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略語と用語 

 

＜略語＞  

AD Aujeszky’s disease、オーエスキー病 

AGG agglutination test、凝集試験 

AGID agar gel immunodiffusion、寒天ゲル内沈降反応 

ALOP appropriate level of protection、リスクの許容範囲 

ASF African swine fever、アフリカ豚コレラ 

BB Bordetella bronchiseptica 

BSL biosafety level、バイオセーフティーレベル 

BVD Bovine viral diarrhea、牛ウイルス性下痢 

c-ELISA competitive ELISA、競合 ELISA 

CF complement fixation test、補体結合反応 

CPE cytopathic effect、細胞変性効果 

CSF classical swine fever、豚コレラ 

DNT dermonecrotic toxin、皮膚壊死毒 

ELISA enzyme-linked immunosorbent assay、酵素結合免疫吸着法 

ETEC Enterotoxigenic Escherichia coli、腸管毒素原性大腸菌 

ETNL Epidemic transient neonatal losses、流行性一過性新生子豚損失 

FA fluorescent antibody test、蛍光抗体法 

FAO Food and Agriculture Organization、国際連合食糧農業機関 

FMD foot-and-mouth disease、口蹄疫 

HI hemagglutination inhibition test、赤血球凝集抑制反応 

HS haemorrhagic septicaemia、出血性敗血症 

IFA indirect fluorescent antibody test、間接蛍光抗体法 

IgM immunoglobulin M、免疫グロブリン M 

IHA indirect hemagglutination、間接赤血球凝集反応 

IHC Immunohistochemistry、免疫組織化学的染色 

IPMA immunoperoxidase monolayer assay、ペルオキシダーゼ抗体法 

JE Japanese encephalitis、日本脳炎 

MAT Microscopic Agglutination Test、顕微鏡下凝集試験 

MRV mammalian orthoreovirus、哺乳類オルソレオウイルス 

NACCS Nippon Automated Cargo and Port Consolidated System 

輸出入・港湾関連情報処理システム 

NT Neutralization test、ウイルス中和試験 

NWS New World screwworm、新大陸スクリューワーム 

OIE Office International des Epizooties 

（World Organization for Animal Health）、国際獣疫事務局 

- 4 -



  繁殖用豚の輸入に関するリスク評価書 

 

OWS Old World Screwworm、旧大陸スクリューワーム 

PCR polymerase chain reaction、ポリメラーゼ連鎖反応 

PCR-RFLP PCR restriction fragment length polymorphism、PCR 制限酵素断片多型 

PDCoV porcine deltacoronavirus、豚デルタコロナウイルス 

PED porcine epidemic diarrhea、豚流行性下痢 

PEV porcine enterovirus B、豚エンテロウイルス 

PHA Passive Hemmaglutination、受身赤血球凝集反応 

PIVD porcine idiopathic vesicular disease、豚の突発性水疱性疾患 

PM Pasteurella multocida 

PPE Personal protective equipment、個人用防護具 

PRCV porcine respiratory coronavirus、豚呼吸器コロナウイルス 

PRRS porcine reproductive and respiratory syndrome、豚繁殖・呼吸障害症候群 

PRV porcine rubulavirus、豚ルブラウイルス 

PTV porcine teschovirus、豚テシオウイルス 

RT-PCR reverse-transcriptase polymerase chain reaction、逆転写 PCR 

SC Salmonella Choleraesuis 

SPS sanitary and phytosanitary measure、衛生及び植物防疫のための措置 

ST Salmonella Typhimurium 

STEC Shiga toxin-producing Escherichia coli、志賀毒素産生性大腸菌 

SVD swine vesicular disease、豚水胞病ウイルス 

SVV Seneca Valley virus、セネカウイルス A 

TGE transmissible gastroenteritis、伝染性胃腸炎 

VS vesicular stomatitis、水胞性口炎 

WTO World Trade Organization、世界貿易機関 

家伝法 家畜伝染病予防法 

感染症法 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 

対策要領 動物検疫所特定家畜伝染病対策要領（平成 29 年 3 月 29 日付け 28 動検第 1281 号） 

動衛研 国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構動物衛生研究部門 

要綱 家畜防疫対策要綱 
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＜用語＞  

OIE コード OIE の発行する動物疾病衛生規約（the Terrestrial Animal Health Code）。 

OIE マニュアル OIE の発行する陸生動物の診断及びワクチンに関するマニュアル 

 （the Manual of Diagnostic Tests and Vaccines for Terrestrial Animals）。 

影響リスク 我が国に持ち込まれた病原体が国内家畜に感染し、家畜の健康や環境に悪影響を与え更

に社会経済的影響を及ぼす可能性。 

侵入リスク 輸入により我が国に病原体が持ち込まれる可能性。 

暴露リスク 我が国に持ち込まれた病原体が国内家畜に感染する可能性。 

ハザード 輸入により国内の家畜衛生に悪影響を与える可能性のある全ての病原体。 

ハザードの特定 輸入する物品に付随して国内に持ち込まれ国内の家畜衛生に悪影響を与える可能性のあ

る病原体を特定する過程。 

リスク 我が国において家畜衛生上悪影響が発生する見込みと予想される被害の大きさ。 

リスク管理 リスク低減措置を特定し、選択し、実施する過程。 

リスク低減措置 リスクを低くするために適用可能な措置。 

リスクの許容範囲 国内の家畜衛生の維持に耐えられると判断するリスクのレベル。 

リスク評価 我が国に病原体が侵入し、定着し、拡大する見込みとその生物学的・経済学的影響を評価

すること。 

リスク分析 ハザードの特定、リスク評価、リスク管理及びリスクコミュニケーションからなる分析の過程。 

臨床観察 基本的な臨床症状の確認、身体検査（体温、心拍数、呼吸数等の測定）と定義する。 

臨床検査 輸出入検疫時に行われる、臨床観察（基本的な臨床症状の確認、身体検査（体温、心拍

数、呼吸数等の測定））及び血液検査（各血球数及び貧血指数等の確認）と定義する。 

ロット 家畜等の輸入検疫単位。 

同一ロット 当該家畜と同一船舶、航空機で輸入された全ての家畜及び当該家畜と同一畜舎に収容さ

れていた全ての家畜のこと。 
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1. はじめに 

 

1.1 背景 

 

動物検疫所では、水際防疫として輸入動畜産物の検疫を行い、海外からの監視伝染病の侵入防止に日々

努めている。生体の輸入に際しては家畜衛生条件を相手国との間に取り決めており、その条件に合致した輸

入動物のみを受入れ、更に輸入時に係留検査を行った上で輸入を認めている。 

動畜産物の輸出入に当たり、国際獣疫事務局（OIE）は「国際基準（OIE コード）に基づく衛生措置をとるか、

そうでない場合には輸入リスク評価を行い、科学的根拠と透明性のあるリスク評価に基づく衛生措置をとる

べきである」としている。これは、衛生措置を課すことにより一方的に貿易を規制するのではなく、貿易の円滑

化に資する側面から、貿易の支障となるような行きすぎた衛生措置を規制し、必要十分なリスク低減措置に

留めるという WTO の理念を反映しているものである。 

このような動畜産物の輸入リスク分析手法の導入は、1995 年世界貿易機関（WTO）の発足と WTO 協定の

発効に伴い、衛生植物検疫措置の適用に関する協定（SPS 協定）が発効されたことに遡る。 

WTO 加盟国である我が国も、原則、OIE が提唱する国際基準に基づく衛生措置をとることが求められてい

る中、輸入リスク分析手法の導入以前に取り決められた家畜衛生条件の多くを現在も引き続き適用している

ことから、OIE コードとの整合性に欠ける部分や輸入リスク評価に準拠しない衛生措置が含まれていることが

懸念される。このような状況を見直し、国際基準にも合致した防疫体制を再構築する必要があることから、当

所では輸出国における疾病発生状況や動物の用途等を勘案した定性的なリスク分析手法を用いて、我が国

に輸入される生体の輸入リスク評価を平成 22 年より開始した。本書は肥育用素馬及び肥育用素牛の輸入リ

スク評価に続くものであり、繁殖用豚を対象に、各疾病の輸入リスクを包括的に評価したものである。これら

の分析は国立行政法人 農業・食品産業技術総合研究機構 動物衛生研究部門（以下「動衛研」という）の専

門家に意見を求めながら、動物検疫所精密検査部危険度分析課において実施した。 

本リスク評価は国内外における疾病発生状況の変化や科学的知見・技術の進展等があった場合には随時

見直しを行う必要がある。また、定期的に関係各所と十分なリスクコミュニケーションを実施し、少なくとも 5 年

ごとにリスク評価内容について検討することとしたい。  
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2. 我が国の養豚産業 

 

2.1 豚の疾病対策 

 

我が国では、豚に関して表 1 に掲げる疾病について家畜伝染病予防法（昭和 26 年法律第 166 号、以下

「家伝法」という。）に基づく発生の予防やまん延の防止、輸出入検疫等の必要な措置を定めている。家畜伝

染病と届出伝染病を合わせて監視伝染病と言い、これらはいずれも届出の義務や輸出入の制限があるが、

このうち家畜伝染病に関しては法に基づき殺処分、移動制限、汚染物品の焼却等の措置がとられることがあ

る。家伝法に基づきと殺又は殺処分される場合には、原則として当該家畜の評価額に応じ、一定の割合で手

当金又は特別手当金が交付される（法第 58 条）。監視伝染病のうち、ブルセラ病、結核病、ヨーネ病及び伝

達性海綿状脳症については、家伝法第 5 条に基づく疾病の発生状況及び動向把握のため、特定の家畜に

ついて検査を行っているが、豚は検査対象畜種とされていない。 

輸入される家畜に対しては、動物検疫所における輸入検疫が実施される。生体豚の係留期間は最低 15 日

である。輸入検疫期間中には、臨床検査に加え、輸出国の疾病発生状況を踏まえた精密検査が実施される。

輸入検査の結果、監視伝染病の病原体をひろげるおそれがないものとして輸入が認められた生体豚は、そ

の後国内の都道府県に仕向けられ、家畜防疫対策要綱（平成 11 年 4 月 12 日付け 11 畜 A 第 467 号農林

水産省畜産局長通達。以下「要綱」という。）に沿って、原則として 3 か月間の着地検査を受ける。着地検査

中は都道府県の家畜保健衛生所により、搬入時に加えて月 1 回程度の定期検査があり、臨床観察を中心と

した健康状況の確認と必要に応じた精密検査が実施される。その他、輸入検疫中に監視伝染病が摘発され

た家畜と疫学的な関連がある家畜については、少なくとも１回は当該疾病の精密検査が実施される（要綱 

別記 7 輸入家畜の着地検査指針）。着地検査中に疾病の疑いがある場合には、家畜飼養者は家畜保健衛

生所に速やかに連絡をすることとされている。 

 

表 1 豚の監視伝染病 

 

 

家畜伝染病 届出伝染病 

牛疫 類鼻疽 豚水疱疹 

口蹄疫 気腫疽 豚流行性下痢 

流行性脳炎 レプトスピラ症 萎縮性鼻炎 

狂犬病 サルモネラ症 豚丹毒 

水胞性口炎 ニパウイルス感染症 豚赤痢 

炭疽 野兎病  

出血性敗血症 トキソプラズマ病  

ブルセラ病 オーエスキー病  

豚コレラ 伝染性胃腸炎  

アフリカ豚コレラ 豚エンテロウイルス性脳脊髄炎  

豚水胞病 豚繁殖・呼吸障害症候群  
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2.2 豚の飼養状況 

 

我が国における豚（子取り用雌豚、種雄豚、肥育豚、その他の豚（育成豚、哺乳豚等））の飼養頭数は図 1

に示すとおりであり、飼養頭数は 930万頭前後で推移し、近年は緩やかな減少傾向にある。用途別の内訳は

肥育豚が最も多く約 800 万頭、次いで子取り用雌豚約 85 万頭、その他の豚 60 万頭、種雄豚 4 万頭となって

いる。なお、飼養戸数は近年減少傾向にあるが、一戸当たりの飼養頭数は着実に増加している。 

※ 2010 及び 2015 年は農業センサス年のためデータなし 

出典：農林水産省 畜産統計調査 

図 1 豚の飼養頭数の推移 

 

豚の都道府県別飼養頭数は鹿児島県及び宮崎県で全体の 25％近くを占め、次いで北海道、千葉県、群馬

県の順に多い（図 2）。また、農業地域別の飼養頭数は九州地方に次いで関東・東山地方が多く、その他の

畜産業に比較して養豚は関東近郊でも盛んなことが窺える。 
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出典：農林水産省 畜産統計調査（2018 年） 

図 2 豚の都道府県別飼養頭数                図 3 豚の農業地域別飼養頭数 

 

 

2.3 豚の輸入状況 

 

豚は多くが繁殖用として輸入され、輸入頭数は図 4 のとおりである。 

2011～2014 年はデンマークより実験用のミニブタが年間 300 頭前後輸入されていたが、2015 年以降は輸

入されていない。 

 

            

出典：動物検疫所 NACCS 統計 

図 4 豚の用途及び輸出国別輸入頭数の推移 
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豚は航空機により輸送され、1 ロット当たり 30～150 頭規模が主流である。到着した輸入豚は動物検疫所

の係留施設において最低 15 日間の輸入検疫を受け、検疫終了後は国内の農場に仕向けられ、3 か月間の

着地検査を受ける。 

近年、輸入豚は主にカナダ、米国から輸入されており、その他デンマーク、オランダ、フランス、アイルランド、

英国等の欧州各国から輸入されている。2017 年の実績では、仕向先都道府県は図 5 のとおりとなっており、

輸入豚の約 51％は北海道に、約 25%は東北地方（宮城県 14％、岩手県 10％、その他 1％）に仕向けられて

いる。繁殖用として輸入される豚の多くは国内で原種豚、原々種豚又は種雄豚として利用され、仕向先農場

も全国に種豚を配給する大規模な原種豚農場や人工授精用精液の採精農場が多く、高度なバイオセキュリ

ティー体制を有する農場が多いと考えられる。仕向先農場では、種雄豚として 6 年程度、子取り用雌豚として

約 3 年間用いられた後、廃用豚として出荷される。仕向先農場において豚以外の家畜を飼養している農場は

ないと考えられるものの、輸入後に当該豚又は同居豚（子豚を含む）が九州や関東等の養豚密集地域に仕

向けられる可能性があり、それらの地域では牛等が飼養されている可能性が否定できない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：動物検疫所 NACCS 統計 

                 図 5 輸入豚の仕向先県（2017 年） 

 

近年、係留期間中に摘発される疾病は少ないが、その中では豚繁殖・呼吸障害症候群が多い。その他の

疾病としてはブルセラ病及び豚丹毒が摘発されている（表 2）。摘発された動物は自主淘汰、返送又は回復

するまで係留期間を延長する等の対応がとられる。 
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表 2 輸入豚における輸入検疫期間中の監視伝染病摘発状況 

出典：動物検疫所「動物検疫年報」 
 

2.4 豚肉生産状況  

 

国内で豚肉用にと畜される豚の頭数は近年、年間 1,650 万頭前後で推移している（図 6）。 

県別のと畜頭数は鹿児島県が最も多く、次いで茨城県、北海道、青森県となっている（図 7）。 

 

出典：農林水産省 畜産物流通統計確報 

図 6 生体豚のと畜頭数の推移 

 

 

 

 

輸入年 輸出国 用途 摘発疾病 摘発頭数 転帰 

2005 カナダ 繁殖用 豚繁殖・呼吸障害症候群 1 自主淘汰 

2006 英国 繁殖用 豚繁殖・呼吸障害症候群 1 自主淘汰 

2007-12 摘発なし 

2013 
デンマーク 繁殖用 ブルセラ病 1 殺処分 

英国 繁殖用 豚丹毒 2 回復 

2014 カナダ 繁殖用 豚繁殖・呼吸障害症候群 1 自主淘汰 

2015-16 摘発なし 

2017 カナダ 繁殖用 豚繁殖・呼吸障害症候群 1 自主淘汰 
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出典：農林水産省 畜産物流通統計確報 

 

図 7 県別と畜割合（2017 年） 

 

2.5 豚肉輸入状況 

 

我が国に輸入される豚由来の畜産物は、2018 年は年間で 130 万トンが輸入されており、その内訳は冷凍

肉、ハム、ソーセージ、臓器類等の食用の畜産物の他、骨、ゼラチン、動物性油脂、化粧品用の豚プラセンタ

等の動物性加工たん白、ゼラチン原料用の皮類、血粉等のミール類、豚血清や血液、豚毛等と多岐にわた

るが、9 割以上が食用の豚肉である（図 8）。食用の豚肉について輸出国別にみると、米国、カナダ、スペイ

ン、デンマークからの輸入が約 7 割を占め、これらは主に冷凍・冷蔵肉及びハム、ソーセージ等である。な

お、中国から輸入されているものは全て加熱処理肉である（図 9）。 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 8  豚由来畜産物の輸入状況（2018 年）             図 9  食用豚肉輸出国割合（2018 年） 

※ 中国は加熱処理肉に限る 

出典：動物検疫所 NACCS 統計 
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3. 輸入リスク分析の方法 

 

輸入リスク分析は、国際基準で定められている定性的な輸入リスク分析の手法に基づき実施することとし、

「ハザードの特定（Hazard identification）」、「リスク評価（Risk assessment）」の順で検討した上で、「リスク管

理（Risk management）」を提言することとした。 

出典：OIE コード 

図 10 リスク分析における 4 要素 

 

輸入リスク分析を開始するに当たっては、リスク分析の適用範囲を決定する必要がある。 

本リスク分析においては、分析対象の動物種は「豚」、その用途は「繁殖用」とした。 

近年、輸入豚は主にカナダ及び米国から輸入されており、その他欧州各国からも輸入されている。2019 年

5 月現在、我が国との間に生体豚の家畜衛生条件を取り決めている国は欧州 8 か国、北米 2 か国の計 9 か

国であり（表 3）、いずれの国からも輸入歴がある。これらのことから、分析対象とする輸出国の範囲は、現在

家畜条件が取り決められている表 3 の国とした。 

 

表 3 豚の輸入に関する家畜衛生条件を取り決めている国 

ヨーロッパ地域 
アイルランド、英国、スウェーデン、デンマーク、オランダ、フ

ランス、ハンガリー、ドイツ 

米国大陸 米国、カナダ 

 

3.1 ハザードの特定 

 

本分析では、生体として輸入される豚（以下、「輸入豚」という。）に付随して侵入しうる病原体として、以下

のいずれかに該当する疾病の病原体を評価対象疾病としてリスト化し、ハザードとして特定するかどうかに

ついての評価を実施した。 

 

● 家伝法に基づく監視伝染病のうち、豚が感染する疾病である。 

● 監視伝染病以外の疾病であって、豚が感染する疾病である。 

● OIE コードにおいて生体豚のリスク管理措置が推奨されている疾病である。 

● OIE のリスト疾病のうち、豚が感染する疾病である。 

● 豚に関する現行の家畜衛生条件でリスク管理措置を講じている疾病である。 
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国際基準では、以下 a～c の基準の全てを満たす場合に、リスク評価を実施する疾病、つまりはハザードと

して特定することとされている。 

 a. 病原体が輸入される動物種やその用途、またそれに由来する畜産物に含まれている可能性があるこ

と。 

 b. 輸出国に存在する可能性があること。 

 c. 輸入国に存在している場合は、輸入国が疾病管理の対象としている疾病であること。 

 

本分析における輸出国は表 3 の国に限定したが、当該国の疾病発生状況が変化しうること、また、今後、

分析対象国の範囲を拡大する可能性があることを考慮し、ハザードの特定に当たっては、上記基準のうち「b. 

病原体が輸出国に存在する可能性」については考慮しないこととした。また、病原体が輸入される動物種に

含まれていても、感染源となり得ない場合が想定されることから、「a. 病原体が輸入される動物種に含まれて

いる可能性があること」については「輸入豚が感染源となりうること」とし、さらに c を満たす疾病及びこれらの

基準に該当しないことが確認できない疾病についてハザードと特定した。この他、国内に存在しない疾病に

ついては、我が国として輸入管理を強化していくべきと考えられることから、生体豚が感染源となりうる又はな

り得ないことが確認できない疾病であって、我が国にとって海外病である疾病、又は海外株が国内株より高

い病原性を持つ疾病についてハザードと特定した。また、新興・再興感染症であって、国内家畜に影響があ

ることが懸念される疾病についてもハザードと特定し、リスク評価の対象とした。 

 

3.2 リスク評価 

 

SPS 協定においては、ハザードに対するリスク管理措置に関して満足できる国際的な基準がある場合には、

それを適用するものとされているが、国際基準がない又は不十分な場合には輸入リスク分析を実施した上で、

必要なリスク管理措置を求めることができる。また、動畜産物の輸入に関する国際基準は OIE コードの規定

とされている。本分析では、国際基準のある疾病についても、基準を適用することが妥当であるかどうかを検

討することとし、特定されたハザードについて OIE コードの推奨条件の有無に関わらずリスク評価を行った。 

国際基準では、リスク評価とは「ハザードが輸入する国の領域内に侵入し、定着し拡大する可能性と生物

学的及び経済学的な重要性を評価する」ものとされ、リスク評価は、「侵入リスク評価」、「暴露リスク評価」、

「影響リスク評価」、「リスクの推定」の 4 つの要素から構成される。疾病の病原体が侵入、暴露、定着さらに

は拡大するシナリオと各要素の評価範囲は図 11 に示すとおりである。本分析では国際基準に則り、図 11 の

シナリオにおいて各要素を段階的に定性的に評価し、最終的なリスクの推定を行った。 

 

 

図 11 疾病の病原体が侵入、暴露、定着及び拡大するシナリオとリスク評価における各要素の評価範囲 
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3.2.1 リスク評価の枠組み 

 

リスク評価は図 12 に示すフローチャートに従って実施した。まず、「侵入リスク評価」、「暴露リスク評価」

について、それぞれのリスク発生確率を表 4 に示す 5 段階に区分し、表 5 に示すリスク発生確率の組み

合わせ判定表に従い、「侵入リスク及び暴露リスクの発生確率（LRE）」を判定した。続いて、「伝播及び定

着のしやすさ」及び「疾病の重大さ」をそれぞれ表 6 及び表 7 に基づき区分し、その組み合わせにより「影

響リスク発生確率（LC）」を判定した。更に判定された LRE 及び LC から、再度表 5 の判定表を用いて最

終的なリスクの推定を行った。 

なお、侵入リスク発生確率、暴露リスク発生確率及び影響リスク発生確率のいずれかが「無視可」と判

定された場合にはその時点でリスク評価を終了し、最終的なリスクは「無視可」と評価した。 

図 12 リスク評価の流れ 

 

表 4 リスク発生確率の区分 

 

表 5 リスク発生確率の判定表 

 

 

 

 

 

 

 

区 分 定 義 

高い 事象が起きる可能性が明らかである 

中程度 事象が起きる可能性が高い 

低い 事象が起こる可能性がいくつかのケースに限られる 

極低い 事象が例外的な条件下でのみ起こる可能性がある 

無視可 事象が起こる確率が無視するほど十分低い 

区分 高い 中程度 低い 極低い 無視可 

高い 高い 高い 中程度 低い 無視可 

中程度 高い 中程度 低い 低い 無視可 

低い 中程度 低い 低い 極低い 無視可 

極低い 低い 低い 極低い 極低い 無視可 

無視可 無視可 無視可 無視可 無視可 無視可 
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3.2.2 侵入リスク評価 

 
侵入リスク評価では、輸出国から無作為に選出された豚を介して疾病の病原体が我が国に侵入するシ

ナリオを、輸送形態等を踏まえて検討し、侵入リスク発生確率（LR）を判定した。 

 

3.2.3 暴露リスク評価 

 

暴露リスク評価では、疾病に感染している輸入豚が原因となり、国内の家畜（豚以外の家畜を含む）に

感染が起きるシナリオを、感染経路等を踏まえて検討し、暴露リスク発生確率（LE）を判定した。 

 

3.2.4 影響リスク評価 

 

影響リスク評価では、国内家畜に感染が起きた場合に見込まれる感染の拡大や定着の可能性（伝播及

び定着のしやすさ）と、それに伴い発生しうる被害の大きさ（疾病の重大さ）から、生物学的、経済学的影

響を評価し、影響リスク発生確率（LC）として判定した。 

 

3.2.5 リスクの推定 

 

図 12 に示すフローに従い、最終的なリスクの推定を行った。 

これにより、ハザードとして特定された病原体が輸入豚を介して侵入し、国内家畜に暴露し、更には国内

で感染が拡大して影響が出るというシナリオ全体のリスクが推定される。 

 

3.2.6 リスクの許容範囲（ALOP）とリスク管理措置 

 

WTO は貿易の自由化を促進する理念から、SPS 協定の中で家畜（生体）やそれに由来する畜産物の国

際的取引における家畜衛生上の管理措置は OIE が定める OIE コードに準拠することを基本としている。OIE

コードより厳しい管理措置を相手国に求める場合や OIE コードが定められていない疾病については、輸入

国はあらかじめ輸入リスク評価を実施した上で、必要な限度において科学的根拠に基づく措置をとることと

している。これは過度のリスク管理措置が貿易の妨げになる事を防ぐためのものである。適切なリスクレベ

ルの設定に当たっては SPS 協定の中で、「WTO 加盟国の国民、動植物の生命あるいは健康を守るための

動植物衛生対策により達成され、その国により適正であると認められる保護レベル」と唄われる「衛生植物

検疫上の適切な保護水準（Appropriate Level of Protection：ALOP）」が提唱されている。ALOP は、疫学デ

ータやリスク評価の結果として推定される客観的な数値やレベルとして表現されるものである。加盟国はそ

れぞれ ALOP を設定することができ、輸入国は輸出国からの照会に対し、自国の ALOP の設定根拠を科

学的に説明しなければならないとされている。 

今回検討対象とした疾病はいずれも貿易に伴い輸入国に侵入した場合に生物学的又は経済的な影響を

及ぼす疾病として国際的に重要と位置付けられている又は国内法等により規制されている疾病である。従

って、いずれの疾病についてもリスクを最小限に留めるべきであることから、我が国の ALOP は 5 段階の最
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終リスクのうち「極低い」以下と設定することとした。すなわち、「極低い」又は「無視可」と判断された疾病に

は特段のリスク管理措置を求めないが、「低い」、「中程度」又は「高い」と判定された疾病に関しては、輸出

国に対して具体的なリスク管理措置を講じた上でリスク低減がなされた豚を輸入していくことを提案するも

のとする。 

 

3.3 国の清浄性に関する声明 

 

評価対象国の清浄性の判断においては、OIE リスト疾病については各国の OIE への発生報告状況を基本

として判断した。その他、ベクターの生息域等の要因により発生地域が限局する疾病であって、輸出国が発

生地域に当たらない疾病や、輸出国において通報疾病に指定され、サーベイランスが実施された結果陰性

が確認されている場合も清浄であると判断した。しかし、疾病発生時に OIE に迅速に通報がなされるか等は

国家の獣医組織の体制に左右される。今回、評価の対象となった輸出国はいずれも十分な獣医組織体制を

有していると考えられるが、今後、評価対象国が十分な国家獣医組織体制を持ち得ない国である場合には、

当該国の清浄性に関する声明の信頼度が低下することを念頭において評価を実施する必要がある。 
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4. ハザードの特定 

 

4.1 ハザードの検討 

 

豚に感染する疾病は数多くあり、それらの中には国内で発生しているもの、発生のないもの、発生状況が

把握できていないものもある。また、豚に感染するものの、豚で疾病を引き起こすかどうか不明であるものも

ある。これらの疾病について、3.1 章で示したハザードの特定手順に基づき、評価対象疾病をリスト化し、ハザ

ードの特定を行った。 

 

4.2 ハザード特定結果 

 

ハザードの特定を行った結果、以下の 39 疾病の病原体をハザードとして取扱い、リスク評価を実施するこ

ととした。 

 

 

なお、ハザードと特定されなかった疾病は生体豚が感染源となる報告がない又は国内で既に発生が認めら

れており、輸入豚を介して新たな発生が起こった場合であっても特段の影響を及ぼさないと判断されたことか

ら、リスク管理措置も「不要」と判断した。

● 牛疫 ● Senecavirus A 感染症 

● 口蹄疫 ● 豚のエボラウイルス感染症 

● 日本脳炎 ● 炭疽 

● 狂犬病 ● 出血性敗血症 

● 水胞性口炎 ● ブルセラ病 

● 豚コレラ ● 類鼻疽 

● アフリカ豚コレラ ● 気腫疽 

● 豚水胞病 ● レプトスピラ症 

● ニパウイルス感染症 ● サルモネラ症 

● オーエスキー病 ● 萎縮性鼻炎 

● 伝染性胃腸炎 ● 豚丹毒 

● 豚エンテロウイルス性脳脊髄炎 ● 豚赤痢 

● 豚繁殖・呼吸障害症候群（PRRS） ● 野兎病 

● 豚水疱疹 ● 豚大腸菌症（海外血清型） 

● 豚流行性下痢 ● 豚胸膜肺炎（海外血清型） 

● 豚インフルエンザ ● トリパノソーマ病 

● 豚オルソレオウイルス病 ● トキソプラズマ病 

● 豚デルタコロナウイルス感染症 ● 旧大陸スクリューワーム 

● 青目病 ● 新大陸スクリューワーム 

● Menangle ウイルス感染症   
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5. リスク評価及びリスク管理 

 

5.1 牛疫 

 

5.1.1 疾病情報 

 

5.1.1.1 背景 

 

牛疫はパラミクソウイルス科（Paramyxoviridae）モルビリウイルス属（Morbillivirus）牛疫ウイルス

（Rinderpest virus）が原因となり、牛、水牛、めん羊、山羊、豚、ラクダ等の偶蹄目を宿主とする急性致死

性伝染病である。畜種や品種により感受性は異なり、最も高いのは牛や水牛である。また、東南アジア

やアフリカの牛は感受性が比較的低いが、和牛や朝鮮牛は高い。めん羊、山羊及び豚の症状は軽く、

また、豚ではヨーロッパ原産の品種よりもアジア原産の品種のほうが感受性が高いとされ、アジア原産

の品種では激しい症状が認められることがある。ヨーロッパ原産の豚では不顕性感染も確認される。 

ラクダは終末宿主（dead-end host）であり感染源とはならない。 

本病はこれまで我が国において口蹄疫、アフリカ豚コレラ等とともに重要な海外伝染病とされ、偶蹄類

動物及びその肉等の輸入は制限されてきたが、2011 年の FAO 及び OIE による世界的な撲滅宣言（OIE

決議第 18 号）以降、本病自体が輸出入の制約条件となることはない。しかしながら、本病については世

界的にも万一の再発に対する警戒は解かれておらず、ＯＩＥのリスト疾病として残されている（2019 年）。

我が国においても家畜伝染病に指定され、その中でも重要度の高い家畜伝染病の一つとして特定家畜

伝染病防疫指針が制定されている他、本病の病原体は家伝法で重点管理家畜伝染病病原体（弱毒株

以外）又は要管理家畜伝染病病原体（弱毒株）に指定されており、BSL-3ag の施設で取り扱うこととされ

ている。牛疫ウイルスの保持及びワクチンの保管はＯＩＥ決議（決議第 23 号）に基づき、FAO と OIE が認

定した施設のみに認められることとなり、2018 年 7 月現在、英国、米国、エチオピア、日本（動衛研）の

施設が認定されている。 

 

5.1.1.2 疫学 

 

4 世紀以降、アジア、アフリカ、ヨーロッパの各地で大流行し、18 世紀の北西ヨーロッパでは約 2 億頭

の牛が死亡したとされる。我が国へは主に中国大陸から侵入して流行したが、1922 年に撲滅された。近

年の発生は東アフリカ、イエメン及び西アジアに限局していた。1992 年より、FAO 及び OIE は 2010 年の

撲滅を目標とした牛疫撲滅キャンペーンを開始し、2009 年には 3 系統ある牛疫のうち 2 系統が撲滅さ

れ、2011 年 5 月には全系統が撲滅されたとして、牛疫の撲滅を宣言した。 

発熱症状が現れる 1～2 日前からウイルス排泄が始まる。ウイルスは発症動物の鼻汁、涙、唾液、乳

汁、尿、糞便中に多量に排出され、感染動物の分泌物や排泄物の飛沫の吸入、発病動物との直接接

触によって容易に伝播する。垂直感染の報告はない。限定された条件下では空気感染も成立する。ウ

イルスは熱、光、乾燥、紫外線に感受性であり、環境中で迅速に不活化され、排泄物中のウイルスも 1
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～2 日以内に不活化される。豚は汚染肉の摂取によっても感染し、さらに感染豚から感受性牛への伝播

も起こりうる。なお、感染動物はキャリアーとはならない。 

 

5.1.1.3 臨床症状 

 

潜伏期は通常 2～9 日である。突然の高熱（41～42℃）、食欲減退、沈鬱等の様相を呈し（前駆期）、続

いて眼瞼腫脹等の症状が認められる。流涙や鼻汁は最初水様であるが後に膿様となり、口周囲の粘膜

は充血し、口唇、口蓋、舌、鼻粘膜、膣粘膜等に広がり、潰瘍、糜爛へと続く（粘膜期）。その後、背弯姿

勢をとり、血液や粘膜組織を含んだ激しい下痢を伴い（下痢期）、脱水症状、起立不能、体温低下により

死亡するが、これらの症状は牛疫に限ったものではない。症状を示した後 6～12 日で死亡する例が多

い。 

ヨーロッパ原産の豚は抵抗性があるためほとんど症状を示さない。妊娠豚は流産を起こすことがある。

未感染群では感染率、致死率ともに高く、100％に及ぶこともある。 

 

5.1.1.4 診断 

 

臨床的に、鼻及び目からの分泌物が認められる口内炎・腸炎症候群で、発熱、口腔の糜爛、流涎過

多、下痢、死亡のうち 2 つ以上を伴う場合は牛疫を疑う。 

牛疫を疑う場合は、患畜の脾臓やリンパ節、抗凝固剤添加血液、涙等を検査材料としてうさぎ免疫血

清を用いた CF 又は AGID によりウイルス抗原を検出するか RT-PCR によりウイルス遺伝子を検出す

る。組織材料については、蛍光抗体法（FA）や酵素抗体法でウイルス抗原を検出する。B95a 細胞、BK

細胞、VERO 細胞等を用いたウイルス分離が可能である。 

血清診断では、NT、CF、IHA、FA、ELISA、AGID 等を用いて抗体価を測定する。モノクローナル抗体を

利用した特異的な c-ELISA は広く使用され、OIE における推奨検査に指定されているが、現在入手が困

難となっている。 

小反芻獣疫の常在地では牛疫と小反芻獣疫の類症鑑別を行う必要がある点に特に留意する。 

我が国では、牛疫を疑う患畜を認めた場合は特定家畜伝染病防疫指針に従い、病変部位の写真、疫

学情報及び動衛研にて実施する遺伝子検査の結果に基づき専門家の意見を踏まえて病性を判定する。

病性判定で陽性とされなかったものの、動衛研が実施するウイルス分離検査、血清抗体検査等により

陽性の結果が出た場合には改めて判定する。 

 

5.1.2 リスク評価 

 

5.1.2.1 侵入リスク評価 

 

本病は 2011 年に FAO 及び OIE より世界清浄化宣言が出されていることから、侵入リスク発生確率

（LR） は「無視可」と判断した。このため、本病に対するリスク評価はここで終了とする。 
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5.1.2.2 リスクの推定 

 

LR が「無視可」と判断されたことから、最終的なリスクは「無視可」と判断された。 

 

5.1.3 リスク管理 

 

リスク評価の結果、輸入に当たってはリスク低減措置が不要であると判断された。 

なお、OIE では 2013 年以降、家畜の輸出入に当たり、本病に関するいかなる条件も求めないことを推

奨している。 

 

5.1.4 参考資料 

 

1) OIE コード 2016 （第 8.15 章） 

<http://www.oie.int/fileadmin/Home/eng/Health_standards/tahc/current/chapitre_rinderpest.pdf> 

(Accessed 24 May, 2019) 

2) OIE コード 2012 （第 8.12 章） 

3) OIE 陸棲動物の診断テスト及びワクチンに対する基準マニュアル 2015(第 2.1.19 章) 

<http://www.oie.int/en/international-standard-setting/terrestrial-manual/access-online/>  

(Accessed 12 August, 2016) 

4) OIE Technical disease card “RINDERPEST” 

<http://www.oie.int/fileadmin/Home/eng/Health_standards/tahm/3.01.19_RINDERPEST.pdf> (Accessed 

24 May, 2019) 

5) 「動物の感染症＜第三版＞」（近代出版） 

6) 国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構 動物衛生研究部門ウェブサイト 

7) 「獣医感染症カラーアトラス＜第二版＞」（文永堂出版） 

8) Iowa State University, The Center for Food Security & Public Health, Website, 

< http://www.cfsph.iastate.edu/Factsheets/pdfs/rinderpest.pdf> (Accessed 12 August, 2016) 

9) 「牛疫に関する特定家畜伝染病防疫指針」（平成 27 年 11 月 20 日農林水産大臣公表） 

10) 動物検疫所特定家畜伝染病対策要領（平成 29 年 3 月 29 日付け 28 動検第 1281 号） 

11) 「海外悪性伝染病」（チクサン出版社） 

12) 山内一也：牛疫根絶までの歩み（モダンメディア 57 巻 3 号 2011「話題の感染症」） 

13) 「牛病学＜第三版＞」（近代出版） 

14) 「病性鑑定指針」（26 消安第 4686 号） 海外伝染病 – 牛疫 

15) 監視伝染病診断指針 （社）日本獣医師会ウェブサイト 豚編 「牛疫」 

<http://nichiju.lin.gr.jp/tksn/pig/pi01.html> (Accessed 12 September, 2018) 

- 23 -



  繁殖用豚の輸入に関するリスク評価書 

 

5.2 口蹄疫 

 

5.2.1 疾病情報 

 

5.2.1.1 背景 

 

口蹄疫はピコルナウイルス科（Picornaviridae）アフトウイルス属（Aphthovirus）口蹄疫ウイルス（Foot-

and-mouth disease virus: FMDV）の感染による、偶蹄類の口周囲や蹄部の水疱形成を主徴とする急性

熱性伝染病である。宿主域が広く、全ての偶蹄目の家畜（牛、豚、めん羊、山羊等）や野生の偶蹄目動

物（鹿、いのしし、キリン等）に感染する。相互にワクチンの効かない 7 つの血清型（O、A、C、Asia 1、

SAT1、SAT2 及び SAT3）がある。また、多様な抗原性を示し、同一血清型でも抗原性に差が認められる。

低温条件下、pH7～9 の中性領域では安定であるが、pH6 以下及び pH9 以上では速やかに不活化され

る。 

本病は我が国において家畜伝染病に指定されており、特定家畜伝染病防疫指針が制定されている他、

本病の病原体は家伝法で重点管理家畜伝染病病原体に規定されている。OIE のリスト疾病（2019 年）

かつ清浄性認定対象疾病である。 

 

5.2.1.2 疫学 

 

本病はアジア、アフリカ等で広く発生が認められ、ここ数十年間発生がないのは北米とオセアニア地域

のみである。我が国では 2010 年 4 月に宮崎で O 型のウイルスによる口蹄疫が発生したが、感染が疑

われる牛や豚等の家畜の殺処分や埋却・消毒、感染拡大を抑えるためのワクチン接種等の防疫措置を

実施した結果、同年 7 月末には家畜の移動制限区域が全て解除され、2011 年 2 月にワクチン非接種

清浄国ステータスに復帰した。なお、中国、韓国、北朝鮮、ロシア等の周辺アジア諸国においては依然

として A 型及び O 型の発生が認められている。 

牛は一般的に口蹄疫ウイルスに感受性が高い（最小有効感染量：経気道感染で 101.0ID50）。豚は牛に

比べて感受性が低い（最小有効感染量：経気道感染で 102.6ID50、経口感染で 105.0ID50）が、感染後のウ

イルス排出量は牛の 100～2,000 倍といわれる。めん羊や山羊は症状が明瞭でないため、本病を伝播

する動物として注意が必要である。アフリカ水牛は不顕性感染する。豚はキャリアーとはならないと考え

られているが、豚以外の動物で感染を耐過した又はワクチン接種後に感染した動物では咽頭部に 28 日

以上ウイルスが生残するキャリアー化が起こり、牛では 15～50％がキャリアーとなる。キャリアーとなる

期間は動物種とウイルス株により異なるが、その期間は牛で 2.5 年、アフリカ水牛で 5 年、めん山羊で 9

か月、鹿で 11 週といわれている（全て最長期間）。 

感染動物は水疱形成前からウイルスを排出する。その期間は水疱出現前の 1～5 日（牛）、2～10 日

（豚）、3～5 日（めん羊）といわれ、接触感染で容易に周囲の感受性動物に感染をひろげる。発症又は

潜伏感染中の動物との直接接触やエアロゾルの吸引により感染する他、汚染された媒介物（手指や服、

用具等）との接触、汚染された肉製品（残飯）の給与や汚染乳の摂取、汚染精液の人工授精によっても

感染する。また、気象条件（高湿度、短日照時間、低気温）によっては空気伝播が起こり、陸上で 60km、
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海上で 250km もの距離を風で移動するとの報告もある。さらに、これらの経路に加え、狭い地域（通常

3km 以内）での特定できない、あるいは複数の経路による近隣伝播も報告されている。 

 

5.2.1.3 臨床症状 

 

潜伏期間は 2～14 日（豚で 10.6 日、牛で 6.2 日、めん羊で 9 日）。豚の潜伏期間の長さは感染ウイル

ス量によって異なるが、平均的に長い潜伏期間を有し、その間にウイルスを排出するので問題となる。 

豚では、最初に発熱(40.5°C 以上)、食欲不振及び嗜眠がみられる。さらに、鼻鏡や鼻腔の皮膚粘膜、

舌、口唇、歯齦、咽頭、口蓋等の粘膜と蹄部に水疱が出現する。豚では蹄部（特に蹄冠部、趾間、副蹄）

の水疱形成が顕著であり、跛行によって異常に気付くことが多い。また、起立できずに犬座姿勢を取る。

母豚では乳頭にも水疱が認められる。水疱は比較的早期に破れ、糜爛、仮皮形成を経て、細菌の二次

感染がなければ 7～14 日の経過で回復するが、水疱形成が重度に及ぶと出血を伴った蹄冠の脱落が

起こる。通常、口部の病変は牛に比べて小さく流涎も稀であるが、株によっては口部にも重度な病変を

起こす。蹄部や口部の疼痛による採食困難が起こり、生産性は著しく低下する。 

清浄国等免疫を有さない場合の感染率は 100％に近い。致死率は通常成豚では 5％未満であるが、

哺乳豚は心筋炎を起こしやすく、致死率は 50％以上に達する。14 週齢未満、特に 8 週齢未満の子豚で

心筋炎による突然死が起こりやすい。 

株により病原性の違いが認められ、動物種により水疱を伴わない非典型的症状を示す場合もある。 

類症鑑別としては豚では豚水胞病、水胞性口炎、豚水疱疹、豚痘、Senecavirus A 感染症等、牛では

牛伝染性鼻気管炎、牛ウイルス性下痢・粘膜病、ブルータング、趾間腐爛等が重要である。なお、豚水

胞病や水胞性口炎は口蹄疫と同様に我が国では発生がなく、いずれも臨床的に口蹄疫と区別できない。

これらの水疱性疾病が発見された場合には、口蹄疫を想定した対応が必要であり、精密検査での判定

を要する。 

 

5.2.1.4 診断 

 

精密検査にはウイルス学的検査と血清学的検査があり、発症初期はウイルスを検出することができる

ことからウイルス学的検査が主となる一方、発症後時間が経過している場合はウイルスの検出が困難

となるため主に血清学的検査が行われる。 

水疱液、水疱上皮等（キャリアー動物の摘発には咽頭拭い液（プロバング材料））を材料として、牛甲

状腺あるいは牛腎初代培養細胞や豚腎培養細胞等を用いてウイルス分離を実施する。分離ウイルス

は抗原検出 ELISA（間接サンドイッチ ELISA）を用いてウイルスの同定と血清型の決定を行う。迅速検査

法として RT-PCR により材料中のウイルス遺伝子の検出を行う。 

口蹄疫ウイルスは pH に極めて敏感であるため、検査材料は pH7.4（±0.2）に保った状態で輸送する。

血清学的検査には NT と液相競合サンドイッチ ELISA があり、NT には IBRS2 細胞等の感受性株化細

胞を使用する。以前、我が国では生ウイルスの使用が禁止されており NT が実施できなかったことから、

通常液相競合サンドイッチELISA を実施していたが、2000年の発生以降 NT も実施可能となった。また、
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ワクチン抗体と感染抗体の識別に非構造タンパク質を用いた ELISA が開発されており、ワクチン接種地

域における群レベルでの清浄性や感染状況の評価手法として利用されている。 

水疱液、水疱上皮及び血清等の検査材料は冷蔵（4℃）で検査室に輸送する。採血時にヘパリン入り

真空採血管を用いると、液相競合 ELISA で非特異反応が出やすい。また、血液を凍結させて溶血した

場合には検査に供することができないため、必ず冷蔵で送付する。プロバング材料は厳重に密閉した上

で、ドライアイス等を用いて冷凍（-70℃以下）で輸送する。 

我が国では、口蹄疫を疑う患畜を認めた場合、特定家畜伝染病防疫指針に従い、病変部位の写真判

定、疫学調査及び動衛研にて実施する遺伝子検査の結果に基づき専門家の意見を踏まえて病性を判

定する。病性判定で陽性とされなかったものの、動衛研が実施する血清抗体検査又はウイルス分離検

査により陽性の結果が出た場合には改めて判定する。 

 

5.2.2 リスク評価 

 

5.2.2.1 侵入リスク評価 

 

現在家畜衛生条件を取り決めている国はいずれも OIE の清浄性ステータスを有している。しかし、本

病はウイルス株により症状が不明確となる場合があり、輸出国において本病の侵入が検知されない時

期が極めて低いながらも想定される可能性がある。これらのことから、侵入リスク発生確率（LR） は「極

低い」と判断した。 

 

5.2.2.2 暴露リスク評価 

 

本病の主な感染経路は感染豚との直接接触である。豚のウイルス排泄量は非常に多く、高濃度のウ

イルスをエアロゾルの状態で呼気中に排泄することから、暴露リスク発生確率（LE）は「高い」と判断した。 

 

5.2.2.3 侵入及び暴露リスク評価 

 

LR が「極低い」、LE が「高い」と判断されたことから、侵入及び暴露リスク発生確率（LRE）は「低い」と

判断された。 

 

5.2.2.4 影響リスク評価 

 

本病は発症豚との直接接触で群内にまん延する他、飛沫核感染による空気伝播が起こる。また、本

病は宿主域が広く、全ての偶蹄目家畜及び野生動物に感染し、牛やめん山羊等に感染が拡大した場

合には感染耐過後にキャリアーとなることがある。 

本病は伝播力が強いことから家伝法において予防的殺処分の対象疾病に指定され、OIE では清浄性

認定疾病に指定される等、国際的にも最重要視されている。また、発生時の経済的影響は甚大となる。 

これらのことから、影響リスク（LC）は「高い」と判断された。 
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5.2.2.5 リスクの推定 

 

LRE が「低い」、LC が「高い」と判断されたことから、最終的なリスクは「中程度」であると推定された。 

 

5.2.3 リスク管理    

 

リスク評価の結果、輸入に当たってはリスク低減措置が必要であると判断された。 

 

（参考）OIE における推奨条件 

 

OIE コードでは、豚の輸入に当たって以下の条件に合致していることを証明する国際獣医証明書の提

示を求めることが推奨されている。 

 

1) ワクチン非接種清浄国※1 又は地域からの口蹄疫感受性動物の輸入条件 

(1) 輸送当日、口蹄疫の臨床症状を示していないこと。 

(2) 出生以降又は輸出前少なくとも 3 か月間、口蹄疫ワクチン非接種清浄国で飼養されていたこと。 

(3) ワクチンを接種していないこと。 

(4) 汚染地域を経由する場合には、輸送中、口蹄疫の病原体と接触することがないこと。 

 

※1  ワクチン非接種清浄国の条件 

下記①～④の条件を満たし、OIE に承認されること。②～④については OIE コード Chapter1.1 に従い、

毎年及び疫学的状況等の変化があった場合に、③b 及び④については変更があった場合に申告書類 

を再提出する。 

 

① 動物疾病の通常及び迅速な発生状況の記録を保有していること。 

② OIE に以下の a～d の項目を申告していること。 

a. 過去 12 か月間口蹄疫の発生がないこと。 

b. 過去 12 か月間口蹄疫ウイルスが循環している証拠が認められないこと。 

c. 過去 12 か月間口蹄疫のワクチン接種が実施されないこと。 

d. ワクチン接種禁止後、ワクチン接種した動物が導入されることがないこと。 

③ 以下 a,b を証明する書類があること。 

a. 口蹄疫及び口蹄疫ウイルス感染に関するサーベイランスが OIE コード Article 8.7.42,47,49 に従って

実施されていること。 

b. 口蹄疫の早期発見、防止、管理のための規制措置が実施されていること。 

④ プロテクションゾーンを設置している場合、境界及び管理措置についての詳細な説明がなされるこ

と。 
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2) ワクチン接種清浄国※2 又は地域からの反芻家畜及び豚の輸入条件 

(1) 輸送当日、口蹄疫の臨床症状を示していないこと。 

(2) 出生以降又は輸出前少なくとも 3 か月間、口蹄疫清浄国で飼養されていたこと。 

(3) ワクチンを接種していないこと。ワクチン非接種清浄国に輸出される場合は抗体検査で陰性が確

認されること。 

(4) 汚染地域を経由する場合には、輸送中に口蹄疫ウイルスと接触することがないこと。 

 

※2  ワクチン接種清浄国の条件 

ワクチン接種清浄国の感受性動物は、物理的、地理的障壁も考慮に入れた効果的なウイルス侵入防

止対策の適用により周辺の発生国からのウイルス感染から防御される必要がある。 

その上で下記①～④の条件を満たし、OIE に承認されること。②～④については OIE コード Chapter1.1

に従い、毎年及び疫学的状況等の変化があった場合に、③b 及び④については変更があった場合に再

提出する。 

① 動物疾病の通常及び迅速な発生状況の記録を保有していること。 

② OIE に以下の a,b の項目を申告していること。 

a. 過去 2 年間口蹄疫の発生がないこと。 

b. 過去 12 か月間、口蹄疫ウイルスが循環している証拠が認められないこと。 

③ 以下 a～d を証明する書類があること。 

a. 口蹄疫及び口蹄疫ウイルス感染に関するサーベイランスが OIE コード Article 8.7.42,47,49 に従って

実施されていること。 

b. 口蹄疫の早期発見、防止、管理のための規制措置が実施されていること。 

c. 口蹄疫の発生防止を目的とした定期的なワクチン接種が実施されていること。 

d. 使用ワクチンは OIE マニュアルの基準に準じていること。 

④ プロテクションゾーンを設置している場合、境界及び管理措置についての詳細な説明がなされるこ

と。 

 

3) 口蹄疫汚染国又は地域からの反芻家畜及び豚の輸入条件 

(1) 輸送当日、口蹄疫の徴候を示していないこと。 

(2) 出生以降、生産施設で飼養されていること。又は、下記①,②のいずれかの条件を満たすこと。 

① 輸出国で口蹄疫撲滅政策が実施されている場合、過去 30 日間、飼養施設の半径 10km 以内で口

蹄疫の発生がないこと。 

② 輸出国で口蹄疫撲滅政策が実施されていない場合、過去 3 か月間、飼養施設の半径 10km 以内

で口蹄疫の発生がないこと。 

(3) 下記①,②のいずれかの条件を満たすこと。 

① 輸出 30 日前から飼養施設で隔離され、同一条件下で飼養されている全ての輸出動物は口蹄疫の

精密検査（プロバング材料及び血清）で陰性と診断されていること。また、期間中飼養施設の周辺

半径 10km 以内の地域で口蹄疫の発生がないこと。 
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② 輸出動物は輸出前 30 日間出国検疫を受けており、全ての輸出動物は口蹄疫の精密検査（プロバ

ング材料及び血清）で陰性と診断されていること。また、検疫期間中、検疫施設の周辺半径 10km

以内の地域で口蹄疫の発生がないこと。 

(4) 輸出動物は輸送中、口蹄疫ウイルスと接触することがないこと。 

 

5.2.4 参考資料 
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<http://www.oie.int/fileadmin/Home/eng/Health_standards/tahc/current/chapitre_fmd.pdf> 

(Accessed 24 May, 2019 
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5.3 日本脳炎 

 

5.3.1 疾病情報 

 

5.3.1.1 背景 

 

日本脳炎はフラビウイルス科（Flaviviridae）フラビウイルス属（Flavivirus）日本脳炎ウイルス(Japanese 

encephalitis virus; JEV)が原因となり、妊娠豚に死流産、雄豚に造精機能障害を起こす節足動物媒介性

疾病である。人獣共通感染症であり、ヒトと馬の感染では脳炎症状を主症状とする。 

JEV は通常、蚊（イエカ、ヤブカ、シマカ）と豚やサギ科鳥類の間で感染環を形成し、豚やサギ科鳥類

は増幅動物として重要な役割を担う。 

本病は我が国においてウエストナイルウイルス感染症、馬脳脊髄炎（東部及び西部）及びベネズエラ

馬脳脊髄炎とともに、流行性脳炎として家畜伝染病に指定されており、OIE のリスト疾病でもある（2019

年）。また、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律（平成 10 年法律第 114 号、以

下「感染症法」という。）に基づく 4 類感染症であり、JEV は四種病原体等として規定され、BSL-2 以上の

施設で取り扱う必要がある。 

 

5.3.1.2 疫学 

 

東、東南及び南アジア諸国、またオーストラリア北部を含む西太平洋地域に広く分布しており、温暖な

地域では晩夏から初秋にかけて疾病が流行する。熱帯地域では季節を問わずに流行が認められ、特

に蚊の増える雨期に発生が増す。 

我が国における本病の主要なベクターはコガタアカイエカであり、本州以南で春から秋にかけて流行し、

免疫のない妊娠豚が妊娠中に感染したことによる異常産が 8～11 月に多く認められ、母豚全体の約

40％に異常産が、分娩子豚全体の約 20％に異常子豚が発生する。経産豚は免疫を獲得しているため、

異常産は多発しない。異常産の発生率は母豚が妊娠中期に感染した場合に最も高く、次いで妊娠初期、

後期となる。雄豚にみられる繁殖障害の発生時期はウイルスの流行期にほぼ一致する。感染豚は高力

価のウイルス血症を引き起こし、吸血蚊を容易に有毒化するため、豚は本ウイルスの増幅動物として重

要である。また、感染蚊は一生ウイルスを保有し、他の動物にウイルスを伝播する。 

ウイルスは通常豚や野鳥（サギ類等）の間で循環しているが、循環ウイルス量が増えることにより、馬

やヒト、その他の宿主で感染が起こり、散発的に脳炎症状が認められる。ヒトや競走馬ではワクチン接

種が行われているが、稀にワクチン未接種のため脳炎を発症することがある。豚以外の家畜は感染し

てもウイルス血症が微弱なため増幅動物にはなりえないと考えられている。 

冬期のウイルスの維持には、トカゲや蛇等のは虫類やコウモリが関与していると考えられる他、実験

的にはヤブカでの介卵伝播も認められる。これらの動物内で越冬する他、感染した蚊や渡り鳥によって

遠方からウイルスが我が国に持ち込まれ、その後豚と蚊の感染環の中でウイルスの増幅が起こると考

えられる。 
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豚については、単味不活化・生ワクチン、豚パルボウイルスやゲタウイルス等との混合生ワクチンが

市販されており、春から秋にかけて種付けを予定している豚を対象にワクチン接種を行うことで本病に

よる異常産は予防できる。ワクチン接種率を毎年高い状態で保つことで、流行を最小に抑えることがで

きる。 

 

5.3.1.3 臨床症状 

 

豚は 3 日程度で臨床症状を呈するが、早い場合は感染後 24 時間以内にウイルス血症及び発熱を呈

して感染源となる。豚の症状は繁殖障害として現れ、繁殖上の損失は 50～70％に達することがある。 

蚊の吸血により豚体内に侵入したウイルスは内臓で増殖後、ウイルス血症を起こす。妊娠豚では血流

中のウイルスが胎盤に到達後、胎子が感染して死亡し、異常産が発生する。死亡胎子は分娩予定日ま

で子宮内に残るため、死産の形を取ることが多い。胎内で各胎子の感染時期が異なるために、異常子

豚にはミイラ化胎子、黒子、白子等の大小の死亡子豚と、痙攣、震え、旋回、麻痺等の神経症状を伴う

異常子豚が認められる。非免疫での子豚の死亡率は 100％に達することがある。母豚が妊娠早期に感

染すると、初期胚や感染胎子が母豚の胎内で吸収され、臨床的には産子数の減少や不妊の形を取る。

非妊娠豚では軽度の熱性疾患又は不顕性感染となり、成豚での死亡はほぼない。 

雄豚が感染すると発熱、食欲減退、生殖器の炎症、陰嚢腫大及び交尾欲減退を示し、精子数の減少、

精子生存率の低下、精子の奇形等の造精機能障害が起こり、繁殖成績が悪くなる。 

馬の潜伏期間は 4～14 日（平均 8～10 日）であり、大部分が不顕性感染となる。発症馬は多様な臨床

兆候を示すことが知られているが、主に一過性型（発熱型）、麻痺型、興奮型の 3 つの類型に分けられ

る。一過性型は免疫馬でみられ、食欲不振、元気消失、軽度の発熱が認められ、症状は 2～3 日で回復

する。麻痺型では 41℃程度の発熱、知覚麻痺、嚥下困難、進行性の運動失調、視覚障害、腰萎、麻痺

等が認められ、1 週間以内に回復する。興奮型では、多量の発汗と筋肉の振戦を伴う高熱（41℃以上）

がみられ、徘徊、攻撃的行動、失明、衰弱、昏睡が認められた後、死亡に至る場合もある。馬における

罹患率は 1～1.4％で、脳炎の発症率は極めて低い。また、致死率は 5～15％、高いと 30％とされている

が、脳炎症状を発症した場合には 40％と高い。 

ヒトの潜伏期間は 6～16 日で、発症率は 0.1～1％程度と馬と同様に大部分が不顕性感染となる。典

型的な症状は髄膜脳炎であるが、脊髄炎が起こることもある。発症した場合の死亡率は 20～40％であ

る。 

 

5.3.1.4 診断 

 

本病による異常産は夏から秋にかけて分娩する初産豚に発生することから、流行地域において異常

産を起こした繁殖豚の種付け時期を調べ、妊娠中に JEV の流行期を経過したかを確認する。確定診断

は異常子豚からのウイルス分離による。 

ウイルス分離は異常胎子の脳、実質臓器等から実施し、乳のみマウスへの脳内接種又は培養細胞

（Vero 細胞）を用いて分離し、間接蛍光抗体法（IFA）や RT-PCR を用いた検査により確認する。この他、

血清学的検査として、HI 試験により、母体血清を用いて母豚が妊娠中に抗体陽転したことを確認する、
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胎齢 70 日齢以上の異常胎子の体液よりウイルス特異抗体を検出し、胎子感染を証明する等が有効で

ある。 

HI 試験では抗体価の有意上昇を確認するが、その他のフラビウイルスに対する抗体と血清学的に交

差反応が起こることから、疫学情報や病原学的検査の結果とあわせて判断する必要がある。 

 

5.3.2 リスク評価 

 

5.3.2.1 侵入リスク評価 

 

現在家畜衛生条件を取り決めている国は、いずれも過去に本病の発生がないと OIE に報告している

清浄国である。本病の発生はアジア諸国及びオセアニアに限局しており、輸出国に本病が存在する可

能性は無視できると考えられることから、侵入リスク発生確率（LR） は「無視可」と判断した。このため、

本病に対するリスク評価はここで終了とする。 

 

5.3.2.2 リスクの推定 

 

LR が「無視可」と判断されたことから、最終的なリスクは「無視可」であると推定された。 

 

5.3.3 リスク管理 

 

リスク評価の結果、輸入に当たってはリスク低減措置が不要であると判断された。 

 

5.3.4 参考資料 

 

1) OIE Technical disease card “Japanese encephalitis” 

<http://www.oie.int/en/animal-health-in-the-world/technical-disease-cards/>  

(Accessed July 20, 2016) 

2) OIE コード 2018（第 8.10 章） 

<http://www.oie.int/fileadmin/Home/eng/Health_standards/tahc/current/chapitre_japanese_encephalitis.

pdf>  

(Accessed 24 May, 2019) 

3) OIE 陸棲動物の診断テスト及びワクチンに対する基準マニュアル 2018（第 3.1.10 章) 

<http://www.oie.int/fileadmin/Home/eng/Health_standards/tahm/3.01.10_JEV.pdf>  

(Accessed 24 May, 2019) 

4) 「動物の感染症＜第三版＞」（近代出版） 

5) 国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構 動物衛生研究部門ウェブサイト 

6) 「獣医感染症カラーアトラス＜第二版＞」（文永堂出版） 

7) 監視伝染病診断指針（社）日本獣医師会ウェブサイト 豚編「流行性脳炎（豚の日本脳炎）」 
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<http://nichiju.lin.gr.jp/tksn/pig/pi03.html> (Accessed July 20, 2016) 

8) 「豚病学（第四版）」（近代出版） 

9) 軽種馬防疫協議会ウェブサイト「馬の感染症」 

<http://keibokyo.com/wp-content/themes/keibokyo/images/learning/pdf/kansen17_3.pdf> 

(Accessed July 20, 2016) 

10) 軽種馬防疫協議会ウェブサイト「馬の日本脳炎」 

<http://keibokyo.com/wp-content/themes/keibokyo/images/learning/pdf/53.pdf> 

(Accessed July 20, 2016) 

11) Iowa State University, The Center for Food Security ＆ Public Health Website, 

<http://www.cfsph.iastate.edu/DiseaseInfo/disease.php?name=japanese-encephalitis&lang=en> 

(Accessed July 20, 2016) 

12) 中村忠義、大谷明他：節足動物媒介ウイルスの生態学的研究 第 4 報 日脳アンプリファイヤーとし

てのブタの意義（北関東医学、18（5） p487-493、1968） 

13) 国立感染症研究所ウェブサイト「日本脳炎とは」 

<http://www.nih.go.jp/niid/ja/kansennohanashi/449-je-intro.html> (Accessed July 20, 2016) 

14) 病性鑑定マニュアル第 4 版（全国家畜衛生職員会） 

15) Australian Government, Website, Import Risk Analysis Report for Horses from Approved Countries. 

Final Report, 

<http://www.agriculture.gov.au/SiteCollectionDocuments/ba/animal/2013/zooelephants/Horse_IRA_final

_100323.pdf> (Accessed July 20, 2016) 
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5.4 狂犬病  

 

5.4.1 疾病情報 

 

5.4.1.1 背景 

 

狂犬病はラブドウイルス科（Rhabdoviridae）リッサウイルス属（Lyssavirus）狂犬病ウイルス（Rabies 

virus）が原因となり、ヒトを含む全ての哺乳類で神経症状を呈してほぼ 100％が死亡する致死性感染症

である。自然宿主は不明であるが、重要な保有宿主は犬科、イタチ科、ジャコウネコ科、アライグマ科及

び翼手目である。 

本病は我が国において家畜伝染病に指定されており、OIE のリスト疾病でもある（2019 年）。感染症法

で三種病原体に指定され、BSL-3 以上の施設で取り扱う必要がある。 

 

5.4.1.2 疫学 

 

狂犬病は、我が国を含めオーストラリア、ニュージーランド、英国、アイスランド等のいくつかの国では

長期間発生がないものの、これら少数の国を除く世界各地で毎年多くの動物及びヒトで発生している。 

豚での発生は稀であり、世界的にも発生報告は少ない。近年は中国、ブラジル、アルゼンチン、米国

等で発生が認められる。 

ヒトの狂犬病はほとんどの場合感染犬による咬傷が原因となるが、稀に家畜から感染することもある

他、臓器移植による感染報告もある。 

豚では、感染した肉食動物（犬、オオカミ、キツネ、コヨーテ、ジャッカル、アライグマ、スカンク等）が感

染源となる。吸血コウモリによる伝播も起こるが、コウモリは豚よりも牛や馬を好んで吸血するため、コウ

モリから豚に感染することは稀である。 

ウイルスは咬傷部位から体内に侵入し、末梢神経、中枢神経と上行して増殖を繰り返しながら各神経

組織、脳脊髄液に拡散する。また、唾液腺でも増殖することから、感染動物の唾液にはウイルスが多量

に含まれる。感染動物の50～90％がウイルスを排泄する。ウイルスの排泄は犬や猫で発症前1～5日、

牛で 1～2 日、コウモリで 2 週間前から始まるとされているが、実験感染では発症前 13 日の犬の唾液中

にウイルスが確認されたとの報告もある。なお、血液や尿、糞には感染力がないと考えられている。 

豚は通常終末宿主となるが、2008 年に中国で発生した事例では、狂躁型の症状を発症した豚が同居

豚に噛み付き、感染が拡大した。 

 

5.4.1.3 臨床症状 

 

ウイルス株や感染部位等により潜伏期間は 1 週間から 1 年 4 か月と多様であるが、平均 1～2 か月で

あり、犬や猫では通常 2 週間から 3 か月である。なお、2008 年の中国の豚の感染事例では、潜伏期間

は約 10 日であった。OIE コードでは潜伏期間を 6 か月としている。 
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一般的に哺乳類は食欲不振、情緒不安定等の異常行動を示した後に、狂躁型又は麻痺型に進行す

る。狂躁型では、反射機能の亢進、筋肉のれん縮、振戦、流涎、異嗜、興奮状態が 2～4 日間継続し、

その後運動失調、下顎下垂、脱水、意識不明の麻痺状態が 1～2 日間認められた後に死亡する。麻痺

型では、興奮状態を示さずに、麻痺状態が 3～6 日継続した後に死亡する。 

豚では狂躁型が認められることが多く、極度に興奮して攻撃性が高まり、噛み合うために皮膚に咬傷

が目立つようになる他、子豚を噛み殺す等の異常行動が認められる。また、沈鬱や暗所での震え、身体

の擦り付け、異常な鳴き声、食欲の減退、性欲の異常等が認められる。鼻痙攣、急速な咀嚼運動、過剰

な流涎、筋肉の痙攣も認められ、その後全身麻痺になり呼吸障害で死亡する。麻痺型で経過する報告

もある。発症から死亡までの経過は 3～6 日程度である。 

発症はワクチン未接種のものがほとんどであり、発症すると致死率はほぼ 100％である。 

 

5.4.1.4 診断 

 

潜伏期の生前診断法は確立されていない。 

異食による胃内の異物や、脳、脊髄の充血及び浮腫、脳神経細胞内の封入体（ネグリ小体）が認めら

れることもあるが必発ではない。病原検索法としては脳組織の塗抹標本の FA が検出率も高く最も広く

使われている。その他、ELISA、RT-PCR が有効であるが、検査陰性でも本病を否定せず、疑わしい場

合には脳組織乳剤のマウスの脳内接種又は培養細胞を用いたウイルス分離を試みる。 

発病後の生前診断としては、角膜や皮膚毛根部の神経細胞における蛍光抗原の検出が行われる。 

抗体産生以前に死亡するため、血清学的な検査は無効である。 

 

5.4.2 リスク評価 

 

5.4.2.1 侵入リスク評価 

 

現在家畜衛生条件を取り決めている国のうち、アイルランド、スウェーデン及び英国では本病の発生

は認められていないが、多くの輸出国で発生があり、主要な輸出国である北米でも発生があるが、豚で

の発生は稀である。 

本病の潜伏期間は長期に渡る場合があり、輸出入検疫で摘発されない可能性がある。これらのことか

ら、侵入リスク発生確率（LR） は「低い」と判断した。 

 

5.4.2.2 暴露リスク評価 

 

豚は発症すると狂躁型の症状を呈することが多く、同居豚に噛み付いて本病を伝播する可能性が否

定できないことから、暴露リスク発生確率（LE）は「低い」と判断した。 
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5.4.2.3 侵入及び暴露リスク評価 

 

LR が「低い」、LE が「低い」と判断されたことから、侵入及び暴露リスク発生確率（LRE）は「低い」と判

断された。 

 

5.4.2.4 影響リスク評価 

 

本病はヒトにも感染し、致死率も非常に高いため、社会的影響は大きいものの、豚は通常本病の終末

宿主であり、当該家畜の淘汰により本病の収束が見込まれる。 

これらのことから、影響リスク（LC）は「極低い」と判断された。 

 

5.4.2.5 リスクの推定 

 

LREが「低い」、LCが「極低い」と判断されたことから、最終的なリスクは「極低い」であると推定された。 

 

5.4.3 リスク管理 

 

リスク評価の結果、輸入に当たってはリスク低減措置が不要であると判断された。 

5.4.4 参考資料 

 

1) OIE コード 2018（第 8.14 章） 

<http://www.oie.int/fileadmin/Home/eng/Health_standards/tahc/current/chapitre_rabies.pdf>  

(Accessed 24 May, 2019) 

2) OIE 陸棲動物の診断テスト及びワクチンに対する基準マニュアル 2018（第 3.1.17 章) 

<http://www.oie.int/fileadmin/Home/eng/Health_standards/tahm/3.01.17_RABIES.pdf>  

(Accessed 24 May, 2019) 

3) OIE Technical disease card “RABIES” 

<http://www.oie.int/fileadmin/Home/eng/Animal_Health_in_the_World/docs/pdf/Disease_cards/RABIES_

FINAL.pdf> (Accessed 24 May, 2019) 

4) 「動物の感染症＜第二版＞」（近代出版） 

5) 「動物の感染症＜第三版＞」（近代出版） 

6) 国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構 動物衛生研究部門ウェブサイト 

7) 「獣医感染症カラーアトラス＜第二版＞」（文永堂出版） 

8) Equine Infectious Diseases, SAUNDERS ELSEVIER, D. C. Sellon and M. T. Long, 2007, 

9) World Health Organization (WHO) Website,  

< http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs099/en/> (Accessed July 21, 2016) 

10) AUSTRALIAN VETERINARY EMERGENCY PLAN, Disease Strategy, Rabies, Version 3.0, 2011, 
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<http://www.animalhealthaustralia.com.au/our-publications/ausvetplan-manuals-and-documents/>  

(Accessed July 21, 2016) 

11) Iowa State University, The Center for Food Security & Public Health Website, 

<http://www.cfsph.iastate.edu/Factsheets/pdfs/rabies.pdf> (Accessed 24 May, 2019) 

12) 「海外悪性伝染病」（チクサン出版社） 

13) 監視伝染病診断指針 （社）日本獣医師会ウェブサイト 豚編 「狂犬病」 

< http://nichiju.lin.gr.jp/tksn/pig/pi04.html > (Accessed July 21, 2016) 

14) 「犬等の狂犬病検査指針」（平成 20 年 10 月 6 日付け 20 動検第 704 号） 

15) Clarice Ricardo de Macedo Pessoa et al, ; Paralytic Rabies in Swine, Braz J Microbiol. 2011 Jan-Mar; 

42 (1), 298-302 

16) Y. JIANG et al, ; An outbreak of pig rabies in Hunan province, China, Epidemiol Ingect, 2008 Apr; 136 

(4), 504-508 

17) The Pig Site - Rabies 

<http://www.thepigsite.com/pighealth/article/455/rabies/> (Accessed July 21, 2016) 
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5.5 水胞性口炎 

 

5.5.1 疾病情報 

 

5.5.1.1 背景 

 

水胞性口炎（VS）はラブドウイルス科（Rhabdoviridae）ベシキュロウイルス属（Vesiculovirus）水胞性口

炎ウイルス（Vesicular stomatitis virus）が原因となり、多くの家畜の蹄部や鼻腔・口腔に水疱を形成する

急性熱性疾患である。 

VS ウイルスは主に吸血昆虫により伝播するが、流行時には感染動物からの直接伝播も起こる。野生

宿主も多く、土壌や植物もウイルス源として疑われる。 

我が国において本病は家畜伝染病に指定されている。また、本病は 2014 年まで OIE リスト疾病であっ

たが、2015 年から除外された。本病の病原体は家伝法で届出伝染病等病原体に指定されている。 

 

5.5.1.2 疫学  

 

南北アメリカ大陸に分布する。メキシコや中南米諸国に常在し、米国では一部地域に常在するが、そ

の他の地域では初夏から晩秋にかけて季節的に発生する。大きな流行は 10 年あるいはそれ以上の間

隔で周期的に認められる。豚での発生は牛及び馬の発生後にみられることが多い。 

VS ウイルスの血清型は主に New Jersey（NJ）型と Indiana（IND）型の 2 つであり、IND 型は更に 3 亜

型に分類される（IND-1～3）。NJ 型株と IND-1 亜型株はメキシコ南部、中米、ベネズエラ、コロンビア、

エクアドル、ペルーの家畜で発生している。NJ 型株と IND-1 亜型株はメキシコ北部、米国西部でも散発

的、IND-2 亜型株はブラジルとアルゼンチンの哺乳類でのみ散発的に見られ、IND-3 亜型株はブラジル

でのみ分離報告がある。米国では 2014 年 5 月中旬から 12 月上旬にかけ、計 4 州 434 施設 646 頭（牛

60 頭、馬 586 頭）で NJ 型の発生があった。家畜では馬科、牛科、いのしし科、南米のラクダ科が、野生

動物ではオジロジカやいのししの他多くの小型哺乳類が宿主となり、実験的にはマウス、ラット、鹿、ア

ライグマ、サル等多くの哺乳類に感染する。ヒトも感染動物との濃厚接触により感染し、インフルエンザ

様症状を呈することがある。 

伝播経路は完全には解明されていないが、ウイルスは唾液、浸出物又は開放した水疱上皮に含まれ

ており、経皮的又は経粘膜的に伝播する直接接触感染の他、ダニ、ブユ、サシチョウバエ、蚊等の吸血

昆虫による生物学的及び機械的伝播も起こる。流行地域ではブユと不顕性宿主との間で安定した生活

環が維持されていると考えられている。また、バッタにも感染し、感染バッタを摂食した牛の感染が実験

的に確認されている。本ウイルスは元来牧草等の植物ウイルスであり、動物には最終的に感染すると

いう説もあるが、その発病機序や感染環は不明な点が多い。本病の発生には季節性があるが、未知の

宿主中に生存して越冬すると考えられている。豚では創傷感染が主な感染経路と考えられる。 

自然感染した牛の免疫期間は短く、同じ型のウイルスに再感染する場合もある。豚では再感染の起こ

る率は低いといわれている。感染動物のウイルス血症の期間は短く、ウイルス価も低い。 
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5.5.1.3 臨床症状 

 

潜伏期間は 2～8 日と多様であるが、通常は 1～4 日である。なお、2013 年まで呈示されていた OIE コ

ードでは潜伏期間を 21 日間としていた。罹患率は様々であるが、90％に上ることもある。1 歳未満の牛

や馬ではほとんど罹患せず、一般的に成体で症状が見られる。10～15％の動物が臨床症状を示し、致

死率は低く、数日から 2 週間で回復する。豚では不顕性感染するものも多い。 

豚の場合、典型的な臨床症状として跛行が認められることが多い。初期に流涎や食欲不振、40℃前

後の発熱がみられ、次いで舌、口唇、歯齦、鼻鏡等の粘膜、乳頭・乳房及び蹄部の皮膚に水疱や糜爛

が認められる。水疱は感染後 24 時間以内に発現し、白色の様々な大きさで隆起又は崩壊することから、

偶蹄類動物では口蹄疫と混同されやすい。水疱は一時的な病変で、容易に破れて糜爛や潰瘍となり、

その後完全に治癒する。体温は通常数日で降下するが、時に 1 週間以上稽留することもある。稽留熱

は病変部位への細菌の二次感染に起因するものと考えられ、特に蹄部の病変は二次感染を起こしやす

く、重篤化の原因となる。蹄部の潰瘍や糜爛に起因する疼痛により跛行が見られる。二次感染がない場

合には、後遺症もなく約 2 週間の経過で治癒する。NJ 型株は豚に高い死亡率をもたらす場合があるが、

全体的な致死率は非常に低い。 

ヒトの潜伏期は通常 3～4 日で稀に軽いインフルエンザ様症状を呈するが、多くの場合不顕性である。 

 

5.5.1.4 診断 

 

偶蹄類では口蹄疫、豚水胞病、豚水疱疹との類症鑑別が重要である。口蹄疫との類症鑑別のため、

病原体の封じ込めが可能な BSL-3 施設での迅速な確定診断が必要となる。 

病原検索として、水疱発生部の水疱液、未破裂水疱の上皮、新鮮破裂水疱上皮片又は破裂水疱拭

い液を採取する。それらが採取不可能な場合には、牛では咽喉頭液、豚では喉拭い液を採取して診断

する。ウイルス分離は類症鑑別の観点から同一サンプルを適切な培養細胞に接種して実施し、CPE を

観察する。また、病変組織や感染培養細胞を特異蛍光抗体で染色することも有効である。電子顕微鏡

による観察でラブドウイルス科と判断できる。その他、ELISA、CF、RT-PCR も用いられる。 

血清学的検査としては液相ブロッキング ELISA や c-ELISA が抗体検出と定量のために用いられ、感

染性がなく中和抗体を検出できるウイルス糖タンパクを抗原として用いることが推奨されている。また、

NT が特異抗体の同定と定量に用いられる。その他、感染初期では CF が IgM の定量に用いられる。 

ウイルスはヒトに病原性があり、感染の可能性のある組織やウイルスを取り扱う際には適切な予防措

置を講じる必要がある。 
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5.5.2 リスク評価 

 

5.5.2.1 侵入リスク評価 

 

現在家畜衛生条件を取り決めている国のうち、主な輸出国の 1 つである米国では 2014 年の流行時に

馬及び牛で本病の流行が報告されているが、豚での発生は認められなかった。その他の国では、本病

の発生の報告はない。豚は不顕性感染するものも多く、輸出入検疫で摘発されない可能性がある。 

これらのことから、侵入リスク発生確率（LR）は「低い」と判断した。 

 

5.5.2.2 暴露リスク評価 

 

本病の主な感染経路として、接触感染による伝播が想定され、豚は群飼養されるため、同一豚房の豚

に感染が拡がる可能性が高いことから、暴露リスク発生確率（LE）は「高い」と判断した。 

 

5.5.2.3 侵入及び暴露リスク評価 

 

LR が「低い」、LE が「高い」と判断されたことから、侵入及び暴露リスク発生確率（LRE）は「中程度」と

判断された。 

 

5.5.2.4 影響リスク評価 

 

本病は接触感染による伝播の他、吸血昆虫を介して媒介されるが、感染動物のウイルス血症期間は

短くウイルス価も低く、吸血昆虫の活動が低下する冬期には終息が見込まれることから国内に定着する

可能性は低いと考えられる。本病の罹患率は高いものの発症率及び致死率は低く、豚では不顕性感染

も多い。ヒトでは感染動物と濃厚接触した場合に感染するが、多くの場合は不顕性であり、発症しても軽

いインフルエンザ様症状に留まる。しかし、本病は偶蹄類家畜に感染し、口蹄疫等の水疱性疾患との類

症鑑別で大きな問題となる可能性がある。 

これらのことから、影響リスク発生確率（LC）は「低い」と判断した。 

 

5.5.2.5 リスクの推定 

 

LRE が「中程度」、LC が「低い」と判断されたことから、最終的なリスクは「低い」と判断された。 

 

5.5.3 リスク管理 

 

リスク評価の結果、輸入に当たってはリスク低減措置が必要であると判断された。  
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（参考） OIE における推奨条件 

 

OIE では、2013 年まで、生体豚の輸入に当たり以下の条件に合致していることを証明する国際獣医証

明書の提示を求めることが推奨されていた。 

 

1） VS 清浄国※からの家畜の牛、めん羊、山羊、豚、馬の輸入 

(1) 輸送当日に VS の臨床症状を示さないこと。 

(2) 出生以降又は輸出前過去 21 日間、VS 清浄国で飼養されていたこと。 

 

※ VS 清浄国の条件 

VS が届出対象疾病であり、過去 2 年間発生が見られないこと。 

2） VS 発生国からの家畜の牛、めん羊、山羊、豚、馬の輸入 

(1) 輸送当日に VS の臨床症状を示さないこと。 

(2) 輸出前 30 日間検疫施設で飼養され、検疫開始後 21 日以降に実施した VS 診断検査で陰性であ

ること。 

(3) 検疫中及び搭載地までの輸送中、ベクターから防御されていること。 

 

5.5.4 参考資料 

 

1) OIE Technical disease cards “VESICULAR STOMATITIS” 

<http://www.oie.int/fileadmin/Home/eng/Animal_Health_in_the_World/docs/pdf/VESICULAR_STOMATIT

IS_FINAL.pdf> (Accessed July 21, 2016) 

2) OIE コード 2013（第 8.16 章） 

3) OIE 陸棲動物の診断テスト及びワクチンに対する基準マニュアル 2018（第 3.1.23 章） 

<http://www.oie.int/fileadmin/Home/eng/Health_standards/tahm/3.01.23_VESICULAR_STOMATITIS.pdf 

> (Accessed 24 May, 2019) 

4) 「動物の感染症＜第三版＞」（近代出版） 

5) 国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構 動物衛生研究部門ウェブサイト 

6) 「獣医感染症カラーアトラス＜第二版＞」（文永堂出版） 

7) AUSTRALIAN VETERINARY EMERGENCY PLAN, Disease Strategy, Vesicular stomatitis, 1996, 

<http://www.animalhealthaustralia.com.au/our-publications/ausvetplan-manuals-and-documents/> 

(Accessed July 21, 2016) 

8) Iowa State University, The Center for Food Security & Public Health Website, 

<http://www.cfsph.iastate.edu/Factsheets/pdfs/vesicular_stomatitis.pdf> (Accessed 24 May, 2019) 

9) 「海外悪性伝染病」（チクサン出版社） 

10) 「牛病学＜第三版＞」（近代出版） 

11) 監視伝染病診断指針 （社）日本獣医師会ウェブサイト 豚編 「水胞性口炎」 

< http://nichiju.lin.gr.jp/tksn/pig/pi05.html > (Accessed July 21, 2016) 
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12) The Pig Site - Vesicular Stomatitis 

<http://www.thepigsite.com/pighealth/article/460/vesicular-stomatitis-vs/> (Accessed July 21, 2016) 

13) 「豚病学（第四版）」（近代出版） 
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5.6 豚コレラ 

 

5.6.1 疾病情報 

 

5.6.1.1 背景 

 

豚コレラ（Classical swine fever, CSF）はフラビウイルス科（Flaviviridae）ペスチウイルス属（Pestivirus）

の豚コレラウイルス（classical swine fever virus）の感染による、豚及びいのししの熱性、敗血症性の疾

患である。強い伝染力と高い致死率を特徴とする。自然宿主は豚及びいのししで、実験的にはめん羊、

山羊、鹿、うさぎが感染する。 

豚コレラウイルスは抗原的には単一で血清型はないが、遺伝子型では少なくとも 3 型に分類されてい

る。また、病原性の違いにより高病原性株、低病原性株、生ワクチン株に分けられる。同属の牛ウイル

ス性下痢（BVD）ウイルス及びボーダー病ウイルスと NT で交差反応が認められる。 

本病は我が国において家畜伝染病に指定されており、特定家畜伝染病防疫指針が制定されている他、

本病の病原体は家伝法で要管理監視伝染病病原体に規定されている。OIE のリスト疾病（2019 年）か

つ清浄性認定対象疾病である。 

 

5.6.1.2 疫学 

 

本病はアジア、アフリカ、南米、ヨーロッパの多くの国に分布する。米国、カナダ、ニュージーランド、ス

カンジナビア諸国では撲滅を達成している。 

我が国では 1888 年の初発生以来全国的に拡大したが、1969 年に弱毒生ワクチンが実用化されたこ

とにより発生は激減した。1993 年以降発生はなくなり、1996 年より豚コレラ撲滅計画が開始された。ワク

チン接種は 2000 年から段階的に中止され、2006 年には全国的に中止し、2007 年に OIE 規約に基づい

た豚コレラ清浄国であることが国際的に認められるに至った。しかし、2018 年 9 月に岐阜県の養豚農場

において 26 年ぶりとなる本病の発生が確認されて以降、岐阜県及び愛知県の 2 県の家畜豚及びいの

ししと周辺地域の野生いのししで発生が継続しており、「豚コレラに関する特定家畜伝染病防疫指針」に

基づいた徹底した防疫措置のほか、野生いのししへの経口ワクチンを用いた防疫戦略がとられている。

なお、愛知県の発生農場の関連農場（長野県、滋賀県、大阪府）でも発生が確認されたが、いずれも周

辺への拡大は認められていない。 

本病は季節や性別に関係なく全ての発育段階で発症する。発症豚は唾液、鼻汁、涙、呼気、尿、糞便

中等に多量のウイルスを排出する。ウイルスは口や鼻から体内に侵入し、はじめに扁桃で増殖した後、

リンパ流を介してリンパ組織、骨髄、血管内皮細胞等で増殖後、ウイルス血症を起こして全身臓器で増

殖する。感染は発症豚との直接接触の他、汚染精子による人工授精、鼻汁や排泄物等に汚染された飼

料や飲用水、器具やヒトを介して伝播する。ベクターによる機械的伝播も起こりうる。養豚場間の伝播は

感染豚の導入、車両、ヒト、野生動物、処理不十分な汚染肉や厨芥残渣の給餌により起こる。近隣の養

豚場間では空気伝播が起こることもある。また、野生いのししに本病がまん延している場合、これらの動

物も感染源となる。 
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豚コレラウイルスの環境中での残存性はウイルス量と有機物の存在により変動するが、乾燥や紫外

線に弱く、室温環境下の糞便又はスラリー中で数日～2 週間以内に不活化するとの報告があるが、

17℃下のスラリー中で 70 日間以上感染性を保持したとの報告もある。 

発症率及び致死率はウイルス株、豚の年齢や免疫状態等により多様となる。高病原性株に初感染し

た豚群では罹患率及び致死率が 100％近くなることもあるが、近年の主要な感染は病原性が中程度又

は低い株によることが多く、致死率も低い。成豚よりも若齢豚の致死率が高い傾向にある。成豚では不

顕性感染することもある。また、胎子感染した場合、BVD ウイルスの妊娠牛への感染の場合と同様に免

疫学的に寛容な持続感染豚が生まれることがある。 

 

5.6.1.3 臨床症状 

 

潜伏期間は 2～14 日とされているが、病型により異なる。病型はウイルス株、豚の年齢及び感受性、

健康状態により異なる。 

急性型（高病原性株の感染又は若齢豚）：  

2～6 日の潜伏期の後、高熱（41℃）、食欲不振、元気消失、結膜炎、鼻漏、便秘後下痢、嘔吐、後

躯麻痺、チアノーゼ（耳、手足、尾、鼻）、紫斑等を認める。重度の白血球減少が高熱に併発し、発

症後 5～25 日の経過で死亡する。死亡前には著しい血小板の減少を認める。群内の全頭の感染

までに約 10 日程度を要するが、死亡率はほぼ 100％で、若齢豚ほど高い。 

慢性型（病原性が若干低いウイルス株の感染）： 

症状は多様で、急性型と同様の症状を示して死亡するものから軽症で回復するものもあり、数週間

から数か月の経過を取る。食欲不振、発熱、白血球減少、下痢、皮膚炎を起こしてひね豚となる。

二次感染をしばしば併発する。 

不顕性型（さらに病原性の低いウイルス株の成豚への感染）： 

一時的な発熱と食欲不振を示す場合もあるが、ほとんど症状を示すことなく抗体応答のみが確認さ

れる。 

先天性感染型（ウイルスの病原性と母豚の感染時期による）： 

妊娠豚が慢性型や不顕性型を起こす病原性の低いウイルスに感染した場合、妊娠段階により流

死産、奇形、ミイラ化胎子の娩出等が起こる。また、抗体未応答の持続感染豚を産生する。持続感

染豚は出生時に異常を認めないが、成長に伴い食欲不振や運動失調等の症状を示し、予後不良

となり 6～12 か月齢で死亡する（遅発性豚コレラ）。持続感染豚は死亡するまで断続的にウイルス

を排泄することから重要な感染源となる。 

 

5.6.1.4 診断 

 

豚コレラは伝播力が強く極めて悪性の急性伝染病であることから、診断は迅速かつ的確に行う必要が

ある。また、病態が多様であることから、臨床診断を含む総合的な診断が不可欠である。アフリカ豚コレ

ラ、豚サーコウイルス関連疾病（PCVAD）等との類症鑑別が必要である。 
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病原学的診断として、感染豚の扁桃や腎臓等の凍結切片を用いた FA によるウイルス抗原の検出を

行う。また、これらの臓器乳剤又は血液等を豚腎株化細胞（CPK 細胞又は PK15 細胞）に接種したウイ

ルス分離を行う。豚コレラウイルスは一般的に CPE を示さないことから、増殖の確認には FA を用いる。

臓器乳剤や血液、ウイルス培養上清を用いた RT-PCR によるウイルス遺伝子の検出も実施可能である。

ウイルス遺伝子の 5'非翻訳領域の RT-PCR は検出効率が高いが、BVD ウイルス等も検出されることか

ら補助診断にとどめる。BVD ウイルスやボーダー病ウイルスとの識別には、モノクローナル抗体パネリ

ングやウイルス遺伝子の比較解析が用いられる。 

急性型の場合、抗体産生前に死亡することが多いが、慢性型の場合は抗体検査による摘発が可能で

ある。血清診断として、スクリーニングを目的とした ELISA と確定診断としての NT が用いられる。NT は

弱毒生ワクチン株である GPE-株が CPK-NS 細胞で示す特有の CPE を指標とする。BVD 下痢ウイルス

やボーダー病ウイルスに対する抗体との識別には、交差中和試験が利用される。 

我が国では、豚コレラを疑う患畜を認めた場合は特定家畜伝染病防疫指針に従い、臨床検査（特に体

温測定）、都道府県で行う検査（血液検査、抗原検査、血清抗体検査）、動衛研にて実施する遺伝子解

析等検査の結果に基づき専門家の意見を踏まえて病性を判定する。 

 

5.6.2 リスク評価 

※ 2019 年 6 月現在、我が国においては本病が発生中であるが、一方で本病のまん延防止策及び

撲滅に向けた対策を推進していることから、将来清浄国に復帰することを前提とした評価を行っ

た。 

 

5.6.2.1 侵入リスク評価 

 

現在家畜衛生条件を取り決めている国はいずれも OIE の清浄性ステータスを有し、サーベイランスも

実施されている。しかし、本病は病原性の低いウイルス株が感染した場合に不顕性感染することがある

ため、極めて低いながらも輸出国において本病の侵入が検知されない時期が存在する可能性がある。

これらのことから、侵入リスク発生確率（LR） は「極低い」と判断した。 

 

5.6.2.2 暴露リスク評価 

 

本病の主な感染経路は経口・経鼻感染等による伝播であり、発症豚は排泄物中に多量のウイルスを

排出し、豚は群飼養されるため感染機会は多いと考えられることから、暴露リスク発生確率（LE）は「高

い」と判断した。 

 

5.6.2.3 侵入及び暴露リスク評価 

 

LR が「極低い」、LE が「高い」と判断されたことから、侵入及び暴露リスク発生確率（LRE）は「低い」

と判断された。 
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5.6.2.4 影響リスク評価 

 

本病は病型によっては不顕性感染するため、不顕性感染豚の導入により群間に伝播する可能性があ

るほか、近隣の養豚場間では空気伝播も起こりうる。また、慢性感染豚は長期間ウイルスを保持する他、

一定期間持続感染豚が存在し、感染源となる可能性がある。 

本病の罹患率及び致死率は高いものでは 100％に及び、OIE では清浄性認定疾病に指定される等、

国際的にも重要視されている。また、本病発生時の経済的な被害も非常に大きい。 

これらのことから、影響リスク発生確率（LC）は「高い」と判断された。 

 

5.6.2.5 リスクの推定 

 

LRE が「低い」、LC が「高い」と判断されたことから、最終的なリスクは「中程度」であると推定された。 

 

5.6.3 リスク管理 

 

リスク評価の結果、輸入に当たってはリスク低減措置が必要であると判断された。 

 

（参考） OIE における推奨条件 

 

OIE コードでは、豚の輸入に当たって以下の条件に合致していることを証明する国際獣医証明書の提

示を求めることが推奨されている。 

 

1）豚コレラ清浄国、地域又はコンパートメント※からの家畜の豚又は飼育用野生豚の輸入 

(1) 輸出当日に豚コレラの臨床症状を示さないこと。 

(2) 出生以降又は少なくとも過去 3 か月間、豚コレラ清浄国、地域又はコンパートメントで飼養されてい

たこと。 

(3) OIE 陸生マニュアル第 2.8.3 章で承認されるワクチン接種豚と感染豚を識別するための検査法が存

在しない場合、豚コレラのワクチンを接種されておらず、ワクチン接種豚の子豚でもないこと。 

 

※ 豚コレラ清浄国又は地域の条件 

豚コレラ清浄国又は地域とは、OIE コード第 15.2.2 章で規定される以下①～⑦の規定を満たし、かつ

ⅰ）～ⅴ）の規定に従う国又は地域をいう。 

① 国内全土において豚コレラが届出疾病に指定され、豚コレラの臨床症状が適切な野外サーベイラ

ンス又は検査機関での調査対象とされ、全ての豚について監視されていること。 

② 豚コレラを疑う全ての症例の報告を促進するための継続的なプログラムが実施されていること。 

③ 家畜衛生当局は国、地域及びコンパートメント内の全ての飼育豚及び飼育野生豚群に関する最新

の知見を有し、さらにそれらに対する権限を有すること。 
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④ 家畜衛生当局は、国又は地域内の野生豚及び野生化豚の頭数及び生息場所に関する最新の知

見を有すること。 

⑤ 飼育豚及び飼育野生豚を対象として、OIE コード Article 15.2.26～32 に規定されるサーベイランス

プログラムが整備されていること。 

⑥ 野生豚及び野生化豚が国内に存在する場合、これを対象として、自然又は人工的な境界線の存

在、野生豚及び野生化豚群の生体、疾病まん延のリスク評価等を考慮したサーベイランスプログラ

ムが OIE コード Article 15.2.31 に基づき実施されていること。 

⑦ 野生豚及び野生化豚群間での疾病まん延のリスク評価及び OIE コード Article 15.2.29 に基づき、

飼育豚及び飼育野生豚群は適切なバイオセキュリティー措置により野生豚及び野生化豚群から隔

離されるべきである。 

 

ⅰ) OIE コード Article 15.2.26～32 に規定されるサーベイランスプログラムが少なくとも 12 か月間実施

されていること。 

ⅱ) 飼育豚と飼育野生豚において、過去 12 か月間豚コレラの発生がないこと。 

ⅲ) 飼育豚と飼育野生豚において、過去 12 か月間、豚コレラウイルスが感染した証拠が認められな

いこと。 

ⅳ) OIE 陸生マニュアル第 2.8.3 章で承認されるワクチン接種豚と感染豚を識別するための検査法が

存在しない場合、飼育豚と飼育野生豚において、過去 12 か月間豚コレラのワクチン接種が実施さ

れないこと。 

ⅴ) 輸入豚及び豚製品は、OIE コード Article 15.2.7～14 に従い輸入されること。 

 

OIE コード Article 1.6.10 に基づき根拠が認められた場合にのみ、豚コレラの清浄性認定国又は地域と

して承認される。清浄性認定を保持するため、清浄国又は地域は上記ⅰ）～ⅴ）について OIE に毎年根

拠となる書類を再提出する他、疫学的状況の変化又は他の重要なイベントの変化があった場合、OIE コ

ード 1.1 章の規定に基づき OIE に報告する必要がある。 

 

2）豚コレラ汚染国又は汚染地域からの家畜の豚又は飼育用野生豚の輸入 

(1) 輸出当日に豚コレラの臨床症状を示さないこと。 

(2) 出生以降又は少なくとも過去 3 か月間、豚コレラ清浄コンパートメントで飼養されていたこと。 

(3) OIE 陸生マニュアル第 2.8.3 章で承認されるワクチン接種豚と感染豚を識別するための検査法が存

在しない場合、豚コレラのワクチンを接種されておらず、ワクチン接種豚の子豚でもないこと。 

 

3）野生豚又は野生化豚の輸入 

輸出国の清浄性ステータスに関わらず、輸入国は以下(1)～(3)の証明を求めるべきである。 

(1) 輸出当日に豚コレラの臨床症状を示さないこと。 

(2) 輸出前 40 日間、出国検疫施設に収容され、検疫施設収容後少なくとも 21 日以内にウイルス学的

試験及び血清学的試験を実施し、陰性の結果を得ること。 
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(3) OIE 陸生マニュアル第 2.8.3 章で承認されるワクチン接種豚と感染豚を識別するための検査法が存

在しない場合、豚コレラのワクチンを接種されておらず、ワクチン接種豚の子豚でもないこと。 

 

5.6.4 参考資料 

 

1) OIE Technical disease cards “Classical Swine Fever” 

<http://www.oie.int/fileadmin/Home/eng/Animal_Health_in_the_World/docs/pdf/Disease_cards/CLASSIC

AL_SWINE_FEVER.pdf> (Accessed 22 July, 2016)  

2) OIE コード 2018（第 15.2 章） 

<http://www.oie.int/fileadmin/Home/eng/Health_standards/tahc/current/chapitre_csf.pdf> (Accessed 

24 May, 2019)  

3) OIE 陸棲動物の診断テスト及びワクチンに対する基準マニュアル 2018（第 3.8.3 章） 

<http://www.oie.int/fileadmin/Home/eng/Health_standards/tahm/3.08.03_CSF.pdf> 

(Accessed 24 May, 2019) 

4) 「動物の感染症＜第三版＞」（近代出版） 

5) 国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構 動物衛生研究部門ウェブサイト 

6) 「獣医感染症カラーアトラス＜第二版＞」（文永堂出版） 

7) Iowa State University, The Center for Food Security & Public Health Website, 

<http://www.cfsph.iastate.edu/Factsheets/pdfs/classical_swine_fever.pdf> (Accessed 24 May, 2019 

8) 「豚病学（第四版）」（近代出版） 

9) 監視伝染病診断指針 （社）日本獣医師会ウェブサイト 豚編 「豚コレラ」 

< http://nichiju.lin.gr.jp/tksn/pig/pi09.html > (Accessed 26 January, 2016) 

10) 「病性鑑定指針」（26 消安第 4686 号） 豚コレラ 

11) 動物検疫所特定家畜伝染病対策要領（平成 29 年 3 月 29 日付け 28 動検第 1281 号） 

12) 「豚コレラに関する特定家畜伝染病防疫指針」（平成 25 年 6 月 26 日農林水産大臣公表、平成 30 年

10 月 31 日一部改正） 
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5.7 アフリカ豚コレラ 

 

5.7.1 疾病情報 

 

5.7.1.1 背景 

 

アフリカ豚コレラ（African swine fever, ASF）はアスファウイルス科(Asfarviridae)アスフィウイルス属

（Asfivirus）に分類される唯一のウイルスであるアフリカ豚コレラウイルス（African swine fever virus）の

感染による、発熱と全身の出血性病変を主徴とする豚のウイルス性伝染病である。 

豚やいのししのみが感染し、豚コレラと同様に経過が早く高い死亡率を示すが、近年では病型は多様

化し、病勢が慢性化する傾向にある。 

本病は我が国において牛疫、口蹄疫等とともに重要な海外伝染病とされ、清浄地域以外からの偶蹄

類動物及びその肉等の輸入は禁止されている。また、家畜伝染病に指定され、特定家畜伝染病防疫指

針が制定されている他、本病の病原体は家伝法で重点管理家畜伝染病病原体に指定されており、

BSL-3ag の施設で取り扱う必要がある。OIE のリスト疾病（2019 年）である。 

 

5.7.1.2 疫学 

 

アフリカ豚コレラウイルスは、アフリカやイベリア半島に生息する数種類のダニ（オルニトドロス属）に感

染し、ダニ間の交尾及び介卵感染で独自の感染環が成立する。アフリカに生息するイボイノシシやカワ

イノシシ等の野生いのししは感染ダニの吸血により感染するが不顕性感染し、ダニとイボイノシシは相

互にレゼルボアとなる。一方、豚やヨーロッパのいのししは感受性が高く、感染ダニの吸血以外にも豚

－豚間で接触感染が成立する。直接接触は主に経口・経鼻感染による。本病の清浄国への伝播は感

染豚を用いた非加熱畜産物を介したものが多く、汚染国からの航空機や船舶から出された厨芥により

本病が発生したことが疫学的に明らかにされている。 

なお、我が国ではオルニトドロス属のダニのうち、いくつかの種の生息が確認されているが、主に鳥類

に寄生するものであり、これらがアフリカ豚コレラを媒介するかについては不明である。 

本病は 1950 年代後半からヨーロッパ、中南米の国々に侵入し、養豚業に甚大な被害をもたらした。

2007 年以降は汚染厨芥を通してジョージアに侵入し、アゼルバイジャン、ロシア、ウクライナ等の近隣国

に拡がりを見せ、本病によるロシアの被害総額は 2007 年から 2012 年までに約 250 億円に達している。

現在は中南部アフリカ、イタリアのサルジニア島、中東、ロシア近隣国で発生が認められており、2015 年

にはリトアニア、ラトビア、ポーランドまで拡大した。なお、ロシア及び 2015 年の発生の拡大はダニによる

生物学的伝播ではなく、野生いのししにより感染が拡がったと考えられている。2017 年にはチェコ及び

ルーマニアで、2018 年にはハンガリー、ベルギー、ブルガリア及び中国で、2019 年にはモンゴル、ベトナ

ム、カンボジア、韓国及び北朝鮮で新たな発生が認められた。なお、チェコ、ハンガリー及びベルギーで

は、野生いのししにおける発生に限られている。 

ウイルスは比較的環境の変化に強く、血液、糞便及び組織中では長期間感染性を維持する他、非加

熱のハムやソーセージ等の加工肉や冷蔵肉中では 3～6 か月間感染性が残る。 
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ウイルスは感染豚の唾液、尿、糞便中等に排泄される。潜伏期は 5～21 日であるが、ダニを介した伝

播の場合は 5 日以内と短い。また、急性型の場合は 3～7 日で臨床症状が出現する。なお、OIE コード

における潜伏期間は 15 日とされている。ウイルスは豚の単球やマクロファージ等で増殖した後、血液・

リンパ向性に全身にひろがり、ウイルス血症を起こす。ウイルス血症は数か月以上持続する。感染後 7

日～10 目で抗体が産生され、長期に渡って検出されるが、感染防御抗体（中和抗体）が産生されないこ

とから、本病に対する有効なワクチンはない。また、病原性の弱い株に感染した場合に感染耐過するこ

とがあり、それらはキャリアーとなり感染源となる。 

本病の有効な治療法はなく、発生国では摘発・淘汰による撲滅対策がとられている。 

 

5.7.1.3 臨床症状 

 

臨床症状は豚コレラに類似し、臨床所見による類症鑑別は困難である。 

症状は豚の日齢や健康状態、ウイルス株の病原性の強さにより、甚急性、急性、亜急性、慢性及び不

顕性と様々な病態を示し、これに伴い致死率も数％～100％と多様である。 

甚急性型（最も病原性の強いウイルス）：ほぼ臨床症状がなく、突然死が起こる。 

急性型（高病原性ウイルス）：突発的な発熱（40～42℃）、食欲不振、嘔吐、血便、血小板減少、全身

のチアノーゼ（特に耳翼及び横腹）、皮膚の出血等が認められ、感染豚は 1 週間以内、最長で 20

日以内に死亡する。家畜の豚では致死率は 100％に達する。 

亜急性型（中程度の病原性のウイルス）：症状は急性型と同様であるがその程度は比較的軽く、3～4

週で死亡する。妊娠豚では流産が認められる。死亡率は 30～70％と幅がある。 

慢性型：体重減少、肺炎を主徴とする呼吸器症状、関節炎、壊死性皮膚炎、流産等が認められ、臨床

症状の発現は 2～15 か月と長期に渡るが、回復して不顕性感染例となるものもある。致死率は 2

～3％と低い。 

不顕性型：感染しても症状を呈さず抗体のみ陽転することがある。また、慢性型から回復し、不顕性キ

ャリアーとなるものも認められる。 

 

5.7.1.4 診断 

 

アフリカ豚コレラの診断を行う上では、豚コレラとの類症鑑別が非常に重要となる。 

病原学的診断として、感染豚の血液（全血、血漿）又は臓器（扁桃、脾臓、腎臓、リンパ節等）を用いた

赤血球吸着試験（HAD）やウイルス分離、直接蛍光抗体法による組織中の抗原の検出、PCR やリアル

タイム PCR 等の遺伝子診断がある。豚コレラとの類症鑑別では豚への接種試験が用いられる。 

慢性及び不顕性感染豚の摘発を目的とした抗体検査では、IFA、ELISA、イムノブロッティング法等が

用いられる。 

我が国では、アフリカ豚コレラを疑う家畜を認めた場合は、豚コレラ及びアフリカ豚コレラの特定家畜

伝染病防疫指針に従い豚コレラの検査を実施し、豚コレラが否定された場合に検体（血清、抗凝固剤加

血液、死亡豚等の扁桃、脾臓及び腎臓）を動衛研に送付する。動衛研における抗原検査（ウイルス分離

検査、PCR 及び FA）及び抗体検査の結果に基づき、専門家の意見を踏まえて病性が判定される。 
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5.7.2 リスク評価 

 

5.7.2.1 侵入リスク評価 

 

現在家畜衛生条件を取り決めている国のうち、ハンガリーは 2018 年 4 月の野生いのししでの本病の

発生に伴い、輸入停止中である。その他の国のうち、フランス及びオランダは 1975 年及び 1989 年以来

本病の発生はなく、それ以外の国はいずれも過去に本病の発生がないと OIE に報告している清浄国で

ある。しかし、本病はウイルス株の病原性によっては症状が不明確となる場合があることから、輸出国

において本病の侵入が検知されない時期が想定される可能性がある。これらのことから、侵入リスク発

生確率（LR） は「極低い」と判断した。 

 

5.7.2.2 暴露リスク評価 

 

本病の主な感染経路として、経口・経鼻感染等の直接接触感染による伝播が想定され、発症豚は排

泄物中に多量のウイルスを排出し、ウイルス血症期間は長期に渡る。豚は群飼養されるため感染機会

は多いと考えられることから、暴露リスク発生確率（LE）は「高い」と判断した。 

 

5.7.2.3 侵入及び暴露リスク評価 

 

LR が「極低い」、LE が「高い」と判断されたことから、侵入及び暴露リスク発生確率（LRE）は「低い」と

判断された。 

 

5.7.2.4 影響リスク評価 

 

本病はウイルス株の病原性によっては感染から回復した豚がキャリアー化して感染源となることから、

一度国内に侵入すると定着する可能性がある。 

また、罹患率及び致死率はウイルス株の病原性により多様であるものの、病原性の高いものでは罹

患率、致死率ともに 100％に及ぶことから、本病発生時の経済的な被害は非常に大きく、社会全体に大

きな影響を与えると考えられる。 

これらのことから、影響リスク発生確率（LC）は「高い」と判断された。 

 

5.7.2.5 リスクの推定 

 

LRE が「低い」、LC が「高い」と判断されたことから、最終的なリスクは「中程度」であると推定された。 
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5.7.3 リスク管理    

 

リスク評価の結果、輸入に当たってはリスク低減措置が必要であると判断された。 

 

（参考） OIE における推奨条件 

 

OIE コードでは、豚の輸入に当たっては以下の条件に合致していることを証明する国際獣医証明書の

提示を求めることが推奨されている。 

 

1）アフリカ豚コレラ清浄国、地域※1 又はコンパートメント※2 からの家畜の豚（いのししを含む）の輸入 

(1) 輸出当日にアフリカ豚コレラの臨床症状を示さないこと。 

(2) 出生以降又は輸出前 3 か月間、アフリカ豚コレラ清浄国、地域又はコンパートメントで飼養されて

いたこと。 

(3) アフリカ豚コレラ発生国内又は地域内に位置する清浄地域又はコンパートメントからの輸出の場

合、輸送までの間、アフリカ豚コレラウイルスのいかなる汚染源とも接触がないよう必要な措置がと

られていたこと。 

 

※1 アフリカ豚コレラ清浄国又は地域の条件 

アフリカ豚コレラ清浄国又は地域とは、OIE コード第 1.4.6 章で規定される歴史的清浄性を満たす国

又は以下①～②の規定を満たす国若しくは地域をいう。 

①  全ての豚及びいのししにおいて清浄 

OIE コード第 15.1.2 章で規定されるアフリカ豚コレラのステータスに関する規定を全て満たし、以下

i)～iii)の規定を満たすこと。 

i) 過去 3 年間、サーベイランスが実施されていること。 

ii) 過去 3 年間、アフリカ豚コレラの発生が認められないこと。サーベイランスによりダニの存在又

は関与を認めない場合、当該期間は 12 か月まで短縮することができる。 

iii) 当該国又は地域に輸入される豚由来畜産物は、OIE コード第 15.1.7～15.1.20 章の要件を満た

していること。 

②  家畜の豚（いのししを含む）において清浄 

OIE コード第 15.1.2 章で規定されるアフリカ豚コレラのステータスに関する規定を全て満たし、以下

i)～iii)の規定を満たすこと。 

i) 過去 3 年間、サーベイランスが実施されていること。 

ii) 過去 3 年間、家畜の豚（いのししを含む）においてアフリカ豚コレラの発生が認められないこと。

サーベイランスによりダニの存在又は関与を認めない場合、当該期間は 12 か月まで短縮する

ことができる。 

iii) 当該国又は地域に輸入される生体の豚及び豚由来畜産物は、OIE コード第 15.1.7～15.1.20 章

の要件を満たしていること。 
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※2 アフリカ豚コレラ清浄コンパートメントの条件 

アフリカ豚コレラ清浄コンパートメントは、OIE コード第 15.1 章の関連する規定並びに第 4.3 及び 4.4

章規定を満たさなければならない。 

 

2）アフリカ豚コレラ汚染国又は地域からの家畜の豚（いのししを含む）の輸入 

(1) 輸出当日にアフリカ豚コレラの臨床症状を示さないこと。 

(2) a) 出生以降又は輸出前 3 か月間、アフリカ豚コレラ清浄コンパートメントで飼養されていたこと。 

  又は、 

 b) 輸出前 30 日間、輸出検疫施設で飼育され、当該検疫施設に導入されてから 21 日目以降にウ

イルス学的検査及び血清学的検査を実施し、陰性の結果を得ること。 

 

5.7.4 参考資料 

 

1) OIE コード 2018（第 15.1 章） 

<http://www.oie.int/fileadmin/Home/eng/Health_standards/tahc/current/chapitre_asf.pdf>  

(Accessed 24 May, 2019) 

2) OIE 陸棲動物の診断テスト及びワクチンに対する基準マニュアル 2018（第 3.8.1 章） 

<http://www.oie.int/fileadmin/Home/eng/Health_standards/tahm/3.08.01_ASF.pdf>  

(Accessed 24 May, 2019) 

3) 「動物の感染症＜第三版＞」（近代出版） 

4) 「動物の感染症＜第二版＞」（近代出版） 

5)  国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構 動物衛生研究部門ウェブサイト 

6) 「獣医感染症カラーアトラス＜第二版＞」（文永堂出版） 

7) 「豚病学＜第四版＞」（近代出版） 

8) Iowa State University, The Center for Food Security & Public Health Website, 

<http://www.cfsph.iastate.edu/Factsheets/pdfs/african_swine_fever.pdf> (Accessed 22 July, 2016) 

9) 監視伝染病診断指針 （社）日本獣医師会ウェブサイト 豚編 「アフリカ豚コレラ」 

<http://nichiju.lin.gr.jp/tksn/pig/pi10.html> (Accessed 22 July, 2016) 

10) 「病性鑑定指針」（26 消安第 4686 号） 海外伝染病 – アフリカ豚コレラ 

11) 動物検疫所特定伝染病対策要領（平成 29 年 3 月 29 日付け 28 動検第 1281 号） 

12) 「海外悪性伝染病」（チクサン出版社） 

13) 「アフリカ豚コレラに関する特定家畜伝染病防疫指針」（平成 25 年 6 月 26 日農林水産大臣公表、平

成 30 年 10 月 31 日一部改正） 
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5.8 豚水胞病 

 

5.8.1 疾病情報 

 

5.8.1.1 背景 

 

豚水胞病（Swine vesicular disease, SVD）はピコルナウイルス科（Picornaviridae）エンテロウイルス属

（Enterovirus）豚水胞病ウイルス（Swine vesicular disease virus）の感染による、豚の蹄部、口周辺部の

水疱形成を主徴とする急性熱性伝染病である。 

豚やいのししが唯一の自然感染宿主である。血清型は単一であるが、ウイルス株により病原性に多

様性が認められる。ウイルスの抗原性や遺伝子構造はヒトのコクサッキーウイルス B5 に類似する。 

我が国において本病は家畜伝染病に指定されている。また、本病は 2014 年まで OIE のリスト疾病に

指定されていたが、2015 年から除外された。本病の病原体は家伝法で届出伝染病病原体に指定されて

いる。 

 

5.8.1.2 疫学 

 

本病は 1966 年にイタリアで最初の発生が認められ、その後台湾、英国、オーストリア、ドイツを初めと

する欧州全域に拡がった。我が国でも 1973 年及び 1975 年に発生が認められたが、それ以降発生はな

い。 

本病は主に感染豚の導入や汚染豚肉の混入した加熱処理不十分な厨芥給与が原因となり感染が拡

大する。欧州では残飯養豚の規制によりイタリアを除き一時的に清浄化されたが、その後オランダ、ベ

ルギー、スペイン、ポルトガルで発生が認められ、現在は南イタリアで常在的に、中央イタリアで散発的

に発生報告がある他、東アジアの各所で発生の疑いがある。 

発生に季節性はないが、冬期に多い傾向にある。ウイルスは熱や酸に対して強い抵抗性を示し、環境

抵抗性が強く、糞便中で 138 日間感染性を有する。また、発酵や燻煙にも抵抗性を示し、感染豚から製

造したサラミソーセージで 379 日間生存したとの報告もある。 

豚-豚間では、経口、経鼻、創傷感染等の直接接触により同居豚に容易に伝播する。しかし、豚房間

の伝播は比較的緩慢で、口蹄疫のような急速な伝播は起こらない。我が国における過去の発生事例で

は、本病の発生は散発的で、全国的に流行することなく比較的短期間に終息した。 

潜伏期は 2～7 日とされる。なお、2013 年まで呈示されていた OIE コードでは潜伏期間を 28 日間とし

ていた。感染した豚は臨床症状を呈する 48 時間前から鼻汁、唾液、糞便中にウイルスを排泄する。通

常、鼻汁及び唾液中へのウイルス排泄は 2 週間以内に停止するが、糞便中への排泄は 3 か月間程度

持続する。ウイルス血症期間中は全ての組織に感染性ウイルスが含まれる。水疱中には多量のウイル

スが含まれるが、糞便中のウイルス量は少ない。不顕性感染が成立し、キャリアー動物は糞便中にウイ

ルスを排泄する。蹄部や口部粘膜の創傷からウイルスが感染した場合に発病する可能性が高く、輸送

時に感染する機会が多い。経口感染では感染量やウイルス株の性質により発病率が異なり、不顕性に

終わる場合が多い。 
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症状のみでは口蹄疫との区別が困難であり、発生時の防疫措置は摘発淘汰を基本とする。 

 

5.8.1.3 臨床症状 

 

本病の症状はウイルス株、感染豚の年齢、感染経路、飼養環境により不顕性、軽度、重度と異なる。

近年の発生では不顕性及び軽度な症例が多い。 

四肢及び鼻口唇部の水疱形成に伴う跛行と一過性の軽度の発熱が認められる。水疱は四肢蹄冠部

に好発し、その他趾間部、副蹄基根部、四肢の皮膚に認められる。口唇部内外面、鼻鏡にも形成される。

水疱は短期間のうちに破裂して上皮が剥離し、潰瘍や糜爛に移行する。重篤例では細菌の二次感染に

より蹄の剥離が認められる。細菌の 2 次感染がなければ数週間で治癒し、致死率は極めて低い。 

口蹄疫、水胞性口炎との類症鑑別が重要であるが、臨床症状からの鑑別診断は困難である。 

 

5.8.1.4 診断 

 

偶蹄類では口蹄疫、水胞性口炎、豚水疱疹との類症鑑別が重要である。口蹄疫との類症鑑別のため、

病原体の封じ込めが可能な BSL-3 施設での迅速な確定診断が必要となる。 

病原検索として、発症豚の水疱液又は水疱上皮乳剤を材料とし、IBRS-2 細胞への接種によるウイル

ス分離検査を実施する。同時に、抗原検出 ELISA、RT-PCR により口蹄疫との類症鑑別を実施する。 

抗体検査としては、NT 及び ELISA を行う。清浄群でも稀に単独の抗体陽性個体が認められることが

ある。 

 

5.8.2 リスク評価 

 

5.8.2.1 侵入リスク評価 

 

現在家畜衛生条件を取り決めている国はいずれも、本病がリスト疾病であった 2014 年まで過去に本

病の発生がない又は過去 20 年以上発生がないと OIE に報告しており、その後も発生報告を認めないこ

とから、本病の清浄国であると考えられる。一方で、本病は感染量やウイルス株の性質により不顕性感

染する場合があることから、輸出入検疫で摘発されない可能性がある。 

これらのことから、侵入リスク発生確率（LR）は「極低い」と判断した。 

 

5.8.2.2 暴露リスク評価 

 

本病の主な感染経路として、経口、経鼻、創傷感染等の直接接触による伝播が想定される。本病は同

居豚には容易に伝播することが知られており、豚は群飼養されるため感染機会は多いと考えられること

から、暴露リスク発生確率（LE）は「高い」と判断した。 
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5.8.2.3 侵入及び暴露リスク評価 

 

LR が「極低い」、LE が「高い」と判断されたことから、侵入及び暴露リスク発生確率（LRE）は「低い」と

判断された。 

 

5.8.2.4 影響リスク評価 

 

本病はウイルス株の病原性によっては不顕性感染することから、不顕性感染豚の導入によりの伝播

が起こる可能性がある。また、不顕性感染豚はキャリアー化して 3 か月程度糞便中にウイルスを排泄す

ることが知られている。罹患率はそれほど高くなく、跛行や一過性の発熱が認められるものの数週間で

治癒し致死率は低い。本病は人獣共通感染症ではなくヒトに健康被害を与えることはないが、本病発生

時には口蹄疫との類症鑑別が必要となり、検査結果の判明までの期間、通行制限等の措置がとられ、

養豚産業に影響を与える可能性がある。 

これらのことから、影響リスク発生確率（LC）は「中程度」と判断された。 

 

5.8.2.5 リスクの推定 

 

LRE が「低い」、LC が「中程度」と判断されたことから、最終的なリスクは「低い」であると推定された。 

 

5.8.3 リスク管理 

 

リスク評価の結果、輸入に当たってはリスク低減措置が必要であると判断された。 

 

（参考） OIE における推奨条件 

 

OIE では、2013 年まで、生体豚の輸入に当たり以下の条件に合致していることを証明する国際獣医証

明書の提示を求めることが推奨されていた。 

 

1） 豚水胞病清浄国※1 からの家畜の豚の輸入 

(1) 輸送当日に豚水胞病の臨床症状を示さないこと。 

(2) 出生以降又は少なくとも過去 6 週間、豚水胞病清浄国で飼養されていること。 

 

2） 豚水胞病清浄国※1 からの野生の豚の輸入 

(1) 輸送当日に豚水胞病の臨床症状を示さないこと。 

(2) 豚水胞病清浄国に由来すること。 

輸出国が豚水胞病発生国と共通の国境を有する場合、(3)を満たすこと。 

(3) 輸出前 6 週間検疫施設で飼養されること。 
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3） 豚水胞病発生国からの家畜の豚の輸入 

(1) 輸送当日に豚水胞病の臨床症状を示さないこと。 

(2) 出生以降又は少なくとも過去 6 か月間、公的に豚水胞病の発生がないことが証明された施設で飼

養され、かつその施設は豚水胞病の発生地域※2 に位置していないこと。 

(3) 輸出前 28 日間検疫施設で飼養され、検疫期間中に実施した豚水胞病の NT で陰性の結果を得る

こと。 

 

4） 豚水胞病発生国からの野生の豚の輸入 

(1) 輸送当日に豚水胞病の臨床症状を示さないこと。 

(2) 輸出前 28 日間検疫施設で飼養され、検疫期間中に実施した豚水胞病の NT で陰性の結果を得る

こと。 

 

※1 豚水胞病清浄国の条件 

豚水胞病の発生が少なくとも過去 2 年間認められないこと。当該国が豚水胞病の摘発淘汰対策を行

っている場合、過去 9 か月間発生が認められないこと。 

 

※2  豚水胞病の発生地域の条件 

下記①又は②の要件が満たされるまで、当該地域は豚水胞病の発生地域とみなされる。 

① 豚水胞病の最終的な発生及び感染動物の淘汰政策及び消毒処置の完了から少なくとも 60 日間

が経過した場合。 

② 淘汰政策が実施されない場合、最終的に発生した動物の臨床的な回復又は死亡が認められてか

ら 12 か月間が経過した場合。 

 

5.8.4 参考資料 

 

1) OIE Technical disease cards “SWINE VESICULAR DISEASE” 

<http://www.oie.int/fileadmin/Home/eng/Animal_Health_in_the_World/docs/pdf/Disease_cards/SWINE_V

ESICULAR_DISEASE.pdf> (Accessed 26 January, 2016) 

2) OIE コード 2013（第 15.4 章） 

3) OIE 陸棲動物の診断テスト及びワクチンに対する基準マニュアル 2018（第 3.8.8 章） 

<http://www.oie.int/fileadmin/Home/eng/Health_standards/tahm/3.08.08_SVD.pdf> (Accessed 24 May, 

2019) 

4) 「動物の感染症＜第三版＞」（近代出版） 

5) 国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構 動物衛生研究部門ウェブサイト 

6) 「獣医感染症カラーアトラス＜第二版＞」（文永堂出版） 

7) 「病性鑑定指針」（26 消安第 4686 号）海外伝染病 – 豚水胞病 

8) Iowa State University, The Center for Food Security & Public Health Website, 
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<http://www.cfsph.iastate.edu/Factsheets/pdfs/swine_vesicular_disease.pdf>  

(Accessed 26 January, 2016) 

9) 「海外悪性伝染病」（チクサン出版社） 

10) 「豚病学＜第四版＞」（近代出版） 

11) 「獣医感染症カラーアトラス＜第二版＞」（文永堂出版） 
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5.9 ニパウイルス感染症 

 

5.9.1 疾病情報 

 

5.9.1.1 背景 

 

ニパウイルス感染症はパラミクソウイルス科（Paramyxoviridae）ヘニパウイルス属（Henipavirus）ニパウ

イルス（Nipha virus）の感染により、豚を始めヒトを含めた多くの動物が発症する、脳炎や肺炎を伴う発

熱性疾患である。同じヘニパウイルス属であり、1994 年に豪州で馬とヒトに発生した感染症の原因であ

るヘンドラウイルスとウイルスの P タンパクをコードする塩基配列が 16～23％異なるが、非常に近似し

た性状を有する。オオコウモリが自然宿主である。 

我が国において本病は届出伝染病に指定されている。また、感染症法に基づく 4 類感染症であり、三

種病原体に指定され、BSL-4 として取り扱うこととされている。OIE のリスト疾病である（2019 年）。 

 

5.9.1.2 疫学 

 

1998 年から 1999 年にかけてマレーシア、シンガポールで初めて発生が確認された。現在までマレー

シア、バングラデシュ、インド、フィリピンで発生報告がある他、東南アジアの様々な国及びマダガスカル

でウイルス分離及び抗体検査陽性の報告がある。本病は自然宿主であるオオコウモリ（Pteropus 属）の

生息域における風土病と考えられる。豚は本病の増幅動物である。オオコウモリから豚への感染は、感

染したオオコウモリの分泌物への接触や汚染果実の摂食、オオコウモリの死骸との直接接触等により

起こる。感染豚は呼吸器系の分泌物や尿中に多量のウイルスを排泄する。その他の豚やヒト等への感

染は、発咳時にエアロゾル化したウイルスの吸引及び血液、糞便、尿、精液の直接接触により起こると

考えられている。空気感染で他の農場に伝播したという報告はない。犬、猫、馬及び山羊でも感染報告

がある。バングラデシュにおける発生では、オオコウモリからヒトへの豚を介さない感染や、ヒトからヒト

へ感染する例が確認されている。 

地域的な感染の拡大は潜伏期間中の感染動物や不顕性感染動物の移動により起こると考えられる。

潜伏期間は豚で約 7～14 日とされているが、4 日以内となることもある。感染から 2 日程度でウイルス

の排泄が始まり、3 週間程度持続することが実験感染で報告されている。 

本病の豚における罹患率は非常に高いが、感染豚の多くは不顕性で経過し、1 か月齢以下の豚を除

き致死率は 5％未満と低い。1 か月齢以下の豚における致死率は 40％と報告されているが、これは母

豚が感染発病することにより子豚が哺乳できなくなるという間接的な理由が大きいと考えられている。 

ヒトにおける潜伏期は平均 4～20 日とされているが、2 日以内から 1 か月となる場合もある。不顕性感

染又は軽度な症状が主要であるが、マレーシアの発生では、養豚場や食肉検査所関係者を中心として

致死率 40％の急性脳炎が多発した。 
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5.9.1.3 臨床症状 

 

感染豚は多くの場合不顕性で哺乳豚以外では致死率は低い。 

豚での臨床症状は 41℃以上の高熱、努力呼吸等の呼吸器症状、振戦、痙攣、後躯麻痺等の神経症

状を主徴とするが、豚の週齢によって異なる傾向がある。 

哺乳豚では、腹式呼吸、起立・歩行不能が認められる。若齢豚では呼吸器症状を主徴とし、食欲不振、

鼻汁漏出、荒い咳き込み音の激しい発咳を伴うことが多いが、神経症状も示す。成豚では神経症状を

主徴とするが、症状を示すことなく急死する場合もある。繁殖用雌豚や種雄豚では、呼吸器症状の他、

唾液分泌亢進や鼻孔からの出血が認められ、一部では神経症状も確認されている。妊娠母豚では死流

産が認められ、流産胎子は奇形や脳欠損が認められる。肥育豚では呼吸器症状が強く現れる傾向が

ある。 

ヒトが感染して発症した場合、呼吸器症状よりも頭痛、発熱、嘔吐等の脳炎症状が強く現れ、重症例で

は予後不良となり筋肉が麻痺し昏睡状態となり死亡する。猫は豚と同様に呼吸器症状や神経症状を示

す。感染馬では非化膿性髄膜炎が報告されている。 

 

5.9.1.4 診断 

 

特徴的な病変が少ないため、病原体の分離又は血清診断により抗体の上昇を確認する。病原検索と

して、臓器乳剤（肺、リンパ節、脾、腎）又は感染豚の尿、鼻腔スワブ等を培養細胞（Vero、RK-13、BHK

細胞等）又は鶏胚に接種してウイルス分離を行う。培養細胞での CPE は合胞体形成を特徴とする。確

定診断は抗血清を用いた FA による抗原の検出又は NT により行う。RT-PCR によるウイルス遺伝子の

検出も有効である。未知の材料から病原学的検査を行う場合、少なくとも BSL-2 施設の安全キャビネッ

ト内でマスクや手袋、防護服、ゴーグル等で完全な感染防御措置を施して実施し、ウイルスが分離され

た後の作業は全て BSL-4 施設内で行わなければならない。 

血清学的診断法としては NT や ELISA が有用であるが、ヘンドラウイルスとの交差反応が起きる。 

 

5.9.2 リスク評価 

 

5.9.2.1 侵入リスク評価 

 

現在家畜衛生条件を取り決めている国はいずれも過去に本病の発生がないと OIE に報告している清

浄国である。本病の発生は東南アジア地域、マダガスカル等に限局しており、輸出国は本病の自然宿

主であるオオコウモリの分布域には位置していないことから、侵入リスク発生確率（LR） は「無視可」と

判断した。このため、本病に対するリスク評価はここで終了とする。 

 

5.9.2.2 リスクの推定 

 

LR が「無視可」と判断されたことから、最終的なリスクは「無視可」であると推定された。 
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5.9.3 リスク管理 

 

リスク評価の結果、輸入に当たってはリスク低減措置が不要であると判断された。 

 

5.9.4 参考資料 

 

1) OIE Technical disease cards “Nipah” 

<http://www.oie.int/fileadmin/Home/eng/Animal_Health_in_the_World/docs/pdf/Disease_cards/NIPAH.pd

f> (Accessed 25 July, 2016) 

2) OIE 陸棲動物の診断テスト及びワクチンに対する基準マニュアル 2018（第 3.1.14 章） 

<http://www.oie.int/fileadmin/Home/eng/Health_standards/tahm/3.01.14_NIPAH_HENDRA.pdf> 

(Accessed 24 May, 2019) 

3) 「動物の感染症＜第三版＞」（近代出版） 

4) 国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構 動物衛生研究部門ウェブサイト 

5) 「獣医感染症カラーアトラス＜第二版＞」（文永堂出版） 

6) 監視伝染病診断指針 （社）日本獣医師会ウェブサイト 豚編 「ニパウイルス感染症」 

<http://nichiju.lin.gr.jp/tksn/pig/pi16.html> (Accessed 25 July, 2016) 

7) Iowa State University, The Center for Food Security & Public Health Website,  

<http://www.cfsph.iastate.edu/Factsheets/pdfs/nipah.pdf> (Accessed 25 July, 2016) 

10) 厚生労働省ウェブサイト 

<http://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/kekkaku-kansenshou11/01-04-22.html> (Accessed 25 July, 

2016)  

11) Sakamoto,K. (2000). New porcine infectious diseases by Paramyxoviruses. Proc. Jpn. Pig Vet. Soc. 

36:1-4 
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5.10 オーエスキー病 

 

5.10.1 疾病情報 

 

5.10.1.1 背景 

 

オーエスキー病（Aujeszky’s disease, AD）はヘルペスウイルス科(Herpesviridae)、アルファヘルペスウ

イルス亜科(Alphaherpesvirinae)、バリセロウイルス属(Varicellovirus)の豚ヘルペスウイルス 1（オーエス

キー病ウイルス）感染による、主に豚、いのししに神経症状、呼吸器症状を示す疾病である。感染した新

生豚は高率に発症して死亡し、妊娠豚は流死産を起こす。豚、いのしし以外にも、牛、めん羊、山羊等

の家畜、犬、猫等多くの動物が感染する。豚以外では掻痒症を示し急性経過で死亡することから、仮性

狂犬病ともいわれる。 

オーエスキー病は我が国では豚及びいのししの届出伝染病に指定されている。また、防疫対策要領

が定められており、家畜生産農場清浄化対策事業の対象疾病に指定され、全国的に本病の清浄化が

進められている。家畜改良増殖法では、種畜検査の細密検査対象疾病に指定されている。OIE のリスト

疾病でもある（2019 年）。 

 

5.10.1.2 疫学 

 

本病は欧州、東南アジア、米国、メキシコ等、世界的に広く分布している。我が国では現在清浄化対策

が行われており、平成 31 年 3 月現在、野外ウイルス感染豚の飼養が確認されている浸潤県は茨城県

のみとなっている。 

自然宿主は豚で、牛や山羊等の反芻家畜の他、犬や猫等にも感染する。豚は主に感染豚の鼻汁、唾

液等のエアロゾルの吸入、汚染乳や飼料の摂取による経口感染、交尾や汚染器具を用いた人工授精

により伝播する。胎盤感染も成立する。豚又はいのししが感染耐過した場合、ウイルスは三叉神経節に

潜伏感染して容易に検出されなくなるものの生涯消失することはない。潜伏感染豚に妊娠や輸送等で

ストレスが加わるとウイルスの再活性化が起こり、感染源となる。 

豚では高い感受性を示し、罹患率は 100％に達することがある。致死率は加齢に伴い減少する。初感

染の場合は週齢・月齢にかかわらず発熱や食欲不振等元気消失の兆候が少なからずみられる。 

潜伏期は哺乳豚で 2～4 日、若齢及び成豚で 3～6 日とされている。 

豚以外の動物は、感染豚との直接接触又はそれらの摂食等の間接接触によって感染が成立する。豚

以外の感受性動物は終末宿主となり、致死的な経過を取る。 

牛やめん羊はウイルスを排出することがあるものの、終宿主であり水平感染の報告は稀である。 

 

5.10.1.3 臨床症状 

 

豚の症状は日齢により異なり、若齢豚ほど重篤な症状を示し、致死率も高い。生後 1 週齢までの哺乳

豚が感染すると、元気消失、下痢、嘔吐、震え、痙攣、平衡感覚失調等の神経症状を呈し、昏睡してほ
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ぼ 100％死亡する。3～4 週齢の子豚では哺乳豚と同様の症状を示すが、哺乳豚より軽度なことが多く

致死率も低い。成豚の感染では環境条件、ウイルス株の病原性等により症状が異なるが、一般に不顕

性感染又は一時的な発熱、食欲減退、呼吸器症状等を呈した後に回復する豚が多く、神経症状が認め

られるのは稀である。妊娠豚が感染すると約半数に死流産が起こる。妊娠初期の感染では流産、後期

の感染では黒子や白子等の死産が多くなる。しかし、初感染の場合は週齢・月齢にかかわらず発熱や

食欲不振等元気消失の兆候が少なからず認められる。 

豚以外の宿主は感受性が低いが、感染すると特徴的な掻痒症や痙攣、運動失調等の神経症状を呈

し、咽頭麻痺を起こして多量の唾液を分泌する。急性経過をとり、通常 1～2 日以内に 100％死亡する。 

 

5.10.1.4 診断 

 

本病に特徴的な臨床所見や病理学的変化は少なく、確定診断にはウイルス及び血清学的診断が重

要である。発症動物及び死亡動物の鼻腔スワブ、扁桃や脳乳剤等を材料にウイルス分離を実施する。

接種半日～1 日で明瞭な CPE を伴った増殖が認められる。組織中のウイルス抗原の検出には脳脊髄

及び扁桃等の凍結切片を材料とした FA による抗原検出が一般的である。PCR も可能であるが、GC 含

量が高いため増幅が困難である。 

NT、IFA、間接ラテックス凝集反応、ELISA 等による抗体検出も容易で、ペア血清を用いた診断に用い

られる。ラテックス凝集反応と ELISA は抗体検出キットが市販されている。ELISA にはウイルス抗体の有

無を調べるものの他、野外感染抗体とワクチン抗体とを識別する目的のものがある。NT は抗体の定量

が可能である。IFA は定量できないが特異性が高い。 

 

5.10.2 リスク評価 

 

5.10.2.1 侵入リスク評価 

 

現在家畜衛生条件を取り決めている国のうち、米国では本病の発生が認められている。本病は潜伏

感染が成立し、不顕性感染豚は輸出入検疫期間中に摘発されない可能性がある。これらのことから、

侵入リスク発生確率（LR）は「中程度」と判断した。 

 

5.10.2.2 暴露リスク評価 

 

本病の主な感染経路は感染豚の鼻汁、唾液等のエアロゾルの吸入による経口感染がであり、潜伏感

染豚が輸送等のストレスにより再発し、鼻汁等にウイルスを排出する可能性があることから、暴露リスク

発生確率（LE）は「高い」と判断した。 
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5.10.2.3 侵入及び暴露リスク評価 

 

LR が「中程度」、LE が「高い」と判断されたことから、侵入及び暴露リスク発生確率（LRE）は「高い」と

判断された。 

 

5.10.2.4 影響リスク評価 

 

本病は潜伏感染が成立するため、感染豚の導入により伝播する可能性がある他、汚染精液による伝

播も想定される。また、潜伏感染豚は生涯感染源となる。本病の罹患率は 100％に及ぶこともあり、成

豚での致死率は低いが、哺乳豚における致死率は非常に高く、初感染の母豚では半数が流産を起こす。

国内では一部の県に発生が認められるが、長期に渡り清浄化対策を実施しており、清浄化を目前に控

えた段階にあるため、既に清浄化を達成した都道府県で発生した場合に経済的な影響を与える可能性

がある。 

これらのことから、影響リスク発生確率（LC）は「中程度」と判断された。 

 

5.10.2.5 リスクの推定 

 

LRE が「高い」、LC が「中程度」と判断されたことから、最終的なリスクは「高い」であると推定された。 

 

5.10.3 リスク管理    

 

リスク評価の結果、輸入に当たってはリスク低減措置が必要であると判断された。 

 

（参考） OIE における推奨条件 

 

OIE コードでは、豚の輸入に当たっては以下の条件に合致していることを証明する国際獣医証明書の

提示を求めることが推奨されている。 

 

1）AD 清浄国又は地域※1 からの家畜の豚又は飼育用野生豚の輸入 

(1) 輸出当日に AD の臨床症状を示さないこと。 

(2) AD 清浄国又は地域に位置する生産施設に由来すること。 

(3) AD に対するワクチンが接種されていないこと。 

 

2) AD 暫定清浄国又は地域※2 からの繁殖又は育成用の家畜豚又は飼育用野生豚の輸入 

(1) 輸出当日に AD の臨床症状を示さないこと。 

(2) 出生以降、AD 清浄施設※3 のみで飼養されていたこと。 

(3) AD に対するワクチンが接種されていないこと。 
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(4) 輸出前 15 日以内に、AD ウイルスの野外株及びワクチン株の双方の抗原を検出可能な血清学的

検査（以下、「全ての AD ウイルスに対する血清学的検査」とする。）を実施し、陰性の結果を得るこ

と。 

 

3) AD 汚染国又は地域※4 からの繁殖又は育成用の家畜豚又は飼育用野生豚の輸入 

(1) 輸出当日に AD の臨床症状を示さないこと。 

(2) 出生以来、AD 清浄施設のみで飼養されていたこと。 

(3) AD に対するワクチンが接種されていないこと。 

(4) 生産施設又は検疫施設で隔離され、全ての AD ウイルスに対する血清学的検査を計 2 回実施し、

陰性の結果を得ること。検査間隔は少なくとも 30 日間以上あけ、2 回目の検査は輸出前 15 日以

内に実施すること。 

 

4) 暫定的 AD 清浄国又は地域、又は AD 汚染国又は地域からのと畜用の家畜豚又は野生豚の輸入 

と畜用豚及び野生豚は取り下ろし場所からと畜場へ直送され、直ちにと殺されるべきである。 

(1) 輸出国又は地域において、AD 発生施設の摘発及び AD の撲滅を目的としたサーベイランス及び

疾病管理プログラムが整備されていること。 

(2) 以下 a, b を満たすこと。 

a. 輸出動物は撲滅対策の一環として排除される対象でないこと。 

b. 輸出当日に AD の臨床症状を示さないこと、及びⅰ又はⅱを満たすこと。 

  ⅰ）出生以来、AD 清浄施設のみで飼養されていたこと。 

  ⅱ）輸出される 15 日前までに AD のワクチン接種が行われていること。 

 

5) AD 清浄国又は地域からの野生又は野生化した豚の輸入 

(1) 輸出当日に AD の臨床症状を示さないこと。 

(2) AD 清浄国又は地域で捕獲されたこと。 

(3) AD に対するワクチンが接種されていないこと。 

(4) 生産施設又は検疫施設で隔離され、全ての AD ウイルスに対する血清学的検査を計 2 回実施し、

陰性の結果を得ること。検査間隔は少なくとも 30 日間以上あけ、2 回目の検査は輸出前 15 日以

内に実施すること。 

 

※1  AD 清浄国又は地域の条件 

AD の発生が少なくとも 25 年間報告されず、下記①～⑤の措置を講じてから少なくとも 10 年が経過し

ている場合には、歴史的清浄性を満たすためのサーベイランスプログラムを適用せずに AD 清浄国又

は地域として見なすことができる。 

① AD が通報疾病に指定されていること。 

② AD を早期に摘発可能とする体制が整備されていること。 

③ 国や地域への AD ウイルスの侵入防止対策が整備されていること。 

④ AD に対するワクチン接種が実施されていないこと。 
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⑤ 野生豚及び野生化した豚において AD 感染が認められていないこと。又は、野生豚及び野生化し

た豚から、家畜豚及び飼育用野生豚への AD ウイルスのいかなる伝播も防止するための適切な対

策が講じられていること。 

 

なお、上記①～⑤の条件を満たさない国又は地域については、以下①、②及び③又は④を満たす場

合に AD 清浄国又は地域として見なすことができる。 

また、野生豚及び野生化した豚が存在する国又は地域においては、それらの豚から家畜豚及び飼育

用野生豚への AD ウイルスのいかなる伝播も防止するための適切な対策が講じられていること。 

 

① 国又は地域の生産施設への疾病の侵入を防止するため、OIE コード Article 8.2.3 に記載される貿

易上安全と見なされる畜産物以外の畜産物に対する輸入規制が少なくとも 2 年間実施されている

こと。 

② OIE マニュアル（第 3.1.2 章）に規定されるワクチン接種豚と感染豚を識別可能な検査法が適用で

きない場合、少なくとも 2 年間、国又は地域の全ての家畜豚及び飼育用野生豚への AD に対する

ワクチン接種が禁止されていること。 

③ AD の発生が過去に認められていない国又は地域の場合、過去 3 年間以内に、OIE コード Article 

1.4 に記載される推奨条件に即して信頼できる許容水準において血清学的サーベイランスが全て

の豚関係施設からの抽出個体について実施され、抗体陰性が確認されていること。なお、血清学

的サーベイランスは全ての AD ウイルスに対する抗体を検出できるものでなければならず、抽出数

は豚群内の繁殖豚頭数又は、繁殖豚を飼養しない施設においては対応する肥育豚頭数に応じて

実施する。 

④ 過去に AD の発生が認められた国又は地域の場合、全ての感染施設を摘発し、AD を撲滅するた

めのサーベイランス及び疾病管理プログラムが実施されること。当該サーベイランスプログラムは

OIE コード Article 1.4 に記載される推奨条件に即して実施され、少なくとも過去 2 年間以上、臨床

学的、ウイルス学的、血清学的に、いかなる AD の感染も示す根拠がないことが証明されているこ

と。 

 

※2  AD 暫定清浄国又は地域の条件 

国又は地域が以下①～④を満たす場合、暫定的に AD の清浄国又は地域として見なすことができる。 

① 国又は地域の生産施設への疾病の侵入を防止するため、OIE コード Article 8.2.3 に記載される貿

易上安全と見なされる畜産物以外の畜産物に対する輸入規制が少なくとも 2 年間実施されている

こと。 

② AD の発生が過去に認められていない国又は地域の場合、OIE コード Article 1.4 に記載される推

奨条件に即して、信頼できる一定の許容水準ではないものの、血清学的サーベイランスが全ての

豚関係施設からの抽出個体について実施され、抗体陰性が確認されていること。なお、血清学的

サーベイランスは全ての AD ウイルスに対する抗体を検出できるものでなければならず、抽出数は

豚群内の繁殖豚頭数又は、繁殖豚を飼養しない施設においては対応する肥育豚頭数に応じて実

施する。 
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③ 過去に AD の発生が認められた国又は地域の場合、全ての感染施設を摘発し、AD を撲滅するた

めのサーベイランス及び疾病管理プログラムが実施されていること。なお、サンプリングは AD 清浄

施設の条件（※3）の⑤に記載される方法で実施されること。少なくとも 3 年間は国又は地域におけ

る豚群の有病率が 1％を超えておらず、さらに国又は地域の生産施設の少なくとも 90％が清浄と

認定されていること。 

④ 野生豚及び野生化した豚が存在する国又は地域においては、それらの豚から家畜豚及び飼育用

野生豚への AD ウイルスのいかなる伝播も防止するための適切な対策が講じられていること。 

 

※3  AD 清浄施設の条件 

生産施設が以下①～⑥を満たす場合、当該施設は AD の清浄施設として見なすことができる。 

① 当該施設は国家獣医当局の管理下におかれていること。 

② 少なくとも過去 1 年間、臨床学的、ウイルス学的又は血清学的に AD ウイルスの感染を示すいか

なる根拠も認められないこと。 

③ 当該施設への生体豚、精子、胚、受精卵の導入については、AD に関する OIE コードに記載される

輸入のための推奨条件に基づき実施されること。 

④ 当該施設では少なくとも 12 か月間、AD に対するワクチン接種が実施されておらず、過去にワクチ

ン接種を受けた豚は全頭、gE 抗体陰性であること。 

⑤ 当該施設の繁殖豚のうち、OIE コード Article 1.4 に記載されるサンプリング方法に即して抽出した

個体について全ての AD ウイルスに対する血清学的検査を受け、陰性の結果を得ること。検査は 2

か月間隔で 2 回行うべきである。繁殖豚を飼養しない施設においては、相当する肥育豚、哺乳豚の

頭数に応じた検査を 1 度は実施する。 

⑥ サーベイランス及び疾病管理プログラムにより、当該施設から所定の半径内の区域に位置する汚

染施設を摘発する体制が整備され、さらに、当該区域内に汚染施設が存在しないこと。 

 

※4  AD 汚染国又は地域の条件 

AD 清浄又は暫定的に清浄とされる条件を満たさない国又は地域は AD に汚染されていると見なすべ

きである。 

 

5.10.4 参考資料 

 

1) OIE コード 2018（第 8.2 章） 

<http://www.oie.int/fileadmin/Home/eng/Health_standards/tahc/current/chapitre_aujeszky.pdf>  

(Accessed 24 May, 2019) 

2) OIE 陸棲動物の診断テスト及びワクチンに対する基準マニュアル 2018（第 3.1.2 章） 

<http://www.oie.int/fileadmin/Home/eng/Health_standards/tahm/3.01.02_AUJESZKYS.pdf>  

(Accessed 24 May, 2019) 

3) 「動物の感染症＜第三版＞」（近代出版） 

4)  国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構 動物衛生研究部門ウェブサイト 
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5) 「獣医感染症カラーアトラス＜第二版＞」（文永堂出版） 

7) 「病性鑑定指針」（26 消安第 4686 号）豚伝染性疾病 – オーエスキー病 

8) Iowa State University, The Center for Food Security & Public Health Website, 

<http://www.cfsph.iastate.edu/Factsheets/pdfs/aujeszkys_disease.pdf> (Accessed 26 July, 2016) 

9) 監視伝染病診断指針 （社）日本獣医師会ウェブサイト 豚・いのしし編 「オーエスキー病」 

<http://nichiju.lin.gr.jp/tksn/pig/pi19.html> (Accessed 26 July, 2016) 

10) 「豚病学＜第四版＞」（近代出版） 

11) オーエスキー病防疫対策要領（平成 29 年 3 月 31 日付け 28 消安第 5862 号農林水産省消費・安全

局長通知） 

12) Merck Veterinary Manual - Pseudorabies 

<http://www.merckvetmanual.com/mvm/nervous_system/pseudorabies/overview_of_pseudorabies.html> 

(Accessed 26 July, 2016) 

13) 山田 俊治：オーエスキー病（日獣会誌、第 68 号、p148-150、2015） 
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5.11 伝染性胃腸炎   

 

5.11.1 疾病情報 

 

5.11.1.1 背景 

 

伝染性胃腸炎（Transmissible gastroenteritis；TGE）は、コロナウイルス科（Coronaviridae）、アルファコ

ロナウイルス属（Alphacoronavirus）の豚伝染性胃腸炎ウイルス（Transmissible gastroenteritis virus：

TGEV）の感染による水様性下痢、嘔吐及び脱水を主徴とする豚の急性疾病である。年齢を問わず高率

に罹患するが、幼齢豚ほど高致死率となる。血清型は単一である。豚の呼吸器より検出される豚呼吸

器コロナウイルス（Porcine respiratory coronavirus：PRCV）は腸管親和性を失った遺伝子欠失変異株で

あり、血清学的に交差反応を示す。 

本病は我が国では豚及びいのししの届出伝染病に指定されている。また、OIE のリスト疾病でもある

（2019 年）。 

 

5.11.1.2 疫学 

 

1945 年に米国で最初に発生が確認されて以来、豪州、ニュージーランドを除く世界各国で発生が認め

られる。我が国では 1956 年に初めて報告された。近年、欧州、米国及び日本での発生は減少傾向にあ

るが、その理由として PRCV のまん延による免疫の関与が示唆されている。 

発生には季節性があり、主に冬から春にかけて発生するが、近年は 4～6 月の発生が多い。感染経路

は経口及び経鼻感染で、感染豚の糞便中に排出されたウイルスが豚から豚に直接伝播する。汚染され

た器具機材や車両、ヒトを介した間接的な伝播も起こる。また、犬、猫等、豚以外の動物がウイルスを伝

播するとの報告もある。 

本病の発生形態は、清浄農場にウイルスが侵入した場合の流行型と、離乳後の豚を中心に本病が常

在化している常在型に大別される。流行型では、発病豚の下痢便に多量のウイルスが排泄され、かつ

伝染性が強いことから、全日齢の豚で下痢が爆発的に発生する。若齢豚ほど重篤な症状を示し、2 週齢

までの哺乳豚の致死率は 100％を示す。流行は 1～2 か月で終息することが多い。一方、大規模農場で

は離乳舎の豚を中心的に連鎖的な感染環が成立して持続発生する常在型の傾向を示す場合があり、

通常 10～20％以下の致死率を示す。 

本病から回復した豚は、頻度は不明だが、長期間ウイルスを保持しキャリアーとなる可能性がある。

清浄農場へのウイルス侵入はキャリアー状態の豚の導入に起因する場合が多い。 

 

5.11.1.3 臨床症状 

 

潜伏期間は哺乳豚で 12～24 時間、育成豚・成豚では 2～4 日である。 

流行型では感染率及び発病率は極めて高く、日齢に関係なく 100％に近い。病勢は日齢により異なり、

幼齢豚ほど重篤な症状を示す。感染豚は突然発症し、食欲不振、元気消失に続き嘔吐と激しい水様性
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下痢を示す。哺乳豚の下痢便は黄色で凝乳塊が混ざることが多い。7 日齢以下の豚は発病後 2～3 日

の経過で脱水と代謝性アシドーシスにより死亡する。離乳豚では致死率は低いが、回復後も発育不全

を起こしてヒネ豚となる。肥育豚や成豚も嘔吐に続き水様性下痢を呈するが、4～7 日の経過で通常回

復する。母豚の症状は一般的に軽度であるが、哺乳中の母豚が感染すると泌乳低下又は停止が起こり、

哺乳豚の死亡の大きな要因となる。 

常在型では 2 週齢以降の哺乳豚及び離乳豚に下痢や嘔吐が認められるが、症状は軽度で致死率も

低く、ロタウイルスや大腸菌感染による下痢に類似している。 

 

5.11.1.4 診断 

 

流行型は豚流行性下痢（PED）、常在型は豚ロタウイルス病や豚大腸菌症と症状が類似するため、実

験室内診断が不可欠である。 

病原検索として、発病初期の糞便を用いた RT-PCR によるウイルス遺伝子の検出は迅速性に優れ、

PED との鑑別も可能であり補助診断として有用である。また、発病初期の小腸凍結切片又は小腸粘膜

スメアを用いた FA 又は IHC による粘膜上皮細胞中のウイルス抗原の検出も迅速性に優れる。ウイル

ス分離には CPK 細胞や ST 細胞を用い、材料のトリプシン処理と維持培地へのトリプシン添加が推奨さ

れるが、分離は困難である。豚呼吸器コロナウイルス(PRCV)との鑑別には S 蛋白遺伝子 5'末端の遺伝

子欠失部位を挟むようなプライマーを用いた RT-PCR が有用である。 

血清診断では、NT により急性期と回復期のペア血清で抗体価の有意上昇を確認する。PRCV との識

別にはモノクローナル抗体を用いたブロッキング ELISA が開発されている。 

 

5.11.2 リスク評価 

 

5.11.2.1 侵入リスク評価 

 

現在家畜衛生条件を取り決めている国のうち、米国及びカナダでは本病の発生が認められており、通

報疾病にも指定されていない。また、その他の国においても、過去に発生が認められたものの、通報疾

病ではなくサーベイランスも実施されていない国が認められ、疾病の発生状況について十分に把握され

ているとは考えがたい。本病は、感染から回復した豚が長期間キャリアーとなることがあるため、輸出入

検疫で摘発されない可能性がある。これらのことから、侵入リスク発生確率（LR）は「中程度」と考えられ

た。 

 

5.11.2.2 暴露リスク評価 

 

本病の主な感染経路として、経口・経鼻感染等の接触感染による伝播が想定される。本病の清

浄農場における伝染性は強く、豚は群飼養されるため感染機会は多いと考えられることから、暴

露リスク発生確率（LE）は「高い」と判断した。 
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5.11.2.3 侵入及び暴露リスク評価 

 

LR が「中程度」、LE が「高い」と判断されたことから、侵入及び暴露リスク発生確率（LRE）は「高い」

と判断された。 

 

5.11.2.4 影響リスク評価 

 

本病は、感染から回復した豚が長期間キャリアーとなることがあり、キャリアー豚の導入により

伝播する可能性がある。罹患率は高く、日齢を問わず発症する。病勢は日齢により異なり、成豚

の致死率は非常に低く回復するものの、哺乳豚における致死率は高く、育成豚もヒネ豚となる。我

が国では近年も本病の発生が認められており、本病は国内に常在していると考えられる。 

これらのことから、影響リスク発生確率（LC）は「低い」と判断された。 

 

5.11.2.5 リスクの推定 

 

LRE が「高い」、LC が「低い」と判断されたことから、最終的なリスクは「中程度」であると推定された。 

 

5.11.3 リスク管理 

 

リスク評価の結果、輸入に当たってはリスク低減措置が必要であると判断された。 

 

（参考） OIE における推奨条件 

 

OIE コードでは、豚の輸入に当たっては以下の条件に合致していることを証明する国際獣医証明書の

提示を求めることが推奨されている。 

 

1） 繁殖用又は育成用豚の輸入 

以下(1)～(3)又は(1)及び(4)を満たすこと。 

(1) 輸出当日に TGE の臨床症状を示さないこと。 

(2) 輸出前 12 か月間、TGE の発生報告のない施設に飼養されていたこと。 

(3) 輸送前 30 日間隔離され、その間に実施した TGE の検査で陰性の結果を得ること。 

(4) TGE が通報疾病に指定され、過去 3 年間、臨床的な TGE の発生報告がない国に由来すること。 

 

2） と畜用豚の輸入 

(1) 輸出当日に TGE の臨床症状を示さないこと。 

(2) 輸出前 40 日間、TGE の発生報告のない施設に飼養されていたこと。 
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5.11.4 参考資料 

 

1) OIE コード 2018（第 15.5 章） 

<http://www.oie.int/fileadmin/Home/eng/Health_standards/tahc/current/chapitre_tg.pdf>  

(Accessed 21, May, 2019) 

2) OIE 陸棲動物の診断テスト及びワクチンに対する基準マニュアル 2018（第 3.8.10 章） 

<http://www.oie.int/fileadmin/Home/eng/Health_standards/tahm/3.08.10_TRANSMISS_GASTRO.pdf> 

(Accessed 24 May, 2019) 

3) 「動物の感染症＜第三版＞」（近代出版） 

4) 国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構 動物衛生研究部門ウェブサイト 

5) 「獣医感染症カラーアトラス＜第二版＞」（文永堂出版） 

6) 「病性鑑定指針」（26 消安第 4686 号） 豚伝染性疾病 – 伝染性胃腸炎 

7) Merck Veterinary Manual - Transmissible Gastroenteritis in Pigs 
<https://www.merckvetmanual.com/digestive-system/intestinal-diseases-in-pigs/transmissible-

gastroenteritis-in-pigs > (Accessed 26 July, 2016) 
8) 「豚病学＜第四版＞」（近代出版） 

9） 「豚病学＜第三版＞」（近代出版） 

10) 監視伝染病診断指針 （社）日本獣医師会ウェブサイト 豚・いのしし編 「伝染性胃腸炎」 

< http://nichiju.lin.gr.jp/tksn/pig/pi20.html> (Accessed 26 July, 2016) 
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5.12 豚エンテロウイルス性脳脊髄炎 

 

5.12.1 疾病情報 

 

5.12.1.1 背景 

 

豚エンテロウイルス性脳脊髄炎は、ピコルナウイルス科（Picornaviridae）、テシオウイルス属

（Teschovirus）に属する豚テシオウイルス（Porcine teschovirus：PTV）、ピコルナウイルス科、サペロウイ

ルス属（Sapelovirus）に属する豚サペロウイルス（Porcine sapelovirus：PSV）及びピコルナウイルス科、

エンテロウイルス属（Enterovirus）に属する豚エンテロウイルス（Porcine enterovirus B：PEV）の感染によ

る豚及びいのししの伝染性神経疾患で、重症から軽症なものまで様々な神経症状を示す。 

本病は我が国では届出伝染病に指定されているが、OIE のリスト疾病には指定されていない（2019

年）。 

 

5.12.1.2 疫学 

 

本病の病原体は以前、一括して豚エンテロウイルス血清型 1～13 として分類されていたが、近年の遺

伝子解析の結果、血清型 1～7 及び 11～13 は PTV 血清型 1～10、血清型 8 は新たに PSV（前豚エン

テロウイルス A、Porcine enterovirus A）、血清型 9 及び 10 は PEV 血清型 9 及び 10 として再分類され

た。本病は、かつて PTV-1 の高病原性株が原因と考えられていたが、神経症状を示す豚の脳神経材料

から PTV-1 以外の血清型や PSV、PEV も分離されることから、本病の病原と診断に関する見解は国際

的にも統一されていない。しかし、旧豚エンテロウイルスの中で高病原性を示すもののほとんどが PTV

へと再分類されたことをうけて、現在本病は国際的には豚テシオウイルス性脳脊髄炎（Porcine 

teschovirus encephalomyelitis）と呼ばれている。  

PTV による脳脊髄炎はテッシェン病として初めて報告された 1928 年以来、現在まで発生が続いてお

り、欧州や北米の養豚界に多大な経済的損失を引き起こしている。PTV、PSV、PEV は世界中に広く分

布し、我が国の農場にも浸潤しており、健康な豚の扁桃や糞便から高率に分離される。豚以外の動物

には病原性が認められていない。一般に病原性は弱く、一部の強毒株のみがテッシェン病やタルファン

病等の神経疾患を起こすとされている。近年は脳脊髄炎を伴う発生は稀で、より穏やかな神経疾患が

世界各地で報告されている。 

ウイルスは糞便とともに排出され、糞便、汚染器具機材を介して同居豚へ経口・経鼻感染により伝播

する。無症状豚からも多くのウイルスが分離されるため、発病期の豚の他、不顕性感染豚も感染源とな

りうる。回復した豚は最大 7 週間糞便中にウイルスを排泄する。ウイルスは環境抵抗性が強く、15℃の

環境中では 5 か月以上感染性を保つ。また、非加熱汚染厨芥の給餌によっても伝播する。 

ある血清型の株に感染しても、血清型の異なる株の感染を容易に受けるため、感染は持続しやすい。

生後 2～3 週間は、子豚は母豚から受け継いだ受動免疫によって各型の PTV、PSV 及び PEV による感

染から守られている。大多数の豚は、移行抗体が完全に消失する以前に初感染を受けるために不顕性
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感染に終わり、発症する豚は極めて稀である。野外で発症が認められるのは 3～4 週齢の子豚が多く、

移行抗体の消失する時期と一致する。 

PTV-1 高病原性株による脳脊髄炎型の罹患率及び致死率は高く、全日齢の豚が発症する可能性が

ある。その他の血清型や PTV-1 の低病原性株はより軽度な症状を示し、罹患率や致死率は様々となる。

現在、本病のワクチンは国内に存在していない。 

 

5.12.1.3 臨床症状 

 

潜伏期間は 1～4 週間で、神経症状を主徴とする。 

高病原性株の感染では重篤な症状を引き起こし、豚の月齢を問わず高熱を発し、食欲不振・元気消

失・四肢の麻痺（特に後肢）、起立不能、眼球振盪、全身性痙攣、後弓反張、昏睡等を呈し、発症後 3～

4 日で死亡し、罹患率・致死率は 70～90％に達する。しかし、近年ではこのように罹患率・致死率の高い

例は報告されておらず、低病原性株の感染により、主に若齢豚において運動失調や後肢麻痺といった

穏やかな病態が世界各地で報告され、このような例では死亡することは稀である。また、不顕性感染で

終わる豚も少なくない。 

日本脳炎、オーエスキー病、急性型豚コレラ、赤血球凝集性脳脊髄炎、豚パルボウイルス病との類症

鑑別が必要である。 

 

5.12.1.4 診断 

 

本病の病原体は国内外の農場に広く分布し、健常な豚の扁桃、糞便、腸内容からも分離されることが

あることから、診断には、1) 神経症状、2) 非化膿性脳炎の組織病変、3) 脳脊髄からのウイルス分離

の 3 点が揃うことが必要であり、特に脳脊髄からのウイルス分離が重要である。 

ウイルス分離には脳幹部・小脳・脊髄材料を用いる。無症状豚の扁桃、腸管等からも分離されるため、

脳神経材料以外からのウイルス分離に診断的価値は低い。臓器乳剤を CPK 細胞及び HmLu-1 細胞に

接種後、5％CO2 下で 37℃7 日間培養して CPE の出現の有無を観察する。CPE が認められない場合、7

日間間隔での盲継代を 5 回実施する。RT-PCR による特異遺伝子の検出が簡便で、補助診断として有

効であるが、無症状豚からも遺伝子断片が検出される可能性が高く、PCR のみでの診断は避けるべき

である。RT-PCR で陽性が確認された場合、得られた PCR 産物を用いてシークエンスを行う。 

ペア血清の有意な上昇（4倍以上）も補助診断として有効であるが、既に豚が持続的に感染している場

合には抗体価が上昇するとは限らない。 

病理所見としては、脊髄・脳幹部を中心とした非化膿性脳脊髄炎を特徴とする。強毒株以外では大脳

半球にほとんど病変が認められないか、あっても非常に軽度という特徴的な病変分布を示す。 
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5.12.2 リスク評価  

 

5.12.2.1 侵入リスク評価 

 

本病は OIE のリスト疾病ではなく、各国の発生状況が十分に把握できていないものの、本病の病原体

は世界各地に広く分布している。本病の高病原性株による感染は近年認められておらず、発生時の罹

患率は高く症状も明確に現れると考えられるため、高病原性株の侵入リスク発生確率（LR）は「極低い」

と考えられるが、低病原性株は世界中で発生が認められ、不顕性感染することから、輸出入検疫で摘

発されない可能性があり、低病原性株の LR は「中程度」と判断した。 

 

5.12.2.2 暴露リスク評価 

 

本病の主な感染経路として、感染豚の糞便や汚染器具等を介した経口・経鼻感染が考えられる。高病

原性株では本病の罹患率は高く、低病原性株の罹患率は様々であるものの不顕性感染豚からも多くの

ウイルスが分離されることから、暴露リスク発生確率（LE）は「高い」と判断した。 

 

5.12.2.3 侵入及び暴露リスク評価 

 

高病原性株では、LR が「極低い」、LE が「高い」と判断されたことから、侵入及び暴露リスク発生確率

（LRE）は「低い」と判断された。低病原性株では、LR が「中程度」、LE が「高い」と判断されたことから、

LRE は「高い」と判断された。 

 

5.12.2.4 影響リスク評価 

 

本病のウイルスは環境中で長期間感染性を有し、また不顕性感染豚が認められる。本病は感染豚の

糞便等からの経口・経気道感染で伝播することから、群内で容易に伝播すると考えられる他、潜伏期間

中の豚又は不顕性感染豚の導入により群間伝播する可能性がある。本病は、高病原性株では日齢を

問わず発症し、罹患率・致死率ともに高い。一方、低病原性株では、罹患率及び発症率は様々であり、

発症した場合であっても穏やかな神経症状を呈する又は不顕性感染で終わる。我が国では近年も本病

の発生が認められており、本病は国内に常在していると考えられる。 

これらのことから、高病原性株の影響リスク発生確率（LC）は「低い」、低病原性株の LC は「無視可」と

判断された。 

 

5.12.2.5 リスクの推定 

 

高病原性株については、LRE が「低い」、LC が「低い」と判断されたことから、最終的なリスクは「低い」

であると推定された。一方で、低病原性株については、LRE が「高い」、LC が「無視可」と判断されたこと

から、最終的なリスクは「無視可」であると推定された。 
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5.12.3 リスク管理 

 

リスク評価の結果、輸入に当たっては、高病原性株においてはリスク低減措置が必要、低病原性株に

おいてはリスク低減措置が不要であると判断された。 

 

（参考） OIE における推奨条件 

 

OIE コードでは、豚エンテロウイルス性脳脊髄炎に関する推奨条件を提示していない。 

 

5.12.4 参考資料 

 

1) OIE 陸棲動物の診断テスト及びワクチンに対する基準マニュアル 2018（第 3.8.9 章） 

<http://www.oie.int/fileadmin/Home/eng/Health_standards/tahm/3.08.09_TESCHOVIRUS_ENCEPH.pdf>  

(Accessed 24 May, 2019) 

2) 「動物の感染症＜第三版＞」（近代出版） 

3) 国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構 動物衛生研究部門ウェブサイト 

4) 「獣医感染症カラーアトラス＜第二版＞」（文永堂出版） 

5) Iowa State University, The Center for Food Security & Public Health Website, 

<http://www.cfsph.iastate.edu/Factsheets/pdfs/enterovirus_encephalomyelitis.pdf>  

(Accessed 29 July, 2016) 

6) 「豚病学（第四版）」（近代出版） 

7) 「病性鑑定マニュアル」（全国家畜衛生職員会） 豚伝染性疾病 – エンテロウイルス性脳脊髄炎 

8) 監視伝染病診断指針 （社）日本獣医師会ウェブサイト 豚編 「豚エンテロウイルス性脳脊髄炎」 

<http://nichiju.lin.gr.jp/tksn/pig/pi21.html> (Accessed 29 July, 2016) 

9) Merck Veterinary Manual - Teschovirus encephalomyelitis 

<http://www.merckvetmanual.com/mvm/nervous_system/teschovirus_encephalomyelitis/overview_of_tes

chovirus_encephalomyelitis.html> (Accessed 29 July, 2016) 
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5.13 豚繁殖・呼吸障害症候群（PRRS） 

 

5.13.1 疾病情報 

 

5.13.1.1 背景 

 

豚繁殖・呼吸障害症候群（porcine reproductive and respiratory syndrome：PRRS）は、アルテリウイル

ス科（Arteriviridae）、アルテリウイルス属（Arterivirus）の豚繁殖・呼吸障害症候群ウイルス（porcine 

reproductive and respiratory syndrome virus：PRRSV）の感染による妊娠豚の繁殖障害及び子豚の呼吸

障害を主徴とする疾病である。PRRSV には塩基配列の相同性が相互に約 60％の欧州型（genotype 1）

と北米型（genotype 2）の 2 つの遺伝型に大別され、さらに、それぞれの遺伝型内にも塩基配列のみな

らず抗原性においても多様性が認められる。近年、中国において全ての発育段階の豚に高い致死率を

示す北米型株が認められ、高病原性 PRRS と呼ばれるようになった。なお、高病原性 PRRSV の遺伝学

的な特徴としては、非構造タンパク質である NSP2 に共通してアミノ酸 30 個の欠損が認められることが

挙げられる。 

PRRS は我が国では届出伝染病に指定されている。また、OIE のリスト疾病である（2019 年）。 

 

5.13.1.2 疫学 

 

本病は 1980 年代後半に出現した新興感染症で、世界各国で発生がある。本病は常在化しやすく、常

在国では 60～80％の農場が PRRS 陽性と推測される。デンマークでは群有病率 25～50％とされてい

る。我が国では近年まで北米型のみ確認されていたが、2009 年に欧米型のウイルスが検出された。我

が国では 60～80％が陽性農場で、大規模農場ほど一般に陽性率が高い。豪州、ニュージーランド、スイ

ス、スウェーデン、フィンランド、ノルウェーは本病の清浄国である。 

PRRSV 陰性農場にウイルスが侵入した場合、繁殖障害や子豚の呼吸障害等が流行病的に発生する

場合が多い（流行型）。流行は通常 1～4 か月で終息するが、ウイルスが常在化した農場では離乳後子

豚に呼吸障害や発育遅延が継続して発生する（常在型）。大規模農場では一度発生すると常在化しや

すい。ウイルス陽性農場でも、時に母豚の流死産が流行病的に発生する。ウイルス株が異なると容易

に再感染する。 

ウイルスは全ての日齢の豚に感染し、感染の成立時期により多様な病態を示す。感染豚の鼻汁、唾

液、尿、糞便、精液、血液、乳汁等に多量のウイルスが排泄され、経口・経鼻感染、傷口を介した接触

感染、経胎盤感染、交配等で伝播する。また、蚊やハエによる機械的伝播や、隣接農場間では風による

伝播も成立する。感染豚は回復後もウイルスを長期間（約 5 か月間）体内リンパ組織等に保持し、数か

月にわたりウイルスを排泄する。不顕性感染も多く認められる。 

ウイルスは豚の肺胞マクロファージや MARC-145 細胞で増殖する。有機溶媒に感受性で、pH6 以下

及び 7.5 以上で感染性は急速に低下する。ウイルスは乾燥に極めて弱く、乾燥状態では室温下で 1 日

以内に不活化される。 
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高病原性 PRRS は 2006 年に初めて中国で発生が認められ、10 省で 200 万頭以上が感染、40 万頭

以上が死亡し、2007 年には中国全土に発生が拡大した。その後、ベトナム、フィリピン、カンボジア、ラオ

スでも発生が報告されている。我が国では高病原性 PRRS の発生は確認されていない。 

 

5.13.1.3 臨床症状 

 

潜伏期間は 14 日とされている。PRRS は母豚の死流産を主とする繁殖障害と子豚の呼吸器障害を主

徴とし、慢性疾病としての認識が一般的である。 

繁殖障害：母豚感染で受胎率が低下し、妊娠後期では胎子感染が高率に起こり、白子や黒子の死産

がみられる。母子感染して生まれた子豚は虚弱で、開脚姿勢や震え等を呈し、高い致死率を示す。生後

感染では症状の重さは通常日齢に依存し、若齢豚ほど重篤となる。 

呼吸障害：腹式呼吸（ヘコヘコ）が特徴的で、眼瞼浮腫、結膜炎、下痢等が認められる。肥育豚では増

体率の減少、被毛粗剛もみられる。サルモネラ属菌による敗血症や Streptococcus suis による髄膜炎

等常在疾病の発生率が高まり、これらの混合感染により致死率が高まる。離乳子豚の被害が大きい。

発育は遅延し、ヒネ豚の発生が目立ち、死廃率も高まる。種雄豚では精子の機能低下と精液中へのウ

イルス排出がみられる。 

高病原性 PRRS の発症豚では、耳介、口、鼻、背部及び大腿部内側に、発赤、点状出血、紅斑性発疹

が認められ、その他、高熱（40～42℃）、沈うつ、食欲不振、咳、呼吸困難、跛行、震え及び下痢等が認

められる。症状は 5～20 日で進行し、3～5 日で農場内のほとんどの豚が罹患する。罹患率は 50～

100％、死亡率は 20～100％に達する。肥育豚にも死亡が認められる。 

死亡豚の解剖では、出血と水腫を含む肺炎、脾臓の梗塞、胆嚢の拡張、腎臓の点状出血、その他、

心筋、肝臓、大脳、リンパ節、関節に病変が認められる。 

 

5.13.1.4 診断 

 

病原検索として、感染豚の肺、扁桃、血清等を材料とし、豚肺胞マクロファージや MARC-145 細胞を用

いたウイルス分離、IHC による抗原検出、RT-PCR 及びリアルタイム RT-PCR による遺伝子検出が用い

られる。PCR-RFLP による遺伝子型の判別も実施されることがある。 

抗体は感染後速やかに上昇し、長期間継続して検出されるため診断に有用で、ペア血清を用いて抗

体陽転あるいは抗体価の有意上昇を確認する。ELISA や IFA、IPMA が有用である。 

高病原性 PRRS の診断は、NSP2 にアミノ酸 30 個の欠損があることから、発生国ではこの部位を含

むプライマーを設計してウイルスを検出する方法が用いられている。高病原性 PRRS の症状は豚コレラ

に類似するため、本病に類似する疾病を認めた場合は豚コレラ及びアフリカ豚コレラの特定家畜伝染病

防疫指針に従い、豚コレラとの類症鑑別及びウイルスの同定を行う。 
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5.13.2 リスク評価  

 

5.13.2.1 侵入リスク評価 

 

現在家畜衛生条件を取り決めている国のうち、スウェーデンを除く全ての国において本病の発生が認

められている。本病は感染豚が回復後長期間キャリアーとなること、不顕性感染する場合もあることか

ら、輸出入検疫で摘発できない可能性がある。このことから、PRRS の侵入リスク発生確率（LR）は「高い」

と判断した。 

一方、高病原性 PRRS の発生地域は現状では中国及び東アジアに限定しており、罹患率・致死率とも

に高く輸出入検疫で摘発できると考えられる。このことから、高病原性 PRRS の LR は「無視可」と判断し

た。そのため、高病原性 PRRS に対するリスク評価はここで終了とする。しかし、高病原性 PRRS につい

ては、今後発生地域が拡大する可能性もあるため、発生状況の変化に応じて迅速に評価を見直すこと

とする。 

 

5.13.2.2 暴露リスク評価 

 

本病の主な感染経路として、経口・経鼻感染による伝播が想定される。感染豚は回復後もウイルス

を長期間排泄すること、豚は群飼養されるため感染機会は多いと考えられることから、暴露リスク発生

確率（LE）は「高い」と判断した。 

 

5.13.2.3 侵入及び暴露リスク評価 

 

LR が「高い」、LE が「高い」と判断されたことから、侵入及び暴露リスク発生確率（LRE）は「高い」と判

断された。 

 

5.13.2.4 影響リスク評価 

 

本病は感染耐過豚が長期間ウイルスを保持し、一度常在化すると清浄化しづらい。また、不顕性感染

が成立するため、不顕性感染豚の導入により群間伝播する可能性がある他、近隣の養豚場間では空

気伝播が起こりうる。本病の陰性農場にウイルスが侵入した場合には大流行が起こる場合が多いが、

本病は我が国に常在しており、60～80％が陽性農場となっている。 

これらのことから、影響リスク発生確率（LC）は「低い」と判断された。 

 

5.13.2.5 リスクの推定 

 

PPRS については、LRE が「高い」、LC が「低い」と判断されたことから、最終的なリスクは「中程度」で

あると推定された。一方で、高病原性 PRRS については、LR が「無視可」と判断されたことから、最終的

なリスクは「無視可」であると推定された。 
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5.13.3 リスク管理 

 

リスク評価の結果、輸入に当たっては、PRRS についてはリスク低減措置が必要、高病原性 PRRS に

ついてはリスク低減措置が不要であると判断された。 

 

（参考） OIE における推奨条件 

 

OIE コードでは、豚の輸入に当たっては以下の条件に合致していることを証明する国際獣医証明書の

提示を求めることが推奨されている。 

 

1）PRRS 清浄国、地域又はコンパートメント※からの家畜の豚又は飼育用野生豚の輸入 

(1) 輸出当日に PRRS の臨床症状を示さないこと。 

(2) 出生以降又は少なくとも過去 3 か月間、PRRS 清浄国、地域又はコンパートメントで飼養されてい

たこと。 

 

※  PRRS 清浄国、地域又はコンパートメントの条件 

下記①～⑦を満たす場合、PRRS 清浄国、地域又はコンパートメントとして見なすことができる。 

① 国内全土において PRRS が通報疾病に指定されていること。 

② PRRS を早期に摘発可能とする体制が整備されていること。 

③ 少なくとも過去 12 か月間、OIE コード Article 15.3.13～16 に規定されるサーベイランスが実施され

ていること。 

④ 少なくとも過去 12 か月間、家畜の豚及び飼育用野生豚において PRRSV の感染事例がないこと。 

⑤ 少なくとも過去 12 か月間、PRRS に対する不活化ワクチンの接種が実施されていないこと。 

⑥ 少なくとも過去 24 か月間、PRRS に対する組み換え型生ワクチンの接種が実施されていないこと。 

⑦ 輸入豚及び豚製品は、OIE コード Article 15.3.5～12 に従い輸入されていること。 

 

2) PRRS 汚染国又は地域からの繁殖又は育成用の家畜豚又は飼育用野生豚の輸入 

(1) 出生以降又は隔離開始前少なくとも 3 か月間、PRRSV の感染がその間確認されなかった施設で

飼養されていたこと。 

(2) 輸出当日に PRRS の臨床症状を示さないこと。 

(3) PRRS に対するワクチンが接種されていないこと。また、ワクチン接種された雌豚の産子でないこと。 

(4) バイオセキュリティーを適用の上 28 日間隔離し、PRRSV に対する血清学的検査を計 2 回実施し、

陰性の結果を得ること。検査間隔は少なくとも 21 日間以上あけ、2 回目の検査は輸出前 15 日以

内に実施すること。 

 

3) PRRS 汚染国又は地域からのと畜用の家畜豚又は野生豚の輸入 

と畜用豚及び野生豚は取り下ろし場所からと畜場へ直送され、直ちにと殺されるべきである。 

(1) 輸出当日に PRRS の臨床症状を示さないこと。 
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5.13.4 参考資料 

 

1) OIE コード 2018（第 15.3 章） 

<http://www.oie.int/fileadmin/Home/eng/Health_standards/tahc/current/chapitre_prrs.pdf> (Accessed 

24 May, 2019) 

2) OIE 陸棲動物の診断テスト及びワクチンに対する基準マニュアル 2018（第 3.8.6 章） 

<http://www.oie.int/fileadmin/Home/eng/Health_standards/tahm/3.08.06_PRRS.pdf >  

(Accessed 24 May, 2019) 

3) 「動物の感染症＜第三版＞」（近代出版） 

4) 国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構 動物衛生研究部門ウェブサイト 

5) 「獣医感染症カラーアトラス＜第二版＞」（文永堂出版） 

6) Iowa State University, The Center for Food Security & Public Health Website,  

7) 「豚病学（第四版）」（近代出版） 

8) 「病性鑑定指針」（26 消安第 4686 号） 豚伝染性疾病 – 豚繁殖・呼吸障害症候群 

9) 監視伝染病診断指針 （社）日本獣医師会ウェブサイト 豚編 「豚繁殖・呼吸障害症候群」 

<http://nichiju.lin.gr.jp/tksn/pig/pi22.html> (Accessed 1 August, 2016) 

10) 農林水産省ウェブサイト；高病原性 PRRS について 

<http://www.maff.go.jp/j/syouan/douei/katiku_yobo/index.html>  

11) Global PRRS Solutions Website, 

<https://www.prrs.com/en/publications/abstracts/prrs-control-and-eradications-plans-europe/> 

(Accessed 1 August, 2016) 

12) 高木道浩：豚繁殖・呼吸障害症候群：感染とワクチン（All about SWINE, 47 2-9, 2015） 

13) ベーリンガーインゲルハイムペトメディカジャパン株式会社、PRRS ニュース No.1（2009 年 1 月） 

14) （社）中央畜産会 「豚繁殖・呼吸障害症候群（PRRS）とは」 

<http://jlia.lin.gr.jp/eiseis/pdf/buta/prrs_01.pdf> (Accessed 24 May, 2019) 
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5.14 豚水疱疹 

 

5.14.1 疾病情報 

 

5.14.1.1 背景 

 

豚水疱疹（Vesicular exanthema of swine）は、カリシウイルス科（Caliciviridae）、ベシウイルス属

（Vesivirus）の豚水疱疹ウイルス（Vesicular Exanthema Virus）の感染による水疱形成を主徴とする急性

疾病である。 

本病は我が国では届出伝染病に指定されているが、OIE のリスト疾病には指定されていない（2019

年）。 

 

5.14.1.2 疫学 

 

本病は、米国における 1932 年から 1959 年の 25 年間と 1955 年にアイスランドで発生したのみで、そ

れ以外の期間や地域では発生は認められていない。 

40 種類の血清型がある。ウイルスは海生動物由来のサンミゲルアシカウイルスと酷似しており、海生

動物が本来の自然宿主とも考えられる。アシカ等の海獣類の肉を飼料として豚に給与したことが発生原

因と考えられる。同様の海洋生物由来のウイルスは、豚以外にもアザラシ等の鰭脚類、鯨類、牛、馬、

スカンク、霊長類、爬虫類及び魚類に感染する。VESV は豚では現在は撲滅されていると考えられるが、

海洋動物由来のウイルスは米国の西海岸に存在している。 

豚は感受性が強く、品種や日齢に関係なく発病し、最大 90％の罹患率となることがある。伝播は発病

豚や汚染器具との接触による感染の他、本ウイルスに汚染された加熱不十分な厨芥の給与により起こ

る。 

 

5.14.1.3 臨床症状 

 

臨床症状は口蹄疫、水胞性口炎、豚水胞病に類似し、臨床所見による類焼鑑別は困難である。 

潜伏期間は 18～72 時間で、最長で 12 日である。 

1～2 日間の発熱（40～42℃）とともに水疱形成が認められる。ウイルスは表皮胚芽層で増殖する。吻

鼻及びその周辺部、口唇、口蓋、口腔及び舌粘膜、蹄冠部、乳頭に水疱が好発するが、1 日程度で水

疱の拡大とともに破裂する。細菌等の二次感染が生じた場合には糜爛や潰瘍となる。1～2 週間の経過

で回復する。時に、脳炎、心筋炎、下痢、流産を伴う。一般的に致死率は低いが、発病豚には発育障害

を起こし体重減少が認められることもある。 
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5.14.1.4 診断 

 

偶蹄類では口蹄疫、水胞性口炎、豚水胞病との類症鑑別が重要である。口蹄疫との類症鑑別のため、

病原体の封じ込めが可能な BSL-3 施設での迅速な確定診断が必要となる。 

病原検索として、水疱上皮や水疱液を診断材料とし、豚由来細胞及び Vero 細胞に接種する。本ウイ

ルスは形態学的に特徴があるので、電子顕微鏡によりウイルス粒子を確認する。また、既知の血清型

に対する抗血清を用いて FA により同定を行う。 

血清学的検査としては、プラック減少法による NT により、中和抗体を検出することにより実施する。 

 

5.14.2 リスク評価 

 

5.14.2.1 侵入リスク評価 

 

本病は、過去に北米及びアイスランドで発生があったが、その後 60 年間、新たな発生は認められてい

ない。また、豚における本病の罹患率は高く、品種や日齢に関係なく発病するため、輸出入検疫で摘発

される可能性が高いことから、侵入リスク発生確率（LR） は「無視可」と判断した。このため、本病に対

するリスク評価はここで終了とする。 

 

5.14.2.2 リスクの推定 

 

LR が「無視可」と判断されたことから、最終的なリスクは「無視可」と判断された。 

 

5.14.3 リスク管理 

 

リスク評価の結果、輸入に当たってはリスク低減措置が不要であると判断された。 

 

5.14.4 参考資料 

 

1) 「動物の感染症＜第三版＞」（近代出版） 

2) 国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構 動物衛生研究部門ウェブサイト 

3) 「獣医感染症カラーアトラス＜第二版＞」（文永堂出版） 

4) Iowa State University, The Center for Food Security & Public Health Website, Factsheet 

< http://www.cfsph.iastate.edu%2Fpdf%2Fshic-factsheet-vesicular-exanthema-swine-virus.pdf> 

(Accessed 1 August, 2016) 

5) 監視伝染病診断指針 （社）日本獣医師会ウェブサイト 豚編 「豚水疱疹」 

<http://nichiju.lin.gr.jp/tksn/pig/pi23.html> (Accessed 1 August, 2016) 

6) Merck vetrinary manual – Vesicular exanthema of swine 
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<http://www.merckvetmanual.com/mvm/generalized_conditions/vesicular_exanthema_of_swine/overview_

of_vesicular_exanthema_of_swine.html> (Accessed 1 August, 2016) 

7) The Pig Site - Vesicular Exanthema of Swine 

<http://www.thepigsite.com/pighealth/article/459/vesicular-exanthema-of-swine-ves/>  

(Accessed 1 August, 2016) 
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5.15 豚流行性下痢 

 

5.15.1 疾病情報 

 

5.15.1.1 背景 

 

豚流行性下痢（Porcine epidemic diarrhea：PED）は、コロナウイルス科（Coronaviridae）、アルファコロナ

ウイルス属（Alphacoronavirus）に属する豚流行性下痢ウイルス(Porcine epidemic diarrhea virus：PEDV)

の感染による豚の嘔吐や下痢を主徴とする急性伝染性疾病である。 

本病は我が国では届出伝染病に指定されているが、OIE のリスト疾病には指定されていない（2019

年）。 

 

5.15.1.2 疫学 

 

1970 年代初頭に英国やベルギーで初めて確認された。欧州では、これまで英国、ベルギーの他、チェ

コ共和国、ハンガリー、イタリア、ドイツ、スペイン及びスイスで確認されており、散発的に発生している。

アジア各国でも流行が報告されており、中国では 2010 年以降、新型 PED ウイルスの大規模な流行が

報告され、被害が深刻化している。アジアでは中国、韓国、ベトナム、タイ、フィリピン、台湾等で PED の

発生が確認されている。 

米国は本病の清浄国であったが、2013 年 4 月に初めて発生が確認され、以降急速に全国に拡大し、

現在も発生が報告されている。米国で流行したウイルス株は 2010 年以降に中国で流行した新型株と高

い遺伝的類似性を有することから、中国を由来とする可能性が高いとされている。米国での発生以降、

近隣のカナダや中南米諸国（カナダ、メキシコ、ペルー等）でも発生が認められ、それらの株は米国株と

遺伝的に近縁なことが確認されている。 

我が国では 1990 年代に本病が流行した。2007 年以降発生が認められていなかったが、2013 年 10 月

に 7 年ぶりとなる発生が確認され、その後急速に全国に拡大して大流行し、2014 年 8 月時点で 38 万頭

の豚が死亡した。2014 年 10 月には飼養衛生管理基準の遵守及びワクチンの適正使用を基本とした

PED 防疫マニュアルが制定され、爆発的な流行は認められなくなったものの、現在でも全国で発生が認

められている。なお、現在、本病のワクチン接種率は約 7 割で推移している。我が国へのウイルスの侵

入経路は明らかでないものの、ウイルス株の遺伝子解析結果より、米国又は中国で近年流行したウイ

ルスが人又は物を介して侵入した可能性が高いとされている。 

本病の伝播は感染豚の糞便を感染源とした経口又は経鼻感染が中心で、汚染器具・機材、ヒト、車両

を介した間接的な伝播も起こりうる。また、感染実験において糞便中にウイルス遺伝子が最長で感染後

4 週間検出されることが確認されており、感染から回復した豚は、長期間糞便中にウイルスを排泄して

感染源となる。 

日齢や季節を問わず発生するが、幼齢豚ほど症状が重く死亡率が高い。抗体陰性農場では爆発的に

流行する（流行型）。また、頻繁な種豚導入を行う農場や大規模一貫経営農場等では感受性豚が連続

的に供給されるため、ウイルスが農場に常在することがある（常在型）。発生形態は様々で、哺乳豚を中

- 85 -



  繁殖用豚の輸入に関するリスク評価書 

 

心とした全ての日齢の豚が下痢を起こす場合や、離乳後豚のみが下痢を起こす場合もある。冬期の発

生が多い。農場や豚舎内での伝播は伝染性胃腸炎（TGE）に比較して遅い。 

 

5.15.1.3 臨床症状 

 

特徴的な症状は水様性下痢であり、症状は TGE に酷似するが、嘔吐の割合は低い。 

1～3日の潜伏期間の後、食欲不振、元気消失に続く水様性下痢を認める。哺乳豚の下痢便は未消化

物を含む黄色水様性となるが、血便は認められない。また、時に嘔吐が見られる。10 日齢以下の哺乳

豚では脱水によりほぼ 100％が死亡する。日齢が進んだ豚は感染しても発症しない豚も多く、発症した

場合も症状は比較的軽症で、下痢は 3～7 日で回復し、死亡率は 1～3％と低い。稀に肥育豚が突然死

することがある。母豚では泌乳減少や停止が起こり、哺乳豚の死亡の要因となる。常在型では、新たに

離乳舎や育成舎へ移動した豚が移動後 2～3 週間で下痢を呈することが報告されている。 

 

5.15.1.4 診断 

 

発病初期の糞便を用いて免疫電子顕微鏡法によるウイルス粒子の観察、RT-PCR によるウイルス遺

伝子の検出及び Vero 細胞を用いたウイルス分離を実施する。小腸材料を用いた FA や IHC も有用で

ある。RT-PCR は迅速性に優れ、TGE との鑑別に有効である。 

血清診断法では、急性期と回復期のペア血清を用いて NT により抗体価の有意上昇を確認する。 

 

5.15.2 リスク評価 

 

5.15.2.1 侵入リスク評価 

 

本病は OIE のリスト疾病ではなく、各国の発生状況が十分に把握できていないが、輸出国のうち米国、

カナダ、オランダ及びドイツにおいては本病の発生が認められている。また、回復した豚も感染源となる

ことから、輸出入検疫で摘発できない可能性がある。 

これらのことから、侵入リスク発生確率（LR）は「中程度」と判断した。 

 

5.15.2.2 暴露リスク評価 

 

本病の主な感染経路として、経口・経鼻感染による伝播が想定される。感染豚は回復後もウイルスを

長期間排泄すること、豚は群飼養されるため感染機会は多いと考えられることから、暴露リスク発生確

率（LE）は「高い」と判断した。 
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5.15.2.3 侵入及び暴露リスク評価 

 

LR が「中程度」、LE が「高い」と判断されたことから、侵入及び暴露リスク発生確率（LRE）は「高い」と

判断された。 

 

5.15.2.4 影響リスク評価 

 

本病は、回復豚が長期間感染源となるため、回復豚の導入により群間伝播する可能性がある。また、

頻繁な種豚導入を行う農場や大規模一貫経営農場等では感受性豚が連続的に供給されるためウイル

スが常在化しやすい。本病は罹患率が高く日齢を問わず発症し、成豚の致死率は低いが、哺乳豚の致

死率は 100％に達することもある。我が国では近年も発生が認められており、国内に常在していると考

えられる。 

これらのことから、影響リスク発生確率（LC）は「低い」と判断された。 

 

5.15.2.5 リスクの推定 

 

LRE が「高い」、LC が「低い」と判断されたことから、最終的なリスクは「中程度」であると推定された。 

 

5.15.3 リスク管理 

 

リスク評価の結果、輸入に当たってはリスク低減措置が必要であると判断された。 

 

（参考） OIE における推奨条件 

 

OIE コードでは、PED に関する推奨条件を示していない。 

 

5.15.4 参考資料 

 

1) 「動物の感染症＜第三版＞」（近代出版） 

2) 国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構 動物衛生研究部門ウェブサイト 

3) 「獣医感染症カラーアトラス＜第二版＞」（文永堂出版） 

4) 「豚病学（第四版）」（近代出版） 

5) Merck Veterinary Manual – Porcine Epidemic Diarrhoea 

<http://www.merckvetmanual.com/mvm/digestive_system/intestinal_diseases_in_pigs/porcine_epidemic_d

iarrhea.html> (Accessed 1 August, 2016) 

6) 「病性鑑定指針」（26 消安第 4686 号） 豚伝染性疾病 – 豚流行性下痢 

7) 監視伝染病診断指針 （社）日本獣医師会ウェブサイト 豚編 「豚流行性下痢」 

<http://nichiju.lin.gr.jp/tksn/pig/pi24.html> (Accessed 1 August, 2016) 

- 87 -



  繁殖用豚の輸入に関するリスク評価書 

 

8) 農林水産省ウェブサイト – 豚流行性下痢について 

<http://www.maff.go.jp/j/syouan/douei/ped/ped.html> (Accessed 1 August, 2016) 

9) 豚流行性下痢（PED）の疫学調査に係る中間取りまとめ（農林水産省、平成 26 年 10 月 24 日） 

<http://www.maff.go.jp/j/syouan/douei/ped/pdf/ped_ekigaku_chukan.pdf> (Accessed 1 November, 2017) 

10) 豚流行性下痢（PED）防疫マニュアル（農林水産省、平成 26 年 10 月 24 日） 

<http://www.maff.go.jp/j/syouan/douei/ped/pdf/ped_manual_set.pdf> (Accessed 1 November, 2017) 

11) The Pig Site – Porcine Epidemic Diarrhoea 

<http://www.thepigsite.com/pighealth/article/289/porcine-epidemic-diarrhoea-ped-scour/>  

(Accessed 26 January, 2016) 

12) USDA APHIS Website, PED “Technical Note” 
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<http://www.oie.int/fileadmin/Home/fr/Media_Center/docs/pdf/factsheet_PEDV.pdf> 
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5.16 豚インフルエンザ 

 

5.16.1 疾病情報 

 

5.16.1.1 背景 

 

豚インフルエンザ（Swine Influenza）は、オルソミクソウイルス科(Orthomyxoviridae)、インフルエンザウ

イルス A 属(Influenzavirus A)に属するインフルエンザ A ウイルス(Influenza A virus）の感染による豚の

急性呼吸器病で、多大な損耗をもたらす豚の慢性呼吸器病の基礎疾患である。伝染力は強いが、予後

は一般的に良好である。 

本病は我が国における監視伝染病ではなく、OIE のリスト疾病にも指定されていない（2019 年）。 

 

5.16.1.2 疫学 

 

豚間で流行が確認されているウイルス表面抗原の亜型は、H1N1、H1N2、H3N2 が主流である。 

H1N1 による古典的インフルエンザは 1930 年に米国で初めて報告され、豚の導入に伴い世界中に拡

大した。欧州では 1979 年に鳥型の H1N1 が流行し、現在はこの 2 系統の H1N1 が世界中に分布してい

る。H3N2も1970年以降世界中で報告されているが、H1N1と異なり、流行規模は小さく、病原性も低い。 

豚の気管上皮細胞には鳥型ウイルス、ヒト型ウイルス双方に対するレセプターが存在するため、豚は

鳥やヒト由来のインフルエンザウイルスにも感受性があり、ウイルスの混合感染の場となりうる。この性

質から、過去のパンデミック（1957 年アジア風邪、1968 年香港風邪）では、それまでにヒトに存在してい

た季節性インフルエンザウイルスとトリ由来のインフルエンザウイルスが、豚の中で遺伝子再集合を起

こしたと考えられている。また、鳥型ウイルスが豚に感染し馴化する過程で、ヒト型のレセプターを認識

するようになる可能性も示唆されている。2009 年 4 月にメキシコで最初に確認された新型インフルエン

ザウイルス A（H1N1）は、遺伝子解析の結果、北米の豚の間で循環していた H1N1 又は H1N2 のトリプ

ルリアソータントと欧州の豚の間で循環していた鳥型 H1N1 とのリアソータントウイルスであると考えられ

ている。 

なお、これまでに、H3N3、H1N1、H9N2、H4N6、H5N2 の野鳥由来のウイルスが豚に感染した症例が知

られている。また、高病原性鳥インフルエンザウイルス H5N1 の豚への感染も報告されている。 

本病は元来、寒暖差が激しい晩秋から初春にかけて発生する疾病であったが、近年は発生が通年認

められる。個体間の伝播は飛沫感染又は鼻汁等との直接接触により起こる。ウイルスの排泄は感染か

ら 24 時間以内に始まり、感染後 7～10 日まで継続するが、長期的なキャリアーとはならない。新規感染

群における発症率はほぼ 100％に達するが、ほとんどの場合、3～7 日の経過で回復する。合併症を伴

わない場合、致死率は 1～4％となる。慢性感染群では無症候性となる。 

不顕性感染が世界各地で認められている。豚の日齢、気候の急変、寒冷ストレス、豚の移動や導入は

病態を左右する重要な因子である。日本国内での発生報告は 0～数件/年程度であるが、国内での本

疾患の実態は不明な点が多い。 
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5.16.1.3 臨床症状 

 

発熱、食欲減退、鼻汁漏出、元気喪失、発作性の咳、喘ぎ呼吸等を呈する。軽症の場合は呼吸器粘

膜上皮のカタル性炎のみで、1 週間以内に回復し、致死率は 1％以下である。他の呼吸器病原体の二

次感染が起きると肺炎等で重症化する傾向にあり、ことに幼弱豚では致命的となる。不顕性感染も認め

られる。 

 

5.16.1.4 診断 

 

病原検索として、ウイルス分離と特異抗体の検出を行う。ウイルス分離材料には臨床症状が出現して

から 24～48 時間以内の鼻腔拭い液が最適である。ウイルス分離はトリプシン処理下の MDCK 細胞又

は発育鶏卵（9～11 日齢）の羊膜腔内及び尿膜腔内同時接種で行う。死亡豚では気管又は肺の乳剤を

材料として用いる。ウイルス分離後、免疫血清を用いた交差 HI 又は型・亜型特異的 RT-PCR により型・

亜型を同定する。また、補助的検査として、迅速診断には市販の A 型インフルエンザ診断用キットが利

用できる。 

血清学的には、感染豚のペア血清を用いた HI 反応が一般的である他、NT が用いられる。 

 

5.16.2 リスク評価 

 

5.16.2.1 侵入リスク評価 

 

本病は OIE のリスト疾病ではなく、各国の発生状況が十分に把握できていないが、世界中で発生が認

められている。また、不顕性感染することもあることから、輸出入検疫で摘発できない可能性がある。 

これらのことから、侵入リスク発生確率（LR）は「中程度」と判断した。 

 

5.16.2.2 暴露リスク評価 

 

本病の主な感染経路として、飛沫感染による伝播が想定される。本病は容易に群内に伝播することか

ら、暴露リスク発生確率（LE）は「高い」と判断した。 

 

5.16.2.3 侵入及び暴露リスク評価 

 

LR が「中程度」、LE が「高い」と判断されたことから、侵入及び暴露リスク発生確率（LRE）は「高い」と

判断された。 
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5.16.2.4 影響リスク評価 

 

本病は不顕性感染することから、不顕性感染豚の導入により群間伝播する可能性があるが、持続感

染しないことから、免疫獲得後には終息が見込まれる。また、人獣共通感染症であり、豚体内でウイル

スのリアソータントが起こる限定的なケースにおいてはヒトに健康被害を与える可能性があるが、通常で

は特に問題とならないと考えられる。豚での罹患率は非常に高いが、二次感染がなければ重篤化する

ことなく数日で回復する。 

これらのことから、影響リスク発生確率（LC）は「無視可」と判断された。 

 

5.16.2.5 リスクの推定 

 

LRE が「高い」、LC が「無視可」と判断されたことから、最終的なリスクは「無視可」であると推定された。 

 

5.16.3 リスク管理    

 

リスク評価の結果、輸入に当たってはリスク低減措置が不要であると判断された。 

 

5.16.4 参考資料 

 

1) OIE Technical disease cards “SWINE INFLUENZA” 

<http://www.oie.int/fileadmin/Home/eng/Animal_Health_in_the_World/docs/pdf/Disease_cards/SWINE_IN

FLUENZA.pdf> (Accessed 1 August, 2016) 

2) 「動物の感染症＜第三版＞」（近代出版） 

3) 国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構 動物衛生研究部門ウェブサイト 

4) 「獣医感染症カラーアトラス＜第二版＞」（文永堂出版） 

5) Iowa State University, The Center for Food Security & Public Health Website, 

<http://www.cfsph.iastate.edu/Factsheets/pdfs/swine_influenza.pdf> (Accessed 1 August, 2016) 

6) 「豚病学（第四版）」（近代出版） 

7) 監視伝染病診断指針 （社）日本獣医師会ウェブサイト 豚編 「豚インフルエンザ」 

<http://nichiju.lin.gr.jp/tksn/pig/pi28.html> (Accessed 1 August, 2016) 

8) 「病性鑑定指針」（26 消安第 4686 号） 豚伝染性疾病 – 豚インフルエンザ 

9) Merck Veterinary Manual - Swine Influenza 

<http://www.merckvetmanual.com/mvm/respiratory_system/respiratory_diseases_of_pigs/swine_influenz

a.html> (Accessed 1 August, 2016) 

10) The Pig Site - vesicular exanthema of swine 

<http://www.thepigsite.com/diseaseinfo/118/swine-influenza-virus-si-flu/> (Accessed 1 August, 2016) 
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5.17 豚オルソレオウイルス病   

 

5.17.1 疾病情報 

 

5.17.1.1 背景 

 

オルソレオウイルス感染症は、レオウイルス科（Reoviridae）オルソレオウイルス属（Orthoreovirus）に

属する哺乳類オルソレオウイルス（Mammalian orthoreovirus：MRV）の感染による疾病であり、これまで

下痢症や呼吸器病を呈する豚からの分離事例はあったものの、感染しても臨床症状を認めないことが

多かったことから、豚に対する病態の詳細は不明であったが、近年、新生子豚に急性下痢を引き起こす

新型のウイルス株の存在が明らかになった。 

本病は我が国における監視伝染病ではなく、OIE のリスト疾病にも指定されていない（2019 年）。 

 

5.17.1.2 疫学 

 

MRV は我が国を含め世界中に分布しており、豚、ヒト、牛、猫、犬、マウス、コウモリ等哺乳類の幅広

い種から分離されている。複数株が同じ個体に同時期に感染すると、遺伝子再集合が容易に起こる。

MRV は異種動物間でも感染を繰り返し、遺伝子再集合を起こす。 

MRV は血清学的に MRV1～3 に分類され、全ての血清型が豚から分離されている。我が国での MRV

の近年の浸潤状況は調査されていないが、1976～87 年に実施されたサーベイランスでは、1970 年代後

半以降、豚群への MRV 感染が拡がっており、特に MRV1 の感染率が高いことが明らかになっている。

韓国では 2004～5 年にかけて下痢症例の豚の 19％から MRV が分離され、中国においても 2006 年及

び 2007 年にそれぞれ下痢症例と呼吸器症例から MRV3 が分離されている。 

MRV は感染豚の鼻汁や糞便中に排泄され、経気道及び経口感染により伝播し、豚群に広く感染が認

められる。感染実験では子豚の一過性の発熱や軽度の呼吸器及び消化器症状、妊娠豚での死産が認

められるが、臨床症状を認めない場合も多い。 

一方、2013 年以降、米国において豚流行性下痢が流行する中で、ノースカロライナ、アイオワ及びミネ

ソタ州における新生子豚の下痢便 48 検体中 18 検体及び飼料用豚血漿粉から MRV3 が分離され、感

染実験により、本ウイルスは従来と異なり新生子豚に重度の急性下痢を引き起こすことが明らかになっ

た。米国分離株は 2005 年韓国及び 2006～7 年中国分離株とは遺伝的に異なる新型株であり、2012 年

ドイツのコウモリから分離された MRV3 と、過去にヒトや豚から分離された MRV3 との間における遺伝子

再集合により生じた可能性が示唆されている。新型 MRV3 は熱抵抗性で、80℃又は 90℃1 時間の加熱

でも感染性を保持する。なお、加熱処理された血漿粉からも分離されたことから、汚染血粉の給餌によ

り伝播した可能性が示唆されている。 
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5.17.1.3 臨床症状 

 

従来の MRV（従来株）では、感染実験により子豚の一過性の発熱や軽度の呼吸器及び消化器症状、

妊娠豚での死産が認められたが、臨床症状を認めない場合も多い。自然感染の場合、宿主要因や環

境要因、その他の病原体との混合感染により、呼吸器病や下痢症を誘発する可能性がある。 

新型の MRV3（新型株）では、感染実験により新生子豚に重度の下痢症、活力低下及び体重減少が認

められた。 

 

5.17.1.4 診断 

 

病原学的検査として、培養細胞を用いたウイルス分離と凍結組織切片の蛍光抗体染色による特異抗

原の検出を行う。PCR によるウイルス遺伝子の検出も補助診断として有用である。また、ウイルス分離

材料には気道、肺、リンパ節、鼻腔拭い液、腸管及び糞便等を用いる。培養細胞には一般に豚腎、精巣、

肺等の初代培養細胞を用いるが、気道や腸管材料にはレオウイルスより増殖が旺盛な豚エンテロウイ

ルスが高率に存在し、分離に障害を来たすことがあるため、レオウイルスの広範な細胞宿主域を考慮し、

サルの腎臓等異種動物由来細胞を併用することが望ましい。 

抗体検査には NT 及び HI が有用である。発病期と回復期のペア血清を用い、抗体の有意上昇を確認

する。 

 

5.17.2 リスク評価      

 

本リスク評価においてハザードとされたのは、豚オルソレオウイルス感染症のうち我が国に存在しない

と考えられる新型 MRV3 によるものであることから、本項目では新型 MRV3 についての評価を行う。ま

た、現状では本病に関する世界的な浸潤状況及び病原性、伝播のしやすさ、被害状況等の疫学情報が

十分に得られていないことから、今後これらの情報について科学的知見が得られた場合には、迅速に

評価を見直すこととする。 

 

5.17.2.1 侵入リスク評価 

 

本病は OIE のリスト疾病ではなく、各国の発生状況が十分に把握できていないものの、現在まで発生

報告があるのは米国のみである。本病は成豚にも感染すると考えられるが、その病原性、臨床症状等

については知見を得られていない。 

これらのことから、侵入リスク発生確率（LR）は「中程度」と判断した。 
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5.17.2.2 暴露リスク評価 

 

本病の主な感染経路として、経気道又は経口感染による伝播が想定される。豚は群飼養されるため

感染機会は多いと考えられることから、暴露リスク発生確率（LE）は「高い」と判断した。 

 

5.17.2.3 侵入及び暴露リスク評価 

 

LR が「中程度」、LE が「高い」と判断されたことから、侵入及び暴露リスク発生確率（LRE）は「高い」と

判断された。 

 

5.17.2.4 影響リスク評価 

 

本病は宿主域が広く、経気道及び経口感染で伝播し、成豚では不顕性感染する可能性があるため、

不顕性感染豚の導入により群間伝播する可能性があるものの、発生国である米国における感染拡大

規模は小さい。新生子豚では重度の下痢症となるが、成豚は無症状で経過し、発症率については詳細

な知見がないものの、米国の例では発生は散発的である。また、本病は人獣共通感染症であるが、ヒト

での症状は軽度の呼吸器又は下痢症状に留まる。 

これらのことから、影響リスク発生確率（LC）は「極低い」と判断された。 

 

5.17.2.5 リスクの推定 

 

LRE が「高い」、LC が「極低い」と判断されたことから、最終的なリスクは「低い」であると推定された。 

 

5.17.3 リスク管理 

 

リスク評価の結果、輸入に当たってはリスク低減措置が必要であると判断された。 

 

（参考） OIE における推奨条件 

 

OIE コードでは豚のオルソレオウイルス感染症に関する推奨条件を示していない。 

 

5.17.4 参考資料 

 

1) 「動物の感染症＜第三版＞」（近代出版） 

2) 「豚病学（第四版）」（近代出版） 

3) 丹羽竜祐ら：豚の哺乳類オルソレオウイルス感染症（Proc. Jpn. Pig. Vet Soc.67, 26-27, 2016） 
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4) Athmaram Thimmasandra Narayanappaa, et al; A Novel Pathogenic Mammalian Orthoreovirus from 

Diarrheic Pigs and Swine Blood Meal in the United States （American society of Microbiology vol.6, No.3, 

2015, e00593-15） 

<http://mbio.asm.org/content/6/3/e00593-15.full> (Accessed 2 August, 2016) 
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5.18 豚デルタコロナウイルス感染症 

 

5.18.1 疾病情報 

 

5.18.1.1 背景 

 

豚 デ ル タ コ ロ ナ ウ イ ル ス 感 染 症 （ Porcine Deltacoronavirus infection ） は 、 コ ロ ナ ウ イ ル ス 科

（Coronaviridae）デルタコロナウイルス属（Deltacoronavirus）に属する豚デルタコロナウイルス（Porcine 

Deltacoronavirus：PDCoV）の感染により豚に下痢や嘔吐を引き起こす急性疾病である。 

本病は我が国における監視伝染病ではなく、OIE のリスト疾病にも指定されていない（2019 年）。 

 

5.18.1.2 疫学 

 

コロナウイルスは多くの動物種に多種多様な症状を引き起こすことが知られており、4 属（アルファコロ

ナウイルス、ベータコロナウイルス、ガンマコロナウイルス、デルタコロナウイルス）に分類される。このう

ち、ガンマコロナウイルスを除く 3 属が豚に感染する。豚に重度の下痢を引き起こす伝染性胃腸炎（TGE）

及び豚流行性下痢（PED）の原因ウイルスはアルファコロナウイルス属に属する。 

PDCoV は 2009 年に初めて香港で報告された。次いで、2014 年 2 月に米国で下痢や嘔吐を呈した豚

から検出され、その後北米を中心に流行が確認されている。その他、韓国、中国でも PDCoV による下

痢症の発生報告がある。また、我が国でも近年発生報告が散発しており、国内に定着したと考えられて

いる。 

現状、PDCoV は糞便、腸管及び飼料中から検出されるが、スラリー、精液、受精卵、全血、血漿粉及

びその他豚に由来する飼料成分及び空気中から伝播する可能性については知見を得られていない。し

かし、TGEV や PEDV と同様に、感染豚の糞便を感染源とした経口又は経鼻感染により伝播すると考え

られる。 

米国の報告例では子豚の死亡率は 30～40％であり、典型的な症例における致死率は PED より低い

と考えられている。しかし、感染報告例は PEDV やその他の病原体と混合感染していることが多く、正確

な致死率は不明である。また、2 日齢の新生子豚に PDCoV を実験感染させたところ、罹患率は 100％

であったが、致死率は接種ウイルス量により様々であり、成豚への実験感染では PDCoV 接種後 3 日目

に下痢を発症し、8 日目には臨床的に回復が認められたとの報告がある。 

現在の知見では、PDCoV 感染による影響は PEDV よりも低いと考えられている。 

 

5.18.1.3 臨床症状 

 

症状は PED に類似し、PED よりも病原性は弱いと考えられているが、明確な知見は得られていない。 

また、潜伏期間についての知見は得られていない。 
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5.18.1.4 診断 

 

PED と同様の検査を行う。 

発病初期の糞便を用いて免疫電子顕微鏡法によるウイルス粒子の観察、RT-PCR によるウイルス遺

伝子の検出及び ST 細胞や LLC-PK1 細胞を用いたウイルス分離を実施する。小腸材料を用いた FA や

IHC も有用である。RT-PCR は迅速性に優れ、PED、TGE との鑑別に有効である。 

 

5.18.2 リスク評価 

 

5.18.2.1 侵入リスク評価 

 

本病は OIE のリスト疾病ではなく、各国の発生状況が十分に把握できていないものの、現在、北米で

は発生報告がある。本病が成豚では不顕性感染の経過を取るか等についての知見は得られていない。 

これらのことから、侵入リスク発生確率（LR）は「中程度」と判断した。 

 

5.18.2.2 暴露リスク評価 

 

本病の主な感染経路として、経口・経鼻感染による伝播が想定される。豚は群飼養されるため感染機

会は多いと考えられることから、暴露リスク発生確率（LE）は「高い」と判断した。 

 

5.18.2.3 侵入及び暴露リスク評価 

 

LR が「中程度」、LE が「高い」と判断されたことから、侵入及び暴露リスク発生確率（LRE）は「高い」と

判断された。 

 

5.18.2.4 影響リスク評価 

 

本病の罹患率及び致死率については明確な知見は得られていないものの、病態は PED よりも穏やか

と考えらる。近年、我が国では本病の発生が報告されており、本病は国内に定着していると考えられる。 

これらのことから、影響リスク発生確率（LC）は「無視可」と判断された。 

 

5.18.2.5 リスクの推定 

 

LRE が「高い」、LC が「無視可」と判断されたことから、最終的なリスクは「無視可」であると推定された。 

 

5.18.3 リスク管理    

 

リスク評価の結果、輸入に当たってはリスク低減措置が不要であると判断された。 
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5.19 青目病 

 

5.19.1 疾病情報 

 

5.19.1.1 背景 

 

青目病（Blue eye disease）は、パラミクソウイルス科（Paramyxoviridae）ルブラウイルス属（Rubulavirus）

に属する豚ルブラウイルス（Porcine rubulavirus：PRV）の感染により、豚で神経症状、繁殖障害、肺炎及

び角膜混濁等が認められる疾病である。血清型は単一である。一部の感染豚の瞳が混濁して青く見え

るため、青目病と呼ばれる。 

本病は我が国における監視伝染病ではなく、OIE のリスト疾病にも指定されていない（2019 年）。 

 

5.19.1.2 疫学 

 

本病は 1980 年にメキシコで発生し、同国の養豚業界に大きな被害を与えている。現在まで、メキシコ

以外での発生報告はないが、近縁のパラミクソウイルスは、豪州、カナダ、イスラエル、日本等の他国で

も確認されている。実験的にはマウスやうさぎでも感染が成立するが、豚が唯一の自然宿主と考えられ、

野外では不顕性感染豚が主な感染源となると考えられている。 

本病は年間を通して発生するが、高温乾燥期に多発する傾向が認められ、4～7 月の発生が最も多い。

多くは孤発的に発生する。 

主に呼吸器感染により伝播する。ウイルスは尿中に大量に排泄される。ヒト、車両、野鳥等を介した伝

播もあると考えられる。また、子宮内感染も成立する。ウイルス感染後、19 日間は同居感染が成立する

との感染実験報告がある。感染から回復した豚は終生免疫を獲得し、再感染に抵抗することから、一度

流行が終息した農場では、新規導入豚や子豚生産がない場合、再発生することはない。導入豚や子豚

生産のある一貫農場では定期的に発生する。 

繁殖農場では、若齢豚の脳炎による死亡の増加で発見される。同腹の子豚の 20～60％が発症し、全

体の罹患率は 20～50％、致死率は約 90％である。若齢豚ほど重篤な症状を呈し、15 日齢までの子豚

で最も重篤となる。30 日齢以上の離乳子豚における罹患率は 1～4％で、致死率も通常低いが、衛生状

態が悪く併発疾病が多い農場では致死率が上がり、致死率 20％に達した例も認められている。成豚で

は角膜混濁及び繁殖障害が認められる。 

持続感染も成立すると考えられ、感染後 1 年経過した豚の組織中からウイルス RNA が検出されるが、

持続感染豚内でウイルスが増殖する又は排泄されるかについては明らかになっていない。 

 

5.19.1.3 臨床症状 

 

生後 2～15 日齢の子豚が最も感受性が高く、突然元気消失、発熱、横臥、被毛粗剛、便秘、下痢等の

症状を示し、次いで虚弱、犬座姿勢、後肢の強直、筋振戦、後弓反張等、進行性の神経症状が認めら

れる。 
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神経症状を示すまでの期間は 1 日齢では 1～2 日、離乳豚では 10 日以上である。1～10％の発病豚

に両側性あるいは片側性の角膜混濁がみられる。角膜混濁は通常自然治癒する。子豚の発病から死

亡までの期間は発生初期には 48 時間以内と短いが、発生後期には 4～6 日と長くなる傾向がある。 

離乳期以降の豚と肉豚では食欲不振、発熱、くしゃみ、咳等の一過性の症状が見られるが、運動失調、

旋回、頭部振戦等の神経症状は稀である。両側性又は片側性の角膜混濁と結膜炎のみが観察される

こともある。 

繁殖豚では繁殖障害と時に角膜混濁が観察される。繁殖豚では繁殖障害と時に角膜混濁が観察され

る。繁殖雌豚では胚死亡、流死産、ミイラ化胎子の分娩等、種雄豚では睾丸及び副睾丸の腫脹若しくは

萎縮と硬結を伴う不妊症が 14～40％に認められる。受胎率の低下は 6～8 か月持続する。 

 

5.19.1.4 診断 

 

病原学的検査として、ウイルス分離、FA によるウイルス抗原の検出、RT-PCR によるウイルス遺伝子

の検出等を行う。ウイルス分離には発病豚の脳、扁桃、肺等の臓器乳材を用い、豚腎株化細胞、

BHK21 細胞、Vero 細胞等に接種して CPE の有無を確認する。 

血清学的検査としては、HI、NT、ELISA が用いられる。 

 

5.19.2 リスク評価 

 

5.19.2.1 侵入リスク評価 

 

本病は OIE のリスト疾病ではなく、各国の発生状況が十分に把握できていないものの、現在まで、本

病の発生はメキシコに限定していると考えられることから、侵入リスク発生確率（LR）は「極低い」と判断

した。 

 

5.19.2.2 暴露リスク評価 

 

本病の主な感染経路として、呼吸器感染による伝播が想定される。本病は同居感染が成立し、豚は

群飼養されるため感染機会は多いと考えられることから、暴露リスク発生確率（LE）は「高い」と判断した。 

 

5.19.2.3 侵入及び暴露リスク評価 

 

LR が「極低い」、LE が「高い」と判断されたことから、侵入及び暴露リスク発生確率（LRE）は「低い」と

判断された。 
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5.19.2.4 影響リスク評価 

 

本病は主に呼吸器感染で伝播し、成豚では不顕性感染する可能性があるため、不顕性感染豚の導

入により群間伝播する可能性がある。子豚では致死率が 90%に達することもあるが、成豚の罹患率及び

致死率は低く、本病から回復した豚は終生免疫を獲得して再感染に抵抗する。本病はヒトに健康被害を

起こすことはなく、本病の発生における社会的影響は養豚産業に限定的であると考えられる。 

これらのことから、影響リスク発生確率（LC）は「極低い」と判断した。 

 

5.19.2.5 リスクの推定 

 

LREが「低い」、LCが「極低い」と判断されたことから、最終的なリスクは「極低い」であると推定された。 

 

5.19.3 リスク管理    

 

リスク評価の結果、輸入に当たってはリスク低減措置が不要であると判断された。 

 

5.19.4 参考資料 

 

1) 「動物の感染症＜第三版＞」（近代出版） 

2) 「豚病学（第四版）」（近代出版） 

3) Iowa State University, The Center for Food Security & Public Health Website, 

<http://www.cfsph.iastate.edu/Factsheets/pdfs/blue_eye_disease.pdf> (Accessed 2 August, 2016) 

4) The Pig Site – Blue Eye Disease 

<http://www.thepigsite.com/pighealth/article/444/blue-eye-disease-be/> (Accessed 2 August, 2016) 

5) Mendoza-Magana ML, et al,; Blue eye disease porcine rubulavirus (PoRv) infects pig neurons and glial 

cells using sialo-glycoprotein as receptor ;Vet J, 2007 Mar, 173(2): 428-36, Epub 2006, 

6) Sakamoto,K. (2000). New porcine infectious diseases by Paramyxoviruses. Proc. Jpn. Pig Vet. Soc. 

36:1-4  
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5.20 Menangle ウイルス感染症 

 

5.20.1 疾病情報 

 

5.20.1.1 背景 

 

Menangle ウイルス感染症（Menangle virus infection）は、パラミクソウイルス科（Paramyxoviridae）ルブ

ラウイルス属（Rubulavirus）に属するメナングルウイルス（Menangle virus)の感染により、豚に繁殖障害

を起こす新興疾病である。自然宿主はフルーツコウモリであり、現在は豪州の一部地域でのみ発生が

認められる。人獣共通感染症である。 

本病は我が国における監視伝染病ではなく、OIE のリスト疾病にも指定されていない（2019 年）。 

 

5.20.1.2 疫学 

 

現在まで、本病の臨床的な発生は 1997 年のオーストラリア、ニューサウスウェールズ州、メナングル

地域での 1 事例のみである。当該事例は、自然宿主であるフルーツコウモリの生息地近郊にある一貫

経営農場（母豚 3,000 頭飼養）と関連育成 2 農場の計 3 農場で発生し、このうち臨床症状が認められた

のは一貫経営農場のみで、その他 2 農場からは抗体陽性豚が摘発された。一貫経営農場では繁殖障

害が発生し、流行中の週間分娩率は 80～82％から 38％まで減少した。母豚を含む成豚や、生きて分娩

された子豚には臨床的な異常は認められないものの、繁殖雌豚の 96％及び 25 週齢の育成豚の 88％

が抗体陽性となった。その他の農場の豚や感染地域の野生豚では顕性感染は認められなかったが、発

生農場と同一州にあり、フルーツコウモリの生息地近郊に位置する別農場でも抗体陽性豚が認められ

た。 

発生農場における継続した繁殖障害の発生は認められておらず、臨床症状は未感染群でのみ発生す

ると考えられる。ウイルスは乳汁免疫が消失する生後 12～16 週の子豚に感染することで、群内で維持

されると考えられる。本病は、感受性子豚の更新が頻繁に行われる大規模群では常在化するが、感受

性子豚の頭数が不十分な小規模群では存続できないと考えられる。持続感染は認められておらず、ウ

イルスの環境中での生残性は低い。 

豚間の伝播速度は比較的遅く、密接な接触を必要とする。伝播は感染豚の糞又は尿の経口感染が主

であり、汚染器具・機材を介した感染も可能であるが、環境中ではすぐに死滅する。豚からヒトへの伝播

は、感染豚との密接な接触が必要である。 

Menangle ウイルス感染症が新興疾患として出現した理由は明らかでないが、コウモリの生息地の破

壊に起因するコウモリ、ヒト、家畜間の接触機会の増加が、元来コウモリ固有のウイルスを人獣共通感

染症とならしめる原因となった可能性が示唆されている。 

ある調査結果では、オーストラリア国内のフルーツコウモリにおける本病の抗体陽性率は 33～55％と

されている。 

なお、ヒトの罹患率は 1％未満と考えられている。 
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5.20.1.3 臨床症状 

 

豚における潜伏期間は明らかになっていないが、10～14 日と考えられている。 

症状は雌豚の繁殖成績の低下と死流産、奇形胎子の娩出に限定される。分娩率は低下し、同腹の産

子数も減少する。死亡胎子には関節拘縮症、小顎症、中枢神経系の変性等の骨格又は神経系の異常

を有するものも含まれる。妊娠中絶も起こり、多くの感染雌豚は交配後 28 日に発情が回帰するが、60

日間以上偽妊娠状態を保つ豚も認められる。 

出生後の豚は無症候性であり、妊娠中絶豚もその他の症状を認めない。 

ヒトでは、発熱、悪寒、発汗、倦怠感、頭痛、発疹等のインフルエンザ様症状が 10～14 日間持続して

認められた。なお、自然宿主であるコウモリは不顕性感染すると考えられる。 

 

5.20.1.4 診断 

 

血清診断として、NT 及び ELISA による抗体検出が有効である。その他の疾病との類症鑑別にあたっ

ては、母豚の抗体検査が最も迅速である。 

病原検索としては、BHK21 細胞等の培養細胞を用いたウイルス分離を行う。CPE は 3～5 継代後に認

められる。 

 

5.20.2 リスク評価 

 

5.20.2.1 侵入リスク評価 

 

本病のウイルスはオーストラリアに限局して存在し、臨床的な発生も過去に一事例認められたのみで

あり、現在家畜衛生条件を取り決めている国に本病が存在する可能性は無視できるほど低いと考えら

れる。これらのことから、本病の侵入リスク発生確率（LR） は「無視可」と判断した。このため、本病に対

するリスク評価はここで終了とする。 

 

5.20.2.2 リスクの推定 

 

LR が「無視可」と判断されたことから、最終的なリスクは「無視可」であると推定された。 

 

5.20.3 リスク管理    

 

リスク評価の結果、輸入に当たってはリスク低減措置が不要であると判断された。 

 

5.20.4 参考資料 

 

1) Iowa State University, The Center for Food Security & Public Health Website, 
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<http://www.cfsph.iastate.edu/Factsheets/pdfs/menangle.pdf> (Accessed 26 January, 2016) 

2) Australia Wildlife Health Network Fact Sheet,  

<https://wildlifehealthaustralia.com.au/Portals/0/Documents/FactSheets/Mammals/Menangle%20Virus%

20Aug%202016%20(1.1).pdf> (Accessed 5 June, 2018) 

3) Newzealand government Website, Import risk analysis: Pig semen - Final import risk analysis (December 

2012) 

<http://mpi.govt.nz/document-vault/2834> (Accessed 12 August, 2016) 

4) Australia and New Zealand Standard Diagnostic Procedures, April 2006., “Menangle virus infections” 

<http://www.agriculture.gov.au/SiteCollectionDocuments/animal/ahl/ANZSDP-Menangle-virus.pdf> 

(Accessed 12 August, 2016) 

5) Sakamoto, K. (2000). New porcine infectious diseases by Paramyxoviruses. Proc. Jpn. Pig Vet. Soc. 

36:1-4 
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5.21 Senecavirus A 感染症 

 

5.21.1 疾病情報 

 

5.21.1.1 背景 

 

セネカウイルス A（Senecavirus A, Seneca valley virus：SVV）はピコルナウイルス科（Picornaviriae）に

属し、近年ブラジル及び米国で発生が認められた豚の突発性水疱性疾患（Porcine Idiopathic Vesicular 

Disease：PIVD）や流行性一過性新生子豚損失（Epidemic Transient Neonatal Losses：ETNL）との関連が

示唆されている。本ウイルスの病原性や伝播様式等は十分に解明されていないものの、臨床症状が口

蹄疫、水胞性口炎、豚水胞病と類似することから、本病の取扱いについて各国で検討が進められてい

る。 

本病は我が国における監視伝染病ではなく、OIE のリスト疾病にも指定されていない（2019 年）。 

 

5.21.1.2 疫学 

 

SVV は 2002 年に細胞培養の混入物として偶然発見されたウイルスであり、発見当初は疾病との関連

は明らかになっていなかったものの、2014 年にブラジル、2015 年に米国の複数農場で PIVD 及び ETNL

の発生が認められ、これらの全事例から SVV が分離されたことから、SVV の感染と PIVD 及び ETNL 

は何らかの関連があることが示唆された。過去の分離株の解析から、SVV は 1980 年代初期から米国

内に存在しており、近年、病原性の強い変異株が豚群に侵入したことが示唆された。現在、SVV は米国

内に広く分布していると考えられている。 

SVV に起因する PIVD 及び ETNL はブラジル及び米国のみで発生報告がある。散発的な PIVD は豪

州、イタリア、ニュージーランド等で報告されているが、SVV の調査はされていないため SVV との関連は

不明である。なお、カナダでは、病原性の弱い従来株における発生が過去に報告されている。 

SVVの病原性、伝播経路、ウイルス排泄期間、キャリアー動物の存在、豚以外の感染動物の役割、環

境中のウイルスの生存性等については未だ不明確な点が多い。 

豚は SVV の自然宿主と考えられるが、確証はない。牛及び野生の齧歯類から本病の中和抗体が検

出されているが、齧歯類を介した水平伝播は確認されていない。牛が不顕性感染キャリアーとなる可能

性についても明らかではない。ヒトは SVV に感染すると抗体陽性となるが、臨床症状は示さない。SVV

は腫瘍溶解活性を有していることから、近年ガン治療の観点から研究が進められている。 

豚間及び群間の伝播経路は明らかになっていない。SVV の豚への感染実験では、血清中からは接種

3 日目、水疱病変中からは接種 5 日目からウイルス RNA が検出され、抗体は接種 15 日目までに全頭

から検出された。また、臨床症状を呈さない豚からも SVV が分離され、非感染豚群への伝播も認められ

ている。米国の事例では水疱病変が治癒してから 4 週間経過した口腔液の PCR で SVV 陽性が確認さ

れている。精液中から約 1 か月継続してウイルスが検出されたとの報告もあるが、豚間の伝播において

豚生体又は豚精液の明瞭な関与は示されておらず、間接的な伝播が感染拡大の主流と考えられてい

る。感染豚の糞便・唾液中にはウイルスが排泄される。また、水疱病変を呈した豚の血清中には多量の
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SVV の RNA が検出され、ウイルス血症を起こすことから、肉製品を介した伝播の可能性も否定できな

い。なお、ブラジルの報告では、伝播の高リスク要因として近隣の牛群及び牛又は豚血漿含有飼料の

給与の他、ETNL の発生農場の近隣農場であること、ペレット飼料の給与、特定のワクチン接種の実施

等を挙げている。一方で、伝播に関連の認められない要因として、特定の飼料会社、トウモロコシ、遺伝

資源、雌子豚の導入元、器具・機材の共有、飼料中の血粉又は骨粉、水源及び精液資源が挙げられて

いる。 

環境中での生存性に関する知見は得られていないが、通常、ピコルナウイルスは環境中で比較的安

定であることから、SVV もそれに準ずる抵抗性を有する可能性がある。 

罹患率も明らかではないが、2007 年の米国の事例では 6％に鼻部の糜爛、25～30％に蹄冠部の水疱

性病変、約 80％に跛行が認められている。なお、ブラジルの報告では、一度感染した豚群が再発した例

は認められていない。 

PIVD や ETNL による疾病としての損失は限定的であるものの、口蹄疫、豚水胞病等の重要疾病と症

状が類似することから、と畜場で摘発された場合の経済的被害は大きい。 

 

5.21.1.3 臨床症状 

 

SVV の病原性は不明な点が多いものの、SVV の関与が認められる PIVD 及び ETNL の主要な症状は

以下のとおり。不顕性感染も認められる。 

PIVD：育成豚以上の成豚に認められる。四肢の末端、特に蹄冠付近の円形の水疱、糜爛、潰瘍病変

を形成する。蹄冠帯の発赤又は蒼白、蹄床の出血、蹄壁の潰瘍・痂皮形成を認める。重度の場合、蹄

の脱落も起こる。口腔粘膜、鼻吻周囲、乳頭にも水疱を生じる。軽度の食欲減退、無気力、跛行、発熱

（40～40.5℃）が認められることもある。罹患率は様々であるが、死亡はない。また、繁殖成績への影響

はみられない。発生は多くの場合孤発的で、1～2 週間継続する。いくつかの豚群では毎週約 5％の豚

が跛行と水疱病変を呈する持続的な感染が認められている。 

ETNL：新生子豚で認められる。7 日齢以下の子豚に突然死が起こり、致死率は 5～70％となる。7 日

齢以上では発症しない。特に 0～3 日齢の新生子豚の致死率が高く、5～6 時間の経過で突然死するこ

とが多いが、神経症状や下痢が認められることもある。発生は孤発的で、1～2 週間持続する。 

なお、米国の調査では、流死産を認めない母豚及び子豚からも SVV が検出されている。 

 

5.21.1.4 診断 

 

口蹄疫、豚水胞病、水胞性口炎との類症鑑別が重要である。口蹄疫との類症鑑別のため、病原体の

封じ込めが可能な BSL-3 施設での迅速な確定診断が必要となる。 

他疾病を否定する検査として、ウイルス分離、遺伝子検査、病理検査等を行う。ウイルス分離には水

疱発生部の水疱液、未破裂水疱の上皮、新鮮破裂水疱上皮片又は破裂水疱拭い液を用いる。SVV は

ヒトの網膜芽細胞や肺腫瘍細胞単層で増殖し、ウイルス価も高く、ウイルスの精製は容易である。電顕

では感染 24 時間後にウイルス粒子が確認される。また、IHC により組織中のウイルスの確認が可能で

ある。SVV の確定診断は RT-PCR で行う。検体には口咽頭液がよく用いられる。 
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血清学的検査として、最近ではモノクローナル抗体が作成され、抗 SVV 抗体を特異的に検出する新た

な競合 ELISA の開発が試みられている。NT も診断に用いられる。 

 

5.21.2 リスク評価 

 

5.21.2.1 侵入リスク評価 

 

本病は OIE のリスト疾病ではなく、各国の発生状況が十分に把握できていないが、主な輸出国である

米国では本病の発生が認められている他、カナダでは過去に病原性の弱い株による発生が報告されて

いる。また、実験感染により、症状を示さない例が確認されていることから、不顕性感染が成立し、輸出

入検疫で摘発されない可能性がある。 

これらのことから、侵入リスク発生確率（LR）は「中程度」と判断した。 

 

5.21.2.2 暴露リスク評価 

 

本病の伝播経路は明らかとなっていないものの、実験感染で同居豚への伝播が成立することが明ら

かとなっている。米国の報告では感染豚群の 8 割が発症しており、豚は群飼養されるため感染機会は

多いと考えられることから、暴露リスク発生確率（LE）は「高い」と判断した。 

 

5.21.2.3 侵入及び暴露リスク評価 

 

LR が「中程度」、LE が「高い」と判断されたことから、侵入及び暴露リスク発生確率（LRE）は「高い」と

判断された。 

 

5.21.2.4 影響リスク評価 

 

本病の伝播経路は明らかとなっていないが、発生は孤発的が多いとの報告がある。また、不顕性感染

する可能性があるため、不顕性感染豚の導入により群間伝播する可能性がある。本病は不顕性に経過

する農場がある一方で、罹患率が 8 割に達した野外感染例も認められており、新生子豚の致死率は

70％に達することもあるが、新生子豚以外の豚では致死率は低く水疱病変か無症候性である。本病の

発生時には口蹄疫との類症鑑別のため、検査結果の判明までの期間通行制限等の措置がとられるが、

ヒトに健康被害を起こすことはなく、本病の発生における社会的影響は養豚産業に限定的であると考え

られる。 

これらのことから、影響リスク発生確率（LC）は「極低い」と判断した。 

 

5.21.2.5 リスクの推定 

 

LRE が「高い」、LC が「極低い」と判断されたことから、最終的なリスクは「低い」であると推定された。 
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5.21.3 リスク管理    

 

リスク評価の結果、輸入に当たってはリスク低減措置が必要であると判断された。 

 

（参考） OIE における推奨条件 

 

OIE コードでは Senecavirus A 感染症に関する推奨条件を示していない。 

 

5.21.4 参考資料  

 

1) Seneca Valley Virus, Factsheet; Swine Health Information Center Prepared for the Swine Health 

Information Center By the Center for Food Security and Public Health, College of Veterinary Medicine, 

Iowa State University January, 2016 

<http://www.swinehealth.org/wp-content/uploads/2016/03/Seneca-Valley-Virus.pdf> 

(Accessed 12 August, 2016) 

2) ISU SVV Fact Sheet (Sows, 9/2/2015) -- Information from ISU describing submissions from sow herds 

in 2015. American Association of Swine Veterinarians Website 

<https://www.aasv.org/SVV/SVA_Sow_ISU_9215.pdf> (Accessed 12 August, 2016) 

3) Recent experiences with vesicular disease associated with Seneca Valley Virus, University of Minnesota 

Veterinary Diagnostic Laboratory 

<http://www.cvm.umn.edu/vdl/prod/groups/cvm/@pub/@cvm/@vdl/documents/content/cvm_content_5

02368.pdf> (Accessed 12 August, 2016) 

4) Charles M. Rudin et al., Phase I Clinical Study of Seneca Valley Virus (SVV-001), a Replication-

Competent Picornavirus, in Advanced Solid Tumors with Neuroendocrine Features; Clin Cancer Res, 2011  

Feb 15; 17(4):888-95. 

5) EMERGING PIG DISEASE ASSOCIATED WITH SENECA VALLEY VIRUS IN THE AMERICAS, Animal 

＆ Plant Health Agency, SVV summary updated 04-04-2016 

<http://ahvla.defra.gov.uk/documents/surveillance/diseases/seneca-valley-virus.pdf> 

(Accessed 12 August, 2016) 

6) F. A. Vannucci, et al., Identification and Complete Genome of Seneca Valley Virus in Vesicular Fluid and 

Sera of Pigs Affected with Idiopathic Vesicular Disease, Brazil; Transbound Emerg Dis, 2015 Dec; 62(6): 

589-93. 

7) Senecavirus A (Seneca Valley Virus) in Swine – Cases at Slaughter Plants, American Association of 

Swine Veterinarians Website. 

<https://www.aasv.org/news/story.php?id=9127> (Accessed 12 August, 2016) 

8）動物検疫所特定家畜伝染病対策要領（平成 29 年 3 月 29 日付け 28 動検第 1281 号） 
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5.22 豚のエボラウイルス感染症 

 

5.22.1 疾病情報 

 

5.22.1.1 背景 

 

エボラウイルスは、フィロウイルス科（Filoviridae）エボラウイルス属（Ebolavirus）に属し、5 種のウイル

ス（ザイール、スーダン、タイフォレスト、レストン、ブンディブキョ）が知られている。自然宿主はフルーツ

コウモリと考えられている。類人猿及びヒトで高い致死率を示すウイルス性出血熱を呈する人獣共通感

染症である。豚では、レストンウイルスへの自然感染事例が認められた他、実験感染においてザイール

ウイルスに感受性があることが明らかとなっている。 

本病は我が国における監視伝染病ではなく、OIE のリスト疾病ではないが（2019 年）、感染症法で一種

病原体に指定され、感染例については直ちに厚生労働省に届け出る必要がある。また、WHO ではリス

クグループ 4 の病原体に指定され、BSL-4 の施設で取り扱う必要がある。 

 

5.22.1.2 疫学 

 

ザイール、スーダン、タイフォレスト、ブンディブキョウイルスはサハラ砂漠のアフリカ南部地域に常在し、

主に中央及び西アフリカでヒトでの発生報告がある。ザイール、スーダン、ブンディブキョウイルスは強

毒株で致死率は 40～90％に達するが、タイフォレストウイルスは弱毒である。レストンウイルスはフィリ

ピン、中国等のアジア地域で発生があり、猿に強い病原性を有するが、ヒトでは抗体応答はあるものの

発症しないことから、ヒトへの病原性はないと考えられる。 

類人猿及びヒトを除く家畜や野生動物におけるエボラウイルスの感染は報告されていなかったが、

2008 年にフィリピンの養豚場において大規模な急性呼吸器症状及び流産の流行が認められ、発症豚

から PRRS ウイルス及び豚サーコウイルス 2 型とともに、遺伝的に異なる 3 種類のレストンウイルスが

分離され、豚がレストンウイルスへの感受性を有することが明らかになった。発生農場の豚におけるレ

ストンウイルスの抗体陽性率は約 70％と高く、発症豚の肺からウイルス抗原が検出されたことから、豚

間の伝播は飛沫又は空気感染により拡大したと考えられる。 

一方で、レストンウイルスの実験感染では、感染豚はウイルス抗原を伴う肺炎とリンパ節炎を発症する

ものの、臨床症状は呈さず、ウイルス増殖も比較的低く、ウイルスは感染後 1 か月で血液及び組織中か

ら消失した。 

しかし、ザイールウイルスの実験感染では、感染 4 日後から発熱及び呼吸困難を伴う呼吸器症状、食

欲不振及び昏睡等の症状が認められ、週齢の高い豚ほど呼吸器症状は重度であった。また、同居非感

染群への感染の拡大が認められた。 

その他のウイルス株に対する豚の感受性、病原性については明らかとなっていない。 
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5.22.1.3 臨床症状 

 

感染実験等から、レストンウイルスの単独感染では豚は臨床症状を示さないと考えられる。ザイール

ウイルスの感染では、発熱呼吸器症状、食欲不振、昏睡等が認められ、日齢の高い豚ほど症状が重篤

となる可能性がある。 

ヒトの潜伏期は 4～10 日で、発症は突発的で進行が早い。発熱、悪寒、筋肉痛、頭痛等のインフルエ

ンザ様症状に続き、腹痛、嘔吐、下痢、皮膚の発疹が認められ、末期には出血及び多臓器不全で死亡

する。 

 

5.22.1.4 診断 

 

病原検索としてウイルス分離、抗原検出 ELISA、RT-PCR によるウイルスゲノムの検出を行う。ウイル

ス分離は血清、咽頭スワブ、尿、臓器等を材料として用い、Vero 細胞に接種して行う。 

血清学的検査としては IFA 法及び ELISA が用いられる。 

 

5.22.2 リスク評価 

 

5.22.2.1 侵入リスク評価 

 

現在、エボラレストンウイルスはフィリピン、中国等のアジアに限局して発生が認められている。また、

ザイールウイルスはアフリカ南部地域に限局して存在すると考えられることから、現在家畜衛生条件を

取り決めている国に本病が存在する可能性は無視できるほど低いと考えられる。これらのことから、本

病の侵入リスク発生確率（LR） は「無視可」と判断した。このため、本病に対するリスク評価はここで終

了とする。 

 

5.22.2.2 リスクの推定 

 

LR が「無視可」と判断されたことから、最終的なリスクは「無視可」であると推定された。 

 

5.22.3 リスク管理 

 

リスク評価の結果、輸入に当たってはリスク低減措置が不要であると判断された。 

 

5.22.4 参考資料 

 

1) 「動物の感染症＜第三版＞」（近代出版） 

2) 「獣医感染症カラーアトラス＜第二版＞」（文永堂出版） 

3) 厚生労働省ウェブサイト エボラ出血熱について（WHO ファクトシート） 
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<http://www.forth.go.jp/moreinfo/topics/2012/08221034.html> (Accessed 3 August, 2016) 

4) 国立感染症研究所 病原微生物検出情報月報 （Vol.32, p191-192, 2011 年 7 月号） 

<http://idsc.nih.go.jp/iasr/32/377/dj3773.html> (Accessed 3 August, 2016) 

5) Mary Elizabeth G Miranda, Noel LeeReston J Miranda; J Infect Dis. (2011), vol.204, pp757-760; 

Reston ebolavirus in Humans and Animals in the Philippines: A Review 

6) Iowa State University, The Center for Food Security & Public Health Website, 

<http://www.cfsph.iastate.edu/Factsheets/pdfs/viral_hemorrhagic_fever_filovirus.pdf> 

(Accessed 3 August, 2016) 

7) 国立感染症研究所 エボラ出血熱診断マニュアル（平成 24 年 3 月） 

<http://www.nih.go.jp/niid/images/lab-manual/ebora_2012.pdf> (Accessed 3 August, 2016) 

8) 国立感染症研究所 レストンエボラウイルスに関するリスクアセスメント (2017 年 6 月 8 日現在) 

<https://www.niid.go.jp/niid/images/epi/ebola/reston-ebolavirus-ra20170608.pdf>  

(Accessed 24 May, 2019) 
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5.23 炭疽  

 

5.23.1 疾病情報 

 

5.23.1.1 背景 

 

炭疽は通性嫌気性のグラム陽性桿菌である Bacillus anthracis を原因とする疾病である。本菌は芽胞

を形成し、土壌中で長期に渡り感染性を保持する。牛、めん羊、馬及び山羊は本菌の感受性が高く、豚、

ヒト、犬は比較的抵抗性が強い。 

本病は家畜伝染病に指定されており、OIE のリスト疾病でもある（2019 年）。2001 年には米国におい

て郵便物を介したテロに用いられたことを受け、感染症法に基づき、二種病原体及び四類感染症等とし

て管理規制がなされている。 

 

5.23.1.2 疫学 

 

本病は世界各地で発生がみられる。我が国でも 1920 年代頃まで牛、馬を中心に年間数百頭の発生

が見られたが、飼養形態の変化及び衛生管理技術の向上により発生は急減し、2000 年の牛での発生

以降、我が国での発生報告はない。豚の発生は牛に比べて極めて少なく、1987 年以降発生はない。本

病は、致死率は高いが発生規模は小さく、概して散発的である。 

炭疽菌が個体から個体へ伝播されることはほとんどない。本菌は感染動物の分泌物や排泄物中に排

出され、死体の血液をはじめ全身各臓器に存在する。炭疽で死亡した動物の処理が適切でなく、土壌

が汚染された場合、芽胞は長期間土壌に生存し、感染源となる。また、慢性感染した豚では長期保菌豚

となり、糞便を介した環境汚染を起こす可能性がある。 

動物は、環境中の芽胞を直接又は飲水・牧草を介して経口摂取するか、皮膚の創傷より感染する。ハ

エの刺咬によって感染する可能性も指摘されている。豚では汚染骨粉を添加した飼料を介した感染例

が認められる。ヒトでは摂食、吸入又は皮膚の創傷から感染する。 

動物の生体内からは芽胞は検出されず、空気に触れることで芽胞が形成される。芽胞は熱、乾燥、消

毒に対して強い抵抗性を持つが、体内の栄養型菌は腐敗によって速やかに失活する。 

牛又は馬では無莢膜弱毒株を用いた生ワクチンが利用でき、豚にも応用できる。 

 

5.23.1.3 臨床症状 

 

豚は慢性経過を取ることが多く、と畜検査時に摘発される場合も少なくない。症状は腸炎型、咽喉部に

病変を作るアンギナ型及び急性敗血症型に大別される。豚の潜伏期間は 1～2 週間である。 

腸炎型は最も多い病型で、慢性経過し、自然治癒する例もある。特徴的な臨床症状に乏しく、発熱、

元気・食欲低下、削痩等を伴うことがある。重症の場合、吐き気や嘔吐、下痢又は便秘・血便がみられ

る。アンギナ型は咽喉部の浮腫性腫脹が特徴で、嚥下及び呼吸困難を引き起こし、激しい吐き気や嘔
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吐、喘鳴音（うなり声）を呈する。重症例では鼻出血をみることがあり、時に窒息死する。急性敗血症型

は幼豚に多く、牛等に認められる同様の型で急死する。天然孔からの出血をみることが多い。 

牛、馬、めん山羊等の感受性の高い動物は急性敗血症を呈して死亡する。潜伏期は 1～5 日で、経過

の早いものでは 24 時間以内に死亡する。 

 

5.23.1.4 診断 

 

豚における本病の診断は難しく、生前診断は容易ではない。 

家畜が急死したときには、外見上炭疽の症状を示していなくても、本症を疑う。確定診断として血液を

採取し、塗抹染色、ファージテスト、パールテスト、アスコリーテスト等による細菌学的検査を実施する。

普通寒天培地で生育するが、5～7％馬又は羊血液添加寒天培地を選択する。37℃で一晩培養すると

灰白色から白色を呈する非溶血性の 0.3～0.5 ㎝のすりガラス様のコロニーが生育する。また、プラスミ

ド上の莢膜形成に関与する遺伝子及び毒素遺伝子を標的遺伝子とした PCR による菌の同定も可能で、

迅速診断として用いられる。ELISA 等による抗体検査が可能ではあるが、家畜の場合は通常は実施し

ない。 

汚染を避けるため、一般的な病理解剖は行わない。 

 

5.23.2 リスク評価 

 

5.23.2.1 侵入リスク評価 

 

現在家畜衛生条件を取り決めている国のうち、アイルランド、デンマーク、オランダではそれぞれ 1970

年、1988 年、1994 年以降本病の発生がないと OIE に報告しており、本病を通報疾病に指定している。

一方、米国、カナダ、英国等その他の国では本病の発生が認められるが、豚は本病への抵抗性が高く、

世界的にも発生例は稀である。本病は、豚では慢性経過を取ることがあり、輸出入検疫では摘発できな

い可能性がある。これらのことから、侵入リスク発生確率（LR） は「低い」と判断した。 

 

5.23.2.2 暴露リスク評価 

 

本病は動物間の伝播はほぼ起こらないが、国内家畜への伝播経路として、感染輸入豚が汚染した土

壌からの伝播が考えられる。慢性感染豚は糞便中に本菌を排出し、汚染源となる可能性が否定できな

いことから、暴露リスク発生確率（LE）は「低い」と判断した。 

 

5.23.2.3 侵入及び暴露リスク評価 

 

LR が「低い」、LE が「低い」と判断されたことから、侵入及び暴露リスク発生確率（LRE）は「低い」と判

断された。 
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5.23.2.4 影響リスク評価 

 

本病は豚では保菌豚となる可能性があるものの、過去の発生事例においても報告例が非常に少なく、

群間で伝播する可能性は稀であると考えられるが、環境を汚染することにより群内で散発的に発生する

可能性がある。炭疽菌は芽胞菌であり、一度環境を汚染すると長期に渡り定着すると考えられる。また、

人獣共通感染症でありヒトが感染すると致死的な経過をたどる可能性があるものの、これまでも国内で

発生があり発生時の対策も確立されていることから、社会的な影響は限定的であると考えられる。 

これのことらから、影響リスク発生確率（LC）は「中程度」と判断された。 

 

5.23.2.5 リスクの推定 

 

LRE が「低い」、LC が「中程度」と判断されたことから、最終的なリスクは「低い」であると推定された。 

 

5.23.3 リスク管理    

 

リスク評価の結果、輸入に当たってはリスク低減措置が必要であると判断された。 

 

（参考） OIE における推奨条件 

 

OIE コードでは、豚の輸入に当たっては以下の条件に合致していることを証明する国際獣医証明書

の提示を求めることが推奨されている。 

 

(1) 輸出当日に炭疽の臨床症状を示さないこと。 

(2) 以下①、②のいずれかを満たすこと。 

① 輸出前 20 日間、炭疽の症例が報告されていない施設で飼養されていたこと。 

② OIE マニュアルの規定に従い、輸出前 20 日以上 12 か月以下の期間にワクチン接種を受けてい

ること。 

 

5.23.4 参考資料 

 

1) OIE コード 2018（第 8.1 章） 

<http://www.oie.int/fileadmin/Home/eng/Health_standards/tahc/current/chapitre_anthrax.pdf>  

(Accessed 24 May, 2019) 

2) OIE 陸棲動物の診断テスト及びワクチンに対する基準マニュアル 2018（第 3.1.1 章） 

<http://www.oie.int/fileadmin/Home/eng/Health_standards/tahm/3.01.01_ANTHRAX.pdf>  

(Accessed 24 May, 2019) 

3) 「動物の感染症＜第二版＞」（近代出版） 

4) 「動物の感染症＜第三版＞」（近代出版） 
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5) 国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構 動物衛生研究部門ウェブサイト 

6) 「獣医感染症カラーアトラス＜第二版＞」（文永堂出版） 

7) 国立感染症研究所ウェブサイト、感染症発生動向調査週報(IDWR) 感染症の話「炭疽」 

<http://idsc.nih.go.jp/idwr/kansen/k01_g3/k01_47/k01_47.html> (Accessed 8 August, 2016) 

8) 「病性鑑定指針」（26 消安第 4686 号） 豚伝染性疾病 – 炭疽（豚） 

9) Iowa State University, The Center for Food Security & Public Health Website, 

<http://www.cfsph.iastate.edu/Factsheets/pdfs/anthrax.pdf> (Accessed 8 August, 2016) 

10) 監視伝染病診断指針 （社）日本獣医師会ウェブサイト 豚編 「炭疽」 

<http://nichiju.lin.gr.jp/tksn/pig/pi06.html> (Accessed 8 August, 2016) 

11) 「豚病学＜第四版＞」（近代出版） 

12) The Pig site – Anthrax 

<http://www.thepigsite.com/pighealth/article/169/anthrax/> (Accessed 8 August, 2016) 
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5.24 出血性敗血症 

 

5.24.1 疾病情報 

 

5.24.1.1 背景 

 

出血性敗血症（Haemorrhagic septicaemia：HS）は通性嫌気性、グラム陰性桿菌である Pasteurella 

multocida 血清型 B:2、B:2・5 及び E:2（6:B 及び 6:E）を原因とし、主として牛、水牛が罹患する全身の皮

下、臓器粘膜・漿膜の点状出血を伴う急性敗血症である。本病の原因となる型の菌は、山羊、めん羊、

豚、ラクダ、象等からも分離されており、これらの動物に類似疾病の発生も認められている。患畜の大部

分が死亡することから経済的被害が非常に大きい疾病である。 

本病は我が国において家畜伝染病に指定されており、OIE のリスト疾病でもある（2019 年）。また、本

病の病原体は家伝法で届出伝染病等病原体に指定されている。 

 

5.24.1.2 疫学 

 

東南アジア、中近東、アフリカ及び中南米諸国で発生が認められる。日本、オーストラリア、ニュージー

ランド、カナダ、西ヨーロッパでは発生がない。東南アジアでは B:2 型が多く、アフリカでは E:2 型が多い。

中近東では両血清型が混在する。本菌は乾燥、日光に弱く、外界では長期間生存できず、土壌中の生

存期間は 2～3 週間以内である。 

発症牛や保菌牛との直接接触により、あるいは本菌で汚染された牧草、敷わら、飲水等から経気道感

染又は経口感染する。発生は牛、水牛が主で、集団発生するが、豚は本病には罹患しづらい。年間を

通じて発生するが、特に乾季の終わりから雨季にかけて多発する。 

潜伏期は 3～5 日で、牛の罹患率は 30～60％であり、患畜のほとんどが死亡する。豚でも発病豚の大

部分は急死するが、発病率や致死率は事例により大きく異なる。流行は 7～10 日で終息する。流行地で

は牛と水牛の 5％が保菌しており、潜伏感染が成立する。保菌動物は間欠的に排菌して感染源となる。

OIE コードにおける本病の潜伏期は 90 日とされている。 

ヒトが感染するとの報告はない。 

 

5.24.1.3 臨床症状 

 

甚急性例では突然死が起こる。 

発熱、流涎、流涙、鼻汁漏出についで下顎、頚部、胸前が腫脹し、発熱や呼吸困難が認められる。鼻

端、耳翼、下腹部等が鬱血して赤みを失い、青黒くなる。発症後は数時間から 2 日の経過で死亡する。

回復することはほとんどない。 
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5.24.1.4 診断 

 

菌血症は末期に起こるため、発症初期の感染動物の血液からは病原体の検出は期待できない。発症

末期の感染動物の血液又は実質臓器の塗抹染色標本で両端染色性のグラム陰性小桿菌を確認する。

これらの材料を血液寒天培地に培養すると直径 1mm 前後の灰白色円形のスムース型集落の発育がみ

られる。生化学的性状を調べるとともに血清型別試験を行う。確定診断は細菌培養及び血清型別試験

による。本菌特異的 PCR、莢膜抗原型別 PCR 及び本病を引き起こす B 型株に特異的な PCR も診断に

有用である。 

生前の鼻腔拭い液、死後時間の経過した材料には、抗生物質含有の選択培地を用いるか、材料を乳

剤にしてマウスの皮下、腹腔内に接種する。本菌が存在すればマウスは 1 日で死亡し、その心血を培

養すると本菌が純培養的に分離できる。なお、本病は急性経過を取るため、血清診断は実用的でない。 

類症鑑別は発生状況、症状の把握が重要で、血液がタール様にならない点で炭疽と区別できる。 

 

5.24.2 リスク評価 

 

5.24.2.1 侵入リスク評価 

 

現在家畜衛生条件を取り決めている国はいずれも本病の発生がない旨を OIE に報告しているが、ア

イルランド及びハンガリーでは本病は通報疾病に指定されておらず、サーベイランスも実施されていな

い。しかし、本病は豚での発生は稀であり、発症すれば激烈な経過を取ることから、輸出入検疫で摘発

されると考えられる。これらのことから、侵入リスク発生確率（LR）は「無視可」と考えられた。このため、

本病に対するリスク評価はここで終了とする。 

 

5.24.2.2 リスクの推定 

 

LR が「無視可」と判断されたことから、最終的なリスクは「無視可」であると推定された。 

 

5.24.3 リスク管理    

 

リスク評価の結果、輸入に当たってはリスク低減措置が不要であると判断された。 

 

5.24.4 参考資料 

 

1) OIE Technical disease cards “HAEMORRHAGIC SEPTICEMIA” 

<http://www.oie.int/fileadmin/Home/eng/Animal_Health_in_the_World/docs/pdf/Disease_cards/HAEMO

RRHAGIC_SEPTICEMIA.pdf> (Accessed 8 August, 2016) 

2) OIE コード 2018（第 11.7 章） 
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<http://www.oie.int/fileadmin/Home/eng/Health_standards/tahc/current/chapitre_hs_pasteurella_mult

ocida.pdf> (Accessed 24 May, 2019) 

3) OIE 陸棲動物の診断テスト及びワクチンに対する基準マニュアル 2018（第 3.4.10 章） 

<http://www.oie.int/fileadmin/Home/eng/Health_standards/tahm/3.04.10_HAEMORRHAGIC_SEPTICA

EMIA.pdf> (Accessed 24 May, 2019) 

4) 「動物の感染症＜第三版＞」（近代出版） 

5) 国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構 動物衛生研究部門ウェブサイト 

6) 「獣医感染症カラーアトラス＜第二版＞」（文永堂出版） 

7) 「病性鑑定指針」（26 消安第 4686 号） 牛伝染性疾病 – 出血性敗血症（牛） 

8) Iowa State University, The Center for Food Security & Public Health Website, 

<http://www.cfsph.iastate.edu/Factsheets/pdfs/hemorrhagic_septicemia.pdf>  

(Accessed 8 August, 2016) 

9) 「海外悪性伝染病」（チクサン出版社） 

10) 「牛病学＜第三版＞」（近代出版） 

11) 監視伝染病診断指針 （社）日本獣医師会ウェブサイト 豚編 「出血性敗血症」 

<http://nichiju.lin.gr.jp/tksn/pig/pi07.html> (Accessed 8 August, 2016) 
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5.25 ブルセラ病 

 

5.25.1 疾病情報 

 

5.25.1.1 背景 

 

ブルセラ病は、Brucellaceae 科 Brucella 属菌のうち B. abortus（牛）、B. melitensis(めん羊・山羊)、B. 

suis(豚)及び B. ovis(めん羊)を原因とする流産、早産、死産を主徴とする疾病で、ヒトにも流産を引き起

こす人獣共通感染症である。ある。Brucella 属菌はグラム陰性、好気性、通性細胞内寄生菌の小（短）

桿菌で菌種ごとの宿主特異性が高い。なお、以前は 6 菌種に分類されていたが、遺伝学的類似性が高

いことから分類学上は B. melitensis 1 菌種にまとめられ、abortus 等は生物型とされたが、医学及び獣

医学ではこれらの生物型を従前どおり菌種として扱うことが認められている。 

我が国ではブルセラ病は家畜伝染病に指定されており、B. ovis を除く 3 菌種によるブルセラ病は OIE 

のリスト疾病である（2019 年）。 

本病は、牛では、牛のブルセラ病及び結核病の全国的清浄性確認サーベイランス実施要領（平成 30

年 3 月 14 日付け 29 消安第 6396 号）に基づいた検査が実施されているが、豚ではサーベイランスの規

定はない。家畜改良増殖法では、種畜検査の細密検査対象疾病に指定されている。 

B. abortus、B. melitensis、B. suis は感染症法で三種病原体、4 類感染症に指定され、BSL-3 以上の

施設で取り扱う必要がある他、B. ovis は家伝法で届出伝染病等病原体に指定されている。 

 

5.25.1.2 疫学 

 

豚のブルセラ病は B.suis による感染が主である。 

B. suis は以前、豚飼養国に世界各国に分布していたが、米国、カナダ、多くの欧州諸国においては家

畜の豚から撲滅された。しかし、米国、欧州、豪州を含む一部の地域では野生及び野生化した豚で存続

しており、野生豚を原因とする散発的な発生が報告されている。メキシコを含む中南米、アジア、アフリカ

の一部の国では地方病的流行が認められる。我が国では、菌分離を伴う豚のブルセラ病は 1940 年以

降発生がなく、清浄国である。 

B.suis には 5 つの生物型があり、1～3 型が豚を感染宿主としている。1 型は世界中に広く分布する。2

型は欧州を中心に分布し、野兎にも感染し豚への感染源となる。3 型は米国型とも言われ、アジア、オセ

アニアにも分布している。3 型は種々の齧歯類に感染する。4 型はトナカイを宿主とし、通常は豚では認

められないが、1 型と遺伝的に非常に近縁であり、シベリア、カナダ及びアラスカとロシアの北極地域に

分布する。5 型はロシアの齧歯類で認められ、1～4 型とは異なり、海洋哺乳類から分離されるブルセラ

菌に近縁である可能性がある。B. abortus や B. melitensis の感染により豚が発症することもある。 

ブルセラ菌は流産胎子や悪露と共に体外に排泄され、飼料や飲水を汚染して感染源となる。主要な感

染経路は汚染飼料・水による経口感染と交配時の粘膜感染であり、汚染精液の人工授精によっても感

染する。症状を認めない雄豚の精液にも本菌は含まれる。本菌は粘膜だけでなく正常な皮膚からも感

染することから、容易に直接・間接的な接触感染が成立する。 
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品種、性別、去勢、年齢、用途による感受性の差はなく、群に本病が侵入すると急性症状を示し（ただ

し性成熟前の若齢豚は一般的に無症状）、やがて慢性化する。一部が次世代に残ると大流行を繰り返

す。流産は妊期に関係なく起こる。子宮の粟粒ブルセラ病を起こす生物型 2 型を除くと、1～3 の間の症

状、病原性に差はみられない。 

菌血症は最大 90 日間持続する。感染から回復する場合もあるが、永続的に感染する場合もある。 

本病が初めて豚群内に侵入した場合の罹患率は高く、流死産、虚弱子豚、跛行等、顕著な生産性低

下が起こる他、離乳前死亡率も増加する。一方、既に流行が認められている群では、非特異的な不妊、

分娩率のわずかな減少、発情サイクルの不順等にとどまり、軽微な傾向がある。流産率は 0～80％と幅

がある。死亡は胎子や新生子豚を除き、稀である。 

ヒトでは獣医師や飼養管理者、食肉関係者等に感染機会が多く、公衆衛生上重要な疾病である。 

病原菌は乾燥土壌中で 1～2 か月、湿潤土壌中で室温 2～3 か月、糞便中で 3～4 か月生残する等、

環境抵抗性が比較的強い。 

 

5.25.1.3 臨床症状 

 

豚における最も代表的な症状は流産で、多くは特に前駆症状を示すことなく流産するが、食欲不振、

陰唇の発赤腫脹、陰部からの粘液流出等が認められることもある。流産は様々な胎齢で起こり、60～90

日で多いが、早期胎齢での流産では気付かないことも多い。子宮内膜炎を併発した場合、長期に渡り分

泌物を流出する。流産胎子の外見は正常である。また、不妊も起こる。雄では精巣炎及び精巣上体炎

を起こすが、明確な精巣の腫脹が見られない場合も多い。慢性感染では跛行や後躯麻痺が認められる

場合もある。 

ブルセラ菌は性成熟までリンパ節に潜伏しているため、若齢豚は一般的に無症状であり、性成熟とと

もに発症する。 

ヒトでは、特異的な症状はなく、発熱、関節痛、疲労、うつ状態等が見られる。また、妊婦の感染時に

流産する例が報告されている。 

  

5.25.1.4 診断 

 

我が国においては家伝法施行規則別表第一により、(1) 試験管凝集反応で 80 倍希釈血清において

陽性である場合、(2) 試験管凝集反応で 40 倍希釈血清において陽性であり、かつ CF が陰性でない場

合、(3) 細菌学的検査でブルセラ属菌が分離された場合のいずれかに該当する場合に本病の患畜と判

断する。また、(1) 試験管凝集反応で 40 倍希釈血清が陽性であって CF 陰性であるもの、(2) 試験管凝

集反応が疑反応であって CF が陰性でないもの、(3) 試験管凝集反応が陰性であり、CF が陰性でない

ものについては、疑似患畜とする。なお、試験管凝集反応が陰性であるもの、急速凝集反応法が陰性

であるもの、試験管凝集反応が疑反応であり、CF が陰性であるもの、ブルセラ病の疑似患畜について

の再検査の判定が 2 回継続して疑似患畜であるものについては、患畜及び疑似患畜でないと判断する。 

本病を疑う場合は、まず血清診断として急速凝集反応、AGG、CF を行う。なお、豚のブルセラ病では

血清診断による個体診断は困難であるため、群診断用として利用する。AGG は豚では非特異反応が多
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く、Yersinia enterocolitica O9 による交差反応も出やすい。CF は豚では抗補体作用が強く、感度も 40～

50％と低い。 

原因菌の分離同定には流死産胎子、脾臓、肺、胎膜及び流産豚の膣スワブを用いる。感染が疑われ

る生体では、精液、関節液、膿瘍、血液も材料として使用できる。殺材料の場合は主要リンパ節、脾臓、

子宮、乳房、精巣等を用い、無菌的に採材してサンプルとし、1％グルコース、5％馬血清加 TSA 寒天平

板培地（選択剤添加及び未添加培地を併用）を用いて 37℃で 8～10 日分離培養を行う。CO2 は要さな

い。通常 2 日～3 日後に帯青色透明、小円形集落が形成される。疑わしい集落をグラム染色及び PCR

でスクリーニング後、専門機関で菌種や生物型の同定を行う。 

その他の血清診断としてミルクリングテスト、Coombs 反応、AGID がある。また、皮内反応を用いた

Brucellin スキンテストもある。OIE ではローズベンガルテスト、CF 及び ELISA を推奨検査としている。 

本菌はヒトに感染しやすく病原性も強いため、感染の可能性のある組織や本菌を取り扱う際には適切

な予防措置を講じる必要がある。 

 

5.25.2 リスク評価 

 

5.25.2.1 侵入リスク評価 

 

B. suis による豚のブルセラ病は、現在家畜衛生条件を取り決めている国のうち、アイルランド及び英

国では過去に発生が認められておらず、スウェーデン及びデンマークは過去に本病の発生が認められ

たが、現在は撲滅され、ターゲットサーベイランスが実施されている。一方で、その他の国では本病の発

生が認められていることから、侵入リスク発生確率（LR）は「中程度」と判断した。 

 

5.25.2.2 暴露リスク評価 

 

輸出豚から国内家畜への主な感染経路として、流産胎子や悪露等に汚染された環境中からの経口感

染が考えられる。感染豚は前駆症状なく流産するので環境を汚染する可能性が高く、豚は群飼養される

ため感染する可能性があると考えられることから、暴露リスク発生確率（LE）は「高い」と判断した。一方、

汚染精液による伝播も想定されるが、本病は家畜改良増殖法における細密検査の対象疾病であること

から、精液により伝播するリスクは低いと考える。 

 

5.25.2.3 侵入及び暴露リスク評価 

 

LR が「中程度」、LE が「高い」と判断されたことから、侵入及び暴露リスク発生確率（LRE）は「高い」と

判断された。 
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5.25.2.4 影響リスク評価 

 

本病は汚染環境から群内に伝播する可能性がある他、感染豚の導入により群間伝播する可能性があ

る。また、病原菌は比較的環境抵抗性が強く、一部の豚では持続的に感染する。初感染の群に本病が

侵入した場合、罹患率は高く、流産率も高くなる傾向があるが、流産を除き死亡は稀である。本病は人

獣共通感染症であり、ヒトに発熱や流産を引き起こす。また、我が国では 1940 年以降本病の発生がな

く、本病の再発時には大きな流行が起こる可能性があり、畜産業界に与える影響は大きいと考えられる。 

これらのことから、影響リスク発生確率（LC）は「高い」と判断された。 

 

5.25.2.5 リスクの推定 

 

LRE が「高い」、LC が「高い」と判断されたことから、最終的なリスクは「高い」であると推定された。 

 

5.25.3 リスク管理    

 

リスク評価の結果、輸入に当たってはリスク低減措置が必要であると判断された。 

 

（参考） OIE における推奨条件 

 

OIE コードでは、豚の輸入に当たっては以下の条件に合致していることを証明する国際獣医証明書の

提示を求めることが推奨されている。 

 

1） 繁殖用又は育成用豚の輸入 

(1) 輸出当日にブルセラ病の臨床症状を示さないこと。 

(2) 下記①～③のいずれかを満たすこと。 

① ブルセラ病の清浄群に由来すること。 

② OIE コード Article1.4.4 に従う統計学的に有意な抽出数のサンプルについてブルセラ病の検査を

輸出前 30 日以内に実施し、ブルセラ病の陰性が確認された繁殖豚群に由来すること。 

③ 輸出前 30 日間隔離飼養され、隔離期間中に隔離された全頭のブルセラ病の検査を実施し、全

頭、陰性の結果を得ること。 

 

2） と畜用動物の輸入 

(1) 輸出当日にブルセラ病の臨床症状を示さないこと。 

(2) 下記①又は②のいずれかを満たすこと。 

 ① ブルセラ病の清浄国、地域又は群に由来すること。 

② ブルセラ病の撲滅プログラムの一環として淘汰対象となる動物ではないこと。また、、性成熟後の

牛、めん羊、山羊、ラクダ、鹿の場合は、輸出前 30 日間にブルセラ病の検査を実施し、陰性の結

果を得ること。 
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※1  ブルセラ病の歴史的清浄国又は地域の条件 

以下①、②を満たす場合、ブルセラ病の歴史的清浄国又は地域として見なすことができる。 

① 国全体において、動物におけるブルセラ病が通報疾病に指定されていること。 

② 関連する動物種において、歴史的に清浄であることが OIE コード Article1.4.6.の 1 に記載されると

おり証明されること。 

 

※2  ブルセラ病の清浄群の条件 

① 以下 a～e を満たす場合、ブルセラ病の清浄群として見なすことができる。 

a. 国全体において、動物におけるブルセラ病が通報疾病に指定されていること。 

b. 少なくとも過去 3 年間、ブルセラ病の臨床例が摘発されないこと。 

c. 流産や精巣炎等、ブルセラ病の臨床症状に類似する症状を呈した動物は、必要な精密検査が実

施され、陰性が確認されること。 

d. 少なくとも過去 3 年間、当該豚群ではブルセラ病のワクチン接種が行われておらず、また、ワクチ

ン接種された豚も導入されていないこと。 

e. 少なくとも過去 3 年間、ブルセラに感染した証拠が同じ施設内で飼養される他の豚群にも認めら

れないこと。又は、当該豚群と他の豚群間において、ブルセラ病の伝播を防ぐための防疫対策が

実施されていること。 

 

② 群の清浄ステータスを維持するため、以下の条件を満たすこと。 

 a. 上記①の事項を全て満たしていること。 

 b. 群に導入される動物は、公的獣医師が以下ⅰ）～ⅲ）の事項を証明した証明書が添付されている

こと。 

 i) ブルセラ病清浄群に由来すること。 

ⅱ) OIE コード Article1.4.4 に従う統計学的に有意な抽出数のサンプルについてブルセラ病の検査を

輸出前 30 日以内に実施し、ブルセラ病の陰性が確認された繁殖豚群に由来すること。 

ⅲ) 導入のための輸送前 30 日間にブルセラ病の検査が実施され、陰性が確認されていること。 

 

5.25.4 参考資料 

 

1) OIE コード 2018（第 8.4 章） 

<http://www.oie.int/fileadmin/Home/eng/Health_standards/tahc/current/chapitre_bovine_brucellosis.pdf

> (Accessed 21 May, 2019) 

2) OIE 陸棲動物の診断テスト及びワクチンに対する基準マニュアル 2018（第 3.1.4 章） 

<http://www.oie.int/fileadmin/Home/eng/Health_standards/tahm/3.01.04_BRUCELLOSIS.pdf>  

(Accessed 24 May, 2019) 

3) 「動物の感染症＜第三版＞」（近代出版） 

4) 国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構 動物衛生研究部門ウェブサイト 

5) 「獣医感染症カラーアトラス＜第二版＞」（文永堂出版） 
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6) 「病性鑑定指針」（26 消安第 4686 号） 豚伝染性疾病 – ブルセラ病（豚） 

9) Iowa State University, The Center for Food Security & Public Health Website, 

<http://www.cfsph.iastate.edu/Factsheets/pdfs/brucellosis_suis.pdf> (Accessed 8 August, 2016) 

10) 国立感染症研究所ウェブサイト、国内の家畜ブルセラ病、 (IASR Vol. 33 p. 191-192: 2012 年 7 月号) 

<http://www.nih.go.jp/niid/ja/iasr-sp/2120-related-articles/related-articles-389/2323-dj3895.html> 

(Accessed 8 August, 2016) 

11) 「豚病学＜第四版＞」（近代出版） 

12) 監視伝染病診断指針 （社）日本獣医師会ウェブサイト 豚編 「ブルセラ病」 

<http://nichiju.lin.gr.jp/tksn/pig/pi08.html> (Accessed 8 August, 2016) 

13) The Pigsite - Brucellosis 

<http://www.thepigsite.com/diseaseinfo/20/brucellosis/> (Accessed 8 August, 2016) 

14）牛のブルセラ病及び結核病の全国的清浄性確認サーベイランス実施要領（平成 30 年 3 月 14 日付け

29 消安第 6396 号）  
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5.26 類鼻疽 

 

5.26.1 疾病情報 

 

5.26.1.1 背景 

 

類鼻疽はグラム陰性好気性短桿菌である類鼻疽菌（Burkholderia pseudomallei）が原因となり、多くの

哺乳類、は虫類、魚類等に感染する宿主域が広い疾病である。本菌は鼻疽菌によく似た性質を有する

土壌菌の一種で、熱帯から亜熱帯地域の土壌や水等の環境中に分布している。 主に創傷感染により

伝播し、水平感染は非常に稀である。 

類鼻疽は我が国では届出伝染病に指定されているが、OIE ではリスト疾病に指定されていない（2019

年）。また、類鼻疽菌は鼻疽菌とともに感染症法における三種病原体等に指定されている。 

 

5.26.1.2 疫学 

 

類鼻疽は熱帯、亜熱帯土壌に分布し、東南アジア、北部オーストラリア、中国、インド亜大陸、中東、カ

リブ海沿岸、南米、台湾、シンガポール、アフリカで発生があり、特に東南アジアと北部オーストラリアが

多発地域である。我が国での発生はない。本病はげっ歯類、めん羊、山羊、馬、豚、猿、牛、犬、熱帯魚、

野生動物で発生がみられ、稀にヒトにも感染することがある。めん羊や山羊で強い感染性を示すが、馬

は比較的抵抗性である。牛での発生報告は稀である。飼養管理状況及び栄養状態が良好な場合、豚

は比較的抵抗性となり、成豚ではほぼ症状を認めない不顕性感染の経過をたどることがある。 

菌は土壌や水等の環境中に存在しており、これらの菌が経口、経鼻、創傷感染することで発症する。

感染動物の創傷浸出液、鼻汁、乳、糞便、尿中にも菌が含まれるが水平感染はないとされており、発生

地域は菌の分布域と地理的に一致する。なお、山羊、豚及びクモザルでは経胎盤感染の報告がある。

動物間の接触による伝播は稀である。激しい雨や洪水後に感染の拡大が起こりやすい。 

類鼻疽菌は環境抵抗性が強く、好環境下であれば土中や水中で数か月～数年生残し、糞便中でも 1

か月生残する。悪条件下では非増殖型の形態に変化し、環境の改善を待つ。また、細胞内寄生性を示

す。 

 

5.26.1.3 臨床症状 

 

多くの動物において、急性例では発熱、食欲不振や敗血症死がみられ、慢性例では食欲減退と元気

消失を呈して次第に削痩することが多い。潜伏期間は数日から数か月で数年に及ぶこともある。症状は、

発熱、食欲不振、膿性鼻汁、浮腫、リンパ管炎、敗血症、限局性呼吸器症状（咳、膿性鼻汁、肺炎）、消

化器症状（下痢等）、敗血症性関節炎、跛行、運動障害、乳房炎、精巣炎、大動脈瘤と多様であり、神経

症状も見られる。敗血症や重要臓器の広範な侵襲により死亡することもあるが、致死率は病態や病巣

による。 
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成豚では多くの場合、不顕性感染が成立する傾向があるが、発症豚は慢性経過を取ることが多い。リ

ンパ節（特に顎下リンパ節）の腫脹が認められる場合もある。神経症状、協調運動障害、皮膚潰瘍、下

痢が認められることもある。子豚では、発熱、食欲不振、咳、鼻中や流涙を伴う急性敗血症症状を呈す

ることがある。雌豚では死流産、雄豚では精巣炎を認めることがある。流行地域では、病理解剖やと畜

検査時に肺膿瘍等の病変により摘発されることが多い。 

類鼻疽菌は細胞内寄生性を示し、肺（好発）、副鼻腔、脾臓、肝臓、腎臓とそれらの付属リンパ節に膿

瘍や結節を形成しやすい。呼吸器症状を呈している動物では滲出性の気管支炎と肺の硬化や膿瘍を

伴う。鼻疽との類症鑑別が最も重要となる。本病は治療を行っても再発や再排菌を完全に防止すること

は困難で、原因菌が土壌に定着すれば継続的な発生を許すことになるため、発症動物は淘汰して焼却

し、汚染土壌及び環境材料は十分な消毒を行う必要がある。 

 

5.26.1.4 診断 

 

菌の分離と同定により診断する。 

菌分離は組織、体液、創傷浸出液を材料として実施する。血液寒天培地の他、多くの培地で生育する

が、Ashdown's 選択培地がよく用いられる。コロニー性状は、光沢状の中に皺状が混在するが、株によ

ってはムコイド状のこともあり、腐敗した土壌臭がする（注；感染の危険性が高いので直接臭いを嗅がな

い）。類鼻疽菌は運動性のある両極性のグラム陰性短桿菌で、幼若培養で異染性を示す。菌分離の他

は、外毒素や細胞成分の検出に ELISA が、鼻疽菌との鑑別には生化学性状の比較やリアルタイム

PCR 等が用いられる。 

血清診断は一般的ではない。PHA、FA、CF 等が用いられるが、鼻疽菌等他の菌との交差反応がある

ため注意が必要である。 

 

5.26.2 リスク評価 

 

5.26.2.1 侵入リスク評価 

 

北米では本菌の環境サンプルからの分離例はなく、ヒトやサルでの発生例は輸入症例と考えられる。

本菌は通常熱帯及び亜熱帯土壌に生息するため、現在家畜衛生条件を取り決めている北米や欧州に

常在する可能性は低いことから、侵入リスク発生確率（LR）は「極低い」と判断した。 

 

5.26.2.2 暴露リスク評価 

 

本病は水平感染が稀な疾病であり、直接接触による感染はほとんどないと考えられる。また、媒介昆

虫を介した感染を示す明確な証拠はない。一方で、感染動物により土壌や水が汚染されると長期間の

感染源となりうる。類鼻疽菌の好む熱帯及び亜熱帯地方では汚染環境で菌が長期間残留し問題となる

ことから、我が国における亜熱帯地方（沖縄、小笠原、奄美地方）においては注意が必要となる。しかし
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ながら、これらの地域はこれまでの輸入豚の仕向先県には該当しないことから、現状では国内動物に感

染する暴露リスク発生確率（LE）は「低い」と判断された。 

 

5.26.2.3 侵入及び暴露リスク評価 

 

LR が「極低い」、LE が「低い」と判断されたことから、侵入及び暴露リスク発生確率（LRE）は「極低い」

と判断された。 

 

5.26.2.4 影響リスク評価 

 

本病の主な感染経路は汚染環境中からの創傷感染であり、豚は本病に不顕性感染することから、不

顕性感染豚の導入により群間に伝播する可能性があるが、亜熱帯地方を除き定着する可能性は低いと

考えられる。豚は本病に対して比較的抵抗性で発生報告は稀であり、不顕性感染の経過をたどること

が多く、発症した場合には慢性例となることが多い。また、稀にヒトに健康被害を起こし重篤となる可能

性があるため、国内で発生した場合には社会的関心が高い可能性が考えられる。 

これらのことから、影響リスク発生確率（LC）は「低い」と判断された。 

 

5.26.2.5 リスクの推定 

 

LREが「極低い」、LCが「低い」と判断されたことから、最終的なリスクは「極低い」であると推定された。 

 

5.26.3 リスク管理    

 

リスク評価の結果、輸入に当たってはリスク低減措置が不要であると判断された。 

 

5.26.4 参考資料 

 

1) 「動物の感染症＜第三版＞」（近代出版） 

2) 国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構 動物衛生研究部門ウェブサイト 

3) 「獣医感染症カラーアトラス＜第二版＞」（文永堂出版） 

4) Iowa State University, The Center for Food Security & Public Health Website, 

<http://www.cfsph.iastate.edu/Factsheets/pdfs/melioidosis.pdf> (Accessed 8 August, 2016) 

5) 「病性鑑定指針」（26 消安第 4686 号） 馬伝染性疾病 - 類鼻疽 

6) 国立感染症研究所ウェブサイト、病原体検出マニュアル「類鼻疽」 

<http://www.nih.go.jp/niid/images/lab-manual/pseudomallei-2.pdf> (Accessed 8 August, 2016) 

7) Merck Veterinary Manual - Melioidosis, 

<http://www.merckvetmanual.com/mvm/generalized_conditions/melioidosis/overview_of_melioidosis.html

> (Accessed 8 August, 2016) 
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8) Centers for Disease Control and Prevention Website, Melioidosis, 

<http://www.cdc.gov/melioidosis/> (Accessed 8 August, 2016) 

9) 監視伝染病診断指針 （社）日本獣医師会ウェブサイト 豚編 「類鼻疽」 

<http://nichiju.lin.gr.jp/tksn/pig/pi12.html> (Accessed 8 August, 2016) 

10) 「新編 獣医微生物学」（養賢堂） 
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5.27 気腫疽   

 

5.27.1 疾病情報 

 

5.27.1.1 背景 

 

気腫疽は、クロストリジウム属のグラム陽性、偏性嫌気性、有芽胞桿菌である気腫疽菌（Clostridium 

chauvoei）による、筋肉の出血及びガス壊疽を主徴とする反芻動物の急性致死性感染症である。稀に

豚、いのしし、馬及び鯨にも認められる。 

本菌は土壌及び動物の腸管内に分布しており、芽胞が創傷部及び消化管に侵入することにより発症

する。 

気腫疽は我が国では届出伝染病に指定されているが、OIE ではリスト疾病に指定されていない（2019

年）。 

 

5.27.1.2 疫学 

 

気腫疽菌は世界中の土壌に分布し、温暖な地方に汚染地帯を形成する。また、動物の腸管にも生息

し、健康な動物の肝臓や脾臓からの分離報告もある。本菌は感染動物の糞便中に排出され、土壌が汚

染されると考えられるが、本菌の芽胞は他のクロストリジウム属と異なり土壌から分離することは困難で

ある。自然感染は牛、水牛に多い。豚は一般的に抵抗性を示し、発生は稀である。ヒトの病変部から分

離されたとの報告もあるが、病原性は確定していない。 

感受性動物は環境や土壌中の芽胞が創傷部より経皮感染するか、経口感染で消化管に侵入して発

症する。一般的に発生は散発的であるが、時に集団発生がみられる。栄養状態が良好な 6 か月～3 歳

齢の若齢牛に発生が多く、発症すると致死率は非常に高い。春から秋にかけての発生が多い。我が国

では北海道、東北、関東等の特定の地域を中心に、牛で年間数十頭前後の発生が認められたが、ワク

チン接種の普及に伴い減少傾向にあり、現在は年間数例の発生にとどまっている。豚での発生報告は

ない。 

 

5.27.1.3 臨床症状 

 

反芻類では、1～5 日の潜伏期の後、突然の高熱（40～42℃）、元気消失、反芻停止を示す。仙骨、肩

胛、胸部、大腿部、臀部等の多肉部及び四肢が気腫性に腫脹する。腫脹は急速に広がり、冷性又は熱

性で浮腫性、無痛性である。その後、腫脹部は中央が冷感を帯び、圧迫すると特有の捻髪音を発する。

局所リンパ節は腫脹し、充血、疼痛があり、運動機能障害を起こし跛行を呈する。筋組織は暗赤色とな

り、大量の気泡が認められる。経過は激烈で、甚急性又は急性の経過をとり、呼吸困難、頻脈となり発

病後 1～2 日で死亡する。多くは死後発見である。発症した場合の致死率は高い。稀に天然孔からの出

血をみることがある。 
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豚も反芻類と同様の症状が認められるが、咽頭浮腫が認められ、顔面腫脹することがある。病変部か

らは腐敗したバターのような悪臭がある。 

 

5.27.1.4 診断 

 

病変部からの菌分離により同定する。分離培養には嫌気環境を要求する。 

細菌検査として病変部材料をスライドグラスに塗抹し、芽胞形成性、無莢膜の大型桿菌を確認する。

迅速診断には FA が有効であり、病変部あるいは接種マウス等の臓器スタンプから直接特異蛍光で染

まる気腫疽菌が確認できる。FA の試薬は海外で販売されており入手が可能である。 

主要臓器、病変部筋肉等を VL 変法寒天培地、ツアイスラー血液寒天培地、GAM 寒天培地等を用い

て分離培養する。本菌は悪性水腫菌（Clostridium septicum）と似ており、生化学性状検査及び FA によ

る鑑別が必要である。PCR は分離菌の同定、悪性水腫菌との鑑別に利用可能である。 

周毛性の鞭毛を形成するため活発な運動性を呈し、分離初期には固形培地上で培地表面全体に薄く

広がる傾向にある（swarming）。血液寒天上にβ溶血性の扁平で、周辺が隆起してボタン状の集落を確

認する。また、気腫疽菌はサッカロースを分解し、サリシンを分解しないことから悪性水腫菌と区別でき

る。本病は発症した場合の致死率が極めて高く、病状の進行が速いため、本菌の汚染地帯では不活化

ワクチンの接種が望ましい。 

 

5.27.2 リスク評価 

 

5.27.2.1 侵入リスク評価 

 

本病は OIE のリスト疾病ではなく、各国の発生状況が十分に把握できていないが、本菌は世界中の土

壌に分布していることから、輸出国にも存在すると考えられる。豚は一般的に抵抗性であるが、発症した

場合、本病の潜伏期は短く、甚急性又は急性に経過して致死率も高いことから輸出入検疫期間中に摘

発される可能性が高いと考えられ、侵入リスク発生確率（LR）は「極低い」と判断された。 

 

5.27.2.2 暴露リスク評価 

 

本病は汚染環境中の芽胞が創傷部より経皮感染するか、経口感染で消化管に侵入して発症する。感

染動物の糞便等により汚染された環境を介して国内家畜に感染が拡がる可能性は否定できないことか

ら、暴露リスク発生確率（LE）は「低い」と判断された。 

 

5.27.2.3 侵入及び暴露リスク評価 

 

LR が「極低い」、LE が「低い」と判断されたことから、侵入及び暴露リスク発生確率（LRE）は「極低い」

と判断された。 
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5.27.2.4 影響リスク評価 

 

本病は動物間の直接接触感染は稀であり汚染環境から伝播するが、一般に発生は散発的である。一

方で、本菌は環境抵抗性が非常に強く、芽胞は土壌中で数年間生残する。豚は発症した場合には致死

的な経過を取るが、豚での発生は稀である。本菌は通常はヒトに感染せず、散発的ではあるが近年も

国内で発生しており、本菌は土壌中に常在していると考えられる。 

これらのことから、影響リスク発生確率（LC）は「無視可」と判断された。 

 

5.27.2.5 リスクの推定 

 

LRE が「極低い」、LC が「無視可」と判断されたため、最終的なリスクは「無視可」と推定された。 

 

5.27.3 リスク管理    

 

リスク評価の結果、輸入に当たってはリスク低減措置が不要であると判断された。 

 

5.27.4 参考資料 

 

1) 「動物の感染症＜第三版＞」（近代出版） 

2) 国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構 動物衛生研究部門ウェブサイト 

3) 「獣医感染症カラーアトラス＜第二版＞」（文永堂出版） 

4) 監視伝染病診断指針 （社）日本獣医師会ウェブサイト 豚編 「気腫疽」 

<http://nichiju.lin.gr.jp/tksn/pig/pi13.html> (Accessed 8 August, 2016) 

5) Australia, NSW Government Website, Primary Industries – Blackleg in cattle, 

<http://www.dpi.nsw.gov.au/__data/assets/pdf_file/0016/111175/blackleg-in-cattle.pdf> 

 (Accessed 8 August, 2016) 

6) 「病性鑑定指針」（26 消安第 4686 号） 牛伝染性疾病 - 気腫疽（牛） 

7) Merck Veterinary Manual - Blackleg 

<http://www.merckvetmanual.com/mvm/generalized_conditions/clostridial_diseases/blackleg.html> 

(Accessed 8 August, 2016) 

8) 茨城県畜産協会ウェブサイト、気腫疽 

<http://ibaraki.lin.gr.jp/tech/eisei/katikudensenbyo_16.html> (Accessed 8 August, 2016) 

9) 「牛病学＜第三版＞」（近代出版） 

10) 「新編 獣医微生物学」（養賢堂） 
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5.28 レプトスピラ症 

 

5.28.1 疾病情報 

 

5.28.1.1 背景 

 

レ プ ト ス ピ ラ 症 は グ ラ ム 陰 性 好 気 性 の ス ピ ロ ヘ ー タ 目 （ Spirochaetales ） 、 レ プ ト ス ピ ラ 科

（Leptospiraceaa）、レプトスピラ属（Leptospira）の病原性レプトスピラ（Leptospira interrogans 等）の感染

による黄疸と血色素尿、流死産を主徴とする疾病で、ヒトを含む多くの哺乳類が宿主となる。レプトスピ

ラ属菌は遺伝学的に 16 菌種に分類され、これらは更に 250 以上の血清型に分けられている。家畜は多

種の血清型の菌に感染するが、家伝法の届出対象は 7 血清型（ポモナ（Pomona）、カニコーラ

（Canicola）、イクテロヘモリジア（Icterohaemorrhagiae）、グリポティフォーサ（Grippotyphosa）、ハージョ

（Hardjo）、オータムナーリス（Autumnalis）、オーストラーリス（Australis））である。 

レプトスピラ症は我が国では届出伝染病に指定されているが、OIE ではリスト疾病に指定されていな

い（2019 年）。人獣共通感染症であり、感染症法で四類感染症に指定されている。 

 

5.28.1.2 疫学 

 

繁殖豚群における異常産の原因として知られ、我が国をはじめ世界各地の養豚地帯での発生が報告

されているが、経済的損失は南半球の集約的な養豚業界で大きい。 

原因となる血清型は国又は地域で異なり、我が国では Hebdomadis、Australis、Autumnails、Krematos

が、諸外国では Pomona、Hardjo、Icterohaemorrhagiae 等が分離されている。英国では Canicola、

Icterohaemorrhagiae、Australis が重要である。本菌はヒトを含むほぼ全ての哺乳類に感染する。特にネ

ズミ等の齧歯類は高率に保菌しており、重要な宿主と考えられている。 

豚のレプトスピラ症の主な原因菌は血清型 Pomona、Canicola、Bratislava、Icterohaemorrhagiae、

Copenhageni 等で、沖縄、千葉、岡山等で発生が報告される。それ以外の広い地域でも血清学的に浸

潤している。水や湿った土壌を介して動物間で感染が成立する。菌が動物の体内に侵入するとレプトス

ピラ血症を起こし、発熱等の急性症状を呈する（発熱期）。その後、抗体の出現により血中から菌は消

失し、腎尿細管に定着し尿中に排菌する（慢性期）。感染耐過動物は保菌動物となり、ヒトや家畜は保

菌動物の尿により汚染された土壌や水を介して経皮又は経口感染する。尿中への排菌は豚では数か

月から 1 年以上、牛は数週間から数か月に及ぶ。齧歯類はほぼ一生涯に渡り排菌する。多くの動物は

不顕性感染で終わる。 

農場間伝播は保菌豚の導入が最も多く、保菌した野犬、猫、齧歯類等の尿による汚染の可能性もある。

予防は飼養衛生管理を徹底することが重要で、特に齧歯類の飼育舎への侵入防止と駆除に努める必

要がある。なお、本菌は湿潤な環境中では生存するが、乾燥状態や低 pH 中では死滅しやすく、消毒剤

や抗菌剤に対して感受性を示す。抗菌剤としてはストレプトマイシンが最も効果的であり、慢性的な保菌

状態の除去にも効果がある。ペニシリンは菌血症の場合には有効であるが、慢性期に移行し、腎の尿

細管に定着しているレプトスピラの排除には無効である。 
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北米や欧州では多価不活化ワクチンが応用されているが、日本では用いられていない。治療開始時

期の遅れにより重症化しやすく予後を左右する。 

 

5.28.1.3 臨床症状 

 

動物種や感染血清型により症状は異なる。 

豚では、初期には発熱（0.5～1.5℃の上昇）、抑鬱、黄疸、痙攣がみられる。妊娠豚では感染後 2～4

週後に流死産、虚弱子の娩出が起こる。特に血清型 Pomona と Canicola は流死産の主要な原因菌で

ある。生存豚は発育不全、保菌動物となる。カナダのオンタリオ州の調査では、流産の 6％が Pomona

感染によるとの報告がある。流産は妊娠後期（主に 80 日以降）に起こることが多い。非妊娠豚の場合、

一般的に軽症で症状は不明瞭である。幼若豚の多くは臨床症状が認められ、黄疸、血色素尿症、貧血

等が認められるが、概ね 1 週間以内に回復する。不顕性感染も多い。 

牛では多くの場合不顕性感染で終わるか元気消失程度であるが、急性又は亜急性の場合、数日間の

発熱後に元気・食欲低下、下痢、結膜炎、貧血等を呈する。重度の場合は黄疸、暗赤色から黒色の血

色素尿を排出する。妊娠牛の急性感染では 1～3 週間後に死流産することがあり、その胎子や胎盤の

感染性は高い。 

ヒトでは感冒様症状のみで軽快する軽症型から、黄疸、出血、腎障害を伴う重症型（ワイル病）まで多

彩な症状を示す。5～14 日の潜伏期の後、発熱、悪寒、頭痛、筋痛、腹痛、結膜充血等が生じ、4～6 日

後に黄疸が出現し、出血傾向も増強する。 

 

5.28.1.4 診断 

 

感染初期であれば血液及び肝臓、慢性期であれば尿、腎臓及び尿細管、流産であれば流産胎子を材

料として菌分離を実施する。検体を無菌的かつ速やかにレプトスピラ培養培地（コルトフ培地、EMJH 培

地等）に加え、29±1℃で数日～2 か月静置培養する。1～2 週ごとに暗視野顕微鏡で特徴的な形態と運

動性（ひも状螺旋型の回転運動をする菌体）を確認する。補助診断として、flaB 遺伝子や 16S rRNA 遺

伝子等を標的とした PCR が有用である。速やかに培養できない場合は、尿は pH7.0～7.4 に調製し、血

液はヘパリン加血として常温で、組織は 4℃で保存する。 

血清診断法としては MAT が最も一般的であり、ペア血清で 4 倍以上の抗体価上昇が認められた場合

に陽性と判定する。本法には複数血清型の標準菌株と暗視野顕微鏡が必要である。地域によって流行

血清型は異なるため、スクリーニング法としてマイクロカプセル凝集法（MCAT）や ELISA がある。 

 

5.28.2 リスク評価 

 

5.28.2.1 侵入リスク評価 

 

本病は OIE のリスト疾病ではなく、各国の発生状況が十分に把握できていないが、本菌は世界中の土

壌に分布していることから、輸出国にも存在すると考えられる。また、豚は不顕性感染することが多いこ
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とから、輸出入検疫期間中に摘発されない可能性がある。これらのことから、侵入リスク発生確率（LR）

は「中程度」と判断された。 

 

5.28.2.2 暴露リスク評価 

 

輸入豚から国内家畜への主な感染経路として、不顕性感染豚又は感染耐過豚が尿中に排菌して汚

染した環境中の菌の経皮及び経口感染が考えられる。排菌期間は数か月から 1 年以上に渡り、豚は群

飼養されるため感染機会は多いと考えられることから、暴露リスク発生確率（LE）は「高い」と判断した。 

 

5.28.2.3 侵入及び暴露リスク評価 

 

LR が「中程度」、LE が「高い」と判断されたことから、侵入及び暴露リスク発生確率（LRE）は「高い」と

判断された。 

 

5.28.2.4 影響リスク評価 

 

本病は汚染環境との接触により群内で容易に伝播する他、豚は多くが不顕性感染し、不顕性感染豚

の導入により群間に伝播する可能性がある。また、稀に衛生動物による群間伝播が起こり、衛生動物

は生涯レゼルボアとなる。感染耐過豚は慢性保菌豚となり感染源となる。成豚での発症は稀であるが、

妊娠豚では流死産が起こる。本病は人獣共通感染症であり、ヒトの症状は軽症型から重症型まで様々

であるが、治療法があり、発生時における社会的影響は限定的と考えられる。 

これらのことから、影響リスク（LC）は「低い」と判断された。 

 

5.28.2.5 リスクの推定 

 

LRE が「高い」、LC が「低い」と判断されたため、最終的なリスクは「中程度」と推定された。 

 

5.28.3 リスク管理 

 

リスク評価の結果、輸入に当たってはリスク低減措置が必要であると判断された。 

 

5.28.3.1 現在の輸入検疫対応 

 

現在、家畜衛生条件では、米国を除く全ての国に対して 12 か月間の生産農場の清浄性を求めている。

また、全ての国に対し、輸出前の抗生剤の投与又は出国検疫期間中の精密検査（AGG）の実施を求め

ている。 

一般条件として、出国検疫の期間は米国では 7 日、その他の国では 30 日間とされている。生産農場

における飼養期間については、いずれの国に対しても条件を課していない。 
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なお、輸入時の精密検査は実施されていない。 

 

（参考） OIE における推奨条件 

 

OIE コードではレプトスピラ症に関する推奨条件を示していない。 

 

5.28.4 参考資料  

 

1) OIE 陸棲動物の診断テスト及びワクチンに対する基準マニュアル 2014（第 3.1.12 章） 

<http://www.oie.int/fileadmin/Home/eng/Health_standards/tahm/3.01.12_LEPTO.pdf> 

(Accessed 24 May, 2019) 

2) 「動物の感染症＜第三版＞」（近代出版） 

3) 国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構 動物衛生研究部門ウェブサイト 

4) 「獣医感染症カラーアトラス＜第二版＞」（文永堂出版） 

5) Iowa State University, The Center for Food Security & Public Health Website, 

<http://www.cfsph.iastate.edu/Factsheets/pdfs/leptospirosis.pdf> (Accessed 9 August, 2016) 

6) 監視伝染病診断指針 （社）日本獣医師会ウェブサイト 牛編及び豚編 「レプトスピラ症」 

<http://nichiju.lin.gr.jp/tksn/illness/c31.html> (Accessed 9 August, 2016) 

<http://nichiju.lin.gr.jp/tksn/pig/pi14.html> (Accessed 9 August, 2016) 

7) 小泉信夫、渡辺治雄：レプトスピラ症の最新の知見（モダンメディア 52 巻 10 号 2006［話題の感染症］） 

8) レプトスピラ症病原体検査マニュアル（国立感染症研究所） 

9) 「病性鑑定指針」（26 消安第 4686 号） 豚伝染性疾病 - レプトスピラ症（豚） 

10) 菊池直哉：豚のレプトスピラ症の現状と対策（豚病会報、No.50、1-6、2007） 

11) 菊池直哉：わが国の乳牛におけるレプトスピラ症の抗体調査（日獣会誌、66、463-467、2013） 

12) 国立感染症研究所 感染症発生動向調査週報（IDWR） レプトスピラ症（2003 年第 1-2 週合併号） 

<http://idsc.nih.go.jp/idwr/kansen/k03/k03_012/k03_012.html> (Accessed 26 January, 2016) 

13) 「豚病学＜第四版＞」（近代出版） 

14) 「牛病学＜第三版＞」（近代出版） 
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5.29 サルモネラ症 

 

5.29.1 疾病情報 

 

5.29.1.1 背景 

 

サルモネラ症はグラム陰性通性嫌気性短桿菌である Salmonella 属菌に起因する感染症で、敗血症や

下痢症を主徴とした急性又は慢性の伝染性疾病である。ヒト及び動物のサルモネラ症の原因となる血

清型は S. enterica subsp. enterica に含まれ、菌体（O）抗原と鞭毛（H）抗原の組み合わせにより 2,600

種以上の血清型に区別されている。 

我が国では、S. Typhimurium、S. Choleraesuis、S. Dublin、S. Enteritidis の 4 つの血清型がサルモネラ

症として届出伝染病に指定されているが、OIE ではリスト疾病に指定されていない（2019 年）。人獣共通

感染症である。 

 

5.29.1.2 疫学 

 

豚における主要な血清型は S. Choleraesuis（SC）及び S. Typhimurium（ST）で、SC は敗血症型、腸炎、

肺炎、肝炎、髄膜炎、時に流産を起こす。ST とその他の血清型は主に腸炎型の原因となる。 

本病は世界中の豚生産国で発生している。SC は硫化水素非産生性の Choleraesuis 型（アメリカ型）と

硫化水素産生性の Kunzendorf 型（ヨーロッパ型）の２つの生物型が知られており、現在では米国を含め

て Kunzendorf 型が主流になりつつあるが、日本国内では両生物型による発生が散見される。 

発病豚、保菌豚、飲水器具、飼育環境、媒介動物等が感染源となる。 

SC は発病豚や保菌豚の排泄物を介して伝播することが多く、ST は汚染器具、飼育環境、ネズミ等媒

介動物による伝播もある。豚に病原性の強い SC でも発病率は 20％前後とされる。また、しばしば不顕

性感染が成立し、常在化する。輸送、密飼い等のストレス存在下で感受性及び排菌の増加が観察され

る。 

敗血症型は 2～4 か月齢の幼豚に多く、腸炎型は離乳後の幼豚に多い傾向があるが、腸炎型は肥育

末期の豚群でも発生することがある。一方、哺乳豚では発生が少なく、母子免疫によるものと考えられ

る。 

サルモネラ属菌は凍結や乾燥に比較的強く、7～45℃で増殖が可能で、適当な有機物存在下では数

か月生存する。pH5 以下では生存性が急速に低下し、フェノール系、塩素系、ヨード系消毒剤の他、熱

や日光でも容易に死滅する。サルモネラ属菌はヒトの食中毒菌として公衆衛生上も重要であるので、汚

染農場の清浄化対策が求められている。治療には抗菌剤を用いるが、多剤耐性株の出現があるため

慎重に使用する必要がある。 
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5.29.1.3 臨床症状 

 

急性経過で敗血症死する全身感染（敗血症型）と、下痢が認められる腸管感染（腸炎型）に大別され

る。 

敗血症型では、特徴的な症状がみられないまま 1～4 日の急性経過で死亡する。一般に食欲不振、元

気消失、40～42℃の発熱、耳、四肢や下腹部のチアノーゼが認められる。その他、浅い湿性の咳、黄色

下痢、後躯麻痺、起立困難、中枢神経障害を認めることもある。 

腸炎型では、悪臭を伴う水様性下痢から始まり、黄白～黄褐色泥状下痢便、時に粘血便を排出する。

元気消失、食欲減退、臀部の汚れがみられる。稀に肺炎症状を呈することがある。下痢症状は 2～3 日

で同居豚に伝播する。下痢に続発して重度の腹水貯留、敗血症を呈して死亡することもあるが、通常死

亡率は低い。耐過しても重症例では発育不良となり、「ヒネ豚」となり経済的価値を損なう。症状が回復

しても再感染が成立し、発生が長期化することがある。また、数か月にわたって間欠的な排菌を示す保

菌豚となるものがある。 

 

5.29.1.4 診断 

 

死亡豚では臓器、腸間膜リンパ節、血液、腸内容物等から、発症豚では糞便及び鼻腔スワブ等から

原因菌を分離・同定する。選択培地には DHL 寒天培地を用い、増菌が必要な場合にはハーナテトラチ

オン酸塩培地を使用する。SC の Choleraesuis 型は DHL 上で黒色集落を形成しないので注意する。分

離菌の血清型別には市販の診断用血清を用い、のせガラス凝集テストにより O 型別を、試験管内凝集

テストにより H 型別を行う。補助的診断法として、サルモネラが共通に保有する invA 遺伝子や SC 及び

ST が保有する spvC 遺伝子の PCR による検出がある。また、SC、ST 及び S. Enteritidis を同定するマ

ルチプレックス PCR も利用できる。 

血清診断として、ST O4 及び SC O7 由来 LPS 抗原を用いた ELISA により群単位での抗体価の変動

を調べることは、汚染状況の把握に有効である。 

 

5.29.2 リスク評価 

 

5.29.2.1 侵入リスク評価 

 

本病は OIE のリスト疾病ではなく、各国の発生状況が十分に把握できていないが、本菌は世界中の土

壌に分布しており、輸出国でも発生が認められている。また、豚は不顕性感染が成立することもあるた

め、輸出入検疫期間中に摘発されない可能性がある。これらのことから、侵入リスク発生確率（LR）は

「中程度」と判断された。 
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5.29.2.2 暴露リスク評価 

 

輸入豚から国内家畜への主な感染経路として、保菌豚が糞便中に排菌して汚染した環境中の菌の経

口感染が想定される。本病は輸送等のストレスにより排菌量の増加が認められ、豚は群飼養されるた

め感染機会は多いと考えられることから、暴露リスク発生確率（LE）は「高い」と判断した。 

 

5.29.2.3 侵入及び暴露リスク評価 

 

LR が「中程度」、LE が「高い」と判断されたことから、侵入及び暴露リスク発生確率（LRE）は「高い」と

判断された。 

 

5.29.2.4 影響リスク評価 

 

本病は汚染環境との接触により群内で容易に伝播する。また、数か月に渡り間欠的な排菌を示す保

菌豚が存在し、保菌豚の導入により群間伝播する可能性がある。本病は不顕性感染が成立し、豚に病

原性が強い SC でも発症率は高くないが、敗血症型では急性経過で死亡し、腸炎型では回復してもヒネ

豚となり経済的価値を損なうことがある。本病はヒトの食中毒原因菌となるものの治療法があることから、

本病の発生時における社会的影響は限定的と考えられる。 

これにより、影響リスク発生確率（LC）は「低い」と判断された。 

 

5.29.2.5 リスクの推定 

 

LRE が「高い」、LC が「低い」と判断されたため、最終的なリスクは「中程度」と推定された。 

 

5.29.3 リスク管理 

 

リスク評価の結果、輸入に当たってはリスク低減措置が必要であると判断された。 

 

（参考） OIE における推奨条件 

 

OIE コードではサルモネラ症に関する推奨条件を示していない。 

 

5.29.4 参考資料 

 

1) OIE 陸棲動物の診断テスト及びワクチンに対する基準マニュアル 2018（第 3.9.8 章） 

<http://www.oie.int/fileadmin/Home/eng/Health_standards/tahm/3.09.08_SALMONELLOSIS.pdf>  

(Accessed 24 May, 2019) 

2) 「動物の感染症＜第三版＞」（近代出版） 
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3) 国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構 動物衛生研究部門ウェブサイト 

4) 「獣医感染症カラーアトラス＜第二版＞」（文永堂出版） 

5) Iowa State University, The Center for Food Security & Public Health Website, 

<http://www.cfsph.iastate.edu/Factsheets/pdfs/nontyphoidal_salmonellosis.pdf> 

 (Accessed 9 August, 2016) 

6) 監視伝染病診断指針 （社）日本獣医師会ウェブサイト 豚編 「サルモネラ症」 

<http://nichiju.lin.gr.jp/tksn/pig/pi15.html> (Accessed 9 August, 2016) 

7) 「病性鑑定指針」（26 消安第 4686 号） 豚伝染性疾病 - サルモネラ症（豚） 

8) 国立感染症研究所 感染症発生動向調査週報（IDWR） サルモネラ感染症（2004 年第 5 週合併号） 

<http://idsc.nih.go.jp/idwr/kansen/k03/k03_012/k03_012.html> (Accessed 9 August, 2016) 

9) 一般社団法人 日本家畜輸出入協議会ウェブサイト、平成 19 年度家畜輸出入に関するセミナー、『家

畜のサルモネラ症と防除対策』（（株）科学飼料研究所 佐藤静夫） 

<http://www.jlta.or.jp/news/news20080415_3.html> (Accessed 9 August, 2016) 

10) 「豚病学＜第四版＞」（近代出版） 

11) 「新編 獣医微生物学」（養賢堂） 

12) The Pig Site – Salmonellosis 

<http://www.thepigsite.com/diseaseinfo/105/salmonellosis/> (Accessed 9 August, 2016) 
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5.30 萎縮性鼻炎 

 

5.30.1 疾病情報 

 

5.30.1.1 背景 

 

萎縮性鼻炎はグラム陰性微小球桿菌である Bordetella bronchiseptica（BB）及びグラム陰性球又は短

桿菌である毒素産生性の Pasteurella multocida（PM）の単独又は混合感染による上部気道感染症で、

豚の鼻甲介形成不全や萎縮を主徴とする慢性呼吸器病である。 

原因菌はいずれも家畜、家きん、犬、猫、ヒト及び多くの野生動物から分離される。多くの農場で常在

化しており、発育遅延や飼料効率低下等により大きな経済的損失をもたらす。 

我が国では届出伝染病に指定されているが、OIE ではリスト疾病に指定されていない（2019 年）。 

 

5.30.1.2 疫学 

 

原因菌は世界中に広く分布し、世界各地で発生が認められる。我が国では、近年、発生報告数は年に

数件と減少しているが、健康豚であっても原因菌の保菌個体が認められる等、依然として全国的に防除

対策が必要な疾病である。 

BB は豚の鼻腔に容易に定着して鼻粘膜に炎症を導き、産生される皮膚壊死毒（dermonecrotic toxin：

DNT）の作用により幼若豚の鼻甲介骨形成を阻害する。PM は正常な鼻粘膜には定着せず、BB 感染等

に起因する粘膜の損傷により、定着が可能となる。毒素産生株の産生する毒素（P. multocida toxin：

PMT）は DNT に類似の毒素作用を有し、病変形成を加速するとともに本病の症状を著しく悪化させる。 

BB の主要な感染源は病豚及び保菌豚である。他種動物由来株も豚に感染するが、それらの多くは豚

に対する病原性が弱く、発病させるまでに至らない。主要な感染経路は接触感染及び飛沫感染で、感

染サイクルは一部の繁殖母豚により維持される。生後間もない子豚に感染し、離乳後は同居豚の間に

急速に伝播し、100％の感染率を示す豚群も少なくない。感染による呼吸器病変の強さは多様で、菌株

の鼻腔定着能と DNT 産生能、感染日齢、保有する抗 DNT 抗体等の影響を受ける。一般に鼻甲介形成

病変は生後 6 週までに感染を受けた豚に限られる。6 週齢以降は本菌への感受性は急速に低下し、明

確な症状を示さない。 

PM は、本来罹患豚の鼻腔や肺炎罹患豚の肺から分離される他、健康豚の扁桃にもしばしば保菌され、

これらが感染源となる。毒素産生株のみが本病に寄与する。本菌は変性した上皮に定着し、PMT 産生

株は鼻甲介に強い病変を形成する。感染時の日齢は病変の強さに影響するが、日齢の進んだ豚にも

強い病変を形成させうる。生後 3 か月以降の感染によっても鼻甲介の消失を伴う典型的な病変を導き、

極度の発育遅延をもたらす。数年に渡り症状を示さない汚染群の存在も確認されている。 

本病は保菌豚の導入により持ち込まれることが多い。 
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5.30.1.3 臨床症状 

 

感染時の日齢が低いほど強い症状を発現する。生後間もない感染により、気管支肺炎を併発すること

もある。発病の初期にはくしゃみ、鼻汁（漿液性）の漏出、鼻づまり等の急性カタル性鼻炎の一般症状が

みられ、鼻汁が粘液膿性になると鼻づまりが著しくなり、くしゃみを頻発し、しばしば鼻出血がみられる。

また、激烈なくしゃみにより、粘液膿性浸出物や鼻甲介断片等を排出することもある。鼻粘膜の炎症が

涙管の鼻腔開口部に及ぶと、その狭窄又は閉塞により流涙がみられ、内眼角下部の皮膚に黒褐色の

斑点（アイパッチ）が生ずる。発病後 1 か月を過ぎると、鼻骨、上顎骨、前頭骨等の発達の遅れに伴い、

鼻梁の側方湾曲（鼻曲がり）、鼻梁背側の皮膚の皺襞形成等、顔面の変形が明らかになる。 

発症しても食欲の低下は認められないが、発育遅延、飼料効率の低下、二次感染の誘発により、時に

重大な経済的損失をもたらす。 

 

5.30.1.4 診断 

 

病原診断として、病豚からの鼻腔分泌液を血液寒天培地に塗布すると直径 1mm 前後の灰白色円形

のスムース型集落の発育が見られる（BB のみβ溶血環を有する）。分離菌の生化学的性状を調べる。

BB の分離率のピークは生後 3～4 か月頃にあり、6 か月齢以上の豚からは検出されにくい。PM が分離

された場合には、毒素産生能についても調べる必要がある。PMT の検出にはモルモット皮内接種、マウ

ス腹腔内接種、Vero 細胞又は EBL（embryonic bovine lung）細胞接種、ELISA、コロニープロット、コロニ

ーハイブリダイゼーション、PCR 等が用いられる。PCR はより迅速、特異的で高感度な診断ツールとして

有用性が期待されている。 

血清診断として、BB 莢膜抗原に対する血清抗体を検出する凝集反応により、群の汚染状況を把握す

ることができる。毒素産生性 PM の感染を検出する有効な血清診断法はない。 

 

5.30.2 リスク評価 

 

5.30.2.1 侵入リスク評価 

 

本病は OIE のリスト疾病ではなく、各国の発生状況が十分に把握できていないが、本菌は世界中の土

壌に分布しており、世界各地で発生が認められている。また、症状を示さない健康保菌豚が認められる

ことから、侵入リスク発生確率（LR）は「高い」と判断した。 

 

5.30.2.2 暴露リスク評価 

 

輸入豚から国内家畜への主な感染経路として、保菌豚との接触及び飛沫感染が想定される。豚は群

飼養されるため感染機会は多いと考えられることから、暴露リスク発生確率（LE）は「高い」と判断した。 
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5.30.2.3 侵入及び暴露リスク評価 

 

LR が「高い」、LE が「高い」と判断されたことから、侵入及び暴露リスク発生確率（LRE）は「高い」と判

断された。 

 

5.30.2.4 影響リスク評価 

 

本病は健康保菌豚の導入により群間伝播する可能性がある。哺乳豚では感染率が高いが、成豚では

発病することはほぼなく、国内でも散発的な発生であるが、発症すると発育遅延、飼料効率の低下等が

認められ、経済的な損失につながる可能性がある。本病の原因菌、特に PM は人獣共通感染症の原因

となり、豚からヒトへの感染事例について報告があるものの、免疫機能が低いと考えられる人への感染

例であり、本病の発生による社会的影響はないと考えられる。また、本菌は我が国でも多くの農場で常

在していると考えられる。 

これらのことから、影響リスク発生確率（LC）は「低い」と判断された。 

 

5.30.2.5 リスクの推定 

 

LRE が「高い」、LC が「低い」と判断されたことから、最終的なリスクは「中程度」であると判断された。 

 

5.30.3 リスク管理 

 

リスク評価の結果、輸入に当たってはリスク低減措置が必要であると判断された。 

 

（参考） OIE における推奨条件 

 

OIE コードでは萎縮性鼻炎に関する推奨条件を示していない。 

 

5.30.4 参考資料 

 

1) OIE 陸棲動物の診断テスト及びワクチンに対する基準マニュアル 2018（第 3.8.2 章） 

<http://www.oie.int/fileadmin/Home/eng/Health_standards/tahm/3.08.02_ATROPHIC_RHINITIS.pdf>  

(Accessed 24 May, 2019) 

2) 「動物の感染症＜第三版＞」（近代出版） 

3) 国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構 動物衛生研究部門ウェブサイト 

4) 「獣医感染症カラーアトラス＜第二版＞」（文永堂出版） 

5) 「病性鑑定指針」（26 消安第 4686 号） 豚伝染性疾病 – 萎縮性鼻炎 

6) 「豚病学＜第四版＞」（近代出版） 

7) The Pig Site – Atrophic rhinitis 
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<http://www.thepigsite.com/pighealth/article/268/atrophic-rhinitis-ar/> (Accessed 9 August, 2016) 

8) 監視伝染病診断指針 （社）日本獣医師会ウェブサイト 豚編 「萎縮性鼻炎」 

<http://nichiju.lin.gr.jp/tksn/pig/pi25.html> (Accessed 9 August, 2016) 

9) Merck Veterinary Manual - Atrophic rhinitis 

<http://www.merckvetmanual.com/mvm/respiratory_system/respiratory_diseases_of_pigs/atrophic_rhiniti

s_in_pigs.html> (Accessed 9 August, 2016) 

10) 「獣医微生物学」（養賢堂） 

11) 「DISEASES OF SWINE 10th Edition」（Wiley-Blackwell） 

12) 上野勇一：最新の家畜疾病情報（X） 萎縮性鼻炎（日獣会誌 68 巻 611～613 2015）  
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5.31 豚丹毒 

 

5.31.1 疾病情報 

 

5.31.1.1 背景 

 

豚丹毒はグラム陽性短桿菌である Erysipelothrix 属菌（豚丹毒菌、主に Erysipelothrix rhusiopathiae）

の感染により主に豚に起こる疾病で、敗血症、蕁麻疹、関節炎、リンパ節炎、心内膜炎を主徴とする。 

菌体細胞壁の耐熱性抗原により 26 種の血清型とその抗原を欠く N 型とに分けられる。豚、いのししの

他、ヒトを含むその他の陸棲及び水棲哺乳類、鳥類を宿主とし、ヒトに感染すると類丹毒を引き起こす人

獣共通感染症である。 

我が国では届出伝染病に指定されているが、OIE ではリスト疾病に指定されていない（2019 年）。 

 

5.31.1.2 疫学 

 

本病は世界的に養豚地帯で発生しており、我が国でも全国的に発生が認められ、年間 3,000 頭前後

が摘発されている。 

豚丹毒菌は E. rhusiopathiae、E. tonsillarum 及び E. inopinata の 3 菌種で構成され、全ての菌種が本

病の原因となりうるが、豚の症例からは主に E. rhusiopathiae が分離される。26 種の血清型の多くは E. 

rhusiopathiae に属するが、血清型と菌種の関係は必ずしも一定ではなく、PCR による菌種の同定が信

頼性が高い。Erysipelothrix 属菌の自然界における分布は広範であり、病豚の他、外見上健康な家畜の

扁桃からも分離され、豚では 20～50％の健康豚の扁桃から分離されるとの報告がある。豚舎内の敷料

や糞便、畜舎周囲の土壌や汚水中にも存在する。 

品種、系統、性に関係なく発生し、概して 3～6 か月齢の肥育豚は感受性が高い。通常発生は散発的

である。高温多湿、輸送等のストレスは発病誘因となる。主に経口感染で伝播するが、創傷感染も起こ

る。健康豚の扁桃や消化管に存在する菌がストレスにより血管系に到達し、発病すると考えられている。

敗血症型は主に 1a 型、蕁麻疹型は 2 型、慢性型は主に 2, 1a 及び 1b 型菌の感染によるが、血清型と

菌の病原性の関連性は明らかとなっていない。敗血症型では大量の菌が尿や糞便を介して排出され、

濃厚汚染の原因となる。 

本菌の自然環境での抵抗性は比較的強く、直射日光下で 12 日、腐敗肉中で 4 か月、地下 1m 程度に

埋却された死体中で数か月、ハム、ベーコン、塩蔵肉、冷凍肉中で数か月生残する。糞便中では 1～5

か月、堆肥中では 2 週間生存する。酸に弱く、アルカリに強い。 

本菌はヒトへも感染し、ヒトの感染例はと畜場作業員、獣医師、肉屋、漁師、魚屋等が多く、職業病とし

て認識される。病変は皮膚病変が主体であるが、稀に全身性に移行し敗血症を起こし、感染性心内膜

炎を併発することがある。 

我が国では生ワクチン（1a 弱毒株）と不活化ワクチンが用いられている。生ワクチンは移行抗体を考慮

して注射適期を選択する。ワクチンによる免疫持続期間は 4～6 か月である。治療にはペニシリン系抗

菌剤が極めて有効である。 
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5.31.1.3 臨床症状 

 

菌の病原性、豚の免疫状態や抵抗性の程度により、様々な症状を呈する。 

症状と病変の特徴から、敗血症型（急性）、蕁麻疹型（亜急性）、心内膜炎型及び関節炎型（慢性）に

分類される。 

敗血症型は、高熱（40℃以上）の突発、食欲著減、跛行を認め、耳、鼻、会陰部、胸・腹部等にび漫性

に暗赤色から赤紫色の丘疹を生じる。丘疹は次第に境界不明瞭となり、紫色・黒紫色のチアノーゼを呈

して死亡する。脾臓及びリンパ節は充血肥大し、胃及び小腸上部粘膜には充出血が認められることが

多い。しばしば、嘔吐、便秘、若齢豚では下痢（血液が混じることもある）を認める。甚急性では 24 時間

以内、通常は 2～5 日の経過で死亡する。致死率は 50～80％、時に 90％に達する。 

蕁麻疹型では、40～41℃の発熱、食欲減退の後、感染 1～2 日後に肩、背、尻、四肢外側、耳等に淡

紅色から赤色の円形から四角形の丘疹（菱形疹）が出現する。重症例では中心部が壊死に陥るが、通

常は中心部から退色し、5～10 日で消失する。致死率は 5％程度である。 

関節炎型では多発性関節炎が後肢に多発する。関節周囲が肥厚、硬化するが、跛行は稀である。心

内膜炎型は特徴的な臨床症状を示さず多くは無症状で経過し、生前診断は困難であり、関節炎症例と

同様に剖検で発見される。 

 

5.31.1.4 診断 

 

確定診断には検体から菌を分離する必要がある。 

敗血症例では血液の鏡検及び細菌培養により菌を証明する。慢性病変材料では選択培地（0.1％

Tween80 加寒天培地にカナマイシン、バシトラシン及びゲンタマイシン加、又はクリスタルバイオレット及

び窒化ナトリウム加）で分離培養を行う。マウス接種法も有用である。 

蕁麻疹例では初期の丘疹部、慢性例ではそれぞれの病変部を分離材料とする。関節腔液等、慢性型

病変や菌量が少ないと考えられる材料を用いる場合、増菌培養が必要となる。 

急性及び亜急性型由来菌は通常単～2 連鎖で、48 時間培養で小さな露滴状の集落を作るが、慢性型

由来菌はしばしば長連鎖をし、固形培地上でやや大きな表面粗造、周辺が鋸歯状の集落を形成する。

血液寒天上では不明瞭なα溶血を示す。液体培地では通常混濁発育をするが、菌株によっては沈殿が

見られる。本菌はグラム陽性菌であるが、古い培養菌や慢性型疾病由来の分離菌はしばしば陰性様に

染まることがあり、注意を要する。PCR による特異遺伝子検出も有用である。血清型別診断には、オー

トクレーブ抽出抗原を用いた AGID を行う。 

血清診断としては、血清や関節腔液中の抗体を生菌発育凝集反応、アルカリ抽出抗原吸着ラテックス

凝集反応や ELISA により検出できる。 
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5.31.2 リスク評価 

 

5.31.2.1 侵入リスク評価 

 

本病は OIE のリスト疾病ではなく、各国の発生状況が十分に把握できていないが、本菌は世界中の土

壌に分布しており、世界各地で発生が認められている。また、敗血症型や蕁麻疹型は臨床症状を示す

ため、輸出入検疫で摘発可能と考えられるが、慢性感染する関節炎型や心内膜炎型では症状を認めな

いことが多く輸出入検疫で摘発できない可能性がある。これらのことから、侵入リスク発生確率（LR）は

「中程度」と判断した。 

 

5.31.2.2 暴露リスク評価 

 

輸入豚から国内家畜への主な感染経路として、保菌豚が汚染した環境中の菌の経口感染が想定され

るが、通常、発生は散発的であることから、暴露リスク発生確率（LE）は「低い」と判断した。 

 

5.31.2.3 侵入及び暴露リスク評価 

 

LR が「中程度」、LE が「低い」と判断されたことから、LRE は「低い」と判断された。 

 

5.31.2.4 影響リスク評価 

 

本病は健康保菌豚が存在し、保菌豚や慢性感染豚の導入により群間伝播する可能性がある。本病は

様々な病態を示し、敗血症型の致死率は高く致死的な経過を取るが、通常は散発的な発生である。人

獣共通感染症であり、通常予後は良好で、稀に心内膜炎を発症した場合に致死的となる可能性がある

が、治療法があることから、発生時における社会的影響は限定的であると考えられる。また、散発的で

はあるが全国的に発生が認められている。 

これらのことから、影響リスク発生確率（LC）は「低い」と判断された。 

 

5.31.2.5 リスクの推定 

 

LRE が「低い」、LC が「低い」と判断されたことから、最終的なリスクは「低い」であると判断された。 

 

5.31.3 リスク管理    

 

リスク評価の結果、輸入に当たってはリスク低減措置が必要であると判断された。 

 

 

 

- 147 -



  繁殖用豚の輸入に関するリスク評価書 

 

（参考） OIE における推奨条件 

 

OIE コードでは豚丹毒に関する推奨条件を示していない。 

 

5.31.4 参考資料 

 

1) 「動物の感染症＜第三版＞」（近代出版） 

2) 国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構 動物衛生研究部門ウェブサイト 

3) 「獣医感染症カラーアトラス＜第二版＞」（文永堂出版） 

4) 「豚病学＜第四版＞」（近代出版） 

5) 「獣医微生物学」（養賢堂） 

6) 監視伝染病診断指針 （社）日本獣医師会ウェブサイト 豚編 「豚丹毒」 

<http://nichiju.lin.gr.jp/tksn/pig/pi26.html> (Accessed 9 August, 2016) 

7) 「病性鑑定指針」（26 消安第 4686 号） 豚伝染性疾病 – 豚丹毒 

8) The Pig Site – Erysipelas 

<http://www.thepigsite.com/diseaseinfo/41/erysipelas/> (Accessed 9 August, 2016) 

<http://www.thepigsite.com/pighealth/article/148/erysipelas/> (Accessed 9 August, 2016) 

9) Merck Veterinary Manual – Swine Erysipelas 

<http://www.merckvetmanual.com/mvm/generalized_conditions/erysipelothrix_rhusiopathiae_infection/s

wine_erysipelas.html> (Accessed 9 August, 2016) 

10) 岡谷友三アレシャンドレら：豚丹毒とは－古くて新しい人獣共通感染症－（モダンメディア、53 巻 9 号

2007、[話題の感染症]、p231-237） 

<http://www.eiken.co.jp/modern_media/backnumber/pdf/MM0709-01.pdf> (Accessed 9 August, 2016) 

11) メルクマニュアル – 丹毒 

<http://merckmanual.jp/mmpej/sec10/ch119/ch119d.html> (Accessed 9 August, 2016) 
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5.32 豚赤痢 

 

5.32.1 疾病情報 

 

5.32.1.1 背景 

 

豚赤痢はグラム陰性嫌気性らせん状菌である Brachyspira hyodysenteriae による、粘血下痢便を主徴

とする豚の急性又は慢性の大腸疾患である。現在 11 種の血清群（A～K）が知られている。 

本病は我が国では届出伝染病に指定されているが、OIE ではリスト疾病に指定されていない（2019

年）。 

 

5.32.1.2 疫学 

 

世界中の養豚地帯で発生報告がある。我が国でも全国的に発生が認められ、近年では年間 150 頭前

後の摘発がある。豚の導入と移動により感染は容易に拡大する。 

本病の病原菌は激しい運動性を有し、血液寒天培地上で強い溶血性を示す。病原因子として溶血毒

素及び LPS がある。溶血毒の数種は細胞毒性も有し、豚の腸管粘膜上皮細胞に対しても毒性を有して

いる。 

品種、性別に関係なく発病するが、離乳後の 15～75kg の豚に多く発生が認められ、哺乳豚や成豚で

の発生は稀である。 

発症豚及び保菌豚が排泄した糞便を直接摂取することによる経口感染で伝播する。本菌は大腸に達

すると激しい運動性と細胞障害毒素等により粘膜上皮細胞内又は細胞間に侵入するため、吸収上皮細

胞の剥離・脱落が起こり、水分、電解質等の吸収不全が起きる。また、粘膜固有層にも侵入し、血管に

障害を与え、出血性病変を誘発する。 

発生例の多くは保菌豚の導入をきっかけとし、感染源となり群全体に感染する。豚へのストレスは発

病誘因となる。伝播速度は比較的緩やかであるが、発病率は 80％以上に及ぶこともあり、発生は数か

月以上続くことが多い。一度発生すると常在化しやすく、繰り返し発生し、その根絶は困難を極める。死

亡率は 5～25％であるが、発育遅延及び飼料効率の低下をもたらすため、その経済的損失は大きい。

発生豚群ではヒネ豚が多くなる。発生が終息した場合でも回復豚の中には保菌豚が相当数認められ、

無症状のまま 70 日間排菌がみられた例もある。ハエ、ネズミ、鳥類、犬による伝播も成立し、これらの

動物は最大 21 日間病原菌を排出する。 

湿潤寒冷下のスラリー中では病原菌は 8 週間生存するが、乾燥条件下では 2～3 日で死滅する。 

 

5.32.1.3 臨床症状 

 

野外感染事例における潜伏期間は 1～2 週間であるが、60 日間となる場合もある。元気消失、削痩、

脱水、体重減少、発育遅延、飼料効率の低下あるいは死亡が認められる。 
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本病の特徴は悪臭のある粘血下痢便を排泄する赤痢症状である。一般的に、初期は黄灰色軟便から

泥状便であるが、次いで粘液・血液・剥離粘膜上皮を混じた下痢便へと進行する。下痢は通常 5～10 日

間持続する。多くは次第に回復するが、一部の豚では再発も認められ、慢性化することもある。被毛は

汚れ、光沢を失い、発育はほぼ停止する。 

治療が遅れた場合、脱水と栄養失調により発病後 1～2 週間で衰弱死する。 

 

5.32.1.4 診断 

 

迅速診断として、感染豚の腸内容物又は糞便材料の暗視野鏡検法により、活発に運動する大型らせ

ん菌の存在を観察する。確定診断には、下痢便又は粘膜病変部からの本菌の分離・同定が必要となる。

発症豚の糞便、病変部大腸粘膜を材料とし、血液寒天培地に抗生物質を添加した選択培地（BJ培地又

は CVS 培地）を用い、37℃で 4～6 日間嫌気培養を行う。糞便、病変部粘膜を材料とした PCR での迅速

診断も可能である。分離菌は純培養後、溶血性（強弱）の観察、生化学的性状試験、PCR（又は PCR-

RFLP）を行い、菌種を同定する。 

豚の腸管からは豚結腸スピロヘータ症の原因である B. pilosicoli、非病原性の B. innocens、病原性

の不明な B. murdochii、B. intermedia が分離されることがあるが、これらは弱い溶血性を示す菌種であ

ることから、β溶血斑を指標として鑑別が可能である。 

実用的な抗体検査法は確立されていない。 

 

5.32.2 リスク評価 

 

5.32.2.1 侵入リスク評価 

 

本病は OIE のリスト疾病ではなく、各国の発生状況が十分に把握できていないが、本病は世界中の豚

飼養国で広く発生が認められている。また、症状を示さない保菌豚の場合、輸出入検疫で摘発できない

可能性がある。これらのことから、侵入リスク発生確率（LR）は「高い」と判断した。 

 

5.32.2.2 暴露リスク評価 

 

輸入豚から国内家畜への主な感染経路として、保菌豚が汚染した環境中の菌の経口感染が想定され

る。豚は群飼養されるため感染機会は多いと考えられることから、暴露リスク発生確率（LE）は「高い」と

判断した。 

 

5.32.2.3 侵入及び暴露リスク評価 

 

LR が「高い」、LE が「高い」と判断されたことから、LRE は「高い」と判断された。 
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5.32.2.4 影響リスク評価    

 

本病は保菌豚の導入により群間伝播する可能性がある。また、一度発生すると常在化しやすく、長

期に渡り繰り返し発生する。本病の致死率は高くないが、発生豚群は発育停止、飼料効率の低下が

認められ、ヒネ豚が多くなり、経済的損失は大きい。本病は人獣共通感染症ではなく、世界中の豚飼

養国で広く発生が認められ、我が国でも全国的に発生が認められており、本病の発生による社会的影

響はないと考えられる。 

これにより、影響リスク発生確率（LC）は「無視可」と判断された。 

 

5.32.2.5 リスクの推定 

 

LRE が「高い」、LC が「無視可」と判断されたことから、最終的なリスクは「無視可」であると判断され

た。 

 

5.32.3 リスク管理    

 

リスク評価の結果、輸入に当たってはリスク低減措置が不要であると判断された。 

 

5.32.4 参考資料 

 

1) 「動物の感染症＜第三版＞」（近代出版） 

2) 国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構 動物衛生研究部門ウェブサイト 

3) 「獣医感染症カラーアトラス＜第二版＞」（文永堂出版） 

4) 「豚病学＜第四版＞」（近代出版） 

5) Merck Veterinary Manual - Swine Dysentery 

<http://www.merckvetmanual.com/mvm/digestive_system/intestinal_diseases_in_pigs/swine_dysentery.ht

ml> (Accessed 9 August, 2016) 

6) The Pig Site – Swine Dysentery 

<http://www.thepigsite.com/diseaseinfo/116/swine-dysentery/> (Accessed 9 August, 2016) 

<http://www.thepigsite.com/pighealth/article/361/swine-dysentery-sd/> (Accessed 9 August, 2016) 

7) 監視伝染病診断指針 （社）日本獣医師会ウェブサイト 豚編 「豚赤痢」 

<http://nichiju.lin.gr.jp/tksn/pig/pi27.html> (Accessed 9 August, 2016) 

8) 「病性鑑定指針」（26 消安第 4686 号） 豚伝染性疾病 – 豚赤痢  
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5.33 野兎病 

 

5.33.1 疾病情報 

 

5.33.1.1 背景 

 

野兎病（tularemia）はグラム陰性好気性球桿菌である野兎病菌(Francisella tularensis）の 4 亜種（F. 

tularensis subsp. tularensis、F. tularensis subsp. holarctica、F. tularensis subsp. mediasiatica、及び F. 

tularensis subsp. novicida）による急性熱性疾患で、亜種により病原性は異なる。宿主域が非常に広く、

めん羊、豚、いのしし、牛、馬、犬、猫、うさぎ、齧歯類、鳥類等約 250 種の動物に感受性がある。ほぼ全

てが北半球（北緯 30°以上）で発生しており、我が国でも野生動物が保菌していると考えられる。 

野兎病は我が国では届出伝染病に指定されている（対象動物は馬、めん羊、豚、いのしし、うさぎ）。ま

た、OIE のリスト疾病でもある（2019 年）。人獣共通感染症であり、感染症法では第 4 類感染症に指定さ

れている。野兎病菌のうち 2 亜種(F. tularensis subsp. tularensis 及び F. tularensis subsp. holarctica）は

二種病原体に指定され、BSL-3 で扱われる必要がある。 

 

5.33.1.2 疫学 

 

北米、欧州、アジアの一部、中東、北アフリカに分布している。4 種の亜種はそれぞれ分布や病原性

が異なる。F. tularensis subsp. tularensis（Ａタイプ）はほとんどが北米に分布し、欧州での分離例は非常

に稀である。最も病原性が高く、特にヒトで病原性が高い。主にうさぎ類が保有している。F. tularensis  

subsp. holarctica（Ｂタイプ）は北半球に広く分布し、病原性は低い。北米ではマスクラット、アメリカンビー

バー、ハタネズミが、欧州では野うさぎ、齧歯類が保有する。F. tularensis subsp. mediasiatica は中央ア

ジアで発生が見られ、F. tularensis subsp. novicida は北米、オーストラリア、スペインで発生しているが、

いずれも限局した地域に分布し病原性は低い。 

我が国では、特定の山間地域に、地方病的にごく稀に発生する。 

感染動物の血液、糞、尿、組織に含まれる菌が経口的（汚染水、汚染飼料、感染動物の摂食）、経気

道的（汚染飛沫の吸入）、直接接触により経粘膜的に感染する他、ダニ、サシバエ、アブ、蚊等の吸血

昆虫による機械的伝播を起こす。菌は環境中（感染動物の死体、獣皮、穀物粉塵、わら、水、土壌中）で

数週間から数か月に渡り生存する。 

本来は野生齧歯類と生物学的ベクターであるマダニ類の間で感染環が成立している。 

広い宿主域を有し、野生のうさぎをはじめとする齧歯類で感受性が高い他、めん羊と猫が発症しやす

い。豚、馬、ヒトを含む霊長類でも感染が見られるが、豚、牛、馬及び犬は抵抗性である。鳥類、は虫類、

両生類、貝類、魚類等の動物やザリガニでも感染が認められる。我が国にはＢタイプが分布しており、

野うさぎから菌分離された事例、野うさぎを喫食したヒトで発症報告がある。 
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5.33.1.3 臨床症状 

 

動物種により様々な症状を呈し、不顕性の場合も多い。野生哺乳類、家畜のうさぎ、ペットの齧歯類で

は敗血症を起こしほとんどが死亡する。 

一般的に、1～10 日の潜伏期の後、沈鬱、食欲不振、嘔吐、下痢、全身リンパ節症、粘膜蒼白、皮膚

の点状出血を起こし、動物によっては急死する。致死率も動物種によって多様であるが、牛、馬及び豚

は比較的低感受性で顕著な症状を示さないといわれる。 

成豚は感染しても発病することはほとんどなく、不顕性の感染を起こす。子豚では発熱、発汗、呼吸困

難等の症状を呈し、7～10 日の経過で死亡することがある。早期段階ではテトラサイクリン系、キノロン

系の抗生物質で治療できるが、ワクチンはない。 

 

5.33.1.4 診断 

 

肝、脾、腎、骨髄、肺、血液のスタンプ標本でグラム陰性球桿菌を確認するか、免疫蛍光法により組織

中の抗原を検出する。動物の組織中、分泌物中、あるいは水や土等の環境材料中の抗原を検出する

には ELISA を用いる。菌分離は腫大したリンパ節、血液、肝、脾、骨髄を材料とする。A タイプと B タイプ

はシステイン等のチオール化合物要求性であるため通常培地では発育せず、9％チョコレート血液添加

システインハート培地(CHAB)、チャコール酵母エキス培地(BYCE)、フランシス培地、Thayer/Martin 改

良培地、マッコイ・チェーピン培地、8％血液加ユーゴン培地、その他の特別な培地を用いる。CHABでは

24～48 時間で緑色のオパール様光沢、隆起したコロニーを形成する。マッコイ・チェーピン培地では小

さく突出した、丸い透明なコロニーを、フランシス培地及び Thayer/Martin 改良培地では融合した白色

粘液状コロニーを形成する。本菌の生育を抑制する細菌の存在が疑われる場合は、抗菌物質添加

CHAB（CHAB-A）が有用である。分離されたコロニーはスライド凝集反応、FA、PCR で同定する。なお、

ヒトにも病原性があることから培養と同定は BSL-3 で行う。 

血清学的検査は本病に感受性の高い動物種では抗体産生前に死亡するため、血清診断は抵抗性の

動物（豚、牛、犬等）で用いられる。抗体検出には AGG や ELISA が実施される。 

 

5.33.2 リスク評価 

 

5.33.2.1 侵入リスク評価 

 

現在家畜衛生条件を取り決めている多くの国では、野生動物において本病の発生が認められている。

また、本病を通報疾病に指定していない国も多く認められる。豚は抵抗性が強く、不顕性感染を起こす

こともあり、輸出入検疫で摘発できない可能性があることから、侵入リスク発生確率（LR）は「中程度」と

考えられた。 
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5.33.2.2 暴露リスク評価 

 

輸入豚から国内家畜への本病の主な感染経路としてダニや蚊、サシバエ等の吸血昆虫による機械的

伝播が想定されることから、暴露リスク発生確率（LE）は「中程度」と判断された。 

 

5.33.2.3 侵入及び暴露リスク評価 

 

LR が「中程度」、LE が「中程度」と判断されたことから、侵入及び暴露リスク発生確率（LRE）は「中程

度」と判断された。 

 

5.33.2.4 影響リスク評価 

 

本病は吸血昆虫により機械的伝播するが、国内発生状況を踏まえると群を超えて感染が拡がること

は稀と考えられる。本病の病原体は国内の野生動物に常在するが豚での発生報告は非常に稀であり、

豚は一般的に強い抵抗性を持つが、子豚では発症して死亡することもある。本病はヒトに健康被害を起

こすものの治療法があり、発生時における社会的影響は限定的であると考えられる。 

これらのことから、影響リスク発生確率（LC）は「極低い」と判断した。 

 

5.33.2.5 リスクの推定 

 

LRE が「中程度」、LC が「極低い」と判断されたことから、最終的なリスクは「低い」であると判断された。 

 

5.33.3 リスク管理    

 

リスク評価の結果、輸入に当たってはリスク低減措置が必要であると判断された。 

 

（参考） OIE における推奨条件 

 

OIE コードではうさぎの輸入に関する条件を推奨しているものの、豚の輸入については推奨条件を示し

ていない。 

 

5.33.4 参考資料 

 

1) OIE コード 2018 （第 8.18 章） 

<http://www.oie.int/fileadmin/Home/eng/Health_standards/tahc/current/chapitre_tularemia.pdf> 

(Accessed 24 May, 2019) 

2) OIE 陸棲動物の診断テスト及びワクチンに対する基準マニュアル 2017（第 3.1.22 章） 

<http://www.oie.int/fileadmin/Home/eng/Health_standards/tahm/3.01.22_TULAREMIA.pdf>  
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(Accessed 24 May, 2019) 

3) 「動物の感染症＜第三版＞」（近代出版） 

4) 国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構 動物衛生研究部門ウェブサイト 

5) 「獣医感染症カラーアトラス＜第二版＞」（文永堂出版） 

6) 国立感染症研究所ウェブサイト、感染症発生動向調査 週報（IDWR） 

<http://www.nih.go.jp/niid/ja/encycropedia/392-encyclopedia/522-tularemia.html>  

(Accessed 9 August, 2016) 

7) 横浜市衛生研究所ウェブサイト、横浜市感染症情報センター、野兎病について 

<http://www.city.yokohama.lg.jp/kenko/eiken/idsc/disease/tularemia1.html>  

(Accessed 9 August, 2016) 

8) New Zealand Government Website, The Importation into New Zealand of Meat and Meat Products: A 

Review of the Risks to Animal Health, 

<http://www.biosecurity.govt.nz/files/regs/imports/risk/meat-meat-products-ra.pdf>  

(Accessed 9 August, 2016) 

9) 「病性鑑定指針」（26 消安第 4686 号） 兎伝染性疾病 - 野兎病（うさぎ・豚・馬・めん羊） 

10) Iowa State University, The Center for Food Security & Public Health Website, 

<http://www.cfsph.iastate.edu/Factsheets/pdfs/tularemia.pdf> (Accessed 9 August, 2016) 

11) U.S. Geological Survey, National Wildlife Health Center Website, 

<http://www.nwhc.usgs.gov/publications/tularemia/> (Accessed 9 August, 2016) 

12) M. J. Whipp et al.; Journal of Medical Microbiology (2003), 52, 839–842; Characterization of a novicida-

like subspecies of Francisella tularensis isolated in Australia 

13) CDC Website, Emerging infectious disease, Francisella tularensis Subspecies holarctica, Tasmania, 

Australia, 2011 

<http://wwwnc.cdc.gov/eid/article/18/9/11-1856_article> (Accessed 9 August, 2016) 

14) 監視伝染病診断指針 （社）日本獣医師会ウェブサイト 豚編 「野兎病」 

<http://nichiju.lin.gr.jp/tksn/pig/pi17.html> (Accessed 9 August, 2016) 
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5.34 豚の大腸菌症               

 

5.34.1 疾病情報 

 

5.34.1.1 背景 

 

豚の大腸菌症はグラム陰性通性嫌気性小桿菌である Escherichia coli の感染による疾病で、下痢症

型（新生期下痢、離乳後下痢）、腸管毒血症型（浮腫病、脳脊髄血管症）、敗血症型等の病型がある。

新生期～離乳後 3 週齢の豚に多発し、特に生後 5 日以内の敗血症を伴う症例では非常に高い致死率

を示す。それ以降の子豚では致死率は低いが、発育不良となる。成豚は抵抗性で、原発性感染を起こ

すことは少ない。 

本病は我が国では監視伝染病に指定されておらず、OIE のリスト疾病にも指定されていない（2019 年）。 

 

5.34.1.2 疫学 

 

本病は世界中の豚飼養国で発生し、常在化している。 

本病の感染源は原因大腸菌を保菌する豚の糞便とそれに汚染された飼育環境である。病型により原

因菌が異なり、下痢症型は腸管毒素原性大腸菌（ETEC）が主因で、下痢原性毒素であるエンテロトキシ

ンを産生する。付着因子は線毛 F4、F5、F6、F18、F41 等がある。エンテロトキシンは LT1、STa、STb が

重要である。菌株により 1 種類又は 2 種類以上の毒素を産生する。F4 保有 ETEC の約 8 割は溶血性

である。主な O 群血清型は O8、O141、O147、O149、O157 等である。腸管毒血症型の原因菌は志賀毒

素（Stx）2e を産生することから志賀毒素産生性大腸菌（STEC）に属する。付着因子は線毛 F18 で、主な

O 群血清型は O139 である。近年、国内ではエンテロトキシンと STx2e の両毒素を産生する STEC の分

離が増加傾向にある。その主な O 群血清型は O116、OSB9 等で、下痢及び浮腫病どちらの豚からも分

離される。敗血症型の病原因子は不明であるが、O20 が比較的高頻度に分離される。 

下痢症型のうち、新生期下痢の発生は 2 週齢以下に集中する。死亡率は発症日齢により異なり，若齢

ほど高く、3 日齢以内では 70％以上となる。通常、同腹豚が同時に発病する。離乳後下痢は離乳後 4～

10 日に集中する。発生率は 20～50％と高いが、死亡率は 10％以下である。 

腸管毒血症型では、浮腫病は離乳後 1～2 週齢の幼豚に散発する。脳脊髄血管症は 8～12 週齢の幼

豚に多発し高死亡率（50～90％）である。離乳に伴う飼料の変更、豚舎の移動等のストレスが発症誘因

となりうる。発生率は平均 1％以下であるが、時に 10％を超える。 

敗血症型は生後 1～2 週齢以下の新生豚に発症し、急性の致死的経過をとり、発生率は 1～2％であ

るが、死亡率は 40～80％と高い。敗血症は子豚の生理的免疫不全と初乳の摂取不足と関連して発生

する。 

その他、成豚では乳房炎、子宮内膜炎、尿路感染症等を認めることがある。 

適正な衛生管理が重要である。新生期下痢に対しては母豚免疫用のワクチンが有効で、離乳後下痢

には離乳時のストレス緩和、飼料給与の適正化等が重要である。 
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5.34.1.3 臨床症状 

 

下痢症型： 新生期下痢では、前駆症状なしの突然の下痢が起こる。便性状は黄色軟便、白色粥状、

粘液様、水様で酸臭がある。被毛は粗剛し、体表の汚れが認められる。水様下痢の持続により脱水

状態になり削痩して死亡する。離乳後下痢では、灰白色、黄色便、泥状便を呈し、水様となることは

少ない。通常は回復するが発育は遅延する。また、他の病原体と混合感染を起こすことが多く、その

場合は重篤化する。 

腸管毒血症型： 浮腫病は食欲不振、元気消失、開口呼吸、歩様蹌踉、後躯麻痺、犬座姿勢、間代性

痙攣、平衡感覚失調、遊泳運動等の中枢神経障害を示す。浮腫は眼瞼周囲、前頭部皮下に著明に

出現する。感染耐過した子豚の一部は歩様蹌踉、後躯麻痺、斜頚、眼球振盪、嚥下障害等の神経

症状を呈して起立不能に陥り、脳脊髄血管症となる。STEC の中にはエンテロトキシンを産生する株

もあり、その場合、症状として浮腫よりも下痢の方が認められることが多い。 

敗血症型： 急性の経過をとり、沈鬱、発熱、下痢が認められる。耐過例では脳脊髄・関節等に限局感

染を起こす。 

乳房炎型： 乳房の腫脹、無乳症、発熱、呼吸促迫が認められる。 

 

5.34.1.4 診断 

 

下痢症型では、新生期下痢、離乳後下痢急性期に採取した下痢便を定量培養し、分離大腸菌のエン

テロトキシン産生性や付着因子の有無をスライド凝集テスト、PCR 等で調べる。また、凝集反応試験で

O 群、H 群の型別試験を実施する。 

腸管毒血症型のうち、浮腫病では腸内容物、腸間膜リンパ節等から溶血性大腸菌を分離し、Stx 産生

性や stx2e 遺伝子の有無を Vero 細胞培養や PCR で調べる。脳脊髄血管症では病理組織学的検査が

主体となる。 

敗血症型では、鑑定殺により採材した臓器を用いて大腸菌の定量分離培養を行う。 

 

5.34.2 リスク評価 

 

5.34.2.1 侵入リスク評価 

 

本病は OIE のリスト疾病ではなく、各国の発生状況が十分に把握できていないが、本病は世界中の豚

飼養国で広く発生が認められている。また、成豚では保菌豚が存在し、輸出入検疫での摘発は困難で

ある。これらのことから、侵入リスク発生確率（LR）は「高い」と判断した。 

 

 

 

 

 

- 157 -



  繁殖用豚の輸入に関するリスク評価書 

 

5.34.2.2 暴露リスク評価 

 

輸入豚から国内家畜への主な感染経路として、保菌豚が汚染した環境中の菌の経口感染が想定さ

れる。豚は群飼養されるため感染機会は多いと考えられることから、暴露リスク発生確率（LE）は「高い」

と判断した。 

 

5.34.2.3 侵入及び暴露リスク評価 

 

LR が「高い」、LE が「高い」と判断されたことから、LRE は「高い」と判断された。 

 

5.34.2.4 影響リスク評価 

 

本病は保菌豚の導入により群間伝播する可能性があり、一度発生すると常在化しやすい。成豚は抵

抗性が強く無症状又は軽度である。新生子豚の発症率・致死率は病型により異なるが、型によっては

致死率が高い。本病は人獣共通感染症ではなく、我が国でも全国的に発生が認められており、本病の

発生による社会的影響はないと考えられる。 

これらのことから、影響リスク発生確率（LC）は「無視可」と判断された。 

 

5.34.2.5 リスクの推定 

 

LRE が「高い」、LC が「無視可」と判断されたことから、最終的なリスクは「無視可」であると判断された。 

 

5.34.3 リスク管理 

 

リスク評価の結果、本病の輸入に当たってはリスク低減措置が不要であると判断された。 

 

5.34.4 参考資料 

 

1) 「動物の感染症＜第三版＞」（近代出版） 

2) 「獣医感染症カラーアトラス＜第二版＞」（文永堂出版） 

3) 「豚病学＜第四版＞」（近代出版） 

4) The Pig Site – E.coli - Scour (Diarrhoea) 

<http://www.thepigsite.com/diseaseinfo/31/e-coli-scour-diarrhoea/> (Accessed 9 August, 2016) 

5) 監視伝染病診断指針 （社）日本獣医師会ウェブサイト 豚編 「豚大腸菌症」 

<http://nichiju.lin.gr.jp/tksn/pig/pi42.html> (Accessed 9 August, 2016) 

6) 「病性鑑定指針」（26 消安第 4686 号） 豚伝染性疾病 – 豚大腸菌症 

7) 小林秀樹（動物衛生研究所）：豚の浮腫病 －古くて新しい病気－; All About Swine, 28, 16-22 (2006) 
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8）Kusumoto M., et al. (2016). Emergence of a Multidrug-Resistant Shiga Toxin-Producing Enterotoxigenic 

Escherichia coli Lineage in Diseased Swine in Japan. J Clin Microbiol. 54(4):1074-81. 
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5.35 豚胸膜肺炎 

 

5.35.1 疾病情報 

 

5.35.1.1 背景 

 

豚胸膜肺炎はグラム陰性通性嫌気性桿菌である Actinobacillus pleuropneumoniae による下部気道感

染症で、線維素性胸膜肺炎を主徴とする疾病である。豚は唯一の保菌動物である。肥育期の豚が罹患

しやすい。病原菌には発育に V 因子（NAD）を要求する生物型 1 と非要求性の生物型 2 があり、表層多

糖抗原に基づき 16 の血清型に型別される。病豚から分離されるのはほとんどが生物型 1 である。本菌

は毒性の異なる 4種の蛋白質性細胞毒（ApxⅠ、ApxⅡ、ApxⅢ及び ApxⅣ）を産生する。ApxⅠ及び Apx

Ⅲの毒性は強い。 

本病は我が国では監視伝染病に指定されておらず、OIE のリスト疾病にも指定されていない（2019 年）。 

 

5.35.1.2 疫学 

 

本病の病原菌は世界各地に分布するが、原因菌（生物型 1）の血清型は国により一定の傾向が認め

られ、欧州では 2 型、米国、カナダ、台湾等では 1 型及び 5 型が多い。オーストラリア、英国及びスペイ

ンでは、それぞれ血清型 15、8 及び 4 と他国ではあまり認められない血清型が多い。我が国では 2 型

が多く分離され、次いで 1 型、5 型も分離される。農場レベルでは、複数の血清型による汚染例が多い。

各国における罹患率は必ずしも明らかではないが、概ね 30～50％とされている。我が国では、8 割近く

の群は自然感染による抗体保有群と考えられる。なお、血清型 1、5、9 及び 11 は高病原性、3、6 及び

12 型は低病原性である。 

感染は病豚の鼻汁や分泌物との接触や、これらの飛沫の吸入により成立するが、衣服や長靴を介し

ても汚染は拡大する。発生率は一様ではなく、抗体陰性の豚は極めて高い感受性を有し、感染により重

篤な症状を発現するが、常在化した豚群では自然抗体を保有するため明らかな症状を示さず、発生率

は低い。常在豚群では不顕性感染豚が数多く存在する。 

移行抗体により発病を免れる幼若豚の多くは哺乳期の感染により保菌動物となり、抗体レベルが低下

する離乳後に感染を拡大させる。 

種々のストレス（輸送、温湿度の変動、飼育密度等）やマイコプラズマ、ウイルス等の重複感染は不顕

性感染豚の発病要因となる。保菌豚の移動が群間伝播の主因となる。 

本病の急性期における罹病率は高く、死亡率は菌株の毒性と環境要因に依存する。典型的な発生例

では罹病率は 50％を超えることがあり、死亡率は 1～10％と多様である。4～5 か月齢の肥育期に郡単

位で発病することが多いが、新生豚や成豚でも発病することがある。 

菌体（血清型 1、2 及び 5）含有不活化ワクチン及び細胞毒（ApxⅠ、ApxⅡ及び ApxⅢ）含有不活化ワ

クチンが市販されている。菌体含有不活化ワクチンは同一血清型菌の、また細胞毒含有不活化ワクチ

ンは多くの血清型菌の感染による発病を予防する。 
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5.35.1.3 臨床症状 

 

菌の血清型、感染菌数、豚の免疫の程度、環境要因、管理要因に応じて、甚急性、急性、亜急性又は

慢性の経過を取る。 

潜伏期間は短く、実験感染では 4～12 時間以内である。 

初感染豚群では甚急性及び急性の経過をとり、突然の元気消失、食欲廃絶が起こり、横臥する。高熱

を発し（40.5～41.5℃）、頻脈となり下痢と嘔吐を伴うことも多い。発病初期には呼吸器症状は顕著でな

いが、次第に呼吸促迫を示し、末期には重度の呼吸困難に陥り、チアノーゼを生ずる。また、鼻腔及び

口腔には血液を混じた泡沫状の分泌物を認める。重症例では 24～36 時間で死亡する。 

急性型では群内の多くの豚が発症し、死亡率は 25％に達する。 

亜急性や慢性型は急性型に耐過した後に認められ、湿性の発咳や食欲の減退がみられ、発育は遅

延する。慢性型の症状を示す豚群では不顕性感染豚が多数存在し、キャリアーとなる。 

常在豚群では飼料効率は低下するが発咳以外症状を示さず、死亡豚は散発的にしか認められない。 

 

5.35.1.4 診断 

 

病原検索として、鼻腔、気管粘膜液、主要臓器等を材料とし、V 因子を添加した血液寒天培地やチョコ

レート寒天培地を用いて分離培養を行う。18-24 時間の好気培養でβ溶血性のある灰白色コロニー（直

径約 1mm）を形成する。同定は形態（グラム陰性球桿菌）、V 因子要求性、ウレア-ゼ陽性、マンニット分

解性を確認する。分離菌の血清型別にはスライド凝集反応又は共凝集反応が簡便である。また、種特

異 PCR、血清型別 PCR も利用できる。 

血清診断は群における本菌の存在をモニタリングする目的で用いられ、CFや ELISA等が用いられる。 

 

5.35.2 リスク評価 

 

5.35.2.1 侵入リスク評価 

 

本病は OIE のリスト疾病ではなく、各国の発生状況が十分に把握できていないが、本病は世界中の

豚飼養国で広く発生が認められている。また、不顕性感染豚が存在し、輸出入検疫で摘発できない可

能性がある。これらのことから、侵入リスク発生確率（LR）は「高い」と判断した。 

 

5.35.2.2 暴露リスク評価 

 

輸入豚から国内家畜への主な感染経路として、保菌豚が種々のストレス等により発症し、鼻汁や分

泌物中に排泄された病原菌との接触及び飛沫感染が想定される。輸入豚は輸送等のストレス下にあ

ることから、発症する可能性がある。また、豚は群飼養されるため感染機会は多いと考えられることか

ら、暴露リスク発生確率（LE）は「高い」と判断した。 
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5.35.2.3 侵入及び暴露リスク評価 

 

LR が「高い」、LE が「高い」と判断されたことから、LRE は「高い」と判断された。 

 

5.35.2.4 影響リスク評価 

 

本病の感染耐過豚はキャリアーとなる可能性があり、保菌豚の導入により群間伝播する可能性があ

る。また、一度発生すると常在化しやすい。本病が清浄群に侵入した場合、罹患率は高くなり、致死率

は 10%に及ぶこともあるが、常在豚群では飼料効率は低下するが発咳以外症状を示さない。本病は我

が国に存在しない血清型の侵入時には、養豚業界に限定的な影響を与える可能性があるが、人獣共

通感染症ではなく、ヒトに影響を与えることはない。また、我が国でも全国的に発生が認められている。 

これらのことから、影響リスク発生確率（LC）は「無視可」と判断された。 

 

5.35.2.5 リスクの推定 

 

LRE が「高い」、LC が「無視可」と判断されたことから、最終的なリスクは「無視可」であると判断された。 

 

5.35.3 リスク管理 

 

リスク評価の結果、輸入に当たってはリスク低減措置が不要であると判断された。 

 

5.35.4 参考資料 

 

1) 「動物の感染症＜第三版＞」（近代出版） 

2) 「獣医感染症カラーアトラス＜第二版＞」（文永堂出版） 

3) 「豚病学＜第四版＞」（近代出版） 

4) The Pig Site - Actinobacillus Pleuropneumonia (App) 

<http://www.thepigsite.com/diseaseinfo/4/actinobacillus-pleuropneumonia-app/> 

<http://www.thepigsite.com/pighealth/article/309/actinobacillus-pleuropneumonia-app/> 

(Accessed 12 August, 2016) 

5) 監視伝染病診断指針 （社）日本獣医師会ウェブサイト 豚編 「豚胸膜肺炎」 

<http://nichiju.lin.gr.jp/tksn/pig/pi40.htmll> (Accessed 12 August, 2016) 

6) 「病性鑑定指針」（26 消安第 4686 号） 豚伝染性疾病 – 豚胸膜肺炎 

7) Merck Veterinary Manual - Pleuropneumonia in Pigs 

<http://www.merckvetmanual.com/mvm/respiratory_system/respiratory_diseases_of_pigs/pleuropneumo

nia_in_pigs.html> (Accessed 12 August, 2016) 

8) 「獣医微生物学」（養賢堂） 
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5.36 トリパノソーマ病   

 

5.36.1 疾病情報 

 

5.36.1.1 背景 

 

ト リ パ ノ ソ ー マ 病 は 、 ト リ パ ノ ソ ー マ 科 (Trypanosomatidae) ト リ パ ノ ソ ー マ 属 (Trypanosoma) の

Trypanosoma brucei 、T. congolense、T. vivax、T. evansi 等による発熱と貧血を主徴とする疾病で、ほぼ

全ての家畜及び野生哺乳動物に感染する。家畜では、ツェツェバエにより生物学的に媒介されるアフリ

カトリパノソーマ病（以下①とする）、アブやサシバエ等の吸血昆虫により機械的に伝播されるスルラ（以

下②とする）及び交尾感染による馬の媾疫が重要疾病である。本病は豚での発生報告は極めて少ない。 

トリパノソーマ病は我が国では牛、水牛、馬の届出伝染病に指定されている。T. evansi 及びツェツェバ

エ媒介性のトリパノソーマ病は OIE のリスト疾病にも指定されている（2019 年）。 

 

5.36.1.2 疫学 

 

豚の寄生種は主に T. simiae、T. brucei、T. congolence、T. godfreyi、T. suis 及び T. evansi である。豚

での発生報告は極めて少ない。 

 

①アフリカトリパノソーマ病（T. simiae、T. brucei、T. congolence、T. godfreyi、T. suis 等） 

自然宿主は 30 種以上の野生動物（反芻動物、単胃動物）で、家畜は偶発宿主である。T. suis はイノ

シシ属固有種と考えられ、豚にのみ感染する。 

豚では T. simiae の病原性が最も高く、甚急性で致死的経過を取るが、発生は少ない。T. simiae、T. 

brucei、T. congolence、T. godfreyi 及び T. suis では慢性症状が認められ、不顕性感染も認められる。 

アフリカのサハラ砂漠以南のツェツェバエ生息地帯（北緯 15°から南緯 29°）でのみ発生する。ツェツ

ェバエは感染動物を吸血することで感染し、その後 15～21 日かけて感染力を獲得して終生感染源とな

る。感染はツェツェバエが吸血前に唾液を宿主に注入する初期段階で起き、刺咬される回数が増えるほ

ど罹患率は高くなる。医療器具、その他の吸血昆虫による機械的伝播も起こりうる。経胎盤感染も起こ

る。慢性感染した場合、原虫血症は長期間持続し、感染源となる。 

食肉目では感染した新鮮な餌を摂食することによる経口感染が一般的である。原虫は宿主血液、体

液、組織内及びツェツェバエの体内でのみ生存し、脊椎動物中に寄生した原虫は宿主が死亡すると数

時間で消失する。牛は主に T. congolence、T. brucei に感染し、アフリカでは特に経済的被害が大きい。 

 

②スルラ（T. evansi） 

世界中に広く分布する。東南アジア、中央アジア、インド、台湾、北アフリカ、中米及び南米で発生して

おり、主要宿主は地域によって異なる。南米では馬が、中国では馬、ラバ、水牛、鹿、東南アジアでは馬、

牛及び水牛、中東とアフリカではラクダが多く感染する。 
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動物の感染血液を介してアブやサシバエにより機械的に伝播し、乳汁感染や交尾感染も報告されて

いる。ツェツェバエは本病を媒介しない。南米及び中米では吸血コウモリが宿主、レゼルボア及び媒介

動物となる。食肉動物は感染肉を摂食することで感染する。 

宿主外では短期間しか生存できず、宿主の死後、と体中から速やかに消失する。また、感染ハエも吸

血の 8 時間後にはトリパノソーマ原虫を伝播しなくなる。T. evansi は宿主域が広く、主にラクダ、馬及び

犬で致死的な症状を示す。その他、鹿、リャマ、猫、牛、水牛にも感染し重篤な症状を示すことがある。

北東アフリカに生息するラクダは 20～70％の感染率で、治療しなかった場合、馬やラクダの致死率は

100％に近い。 

豚は T. evansi に対して高い抵抗性を持ち、通常不顕性感染してレゼルボアとなり得ることから、その

他の動物への感染源となる可能性がある。一方、T. evansi 感染により抗体応答の低下が起こり、T. 

evansi 感染豚では豚コレラワクチン効果が減弱することが報告されている。しかし、インドでの発生例で

は臨床症状及び致死的感染が認められている。 

牛と水牛では致死率が低く慢性化する傾向にあるが、清浄群に本病が侵入した場合の感染率は 50～

70％程度になるとの報告がある。低栄養や妊娠、使役等のストレス下にある動物は感受性が高くなる。 

 

5.36.1.3 臨床症状 

 

①アフリカトリパノソーマ病（T. simiae、T. brucei、T. congolence、T. godfreyi、T. suis 等） 

病原性は T. simiae が最も強く、次いで T. godfreyi が高い。T. brucei、T. congolence、T. suis では慢性

症状を呈する。 

T. simiae の感染は甚急性に経過し、2～3 日で死亡する。感染は急速に群内に拡大する。高熱（41℃）、

沈鬱、食欲廃絶又は不振、活力低下、呼吸器症状、四肢の冷え、皮膚の充血が認められる。潜伏期間

は 4～6 日である。 

T. godfreyi は T. simiae よりも弱い病原性を有し、亜急性症状を示す。潜伏期間は 7～10 日で、感染期

間中は原虫血症が継続して認められる。 

T. brucei 及び T. congolence の潜伏期は実験感染では平均 4～7 日で、40℃前後の弛張熱、貧血、元

気消失、活力消失、耳、生殖器、腹部等に点状出血が認められることがあるが、不顕性感染も多い。妊

娠豚では流産を認めることもある。実験感染では、慢性例では何か月間も原虫血症を起こし、持続感染

した報告もある。稀ではあるが、病原性の強い T. brucei の感染により感染後 1～3 か月で死亡した例

や、脳炎、心筋炎を起こした例も報告されている。 

牛の T. brucei 及び T. congolence の感染では弛張熱、貧血等が認められ、一般的に慢性化する。野

生の反芻獣では症状を示さない。種によりヒトに致死性の睡眠病を起こす。 

 

②スルラ（T. evansi） 

通常、豚は T. evansi に高い抵抗性を有し、特別な臨床症状を呈さないことが多い。 

しかし、インド、中国、タイでの発生例では発熱（40.5℃以上）、流涎、呼吸困難、耳部及び尾部先端の

壊死、眼瞼浮腫、神経症状、衰弱、流産等が認められており、死亡例も報告されている。 
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本病は馬、ラクダでは発熱、貧血、ショック様症状等の急性症状を、牛は貧血等の慢性症状を起こす。

馬、犬での感染は急性で致死的であるが、それ以外の動物では症状は比較的軽度である。一般に動物

における潜伏期間は 1～4 週間、馬、ラバ、ロバ、ラクダでの潜伏期間は 5～60 日である。 

 

5.36.1.4 診断 

 

生鮮血液塗抹標本又は生鮮血液滴下標本の鏡検により鞭毛を持つ虫体を確認する。宿主が斃死す

るとトリパノソーマ原虫も急激に死滅するため虫体の検出は困難となる。また、必要に応じて溶血処理

やヘマトクリット管遠心による白血球層への原虫濃縮により検出感度を高める。原虫の識別には補助診

断として特異的プライマーを用いた PCR が利用できる。 

血清診断としては、海外ではラテックス凝集反応による血清診断キットが販売されている。その他、トリ

パノソーマ虫体可溶化抗原を用いた ELISA、IFA、CF 等によっても抗トリパノソーマ抗体の検出が可能で

あるが、その他のトリパノソーマによる交差反応がおきる。 

 

5.36.2 リスク評価 

 

①アフリカトリパノソーマ病（T. simiae、T. brucei、T. congolence、T. godfreyi、T. suis 等） 

 

5.36.2.1 侵入リスク評価 

 

現在家畜衛生条件を取り決めている国はいずれも過去に本病の発生がないと OIE に報告している清

浄国である。また、ベクターであるツェツェバエの分布域でもないことから、輸出国に本病が定着する可

能性は無視できるほど低いと考えられる。これらのことから、侵入リスク発生確率（LR）は「無視可」と判

断された。このため、本病に対するリスク評価はここで終了とする。 

 

5.36.2.2 リスクの推定 

 

LR が「無視可」と判断されたことから、最終的なリスクは「無視可」と判断された。 

 

②スルラ（T. evansi） 

 

5.36.2.3 侵入リスク評価 

 

現在家畜衛生条件を取り決めている国はいずれも過去に本病の発生がないと OIE に報告している清

浄国であることから、侵入リスク発生確率（LR）は「極低い」と考えられた。 
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5.36.2.4 暴露リスク評価 

 

輸入豚から国内家畜への主な感染経路として、アブ等の吸血昆虫による機械的伝播が考えられるが、

吸血昆虫内での原虫の生存期間は短いことから、暴露リスク発生確率（LE）は「中程度」と判断された。 

 

5.36.2.5 侵入及び暴露リスク評価 

 

LR が「極低い」、LE が「中程度」と判断されたことから、侵入及び暴露リスク発生確率（LRE）は「低い」

と判断された。 

 

5.36.2.6 影響リスク評価 

 

本病は吸血昆虫等により伝播することから、群間伝播する可能性が高い。また、豚では不顕性感染又

は慢性感染の経過を取ることが多く、稀に流産や死亡を認めることがあるものの集団発生は稀である。

流行地では慢性的な経過を取ることが多い。本病は宿主域が広く、我が国は清浄国であるが、感染に

より重篤な症状を起こす馬及びラクダが我が国の主要家畜ではないことから、発生時には畜産業に限

定的な影響を与えると考えられる。なお、本病がヒトに健康被害を与えるとの報告はない。 

これらのことから、影響リスク発生確率（LC）は「中程度」と判断した。 

 

5.36.2.7 リスクの推定 

 

LRE が「低い」、LC が「中程度」と判断されたことから、最終的なリスクは「低い」であると判断された。 

 

5.36.3 リスク管理 

 

リスク評価の結果、輸入に当たっては①についてはリスク低減措置が不要、②については必要である

と判断された。 

 

（参考） OIE における推奨条件 

 

OIE コードではトリパノソーマ病に関する推奨条件を示していない。 

 

5.36.4 参考資料 

 

1) OIE Technical disease cards “TRYPANOSOMOSIS (TSETSE-TRANSMITTED)” 

<http://www.oie.int/fileadmin/Home/eng/Animal_Health_in_the_World/docs/pdf/Disease_cards/TRYPAN

O_TSETSE.pdf> (Accessed 9 August 2016) 

2) OIE Technical disease cards “TRYPANOSOMA EVANSI INFECTIONS (INCLUDING SURRA)” 
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<http://www.oie.int/fileadmin/Home/eng/Animal_Health_in_the_World/docs/pdf/Disease_cards/TRYPAN

O_EVANSI.pdf> (Accessed 9 August 2016)) 

3) OIE 陸棲動物の診断テスト及びワクチンに対する基準マニュアル 2018（第 3.1.21 章、第 3.4.16 章） 

<http://www.oie.int/fileadmin/Home/eng/Health_standards/tahm/3.01.21_TRYPANO_SURRA.pdf> 

<http://www.oie.int/fileadmin/Home/eng/Health_standards/tahm/3.04.16_TRYPANOSOMOSIS.pdf> 

(Accessed 24 May, 2019) 

4) 「豚病学＜第四版＞」（近代出版） 

5) 「動物の感染症＜第三版＞」（近代出版） 

6) 国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構 動物衛生研究部門ウェブサイト 

7) 「獣医感染症カラーアトラス＜第二版＞」（文永堂出版） 

8) Iowa State University, The Center for Food Security & Public Health Website, 

<http://www.cfsph.iastate.edu/Factsheets/pdfs/surra.pdf> (Accessed 9 August 2016) 

9) Dr. Nynke Deckers; EXPERIMENTAL INFECTION OF TRYPANOSOMA CONGOLENSE IN PIGS AND A 

CONTRIBUTION TO THE IMPROVED DIAGNOSIS OF TRYPANOSOMOSIS IN PIGS; ITMA – MSCTAH 

thesis, No 16, 2003-2004 

10) Marc Desquesnes; Trypanosoma evansi and Surra: A Review and Perspectives on Origin, History, 

Distribution, Taxonomy, Morphology, Hosts, and Pathogenic Effects; BioMed Research International, 

Volume 2013, Article ID 194176, 22 pages, 

11) Deepa G Menon and Litty Mathew; Incidence of Trypanosoma evansi in Thrissur town; Veterinary 

World, Vol.1(9): 275-277 

12) 監視伝染病診断指針 （社）日本獣医師会ウェブサイト 牛編 「トリパノソーマ病」 

<http://nichiju.lin.gr.jp/tksn/illness/c34.html> (Accessed 9 August 2016) 

13) 「病性鑑定指針」（26 消安第 4686 号） 牛伝染性疾病 - トリパノソーマ病（牛） 

14) AUSTRALIAN VETERINARY EMERGENCY PLAN (AUSVETPLAN) – Surra (ver. 3.0, 2006) 

<http://www.animalhealthaustralia.com.au/wp-content/uploads/2011/04/surra13final.pdf>  

(Accessed 9 August 2016) 

15) Merck Veterinary Manual – Trypanosomiasis 

<https://www.merckvetmanual.com/circulatory-system/blood-parasites/trypanosomiasis> (Accessed 12 

August, 2016) 

16) 「牛病学＜第三版＞」（近代出版） 

17) 「最新 家畜寄生虫病学」（朝倉書店） 
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5.37 トキソプラズマ病  

 

5.37.1 疾病情報 

 

5.37.1.1 背景 

 

トキソプラズマ病はアピコンプレックス門真コクシジウム目アイメリア亜目に属する偏性細胞内寄生原

虫である Toxoplasma gondii のオーシストの感染による全身性疾患で、幼若動物ほど感受性が高く、成

獣では不顕性感染を呈することが多い。ネコ科動物を終宿主とし、ヒト、豚を含むほ乳類から鳥類まで

広い範囲の動物を中間宿主とする、人獣共通感染症である。 

本病は我が国では届出伝染病に指定されているが、OIE のリスト疾病には指定されていない（2019

年）。 

 

5.37.1.2 疫学 

 

世界中で発生が確認されている。我が国でも全国的に発生が認められているが、感染経路が明らか

になって以降、豚における感染率は激減し、近年では年間 50 頭前後の摘発がある。温暖湿潤、標高の

低い地域で特に発生する。欧米ではめん羊、山羊での発生が報告されている。 

原虫は、終宿主（猫）体内では、全身組織の細胞内に寄生する無性生殖期の虫体（タキゾイト及びブラ

ディゾイト）と小腸上皮細胞に寄生して有性生殖を行い、オーシストを形成する有性生殖期虫体（マクロ

及びミクロガメトサイト）の 2 つのステージがある。中間宿主（豚等）体内では無性生殖期虫体のみが認

められる。 

中間宿主への伝播は、感染猫が糞便中に排出したオーシストに汚染された飼料等の経口摂取、感染

動物の組織・臓器の生食、胎盤感染により起こる。シストを含む豚肉等を加熱せずに食べても感染は成

立する。中間宿主に経口感染したオーシストは体内で増殖型原虫となり、様々な細胞内で分裂増殖す

る。細胞破壊が起こることから、実質臓器では壊死や出血等の病変が認められる。感染から 3 週間程

度経過すると増殖型原虫は筋肉や脳内で休眠状態のシストとなり、長期間保存される。シストが新たな

宿主に摂取された場合、ネコ科以外の動物では、シストは体内で増殖型原虫となり、さらにシストを形成

する。ネコ科動物が摂取した場合には腸管内で有性生殖が行われ、感染後 4～7 日から糞便中にオー

シストを排泄する。オーシストは 5～14 日間排泄される。豚から豚への同居感染は起こらない。 

豚コレラと似た症状を示し、子豚では高い死亡率を認めるが、通常は慢性若しくは不顕性感染で経過

することが多い。また、発生は散発的であることが多い。感染しためん羊、豚、ヒトの胎子の死亡率は

50％に達することがある。 

発生には特定の農家でのみ発生する古典的発生と、同時多発的に発生する集団発生がある。古典的

発生は、農家若しくは近隣の猫が排出したオーシストによるもので、汚染が長時間持続するために、発

生が同一箇所で繰り返される。集団発生は、飼料や飼育資材等がオーシストに汚染された場合に起こ

り、発生は広域同時多発的に起こるが、一過性である。 
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オーシストの環境抵抗性は強く、水中又は湿土中で 18 か月感染性を有する。しかし、乾燥、寒冷下で

は長期間生存できない。 

 

5.37.1.3 臨床症状 

 

豚の症状は罹患動物の月齢、感染原虫の病原性や感染原虫数により異なる。3～4 か月齢の子豚で

発生が多い。一般に急性症状を呈し、感染後数日で 40～42℃の稽留熱が認められ、7～10 日持続する。

また、元気消失、眼結膜充血、目やに、顕著な腹式呼吸、発咳、鼻汁、耳介や下腹等の鬱血性紫赤斑、

水様性下痢又は便秘、起立不能を呈し、斃死することもある。特徴的な水腫性肺炎が認められ、全葉性

で時に出血性となる。リンパ節腫大、肝壊死、心筋炎がみられることもある。 

成豚では不顕性感染や軽症で経過した後、回復することが多い。初感染の妊娠豚では胎子に垂直感

染し、流死産が起こる。 

ヒトでは網膜炎を起こすことが多く、全身感染に至ることは稀である。ヒトでも垂直感染が起こるが、発

生率はかなり低く、流死産や水頭症が認められる。 

めん羊や山羊は一般に慢性症状を取るが、流死産の発生頻度が高い。牛にも感染するが発病はまれ

である。 

 

5.37.1.4 診断 

 

確定診断は病豚の臓器生検標本からの虫体の直接検出による。 

急性経過で死亡した個体の肺、腸粘膜、リンパ節の組織小片乳剤を直接鏡検し、又は割面スタンプの

ギムザ染色標本を鏡検して、増殖型虫体（タキゾイト）を検出する。また、脳小片の圧扁標本を鏡検し、

シストを検出する。FA も用いられる。肺・リンパ節等の病変部材料のマウス腹腔内接種による分離も可

能である。 

血清診断として、ラテックス凝集反応、色素試験、IFA、血球凝集反応、CF、ELISA 等が用いられる。早

期診断には色素試験のみが有効である。 

 

5.37.2 リスク評価 

 

5.37.2.1 侵入リスク評価 

 

本病は OIE のリスト疾病ではなく、各国の発生状況が十分に把握できていないが、本病は世界各地で

発生が認められており、米国では、豚における血清抗体陽性率が 30％を超えるとの報告もある。また、

シストを体内に保有する不顕性感染豚が存在することから、輸出入検疫で摘発できない可能性がある。

これらのことから、侵入リスク発生確率（LR）は「高い」と判断した。 
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5.37.2.2 暴露リスク評価 

 

感染豚は体内にシストを保有するものの、豚間での水平感染は起こらず、輸入豚から国内家畜への

暴露経路は断たれていると考えられることから、暴露リスク発生確率（LE）は「無視可」と判断された。 

このため、本病に対するリスク評価はここで終了とする。 

 

5.37.2.3 リスクの推定 

 

LE が「無視可」と判断されたことから、最終的なリスクは「無視可」であると推定された。 

 

5.37.3 リスク管理 

 

リスク評価の結果、輸入に当たってはリスク低減措置が不要であると判断された。 

 

5.37.4 参考資料 

 

1) Iowa State University, The Center for Food Security & Public Health Website, 

<http://www.cfsph.iastate.edu/Factsheets/pdfs/toxoplasmosis.pdf> (Accessed 9 August, 2016) 

2) 「豚病学＜第四版＞」（近代出版） 

3) 「動物の感染症＜第三版＞」（近代出版） 

4) 「獣医感染症カラーアトラス＜第二版＞」（文永堂出版） 

5) Merck Veterinary Manual – Toxoplasmosis 

<http://www.merckvetmanual.com/mvm/generalized_conditions/toxoplasmosis/overview_of_toxoplasmos

is.html> (Accessed 9 August, 2016) 

6) Centers for Disease Control and Prevention Website, 

<http://www.cdc.gov/parasites/toxoplasmosis/> (Accessed 9 August, 2016) 

7) 監視伝染病診断指針 （社）日本獣医師会ウェブサイト 豚編 「トキソプラズマ病」 

<http://nichiju.lin.gr.jp/tksn/pig/pi18.html> (Accessed 9 August 2016) 

8) 「病性鑑定指針」（26 消安第 4686 号） 豚伝染性疾病 – トキソプラズマ病 

9) J.P. Dubey; Toxoplasmosis in pigs—The last 20 years, Veterinary Parasitology 164 (2009) 89–103 

10) US, North Carololina Department of Agriculture and Consumer services, Website, 

<http://www.ncagr.gov/vet/FactSheets/Toxoplasmosis.htm> (Accessed 9 August 2016) 

11) The Pig Site – Toxoplasma gondii Prevalence in Farm Animals in the United States 

<http://www.thepigsite.com/articles/4168/toxoplasma-gondii-prevalence-in-farm-animals-in-the-

united-states/> (Accessed 9 August 2016) 
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5.38 スクリューワーム（新大陸及び旧大陸） （Screwworm （New World and Old World）） 

 

5.38.1 疾病情報 

 

5.38.1.1 背景 

 

新大陸スクリューワーム（New World Screwworm、NWS）はクロバエ科（Calliphoridae）の Cochliomyia 

hominivorax (ラセンウジバエ)、旧大陸スクリューワーム（Old World Screwworm、OWS）は同じくクロバエ

科の Chrysomya bezziana の幼虫が寄生することにより起こる疾病で、皮膚及び皮下織が食べられるこ

とにより外傷及びハエ幼虫症を引き起こす。 

我が国では監視伝染病に指定されていないが、OIE ではリスト疾病とされている（2019 年）。 

 

5.38.1.2 疫学 

 

ヒトを含む哺乳類と、稀に鳥類に寄生する。クロバエ科の多くの種は死体や腐敗した肉に産卵するが、

本病の病因であるラセンウジバエ及び Chrysomya bezziana は死肉ではなく生体の傷や天然孔に産卵

する。新生動物のへそや母親の外陰部等（特に傷がある場合）に産卵しやすい。幼虫は無傷の粘膜（鼻

腔や眼窩、口、耳、生殖器等の天然孔）からも侵入する。産卵から 12～24 時間後に孵化し、傷の滲出

液や皮下織を食べ始め、群れをなして傷口から中に掘り進む。幼虫は 3 回脱皮し、約 5～7 日かけて

成熟する。その後傷口から地面に落下し、地中 1～5cm にもぐってサナギとなる、成虫は通常朝サナギ

から羽化し土の上に這い出してから羽を乾かして飛び立つ。雄はその後 24 時間で性成熟するが雌が

性成熟するには 6～7 日を要する。また、雌が雄と交尾できるのは羽化後 3 日の時で、交尾後 4 日し

て産卵を開始する。全ての卵は同じ方向を向けて互いに密着させて宿主にしっかり接着して産み付けら

れる。産卵数は状況により異なるが初回産卵の平均数は NWS で 340 個、OWS で 175 個である。初

回産卵から 3～4 日間隔で産卵し、寿命は平均で 2～3 週間でその間は花から餌を得るが、雌は傷か

ら出る滲出液等のタンパク質も摂取する。寒い時期は生活環に 2～3 か月を要するが、平均気温 22℃

程度の暖かい時期は約 24 日、熱帯の平均 29℃の環境では約 18 日である。気温が氷点下に達すると

死滅する。 

NWS は新大陸で発生が認められ、夏期に広がり冬期には縮小するが、温暖地域では年間を通して

発生する。かつては米国南部からメキシコ、中米を経てウルグアイ、チリ北部及びアルゼンチン北部ま

で分布していたが、米国、メキシコ、プエルトリコ、キュラソー、バージン諸島、ホンジュラス等の諸国では

不妊雌を利用した対策により撲滅を達成し、パナマやジャマイカでは対策が進行中である。 

OWS は旧大陸で発生し、多くのアフリカ諸国（エチオピア、サブサハラ諸国、南アフリカ北部）や湾岸

諸国、インド大陸、東南アジア（中国南部からマレー半島、インドネシア、フィリピン、パプアニューギニア）

に分布している。香港でも 2000 年に初めて報告され、2003 年にはヒトでの感染が報告された。 

2 種のスクリューワームの病因昆虫はいずれも似た生態であることから、互いの生息域に広がる可能

性がある。成虫は通常 50km 以内の範囲に移動可能であるが、時に 200km 以上、最高 290km 離れた

地域にまで適当な動物を求めて移動することがある。 
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5.38.1.3 臨床症状 

 

皮膚及び皮下織中の幼虫の鉤状の口吻が、摂食時に組織を引き裂き、傷は大きく深くなり損傷組織

が拡大する。傷口は独特の臭気を放つため感染動物を発覚する手がかりとなるが、ヒトが気づかない

程度でも妊娠雌ハエを誘引し、更に多くの卵が産み付けられて被害が拡大する。感染動物は、傷口の

痛みや幼虫の動きによる刺激に反応し続ける。めん羊や山羊の場合は傷口を下にして伏せ、再感染を

防ぐこともみられる。感染動物を放置すると傷口が大きくなり、歩行不能や二次感染を起こして死亡する。

重度の感染でも死亡することがある。 

 

5.38.1.4 診断 

 

損傷の深部から採取した幼虫を採取し形態学的に鑑別する。近年ではミトコンドリア DNA が分析され

ており、NWS では全ての配列が解析されている。 

血清学的な診断法はない。 

 

5.38.2 リスク評価 

 

5.38.2.1 侵入リスク評価 

 

現在家畜衛生条件を取り決めている国はいずれも本病の発生がないと OIE に報告しており、過去に

発生のあった北米では NWS は撲滅されたことから、本病は輸出国に存在しないと考えられる。また、本

病は明確な症状を示すことから、輸出入検疫で摘発されると考えられる。これらのことから、侵入リスク

発生確率（LR）は「無視可」と考えられた。このため、本病に対するリスク評価はここで終了とする。 

 

5.38.2.2 リスクの推定 

 

LR が「無視可」と判断されたことから、最終的なリスクは「無視可」であると推定された。 

 

5.38.3 リスク管理    

 

リスク評価の結果、輸入に当たってはリスク低減措置が不要であると判断された。 

 

5.38.4 参考資料 

 

1) OIE Technical disease cards “SCREWWORM” 

<http://www.oie.int/fileadmin/Home/eng/Animal_Health_in_the_World/docs/pdf/Disease_cards/SCREWW

ORM.pdf> (Accessed 9 August, 2016) 

2) OIE コード 2018 （第 8.12 章） 
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<http://www.oie.int/fileadmin/Home/eng/Health_standards/tahc/current/chapitre_cochliomyia_chrysom

ya.pdf> (Accessed 24 May, 2019) 

3) OIE 陸棲動物の診断テスト及びワクチンに対する基準マニュアル 2018（第 3.1.13 章） 

<http://www.oie.int/fileadmin/Home/eng/Health_standards/tahm/3.01.13_SCREWW.pdf>  

(Accessed 24 May, 2019) 

4) 「動物の感染症＜第三版＞」（近代出版） 

5) AUSTRALIAN VETERINARY EMERGENCY PLAN, Disease Strategy, Screw-worm fly, Version 3.0, 2007, 

<http://www.animalhealthaustralia.com.au/our-publications/ausvetplan-manuals-and-documents/> 

(Accessed 9 August, 2016) 

6) Iowa State University, The Center for Food Security & Public Health Website, 

<http://www.cfsph.iastate.edu/Factsheets/pdfs/screwworm_myiasis.pdf>  

(Accessed 9 August, 2016) 

7) New Zealand Government Website, Import risk analysis: horse and horse semen, 

<https://mpi.govt.nz/document-vault/2845> (Accessed 9 August, 2016) 

8) 海外悪性伝染病（チクサン出版社）   
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6. リスク評価結果まとめ 

 

6.1 疾病別の結果一覧 

 

ハザードとして特定された 39 疾病の病原体について、リスク評価結果を含めた検討の結果を表 6 として一

覧にした。 

 

6.2 リスク管理が必要と判断された疾病 

 

39 疾病の病原体のうち、リスク評価の結果、最終的なリスクがリスクの許容範囲である「極低い」又は「無

視可」より高いと評価され、輸入に際してリスク低減措置を講じるべきと判断された疾病は以下の 20 疾病と

なった。 

 

● 口蹄疫 ● 豚オルソレオウイルス病（新型株に限る） 

● 水胞性口炎 ● Senecavirus A 感染症 

● 豚コレラ ● 炭疽 

● アフリカ豚コレラ ● ブルセラ病 

● 豚水胞病 ● レプトスピラ症 

● オーエスキー病 ● サルモネラ症 

● 伝染性胃腸炎 ● 萎縮性鼻炎 

● 豚エンテロウイルス性脳脊髄炎 ● 豚丹毒 

 （高病原性株に限る） ● 野兎病 

● 豚繁殖・呼吸障害症候群 ● トリパノソーマ病（T. evansi によるものに限る） 

● 豚流行性下痢   

 

また、疾病の地理的分布及び 2018 年現在の OIE への通報状況（資料 2）等を踏まえ、疾病別に我が国とし

てリスク管理を実施すべき清浄国、清浄国以外の国（発生国）を表 7 に取りまとめた。なお、疾病の清浄性に

ついては、輸出国において疾病の発生が認められた場合、疾病発生状況の把握方法等に関する情報が得

られた場合等に適宜変更する。 
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表 6  疾病別リスク評価結果    
ハザード 侵入 暴露 侵入×暴露 影響 最終 リスク管理 

牛疫 無視可 － 無視可 － 無視可 不要 

口蹄疫 極低い 高い 低い 高い 中程度 要 

日本脳炎 無視可 － 無視可 － 無視可 不要 

狂犬病 低い 低い 低い 極低い 極低い 不要 

水胞性口炎 低い 高い 中程度 低い 低い 要 

豚コレラ 極低い 高い 低い 高い 中程度 要 

アフリカ豚コレラ 極低い 高い 低い 高い 中程度 要 

豚水胞病 極低い 高い 低い 中程度 低い 要 

ニパウイルス感染症 無視可 － 無視可 － 無視可 不要 

オーエスキー病 中程度 高い 高い 中程度 高い 要 

伝染性胃腸炎 中程度 高い 高い 低い 中程度 要 

豚エンテロウイルス性脳脊髄炎

（高病原性） 
極低い 高い 低い 低い 低い 要 

豚エンテロウイルス性脳脊髄炎

（低病原性） 
中程度 高い 高い 無視可 無視可 不要 

豚繁殖・呼吸障害症候群（PRRS） 高い 高い 高い 低い 中程度 要 

高病原性 PRRS 無視可 － 無視可 － 無視可 不要 

豚水疱疹 無視可 － 無視可 － 無視可 不要 

豚流行性下痢 中程度 高い 高い 低い 中程度 要 

豚インフルエンザ 中程度 高い 高い 無視可 無視可 不要 

豚オルソレオウイルス病 中程度 高い 高い 極低い 低い 要 

豚デルタコロナウイルス感染症 中程度 高い 高い 無視可 無視可 不要 

青目病 極低い 高い 低い 極低い 極低い 不要 

Menangle ウイルス感染症 無視可 － 無視可 － 無視可 不要 

Senecavirus A 感染症 中程度 高い 高い 極低い 低い 要 

豚のエボラウイルス感染症 無視可 - 無視可 － 無視可 不要 

炭疽 低い 低い 低い 中程度 低い 要 

出血性敗血症 無視可 － 無視可 － 無視可 不要 

ブルセラ病 中程度 高い 高い 高い 高い 要 

類鼻疽 極低い 低い 極低い 低い 極低い 不要 

気腫疽 極低い 低い 極低い 無視可 無視可 不要 

レプトスピラ症 中程度 高い 高い 低い 中程度 要 

サルモネラ症 中程度 高い 高い 低い 中程度 要 

萎縮性鼻炎 高い 高い 高い 低い 中程度 要 
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ハザード 侵入 暴露 侵入×暴露 影響 最終 リスク管理 

豚丹毒 中程度 低い 低い 低い 低い 要 

豚赤痢 高い 高い 高い 無視可 無視可 不要 

野兎病 中程度 中程度 中程度 極低い 低い 要 

豚大腸菌症 高い 高い 高い 無視可 無視可 不要 

豚胸膜肺炎 高い 高い 高い 無視可 無視可 不要 

トリパノソーマ病※1 無視可 － 無視可 － 無視可 不要 

トリパノソーマ病※2 極低い 中程度 低い 中程度 低い 要 

トキソプラズマ病 高い 無視可 無視可 － 無視可 不要 

新旧大陸スクリューワーム 無視可 － 無視可 － 無視可 不要 

※1  T. simiae、T. brucei、T. congolence、T. godfreyi、T. suis 等、ツェツェバエ媒介性のトリパノソーマ病に

限る。 

※2  T. evansi によるものに限る。 
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表 7 疾病別の輸出国清浄性 

（◎：2018 年現在 OIE において清浄性認定がなされている国  ○：OIE への通報状況により 2018 年 12 月現在において疾病清浄と考えられる国） 

  

口
蹄
疫 

水
胞
性
口
炎 

豚
コ
レ
ラ 

ア
フ
リ
カ
豚
コ
レ
ラ 

豚
水
胞
病 

オ
ー
エ
ス
キ
ー
病 

伝
染
性
胃
腸
炎 

豚
エ
ン
テ
ロ
ウ
イ
ル
ス
性
脳
脊
髄
炎 

豚
繁
殖
・
呼
吸
障
害
症
候
群 

豚
流
行
性
下
痢 

豚
オ
ル
ソ
レ
オ
ウ
イ
ル
ス
病 

S
e
n
e
c
aviru

s A

感
染
症 

炭
疽 

ブ
ル
セ
ラ
病 

レ
プ
ト
ス
ピ
ラ
症 

サ
ル
モ
ネ
ラ
症 

萎
縮
性
鼻
炎 

豚
丹
毒 

野
兎
病 

ト
リ
パ
ノ
ソ
ー
マ
病 

（
※
） 

米国 ◎   ◎ ○                             ○ 

カナダ ◎  ◎ ○  ○                          ○ 

アイルランド ◎  ◎ ○  ○ ○   ○      ○ ○          ○ 

ハンガリー ◎  ◎ ○   ○           ○            ○ 

フランス ◎  ◎ ○  ○                          ○ 

オランダ ◎  ◎ ○  ○             ○ ○        ○ ○ 

スウェーデン ◎  ◎ ○  ○ ○   ○       ○ ○          ○ 

英国 ◎  ◎ ○  ○ ○           ○ ○          ○ 

デンマーク ◎  ◎ ○  ○ ○           ○ ○          ○ 

ドイツ ◎  ◎ ○         ○       ○ 

※  T. evansi によるもの（スルラ）に限る。

疾
病
名 

輸
出
国 
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資料 1  疾病別の各国発生状況及び家畜衛生条件一覧 （2018 年現在） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 英国のみ 2017 年時の発生情報、その他の国は 2018 年の発生情報（OIE 報告） 

 

 

 

 

 

 

注釈 

1) 発生状況 

  数字 ： 最終発生年・月   UN： 最終発生年は不明であるが現在のところ発生していない 

N ： これまでに発生がない 

  疑い ： 確定はしていない   地域的 ： 発生地域が限定される 

   

  ○ ： 発生報告がある   空欄 ： 情報なし 

   

2) 通報体制 

  Y ： 通報疾病である   N ： 通報疾病でない   空欄 ： 情報なし 

 

3) サーベイランス 

  GS ： General Surveillance 

  TS ： Targeted Surveillance 

  GTS ： General and Targeted Surveillance 

 

4) 国の清浄性 

  ● ： 存在しないこと 

 

5) 生産農場の清浄性 

  m ： 月 

 

6) 精密検査 

  ● ： 実施   ○ ： 場合によって実施    ※ 詳細は各項目参照 

 

7) ワクチン又は抗生剤の投与 

  ◎ ： ワクチン投与   ○ ： 場合によって実施  × ： 接種禁止     ※詳細は各項目参照 
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1. 牛疫 

国名 

発生状況 1) 通報体制 2) 
サーベイラン

ス 3) 
家畜衛生条件 

野生 家畜 野生 家畜 野生 家畜 
国 4) 

清浄 

農場 5) 

清浄 

精密 6) 

検査 

ワクチン 7) 

/抗生剤 

米国 N Y GS ●    

カナダ N Y GS ●   × 

アイルランド 1866 1866 Y Y GS GS ●   × 

ハンガリー 1881 1881 Y Y GS GS ●    

フランス 1870 1870 Y Y GS GS ●    

オランダ 1869 1869 Y Y GS GS ●   × 

スウェーデン 1700 1700 Y Y GS GS ●   × 

英国 1877 1877 Y Y GS GS ●   × 

デンマーク 1782 1782 Y Y GS GS ●   × 

ドイツ 1870 1870 Y Y GS GS ●   × 

日本 1922 1922 Y N GS GS     

 

2. 口蹄疫 

国名 

発生状況 1) 通報体制 2) 
サーベイラン

ス 3) 
家畜衛生条件 

家畜 野生 家畜 野生 家畜 野生 
国 4) 

清浄 

農場 5) 

清浄 

精密 6) 

検査 

ワクチン 7) 

/抗生剤 

米国 1929 1929 Y Y GS GS ●    

カナダ 1952 UN Y Y GS GS ●   × 

アイルランド 2001/3 2001/3 Y Y GS GS ●   × 

ハンガリー 1973 1973 Y Y GS GS ●   × 

フランス 2001/3 UN Y Y GS GS ●   × 

オランダ 2001/4 UN Y Y GTS GTS ●   × 

スウェーデン 1966 UN Y Y GS GS ●   × 

英国 2007/12 2007/12 Y Y GS GS ●   × 

デンマーク 1983 1983 Y Y GS GS ●   × 

ドイツ 1988/1 UN Y Y GS GS ●   × 

日本 2010/7 UN Y N GS GS     
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3. 日本脳炎 

国名 

発生状況 1) 通報体制 2) 
サーベイラン

ス 3) 
家畜衛生条件 

家畜 野生 家畜 野生 家畜 野生 
国 4) 

清浄 

農場 5) 

清浄 

精密 6) 

検査 

ワクチン 7) /

抗生剤 

米国 N Y GS     

カナダ N Y GS ●    

アイルランド N Y   12m   

ハンガリー N Y   12m   

フランス N Y GS  12m   

オランダ N Y GS  12m   

スウェーデン N Y GS ●    

英国 N Y GS ●    

デンマーク N Y   12m   

ドイツ N Y   12m   

日本 2016/12 UN Y N GS GS     

 

4. 狂犬病 

国名 

発生状況 1) 通報体制 2) 
サーベイラン

ス 3) 
家畜衛生条件 

家畜 野生 家畜 野生 家畜 野生 
国 4) 

清浄 

農場 5) 

清浄 

精密 6) 

検査 

ワクチン 7) /

抗生剤 

米国 ○ ○ Y Y       

カナダ ○ ○ Y Y    12m   

アイルランド 1903 UN Y Y   ●    

ハンガリー 2017/4 2017/4 Y N GS GS  12m   

フランス 2015/7 2015/5 Y Y GS GS  12m   

オランダ 2012/8 2012/12 Y Y GS GS  12m   

スウェーデン 1886 2010/3 Y Y GS GS ●    

英国 1970 UN Y Y GTS GTS  12m   

デンマーク 1982/3 1981/4 Y Y GS GS  12m   

ドイツ 2005/3 2005/3 Y Y GS GS  12m   

日本 1956 UN Y N GS GS     
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5. 水胞性口炎 

国名 

発生状況 1) 通報体制 2) 
サーベイラン

ス 3) 
家畜衛生条件 

家畜 野生 家畜 野生 家畜 野生 
国 4) 

清浄 

農場 5) 

清浄 

精密 6) 

検査 

ワクチン 7) /

抗生剤 

米国        12m ●  

カナダ       ●    

アイルランド       ●    

ハンガリー       ●    

フランス       ●    

オランダ       ●    

スウェーデン       ●    

英国       ●    

デンマーク       ●    

ドイツ       ●    

日本           

 

6. 豚コレラ 

国名 

発生状況 1) 通報体制 2) 
サーベイラン

ス 3) 
家畜衛生条件 

家畜 野生 家畜 野生 家畜 野生 
国 4) 

清浄 

農場 5) 

清浄 

精密 6) 

検査 

ワクチン 7) /

抗生剤 

米国 1976 UN Y Y GTS GTS ●   × 

カナダ 1963 UN Y Y GS GS ●  ● × 

アイルランド 1958 UN Y Y GS GS ●  ● × 

ハンガリー 1993/5 2009/10 Y Y GTS GTS  ○ ●※ × 

フランス 2002 2007/5 Y Y GTS GTS  ○ ●※ × 

オランダ 1998/3 UN Y Y TS TS ●  ●※ × 

スウェーデン 1944 1944 Y Y GS GS ●  ● × 

英国 2000/11 UN Y Y GS GS ●  ●※ × 

デンマーク 1933 1933 Y Y GTS GTS ●  ● × 

ドイツ 2006/11 2009/7 Y Y GS GS ●   × 

日本 地域的 地域的 Y N GTS GTS     

○：清浄地域に位置 

※：出国検疫開始前 30 日以内及び出国検疫中の 2 回 
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7. アフリカ豚コレラ 

国名 

発生状況 1) 通報体制 2) 
サーベイラン

ス 3) 
家畜衛生条件 

家畜 野生 家畜 野生 家畜 野生 
国 4) 

清浄 

農場 5) 

清浄 

精密 6) 

検査 

ワクチン 7) /

抗生剤 

米国 N Y GS ●    

カナダ N Y GS ●    

アイルランド N Y GS ●   × 

ハンガリー UN 地域的 Y Y GS GS ●    

フランス 1974 UN Y Y GS GS ●    

オランダ 1986/4 UN Y Y TS TS ●   × 

スウェーデン N Y GS ●    

英国 N Y GS ●   × 

デンマーク N Y GTS ●    

ドイツ N Y GS ●    

日本 N Y GS     

 

8. 豚水胞病 

国名 

発生状況 1) 通報体制 2) 
サーベイラン

ス 3) 
家畜衛生条件 

家畜 野生 家畜 野生 家畜 野生 
国 4) 

清浄 

農場 5) 

清浄 

精密 6) 

検査 

ワクチン 7) /

抗生剤 

米国       ●    

カナダ       ●    

アイルランド       ●    

ハンガリー       ●    

フランス       ●    

オランダ       ●    

スウェーデン       ●    

英国       ●    

デンマーク       ●    

ドイツ       ●    

日本           
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9. ニパウイルス感染症 

国名 

発生状況 1) 通報体制 2) 
サーベイラン

ス 3) 
家畜衛生条件 

家畜 野生 家畜 野生 家畜 野生 
国 4) 

清浄 

農場 5) 

清浄 

精密 6) 

検査 

ワクチン 7) /

抗生剤 

米国 N Y GS     

カナダ N Y GS  12m   

アイルランド N N   12m   

ハンガリー N N  ●    

フランス N Y GS ●    

オランダ N N  ●    

スウェーデン N Y  ●    

英国 UN UN Y N GS GS ●    

デンマーク N Y   12m   

ドイツ N N   12m   

日本 N Y GS     

 

10. オーエスキー病 

国名 

発生状況 1) 通報体制 2) 
サーベイラン

ス 3) 
家畜衛生条件 

家畜 野生 家畜 野生 家畜 野生 
国 4) 

清浄 

農場 5) 

清浄 

精密 6) 

検査 

ワクチン 7) /

抗生剤 

米国 地域的 地域的 Y Y    12m   

カナダ N Y GTS ●  ● × 

アイルランド 2010/11 UN Y Y    12m ●※1 × 

ハンガリー 2017/8 2013/12 Y Y GS GS  12m ●  

フランス 地域的 ○ N Y    12m ●  

オランダ 2004 UN Y Y GTS GTS  12m ●  

スウェーデン 1995 UN Y Y GS GS  12m ●※1  

英国 2009/12 UN Y Y GTS GTS  12m ● × 

デンマーク 1991 1991 Y Y GTS GTS ● 12m ●※2 × 

ドイツ 2011/3 〇 Y Y GS GS  12m ●  

日本 2017/3 UN Y N GTS GTS     

※1：30 日以上の間隔で 2 回（2 回目は出国前 15 日以内） 

※2：出国前 15 日以内 
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11. 伝染性胃腸炎 

国名 

発生状況 1) 通報体制 2) 
サーベイラン

ス 3) 
家畜衛生条件 

家畜 野生 家畜 野生 家畜 野生 
国 4) 

清浄 

農場 5) 

清浄 

精密 6) 

検査 

ワクチン 7) 

/抗生剤 

米国 ○  Y N    12m   

カナダ ○ UN N N    12m   

アイルランド 1984 UN Y Y GS GS  12m   

ハンガリー 1968 UN N N    12m   

フランス UN UN N N    12m   

オランダ UN UN Y Y    12m   

スウェーデン N Y GS ●    

英国 1999 UN N N GS GS  12m   

デンマーク N Y  ●    

ドイツ 2017/2 UN Y Y GS GS  12m   

日本 2016/10 UN Y N GS GS     

 

12. 豚エンテロウイルス性脳脊髄炎 

国名 

発生状況 1) 通報体制 2) 
サーベイラン

ス 3) 
家畜衛生条件 

家畜 野生 家畜 野生 家畜 野生 
国 4) 

清浄 

農場 5) 

清浄 

精密 6) 

検査 

ワクチン 7) 

/抗生剤 

米国       ●※    

カナダ        12m   

アイルランド        12m   

ハンガリー       ●    

フランス       ●    

オランダ       ●    

スウェーデン       ●    

英国       ●    

デンマーク       ●    

ドイツ        12m※   

日本           

※：ティッシェン病に限る  
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13. 豚繁殖・呼吸障害症候群 

国名 

発生状況 1) 通報体制 2) 
サーベイラン

ス 3) 
家畜衛生条件 

家畜 野生 家畜 野生 家畜 野生 
国 4) 

清浄 

農場

5) 

清浄 

精密 6) 

検査 

ワクチン 7) 

/抗生剤 

米国 ○ ○ Y Y    12m ●  

カナダ ○ UN N N    12m ●  

アイルランド 2015/12 UN Y N    12m ●  

ハンガリー 地域的 2015/12 Y N    12m ●  

フランス ○  N N    12m ●  

オランダ ○  N N    12m ●  

スウェーデン 2007/12 UN Y Y GS GS  12m ●  

英国 ○ UN N N    12m ●  

デンマーク ○ UN Y Y    12m ●  

ドイツ        12m ●  

日本 〇 UN Y N       

 

14. 豚水疱疹 

国名 

発生状況 1) 通報体制 2) 
サーベイラン

ス 3) 
家畜衛生条件 

家畜 野生 家畜 野生 家畜 野生 
国 4) 

清浄 

農場 5) 

清浄 

精密 6) 

検査 

ワクチン 7) /

抗生剤 

米国       ●    

カナダ       ●    

アイルランド        12m   

ハンガリー        12m   

フランス        12m   

オランダ        12m   

スウェーデン       ●    

英国       ●    

デンマーク        12m   

ドイツ        12m   

日本           
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15. 豚流行性下痢 

国名 

発生状況 1) 通報体制 2) 
サーベイラン

ス 3) 
家畜衛生条件 

家畜 野生 家畜 野生 家畜 野生 
国 4) 

清浄 

農場 5) 

清浄 

精密 6) 

検査 

ワクチン 7) 

/抗生剤 

米国               12m ●   

カナダ               12m ●   

アイルランド               12m    

ハンガリー               12m    

フランス               12m    

オランダ               12m ●   

スウェーデン               12m     

英国               12m     

デンマーク               12m     

ドイツ        12m ●  

日本                  

 

16. 豚インフルエンザ 

国名 

発生状況 1) 通報体制 2) 
サーベイラン

ス 3) 
家畜衛生条件 

家畜 野生 家畜 野生 家畜 野生 
国 4) 

清浄 

農場 5) 

清浄 

精密 6) 

検査 

ワクチン 7) 

/抗生剤 

米国           

カナダ           

アイルランド           

ハンガリー           

フランス           

オランダ           

スウェーデン           

英国           

デンマーク           

ドイツ           

日本           
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17. 豚オルソレオウイルス感染症 

国名 

発生状況 1) 通報体制 2) 
サーベイラン

ス 3) 
家畜衛生条件 

家畜 野生 家畜 野生 家畜 野生 
国 4) 

清浄 

農場 5) 

清浄 

精密 6) 

検査 

ワクチン 7) 

/抗生剤 

米国           

カナダ           

アイルランド           

ハンガリー           

フランス           

オランダ           

スウェーデン           

英国           

デンマーク           

ドイツ           

日本           

 

18. 豚デルタコロナウイルス感染症 

国名 

発生状況 1) 通報体制 2) 
サーベイラン

ス 3) 
家畜衛生条件 

家畜 野生 家畜 野生 家畜 野生 
国 4) 

清浄 

農場 5) 

清浄 

精密 6) 

検査 

ワクチン 7) 

/抗生剤 

米国           

カナダ           

アイルランド           

ハンガリー           

フランス           

オランダ           

スウェーデン           

英国           

デンマーク           

ドイツ           

日本           
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19. 青目病 

国名 

発生状況 1) 通報体制 2) 
サーベイラン

ス 3) 
家畜衛生条件 

家畜 野生 家畜 野生 家畜 野生 
国 4) 

清浄 

農場 5) 

清浄 

精密 6) 

検査 

ワクチン 7) 

/抗生剤 

米国           

カナダ           

アイルランド           

ハンガリー           

フランス           

オランダ           

スウェーデン           

英国           

デンマーク           

ドイツ           

日本           

 

20. Menangle ウイルス感染症 

国名 

発生状況 1) 通報体制 2) 
サーベイラン

ス 3) 
家畜衛生条件 

家畜 野生 家畜 野生 家畜 野生 
国 4) 

清浄 

農場 5) 

清浄 

精密 6) 

検査 

ワクチン 7) 

/抗生剤 

米国           

カナダ           

アイルランド           

ハンガリー           

フランス           

オランダ           

スウェーデン           

英国           

デンマーク           

ドイツ           

日本           
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21. Senecavirus A 感染症 

国名 

発生状況 1) 通報体制 2) 
サーベイラン

ス 3) 
家畜衛生条件 

家畜 野生 家畜 野生 家畜 野生 
国 4) 

清浄 

農場 5) 

清浄 

精密 6) 

検査 

ワクチン 7) 

/抗生剤 

米国           

カナダ           

アイルランド           

ハンガリー           

フランス           

オランダ           

スウェーデン           

英国           

デンマーク           

ドイツ           

日本           

 

22. 豚のエボラウイルス感染症 

国名 

発生状況 1) 通報体制 2) 
サーベイラン

ス 3) 
家畜衛生条件 

家畜 野生 家畜 野生 家畜 野生 
国 4) 

清浄 

農場 5) 

清浄 

精密 6) 

検査 

ワクチン 7) 

/抗生剤 

米国           

カナダ           

アイルランド           

ハンガリー           

フランス           

オランダ           

スウェーデン           

英国           

デンマーク           

ドイツ           

日本           
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23. 炭疽 

国名 

発生状況 1) 通報体制 2) 
サーベイラン

ス 3) 
家畜衛生条件 

家畜 野生 家畜 野生 家畜 野生 
国 4) 

清浄 

農場 5) 

清浄 

精密 6) 

検査 

ワクチン 7) 

/抗生剤 

米国 地域的 
疑い、 

地域的 
Y Y             

カナダ 〇 疑い Y Y       12m     

アイルランド 1970 UN Y Y     ●       

ハンガリー 地域的 2014/4 Y Y GS GS   12m     

フランス 地域的 UN Y Y     12m     

オランダ 1994 UN Y Y GTS GTS   12m     

スウェーデン 2016/9 UN Y Y GS GS   12m     

英国 2015/11 UN Y Y GS GS   12m     

デンマーク 1988 1988 Y Y GS GS   12m     

ドイツ 2014/5 UN Y Y GS GS  12m   

日本 2000/8 UN Y N GS GS         

 

24. 出血性敗血症 

国名 

発生状況 1) 通報体制 2) 
サーベイラン

ス 3) 
家畜衛生条件 

家畜 野生 家畜 野生 家畜 野生 
国 4) 

清浄 

農場 5) 

清浄 

精密 6) 

検査 

ワクチン 7) /

抗生剤 

米国 1969 1969 Y Y GS GS   6m     

カナダ N N GS   12m     

アイルランド UN UN N N       12m     

ハンガリー 1970 UN N N     ●       

フランス N Y GS ●       

オランダ N Y GS   12m     

スウェーデン N Y   ●       

英国 N N GS   12m     

デンマーク N N     12m     

ドイツ 1986 UN N N   12m   

日本 N Y GS         
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25. ブルセラ病 

国名 

発生状況 1) 通報体制 2) 
サーベイラン

ス 3) 
家畜衛生条件 

家畜 野生 家畜 野生 家畜 野生 
国 4) 

清浄 

農場 5) 

清浄 

精密 6) 

検査 

ワクチン 7) /

抗生剤 

米国 地域的 ○ Y Y       12m ●※1 × 

カナダ UN 地域的 Y Y     ●     × 

アイルランド N Y   ●     × 

ハンガリー 地域的 地域的 Y N       12m ● ×※2 

フランス 地域的 地域的 Y N       12m ● ×※2 

オランダ 1973 ○ Y N       12m ● × 

スウェーデン 1957 UN Y Y GS GS ●     × 

英国 N Y GS   12m ● × 

デンマーク 1999 2002 Y Y GTS GTS   12m ● × 

ドイツ 〇 UN Y Y    12m ● × 

日本 N Y GTS         

※1：出国検疫開始前 30 日以内 

※2：生ワクチン接種禁止 

 

26. 類鼻疽 

国名 

発生状況 1) 通報体制 2) 
サーベイラン

ス 3) 
家畜衛生条件 

家畜 野生 家畜 野生 家畜 野生 
国 4) 

清浄 

農場 5) 

清浄 

精密 6) 

検査 

ワクチン 7) /

抗生剤 

米国                     

カナダ               12m     

アイルランド               12m     

ハンガリー               12m     

フランス               12m     

オランダ               12m     

スウェーデン             ●       

英国             ●       

デンマーク               12m     

ドイツ        12m   

日本               
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27. 気腫疽 

国名 

発生状況 1) 通報体制 2) 
サーベイラン

ス 3) 
家畜衛生条件 

家畜 野生 家畜 野生 家畜 野生 
国 4) 

清浄 

農場 5) 

清浄 

精密 6) 

検査 

ワクチン 7) 

/抗生剤 

米国                  

カナダ            12m     

アイルランド            12m     

ハンガリー            12m     

フランス               12m     

オランダ               12m     

スウェーデン            12m     

英国            12m     

デンマーク               12m     

ドイツ        12m   

日本                  

 

28. レプトスピラ症 

国名 

発生状況 1) 通報体制 2) 
サーベイラン

ス 3) 
家畜衛生条件 

家畜 野生 家畜 野生 家畜 野生 
国 4) 

清浄 

農場 5) 

清浄 

精密 6) 

検査 

ワクチン 7) /

抗生剤 

米国                 ○※ ○※ 

カナダ              12m ○※ ○※ 

アイルランド               12m ○※ ○※ 

ハンガリー               12m ○※ ○※ 

フランス              12m ○※ ○※ 

オランダ              12m ○※ ○※ 

スウェーデン              12m ○※ ○※ 

英国               12m ○※ ○※ 

デンマーク               12m ○※ ○※ 

ドイツ        12m ●  

日本                  

※：精密検査又は抗生剤の投与のいずれかを実施すること 
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29. サルモネラ症 

国名 

発生状況 1) 通報体制 2) 
サーベイラン

ス 3) 
家畜衛生条件 

家畜 野生 家畜 野生 家畜 野生 
国 4) 

清浄 

農場 5) 

清浄 

精密 6) 

検査 

ワクチン 7) /

抗生剤 

米国                     

カナダ               12m     

アイルランド               12m     

ハンガリー               12m     

フランス               12m     

オランダ               12m     

スウェーデン               12m     

英国               12m     

デンマーク               12m     

ドイツ        12m   

日本                  

 

30. 萎縮性鼻炎 

国名 

発生状況 1) 通報体制 2) 
サーベイラン

ス 3) 
家畜衛生条件 

家畜 野生 家畜 野生 家畜 野生 
国 4) 

清浄 

農場 5) 

清浄 

精密 6) 

検査 

ワクチン 7) /

抗生剤 

米国               12m     

カナダ               12m     

アイルランド               12m     

ハンガリー               12m     

フランス               12m     

オランダ               12m     

スウェーデン               12m     

英国               12m     

デンマーク               12m     

ドイツ        12m   

日本                  
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31. 豚丹毒 

国名 

発生状況 1) 通報体制 2) 
サーベイラン

ス 3) 
家畜衛生条件 

家畜 野生 家畜 野生 家畜 野生 
国 4) 

清浄 

農場 5) 

清浄 

精密 6) 

検査 

ワクチン 7) /

抗生剤 

米国                     

カナダ               12m     

アイルランド               12m   ◎ 

ハンガリー               12m     

フランス               12m     

オランダ               12m     

スウェーデン               12m     

英国               12m     

デンマーク               12m     

ドイツ        12m   

日本                  

 

32. 豚赤痢 

国名 

発生状況 1) 通報体制 2) 
サーベイラン

ス 3) 
家畜衛生条件 

家畜 野生 家畜 野生 家畜 野生 
国 4) 

清浄 

農場 5) 

清浄 

精密 6) 

検査 

ワクチン 7) /

抗生剤 

米国                     

カナダ               12m     

アイルランド               12m     

ハンガリー               12m     

フランス               12m     

オランダ               12m     

スウェーデン               12m     

英国               12m     

デンマーク               12m     

ドイツ        12m   

日本                  
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33. 野兎病 

 

34. 豚大腸菌症 

国名 

発生状況 1) 通報体制 2) 
サーベイラン

ス 3) 
家畜衛生条件 

家畜 野生 家畜 野生 家畜 野生 
国 4) 

清浄 

農場 5) 

清浄 

精密 6) 

検査 

ワクチン 7) 

/抗生剤 

米国           

カナダ           

アイルランド           

ハンガリー           

フランス           

オランダ           

スウェーデン           

英国           

デンマーク           

ドイツ           

日本           

 

 

 

 

国名 

発生状況 1) 通報体制 2) 
サーベイラン

ス 3) 
家畜衛生条件 

家畜 野生 家畜 野生 家畜 野生 
国 4) 

清浄 

農場 5) 

清浄 

精密 6) 

検査 

ワクチン 7) /

抗生剤 

米国 2009/6 地域的 N Y             

カナダ UN ○ N N       12m     

アイルランド UN UN N N       12m     

ハンガリー UN 2017/12 N N     12m     

フランス ○ ○ Y N       12m     

オランダ 2013/9 ○ Y N       12m     

スウェーデン UN ○ Y Y       12m     

英国 UN UN N N GS GS ●       

デンマーク UN 疑い Y Y       12m     

ドイツ 2013/5 〇 Y Y    12m   

日本 UN UN Y N GS GS         
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35. 豚胸膜肺炎 

国名 

発生状況 1) 通報体制 2) 
サーベイラン

ス 3) 
家畜衛生条件 

家畜 野生 家畜 野生 家畜 野生 
国 4) 

清浄 

農場 5) 

清浄 

精密 6) 

検査 

ワクチン 7) 

/抗生剤 

米国           

カナダ           

アイルランド           

ハンガリー           

フランス           

オランダ           

スウェーデン           

英国           

デンマーク           

ドイツ           

日本           

 

36-1. トリパノソーマ病（ツェツェバエ媒介性） 

国名 

発生状況 1) 通報体制 2) 
サーベイラン

ス 3) 
家畜衛生条件 

家畜 野生 家畜 野生 家畜 野生 
国 4) 

清浄 

農場 5) 

清浄 

精密 6) 

検査 

ワクチン 7) 

/抗生剤 

米国 N Y GS         

カナダ N Y GS         

アイルランド N N           

ハンガリー N N           

フランス N Y GS         

オランダ N Y TS         

スウェーデン N Y           

英国 N N GS         

デンマーク N N           

ドイツ N N      

日本 2014/12 UN Y N GS GS         
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36-2. トリパノソーマ病（スルラ） 

国名 

発生状況 1) 通報体制 2) 
サーベイラン

ス 3) 
家畜衛生条件 

家畜 野生 家畜 野生 家畜 野生 
国 4) 

清浄 

農場 5) 

清浄 

精密 6) 

検査 

ワクチン 7) 

/抗生剤 

米国 N Y GS         

カナダ N Y GS         

アイルランド N Y           

ハンガリー N N           

フランス UN UN Y Y GS GS         

オランダ N Y          

スウェーデン N Y           

英国 N Y GS         

デンマーク N N           

ドイツ N N      

日本 N Y GS         

 

37. トキソプラズマ病 

国名 

発生状況 1) 通報体制 2) 
サーベイラン

ス 3) 
家畜衛生条件 

家畜 野生 家畜 野生 家畜 野生 
国 4) 

清浄 

農場 5) 

清浄 

精密 6) 

検査 

ワクチン 7) 

/抗生剤 

米国           

カナダ        12m   

アイルランド        12m   

ハンガリー        12m   

フランス        12m   

オランダ        12m   

スウェーデン        12m   

英国        12m   

デンマーク        12m   

ドイツ        12m   

日本           
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38-1. 新大陸スクリューワーム 

国名 

発生状況 1) 通報体制 2) 
サーベイラン

ス 3) 
家畜衛生条件 

家畜 野生 家畜 野生 家畜 野生 
国 4) 

清浄 

農場 5) 

清浄 

精密 6) 

検査 

ワクチン 7) 

/抗生剤 

米国 2017/3 2017/3 Y Y GS GS         

カナダ N Y GS         

アイルランド N N           

ハンガリー N N           

フランス N N           

オランダ N Y GS         

スウェーデン N Y           

英国 N Y GS         

デンマーク N N           

ドイツ N N      

日本             

 

39-2. 旧大陸スクリューワーム 

国名 

発生状況 1) 通報体制 2) 
サーベイラン

ス 3) 
家畜衛生条件 

家畜 野生 家畜 野生 家畜 野生 
国 4) 

清浄 

農場 5) 

清浄 

精密 6) 

検査 

ワクチン 7) /

抗生剤 

米国 N Y GS         

カナダ N Y GS         

アイルランド N N           

ハンガリー N N           

フランス N N           

オランダ N Y GS         

スウェーデン N Y           

英国 N N GS         

デンマーク N N           

ドイツ N N      

日本             
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