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MRSA対策マニュアルの有効性 ……………………………………………………………………………………105
○佐藤友美1） 臼井 優1） 前谷茂樹2） 田村 豊2） （1）酪農大衛生・環境学 2）まえたに動物病院）

公‐3 農場とヒト生活環境間での薬剤耐性菌・耐性遺伝子のベクターとしてのハエの役割 ………………………106
○増井ちな美 臼井 優 福田 昭 田村 豊 （酪農大衛生・環境学）

公‐4 畜舎で使用される消毒薬が腸球菌および緑膿菌の薬剤排出ポンプに与える影響 ……………………………106
○岡﨑大輝 臼井 優 田村 豊 （酪農大衛生・環境学）

9：40～10：20 座長：村松 康和（酪農大）
公‐5 ウガンダ・ワキソ県の一と畜場における牛での肝蛭寄生率実態調査 …………………………………………107

○安齋雅彦1、2） Patrick Michael Oine3） 鈴木一由2） 浅川満彦4）

（1）JICA青年海外協力隊 2）酪農大生産動物医療学 3）ウガンダ・ワキソ県庁獣医事務所
4）酪農大獣医保健看護学）

公‐6 牛の子宮内膜腺癌の1例 ……………………………………………………………………………………………107
○木村香澄1） 関谷明生2） 大内 敏1） （1）北見保健所 2）帯畜大基礎獣医学）

公‐7 小腸原発を疑った牛の転移性腺癌の1例 …………………………………………………………………………108
○猪子理絵1） 横山雄市2） 関谷明生3） （1）帯広食肉衛検 2）浦河保健所 3）帯畜大基礎獣医学）

公‐8 と畜場における潜在的脂肪壊死症牛の血清蛋白質の変化について ……………………………………………108
○原﨑聡子1） 佐々木裕邦2） 橫田 博2） （1）旭川市食肉衛検 2）酪農大生体機能学）

10：30～11：10 座長：門平 睦代（帯畜大）
公‐9 と畜場における牛およびめん羊のカンピロバクター属菌の汚染状況調査 ……………………………………109

○星 忠信 刈屋達也 清水俊一 （早来食肉衛検）
公‐10 と畜場におけるめん羊枝肉の微生物汚染実態調査と衛生対策について ………………………………………109

○大西広輔 板谷 巧 服部賢吾 原﨑聡子 迫 陽子 喜井維大 （旭川市食肉衛検）
公‐11 Mannheimia haemolyticaが検出された羊の肺炎の1例 ………………………………………………………110

○野田かおり1） 池田徹也2） 勝田 賢3） 木村香澄1） 大内 敏1）

（1）北見保健所 2）道立衛研 3）農研機構動衛研）
公‐12 養豚場における食肉検査結果の決定要因の主成分分析による解析法 …………………………………………110

深江征雄1） ○大西綾衣2） 黒澤拓也3） 藤代れい一2） 横井 智2） 大野博士4） 山形 章2）

足立泰基2） （1）根室保健所 2）東藻琴食肉衛検 3）帯広食肉衛検 4）八雲食肉衛検）

24 （270）

北 獣 会 誌 61（2017）
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6）帯畜大基礎獣医学）
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○浅川満彦 （酪農大獣医保健看護学）
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