
No.3751　農林水産省消費・安全局 畜水産安全管理課、動物衛生課　2023. 5. 1

☆ チリからの家きん肉等の一時輸入停止措置
について

（令和５年３月６日付けプレスリリース）

　農林水産省は、3 月 3 日（金曜日）にチリからの
家きん肉等の一時輸入停止措置を講じました。

１．経緯
　チリの家きん飼養施設において、高病原性鳥イ
ンフルエンザ（H5N1 亜型）の発生が確認された旨、
チリ家畜衛生当局から国際獣疫事務局（OIE）に通
報がありました。

２．対応
　本病の我が国への侵入防止に万全を期すため、
令和 5 年 3 月 3 日（金曜日）にチリからの家きん
肉等の輸入を一時停止（※）しました。

（参考） 生きた家きんについては、2 国間で輸入
条件が設定されていないため、従前よ
り輸入できません。

※ 発生国又は地域から生きた家きん、家きん肉等
の輸入を停止するのは、我が国で飼養されてい
る生きた家きんがウイルスに感染することを防
止するためであり、食品衛生のためではありま
せん。
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（参考）チリからの家きん肉等の輸入実績

出典：財務省「貿易統計」

　これまでの生きた家きん、家きん肉等の輸入停
止措置の状況等については、以下のページより確
認いただけます。
動物検疫所：
　https://www.maff.go.jp/aqs/topix/im/hpai.html

☆ 香港向け家きん由来製品の輸出再開につい
て（鹿児島県、宮城県、埼玉県、群馬県及
び滋賀県）

（令和５年３月 10 日付けプレスリリース）

　本日より、鹿児島県、宮城県、埼玉県、群馬県
及び滋賀県からの香港向けの家きん由来製品の輸
出が再開されましたのでお知らせします。

概要
　令和 4 年 10 月 28 日に高病原性鳥インフルエン
ザの今シーズン国内一例目が発生して以降、輸出
相手国・地域との間で地域主義の適用について協
議を行い、主な輸出先である香港当局からは、非
発生県からの家きん由来製品の輸出継続が認めら
れています。
　これまで、発生県からの輸出再開について協議
を行ってきたところ、今般、香港当局との間で、
高病原性鳥インフルエンザに関する清浄性が認め
られた鹿児島県、宮城県、埼玉県、群馬県及び滋
賀県からの家きん由来製品の輸出再開について合
意しました。
　これにより、本日から、動物検疫所において香
港向けの輸出に必要な輸出検疫証明書の交付を再
開しました。
　引き続き、他の発生県からの輸出再開について、
香港当局との協議を行ってまいります。

＜ 2022 年 1-12 月の輸出額＞
香港向け鶏肉：18 億円（鶏肉の総輸出額 20 億円）
香港向け鶏卵：79 億円（鶏卵の総輸出額 85 億円）
出典：財務省「貿易統計」

＜これまでの経過＞
令和 4 年 10 月 28 日：岡山県において高病原性鳥

インフルエンザの疑似患畜を確認
令和 4 年 11 月 18 日：鹿児島県において高病原性

鳥インフルエンザの疑似患畜を確認
令和 4 年 11 月 23 日：宮城県において高病原性鳥

インフルエンザの疑似患畜を確認
令和 4 年 12 月 17 日：埼玉県において高病原性鳥

インフルエンザの疑似患畜を確認
令和 5 年 1 月 1 日：群馬県において高病原性鳥イ

ンフルエンザの疑似患畜を確認
令和 5 年 1 月 19 日：滋賀県において高病原性鳥イ

ンフルエンザの疑似患畜を確認

参考
　香港向けの家きん由来製品停止状況については、
以下のページよりご確認いただけます。

URL：https://www.maff.go.jp/aqs/hou/pdf/
exkakin3-6.pdf（PDF：91KB）

☆ 新潟県における高病原性鳥インフルエンザ
の疑似患畜の確認及び「農林水産省鳥イン
フルエンザ防疫対策本部」の持ち回り開催
について

（令和５年３月 12 日付けプレスリリース）

　本日（3 月 12 日（日曜日））、新潟県胎内市の家
きん農場において、家畜伝染病である高病原性鳥
インフルエンザの疑似患畜が確認（今シーズン国
内 79 例目）されました。
　これを受け、農林水産省は、「農林水産省鳥イン
フルエンザ防疫対策本部」を持ち回りで開催し、
今後の対応方針について決定しました。

１．農場の概要
所在地：新潟県胎内市

2020年 2021年 2022年
家きん肉（トン） 24 26 53

（日本の総輸入量） （1,021,239）（1,093,263）（1,116,733）

家きんの卵（トン） 0 0 0

（日本の総輸入量） （23,218） （28,539） （26,925）
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飼養状況：約 33 万羽（採卵鶏）

２．経緯
（1） 昨日（3 月 11 日（土曜日））、新潟県は、同県

胎内市の農場から、家きんの異状がみられる
旨の通報を受けて、農場への立入検査を実施
しました。

（2） 同日、当該家きんについて鳥インフルエンザ
の簡易検査を実施したところ陽性であること
が判明しました。

（3） 本日（3 月 12 日（日曜日））、当該家きんにつ
いて遺伝子検査を実施した結果、高病原性鳥
インフルエンザの疑似患畜であることを確認
しました。

３．今後の対応方針
　「農林水産省鳥インフルエンザ防疫対策本部」を
持ち回りで開催し、今後の防疫措置等について決
定しました。

４．農林水産省鳥インフルエンザ防疫対策本部
日時：令和 5 年 3 月 12 日（日曜日）（持ち回り開催）

５．その他
（1） 我が国の現状において、鶏肉や鶏卵等を食べる

ことにより、ヒトが鳥インフルエンザウイルス
に感染する可能性はないと考えております。
https://www.fsc.go.jp/sonota/tori/tori_infl_
ah7n9.html（外部リンク）

（2） 現場での取材は、本病のまん延を引き起こす
おそれがあること、農家の方のプライバシー
を侵害しかねないことから、厳に慎むよう御
協力をお願いいたします。
特に、ヘリコプターやドローンを使用しての
取材は防疫作業の妨げとなるため、厳に慎む
ようお願いいたします。

（3） 今後とも、迅速で正確な情報提供に努めます
ので、生産者等の関係者や消費者は根拠のな
い噂などにより混乱することがないよう、御
協力をお願いいたします。

☆ 岩手県における高病原性鳥インフルエンザ
の疑似患畜の確認及び「農林水産省鳥イン
フルエンザ防疫対策本部」の持ち回り開催
について

（令和５年３月 14 日付けプレスリリース）

　本日（3 月 14 日（火曜日））、岩手県金ケ崎町の
家きん農場において、家畜伝染病である高病原性
鳥インフルエンザの疑似患畜が確認（今シーズン
国内 80 例目）されました。
　これを受け、農林水産省は、「農林水産省鳥イン
フルエンザ防疫対策本部」を持ち回りで開催し、
今後の対応方針について決定しました。

１．農場の概要
所在地：岩手県金ケ崎町
飼養状況：約 8.4 万羽（採卵鶏）

２．経緯
（1） 昨日（3 月 13 日（月曜日））、岩手県は、同県

金ケ崎町の農場から、死亡羽数が増加してい
る旨の通報を受けて、農場への立入検査を実
施しました。

（2） 同日、当該家きんについて鳥インフルエンザ
の簡易検査を実施したところ陽性であること
が判明しました。

（3） 本日（3 月 14 日（火曜日））、当該家きんにつ
いて遺伝子検査を実施した結果、高病原性鳥
インフルエンザの疑似患畜であることを確認
しました。

３．今後の対応方針
　総理指示及び「高病原性鳥インフルエンザ及び
低病原性鳥インフルエンザに関する特定家畜伝染
病防疫指針」等に基づき、以下の措置について万
全を期します。

1． 当該農場の飼養家きんの殺処分及び焼埋却、農
場から半径 3km 以内の区域について移動制限
区域の設定、半径 3km から 10km 以内の区域に
ついて搬出制限区域の設定等必要な防疫措置を
迅速かつ的確に実施。

2． 移動制限区域内の農場について、速やかに発生
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状況確認検査を実施。
3． 感染拡大防止のため、発生農場周辺の消毒を強

化し、主要道路に消毒ポイントを設置。
4． 岩手県知事との面会等により、岩手県と緊密な

連携を図る。
5． 必要に応じて、食料・農業・農村政策審議会 家

畜衛生部会 家きん疾病小委員会を開催し、防疫
対策に必要な技術的助言を得る。

6． 感染状況、感染経路等を正確に把握し、的確な
防疫方針の検討を行えるようにするため、必要
に応じ、農林水産省の職員を現地に派遣。

7． 殺処分・焼埋却等の防疫措置を支援するため、
必要に応じ、各地の動物検疫所、家畜改良セン
ター等から「緊急支援チーム」を派遣。

8． 「疫学調査チーム」による調査を実施。
9． 全都道府県に対し、改めて注意喚起し、本病の

早期発見及び早期通報並びに飼養衛生管理の徹
底を指導。

10． 関係府省庁と十分連携を図りつつ、生産者、
消費者、流通業者等への正確な情報の提供に
努める。

４．農林水産省鳥インフルエンザ防疫対策本部
日時：令和 5 年 3 月 14 日（火曜日）（持ち回り開催）

５．その他
（1） 我が国の現状において、鶏肉や鶏卵等を食べる

ことにより、ヒトが鳥インフルエンザウイルス
に感染する可能性はないと考えております。
https://www.fsc.go.jp/sonota/tori/tori_infl_
ah7n9.html（外部リンク）

（2） 現場での取材は、本病のまん延を引き起こす
おそれがあること、農家の方のプライバシー
を侵害しかねないことから、厳に慎むよう御
協力をお願いいたします。
特に、ヘリコプターやドローンを使用しての
取材は防疫作業の妨げとなるため、厳に慎む
ようお願いいたします。

（3） 今後とも、迅速で正確な情報提供に努めます
ので、生産者等の関係者や消費者は根拠のな
い噂などにより混乱することがないよう、御
協力をお願いいたします。

☆ トルコからの家きん肉等の一時輸入停止措
置について

（令和５年３月 17 日付けプレスリリース）

　農林水産省は、2 月 13 日（月曜日）にトルコか
らの家きん肉等の一時輸入停止措置を講じました。

１．経緯
　トルコの家きん飼養施設において、高病原性鳥
インフルエンザ（H5N1 亜型）の発生が確認された
旨、トルコ家畜衛生当局から国際獣疫事務局（OIE）
に通報がありました。

２．対応
　本病の我が国への侵入防止に万全を期すため、
令和 5 年 2 月 13 日（月曜日）にトルコからの家き
ん肉等の輸入を一時停止（※）しました。

（参考） 生きた家きんについては、2 国間で輸入
条件が設定されていないため、従前よ
り輸入できません。

※ 発生国又は地域から生きた家きん、家きん肉等
の輸入を停止するのは、我が国で飼養されてい
る生きた家きんがウイルスに感染することを防
止するためであり、食品衛生のためではありま
せん。

（参考）トルコからの家きん肉等の輸入実績

出典：財務省「貿易統計」

　これまでの生きた家きん、家きん肉等の輸入停
止措置の状況等については、以下のページより確
認いただけます。
動物検疫所：
　https://www.maff.go.jp/aqs/topix/im/hpai.html

2020年 2021年 2022年
家きん肉（トン） 1,692 1,851 1,686

（日本の総輸入量） （1,021,239）（1,093,263）（1,116,733）

家きんの卵（トン） 0 0 0

（日本の総輸入量） （23,218） （28,539） （26,925）
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☆ ポルトガルからの家きん肉等の一時輸入停
止措置の解除について

（令和５年３月 20 日付けプレスリリース）

　農林水産省は、今般、ポルトガルにおける鳥イ
ンフルエンザの清浄性を確認したことから、本日、
ポルトガルからの家きん肉等の一時輸入停止措置
を解除しました。

１．経緯
　ポルトガルの家きん飼養施設において、高病原
性鳥インフルエンザの発生が確認されたことから、
令和 3 年 12 月以降、同国からの家きん肉等につい
て輸入を一時停止していました。

（参考） 生きた家きんについては、二国間の輸
入条件が設定されておらず、従前より
輸入できません。

２．対応
　今般、ポルトガル家畜衛生当局から我が国に提
供された鳥インフルエンザの防疫措置等の情報に
より、同国の家きんにおける同病の清浄性を確認
しました。このため、本日付で当該一時輸入停止
措置（※）を解除しました。

※ 発生国又は地域から生きた家きん、家きん肉等、
家きん卵等の輸入を停止するのは、我が国で飼
養されている生きた家きんがウイルスに感染す
ることを防止するためであり、食品衛生のため
ではありません。

　なお、ポルトガルからの家きん肉、家きん卵等
の輸入実績はありません（2020 年～ 2022 年）。

　これまでの生きた家きん、家きん肉等の輸入停
止措置の状況等については、以下のページより確
認いただけます。
動物検疫所：
　https://www.maff.go.jp/aqs/topix/im/hpai.html

☆ リトアニアからの家きん肉等の一時輸入停
止措置について

（令和５年３月 22 日付けプレスリリース）

　農林水産省は、3 月 21 日（火曜日）にリトアニ
アのアリートゥス州からの家きん肉等の一時輸入
停止措置を講じました。

１．経緯
　リトアニアのアリートゥス州の家きん飼養施設
において、高病原性鳥インフルエンザ（H5N1 亜型）
の発生が確認された旨、リトアニア家畜衛生当局
から情報提供がありました。

２．対応
　本病の我が国への侵入防止に万全を期すため、
令和 5 年 3 月 21 日（火曜日）にアリートゥス州か
らの家きん肉等の輸入を一時停止（※）しました。

（参考） 生きた家きんについては、2 国間で輸入
条件が設定されていないため、従前よ
り輸入できません。

※ 発生国又は地域から生きた家きん、家きん肉等
の輸入を停止するのは、我が国で飼養されてい
る生きた家きんがウイルスに感染することを防
止するためであり、食品衛生のためではありま
せん。

（参考）リトアニアからの家きん肉等の輸入実績

出典：財務省「貿易統計」

　これまでの生きた家きん、家きん肉等の輸入停
止措置の状況等については、以下のページより確
認いただけます。
動物検疫所：
　https://www.maff.go.jp/aqs/topix/im/hpai.html

2020年 2021年 2022年
家きん肉（トン） 177 330 488

（日本の総輸入量） （1,021,239）（1,093,263）（1,116,733）

家きんの卵（トン） 74 199 441

（日本の総輸入量） （23,218） （28,539） （26,925）
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２０２３年度 第１３回   家畜感染症学会 

シンポジウム・総会 
 
テ ー マ ▶ 基礎と畜産現場を結ぶ ～感染症を予防するための免疫・栄養～ 

日 時 ▶ 2023年 6月 10日(土) 10:00～17:30 

会 場 ▶ 大阪公立大学 中百舌鳥キャンパス 
（〒599-8531 大阪府堺市中区学園町 1番 1号） 

開催方法 ▶ 対面ならびにWeb配信によるハイブリッド形式 

参 加 費 ▶ 正会員・賛助会員：3,000円、非会員：5,000円、学生：無料 

事前登録 ▶ https://kachikukansen.infotec-ss.jp/20230610/ 

  
※参加には事前登録が必要です。当日の受付は行いません。 
※対面参加・Web参加に関わらず、参加費は同額となります。 
※参加登録締切：2023年 5月 27日（土） 

 

内   容 

■シンポジウム 1：感染症を予防するための免疫とは   座長：大塚 浩通（帯広畜産大学） 
 基調講演：感染に対抗する生体のしくみ              山崎 晶（大阪大学） 
 オーバービュートーク 

1. 粘膜における病原体と免疫等を活用した畜産現場における感染症予防の未来 
長澤 裕哉（農研機構） 

2. 自然免疫を活用した畜産現場における感染症予防の未来    石川 真悟（大阪公立大学） 

■ランチョンセミナー 

■シンポジウム２：感染症を予防するための栄養とは 
座長：國澤 純（国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所) 

 基調講演①：生体防御システムにおけるエネルギー代謝の影響 
國澤 純（国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所) 

 基調講演②：家畜の栄養と炎症応答 ー栄養素の持つ抗炎症作用ー  佐藤 幹（東北大学） 
 オーバービュートーク 

1. 栄養を活用した畜産現場における感染症予防の未来         芳賀 聡（東北大学） 
2. 抗菌因子、腸内細菌等を活用した畜産現場における感染症予防の未来 

鈴木 直樹（広島大学） 
 

2023年 4月 10日時点の予定を掲載しておりますので、今後変更となる可能性がございます。 

変更の際は、学会 HPやメールニュースにて、皆様にお知らせいたします。 

最新情報は学会ホームページ（http://www.kachikukansen.org/）からご確認ください。 
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☆ 青森県における高病原性鳥インフルエンザ
の疑似患畜の確認及び「農林水産省鳥イン
フルエンザ防疫対策本部」の持ち回り開催
について

（令和５年３月 24 日付けプレスリリース）

　本日（3 月 24 日（金曜日））、青森県蓬田村の家
きん農場において、家畜伝染病である高病原性鳥
インフルエンザの疑似患畜が確認（今シーズン国
内 81 例目）されました。
　これを受け、農林水産省は、「農林水産省鳥イン
フルエンザ防疫対策本部」を持ち回りで開催し、
今後の対応方針について決定します。

１．農場の概要
所在地：青森県蓬田村
飼養状況：約 33 万羽（採卵鶏）

２．経緯
（1） 昨日（3 月 23 日（木曜日））、青森県は、同県

蓬田村の農場から、死亡羽数が増加している
旨の通報を受けて、農場への立入検査を実施
しました。

（2） 同日、当該家きんについて鳥インフルエンザ
の簡易検査を実施したところ陽性であること
が判明しました。

（3） 本日（3 月 24 日（金曜日））、当該家きんにつ
いて遺伝子検査を実施した結果、高病原性鳥
インフルエンザの疑似患畜であることを確認
しました。

３．今後の対応方針
　本日、「農林水産省鳥インフルエンザ防疫対策本
部」を持ち回りで開催し、今後の防疫措置等につ
いて速やかに決定します。

４．農林水産省鳥インフルエンザ防疫対策本部
日時：令和 5 年 3 月 24 日（金曜日）（持ち回り開催）

５．その他
（1） 我が国の現状において、鶏肉や鶏卵等を食べる

ことにより、ヒトが鳥インフルエンザウイルス
に感染する可能性はないと考えております。

https://www.fsc.go.jp/sonota/tori/tori_infl_
ah7n9.html（外部リンク）

（2） 現場での取材は、本病のまん延を引き起こす
おそれがあること、農家の方のプライバシー
を侵害しかねないことから、厳に慎むよう御
協力をお願いいたします。
特に、ヘリコプターやドローンを使用しての
取材は防疫作業の妨げとなるため、厳に慎む
ようお願いいたします。

（3） 今後とも、迅速で正確な情報提供に努めます
ので、生産者等の関係者や消費者は根拠のな
い噂などにより混乱することがないよう、御
協力をお願いいたします。

☆ 北海道における高病原性鳥インフルエンザ
の疑似患畜の確認及び「農林水産省鳥イン
フルエンザ防疫対策本部」の持ち回り開催
について

（令和５年３月 28 日付けプレスリリース）

　本日（3 月 28 日（火曜日））、北海道千歳市の家
きん農場において、家畜伝染病である高病原性鳥
インフルエンザの疑似患畜が確認（今シーズン国
内 82 例目）されました。
　これを受け、農林水産省は、「農林水産省鳥イン
フルエンザ防疫対策本部」を持ち回りで開催し、
今後の対応方針について決定します。

１．農場の概要
所在地：北海道千歳市
飼養状況：約 55.8 万羽（採卵鶏）

２．経緯
（1） 昨日（3 月 27 日（月曜日））、北海道は、道内

千歳市の農場から、死亡羽数が増加している
旨の通報を受けて、農場への立入検査を実施
しました。

（2） 同日、当該家きんについて鳥インフルエンザ
の簡易検査を実施したところ陽性であること
が判明しました。

（3） 本日（3 月 28 日（火曜日））、当該家きんにつ
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いて遺伝子検査を実施した結果、高病原性鳥
インフルエンザの疑似患畜であることを確認
しました。

３．今後の対応方針
　本日、「農林水産省鳥インフルエンザ防疫対策本
部」を持ち回りで開催し、今後の防疫措置等につ
いて速やかに決定します。

４．農林水産省鳥インフルエンザ防疫対策本部
日時：令和 5 年 3 月 28 日（火曜日）（持ち回り開催）

５．その他
（1） 我が国の現状において、鶏肉や鶏卵等を食べる

ことにより、ヒトが鳥インフルエンザウイルス

に感染する可能性はないと考えております。
https://www.fsc.go.jp/sonota/tori/tori_infl_
ah7n9.html（外部リンク）

（2） 現場での取材は、本病のまん延を引き起こす
おそれがあること、農家の方のプライバシー
を侵害しかねないことから、厳に慎むよう御
協力をお願いいたします。
特に、ヘリコプターやドローンを使用しての
取材は防疫作業の妨げとなるため、厳に慎む
ようお願いいたします。

（3） 今後とも、迅速で正確な情報提供に努めます
ので、生産者等の関係者や消費者は根拠のな
い噂などにより混乱することがないよう、御
協力をお願いいたします。

　「その行政課題の Consequence は

何か」という言葉を、Policy Analysis

の講座で教授から聞かれた。米国で国際公共政策

学を学んでいた頃の話だ。この講座では、行政課

題を立てて、その決定的原因（Determinants）と

政策的背景（Policy Environment）を分析した上

で、政策を立案する手法を学ぶ。日本の少子化問

題、カリフォルニアの再犯率、何にでも適用可能

なスキームだ。

　教授は「意外と思うだろうが、このプロセスで

一番困難なのは分析や立案ではない。課題を正し

く立てることだ。」と言った。「同じ事象について

も、角度や視点の大きさで課題は別の捉え方をさ

れ、その後の分析・立案に影響を与える。どれが

ベストかは状況や立場で異なるが、間違った立て

方は明白だ。Consequence が明確に説明できるか

どうかだ。」

　それが課題だと何となく認識していても、改め

て考えてみるとそれによる損失が明確に説明でき

ないことはよくある。

　新年度が始まったところだが、既に来年度の予

算に向けて議論が始まっている。各事業について

考えを詰めていく中、教授の言葉がよぎる。私は

課題を正しく捉えられているだろうか。
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