
八丈支所管内にある青ヶ島村は、肉用素牛の生

産地として黒毛和種が飼養されており、村の基幹

産業の一つとなっている。島内の肉用繁殖牛飼養

農家は 11戸で繁殖牛飼養頭数は 31頭である（平

成 26 年 12 月現在、育成牛含む）。現地には、家

畜人工授精師の資格を有する 1名を除き、畜産技

術者や獣医師が不在であるため、当所が家畜の診

療業務を実施している。

平成 26年度においても、島内飼養者から子牛

の下痢に関する相談があり、現地へ赴き検査や投

薬指示を行い比較的早い対応ができた。しかし、

青ヶ島は他の島しょと比較しても交通の利便性が

悪いため、診療対応が遅れがちになり十分な対

応ができない場合も多いと思われた。そこで過去

10 年間（平成 16 年～ 25 年）の青ヶ島村におけ

る事故発生状況及び当所の診療対応を調査し、問

題点や改善点の検討を行った。

青ヶ島への交通手段

平成 26年現在、青ヶ島への交通手段はヘリコ

プターと定期就航船の二通りがある。いずれも当

所のある八丈島から出航しており、ヘリコプター

５　過去 10 年間の八丈支所管内無獣医村における

　　家畜診療の実態と対応状況
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要　　　約

東京都家畜保健衛生所八丈支所（当所）の管内である青ヶ島村は、肉用素牛の生産地として黒毛和種

が飼養されているが、現地には獣医師が不在であるため、当所が家畜の診療業務を実施している。青ヶ

島は他の島しょと比較しても交通の利便性が悪いため、診療対応が遅れがちになり十分な対応ができな

い場合多い。そこで過去 10 年間（平成 16 年～ 25 年）の青ヶ島村における事故発生状況及び当所の診

療対応を調査し、問題点や改善点の検討を行った。過去 10 年間での疾病等発生数は把握できているも

のだけで 34 件であり、うち当所が現地対応できたものが 25 件であった。この中で治療が間に合わず罹

患牛が死亡あるいは安楽殺としたものが 8件あった。問題点として、対応の遅れ、機器の不足や老朽化

および職員の技術不足という三点があげられた。今回の調査結果から、青ヶ島村の家畜診療効果を上げ

るためには、検体輸送容器の配備と使用方法の指導を行うこと、簡易な診断機器や検査キットの現地整

備および更新を行うこと、および当所職員が大動物診療技術の向上に努めることが重要と思われた。
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図１　青ヶ島への交通手段



は 1日 1便、船は週に 5便である（図 1）。しかし、

ヘリは座席数が少なくチケットが取得困難であ

り、定期就航船は就航率が 50 ～ 60% と低く、交

通の状況は良いとはいえない。

このため当所は年間 4回の定期出張を行い、技

術指導や診療を行っており、その他緊急時は臨時

出張にて対応している。

発生した事故の概要

過去 10年間の疾病等発生数は、把握できてい

るものだけで 34件（消化器病 12件、生殖器病 4

件、泌乳器病 1件、妊娠・分娩期及び産後の疾患

3件、新生子異常 3件、運動器病 4件、皮膚病 1件、

原虫・寄生虫病 2件、外傷不慮その他 4件）であり、

うち 25件で当所が現地対応を行えた。この中で

治療が間に合わず罹患牛が死亡あるいは安楽殺と

したものが 8件（消化器病 2件、妊娠・分娩期及

び産後の疾患1件、新生子異常3件、運動器病1件、

外傷不慮その他 1件）あった。なお、症例数が多

い消化器病で最も多かったものは、下痢・軟便を

主訴とするものであった（表１）。

以下、症例の一部を具体的に報告し、青ヶ島診

療における問題点の検証を行う。

症例１

患畜：黒毛和種、9歳3ヵ月齢の雌、2日前に出産。

経過：平成16年11月6日、畜主が左後乳房の腫脹

を確認。11月7日、当該牛左後乳房から血液の混

じった液体を分泌している（その他の乳房は肉

眼上正常な乳分泌）ため当所に連絡。電話による

状況の聞き取りとメールで送付された写真から感

染性乳房炎を疑い、畜主に検体の送付を要請。罹

患乳房には紫斑が見られ、当該牛は起立不能、

食欲廃絶、痙攣。補液と抗生剤投与を指示。11

月9日、朝のヘリコプターで青ヶ島から検体（乳

汁）を受託。細菌検査を開始、同時に代用乳と薬

剤等を船にて青ヶ島に輸送。11月9日午後、依然

として起立不能。抗生剤全身投与と皮下補液を指

示。夜、わずかに食欲回復。11月10日、細菌検

査の結果、大腸菌を含む腸内細菌を原因とする乳

房炎である可能性が高いと判定。電話にて牛が再

び痙攣を起こしているとの連絡あり。強肝剤投

与指示。11月11日、薬剤感受性試験判定。結果

に従った抗生剤の投与指示。注入軟膏を畜主に

送付。11月12日～20日、当該牛は徐々に状態回

復。11月21日、定期出張。当該牛は状態良好。

罹患乳房は先端部のおよそ1/3が壊死。平成17年

1月18日、定期出張。壊死部は離脱。状態は良好

で、この後繁殖に供する（図2）。

問題点：畜主の稟告と送付された写真から大腸菌

群による乳房炎を疑い、比較的早く処置を指示し

た。この結果、患畜は壊疽性乳房炎を呈したが最

終的に回復した。しかし、本症例では地理的条件

から、乳汁検体の受け取りや、代用乳や薬剤等の

受け渡しなどの遅延が認められた。
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図２　壊疸性乳房炎罹患乳房

表１　発生事故一覧



症例２

患畜：黒毛和種、2歳齢の雌、未経産。

経緯：平成 18 年 6 月 21 日早朝、当所に難産の

連絡あり。同日朝、ヘリコプターで臨時出張。10

時に現地到着。産道損傷と異常胎位（側頭位）を

確認。産道粘滑剤を用いて整復を試みるが困難。

牽引し娩出させるも死産。母牛に抗生剤投与。午

後、船で八丈島に帰島。6月 22 日～ 26 日、当該

母牛の状態悪化。発熱と起立不能を呈したため引

き続き投薬と対症療法を指示。7月 6日、依然と

して起立不能。畜主より安楽死を視野に入れてい

るとの報告。7月 12日、定期出張の際に安楽殺。

問題点：畜主からの連絡後即座にヘリコプターの

予約が取れたことで分娩開始から約 5時間後に現

地に到着できた。しかし、その間適切な助産指示

を行えず、また処置設備や機器がないことなどか

ら、特に外科的な産後処理が行えなかった。

症例３

患畜：黒毛和種、3ヵ月齢の雄。

経緯：平成19年12月8日夕方、親牛と共に芋づる

を採食後、鼓腸症を呈する。芋づるに付いている

小芋による食道閉塞を疑い、畜主が食道推送器に

て推送を試みるが、老朽化していたため押し切

れない状態であった。また異物も肉眼で確認でき

ず処置断念。12月9日～10日、罹患牛が食欲廃絶

となり眼球陥没を呈し、その後起立不能となる。

12月10日午後に当所に最初の連絡あり。連絡時

点で青ヶ島に向かう手段が無かったため、電話に

てカテーテルによる経口補液と消泡剤投与指示。

カテーテルが胃に入っていることを確認しながら

補液するも逆流。食道でなく胃内に異物が閉塞し

ていることが疑われたが外科処置が行えないため

治療不可であることを告げる。同日15時30分、

畜主から再び電話あり。畜主の判断で島内自生野

草の茎にて消化器を推送したところ異物が取れた

感触あったが鼓腸症は治らないとのこと。引き続

き補液と消泡剤投与を指示。12月11日、当該子

牛死亡の連絡あり。

問題点：発症から連絡まで時間が経過しており、

なおかつ畜主からの連絡時に現地へ向かう手段が

無かった。さらに機器の老朽化により、素早い処

置を行うことができなかった。

症例 4

患畜：黒毛和種、1ヵ月齢の雄。

経緯：平成 26年 8月 29日、畜主から子牛の下痢

が多発していると電話相談あり。東京都家保本所

（本所）に子牛下痢簡易検査キット（TETRASTRIPS; 

Bio-X Diagnostics,Sprl）送付依頼。8 月 30 日

～ 9 月 1 日、脱水と偽膜排泄の見られた 1 頭に

補液と抗生剤を投与。9月 2日、定期出張。子牛

3頭で下痢・軟便を確認。簡易キットによる検査

にて、同居牛房内の糞便からクリプトスポリジウ

ム陽性を疑う結果が出たため、検体を採取し本所

に輸送。なお青ヶ島には顕微鏡がないために糞便

検査は実施できず。9月 3日～ 9月 15 日、生菌

剤と吸着剤を用いた治療実施。9月16日～21日、

本所検査でクリプトスポリジウム陰性。一方でコ

クシジウム感染を疑う結果が出たため、抗コクシ

ジウム薬を投与指示。9月 22 日畜主より全ての

牛で回復傾向が見られたとの報告あり。10月8日、

臨時出張。当該農場で全ての子牛で正常便である

ことを確認。検体採取し、当所で簡易検査及び糞

便検査を行い正常であることを確認。

問題点：畜主からの連絡がたまたま定期出張の前

であったため、検査キットの手配が可能であり、

また検体の輸送も比較的スムーズに行えた。しか

し、地理的条件から検査実施や物品手配の遅れが

認められた。

考察・まとめ

過去 10年間の症例から、事故発生に対する対

応が遅れがちである点、機器の不足と老朽化から

現地での検査体制が脆弱である点、さらに家保職
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員が診療経験不足である点が、青ヶ島での家畜診

療において問題であることがわかった。

一点目の対応の遅れの原因は、発生から当所へ

の連絡にタイムラグがあること、当所職員が現地

に向かうのが困難であること、および検体送付に

時間がかかることである。これらについて当所が

現在実行可能な取組として、現地への検体輸送容

器や簡易検査キット配備が考えられる。また、そ

れらの使用方法の指導を行うと同時に緊急時には

当所に速やかに連絡をするよう指導することも重

要である。

二点目の、機器の不足や老朽化の問題を解消す

るためには、青ヶ島あるいは当所に必要機器の適

切な配備が重要である。すでに改善された事例と

しては、繁殖障害への対応として平成 20年度に

当所に超音波診断装置を導入したことで、青ヶ島

出張時にこれを持参し利用することで、導入以前

よりも正確な診断をすることが可能となった。今

後は青ヶ島においては顕微鏡などの基本的な検査

機器を配備し、また既存の機器で老朽化している

ものについては更新を進めていく必要があると思

われる。

三点目の職員が技術不足であることの背景とし

て、東京都家保では八丈支所以外に職員が診療業

務を行う部署がなく、また現在は症例数も少ない

ことと、これまで当所職員が診療技術研修等に参

加していないことが挙げられる。こうした問題を

解消するためには、今後、可能な限り、当所職員

が八丈町共済獣医師の診療に随伴して八丈島内で

の診療を見学することと、技術習得のための研修

体制の構築が必要である。特に外科処置などの技

術向上を図ることは緊急時の救命率の向上につな

がると思われる。

今後はこうした取り組みを積極的に行っていく

ことで、無獣医村地域である青ヶ島での事故発生

時に、より迅速かつ的確な対応を取ることを可能

とし、死廃頭数を削減することで同地域の畜産振

興につなげていきたい。
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