
ブロイラーの多発性黒色腫
○諸永純子 篠崎 綾 岩下香織 山口 学 吉満文隆1) 2)

阿久根食肉衛生検査所 出水保健所 生活衛生課1) 2)

は じ め に

黒色腫はメラニン色素を産生する細胞であるメラノサイトが腫瘍化したもので，悪性度が高いとされて

いる。また，黒色腫の鳥類における症例報告は少なく，特に鶏での報告は極めて少ない。

今回，管内の主に白色系ブロイラーを処理する大規模食鳥処理場で黒色腫を疑う症例を認め，病理組織

学的検索を実施したので，その概要を報告する。

材 料 と 方 法

（１）材料

当該鶏は 51日齢で約 1万 3千羽出荷された農場

の中の 1 羽であり，検体には心臓，肝臓，脾臓，

腎臓の主要臓器および病変部を用いた。

（２）方法

主要臓器および肺についてはスタンプ標本を作

製し，ディフ・クイック染色を実施した。

病理組織学的検査としては，主要臓器および黒

色斑が認められた病変部分を 20%中性緩衝ホルマ

リン液で固定し，常法に従いパラフィン切片を作

製した後，ヘマトキシリン・エオジン染色（以下，

HE 染色）および過マンガン酸カリウム・シュウ

酸漂白法（以下，漂白法）を実施した。

結 果

（１）肉眼的所見

内臓摘出後検査において当該鶏には削痩や奇形

等の形態異常は認められなかった。しかし，皮膚

および筋肉の広範囲に粟粒大から最大で直径約 1

cm の境界不明瞭な黒色斑を多数認めた（図 1）。

黒色斑は特に肺，心臓，腺胃に多発しており，肝

臓，腎臓，消化管および腹腔内脂肪などの多臓器

に認められたため全部廃棄処分とした（図 2）。

また，内臓摘出後検査において同一農場の他の

ブロイラーに同様の病変は認められなかった。

図 1 肉眼的所見(皮膚)

図 2 肉眼的所見(臓器)

肉眼的所見

肉眼的所見 肺

腺胃

心臓
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（２）細胞診

心臓，肝臓，腎臓，肺に黒褐色顆粒を持つ細胞

が多数認められた（図 3）。

図 3 細胞診(ディフ・クイック染色)

（３）病理組織学的所見

HE 染色において，肉眼的に黒色斑を認めた部

分には黒褐色顆粒をもつ細胞が，周囲組織と境界

不明瞭に浸潤増殖していた。また，黒褐色顆粒の

含有量には差があり，浸潤増殖が著しい部位では

腫瘍細胞が周囲の組織を圧迫するような像や正常

な組織と置き換わっている像も認められた。

皮膚では細胞質に黒褐色顆粒をもつ細胞が表皮，

真皮，皮下組織，筋肉まで浸潤増殖していた（図 4）。

肺では黒褐色顆粒を持つ細胞が波状あるいは渦

巻き状に浸潤増殖し，その細胞の形は紡錘形から

上皮様を呈していた。

心臓では黒褐色顆粒を持つ細胞が心外膜から心

筋層へ広く浸潤増殖し，塊状になった部分も数カ

所認められた（図 5，左）。また，漂白法により黒

褐色顆粒は脱色されたため，メラニン色素である

ことが確認された（図 5，右）。

腫瘍細胞の核は大小不同で類円形，楕円形，紡

錘形，くさび形等様々な形を呈し，核内に大きな

核小体を持ち，核膜が濃染されているものも認め

られた。有糸分裂像がわずかに認められた（図 6）。

他の臓器について，脾臓，ファブリキウス嚢，

食道，そ嚢および腸管には肉眼的に黒色斑は認め

られず，組織学的にもメラニン色素を持つ細胞は

細胞診
肺

認められなかった。筋胃の筋層にはわずかにメラ

ニン色素を持つ細胞が認められた。

図 4 組織学的所見(HE染色)

図 5 組織学的所見(左：HE染色，右：漂白法）

図 6 組織学的所見(漂白法)

組織所見
皮 膚

500 µm

50 µm

HE HE

組織所見
肝臓の黒色部

漂白法

20µm

組織所見
心 臓
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考 察

黒色病変を呈する疾病としてメラニン沈着症と

黒色腫がある。メラニン沈着症は大小不整形の黒

色着色部として認められ，機能障害は起こさない
(1)
。

黒色腫には良性と悪性があり，良性の場合は細

胞の形が円形または多角形でメラニン色素を多く

含み，結合組織間に巣状あるいは不規則に集まり，

周囲組織への浸潤増殖像は認めない。悪性の場合

は腫瘍細胞が多彩な細胞形態を示し，メラニン色

素含有量もさまざまで
(2)
，有糸分裂像の増加，明

瞭な核小体，周囲組織への浸潤増殖像を認める(3)。

Williams らの報告によると，鶏の黒色腫は他の悪

性腫瘍と比較して分裂速度は遅いが，十分に色素

沈着したメラノサイトの出現とメラノサイトによ

る正常組織の広範囲な置き換えや臓器の変形は腫

瘍が悪性であることを考慮すべきであるとしてい

る(4)。

本症例では，病理組織学的検査の結果，メラニ

ン色素をもつ細胞は上皮様の細胞であったことか

ら，メラニン色素沈着症を否定し，病変は多臓器

に発生していたことから多発性黒色腫と診断し

た。また，谷の報告ではメラニン色素をもつ細胞

が既存の構築を壊すことなく結合織や漿膜に入り

込んで増殖し，増殖している細胞に異型は認めら

れなかった
(5)(6)

が，本症例では腫瘍細胞に軽度の

異型性があり，メラニン色素の含有量もさまざま

で浸潤増殖像を多く認めたことから，悪性の可能

性があると推察される。

黒色腫の発生原因として，過剰な日光照射や外

部刺激，遺伝等が考えられている。鳥類における

黒色腫の原発巣は皮膚，副腎，卵巣，肺，肝臓と

言われているが今回原発巣の究明には至らなかっ

た。鶏は鶏冠などの体の一部を除き全身を羽毛に

被われているため，生鳥時に黒色腫が発見される

ことは稀である。今後，食鳥体検査時に発見され

たものについてデータを蓄積し原発部位や発生機

序について検索していくことが必要である。
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マルボフロキサシン残留が認められた牛の一例
○永野健二朗 神田裕一 德田祐二

知覧食肉衛生検査所

は じ め に

マルボフロキサシン（MBFX）はキノロン系抗菌性物質で，動物用医薬品として使用される。グラム陽性菌及びグラ

ム陰性菌に加え，マイコプラズマにも有効である。主に尿中に排泄され，使用禁止期間は牛・豚ともに，と殺前4日間

と定められている［1］。

本県では疾病等により保留とした獣畜に対する精密検査の一環とし，直接法による残留抗菌性物質検査（以下，

直接法）を行っている。今回，直接法の結果を踏まえて実施した高速液体クロマトグラフィ（HPLC）試験により，使用

禁止期間の経過にも関わらず，MBFX残留が確認された症例に遭遇したのでその概要を報告する。

材料および方法

症例は黒毛和種，1歳9カ月齢，去勢雄。経過は診断

書によると，第1病日，尿臭ある腹水貯留と，血液検査

においてBUNの高値（≧100mg/dl）を認め，膀胱破裂

が疑われた。治療は尿道カテーテル留置，膀胱洗浄，

静脈輸液，抗菌剤投与が行われた。第2病日，排尿を

確認，治療が継続して行われた。第9病日，BUNの低下

（50.4mg/dl）がみられた。第12病日，抗菌剤の使用禁

止期間経過後，治療によるこれ以上の改善は望めない

として緊急出荷された。

抗菌剤として第1，2病日にインタゲン，第3病日にア

ンピシリン，第4～7病日にMBFXが投与された。

当所において生体検査，血液検査を実施し，と畜・解

体後，内臓検査，枝肉検査を実施した。

検査所見より尿毒症疑いで保留とし，筋肉中尿素窒

素（MUN）測定および直接法を実施した。

直接法では，筋肉，肝臓，腎臓を1㎝角に無菌的に

切り取ったものを検体とした。抗菌剤感受性の菌株を

混ぜた検査用平板に検体を静置し（図1），30℃，18時

間好気培養を行った。抗菌剤により平板の細菌発育が

抑制され，検体の周囲に１㎜幅以上の阻止帯ができた

ものを陽性（図2），1mm幅未満の阻止帯および阻止帯

ができないものは陰性とした（図3）。検査用平板は3種

使用し，混和する3種の菌株はBacillus subtilis，Bacillu

s mycoides，Micrococcus luteus（現名はKocuria rhizo

phila）であり，それぞれBS，BM，MLと略称する。

直接法で陽性確認後は再検査を実施し，検体は左

右の頸部，腹部，臀部の筋肉とした。

図1 直接法（培養前）

図2 直接法（陽性）

図3 直接法（陰性)
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HPLC試験は，厚労省，HPLCによる動物用医薬品の

一斉試験法Ⅰ（畜水産物）に準拠して実施し（図4），測

定条件は以下に示した（表1）。筋肉を検体として，HPL

C定量試験によりMBFX残留値の測定を行った。さらに

HPLC付加試験によりMBFXの定性を行った。なお，付

加試験は，症例の試験溶液とMBFX標準溶液を混和さ

せた検液をHPLC測定し，症例と標準溶液に同一の物

質が含まれる場合，単一のピークが確認される。

図 4 MBFX試験フローチャート

表 1 HPLC測定条件

結果

生体検査において症例は起立歩行し，栄養状態

は良好，特に著変は認められなかった。

血液検査の結果，BUNは 40.3mg/dlと高値であり，

CRE も 3.33 mg/dl と高値であった

内臓検査において片側腎臓は腎結石がみられ，著

しく腫大し，腎盂拡張，破裂していた。対側の腎臓

は腎結石が認められたのみであった。膀胱は破裂し，

膀胱結石がみられた。腹腔内に尿臭のある腹水が貯

留し腹膜炎を呈していた。肝包膜炎，胃・小腸の漿

膜炎，脾包膜炎，横隔膜炎がみられた。特に肝臓お

よび胃にはチーズ様の炎症物の著しい付着が認めら

れた（図 5，6）。

筋肉中尿素窒素（MUN）は 45.8 mg/dlであり，BUN

と同様に高値であった。

図 5

図 6
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直接法では，BS において筋肉，肝臓，腎臓で陽

性を認めた（図 7）。MLにおいて肝臓のみ陽性（図

8），BMにおいて筋肉のみ陽性が認められた（図 9）。

再検査では，BS において採材した筋肉全部位で

陽性が認められた（図 10）

図 7 直接法 BS

図 8 直接法 ML

図 9 直接法 BM

図 10 再検査 BS

それぞれの菌株の感受性について，BS はアミノ

グリコシド系の抗菌剤に，ML はペニシリン系およ

びマクロライド系の抗菌剤に，BM はテトラサイク

リン系の抗菌剤に高感受性である。使用された抗菌

剤はペニシリン系のアンピシリンおよびインタゲン

と，キノロン系のマルボフロキサシンであり，直接

法の結果，ペニシリン系は否定され，MBFX の残

留が疑われた（表 2）。

表 2 直接法の結果および菌株感受性

HPLC 定量試験の結果，標準溶液において保持時

間 8.702minのピークがみられ（図 11），症例におい

て保持時間 8.709minのピークがみられた（図 12）。

症例と標準溶液が同様のピークであることから，

MBFX 残留が確認された。またそのピークの高さ

から換算した残留値は 0.43 ppmであった。定量試

験は 5回実施，残留値は 0.43ppm，0.36 ppm，0.45

ppm，0.33 ppm，0.42 ppm，平均で 0.40ppm（SD±

0.05）の MBFX 残留が確認された。MBFX の残留

基準値は，牛の筋肉 0.1ppm，牛の肝臓 0.1 ppm，牛

の腎臓 0.15ppmであり［2］，症例の数値は基準値を

大きく上回った。

付加試験の結果，症例と標準溶液を混和した検液

において保持時間 8.800 の単一のピークが認められ

たことから（図 13），症例と標準溶液に同一のピー

クを有する物質が存在する，つまり，症例に残留し

ているのは MBFX であることが確認された。

症例の血液検査所見，解体後検査所見などを考慮

し，行政処分は尿毒症による全部廃棄とした。

BS ML BM

症例 ＋＋＋ ± ±

ペニシリン系 ＋ ＋＋＋ －

テトラサイクリン系 ＋ － ＋＋＋
アミノグリコシド系 ＋＋＋ － ＋

マクロライド系 ＋ ＋＋＋ －
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図 11 標準溶液（MBFX）

図 12 定量試験（症例）

図 13 付加試験

考察

本症例は腎不全および排尿障害を要因として，使

用禁止期間の遵守にも関わらず MBFX が残留した

と考えられた。

腎不全の病態は腎結石，腎盂拡張，水腎症，腎破

裂と進行したと考えられ，排尿障害は膀胱結石，尿

道閉塞，膀胱破裂と進行したと考えられた。

近年，尿を主要な排泄経路とする抗菌剤は多数存

在し［3］，臨床で多用される。また BUNおよび CRE

の上昇は腎機能の７５％が障害されて起こるとされ

る［4］。従って，抗菌剤の投与歴があり，さらに BUN

および CRE の高値が認められる症例においては抗

菌剤残留のリスクを考慮して総合的に検査を進める

必要があると考えられた。

本事例はわれわれ検査所として十分留意しなけれ

ばならない事例であり，また診療獣医師および農場

に報告を行い，今後の注意喚起とした。

今回，現在実施している直接法をきっかけとして

MBFX の残留を確認できたことから，食肉衛生検

査の一助として直接法の有用性が示された

［1］食品安全委員会，動物用医薬品評価書「マル

ボフロキサシン」

［2］厚労省医薬食品局食品安全部長通知，食安発

第 1228001号

［3］下田実，薬物動態学の基礎Ⅳ－薬物排泄，動

薬研究 Vol.70，1-11

［4］安田準，泌尿器疾患，獣医内科学大動物編，

114-125
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豚と畜検査データフィードバックにおけるSEPグレード分けの取り組み
○山田耕一 中島靖剛 1） 東原敏秋

大口食肉衛生検査所 1）末吉食肉衛生検査所

は じ め に

本県では，平成7年度から希望農場へと畜検査データ・フィードバック を実施，一定の評価を受けており，当所で

も多くの農場へフィードバックを行っている。

現在県で運用している「と畜検査管理システム」では，疾病データを定けい様式で出力することはできるが，疾病

の程度についてはラインスピードの問題等により入力機能が設けられていない。

今回,一系列農場からワクチンプログラムの見直しを検討する目的で，豚流行性肺炎（Swine enzootic pneumonia

以下:SEP）をグレード分けした形式でフィードバックを受けたいとの要望があったため，県集計に支障が出ない範囲

でシステムを変更，テストケースとしてSEPのグレード分けを試みたので，概要をここに報告する。

・

方法

SEPグレード分類は，要望農場と協議し，軽度 (+)，中

度 (++)，重度 (+++)に分類した。音声入力は，平成26

年11月から試行し，3月から本入力を開始した。また，

管轄と畜場に搬入される農場全てを対象とした。（図１）

グレードの分類として，「SEP+」は，前葉，中葉，後葉

方 法
１．ＳＥＰグレード分け

音 声 入 力 :

グレード分類 ： 軽度(+)・中度(++)・重度(+++)

②平成27年3月→本入力

※管轄と畜場への搬入農場全て

・職員試行期間 11～12月

・非常勤試行期間 1～2月

※要望農場と協議し分類

①平成26年11月→試行

図1

ＳＥＰグレードの分類

ＳＥＰ（＋）

前葉，中葉，後葉
のいずれか１カ
所に肝変化病変
が限局したもの

前 葉

中 葉

後 葉

※左右肺どちらか病変を認めた場合入力

図2

のいずれか１カ所へ（肝ぺん化病変）が限局しものと

し，また，左右肺のどちらかに病変を認めた場合，入力

する。（図２）「SEP++」は前葉,中葉,後葉のいずれか2カ

所に（肝ぺん化病変）が広がったもの（図３）「SEP+++

」は前葉，中葉，後葉まで（肝ぺん化病変）が広がった

ＳＥＰグレードの分類

ＳＥＰ（＋＋）

前葉，中葉，後葉
のいずれか２カ
所に肝変化病変
が広がったもの

前 葉

中 葉

後 葉

※左右肺どちらか病変を認めた場合入力

図3

ＳＥＰグレードの分類

ＳＥＰ（＋＋＋）

前葉，中葉，後葉
まで肝変化病変
が広がったもの

前 葉

中 葉

後 葉

※左右肺どちらか病変を認めた場合入力

図4
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ものとした。（図４）

「SEPグレード分け音声入力」における，システム上

の問題点として，現在の疾病マスタにはSEPのみしか

ないため，グレード入力ができない状態にあること。ま

た，マスタに（SEP+），（SEP++），（SEP+++）を登録する

と，県集計ができなくなる問題があった。そこで，現時

点での解決策として，SEPとは別個に，（+）（++）（+++）

の項目をマスタへ登録し，集計する方法で県集計に支

障のない範囲のシステム変更を行った。また，SEPに限

らず他の疾病の病態把握にも活用できるよう「汎用性」

を持たせた方法となっている。（図５）

入力方法は，「SEP」はこれまでとおり入力し，グレー

ド入力は「SEP」入力後に「わんぷら」「つーぷら」「すり

ーぷら」とした音声入力を行う。音声入力例は，中葉１

ヶ所に（肝ぺん化病変）が限局して見られるので，SEP

→ＯＫ わんぷら→ＯＫ。前葉，中葉の２ヶ所に（肝ぺん

化病変）が見られるので，SEP→ＯＫ つーぷら→ＯＫ。

前葉，中葉，後葉に（肝ぺん化病変）が見られるので，

SEP→ＯＫ すりーぷら→ＯＫとなる。（図６・７）

２．ＳＥＰグレード分け音声入力

ＳＥＰとは別個に

(+)，(++)，(+++)の項目をマスタへ登録，集計

・ 現在の疾病マスタにはＳＥＰのみしかない。

・ マスタに ＳＥＰ(+), ＳＥＰ(++),  ＳＥＰ(+++)を
登録すると県集計ができなくなる。

システム上の問題点

現時点での解決策

汎用性

図5

• 「ＳＥＰ」はこれまでとおり入力

• 「ＳＥＰ」入力後にグレードを入力
「＋」＝わんぷら

「＋＋」＝つーぷら

「＋＋＋」＝すりーぷら

入力方法
図6 

今回，フィードバック農場へ聞き取り調査を実施した。

調査対象は，４農場の管理獣医師または農場管理者

で，調査項目は，呼吸器疾病に関する４項目について

聞き取りを行った。（図８）

SEPグレード結果では、Ａ系列農場において従来58.8

%の有病率がグレード分けにより（+）22.8%，（++）27%，（+

++）9%の区分となった。また，SEPグレードデータのみで

比較すると，（+）38.8%，（++）45.8%，（+++）15.4%となり，S

EPの病態をより把握しやすいものとなった。（図９）

Ｂ系列農場は，従来60.9%の有病率がグレード分けによ

り，（+）10.9%，（++）32.8%，（+++）17.2%の区分となった。

SEPグレードデータのみ比較すると，（+）17.9%，（++）53.

9%，（+++）28.2%と，（++）が半数を占めていいることが確

認できた。(図10)

Ｃ農場は，従来59.5%の有病率がグレード分けにより，

（+）24.6%，（++）26%，（+++）8.9%の区分となった。

SEPグレードデータのみ比較すると，（+）41.3%，（++）43.

7%，（+++）15%と，軽度の（+）が4割程度を占めているこ

音声入力例

SEP? OK +++? OK

SEP? OK ++? OK

SEP? OK +? OK

図7

３．フィードバック農場へ聞き取り調査

①呼吸器疾患のデータ活用目的
②呼吸器疾患データで重要としている肺疾病
③肺疾病の病態のグレード分けの必要性
④グレード分けを必要とする肺疾病

４農場の管理獣医師または農場管理者
①Ａ系列農場（14農場）
② Ｂ系列農場（22農場）
③ Ｃ農場
④ Ｄ農場

＜調査対象＞

＜調査項目＞

図8
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とが確認できた。（図11）

Ｄ農場は，従来43.2%の有病率がグレード分けにより，

（+）32.6%，（++）9.9%，（+++）0.7%の区分となった。

SEPグレードデータのみ比較すると，（+）75.4%，（++）23

%，（+++）1.6%と，（+）が75％と大半を占め，また，重度

の（+++）が1.6%と少ない割合であることが確認できた。

（図12）

ＳＥＰグレード結果 Ａ系列農場

41.2%

22.8%

27.0%

9.0%

SEP無
+
++
+++

38.8

45.8

15.4

0%

20%

40%

60%

80%

100%

58.8% 41.2%
SEP有
SEP無旧）

新）

図９

ＳＥＰグレード結果 Ｂ系列農場

39.1%

10.9%

32.8%

17.2%

SEP無
+
++
+++

17.9

53.9

28.2

0%

20%

40%

60%

80%

100%

60.9% 39.1%
SEP有
SEP無旧）

新）

図10

ＳＥＰグレード結果 Ｃ農場

40.5%

24.6%

26.0%

8.9%

SEP無
+
++
+++

41.3

43.7

15.0 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

59.5% 40.5%
SEP有
SEP無旧）

新）

図11

フィードバック農場の調査結果において，「グレード分け

の必要性」は，全ての農場が「必要」としており，呼吸器

疾患のフィードバックをより詳細なデータで望んでいる

ことがわかった。また，その活用目的は，４農場とも「毎

月の病気動向把握」を目的としており，特に「投薬及び

ワクチンプログラムといった疾病対策の検証」に活用し

たいと考えているともろもみられた。また，「豚舎環境改

善」といった意見もあった。「重要とする肺疾病」では

「SEP，胸膜炎」を重要視しており，特に，と畜検査時に

多く見られる「SEP」ついては，全ての農場が「グレード

分け」を希望していた。（図13）

まとめとして、１．適切なグレード分け入力により病勢

をより実態に近い形で示しうるが，グレード区分が個人

間であいまいになると大きな誤差を生じる危険性があ

る。２．肉眼検査のみでSEPと判断することは危険と

の報告もあり，今回のデータがワクチンプログラム等で

活用可能なものかどうか検討が必要と考えられる。３．

検査ラインスピードや事務量増加の問題もあるため，

ＳＥＰグレード結果 Ｄ農場

56.8%32.6%

9.9% 0.7%

SEP無
+
++
+++

75.4

23.0 

1.6

0%

20%

40%

60%

80%

100%

43.2% 56.8%
SEP有
SEP無旧）

新）

図12

「呼吸器疾患」データ活用目的

3
2

1

4

投薬

プログラム

ワクチン

プログラム

? ? ? ?

? ?
毎月の病気

動向把握

3 3

1 2

ＳＥＰ 胸膜炎 肺膿瘍 その他肺炎

重要とする肺疾病

4

0
必要 必要ない

グレード分けの必要性

4

2 0 2
ＳＥＰ 胸膜炎 肺膿瘍 その他肺炎

グレード分けを希望

農場調査結果
図13
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全県的には慎重な対応が必要であるが，今回の結果

をと畜検査データの有効活用のための一つの方向性と

してとらえ，システム更新の際に役立てたいと考える。
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保存菌株台帳のデータベース化とその活用の検討
吉屋幸久 鳥居哲太郎 窪薗薫 田中嘉文 郷原郁美

鹿屋食肉衛生検査所

は じ め に

当所では，平成 17年度よりと畜検査において細菌性疾患を疑い保留となり，精密検査の結果，同定された

菌株を凍結保存し，年度毎に保存菌株台帳(以下，台帳）を整備してきた。今回，これらの台帳をMicrosoftAccess

(データベースソフト)を用い，分析できるようにデータを整理し，その活用方法について検討した。

材料及び方法

平成 21 年度から 25 年度までの，のべ 4,530 件の精

密検査記録簿(以下，記録簿)の中から敗血症(心内

膜炎型)を疑い保留にし精密検査の結果，全部廃棄

となった豚の記録簿と年度毎に整備された菌株ナン

バー，保存月日，菌種名，由来となると畜場名，畜

種名，保留月日，枝番号，臓器名，産地名，出荷者

名からなる台帳を使用した。(写真１，写真２)

記録簿と台帳を照合し，台帳の記載内容の確認を

行った後，必要なデータ修正を行い，データベース

化した。

また，畜種を豚にしぼり，菌種および出荷者につ

いて，経時的なデータ解析を行った。さらに，解析

結果より出荷者および菌種を限定し，保存菌株に対

しＫ－Ｂ法による薬剤感受性試験(14薬剤)（表１）

を行った。

結 果

該当する記録簿は 972件であった。記録簿はある

が菌株保存されてないものが 31 件あった。台帳の

菌種名，出荷者名，保存由来臓器などに全半角違い,

スペースの有無，略称の使用，スペル間違いなど修

正が必要な箇所が４７件あった。

菌種では調査期間を通して，常に Streptococcus

suis Ⅱ(以下 S.suis Ⅱ)の保存数が多いことがわかっ

た。（図１）
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S.suis Ⅱに菌種を限定し出荷者の解析を行ったと

ころ A 出荷者で平成 22 年度に特に発生が多いこと

がわかった。（図２）

A 出荷者で分離された S.suis Ⅱを用いた薬剤感受

性試験では，13 薬剤で感受性に大きな変化は見ら

れなかった。一方，ノルフロキサシンについては感

受性に変動が見られ，耐性化する傾向が見られた。

（図３）

考 察

記録簿に対し台帳の件数が少なかったが概ね同定

された菌株が保存されている(保存率 96.8%)ことが

分かった。この結果を得るための照合作業は労力を

必要とした。また，記録簿は現在紙面でのみ残り，

保存期間は 5年とされている。活用性をあげるため

には精密検査記録の電子化が望まれた。

データ解析(データベース化)するにあたり，文言

の統一は重要である。菌種名，出荷者名等の入力値

が微細に異なっていても正確な解析ができないた

め，今後は入力値のリスト化や入力ルールの統一が

必要と考えられた。

また，解析結果から効率的に保存菌株を選択し，

薬剤感受性を評価することができた。A 出荷者のノ

ルフロキサシン感受性に変化については，管理獣医

師に情報を還元した。このように現在まで得られた

台帳の分析および追試験により有用な情報を得られ

ることが示唆された。

今回は第一歩として，豚の敗血症（心内膜炎型）

に限って実施したが，今後は他の畜種，疾病，菌種

についても分析し活用したい。

今後の展望として現在使用していると畜・食鳥検
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査管理システムの情報を活用できればと考えてい

る。システムには汎用データ出力機能が備わってお

り出荷者，所見，保留疾病名などの情報が引き出せ，

これを精密検査システム（仮）に取込み，精密検査

結果，追加試験，保存菌株台帳などの情報を加える

ことで分析の視野がより広がると思われた。

参考文献

１）大野祐太，ほか：豚疣贅性心内膜炎から分離し

た Streptococcus suis の薬剤感受性及び分子疫学的

解析，平成２５年度北海道早来食肉衛生検査所業務

概要，32-33（2013）
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豚と畜場及び食肉処理施設における衛生指導の一考察
○山下章吾 濵田順子 向井猛 藤元英樹 宮路悟

志布志食肉衛生検査所

は じ め に

厚生労働省通知に基づく「と畜場における枝肉の微生物汚染実態調査等」において，管内の一と畜場で平

成24・25年度に豚枝肉の大腸菌群数が高い傾向が見られた。このことから，平成26年度に施設設置者と協議

し，と殺解体工程の改善を行った。

次に，当該と畜場に併設される食肉処理施設（以下，カット室）において，その改善効果の継続性を確認

すること，カット工程内の細菌動態を把握することを目的として，平成27年度に拭き取り検査を実施した。

そこで，今回，平成26年度と畜場の衛生対策及び平成27年度のカット室における調査結果について報告す

る。

材料と方法

平成26年8月から9月に，枝肉の大腸菌群数低減へ

向けて，施設設置者と協議を行った結果，けい留所

における生体表面の洗浄不足，解体処理での肛門抜

き及び内臓摘出工程を大腸菌汚染の可能性の高いポ

イントと考えた。（図１）

図1 作業工程の分析（と畜場）

そこで，生体洗浄の徹底を行い，糞便汚染の低減

を図り，と畜解体速度の見直しとして解体速度のピ

ッチを23秒から27秒に下げ，ナイフなどの器具や手

指の洗浄・消毒を徹底し，また，各工程毎に実際の

作業手順をSSOP（標準作業手順書）と照合，検証し，

各作業者にSSOPに沿った適正な作業について周知を

行った。（図2）

続いて，汚染時のトリミングの徹底として，汚染

が認められた工程でラインを止め，トリミングを確

実に行うことで，できる限り，後の工程まで汚染を

残さないよう指導した。また，作業者に対し，3日

間に分け，枝肉汚染時のトリミングや細菌に対する

消毒の必要性，機械・器具からの二次汚染について

等の衛生教育を行った。（図2,3）

図2 改善対策1

図3 改善対策2
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その後，改善の効果を確認するために，平成26年

10月に厚生労働省通知に基づく拭き取り検査を実施

した。（図4）

図4 厚生労働省通知に基づく検査

次に，カット室において，平成27年4月から6月に

かけて5日間を選定し，胸部及び臀部処理工程のカ

ット前枝肉，分割肉及び最終製品の3工程を検体と

して，各35検体，計210検体について，拭き取り検

査を実施した。（表1）

加えて，施設設備の調査として，同期間の4日間

にかけ，作業前と作業中に，胸部及び臀部のコンベ

アを各12検体，まな板を各14検体，計104検体につ

いて，拭き取り検査を実施した。（表2）

なお，検査方法はそれぞれ100cm 拭き取り，ペト2

リフィルム法を用いて1cm あたりの一般生菌数を算2

出した。

表１ カット室の食肉製品の検体数

胸部 臀部 計

カット前枝肉 35 35 70

分割肉 35 35 70

最終製品 35 35 70

合計 105 105 210

結 果

改善前（平成25年度）と改善後（平成26年度）の

枝肉を比較すると，一般生菌数は胸部で1.2×10 CF2

U/cm から2.3×10 CFU/cm へ，臀部で7.7×10 CFU/c2 1 2 1

m から2.6×10 CFU/cm へと減少した。大腸菌群数2 0 2

は，胸部で1.8 CFU/cm から0.1 CFU/cm へ，臀部で2 2

3.4 CFU/cm から0.0 CFU/cm へと減少した。（図5,6）2 2

図5 枝肉胸部の細菌数

図6 枝肉臀部の細菌数

表２ カット室の施設設備の検体数

作業前 作業中 計

まな板
胸部 14 14 28

臀部 14 14 28

コンベア
胸部 12 12 24

臀部 12 12 24

合計 52 52 104
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平成27年度の調査では，カット前枝肉の一般生菌

数は胸部で2.5×10 CFU/cm ，臀部で3.4×10 CFU/cm1 2 0

であり，平成26年度のと畜場における調査と概ね2

同程度の菌数であった。

また，カット工程における製品の一般生菌数を散

布図にプロットし，近似曲線を引いて検定を行った。

（図7,8）

胸部の一般生菌数は概ね2.6×10 CFU/cm で推移1 2

し有意差は無かったが，臀部では3.4×10 CFU/cm0 2

から，1.2×10 CFU/cm へと増加し,有意差を認めた。2 2

図7 カット室 胸部肉の一般生菌数

図8 カット室 臀部肉の一般生菌数

また，作業前の胸部コンベアの一般生菌数は6.6×

10 CFU/cm ，臀部コンベアは5.7×10 CFU/cm であり，2 2 2 2

有意差はなかった。作業前の胸部用まな板の一般生

菌数は5.2×10 CFU/cm ，臀部用まな板は1.2×10 CF0 2 2

U/cm と両者間に有意差が認められた。（図9）2

なお，作業中の各設備の一般生菌数はいずれも10

CFU/cm 台で推移していた。2 2

図9 設備の作業前の一般生菌数

考 察

平成26年度に施設設置者と協議し，施設側が自主

的にと畜の解体速度を見直したこと，及び，衛生教

育を通じた従業員の意識改革等により，消化管内容

物汚染の減少，トリミングの徹底といった対策が図

られ，と畜場内の枝肉の微生物汚染低減に繋がった

と推察された。

また，平成27年度のカット前枝肉の拭き取り検査

結果から，平成26年度に実施した改善対策の効果は

継続していると考えられた。

一方，カット室での調査結果では，作業前のまな

板において胸部と臀部間で有意差があり，それぞれ

の最終製品との相関性が認められたため，作業前の

設備の衛生状態が最終製品の菌数に関与していると

考えられた。このことより，製品の清浄性を維持す

るためには，作業前からの施設設備の良好な衛生状

態を保持することが重要であると示唆された。

本県の食肉衛生検査所では，と畜場だけでなくカ

ット室を含めた衛生管理に助言を行うこととしてい

る。

今後は，最終製品の品質向上を目的として，施設

が蓄積したデータを基に，カット室の衛生状態につ

いて把握・検討することも必要と思われた。
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Campylobacter jejuni/coli

MALDI-TOF MS

LAMP Streptococcus.suis

T

Actinobacillus pleuropneumoniae

PCR-RFLP
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Campylobacter jejuni/coli

Propidium monoazide PMA

Streptococcus.suis ST1complex
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