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牛の出荷制限・一部解除後の出荷状況について
宮城県農林水産部畜産課

１　牛の出荷制限・一部解除の経緯
１）牛の出荷制限指示（平成23年７月28日）
東京電力福島第一原子力発電所事故後に収集した稲わらを給与された県産牛肉から暫定規制値（500Bq/
kg）を超える放射性セシウムの検出が相次いで確認されたことから、７月28日、原子力災害対策本部長から「牛
の出荷制限」が指示された。
２）出荷制限の一部解除指示（平成23年８月19日）
県が飼養管理指導を徹底した上で、「出荷・検査方針」を策定して検査体制を整える旨の解除申請を提出
し、一部解除（と畜場への出荷のための移動等）が認められた。
出荷・検査方針の概要は、以下のとおり
①汚染稲わら等の給与状況により、「全戸検査対象農家」（汚染稲わら未利用農家）及び「全頭検査対象
農家」（汚染稲わら利用農家）に区分

②と畜場における県産牛の放射性物質の全頭検査の実施
③県外への出荷には、出荷先のと畜場開設者や自治体と事前協議を行い、出荷前に出荷者名・頭数・個
体識別番号等を連絡・調整

④県や民間検査機関が発行する「検査結果通知書」等により、暫定規制値以下を証明
⑤全戸検査農家には、県が有効期限を付して「全戸検査済み農家」であることを通知
⑥基準値を超過した枝肉・内蔵等は、販売せず廃棄するとともに、出荷農家への立入調査により原因を
究明・再発防止を指導

⑦出荷については、県・関係者からなる「宮城県肉牛出荷計画調整協議会」で協議・調整
３）一部解除後の経緯
稲わらの給与状況や生体検査の導入等により、以下のとおり、と畜場への出荷を開始した。
①８月24日：全戸検査対象農場の肥育牛の県内と畜場への出荷・検査開始
②８月31日：全戸検査対象農場の肥育牛の県外と畜場への出荷・検査開始
③９月20日：全頭検査対象農場を利用稲わらの濃度や給与量等により、農場をＡ〜Ｃに３区分し、肥育

牛の県内と畜場への出荷・検査開始（9/20〜A区、10/12〜B区、11/15〜C区）。
④11月24日：汚染稲わら未利用で購入粗飼料給与農家の廃用牛の出荷開始
⑤１月24日：生体検査用機器の調整のための検査を開始
⑥３月６日：繁殖・乳用廃用牛について、生体検査を実施した上での食肉処理場出荷を開始
⑦４月10日：全頭検査対象農家からの東京出荷を開始

今後の予定
○９月下旬：12カ月齢以上の成畜市場開始
○10月１日：仙台食肉市場内で放射性物質検査開始（翌日上場再開）

２　一部解除後の出荷状況
１）食肉処理場における放射性物質検査頭数� （平成24年８月31日現在）

２）と畜場における放射性物質検査結果
出荷再開後において、暫定規制値（500Bq/㎏）を超過する放射性セシウムが検出された牛は、平成23年９
月29日にと畜された１頭のみである（528.8Bq/㎏）。
平成24年４月に一般食品の放射性セシウムの基準値が100Bq/㎏に変更となり、牛肉については、10月１日
から適用されることとなったが、４月以降、100Bq/㎏を超過した牛は１頭もいない。

平成23年度 平成24年度 合　計 備　　考
仙台市食肉卸売市場 11,984 7,613 19,597
宮城県食肉流通公社 539 539 1,078

小　　計 12,523 8,152 20,675
県 外 食 肉 市 場 5,885 4,609 10,494 東京、神奈川、山形等18ヵ所

合　　計 18,408 12,761 31,169
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３　牛の生体検査
県畜産試験場と民間検査機関が共同で検討を重ね、生体で牛肉中の放射性セシウム濃度を推定する方法を
開発した。スペクトルサーベイメータで測定した牛生体の放射線量と、と畜後の牛肉中の放射性セシウム濃
度が高い相関を示すことが確認されたため、平成24年３月６日からと畜前の生体検査を開始した。生体検査
対象牛は、肉用牛の繁殖廃用牛、乳用牛の廃用牛とし、毎週の出荷日に合わせ現地集合場所（登米市、栗原市、
美里町）及び仙台市食肉市場で生体検査を実施している。
８月末までに2,104頭の生体検査を実施し、合格した2,043頭（97％）のと畜後の牛肉中の放射性セシウム濃
度は、すべて検出限界以下となっている。
なお、不合格となった61頭（３％）の牛は、飼養農家へ引き戻し、適切な給与飼料・飼養環境で飼い直し後、
再度生体検査を行い出荷することとしている。

４　食肉市場枝肉価格の推移
１）仙台食肉卸売市場における和牛（去勢、A規格）
出荷頭数及び枝肉相場の推移

出荷制限により、すべての規格の枝肉価格が急落し
た。
出荷制限一部解除後、出荷対象を順次拡大したとこ
ろ、出荷頭数は例年を上回る頭数となった。枝肉価格
は徐々に回復しているが、震災前の水準には達してい
ない。

２）東京食肉卸売市場における和牛（去勢、A規格）
出荷頭数及び枝肉相場の推移

出荷再開直後枝肉価格は、全国平均価格を大きく下
回っていたが、全体的には徐々に全国平均に近づいて
いる。しかし、これまで全国平均よりも100円以上高
かったＡ５クラスの回復が遅れており、また、Ａ４ク
ラスが依然として全国平均を下回っている。

（生産振興班　鈴木英作）
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【乳用牛の部】
・審査報告
未経産・経産牛ともに発育が良く、乳牛らしさに
富んだ素晴らしい牛が出品されました。反面、尻の
構造に問題のあるものが散見された点が惜しまれる
ところでした。
未経産は、強健で活力に富んだ牛が望まれますの
で、育成管理は極めて重要であり、運動を行い肢蹄
の強い牛づくりに心がけ、種雄牛の影響も考え交配
に関しても注意が必要と思われます。
経産は、高い泌乳性を十分に発揮できる飼養管理
及び作業効率や衛生面を考慮した乳房の改良（乳房
底面の高さ、後乳房の高さ）をし、経営向上に役立
てていただきたいと思います。

・農林水産大臣賞
・宮城県知事賞
第６区（４才未満）

加美町　千葉　義文　殿
・農林水産省生産局長賞
第２区（12ヵ月以上〜16ヵ月未満）

丸森町　荒　　　修　殿
・東北農政局長賞
第８区（５才以上）

丸森町　㈲半澤牧場　殿
・団体賞
大河原地区

月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水

木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
10
月
11
月

NAR 地 方 競 馬 全 国 協 会 岩手競馬（盛岡・水沢開催）10・11月　開催予定表

※開催期間中の重賞レース
・10/8（月）第25回マイルCS南部杯（JpnⅠ）　・10/22（月）第32回若駒賞　・10/27（日）第2回OROターフスプリント　・10/28（日）第44回不来方賞
・11/3（土）第3回知床賞  ・11/10（土）第2回絆カップ  ・11/18（日）第40回南部駒賞  ・11/24（土）第24回栗駒賞  ・11/25（日）第25回ダービーグランプリ

盛　岡 盛　岡 水　沢 水　沢

盛　岡盛岡 盛　岡 盛　岡 盛　岡

平成24年度　宮城県総合畜産共進会盛会裡に終了

（社）宮城県畜産協会

本会主催による農林水産祭参加平成24年度宮城県
総合畜産共進会は、【肉用牛の部】を７月27日〜28
日、みやぎ総合家畜市場で長崎全共予選会を兼ねて
開催し、【肉豚の部】を９月５日〜７日、宮城県食
肉流通公社を会場に開催し、【乳用牛の部】を９月
15日、みやぎ総合家畜市場を会場にそれぞれ開催し
盛会裡に終了いたしました。開催にあたり多大なる
ご協力並びにご支援を賜りました関係者各位には心
から御礼申し上げます。
本共進会の目的は、家畜の改良と飼養技術の向上
を通じ健全な畜産振興に期するところにあり、今年
度の出品もこれらの点を十分理解され各地域の代表
にふさわしい優れた出品畜と審査委員長より報告さ
れました。

なお、各部の審査報告及び名誉賞受賞者は右記の
とおりです。
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【肉豚の部】
・審査報告
全体の上物率が71.8%で、平均枝肉重量は74.5kg、

「上」の重量範囲の頭数は127頭と全体の96.9%とな
り、前回より8.2ポイントの増加が見られました。
外観における均称、肉づき、肉質肉色光沢、きめ、
しまりが良く中躯の充実した脂質の良い枝肉が多く
見られました。
若干、枝肉重量と背脂肪にばらつきが見られ、脂
肪付着にやや欠点の見られる枝肉もあり、今後の改
善に要する点と思われます。
また、日常管理に十分留意し適正重量での出荷を
心がけ、安全でおいしいミヤギノポーク並びに本県
産豚肉の生産に努力をお願いします。
・農林水産大臣賞
　宮城県知事賞
第１区　ミヤギノクロスの三元交雑種（LW･D）

登米市　㈲ピッグ夢ファーム　殿
・農林水産省生産局長賞
第２区　第１区以外の肉豚

登米市　伊藤　範義　殿
・東北農政局長賞
第１区　ミヤギノクロスの三元交雑種（LW･D）

登米市　㈲タダキ畜産　殿
・団体賞
登米地区

地方競馬全国協会からのご案内
「地方競馬の馬主になりたい！」という方は地方競馬全国協会までご連絡下さい。
地方競馬の馬主登録制度についてご案内いたします。
なお、地方競馬の馬主情報については、地方競馬サイト（http://www.keiba.go.jp/）でもご覧になれます。

（担当：審査部登録課　電話０３−３５８３−２１４２）

【肉用牛の部】
・審査報告
第10回長崎全共の予選を兼ねた2日間に亘る開催
で、例年以上の意気込みが感じられる出品でした。
全体として発育良好、資質、品位に優れており、
種雄性に富む出品でありました。しかしながら、一
部の牛において栄養度が適正でない牛、肢蹄が弱い
牛が散見されました。10月の長崎全共に向け、栄養
度管理、引き運動等が重要となると思われますので、
引き続き適正な管理お願いします。
今回は特に「茂洋」産子が数多く出品され、全共
においても、宮城の「茂洋」号の活躍が期待される
ところです。今回選抜され、宮城県代表となった
方々には、本県の代表として、ぜひ宮城の底力を見
せて頂きたいと思います。
・農林水産大臣賞
・宮城県知事賞
第７区　総合評価群（生後17ヵ月以上〜24ヵ月未満）

登米市　登米和牛育種組合　殿
（千葉　啓、大立目敏夫、㈲NOA、
尾上正彦、守屋慶市、服部泰啓）

・農林水産省生産局長賞
第１区　若雌の１（14ヵ月以上〜17ヵ月未満）

登米市　小野寺正人　殿
・東北農政局長賞
第２区　若雌の２（17ヵ月以上〜20ヵ月未満）

栗原市　田中　裕久　殿
・団体賞
登米地区

（経営支援課　庄司　清文）
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獣医師の職業紹介出前講座
〜宮城県における公務員獣医師の確保および職務理解醸成に向けて〜

北部家畜保健衛生所
公務員獣医師は、口蹄疫、高病原性鳥インフルエ
ンザなど畜産業を脅かす家畜伝染病の予防・まん延
防止に係る家畜衛生行政を始め、動物や人の健康保
持、食品の安全性の向上等の公衆衛生行政等に携わ
る等、広範な職域で社会的にも重要な役割を担って
います。
しかしながら、平成23年度獣医関係大学卒業者の
就職状況を見ると、公務員分野の19％に対して、小
動物臨床は43％と学生の小動物志向を反映してお
り、公務員獣医師の確保が困難になっています。
宮城県においても、平成19年以降定員割れが続い
ており、他県と同様に公務員獣医師の確保対策が課
題となっています。
そこで、当所では平成23年度より公務員獣医師確
保に向けた新たな取組みとして、獣医師を志すきっ
かけ作りのため、管内の中・高校生を対象に公務員
獣医師の仕事を紹介し、職務を理解してもらう出前
講座を実施してきました。

【出前講座の概要】
講義では、①獣医師の職業と獣医師になるまでの
道のり、②管内獣医師の仕事に対する意識アンケー
ト調査結果、③県職員獣医師の仕事、④家畜保健衛
生所の仕事、⑤産業動物獣医師と社会との関わりな
どについて分かりやすく説明しています。
これまでに出前講座を実施した学校は、以下に示
す５校約440名です。

　� 　
H23.�6.�22� 古川学園高等学校１〜３年生（311名）
� 古川学園中学校３年生（50名）
H23.�7.�25� 加美農業高等学校３年生（28名）
H24.�1.�12� 涌谷高等学校１年生（11名）
� （NPO法人ハーベスト　キャリアセミナー）
H24.�2.�27� 田尻さくら高等学校１・２年生（18名）
� （NPO法人ハーベスト　キャリアセミナー）
H24.�6.�27� 古川黎明高等学校３年生（19名）
� （NPO法人ハーベスト　キャリアセミナー）
　� 　

【出前講座の効果】
講義の事前アンケートから、３分の２以上の生徒
が出前講座に興味を持っており、獣医師の存在や仕
事について知りたいという思いが強く、講義中も真
剣に話を聞く姿が見られました。講義前にはほとん
どの生徒が「獣医師の仕事＝ペットや家畜の治療を
する人」と考えており、家畜保健衛生所を知ってい
る生徒がわずか5.7％だったことから、公務員獣医
師の仕事に理解が得られていない現状であることが
分かりました。
しかし、講義後には、獣医師は職域が広く、公務
員獣医師の存在に驚いたとの回答や、公務員獣医師
が人の食生活に深く関わっていることを実感したと
いう回答も多く、公務員獣医師の職務理解が深ま
ると共に更なるPRも必要と考えられました。また、
自分の進路の参考になったと回答した生徒が３分の
２以上いたことから、獣医師を志すきっかけにも
なったものと思われました。
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【今後の展開】
今年度からは、早期に獣医師を志すきっかけ作り
として小・中学校への取組を展開することとし、管
内73校の小・中学校を対象にチラシを配布しまし
た。10月には、古川黎明中学校２年生および古川中
学校１年生を対象に職場見学を含めた出前講座を実
施することになっています。
また、この取組みは未来の獣医師確保と共に、我
が国や郷土の発展を支える人づくりにつながるた
め、「宮城県震災復興計画」復興のポイントに含ま
れる「志教育」の場作りとしても、積極的に取組ん
でいきたいと思います。

（防疫班　佐沢公子）

農林水産祭参加
第52回仙台牛枝肉共進会

の開催について

全農 宮城県本部 畜産部

農林水産祭参加第52回仙台牛枝肉共進会を下記の
内容にて開催することとなりましたので、多数ご参
観くださるようご案内申し上げます。

１、会期及び場所
（1）会期　平成24年11月４日（月）〜８日（木）
（2）場所　仙台市宮城野区扇町六丁目３番16号
　　　　　仙台市中央卸売市場食肉市場

２、出品区分及び条件
（1）肥育の完成されたものとする。

※瑕疵のある枝肉は審査対象外とする。

（2）出品牛は出品者において12ヶ月以上飼養され
最長飼養地が県内のものとする。

（3）出品牛は血統明確なもので、これを証明する
書類（子牛登記書等）を有すること。

３、出品頭数及び屠畜･販売日

（生産販売課　畑山和夫）

部 品　種 区　分 条　件

第１部 黒毛和種 去　勢 枝肉重量
390kg〜580kg

第２部 黒毛和種 雌 枝肉重量
320kg〜450kg

部 品　種 区分 頭数 屠畜
月日

販売
月日

第１部 黒毛和種 去勢 150 11月
６日

11月
７日

第２部 黒毛和種 雌 50 11月
５日

11月
７日

計 200
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〈畜試便り〉
新規基幹種雄牛「忠勝美」「安平勝」について

宮城県畜産試験場
畜産試験場で繋養している種雄牛「忠勝美」（写真１）、「安平勝」（写真３）が、本県の新規基幹種雄牛に
選抜されました。
現在、人気沸騰の「茂洋」と合わせて、肉用牛の改良に広く活用することにより、本県肉用牛の生産推進
と農家の経営安定に貢献ができる種雄牛です。今後の優良牛増産に弾みをつけ「仙台牛」の一層の名声を高
めるものと期待されます。

【忠勝美のプロフィール】
「忠勝美」は、父に「茂勝」、母の父に「平茂勝」、母の母の父に「忠福」の血統の種雄牛です。
現場後代検定（去勢９頭、雌10頭）の成績は、枝肉重量476.7㎏（去勢：511.2㎏、雌：445.7㎏）、ロース芯
面積62.9㎝2、脂肪交雑基準値2.0（BMS�No.：6.9）、４・５率79％です（表−１）。
検定成績をみると、宮城県において現場後代検定を実施した種雄牛の中で、歴代１位の枝肉重量であり、
去勢９頭中６頭が枝肉重量500kgを超える成績が光ります。肉質は、BMS�No.11が１頭、BMS�No.10も１頭を
記録しており、上物率も79％と安定しています。県の改良方針に基づく総合育種価においても、ずば抜けて
おります。
また、検定当時の子牛選定データをみると、発育判定（５段階評価）が５〜４の子牛が多く、産子はすく
すくと大きくなります。やや古めの血統であっても、安定して増体しており、繁殖農家においても、安心し
て交配することができる種雄牛です。
「忠勝美」は５月から家畜人工授精用凍結精液の供給が開始されており、現在人気沸騰で入手が困難な茂洋
に代わる種雄牛として利用することも可能です。

表−1　現場後代検定成績（検定牛19頭平均）

①枝肉重量（重い方が良い）　　　②ロースの太さ（大きい方が良い）
③バラの厚さ（厚い方がよい）　　④脂肪交雑（高い方が良い）�
全国平均は、平成23年度の検定牛の平均値。

期待される交配
「忠勝美」は、検定成績からみると、血統を選ばない安定した能力を持っているものと思われます。増体能
力に優れている気高系、藤良系の雌牛への交配では、500kg超のボリュームのある枝肉が期待でき、土井系の
雌牛では、安定した肉質が期待できます。ただし、「茂勝」の娘牛との交配は、近交係数が高くなるので注意
が必要です。

（写真1）　新規基幹種雄牛「忠勝美」 （写真2）産子の枝肉写真（BMSNo.11、Ａ5）

①枝肉重量
（kg）

②ロースの太さ
（cm2）

③バラの厚さ
（cm）

④脂肪交雑（サシ）
（BMS�No.）

忠勝美 476.7 62.9 8.3 6.9
全国平均 449 55 7.5 5.5
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【安平勝のプロフィール】
「安平勝」は、父に「安福」、母の父に「平茂勝」、母の母の父に「北国７の８」の血統の種雄牛です。
現場後代検定（去勢13頭、雌７頭）の成績は、枝肉重量461.4㎏（去勢：489.7㎏、雌：408.9㎏）、ロース芯
面積63.0㎝2、脂肪交雑基準値2.3（BMS�No.：7.8）、４・５率80％です（表−２）。
検定成績をみると、宮城県において現場後代検定を実施した種雄牛の中で、歴代１位の脂肪交雑であり、
BMS�No.10以上が７頭（35%）、５等級の頭数では13頭（65%）と、類い希な脂肪交雑能力が魅力です。また、
枝肉重量も去勢13頭中６頭が枝肉重量500kgを超えており、枝肉重量についても申し分ありません。
しかしながら、やや子牛の発育にバラツキが見られますので、交配に当たっては、発育の良い雌牛、哺育
能力の高い雌牛を選択してください。茂洋産子の雌牛にはぜひおすすめしたい種雄牛です。
「安平勝」は７月から家畜人工授精用凍結精液の供給が開始されており、現在人気が集中していることから、
隔月配布となっております。

表−２　現場後代検定成績（検定牛20頭平均）

①枝肉重量（重い方が良い）　　　②ロースの太さ（大きい方が良い）
③バラの厚さ（厚い方がよい）　　④脂肪交雑（高い方が良い）�
全国平均は、平成23年度の検定牛の平均値。

期待される交配
「安平勝」は、やや子牛の発育にバラツキが見られますので、発育の良い気高系、藤良系の雌牛、哺育能力
の高い雌牛への交配がおすすめです。また、現在保留が進んでいる「茂洋」産子への交配もおすすめです。

注）現場後代検定：種雄牛の産子を通常の肥育管理の下で肥育し、後代（産子）に伝わる遺伝能力を判定。

（酪農肉牛部肉牛チーム　鈴木　秀彦）

（写真３）　新規基幹種雄牛「安平勝」 （写真４）産子の枝肉写真（BMSNo.11、Ａ5）

①枝肉重量
（kg）

②ロースの太さ
（cm2）

③バラの厚さ
（cm）

④脂肪交雑（サシ）
（BMS�No.）

安平勝 461.4 63.0 8.5 7.8
全国平均 449 55 7.5 5.5
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平成25年度宮城県農業大学校
入学生の募集（一般入学試験：前期）

宮城県農業大学校
本校は、農業の近代化と経済社会の発展に対応で
きる、高度な知識・技術を身につけ優れた農業経営
者と農村地域の指導者を育成することをねらいとし
て昭和52年４月に設立された農業大学校です。平成
20年７月には専修学校の機能を付加し、平成21年４
月に校名を「宮城県農業大学校」に変更しました。
平成25年度入校生の一般入校試験（前期）が下記に
より行なわれますので、多数の出願をお待ちしてお
ります。

記
◇募集人員（推薦入校試験分も含む）
畜産学部15名、水田経営学部15名、園芸学部15名、
アグリビジネス学部10名
◇受験資格
高等学校卒業者（平成25年３月卒業見込みの者を
含む）又はこれと同等以上の学力があると認めら
れ、本県農業の振興に貢献する意欲がある者
◇募集期間　11月14日（水）〜11月27日（火）

当日消印有効
◇試験日時　12月14日（金）午前８時45分〜
◇合格発表日　12月21日（金）午前10時
◇試験場所　宮城県農業大学校名取教場
◇試験科目　①筆記試験

・必須科目（60分）国語総合
・選択科目（60分）
　数学Ⅰ、生物Ⅰ、農業科学基礎から
１科目を選択

・小論文（60分　800字）
②面接試験　・個人面接（15分程度）

◇専修学校のメリット
①卒業生に「専門士（農業専門課程）」の称号が
付与されます。

②卒業生の４年制大学への３年次編入学が可能と
なります。

◇奨学金制度
①本大学校を卒業後、就農を予定されている方
は、社団法人「宮城県農業公社」から奨学金
（1.5万円／月）の支給を受けることができます。
（※宮城県内に４年以上就農しない場合は返還
の必要があります。）
また、就農支援資金（５万円／月以内・無利

子）の貸付を受けることができます。卒業後、
宮城県内に４年以上就農した場合は、特典とし
て月借入額の1/3以内の償還が免除されます。

②（独）日本学生支援機構の奨学金制度が利用で
きます。

※詳しくは、宮城県農業大学校教務部学生班・教務
班（電話０２２−３８３−８１３８）までお問い合
わせください。

（畜産学部　豊島　稔）

牛乳乳製品フェア開催について

宮城県牛乳普及協会

今年の�“牛乳・乳製品フェア２０１２〜牛乳でつ
なぐ元気の絆〜”�はMILK　JAPANの基本テーマで
ある、｢30代を中心とした母親の『子育て』を、牛
乳を通じて支援する｣ を念頭におき、牛乳とふれあ
い、牛乳を理解し、牛乳を使うことを知っていただ
き、新たな牛乳消費促進の機会を創出できる催事に
してまいります。
イベントの内容としては、牛乳を使った料理を
紹介するMILKキッチン、親子で楽しめる手作りバ
ター教室・パンケーキデコレーション教室、飲み終
わった牛乳パックを使ってのエコ菜園コーナー、子
牛・ヤギ・羊・ウサギ等と触れ合える動物ふれあい
コーナー、乳搾り体験などなど、盛りだくさんの内
容となっております。
牛乳消費量の減少が続き、さらには、多くの消費
者が放射性セシウム問題に不安を抱えていることか
ら、消費者と直接的にコミュニケーションをはかる
ことにより、県内産牛乳が安全であることのPRに
も努めます。
ぜひ、ご家族でご来場下さいますよう、ご案内申
し上げます。

開催月日　平成24年10月13日（土）、14日（日）
開催時間　午前10時〜午後４時（雨天決行）
開催場所　仙台市　勾当台公園

（鹿野　浩子）
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〈衛生便り〉
豚の浮腫病

北部家畜保健衛生所
豚の浮腫病は、毒素を産生する大腸菌の感染に
よって起こる病気です。４〜12週齢の幼豚、特に離
乳後１週間前後に多発する傾向があり、豚群中の数
頭が突発的に発病し、発病後48時間以内に急性経過
で死亡する例が多く見られます。死亡率も50〜90％
と高いことから、ひとたび発生すると経済的被害が
大きい病気です。
症状は、食欲不振、元気消失に始まり、ふらつき、
平衡感覚の失調、後ろ足のまひ、けいれん、遊泳運
動などの中枢神経障害を示します。また、前頭部や
耳翼の皮下、眼瞼（まぶた）の周囲などに浮腫（む
くみ）が出現し、耳翼は垂れ、顔面は腫脹します。
便秘をすることが多いですが、原因菌の種類によっ
て、初期症状として水様下痢が見られることがあり
ます。
本病のまん延は、糞便、汚染飼料・飲水等を介し
て起こります。また、原因菌は、母豚の腸内に常在
し、分娩によるストレスで糞便中に排菌され、飼養
環境を汚染すると考えられています。発病要因とし
て、離乳にともなう飼料の変更、豚舎の移動や他の
豚とのグルーピングによるストレスなどがあげられ
ます。
予防は、分娩舎や離乳舎の豚房の洗浄・消毒など、
飼養衛生管理基準に準じた衛生管理を適正に行い、
飼養環境中の原因菌およびストレスの軽減を図るこ
とが重要です。また、未発症豚へ抗生剤を投与する
場合は、原因菌の薬剤感受性試験を行い、感受性が
あり、かつ菌体破壊による毒素の放出を引き起こさ
ない抗生剤を選択する必要があります。異常が認め
られた場合は、かかりつけの獣医師または各家畜保
健衛生所・地方振興事務所畜産振興部までご相談く
ださい。

（防疫班　真鍋　智）

〈農業大学校生の抱負〉
「私の目標」
宮城県農業大学校畜産学部２学年

肉牛専攻　柴田あゆみ
私は仙台市出身で非農家です
が、祖父母の家で繁殖牛と水田
を営んでいるため幼い頃から手
伝いをしてきました。毎年手伝
いをしているうちに畜産業の発
展に貢献したいと思い、宮城県
農業大学校へ入学しました。
一年次の先進農業体験学習で

は、１か月間農家の一員として生活を共にしながら
経営主の指導の下に優れた農業経営を体験すること
により、学校では経験出来ない生産技術・経営技術
を学びました。また、農業観や人生観に触れること
も出来ました。
二年次の今、卒業論文に取り組んでいます。私
は、土壌から作物への放射性セシウム移行濃度の調
査を行っています。畜産農家は放射性セシウムの影
響により自給飼料の給与を自粛せざるを得なく、少
しでも助けになれればと思い取り組んでいるところ
です。
私自身も昨年の震災を経験し、新たなスタートを切
りました。そして、より人の役に立ちたいという思い
が強くなりました。この二年間の知識や技術を将来
に活かして畜産業の復興に役立てていきたいです。
今後学生という甘えは許されず、社会人としての
責任が追及されてきます。しかし社会人として成果
を残し、社会に貢献していくためには、どんなこと
にも立ち向かう根気と勇気、そして「絶対にやり遂
げる」という信念が重要になってくると考えます。
この信念を持ち仕事をこなしていくために必要なこ
とは、常に目標を持ち、初心を忘れることなく、成
果を出すべく努力していくことだと思います。今ま
では周囲の人たちに頼ってばかりでしたがこれから
は社会人としての自覚を持って自立してきたいです。
そして、周りの人は何を必要としているのか、何
を望むのかを考え、それらを与えられる人になりた
いです。
卒業後、就職先で必要とされる人材になるため、
残りの大学生活を有意義なものにし、自分を向上さ
せ成長していきたいと考えています。

平成24年９月20日 第256号 （　）（隔月１回発行） 11



平成24年度秋季全国鶏病技術研修会の開催について
宮城県仙台家畜保健衛生所

平成22年11月に、国内では高病原性鳥インフルエ
ンザの大発生を受け、養鶏産業に多大なる被害をも
たらしました。これを受けて、農林水産省は平成23
年10月に「家畜伝染病予防法」を改正し、「飼養衛
生管理基準」の見直しが行われました。また、昨年
の東日本大震災では、宮城県内の多くの養鶏場が多
大なる被害を受け、現在その復興に向けて取り組ん
でおります。
鶏病研究会では毎年、全国持ち回りで鶏病技術研
修会を開催しておりますが、今年は宮城県におきま
して下記演題についての講演を予定しております。
つきましては、関係各位の多数のご出席を賜りま
すようよろしくお願い申し上げます。

日　時　平成24年10月19日（金）　10時〜16時
場　所　仙台市青年文化センター・シアターホール

仙台市青葉区旭ヶ丘３−27−５
電話：022−276−2110

テーマ　「養鶏場における飼養衛生管理」
演　題
（1）養鶏のアニマルウエルフェアと衛生

前ファイザー株式会社　内田幸治�氏
（2）鳥インフルエンザと野生動物

公益財団法人日本野鳥の会　金井　裕�氏
（3）千葉県における高病原性鳥インフルエンザ発

生農場の経営再開に向けた取り組み
千葉県中央家畜保健衛生所　西川　潤�氏

（4）養鶏施設におけるホルムアルデヒド燻蒸に替
わる消毒法
三重県北勢家畜保健衛生所　巽　俊彰�氏

（5）宮城県の養鶏場における東日本大震災の記録
宮城県大河原家畜保健衛生所　大久範幸�氏

本研修会のご不明な点については、下記の事務局
担当まで御連絡いただくようお願い申し上げます。
（電話：022-257-0921　病性鑑定班　西　清志）

馬主登録の申請に向けて
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