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|総説 i

犬ブルセラ症の現状と課題

今岡浩 t(盟主:感染症研究所獣底科学部第一室長)

1 はじめに

ブjレセラ症 (Brucellosis)は，

ブルセラ属菌 (Brucellαspp.)に

よる人と動物の共通感染症であ

る.人に感染するのは，その病原

f生の }I頂に ，Brucella melitensis 

(自然宿主:山羊，羊)， B. suis 

(豚)， B. abortus (牛，水牛)， B. 

canis 犬)が知られている.

中でも B.melitensis， B.αbortus， B. suisのいわゆ

る家畜ブルセラ菌感染症は，世界中で患畜，患者が多数

発生し，家畜衛生学的のみならず公衆衛生学的にも非常

に重要な疾患である[lJ.

一方，B. canis 犬ブルセラ菌)は，人に対する病原

性は弱いが，犬では流産など繁殖棒害を引き起こす.近

年，囲内の犬繁殖施設における相次ぐ流行が開題となっ

ていることから，本稿では，犬ブルセラ症の現状と課題

について述べる.

2 ブルセラ属菌

ブルセラ属躍は，グラム陰性，偏性好気性短小梓菌で

細胞内寄生性をもっ. 1887年にSirDavid Bruceによ

りマルタ熱(波状熱)の原因菌として，Micrococcus 

melitensis (B. melitensis)が分離され，その後，種々

のブルセラ菌属も発見された.

分類学上は B.melitensisただ 1菌種であり ，B. 

melitensis biovar melitensisなどとされるが，病原性の

違いなど1菌種表記には問題も指摘されていることか

ら，従来の菌種名が主に使用されている.B. canisは犬

などイヌ科の動物を自然宿主とし， rough-type (LPS 

がo-sidechainを持たない，もしくは不完全)である.

その他に，家畜衛生学的に問題になる， smooth“type 

(LPSが o-sidechainを持つ)の B.melitensis， B. 

abortus， B. suis， rough-typeのB.ovisの4菌種，げ

っ歯自のB.neotomae，海産ほ乳類のB.ρinnipedialis，

B. cetiがある(表1) [1]. 

連絡責任者:今関浩一(国立感染症研究所獣医科学部第一室)

3疫学

(1)人

B. canisに対しては，人は感染しにくい，感染しでも

発症しない事が多い，発症しでも軽微であり感染に気が

つかないことが多い.したがって，B. canis感染者数な

ど詳細については不明で、ある.

一方，家畜ブjレセラ菌感染患者は，世界中で年間 50

万人以上も新規に発生しており，特に食料や社会・経済

面で家畜への依存度が高い国(地中海地域，中近東，中

央アジア，中南米，アフリカなど)に多い

関内では，感染症法によりブルセラ症が4類感染症に

指定された 1999年4月1日以降， 2008年11月30日現

在までに，ブルセラ症患者13例が届け出られているが，

このうち 12例は2005年以降である.また， 13例のうち

4例は国外を推定感染地域とした家審ブルセラ菌感染で

あった [3J.残りの9例はB.canisに対する抗体のみが

陽性であることから，B. canis感染であると考えられ

る.しかし，犬が推定感染源として報告されているのは

5例のみであり，残りの感染源は不明で、ある.また，患

表 1 ブルセラ属菌の種類

稜
生物裂・

自然宿主
人への

血清澄 病原性

B. abortus 1-6， 9 牛， *-4ユ あり

B. melitensis 1-3 山羊，めん羊， あり
ラクダ

B. suis 1， 3 豚，いのしし あり

2 豚，野兎 あり

4 トナカイ，カリブー あり
(B.仰 zg終的

5 げっ歯日 なし

B. canis 犬(イヌ科) あり

B.ovis 羊 なし

B. neotomae げつ歯白 なし

B.pimz伊edialis 鰭脚類 あり?
(アザラシ，アシカ)

B. ceti ? クジラ目 あり?
(クジラ，イルカ)

Brucellosis in humans and animals.明明O/CDS/EPR/
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表2 ブルセラ症の閣内事例(感染症法指定後. 1999.4.1-2008.11.30) 

報 告 推定 血清抗体検査*
番号 診断年月

都道府県 感染地
推定感染経路 症 状 菌分離

abortus canzs 

l 2002. 1 東京都 不明 ペットの犬 発熱，食欲不振 陽性 (一)

2 2005. 6 東京都 シリア 経口(羊肉) 発熱，皮疹，牌腫， 陽性 陽性 melitensis 
腹部リンパ筋腫大，関節痛

3 2005.12 長野県 関 内 不明 発熱，筋肉痛，腹痛 陽性 (一)

4 2006. 2 東京都 エジプト 不明(吸入疑い) 発熱，頭痛，肝牌腫 陽性 melitensis 

5 2006. 6 長野県 イタリア 不明 発熱，筋肉痛 陽性 (一)

6 2006. 7 ~I: i毎道 エジプト 経口(ミルク) 発熱，頭痛 陽性 (abortus) 
(外国人)

7 2006. 9 長野県 長野県 不明 発熱，牌腹 揚性 (-) 

8 2006.10 宮城県 宮城県 不明 発熱，中枢神経症状 陽性 (一)

9 2007. 4 大阪府 大阪府 犬 リンパ節腫脹，倦怠感 陽性 (-) 

10 2008. 6 埼玉県 埼玉県 飼い犬 発熱，関節炎，筋炎 陽性 (-) 

11 2008. 7 静岡県 ペルー 経口感染 発熱 陽性 (abortus) 
(外国人)

12 2008. 8 愛知県 愛知県 繁殖犬 発熱.H専腫.H刊重大 1湯性 ca持IS

13 2008. 8 愛知県 愛知県 繁殖犬 発熱 陽性 canzs 

*試験管内凝集反応.抗原はB.abortusまたはB.canisを使用.B. abortusは40倍.B. canisは160倍以上が陽性.

表3 閣内の犬ブルセラ症集団発生の報告(初報告から1982年まで)

調査期間 地 区 飼育場・用途 流産 感染

1971. 8-73. 4 静 岡 ピーグル犬繁嫡施設 実験動物 371220 雄:16 雌:116 

1973. 3-74. 1 東 京 ピーグル・雑稜犬繁殖施設 実験動物 2/6 16125 

1974. 4-74. 7 東京 犬訓練学校 8/63 

1977.10-77.12 東京 ピーグル犬繁殖施設 実験動物 7/56 26/85 

-1980 調東地方 犬繁殖施設 ペット 16/69 36179 

1970年代後半には，種々の誠査報告.

1974. 4-1982.10の報告における抗体保有察:1.385/15，490 (8.9%) 

表4 近年の犬ブルセラ症集団発生

発生年 地区 飼育場・用途

2003 静間 繁殖施設

2005-2006 1中縄 繁娘施設 (2カ所)

2006-2007 大 阪 繁殖施設

2008 愛 知 ペットショップ・繁殖施設

2008 東京・千葉 ドッグレンタル・ドッグカフェ等

者から B.canisが分離されたのも 2008年 8月の 2例の

みである(表2). この2例は，犬の繁殖に携わっていた

ため，初期に血液培養が行われ，菌分離に至ったと思わ

れる.その他の症例では萄は分離されていないが，これ

は，患者がベットオーナーもしくは犬との接触が定かで、

ないもので，症状もいわゆる不明熱や倦怠感であり，ブ

ルセラ症の検査を実施するまでの期間も長く，その間に

抗生物質の投与も行われていることによると思われる.

包)犬

B. canisは 1962年頃から米国の犬繁殖施設で多発し

た流産の原田菌として， 1966年に LECarmichaelによ

り同定・報告された [4J.

世界で報告があるのは，アメリカ，中南米(メキシ

コ，ベルー，アルゼンチン)，アジア(日本，中国，韓

感染犬 陽性犬の処置 感染者の届出

511114 不明 な し

16/83 安楽殺処分または投薬治療 な し

1391263 安楽殺処分 な し

15/37 安楽殺処分 飼育者2名

18/59 去勢 な し

国，インドなど)，ヨーロッパの一部(ドイツ，スペイ

ン，イタリアなど)などだが，世界中で発生していると

考えられている.日本 (2~5%) やアメリカ(南部で

高く， 8%)の感染率は比較的低いが，メキシコやベル

ーでは 28%と高い.一般に，野犬を含めて犬の密度が

高く，繁殖がコントロールされていない地域で，感染率

が高くなる [4].

日本では， 1971年に輸入犬に起因する，実験用ピー

グル犬の繁殖施設で初めて，B. canisの集団感染が報告

された [5J.その後も，実験用犬施設や訓練学校などで

の発生が報告されたが，やがてペット用犬でも感染が広

がることになった. 1974~ 1982年の期間における種々

の調査をまとめると，当時は平均8.9%の犬が感染して

いたことになる(表3)[6J. 
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死流産胎仔

流産時の汚物

脊椎炎

髄膜脳炎

心内膜炎

フドウ膜炎

など

牌臓，肝臓，

リンパ節

I'"$!l I 
因

Greene CE and Carmicheal LE. in : Infectious diseases of the dog and cat 369-81. 2006より改変

jigll 犬ブルセラ症の感染経路と病原性

2003 ~2006 年にかけて，我々が行った首都圏の某市

動物愛護センターの犬における疫学調査では， 2.5%が

抗体を保有していた [7J.東京都による 2001~2006 年

の動物愛護相談センターの調査でも 4.1%が抗体を保有

していた.近年は，動物愛護センターに捕獲・収容され

る犬もかつてベットとして飼育されていた犬がほとんど

である.すなわち，今現夜，国内の2~5%程度のペッ

ト胤犬が抗体陽性であり，輸入犬だけでなく，主として

囲内の犬同士の聞で病原体が維持されている(国内に定

着している)と考えられる.

近年の犬繁殖施設等における集団発生事例を表4にま

とめた. 2003年の静岡県から 2008年の愛知県の事例ま

では，犬繁殖施設での報告である.市場等から導入した

犬が感染していたことや，繁殖施設潤で繁殖用犬のやり

とりの際に導入もしくは提供した繁殖用犬が感染し，施

設内で感染拡大したことが考えられる.一方， 2008年

の東京・千葉のケースは， ドッグレンタル・ドッグカフ

ェ・ドッグランという，従来はなかったタイプの施設で

の流行であった.この場合は，それぞれの施設を利用し

た外部の犬や人にも感染を拡大する危険があり，今後注

意を要する事例であると思われる.

ただ，これらの事例はあくまでも公になった事例であ

り，その他にも多くの繁殖施設や犬を扱っている施設で

流行しているのではないかと推測される.

4 感染経路

(1)犬

流産時の汚物，死流産{子中には非常に多く排菌されて

おり，最も重要な感染源となる.その他，盤分泌液や乳

汁，雄犬の尿や精液中にも排菌される.ゆえに，汚物等

への直接議触や汚染された飼料・水を介した経口・経

鼻・経粘膜感染，エアロゾルの吸入感染，交尾による生

殖器粘膜を介した感染が重要な感染経路となる(関1)

[4， 6J. 

侵入した萄はマクロファージなどいわゆる貧食細胞に

取り込まれるが，細胞内で殺菌できなかった場合，血液

を介して牌臓，肝臓，リンパ節に潜むことになる.その

後，雄では精巣上体や前立腺に，妊娠雌では胎盤へと移

動し，流産を引き起こす.そして，その尿・精液，流産

時の汚物などが新たな感染源となる.

(2)人

B. canis感染犬の流産時の汚物・死流産仔への竃接接

触や，エアロゾルの吸入による感染が主である.また，

感染雄犬の尿や精液も感染源となりうる [4].

ブルセラ属菌は，検査室・実験室感染事故の起こりや

すい蕗である.特に菌の分離培養(増菌培養)時に感染

リスクは高くなる.安全キャビネットを使用しない，培

養液をこぼす，培養プレートの臭いをかぐ，などによ

り，エアロゾルを介して感染することが知られている

一一一 7一一一



A) SAT 

x 80 x 160 x 320 x 640 x 1280 

Sample 1 

Sample 2 

Sample 3 

(溶血による

非特異司)

比濁管

SAT:溶血血清は非特異的反応、が出やすい

血清・抗原が大景に必要

検体数が多いと煩雑

B) MAT 

#1 (<10) 

#2 (20) 

#3 (640) 

#4 (320) 

#5 (2560) 

#6 (2560) 

#7 (5120) 

Anti悶B.canis
Rabbit serum 
(1280) 

x 20 x 80 x 320 x 1280 x 5120 x 20480 
x 10 x 40 Xl60 x 640 x 25ωx 10240 

MAT:血清・抗原が少なくてすむ

一度に多くの検体が処理できる

サフラニン染色により判定が容易

図2 犬ブルセラ症の診断(抗体検査)

[8J. 一般の動物病院では，安全キャビネットが無いと

ころが多いので，感染犬の血液，臓器などの検体を取り

扱う際には注意が必要である.また，感染犬の去勢・不

妊手術は感染や周辺を汚染するリスクが高いので，特に

注意が必要である.当然，使用した器呉類，手術着・手

袋・マスク，手術により出たゴミ，切除した臓器等は滅

菌処理を，手術台やその周辺はアルコールや次亜場素酸

ナトリウムによる消毒をしなければならない.

5症状

(1)犬

B. canis感染犬は，外見上顕著な症状を示さないこと

が多く，また，成犬では感染により死亡することはな

し、

雄犬では，精巣上体炎により精巣上体尾部が腫脹し，

体液の貯留とともに陰嚢全体の腫脹が見られることがあ

る.また，違和感をおぼえるためか，しきりと陰嚢をな

め，陰嚢皮膚炎を起こすことがある.精巣炎や精巣の腫

脹は明瞭で、はなく，慢性例では逆に萎絡が見られる.性

欲は減退し，精液の量も低下する.

雌犬では，通常，子宮内胎仔死亡や妊娠45~60 日目

の死流産が顕著な症状であり，それ以外の臨床症状を示

さない.そのため繁殖施設などでは死流産の多発により

初めて流行に気がつくことが多い.死流産胎仔は，腹部

皮下の浮腫，出血，うっ血などを示し，部分的に自己融

解していることが多い.ただ，高tl!解している胎停は，母

犬がそれらを摂食してしまうため，見つからないことも

多い.死流産後， 1~6 逓関，茶色もしくは灰縁色の後

産を出す.交配に成功した雌犬において途中で妊娠が持

続しない場合，子宮内胎仔死亡が考えられる.明らかに

健康な雌犬が，出産の2週間ほど前に流産した場合は，

ブルセラ症が疑われなければならない [4，6].

感染犬の，死産ではなく生存している子犬も，出生

後，通常は 2~3時間以内に死亡する.まれに生き残る

子犬もいるが，先天性ブルセラ症のことが多い.この場

合，菌はリンパ節などに潜伏し，リンパ節腫脹や高グロ

プリン血症を示す.やがて菌は，性成熟に伴って生殖器

へと拡散していく

(2)人

B. canisには，人は感染しにくい，感染しでも発症し

ない事が多い，発症しでも軽い風邪様(微熱，倦怠感，

筋肉痛等)であり感染に気がつかないことが多い.しか

し，まれに， 39
0

Cを超えるような発熱，肝・牌腫大，好

機能障害，関節炎，筋肉痛，倦怠感，体重の極度の減少

など，いわゆる家畜ブルセラ麗感染と同様の症状が見ら

れる.海外の事例ではあるが， 1例紹介しておく.

18歳，男. 2週間の空咳，頭痛，下部背筋痛，発熱，

悪寒， 7kgに及ぶ体重減少で来院.理学的所見に異常は

なし. 39~40oCの発熱.アセトアミノフェンにより微

熱は継続していたが退院.その後，血液培養よりアンピ

シリン感受性の細菌(後にB.cαnisと判明)が検出され

たため，アンピシリンを処方された.約2週間後， 38
0

C 

の発熱と，斑状発疹，結膜充血，咽頭紅斑，肝臓と牌臓

の軽度の腫大が認められ，再度，血液培養からB.canis 

が分離された.B. canisに対する抗体も高値を示したた

め，テトラサイクリン σC)を使用した.約1カ月後に

は抗体も低値(陰性)を示し，寛解した.

感染源に関する疫学調査を実施した結果，飼い犬が発

一一一 8一一一



表5 犬ブルセラ症の薬物治療

2部併用が原則:テトラサイクリン系+アミノグリコシド系/リファンピシン

期間(週間)

A
斗

晶

必

斗

A
d
ι
τ

間隔(時間)

4

2

2

 

つω
1

i

τ

i

法

口
口
口

方

又
土
又
土
エ
士

九げの庁
ι

。
公
げ
ι

£
稲
川
司

用長 (mg/kg)

25 

12.5 

30 

弗l

テトラサイクリン系

ドキシサイクリン
ミノマイシン

テトラサイクリン

薬

2 (1， 4遊包)

2 (1， 4週日)

2 (1， 4週日)

24 筋i主・皮下20 
アミノグリコシド系

ストレプトマイシン

12 

24 

筋j主・皮下

筋i主・皮下

2.5 

5 

ゲンタマイシン

その他

リファンビシン 4 24 口経5 

Greene CE and Carmicheal LE， in: Infectious diseases of the dog and cat 369…81， 2006より

ないと検出できないので，感染している犬が全頭，菌血

症を起こしているわけで、はない(リンパ節等に潜んで、い

る状態もある)以上，スクリ}ニングで用いても感染犬

を見逃してしまうだけである.あくまでも流行している

施設の犬などで，抗体陰性犬の中にi替む感染犬(潜伏期

間中の犬)をあぶり出すことが目的で行われるべきであ

症の約 1~2 カ月前に流産していた.飼い犬を含めて近

隣の犬19頭を検査したところ，飼い犬を含む2頭が抗

体陽性でB.canisも分離され，さらに4頭が抗体陽性で

あった.近隣の他の住民には抗体陽性者はいなかった

る.

治療は，細胞内寄生性のため抗商薬の長期間投与が必

要である.また，治療が不十分な場合，再発の確立が非

常に高い.単剤投与は再発の確率が高いため禁忌とさ

れ， 2剤併用が原則である.テトラサイクリン系の抗生

物質(ドキシサイクリン CDOXY)，ミノマイシン，テ

トラサイクリン)とアミノグリコシド系(ストレプトマ

イシン (SM)，ゲンタマイシン (GM))またはリファン

ピシン (RFP)の併用投与を行う(表5)

(2)人

ブルセラ症は多くの場合慢性経過をたどり，有症状期

(風邪様症状など)でもすでに抗体を保有していること

が多い.また，検体からの菌の分離・培養は困難で、，時

間を要する.そのため，日常的な診断では多くの場合，

犬と同様に，血清診断として試験管内凝集反応が行われ

る.

治療も，同様に，抗生物質の併用療法になる.

DOXY + SM/GM， DOXY + RFPが用いられる [1，

10]. 

7 発生時の対応と予防

繁殖施設で流産が多発した場合はブルセラ症を疑うべ

きである.その場合，すべての犬の抗体検査を実施する

ことになる.関3に，初回抗体検査の結果によるその後

の対応の一例を記した.

初田検査の結果，陽性であった犬は，感染の拡大を防

ぐために陰性犬から隔離する必要がある. 1カ月間の投

薬治療と可能ならば去勢・不妊手術を行い，投薬終了後，
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6 診断と治療

(1)犬

診断は，B. canisに対する抗体の検出が一般的である

[6J.抗原として，ブルセラ病診断用菌液 (B.can必死

菌液，製造・販売:北里研究所生物製剤研究所)を用い

た，試験管内凝集反応が行われる.鼠清の最終希釈倍数

160倍以上で50%以上の凝集を示すものを陽性と判定

する(図2).ただ，過度に溶臥した忠清では抗体制が高

く出やすいこと，血清や抗原が大量に必要なこと，検体

数が多いと煩雑であるなどの欠点がある.民間の検査機

関に検査依頼が可能である.

我々は，犬のスクリーニングは，マイクロプレート凝

集反応で行っている.試験管凝集反応と原理は同じだ

が， 96穴U底のマイクロプレートを用いる.そのため，

12連マルチチャンネルピペットが使用でき，一度に多

くの検体の検査が可能である.また，血清・抗原とも少

量ですむ.さらに，サフラニンで着色するので，判定も

容易である.試験管凝集反応、の結果と整合性を持ってい

る(劉2) [7]. 

病原体の検出(菌の分離・培養，遺伝子の検出)も可

能である.ただ，分離・培養には時間がかかること，分

離される確率が低いこと，分離された菌がB.canisであ

った場合は，その保管・所持に関して，感染症法上の規

制を受けることから，スクリーニングには勧められな

い.また，遺{云子検査も，一次スクリーニングに用いて

はならない.なぜなら，遺伝子検査が陰性だからと言っ

て感染していないという証明にはならないからである.

血液からの遺伝子検出は，基本的に菌血症を起こしてい



A)初回の抗体検査が湯性の犬に対する対応の一例(個別飼育園陰性犬からは漏離のこと)

投薬開始

lカ月間

投薬治療

投薬終了

1カ月間

経過観察

2カ月間

経過観察

3カ月間

経過観察

初回抗体検査(1)
(陽性)

抗体検査(2) 抗体検査(3) 抗体検査(4) 抗体検査(5)

抗体価の動きと考え方(一例)

投薬前(1) 投薬後(2) 1カ月後(3) 3カ月後(4) 6カ月後(5)

320 

320 

80 

80 

80 

40 

160 

<40 

抗体備が上昇したら，投薬治療を再開

<40 治療効果あり(陰性値が継続すること)

B)初回の抗体検査が陰性の犬に対する対応の一例(完全隔離(他の犬との接触が全くない)が保たれる場合のみ適用)

隔離・個別飼育
(厳守)

1カ月間

経過観察

lカ月間

経過鋭祭

2カ月間

経過綴祭

初回抗体検査(1)
(陰性)

抗体検査(2) 抗体検査(3) 抗体検査(4)

*抗体検査結果(1)~ (4) はすべて陰性であること

*途中で陽性となったら，それ以降は陽性犬として対応

*予防投薬を行ってもよい

図3 B. canis感染犬および同一施設の抗体陰性犬に対する対処の一例

2回目の抗体検査を行う.さらに期間を空けて，経過観

察と抗体検査を実施する.治療効巣は，抗体価の推移で

判断する.投薬により一般的に抗体価は低下すると言わ

れるが，その後も陰性値が継続するようであれば，治療

効果があったと判断される.しかしながら，途中で，抗

体価の上昇が認められた場合は，再発した(治療に失敗

した)と判断し，再度，投薬のスケジュールからやり直

すこととなる.経過観察期間は，図には投薬終了後から

最低6カ月としてあるが， 1年程度(さらに6カ月後に

抗体検査 (6) を実施)は経過観察が必要で、ある.

次に，初回検査陰性の犬は，完全に他の犬と隔離する

必要がある.陽性犬は当然で、はあるが，陰性犬の中にも

潜伏期の犬がいる可能性があるため，陰性犬同士の隔離

が非常に重要である.個別のケージで飼育し，ケージと

ケージの聞には，尿やえさ.*などがi発にかからないよ

うに，ついたてで隔離するなどの対策を講じる必要があ

る.抗体検査は初回検査から 1カ月後，さらに1カ月， 2 

カ月の期間を空けて実施する.すべての検査で陰性なら

ば，非感染と判断される.途中で陽転した場合は，陽性

犬として取り扱われる.予防投薬も選択肢の 1つであ

る.

ブルセラ症の犬をどのように扱うかについての法的根

拠はない.治療，安楽殺処分が選択肢として考えられる

が，現状では，その判断はあくまでも犬の所有者にゆだ

ねられている.感染犬の治療については，去勢・不妊手

術は菌の重要な増殖場所や排菌源を除去することになる

ので，治療効果を高めるとされる.投薬治療は，長期に

わたる投薬と経過観察(抗体検査を含む)を実施する必

要がある.また，現在， 100%効果のある治療法は存在

せず，再発する例も多いとされる.偶人のペットについ

ては，去勢・不妊手術や管理も比較的容易で、はあるが，

繁殖施設では，去勢・不妊手術の可否，治療・観察期間

の経済的負担や管理(隔離・偲別飼育など)など困難な

点も多い.

したがって，繁殖施設については，感染犬を出さない

ために，あらかじめ予防対策を取ることが最も重要であ

る.群れの中に新しい犬を導入する際には，抗体検査な

ど検疫を実施してから導入するべきである.それも，潜

伏期を避けるため，最低1カ月の期聞を空けて2回行う

必要がある.また，検疫の聞は他の犬とは接触させず，

もちろん交配もさせてはいけない.大変ではあるが，清

浄化を保つためには必要なことである.そして，一度清

浄化してしまえば，基本的に，あとは新規に導入する犬

に対して，検査を実施すればよい.ただし，その後も当

然ではあるが，犬の施設問でのやりとりは，お互いに清

浄化が確認されている施設以外では，避ける必要がある.

B. canisに対するワクチンは，人用，犬用ともにな

い.家畜ブルセラ菌に対しては家畜用ワクチンが海外で

一一 10-



表6 動物の飼育における注意事項

望ましい衛生習慣

1)動物と接触したあとの手洗いを励行する

2)過度の密接な接触は避ける.

口移しの給餌，食器の共用，寝具を共にする，入浴を共にする，などは行ってはならない

3)動物の排池物，出産・流産時の汚物，飼育ケージなどの掃除の時は，マスク，手袋，帽子，作業着，ゴム長靴等を利用する

4)乳幼児が愛玩動物と接触する時は保護者が同席し，衛生対策を講ずる

望ましい衛生管環

1)飼育場所を清潔に保つ(室内飼育動物の場合には特に注意する)

2)室内で排便排尿をさせない

3)動物の糞や尿は早期かつ定期的に除去・清掃する

4)外音防、らの動物の侵入を防ぎ，感染症の侵入や拡散を防止する

5)常に一般的な健康状態に注意する

は使用されているが，人用ワクチンは，かつて旧ソ連，

中国などで用いられたが，現在では用いられていない.

8 まとめ

人については，B. Cαnisに限らず，動物由来感染疲に

感染しないための最初のポイントは，衛生的な館育環境

を整え，飼育や接触に当たっては一般的な注意事項を守

ることである(表6). また，獣医師は，診断・治療だけ

でなく，動物病院を訪れた飼い主やかかりつけになって

いる繁殖施設に対して，衛生的な飼育を指導することも

望まれている [11，12]. 

9 法律上の取扱い

閣内では，家畜ブルセラ病については家畜伝染病予防

法で，人ブルセラ症については感染症法でそれぞれ対策

が取られている.また，病原体については2007年6月1

日より，感染症法でその所持・保管，輸送等が厳しく制

限されている.

(1)家畜伝染病予防法

*家審伝染病予防法及び施行令(法第二条第一項，政令

第一条)によりブルセラ病(対象動物:牛，めん羊，

山羊，豚，水牛，しか，いのしし)は家畜伝染病に指

定されている.

*患畜または疑似患畜を発見したときは，診断した獣監

師は，定められた事項(省令第ニ十二条)について都

道府県知事に届け出なければならない(法第十三条第

一環). 

*都道府県知事は所有者に対して，当該家畜の殺処分を

命ずることが出来る(法第十七条第一項).また，患

畜または疑似患蓄の死体の所有者は，当該死体を焼却

し，または埋設しなければならない.

*法第五条第一項の規定により，少なくとも五年ごとに

省令別表第ーの検査方法(急、速凝集反応，必要に応じ

て試験管凝集反応，補体結合反応)で，省令第九条第

二項に規定された牛(搾乳牛，種雄牛，同居牛など)

愛玩動物の衛生管理の徹底に関するガイドライン2006より

の検査をしなければならない(省令第九条第一項). 

注:ブルセラ病の犬は対象外のため，家畜伝染病予

防法上の処置を受けない.

(2)感染症法(感染症の予防及び感染症の患者に対ーす

る医療に関する法律)

*感染症法及ぴ施行令(法第六条第五項，政令第一条)

によりブルセラ症は囲類感染症に指定されている.ゆ

えに，診断した医師は届出基準に基づいて，最寄りの

保健所長を経由して直ちに都道府県知事に届け出なけ

ればならない(法第十二条). 

*感染症法及び施行令(法第六条第二十一項，政令第二

条)により ，Brucella melitensis， B. abortus， B. 

suis， B. canisが三種病原体に指定されている.よっ

て，これらの所持には厚生労働大臣への届出が必要で

あり，また，取扱施設が三種病原体等取扱施設基準を

満たしている必要がある(法第五十六条の十六及び二

十四，省令第三十一条の十七及び二十九). 

*摘院や病原体等の検査を行っている機関が，業務に伴

い三種病原体を所持することになり，滅菌譲渡をする

まで所持することになった場合は届出は不要である

(法第五十六条の十六).ただし，定められた基準(十

日以内に滅菌する，もしくは遅滞なく譲渡しをする，

など)に従う必要がある(省令第三十一条の十八). 

注:(倒)動物病院等で，犬ブルセラ病の検査とし

て，分離・培養を実施した.その後，コロニーが

得られたので，これを外部機関で向定したところ

B. canisであった.この場合，菌を動物病院等で

所持していれば，法の対象となり，上記項目(取

扱施設基準を満たす施設があり，所持する場合は

届出.施設がない場合は十日以内に滅菌する，も

しくは遅滞なく譲渡し)に従う必要がある.ただ

し，生菌株の輸送については公安委員会への届出

など，特別な輸送体制が必要となる.菌がB.

melitensis， B.αbortus， B. suisの場合も同様で、

ある.
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