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豚コレラ

原因：豚コレラウイルス (classical swine fever 
virus)

フラビウイルス科（Flaviviridae）ペスチウ
イルス属（Pestivirus）

宿主：豚、いのしし ※人には感染しない
分布：欧州、アジア、アフリカ、南米の一部の
国々

症状：急性、亜急性、慢性型等多様な病態を示
す。白血球減少。

急性型では高熱、食欲不振、元気消失、
神経症状（運動失調、後躯麻痺）、紫斑
を示し短期間で死亡。
慢性型では一旦回復するが、再び症状

を呈し、削痩後死亡する。
診断：蛍光抗体法（扁桃）、RT-PCR→塩基配
列解析、ウイルス分離
※ 平成４年の熊本県での発生が最終発生、
我が国では清浄化に成功している（平成19
年4月に認定）。

※ 周辺国では常在。絶えず侵入リスクにさら
されている。
※ 有効なワクチンが存在

アフリカ豚コレラ

病因：アフリカ豚コレラウイルス（African swine fever 
virus）

アスファウイルス科（Asfarviridae）アスファウイ
ルス属（Asfarvirus）

宿主：豚、いのしし（ダニによっても媒介） ※人には
感染しない

分布：アフリカ、欧州の一部（ロシア及びその周辺国、
東欧）
※ 2018年８月、中国に侵入

疫学：ダニのみでなく、豚－豚間でも容易に感染成立。
豚やいのししの移動だけでなく、肉や加工品に

よる感染拡大が問題。
排泄物､生肉及び非加熱加工品に長期間感染
性が残る（糞便:11日以上､冷蔵肉:15週､凍結
肉:15年､非加熱熟成生ハムなど:６～10ヵ月）

 症状：細網内皮系細胞（単球･マクロファージなど）に
感染し、甚急性～不

顕性まで幅広い病態を示す。
豚コレラに酷似するがより病原性は強い傾向。

 診断：赤血球吸着反応、蛍光抗体法、PCR・リアルタ
イムPCR法、ELISA、

イムノブロット法
※ ワクチン、治療法はない
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豚コレラの発生状況 2018年10月現在

※日本では2018年9月に豚コレラが発生。
※OIEのResolution No.29による
http://www.oie.int/animal-health-in-the-world/official-disease-status/classical-swine-fever/list-of-csf-free-member-countries/

＝豚コレラ清浄国 （35カ国）

＝豚コレラ非清浄国

（アルゼンチン、オーストラリア、オーストリア、ベルギー、ブルガリア、カナダ、チリ、コスタリカ、チェコ共和国、デンマーク、フィンランド、フランス、ドイ
ツ、ハンガリー、アイルランド、イタリア、日本、リヒテンシュタイン、ルクセンブルグ、メキシコ、ニューカレドニア、ニュージーランド、ノルウェー、パラ
グアイ、ポーランド、ポルトガル、ルーマニア、スロバキア、スロベニア、スペイン、スウェーデン、スイス、オランダ、英国、米国）

＝豚コレラ清浄地域を含む国 （2カ国） （ブラジル、コロンビア）
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①人・物・車両によるウイルスの持込み防止
・衛生管理区域、豚舎への出入りの際の洗浄・消毒の徹底
・衛生管理区域専用の衣服、靴の設置と使用の徹底
・人・物の出入りの記録
・飼料に肉を含み、又は含む可能性があるときは、あらかじめ
摂氏70度・30分間以上又は摂氏80度・３分間以上の加熱処理を徹底

②野生動物対策
・飼料保管場所等へのねずみ等の野生
動物の排せつ物の混入防止
・豚舎周囲の清掃、整理・整頓
・死亡家畜の処理までの間、野生動物
に荒らされないよう適切に保管

予防対策の重要ポイント

豚舎

【衛生管理区域】

車両消毒

専用の服や靴の使用

消毒の実施

壁や金網の破損修繕

消石灰帯の設置

野生動物侵入防止
（例：フェンス設置）

死亡家畜の適切な保管
（例：コンテナ保管）

野生動物侵入防止
（例：ネット設置）
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豚コレラ・アフリカ豚コレラの侵入防止対策を徹底しましょう！

アフリカ豚コレラ

写真出典：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

チアノーゼ死亡

豚コレラ

重症例は後躯麻痺・運動失調・四肢の激しい痙縮などの神経症状、皮下出血による紫斑（耳翼、尾、腹部、内股
部）を呈し死亡。

うずくまり 豚房の隅に集まるパイルアップ

写真出典：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

発熱、食欲不振、元気消失等、うずくまり、便秘に継ぐ下痢、呼吸障害等

衛生管理を徹底しましょう！

水で汚れを落とし
てから消毒

農場（畜舎）に出入りする際
には、消毒を実施

2018年9月、11月
日本で発生

詳細情報はこちら（農林水産省HP） 豚コレラについて： アフリカ豚コレラについて：

本年９月、日本において２６年振りに豚コレラが発生しました。近隣国では、豚コレラ
及びアフリカ豚コレラの発生が継続しており、侵入リスクが高い状況が続いています。

異状を発見したら直ちに通報しましょう！

病状は多岐に渡り、甚急性、急性、
亜急性、慢性の症状を示す。甚急
性では突然死亡、急性では発熱
（40～42℃）、皮下出血、脾臓の腫
大、粘血便、チアノーゼ等を呈し、
死亡率は100％に近い。

病状は多岐に渡り、甚急性では突然死亡、
急性では発熱が見られます。

特徴的な症状が無く、気がつきにくい疾病です！

飼料に生肉を含む又は含む
可能性がある場合は、
十分に加熱処理

2018年8月以降
中国で発生継続

関係者以外の農場へ
の立入を禁止

結膜炎
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○8月
2日 ：九州・沖縄ブロック家畜衛生主任者会議
7日 ：日本養豚開業獣医師協会（JASV）主催会議

豚コレラ防疫対策支援技術検討会
20日 ：特定疾病等に関する防疫技術研修
21日 ：北海道・東北ブロック家畜衛生主任者会議
23日 ：JASV意見交換会

関東・甲信越・北陸ブロック家畜衛生主任者会議
24日 ：食糧・農業・農村政策審議会 プリオン病小委員会

宮崎県家畜防疫研修会
27日 ：近畿ブロック家畜衛生主任者会議

○9月
4日 ：近畿・中国・四国地区動物検疫に関する連絡会議

ASF緊急会議（FAO：国際連合食糧農業機関）
11日 ：ASF関係省庁連絡会議幹事会
12日 ：千葉県養豚振興協議会との意見交換会
13日 ：第161回日本獣医学会学術集会
14日 ：H30越境性動物疾病防疫対策推進会議
18日 ：野生獣衛生体制整備に係る委員会（中央畜産会）
19日 ：日本獣医師会訪問
21日 ：宮崎大学産業動物防疫リサーチセンターセミナー

JPPA衛生部会

○10月
2日 ：山口県防疫演習
5日 ：埼玉県養豚協会セミナー
11日 ：神奈川県高病原性鳥インフルエンザ

防疫演習
18日 ：熊本県防疫演習
22日 ：JA群馬との意見交換会
23日 ：羊腸組合理事長との面談
24日 ：徳島県防疫資材演習
30日 ：家畜衛生・公衆衛生部会（日本獣医師会）

部落解放同盟との意見交換会

○11月
1日 ：東北家畜衛生協議会

プリオン調査会
5日 ：食糧・農業・農村政策審議会

家畜衛生部会
7日 ：豚事協国内由来飼料研究会
8日 ：SPF豚セミナー（日本SPF豚協会）
12日 ：JAグループ鹿児島との意見交換会
13日 ：福岡県口蹄疫防疫演習
14日 ：地域豚疾病緊急対策推進事業

第2回検討会（中央畜産会）
15日 ：農研機構 動物衛生研究部門

ASFセミナー
16日 ：web全国家畜衛生担当者 緊急会議
22日 ：家畜衛生に係る記者懇談会
27日 ：食の安全・安心財団主催セミナー

JASV養豚獣医師委員会
千葉県食肉衛生技術研修会

都道府県、関係団体等への情報提供（中国におけるアフリカ豚コレラ発生以降）
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～アフリカ（29カ国）～

アンゴラ
ベナン
ブルキナファソ
ブルンジ
カメルーン
カーボヴェルデ
中央アフリカ

マダガスカル
マラウイ
モーリシャス
モザンビーク
ナミビア
ナイジェリア
ルワンダ

チャド
コンゴ民主共和国
コンゴ共和国
コートジボワール
ガーナ
ギニアビサウ
ケニア

セネガル
南アフリカ
タンザニア
トーゴ
ウガンダ
ザンビア
ジンバブエ

～ヨーロッパ（17カ国）～

アルメニア
アゼルバイジャン
グルジア
イタリア（サルジニア島に限る）※３

ロシア
ウクライナ
ベラルーシ

リトアニア
ポーランド
ラトビア
エストニア
モルドバ
チェコ
ルーマニア

※１ 出典：ＯＩＥ等 ※２ 日本においては、これまで本病は確認されていない。
※３ 我が国は、イタリアについては、サルジニア島のみ非清浄地域に指定。 ※４ 更新点：ベルギーの追加

アフリカ豚コレラの発生状況

2018年10月29日現在

＝2005年以降OIE等に発生通報のあった国/地域

マリ ハンガリー
ブルガリア
ベルギー

～アジア（1カ国）～

中国
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新疆ウイグル自治区

雲南省

チベット自治区

甘粛省

青海省

貴州省

江西省

四川省

江蘇省

広東省

海南省

広西チワン族
自治区

内蒙古自治区

香港

天津市

澳門

河北省

山西省

河南省

湖北省

重慶市

安徽省

浙江省

山東省
寧夏回族
自治区

吉林省

中国におけるアフリカ豚コレラの発生状況

※中国当局からの情報を元に作成。

河南省 1農場、1施設（と畜場）

黒龍江省

江蘇省 2農場

佳木斯市湯原県の交易市場

計 102か所（92農場、3施設、6村）（野生いのしし1か所）
（16省、1区、4直轄市）

搬入（直線距離1,944km ）

遼寧省

：アフリカ豚コレラ発生地点

：アフリカ豚コレラ発生後、
疫区の封鎖が解除された地点

：野生いのししにおける
アフリカ豚コレラ発生地点

重慶市 1農場

湖北省 5農場

湖南省

江西省 3農場

福建省

福建省 1農場

黒龍江省 5農場

吉林省 3農場、1か所（野生いのしし）

天津市 2農場

浙江省 4農場雲南省 4農場、1施設（と畜場）

湖南省 7農場

貴州省 5農場

安徽省 9農場

山西省 4農場

遼寧省 21農場、6村

内モンゴル自治区 4農場、1施設（と畜場）

四川省 3農場

2018年12月10日現在

上海市 1農場

北京市 4農場

陝西省 3農場

陕西省

p.8




