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浜松と場における豚と畜検査データの利用
川倉獣医科クリニック 川

はじめに

倉

裕

和

日の研究会を聞き漏らした方には申し訳ありませ

浜松市食肉衛生検査所では 1985 年よりと畜検

んが，要旨や他の文献を参考してください。

査結果のパソコン処理のシステムを始めた。導入

さて現在ですが，農場の出荷豚の食肉検査デー

目的はデータ処理の合理化にあったが，データ活

タは，図 1 のように A4 で 1 ページの月ごとの集

用も目的のひとつであり，データフィードバック

計結果として，毎月申請書を浜松市食肉衛生検査

は少し遅れて 1986 年に始まった。

所長あて提出することのより受け取ることができ

そしてデータを静岡県西部家畜保健衛生所（現

ます（これはお願いして大貫データを除いてあり

静岡県西部家畜保健衛生所浜松分室）に提供し，

ます）。同様の書式で一ヶ月分の浜松と場の処理

そこでデータを静岡県経済連浜松食肉市場データ

した豚全部（大貫を除いたもの）のデータも受け

とパソコンで統合集計分析処理して農家や獣医師

取れます。また簡単なグラフ（A4 で 1 ページ）

に配布する事業（豚疾病リアルタイム防除システ

が，図 2 のように，昨年のソフトのバージョン

ム）が 1987 年に始まり有効利用を行ってきた。し

アップによりもらえるようになりました。これら

かしソフトとハードの老朽化によりこのシステム

のデータは紙に印刷したものですが，生データは

は継続されることなく 1988 年に終了した。

エクセルファイルとして，CD-R に入れてもらう

その後は，浜松食検より直にと畜検査データを

こともできます。

集計表と生データの 2 種の形で提供してもらい，

これらは食肉検査のデータなので，上物率や枝

独自に集計して利用している。市場データの方は

肉重量などのデータ（市場データ）は入っていま

経済連からのデータを，とぴあ浜松農業協同組合

せん。以前と異なり，個人情報保護が大きく言わ

畜産センターで集計した各農場の表を，2005 年 3

れるようになったために，個々の農場のデータを

月までは提供してもらい活用していたが，個人情

直に入手することが難しくなってきています。

報保護法などのため現在ストップしてしまってい

これらのと畜検査成績は個人情報というより公

る。1999 年以降は現在も，と畜検査データと市場

共性があるものと思いますが，プライバシー保護

データのリンクは実現できていない。と畜検査

を考えつつ情報公開することの難しさを感じます。

データ利用の課題と問題点は数多い。
と畜検査データの現在の利用
浜松と場のフィードバックの現在

現在私は，このデータの中よりいくつか抜き出

ここでは現在の状況の説明のみとし，今までの

して，図 3（A4 で 1 ページ）のように農場ごとの

経緯は長くなるので省略します。2005 年 5 月 27

1 年分のグラフと，比較のためのと場全体のグラ
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図 1 農場出荷豚の食肉検査データ
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図 2 浜松市食肉衛生検査所での月別検査成績
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図 3 食肉検査成績をもとにした G 農場での疾病発生の推移
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フを図 3 と同様に作成して，各農場に提供して利

体管理はできません。農家ごとの出荷した群でし

用しています。市場データの方は 2005 年 3 月まで

かわかりません。と殺してから合い札をつけるた

は，農場ごと月ごとの集計表としてもらえたので，

め，そこからは個別に管理されています。ある豚

図 3 同様のグラフを作成していました。

の個別のデータが特に必要でも，出荷時に細かく

また生データの方は，病変ごとの割合が浜松と

群を分けるしかなく，実際に行うのは難しいのが

場のと畜豚全体に比べて異常な数値を示していな

現状です。JAS の生産情報豚肉の 30 頭くらいの群

いかのチェックもしています。なお，大貫のデー

管理でもけっこう大変だと思います。

タは，生データより個別にみています。

と畜検査結果の公開について議論が必要だと思
います。

課題と問題点
①

②

プライバシー保護と情報公開

経費負担
と畜検査の経費は一種の公共料金で農家負担で

と畜検査結果は公共性があると思われますが，

す。公務員であると畜検査員（獣医師）が検査を

その公開は限られています。また食肉衛生検査所

しています。そのと畜検査成績の農家への報告を

から農家本人に情報を返すことすらすべてのと場

行うには経費がかかります。これは誰が負担すべ

で行われているわけではありません。まずはすべ

きものでしょうか？またそのデータを利用して農

てのと場でフィードバックを行える体制が必要で

家に指導するのは誰の仕事なのでしょうか？どこ

す。

までが公務員の仕事で税金で負担すべきなのはど

また関係者だからといって農協や市町村役場や

こまでなのでしょうか？私のような民間の獣医の

家畜保健衛生所にデータを農家の同意を得ないで

仕事はどこからどこまでなのでしょうか？農家の

提供することは許されないのではないでしょう

負担はどうなるのでしょうか？データを一般に公

か？そのあたりのルール作りが必要です。

開するとすればその経費は税金でまかなうので

牛の 10 桁耳票はインターネットで携帯電話で
も検索することができますが，農家が住所氏名を

しょうね？
③

病変名と診断基準の統一

公表しないことが許されていて，インターネット

浜松市食肉衛生検査所では 400 種の疾病コード

ですべて公開されているわけではありません。正

を使用しています。しかし厚労省への報告は 26

直な農家は公開しても，問題のあるような農家は

項目しかありません。いくつがよいのか現場の意

公開していないのではないかと思われても仕方あ

見もいれて全国統一をすべきと考えます。細かく

りません。それでは役にたちません。

ても今はパソコンで集計できますが，現場で分け

豚でも一部のところで耳票による管理ができな

るのが大変で，混乱をまねくだけであり，部位を

いかとやっているようですが，その実現について

どこまでわけるのか，病変名と病名をどう分けて

今後考えていく必要があります。

診断をどこまでやるのか，どのくらいの病変程度

現在豚の場合は，牛のように全頭を識別できる

から陽性とするのかなど難しいことが多々ありま

耳標がついていないので，浜松と場においても個

す。と畜検査は現在自治事務となっており，と場
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ごとに基準を定めることになっているので，全国

やっていたのですが，現在は検査員の省力化のた

統一の基準を改めて作り，全国のと場の検査員が

めに，陽性を＋と＋＋の 2 段階に分けています。

同じマニュアルにしたがってやることが必要では

だいたい病変面積で 10％を目安にして＋と＋＋

ないのでしょうか ? と場ごとに基準が違うのでは，

に分けていますが，個々の検査員が肉眼で瞬時に

消費者の信頼は得られるとは思えません。BSE の検

決めているために，個人差も含めて誤差は大きい

査では全国統一マニュアルにしたがっているよう

と思います。と畜検査では，基本的に肺は廃棄し

なので，関係者のやる気しだいであると思います。

てしまう部位であり，APP だろうが，MPS だろう

図 4（浜松と場処理豚全体）と図 5（G 農場）は

が，廃棄して，枝肉は食用にできるため，たいし

マイコプラズマ性（MPS）肺炎の病変の 2003 年

た違いはありません。時間に追われていると畜検

と 2004 年の月ごとの割合を比較のために表とグ

査のなかで，細かい分類は難しいのではないで

ラフにしたものです。浜松食検ではフィードバッ

しょうか ?

ク開始当時は MPS 肺炎の病変を最初はありとな

グラフ（図 4 と図 5）を見てください。図 5 の

しの 2 段階に分けていただけでしたが，途中であ

農場では 2004 年 5 月から新しく発売された MPS

る獣医師の希望でありを 3 段階（＋，＋＋，＋＋

不活化ワクチン（1 回打ち）を使用しています。

＋）に分けるようにました。それをしばらくは

その結果，グラフ（図 5）を見てもらえばわかるよ

図 4 浜松市食肉衛生検査所における MPS 病変の年間検査成績（月別）
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図 5 G 農場における MPS 病変の月別検査成績

うにワクチン注射した豚のと場出荷が始まったと

畜法改正によって家畜伝染病や届出伝染病がすべ

思われる 2004 年 11，12 月は急に MPS 病変陽性

て全廃棄処置となりました。これらの中には日本

率が低下していることがわかります。その後 2005

にない疾病も多いのですが，普通に日本のと場で

年 5 月まで＋と＋＋を合わせた陽性率は 10％未満

認められる疾病もあります。

となっています。
④

たとえば，AR や豚赤痢のような今までは部分
廃棄とされていたもの，そして PRRS のように肉

病変データの活用方法
全国統一のと畜検査基準と疾病コードや検査方

眼所見だけでは診断がつかないものもあります。

法ができてデータを公開することができればその

このため現場では困っていることと思います。と

データの見方もある程度の基準ができ，その利用

場によって現在対応が異なります。菌分離をやる

についてのノウハウができてくると思います。

のかやらないのか，どのような肉眼所見で菌分離

そのデータを利用して農家を指導するのは誰の
仕事となるのかという問題がでてきます。
⑤

がかかるからよほどのことがなければやらないの

AR などの全廃病名とその診断

で，結果として病原菌の分離は陰性というのでは

本誌 No.25 で解説されていますが，2004 年のと
All About Swine No. 27 2005

を実施するのか ? その検査方法は ? 菌分離は時間

変な話です。検査の実施には時間がかかります
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し，検査方法や技術や検出率の問題もあります。

理獣医師との契約を義務化して，薬の使用を飼料

検査のために保留する時間が長ければ，肉の商品

および飼料添加剤も含めてより細かく農家の記録

価値がなくなります。またその経費の問題もあり

と獣医師の指導を厳しくするしかないのではと

ます。

思っています。

検査が増えて大変なだけではなく，やたらに検

これは輸入肉に対しても同様にする必要があり

査をすればよいと病変が肉眼で確認できないの

ます。たとえばアメリカでは日本でいう飼料添加

に，感度の高い PCR のような検査方法で片っ端

剤（抗生物質）は，チルミコシン以外は処方箋が

から陽性の結果がでてしまったらどうするので

いりません。また日本では禁止されている抗生剤

しょうか ? たとえば豚赤痢や PRRS の場合，全廃

が使われています。

にするのでしょうか ?

⑦

消費者教育とトレーサビリティ

この改正のために，伝染病を疑う場合には今ま

消費者はと場の豚の中で病変のある豚が 7 割と

で異常に家畜保健衛生所に検査を依頼するという

いうような週刊誌の記事を読んでどう思うので

ことになりますが，そのための予算や担当者が新

しょうか？ AR のような病変のない豚の肉しか食

しく増えた話は聞いていませんし，食肉衛生検査

べたくないというのが消費者の多数意見ならば仕

所と家畜保健衛生所の間の連携が現在とれている

方がないのですが，豚肉の値段がどうなるかを考

とはとても思えません。

えてもらうしかないでしょう。また抗生物質を使

最近 E 型肝炎が新聞雑誌などで取り上げられて

用しないで欲しいというのが消費者の要求ならそ

います。以前は問題になっていなかった疾病で

のためのコストは消費者に負担してもらうしかあ

す。今のところと畜検査では対象になっていませ

りません。

んが，どうするのか考えなければならないと思い

トレーサビリティという言葉を最近よく耳にし

ます。豚肉を加熱して食べるということは，常識

ます。牛と違って豚には全頭耳票をつけているわ

なのだと思いますので，E 型肝炎の診断に PCR を

けではなく肉屋の店頭での豚肉の生産農家を特定

用いたりして，陽性なら全廃棄なんてことはやめ

することは不可能です。今後の課題であると思い

てもらいたいと思います。

ます。またそれができたとして，この肉の豚はマ

⑥

イコプラズマ性肺炎の病変があったとか，抗生剤

農家教育
農家の意識も千差万別であり，動物用医薬品を

をいっぱい使ったとか，発育が遅れたとかいうこ

指示書で買えるのであとは好きなように使うとい

とが店頭でわかったら買ってもらえるかという問

う現在の体制が続いていることは問題です。薬の

題もでてきます。

添付文書を読んで，その通り使うことを獣医師が

⑧

農家とと場との信頼関係

指導しきれていないようです。無責任な獣医師に

現在と場に豚を出荷する場合に薬の使用履歴を

も責任がありますが，農家の教育ももっと必要で

申請することになっていますが，実際には一頭ず

す。

つ獣医師の診断書を添付しているしている農家は

今後消費者の理解をもらうためには，農家に管

なく，農家が抗生剤やホルモン剤やワクチンを注
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射している現状では，たとえば注射痕の薬の内容

て教育の充実と大学の統廃合も含めた改革が必要

やその休薬，また飼料に入っている薬の休薬につ

だと思います。また獣医師の資格制度もひとつの

いては農家の申告に頼るしかありません。またと

方法かと思います。獣医師が資格を持った専門家

場の処分については農家側は法律上異議を言えな

として，動物愛護から食品の安全性まで仕事はは

いことになっています。農家とと場との信頼関係

ばひろく社会からの要請にこたえられるよう皆で

がと畜検査と安心安全な豚肉の生産には重要です。

努力する必要があります。

⑨

ポジティブリスト制

現在の日本の家畜共済制度はある程度の成果は

2006 年 5 月より農薬と飼料添加物と動物用医薬

あげているのですが，病気の予防にはあまり役に

品についてのポジティブリスト制が始まろうとし

立っていないように思われます。税金を投入して

ています。これについての詳細はまだ決まってい

いる以上現状に則した制度を考えていく必要があ

ませんが，農家も獣医師もと場もその対応をして

ると思われます。

いく必要があります。
⑩

と畜検査は安心安全な食肉のための獣医師の大

獣医師教育と家畜共済制度

事な仕事のひとつですが，と畜検査結果を家畜の

これからの安心安全な豚肉の生産，そして疾病
の撲滅，豚の福祉のために獣医師のやることは

病気の予防に役立たせていくことも獣医師の大事
な仕事のひとつであると思います。

いっぱいあります。卒後だけではなく学生も含め
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