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高病原性鳥インフルエンザの発生予防について       

１）最近の国内での発生状況 

平成 21年 3月に愛知県のウズラ農場で発生が

確認されて以来、高病原性鳥インフルエンザ

(HPAI)の発生は現在のところ確認されていませ

ん。 

２）防疫対策の確認 

①人や車両等による侵入の防止 

 ・外来者の出入りの制限、他の養鶏農家への

立ち入り自粛、車両消每の徹底 

 ・踏込消每槽と手指消每用消每器の設置 

②野鳥・野生動物による侵入の防止 

 ・防鳥ネットの再点検・補修 

 ・隙間をふさいで衛生害虫等の侵入を防止 

 

③鶏舎内外の整理・整頓・清掃 

④鶏の適正な飼養管理 

 以上の防疫対策の重点事項を再度確認のう

え、HPAIの侵入防止に努めていただくようお願い

致します。 

★台湾にて 9月 29日に HPAIの弱每株（血清

亜型 H5N2）の分離が確認されましたので、特に、

上記②の野鳥・野生動物による侵入防止につい

て徹底しましょう。 

★多数の鶏が死亡するなどの異常が発生した

場合は速やかに家畜保健衛生所へ連絡してくだ

さい。                                                                                           

（保健衛生課 横田） 

 

 

ワクチンを利用して牛の下痢・肺炎を予防しましょう 

 ～これからの予防が特に大切です～ 

秋から冬にかけて１日の気温の変動が著しいこ

の時期は、家畜にとっても大きなストレスであり病

気がまん延する季節です。特に消化器病（下痢

症）や呼吸器病が発生しやすく、治癒した後でも

発育に影響を与える場合が多く注意が必要です。

とは言っても病気の発生は、飼養環境や衛生管

理の良否などの条件により大きく左右され、予防

方法も様々です。 

牛のワクチンは病気の発生予防としてこれまで

多くの種類が開発され、牛を特定の病気から守る

方法としては安価で有効な手法であると言えます。

また代表的な疾病の予防機能を複数含有してい

るものが多く、それ以外の病気にかかった場合に

その病気には効果がなかったとしても、事故率が

高くなる複合感染（１種類の病気にかかっても症

状は軽いが、２種類以上の病気にかかることで症
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状が急激に重くなる）を防ぐことができます。 

このようにワクチンを上手に活用することは、生

産性の向上や事故防止に努める事ができ、経営

改善に期待が持てます。しかしそのためには、経

営に適した衛生管理プログラムをつくり予防接種

を計画的に実施することが必要となります。ご不

明な点があれば、畜産協会もしくは家畜保健衛生

所にお問い合わせください。 

＜主なワクチンの紹介＞ 

■牛コロナウイルス感染症不活化ワクチン（料

金１頭１回９００円） 

牛コロナウイルスによる下痢に対するワクチンで、

特に乳牛では罹患した場合の産乳量の顕著な減

尐（10～20%）による経済的損失を予防します。ま

た過去にワクチンの経験のない牛は、３週間隔で

２回注射する必要があります。 

■牛 5種混合生ワクチン（料金１,８００円/頭） 

ウイルス感染症に対するワクチンで、牛伝染性

鼻気管炎、牛ウイルス性下痢粘膜病、牛パライン

フルエンザ、 牛 RSウイルス病および牛アデノウイ

ルス病に対して予防効果があります。 

■ヒストフィルス・ソムニ感染症・牛パスツレラ症

混合不活化ワクチン（料金１,４００円/頭） 

細菌による呼吸器病に対するワクチンで、ヒスト

フィルス・ソムニ、パスツレラ・ムルトシダおよびマン

ヘミア・ヘモリティカの感染症に対して予防効果が

あります。 

■牛下痢 5種混合不活化ワクチン （料金２,２０

０円/頭） 

出産前に母牛に接種し初乳の免疫機能を向上

させ、産子に初乳を給与することで、牛ロタウイル

ス病、牛コロナウイルス病および牛大腸菌症に対

して予防効果があります。                                                    

（保健衛生課  吉田）

 

北陸三県家畜衛生技術検討会が開催されました         

平成 22年 8月 6日（金）に石川県庁にて、福井

県、石川県、富山県の 3 県から家畜保健衛生所の

職員など計 41 名が参加し、北陸三県家畜衛生技

術検討会が開催されました。まず石川県農業安全

課の小西祥一課長が「①宮崎県での口蹄疫発生

をうけて、早期発見・早期通報および初動防疫の

重要性が再認識された。②このような機会を活用し

て北陸三県でも密接な情報交換をし、迅速な防疫

体制を図ってもらいたい。」と開会のあいさつをしま

した。 

次に各県が実施した口蹄疫防疫対策について

情報交換がありました。他の県も福井県と同様に、

飼養衛生管理基準の順守の指導および消每薬の

配布や県口蹄疫防疫対策マニュアルの見直し、机

上演習などを実施していました。また、口蹄疫が発

生した場合を想定して、初動時に必要とされる防

疫資材の備蓄を開始していました。 

他には、県境にあたる農家の情報について、畜

種、飼養形態、飼養頭数など各県毎にデータを持

ち寄り、県境付近で発生した場合においても速や

かに防疫対策をとれるよう、情報の共有化を図りま

した。これまでの農家情報では住所を基準としてい

ましたが、地図ソフトやＧＰＳを活用した緯度および

経度を基準とすることで、地域名などが分からない

他県の職員も情報を共有することができるようにな

りました。 

次に口蹄疫発生に伴い宮崎県へ派遣された家

畜防疫員の業務内容について各県毎に情報交換

が行われました。福井県からは延べ８人、石川県か

らは延べ７人、富山県からは延べ１２人の家畜防疫

員が派遣され、宮崎県での防疫業務に従事しまし

た。各県により派遣日数が異なっていますが、４月

２０日頃から７月５日頃までの期間派遣されていま

した。業務内容は派遣時期により異なりますが、清

浄性確認検査、殺処分、病性鑑定、ワクチン接種

などです。 

当初は全国から派遣された家畜防疫員全員で

捕獲、保定、殺処分などほとんどの作業を行ったり、

防疫資材が不足したりするなど、大変効率が悪か

ったとのことでした。途中からは家畜の捕獲、保定、
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薬液の準備、掃除などは獣医師以外の者で行い、

殺処分などの獣医師でなければならない業務は獣

医師が行うなど作業の効率化が図られ、速やかに

作業が進むようになったとのことでした。またウイル

スの拡散を防止するために防護服を２重に着用し

作業しているため、汗が足首くらいまで長靴に溜ま

ったものの、そのまま継続したなど作業の大変さに

ついての感想も聞かれました。 

今回の北陸三県家畜衛生技術検討会では、特

に口蹄疫についての議題で活発な情報交換がお

こなわれました。宮崎県へ派遣された職員の経験

から近隣県の協力や資材調達などの重要性が再

認識され、今後もこのような技術検討会を通じて、

意識の共有化などを積極的に図っていくべきだと

感じました。 

                                                  （保健衛生課 朝倉） 

 

豚繁殖・呼吸器症候群（PRRS）について   

豚の病気の中でとても恐い病気の一つに、

「PRRS」が挙げられると思います。PRRS ウイルスが

農場内に侵入すると、病名のとおり母豚は流産等

の繁殖障害、肥育豚では呼吸器病により発育障害

や事故率の上昇を引き起こし、農場に大きな経済

的損害を与えます。また、いったん汚染農場になっ

てしまうと清浄化するのは非常に困難で、馴致やワ

クチンを使って PRRS ウイルスをコントロールしなが

ら農場を経営していくことが強いられます。 

一般的に、PRRS陰性農場に PRRSウイルスが入

ると劇的な症状が出るといわれています。 

 

 

しかし、劇的な症状を示さずにいつの間にか農 

場内が PRRS ウイルスに汚染され、知らず知らずの

うちに生産性を低下していた事例もあるそうです。

このようなことを防ぐためにも、定期的な抗体検査

によって農場の清浄性を確認することが非常に大

切です。現在、県内の農場ではPRRSウイルスの浸

潤を確認しておらず、国内ではとても珍しい「PRRS

清浄県」となっています。今後も、消每の徹底や

PRRS陰性農場からの導入等で PRRSウイルスを農

場に、福井県内に持ち込まないようにしましょう。                                                    

（病性鑑定課 三竹） 

 

 

京都府で『ひな白痢』が発生しました    

今年 7 月、京都府で『ひな白痢』の発生が報告

されました。わが国では保菌種鶏の摘発・淘汰に

努めた結果、ほぼ清浄化が達成されており、今回

の発生は平成 14 年の茨城県と千葉県での発生

以来とみられます。 

『ひな白痢』はサルモネラ・プローラムの感染に

よるもので、元気・食欲の消失、うずくまり、灰白色

粘稠下痢などの症状を示し 2～3週齢まで死亡が

続きます。3 週齢以上のひなが感染すると、同様

の症状を示すこともありますが、多くの場合無症

状に経過し保菌鶏となることがあります。保菌鶏か

ら産まれた卵は保菌卵となり（介卵感染）、その保

菌卵から孵化したひなは大量の菌を含む下痢便

を排泄します。この下痢便を介して次々と同居ひ

なに伝播していきます（水平感染）。今回の京都

府の発生では、種鶏候補鶏の定期検査における

摘発であったということもあり、飼養鶏に臨床症状

はみられませんでした。 

『ひな白痢』は「家きんサルモネラ感染症」として

家畜伝染病に指定されており、本県でも家畜伝

染病予防法第 5 条に基づき、毎年検査が行われ

ています。本病の予防には飼養衛生管理基準を

遵守することが大きな役割を果たし、また定期検

査による保菌鶏の摘発・淘汰が感染拡大の予防

となります。                              

（病性鑑定課 田中） 
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インターンシップ学生受け入れ 

日本では獣医師になるための大学が 16 あり、

毎年 1,000 人余りが国家試験に合格して社会に

巣立っています。この 1,000 人の新たな獣医師が

各方面に適度なバランスで就職してもらえれば良

いのですが、最近ではペットの診療を志す学生さ

んが多いために、牛や豚などの産業動物獣医師

や公衆衛生も含めて公務員獣医師を目指す学生

さんが尐なくなってきています。このため、福井県

でも大学を訪問して就職説明をするなど学生さん

の確保に努力していますが、その一環として学生

さんのインターンシップ（体験就業）の希望に応え

ています。 

ミツバチふそ病検査 

今年は家保で獣医のインターンシップ学生を 3

人受け入れました。インターンシップ学生に対して

は特別なカリキュラムを設けるわけではなく、普段

どおりの家保の業務を体験してもらっています。 

 

 

 

期間は 1 週間以内で、酪農家や肉牛農家での

繁殖管理事業や鶏衛生指導事業、高病原性鳥イ

ンフルエンザモニタリング、ミツバチのふそ病検査

などに同伴したり、家保内での室内検査を手伝っ

てもらったりしました。その際にお伺いした                               

農家の皆様にはご協力いただきお礼申し上げま

す。 

細菌検査（中学生） 

インターンシップの学生さんからは家保の業務        

の内容がよく分かり、重要な仕事であることが理解

できたという感想をもらっています。ぜひ受験して

欲しいと思っています。また、中学生の職場体験学

習にも対応しています。今年も 1人が 1週間体験し

ましたが、終了後に親御さんから本人が獣医師を

目指すと言っているとお聞きし、たいへんうれしく思

いました。これからも希望があれば受け入れていき、

若い人に来てもらえるよう努力しようと考えていま

す。         

（仲村）

―編集後記― 

今年は、残暑と言うよりも夏の暑さがそのま

ま長く続いた感じでした。皆様は、お変わりな

くお元気だったでしょうか。          
幸いなことに、今までのところ飲み水が不足

する心配はなかったようです。ただ、住民 1 人

当たりが実際利用できる水の量は、他の国々と

比べて多くないと言われています。  

これからは、秋の紅葉など楽しみなことも多

くありますが、昼の時間が短くなって寒くなる 

 

と、あの暑さが懐かしくなります。  

天気が良い時期に、色々な行事の合間をみて

自分がやりたいことを一つ一つ済ませて行こ

うと思っています。 

          （生産指導課 山口） 


