的な陽性繁
殖豚の淘汰が進み、H25年12月に清浄性確認
農場となった。今年度（12月時点）、A農場
を含む管内養豚農家で延917頭を抗体検査。
新規野外抗体陽性豚は認められなかった。
今後、定期的な抗体検査と衛生管理指導を
実施、清浄性確保に努める。

344.管内のオーエスキー病清浄化進捗状況
と今後の課題：千葉県東部家保 笠井史子、
渡邊和彦

平成20年に改正されたオーエスキー病防
疫対策要領に基づき、清浄化対策を実施し
てきたが、平成22年にステータス（St）Ⅱ
地域における繁殖豚全頭検査が清浄化に向
けた新たな要件となり、農済連家畜診療所
及び民間獣医師と協力して検査を実施。全
頭検査で野外抗体陽性率が高い農家につい
ては、陽性豚の早期かつ計画的な淘汰、ワ
クチン接種方法、ピッグフロー等の再確認
及びワクチンの徹底接種を指導。野外抗体
陽性率が低い農家については、当面ワクチ
ン接種を継続の上、陽性豚の淘汰確認後に
清浄度確認検査を実施し、その後ワクチン
接種中止、StⅢ地域への移行を検討。今後
は、①清浄度確認検査の実施と検査頭数②
陽性豚淘汰後の清浄度確認検査において陽
性が再確認された農場への対応並びにその
周辺清浄農家のワクチン中止時期③ワクチ
ン接種継続要望への対処等の課題があるが、
平成27年度末の清浄化達成に確実に近づい
ている。

345.オーエスキー病清浄化に向けた繁殖豚
全頭採血：千葉県東部家保 土肥世生、菅
賢明

平成20年改正のオーエスキー病（AD）防
疫対策要領に基づき家畜診療所、民間獣医
師、家畜保健衛生所で清浄度確認検査を開
始。21年度に18.9%の野外抗体頭数陽性率は
23年度に4.8%になり一部地域で抽出検査全
頭陰性となった。当所は22年に一部改正さ
れた要領を基に繁殖豚全頭検査を24年10月
より開始。管内は県内豚飼養頭数の54%を抱
えることから市町職員、県内関係機関の協
力を得て6市町を延べ108日、639人で79戸約
13,000頭の繁殖豚採血を行い、25年11月に
管内ステータスⅡ全農場検査を終了。採血
作業は1班保定者2名、採血者1名、採血補助
者1～2名とし、母豚は頚静脈採血を主に耳
静脈と尾静脈採血を併用。雄豚は畜主の意
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向、保定労働力、安全性を考慮し、鼻保定
を行わない尾静脈採血を主に、頚静脈採血
を併用。清浄化推進には雄豚の陽性状況確
認、確実な陽性豚確認の為の個体識別、作
業円滑化を図るため農家への事前聞き取り
と説明が重要と考えられた。

346.繁殖豚全頭検査で明確になったオーエ
スキー病（AD）清浄化の状況と対策：千葉
県北部家保 中山雄大、三浦良彰

平成23年以降実施した繁殖豚全頭検査の
結果、ステータス（St）Ⅱの農場73戸中46
戸がAD野外抗体陽性、昨年11月までに31戸
が淘汰を完了した。StⅡの農場でも各々清
浄化の状況が異なることから、繁殖及び肥
育豚の野外抗体保有状況により4段階に区分
しマップを作成した。その結果、地域毎、
農場毎に必要な対策が明確になった。野外
抗体陽性豚の淘汰が完了したA地域は清浄性
を確認し次第ワクチン接種中止を、淘汰中
の農場を含むB地域は年度内の淘汰と清浄維
持確認検査の順次実施を、野外抗体陽性率4
0％以上の農場を含むC地域は適切なワクチ
ン接種の継続と定期的な検査により清浄性
を確認後本年夏までの淘汰完了を指導中で
ある。一部の地域に再感染を疑う農場が見
つかったがワクチン接種徹底と併行して再
度全頭検査による陽性豚の検出と淘汰を進
めている。今後とも全域で抽出検査を行い
清浄性を確認した後、来年度中にワクチン
接種を中止し再来年度中に清浄化達成を目
指す。

347.豚繁殖・呼吸障害症候群の診断におけ
る総合判断の重要性：千葉県中央家保 関
根大介、大坪岳彦

県内養豚場で90日齢の肥育豚が発咳等の
呼吸器症状を示したため、病理解剖を実施
し、組織所見では間質性肺炎を認めた。豚
繁殖・呼吸障害症候群（以下PRRS）ウイル
スに対する免疫組織学的染色では市販モノ
クローナル抗体（以下M-AB）を用いたとこ
ろ陰性であったが、ポリクローナル抗体で
は陽性を示した。一方、肺乳剤を用いたRT-
PCRではChristopherらの方法は陰性であっ
たが、Konoらの方法では陽性を示した。M-A
BおよびChristopherらの方法が陰性となる
原因究明のため、ORF7領域の遺伝子解析を
実施し、既知のM-AB陰性株と比較したとこ
ろ、4塩基の共通変異を確認した。しかし、
アミノ酸組成に変化はなく、原因特定には
至らなかった。また、当所のChristopherら
およびKonoらの方法によるRT-PCRの検出率
を血清89例で検証したところ、両者に差は
認められなかった。以上からPRRSの診断は
組織所見、免疫組織学的染色、ウイルス学
的検査の総合判断が重要であると再認識し
た。

348.豚繁殖・呼吸障害症候群清浄化に向け
たU地域の取組：新潟県中越家保 馬上斉、
岡本英司

管内養豚場の豚繁殖・呼吸障害症候群（P
RRS）の浸潤度は、平成25年4月時点で30戸
中5戸に浸潤（浸潤率16.7%）。農場間の距
離・地形等を踏まえ、3地域（N、T、U）に
分類。N、T地域の農場はPRRS侵入防止の意
識が高く、地域・グループ間で民間または
家保の検査で陰性を継続確認。今年度はPRR
S浸潤農場が多いU地域で取組を強化。U地域
は5戸中3戸がPRRS浸潤農場。4農場が所属す
るJA部会でPRRS清浄化に向けた取組開始。
部会内での情報共有および意識向上のため、
「PRRSの基礎知識」、および「PRRS検査と
農場での具体的活用方法」と題し、勉強会
を2回開催。民間で検査実施の1農場を除き6
月に3農場116検体でステージ別抗体検査を
実施。浸潤農場2戸では、繁殖母豚群は免疫
安定化傾向、肉豚で感染時期の違いが判明。
PRRS以外の疾病も含め衛生対策検討会を開
催。部会内の意思統一および検査の重要性
が理解され、今後も取組を継続。

349.豚サペロウイルスが脳脊髄炎原因ウイ
ルスであることを証明した野外事例及び感
染実験：新潟県中央家保 會田恒彦、篠川
有理

平成20年10月～22年5月に母豚240頭規模
の養豚場で、約2か月齢の肥育豚が四肢麻痺
等の神経症状を呈し一部回復、30頭が死亡。
病性鑑定で延髄と脊髄を主体に非化膿性脳
脊髄炎を認め（6/6）、延髄から豚サぺロウ
イルス（PSV）特異遺伝子を検出（3/6）、P
SVを分離（1/6）。分離株は標準株V13株と
遺伝子一致率91.5%。平成24年実施のノトバ
イオート豚への分離株静脈内接種で9日目か
ら後躯麻痺等が再現（3/3）、経口及び静脈
内接種で非化膿性脳脊髄炎を認め（5/5）、
分離株マウス抗血清を用いた免疫組織化学
染色で延髄又は脊髄から抗原を検出（5/5）。
発生農場のステージ別PSV中和抗体価は離乳
～肥育前期で低下し、その後上昇。平成20
年、10年及び昭和58年の県内各20戸は全戸P
SV抗体陽性でPSVは広く浸潤。本事例はPSV
の豚への神経病原性を世界初証明。今後の
豚神経症状の類症鑑別に有用知見。

350.口腔液を利用した豚繁殖・呼吸障害症
候群ウイルスモニタリング方法の活用：新
潟県中央家保 今井杏子、村山修吾

口腔液を利用した豚繁殖・呼吸障害症候
群（PRRS）のモニタリング方法（以下、ロ
ープ法）の確立を目指し、口腔液を用いたP
RRSウイルスの抗体（ELISA）及び遺伝子検
査（RT-nested PCR：PCR）を、管内生産者
団体と連携しステージ採血に合わせて実施。
口腔液と血清の判定一致率はELISAで92.2%、
PCRで86.8%。口腔液は血清に比べ両検査法
ともに検出感度が高く、検体として十分に
利用可能。多検体を省力的に採材できる長
所を利用し、現場での活用と定着を目的に、
4農場でロープ法を実施し、豚舎内の複数豚
房から採材。陰性豚舎の陽転、陽性農場の
豚房毎の感染状況並びに陽転時期を確認。
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定期的に広くモニタリングすることで、感
染要因の推定、対策立案指導、対策結果を
検証でき、PRRS対策の一助に活用。さらに
ロープ法は生産者の清浄化に向けた「やる
気」を引き出す有効なツール。

351.豚繁殖・呼吸障害症候群（PRRS）陽性
農場における損耗防止対策：富山県東部家
保 本多秀次、森岡秀就

平成20年10月、A農場でPRRS抗体陽性を確
認。死流産や呼吸器症状が認められていな
いことから、PRRSワクチン接種を行わず二
次感染対策や消毒等による損耗防止対策を
実施する方針とし、定期的に本ウイルスの
動態調査や異常豚の病性鑑定等を実施。5年
間のウイルス動態調査結果から、繁殖豚で
はウイルス血症は確認されず、死流産も認
められなかった。肥育豚では、2ヵ月齢でPC
RとELISAが陽性であることから、感染場所
は2ヵ月齢が飼養される離乳舎にあると推
定。病性鑑定では、抗体陽性確認から約2年
間はPRRSに関連した疾病はみられなかった
が、その後散発的にPRRSが発生。ORF5遺伝
子解析から農場内に新たなウイルス株の侵
入はないと推察。感染場所である離乳舎で
の衛生プログラムの変更及び消毒の徹底を
図ったことにより、減少した出荷頭数は回
復傾向にあり、と畜場の内臓廃棄データが
改善。A農場ではPRRSワクチンを用いず損耗
防止を図っていくことは可能と推察。

352.ワクチン類似PRRSV及びPCV2による混合
感染事例：愛知県西部家保 鈴木雅大ほか

PRRSV清浄農場での、ワクチン株と相同性
が高いPRRSV（ワクチン類似PRRSV）と豚サ
ーコウイルス2型（PCV2）混合感染事例を報
告。農場は母豚180頭一貫でPCV2浸潤及びPR
RSV清浄。平成24年9月、4ヵ月齢肉豚にPRRS
抗体確認。10月、離乳舎肉豚で一部に軽度
の削痩と呼吸器症状認め、当該豚2頭の病性
鑑定。繁殖障害認めず。細菌、病理（HE、P
RRSV免疫染色）、ウイルス検査（PRRSV、PC
V2遺伝子検査、PRRSVのOpen reading frame
5遺伝子解析）実施。細菌検査陰性、肺後

葉の肝変化軽度。病理検査で非化膿性間質
性肺炎、免疫染色でPRRSV確認。肺門リンパ
節でブドウ房状封入体多数確認。遺伝子検
査は肺でPRRSVとPCV2陽性、扁桃でPCV2陽性。
PRRSVワクチン株と相同性98.7%。肺病変形
成はPCV2浸潤農場へのPRRSV侵入によると推
測。ワクチン類似PRRSV及びPCV2混合感染症
と診断。本農場はPRRSV清浄でワクチン接種
歴無く、他農場等からの伝播を示唆。豚舎
洗浄消毒等で症状改善。

353.慢性呼吸器病重点指導農家での豚イン
フルエンザワクチン効果：三重県北勢家保
川瀬聖、佐藤勝哉

大規模養豚場で2006年以降、慢性呼吸器
病対策として母豚群及び肉豚の発育ステー
ジ別抗体検査等を年2回実施。各検査結果、
と畜検査データ及び農場巡回の指導事項を

もとに農家、ワクチンメーカー、当所で生
産性向上を目的とした検討会を8回実施。20
07年までは豚繁殖・呼吸障害症候群（PRR
S）、豚胸膜肺炎、豚マイコプラズマ肺炎（M
PS）、2008年からは豚サーコウイルス2型（P
CV2）を加えた各疾病のデータ分析に基づく
ワクチンプログラムと飼養衛生管理の見直
しを行い、改善がみられた。さらなる呼吸
器病発生低減を目指し、2010年秋以降、豚
インフルエンザ（SI）の検査を追加。H1N1
及びH3N2の各亜型の浸潤を確認したことか
ら2011年9月以降SIワクチンの接種を開始。
対策後の平均肥育事故率は対策前の8.0％か
ら6.0%に改善し、SI、PRRS、PCV2、MPSの各
抗体価は安定。対策後のと畜検査での平均M
PS罹患率は、対策前の7.0％から5.3％に減
少。呼吸器病対策にSIワクチン接種は有効
と考えられた。

354.一養豚場における母豚群のPRRS免疫安
定化に向けた取り組み：滋賀県滋賀県家保
藤井賢一、村林和幸

母豚約300頭規模一貫経営農場で、平成13
年7月から離乳豚の死亡頭数が急増。平成20
年12月の哺乳豚へのサーコウイルス2型ワク
チン接種開始後、事故率が低減し、PRRSワ
クチンの接種を中止。平成24年8月の抗体検
査の結果、母豚群内のPRRS抗体陰性豚は57.
1%に達し、免疫が不安定化している状況が
推察されたため、PRRSワクチン接種の再開
を指導。初回は2ヶ月連続接種とし、接種個
体を具体的に明示し平成24年11月から平成2
5年3月にかけて実施。その後、一斉接種を
平成25年4月、7月、10月の3回実施。母豚群
の抗体陰性豚は第1回一斉接種後で15.5%、
第3回一斉接種後で20.0%。哺乳豚の血清を
用いた遺伝子検査（PCR検査）では第1回お
よび第3回一斉接種後ともに結果はすべて陰
性で、PRRSウイルスの感染は確認されず。
平成25年10月～12月の死亡頭数は、前年同
月に比較して減少傾向。引き続き状況確認
と指導を行い、事故率の増加の予防および
改善を目指したい。

355.豚サーコウイルス関連疾病の発生と疫
学調査：大阪府大阪府家保 大橋浩介

【発生概要】府内の一肥育養豚場（3500
頭規模）で平成25年6月下旬から呼吸器症状
を呈し、死亡頭数が増加。【病性鑑定結果】
肺より豚サーコウイルス2型（以下、PCV2）
遺伝子を検出、病理組織学的検査でPCV2に
よる間質性肺炎を確認、他の細菌やウイル
スが検出されず、PCV2単独感染による肺炎
と診断。【対策・指導】当該農場と防疫対
策検討会を実施、新規導入群へのワクチン
接種や清掃消毒の徹底などの対策を指導し
た結果、事故率は発生前の状況にほぼ回復。
【疫学調査・考察】農場のPCV2の浸潤状況
と侵入時期について血清、鼻汁および糞便
を用いてPCV2のIFA抗体価およびリアルタイ
ムPCRにより遺伝子量を測定。結果、平成25
年2月以前の導入豚では抗体および遺伝子は
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陰性だったが、3月以降の導入豚で遺伝子が
陽性となり、3月以降農場内へウイルスの侵
入、汚染の拡大が疑われた。その後、5・6
月導入群が、導入後に暑熱などの影響を受
けてPCV2肺炎を発症、死亡頭数が増加した
と推察。

356.豚サーコウイルス2型（PCV2）遺伝子量
と疾病発生状況に関する一考察：大阪府大
阪府家保 羽岡美智代

府内一養豚農場において、PCV2単独感染
による肺炎が発生。死亡豚の病性鑑定と鼻
汁、糞便、血清を用いたPCR法によるウイル
ス浸潤状況調査及びリアルタイムPCR法によ
る定量を実施。農場内で広くウイルスを検
出。呼吸器病発症群では、臓器、血清、鼻
汁および糞便からウイルス検出、呼吸器症
状が見られなくなった後も、鼻汁および糞
便中から多量のウイルスを検出。対策とし
てワクチン接種を指導、接種群では、呼吸
器病は発生せず、鼻汁からウイルスは検出
されたが、ウイルス量の増加は抑制されて
おり、血清および糞便からは未検出。ウイ
ルス遺伝子検出率は鼻汁が最も高く、採材
が比較的容易であることから、サーベイラ
ンス検体としては鼻汁が最適。また、ウイ
ルス量は発症時に増加し、回復後も大量の
ウイルスを排出していることが判明。ワク
チン接種によって、ウイルス量の増加が抑
えられたことから、本病に対するワクチン
の有効性と効果を再確認できた。

357.豚サーコウイルス2型の関与が疑われた
新しい遺伝子型による敗血症型豚丹毒：兵
庫県姫路家保 名部美琴、小島温子

2013年肥育養豚場で死亡率が増加、新し
い遺伝子型による敗血症型豚丹毒と診断。
豚丹毒ワクチン接種を指導。さらに死亡豚
は豚サーコウイルス2型（PCV2）PCR陽性（遺
伝子型2b ）、組織中のウイルス量は極めて
高値（最大3.8×10

10
copy/mg）。リンパ節の

リンパ球減少を認め、PCV2感染が豚丹毒の
発生や高い死亡率に関与した可能性。PCV2
ワクチン接種指導に資するためPCV2浸潤状
況を調査。導入元で2011年、当該農場で201
2年にPCV2bの浸潤を確認。導入元では母豚
にPCV2ワクチンを接種していたが、肥育豚4
か月齢時血清のPCV2ウイルス量は高値（平
均7.9×10

4
copy/μl）。子豚へのPCV2ワク

チン接種の追加を指導した結果、PCV2ウイ
ルス量は平均1.3×10

2
copy/μlに減少、豚

丹毒の発生無し。本県にも新型豚丹毒菌の
侵入が確認され豚丹毒ワクチンの接種推進
が重要。県内のPCV2浸潤状況調査でPCV2b陽
性農場が増加傾向にありPCV2による生産性
阻害を防ぐためPCV2ワクチン接種等の対策
が必要。

358.管内複数農場で多発した豚日本脳炎：
鳥取県倉吉家保 柄裕子、最首信和

管内養豚農家24戸のうち、7戸に異常産が
発生。うち3戸について病性鑑定を実施。A

農家で9～10月初旬分娩の18頭中8頭が異常
産。初産豚に多く発生。B農家で10月分娩の
28頭中18頭に産歴は関係なく発生。C農家で
10月に初産～2産目の豚3頭で発生。病理解
剖にて、白子は大脳欠損と小脳の矮小化、
黒子は異常所見無し。RT-PCRで日本脳炎ウ
イルス（JEV）遺伝子検出、病理検査では非
化膿性脳炎がみられた。ウイルスは非分離。
（独）動物衛生研究所に依頼した検査の結
果、JEVのE領域における遺伝子解析で遺伝
子型1、免疫染色は陽性。HI試験の結果、流
産した母豚は抗体を有した。B､C農家では6
月の血清の抗体価<20の母豚が10月では上
昇。10月の抗体価が<20の経産豚もおり、越
夏してもJEVに感染していない個体も存在。
衛生環境研究所のJEV流行調査で、例年に比
べ今夏は抗体価が急上昇。今回のJE発症豚
は全てワクチン未接種。ワクチン接種を推
進するとともに、接種方法の指導も必要。

359.北米型PRRSウイルス実験感染豚のウイ
ルス体内動態の検証：島根県家畜病鑑室
下出圭吾

北米型PRRSウイルスはClusterⅠ～Ⅴに分
類されており、各Clusterの病原性を検証す
るために感染実験を実施し、臨床症状と血
中ウイルス量について調査。試験ウイルス
としてClusterⅢから2株、Ⅰ、ⅡおよびⅤ
から1株選択し、4週齢の豚1群5頭に接種。
経時的に体温および血中ウイルス量を測定
し、接種3週間後に解剖。全ての株において、
ウイルス血症が接種後1日目から試験期間中
継続し、全ての豚で間質性肺炎を認めた。C
lusterⅡでは、他Clusterと比較して、発熱
を顕著に認め、血中ウイルス量が最も高値
を示した。ClusterⅢについては2株の平均
血中ウイルス量の推移に違いがみられ、一
方で単峰性、他方で二峰性を示した。Clust
erⅡの結果から血中ウイルス量が症状の増
悪化に関与しているものと推察。また、Clu
sterⅢの結果から、1株でClusterの病原性
を検証することは困難であり、試験株を増
やしてデータを蓄積していく必要あり。

360.離乳豚舎で発生した豚繁殖・呼吸障害
症候群（PRRS）の一考察：愛媛県南予家保
高橋弥生、谷口芳恵

平成25年9月母豚200頭規模の養豚農家に
おいて、離乳子豚の死亡事例が散発。虚弱
豚1頭の肺及び扁桃からPRRSウイルス（PRRS
V）遺伝子を検出し間質性肺炎を確認。検出
したPRRSV遺伝子はRFLP解析により野外株と
判定。PRRSV浸潤状況調査において、ワクチ
ン接種に関わらず若い母豚の抗体陽性率が
低い結果。母豚及び哺乳豚ではPRRSV遺伝子
は未検出、離乳豚は、抗体及びPRRS遺伝子
とも陽性と陰性が混在。離乳豚の口腔スワ
ブ及び離乳豚舎の環境材料からPRRSV遺伝子
を検出。RFLP解析により口腔スワブはワク
チン株及び野外株、環境材料は野外株と判
明し、離乳豚舎にPRRSVが存在すると推定。
対策として離乳豚舎を中心とした洗浄、消
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毒及び乾燥の徹底を含めた飼養衛生管理の
改善を指導し沈静化。なお、今回の調査に
おいて、綿棒を用いて採材した口腔スワブ
や環境材料は遺伝子検査の材料として利用
できると示唆。

361.福岡県の豚トルクテノウイルス浸潤状
況：福岡県中央家保 山本訓敬

平成23年度から24年度に採材した県内健
康豚の血清（62農場678検体）からトルクテ
ノウイルス（TTV）の1型と2型を、PCR法を
用いた遺伝子検出による浸潤状況調査及び
遺伝子解析を実施。検査した62農場の全て
で、1型と2型の遺伝子を検出。各農場の浸
潤率は、1型で43～100%（全体85%）、2型で
36～100%（ 72%）、両遺伝子型の検出は10
～100%（62%）。肥育豚全体は、それぞれ88
%、85%、75%であり、1型と2型の検出率で違
いを認めず。繁殖豚では、82%、59%、51%と
1型と2型の検出率で違いを認めた。遺伝子
解析では地域性は認めなかった。農家間の
浸潤率には違いがあったが、その原因は不
明。TTVは、水平感染と垂直感染伝播が報告
されており、各農場内で常在していると示
唆。PCVADとTTVに関連があると推定すると、
すべての農場で豚サーコウイルス2型が侵入
した場合、TTVが関わるPCVADの発生リスク
がある可能性。TTVとPCVADとの関連性につ
いての動向調査が必要。

362.管内における伝染性胃腸炎の発生およ
びウイルス動態調査：長崎県県南家保 寺
山好美、常岡純也

平成25年4月、4～9日齢の哺乳豚が黄色水
様性下痢や嘔吐を呈した症例について、病
性鑑定実施。病理組織学的検査で小腸絨毛
の萎縮、上皮細胞の空胞変性および剥離を
確認。ウイルス学的検査では、FA法で伝染
性胃腸炎ウイルス（TGEV）陽性抗原を確認
（1/4検体）、PCR検査でTGEV遺伝子を検出
（9/10検体）。母子前後血清を用いた抗体
検査で、TGEVに対する母豚の有意な抗体上
昇と、哺乳豚の後血清で高い抗体を確認し
たことから、TGEと診断。発生後、発育ステ
ージ別の抗体検査、糞便材料を用いた発育
ステージ別及び豚舎別の遺伝子検査による
継続的なウイルス動態調査の結果、全ステ
ージでTGEVに対する抗体確認。さらに、発
生後5か月間継続してTGEV遺伝子を複数豚舎
で検出。モニタリング検査ごとに飼養衛生
管理を見直した結果、11月の検査で遺伝子
検出豚舎は限局し、検出率も低下。今後も
モニタリングを継続しウイルス清浄化を図
る。

363.豚レンサ球菌症罹患豚にみられた豚繁
殖呼吸障害症候群ウイルス（PRRSV）の関与
を疑う小脳病変：長崎県中央家保 鈴田史
子、寺山好美

母豚200頭規模の一養豚場において76日齢
の肥育豚3頭が神経症状を呈し、1例（症例
①）に化膿性髄膜炎、プルキンエ細胞の変

性・壊死・脱落、実質の空胞形成および非
化膿性脳炎を特徴とする多様な小脳病変と
間質性肺炎を確認。他2例は化膿性髄膜脳炎
が主体で、間質性肺炎は軽度。免疫染色（I
HC）で、症例①の髄膜にStreptococcus su
is（S.suis）2型の陽性抗原、小脳実質と肺
病変部にPRRSV陽性抗原を確認。他2例は小
脳にS.suis2型抗原を確認、PRRSV抗原は小
脳では不明瞭、肺の抗原分布は少量。過去
の豚レンサ球菌症11事例の小脳と肺を組織
学的に精査。4例に化膿性髄膜脳炎を認める
も、多様な小脳病変なし。IHCでは全例にPR
RSV陽性抗原なし。IHCではPRRSVの関与は確
認されなかったが、PRRS汚染農場がレンサ
球菌症の発生が多い傾向。症例①の多様な
小脳病変にPRRSVの関与が疑われ、他症例と
の抗原分布の違いから、PRRSV重度感染例で
はS.suis2型との混合感染により特異的な小
脳病変を形成し、病態悪化の可能性を示唆。

364.豚繁殖・呼吸障害症候群（PRRS）ウイ
ルスが関与した異常産の発生：熊本県中央
家保 井出清、原慈宏

平成25年1～2月、一貫経営農場で母豚6頭
に流死産、虚弱子豚を娩出する異常産が発
生。PRRS生ワクチンは、母豚全頭に年4回接
種。虚弱子豚2頭の主要臓器、血清を用いて
PCR法によるPRRSウイルス（PRRSV）特異遺
伝子の検出を行い、心臓、肺から北米型を
検出。虚弱子豚2頭、異常産母豚6頭、正常
分娩母豚3頭、正常子豚6頭の血清を用いた
エライザ検査の結果、平均S/P比（0.4以上
が陽性）は、それぞれ0.01、4.34、2.08、2.
07。異常産母豚1頭は、分娩前後で1.29から
4.07に上昇。 臨床症状、検査結果からPRRS
Vの関与が示唆。ワクチン接種母豚での異常
産の発生、異常産母豚の高S/P比、分娩前後
でのS/P比の上昇などから、ワクチン株と異
なる株に感染した可能性が示唆。 感染経路
は車両、人を介した侵入の可能性が推察。
消毒の徹底、異常産母豚の隔離、母豚への
追加ワクチン接種により終息。PRRSV侵入防
止には、消毒の徹底等飼養衛生管理基準の
遵守が重要。

365.一貫経営養豚場で発生した先天性豚痘
の一例：宮崎県宮崎家保 丸田哲也、堀内
早苗

2013年3月6日、1頭の母豚から娩出された
LWD、0日齢の新生豚の12頭中4頭（生存2頭、
死亡2頭）に発痘がみられ病性鑑定。病理解
剖では全身皮膚に白色丘疹、クレーター状
発痘、円形痂皮形成が多発し、舌粘膜にび
らん形成。病理組織検査では病変部の皮膚
表皮有棘細胞と舌粘膜上皮細胞の膨化、増
生、風船様変性、核内空胞化、好酸性細胞
質内封入体形成を観察。免疫組織化学検査
では封入体に一致して豚痘ウイルス抗原を
観察。透過型電子顕微鏡検査では皮膚病変
部有棘細胞の細胞質内にレンガ状構造のウ
イルス粒子を確認。ウイルス検査では4頭で
皮膚病変部、耳介、舌から豚痘ウイルス特
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異遺伝子が検出され、ウイルス分離は陰性。
細菌検査では脳、主要臓器からの有意菌分
離は陰性。以上の検査成績に加え、出生時
から発痘が認められたことから先天性豚痘
と診断。感染経路や感染時期は特定できず。
先天性豚痘の報告例は少ないことから、不
明な部分が多く、今後の症例の積み重ねが
必要。

366.管内畜産基地における母豚全頭検査に
よるオーエスキー病清浄化への取組：鹿児
島県曽於家保 石井麻実、窪薗薫

半径3km以内に21農場を有する畜産基地
は、母豚頭数約11,000頭、総飼養頭数約76,
000頭ともに管内の約3割を占める。平成9年
に豚疾病連絡協議会を設立、「基地は一つ
の農場」を基軸に農家主体の防疫体制確立
を目指してきた。当時からオーエスキー病
清浄化対策として抗体検査とワクチン全頭
接種に取組んできた結果、平成9年に68.2％
であった野外抗体陽性率が平成24年には2.1
％にまで低下。そこで現状の地域ステータ
スⅡ・後期からⅢへ移行する条件の母豚全
頭検査を協議会、家保、市役所、民間企業
が一体となり実施。10月末現在9,662頭の検
査が終了。母豚飼養農場14戸中陽性摘発6戸
（42.8％）、陽性母豚28頭（0.33％）、育成
候補豚は全て陰性。戸数の陽性率に変化は
無いが母豚陽性率は確実に低下しており、
ワクチン全頭接種と候補豚陰性確認、母豚
適時更新を実施してきた成果と推察。当基
地のような養豚密集地でも関係機関の協力
により清浄化が達成可能であることが示唆。

367.尾採血法を活用したオーエスキー病清
浄化：鹿児島県肝属家保 平田あゆみ

オーエスキー病（AD）清浄化を進めるた
めには繁殖豚の全頭検査が必要。しかし、
繁殖豚全頭の採血は畜主の理解と多大な時
間・労力を必要とする作業であり、清浄化
の進まない一要因であった。鼻保定不要の
尾採血法を導入し、繁殖豚の全頭採血に活
用。アンケート結果から尾採血法は養豚農
家への印象が良く、家保職員も活用したい
採血法であると判明。畜舎構造の影響や危
険度・保定の労力の点、畜主の理解を得や
すい点で、AD清浄化に有用な採血法。尾採
血法導入以前の繁殖豚の全頭検査は1農場・
107頭のみであったが、導入により31農場・
2,583頭と格段に増加。この検査により23農
場が清浄性確認農場となり、5地域・14農場
がステータスⅢへ移行。また、ワクチン接
種や陽性豚淘汰にもつながった。今後、養
豚農家密集地域を中心として、野外抗体の
確認されていない周囲の地域から全頭検査
を実施する予定。

368.県内における豚流行性下痢の発症事例
：沖縄県中央家保、杉山明子 沖縄県家衛
試 池宮城一文

管内の母豚80頭規模の繁殖農場で国内7年
ぶりとなるPEDが発生。経過は平成25年9月

上旬、母豚2頭が嘔吐、下痢。中旬には母豚
の約半数と種雄豚にも食欲不振。哺乳豚が
死亡するため病性鑑定を実施。剖検所見で
小腸壁の菲薄化等を認め、下痢便および腸
管を用いたRT-PCRでPEDVの特異遺伝子を検
出。病理組織学的検査による小腸絨毛の萎
縮ならびに免疫組織化学的染色による陽性
反応からPEDと診断。遺伝子解析の結果、沖
縄株は2013年米国株と高い相同性を示した。
しかし、90年代分離株と血清学的に違いが
ないことも判明。本島内の106戸、927頭に
ついて抗体検査を実施。個体別陽性率は9.4
％。疫学関連農場の抗体検査では、9月導入
のあった肥育農場1戸で抗体陽性率100％、
不顕性感染があった。今回、発生農場への
侵入時期は9月頃と推察されたが、ウイルス
侵入経路については不明。発生農場に対す
る対策としては、農場内にウイルスが常在
化するリスクもあるため、消毒等飼養衛生
管理のさらなる徹底を図るとともに定期的
な検査により農場内のウイルス動向を注視
していく。

369.豚繁殖・呼吸障害症候群の発生事例と
飼養衛生管理基準の機能評価：沖縄県家衛
試 池宮城一文、片桐義人

昨年豚繁殖・呼吸障害症候群（PRRS）陰
性の県運営種豚場で初めてPRRSが発生し、
摘発淘汰や飼養衛生管理基準の再検証の結
果、早期にPRRS清浄化を達成。【発生概要】
2013年3月頃、種豚142頭規模で同敷地内に
増殖・系統部門がありそれぞれで生産管理
しているPRRSV陰性農場で発育不良豚の病性
鑑定実施。【材料及び方法】病性鑑定：発
育不良子豚を用いPRRSVのNested PCR、病理
組織学的検査を実施。浸潤状況調査、清浄
性確認検査（2回）：飼養豚全頭の血清を用
い抗体検査とPCR検査を実施。摘発淘汰の経
済的損失は既報論文参考に試算。【結果】
病性鑑定：PRRSV特異遺伝子の検出と病理組
織学的所見によりPRRSと診断。浸潤状況調
査：各部門の抗体陽性率は増殖39.5%、系統
8.3%。結果をうけ抗体陽性豚等を摘発淘汰
し、また経済的効果はあったと試算。【ま
とめ】飼養衛生管理基準の不備を確認し再
徹底を図るとともに、数回の全頭検査や検
査結果による摘発淘汰を衛生機関、生産現
場が一体となり取り組んだことでPRRSV清浄
化を達成。

Ⅱ－２ 細菌性・真菌性疾病

370.急性敗血症型豚丹毒の発生事例：北海
道石狩家保 小林亜由美、和田好洋

母豚26頭規模の一貫経営養豚場（開放豚
舎、バイオベッド）で、平成25年5月、肥育
豚7頭が急死。同日中に計17頭が死廃。豚丹
毒ワクチンは未接種。生体2頭、死体3頭の
病性鑑定で全頭の五大臓器から豚丹毒菌を
分離。分離株は血清型1aで、防御抗原蛋白s
paA遺伝子高度変異領域の塩基配列が近年全
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国の急性敗血症型豚丹毒から分離されてい
る株と同一（spaA-609G型）。生菌凝集反応
による抗体調査では、母豚の平均抗体価は9.
2、発症豚1.0（抗体陰性）。抗生物質、不
活化ワクチン接種等の対策により終息。管
内養豚場10戸100検体の抗体調査では、ワク
チン接種農場4戸の母豚19頭の平均抗体価は
11.1、肥育豚21頭は1.4、未接種農場6戸の
母豚16頭は2.0、肥育豚44頭は1.0。管内の
ワクチン接種率は21%（7/33戸）と低かった
ため、啓発用リーフレットを作成し管内養
豚場へ配布、接種を指導。spaA-609G型が抗
体陰性豚群に侵入した際は今回同様大きな
被害を予想。ワクチン接種の啓発が改めて
必要。

371.Candida lusitaniaeによる豚の流産発
生事例：北海道後志家保 平野沙衣子、加
藤倫子

平成23年8～9月、母豚290頭規模の一貫経
営農場において、産歴や胎齢の異なる妊娠
豚が相次いで流産し、3例について病性鑑定
を実施。1例で、これまで家畜における流産
事例報告のないCandida lusitaniaeの関与
が強く疑われ、本真菌が流産の原因となり
得ることが強く示唆。他の2例を含め、一連
の流産は環境常在菌によるものと判断。当
該農場では、畜主及び従業員全員が衛生管
理には自信があり、どこに問題があるのか
わからないとのことで、当所に流産対策を
依頼。対策を始めると、実際は、作業着交
換をしない、清掃消毒が不十分等、様々な
問題が判明。重ねて、現状よりも手間のか
かることへの抵抗感が強く、当初はなかな
か改善が見られず。繰り返し農場へ立ち入
り、豚舎内の環境中の雑菌、落下細菌数、
空気の流れ、消毒薬の効果等を、実際に目
で見える形で示したことで、従業員達は問
題点を認識でき、徐々に自ら改善策を検討
し、実施。それと同時に、作業の意義も理
解し、納得して衛生対策へ取り組むように
なり、その後、流産の目立った発生なし。

372.豚のSalmonella sp.O4:i:-感染症例に
おける病理組織学的検討：北海道胆振家保
山本雅也、一條満

平成24年、胆振管内においてO4:i:-によ
る下痢・削痩を伴う離乳豚及び肥育豚のサ
ルモネラ症が増加。O4:i:-の病原性は、十
分に解明されていないため、O4:i:-感染豚
（O4:i:-豚）について病理組織学的に病原
性を検討。O4:i:-豚6頭及びSalmonella Typ
himurium（ST）感染豚（ST豚）1頭を用い、
病理組織学的検査及び免疫組織化学的染色
（免染）を実施。病理組織学的検査では、
全ての豚で消化器全域に粘膜壊死を確認、
免染では病変部と一致してO4群Salmonella
抗原を検出。O4:i:-豚はST豚と同様、腸炎
型のサルモネラ症を発症。臨床症状及び病
理解剖・病理組織学的検査はSTによるサル
モネラ症の既知の所見と一致。O4:i:-は、S
Tと同等の病原性を持つと推察。今後、O4:i

:-の病原性を周知し、導入豚や野生動物等
を介した侵入防止やまん延防止について、
啓発していくことが重要。

373.管内の豚丹毒発生事例と対策：北海道
十勝家保 荻野倫子、髙橋弘康

繁殖豚40頭規模の一貫経営農場で豚丹毒
菌による流産発生。豚丹毒ワクチンは未接
種。2013年1月に繁殖豚群で増体不良、元気
消失、脚弱が散見。2月と畜場で1頭が豚丹
毒（心内膜炎型）で全廃棄。発生豚群にペ
ニシリン系抗生剤投与、3月末繁殖豚全頭に
生ワクチン接種。1週間後に1頭流産し、流
産胎子5検体の病性鑑定を実施。全頭から豚
丹毒菌分離。全検体で腎皮質出血、1検体で
肺胞腔内好中球浸潤巣。2月と畜場分離株と
胎子分離株の血清型は2型で、野外株である
ことを確認。感染防御抗原をコードするSpa
A遺伝子は両株とも一致。急性敗血症の新し
い遺伝子型とは不一致。流産した繁殖豚は5
月と畜場で心内膜炎型と診断。ワクチン未
接種のため母豚が菌血症となり妊娠を維持
できず流産したと推察。一般的な衛生指導
により5月以降の続発なし。育成豚の一部と
肥育豚で高い抗体価を保有し農場内の感染
継続が疑われたため離乳豚へのワクチン接
種を指導。

374.大腸菌O166に起因する哺乳豚の髄膜脳
室炎：岩手県県南家保 木﨑あゆみ、高橋
真紀

哺乳豚の敗血症に関連する大腸菌のO群血
清型は18種が知られているが、O166の分離
報告はない。2013年7月に1養豚場の哺乳豚
に異常がみられ、母豚8腹由来の85頭中29頭
（34％）が4～19日齢時に死亡あるいは淘汰
された。発熱および歩行困難を示した後に、
痙攣、後弓反張からなる神経症状を呈した3
頭（15～19日齢）の剖検により、拡張した
脳室壁および脈絡叢に線維素性滲出物が付
着していた。組織学的に、線維素化膿性炎
が髄膜、脈絡叢、脳室壁、関節滑膜および
体腔漿膜に観察され、3頭の病変部から大腸
菌O166が分離された。分離株から線毛抗原
（F4、F5、F6、F41）、接着因子（eaeA）、
毒素（LT、ST）の遺伝子は検出されなかっ
た。剖検豚3頭の血清IgG濃度（2.1～7.1mg/
ml）は低く、未発病豚4腹46頭の同濃度（1.
1～20.3mg/ml）にばらつきがみられた。得
られた成績から分離菌の敗血性感染を伴う
髄膜脳室炎と診断し、初乳摂取不足が誘因
と考えられた。

375.下痢の子豚にみられた回腸粘膜上皮細
胞に付着するセグメント細菌：茨城県県北
家保 矢口裕司、楠原徹

下痢と削痩を呈した約40日齢の子豚にお
いて、回腸粘膜上皮細胞にセグメント細菌
（Segmented filamentous bacteria：SFB）
が多数付着した非常に珍しい事例に遭遇。S
FBは分節した形態を有するフィラメント状
の腸内細菌の総称で、様々な動物の小腸上
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皮細胞に付着が確認されている。マウスのS
FBでは腸管免疫を活性化するとの報告があ
る。生体3頭を鑑定殺したところ、共通所見
として、回腸におけるパイエル板の増数、
絨毛萎縮、SFBの粘膜上皮への付着を認めた。
走査型及び透過型電子顕微鏡の検索により
その形態はSFBの特徴と一致。通常培養では
有意菌は分離されず、16SリボソームRNAのP
CRを試みたが特異遺伝子は増幅されず。PED、
TGE及びロタウイルス感染症の免疫染色が陰
性であったことから、SFBが多数付着した場
合は、下痢と削痩を引き起こす可能性があ
ると推察。

376.県内の豚レンサ球菌のST1、ST28comple
x浸潤状況及び感染動態調査：栃木県県央家
保 赤間俊輔、湯澤裕史

疾病リスクが高いStreptococcus suis（S.
suis）は、高率にST1、ST28complex（高リ
スク株）に分類される。今回、県内の高リ
スク株浸潤状況及びS.suisの感染動態を調
査。浸潤状況調査は、県内21戸108頭の臨床
的に健康なと畜場出荷豚の扁桃を材料に、
線毛形成関連遺伝子プロファイリング法に
て実施。高リスク株は21農場中20農場（95
%）、108頭中50頭（46%）と高率に分離され、
県内への高リスク株の広い浸潤を示唆。ま
た、感染動態調査では、2戸11頭の1～8日齢
の哺乳豚の扁桃を材料にS.suisの保有状況
調査と、被害状況の異なる8戸246頭のステ
ージ血清を用いELISA検査を実施。保有状況
調査では11頭中7頭（64%）の哺乳豚からS.s
uisが分離され、分娩から哺乳期の間に感染、
常在化すると推察。ELISA検査では、被害の
有無に関わらず30～60日齢で抗体が陽転し
たことから、離乳後の移行抗体の消失時期
に、扁桃等に常在するS.suisが活発化し、
免疫を刺激する可能性を示唆。

377.種豚に発生した増殖性腸炎（急性型）
：埼玉県中央家保 畠中優唯、平野晃司

平成24年6月、肥育豚600頭・母豚60頭・
種豚6頭を飼養する一貫経営農場で、10か月
齢の種豚1頭が血便を呈し、1時間後に死亡
したため病性鑑定を実施。剖検では空腸下
部から直腸の管腔に顕著な血液充満、その
他結腸および直腸粘膜に血餅付着、結腸粘
膜のうっ血を確認。病理組織学的検査では、
空腸下部から結腸にかけて出血および粘膜
上皮の剥離・壊死、粘膜固有層へのリンパ
球と好中球の浸潤、陰窩上皮の腺腫様過形
成、空腸下部から結腸の陰窩上皮細胞質内
にワーチン・スターリー染色で黒染する菌
体を確認し、免疫組織化学的検査で菌体と
一致してLawsonia intracellularis（Li）
抗原を検出。細菌学的検査では腸内容等か
ら有意な菌は分離されず、回腸・結腸粘膜
を材料としたPCR検査で、Li特異遺伝子を検
出。以上より、増殖性腸炎（急性型）と診
断。当該農場でLi抗体検査を実施した結果、
農場内でLi感染環が成立していることが推
測された。

378.カリニ肺炎等日和見感染の併発を特徴
とした離乳子豚の大腸菌症：埼玉県熊谷家
保 伊藤麗子、武末寛子

管内一貫経営養豚場（母豚約80頭）で平
成25年3月上旬から離乳子豚に下痢発生。4
月1日までに22頭発症、ABPC、OTC等で治療
しても反応せず。発症例7頭（うち死亡2）
の病性鑑定では、全例とも標準体重の半分
に至らず発育不良顕著。肉眼的には肺退縮
不全ないし肝変化、小腸内容空虚、腸管及
び周囲組織の水腫性変化。病理組織学的に
は全葉性のカリニ肺炎、盲腸～直腸のバラ
ンチジウム寄生が共通所見。病原検索で全
例の小腸内容から溶血性大腸菌が多数分離
され、いずれも病原因子（F18、LT）保有。
肺からBordetella bronchiseputica、Haemo
philus parasuisを分離。分離病原大腸菌の
薬剤感受性成績は、各株共通してABPC、SM、
OTC、CP、ST、キノロン系に耐性、KM、GM、
CLに感受性。ウイルスの関与は認めず。毒
素原性大腸菌による離乳後下痢の典型例だ
が、本例の特徴として、重度免疫不全によ
る複数の日和見感染症の併発、特にカリニ
肺炎が重度かつ高率。

379.腸管外病原性大腸菌による新生豚の敗
血症：千葉県中央家保 福井聡子、松本敦
子

2012年11月、3日齢の新生豚2頭がチアノ
ーゼを呈して死亡。剖検では多発性漿膜炎
や結腸間水腫を認め、全身から大腸菌を純
培養状に分離し、O20を主体とする大腸菌性
敗血症と診断。分離された大腸菌のPCR検査
では、豚の下痢症や浮腫病でみられる病原
因子（STa、STb、LT、VT2e、F4、F5及びF18）
は未検出。本症例は、腸管外でも病原性を
示し敗血症等を引き起こす腸管外病原性大
腸菌（ExPEC）によるものと考え、ExPEC感
染症で報告のある病原関連因子12種を、本
症例由来24株、過去の下痢症由来6株及び腸
管由来のO20 4株を用いてPCR検査で比較。
その結果、本症例株は血清型によらず複数
の病原関連因子を保有。下痢症及び腸管由
来株との比較では、因子の保有状況と病態
との関連は不明。また、本症例株のMLST解
析では血清型ごとにタイプが異なった。国
内で豚由来のExPECの報告は見当たらず、 E
xPEC感染症はヒトでも重篤となりうること
から、症例を重ね、病原関連因子を特定す
ることは病原診断上、公衆衛生学上で重要。

380.と畜場で豚丹毒が継続摘発された一肥
育農場の衛生対策と抗体検査手法の検討：
神奈川県県央家保 辻寛子、前田卓也

H24年12月から管内一肥育農場の出荷豚で
慢性型豚丹毒が継続摘発。ラテックス凝集
反応（LA）結果でワクチンプログラムを変
更指導した後、発生は一時減少したが、H25
年4月以降、再度急増。ワクチン接種回数を
見直し再指導後、6月をピークに減少、終息。
発生が急増する前の豚群で、LAと2ME処理生
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菌発育凝集反応（GA）の結果を比較検討。L
AとGAは相関がなく、LAのみの検査では的確
な抗体保有状況の把握は困難で、豚丹毒抗
体検査法について検証が必要と判断。
新たな検査法である豚丹毒菌表層抗原アル
カリ抽出ELISA（アルカリELISA）をLA、GA
及び感度と特異性の高いSpaA－ELISAと比較
し、有用性を検討。結果、SpaA－ELISA、ア
ルカリELISA及びGAは相関があり、感染防御
抗体の保有状況確認に有用。アルカリELISA
は多検体処理、判定日数の短縮、抗生剤投
与個体の結果への影響が少ない等利点があ
り、今後の豚丹毒抗体検査法として、さら
なる検証が望まれる。

381.と畜場出荷豚から分離された県内養豚
場由来豚丹毒菌の性状解析：神奈川県県央
家保 小菅千恵子、前田卓也

平成20年以降、全国で豚丹毒の届出頭数
増加、新しい遺伝子型SpaA-609G769A（SpaA
-609G）の豚丹毒菌の分離報告がある。平成
25年、神奈川県内と畜場で豚丹毒の摘発増
加、増加は県内農場（A農場）で慢性型主体。
予防対策の一助として、平成21～25年のと
畜場出荷豚12農場28株と平成3年の検診豚A
農場1株の性状解析、A農場調査（疫学、抗
体検査：2ME処理生菌発育凝集反応）を実施。
血清型は1a型19株、2b型8株、5・6型が各1
株。SpaA遺伝子高度変異領域シークエンス
解析でA農場の平成24年12月以降の菌株に県
内初となるSpaA-609Gを確認。SNP解析で関
節炎型を呈した3農場4株は生ワクチン株由
来と推測。1濃度ディスク法の薬剤感受性試
験でペニシリン系に全菌株の感受性確認。A
農場は豚丹毒生ワクチンを使用していたが
摘発増加前はGM値2.5倍と低く増加後187.4
倍へ上昇を確認。疫学調査よりSpaA-609Gの
侵入は導入豚由来と推測。発生防止は適切
なワクチンプログラムによる対策と感染防
御に有効な抗体価の保有確認が重要。

382.豚赤痢多発事例における取組：新潟県
下越家保 羽入さち子、阿部隆司

平成25年4月からと畜場において豚赤痢に
よる全廃棄頭数が急増。25年の豚赤痢発生
は県内155頭、うちと畜場での摘発は153頭。
多発農場はA系列4農場と一貫経営のB、C農
場の計6農場で、以前から飼養豚に血便が散
見。4農場では大腸炎検出率も上昇。Ab、Ac、
B、C農場由来分離株での薬剤感受性試験で
は、これまで使用していたリンコマイシン、
タイロシンに耐性であったことから、使用
薬剤をチアムリンに変更。飼育形態は踏込
がAb、Ac、C農場、踏込とスノコがAa、B農
場、スノコがAd農場。Aa、Ab、Ac農場は敷
料として戻し堆肥を使用。A系列では24年に
豚丹毒も多発しており、未完熟堆肥の使用、
農場間の病原体伝播が両疾病の継続発生の
原因と推察。使用済み敷料のコンポスト化、
長靴交換・車両消毒等の病原体侵入防止対
策、空房の清掃消毒、と畜出荷豚と導入子
豚の交差汚染防止、早期発見・早期治療を

指導。対策後は廃棄頭数が減少し沈静化傾
向。対策を継続し清浄化を目指す。

383.一養豚場のサルモネラ症の総合的衛生
対策：富山県西部家保 槻尾里佳、長坂訓

豚舎3棟、母豚80頭規模の一貫経営農場で、
平成25年6月、11月に肥育豚の死亡が増加。
病性鑑定の結果、Salmonella Typhimurium
（ST）によるサルモネラ症と診断。6月、糞
便及び環境検査を実施した結果、肥育舎環
境のみ4/5検体でSTが分離。同環境の詳細な
検査結果、豚舎梁等の高所から15/24検体で
STが分離。そこで、①環境改善として、頻
回の豚舎清掃と石灰散布、豚舎毎の踏込み
消毒槽設置、ネズミ対策の強化を指導。②
予防、治療として、発症豚へ有効薬剤の投
与、生菌剤の飼料添加を指導。環境検査の
結果、石灰消毒後はST分離率が低下。11月
の検査で使用薬剤に耐性を確認、今後は、
定期的な検査のうえ、慎重な薬剤選択が必
要。11月、糞便検査とELISA検査の結果、子
豚舎糞便のST分離は1/15検体と低率に対し、
同豚舎で飼養中の90日齢で抗体上昇を確認。
ELISA検査は、抗菌剤の使用等により、ST分
離率が低い状態でも、感染状況を詳細に調
べることができ有用であることが示唆。

384.Actinobacillus pleuropneumoniae6型
が関与した豚胸膜肺炎事例：富山県西部家
保 杉林加奈、加納直人

母豚300頭飼養の一貫経営農場で、平成25
年3月に90～100日齢の豚が呼吸器症状を呈
し、約30頭が死亡。死亡豚2頭、発症豚2頭
（呼吸器症状、神経症状）の病性鑑定を実
施。4頭とも剖検で肺に胸膜の癒着や線維素
の析出を、病理組織検査で肺胞内の出血や
線維素の析出、壊死巣等を確認。細菌検査
では、2頭の肺よりActinobacillus Pleurop
neumoniae（App）が、全頭の肺からPasteur
ella multocida（Pm）が分離。Appの血清型
特異的PCRにてApp6型（6型）の増幅産物を
確認。ゲル内沈降反応の結果、常法では判
定不能。抗原量6倍で沈降線を確認し、6型
と同定。また遊泳運動を呈した豚の脳や腹
腔内に膿瘍等が見られた豚の肝臓・脾臓及
び腎臓から6型を分離。6型が肺炎以外の病
変形成に関与したことを示唆。6型の侵入時
期特定のためCF法を実施した結果、平成21
年には母豚で抗体を保有。感染時期特定の
ため6型とPmのCF法を実施。Pmは60日齢以降
で、6型は120日齢以降で抗体を保有。Pm感
染後、6型が混合感染し、胸膜肺炎を発症し
たと推察。

385.豚から分離されたStreptococcus suis
の型別と病性鑑定結果に関する一考察：富
山県東部家保 彌榮麻衣子、後藤利隆

平成23年4月から平成25年12月に管内5農
場の病性鑑定（病鑑）豚22頭由来25株の血
清型別を実施。また、病原性推定のため線
毛関連遺伝子プロファイリング法により、
家畜衛生及び公衆衛生上重要なST1 complex
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（ST1c）、ST28 complex（ST28c）とそれ以
外（‘以外’）を判定し病鑑結果と併せて検
討。血清型は25株中19株が2型。他に3、4、
11型、型別不能が各1株、8型が2株と複数の
血清型の存在を確認。2型は全てST1c、3、1
1型はST28c、4、8型、型別不能は‘以外’
と判定。ST1cの17株が敗血症型や髄膜炎型、
関節炎型から分離され、疾病リスクの高い
株集団としての認識と合致。‘以外’は、
他疾病が主要因の病鑑豚の肺から多く分離
されたが、肺炎病変形成にも関与の可能性。
またST1cが管内農場に広く定着しているこ
とから注意喚起を行う他、今後も線毛関連
遺伝子プロファイリング法を活用し、病豚
や健康豚における病原性の高い株の保有状
況把握が重要。

386.と畜場において豚丹毒が摘発された農
場への指導：山梨県東部家保 内藤和美、
丸山稔

管内の繁殖農場（A農場）の県外関連肥育
農場が出荷した豚が出荷県のと畜場におい
て、豚丹毒の連続摘発を受けた。当該県の
家保と連携して指導を行うこととし、病畜
の薬剤治療の他に、抗体価のばらつきが大
きいことから、ワクチンプログラムを関連
農場全体で生ワクチンから不活化ワクチン
への変更、追加接種を指導。変更後の抗体
価測定を市販のラテックス凝集反応（LA）
及び生菌凝集反応（GA）をMarienfelde（MF
株）及び県内分離のspaA遺伝子変異株）で
実施。血清26検体の結果では、LAのGM値は2
3、GA（MF株）のGM値は40、spaA変異株のGM
値は44。A農場では、LAでは抗体価のバラツ
キが認められたが、GAの結果からIgGの上昇
を確認。県外関連農場を含めたワクチン接
種等の対策により、と畜場の摘発頭数は減
少したが、繁殖豚の抗体価のバラツキをな
くすため、引き続き、適正なワクチン接種
等について関係県と連携して指導を行う。

387.Chlamydia suisによる豚結膜炎の集団
発生例：長野県長野家保 德武慎哉、上條
明良

2013年7月、家保による管内の一貫経営養
豚農家（繁殖豚60頭規模、一部肉豚導入有）
巡回時、重度の結膜炎症状を呈する140日齢
前後の肥育豚群に遭遇。多い豚房では発症
豚が半数に及ぶため、原因究明に向け病性
鑑定を実施。鼻腔および結膜ぬぐい液を用
いたPCR検査で発症豚5頭、未発症豚1頭から
クラミジアに特異的なomp2遺伝子を検出。P
CR-RFLP法によりChlamydia suisと同定。発
症豚の結膜の組織検査では粘膜固有層の炎
症細胞浸潤および粘膜上皮内の好中球浸潤
等、感染性結膜炎の所見が得られた。以上
のことから、本症例を、国内報告が過去2例
のみのC.suisによる結膜炎と診断。その後
の疫学調査において、農場飼養豚は高率に
クラミジアの高い抗体価を保有しており、
発生豚房では、飼養豚の直腸便からC.suis
が確認されたことから、当該農場ではC.sui

sが広く浸潤しており、劣悪な飼育環境が本
症の集団・継続発生のバックグラウンドに
なったと考察。

388.一養豚場で発生した敗血症型豚丹毒の
一例：三重県中央家保伊賀支所 小堀実千
代、中尾真治

2013年5月中旬以降、母豚300頭飼養の養
豚場において、繁殖候補豚の突然死が散発。
抗菌薬を投薬し、一時的に効果が見られた
が、6月中旬以降死亡豚が増加、生豚1頭及
び死亡豚1頭の病性鑑定を実施。細菌検査で
全主要臓器より豚丹毒菌を分離。PCR検査で
全臓器より遺伝子検出。死亡豚の臓器と生
豚の白血球を用いたウイルス検査は陰性。
また、病理組織検査では、心・腎の毛細血
管内に血栓や菌塞栓確認、急性期敗血症型
豚丹毒と診断。分離菌はいずれも血清型1a、
株型別SpaA-609Gと判明。有効薬剤の投与、
豚舎の徹底した消毒、衛生管理の改善を指
導、現在発症は認めず。本農場では豚丹毒
不活化ワクチンの2回接種を行っていること
から、効果判定のため、抗体検査（ラテッ
クス凝集反応（LA）と生菌凝集反応（GA））
を実施。LAで肥育豚・繁殖豚共に抗体上昇
が認められたが、GAではいずれも認めず。

389.県内で発生した豚大腸菌症：滋賀県滋
賀県家保 三松美智子、村林和幸

平成25年5月、県内一貫経営養豚場で生後
2～7日齢の新生子豚および離乳豚に水様～
泥状下痢を呈し死亡する個体が多発。剖検
所見にて新生子豚著変認めず、離乳豚空腸
下部水様内容高度貯留、腸管壁菲薄化。病
理組織学的検査より新生子豚軽度非化膿性
腸炎、離乳豚空腸絨毛軽度萎縮。ウイルス
学的検査よりTGE、PEDおよびロタウイルスP
CR陰性。空腸内容物よりβ溶血環を示すグ
ラム陰性桿菌107CFU/ml以上検出、Esherihi
a coliと同定。スライド凝集反応およびPCR
にて線毛抗原F4検出。ラテックス凝集反応
およびPCRにてLT1検出、PCRにてST2検出。
血清型別検査の結果O149。一濃度ディスク
法薬剤感受性検査でアンピシリン、カナマ
イシンおよびコリスチン感受性。毒素原性
大腸菌による豚大腸菌症と診断。妊娠豚に
ワクチン接種、新生子豚ならびに離乳豚に
感受性薬剤の経口投与と亜鉛製剤飼料添加。
発症沈静化、再発は認められない。

390.Salmonella Choleraesuis 感染症発生
養豚場におけるELISA法による浸潤状況調査
：奈良県奈良県家保 中島岳人、三浦淳子

管内肥育養豚場で平成25年2月下旬に県外
市場より導入したベビー豚70頭において、
導入後約1週間で食欲低下、体重減少、下痢
及び発咳等の症状が現れ死亡数が増加する
事例が発生。5月7日死亡直後の肥育豚1頭に
ついて病性鑑定を実施。Salmonella Choler
aesuis（以下SC）を肺、肝臓、腹水、尿よ
り分離。SC ELISA検査により農場の浸潤状
況を調査。平成23年6月には農場へ侵入、平
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成24年には多くの豚房へ浸潤していたこと
が判明。石灰散布、飼育密度の適正化、SC
陰性農場からの導入等を指導。同時に陰性
導入豚におけるSC抗体の経時的変化を調査。
平成25年6月、7月導入豚では導入後約70日
に抗体陽性率が100%（n=5）になったが、9
月導入豚では0%（n=5）で推移。環境中への
排菌が少ないSCの浸潤状況調査には、ELISA
法は非常に有効。今後は衛生対策をさらに
徹底し、ELISA法により継続して対策の効果
を確認するとともに、導入時検査による陰
性豚の導入及び陽性豚群の隔離を行うこと
で、清浄化を目指したい。

391.Salmonella Choleraesuisによる豚サル
モネラ症：岡山県岡山家保 難波かおり、
田原鈴子

平成25年10月中旬、管内一養豚場におい
て約60日齢の離乳豚が2週間で5頭死亡した
ため、病性鑑定を実施。死亡豚の外貌は削
痩し、剖検では、肺の胸腔への癒着及び一
部肝変化、腸管粘膜の肥厚等を確認。病理
組織学的検査では、化膿性気管支肺炎、細
菌の増殖を伴う壊死性潰瘍性腸炎等を確認。
細菌学的検査では、主要臓器から硫化水素
非産生性のSalmonella Choleraesuis（SC）
が分離されたため、豚サルモネラ症と診断。
分離したSC4株の薬剤感受性試験では、アン
ピシリン、オキシテトラサイクリン、ゲン
タマイシンに耐性。SCの汚染状況確認のた
め、全頭（184頭）の直腸スワブ、環境材料
（16ヶ所）、飼料を検査したところ、離乳
豚及び離乳豚房の飼槽からSCを検出。豚舎
消毒及び薬剤の投与後に行った2回の検査で
SCは検出されなかった。今回は本県で43年
ぶりに発生したSCによる豚サルモネラ症で
あったが、感染経路は不明。すみやかな防
疫対応により短期間で発生が終息した。

392.肥育豚に発生した急性型増殖性腸炎の
対策：岡山県高梁家保 森分哲彦

管内1肥育豚農場で平成24年4月にタール
様の血便を呈し急死する豚（19～22週齢）
が散見された。病性鑑定の結果、糞便からL
awsonia intracellularisの遺伝子を検出
し、急性型増殖性腸炎（PPE）と診断。農場
導入後1～2週間チアムリン製剤を投与した
が発症は継続し、同年10月には9頭が死亡。
落下便を用いて汚染状況の調査を行ったと
ころ、導入後3週以降の豚房で陽転を確認。
また、同時期、発育良好で通常出荷された
豚のと畜検査においてPPEが複数確認され
た。これを受け、出荷後の豚房の洗浄消毒、
作業者の衛生対策を徹底した。また、1豚舎
ではオールアウトを実施し豚房の改修を行
うとともに、導入前には石灰乳塗布を行っ
た。その結果、平成25年に入り徐々に死亡
頭数は減少し7月以降は月1頭以下の発生と
なっている。落下便の遺伝子検査でも、陽
転時期は4～10週と遅延し、陽転した豚房で
も、その後陰転するなど汚染状況は徐々に
改善が認められる。

393.Salmonella Typhimuriumの汚染が確認
された管内養豚農場における清浄化への試
み：徳島県西部家保 飯塚悟、福見貴文

平成25年10月、管内の一貫経営養豚農場
の死亡離乳豚臓器からSalmonella Typhimur
ium（ST）を分離。解剖所見により死亡原因
は肝臓破裂と診断。STが直接的死因ではな
かったが、ST汚染拡大防止のため浸潤状況
の調査を実施。離乳豚舎の17ヶ所で拭き取
り等を行い、環境材料等からSTを高率に分
離（5/17）。そこで、従来の消毒に加え、
徹底した細霧消毒及び同豚舎飼料に検査に
基づいた抗生剤添加等の対策を指導。2週間
後、調査対象に隣接豚舎と母豚舎を加え2回
目の調査を実施し、ST分離なし（0/28）。
さらに2週間後の3回目の調査でも分離なし
（0/28）。今回の事例は、農場の飼養形態
及び環境より、野生動物によるSTの持ち込
みの可能性が高く、夏期の換気不良等が汚
染を拡げた要因と推察。飼養管理の徹底を
指導し、検査で判明した汚染場所を重点的
に対策した結果、2回目以降検出されず、清
浄化に至ったと考える。

394.免疫磁気ビーズ（IMS）とPCRの組み合
わせによるサルモネラの効率的検出法の検
討：徳島県西部家保 鈴木幹一郎、中下弘
子

サルモネラ検査法におけるIMSは、ハーナ
ーテトラチオン酸塩培地（HTT）の遅延二次
増菌培養（DSE）より短期間で高率に分離し、
疫学調査に有用。本年、死亡豚主要臓器よ
りSalmonella Typimuriumを分離した農場で
汚染状況調査目的に環境拭き取り検査を実
施。その検査時にST特定遺伝子検出用PCRと
IMSを組み合わた新手法を検討。目的は最短
期間で高率にST汚染場所の特定。検討項目
は判定まで4日要するHTT増菌培養法（①）
とIMS（②）、9日要するDSE（③）、新手法
として2日判定可能なペプトン培養（P培養）
後にIMSを施しDNA抽出後PCRで判定（④）、
3日判定可能なP培養後IMSを施しRVS後PCRで
判定（⑤）と同手技でRVS後さらにIMSを施
しPCRで判定（⑥）計6項目を比較検討。結
果、②と③は検出率26.3%と同等。2日判定
④と3日判定②は検出率26.3%と差異なし。
⑤と⑥は52.6%と同等。9日後判定③との比
較は50%検出率が向上し6日短縮。ごく少量S
Tも判定可能と考察。⑤が短期間で効率的に
検出可能。

395.管内一養豚農場における豚胸膜肺炎の
発生と衛生対策：高知県中央家保田野支所
水野悦秀

管内養豚場で平成24年2月、3～4ヵ月齢仔
豚が呼吸困難で、死亡する事例が多発。吐
血、突然死も確認。病性鑑定で、胸膜肺炎
や肺所属リンパ節の高度の腫脹を認め、細
菌検査でActinobacillus pleuropneumoiae
（App）血清型5型が検出され、豚胸膜肺炎
と診断。PCR検査では、PRRSV、PCVⅡ遺伝子
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を検出。併せて、血清抗体価の月齢別の変
動を調査。5月のAPXⅠとⅡ抗体価は、50日
齢以上で高値を持続。PRRSVは、50日齢前後
での感染が示唆。9月にはロープ採取法によ
る口腔液材料で、PRRSVの母豚群免疫安定化
を確認。1年後に35日齢前後の仔豚で再発。
発症日齢が早まっていたため、Appワクチン
早期接種を指導。平成25年5月のPCVⅡのELI
SAで60日齢前後の感染が、9月の口腔液のPR
RSV検査で状態悪化が示唆され、衛生管理の
徹底を指導。また、口腔液でのPCVⅡ検査の
有効性を確認。現在、これらの衛生対策後
の経過を観察中。

396.豚赤痢の再発生農場における衛生指導
：福岡県中央家保 安増邦理、神田雅弘

従前から豚赤痢の衛生指導を実施してい
た飼養規模810頭の一貫経営農場で、本病が
再発生し、対策と衛生指導を強化。畜主、
管理獣医師、家畜保健衛生所、普及指導セ
ンターの4者で投薬、消毒方法等対策につい
て検討協議。投薬、消毒プログラムの指導、
出荷前の死亡豚の解剖及びと畜場での出荷
豚の内臓所見等の確認、更には食肉衛生検
査所と密な情報交換を実施。損害状況の把
握を目的として、繁殖台帳、管理日誌、と
畜検査成績、豚枝肉格付明細書の入手分析、
畜主への聴取、臨床観察等を実施。対策指
導の結果、と畜検査における本病摘発が終
息。畜主の本病に対する理解と意識が向上。
本病の不徹底な対策により再発生した事例
で、水洗消毒の徹底による清浄化が必須。
慢性疾病対策の指導の一助として、損害分
析を行い、畜主に対して飼養管理状況の把
握認識を促し、説得力ある具体的な指導を
することは有効。

397.Actinobacillus pleuropneumoniae（Ap
p）莢膜15型による豚胸膜肺炎の確認：福岡
県筑後家保 尾川寅太

呼吸器症による死亡率が高い1農場につい
て、肺病変部からAppを高率に分離、県内で
はじめて莢膜15型による豚胸膜肺炎を確認。
材料は1年間に検査した114頭の肺病変部に
加え、母豚16頭、各月齢の45頭の血清。細
菌分離は常法で実施。114頭中47頭、42%か
らAppを分離、分離株のApx遺伝子、Cps遺伝
子をPCRで確認。血清型別は動物衛生研究所
に依頼。15型に型別された株を用いて家兎
血清を自作、抗体検査は日本生物化学研究
所に依頼。剖検では線維素性胸膜肺炎像を
確認。分離47株はApxⅠ陰性、Ⅱ、Ⅲ陽性、
Cps3、6、8陰性、自作App15家兎血清により
全て15型に型別。薬剤感受性試験ではFP等
に感受性、7株はOTCに耐性。自作抗血清に
よる免疫組織化学染色にて病変部位に陽性
反応観察。App15型LPS ELISAにて4か月齢以
上の肥育豚、母豚に陽性抗体を確認。検査
成績から莢膜15清型による豚胸膜肺炎と診
断。自作抗血清は15型の迅速スクリーニン
グを可能にした。

398.管内豚飼養農場の豚赤痢発生事例と対
策：佐賀県西部家保 山口博之、鬼塚哲之

平成25年6月に、1か月で130日齢の肥育豚
30頭が死亡し、7月には4日までに5頭が血便
を呈し死亡。7月4日に、生体3頭の病性鑑定
を実施。剖検所見では、3頭中2頭に胃粘膜
出血、1頭に肝臓の膿瘍形成、十二指腸、結
腸内容が褐色から黒色泥状。病理検査では、
3頭に気管支、細気管支の周囲にリンパ濾胞
形成、2頭の腸粘膜にリンパ濾胞過形成、1
頭の結腸に大型陰窩膿瘍の散在。追跡調査
で4豚房の落下便からBrachyspira hyodysen
teriaeを分離。検査の結果、豚赤痢と診断。
対策として、防鳥ネット強化、消毒徹底、
と畜場フィードバックデータ活用。対策実
施後、出荷豚の大腸炎率が22%から14%に低
下。死亡や赤痢症状を呈す豚はみられなく
なった。経済的理由で、敷料全交換ができ
ないため今回の対策を実施したが、今後、
死亡豚増加やと畜成績悪化があれば、敷料
交換をすべて行うよう指導していく予定。

399.病性鑑定豚分離豚丹毒菌の性状と確認
培地の検討：熊本県中央家保 内山由香

平成24年10月以降、と場発生を除き県内
で発生した豚丹毒の病性鑑定4事例からの分
離豚丹毒菌10株の性状検査を実施。すべて
血清型は1a型、SpaA遺伝子上高度変異領域
の増幅及びシークエンス解析の結果、SpaA-
609G型と判明。また、豚丹毒菌の硫化水素
産生能確認のためのTSI培地について、粉末
培地3種（D、N、K）、生培地2種（N、E）を
用いて比較、検討を行い、添加培養実験を
実施。D及びKの粉末培地では黒変を確認、N
の粉末培地と生培地及びEの生培地では、い
ずれの株でも黒変は認められず。Nの粉末培
地へのチオ硫酸ナトリウムの添加（0.02→0.
03%）で5株中2株で黒変、ペプトン（1.5→2.
0%）と酵母エキス（0→0.3%）の添加では、
どちらも黒変は認められず。80％TSI（寒天
濃度1.5→1.2%）では全5株で黒変を確認。
さらに、黒変が確認されなかったEの生培地
を用いて流動パラフィン重層培養を実施、
培地とパラフィン層間に黒変確認、培養時
間の短縮も可。検査の省力化と迅速診断に
有用。

400.豚サルモネラ症発生農場における疫学
的考察と感染豚からのSalmonella Cholerae
suis 検出法の検討：大分県大分家保 吉田
史子、武石秀一

2012年、A農場初のSC感染症が発生、疫学
的な検討と汚染豚群を迅速に摘発可能な検
査法の検討を実施。保存血清（2008～2012
年）62検体を供試、サルモネラO7群ELISAを
実施、血清35検体が陽性。発症前から農場
内にO7群サルモネラが侵入していた可能性
が示唆。不顕性感染後、寒冷、離乳等のス
トレスによって発症したものと推察。A～E
農場分離SC株を供試、PFGE、薬剤感受性試
験を実施。A、D農場分離株のPFGE、薬剤感
受性型が一致、同一由来の可能性が極めて
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高いと推察。A、D農場は地理的に近く、導
入元が同一のため、感染豚の導入や野生動
物による伝播の可能性があると考察。同居
豚12個体の鼻腔、直腸スワブ、バフィーコ
ート計36検体を供試、分離培養法（標準法）、
mPCR法（迅速法）によるSC検出を比較検討。
いずれも4検体からSCが検出され、所要時間
はそれぞれ約5日、約2日。サルモネラ感染
個体の早期摘発に有用であると考察。今後、
迅速法も用いたサルモネラ対策を実施。

401.Enterobacter aerogenesが分離された
豚の産褥期無乳症症候群の発生事例：宮崎
県宮崎家保 松川浩子、丸田哲也

県内の母豚700頭飼養の一貫経営農場で20
13年6月から母豚が分娩後まもなく、発熱・
食欲不振、全乳房の硬結を呈する死亡事例
が散発。産出した子豚に異常はないが、母
豚の乳が出ないための死亡例も確認。剖検
所見では、乳房の硬結部割面実質に充出血、
乳頭下の出血、膠様浸潤を確認。病理組織
学的検査では、乳腺部のグラム陰性菌塊を
伴う化膿性炎、小葉間結合織における充う
っ血、出血を観察。細菌学的検査では乳房
と乳汁よりEnterobacter aerogenesを純培
養的に分離。本症例は無乳症、乳房炎、食
欲廃絶、沈うつが認められ、産褥期無乳症
症候群（以下PPDS）と判断。当該母豚の乳
房硬結の原因としては、大腸菌群であるE.a
erogenesによる化膿性乳房炎の影響が示唆。
PPDSの発症要因としては、母豚が例年に比
べ過肥状態であったことに加え、怪我防止
の為に設置したゴムマットにより豚房床の
水はけが悪く、乳房が常に水に浸かり細菌
が繁殖しやすい状況であったこと、分娩と
暑熱のストレスなどが発症の誘因と推察。

402.豚肥育農場の豚丹毒長期多発の背景と
衛生指導：鹿児島県北薩家保 馬渕剛、船
越怜

約8,000頭規模の戻し堆肥を利用する発酵
オガクズ豚舎の肥育農場で、平成24年4月か
らと畜場で豚丹毒による廃棄が増加、農場
事故率も9月から顕著に上昇。12月から農場
に立入、衛生管理指導及び病性鑑定を実施。
豚丹毒及びPRDCの関与と診断し、農場の衛
生管理不足と判断、関係者による対策会議
を3回開催。敷料と戻し堆肥の品質改善、密
飼いの解消、従業員の衛生意識の向上、ワ
クチン接種の見直し等を指導。農場は、敷
料の発酵促進と堆肥の搬出拡大、衛生管理
マニュアルの策定と従業員の再教育及び豚
丹毒ワクチン3回接種に取組む。結果、衛生
管理の改善により農場事故率は減少したが、
豚丹毒によると畜場での廃棄は続く。原因
として、アウト後残存した環境の豚丹毒菌
が肥育後期に感染・発症と推察。短期的な
対策として高い豚丹毒に対する免疫の獲得、
長期的かつ根本的な対策として飼養密度の
改善、AIAO等のピッグフローの確立、アウ
ト後の徹底した消毒等を引き続き指導。

403.豚丹毒発生農場の清浄化対策：鹿児島
県姶良家保 中島亮太朗、岡野良一

管内の繁殖豚1,000頭の大規模一貫養豚場
で敗血症型豚丹毒が発生。平成25年3月、と
畜検査で豚丹毒による全部廃棄やと殺禁止
が発生。その後、おがくず発酵豚舎で急死
豚が増加、4月は100頭以上、5月は300頭以
上死亡。死亡豚の病性鑑定を実施し、豚丹
毒と確定。次の清浄化対策を実施。①ワク
チン対策：子豚は不活化ワクチン3回接種、
母豚は半年毎に2回接種を実施。②投薬対策
：発症予防にペニシリン系薬剤を投与、オ
キシテトラサイクリン製剤を2週間飼料に添
加。③環境対策：オールアウト後に使用済
おがくず全量搬出、発酵促進剤を添加し発
酵処理。発酵豚舎の一部を堆肥舎に改装。
④洗浄・消毒対策：おがくず全量搬出後、
洗浄・消毒・乾燥・石灰乳塗布を実施。消
毒効果実証のため、拭き取り検査を実施。
⑤病原体伝搬防止対策：防鳥ネットを増設。
各種対策の結果、8月には死亡頭数激減し､
短期間で改善。今後､飼養衛生管理基準を遵
守し､防疫対策を徹底することが重要。

404.近年の豚丹毒発生増加についての一考
察：鹿児島県鹿児島中央家保 内村江利子、
山﨑嘉都夫

鹿児島県では、平成23年以降豚丹毒の発
生が急増。今回、県内で分離された豚丹毒
菌の解析を行い、多くの株が近年全国で発
生が報告されているSpaA-609G769A（609G型）
であった。また、609G型についてゲノムワ
イドなSNP解析を実施したところ、九州南部
で分離された609G型のみで認められるSNPが
複数のハウスキーピング遺伝子で確認され
たことから、全国で発生している609G型と
は遺伝学的には異なる609G型が、県内に広
がったと推察。また、飼養衛生調査を行っ
た発生農場の多くがワクチン未接種であっ
たこと、県内全体のワクチン接種率が母豚
・肥育豚ともに30%程度であったことを考え
ると、ワクチン接種率の低下が発生増加の
一要因であり、さらに、多発農場の多くで
消毒の困難なオガコ発酵豚舎を使用してい
たことが発生増加に拍車をかけた。

405.Leptospira interrogans serovar Hebd
omadisによる豚異常産事例：沖縄県家衛試
中尾聡子、荒木美穂

2012年から2013年にかけて沖縄県本島北
部でLeptospira interrogans serovar Hebd
omadis（L. Hebdomadis）による豚の異常産
を確認。病性鑑定ならびに疫学調査を実施。
【材料及び方法】病性鑑定：流死産胎児を
用いてレプトスピラのNested PCRと病理組
織学的検査を実施。母豚血清を用いて顕微
鏡凝集試験（MAT）を実施。疫学調査：沖縄
県内において異常産が認められた農場の母
豚血清を用いてMATを実施。【結果】病性鑑
定：レプトスピラ特異遺伝子の検出と病理
組織学的所見、MATによる血清型別によりレ
プトスピラ症と診断。疫学調査：本島北部
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地区に限定してL.Hebdomadisの高い抗体保
有率と高い抗体価を確認。【考察】いずれ
も産歴の低い母豚で発症。母豚の流死産時
に最も高い抗体価（5,120～10,240）を確認。
疫学調査においてイノシシやマングースの
分布状況との関連性を確認。血清学的検査
において、母豚ペア血清の抗体価の有意上
昇は確認されず、今後診断基準の検討と改
訂が望まれる。

Ⅱ－３ 原虫性・寄生虫性疾病

406.県内養豚場におけるCryptosporidiumの
分子生物学的手法を用いた疫学調査：埼玉
県中央家保 油井武

豚に感染したCryptosporidium（Cr）につ
いて分子生物学的手法による疫学調査を実
施。8養豚場（計344頭）の糞便を免疫蛍光
染色により検査。Cr感染率は全体で32.6％、
養豚場によって4.9％から58.1％。月齢別で
は離乳後が47.7％で最も高く、加齢に伴っ
て低下し繁殖豚は13.5％。糞便1g中のオー
シスト数（OPG）も感染率と同様の傾向。下
痢の豚は、OPGが高かった。Cr種を同定する
目的で、62検体について18SrRNA遺伝子配列
解析した結果、37検体は豚に特異的なC. su
is またはC. scrofarum と同定。C. suis
は哺乳豚と1～2ヵ月齢豚で多数検出。C. sc
rofarumは、2ヵ月齢豚から増加。4～6ヵ月
齢豚は、全分離株がC. scrofarum 。Actin
遺伝子領域の配列分析を4株実施した結果、
C. suis およびC. scrofarum それぞれ1株
に変異株が日本で初めて検出。今回の調査
で養豚場より分離されたのは、C. suis とC.
scrofarumのみであった。また、感染率、O

PG及びCr種に月齢特異性があった。

407.豚肺虫症の発生事例：岐阜県中央家保
寺師恭代、酒井田隆朗

平成25年7月管内の養豚場において、放牧
中の生後41日齢の肥育用子豚が起立不能、
後肢の震戦等を呈し、加療するも症状が改
善しないため同腹4頭の病性鑑定を実施。病
理検査では肺病変に重度の線虫の寄生を認
め、好酸球を主体とする炎症細胞の浸潤、
軽度の肺胞壁の肥厚を認めた。細菌検査で
は有意菌は分離されず、ウイルス検査では
豚コレラ、豚繁殖・呼吸障害症候群ウイル
ス、豚サーコウイルス2型の陰性を確認。豚
肺虫症が疑われたため再度農場へ立入りし、
直ちに子豚の放牧を中止し駆虫をするよう
に指導。あわせて放牧場の土壌中から中間
宿主であるミミズを採取し、その圧片標本
から子虫を多数確認。また、同腹の発育不
良豚1頭の病性鑑定を実施し、肺の気管支内
に虫体を多数認めた。さらに、残りの同腹
豚に駆虫薬を経口投与したところ、発咳を
呈したことから豚肺虫症と診断。今後も子
豚の放牧を継続したいとの畜主の希望をう
け、定期的な駆虫を実施したうえでの放牧
の再開を指導し、その後の発生は認めず。

408.離乳子豚に発生したトリコモナスの関
与を疑う下痢症の一例：宮崎県宮崎家保
深澤由利子、丸田哲也

管内の一貫経営農場で2013年9月9日頃、
離乳子豚30～40日齢の灰色下痢が散発。病
理解剖では主要臓器に著変なし。回腸以降
の腸間膜リンパ節の軽度腫脹、盲腸から結
腸にかけての腸間膜水腫、弛緩、ガス貯留、
灰色水様内容物がみられ、粘膜には著変な
し。寄生虫検査では盲～結腸内容の直接鏡
検でトリコモナス原虫を多数観察。バラン
チジウム（－）。浮遊法ではコクシジウム、
豚鞭虫卵等は検出されなかった。細菌学的
検査では、空腸と結腸より毒素因子を保有
した大腸菌が分離されたが、病理学的には
病変は認められなかった。以上の検査結果
に加え、灰色の水様性下痢が主であり､空腸
病変がなく、下痢原性病原性細菌が一部に
しか確認されなかったこと、糞便の直接鏡
検、塗沫染色標本で多数のトリコモナス様
原虫が確認されたことから、腸組織での原
虫の増殖は乏しいものの、トリコモナスの
下痢への関与が疑われた。

Ⅱ－４ 一般病・中毒・繁殖障害・栄
養代謝障害

409.発酵床を利用して多頭数を1群飼育する
肥育豚農場で発生した浮腫病への対策：岩
手県県南家保 昆野雄介、高橋真紀

平成24年8月から11月に、1肥育豚農場で
導入後の死亡が増加し、1棟560頭中2～50頭
（0.4～8.7％）が死亡した。病豚は82～103
日齢時（導入後7～23日）に眼瞼部や耳根部
の浮腫を示して急死し、下痢はみられなか
った。病豚4頭の主要な組織病変は全身諸組
織における血管症および水腫であり、血管
病変は内皮細胞の腫大と中膜構成細胞の水
腫性膨化により特徴づけられた。細菌検査
により3頭の空腸粘膜や腸間膜リンパ節から
腸管毒血症性大腸菌が分離された。分離菌
株はβ溶血を示し、菌体抗原はO139で、Stx
2e産生およびF18線毛抗原の両遺伝子を保有
し、複数の薬剤に耐性を示した。環境材料
（豚舎ふき取り材料、発酵床敷料）から溶
血性大腸菌は分離されなかったが、発酵中
の敷料の大腸菌数は10

3
～10

7
CFU/gの範囲を

示した。予防対策の効果を比較した結果、
生菌製剤と炭酸亜鉛の飼料添加を併用する
対策が最も効果的であり、同対策実施後に
本病の発生は終息した。

410.先天性痙攣症（ダンス病）の発生事例
：福島県県中家保 稲見健司

繁殖母豚38頭飼養の一貫経営農場で、平
成25年3月16日から4月1日に分娩した初産7
腹79頭中、6腹66頭が出生直後から震え、ふ
らつき、遊泳運動を呈し、41頭（約62％）
が死亡。一部の子豚は次第に回復、その後
順調に発育。また、母豚や他の飼養豚に異



- 84 -

常は認めなかった。病性鑑定の結果、剖検
で有意な所見は無く、病原検索で病原細菌
は分離されず、豚コレラ、オーエスキー病、
豚サーコウイウルス2型及び豚繁殖・呼吸障
害症候群の関与を示す所見は認められなか
った。病理組織検査で小脳の白質に小空胞
形成、脊髄の白質に髄鞘の低形成が観察さ
れ、特徴的な所見から先天性痙攣症と診断。
先天性痙攣症は散発的な発生が報告され、
その多くは原因が特定されていない。しか
し、症状が重度の子豚は哺乳不能のため死
亡するが、軽度の場合は日齢が進むにつれ
て回復、離乳近くには治まることから、発
症した子豚を適切に保護・哺乳することに
より死亡率の低減を図ることが重要。

411.離乳子豚の飼料中亜鉛充足率低下によ
る事故率増加事例：茨城県県北家保 山口
大輔、楠原徹

A農場の60日齢までの離乳後事故率が7～9
月にかけて平均19.2％と増加。聞き取りに
より7月から離乳後の子豚へ種豚育成用飼料
給与が判明。離乳後事故率の増加との関連
性を調査するため、生化学検査を実施。種
豚育成用飼料のCP、TDN、亜鉛、セレンが充
足していないことが判明。A農場の一般生化
学検査結果は概ね正常範囲内。亜鉛は50～6
0日齢で正常範囲の下限値に近かった。ビタ
ミンE濃度は50～60日齢、90～100日齢で欠
乏値以下。結果からステージにあった子豚
用飼料への変更を指導。亜鉛濃度は大幅に
改善。ビタミンEは改善したが90～100日齢
は依然として欠乏値以下。離乳後事故率は1
1月の時点で0％と大幅に改善。ステージに
応じた適切な飼料を給与することによって
亜鉛などの栄養成分を充足させるとともに、
子豚にストレスの少ない飼養管理を心がけ
ることが必要。

412.ミニブタの出血と尿細管壊死を伴う間
質性腎炎と膵臓の多発性巣状壊死：埼玉県
中央家保 平野晃司

5歳齢のミニブタ1頭に元気消失、ふるえ、
食欲不振がみられ、鑑定殺を実施。剖検で
は腎臓に著しい出血。組織学的に腎臓は広
範の出血、壊死、尿円柱および硝子滴を伴
った尿細管上皮の変性。間質では好中球、
マクロファージ、リンパ球の浸潤。膵臓は
多発性巣状壊死、好中球、マクロファージ、
リンパ球の浸潤、硝子血栓、軽度の線維素
析出。壊死は下顎腺にも確認。免疫組織化
学的検査では、膵臓の一部の壊死巣に一致
して、抗LPSモノクローナル抗体に弱陽性反
応。抗レプトスピラ抗体を用いた検査では、
腎臓に陽性抗原は未検出。主要臓器等から
細菌・ウイルスは分離されず、FAで豚コレ
ラウイルス、RT-PCRでPRRSウイルス、PCRで
レプトスピラ属菌、サーコウイルス2型、サ
イトメガロウイルスおよびアデノウイルス
を検査したが、いずれも陰性。本症例では、
膵臓の免疫組織化学的検査結果および多臓
器に認められた硝子血栓から敗血症が最も

疑われたが、原因究明に至らず。

413.給水失宜による豚の食塩中毒の発生例
：千葉県中央家保 福井陽士、小川明宏

2013年1月末～3月初旬にA肥育農場で65～
75日齢の豚（1群20頭）を導入して4日の間
に1～2頭が痙攣、起立不能を呈し、発症後4
日程度で死亡する事例が3回発生。また同年
9月には一貫経営B農場で子豚ハウスへ移動
後の約50日齢の同一豚房の子豚約10頭が同
様の症状を呈して死亡したため、病性鑑定
を実施。剖検では著変はみられず、病理組
織学的検査で大脳実質と髄膜への好酸球浸
潤および大脳皮質の層状壊死がみられた。A
農場例は好酸球浸潤が顕著だったのに対し、
B農場では大脳皮質の層状壊死が特徴的。血
清の生化学検査でナトリウムイオン濃度と
塩素イオン濃度の上昇および浸透圧の上昇
がみられた。以上から豚の食塩中毒と診断。
当該豚は飲水が不十分だったと考えられ、
疫学調査で給水管理に不備があったことが
判明。豚の食塩中毒の診断の指標として、
血清の浸透圧測定は有用であることが示唆
された。

414.低栄養の母乳が原因と疑われた哺乳豚
の死亡事例：静岡県西部家保 岩佐浩行、
野元孝子

平成25年7月上旬に管内養豚場（母豚90頭
一貫）で、哺乳豚55頭（生後2～3日）が体
温低下や痙攣等の神経症状を示し、35頭が
死亡。母豚は無症状。哺乳豚6頭（3腹各2頭）
の病性鑑定を実施。腎臓の点状出血、皮下
組織の浮腫が共通。十二指腸内容物から大
腸菌（103～107cfu/ml）が検出されたため、
大腸菌症を疑い、分離株の毒素因子のPCR検
査、F抗原の凝集反応を実施。ETECを検出し
たが、F抗原は検出されず、発症原因特定に
は至らず。7月下旬、再び哺乳豚29頭（生後
4日）が同様の症状を示し24頭が死亡。発症
豚2頭（2腹）、死亡豚2頭（1腹）の病性鑑
定の結果、有意な病原体は不検出。血糖値
（mg/dl）が哺乳豚2頭で5.3、1.9 、母豚2
頭で76.5、55.1を示し、低栄養状態と推測。
母豚にエコフィードを給与しており、配合
飼料へ全量変更したところ哺乳豚の痙攣、
死亡も解消。以上から低栄養の母乳が原因
で死亡が起きたと推察したが、飼料、母乳
の分析を行えず特定には至らず。

415.慢性疾病対策事業長期取組み農場で発
生した浮腫病とその対策：徳島県西部家保
鈴木幹一郎、中下弘子

2006年からPRDCで甚大な被害が出た一貫
経営養豚農場の健全化を目指し、慢性疾病
対策事業で取組み開始。種々対策でPRDCは
沈静化し2010年から事故率1%以下で推移。2
012年4月以降、浮腫病（ED）が散見。11月
から肥育豚約10%（35頭／月）が死亡継続。
対策は使用薬剤見直、密飼中止、協議会開
催、病性鑑定。不要薬剤の投薬中止と抗菌
剤を硫酸アプラマイシン（AP）へ変更。密
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飼は母豚数200頭を170頭に削減。協議会はE
D知見平準化等のため農場関係者を参集し開
催。病性鑑定は解剖12頭、環境27カ所、糞
便7頭および分娩1週間以内母豚糞便110頭か
ら分離した大腸菌340株を対象に、ベロ毒素
等や定着因子計2,090サンプルをPCRで解析。
検査分離菌をコロニーダイレクトPCRで採材
翌日に回答。結果、飲水から毒素遺伝子保
有大腸菌を検出。飲水消毒器設置で飲用適
合水を確保。母豚糞便PCRで病原因子保有と
非保有の産出子豚の棲み分け実施。予防的
に母豚全頭AP投与。対策開始2ヶ月で沈静化
成功。

Ⅱ－５ 生理・生化学・薬理

416.安全な採血のための鎮静剤による種雄
豚の化学的保定：千葉県中央家保 西川潤、
木下智秀

オーエスキー病の清浄化に向けた繁殖豚
の抗体検査は種雄豚も対象となるが、母豚
とは性質や飼養形態が異なり、採血作業に
は大きな危険が伴うため、作業者の安全確
保が不可欠である。そこで今回、鎮静剤に
よる化学的保定法を応用し、種雄豚の安全
な採血法について検討した。管内一養豚農
場飼養の種雄豚8頭を用い、体重相当量の塩
酸メデトミジン投与による鎮静と拮抗薬の
塩酸アチパメゾール投与による覚醒誘導を
試みた。鎮静が不十分な場合には催眠鎮静
剤であるミダゾラムを追加投与し、鎮静中
に尾静脈採血を行った。また、その一部始
終を記録観察した。以上の採血法は相応の
薬剤費を要するが、保定者の腕力や豚房構
造に左右されず、安全に採血を行うことが
可能となるため、物理的保定が困難な場合
には有力な選択肢の一つとなると考えられ
た。

417.Actinobacillus pleuropneumoniae（Ap
p）ELISAの作成と県内養豚場のApp血清型別
浸潤状況：新潟県中央家保 田中健介

App血清型別抗体検査に用いられている補
体結合反応（CF）は手技が煩雑なことから、
CFに代わる検査法としてLPS抽出キットを利
用したO抗原ELISAを作成し、有用性を検討。
豚血清50頭分について同一検体で血清型1
型、2型及び5型のELISA及びCFを行い、ELIS
AはS/P比0.4以上、CFは抗体価8倍以上を陽
性とした場合、90％以上一致し、異なる血
清型間での交差反応は低いことを確認。県
内養豚場31農場3～6か月齢の豚144頭のApp
血清型別抗体保有状況を調査し、農場陽性
率は1型19.4％、2型74.2％、5型61.3％で、
過去の調査同様2型及び5型が広く浸潤。平
成20～24年度の病性鑑定事例における分離
株の血清型別検査では2型85.7％、5型10.5
％で、2型の分離率が高い状況。本ELISAに
より現地家保でもステージ別のApp動態を血
清型別に把握でき、農場への迅速な衛生指
導に有用。

Ⅱ－６ 保健衛生行政

418.新規就農の一養豚場に対する技術支援
－家畜衛生向上への取り組み－：北海道上
川家保 清水倫奈、清水稚恵

平成24年1月に新規就農した養豚場で、同
年7月、約2カ月齢の育成豚で死亡頭数急増。
病性鑑定の結果、肺から豚サーコウイルス2
型及び豚繁殖・呼吸障害症候群ウイルス遺
伝子、腸内容からSalmonella O4:i:-（O4:i
:-）等を検出、原因は各種病原体の混合感
染と判明。家保は衛生対策の改善を急務と
し、関係機関を構成員としたチームを設立、
衛生対策を指導。飼養者の意識及び衛生環
境の改善により、同年9月以降死亡頭数減少。
経営から家畜衛生対策を含む総合的支援体
制を確立。翌年6月、チームの継続支援の中
で、育成豚群の下痢症を早期発見、糞便か
らO4:i:-を検出。遺伝子解析の結果、平成2
4年株と100％の相同性を確認、O4:i:-対策
を中心に衛生対策を強化し、下痢症終息。
取り組みを通じ、関係者は家畜衛生対策の
重要性を再確認、農場では肥育成績などの
生産性が向上。今後は家畜衛生対策を含め
た新規就農支援体制の充実・強化及び新規
就農者への普及・啓発を推進していきたい。

419.豚繁殖・呼吸障害症候群（PRRS）の侵
入を疑った農場への対応と考察：山形県置
賜家保 森大輝、宇都若菜

平成23年12月、母豚約300頭を飼養するPR
RS陰性農場の肥育豚1頭でPRRSウイルスPCR
陽性を確認。農場内の浸潤状況調査でPCRが
4/214、ELISAが6/202陽性であったが、ELIS
A陽性検体は全例でIFA陰性、ペア血清で抗
体不検出、並びにシークエンス解析によりP
CR産物3検体をヒト由来の遺伝子と判定。以
上より非特異反応及びコンタミネーション
による事例と判断。一方、農場に対して事
例発生直後より①侵入が疑われた豚舎を中
心とした作業動線及びピッグフローの見直
し②長靴消毒槽の増設③豚舎毎の作業着専
用化④当該豚群の早期出荷等の防疫対策強
化を指導し農場側も迅速に対応。対策によ
り発生した推定損失額は約524万円、実際の
侵入で試算される損失額約1,545万円より少
額であり、農場からは一定の理解を得た。
本事例から初動対応の重要性とその判断の
難しさを再認識。今後も農場との信頼関係
強化に努め、重要疾病の発生に備える。

420.大雨による管内養豚場の被害と対応：
山形県庄内家保 中嶋宏明

2013年7月の記録的大雨により藤島川が増
水し堤防が決壊、鶴岡市の一養豚場（母豚1
20頭規模）の豚舎2棟（繁殖舎、子豚育成舎）
が全壊。河川に流出した豚435頭中、救出20
9頭、水死73頭（一部海岸で発見）、行方不
明153頭。被害額は4,860万円。流出豚の捜
索・回収は、豚の疾病予防と生命維持の観
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点から、生存豚を優先して実施。所有者、
行政、関係機関が協力して河川周辺を捜索
し、生存豚は48時間以内に全頭救出。死亡
豚は8日後までに回収。今回、自然災害によ
る被害に迅速かつ的確に対応できたのは、
日頃から家畜伝染病発生時に備えた危機管
理意識を高め、関係機関との連携・協力体
制や情報共有体制が構築されていたこと、
さらに、県庁主管課・県内3家保からの人的
応援並びに庄内総合支庁における指示命令
系統の一本化が大きな要因と考察。

421.ベンチマーキングを用いた養豚経営改
善の普及に向けたアプローチ：千葉県北部
家保 橋本能子、今関智恵、武石佳夫

ベンチマーキングは近年、養豚の経営改
善でも注目を集めている手法で、生産者だ
けでなく衛生指導を行う獣医師にも有用な
“養豚の通信簿”。しかし当所管内は、地
域を挙げて取り組むグループもある中、巡
回などでは「記録はしているので不要」「中
小規模なので関係ない」などの意識も見ら
れたため、さらなる普及が必要と考え講習
会を実施。講師が管内生産者の実際のデー
タを用いて解析を行い、当該生産者に扮し
た当所職員が感想・質問。その後、コメン
テーターに迎えた臨床獣医師らが具体的に
助言するという形式で行い、参加生産者か
ら好評を得た。次段階として、各自が経営
の弱点を自覚し優良な方法を取り入れられ
るよう、アンケートで要望の多かった受胎
率や離乳頭数の向上にテーマを絞り、飼養
衛生管理と豚舎環境の比較や、優良農場の
工夫を発表しあう地域勉強会を準備中。

422.黒豚農場における放牧養豚の経過と指
導：新潟県中央家保佐渡支所 中村英莉、
太田洋一

佐渡島内唯一の養豚場である黒豚飼養農
場から、県内でも初めての試みである黒豚
放牧養豚を開始する構想が提案。家保は家
畜伝染病予防法に基づく飼養衛生管理基準
に係る指導に加え、一般衛生管理について
もサポートを実施。放牧開始前には、電気
牧柵とフェンスによる衛生管理区域の設定、
部外者の立入り制限及び蓋付き餌槽の導入
による野生動物の侵入防止等を指導。また、
日常管理を異業種の会社が行うことから、
担当者に特定症状の啓発に加え、監視伝染
病等の資料を作成し説明。平成25年5月に約
4か月齢の黒豚15頭の放牧が開始。1か月後
には牧野を広げ2牧区で計31頭が飼養。6月
に死亡事例があり病性鑑定の結果、暑熱と
判明。給水器の改善及び寒冷紗の増設等を
指導。その後、死亡はなく9月上旬に、すべ
ての豚が出荷。9月下旬には新たに15頭放牧
され、2月出荷。今後も定期的な巡回及び連
絡を密にしたサポートを実施。

423.放牧豚における衛生指導：長野県松本
家保 佐藤聖子

平成24年9月、管内t養豚場（A村）の出荷

豚で豚丹毒（SE）が4頭発生。当該農場では
約50頭をオールイン・オールアウト（AI/AO）
で1回/シーズン放牧して地域ブランド豚と
して契約販売しているため、廃棄による損
失だけでなく出荷時に検査保留になった場
合も販売単価が下がり減収。A村内の他農場
で同じ養豚場から同時期に導入した豚での
発生がないこと、並びにt養豚場がAI/AOで
飼養していたことから、感染源として疑わ
れる野生のイノシシを調査。A村内各所で捕
獲駆除されたイノシシ5頭のSE抗体検査を実
施し全頭で高い抗体価を確認。A村内には同
形態で飼養する養豚場が他に4戸あるため、
全戸にSE対策を指導。平成25年度は導入元
でSE不活化ワクチンを2回接種し、導入後に
抗体価を確認。平成24年度の出荷豚220頭の
うち、保留、廃棄は15頭であったが、平成2
5年度は出荷豚222頭のうち、保留が1頭（12
月24日現在）と減少し、対策の効果が発現
したと考察。今後も寄生虫対策等の衛生指
導を継続し、ブランド豚生産振興の一助と
したい。

424.PRRS清浄化に向けた取組みと課題：愛
知県中央家保 加藤篤幸、島本真理

PRRSは清浄化による経済的メリットが大
きい疾病。一般的な清浄化対策としては、
馴致又はワクチンで母豚の免疫安定を図り、
農場内のウイルス動向を継続的にコントロ
ールする手法。本県では、今年度から3年間
で全農場の浸潤状況を確認、農場ごとの状
況に応じた清浄化までの対策や進捗状況を
行程表（ロードマップ）により生産者と共
有する計画。清浄化を困難にさせている理
由を、①多様な抗原性を持つウイルス、②
生産者の取り組み姿勢、③正しい知識や情
報の不足、④届出伝染病に対する家保のス
タンス、の4点と捉え、その対策として、①
生産者への啓発、②清浄豚の流通、③生産
者を指導できる人材育成、④検査体制の整
備、⑤関係機関との連携、の5項目を設定、
県全体での清浄化対策を推進中。生産者の
やる気と継続的な家保のサポートが重要。
清浄化が進展すれば再侵入のリスク軽減の
ため、隣県や国に対して同調した取組みの
働きかけが必要。

425.家族経営養豚農場におけるHACCP方式導
入の取り組み～家保の役割～：愛知県東部
家保 安藤祥子、山本陽子

農林水産省より公表された「畜産現場に
おける飼養衛生管理向上の取組認証基準」
に基づき、中央畜産会は農場HACCP認証手続
きを開始。平成24年度、管内の一養豚農家
（家族経営）が安全安心な豚肉生産を消費
者にアピールするため、認証を目指した。
家保はHACCPチームの一員として以下を支
援。①HACCPチーム結成：内部検証部門を担
当。②検討会に参加、助言：危害要因の設
定と分析。生産工程ごとの手順の確認と改
善。動物医薬品等の使用記録、洗浄消毒作
業日報の確認及び様式の改善。③現地確認
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：飼養衛生管理基準の確認と改善指導。注
射針及び抗菌性物質の管理方法の確認。支
援の結果、平成25年1月、認証の前段階であ
る農場HACCP推進農場に指定。現在、認証を
目指して検討会及び現地確認を継続してお
り、①危害要因に挙げた注射針の管理のよ
り一層の厳格化。②豚房ごとに抗菌性物質
使用歴を記入することで、残留防止対策を
徹底。③飼養衛生管理基準遵守率が向上等
の成果がみられた。

426.一養豚農場における生産性向上の取り
組み：三重県南勢家保 梶原一洋、徳永到

母豚100頭一貫経営A養豚農場を生産性向
上対策事業対象農家として、平成13年より
継続的に指導実施。平成23年に新規従業員
の雇用を契機に、繁殖指導を含めた総合的
な農場指導を開始。当農場には、①再発情
率が高い ②一腹当たり産子数が少ない
③離乳前事故率、特に夏期事故率が高い
④肥育増体が悪い ⑤衛生管理の不備、等
多数の問題があった。そこで、（Ⅰ）自家
母豚の血統改良、受胎率、産子数の改善、
増体改善を目的に人工授精の導入（Ⅱ）夏
期事故率の低減、飼料効率改善を目的に暑
熱対策（Ⅲ）事故率の低減を目的に衛生環
境の整備を実施。結果、平成24年と25年の
比較において離乳前事故率は4.5%低下、夏
期事故率は5.1%低下、総産子数は4.7%増加
し、生産性の改善が図られた。

427.豚の口蹄疫発生に備えた防疫対応の確
立：兵庫県姫路家保 寺谷知恵、正木達規

豚の口蹄疫発生に備えた防疫対応の確立
に向け、豚を用いた防疫訓練の実施及び管
内養豚農家の農場別防疫作業計画を作成。
防疫訓練について防疫作業従事者を対象と
した豚の保定誘導訓練を実施。また家畜保
健衛生所職員を対象とした県口蹄疫防疫作
業マニュアル（県マニュアル）に基づく病
性鑑定訓練及び薬殺を想定した血管確保と
電殺機による殺処分訓練を実施。結果、豚
に接する機会の少ない本県防疫作業従事者
の防疫作業内容への理解と技術の習得、鎮
静方法など県マニュアルの次回改訂すべき
点を明確化。また農場別防疫作業計画の作
成により飼養規模、飼養形態に応じた殺処
分方法、必要人員などを検討し、口蹄疫発
生時防疫対応に必要となる情報を事前整理。
今後、訓練から得られた知見をもとに県マ
ニュアルをより実効性のあるものへ改訂、
農場別防疫計画の随時見直し、農場での実
践的防疫訓練の開催から、豚の口蹄疫発生
に備えた防疫対応の確立を図る。

428.換気改善を取り入れた肥育豚の事故低
減対策：岡山県津山家保 高見剛、平井伸
明

バークシャー種及びLWDを飼養するA農場
は肥育豚の事故率が高く、最近枝肉成績も
低下。平成24年12月にA農場と関係機関によ
る検討会を立ち上げ、定期的に衛生対策、

飼料給与法などを検討。以前から豚胸膜肺
炎菌（App）を主因とした肺炎による死亡頭
数が多かったため、と畜場出荷豚の肺からA
ppを分離し、分離菌の薬剤感受性試験結果
に基づく投薬を指導。また、秋～初冬及び
春に死亡頭数が増加することが判明したた
め、換気量の計測に基づく換気方法の改善
を指導。関係機関が専門分野について対策
を提案し実施した結果、肥育事故率が減少
し、枝肉成績も改善。農場側の意欲も向上
し、さらなる効果が期待される。

429.養豚農家に対する飼養衛生管理基準の
遵守に向けての取組：広島県東部家保 本
多俊次、中光務

平成23年10月の家伝法改正に伴う飼養衛
生管理基準の改正内容について、畜主の理
解と衛生意識の向上を目的として管内養豚
農家全戸への濃密指導を実施。特に、改正
の柱である衛生管理区域、埋却候補地及び
消毒方法について、作成資料を用いて説明。
遵守状況の評価方法として、従来のチェッ
ク表の項目を大きく6区分に整理。慢性疾病
対策等の生産性向上に関連する内容を追加
し、各区分10項目で構成された独自のチェ
ック表に改良。各項目を段階評価後、評価
点として数値化し、レーダーチャートを作
成。この可視化した「評価シート」を畜主
に提示。農場の課題及び到達点の明確化を
図り、要点を絞った継続指導体制を確立。
この指導方法により、区域出入口の境界設
置、適度な飼養密度の維持、野生動物の侵
入防止対策、隔離施設の設置及び車両消毒
設備の設置等が改善された。

430.経営支援養豚農家における生産性向上
のための衛生指導：愛媛県東予家保 中山
晃子、手島有平

経営支援実施養豚農家において、今後の
経営継続には生産性の改善が急務となって
いたため、経営支援に併せて生産性改善の
ための衛生指導等を実施。当該農場の生産
性阻害の主因として哺乳豚の事故が多く、
病性鑑定結果から10日齢の哺乳豚のPCV2の
感染等が確認され、母豚のPCV2汚染及び子
豚のPCV2感染による免疫低下が特に問題で
あることが示唆された。このため、農場関
係者と問題点の再認識と衛生管理の見直し
を検討し、①母豚のクリーニング（有効薬
剤の投与、PCV2ワクチンの一斉接種）、②
飼養衛生管理の改善（消毒方法・消毒薬の
見直し、作業分担の徹底等衛生意識の改善）
等の対策を実施。その結果、母豚のPCV2抗
体価が安定し、哺乳豚のPCV2感染も否定さ
れた。対策後の哺乳豚の事故率は11.8％ま
でに低減（対策前2ヶ月平均16.7%）。前年
同期に比べても事故率が17.1％から11.8％
に改善、離乳豚数も0.95頭増加し、生産性
が向上傾向にある。

431.地域住民との相互理解が養豚農場の臭
気問題解決につながった一事例：佐賀県中
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部家保 大野奈生
混住化の進む地域で肥育豚350頭を飼養

し、撹拌堆肥舎と堆肥調整保管場も既整備
で、糞尿処理も適正な農場において、平成1
9年、20年に続けて臭気苦情が発生。苦情発
生の都度、豚舎内外の環境整備と飼養衛生
管理徹底を指導するが臭気苦情は収まらず。
平成20年7月、農場主、家保、市、JA等関係
機関に加え近隣2地区の住民代表として両地
区の区長をメンバーの一員とした「臭気対
策会議」を発足。以後、苦情発生の有無に
係わらず毎月開催し情報交換等を実施。ま
た、活動の一環としてアンモニア、トリメ
チルアミン、プロピオン酸の測定を定期的
に行い、基準値以下であることを相互で確
認。「臭気対策会議」発足後、臭気苦情は
低減。さらに周辺住民への堆肥譲渡、緑の
カーテン運動への堆肥供給、小学生の“食
育”のための社会見学の受入れなど地域と
の良好な関係が続く。今回の取組みのよう
に、農場と地域住民との相互理解の場を継
続的に設け、交流の機会を増やしていくこ
とが畜産農家と地域住民との相互理解に繋
がり、ひいては苦情低減にも繋がるものと
示唆される。

432.一養豚農家に対する飼養衛生管理指導
上の課題と今後の取組：佐賀県西部家保
藤原貴秀、鬼塚哲之

母豚50頭、肥育豚480頭を飼養する一貫経
営農場において、離乳後の死亡豚の多発、
出荷頭数の減少、と畜検査で腸炎等、内臓
廃棄の増加がみられ、平成24年9月、病性鑑
定を実施。Salmonella Typhimurium、Lawso
nia intracellularis、コクシジウム、豚鞭
虫の浸潤を確認。平成24年10月、当所と農
業団体が連携し飼養衛生管理指導を実施。
①豚房毎にオールアウト、②異常豚の隔離
と早期治療、③有効薬剤等の適正使用、④
野生動物侵入防止対策、⑤記帳の徹底、⑥
老朽化した豚房の改修、⑦ピッグフローの
変更、⑧発酵床豚舎は豚の移動毎に敷料を
全て交換、豚房は洗浄、消毒、石灰乳の塗
布、⑨豚舎毎に踏込消毒漕と専用長靴の設
置を指導。他の農場で余った資材の斡旋を
支援。労働力の低下によりこれらの対策は
徹底されず。資金面での苦慮により施設の
補修や更新は困難。対策の効果は一時的で
経営継続には至らず。日頃からと場成績等
をチェックする等、経営が悪化する前に関
係機関と連携を図り、農家の実情に沿った
細やかな対策が必要。

433.農場HACCP認証取得を目指す管内大規模
養豚農家に対する取組：佐賀県西部家保
葛見敏男、岸川嘉洋

社団法人中央畜産会が農場HACCPの普及推
進の観点から実施する「農場HACCP推進農場」
の指定に向け、衛生指導と従業員に対する
講習会を実施。この農場の取組を衛生管理
技術レベルの異なる管内養豚農家の衛生指
導に生かすため、飼養衛生管理基準、農場H

ACCPの仕組、踏込消毒漕の効果、各種消毒
薬の効果・利点・欠点、更に当該農場をモ
デルとした高度な飼養衛生管理技術をテー
マとして研修会を開催。研修会後には、各
農家で実施している消毒方法の妥当性や病
原微生物等の侵入防止対策に関する質問が
寄せられた。今後、当該農場の農場HACCP認
証取得に対する支援は継続していき、HACCP
推進で利用した評価方式の飼養衛生管理チ
ェック表や優良事例を衛生管理技術の異な
る農家の個別指導に生かし、管内養豚農家
の衛生水準向上に取組んでいきたい。

434.管内一養豚場のと畜検査データを活用
した生産性向上の取組：熊本県城南家保
大坪美智子、長野琢也

平成22年度から食検より提供される管内
一養豚場のと畜検査データを家保で解析し、
生産性向上のため疾病対策等の取組を開始。
取組開始時は、全廃棄を含む廃棄率が96％
と高く、疾病類別でリンパ系93.3％、呼吸
器系54.8％という課題点を抽出。対策とし
て、家保、食検、農家の3者で連携し、内臓
検査・検討会の開催。ほか、日常の飼養衛
生管理の見直し、発酵床対策、日齢毎の豚
繁殖・呼吸障害症候群（PRRS）抗体検査を
実施し、抗酸菌症対策、PRRS対策等を指導。
対策後、平成24年7月以降、リンパ系疾病に
よる廃棄はほぼなくなり、呼吸器系疾病に
よる廃棄は、平成25年10月時点で30.3%まで
減少。PRRS抗体検査では、感染時期が導入
約1ヶ月後から約2ヶ月後に後退。結果、上
物率は、平成22年度48.1％から24年度53.5
％まで上昇し、約500万円増収が見込まれた。
一方、依然マイコプラズマ性肺炎、豚胸膜
肺炎による廃棄が認められ、継続した取組
で更なる生産性向上を目指す。

435.生産者団体と連携した豚繁殖・呼吸障
害症候群（PRRS）清浄化への取組：熊本県
城北家保 加地雅也、白石隆
県養豚協会の生産者が自発的に立上げたPRR
S清浄化プロジェクトに県畜産課、家保、民
間獣医師が連携して支援。当家保は参加し
た管内9農場に、平成23年12月から半年毎に
血清ELISA抗体検査とPCR検査、清浄化進展
状況の分析及び検討会を実施。農場検査は
毎回母豚と30、90、120及び150日齢を各5頭、
計30頭を採血。ELISA抗体のばらつきやウイ
ルス遺伝子検出の有無、次回検査への改善
目標等を経時的にまとめた成績書を視覚的
に把握しやすいイラストを作成し指導。結
果、取組開始から2年が経過し、清浄化が進
展している農場が3戸、再流行を許し一歩後
退した農場が3戸、顕著な進展が認められな
い現状維持農場が3戸と分析。検討会では各
農場の成績を持ち寄り優良事例や問題点を
討議、PRRS清浄化のため農場バイオセキュ
リティが肝要であることを参加者に啓発。
きめ細かい取組を継続し、清浄化達成の支
援とともに口蹄疫等の侵入防止、地域の衛
生レベル向上につなげたい。
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436.養豚衛生指導に活用する農場疾病カル
テの作成について：大分県豊後大野家保
磯村美乃里

平成25年5月に管内のA農場で豚丹毒が発
生。投薬及び不活化ワクチン接種等の衛生
指導により約1ヶ月で終息。本事例から、迅
速な伝染病対策のためには疾病発生後の病
性鑑定に基づく対応だけでなく、予め各種
感染症の定期的なモニタリングを継続する
等、農場ごとの衛生環境に適した詳細な農
場疾病カルテ（以下「カルテ」）を整備す
る必要があると考えた。そこで慢性疾病等
生産阻害疾病対策事業を活用し、管内養豚
場24戸中21戸を巡回。AD、AR、PRRS、豚丹
毒、豚胸膜肺炎等の抗体検査、豚赤痢、増
殖性腸炎等の糞便検査、過去の病性鑑定成
績及びと畜検査データ等の情報を網羅した
カルテを作成。デ－タは随時農場へフィー
ドバックしカルテの重要性を管内養豚場へ
啓発。飼養衛生管理基準の遵守とバイオセ
キュリティ強化も徹底指導。以上の取組の
結果、迅速な疾病コントロールが可能とな
った。今後はカルテの更新、電子データベ
ース化による関係団体等との情報共有化を
進め、管内養豚場に対するリスクマネジメ
ントに努める。

437.養豚密集地域で取り組む特定疾病（AD
・PRRS）の清浄維持体制：宮崎県宮崎家保
大山えり香、西村拓也

2010年、口蹄疫発生時に全飼養豚が殺処
分された養豚密集地域で、オーエスキー病
（AD）、豚繁殖・呼吸障害症候群（PRRS）
の清浄地域を目指した取り組み開始。生産
者を中心に①導入豚の届出と陰性確認②着
地検査③定期モニタリング検査④ワクチン
不使用等のルールを策定。経営再開から201
3年8月までに、延べAD：9,114頭、PRRS：10,
044頭の検査実施。一部農場でPRRSが侵入し
たが、感染拡大は阻止。現在も大多数の農
場でAD・PRRS清浄性維持。地域内農場で繁
殖・肥育成績が向上し、AD・PRRS清浄化に
よる効果を示唆。繁殖豚更新のための再導
入の対応として、農場訪問時に地域内ルー
ルの再確認と指導を実施。取り組みに関す
る意識や農場の防疫体制把握を目的に、ア
ンケート調査実施。結果から、取り組み継
続の意思と購入精液による疾病侵入リスク
を確認。防疫強化策として、購入精液の衛
生基準策定に向けた検討を開始。課題は、
検査に係る助成事業終了による生産者負担
増。今後もより強固な防疫体制構築と維持
に尽力し、PRRS清浄化達成後のモデル地域
として情報発信していきたい。

438.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 矢野達也、畑和宏

本県では、2008年4月から清浄化対策を本
格的に開始。結果、当所管内における陽性
農場は2013年3月末までに6農場まで減少。2
013年4月からは、250農場がステータスⅢへ、

13農場がステータスⅣへ移行、多くの農場
がワクチン接種を中止する等、管内のAD清
浄化は着実に前進。同時に野外抗体陽性豚
の侵入防止のため、清浄豚流通対策を開始。
管内全農場にステータス証明書を発行し、
豚導入時にステータス証明書やAD抗体陰性
証明書等の届出を義務化。ステータスⅢ又
はⅣの地域の養豚場であることを家畜市場
への上場条件とし、豚搬入時には豚導入時
と同様ステータス証明、AD抗体陰性証明等
の書類の提出を規定。ワクチン接種農場が
減少する中、周辺地域との密接な取引があ
ることを考慮し、今後は農場の清浄性維持、
即ち侵入防止対策の推進が必要。陽性豚の
早期とう汰により管内陽性農場0を目指すと
ともに周辺地域を含めた清浄化が当地域の
清浄性維持にとって重要である。

439.管内養豚農場の農場HACCP取組事例：鹿
児島県曽於家保 向正俊、西田浩二

管内の一養豚農場において農場HACCP導入
に取り組んでおり、農場作業員に対する意
識調査結果と併せて概要を報告。当該農場
は母豚1,600頭を飼養する繁殖農場。農場HA
CCP導入に伴い、全作業工程について見直し
を行い、具体的な衛生管理対策を実施。農
場の平成23年と平成25年の出荷体重・育成
日数を比較したところ、平成25年の出荷体
重が2.5kg増加、育成日数が4.2日短縮。平
成24年と平成25年の月平均死亡頭数では、
平成25年の死亡頭数が14.1頭減少。農場の
従業員に対する意識調査の結果、農場HACCP
を導入したことにより、現場の作業性は変
化がないものの、衛生管理の観点からは評
価できるとの認識を保有。農場HACCPの導入
に取り組むことによって、作業従事者の衛
生管理への意識が高まり、農場の飼養衛生
管理の向上に役立てることができた。また、
生産性向上にも効果が確認。

Ⅱ－７ 畜産技術

440.母豚の繁殖成績向上を目指した背脂肪
厚測定に基づく個体管理への取り組み：岩
手県中央家保 村井知恵、斉藤清美

母豚の繁殖成績の向上には適正な個体管
理が重要。今回、管内一貫農場（母豚820頭）
において暑熱期の受胎率・産子数改善を図
るため、繁殖ステージ毎の栄養管理状況調
査を実施。7月分娩母豚（n=31）を対象に分
娩1か月前、1週間前、10日後、離乳時、種
付け時に背脂肪厚測定及び血液生化学的検
査を実施。対象母豚の12月分娩時の成績を
基に農場目標（総産子数11.5頭/腹）達成群
（n=11）と未達成群（n=13）に分け、7月分
娩時の背脂肪厚の推移を比較した結果、達
成群は分娩から離乳にかけて減少（18.3→1
6.9mm減少率7.5％）後、妊娠鑑定時には回
復傾向（16.6mm）。未達成群は分娩後の減
少率が大きく（18.6→16.9mm、9.1％）、妊
娠鑑定時にも回復がみられず（15.8mm）。
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血液生化学的検査では差は見られず。飼料
充足率は問題なし。今回の成績に加え寒冷
期での採材を実施予定であり、それらの成
績を基に農場の背脂肪厚値の繁殖ステージ
毎の基準設定や、それに基づく給与量の設
定等の個体管理につなげたい。

441.中ヨークシャー種繁殖豚の深部膣内電
気抵抗性測定による発情確認技術：愛媛県
畜産研究センター 梶原浩平、宇都宮昌亀

中ヨークシャー（Y種）は、中型種である
ため外陰部が小さく、発情兆候も微弱で、
目視による見極めが難しく、授精適期を見
逃しやすい。そこで、他品種の発情微弱豚
に有効な技術として報告がある深部膣内電
気抵抗性（VER）測定による発情確認方法が
Y種に応用可能か検討。供試豚にはY種育成
豚8頭を用い、試験区を2区に分け供試豚を
各区4頭、調査項目としてVER値、発情確認
（雄豚許容）、受胎率を調査。VERが最低値
を示してから、試験1区では、6、24、30時
間後、試験2区では、24、30、48時間後に人
工授精を実施した。結果は、VER最低値を示
した日の前後2日間で供試豚全頭の雄豚許容
を確認。また、受胎率は、試験1区が75％、
試験2区が100％であった。以上の結果から、
VER測定は、Y種の発情確認に応用可能であ
ることが示唆された。

442.豚人工授精の飛躍的普及可能精子凍結
・融解技術：沖縄県畜産研究センター 親
泊元治、知念司

平成22年度～平成24年度で新たな農林水
産政策を推進する実用技術開発事業「豚の
優良遺伝資源の安全な流通、生産性の飛躍
的向上を可能とする保存・活用に関する研
究」を実施。【研究内容】品種・季節等に
よる精液性状の特性を把握し、精液特性に
最適な浸透圧・グリセリン濃度等の凍結希
釈液の条件の検討及び人工授精の実証試験。
【研究成果】既存の凍結保存液と新規凍結
保存液（高浸透圧・低グリセリン）を比較、
精子運動率はアグーで向上。アグー射出精
液は最初の50mL画分で有意に運動率、濃度
が高く、濃厚部の存在をアグーで初めて発
見。さらに、最初の50mL画分以降の分画に
属する精漿は、精子耐凍能を低下。射出精
液最初の50mLを凍結に供する手法で凍結す
ると融解後の運動率は、82.9%と非常に高く、
アグーで初めて実用化レベルに近づく手法
を開発。採精後エンドトキシン（LPS）を含
有しない蒸留水で作製したPercoll溶液およ
び凍結保存液で精子を洗浄、処理すること
で、融解後高い精子運動率。夏場のアグー
でも凍結成功率（融解後の精子運動率50%以
上）88%の結果。

443.系統豚「オキナワアイランド」等の種
豚改良による養豚経営向上：沖縄県家畜改
良センター 小橋川寛、上原寛明

一腹当たりの離乳頭数は、全国と比較し
て低い状況であり、飼料価格の高騰等によ

る影響で経営は厳しく、生産性の向上が経
営改善の鍵。当センターでは、平成16年度
より系統造成を開始し、平成24年7月に日本
養豚協会から系統豚「オキナワアイランド」
として認定を受けた。当センターから供給
される大ヨークシャー種、デュロック種お
よび系統豚が養豚農家における生産性の検
討。試験動物は系統豚、大ヨークシャー種
（W）、デュロック種（D）の雄豚の検定成
績を用いた。肉豚生産成績は系統造成中の
第4世代から生産したLWの繁殖成績およびLW
Dの枝肉成績を用いた。系統豚の1日平均増
体重、背脂肪厚および1腹総産子数か改良さ
れ、W、Dともに1日平均増体重が改良されて
おり、出荷日齢の短縮および上物率が高く
なっていることから、肥育時の飼料代の削
減および枝肉販売額が増加し、養豚経営の
向上において有効であることが示された。

Ⅱ－８ その他

444.管内養豚場の排水処理施設の現状と課
題：静岡県西部家保 佐藤紘朗、服部篤臣

管内26養豚場の排水処理施設について、
毎年2回、検査及び指導を実施し、過去10年
間のこれらの畜舎排水の検査結果を集計。p
Hで3.9％（18/458）、BODで21.5％（99/461）、
SSで19.2％（89/464）、大腸菌群数で13.3
％（61/460）、硝酸性窒素等で1.1％（5/45
5）が排水基準の数値を超過。生物学的な処
理方式である活性汚泥法は、日常管理・点
検が重要であるが、農家がほぼ毎日、自主
点検を行っていても排水基準の許容限度を
超過しているため、今後も定期的に検査及
び指導を継続する必要がある。一事例とし
てA養豚場では排水処理施設を自主改造した
ところ、適正な処理ができないトラブルが
発生。県中小家畜研究センターと現地調査
を行い、曝気槽への汚水投入量の適正化、
配管の傾斜修正、沈殿槽の余剰汚泥除去等
を指導。結果、排水基準の各項目で基準値
内に改善。今後も県中小家畜研究センター
等の関係機関と共に定期巡回指導を続ける
ことが重要。

445.養豚場におけるワクチネーションプロ
グラムの検討：愛知県中央家保 清水健太、
井藤雅子

呼吸器病と発育停滞に苦慮する管内養豚
場で抗体検査と肺病変を調査。豚マイコプ
ラズマ病（MPS）ワクチンは感染に間に合わ
ない時期での、豚胸膜肺炎（APP）と萎縮性
鼻炎（AR）ワクチンは移行抗体の影響が残
る時期での接種と推察。そこで、対照区（1
0頭）は現行のプログラム、試験区1（10頭）
と2（13頭）はMPSワクチンを感染に間に合
うよう接種、APPワクチンは移行抗体の影響
が残る時期を避けて接種、ARワクチンは子
豚の接種を止めて効果を検討。APPとMPSは
野外感染による抗体価の上昇はあったが、
肺病変は対照区と比較して軽度。ARは感染
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による抗体価の上昇なし。従って、試験区
のプログラムは呼吸器病対策に有効と推察。
平均増体日量が増加し、飼料代の削減を可
能に。プログラムの見直しは抗体検査に加
え、肺病変の調査が効果的かつ必要、と畜
場との連携は不可欠。また、具体的な生産
指標及び経済指標に基づいたプログラムの
選択は有効。

446.管内養豚農家に対する自給飼料生産・
活用支援：愛媛県南予家保 城戸英、竹中
尚徳

効率的かつ安定的な養豚経営を図る目的
から、平成24年よりリキッドフィーディン
グ（LF）でエコフィードを活用している管
内1養豚農家に対して、LF原料となる自給飼
料の栽培及び給与を支援した。耕作放棄地
となっていた「国営パイロット事業」によ
る整備農地2.5haを、「耕作放棄地再生利用
緊急対策交付金」を利用して耕作可能な農
地に再生し、サツマイモを作付けした。サ
ツマイモの収量は目標の72％程度であった
が、肥育豚1頭1日当たりの飼料費はサツマ
イモ利用により30％削減された。今後、適
期植付けの実施による収量の増加を図ると
ともに、「自給飼料生産体制強化事業」を
利用した種苗費削減や投下労働力の軽減に
よるさらなる生産費低減を図る予定であり、
今後も関係機関と連携してその取組みを支
援し、継続的な土地利用型養豚経営の推進
を図っていきたい。

447.飼料米等栽培の豚尿浄化水利用実証：
愛媛県南予家保宇和島支所 佐竹康明、井
阪章

U市内に生産基盤を置くN養豚場は、周辺
の宅地化に伴い地域住民からの苦情申立が
増加し、堆肥舎における豚尿浄化水の散布
がその一要因として考えられる。そこで、T
町のM生産組合とN養豚場をマッチングし、
飼料米等栽培における浄化水の有効利用を
実証。最大5.2t/10aの浄化水を施用した結
果、飼料米の精玄米重は、対照区に比べ減
収。飼料稲の生草収量は4,340kg/10aと、対
照区の4,280kg/10aと同等であり、収量性に
影響は認められなかった。また、施用後の
水田におけるアンモニア等の臭気発生は、
認められなかった。浄化水の運搬量は、500
～700L/回と少ない上に、往復約60分の時間
を要した。以上のことから、浄化水5.2t/10
a程度の施用では、飼料米等の生育および収
量性、周辺環境等に影響しないことが明ら
かとなった。今後は、バキュームカー利用
による施用量および運搬効率の向上や施肥
時期の拡大等の検討が必要。

448.赤外線サーモグラフィカメラを用いた
豚群からの異常個体摘発の可能性：長崎県
県南家保 溝口泰正、山本賢一

赤外線サーモグラフィカメラ（IRTカメラ）
を用い、豚群内異常個体を視覚的に摘発で
きる条件を検討。併せて非接触的な直腸温

の推定及び消毒可能な防水カバー装着時の
活用を検討。IRTカメラの測定レンジの下限
を畜舎温度、上限を45℃とすることで、環
境温度にかかわらず健康個体と異常個体を
画像により視覚的に判別が可能。発育ステ
ージごとでは、離乳から肉豚、ストール飼
養母豚は判別可能だったが、採食中の個体、
哺乳子豚及び授乳中母豚は常時体表温が高
く判別困難。保定等のストレスによる体表
温の変化は認めず。ただし、IRTカメラ使用
時は、こまめなキャリブレーションが必要。
IRTカメラによる眼瞼粘膜温の測定値と直腸
温の相関係数は0.59と低く、非接触的な直
腸温の推定は困難。防水カバーとして0.02m
m厚のポリエチレン製袋を使用すると、赤外
線が減衰し測定温度が2.5℃下がるが、測定
レンジの下限、上限共に2.5℃高く設定する
ことで補正可能。

449.「放し飼い養豚」の一指導事例：沖縄
県北部家保 知念司、高木和香子

当家保は「放し飼い養豚」の実態調査、
指導の検討、課題解決を取組。当該法は生
産コスト削減・ブランド化・6次産業化等を
目的とした経営だが、その飼育形態から環
境問題や飼養衛生管理の不備等で対応に苦
慮。本事例農家は、建設会社などへ委託し、
食品残さ飼料を利用した営農を実施。しか
し委託していた食品残さの運搬、給餌作業
が資金難から停止、農家自身が回収・運搬
・給餌、家畜と施設管理が疎かになった。
そのことから豚の脱柵が発生、さらに農場
周囲柵を撤去、豚の大部分が脱柵、「野放
し豚」状態が発生、問題が一層複雑・深刻
化。関係機関と「野放し豚対策委員会」を
設置、連携を強化。家保は豚出荷について
指導、県内初の家畜伝染病予防法の飼養衛
生管理基準に基づく指導･助言書を手交。最
終的に農場外の野放し豚の駆除を最優先と
し、豚は駆除および出荷され被害も終息。
本事例より実際的な県の「放し飼い養豚マ
ニュアル」が作成された。
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Ⅲ 鶏の衛生

Ⅲ－１ ウイルス性疾病

450.採卵養鶏場で発生した鶏貧血ウイルス
病：北海道石狩家保 榊原道子、和田好洋

平成25年5月、2週齢雛で発育不良散見、
死廃増加。衰弱鶏11羽の病性鑑定を実施。
当該群の種鶏には鶏貧血ウイルス（CAV）ワ
クチンを接種。衰弱鶏は全羽貧血（Ht値8～
23％）、胸腺萎縮、骨髄黄色化。病理組織
検査で骨髄脂肪化、脾臓・胸腺のリンパ球
減少・壊死。免疫組織化学検査（IHC）で、
胸腺他各臓器にCAV抗原検出、特に胸腺で多
量。肝臓、脾臓でCAV遺伝子検出。3羽の肝
臓からCAVを分離し、本病と診断。続発の調
査のため、発症群と同ロット種鶏の雛（6月
11日、27日生）から2週齢時に各5羽抽出、C
AV遺伝子検査と胸腺のIHCを実施。6月11日
生の群で1羽貧血（Ht値16％）、CAV遺伝子
及び抗原検出。6月27日生の群は無症状、CA
V遺伝子・抗原検出されず。今回、発症は群
の一部であり、発生原因は一部種鶏の偶発
的なワクチン免疫産生不足と推測。ワクチ
ンの普及で本病発生の可能性は低いが、今
後も雛の疾病原因として検討すべき。本病
の迅速診断にはIHCと遺伝子検査の併用が有
効。

451.鶏痘ワクチン接種採卵鶏に見られた皮
膚型鶏痘：宮城県仙台家保 結城章太郎、
西川彰子

平成25年9月に500羽（約460日齢）飼養の
採卵養鶏場において､鶏群の約1割で鶏冠か
ら頚部にかけ発痘･痂皮の症状が散発。通常
0～1羽/週の死亡羽数が約3週間に渡り3～5
羽/週に増加。当該鶏群は初生時及び60日齢
時に鶏痘ウイルス（FPV）ワクチン接種済み。
発症鶏3羽の病性鑑定を実施。剖検所見で皮
膚病変以外著変無し。病理組織検査で皮膚
病変部の有棘細胞の膨化及び細胞質内封入
体を確認。ウイルス検査では皮膚乳剤と気
管乳剤からFPV遺伝子を検出。皮膚乳剤の発
育鶏卵漿尿膜接種試験でポック形成及び細
胞質内封入体を確認。以上から皮膚型鶏痘
と診断。近年、鶏痘発症要因として報告の
ある細網内皮症ウイルス（REV）についても
PCR法で検索。全羽からREV遺伝子検出。鶏
痘発生前、飼養衛生管理レベル低下による
ワクモの高度汚染も確認。本症例では､REV
及びワクモ高度寄生による免疫低下が発症
要因として関与したものと推察。

452.平成23、24年度の鶏病抗体調査結果の
分析：東京都東京都家保 平間俊吾、三宅
結子

当所で行っている鶏病抗体調査について、
平成23、24年度に実施した結果をもとにニ
ューカッスル病（ND）の抗体保有状況とMyc
oplasma gallisepticum（MG）及びMycoplas
ma synoviae（MS）のまん延状況を分析。聞

き取り調査によるワクチン接種状況では、
両年度の接種率に差はなし。NDワクチン最
終接種からの経過日数が判明している養鶏
場では抗体保有率とGM値が24年度で低下。
これはワクチンの種類と接種後日数の2つの
要因によるものと思われ、特に生ワクチン
接種養鶏場に対し、接種方法や接種間隔に
ついて指導する必要がある。MG及びMSにつ
いては、1,000羽以上飼養している養鶏場に
おいて陽性率が高く、日齢と陽性率の間に
一定の傾向はなかった。これは基礎データ
が不足していることも一因であり、より詳
細な調査が必要。今後、ワクチン接種暦に
ついて抗体調査時に確認が行えるように指
導を行うとともに、採材する鶏群の日齢に
ついて検討する。

453.同一肉用鶏種のマレック病多発事例：
岐阜県東濃家保 藤木省志、山崎稔

2013年8月7日、特定肉用鶏種を飼養するA
農場にて発育不良、削痩及び脚弱を呈する
へい死が継続し病性鑑定を実施。剖検にて、
肝腫大、肝白斑、腎腫大等を認め、病理組
織学的検査でリンパ様細胞の腫瘍性増殖の
所見からマレック病（MD）と診断。発症群
における最終的な育成率は71.6％。また、
同時期に他鶏舎にて飼養される鶏群に症状
はなく、育成率は95.1％。その後、9月から
10月にかけて同一鶏種を飼養するB農場及び
C農場の2鶏舎ずつ、またA農場の別鶏舎にて
同様の症状を示すへい死が継続。病性鑑定
の結果いずれもMDと診断。発生状況を分析
した結果、①すべての農場が同一種鶏場か
ら入雛②全ての鶏群が種鶏場にて2価MDワク
チン（HVT＋SB-1）を接種済③同一農場で発
症群と正常群が同時期に存在④同一ロット
が複数の農場で発症⑤ロットにより発症群
と未発症群が存在⑥発症したロットでは育
成率が極端に低下。種鶏側に何らかの問題
があった可能性。

454.脾臓にアミロイド沈着が見られた採卵
用成鶏の皮膚型鶏痘：愛知県中央家保 村
越奈穂子、奥村貴樹

平成24年10月、成鶏2,800羽飼養農場で鶏
痘ワクチン接種済み77週齢の鶏に発痘、死
亡が発生し病性鑑定を実施。検査項目は細
菌学的検査、ウイルス学的検査（病変部皮
膚乳剤の発育鶏卵漿尿膜接種によるウイル
ス分離検査、鶏痘ウイルス（FPV）・細網内
皮症ウイルス（REV）の遺伝子検査）、病理
組織学的検査（HE染色、コンゴーレッド染
色）。解剖時に頭頸部・翼部の皮膚に発痘
と痂皮を確認。主要臓器・皮膚病変から有
意菌の分離なし。ウイルス分離検査では漿
尿膜の肥厚やポックの形成。病変部皮膚か
らFPV遺伝子検出。REV遺伝子未検出。病変
部皮膚では有棘細胞の腫大や増生、好酸性
細胞質内封入体を多数確認。脾臓ではコン
ゴーレッド染色で淡赤色、偏光観察で緑色
複屈折を呈するアミロイド沈着を確認。鶏
舎消毒およびワクモ防除の実施後、鶏痘は
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沈静化。ワクモの発生の他、脾臓へのアミ
ロイド沈着等による鶏の免疫能低下が鶏痘
発生に関与した可能性あり。

455.採卵鶏の大雛における鶏脳脊髄炎の発
生事例：三重県北勢家保 辻まりこ、松本
和佳子

鶏脳脊髄炎（AE）は、雛に神経症状、成
鶏にV字型の産卵率低下を引き起こすとされ
るが、大雛での発生はまれである。平成25
年7月、管内養鶏農場の育成鶏群において、
脚弱による淘汰が増えたため106日齢の生体
4羽について病性鑑定を実施。2羽はマレッ
ク病（MD）と診断したが、別の1羽は組織学
的検査で神経細胞の中心性虎斑融解を認め、
ウイルス分離検査を実施したところ、AEVが
分離された。また4羽の臓器からもAEV遺伝
子が検出され、群のペア血清でも抗体陽転
が認められたことからAEと診断。当農場は
平成24年度にMDが散発したが、隔離育雛の
実施、消毒プログラムの変更等により疾病
の発生は減少し、育成率も改善していた。
今回のAEの発生とMDの再発生を受け、管理
獣医師も含めた三者で今後の対策等につい
て検討会を開催。隔離育雛期間の延長、適
切なワクチン接種の実施など飼養衛生管理
の改善について協議した結果、次の群の発
生はみられなかった。

456.伝染性ファブリキウス嚢病ウイルスに
認められた遺伝子再集合：三重県中央家保
中村諒子

伝染性ファブリキウス嚢病ウイルス（IBD
V）は、2分節（分節AおよびB）の2本鎖RNA
ウイルスで、病原性と抗原性状により、従
来型、抗原変異型、強毒型が知られる。病
性鑑定の補助診断として、RT-PCRによるIBD
V遺伝子の検出と制限酵素断片長多型（RFLP）
による簡易遺伝子型別が、病原性の推定に
利用される。2011年3月から2013年9月にか
けて、三重県内の同一地域4農場で5例のIBD
が発生。RFLPの結果、すべての症例で同一
の切断パターンを示し、そのパターンは一
部強毒型IBDVに特徴的なものであった。ダ
イレクトシークエンス法で分節AのVP2可変
領域の塩基配列およびアミノ酸配列を決定、
NJ法で分子系統解析を実施したところ、検
出されたIBDV遺伝子は、強毒型に分類され
た。分節BのVP1領域についても、塩基配列
を決定、解析したところ、従来型のクラス
ターに分類された。国内で初めて、強毒型
の分節Aと従来型の分節Bを有するIBDVの遺
伝子再集合体を確認した。

457.マレック病発症鶏における病理学的検
索：大阪府大阪府家保 勝井一恵

平成24年から平成25年に府内採卵鶏農場
等においてマレック病（MD）の発生がみら
れたが、各症例の病変は様々。今回MDと診
断され神経病変を示した16羽について、農
家毎の病変や日齢との関連性を調べるため
病理学的検索を実施。神経でみられた組織

学的病変を以下の4型に分類。大小不同のリ
ンパ様細胞が腫瘍性に増殖[A型]、主に小リ
ンパ球、形質細胞がび漫性に浸潤増殖[B型]、
小リンパ球、形質細胞が局所的あるいは軽
度に浸潤[C型]、またA型とB型が混在[混合
型]。各型において肝臓などの主要臓器での
リンパ様細胞浸潤度合いについても比較。
結果は、16例中A型4例、B型5例、C型4例、
混合型3例。A型では特に筋肉、卵巣、消化
管へのリンパ様細胞の浸潤がみられた。C型
では他型と比べると肝、腎、脾でのリンパ
様細胞の浸潤がよくみられた。各型での日
齢は様々であったがC型、混合型では高い傾
向がみられた。農家毎における病変の偏り
はみられなかった。

458.肉用鶏農場で発生した鶏アデノウイル
ス感染症および大腸菌、コクシジウム混合
感染症：岡山県高梁家保 萱原佳美、黒岩
恵

平成25年5月、8鶏群約12万羽を飼養する
肉用鶏農場で、同一孵化場から2群（a群14,
300羽、b群14,300羽）を導入。a群は8日～1
5日齢で約13％が死亡、b群は8日～16日齢で
約8.4％が死亡し終息した。a群について13
日齢で病性鑑定を実施、鶏アデノウイルス
感染症と診断した。8月、両群とも37日～50
日齢で再度死亡羽数が増加、a群約11.5％、
b群約4.0％が死亡、b群について41日齢で病
性鑑定を実施、大腸菌およびコクシジウム
混合感染症と診断した。発症したヒナの種
鶏は育成農場から160日齢で成鶏農場へ移
動、180日から200日齢の間に産卵していた。
このことから、成鶏農場で種鶏がトリアデ
ノウイルス（AAV）に感染、AAVの介卵感染
が成立、AAV感染したヒナが農場へ導入され
発症したと推察された。また、幼雛期のAAV
感染ストレスは、出荷前の大腸菌およびコ
クシジウム症を誘発、発症したと推察され
た。

459.鶏伝染性喉頭気管炎ウイルス（ILTV）
と伝染性気管支炎ウイルス（IBV）の同時検
出法の検討：広島県西部家保 桑山勝、清水
和

IBV（RNA）とILTV（DNA）の同時核酸抽出
及びマルチプレックス（Multi-）PCR法によ
る同時検出を検討。材料はIBV H-120株、IL
TV NS-175株、ILTV野外例気管乳剤5検体、I
BVとILTV未検出の気管乳剤にIBV105TCID50/
ml添加した模擬陽性3検体。核酸抽出はQIAa
mp DNA Mini Kit（DNA抽出キット）とViral
RNA Mini Kit（RNA抽出キット、以上Qiage

n）、PCR反応試薬はTaKaRa Ex Taq（タカラ
バイオ）とEZ rTth RNA PCR Kit（Roche）、
IBVがLinらとMaseらが、ILTVは Alexander
らの報告したプライマー（増幅産物ILTV:44
3bp、IBV:490bp）でMulti-及びモノプレッ
クス（Mono-）PCRを実施。ILTVのDNAをDNA
及びRNA抽出キットで抽出しMono-PCRを実施
した結果、検出感度は同程度。RNA抽出キッ
トで両ウイルスの核酸抽出を行い、Multi-P
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CRとMono-PCRによる検出を行ったところ、
感度は同じかMono-PCRが10倍程度良好。ILT
V野外例5検体と模擬陽性3検体は全て検出可
能。よって同時検出は可能。

460.鳥インフルエンザPCR、HA、NA亜型同時
検出法による死亡野鳥のHPAI検査法の検討
：徳島県徳島家保 尾川誠次郎、柏岡静

2010年～2011年、全国的に野鳥から始ま
り、家禽に高病原性鳥インフルエンザ（HPA
I）が流行、早期防疫の観点から死亡野鳥等
のH5N1の実態調査が必要、家畜保健衛生所
の可能な限り自然環境部局の行うサーベイ
ランスに協力する際の検査法を検討。遺伝
子検査はRT-PCR法を実施、徳島県でH5検出、
鳥取大で同定のフクロウH5N1の気管、クロ
アカスワブとH1N1の抽出RNAを用い、市販の
キット（RT-PCRkit ,タカラ）にて、cDNAを
合成しPCRには市販のキット（premix EXtaq,
タカラ）、Leeらのプライマー（A型,H5）、
塚本らのプライマー（H5,H7,H9,N1）、感染
研2007のプライマー（N1）を使用し、塚本
らのHA,NA亜型同時検出法を実施。結果は気
管、クロアカの抽出、判定、5～6時間でA型、
H5、N1亜型の同時スクリーング可能。検査
後の防疫活動に有益な情報。しかし、本法
はスクリーニング法でウイルス分離の併行
と確定検査には公定法が必要。

461.鳥インフルエンザウイルスの簡易キッ
トと遺伝子診断による検出感度の比較：徳
島県徳島家保 井口陽香

鳥インフルエンザウイルス感染を疑う異
常家禽の診断にあたっては、簡易診断キッ
ト、コンベンショナルPCR（PCR）法、リア
ルタイムPCR（rtPCR）法及びウイルス分離
による検査が必須となる。しかしながら遺
伝子検査の感度はウイルス株によって異な
ることが知られている。本研究ではHA遺伝
子を標的としたPCR法と簡易キットで検出可
能なウイルス力価を比較した。検証にはH7
亜型ウイルス3株、H5N1亜型ウイルス3株を
用いた。各検査での検出限界の平均はPCR法
が3.5（log10EID50/ml）、rtPCR法が3.47、
キットが4.5であり、ウイルスの検出感度は、
ウイルス分離>遺伝子診断>簡易キットの順
であることが示された。以上の結果から、
鳥インフルエンザの診断ではウイルス分離
の感度が最も高く、遺伝子診断、簡易キッ
トではウイルス遺伝子の変異や検体中のウ
イルス量によって、偽陰性を生じることが
あることを理解する必要がある。

462.肉用鶏における伝染性気管支炎の発生
事例：高知県中央家保嶺北支所 濵田康路

管内の肉用鶏農場1戸から13日齢頃より鶏
の死亡羽数が増加しているとの通報。6羽を
緊急病性鑑定。鳥インフルエンザ簡易検査
陰性。剖検では共通所見として腎臓の腫大
を確認。遺伝子検査にて、全羽の腎臓およ
び肺から、伝染性気管支炎（IB）ウイルス
のS1領域の特異遺伝子を検出。また腎臓の

プール乳剤よりIBウイルス分離。PCR-RFLP
法で、遺伝子型4/91型と一致。その他、2羽
で主要臓器から大腸菌も分離され、IBとの
混合感染と診断し、残る4羽はIBと診断。当
農場では、IBワクチンの接種済みであった
が、4/91株由来のワクチンではなかった。
今回の事例は、野外ウイルスの関与と推察
したが、冬場における鶏舎の温度管理、換
気等の飼養管理が難しいという農場からの
聞き取りから、飼養管理におけるストレス
も発症要因と考察。対策として、従来のIB
ワクチンに4/91株由来の追加等のワクチン
プログラムの変更を提案。また、鶏舎の温
度管理、換気等の飼養管理を指導し、経過
を観察中。

463.ワクチン接種鶏に認められたマレック
病（MD）の発生事例：佐賀県西部家保 藤
本あゆみ、岸川嘉洋

本年3月に管内の採卵鶏農場にてMDワクチ
ンを初生時に接種していた育雛鶏群でMDが
発生。平成25年1月20日、80,000羽飼養の採
卵鶏農場で、育雛鶏群8,000羽（48日齢）を
中大雛舎へ移動後、同月30日頃から脚麻痺
と斜頸を主徴とする異常鶏が散見。その後、
3月1日から同症状を呈しへい死する鶏が増
加し、3月15日に管理獣医師から通報があり、
同日病性鑑定（3羽）を実施。その後もへい
死が継続したため、3月25日の時点で再度立
ち入りを行い、発症鶏の病性鑑定（4羽）を
実施。解剖所見では、7羽に共通して肝臓の
腫脹、白斑散在、脾臓の腫大、病理組織検
査では、7羽で末梢神経、主要臓器および消
化管にリンパ様細胞が浸潤、増殖を確認し
たことからMDと診断。対策として、発症鶏
群の自主淘汰後、中大雛舎の消毒徹底、中
大雛の育成期別の区分飼育、温度管理の徹
底を指導、孵化場での初生雛のMDワクチン
変更を実施。その後育成率は平均96％と良
好な状態を維持。

464.管内の伝染性喉頭気管炎発生：佐賀県
中部家保 松尾研太、大澤光慶

平成25年2月、管内の採卵鶏農場の一鶏群
（480日齢、1700羽）で、眼瞼腫脹を呈した
鶏が散見。病性鑑定を実施し、伝染性喉頭
気管炎（ILT）と診断。解剖検査では、左右
眼窩に黄緑色ゼリー状物、気管内に血様滲
出物もしくはチーズ様物付着を確認。病理
検査では、鼻および気管粘膜上皮細胞の剥
離、核内封入体を伴う合胞体を確認。ウイ
ルス検査では、気管および眼瞼腫脹部材料
から、CK細胞に細胞融合性CPEを認めるウイ
ルスを分離。伝染性喉頭気管炎ウイルス（I
LTV）特異遺伝子を検出し、ILTVと同定。RF
LP解析では、ワクチン株とは異なる切断パ
ターン。まん延防止対策として、鶏舎内外
および器具・器材等の消毒と臨床観察の強
化、飼養鶏全羽へのILTワクチン接種を実施。
その後、ILTワクチン接種済みの雛を導入。
本県では7年ぶりのILT発生。同一鶏群のみ
の発症であるが、当該農場への侵入経路な
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ど疫学は不明。

465.鳥インフルエンザ遺伝子検査法の特性
とリアルタイムPCR結果の確認法の検討：長
崎県中央家保 井上大輔、吉野文彦

鳥インフルエンザ（AI）各種遺伝子検査
の感度および特異性を調査し、リアルタイ
ムPCR（rPCR）産物の電気泳動についてrPCR
の補助診断法としての有効性を検討。AIウ
イルス（AIV）のNP、H5、H7遺伝子すべてで、
コンベンショナルPCR（cPCR）よりrPCRが10
2
～10

4
倍以上高感度。H5、H7遺伝子のcPCR

で感度が低い傾向。ジーンバンクに登録さ
れたAIVと各検査のプライマー、プローブの
塩基配列を比較したところ、NP遺伝子のrPC
Rはミスマッチが少なく、近年極東地域に浸
潤しているAIVを検出可能と推察。H5遺伝子
のcPCRのプライマーには多くのミスマッチ
が確認され、継続的な遺伝子変異のモニタ
リングとプライマー、プローブのアップデ
ートが必要。rPCR産物の電気泳動は、rPCR
単独と同等以上の検査感度で、cPCRの判定
前に、非特異反応の陰性判定を含めたrPCR
結果を確認可能。本法は、簡便性、迅速性、
確実性に優れ、rPCRの補助診断法としてき
わめて有効。

466.若齢ブロイラーに発生した鶏アデノウ
イルス感染症の2症例：熊本県阿蘇家保 菊
地佐知子

管内ブロイラー2農場の若齢ひなで死亡羽
数が増加し、症例1は10日齢5羽、症例2は10
日齢3羽で病性鑑定を実施。症例1の剖検で
は肝臓の退色、ウイルス学的検査では鶏ア
デノウイルス（FAV）特異遺伝子を検出し血
清型は主に8a型。病理組織検査では肝細胞
壊死と核内封入体を確認。症例2の剖検では
肝臓の軽度退色と筋胃のびらん、ウイルス
学的検査ではFAV特異遺伝子を検出し血清型
はすべて1型。病理組織検査では筋胃粘膜上
皮の壊死と核内封入体を確認。両症例で細
菌分離陰性。以上より症例1は8a型による封
入体肝炎（IBH）、症例2は1型によるアデノ
ウイルス性筋胃びらんであると診断。両症
例はFAV単独感染であると推察。近年国内で
多発している若齢のIBHは2型単独感染によ
るが、8a型も単独感染による若齢のIBHが発
症することを示唆。両農場には出荷後の敷
料発酵、鶏舎洗浄・消毒及び衛生管理の徹
底を指導し、現在まで再発は認めず。

467.マレック病清浄化対策：大分県豊後大
野家保 菅正和

県外の食鳥処理場から管内のG農場出荷鶏
に内臓型及び皮膚型マレック病（MD）が発
生した連絡があり、清浄化に向けた衛生指
導を実施。食鳥処理場の検査で肝臓、脾臓
及び皮膚、毛根部の腫瘤、家保の病性鑑定
で心、肺、肝臓、脾臓及び皮膚のリンパ様
細胞浸潤（腫瘍化）が認められ、全ての検
体からMDV特異遺伝子を検出。入雛元の県外
種鶏場に対してワクチンの変更を指示。G農

場に対して複合塩素系消毒薬の発砲消毒等
による空鶏舎の徹底消毒、鶏舎周辺の環境
整備と石灰散布、飼養管理者が同じ鶏舎の
日齢を揃えること等を指導。その結果、感
染・発症リスクの高い7日齢時点の環境材料
や皮膚からMDV特異遺伝子は検出されず、消
毒効果を確認。食鳥処理場のMD発生がなく
なり、増羽による収入増の見込み。MD対策
では、発生農場と種鶏場も含めた衛生管理
プログラムの構築が必要。毛根による遺伝
子検査を検討中で、今後例数を重ね地域ぐ
るみの清浄化対策に取り組む。

468.肉用鶏農場での鶏アデノウイルス（FAV）
感染症再発防止に向けた取り組み：大分県
玖珠家保 清田友、西田清実

2013年4月、肉用鶏農場でFAV2型による封
入体肝炎（IBH）が発生し、10日齢前後の死
亡・廃棄率が増加。再発防止に向け消毒効
果と導入鶏群の抗体保有状況を調査し、指
導を実施。IBH発生2鶏舎（A･B鶏舎）で消毒
前後の環境材料を計14検体ずつ採材、大腸
菌群数調査、FAV遺伝子検索及びウイルス分
離を実施。消毒後の大腸菌群は非検出、B鶏
舎から消毒前にFAV8型、消毒後にFAV2型を
分離。また、消毒後の導入鶏4、18、31日齢
（各20羽）の肝臓及びクロアカスワブFAV遺
伝子検索、FAV2・8型血清中和試験を実施。
A鶏舎で消毒後の導入鶏31日齢のクロアカス
ワブからFAV2型遺伝子検出、FAV2型抗体のG
M値は4日齢でA鶏舎25.2、B鶏舎21.9、18日齢で
共に消失、31日齢で同じく25.6、22.4と再度上
昇。適切な消毒により、FAV2型感染はあっ
たが、ウイルス量低減及び導入雛の移行抗
体保有により、若齢でのFAV2型感染を抑制
し、IBH発生を防止できたと推察。今後も定
期的なFAV浸潤調査、再発防止に努める。

469.鳥インフルエンザ簡易検査非特異陽性
反応の検証：沖縄県北部家保 石井圭子、
砂川真紀

平成24年11月、管内肉用鶏農場1鶏舎で死
亡率上昇（通常1～2羽が20羽）。防疫指針
に基づき簡易検査実施（生鶏・死亡鶏、各5
羽）、死亡鶏1羽の気管スワブでスメアのな
い鮮明な陽性ライン確認。追加検査（同、
各5羽）は陰性。県病性鑑定施設にて、当該
鶏の気管浸漬ウイルス分離用培地上清を用
いた簡易検査（同社製品・別ロット）で陽
性確認。同検体を含む10羽の遺伝子検査、
抗体検査、ウイルス分離検査で鳥インフル
エンザ（AI）関与否定、簡易検査陽性反応
は非特異と判断。製造会社にて非特異陽性
反応の検証実施。簡易検査（同社製品・別
ロット）で陽性確認。製品構成試薬と反応
なし。反応因子は製品の抗A型インフルエン
ザNP蛋白モノクローナル抗体と特異的に交
差反応を示したが、特定できず。他社製品
（人用、動物用）と反応なし。当該農場に
対しては、簡易検査陽性確認後、動物衛生
課と協議の上で6日間の移動制限措置。これ
に伴う損失補償が適用（AI非発生農場で全
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国初）。

470.肉用鶏に発生した伝染性ファブリキウ
ス嚢病：沖縄県家衛試 片桐慶人、池宮城
一文

2013年沖縄本島北部地域の肉用鶏農場に
おいてIBDの発生を確認。病性鑑定と周辺農
場における発生状況について報告。【発生
概要】A及びB農場（16-32日齢）で死亡増加。
IBDワクチンは接種済み。発症後7日間の死
亡率は5.5%-8.7%。【病性鑑定結果】F嚢水
腫性腫大を確認。RT-PCRでF嚢乳剤よりIBDV
特異遺伝子を検出。遺伝子解析の結果、高
度病原性株に分類。IBDV-ELISA抗体検査で
は、40羽中2羽を除いて全て陰性。病理組織
検査では、F嚢の濾胞壊死、間質炎、周囲炎、
抗IBDV免疫染色によりF嚢等で陽性抗原を確
認。以上からIBDと診断。【周辺農場の発生
状況】A、B農場と同じ孵卵場から導入して
いる他系列のC農場でもIBDを確認、遺伝子
解析の結果、高度病原性株に分類。初発のA、
B農場由来株と塩基配列100％一致。同時期
に上記以外に3件のIBDの発生を確認したが
遺伝子解析の結果、従来株に分類。中等毒
ワクチンの使用等の十分な対策を行った結
果、地域での感染拡大はみられず。

Ⅲ－２ 細菌性・真菌性疾病

471.ブロイラー農場における鶏舎モニタリ
ングから見た鶏大腸菌症：青森県十和田家
保 角田公子、太田智恵子

管内ブロイラー22農場のうち16農場が無
薬飼養形態農場（無薬農場）であり、鶏大
腸菌症が損耗要因。無薬農場のうち鶏大腸
菌症の多いA、B農場、少ないC農場及び過去
に投薬歴のあるD農場、要時投薬可能なE農
場を対象に敷料細菌数及び糞便中コクシジ
ウムオーシスト数測定による鶏舎モニタリ
ング、淘汰鶏の病性鑑定を実施。薬剤耐性
獲得状況から各農場の分離大腸菌性状を比
較。その結果、鶏大腸菌症発生頻度と敷料
大腸菌群数に関連は見られず。A、B農場で
は、30日齢以降もコクシジウムオーシスト
数OPG104以上となる傾向。淘汰鶏病性鑑定
では、B、D、E農場の鶏で内臓型鶏大腸菌症
の所見、A、B、D、E農場の主要臓器から大
腸菌を分離。薬剤感受性試験では、分離菌
はPCG及びEMに高率に耐性、CXMに間性。投
薬歴のない農場においてTC系薬剤耐性菌を
分離。D農場淘汰鶏のみから投薬歴のあるキ
ノロン系薬剤に耐性を示す大腸菌を分離し
たことから、薬剤耐性菌が長期間農場内に
維持される可能性を推察。

472.伝染性ファブリキウス嚢病が関与した
鶏大腸菌症：福島県いわき家保 秋元穣、
依田真理

肉用鶏約44,000羽を3鶏舎で飼養する農場
の1鶏舎（2号鶏舎）において、平成25年6月
初旬から元気消失、下痢、脚弱等の症状を

呈し死亡する羽数が増加し病性鑑定を実施
（5羽）。続いて、別鶏舎（3号鶏舎）で死
亡羽数が増加、再度病性鑑定を実施（5羽）。
剖検では、気嚢炎、腹部皮下にチーズ様物
の滲出等が見られ、細菌検査で7羽の主要臓
器から多剤耐性の家禽病原性大腸菌（O-78）
を分離。ウイルス検査で伝染性ファブリキ
ウス嚢病ウイルス（IBDV）の特異遺伝子が
脾臓等から検出、PCR-RFLP法及び分子系統
樹解析により農場使用ワクチンと近縁のウ
イルスと判明。病理組織検査では肝の多発
性巣状壊死、気嚢炎等が見られ、3号鶏舎で
はF嚢リンパ球減少、消失を5羽で認め、IBD
抗体免疫組織化学染色も5羽すべてで陽性で
あった。以上から鶏大腸菌症と診断。3号鶏
舎ではIBDも死亡羽数の増加に関与したもの
と思われた。

473.肉用鶏で発生したAspergillus flavus
による鶏アスペルギルス症：茨城県県北家
保 田邊ひとみ、矢口裕司

肉用鶏約5,000羽×4ロット飼養農場での1
ロットに呼吸器症状、神経症状、死亡羽数
増加がみられ、34日齢の生体4羽、死体1羽
の病性鑑定実施。解剖所見で肺、気嚢に白
色結節多数、小脳、大脳は軟化。病理組織
所見で真菌菌糸を伴う肉芽腫性肺炎、肉芽
腫性気嚢炎が多発。小脳、大脳は壊死巣が
あり、その周辺にマクロファージ、真菌菌
糸を貪食した多核巨細胞が浸潤。各病変のP
AS染色、グロコット染色で真菌菌糸確認。
免疫染色では抗Aspergillus spp.陽性。真
菌検査ではポテトデキストロース寒天培地、
40℃3日培養で、白色の気中菌糸を有し、胞
子形成部位が緑色のコロニーを全羽で確認。
分離真菌は実体顕微鏡およびラクトフェノ
ール標本による形態観察、並びに分子生物
学的解析でA.flavusと同定。本症例はA.fla
vusによる鶏アスペルギルス症と診断。A.fl
avusによる症例報告は少ないが、本症例は
病性鑑定後も死亡羽数が多く推移し、経済
的被害大。

474.肉用鶏のMycoplasma gallisepticum と
大腸菌の混合感染事例：埼玉県熊谷家保
田嶋径佳、宮本賢一

平成24年1月、開放平飼鶏舎で肉用鶏約16,
000羽飼養農場の一部の鶏群（95日齢、約2,
400羽）で異常呼吸音や咳などの呼吸器症状
を呈し死亡鶏が増加したため病性鑑定を実
施。剖検所見で心嚢水貯留、気管内の粘液
貯留、気嚢の肥厚とチーズ様物付着を確認。
病理組織学的検査では、気管粘膜固有層と
傍気管支周囲にリンパ濾胞過形成を伴った
リンパ球浸潤。細菌学的検査では、主要臓
器から大腸菌、気管スワブ及び気嚢からMyc
oplasma gallisepticum（MG）を分離。ウイ
ルス学的検査では、ウイルスは分離されず、
鳥インフルエンザ、ニューカッスル病及び
鶏伝染性気管支炎ウイルスのRT-PCR検査は
陰性。以上の検査成績からMG及び大腸菌の
混合感染症と診断。出荷後の鶏舎の水洗消
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毒等、飼養衛生管理の徹底を指導した結果、
当該鶏舎のみの発生で終息。

475.管内肉用鶏農場のカンピロバクター分
離状況と衛生対策指導：新潟県中越家保
野村文恵、佐藤香代子

管内肉用鶏農場のカンピロバクター（以
下Cp）分離状況は、大規模農場で中抜き出
荷を中止以降3/3戸から1/3戸と減少傾向。
小規模農場では2/3戸で継続して分離され、
1戸は分離陰性。今年度検査でこの1戸から
初めてCp分離が確認されたため、その飼養
管理状況を再確認。結果、ワクチン投与時
に使用されていた水、鶏舎での靴の運用方
法に見直しが必要と判断し、水道水を使用
したワクチンの適正な接種方法及び鶏舎内
外での靴の履き替え、消毒の徹底を指導。
また、同鶏舎内において採卵用として飼育
されていた群からもCpが分離されたためオ
ールアウトを指導、実施された。対策後、
次ロット検査では（給与水及びクロアカス
ワブ）Cp分離陰性。外部からの侵入防止に
重点を置いた対策が有効と考えられ、今後
も他の小規模肉養鶏農場含め飼養衛生管理
基準のさらなる遵守徹底を指導。

476.肉用鶏農場におけるサルモネラ及びカ
ンピロバクター保菌状況調査と清浄化への
取り組み：新潟県下越家保 曽我万里子、
木村仁徳

肉用鶏農場へのHACCP方式の導入･定着化
を目的に、平成17年から危害因子のサルモ
ネラ（Sa）及びカンピロバクター（Ca）保
菌状況調査を実施。4農場を対象に、導入前
鶏舎、0～7週齢の糞便と給与水、出荷鶏の
盲腸を調査。平成23年まで全農場からSaま
たはCaを分離。分離菌はS.Infantis100%、C.
jejuni98%。Sa、Caともに導入雛は陰性。Sa
は導入前鶏舎から分離され、鶏舎内に残存。
Caは4週齢以降に分離され、中抜き出荷後に
分離率が増加。出荷作業により鶏舎内に持
ち込まれ鶏群に広がると推察。対策として
鶏舎消毒の徹底、専用作業着･靴の着用、給
与水の消毒、平成24年からは中抜き出荷を
止め、環境整備、ネズミ駆除、入場者のシ
ャワーイン等の農場バイオセキュリティを
強化。平成24年以降65群調査し、群陽性率
はSa88%→37%、Ca71%→29%に減少。平成25
年11月現在、Saは全農場、Caは3農場が陰性
となった。Saは鶏舎内の残存防止対策、Ca
は鶏舎への侵入防止対策が重要。

477.一採卵鶏農場における強制換羽後の病
性鑑定事例（第1報）：三重県北勢家保 西
内紘子、種村幸徳

管内の採卵養鶏場で、強制換羽以降での
病性鑑定依頼事例が2012年以降に増加し、A
種3群について2012年9月から2013年6月にか
けて計7回、B種1群について2013年9月に2回
の病性鑑定を実施した。症状は脚弱を主徴
とし、病理学的には卵墜・卵管炎が多くみ
られた。細菌学的検査では、A種1群目は分

離陰性、A種2群目はPasteurella anatis、A
種3群目はSalmonella Mbandaka、B種ではSe
rratia odoriferaとSalmonella Mbandaka
が、それぞれ卵管から分離された。死亡原
因としては、細菌の上行性感染による卵管
炎が考えられた。主徴である脚弱の原因は
不明であった。一連の病性鑑定で卵管炎と
いう一つの傾向が認められたが、強制換羽
という鶏にとっての重度のストレス下では
多様な病態が出現することが今回確認でき
た。得られた成績について多角的に分析を
し、今後の被害の対策に生かしたい。

478.府内一養鶏場へのサルモネラ対策指導
と清浄化への取組み：大阪府大阪府家保
岡村玲子

府内一養鶏場で平成22年度以来、大雛舎
の盲腸便と塵埃等、育雛舎の盲腸便とケー
ジ等、飼料倉庫の台車等からSalmonella A
gona（SA）が継続的に分離。疫学調査と対
策指導を強化し、清浄化への取組みを実施。
従来からの鶏舎消毒、生菌剤投与、育雛舎
専用長靴の設置等の対策指導にもかかわら
ず、SAが継続分離される原因として、①外
部からの侵入 ②育雛舎の消毒不備 ③農
場内での残存が疑われた。①に対し疫学調
査として直近2年間の分離株のパルスフィー
ルド電気泳動を行い、農場内はほぼ同一のS
Aによる汚染と判明。導入雛の輸送箱と盲腸
便検査により、導入雛の清浄性を確認。②
に対し育雛舎の消毒方法を変更し当所が実
地指導を実施。③に対し育雛舎前室等への
消石灰散布と消毒マット設置、鼠対策の強
化等を指導。②③により現在サルモネラは
分離陰性。今後は改善した対策の効果判定
と外部からの新たな侵入の監視のため、導
入雛群ごとに定期的なサルモネラ検査を継
続の予定。

479.片側性の眼瞼浮腫を呈したヒナの一症
例：鳥取県西部家保 中口真美子、植松亜
紀子

管内ブロイラー農場（200,000羽規模、ウ
ィンドレス鶏舎）から場内2棟において2週
齢の鶏に顔面の浮腫や眼球の白濁がみられ、
淘汰鶏が増加しているとの連絡があり、病
性鑑定を実施。肉眼所見は片側性の眼瞼浮
腫及び角膜白濁が共通して認められた。細
菌分離において眼瞼及び眼球より多数の緑
膿菌Pseudomonas aeruginosaを検出。薬剤
感受性試験を実施し、発生のあった2棟にお
いて投薬を行った。投薬後、発症は終息に
向かい、6日後に再度行った病性鑑定では、
緑膿菌は検出されなかった。農場には舎内
換気を整え、消毒等の徹底を指導した。緑
膿菌は日和見感染を起こす細菌として知ら
れ、今回の事例も環境ストレスが引き金と
なったと思われる。

480.ブロイラーの鶏大腸菌症に対するチア
ンフェニコール飼料添加及び大腸菌生ワク
チン接種効果：鳥取県倉吉家保 最首信和、
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柄裕子
管内1農場では、2013年4月から年間出荷

回転率が6.0回転/年（以前、5.4回転/年）
に増加し、それに伴い鶏大腸菌症が多発。2
013年5月から9月の出荷成績では、生産指数
（PS）及び育成率が低下し廃棄率も上昇。
鶏大腸菌症対策として、洗浄消毒効果の確
認と伝染性ファブリキウス嚢病（IBD）ワク
チン変更を検討し、IBDワクチン変更無（対
照群）とIBDワクチン変更有＋チアンフェニ
コール（TP）飼料添加（TP添加群）及びIBD
ワクチン変更有＋大腸菌生ワクチン接種（ワ
クチン接種群）を比較。IBDワクチンは、変
更無に比べて変更有は35日齢でワクチンテ
イクしていることを確認。対照群に比べてT
P添加群及びワクチン接種群で、PS及び育成
率が大幅に上昇し廃棄率も低下。TP及び大
腸菌生ワクチンはどちらも大腸菌に対して
有効と判断。ただし長期間のTP飼料添加に
よる耐性菌の出現や、大腸菌生ワクチン使
用による費用対効果も検討して行く必要性
あり。

481.Pasteurella gallinarum及び伝染性喉
頭気管炎ウイルスの混合感染による採卵鶏
の顔面腫脹事例：広島県西部家保 伊藤晴
朗、植松和史

管内採卵養鶏農場の同一開放鶏舎に飼養
する複数ロットの一部（530及び620日齢、
ボリスブラウン）で、無症状で死亡する個
体及び顔面腫脹を呈する個体が複数発生。
発生当時、鶏舎の換気状態は著しく悪化。
死亡鶏2羽及び顔面腫脹を呈した生存鶏1羽
の病性鑑定を実施。病理学的検査で、全羽
に共通して鼻腔、喉頭、気管の粘膜上皮細
胞に合胞体形成及び核内封入体を伴う炎症
を認め、生存鶏の鼻腔及び眼窩下洞に、合
胞体形成、核内封入体とともに細菌増殖を
伴う化膿性炎を認めた。ウイルス学的検査
で、全羽の気管から伝染性喉頭気管炎ウイ
ルス（ILTV）遺伝子を検出、全羽の気管及
び死亡鶏の肺からILTVを分離。細菌学的検
査で、全羽からPasteurella gallinarum（P
g）を分離し、顔面腫脹部位に、細菌性の炎
症反応を認めた。顔面腫脹はPgによると推
察。本事例をPg及びILTVの混合感染と診断。
防鳥ネットの設置による排気状態の悪化が
換気不良を引き起こし、発症要因となった
と推察。

482.採卵鶏飼養農場で発生した鶏パスツレ
ラ症：広島県北部家保 上川真希佳、久保井
智美
平成25年4月、管内の採卵鶏飼養農場（200,

000羽飼養、高床式開放鶏舎）の1鶏舎（16,
000羽飼養）において、頭部・顔面腫脹、神
経症状等を呈する鶏が散見され、死亡率が
上昇。【材料】死亡鶏及び発生鶏舎・隣接
鶏舎等の鶏血清（前後血清各40検体）。【結
果】粘膜肥厚を伴うリンパ球性気管炎（3/
6）、頭蓋骨の化膿性炎（2/6）を確認。脳、
眼窩、主要臓器からPasteurella multocida

（Pm）を分離（4/6）。莢膜抗原はCarter
のA型、菌体抗原はHeddlestonの3、4型。ス
トレプトマイシン及びアンピシリンに耐性。
Mg・Ms抗体40/40、NDHI価111、TRT中和抗体
価140（前）・89（後）。【まとめ】Pmによる
鶏パスツレラ症と診断。飼養衛生管理の徹
底により、発生は当該鶏舎のみに止まり、1
か月後に終息。発生当初TRTを疑い、管理獣
医師と共にTRTワクチン接種を検討したが、
抗体検査結果に基づき接種しない方針に決
定。TRT中和抗体価の測定は、ワクチンプロ
グラムの変更を判断する上で有用。

483.鶏ボツリヌス症発生事例における細菌
検査法の検討及び考察：佐賀県中部家保
三好洋嗣

鶏ボツリヌス症と診断した2事例の検査内
容について報告。事例①：11日齢で死亡羽
数増加。臨床症状は嗜眠。血清を用いたボ
ツリヌス毒素検査では、腹部陥凹、腰部麻
痺等のボツリヌス毒素特有な症状を呈し、
マウスが死亡。更に同血清を用い毒素中和
試験を実施し、C型抗毒素血清投与マウスが
生存。なおD型抗毒素血清とも弱い中和反応
あり。主要臓器及び消化管内容を用いた分
離検査は有意菌分離陰性。事例②：34日齢
で死亡羽数増加。臨床症状は嗜眠。ボツリ
ヌス毒素検査及びその後の毒素中和試験は
事例①と同様の結果。主要臓器及び消化管
内容を用いた細菌検査では、十二指腸内容
でボツリヌス菌（毒素型別PCRを実施しC/D
モザイク型毒素産生菌と判明）を分離。事
例①では消化管内容を混合したものを分離
材料に用い分離陰性。事例②では分離材料
を十二指腸内容に限定し菌分離を試みたと
ころ、培地上に形成されたコロニーはすべ
てボツリヌス菌のものという結果。

484.肉用鶏若齢雛で発生した鶏アスペルギ
ルス症：佐賀県北部家保 野田由美、原口
信江

平成25年10月3日に入雛した5,000羽の雛
で、入雛後2日目から死亡羽数増加が認めら
れたため、病性鑑定を実施。剖検では、胸
腔及び腹腔内チーズ様物付着、胸部及び腹
部気嚢混濁、肺に微小膿瘍散在を確認。真
菌学的検査では肺からAspergillus fumigat
us分離。病理学的検査では肺にアスペルギ
ルスが確認され、偽好酸球集簇と肉芽腫形
成を確認。以上の結果から鶏アスペルギル
ス症と診断。農場内疫学調査では発生鶏舎
内の敷料からAspergillus fumigatus分離（1
×10

5
CFU/g）。未使用の敷料、飼料、飲用水

からはAspergillus fumigatus分離陰性。疫
学調査結果から農場内感染の可能性は低い
と推察。被害拡大を防ぐため、発生鶏舎の
作業は最後に行うことや鶏舎の消毒徹底を
指導。また、次回入雛に備えて残っている
チップを全部廃棄し、チップ置場の消毒・
乾燥の徹底、さらにオールアウト後の鶏舎
の消毒・乾燥の徹底を指導した。
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485.ひな白痢平板凝集反応の非特異反応事
例：宮崎県都城家保 阿南華奈子、今村亜
樹子

管内の養鶏場で、2/30羽平板凝集反応陽
性を確認。再検査にて陽性反応を示した鶏5
羽を病性鑑定に供した。臨床所見、剖検所
見、病理組織学的検査で著変を認めず、臓
器等からも有意菌は分離されなかった。血
清学的検査ではマイクロプレート凝集反応
法で2検体凝集を確認。ゲル沈では全検体で
沈降線は認めなかった。以上のことから、
今回の陽性反応は非特異反応である可能性
が高い。環境検査では鶏舎の埃からS. Schw
arzengrund（以下SS:血清型04）が分離され、
被検血清と直接凝集を実施、全検体で凝集
を確認したが、今回の非特異反応との関連
性を解明するには至らなかった。再度、オ
ールアウトした鶏舎の洗浄・消毒後に環境
検査を行い、鶏舎壁面と鶏舎外土から血清
型O4のサルモネラ属菌が分離されたため、
農場管理者に鶏舎周囲の石灰散布、踏み込
み消毒槽の増設、次回アウト後にも環境検
査を実施するよう指導。SSの清浄化に向け
今後も引き続き指導をしていく予定。

Ⅲ－３ 原虫性・寄生虫性疾病

486.県立農業高校に発生したロイコチトゾ
ーン病への対応：青森県つがる家保 對馬
澄人、角田裕美

採卵鶏371羽を飼養する農業高校から、7
羽死亡との報告。沈うつ、鶏冠のチアノー
ゼ、産卵率の低下から高病原性鳥インフル
エンザ（HPAI）を疑い対応。その結果、本
県で36年ぶりのロイコチトゾーン病と診断。
早期終息を図るため学校と協議。教育機関
であり周辺農場の感染源となることから、
全羽処分を決定。当所が中心となり、とう
汰を実施。生徒の卒業課題である「3色卵」
の研究継続のため、白、褐、青色卵を産む
大雛の再導入が急務。そこで条件に合う生
産者と交渉し、学校へ紹介。当所が畜舎消
毒を1週間間隔で3回実施し、農場間の衛生
に配慮して鶏を輸送。とう汰から約50日で
研究を再開。また、生徒に対し勉強会を開
催し今回の経緯と伝染病予防について啓発。
担当教諭と飼養衛生管理基準について再点
検し、衛生対策を強化。さらに、学校側とH
PAI発生時の対応を確認し、マニュアルを作
成することで危機管理体制を構築。本発生
への様々な対応により農業高校での衛生意
識改革に貢献。

487.一採卵鶏農場におけるワクモ対策事例
：岩手県県北家保 金子和華子、佐々木幸
治

一採卵鶏農場（47万羽）でH18年から血液
付着汚卵や作業者の掻痒感等のワクモ被害
が発生。感受性試験に基づき有機リン系及
びカーバメイト系有効薬剤（A、C、D）で駆
除するも被害は継続し、ワクモ数も増減を

反復。対策検討のため、H25年6月、薬剤5剤
（A～E）及び2種の環境制御資材（F、G）の
効果判定試験を実施。A～Eの著しい感受性
の変化は認められず、資材Fの顕著な駆除効
果を確認。常時対策としてF剤の汎用（踏込
み槽、鶏舎内散布）、空舎時対策として薬
剤と高温水による頻回駆除と鶏糞等へのF剤
混ぜ込み等を実施。耐性化抑止対策として
定期的な薬剤変更や被害に応じた駆除法の
変更を提案。対策後ワクモ数が減少（平均1
69.7匹→47.8匹/回/660cm

2
）、生産性も向上

（平均産卵率74.5％→75.2％）。安価なF剤
の活用により駆除費も減（-5,256円/回）。
課題として、効果の持続性と定期的な耐性
状況の確認、空舎期間の駆除間隔再考及び
感受性試験の精度向上の必要性を認識。

488.採卵鶏農場で発生したロイコチトゾー
ン病と本病浸潤状況：岩手県県南家保 竹
下愛子、高橋真紀

平成25年9月1日から9日に1採卵鶏農場の
3,600羽中20羽（0.5％）が貧血を示して死
亡し、産卵率はジュリア種で46.4％、ボリ
スブラウン種で76.2％まで低下した。病鶏8
羽にHt値の低下（10～18％）と血液塗抹に
おけるメロゾイトとガメトサイトの赤血球
寄生（1.3～213.3‰）がみられた。病鶏3羽
の全身諸組織に大型シゾントを伴う肉芽腫
が認められ、肝の多発巣状壊死を伴った。
同居鶏50羽中43羽（86％）の血清からLeuco
cytozoon caulleryi抗体が検出された。当
農場では、死亡数増加の10日前から給与飼
料の組成を変更していた。当農場付近の同
年7月期の降水量は平年の2.5倍で、気温は
ニワトリヌカカ幼虫の発育最適温度付近で
あった。管内6採卵鶏農場の血清L. cauller
yi抗体保有率は、開放鶏舎（4農場）で5～9
0％、ウインドレス鶏舎（2農場）で0％であ
った。L. caulleryiが1農場の臨床症状に関
連したと診断し、同病原体が他農場にも浸
潤していたことが示された。

489.Leucocytozoon caulleryi感染採卵鶏の
病理組織学的所見：山形県中央家保 高野
儀之

約1万羽を飼養する採卵鶏農場で、9月下
旬から10月上旬にかけて、12鶏舎中2鶏舎で、
斃死鶏増加、産卵率低下、軟卵、貧血、緑
色便等が認められた。また、同居鶏8羽の血
液塗抹検査で、全例で赤血球内にメロゾイ
ト、ガメトサイトが認められたことから、
当症例をロイコチトゾーン病と診断。斃死
鶏14羽についても病性鑑定を実施。外貌は、
全例で重度貧血を呈し、一部個体で、削痩、
総排泄腔部に緑色便の付着を認め、剖検で
は、全例で高度の脾腫等が認められた。組
織学的には、全身諸臓器に第2代シゾントを
認め、特に卵巣では、シゾント包膜をとり
まく肉芽腫性病巣が認められた。卵管では、
子宮部に最も多くの第2代シゾントが認めら
れた。Nakamuraら（1997,2001）は、L.caul
leryi感染による卵巣、卵管（特に子宮部）
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障害の結果、軟卵や産卵停止が起こる可能
性があると報告しており、当症例において
も、同様の知見が得られた。

490.段ボールを利用したワクモ対策（第2報）
：栃木県県央家保 福田沙矢加、飛田府宣

前報で段ボール片を利用したワクモ対策
（段ボール法）を考案。今回、本法の効率
的な条件、実施効果及び段ボール片の処理
法を検討。2段ケージ飼養の開放鶏舎で試験。
効率的な段ボール片の形状調査のため試験
区のケージ上に同一面積（幅×長さ：450cm
2
）の段ボール片数種を設置、1週間毎に回
収。幅6、10、15及び30cmまたは厚さ2及び5
mmで比較。幅は6及び10cm、厚さは5mmで回
収量が多く、厚い段ボールで幅を短く、長
さを長く裁断すると効率的と考察。誘引物
質塗布試験はレモングラス精油で最も回収
量が多く、次いでビール粕浸出液。段ボー
ル法実施試験区と非実施対照区で隔週に1
晩、段ボール片（15cm角、5mm厚）を設置し、
両区の回収量を比較すると試験区でワクモ
生息数低減を示唆。試験期間中、対照区鶏
のHt値が低下するも試験区鶏では著変なく、
ワクモ寄生による貧血低減を示唆。また試
験区は汚卵も低率。段ボール片を堆肥中に
放置すると2か月程で堆肥化処理可能と推
察。

491.ワクモによる鶏痘の発生及び死廃率増
加事例：新潟県下越家保 桐生直哉、阿部
隆司

平成24年12月から、採卵鶏84,000羽規模
の農場（3鶏舎：1～3号・各28,000羽）で55
週齢頃からワクモ大量寄生を伴う死亡増。1
・2号で皮膚病変を認めたが、3号では鶏冠
白色化のみ確認。アウト時（70週齢頃）死
廃率は累計で1号：17.2%、2号：31.3%、3号
：12.8%。詳細検査で1・2号はワクモ媒介に
よる鶏痘の発生、3号はワクモ吸血による貧
血死と判断。ワクモ薬剤感受性試験で、使
用薬剤は効果低下。農場全体をオールアウ
ト（AO）し、有効薬剤応用で徹底殺虫。現
在、鶏導入後ワクモは認めず。管内採卵養
鶏場26戸のワクモ被害・対策を調査。現在
ワクモ発生は12戸。未発生は14戸で、内過
去発生があり撲滅が5戸。ワクモ発生農場は
AO後の高温水洗浄や、鶏舎毎の長靴設置等
のワクモ侵入防止対策実施割合が低い等対
策不十分と推察。効果的なワクモ対策とし
て①AO後の徹底した清掃と殺虫、②有効薬
剤応用（合剤での使用）、③高温高圧洗浄
機使用、④侵入防止対策徹底が重要と考察。

492.一愛玩鶏飼養者への飼養衛生指導の取
組み：福井県福井県家保 生水誠一、吉田
靖

一愛玩鶏飼養者から死亡が相次ぐとの連
絡を受け、病性鑑定を実施。平成25年4月26
日に名古屋コーチン10羽を導入。6月20日か
ら7月19日までに既に3羽が死亡、7月23日に
1羽が衰弱との稟告。当該鶏は鶏冠が蒼白で

貧血を呈し、血液塗沫標本でメロゾイトの
検出によりロイコチトゾーン病と診断。予
防薬と忌避剤によるニワトリヌカカ防御対
策を講じ、終息。その後10月28日、1羽が衰
弱との連絡を受け、病性鑑定を実施。当該
鶏は鶏冠が暗赤色を呈し、剖検所見では両
肺および肝臓に腫瘤があり、病理組織学的
検査の結果、リンパ腫と診断。細菌学的検
査では、心臓・肺・肝臓・脾臓からSalmone
lla Thompsonが分離。同菌は食中毒起因菌
のため、卵の生食の禁止と手指の洗浄を指
導。野生生物から感染した恐れもあるため、
消石灰消毒とネットによる侵入防止対策の
指導。以降、異常は認められず。愛玩鶏飼
養者の把握に努め、衛生指導を講じる必要
がある。

493.管内平飼い養鶏農場の鶏コクシジウム
症対策：山梨県西部家保 三嶋渓太、伊藤
和彦

本年4月、採卵鶏農場（2,000羽、9鶏舎）
の1鶏舎で鶏が継続的に死亡（3日間、計35
羽）。病性鑑定の結果、鶏コクシジウム症
およびClostridium perfringens による鶏
壊死性腸炎と診断。農場管理者に対し衛生
指導を実施するとともに汚染状況確認調査
を実施。衛生指導は週1回、計6回実施し、
①導入前の清掃・消毒②作業管理チェック
シート等の利用③踏み込み消毒槽の活用④
作業動線の見直しの4項目を指導。汚染状況
調査はコクシジウムオーシストの定量を実
施。衛生指導の結果、鶏コクシジウム症の
続発はなかった。汚染状況調査の結果、導
入当日から5週間継続してオーシストを検出
したが、衛生指導により当該農場の衛生状
態が改善されたことが、鶏コクシジウム症
の続発防止に繋がったと推察。一方、オー
シスト検出を受け、今後も衛生指導事項の
遵守を指導するとともに、コクシジウム非
感染雛の導入指導に取り組む。

494.Eimeria属の種鑑別におけるリアルタイ
ムPCR（rPCR）の活用：山梨県東部家保 秋
山倫子、小泉伊津夫

Eimeria属はオーシスト形状・寄生部位・
病像での種鑑別が非常に困難。鶏コクシジ
ウム病事例のホルマリン固定パラフィン包
埋組織切片（FFPE）、腸内容物、鶏舎内落
下糞を新たにrPCR（2008年川原ら）で種鑑
別を試み、従来検査と併せて比較検討。症
例①肉眼的にE. tenella（Et）、組織的にE.
necatrix（En）を疑う②E. acervulina（E

a）を疑う③肉眼的にEt、組織学的にEaを疑
う④解剖未実施。rPCRの結果、症例①Ea、E.
mitis（Emi）、En、E. praecox（Ep）、Et

②Ea、E. brunetti（Eb）、Ep、Et③Ea、Em
i、En、Ep、Et④Ea、Emi、En、Epの混合感
染で、数が多い①En、Et ②Ea、Et ③Ea、E
mi、Et ④Ea、Emiを有意種。FFPE、腸内容
物、鶏舎内落下糞の有意種検出状況は概ね
同様の結果。いずれの材料でも鶏群のEimer
ia属浸潤状況が把握可能。従来検査で疑わ
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なかった種が、rPCRで有意種となるケース
あり。rPCRの追加で、より適切なワクチン
選定等、飼養衛生指導に有用。

495.ワクモの関与が疑われる鶏痘発生農場
のワクモ清浄化の取り組み：静岡県西部家
保 村田結佳、手塚喜代美

平成25年6月、管内の約4万羽を飼養する
採卵鶏農場のウィンドレス鶏舎で死亡率上
昇、重度ワクモ寄生、貧血、顔面と翼下皮
膚における痂皮形成を確認。皮膚病変、気
管、鶏舎内ワクモ（乳剤）から鶏痘ウイル
スを分離。鶏痘の伝播・発症にワクモが関
与していた可能性を示唆。7月末に当該鶏舎
をオールアウト後、ワクモ対策として清掃
・ダニ駆除剤散布を指導。1ヶ月毎に鶏舎内
のワクモの数を調べ、対策の効果判定を実
施。ワクモの数は清掃を行った9月には減少、
対策を実施しなかった10月には増加、清掃
とダニ駆除剤の散布を行った11月には大き
く減少。以上よりワクモ対策として清掃と
ダニ駆除剤の散布が有効。ワクモの早期清
浄化には対策指導と合わせ、対策実施効果
をフィードバックすることで、農家に対策
の有効性を認識させ、やる気を維持させる
ことが重要。今後も清浄化へ向けて継続的
に対策に取り組む予定。

496.新たなワクモ対策の検討：三重県南勢
家保 國永絵美、髙橋研

日常的にワクモに農家は苦悩。そこで手
軽に行えるコストを抑えた新たな対策を検
討。ワクモは夜行性で実態が把握困難の為、
効果的なモニタリング装置を試作。材質は
割箸束、木板、段ボールで比較、誘引効果
はハエとり棒・ハエとりリボン・ゴキブリ
捕獲器で比較。結果、ハエとりリボンを接
着させた段ボールがワクモの入りが良。次
に段ボールの大きさと色について検討。一
辺を30cmに固定し黒スプレーと墨で色づけ
したものと無処置を用意。結果、15×30cm
の無処置段ボールのワクモの入りが良。殺
虫効果は洗濯洗剤2種と食器洗剤1種を5、10、
20倍希釈し検証。食器洗剤は希釈倍数によ
らず5分間で全て死滅。洗濯洗剤は濃度によ
る差はなく5分後の生存率は2.2から22.9％。
食器洗剤の有効性が示唆された。

497.平飼い採卵養鶏における鶏回虫症対策
：奈良県奈良県家保 中西晶、三浦淳子

鶏回虫のまん延と低体重が見られた平飼
い採卵養鶏場（約1,420羽飼養、大雛導入）
において、鶏回虫症対策を行う機会を得た。
対策として、新たに導入した3群において、
汚染した敷料をできるだけ廃棄すること、
鶏群毎に長靴を設置することの2点を実施。
同時に飼料を適正に給与するよう指導した。
導入後、適時鶏糞便中の虫卵検査による寄
生状況の把握を行うとともに、体重を測定
することにより対策の効果を確認。寄生を
完全に抑えることはできなかったが、導入7
5日後の虫卵数は、対策前は400個以上/gで

あったのに対し、対策を行った群では7～60
個/gであり、寄生数の低減を確認。また、
体重においては週齢相当の増体が見られ、
対策の効果を確認。以上の結果および産卵
ピークに向けた産卵率の立ち上がりに改善
がみられたことより、日常の飼養管理や衛
生管理の見直しが生産性の向上につながる
ことを確認。

498.長期飼育肉用鶏農家の生産性向上対策
：奈良県奈良県家保 小渡陽子、高田節子

管内肉用鶏農家では近年鶏コクシジウム
症に苦慮。当初コクシジウム生ワクチンを
使用していたが、効果が認められないため、
ワクチン使用中止と2鶏舎毎に使用していた
配餌車を鶏舎毎に設置することを提案。ま
た、入雛前に鶏舎内環境検査を実施し、細
菌を指標とした消毒効果を調査。床の水勾
配下手に目視で残渣を確認し、上手と比較
して細菌数が多いことから洗浄消毒が不十
分と思われた。併せてオーシスト出現時期
を知るため、入雛後にOPGを1週間毎に測定。
25日齢で3×10

3
、32日齢で1.048×10

5
を確

認したため、サルファ剤投与を指示。結果3
9日齢で4.1×103に低下。現在血便等症状は
見られていない。今後はOPG増加時期をつき
とめコクシジウム感染要因を洗い出し、効
果的予防法を検討したい。また、調査中に
判明した様々なムダを減らすため、入雛前
環境検査により洗浄・消毒方法を見直すと
ともに、飼育密度を下げ、労働時間・飼育
コストの削減により生産性向上を目指す。

499.鶏コクシジウム病の診断におけるリア
ルタイムPCRの活用：和歌山県紀北家保 鳩
谷珠希、豊吉久美

鶏コクシジウム病の原因となるEimeria属
原虫の特定は形態観察のみでは困難。そこ
で2006～2013年に本病と診断した5症例につ
いて、腸パラフィン標本からDNAを抽出、リ
アルタイムPCR（rPCR）によるEimeria属の
検出を試みた。rPCRはE.acervulina（Ea）、
E.brunetti（Eb）、E.maxima（Em）、E.neca
trix（En）、E.tenella（Et）について行い、
Tm値と波形により陽性対照との相同性を確
認。2012～2013年の直近2症例でEimeria属
を特定。症例1：病理検査でEn感染と診断。
rPCRでもEnが検出され、両検査成績が一致。
症例2：病理検査で小腸へのEa、Eb、Em寄生、
盲腸へのEb、Et寄生を推察するも特定でき
ず。rPCRでEb、Emが検出され混合感染が判
明。最終的に病原性等からEb主体と判断。2
009年以前の症例ではrPCRによりEimeria属
検出されず、時間経過等によるDNA劣化の可
能性を推察。rPCRは病理検査等でEimeria属
を特定できない場合に有用。感染種の特定
により、従前より踏み込んだ指導が可能。

500.採卵鶏農場のトリサシダニ被害に対す
る防除対策指導：和歌山県紀南家保 岩田
光正、吉川克郎

管内採卵鶏農場で2010年及び2012年に死
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亡率の上昇及び産卵率の低下をともなうト
リサシダニ被害が発生。いずれも殺ダニ剤
使用方法が原因。定期的な調査指導を行い、
当農場のトリサシダニに対する防除対策を
確立。まず、農場への立ち入り調査を行い、
改善点を適宜指導。さらにヘマトクリット
値（Ht）と血清総蛋白質濃度（TP）の調査
及び殺ダニ剤の薬剤感受性試験を実施。ま
た殺ダニ剤散布プログラムの作成と対策経
費を検討。今年度当初、使用薬剤の変更を
指導。Ht、TPともに今年度同時期で他農場
と差はなく、過去発生時より高い値。薬剤
感受性試験の結果、指導後の薬剤は効果が
あったが、指導前の薬剤は効果が低下。作
成した散布プログラムでは経費は増加する
が、2012年の被害額に比べ安価。今年度被
害はなく、使用薬剤の指導も適切。散布プ
ログラムの遵守により被害を防除でき、経
営面での安定も図られる。今後も指導を継
続し、鶏卵生産の安全性確保のための一助
としたい。

501.管内養鶏場のワクモ侵入要因調査およ
び対策の検討：長崎県中央家保 元村泰彦、
平井良夫

管内採卵鶏農場34戸、肉用鶏農場14戸で
ワクモの発生状況調査とワクモ侵入経路を
分析。ワクモの発生は採卵鶏農場61.8％、
肉用鶏農場7.1％。侵入リスク要因として「廃
鶏業者が鶏舎ケージから籠に入れる」、「集
卵コンテナでGPへ卵出荷」、「育雛業者が雛
をケージに納入」が抽出されたため、ワク
モ対策リーフレットを作成し農家の啓発強
化。薬剤感受性試験では薬剤未使用農場で
は全ての薬剤に単剤で感受性を示し、薬剤
使用農場では単剤では有効な効果が得られ
ない傾向（63.8％）、2剤合剤で有効性がよ
り高まる傾向（82.7％）。薬剤散布方法で
は、動力噴霧器が手押し式噴霧器より効果
あり。ほこり等の除去や浸透力が効果に影
響すると示唆。段ボール片によるワクモ捕
獲数は100cm

2
当り平均1,025匹。段ボール片

は鶏舎内ワクモの簡易な捕獲、減少に有効。
ワクモの遺伝子検査で農場が3つのグループ
に分類されたため、疫学情報から侵入経路
の検証を行ったが特定には至らず。今後も、
適切な駆除の指導が重要。

502.ヒストモナス病における遺伝子並びに
抗体検査を活用した補助診断の確立：大分
県大分家保 武石秀一、壁村光恵

2013年4月より、ヒストモナス病が散発。
本病の補助診断として、特異遺伝子の検出
を目的としたPCR法と血清中の抗体測定を目
的としたストレプトアビジン・ビオチン（S
AB）法の有用性を検討。PCR法による遺伝子
検査は、K.HUBERらの報告に基づきプライマ
ーを設計し、発症鶏10羽の肝臓及び盲腸の
パラフィン切片を用いて実施。壊死性盲腸
炎の10検体及び肝巣状壊死の5検体全てより
特異遺伝子を検出。また、同居鶏5羽中2羽
の肝臓からも特異遺伝子を検出。次に、SAB

法による抗体検査は、4穴スライドガラスに
原虫を多数含む盲腸切片を貼付し、これに
被検血清を4℃一晩反応させ、ビオチン標識
した抗鶏IgY血清とSAB反応後、DAB基質で発
色させることで、抗体測定を試みた。発症
鶏4検体の抗体価（GM）は2,152倍、陰性コ
ントロール10検体は全て500倍未満。また、
17農場の保存血清を検査したところ、4農場
に1,000倍以上の抗体価。遺伝子検査は補助
診断として、SAB法による抗体検査はスクリ
ーニング検査として有用。

503.脚弱を呈する肉用鶏の飼養衛生管理改
善の取組：大分県大分家保 中出圭祐、大
塚高司

2013年4月24日、豊のしゃも約400羽飼養
農家の脚弱を呈し、衰弱死する肉用鶏の病
性鑑定を実施。解剖検査で肝臓に菊花状か
ら円形の壊死斑、盲腸の腫大・硬結、内腔
に大量のチーズ様物の貯留を確認。さらに、
盲腸便に鶏盲腸虫卵を確認。病理組織学的
試験で肝臓及び盲腸にヒストモナス寄生を
確認。以上より、ヒストモナス症と診断。
ヒストモナス原虫の感染予防のため、鶏盲
腸虫駆虫薬の投与、二次感染防止のための
コクシジウム駆虫薬の投与を指導。また、
鶏舎外への放飼の禁止、定期的な敷料の交
換と堆肥化処理、鶏舎消毒を指導。結果、
同様の症状を呈し死亡する個体は減少した
ものの、7月まで1つの鶏舎のみ続発を確認。
そこで、8月、鶏舎の拡張によるストレス軽
減を指導。結果、全ての鶏舎で死亡鶏の減
少、出荷時体重の増加、毛艶の改善を確認。
また、県内他農家でも同病の発生が確認さ
れていたため、養鶏農家及び関係機関に本
病予防を周知。

504.採卵鶏の膵管に認められたEuamphimeru
s属吸虫：鹿児島県鹿児島中央家保 是枝輝
紀

庭先養鶏の採卵鶏2羽の膵管に後睾吸虫科
のEuamphimerus属（E属）吸虫の重度感染を
確認。E属は未だ生活環の解明されていない
吸虫で、これまで野鳥での寄生は確認され
ているが、家禽での報告はない。今回検出
したE属吸虫は、病性鑑定及び健康鶏の寄生
虫学的検査から、家禽において病原性はほ
とんどないと推察。既知のE属と形態学的に
比較したところ、フィリピンの野鶏から検
出されたE.luzonicusと類似していたが、明
らかな種の異同について判断するのは困難。
今後既知のE属の遺伝子情報を入手できれ
ば、種の異同について明白になると推察。
また、飼育環境の制限された家禽で寄生が
認められた本事例は、E属の生活環を解明す
る絶好の機会となり得る可能性。

Ⅲ－４ 一般病・中毒・繁殖障害・栄
養代謝障害

505.採卵鶏で発生したカルシウム欠乏症：
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福島県いわき家保 横山浩一
平成25年4月、約13,000羽を飼養する採卵

鶏農家にて、大雛用飼料を誤って成鶏に給
与し、その4日後から脚弱と突然死が発生。
発生農家は初生雛を導入し育成。飼料は全
て市販の配合飼料を給与。約350日齢の6羽
の病性鑑定を実施。剖検では、発症鶏及び
死亡鶏で大腿骨骨折、肝臓脆弱。血液生化
学検査では、発症鶏で血清中のCa、T-Pro、
T-Cho、TG濃度の減少、GOTの増加。細菌、
ウイルス検査とも有意な結果が得られず。
病理組織検査では、発症鶏及び死亡鶏の大
腿骨骨髄で破骨細胞性骨吸収、類骨の形成
を確認。以上の結果から、低Ca血症による
カルシウム欠乏症と診断。成鶏のCa要求量
以下の飼料を給与により、Ca不足となり、
骨代謝によるCaの吸収が増大し、骨軟化症
が発症したと考察。また、当該農家の保存
血清中Caが低い傾向が認められ、これが背
景にあると推察。その後、適正な飼料管理
を続けることで、発生は終息。

506.低血糖を呈したブロイラーの死亡事例
：栃木県県南家保 大竹祥紘、市川優

約44,000羽を飼養するブロイラー農場で
平成25年2月から4月に13日齢320羽が震え、
脚弱、嗜眠等を呈し死亡。発症鶏16羽の剖
検では著変なし。細菌学的検査では1羽の主
要臓器から大腸菌を分離。ウイルス及び病
理組織学的検査では有意な所見はなし。生
化学的検査では発症鶏20羽中13羽が低血糖
（43.8±7.3g/dL）を呈し、症状が強いほど
血糖値が低い傾向。以上のことから、ブロ
イラーの低血糖症と診断。同様の症例は数
年前から散発的に発生。光線管理は常時点
灯、発症群は全て若齢種鶏（33～36週齢）
由来。死亡数の多いロットでは餌切れが発
生。既報では発症要因として、光線管理、
餌切れ、若齢種鶏由来の雛であることが挙
げられ本症例と共通。過去約1年間の管理台
帳データから12から14日齢の死亡羽数と上
記発症要因との相対リスクを検討。餌切れ
が4.28倍と高リスク。飼養管理の徹底を指
導後、本症の発生はなし。今後、若齢ブロ
イラーの病性鑑定時には本症にも考慮が必
要。

507.ブロイラーのHypoglycemia-Spiking Mo
rtality Syndrome発生事例：群馬県家衛研
大場浩美、須藤慶子

Hypoglycemia-Spiking Mortality Syndro
me （HSMS；低血糖-突然死症候群）は主に7
～21日齢のブロイラーで顕著な低血糖と神
経症状を呈して突然死する原因不明の疾病。
2013年6月から11月までの間、ブロイラーを
飼育する4農場7鶏群で9～29日齢の雛の死亡
羽数が急増。25羽について病性鑑定を実施
した結果、18羽で血糖値68±37（平均±標
準偏差）mg/dl。ブロイラーの低血糖症と判
定される血糖値150mg/dlに比較して、著明
に低下し、HSMSと診断。共通臨床症状は元
気消失、沈鬱で、一部にHSMSに特徴的な橙

色水様～粘液便。低血糖を呈した2羽の主要
臓器からEscherichia coli分離。他の16羽
からは有意な細菌およびウイルスは分離さ
れず。一部で筋胃びらん、肝臓の出血を伴
う多発性巣状壊死を認めるほか、低血糖の
みが特徴的所見。今後、ブロイラーの死亡
羽数増加時の病性鑑定では、臨床症状と血
糖値の結果から本疾病の可能性を考慮する
必要がある。

508.肉用鶏農場の栄養性起立不能症：熊本
県城南家保 古庄幸太郎、川邊久浩

肉用鶏の出荷時に、起立不能等の理由に
より出荷できない鶏（以下、不合格鶏）が
多い一養鶏場（以下、A農場）において病性
鑑定を実施。A農場の不合格鶏の割合は出荷
羽数の3.1%で、そのうち起立不能による不
合格鶏の割合が83％と、いずれも同一系列
の対照農場（以下、B農場）より高かった。
細菌及びウイルス検査では異常はみられな
かったものの、A農場は血液中ビタミンEが2
54μg/dL、セレンが66ng/mLとB農場と比較
し有意に低かった（p<0.01）。また、A農場
の起立不能鶏では大腿部筋肉の退色、筋線
維の変性を認めた。これらのことから栄養
性起立不能症が示唆されたため、経口ビタ
ミン製剤を投与。その結果、ビタミンEが39
6μg/dL、セレンが282ng/mLと対策前より高
値を示し（P<0.1）、起立不能の割合が減少
し、育成率が向上（92.2%から97.0％）。以
上より、A農場の起立不能の原因は栄養性起
立不能症であり、その予防としてビタミンE
添加の重要性が示された。

Ⅲ－５ 生理・生化学・薬理

509.採卵鶏の大雛で発生した壊死性出血性
肝炎：岡山県岡山家保病性鑑定課 橋田明
彦

約25万羽を飼養する採卵鶏育雛農場で、2
013年5月27日及び6月24日に約100日齢大雛
の死亡羽数が増加。両日発生した死亡鶏及
び衰弱鶏合計8羽について病性鑑定を実施。
剖検所見は、いずれも肝臓が腫大し黄白色
または赤褐色を呈し脆弱であった。また脾
臓の腫大も散見された。病理組織検査では、
肝臓にび漫性斑状壊死と重度の出血を特徴
とした壊死性出血性肝炎が全検体で認めら
れ、1/8羽の肝臓に多数の核内封入体を形成。
ウイルス検査では2/8羽から鶏アデノウイル
ス（FAV）遺伝子を検出。細菌検査では有意
菌は分離されなかった。壊死性出血性肝炎
等の肝病変を形成する要因のひとつとして
不活化ワクチン接種が関与するとした報告
があるが、本症例も75～81日齢の限られた
期間にIBD・ND・EDS-1976混合、伝染性コリ
ーザ及び鶏サルモネラの不活化ワクチンを
接種しており、その2～3週後に集中して発
生していたことから、これらが刺激となっ
たことが推察された。
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Ⅲ－６ 保健衛生行政

510.地域初動防疫体制の強化を目指した取
組と課題：青森県八戸家保 八重樫恵嗣、
中里雅臣

三八地域から岩手県北の一帯は日本有数
の養鶏地帯で、HPAI発生時の地域初動防疫
体制が重要。平成19年度（H19）からの地域
県民局体制を契機に、初動防疫体制の整備
を強化。主な取組はH21に養鶏生産者参加の
演習と経営形態別生産者ハンドブック作成。
H23は重要消毒ポイントの八戸港フェリー埠
頭で車両消毒演習、三八地域初動防疫対応
マニュアル（地域マニュアル）の作成。H24
は地域独自の「地域緊急消毒隊」隊員の消
毒機器操作演習。H25は県と業務協定した県
ペストコントロール協会等団体を参集し車
両消毒演習を実施。H23から演習終了後は、
県民局幹部で検証・評価し、地域マニュア
ルの補完作業を行うなど、これまでの取組
で地域内関係機関の連携と対応能力が向上。
今後とも初動対応能力の維持、強化が肝要
であり、そのため防疫演習の繰り返し実施
と事後検証による課題解決への取組、各防
疫作業担当リーダーの育成と確実な後継へ
の引継が重要。

511.大規模ブロイラー農場における鶏舎環
境改善への取組：青森県八戸家保 立崎友
身、中里雅臣

管内57戸のブロイラー農場の9割が企業系
列農場で、うち13戸は大規模農場。昨年度
はA系列農場の鶏舎環境調査で生産性阻害要
因を分析し対策に着手。今年度は生産性阻
害要因の一つである飼育初期の鶏舎環境悪
化を軽減するため、同系列A農場の空舎期間
の鶏舎消毒工程毎の消毒効果を拭取り検査
で調査。7月の検査結果は昨年と比較して煙
霧消毒後の床の菌数が高い傾向。この検査
結果を基に本社、農場、消毒業者、家保の4
者で検討会を開催し消毒方法の改善を検討。
改善内容を検証するため9月に再検査した結
果、菌数が減少、鶏舎内アンモニア臭も軽
減。消毒業者の意識改善、農場管理者の監
視強化、消毒薬の変更等が要因で入雛時の
鶏舎環境が改善したと推察。鶏舎消毒は感
染性疾病の予防上重要な作業で飼育初期の
鶏舎環境改善の要点となるため、効果的か
つ効率的な作業が必須。今後はHACCPの手法
を用いた工程管理を行っていくことが必要。

512.高病原性鳥インフルエンザ発生に備え
た関連施設早期再開に向けての取組：青森
県十和田家保 方波見将人、牧野仁

管内は県内有数の養鶏農場密集地域に家
きん関連施設が存在。高病原性鳥インフル
エンザ発生時に関連施設の早期再開が可能
となるよう事前調査、指導を実施。GPセン
ターは車両消毒、原卵と製品が接触しない
施設構造・作業動線、トレー等の消毒など
が課題。改善事項の書面提示による課題共

有やマニュアル案提示など対応策の繰返し
の協議により車両、トレー等の消毒設備の
整備、マニュアルや記録表作成、出入口の
増設や隔壁設置など施設整備まで着手。多
くの施設で再開の要件に加え再開後の遵守
事項の実施をも確認。食鳥処理場では食肉
衛生検査所と連携、情報共有を図りつつ事
前指導を実施。再開の要件は概ね満たすが、
再開後の遵守事項である出荷カゴ保管場所
が野鳥と接触する恐れのある点が共通課題。
シートで覆う応急的対応及び屋根や防鳥ネ
ットを整備する長期的対応策を提示。今後
も指導を継続し管内全体で早期出荷可能な
体制の構築に努める。

513.高病原性鳥インフルエンザ防疫体制確
立に向けた地域マニュアル検討と協力体制
強化：青森県十和田家保 川畑清香、赤沼
保

平成23年、高病原性鳥インフルエンザ（H
PAI）等に関する特定家畜伝染病防疫指針が
改定され、当所ではより迅速な初動対応に
向け演習を繰返し実施。一方、県は平成25
年3月HPAI等対策マニュアルを策定。しかし、
現地対策本部の役割分担に担当部署から不
安の声あり。そこで役割分担を明確化した
地域マニュアル作成を目的に検討委員会を
設置。また各部署と個別協議も実施。更に、
検討結果に基づき机上演習と実動演習を実
施し検証。机上演習では初動対応時の情報
の伝達や役割分担を確認。実動演習では、
これまで取り上げてこなかった、農場仮設
テント設営・ゾーニング、テント内での防
護服着脱手順と役割分担、緊急農場消毒に
ついて訓練を実施。以上の取組みにより各
担当部署の防疫作業に対する認識が高揚。
各自が主体的に作業手順書作成や関係施設
調査などを実施。HPAI防疫体制確立に向け
た機運が高まり、各担当部署の相互理解が
進み、地域における協力体制の強化が図ら
れた。

514.高病原性鳥インフルエンザ危機管理体
制構築に向けた3本の柱：青森県つがる家保
角田裕美、對馬澄人

これまでの高病原性鳥インフルエンザ防
疫体制を再点検。農場毎の防疫関連情報の
整理・検証、家畜防疫員の資質向上、現地
対策本部構成員（構成員）の不足と防疫へ
の温度差が課題。課題改善に向けて情報整
備、スキルアップ、組織体制を柱とした対
策を実施。①情報整備では、各農場の防疫
計画を再検討。自治体・警察と協議し、1つ
のファイルに情報を集約化。また、迅速な
画像情報伝達のためモバイルルーターを導
入。②スキルアップでは、特定家畜伝染病
防疫指針や防疫マップ操作法の勉強会と検
査手順等の訓練を実施。家畜防疫員一人一
人が防疫対応を確認し、資質が向上。また、
とう汰予定の鶏を本病発生時と同じ方法で
処分し作業内容を再検討。③組織体制では、
構成員のうち業務継続に必要な人員以外を
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後方支援に従事させ、役割分担を明確化。
さらに、共通認識が得られるまで打合せし
連携を強化。これらの3本の柱を目標に定め、
工夫と改善を繰り返し強固な危機管理体制
を構築。

515.高病原性鳥インフルエンザ等の実行性
を重視した事前防疫対応：青森県青森家保
田中慎一、中島聡

高病原性鳥インフルエンザ等の事前防疫
対応として発生時の実行性を重視し、家畜
伝染病危機管理機能強化事業により防疫資
材の備蓄と防疫実動演習を実施。防疫資材
の備蓄では、発生県の現地調査を行い、緊
急性、規格の特殊性、必要量等を考慮し35
品目を備蓄。防疫資材の迅速な積込み、用
途毎の輸送、炭酸ガスの補給、輸送体制を
協定締結業者と調整。実動演習は訓練者の
県職員88名を含む養鶏業者、市町村等283名
が参加。訓練は集合・バス移動、健康診査、
防護服着脱、模擬鶏を使用し処分作業、生
鶏のケージからの取出しを実施。アンケー
ト調査では、防疫対応の理解、発生時の演
習の有効性、今後の必要性は、いずれも80
％以上が防疫対応を理解し、有効性や必要
性があると回答。参加者はケージ構造、飼
養用途別等より実践的訓練の継続を要望。
訓練者は人へのウイルス感染や鶏の扱い等
の不安を回答。今後は課題や要望を演習に
取入れ、より実践的演習を継続し、家畜防
疫体制の強化を推進。

516.高病原性鳥インフルエンザ発生時の初
動対応強化に向けた取り組み：宮城県北部
家保 阿部洋平、日野正浩

高病原性鳥インフルエンザ（HPAI）発生
時の初動対応強化のため、宮城県HPAI対策
本部北部現地地方支部（現地支部）の関係
部所が一体となった取り組みを毎年継続。
本年度は管内家きん農場別の防疫計画案の
作成、防疫演習の開催、現地支部運用ガイ
ドブック（ガイドブック）の改訂作業に着
手。防疫計画案を事前に作成することによ
り、発生時の円滑な対応が図られることを
確認。防疫演習は現地支部事務局となる北
部地方振興事務所地方振興部と企画。異常
鶏通報を受けてから現地支部設置に至るス
ケジュールやその間の情報共有の場がこれ
まで不明確だったことから、新たにスケジ
ュール案を作成し、それに則った行動を各
部所とともに訓練。特に現地支部設置会議
は現地支部員となる各所属長を演者とした
ことで、例年以上に緊張感のある演習とな
り、各自の役割分担についての理解が大き
く深まった。ガイドブックは防疫演習など
への意見や反省を踏まえ、より現実に則し
た内容に改訂中。

517.ブロイラー飼養農場における育成率向
上に向けた取り組み：宮城県大河原家保
髙橋桐子、大久範幸

管内ブロイラー農場で飼養鶏種を変更後

に死亡羽数増加。育成率向上を目的に飼養
衛生管理の改善指導を実施。死亡羽数、鶏
舎内温度、飲用水の細菌検査、死廃鶏の病
理検査、ニューカッスル病（以下ND）及び
伝染性ファブリキウス嚢病（以下IBD）の抗
体検査を実施。その結果、12～2月及び6月
の低温時期に死亡羽数が増加、鶏舎内温度
の日較差が大きいことが判明。飲用水から
大腸菌群が検出され、ニップルドリンカー
の配管消毒不足が示唆。ND及びIBDのワクチ
ン抗体価は上昇せず、IBDの野外感染を確認。
生産者、管理獣医師、鶏肉加工業者、鶏肉
販売会社、家保で結果を踏まえた検討会を
開催。適切な育雛温度の維持、ニップルド
リンカーの配管消毒及びワクチンプログラ
ムの変更等の飼養衛生管理の抜本的改善を
指導。対策後、育成率が7ポイント上昇し、
鶏種の特性に合わせた飼養管理に対する生
産者の意識改革の重要性を再認識。

518.鶏卵生産における衛生管理の実態調査
および対策の検討：茨城県県南家保 植木
美登里、渡辺晃行

複数の養鶏場間を行き来する物品である
トレイやコンテナを中心に管内の採卵養鶏
場3農場とGPセンターでふき取り検査を実
施。検査はサルモネラ属菌分離に加えて、
汚染の指標として100cm2あたりの一般生菌
数（SPC）、Escherichia coli（E.coli）、
大腸菌群数を測定し、その汚染状況と対策
について検討。その結果、複数のトレイ、
コンテナから様々なサルモネラを分離。お
およそSPCは10

9
、E.coliは10

3
、大腸菌群数

は10
4
とかなりの汚染状況。養鶏場での作業

手順の見直しやトレイの浸漬消毒実施、GP
センターでのトレイ自動洗浄機の条件変更
やメンテナンスの実施等を指導した結果、
サルモネラ不検出、SPC、E.coli、大腸菌群
数も減少。トレイやコンテナは農場専用化
がほぼ不可能。加えてコンテナは日常的な
洗浄が困難。今回の結果からトレイやコン
テナを介して病原体が農場へ侵入するリス
クは高いことが推測。今後は農家・GPセン
ターの衛生意識向上が重要であり、当該地
域のみならず広域での対応が必要。

519.高病原性鳥インフルエンザ（HPAI）に
備えた消毒ポイントの選定及び活用方法：
茨城県鹿行家保 大島暁、榊原裕二

管内には飼料生産基地があり、飼料運搬
車両の往来が頻繁。管内で養鶏農場数が最
も多い行方市において消毒ポイント選定及
び活用方法を検討。地図上で条件を満たす
候補地を選定し､市と現地調査を行い、37ヵ
所の選定候補地を確保。これらが実際に使
用可能か適用条件と照合したところ、全て
の条件を満たしたのは8ヵ所。万一の発生時
に瞬時に情報収集できるよう選定した候補
地を家畜防疫マップシステム上に登録し、
写真はデータと紙面で保管。検証のためHPA
I発生を想定し､市内の農場を中心に半径1k
m､3km､10kmの円を描き､選定した消毒ポイン
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トが利用可能であるか照合した結果、特に
農場周辺の選定場所が少ないことが判明。
今後、他市でも消毒ポイントの選定を行い、
管内全体の消毒ポイントを充実させ、万一
の発生に備えた危機管理体制の整備を目指
したい。

520.高病原性鳥インフルエンザ発生を想定
した埼玉県防疫演習：埼玉県川越家保 森
田梢、加島恭美

埼玉県では本病発生時の初動防疫を迅速
かつ適切に進めるための体制を強化する目
的で、生産者、県関係機関、市町村、関係
団体、獣医師等を対象に平成25年11月13日、
深谷市で防疫演習を実施。まず机上演習と
して異常鶏の発生通報からの一連の防疫作
業の流れを説明。生産者に対しては特に早
期通報の重要性や発生農場等への支援策を
強調。次に実地演習として保健所による健
康診断を受診後、防疫服を着用し、仮設農
場に移動。農場では、生きた鶏をケージか
ら取り出した後、模擬鶏を用いた殺処分作
業を実施し、汚染された防疫服の脱衣と除
染テント内での着替えまでの一連の流れを
体験。終了後にアンケート調査を行い今後
の課題を検討。今回の演習は防疫服の完全
装備、生きた鶏を用いた作業、除染テント
の使用により、作業のイメージが明確化し
臨場感溢れるものとなった。アンケートで
は『作業の内容や役割を理解できた』とい
う回答が9割以上を占め、当初の目的は達成
できたと考察。

521.顔面腫脹を呈する採卵鶏が認められた
農場での飼養衛生管理改善の取り組み：神
奈川県県央家保 宮地明子、前田卓也

平成25年7月、飼養羽数7千羽の採卵鶏農
場で死亡率増加と顔面腫脹を呈する鶏を確
認。病性鑑定により、トリメタニューモウ
イルスと細菌感染による頭部腫脹症候群が
強く疑われたが確定診断に至らず。農場の
飼養衛生管理基準の遵守状況は、①鶏の健
康状態の確認②鶏舎の清掃・消毒等の項目
が不備で改善指導中だった。聞き取り調査
から③ワクモの大量発生④アライグマの侵
入被害等問題が判明。これらの問題を改善
し本症の発生を低減する取り組みを実施。
改善策は安価で効果的な方法を飼養者と協
議し、改善計画を作成して指導。具体的に
は①発症鶏のケージ・マーキングと記録に
よる健康状態の把握②ケージ消毒に発泡消
毒を利用③ワクモの駆除に段ボールを利用
④野生動物対策を県や市の所管課と検討し
た等工夫を凝らし実施。対策後死亡率は0.6
9％から0.03％に減少。新たな発症は認めら
れず疾病予防と生産性向上が図られた。今
後は改善策を基に農場HACCP導入も視野に指
導したい。

522.地産地消をめざす新規肉用鶏飼養者へ
の衛生指導：神奈川県湘南家保 松尾綾子、
田村みず穂

平成24年秋、飲食店経営者が地産地消を
めざし新規に肉用鶏飼養開始。卵肉兼用種
を初生導入、廃業牛舎を改造し平飼い飼養。
飼養衛生管理基準は概ね遵守。当初の課題
は、①ネットのみで仕切り、隣接区画の敷
料混在し、ロット毎の衛生管理困難、②排
水路がなく床面等洗浄困難、③ワクチン・
駆虫が不十分等。家保は、①区画毎の仕切
り設置、②排水可能な構造へ改修、③ワク
チン追加投与等を指導し、取り組み開始。
その後、飼養経験者の転居で専従者不在と
なり、作業時間不足深刻化、衛生状態悪化。
家保は、家畜伝染病発生予防、食の安全・
安心確保の観点から、消毒、ワクチン接種
徹底、駆虫等の衛生管理を継続指導し、徐
々に改善。飲食店経営者が地産地消を目的
に肉用鶏を飼養する新たな形態。経営者等
も熱心に取り組んでおり、今後も関係機関
と連携し、衛生指導を通じて支援。

523.下越地域の鳥インフルエンザ発生に備
えた防疫対応：新潟県下越家保 木村仁徳、
後藤靖行

大規模養鶏場が多い下越地域で、平成23
年度から県事業に基づき、防疫作業リーダ
ー育成を目的に、地域振興局と連携して鳥
インフルエンザ（AI）机上訓練等を実施。
さらに今年度は、防疫従事予定者が現地で
防疫作業の流れを確認し、防疫対応への理
解を深めるために養鶏場の協力の下、県内
で初めて大規模養鶏場において、より実際
的なAI防疫実地訓練を開催。訓練参加者は、
集合場所である公民館で健康確認と作業行
程の説明を受けた後、バスで養鶏場に移動。
養鶏場内では、サポート基地での防護服等
の着衣や鶏舎視察、模擬鶏を使用した鶏の
取り出し及び殺処分、作業後に全身消毒。
防護服を脱衣後、集合場所に戻り作業終了
後の健康調査を説明。質疑応答とアンケー
トで大規模養鶏場での人員及び資材の確保、
作業時間等の防疫対応に関する新たな課題
が示された。これらにより、地域の防疫対
応がさらに強化され、防疫意識の向上が図
られた。

524.高病原性鳥インフルエンザ初動マニュ
アルの検証：石川県南部家保 中田昌和

海外悪性伝染病特殊講習会で指摘された
通報事例の問題点について、当所の高病原
性鳥インフルエンザ初動マニュアルを検証、
修正。事例1：飼養管理に関する事項が通報
時に把握されておらず、管理失宜を見逃し
たケース。修正点として、通報時に活用す
る聞き取りチェック表に飼養管理に関する
項目を追加。事例2：農場出発前に国への連
絡を要する状況でありながら、情報の把握、
整理ができていなかったために、通報内容
が家保から県主務課へ伝わらず、国への通
報が遅れたケース。修正点として、スムー
ズな情報伝達ができるよう家保内の連絡体
制を一元化し、報告漏れを防ぐため連絡・
報告チェック表を作成。また、立入した家
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畜防疫員が簡易検査結果報告後、独自判断
により次の措置へ移行しないよう、家保及
び農業安全課と協議することを明記。初動
マニュアルの実用性が向上するとともに、
修正内容を所内で検討することで職員の理
解も深まり、より迅速で的確な対応が可能
となった。

525.管内養鶏農家における飼養衛生管理基
準の遵守状況と今後の課題：山梨県東部家
保 藤岡洋子、横山紅子

毎年秋に実施する飼養衛生管理基準の遵
守状況調査の結果から、今後の指導におけ
る課題を検討。管内全体では、衛生管理区
域や鶏舎入口の消毒、鶏舎の補修について
改善を要する農家が多く、再巡回で改善を
確認。作業の手間や費用がかかる項目への
対応は一時的となりがちで、継続して実施
する体制作りが課題。飼養規模別では、千
羽以上飼養採卵鶏・肉用鶏農家で消毒実施
と鶏舎の補修についての指導が多く、特に
鶏舎の補修は鶏舎の老朽化や構造的な問題
から改善が難しく、農家個々の状況に応じ
た改善案の検討が必要。一方、千羽未満飼
養採卵鶏農家では、養鶏経験の浅い農家も
多いことから、飼養衛生管理基準に対する
理解不足に起因する未実施項目があり、衛
生管理に関する基礎的な情報提供と指導が
重要。これまでの農家の取り組み事例や改
善指導事例を元に、農家巡回等による指導
を継続し、今後とも管内養鶏農家における
伝染病発生防止に努める。

526.One Healthを理念としたHPAI防疫体制
強化のための新たな取組：長野県長野家保
小林千恵

管内において、HPAI防疫強化のための新
たな対策として ①市町村等の意識向上、
②専門技術者の養成･確保、③小規模鶏飼育
者対策に取組んだ。①として、発生時に中
心的役割を担う市町村に対し、対策本部構
成、要員輸送、住民説明会等、初動対応に
必要な事項について自ら検討するよう指導。
②としてH P A I 防疫体制実験農場を設
置、獣医師会との基本協定によりリストア
ップされた小動物臨床・動物園等獣医師を
対象に防疫作業の概要周知と採血等の実習
を実施し、「One-Health」理念により専門
技術者を拡大。また防疫服着脱、採血、簡
易検査、解剖をコンテンツとした作業解説D
VD を作成、配布し実習に活用。さらに①、
②の成果検証の場としてHPAI机上･実地演習
を実施。HPAI防疫上重要な③については、
農産物直売所およびヒナ販売業者からの遡
及方式により飼育者を把握、鶏卵販売者に
は鶏卵衛生、ND対策等により6次産業化をサ
ポート。総合的に管内の防疫体制を強化し
た。

527.鳥インフルエンザ発生に備えた初動防
疫体制の確立に向けて：愛知県西部家保
兼子松義、前田有紀子

平成24年度から本格的に知多地域の初動
防疫体制整備を開始。49戸、64農場につい
て、農場内情報（4項目）及び農場外情報（6
項目）を整備、大規模農場（10万羽以上）6
戸、13農場の防疫作業シミュレーションを
作成。また、飼養規模3万羽以上（19戸、21
農場）の埋却候補地について情報も精査。
全農場情報を電子化、農場毎の紙ファイル
も作成、関係機関で情報を共有できる体制
を構築。さらに、発生時に各担当者が迅速
に対応できるように、本年度から発生農場
の防疫作業に関する所内研修会を開催し、
地域防疫対策部会でも、実在の大規模農場
（21万羽）を対象に自衛隊派遣を想定、班
別研修及び防疫演習を実施。平成27年度ま
でに、関係機関の協力のもと埋却候補地等
の情報を精査、飼養規模2万羽以上（25戸、
32農場）の防疫作業シミュレーションを作
成予定。また、他地域の防疫演習も参考に、
より実践に即した演習を計画し、発生時に
適正な初動防疫が行える体制にしていきた
い。

528.焼却処理を想定した鳥インフルエンザ
防疫シミュレーション：愛知県中央家保
佐藤明彦

本県では鳥インフルエンザ（以下AI）発
生時に円滑な防疫活動を行うため、各農場
の防疫シミュレーションを作成している。
今般、A焼却施設で殺処分家きんの焼却試験
を実施し、その結果を元にA焼却施設管内の
4農場についてより詳細な防疫シミュレーシ
ョンを作成。焼却試験では、殺処分した廃
鶏を感染性廃棄物密閉処理容器（ペール）
に詰め、焼却施設へ搬入、焼却。その際に、
施設内での移送経路の検証、時間当たりの
処理可能量等の計測、及び焼却灰や焼却炉
の状況を確認。今回の試験結果を取り入れ
ることで、従来は焼却処理として一括りに
していた工程を、焼却施設内での移送及び
焼却炉への投入と細分化することができ、
より現実的なシミュレーションに改善する
ことができた。今後、他の焼却施設におい
ても同様な焼却試験を実施し、より強固なA
I防疫体制の構築につなげていく。

529.わかりやすい県域防疫訓練を目指して
～鳥インフルエンザ等発生時の防疫活動の
動画を作成！～：愛知県中央家保 島本真
理

鳥インフルエンザ等が発生した際、発生
農場内の防疫作業だけでなく様々な防疫活
動が行われ、そこでは畜産関係職員を始め、
多くの県職員や業者が従事する。H24年度は
『出席者に当事者意識をもってもらう』こ
とを狙いとして訓練を実施し、反応は概ね
良好。H25年度はこれにプラスし、『防疫活
動の全体像が見える』ことを狙いとした。
活動全体の中で自分の役割が見えないと単
に作業をこなすだけとなり、自分で考え行
動することが難しくなる。そこで従来のパ
ワーポイントに加え、情報量の多い動画を
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作成。訓練当日、パワーポイントによる疾
病の概要説明と動画による「異常鶏の通報
から終息宣言までの防疫活動の流れ」を上
映。出席者から従来の説明と比較して動画
は情報量が多く、防疫活動全体の流れがわ
かりやすいとの高評価。今後もわかりやす
い県域防疫訓練を行い、発生時の防疫活動
に対する理解促進を図る。

530.高病原性鳥インフルエンザ埋却物の試
掘調査結果～最終処分へ向けて～：愛知県
東部家保 加地恭子ほか

平成23年1月、豊橋市内の約15万羽飼養規
模の採卵鶏農場でH5N1亜型の高病原性鳥イ
ンフルエンザが発生。汚染物品は3年後の焼
却による最終処分を前提に県有地へ埋却処
理。平成26年度の最終処分のため試掘調査
を実施。約5m四方の試掘穴を4か所掘削し、
埋却物品を入れたフレコンバッグ（以下バ
ッグ）を取り出した。鶏体、糞（飼料含む）
からウイルス分離（発育鶏卵接種法）を試
み、陰性を確認。さらに、含水率測定より
焼却処分可能と判断。また、バッグ内、試
掘穴周辺等の悪臭ガス濃度（アンモニア、
硫化水素、メチルメルカプタン）をガラス
検知管にて測定。試掘穴内やバッグ内大気
では高濃度のアンモニアが検知され、最終
処分作業時には送風･ガス吸着等の措置が必
要と判断。発生当時の迅速な埋却処理の結
果、埋却物の詳細情報の記録がなく今回の
試掘作業が難航。今後の発生に備え、焼埋
却処分体制の整備と併せて一時的埋却方法
の検討も必要。

531.県内家きん飼養農家の飼養衛生管理基
準の遵守状況と指導効果：滋賀県滋賀県家
保 加藤真由子、山中美佳

家きん飼養農場の飼養衛生管理基準（基
準）の遵守状況確認・指導は、基準チェッ
ク表をもとに年2回、特に指導を要する農場
は3～4回実施。更に、遵守率の低い項目の
うち、平成24年冬期は衛生管理区域（区域）
の立入制限看板を作成・配布。25年冬期は
入場者記録ファイルと周知看板を作成・配
布する他、農家及び畜産関係機関を対象に
研修会を開催。24、25年度夏期の遵守状況
を比較した結果、「区域への病原体の持ち
込み防止」と「区域内の衛生状態の確保」
の遵守率が上昇。「感染ルート早期特定の
ための記録・保管」（記録）は最も遵守率
が低く、微増に留まった。遵守率の向上は、
複数回の改善指導および具体的な資料の配
布によることが示唆された。「記録」は次
回確認時での遵守率向上を期待。今後も、
遵守不十分な項目について農場に応じた効
果的な改善指導を進めると共に、研修会等
により関係機関も含めた衛生管理の意識向
上を図ることが重要。

532.高病原性鳥インフルエンザ（HPAI）発
生に備えた防疫対応のリスクマネジメント
：京都府南丹家保 黒田洋二郎、塚本智子

【はじめに】府内でのHPAI発生から約10
年が経過し、発生時の防疫対応未経験所員
が増加。昨年度の防疫演習にて、振興局等
の一般職員で構成し初動防疫を担うスター
ターチームとの連携に課題が生じたことか
ら、発生時に想定される防疫対応のリスク
を全所員で検証、リスク低減の取組を実施。
【リスク検証】①初動防疫の遅れ②周辺農
場の混乱③風評被害への対策強化が必要と
判断。【対応】①スターターチームの作業
を実際に行い、適切な連携方法を確認。今
年度の防疫演習では、円滑に作業ができた
とするチーム員が昨年度の42％から100％に
向上。②発生時に遅滞なく防疫対応を指示
するための資料等を事前準備。また、食鳥
処理場等の再開要件該当状況を調査。③3校
の高・大学生を対象に講習会を開催。発生
時に畜産物の安全性に不安を持つ学生の割
合が46％から12％に低下。【まとめ】全所
員によるリスクマネジメントにより個々の
危機管理意識が向上し、所内の危機管理体
制が強化。

533.高病原性鳥インフルエンザの発生を想
定した大規模採卵鶏農場での効率的な防疫
作業方法の検討：京都府中丹家保 宮城信
司、岩間仁志

府は、これまで直立多段ケージの防疫作
業動線などを検証。今回は中丹管内の主な
鶏舎構造である直立多段ケージをグレーチ
ングで仕切った鶏舎2階からの殺処分鶏の搬
出方法を検証。【方法】農場2階の廃鶏200
羽を用い防疫作業を実施。2階からの殺処分
鶏搬出をフォークリフトで降ろす方法（フ
ォークリフト法）とボイド管で落下させる
方法（ボイド管法）で比較。【結果】フォ
ークリフト法の搬出羽数は最大15羽/分にと
どまり、作業危険度は高く、ボイド管法が
作業効率及び安全面で有効。ボイド管法は、
密閉容器詰替作業の停滞と羽毛の飛散を招
くが、フレコンキャリアと覆いを利用し、
別に設けた詰替作業場へ移動すれば、作業
の停滞解消と羽毛飛散防止が可能。【試算】
ボイド管法の搬出羽数は95羽/分。これを基
に、当該鶏舎2階（1万6千羽）の鶏の捕鳥、
2階からの搬出までは、作業者74名で2.9時
間と試算。【まとめ】今後、安全・迅速・
円滑な防疫作業マニュアルの構築を推進。

534.高病原性鳥インフルエンザ発生時にお
ける死体焼却処理の検討：大阪府大阪府家
保 橋本昌俊

高病原性鳥インフルエンザ発生時におけ
る防疫措置として、と殺後の患畜又は疑似
患畜の死体は患畜又は疑似患畜の判定後原
則72時間以内に焼埋却を完了しなければな
らない。本府では焼却を基本方針としてお
り、市町村が保有する焼却施設の利用につ
いて調整し、焼却手順等について具体的に
検討。飼養羽数1,000羽以上の家きん農場が
所在する11市町村の内、9市町村7施設にお
いて利用の承諾が得られ、焼却可能量、施
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設内での作業動線、運搬経路等を協議。そ
の結果、搬入時間や焼却量等課題が残る施
設がみられたため、このような状況を補完
し不測の事態に備えるため、民間業者の活
用を検討したところ、1業者から協力が得ら
れ、協定書を締結。今後も、個々の課題へ
の具体策や未調整2市町村についての対応策
の検討を重ねていく必要がある。さらに、
実際の焼却を想定した実地訓練の実施等に
より、迅速な防疫対応が行えるよう努め、
さらなる危機管理体制の強化を図りたい。

535.組織横断的な高病原性鳥インフルエン
ザ防疫体制の構築：兵庫県姫路家保 小西
貴宏、北垣貴央

発生地県民局は対策地方本部の設置運営
等、様々な役割を担うが、大規模農家で発
生した場合、本庁等から大量の人員応援が
必要。今回、殺処分等防疫作業に加え消毒
ポイント等の周辺対応も含めた防疫措置工
程表を作成し、発生後72時間の殺処分等防
疫作業及び周辺対応人員を算出。20万羽規
模農場の場合、殺処分等防疫作業員の必要
実人員は1,017名であるが、事前登録県職員
動員者数は841名であり176名不足。加えて
消毒ポイント等周辺対応作業員の必要実人
員は174名。殺処分等防疫作業及び周辺対応
の必要実人員を確保するため、本庁及び他
県民局の人的応援体制の強化を検討。今後、
県全体及び発生地県民局内での組織横断的
な防疫体制を強化するために、①本庁及び
他県民局職員を部局横断的に招集するなど
人的応援体制の拡充、②防疫作業員及び周
辺対応作業員の詳細な人員配置の検討、③
対策地方本部全体による作業従事者の動員
や本部の設置運営を想定した机上演習を実
施。

536.鳥インフルエンザの発生に備えた焼却
処理体制の検討：兵庫県和田山家保 堤淳、
浦本京也

鳥インフルエンザ発生時、鶏体等焼却処
理期間短縮を目的に管内焼却施設の調査と
焼却試験を実施。対象9施設で調査実施、炉
内温度管理のための助燃バーナー使用と、8
時間稼働施設4カ所で稼働時間延長が可能と
回答。混合率上昇が見込まれ、焼却処理量
増加が可能と推察。焼却試験は、鶏体を医
療用廃棄物密閉容器（容器）に詰め、一般
ごみとの混合率を従来報告の上限25％を上
回る30％に設定。容器は既設の投入装置に
より投入。高所から1分間隔で連続投入、ホ
ッパ－内で容器の滞留・破損と投入口での
詰まりが発生。用手による容器の移動とブ
リッジブレイカーにより解消。炉内温度は
給気量調節により、助燃バーナーの利用無
しで安定、焼却灰に鶏体の焼却残渣はなし。
焼却可能量は従来の89tから137tに増加と試
算。今後は助燃バーナー利用による混合率
のさらなる上昇を図るとともに、県内市町
連携による焼却処理体制の整備を進め、よ
り迅速な焼却処理体制の整備に努める。

537.初動防疫演習を通して学ぶ家畜防疫員
の備え：奈良県奈良県家保 松本紘美、堀
川佳代

平成23年に県内で高病原性鳥インフルエ
ンザ（HPAI）が発生した際に得られた動員
者の意見（104件）を集約し、改善策を検討
したところ、家畜防疫員に対する要望につ
いては訓練が必要であることが判明。また、
HPAI発生後2年半が経過、人事異動に伴う初
動防疫対応未経験者の増加も懸念し、「初
動防疫演習」を実施。各班に分かれて、家
畜防疫員がリーダーとして動員者に的確な
指示が出せるかを検証。演習後、動員者へ
の説明に対し、視覚的な工夫を求める意見
が得られ、家畜防疫員からは県マニュアル
の改正や機材の取り扱いに対する反省がみ
られた。その後、「家畜伝染病防疫対策研
修会」において、当所で作成したビデオを
用いて防護服着脱の研修を実施した結果、
理解を得るのに効果的であることが分かっ
た。今後は全ての家畜防疫員が誰でもリー
ダーになるという心構えを持ち、班異動が
あってもすぐに対応出来るよう視覚的な工
夫を利用した対応方法についても検討して
いきたい。

538.生鮮食品衛生管理システム認証採卵鶏
農家でのサルモネラ清浄化：和歌山県紀北
家保 髙田由香子、小松広幸

HACCPの要素を取り入れた和歌山県生鮮食
品生産衛生管理システム（システム）認証
の採卵鶏農家において、平成25年7月に一鶏
舎の盲腸便からSalmonella Virchowを分離。
サルモネラ清浄化に向けて取り組み、その
経過からシステムの有用性を検証。分離後
直ちに農家と家保で対策を検討。農家はシ
ステムに基づき陽性鶏群を早期出荷し、鶏
糞搬出後に鶏舎消毒を実施。農場内汚染状
況を調査した結果、農場併設GP床から同血
清型を分離。そこで、床消毒方法の再検討
と、生産卵の汚染防止策および敷地全体の
消毒を指導。指導後は、GP床から分離無し。
育雛舎を含む他鶏舎の盲腸便、環境スワブ、
生産卵からの分離無し。農場内汚染が一鶏
舎に限局的であった要因は、農家によるシ
ステムの規定を遵守した一般衛生管理、家
保によるサルモネラ発見、システムに基づ
く分離陽性時の迅速対応によると考察。今
後も農家と家保で連携し、生産現場に合わ
せた問題点の発見と改善を継続したい。

539.小規模家きん飼養者の衛生意識向上へ
の取り組み：和歌山県紀南家保 山本敦司、
吉川克郎

管内で100羽未満の小規模家きん飼養者
（飼養者）の衛生意識の実態は十分に把握
できていないため、飼養実態調査と知識の
普及啓発を実施。飼養者67戸に聴き取り調
査を実施。特に卵を販売する飼養者には洗
卵状況等を確認、また、小学校や動物公園
等では、鶏飼育担当児童・教員や公園飼育
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管理者に啓発指導を実施。飼養者は飼養衛
生管理基準の内容は理解し対応していたが、
飲用水の谷水利用者が25%あり、水道水利用
か消毒を指導。卵を販売する飼養者への洗
卵状況等の調査では全般的に衛生意識が高
かった。小学校への啓発指導では「不安」
を払拭できたと考える。動物公園等では鳥
インフルエンザ対応マニュアルの整備や、
来園者への注意看板及び消毒設備（靴底・
手指）設置等積極的に取り組んでいた。今
回、これまで立ち入ることの少なかった飼
養者の実態を把握し、衛生意識を高められ
た。今後も飼養衛生管理基準に準ずるよう
指導し、家きん農場の防疫対策につなげて
いきたい。

540.採卵鶏農場における飼養衛生管理向上
への取り組み：鳥取県西部家保 植松亜紀
子、中口真美子

今年度から管内の1採卵鶏農家において農
場HACCP導入に向けての取り組みを開始し、
普及所と連携し準備を行った。月1回検討会
を行い、農場の平面図や工程一覧図等を作
成した。同時にサルモネラ検査、抗体検査
を行い農場の衛生状態を調査した。また家
畜伝染病予防法における飼養衛生管理基準
項目のチェックを行い、遵守状況の確認や
改善方法について生産者と協議した。今後
も関係機関と連携しHACCP導入に取り組みな
がら衛生管理向上を目指す。

541.鳥インフルエンザ通報対応訓練：鳥取
県西部家保 青萩芳幸、寺坂陽一郎

今回、管内養鶏農場の協力を得て、鳥イ
ンフルエンザ（鳥インフル）通報事例発生
時の対応訓練を実施。訓練では、通報時に
は農場から状況聞き取り及び農場へ鳥イン
フル発生に備えた拡散防止を指示。農場に
派遣された家畜防疫員は、発生が疑われる
鶏舎の状況把握後、鳥インフル簡易キット
による診断を実施。その後、簡易キット陽
性時を想定して、鳥インフル確定診断材料
の採材とその運搬、更に過去21日間の家き
ん等の移動状況及びヒトや運搬車両等の出
入り状況を把握。農場に対しては鶏や汚染
物品となる可能性のある資材等の移動の自
粛を要請。また畜産課内においては疑い事
例の通報を西部家保から受けた後、課内に
おける対応を検証。訓練では、通報時及び
農場現場対応時に農場から的確に情報を聞
き出すと共に、農場に対し鳥インフル拡散
防止の指示を正確に出せるかがポイントで
あると判明。

542.高病原性鳥インフルエンザ防疫演習（焼
却演習）の実施：鳥取県倉吉家保 岩尾健、
最首信和

高病原性鳥インフルエンザ発生時には殺
処分鶏を焼却処分する予定としている施設
において平成25年9月に焼却演習を実施。①
死亡鶏を入れた密封式ペール缶の搬入、②
フレコンバッグに詰めたペール缶の焼却投

入口のある4階へ吊り上げ、③吊り上げたペ
ール缶の投入口への運搬、④投入口へのペ
ール缶投入、などの作業手順の確認を行っ
た。同時に焼却時の熱量、炉内温度、排ガ
ス濃度についてモニタリングを行い、焼却
可能量について検討した。その結果、吊り
上げ方法、投入方法、作業者間の意思伝達
方法等について改善点を確認。焼却可能量
については、現在想定している一般ゴミの1
0％添加を越えて、15％添加でも可能との評
価が得られた。演習の様子は動画撮影し、
防疫作業説明会において実際に作業動員さ
れる総合事務所職員等に周知した。

543.鳥インフルエンザ疫学関連農場に対す
る防疫対応：岡山県岡山家保家畜保健衛生
課 出石節子

平成25年6月、宮崎県の家きん飼養農場1
戸に対し、農場監視プログラムが適用され、
当該農場にひなを出荷していた管内種鶏場
を疫学関連農場と確認。臨床検査では17鶏
舎全て異常なし。ウイルス分離及び血清抗
体検査も170羽全て鳥インフルエンザ陰性。
なお、本農場は厳格な衛生管理を行ってい
るため、立入検査に際し、家畜防疫員や農
場内に持ち込む資材の調整等に時間を要し
た。また、指針には本プログラムの疫学関
連農場に対する疫学調査内容について具体
的な記載がないものの、低病原性鳥インフ
ルエンザ（LPAI）発生に準じた調査が求め
られた。LPAIでは疫学調査として180日間遡
った期間が対象となり、情報収集に苦慮す
ることが予想されたが、当該農場は情報管
理についても厳格に実施されており、スム
ーズに調査ができた。本件を踏まえ、疫学
調査及び検査が迅速且つ的確に行えるよう、
管内農場の情報収集や資材等の準備と同時
に農場に対する管理記録の作成と保存の徹
底を指導していきたい。

544.簡易ファイルを用いた鶏舎毎の死亡率
の設定：岡山県真庭家保 横内百合香

平成23年10月1日付けで施行された家畜伝

染病予防法第13条の2第1項の規定による特

定症状を発見した際の届出要件（死亡率が2

倍以上）では、同一鶏舎での死亡率を比較

することから、ブロイラー農場等において

は、21日齢以下の死亡率が高いひなと比較

的安定した出荷直前を比較することとなり、

通報頻度が増加。今年度、過去の同じ鶏舎
・同じ発育ステージでの死亡率と比較でき

るよう、届出要件が改正。そこで、容易に

死亡率を算出できる計算プログラムを作成

し、養鶏農場に対して、各鶏舎のステージ

毎の平均死亡率設定を提案。このプログラ

ムは、①鶏舎毎に入雛日・入雛羽数・毎日

の死亡羽数と淘汰羽数を入力。日齢毎、週

齢毎の死亡率の算出が可能。②そのデータ

から農場と協議したのち平均死亡率を設定
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し、死亡率の2倍以上となった際には、一目

で家保への通報基準が分かるようセルが赤

く変色。本プログラムは死亡率が高くなる

強制換羽時にも応用可能で、農場管理者が
容易に農場の正確な死亡率を確認でき、迅

速かつ的確な異常通報に有効。

545.3か年に亘る肉用鶏専門農協の防疫体制
構築：山口県西部家保 長尾裕美子、中谷
英嗣

管内肉用鶏専門農協（農協）に対し、3か
年に亘り段階的防疫対策継続指導、地域ぐ
るみの防疫意識向上・防疫体制構築。取組S
tep1:農協・関係者の防疫体制の現状把握と
強化（①飼養者巡回指導強化②飼養衛生管
理基準（基準）説明会開催③事業活用の防
疫資材整備誘導）。Step2：農協内の発生時
対応・役割の共通認識徹底（①施設管理者
と飼養者毎の防疫研修会・演習開催②種鶏
場・孵卵場・食鳥処理場の防疫体制現地確
認）。Step3:地域ぐるみの防疫対策徹底（①
衛生管理区域内入場者の防疫対策再徹底と
発生時対応周知目的の研修会開催②健康福
祉センター（健福）と連携し食鳥処理場で
の発生時対応マニュアル作成）。成果1:動
力噴霧器・防鳥ネット整備（H23：100%）と
基準遵守状況改善（H23：17%→100%）以降1
00％維持。成果2:農協独自発生時対応マニ
ュアル作成と危機管理意識醸成。成果3:関
係者の基準（99％）・発生時対応（97％）
に対する高い理解獲得。成果4:健福との連
携樹立と食鳥処理場発生時対応マニュアル
完成。

546.長門管内における鶏糞たい肥利活用の
取組：山口県西部家保 伊藤優太、中原宗
博

F肉用鶏農協では、毎年生産される9,000
ｔ以上の鶏糞に対し、鶏糞たい肥の停滞緩
和のため様々な対策を講じてきたが、平成2
3年度 125ｔのたい肥が産廃業者に委託処理
されており、家保は、関係機関を参集して
定期的な情報交換会を開催し、たい肥の有
効活用に向けて協議。耕種農家での利用拡
大に向けて取り組むことで、鶏糞の利活用
を図ることとなった。長門農林事務所及び
ＪＡと連携して、飼料用米の栽培暦に鶏糞
たい肥を活用する体系を明記。たい肥を必
要時に利用できる仕組み作りが必要だとい
う要望に対し、家保が仲介役となり法人とF
肉用鶏農協が連携して堆肥保管施設整備事
業を導入、年間約500ｔのたい肥の耕畜連携
による有効活用が可能となった。たい肥利
用PRの一環として山口県たい肥共励会への
参加を誘導、24年度に優良賞を受賞。たい
肥利用推進の結果、耕種農家の鶏糞たい肥
利用量が増加、24年度以降産廃業者による
鶏糞の委託処理はない。

547.養鶏農場緊急立入事例の検証と協力体
制の構築：山口県東部家保 多度津大介、

弘中由子
販売店舗を併設する採卵鶏農場の死亡羽

数増加を受け緊急立入し、高病原性鳥イン
フルエンザを否定。その際の問題点を抽出、
改善後、農場と検証。家畜防疫員の役割明
確化と作業円滑化のため、行動フローを時
系列から役割分担毎に変更。農場立入人数
を2名から3名に変更。携帯電話圏外にある
農場での発生に備えトランシーバーの使用
を検討。鶏舎内の作業を両手で行うため、
ヘッドライトと機材携行用のポーチを装備。
雨天に備え防水性用具等に変更。部外者と
の交錯防止のため、駐車場、家畜防疫員の
動線を変更。農場に対し防護服等の配備と
伝染病想定時の防護服着用を再徹底。初動
防疫にも使用可能な防護服着脱手順表を作
成し、関係者に防護服着脱研修を実施。そ
の結果、家畜防疫員の緊急立入時の行動明
確化、緊急立入体制の改善、若年職員のス
キルアップが図られた。農場の危機管理意
識が向上し、不安が解消。当所と農場の信
頼・協力体制を構築。今後、他の農場及び
関係機関に対する現地研修を実施予定。

548.大規模採卵鶏農場における経営改善に
向けた生産性向上対策の取り組み：愛媛県
東予家保 石丸由佳、篠永真二

経営立て直しを図る大規模採卵鶏農場に
おいて、生産性向上のための管理技術改善
の取り組みを8月から開始。農場関係者、鶏
卵会社、飼料会社及び家保が参集して技術
検討会を毎月開催し、ロット毎の産卵成績
等に基づき、問題点の抽出と改善策につい
て検討。また、これまで抗体検査を実施し
ていなかったことから、抽出した5ロットの
抗体追跡調査を開始し、抗体保有状況の把
握に基づくワクチン接種方法の検証と鶏伝
染性気管支炎（以下IB）及びマイコプラズ
マ・ガリセプチカム（以下MG）抗体の動態
と産卵成績との関連性等についても検討。
抗体調査の結果、夏季の産卵低下を認めた
一部のロットで、IBの動きが示唆されたが
産卵低下との関連性は不明。MGについては、
産卵低下に付随した動きは認められなかっ
た。ワクチン抗体については、全体的に抗
体価は低く、ややバラツキが認められたこ
とから、ひなのストレス軽減と作業性も考
慮したワクチンプログラムの改善に着手。

549.採卵鶏農場とGPセンターのHACCPへの取
組み：福岡県筑後家保 横山敦史

市販鶏卵のサルモネラ汚染の軽減のため
に、GPセンターへのHACCP導入を推進する中、
今年度から直営採卵鶏農場へも導入を推進。
当該施設はパック卵の製造販売を行うオフ
ラインGPセンターと1戸の採卵鶏農場を所
有。GPセンターにおいて、家保はHPAI発生
時の再開に向けた取組の経緯から、関連法
規、関連情報の提供および検証の担当とし
て参加。衛生標準作業手順書の作成では、
洗卵機の洗浄消毒方法を変更。システムの
変更により製品卵のクレームの減少を確認。
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さらに消費者に高品質な鶏卵を提供するた
めに、農場へのHACCPを推進し、「農場HACC
P推進農場」の指定を目指した。家保は現地
確認及び指導として、倉庫を改造し更衣室
として使用させるなど衛生管理区域への病
原体の持込の防止など改善指導を実施。そ
の結果、平成25年6月24日「農場HACCP推進
農場」に指定。本取組みをモデル的な事例
として生産段階と流通加工段階での一貫し
たHACCP認証を目指す。

550.肉用鶏農場へのワクチン接種方法改善
の取組：佐賀県北部家保 岩﨑健、原口信
江

平成23年11月、肉用鶏農場で、不十分な
ワクチン免疫付与が要因と思われる鶏伝染
性気管支炎（IB）が発生。過去に調査した
ワクチン抗体価をみると、IB、NDともに移
行抗体は十分だが、その後の抗体価は上昇
せず。ワクチン飲水投与を継続指導するが、
ワクチン抗体が不十分な状況であったため、
ワクチンの飲水投与手順を、新たに作成し
たチェックリストで再度見直したところ、
ワクチンを溶かす井戸水の水質検査を未実
施、飲水を次亜塩素酸ソーダで消毒してい
るが塩素除去が未実施、配水管の最後まで
ワクチン液が行き届いているか未確認、等
の問題が浮上。井戸水の水質検査の結果、
鉄と硬度が高値。対策として、水質安定剤
の使用、スキムミルクによる塩素除去の実
施、チェックリストによる作業手順の見直
し、等を指導した結果、井戸水の鉄と硬度
は低下、IB及びNDともに十分なワクチン抗
体を獲得。今後、当チェックリストを活用
した管内の農場の指導を実施予定。

551.地域鳥インフルエンザ防疫体制の強化
：長崎県県北家保 佐藤朋美、三浦昭彦

管内における鳥インフルエンザ発生時の
動員体制の問題点は、市町及び関係機関へ
要請する動員数が発生農場ごとに異なるた
め、迅速な防疫対応が困難であること。こ
の問題を解消し、より迅速な防疫対応を目
的に、家きんを100羽以上飼養する農家18戸
ごとの防疫個票を作成。個票内容は、①防
疫従事者の集合場所、仮設テント設置予定
地等を記載した基礎表、②消毒ポイント候
補地、③移動制限及び搬出制限区域の設定
表、④県・市町・関係機関別の人員動員表。
作成した個票を農家が所在する4市町に提示
し、万一本病が発生した場合の必要動員数
等の事前説明を行うとともに、市町内での
動員体制確立を要請。今回、各農家の個票
を作成し、具体的な例を示し、各市町へ動
員の説明を行ったことで、多数の必要動員
について容易に理解してもらうことができ
た。今後も、更に個票内容の充実を図り、
万一の場合に備えた初動防疫準備体制を整
えていく必要がある。

552.高病原性鳥インフルエンザの発生に備
えた初動防疫体制の整備：熊本県阿蘇家保
小田原直子

高病原性鳥インフルエンザ発生時には迅
速かつ的確な初動防疫が重要。このことか
ら平時に事前調査を行い、必要な情報を整
理するため初動防疫体制を整備。平成20年
より管内全家きん農家（35戸41農場）につ
いて農場概要などをまとめたファイルを戸
別に作成。平成24年に新たに制限区域告示
案及び初動防疫に必要な資材・人員の試算
を追加。集積した情報は電子化し、必要な
情報が瞬時に把握できるようシステム化。
埋却候補地を持たない農家1戸に対して、市
との仲介を行い利用可能な公有地を具体的
に決定。全農家に年2回立入検査を実施し、
危機意識を啓発。養鶏場密集地では地域一
丸となった防疫意識の向上を目指し勉強会
を開催。職員全員の情報共有と操作習熟の
ため毎月所内演習を実施。関係団体とは地
域推進会議や防疫演習を利用して連携を強
化。今後は作り上げたシステムを定期的に
最新情報へ更新するとともに、内容を検証
し、危機管理体制を再構築していく予定。

553.天草地域における鳥インフルエンザ初
動防疫対応の事前整備：熊本県天草家保
杉晋二

平成23年の家畜伝染病予防法改正及び平
成24年の県の高病原性鳥インフルエンザ防
疫対策マニュアルの見直しで防疫措置開始
が大幅に短縮。見直しに対応するため100羽
以上飼養15農場に対し、①農場カルテ等の
作成、②高病原性、低病原性鳥インフルエ
ンザの発生を想定したシミュレーションを
実施。衛生管理区域、鶏舎配置図、埋却地
情報等掲載の農場カルテ利用で、発生時の
農場内情報収集作業量の軽減が可能。また、
農場までの経路や曲がり角、入り口写真等
を農場カルテに掲載、公用車には農場位置
情報を登録したカーナビを搭載し、担当以
外の防疫員で立入可能。シミュレーション
の実施で制限区域内農場及び告示に必要な
小字名を全農場分抽出。更に農場毎に設置
が必要な消毒ポイントの場所及び数を把握。
課題は、①選定した消毒ポイントの現地確
認、②100羽以下飼養農場288戸に対応する
ための簡便・迅速な小字名抽出方法の検討。
引き続き農場情報を更新・蓄積し、発生に
備える所存。

554.農場HACCPによる採卵鶏農場の飼養衛生
管理向上への取組：熊本県中央家保 龍田
あゆみ、井出清

採卵鶏約70,000羽飼養の管内の一採卵鶏
農場において、飼養衛生管理向上による安
全な鶏卵生産等を目的とし、農場HACCP認証
取得に向けた取組開始。当該農場は、鶏舎
更新を契機に平成10年からHACCP方式を取り
入れた衛生管理を実施。平成25年5月、経営
者中心にHACCPチームを編成し、毎月1回検
討会開催。HACCP関連文書整備、飼養衛生管
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理基準の確認等を実施。飼養衛生管理基準
は遵守されていたが、さらに徹底されるよ
うに改善指導や資料提供を行い、各種様式、
作業手順書等を改善。10月、農場HACCP認証
の前段階とされる「農場HACCP推進農場」に
指定。HACCPチームによる検討会を受け、記
録等の各種様式や作業手順書等が見直され、
また取組を通し、従業員の衛生意識も向上
し、飼養衛生管理が改善。今回の取組をモ
デルケースとして、他の農場へも農場HACCP
の取組について啓発を行っていきたい。

555.農場HACCP構築支援体制と一養鶏場の取
組：熊本県城南家保 川邊久浩

平成18年度より家保が主体となり、管理
獣医師や畜産協会など関係機関と連携したH
ACCP構築支援体制を構築し、農場HACCPの拡
大と段階的な導入を図った。導入は第1段階
：啓発。第2段階：経営者への導入意思の確
認。第3段階：HACCPチームリーダー養成教
育。第4段階：HACCP構築実務指導の4段階で
実施。管内の着手農場は15農場。その内、
第3および第4段階の農場が4戸。第4段階の1
つである約3万羽飼養の採卵鶏農場では、平
成23年より家保も加わった推進チームを結
成、7原則12手順の定法に基づいて農場HACC
Pを構築し、本年、中央畜産会から農場HACC
P推進農場として指定される。飼養衛生管理
基準を基本として、ワクチン投与マニュア
ルや、疾病の早期発見等を盛り込んだ見廻
りチェックリスト等、16項目以上の各手順
書や規定書を決定し、遵守するに伴い、鶏
舎衛生環境が大きく改善。従事者の衛生意
識も向上し、産卵ピークの上昇や育成率の
上昇など生産性も向上。

556.種鶏場の衛生管理意識向上の取組：大
分県宇佐家保 加藤洋平、吉田秀幸

平成23年の家畜伝染病予防法改正と飼養
衛生管理基準見直しを受け、管内養鶏農場
の23％を占める種鶏場系列農場について特
に重点指導を実施。ハード面が有効活用さ
れていない現状の改善のため経営者等と協
議し、従業員の衛生管理意識の向上を目的
とした取組として、農場管理責任者を対象
とした飼養衛生管理基準の各項目について
の出前講座、パート従業員を対象とした消
毒設備及び踏み込み消毒槽等の重要性につ
いての農場内直接指導を実施。取組の効果
検証として、取組前後に飼養衛生管理基準
の各項目に対する理解度調査を実施。理解
度は5段階評価し、取組前後の集計結果を比
較検証。取組前調査ではH・LPAI発生状況と
衛生管理区域に対する従業員の理解が十分
でないことを確認。一方、取組後調査では
飼養衛生管理基準の全項目の理解度が増し、
取組の効果を確認。飼養衛生管理基準の各
項目に対する理解の促進は、従業員の衛生
管理意識の向上、及び各農場における衛生
管理に対する積極的な取組に寄与。

557.国内初の鳥インフルエンザ農場監視プ

ログラム適用例：宮崎県宮崎家保 弓削耕
一郎、野村真知子

2013年5月、管内肉用種鶏場で実施した鳥
インフルエンザ強化モニタリングで、30羽
中1羽が寒天ゲル内沈降反応陽性。再度採材
した60羽中同一鶏舎の1羽に陽性鶏を確認、
動物衛生研究所でH5亜型抗体と確定、6月3
日から9月3日にかけ国内初農場監視プログ
ラムを適用。農場を中心とした半径5km以内
34農場、疫学関連8農場では臨床検査、抗体
検査、遺伝子検査、全て陰性。6月5日、適
用農場の4家きん舎に家きん50羽ずつ計200
羽を配置、プログラム開始前検査を実施し
全て陰性。14日目、1家きん舎当たり30羽、
計120羽全て陰性。28日ごとに実施した計4
回検査で全て陰性を確認。国との協議の上、
8月27日、当該鶏舎で30羽を追加検査、全て
の陰性を確認後農場監視プログラム終了。
農場監視プログラムにより、家きん等移動
制限された。家きん卵や死体は個別に国と
協議後、制限解除後流通可能。今後はモニ
タリングの継続と飼養衛生管理基準遵守を
指導。また、飼養形態に応じた監視プログ
ラムの設定や農場支援対策検討が必要。

558.危機管理情報共有システムを利用した
鳥インフルエンザ合同机上防疫演習：鹿児
島県肝属家保 小林悟

鹿児島、宮崎、熊本の南九州地域は、日
本有数の家畜飼養地域であり家畜伝染病発
生時には、南九州三県にまたがる事態が考
えられ、三県での防疫連携を迅速・確実な
ものにする必要。そこで、「鳥インフルエ
ンザ危機管理情報共有システム」を利用し
高病原性鳥インフルエンザの発生を想定し
て三県合同机上防疫演習を実施。本県と熊
本県及び宮崎県の県境にある本県の2農場で
高病原性鳥インフルエンザが発生したと想
定し、共有システムを利用した発生農場の
位置確認、消毒ポイント設置場所の検討、
一連の防疫作業を机上にて実施。共有シス
テムの導入により相互連絡及び県境消毒ポ
イントの設置はスムーズに行えた。システ
ム操作や画面表示の読み取りで時間的ロス
が生じたが、システム操作の習熟やシステ
ム機能追加により迅速な対応が可能と考え
られる。

559.鹿児島中央家保管内での鳥インフルエ
ンザ発生時を想定したリスクの指標化に関
する試み：鹿児島県鹿児島中央家保徳之島
支所 岩本滋郎

鳥インフルエンザ（AI）に対しては、そ
のリスクを認識・共有化した上で適切な防
疫対策を実施する必要がある。疾病リスク
とは、疾病の発生確率と発生時の影響の大
きさを総合した概念であり、後者は経済損
失で表されるが、AIによる経済損失は制限
区域内の農場への影響も考慮する必要があ
る。本検討では、制限区域内の農場と飼養
鶏が多いほど疾病発生時の影響も大きいと
仮定し、鹿児島中央家保管内の常時飼養羽
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数100羽以上の農場を対象とし、それらを中
心とする半径3km及び10km内の農場を抽出し
た後、住所ごとに農場数と飼養羽数を集計。
その集計データを用いた主成分分析により
得られた合成変量を、AI発生によるリスク
の指標としてマッピングを実施。その結果、
疾病発生の影響が大きい地域はK市北部とH
市南部に集中。AI発生による影響は主成分
分析を用いて指標化が可能であり、そのマ
ッピングはリスクの共有化を図る上で有効
であることが示唆。

560.県内最大規模農場のHPAI発生を想定し
た初動防疫実働演習：沖縄県北部家保 金
城由佳理

県内最大規模農場を鳥インフルエンザ（H
PAI）発生農場と想定、地域対策本部内の初
動防疫作業計画策定と県対策本部内の動員
体制整備を目的とした防疫実働演習を実施。
計画策定は24時間以内の殺処分に必要な人
員を試算、同時に先遣隊を現地に派遣し、
埋却地と防疫作業員の脱衣・休憩テント設
置場所を調査、検証。埋却地への運搬経路
と防疫作業員移動経路が交差、動員人数を
収容可能なテント設置困難と判明。計画を
修正し、殺処分と埋却作業時間帯を昼夜で
区別、テント収容可能人数に合わせて1日動
員数を減らし、初動防疫期間を6日間（うち
殺処分4日間）に延長。殺処分開始前の事前
準備に係る人員数を加えた綿密な作業計画
を策定。動員体制の整備を図るため知事公
室防災危機管理課等と協力したロールプレ
イング演習及び県庁職員を中心に防疫作業
訓練を実施。農場毎に諸条件を列挙・検討
する重要性の再認識と、関係各課・職員の
役割を確認。

Ⅲ－７ その他

561.川俣シャモ農場の復興への取り組みに
対する支援：福島県県北家保 星陽子

平成8年に造成された川俣シャモは福島県
ブランド認証産品に登録され県内外に流通
しているが、原発事故の影響により平成23
年度の出荷数は約3万羽で前年比6割まで減
少。シャモ飼養16農場はいずれも衛生意識
が高く徹底した管理を実施していたが、屋
外運動場利用制限に伴う密飼いにより大腸
菌症が発生。また、屋内運動場新設工事に
伴うストレス等によりコクシジウム症、壊
死性腸炎の発生も増加。家保は関係機関と
連携した復興支援の中で病性鑑定やワクチ
ン投与方法の見直し、高温高圧洗浄消毒等
の衛生対策指導、疾病に関する勉強会を担
当し、農場のサポートを継続。結果、症状
は収束し、飼養衛生管理基準についても全
農場で完全遵守達成。計画的避難区域から
の撤退や風評被害を乗り越え今年度の出荷
見込み数は5万7千羽となり震災前の水準ま
で回復。今後も指導を継続し、食鳥検査デ
ータのフィードバック等により、さらなる

生産向上を目指す。

562.大規模養鶏場での発生を想定した高病
原性鳥インフルエンザ（HPAI）防疫演習：
富山県西部家保 池上良、長坂訓

大規模養鶏場でHPAIが発生した際は極め
て多数の作業員の健康管理が重要な課題。
そのため厚生部と共同で防疫演習を開催。
厚生部は104名を対象に作業前健診を実施
し、重作業可能者は65名、中軽作業可能者
は18名、作業不可者は21名と区分。医師及
び保健師を含む20名が作業前健診に従事し、
要した時間は33分。農水部は健診の結果区
分される作業適合に対応した作業ユニット
編成を、色分けしたリストバンドの装着を
工夫して実施。事前に仮編成したユニット
間で重作業可能者を再配分しユニットを最
終編成。さらに104名を2班に分けて防護服
の着脱を実施。脱衣者が回収箱列を移動し
ながら順次脱衣を進め、補助者は移動せず
に補助指導を行う、「ところてん方式」は、
補助者が分担する補助指導項目が絞られる
ため適切な脱衣が可能。16名（4列）の補助
者を配置し約50名の脱衣に要した時間は20
分。今後は厚生部との連携を強化し、より
実践的な防疫体制の構築が必要。

563.参加型検討会による地鶏生産農場の改
善支援：鳥取県鳥取家保 大石美智子、宮
原白

多角経営企業が農業の一部門として行っ
ている地鶏生産も飼養開始から10年が経ち、
その間積極的な増羽や食鳥処理場の整備な
ど行い社内でも大きなウエイトを占める部
門となってきた。だが、肝心の農場成績が
安定しないことで経営を圧迫していたため、
関係者による検討会を開催。その中で農場
成績の把握、問題点やそれに対する解決策
について検討し、漠然としていた問題を共
有し、関係者間の意思疎通、協力体制を整
えスムーズな改善につながった。

564.採卵鶏における天然素材を活用した衛
生管理技術確立試験（第一報）：愛媛県養
鶏研究所 岸本勇気、難波江祐介

近年、食の安全、安心に対する消費者意
識が高まる中、養鶏農家には薬剤に依存し
ない衛生管理が求められている。そこで食
品製造副産物で抗菌又は害虫忌避に効果が
あると着目されている「茶殻」と「オレン
ジオイル」の天然素材を加工する技術を有
する地元企業と連携し、それらを配合した
養鶏用資材を開発することで、衛生管理技
術を実現させることを目的とした。茶殻は
紙と混合した資材を開発するために、抗菌
効果のあるカテキンをより多く紙に担持す
ることのできる吸着剤を検討した。オレン
ジオイルは樹脂に混合した場合に害虫忌避
効果が発揮できるかについて検討した。結
果、カテキン吸着剤としてリン酸処理真珠
貝殻及びカキ殻が有効であり、オレンジオ
イルは樹脂に混合しても害虫忌避効果があ
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ることが示唆された。

565.媛っこ地鶏における水産系未利用資源
を用いた飼料用米給与試験：愛媛県養鶏研
究所 檜垣邦昭

近年、配合飼料価格が高止まりで推移し
ていることから、媛っこ地鶏生産農家は非
常に厳しい経営を迫られている。これまで
に、媛っこ地鶏において56日齢以降、配合
飼料の50%を飼料用米（籾米全粒）で代替し
ても給与可能であるが、腹腔内脂肪の増加
等の課題があることを報告している。本試
験では、56日齢以降、飼料用米（籾米全粒）
50%代替給与と、さらに水産系未利用資源で
ある「いりこかす」を10%添加した場合の生
産性について比較検討した。終了時体重、
増体率、各部位別肉重量及び正肉歩留につ
いては、雌雄とも差は認められなかった。
腹腔内脂肪は、雄では「いりこかす」添加
区が低くなる傾向を示し、雌では有意に低
くなった（P<0.01）。これらのことから、
飼料用米に「いりこかす」を添加すること
により、生産性を向上させる可能性が示唆
された。



- 116 -

Ⅳ 馬の衛生

Ⅳ－１ 細菌性・真菌性疾病

566.国内で初めて病理学的に馬増殖性腸症
と診断した1症例：北海道日高家保 原田健
弘、小山毅

「Lawsonia intracellularis（Li）によ
る馬増殖性腸症（EPE）」を国内で初めて病
理学的に診断。6カ月齢馬が、元気食欲低下、
削痩、発熱、下痢、四肢の浮腫、低蛋白血
症等を呈し、安楽殺後、病理解剖を実施。
空腸は漿膜面に水腫を呈し、粘膜は肥厚。
組織学的に空腸粘膜上皮が過形成。空腸粘
膜上皮細胞内にワーチン・スターリー染色
で湾曲桿菌を、免疫染色でLi抗原を確認。
空腸粘膜等からLi遺伝子確認。以上より、E
PEと診断。本症例の臨床所見及び病理学的
所見は諸外国の報告と同様。検出株のOuter
membrane protein4のアミノ酸配列2カ所

が、日本豚由来株とは相違。蛍光抗体法に
よる抗体保有状況調査で、同居馬5頭全頭抗
体陽性。発生地域では、平成4年にすでに抗
体陽性馬が存在。

567.Streptococcus equi subsp. zooepide
micus感染により死亡した種牡馬の病理学的
検討：岩手県県南家保 熊谷芳浩、高橋真
紀

2013年1月に元気と食欲の消失を示した
種牡馬が、2日後から発熱、鼻漏、粗励な肺
音を伴い6日後に死亡した。剖検により多量
の黄色滲出物が肺胸膜と壁側胸膜全域に付
着し、肺実質に直径5～30mmの白色巣が多発
していた。主要な組織学的病変は線維素化
膿性胸膜炎および壊死性化膿性気管支肺炎
であり、線維素化膿性滲出物が肺の胸膜と
小葉間結合組織に、漿液化膿性滲出物が広
範な領域の肺胞と細気管支にみられ、壊死
巣が肺実質に存在した。グラム陽性球菌お
よびC群連鎖球菌抗原が病巣内に、Aspergil
lusとRhizomucor抗原が一部の壊死巣に観察
された。食渣と思われる異物が二次気管支
から肺胞に至る気道内にしばしば認められ、
少数の多核巨細胞を伴っていた。細菌学的
に肺、胸水および心膜からStreptococcus e
qui subsp. zooepidemicusが分離された。
得られた成績から分離菌による肺病変が死
因と診断した。当該例の症状を重篤化させ
た要因として誤嚥が疑われた。

Ⅳ－２ 一般病・中毒・繁殖障害・栄
養代謝障害

568.高齢馬に認められた腹腔内腫瘍の病理
学的検索：富山県東部家保 石原未希、竹
島由実子

平成25年7月、管内乗馬クラブに導入され
た21歳のサラブレッド牡馬が食欲低下およ
び削痩を呈したため血液検査を実施したと
ころ貧血、炎症、腫瘍性疾患を疑う所見。

その後死亡し病性鑑定を実施。剖検では腹
腔内に黄色透明腹水が多量貯留し、腹壁や
盲腸、膀胱漿膜面で播種性に大小不同の疣
状腫瘤および血腫を形成。脾臓表面、肝臓
実質内にも同様病変を確認。病理組織検査
では上皮様細胞の腫瘍性増殖および結合組
織増生が特徴で、増殖の形態は杯細胞を含
む高分化型腺管状から低分化索状、胞巣状
など多様性に富み、管腔内には粘液様物質
を産生。特殊染色で腫瘍細胞のヒアルロン
酸産生能は認められなかったが免疫組織化
学的検査でサイトケラチン陽性、ビメンチ
ン陰性を示したため腺癌と診断。腹腔内播
種が重度で原発巣の詳細検索はできなかっ
たが肝内胆管の可能性が示唆。

569.乗用馬にみられたエンドファイト中毒
：愛媛県家畜病性鑑定所 渡部正哉

県内乗馬クラブにおいて平成25年10月、1
8頭中2頭のサラブレッドが皮筋痙攣、旋回
運動等の神経症状を呈し、2週間後に起立不
能。1頭は給与乾草のロット変更後に回復し
たが、1頭は改善が認められず予後不良と診
断。予後不良馬はGOT（＞1,000U/L）、CPK
（＞2,000U/L）と高値。アメリカ産イタリ
アンライグラスとして輸入されていた乾草
はペレニアルライグラスであったため、エ
ンドファイト中毒を疑い、籾をローズベン
ガル染色したところエンドファイト菌糸を
確認。輸入時に添付されていたエンドファ
イト毒素の測定値はエルゴバリン131ppb、
ロリトレムB508ppbであったが、（独）農林
水産消費安全技術センターでの測定の結果、
エルゴバリン270ppb、ロリトレムB2,300ppb
であり、ロリトレムBの許容値（牛）とされ
る1,800ppbを大きく上回っていた。これら
から本症例をエンドファイト中毒と診断。

Ⅳ－３ 保健衛生行政

570.国体馬術競技会の防疫対応：東京都東
京都家保 芳野正徳、長田典子

第68回国民体育大会が54年ぶりに東京都
で開催。この大会の馬術競技会は、10月に
あきる野市特設馬術競技場で開催され、46
都道府県から177頭が出場。馬術競技会の防
疫対応のため、2年前に都庁のスポーツ振興
局と産業労働局による「馬事衛生本部」を
設置。出場馬のワクチン接種間隔を確認す
るためのシステムを構築し、馬術競技会の
ホームページに公開。出場者に利用しても
らうことで確認作業を簡便化。消毒機材は
入厩前日に家保から運搬し、車両消毒場所
の設営および3厩舎240馬房を消毒。馬体照
合は家保以外の職員も担当することから、J
RA馬事公苑の協力を得て馬体照合の研修を
実施。今回の大会で、出場馬の入厩は計4回
あり、その都度、防疫対応を実施。その結
果、伝染病の発生はなし。今回の国体対応
は、特定家畜伝染病の発生に備えるための
防疫演習的要素があり、家畜防疫の視点か
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ら有意義で実践的であった。



- 118 -

Ⅴ 山羊・めん羊の衛生

Ⅴ－１ 一般病・中毒・繁殖障害・栄
養代謝障害

571.シバヤギにみられた肝臓原発性平滑筋
肉腫の一症例：宮城県仙台家保 曽地雄一
郎、西清志

平成25年2月､県内小学校で飼養している1
3歳の雌シバヤギ1頭が、元気消失、食欲不
振を呈し、治療するも斃死。剖検では腹水
が増量し、肝臓は腫大し全葉を置換するよ
うに米粒大～ウズラ卵大の大小様々な黄白
色腫瘤が密発し漿膜面に隆起。他臓器には
著変認めず。腫瘤は病理組織学的検査で短
紡錘形～類円形腫瘍細胞が束状に交錯しな
がら増殖。腫瘍細胞は核異型、細胞異型が
強く、異型巨細胞や核内偽封入体を認めた。
一部には類上皮様腫瘍細胞も認められ、紡
錘形腫瘍細胞との間には移行部を確認。ア
ザン染色では一部の腫瘤は膠原線維に囲ま
れ、腫瘤内の各腫瘍細胞間には膠原線維が
張り巡らし、鍍銀染色では個々の腫瘍細胞
は細網線維に取り囲まれていた。αSMA、de
smin抗体を用いた免疫染色では共に陽性。
以上のことから本症例を肝臓原発性平滑筋
肉腫と診断。肝臓原発の平滑筋肉腫はヒト
では非常に稀とされ、家畜においても報告
例が無く､本症例は国内初症例と考えられ
た。

572.県内牧場で発生した羊の銅中毒：山形
県中央家保 久合田行彦

県内牧場（羊、サフォーク種、7頭飼養）
で、平成25年3月11日に羊が1頭死亡。病性
鑑定の結果、急性銅中毒と診断。4月29日ま
でに飼養していた羊7頭中5頭が死亡したた
め①肝臓・腎臓の銅濃度測定、②血清中の
銅濃度およびGOT、GGT、Tbil、LDH測定、③
病理組織検査を実施。結果、肝臓・腎臓の
銅濃度、GOT、GGT、Tbil、LDHの著増を確認。
病理組織検査で、肝細胞内、クッパー細胞
内、間質のマクロファージ内にロダニン陽
性の茶褐色顆粒を多数確認。また、原因究
明のため給与飼料の調査を実施。配合飼料
中から48ppmの銅を検出。乾草及び代用乳の
銅濃度は低値。羊は舎飼期間である12月か
ら翌4月まで、牛・めん羊用配合飼料を1日1
頭あたり1kg給与。結果、羊の中毒量（25pp
m）を超えたと推察。配合飼料給与を停止し、
銅拮抗剤（モリブデン酸アンモニウム）の
投与を行ったところ、モニタリング羊に対
し、GOT、GGT、Tbil、LDHの継時的な低下を
確認。配合飼料の給与には注意が必要。

573.山羊の肺に認められた粘表皮癌：福井
県福井県家保 山崎俊雄、葛城粛仁

家畜の肺腫瘍分類では粘表皮癌の記載は
ない。今回、山羊が削痩と下痢を呈し、11
歳で衰弱死。剖検の結果、左肺後葉に直径
約3cm大の結節を単発で認め、腫瘍誘発性ウ

イルスのPCRは陰性。病理組織学的検査の結
果、結節は気管支近傍に発生した腫瘍性病
変で、周囲の肺胞組織をやや圧排しながら
増大し、結節内の気管支内腔でも腫瘍細胞
が増殖。腫瘍と周囲組織との境界は明瞭で、
少数の腫瘍細胞が正常肺胞組織に浸潤。結
節は中心部に壊死巣が存在し、周囲に粘液
を容れた腫瘍性腺上皮細胞と角化を伴う重
層扁平上皮細胞の増殖巣が不規則に分布。
腫瘍細胞の異型性は乏しく、細胞分裂像は
非常に稀。腫瘍性腺管に杯細胞様の腫瘍細
胞や線毛構造は認めず。免疫組織化学的検
査の結果、腫瘍細胞はサイトケラチンAE1/A
E3に陽性、ビメンチンに陰性。今回の症例
は、低悪性度の上皮性腫瘍で、これらの所
見はヒトの粘表皮癌の定義とほぼ合致し、
家畜の肺腫瘍に粘表皮癌を新たに分類でき
ると考えられた。

Ⅴ－２ 保健衛生行政

574.管内のめん羊飼養農場における衛生対
策：秋田県北部家保 高橋千秋、西宮弘

A町はラム肉供給体制確立のため平成24年
から繁殖めん羊約100頭を導入。既存の衛生
プログラムに従いクロストリジウム（CL）3
種混合ワクチンの接種、イベルメクチン（I）
製剤及びプラジクアンテル製剤による駆虫
実施。しかし、平成25年2月、Clostridium
perfringens感染により1頭死亡。6月には2
頭の死亡例で捻転胃虫寄生を確認し、駆虫
薬耐性の可能性が示唆。CL対策としてCL5種
混合ワクチン（5種混）の効果判定のため4
試験区で抗体検査実施。2回接種区でClostr
idium perfringensの抗体応答を確認。寄生
虫対策としてフルベンダゾール（F）製剤を
使用、平均EPGは線虫卵328が172へ、条虫卵
288が0へ減少。以上から5種混2回接種、F製
剤とI製剤併用の新衛生プログラムを作成。
経費試算で3,210円／頭の大幅な削減。今後
も検査を継続し、プログラムの適切な改善
指導により生産性の向上を図る。

575.山羊関節炎・脳脊髄炎ウイルスの浸潤
状況調査及び清浄化に向けた指導：鹿児島
県鹿児島中央家保 小西佐知

2012年、管内1農場（A農場）にて県内で
初めてCAEV抗体陽性山羊を確認したため、A
農場の山羊32頭、A農場と疫学関連のある4
農場の山羊22頭、A農場と疫学関連のない5
農場の山羊21頭についてnested PCR及び抗
体検査を実施。A農場で32頭中4頭がPCR陽性、
うち3頭が抗体陽性、A農場と疫学関連のな
い1農場で8頭中4頭がPCR陽性、うち1頭が抗
体陽性でありA農場以外の農場でも感染を確
認。その他の農場では全頭PCR及び抗体陰性
（75頭中8頭陽性、陽性率10.7%）。陽性農

場には感染山羊の隔離、淘汰、繁殖供与中
止、早期母子分離での飼育等を指導。より
正確な浸潤状況の把握のために、調査戸数
及び頭数増加と継続的な調査が必要。7農場
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中4農場がCAEを知らないと回答したことか
ら、リーフレットの作製及び配布によるCAE
の周知と農家啓発を実施。

576.出生確認を活用した山羊の生産性向上
と改良増殖推進：沖縄県中央家保 照屋陽
子、具志尚子

沖縄県には山羊料理を愛好する独特の食
文化があり、畜産共進会でも見学者が多い
ことから関心があることがわかる。現在国
内飼養頭数の約70％が飼養されているが、
戸数・頭数は年々減少傾向。また山羊肉の
約70％は輸入のため、生産頭数拡大及び産
肉性向上が課題。県では山羊改良増殖目的
に外国からボア種導入、人工授精用凍結精
液製造、飼養管理マニュアル作成し、大型
化や品質向上を推進。しかし、山羊は登録
義務がなく改良の基礎となる個体確認が遅
れている。そこで出生確認書及び確認耳標
装着事業を推進し、個体識別が可能となる
と改良増殖の進展、生産性向上ができると
考えた。確認資格者養成、パンフレット作
成・配布、パネル展示を実施、セリ名簿に
「出生確認書あり」と記載することを依頼。
出生確認の定着農家では大型・多産系で病
気に強い山羊を残す計画があり、個体管理
を徹底している。今後はさらに出生確認事
業を推進し、山羊の産肉性、生産性及び品
質向上を図っていきたい。
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Ⅵ みつばちの衛生

Ⅵ－１ ウイルス性疾病

577.蜜蜂の麻痺病の発生事例とウイルス性
疾病の浸潤状況：栃木県県央家保 猿山由
美、青木亜紀子

平成25年5～6月2戸2養蜂場5群において、
成蜂の大量死、痙攣、腹部の脱毛、膨満及
び黒光りを呈す症例に遭遇。RT-PCRで、慢
性及び急性麻痺病ウイルスの特異遺伝子を
検出。病理組織学的に、発症蜂の下咽頭腺
細胞の変性及び好塩基性細胞質内封入体を
確認。以上から麻痺病と診断。管内養蜂家
に情報提供し、12戸13養蜂場25群の成蜂を
対象に、慢性麻痺病、急性麻痺病、カシミ
ール蜂、チヂレバネ、サックブルード及び
黒色女王蜂児病の各ウイルスについて、RT-
PCRによる浸潤状況調査を実施。臨床症状の
有無に関わらず、10戸11養蜂場17群で、黒
色女王蜂児病ウイルスを除く各ウイルスの
特異遺伝子を単独又は複数同時に検出し不
顕性感染も示唆。今後もウイルス浸潤の季
節的変動、媒介節足動物の調査等、疫学的
情報の蓄積及び情報提供に努力。

Ⅵ－２ 細菌性・真菌性疾病

578.ヨーロッパ腐蛆病の発生と防疫措置及
び今後の課題：東京都東京都家保 寺崎敏
明、吉﨑浩

平成25年3月19日、セイヨウミツバチ35群
を飼育する養蜂家から1蜂群で活力低下、蜂
児の死亡があるとの連絡があり立入検査を
実施。当該群で個体数の減少、無蓋蜂児の
死亡、融解が見られ、巣脾に強い酸性臭を
確認。死亡蜂児の病性鑑定ではミルクテス
ト陰性、KSBHI培地による嫌気培養で微小白
色コロニーを形成、分離菌によるPCR検査お
よび性状検査からMelissococcus plutonius
と同定し、4月2日ヨーロッパ腐蛆病の都内
初発事例と決定。決定後は立入りによる罹
患蜂群数の確認、疫学調査、防疫措置、今
後の対策について検討。罹患蜂群数は計13
群確認、汚染物品は焼却処分し、発生地か
ら半径3㎞圏内の養蜂場計3飼養者5蜂場19群
の立ち入り検査を実施し異常が無いことを
確認。当該蜂場では過去にも腐蛆病の発生
があり、再発防止の指導徹底が必要。近年
ミツバチ飼育者が増加し、都内における腐
蛆病の発生も増えており、関係機関との連
携による衛生管理指導が重要。

579.腐蛆病発生事例及び疾病対策に向けた
取組：新潟県上越家保 大勝裕子、本間裕
一

平成25年4月、西洋蜜蜂8群を飼養する養
蜂場から腐蛆病を疑う連絡があり立入検査
を実施。2群に有蓋巣房の陥凹及び小孔形成
が散見。蜂児は茶褐色融解し粘稠性、ミル
クテスト陽性を示したことから移動自粛を

要請。腐蛆の直接鏡検でグラム陽性桿菌確
認、PCR検査でPaenibacillus larvae特異遺
伝子検出、P.larvaeが分離されたことから
アメリカ腐蛆病と診断。防疫措置として、
発生した2群及び同居6群の巣脾と巣箱の焼
却、蜜蜂の自衛殺、飼養場所の石灰消毒を
実施。同時に新潟県養蜂協会中頸城支部会
員へ発生情報を提供。その後、中頸城支部
開催の腐蛆病研修会で管理、疾病予防、蔓
延防止対策等を指導。養蜂振興法が改正さ
れたことから、本年度9戸の新規届出があり、
防疫マップを随時更新、新規届出者を中心
に管理指導及び腐蛆病検査を実施し、全戸
陰性を確認。今後も腐蛆病発生防止のため、
情報提供及び衛生対策指導を継続。

580.ミルクテスト陰性を示した腐蛆病発生
事例についての一考察：愛知県西部家保尾
張支所 美濃口直和、平井祐子

平成24年4月から25年10月にかけて、管内
で計5例の腐蛆病が発生、内4例でミルクテ
スト（以下MT）陰性を確認。MT陰性の原因
について、MT陰性及び陽性事例から分離し
たPaenibacillus larvae（陰性:A及びC株、
陽性:E株、以下3菌株）の蛋白分解酵素産生
能を調査。結果、①3菌株の植物型及び芽胞
型は、全て蛋白分解性能を有した。②3菌株
の植物型及び芽胞型の蛋白分解酵素産生能
は、E株が最も高く、次にA株、C株の順。③
型別での蛋白分解酵素産生能を比較すると、
芽胞型が植物型に比べ高い。④芽胞形成は、
A及びC株がE株に比べて明らかに遅延。⑤16
SrRNA遺伝子の塩基配列は、3菌株全て基準
株と99.9%以上の相同性あり。⑥A・C株間の
塩基配列は100％一致。⑦E株とA・C株間の
塩基配列は、4か所の塩基で相違が確認。以
上のことから、MT陰性の原因の一つは、ス
ケイル中のPaenibacillus larvaeの型別割
合（植物型が多く、芽胞型が少ない）が影
響した可能性が高いと推察。

581.ニホンミツバチのヨーロッパ腐蛆病発
生事例とその対応：香川県東部家保 上村
知子、澤野一浩

近年ニホンミツバチ飼育者が全国的に増
加し、平成24年6月には養蜂振興法が改正。
そのようななか、平成25年5月、管内のニホ
ンミツバチ121群を飼育する農家から、蜂群
の幼虫、成虫が減ったとの届出があり、立
入検査を実施。異常のみられた蜂場の2群に
ついて病性鑑定を実施、ヨーロッパ腐蛆病
と診断。初発の2群の焼却処分後、残り119
群について3回の清浄性確認検査を実施。同
時に周辺のセイヨウミツバチ飼育場の立入
検査を実施、異常がないことを確認。1回目
の清浄性確認検査で15群、2回目の清浄性確
認検査で3群の陽性蜂群を摘発、評価後焼却
処分とした。3回目では異常のみられる蜂群
はなく、他農場へのまん延もないことから
終息したと判断。分離菌について3種類の消
毒薬の効果試験を実施、全て効果が確認で
き、巣箱や器具の消毒を指導。県内飼育者
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にリーフレットを作成、配布。養蜂検討会
で発生概要を説明。今回の事例は、ニホン
ミツバチでの国内初の発生とその対応事例
となる。

Ⅵ－３ 原虫性・寄生虫性疾病

582.日本蜜蜂におけるアカリンダニ症の発
生事例：茨城県県南家保 木村将士

茨城県内において初めてアカリンダニ症
が発生。平成25年3月､日本蜜蜂飼養者Aの飼
養する1群が全滅､別の1群で巣門周囲を徘徊
する衰弱蜂､死亡蜂が認められ，病性鑑定を
実施。採材した蜂を実体顕微鏡下で解剖､気
管の変色の有無､気管を摘出し顕微鏡下でダ
ニの有無を確認。気管が茶色から黒色に変
色､気管内にダニ虫体､虫卵の存在を認めた
ため､アカリンダニ症と診断。同年11月､ア
カリンダニ症に対する注意喚起のため管内
飼養者にリーフレットを配布したところ､日
本蜜蜂飼養者Bからリーフレットの記載と類
似する症状が観察されるとの連絡があり検
査を実施。病性鑑定の結果､気管の変色及び
気管内にダニ虫体､虫卵の存在を認めたため
アカリンダニ症と診断。今後とも蜜蜂感染
症に関する情報提供を行い､蜜蜂疾病の発生
予防及びまん延防止に努める。

583.ニホンミツバチのアカリンダニ症発生
報告：千葉県中央家保 大橋健、木下智秀

平成22年頃から採蜜用に飼養されている
ニホンミツバチApis ceranajaponica全2群
のうち1群において、平成25年1月頃から巣
箱の巣門付近に瀕死あるいは死亡している
蜂が観察された。死体は巣の入り口から1～
2mの範囲内で放射状に広がっていた。同年3
月に飼養者から病性鑑定依頼があり立ち入
りを行ったところ、巣箱外で活動する蜂が
認められず当該群はほとんど壊滅状態であ
った。飼養者が前日に巣箱周囲で採取した
死亡蜂を検体として病性鑑定を実施した。
死亡蜂は外観上異状を認めなかった。OIEの
アカリンダニ症診断マニュアルに示された
術式により、死亡蜂を実体顕微鏡下で解剖、
気管を摘出し、光学顕微鏡下でアカリンダ
ニの検索を行った。その結果、アカリンダ
ニの寄生と気管の黒変を認めた。中腸内容
のギムザ染色ではノゼマ原虫は検出されな
かった。発生状況及び病性鑑定の結果から、
今回のニホンミツバチの死亡の原因はアカ
リンダニ症であると診断した。

Ⅵ－４ 保健衛生行政

584.管内における蜜蜂飼育調査からみえた
問題点とその対策：栃木県県北家保 小菅
博康、湯澤裕史

平成24年11月養蜂振興法改正後、当所管
内で蜜蜂の飼育実態を調査し、養蜂家が抱
える問題や課題への対策を実施。問題点は、
①疾病検査の未実施、②農薬散布被害、③

疾病知識の不足、④西洋蜜蜂による盗蜜等。
疾病検査対策として日本蜜蜂の重箱式巣箱
に開閉式窓を設置。巣内の様子が視覚及び
嗅覚的に確認でき、採材も容易。結果、日
本蜜蜂に対する検査が可能となり、飼育者
の飼育管理向上等にも役立つことを確認。
農薬対策としてリーフレット等を活用し被
害低減方策を周知徹底。さらに、定期検査
実施時に当所作成の資料等を配布し蜜蜂疾
病の知識普及を推進。また、盗蜜対策とし
て電子地図を活用して蜂場分布マップを作
成し、蜂場選定や蜂場間の距離などを助言。
結果、特に飼育業者から好意的に受け取ら
れ、日本蜜蜂飼育者へ配慮を行う上でも、
有用と判断。今後も調査の定期的な実施と
迅速な問題解決に努め、管内の養蜂振興の
発展に寄与できるよう努力。

585.養蜂振興法改正に伴う新規届出蜜蜂飼
育者に対する衛生指導の実施：福井県福井
県家保 岡田真紀、竹内隆泰

H25年に改正養蜂振興法が施行され、蜜蜂
飼育の届出義務が拡大し新規届出者が増加。
今年度、県外転飼者7戸は従来通り家伝法第
5条による腐蛆病検査を実施。新規届出者18
戸と県内転飼者2戸は腐蛆病の発生状況を考
慮し、巡回指導のみ行い腐蛆病検査は必要
に応じ実施。新規届出者巡回時の確認事項
は、飼育場所（蜂場）、転飼状況、蜜蜂の
種類と群数、蜂蜜販売、飼育状態、飼育経
験年数。管内の新規届出者は10戸29群で4戸
13群がS市に集中。4戸で届出場所以外での
飼育を確認。養蜂業者は1戸で8群中2群がニ
ホンミツバチ。販売しない趣味養蜂家は9戸
で21群中10群がニホンミツバチで、ほとん
どが重箱式巣箱で飼育され巣箱内の肉眼検
査、採材が困難。飼育年数は10戸中8戸が5
年未満と短かった。衛生指導は腐蛆病への
注意と早期通報および薬剤の適正使用につ
いて実施。伝染病のまん延防止、蜜源競合
防止のための蜂場調整が必要で、ニホンミ
ツバチの腐蛆病検査法確立が急務と考える。

586.管内の日本蜜蜂飼育状況と腐蛆病検査
の検討：静岡県西部家保 貞弘真行、飯田
正

改正養蜂振興法施行後、当管内における
飼育届の提出数は昨年比171％と増加。多く
は日本蜜蜂の飼育者。日本蜜蜂の飼育方式
は、反復利用不可能な方式（以下重箱方式
等）が多いが、本方式は巣内の状況が確認
できず、腐蛆病の的確な診断が困難。そこ
で効率的な検査業務の推進を図るため、管
内の日本蜜蜂の飼育状況調査、重箱方式等
で飼育されている蜜蜂の腐蛆病検査方法の
検討のほか全国の腐蛆病検査実施状況を調
査。結果、管内の飼育届提出数147件中、日
本蜜蜂40件で、内重箱方式等は39件。重箱
方式等での腐蛆病検査は、鏡やマイクロス
コープで巣箱内を観察する方法を検討した
が、蜂児の確認は困難。全国の腐蛆病検査
実施状況を調査では38都道府県中30県が重
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箱方式等での飼育蜂群を検査対象外として
おり、その他の県においても日本蜜蜂の腐
蛆病検査に苦慮。今後、飼育届で蜜蜂の種
類、飼育方式を明確にし、重箱方式等によ
る飼育蜂群については腐蛆病検査体制を再
考する必要がある。

587.蜜蜂愛好家の実態と今後の対応：静岡
県中部家保 進士遥奈、長谷川久

平成25年1月の養蜂振興法改正により、蜜
蜂飼育届の義務対象者が拡大。管内戸数は
改正前（平成24年1月末）90戸から、改正後
（平成25年10月末）239戸（約2.5倍）に急
増。増加戸数の99％が蜜蜂愛好家（愛好家）。
そこで、管内の愛好家71戸の実態を把握し、
日本蜜蜂の腐蛆病検査体制及び今後の対応
について検討。愛好家の84%が日本蜜蜂を飼
育。蜜蜂の病気に対する関心は低く、愛好
家同士のネットワークを持つことが特徴。
愛好家は初めて腐蛆病検査に立ち会うため、
事前説明及び個々の日程調整の実施で多く
の時間を要した。また、日本蜜蜂の巣箱の8
4％が重箱式等であり、蜂児観察による肉眼
検査が困難。今後、適正な飼育管理のため
の助言・指導及び伝染病の情報提供に努め
る。また、日本蜜蜂の腐蛆病検査体制及び
方法については、更なる検討が必要と考え
る。

588.蜜蜂の飼養衛生管理の現状と課題の検
討：広島県北部家保 船守足穂、青山嘉朗

養蜂振興法及び広島県腐蛆病検査方針の
改正に伴い、蜜蜂飼育届を提出した管内の
全養蜂農家50戸を対象とした巡回指導を計
画。平成26年1月現在35戸を実施。西洋蜜蜂
19戸1273群、日本蜜蜂16戸20群において、
養蜂振興法に基づく適切な飼養を確認。野
生動物による被害調査の結果、ハチノスツ
ヅリガによる被害が15戸、スズメバチによ
る被害が21戸、クマによる被害が3戸であり、
その防止対策が今後の課題。腐蛆病検査は
全群陰性、また西洋蜜蜂1戸1群においてバ
ロア病の発生を確認。監視伝染病の発生を
確実に把握するため、異常蜂発生時の当所
への届出を指導。医薬品使用に係る違反事
例は認められず、腐蛆病予防薬は10戸、ダ
ニ駆虫薬は5戸で使用。しかし、一部で使用
時期等が不適切な事例があったため、医薬
品の効果的な使用法について指導。地域の
飼養衛生管理向上のため、今後も継続的な
検査及び指導が重要。

589.ニホンミツバチ飼養実態調査と蜂群検
査法の検討：福岡県北部家保 永野英樹

養蜂振興法の改正により、今まで把握さ
れていなかったニホンミツバチ飼養者（飼
養者）からの届出が行われ、監視伝染病の
指導が必要となったため、ニホンミツバチ
の飼養実態調査及び蜂群検査法を検討。管
内飼養者10戸36群へ立入調査を実施した結
果、重箱式巣箱飼養が9戸32群と多く、重箱
式巣箱での検査方法を検討。採蜜時検査は、

飼養者毎に異なる採蜜に合わせねばならず、
通常の採蜜で切断しない部位で切断するた
め、群への負担大。ただし、内部の確認は
容易。巣箱外部からの検査は、巣の構造上
困難。巣箱の開閉が可能な巣箱は少ないが、
蜂群の状態確認には有効。腐蛆病検査は巣
内の状態を確認するため、一部の飼養方法
以外では確認が難しく全蜂群で統一した検
査は困難。管内蜂群の衛生状態確認は監視
伝染病の指導に必要であり飼養方法毎に検
査対応が異ならないように県内で統一した
検査法の確立が必要。

590.管内の趣味養蜂の現状と対応：宮崎県
都城家保 渡邊拓一郎、阿南華奈子

本年1月の養蜂振興法改正により、一般市
民の飼育する蜜蜂を含め届出が義務化。趣
味飼育者は飼育技術にばらつきがあり、こ
れまで講習会等により衛生意識の普及を実
施。しかし特に新規届出者は蜜蜂が産業動
物であり、家伝法の対象であるという認識
はない。蜜蜂に対して一部には愛玩動物的
な考えを持つ者もいた。このような中で本
年は趣味飼育者で腐蛆病が発生。蜂群を処
分することへの理解を得ることに苦慮。家
保としてこれまで畜産農家以外を対象に家
伝法に基づく検査を実施する例は少ない。
家伝法を知らない趣味飼育者に対して、専
門養蜂業者と同様の対応では、腐蛆病発生
時やその後の対応が困難であるばかりか、
処分を嫌い飼育届が提出されなくなる可能
性もある。趣味飼育者に対しては、家伝法
の趣旨を指導しつつ、その応対について十
分留意する必要がある。また趣味飼育者の
一部には家保に対し蜜蜂の飼養技術指導を
求める飼育者もいることから、家保職員も
飼育に関する知識の習得を進め飼育者の衛
生意識の啓発に努める必要がある。

Ⅵ－５ その他

591.蜜蜂の伝染病発生予防を目的とした飼
養者アンケート調査について：岩手県中央
家保 髙安麻央、長山玲子

平成25年1月、改正養蜂振興法施行により
養蜂の届出義務対象者が全蜜蜂飼養者に拡
大し、適切な飼養管理が義務付け。現状の
飼養管理の実態を把握し、腐蛆病及びバロ
ア病の発生予防に資するためアンケートを
実施。当所管内の蜜蜂飼養者75名を対象に、
法定検査に併せて、飼養管理状況、両疾病
に対する知識及び発生予防対策を聞取り。
結果、蜜蜂の観察は85％以上と良好。セイ
ヨウミツバチ飼養者では、病態及び腐蛆病
発生時の防疫対応について80％以上が認識
するも、アメリカ腐蛆病の原因菌が芽胞形
成し長期生存可能な事は55％と半数。また、
10群以下の飼養者では、病態等の知識が無
い者からよく知る者まで飼養者間の差が大。
腐蛆病予防薬は57％が使用、ダニ駆除剤は8
1％で使用するも、防除等の相談は多数。ニ
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ホンミツバチ飼養者では薬剤の使用無しが
判明。今後も、蜜蜂飼養者に対し、両疾病
の発生状況の情報提供、発生予防方法の周
知徹底及び指導の強化を図る。

592.蜜蜂の病理組織標本作製の検討：秋田
県中央家保 菅野宏、田中篤

蜜蜂の成虫における疾病のうち、ノゼマ
病や麻痺病では、臓器における病原体や特
異的な病理組織所見を確認することで、診
断がより確実になる。しかしながら臓器は
小さく、その摘出は困難で熟練を要する。
この問題を解決する為、臓器の摘出を行わ
ずに蜜蜂の全身をパラフィン包埋し、病理
組織標本を作製することを検討。標本作製
上のポイントは、気嚢からの脱気と堅い原
表皮を軟化させることで、標本は当所の既
存の機器で作製が可能で、また全身の標本
を作製することにより、複数の臓器を生体
の位置を保ったまま、同時に標本上に検出
することができた。一方、通常の病理組織
標本作製に比べ、完成に日数を要し、今後
の課題になった。今回の検討の内容をもと
に、実際の症例に対応できるように「秋田
県中央家畜保健衛生所における蜜蜂の病理
組織標本作製手順書」を作成。今後は課題
点を改善した改訂版の作成を進め、蜜蜂の
疾病診断に活用する予定である。

593.アンケート調査にみる管内みつばち事
情：埼玉県熊谷家保 田代卓也、山品恒郎

平成25年1月の養蜂振興法改正を受け、養
蜂の実態を把握するため調査を実施。平成2
5年10月、管内蜜蜂飼育届出者127名に調査
用紙を送付し87名が回答。調査内容は業態
などの一般的事項、蜜源、苦情、伝染病、
衛生管理等。結果は業態別では本業9%、副
業48%、趣味43%。養蜂歴は3年以下が30%。
伝染病認知度は腐蛆病87%、チョーク病84%、
アカリンダニ症53%、ノゼマ病24%、バロア
病23%。衛生管理実施率は巣箱の手入れ82%、
蜂具の消毒31%、蜂場の石灰消毒11%。伝染
病認知度、衛生管理実施率ともに本業や副
業と比較して趣味養蜂で低い傾向。蜜蜂の
原因不明の大量死及び失踪に関して過去に
被害ありと回答したのは31名（39%）で、総
被害群数は233群。本調査から趣味養蜂家に
対する衛生指導及び情報提供の重要性を確
認。また蜜蜂の大量死及び失踪は未把握の
事例が多く継続的調査が必要。今後はこう
した被害実態の把握及び蜜蜂の適正管理推
進のため養蜂家とより緊密に連絡を取り、
支援・指導体制を構築していきたい。

594.管内のニホンミツバチ飼育状況と今後
の課題：岐阜県中央家保 岡本紗由香、酒
井田隆朗

今般の養蜂振興法改正により養蜂の飼育
届出対象が拡大され、届出数が増加。また、
近年ニホンミツバチの飼育が増え、管内届
出135戸のうち、34戸がニホンミツバチを飼
育。ニホンミツバチは飼育方法等セイヨウ

ミツバチと異なる点が多く、その防疫対応
について再検討するため、飼育状況を調査。
結果、①重箱式巣箱による飼育が大多数、
②5群以下の少数飼育が多く飼育場所が多
彩、③60代以上の飼育者が多い、④蜂蜜の
販売は少なく自家消費及び譲渡が中心、等
の現状を確認。腐蛆病等については巣脾を
取り出しての検査が難しく、群勢、巣箱周
辺の様子及び臭気等で総合的に判断するた
め、検査者の経験が必要であった。今回の
結果から、ニホンミツバチの防疫対応につ
いては、腐蛆病等の検査方法・頻度の見直
しや飼育者の増加に対応できる指導体制等
を検討すること、また、県外在住の飼育者
や複数圏域に巣箱を設置する飼育者もいる
ため、検査・指導体制を統一することが重
要と感じた。

595.管内の日本蜜蜂飼育調査：宮崎県宮崎
家保 野村真知子、弓削耕一郎

平成25年度養蜂振興法の改正により管内
の日本蜜蜂届出数が急増したため、日本蜜
蜂の飼育状況調査及び腐蛆病検査を目的と
して日本蜜蜂飼育者10名に対し蜂場や巣箱
の調査及び聞き取り調査を実施。結果、10
名中9名が巣胴もしくは重箱式の巣箱で蜂を
飼育し、6名が山中深くに巣箱を配置。蜂場
及び巣箱の調査では、巣箱の配置場所が山
中深くであることから訪問自体に有害動物
による外傷被害や滑落の危険を伴い困難で
あること、巣箱や巣の形状によっては検査
が不可能であること、検査によって蜂が逃
去する可能性が判明。聞き取り調査では蜂
蜜を継続的に販売している者がいないこと、
全ての飼育者で飼育群数が予定を下回った
こと、10名中9名が西洋蜜蜂からのテリトリ
ー侵害を認識していないことが判明。これ
らの調査から、日本蜜蜂に対しては西洋蜜
蜂と比べて腐蛆病検査の実施が困難な点が
多く、また日本蜜蜂飼育が地域の蜜源や西
洋蜂群に影響を及ぼす可能性は低いと推察。
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Ⅶ その他の家畜の衛生

Ⅶ－１ ウイルス性疾病

596.カラスにおける鳥類オルソレオウイル
ス保有状況調査：香川県東部家保 山本英
次

鳥類オルソレオウイルス（ARV）は家禽を
含む鳥類間で広く循環し、健康野鳥は家禽
への感染源の1つと考察。しかし、疫学情報
は不十分であり、県内に生息する健康野鳥
のARV保有状況調査を実施。平成24年3～4月、
県内に生息する野生カラス糞便、計96検体
を採取 。①オルソレオウイルス共通PCR法
によるスクリーニングテスト（S-PCR）、②
ウイルス分離、③S-1分節遺伝子の全塩基配
列決定によるsigmaC遺伝子解析を実施。S-P
CRで2検体（検体A、B）が陽性（陽性率2.1%）。
ウイルス分離で1検体（検体A）が陽性。同
ウイルスはsigmaC遺伝子解析で遺伝子型2に
属し、イスラエルで鶏腓腹腱から分離され
た株に近縁。S-PCR陽性の検体Bは、PCR産物
解析の結果、他のグループに属さない独自
の株である可能性が判明。調査により、県
内健康野鳥でARV保有が確認され、家禽への
感染源となる可能性を示唆。今後、さらな
る解析を予定。

Ⅶ－２ 細菌性・真菌性疾病

597.死亡野鳥から分離された大腸菌の薬剤
耐性状況：福井県福井県家保 田中知未、
葛城粛仁

平成21年4月から平成25年7月に、動物病
院で救護後死亡した野鳥55羽と、自治体等
が回収した死亡野鳥23羽の計78羽の糞便よ
り分離した大腸菌156株の薬剤耐性菌状況を
調査。薬剤感受性試験は、アンピシリン、
セファゾリン、セフチオフル（CTF）など12
薬剤についてMICを測定。その結果、156株
中51株（32.7%）で1薬剤以上に耐性。第3世
代セファロスポリン系抗菌薬のCTFを含む多
剤に耐性を示した6株について、セフォタキ
シム（CTX）、セフタジジム（CAZ）、クラブ
ラン酸（CVA）合剤を用いたDouble disk sy
nergy testとCTX/CVA、CAZ/CVAを用いたデ
ィスク拡散法を実施。6株全てがESBL産生菌
であることを確認。PCR法でCTX-M-1group、
CTX-M-9group、TEM型のESBL遺伝子を検出。
これらの結果、野鳥の糞便が家畜への薬剤
耐性菌の伝播源となり得ることが考えられ
た。薬剤耐性菌拡散防止のために、畜舎に
おける防鳥ネット設置等の野鳥侵入防止対
策は重要。

598.だちょう雛にみられた大腸菌症：広島
県北部家保 久保井智美、上川真希佳

平成25年9月、管内だちょう飼育農場（成
鳥6羽、育成3羽、雛3羽飼養）において、他
県から2日齢で導入しただちょう雛3羽のう
ち1羽に、導入後18日目から体重減少がみら

れ、その後元気消失し21日齢で死亡。【病
性鑑定材料】死亡だちょう雛1羽。【結果】
病理学的検査では、小腸に線維素性壊死性
小腸炎を確認。細菌学的検査では、脳、腎
臓、十二指腸、小腸上部、結腸からEscheri
chia coli （E.coli）を分離。本菌はスト
レプトマイシンに耐性、エンロフロキサシ
ンに感受性。【まとめ】E.coliによる大腸
菌症と診断。残りの雛に感受性薬剤投与に
よる予防を検討したが、元気消失等の類似
した症状はみられなかったため今回は投与
せず。飼養衛生管理基準の遵守とともに、
育雛舎内の消毒、踏込み消毒槽の設置及び
温度管理を徹底したことにより、残りの雛
は順調に発育。

Ⅶ－３ 原虫性・寄生虫性疾病

599.きじに発生したコクシジウム及び食道
・盲腸の毛細線虫寄生を伴う気管開嘴虫症
：愛媛県南予家保宇和島支所 大本敦子、
是澤通花

管内のきじ飼養農家で、平成25年7月から
呼吸器症状、発育不良、死亡増加が認めら
れ、8月に102日齢2羽について病性鑑定を実
施。剖検所見では、気管に赤色Y字状の虫体
が多数寄生し、盲腸に線虫寄生を確認。寄
生虫検査では、気管開嘴虫（開嘴虫）及び
毛細線虫の虫卵とコクシジウムオーシスト
（オーシスト）を多数検出。病理組織学的
検査では、開嘴虫による肉芽腫性気管炎、
毛細線虫による肉芽腫性食道炎及び偽膜性
盲腸炎を確認。コクシジウム及び食道・盲
腸の毛細線虫寄生を伴う気管開嘴虫症と診
断。塩酸レバミゾール剤とサルファ剤投与
による対策実施。投与後の追跡調査では、
投与後11日目、29日目に線虫卵未検出、オ
ーシスト数の減少。117日目には、線虫卵及
びオーシストを軽度に検出。今後の対策は、
出荷後・導入前の雉舎床（土壌）の消石灰
散布、雉舎導入3週間について観察の徹底や
適切な投薬等の飼養衛生管理の強化を指導。

Ⅶ－４ 保健衛生行政

600.浅間牧場におけるニホンジカ対策につ
いて：群馬県浅間牧場 堀澤純

国指定浅間鳥獣保護区内に位置する当場
では、近年、放牧草地においてニホンジカ
（シカ）の目撃例が増加し、食害が予想さ
れた。防除対策を講じるためにシカの生息
状況調査が必要となり、平成25年3月下旬か
ら、①全職員による目撃情報収集を開始。
さらに②毎月2回の夜間スポットライトセン
サス調査および③糞塊密度調査の2調査を追
加。その結果、①では同年11月30日までに1
38件528頭を確認。②では15回の調査で507
頭を確認。両調査とも森林に面した草地で
目撃することが多かった。また季節別には、
春に雌雄混在群、夏には子育て中の雌群が
多く、秋には混在群、雌群、雄群を同程度
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の割合で確認。③では放牧草地75牧区中68
牧区で糞塊を確認。最多は115.5塊／haで、
平均28.3塊／haだった。①②と同様に、森
林に面した草地で高値となった。これらの
結果を基に9月からプロテクトケージ設置に
よる牧草の食害調査を開始。今後もこれら
の調査を継続すると共に、地域住民や町役
場と協力して、防除対策を講じていきたい。
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Ⅷ 共通一般

Ⅷ－１ ウイルス性疾病

601.「パッシブなウイルス分離法」の検討
：大分県大分家保 長岡健朗

近年、ウイルス病検査では遺伝子検査の
重要度が増す傾向。相対的にウイルス分離
の業務量は減少。抗原性・病原性等の評価
に分離の重要度は不変。他検査で診断可能
なウイルス（a）と不能な新種や変異株等
（b）とで異なるアプローチを提案。（a）
の特定のウイルスに絞ったアクティブな分
離に対し、（b）の広い範囲の分離を狙う、
パッシブな分離法を検討。96ウェルプレー
トを用い、6種の細胞でウイルス分離。最終
継代後アセトン固定、後血清を1次抗体に蛍
光抗体法を実施。（1）平成24年度牛流行熱
事業のヘパリン血192検体（2）平成25年1月
以降の牛呼吸器病病性鑑定5症例計64検体に
対し応用。（1）第3期血球からBVDV（BK）1
株を分離。（2）1症例の鼻腔スワブ14検体
からBVDV（BFM）2株およびBHV-4（BFM、BAT）
2株を分離。初代系の細胞が成績良好。96ウ
ェルプレートの使用より、多種の細胞が使
え、初代系の細胞が使いやすく、低コスト
で蛍光抗体法が可能。幅広いウイルスの分
離に対応可能。

Ⅷ－２ 細菌性・真菌性疾病

602.過去10年間に管内で分離された家畜及
び農場侵入動物由来O4群Salmonellaの分子
疫学的解析：北海道胆振家保 藤井誠一、
増子朋美

平成24年6月以降、Salmonella Typhimur
ium（ST）またはSalmonella sp. O4:i:-（O
4:i:-）による管内飼養家畜のサルモネラ症
が続発。過去10年間の家畜（乳用牛、肉用
牛、馬、豚）及び農場侵入動物（アライグ
マ、スズメ、ネコ）由来ST12株及びO4:i:-1
3株の遺伝子学的検査及び分子疫学的解析を
実施。O4:i:-はSTが特異的に保有する遺伝
子TSR1～3及びIS200を保有も、H2相鞭毛抗
原の発現に関与するfljAB-hinオペロン遺伝
子領域を欠失し、STの単相変異株と推察。P
FGE及びMLVAの系統樹解析の結果、O4:i:-8
株（平成24～25年分離）は、ST1株（平成22
年分離）と高い相同性。また、異なる動物
種由来株間で高い相同性を示し、家畜及び
農場侵入動物由来株間で分子疫学的プロフ
ァイルが一致。動物種を越えたサルモネラ
浸潤の一因として、農場侵入動物により伝
播された可能性。家畜のサルモネラ症対策
として、野生鳥獣や小動物に対する衛生管
理区域内への侵入防止対策が重要。

603.徳島県において分離されたSalmonella
Typhimurium、Salmonella O4:i:-の分子疫
学的解析：徳島県徳島家保 柏岡静、大西
克彦

近年、北海道東北を中心に、Salmonella
enterica 血清型O4:i:-（O4:i:-）によるサ
ルモネラ症が発生。本県ではO4:i:-による
発生はないが、2007年～2012年に2農場（肉
牛､採卵鶏）から分離したO4:i:-をSalmonel
la血清型不明株として保存。このうちO4:i:
-株4検体（牛2、鶏2）とSalmonella Typhim
urium（ST）11検体（牛3、豚7、鶏1）につ
いて性状解析を実施。結果O4:i:-は、血清
型別で2株（鶏由来）はH2相欠落、2株（牛
由来）は非常に遊走が遅いもののH2相1,2を
発現。PCR検査では、invA遺伝子およびST由
来遺伝子3本とST特異遺伝子であるIS200を
検出。fljBは牛2株は検出、鶏2株は検出さ
れず。血清型と一致し鶏由来株はST単相変
異株と確認。また15株は制限酵素Xba1を用
いたPFGEで6プロファイル、薬剤感受性は5
パターンに分類。うち3株はDT104特異遺伝
子を保有。なおO4:i:-が検出された採卵鶏
農場は、過去に数回検出があり同一株が環
境等に常在していると推察されるが、侵入
経路等は不明。

604.県内で分離された大腸菌の薬剤耐性状
況：高知県中央家保 千頭弓佳、濵田康路

家畜における薬剤耐性菌の出現は、家畜
衛生のみならず公衆衛生上も問題。そこで、
本県の薬剤耐性状況把握のため、指標菌と
して代表的な大腸菌について、平成21年か
ら25年までの過去3回分の薬剤耐性菌発現状
況調査成績を分析。耐性薬剤数は、豚、ブ
ロイラー、採卵鶏で増加傾向。耐性率が増
加していたのは、牛、豚でテトラサイクリ
ン（TC）、ブロイラーでアンピシリン、ス
トレプトマイシン、ナリジクス酸、採卵鶏
でカナマイシン、TC。ブロイラーや採卵鶏
では、牛、豚に比べて耐性薬剤数が多く、
特にブロイラーは耐性率も高い傾向。調査
の結果、耐性薬剤や耐性率の増加が認めら
れ、今後も、病性鑑定で得られた原因菌の
薬剤感受性データに基づいた生産現場での
抗菌性剤の適正な選択が重要。また、平成2
5年度の鶏由来セファゾリン耐性株は、CMY-
2型βラクタマーゼ産生株である可能性が示
唆され、今後もセフェム耐性株の継続的な
動向把握が必要。

Ⅷ－３ 原虫性・寄生虫性疾病

605.継続的個別指導で効果をあげたサシバ
エ対策：山形県中央家保 水戸部麻子、植
松知加子

平成23年よりA市畜産農家へのサシバエ対
策指導を継続。被害が大きいにもかかわら
ず、対策に苦慮している農家が依然散見。
うち3戸について幼虫対策中心に以下の通り
重点的に指導。1）農家の意識改善に向けた
取組：農家の疑問（幼虫鑑別や適正薬剤等）
に対しその都度回答しながら、発生源や成
虫発生状況及び糞尿処理フローを季節ごと
に調査して対策のポイントを明示。2）防除
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対策の指導：より少ない費用と労力で効果
を得るため、①幼虫用薬剤散布を大量発生
源に集中、②薬剤使用量と経費をあらかじ
め試算、③適正に計量散布する方法を提案、
④散布カレンダーを作成。3）対策継続のた
めの指導：被害発生前の春先から適宜散布
啓発。これらの結果、農家が成虫の発生減
少を実感し、翌年以降の対策継続にも前向
きになった。また、自発的な牛舎内清掃や
草刈を実施するなど衛生意識も向上。今後
も農家の作業形態に合った個別指導を継続
予定。

Ⅷ－４ 生理・生化学・薬理

606.イメージスキャナーと画像解析ソフト
ウェアを活用した血清蛋白分画解析の検討
：富山県西部家保 岡部知恵

デンシトメーター（常法）の代用法とし
て、スキャナー機能を備えたプリンター複
合機及び白色LEDスキャナー専用機（スキャ
ナー）と画像解析ソフトウェアimageJ（ima
geJ）を用い、血清蛋白分画解析を検討。牛
血清48検体を用い、常法による測定結果と
比較。プリンター複合機よりもスキャナー
においてアルブミン（alb）値とγグロブリ
ン（glb）値で高い相関を確認。スキャナー
の読み取り設定ではポジフィルム設定でalb
値がr＝0.93とαglb値がr＝0.76と常法と高
い相関がみられ、同法のネガフィルム（ネ
ガ）設定でβglb値がr＝0.72とγglb値がr
＝0.89。スキャナーとimageJによる分析法
は、牛の血清蛋白分画の解析に利用可能だ
が、読み取り設定等に改善の余地あり。ま
た、ネガ設定による方法では、読み取り画
像のOD値への変換を行わずとも、結果が常
法と相関がみられたことより、imageJ上で
の操作を省略でき、より簡便化が可能であ
ると示唆。

607.血清蛋白分画操作法の見直しとスキャ
ナによる分画測定法の検証：福岡県両筑家
保 川島幸子

通常家保で行う血清蛋白分画法はセルロ
ースアセテート膜（CA膜）を用い1966年の
日本電気泳動学会勧告に準じた手法。当所
では昨年までCA膜としてセパラックス（富
士フィルム製）を用いていたが、発売中止
によりセレカVSP（東洋濾紙製）を導入。両
者は性状が異なるためCA膜操作法の見直し
を実施。電気泳動でセパラックスは陽極端
から20mmの位置に血清塗布するがセレカVSP
では陰極端から15mmが最適。乳用牛血清35
検体による血清蛋白分画値の回帰分析はセ
パラックスとセレカVSPとの間で高い相関。
セレカVSPはこれまでと同等の検査結果が得
られることを確認。スキャナ法の検証はデ
ンシトメーターに変わる分画測定システム
を目指し、スキャナと画像解析ソフトウェ
アImageJ（アメリカ国立衛生研究所）によ
り上記35検体の血清蛋白分画を測定。各分

画値の回帰分析はデンシトメーター法とス
キャナ法との間で高い相関。これによりス
キャナ法は血清蛋白分画測定に有用である
と示唆。

608.マイコプラズマ分離培地の試作と比較
検討：福岡県中央家保 森永結子

畜種や菌種を問わず、主要なマイコプラ
ズマを分離可能な共通の培地を試作。供試
培地は既存培地として、病性鑑定指針記載
のDNA添加変法Hayflick培地、ムチンPPLO培
地、Freyの培地、BHL培地の4種と市販のNK
培地。試作培地は改良ムチンPPLO培地、ム
チン添加Frey培地、馬血清Frey培地、改良B
HL培地の4種。供試菌種はMycoplasma bovis
（Mbo）、M.bovigenitalium（Mbg）、M.hyor
hinis（Mhr）、M.hyosynoviae（Mhs）、M.ga
llisepticum（Mg）、M.synoviae（Ms）。6菌
種を各寒天培地に接種後、コロニー形成を
観察し、各培地の発育支持能を評価。6菌種
全ての発育が確認されたのは、改良BHL培地
以外の試作培地3種。また、馬血清Frey培地
はMbo、Mbg、Mhr、Mhsの4菌種、Freyの培地
はMhs以外の5菌種で良好な発育を確認。こ
の2種で分離頻度の高い6菌種を分離できる
可能性を示唆。従来よりも、培地作製に要
する時間の短縮、作業の効率化及びコスト
削減が可能。

Ⅷ－５ 保健衛生行政

609.簡易車両消毒施設による緊急防疫体制
の省力化の検討：岩手県県北家保 千葉恒
樹、小田中誠彰

高病原性鳥インフルエンザ（以下、HPAI）
等の海外悪性伝染病発生時に消毒ポイント
での畜産関係車両の消毒や病性鑑定・清浄
確認検査等の従事車両の消毒は、労力・時
間等で大きな負担。簡易車両消毒施設（以
下、シャワーゲート）は、省力且つ確実に
車両消毒が可能。農機具メーカー等で販売
・施工が行われている簡易式シャワーゲー
トは、生産コストやPL法による高い安全基
準から価格は数十～百数十万円と高価。当
所では、足場資材と塩ビ管、耐圧ホースの
組み合わせで安価かつ簡易なシャワーゲー
トを試作。動力噴霧器使用で、電源不要の
ため任意の場所に設置可能。また、従来の
ガン式洗浄ノズルによる消毒法（以下、洗
浄ガン消毒）に比べ約50％節水。洗浄ガン
消毒にかかる人員60名/日（2名×10ヵ所×3
交代）及び給水にかかる人員（約1/2）の削
減が可能。本機を活用したHPAI防疫シミュ
レーションでは、削減した人員の再配分に
より防疫作業全体の迅速化と軽減が可能。

610.管内における口蹄疫等の水際防疫対応
：秋田県中央家保 春田奈津美、鎌田久祥

口蹄疫や鳥インフルエンザの発生国から
多くの外国人が訪れウイルス侵入の危険性
が増大していることから、港湾、ホテル、
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ゴルフ場、観光牧場に対して水際防疫対策
の強化が求められている。平成24年、本県
に訪れている外国人旅行客は23，930人に達
している。管内では平成23年より水際防疫
を強化するため重要港湾2港で消毒薬と消毒
槽の配布及び県版リーフレットの作成・設
置を継続実施。平成25年は聞き取り調査で
港湾サイドから簡易に消毒液を作成できる
よう要望があり小分け容器を利用して配布。
また外国人旅行客が利用する管内のホテル、
ゴルフ場にも立入と聞き取り調査を実施し、
防疫に対する協力を推進。結果、リーフレ
ット設置は全施設で理解を得たが、靴底消
毒の実施についてはホテル、ゴルフ場とも
に理解を得られないのが現状。今後関係者
等へ理解を深めるためにも継続的に情報の
収集及び情報提供を図り、県内における悪
性伝染病の侵入防止に努めたい。

611.苦情者を交えた農場の環境保全対策指
導：秋田県南部家保 加賀谷伸、西村和徳

管内における畜産経営の苦情件数は、過
去5年間で悪臭が延べ48件、水質汚濁が延べ
12件。継続して水質汚濁の苦情があった農
場を重点的に指導。水路の水質は、BOD15mg
/L、SS5mg/L、大腸菌数30個/mlと基準値以
下だったが、平成25年3月、近隣集落（以下
｢苦情者｣）から、農場の放流水に対する苦
情があり、4月に当所が主導し苦情者を交え
て対策会議を開催。指導した改善策のうち、
農場は直ちに水路の清掃と、堆肥盤に土留
めを設置。また、改善時期を明確にした施
設整備工程表に基づき、6月には堆肥盤側壁
と汚水貯留タンクを設置。改善状況は当所
で確認後、逐次苦情者へ説明していたが、9
月に工程表を無視した性急な施設整備の要
求があり、農場と協議して処理施設の公開
を企画。11月に苦情者に対して尿汚水施設、
堆肥製造施設、堆肥盤を公開し、排泄物の
処理過程を説明しながら苦情者の不信感と
誤解を払拭。今後も改善計画や処理施設を
積極的に公開しながら環境保全対策を推進。

612.口蹄疫・鳥インフルエンザ防疫体制連
携に向けた初動対応計画迅速化の検討：山
形県置賜家保 大橋郁代、木口陽介

発生時、総合支庁関係課・市町（関係機
関）との防疫情報の即時共有と初動対応計
画からの早期連携に向け、関係機関所有の
汎用表計算ソフトでの県防疫データシステ
ムの応用（防疫データ）検討と、鳥インフ
ルエンザの動員・スケジュール試算表（試
算表）作成。防疫データは関係機関の初見
での使用を想定して全農場の所在地や頭羽
数等防疫情報を1枚の表に集約。各制限区域
の基準距離内の農場・頭羽数集計や距離順
の農場一覧は発生地の設定等で得られ簡潔
な作業性を維持。試算表使用手順は、①飼
養規模別の殺処分の動員数・必要時間早見
表を基に最も動員数に影響する殺処分計画
と汚染物品処分法を関係機関と決定②焼却
・農場消毒等各班の稼動期間を全体日程表

へ記載③各班作業日程表へ動員数記載とし
た。当試算表により計画の調整と策定が迅
速化され、管内家禽100羽以上飼養全25農場
の基礎計画を整備。今後は口蹄疫の試算表
の作成と関係機関との事前協議が必要。

613.管内の特定家畜伝染病発生に備えた防
疫体制構築と課題：茨城県県西家保 大芦
隆広、石井正人

特定家畜伝染病発生時に備え、管内市町
と事前準備の打合せ、農場ごとの通行制限
箇所の選定、地域での防疫演習を実施。市
町との打合せの結果、消毒ポイント候補地
の増加や防疫マニュアル策定が進展。検証
の結果、管内の消毒ポイントは移動・搬出
制限区域境界は充足。農場周辺（1km）は不
足。通行制限箇所は、農場当たり1から9箇
所で、平均で3箇所。今後は農場周辺の消毒
ポイントの選定、通行制限箇所ごとの制限
方法等の検討が必要。防疫演習は、採卵鶏
農場で高病原性鳥インフルエンザの発生を
想定し、机上で初動防疫対応と防疫作業を
説明。体験型演習では防疫支援センター、
発生農場等の各ゾーンを設置。当所職員が
ガイド役となって説明や実演補助を実施。
関係機関の職員が防疫作業の1日の流れと後
方支援を体験。総合討議では、専門家から
防護具の脱衣方法の検討が必要との意見。
アンケート調査で参加者の防疫作業に対す
る理解が得られたことを確認。

614.管内畜産農家の消毒薬適正使用への取
組み：栃木県県央家保 白井幸路、福島正
人

管内の肉用牛、豚及び鶏農家に対し消毒
薬使用状況の調査を実施。肉用牛農家（58
戸）はほぼ全てが消石灰を使用し、一部逆
性石けん製剤を併用。36.2%の農家は通常時
と異なる消毒薬（塩素系や炭酸ソーダ等）
を緊急時に使用予定。豚農家（66戸）は主
に逆性石けん製剤、次いでオルソ剤や塩素
系を、鶏農家（64戸）は主に逆性石けん製
剤、次いで消石灰を使用。2種類以上の消毒
薬を使用している農家は、肉用牛、豚及び
鶏でそれぞれ25.9、61.7及び50.0%。消石灰
の散布や消毒薬の希釈方法等の基本的な質
問や消毒実施に消極的な意見あり。また、
不適切な使用や保管事例が見られ、家保で
開封後の消毒薬保管方法を検証。保管方法
の注意どおり、直射日光下で有効成分の減
少を確認。以上から、畜種ごとに使用割合
の多い消毒薬の使用方法や保管方法、消毒
の必要性を記載したリーフレットを作成・
配布。消毒薬の適正な使用及び保管のため
には、今後もリーフレット等を活用した継
続的な指導が重要。

615.実践的防疫演習から見えた課題と所内
初動防疫体制の整備：群馬県中部家保 周
藤浩司

特定家畜伝染病発生時の迅速なまん延防
止対策を図るため、市町村、農業事務所各



- 129 -

所属と発生時の役割分担等打合せ会議、班
別研修会を開催し、連携体制を強化。これ
まで机上、車両消毒、埋却溝掘削等の部分
的な演習を実施。今回、防疫作業従事予定
者の作業経験を目的に、集合、健診、移動、
消毒ポイント、農場内作業等一連の実践的
演習を実施。参加者アンケート調査では、
防疫業務の全体的な理解と不安の解消等の
成果を確認した一方、各業務の習熟不足、
防護服脱着、健診方法、防護服での作業、
捕鳥や殺処分等、各作業に対する不安や精
神的負担の課題が浮上。初動防疫対応に係
る所内研修では、タブレット端末、モバイ
ルWi-Fiルーター、Wi-Fi機能付カード、無
線機等の通信機器を整備、活用。全所員が
通報時に円滑に対応できることを目指し、
異常家畜を想定した写真撮影、地図ソフト
の活用、通信機器を利用した写真送付方法
を研修。迅速な初動防疫対応のため平時か
ら習熟が必要。

616.管内における畜産環境問題の現状と対
応：群馬県西部家保 都丸友久、高橋泰幸

｢家畜排せつ物の管理の適正化及び利用の
促進に関する法律施行規則｣施行後、不適正
管理の事案に対しては、関係機関と早期解
決のために指導と助言を実施。施行直後は
｢野積み｣や汚水の｢素掘り｣の苦情が主であ
ったが、施行規則の管理基準を遵守してい
るにも拘わらず、悪臭を主とした苦情事例
が増加。当所で対応した家畜排せつ物不適
正管理の指導事例1件、悪臭等の指導事例2
件について報告。①肥育牛飼養農場で大量
の野積みと堆肥を確認、口頭指導で改善が
認められないことから｢家畜排せつ物不適正
管理注意票｣を交付、堆肥保管施設建築と堆
肥搬出先の確保を指導することにより改善
終結。②肥育養豚場で豚舎からの悪臭発生
のため地域住民から苦情、臭気対策資材で
ある防臭シートを豚舎周囲に設置し苦情件
数は減少。③養鶉場に於いて悪臭苦情、密
閉型堆肥発酵処理施設から発生するアンモ
ニア濃度を低減させるために生物脱臭であ
るファイバーボール脱臭装置を設置し対策
を継続中。

617.管内における家畜の飼育状況と課題に
ついて：山梨県西部家保 大石裕輔、菊島
孝

過去9年に渡る管内の家畜の飼育状況を飼
育戸数、頭羽数及び地理的分布状況につい
て調査。乳牛、肉牛は戸数、頭数共に減少。
豚や採卵鶏は戸数減少も、1戸当たりの頭羽
数が増加傾向。肉用鶏は戸数、羽数共にほ
ぼ横ばい。畜産農家の減少は、後継者不在、
宅地化による環境苦情の増加、生産コスト
上昇によるもの。家保として、就農支援や
生産ロスの減少、生産付加価値増加への支
援が必要。山羊のみ戸数、頭数共に増加。
家畜飼育の地理的分布は市街地近くが減少
傾向で、郊外の畜産地域に山羊が混在して
いる状況であり、伝染病の相互感染が懸念。

非農家の山羊の飼育用途は、主に愛玩や除
草。山羊飼育者からの導入や疾病に関する
相談が増加傾向。非農家への飼養衛生管理
基準の指導を徹底した。

618.農場の個性を活かした農場HACCP推進の
取組：長野県長野家保 山本修

長野家保では、農場HACCP導入を目標に、
平成22年度から農場HACCP推進モデル事業と
して豚、肉用鶏、乳用牛、肉用牛の各畜種1
農場を選定し取組を開始。選定にあたり、
豚は大型団地隣接地での経営、肉用鶏は信
州黄金シャモ生産、乳用牛は生乳生産から
加工・販売までを経営、肉用牛は信州プレ
ミアム牛肉生産農場という特色に配慮し、
それぞれの個性を活かす指導を展開。また
農家自身のHACCP計画補完手段として、豚は
金属探知器による注射針残留チェック、肉
用鶏は定期的なコクシジウム検査の実施、
乳用牛はATP測定装置の応用による体細胞チ
ェックを取り入れた。さらに家保は、研修
会の開催、情報交換等により管内生産者や
関係者にシステムの重要性と効果をアナウ
ンス。農場も意欲が向上し、豚と肉用鶏は
年度内に農場HACCP認証審査を申請予定、乳
用牛は推進農場指定を申請準備中。農場HAC
CP導入は食の安全性確保と生産性向上に必
須。今後も家保が積極的に支援すべきと確
信。

619.ドロマイト系石灰を用いた畜舎消毒の
検討：徳島県西部家保 大明晃介、小倉朋
和

従来より消石灰を塗布する畜舎消毒は広
く行われているが、近年ドロマイト系石灰
を用いる事例が報告されている。ドロマイ
ト系石灰は、消石灰と比較し非常に水と混
和しやすく動力噴霧器で散布可能、乾燥す
ると剥がれにくい、などの利点がある。今
回、その効果の検討のため肉牛および肉用
鶏農場において石灰乳塗布による畜舎消毒
を実施した。その結果、作業時間は約1/3に
短縮、塗布後の乾燥時間についても大幅に
短縮され、暑熱対策にも有効であった。ま
た飼養者による定期的な消毒の実施といっ
た衛生意識の向上もみられた。しかし、動
力噴霧器を使用せず手作業で行った繋ぎ牛
舎では、石灰使用量の増加、乾燥時間の遅
延といった問題点がみられた。本方法は、
大規模農場での作業の効率化および高齢化
に伴う作業員負担の軽減に非常に効果的で
あり、今後もこの消毒方法を取り入れた衛
生対策を推進していきたい。

620.口蹄疫および鳥インフルエンザ初動防
疫マニュアルの作成：高知県中央家保 明
神由佳

口蹄疫や鳥インフルエンザなど、重大疾
病の初動防疫は極めて重要。このため、管
内で経験した緊急病性鑑定の事例をもとに、
届出受理から立入検査に至るまでの詳細か
つ具体的な初動対応マニュアルを畜産振興
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課と作成。通報時聞き取り者、現場立ち入
り者、事務所待機者、それぞれの役割につ
いて、極めて緊張している心理的状況下で
も的確な行動が取れるよう、緊急聞き取り
調査表や時系列記録表、資材チェックリス
トなど会話シナリオ形式にし作成。また、
パニックに陥りやすい生産者側にも聞き取
り内容を衛生情報誌や研修会にて事前周知
し、通報時の心構えにしてもらうこととし
た。今後も事例経験を重ねる毎に得られる
ノウハウを盛り込んでゆく予定。

621.家畜伝染病発生時の迅速な消毒ポイン
ト運営準備：長崎県壱岐家保 伊勢喬太、
森田光太郎

口蹄疫等の家畜伝染病発生時には、発生
農場における防疫措置と併せて、まん延防
止のために消毒ポイントの迅速な運営が必
要。そのためには、迅速な消毒ポイント決
定と動力噴霧器の調達が重要。迅速に消毒
ポイントを決定できるように、現地調査後5
6か所の消毒ポイント候補地を選定し、Exce
lによるリスト化と防疫マップへの登録を実
施。選定した消毒ポイント候補地は、道路
管轄機関や警察署と情報共有を図った。ま
た、迅速な許可申請のため、申請書をExcel
で自動作成できるようにし、必要添付書類
も事前に作成。動力噴霧器の確保について
は、離島であるため島外からの借用では迅
速性に欠けるため、耕種農家が所有する動
力噴霧器に着目。借用に関するリーフレッ
トを作成し、耕種農家に緊急時の借用を依
頼。耕畜連携による動力噴霧器の島内確保
を可能とした。以上の取組みにより、家畜
伝染病発生時の迅速対応に向けた体制強化
が図られた。

622.組立式自動車両消毒装置を用いた県境
消毒ポイント防疫演習：鹿児島県北薩家保
濵田順子、米丸俊朗

平成24年度に県境防疫体制強化施設整備
事業により、県境消毒ポイント（ポイント）
を県内8か所に確保・整備。25年度には組立
式自動車両消毒装置（装置）を8台導入。今
回、管内ポイントで、装置を用いた防疫演
習を実施。初日は、関係者22名で、装置の
設置に係る実務演習を行い、組み立ての所
要時間を計測。2日目は、20団体約70名が参
加し、装置を用いた実地訓練を実施。組み
立てに係る所要時間は約2時間。実地訓練で
は、車両の通過速度が速すぎる場合や、車
両感知センサーの設置場所によっては噴霧
開始が遅れ、十分に消毒できない場合があ
ることが判明。車両の誘導技術の向上と、
装置の設置に係る研修会及び作業マニュア
ル作成が必要不可欠。装置の導入によって、
本県の防疫対策マニュアルでポイントの運
営に必要としている人員8名中2名を削減し、
装置8台を21日間稼働させた場合、1,008名
の延べ人数が削減可能。今後は、問題点を
改善し、初動防疫対応に万全を期したい。

Ⅷ－６ その他

623.「未来の獣医師」発掘に向けた取組の
検証：青森県つがる家保 中村直子、森山
泰穂

平成20年度より、全県に先駆けて公務員
獣医師確保を目的に出前講座等の取組を開
始。今回、2高校の聴講者90名について、聴
講時のアンケート調査の集計及び現在の志
望状況を追跡調査。さらに獣医系大学への
進学状況と進路指導教諭への聞取りを実施。
出前講座による影響・効果を検証し考察。
職域認知は大小診療・家畜衛生・公衆衛生
・動物愛護が各85・28・43・60％。講演直
後は多くの生徒が興味を持ち、約半数が志
望の意を表すも受験希望者2名は小動物臨床
希望。聞取り調査から、進路決定には保護
者の持つ情報の影響が大・保護者の知らな
い分野は進路の話題に不出、獣医師が身近
に感じられない、高い学力・6年修学にもか
かわらず待遇や収入の情報が不明等の実態
が判明。出前講座は獣医師に関する情報提
供の場として貴重だが、多くの複雑な要因
により生徒の志は溶暗。現状では本県出身
の公務員獣医師確保には結びつきにくく、
更なる検討・対策が必要。

624.東日本大震災における死亡家畜対応：
福島県相双家保 太田大河、前田守幸

東日本大震災直後に管内で原発事故発生。
家保は震災直後から市町村と連携し、避難
指示区域外の津波被害による死亡家畜処理
を推進。牛35頭、馬90頭を埋却。震災直後
は交通網の麻痺により死亡牛BSE検査不能。
検査再開されるが、肉骨粉から放射線が検
出され、処理業者が受け入れを拒否、再度
埋却により対応。別の処理業者への搬入が
再開した5月末までに、累計196頭を埋却。
平成23年4月25日以降、警戒区域内の死亡家
畜処理を推進。当面の間、移動・埋却等は
行わず敷地内等で石灰散布しブルーシート
で覆い保管。同年5月27日より警戒区域内で
生存している家畜の安楽死処分を開始。同
年7月6日、警戒区域内の死亡家畜は一時保
管としての埋却が認められ、平成25年11月
までに、牛3,436頭、豚16,427頭、鶏81,000
羽を埋却し、震災における死亡家畜等緊急
対応は終了。一時埋却した家畜等は、今後
国が汚染廃棄物対策地域内の廃棄物として
処理。家保も協力予定。

625.原発事故に伴う旧警戒区域の家畜対応
：福島県相双家保 橋本知彦、松本裕一

原発事故により、半径20km圏内を警戒区
域と設定。区域内の家畜の状況確認では、
多くが衰弱・死亡、一部は畜舎から逸走。
平成23年5月12日に区域内の家畜について、
畜主の同意を得て安楽死するよう政府より
指示。繁殖力、民家の被害等を考慮し、同
年5月末より豚の安楽死を集中的に実施。同
年内にほぼ終了し、3,443頭を実施。牛飼養
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農家に対しては、複数回の安楽死説明会を
開催し、同意を得ながら、同年7月より牛の
安楽死を本格的に開始。牛は広範囲に放れ
たため、捕獲は難航。移動範囲の推測を基
に、牛が入ると扉が閉まる柵を設置し捕獲
を推進。家畜の野生化に伴い、麻酔銃や移
動柵の導入等、捕獲機材も柔軟に対応。平
成26年1月までに1,687頭実施し、ほぼ終了。
家畜捕獲従事者アンケートによると、捕獲
には牛群の行動把握に基づく柵の設置と、
濃厚飼料による餌付けが有効。今後は旧警
戒区域内の継続飼養農家への対応を実施。

626.畜産への理解醸成のための食育活動：
埼玉県川越家保 塩入陽介、平田圭子

酪農家が中心となり県内小学校で実施し
ている「わくわくモーモースクール」（以
下、スクール）への協力、高校生を対象と
した県政出前講座「のぞいてみよう家畜の
くらし」などの食育活動を展開。スクール
では、酪農家の一日や、VTRでの牛乳生産の
説明、搾乳体験、子牛への哺乳体験、バタ
ーづくりを実施。今年度実施したA小学校で
のアンケート調査では、牛を近くで見たこ
とのない児童が51％。スクールの実施前後
では、「牛が好き」、「かわいい」、「きれい」
が増加、「嫌い」、「怖い」、「汚い」が減少。
県政出前講座は、平成21年度から管内のB高
校3年生を対象に実施。クイズや牛の個体識
別番号の検索体験を交え、酪農を例に家畜
の一生や畜産業をとりまく情勢を説明。実
施後のアンケートでは、伝染病発生時の殺
処分や経済動物としての牛の一生の説明に
理解を示す回答有り。今後も若い世代を中
心に、畜産への理解を深めてもらうための
食育活動に取り組む。

627.新たな農家台帳作成への取組（第2報）
：東京都東京都家保 寺島陽子、三宅結子

家畜伝染病発生時の迅速的確な初動対応
には、日頃からの危機管理体制構築が重要。
当所では、有事に速やかに農場情報を扱え
る新たな農家台帳を作成している。平成24
年度は管内農場の基本情報（農場概要、配
置図、写真等）をまとめた基本台帳を整備
し、25年度は農場ごとの防疫情報を追記。
グループワークによる現地調査（飼養者か
らの聞き取り、測量、埋却候補地の確認等）
や、ウェブ情報（農場周辺地図や地質柱状
図等）から、防疫対応に必要な情報を収集。
これらを元に、防疫作業図や家畜の最終処
分方法等を検討し、当所家畜防疫員からな
る台帳作成委員によって審議が加えられた。
さらに、国の防疫マップシステムを利用し
て、制限区域内の飼養者情報等をリスト化
し添付。新たな農家台帳は、詳細情報の不
足や関係機関との連携等の課題があるもの
の、防疫対応に必要な情報収集を簡素化し、
有用性が示された。

628.畜舎排水対策における総合的支援：神
奈川県湘南家保 池田知美、矢島真紀子

老朽化した畜舎排水処理施設の維持管理
や施設改修は、ノウハウ不足や資金繰り等
の面から多くの農家の課題。乳肉複合経営
農場での施設改修の事例で、改修にあたり
資金調達、処理方法、改修後の維持管理等
の課題が浮上。家保が調整役となり、資金
面は県西地域県政総合センター地域農政推
進課、処理方法は農業技術センター畜産技
術所（畜技所）、維持管理指導は家保を中
心とした総合的支援体制を構築。三者で農
場の経営状態や将来展望を踏まえ検討。既
存曝気槽を利用した改修案を畜主に提案。
畜主と施工業者を交え、導入予定と同様の
曝気装置を使用する農場を視察。施工時や
維持管理上の注意点等を確認後、曝気装置
を交換。浄化処理開始後は家保が定期的に
浄化槽の状態を観察し維持管理法を指導。
三者で情報を共有しトラブル発生時には家
保と畜技所が連携して指導。本県では多く
の農家が昭和40年代から環境対策に取り組
み、老朽化した施設も多い。今後も関係機
関の総合的支援が重要。

629.管内飼育動物診療施設に対する獣医事
指導の取り組み：神奈川県湘南家保 井上
史、浅川祐二

家保では、飼育動物診療施設（診療施設）
に対し、獣医療法に基づく開設届等の受理
や指導を実施。平成22年度には県獣医師会
各支部と共同で獣医療法等に関する講習会
を開催。また各診療施設の届出状況を再確
認し、開設以降変更等届出のない診療施設
が多数あることが判明。平成23年度から巡
回指導に重点を置き、各診療施設の届出事
項の変更の有無、構造設備、エックス線の
防護状況等を確認。3年間で192施設を巡回。
①エックス線装置の定期検査・漏えいの測
定等の不備、②届出事項変更届の未提出、
③廃止届の未提出等の問題点あり。そこで、
①エックス線装置の適正な管理②変更届の
速やかな提出を指導し、③診療実態の確認
できない診療施設については開設者等と直
接連絡をとり、実態を再確認後廃止届の提
出を指導・受理し、台帳整理。結果、届出
のない診療施設が減少。引き続き診療施設
の巡回指導の実施とともに、獣医師会等と
の連携強化で地域の適正な獣医療の維持を
目指す。

630.県民からの獣医事相談における対応事
例：神奈川県県央家保 阿部美樹、前田卓
也

本県の飼育動物診療施設（診療施設）数
は全国で2番目に多く、平成24年12月末現在
で1,050施設で、そのうち約8割が当所管内
にある。管内における獣医事相談の件数は
近年増加傾向で、平成25年度（11月末現在）
は142件であった。多様な県民からの要望に
行政としてどう対応していくかという課題
解決の一助とするため、県民からの相談に
おける対応事例を紹介。①「当該診療施設
と関係が深い県民からの相談」では、当該
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診療施設に自身を特定されたくないという
相談者の強い意志を尊重し、本事例を話さ
ざるを得ない電話による指導ではなく、定
期巡回の予定に急遽組み込んで指導。②「畜
産課に来庁した県民が当所に来所しての相
談」では、相談内容に関する情報等を共有
するとともに内容を検討し、一貫した対応
を実施。③「獣医事・薬事の両関係法令に
関連した相談」では、回答に時間を要する
ため相談者へ途中経過を説明しつつ、国・
市・衛生部局と連携を図り、総括的に対応。

631.農業高校での「にいがた畜産」教育支
援：新潟県中央家保 須貝寛子、村山修吾

平成24年度に「クリーンエッグ生産農場」
の認定を取得した管内1農業高校畜産コース
の「新潟の畜産を学ぶ」取り組みに協力し、
生徒実習支援及び学校農場の飼養衛生管理
向上指導実施。25年度は学校農場で新たに
取り組んだ「にいがた地鶏」飼養等につい
て飼養衛生管理指導を実施。また生徒の県
内畜産現場の理解を目的とした校外農場実
習について農場選定等で支援し実習に同行。
また校内実習でHACCP及び飼養衛生管理基準
の研修会や衛生検査を実施。校外農場実習
では受入れ農場から飼養管理の指導を受け
学校農場の飼養衛生管理見直しにつながっ
た他、畜産現場と学校の交流の契機となり、
就農希望の1名が実習受入れ農場に就職内
定。また学校農場では飼養衛生管理基準に
対応した環境整備が定着・改善、外部見学
者の受入れ体制強化。HACCP方式は3畜種で
飼養衛生管理プログラム作成・整理を進め3
畜種で25年度の「畜産安心ブランド生産農
場」認定。

632.畜産環境改善モデル農家悪臭低減の取
組：富山県西部家保 稲畑裕子、台蔵正司

富山県では平成24年度から「畜産環境改
善モデル実証事業」（本事業）を立ち上げ、
臭気低減に取組む3農家を支援し、一定の効
果を確認。本事業実施要領に基づき検討会
を開催し問題点や導入設備を検討。A養豚場
では周辺住民から悪臭の苦情があり肥育豚
舎の臭気に細霧装置、豚房水洗用に高圧洗
浄機を導入。設置後畜環研式ニオイセンサ
での臭気レベル値が66から43に低下。B養鶏
場は近隣住宅への臭気拡散防止のため堆肥
舎・トラック置き場に細霧装置を設置。堆
肥切返し後堆肥舎内アンモニア濃度は細霧
により12ppmから6ppmに低下。C有機生産セ
ンターでは近隣公園より悪臭の苦情があり
効果的かつ低コストの脱臭装置を要望。本
県開発の林地残材を担体とした脱臭装置を
整備し臭気拡散を低減。一般的に畜舎暑熱
対策に設置される細霧装置は臭気対策にも
有用。

633.管内の畜産環境保全への取組み：富山
県東部家保 藤井晃太郎、尾崎学

管内の環境保全推進のため、市町村等の

関係機関と連携した取組みを実施。家畜排
せつ物の適正な管理を促すため、平成15年
から「畜産環境保全強化月間」を設定し、
農家を巡回指導。継続した取組みにより、
農家の排せつ物管理意識が向上。関係機関
は農家の実態について共通の認識を獲得。
また養豚施設では排水の水質検査を全戸で
実施。結果に基づく指導の結果、水質が改
善。さらに苦情が発生した農家を重点指導
農家として継続指導。臭気・排水の苦情が
あったA農家では、臭気抑制対策として堆肥
化作業管理マニュアルとその実施記録表の
作成を指導。併せて排水浄化施設の管理徹
底を指導した結果、苦情件数が減少。住宅
混在地にある臭気苦情があったB農家では、
臭気原因である堆肥の嫌気発酵を改善する
ため、堆肥の発酵温度と容積重を毎月測定。
副資材増量や戻し堆肥活用により良好な発
酵と臭気低減を確認。関係機関が一体とな
った取組みにより農家の環境保全への意識
が向上。

634.家畜防疫に係る情報伝達体制の構築と
啓発の取り組み：長野県伊那家保 青木一
郎

2013年10月、文部科学省所管事業の一環
として、上伊那地方事務所と共催で家畜防
疫演習を実施。農場からの電子画像につい
ては、当所、地方事務所でのリアルタイム
での閲覧可能を確認。一方、ドキュメント
ファイルについては、電子メールに添付し
て長野県の公用アカウントに送信したとこ
ろ受信遅延。そこで、WiFiルーターとタブ
レットを追加導入し、webメールの相互利用
により課題を解決。また、家畜防疫に係る
協力について市町村及び獣医師会に要請。
市町村については、管内すべての市町村に
赴きポスターを配布し小規模家きん飼養者
への定期報告啓発を依頼。これは市の広報
紙への掲載等に発展。獣医師会については、
防疫演習に併せ、主に小動物診療獣医師を
対象に鶏の採血、殺処分などの実技研修を
実施したほか、定期報告啓発に係る情報提
供を依頼。協力申出獣医師は19人。これら
の取り組みは、地域における家畜防疫に係
るハード、ソフト両面のネットワークづく
りに貢献。

635.病性鑑定データ分析による情報の還元
：岐阜県中央家保 浅野美穂、酒井田隆朗

病性鑑定（以下病鑑）技術向上のための
情報還元を目的に、過去10年間の病鑑施設
での病鑑受付簿・病鑑依頼及び回答文書か
ら検査項目及び結果等を分析。病鑑依頼件
数は1,322件、うち肉牛520件、乳牛402件、
豚127件、鶏190件及びその他83件。データ
分析の結果、病原体検索依頼での主訴別の
原因判明率は呼吸器症状56.3%、下痢症状31.
6%、異常産7.9%。牛豚の剖検での診断名は
監視伝染病以外では肺炎が最も多く、病理
組織検査で化膿性肺炎と診断されたうち、
細菌検査を実施し細菌分離がされていない
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例が57例中17例。細菌分離されなかった原
因は病変形成から時間が経過していたため、
あるいは抗生剤治療のためと推察され、病
原体の検索には適期に適切な検体を採材す
る必要のあることが再確認された。今回の
分析により得られたデータを現場へ還元し、
診断技術の向上や農場の衛生指導に役立て
ていきたい。

636.病性鑑定技術向上への取組：静岡県中
部家保 小柳寿文、土屋守

家畜防疫員が実施する病性鑑定（病鑑）
は、家畜伝染病の蔓延防止と農家の生産性
阻害要因の究明のための必須技術で、常に
職員相互に切磋琢磨し、技術向上を図る必
要がある。さらに、近年では、地域農家支
援基盤の弱体化や産業動物獣医師の減少等
により、病鑑実施後の農家支援まで含めた
対応が求められている。そこで、課題解決
のためワークショップ形式の技術研修を実
施。病鑑技術向上のため、参加者は過去に
発生した病鑑事例3例の診断を自ら行い、参
加者の前で発表することで、病鑑の手順の
確認、確定診断に至るために必要な情報の
整理、病鑑簿の書き方等について再認識。
さらに、今年度当所で実施した病鑑事例の
振り返りから、病鑑への準備不足と農家へ
のフォロー不足を認識。農家の孤立が顕著
な当所管内における今後の病鑑技術向上の
ためには、適切なOJTと農家情報の蓄積によ
る農家支援体制の充実を図る必要がある。

637.家畜保健衛生所職員の資質向上への取
り組み：静岡県東部家保 小熊亜津子、大
津雪子

家保の再編整備に伴う管轄範囲の広域化、
業務の多様化等から、指導時に幅広い内容
を説明し、理解を得るとともに、多くの情
報聞き取りが必要。一方、効率的な業務遂
行等から、単身での農家巡回が増加。現場
における職員相互の知識習得機会が得にく
く、職員育成に時間がかけられない。業務
の基礎知識習得と対話能力向上を目的に勉
強会を開催。事前に説明担当者を決定し、
伝えたい内容を“目標”として明示、目標
達成を考慮した資料を作成、対話形式で進
行し、参加者から評価を担当者へフィード
バック。アンケートの結果、ほぼ全ての参
加者が知識習得効果や、“相手の求めるこ
とを考え”、“聞き手に理解してもらう”｢伝
える｣難しさを実感、構成や話し方に苦労。
また、“周囲が同様な疑問や興味を抱いて
いることに安堵”“同僚と話しやすくなっ
た”等、不安解消や職員の関係円滑化につ
ながる意見も寄せられた。今後は、習熟度
を高め、知識や対話能力を現場で生かせる
よう検討。

638.風通しの良い組織をめざして・・・活
性化ミーティングの開催：愛知県中央家保
兼子明美

当所高度病性鑑定課では家保職員の育成

を目的に家畜衛生研修を企画・開催。今回、
家保組織の風通しを良くすることにより、
組織の活性化に寄与する研修として活性化
ミーティングを企画。活性化ミーティング
は、家保運営の要となるメンバーで、班長
（9名）のコマンダークラス、課長と支所長
（7名）のコーディネータークラスの2クラ
ス体制。各クラス3回開催し、加えて、メー
ル交換による検討を実施。検討課題は、各
家保所長ならびに県庁畜産課長が選定。コ
マンダークラスは、「人材育成の必要性と
具体的方策」、コーディネータークラスは、
「女性職員の増加に起因する課題の対応と、
今後の家畜保健衛生所のあり方」となり、
どちらも家保の現状を反映した課題。検討
結果は、メンバーの提案で全家保職員に還
元した。メンバーから、家保間の情報交換
の場として高評価をうけるとともに、家保
内及び家保間の風通しの改善に寄与。今後
は、情報交換の場としての利用だけでなく、
家保の諮問機関的な利用を提案したい。

639.求められる家畜衛生研修を目指して：
愛知県中央家保 中山萌

家保職員に対する家畜衛生研修は種類、
回数ともに年々増加。定例的な研修に加え、
家畜伝染病予防法改正関連の勉強会、病性
鑑定体験研修、鳥インフルエンザ防疫作業
時の反省から企画されたリーダー養成研修
等、状況や要望を反映させ実施。本年度は、
職員からの「経験者から注意点などを学び、
異常鶏対応をスムーズに行えるようにした
い」という要望に応えて自主勉強会も開催。
一方、今後の家保に必要な知識を習得する
ための研修の一つとして予算の基礎知識を
学ぶBudget研修を実施。家保では予算業務
に関わる機会は少ないが、削減などの影響
を受ける。予算を意識し、限られた予算額
の中で効率的に事業を実施するきっかけと
した。研修は、年々内容の充実が図られて
きたが、今後も身のある研修とするには、
状況や要望に関する情報収集がカギ。「や
らされる」「教えられる」研修から、「やり
たい」「知りたい」と受講者が感じる研修
を企画することを目指す。

640.薬事及び獣医事業務の状況と課題につ
いて：京都府山城家保 中西径、岡田めぐ
み

平成17～25年度の動物用医薬品・医療機
器販売業店舗数、飼育動物診療施設数の推
移を調査。動物用医薬品販売業は、店舗販
売業等の小売店舗は113から13店舗へ減少。
今年度に登録販売者が管理者のペット関連
業の新規許可2店舗。卸売販売業は5から19
店舗へ増加。特例店舗販売業は91から69店
舗へ減少。ホームセンター内店舗は24から3
1店舗へ増加、それ以外は67から38店舗へ減
少。医療機器販売業は51から70店舗へ増加。
平成18年度の販売制度の改正が契機となり、
小売店舗は減少、一部は卸売販売業へ移行。
特例店舗では専門店が減少。登録販売者が
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管理者のペット関連店舗販売業が新設され、
指定医薬品の周知が課題。飼育動物診療施
設は175から194施設へ増加。とくに法人が3
9から64施設へ増加。対象動物別では小動物
専門が91%、産業動物専門が6%。ホームセン
ター、ペットショップ内施設は2から7へ増
加。構造設備や勤務体制の指導に注意が必
要。

641.生化学検査におけるデータ処理システ
ムの構築：大阪府大阪府家保 神原正

当所の生化学検査は、一部を除き検査機
器付属のプリンターでデータ出力し、パソ
コンにデータを手入力し解析している状況。
そのため多検体測定時には、データ入力に
要する時間と労力が多大。そこで、検査時
間短縮を目指し、データを直接パソコンに
取り込み、処理できるシステムを構築。検
査機器は自動血球計数装置および生化学自
動分析装置（ドライケム）について検討。
データ通信は、自動血球計数装置はTCP/IP
通信で、ドライケムはシリアル通信で実施。
通信の制御はマイクロソフトエクセルのマ
クロ機能を用いた。通信データはパケット
モニタ等のソフトウェアを用いて解析し、
通信データから検査データをエクセルマク
ロで取り出し、ワークシートに表示。その
結果、従来の紙印字データからのパソコン
への入力に比べ処理効率が格段に向上。ま
たメーカー製のソフトウェアより安価にシ
ステムが構築できた。今後も分光光度計な
どの他の機器についてもシステム化を検討。

642.クリオスタット凍結標本による病理組
織迅速診断法の検討：兵庫県姫路家保 矢
島和枝、小島温子

凍結標本の組織像改善を目的に作製条件
を検討。材料：剖検した牛・鶏の臓器。方
法①HE染色で凍結（-80℃ヘキサン、ドライ
アイスヘキサン（DH）他3条件）、固定（ホ
ルマリンメタノール（FM）、4%パラホルム
アルデヒド（PFA）他5条件）、核染色後の
色出（温水、0.1%アンモニア水他2条件）を
比較。②特殊染色：グラム、PAS、PTAH、ズ
ダン黒BをHEと同様に比較。③免疫組織化学
染色（免染）：一次抗体（CD3、CD79a）の
固定（アセトン、FM他3条件）で染色差を比
較。④鶏1、牛2症例で迅速診断を実施。結
果①HEで組織構造の保持は凍結、細胞の明
瞭さは固定で決り、最良の条件はDH凍結、F
M固定、色出差なし。②グラム、PAS、PTAH
はHEと同条件、ズダン黒BはPFA固定で良染。
③免染で組織変性少なく陽性反応が明瞭な
条件はFM固定。④病性鑑定事例は解剖当日
に鏡検、病原検索と併せた迅速診断が可能。
まとめ：組織像の改善で凍結標本での組織
診断ができ、病原検索等と併せた総合診断
の迅速化を実現。

643.薬剤耐性菌発現状況調査検査成績とそ
の有効活用：和歌山県紀北家保 豊吉久美、
鳩谷珠希

家畜衛生薬剤耐性モニタリング体制（JVA
RM）の全国薬剤耐性菌発現状況調査に参加、
第3～5クールの県内の検査成績検証。対象
は大腸菌（Ec）、カンピロバクター（Ca）、
腸球菌（En）で、肥育牛（B）、肥育豚（P）、
採卵鶏（L）、ブロイラー（C）健康家畜糞
便より分離。最少発育阻止濃度を耐性限界
値により感受性、耐性と判定。耐性菌全体
での多剤耐性率66.4%、CのEcで多く最多で9
薬剤に耐性。菌種ごとの薬剤耐性率はオキ
シテトラサイクリンEc、Ca44.4%、En32.5%、
アンピシリンEc25.2%、Ca17.6%、ジヒドロ
ストレプトマイシンEc31.7%、Ca22.2%、En1
9.3%、ナリジクス酸Ec13.6%、Ca35.3%、エ
ンロフロキサシンEc3.2%、Ca9.1%、En22.9%。
全国傾向とほぼ同様。P農家1戸で3菌種とも
テトラサイクリン系耐性傾向、L農家は菌種
薬剤に耐性の偏り無し、C農家は全体に高耐
性多剤耐性。県内の詳細な耐性菌状況を把
握。今後も本調査を抗菌剤適正使用指導等
に活用、病畜由来株耐性との比較を実施予
定。

644.タブレット型多機能端末を活用した防
疫業務の効率化：島根県益田家保 原由香、
濱村圭一郎

家畜伝染病発生時の画像転送の効率化の
ため、タブレット型多機能端末（端末）を
導入。これまでの画像転送方法は、デジタ
ルカメラからWi-Fi機能により画像を端末へ
自動転送後、メールを活用しPCへ転送。メ
ールでは容量制限から複数回の送信が必要。
そこで「宅ふぁいる便」の活用を検討。結
果、「宅ふぁいる便」は約1Mサイズの画像5
0枚を一括でPCへ転送可能。この方法は操作
が簡便で送受信時間もメールと比較し2分の
1以下に短縮。次に、飼養衛生管理基準遵守
状況調査等での活用方法を検討。これまで
は農場で調査結果を紙に記録し、家保等でP
Cに入力し集計を行うため、作業が煩雑。そ
こで「Office Web Apps」を使用し、端末に
チェック表を作成。農場で端末を用いてチ
ェックを実施。データは、農場及び項目ご
とに整理され、端末上で調査から集計まで
が可能。作業の簡便化及び時間短縮を確認。
端末は、様々な活用方法が考えられるため、
引き続き検討を行う。

645.農場からのデジタル画像送信方法の検
討：岡山県井笠家保 清水淳也

口蹄疫や鳥インフルエンザ等の伝染病が
発生した際に、最初に立入検査を行った家
畜防疫員が、現地の飼養状況や発生状況等
のデジタル画像（画像）を正確かつ迅速に
報告することが、その後の的確な初動防疫
活動に重要。そこで簡便かつ確実に画像を
送信するため、スマートデバイス（端末）
を活用した画像送信方法を検討。無線LAN搭
載SDカード（SDカード）2種（F、E）及びオ
ンラインストレージサービス（サービス）4
種（G、D、B、S）の20枚の画像（1,280×96
0ピクセル）のぞれぞれの転送に係る時間及
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び設定方法等を比較（各項目n=20）。その
結果、SDカードはEが簡便に端末に転送可能
で、転送設定から開始までの時間（平均11.
8秒）、転送に係る時間（平均18.3秒）とも
に短時間かつ安定。サービスはSが最も簡便
に短時間かつ安定して、端末から転送（平
均53.5秒）。その結果をもとに操作マニュ
アルを作成。今後、マニュアルに基づく画
像送信研修の開催及び様々な活用法を検討。

646.飼料用イネ利用と耕畜連携の推進：山
口県中部家保 宗綱良治、惠本茂樹

飼料用イネの普及を図るため、新たな組
織による栽培から利用までのしくみづくり
を試行段階から一貫して主導した結果、①
耕種集団と酪農集団の組織化と、作業受託
組織の育成により、水田酪農地帯での飼料
用イネ利用と耕畜連携が実現し、水田営農
の新しい形が完成。②耕種農家は、飼料用
イネが栽培労力軽減になり、水田活用の直
接支払交付金を受け収益確保。③酪農家は、
イネWCSを搾乳牛に給与しても乳量の低下が
見られず、自給飼料生産の労力削減になり、
堆肥の販売先も確保。飼料用イネ利用酪農
家は、3年間で62％に急増。④作業受託組織
は、無人ヘリによる水稲の防除作業に加え、
年間の作業量を確保。⑤専用品種の｢たちす
ずか｣は、食用品種に比べ2倍の収量があり、
収穫期間が長く籾が少ないことで耕種農家
と酪農家双方にメリットあり。⑥肉用牛経
営が加わるほか、ロールの広域流通が始ま
った。畜産農家と耕種農家双方の需給調整
役が必要。

647.下関市の飼料用イネ生産と利用の取組
支援：山口県西部家保 岡藤武人、伊藤智

家保は関係機関と連携、飼料自給率向上
に向け転作助成活用で飼料用イネWCSの生産
利用推進。耕畜連携推進で生産体制構築支
援。高糖分飼料イネ｢たちすずか｣の作付推
進や栽培講習会で高品質化と利用促進。作
業受託組織設立や専用収穫機導入、ストッ
クヤードの設置等支援で収穫・調整、流通
体制を整備。結果、特定農業法人を主とし
て面積がH21:6haからH25:83.1haへ拡大（約
14倍）。うち、｢たちすずか｣は収量が食用
米品種の約1.4倍、従来専用種の約1.7倍で、
面積もH22:2.2haからH25:61.6haへ増加。全
収量はH21:70.3tからH25:1,782tへ急増（約
25倍）。また、作業受託組織2組織設立､専
用収穫機3台導入、ストックヤード設置で長
期保管・流通体制整備で面積急増、増収、
品質向上に寄与。以上、良質な自給飼料生
産・供給体制を構築、一部市外へも供給。
今後、さらなる面積拡大に向け、収穫時期
の分散で機械の効率的利用、安価で良質な
自給飼料の安定的な供給体制構築を支援。

648.山口・島根豪雨災害に対する家保の対
応：山口県北部家保 中常路子、市野清博

平成25年7月28日、県北部地域を中心とし
た記録的豪雨により大災害が発生。翌日か

ら関係機関と連携し、畜産関係の被害情報
を収集、現地調査を37ヶ所で実施。畜舎等
半壊3ヶ所、浸水・土砂流入18ヶ所、飼料作
物冠水7ヶ所、道路寸断による孤立1ヶ所、
肥育牛出荷遅延1ヶ所を確認。合わせて家畜
の状況を確認し、被災農家に畜舎消毒や飼
料管理、家畜の健康観察徹底を指導。7月31
日、当所に被災者相談窓口が設置され、被
災者の相談に対応。「被災農業者向け経営
体育成支援事業」の利用等復旧を支援。8月
1日、8月23日に開催予定の地域和牛共進会
対応を主催者と協議、中止を決定。8月6日、
10月開催の県畜産共進会（県共）への出品
と巡回審査による選抜を決定。2回の巡回審
査により、被災農家2戸を含む7戸7頭が出品。
災害発生直後からの迅速対応により、被害
を速やかに確認でき、家畜の二次被害も無
かった。また県共出品で地域活性化が図ら
れた。今後も被災地域復旧を支援する。

649.管内診療業務の現状と課題：徳島県西
部家保 久保貴士、松尾功治

県西部地域の獣医師不足に伴う無獣医療
地域拡大に対処するため、H21年11月より徳
島県産業動物獣医療安定確保推進事業とし
て、家畜共済加入農家に対し家畜保健衛生
所が診療を実施。5年間で診療件数は21（H2
2）、27（H23）、87（H24）、74（H25 11月末）
件と急激に増加。同時に①家畜共済未加入
農家への診療、②薬価点数外診療、③診療
内容の多様化、④人工授精師及び農家の高
齢化による人工授精業務の本格化、⑤祝日、
夜間・早朝の診療といった様々な課題が顕
在化。そのため畜産課、徳島西部農業共済
組合、家畜診療所と協議を行い、手数料条
例改正の検討、診療に関する勉強会への積
極的参加、共済、民間獣医師との共同作業
により診療技術向上を図る等、課題克服に
向けた対策を実施している。今後、診療業
務の比重は更に大きくなり、同時に課題も
多く顕在化すると考えられるが、関係機関
と緊密な連携を図り、畜産農家が安心して
経営を行えるよう支援していきたいと考え
ている。

650.野生鳥獣の家畜疾病検査に係る基礎調
査：徳島県西部家保 東條秀徳

家保では死亡野鳥検査以外はほとんど実
績がないが、「野生動物等からの病原体の
侵入防止」が飼養衛生管理基準に記載され、
農水省事業として野生鳥獣の家畜疾病検査
が計画されるなど、野生鳥獣の疾病監視も
重要と認識されるようになってきた。その
基礎調査として、①国内・県内における検
査記録、②検査材料の入手方法を検討。①
国内では多種野鳥の高病原性鳥インフルエ
ンザ（HPAI）、カモシカのパラポックス感
染拡大、イノシシのオーエスキー病など。
県内ではフクロウのHPAI、カルガモのニュ
ーカッスル病ウイルス感染、アイガモのボ
ツリヌス症など確認。②鳥獣捕獲数と狩猟
者数は県担当から入手。シカとサルの捕獲
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は近年毎年増加。狩猟者は漸減。管内畜産
農家3名がワナ猟実施。通勤時等に遭遇した
死亡野生哺乳類は、2012年が6種15頭。2013
年が5種28頭。2年通算ではタヌキ27頭、ハ
クビシン5頭、イタチ5頭、シカ2頭、カモシ
カ、アナグマ、ノウサギ、テン各1頭。

651.飼料作物における不耕起播種栽培の可
能性：愛媛県畜産研究センター 髙脇美南、
臼坂伸二

小規模圃場で利用可能な不耕起播種機の
試作機を用いてトウモロコシ栽培を行い、
その可能性を評価した。試験は1作目（5月
播種）および2作目（8月播種）の二期作体
系で実施し、測定項目は初期生育および収
量とした。さらに、1作目では不耕起区にお
いて播種深度3cm、5cmの2水準を設け、生育
および収量に及ぼす影響について調査した。
1作目では初期生育は耕起区、不耕起5cm区、
不耕起3cm区の順で優れていた。10a当たり
の乾物収量は、耕起区1427kg、不耕起5cm区
701kg、不耕起3cm区562kgであり、初期生育
と同様の結果となった。2作目では初期生育
は耕起区に比べて不耕起区が優れていた。1
0aあたりの乾物収量は、耕起区842kg、不耕
起区891kgと両区間に差は認められなかっ
た。以上のことから、トウモロコシの不耕
起播種栽培は、耕起栽培と同等の生育、収
量が期待できることが示唆された。

652.高糖分飼料イネ「たちすずか」の安定
多収栽培現地実証試験：愛媛県畜産研究セ
ンター 臼坂伸二、髙脇美南

高糖分飼料イネ「たちすずか」の現地実
証試験を宇和島市津島町の農業生産組合圃
場で実施した。移植時期は5月18日、肥料は
「たちすずか」専用肥料を基肥とし、化学
肥料や豚尿浄化水+尿素の追肥を行い、収量
性等を調査した。また、近中四農研センタ
ー主催による現地検討会を開催した。結果
は、化学肥料追肥区の草丈は146cm、㎡あた
り茎数は320本であり、生草重量は3,177kg
／10a、14.1ロール／10aであった。1ロール
平均重量は225kgであった。対照区の草丈は
150cm、㎡あたり茎数は311本であり、生草
重量は3,303kg／10a、14.9ロール／10aで試
験区よりやや多収となった。1ロール平均重
量は222kgであった。試験区の減収した要因
は、夏場の少雨や病害虫の発生と考えられ
る。収穫時期は、11月12～14日で出穂後約8
0日となった。現地検討会は飼料イネ専用収
穫機を使用し、飼料イネ「たちすずか」の
収穫実演を行い県内外の参加者により盛会
裏に終わった。

653.安心して取り組めるエコフィードを目
指して：愛媛県中予家保 今井士郎、戸田
広城

近年高騰する配合飼料費を削減するため、
未利用資源として食品残さ等利用飼料（以
下、エコフィード）が注目されている。管
内の食品等製造事業所では、製麺や菓子ク

ズ等のエコフィードの取扱いが増加してお
り、現在12事業所がある。事業所では、処
理経費削減や企業イメージの向上等そのメ
リットは大きい。原料の安全性は、「食品
残さ等利用飼料における安全性確保のため
のガイドライン」により、排出元と飼料製
造業者の契約により確保されるが、飼料に
は畜産農家までの契約はない。事業所は飼
料の保管や引取り方法、家畜に影響が生じ
た際の補償等に不安を感じている。このた
め、エコフィードの品質や安全性確保によ
る不安解消、また、相互に取引を中止でき
る条項を盛込む等当所独自の契約様式を作
成し、契約範囲を農家まで拡大した。製造
業者から農家までエコフィードに関する契
約締結により、安心して取組める環境に優
しい畜産の推進に努めた。

654.動物用医薬品特例店舗販売業の実態と
改善への取り組み：福岡県北部家保 黨征
志郎

管内特例店舗77店舗（H24年4月1日現在）
の立入検査と違反事例の指導を実施。H24年
度55件（46店舗）の違反（配置場所変更未
届22・廃止未届5・許可証掲示不備16・許可
証不掲示5・指定品目外陳列4・無許可店舗
販売3件）あり。違反店舗はH25年度も立入
検査。初回立入検査で23件（17店舗）と多
くの違反（配置場所変更未届14・許可証掲
示不備8・指定品目外陳列1件）あり。違反
をくり返す店舗を反復指導した結果、9月末
で違反0件。指導と同時に広報「許可取得後
の手続き」配布、店舗・本社の連絡先と責
任者名及び店舗の営業時間・定休日の聞き
取り、許可証掲示場所を台帳記載、反復指
導時変更届等書類を持参しその場で記載・
提出させる、店長の異動等が多いホームセ
ンターの本社に対し薬事法等の説明を行い
各店舗に周知。特例店舗は、店舗管理者に
要件がなく、薬事法に対する理解や医薬品
販売意識が低い店舗が多いため、販売従事
登録証取得の義務付け等薬事法改正を望む。

655.ワークショップ形式を取り入れた防疫
演習：福岡県筑後家保 増岡和晃

県の特定家畜伝染病現地対策本部設置要
綱改正に伴い、本部は発生地の農林事務所
職員を中心に編成されるが、防疫措置に関
する知識が少なく、運営上の支障が生ずる
ことを懸念。本部業務の理解を深めるため、
ワークショップ形式の防疫演習を23年度か
ら25年度に3回開催。本部班長となる農林事
務所課長が座長となり演習を進行。成果と
して、本部係員各自が役割、業務内容を把
握し、「手伝い」から「当事者」への意識
変革。演習で提案された意見、要望につい
て対応方針を検討。埋却地、防疫テント、
集合場所、消毒ポイントは設置場所を再検
討。制限区域の迅速な設定手順の検討。詳
細な防疫措置概要作成による準備の迅速化。
本部での決済等事務手続き及びパソコン、
電話回線確保等本部機能設置に関する取り
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決め。不足車両の市町協力要請。本部設置
マニュアル改訂の要望事項取りまとめを実
施。理解レベルの維持・向上のため、今後
もワークショップ型防疫演習を継続開催し
たい。

656.指示書の集計結果を活用した動物用医
薬品の使用状況調査：長崎県中央家保 二
ノ宮奈緒子、松森洋一

平成15年に薬事法関係事務に係る技術的
な助言についてが一部改正され、物用医薬
品指示書（指示書）を交付した獣医師は、
都道府県ごとに調整された提出先にその写
しを提出することとなり、平成24年度まで
に県内獣医師から提出された指示書につい
て、交付状況と動物用医薬品の使用傾向を
調査。本県では平成16年度から提出先を県
獣医師会に委託し、家保が作成した様式へ
の集計を実施。9年間の交付枚数は63,951枚
で16年度と24年度を比較すると1.6倍に増
加。畜種別では豚53,971枚（84.4%）、採卵
鶏5,230枚（8.0%）、肉用牛3,042枚（4.8%）、
ブロイラー1,539枚（2.4%）と豚への交付が
大部分を占めた。薬効別ではワクチン39.3%、
抗生物質製剤32.9%、サルファ剤・合成抗菌
剤15.0%、ホルモン剤7.7%、駆虫薬は21年度
から増加し4.1%。交付された農家数は戸数
の減少もあり減少傾向。豚のワクチンでは2
0年度から豚サーコウイルスのワクチン接種
により交付件数が増加。今後はデータをさ
らに詳細に分析し安全・安心な畜産物の提
供のために動物用医薬品の適正使用の継続
した指導に活用。

657.離島の魅力を活用した長崎県の獣医師
確保の取組み：長崎県五島家保 浦川了、
藤井猪一郎

本県は平成32年度までに、県職員獣医師
は34名、家畜診療獣医師は20名の退職の見
込みであり、平成23～24年度の早期退職者
は5名。そこで、平成24年度に「獣医療を提
供する体制の整備を図るための県計画」を
策定すると共に、高校生への進学セミナー、
長崎県獣医修学資金貸与事業、離島におけ
る長崎県獣医師インターンシップ研修、大
学窓口担当者とホームページでの情報提供、
離島における新人家保職員農家研修といっ
た獣医師確保対策に取り組んでいる。離島
勤務について様々な研修を実施し、島の魅
力に触れることで獣医学生や新人職員の不
安が払拭され、良好な感想も得られたこと
から、離島の魅力を積極的にアピールして
獣医師確保対策を実施することは、本県の
獣医師確保に非常に有効。今後は現在実施
している獣医師確保対策の成果と課題を検
証し内容を充実させるとともに、公衆衛生
部局の職員とも連携した情報発信を行い獣
医師の確保対策を行っていく必要がある。

658.管内携帯電話圏外地域における連絡手
段の確保状況とその対策：宮崎県延岡家保
重永あゆみ

近年、病性診断の際には画像診断や迅速
な連絡が求められることが多い。しかし管
内では携帯電話（スマートフォン）圏外地
域にも農場が散在し、家畜伝染病発生の際、
現地との連絡が困難となり初動防疫の遅れ
を招く恐れがあると考えられる。管内14自
治体の畜産担当者に対してアンケート調査
を行ったところ、各農場における通信状況
について、『携帯圏外農場はない』と回答
した自治体は約28.5%（4/14）、『携帯圏外
農場がある』が約28.5%（4/14）、『把握し
ていない』は約43%（6/14）と、現状把握状
況は自治体ごとにばらつきが認められた。
また、携帯電話通信ができない場合の対策
手段について調査したところ、移動系防災
無線または衛星携帯電話保有率は全体の50%
（7/14）であった。このことから、携帯電
話通信圏外の農場では、移動系防災無線も
しくは衛星携帯電話を活用または農場近く
に携帯電話電波の安定する中継地点を設置
する等の対策が現状においては適当と考え
られた。


