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第５３回栃木県家畜保健衛生業績発表会演題

１

繁殖豚における尾静脈採血法の検討

県央家畜保健衛生所
齊藤 かおり、藤田 慶一郎、岡崎 克美

役となる家畜保健衛生所職員も採血が実施可能で

はじめに
オーエスキー病（AD )は豚に流・死産や神経症

あり、作業時間の短縮につながる。さらに、スト

状を起こす疾病であり、潜伏感染するためいった

ール前方が開かない構造の豚舎では、前大静脈採

ん農場に侵入すると重篤な経済的被害をもたらす。

血の場合は豚をストールから出して別の場所に誘

国内では平成23年9月現在で13都県（東北3県、関

導し採血する必要があるが、尾静脈採血であれば

東8都県、九州2県）に浸潤しており、国は平成20

その手間なく採血が可能となる。

年にオーエスキー病防疫対策要領を一部改正し平

これまでに、真空採血管を用いた尾静脈採血法

成25年度の本病清浄化を目途に、取り組みを強化

の報告(1)のほかに、尾に注射針を穿刺し滴下した

してきた。

血液を採取する方法や、ヘマトクリット管や採血
用ろ紙を用いた豚の尾静脈採血法の報告（2）（3）(4)

栃木県はオーエスキー病浸潤県の１つであり、
平成 23 年 9 月現在、ステータスⅡ・後期の地域が

があるが、真空採血管であれば採血器具の準備や

全 89 地域中 67 地域を占めており、ステータスⅢ

採血後の血清処理も通常の業務と同様に行え、複

への向上が求められている。

数の検査に用いる血液量を確保できるとともに、

ステータスⅢへの向上要件には AD ワクチン接

採血をスムーズかつ衛生的に行うことができると

種の中止があり、そのためには繁殖豚全頭の AD

考えられる。

抗体検査を行い、野外抗体陽性豚が確認されない

これらのことから、豚のストレス軽減と採血の

ことが条件となる。

効率化のために、ストール若しくは分娩ストール

現在、繁殖豚の採血は鼻保定による前大静脈採

内の繁殖豚における、真空採血管を用いた採血者

血が一般的であるが、短期間に全頭から採血する

単独での尾静脈採血法を検討したのでその概要を

には保定の労力や豚に与えるストレスなどが問題

報告する。

となる。一方、尾静脈採血では、鼻の保定が不要
なことから保定者の負担や豚のストレスが軽減す
ると考えられ、検査に対する畜主の協力を得やす

実施期間と対象農場

くなる。また、ストール内の豚の採血を採血者単

実施期間は平成 23 年 9 月 7 日から 11 月 7 日の

独で実施できることから、前大静脈採血では保定

2 か月間、県央家畜保健衛生所管内養豚農家 13 戸
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のストールまたは分娩ストールで飼育されている
繁殖豚 91 頭を供試した。品種の内訳は LW 36 頭、
LD 17 頭、W 8 頭、WL 8 頭、他 6 品種 22 頭であっ
た。

方法
図３ 尾静脈採血手順３

１ 穿刺部位の検討と実用性の検証
と畜された繁殖豚の尾を解剖し、尾静脈の走行
部位を確認するとともに、橋本らの報告(1)を基に

２ 針の太さの検討

穿刺部位及び穿刺角度を検討した。
また、ストール飼養されている繁殖豚５頭に対

針の太さの違いが尾静脈採血成績に及ぼす影響

し 20 ゲージ（G）11/2 の針と 9ml 真空採血管（血

を検討するため、19、20、21G の針を用いて、採

清分離剤入り）
を用いて単独尾静脈採血を実践し、

血量、所要時間、成功率を比較検討した。今回用

実用性を検証した。

いた針は 21G が採血針（11/2）
、19G 及び 20G は静

採血手順は以下の①から③のとおりである。

脈針（11/2・ショートベベル）を用い、ルアーア

① 尾を持ちあげて腹側部中央を触り、椎体の陥

ダプタを併用して真空採血管用のホルダーにセッ
トして採血を実施した。なお、所要時間は保定を

凹部を確認、アルコール綿で消毒する(図１)。

試みた時点から針を抜くまでとし、1ml 以上採血

② ホルダーに採血針のみをセットし、下方に向
かい、針の根元近くまで一気に穿刺する(図

できたものを成功としたが、採血に当たっては可

２)。

能な限り多くの血液量を採取するよう努めた。解

③ 穿刺後、豚が尻を振るなど動いた場合は落ち

析は、分散分析を行なった。

着くまで待つ。 真空採血管をセットし、ゆっ

３ 豚の採血ストレスの測定
採血の前後に豚に綿花を咀嚼させて採取した唾

くりと針を抜きつつ、血管に当たったところ
で保持する。 必要量を採取したら針を抜き、

液を遠沈管（Salivette）に入れ直ちに氷冷し遠心

圧迫止血する（図３）
。

分離（3,000G×15 分）後、コルチゾール、インタ
ーロイキン 18（以下 IL‑18）
、IgA を宗田らの方法
(5)(6)

に従い ELISA 法で測定した。解析は F 検定後

に試験区の分散に差のないものはスチューデント
のｔ検定、差のあるものはウィルコクリンの順位
和検定を行なった。
図１ 尾静脈採血手順１ 図２ 尾静脈採血手順２

４ 尾静脈採血と前大静脈採血の比較
前大静脈採血は鼻保定によりカテラン針にルア
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19、20、21G の 3 種類の針で尾静脈採血を実施

ーアダプタを併用し、
真空採血管を用いて実施し、
尾静脈採血と採血量、所要時間を比較した。解析

し、採血量、所要時間（図５）
、成功率(図６)を比

はF検定後にスチューデントのt検定を行なった。

較検討した。
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図５ 針の比較（採血量、所要時間）

この解剖結果及び断尾による尾の短縮が保持に
与える影響を考慮し、穿刺部位は尾根部から約
採血量は19Gが4.3ml、
20Gが3.8ml、
21Gが2.7ml

10cm 先端側の腹側部中央、穿刺方向及び角度は、
尾を挙上して尾根部方向に向かい皮膚面から約

で、針が細くなるほど減少傾向にあった。また、

20 度とした（図４矢印）
。

所要時間は 19G が 86 秒、20G が 89 秒、21G が 100
秒で、 針が細くなるほど増加傾向にあった。 し
かし、いずれも有意差は認められなかった。
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図４ 穿刺部位の検討
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ストールで飼養されている農家の繁殖豚で実用
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性の検証を行なったところ、20G の針を用いて 5
図６ 針の比較（成功率）

例中 4 例で血液を採取できたため、実用可能と判
断した。

成功率は、
19G が18 例中11 例成功で成功率61%、
20G が 27 例中 19 例成功で成功率 70%、21G が 22
２ 針の太さの検討

例中 21 例成功で成功率 95%となり、21G の成功率
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は 19G 及び 20G に対し高い傾向にあった。
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３ 豚の採血ストレスの比較
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。
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図８ 尾静脈採血と前大静脈採血の比較

その結果、尾静脈採血と比較し、前大静脈採血
は採血量が 5.3ml と有意に多く、所要時間が 59
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秒で有意差は認められないものの短縮傾向にあっ
た。

図７ 採血前後の唾液中ストレスマーカー
上昇率

まとめ
今回の調査では、いずれも例数が少ないこと

尾静脈採血の穿刺部位について、尾根部より先

から有意差は認められなかったが、尾静脈採血

端側の方が採血しやすいという橋本らの報告があ

に比べ、前大静脈採血はコルチゾール及び IL‑18

った(1)。今回の結果から、尾静脈採血の穿刺部位

で上昇率が高い傾向にあった。IgA では差は認め

は尾根部から約 10cm 先端側、腹側部中央、角度は

られなかった。

下方に約 20 度で実施可能であり、
橋本らの報告と
合わせると尾の形態にも影響されるが尾根部から
約 10cm から 15cm 先端側が適していると推測され

４ 尾静脈採血と前大静脈採血の比較

る。

成功率をもとに針は 21G を選択し、尾静脈採血

また、採血に使用する針は、AD 抗体検査のため

と前大静脈採血を比較した（図８）
。

に全頭を採血するという観点から成功率を重視し、
今回の比較対象の中では 21G が最も適していると
考えられた。なお、今回用いた 19G と 20G の針は
静脈針であり、
針先の角度が18 度と注射針(12 度)
に比べ大きくなっており、この角度の差が成功率
や所要時間に影響を与えていることも考えられる
ため、今後、より採血量を増やし時間を短縮する
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ためには針の種類も検討する必要があると思われ

すべり
にくい
手袋

た。

後退
防止
ベルト

粉末
止血剤

尾静脈採血法は前大静脈採血法と比較して鼻保
定を必要としないため豚のストレス軽減の可能性
ありと推測され、コルチゾールと IL‑18 の検査結
果でもその可能性が示唆されたが、確認のために

図９ 今後の取組

は今後さらに例数を重ねる必要があると思われる。
尾静脈採血法は、前大静脈採血と比較し所要時
間は長く、採血量は少ない傾向にあったが、これ
は尾静脈が細く血管内に針先が完全に入りにくい
ことや針先が血管壁に張り付いてしまうことによ

図９は尾静脈採血法の問題点を改良していくた

り、流入速度が遅く針内に血液が詰まってしまう

めに今回の調査時、数例に試してみたもので、左

場合があったためと考えられる。そのため採血量

から順に、止血に用いる市販の即効性粉末止血材

のばらつきもみられたが、AD 抗体検査に必要な血

（文永堂 クイックストップ）
、滑りにくくする加

液量は採取できていることからこの点については

工が掌面になされている園芸用の手袋、ストール

AD 抗体検査に大きな影響を及ぼさないと考えら

の柵にかけ固定することで豚の後退を防止するた

れた。

めに試作した、ロープラチェット、カラビナ及び
ベルトスリングを組み合わせたベルトである。

また、尾静脈採血時に豚が後退してくる場合が
あり採血者の安全性に配慮する必要があること、

今後このような改良を重ねることにより、AD 抗

採血後の出血が少ないながらも止まりにくく止血

体検査のための全頭採血に向け、尾静脈採血法が

の必要性があることなど、改良の余地があった。

前大静脈採血法と併用できる選択肢となり、効率

以上のことから、ストール内の繁殖豚における

的に採血を行うことができるよう、家畜保健衛生
所職員の技術の習熟度を高めていきたい。

真空採血管を用いた尾静脈採血法は、前大静脈採
血法に比べ劣る点もあるが採血者単独で実施可能

最後に、本調査にご助言・ご協力いただきまし

であり、検査に必要な血液量が採取できることか
ら、AD 抗体検査のための採血法として有用である。

た、動物衛生研究所病態研究領域 宗田吉広先生

しかし、より安全に、円滑に行っていくために問

に深謝いたします。

題点を改良していく必要がある。
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