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高病原性鳥インフルエンザ検査 
 

今年 1 月および 2 月に宮崎県、岡山県において発生した高病原性鳥インフルエンザは防

疫指針に基づくまん延防止対策が講じられた結果、早期に発生農場周辺の本病の清浄性が

確認されました。それ以降の新たな発生は確認されず、5 月 8 日には防疫措置が完了して

から 3か月を経過したことに伴い、日本は国際獣疫事務局（OIE）の規定により、清浄国に

復帰しました。 

 今回の発生については、国の感染経路究明チームから中間とりまとめとして、下記のと

おり報告されています。 

１） 国内への感染経路については、野鳥によるウイルスの持込が想定される。 

２） 鶏舎への侵入経路については、ネズミなどによるウイルスの持込が想定される。 

３） 今後とも、引き続き野鳥の感染ルートなどの情報収集と感染経路について、総合的

に検討が必要である。 

 これを受け、飼養者から頂いていた飼養羽数、死亡羽数などの報告が、毎週 1 回から毎

月 1回に変更になりました。飼養者の皆様には引き続き報告にご協力をお願いします。 

 家畜保健衛生所では、今後も引き続き、1,000 羽以上飼養している県内 21戸の採卵農場

を対象に年 1回のモニタリング検査などを実施し、家畜伝染病の発生防止に努めますので、

よろしくお願いします。 

 

平成 18年度モニタリング検査結果 

 

＜モニタリング検査とは…＞ 

 鶏から採血と気管粘液および便を採取し、血液中の抗体検査および気管粘液と便を用い

てウイルスの分離を行います。 

                                    （山崎） 

 

 

 

地 域 検査月 農場数 抗体検査
ウイルス
分離検査

検査成績

福 井 5月～2月 8 80羽 80羽 全羽陰性
坂 井 4月～3月 7 180羽 180羽 〃
奥 越 4月～12月 6 60羽 60羽 〃
丹 南 4月～3月 7 70羽 70羽 〃
若 狭 9月～12月 2 20羽 20羽 〃

30 410羽 410羽 全羽陰性合　計
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酪農家の皆さん、『もう一度、乳房炎対策を考えてみてください！』 
 
これから本格的な夏を迎えますが、今年は猛暑となる予報が出ております。ご存知のと

おり夏季は乳牛にとって厳しい季節で、暑熱などによるストレスの増加は様々な疾病の要

因となります。皆さんにはこの時期を上手く乗り切り、安定した経営をして頂きたいと思

います。 
さて乳房炎についてですが、その発生は季節を問わないと思われがちです。しかしこれ

からの時期は牛床は起因菌が増殖しやすく、また体力の低下により抵抗性も減少すること

から乳房炎になりやすい環境といえます。昨年一年間の家畜保健衛生所の乳房炎検査依頼

の件数でみると、6 月から 4 ヶ月間で、年間の 40%に上っており、酪農家の皆さんが乳房

炎対策に苦労されていることが伺われます。そこで今回は、某酪農家さんで行っている乳

房炎対策の取り組みについてご紹介したいと思います。 
（取り組んだ理由） 
昨年後半よりバルク内の体細胞数が上昇し 40 万個／ｍｌを超えるようになり、改善策に

ついて相談がありました。 
（取組み内容） 
搾乳衛生について問題点を調査し、また全頭を対象に乳汁の細菌検査をして原因と改善

策について検討しました。 
（結果と改善策） 
数頭から難治癒性といわれる黄色ブドウ球菌が検出され、これが潜在性乳房炎を引起こ

し、バルク内の体細胞数（ＳＣＣ）を増加させていると考えられ、薬剤による治療を実施

しました。 
搾乳衛生では、１頭１布での乳頭の拭き取りや、搾乳後のデッピングなど基本的な作業

を確認するとともに、黄色ブドウ球菌に罹患した牛たちを一箇所に移動し、搾乳順番を最

後にすることで、他の牛への感染予防に努めました。 
また現在も潜在性乳房炎の摘発と黄色ブドウ球菌の感染防止の確認のため、毎月１回、

乳汁の細菌検査を全頭実施しています。 
現在のところ黄色ブドウ球菌に罹患した牛からいまも黄色ブドウ球菌が検出され、難治

癒性に苦労しているものの、他の牛への感染は認められておりません。今後は順番に新し

い搾乳牛と更新していき、最終的には黄色ブドウ球菌に罹った牛ゼロを目指しています。 
みなさんのなかで、もしこのような取り組みを自分の牛舎でも行いたいと思う方は、家

畜保健衛生所までご相談ください。 
（参考） 
＜潜在性乳房炎とは＞ 
最もよくある感染で臨床症状を示す前の乳房炎と考えられます。感染期間が長かったり

乳量の持続的な減少や乳質の低下が起きることから、経済被害は最も大きいとも言われて

います。乳房や乳汁は見た目で正常に見えるため、搾乳時に発見することは困難で、感染

した微生物の検出や、乳汁中の体細胞数の検査により発見することができます。 
＜黄色ブドウ球菌(Staphylococcus aureus)とは＞ 
この菌は一度感染すると薬剤もよく効くのですが、乳房の組織の中で長く生息するため、

発症を繰り返すのが特徴です。また搾乳機を介して他の牛に感染する可能性もあるので、

搾乳順番を最後にするなどの対策が必要となります。また再発を繰り返すようであれば、

優先的な淘汰を勧めております。                      
(吉田) 
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家畜保健衛生事業の取り組みについて 
 

福井県はさまざまな食材に恵まれております。その中で、ブランド畜産物に肉質のす

ぐれている和牛「若狭牛」と高品質な豚肉「ふくいポーク」があります。                 

一方で、農家戸数と飼養頭羽数はやや減る傾向にあります。そこで、今年度は「生産

基盤の充実と新規農家の育成」、｢遊休地を利用した自給飼料の生産拡大｣、｢安全安心な

畜産物の生産と地産地消の推進｣の３つの課題を掲げ、関係機関全体で畜産活性化の推進

に取り組んでいます。         

こうした県全体の取り組みの中で、家畜保健衛生所では次の点に重点を置いて、家畜

保健衛生の事業を展開しています。 

１ 家畜伝染病の発生予防とまん延防止   
  家畜伝染病予防法に基づく検査等により、監視伝染病(家畜伝染病または届出伝染病)
の予防、予察およびまん延防止を図っています。特に、口蹄疫、BSE、高病原性鳥イン

フルエンザ、豚コレラなどの社会的に影響が大きい重要な伝染病については、発生の未

然防止に重点を置いた危機管理体制の充実を図っています。 
  また、高病原性鳥インフルエンザについては、県独自でモニタリングによる検査を 6
地点で行い、さらに死亡野鳥への対応も実施しています。 
２ 若狭牛の生産拡大  
 福井県のブランド牛である若狭牛の生産拡大を図るため、生産性を阻害している要因

の除去に努め、優良な受卵牛の選定と適切な移植体制を作るとともに、子牛の育成管理

指導を強化しています。 
3 安全な畜産物の供給と生産性の向上 
 生産段階からの衛生検査・巡回指導による飼養環境の改善、家畜排せつ物の管理適正

化、動物用医薬品の適正使用、さらに、生産履歴管理（トレーサビリティシステム）の

徹底を図り、消費者に高品質で安全な畜産物の供給に努めています。また、家畜の高能

力化に伴う生産病を予防するため、衛生対策の強化を推進し、生産性の向上に努めてい

ます。 
4 人畜共通感染症の発生防止 
 家畜を介して人に重大な疾病を引き起こす動物由来感染症（サルモネラ、病原性大腸

菌 O-157、インフルエンザ、クリプトスポリジウム、ウエストナイルウイルス感染症等）

について調査や遺伝子情報の解析を行い、防疫対策の強化に努めています。  (山口) 
                                   

 新しいスタッフが加わりました 
 
 5 月の定期人事異動により、次のスタッフが加わりました。これまでいた職員と同様によろしくお

願いします。 
 ＜本所＞ 

   職員の氏名と役職名 主に担当する業務 
前田 淳一 次 長 所事業の企画連絡調整 
坂井 郁雄 保健衛生課  課長 保健衛生業務の企画調整とみつばちに関すること 
山崎 俊雄 保健衛生課  主事 牛の繁殖管理と放牧牛の衛生検査 
加藤 信正 病性鑑定課  課長 病性鑑定業務の企画調整と動物薬事に関すること 
三竹 博道 病性鑑定課  主事 生化学検査と動物用医薬品の品質確保 
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 ＜嶺南センター＞ 

 

 北陸三県和牛子牛市場開催される 
 

5 月 24 日、金沢市にお

いて北陸三県和牛子牛市

場が開催されました。各

県から、雌 54 頭、去勢 64
頭の合計 118 頭が出品さ

れました。福井県若狭子

牛共励会では、第 1 部（雌

牛）が池田町山本重夫さ

ん出品の「おくいけ 6」、
第 2 部（去勢）が坂井市

瓦惣一さん出品の｢川茂

勝｣が優等賞一席に選ば

れました。 
概要は下記のとおりです。 
 
 成立頭数(頭) 平均体重(kg) 平均価格(円) 最高価格(円) 最低価格(円) 
石川県 53 266.2 413,075 600,000 229,000 
富山県 36 269.4 411,167 561,000 289,000 
福井県 29 276.5 416,310 526,000 220,000 
去 勢 64 281.7 439,703 600,000 220,000 
雌 54 255.5 381,981 512,000 229,000 

合 計 118 269.7 413,288 600,000 220,000 
                                   

 (小林)  

   職員の氏名と役職名 主に担当する業務 
山崎 昭治 嶺南センター 所長 嶺南センター業務の総括と企画調整 
二本木俊英 嶺南センター 主任 家畜伝染病予防と生産衛生指導 

 
   

   


