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第11回全国和牛能力共進会宮城大会に向けて

第11回全国和牛能力共進会宮城県実行委員会

１．第11回全国和牛能力共進会の出品対策の概要
全共宮城県実行委員会では、入賞目標「全出品区で優等賞５席以内を、また種牛区と肉牛区の出品区で

１つずつ首席を目指す。」を掲げて取り組んでいます。
５月に開催された第３回出品対策部会では、各区の出品対策が協議され、出品条件、交配種雄牛やスケ

ジュール（図１）が決定されました。さらに、９月８日に開催された第４回出品対策部会では、第７、８
および９区の肥育素牛生産のための交配雌牛候補がリストアップされ、その所有者および家畜人工授精師
に対して本年11月27日からの交配推進を行うことを決定するなど、全共に向けた準備を加速させています。

２．各区別の出品対策について
宮城大会での上位入賞を目指すため、交配雌牛の選定条件は長崎大会に比べより高い基準を設定します。

（1）種牛の部
種牛の部は、第１区（若雄）、第２区（若雌の１）、第３区（若雌の２）、第４区（系統雌牛群）、第５区（繁

殖雌牛群）、第６区（高等登録群）および第７区（総合評価群【種牛群】）の７つの区が設定されてい
ます。

●最終体型審査における体型得点
７つの区により異なりますが、最終体型審査において83点以上（第４区）から87点以上（第２区お

よび第７区）が見込まれるものを選抜します。
●交配種雄牛

出品牛の父牛は次のとおり決定しました。
第１区　好平茂、勝洋
第２区　県有種雄牛
第３区　県有種雄牛
第４区　安平勝、◎平勝美、力
第５区　茂洋
第６区　直系３代のうち２代は県有種雄牛とし孫娘牛は県有種雄牛
第７区　好平茂、勝洋
　　◎印を、上位とする。

【図１】
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（2）肉牛の部
肉牛の部は、第７区（総合

評価群【肉牛群】）、第８区（若
雄後代検定牛群）および第９
区（去勢肥育牛）の３つの区
が設定されています。

●母牛の選抜基準
第７区および第８区では、

母牛は産肉能力のうち枝肉重
量、ロース芯面積および脂肪
交雑の育種価または期待育種
価が県平均以上であり、かつ、
体型審査得点が81点以上であ
ることとします。

●交配種雄牛
出品牛の父牛は次のとおり

決定しました（図２）。
第７区　好平茂、勝洋
第８区　好福久
第９区　･◎好平茂、安平勝、

忠勝美、仁美桜、
◎勝洋

　　◎印を、上位とする。

３．�肉牛の部出品牛取得のための交
配について
全共の第７区から第９区に出品

する肥育牛を取得するため、11月
27日から交配が始まります。出品
対策部会では、上記のほかいくつ
かある出品条件を満たす優秀な交
配雌牛を探すため、７月下旬から
９月上旬にかけて県内の2,600頭あまりの雌牛調査を行いました。その結果、約400頭の雌牛をリストアップ
することができました。

雌牛の所有者の方々には、10月上旬まで地区別に交配依頼説明会を開催して交配計画や生産・交配奨励
について説明します。一方、雌牛の所有者から指名された家畜人工授精師や獣医師の方々に対しましても、
県畜産協会が実施する９月および10月の窒素補給の際に交配推進について説明するとともに、11月には交
配雌牛所有者や指定種雄牛の情報とともに、「好平茂」、「勝洋」または「好福久」の凍結精液を配布します。

生産者をはじめ畜産関係者が一丸となり、全共成功に向けた出品対策を進めていきましょう。
･ （事務局　宮城県農林水産部畜産課　千葉和義）

【図２】
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平成26年度宮城県総合畜産共進会盛会裡に終了

一般社団法人宮城県畜産協会

本会主催による農林水産祭参加平成26年度宮城県総合畜産共進会は「肉用牛の部」を９月12〜13日、「乳用
牛の部」を９月13日にそれぞれみやぎ総合家畜市場を会場に開催し盛会裡に終了いたしました。また、今年
度の「肉豚の部」につきましては、豚流行性下痢の発生により開催を中止いたしました。

共進会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、家畜の改良と飼養管理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講評があ
りました。今年度の出品頭数は、肉用牛の部は単品が53頭、群出品15組52頭の計105頭、乳用牛の部65頭の出
品でありました。

なお、各部の審査報告及び名誉賞受賞者は下記のとおりです。

【肉用牛の部】
・審査報告
肉用牛の部は、平成29年度に宮城県で開催される「第11回全国和牛能力共進会宮城大会」へ向け本格的に

スタートした年であり、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、種牛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切でない牛、尻の形、肢蹄・特に後肢が弱い牛が散見されましたので、今後の栄養度
管理、引き運動等が重要でありますので適切な管理をお願いします。

今回は、特に「茂洋」号産子が数多く出品され、「茂洋」号を基礎とした本県肉用牛改良の基盤が確立した
のだと思います。

今回の上位入賞牛の中には、「宮城全共」の県代表候補となる牛も存在すると思います。今後はより一層の
栄養度管理と引き運動等が重要となると思われますので、引続き適切な管理をお願いします。

・農林水産大臣賞
・宮城県知事賞･ 第２区（若雌の２）
･ 栗原市　兵　藤　　　浩
・農林水産省生産局長賞･ 第４区（繁殖雌牛群）
･ 栗原市　栗原和牛育種組合
・東北農政局長賞･ 第１区（若雌の１）
･ 登米市　千　葉　啓　克
・団体賞･ 栗原地区

（開会式風景） （開会式風景）
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【乳用牛の部】
・審査報告
乳用牛の部ですが、今回は来年北海道で開催される「第14回全日本ホルスタイン共進会」へ出品する牛の

候補調査も兼ねており、例年以上の意気込みが感じられ、未経産、経産牛ともに発育良好で乳牛らしさに富
んだ素晴らしい牛が多く出品されました。

未経産牛は、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、特に運動をさせ肢
蹄の強い牛の育成を心掛けて下さい。

経産牛は、後乳房の付着の高さ・幅に改良の跡が伺えましたが、乳頭の配置及び歩様が弱い牛が散見され
たのが惜しいところでした。現在、全国的に乳牛の飼養戸数・頭数が激減している現状です。今後は、関係
者が一丸となって乳牛の改良と後継者の育成に努力して頂きたいと思います。

・農林水産大臣賞
・宮城県知事賞･ 第９区（４歳以上５歳未満）
･ 丸森町　一　條　　　薫
・農林水産省生産局長賞･ 第４区（16カ月以上20ケ月未満）
･ 栗原市　㈲小山牧場
・東北農政局長賞･ 第７区（３歳未満）
･ 丸森町　㈲半澤牧場
・団体賞･ 栗原地区

（審査風景）

（審査風景）

（審査風景）

（審査風景）
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仙台市中央卸売市場食肉市場業務開始39周年記念枝肉共進会の受賞結果
仙台中央食肉卸売市場株式会社

仙台中央食肉卸売市場において、７月９日（水）仙台市中央卸売市場食肉市場業務開始39周年記念事業協
賛会主催の枝肉共進会が肉牛240頭、肉豚400頭上場で開催され盛会裡に終了いたしました。

関係者各位に改めて御礼申しあげます。
厳正な審査により入賞された方々を紹介いたします。

【第１部黒毛和種去勢の部】
褒　賞 所　属　団　体 出　品　者　名 枝肉重量 せり単価

名誉賞 宮城家畜商出荷組合 川　村　和　弘 568.5 6,433

最優秀賞

JA大河原事業所 菅　生　貞　夫 531.0 3,003
JAいしのまき（河南） 川　村　和　弘 626.0 2,293
宮城家畜商出荷組合 遠　藤　一　郎 517.5 2,477
宮城家畜商出荷組合 佐　藤　忠　幸 555.0 2,591
宮城家畜商出荷組合 川　村　大　樹 597.5 2,356

優秀賞

JAみどりの（南郷） 木　村　博　昭 465.0 2,302
JA栗っこ（瀬峰） 鈴　木　秀　一 537.5 2,224
JAいしのまき（河南） 橋　本　　　隆 503.5 2,203
JAみやぎ仙南（蔵王） 開　沼　裕　司 626.0 2,175
JAみやぎ登米（米山） 佐々木　修　一 556.5 2,108
JAみやぎ登米（米山） 千　葉　正太朗 593.0 2,081
JAみやぎ登米（南方） 渡　辺　恵　一 614.0 2,052
仙台市場出荷組合 ㈲根本ファーム 563.0 2,011
仙台市場出荷組合 的　場　正　廣 616.0 2,026

【第２部黒毛和種牝の部】
褒　賞 所　属　団　体 出　品　者　名 枝肉重量 せり単価

名誉賞 仙台市場出荷組合 川　口　公　司 445.0 5,004

最優秀賞 JAみどりの（鹿島台） 遠　山　　　明 426.0 2,420
宮城家畜商出荷組合 伊　藤　陽　一 415.5 2,380

優秀賞 JAみやぎ登米（南方） 津　藤　義　喜 486.5 2,304
JAみやぎ登米（南方） 日　下　正　之 478.5 2,254

【第３部交雑種（去勢・牝）の部】
褒　賞 所　属　団　体 出　品　者　名 枝肉重量 せり単価

名誉賞 JAみやぎ仙南（川崎） 真　壁　照　意 506.0 1,601

最優秀賞 仙台市場出荷組合 ㈲泉崎畜産 554.0 1,204
宮城家畜商出荷組合 小野寺　健　一 630.0 1,111

優秀賞 宮城家畜商出荷組合 佐　藤　信　行 523.5 1,261
宮城家畜商出荷組合 佐　藤　信　行 607.5 1,250

【第４部肉豚の部】
褒　賞 所属団体 出品者名 枝肉重量 せり単価

名誉賞 清水港飼料㈱ ㈲コマクサファーム 78.0 2,062

最優秀賞
一般 （農法）高清水養豚組合 76.0 964
JA栗っこ（一迫） 千　葉　房　義 73.5 1,038
JA栗っこ（一迫） 千　葉　房　義 76.0 1,016

優秀賞

日本農産工業㈱ 阿　部　哲　男 79.5 858
日本農産工業㈱ 野　田　　　哲 77.0 856
清水港飼料㈱ ㈲コマクサファーム 78.0 854
太平洋ブリーディング㈱ ㈲ハイランド牧場（小笠原農場） 78.5 852
昭和畜肉研究会 ㈲ケイアイファウム玉山農場 75.0 940
昭和畜肉研究会 ㈲ケイアイファウム玉山農場 74.0 888

（営業２課　清野芳和）
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農林水産祭参加
第54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54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26年11月６日（木）〜10日（月）
（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。
　　　

（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　松浦浩司）

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

＊ただし、瑕疵のある枝肉は審査対象外とする。

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
頭

11月
7日

11月
10日

第２部 黒毛和種 雌 50
頭

11月
7日

11月
10日

計 　 　 200
頭

牛乳・乳製品フェアの
開催について

宮城県牛乳普及協会

まるごとフェスティバルと共催となってから、今
年で15回目を迎える･“牛乳・乳製品フェア2014〜子
供達からの笑顔のメッセージ〜”･は、子ども達を中
心にご家族みなさんに楽しんでいただけるイベント
になっております。

ステージイベントでは、元気いっぱいな子ども達
のダンスパフォーマンス、仮面ライダーショー、牛
乳乳製品をたっぷり使ったミルク鍋が振る舞われま
す。そして19日（日）には、平成27年度､ 28年度の
ミルクキャンペーンキャラクターの最終選考会が開
催され、来場者の方々の投票により新たなミルク
キャンペーンキャラクターが決定致します。

このほかにも、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、
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、骨密度測定、乳搾り体験、MILKクイ
ズラリー、ふわふわ遊具など、盛りだくさんの内容
となっております。

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。

●開催日：平成26年10月18日（土）〜19日（日）
●時　間：10：00〜16：00
●場　所：仙台市　勾当台公園
●交　通：ＪＲ仙台駅より徒歩20分。

または仙台市営地下鉄・勾当台公園駅下
車すぐ。

●駐車場：なし。（公共交通機関をご利用下さい。）

･ （佐々木晶子）

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 土 日

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
・10/13（月）第27回マイルチャンピオンシップ南部杯　・10/20（月）第34回若駒賞　・10/25（土）第4回OROターフスプリント　
・11/3（月）第14回JCBクラシック　・11/3（月）第14回JCBスプリント　・11/16（日）第42回南部駒賞　・11/24（月）第27回ダービーグランプリ

盛　岡 盛　岡 水　沢 水　沢

盛　岡

水沢

盛　岡 盛　岡 盛　岡
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韓国における口蹄疫の発生について

宮城県農林水産部畜産課

はじめに：
平成26年７月24日、韓国家畜衛生当局から、韓国

内における豚飼養農場において、口蹄疫の発生が確
認された旨の発表がありました。日本と人の往来や
物流が盛んである韓国で口蹄疫の発生が確認された
ことから、国内への口蹄疫ウイルスの侵入リスクが
一段と高まったと考えられます。

口蹄疫は、家畜の伝染病のなかで伝染力が最も強
く、牛、豚、めん羊等の家畜をはじめ、野生動物を
含むほとんどの偶蹄類動物が感染します。感染する
と、まず、発熱や食欲不振がみられ、次によだれを
流し、口、ひづめ、乳房に水ぶくれができるのが特
徴です【図１〜２】。発症した家畜は、泌乳量や増
体量の低下により、産業動物としての価値を失うた
め、直接的な経済被害は極めて大きいものとなりま
す。2010年の宮崎県における発生では、爆発的な感
染の拡大により、風評被害も併せて被害額が2,480
億円にものぼり、社会的にも非常に大きな影響を与
える疾病です。

本稿では、韓国での発生状況、発生に伴う本県の
対応及び関係者が注意すべき衛生管理について紹介
いたします。
韓国での発生状況：

2014年７月23日、慶尚北道義城郡の豚飼養農場
（1,500頭飼養）において、口蹄疫を疑う豚が認めら
れ、精密検査を行った結果、口蹄疫（O型）と確定
診断されました。同国での発生はおよそ３年３ヶ月
ぶりで、その後、７月27日には高霊郡、８月６日に
は慶尚南道陜川郡でも同じタイプの口蹄疫（O型）
の発生が確認されています【図３】。

これを受けて韓国家畜衛生当局では、発生農場に
おけるまん延防止対策として、ウイルスが検出され
た豚及び症状が認められた豚の殺処分・埋却、畜舎
内外の消毒、家畜車両等の移動制限措置を実施して
います。また、ワクチン接種、畜舎内外の消毒の徹
底、畜産農家の集会の自粛といった防疫措置を積極
的に実施するよう国内全域の畜産関係者へ要請して
います。

韓国では、2010年11月からほぼ全土に口蹄疫がま
ん延しましたが、ワクチンを中心とした衛生対策に
より、2011年４月に発生が終息しました。そして、
2014年５月、国際獣疫事務局（OIE）により口蹄疫
のワクチン接種清浄国として同国が認定されたなか
で、今回の発生は確認されました。このことから、
一旦、ウイルスが侵入してしまうと、国家レベルで

清浄化することがいかに困難であるかをうかがい知
ることができます。
県における防疫対応：

韓国における口蹄疫の発生を受けて、本県では以
下の対応を実施しました。

（1）国の通知に基づき、畜産関係者あてに韓国での
発生情報を提供し、飼養衛生管理基準を改めて徹
底するよう要請しました。

（2）各家畜保健衛生所において、必要資材等の確
認、デジタルカメラ等の画像診断用通信機器や防
疫マップシステムの動作を再確認し、態勢を強化
しました。

（3）庁内情報連絡会議を開催し、発生に備えた連絡
体制の確認を行いました。

（4）宮城県のホームページへ韓国での発生情報を掲
載しました。

関係者が注意すべき衛生管理：
国内、農場内へウイルスを侵入させないために、

下記に示す衛生管理の徹底を心がけてください。
（1）自分の農場に入る際も、靴や持ち込む物の消毒

を徹底する。
（2）外部から人、車をなるべく農場に入れないよう

にする。
（3）やむを得ず農場に立ち寄る車（飼料運搬車等）

のタイヤや運転席及び農場内に持ち込む物は必ず
消毒する。

（4）口蹄疫発生国に滞在し、ウイルスを伝播させる
可能性がある人や発生国から輸入された物を農場
に近づけないようにする。

（5）従業員を含めて、口蹄疫発生国への渡航はでき
る限り控える。

（6）毎日、家畜を観察し、口蹄疫を疑う症状を示す
家畜を発見した場合には、すぐに獣医師または家
畜保健衛生所に連絡する。
おわりに：

口蹄疫は牛、豚等の偶蹄類動物の病気であり、仮
に感染牛の肉を食べても、牛乳を飲んでも人に感染
することはありません。また、感染牛の肉や牛乳が
市場に出回ることはありません。

国内において口蹄疫をまん延させないためには、
早期発見、早期通報が重要です。生産者及び関係機
関が一丸となり、家畜の衛生管理を徹底し、万全な
防疫対策に努めましょう。

図１　口の水ぶくれ、破れた痕 図２　鼻の水ぶくれ、破れた痕 図３　韓国における口蹄疫の発生状況
･ （衛生安全班　高森広典）
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「平成26年度北日本養鶏研究大会
並びに鶏病研究会北海道・東北地区

技術研修会」盛会裡に終了

仙台家畜保健衛生所

北日本養鶏協議会、宮城県養鶏協会、鶏病研究会
宮城県支部主催の研究大会並びに技術研修会が８月
28日と29日の両日仙台サンプラザで開催されまし
た。

本大会の我が県での開催は、北海道・東北地区の
７道県が持ち回りで開催するため、平成18年以来７
年ぶりの開催でした。

研究大会では、253名の参加があり、記念講演と
して㈱小林ゴールドエッグの小林真作氏より「小林
ゴールドエッグ逆転のシナリオ」をテーマに、ユ
ニークな鶏卵の販売戦略についての講演がありまし
た。また、三井物産㈱の太田尚三氏より、「世界の
穀物飼料について」をテーマに講演がありました。
大会交流パーテイーは202名の参加があり、㈱小林
ゴールドエッグから提供していただいた卵料理コー
ナーは大盛況でした。

技術研修会では、162名の参加があり、７題の事
例発表と特別講演として（独）動物衛生研究所イン
フルエンザ・プリオン病研究センター長の西藤岳彦
氏より、「平成26年４月に熊本県で発生した高病原
性鳥インフルエンザ（Ｈ５Ｎ８）について」をテー
マに講演がありました。

本研究大会並びに技術研修会は、北海道・東北地
域の生産者・業界関係者並びに鶏病研究会等の関係
者が一堂に介し、国際化時代に対応した養鶏経営の
安定的発展と衛生対策を基本とした飼養管理技術の
研鑽を積むとともに相互の交流を図るためのもの
で、大変有意義な大会となりました。

平成27年度宮城県農業大学校
入学生の募集（一般入学試験：前期）

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27年度入学生の一般入学試験（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（推薦入学試験分も含む）

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27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13日（木）〜11月26日（水）当日消
印有効

◇試 験 日 時　12月11日（木）午前８時45分〜
◇合格発表日　12月19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・国語総合（60分）

・数学Ⅰ（60分）
・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、

公益社団法人みやぎ農業振興公社から奨学金
（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、本大学校の養成課
程は、国の事業である青年就農給付金（準備型）
の対象になります。

②（独）日本学生支援機構の奨学金が利用できます。

※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。･ （病性鑑定班　西　清志）
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〈畜試便り〉

MPS抗病性育種系統豚「ミヤギノL2」とその交雑種の抗病性について

宮城県畜産試験場

豚マイコプラズマ性肺炎（MPS）は、Mycoplasma hyopneumoniae（M.hp）による豚慢性呼吸器感染症の
一つであり、養豚業界に大きな経済的損失を生んでいます。一般的な感染症対策として、抗生物質やワクチ
ンの投与、SPF豚の導入等がありますが、これらは、費用がかかる上、豚の生理学的状態や環境要因に左右
されます。更に、日本の農水畜産物における抗生物質使用量はヒトの医療現場の３倍以上ともいわれ、多剤
耐性菌の出現も懸念されるなど、社会問題にもなっています。これら諸問題を解決し消費者に安全・安心な
豚肉を提供するためにも、抗生物質等に依存せず感染症に罹りにくいという「抗病性」を有する豚群の造成
技術を開発することが重要と考えられます。

宮城県畜産試験場では、MPSの肉眼的特徴病変である「肺の両側性肝変化」の面積を少なくする方向に改
良を重ね、遺伝学的にMPS抗病性を示すランドレース種系統豚「ミヤギノL2」（LA）の育種に成功しており
ます。今回、LA等純粋種５品種と、これらの雑種（雑種第一代、三元交雑種）、計12品種238頭（表１）を用い、
肺の肉眼・組織学的病変の発現状況及び肺組織内のM.hp抗原量をスコア化して比較することで、MPS抗病性
育種の基礎的知見の収集を試みました。

その結果、LAの肉眼・組織学的病変及びM.hp抗原量は他品種よりも有意に少なく、LAのMPS抗病性選抜
の有効性が確認されるとともに、肺組織内のM.hp抗原量も減少する方向に改良された可能性が示唆されまし
た。また、LA交雑種（雑種第一代、三元交雑種）のスコアはLAと一般交雑種の中間に位置したことから、
LA及びLA交雑種の活用により農家の家畜衛生状態が向上し、最終的に収益の向上につながる可能性が示唆
されました。以上のことから、抗性物質等に頼らない効果的な家畜衛生管理方法として、抗病性育種は有効
であると考えられました。

純粋種
ミヤギノL2（LA） 60頭

一般ランドレース種（LB） 18頭
大ヨークシャー種A（WA） 18頭
大ヨークシャー種B（WB） 12頭

デュロック種（D） 11頭
小　　計 119頭

雑種第一代
LA×WA（LaWa） 26頭
LA×WB（LaWb） 12頭
LB×WB（LbWb） 22頭

LA×D（LaD） 11頭
小　　計 71頭

三元交雑種
LaWa×D（LaWaD） 24頭
LbWb×D（LbWbD） 12頭

LaD×D（LaDD） 12頭
小　　計 48頭

表１　供試豚　内訳

図２　各スコアの品種間比較 図１　スコア化の例

肉眼MPS
病変スコア：
95.5％

組織病変スコア：22

M.hp抗原量：3　矢頭：M.hp

･ （種豚家きん部　佐久間晶子）

平成26年９月22日 第268号（　）10 （隔月１回発行）



私は今、宮城県農業大学校畜
産学部に在学中で、肉用牛を専
攻しています。大学校卒業後に
は、新たに牛舎を建てて肉牛の
繁殖を始める予定です。

しかし、二年前の自分がこの
ように農業大学校に通っている
姿などは想像すらしていません
でした。私が農業大学校を知っ

たのは願書の締め切り一週間前のこと、農協の方に
繁殖を始めるにはどうしたら良いか？研修先を探す
にはどうしたらよいか？と相談をしたところ石巻農
業改良普及センターで話を聞くこととなり、そこで
始めて農業大学校への入学を勧められて宮城県農業
大学校の事を知りました。

私は非農家出身で四兄弟の次男です。しかし，今
は農家の生活をしています。それというのも今いる
のは母の実家、叔父の家で、東松島市にあります。
私が東松島市の家に行くことになったのは東日本大
震災の年が明けた正月、母から実家の跡を継ぐよう
に言われたのが決め手でした。それまでは何度か水
稲の土入れや種まき、刈り入れなどの手伝いをしに
行くことがあり、そのたびに叔父から「田んぼや畑
をお前にやるから。」と言われてましたが、どこか
遠い話のように聞いてました。跡を継ぐように言わ
れ、震災後に仕事を探していた状態の私は早速引っ
越しをして農家生活がスタートしました。現在は水
稲をメインに繁殖牛との複合経営を行っています。
しかし、叔父は重機オペレーターの仕事も持ってお
り、水稲と繁殖をあわせ三足の草鞋を履いている状
態でほとんど休みなく働いています。

母に言われて決めた農家生活ですが私は動物が好
きなので、叔父の負担を軽くするためにも繁殖農家
を目指しています。そして私のような目標の無かっ
た人間でも受け入れてくれる農業の懐の深さには本
当に感謝しています。

将来は色々な制度を利用して20頭規模の経営を目
指しています。そのためのプロジェクト課題とし
て、一人でも働きやすい小規模な牛舎の研究をテー
マに進めています。また、農業大学校の先生方の指
導の結果、人工授精師の資格を夏に取得出来ました。
さらに削蹄師の資格も秋には取得する予定で、就農
への準備を進めています。

最後に、私が順調に繁殖農家になれたなら、地域
の方々、関係の方々のご指導をいただきながら経営
に励み、子供達の将来の目標となるような繁殖農家
になりたいと考えています。

〈農業大学校生の抱負〉

私が畜産を目指す理由
宮城県農業大学校畜産学部２学年

肉用牛専攻　大山　　徹

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）

〈衛生便り〉

怖い病気『臍帯炎』
〜予後不良となった子牛の事例〜

宮城県北部家畜保健衛生所

多くの新生子牛は出生時に自然に臍帯が離断さ
れ、その断端は約１週間で乾燥脱落し、尿膜管と血
管が体に引き戻されることにより、環境からの細菌
感染を防いでいます｡ しかし、臍帯が完全に乾燥す
るまでの間に環境中の細菌が感染すると臍帯炎を引
き起こすことがあります。発症子牛は、臍部が腫れ
て熱を持ち、膿汁が排出され、触れると痛がります。

今年度、管内肉用牛繁殖農場にて生後９日齢の子
牛が突然起立不能となり、神経症状を示したため、
病性鑑定を実施しました。子牛は、外見上、臍帯に
異常は見られませんでしたが、検査の結果、全身の
諸臓器から大腸菌が分離され、化膿性の臍帯炎及び
髄膜脳脊髄炎が認められました。原因は、大腸菌が
臍帯に感染し、血行性に全身に広がり神経症状を引
き起こしたと推測されました｡ また、血液検査結果
から、血中の免疫グロブリン（γ-グロブリン）の
量が低下しており、初乳未摂取または吸収不全が疑
われました。発症子牛の母牛は気性が荒かったた
め、すぐに子牛を人工哺育し初乳製剤を投与するな
ど処置を行いましたが、免疫獲得が不十分だった可
能性があります。

臍帯炎は発見が遅れたり急性の経過の場合、今回
の症例のような全身症状を示し予後不良となるた
め、農場にとっては大きな損失となってしまいます。
さらに、初乳の摂取不十分により免疫が低下してい
る状態では病原体が感染しやすい状態になってしま
います。

臍帯炎の予防のためには、①分娩房を衛生的に保
つこと、②適切な初乳の給与、③臍帯の適切な消毒
を実施することが重要です。なお、臍帯の消毒には
一般に７％イソジンなどが用いられますが、野外で
は乾燥しやすい特性を優先してヨードチンキも多用
されています。

日頃から出生後の子牛の健康観察をこまめに実施
し、異常が認められた場合は、獣医師または各家畜
保健衛生所・畜産振興部までご連絡ください。

･ （防疫班　佐沢公子）
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〈New face〉
みやぎの酪農農業協同組合

仙南支所　総務係

小原亜祐美

〈New face〉

ＮＯＳＡＩ宮城　県北家畜診療センター

平間　拓栄

はじめまして。平成24年
６月よりみやぎの酪農農業
協同組合仙南支所総務係に
配属になりました、小原亜
祐美と申します。出身は宮
城県村田町、出身高校は大
河原商業高等学校です。

私はこれまで酪農に携わったことがありません
でした。高校は商業高校ですし、前職はサービス
業、中古車関係でした。また、知り合いに酪農家の
方がいなかったので酪農の仕事内容も知りませんで
した。えさの名前一つとっても聞いたこともなく、
部品の名称もわからず未知の世界での仕事に不安で
いっぱいで、戸惑いばかりの毎日でした。

しかし、ほんのささいなことでも一つ一つ丁寧に
教えてくださる優しい先輩に恵まれ、不安も解消さ
れました。

現在は配属になって２年程たちますが、酪農のこ
と、総務の仕事のことわからないことがまだまだた
くさんあり、毎日が勉強です。ひとつでも多くのこ
とを先輩方から学び、確実に吸収したいと思ってお
ります。これからも頑張って参りたいので今後とも
ご指導、ご鞭撻の程よろしくお願いいたします。

はじめまして、４月から
ＮＯＳＡＩ宮城の県北家畜
診療センター診療課に配属
となりました平間拓栄と申
します。出身地は宮城県蔵
王町で、実家は和牛の一貫
経営を営んでいます。

平成17年に北海道の酪農
学園大学を卒業後、北海道ＮＯＳＡＩに就職し、主
に乳牛の診療や損害防止事業を担当し４年間勤務致
しました。その後、ＮＯＳＡＩ山形に所属し米沢市
の診療所で５年間勤め、今春からＮＯＳＡＩ宮城に
勤務することとなりました。北海道や山形県では、
農業の形態が土地や風土によって全く異なり、その
環境の中で農家が環境に適応し、逞しく一所懸命に
農業に携わる姿に胸をうたれ、また、学ぶことも多
くありました。山形では診療業務に加え、酪農協で
の農場ＨＡＣＣＰ認証事業や乳質改善事業に携わ
り、食の安全や農業従事者の増収へ向けた生産物へ
の付加価値付与の試みも経験させていただきまし
た。それらの経験の中で、あらためて、現場で農家
に寄り添う臨床獣医師という職業に大きなやりがい
を感じると共に、故郷である宮城県の畜産に貢献し
たいという思いが大きくなりました。

大学時代は正道会館空手部とフットサルサークル
に所属していたので、スポーツ全般、とりわけ格闘
技やサッカーが大好きです。にわかファンではあり
ますがベガルタ仙台を応援していますので、サッ
カー好きの方は声を掛けて下されば嬉しいです。

臨床獣医師として、故郷宮城県の畜産振興に関わ
れることとなり、大きなやりがいと喜びを感じてい
ます。農家と共に考え、悩み、宮城県の農業に道を
拓いていけるような獣医師を目指し、一生懸命頑張
りますので、皆様どうかご指導宜しくお願い致しま
す。
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