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Ｑ .31 受胎率向上のポイントを教えてください。 

 
 
 

 

 
 
 
 
  

 
 

解 説 

１ 発情観察 

発情発見の第 1 は、看視人が個体毎の発情

予測を頭に入れることから始まります。個体

毎の発情予測は管理日誌によって職員全員が

共有する必要があります．発情がくるべき牛

を頭に入れることによって、発情の見落とし

はほとんど無くなるし、発情が来るべき牛に

発情が来ていないことがわかれば原因を明ら

かにして、対策を取る必要があります。  

一般的には最低１日２回、20～30 分間の観

察が推奨されますが、管理条件によって回数

や必要な時間も変わってきます。発情を見つ

けやすい時間帯や場所は、それぞれの管理条

件によって異なります。業務内の可能な範囲で、最適な方法を見つけられるように、

常日頃から注意しておくことが重要です。搾乳牛では明瞭なスタンディング行動（図

１）を示さないケースが増えて問題になっていますが、育成牛ではほとんどの牛が明

瞭な発情行動を示します。ただし、夜から早朝にかけて行動を示すことが多いので、

どうも発見率が低い、という場合は、発情発見補助器具を使うのも有効です。テール

ペイントは最も安価で、色分けして使えば、未授精牛、授精牛、妊娠牛等の識別にも

使えます。 

 

２ 授精適期 

発情発見は、いつ授精するかの決め手となる情報です。考え方としては発情行動か

ら排卵時刻を推定して決めることになります。通常、牛の排卵は発情終了の 12 時間後

に起こるとされています。注入された精子が卵管に到達し、健康な卵子と遭遇できる

ように逆算します。排卵前の６～12 時間前が授精適期です。全ての発情の終了を見つ

けるのは現実的に不可能なので、a.m.-p.m.法で授精するのが一般的です。これは午前

 

図１ 乳牛の典型的な発情行動 

Ａ. 受胎率を向上させるために重要なのは、正確な発情発見とそれに基づいた

適期の授精、それと適切な精液の取り扱い・正確な授精操作です。どれ一つ欠

けても、受胎は成立しません。このうち授精操作のみに関心が向かいがちです

が、最も重要なのは発情観察です。ストローの融解も要注意です。また発情、

授精、受胎の記録も、改善を試みる際に重要です。 

放 
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に発情を見つけたら午後に、午後に発情を見つけたら翌日の午前に授精する、という

方法です。実際には、作業や管理上の制約から授精できる時刻は限られてきますので、

それぞれの条件で、上に示した発情－排卵のタイムスケジュールを参考に、適期授精

を心がけてください。また、どうも授精適期をとらえられていないのではないか、と

いう恐れのある場合は、授精後の排卵確認が有効です。推定した排卵予定時刻が実際

と大きくずれていれば、授精時期を見直してください。  

 

３ 凍結精液の取り扱い 

適期に授精できても、精液の融解方法に問題があると、精子が死滅したり、活力が

低下したりして、受胎率低下の大きな原因となります。気をつけるのは温度変化です。

融かす時は一気に目標の温度まで持って行くことと、その後はなるべく温度変化を避

けることが基本です。このためには、まず融解水の温度管理を徹底することが必要で

す。温度計で正確に温度を測り、融解時間も決められた時間を正確に守ってください。

また、一度に融かすストローの本数は２本までです。多くのストローを同時に融かす

と、融解水の温度が下がり、精子の活力が低下します。また氷点下の気温になる冬期

には、融解後温度が下がらないようにする工夫が必要です。ストローをセットする前

の注入器を保温したり、セット後は作業着の中に入れて保温したり、といった工夫が

必要です。 

 

４ 授精操作 

衛生的で速やかな操作を基本とします。注入器を膣から子宮へ挿入する際、細菌を

持ち込むと、受胎率の低下、さらには子宮内膜炎の原因となります。一時的な受胎率

の低下だけでなく、慢性的な子宮内膜炎・子宮炎はリピートブリーダー（Q33 参照）

の原因となり、最悪の場合、不受胎による淘汰につながります。挿入前には必ず、外

陰部をペーパータオルなどで清拭し、清潔を確保してください。精液の注入部位は子

宮頚管をぬけたところの、子宮体部が基本です。直腸検査で排卵卵胞を確認して子宮

角に注入する方法もありますが、無理な操作で子宮を傷つけると、かえって受胎率は

低下してしまうので、細心の注意が必要です。受胎性が極端に低い種雄牛や、精子数

の少ない精液・性判別精液では、子宮角内注入が有効と言われています。  

 

５ 記録 

受胎率向上のためには、発情観察から人工授精までの一連の流れを記録し、過去を

検証できるようにしておくことが重要です。特に受胎成績については、季節などの要

因で変化することもあり、低受胎の原因を推測するのにも役立ちます。また、発情記

録は、授精後の再発情監視のためだけでなく、最適な発情観察方法を探るために有力

なデータとなります。
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Ｑ .32 発情がこない、あるいは受胎しない場合の対策について教えてください。 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

解 説 

１． 育成牛の初回発情（性成熟）  

ホルスタイン種乳牛では、体重が 300kg 程度になるまでに性成熟に達し、初回

発情が観察されます。黒毛和種ではこれよりも少ない体重で初回発情を示します。

初回発情を示す目安として、10 ヶ月齢などの月齢で示してあることがありますが、

それは標準的な発育を前提としています。したがって、低栄養などの原因により、

発育が遅れている場合は、目安体重に達するまで発情を示しません。このような

ウシには可能ならば増飼いをして成長を早めることで、初回発情を期待できます。

授精を開始する目安の体重は、ホルスタイン種で 350kg とされていますが、最近

の高乳量のウシでは初産分娩前に 600kg 程度まで持ってゆきたいので、370kg く

らいから授精を開始したほうが、初産後のトラブルのリスクは下がります。目安

体重に達しても発情がこない場合は、フリーマーチンなどの先天的な奇形の可能

性がありますから、獣医師に診察を依頼してください。また、分娩後の乳牛では、

乳量に応じて発情回帰が遅れるのが普通です。10,000kg 程度の乳量では、平均 60

日程度で発情が回帰します。  

 

２． 発情観察と適期授精 

これらについては、Q31 の回答で述べたとおりですが、「発情がこない」という

場合、見逃している可能性もあるので、注意が必要です。発情行動の弱いウシや、

発情持続時間の短いウシでは見逃しが増えます。特に夜間、弱い発情が短時間で

終了する場合は、観察が困難なので、テールペイントやヒートマウントディテク

ターなどを使って、スタンディング行動の有無を確認し、その後の排卵出血（排

血）にも注意して、発情周期を把握する必要があります。発情周期が極端に短い、

Ａ. 育成（未経産）牛では一定の体重に達すると性的に成熟して発情行動を示

すようになります。体格的に問題がないのに発情がこない、という場合は、奇

形等の先天異常の可能性があるので、獣医師に診察を依頼します。また、受胎

しないという場合、ヒト（管理）側とウシ側の原因が考えられます。ヒト側の

要因である、的確な発情観察とそれに基づいた適期の授精が確保されている場

合、ウシ側の要因を調べる必要があります。生殖機能の異常が主な原因となり

ます。発情後の卵巣からの排卵が遅延する、あるいは起こらないという場合と、

子宮が炎症を起こしている場合が考えられます。どちらも治療が必要です。  

 

放 
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あるいは長い場合は、卵巣に異常がある可能性もありますが、発情観察に問題が

ある可能性もあります。 

３． 排卵障害 

発情行動に問題がなく、適期に授精しても、想定した時期に排卵しなければ、

卵子と精子の結合である「受精」が成立せず、受胎には至りません。これを排卵

遅延といいます。搾乳牛と違って、育成牛で排卵遅延が起こることは少ないので

すが、対策としては、第一に授精後の排卵確認です。牛群内の多くのウシで、想

定した時期に排卵が起こっていない場合は、排卵が遅延しているというよりも、

むしろ授精時期が早すぎるため、と考えるべきでしょう。また、排卵遅延が疑わ

れるウシでは、授精時に GnRH 製剤 1を投与して、排卵を誘起する方法もあります

ので、獣医師に相談してみてください。 

 

４． 子宮炎と子宮内膜炎 

分娩後の乳牛では、子宮炎と子宮内膜炎は不受胎の大きな原因の一つです。分

娩時に子宮が傷つくことと、細菌が侵入することで起こりますが、未経産牛では

分娩を経験していませんので、人為的な原因によるものがほとんどです。また、

授精時に無理な操作をして、注入棒で子宮を傷つけたり、貫通したりすると、子

宮筋層が炎症を起こし、子宮炎に進んでしまいます。重度の子宮炎では膿がたま

ったり 2、腸などと癒着したりして予後不良となります。また、授精時に糞便等を

持ち込むことによって子宮内で細菌感染が起こると、子宮内膜炎を招きます。発

情時に膣から排出される粘液が、透明ではなく、白や黄色に濁っているときは、

こうした子宮の炎症が疑われます。時間がたてば自然になおることもありますが、

多くは子宮洗浄が必要になるので、獣医師に治療を依頼します。子宮内膜炎も重

症化すると子宮炎や子宮に膿がたまる子宮蓄膿症に発展することもあり、早めの

対策が重要です。発情に伴う充血・腫脹の確認だけでなく、粘液などの漏出物に

注意すること含め、外陰部の観察は、ウシの繁殖管理に重要な作業です。 

 

 

                                                   
1性腺刺激ホルモン放出ホルモンの略。排卵の引き金となる LH（黄体形成ホルモン）

の下垂体からの分泌を促すことにより、排卵を誘起する。様々な製剤が市販され

ており、卵胞嚢腫の治療や排卵周期の同期化による定時人工授精の際にも使用さ

れる。  
2子宮蓄膿症；Q33 参照  
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Ｑ .33 繁殖機能不全の診断とその対策について教えてください。 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

解 説 

１． 卵巣嚢腫（のうしゅ） 

卵胞嚢腫と黄体嚢腫の２種類があります。どちらも育成牛では、経産牛ほど発生頻

度は高くありません。発生率としては卵胞嚢腫のほうが多く、対応策は両者で異なり

ます。卵胞は内部に卵子を含み、排卵によってこれが卵管内に放出され、そこで精子

と出会えば受精が成立します。この卵胞が排卵することなく成長を続け、2.5cm 以上

の大きさになって、10 日以上なくならない状態を卵胞嚢腫と呼んでいます。直腸検査

で大きな卵胞が見つかり、7～10 日後に再検査しても同じ場所に再度見つかる場合、

卵胞嚢腫と診断します。発情後の排卵が遅れる排卵遅延から移行することもあります。

黄体嚢腫も同様に大きな構造物が卵巣に存在し続ける状態ですが、嚢腫の壁の一部が

黄体化しているものを指します。両者の区別は直腸検査では難しいことが多く、超音

波診断装置により、壁の黄体化の有無を確認して診断します。どちらも自然に消滅す

ることもありますが、薬剤による治療法としては、卵胞嚢腫に対しては GnRH 製剤 1、

黄体嚢腫に対しては PGF2α
2製剤の注射が一般的です。  

 

２． 子宮の炎症 

多くの場合、子宮内に細菌が感染して炎症が起こります。炎症の範囲や程度によっ

て、子宮内膜炎、子宮炎、子宮蓄膿症に分けられます。分娩中あるいは分娩直後の乳

牛では外陰部から子宮頚管までが開放されるため、細菌の侵入は避けられません。し

かし、通常は免疫機構の働きによって、ひどい感染にまでは至らず、子宮の収縮とと

もに無菌状態に回復します。免疫機能の低下や、難産等で子宮が傷つけられたり、ま

たは大量の汚物が子宮内に持ち込まれたりすると、子宮内膜炎になります。この段階

では、発熱等の全身症状はありませんが、長期化すると不受胎の原因となります。子

                                                   
1問 33・注３参照  
2プロスタグランディン F2α の略。黄体を退行させる作用を有し、様々な製剤が市販され

ています。発情同期化や定時人工授精プログラムでも使われますが、製剤によって、

乳・肉の出荷が規制される休薬期間が定められています。  

Ａ. 繁殖機能を構成しているのは主に、中枢神経系（脳）、卵巣、子宮です。

いずれに障害が起きても繁殖機能不全を引き起こしますが、現場で特に注意す

べき部位は卵巣と子宮です。診断と治療は基本的に獣医師に依頼するしかあり

ませんが、機能不全の概略と注意点を以下に挙げます。 

 

 

放 
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宮炎は、感染が子宮内膜から子宮の筋層にまで広がった状態です。ここまでくると発

熱等の全身症状が見られます。子宮蓄膿症は子宮内に膿が溜まった状態で、卵巣に黄

体が存在することが前提となります。黄体期には子宮頚管が硬く閉じており、溜まっ

た膿を排泄できなくなるからです。育成牛では分娩を経験していませんので、子宮の

炎症のほとんどは、不衛生な授精操作など、人為的な原因によって起こります。外陰

部から膿汁や濁った粘液が排出されていたら、膣鏡と懐中電灯を使って子宮頚管を観

察します。頚管の外口部から膿汁等が出ていたら、子宮内膜炎と診断します。子宮炎

にまで進んで、発熱等の全身症状がある場合は、抗生物質等による治療が必要です。

ただし、子宮の内腔には抗生物質は届きませんので、子宮炎、子宮内膜炎ともに子宮

を洗浄して細菌を排除することも欠かせません。子宮蓄膿症の場合は、PGF2α 製剤を

投与して黄体退行と子宮収縮を促し、膿汁の排出を試みます。排出されたら、子宮内

膜炎と同様に子宮を洗浄します。子宮蓄膿症の経過の長いものでは、子宮がもとに戻

らなくなっていることがあり、その場合は薬剤に反応せず、予後不良です。  

 

３． リピートブリーダー 

授精を３回繰り返しても受胎に至らないウシを、リピートブリーダーと呼んでいま

す。ですので、これは具体的な病状を指すのではなく、繁殖管理上の問題を示す用語

です。原因が特定できる場合、例えば卵巣の障害や子宮の障害が受胎を妨げている場

合は、これを除去するか、できない場合は淘汰を選択することになります。問題は、

原因が特定できない場合です。時間と費用のかかる高度な方法を無制限に使うことが

できないのが、産業動物の現場です。障害があってもわからない、というケースは多

いと思います。しかし一方で、ウシの側に原因があるのではなく、管理するヒトの側

に原因があることもあります。発情観察の不備による発情行動の誤認や、適期でない

（早過ぎるまたは遅すぎる）時期の人工授精、不適切な精液の取り扱い、不衛生な授

精操作もリピートブリーダーの大きな原因です。ウシだけに原因を帰するのではなく、

管理要因にも気を配ることが重要です。また、ウシ側の要因として、卵巣機能の障害

は比較的見つけやすいのですが、子宮についてはわかりにくいので注意が必要です。

例えば、潜在性子宮内膜炎と呼ばれる状況です。膿汁や濁った粘液が排出されていな

くても、子宮内膜に感染が続いており、不受胎を繰り返すことがかなりの頻度である

といわれています。超音波検査で、子宮内膜の異変を疑える場合もありますが、確定

診断には子宮内の細菌感染を直接確認するしかありません。潜在性子宮内膜炎が疑わ

れる場合、実務的には診断的治療として子宮洗浄を実施するのも、有力な選択肢とな

ります。治療後に受胎すれば、潜在性子宮内膜炎であった可能性が高く、そうでなけ

れば、その他の原因を探る、あるいは淘汰を考える、ということになるでしょう。  
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Ｑ .34 公共牧場で乳用育成牛に肉用種の受精卵移植を行うメリットとデメリットについて教

えて下さい。  

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

解 説 

１．受精卵移植は、既に農家レベルに普及し、酪農経営においても肉用種生産や乳牛

の牛群改良を目的に広く用いられています。平成 21 年度の酪農全国基礎調査(中央酪

農会議 2010)を見ると、前年度に肉用種生産を目的に受精卵移植を実施した酪農経営

は 24.0％となっており、酪農経営において、肉用種生産を目的とした受精卵移植が行

われている実態が伺えます。  

 

２．酪農経営が、受精卵移植を用いた肉用種生産に取り組む最大の目的は、副産物収

入の増大です。 

わが国の肉用牛市場においては、黒毛和種を筆頭に、交雑種、ホルスタイン種の順

に明確な品種間価格差が存在します。この様な、品種間価格差の存在を背景に、受精

卵移植による黒毛和種生産や黒毛和種精液を用いた交雑種生産に酪農家が取り組む

ことで、ホルスタイン種ヌレ子販売より大きな副産物収入を獲得することが可能にな

ります。このうち、受精卵移植を用いた黒毛和種生産を行うことで副産物収入の最大

化を実現することが可能になります。  

 最終的には、費用を考慮して判断する必要がありますが、この点が、酪農経営が受

精卵移植を用いた黒毛和種生産に取り組む最大の目的です。  

また、分娩時の事故等への配慮から、初任牛に対しては、体躯の大きいホルスタイ

ン種の種付けを行わず、受精卵移植による黒毛和種生産や黒毛和種精液を用いた交雑

種生産を実施する酪農家も多いという実態もあります。  

 

３．これらの点を背景に、副産物収入の最大化を目的に受精卵移植を用いた黒毛和種

生産を指向する酪農家が存在し、これらの酪農家にとっては、黒毛和種の受精卵移植

Ａ .Ａ メリットとしては、受精卵移植による黒毛和種生産取り組むことで、ホルスタ

イン種ヌレ子販売より大きな副産物収入を獲得することが可能になります。初任

牛に対しては、体躯の大きいホルスタイン種の種付けを行わず、受精卵移植を

行うことで分娩時の事故防止が可能となります。 

また、デメリットとしては、受精卵移植の受胎率は、マキ牛や人工授精より低

い為、初産の大幅な遅延や未受胎での下牧などの可能性も増大します。この結

果、預託先変更の要因となる可能性があります。 
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を実施可能か否かが、公共牧場を選択する際の重要な指標の一つとなります。従って、

公共牧場で黒毛和種受精卵移植の実施が可能か否かが、この様なニ－ズを持つ預託希

望者を獲得出来るかどうかに影響します。  

 

４．受精卵移植を実施するには、受精卵、レシピエント、移植技術者を確保する必要

があります。公共牧場においては、レシピエントは、預託牛となります。  

 黒毛和種受精卵の確保は、自家保有のドナ－から採取する方法、市販の受精卵を購

入して利用する方法、預託農家の受精卵を用いる方法があります。自家保有ドナ－を

用いるには、まず、ドナ－となる黒毛和種雌牛を確保する必要があります。採卵を行

えるのは獣医師のみですので、採卵技術を有する獣医師が必要となります。また、プ

ログラムフリ－ザ－などの一定の機器、設備を整備する必要もあります。地域によっ

ては、これらの技術や設備等を備えた臨床獣医師も活動しており、これらの獣医師と

連携して実施すると言う選択もあります。  

 移植技術者の確保が出来れば、各種機関が販売する受精卵を活用して実施すること

も可能ですが、黒毛和種子牛市場においては、血統も子牛の価格形成に大きな影響を

与えます。従って、どの様な血統の受精卵を使って生産するかが子牛価格に影響を与

えます。この点を重視する酪農家も存在し、酪農家が所有する受精卵を公共牧場で保

管し、その受精卵を用いる対応を行っている公共牧場もあります。  

 

５．酪農経営が公共牧場を利用する最大の目的は、育成部門の省力・効率化であり、

最も理想的には、下牧後すぐの出産、生乳生産への貢献を期待します。従って、受胎

の遅れによる初産の遅延や未受胎での下牧は、預託農家の経営にダメ－ジを与えるこ

とになり、預託先変更の要因となる可能性があります。  

 一般的に受精卵移植の受胎率は、マキ牛や人工授精より低い為、初産の大幅な遅延

や未受胎での下牧などの可能性も増大します。従って、預託農家の許容範囲に収まる

よう配慮する必要があります。この点を考慮し、初回は受精卵移植を実施し、受胎し

ない場合は、他の繁殖方式と組み合わせて実施する等の体制を整えている公共牧場も

あります。 

 受精卵移植は、マキ牛や人工授精に比較して、より緻密な繁殖管理を必要としま

す。従って、公共牧場において受精卵移植を実施する際には、技術、設備、実施体制

等を整え、受胎率の低下などによる大幅な初産の遅延や未受胎が起きないよう対処す

る必要があります。 
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Ｑ .35 放牧牛の栄養状態の把握の方法を教えて下さい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

解 説 

BCS は体脂肪の蓄積から栄養摂取の状態を判断する方法ですが、搾乳牛や繁殖牛に

おいて、BCS の変化と体重の関係や、乳生産、疾病の発生、繁殖成績等との関係が報

告されています。BCS は乳用牛と肉用牛とで判定基準が異なり、乳用牛は 0.25 刻みの

５段階評価で後躯周辺の肉付の状態を骨の見え方（ 1/2 以上見える、角張っている、

丸い、等）で評価しますが、肉用牛（繁殖牛）の場合は、 0.25 刻みの 10 段階で評価

し、き甲部や背骨・肋骨部、臀部、尾根部の触った感じを中心に判断・評価します。

また、BCS は人の感覚で測定する方法のため、どうしても測定者による差が生じ易い

ので、講習会等で基準を確認することや、複数名で判定し平均を取ることが望ましく、

また定期的に判定して記録を付け、変動を見ることが大切です。  

体重や BCS はその時点までの栄養状態・摂取の蓄積を表していますが、その時点で足

りているのか、充分食べられているのかは、牛の行動や人に対する反応、ルーメンフ

ィルによって判断できます。 採食時間が長くなり、反芻や休息が減り、牧柵（電牧）

の下から隣の牧区に首を伸ばして食べる、人の姿を見ると鳴いたり寄ってくる、とい

った行動が出始めるとその牧区の草は足りなくなって来ています。 ルーメンフィルは

牛の乾物摂取量の充足度（満腹度）を表す指標で、左側の腰角前の三角形のくぼみ具

合をスコア化したものです。くぼみの上部が垂直なら 3.0 で空腹時は内側に凹み

（<3.0）、満腹になると外に膨らんで（3.0<）スコアも大きくなります。  

 

ＡＡ. 放牧牛に限らず牛の栄養状態を把握する最も直接的な方法は、定期的に体

重と体型の測定を行い、その推移を記録して増減や体重体高比、標準生育曲線

との比較などにより判断を行います。さらに、血液を採取し、血液中の成分を

分析・測定する（代謝プロファイルテスト）ことで、栄養状態や肝機能などを

モニタリングすることができ、順調に生育しているか、繁殖牛であれば繁殖障

害や代謝病の判断・予防等に役立ちます。しかしそのためには牛を捕獲し採血

する、体重計に載せ体尺計などで測らなければなりませんが、放牧牛の場合は

頻繁に行うことは難しいため、”見ため”や触診で判断するボディコンディシ

ョン・スコア（BCS)により、体脂肪の蓄積度合を評価するによって行うことが

できます。 

 

 

 

放 
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図 ボディコンディションスコア、ルーメンフィルを測定する部位（肉用繁殖牛）  

 

表 ボディコンディション・スコアの判定基準（肉用繁殖牛） 

 (Bellows ら、1978)（鈴木） 

ルーメンフィル測定部位

(1988)鈴木修に加筆

背骨・肋骨部き甲部

尾根部

臀部

コンディション
スコア

１ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ ９ １０

コンディション
クラス

やせている 普通 太っている

(Thin) (Moderate) (Good)

背骨および
肋骨

明らかに突出していて、肉また
は脂肪が全く付いていないか、
わずかの肉しか付いていない。
先端は鋭角的であるが、スコ
アが４の牛ではやや丸みを帯
びる。

手を軽く圧することに
よって、背骨と肋骨が
識別される。ある程度
の肉または脂肪層が
感じられる。

相当の圧力なしでは背
骨を識別することがで
きない。肋骨は軟らか
い肉と脂肪でよく覆わ
れている。

き甲部

とがった峰状を呈し、骨組みの
様子が明らかである。非常に
鋭く、脊椎は一つひとつ明瞭で
ある。４のスコアをもつ牛では、
少し肉が付いている。

丸みをおび、滑らかで
ある。７のスコアをもつ
牛では、かなりの圧力
で触れないと、個々の
突起を区別できない。

骨組みの様子は外観
からは明らかでない。
皮下脂肪の蓄積が顕
著である。

臀部

腰角端および座骨が鋭角的に
突出し、わずかの肉しか付い
ていない。臀部は極端にへこ
んでいる。

腰角端、座骨はやや丸
みを帯び、臀部は平た
くみえる。高いスコアを
持つ牛では脂肪が感じ
られる。

丸みを帯び、脂肪蓄積
が明らかにわかる。腰
角と腰角の間は完全に
平たくなる。

尾根部

尾根の下はへこみ、この部分
の骨格は鋭角的である。

高いスコアを持つ牛で
は丸みを帯び、脂肪の
蓄積が感じられるよう
になる。

丸くなり、脂肪蓄積が
明らかである。脂肪瘤
が現れる。



 

65 

Ｑ .36 放牧期における補助飼料給与の考え方を教えて下さい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

解 説  

繁殖牛の場合の栄養要求量は体重を維持する分で良いため、ノシバやススキ、野草

などの栄養価の低い草地でも、草の量が充分あれば要求量を満たすことができ、補助

飼料の必要はありません。逆に、栄養価の高い人工草地（牧草地）では牛が太りすぎ

てしまう事があります。但し妊娠末期に蛋白質含量の極端に低い草地：枯れ草ばかり

の草地や枯れ上がった飼料イネの立毛放牧などを利用する場合は、蛋白質を補給する

補助飼料を給与した方がいいでしょう。  

子付きの繁殖牛の場合は、体重の維持だけでなく哺乳のための栄養が必要ですので、

野草のみでは不足するため、補助飼料が必要になる場合がありますが、放牧地に荒れ

ていない牧草地が含まれている場合は摂取できる草の栄養価が高まるため、補助飼料

は無くても大丈夫でしょう。  

育成牛の場合は、増体するための栄養が必要ですので、栄養価の高い草：牧草地で

あれば増体が望めますが、野草地では低い増体しか期待できないため、補助飼料の給

与が必要です。但し、牧草地であっても雑草が多く荒れてしまい、質も量も低い草地

の場合は増体が低く、まだ食べる力の弱い低月齢の子牛、放牧に慣れていない牛の場

合は、草はあっても十分に食べられないため、補助飼料を与えた方が体重の低下だけ

でなく体力の低下も防止できます。  

あと、栄養の過不足だけでなく、放牧されている牛を人に慣らしておくために、見

回りの時など定期的に嗜好性の高い少量の飼料（塩でも可）を、声を掛けたり何か決

まった音を聞かせながら与えるようにしておきます。そうすることで、牛を捕獲・集

畜する際に牛を探して追って集めなくても、声や音で呼べば牛の方から寄って来るよ

うになり、見回りや集畜作業が容易になります。  

ＡＡ . 補助飼料の給与は、牛の栄養要求量と放牧されている草地の質から判断し、

供給量：草の密度と牧区面積が不足する、または草量はあるが質が低く、牛が

１日で食べることが可能な量では栄養が不足する場合に、補助飼料の給与が必

要になります。具体的には、以下のとおりです。  

 

 

 

放 
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Ｑ .37 季節毎の放牧地の栄養価の変動への対応はどうしたら良いのか教えて下さい。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

解 説 

１．牧草地においては牧草の生産量と栄養価は季節により変動し、寒地型牧草（ｵｰﾁｬ

ｰﾄﾞ、ｹﾝﾀｯｷ-ﾌﾞﾙｰｸﾞﾗｽ、ﾒﾄﾞｰﾌｪｽｸ等）であれば春から出穂期までの生産量が高く、その

後夏季に低くなり秋に少し戻るパターンとなり、夏涼しいところでは夏の落ち込みが

少なくなります。また暖地型牧草  （ﾊﾞﾋｱｸﾞﾗｽ、ﾉｼﾊﾞ、ｾﾝﾁﾋﾟｰﾄﾞｸﾞﾗｽ等）は晩春から生

育が始まり、夏に最も高くなり秋は寒地型より早く生育が停止します。寒地型牧草を

放牧で草高を短く維持しながら利用した場合、年間を通して高蛋白質の良質の飼料と

なりますが、繁殖牛で飽食させると栄養過多となり太ってしまいます。また夏季は草

量が減少するだけでなく栄養のバランスが悪くなり、蛋白過剰となる場合があります。

そうなると血液中の尿素粗態窒素の量が上昇しますが、これが極端に高くなると繁殖

に影響を及ぼすことがあります。その場合は、サイレージや乾草、圧ぺんトウモロコ

シなどの蛋白含量の低い飼料を補助飼料として給与するか、庇陰を兼ねて日中は野草

地や林地に入れ野草を食べさせるなどにより、バランスを調整すると良いでしょう。  

 

２．野草地の場合、草の種類・植生によって生育盛期が異なりますが、例えばススキ

の場合、夏の生産量と春・秋の生産量の差が大きく、周年で同じ野草地に放牧してい

る場合は、充分な面積をとらないと、夏以降草が不足してきます。また、夏まで牛を

入れていなかった野草地に秋から放牧する場合では、草の量はあっても枯れ上がりが

多くなると嗜好性や栄養価が低下し、さらに蛋白質含有量の低下による栄養のバラン

スが崩れてきます。

ＡＡ . 牧草は春に生産量が最大になり、夏期から秋期になると生産量が減少します。

このため、放牧採草兼用地を設け、春の余剰草を採草利用します。放牧地が急峻で

採草できない場合は、春から適度な放牧頭数を保ち短草利用することで高栄養価の

草を供給することが可能です。夏期以降は牛の栄養状態を観察し、補助飼料を給与

することも検討します。育成牛や妊娠末期の牛が必要な栄養を摂取できなくなった場

合は、面積が増やせるのであれば面積を増やし、野草の密度が低下したところにｲﾀﾘ

ｱﾝﾗｲｸﾞﾗｽなどの牧草を播種しておき利用する、隣接した人工草地（牧草地）と組み

合わせる、補助飼料を与えるなどして不足分を補います。 
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Ｑ .38 入牧前の防疫対策を教えて下さい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

解 説 

公共牧場には多くの農家から牛が集まるため、疾病の元となる病原体（ウイルス、

細菌、寄生虫など）の持ち込みの危険があります。また、牧場では群飼いのため疾病

も早く広がります。したがって入牧前に衛生検査を実施して疾病や体格・栄養状態に

異常がないかを判断し、異常のない牛を放牧することが大切です。    

牧場によって入牧基準が異なることがありますので、それぞれの牧場に合わせた検査

を行う必要があります。 

 

１ 衛生検査 

放牧１ヶ月前までに体格や栄養状態に異常がないかを確認します。治療可能なも

のについては治療を行い、入牧前に完治させます。ふん便検査を行い消化管内線虫

やコクシジウムなどが発見された場合は駆虫薬の投与を行った上で放牧します。ま

た、牛白血病の検査を行い抗体陽性牛は放牧を控えるか、抗体陰性牛群と分けて放

牧するかについて家畜保健衛生所など関係機関と相談します。その他、牧場が定め

る入牧基準について検査を行います。  

２ 予防接種 

放牧中の疾病発生を抑えるため予防接種は有効です。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を中心とした３種あるは５種ワクチン、

牛嫌気性菌ワクチン、繁殖牛にはアカバネ病ワクチンなどが通常用いられています

（図１）。牧場での過去の発生状況や地域での流行状況を考慮して適宜選択するこ

とが大切です。下記のワクチン関連の情報を参考にして下さい。詳細は家畜保健衛

生所に相談するとよいでしょう。  

３ 牛の管理 

蹄が伸びている場合は削蹄を行います。また、他の牛への障害防止のため除角あ

るいは角の先端を丸めるなどの処置を行います。  

 

ＡＡ. 入牧前には衛生検査を実施し、牛が疾病にかかっていないか、体格や栄養

状態などから放牧に耐えられるかを判断して異常のない牛を放牧するように

します。また、ワクチンを用いた予防接種を行います。放牧馴致は入牧後の急

激な環境変化によるストレスを緩和し、疾病発生を抑制するため、入牧前の重

要な防疫対策となります。  

 

 

 

放 
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４ 放牧馴致 

入牧後、牛を取り巻く環境は大きく変化します。飼料では乾草や配合飼料から青

草に変化します。入牧後、第一胃内の微生物相が安定するまでにはおおよそ２～５

週間かかるといわれていることから（表１）、入牧前には粗飼料の給与量を増すこと

が重要です。また、可能であれば牛舎周辺や河川敷などで青草を食べさせる、ある

いは刈りとって給与するなど工夫します。環境面では入牧後は昼夜ともに野外で過

ごすことになり、また多くの農家から集まった牛と集団生活を送るため、農家では

パドックに出す時間を延長し最終的には夜間も外に出すことにより野外の環境に慣

れさせたり、放牧予定牛を集めてパドックに出すなどして集団への馴致を行うよう

にします。 

５ 牧場での対策 

牧場での対策としては入牧時に異常がないかを再度確認すること、すぐに本放牧

を開始するのではなく最初の１～２週間は看視舎周辺の目の届きやすい牧区で放

牧を行い、青草が食べられることや群全体が落ち着いたことを確認した後に本放牧

に移す配慮が必要です。 

  

 

 

牛用ワクチンに関する情報  

＜牛用ワクチン一覧＞ 

（社）日本動物用医薬品協会の HP http://www.jvpa.jp/seizai/image/bovhorvac.pdf 

 

＜ワクチン製造・販売＞ 

・（株）科学飼料研究所の HP         http://www.kashiken.co.jp/ 

・（株）微生物化学研究所の HP    http://www.kyotobiken.jp/index.html 

・北里研究所の HP          http://www.kitasato.ac.jp/ 

・共立製薬（株）の HP             http://www.kyoritsuseiyaku.co.jp/ 

・（財）化学及血清療法研究所の HP  http://www.kaketsuken.or.jp/index.html 

・日生研（株）の HP         http://www.jp-nisseiken.com/index.html 

・ファイザー（株）の HP          http://www.pfizer.co.jp/pfizer/index.html 

http://www.pfizer.co.jp/pfizer/index.html
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Ｑ .39 放牧地での疾病対策を教えて下さい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

解 説 

放牧で問題となる疾病には小型ピロプラズマ病、呼吸器病、消化器病、皮膚病、眼病、

蹄病、中毒などがあります。放牧では疾病の発見が遅れ、進行してしまうことが少なく

ないので、疾病対策は予防を中心に考えます。良好な草地管理や環境整備、家畜害虫対

策も疾病対策を考える上で重要です。  

 

１ 小型ピロプラズマ病 

小型ピロプラズマ原虫という寄生虫が牛の赤血球に寄生し貧血を起こす疾病です。

本原虫はマダニによって媒介されます。詳細は Q41 を参照して下さい。 

 

２ 呼吸器病 

ウイルス、細菌などによって起こる肺炎や気管支炎が主で、牛群全体に広がります。

ワクチン接種による予防と早期発見による治療が重要です（ワクチンについては Q38

を参照）。発熱、咳、膿様鼻汁（図１）などの症状があった場合には早めに診察を受け

るよう心がけます。重症例では隔離・治療のため下牧させます。最近、牛肺虫症が再

び増加傾向にあります。定期的な検査と駆虫薬の投与が有効です。  

 

３ 消化器病 

ウイルス、細菌、寄生虫などによって起こる下痢が主です。ウイルス、細菌の一部

には有効なワクチンがあります。寄生虫として重要なものには消化管内線虫とコクシ

ジウムがあります。寄生虫対策の基本として「寄生虫を牧場に持ち込まない、増やさ

ない、持ち出さない」ことが重要です。薬剤による駆虫が対策の基本で、消化管内線

虫に対してはイベルメクチン製剤のプアオン法による投与が主流となっています。下

痢等の症状を示さなくとも牛は消化管内線虫寄生による被害を受けており、駆虫によ

り増体率向上などの経済効果があったことが報告されています。急成長したマメ科牧

草の多食による急性鼓脹症にも注意が必要です。  

 

ＡＡ. 放牧地での疾病対策としては毎日の観察と定期的な衛生検査による疾病の早期

発見・早期治療が重要です。また、ワクチンの投与、マダニをはじめとした外部寄生虫

駆除、消化管内寄生虫駆除、水場や避陰林・避難舎などの環境整備、良好な草地管

理が重要です。 

 

放 
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４ 皮膚病 

放牧でよく見られる皮膚病としては皮膚真菌症（図２）、乳頭腫症（図３）がありま

す。皮膚真菌症は真菌（カビ）によって起こり感染性が強いことから牛群全体に広が

ります。本菌はヒトにも感染するので素手で直接患部に触れないようにします。治療

には抗真菌剤、消毒剤（塩化ジデシルジメチルアンモニウム製剤）が有効です。乳頭

腫症は最近増加傾向にあります。牛体の様々な部位に発生しますが、乳用育成牛や子

付きの繁殖牛で乳頭に発生した場合には搾乳やほ乳に悪影響を及ぼします。治療には

薬剤の塗布、切除などがありますが、回復までに時間がかかります。  

５ 眼病 

放牧でよく見られる眼病に伝染性角結膜炎（ピンクアイ、図４）があります。細菌

の感染によって起こり、流涙、結膜の充血、角膜の白斑が見られます。発生にはノイ

エバエなどの昆虫が関与しており、予防には昆虫駆除（薬剤入りのイヤータッグなど）

が有効です。 

６ 蹄病 

趾間腐爛、蹄底潰瘍などがあります。外傷による感染や放牧場の環境条件と発生に

は関係がありますので、木の切り株や鋭利な岩石の除去、ぬかるみの除去（特に水場

周り）に努めます。また、細菌感染がある場合が多いので、治療は隔離して行うよう

にします。 

７ 中毒 

ワラビなど中毒を起こす植物の採食により発生します（図５）。通常、牛がワラビを

選択的に食べることはありませんが、牧草が少なくなった場合には採食し中毒を起こ

すことがあります。草地内の毒草除去に努めます。  

８ グラステタニー 

マグネシウム（Mg）含量の少ない牧草を牛が食べることにより、グラステタニー（低

Mg 血症）が発生します。牧草の Mg 含量は土壌に影響され、酸性、 Mg 欠乏、カリウム

（K）過剰の土壌において発生が見られます。入牧後や転牧後に発生しやすい傾向があ

ります。土壌や牧草の Mg や K 濃度を定期的に計測し施肥を行うことが大切です。  

９ 家畜害虫対策 

家畜害虫は吸血する以外に小型ピロプラズマ原虫、白血病ウイルスなどを伝搬する

ことから、その駆除は疾病対策として重要です。詳細は問 42 を参照して下さい。 



 

71 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

72 

Ｑ .40 牛白血病・ヨーネ病が発生した場合の対応について教えて下さい。  

 

 

 

 

 

 

 

 

解 説 

１ 牛白血病 

牛白血病には成牛型（別名：地方病型）と散発型（子牛型、胸腺型、皮膚型の３タ

イプ）があります。わが国での発生はほとんどが成牛型によるもので、牛白血病ウイ

ルスの感染によって起こります。家畜の監視伝染病の中で「届出伝染病」に指定され

ており、現在感染牛、発症牛ともに増加傾向にあります。散発型の発生原因は不明で

す。牛白血病ウイルスの感染は主に感染牛の血液が原因となるため、放牧では吸血昆

虫や注射器、採血器具、直腸検査用手袋、除角・去勢器具等の連続使用が問題となり

ます。放牧での本病対策の基本は、入牧前および放牧中に検査（図１）を行い感染牛

（抗体陽性牛）を放牧しないことにより牧場での本病の陰性を保つことです。やむを

得ず感染牛を放牧する場合は、感染牛と非感染牛を別群として放牧します。その際、

アブなどの吸血昆虫による媒介（図２）を避けるため両群の放牧地は隣接しないよう

距離をとります。そのほかの対策としては、アブを中心とした吸血昆虫の駆除（詳細

は問 42 参照）、人為的媒介を避けるため、注射器、採血器具、直腸検査用手袋、除角・

去勢器具は１頭毎に使い捨てまたは十分に消毒したものを用いることが重要です（図

３）。さらに、牛白血病ウイルスは親から子へ胎盤や初乳を介して感染するため、感染

牛から生まれた子牛には非感染牛の初乳を保存しておいて飲ませるよう工夫します。

対応の詳細については牧場を管轄する家畜保健衛生所に相談し、指示を仰ぐようにし

ます。 

２ ヨーネ病 

ヨーネ病はヨーネ菌という細菌によって起こる疾病で、慢性で頑固な下痢と削痩を特

徴とします。家畜の監視伝染病の中で「家畜伝染病」に指定されており、近年増加傾向

にあります。感染から発病までの潜伏期間が数年以上と著しく長いことが特徴であり、

牛から牛へ糞便を介して感染するため清浄化が困難です。そのほか、初乳や胎盤を介し

ても親から子に感染し、６ヶ月齢以下の子牛は感受性が高いことから容易に感染するこ

とが知られています。感染してから発症までの期間が長いもので数年もかかるため１才

未満の子牛での発症は少なく、３～５才位で発症する場合が多いようです。検査の結果、

感染が確認された場合はただちに淘汰することが法律で決められていますので、家畜保

ＡＡ . 牛白血病が発症した個体及び抗体陽性牛については、その取扱いを家畜衛生保健

所に相談します。ヨーネ病については検査によって感染が確認された場合は、ただちに

淘汰することが法律により定められています。放牧ではいずれの疾病も感染拡大の危

険があるため、感染していない牛を放牧することが基本となります。  
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健衛生所と相談します。公共牧場での対策としては、感染の疑いのある牛は放牧させな

いことが重要です。下痢・削痩などの症状が認められない牛、放牧前にヨーネ病の検査

で陰性が確認されている牛、過去にヨーネ病の発生がない農家の牛を放牧対象とします。

放牧中に削痩や慢性頑固な下痢の持続などヨーネ病が疑われる牛が発生した場合は、す

みやかに隔離し検査を実施し、牧場を管轄する家畜保健衛生所に相談し、指示を仰ぐよ

うにします。 
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Ｑ .41 小型ピロプラズマ病の予防対策や治療法について教えて下さい。  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

解 説 

１ 小型ピロプラズマ病 

小型ピロプラズマ（以下小型ピロ）病は、小型ピロ原虫（ Theileria orientalis 

sergenti ）が牛の赤血球内に寄生することにより（図１）赤血球が破壊され、貧血を起

こす疾病です。主な症状は貧血（図２）、発熱、発育不良、受胎率の低下などがあり、重

症の場合は死亡することもあります。  

小型ピロ原虫は主にフタトゲチマダニというマダニ（図３、４）によって媒介されま

す。フタトゲチマダニは沖縄から北海道まで全国に生息するポピュラーなマダニで、牛

以外にも多くのほ乳類や鳥類にも寄生します。小型ピロ病に感染している牛の血液をマ

ダニが吸うと、原虫はマダニ体内を移動して唾液腺という唾液を作る組織に入ります。

このマダニが別の牛を吸血するときに、唾液と一緒に原虫が牛の体の中に入り感染が成

立します。マダニの体内で原虫は増殖しますので、マダニは小型ピロ病にとって大きな

意味･役割を持っています。マダニ以外にはアブやシラミが小型ピロ原虫を機械的に伝搬

することが実験で証明されています。  

 

２ 対策と予防 

小型ピロ病対策としては、放牧期間中に衛生検査（通常、牧場を管轄する家畜保健衛

生所によって行われる）を定期的に行い、本病を早期に発見し治療することと、媒介者

であるマダニを駆除することが重要です。  

小型ピロ病の治療薬として８-アミノキノリン製剤（パマキン）が長年使用され効果を

得ていましたが、平成 17 年に製造・販売が中止されました。大型ピロプラズマ病の治療

薬であるジアミジン製剤（ガナゼック）は、常用量の２～３倍を用いることで小型ピロ

病にも効果があることが知られており、現在わが国で手に入る治療薬として唯一のもの

となっています。治療薬の使用は、貧血の度合い（貧血指標となるヘマトクリット値が

概ね 25%以下）と赤血球に寄生している原虫数を参考に行われます。その他の治療とし

ては、対症療法として補液や栄養剤、肺炎を併発している場合には抗生物質を投与し、

貧血がひどい場合には輸血をすることもあります。症状がひどくなってからでは回復ま

予Ａ . 小型ピロプラズマ病の予防対策では、定期的な放牧衛生検査による早期発見・早

期治療および継続的なマダニ対策が重要です。治療法として抗原虫剤の投与および

貧血、脱水、栄養不足に対する対症療法がありますがバイチコールによりダニ密度を下

げる防措置を優先して行います。 
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でに時間がかかるため、早期発見、早期治療を心がけることが大切です。また、ワクチ

ンを望む声が多いのですが、現在使える有効なワクチンはありません。  

媒介者であるマダニ対策については、牛体や草地への薬剤使用・散布が長年行われて

きました。現在、国内ではピレスロイド系殺ダニ剤（バイチコール）をプアオン法によ

り牛体へ投与する方法（図５）が主流となっており、簡便かつ省力的で殺ダニ効果も高

いことから約 20 年の使用実績があります。頭の先から尾の付け根まで体重に見合った規

定量を確実にかけること、放牧期間中は入牧時より秋季まで２，３週間隔で継続して使

うことで、牧野のダニ密度を低く保つことが可能です。  
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Ｑ .42 放牧地で見られる家畜吸血昆虫の種類とその生態および家畜に与える影響と防

除法について教えて下さい。 

 

 

 

 

 

 

解 説 

１．アブ 

わが国ではおおよそ 100 種のアブがいますが吸血をするのは雌のみです。吸血量はア

カウシアブなどの大型種では約 500mg と非常に多量です（図１）。多数のアブが吸血する

ことにより牛は大きなストレスを受けます。アブが媒介する主な病原体に牛白血病ウイ

ルスがあり、感染牛を吸血する際口器に付着した血液中のウイルスが他の牛を吸血する

時に体内に入り感染が成立します（Q40 も参照）。対策として牛体への殺虫剤使用があり

ますが、効果の持続期間が数日程度と短い欠点があります。アブトラップによるアブの

捕獲は牧場内のアブの生息密度を減らす上で有効です（図２）。設置場所によって捕獲数

が大きく異なることから、牧場内の見通しのよい場所を中心に設置することが重要です。 

 

２．サシバエ、ノサシバエ  

サシバエは晩夏から秋にかけて、ノサシバエ（図３）は盛夏に多く発生し、雌雄とも

に吸血します。寄生する個体数が多く、刺咬によるストレスや失血量が大きくなると放

牧牛では増体量や乳量の著しい低下がみられ、世界的に最も被害を及ぼす家畜害虫であ

ると考えられています。ノサシバエは未経産乳房炎との関係が指摘されています。サシ

バエは堆肥場を発生源とした畜舎周辺の放牧地、ノサシバエは放牧地の牛糞を発生源と

した放牧地全体において認められます。また、サシバエは吸血時のみ牛体に寄生します

が、ノサシバエは吸血にかかわらず牛体に寄生する習性があります。対策としてはサシ

バエでは堆肥の適切な処理、堆肥に対する薬剤散布、牛体への薬剤使用が中心であり、

ノサシバエでは牛体への薬剤使用や薬剤入りのイヤータッグの装着があります。  

３．ブユ 

ブユは小さな吸血性の昆虫で夏季の主に朝夕に吸血活動を行い、雌のみが吸血します。

吸血による刺激や痒みはカ以上であるといわれており、刺咬による傷は丘疹や水疱を起

こすこともあります。成虫は水面下にある植物や石などに産卵する習性があり、幼虫は

清澄な流水中に生息します。対策は幼虫の発生水域に殺虫剤を使用して駆除する方法が

とられ効果を得ていましたが、現在は水系汚染につながることから行われなくなりまし

た。 

ＡＡ . 放牧地で問題となる家畜吸血昆虫にはアブ、サシバエ、ノサシバエ、ブユ、ヌカカ、

カ、シラミ、マダニなどがあります。それらは吸血加害と同時にウイルスや原虫などの

病原体を媒介します。防除法は殺虫剤の使用が中心となります。  

 

 

 

放 



 

77 

４．カ、ヌカカ 

カ、ヌカカともに夏季に吸血活動を行い、雌のみが吸血します。ヌカカはきわめて小

さな昆虫で、淡水の湿地や水田が発生源となります。いずれも病原体の媒介者として重

要な昆虫です。カは日本脳炎の媒介者として有名ですが、牛では異常産を起こすアカバ

ネウイルスやセタリア糸状虫を媒介します。ヌカカはわが国でのアカバネウイルスの媒

介者として重要なものであり、本ウイルスによって起こるアカバネ病は関東以西では毎

年のように流行が認められています。対策は牛体への薬剤使用があります。  

５．シラミ 

シラミは若虫、成虫ともに吸血しなければ発育が出来ず、雌雄ともに吸血を行います。

シラミの種と宿主との間には宿主特異性があり、決まった宿主にだけ寄生するのが特徴

です。シラミの寄生は牛に激しい痒みを発生させ、牛は杭や樹木、器物に体をこすりつ

けます。このような激しい痒みと部分的な脱毛によってシラミの寄生が発見されること

も多いようです。シラミは小型ピロプラズマ原虫の機械的な媒介者であることが実験に

よって確かめられています。対策は、牛体への薬剤の使用が有効です。  

６．マダニ 

マダニは昆虫ではありませんが、牛を吸血するものとしてマダニ属、チマダニ属の２

属が重要です。フタトゲチマダニ（図４）は小型ピロプラズマ原虫の主要媒介者として

放牧衛生上重要な家畜害虫です（小型ピロプラズマ病についてはＱ 41 を参照）。フタト

ゲチマダニは幼ダニ、若ダニ、成ダニの３つの発育時期を持ち、それぞれの時期で宿主

を替えて吸血するため、その吸血時に小型ピロプラズマ原虫を感染させます。わが国で

は過去に九州、沖縄を中心にオウシマダニによる牛のバベシア病やアナプラズマ病が発

生し大きな被害を受けましたが、現在沖縄県ではオウシマダニは認められていません。

対策は殺ダニ剤の牛体への継続的な投与で、現在プアオン法が主流となっています（Ｑ

41 参照）。 
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Ｑ .43 入・退牧時の車両関係の消毒について教えて下さい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

解 説 

放牧場には多くの農家から牛が集まります。そのため入牧時には農家から牧場への

病原体持ち込み、下牧時には牧場から農家への病原体持ち帰りの恐れがあります。特

に牛の輸送のため牧場内に侵入した車両のタイヤには糞便が付着する場合が多いため、

そのままでは糞便中の病原体を拡散させたり、農家に持ち帰ったりする危険性があり

ます。このようなことから牧場への入・退牧時には車両を消毒する必要があります。  

病原体によって汚染されやすい部位はタイヤやタイヤハウスなので、消毒はその部

分を入念に行います（図１）。牛が乗る荷台部分についても糞や敷料を除去し水洗、消

毒をしておきます。 

消毒薬は有機物の存在によって効果が著しく低下するため、高圧洗浄機などで十分

に糞便や泥などを水洗した後に消毒薬を使用すると効果が期待できます。消毒薬の散

布は動力噴霧器（図２）の利用が便利です。水洗の設備が無く踏み込み消毒槽（図３）

だけを使用する場合は、消毒薬を頻繁に取り替えるようにします。消毒薬は消毒効果

が高く、金属腐食性がないものを選びます。近年は発泡消毒が畜舎などの消毒に広く

用いられています。これは噴霧器の先端に特殊なノズルを装着し消毒薬を泡のように

噴霧させるもので、消毒対象物に長く薬剤が滞在することから高い効果が期待されま

す。車両の外側だけではなく、車内のマットについても同様に洗浄・消毒することが

大切です（図４）。 

2010 年の宮崎県での口蹄疫発生時には車両の消毒が強化されました。病原体の伝搬

には車両の果たす役割が大きいと考えられていることから、日常の牧場への入・退牧

においても消毒を実施し病原体の移動を防ぐ心がけが大切です。また、消毒について

は「消毒していること」と「消毒できていること」は異なります。形式上の消毒で終

わらないよう作業の意味を考えながら行うこと、正しい消毒を習慣化することが重要

なポイントです。 

 

 

 

Ａ . 放牧場には多くの農家から牛が集まるため、「農家から牧場へ病原体を持ち込ま

ない、牧場から農家へ病原体を持ち出さない」ことが重要です。そのためには牛を運

搬する車両消毒は重要です。消毒効果が高く、金属腐食性のない薬剤を選択し、

有機物を洗い流した後に消毒薬を用いるようにします。 

放  
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Ｑ .44 公共牧場で感染症が発生した場合に備えて対応しておくべきことを教えて下さ

い。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

解 説 

１．感染症が発生した場合  

牧場では多くの牛が群飼いされているので感染症が発生した場合には伝染が早く、ま

た舎飼いに比べ目が行き届きにくいため気づいたときには病気が蔓延・進行している可

能性があります。同一の症状を示す牛が複数見られる場合には、臨床獣医師や家畜保健

衛生所に連絡し判断を仰ぐとよいでしょう。感染症が発生した場合にはその病原性や伝

染性をもとにリスクを判断し、それぞれに応じて対応策を検討します。対応策はリスク

の低いものから順に「そのまま放牧を継続」「感染牛を別牧区に分けて放牧を継続」「感

染牛を隔離施設に収容し治療・処置」「感染牛を下牧させ治療・処置」「全頭下牧」「牧場

閉鎖」が考えられます。伝染性のある疾病では発生牛の隔離をまず第一に考えます。そ

のための施設として、牧場内の隔離施設は重要です。  

２．感染症の発生に備え 

感染症の発生に備え、牧場と臨床獣医師、管轄する家畜保健衛生所、預託農家などと

の間の連絡体制を整備しておく必要があります。牧場看視者による日々の観察記録（日

誌）や牛の入牧・下牧についての記録、家畜保健衛生所による定期検査の結果は、疾病

の発生時期や原因をさかのぼって調査する場合に貴重な情報となります。放牧牛の様子

を常に記録し、牧場内に保管することが大切です。さらに、預託農家での疾病発生状況

や近隣地域および全国での疾病発生状況についても可能な限り情報を集め牧場での防疫

対策に役立てます。 

３．感染症の予防 

感染症の予防には牧場外から病原体の侵入を阻止することが基本です。牧場への入場

制限を設け関係者以外の人、車両の立ち入りを禁止します（図１）。牧場に出入りする車

両は踏み込み消毒槽や消毒マットを通すか、噴霧器等でタイヤを中心に十分な消毒を行

います（車両消毒についての詳細は Q.43 を参照）。業務上立ち入る必要がある場合は長

靴を十分消毒すること、あるいはその牧場専用の長靴を準備し使用することが望まれま

す。野生動物の侵入が多い牧場では防止柵を設けてできる限り侵入を防ぎます（図２）。 

ＡＡ . 公共牧場において病原性の強い感染症が発生した場合は舎飼いとは異なり対応が

非常に困難となります。したがって、感染症が発生しないよう予防に努めるとともに、

発生した場合にはすみやかな隔離が基本となります。また、感染症の発生に備えて牧

場と臨床獣医師、家畜保健衛生所、預託農家などとの間の連絡体制を整備しておく

とともに、日頃の観察結果を記録し保管しておくことが大切です。 
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図 5 

 


