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 宮崎大学産業動物防疫リサーチセンター（CADIC）は、2010年に宮崎で発生した家畜の悪性伝染

病である口蹄疫のアウトブレイク（約 29万頭の殺処分）の経験を踏まえ、アジアを中心とする海外

の大学や研究機関との連携を強化し、畜産フィールドと直結した実践的かつグローバル化時代に対

応した防疫戦略の構築や産業動物防疫に関する世界水準の研究・人材育成拠点の形成を目指して設

置されました。一方、口蹄疫の終息後においても、国内では高病原性鳥インフルエンザ(HPAI)、豚

伝染性下痢（PED）、豚熱(CSF)の発生があり、畜産業に多大な被害をもたらしました。さらに 2020

年には人獣共通感染症である新型コロナウイルス感染症（COVID-19）が世界中に広がり、現代社会

において如何に感染症の制御が困難であるか、改めて思い知らされました。 

 本年度は、COVID-19 の感染拡大によって海外渡航ができず、研究者の海外派遣や外国人研究

者の招聘が困難となりました。そのため、例年実施していた学部生、大学院生を対象とした「協定校

を拠点として海外実施研修（短期留学）」は中止し、セミナーやシンポジウムの規模縮小、会議の自

粛等を余儀なく迫られ、本事業を例年通りには遂行できませんでした。このような状況の中、今年

度より宮崎県内における連携体制を強化しながら地域活性、地域創生につながる研究を推進するた

め、宮崎県内共同研究の公募を新たに開始し、6件が採択されました。これまで行ってきた全国の公

募型の共同研究に加え、宮崎県内に限定した共同研究を実施することにより、地域の活性化に繋が

ることが期待されます。 

さらに、平成 30年度に 4大学（宮崎大学、東京農工大学、鳥取大学、鹿児島大学）の動物感染症

の教育・研究に関連するセンターで設立した産業動物防疫コンソーシアムに、令和元年度には 3 大

学（北海道大学、麻布大学、岐阜大学）が、令和 2年度には酪農学園大学 （獣医学群獣医学類獣医

疫学ユニット）が新たに加わっていただいたことで 8 大学の加盟となり、防疫分野に関する異分野

融合の研究体制がさらに強化されました。このコンソーシアム活動を活性化するプラットフォーム

を構築するため、加盟大学で申請した日本中央競馬会畜産振興事業「大学連携による家畜防疫に関

する知の集積」が採択され、本年度より始動しました。このコンソーシアム活動を通して、防疫に不

可欠な応用的新技術の開発や持続的畜産資源確保に貢献しうる研究を展開したいと考えております。 

 CADIC が設置されてから毎年定期開催している国際シンポジウムは、口蹄疫終息 10 年目を迎え

たことから、「口蹄疫終息から 10 年、見えないウイルスとの闘い、そして未来へ」というテーマに

て開催し、海外からの講師の招聘は行わず、国内の講師らにより、口蹄疫発生当時の状況や発生過

程の検証、さらには県内の畜産の復興・再生・新生までの道のりについてご講演いただきました。 

 国際活動としては、5年間のプロジェクトとして採択された SATREPS事業（「世界の台所を目指

すタイにおける家畜生産と食品安全に関する新技術導入による畜産革命の推進」が本年度から始動

しましたが、資機材の投入は始められたものの、COVID-19 の影響で在外研究員を派遣することが

できず、それぞれの国内で研究を進めざるを得ませんでした。このような状況であっても、第 1 回

全体会議をウェブにて開催し、若手研究者から口蹄疫などの重要な越境性感染症の迅速診断法の開

発や食肉の安全性確保等に向けた共同技術開発等の成果が報告され、研究成果の蓄積と人材育成が

着実に推進されるものと期待されます。 

 平成 26年度より開始した本事業は、令和 2年度で 7年間が経過しました。第 3期中期目標・中期



計画の 6年間（平成 28年度～令和 3年度）を見据え、本事業以外の関連する複数の事業を並行して

遂行し、CADICが掲げる畜産フィールドと直結した実践的かつグローバル化時代に対応した防疫戦

略構想の構築や産業動物防疫に関する世界水準の共同利用・共同研究体制の構築に向け、尽力して

参りました。令和 2年度に国立大学教育研究評価委員会が実施した現況分析の評価では、CADICの

国内防疫コンソーシアムの取組みや海外ハブ拠点の形成、さらには SATREPS 事業や先端研究基盤

共用促進事業「新たな共用システム導入プログラム」が特色ある取組みとして評価されました。 

 今後とも産業動物防疫をリードする教育研究拠点として機能強化を図って参る所存ですので、本事業

へのご指導、ご鞭撻をお願い申し上げます。 

 

産業動物防疫リサーチセンター 

センター長・教授 三澤 尚明 
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令和2年度 産学官連携及び異分野融合体制強化による産業動物防疫の地域・
国際教育研究拠点の創生とグローバル人材育成事業   

         
 

実施計画書 

 

【事業目的】 

本事業では、国内に発生のない感染症を迅速かつ的確に診断するとともに、危機管理

対応のできる現場の獣医師の人材育成を目的とし、グローバル化時代に対応した基礎か

ら実践までの（学部、大学院、卒後教育に対応できる）動物感染症防疫高度教育システ

ムを構築する。さらには、国内外の教育研究機関と連携し、情報ネットワークの形成、

日本を含む世界各国のトップサイエンティストとの共同調査研究および研修事業を柱と

した国際防疫コンソーシアム（共同実施体）を構築する。これらにより、感染症の高度

専門家を養成し、世界、特にアジア地域における国際拠点の形成を目指し、経験と知恵

に裏打ちされた理論的かつ合理的な感染症制圧体制の教育啓発が行える日本初の教育・

研究拠点創出に繋げる。その結果として、産業動物防疫関連分野における国内外の政策

リーダーとして、またFAO （国際連合食糧農業機関）、WHO（世界保健機関）、OIE（国

際獣疫事務局）、JICA（独立行政法人国際協力機構）などの国際機関、あるいは発展途

上国政府の統括専門家として、グローバルに活躍できる人材育成を目指す。 

 

 

【令和元年度の計画】 

 

1. 国際防疫コンソーシアム（協力実施体）の構築に関する取り組み 

１－A 国際シンポジウムの開催 

目的：2010年に宮崎県で口蹄疫が発生し、拡大を広げた口蹄疫ウイルスの封じ込めの

ために、約 29 万頭という産業動物の命を犠牲にしてから 10 年が経った。口蹄

疫、そしてその他の様々な家畜感染症防疫を目指して設立された宮崎大学産業

動物防疫リサーチセンターが、2010年の宮崎における口蹄疫を客観的に振り返

り、今後の家畜防疫教育、そして研究にどう活かしていくのか、今後の取組に

ついて検討する。 

内容：シンポジウムは、「口蹄疫終息から 10年、見えないウイルスとの闘い、そして

未来へ」というテーマで、宮崎大学創立 330記念交流会館で開催する。 

取り組みの記録：ポスター、プログラム、実施風景 
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１－B 国際防疫コンソーシアム会議の開催 

目的：国外の研究機関と連携し、情報ネットワークの形成、世界各国のトップサイエ

ンティストとの共同調査研究および研修事業を柱とした国際防疫コンソーシア

ムを構築する。 

内容：国外の獣医系主要教育研究機関と連携し、口蹄疫、豚コレラや高病原性鳥イン

フルエンザを含む重要家畜感染症の発生・伝播疫学や防疫対策、さらには食肉

の安全性確保をテーマに、情報ネットワーク、共同調査研究および研修教育事

業を柱とした産業動物防疫拠点ネットワークを構築する。  

取り組みの記録：コンソーシアム会議実施風景 

 

１－C 国内産業動物防疫コンソーシアムの構築 

目的：本センター内外の研究機関、教育研究組織または研究者が連携協力して口蹄疫

発生等の有事に備えた国内の共同研究・教育体制、連携出動体制を構築するこ

とを目的とする。 

内容：防疫や家畜感染症に関連する各センターの強みを共有し、口蹄疫等の有事に備

えた国内の共同研究並びに共同教育体制を整備・強化するための取組みについ

て検討する。 

取り組みの記録：会議次第、会議実施風景、シンポジウムポスター 

 

1－D 共同利用・共同研究の推進 

目的：本センター内外の研究機関、教育研究組織または研究者が協力して共同利用・

共同研究を推進する。 

内容：公募型プロジェクトとする。国内の大学（宮崎大学を除く）及び国・公立・独

立行政法人の研究機関に属する研究者が、本センターの研究者と共同研究を行

う。今年度の採択件数は 8件程度、１件当たり 25万円とする。選考方法は、外

部評価委員を含めた委員会の書類審査で行う。研究には、当センターの施設・

装置・その他（データベース、バイオリソース等）を利用することを条件とす

る。 

取り組みの記録：採択課題一覧、報告書 

 

２． 防疫研修コース設置による国内獣医師の育成に関する取り組み 

2－A 新規および現行教育プログラムを再編したコースワーク設計 

目的：国内に発生のない感染症を迅速かつ的確に診断するとともに、危機管理対応の

できる現場の獣医師の人材育成を目的とし、グローバル化時代に対応した基礎

から実践までの（学部、大学院、卒後教育に対応できる）動物感染症防疫高度
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教育システムを構築する。 

内容：認定制度を持つ 2つの研修コースを置く。社会人アドバンス防疫研修コースと

して、①実践的統計分析コースワーク（CADIC生物統計学講座、リスク分析学）、

②国際防疫コースワーク（国際感染症防疫学：外国、国内人材の英語による講

義）、③防疫対策コースワーク（実習：防疫および家畜のハンドリング）、④検

疫・診断学コースワーク（実習：アドバンス感染症診断）、⑤自己研鑽コースワ

ーク（実習：国際学会での発表・英語ゼミの参加）、大学院生グローバル防疫研

修コースとして、上記①～⑤に加え、⑥農学研究科・国際農学コース（国際防

疫学）、⑦海外実地研修コースワークである。受講対象者は、大学院生、留学生

および社会人獣医師（若手獣医大学教員を含む）とする。研修コースの受講登

録要件として、学部教育において感染症関連科目（基礎獣医学・専門基盤科目、

病態獣医学、応用獣医学、産業動物臨床獣医学、畜産系科目、獣医インターン

シップ、卒業論文）を 50単位以上履修していることとし、留学生については別

途公募要件を定める。社会人はアドバンス防疫研修コースのみの受講とする。

なお、各コースワークを 60％以上参加していただいた方にはコースワークごと

に修了証を交付する。また各コースワーク修了後にコンソーシアム参加機関が

定める達成度評価（認定試験）を行い、基準を満たした受講者には認定書を授

与する。なお、大学院生においては、大学院の感染症関連科目 8 単位以上を取

得することを認定証授与の条件に加える。 

取り組みの記録：開催案内文、ポスター、実施風景 

 

2－B 協定校を拠点とした海外実施研修と課題探索（学生公募） 

目的：次世代を担う国際動物防疫専門家を養成するため、国際性のある優れた学生を

育成することを目的として、学生の海外短期留学を支援する。 

内容：宮崎大学の学部生、院生を対象とする。留学対象国は、産業動物防疫リサーチ

センターの学術交流協定締機関（11機関）あるいは宮崎大学の交流協定校（94

校）とする。期間は２週間以上１ヶ月以内とし、補助対象は往復の交通費、滞

在費の一部とする。選考方法は、応募書類による審査後、面接を行って決定す

る。なお、留学実施者については、コースワーク（２コースワーク/年以上）お

よび本件留学生を対象とした語学教育センターの英語ゼミへ参加することを条

件とする。 

 

３． 国際貢献プログラムによる海外獣医師の育成に関する取り組み 

3－A JICA研修事業のフォローアップ 

目的：平成 24～26年に宮崎大学で実施された JICA研修事業（口蹄疫等の越境性海外
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伝染病が発生した場合の開発途上各国における感染症対策に関する事業）後の

フォローアップを行う。 

内容：JICA研修事業の参加者の国へ行き、越境性海外伝染病が発生した場合の１）感

染ルートの解明や拡大予想を行う疫学解析、および防疫措置や再発防止を講じ

ることのでき危機管理能力、２）殺処分した家畜の埋却に伴う環境汚染対策 、

３）発生後の畜産基盤安定化施策についての研修を実施する。 

 

４． 産学官連携及び異分野融合耐性強化による感染症制御技術シーズの社会実装と地域創

生に関する取り組み 

4－A 技術シーズの実用化 

目的：産業動物感染症制御技術に関する課題について、産学連携及び異分野融合体制

のもとで共同研究を実施し、技術シーズの実用化を目指す。 

内容：下記３つの課題を進め、地域及び国際貢献に繋がる研究を推進する。 

課題 1：家畜飼育環境の浄化装置の開発（自然素材を用いた畜舎環境浄化技術等） 

課題 2：地域で問題となっている人獣共通感染症制圧に向けた異分野融合研究 

課題 3：牛白血病の清浄化プログラムの開発 

 

５.  その他 

5－A 外部資金の獲得 

目的：国際研究・人材育成拠点形成のため、外部資金を獲得する。 

内容：国内、国際コンソーシアム参加機関と外部資金獲得のための申請を行う。また、

昨年度採択された科学技術新興機構（JST）SATREPS「世界の台所 ASEAN におけ

る家畜生産と食品安全に関する新技術導入による畜産革命の推進」を開始する。

さらに、国内コンソーシアム参加機関で申請し、採択された日本中央競馬会畜

産振興事業「大学連携による家畜防疫に関する知の集積」を実施する。 

取り組みの記録：8大学産業動物防疫コンソーシアム案内 

 

5－B ビジュアル教材の作成 

目的：オンラインで利用可能なビジュアル教材のシステムを構築する。 

内容：海外から本学を訪問した研究者による英語講演や日本人講師の英語発表を録画

し、著作権の許諾処理後、教材として利用できるようなシステムを構築する。

教材にはクイズを追加し、理解度チェック・英語リスニングのチェックを行え

るようにし、学生の学習に活用する。 

取り組みの記録：アンケート集計結果 
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第 10 回 CADIC 国際シンポジウム 

国境なき家畜伝染病防疫対策の取り組み 

「口蹄疫終息から 10 年、見えないウイルスとの闘い、そして未来へ」 

日時：2020 年 9 月 17 日 13：00～17：00 

場所：宮崎大学創立 330 記念交流会館（木花キャンパス）及びＷeb 配信（Zoom 利用） 

 

 

令和2年度　活動写真（1）
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グローバル動物感染症防疫専門家育成教育プログラム 

検疫・診断コースワーク（コロナウイルス検査法） 

 
 

国際防疫コースワーク（Rabies research for “Zero by 30”） 

 

令和2年度　活動写真（2）
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1. 国際防疫コンソーシアム（協力実施体）の構築に関する取り組み

2. 防疫研修コース設置による国内獣医師の育成に関する取り組み

3. 国際貢献プログラムによる海外獣医師の育成に関する取り組み

4. 産学官連携及び異分野融合耐性強化による感染症制御技術シーズの社会実装と地域創生に関する取り組み

5. その他

【資料1-A-1】国際シンポジウムポスター

【資料1-A-2】国際シンポジウムプログラム

【資料1-A-3】国際シンポジウム実施風景

進捗状況 区　　　　　　　　　　分

Ⅲ
Ⅳ　年度計画を上回って実施した Ⅲ　年度計画を十分に実施した

Ⅱ　年度計画を十分には実施しなかった Ⅰ　年度計画を実施しなかった

事　　　業　　　計　　　画

●　目的

　2010年に宮崎県で口蹄疫が発生し、拡大を広げた口蹄疫ウイルスの封じ込めのために、約29万頭という産業動物の命を犠牲にしてから10年が

経った。口蹄疫、そしてその他の様々な家畜感染症防疫を目指して設立された宮崎大学産業動物防疫リサーチセンターが、2010年の宮崎におけ

る口蹄疫を客観的に振り返り、今後の家畜防疫教育、そして研究にどう活かしていくのか、今後の取組について検討する。

●　内容

　シンポジウムは、「口蹄疫終息から10年、見えないウイルスとの闘い、そして未来へ 」というテーマで、宮崎大学創立330記念交流会館で開催す

る。学外からの参加者のため、Zoomを利用したWeb配信を行う。

自　　己　　点　　検　　・　　評　　価

①計画を達成するための具体的な取り組み

　講演1では、ドラマ「命のあしあと」の脚本家である清水有生先生に、ドラマ制作までの経緯、また宮崎県の農家を取材をした際の話についてご講演

いただいた。講演2では、農研機構・動物衛生研究部門の筒井先生に口蹄疫に関する最近の研究状況について、また講演2、3では、宮崎大学名

誉教授の堀井先生、宮崎県家畜改良事業団副理事長の坊薗先生から発生当時の状況や発生過程の検証、また復興までの道のりについてご講

演いただいた。講演4では、宮崎で発生した口蹄疫の経験を踏まえ、2011年に設立された産業動物防疫リサーチセンターが行っている取組について

紹介された。

②本年度の取り組みの評価（成果や課題などを具体的に記載）

　COVID19の影響により、海外からの講師の招聘は行わず、国内の講師らによる講演を日本語で行った。また学外参加者はWebでの参加となっ

た。Web参加者80名を加え、合計110名が出席した。

③来年度の展望

　来年度も宮崎開催を予定している。

根拠資料

産学官連携及び異分野融合体制強化による産業動物防疫の地域・国際教育研究拠点の創生とグローバル人材育成事業

令和2年度　事業報告

事業番号 実施事項

国際防疫コンソーシアム（協力実施体）の構築に関する取り組み　1-A 国際シンポジウムの開催
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1. 国際防疫コンソーシアム（協力実施体）の構築に関する取り組み

2. 防疫研修コース設置による国内獣医師の育成に関する取り組み

3. 国際貢献プログラムによる海外獣医師の育成に関する取り組み

4. 産学官連携及び異分野融合耐性強化による感染症制御技術シーズの社会実装と地域創生に関する取り組み

5. その他

【資料1-B-1】コンソーシアム会議実施風景

　

進捗状況 区　　　　　　　　　　分

Ⅱ
Ⅳ　年度計画を上回って実施した Ⅲ　年度計画を十分に実施した

Ⅱ　年度計画を十分には実施しなかった Ⅰ　年度計画を実施しなかった

事　　　業　　　計　　　画

●　目的

　国外の研究機関と連携し、情報ネットワークの形成、世界各国のトップサイエンティストとの共同調査研究および研修事業を柱とした国際防疫コン

ソーシアムを構築する。

●　内容

　国外の獣医系主要教育研究機関と連携し、口蹄疫や高病原性鳥インフルエンザを含む重要家畜感染症の発生・伝播疫学や防疫対策、さらに

は食肉の安全性確保をテーマに、情報ネットワーク、共同調査研究および研修教育事業を柱とした産業動物防疫拠点ネットワークを構築する。

自　　己　　点　　検　　・　　評　　価

①計画を達成するための具体的な取り組み

　例年国際シンポジウムと同時開催している国際防疫コンソーシアム会議は新型コロナウイルスの影響で中止となったが、国内招へい講師である農

研機構・動物衛生研究部門の筒井先生、宮崎大学名誉教授の堀井先生、宮崎県家畜改良事業団副理事長の坊薗先生とCADIC構成員に

て、口蹄疫、鳥インフルエンザ、豚熱などの流行性家畜感染症への対策について検討した。また今後の共同研究、若手研究者の育成等についても

検討した。

②本年度の取り組みの評価（成果や課題などを具体的に記載）

  国内招へい講師らとCADIC構成員が国際防疫に関する意見交換会を実施した。

③来年度の展望

　新型コロナウイルスの感染状況にもよるが、来年度も国際シンポジウム開催に合わせ、コンソーシアム会議を開催する予定である。

根拠資料

産学官連携及び異分野融合体制強化による産業動物防疫の地域・国際教育研究拠点の創生とグローバル人材育成事業

令和2年度　事業報告

事業番号 実施事項

国際防疫コンソーシアム（協力実施体）の構築に関する取り組み　1-B 国際防疫コンソーシアム会議の開催
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1. 国際防疫コンソーシアム（協力実施体）の構築に関する取り組み

2. 防疫研修コース設置による国内獣医師の育成に関する取り組み

3. 国際貢献プログラムによる海外獣医師の育成に関する取り組み

4. 産学官連携及び異分野融合耐性強化による感染症制御技術シーズの社会実装と地域創生に関する取り組み

5. その他

産学官連携及び異分野融合体制強化による産業動物防疫の地域・国際教育研究拠点の創生とグローバル人材育成事業

令和2年度　事業報告

事業番号 実施事項

国際防疫コンソーシアム（協力実施体）の構築に関する取り組み　1-C 国内産業動物防疫コンソーシアムの構築

事　　　業　　　計　　　画

●　目的

　本センター内外の研究機関、教育研究組織または研究者が連携協力して口蹄疫発生等の有事に備えた国内の共同研究・教育体制、連携出

動体制を構築することを目的とする。

●　内容

　防疫や家畜感染症に関連する各センターの強みを共有し、口蹄疫等の有事に備えた国内の共同研究並びに共同教育体制を整備・強化するた

めの取組みについて検討する。

自　　己　　点　　検　　・　　評　　価

①計画を達成するための具体的な取り組み

　産業動物防疫コンソーシアムの会員機関による第3回8大学産業動物防疫コンソーシアム会議を9月28日にWeb開催し、連携体制の強化につ

いて議論した。また同日午後には、鹿児島大学共同獣医学部付属越境性動物疾病制御（TAD）研究センター主催による産業動物防疫コン

ソーシアムシンポジウムが開催され、産業動物防疫コンソーシアムの連携による家畜防疫について発表、議論が行われた。また特別講演として、

CEPiAの水谷教授が新型コロナウイルスについてご講演された。

②本年度の取り組みの評価（成果や課題などを具体的に記載）

　産業動物防疫コンソーシアムの会員機関（宮崎大学CADIC、東京農工大学CEPIA、鳥取大学AZRC、鹿児島大学TAD、岐阜大学

GeFAH、麻布大学、北海道大学）に加え、本年度から酪農学園大学が会員機関に加わり、8大学となった。参加機関による共同研究として、豚

糞便NGS解析によりバストロウイルス（BastVs）と呼ばれるヘムストロウイルス様のRNAウイルスを検出し、そのゲノム配列を決定した論文が学術

誌に掲載された（Nagai et al., Infect Genet Evol. 2021）。今後も引き続き大学の枠を越えて、教育・研究連携を進めていく。

③来年度の展望

　今後も継続して有事に備えた国内の共同研究体制と連携出動体制を整備する。来年度は鳥取大学でシンポジウムを行う。

根拠資料

【資料1-C-1】8大学産業動物防疫コンソーシアム会議次第

【資料1-C-2】会議実施風景

【資料1-C-3】シンポジウムポスター

進捗状況 区　　　　　　　　　　分

Ⅲ
Ⅳ　年度計画を上回って実施した Ⅲ　年度計画を十分に実施した

Ⅱ　年度計画を十分には実施しなかった Ⅰ　年度計画を実施しなかった
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1. 国際防疫コンソーシアム（協力実施体）の構築に関する取り組み

2. 防疫研修コース設置による国内獣医師の育成に関する取り組み

3. 国際貢献プログラムによる海外獣医師の育成に関する取り組み

4. 産学官連携及び異分野融合耐性強化による感染症制御技術シーズの社会実装と地域創生に関する取り組み

5. その他

【資料1-D-1】共同研究採択課題一覧

【資料1-D-2】共同研究報告書

【資料1-D-3】宮崎県内共同研究採択課題一覧

【資料1-D-4】宮崎県内共同研究報告書

進捗状況 区　　　　　　　　　　分

Ⅳ
Ⅳ　年度計画を上回って実施した Ⅲ　年度計画を十分に実施した

Ⅱ　年度計画を十分には実施しなかった Ⅰ　年度計画を実施しなかった

事　　　業　　　計　　　画

●　目的

　本センター内外の研究機関、教育研究組織または研究者が協力して共同利用・共同研究を推進する。

●　内容

　公募型プロジェクトとする。国内の大学（宮崎大学を除く）及び国・公立・独立行政法人の研究機関に属する研究者が、本センターの研究者と

共同研究を行う。今年度の採択件数は8件程度、１件当たり25万円とする。選考方法は、外部委員を含めたメンバーの書類審査で行う。研究に

は、当センターの施設・装置・その他（データベース、バイオリソース等）を利用することを条件とする。

自　　己　　点　　検　　・　　評　　価

①計画を達成するための具体的な取り組み

　年度前の2月に、主な国内の大学及び国・公立・独立行政法人の研究機関に公募要領を送付し、共同研究の課題を募集した。またホームペー

ジにて公募要領を公開した。申請にあたっては事前に本センター受入教員と十分な打ち合わせを行っていただいた。また今年度より宮崎県内におけ

る連携体制を強化しながら地域活性、地域創生につながる研究を推進するため、宮崎県内共同研究の公募（1件20万円、6件程度）を開始

し、実施した。

②本年度の取り組みの評価（成果や課題などを具体的に記載）

　6件の応募があり、外部委員を含めた宮崎大学産業動物防疫リサーチセンター共同利用・共同研究拠点共同研究委員会の審査によって、6件

が採択された。研究の成果は、学会発表や論文等で公開すると共に、実施報告書としてまとめた。宮崎県内共同研究については、7月から公募を

開始し、同様に共同研究委員会の審査によって、6件が採択された。

③来年度の展望

　来年度も公募型プロジェクトとして共同利用・共同研究を推進する。

根拠資料

産学官連携及び異分野融合体制強化による産業動物防疫の地域・国際教育研究拠点の創生とグローバル人材育成事業

令和2年度　事業報告

事業番号 実施事項

国際防疫コンソーシアム（協力実施体）の構築に関する取り組み　1-D 共同利用・共同研究の推進
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1. 国際防疫コンソーシアム（協力実施体）の構築に関する取り組み

2. 防疫研修コース設置による国内獣医師の育成に関する取り組み

3. 国際貢献プログラムによる海外獣医師の育成に関する取り組み

4. 産学官連携及び異分野融合耐性強化による感染症制御技術シーズの社会実装と地域創生に関する取り組み

5. その他

産学官連携及び異分野融合体制強化による産業動物防疫の地域・国際教育研究拠点の創生とグローバル人材育成事業

令和2年度　事業報告

事業番号 実施事項

防疫研修コース設置による国内獣医師の育成に関する取り組み　2-A 新規および現行教育プログラムを再編したコースワーク設計

事　　　業　　　計　　　画

●　目的

　国内に発生のない感染症を迅速かつ的確に診断するとともに、危機管理対応のできる現場の獣医師の人材育成を目的とし、グローバル化時代に

対応した基礎から実践までの（学部、大学院、卒後教育に対応できる）動物感染症防疫高度教育システムを構築する。

●　内容

　認定制度を持つ2つの研修コースを置く。社会人アドバンス防疫研修コースとして、①実践的統計分析コースワーク（CADIC生物統計学講座、リ

スク分析学）、②国際防疫コースワーク（国際感染症防疫学：外国、国内人材の英語による講義）、③防疫対策コースワーク（実習：防疫お

よび家畜のハンドリング）、④検疫・診断学コースワーク（実習：アドバンス感染症診断）、⑤自己研鑽コースワーク（実習：国際学会での発

表・英語ゼミの参加）、大学院生グローバル防疫研修コースとして、上記①～⑤に加え、⑥農学研究科・国際農学コース（国際防疫学）、⑦海

外実地研修コースワークである。受講対象者は、大学院生、留学生および社会人獣医師（若手獣医大学教員を含む）とする。研修コースの受

講登録要件として、学部教育において感染症関連科目（基礎獣医学・専門基盤科目、病態獣医学、応用獣医学、産業動物臨床獣医学、畜

産系科目、獣医インターンシップ、卒業論文）を50単位以上履修していることとし、留学生については別途公募要件を定める。社会人はアドバンス

防疫研修コースのみの受講とする。なお、各コースワークを60％以上参加していただいた方にはコースワークごとに修了証を交付する。また各コース

ワーク修了後にコンソーシアム参加機関が定める達成度評価（認定試験）を行い、基準を満たした受講者には認定書を授与する。なお、大学院

生においては、大学院の感染症関連科目8単位以上を取得することを認定証授与の条件に加える。

自　　己　　点　　検　　・　　評　　価

①計画を達成するための具体的な取り組み

　今年度は社会人アドバンス防疫研修コースの①実践的統計分析コースワーク：CADIC生物統計学講座（基礎編及び応用編、各日本語、英

語で開催するため合計4回）、リスク分析学（今さら聞けない獣医疫学の超基本）、②国際防疫コースワーク（日本人講師による英語での講

義）、③防疫対策コースワーク（牛のハンドリング）、④検疫・診断学コースワーク（年6回の講義・実習）、大学院生グローバル防疫研修コース

の⑥農学研究科・国際農学コース（国際防疫学）を実施した。あらかじめ、学内、県、畜産関係に広報を行い、参加者を募った。また今年度よ

り、⑥農学研究科・国際農学コース（国際防疫学）以外については、一部の受講生を除き、受講料を徴収することになった。

　

②本年度の取り組みの評価（成果や課題などを具体的に記載）

　各コースワークには、本学の留学生、大学院生、また学外からも社会人の参加があり、参加者は述べ138名であった。③防疫対策コースワークは

コロナ感染拡大のため開催中止となった。また②国際防疫コースワークはすべて日本人講師による講義となった。6割以上出席した参加者（②国

際防疫コースワーク7名、④検疫・診断コースワーク4名）に修了証を発行した。

③来年度の展望

　来年度も同様に実施する。

根拠資料

【資料2-A-1】コースワーク開催案内

【資料2-A-2】リスク分析案内ポスター

【資料2-A-3】コースワーク実施風景

進捗状況 区　　　　　　　　　　分

Ⅲ
Ⅳ　年度計画を上回って実施した Ⅲ　年度計画を十分に実施した

Ⅱ　年度計画を十分には実施しなかった Ⅰ　年度計画を実施しなかった
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1. 国際防疫コンソーシアム（協力実施体）の構築に関する取り組み

2. 防疫研修コース設置による国内獣医師の育成に関する取り組み

3. 国際貢献プログラムによる海外獣医師の育成に関する取り組み

4. 産学官連携及び異分野融合耐性強化による感染症制御技術シーズの社会実装と地域創生に関する取り組み

5. その他

産学官連携及び異分野融合体制強化による産業動物防疫の地域・国際教育研究拠点の創生とグローバル人材育成事業

令和2年度　事業報告

進捗状況 区　　　　　　　　　　分

事業番号 実施事項

防疫研修コース設置による国内獣医師の育成に関する取り組み　2-B 協定校を拠点とした海外実施研修と課題探索（学生公募）

事　　　業　　　計　　　画

●　目的

　次世代を担う国際動物防疫専門家を養成するため、国際性のある優れた学生を育成することを目的として、学生の海外短期留学を支援する。

●　内容

　宮崎大学の学部生（4, 5, 6年生）、院生を対象とする。留学対象校（国）は、産業動物防疫リサーチセンターの学術交流協定締機関（11

機関）あるいは宮崎大学の交流協定校（94校）とする。期間は２週間以上１ヶ月以内とし、補助対象は往復の交通費、滞在費の一部とす

る。選考方法は、応募書類による審査後、面接を行って決定する。なお、留学実施者については、コースワーク（２コースワーク/年以上）および本

件留学生を対象とした語学教育センターの英語ゼミへ参加することを条件とする。

自　　己　　点　　検　　・　　評　　価

①計画を達成するための具体的な取り組み

　新型コロナウイルス感染症 (COVID-19)の感染拡大により、海外渡航が原則禁止となったため、学生公募による協定校を拠点とした海外実施

研修は中止した。

②本年度の取り組みの評価（成果や課題などを具体的に記載）

　学生の登校も自粛され、遠隔による授業が中心となったため、昨年度、海外実施研修に参加した学生の報告会の開催についても延期された。

③来年度の展望

　実施を予定しているが、新型コロナウイルス感染症 (COVID-19)により海外渡航が難しい場合は中止を検討する。

根拠資料

I
Ⅳ　年度計画を上回って実施した Ⅲ　年度計画を十分に実施した

Ⅱ　年度計画を十分には実施しなかった Ⅰ　年度計画を実施しなかった

12



1. 国際防疫コンソーシアム（協力実施体）の構築に関する取り組み

2. 防疫研修コース設置による国内獣医師の育成に関する取り組み

3. 国際貢献プログラムによる海外獣医師の育成に関する取り組み

4. 産学官連携及び異分野融合耐性強化による感染症制御技術シーズの社会実装と地域創生に関する取り組み

5. その他

進捗状況 区　　　　　　　　　　分

Ⅱ
Ⅳ　年度計画を上回って実施した Ⅲ　年度計画を十分に実施した

Ⅱ　年度計画を十分には実施しなかった Ⅰ　年度計画を実施しなかった

事　　　業　　　計　　　画

●　目的

　平成24～26年に宮崎大学で実施されたJICA研修事業（口蹄疫等の越境性海外伝染病が発生した場合の開発途上各国における感染症対

策に関する事業）後のフォローアップを行う。

●　内容

　JICA研修事業の参加者の国へ行き、越境性海外伝染病が発生した場合の１）感染ルー トの解明や拡大予想を行う疫学解析、および防疫

措置や再発止を講じることのでき危機管理能力、２）殺処分した家畜の埋却に伴う環境汚染対策 、３）発生後の畜産基盤安定化施策につい

ての研修を実施する。

自　　己　　点　　検　　・　　評　　価

①計画を達成するための具体的な取り組み

　宮崎大学あるいは部局の戦略に基づいた施策・教育研究プロジェクトである戦略重点経費（国際連携戦略経費）にて、「ヒトおよびダニ媒介性

重要感染症をモデルとした東アフリカ共同医獣医ネットワークの基盤整備」が採択され、アフリカ豚熱の診断開発のために必要な評価試験のために、

ルワンダ大学との連携体制構築に着手した。

②本年度の取り組みの評価（成果や課題などを具体的に記載）

　COVID19の拡大もあり、JICA研修事業の参加者の国でのフォローアップは実施できなかったが、以前「さくらサイエンス」で来日した招聘者の協力

により、ヌサセンダナ大学ヌサセンダナ大学と宮崎大学農学部及び産業動物防疫リサーチセンター間にて国際交流協定が締結された。また現在ウダ

ナヤ大学とも締結について協議が進んでおり、インドネシア国内の獣医系大学との国際防疫コンソーシアムの構築が進んでいる。

③来年度の展望

　開発途上国における感染症対策に関する事業を展開するため、平成24～26年のJICA研修事業で得たネットワークを利用して、引き続きフォ

ローアップを行う。

根拠資料

産学官連携及び異分野融合体制強化による産業動物防疫の地域・国際教育研究拠点の創生とグローバル人材育成事業

令和2年度　事業報告

事業番号 実施事項

国際貢献プログラムによる海外獣医師の育成に関する取り組み　3-A JICA研修事業のフォローアップ
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1. 国際防疫コンソーシアム（協力実施体）の構築に関する取り組み

2. 防疫研修コース設置による国内獣医師の育成に関する取り組み

3. 国際貢献プログラムによる海外獣医師の育成に関する取り組み

4. 産学官連携及び異分野融合耐性強化による感染症制御技術シーズの社会実装と地域創生に関する取り組み

5. その他

　4-A

産学官連携及び異分野融合体制強化による産業動物防疫の地域・国際教育研究拠点の創生とグローバル人材育成事業

令和2年度　事業報告

事業番号 実施事項

技術シーズの実用化
産学官連携及び異分野融合耐性強化による感染症制御技術

シーズの社会実装と地域創生に関する取り組み

事　　　業　　　計　　　画

●　目的

　産業動物感染症制御技術に関する課題について、産学連携及び異分野融合体制のもとで共同研究を実施し、技術シーズの実用化を目指す。

●　内容

　下記３つの課題を進め、地域及び国際貢献に繋がる研究を推進する。

　　課題1：家畜飼育環境の浄化装置の開発（自然素材を用いた畜舎環境浄化技術等）

　　課題2：地域で問題となっている人獣共通感染症制圧に向けた異分野融合研究の課題探索

　　課題3：牛白血病の清浄化プログラムの開発

自　　己　　点　　検　　・　　評　　価

①計画を達成するための具体的な取り組み

　火山性土壌中から発見した病原大腸菌を始めとする病原細菌の吸着・殺菌素材の実用化に向け、牛舎からの排水処理施設への応用について企業と

共同研究を開始した（課題1）。国内外で重要視されている鶏肉によるカンピロバクター食中毒の制御を目的として、鶏肉の皮膚に付着したカンピロバク

ターを効率的に除去・殺菌するため、高圧式パルスジェットスプレーの効果を評価した。タイにおいて、本装置を用いた食鳥肉からの病原体除去条件の精査

を行うべく、畜産開発局（DLD)の研究開発センター内に装置のプロトタイプを設置する準備を進めている（課題2）。宮崎県が積極的に取組んでいる牛

伝染性リンパ腫の清浄化プログラムの開発のため、本年度はJA宮崎経済連と共同でドロップレットデジタルPCR（ddPCR）を用いたBLVのプロウイルス量

の絶対定量法を開発した。この手法を用いることにより、従来法に比べ、検出が困難な微量核酸の定量が可能となった（課題3）。

　

②本年度の取り組みの評価（成果や課題などを具体的に記載）

　3課題ともに十分に実施していると評価できる。加えて、牛白血病清浄化のため、牛伝染性リンパ腫の抗体検査依頼は昨年度の約3倍である約

15,000件に増加しており、CADICが国内における牛伝染性リンパ腫の診断研究拠点として着実に認知されつつある。それを証明するように、近年は宮崎

県外からの牛伝染性リンパ腫対策の依頼も増加している。熊本県の天草畜産農業協同組合や球磨畜産農業協同組合と共同研究契約を結び、新たに

牛伝染性リンパ腫対策を開始した。天草地域では、年間の陽転率を5.7%にまで低減した。また、市場で購入された子牛の発症報告数も低下している。

　

③来年度の展望

　引き続き3つの課題について取り組むことにより、地域貢献及び国際貢献に繋がる研究を推進する。

根拠資料

進捗状況 区　　　　　　　　　　分

Ⅲ
Ⅳ　年度計画を上回って実施した Ⅲ　年度計画を十分に実施した

Ⅱ　年度計画を十分には実施しなかった Ⅰ　年度計画を実施しなかった
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1. 国際防疫コンソーシアム（協力実施体）の構築に関する取り組み

2. 防疫研修コース設置による国内獣医師の育成に関する取り組み

3. 国際貢献プログラムによる海外獣医師の育成に関する取り組み

4. 産学官連携及び異分野融合耐性強化による感染症制御技術シーズの社会実装と地域創生に関する取り組み

5. その他

産学官連携及び異分野融合体制強化による産業動物防疫の地域・国際教育研究拠点の創生とグローバル人材育成事業

令和2年度　事業報告

【資料5-A-1】8大学産業動物防疫コンソーシアム案内

進捗状況 区　　　　　　　　　　分

事業番号 実施事項

その他　5-A 外部資金の獲得

●　目的

　国際研究・人材育成拠点形成のため、外部資金を獲得する。

●　内容

　国内、国際コンソーシアム参加機関と外部資金獲得のための申請を行う。また、昨年度採択された科学技術新興機構（JST）SATREPS「世

界の台所ASEANにおける家畜生産と食品安全に関する新技術導入による畜産革命の推進」を開始する。さらに、国内コンソーシアム参加機関で

申請し、採択された日本中央競馬会畜産振興事業「大学連携による家畜防疫に関する知の集積」を実施する。

自　　己　　点　　検　　・　　評　　価

①計画を達成するための具体的な取り組み

　産業動物防疫リサーチセンターが優位性を持つ産業動物防疫の研究分野において、国内外の学術ネットワークを構築している複数の研究・行政

機関をハブ拠点として機能させ、全学の共用システム機能を最大限に活用しながら、 畜産業の持続性を脅かしている「産業動物感染症」の制御を

目標とし、文部科学省の共同利用・共同研究拠点の認定を申請した。

②本年度の取り組みの評価（成果や課題などを具体的に記載）

　昨年度採択された国際科学技術共同研究推進事業・地球規模課題対応国際科学技術協力プログラム(SATREPS)では、タイ国の行政組織

である畜産開発局と獣医系大学への研究設備の導入を開始した。また第1回Joint Coordinating Committee（全体会議）をウェブ開催し

（3月12日）、各テーマの研究進捗状況の確認と情報交換、長期研修生の博士課程への受入れ、コロナ禍における情報共有の方法等、今後の

国際共同研究を推進させる取組みについて協議した。また昨年度採択された「大学連携による家畜防疫に関する知の集積事業（JRA）」では、

産業動物防疫コンソーシアムのパンプレットを作成し、他組織への広報活動を行った。

③来年度の展望

　引き続き、国内、国際コンソーシアム参加機関と共同で外部資金獲得のための申請を行う。

根拠資料

Ⅲ
Ⅳ　年度計画を上回って実施した Ⅲ　年度計画を十分に実施した

Ⅱ　年度計画を十分には実施しなかった Ⅰ　年度計画を実施しなかった
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1. 国際防疫コンソーシアム（協力実施体）の構築に関する取り組み

2. 防疫研修コース設置による国内獣医師の育成に関する取り組み

3. 国際貢献プログラムによる海外獣医師の育成に関する取り組み

4. 産学官連携及び異分野融合耐性強化による感染症制御技術シーズの社会実装と地域創生に関する取り組み

5. その他

【資料5-B-1】 アンケート集計結果

産学官連携及び異分野融合体制強化による産業動物防疫の地域・国際教育研究拠点の創生とグローバル人材育成事業

令和2年度　事業報告

事業番号 実施事項

その他　5-Ｂ ビジュアル教材の作成

●　目的

　オンラインで利用可能なビジュアル教材のシステムを構築する。

●　内容

　海外から本学を訪問した研究者による英語講演や日本人講師の英語発表を録画し、著作権の許諾処理後、教材として利用できるようなシステ

ムを構築する。教材にはクイズを追加し、理解度チェック・英語リスニングのチェックを行えるようにし、学生の学習に活用する。

自　　己　　点　　検　　・　　評　　価

①計画を達成するための具体的な取り組み

　今年度は、（1）既存の10の動画について理解度クイズをさらに追加し、(2) それら動画をCADIC Video Lecturesシリーズとして受講者が選

びやすいようにMoodle上に配置した。具体的には、(1) 新たに89の理解度クイズを8つの動画について付与し、同じフォーマットで作られた同程度の

難易度のクイズを10の動画について受けられるようにした。(2) Moodleのレイアウトに関して、受講者の教材の選びやすさや操作のしやすさを改善

し、海外の利用者にコンテンツを提供していく準備を整えた。

②本年度の取り組みの評価（成果や課題などを具体的に記載）

　上記の10つの動画について、感染症講座の留学生及び特任助教合計14名に視聴していただき、理解度クイズへの回答さらに教材についてのア

ンケートへの回答を依頼した。留学生の出身校の多くでは本ビジュアル教材のような教材は少なく、留学生の多くがこのような教材は有用であると回

答した。また回答者の多くが、学部学生よりも大学院生の学習素材として、自己学習教材よりも専門課程の教育と組み合わせての使用が適切だと

判断した。これらのアンケートをもとに、さらに教材化と教材活用を積極的に進め、獣医学分野の英語学習教材の質を高め、それらを用いた学習機

会をより広く提供していく。

③来年度の展望

　教材ストックの充実化を進め、より多くのビデオ講義の英語授業における教材活用を進める。また留学生の自主学習用教材としても整備する。また

提携校と協力して、提携校の大学院教育の補助教材として提案するなど海外展開について検討する。

根拠資料

進捗状況 区　　　　　　　　　　分

Ⅲ
Ⅳ　年度計画を上回って実施した Ⅲ　年度計画を十分に実施した

Ⅱ　年度計画を十分には実施しなかった Ⅰ　年度計画を実施しなかった

16



－ 根拠資料目次 － 

 

 

 

 

資料 1-A                                           18 

 

資料 1-B                                           21  

 

資料 1-C                                           22  

 

資料 1-D                                           25 

 

資料 2-A                                           78 

 

資料 5-A                                           84 

 

資料 5-B                                           88 

 

 

 

17



Web配信決定

【資料1-A-1】国際シンポジウムポスター

18



プログラム 
12:00開場  

 

13:00開演  司会：兼子 千穂 (宮崎大学)   

 

主催者挨拶  

池ノ上 克 （宮崎大学学長） 

 

来賓挨拶   

河野 俊嗣 (宮崎県知事)  

 

13:15 

講演 1 ドラマ「命のあしあと」で知ったこと  

脚本家 清水 有生  

座長 三澤 尚明 (宮崎大学産業動物防疫リサーチセンター長) 

 

14:15  

講演 2 「口蹄疫に関する最近の研究状況 ー診断・病原・疫学ー」 

農研機構 動物衛生研究部門部門長  筒井 俊之  

座長 坂本 研一 (宮崎大学産業動物防疫リサーチセンター 特別教授) 

 

15:15 休憩（15分） 

 

15:30  

講演 3 「2010年宮崎で発生した口蹄疫の検証とそこから得られた教訓  

—風化させないための検証システムは機能しているか？-」 

宮崎大学名誉教授/本川牧場畜産研究教育本部長 堀井 洋一郎  

座長 乗峰 潤三 （宮崎大学産業動物伝染病防疫学研究室 教授） 

 

16:00  

講演 4 「口蹄疫からの復興の道のり」 

宮崎県家畜改良事業団副理事長 坊薗 正恒   

座長 関口 敏（宮崎大学産業動物防疫リサーチセンター 防疫戦略部門長） 

 

16:30  

講演 5 「宮崎大学が取り組む産業動物防疫に関する教育・研究拠点の創生とグローバル人材育成」 

宮崎大学産業動物防疫リサーチセンター長 三澤 尚明  

座長 岡林 環樹（宮崎大学産業動物防疫リサーチセンター 国際連携・教育部門長） 

 

16:50 閉会の挨拶 宮崎大学産業動物防疫リサーチセンター長 三澤 尚明 

 

【資料1-A-2】国際シンポジウムプログラム
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第 10 回国際シンポジウム実施風景 

 
 

 

【資料1-A-3】国際シンポジウム実施風景
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国際防疫コンソーシアム会議実施風景 

 

 

 

【資料1-B-1】コンソーシアム開示実施風景
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2020年度 第 3回 8大学産業動物防疫コンソーシアム会議 

 

日時：令和 2年 9月 28日 10:00- 

開催様式: web会議 zoom配信 

 

次第 

１．主催大学代表挨拶 

２．事務局代表挨拶 

３． 事業報告 

（１）各大学からの活動等報告 

（２）コンソ合同事業報告 

   １）豚糞便 NGS解析事業について 

    ２） JRA事業について 

４． 協議事項 

（１）今後の合同事業計画について 

（２）来年度のコンソーシアムシンポ開催について 

５．その他 

【資料1-C-1】8大学産業動物防疫コンソーシアム会議次第
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第 3 回 8 大学産業動物防疫コンソーシアム会議実施風景 

 
 

 

 

【資料1-C-2】会議実施風景
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後　　援　 ７大学産業動物防疫コンソーシアム /鹿児島県獣医師会 /鹿児島県
　　　　　 鹿児島市 /南日本新聞

9月 28日 鹿児島大学 農獣医共通棟 101室

令和2年
13:00-15:00

第10回

開会挨拶

講　座 1.「7 大学産業動物防疫コンソーシアムと
　　　　　TAD センターの一部連携について」
鹿児島大学共同獣医学部附属越境性動物疾病制御 (TAD) 研究センター

 センター長 /教授 小 原　恭 子

3. 特別講演
　　　「この冬、新型コロナウイルスをどう乗り切るか」
東京農工大学農学部附属国際家畜感染症防疫研究教育センター（CEPiA）

センター長 /教授 水 谷　哲 也

2.「悪性伝染病から家畜を守れ！
　　～大学連携による家畜防疫に関する知の集積～」

宮崎大学産業動物防疫リサーチセンター 副センター長 /教授 岡 林　環 樹

共同獣医副学部長　三 好　宣 彰

共同獣医学部長　三 角　一 浩

閉会挨拶

入場無料

令和2年

鹿児島大学共同獣医学部附属
越境性動物疾病(TAD) 　　  
制御研究センター公開講座

― ７大学産業動物防疫コンソーシアムについて ―

【資料1-C-3】シンポジウムポスター
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【様式３】 

 

令和 3年 4月 21日 

 
令和 2 年度 共同研究報告書 

 

  研究代表者： 後藤 達彦      

１.研究課題名 

日本語表記：日本鶏におけるトリ白血病ウイルス受容体遺伝子座の抵抗性アリル頻

度の調査 

英語表記：Studies on frequency of resistant allele in avian leucosis viru

ses (ALV) receptor genes using Japanese indigenous chickens. 

２.研究期間  令和 2年 4月 1日 ～ 令和 3年 3月 31日 

３.共同研究者 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

氏   名 機関・所属部署名 職 名 

関口 敏 宮崎大学・産業動物防疫リサーチセンター    准教授 

乗峰 潤三 

 

宮崎大学・産業動物防疫リサーチセンター 教授 

堀之内 正次郎 宮崎県畜産試験場川南支場・養鶏科 主任研究員 

   

  

                 

 

 

４．研究目的 

 

 世界の９人に１人が飢餓という現状を打開するためには、世界規模での畜産物の増産が求められ

る。ニワトリは、栄養価の高い鶏卵および鶏肉を生産してくれる家畜であり、これまでに世界の様々

な環境に適応した 300を超える多様な品種が作出されており、世界で最も飼育個体数の多い家畜であ

る。これまでに、卵用鶏および肉用鶏においてそれぞれの目的に洗練された改良が欧米において活発

になされており、世界中で広く利用されている。しかしながら、これらの遺伝資源は必ずしも世界の

様々な環境に適応している訳ではない。そのような背景から、卵用鶏および肉用鶏が保有している畜

産物の生産性向上に関与する多数の遺伝子座の情報を活用しながら、世界の各々の環境に適応してい

る在来鶏の改良を行うことが、世界規模での畜産物の増産に必要となってくると考えられる。 

 

 在来鶏が世界の様々な環境に適応している背景には、暑熱・寒冷ストレスや様々な病気に対する抵

抗性の存在が考えられ、とりわけ病気の抵抗性は重要な位置を占めると考えられる。なぜなら、ニワ

トリが病気に罹らず健康でいることが、畜産物の生産の土台にあり、その上でさらなる増産が可能に

なってくるためである。そこで、卵用鶏および肉用鶏では病気の抵抗性に関する育種が進められてい

る。例えば、マレック病の抵抗性には多数の遺伝子座が関与していることが示唆されており、それら

の遺伝子座に連鎖した DNA マーカーに着目した育種によって、抗病性の改良を進めようとする試みが

なされている（Wolc et al., Avian Diseases 57:395-400, 2013）。 

 

 トリ白血病ウイルス（ALV）はこれまでに A～E、J などの様々なサブグループが報告されており、

腫瘍疾患や生産性の低下などの産業上の問題を引き起こすことが知られている（Elleder et al., 

Animal Genetics 35:176-181, 2004）。効果的なワクチンは利用できないが、先進諸国の卵用鶏およ

び肉用鶏においては、トリ白血病ウイルスの撲滅に向けた取り組みがなされている。近年、アメリカ

のブロイラーを経由して、中国の在来鶏に ALVが蔓延しており、その対策に ALVに対する抵抗性をも

■
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つ個体の育種が注目されている。ニワトリ第 28染色体上のトリ白血病ウイルス受容体（TVA）遺伝子

座には、ALVに抵抗性を示すアリルが報告されている（Elleder et al., Animal Genetics 35:176-181, 

2004）。TVA における抵抗性アリルは、PCR およびシークエンサーによって判定可能であり、中国の

在来鶏を対象にした調査が進められ、ALV に対して遺伝的に強いニワトリの育種が検討されている

（Liao et al., Poultry Science 93:2482-2489, 2014）。ニワトリ第 22染色体上のトリ白血病ウイ

ルス受容体（TVB）遺伝子座には、ALVに抵抗性を示すアリルが報告されている(Zhang et al., Avian 

Pathology 34: 324-331, 2005)。TVBの遺伝子型は PCR-RFLPによって判定可能である。 

 

 日本の在来鶏である日本鶏は、日本の「地鶏」産業において主に活用されている。地鶏産業は、日

本の肉用鶏産業の中で一定の規模があり、重視されている。みやざき地頭鶏をはじめとする地鶏には、

世界で広く用いられているブロイラーとは大きく遺伝的背景が異なる特徴があり、その生産物である

鶏肉は風味などに特徴があると言われている。各都道府県の畜産試験場が主体となって、それぞれの

地鶏の種鶏や原種鶏を保有し、鶏肉の生産性に関する育種が進められているが、欧米の大規模な育種

会社と比較して規模が小さいことから、生産性以外の特徴である抗病性に関する取り組みは不足して

いる。これまでに、家畜改良センター兵庫牧場で保有されている白色レグホーン、白色プリマスロッ

ク、ナゴヤなどの品種については、TVA の抵抗性アリルの頻度が調査されている（佐藤ら, 日本家禽

学会誌 47:J65-J70, 2010）が、40品種を超える多様な日本鶏のほとんどは対象にされていない。 

 

 宮崎県の地頭鶏に限定した際のトリ白血病の発生状況は不明であるが、農水省の消費安全局動物衛

生課の届出伝染病発生累年比較によると、1998年には 2,000個体規模の発生があり、その後 2003-2013

年には、多い年に 350個体の発生が報告されており、2016年以降は毎年数個体ずつの発生が報告され

ている。日本国内で、トリ白血病の根絶ができていない現状に加えて、宮崎県では白色プリマスロッ

クを家畜改良センター兵庫牧場より導入しているため、宮崎県畜産試験場のニワトリにおいてトリ白

血病がいつ発生するか分からないという潜在的リスクがある。そのため、宮崎県畜産試験場の集団に

おいて、トリ白血病ウイルス受容体遺伝子座の抵抗性アリル頻度を調査しておくことは、将来の潜在

的リスク回避のために重要である。 

 

将来、地鶏産業においても、様々な病気への対策が求められると考えられるため、地鶏産業の遺伝

的な素材となりうる日本鶏品種の抗病性に関する研究が必要である。そこで本研究では、みやざき地

頭鶏などの地鶏生産に用いられている日本鶏品種を対象に、トリ白血病ウイルス受容体（TVB）遺伝

子座の抵抗性アリルの頻度を調査することを目的とする。 

 

５．研究内容・成果 

 

牛伝染性リンパ腫に対する抵抗性遺伝子が知られており、宮崎大学の乗峰教授が牛伝染性リンパ腫

などの感染症に対する防御免疫に関する研究を進められている。そして、宮崎大学の関口准教授によ

って、この抵抗性の遺伝形質（体質）が、牛伝染性リンパ腫のコントロールや清浄化プログラムに利

用されている。このように、関口准教授・乗峰教授らの研究グループは、牛伝染性リンパ腫の抵抗性

アリルを PCRおよびシークエンサーによって判定した上で、優良な個体を用いて、感染症のコントロ

ールや清浄化に関する取り組みを実践されている。 

 

ウシと同様の性質が、トリ白血病においても存在するのではないかと考えられる。そのため、トリ

白血病ウイルス受容体（TVB）遺伝子座の抵抗性アリルに焦点を当てて、日本の地鶏産業で用いられ

ている日本鶏品種を対象にした、抵抗性アリル頻度の調査を行った。具体的には、みやざき地頭鶏に

用いられているジトッコ 90 個体、白色プリマスロック）30 個体、F1（ジトッコ×白色プリマスロッ

ク）30個体、九州ロード）30個体、みやざき地頭鶏（上記 F1×九州ロード）40 個体の血液サンプル

（宮崎県畜産試験場川南支場）より、DNAを抽出した。先行研究（Zhang et al., Avian Pathology 34: 

324-331, 2005; Elleder et al., Animal Genetics 35:176-181, 2004; 佐藤ら, 日本家禽学会誌 
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47:J65-J70, 2010; Liao et al., Poultry Science 93:2482-2489, 2014）において報告されている

プライマーセットを用いた PCR によって抵抗性アリルの遺伝子型を判定した。PCR およびシークエン

サー用試薬を購入し、宮崎大学産業動物防疫リサーチセンターの学内共同教育研究施設の PCR装置、

ゲル・メンブラン撮影装置、シークエンサー等を利用した。本年度はコロナウイルス感染症対策で、

宮崎大学への訪問が叶わなかったため、TVBの PCR-RFLP実験は、帯広畜産大学において行った。 

 

 全ての血液サンプルから DNA抽出を終え、先行研究(Zhang et al., Avian Pathology 34: 324-331, 

2005)の方法に従って、トリ白血病ウイルス受容体（TVB）については、TVB202 および TVB303 の領域

を対象にした PCRによる増幅および制限酵素処理の条件設定が完了し、これまでにジトッコ 8個体、

白色プリマスロック 27個体、F1（ジトッコ×白色プリマスロック）22個体、九州ロード 29個体なら

びに、みやざき地頭鶏（上記 F1×九州ロード）3個体の総計 89個体の遺伝子型判定が終わっている。

その結果、S1/S1の遺伝子型が 54個体、S1/S3の遺伝子型が 30個体、S3/S3の遺伝子型が 5個体であ

ることが判明した。遺伝子型頻度を集計すると、ジトッコは S1/S3型が 100%、白色プリマスロックは

S1/S1型が 100%、F1（ジトッコ×白色プリマスロック）は S1/S3型が 90.9%で S3/S3型が 9.1%、九州

ロードは S1/S1 型が 86.2%、S1/S3 型が 6.9%、S3/S3 型が 6.9%ならびに、みやざき地頭鶏は S1/S1 型

66.7% S3/S3型が 33.3%であった。先行研究では、S1/S3の遺伝子型の個体は、トリ白血病のサブグル

ープ Eに対して抵抗性を示すことが報告されている。追加の個体を分析することによって、ジトッコ、

白色プリマスロックおよび九州ロードの基礎集団における S1/S3遺伝子型頻度を調査して、育種計画

に利用するための基礎情報を明らかにしていきたい。 

 

（参考となる資料を添付してください。） 

 

※ 必要に応じて、枠を広げて記載してください。 

６．成果となる論文・学会発表等 

（※参考となる資料を添付してください。） 

 

 該当なし 

 

 

 

 

７．産業動物防疫リサーチセンターへ訪問した回数 

 

 

 

 

 

 

 

 

氏  名 職名等 性別 国 籍 訪問回数・合計日数 訪 問 時 期 

後藤 達彦 助教 男 日本  ０回  

      

      

      

      

■
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８．利用した設備・施設等 ※必要に応じ様式の追加・削除可。 

施設 

室  名 動 物 種 飼 育 数 期  間 

BSL３施設     

獣医棟Ｐ２動物実験

室 

   

教育棟Ｐ２動物実験

室１ 

   

設備・機器類 

(I) 獣医棟 3階 

部 屋 名  機 器 名 使用した延日数 

Ｐ２  

実験室 

V301 

フローサイトメーター（BD社）   

マイクロプレートリーダー(BioRad)   

マイクロプレート洗浄装置（Thermo WellWash)   

NanoDrop 分光光度計(Thermo ND-1000)   

冷却遠心機(KUBOTA 7780)    

冷却遠心機(Thermo)  

卓上型冷却遠心機 (HITACHI)  

安全キャビネット(AIRTEC)  

ハイブリオーブン(タイテック)  

オートクレーブ(平山製作所 HG-50)  

V304 

ヒートブロック (アステック)   

安全キャビネット(AIRTEC)  

卓上遠心機(HITACHI)    

MALDI Biotyper (BRUKER)  

V308 

アイソレーター（マウス/ラット用）（Tokiwa 

T-BCC-Micro-M25） 
 

安全キャビネット(AIRTEC)  

オートクレーブ(トミー精工、LSX-700)  

V310 

アイソレーター（マウス/ラット用）（Tokiwa 

T-BCC-Micro-M25） 
 

オートクレーブ(HIRAYAMA HV-110)  

安全キャビネット(AIRTEC)  

V313 

安全キャビネット(HITACHI)  

インキュベーター(SANYO)  

ディープフリーザー(SANYO、MDF-U333)    

冷蔵ショーケース(FKVG-4110DHC)   

オートクレーブ(トミー精工、LSX-500)  

V314 

デ ジ タ ル 撮 影 装 置 付 蛍 光 顕 微 鏡 （ OLYMPUS 

DP74-SET-A） 
 

CO₂インキュベーター (ASTEC SCI-165D/APC)  

倒立位相差顕微鏡(OLYMPUS CKX41)  

安全キャビネット(AIRTEC)  

オートクレーブ(平山製作所 HG-50)  

卓上遠心機(KUBOTA 5520)    

卓上冷却遠心機(eppendorf 5415R)    

■
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V319 

CO₂インキュベーター (Thermo F370)  

安全キャビネット(AIRTEC)  

倒立蛍光顕微鏡(KEYENCE BZ-9000)  

位相差顕微鏡(OLYMPUS CK2)  

生体画像観察顕微鏡システム(Nikon)   

V323 

安全キャビネット(AIRTEC)  

スイングローター付遠心機(HIRASAWA TE-HER)   

インキュベーター(SANYO MIR-153)   

卓上冷却遠心機(eppendorf 5415R)    

紫 外 ･ 可 視 分 光 光 度 計 (GE Healthcare 

GeneQuant100)  
 

ヒートブロック(アステック)   

遺伝子実

験室 

V303 

ゲル・メンブラン撮影装置(BioRad)  

PCR装置(BioRad, Applied Biosystems)   

多標識測定用プレートリーダー（ワラック社)   

リアルタイム濁度測定装置 (テラメックス

LoopampEXIA) 
 

リアルタイム PCR装置(ABI, Quant Studio 3)  

V306 

卓上遠心機(HITACHI CT6E)  

卓上冷却遠心機(HITACHI CT15RE)  

超遠心機(HITACHI CP80WX)  

V307 
細菌検査用ホモジナイザー(オルガノ EXNIZER400)  

シークエンサー（ABI3130, SeqStudio）  

試薬調製

室 

V305 pHメーター(HORIBA, TOAH)  

デシケーター(ASONE)  

病理標本

作製室 
V316 

パラフィン包埋ブロック作製装置(SAKURA)    

手動回転式ミクロトーム(Leica MR2235)  

密閉式自動固定包埋装置(SAKURA)    

卓上型ドラフト(明光メディカル)  

洗浄室 V318 

超純水製造装置(Milli-Q Advantage)  

超音波洗浄機(KAIJO)  

オートクレーブ(TOMY SX-500)  

全自動洗浄機(Miele PG858)    

滅菌室 V322 

オートクレーブ(TOMY、平山製作所)  

高純水製造装置 (Merck)  

全自動血球計数器(日本光電工業）  

微生物保

存室 
V324 

液体窒素保存容器(太陽日酸㈱,アステック)  

超低温槽 (Thermo REVCO TSX400G)    

 (II) 産業動物教育研究センター 

部 屋 名  機 器 名 使用した延日数 

大中動物検査実験室 

大中動物検査実験室  

全身麻酔装置  

埋込式回転診療台  

中動物陽圧実験室 

手術台、無影灯（2 機）、麻酔装置、生

体情報モニター、X線投下装置（Cアーム） 

一式 
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MRI室 
３T MRI、MRI用生体情報モニター、MRI

用麻酔装置一式 
 

MRIオペレーター  

P2 検査実験室 

アイソレーター  

安全キャビネット  

オートクレーブ  

器具・薬品庫 ウサギ飼育用ケージ  

滅菌リネン庫 
高圧蒸気滅菌装置  

カートリッジ式酸化エチレンガス滅菌器  

動物飼育 
動物飼育費  

飼育管理員  

 

その他の装置・データ等 

分 類 名   称 使用した延日数 

データベース   

バイオリソース   

データ・文献   

装置   
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【様式３】 

 

令和 3年 4月 7日 

 
令和 2 年度 共同研究報告書 

 

  

１.研究課題名 
日本語表記：デジタルPCRを用いた食鳥と体からのカンピロバクター属菌の検出 

英語表記：Detection of Campylobacter spp. from broiler carcasses using digital PCR 

２.研究期間  令和 2 年 4 月 1 日 ～ 令和 3 年 3 月 31 日 

３.共同研究者 

  （代表者） 

 

 

 

 

 

 

 

 

氏   名 機関・所属部署名 職 名 

岡田 彩加 岐阜大学 応用生物科学部 助教 

   

   

   

  

                 

 

 

４．研究目的 

これまでにも食鳥と体のカンピロバクター属菌汚染状況は調査されているが、その検出は培養法に

よって行われている。しかし、カンピロバクター属菌は生きているが培養できない(Viable but non-

culturable、以下 VBNC)状態となることが知られている。VBNC状態の菌は培養できないが生きており、

食中毒の原因となることが示唆されている。 

 本研究課題では生菌のみを検出する PMA-qPCR 法を応用し、デジタル PCR（ddPCR）を用いて、より

正確に生きた状態のカンピロバクター属菌を検出する方法を確立する。これまでの PMA-qPCR では本

来であれば検出されないはずの死菌も検出されてしまい、生菌と死菌を厳密に区別することは難しか

った。本研究課題により ddPCRを用いることで、正確な検出を行うことができる可能性がある。 

 

５．研究内容・成果 

 Campylobacter jejuni(C.jejuni) JCM2013株（以下 JCM2013）を用いて検証を行なった。 

 JCM2013 をミューラーヒントン培地にて微好気培養

し、OD600=0.5すなわち 108CFU/mLとなるように調整し、

生菌サンプルとした。また、調整した菌液を 95℃,5 分

熱処理し、死菌サンプルとした。これらサンプルに PMA 

Enhancer 試薬を規定量、および PMA 試薬を最終濃度が

20 µM となるように添加した。10分室温に静置後、LED 

Closslinker12(TaKaRa)を用いて 15 分光照射を行なっ

た。処理後サンプルは DNeasy Blood & Tissue Kits 

(QIAGEN)を用いて DNA抽出を行なった。 

 抽出した DNAを用いて、マニュアルに従い ddPCRを行

なった。試薬は ddPCRSupermix for Probes (No 

dUTP)(BIO RAD)を用いた。プライマーおよびプローブは

16Sリボソーム RNA遺伝子を標的としたものを使用した
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（Lund et al., 2004）。結果、死菌でも DNAが検出され、その感度は申請者が事前に行なった qPCR

と同等であった(図 1)。qPCR と ddPCRで生菌と死菌の区別に関する感度の差はないことがわかったた

め、qPCRにて死菌の検出限界を決定するための以下の実験を行なった。 

 上述のように準備した 108CFU/mL の菌液を階段希釈することで 104~101CFU/tube となるように菌液

を準備し、ddPCRサンプルと同様に生菌および死菌サンプルを準備し、上述の PMA処理、DNA抽出を行

なった。抽出した DNA を用い、マニュアルに従い qPCR を行なった。試薬は GoTaq Probe qPCR 

Systems(Promega)を用いた。CFUと Ct値の関係性のグラフを図 2Aに示す。R2値が 100%に近付くよう

にするため101CFU/tubeは検出限界以下とする必要があった。本qPCRで正確に定量できる範囲はCt<32

であることが示唆された。死菌における Ct値は 104~101CFU/tube全てにおいて Ct>35であった。Ct=32

を検出限界に設定することで、生菌と死菌を確実に区別することが可能となることが示された。 

本研究では食鳥と体からの菌の検出を目的としているため、同様の実験を共同研究者より分与され

た鶏分離株 B17株を用いて行なったところ、同様の結果が得られた（図 2B）。 

 本研究では ddPCRを用いても高濃度の菌の生死を正確に区別することは難しいことが明らかとなっ

た。従来の PMA-qPCR 法での生菌と死菌を区別するための検出限界値を設定することができたため、

今後、この手法を用いることで、培養法によらない、カンピロバクター属菌の検出が可能となり、VBNC

状態の菌を含めた菌の検出が可能となる。 

 

※ 必要に応じて、枠を広げて記載してください。 

６．成果となる論文・学会発表等 

（※参考となる資料を添付してください。） 

該当なし 

 

７．産業動物防疫リサーチセンターへ訪問した回数 

 

(例) 

 

 

 

 

 

 

氏  名 職名等 性別 国 籍 訪問回数・合計日数 訪 問 時 期 

○○ ○○○ 准教授 男 日本  ２回・10日 ７月・１０月 

岡田 彩加 助教 女 日本 １回・2日 8月 
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８．利用した設備・施設等 ※必要に応じ様式の追加・削除可。 

施設 

室  名 動 物 種 飼 育 数 期  間 

BSL３施設     

獣医棟Ｐ２動物実験

室 

   

教育棟Ｐ２動物実験

室１ 

   

設備・機器類 

(I) 獣医棟 3階 

部 屋 名  機 器 名 使用した延日数 

Ｐ２  

実験室 

V301 

フローサイトメーター（BD社）   

マイクロプレートリーダー(BioRad)   

マイクロプレート洗浄装置（Thermo WellWash)   

NanoDrop 分光光度計(Thermo ND-1000)   

冷却遠心機(KUBOTA 7780)    

冷却遠心機(Thermo)  

卓上型冷却遠心機 (HITACHI)  

安全キャビネット(AIRTEC)  

ハイブリオーブン(タイテック)  

オートクレーブ(平山製作所 HG-50)  

V304 

ヒートブロック (アステック)   

安全キャビネット(AIRTEC)  

卓上遠心機(HITACHI)    

MALDI Biotyper (BRUKER)  

V308 

アイソレーター（マウス/ラット用）（Tokiwa T-

BCC-Micro-M25） 
 

安全キャビネット(AIRTEC)  

オートクレーブ(トミー精工、LSX-700)  

V310 

アイソレーター（マウス/ラット用）（Tokiwa T-

BCC-Micro-M25） 
 

オートクレーブ(HIRAYAMA HV-110)  

安全キャビネット(AIRTEC)  

V313 

安全キャビネット(HITACHI)  

インキュベーター(SANYO)  

ディープフリーザー(SANYO、MDF-U333)    

冷蔵ショーケース(FKVG-4110DHC)   

オートクレーブ(トミー精工、LSX-500)  

V314 

デジタル撮影装置付蛍光顕微鏡（OLYMPUS DP74-

SET-A） 
 

CO₂インキュベーター (ASTEC SCI-165D/APC)  

倒立位相差顕微鏡(OLYMPUS CKX41)  

安全キャビネット(AIRTEC)  

オートクレーブ(平山製作所 HG-50)  

卓上遠心機(KUBOTA 5520)    

卓上冷却遠心機(eppendorf 5415R)    
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V319 

CO₂インキュベーター (Thermo F370)  

安全キャビネット(AIRTEC)  

倒立蛍光顕微鏡(KEYENCE BZ-9000)  

位相差顕微鏡(OLYMPUS CK2)  

生体画像観察顕微鏡システム(Nikon)   

V323 

安全キャビネット(AIRTEC)  

スイングローター付遠心機(HIRASAWA TE-HER)   

インキュベーター(SANYO MIR-153)   

卓上冷却遠心機(eppendorf 5415R)    

紫 外 ･ 可 視 分 光 光 度 計 (GE Healthcare 

GeneQuant100)  
 

ヒートブロック(アステック)   

遺伝子実

験室 

V303 

ゲル・メンブラン撮影装置(BioRad)  

PCR装置(BioRad, Applied Biosystems)  1日 

多標識測定用プレートリーダー（ワラック社)   

リアルタイム濁度測定装置 (テラメックス

LoopampEXIA) 
 

リアルタイム PCR装置(ABI, Quant Studio 3)  

デジタル PCR（日本バイオラッド） 1日 

V306 

卓上遠心機(HITACHI CT6E)  

卓上冷却遠心機(HITACHI CT15RE)  

超遠心機(HITACHI CP80WX)  

V307 
細菌検査用ホモジナイザー(オルガノ EXNIZER400)  

シークエンサー（ABI3130, SeqStudio）  

試薬調製

室 

V305 pHメーター(HORIBA, TOAH)  

デシケーター(ASONE)  

病理標本

作製室 
V316 

パラフィン包埋ブロック作製装置(SAKURA)    

手動回転式ミクロトーム(Leica MR2235)  

密閉式自動固定包埋装置(SAKURA)    

卓上型ドラフト(明光メディカル)  

洗浄室 V318 

超純水製造装置(Milli-Q Advantage)  

超音波洗浄機(KAIJO)  

オートクレーブ(TOMY SX-500)  

全自動洗浄機(Miele PG858)    

滅菌室 V322 

オートクレーブ(TOMY、平山製作所)  

高純水製造装置 (Merck)  

全自動血球計数器(日本光電工業）  

微生物保

存室 
V324 

液体窒素保存容器(太陽日酸㈱,アステック)  

超低温槽 (Thermo REVCO TSX400G)    

 (II) 産業動物教育研究センター 

部 屋 名  機 器 名 使用した延日数 

大中動物検査実験室 

大中動物検査実験室  

全身麻酔装置  

埋込式回転診療台  

中動物陽圧実験室 手術台、無影灯（2機）、麻酔装置、生体  
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情報モニター、X線投下装置（Cアーム） 

一式 

MRI 室 
３T MRI、MRI用生体情報モニター、MRI

用麻酔装置一式 
 

MRIオペレーター  

P2 検査実験室 

アイソレーター  

安全キャビネット  

オートクレーブ  

器具・薬品庫 ウサギ飼育用ケージ  

滅菌リネン庫 
高圧蒸気滅菌装置  

カートリッジ式酸化エチレンガス滅菌器  

動物飼育 
動物飼育費  

飼育管理員  

 

その他の装置・データ等 

分 類 名   称 使用した延日数 

データベース   

バイオリソース   

データ・文献   

装置   
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【様式３】 

 

令和３年３月１１日 

 
令和 2 年度 共同研究報告書 

 

  

１.研究課題名 
日本語表記：御崎馬の保全に関する研究 

英語表記： Study on conservation of feral Misaki horses 

２.研究期間  令和２年４月１日 ～ 令和３年３月３１日 

３.共同研究者 

  （代表者） 

 

 

 

 

 

 

 

 

氏   名 機関・所属部署名 職 名 

高須正規 岐阜大学応用生物科学部 准教授 

斉藤いぶき 岐阜大学応用生物科学部 学部学生 

生地佑妃 岐阜大学応用生物科学部 学部学生 

戸崎晃明 競走馬理化学研究所遺伝子分析部 専門役 

  

                 

 

 

４．研究目的 

御崎馬の持続可能な保存を最終目的とし，2020年度に生まれた御崎馬子馬のマイクロサテライトタ

イピングを行う。 

 日本馬事協会の規定では，当該馬-両親-祖父母が判明すれば血統登録書を発行できる。しかし，放

牧飼育されている御崎馬においては，離乳前の子馬は母親と行動を共にすることから，母親は判明す

るが，父親を判定できていなかった。 

 マイクロサテライトはゲノム上の反復配列であり，広く親子判定に用いられている。このマーカー

を使えば，御崎馬でも親子判別は可能となる可能性が考えられることから，申請研究では同マーカー

のタイピングで，将来的な血統登録を目標に，親子判別を試みた。これにより，科学的な根拠に基づ

いた御崎馬の保存を進めたいと考えた。 

５．研究内容・成果 

 令和 2年度の馬追いに参加し，確認できている 115 頭の御崎馬のうち，72頭（雌 39頭，雄 33頭，

平均 7.25 歳）から血液を採取できた。得られた血液から，DNA を抽出し，31 個のマイクロサテライ

ト DNAをタイピングした。 

タイピングデータから，30組の母-子ペアのうち，20頭の子馬の父親を判別できた。また，御崎馬

の遺伝的多様性を平均アリル数，ヘテロ接合率の期待値ならびに観察値は，それぞれ 3.0>，0.5>，0.5>

であり，各地の在来馬よりも低いことが明らかになった。これらの値は，2015年に我々が解析した同

データと差がなかったことから，5 年間で御崎馬の遺伝的多様性は変動していないことが明らかにな

った。おそらく，御崎馬はすでに 300年以上，ほぼクローズドな環境で飼育されてきたことから，都

井岬の環境を保持できれば，遺伝的な浮動は大きくならないと考えられた。 

以上の結果から，御崎馬の血統登録に向けたデータ収集を実行できたとともに，マイクロサテライ

トに基づく御崎馬の遺伝的多様性を評価できた。これを継続することで，御崎馬の血統登録（血統書

作成）の完成ならびに遺伝的多様のモニタリング，ゲノムバンクの構築が可能となると考えられた。 

※ 必要に応じて、枠を広げて記載してください。 
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６．成果となる論文・学会発表等 

第 33回 日本ウマ科学会の発表スライドを添付する。 

 

７．産業動物防疫リサーチセンターへ訪問した回数 

 

(例) 

 

 

 

 

 

 

氏  名 職名等 性別 国 籍 訪問回数・合計日数 訪 問 時 期 

高須正規 准教授 男 日本 1回・3日 9月 

生地佑妃 学部学生 女 日本 1回・3日 9月 

皆合美月 学部学生 女 日本 1回・3日 9月 

      

      

８．利用した設備・施設等 ※必要に応じ様式の追加・削除可。 

施設 

室  名 動 物 種 飼 育 数 期  間 

BSL３施設     

獣医棟Ｐ２動物実験

室 

   

教育棟Ｐ２動物実験

室１ 

   

設備・機器類 

(I) 獣医棟 3階 

部 屋 名  機 器 名 使用した延日数 

Ｐ２  

実験室 

V301 

フローサイトメーター（BD社）   

マイクロプレートリーダー(BioRad)   

マイクロプレート洗浄装置（Thermo WellWash)   

NanoDrop 分光光度計(Thermo ND-1000)   

冷却遠心機(KUBOTA 7780)    

冷却遠心機(Thermo)  

卓上型冷却遠心機 (HITACHI)  

安全キャビネット(AIRTEC)  

ハイブリオーブン(タイテック)  

オートクレーブ(平山製作所 HG-50)  

V304 

ヒートブロック (アステック)   

安全キャビネット(AIRTEC)  

卓上遠心機(HITACHI)    

MALDI Biotyper (BRUKER)  

V308 

アイソレーター（マウス/ラット用）（Tokiwa 

T-BCC-Micro-M25） 
 

安全キャビネット(AIRTEC)  

オートクレーブ(トミー精工、LSX-700)  

V310 

アイソレーター（マウス/ラット用）（Tokiwa 

T-BCC-Micro-M25） 
 

オートクレーブ(HIRAYAMA HV-110)  
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安全キャビネット(AIRTEC)  

V313 

安全キャビネット(HITACHI)  

インキュベーター(SANYO)  

ディープフリーザー(SANYO、MDF-U333)    

冷蔵ショーケース(FKVG-4110DHC)   

オートクレーブ(トミー精工、LSX-500)  

V314 

デ ジ タ ル 撮 影 装 置 付 蛍 光 顕 微 鏡 （ OLYMPUS 

DP74-SET-A） 
 

CO₂インキュベーター (ASTEC SCI-165D/APC)  

倒立位相差顕微鏡(OLYMPUS CKX41)  

安全キャビネット(AIRTEC)  

オートクレーブ(平山製作所 HG-50)  

卓上遠心機(KUBOTA 5520)    

卓上冷却遠心機(eppendorf 5415R)    

V319 

CO₂インキュベーター (Thermo F370)  

安全キャビネット(AIRTEC)  

倒立蛍光顕微鏡(KEYENCE BZ-9000)  

位相差顕微鏡(OLYMPUS CK2)  

生体画像観察顕微鏡システム(Nikon)   

V323 

安全キャビネット(AIRTEC)  

スイングローター付遠心機(HIRASAWA TE-HER)   

インキュベーター(SANYO MIR-153)   

卓上冷却遠心機(eppendorf 5415R)    

紫 外 ･ 可 視 分 光 光 度 計 (GE Healthcare 

GeneQuant100)  
 

ヒートブロック(アステック)   

遺伝子実

験室 

V303 

ゲル・メンブラン撮影装置(BioRad)  

PCR装置(BioRad, Applied Biosystems)   

多標識測定用プレートリーダー（ワラック社)   

リアルタイム濁度測定装置 (テラメックス

LoopampEXIA) 
 

リアルタイム PCR装置(ABI, Quant Studio 3)  

デジタル PCR（日本バイオラッド）  

V306 

卓上遠心機(HITACHI CT6E)  

卓上冷却遠心機(HITACHI CT15RE)  

超遠心機(HITACHI CP80WX)  

V307 
細菌検査用ホモジナイザー(オルガノ EXNIZER400)  

シークエンサー（ABI3130, SeqStudio）  

試薬調製

室 

V305 pHメーター(HORIBA, TOAH)  

デシケーター(ASONE)  

病理標本

作製室 
V316 

パラフィン包埋ブロック作製装置(SAKURA)    

手動回転式ミクロトーム(Leica MR2235)  

密閉式自動固定包埋装置(SAKURA)    

卓上型ドラフト(明光メディカル)  

洗浄室 V318 
超純水製造装置(Milli-Q Advantage)  

超音波洗浄機(KAIJO)  
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オートクレーブ(TOMY SX-500)  

全自動洗浄機(Miele PG858)    

滅菌室 V322 

オートクレーブ(TOMY、平山製作所)  

高純水製造装置 (Merck)  

全自動血球計数器(日本光電工業）  

微生物保

存室 
V324 

液体窒素保存容器(太陽日酸㈱,アステック)  

超低温槽 (Thermo REVCO TSX400G)    

 (II) 産業動物教育研究センター 

部 屋 名  機 器 名 使用した延日数 

大中動物検査実験室 

大中動物検査実験室  

全身麻酔装置  

埋込式回転診療台  

中動物陽圧実験室 

手術台、無影灯（2 機）、麻酔装置、生

体情報モニター、X線投下装置（Cアーム） 

一式 

 

MRI室 
３T MRI、MRI用生体情報モニター、MRI

用麻酔装置一式 
 

MRIオペレーター  

P2 検査実験室 

アイソレーター  

安全キャビネット  

オートクレーブ  

器具・薬品庫 ウサギ飼育用ケージ  

滅菌リネン庫 
高圧蒸気滅菌装置  

カートリッジ式酸化エチレンガス滅菌器  

動物飼育 
動物飼育費  

飼育管理員  

 

その他の装置・データ等 

分 類 名   称 使用した延日数 

データベース 御崎馬のタイピングデータベース（2015） 14日 

バイオリソース 御崎馬の DNA 14日 

データ・文献 御崎馬のタイピングデータ（2020） 14日 

装置   
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【様式３】 

 

令和 3 年 4 月 2 日 

 
令和２年度 共同研究報告書 

 

                             研究代表者： 正谷達謄            

１.研究課題名 

日本語表記：九州地方の野生動物が保有する住血原虫類の探索と遺伝学的解析 

英語表記：Surveillance and phylogenetic analyses of tick-borne haemoparas

ites of wildlife animals in Kyushu, Japan 

２.研究期間  令和 ２ 年 ４ 月 １日 ～ 令和 ３ 年 ３ 月 ３１ 日 

３.共同研究者 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

氏   名 機関・所属部署名 職 名 

森川桃子 鹿児島大学・共同獣医学部附属 TADセンター 学部 6年 

吉田彩子 宮崎大学・農学部獣医学科 教授 

   

   

  

                 

 

 

４．研究目的 

マダニは、それ自身が吸血することで人や家畜に病害を及ぼすだけでなく、様々な病原体を媒介する重要な節

足動物である。近年、マダニ媒介疾患として日本紅斑熱や重症熱性血小板減少症候群（SFTS）が話題となってい

るが、マダニはこれらの病原体（リケッチア及びウイルスだけではなく、住血原虫の一種であるバベシア（Babesia）や

タイレリア（Theileria）属原虫の媒介者としても重要である。 

申請者はこれまで、鹿児島県各地の山林よりマダニを採取し、独自に新規開発した Nested-PCR（汎住血原虫検

出 PCR）によってこれらが保持する原虫を検出したところ、未同定の Babesia及び Theileria属原虫の遺伝子を多数

検出した（Masatani et al., Tick Tick Borne Dis 2017）。これは、鹿児島県を中心とした西日本地域のマダニには未

知の原虫や国内未報告の原虫が存在していることを示している。しかし、これら原虫の家畜衛生や公衆衛生に及

ぼすリスクを評価するには、分布状況、宿主域、病原性といった基礎的な情報が不足している。そこで本研究で

は、南九州地方の野生動物におけるマダニ媒介性原虫の分布状況を明らかにすることを目的とし、同地域の野生

動物（シカ、イノシシなど）が保有する原虫遺伝子を汎住血原虫検出 PCR 検出し、その遺伝学的解析を実施した。 

５．研究内容・成果 

1. 西日本のシカにおける住血原虫の分子疫学調査 

 2013-2019年にかけて、山口、大分、鹿児島、岡山、愛媛、高知、徳島より、合計 276個体分のニ

ホンジカの血液または肝臓を採集した。これらより抽出された DNAをもとに、Nested-PCR（汎住血原

虫検出 PCR）により原虫遺伝子の増幅を試みた。全検体のうち 259検体が PCR陽性となり（93.8%）、これらの

うち 99.6%（258検体/259検体）は全て同一種の未同定タイレリア（Theileria sp. (sika1)）であった。陽性率に

地域性は認められなかった。また、これらのうち 3検体は、別種の未同定タイレリア（Theileria sp. (sika2)）との

混合感染であった。また、鹿児島の 1個体からは、未同定のバベシア（シベリア西部のマダニより検出された

ものに近縁）の遺伝子が検出された。以上より、西日本に生息するニホンジカの大多数が Theileria sp. (sika1)

を保有していることが示された。これら成果をまとめ、国際誌 Parasitology International に報告した（Masatani 

et al., 2020）。 
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2. 西日本のイノシシにおける住血原虫の分子疫学調査 

 山口県、鹿児島県および長崎県・対馬で捕獲されたイノシシの肝臓または血液を、合計 219個体分

採集した。これらより抽出された DNAをもとに、シカ同様 Nested-PCR（汎住血原虫検出 PCR）により

原虫遺伝子の増幅を試みた。全検体のうち 140検体が PCR陽性となり（63.9%）、全て同一の配列であり、単

一種の未同定バベシア（Babesia sp.）と判定した。いずれの地域においても陽性率は 39-84%の範囲であり、

対馬において高い傾向が見られた（84%）。遺伝子解析の結果、このバベシアは近年鹿児島において申請者

らがタカサゴキララマダニより検出したものと同一種であることから、本マダニをベクターとしている可能性が示

された。更なる系統解析の結果、このバベシアは既知のバベシア種のうち、犬のバベシアである Babesia 

gibsoni と近縁であることが示された。これら成果をまとめ、国際誌 Ticks and Tick Borne Diseases に報告した

（Morikawa et al., 2021）。 

 

（参考となる資料を添付してください。） 

※ 必要に応じて、枠を広げて記載してください。 

６．成果となる論文・学会発表等 

（※参考となる資料を添付してください。） 

論文 

1. Masatani T, Hayashi K, Morikawa M, Ozawa M, Kojima I, Okajima M, Takano A, Shimoda H, Maeda K, Matsuu A, Yoshida 

A. Molecular detection of tick-borne protozoan parasites in sika deer (Cervus nippon) from western regions of Japan. 

Parasitol Int. 79:102161. 2020. doi: 10.1016/j.parint.2020.102161.  

2. Morikawa M, Mitarai S, Kojima I, Okajima M, Hatai H, Takano A, Shimoda H, Maeda K, Matsuu A, Yoshida A, Hayashi K, 

Ozawa M, Masatani T. Detection and molecular characterization of Babesia sp. in wild boar (Sus scrofa) from western Japan. 

  Ticks Tick Borne Dis. 101695. 2021. 10.1016/j.ttbdis.2021.101695 

 

７．産業動物防疫リサーチセンターへ訪問した回数 

 

 

 

 

 

 

 

 

氏  名 職名等 国 籍 訪問回数・合計日数 訪 問 時 期 

正谷達謄 准教授 日本 １回・１日 令和 2年 10月 23日-24日 

森川桃子 
学部 6

年 
日本 １回・１日 令和 2年 10月 23日-24日 
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８．利用した設備・施設等 ※必要に応じ様式の追加・削除可。 

 

その他の装置・データ等 

分 類 名   称 使用した延日数 

データベース   

バイオリソース 
ニホンジカ（大分、岡山、愛媛、高知、徳島）血

液、イノシシ（対馬）血液 
 

データ・文献   

装置   
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【様式３】 

 

令和 3 年 4 月 27 日 

 
令和 2 年度 共同研究報告書 

 

  研究代表者：  石川 真悟     

１.研究課題名 

日本語表記：鼻腔粘膜ワクチンTSV®-3が牛の呼吸器粘膜免疫に与える影響の解析 

英語表記：Analysis of effects of nasal mucosal vaccine TSV®-3 on respirat

ory mucosal immunity in cattle  

２.研究期間  令和 2 年 4 月 1 日 ～ 令和 3 年 3 月 31 日 

３.共同研究者 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

氏   名 機関・所属部署名 職 名 

石川 真悟 鹿児島大学・共同獣医学部 助教 

帆保 誠二 鹿児島大学・共同獣医学部 教授 

岡林 環樹 宮崎大学・防疫リサーチセンター 感染症研究・

検査部門 

教授 

古賀 靖啓 鹿児島大学・共同獣医学部 学部生 

田中 千穂 鹿児島大学・共同獣医学部 学部生 

４．研究目的 

ウシの呼吸器病は呼吸器病症候群 (BRDC：Bovine Respiratory Disease Complex) とも呼ばれ、ウイ

ルスおよび細菌等の病原微生物とストレス等による免疫状態の変調が複雑に絡み合って発生する、ウ

シ産業において最も大きな経済的損失をもたらす疾病である。その予防のためにワクチネーションを

はじめとした様々な対策が検討されているが、その発症要因の複雑さゆえに未だコントロールには至

っていない。BRDCに対する画期的な予防手段として TSV®-3が 2020年度から販売されている。TSV®-3

はこれまで本国で販売されていた TSV®-2 に抗原として BRS ウイルスを追加した後継品であり、BRDC

コントロールの新たな手段として大きな期待を集めている。しかし、TSV®-3がどのような機構で牛呼

吸器における粘膜免疫を刺激し、BRDC予防につながるかは不明である。 

 本研究では、牛に TSV®-3を投与した後の呼吸器粘膜における免疫応答を解析し、新たな BRDCコン

トロール法について検討することを目的とする。 

５．研究内容・成果 

供試験場所：宮崎大学農学部付属フィールド住吉牧場 

供試牛：生後 3～8ヶ月齢程度で、聴診で呼吸器に異常音が認められない健常黒毛和種子牛延べ 20頭 

内容：供試子牛を TSV®-3投与群(10頭)、非投与群(10 頭を予定していたが 9頭)に分け、採血ととも

に非鎮静・局所麻酔下で気管支肺胞洗浄を実施した。投与群は TSV®-3 を投与した 2 週間後に採材を

行い、非投与群は投与群と日齢が近い個体を選抜した。採材は 9 月(第 1 クール)、3 月(第 2 クール)

に分け実施した。に得られた洗浄液を細胞成分および液性成分に分離し、それぞれの免疫細胞の機能、

抗体濃度およびサイトカイン濃度等について解析を行った。 

現在の成果：新型コロナウイルス感染症の影響で当初計画の通りに採材を行うことができず、最後の

採材を３月１７日に行ったため、現在解析の途中であり特記できる成果はまだない。 

 

 

 

※ 必要に応じて、枠を広げて記載してください。 
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６．成果となる論文・学会発表等 

（※参考となる資料を添付してください。） 

 

前述のように、本試験は採材を 3/17に終え、現在解析中であるため成果はまだない。 

 

 

 

 

７．産業動物防疫リサーチセンターへ訪問した回数 

 

(例) 

 

 

 

 

 

 

氏  名 職名等 性別 国 籍 訪問回数・合計日数 訪 問 時 期 

○○ ○○○ 准教授 男 日本  ２回・10日 ７月・１０月 

石川 真悟 助教 男 日本 ４回・４日 ９月・３月 

上澤 諒真 学部生 男 日本 2回・2日 9月・3月 

古賀 靖啓 学部生 男 日本 １回・1日 9月 
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８．利用した設備・施設等 ※必要に応じ様式の追加・削除可。 

施設 

室  名 動 物 種 飼 育 数 期  間 

BSL３施設     

獣医棟Ｐ２動物実験

室 

   

教育棟Ｐ２動物実験

室１ 

   

設備・機器類 

(I) 獣医棟 3階 

部 屋 名  機 器 名 使用した延日数 

Ｐ２  

実験室 

V301 

フローサイトメーター（BD社）   

マイクロプレートリーダー(BioRad)   

マイクロプレート洗浄装置（Thermo WellWash)   

NanoDrop 分光光度計(Thermo ND-1000)   

冷却遠心機(KUBOTA 7780)    

冷却遠心機(Thermo)  

卓上型冷却遠心機 (HITACHI)  

安全キャビネット(AIRTEC)  

ハイブリオーブン(タイテック)  

オートクレーブ(平山製作所 HG-50)  

V304 

ヒートブロック (アステック)   

安全キャビネット(AIRTEC)  

卓上遠心機(HITACHI)    

MALDI Biotyper (BRUKER)  

V308 

アイソレーター（マウス/ラット用）（Tokiwa 

T-BCC-Micro-M25） 
 

安全キャビネット(AIRTEC)  

オートクレーブ(トミー精工、LSX-700)  

V310 

アイソレーター（マウス/ラット用）（Tokiwa 

T-BCC-Micro-M25） 
 

オートクレーブ(HIRAYAMA HV-110)  

安全キャビネット(AIRTEC)  

V313 

安全キャビネット(HITACHI)  

インキュベーター(SANYO)  

ディープフリーザー(SANYO、MDF-U333)    

冷蔵ショーケース(FKVG-4110DHC)   

オートクレーブ(トミー精工、LSX-500)  

V314 

デ ジ タ ル 撮 影 装 置 付 蛍 光 顕 微 鏡 （ OLYMPUS 

DP74-SET-A） 
 

CO₂インキュベーター (ASTEC SCI-165D/APC)  

倒立位相差顕微鏡(OLYMPUS CKX41)  

安全キャビネット(AIRTEC)  

オートクレーブ(平山製作所 HG-50)  

卓上遠心機(KUBOTA 5520)    

卓上冷却遠心機(eppendorf 5415R)    
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V319 

CO₂インキュベーター (Thermo F370)  

安全キャビネット(AIRTEC)  

倒立蛍光顕微鏡(KEYENCE BZ-9000)  

位相差顕微鏡(OLYMPUS CK2)  

生体画像観察顕微鏡システム(Nikon)   

V323 

安全キャビネット(AIRTEC)  

スイングローター付遠心機(HIRASAWA TE-HER)   

インキュベーター(SANYO MIR-153)   

卓上冷却遠心機(eppendorf 5415R)    

紫 外 ･ 可 視 分 光 光 度 計 (GE Healthcare 

GeneQuant100)  
 

ヒートブロック(アステック)   

遺伝子実

験室 

V303 

ゲル・メンブラン撮影装置(BioRad)  

PCR装置(BioRad, Applied Biosystems)   

多標識測定用プレートリーダー（ワラック社)   

リアルタイム濁度測定装置 (テラメックス

LoopampEXIA) 
 

リアルタイム PCR装置(ABI, Quant Studio 3)  

V306 

卓上遠心機(HITACHI CT6E)  

卓上冷却遠心機(HITACHI CT15RE)  

超遠心機(HITACHI CP80WX)  

V307 
細菌検査用ホモジナイザー(オルガノ EXNIZER400)  

シークエンサー（ABI3130, SeqStudio）  

試薬調製

室 

V305 pHメーター(HORIBA, TOAH)  

デシケーター(ASONE)  

病理標本

作製室 
V316 

パラフィン包埋ブロック作製装置(SAKURA)    

手動回転式ミクロトーム(Leica MR2235)  

密閉式自動固定包埋装置(SAKURA)    

卓上型ドラフト(明光メディカル)  

洗浄室 V318 

超純水製造装置(Milli-Q Advantage)  

超音波洗浄機(KAIJO)  

オートクレーブ(TOMY SX-500)  

全自動洗浄機(Miele PG858)    

滅菌室 V322 

オートクレーブ(TOMY、平山製作所)  

高純水製造装置 (Merck)  

全自動血球計数器(日本光電工業）  

微生物保

存室 
V324 

液体窒素保存容器(太陽日酸㈱,アステック)  

超低温槽 (Thermo REVCO TSX400G)    

 (II) 産業動物教育研究センター 

部 屋 名  機 器 名 使用した延日数 

大中動物検査実験室 

大中動物検査実験室  

全身麻酔装置  

埋込式回転診療台  

中動物陽圧実験室 

手術台、無影灯（2 機）、麻酔装置、生

体情報モニター、X線投下装置（Cアーム） 

一式 
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MRI室 
３T MRI、MRI用生体情報モニター、MRI

用麻酔装置一式 
 

MRIオペレーター  

P2 検査実験室 

アイソレーター  

安全キャビネット  

オートクレーブ  

器具・薬品庫 ウサギ飼育用ケージ  

滅菌リネン庫 
高圧蒸気滅菌装置  

カートリッジ式酸化エチレンガス滅菌器  

動物飼育 
動物飼育費  

飼育管理員  

 

その他の装置・データ等 

分 類 名   称 使用した延日数 

データベース   

バイオリソース   

データ・文献   

装置   
 

 

 

■

【資料1-D-2】共同研究報告書

48



1 

 

【様式３】 

 

令和 3 年 3 月 12 日 

 
令和 2 年度 共同研究報告書 

 

  

１.研究課題名 

宮崎県，宮崎市および宮崎大学の官学が連携した狂犬病及び犬猫由来の人と産業

動物共通寄生虫病の監視体制の確立 

Development of government-academia collaborative MOS (Monitoring and Surveillance) 

System for rabies and canine/feline derived parasitic zoonoses in human and livestock 

－With cooperation among Miyazaki prefecture, Miyazaki city and University of Miyazaki－ 

２.研究期間 令和 2 年 4 月 1 日 ～ 令和 3 年 3 月 31 日 

３.共同研究者 氏   名 機関・所属部署名 職 名 

（代表者） 井上 智 国立感染症研究所 獣医科学部 第二室 主任研究官 

（共同研究者） 堀田 明豊 国立感染症研究所 獣医科学部 第三室 主任研究官 

（共同研究者） 森嶋 康之 国立感染症研究所 寄生動物部 主任研究官 

（共同研究者） 野中 成晃 北海道大学大学院 獣医学研究院 

病原制御学分野 寄生虫学教室 

教授 

 

（共同研究者） 常盤 俊大 日本獣医生命科学大学 獣医学科 

獣医寄生虫学研究室 

講師 

（共同研究者） 井上 健 佐賀県健康福祉部食肉衛生検査所 検査第 2担当

技師  

（共同研究者） 野口 章 国立感染症研究所 獣医科学部 第二室 主任研究官 

 

（共同研究者） 伊藤（高山） 睦

代 

国立感染症研究所 ウイルス第一部 第三室 室長 

（共同研究者） 朴 天鎬 北里大学 獣医学部 獣医学科 獣医病理学研究

室 

准教授 

（共同研究者） 小林 進太郎 北海道大学大学院 獣医学研究院 

獣医学部門衛生学分野 公衆衛生学教室 

准教授 

（共同研究者） 好井 健太朗 長崎大学感染症共同研究拠点 教授 

（共同研究者） 有川 玄樹 宮崎県福祉保健部 みやざき動物愛護センター 主査 

（共同研究者） 大山 貴史 宮崎市保健所 保健衛生課 動物愛護センター 主査 

（共同研究者） 三澤 尚明 

 

産業動物防疫リサーチセンター  

感染症研究・検査部門 

教授 

（共同研究者） 山田 健太郎 宮崎大学 農学部 獣医学科 

獣医公衆衛生学研究室 

准教授 

（共同研究者） 吉田 彩子 産業動物防疫リサーチセンター  

感染症研究・検査部門 

教授 
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（共同研究者） 兼子 千穂 宮崎大学 産業動物防疫リサーチセンター 

人獣共通感染症教育・研究プログラム 

助教 

４．研究目的 

宮崎県と宮崎大学は、包括連携協定の中で連携して感染症防疫に取り組むこととしており、強固で

機能的な感染症監視体制を構築・維持する基盤が整っている。本共同研究では、この基盤を利用し、

One Health の概念に基づく部局横断的な感染症監視体制構築の手段として、放浪犬猫がレゼルボアと

なりうる感染症の監視体制の確立により産業動物衛生および公衆衛生向上へ寄与するモデルを提案

し、取り組んできた。特に、鶏肉や牛肉の生食文化がある宮崎県では、犬回虫または猫回虫が寄生し

た牛や鶏の生肝や生肉の喫食を介した人のトキソカラ症や、感染家畜の加熱不十分な食肉の喫食を介

した人のトキソプラズマ症について、食品媒介感染症としての重要性が再認識されている。また、監

視体制構築が急がれる感染症として多包虫症と狂犬病が挙げられる。多包虫症については、宮崎県に

おける定着は報告されていないが、本州において感染拡大が危惧されている。加えて、狂犬病に関し

ては、公衆衛生上重要な感染症であるにもかかわらず、各自治体における診断体制が十分に確立され

ていないという課題がある。本共同研究では、これらの課題を解決するべく、持続的な監視を可能と

する簡易診断法の開発、診断技術の普及および診断体制の整備のために、宮崎県と宮崎大学の包括連

携協定を基に、PDCA（Plan-Do-Check-Act）サイクルを取り入れた機能的で持続可能な感染症監視体

制を構築することを目指し研究を遂行する。 

本共同研究では、平成 30 年度よりこの取り組みを継続しており、成果をあげてきた。まず、上述の

宮崎県で課題となる寄生虫（犬回虫、猫回虫、トキソプラズマ、多包条虫）の放浪犬猫におけるモニ

タリングのために、みやざき動物愛護センターにおいて収容犬猫の糞便検査を継続しており、データ

を蓄積している。加えて、九州沖縄地区狂犬病診断研修会にあわせて、殺処分となる放浪犬を用いた

狂犬病モニタリングのための確定診断を実施した。さらに、野生動物についても交通事故死（ロード

キル）個体および有害捕獲個体を用いた狂犬病モニタリングのための脳組織の採材とスタンプ標本の

作製および狂犬病検査を継続している。加えて、九州沖縄地区の公衆衛生獣医師を対象として寄生虫

診断研修会（平成 30 年度）および狂犬病診断研修会（平成 25 年度以降毎年開催）を開催し診断技術

の確立と普及に寄与した。しかしながら、本共同研究が掲げる PDCA サイクルを取り入れた機能的で

持続可能な感染症監視体制の構築のためには、C（Check）および A（Action）の遂行が肝心となる。

そのため、本研究では、これまで実施・継続してきたモニタリング検査の継続に加え、構築された監

視体制の評価と見直しを行い、また、内容充実のためにより簡便な解剖・検査法の開発と応用を実践

することを本年度の目的とする。 

５．研究内容・成果 

本共同研究では、PDCA サイクルを取り入れた機能的で持続可能な感染症監視体制の構築を達成す

るために、以下の内容を実施した。 

I. 昨年度実施された Check（点検）を受けての Action（改善）～Plan（計画） 

 本年度は新型コロナウイルス感染症の流行のために、関係者が顔を合わせての協議は叶わなか

ったが、密に連絡を取り合い可能な範囲での狂犬病診断研修会の開催等について連携を図った。

みやざき動物愛護センターでは、飽和食塩水浮遊法による放浪犬猫の収容時糞便検査を継続し

た。産業動物防疫リサーチセンターでは野生動物のモニタリングを継続した。 

II. Action（改善）～Plan（計画） 

 昨年度から継続し、放浪犬猫がレゼルボアとなりうる産業動物衛生上および公衆衛生上重要な

感染症を対象とした感染症監視体制構築のための計画に沿って、以下の項目を実施した。その際、

前段の Check（点検）作業の結果得られた評価に基づき、見直しが必要な点について改善を行っ

た。 

i みやざき動物愛護センターにおける搬入犬猫の糞便検査の実施（犬猫由来寄生虫） 

 本研究では、犬回虫・猫回虫（犬・猫）、トキソプラズマ（猫）、多包虫症（犬）に焦点

を当て、これらの寄生虫診断のためにみやざき動物愛護センターにて放浪犬猫の収容時糞便

検査を継続実施することとした。昨年度と同様、犬および猫回虫卵（犬・猫）については、

みやざき動物愛護センターでの糞便検査を確定診断とし、トキソプラズマ（猫）、多包条虫
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（犬）が疑われるオーシストまたは虫卵が検出された場合は、宮崎大学で確定診断を実施す

ることとした。上記虫卵が検出された個体については、みやざき動物愛護センターの指針に

則り、適切な駆虫薬投与等の処置を行うこととした。 

ii 殺処分対象犬猫および交通事故死野生動物からの採材（狂犬病） 

 本研究では、宮崎県において殺処分対象となった犬猫を用いた狂犬病を対象としたモニタリ

ング検査を継続実施した。狂犬病検査のマニュアルに則り、また、現在作成中の宮崎県の犬猫

における狂犬病対応マニュアルを参照し、宮崎大学内の適切なバイオセーフティー環境の元、

犬および猫の脳出しを行うこととした。 

 さらに、本研究では、宮崎県において保護後に死亡した野生動物個体およびロードキル個体

を用いて脳材料を採取することとした。昨年度は標準法（頭部剥皮・筋肉除去～頭蓋骨露出と

水平切除～脳出し）の習熟のために、令和元年度末までに収集された野生動物（計 88 検体）

のうち脳出しに供された 64 検体については標準法にて脳組織採取を行った。しかしながら、

標準法は作業に時間を要するため、継続的なモニタリングのためには非効率的であるため、本

年度は頭部剥皮後に頭蓋骨切除を行わずに脳の標的採材部位にアプローチするためのより簡

便な採材法の適用について検討することとした。 

iii 犬猫由来寄生虫についての確定診断と狂犬病を対象とした検査の実施 

 上記の方法で採材された検体について、宮崎大学で確定診断を行うこととしたが、トキソプ

ラズマ（猫）および多包虫症（犬）については、疑わしいオーシストおよび虫卵が検出された

検体は認められなかった。狂犬病（犬・猫・野生動物）については、昨年度に引き続き脳スタ

ンプ標本を作製し、直接蛍光抗体法および RT-PCR による狂犬病検査を実施することとした。

本研究で得られた野生動物狂犬病モニタリング検査結果は、宮崎県より厚生労働省へ報告され

る。 

III. Do（実行） 

 I.および II.を通し、見直し・改善ののち打ち立てた計画に基づき、宮崎市、宮崎県および宮崎

大学の共同で以下の通り実施した。 

【みやざき動物愛護センターにおける搬入犬猫の糞便検査の実施について】 

 昨年度に引き続き、飽和食塩水浮遊法による収容時糞便検査を継続した。 

【殺処分対象犬猫および野生動物における狂犬病モニタリングについて】 

 本年度は新型コロナウイルスの流行のために、対面式での狂犬病診断研修会を開催することが

できなかった。しかしながら、座学および病理解剖実習について Zoom による遠隔配信を行った

（後述）。病理解剖実習については、附属動物病院の大動物手術室で主催者スタッフによるデモ

ンストレーションの形で実施し、宮崎県において殺処分となった犬 1 頭について、脳出し・脳ス

タンプの作製を行った。 

 野生動物における狂犬病モニタリングについては、有害捕獲およびロードキルの野生動物を収

集した。2020 年 4 月～2021 年 2 月にかけて、タヌキ 11 頭（有害捕獲 8 頭、ロードキル 3 頭）、

アナグマ 18 頭（有害捕獲 14 頭、ロードキル 4 頭）の計 29 頭（有害捕獲 22 頭、ロードキル 7 頭）

を収集した。うち、ロードキル 7 頭（タヌキ 3 頭、アナグマ 4 頭）について脳組織の収集を試み

た。その結果、6 頭（タヌキ 2 頭、アナグマ 4 頭）について狂犬病検査に供することのできる材

料を採取することができた。省力化と持続可能なモニタリングの検討のための簡便な脳組織採材

法の検討については、7 検体中 6 検体で収集時にすでに頭蓋骨が骨折しており、開頭を実施せず

に脳組織にアプローチできる状態であった。開頭のための標準法より簡便な採材法の検討をする

に足る検体数および検体の状態ではなかったが、申請者らが令和元年度日本獣医師会獣医学術学

会年次大会（令和 2 年 2 月 7－9 日、東京）にて学会発表を行っている通り、ロードキル検体は

頭蓋骨が骨折している場合が多いが約 5 割の検体で狂犬病検査に供するための材料を採取可能で

あるということについて改めて示した形となった。一方、昨年度より収集した野生動物検体数が

少なったことは、今後の持続可能な野生動物モニタリングの実施方法の再検討やより省力的な検

体収集法の提案が必要であることが示唆された。脳組織を採取した検体については、今後 DFA

および RT-PCR にて狂犬病陰性確認を実施する。 
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【狂犬病診断研修会の実施について】 

 第 8 回九州・沖縄地区 狂犬病診断研修会を 2020 年 1 月 25–26 日に Zoom による遠隔配信にて

実施した。本年度は新型コロナウイルス流行の影響で本学における対面式の研修会を開催するこ

とが叶わなかったが、遠隔配信の形で実施し、1 日目に座学、2 日目に病理解剖実習を行った。

講師である井上 智氏、堀田 明豊氏、伊藤 睦代氏（以上、国立感染症研究所）および本学の山

田 健太郎教員が Zoom による講義・実習を担当した。8 県 7 市から 26 名の参加があり、ウェブ

アンケートでは、今回初の試みであった座学と病理解剖実習の遠隔配信について高い評価を得た

（回答数 9 名）。特に、病理解剖実習については、主催側スタッフ（有川、兼子）による病理解

剖のデモンストレーションの様子を大動物手術室備付けの高解像度カメラを用いて配信するこ

とで、病理解剖手技を鮮明・詳細に映し出すことが可能となり、さらに、オンラインでの講師（井

上、堀田）による解説が入ることで、参加者の理解を促すことができた。参加者からは、「実際

に行うよりたくさんのメモが取れて、理解できた。このあと実地を行ったら完璧に理解出来そ

う」、「作業者の手元を映していただけたので、現場で見学するよりとても分かりやすいと感じ

た」、「解剖実習についても大変分かりやすかった」等の評価を得た。 

【野生動物における新規病原体の検索】 

 本研究では、幅広い専門分野の研究者が共同で取り組むため、貴重な野生動物検体を有効利用

して相乗的に新たな知見を生み出すことが可能となる。本年度この共同研究を通して、野生動物

が保有する過去同定されたことのない新規寄生虫について報告しており（粟津原，兼子，井上，

朴，他．第 163 回 日本獣医学会学術集会）、現在その同定作業を進めている。産業動物衛生上、

または公衆衛生上重要な感染症を引き起こす病原体の自然界での維持には野生動物が大きな役

割を果たしているものも多く、また、新型コロナウイルスの様に新興感染症として脅威となる病

原体もある。今後も野生動物における病原体の検索を継続する予定である。 

 

IV. Check（点検）および Action（改善） 

 上記 I.～III.で実行された内容について、再度 Check の工程を実施し、さらに不具合や非効率的

な箇所を洗い出し、より洗練された監視体制の整備を目指すこととした。 

 今年度、研究代表者による宮崎訪問が叶わず、対面での関係者間での協議の場を持つことがで

きなかった。しかしながら、今年度は、宮崎大学が遭遇した狂犬病対応マニュアルに沿った関係

機関の連携が試される事例を通して、これまで構築・熟成した宮崎県－宮崎大学－感染症研究所

の共同ネットワークの成果が発揮された。このような事例を通して見えた課題を今後の連携強化

に役立てることが期待される。 

 

（参考となる資料を添付してください。） 

 

※ 必要に応じて、枠を広げて記載してください。 

６．成果となる論文・学会発表等 

（※参考となる資料を添付してください。） 

 

【学会発表】 

〇粟津原 優美，兼子 千穂，志和 希，君付 和範，井上 智，朴 天鎬．タヌキの鼻口部洞毛および肉

球におけるメルケル細胞の局在．第 163回 日本獣医学会学術集会，2020年 9月（WEB） 

７．産業動物防疫リサーチセンターへ訪問した回数 

 

(例) 

 

氏  名 職名等 性別 国 籍 訪問回数・合計日数 訪 問 時 期 

新型コロナウイルス感染症流行のため出張ができなかった 

      

■
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5 

 

 

 

 

 

 

      

      

      

８．利用した設備・施設等 ※必要に応じ様式の追加・削除可。 

施設 

室  名 動 物 種 飼 育 数 期  間 

BSL３施設     

獣医棟Ｐ２動物実験

室 

   

教育棟Ｐ２動物実験

室１ 

   

設備・機器類 

(I) 獣医棟 3階 

部 屋 名  機 器 名 使用した延日数 

Ｐ２  

実験室 

V301 

フローサイトメーター（BD社）   

マイクロプレートリーダー(BioRad)   

マイクロプレート洗浄装置（Thermo WellWash)   

NanoDrop 分光光度計(Thermo ND-1000)   

冷却遠心機(KUBOTA 7780)    

冷却遠心機(Thermo)  

卓上型冷却遠心機 (HITACHI)  

安全キャビネット(AIRTEC)  

ハイブリオーブン(タイテック)  

オートクレーブ(平山製作所 HG-50)  

V304 

ヒートブロック (アステック)   

安全キャビネット(AIRTEC)  

卓上遠心機(HITACHI)    

MALDI Biotyper (BRUKER)  

V308 

アイソレーター（マウス/ラット用）（Tokiwa 

T-BCC-Micro-M25） 
 

安全キャビネット(AIRTEC)  

オートクレーブ(トミー精工、LSX-700)  

V310 

アイソレーター（マウス/ラット用）（Tokiwa 

T-BCC-Micro-M25） 
 

オートクレーブ(HIRAYAMA HV-110)  

安全キャビネット(AIRTEC)  

V313 

安全キャビネット(HITACHI)  

インキュベーター(SANYO)  

ディープフリーザー(SANYO、MDF-U333)    

冷蔵ショーケース(FKVG-4110DHC)   

オートクレーブ(トミー精工、LSX-500)  

V314 

デ ジ タ ル 撮 影 装 置 付 蛍 光 顕 微 鏡 （ OLYMPUS 

DP74-SET-A） 
 

CO₂インキュベーター (ASTEC SCI-165D/APC)  

■
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倒立位相差顕微鏡(OLYMPUS CKX41)  

安全キャビネット(AIRTEC)  

オートクレーブ(平山製作所 HG-50)  

卓上遠心機(KUBOTA 5520)    

卓上冷却遠心機(eppendorf 5415R)    

V319 

CO₂インキュベーター (Thermo F370)  

安全キャビネット(AIRTEC)  

倒立蛍光顕微鏡(KEYENCE BZ-9000)  

位相差顕微鏡(OLYMPUS CK2)  

生体画像観察顕微鏡システム(Nikon)   

V323 

安全キャビネット(AIRTEC)  

スイングローター付遠心機(HIRASAWA TE-HER)   

インキュベーター(SANYO MIR-153)   

卓上冷却遠心機(eppendorf 5415R)    

紫 外 ･ 可 視 分 光 光 度 計 (GE Healthcare 

GeneQuant100)  
 

ヒートブロック(アステック)   

遺伝子実

験室 

V303 

ゲル・メンブラン撮影装置(BioRad)  

PCR装置(BioRad, Applied Biosystems)   

多標識測定用プレートリーダー（ワラック社)   

リアルタイム濁度測定装置 (テラメックス

LoopampEXIA) 
 

リアルタイム PCR装置(ABI, Quant Studio 3)  

デジタル PCR（日本バイオラッド）  

V306 

卓上遠心機(HITACHI CT6E)  

卓上冷却遠心機(HITACHI CT15RE)  

超遠心機(HITACHI CP80WX)  

V307 
細菌検査用ホモジナイザー(オルガノ EXNIZER400)  

シークエンサー（ABI3130, SeqStudio）  

試薬調製

室 

V305 pHメーター(HORIBA, TOAH)  

デシケーター(ASONE)  

病理標本

作製室 
V316 

パラフィン包埋ブロック作製装置(SAKURA)    

手動回転式ミクロトーム(Leica MR2235)  

密閉式自動固定包埋装置(SAKURA)    

卓上型ドラフト(明光メディカル)  

洗浄室 V318 

超純水製造装置(Milli-Q Advantage)  

超音波洗浄機(KAIJO)  

オートクレーブ(TOMY SX-500)  

全自動洗浄機(Miele PG858)    

滅菌室 V322 

オートクレーブ(TOMY、平山製作所)  

高純水製造装置 (Merck)  

全自動血球計数器(日本光電工業）  

微生物保

存室 
V324 

液体窒素保存容器(太陽日酸㈱,アステック)  

超低温槽 (Thermo REVCO TSX400G)    

 (II) 産業動物教育研究センター 

■
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部 屋 名  機 器 名 使用した延日数 

大中動物検査実験室 

大中動物検査実験室  

全身麻酔装置  

埋込式回転診療台  

中動物陽圧実験室 

手術台、無影灯（2 機）、麻酔装置、生

体情報モニター、X線投下装置（Cアーム） 

一式 

 

MRI室 
３T MRI、MRI用生体情報モニター、MRI

用麻酔装置一式 
 

MRIオペレーター  

P2 検査実験室 

アイソレーター  

安全キャビネット  

オートクレーブ  

器具・薬品庫 ウサギ飼育用ケージ  

滅菌リネン庫 
高圧蒸気滅菌装置  

カートリッジ式酸化エチレンガス滅菌器  

動物飼育 
動物飼育費  

飼育管理員  

 

その他の装置・データ等 

分 類 名   称 使用した延日数 

データベース   

バイオリソース   

データ・文献   

装置   
 

 

 

■
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【様式３】 

 

令和３年４月１３日 

 
令和 2 年度 宮崎県内共同研究報告書 

 

                            研究代表者：村野 聖弥        

１.研究課題名 
日本語表記：養豚生産農場におけるピッグフローの定量化 

英語表記： Evaluation of pig flow on commercial swine farms 

２.研究期間 令和 2 年 8 月 20 日 ～ 令和 3 年 3 月 31 日 

３.共同研究者 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

氏   名 機関・所属部署名 職 名 

小東 智哉 ＪＡ宮崎経済連・酪農飼料部家畜衛生対策課 主査 

佐々木 羊介 宮崎大学・産業動物防疫リサーチセンター 

防疫戦略部門 

准教授 

   

   

  

                 

 

 

４．研究目的 

宮崎県は日本でも有数の畜産地帯であるが、2010 年に発生した口蹄疫の際は、最終的に約 29 万

頭のウシやブタが殺処分され、家畜伝染病の侵入が畜産業に壊滅的なダメージを及ぼすという事態

を経験した。また 2018 年に、国内では 26 年ぶりに CSF（豚熱）の発生が確認され、周辺国である

中国や韓国、ベトナムでは、CSFよりもさらに致死率が高い悪性伝染病である ASF（アフリカ豚熱）

が猛威を振っている。また、上記の疾病以外にも、豚繁殖・呼吸障害症候群（PRRS）や豚流行性下

痢（PED）の発生により、繁殖成績や肥育成績に大きな損害が生じている。 

これらの家畜伝染病の発生リスクや伝播リスクを軽減するための防疫戦略として、オールイン・

オールアウト（AIAO）を伴う安定したピッグフローを構築することが重要である。AIAOとはブタを

移動・出荷する際、飼養している豚舎を全て空にすることで、疾病の連鎖を断つ手法である。豚舎

から全てのブタが同時期に移動されるため、飼養していた豚舎に対する洗浄や消毒、乾燥の期間を

十分に取ることができるため、感染源となりうる微生物を最大限排除することができる。特に、上

述した PRRS では同一環境飼育間に伴う空気感染が伝播リスクの一つであるため、豚舎全体の徹底

的な洗浄や消毒は有効な効果である。同様に、PED も糞便を介した感染の伝播リスクが高いため、

AIAOの実施後の洗浄や消毒が有効な効果である。 

AIAOを実施するためには、豚舎構造に適したブタの移動日齢および飼育頭数を定量化する必要が

ある。しかしながら、比較的新しく建設された養豚場では豚舎構造が一定しているものの、建設さ

れてから長い年月が経っている養豚場や増設を繰り返した養豚場では、豚舎構造や各部屋の間取り

および面積が一定ではないケースが多くみられる。AIAOでは、基本的に母豚のグループシステムに

伴い、母豚や肥育豚を群としてグループ化し（一般的にこれをロットと呼ぶ）、ロット毎に飼養お

よび移動を行う。そのため、豚舎構造や各部屋の間取りおよび面積が一定ではないケースでは、各

ロットの収容可能な部屋数を算出する際に複雑な計算が必要になる。養豚生産農場では、母豚のグ

ループシステムとして一般的にウィークリーシステムまたはスリーセブンシステムを導入してい

る農場が多い。また、近年多産系母豚の導入に伴って離乳子豚頭数が増加しており、これにより離

乳舎の適正収容面積が維持しにくくなってきている。その影響を緩和するために、簡易豚舎を増設

している農場も多くみられる。このように、養豚生産農場では様々な飼養形態がみられるため、ピ

ッグフローを簡易的に算出可能である統計モデルを構築することは AIAO を伴う安定したピッグフ
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ローを構築する上で重要である。 

そこで本研究では、飼養形態が異なる複数の養豚生産農場を対象としてピッグフローの実情を定 

量化し、そのピッグフローを算出するための統計モデルを構築し、AIAOを伴う安定したピッグフロ

ーの構築に寄与することを目的とした。 

 

５．研究内容・成果 

本研究では、宮崎県内に所在する養豚生産農場 4農場を対象として調査を行った。調査対象とし

た農場は、可能な限り飼養規模（母豚数および肥育豚の頭数）、豚舎構造（分娩舎や離乳舎の棟お

よび部屋の数、各部屋における分娩ストールの数、簡易豚舎の使用の有無など）および母豚のグル

ープシステム（ウィークリーシステムまたはスリーセブンシステムを想定）が異なる農場を選定し

た。 

ピッグフローの定量化に関して、本研究では分娩舎および離乳舎を対象として調査を実施した。

妊娠豚舎や交配舎、肥育豚舎では、豚舎構造の点より、空間を遮断するような AIAOを実施すること

が一般的に困難である。 

分娩舎では以下に示す項目に関して、各農場から情報および数値を収集した：飼養母豚数、1 ロ

ットあたり母豚数、豚舎の棟および部屋の数、各部屋の分娩クレート数、分娩前母豚の分娩舎への

移動日、分娩舎における母豚の在籍期間、哺乳子豚の離乳後における分娩舎の残存期間、空舎期間

（洗浄、消毒、乾燥の期間）、1ロットあたり分娩舎在籍日数および週数。分娩舎における AIAO実

施の可否の判定として、以下の条件を用いた：「1 ロットあたり母豚数を収容可能な部屋の数」と

「1ロットあたり分娩舎在籍日数」の 2つが確保されていること。 

離乳舎では以下に示す項目に関して、各農場から情報および数値を収集した：1 ロットあたり離

乳子豚頭数、豚舎の棟および部屋の数、各部屋の飼養面積、設定飼養密度、離乳舎における子豚の

在籍期間、空舎期間（洗浄、消毒、乾燥の期間）、1 ロットあたり離乳舎在籍日数および週数。離

乳舎における AIAO実施の可否の判定として、以下の条件を用いた：「1ロットあたり離乳子豚数を

収容可能な部屋の数」と「1ロットあたり離乳舎在籍日数」の 2つが確保されていること。 

上記で得られた数値より、各種飼養形態におけるピッグフローを定量化するための統計モデルを

構築した。このモデルを用いて、各農場における AIAO の可否の判定および現状施設における最大

収容能力値の算出を行い、今後の改善案について定量化する。農場は分娩舎および離乳舎の AIAO実

施の可否で以下の 4つのタイプに分類した：タイプ Aは分娩舎 AIAO可能＆離乳舎 AIAO可能、タイ

プ Bは分娩舎 AIAO可能＆離乳舎 AIAO不可能、タイプ Cは分娩舎 AIAO不可能＆離乳舎 AIAO可能、

タイプ Dは分娩舎 AIAO不可能＆離乳舎 AIAO不可能。 

今回調査を実施した農場 A～Dでは、上記の方法によって判定した結果、以下の通りであった。 

農場 A：母豚のグループシステムはウィークリーシステムであり、分娩舎および離乳舎ともに AIAO

が実施可能であったため、本農場はタイプ Aであった。 

農場 B：母豚のグループシステムはスリーセブンシステムであり、分娩舎および離乳舎ともに AIAO

が実施可能であったため、本農場はタイプ Aであった。 

農場 C：母豚のグループシステムはスリーセブンシステムであり、分娩舎で AIAOが実施不可能、

離乳舎で AIAOが実施可能であったため、本農場はタイプ Cであった。分娩舎で AIAOを実施する

ためには、部屋数の増加などの豚舎の改築が必要であることが示唆された。 

農場 D：母豚のグループシステムはスリーセブンシステムであり、分娩舎で AIAOが実施不可能、

離乳舎で AIAOが実施可能であったため、本農場はタイプ Cであった。分娩舎で AIAOを実施する

ためには、１ロット当たり母豚数の削減や在籍日数の短縮が必要であることが示唆された。 

以上のように、各タイプによって、AIAO実施のために、どのような対策を実施すればよいか、対

策方法を提示することができた。 

６．成果となる論文・学会発表等 

（※参考となる資料を添付してください。） 

 現在論文投稿に向けて、原稿を作成中（論文は日本養豚学会誌に投稿予定） 

 

※必要に応じて、枠を広げて記載してください。 
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【様式３】 

 

令和 ３年 ４月１３日 

 
令和 2 年度 宮崎県内共同研究報告書 

 

                            研究代表者： 牛谷 雄一       

１.研究課題名 
日本語表記：牛伝染性リンパ腫ウイルスの潜伏感染期の推定 

英語表記：Estimation of latent period for bovine leukemia virus infection 

２.研究期間  令和 2 年 8月 20日 ～ 令和 3年 3月 31日 

３.共同研究者 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

氏   名 機関・所属部署名 職 名 

川野 義彦 

 

JAこばやし 畜産部 課長 

関口 敏 宮崎大学・産業動物防疫リサーチセンター 准教授 

   

   

  

                 

 

 

４．研究目的 

牛伝染性リンパ腫ウイルス（BLV）は，主に B 細胞に感染し，宿主の DNA 中にプロウイルスとして

組み込まれ持続感染する。BLV 感染牛は病態が進行すると，感染牛の２～３％が B 細胞性のリンパ腫

（牛伝染性リンパ腫：EBL）を発症する。BLV 感染の診断は ELISA による抗体検出の他，Nested PCR

法やリアルタイム PCR法によるプロウイルス遺伝子の検出があり，リアルタイム PCR法はプロウイル

ス量の定量も可能である。BLV に対するワクチンや治療法はなく，感染拡大を防ぐためには BLV 感染

牛を摘発・淘汰または隔離飼育するしかない。BLV の感染予防対策の一つとして，牛の導入前に検査

を実施し，BLV感染牛（陽性群）と BLV非感染牛（陰性群）を分けて飼育する方法が実施されている。

しかし、検査を実施しているにもかかわらず，陰性群の中に BLV感染牛が導入されてしまうケースが

後を絶たない。これは感染牛が検査で陰性を示してしまう「偽陰性」が起きている可能性が高い。偽

陰性を示す主な原因は，BLV 遺伝子または抗体が検出できない時期（潜伏感染期）に着地検査を実施

していることが考えられる。潜伏感染期によって偽陰性となる問題はあらゆる感染症で共通してお

り，検査診断学の永遠の課題である。そこで本研究は，偽陰性を示す牛がどのくらいの割合で存在し，

どのタイミングで陽性と判定できるのかを明らかにすることを目的とした。 

５．研究内容・成果 

宮崎県内にある肉用牛繁殖農場を研究対象農場として選定した。決定論的手法によるシミュレーシ

ョンにより、本農場において一年間に感染牛が導入される確率と、一頭の感染牛が導入される頻度を

推定した。モデルには、導入牛の頭数、導入牛の出生地の割合とそれぞれの BLV感染率、ならびに検

査感度を組み込んだ。着地検査の違いによる感染牛の導入リスクを評価するために、ELISA 試験によ

る抗 BLV抗体検査と Real time PCR による BLVの血中プロウイルス量の定量検査の組み合わせによる、

以下の 4種類のシナリオを設定した。シナリオ①: 着地検査を実施しなかった場合、シナリオ②: 着

地検査に抗体 ELISA を実施した場合、シナリオ③: Real time PCR を実施した場合、シナリオ④: 両

方の検査を実施した場合。なお、解析には Microsoft® Excel® 2019 MSO (16.0.10361.20002) 64 ビ

ットを用いた。その結果，BLV感染牛がセリ前検査で摘発されず、農場に導入される年間予測確率は、

シナリオ①では 45.9％、シナリオ②では 5.0％、シナリオ③では 6.2％、シナリオ④では 0.5％であ

った。本結果から算出した BLV感染牛が選定農場に導入される頻度は、シナリオ①では 3年、シナリ
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オ②では 20年、シナリオ③では 17年、シナリオ④では 190年に 1頭の割合であることが予測された。

以上の結果から、ELISA 法によるセリ前の抗体検査のみでは、BLV 感染牛が摘発されずに農場に導入

されるリスクが十分にあることが示唆された。また、着地検査を実施することで BLV感染牛を導入す

るリスクが大幅に減少することも予想された。これらのシナリオの検査を実際に現場で行うにあた

り、費用対効果を含めた実行可能性を評価する必要がある。現在、本研究結果をもとに研究対象農場

の農場主と協議を重ねながら、実行可能で最適な検査プログラムを検討している。 

６．成果となる論文・学会発表等 

（※参考となる資料を添付してください。） 

申請者らは，CADIC令和 2年度宮崎県内共同研究事業において，下記の研究成果を第 57回獣医疫学会

学術集会で発表し，優秀発表賞を受賞した。 

演題：決定論的手法を用いた肉用牛の外部導入における牛伝染性リンパ腫ウイルス感染のリスク評価 

発表者：藤原未歩，牛谷雄一，野津昂亮，Hala El-Daous，芹田光玲，三苫修也，乗峰潤三，関口敏 

※必要に応じて、枠を広げて記載してください。 
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【様式３】 

 

令和 3年 4月 30日 

 
令和 2 年度 宮崎県内共同研究報告書 

 

                            研究代表者： 河野 孝典       

１.研究課題名 

日本語表記：リピートブリーダーの乳牛に対する新規治療法としての自己多血小板

血漿の子宮内投与 

英語表記：Intrauterine Administration of Autologous Plate-Rich Plasma as 

a Novel Treatment for Repeat Breeders in Dairy Cows 

２.研究期間  令和 2年 8月 20日 ～ 令和 3年 3月 31日 

３.共同研究者 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

氏   名 機関・所属部署名 職 名 

上松 瑞穂 宮崎県農業共済組合・生産獣医療センター センター長 

Ahmed 

Hassaneen 

宮崎大学・農学部 

（エジプト South Valley 大学獣医学部助教） 

外国人研究

員 

北原 豪 宮崎大学・農学部 准教授 

脇谷 晶一 宮崎大学・農学部 講師 

大澤 健司 宮崎大学・農学部 

（産業動物防疫リサーチセンター   

      国際連携・教育部門 兼務） 

                 

教授 

 

４．研究目的 

 三回以上の交配を行っても受胎に至らず、不受胎の原因が明らかでない牛をリピートブリーダー牛

（RB）という。近年、多血小板血漿（Plate-Rich Plasma: PRP）の創傷治癒における有用性が報告さ

れている。PRP には種々の成長因子が豊富に含まれていることから組織再生や炎症の治療への利用に

注目が集まっている。最近、ウシ子宮内膜細胞を用いた実験において PRPは炎症誘発因子の遺伝子発

現を強く減少させたという報告、および RBに対して人工授精（AI）後 48時間以内に PRPを子宮内に

投与すると受胎率が増加したという報告（Lange-Consiglio et al., 2015）がある。しかしながら、

他個体の PRP を臨床応用することは、薬剤の安全性を担保する上で課題が残る。また、AI 後 24 時間

までに授精された精子は子宮を通過して卵管まで到達していること、子宮内膜の修復から胚の子宮内

下降までの時間をより長く確保することが望ましいと考えられる。そこで本研究では、RBの治療とし

て、自己（自分自身）由来の PRPを、AI後のより早いタイミング（AI後 24時間）で子宮内に投与す

ることの有効性およびその後の受胎性を明らかにする目的で本実験を実施する。自己 PRPの臨床応用

という点でも独創性を有する研究課題である。 

 

５．研究内容・成果 

研究内容 

供試動物 

 宮崎県内の３軒の酪農場にて RBと診断されたホルスタイン種経産牛 21頭を供試牛として無作為に

以下の 2群に分けた。 

試験スケジュール 

 RBと診断された個体に対して次の発情発現前に当該個体由来の PRPを予め作成した（PRP作製手順

は下記の通り）。発情発現観察後に AIされた供試牛に対して、AIから 24時間後（D0：子宮内投与日）

に採血と同時に、事前に作成しておいた PRP 20 ml（処置群：12頭）あるいは生理食塩水 20 ml（対

照群：9頭）を子宮内に投与した。子宮内投与時、1週後および 3週後に全頭から採血した。また、子
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宮内投与から 5週後に全頭に対して超音波検査により妊娠診断を実施した。 

PRPの準備 

 1．当該牛の頸静脈より 100mlを採血、3.2%抗凝固薬が添加された試験管に分注した。 

 2．4℃下、3000 rpmで 10分間遠心分離した（赤血球層、白血球層、PRPの 3層に分離した）。 

 3．PRPを吸引、新たな試験管に移した。 

 4．4℃下、4000rpmで 15分間、2回目の遠心分離を行い、血小板ペレットと血小板が乏しい血漿（上

清、Plate-Poor Plasma: PPP）に分けた。 

 5．PPPの 2/3を吸引し、別の試験管に移した。 

 6．残りの PPP と血小板ペレットを混和し、血小板濃度を計測し、1/109/ml となるように別注した

PPPで希釈し、20mlに分注した。 

 7．血小板由来成長因子の放出を刺激するため、-80℃の凍結と 37℃での融解を 3回、繰り返した。 

 8．使用まで-20℃で保管し、使用前 1時間に 20～25℃で維持した。 

繁殖成績の記録 

 繁殖成績として受胎率、処置後受胎までの日数、受胎までに要した AI回数を記録した。 

統計解析 

 処置群と対照群の受胎率を比較すると共に、処置群における受胎個体と不受胎個体の血小板濃度を

比較した。 

 

研究成果 

 有意差は認められなかったものの、処置群の受胎率（5/12, 41.7%）は対照群の受胎率（1/9, 11.1%）

よりも高かった。 

 処置群における受胎個体の血小板濃度（1.1 x 109/ml）は不受胎個体の血小板濃度（0.7 x 109/ml）

よりも高かった（P < 0.05）。 

 以上の結果より、自己 PRP の子宮内投与は RB における受胎性を向上させる可能性が示唆された。

また、その効果は自己 PRP中の血小板濃度の多寡に影響を受ける可能性も示唆された。 

 今後は採取した血液中の分析により、黄体形成や抗炎症作用への効果を明らかにすると共にさらに

供試頭数を増やして受胎性向上効果を有するに十分な血小板濃度とその作用機序を明らかにしてい

きたい。 

 

 

６．成果となる論文・学会発表等 

（※参考となる資料を添付してください。） 

 2020 年度には本研究成果を発表する機会がなかったものの、2021 年度中に学会発表および論文発

表を予定している。 

 

 

 

 

 

 

※必要に応じて、枠を広げて記載してください。 
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【様式３】 

 

令和 3 年 3 月 31 日 

 
令和 2 年度 宮崎県内共同研究報告書 

 

                            研究代表者： 坂本 篤彦              

１.研究課題名 
日本語表記：猫難治性ウイルス疾病の遺伝子診断法の開発 

英語表記：Development of PCR diagnosis for cat-intractable viral diseases 

２.研究期間  令和 2 年 8 月 20 日 ～ 令和 3 年 3 月 31 日 

３.共同研究者 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

氏   名 機関・所属部署名 職 名 

坂本 篤彦 宮崎県福祉保健部 宮崎県動物愛護センター 所長 

久保 明子 宮崎県福祉保健部 宮崎県動物愛護センター 主任 

弓削 くみこ 宮崎県福祉保健部 宮崎県動物愛護センター 主査 

有川 玄樹 宮崎県福祉保健部 宮崎県動物愛護センター 主任技師 

  

                 

 

 

４．研究目的 

近年、動物愛護センターにおいて猫エイズウイルス感染症（以下 FIV）および猫白血病ウイルス感染

症（以下 FeLV）に感染した猫の搬入が見られる。両感染症ともいずれも発症するとかなりの確率で死

に至る病気であり、また、これらを予防するワクチンもあるが、完全な予防効果は期待できないのが

実情である。そのような理由から、動物愛護管理をめぐる主な課題等を審議する中央環境審議会動物

愛護部会において両感染症は「治癒の見込みがない病気」という理由で「譲渡することが適切ではな

い」と分類され、多くは殺処分対象となっているのが現状である。 

しかし、FIV は簡易検査キットで抗体を検出しているため、母猫からの移行抗体の影響で陽性となる

事例（擬陽性事例）もあり、結果スムーズな譲渡の妨げとなることが多々ある。また、FeLVに関して

は抗原を検出するため FIVのように擬陽性が見られることはないが、インターフェロン投与などの治

療によりウイルスが排除される可能性もあり、その場合譲渡可能となる可能性がある。 

今回、FIVおよび FeLVウイルス抗原を早期に検出することで正確な情報を譲渡希望者に提供するとと

もに、当該猫に対する早期の譲渡判定およびスムーズな譲渡体制を構築することが目的である。 

 

５．研究内容・成果 

1. 定置型リアルタイム装置による FIVおよび FeLV遺伝子検出法の評価 

FIVと FeLVプライマー/プローブおよび標準遺伝子は、Primerdesign社製のキットのものを使用した。

標準遺伝子を用いた検出感度、特異度を評価しながら、最適なリアルタイム PCR条件を検討した。 

定置型リアルタイム(Roche)では、FIV に対する検出限界は遺伝子 2 コピー/ul(10-5希釈)であり、そ

の時の Cq 値は 33.9 であった。FeLV に対する検出限界は遺伝子 2 コピー/ul であり、その時の Cq 値

は 28.9(10-5希釈)であった。仕様書には Cq値 35以上は陰性となる条件が記載されていた。 

2. モバイルリアルタイム装置による FIVおよび FeLV遺伝子検出法の評価 

携帯可能なリアルタム PCR装置 Picogeneを用いて行ったところ、FIVに対する検出限界は遺伝子 10-2

希釈（2x103コピー/ul）であり Cq値は 22.6であった。FeLVに対する検出限界は遺伝子 10-2希釈（2x103

コピー/ul）であり、Cq値は 21.0であった。 
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 表. FIV と FeLV に対する定量 PCR と Picogene の検出度比較 

 

 

 

 

 

UD: 検出限界以下 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 宮崎県動物愛護センターにおける搬入猫の血液検査等の実施 

FIV陽性、FeLV陽性に該当する猫がいなかったため、宮崎大学での確定診断は実施できなかった。 

 

本研究結果より、FIVおよび FeLVに対する定置型リアルタイム装置による診断系を導入することがで

きた。臨床現場で使用可能な、モバイルリアルタイム PCR 装置 Picogene においても、それぞれの病

原体遺伝子の検出は可能であった。しかしながら、その検出感度は、定置型リアルタイム PCRよりも、

1000倍低くかった。Picogeneの検出時間は 1検体 15分である。この優位性を活かすために、試薬の

調製などによるさらなる条件検討が必要であることがわかった。 

 

６．成果となる論文・学会発表等 

（※参考となる資料を添付してください。） 

 

該当なし 

 

 

 

※必要に応じて、枠を広げて記載してください。 
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図1. モバイルPCR機「Picogene」(A)と、FIV (B)、FeLV (C)に対する定量PCRとPicogeneの結果

A B

C

定量PCR

Picogene

定量PCR

Picogene
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【様式３】 

 

令和 3年 4月 26日 

 
令和 2 年度 宮崎県内共同研究報告書 

 

                            研究代表者： 前田  崇史      

１.研究課題名 

日本語表記：妊娠牛の定期的血液検査と超音波検査による分娩事故予防体制の

確立 

英語表記：The prevention of dystocia by hem analyses and ultrasound exami

nation in beef pregnant cattle 

２.研究期間  令和 2年 8月20日 ～ 令和 3年 3月31日 

３.共同研究者 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

氏   名 機関・所属部署名 職 名 

前田 崇史 宮崎県農業共済組合・都城中央家畜診療所 課長 

大澤 健司 

 

宮崎大学・農学部 教授 

北原 豪 宮崎大学・農学部 准教授 

   

  

                 

 

 

４．研究目的 

 難産は母子ともに生命の危険に晒される事態となり、その損失は、特に新たに生まれる産子で

生産が成り立つ肉用牛では甚大である。宮崎県における黒毛和種牛の難産は、全ての分娩の中で

8.6%（Uematsu, 2013）もある。難産に対しては、その正確な予測により早期かつ適切な介入が

可能になることで、分娩事故の低減につながる。 

 胎子と骨盤の物理的な不均衡は難産の半数を占める主要因の一つとされている。これまで、分

娩前に胎子サイズの推定値と母牛の骨盤サイズを合わせたパラメータを用いて難産を予測した

報告はない。 

 母体と胎子を繋ぐ器官として、胎盤は最も重要で、栄養供給をはじめ、ガス交換や妊娠時の特

異的なホルモンを合成・分泌している。胎盤由来のホルモンに、妊娠関連糖タンパク質（PAG）

がある。胎盤の栄養膜二核細胞より産生され、妊娠 25 日頃より母体血液中に検出できるように

なり、分娩時まで検出できる。しかし、その生理作用は分かっておらず、また血中動態について

も十分に分かっていない。最近、ホルスタイン種において、妊娠期の母体血中 PAG濃度と子牛の

出生時体重の間に関係性を有すことが学会発表で報告された（Doyle ら、ADSA Annual Meeting, 

2020）。しかし、肉用種における報告はない。 

 そこで本研究では、黒毛和種牛を対象とし、調査 1として、妊娠期における胎子の蹄冠部幅を

測定することで出生時の胎子サイズを推定し、母牛の骨盤内容積と合わせて評価することによる

難産予測方法を確立すること、および調査 2として、分娩前の母牛の PAG濃度の動態を明らかに

し、子牛の出生時サイズの推定値との関係を明らかにすること、を目的として試験を実施する。 

５．研究内容・成果 

［研究内容］ 

調査１）胎子の蹄冠部幅と母牛の骨盤内容積および出生子牛サイズの測定 

 一農場において繋養の黒毛和種経産牛 30頭を対象として、分娩予定日に経直腸超音波検査（宮

崎大学農学部獣医学科産業動物臨床繁殖学研究室にて現有の検査機器を使用）を実施、胎子の蹄

冠幅を測定する。母牛の骨盤内容積は専用のぺルビメーターを用いて測定する。子牛の出生時サ
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イズ（肩幅、胸囲、腰角幅、頭尾長）を記録する。 

調査 2）妊娠関連糖タンパク質ホルモン濃度の測定 

調査１で供試予定の牛 30頭について、人工授精（AI）後 7日、14日および 28 日、早期妊娠診

断による妊娠確認後は授精後 42 日から 168 日までは 14 日間隔で、さらに 240 日まで 21 日間隔

で採血を行う。周産期では、分娩予定日前 28日、14 日、7日と分娩予定日に、分娩後 14 日から

56日まで 14日間隔で、前述と併せ合計 24回採血を行う。採血後、分離した血清中の PAG 濃度に

ついて、ELISA を用いて定量する。妊娠期間中の PAG 濃度の動態と、胎子の蹄冠幅や出生時サイ

ズとの関係を統計学的に解析することで、難産の予測マーカーとしての可能性を検討する。 

［成果］ 

 胎子（25頭）の蹄冠幅と生時体重との間に正の相関関係があり（r = 0.69、P < 0.01）、難産

となった牛（7頭）は、正常分娩した牛（18頭）に比べ、その胎子の蹄冠幅が大きかった（60.6mm 

vs.57.1mm、P < 0.05）。 

 AI後 28日に血清 PAG濃度が S-N値で 1.0以上を妊娠と診断した。その結果、これまでに 48頭

を供試し、16 頭が妊娠、32 頭が非妊娠と診断された。しかし、血清 PAG 濃度で妊娠と診断され

た 16 頭のうち、超音波検査による妊娠診断で 3頭は AI後 42日、1頭は AI後 70日に非妊娠と診

断された。よって、AI 後 28 日に血清 PAG 濃度で妊娠と診断されても、改めて妊娠が継続できて

いるかを確かめる必要があることが分かった。 

 また、AI 後 28 日に血清 PAG 濃度から非妊娠と診断された牛の AI後 7日および 14 日の PAG濃

度が S-N 値で 1.0 以上を示す個体が散見された。これらのサンプルは分娩後 51 日未満時点での

採材となっていた。前の産子に関わる PAG の影響についてホルスタイン種では既に報告はあり、

今回、黒毛和種でも同様の結果となり、採材時の分娩後日数について注意が必要であることが分

かった。 

 今後は、妊娠が維持された 12 頭について、母牛のその後の PAG の動態と胎子の蹄冠幅を測定

し、難産の有無および生時体重を記録することで、蹄冠幅および PAG による分娩事故予防への活

用の是非を明らかにする。 

 

６．成果となる論文・学会発表等 

（※参考となる資料を添付してください。） 

〇前田 崇史、大澤健司、北原 豪; 正常産と難産の黒毛和種牛における母牛骨盤と産子サイズ比－

難産予測方法確立のために, 日本畜産学会第 128回大会（九州大学）, 2021年 3月 27日－30日, ポ

スター発表 

 

 

※必要に応じて、枠を広げて記載してください。 
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令和 2 年度 宮崎県内共同研究報告書 

 

                            研究代表者：福家 直幸          

１.研究課題名 

日本語表記：ブロイラーの浅胸筋変性症の病態解明 

英語表記：Pathological analysis of superficial pectoral myopathy in broil

er chickens 

２.研究期間  令和2年8月20日 ～ 令和3年3月31日 
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氏   名 機関・所属部署名 職 名 

壹岐和彦 宮崎県都農食肉衛生検査所 

（現：宮崎県衛生管理課 課長） 

所長 

萩平敦朗 宮崎県都農食肉衛生検査所 主幹 

遠矢宏美 宮崎県都農食肉衛生検査所 主査 

   

  

                 

 

 

４．研究目的 

ブロイラーの浅胸筋変性症は、全国的に食鳥処理場で廃棄される浅胸筋の疾患の 1つでここ近年増

加傾向にある。また浅胸筋変性症による廃棄は経済的な損失が大きい。肉眼的に浅胸筋の硬化及び退

色が、組織学的に筋線維の硝子様変性、結合組織増生、血管炎などが認められる。発生要因として、

急激な体重増加や飼育環境の温度条件が可能性として報告されているが、そのメカニズムについて

は、未だ不明なままである。本県では、浅胸筋変性症がここ数年みられる傾向があるが、その発生状

況については詳細に調査はなされておらず、現状を把握できていない。そこで、本県のブロイラーの

浅胸筋変性症の発生状況と病態について調査し、浅胸筋変性症の病理発生について研究することを目

的とする。 

５．研究内容・成果 

【検体】 

県内の食鳥処理場において、浅胸筋変性症として廃棄されるブロイラー（以下、検体）（n=10）の浅

胸筋、深胸筋を含む全身の筋肉及び内臓を採取した（表 1）。検体 10 は、大腸菌による蜂窩織炎を伴

っていた。対照群として肉眼的に異常が見られないブロイラー（以下、対照群）（n=2）の浅胸筋、

深胸筋を含む全身の筋肉を採取した（表 2）。 

【方法】 

1 微生物学的検索 

 検体 1～10 の左側浅胸筋を用いて、サルモネラ属菌、カンピロバクター属菌、黄色ブドウ球菌、大

腸菌の検索を行った。 

①サルモネラ属菌検査方法 

各検体の浅胸筋 25g を緩衝ペプトン水（ニッスイ）で前増菌培養し、その菌液から遺伝子増幅装置

（BAX System Q7（Hygiena））を用いてサルモネラ特異遺伝子の検出を試みた。遺伝子を検出した検

体について、培養液を選択増菌培養の TT 培地、RV 培地に接種した。その後、BGS 寒天培地、DMLIA

寒天培地を用いて選択分離培養を行った。分離されたコロニーを確認用培地の TSI 培地、LIA 培地に

接種し、性状を確認した。定型的なサルモネラの性状と確認された菌株は、自動細菌検出装置（VITEC2 

コンパクト）で細菌を同定した。また、サルモネラ免疫血清（生検：デンカ）を用いて、O 群の血清
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型を決定した。 

②カンピロバクター属菌検査方法 

各検体の浅胸筋 25g をプレストン培地（カンピロ-プレストン／100：日研生物）で増菌培養した。

その後、培養液を mCCDA(日水)、スキロー培地（日水）を用いて選択分離を行った。分離されたコ

ロニーを用いて、オキシダーゼ試験、カララーゼ試験、グラム染色を実施し、定型的なカンピロバク

ター属菌の性状と確認された菌株は、自動細菌検出装置（VITEC2 コンパクト又は Loopamp リアル

タイム濁度測定装置）を用いて細菌を同定した。 

③黄色ブドウ球菌検査方法 

各検体の浅胸筋 10g を緩衝ペプトン水（ニッスイ）90mL で希釈し、10 倍液、100 倍液を作成した。

それぞれの液体を 3％卵黄加マンニット食塩寒天培地に接種し、選択培養した。分離されたコロニー

を用いて、トリプトケースソイ寒天培地で純培養を行った。分離されたコロニーを用いて、コアグラ

ーゼ試験、グラム染色を実施し、定型的な黄色ブドウ球菌の性状と確認された菌株は、自動細菌検出

装置（VITEC2 コンパクト）を用いて細菌を同定した。 

④大腸菌検査方法 

 各検体の浅胸筋 10g を緩衝ペプトン水（ニッスイ）90mL で希釈し、希釈液を 3M ペトリフィルム

EC プレートに接種し、培養した。 

2 病理組織学的検索 

 検体 1～10 の右側浅胸筋、深胸筋、僧帽筋、上腕二頭筋、上腕三頭筋、手根屈筋、手根伸筋（検体

2 を除く）、下腿三頭筋、長腓骨筋、大腿二頭筋、大腿筋膜張筋、頚部筋肉及び主要臓器、対照群（n=2）

の右側浅胸筋、深胸筋を 10％中性緩衝ホルマリン液で固定し、常法に従いパラフィンブロックを作成

した。ブロックを 3μmに薄切後、ヘマトキシリン・エオジン染色（以下、HE 染色）を実施し、鏡検

を行った。検体 7 及び 10 の右側浅胸筋、深胸筋、僧帽筋を用いて、筋線維と結合組織を染め分ける

アザン染色、筋線維の正常を確認するリンタングステン酸・ヘマトキシリン染色（以下、PTAH 染色）

及び過ヨウ素酸シッフ反応（以下、PAS 反応）、血管構造を確認するエラスチカ・ワンギーソン染色

（以下、EW 染色）を実施し、鏡検を行った。 

3 免疫組織化学的検索 

 検体 7 及び 10 の右側浅胸筋、深胸筋、僧帽筋のパラフィンブロックを 3μmに薄切し、脱パラフィ

ン後、表 3 の一次抗体を用いて、筋線維のタイプの確認、ジストロフィン蛋白の発現の有無、病変部

に出現する炎症細胞の種類の検索を行った。二次抗体はニチレイ社のシンプルステイン MAX-PO

（Multi）、発色は DAB 基質を用いた。 

4 疫学調査 

令和 2 年 12 月から令和 3 年 3 月の 3 か月にわたり、3 つの大規模食鳥処理場（A,B,C）で食鳥検査

されたブロイラー約 1000 万羽数を対象とし、浅胸筋変性症の廃棄数、出荷平均体重、出荷日齢、鶏

種などの飼育状況のデータを解析した。さらに、令和 2 年 12 月から令和 3 年 1 月の 1 か月にわたり、

浅胸筋変性症で廃棄されたブロイラーの性別、脱羽後と体重量（内臓、頭部を除く）のデータを解析

した。 

【結果】 

1 微生物学的検索結果（表 4） 

10 検体中 4 検体でサルモネラ属菌、3 検体でカンピロバクター属菌、4 検体で黄色ブドウ球菌、7

検体で大腸菌が分離された。分離されたサルモネラ属菌は、全て O4 血清群であった。 

2 病理組織学的検索結果（表 5） 

浅胸筋では、瀰漫性に筋線維の変性を認めた（Fig.1）。特に、硝子様変性（10/10）、筋線維の空胞

化（10/10）、大小不同（9/10）、筋貪食像（10/10）、再生筋（9/10）、中心核出現（10/10）、鎖状配

列（8/10）、筋核増生（10/10）を高率で認めた（Fig.2, 3）。間質では、全例で脂肪置換、線維化、炎

症細胞浸潤、血管炎、筋膜肥厚を認めた（Fig.4）。血管炎は、特に小静脈周囲で顕著であり一部の炎

症細胞は血管壁内まで浸潤していた（Fig.5）。対照群では、軽度の中心核、筋核増生及び血管炎を認

めたが筋線維に有意な所見は認めなかった（Fig.6）。 

深胸筋では、高率に硝子様変性（8/10）、空胞化（8/10）、大小不同（7/10）、再生筋（7/10）、中

心核出現（8/10）、鎖状配列（7/10）、筋核増生（8/10）を認めた。間質では、炎症細胞浸潤（8/10）、
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血管炎（8/10）を認めた（Fig.7）。対照群では、中心核、筋核増生及び軽度の血管炎を認めた。 

僧帽筋では、硝子様変性（6/10）、大小不同（6/10）、再生筋（6/10）、中心核（7/10）、筋核増生

（7/10）を高率に認めた。間質では、脂肪置換（7/10）、線維化（6/10）、炎症細胞浸潤（7/10）、血

管炎（6/10）を認めた（Fig.8）。 

その他、検索した筋組織では、浅胸筋、深胸筋、僧帽筋に比べ、間質の所見は乏しかった。一方で、

上腕二頭筋、上腕三頭筋、手根屈筋、手根伸筋、長腓骨筋、大腿二頭筋、大腿筋膜腸筋で硝子様変性、

中心核、筋核増生を高率で認めた。 

検体 7 の浅胸筋、深胸筋、僧帽筋、検体 10 の浅胸筋の筋線維間には、アザン染色で青染される結

合組織が出現していた（Fig.9）。硝子様変性を認めた筋線維の横紋は、PTAH 染色及び PAS 反応で消

失していた（Fig.10）。EW 染色では、血管構造を観察したが異常は認められなかった（Fig.11）。い

ずれの筋組織において、筋組織内の末梢神経束に有意な所見を認めなかった。また、筋線維の群萎縮

は、認められなかった。 

肝臓では、グリソン鞘周囲の炎症細胞浸潤（10/10）及び脂肪変性（1/10）、腎臓では、蛋白円柱（3/10）、

心臓では、心筋間の軽度炎症細胞浸潤（10/10）、心外膜又は心冠脂肪組織の炎症細胞出現（3/10）が

みられた。他、胆嚢粘膜筋層の炎症細胞浸潤（1/10）、小腸粘膜充出血（1/10）、結腸粘膜出血（1/10）、

盲腸粘膜充出血（2/10）、コクシジウム感染による壊死性盲腸炎（1/10）、気管支炎（2/10）、精子未

形成（8/8）、膵腺房限局的壊死（1/10）が認められた。脾臓、ファブリキウス囊、胸腺、食道、素囊、

腺胃、筋胃、卵巣では有意な所見を認めなかった。 

3 免疫組織化学的検索結果（表 6） 

検体 7 の浅胸筋及び深胸筋、検体 10 の浅胸筋、深胸筋及び僧帽筋は、筋線維の 9 割以上が抗 Fast 

myosin 抗体に陽性であった（Fig.12, 13）。検体 10 の浅胸筋、僧帽筋の筋線維では、抗 Slow myosin

抗体陽性線維は一部認められたが、検体 7 の浅胸筋及び深胸筋、検体 10 の深胸筋の筋線維は、全て

陰性であった（Fig.14, 15）。検体 7 の僧帽筋では、Fast myosin 陽性領域と Slow myosin 陽性領域が混

在していた（Fig.16, 17）。検体 7 の浅胸筋筋線維は、抗 Dystrophin 抗体に陽性を示し、Dystrophin 蛋

白の発現が確認された（Fig.18, 19）。検体 7 と 10 の浅胸筋、深胸筋、僧帽筋の血管周囲や間質には、

抗 CD3 抗体陽性の T 細胞が多数出現していた（Fig.20）。同検体の血管周囲では、抗 CD268 抗体陽

性の B 細胞は一部認められた（Fig.21）。 

4 疫学調査結果（表 7） 

A 処理場（約 530 万羽処理/3 か月）、B 処理場（490 万羽処理/3 か月）、C 処理場（412 万羽処理/3

か月）では、それぞれ 1,265 羽（0.02％）、3,083 羽（0.06％）、4,856 羽（0.11％）の鶏が浅胸筋変性

症として廃棄されていた。廃棄された鶏種は、A 処理場で精査したところ、チャンキーが 1123 羽、

コブが 142 羽であり、それぞれの検査羽数当たりの廃棄率は、チャンキーが 0.1％、コブが 0.06％で

あった。検査羽数に対する浅胸筋変性症の廃棄率は、48 日齢以降に増加した（図 1）。C 処理場にお

いて、出荷時平均体重と廃棄数の関係性を調べた結果、出荷体重が増加するにつれて、廃棄率は増加

しており、3.41kg 以上の出荷体重で廃棄率が一番高かった（図 2）。調査期間中の各処理場で廃棄さ

れた一部の鶏（n=1555）について、脱羽後と体重量の平均は 3.07kg であった。雄雌における脱羽後と

体重量は、雄平均 3.09±0.007kg、雌平均 2.66±0.3kg、であり、雄が雌に比べて有意に大きかった（図

3：T 検定、P<0.01）。雄雌比は、1483 羽（95%）が雄、72 羽（5％）が雌であった。 

【考察】 

本研究では、サルモネラ属菌、カンピロバクター属菌、黄色ブドウ球菌、大腸菌の細菌と疾患との

関連性について検索を行ったが、共通して分離された細菌はなかった。病理組織学的には、間質の血

管周囲には CD3あるいは CD268陽性を示すリンパ球や壊死した筋組織を貪食するマクロファージが認

められたものの、筋線維周囲に炎症細胞の出現は乏しかったため、細菌感染との関連性は低いと考え

られた。大腸菌は、10例中 7例と高い確率で分離された。通常浅胸筋には、大腸菌は存在しないが、

食鳥処理場の処理工程で腸管破れや機械汚染による二次的な汚染あるいは大腸菌感染に起因する蜂

窩織炎が皮下に認められることがある［1］。今回は、蜂窩織炎との関連性も疑い、検体 10を採取し

検索を行ったが、蜂窩織炎は皮下組織に限局しており、浅胸筋の変化も他の個体と差がなかったため、

蜂窩織炎との関連性は低いと思われた。検体 2,4,5,7,8,9に関しては、皮下組織に蜂窩織炎が認めら

れなかったため、処理工程あるいは筋組織の採取時の二次的な汚染が疑われた。 
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浅胸筋において、重度な筋線維の硝子様変性、空胞変性、断裂、結合組織増生、脂肪組織置換、血

管炎などを認め、これは既報と同様の結果であった［2-4］。浅胸筋変性症は、浅胸筋に限局した疾

患と考えられており、深胸筋や大腿部筋肉に病変が形成されなかったと報告がある［3］。本研究で

は、浅胸筋以外の全身筋組織についても詳細な検索を行った結果、深胸筋、大腿部、下腿部、上腕部、

手根部、頸部、僧帽筋では、程度に差があるものの、有意な所見が認められた。特に深胸筋と僧帽筋

では、浅胸筋変性症に類似する病変が高率に認められたことから、浅胸筋変性症との関連性が疑われ

た。 

検体の浅胸筋及び深胸筋の筋線維の大半が Fast myosinに陽性であり、TypeⅡ型の筋線維が多く存

在していた。鶏の浅胸筋には、TypeⅡの筋線維（速筋）が多く存在し、TypeⅠの筋線維（遅筋）は少

ないが、浅胸筋変性症の個体の浅胸筋では、この Type のスイッチングが起こり TypeⅠの筋線維が増

加するとされている［5,6］。今回は、過去の報告とは異なる結果であった。今後、正常個体の各筋

線維の Typeについても調査し、変性の有無で Typeの変化があるのか検討をしていく必要がある。 

筋変性が高率で認められた検体の浅胸筋、深胸筋及び僧帽筋では、間質において T細胞を主体とす

る炎症細胞浸潤、血管炎、線維化がしばしばみられた。動物の炎症性筋疾患として、多発性筋炎、皮

膚筋炎、咀嚼筋炎などが知られている［7,8］。多発性筋炎は、四肢、体幹などの全身の筋組織にお

いて、筋線維の変性壊死、間質の炎症細胞浸潤、慢性化すると筋萎縮や間質の線維化がみられる。特

に、病変部へ CD8陽性 T細胞の浸潤が多いことから、細胞傷害性 T細胞が病理発生に重要と考えられ

ている。コリーに多く発生する皮膚筋炎では、血管炎が疾患の病理発生に関与すると考えられている。

咀嚼筋炎は、２M 筋線維が存在する咀嚼筋に対する自己抗体によって引き起こされる疾患である。本

研究では、間質の炎症反応と変性の関係性について、解明することはできなかった。今後、病変部に

出現する T細胞の種類の同定、自己抗体について検索を行い、炎症性筋疾患との関連について調査を

行う必要が考えられた。 

ヒトの筋原性筋疾患の 1つに筋ジストロフィーが知られており、ジストロフィン蛋白の発現の欠損

あるいは発現低下するディシェンヌ型の筋ジストロフィーの発症が最も多い。動物では、類似の疾患

が犬、猫、牛、馬、鶏などで報告されている［7,8］。本研究では、その可能性も疑い、ジストロフ

ィン蛋白の発現について確認したが、欠損や発現低下は認められずディシェンヌ型の筋ジストロフィ

ーに類似しない疾患であると考えられた。鶏の筋疾患では、ビタミン E及びセレニウム欠乏による栄

養性筋症が知られているが、過去の報告では、浅胸筋変性症との関連は否定されている［3］。栄養

性筋症では、胸筋、大腿部筋肉に病変が認められる。加えて腺胃、心臓の筋組織においても病変を形

成する［9］。本研究では、栄養素の測定は行っていないため、栄養性筋症との関連性について完全

に否定はできないが、検体の腺胃、心筋、消化管の筋組織では、有意な所見を認められなかったこと

から、過去の報告と同様に栄養性筋症の病変とは一致しないと思われた。 

浅胸筋変性症の廃棄数は、検査羽数全体の 0.06％にあたる 9,204羽であった。既報では、市販の胸

肉の約 5 から 10％が重度な浅胸筋変性症であるとされている［5］。今回、調査したのは、あくまで

食鳥検査における廃棄率であり、実際の浅胸筋変性症を発症した発生率ではない。こうした背景や既

報を踏まえると、本県の浅胸筋変性症の発生率は、ブロイラー出荷羽数の 0.06％以上になると考えら

れた。 

胸筋変性症の廃棄率と出荷日齢、出荷平均体重は、48 日齢以降に増加し、3.41kg 以上で最も高く

なった。浅胸筋変性症の鶏種は、チャンキーがややコブに比べ多かったが、明らかな差は認められず、

鶏種の差異が本疾患の発生に大きく関与するものではないと思われた。浅胸筋変性症の 95％が雄であ

り、脱羽後のと体重量は、雄が雌に比べ有意に大きかった。家畜では、精巣から分泌されるテストス

テロンによって体格が雌に比べ大きくなり筋肉量も増加する。雌雄の違いがこの疾患の発生に影響を

及ぼしている可能性が考えられた。 

ブロイラーの浅胸筋変性症は、支配血管の不完全虚血、急増する筋組織への酸素と栄養素の供給不

足などが発生要因とされているが、そのメカニズムは複合的な要因が考えられる。今回の調査で浮き

彫りとなった課題を検討し、さらなる検索がこの疾患の解明には必要と考えられた。 

【結語】 

本県のブロイラーの浅胸筋変性症の発生状況と病態について調査を行った。微生物学的検索の結

果、全例で共通した細菌は分離されず、病理組織学的にも、感染症との直接的な関連の可能性は低い
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と思われた。病理組織学的検索の結果、過去の報告と同様に本疾患の浅胸筋において、硝子様変性を

始め、筋線維の空胞化、大小不同、間質の脂肪置換、線維化、炎症細胞浸潤、血管炎、筋膜肥厚を認

めた。一方で、深胸筋や僧帽筋においても、高率に筋変性を認め、本疾患の個体では、浅胸筋以外の

筋組織においても何らかの影響があることが示唆された。本疾患は、免疫染色や病変分布よりディシ

ェンヌ型の筋ジストロフィーあるいは栄養性筋疾患の可能性は低いため、これらの疾患とは異なる機

序で発生したと考えられた。疫学的には、浅胸筋変性症は、約 9 割が雄での発生で、脱羽後のと体重

量は、雄が雌に比べ有意に大きかった。廃棄率は、出荷日齢が 48 日以降で増加し、平均出荷体重が

3.41kg 以上で最も高くなることが明らかとなった。 
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６．成果となる論文・学会発表等 

 令和 3年 7月 7日に開催予定の令和 3年度宮崎県福祉保健部業績発表会にて発表予定。 

 

 

※必要に応じて、枠を広げて記載してください。 
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Case No.

1 A 48

2 A 48
3 A 48
4 A 48
5 A 48
6 B 51

7 B 51
8 B 51
9 B 51

10 B 51

1. 2.
Case No.

1 C 48

2 C 48

Antibody against Clone Source Dilution Antigen retrieval Positive control

Dystrophin ab15277 Abcam 1:100 Autoclave
(EDTA, pH9.0) No.8

Slow myosin NOQ
7.5.4D Sigma-Aldrich 1:4,000 Autoclave

(EDTA, pH9.0) No.8

Fast myosin MY-32 Sigma-Aldrich 1:400 Autoclave
(EDTA, pH9.0) No.8

CD3 Dako Ready-to-use Autoclave
(citrate, pH6.0) No.10 

CD268 2C4 Bio-rad 1:10,000 Autoclave
(citrate, pH6.0) No.10 

3. 

4. 
Case No. Salmonella spp. Campylobacter spp. Staphylococcus aureus Escherichia coli

1
2 O4¹
3 O4
4
5 O4 ²
6
7
8 O4
9

10
1 O4
2

5. 

10 10 9 10 9 10 8 10 10 10 10 10 10
8 8 7 4 7 8 7 8 6 7 8 8 2
6 3 6 4 6 7 4 7 7 6 7 6 2

10 3 4 5 1 10 1 10 2 3 4 1 1
9 1 1 6 0 9 0 9 0 0 0 0 0
9 2 2 7 1 9 1 9 0 2 2 0 0

* 8 1 1 2 0 9 0 9 0 0 0 0 0
4 1 2 0 1 5 2 4 3 1 0 0 0
6 2 3 1 0 6 0 5 1 0 1 0 0
7 3 3 1 0 7 0 6 1 1 2 0 0
4 3 3 1 0 5 0 3 1 0 0 0 0
2 0 1 0 0 1 1 1 2 1 0 0 0

* n=9
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6. 

No,
¹

Dystrophin Slow myosin Fast myosin
7,

10, ND³
7, ND
10, ND
7, ND
10, ND
8, 

10, ND ND ND

1 1 9% 10 49 50 89% 90 100%
2 1 9% 10%
3 ND:

²

CD3 CD268

ND ND

7. 

( )

A 5,309,888 1,265 0.02

B 4,908,575 3,083 0.06

C 4,121,769 4,856 0.11

14,340,232 9,204 0.06

0.043

0.034

0.046

0.106

0.089

0.098
0.108

0.086
0.073

0.147

0.055

0.000

0.020

0.040

0.060

0.080

0.100

0.120

0.140

0.160

45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55

0.01

0.05
0.07 0.07

0.10 0.11
0.13

0.17
0.18

0.27

0.00

0.05

0.10

0.15

0.20

0.25

0.30

~2.6 2.61~2.7 2.71~2.8 2.81~2.9 2.91~3.0 3.01~3.1 3.11~3.2 3.21~3.3 3.31~3.4 3.41~

kg
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2.2
2.4
2.6
2.8

3
3.2

P<0.01

K
g

3.09 0.007 2.66 0.3

Fig. 1 7

1

Fig. 2 7

*

2

Fig. 3 7*

3
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Fig. 4 7
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Fig. 5 7
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Fig. 8 7
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Fig. 10 7
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Fig. 12 7
Fast myosin

.

Fig. 13 7
Fast myosin
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Fig. 14 7, 
Slow myosin
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Fig. 15 7, 
Slow myosin

.
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16 17
Fig. 16 7 Fast myosin

.
Fig. 17 7 Slow myosin
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18 19
Fig. 18 7 Dystrophin

.
Fig. 19 8 Dystrophin

.
Fig. 20 7 CD3
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Fig. 21 7 CD268
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V
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2020年 6月 24日 

 

関係者各位 

 

 

 

宮崎大学産業動物防疫リサーチセンター 

センター長 三澤 尚明 

 

 

 

 

  

「グローバル動物感染症防疫専門家育成教育プログラム」の開催について（ご案内） 

 
  

 

皆様におかれましては、益々ご健勝のことと拝察いたします。平素より本学産業動物防疫リサ

ーチセンターの教育・研究にご協力をいただき、感謝申し上げます。 

さて、宮崎大学産業動物防疫リサーチセンターでは、産業動物防疫リサーチセンターの教育基

盤強化による産業動物防疫の地域・国際教育拠点の創成とグローバル人材育成事業の一環として、

「グローバル動物感染症防疫専門家育成教育プログラム」を実施しております。本教育プログラ

ムは、家畜や家禽の安定生産から防疫等に至るまでの一連の過程をグローバルな視点で指導・コ

ーディネートできる防疫専門家の輩出を目的としており、検疫・診断学コースワーク、実践的統

計分析学コースワーク、国際防疫コースワーク、防疫対策コースワークの 4 つのコースワークを

設定しており、別紙のとおり実施致します。なお、コースワークを 60％以上参加していただいた

方にはコースワークごとに修了証を交付いたします。さらに、獣医学部、獣医学科を卒業した方

あるいは感染症関連科目 50単位以上を履修している方で、すべてのコースワークで修了証を取得

した方については、認定試験を受けていただき、合格者には認定証を授与いたします。 
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「グローバル動物感染症防疫専門家育成教育プログラム」 

受講者募集要項 

 

1． プログラムの趣旨 

産業動物防疫リサーチセンターの教育基盤強化による産業動物防疫の地域・国際教育拠

点の創成とグローバル人材育成事業では、国内に発生のない感染症を迅速かつ的確に診断

するとともに、危機管理対応のできる現場の獣医師の人材育成を目的とし、グローバル化

時代に対応した基礎から実践までの動物感染症防疫高度教育システムを構築することを目

的としている。そこでこの「グローバル動物感染症防疫専門家育成教育プログラム」では、

家畜や家禽の安定生産から防疫等に至るまでの一連の過程を、グローバルな視点で指導・

コーディネートできる防疫専門家の輩出のため、4つのコースワーク（検疫・診断学、実践

的統計分析学、国際防疫、防疫対策）を設定した。これらを受講し、認定試験に合格した

受講者には認定証を授与する。 

 

2． 募集内容 

国際防疫コースワーク 

実践的統計分析学コースワーク（リスク分析学） 

検疫診断コースワーク 

防疫対策コースワーク 

 

3． 募集人数 

各 20名程度 

 

4． 修了証、認定証の交付 

 各コースワークについて 60％以上受講していただいた方には修了証を交付する。 

すべてのコースワークを 60％以上受講し、かつ獣医学部、獣医学科を卒業した方あるいは

感染症関連科目 50単位以上を履修している方については、認定試験（ミニテストまたはレ

ポート）を実施し、合格した方には認定証を授与する。 

 

5． コースワーク日程・内容 

◆ 国際防疫コースワーク：国際感覚を備えた防疫専門家の育成（英語での講義） 

 

 

 

 

 

 

◆ 実践的統計分析学コースワーク：リスク分析学  
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◆ 検疫診断コースワーク：検疫・診断に関する高度専門知識と技術の習得 

※詳細な日程は参加希望者と調整して決定する予定です。 

 

 

◆ 防疫対策コースワーク：現場での産業動物の取り扱いができる技術の習得 
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6． 応募書類の作成・提出方法 

I.提出書類 

様式 1 2020年度「グローバル動物感染症防疫専門家育成教育プログラム」受講申込書 

II.提出期限 

2020年 7月 10日 

III.提出先 

（FAX）  

（E-mail） 

          産業動物防疫リサーチセンター 助教 谷口 喬子 

 

  7．その他 

本件に関するご質問、お問い合わせは以下までお願いいたします。 

【お問い合わせ】 

 担当教員：産業動物防疫リサーチセンター 助教 谷口 喬子 
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2020

2021 2 15 13 00 17 00

Zoom Web

URL
E-mail: t_iwata@cc.miyazaki-u.ac.jp  ( )
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検疫・診断コースワーク（トリヒナの検査） 

 

国際防疫コースワーク（Dr. Kobayashi の講義） 
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Achariya 先生、Bambang 先生、Thrusfield 先生の 3講義のみ受講しました、体調不良のため、全

講義受講できず申し訳ございません、本教材は英語講義に英文字幕及び日本語字幕がついてお

り、特に英語の聞き取りが弱い自身にとって非常に有用なものであると感じました。特に、

Thrusfield 先生の口蹄疫の講義は自身が学部生の頃に一度生で聞いたことがありますが、彼の英

語が全然理解できませんでした。本教材で字幕のサポート付きで、聞き直すことができたのは

非常にありがたかったです。リクエストとして、今後オーストラリア英語の講義も同様の教材

にして頂ければ助かります。以前北大でオーストラリアなまりのある英語の先生の講義で、聞

き取りに非常に苦労したからです。日常で時間があるときに見られるよう、本教材を常設して

いただけましたら助かります。 

そのほか、字幕の間違いについてのコメント1件、「コメントなし」または「コンテ

ンツがよい」とする回答が6件 
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令和2年度 宮崎大学機能強化経費事業 

−国際的に卓越した教育研究拠点機能の充実− 

「産学官連携及び異分野融合体制強化による産業動物防疫の地域・

国際教育研究拠点の創生とグローバル人材育成事業」 

 

実施報告書 

 

宮崎大学産業動物防疫リサーチセンター 

運営委員 三澤 尚明（委員長） 

谷口 喬子（プロジェクト助教） 

田上 普美子（事務員） 

発行所  宮崎大学産業動物防疫リサーチセンター 

〒889-2192 宮崎市学園木花台西 1-1 
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