
  
  北海道の公共牧場における牛消化管内寄生虫の浸潤状況と

駆虫対策の実態

  誌名 家畜衛生学雑誌 = The Japanese journal of animal hygiene
ISSN 13476602
著者名 北野,菜奈

福本,真一郎
徳山,桂理
池田,恵子
高橋,俊彦

発行元 日本家畜衛生学会
巻/号 43巻4号
掲載ページ p. 153-160
発行年月 2018年2月

    
農林水産省 農林水産技術会議事務局筑波産学連携支援センター
Tsukuba Business-Academia Cooperation Support Center, Agriculture, Forestry and Fisheries Research Council
Secretariat

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)



直 153 

北海道の公共牧場における牛消化管内寄生虫の浸潤状況と駆虫対策の実態
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Summary 

The field study conducted to investigate infestation of gastrointestinal nematodes (GINs) and deworming 

practice in public pastures in Hokkaido showed that 1) infestation of GINs and Coccidia were yet wide-spread over 

Hokkaido, 2) fecal egg counts of GINs tended to be high in the northern and southern regions, 3) majority of 

deworming practice was endectocides treatment that were given three times during the season; upon arrival at 

the pasture, summer season and upon departure, 4) in approximately more than 70% of the studied pastures, 

deworming had been continuously practiced over 10 years and 5) it was shown that fecal egg counts of GINs were 

significantly higher in the small scale pastures than the large scale ones. 

Effective utilization of public pastures contributes to achieve 1) homogeneous heifer population in the region and 

2) improvement of future performance of the animals. 

To effectively utilize public pastures, 1) appropriate deworming regimen reflecting geographical location and 

pasture size, and 2) monitoring of fecal egg counts are advisable. 

A voiding excess use of endectocides such as ivermectin and applying a minimal dose that well exerts good 

effect with an appropriate timing of dosing would allow efficiency and health in the heifer production, naturally, 

contributing to livestock industry in Japan. 
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序 文

牛の放牧衛生において消化管内線虫感染の防除が課題

として考えられている 3.7. 13. 14. 17-19. 22. 23)_ 過去の調査

で消化管内線虫は全国的に感染が認められているその

対策として，駆虫薬による消化管内線虫防除が各地で実

施されている．消化管内線虫駆虫により，線虫卵数の減

少14. 17. 23. 24)' 日増体量の増加， さらには受胎率の向上

および初回授精月齢の短縮による経済的有益性が示され

ている 13.17. 18. 22). 経済的有益性が示された ことにより ，

各地で駆虫薬投与による線虫コントロ ールが啓蒙されて

きたがその実施には地域差があると 言えるまた ，コ

クシジウム感染は育成牛の放牧衛生において臨床症状を

示すことが少なく，あまり重要視されていないため対策

も積極的に実施されず，浸潤状況も把握されていないの

が現状である．

近年，各地の公共牧場で消化管内線虫の浸潤調査を

行った報告はなく，放牧育成牛の浸澗状況は不明であ

るまた，プアオン式の駆虫薬の使用が開始されてから

20年が経過し，現在では多種類の駆虫薬が流通し使用さ

れているが，駆虫薬の効果判定や各公共牧場においての

適切な駆虫プログラムについて検討した報告はなく，北

海道の公共牧場で行われている牧野衛生対策の実態につ

いては不明である

消化管内寄生虫の浸潤状況を調査し，今後の経済的有

益性を求めた牧野衛生に活かすため，本研究では北海道

内の公共牧場に夏季放牧されている育成牛を対象と し，

消化管内線虫とコクシジウムの浸澗状況について検討し

たまた，駆虫対策の実態を明らかにするため，駆虫プ

ログラムについてのアンケー ト調査を行い，消化管内線

虫の浸潤状況との関連性について検討した

材料および方法

(1)調査対象牛と供試牧場の放牧頭数

試験は2016年 7月から 9月の 2ヶ月間に実施した

対象牛は，北海道14振興局（医11)を6地域（表 1)

に区分し，無作為に33牧場を選出し，各牧場から育成雌

牛10頭を抽出した330頭を供試した（表 1). 育成牛の月

齢は 5~23 (平均14.1士2.3) ヶ月齢で放牧期間は2016年

4月下旬から11月下旬の間であった

(2)糞便検査

駆虫実施 1ヶ月以上経過したウシの直腸便を用い， 1

g当たりの線虫卵数とコクシジウムオーシスト数をウィ

スコンシン変法により算定した．糞便中に 1個以上の虫

卵が認められたものを陽性とした．

図 l. 北海道14振興局

表 1. 調査対象牛

6地域区分 振興局 牧場数 頭数

上川 1 10 

道北 留萌 1 10 

宗谷 4 40 

石狩 1 10 

空知 1 10 

道央 胆振 1 10 

後志 1 10 

日高 1 10 

渡島 4 40 
道南

檜山 1 10 

十勝 十勝 6 60 

オホーツク オホーツク 5 50 

釧路 4 40 
根釧

根室 2 20 

合計 33 

平均月齢

330 

14.1土2.3

(3)牧場の規模による糞便中の線虫卵数の比較

消化管内線虫に対する駆虫を行っている32牧場を対象

に 放 牧 に お い て 1群管理が可能な200頭を基準に放牧

頭数が200頭以上の牧場を大規模牧場， 200頭未満の牧場

を小規模牧場として，線虫卵数の比較を実施した．
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表 2. 北海道内の放牧育成牛の線虫卵・コクシジウムオーシストの陽性頭数と陽性率（％）

調査頭数 線虫卵
その他

ネマトジルス 牛捻転胃虫乳頭糞線虫 牛鞭虫
コクシジウム

線虫 オーシスト

根釧 60 

道北 60 

道央 50 

道南 50 

十勝 60 

オホーツク 50 

北海道 330 

a-b : p <0.01, a-c : p <0.05 

上段：陽性頭数

下段：陽性率（％）

58 C 58 
(96.7) (96.7) 

59 b 59 
(98.3) (98.3) 

42 a 40 
(84.0) (80.0) 

49 C 49 

(98.0) (98.0) 

57 52 

(95.0) (86.7) 

48 C 47 
(96.0) (94.0) 

313 305 
(94.8) (92.4) 

(4)駆虫プログラムについてのアンケート調査

18 

(30.0) 

26 

(43.3) 

， 
(18.0) 

24 

(48.0) 

23 
(38.3) 

10 
(20.0) 

llO 
(33.3) 

各牧場に駆虫プログラムについてのアンケート調査を

実施した．

アンケート内容は，①現在実施の駆虫プログラム，②

現在使用している駆虫薬，③現在までの駆虫薬の使用期

間，④夏季放牧頭数である．

(5)統計処理

成績は平均値士標準偏差で表した 2群の平均値の差

の検定には， Mann-WhitneyのU検定を用いた．また，

陽性率についてはx2検定を用いた．

結果

(1)北海道内の放牧育成牛の糞便中の線虫卵・コクシ

ジウムオーシストの陽性率

北海道の 6地域と14振興局別の糞便中のそれぞれの寄

生虫の陽性頭数と陽性率を表2及び3に示した．線虫に

混合感染をしている個体が多く見られた．全体の線虫卵

陽性率は94.8%(313/330頭）で非常に高率であった

地域別では，道央が84.0%(42/50頭）と低く，道北・

道南・十勝・オホーツク・根釧において陽性率は95%を

上回った．また，道央と比較し道北 (p<0.01), 道南 (p

<0.05), オホーツク (p<0.05), 根釧 (p<0.05) が有

意に高い陽性率を示した．

゜
15 2 60 

(25.0) (3.3) (100) 

1 8 8 60 
(1.7) (13.3) (13.3) (100) 

2 13 5 49 
(4.0) (26.0) (10.0) (98.0) 

4 7 11 50 
(8.0) (14.0) (22.0) (100) 

2 12 5 60 
(3.3) (20.0) (8.3) (100) 

1 6 6 50 
(2.0) (12.0) (12.0) (100) 

10 61 37 329 
(3.0) (18.5) (11.2) (99.7) 

表3. 振興局別の放牧育成牛の線虫卵・コクシジウム

オーシスト陽性頭数と陽性率（％）

調企頭数 線虫卵 コクシジウム

渡島 40 98 100 

檜山 10 100 100 

留萌 10 90 100 

上川 10 100 100 

己ホマクロ 40 100 100 

十勝 60 95 100 

後志 10 100 100 

石狩 10 100 100 

空知 10 60 100 

胆振 10 90 90 

日高 10 70 100 

オホーツク 50 96 100 

釧路 40 95 100 

根室 20 100 100 

コクシジウムの陽性率は99.7%(329/330頭）と非常

に高率で，道央が98.0%(49/50頭），それ以外の 5つの

地域においては100%であった．
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(2)北海道内の調査牧場の振興局別の糞便中線虫卵数

とコクシジウムオーシスト数

士5.3個lg) が低い値を示した．

6地域では道央がオホーツク (p<0.05), その他の地

域 (p<0.01) と比較し有意に線虫卵数は少なかった．

また，道北は道南以外の地域 (p<0.01) と比較し有意

に線虫卵数が高かった．道南は道北以外の十勝 (p<

0.05), その他の地域 (p<0.01) と比較し有意に線虫卵

数が高かった．

6地域と14振興局別に区分したときの糞便中のlg当

たりの線虫卵数，コクシジウムオーシスト数を表4及び

5に示した．消化管内線虫卵数は 6地域別において，道

北と道南で高い傾向であった．

振興局別では宗谷 (190.6土 183.8個/g)が最も高く，

次いで檜山 (150.4土220.3個/g), 後志 (136.7士168.4個／

g)' 渡島 (115.1土 182.8個/g) の順に高い値を示した．

また，空知 (LO士1.4個/g)が最も低く，次いで胆振 (5.4

14振興局においては特に空知において日高以外の振

興局で，留萌・胆振 (p<0.05), その他の振興局 (p<

0.01) において有意に線虫卵数が低かったまた，宗谷

表 4.北海道 6地域別の糞便中線虫卵数（個/g) とコクシジウムオーシスト数（個/g)

消化管内線虫卵数（個/g) コクシジウムオーシスト数（個/g)

道北 149.5土 168.2 b. d 319.2士919.9

道央 50.6土 128.8 a. e. g 103.7士140.7

道南 122.2士188.9 b. f 217.5士419.3

十勝 52.1士90.3 b. e. h 278.3士506.7

オホーツク 51.9士90.3 C, e. g 168.7士235.6

根釧 39.4士64.1 b. e. g 114.8土 136.6

a-b, d-e. f-g: p<0.01 a-c, f-h: p<0.05 

表 5. 北海道14振興別の糞便中線虫卵数（個lg) とコクシジウムオーシスト数（個lg)

消化管内線虫卵（個lg) コクシジウムオーシスト（個/g)

上川 68.0士86.9 C, f 100.5士176.6

留萌 66.8士94.5 b. e 138.9士160.6

宗谷 190.6土 183.8 c, d 419士1111.8

石狩 42.8士82.4 C, e 59.4土63.8

胆振 5.4士5.3 b. e 32.8士38.6

後志 136.7士168,4 C 222.7士204.9

空知 1.0士1.4 a. e 86.8土 122.1

日 高 67.0士203.9 e 116.6土 145.7

渡島 115.1士182.8 C, e 258.1士458.4

檜山 150.4士220.3 C 55.2士99.8

十勝 52.1士90.4 C, e 278.3土506.7

オホーツク 51.9士90.4 C, e 168.7士235.6

釧路 48.0土76.4 c. e 99.5士112.8

根室 22.2土 18.2 C, e 145.3士174.1

a-c, d-e : p < 0.01 a-b. d-f : p < 0.05 
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では檜山，後志以外の振興局において，上川 (p< 
0.05), その他の振興局 (p<0.01) において有意に線虫

卵数が高かった．

コクシジウムオーシスト数は 6地域別において，道北

と十勝で高い傾向であった振興局別では宗谷 (419.0

士1111.8個lg) が最も高く，次いで十勝 (278.3土506.7

個lg), 渡島 (258.1土458.4個/g), 後志 (222.7士204.9

個lg) の順に高い値を示したが特に地域による有意

な差は認められなかった．

(3)牧場の規模による糞便中線虫卵数について

放牧頭数が200頭以上を大規模牧場とし， 200頭未満を

小規模牧場としたときの線虫卵数の比較について図 2に

示した大規模牧場 (25牧場）の77.5土 124.8個lgと比

較し，小規模牧場 (7牧場）は47.0土112.7個lgで糞便

中の線虫卵数は有意 (p<0.001) に低値を示した．

(4) 北海道内の調査牧場で実施している駆虫プログラ

ムの実態

33牧場で行われている駆虫プログラムについて，夏季

放牧期間中の駆虫時期と駆虫回数について表 6に示し

た．「入牧・夏季・退牧」に 3回駆虫を行っている牧場

が49%(16/33牧場）で最も多数を占めた．次いで「毎月」

の5回，「入牧・夏季」に 2回駆虫を行う牧場が共に

12%であったまた， l牧場においては消化管内線虫駆

（個lg)

200 

150 

100 

50 

゜

＊
 

小規模牧場

＊
 

大規模牧場

* : p<0.001 

図2. 牧場の規模による糞便中線虫卵数（個/g)の比較

虫を実施していなかった

北海道の調査牧場 (33牧場）で飼養している駆虫薬を

表 7に示した現在北海道では 6種類の駆虫薬を使用

していた．

A薬から E薬はイベルメクチン製剤であり 91% (30/33 

牧場）を占めた．

北海道の調査牧場 (33牧場）の駆虫薬使用歴について

表 8に示した. 20年以上駆虫を行っている牧場が33%

表 6. 北海道の調査牧場 (33牧場）で行われている駆虫

時期と回数

駆虫時期 回数 牧場数 ％ 

毎月 5 4 12 

入牧・夏季・退牧 3 16 49 

入牧・退牧 2 2 6 

入牧・夏季 2 4 12 

夏季• 秋 2 3 ， 
夏季・夏季 2 2 6 

初夏 1 1 3 

未実施

゜
1 3 

表 7. 北海道の調査牧場 (33牧場）で使用している消化

管内線虫駆虫薬

駆虫薬 牧場数（戸） （％） 

A薬（イベルメクチン 単剤） 15 45 

B薬（イベルメクチン 単剤） 8 24 

C薬（イベルメクチン 単剤） 3 ， 
D薬（イベルメクチン 単剤） 3 ， 
E薬（イベルメクチン 単剤） 1 3 

F薬（モキシデクチン 単剤） 2 6 

未使用 1 3 

表8. 北海道の調査牧場 (33牧場）の駆虫薬使用歴

駆虫薬使用歴 牧場数（戸） （％） 

10年未満 6 18 

10年以上 10 30 

15年以上 4 12 

20年以上 11 33 

不明 2 6 
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(11/33牧場）で最も多く， 10年未満の牧場が18%(6/33 

牧場）であった. 76% (25/33牧場）の牧場が10年以上

継続的に駆虫を行っていた．

考察

調査した公共牧場の消化管内線虫卵陽性率は94.8%と

非常に高率であり，この値は過去の陽性率と変化がな

く，過去と同様に北海道全域に感染が広がっていること

が明らかになったまた，乳頭糞線虫は現在まで北海道

では報告が少なかったが， 18.5%(61/330頭）と浸潤が

認められた．コクシジウムオーシストも陽性率が99.7%

(329/330頭）と高率であったことから，北海道全域にお

いて感染が広がっていることが明らかになった．

消化管内線虫卵数（個lg) は道北と道南で高い値を

示し，宗谷，檜山，後志渡島の順に高く，空知，胆振

の順に低い値を示したまた，消化管内線虫卵の混合感

染が多くの個体で認められたこと，陽性率が高かったこ

とは海外の報告と一致する I, 2. 6. 16) 

大規模牧場より小規模牧場で有意に線虫卵数が低値を

示したことから，大規模牧場がより線虫卵コントロール

が困難であることが示唆された．これは，大規模牧場で

は衛生管理が行き届いていない可能性が有り，駆虫の実

施方法の見直しの必要性が示唆された．

アンケート調査から，駆虫プログラムは，「入牧・夏

季・退牧」に 3回駆虫を行っている牧場が49%(16/33 

牧場）で最も多かった次に駆虫回数が2回の牧場が

33% (11/33牧場）と多く，駆虫時期は牧場によって異

なり， 4種類の駆虫プログラム「①入牧・退牧」，「②入

牧・夏季」，「③夏季・秋」，「④夏季・夏季」が存在し

たまた，夏季放牧期間中に 5回（毎月）駆虫を実施し

ている牧場が12%(4/33牧場）認められたが，これは小

型ピロプラズマ感染症対策のためであった．すなわち，

消化管内線虫駆虫と小型ピロプラズマの中間宿主である

ダニの駆除を合わせて実施することを目的として，一部

の現場で用いられている手法である． しかし，ダニの駆

除に毎月連続して消化管内線虫駆虫薬を投与する必要は

なく，ダニ駆虫薬と隔月に投与することで対策は可能と

なる．

北海道の公共牧場では 6種類の駆虫薬が使用されてお

り，その内の91%の牧場がイベルメクチン製剤であっ

た．

牧野衛生管理プログラムとして駆虫を10年以上行って

いる牧場は30%(10/33牧場）， 15年以上は12%(4/33牧

場）であった． また20年以上駆虫を行っている牧場も多

数を占め33%(11/33牧場）であったすなわち76%

(25/33牧場）の牧場で10年以上継続的に駆虫が組み込ま

れていることが明らかになった．以上のことから，今後

駆虫薬に対する消化管内線虫の抵抗性について検討する

必要があると考えられた15). また，消化管内線虫に対す

る駆虫が未実施の牧場については線虫卵数の平均値が最

も高い値を示したことから，駆虫薬投与による駆虫対策

は有効であると示唆された13, 14, 17, 18. 21). 

以上のことから，地域や規模を考慮した駆虫プログラ

ムを作成し，モニタリングと合わせて適切な駆虫プログ

ラムを再考する必要があると考えられた．

本調査より，啓蒙されてきた駆虫プログラムを用い多

くの牧場が長期間継続的に実施していることが判明し

たしかし，消化管内線虫卵の陽性率は高率で，過去の

調査と同様であった．このことは，牧場ごとに消化管内

線虫に対するモニタリングを実施せずに，既成の駆虫プ

ログラムによって駆虫を実施し，各牧場に適合した駆虫

を行っていないことが原因だと思われた．世界では消化

管内線虫に対する駆虫薬の耐性が増加しており，消化管

内線虫感染対策は駆虫薬投与や放牧地の管理等に対策を

行うことが必要であると言われている 4.9 -12. 20). また，

コクシジウムオーシストの陽性率も以前の報告8) と同

様に高率であった．感染した牛がすべて発症するわけで

はないが豆公共牧場の放牧中に濃厚感染することによ

り，退牧後の各農場への感染を拡大させている可能性が

あると思われた．

現在，冊界では薬剤に頼らず家畜を飼育し，安心安全

な食料を消費者に届けようとする意識が強い．駆虫薬を

放牧育成牛に投与する際は過剰投与を避け，効果が得ら

れる最低量を適切な時期に用い，育成牛を効率的，かつ

衛生的に飼養することはわが国の畜産の貢献に繋がると

思われる．
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要 旨

北海道の公共牧場における牛消化管内寄生虫の浸潤状

況と駆虫対策の実態について調査を行った結果， 1)北

海道全域に消化管内線虫，コクシジウムの感染が広まっ

ている. 2)糞便中の線虫卵数が道北と道南で高い値を

示した. 3)駆虫プログラムは「入牧・夏季・退牧」の

3回駆虫薬投与が多く実施されていた. 4) 7割以上の

調査牧場で10年以上継続的に駆虫を行っている. 5)小

規模牧場が大規模牧場より糞便中線虫卵数が有意に低い

値を示した．

公共牧場を効率的に利用することで 1)地域全体の育
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成牛の発育が均ー化される， 2)将来の生産性を大きく け，効果が得られる最低量を適切な時期に用い，育成牛

向上させることができる．より有効的に公共牧場を活用 を効率よく衛生的に飼養することは，わが国の畜産の貢

するために，消化管内線虫感染対策として 1)地域や規 献に繋がると思われる．

模を考慮した適切な駆虫プログラム， 2)糞便中線虫卵

数のモニタリングを実施する必要がある． キーワード：消化管内線虫，公共牧場，疫学調企，駆虫

イベルメクチン製剤も育成牛に投与する際に過剰を避 薬，北海道
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