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【「岩手の畜産」は、バックナンバーも含め協会のホームページでご覧いただけます。】

岩手県中央家畜保健衛生所　　　
所　長　齋　藤　久　孝

　昨年12月に農林水産省が発表した「平成29年農
業算出額」において、本県は2,693憶円で、その
内、畜産が1,670憶円（62％）を占め、本県農業の
牽引役となっています。一方、岩手県は、平成31年
４月に新たな県民計画を策定し、10年後（2028年度）
の計画達成を目指して第Ⅰ期アクションプラ
ンを実行しています。計画のキーワードは
「幸福」となっています。農業分野での指標
は、一経営体当たりの農業算出額の増加で
あり、10年間で451万円（平成29年：399万円）
まで引き上げることを目指します。県が開
発した「銀河のしずく」や「金色の風」に
よって米の産出額が増加すること、そし
て、産出額トップを占める「畜産」が牽引
役となることなどが期待されます。耕畜連
携は、これまでの家畜での稲わらの粗飼料
等利用に加え、一定量の米を食した家畜か
ら得られる食肉が美味しさを増し、輸入畜
肉との差別化に大いに貢献するなど「岩手
ならでは」となっています。
　さて、現在、国内畜産における最重要案
件は、昨年来、岐阜県を中心に発生・拡大
中の豚コレラです。特にも、既に関東圏へ
の本病ウイルスの侵入があり、本県の大規模養豚
農場が利用する関東圏の食肉処理場において本病
の発生が懸念されるなど、東日本における養豚業
の大いなる脅威となっています。これまで、発生
農場等の飼養豚の殺処分が防疫措置の中心でした

が、今後は、発生地域を中心としたワクチンによ
る予防も導入され、本病の東日本地域での拡大防
止が期待されます。
　もう一つの重要案件は、近隣諸国で発生拡大し
ているアフリカ豚コレラです。既に本病の感染性

を有するウイルスが違法に国内へ持ち込ま
れた食肉加工品から検出されています。ア
フリカ豚コレラについては、予防用のワク
チンはなく、防疫措置は殺処分を行うほか
ありません。国内への侵入防止対策が何よ
りも重要となっています。現在、本県はじ
め国内では、国が新たに創設した「アフリ
カ豚コレラ緊急防疫対策事業」を活用し、
養豚場周辺への防護柵の設置を進めること
にしています。この対策により、野生いの
ししの侵入を防止することで、豚コレラ及
びアフリカ豚コレラ双方に対する防御が強
化されることになります。
　豚の伝染病に関する対策を述べてきまし
たが、この季節に特有ともいえる家畜伝染病
への備えも重要です。高病原性インフルエン
ザ対策です。原因となるウイルスを運ぶ渡り
鳥が飛来するシーズンがやってきました。

　家畜保健衛生所としては、関係する皆様と力を
合わせながら、本県農業のけん引役である畜産を
家畜伝染病から守るため、全力で取り組んで参り
ます。ご支援、ご協力をよろしくお願い申し上げ
ます。

　　　　　　本県農業を牽引する「畜産」と養豚・養鶏を脅かす伝染病への対策について
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第63回岩手県畜産共進会
　当協会主催の第63回岩手県畜産共進会が、９月
４日の黒毛和種の部を皮切りに、畜種ごとに開催
されました。

　９月４日の黒毛和種の部の審
査に先立って行われた総合開会
式では、久保憲雄会長から、「生
産者の皆さんには、一昨年、宮
城県で開催された第11回全国和
牛能力共進会での結果等を踏ま
え、今年度から、次回の鹿児島

大会に向けて、指定種雄牛交配や、24か月齢での
肥育実証試験がスタートするとうかがっている。
特に、超音波診断装置の活用など、前回の検証等
も踏まえて、しっかりと取り組んでいただきた
い。11月には、第12回全国和牛能力共進会に向け
ての決起大会が開催されるので、更なる機運醸成
を期待したい。一方、いよいよ来年の10月には、
第15回全日本ホルスタイン共進会が九州・沖縄ブ
ロック大会として宮崎県都城市で開催される。本
番まで、残すところ１年となり、今回の共進会が
来年の県選抜を占う絶好の機会となる。全国の舞
台で好成績が得られるよう、生産者及び関係者の
一層のご努力をお願いする。」という趣旨の挨拶
がありました。
　各部門の審査の結果、名誉賞は次のとおりです。
◇黒毛和種の部

（９月４日、JA全農いわて中央家畜市場）
◦名誉賞

◇ホルスタイン種の部
　（９月５日、JA全農いわて中央家畜市場）

◦名誉賞

◇日本短角種の部
（９月６日、JA全農いわて中央家畜市場）

◦名誉賞

◇馬の部（９月12日、馬っこパーク・いわて）
◦名誉賞

若雌の部
区別 出品番号 名　　号 生年月日 住　　所 氏　　名

第２区 27 はなみ H30.4.16 久慈市山形町 栃 元　 昇

群出品の部
区別 出品番号 名　　号 生年月日 住　　所 氏　　名

第５区 1
44 ゆりやまね H27.6.21 岩泉町釜津田 佐々木 和時美
45 くもひかり H27.1.25 岩泉町安家 合 砂 哲 夫
46 やまねてんのう H26.12.23 岩泉町下有芸 工 藤 ミ ヱ

個体の部
部別 出品番号 名　号 生年月日 住　　所 氏　　名

第２部 15 ひめはな H29.3.21 岩泉町釜津田 佐々木 和時美

牧野牛群の部
部別 出品番号 名　号 生年月日 住　　所 氏　　名

第４部 2
33 はるひめ H26.3.1 岩泉町釜津田 佐 々 木 松 郎
34 たつひめ H24.3.8 岩泉町釜津田 佐 々 木 久 由
35 かねゆき H23.3.18 岩泉町釜津田 三 上 孝 弘

類別 出品番号 名　号 生年月日 住　所 氏　名

第３類 304 日本輓系種
七　星 H25.5.28 滝沢市篠木 斉藤 晴司

未経産牛の部
部別 出品番号 名　　　号 生年月日 住　　所 氏　名

第５部 501 ﾌ ﾛ゚ｽﾍ ﾘ゚ー  ｱｽﾄｱ ﾄ ｱ゙ﾏﾝ ﾅﾅ H29.11.27 遠野市上郷町 佐野 茂樹

経産牛の部
部別 出品番号 名　　　号 生年月日 住　　所 氏　名

第８部 805 ﾌﾙﾊｳｽ ｺﾞー ﾙﾃ ﾝ゙ ﾒﾘｰ H28.4.30 洋野町帯島 清水 繁勝
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TEL.0195－66－0555　FAX.0195－66－0511

乳製品の自宅宅配承っております。 風車が回る高原の焼肉レストラン

TEL/FAX.0195－68－2010TEL.0195－66－0030　FAX.0195－66－0031

ご宿泊･ご宴会にご利用下さい。

一般社団法人 葛巻町畜産開発公社 〒028－5402　岩手県岩手郡葛巻町葛巻40－57－125
TEL.0195－66－0211　FAX.0195－66－0755http://www.kuzumaki.jp

平成30年度岩手県獣医畜産業績発表会

岩手県農業共済組合長賞受賞（獣医部門）

臍静脈炎と多発性関節炎を併発した子牛の二症例
岩手県農業共済組合　岩手県北基幹家畜診療所　北部家畜診療所　技師　三　浦　沙　織　

はじめに
　子牛の臍帯遺残構造感染症には、臍炎、臍静脈
炎、臍動脈炎および尿膜管炎がある。臍静脈炎か
ら全身に感染が波及し、関節炎、腹膜炎、敗血症
などの重篤疾患が継発しているものは予後不良と
されることが多い。今回、若齢子牛の臍静脈炎に
併発して多発性関節炎が認められた症例に遭遇し
たため、その概要を報告する。

症例
　症例１は黒毛和種、28日齢、雄で、肢が腫れて
いるという稟告で往診依頼があった。初診時、体
温39.2℃、左前肢球節に腫脹、熱感、波動感及び
著しい圧痛が認められた
（図１）。臍帯の腫脹及
び圧痛も見られた。第３
病日まで抗菌薬を３回投
与し、関節及び臍帯の腫
脹は軽減した。第４病日
に実施したＸ線検査にお
いて、第三中手骨遠位の
骨融解像及び同領域の透
過性の低下が認められた
（図２, ３）。超音波検査
では、臍静脈膿瘍が確認

された。膿瘍は肝臓周囲で大きくなり、肝臓と広く
接着し境界は不明瞭であった。以上の所見から予
後不良と判断し、第９病日に病理解剖を実施した。
臍静脈膿瘍は肝臓と交通しており、肝左葉に直径１
㎝程度の膿瘍が２つ確認された。左前肢球節には
乾酪化した膿が充満していた。また、左手根関節
は拡大しており、内部には少量の膿が認められた。
　症例２は日本短角種、８日齢、雄で、元気がな
いという稟告で往診依頼があった。初診時、体温
38.8℃で、起立を嫌うという症状の他には特に異
常が認められなかったため、一旦は経過観察とし
た。第３病日、足が腫れてきたと再び往診依頼が
あった。体温39.9℃、両手根関節及び右飛節の腫
脹、熱感が認められた。右手根関節は自壊し排膿
しており、右飛節の関節包は突出し波動感があっ
た。臍帯の腫脹も見られた。第７病日まで５回の
抗菌薬投与と、関節自壊部の洗浄を継続した。こ
の間、臍帯は腫脹軽減するも、手根関節からの排
膿に変化は見られず、加えて右前肢球節の腫脹が
確認されたため、第８病日より抗菌薬を変更し、
第22病日までに６回投与した。第８病日以降、臍
帯及び右飛節以外の関節は徐々に縮小した。超音
波検査により、第４病日に直径２㎝で膿を容れた
管状の臍静脈が認められ
たが、第21病日には縮小
しているのが確認され
た。第22病日以降も右飛
節の腫脹、熱感が続いた
ため（図４）、第39病日
までに右飛節に対して３
回抗菌薬の局所灌流を実
施し、経過観察とした。
第21、34病日に実施した
右飛節の超音波検査で
は、関節腔内に低エコー
性の液体貯留及びフィブ図２,３：症例１の第４病日のＸ線検査画像（左：背−掌側像、右：ラテラル像）

図１：症例１の前肢の外貌（第２病日）

図４：症例２の右後肢の外貌（第34病日）
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母豚２,０００頭の一貫経営母豚２,０００頭の一貫経営
・農場HACCP認証農場　　・良質豚ぷん堆肥の供給
・徹底した衛生管理と優良系統豚による斉一性の高い高品質豚肉の生産・供給

「みなみよ～とん株式会社」
 岩手町大字川口36‒242‒3

TEL.0195‒62‒9087 FAX.0195‒62‒9373

※精肉のご用命は岩手畜流会（食肉専門店）へ中央畜産会認証第１号（南山形）

⑶　広域振興局毎の内訳

⑷　経営者の年齢毎の内訳

２　分析結果の概要
⑴　繁殖経営
　ア　黒毛和種
　　【対象概要】
　　　目的別例数

平成30年度に実施した 
経営診断の概要

《肉用牛部門》

１　分析対象の内訳
　平成30年度の畜産生産基盤育成強化において、
経営診断改善指導（平成29年、平成30年１月から
12月まで）及び経営管理技術指導（平成29年、平
成30年１月から12月まで）を行った26経営体を対
象とした。
⑴　目的別の内訳

⑵　品種・経営区分別の内訳

リンの浮遊が認められた（図５）。同時に採取し
た関節穿刺液の好気培養検査では菌の発育は確認
されず、顕微鏡検査において好中球が多数認めら
れた。第67病日目に治癒転帰となり、その後も良
好に発育している。

　出生時の状況聞き取り調査より、症例１は自然
分娩により出生し、臍帯消毒はされていなかっ
た。症例２は軽度の助産を経て出生し、１回の

ヨード剤噴霧による臍帯消毒が実施されていた。

考察とまとめ
　症例１は病理解剖の結果より、臍帯からの血行
性感染の存在が示唆された。症例２に関しては、
血行性感染の有無は不明であったものの、発症が
８日齢と早かった。以上のことと、２症例ともに
外傷が認められなかったことから、本症例は臍静
脈炎を原発として多発性関節炎を発症した可能性
が高いと考えられた。
　本症例はいずれも出生時の臍帯の消毒が十分に
実施されていなかった。そのため臍帯の消毒方法
について再確認したい。消毒の前に、まずは臍帯
の外側を水洗し、臍帯内の血液を圧迫して外へ排
出させてから消毒を行う。消毒方法としては、容
器に入れた消毒薬（ヨード剤や２％クロルヘキシジ
ンが効果的）の中に臍帯を浸す方法が良いとされ
ている。これは臍帯が乾燥するまで数日実施する
とよい。また、臍帯の消毒だけでなく分娩房を清
潔に保ち、臍帯を汚染させないことも大切である。

区　　分 事例数
所得向上のための現状分析 19例（73.1％）

投資後の経営状況分析 ４例（15.4％）
生産状況分析（地方特定品種） ３例（11.5％）

区　　分 事例数
黒毛和種繁殖 17例（65.4％）
黒毛和種肥育 ６例（23.1％）

日本短角種繁殖 ２例（ 7.7％）
日本短角種肥育 １例（ 3.8％）

振興局
経営区分 盛岡 県南

（本局）
県南
（花巻）

県南
（一関）

県南
（遠野）

沿岸
（本局）

沿岸
（宮古）

県北
（本局）

県北
（二戸）

計

黒毛和種繁殖 9 1 1 2 2 1 1 17

黒毛和種肥育 1 3 2 6

日本短角種繁殖 1 1 2

日本短角種肥育 1 1

合　　計 11 4 1 4 2 0 2 1 1 26

区　分 30代 40代 50代 60代 70代

事例数 ４例
（15.3％）

１例
（3.9％）

11例
（42.3％）

９例
（34.6％）

１例
（3.9％）

区　　分 事例数
所得向上のための現状分析 15例（88.2％）

投資後の経営状況分析 ２例（11.8％）

図５：症例２の右飛節の超音波検査画像（第21病日、内側面縦断像）
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●動物用医薬品販売の全国ネットワークを駆使し、
あらゆる動物の健康維持に貢献します。

動物の健康は人の健康につながる

本社：北海道北広島市大曲工業団地6-2-13　盛岡支店：TEL 019（638）3291

動物用医薬品・畜産用資材・器材・医療機器・医薬品

　　　飼養頭数別例数

　　【生産技術項目（下段は標準偏差）】

　　【損益項目（下段は標準偏差）】

　成雌牛１頭当たり子牛出産頭数は0.81頭
（標準偏差：±0.07頭、中央値0.82頭）で、
前年と変化はなかった。
　平均分娩間隔は12.6か月（標準偏差：±0.6か
月、中央値12.6か月）で、前年と変化はなかった。
　日齢体重は、雌で0.932㎏、去勢で1.061㎏
となり、雌0.006㎏、去勢0.01㎏それぞれ前年
より増加した。
　子牛１頭当たり販売額（雌・去勢平均）は
737,431円（標準偏差：±76,711円、中央値
777,461円）で、前年より15,731円下回った。
　成雌牛1頭当たり売上高は522,617円（標準
偏差：±114,111円、中央値514,452円）で、
前年より25,298円下回った。
　成雌牛１頭当たり年間所得は162,348円（標

準偏差：±114,969円、中央値128,406円）で、
前年より46,058円下回った。
　所得率は31.1％（中央値24.7％）で、前年
より6.9％下回った。

　イ　日本短角種（参考）
　　【対象概要】
　　　目的別例数

　　　飼養頭数別例数

　　【生産技術項目（下段は標準偏差）】

　　【損益項目（下段は標準偏差）】

　※生産技術項目及び損益項目は、一貫経営体データ含む

　成雌牛１頭当たり子牛出産頭数は0.72頭（標
準偏差：±0.06頭）で、前年より0.15頭下回った。
　平均分娩間隔は12.2か月（標準偏差：±0.4
か月）で、前年と変化はなかった。
　日齢体重は、雌で1.130㎏、去勢で1.160㎏
となり、雌0.163㎏、去勢0.03㎏それぞれ前年

区　分 20頭未満 20～30頭未満 30～40頭未満 40～50頭未満 50頭以上

事例数 ７例
（41.2％）

１例
（5.9％）

１例
（5.9％）

５例
（29.4％）

３例
（17.6％）

区　　分 29年（16例） 30年（17例）

成雌１頭当たり子牛出産頭数 頭 0.81
（±0.12）

0.81
（±0.07）

成雌１頭当たり子牛販売頭数 頭 0.73
（±0.10）

0.71
（±0.14）

分娩間隔 月 12.6
（±0.6）

12.6
（±0.6）

子牛事故率 % 3.4
（±3.3）

4.4
（±4.5）

雌
子
牛

出荷日齢 日 281
（±19）

281
（±31.0）

出荷体重 ㎏ 261
（±18）

262
（±25.4）

日齢体重 ㎏ 0.926
（±0.046）

0.932
（±0.070）

去
勢
子
牛

出荷日齢 日 276
（±23）

276
（±21.5）

出荷体重 ㎏ 290
（±28）

293
（±26.6）

日齢体重 ㎏ 1.051
（±0.043）

1.061
（±0.054）

区　　分 29年 30年

子牛販売額（雌・去勢平均） 円 753,162
（±103,315）

737,431
（±76,711）

成雌牛１頭当たり売上高 円 547,915
（±122,512）

522,617
（±114,111）

成雌牛１頭当たり年間所得 円 208,406
（±137,850）

162,348
（±114,969）

所得率 ％ 38.0
（±21.2）

31.1
（±17.4）

区　　分 事例数
生産状況分析（地方特定品種） ２例（100％）

区　　分 10頭未満
事例数 ２例（100％）

区　　分 29年（２例） 30年（２例）

成雌１頭当たり子牛出産頭数 頭 0.87
（±0.08）

0.72
（±0.06）

成雌１頭当たり子牛販売頭数 頭 0.75
（±0.02）

0.39
（±0.34）

分娩間隔 月 12.2
（±0.8）

12.2
（±0.4）

子牛事故率 % 0.0
（±0）

0.0
（±0）

雌
子
牛

出荷日齢 日 229
（±0）

205
（±9）

出荷体重 ㎏ 222
（±5）

231
（±5）

日齢体重 ㎏ 0.967
（±0.02）

1.130
（±0.023）

去
勢
子
牛

出荷日齢 日 219
（±6）

232
（±1）

出荷体重 ㎏ 248
（±17）

269
（±3）

日齢体重 ㎏ 1.130
（±0.04）

1.160
（±0.013）

区　　分 29年 30年

子牛販売額（雌・去勢平均） 円 340,221
（±81,021）

323,608
（±33,873）

成雌牛１頭当たり売上高 円 297,288
（±67,550）

516,911
（±103,526）

成雌牛１頭当たり年間所得 円 173,105
（±69,112）

145,855
（±2,660）

所得率 ％ 58.2
（±9.7）

28.2
（±8.6）
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より増加した。
　子牛１頭当たり販売額（雌・去勢平均）は
323,608円で、前年より16,613円下回った。
　成雌牛１頭当たり売上高は516,911円（標
準偏差：±103,526円）となったが、繁殖主
体経営から一貫経営体に移行したデータが含
まれたことにより前年を上回った。
　成雌牛１頭当たり年間所得は145,855円（標
準偏差：±2,660円、中央値145,855円）で、
前年より27,250円下回った。
　所得率は28.2％で、前年より30％下回った。

⑵　肥育経営
　ア　黒毛和種
　　　目的別例数

　　　飼養頭数別例数

　　【生産技術項目（下段は標準偏差）】

　　【損益項目（下段は標準偏差）】

　肥育期間は、雌若齢で17日、去勢若齢で22
日前年より短縮となったが、肥育終了時体重
は、雌で17㎏、去勢で６㎏前年より増加した。
　一日当たりの増体量は、雌で0.652㎏（標準偏

差：±0.033㎏、中央値0.651㎏）、去勢で0.772㎏
（標準偏差：±0.064㎏、中央値0.767㎏）とな
り、雌0.015kg、去勢0.007kg前年より増加した。
　肥育出荷時日齢では、雌若齢で917日（月
齢30.2か月、中央値917日）、去勢若齢で920
日（月齢30.3か月、中央値920日）となった。
　肥育牛出荷１頭当たり売上高は、1,301,357
円（標準偏差：±199,989円、中央値1,390,318
円）で、前年より10,237円上回った。
　常時１頭当たり年間所得は、136,748円（標
準偏差：±63,194円、120,335円）で、前年よ
り14,458円下回った。所得率は、18.4％（中
央値12.9％）で、前年より1.9％下回った。

　イ　日本短角種（参考）
　　　目的別例数

　　　飼養頭数別例数

　　【生産技術項目（下段は標準偏差）】

　　【損益項目（下段は標準偏差）】

※生産技術項目及び損益項目は、一貫経営体データ含む

　肥育期間は、前年より雌若齢では26日、去
勢若齢では71日延長したが、肥育終了時体重
は、雌で31㎏下回り、去勢で94㎏上回った。

区　　分 事例数
生産状況分析 １例（100％）

区　　分 20頭以上
事例数 １例（100％）

区　　分 50頭未満 50～100頭未満
事例数 １例（16.7％） ５例（83.3% ）

区　　分 事例数
所得向上のための現状分析 ５例（83.3％）

投資後の経営状況分析 １例（16.7％）

区　　分 29年（６例） 30年（６例）

雌
若
齢

肥育期間 日 663
（±59）

646
（±29）

肥育終了時日齢 日 903
（±8）

917
（±2）

肥育終了時体重 ㎏ 667
（±16）

684
（±40）

一日当たりの増体量 ㎏ 0.637
（±0.065）

0.652
（±0.033）

去
勢
若
齢

肥育期間 日 667
（±18）

645
（±19）

肥育終了時日齢 日 932
（±23）

920
（±17）

肥育終了時体重 ㎏ 788
（±42）

794
（±42）

一日当たりの増体量 ㎏ 0.765
（±0.06）

0.772
（±0.064）

区　　分 29年 30年

雌
若
齢

肥育期間 日 642
（±29）

668
（±31）

肥育終了時日齢 日 838
（±0）

892
（±44）

肥育終了時体重 ㎏ 766
（±0）

735
（±47）

一日当たりの増体量 ㎏ 0.807
（±0.034）

0.765
（±0.126）

去
勢
若
齢

肥育期間 日 556
（±14）

627
（±56）

肥育終了時日齢 日 857
（±56）

861
（±71）

肥育終了時体重 ㎏ 692
（±13）

786
（±28）

一日当たりの増体量 ㎏ 0.794
（±0.028）

0.880
（±0.149）

区　　分 29年 30年

肥育牛出荷１頭当たり売上高 円 1,291,120
（±180,945）

1,301,357
（±199,989）

肥育牛常時１頭当たり年間所得 円 151,206
（±13,437）

136,748
（±63,194）

所得率 ％ 20.3
（±3.8）

18.4
（±8.3）

区　　分 29年 30年

肥育牛出荷１頭当たり売上高 円 839,670
（±38,914）

1,082,803
（±36,256）

肥育牛常時１頭当たり年間所得 円 292,021
（±277,439）

203,711
（±131,279）

所得率 ％ 20.8
（±18.2）

20.8
（±5.4）
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●普通乗鞍・ウエスタン鞍・ポニー用鞍等乗馬具・輓馬具一式・畜犬具　
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●共進会用 ●牛馬手入用毛ブラシ
　・根ブラシ・金ぐし

　一日当たりの増体量は、前年より雌で
0.042㎏下回り、去勢で0.086㎏上回った。
　肥育終了時日齢では、雌若齢で892日（29.3
か月）、去勢若齢で861日（28.3か月）となった。
　所得率は、20.8％で、前年と変わらなかった。

３　考察
⑴　繁殖経営
　ア　黒毛和種
　　ア　生産技術

　平均分娩間隔は、12.6か月で前年と変わ
りがなく、調査事例において11.5か月が最も
短く、13.8か月が最長となった。労働力員
数に関わらず、牛の観察をしっかりと行っ
ている事例ほど分娩間隔の成績は良好で、
その他に、パドック等での運動、高齢牛及
び不受胎牛の更新が計画的に行われている
事例が短縮に結びついていた。一方で、農
外従事及び農繁期の観察不足が分娩間隔の
長期化につながっている事例もあった。
　子牛生産技術は、雌子牛出荷平均日齢281
日、出荷体重262㎏、日齢体重0.932㎏。去勢
子牛出荷日齢276日、出荷体重293㎏、日齢体
重1.061㎏となり、日齢体重は前々年度からそ
れぞれ増加しており、種付けの段階から後継
牛及び市場での取引を考え、全ての事例で種
雄牛選定を経営者が行い、また、市場出荷日
齢短縮への取り組みを進める事例もあった。

　　イ　財務管理
　子牛市場では、近年の高値取引が続いてい
たが、調査事例にあっては生産技術が安定し
ている経営体が多い中にあっても、子牛販売
額、売上高、所得、所得率において前年を下
回った。

　イ　日本短角種
　　ア　生産技術

　平均分娩間隔は、12.2か月で、前年と変
化はなかった。１事例が一貫経営に経営形
態を変更したことで子牛販売頭数は0.39頭
と前年を大きく下回った。
　繁殖専門の調査事例については、安定し
た生産技術と事故牛も無かったことから、
成績は前年を上回った。

　　イ　財務管理
　調査事例であった繁殖主体経営が、一貫
経営に経営形態を変更し、子牛販売を行わ
ず繁殖及び肥育もと牛として自家保留を多
く行ったことから、所得率は28.2%と前年
を下回った。繁殖専門の調査事例について
は、短角子牛市場成績に伴い売上高、所
得、所得率において前年を上回った。

⑵　肥育経営
　ア　黒毛和種
　　ア　生産技術

　調査事例の肥育終了時月齢は、去勢若齢で
30.3か月、雌若齢で30.2か月となり、ほぼ全て
の事例で、30か月を超える出荷月齢となった。
　本調査では、去勢及び雌肥育において
も、肥育終了時体重は前年を上回る結果と
なり、全ての経営体で出荷体重を増やすた
め、飼養管理の徹底に取り組んでいる。調
査経営体のうち３戸が繁殖部門を取り入れ
ており、素畜費の抑制効果が大きかった。

　　イ　財務管理
　これまで肥育素牛価格が高値で推移し、
枝肉相場も高水準が続いてきたが、出荷1頭
当たり売上高、年間所得、所得率について
前年を下回ったことから、収益性の悪化が懸
念される。素牛高が経営に影響する中にあっ
て、肥育専門事例では、販売金額平均が
1,700千円を超える成績となったものの、その
もと畜費は1,000千円を超えた事例もあった。

　イ　日本短角種
　　ア　生産技術

　肥育終了時日齢を月齢にすると雌で29.3
か月、去勢で28.3か月となった。去勢及び
雌若齢肥育で、それぞれ28か月を超える月
齢となった。本調査では、去勢若齢肥育で
94㎏上回り、雌若齢肥育は31㎏下回った。

　　イ　財務管理
　肥育牛出荷１頭当たり売上高では、契約
先との取引単価変更により前年を上回った
が、肥育牛出荷頭数が契約先の受入により
影響を受け、一般取引もあったことから、
常時１頭当たりの年間所得では前年を下
回った。
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は、ゲノミック評価の実用化、そして今月は、新
たに脂肪酸組成のゲノミック評価も実用化した。
現在は、産肉能力以外の形質に係るゲノミック評
価技術の実用化に向けて取り組んでいる。これか
らも農家の収益性向上につながる技術開発を進め

て参りたい。」という趣旨のご
挨拶がありました。
　その後の、ＪＡ全農ミート
フーズ㈱東日本営業部の冨谷尚
博技術主管による「平成30年の
共励会の枝肉成績と今後の種雄
牛の動向について」と題した講

４　まとめ
⑴　繁殖経営

　調査した全ての事例で所得は確保されたが、
肉用牛繁殖経営において、収益性を向上させるた
めには、販売物である子牛の生産頭数を増やすこ
とが重要で、経営の基盤である成雌牛1頭当たり
で、収入となる子牛をどのくらい生産したかとな
る子牛生産率は高位の数値を目指す必要がある。
　また、収益性を向上させる取組を進める中に
あっても、生産費の圧縮を常に検討する必要も
あることから、自給粗飼料及び水田放牧等を有
効活用することなどにより、購入飼料費・生産
原価の低減も期待できる。
　肉用牛生産基盤の強化を図る上で、繁殖雌牛の
分娩間隔の短縮や子牛の事故率低減、労働負担の
軽減が重要な中にあって、生産性を高める取組とし
て、ＩＣＴ等の新技術を活用した発情発見装置、
分娩監視装置を取り入れ、分娩事故の防止及び分
娩間隔の短縮等に取り組む事例が増えてきている。
　本県において、肉用牛生産の主産地として持
続的に発展をしていくため、「担い手づくり」、
「牛づくり」、「飼料づくり」を推進し、飼養規
模の拡大と生産性の向上による足腰の強い経営
を確立し競争力を高めるためにも、経営者自ら
様々な情報収集に努めることが重要となる。
　なお、疾病対策・衛生対策については、予防
に重点を置くとともに、発生を早い段階で見つ
けて、速やかな獣医師による治療を心掛けたい。

⑵　肥育経営
　肉用牛肥育経営は、素牛導入や購入飼料費等

運転費用に多くの資金を要し、さらに、子牛・
枝肉の相場、配合飼料価格等の経営内外の影響
を受け易く、回転率も低いため、常に資金繰り
を念頭に置かなければならない。
　自己資本率を高めるため預託牛頭数を徐々に
減らし、自己所有牛を少しずつ増やしてきた事
例において、調査期間で導入した肥育もと牛が
全頭預託牛となったことから、肥育経営におけ
る資金繰りには注視しておく必要がある。
　このような中でも、素牛確保及び生産コスト低
減を図るため、繁殖部門を取り入れた肥育経営体
にあっては、コスト低減に一定の効果が伺える。
　また、経営安定のためには事故防止が一層重
要であり、飼養管理の徹底と衛生対策強化によ
る早期発見、早期治療に努め、高額な素牛を出
荷することから、セーフティネット（牛マルキ
ン）への加入が必須である。

⑶　外部支援組織活用と育成・強化
　岩手県酪農・肉用牛生産近代化計画に基づ
き、肉用牛経営の体質を強化し、他産業並みの
所得を確保していくため、繁殖及び肥育経営で
の繁殖雌牛の増頭による規模拡大が必要であ
り、特に、肥育専門経営では、経営内一貫生産
の取組について検討する必要がある。肉用牛経
営における飼養規模拡大と生産性の向上に向け
て、低コスト化、省力化に必要な作業の外部化
として、キャトルセンター、コントラクター、
ＴＭＲセンター等を積極的に活用するための、
外部支援組織の育成・強化についても更に進め
る必要がある。

2019 LIAJ 和牛講演会

　一般社団法人家畜改良事業団（伊地知俊一理事
長）主催の2019 LIAJ 和牛講演会が、８月30日に
盛岡市繋で開催されました。
　冒頭、伊地知理事長から、「昭和49年に岩手県
の協力を得て広域的な精液の供給を開始。
　当地は当事業団にとって、和牛改良業務の発祥
の地である。昭和55年からは全国規模での後代検
定による優良種雄牛選抜を実施してきた。昨年
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滝沢市穴口203－13
TEL 019(641)4545　FAX 019(641)3037

東北オリオン株式会社　岩手営業所畜舎施設及び内部設備は当社にご用命を！
畜舎設計から畜舎換気、給水設備、ストール各種設計施工。
搾乳、糞尿、給飼設備のトータルプランナー。

演では、繁殖農家における交配のポイントとし
て、繁殖雌牛の父方や母の父の血統だけでなく、
母方の母の父も考慮すべきであることなどが話さ
れました。360人を超える参加者は熱心に耳を傾
けていました。

日本産肉研究会 
第24回学術集会の開催

　令和元年９月17日岩手大学において、日本産肉
研究会（会長・松崎正敏弘前大学農学生命科学部
教授）第24回学術集会（一般社団法人日本草地畜
産種子協会共催）が、日本畜産学会第126回大会
（会期：９月17日～20日）の関連集会として開催
されました。

　今回のテーマは、「乳用およ
び肉用牛の放牧飼養を再考す
る」で、吉塚公雄田野畑山地酪
農牛乳株式会社代表による「大
地に根差した創造生産の喜び」
と題した基調講演に続いて、放
牧飼養による肉用牛生産の代表

格である日本短角種に関する次の４講演が行われ
ました。

１　岩手県における日本短角種の生産・流通の現状
　　講師：小岩一幸（岩手県農林水産部）
２　日本短角種の放牧を利用した肥育方式の可能性
　　講師：柴伸弥（農研機構・東北農業研究センター）
３　十和田八甲田日本短角牛推進協議会の取り組み
　　講師：畔柳正（ 北里大学獣医学部附属フィールドサイエンスセンター）
４　 流通から考える、放牧を取り入れた赤身肉牛種の可能性
　　講師：萩澤紀子（株式会社東京宝山）、
　　　　　田村樹起（有限会社田村牧場）
　基調講演、一般講演ともに、放牧という自然の
恵みを活用した酪農や肉用牛生産の有用性を再認
識する機会となりました。

畜 産 の 研 究（122）

近赤外線等を活用した自給飼料
の迅速な成分分析手法の確立

　粗飼料は、品種、収穫時の生育ステージ、肥培管
理、土壌条件、気象条件などの違いにより栄養価が
大きく変動するため、成分分析により栄養価を正確
に把握したうえで給与することが望まれます。県で
は、農家で生産された粗飼料を分析し、その結果を
もとに飼養管理や粗飼料生産についての技術指導
を行う「自給飼料分析指導事業」を実施しており、
毎年500点近いサンプルの分析が行われています。
　事業では、近赤外分光法と呼ばれる方法で分析

を行っています。これは、専用の機器（写真）を用
いて様々な波長（1100～2500nm）の近赤外線を
サンプルに照射して波長ごとの吸光度を測定し、
あらかじめ作成していた吸光度と成分含量の関係
式（検量線）から成分含量を推定する方法です。
試薬が不要で、サンプルを非破壊的かつ迅速（２
～３分程度）に、しかも複数の成分を同時に測定
することができるため、化学分析に比べて分析に
要する労力と時間が極めて少ないことが特徴です。
　近赤外分光法では、分析結果の信頼性確保のた
め、定期的に検量線の推定精度を実際に分析され
るサンプルを用いて確認する必要があります。現
在、牧草（乾草）、牧草サイレージ、コーンサイ
レージ及び稲発酵粗飼料について、14成分（稲発
酵粗飼料は９成分）の検量線を用いて分析してい
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お届けします！　一歩すすんだ安全・安心

JA全農北日本くみあい飼料(株) 北東北支店 《牛の飼料は､すべて専用工場
・専用工程で製造し､専用車で
　生産者の皆様にお届けいたします｡》

〒020-0891
岩手県紫波郡矢巾町流通センター南２丁目５番２号
TEL 019-638-7910 FAX019-638-7920

ます。水分、粗蛋白質、粗脂肪、粗灰分、NDF、
ADFの６成分については、平成24～26年度に農
研機構畜産草地研究所（現：畜産研究部門）が作
成した検量線を、その他の成分については県が独
自に作成した検量線を使用しています。
　畜産研究所では、平成27年度から試験研究課題
「近赤外線等を活用した自給飼料の迅速な成分分
析手法の確立」に取り組んでいます。試験では、現
在使用している検量線の精度確認とともに、現在主
流となっている解析手法でより精度の高い検量線の
作成に取り組んでいます。また、最近の飼養管理技
術の進展により、酪農においては、飼料中蛋白質の
消化管内での分解性をも考慮したより精密な飼料
給与が行われるようになってきており、これに対応
した分析項目の拡充が求められています。そのた

め、新しい分析項目として蛋白質の画分（易分解
性、遅分解性及び非分解性蛋白質）ごとに検量線
を作成し、精度の検証を行っているところです。

近赤外分光光度計（右）とデータ処理端末

家 畜 の 保 健 衛 生（126）

サルモネラ症にご注意を！ 
薬剤の使用は適切に！

　家畜の下痢の原因は様々ですが、中でもサルモ
ネラ症は、症状が重篤化することが特徴で、多大
な経済的損失をもたらす疾病です。本症はサルモ
ネラ属菌の感染により引き起こされ、乳牛では発
熱や下痢を伴う乳量の低下、子牛や豚では発熱、
下痢及び脱水症状がみられ、重症例では死亡しま
す。近年では全国的に搾乳牛での本症の発生が多
く、大きな問題となっています。
　 さ て、 本 菌 に は 多 く の 型 が あ り ま す が、
Salmonella Typhimurium（以下 STと略）、Dublin、
Enteritidis、Choleraesuis の４つの型による本症
は届出伝染病に指定されています。近年、国内で
は ST の発生例が多くを占めますが、ST 以外の
型による発生も増え、多様化しています。本県で
は、昨年度は乳牛で２件、豚で３件、今年度（９
月末現在）は乳牛で２件の発生がありました。こ
れらのうち、豚の３件は ST による事例でした
が、牛の４件はいずれも届出伝染病に指定されな
い型によるものでした。
　また、どの型であってもサルモネラ症には、抗
生剤による治療が必要です。近年、本菌の薬剤耐

性が進み、全国調査の結果では、アンピシリン、
ストレプトマイシン、テトラサイクリンへの耐性
株は４割を超えています。効果のない薬剤の使用
は無駄な出費となるだけでなく、薬剤耐性菌の出
現につながる危険もあります。本症の治療の際に
は、抗生剤への感受性を検査した上で、有効性の
高い抗生剤を適切に使用しましょう。
　さらに、本菌は人の食中毒原因菌でもあるた
め、公衆衛生上も重要です。人と家畜との間での
感染を予防するためにも、畜舎に出入りする際
は、踏み込み消毒槽の使用や手洗いの徹底に努め
ましょう。また、ネズミ等を介した農場内への本
菌の持ち込みが知られており、野生動物の侵入防
止対策も重要です。
　牛における本症の発症誘因としては、分娩や暑
熱によるストレスのほか、濃厚飼料の多給による
ルーメンアシドーシスなどが考えられています。
粗飼料を十分給与して第一胃環境を良好に保つこ
とのほか、消化管内環境を整える生菌剤の投与が
発生予防につながります。
　感染症全般にいえることですが、原因となる菌
の侵入防止、家畜への感染防止、衛生的な環境づ
くり、そしてストレスをかけない飼養管理が本症
予防の基本です。本症を疑う症状が見られた際に
は、感染が拡大する前に獣医師に相談し、被害を
最小限に抑えましょう。
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報情 （75）産畜 術技

１　冬のお産は分娩看視カメラを活用
　看視カメラは、牛舎に何度も行かなくても牛の様子を確認でき、特に寒さが厳しい冬の分娩看視の
負担を軽減できます。分娩を確実に見つけることで、生まれた子牛のケアが一早くできるほか、人が
近づかないことで、分娩前の牛に余計なストレスを与えないので、人にも牛にもメリットがあります。

２　分娩監視カメラは　有線、無線、Webの3タイプがあります。
　それぞれにメリット・デメリットがあるため、下の表を参考に、自分の牛舎に合わせたタイプ
を選びましょう。

３　取り組みやすい分娩看視カメラ
⑴�　自宅のWiFi環境を生かしたい場合は、無線LANのアクセスポイントを牛舎に設置・分娩看視
カメラを設置します。

⑵�　自宅から牛舎が離れていて、自宅Wi-Fiが利用できない場所に監視カメラをつけたい時や牛
舎にインターネット配線工事をすることができない場合は、モバイル回線（3G/LTE ）を利用
した分娩等監視カメラを設置します。モバイルWiFiが使える場所であれば無線カメラを組み合
わせることで、インターネット環境がなくてもWebカメラを使うことができます。毎月の通
信料はかかりますが、回線工事等が不要のため、低コストで導入が可能です。
　また、最近はコンセントに差す
だけで簡単に使える「通信機能付
きカメラ」が発売されています。
こちらも月額の通信料（例：閲覧
18時間で約2,000円/月）はかかり
ますが、カメラ本体とスマホだけ
で簡単に使用できるようです。

カメラの種類 有線 無線 WEB
メリット 比較的安価 家と牛舎が離れていてもOK

設置・配線が楽
家と牛舎が離れていてもOK
スマホやタブレットで外出先でも確認できる。

デメリット 長距離配線に
注意が必要

遮蔽物や雨、雪などで映像が乱れることがある
距離が離れ過ぎると電波が届かない

家又は牛舎にインターネット環境が必要
毎月通信料がかかる

自宅 中継

分娩房

牛舎

携帯のモバイル回線を使用してｲﾝﾀｰﾈｯﾄ接続

インターネット

モバイル
ルーター

牛舎

ｺﾝｾﾝﾄから動力確保

ｺﾝｾﾝﾄから動力確保

市場名 開催日 性別 売買頭数 平均価格
（円）

平均体重
（㎏）

㎏単価
（円）

前年比（％）
売買頭数 平均価格

中央 10月29日

雌 175 305,624 230 1,327 109 85
雄 4 240,900 258 933 200 106
去 160 330,770 249 1,326 87 98
計 339 316,729 240 1,322 98 91

中央 10月30日

雌 177 274,509 230 1,193 122 81
雄 1 218,900 281 779 50 102
去 181 279,285 251 1,112 98 89
計 359 276,762 241 1,149 108 85

令和元年度短角牛市場成績速報
全農岩手県本部（税込）
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畜産現場の“今”を映像でお届けします

各種研修会やセミナーにも！

農場HACCP/JGAP/天皇杯受賞事例　など お問合せ：（公社）中央畜産会　TEL：03-6206-0846

がんばる 畜産！ ！
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４５
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１月 ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ ９ １０ １１ １２

万円

７０

７５

８０
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23年

24年

25年

26年

27年

28年
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30年

31年

令和元年10月岩手県内指定家畜市場取引成績
公益社団法人岩手県農畜産物価格安定基金協会

区　　分
指　定　肉　用　子　牛

頭 数 金　　　　額 平均価格（１頭当り）
黒 毛 和 種 923頭 665,064,400円 720,546円
褐 毛 和 種 11頭 5,289,900円 480,900円
日 本 短 角 種 520頭 153,421,400円 295,041円
交 雑 種・ 乳 3頭 1,205,600円 401,867円

（注）：金額、平均価格は消費税込み

子 牛 価 格 の 推 移

�������������������������������������������������

⑿

市場
（月日）

上　場
地　域

性
別 頭数 最　高

（円）
最　低
（円）

平　均
（円）

平均
体重

㎏当
単価

県南
10/9

㈬

胆　 江

気　 仙

♀ 107 947,100 487,300 720,891 290 2,485
♂♂
♂- 124 1,156,100 469,700 802,698 317 2,528
計 231 1,156,100 469,700 764,805 305 2,509

県南
10/10

㈭
磐　 井

♀ 99 965,800 470,800 708,067 284 2,494
♂♂
♂- 153 1,195,700 403,700 758,439 319 2,377
計 252 1,195,700 403,700 738,650 305 2,420

中央
10/16

㈬

滝 沢
雫 石
八 幡 平
玉 山
岩 手
葛 巻

♀ 157 1,706,100 356,400 689,315 266 2,587
♂♂
♂- 210 1,075,800 366,300 770,592 298 2,582
計 367 1,706,100 356,400 735,822 285 2,584

中央
10/17

㈭

紫　 波
盛　 岡
花　 巻
北　 上
遠　 野

♀ 116 942,700 300,300 652,689 281 2,324
♂♂
♂- 175 1,144,000 182,600 774,909 316 2,453
計 291 1,144,000 182,600 726,189 302 2,405

中央
10/18

㈮

宮 古
北 部
奥 中 山
久 慈

♀ 129 895,400 440,000 670,105 278 2,411
♂♂
♂- 169 1,100,000 260,700 765,346 313 2,448
計 298 1,100,000 260,700 724,117 298 2,433

合　　計

♀ 608 1,706,100 300,300 686,861 279 2,465
♂♂
♂- 831 1,195,700 182,600 772,988 312 2,481
計 1,439 1,706,100 182,600 736,598 298 2,475

令和元年10月和牛子牛市場成績〈税込〉
（全農岩手県本部）

大上 悠
ゆう

樹
き

さん（15歳、葛巻中３年）

・大上一雄（葛巻町、酪農）さん
のご長女
・葛巻町ホルスタイン共進会ジュ

ニアの部で、「ベストリードマンショウ」を受賞。
【悠樹さんからの一言】葛巻高校から岩手大学に
入学して、獣医になりたい。将来は、牛関係の仕
事をしたい。
【一雄さんからの一言】休日には、飼料給与作業

等を手伝ってくれる。19歳の兄は、酪農とは別
の道に進もうとしている。悠樹が酪農を継いでく
れるかは、まだ分からない。

上山 純
じゅ

音
ね

さん（14歳・奥中山中３年）

・上山秀司（葛巻町、酪農）さん
のご長女
【純音さんからの一言】牛が好き

なので、土日の朝夕と、平日の夕方は飼料給与作
業等の手伝いをしています。将来は、この家の後
継ぎになるかも知れません。
【お母さんからの一言】とりあえず、家の手伝い
は喜んでしてくれています。牛が好きなようなの
で、将来、できれば、家業を継いでもらいたい。

令和元年９月15日･第65回葛巻町ホルスタイン共進会、第９回葛巻町和牛共進会

芽 き ー ー吹 コ ナ


