渡り鳥の飛行ルートと猛禽類のウイルス検出から考える

離乳後の子豚の発育をサポート

〜鳥インフルエンザ発生状況について〜

〜新しくなった、
くみあい豚人工乳〜

か きん

2017 年４月に、くみあい豚人工乳の「ＨＰ子豚シリーズ」と「ヘル
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AI）の発生は、残念ながらともに過去を上回るペースで進んだ。ま
た、家禽への感染源である野鳥の国内発生事例は200 件を超えた。
今回は環境省の「渡り鳥調査」から考えられる事を以下に紹介する。
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を比較すると103％の改善効果が
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確認された
（図３）
。
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くなるため、
「ＨＰ子豚えつけ」は内

り鳥の飛行ルート上にある。中国

より発育改善効果が期待されるバ

期は、脳に次いで骨が早い
（図２）
。

容を見直し、溶解性を向上させた。

とロシアは両国とも家禽や野鳥で

チルス・サブチルスＪＡ-ＺＫ株 ※2

骨は離乳直後から盛んに形成さ

粉餌、液餌ともに、発育改善効果

に飛来する際にも似たルートを飛

●猛禽類からのAIウイルス検出
の意味

AIが発生しており、同地域での感

等の技術により、くみあい豚人工

れ、哺乳期後期に形成のピークを

が確認されている
（図４）。

ぶ可能性が高いので、ハクチョウ

環境省は、野鳥の種類ごとにAI

染拡大の可能性を考えると、日本

乳は子豚の発育に寄与している。

迎える。また、豚は離乳により腸

哺乳期の子豚は豚の生産の中で
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への感染リスクを３段階に分けて
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子豚用自動哺乳器やえつけカッ

●新たに採用する原料

●くみあい豚人工乳の特徴

ミノ酸で、
脂質代謝に関与してい
112％

123％

タウリン

る胆汁酸の分泌促進
（ＨＰ子豚
えつけ、
すこやか、
ヘルシーピッ
グＲ１、
Ｒ２に採用）

100

50

0

粉餌

液餌

※ 粉餌は約 14 日齢の子豚を対象に１週間の発育試験
※ 液餌は子豚用自動哺乳器を用いて約７日齢から２週
間の発育試験

出典：Hammond , 1995
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