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要　　約

　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、平成 21

年から平成 25年の都内農家のワクチン接種割合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した。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。農家毎の牛群接種割合は 10～ 100% と差異がみられ、

50% 以下の農家では未接種の肥育牛飼養のため低いと推察した。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された。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された。今後、

さらに多検体の抗体調査を行い、より正確な実態把握が必要と思われる。

はじめに

　アカバネ病は、主にウシヌカカによって媒介さ

れるウイルス性疾病であり、妊娠牛が感染すると、

死流産や子牛の体型異常を伴う異常産等の症状を

示す。国内では主に九州・四国地方で頻繁に発生

がみられている。関東・甲信越や東北地方でもた

びたび発生がみられ、東京都でもアカバネ病生ワ

クチン接種による予防対策を実施している。家畜

防疫対策要綱別記１「監視伝染病のサーベイラン

ス対策指針」に基づき実施している牛流行熱等抗

体調査では、都全体の牛飼養頭数が少ないため、

アカバネ病生ワクチンが未接種である母牛から生

まれた子牛を選定することが難しく、本予察では

たびたび移行抗体と思われる中和抗体を保有する

子牛がみられた。しかし、今年度の予察では移行

抗体と思われる中和抗体を保有する子牛がみられ

なかったため、母牛のアカバネ病生ワクチン抗体

価が低下している可能性が推察された。そこで、

ワクチン効果の検証と今後の防疫対策の参考とす

るため、ワクチン接種実態調査と中和抗体保有状

況調査を実施した。

材料及び方法

ワクチン接種実態調査

　平成 21年から平成 25年までの計５年間分のワ

クチン接種データを公益社団法人東京都獣医師会

に提供して頂き、アカバネ病生ワクチンについて、

接種農家戸数、農家毎の接種頭数、ワクチン接種

日の３項目を調査した。また、イバラキ病生ワク

チンによる干渉作用の影響を検証するため、イバ

ラキ病生ワクチンの接種日を調査し、両生ワクチ

ンの接種間隔が適切かどうか調べた（図１，表１）。

中和抗体保有状況調査

材料：平成 21年から平成 25年までの過去 5年間

分の、６農家計７５検体の定期検査保存血清を使

用した。本調査では農家を３種類に分類した。そ

の内訳は、ワクチン接種から１ヶ月後に採血した

農家２戸（Ａ、Ｂ）、ワクチン接種から４ヶ月後

に採血した農家２戸（Ｃ、Ｄ）およびワクチン非

接種農家２戸（Ｅ，Ｆ）の計６農家とした。

　なお、選定したワクチン接種農家は、何れも飼

養牛の 80％以上にアカバネ病生ワクチンを接種

している農家を選び、ワクチン接種対象牛のほ
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ぼすべての牛でワクチンが接種されたと仮定し、

２４ヶ月齢以上の牛を各農家５頭ずつ選定した。

方法：中和試験により抗体価を測定した。細胞は

HmLu-1 細胞、ウイルスは OBE-1 株を使用した。

結　　果

ワクチン接種実態調査

接種農場割合と傾向：図２に過去５年間の、都内

牛飼養農家全戸数に対するアカバネ病生ワクチン

接種農家戸数の割合を示した。接種農家の割合は

毎年約５０％前後で推移していた。ワクチン接種

農家は、毎年同じ農家が接種している傾向にあっ

た。一方、年によって接種したりしなかったりす

る農家、近年から接種を開始した農家、逆に接種

をやめた農家などもみられた。

農家毎の接種頭数割合：図３に、平成 23年から

平成 25年までの過去３年間におけるアカバネ病

生ワクチンの農家毎の接種頭数割合を示した。定

期報告により各農家から報告された飼養頭数に対

し、どのくらいの割合でワクチンが接種されてい

たのか調査した。農家毎の接種頭数には差異がみ

られ、その幅は１０％から１００％と様々であっ

＜種類＞

・生ワクチン： 皮下注射  １回 
・不活化ワクチン： 筋肉内注射 ４週間隔で２回 

 

＜使用上の注意＞ 
・接種時期： ４月～６月 
・効果持続期間： 半年間 

都では生ワクチンを接種する農家が多く、不活化ワクチンを接種する農家は少ない 

図１ アカバネ病生ワクチン使用上の注意点

アカバネ病生ワクチン 
相互干渉作用あり 

接種間隔２週間あける 

イバラキ病生ワクチン 牛流行熱生ワクチン 

 ＜期間＞ 
・平成２１年～平成２５年 

 ＜対象ワクチン＞ 
・アカバネ病生ワクチン 
・イバラキ病生ワクチン（接種日のみ） 

 ＜調査項目＞  
・接種農家 
・農家毎の接種頭数 
・接種日 

ワクチン接種実態調査 

 ・平成２１年～平成２５年の定期検査保存血清：６農家計７５検体 
 ・方法：中和試験法 

中和抗体保有状況調査 

表１ 材料および方法

図２ ワクチン接種農場割合
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図３ ワクチン接種頭数割合
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図４ ワクチン接種時期 
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図１ アカバネ病生ワクチン使用上の注意点

図２ ワクチン接種農場割合

図４ ワクチン接種時期

図３ ワクチン接種頭数割合

表１ 材料および方法
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た。

ワクチン接種時期：図４にアカバネ病生ワクチン

とイバラキ病生ワクチンの接種時期を示した。両

ワクチンとも、ウシヌカカの活動期間前の４月か

ら６月までの間に接種が行われていた。また、ア

カバネ病生ワクチンとイバラキ病生ワクチンの接

種間隔を２週間あける注意点も概ね守られていた

が、一部守られていない農家もみられた。

中和抗体保有状況調査

　表２に、過去５年間におけるアカバネ病中和抗

体保有状況調査の結果を示した。ワクチン接種農

家では抗体価２倍以上の牛が多くみられ、ワクチ

ン接種農家Ａ、Ｂ、Ｃ、Ｄとワクチン非接種農家Ｅ、

Ｆとの間に平均抗体価の有意差はみられた。また、

ワクチン接種から１ヶ月が経過した農家Ａ、Ｂと、

ワクチン接種から４ヶ月が経過した農家Ｃ、Ｄで

は平均抗体価に有意差はみられなかった。一方で、

ワクチン接種農家のうち一部で抗体を持たない牛

がみられた。ワクチン非接種農家では、農家Ｅは

抗体価が全頭２倍未満、農家Ｆも平成 24年では

全頭２倍未満であった。農家Ｆの平成 22年の結

果では、抗体価２倍が２頭、抗体価４倍の牛が１

頭みられた。

図５ 配布したパンフレット

表２ 中和抗体保有状況調査

注 ＋：ワクチン接種、 －：ワクチン非接種

注 農場 Ｂは６月採血、農場ＣＤは９月採血

ワクチン接種から
採血までの期間 <×2 ×2 ×4 ×8 ×16 ×32 ≧×64

農家 年（平成） ワクチン
中和抗体価（数字は頭数）

－

１月

１月

４月

４月

＋

＋

＋

＋

－

表２ 中和抗体保有状況調査

図５ 配布したパンフレット  

図６　配布した家保通信
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考　　察

ワクチン接種実態調査

接種農場割合と傾向：都内におけるアカバネ病生

ワクチンの接種農場割合は約５０％で推移してい

たが、西日本の流行県では８０％ほどの接種割合

であるため、流行県に比べると低い値であり、流

行時における異常産発生の可能性が危惧された。

農家毎の接種頭数割合およびワクチン接種時期：ワ

クチン接種農場における対象牛への接種割合も約

５０％であった。また、接種割合は農家毎の幅差

が大きく、一部の対象牛にはワクチンが接種され

ていなかった。ただし、牛群のワクチン接種割合

が５０％以下の農家では、肉用肥育牛を飼ってい

る農家が多かったため、その分接種割合が低く

なったと考えられた。さらに、年によってワクチ

ンを打ったり打たなかったりする農家がいること

からも、農家にワクチン接種の方法が正しく理解

されていないことが推察された。そこで、牛流行

熱等抗体調査協力農家に対し、ワクチンの正しい

接種方法を記載したパンフレットを作成・配布

した。また、ワクチン接種開始前に、「家保通信」

でも同様の記事を作成し啓発を行った（図５、図

６）。一般に、牛群の抗体保有率が 30％以下にな

るとアカバネ病が流行する傾向にあるといわれて

いるため、今後も継続してワクチン接種の普及・

啓発を実施して牛群の抗体保有率の向上・維持に

努める必要がある。

中和抗体保有状況調査

　本調査結果と、これまでの発生予察の結果をあ

わせてみると、野外感染と思われる抗体価の上昇

はみられず、近年都内においてアカバネ病の流行

がなかったということが示された。農家Ｆの平

成 22年の結果で、抗体価２倍が２頭、抗体価４

倍の牛が１頭みられたが、Ｆ農家のおとり牛調査

の過去のデータより平成 21年度以前にはアカバ

ネ病生ワクチンを接種していたことが判明した。

また、Ｆ農家における過去のおとり牛調査で陽転

がみられなかったことからも、Ｆ農家の３頭の抗

体はワクチン抗体と考えられた。今回調査対象で

あったワクチン接種農家では全戸で牛群の抗体保

有率が３０％以上であった。一方で、ワクチン非

接種農家が抗体をもっていない状況から、非接種

農家にアカバネ病が侵入した場合、農場内で流行

する可能性があることが示唆された。本調査で使

用した検体はワクチン接種割合の高い農場と、ワ

クチン非接種農家のみであったことから、東京都

の現状について把握するためには、今後、さまざ

まなワクチン接種割合の農家を調査する必要があ

る。今後もデータの蓄積に努めたい。
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