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要　　約

　乳牛の健康診断や乳房炎防除を目的とした事業及び病性鑑定を通じて東京都農業共済組合（都共済）

と連携し、農場の損耗防止に努めてきたが、一連の対策による効果について過去の実績から検証を試みた。

当所で行った過去６年間の乳牛の病性鑑定頭数は年平均 2,149頭で、その内都共済から依頼された頭数

は年平均 1,005頭 (46.8％ ) であった。平成 26年度に都共済から依頼された乳牛の病性鑑定頭数は 998頭、

1,196検体で、その内訳は血液 915、糞便 13、生乳 261、死体１、その他６であった。検査項目で分類す

ると病理１、寄生虫 14、細菌 273、ウイルス 63、血液生化学 906、血液臨床７、血液原虫２、生乳体細

胞 261、その他６であった。血液生化学検査の内、802頭は乳牛の健康診断として行い成績を都共済に還

元した。生化学検査の結果、問題があると判断した牛群については、都共済による繁殖検診や農場巡回

の際、牛群の観察や乳量および繁殖状況の調査の後、結果について畜主と相談しつつその改善に取り組

んだ。また、平 26年９月から平成 27年３月の間に死廃事故が多発した一酪農場に対して、都共済、診

療獣医師と連携し、計 10回、157検体の病性鑑定を行った。検査成績に基づき開業獣医師による診療と

都共済による給与飼料の改善を行った結果、平成 26年度の死廃事故頭数 12頭に対し平成 27年度は 11

末現在までで２頭に止まった。都共済との業務連携により農場の飼養改善、繁殖改善、農場が抱える問

題の情報収集に役立つと思われた。 

　当所では、東京都農業共済組合（都共済）と連

携し、乳牛の健康診断や乳房炎防除を目的とした

事業及び病性鑑定の依頼を通じて損耗防止に努め

てきたが、都共済と連携して実施した一連の対策

について過去の実績からその効果について検証し

た。

家畜共済業務の概要

　都共済が実施する家畜共済事業を表１に示し

た。都内の乳牛飼養頭数は、平成 26年２月末現

在の調査によると 55 戸、1,751 頭であり、概ね

これらを対象に病傷事故や死廃事故が発生した

際、確認および認定業務を担当の獣医師職員２名

で対応している。また、都内農場の定期的な巡回

指導及び繁殖検診指導を行い損耗防止、死廃事故

低減、繁殖率の向上に努めている。なお、都共済

では、診療所は開設しておらず、開業獣医師が診

療を行い、診療に基づく事務処理は都共済が実施

している。また、病性鑑定については都共済から

依頼を受けて当所で実施している。

1） 東京都農業共済組合事業課

〇病傷事故・死廃事故の確認、認定
確認・認定業務は２名の獣医師で実施
都内乳用牛飼養農場数及び頭数～55戸 1,751頭

〇都内農場の巡回指導及び繁殖検診指導
巡回指導による損耗防止・死廃事故低減
事故多発農場における原因究明および改善指導
繁殖率の向上

〇診療は開業獣医師が実施

〇病性鑑定検査は当所へ依頼、実施

表１　都共済における家畜共済事業
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都共済との業務連携

　当所と都共済との業務連携を図１に示した。血

液生化学検査による乳牛の健康診断や生乳を用い

た黄色ブドウ球菌、体細胞数測定検査は都共済と

業務連携し事業として毎年実施している。乳牛の

健康診断は、当所で実施する家伝法５条検査の余

剰血清を利用して、また、生乳検査は都共済が採

材した生乳を用いて、それぞれ検査を行った。検

査結果を都共済に還元する際、対策について相談

を行い、農場への改善指導は都共済が実施した。

また、個別の牛で問題が生じ、検査が必要な場合

には、都共済が材料を採取し、病性鑑定として当

所に依頼し、搬入された検体は当所で速やかに検

査を行い結果を還元した。結果に基づき都共済で

改善指導を行ったり、開業獣医師と情報共有する

ことで診療に反映された。

乳牛の病性鑑定実績

　平成 21年度から平成 26年度までの過去６年間

に当所で引き受けた乳牛の病性鑑定頭数の推移を

図２に示した。年度毎に若干頭数は異なるが、年

平均頭数は2,149頭でその内都共済から依頼され

た年平均頭数は 1,005 頭で全体の 46.8％を占め

ていた。平成 26年度に都共済から依頼された乳

牛の病性鑑定の内訳を図３および図４に示した。

検体別で見ると、血液が最も多く 915、次いで生

乳が 261、糞便６、死体１、その他が６であった。

検査項目別で見ると血液生化学 906、細菌 273、

生乳体細胞 261、ウイルス 63、寄生虫 14、血液

家伝法5条
検査血清

血液生化学
検査

都共済 家畜保健衛生所

健康診断
生乳検査

結果還元
対策相談

乳用牛
飼養農場

結果還元
改善指導

病性鑑定

生乳

黄色ブドウ球菌

体細胞数

開業獣医師

診察依頼
診療

※ 獣医師或いは農場から直接の
病性鑑定依頼も有り

情報交換

図１　都共済との業務連携のしくみ 図２　乳牛の病性鑑定頭数の推移

図３　都共済依頼の乳牛の検体別病性鑑定実績
（平成26年度　ｎ=1,196）

図４　都共済依頼の乳牛の項目別病性鑑定実績
（平成26年度　ｎ=1,533）
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臨床７、血液原虫２、病理１、その他が６であった。

血液検査の概要及び実績

　病性鑑定の検査実績として検体数が最も多い

血液検査は、主に血清を分離後に血清成分の定

量・分析を行う生化学検査と全血液を用いて行う

血液臨床検査に区分される。生化学検査は検体数

が多い場合には、大型の血液生化学自動分析装置

（TBA-25FR，東芝メディカルシステムズ㈱，栃

木）を、少数検体かつ早急な検査結果が要求され

る場合には乾式臨床化学分析装置（富士ドライケ

ム 7000V，富士フｲルム㈱，神奈川 ) を用いて測

定した。また、全血液による臨床検査は、全自動

血球計数器　（MEK-6450セルタックα，日本光

電工業㈱，東京）及び用手法による検査を実施し

た（図５）。平成 26 年度の生化学検査 906 検体

病性鑑定 健康診断

家畜共済

臨床検査

図５　血液検査のしくみ

BCS・食欲有無・蹄や四肢の状態・乳量
繁殖状況・直腸検査による子宮・卵巣
状態の確認・給餌飼料聞き取り

健康診断成績

問題なし 問題あり

巡回指導・結果還元

聞き取り調査

血液検査成績について畜主と相談

原因の絞り込み

良い面を確認
死廃事故防止

図６　都共済の農場への結果還元と改善指導　

氏 名 〇〇〇 様
東 京 都 家 畜 保 健 衛 生 所

採血日 Ｈ26.10.21 立川市富士見町3-19-4

検査日 Ｈ26.10.23 ＴＥＬ 042-524-8001

No. 牛No. 最終分娩 分娩後 乳期 乳量 BCS No. ｱﾙﾌﾞﾐﾝ ｸﾞﾙｺｰｽ ｺﾚｽﾃﾛｰﾙ ＧＯＴ
尿素窒

素 無機ﾘﾝ ｶﾙｼｳﾑ 脂肪酸

年月日 日数 区分 kg g/dL mg/dL mg/dL IU/L mg/dL mg/dL mg/dL uEq/L

39 18872 Ｈ25.07.21 457 ＊ + 39 3.1↓ 40↓ 75↓ 78 8.0↓ 4.3↓ 8.6 ↓ 830 ↑

40 85057 Ｈ25.09.03 413 ＊ - 40 3.6 51 88↓ 85 8.9↓ 6.6 10.3 ↑ 528 ↑

41 18742 Ｈ25.08.18 429 ＊ - 41 3.3↓ 55 86↓ 99↑ 10.6 4.6↓ 9.9 281 ↑

42 84047 Ｈ25.08.05 442 ＊ - 42 4.0 74↑ 220 75 11.2 5.3↓ 10.2 81

43 82358 Ｈ25.09.26 390 ＊ + 43 2.5↓ 64↑ 56↓ 97↑ 6.1↓ 4.9↓ 9.4 228 ↑
44 85374 + 44 3.1 71 85 82 10.6 6.8 9.4 186
45 82280 - 45 3.7 65 253 79 18.2 5.1 9.5 63

46 84481 Ｈ26.07.20 93 Ⅲ - 46 3.6 63↑ 263 69 14.4 6.2 10.8 ↑ 126

47 85008 Ｈ26.07.28 85 Ⅲ - 47 3.8 58 230 75 15.4 5.1↓ 10.5 ↑ 168

48 85220 Ｈ26.07.27 86 Ⅲ - 48 3.8 63↑ 317↑ 91↑ 18.4↑ 5.5 10.6 ↑ 92

↓：基準下限値以下を示す No. 総蛋白 γGTP ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ 下記の疾病

↑：基準上限値以上を示す g/dL IU/L mg/dL 備 考 肝機能 栄養状態 に注意
分娩年月日が明らかでない場合、矢印無 39 6.2↓ 25 1.8↓ ﾀﾝﾊﾟｸ不足

40 6.3↓ 17 2.1

乳期区分 41 6.3↓ 27↑ 2.0 障害の疑い

乳期 Ｐ 分娩２ カ月前～分娩前日 42 8.0 28↑ 2.6↑

乳期 Ⅰ 分娩後 0～ 9日 43 7.9 47↑ 2.0 障害の疑い ﾀﾝﾊﾟｸ不足

乳期 Ⅱ 分娩後 10～ 49日 44 5.8 29 2.2

乳期 Ⅲ 分娩後 50～109日 45 7.6 46 2.4

乳期 Ⅳ 分娩後 110～219日 46 7.7 34↑ 2.5

乳期 Ⅴ 分娩後 220日～乾乳 47 7.2 33↑ 2.4
＊ 上記以
外 48 7.1 39↑ 2.5 障害の疑い

＋:廃用予備軍（NT：検査項目不足のため判定
できず）

図７　乳牛の健康診断成績データ
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の内、802検体は家伝法 5条定期検査の血清を用

いて血清成分 11項目について行った。

農場への生化学検査成績還元と改善指導

　都共済で行う生化学検査成績の還元方法につい

て図６に示した。健康診断として実施された検査

成績は、主に定期的に実施している農場巡回の際

に還元された。農場への還元方法は２通りあり、

１つは検査成績で問題ありと判断した牛群につい

て、牛の栄養状態や食欲、蹄や四肢の状態、乳量、

繁殖状況、直腸検査による子宮卵巣状態等を確認

し、血液検査成績について畜主と相談しつつ原因

を特定した。一方、問題なしと思われる農場に関

しては、畜主へ聞き取りを行いながら良い面を伸

ばして、極力死廃事故を防止するよう指導を行っ

た。なお、病性鑑定として実施され、当所から還

元された検査成績は、都共済で独自にわかりやす

い形で加工され、農場へ還元された。

　健康診断として実施した検査データは、予めマ

クロが組み込まれたエクセル表に入力し、図７に

示す様式により農場に還元された。泌乳期ごとに

設定された正常値と比較して、標準値を超えると

矢印およびコメントが表示され、結果に基づき都

共済による指導が行われた。一方、病性鑑定とし

て実施され、当所から還元された生化学検査成績

は、都共済により農場にわかりやすい形に加工さ

れ、コメントも加えて還元された（表２）。

事故多発農場への対応

　病傷事故・死廃事故低減に向けた取り組みを行

うなか、平成 26年度に、都内 A 酪農場において

分娩後の事故や乳房炎が多発し、死廃事故が増加

したため、都共済および当該農場の診療担当獣医

師から事故低減のために当所へ病性鑑定依頼が

あった。A 酪農場の問題点として、病傷・死廃事

故の増加、牛群全体の体調低下、乳房炎による事

故多発など、内容が様々で、問題点が絞り辛いこ

とから、問題点に対し個別に対処することとした

（表３）。分娩後に体調の優れない牛が多く見られ

ることから、都共済からの依頼に基づき飼養牛全

検査
指標

項目 検査の目的 正常値
測定値 高値 低値

8276 状態 原因 状態 原因

ミ
ネ
ラ
ル

Ca
乳熱、骨軟症の代
謝性疾患の指標

8.5～10.0ｍｇ
/ｄｌ

9.2 -
乳熱、骨軟症、
起立不能

ミネラル不足、
Ca不足

Mg
体内の恒常性に関
与。通常は変動し
ない

2.0～2.7ｍｇ/
ｄｌ

2.4 
アシドーシス、脱水、
腎疾患

繁殖障害、ケ
トーシス、肝障
害、グラステタ
ニー

Mg不足、乾物
摂取不足

IP Caに連動する。
4.5～5.5ｍｇ/
ｄｌ

腎疾患
ふすまやヌカ類過
剰、創傷性疾患

でん粉質飼料の
不足、繁殖障害、
乳熱

低泌乳、高齢

電
解
質

Na
体内の浸透圧の恒
常性に関与。

132～152ｍｇ/
ｄｌ

141 食塩中毒
飲水不足、食塩過
剰摂取

乳熱、骨軟症、
起立不能

ミネラル不足、
Na不足

K 心筋・筋肉に関与
3.9～5.8ｍｇ/
ｄｌ

4.5 
乳熱、代謝性アシ
ドーシス⇒蹄葉炎，
乳房炎，免疫力低下

急激な穀類多給に
よるエンテロトキ
シン。
K過剰摂取

代謝性アルカ
ローシス

下痢、食欲不
振

Cl Naに連動する。
97～111ｍｇ/
ｄｌ

101 低蛋白血症、脱水
代謝性アシドーシ
ス

代謝性アルカ
ローシス

高K飼料の多
給

コメ
ント

CPKという筋肉の炎症を示す値が高いです。手術後に高くなることもありますが、起立緩慢であれば筋肉の炎症が考えられ
ます。
また、エネルギーの度合いを示す値（GLU、TCHO、NEFA）が低値を示しています。食欲不振であると思いますが、ハイクイ

ンコール等のプロピオン酸製剤を１日２回飲ませてください。
蛋白の指標であるHt（ヘマトクリット値）がかなり低くなっています。いわゆる貧血状態です。原因は栄養不良が最も高い

ですが、術後の体内での出血であったり、寄生虫による吸血等でも貧血にります。当該牛が預託帰還牛だったので、追加検査
でピロプラズマと言う寄生虫の検査をしましたが、今回は陰性でした。おそらく術後の出血と栄養不良かと思われます。良質
な乾草をできるだけ食べさせてください。
肝機能の数値は若干高い程度です。レバチオ等継続して飲ませてください。
以上です。もし分からないことがあればお手数ですがご連絡ください。

表２　病性鑑定による生化学検査成績表
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頭の血液を採取して臨床検査、生化学検査を行う

とともに、当該農場が牛白血病抗体陽性牛を飼養

する農場であることから、同疾病に対する抗体検

査も併せて実施した。乳房炎対策としては、搾乳

牛全頭の生乳検査を実施した。また、死亡牛１頭

について、開業獣医師からの依頼に基づき病理解

剖を実施した。また、平成 27年１月に当該農場

において子牛の集団的な下痢が発生したため糞便

検査を行った。さらに、飼養牛に飲用水として与

えている井戸水が、牛群に悪影響を与えているの

ではとの疑念から、農場で使用している井戸水の

検査依頼があり、井戸水の細菌培養検査を実施し

た。検査成績はその都度還元し、当所も相談に応

じながら都共済による改善指導、開業獣医師によ

る診療に反映された（図８）。

病性鑑定成績に基づく改善指導

　A 酪農場の病性鑑定対応について、時系列で表

４に示した。平成 26 年 9 月から平成 27 年 3 月

までの間に合計 10回対応し、157検体について

検査を実施した。病性鑑定成績に基づく指導内容

を図９に示した。血液検査の結果、乾乳牛の栄養

不良が確認され、飼料給与の改善について都共済

から指導を行った。また、飼養牛 50頭について

牛白血病抗体検査を実施した結果、31頭（62％ )
が陽性で、血液塗抹標本の顕微鏡観察では、BLV
に特徴的と思われるリンパ球の所見がみられたこ

とから、BLV 感染拡大に対する注意喚起を行っ

た。搾乳牛全頭を対象とした生乳検査では、連鎖

球菌及びスタフィロコッカスのいずれか若しくは

両方が分離された個体が 40頭中 26頭で確認さ

れ、薬剤感受性試験実施後に成績を還元し診療に

反映された。また、１月に発生した子牛の下痢症

では、検査の結果 A 群ロタウイルスが検出され、

〇農場概要
・搾乳牛50頭飼養、繋ぎ飼い

〇過去6年の年間平均死廃頭数
・7頭

〇問題点
・病傷事故・死廃事故の増加
・牛群が全体的に体調が悪い
・乳房炎による事故が多い
・事故の内容が複数存在し的が絞りにくい

胎子死、分娩後の食欲不振、立ち上がりの悪さ
ケトーシス、ダウナーカウ・シンドローム

表３　Ａ酪農場の問題点

血液

血液
検査

都共済 家畜保健衛生所

結果還元
対策相談

Ａ農場

結果還元
改善指導

病性鑑定

個体乳

細菌

体細胞

開業獣医師

診療

死体

病理
解剖

結果
還元 糞便

井戸水

寄生虫
ウイルス
細菌

※ 血液検査ではウイルス抗体検査も実施

図８　Ａ酪農場に対する改善指導の概要

検査回数 月日 検査項目 検体 検体数

1 9月18日 血液生化学（食欲不振牛） 血液 4

2 10月14日 血液生化学（乾乳牛） 血液 6

3 10月21日 血液生化学他（飼養牛全頭） 血液 50

4 1月19日
細菌・ウイルス・寄生虫・

病理
死亡牛 1

5 1月29日 細菌・ウイルス・寄生虫 糞便 3

6 2月17日 細菌・体細胞測定
個体乳・分房

乳
40

7 2月23日 血液生化学（全頭） 血液 47

8 2月23日 細菌 井戸水 2

9 3月 3日 水質 井戸水 3
10 3月 9日 水質 井戸水 1

合計 157

表４　Ａ酪農場の病性鑑定実績（平成26年～27年） 血液

生化学

生乳

細菌

体細胞

井戸水

細菌

糞便

寄生虫
ウイルス臨床

乾乳牛
栄養不良

粗飼料給与
改善

塗抹
標本

白血球
分布状況

ウイルス

A群ロタ
コクシジウム

BLV抗体
陽性
31/50

BLV感染拡大
注意喚起

連鎖球菌
ｽﾀﾌｲﾛｺｯｶｽ
26/40

感受性試験に
よる有効治療

補液・消毒
の指示

細菌検査
陰性

要因の
除去

図９　病性鑑定成績に基づく指導内容
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同時にコクシジウムオーシストも確認されたた

め、獣医師による診療とともに消毒を徹底するよ

う注意喚起を行った。なお、井戸水の検査では、

細菌培養の結果、細菌は分離されず問題無しと判

断した。なお、病理解剖を行った死亡牛１頭につ

いては、開業獣医師が診断した腎炎、乳熱という

診断を裏付ける検査結果であった。以上のように、

個々の問題点に対し１つ１つ対処した結果、事故

は次第に減少した。

　表５に、事故が多発した A 酪農場における平

成 26 年 4 月から平成 27 年 3 月までの死廃事故

状況と平成 27 年 4 月から 11 月までの事故状況

を示した。平成 26年度は乳房炎による死廃事故

6頭を含め計 12頭の死廃事故が発生し、支払い

共済金合計額が 235万 496円であったのに対し、

平成 27 年度は 4 月から 11 月までの 8 ヶ月間で

死廃事故２頭、支払い共済金額は 48万 3,052円
であった。なお、平成 26年度は、表に示した事

故とは別に、6月から 12月までの間に胎子死亡

が７頭発生しており、実際の経済的損失はさらに

大きいものと推測された。

まとめ

　都共済と連携した一連の対策により、農場の飼

養改善や繁殖改善、死廃事故の低減に役立つとと

もに、病性鑑定の受け入れや成績還元のやりとり

を通じて、農場が抱える現場の問題に関する情報

をいち早く収集することができるという点で効果

が見られた。東京都では、当所も含め畜産関係機

関の規模が小さいため、相互協力による業務連携

が不可欠であり、こうした協力関係は損耗防止の

観点から今後も重要であると思われた。また、今

後の課題として、病性鑑定において各部門の担当

が 1名であるため、担当者不在時に検体を迅速

に処理できない場合も考えられ、担当者不在時に

も迅速に検査ができる体制の整備が重要と思われ

た。

　また、開業獣医師や関係機関との連携をさらに

強化し、衛生管理およびそれ以外の飼養管理も含

めた総合的な農場への指導体制を充実させること

が重要と思われた。

26年度 27年度（11月末現在）

病名 頭数 病名 頭数
坐骨神経麻痺 1 脊椎損傷 1

乳熱 1 乳熱 1
甚急性乳房炎 大腸菌 1

甚急性乳房炎
その他の細菌

4

急性乳房炎
その他の細菌

1

腸炎 その他 1
心不全 その他 2

迷走神経性消化不良 1
計 12 計 2

26年度 支払い共済金 27年度 支払い共済金
2,350,496円 483,052円

表５　Ａ酪農場で発生した死廃事故の状況
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