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 畜舎でみられるネズミ  
農場を巡回した際、畜舎内でネズミを見かけることがしばしばあります。畜舎内には 

エサや水、隠れ場所などが豊富にあり、ネズミにとって非常に生息に適した環境といえま

す。  
  

 畜産現場で見られるネズミは右の3種がほとんどですが、近年

都内にはクマネズミが多いようです。 

 クマネズミは、運動能力が高く、壁を駆け上がります。また、他

の種に比べて警戒心が強く、殺鼠剤感受性が低いため、 防除

が難しいという特徴があります。 

立川市 南波 光 くん 

 猫は本当にネズミを捕るのか？ 
 

 子猫のときに母猫からネズミを捕ることを習得していない猫は、ネズミを捕らないば

かりか、病原体の媒介者となる可能性があります。畜舎には家畜以外の動物が入らな

いようにしましょう。 

出典：「クリーンな鶏舎」20のアイディア       

  著者:横関正直 山本喜康 発行:㈱日本畜産振興会 

■畜産現場におけるネズミの害 

■防除の手法 

ドブネズミ 

クマネズミ 

ハツカネズミ 

   

 

飼料の損失 
（ネズミは毎日体重の10％の飼料を食べる

→250ｇのネズミが100匹いれば年間1トン

近くの飼料損失） 

病気の伝播 
 サルモネラなどの病原体や外部 

寄生虫を媒介する可能性がある 

構造物への被害 
 電気系統をかじることで火事を引き  

 起こすこともある 

飼養への悪影響 
・家畜へのストレス→飼養効率低下 

・卵やヒナ、子豚がかじられることもある

 事前に十分な調査を行い被害状況を確認した上で、以下をうまく組み合わせて 

実施しましょう。 

 １）環境的駆除法：整理・整頓→ネズミが生活できる環境要因を取り除く。 

          隙間を塞ぐ、破損箇所修繕・補強→侵入防止 

 ２）化学的防除法：殺鼠剤や忌避剤による防除 

 ３）物理的防除法：ワナによる捕獲、超音波忌避器の使用 

（参考文献）「クリーンな鶏舎」20のアイディア 著者:横関正直 山本喜康 発行:㈱日本畜産振興会 

       鶏舎におけるネズミの生態と防除 イカリ消毒株式会社技術研究所 所長 谷川力 

         ねずみ対策～クマネズミってご存知ですか～ 東京都福祉保健局 多摩府中保健所 
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 海外での家畜伝染病発生情報（2～3月） 

「定期の報告」の提出期限がせまっています 
～牛、水牛、鹿、めん山羊、豚、いのしし及び馬の所有者の皆様へ～ 

平成25年分の定期の報告期限は、平成25年4月15日です。 

上記家畜を所有している方は、遅滞のないよう報告書を提出して下さい。 

なお、家きん（鶏、あひる、うずら、きじ、だちょう、ほろほろ鳥及び七面鳥）

所有者の提出期限は6月15日です。 

 

※小規模以外の家畜所有者で、畜舎数が未記入のものが多く見受けられます。   

該当される飼養者は畜舎数も記入されているか再度ご確認のうえ、提出してくだ 

さい。 

 家畜伝染病予防法違反被疑者の逮捕について 

 3月、大阪で、台湾から畜産物を不正に持ち込んだ台湾人女性が逮捕されました。 
 

（参考）畜産物の輸出入検疫について 

●海外から家畜の病気が侵入するのを防止するため、口蹄疫等が発生している    

国・地域から日本への偶蹄類の動物の肉製品（肉、ソーセージ、ジャーキーなど）の持込

は禁止されています。 

●持ち込みが禁止されていない製品であっても、海外から日本に持ち込む場合には、 

輸出国政府が発行する検査証明書を取得し、日本到着時に動物検疫所の検査を受ける

必要があります。 

お知らせ 

 いつも家保通信をお読みいただきありがとうございます。 

 転居等で送付先が変更になられた方、家畜の飼養を中止された等で家保通信の送付

が不必要になられた方は、お手数ですがご一報願います。 

「定期の報告」の提出をおねがいします。 

■中国（広東省、チベット自治区、青海省）・ロシアで口蹄疫が発生しました。 

■ベトナム・メキシコ・インドで高病原性鳥インフルエンザが発生しました。 

■アメリカ・ドイツ・オーストラリア・オランダで低病原性鳥インフルエンザが  

発生しました。 
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夏期鶏サルモネラ検査および 

残留抗菌性物質調査実施のお知らせ 
5月7日～6月10日の日程で検査を実施します。 

《対象》 概ね100羽以上の家きんを飼養している飼養者 

《検査内容》 

サルモネラ検査     ： 鶏舎、通路床、ケージ、巣箱等の環境材料および卵 

残留抗菌性物質調査： 卵 

《検査日程》 個別にお知らせします。 

安心・安全な畜産物を提供するためにぜひご協力下さい。 

アカバネ病等のワクチン接種時期です！ 
 新緑の好季節となりました。この時期（４月下旬～6月）はヌカカなどの吸血昆虫によって

媒介されるアルボウイルス感染症（アカバネ病、イバラキ病、チュウザン病等の総称）の予

防接種の時期です。夏期を中心に活動する吸血昆虫により媒介されるアカバネ病等の発

生予防には、地域ぐるみで牛群の免疫力を高めておく必要があります。 

近年、世界的に動物やヒトの種々のアルボウイルス感染症の流行が拡大しています。

その要因として地球温暖化等の気候変動や国際的な物流の増大・拡大により吸血昆虫の

分布域が拡大し、吸血昆虫により媒介される伝染病の発生リスクが増大していると考えら

れています。 

予防注射に当っては、アカバ 

ネ病生ワクチンとイバラキ病生ワ

クチンは2週間以上の間隔をあけ

て接種する必要があります。 ま

た、健康状態に異常のあるもの、

分娩間際又は直後、交配後間の

ないものは、獣医師にご相談くだ

さい。接種後は激しい運動や移

動はさけてください。 

予防注射の申込み、相談は、

獣医師または東京都酪農業協同

組合にご連絡ください（追加申込

みも可）。なお、アカバネ病とイバ

ラキ病ワクチン接種料は国と都

から、牛6種混合ワクチン接種料

には都から助成金が交付されて 

います。 

 

アカバネ病の流行時期と病態  

資料：山川 睦,アカバネ病再考,臨床獣医,5,10-1(2012) 

青梅市 大山 凜乃介 くん 



平成25年度 牛の定期検査のお知らせ 
家畜伝染病予防法第5条に基づく牛のヨーネ病と結核病の定期検査を実施します。下

表の地区と日程で行う予定です。ご協力をお願いします。また、今年度から、ヨーネ病の

検査方法が変更になります。詳しい内容については、対象者に別途お知らせします。 

  市町村 採血日 判定日 

南多摩 

八王子市① 
5月7日（火） 5月10日（金） 

美山町 

八王子市② 
5月13日（月） 5月16日（木） 

小比企町・楢原町 

八王子市③ 
5月14日（火） 5月17日（金） 

北野町・緑町 

八王子市④ 
5月20日（月） 5月23日（木） 

館町・寺田町 

八王子市⑤ 
5月21日（火） 5月24日（金） 

堀之内 

八王子市⑥ 
5月27日（月） 5月30日（木） 

高月町・加住町 

八王子市⑦ 堀之内 

稲城市 

日野市 

5月28日（火） 5月31日（金） 

町田市① 
6月3日（月） 6月6日（木） 

小山町・図師町 

町田市② 
6月4日（火） 6月7日（金） 

相原町 

西多摩 

瑞穂町① 
9月2日（月） 9月5日（木） 

石畑・殿ヶ谷 

瑞穂町② 
9月3日（火） 9月6日（金） 

長岡長谷部 

瑞穂町③ 
9月9日（月） 9月12日（木） 

長岡長谷部・駒形富士山 

瑞穂町④ 
9月10日（火） 9月13日（金） 

武蔵 

発行日 平成25年4月30日  〒190-0013 東京都立川市富士見町3-19-4  

  TEL ：042-524-8001 FAX：042-523-4286 

  携帯：090-6941-4315 
編集発行  

● 判定日（繁殖農家については検査日）には、農場情報の聞き取り調査と提出していた

だいた定期報告書の確認等を行いますので、ご協力をお願いします。 

● 本検査に合わせ、希望者に、牛白血病、牛ウイルス性下痢・粘膜病、病原性大腸菌

（Ｏ１５７）の検査を実施しますので、ぜひご利用ください。 

● 都内移入牛（導入、預託帰還）については、家畜伝染病予防法第5条によるヨーネ病

の検査を随時実施します。導入、預託の帰還があった場合は当所までご連絡くださ

い。 

東京都家畜保健衛生所  

http://www.sangyo-rodo.metro.tokyo.jp/norin/syoku/kahotu/kahotu.htm 
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鳥インフルエンザＡ（H7N9）に対する防疫対策の徹底

をお願いします！ 

 中国では、ヒトや鳥類での本病の発生が継続し、また、今般、台湾においても、中 

国からの帰国者で、本病ウイルスの感染者が確認されたことから、旅行客等を介した

我が国への本病ウイルスの侵入が懸念されます。 

 このような状況を踏まえ、ヒトを介した本病ウイルスの侵入リスクに鑑み、家きん 

の飼養者及び家きんの飼養農場へ立ち入る関係者（以下「家きん飼養者等」という。） 

の海外渡航について下記の事項に留意し、家きんの飼養農場への本病ウイルスの侵

入防止に万全を期するようお願いします。 

 

記 

１ 家きん飼養者等の海外渡航の自粛等の指導の徹底について 

 家きん飼養者等の方は、本病の発生地域への渡航を可能な限り自粛してください。 

 仮に渡航する場合には、以下の点に留意をお願いします。 
 

（１）渡航に当たっての留意事項 

① 生鳥市場、農場、と畜場などの畜産関連施設に立ち入らないこと。 

② 動物との不用意な接触を避けること。 

③ 手洗い、うがいにつとめ、衛生管理を心がけること。 

④ 肉製品等を日本に持ち帰らないこと。 

⑤ 帰国の際には、到着した空海港の動物検疫所カウンターに立ち寄り、家畜防疫官 

  の指導を受けること。 

 

（２）帰国後の留意事項 

① 本病の潜伏期間を踏まえ、帰国後10日間、必要がある場合を除き、衛生管理区域（家 

    畜伝染病予防法施行規則第21条の2第1号に規定する衛生管理区域をいう。）に立ち 

    入らないこと。 

② 身体を清潔に保つとともに、海外で使用した衣服及び靴を衛生管理区域に持ち 

   込まないこととし、やむを得ず持ち込む場合には、事前に洗浄、消毒その他の 

   措置を講ずること。 

③ 帰国後に発熱、咳等のインフルエンザ様の症状が出た場合には、最寄りの保健 

    所に連絡し指示を仰ぐこと。 

 

２ 衛生管理区域への病原体の持ち込み防止の徹底について 

  飼養衛生管理基準に基づき、必要のない者を衛生管理区域に立ち入らせないよ 

 う、改めて徹底してください。特に過去10日以内に本病の発生地域から入国した者 

 （帰国者を含む。）は、衛生管理区域に立ち入らせないよう注意をお願いします。 



http://www.sangyo-rodo.metro.tokyo.jp/norin/syoku/kahotu/kahotu.htm 

 〒190-0013 東京都立川市富士見町3-19-4  

  TEL ：042-524-8001 FAX：042-523-4286 

 携帯：090-6941-4315 編集発行  東京都家畜保健衛生所  

発行日 平成25年5月2日 

飼養している家きんに異常が見られた際は、直ちに家畜保健衛生所まで連

絡してください！ 

 連絡先：東京都家畜保健衛生所 

   平日 042-524-8001 

夜間、休日   090-6941-4315 
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  平成2４年度豚病抗体調査結果 
◆豚胸膜肺炎【APP】 ワクチン接種の有無に関わらず、高い陽性率を示しました。都内で常在化

しているようです。ワクチンを適正に接種しましょう。 

 
◆豚丹毒【SE】  APPと同様に高い陽性率を示しています。近年、この病気はと場で発見されるこ

とが多くなっています。ワクチン接種を適正に行なうことが必要です。 

 
◆豚マイコプラズマ肺炎【MPS】 繁殖豚のワクチン接種率は12.5％と低率ですが、繁殖豚を飼養

する農場の肥育豚ではワクチン無にも関わらず、92.9％の陽性率を示す農場もあります。確実に

ワクチン接種を行い、免疫力をつけて病気を防ぎましょう。 

 
◆豚繁殖・呼吸障害症候群【PRRS】  繁殖豚の個体の陽性率は9.2％でした。昨年度に比べ5

ポイント下がりました。本病はウイルスを農場に入れないことが重要です。飼養衛生管理基準の遵

守で、病気の侵入を防ぎましょう。 

 

PRRS ﾜｸﾁﾝ 検査戸数 陽性戸数 
農場の 

陽性率 
検査頭数 陽性頭数 

個体の 

陽性率 

繁殖豚 無 8戸 4戸 50.0% 218頭 20頭 9.2％ 

肥育豚 
有 1戸 1戸 100.0% 14頭 14頭 100.0％ 

無 3戸 2戸 66.7% 41頭 20頭 48.8％ 

計   12戸 7戸 58.3% 273頭 54頭 19.8％ 

MPS ﾜｸﾁﾝ 検査戸数 陽性戸数 
農場の 

陽性率 
検査頭数 陽性頭数 

個体の 

陽性率 

繁殖豚 
有 1戸 1戸 100.0% 32頭 32頭 100.0％ 

無 7戸 7戸 100.0% 192頭 57頭 29.7％ 

肥育豚 
有 3戸 3戸 100.0% 41頭 30頭 73.2％ 

無 1戸 1戸 100.0% 14頭 13頭 92.9％ 

計   12戸 12戸 100.0% 279頭 132頭 47.3％ 

SE ﾜｸﾁﾝ 検査戸数 陽性戸数 
農場の 

陽性率 
検査頭数 陽性頭数 

個体の 

陽性率 

繁殖豚 
有 6戸 6戸 100.0% 201頭 198頭 98.5％ 

無 2戸 2戸 100.0% 16頭 16頭 100.0％ 

肥育豚 有 4戸 4戸 100.0% 99頭 99頭 100.0％ 

計   12戸 12戸 100.0% 316頭 313頭 99.1％ 

APP ﾜｸﾁﾝ 検査戸数 陽性戸数 
農場の 

陽性率 
検査頭数 陽性頭数 

個体の 

陽性率 

繁殖豚 
有 1戸 1戸 100.0% ３2頭 ３2頭 100.0％ 

無 ７戸 7戸 100.0% 19７頭 194頭 98.5％ 

肥育豚 
有 3戸 3戸 100.0% 41頭 39頭 95.1％ 

無 1戸 1戸 100.0% 14頭 12頭 85.7％ 

計   12戸 12戸 100.0% 284頭 277頭 97.5％ 

福生市 田沼 陽舞 さん 



        家畜伝染病予防法に基づく 

  「定期の報告」を提出してください     

※小規模所有者以外の方で、畜舎数が未記入のものが多く見受けられます。       

該当者は畜舎数も記入されているか再度ご確認のうえ、提出してください。  

中国における鳥インフルエンザウイルス(H7N9)のヒ

ト感染事例と家きん等の発生状況 
中国において鳥インフルエンザウイルス

(H7N9)のヒトへの感染事例が初めて確認され

(感染確認131名、うち死亡者36名（5月17日現

在)）、感染拡大が心配されています。現在ま

での情報では、感染経路やヒトの間での流行

は明らかではありませんが、分離ウイルスの

遺伝学的解析等の結果、3種類の鳥インフルエ

ンザウイルスに由来し、遺伝子の一部がほ乳

動物に感染しやすいものに変異していること

が指摘されています。 

写真 中国上海市内の繁華街路上での家
きん類(鶏、アヒル、ハト)の販売状況
(H24年5月撮影) 

中国の生鳥市場の家きん類や野生ハトから同一ウイルスが分離されていることや（図参

照）、鶏に対する病原性は低く、ほとんど症状を示さない低病原性鳥インフルエンザウイ

ルスであることから、鳥類の中で感染が広がっていることが懸念されます。 

家畜保健衛生所が毎月、定期的に行っている養鶏場での調査（鳥インフルエンザサーベ

イランス）は、このような鶏ではほとんど症状を示さない低病原性鳥インフルエンザウイ

ルスの感染を早期に発見するためのものです。中国でハトからウイルスが分離されたこと

から、現在、伝書鳩飼養者の協力を得て、ハトについても調査対象として国内へのH7N9ウ

イルス侵入の監視を強化しています。幸い、我が国では、本ウイルスは確認されていませ

んが、養鶏場内への野鳥の侵入防止対策、消毒や手洗い等の基本的な防疫対策の励行が公

衆衛生と家畜衛生の両面で重要です。 

   

 

家畜所有者の区分 提出期限 未提出者 

牛、水牛、鹿、馬、めん羊、山羊、豚及びいのしし 

の所有者 

4月15日 早急に提出して下

さい。 

鶏、あひる、うずら、きじ、だちょう、ほろほろ鳥及び

七面鳥の所有者 

6月15日 期限までに提出し

て下さい。 



 4月19日に北朝鮮平壌市のあひる飼養農場に

おいて、高病原性鳥インフルエンザの発生があ

りました。また、5月13日には中国チベット自治

区の家きん飼養農場において同病が発生してい

ます（図参照）。また、台湾、カンボジア等近

隣アジア諸国においては、引き続き本病の発生

が確認されています。 

 

■飼養者のみなさまへのお願い 
 我が国への本病ウイルスの侵入経路は、渡り

鳥だけでなく、人や物を介した経路も考えられ

ます。必要がある場合を除いて、過去1週間以内

に海外への渡航暦がある方（発生地へ渡航して

いる場合は10日以内）を衛生管理区域に立ち入

らせない等、飼養衛生基準を遵守し、農場内に

ウイルスが持ち込まれることがないようにして

ください。また、飼養している家畜に異常が見

られた際は、直ちに家畜保健衛生所まで連絡し

てください！ 

図2 北朝鮮における高病原性

鳥インフルエンザの発生地図 

図3 中国における高病原性 

鳥インフルエンザの発生地図 
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海外で高病原性鳥インフルエンザ（H5N1亜型）が発

生しました！ 
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宮崎県で鳥インフルエンザH5亜型の抗体を確認！ 

 11月から5月にかけて全国で行われていた鳥インフルエンザ検査の強化モニタリ

ングの中で、宮崎県の養鶏場において血清抗体検査で陽性となる事例があり、動物

衛生研究所で抗体のHA亜型を判別する検査を実施したところ、1検体から、H5亜型

の鳥インフルエンザウイルスに特異的な抗体が検出されました。 

 このため、「高病原性鳥インフルエンザ及び低病原性鳥インフルエンザに関する

特定家畜伝染病防疫指針」に基づき、当該農場について農場監視プログラム（詳し

くは裏面を参照）を適用することとなりました。現在は、当該農場からの生きた家

きん、家きん卵等の移動制限や当該農場を中心とした半径5キロメートル以内の区

域にある農場への立ち入り検査などが実施されています。 

発生場所 宮崎県児湯郡川南町 

種目・日齢 種鶏 約120日齢 

飼養羽数 約20000羽 

農場監視プログラム適用農場の概要 

 患畜又は疑似患畜とは判定されなかったものの、Ｈ５又はＨ７亜型のＡ型インフ

ルエンザウイルスに特異的な抗体が確認された家きんを飼養する農場については、

「農場監視プログラム」が適用されます。 

鳥インフルエンザ検査結果 

  検査項目 結果 

  臨床症状 なし 

  

血清抗体検査   

エライザ法 陽性 

寒天ゲル内沈降反応 陽性 

  ＨＩ検査 Ｈ５亜型 

  ウイルス分離 
陰性 

  遺伝子検査 



http://www.sangyo-rodo.metro.tokyo.jp/norin/syoku/kahotu/kahotu.htm 

 〒190-0013 東京都立川市富士見町3-19-4  

  TEL ：042-524-8001 FAX：042-523-4286 

 携帯：090-6941-4315 編集発行  東京都家畜保健衛生所  

発行日 平成25年6月5日 

■農場監視プログラムとは 
 病性鑑定の結果、ウイルスに対する抗体が確認され、ウイルスが分離されない家

きんを飼養する農場のうち、家畜防疫員が、当該農場の鶏舎ごとにウイルス拡散防

止のための厳格な飼養衛生管理基準が確実に実施されると判断した農場について、

当該農場の飼養者と協議の上で適用されます。適用された農場では 

①当該農場からの生きた家きん、家きん卵等の移動制限 

②当該農場を中心とした半径5キロメートル以内の区域にある農場への立ち入り検

査 

③モニター家きん（おとり鶏）を配置し、臨床検査、ウイルス分離検査及び血清抗

体検査の実施等の措置がとられます。 

飼養衛生管理基準の遵守を徹底してください！ 
■衛生管理区域への病原体の持ち込みを防止しましょう 

・関係者以外の立ち入り禁止 

・人・物・車両の消毒 

・専用の衣類・靴の設置 

・海外からの入国者の立ち入り禁止 

・海外で使用した衣類及び靴の持ち込み禁止 

■野生動物による病原体の侵入を防ぎましょう 

・野生動物の排せつ物の飼料や水への混入防止 

・防鳥ネットの設置と破損箇所の修繕 

■衛生管理区域の衛生状態を保ちましょう 

・衛生管理区域内の施設及び器具の清掃又は消毒 

・過密状態で家きんを飼養しない 

■家畜の健康観察を行いましょう 

・毎日、飼養家きんの健康観察を行う 

・他の農場等から家きんを導入する場合には健康な家きんを導入する 

■感染ルート等の早期特定のための記録を作成し保存しておきましょう 

・衛生管理区域に立ち入った人や車両の記録 

・導入した家きんの種類、導入元、頭数、健康状態及び導入日 

・出荷・移動した家きんの種類、出荷・移動先、頭数、健康状態及び出荷・移動日 

・飼養家きんの異常の有無 

 

飼養している家きんに異常を発見した場合は直ちに家畜保健

衛生所まで連絡してください！ 
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中国における口蹄疫発生が拡大・急増！ 
 中国政府からＯＩＥへの発生通報の件数が著しく増加しています。 

 特に、2010年から発生が確認されていなかった口蹄疫（Ａ型）が、裏面のように

急激に増加しています。Ｏ型についても、引き続き広い地域で発生しています。 

 飼養者の方は、口蹄疫が発生している国への渡航を可能な限り自粛し

てください。 

 仮に渡航する場合には、以下の点に留意してください。 

（１）渡航に当たっての留意事項 

  ①農場やと畜場などの畜産関連施設に立ち入らないこと。 

  ②肉製品等を日本に持ち帰らないこと。 

  ③帰国の際には、到着した空海港の動物検疫所カウンターに立ち寄り、家畜防

疫官の指導を受けること。 

（２）帰国後の留意事項 

  ①飼養衛生管理基準に基づき、帰国後一週間、必要がある場合を除き、衛生管

理区域に立ち入らないこと。 

  ②海外で使用した衣類及び靴を衛生管理区域に持ち込まないこととし、やむを

得ず持ち込む場合には、事前に洗浄、消毒その他の措置を講ずること。 

 また、口蹄疫発生国に渡航した人が農場に立入らないよう注意しましょう。 

 今後、最新の情報の把握に留意してください。 

＜農林水産省ホームページ：口蹄疫に関する情報＞ 

http://www.maff.go.jp/j/syouan/douei/katiku_yobo/k_fmd/index.html 

異常家畜の早期通報を徹底してください！ 
 牛・水牛・鹿・めん羊・山羊・豚・いのししについて下記のような症状がみられ

たら、家畜の移動は行わずに、すみやかに家畜保健衛生所に届け出てください。 

 ・39℃以上の発熱があり、泡状のよだれ、口や鼻やひづめや乳房に水疱やびらん 

 ・複数の家畜の口や鼻やひづめや乳房に水疱やびらん 

 ・哺乳豚の半数以上の死亡 

歯床のびらん 

乳頭の水疱 鼻端の水疱とびらん 蹄球部のびらん 

舌の水疱 泡状のよだれ 

口蹄疫の症状の例 
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サルモネラ検査（夏期）の結果 

 今年度も、夏期の養鶏場のサルモネラ検査が無事に終了し、結果は表の通りで

す。ご協力ありがとうございました。 

検査対象 検査戸数 
検出戸数  

（検出率） 

鶏舎内ほこり 35 1 (2.9%） 

鶏卵 35 0 （0%） 

平成25年度 養鶏場サルモネラ検査結果 

 ※同時に行っている残留抗菌性物質調査は、ただいま検査中です。結果の連絡が

遅くなり申し訳ございませんが、もう少々お待ち下さい。 

  

検査成績証明書の発行を希望された方へ 

 今回の検査成績証明書は、残留抗菌性物質調査の結果と合わせて発行しますが、

早急にサルモネラ検査成績証明書のみを希望される方は、先に発行することも可能

です（ただし、証明書手数料（590円）は発行ごとにかかりますので、残留抗菌性

物質調査証明書も希望された場合、さらに590円の証明書手数料がかかります）。

希望される方は家畜保健衛生所指導係までご連絡ください。 

 

海外での家畜伝染病発生情報 
   

 

【鳥インフルエンザ】 
 ・4月16日から5月23日にかけて、メキシコのハリスコ州、プエブラ州、グアナ

ファト州、アグアスカリエンテス州の計8農場で高病原性鳥インフルエンザ

（H7N3亜型）が発生しました。 

【口蹄疫】 
 ・台湾台中市で5月27日に口蹄疫（O型）が発生しました。また、中国では6月8日

にチベット自治区で口蹄疫（O型）が、6月9日に中国雲南省で口蹄疫（A型）

の発生がありました。 

 諸外国では、家畜伝染病が継続的に発生しています。飼養衛生管理基

準を守って、病原体の侵入を阻止しましょう。 

 また、家畜に特定症状が現れたら、すぐに家畜保健衛生所にご連絡く

ださい！ 

青梅市 五十嵐 礼奈さん 
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暑熱対策は万全ですか？ 
   

 

 本格的な夏の到来も間近となり、都内でも真夏日を観測する所も出てきていま

す。気象庁によると、今年の関東甲信越地方の夏の平均気温は平年並か平年より高

いと予想されています。採食量や受胎率の低下によって家畜の生産量が損なわれな

いよう、早めの暑熱対策を行いましょう。 

◎暑熱対策の例 

【畜舎環境面】 
 ●畜舎外から畜舎温度を下げる 

 ・樹木や遮光ネット等の設置 

 ・屋根・壁・床への断熱材の設置、塗装 

 ●畜舎内から畜舎温度を下げる 

 ・換気扇や扇風機での送風 

 ・家畜への直接送風・散水 

 ※乳牛の体感温度については、湿度が大きく関与していると言われています。

散水等水を使った暑熱対策を行う場合は、必ず送風機等で湿気を外に排出

するようにしましょう。 

【飼養管理面】 
 ●密飼いを避けて、体感温度とストレスを低減する 

 ・毛刈りの実施（牛） 

 ・熱放散を妨げないように牛体の汚れを落とす 

 ●飼料給与等の工夫 

 ・冷たい水が十分に飲めるようにする 

 ・涼しい時間帯に飼料給与するとともに、給与回数を増やす 

 ・良質で消化率の高い飼料を与える（切断長を短くする） 

 ・必要に応じ、ビタミンやミネラルを給与し、栄養不足を補う 

暑熱対策等に関するご相談やお問い合わせがありました

ら、お気軽に家畜保健衛生所までご連絡ください 

ネットに植物を這わせる（兵庫県） 

屋根への石灰の吹きつけ（宮崎県） 換気扇による送風（福井県） 
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我が国のＢＳＥ対策の動向 

「無視できるBSEリスク」の国に認定 

平成25年5月に開催された国際獣疫事務局（OIE）総会におい

て、我が国は「無視できるBSEリスク」の国(最上位のステー

タス)に認定されました。これまでのBSE対策が国際的にも評

価されたと言えます。 

我が国では、平成13年9月にBSE初発例が確認されて以来、

BSE清浄化のため、世界的にも最も徹底したBSE対策を実施

してきました。当所においても、24ヶ月齢以上の死亡牛の

BSE検査(平成25年6月末現在、1,768頭検査)や飼料中への反

芻獣由来肉骨粉の混入検査等により、我が国のBSE清浄化対

策の一端を担ってきたわけですが、全国の畜産関係者のこ

のような地道なデーターの積み重ねがこのたびの認定につ

ながったものと思います。 

畜産農家を始め、関係者の皆様の長年のご協力に感謝申し

上げます。 

青梅市 今成 あくあ さん 

と畜場におけるBSE検査対象牛を48ヶ月齢超に変更 

OIEのBSEステータス

認定証（写） 

 一方、厚生労働省

は、食肉の安全性確保

のため平成13年10月か

らと畜場で処理される

全ての牛を対象にBSE

検査を開始し、毎年約

120 万 頭（累 計

14,336,648頭 H25.6末

現在、うち22頭陽性

牛）の検査を実施して

きました。 

  今般、国内外のBSE

発生リスクが大きく低

下した状況を踏まえ

て、食品安全委員会の食品健康影響評価結果に基づき、平成25年7月1日からと畜場

におけるBSE検査の対象月齢を48ヶ月齢超に変更しました。検査実施機関である地

方自治体も全国一斉に検査対象月齢を見直し、48ヶ月齢超となりました。実質的な

検査対象牛は従来の17％程度になる見込みです。 

資料：厚生労働省 
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台湾で52年ぶりに狂犬病を確認！    

 

 台湾は、日本とともに数少ない狂犬病の清浄地域でしたが、７月１６日、台湾行

政院農業委員会は、昨年５月から１２月に死体で発見された野生のイタチアナグマ

３頭が狂犬病に感染していたことを確認したと公表しました。キツネ、アライグ

マ、マングース、コウモリなどの野生動物に狂犬病ウイルスが広がると撲滅が難し

いことから、今後、台湾における狂犬病ウイルスの浸潤状況や感染経路の究明が重

要です。なお、台湾の飼い犬等での狂犬病の発生は確認されていません。 

 狂犬病は、日本、英国、オーストラリアなど、わずか10ヵ国（地域）を除いて、

全世界で発生している人獣共通感染症です。年間、約５万５千人のヒトが狂犬病で

死亡しています。 

 日本では、1950年以前はヒトや犬の狂犬病が多発していましたが、狂犬病予防法

の制定後、犬の登録、予防注射、野犬等の抑留が徹底し、わずか７年で撲滅に成功

しました。この事例からも予防対策がいかに重要な役割を果たすかがわかります。

しかし近年、飼い犬の狂犬病予防注射の接種率が低下していることが懸念されてい

ます。 

  日本は常に狂犬病を始め、海外の悪性家畜伝染病の侵入の脅威に晒されているこ

とから、万一の侵入に備えた不断の対策が重要です。油断大敵。 

 なお、最新情報では、7月23日に台湾で狂犬病に罹患したイタチアナグマが人を

咬んだ事故が発生したということです。詳細は厚生労働省ホームページhttp://

www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/kekkaku-kansenshou10/をご覧ください。 
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豚病抗体調査のお知らせ 

 毎年秋に実施している豚病抗体調査を、今年度も9月から12月にかけて実施しま

す。実施内容は下表の通りです。 

  対象は、一貫・繁殖経営では繁殖豚全頭（候補豚含む)、肥育経営では肥育豚14
頭を予定しています。 

 結果については、昨年度と同様に、採血の翌週以降に訪問し、説明する予定で

す。訪問日時は個別に郵送いたしましたので、ご確認ください。疾病への感染の有

無や免疫力を調べることができる貴重な機会です。ご協力をお願いします。 

             9月中旬：青梅市 

       10月下旬：青梅市、瑞穂町 

       11月上旬：八王子市、町田市 

       11月中旬：瑞穂町 

       12月上旬：青梅市 

   

 

獣医系大学生の家畜保健衛生所における体験研修 

 ８月26日から9月13日までの間、夏休みを利用し獣医系大学の学生２組計４名が

当所で家畜保健衛生所の業務に関する研修（インターンシップ）を受講します。将

来、公務員獣医師や産業動物関係の獣医師を目指す学生さん達です。研修の一環と

して畜産農家（現場）での家畜保健衛生所業務の見学や体験等も予定しております

ので、皆様の農場へ訪問した際には、よろしくお願いします。 

青梅市 伊藤 くるみ さん 

聞き取り調査 
飼養状況一般、衛生管理状況（ワクチン接種状況、疾病

発生状況等） 

血清抗体調査 
オーエスキー病、豚マイコプラズマ肺炎、豚胸膜肺炎、

豚丹毒、豚繁殖・呼吸障害症候群、豚コレラ 

糞便検査 寄生虫感染状況把握 
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台湾における狂犬病発生の続報 
   

 

 ７月16日、台湾で52年ぶりに発生が確認された狂犬病は、その後、台湾各地で狂

犬病に感染した野生のイタチアナグマ及びジャコウネズミが発見され、8月19日現

在、9県市、90頭に達しました。このことから台湾では、かなり以前から狂犬病が

野生動物のイタチアナグマ等の中で流行していたことがうかがわれます。幸い、ヒ

ト、犬での感染事例は確認されていませんが、清浄化を計るには長期間かかる模様

です。 

海外での家畜伝染病発生情報    

 

【口蹄疫】 

 ・A型：8月5日 中国 チベット自治区で1件発生。413頭を淘汰。 

8月8日 ロシア コーカサス地方（中国との国境付近)で1件発生。 

    牛・羊計729頭を部分淘汰。 

 ・O型：8月5日 中国 チベット自治区で1件発生。牛・羊・山羊計57頭を淘汰。 

【高病原性鳥インフルエンザ】 

 ・H5N1：7月30日 インドで2件発生。計8,442羽を淘汰予定。 

 ・H7N3：7月30日 メキシコで1件発生。359,343羽を淘汰予定。 

【低病原性鳥インフルエンザ】 

 ・H7亜型：7月31日 オランダで1件発生。9,043羽を淘汰。 
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宮崎県の農場監視プログラム摘要農場の清浄化が 

確認されました。 

 本年６月、宮崎県の養鶏場（肉用種鶏、約２万羽飼養）において、低病原性鳥イン

フルエンザの感染が疑われる事例（臨床的異状なし、抗H5亜型抗体のみ陽性）が確認

されました（家保通信Vol.27 号外2, 2013.6.5発行）。 

 宮崎県では、当該農場について、６月３日以降、農場監視プログラムに基づく清浄

性確認のための検査（モニター（おとり）鶏の配置、臨床検査、抗体検査及びウイル

ス検査）を定期的に行い、監視を継続してきました。 

 ９月３日、これまでの検査結果から清浄性が確認されたことから、農場監視プログ

ラムを終了し、当該農場の移動制限は解除されました。 

  大堀 櫻 さん 鶏病抗体調査実施のお知らせ 

 今月から、概ね100羽以上1000羽未満の家きんを飼育している養鶏農場の鶏病抗

体調査を実施します（1000羽以上飼養農場は平成26年1月頃の実施を予定していま

す）。実施内容は下表の通りです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

 また、高病原性鳥インフルエンザ及び低病原性鳥インフルエンザの防疫対策を強

化するため、巡回時に各農場の飼養衛生管理状況の確認もさせていただきます。 

検査材料 血液（1群10羽抽出） 

検査項目 
ニューカッスル病、鶏マイコプラズマ病、 

家きんサルモネラ感染症、鳥インフルエンザ等 

検査日程 個別に郵送しましたのでご確認ください 

聞き取り調査 
鶏の導入、ワクチン接種状況、販売先等 

※ワクチンプログラム等必要な書類をご用意ください 

ご理解とご協力をお願いします！ 

鶏病抗体調査実施概要 
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平成25年度 牛の定期検査の結果について 
家畜伝染病予防法第5条に基づく牛の定期検査が先日終了しましたので、下表の

通り、結果をお知らせします。本事業にご協力いただきました飼養者や関係者の皆

様には、厚くお礼申し上げます。 

 
 平成24年度、全国では17道県で316頭のヨーネ病の発生がありました。関東では

栃木、群馬、千葉で発生が見られます。牛の導入及び預託は情報を得た上で行い、

牛が到着したら家保の検査を受けてください。 

対象地区 検査結果 

八王子市、 

町田市、稲城市、 

日野市、瑞穂町 

結核病 ヨーネ病 

戸数 陽性頭数/検査頭数 戸数 陽性頭数/検査頭数 

30 0/837 32 0/886 

海外での伝染病発生情報 

【口蹄疫】 

  8月28日に極東ロシア（中国との国境付近）で、9月4日にロシア ザバイカリエ

地方（中国、モンゴルとの国境付近）で、それぞれ口蹄疫（A型）が発生しまし

た。また、9月5日には中国チベット自治区でも口蹄疫（A型）の発生がありまし

た。 

 

【高病原性鳥インフルエンザ】 

  8月12日にメキシコ グアナファト州で、8月19日にメキシコ ハラスコ州で、そ

れぞれ高病原性鳥インフルエンザ（H7N3）が発生しました。また、9月3日から4

日にかけてイタリア エミリア＝ロマーニャ州で高病原性鳥インフルエンザ（H7

亜型）の発生がありました。 

 

【狂犬病】 

  台湾で52年ぶりに発生した狂犬病について、犬での初感染事例が、9月10日に

台東県において確認されました。当該犬は8月14日に狂犬病感染イタチアナグマ

から咬傷を受けており、動物防疫所に隔離されていましたが、9月6日に臨床症状

を示したことから、安楽死の処置がとられました。現在は、犬猫に対する強化ワ

クチン接種が継続され、モニタリングが実施されています。 

平成25年度 牛の結核病及びヨーネ病の定期検査結果 
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青梅市 旭 りりか さん 口蹄疫（A型）に警戒を！ 

～近隣諸国で相次ぎ発生～  

日本でこれまで発生したことのない口蹄疫（A型）が、2月以降中国やロシアなど

の近隣諸国で相次いで発生しています。図1に示した通り、特に9月以降、中国及び

その周辺国での発生が急増しています。日本は口蹄疫の「ワクチン非接種清浄国」

ですが、物や人の移動が増加している現在、口蹄疫の侵入リスクは高まる一方で

す。万が一、日本にウイルスが侵入しても被害を最小限にするために、農場の衛生

管理を今一度確認しましょう。また、早期発見は被害を食い止めるきわめて重要な

手段です。家畜の健康観察を毎日丁寧に行い、図2のような特定症状が見られた際

は、すぐに家畜保健衛生所まで連絡してください。 

 

ロシア（ザバイカリエ地方） 

2013年 9月4日 （A型）牛 

9月14日（A型）牛 

9月21日（A型）牛 

    9月22日（A型）牛 

     10月2日（A型）牛 

モンゴル（ドルノド県） 

2013年 9月18日（A型）牛 
新疆ウイグル自治区 

2013年10月24日（A型）牛 

チベット自治区 

2013年 9月5日（A型）牛 

ロシア（アムール地方） 

2013年 9月28日（A型）牛 

図1：中国、香港、台湾、モンゴル、ロシアにおける口蹄疫の発生状況（2013年9月以降） 

2013年10月9日現在 

出典：OIE、農林水産省ほか 

日付は発生日 

写真提供：宮崎県 

図2：口蹄疫の特定症状の例 

乳頭の水疱 蹄のびらん 歯床のびらん 泡沫性流涎 
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鳥インフルエンザの季節です。防疫対策を強化し

ましょう！  

 秋になり、渡り鳥の飛来シーズンになりました。中国、台湾、北朝鮮等近隣諸国

において高病原性鳥インフルエンザの発生が認められることから、我が国でも警戒

する必要があります。 
 
鳥インフルエンザウイルスが国内に

持ち込まれるルートの１つとして、カ

モ類などの渡り鳥によるルートが挙げ

られており、そのルートは右図で示し

た通り多岐に渡ります。ウイルスは普

段渡り鳥の営巣地である湖沼にて、カ

モ類などの水鳥の間で感染をくりかえ

しています。そして、渡りの季節にな

るとこれらの鳥たちが、様々な地域に

ウイルスを運ぶと考えられています。 

高病原性及び低病原性鳥インフルエ

ンザ発生予防のための措置として、以

下の事項に注意してください。 

 

 
 

 

 

 

(1) 野鳥や野生動物の侵入防止 
  防鳥ネットや金網等を設置して、渡り鳥等の野鳥やネズミ等の野生動物の侵入

を防止しましょう。 

(2) 踏込消毒槽の設置 
  鶏舎の出入り口に設置し、長靴等の消毒を徹底しましょう。 

(3) 関係者以外の立ち入り制限 
  必要がある場合を除き、関係者以外の立ち入りは制限しましょう。  

(4) 日常の衛生管理 
  鶏舎は定期的に清掃・消毒をして、清潔な状態を保ちましょう。また、飼養し

ている家きんが特定症状を呈している場合や死亡率が増加した場合は直ちに当

所まで連絡してください。 

 

当所では、10月より100羽以上飼養農家において、飼養衛生管理基準の遵守状況

を確認しております。今月は1000羽以上飼養農家において確認をいたします。この

機会に飼養衛生管理を見直し、外部から病気が入らないよう防疫対策を工夫しま

しょう！ 

図：野鳥の渡りルート    

参考：環境省 高病原性鳥インフルエンザと野鳥について（情報編） 

東京都家畜保健衛生所  

発行日 平成25年11月1日 

   凡 例 

  オオハクチョウ 

  マガモ 

  ヒドリガモ 

  オナガガモ 
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しまざき かりん さん 

医薬品13成分について使用禁止！ 
食用動物への医薬品等の使用規制に関する省令＊が改正され、平成25年11月30日

から施行されます。これまで獣医師の特例で、対象動物（牛、馬、豚、鶏、うず

ら、みつばち及び食用に供するために養殖されている水産動物）に使用可能であっ

た医薬品等のうち、下表の13成分が使用禁止になりました。 

①カルバドックス ②クマホス ③クロラムフェニコール 

④クロルプロマジン ⑤ジエチルスチルベストロール ⑥ジメトリダゾール 

⑦ニトロフラゾン ⑧ニトロフラントイン ⑨フラゾリドン  

⑩フラルタドン ⑪マラカイトグリーン ⑫メトロニダゾール 

⑬ロニダゾール 

やむをえず対象動物に禁止医薬品が投与された場合、休薬期間はなく、卵や牛乳

も含め無期限に出荷禁止となります。禁止医薬品が使用された場合、獣医師が出荷

禁止を指示します。 

＊「薬事法に基づく医薬品の使用の禁止に関する規定の適用を受けない場合を定める省令」及び

「動物用医薬品及び医薬品の使用の規制に関する省令」 

豚インフルエンザウイルスの保有状況 

 豚インフルエンザは、A型インフルエンザウイルスによる咳、鼻汁、発熱等を示

す急性呼吸器伝染病です。致命率は低く１％以下ですが、幼弱豚や育成豚では細菌

の二次感染による重篤な肺炎や慢性呼吸器病の基礎疾患として重要です。しかし、

ウイルスに感染してもほとんど症状を示さない不顕性感染の場合が多く見られ、病

状や流行状況はウイルス株や豚の日齢、免疫状態、飼養環境等によって異なりま

す。 

 豚インフルエンザは家畜伝染病予防法の監視伝染病には指定されていませんが、

豚は、鳥インフルエンザウイルスとヒトのインフルエンザウイルスの両方に感染し

やすく、ヒトの新型インフルエンザウイルス出現に重要な役割を果たすため、公衆

衛生上の観点からも本病は重要です。平成21年、世界的に流行し日本でも問題と

なった新型インフルエンザウイルス（パンデミックウイルスA（H1N1)2009)も豚由

来のウイルスであり、国内でも豚への感染が確認されています。 

裏面に続く→ 



年度 検査頭数 陽性頭数 分離ウイルスの亜型 

H17 218 3 H1N1 

H18 186 1 H1N2 

H19 181 0 － 

H20 242 1 H1N2 

H21 212 4 H1N1 

H22 78 3 H1N2 

H23 93 1 H1N2 

H24 135 5 H1N2 (1),H3N2 (4) 

H25/4～9 83 2 H1N2 

 これまで、都内の調査

対象豚からのウイルス分

離事例はありませんが、

インフルエンザの流行期

に入っていることから、

ヒトから豚へ、また、豚

からヒトへのインフルエ

ンザウイルスの感染が起

こらないよう豚の飼養者

の皆様は、ヒトと豚の両

方の予防対策を心掛けて

ください。  
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 ヒトの新型インフルエンザや季節性インフルエンザの流行予測や予防対策上、豚

におけるインフルエンザウイルスの動向を常に把握しておくことは非常に重要で

す。そのため、全国の家畜保健衛生所では、呼吸器症状を示し病性鑑定を行った豚

を対象に豚インフルエンザウイルスの保有状況を調査しています（下表）。 

 先月豚飼養者の方にお知らせした沖縄県での豚流行性下痢

（PED)の発生に続き、茨城県でも11月18日にPEDの発生があ

りました。病原体の侵入防止に注意してください! 

全国の豚インフルエンザウイルス保有状況  

備考： 

 豚インフルエンザの発生が確認された

場合は、臨床症状が回復するまで出荷の

自粛をお願いします。 

ヒトの予防対策 

手洗い 

うがい 

マスク 

ワクチン接種 

✖ 

ヒト流行ウイルスH1N1、H3N2 

鳥型ウイルス 

遺伝子再集合 

新型ウイルス 

図：豚を介した新型ウイルス出現の機序 
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【概要】  ・発生数：１件（緊急通報）           ・OIEへの報告日：2013年11月28日 

      ・発生日：2013年11月27日           ・臨床徴候あり  

 

【発生状況】 ・発生場所：慶尚南道 泗川市 実安洞（原文：Siran-dong）  

  （※発生は繁殖用でなく、育成用の農場）  

 

【疫学情報】  ・感染源：不明又は調査中 

 

【対応】     ・淘汰                 ・ワクチン接種実施 

         ・隔離                 ・施設等の消毒実施 

         ・国内における移動制限      ・患畜を治療対象としない 

2013年11月29日、農林水産省より韓国慶尚南道泗川市における豚コレラの発生情報が

ありました。韓国で豚コレラの発生は４年ぶりです。韓国では、済州島を除いて全国的に

豚コレラワクチンが使用されています。しかし、今回の発生で、他地域にもウイルスが拡散

する恐れがあります。 

動物種 飼育頭数  症例数 死亡数 淘汰数 と畜数 

豚  300 4 0 300 0 

【参考】  

  ・発生地図  

韓国で豚コレラが発生!! 

・家畜防疫に関する最新情報の把握 

・衛生管理区域への病原体の持込禁止 

・野生動物等から病原体の感染防止 

・家畜の健康観察と異状が確認された場合の対処 

等 飼養衛生管理基準の遵守

をお願いします。 
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茨城県で豚流行性下痢の2例目が発生!! 

家保通信12月号でお知らせした茨城県での豚流行性下痢の２例目の発生がありました

ので概要をお知らせします。 

（１）農場の所在地 

  茨城県県央部（1例目農場から約600ｍの位置※疫学関連は不明） 

（２）農場の飼養状況 

  1,720頭(種豚20頭、母豚200頭、子豚1,500頭) 

（３）発生頭数 

 

 

 

（４）確認までの経緯 

11月24日 畜主が1号分娩舎の母豚1腹の哺乳豚で下痢を確認。夜には当該母豚の哺

乳豚全頭で下痢を確認。 

11月25日 家畜防疫員による立入検査を実施。1号分娩舎の母豚9腹の哺乳豚で下痢・

衰弱を、2号分娩舎の母豚3腹の哺乳豚で下痢を確認。哺乳豚1頭で病性鑑定を実施。 

11月29日 哺乳豚の死亡及び計19腹で哺乳豚の下痢を確認。その他ストール・交配舎

を含め母豚（15頭），種雄豚（4頭）の下痢，嘔吐を確認。 

（５）病性鑑定結果 

＜臨床症状＞ 

 下痢、嘔吐、母豚の泌乳停止 

＜分離ウイルスの遺伝子解析＞（動物衛生研究所で実施） 

   11月29日、沖縄株、茨城1例目株と同様、過去の国内分離株とは明確に区分され、 

    近年米国及びアジア諸国で流行している株と近縁であることが判明。 

種豚 母豚 子豚 

4頭 34頭 180頭(うち死亡頭数103頭) 

年末年始における渡航・入国時の家畜防疫対策のお願い年末年始における渡航・入国時の家畜防疫対策のお願い  

 韓国での豚コレラを初め、ロシアでの口蹄疫の続発、中国やオランダでは鳥インフルエン

ザの発生が確認されるなど、諸外国では現在も家畜の伝染病の発生が相次いでいます。 

 これから年末年始及び旧正月を迎え、人や物の動きが一層激しくなり、国内各空海港に

おいても海外からのチャーター便などの増加も見込まれます。また、来年２月にはロシアの

ソチで冬季オリンピックが開催されますが、同国では口蹄疫やアフリカ豚コレラが発生して

おり、家畜伝染病の侵入リスクが高まることに注意が必要です。 

 畜産関係者の方は、発生国での畜産施設へ訪問、また帰国者や入国者の畜産施設へ

の立入等、家畜防疫対策の徹底についてに十分ご留意くださるようお願いします。 
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瑞穂町 まつなが ゆい さん 

年頭にあたって 
東京都家畜保健衛生所長 塩谷 勝 

新年明けましておめでとうございます。 

 

 家畜衛生をめぐる状況は、相変わらずアジアを中心に世界各国で、

口蹄疫、高病原性鳥インフルエンザ、豚コレラ等が発生しています。

また、米国で大流行している豚流行性下痢（PED）が、国内でも発生が

確認され拡大が懸念されます。家畜飼養者の方々には、日頃の飼養衛

生管理チェックをお願い申し上げます。 

 平成13年に国内で初めて確認されたBSEについては、関係者の努力に

より、国際的にも「無視できるリスクの国」に認定されました。しか

し、ステータスを維持していくため、死亡牛の検査は継続されますの

で、引き続き対応についてお願いする次第です。 

 当所では、家畜伝染病の発生を未然に防ぎ、発生時には被害を最小

限に抑えられるよう、今年も精一杯取り組んでまいりたいと思いま

す。生産者の皆様をはじめ多くの方々の御理解と御協力をお願い申し

上げます。  

  

今年は「午年（うまどし）」。おもわず「うまくいく！」と言いたく

なる様な縁起の良い年でありたいものです。 

皆様のますますの御発展と御多幸をお祈り申し上げます。 

裏面に続く→ 

冬期鶏サルモネラ検査および抗体調査のお知らせ 

 今月から1000羽以上の鶏を飼養している農場において実施します。 

【検査材料】 

  サルモネラ検査：鶏舎、通路床、ケージ、巣箱等の環境材料 

  鶏病抗体調査 ：血液（1群10羽抽出） 

 検査日程は個別に郵送しましたのでご確認ください。また、聞き取

り調査を行いますので、ワクチンプログラムや導入日がわかるよう必

要な書類をご用意ください。 

 ご理解とご協力をお願いします！ 



胸腺の大きさは免疫機能に比例すると考えられ、大きさの指標として

「胸腺スコア」があります。これは実際に頚部に触れ、その大きさを

スコア化するもので、下表のように3段階に別れ、子牛の免疫機能の評

価に活用することができます。 

また、免疫機能が低下して虚弱な状態で出生してくる子牛は、虚弱子

牛症候群（Weak Calf Syndrome：WCS）と関連があるという報告があ

ります。WCSの特徴は、次ページの表に示したとおりですが、体格が小

さく、虚弱徴候を呈する子牛の疾病の総称です。その発生要因とし

て、妊娠後期の母牛の栄養不足や胎盤の形態・機能異常による胎児の

発育不全、子牛の感染などが挙げられていますが、発病の原因を臨床

的に特定することはできません。近年では、母牛の分娩前の飼料CP充

足率の低下が大きな要因であり、分娩前60日のCP充足率の改善とミネ

ラルの安定化でWCSを制御したという報告もあります。 

 
胸腺の位置 

 
触り方 図：胸腺の位置と触り方 

次ページに続く

子牛の胸腺をチェックしてみよう 
免疫機能が低下すると、下痢や肺炎等の感染症に罹患し易くなり、特

に子牛の場合、その後の育成に悪影響を及ぼすことがあります。 

子牛の免疫には、母牛からの初乳を介した移行免疫と子牛自らが生産

する自己免疫の2つがあり、自己免疫を担う重要な器官として胸腺があ

ります。 

胸腺は、頚部から胸腔内に及ぶ子牛特有の器官（写真参照）で、頚部

では気管の両側に沿って存在します。胎齢4ヶ月で形成されはじめ、出

生時には体重の0.4％（150g）以上の大きさとなり、出生後10～15ヶ月

で最大になりますが、24ヶ月齢には消失します。 

胸腺スコア 頚部に触れた感触 

スコア1 気管以外に何も触れられない 

スコア2 胸腺が触って確認できる 

スコア3 胸腺が太く、容易に触知できる 



・出荷前の臨床症状をよく観察し、下痢等の異状がみられた際には

出荷を停止し、速やかに当所に連絡する。 

・家畜運搬車は、可能な限り複数の養豚農場に立ち入らないように

し、やむをえず立ち入る場合は、運転手と車両の消毒を徹底す

る。 

・排せつ物中の固形分については、適切な発酵とそれによる温度を

確保する。液体分については、浄化後の上清等を農場内で使用し

ないようにし、液肥化処理後の農場還元にあたっては、運搬経路

や他の養豚農場の立地に留意する。 

農場間での伝播防止対策 

豚流行性下痢（PED）続発！！ 

 新たに鹿児島県の17農場及び宮崎県の5農場において発生がありまし

た。本病は糞便を介して経口感染することから、飼養衛生管理基準の

遵守等バイオセキュリティーの徹底が重要です。飼養者の皆様は次の

対策を実施してください。 

表 WCSの子牛の外観的特徴 

・ 胸腺の重さが、健康牛の約１/3以下 

 （50g以下、体重比0.1％） 

・ 出生時の体重が少ない 

 （ホルスタインで40kg以下、黒毛で20kg以下） 

・ 顔面が馬面（左右の眼と鼻鏡が狭い） 

・ 起立時間の遅延 

・ 活力減退、動作緩慢 

・ 吸乳力低下 

・ 低体温 

・ 心音細弱 

・ 貧血 

胸腺スコアを知ることで、スコアが低い（胸腺が発達していない）子

牛は病気にかかりやすいと考えられることから、子牛の飼養管理に十

分注意するととともに、WCSの可能性も視野に入れ、母牛の妊娠後期の

栄養管理などの点検にも活用することができるでしょう。 

裏面に続く→ 



・分娩豚舎は他豚舎との衛生管理作業を分け、定期的に豚舎を洗

浄・消毒する。 

・発症豚が確認された場合、発症豚群を完全に隔離するか、早期淘

汰を実施し、徹底的な消毒を行った上で、少なくとも2週間以上

の空房期間を設ける。また、発病豚は保温し、自由飲水させ、電

解質の投与により脱水症状を緩和させる。 

・堆肥舎内の堆肥が飼養豚に接触しないように管理し、野生動物が

飼養豚に直接的又は間接的に接触しないよう対策する。 

・新たに豚を導入する場合、隔離豚舎での2～4週間の健康観察を行

う。 

・タイヤおよび荷台の消毒を中心とした車両消毒を行う。 

・他の養豚農場への立入りは極力控える 

・訪問者を受け入れる際には農場専用の履物と衣類を着用させる。 

 また、飼養豚の観察を徹底し、母豚と哺乳豚に通常と異なる下痢、

嘔吐、食欲不振、死亡などの症状が確認されたときには、直ちに当所

に連絡してください！ 

農場内での拡大防止対策 

病原体の侵入防止対策 

参考：PED発生農場の情報（12月24日現在） 

○鹿児島県（17農場） 

 ・地域：全て肝属地区 

 ・発生状況：一貫農場7戸 繁殖豚 計455頭  （死亡なし） 

               子豚 計1,051頭（うち971頭死亡） 

       繁殖農場4戸 繁殖豚 計115頭  （死亡なし） 

               子豚 計178頭  （うち91頭死亡） 

       肥育農場6戸 肥育豚 計3,495頭（死亡なし） 

 

○宮崎県（5農場） 

 ・地域：県南部 

 ・発生状況：一貫農場5戸 繁殖豚 計55頭   （死亡なし） 

                子豚 計170頭  （うち100頭死亡） 

              肥育豚 計70頭   （死亡なし） 

  

編集発行  東京都家畜保健衛生所  

発行日 平成25年12月27日 〒190-0013 東京都立川市富士見町3-19-4  

  TEL ：042-524-8001 FAX：042-523-4286 

  携帯：090-6941-4315 
http://www.sangyo-rodo.metro.tokyo.jp/norin/syoku/kahotu/kahotu.htm 
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年頭にあたって 
東京都家畜保健衛生所長 塩谷 勝 

新年明けましておめでとうございます。 

 

 家畜衛生をめぐる状況は、相変わらずアジアを中心に世界各国で、

口蹄疫、高病原性鳥インフルエンザ、豚コレラ等が発生しています。

また、米国で大流行している豚流行性下痢（PED）が、国内でも発生が

確認され拡大が懸念されます。家畜飼養者の方々には、日頃の飼養衛

生管理チェックをお願い申し上げます。 

 平成13年に国内で初めて確認されたBSEについては、関係者の努力に

より、国際的にも「無視できるリスクの国」に認定されました。しか

し、ステータスを維持していくため、死亡牛の検査は継続されますの

で、引き続き対応についてお願いする次第です。 

 当所では、家畜伝染病の発生を未然に防ぎ、発生時には被害を最小

限に抑えられるよう、今年も精一杯取り組んでまいりたいと思いま

す。生産者の皆様をはじめ多くの方々の御理解と御協力をお願い申し

上げます。  

  

今年は「午年（うまどし）」。おもわず「うまくいく！」と言いたく

なる様な縁起の良い年でありたいものです。 

皆様のますますの御発展と御多幸をお祈り申し上げます。 

裏面に続く→ 

冬期鶏サルモネラ検査および抗体調査のお知らせ 

 今月から1000羽以上の鶏を飼養している農場において実施します。 

【検査材料】 

  サルモネラ検査：鶏舎、通路床、ケージ、巣箱等の環境材料 

  鶏病抗体調査 ：血液（1群10羽抽出） 

 検査日程は個別に郵送しましたのでご確認ください。また、聞き取

り調査を行いますので、ワクチンプログラムや導入日がわかるよう必

要な書類をご用意ください。 

 ご理解とご協力をお願いします！ 



胸腺の大きさは免疫機能に比例すると考えられ、大きさの指標として

「胸腺スコア」があります。これは実際に頚部に触れ、その大きさを

スコア化するもので、下表のように3段階に別れ、子牛の免疫機能の評

価に活用することができます。 

また、免疫機能が低下して虚弱な状態で出生してくる子牛は、虚弱子

牛症候群（Weak Calf Syndrome：WCS）と関連があるという報告があ

ります。WCSの特徴は、次ページの表に示したとおりですが、体格が小

さく、虚弱徴候を呈する子牛の疾病の総称です。その発生要因とし

て、妊娠後期の母牛の栄養不足や胎盤の形態・機能異常による胎児の

発育不全、子牛の感染などが挙げられていますが、発病の原因を臨床

的に特定することはできません。近年では、母牛の分娩前の飼料CP充

足率の低下が大きな要因であり、分娩前60日のCP充足率の改善とミネ

ラルの安定化でWCSを制御したという報告もあります。 

 
胸腺の位置 

 
触り方 図：胸腺の位置と触り方 

次ページに続く

子牛の胸腺をチェックしてみよう 
免疫機能が低下すると、下痢や肺炎等の感染症に罹患し易くなり、特

に子牛の場合、その後の育成に悪影響を及ぼすことがあります。 

子牛の免疫には、母牛からの初乳を介した移行免疫と子牛自らが生産

する自己免疫の2つがあり、自己免疫を担う重要な器官として胸腺があ

ります。 

胸腺は、頚部から胸腔内に及ぶ子牛特有の器官（写真参照）で、頚部

では気管の両側に沿って存在します。胎齢4ヶ月で形成されはじめ、出

生時には体重の0.4％（150g）以上の大きさとなり、出生後10～15ヶ月

で最大になりますが、24ヶ月齢には消失します。 

胸腺スコア 頚部に触れた感触 

スコア1 気管以外に何も触れられない 

スコア2 胸腺が触って確認できる 

スコア3 胸腺が太く、容易に触知できる 



・出荷前の臨床症状をよく観察し、下痢等の異状がみられた際には

出荷を停止し、速やかに当所に連絡する。 

・家畜運搬車は、可能な限り複数の養豚農場に立ち入らないように

し、やむをえず立ち入る場合は、運転手と車両の消毒を徹底す

る。 

・排せつ物中の固形分については、適切な発酵とそれによる温度を

確保する。液体分については、浄化後の上清等を農場内で使用し

ないようにし、液肥化処理後の農場還元にあたっては、運搬経路

や他の養豚農場の立地に留意する。 

農場間での伝播防止対策 

豚流行性下痢（PED）続発！！ 

 新たに鹿児島県の17農場及び宮崎県の5農場において発生がありまし

た。本病は糞便を介して経口感染することから、飼養衛生管理基準の

遵守等バイオセキュリティーの徹底が重要です。飼養者の皆様は次の

対策を実施してください。 

表 WCSの子牛の外観的特徴 

・ 胸腺の重さが、健康牛の約１/3以下 

 （50g以下、体重比0.1％） 

・ 出生時の体重が少ない 

 （ホルスタインで40kg以下、黒毛で20kg以下） 

・ 顔面が馬面（左右の眼と鼻鏡が狭い） 

・ 起立時間の遅延 

・ 活力減退、動作緩慢 

・ 吸乳力低下 

・ 低体温 

・ 心音細弱 

・ 貧血 

胸腺スコアを知ることで、スコアが低い（胸腺が発達していない）子

牛は病気にかかりやすいと考えられることから、子牛の飼養管理に十

分注意するととともに、WCSの可能性も視野に入れ、母牛の妊娠後期の

栄養管理などの点検にも活用することができるでしょう。 

裏面に続く→ 



・分娩豚舎は他豚舎との衛生管理作業を分け、定期的に豚舎を洗

浄・消毒する。 

・発症豚が確認された場合、発症豚群を完全に隔離するか、早期淘

汰を実施し、徹底的な消毒を行った上で、少なくとも2週間以上

の空房期間を設ける。また、発病豚は保温し、自由飲水させ、電

解質の投与により脱水症状を緩和させる。 

・堆肥舎内の堆肥が飼養豚に接触しないように管理し、野生動物が

飼養豚に直接的又は間接的に接触しないよう対策する。 

・新たに豚を導入する場合、隔離豚舎での2～4週間の健康観察を行

う。 

・タイヤおよび荷台の消毒を中心とした車両消毒を行う。 

・他の養豚農場への立入りは極力控える 

・訪問者を受け入れる際には農場専用の履物と衣類を着用させる。 

 また、飼養豚の観察を徹底し、母豚と哺乳豚に通常と異なる下痢、

嘔吐、食欲不振、死亡などの症状が確認されたときには、直ちに当所

に連絡してください！ 

農場内での拡大防止対策 

病原体の侵入防止対策 

参考：PED発生農場の情報（12月24日現在） 

○鹿児島県（17農場） 

 ・地域：全て肝属地区 

 ・発生状況：一貫農場7戸 繁殖豚 計455頭  （死亡なし） 

               子豚 計1,051頭（うち971頭死亡） 

       繁殖農場4戸 繁殖豚 計115頭  （死亡なし） 

               子豚 計178頭  （うち91頭死亡） 

       肥育農場6戸 肥育豚 計3,495頭（死亡なし） 

 

○宮崎県（5農場） 

 ・地域：県南部 

 ・発生状況：一貫農場5戸 繁殖豚 計55頭   （死亡なし） 

                子豚 計170頭  （うち100頭死亡） 

              肥育豚 計70頭   （死亡なし） 

編集発行  東京都家畜保健衛生所  

発行日 平成25年12月27日 〒190-0013 東京都立川市富士見町3-19-4  

  TEL ：042-524-8001 FAX：042-523-4286 

  携帯：090-6941-4315 
http://www.sangyo-rodo.metro.tokyo.jp/norin/syoku/kahotu/kahotu.htm 



家家家    保保保    通通通    信信信   Vol.27 号外5 2014.1． 

【発生状況】  

 1月16日 全羅北道 高敞（コチャン）郡の種あひる農家1戸で高病原性鳥インフルエン

ザ（H5N8亜型）発生。 

 1月17日 全羅北道 扶安（プアン）群の肉用あひる農家1戸で高病原性鳥インフルエン

ザ（H5N8亜型）発生。 

 1月18日 全羅北道 扶安（プアン）群の肉用あひる農家1戸で高病原性鳥インフルエン

ザ（H5N8亜型）発生。 

 1月21日 全羅北道 高敞（コチャン）郡の肉用あひる農家1戸で鳥インフルエンザ疑い

事例発生。 

【防疫対応】 

 ・殺処分：20万羽（発生農場3戸及び疫学関連農場及び各発生農場から半径500m以内の

農場10戸） 

 ・一時的な家きん等の移動停止命令（対象：全羅北道、全羅南道、光州広域市、期

間：1月19日から1月20日） 

韓国 全羅北道で1月16日にあひるの産卵率低下など鳥インフルエンザを疑う症状が報

告され、検査の結果、高病原性鳥インフルエンザ（H5N8亜型）の発生が確認されまし

た。発生地では、殺処分等の防疫措置がとられています。 

韓国で高病原性鳥インフルエンザが発生!! 

図：韓国における高病原性鳥インフルエンザ（H5N8亜型）の発生状況 

（2014年1月21日現在） 

※日付は初回報告日 ※出典：韓国農林畜産食品部 他 

【全羅北道 扶安(プアン)群】 

(2) 1月17日：肉用あひる農家1戸 

(3) 1月18日：肉用あひる農家1戸 

【全羅北道 高敞(コチャン)群】 

(1) 1月16日：種あひる農家1戸 

※AIか確認中 

【全羅北道 高敞(コチャン)群】 

1月21日：肉用あひる農家1戸 

※(2)と疫学関連あり 

 飼養羽数11,200羽 

 確定事例＝ 

未確定事例＝ 
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 アジアでは今年に入って韓国以外にもベトナムや中国で高病原性鳥インフルエンザが

確認されています。また、今回発生している高敞郡で採取された野鳥（トモエガモ）か

らもH5N8亜型の鳥インフルエンザウイルスが確認されました。以下の図表のように、ア

ジアでは鳥インフルエンザが継続的に発生しており、ウイルスが日本に侵入する可能性

も十分に考えられます。 

図 

出典：OIE WAHID 他 

＊：マカオからの輸入事例（空港で摘発）     （発生日、検体回収日に基づく） 

家きん● 野鳥▲（赤：高病原性鳥インフルエンザ、黒：低病原性鳥インフルエンザ） 

※野鳥の低病原性鳥インフルエンザについては確認可能な日本のみ記載 

アジアにおける鳥インフルエンザの発生状況 

飼養衛生管理基準の徹底を！！ 

・5羽以上の家きんがまとまって死亡している 

・鶏冠、肉垂のチアノーゼ 

・嗜眠、沈うつ 

・顔面の浮腫 

・同一の家きん舎内において、一日の家きんの死亡率が過去3週間の平均死亡率の二倍以

上になった場合 

 現在、渡り鳥の渡りの季節であることから、家畜飼養者の皆様におかれましては飼養

衛生管理基準を遵守し、ウイルスが農場内に侵入しないよう細心の注意を払ってくださ

い。また、以下のような症状を発見した場合は、速やかに当所まで連絡してください。 
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定期の報告の提出をお願いします！ 
 平成26年2月1日より平成26年分の定期の報告の受付を開始します。以下の通り、期限

までに遅延なく提出して下さるようお願いいたします。 
（1）基準日 

  平成26年2月1日時点での状況を報告してください。 

（2）提出書類 
ア 定期報告書（様式第14号） 

1. 基本情報 
  「畜舎等の数」については小規模所有者（※）の方は記入不要です。 
2. 飼養衛生管理基準の遵守状況 
 小規模所有者の方は提出不要です。 

イ 添付書類 
  小規模所有者の方は提出不要です。 

（3）提出期限 

 

（※）小規模所有者とは、飼養頭羽数が次の頭羽数に該当する家畜所有者を言います。 

 

   ・様式・作成手順は都庁ホームページからも入手できます。 

   http://www.sangyo-rodo.metro.tokyo.jp/norin/shinseisyorui/toppage/toppage.htm 

  ・昨年の報告書をご覧になりたい方は当所までご連絡ください。 

家畜所有者の区分 報告期限 

牛、水牛、鹿、馬、めん羊、山羊、豚及びいのししの所有者 平成26年4月15日まで 

鶏、あひる、うずら、きじ、だちょう、ほろほろ鳥 

及び七面鳥の所有者 
平成26年6月15日まで 

家畜の種類 飼養頭羽数 

牛、水牛、馬 1頭 

鹿、めん羊、山羊、豚、いのしし 6頭未満 

鶏、あひる、うずら、きじ、ほろほろ鳥、七面鳥 100羽未満 

だちょう 10羽未満 
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国内外の家畜伝染病情報 

【豚流行性下痢(PED)】 

  PEDは九州沖縄地方でその後も続発しており、1月28日17:30時点において沖縄県3農

場、茨城県2農場、鹿児島県96農場、宮崎県22農場、熊本県3農場（熊本県3農場につい

ては疑症）で発生が確認されています。 

【高病原性鳥インフルエンザ（HPAI）】 

  韓国で1月16日に発生したHPAI（H5N8亜型）はその後も発生が続いており、1月28日

現在で、全羅北道 扶安群のあひる農家7戸、高敞郡のあひる農家4戸、全羅南道 海南

群のあひる農家1戸、忠清南道 扶余群の種鶏農家1戸で発生が確認されました。また、

韓国西部で採取された野鳥（トモエガモ、ヒシクイ及びオオバン計13検体）及びその

糞便1検体からもH5N8亜型の鳥インフルエンザウイルスが確認されました。また、1月

16日には中国山東省青島市でもHPAI（H5N2）が発生しています。  

【アフリカ豚コレラ】 

  ロシア（コーカサス地方）において、1月1日にアフリカ豚コレラが発生しました。

ロシアは2013年12月25日付でアフリカ豚コレラ発生の終息をOIEに提出していました

が、今回再発しました。なお、コーカサス地方では口蹄疫（A型）も続発しています。 

海外からの病原体の侵入を防止しましょう！！ 
 これから春節を迎え、アジアでの人や物の移動が活発になることや、2014年冬季オリ

ンピックの開催地であるソチがロシア コーカサス地方（アフリカ豚コレラおよび口蹄疫

（A型）が発生）に位置していることを踏まえると、海外から病原体が侵入するリスクは

非常に高いと思われます。畜産関係者の皆さまにおかれましては、家畜伝染病が発生し

ている国への渡航を可能な限り自粛してください。仮に渡航する場合には、以下の点に

留意してください。 

 ・農場やと畜場などの畜産関係施設に立ち入らないこと。 

 ・肉製品等を日本に持ち帰らないこと。 

 ・帰国の際には、到着した空海港の動物検疫所カウンターに立ち寄り、家畜防疫員の

指導を受けること。 

 ・帰国後一週間、必要がある場合を除いて、衛生管理区域に立ち入らないこと。 

 ・海外で使用した衣服及び靴を衛生管理区域に持ち込まないようにし、やむを得ず持

ち込む場合には、事前に洗浄、消毒等の必要な措置を講ずること。 

 また、必要のない者が衛生管理区域内に立ち入ることのないように留意し、仮に立ち

入る場合は、記録をつけてください。 

飼養している家畜に異常が見られた場合は速やかに当所まで連絡して下さい！ 
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家畜伝染病情報 

 

家畜飼養者の皆さまへ 
 病原体の農場への侵入を防ぐため以下の事項に留意してください。 

 豚流行性下痢（PED）が新たに愛知県及び青森県で発生しています。また、近隣の国々

では口蹄疫や鳥インフルエンザが発生しており、アフリカ豚コレラは欧州諸国で拡大す

ることが懸念されています。詳細は表1の通りです。 

表1 国内外で発生している家畜伝染病の対象動物と流行地域（2014年2月24日現在） 

 また、最新の情報や発生地図などの詳細情報については、農林水産省のホームページ

に掲載されています。そちらも併せてご覧ください。 

 豚流行性下痢：http://www.maff.go.jp/j/syouan/douei/ped/ped.html 
 口蹄疫：http://www.maff.go.jp/j/syouan/douei/katiku_yobo/k_fmd/index.html 
 アフリカ豚コレラ：http://www.maff.go.jp/j/syouan/douei/asf.html 
 鳥インフルエンザ：http://www.maff.go.jp/j/syouan/douei/tori/index.html 

・車両消毒の徹底や衛生管理区域に立ち入る者の記録など飼養衛生管理基準を遵守す

ること。 

・家畜伝染病が発生している国への渡航はなるべく控えること。仮に渡航する場合に

は、先月号に記載した留意事項に注意すること。 

・アフリカ豚コレラについては発生地域で生産された畜産物を含む食品残さが侵入要

因になり得るため、畜産物を含む食品残さを給与している場合には、加熱等の適切

な処置を行うこと。 

疾病名 対象動物 
流行地域 

（口蹄疫と鳥インフルエンザについては2014年1月以降） 

豚流行性下痢（PED) 豚 いのしし 
沖縄県、茨城県、鹿児島県、宮崎県、熊本県、愛知県 

青森県 

口蹄疫 
牛 豚 山羊 

めん羊 鹿 など 

香港（O型）中国（A型）ロシア（A型O型）モンゴル（A型） 

北朝鮮（O型） 

アフリカ豚コレラ 豚 いのしし ロシア、ウクライナ、ベラルーシ、リトアニア、ポーランド 

高病原性鳥インフルエンザ 

（HPAI） 
家きん 

中国（H5N1 H5N2）韓国（H5N8）カンボジア（H5N1） 

ベトナム（H5N1) インド（H5N1） 

低病原性鳥インフルエンザ 

（LPAI） 
家きん 中国（H7N9）ベトナム（H7）香港（H7N9） 



表2 用途別・摘発場所別頭数内訳 

用  途 農場 （％） と畜場 （％） 合計 

乳用牛 276 (47.5) 726 (63.1) 1,002 

肉用繁殖牛 269 (46.4) 209 (18.2) 478 

肥育牛 30 (5.2) 214 (18.6) 244 

種雄牛 5 (0.9) 2 (0.1) 7 

合  計 580  1,151  1,731 

H23年次摘発牛1,765頭のうち用途・摘発場所が明ら

かな1,731頭分の分析 
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牛白血病摘発牛に関する調査結果（全国） 

 牛白血病は、近年、牛の監視伝染病の中で最も発生が多く、しかも年々増加してお

り、H24年には全国で2,000頭以上の牛白血病牛が摘発されています。経済的損害も大き

いことから、その対策は家畜衛生上の重要な課題となっています。国は本病の発生実態

を把握するため、H23年次に届出のあった本病摘発牛の年齢、品種、摘発状況等の調査を

行いました。昨年その結果がまとまり、報告があったのでその概要をお知らせします。 

１. 用途別内訳 

 H23年次に摘発された1,765頭中1,741頭分の

情報を分析した。用途別内訳は、乳用牛が

58％、肉用繁殖牛28％、肥育牛14％、種雄牛が

１%未満であった（図1）。  

２. 年齢分布  

 乳用牛と肉用繁殖牛では４～６歳が多く、肥

育牛は出荷月齢の影響から２歳までにほぼすべ

て摘発されていた。 

３. 摘発場所別内訳（n＝1,731） 

 農場で摘発された牛が33.5%、と畜場で摘発

された牛が66.5%であった。それぞれの用途別

内訳は、農場摘発では乳用牛、肉用繁殖牛が大          

 一方、と畜場摘発牛では、生体検査で本病を疑う異常が認められた牛は10％程度であ

り、ほとんどの牛が解体後検査で体腔内のリンパ節等の異常が確認されることにより摘

発されていた。 

部分を占め、肥育牛は少なかった。と畜

場摘発では乳用牛が多く、残りは肉用繁

殖牛及び肥育牛がほぼ同数であった（表

2）。 

４. 摘発牛の症状・病変 

 農場摘発牛では、99.1%に臨床症状が認

められ、体表リンパ節や腹腔、骨盤腔の

腫瘤、リンパ節腫脹、眼球突出等

（73.3%）が多く認められた。 

乳用牛 

 58% 

肉用繁殖牛 

28% 

肥育牛 

14% 

種雄牛 

<1% 

図1 用途別の摘発牛内訳（n=1,741） 


