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[短報|

北海道十勝地域における牛乳頭腫症の有病率:と畜場での調査

門平睦代1)t 畠間真一2) 岩佐光啓1)

1)帯広畜産大学畜産学部 2)農研機構動物衛生研究所寒地酪農衛生研究領域

(2014年5月13日受付・ 2014年6月16日受理)

要約 牛乳頭腫症は，牛パピローマウイルス (BPV:bovine papillomavirus)が牛の体表皮膚や

一部の粘膜に感染することによって，感染部位に乳頭腫と呼ばれる良性腫蕩(イボ)を形成する疾患で

ある 本病の発生は全国的に認められるが，わが国の牛の有病率についての大規模な調査は行われてい

ない.本研究では，十勝地方のと畜場において雌雄，月齢および市町村毎の牛乳頭腫症有病率を調査し

疾病発生に関連するリスク要因について考察を行った平成25年9月末より 12月末までの3カ月間，週

1回およそ80頭ずつ，合計1.085頭(雌657，雄428頭)の牛について乳頭部を観察し腫蕩の有無を記

録するとともにトレーサピリティーシステムを使って個体識別情報を収集した 陽性個体数は283頭(雌

279頭，雄4頭)で，雌および雄の有病率はそれぞれ42.5%，0.9%であった月齢が上がると有病率も上

昇する傾向が観察できたまた，雌の陽性279頭と陰性378頭の月齢平均値を比較したところ，陽性牛の

月齢(平均78カ月)が陰性牛のそれ (63カ月)より有意に高かった有病率が高い市町村では，飼養さ

れている午の平均年齢も高い傾向がみられた乳頭腫の発生は性別および年齢と有意に関連があり，雌

であり，かつ月齢が高いほど，イボが観察される確率は高かった.一方，地域や季節，飼養管理方法，

吸血見虫の発生などの環境要因と有病率との関連性は明らかになっておらず，今後さらに詳細な調査が

必要である.本調査によって，牛乳頭腫症発生の交絡因子として最も大きいのは雌雄の別であり，次に

月齢であることがわかったこれらの情報は，牛乳頭腫症の防除対策を行う上で有用と考えられる

一一キーワード:牛パビローマウイルス，牛乳頭腫，北海道十勝地域，有病率

牛乳頭腫症は，牛パピローマウイルス (BPV:bovine 

papillomavirus)が牛の体表皮層や一部の粘膜に感染す

ることによって，感染部位に乳頭腫と呼ばれる良性腫蕩

(イボ)を形成する疾患である.特に乳頭部は，本疾患

の好発部位である 乳頭部に形成された病変は一般に良

性で，それによって牛が死亡することはないが，物理的

な障害により搾乳が困難となる場合がある [lJ このた

め本症は，酪農現場において効率的な酪農を妨げる損耗

要因となっている.また近年 新型ウイルスの感染に起

因する難治性の牛乳頭腫症が北日本を中心に流行・拡大

し，新たな問題となっている [2J. BPVの伝播様式と

しては，牛から牛へ直接もしくは，汚染された器具等を

介して間接的に接触することによると考えられている

[3]. 皮膚表面に付着したウイルスは，皮膚の創傷等か
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ら表皮の基底細胞へ侵入して感染し，細胞を腫蕩化させ

る.吸血昆虫の刺岐によって，本症の流行が拡大する可

能性も指摘されている[4]. 

本症の発生は全国的に認められるが，雌雄別や月齢

別，地域別の有病率についての大規模な調査が行われて

こなかったそこで，と殺される牛を対象に，その乳頭

部分をと畜場内で観察し，イボの有無を調査することに

した本研究の目的は，牛乳頭腫症の十勝地域における

有病率や発生に関連するリスク要因を推定することであ

る.

(1)観察時期とデータ入手方法

平成25年9月24日より 12月24日までの3カ月聞が調査

期間である.毎週 l回(火曜日)午後 l時から 3時まで
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の2時間.2名の学生が北海道畜産公社道東事業所十勝

工場 (帯広市)に立ち入り，牛の体表 (主に乳頭部分)

を観察し，ひとつでもイボがあった牛を陽性牛と定義し

たまた. 1回のサンプル数を80頭とし，観察後，検査

所事務室において観察した牛の個体識別番号を入手し

た.

(2)データの種類と保管方法

その後，個体識別番号をもとに， トレーサピリテイの

仕組みを使い，個体レベルの情報 (月齢および性別)と

一番長い間飼育されていた農家の住所などの位置情報を

入手した.これらのデータはエクセルファイル (マイク

ロソフト，東京)に保存した

(3)統計方法

平均値の比較には t検定および95%信頼区間を，ま

た，陽性午とリスク要因の関係を推定するためにロジ

スティック重回帰分析方法を用いた有意水準を0.05と

し， ρ<0.05を有意差ありとした
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2013年 9月24日に第 l回目の観察を行ったその後，

最終観察日の12月24日まで，毎週火曜日北海道畜産公

社道東事業所十勝工場に通い 合計14回の観察を行うこ

とができた 1回80頭を観察する予定であったが. 9月

24日 (76頭).10月22日 (75頭).10月29日 (54頭)の 3

日間は家畜市場で販売される牛の数が少なく. 80頭まで

観察することはできなかった 合計で1.085頭 (雌657.

雄428頭)を観察し，陽性個体数は283頭(雌279頭，雄

4頭)であり ，全体の有病率は26%. 雌だけ，雄だけで

はそれぞれ42.5%.0.9%であった.

図lに調査日毎の，牛全体，雌，雄毎の有病率，図2

に月齢毎の有病率，そして，図 3に月齢毎のサンプル個

体数，陽性個体数および有病率を棒グラフとして表し

た 月齢が上がると有病率も上昇するということが観察

できた (図2).また，雌の陽性279頭と陰性378頭の月

齢平均値を比較したところ，陽性牛の月齢(平均78カ月)

が陰性のそれ (63カ月)より有意に高かった (ρ<0.01; 

u全体

開メス

瀦オス

~ .~ ~~ ，~ ~~ ~~ ，~ ~<(ト~ r_~ ~<(う ~ A~ ，~ 、'b" ~'çy" ，，'1;" ，，'ももう Eもら も'"ヘ

fdp dF2tぷグググググ yP祈ぷv

100 

90 

80 

70 

60 

% 50 

40 

30 

20 

10 

0 

ヘ，、、、，

図1.調査日毎の牛乳頭腫症の有病率
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図2.月齢毎の牛乳頭腫症の有病率
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図3.月齢毎のサンプル個体数，牛乳頭腫症陽性個体数および有病率

表 1.雌牛の平均月齢，6町村の牛乳頭腫症有病率とその95%信頼区間

サンプル数 平均月齢 月齢の 月齢の

(有病率) 標準偏差 95%信頼区間

雌牛全体 陽性 279 77.98 28.57 7 4.62 ~ 81.33 

陰性 378 63.05 30.16 60.01 ~ 66.09 

有病率の低い A町 49 (14.3%) 27.06 17.47 22.17 ~ 31.95 

市町村 B町 22 (9.1%) 38.40 23.69 28.51 ~ 48.31 

有病率の高い C町 30 (60%) 70.60 29.81 59.93 ~ 81.27 

市町村 D町 82 (63.4%) 70.90 24.43 65.61 ~ 76.19 

E町 96 (43.8%) 68.33 24.15 63.42 ~ 73.24 

F町 20 (75%) 74.75 24.44 64.04 ~ 85.46 

表2.陽性牛と性別および月齢との関係 (ロジスティック重回帰分析の結果)

リスク要因

性別

回帰係数 (s) 標準誤差 (SE) オッズ比* オッズ比の95%信頼区間

11.81 ~ 93.50 3.504 0.528 33.25 

月齢 0.017 0.002 

*雌で，70カ月齢の牛でのオッズ比

表 1). 

十勝総合振興局内の19市町村のうち，陸別町を除く 18

市町村から牛が搬入されていたまた，有病率が高い市

町村 (43.8%~ 75%)と低い市町村 (9.1%~ 14.3%)が

あった.有病率が高い市町村では平均月齢も高い傾向が

観察された(表 1). 

陽性牛は性別および年齢と有意に関連があり，雌であ

り，かっ月齢が高いほど，イボが観察される確率は高かっ

た(表2) 具体的にオッズ比を使って説明すると，雌

であれば雄に比較して33倍 また70カ月齢の牛では 1カ

月齢と比較した場合，約 3倍，牛乳頭腫に感染している

確率が高くなった.

3.29 3.27 ~ 3.30 

と畜場を使った牛乳頭腫症の有病率調査は， 70年代

後半から80年代始めにかけて英国グラスゴー市で 2件

[5， 6J，また，米国ウイスコンシン州で l件 [7J報告

されている 英国と米国での調査結果によると，全体の

有病率はそれぞれ36%，37%， 25%，雄の有病率はそれ

ぞれ20%，17%， 3 %と，いずれの調査においても雄よ

り雌が高い傾向にあった また 3調査の中で特徴的な違

いとしては，米国の調査では雄の有病率が極めて低かっ

た今回調査を行った北海道十勝地域の有病率は全体で

26%，また，雄でイボを持つ個体は0.9%と非常に低く，

米国の調査結果と類似していた わが国のホルスタイン

牛の多くはアメリカから輸入されているので，そこで流



行しているBPVの遺伝子型構成もお互いに類似すると

考えられ，その結果， 日米で似たような発生傾向が観察

されたのではないかと推測している また，英国とわが

国における発生状況の違いを原因ウイルスの遺伝子型

の観点から調べると，英国と比べてわが国ではBPV-5に

よる乳頭腫の発生が非常に少ないが(それぞれ42%と9

%)， BPV-1やBPV-6による乳頭腫についてはほぼ同程度

発生していた [6，8]. このような流行ウイルスの遺伝子

型構成の違いが，英国とわが国での発生パターンの違い

の原因となっている可能性がある.

北海道の農場において，春から夏，秋にかけて牛乳頭

腫症の発生が増加する事例が報告されている [2]. これ

が特定農場に限定した問題であるのか，あるいは地域全

体や，全国的な傾向とも一致するのか，今のところ明ら

かにされていない. と畜場における調査結果によってこ

れらに対する回答が得られるのではないかと期待される

が，今回調査を行った 9~ 12月の範囲では病気の増加

傾向や減少傾向が認められなかった(図 1).今後さら

に春から夏の調査を行うことで，疾病発生の季節変動に

ついて詳細な結論を得ることができるのではないかと考

えられる

感染牛から非感染牛へのウイルス伝播は，農場および

公共牧場でおこると推測されていることから，飼育管理

方法の違いによって発症のリスクが異なる可能性があ

る.そこで，有病率が高い4地域と低い2地域の，雌の

平均月齢の95%信頼区間を推定し比較したところ，高い

地域の雌牛の月齢 (60~ 85カ月)は，低い地域 (22~ 

48カ月)より有意に高かった(表 1) つまり，有病率

が低い地域から送られてくる牛は，月齢が低く，イボを

形成するまでの時聞が十分になかったからだとも推測で

きる.よって，この調査で観察された地域による違いは，

飼育方法，特に公共牧場に送られていたかどうかという

よか雌牛の年齢分布による可能性が高いためとも考え

られる.

これまで，牛乳頭腫は未経産牛に発生が多いと言われ

ていた 今回の調査では，と畜場へ送られてきた牛を対

象にしたので，母集団における未経産牛数は少ない.一

方，この調査では廃棄となった乳用牛の数が多く，イボ

も小さいものが多かったこれらの牛は，未経産時にす

でに乳頭腫症に感染していたが搾乳に支障をきたすほど

イボが大きなものではなかったのか，あるいは，自己免

疫力でその後イボが小さくなったとも考えられる よっ

て，正確な有病率を推定し感染リスクを計算するために

は， と畜場での調査ではなく農家における個体レベルで

の調査が必要で、ある.

パピローマウイルス (PV) による腫蕩は，女性ホル

モンの lつであるエストロゲンがコファクターとして

働くことによって増悪化することが知られている [9].

BPVによる牛乳頭腫症の増悪化にエストロゲンが関与

するかどうかについては明らかにされていないが，ヒト

PVとBPVが類似した生物学的特徴を有することから，

BPVの性ホルモン感受性が原因となって今回明らかと

なった雌雄による発生率の違いが生じているのではない

かと考えられる.

地域や季節，飼養管理方法，吸血見虫の発生などの環

境要因と有病率との関連性は明らかになっておらず，今

後さらに詳細な調査を農場レベルで行うことが重要であ

る.本調査によって，牛乳頭腫症発生の交絡因子として

最も大きいのは雌雄の別であり，次に月齢であることが

明らかになった.これらの情報は，牛乳頭腫症の防除対

策を行う上で有用と考えられる.たとえば，すべてが雌

である乳用牛における乳頭腫による搾乳障害を防ぐため

には，噛むことで傷をつけウイルスの感染を容易にさせ

る見虫の数を消毒剤により減少させ牛舎周辺を清潔に保

つなど，未経産牛飼育環境の改善のための防疫を徹底す

ることが望まれる.
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Prevalence of bovine teat papillomatosis in Tokachi Area of 
Hokkaido in J apan 

M. Kadohira 1) t， S. Hatama2)， M. 1 wasa 1) 

1) Dゆartment01 Animal Science， Obihiro UniversiわI01 Agriculture and Veterinary Medicine 

2) Dairy Hygiene Research Division， Nationallnstitute 01 Animal Health 

ABSTRACT Bovine teat papillomatosis (BTP)， caused by bovin巴 papillomavirus (BPV)， is 

a disease characterized by fibropapillomas (warts) on the teats of cattle. BTP is found throughout 

] apan， but no large-scale surveys have been conducted to estimate its prevalence. In this study， we 

estimated the prevalence of BTP in the Tokachi area of Hokkaido， ]apan， and evaluated possible risk 

factors associated with BTP occurrence. From the end of September to the end of D巴cemberin 2013， 

we visited an abattoir once a week and checked teats of approximately 80 cattle. The total number 

of cattle examined was 1085 (657 females and 428 males). Data on sex， age (months) and individual 

animal information of slaughtered cattle were also collected using the national cattle traceability 

system. The total number of cattle with warts was 283 (279 females and 4 males). The prevalence 

was 42.5% in females and 0.9% in males. Older cows showed higher prevalence. When we compared 

average ages of female cattle with (279) and without warts (378)， the age of cattle with warts (78 

months) was significantly higher than that of cattle without warts (63 months). In several towns with 

higher prevalence， the average age of cattle slaughtered was likely higher than that in those with 

lower prevalenc巴.Thus， the presence of warts was significantly associated with sex and age， indicating 

that older females were highly lik巴lyto have warts. This information is useful for preventing cattle 

from BTP. Further studies are needed to understand whether the prevalence is also associated with 

geographica] location， season， management system and environmental factors such as the presence of 

biting insects. 

一一-KeyWords : Bovine papillomavirus， Hokkaido-Tokachi， prevalence， teat papillomatosis 
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