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牛白血病に気をつけましょう！ 
牛白血病は、家畜伝染病予防法で届出伝染病

に指定されている疾病で、リンパ系細胞の異常

増殖によって起こる悪性腫瘍です。牛白血病は

牛白血病ウイルス（ＢＬＶ）の関与が確認され

ている地方病型白血病（成牛型）と散発型白血

病（子牛型、胸腺型、皮膚型） に大別されま

すが、牛白血病のほとんどはＢＬＶ感染による

地方病型です。ＢＬＶに感染してどのくらいで

発症するかというと、一般的には 3年から 4年

以上といわれていますが、最近はそれより前に

発症するケースも見受けられます。また、ＢＬ

Ｖに感染しても多くは無症状で経過するので、

感染牛が汚染源となってしまい知らないうち

に、高度汚染農場となってしまう可能性があり

ます。 

 

＜どのように感染するか＞ 

ＢＬＶが牛に感染すると数日間で血液の中

にあるリンパ球中に組み込まれてしまうため、

感染牛の血液（白血球）が汚染源になります。

そのため、アブなどの吸血昆虫による機械的伝

搬、ならびに血液が付着した去勢器具や除角器

具等による人為的伝搬でＢＬＶが感染してし

まいます。また、初乳中にもリンパ球が含まれ

ていますので、ＢＬＶ感染牛の初乳を介して子

牛に感染することもあります。その他、子宮内

感染も確認されていますが、大部分は機械的伝

搬や人為的伝搬によるものでＢＬＶ感染牛の

子宮内で感染するものは 10％以下といわれて

います。 

 

＜臨床症状＞ 

大部分のＢＬＶ感染牛は臨床症状を示しま

せんが、血液検査で調べてみると 20～30％の牛 

にリンパ球が増殖し白血球数が多くなるリン

パ球増多症が確認されます。また、成牛型白血

病を発症し、腫瘍化すると体表などのリンパ節 

 

 

が肥大します。腫瘍が進行すると、一般的症状

として元気消失、食欲不振、泌乳量の低下、貧

血、衰弱、削痩が顕著に現れてきます。 

 

＜農家におけるＢＬＶ対策＞ 

ＢＬＶは発症率こそ低いものの、一度発症す

ると治療の方法がない病気です。最も重要なこ

とはＢＬＶ感染を拡大させないことです。農家

におけるＢＬＶ対策を下に挙げました。このう

ち、①～④までは必ず行ってください。⑤～⑨

については家保職員と相談のうえ、状況に応じ

て行ってください。 

 

① 県外からの導入牛は、着地検査を受けてＢＬ

Ｖ感染の有無を調べてください。 

② 直腸検査用手袋は１頭ごとに交換してくだ

さい。 

③ パンチャー、削蹄器具、去勢器具などの血

液が付着する可能性がある器具などは洗浄

と消毒後使用してください。 

④ 初乳は陰性牛のものを与えてください。で

きない場合は、保存しておいた陰性牛の凍

結初乳を与えてください。 

⑤ 感染牛は隔離して順次淘汰してください。 

⑥ ＢＬＶ感染を伝搬する吸血昆虫の駆除を行

ってください。 

⑦ 感染牛の分娩には離れた場所を使用し、出

産する際の出血が汚染源にならないように

隔離してください。 

⑧ 感染牛から生まれた子牛は、速やかに親か

ら離してください。 

⑨ 感染牛と陰性牛を分けて飼育し、搾乳や給

餌などの作業は陰性牛から行ってください。 

           （病性鑑定課 三竹） 
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アカバネ病の予防接種について 

昨年県内において牛アカバネ病が 10 年ぶりに

発生しました（5市町、7戸、11 頭）。当所ではそ

の予防対策として、畜産協会の自衛防疫事業に協

力し、本年 3月から、予防接種の指導を行って来

ました。現在のところ、ほぼすべての対象牛（乳

牛および繁殖和牛）への接種が終了し、2,000 頭

を超える結果となりました。農家の皆様ならびに

関係機関の皆様には、ご苦労様でした。 

 

ワクチン接種状況（H21 年 6 月 23 日現在の延頭数） 

しかしウイルスの侵入はこれからであり、有害

昆虫等の駆除はこれまでどおり必要で、秋以降本

症を疑う様な死流産があった場合は、直ちに当所

にご連絡ください。またこの予防接種は毎年実施

が必要となりますが、牛異常産三種混合不活化ワ

クチンは、初年度牛のみ 2回接種なので、来年度

以降は更新牛を除き、原則 1回接種となります。 

また毎年、吸血昆虫により感染するウイルス性

の異常産病の全国追跡調査が行なわれています。

昨年度の結果は下図のとおりで、アカバネ病は患

畜発生(下図：■)、抗体陽性 (下図： )とも西日

本全域に認められ、その他についても、全国の約

1/3 の県で抗体陽性が認められています。来年か

らの予防接種はアイノウイルス感染症やチュウザ

ン病の予防効果もある牛異常産三種混合不活化ワ

クチンをお勧めします。 

そのほか不明

な点などありま

したら、お気軽

に当所までご相

談ください。                            

（保健衛生課    

松井）  
 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
          

 

 

 

病性鑑定特殊講習会（ウイルス部

門）に参加して 
昨年の 5 月 12 日から 12 月 12 日まで茨城県

つくば市の（独）動物衛生研究所にウイルス検

査についての研修に参加しました。この研修は、

ウイルス、細菌、病理、生化学の 4 部門に分か

れており、昨年度は全国の家保職員 28 人が受

講しました。 
私はウイルス部門に参加させていただき、主

に鶏のウイルスの研究を行っている研究室に

配属されました。そこでは、野外材料からのウ

イルス分離、中和試験、間接蛍光抗体法などの

実際に家保での業務に欠かせない技術を失敗

もたくさんしながら身につくまで繰り返し教

えていただきました。また、カモのインフルエ

 
異常産三種混合

不活化ワクチン 

アカバネ病 

生ワクチン 

 乳牛 肉牛 乳牛 

合計 

坂井地区 292 56 140 488 

福井地区 112 61 71 244 

奥越地区 306 0 226 532 

丹南地区 185  81  16  282 

二州地区 220 115 0 335 

若狭地区 81 50 0 131 

合計 1196 363 453 2012 

    アカバネ病とは 

原因はアカバネウイルスで、牛・緬羊・山羊に病原

性を発現し、蚊などの吸血昆虫によって伝播します。

感染期間は蚊が発生する 7～10月で、感染した成牛に

は特に症状を示しませんが、妊娠牛では流死産や胎児

の体型異常などを引き起こし、経営に大きな影響を与

えます。本病の治療法はなく、流行前の予防接種が唯

一の対策となります。 

10 年ぶりの発生をみた本県では、昨年来、流死産

のほか生後感染による特殊な症例や、感染した妊娠牛

が分娩時に胎児の肘関節硬直から難産となり、帝王切

開をする例もありました。 

アカバネ病

アイノウイルス感染症

チュウザン病
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表1．過去のP-AI結果
（2007年11月～2008年4月）

2007年11月
～2008年1月

2008年4月

頭数

供試 受胎

37 16

19 4

受胎率
（％）

43.2

試験期間

21.1

実施
回数

3

1

ンザウイルスの保有状況やトリアデノウイル

スの分子生物学的な診断方法の開発など動衛

研の先生方の研究のお手伝いをさせてもらい

ながら最新の知見や診断技術も教えていただ

きました。 

このように、ウイルス検査法の技術を習得す

るために７か月という期間をいただいたわけ

ですが、研修中は動衛研の職員の方々や同じく

研修に来ている全国の家保職員の方々との交

流も貴重な時間でした。この人達と、つくば市

周辺へ研修旅行にも行きました。時にはプライ

ベートなつきあいをして、さらに親睦を深めま

した。このようなつながりも、この研修に参加

して得られた大きな収穫でした。 
これからは、この長期研修で得た知識や技術

を発揮し、福井県の畜産業発展のために頑張り

たいと思っています。 
          （病性鑑定課 三竹）     
                                       

台湾で口蹄疫 発生 
台湾家畜衛生当局から国際獣疫機構(ＯＩＥ)への

情報によると、6月 23日に台湾北部の養豚農場（地

図上側の☆印）で口蹄疫の発生が確認されたとのこ

とです。 

台湾では、本年 2

月、3月、5月にも

口蹄疫が確認され

ていますので、口

蹄疫に感受性のあ

る牛、豚、羊、山

羊等の家畜を飼育

している方は、当

分の間台湾への渡航を見合わせたほうが良いでしょ

う。なお台湾は、現在ワクチン接種清浄国であり、

ワクチン非接種清浄国を目指し、ワクチン非接種豚

をおとり豚として利用し、清浄性確認を進めている

ところです。発生確認に伴い、発生農場の半径 1km

以内にある 6 農場の豚 4,400 頭に対しワクチンを接

種 し て 対 応 し て い る と の こ と で す 。                                            

（（保保健健衛衛生生課課  松松井井））  

  

全国家畜保健衛生業績発表会から 

4 月 23、24 日に東京の日比谷公会堂で、第 50
回全国家畜保健衛生業績発表会が行われました。

乳牛の繁殖成績を向上させた事例を次のように発

表しましたので、繁殖管理の参考にしてください。 
 

「フリーストール型酪農経営における腟内留置型

プロゲステロン製剤(CIDR)活用法の検討」 

 
[はじめに] 
 フリーストール牛舎での酪農経営は多頭飼育の

ため、牛の観察が困難となり、発情を見逃すこと

が、牛群全体の受胎率（妊娠牛率）の低下要因に

なっている。受胎頭数が少なければ、牛群全体の

空胎期間が延び、廃用・淘汰の牛が増えることで、

収益性が減少するといった悪循環に陥っていく。

CIDR 等のホルモン剤を活用して人工授精時期を

定めるプログラム授精（P-AI）は様々な形で実施

され、その有効性が指摘されている。 
筆者らは、妊娠牛率の向上を目的に、2007 年

11 月～2008 年 1 月まで P-AI を合計 3 回実施し

た。その結果、供試頭数 37 頭中、受胎頭数 16 頭、

平均受胎率は 43.2％であった。3 回実施した P-AI
で、いずれも受胎率 40％以上の比較的良好な成績

を得たことから P-AI は農家の作業を効率化し、

妊娠牛率の向上と空胎期間を短縮できることを報

告した。 
しかし、2008 年 4 月に実施した P-AI では供試

頭数 19 頭中、受胎頭数 4 頭、受胎率は 21.1％と

低下したため、その対策を講ずることにした（表

1）。 
 担当獣医師

や酪農家と検

討した結果、

同時に 20 頭

近くもの頭数

に作業を行う

農家の負担が

大きいことや

排卵時期に個体ごとのばらつきがあるのではない

か等が考えられた。  
今回、妊娠牛率の向上を図るため、P-AI の実施

方法について、改良を試みたので報告する。 
 

[方法] 
検討内容から作業負担を分散させるため、供試

牛を群分けして P-AI を実施する方法（試験Ⅰ：

群分け P-AI）を 2008 年 7 月に行った。供試牛 20
頭を CIDR 留置期間ごとに 5 頭ずつ 4 群に分け、

酢酸フェルチレリン（GnRH）を 100μg 投与後、

CIDR を挿入した。CIDR 留置期間は 1 群 6.5 日

間から 4 群 9.5 日間まで群ごとに 1 日ずつ延長さ

せる形にした。CIDR 抜去時にプロスタグランジ

ン F2α（PG）を 500μg 投与後、翌日、安息香酸

エストラジオール（E2）を 2mg 投与し、その 1.5
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図1．空胎日数別のP-AI受胎成績

（頭） （％）

（日）

日後に定時

人 工 授 精

（定時 AI）
を 行 っ た

（表 2）。さ
らに、牛個

体の排卵時

期のばらつ

きによる受

胎率低下に対応するため、試験Ⅰで行った定時 AI
後に再度 AI を行う、つまり、AI を 2 回行う方法

（試験Ⅱ：群分け P-2AI）を 2008 年 11 月に行っ

た。供試牛の処置方法は供試牛 14 頭に CIDR 留

置期間ごとに 5 頭ずつ 4 群に分け、GnRH を

100μg 投与後、CIDR を挿入した。CIDR 留置期

間は 1 群 6 日間、2 群 7 日間として、群ごとに 1
日ずつ延長させる形にした。CIDR 抜去時に PG
を 500μg 投与後、翌日、E2を 2mg 投与した。E2

投与の 1.0 日後に定時 AI を行い、さらにその翌

日に 2 回目の AI を行った（表 3）。 
[結果] 
 2008年4月
に 実 施 し た

P-AIでは供試

頭数19頭中、

受胎頭数4頭、

受胎率21.1％
であったが、

試験Ⅰでは供

試頭数20頭中、受胎頭数7頭（A群1頭、B群1頭、

C群4頭、D群1頭）で受胎率35%と改善され、試

験Ⅱでは供試頭数14頭中、受胎頭数11頭（E群5
頭、F群6頭）、受胎率は78.6％とさらに倍増し、

良好な成績が得られた（表4）。 
また、2007年11月～

2008年11月までの合

計6回のP-AI（P-AI 4
回、試験Ⅰ、試験Ⅱ）

を実施した牛で、空胎

日数が500日を超えて

いた牛5頭中2頭が受胎

した。最も受胎率が良かったのは空胎日数101～
200日の牛で試頭

数39頭中、受胎頭

数22頭、受胎率は

56.4％であった

（図１）。 
P-AIと試験Ⅰ、

試験Ⅱを実施した

際の処置牛1頭当た

りにかかる必要経費

は、いずれも薬剤代

と獣医師の技術料の

合計の6,700円であ

った。内訳は、薬剤

代がCIDR 2,000円、

GnRH 1,100円、PG 
1,350円、E2 150円で、技術料はGnRH、PG、E2

のそれぞれの投与経費である（表5）。なお、これ

とは別に精液代として、試験Ⅱでは精液ストロー

代2本分が必要になる。 
[考察およびまとめ] 

P-AIにより空胎期間が1年近い牛でも、受胎し

たことから、長期不受胎牛などに対して P-AIは
有効である。さらに空胎期間が101～200日の牛で

受胎率が良好であったことから、分娩後100日前

後で毎月定期的にP-AIを行うことが効果的であ

り、妊娠牛率をより向上させ、牛群全体の空胎期

間の短縮につながるといえる。 
また、P-AIで受胎して分娩、再度、P-AI実施で

受胎した牛もいたことから、P-AIの連続実施は問

題がないと考えられたが、牛個体がホルモン剤に

対し無反応にならないかなど、今後もさらにデー

タを集積していく必要がある。 

さらに、2009年2月に試験Ⅱを実施し、供試頭

数18頭中、受胎頭数11頭、受胎率は61.1％であっ

た。この結果、2009年4月には妊娠牛率は59.4％
まで向上した。 

以上のことから、フリーストール型酪農経営に

おいて試験Ⅰは受胎成績を向上させ、酪農家の作

業分散につながる。さらに、試験Ⅱは酪農家の作

業分散と牛個体の排卵時期のばらつきに対応しう

る有効な方法であることがわかった。 
         （嶺南家畜保健衛生センター 山崎）            

――編編集集後後記記――  
 今年の梅雨は今のところ雨が少なく、もう夏に

なったような日が続いています。この時期に咲き

始めるはずのムクゲも、やや開花が遅れているよ

うです。これも土が乾燥しているせいでしょうか。 
皆様はいかがお過ごしでしょうか。私は、天気

に恵まれて、野外の運動を続けています。朝方に

斜めから射す、きらめく光に当たりながら、階段

の上り下り運動をするのは、気持ち良いです。 
これからは、高温で窓を開けても寝苦しい日が

多いと思います。皆様ともに、お体に気をつけて

ください。 
（生産指導課 山口）

表4．試験結果（試験Ⅰ､Ⅱ）

頭数

供試 受胎

受胎率
（％）

試験Ⅰ 20 7 35.0

試験Ⅱ 14 11 78.6

表2．試験Ⅰ：群分けP-AI，2008年7月

＊①GnRH （酢酸フェルチレリン） 100μg CIDR挿入

②CIDR抜去 PG（プロスタグランジンF2α ） 500μg

③E2（安息香酸エストラジオール） 2mg

④定時AI

B群（5頭）

C群（5頭）

A群（5頭）
① ②

6.5日
③ ④

1日 1.5日

7.5日
① ② ④③

1日 1.5日

8.5日
① ② ④③

1日 1.5日

D群（5頭）
9.5日

① ② ④③
1日 1.5日

表5．P-AI 1頭当たりの主な経費

CIDR 2,000円

技術料

合計

1,100円

1,350円

700円×3回

150円

GnRH

PG

E2

6,700円＊

＊別途精液代が必要

表3．試験Ⅱ：群分けP-2AI，2008年11月

＊①GnRH 100μg CIDR挿入

②CIDR抜去 PG 500μg
③E2 2mg

④定時AI

⑤AI

6dE群（7頭）
① ② ③ ④ ⑤

1d 1d 1d

F群（7頭）
① ② ④ ⑤③

1d 1d1d7d
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