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アカバネ病ワクチンは種付予定の牛全頭に接種しま

しょう！ 

青梅市 はまなか もえこ さん 

アカバネ病等の牛の異常産の原因となる感染症のワクチン接種時期になりまし

た。アカバネ病やイバラキ病はヌカカなどの吸血昆虫により媒介される疾病です。

2008～2009年に甲信越地方、2010～2011年には東北地方でも発生しており、都内で

の発生の可能性も十分にあります。ワクチンが接種されていない牛で発生している

ため、予防には種付予定の牛全頭にワクチン接種することが大切です。アカバネ病

のまん延防止には地域の牛群全体のアカバネウイルス抗体保有率を上げる必要があ

るため、子牛、育成牛以外の牛全頭に接種するようにしましょう。 

 アカバネ病生ワクチンは国と東京都から、イ

バラキ病生ワクチンは東京都から助成金が交付

されています。予防接種の申込み・ご相談は獣

医師、東京都酪農業協同組合にご連絡くださ

い。 

図：関東以北でのアカバネ病の発生地域 

2010～2011年の発生地域 

2008～2009年の発生地域 

引用元：craft MAP 

きちんと 

接種してね！ 

ワクチン接種の注意点 

ワクチン接種をやめた途端に疾病が発生して

いる事例もあります。正しい接種時期・接種方

法を守り継続していきましょう。 

1. ヌカカが発生する以前の4月～6月の間に接種すること 

2. 毎年接種すること（効果は1年です） 

3. アカバネ病生ワクチンとイバラキ病生ワクチンの 

   接種間隔は2週間以上あけること 
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「定期の報告書」の提出期限がせまっています 
～牛、水牛、鹿、めん山羊、豚、いのしし及び馬の所有者の皆様へ～ 

家畜伝染病予防法に基づく家畜所有者の「定期の報告書」（平成26年分）の提出

期限は、平成26年4月15日です。 

上記家畜の所有者は、遅滞のないよう報告書を当所へ提出してください。 

なお、家きん（鶏、あひる、うずら、きじ、だちょう、ほろほろ鳥及び七面鳥）

所有者の提出期限は6月15日ですが、報告基準日は2月1日となっていますので、早

めの提出をお願いします。 

※小規模所有者以外の家畜所有者で、畜舎数が未記入のものと添付書類に不備が

あるものが多く見受けられます。平面図以外の部分については、現状をきちんと記

入して提出してください。 

豚流行性下痢の防疫対策を再徹底してください！ 

 豚流行性下痢（PED）は、本年2月以降、新たに8県で発生が、1県で疑症例が確認

されています（平成26年3月25日現在）。地理的に離れた地域でも発生が起こって

おり、都内に侵入する可能性も高くなっています。 

お知らせ 

 いつも家保通信をお読みいただきありがとうございます。 

 転居等で送付先が変更になられた方、家畜の飼養を中止された等で家保通信の送付が

不必要になられた方は、お手数ですがご一報願います。 

消毒の徹底を！ 
 本病の伝播は汚染された糞便によって起こり

ます。農場や畜舎出入口での消毒を徹底し、農

場内では専用の衣服や長靴を着用してくださ

い。農場に立入る関係業者の靴や使用機材はす

べて消毒してください。特に、車のタイヤ回

り、タイヤハウス、運転席マットなどを含む、

車両全体の念入りな消毒を行ってください。 

 なお、ウイルス性状がPEDと似ている伝染性

胃腸炎（TGE）では、豚舎の餌を食べにきた野

鳥によって病原体の伝播が起こる事例が報告さ

れています。野生動物が飼料（食品残さも含

む）と接触しないような管理を行って下さい。 

図：PEDの発生地図（H26.3.25現在） 

発生県 

疑症例発生県 

引用元：Craft MAP 
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【両県の症例】  

 埼玉県 

１ 疑い事例の概要 

（１）発生農場数：１農場（秩父地域） 

（２）飼養頭数：約８００頭 

（３）症状：母豚の下痢及び子豚の下痢・死亡 

２ 経緯 

（１）３月２４日、分娩豚舎内の母豚１６頭で食欲減退し、うち３頭が下痢。 

（２）３月２５日、家畜保健衛生所において病性鑑定を実施し、下痢を認めた母豚３頭

と子豚３頭の糞便を用い、ＰＥＤウイルスの有無をＰＣＲ検査で確認した。 

（３）その結果、３月２６日、ＰＥＤの疑い事例であることを確認した。なお、今後、

(独)農業・食品産業技術総合研究機構動物衛生研究所において、病理組織学的検

査により確定診断を行う予定である。 

  

平成25年10月1日に我が国では7年ぶりに沖縄県で発生して以来、3月20まで全国で13県

で発生が確認されました。関東では同年11月18日に茨城県で発生が確認されていました

が、それ以降は発生の確認はありませんでした。しかし、3月26日及び27日と埼玉県及び

千葉県で相次いでPED及び本病を疑う症例が発生したので、一層の防疫体制を整備してく

ださい。 

千葉県･埼玉県でPED及びPEDを疑う症例を確認!! 

 千葉県 

１ 事例の概要  

（１）発生農場数  1農場（県南部）  

（２）飼養頭数   ７，４５０頭   

（３）症    状   繁殖母豚の下痢、哺乳豚の黄色水様性下痢・おう吐、死亡なし。  

２ 経 緯  

（１）３月２５日、分娩舎で母豚６頭と哺乳豚６０頭が水様性下痢を呈した。  

（２）３月２６日、農場の獣医師からＰＥＤを疑い病性鑑定の依頼があったため、速や

かに家畜保健衛生所で遺伝子学的検査（ＰＣＲ）を実施し、ＰＥＤの疑い事例で

あることを確認した。  

（３）３月２７日、発生農場から県内に出荷された農場の異常の有無を確認した。  

（４）３月２７日 午後６時 免疫組織学的検査にてＰＥＤと確定した。 
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・出荷前の臨床症状をよく観察し、下痢等の異状がみられた際には

出荷を停止し、速やかに当所に連絡する。 

・家畜運搬車は、可能な限り複数の養豚農場に立ち入らないように

し、やむをえず立ち入る場合は、運転手と車両の消毒を徹底す

る。 

・排せつ物中の固形分については、適切な発酵とそれによる温度を

確保する。液体分については、浄化後の上清等を農場内で使用し

ないようにし、液肥化処理後の農場還元にあたっては、運搬経路

や他の養豚農場の立地に留意する。 

農場間での伝播防止対策 

・分娩豚舎は他豚舎との衛生管理作業を分け、定期的に豚舎を洗

浄・消毒する。 

・発症豚が確認された場合、発症豚群を完全に隔離するか、早期淘

汰を実施し、徹底的な消毒を行った上で、少なくとも2週間以上

の空房期間を設ける。また、発病豚は保温し、自由飲水させ、電

解質の投与により脱水症状を緩和させる。 

・堆肥舎内の堆肥が飼養豚に接触しないように管理し、野生動物が

飼養豚に直接的又は間接的に接触しないよう対策する。 

・新たに豚を導入する場合、隔離豚舎での2～4週間の健康観察を行

う。 

・タイヤおよび荷台の消毒を中心とした車両消毒を行う。 

・他の養豚農場への立入りは極力控える 

・訪問者を受け入れる際には農場専用の履物と衣類を着用させる。 

 また、飼養豚の観察を徹底し、母豚と哺乳豚に通常と異なる下痢、

嘔吐、食欲不振、死亡などの症状が確認されたときには、直ちに当所

に連絡してください！ 

農場内での拡大防止対策 

病原体の侵入防止対策 



熊本県で高病原性鳥インフルエンザの
疑似患畜が確認されました

熊本県で高病原性鳥インフルエンザの
疑似患畜が確認されました

4月13日、熊本県内の肉用鶏農場で、H５亜型の鳥インフル

 

エンザウイルスが検出されました。
現在、発生地において殺処分、移動制限などの防疫体制が

 

とられています。

1例目

 

熊本県球磨郡多良木町
肉用鶏（56000羽）

2例目

 

熊本県球磨郡相良村
肉用鶏（56000羽）

※2例目は1例目と飼養管理者が同一

 

のため疑似患畜の発生農場と判定

発生状況：死亡羽数の増加
4月11日70羽死亡

→4月12日200羽死亡

東京都家畜保健衛生所
TEL

 

042-524-8001

 

FAX

 

042-523-4286
休日等携帯090-6941-4315
〒190-0013

 

東京都立川市富士見町3-19-4

家きん飼養者の皆様には、野生動物の侵入防止及び農場

 

出入口の消毒を行うなどの飼養衛生管理の徹底をお願いし

 

ます。異常家きん発生時は家畜保健衛生所へ速やかに通報

 

してください。

家 保 通 信 Vol.28

 

号外2

 

2014.4.14
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青梅市 ふじわら あらん さん 夏期鶏サルモネラ検査及び 

残留抗菌性物質検査実施のお知らせ  

5月8日～6月16日の期間で検査を実施します。 

《対象》 概ね100羽以上の家きん飼養農場 

《検査内容》 

サルモネラ検査  ：鶏舎通路床、ケージ、巣箱等の環境材料及び卵 

残留抗菌性物質検査：卵 

《検査日程》 個別にお知らせします。 

国内で発生している伝染病情報 

◎高病原性鳥インフルエンザ（HPAI） 

 熊本県で発生したHPAIのウイルスがH5N8亜型であることが確認されました。韓国

で今年1月から発生している高病原性鳥インフルエンザと同じ亜型ですが、詳しい

感染ルートなどは不明です。 

◎豚流行性下痢（PED） 

 豚流行性下痢は平成26年4月21日現在1

道32県363農場で発生が確認されていま

す。都内での発生は確認されていません

が、引き続き農場に立ち入る人や車両、

物品の消毒を徹底する等病原体の侵入防

止を図ってください。 

 また、全国的な抗体保有状況を把握

し、ウイルスの動向を調査するため、肥

育豚を対象に抗体調査を行うことになり

ました。東京都は非発生県であるため、4

半期ごとの調査となります。ご協力お願

いします。 図：豚流行性下痢（PED）の発生状況 

安心・安全な畜産物を提供するためにぜひお受け下さい！ 

飼養衛生管理基準の遵守の徹底をお願いします！ 
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平成26年度 牛の定期検査のお知らせ 

家畜伝染病予防法第5条に基づく、牛のブルセラ病及びヨーネ病の定期検査を以

下の日程で実施します。飼養者及び関係者の皆様におかれましては、ご協力をお願

いいたします。 

◎定期検査に併せて、牛白血病及び牛ウイルス性下痢粘膜病の検査を実施します

（希望者のみ、無料）。どちらも気づかぬうちに感染が拡大する恐れのある病気

です。ご自身の農場の状況把握にぜひご活用ください。 

◎都内移入牛（導入・預託帰還牛）については、家畜伝染病予防法第5条に基づく

ヨーネ病検査を随時実施しますので、当所までご連絡ください。 

  区市町村 採血日 

北多摩 

清瀬市① 
5月12日 (月) 

上清戸、下宿、中清戸 

清瀬市② 
5月13日 (火) 

中里 

東久留米市 
5月19日 (月) 

武蔵村山市 

立川市① 
5月26日 (月) 

西砂町3丁目 

立川市② 
5月27日 (火) 

西砂町4丁目 

府中市 
6月2日 (月) 

調布市 

区部 練馬区 6月3日 (火) 

西多摩 

青梅市① 
6月9日 (月) 

今井 

青梅市② 
6月10日 (火) 

小曾木、木野下 

青梅市③ 
6月17日 (火) 

新町 

あきる野市① 
10月6日 (月) 

雨間 

あきる野市② 
10月7日 (火) 

瀬戸岡、引田 

日の出町 10月14日 (火) 

※島しょ地区の検査は秋頃を予定しております。 
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青梅市 木村 せりあ さん   暑熱対策で夏を乗り切ろう 

 育成牛 10～25℃ 

牛 泌乳牛 5～20℃ 

 肉用牛 5～25℃ 

 子豚 20～30℃ 

豚 繁殖豚 10～25℃ 

 肥育豚 10～25℃ 

鶏 採卵鶏 20～30℃ 

 ブロイラー 15～25℃ 

表 おもな家畜の適温域 

出典：新版家畜飼育の基礎 

 今年の夏はほぼ平年並みの暑さと言われていますが、表からもわかる

ように、家畜は暑さに弱く、例えば乳用牛では22℃以上から暑熱ストレ

スを受けると言われています。早めの対策で、家畜が快適に過ごせる環

境づくりに努めましょう。以下のポイントを見直してみましょう。 

住住 ○ 扇風機の設置 

   ○ 換気扇の設置 

   ○ すだれ、 

     グリーンカーテンの設置 

   ○ 屋根への散水 

   ○ 屋根の石灰塗装 

   ○ 牛床の改善 

食食 ○ 新鮮で冷たい水の給与 

   ○ 涼しい時間に給餌 

   ○ 飼槽をきれいに 

   ○ ミネラルの増給 

   ○ 飼料の腐敗防止 

衣衣 ○牛：毛刈り 

   ○豚：水浴び、 

    ドリップクーリング 

屋根への石灰塗装の例 グリーンカーテンの例 

出典：中央畜産会 暑熱対策の具体的事例 
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「定期の報告書」の提出期限がせまっています 
～鶏、あひる、うずら、きじ、だちょう、ほろほろ鳥 

                    及び七面鳥の所有者の皆様へ～ 

国内での伝染性疾病の流行状況    

 

平成26年分の家畜伝染病予防法に基づく「定期の報告」の提出期限は、

平成26年6月15日です。 

上記家きんを所有している方は、忘れずに報告書を提出して下さい。 

なお、牛、水牛、鹿、めん羊、山羊、豚、いのしし及び馬の所有者の報

告書の提出期限は4月15日です。未提出の方は、早急に提出して下さい。 

※小規模所有者以外の方で、畜舎数が未記入のものが多く見受けられま

す。畜舎数も記入されているか再度ご確認のうえ、提出してください。 

海外での伝染性疾病の流行状況    

 

豚流行性下痢（PED） 

 発生件数 38道県701戸死亡頭数199,935頭（平成26年5月26日現在） 

 未だに流行が続いています。都内での発生はありませんので、引き続

き疾病の侵入防止に努めてください。またPEDワクチンについては、養

豚農家のみなさまに同封しましたパンフレットをご覧ください。 

高病原性鳥インフルエンザ（HPAI) 

 4月13日に熊本県で発生したHPAIは、5月8日0時をもってすべての制限

区域が解除されました。 

韓国：高病原性鳥インフルエンザ（HPAI）（H5N8)  

   4月28日 渡り鳥からウイルス検出を確認 

中国：小反芻獣疫 【続報】  

   4月7日から4月30日で86件の続発（山羊、羊） 

台湾：低病原性鳥インフルエンザ（LPAI）（H5N2) 

   4月29日 家きんからウイルスと抗体を検出 
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国内外の伝染性疾病の流行状況    

 

青梅市 小野寺 きらら さん 

東京都では、2年に1度の定期検査の他に、都外から導入した牛や預託先から帰還

した牛についても、ヨーネ病検査を随時実施しています。検査対象は「搾乳及び繁

殖の用に供する6箇月齢以上の牛」、検査手数料は1頭につき240円です。 

都内では、平成21年を最後にヨーネ病の発生はありませんが、北海道や近隣県等

では続発しています（下図）。牛の導入・帰還計画が決まりましたら、必ず家畜保

健衛生所に連絡し、検査を受けるようにしてください。 

※東京都酪農業協同組合を介した預託事業の帰還牛に関しては、組合から一括してご連

絡をいただくため、飼養者の皆様からの個別のご連絡は不要です。 

導入牛のヨーネ病検査 

北海道・東北地方 

北海道：223戸433頭 

青森 ：24戸38頭 

岩手 ：13戸18頭 

宮城 ：6戸17頭 

秋田 ：4戸6頭 

山形 ：2戸2頭 

福島 ：1戸1頭 

関東地方 

茨城 ：2戸6頭 

栃木 ：1戸1頭 

群馬 ：7戸10頭 

埼玉 ：1戸2頭 

千葉 ：1戸1頭 

神奈川：2戸3頭 

中部地方 

岐阜：1戸1頭 

静岡：2戸2頭 

愛知：6戸8頭 

三重：1戸3頭 

近畿地方 

京都：1戸1頭 

大阪：1戸1頭 

中国・四国地方 

岡山：1戸2頭 

広島：1戸1頭 

九州・沖縄地方 

長崎：2戸2頭 

熊本：4戸5頭 

大分：1戸1頭 

平成25年 牛のヨーネ病発生状況 

参考）農林水産省 家畜伝染病発生年報 

口蹄疫（豚、O型） 

 5月17日以降、ロシアの極東地方、日本海沿岸近くで数件発生しています。 

豚流行性下痢  

 国内の発生状況  38道県 789農場 死亡頭数 301,513頭（6月22日現在） 
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段ボールでワクモ対策 
 現在、養鶏場で最も実害があるのは、鶏

の外部寄生虫症のワクモ（ダニ）による

被害といわれています。専門家の試算し

た被害額は、66億円／年、殺虫剤費は43

億円／年にもなるとのことです。 

 開放鶏舎のワクモ汚染率は70～80％と

の調査報告もあり、養鶏場の半数以上が 

  ワクモによる被害 

 １.汚卵の発生 

 ２.人への寄生、不快感、アレルギー 

 ３.貧血、元気消失、体重減少、死亡 

 ４.産卵率、飼料効率の低下、卵重の減少 

 ５.病原体(鶏痘、サルモネラ等)の伝搬 

 ６.免疫応答、ワクチン応答の低下 

段ボールを用いたワクモの防除対策 

 ワクモが大量発生した場合の対策は、オールアウト後の

鶏舎洗浄、乾燥及び薬剤散布が効果的です。しかし、鶏舎

に鶏がいる場合は、鶏卵への薬剤残留の危険や、殺虫剤に

抵抗性を示すワクモの出現などに注意する必要がありま

す。 

 これらの心配のない簡単なワクモの防除対策として段

ボール法があります。段ボール法は、ワクモが夜間、鶏か

ら吸血し、昼間はケージの継目や鶏舎の狭い隙間に入り込

んで潜んでいる習性を利用したものです。段ボール片の隙

間にワクモを誘引して捕らえ、段ボールごと廃棄処分する

方法です。 

 栃木県県央家畜保健衛生所の報告によると、厚さ５㎜、

幅6～10㎝、長さ45～75㎝程度の段ボール片を、ケージの

上や餌トイに洗濯ばさみ等で多数止めて置き、1週間程度

で回収し、段ボール片ごと廃棄(焼却等)処分することを繰

り返すとワクモ生息数の減少、貧血や汚染卵の低減が図れ

ると報告されています。段ボール片に、誘引剤としてレモ

ングラス精油を塗布するとより効果が増すそうです。 

 一度試してみてはいかがでしょうか。 

ワクモの被害を受けているといえます。6～7月は、最もワ

クモの繁殖しやすい時期です。あなたの鶏舎のワクモの生

息状況を確認して、早めの対策を実施しましょう。 

段ボール片の設置状況  

段ボール片内に集まった

ワクモ集塊（黒点）  

段ボール片  

5mm  

45～75㎝ 

6～10㎝ 
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当時の家保通信の挿絵です 韓国で口蹄疫が発生！ 

 韓国南東部の養豚場２戸で、口蹄疫（O型）

が発生しました。韓国では、口蹄疫ワクチンを

接種しており、2011年4月以来、3年3か月ぶり

の発生です。東アジア地域では、北朝鮮、ロシ

ア、中国等でも口蹄疫が発生していますが、韓

国で発生が確認されたため、より一層の注意が

必要です。 

① 農場出入り口での人、車両の消毒の徹底 

② 口蹄疫の発生している国への渡航自粛 

③ 口蹄疫を疑う症状を呈している家畜を発見 

 したら、すぐに家畜保健衛生所に連絡する 
2014年7月28日13時00分現在 

韓国で高病原性鳥インフルエンザ（HPAI) 

               （H5N8亜型）発生！ 

 7月27日に全羅南道咸平（ハムピョン）郡のあひる農家（種あひる12,000羽、肉

用あひる30,000羽）で、HPAIが発生しました。出荷のためのAI検査で陽性が出たた

め、確定診断のための精密検査が行われました。 

 改めて、飼養衛生管理基準の遵守をお願いします。 

① 農場出入り口での人、車両の消毒の徹底 

② 家きん舎、防鳥ネットの破損があるときは、すぐに修繕する 

③ HPAIの発生している国への渡航自粛 

④ HPAIを疑う症状を呈している家きんを発見したら、 

  すぐに家畜保健衛生所に連絡する 

口蹄疫を疑う症状 

 ・39℃以上の発熱 

 ・泡沫性流涎（よだれ）、跛行、起立不能、泌乳停止 

 ・口、鼻、蹄、乳頭、乳房のいずれかに水疱、びらん、潰瘍、瘢痕 
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具体的な内容については、個別に家畜保健衛生所までご相談ください。 

  子供たちの夏休みが始まり、都内の農場でも酪農体験などを行

うことがあると思います。また、秋には各地で産業祭が開かれま

す。牛に限らず、どの家畜にも、家畜から人への感染、人から家畜への感染、双方

に注意が必要です。以下のことを守って、訪れる人にとっても、大切な家畜にとっ

ても、安全で楽しいふれあいイベントにして下さい。  

◆ 訪問者の記録を取る 

◆ 海外に１週間以内に行った人は農場に入れない 

◆ 当日に他の農場に行った人は入れない  

  また、自農場に入った人は当日に他の農場へ行かないよう注意する 

◆ 衛生管理区域の出入口で、手指の洗浄、消毒と、くつの消毒をする 

◆ 健康な家畜を使用する 

◆ 家畜の糞便は速やかに片づける 

◆ 衛生管理区域に車両が入る場合は、車両の消毒をする 

◆ 国内外の伝染性疾病の発生状況を参考に、イベントを行う 

ふれあいイベントでの注意点 

 消毒薬の使い方を確認しましょう。 

  

 下線のあるものは、口蹄疫ウイルスにも効果があります。また、塩素剤、ヨウ

素剤には金属に強い腐食性があります。消毒薬は説明書をよく読み、正しい希釈

濃度で使用してください。 

消毒薬の種類と使い方 

用途  消毒薬の種類 

車両消毒 動力噴霧器 アルデヒド系、逆性石けんなど 

 車両消毒槽 ４％炭酸ナトリウム、逆性石けんなど 

踏込消毒槽  ４％炭酸ナトリウム、消石灰、10％消石灰乳、 

塩素剤、逆性石けん、オルソ剤 

畜舎  アルデヒド系、塩素剤、ヨウ素剤、逆性石けん、 

オルソ剤など 

手指など  消毒用アルコール、クエン酸 

参考：南丹畜産情報 
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当時の家保通信の挿絵です 

飼養衛生管理基準のはなし① 

 毎年、遵守状況確認のため、農場でのチェックをしています。都内農場ではとく

に、車両の消毒や、作業者の手指の洗浄・消毒、靴底の消毒などが、実施されにく

い現状にありますので、改善策をご紹介します。高病原性鳥インフルエンザが発生

した農場に対し、「車両用消毒設備を備えていなかった」との理由で特別手当金が

減額された事例もあります。 

車両消毒の方法 ～消石灰帯の設置～ 

手間のかからない方法として、消石灰帯の設置がおすすめです。飛び散らず扱い

やすい顆粒状のものもあります。衛生管理区域の出入口に幅２ｍ×長さ３ｍほど消

石灰を散布してください。消石灰は、口蹄疫や鳥インフルエンザ、PEDなど様々な

疾病に効果があります。ただし、水分を含むと効果がなくなりますので、その都

度、再散布してください。 

お手製の散布機。 

鶏用コンテナーにタイヤ

とロープをつけた。消石

灰を入れて引っ張るだけ

で手軽に散布できます！ 

～動力噴霧器または手動式噴霧器～ 

 消石灰帯の設置が困難な場合

は、動力噴霧器または手動式噴霧

器の設置が良いでしょう。農場の

入り口に設置し、貼り紙をするな

どして、必ず運転手に使用しても

らうようにしましょう。 

車両消毒の際の注意点 

 消毒はタイヤ回りだけでなく、車の荷台、タイヤハウス、

運転席マット等も行ってください。運転手の方は、手指と靴

底の消毒も忘れずにしましょう。 
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海外の伝染性疾病の流行状況 
   

 

検査名 検査対象 検査戸数 
検出戸数  

（検出率） 

サルモネラ検査 
鶏舎内ほこり 34 3(8.8%） 

鶏卵 34 0（0%） 

残留抗菌線物質検査 鶏卵 34 0（0%） 

サルモネラ検査（夏期）の結果 
 夏期の養鶏場のサルモネラ検査及び残留抗菌性物質検査が終了いたしました。結

果は以下の通りです。ご協力ありがとうございました。 

平成26年度 夏期養鶏場検査結果 

 サルモネラは農場に出入りする人や物、野生動物などいろいろな経路から農場に

侵入します。サルモネラの侵入を防止するために消毒や野生動物の駆除を行うこと

は、鳥インフルエンザなど他の疾病の侵入の防止にもなりますので、もう一度対策

を見直しましょう。 

豚流行性下痢の新たな発生確定件数の推移 

資料：農林水産省HP  発生戸数は8月17日までの数値 

  北海道 

  東北 

  関東 

  北陸・信越 

  東海 

  中四国 

  九州沖縄 

韓国 口蹄疫（O型） 

 7月23日に韓国で3年ぶりに発生した口蹄疫は、8月6日に3例目が発生しました。 

韓国 高病原性鳥インフルエンザ（H5N8亜型）の疫学調査結果 

 今年1月から発生していたHPAIについて、調査委員は、韓国国内でH5N8亜型の発

生は今回初めてであったことなどから、ウイルスは野鳥から侵入して、人や物の移

動とともに伝播したものと確認しました。 

 PEDの発生は、４月の流行ピーク

時からは減少しているものの、関

東地方を中心に、散発していま

す。また、発生農場の約９割で沈

静化が確認されていますが、一部

の農場では死亡が続いています。 

 都内での発生はありませんの

で、引き続き飼養衛生管理基準を

遵守して下さい。特に外来者、車

両の出入り時の消毒等の徹底が重

要です。 

豚流行性下痢（PED)の流行状況 

４月 
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当時の家保通信の挿絵です 

飼養衛生管理基準のはなし② 

踏み込み消毒槽 水で汚れを落とす 汚れた長靴 

衛生管理区域、畜舎・家きん舎の出入口に、踏み込み消毒槽を設置しましょう。 

◆よくきく消毒の３つのポイント◆ 

１ 適切な濃度・使用方法・・・消毒薬は説明書記載の濃度で調整し、異なる種類

の消毒薬は混ぜないようにしましょう。長靴についた泥や糞便を落としてから使用し

ましょう。消石灰は１ヶ月に１回、その他の消毒薬は毎日１回交換してください。 

３ 適正な温度で・・・消毒薬は

温度が低くなると効果が低下しま

す。（右図参照）冬は水温が下が

りますので、長時間つけること

で、効果を補うとよいでしょう。 

２ なるべく長時間・・・消毒槽につけている時間が長ければ長いほど効果が上が

ります。なるべく長い時間踏み込みするようにしましょう。また、作業終了後に長

靴を一晩つけ置きしておくとより効果が上がります。 

ポリタンクを代用 消毒薬の空き容器を利用 収納ケースを代用 

フタ付き。 

つけ置きに最適。 

出典：畜産現場の消毒  
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米国で水胞性口炎が発生しています 

水胞性口炎とは 

症  状 ：潜伏期間２～８日 

      発熱の後、泡沫性の流涎、口腔・鼻腔・蹄部への水疱の形成 

      口蹄疫と症状からは区別ができないため、病性鑑定が必要です。 

感受性動物：馬、牛、豚、鹿など。まれに羊、山羊にも感染。 

     （法定伝染病：牛、豚、馬、水牛、鹿、いのしし） 

発  生 ：アメリカ大陸のみ 

      ５月から８月までにテキサス州（初発）、コロラド州で合わせて186件 

     （馬、牛で感染の報告） 

伝播経路 ：感染動物との直接接触、吸血昆虫による媒介 

      汚染唾液が付着した乾草の摂取等 

 米国などに渡航の際には、感受性動物との接触、飼育施設への立入等を避けてくだ

さい。また、飼養衛生管理基準の遵守をお願いします。 

鶏病抗体調査実施のお知らせ 

 今月から、概ね100羽以上1000羽未満の家きんを飼育している養鶏農場の鶏病抗

体調査を実施します（1000羽以上飼養農場は平成27年1月頃の実施を予定していま

す）。実施内容は下表の通りです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

 また、高病原性鳥インフルエンザ及び低病原性鳥インフルエンザの防疫対策を強

化するため、巡回時に各農場の飼養衛生管理状況の確認もさせていただきます。ご

協力よろしくお願いします。 

検査材料 血液（1群10羽抽出） 

検査項目 
ニューカッスル病、鶏マイコプラズマ病、 

家きんサルモネラ感染症、鳥インフルエンザ等 

聞き取り調査 
鶏の導入状況、ワクチン接種状況、卵の販売先等 

※ワクチンプログラム等必要な書類をご用意ください 

検査日程 個別に郵送しましたのでご確認ください 

鶏病抗体調査の概要 
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韓国で高病原性鳥インフルエンザ(H5N8亜型)発生 

 9月24日、韓国の南部、全

羅南道霊岩郡の肉用あひる農

場で、高病原性鳥インフルエ

ンザ(HPAI)(H5N8亜型)の発生

が確認されました。 

【農場概要】 

肉用あひる農場 

 飼養羽数 21,000羽 

 死亡羽数  1,200羽 

 淘汰羽数 19,800羽 

 韓国では平成26年1月からこれまでに29件の発生がありました（詳細は

裏面）。今シーズンの冬鳥の日本への飛来が本格化するに伴い、鳥イン

フルエンザウイルスの侵入リスクは一層高まるものと考えられます。ウ

イルスの侵入防止対策を再確認してください。 

 ・防鳥ネットの破れや隙間を点検し、補修する 

 ・衛生管理区域、鶏舎の入り口に消毒槽を設置し、消毒薬を定期的に 

  交換する 

 ・鳥インフルエンザが発生している国への渡航を、なるべく控える 

 ・家きんの健康状態をよく観察し、異常があるときは、すぐに 

  家畜保健衛生所へ連絡する        

最新の疾病発生情報は、 

農林水産省のHPでご確認ください 

http://www.maff.go.jp/j/syouan/douei/tori/index.html 

東京都家畜保健衛生所 

TEL  ０４２－５２４－８００１   

携帯 ０９０－６９４１－４３１５ 
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韓国におけるHPAI(H5N8亜型)の発生状況（2014年1月～） 
2014年9月25日現在 
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都内で豚流行性下痢(PED)の疑い事例が発生!! 

 平成２６年１０月１１日（土）、都内養豚農家において、豚流行性下痢（ＰＥＤ）

の疑い事例が発生したのでお知らせします。  

１ 概要  

（１）農場数 １農場  

（２）飼養頭数 １６９頭  

（３）症 状 子豚の下痢、死亡豚なし  

２  対応 

（１）当該農場に対し、感染拡大防止のため、豚舎や出入車両等の消毒の徹底を指導

するとともに、豚の移動自粛を要請済み。  

（２）都内すべての養豚場及び関係者に対し、農場の消毒、農場に出入りする畜産関

係車両の消毒等の衛生対策の徹底指導を繰り返し行う。 

（３）農場の抗体調査を行い、ウイルスの動向を把握する。 

PEDを侵入させないために 

・農場での出入および畜産関係施設への入退場時には車両、長靴などを消毒しま

しょう。特に豚の運搬車両は、荷台の洗浄、消毒も重要です。  

・農場内では、分娩舎への病原体侵入を図ることが重要です。分娩舎専用の衣服・

長靴等を着用するとともに、分娩舎の作業を最初に行いましょう。  

・ワクチンによるＰＥＤ防御効果を最大限発揮させるため、適正なワクチン接種

を励行しましょう。  

・飼育豚（母豚、肥育豚、子豚）に、下痢やおう吐等が見られた際には、必ず当

所にご連絡ください。 
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韓国では高病原性鳥インフルエンザ

（H5N8）が継続して発生 

 ＜韓国における10月以降のHPAI発生状況＞ 

  10月11日 全羅南道 あひる農家 １戸 

  10月17日 全羅南道 あひる農家 ２戸 

 韓国の南部では依然として、HPAIの発生が継続して

います。過去、国内での発生時には、ほとんどの場

合、先行して韓国の発生が確認されています。引き続

き、飼養衛生管理基準の遵守をお願いします。 

当時の家保通信の挿絵 

   豚流行性下痢（PED）の発生 

 養豚農家の方にはすでにご連絡しましたが、10月11日に都内で発生したPEDの疑い事例

は、確定診断の結果、10月16日にPEDと確定しました。 

 PEDウイルスは寒さに強く、4℃のスラリー中では28日以上生存します。しかし、消毒薬

は幅広く効きますので、農場の出入りの際には消毒を徹底して下さい。 

HPAIに係る疫学調査報告書から 

 平成26年4月に熊本県で発生した高病原性鳥インフルエンザ（HPAI）は、農場からの通

報が早く、迅速な対応が行われたため、周辺農場へ感染拡大することなく早期のまん延防止

に成功した例と考えられました。疫学調査報告書から、参考になる部分をご紹介します。 

家きんの健康観察と早期通報 

 家畜伝染病予防法ではHPAIの特定症状を「死亡率が通常の２倍以上になること」と定め

ています。熊本県での事例は、肉用鶏56,000羽を飼養する農場でしたが、4月11日に第4

鶏舎において通常5羽程度の死亡羽数であったものが34羽と増加していたため、農場指導

員が死亡鶏を解剖し、暑熱による死亡を疑いました。さらに翌日に200羽の死亡があった

ことから家畜保健衛生所に連絡がありました。 

  

中国で口蹄疫の発生 

 10月8日、中国（チベット自治区）において牛で口蹄疫（A型）の発生が確認されました。 

 国内外で、家畜の伝染性疾病が発生しています。特にウイルスは、寒くなると環境中に長

く存在しますので、冬季に流行する傾向があります。もう一度、飼養衛生管理基準を見直し

ましょう。 
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ネズミ対策～殺鼠剤の使い方～ 
 家畜の疾病を防ぐには、野生動物の畜舎への侵入防止も重要ですが、ネズミの駆除

に苦慮されている方も多いと思います。殺鼠剤には、設置後１～３日で効果が出る

即効性殺鼠剤（シリロシド、ノルボルマイド、リン化亜鉛）と効果が出るまでに７

日～１０日かかる遅効性殺鼠剤（ワルファリン、クマテトラリル）の２種類があり

ます。両殺鼠剤を効果的に使用して耐性ネズミも効果的に防除しましょう。 

◆設置のポイント◆ 

・畜舎の隅に設置 

・家畜や子供、ペットなどが誤食しないよう高い場所に設置す

る。ケージ飼い鶏舎は通路に設置してもよい。 

・1カ所に大量よりも少量ずつ、よく食べるポイントに多く配置 

・一度おかしいと思った食べ物は二度と食べなくなるので、殺鼠

剤選びは慎重に 

・家畜の飼料など、嗜好性のよい餌材と混合するとよい 

・必ず手袋を着用し、人間の臭いがつかないようにする 

・即効性殺鼠剤から薬成分

を抜いた専用の無毒餌で

十分に餌ならしする。 

・３日に一度畜舎に設置。 

・２～３週間（一ヶ月）実施。 

専用無毒餌 

・無毒餌を食べることに警

戒心がなくなったことを確

認したら、即効性殺鼠剤に

切り替える。 

・約90％のネズミを駆除可

能 

即効性殺鼠剤 

・即効性殺鼠剤では駆除でき

ないネズミに効果がある。 

・遅効性殺鼠剤使用後は、半

年に一度即効性殺鼠剤を使

用して対策を続ける。 

遅効性殺鼠剤 

皿に入れた粉末タイプの殺鼠剤 金網から吊り下げたブロックタイプの殺鼠剤 

殺鼠剤の設置場所の例 

参考：「クリーンな鶏舎」20のアイディア 著者:横関正直 山本喜康 発行:㈱日本畜産振興会 

    ねずみ対策～クマネズミってご存知ですか～ 東京都福祉保健局 多摩府中保健所 

形状は粉末タイプ、ペレットタ

イプ、ブロックタイプがあるの

で、ネズミが食べるものを選ぶ 
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鳥インフルエンザにご注意を！！ 

 日ごとに寒さが厳しくなり、渡り鳥の本格的な飛来シーズンを迎えました。 

 中国では、我が国への渡り鳥の経由地とされる東北部の湿地などからも、高病原

性鳥インフルエンザ（HPAI）ウイルスが検出され、野鳥によるウイルスの侵入リス

クは非常に高くなっています。また、韓国では9月以降もHPAI（H5N8亜型）の発生

が報告されています。（裏面もご覧ください）  

  次の４点を再度確認してください。 

 

 １ 飼養衛生管理の確認 

     HPAIの予防だけでなく、他の疾病予防、生産性向上につながります 

 ２ 野鳥、ネズミ等の野生動物対策 

     防鳥ネットの点検、ネズミの駆除など 

 ３ 異常家きん発見時の早期通報 

     日頃から家きんの健康観察と記録を！ 

 ４ 発生情報の収集 

     本病の発生している国、地域への渡航はできるだけ避けてください 
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春秋の渡りと越冬地域内での移動 

中国、韓国での発生状況と渡り鳥の移動の関係 

＊家きん以外の環境サンプルからの検出 

日本へ来る渡り

鳥の経由地とな

る湿地でもAIウ

イルスが検出さ

れています！ 

：家きんでH5N8が確認された市・群 

：野鳥でH5N8が確認された市・群 

：家きんでH5N8が確認された道・

特別自治市等 

中国における高病原性鳥インフルエンザの発生状況（2014年1月～） 

韓国における高病原性鳥インフルエンザ

（H5N8亜型）の発生状況（2014年1月～） 
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島根県で野鳥から 

   高病原性鳥インフルエンザウイルスを検出 

 島根県安来市において、11月3日に回収さ

れたコハクチョウの糞便から、高病原性鳥イ

ンフルエンザウイルス（HPAI）（H5N8亜型）

が検出されました。今秋以降、国内で野鳥に

おいてHPAIウイルスが初めて確認されまし

た。これまで以上に養鶏場へのウイルスの侵

入に警戒する必要があります。 

海外におけるHPAI発生状況 
ドイツ 

 発生日 2014年11月4日 

 農場概要 肥育用七面鳥農家（飼養羽数 約31000羽）  

 血清型 H5N8亜型 

 ドイツでは、本年10月に低病原性鳥インフルエンザ（H5N2亜型）の発生が確認さ

れていましたが、新たにH5N8亜型の発生が確認されました。 

韓国（発生疑い） 

 疑い発生日 2014年11月12日 

 農場概要 地鶏農家（飼養羽数 400羽） 

 血清型 H5N8亜型 

 韓国では、依然HPAIの発生が継続しています。アヒルでの発生が多く報告されて

いますが、今回は鶏での発生の疑いです。 

防鳥ネットの破れなど、野鳥をはじめとする野生動物の侵入防止対策

に不備がないか、確認してください。 
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東京都で回収された死亡野鳥における 

  鳥インフルエンザ検査状況等について 

【主な経緯】 

  場所 東京都江東区 

  検体 死亡野鳥（ホシハジロ）１体 

  経緯 11月13日  ホシハジロ１体の死体を回収 

            簡易検査を実施したところ陰性と判明 

    11月17日 国立環境研究所が遺伝子検査を実施したところ 

          A型インフルエンザウイルス遺伝子陽性と判明 

            発生地周辺10㎞圏内を野鳥監視重点区域に指定 

    11月18日 動物衛生研究所に確定検査のため検体を移送 

          検査結果判明まで１週間程度かかる見込み 

 現時点では遺伝子検査によりA型インフルエンザウイルス陽性が確認されたもので、病性は

未確定であり、高病原性鳥インフルエンザの発生が確認されたわけではありません。確定検査

の結果陰性となることもあります。 

鳥インフルエンザウイルスの侵入リスクが高まっています！ 

飼養衛生管理基準を見直し、次のことを確認してください。 

・衛生管理区域、鶏舎の入り口で、長靴の交換または靴底の消毒をしてください 

・防鳥ネットの破損、すき間がないか確認し、見つけたらすぐに修理してください 

・外部からの人や車をなるべく入れないようにしましょう 

・毎日家きんを観察し、異常があったらすぐに当所まで連絡してください 

・鳥インフルエンザが発生している国、地域への渡航はできるだけ控えてください 
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鳥インフルエンザに警戒を！ 

当時の家保通信の挿絵 

海外の鳥インフルエンザ発生状況 

オランダ 11月14日から21日までに、３農場でHPAI（H5N8亜型）が発生。 

イギリス 11月14日、１農場でHPAI（H5N8亜型）が発生。 

  国内の豚流行性下痢（PED）発生状況 
 今シーズン（平成26年9月以降）のPEDの発生は、8都県17農場565頭死亡（平成26

年11月23日現在）となっており、発生数は再び増加傾向にあります。また、再発事

例も報告されています。引き続き、飼養衛生管理基準の遵守に努めてください。 

場所 検体 回収日 検査状況 

東京都江東区 ホシハジロの死体 11/13 ｲﾝﾌﾙｴﾝｻﾞｳｲﾙｽは分離されず※ 

宮城県栗原市 オオハクチョウの死体 11/19 ｲﾝﾌﾙｴﾝｻﾞｳｲﾙｽは分離されず 

千葉県長生郡 

長柄町 

カモ類の糞 11/18 HPAI（H5N8亜型）と判明 

鳥取県鳥取市 カモ類の糞 11/18 HPAI（H5N8亜型）と判明 

東京都大田区 ホシハジロの死体 11/26 簡易検査陽性。確定検査を実施中 

鹿児島県出水市 マナヅルの衰弱個体 11/23 A型ｲﾝﾌﾙｴﾝｻﾞ遺伝子検査陽性 

確定検査を実施中 

 今冬の渡り鳥の飛来シーズンに入り、国内では野鳥の糞便や死亡野鳥から、鳥イ

ンフルエンザウイルスが検出されるなどの事例が続いています。また、欧州でも家

きんで高病原性鳥インフルエンザ（HPAI）（H5N8亜型）の発生が続けて確認されて

おります。平成22年に全国的にHPAIが流行した時と比較しても、日本全国どこの家

きん飼養農場において本病が発生してもおかしくない状況です。農場への出入りの

際の消毒と野鳥の侵入防止対策をもう一度徹底して下さい。また、家きんに異常を

見つけたら、すぐに当所までご連絡ください。 

国内の野鳥における鳥インフルエンザ検査状況 

※11/17に遺伝子検査において陽性とされた死亡野鳥について、確定検査の結果、A型インフル

エンザウイルスは分離されませんでした。遺伝子検査では不活化した（死んでいる）ウイルス

の遺伝子にも反応し陽性となることがあります。 
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牛白血病（届出伝染病）が発生 
10月、都内農場で牛白血病（地方病性牛白

血病）が発生しました。当該牛は食欲不振、

発熱、体表リンパ節の腫脹等の症状を呈し、

家保の検査で牛白血病と診断されました。都

内の農場では、牛白血病ウイルス（ＢＬＶ）

が広く浸潤していますが、発症率が低いこと

や潜伏期間が長いことから、ウイルス感染の

リスクが見えにくく、対策が遅れがちです。

しかし、対策をしなければ感染牛は増え続

け、発症に至れば大きな損害が生じます。 

（出典：地方病性牛白血病（EBL）の発生・拡大防止に

向けて 家畜衛生対策推進協会） 

【都内農場のＢＬＶ浸潤状況※】※平成24、25年度の定期検査検体を用いた任意の抗体検査（ELISA法）による 

農場の陽性率（67.3％） 

陰性農場18戸 

陽性農場37戸 

個体の陽性率（23.9％） 

陽性個体376頭 

陰性個体1161頭 

（１）農場にＢＬＶを侵入させない 

   ・非感染牛を導入する 

   ・牛を預託する場合には陰性農場を選ぶ 

（２）農場内でＢＬＶを拡散させない 

   ・定期的に抗体検査を受け、感染牛を把握する 

   ・注射針や直腸検査用手袋は使い回さない 

   ・駆除剤や忌避剤等の使用により、吸血昆虫を減らす 

   ・感染牛と非感染牛とはできるだけ離して飼育し、牛 

    に接触する作業は非感染牛から行う 

   ・初乳は陰性牛のものを与える（難しい場合は、加温や凍結した初乳、または市販の 

    代用乳を与える） 

   ・後継牛は非感染牛からとり、感染牛、特にハイリスク牛※を計画的に淘汰する 

       ※ハイリスク牛：他の牛へのウイルス伝播リスクが高い牛。家保の精密検査で推測す 

        ることができます。 

ＢＬＶの伝播方式 

ウイルスは感染牛の血液・乳汁

に含まれる 

●水平感染（90％程度）⇒ 

 人為的感染、乳汁感染、吸血

昆虫による機械的伝播 

●垂直感染（10％程度）⇒ 

 子宮内感染、産道感染 

牛白血病に関するお問い合わせは家畜保健衛生所まで！ 

一緒に対策を検討し実施しましょう 

丸印：体表リンパ節の腫大     眼球突出 
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韓国で口蹄疫(豚)が発生 
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発生地  忠清北道 鎮川郡 

飼養頭数 豚15,884頭 

発生状況  

12月3日 豚30頭に水胞、起立不能症状が 

     あることを通報 

12月4日 血清型O型と確定 

※韓国では今回発生した血清型O型を含む

口蹄疫ワクチンを接種しており、拡散する

可能性は低いとしている 

◆飼養衛生管理の遵守の再徹底をお願いします！ 

① 農場での人・もの・車両の出入りの際は、消毒等を徹底してください 

② 口蹄疫が発生している国への渡航自粛をお願いします 

③ 口蹄疫を疑う症状（裏面参照）を呈している家畜を発見したときは、

すぐに家畜保健衛生所に連絡してください 

 韓国の豚飼養農場において口蹄疫の発生が確認されました。韓国で

は、本年に入って4件目の発生です。 

口蹄疫に効く消毒薬の種類 

・消石灰         ・アルデヒド系 

・炭酸ナトリウム     ・複合消毒薬 

・ヨウ素系        ・NaOH添加消毒薬 

・塩素系 

詳しくは家畜保健衛生所までお問い合わせください。 
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宮崎県で高病原性鳥インフルエンザ疑似患畜発生 

 12月15日、宮崎県延岡市の養鶏場で高病原性鳥インフルエンザ

（HPAI)の疑似患畜が確認されました。 

 １ 農場概要 

    所在地  宮崎県延岡市北川町川内名10585 

    飼養状況 種鶏 飼養羽数 4,000羽 

 ２ 経緯 

  (1)14日、当該農場において、死亡鶏が増加したため、農協技術員が簡易検査を 

   実施したところ陰性を確認 

  (2)15日、当該農場から延岡家畜保健衛生所に死亡鶏が増加した旨通報 

  (3)延岡家保が簡易検査を実施したところ、陽性を確認 

  (4)宮崎家保の遺伝子検査の結果、H5亜型を確認 

 ３ 防疫対応 

遺伝子検査の結果及び死亡羽数の状況から、HPAIの疑似患畜と確認された

ため、宮崎県は、飼養家きんの殺処分、発生場所の消毒、周辺農場の移動制限

等の防疫措置を始めています。 

今冬は野鳥からも鳥インフルエンザウイルスが検出されていますが、国内の養鶏場

でHPAIの発生があったことから、より厳重な警戒が必要です。  

飼養衛生管理基準の遵守を！ 

 ・防鳥ネットの破れや隙間を点検、補修し、鶏舎に野鳥が入らないよ

うにする 

 ・衛生管理区域、鶏舎の入り口に消毒槽を設置し、消毒薬を定期的に

交換する 

 ・鳥インフルエンザが発生している国への渡航を、なるべく控える 

 ・家きんの健康状態をよく観察し、異常があるときは、すぐに家畜保

健衛生所へ連絡する        
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当時の家保通信の挿絵 

 都内で発生した豚流行性下痢(PED)は、農場内全体で症状が見られなくなってから８

週間が経過したため、12月17日に「PED防疫マニュアル」に基づく非発生農場に復帰し

ました。現在、都内にPED発生農場はありません。詳細は、「PED防疫マニュアル」を

ご覧ください。依然として、国内ではPEDの発生が続いています。引き続き、飼養衛生

管理基準の遵守に努めてください。 

新年の御挨拶 

東京都家畜保健衛生所長 塩谷 勝 
 

明けましておめでとうございます。 

皆様におかれましてはつつがなく新年をお迎えのこととお慶び申し上げます。 

日頃から、皆様には当所の業務に御理解と御協力を賜り誠にありがとうございます。 

近年の飼料価格の高止まりや猛暑、豪雨等の異常気象により、依然として厳しい畜産

情勢が続いております。家畜衛生においては、周辺諸国で口蹄疫や高病原性鳥インフ

ルエンザ等が発生し、今冬は国内でも野鳥による鳥インフルエンザ侵入事例が相次い

でいます。また、豚流行性下痢が昨年9月以降再び流行の兆しを見せ、沈静化農場での

再発生も散見されます。 

関係者の皆様には、日頃から衛生管理に御尽力いただいておりますが、家畜等に何か

異常がありましたら速やかにお知らせください。適切な衛生管理と迅速な防疫対応は

被害軽減につながります。 

 さて、死亡牛のBSE検査は24か月齢以上を対象にしておりますが、国では検査体制の

検討を行っています。また、馬伝染性貧血検査については、来年度から検査間隔を見

直す予定です。新たな動きについては随時お知らせいたします。 

 今年も安全・安心な農畜産物づくりに向けた取り組みに勤しんでまいりますので、

何とぞよろしくお願いします。 

 2015年の干支は乙未（きのとひつじ）。羊は群れをなすことから、家族

の安泰を示すと言われています。 

 皆様にとって幸多い年になりますよう心よりお祈り申し上げます。 

都内の豚流行性下痢の発生状況 
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海外での伝染性疾病の流行状況 

   

 

野鳥における鳥インフルエンザ検査状況（2014年12月20日現在）※下線は確定検査中 

年末・年始および春節における防疫対策の強化 

 年末・年始および春節を迎えるにあたり、特にアジア地域における人・物の移動が盛ん

になることが見込まれることから、口蹄疫を始めとする家畜伝染病に対する防疫対策の

強化をお願いします。衛生管理区域に必要のない人は立ち入らせず、農場の出入りの際

には、手指、靴底を消毒し、車両の消毒を徹底して下さい。口蹄疫、鳥インフルエンザ等

が発生している国への渡航はできる限り自粛してください。 

 また、家畜に口蹄疫やPED、HPAI等を疑う症状が見られたときは、すぐに家畜保健衛

生所までご連絡ください。 

岐阜県可児市 

 回収日：12/16 

 種名：オシドリ 

 確定検査：HPAI（H5N8亜型） 

千葉県長生郡長柄町 

 回収日：11/18 

 種名：カモ類の糞 

 確定検査：HPAI 

     （H5N8亜型） 

鳥取県鳥取市 

 回収日：11/18 

 種名：カモ類の糞 

 確定検査：HPAI 

    （H5N8亜型） 

鹿児島県出水市  

 回収日：11/23 種名：マナヅル 

 回収日：12/1 種名：環境試料（ねぐらの水） 

 回収日：12/7 種名：ナベヅル 

 確定検査：いずれもHPAI（H5N8亜型） 

島根県安来市 

 回収日：11/13 

 種名：コハクチョウ 

 確定検査：HPAI（H5N8亜型） 

島根県出雲市 

 回収日12/16 

 種名：マガモ  

 簡易検査陽性 

兵庫県南あわじ市 

 回収日：11/29 

 アイガモ（野生化個体）  

 確定検査：AI（H1N1亜型） 

 11/26に東京都大田区で回収されたホシハジロから、確定検査の結果、インフルエン

ザウイルスは検出されませんでした。 

口蹄疫 韓国 12月以降、豚でO型が9件発生 

 中国 11月18日、江蘇省東台市で豚でO型が発生 

HPAI(H5N8)    カナダ 11月30日から12月2日までに9件発生 

 オランダ 11月21日から29日までに2件発生。野鳥からもウイルス検出 

 ドイツ 12月15日に1件発生。野鳥からもウイルス検出。 

 中国 9月以降、H5N1、H5N6等複数の亜型が継続して発生。 

 最新の疾病発生情報は、農林水産省のホームページまたは当所まで。 

 12月17日宮崎県で確認された高病原性鳥インフルエンザ（HPAI)の疑似患畜について、HPAI

（H5N8亜型）の患畜であることが確認されました。 

宮崎県で確認された高病原性鳥インフルエンザについて 
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鳥インフルエンザに一層の警戒を！！ 

ヒト、モノの入場時の消毒徹底を！！ 

 今冬に入り宮崎、山口両県において高病原性鳥インフルエンザが発生

しております。また、死亡野鳥においても依然として、本病のウイルス

が検出されています。 

 すでに本紙にて本病ウイルスの侵入防止対策についてお知らせしてい

るところですが、本紙を参考に再度ご確認いただき、万全をはかってく

ださい。 

昨年の家保通信9月、10月号も

ご覧ください 

車両消毒の方法（噴霧器による方法） 車両消毒の方法（消石灰帯の設置） 

荷台、タイヤハウス、 

車内マットも忘れずに！ 

 ●記録の例 

 衛生管理区域内の入場者で消毒の確認が    

 できた人には赤丸等で囲む。 

入場者、入場車両の記録も残しましょう。 

幅２ｍ×長さ３ｍほど消石灰を散布してくださ

い。ただし、水分を含むと効果がなくなりま

す。再散布してください。 

逆性石鹸が安価で便利です。薬剤によって希釈が異な

りますので、注意書きをよく読みましょう。 

ペットボトルのキャップで約7ｍLが計れます。 

約500倍の消毒薬が１５Ｌ必要なら薬剤をキャップで5杯 

いれ、水１５Ｌでまぜてください。 

※数日分のつくりおきは避け、凍結に注意しましょう！ 
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    ネズミ対策を今一度確認しましょう！ 

 野鳥などの野生動物の侵入防止対策を点検してみましょう！ 

昨年の家保通信１１月号も

ご覧ください 

 鶏舎などに野鳥が侵入できる隙間、穴がないか再度確認し、見つけた場合は、

即座に修理しましょう。 

 また、鶏舎だけでなく、死亡家きん置き場、堆肥舎にも防鳥ネットを設置します。 

エサのこぼれも 

見つけたら清掃しよう！ 

 

１ ネズミの種類を見分ける 

２ 活動状況を推定する 

３ ネズミの種類に応じた対策を立てる 

 環境的防除（ネズミの生息しにくい環境づくり、畜舎の整理整頓）、化学的

防除（殺鼠剤を利用する）、物理的防除（種々の捕獲器を用いて捕獲する）

を組み合わせて防除を行うことで、効果的にネズミ対策を行いましょう。 殺鼠剤の設置場所の例 

穴なども見つけ次第、

塞ごう！ 

東京都家畜保健衛生所 

  電話 ０４２－５２４－８００１   

  携帯 ０９０－６９４１－４３１５ 

鶏に異常がみられたら、まずはご連絡を！！ 

ネズミ防除の進め方 
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岡山県で高病原性鳥インフルエンザ疑似患畜発生 
 1月15日、岡山県笠岡市の養鶏場で高病原

性鳥インフルエンザ（HPAI)の疑似患畜が確

認されました。 

 １ 農場概要 

    所在地  岡山県笠岡市東大戸 

    飼養状況 採卵鶏 約200,000羽 

 ２ 経緯 

  (1)１月1５日朝、当該農場において、 

   死亡鶏が増加（13日7羽、14日13 

   羽、15日15羽）との連絡 

  (2)同日、井笠家保が立入検査を行い、簡易検査を実施したところ、7羽中2羽が 

   陽性 

  (3)同日、岡山家保が簡易検査を実施したところ、9羽中5羽の陽性を確認 

  (4)同日、岡山家保の遺伝子検査の結果、H5亜型であり、疑似患畜と確認 

 ３ 防疫対応 

岡山県は、飼養家きんの殺処分、発生場所の消毒、消毒ポイント設置等の防

疫措置を行っています。 

もう一度、飼養衛生管理基準を確認してください 

 ・防鳥ネットの破れや隙間を点検、補修し、鶏舎に野鳥が入らないようにする 

 ・衛生管理区域、鶏舎の入り口に消毒槽を設置し、消毒薬を定期的に交換する 

 ・衛生管理区域に外部からの人や車をなるべく入れないようにする 
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 宮崎県の１、２例目の発生では、当該農場での家きんの死亡羽数の増加が、当

初緩やかであったことが指摘されています。 

 家きんの健康状態をよく観察し、異常があるときは、すぐに家畜保

健衛生所へ連絡してください。 
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今季、国内５例目 
佐賀県で高病原性鳥インフルエンザ疑似患畜発生 

  1月1８日、佐賀県有田町の養鶏場で高病原性鳥インフルエンザ

（HPAI)の疑似患畜が確認されました。 

 １ 農場概要 

  所在地  ①発生疑い農場    佐賀県西松浦郡有田町 

       ②同一飼養管理者農場 佐賀県西松浦郡有田町       

  飼養状況 ①肉用鶏 44,700羽 

       ②肉用鶏 28,200羽 

 ２ 経緯 

  (1)１月17日、当該農場において、家きん舎7棟のうち1棟で死亡鶏が増加 

   （15日4羽、16日7羽、17日8羽）との連絡 

  (2)同日、西部家保が立入検査を行い、簡易検査を実施したところ、10羽中 

   6羽で陽性 

  (3)同日、中部家保が簡易検査を実施したところ、10羽中7羽の陽性を確認 

  (4)18日未明、遺伝子検査の結果、疑似患畜（H5亜型）と確定 

 ３ 防疫対応 

佐賀県は、両農場（①②）の飼養家きん全羽の殺処分、移動制限区域・搬出制限

区域の設定、消毒ポイント設置等の防疫措置を行っています。 

ウイルス侵入防止のため、万全の対策を！ 

 ・防鳥ネットの破れや隙間を点検、補修し、鶏舎に野鳥が入らないようにする 

 ・衛生管理区域、鶏舎の入り口に消毒槽を設置し、消毒薬を定期的に交換する 

 ・衛生管理区域に外部からの人や車をなるべく入れないようにする 

 ゆるやかな死亡率の上昇を見逃さないために、死亡家きん

の羽数を毎日記録する等、日頃の家きんの健康観察をお願い

します。家きんの死亡率が通常の２倍以上になったときは、

家畜保健衛生所にご連絡ください。 
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高病原性鳥インフルエンザ発生状況（2014年12月以降） 

1例目 発生日 12月16日 

宮崎県延岡市 

肉用種鶏 4,000羽 

2例目 発生日 12月28日 

宮崎県宮崎市 

肉用鶏 42,000羽 

4例目 発生日 1月15日 

岡山県笠岡市 

採卵鶏 20万羽 

3例目 発生日 12月30日 

山口県長門市 

肉用種鶏 37,000羽 
5例目 発生日 1月18日 

佐賀県有田町 

①肉用鶏 45,000羽 

②肉用鶏 28,000羽 

家きんの異常を見つけたら、すぐにご連絡ください。 

 東京都家畜保健衛生所 

  電話 ０４２－５２４－８００１   

  携帯 ０９０－６９４１－４３１５ 
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当時の家保通信の挿絵 

定期の報告の提出をお願いします！ 

 平成27年2月1日より平成27年分の定期の報告の受付を開始します。忘れてしまわない

よう、早めの提出をお願いします。 

  ☆提出期限☆ 

 

 ・様式等は都庁ホームページからも入手できます。 

 http://www.sangyo-rodo.metro.tokyo.jp/norin/shinseisyorui/toppage/toppage.htm 

  ・昨年の報告書をご覧になりたい方、その他ご質問は当所までご連絡ください。 

 ・飼養する家畜がいない場合にも、ご一報いただければ幸いです。 

家畜所有者の区分 報告期限 

牛、水牛、鹿、馬、めん羊、山羊、豚及びいのししの所有者 平成27年4月15日まで 

鶏、あひる、うずら、きじ、だちょう、ほろほろ鳥 

及び七面鳥の所有者 
平成27年6月15日まで 

口蹄疫の侵入に警戒を！ 

 間もなく、アジア地域における人・物の移動が盛んになる春節（2月19日）を迎

えます。韓国で口蹄疫の発生が継続していることに加え、他の東アジア地域でも継

続的に本病の発生が確認されていますので、口蹄疫の侵入防止を徹底して下さい！ 

関係者以外の立入を制限 消毒の徹底 

農場に出入りした人、

モノの記録と保管 

発生予防の徹底を！！ 

 過去の日本での発生を見

ると、まず韓国で発生し

ています！ 

 ＜韓国でのFMD新たな発生状況＞ 

    2014年12月29日～2015年1月30日 

    （O型）豚、27件 

    2015年1月5日～2015年1月31日 

    （O型）牛、2件 
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牛呼吸器病混合ワクチン接種のススメ  

 冬場を中心に流行する呼吸器病の被害を最小限にするために、牛にワクチンを接種しま

しょう。牛伝染性鼻気管炎（IBR）や牛ウイルス性下痢症（BVD）は、預託牧場等で感染す

ることがあります。牛の移動が多く、病原体侵入リスクが高い農場は、都外に出す牛以外

にもワクチンを接種して、牛群全体にしっかりと免疫をつけましょう。 

東京都では牛6種混合ワクチンの接種費用を一部助成しています。これはBVDV1型・2型の

両方を含むため、全国的に摘発が増加しているBVDV2型に対しても効果があります。 

※生ワクチンは妊娠牛には接種できません。接種には必ず飼養者が立ち会い、誤接種を

防ぎましょう。 

豚流行性下痢（PED）の発生状況 
 千葉県、群馬県、茨城県ではPEDの発生が継続しており、中には、再発農場も見られます。１

月には埼玉県でも１件発生がありました。今後も本病の発生しやすい時期が続きますので、農場

へのウイルスの侵入防止に引き続き注意してください。 

ウイルスの侵入防止！！ 

 豚舎出入り口での消毒の徹底 

 豚の導入時の隔離（２～４週間） 

ワクチン接種の徹底！！ 

 全国的な母豚のPEDワクチン接種率は７割程度 

 ワクチン接種とともに、飼養衛生管理の徹底を！ 
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当時の家保通信の挿絵 

定期の報告の提出をお願いします！ 

 平成27年2月1日より平成27年分の定期の報告の受付を開始します。忘れてしまわない

よう、早めの提出をお願いします。 

  ☆提出期限☆ 

 ・様式等は都庁ホームページからも入手できます。 

 http://www.sangyo-rodo.metro.tokyo.jp/norin/shinseisyorui/toppage/toppage.htm 

  ・昨年の報告書をご覧になりたい方、その他ご質問は当所までご連絡ください。 

 ・飼養する家畜がいない場合にも、ご一報いただければ幸いです。 

家畜所有者の区分 報告期限 

牛、水牛、鹿、馬、めん羊、山羊、豚及びいのししの所有者 平成27年4月15日まで 

鶏、あひる、うずら、きじ、だちょう、ほろほろ鳥 

及び七面鳥の所有者 
平成27年6月15日まで 

鳥インフルエンザの侵入に警戒を！ 

 高病原性鳥インフルエンザ(HPAI)の国内発生は、佐賀県以降ありませんが、すで

に国内にウイルスは侵入しています。また、間もなく、アジア地域における人・物

の移動が盛んになる春節（2月19日）を迎えます。韓国、台湾等では継続的に本病の

発生（裏面参照）が確認されています。HPAIの侵入防止を再度徹底して下さい！ 

関係者以外の立入を制限 野鳥、野生動物の侵入防止 

農場に出入りした人、

モノの記録と保管 

死亡羽数の記録 

発生予防の徹底を！！ 
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都内で豚流行性下痢(PED)の疑い事例が発生!!

平成２７年２月１３日（金）、青梅畜産センターにおいて、豚流行
性下痢（ＰＥＤ）の疑い事例が発生したのでお知らせします。

１ 概要
（１）農場数 １農場
（２）飼養頭数 ３０７頭
（３）症 状 子豚の下痢、死亡

２ 対応
（１）当該農場に対し、感染拡大防止のため、豚舎や出入車両等の消毒の徹底を
指導するとともに、豚の移動自粛を要請済み。

（２）都内すべての養豚場及び関係者に対し、農場の消毒、農場に出入りする畜産
関係車両の消毒等の衛生対策の徹底指導を繰り返し行う。

（３）農場の抗体調査を行い、ウイルスの動向を把握する。

PEDを侵入させないために

・ 農場での出入および畜産関係施設への入退場時には車両、長靴などを消毒しま
しょう。特に豚の運搬車両は、荷台の洗浄、消毒も重要です。

・ 農場内では、分娩舎への病原体侵入防止を図ることが重要です。分娩舎専用の
衣服・長靴等を着用するとともに、分娩舎の作業を最初に行いましょう。

・ ワクチンによるＰＥＤ防御効果を最大限発揮させるため、適正なワクチン接種を
励行しましょう。

・ 飼育豚（母豚、肥育豚、子豚）に、下痢やおう吐等が見られた際には、必ず当所
にご連絡ください。
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平成２７年２月１３日（金）及び２月１４日（土）のＰＥＤを疑う事
例については、当所で行った免疫組織学的検査の結果PEDと
確定しましたのでお知らせします。

１ 農場の概要 （２月１６日現在）
（１）東京都農林水産振興財団青梅畜産センター（都内２例目）
① 飼養頭数 ３２４頭【全てトウキョウX】
② 現在の症状等 下痢（全体の３割程度）、子豚死亡２１頭
（２）都内養豚農家（都内３例目）
① 飼養頭数 ２０５頭【うちトウキョウX３３頭】
② 現在の症状等 軟便１頭

２ 対応等
（１） 両農場に対し、感染拡大防止のため、豚舎や出入車両等の消毒を徹底指
導するとともに、豚の移動停止を継続するよう指導。

（２）都内全ての養豚場及び関係者に対し、発生情報と農場の消毒、農場に出入
りする畜産関係車両の消毒等の衛生対策の徹底指導を繰り返し行う。

PEDを侵入させないために

・ 農場での出入および畜産関係施設への入退場時には車両、長靴などを消毒し
ましょう。特に豚の運搬車両は、荷台の洗浄、消毒も重要です。

・ 農場内では、分娩舎への病原体侵入防止を図ることが重要です。分娩舎専用
の衣服・長靴等を着用するとともに、分娩舎の作業を最初に行いましょう。

・ ワクチンによるＰＥＤ防御効果を最大限発揮させるため、適正なワクチン接種を
励行しましょう。

・ 飼育豚（母豚、肥育豚、子豚）に、下痢やおう吐等が見られた際には、必ず当所
にご連絡ください。
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豚流行性下痢(PED)確定のお知らせ!!



家  保  通  信 Vol.28 号外14 2015.2.14 

 平成２７年２月１４日（土）、都内養豚農家において、青梅畜産
センターから配布された豚の糞便を遺伝子検査（PCR）した結果、
ＰＥＤを疑う事例が確認されましたのでお知らせします。  
 

１ 概要  
 （１）発生農場 １  
 （２）飼養頭数 ２０５頭  
 （３）症   状  軟便１頭 
 

２  対応 
 （１）当該農場に対し、感染拡大防止のため、豚舎や出入車両等の消毒の徹底を   
   指導するとともに、豚の移動自粛を要請済み。  
 （２）都内すべての養豚場及び関係者に対し、農場の消毒、農場に出入りする畜   
   産関係車両の消毒等の衛生対策の徹底指導を繰り返し行う。 

 PEDを侵入させないために 
 

・ 農場での出入および畜産関係施設への入退場時には車両、長靴などを消毒し 
 ましょう。特に豚の運搬車両は、荷台の洗浄、消毒も重要です。  
 

・ 農場内では、分娩舎への病原体侵入防止を図ることが重要です。分娩舎専用 
 の衣服・長靴等を着用するとともに、分娩舎の作業を最初に行いましょう。  
 

・ ワクチンによるＰＥＤ防御効果を最大限発揮させるため、適正なワクチン接種を 
 励行しましょう。  
 

・ 飼育豚（母豚、肥育豚、子豚）に、下痢やおう吐等が見られた際には、必ず当所 
 にご連絡ください。 
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都内で３件目の豚流行性下痢(PED)疑い!! 
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国内の伝染性疾病の発生状況    

 

海外の伝染性疾病の発生状況 

   

 

   

 

当時の家保通信の挿絵 

口蹄疫（FMD） 

〈韓国〉牛2件、豚38件でFMD（O型）の発生が確認されました。（2月4日から24日） 

高病原性鳥インフルエンザ（HPAI) 

〈韓国〉1件のHPAI（H5N8）の発生と、17件の発生農場周辺・疫学関連農場が確認され

ました。（2月1日から24日） 

〈台湾〉鶏、アヒル、ガチョウの農場等、134件でHPAI（H5N2、H5N3、H5N8）の発生が

確認されました。（2月4日から23日） 

 その他、アメリカ（H5N2、H5N8）、中国（H5N6）、ハンガリー（H5N8）、ベトナム等

でも、HPAIの発生が確認されています。 

「定期の報告」の提出をおねがいします。 

豚流行性下痢（PED） 

 都内の発生農場2戸では、現在出荷自粛をしております。 

 また、山梨県、茨城県、埼玉県等で新たな発生があります。 

高病原性鳥インフルエンザ（HPAI) 

 2月17日、鹿児島県出水市で回収された死亡野鳥（マガモ）からHPAI（H5N8)が確認

されました。 

車両にはアルデヒド系消毒薬 

 疾病予防には畜舎や長靴の消毒とともに、車両消毒も重要です。アルデヒド系消毒薬

は、FMDにも効果があり、金属を腐食することがないので、車両消毒にオススメです。荷

台、タイヤ周りのほかに、運転席のマット、ハンドル、ペダルも忘れやすいポイントで

す。アルデヒド系消毒薬は、動物用医薬品では、グルタ‐Z、グルタ

クリーン、ヘルミンなどがあります。使用にあたっては、用法・用量

を守って使用してください。 
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早めのワクモ対策を始めましょう！ 

 ワクモは夏場に増殖するため、5月以降に薬剤の散布をはじめる方が多いと思われま

すが、ワクモ対策は暖かくなる前のこの時期に行うのが効果的です。長崎県中央家畜保

健衛生所が平成24年に行った調査では、ワクモが目立つ5～6月から薬剤の散布をはじめ

た場合、ワクモの大量発生が起こってしまった農場もありましたが、4月より前から薬

剤散布をはじめた農場では、ワクモの大量発生は認められなかったことが報告されてい

ます。今回は早めのワクモ対策が必要な理由をご紹介します。 

 ワクモは冬場の気温（5℃程度）で活動は停止するものの、死滅しません。また、ワ

クモは吸血しなくても長期間生存することが可能で、気温5℃、湿度29%の条件では、9

か月生存した例もあります。ワクモは容易に越冬することが可能なため、冬場に対策を

行わなければ、夏の大量発生の原因となります。 

＜ワクモは冬でも死なない！＞ 

＜空腹状態のワクモは薬剤に弱い！＞ 
 ワクモは気温が低くなると活動を停止するため、鶏からの吸血は行いません。しば

らく吸血を行っていない空腹状態のワクモは薬剤に対する抵抗性が下がることが知られ

ており（図1参照）、暖かくなる前の薬剤散布は最も効果が高いと言えます。 

図1：無吸血状態のワクモに対す

る各種薬剤の殺ダニ効果 

（千葉県畜産総合研究センターの

資料より抜粋） 

 0w（吸血直後）では半分以下のワクモしか死滅させることができない薬剤でも、1～4週

間吸血していないワクモであれば、ほぼ100%死滅させることができます。同じことは空舎

時に吸血を行っていないワクモにおいても言えるため、鶏を廃鶏に出した後は可能な限り

長く空舎期間をとり、新たな鶏を導入する直前に薬剤を散布すると効果的です。 
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 このほど、 関係省令の一部改正注）により、死亡牛のBSE検査の対象月齢が24か月齢以上

から48か月齢以上に引き上げられることとなりました。この改正により平成27年4月1日

以後に死亡した牛の、死亡牛の届出及びBSE検査の対象となる死亡牛は48か月齢以上とな

ります（48か月齢未満は検査対象外となります）。ただし、臨床症状からBSEが疑われる

牛は従前どおり全月齢が検査対象です。 

 BSEは、飼料規制の徹底等の対策により、その発生及びまん延防止ができると考えられて

いますが、引き続き、本病の特殊性から一定レベルの監視体制は継続する必要があります。

今後とも引き続き死亡牛のBSE検査の円滑な実施についてご理解、ご協力をお願いします。 
 
注）家畜伝染病予防法施行規則及び牛海綿状脳症対策特別措置法施行規則の一部を改正する省令（平成27年２月１７日付け農林省

令第６号、平成27年4月1日から施行） 

死亡牛のBSE検査対象月齢が引き上げられます。 
－24か月齢以上から48か月齢以上に変更－ 

○ 平成27年４月１日から検査対象は48ヵ月齢以上 

○ BSEの発生状況 

 ＢＳＥは、1986年に英国において初めて確認され、その後、同国での発生が急増し、ピー

ク時の1992年には37,280頭の牛で発生が確認されました。さらに、1990年代には欧州

諸国に広がり、我が国においても、2001年９月に初めて発生が確認され、これまでに36

頭の発生が確認されています（と畜検査で22頭、死亡牛検査で14頭、都内発生は無し）。 

 しかし、近年、飼料規制等の対策の徹底により、ＢＳＥは世界的に発生頭数が減少し、我

が国においては、飼料規制開始直後の2002年１月生まれの牛を最後に11年間以上その発

生は確認されていません(裏面図参照)。2013年５月には、国際獣疫事務局（ＯＩＥ）から

「無視できるＢＳＥリスク」の国に認定されました。 

 このような状況から、我が国におけるＢＳＥ発生リスクは大幅に低下しており、死亡牛の

検査対象月齢を48か月齢以上に引き上げても感染牛の摘発に漏れが生じる可能性は極め

て低いと考えられます。 
東京都における死亡牛BSE検査実績 

年度  
死亡牛BSE検査頭数（家伝法５条） 

備 考 
左の内48ヵ月齢

以上の検査頭数  都内飼養牛 都外産と畜場搬入牛 計 

H15 

H16 

H17 

H18 

H19 

H20 

H21 

H22 

H23 

H24 

H25 

H26 

205 

167 

120 

122 

139 

115 

106 

133 

95 

89 

72 

6３ 

12 

18 

29 

27 

48 

28 

29 

49 

48 

38 

41 

4２ 

217 

185 

149 

149 

187 

143 

135 

182 

143 

127 

113 

105 

145 

123 

86 

84 

85 

81 

81 

98 

64 

67 

55 

4４ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

H27.2.26現在 

計 1,42６ 40９ 1,835 1,011  



http://www.sangyo-rodo.metro.tokyo.jp/norin/syoku/kahotu/kahotu.htm 
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