
 

 

 先日乳牛の伝染性

ナーに出席してきました。

と考えるである。

 

 趾皮膚炎の原因はﾄﾚﾎﾟﾈｰﾏという微生物であるが、これがなかなかの厄介者である。

 

その理由は

� 世界的に広

� 長期的疾患で完治することはない。

� 牛の免疫機能は、これを防御し得ない。

� ﾄﾚﾎﾟﾈｰﾏの単独感染では病変は小さいが、他の細菌と一緒になり病変を大きくする。

� 育成牛からの予防が重要

� 搾乳前

� イチゴ状病変を治療

� 病変は移り変わり、変化する。

 

 

 

 

 

 

 

 

DD の疫学：

●ホルスタイン、フリージャン種は、

●産次が増える毎に，感染リスクは減少する。

●初産牛は感受性が高い。

●3産次の分娩後

●8時間以上放牧する牛は，放牧がない牛よりリスクが

●小規模酪農家

  中規模・大規模（

 ●イチゴ病変は初回感染時に出現

●局所治療の効果は、急性

●ﾄﾚﾎﾟﾈｰﾏは角質化皮膚の深部に潜む。

●ﾄﾚﾎﾟﾈｰﾏ

化皮膚の深部に潜む。

●生体や環境の変化によりシストがはじけて、ﾄﾚﾎﾟﾈｰﾏが活動を開始
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