
牛ウイルス性下痢ウイルス（BVDV）は、妊娠初

期の母牛が感染すると胎子がウイルスに対し免疫

寛容となり、持続感染牛（PI 牛）となることが

ある。PI 牛は一見健康でも、生涯ウイルスを保

持、排泄し、農場の汚染源となる。BVDV 感染症は、

畜産経営に大きな損失をもたらす疾病であり、本

病のコントロールには、ワクチンによる免疫付与

及び牛群の汚染源となる PI牛の早期摘発淘汰が

重要である。

都では、公益社団法人東京都獣医師会を事業実

施主体とする家畜衛生対策事業の中で、積極的な

BVDV 防疫対策に取り組んでいる。東京都家畜保

健衛生所（家保）では、ヨーネ病法定検査余剰血

清等を用いた BVDV 検査を実施し、PＩ牛につい

ては、飼養者に早期自主淘汰を指導している。検

査は任意であるが、家保が検査を推奨し、無料で

実施していることから 9割以上の飼養者が検査を

希望する。BVDV を含む混合ワクチンは、獣医師

会の指定獣医師が接種する。獣医師会は PI牛早

期淘汰奨励金の交付やワクチン接種費用の助成を

行うことで、飼養者の費用面での負担軽減を図っ

ている（図１）。1～3）

積極的な BVDV 対策により、平成 24 及び 25 年

度には PI 牛の摘発頭数は 0頭となり、都内農場

の BVDV 清浄化に成功したかと思われた。しかし

ながら、平成 26年度、都内で約 3年ぶりとなる

PI 牛 2頭の摘発事例があったので、その概要を

報告する。
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牛ウイルス性下痢ウイルス (BVDV) 感染症の防疫対策には、BVDV 持続感染牛 (PI 牛 ) の早期摘発淘

汰が肝要である。東京都（都）では、PI 牛早期淘汰奨励金交付事業等による積極的な防疫対策により、

清浄化を進めてきた。しかし、平成 26 年 6 月、1酪農場にて自家育成の乳用育成牛 1頭を PI 牛として

摘発淘汰した。PI 牛の母牛を含む全同居牛は BVDV 陰性であり、母牛に移動歴はなく BVDV ワクチン未

接種であったことから、母牛が妊娠初期であった平成 24 年 6 月～ 10 月の間に BVDV が農場に侵入し、

母牛が一過性感染したと推測した。聞き取り調査により、平成 24 年 5 月に預託先育成牧場から下牧し

た同居牛が同年 7月に分娩、その産子が BVDV 未検査のまま、翌年都外へ育成預託された事実が判明した。

同居牛の中和抗体価の動向からも、この産子が PI 牛であり、農場へのウイルス侵入経路となった可能

性が強く疑われた。当該産子は平成 26 年 9月の下牧時に PI 牛として摘発淘汰され、分離ウイルス（1b

型）の 5´非翻訳領域を標的とする PCR 産物における塩基配列は 1頭目と一致した。都の現行の防疫対

策では若齢牛の検査機会が少なく、本事例のような PI 牛摘発の遅れや、預託先育成牧場における同居

牛相互の感染によるまん延防止が課題である。今後は、若齢牛の検査体制構築による PI 牛の早期摘発、

預託先農場や他道府県関係機関と連携した BVDV 対策、適切なワクチン指導により本病の清浄化を推進

する必要がある。
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PI 牛①の摘発の経緯

平成 26 年 6月、都内 1酪農場にて、ヨーネ病

等の定期検査余剰血清を用いた BVDV 検査で、1

頭の乳用育成牛 1頭（平成 25 年 4月 5日生、自

家育成）から BVDV が分離された。一過性感染の

可能性を否定するため、3週間後に再検査を実施

したところ陽性となり、当該牛を PI牛（PI牛①）

と診断した。また、RT-PCR 及び抗原 ELISA 検査

を実施したところ、両検査とも陽性であり、さら

に抗体価を調べたところ 2倍以下であった。分離

ウイルスの遺伝子解析を実施したところ、1b 型

に分類された。

飼養者は家保の指導のもと、当該牛の早期自主

淘汰を決定し、7月に家保で鑑定殺を実施した。

当該牛は体格はやや小さいものの、病理所見に著

変はなかった。　

PI 牛①の感染経路の推測

PI 牛①の母牛は、自家産自家育成牛であり、

ワクチン接種歴はなく、同居牛は全頭 BVDV 陰性

であった。PI 牛①の出生日から逆算すると、母

牛が妊娠初期であったのは平成 24年 6月から 10

月までの間であり、この期間に農場にウイルスが

侵入し、母牛が一過性感染したと考えられた。し

かしながら、母牛に移動歴はなく、同居牛にも感

染源となったと考えられる牛はいなかったため、

ウイルス侵入経路はすぐに特定できなかった（図

2）。

そこで、農場への BVDV 侵入経路として一般的

と考えられる以下の出来事が、PI 牛①の母牛が

妊娠初期であった平成 24 年 6 月から 10 月まで

に間になかったか、飼養者から詳しく聞き取り調

査を行った。

まず、PI 牛や一過性感染牛の導入、または預

託先からの下牧があり、家保の BVDV 検査を逃れ

ていないか確認を行ったところ、当該期間中に該

当する導入牛等はなかった。

次に、導入または下牧牛が、農場内で PI牛を

分娩していないか確認を行った。すると、平成

27年 5月末に預託農場から下牧した同居牛 Aが、

平成 24年 7月に、初産子を分娩している事実が

判明した。その産子は、後継牛として平成 25年

10 月まで当該農場で飼養された後、家保の BVDV

検査を受ける機会がないまま、都外に預託された

とのことであった。この他に、農場への BVDV 侵

入経路として可能性が高いと考えられる出来事が

なかったこともあり、この同居牛 Aの産子が PI

牛であり、PI 牛①の母牛への感染源となったと

いう仮説を立てた。

さらに、当該農場同居牛の過去の法定検査余剰

血清を用い、PI 牛①分離株に対する血清中和抗

体価の動向を調べた。PI 牛①の母牛をはじめと

するワクチン未接種牛群の抗体価が、平成 24年

5月及び平成 26 年 6月の両検査間で大きく上昇

する一方、過去に預託歴があり、ワクチン接種歴

図１　東京都のBVDV防疫対策
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図２　BVDV侵入経路の推測(PI牛①)



のある牛群は上昇していなかった。また、同居牛

Aは、預託農場からの下牧直後の検査（平成 24

年 6月）では非常に高い抗体価を示したが、下牧

後 2 年以上経過した平成 26 年 6 月の検査では、

まだ高い抗体価を残すものの、低下していた（図

3）。この抗体価の動向は、「預託農場で妊娠初期

に BVDV に一過性感染した同居牛 Aが、下牧後 PI

牛を分娩することで、当該農場に BVDV が侵入し、

ワクチン未接種牛群内を中心にウイルスが水平伝

播し、その際、妊娠初期であった PI牛①の母牛

も一過性感染した」という仮説を裏付けるものと

考えられた。

同居牛 Aの産子は、PI 牛①摘発時点では都外

預託中であり、すぐに検査することはできなかっ

たが、飼養者にはこの牛が PI牛である可能性が

高いことを伝え、当該牛が下牧した際の隔離、周

囲の清掃消毒を徹底するよう指導した。

PI 牛②の摘発の経緯

PI 牛①のウイルス感染経路の推測から PI牛で

あることが疑われていた同居牛 Aの産子（平成

24 年 7 月 18 日生）は、平成 26 年 9 月妊娠後期

の状態で当該農場に下牧した。直ちに BVDV 検査

を実施したところ、BVDV が分離され、さらに RT-

PCR 及び抗原 ELISA 検査もともに陽性であった。

一過性感染の可能性を否定するため、2週間後に

再検査を実施したところ陽性であり、また、抗体

価も 2倍以下であったため PI牛（PI牛②）と診

断した。分離ウイルスは 1b型であり、PI牛①分

離株と 5´ 非翻訳領域を標的とする PCR 産物に

おいて塩基配列が一致した。

飼養者は家保の指導のもと、当該牛の早期自主

淘汰を決定し、家保で鑑定殺を実施した。PI 牛

②は肉眼及び病理所見に著変はなかった。また、

胎子血清からも同型の BVDV が分離された。

疫学調査結果（PI牛①及び PI牛②）

飼養牛の追跡調査、抗体価の動向、ウイルス

検査成績等から、今回摘発された 2頭の PI 牛の

BVDV 感染経路は以下のとおり推測された（図 4）。

PI牛②の母牛となる牛（同居牛 A）は、都内で

生まれ、ワクチン接種後都外へ預託されたが、残

念ながらワクチン効果が不十分であり、預託農場

で妊娠初期に BVDV に一過性感染した。都内に下

牧した際には BVDV が分離されなかったものの、

下牧後、PI牛②を分娩した。PI牛②は家保の検

査を受ける機会がないまま、農場内で約 15ヶ月

間飼養された。その間に、PI 牛②から排出され

たウイルスが、妊娠初期であった PI牛①の母牛

に一過性感染し、PI 牛①（胎子）が持続感染牛

となった。PI 牛②はさらにその後、都外へ預託

に出され、約 11 か月間の預託期間中に妊娠し、

都内下牧時に摘発された。つまり PI牛②は、当

該農場内で同居牛の感染源になっただけではな

く、預託農場でも同居牛の汚染源になった恐れが

図４　疫学調結果(PI牛①及びPI牛②)

－ 37 －
平成26年度東京都家畜保健衛生業績発表会集録（2016）

図３　同居牛の血清中和抗体価の動向



あった。

今後の課題及びまとめ

平成 26年度の PI牛摘発事例及び都の現状から

考える今後の BVDV 防疫対策の課題は以下の 3つ

であると考えられる。　

一つ目は検査体制の再構築である。都では現在、

主に法定検査余剰血清を用いた BVDV 検査を実施

している。法定検査の対象は 6ヵ月齢以上の牛で

あるため、成牛は 2年に 1度の定期検査に加え、

導入や預託農場からの下牧時等、重複して検査機

会がある一方、子牛の検査機会はほとんどない。

BVDV 陰性の母牛が胎内に隠して侵入する PI牛は

摘発が難しく、本事例のように長期間摘発を逃れ、

他牛の感染源となることがある。今後はこのよう

な子牛を早く摘発できる検査体制の構築が必要で

あり、現在、毛根－ IPO 法４）などの新たな検査

手法を検証しながら、新たな検査体制を検討して

いる。

二つ目は、預託農場やその所管家保、酪農協等

の関係機関との連携である。現在、都の多くの酪

農家にとって、経営に育成牛の預託事業は不可欠

である。BVDV 感染症以外にも牛白血病など、預

託農場における感染が問題となる疾病があるが、

預託農場が事前検査を求めないケースが多く、預

託前検査は多くの場合実施されていない。今後は、

全国的な規模で足並みを揃えた BVDV 対策を検討

していくことで、預託農場等におけるウイルス感

染環を断ち切っていくことが望まれる。

三つ目はワクチン接種指導である。現状では

残念ながら、育成預託等、牛の都外移動は重要な

BVDV 侵入リスクといえる。しかしながら、適切

なワクチン接種により牛群全体にきちんと免疫が

できていれば、仮に農場にBVDVが侵入してしまっ

ても、被害を最小限にすることができる。今後は、

牛の移動が多くウイルス侵入リスクが高いと考え

られる農場を中心に、広報などを用いながら指導

していく予定である。

今後はさらに強化した BVDV 対策により、都内

の清浄性をより高いレベルで維持していきたい。
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