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☆ 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４月３日付けプレスリリース）

　本日（4 月 3 日（月曜日））、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
83 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 35 万羽（採卵鶏）
疫学関連農場：北海道千歳市（1 農場、約 4 万羽）

２．経緯
（1） 昨日（4 月 2 日（日曜日））、北海道は、道内千歳

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（4 月 3 日（月曜日））、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 4 月 3 日（月曜日）（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
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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。

☆ 香港向け家きん由来製品の輸出再開につい
て（茨城県及び千葉県）

（令和５年４月６日付けプレスリリース）

　本日より、茨城県及び千葉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
られた茨城県及び千葉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 4 日：茨城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により輸出停止
令和 5 年 1 月 3 日：千葉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により輸出停止
（千葉県における国内今シーズン初発生は、令和 4
年 11 月 26 日）

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）

☆ 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４月７日付けプレスリリース）

　本日（4 月 7 日（金曜日））、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
84 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 31 万羽（採卵鶏）

２．経緯
（1） 昨日（4 月 6 日（木曜日））、北海道は、道内千

歳市の農場から、死亡羽数の増加がみられる
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（4 月 7 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 4 月 7 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）
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（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。

☆ 第 63 回　全国家畜保健衛生業績発表会演
題（大分県）「大分県で 10 年ぶりに発生し
た高病原性鳥インフルエンザの対応と課題」

大分県豊後大野家畜保健衛生所
○河上友、汐月貴紀

【はじめに】
　2020 年 11 月から 2021 年 3 月にかけて、国内で
18 県 52 事例の家きんにおける高病原性鳥インフル
エンザ（HPAI）が発生した。本県でもおよそ 10
年ぶり 3 度目の HPAI が発生し、防疫措置を実施
した。本県では過去に 2 例の HPAI 発生があり（図
1）、1 例目は愛玩鶏、2 例目は採卵用家きん農場で
の発生であったが、経営の再開までには至らなかっ
た。今回、本県で3例目のHPAIが発生し、農場では、
県内で初めて発生後の経営再開に至ったので、そ
の概要と防疫措置の過程で発生した課題及び対応
について報告する。

【発生の概要】
　2020 年 12 月 9 日、42 日齢の肉用家きんで死亡
羽数が増加（12 月 6 日より 7、8、12、33 羽で推移、

過去 21 日間の平均死亡羽数 8 羽）したため、飼養
衛生管理者から家畜保健衛生所に通報があり、立
入検査を実施した。死亡家きん 11 羽及び生きた家
きん 2 羽について A 型インフルエンザ簡易キット
による検査を行ったところ、死亡家きん 2 羽で陽
性となった。確認のため死亡家きん 5 羽を追加検
査したところ、3 羽で陽性となった。
　12 月 10 日 5 時 30 分、大分家畜保健衛生所での
PCR 検査で死亡家きん 10 羽について H5 亜型に特
異的な遺伝子が検出され、7 時 00 分、動物衛生課
との協議で HPAI の疑似患畜と決定された。また、
12 月 11 日 21 時、動物衛生研究部門での HA 開裂
領域の遺伝子解析により HPAI（H5N8 亜型）の患
畜と確定された。なお、簡易検査実施 2 羽及び同
居の生きた家きん 12 羽についての抗体検査は陰性
であり、12 月 10 日に国の高病原性鳥インフルエ
ンザ疫学調査チームが採材した鶏体及び環境材料
50 検体についても、鳥インフルエンザウイルスは
検出されなかった。そのため、本事例は早期発見・
早期通報がなされたと考えられた。

【防疫措置】
　12 月 10 日早朝、大分家畜保健衛生所での遺伝子
検査の結果を受け、農林水産省動物衛生課と協議し、
HPAI の疑似患畜と決定された。同日 7 時に開催さ
れた県総合対策本部会議で県知事よりと殺指示が下
されたが、資材及び人員不足のため、農場や埋却地

（HZ）でと殺、消毒や埋却作業を行う防疫作業従事
者の防護服等着脱を行うクリーンゾーン（CZ）の
立ち上がりが遅れた。それに伴い、防疫作業従事者
が HZ に到着せず、発生農場である B 農場及び疫学
関連農場である C 農場でのと殺及び消毒作業は 11
時 30 分開始となり、疫学関連農場である D 農場で
のと殺及び消毒作業は 16 時開始となった（疫学関
連 A 農場は空舎）。と殺は 12 月 11 日 2 時に B 農場
が終了し、次いで D 農場が 3 時 20 分、C 農場が 7
時 30 分に終了した。同日 23 時 11 分の鶏体、鶏糞
及び飼料の埋却終了をもって、初動防疫が終了した。
（1）初動防疫措置の体制
　鳥インフルエンザを疑う事例の発生を受け、県
総合対策本部及び現地総合対策本部が設置された。
疑似患畜決定時、当該農場（B 農場）は 43 日齢
13,087 羽、C 農場は 48 日齢 25,700 羽、D 農場は 38
日齢 14,735 羽、合計 53,522 羽の肉用鶏が飼養され
ており、3 農場一斉に防疫措置を開始するとの指示
から、集会場（防疫作業従事者が、受付や問診、資
材受け取りを行う）1 箇所、CZ1 箇所、HZ4 箇所（当
該農場と疫学関連 2 農場及び埋却地 1 箇所）を設置
した。B 農場はと殺開始から約 14 時間 30 分、C 農
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場は約 20 時間、D 農場は約 11 時間 20 分でと殺及
び農場消毒を完了した。12 月 11 日 23 時 11 分の埋
却完了をもって、疑似患畜決定から約 42 時間で 3
農場の防疫措置を完了した。その後、12 月 18 日及
び 25 日に 2 回目及び 3 回目の農場消毒を実施した。
（2）人の流れ（図 2）
　防疫作業従事者及びその受入れや個人用防護具

（PPE）着脱等を後方支援する防疫作業支援者は一
度集会場を経由して各作業場に移動した。第 1 クー
ル 276 名、第 2 クール 188 名、第 3 クール 150 名、
第 4 クール 147 名、第 5 クール 85 名、約 2 日の防
疫措置で 5 クール延べ 846 名が動員された。この際、
受け入れ先の集会場が 1 箇所であったのに対し、防
疫作業従事者の行き先は CZ2 箇所、農場 3 箇所と
埋却地 1 箇所と複雑に分かれていた。防疫作業従事
者の振り分けを行う集会場に人員、資材及び情報が
集中して混乱したことから、集会場で防疫作業従事
者を適切な場所に最適な人数を振り分ける時間的・
人員的な余裕がなかった。そのため、動員者の労務
管理を適切に行うことができず、1 クール 8 時間を
超えて作業を行った職員がみられる一方、集会場で
の待機時間が長く、実際の作業時間が数時間程度と
なった職員もみられた。また、集会場や CZ には防
疫作業従事者をサポートする防疫作業支援者が派
遣されたが、クール数が増えるに従って派遣される
防疫作業支援者の人数が減ったため、運営に支障を
きたした。なお、集会場、CZ、HZ の総括や HZ 内
の作業指導者として当該家保の獣医師または畜産
関係職員が配置されたが、もとより県農林水産部の
獣医師が不足し、総括たる熟練職員も限られること
から交代要員不足に陥り、一部の職員は疑われる事
例発生の 12 月 9 日から防疫作業終了の 12 月 11 日
深夜まで、継続して作業を行うこととなった。

（3）資機材の流れ（図 3）
　県内の各家保には、それぞれ採卵鶏 1 万羽規模

の養鶏場 1 箇所での発生を想定し、集会場 1 箇所、
CZ1 箇所及び埋却地 1 箇所用の備蓄資材が保管さ
れていた。しかし今回 3 農場同時に防疫措置を開
始するとの指示から、当初は当該家保の備蓄を集
会場 1 箇所、CZ2 箇所、養鶏場 3 箇所及び埋却地 1
箇所に分配したため、資材不足が生じた。
　HPAI 発生時の県のガイドラインでは、連絡用公
用携帯電話の配布先が決まっており、情報の混乱
を避けるため、上から下へ、下から上へ連絡する
ように定められていた。しかしながら実際は、ガ
イドラインを無視した連絡が公用携帯電話及び個
人の携帯電話に殺到し、作業の妨害や情報の混乱
といった事態を招いた。また、公用携帯電話のバッ
テリー劣化による充電切れ、CZ や HZ ではキャリ
アによっては電波状況が悪い等により、携帯電話
やスマートフォンがつながらなかった。

【経営再開に向けた取組】
（1）環境検査
　2021 年 1 月 6 日、HPAI 発生時空舎であった A
農場も含め、4 農場 5 棟で 36 検体のウイルス検査
用の採材を実施し、全ての検体について陰性を確
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認した。
（2）飼養衛生管理の改善
　飼養衛生管理基準の不遵守として、HPAI 発生時、
①車両等の消毒実施未記録、②鶏舎内外の動線が
交差、③鶏舎周囲の環境未整備、④鶏舎に複数箇
所の破損、の 4 点が確認されたことからこれらの
項目について遵守するよう指導した。車両等の消
毒実施未記録については記録するように、鶏舎内
外の動線が交差する点については鶏舎入口に部屋
を設置し、鶏舎内外の長靴が交差しないようにし
た。また、HPAI 発生時には鶏舎周囲に藪が茂って
いたものを伐採し、定期的に除草するように努め、
鶏舎の破損箇所については発泡剤で埋める等の処
置を行った。1 月 22 日、全ての不遵守項目につい
て改善を確認した。
（3）モニター家きんの導入
　2021年2月9日、4農場5棟に計154羽を導入した。
国の指針に基づき 14 日間飼養した後、23 日に血清
149 検体並びに気管及びクロアカスワブ 30 検体を
ウイルス検査用として採材し、3 月 1 日、全ての検
体について鳥インフルエンザ抗体及びウイルス分
離陰性を確認した。3 月 19 日から家きんを再導入
して経営を再開し、5 月 26 日に初出荷に至った。

【課題と対応】
　今回、早期通報により HPAI を早期発見するこ
とができた。1 農場当たり 24 時間以内のと殺と 72
時間以内の埋却により、ウイルスのまん延を防止
した。その後、農場は約 3 カ月と早い期間で経営
再開に至り、順調に出荷することができた。
　しかしながら防疫措置の過程では多くの課題が
発生した。県では 2011 年以降、ガイドラインの作
成、初動防疫計画書の作成、家畜伝染病防疫対策
チーム（B-SAT）の組織等の取組を行っていたが、
その後、実際の HPAI 発生は無く、実践的演習が
できていない中、今回の HPAI 発生で初めて実際
の運営を行うこととなった。ガイドラインについ
ては防疫措置終了後より再改定を行い、国の特定
家畜伝染病防疫指針に合わせた記述、初動防疫事
前計画書の作成、現地派遣チームの組織等が追記
された。
（1）事前準備不足
　本発生では CZ や HZ の情報が事前に関係機関と
共有できず、防疫作業の開始の遅れ等につながっ
た。2021 年度には県ガイドラインの改定に伴い、
今後は初動防疫事前計画書の整備とともに、関係
機関と CZ や埋却地を毎年巡回し、事前に情報共有
を行うこととなった。また、全養鶏農家の初動防
疫事前計画書を一から作成し直し、防疫作業従事

者及び支援者のローテーションや備蓄資材リスト
についても、より実効性のあるものとした。
（2）資材不足
　本発生では、当初は当該家保の備蓄資材（採卵
鶏 1 万羽規模 1 農場分）を集会場１箇所、CZ2 箇所、
農場 3 箇所及び埋却地 1 箇所に分配することとなっ
たため、資材が不足した。また、現行の備蓄資材
では、HPAI が続発した場合や大規模農場での発生
の際に対応できないといった問題点が浮上した。
　そのため、まず原則として、疫学関連農場があ
る場合、発生農場から防疫措置を進め、順次疫学
関連農場での防疫措置に移ることとされた。また、
これまで資材は一旦集会場に送られ、そこで振り
分けられるようになっていたが、今後は作業場毎
にトラックに積込み、各作業場に送られるように
変更された。資材の数量についても、これまで県
全体で採卵鶏 4 万羽（1 万羽× 4 家保）規模に対
応できる数量から、県内で最大飼養規模（採卵鶏、
肉用鶏ともに 50 万羽規模）の養鶏場に対応できる
数量へと増加した。
（3）情報の錯綜
　本発生では、個人の携帯電話やスマートフォン
の乱用等によって県ガイドライン通りの連絡体制
を築くことができず、情報が錯綜し現場が混乱し
た。そのため、防疫措置終了後、公用携帯電話の
更新と増数が行われた。また、3 農場一斉の防疫措
置となったため、集会場に人員、資材及び情報が
集中したことで集会場が機能しなかったが、今後
の HPAI 発生時には集会場の機能強化と情報共有
の迅速化・正確化をはかるため、集会場に農林水
産部審議監をチーム長とした現地派遣チーム（新
設）が派遣され、モバイルパソコンを活用した情
報共有を行うこととなった。

【まとめ】
　今回の HPAI 発生では防疫措置の過程で様々な
課題が浮上したため、防疫措置終了後から初動防
疫事前計画書の整備、備蓄資材の増強、情報共有
方法のスマート化等の対応を進め、2021 年 10 月
の県防疫演習での実働演習による検証を実施し、
2022 年 3 月 4 日に県防疫ガイドラインが改定され
た。その一方、未だ解決できていない課題も多い。
関係機関との事前情報共有が進む反面、防疫措置
を行う組織の拡大により、意見のとりまとめや理
解の平準化が困難となった。また、防疫作業従事
者や支援者の労務管理は厳格化される一方、各作
業場の総括となる農林水産部所属獣医師について
は、人員不足で未だ交代要員が確保できていない。
備蓄資材についても、大規模農場での HPAI 発生
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に対応できる数量の確保には至ったが、資材が県
内各地に点在して保管されており、数量の確認や
更新に手間がかかる、HPAI 発生時にも各地から資
材を集める必要がある等、管理が未だ難しい。そ
の他にも様々な課題が浮上しているが、ガイドラ
インの改定とともに現在進行形で対応を進めてお
り、今後の迅速な防疫措置に繋げたい。

☆ 管内養豚場にて確認されたアカバネウイル
ス感染事例

愛媛県南予家畜保健衛生所　赤坂遼

１　緒言
　アカバネ病はブニヤウイルス科オルトブニヤウ
イルス属に属するアカバネウイルス（以下 AKAV）
を原因としたウイルス感染症であり、感染畜種は
通常、牛である。感染経路は妊娠牛における胎内
感染、ヌカカ等の吸血昆虫による水平感染がある。
母牛では、臨床症状は見られないが、子牛では感
染日齢により死流産、虚弱、運動失調、神経症状
を呈する。病理所見は、子牛において大脳欠損、
四肢等に体型異常がみられる。
　対策として、牛ではワクチンが広く普及してい
るが、豚の症例はごく稀で対策も定められていな
い。今回、南予地方の養豚場にて本病の感染事例
を確認したので、その知見を報告する。

２　農場概要
　当該農場は、母豚約1,000頭飼養の一貫経営である。
　母豚は、県内の関連農場および県外農場から導入、
一か月程度場内で隔離したのち、母豚舎へ移動して
繁殖に供する。肥育豚は三週齢で三種混合ワクチ
ンを接種、25 ～ 26 日齢で離乳舎へ移動、74 ～ 75
日齢で肥育豚舎へ移動したのち出荷まで肥育する。

３　症例概要
1）症例①
　分娩舎にて、令和 3 年 7 月下旬生まれの 2 週齢の
子豚 2 頭で四肢伸張、眼球震盪、起立不能を認めた。
2）症例②
　離乳舎にて、令和 3 年 6 月上旬～ 7 月上旬生まれ、
7 ～ 11 週齢の豚 3 頭において元気消失、起立不能
を認めた。3 頭中 1 頭のみマルボフロキサシン剤を
投与されていた。

４　検査方法
（1） 病理解剖：当所の解剖施設において病理解剖

を実施した。
（2） 血液学的検査：症例①のみ実施した。
（3） 細菌学的検査：解剖時に採材した心臓、肺、肝臓、

脾臓、腎臓、脳を用いて、以下の条件により
分離・培養した。

ア） 心臓、肺、肝臓、脾臓、腎臓、脳を用いた血
液寒天培地で 37℃ 24 時間 5%CO2 培養及び
DHL 寒天培地で 37℃ 24 時間好気培養

イ） 肺、脳を用いたチョコレート寒天培地で
37℃ 24 時間 CO2 培養

（4） ウイルス学的検査
ア） 主要臓器及び脳を用いた異常産関連ウイルス

（※）遺伝子検査（RT-PCR）
イ） 血清（症例①のみ）を用いた AKAV 中和抗

体検査
※ 日本脳炎ウイルス（JEV）、ゲタウイルス（GetV）、

豚熱ウイルス（CSFV）サーコウイルス（PCV2）
（5）病理組織学的検査

ア） 主要臓器及び脳を用いたヘマトキシリン・エ
オジン染色（以下、HE）

イ） 脳を用いたｳｻｷﾞ抗 AKAV 抗体による免疫組
織化学的染色（以下、IHC）

５　結果
（1） 病理解剖：症例①は 2 頭とも著変はなく、症

例②は 3 頭中 2 頭に脳血管の充盈を認めた。

（2） 血液学的検査：（症例①のみ実施）白血球数及
びヘマトクリットが低い値を示した。

図 -1　場内のピッグフロー　上：繁殖豚　下：肥育豚
図 -2　症例②　左：No.2　右：No.3
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（3） 細菌学的検査：症例①②ともに有意菌は分離
されなかった。

（4） ウイルス学的検査：異常産関連ウイルスの
PCR を行ったところ、5 頭中 4 頭の脳から
AKAV 特異遺伝子が検出された。抗体検査で
は、症例①において 2 頭とも抗体陰性であった。

（5） 病理組織学的検査：
ア）症例①

ア　No.1：延髄では実質に多発性巣状壊死が
散見され、神経網の粗鬆化や神経細胞の壊死
を認めた。IHC では、壊死巣の境界部の血管
内皮細胞等に AKAV 抗原を認めた。

イ　No.2：No.1 と同様に壊死巣が認められ、
壊死巣から少し離れた血管に AKAV 抗原を認
めた。大脳の側脳室では、上衣下の神経細胞
の細胞質内に AKAV 抗原を認めた。

イ）症例②
ア　No.1：橋に神経網の粗鬆化を認め、病変
部に AKAV 抗原を認めた。大脳では、髄膜や
実質の血管周囲にリンパ球の軽度浸潤を認め
た。グリア結節では、グリア細胞質内に抗原
を認めた。

イ　No.2：延髄に軸索の変性や神経網の粗鬆
化を認めた。大脳では、神経細胞の細胞質内
に AKAV 抗原を確認した。中脳では、好酸性
滴状物を伴う血管壁の壊死がみられ、同様の
病変が症例②の 3 頭ともに認めた。

表 -1　血液学的検査結果（症例②は未実施））

表 -2　ウイルス学的検査結果

図 -3　症例①　No.1 延髄
左上： HE、壊死巣
右上： HE、神経網の粗鬆化及び神経細胞の壊死
左下： IHC、壊死巣
右下： IHC、壊死巣境界部の血管内皮細胞等に AKAV 抗原を

確認（黒矢印）

図 -4　症例①　No.2
左上： 中脳、IHC、壊死巣
右上： 中脳、IHC、壊死巣周囲の

血管内皮細胞内にAKAV
抗原を確認（黒矢印）

左下： 大脳、IHC上衣下の神経
細胞の細胞質内にAKAV
抗原を確認

図 -5　症例②　No.1　
左上： 橋、HE、神経網の粗鬆化
右上： 大脳、HE、髄膜や実質の血管周囲にリンパ球の軽度浸潤
左下： 橋、IHC、病変部に AKAV 抗原を確認
右下： 大脳、IHC、グリア細胞質内に AKAV 抗原を確認（黒矢印）

図 -6　症例②　No.2
左上： 延髄、HE、軸索の変性

や神経網の粗鬆化
右上： 中脳、HE、好酸性滴状

物を伴う血管壁の壊死
左下： 大脳、IHC、神経細胞の

細胞質内に AKAV 抗原
を確認（黒矢印）
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６　追加調査
（1） 発生農場における繁殖候補導入豚の AKAV 中

和抗体検査結果
　発生農場において 2021 年 2 月～ 10 月にかけて
定期的に採材した外部導入豚 165 頭の保存血清を
用いて AKAV 中和抗体検査を実施した。農場へ導
入後、隔離豚舎にて 1 か月半の隔離後に採血、検
査を実施したところ、導入元、導入日に関わらず
すべての群で高い抗体価を認めた。

（2） 発生農場及び関連農場における繁殖豚、肥育
豚の AKAV 中和抗体検査結果

　2022 年 3 月（発生から約 7 か月後）に採材し
た発生農場の繁殖豚 30 頭及び関連農場の繁殖豚
10 頭、肥育豚 20 頭の血清を用いて AKAV 中和
抗体検査を実施したところ、発生農場の繁殖豚は
93.3%、関連農場の繁殖豚は 80%、肥育豚は 85% と
高い陽性率を認めた。

７　まとめ
　神経症状を呈した豚、合計 5 頭を調査したところ、4
頭の脳からAKAV の特異遺伝子を検出した。症例①
では、AKAV 抗体が陰性であり、生後感染が疑われた。
　今回の症例では、4 頭に神経組織の多発性巣状壊
死、IHC において AKAV 抗原を確認したことから、
多発性巣状壊死は AKAV 感染による血管傷害とそ

れによる乏血性変化に関連した病変と考えられた。
また、症例②は、脳脊髄血管症の好発日齢でもあり、
大腸菌症との複合感染も疑われた。

８　考察
　病理組織学的検査で、脳において多発性巣状壊死
を認め、神経細胞・血管内皮細胞等に AKAV 抗原を
確認したことから、乏血性変化を認める病変に AKAV
の関与が示唆され、AKAV 感染症例と診断した。本
症例は、愛媛県内では初の豚における症例であった。
　症例①、②ともに脳からAKAV 特異遺伝子が検出
された。なお、症例①にて 2 頭とも抗体陰性であったこ
とから、症例①は生後感染と考えられた。
　発生農場及び関連農場の AKAV 中和抗体検査で
は、母豚、肥育豚が高率で抗体陽性であり、AKAV
清浄地域である東北地方からの導入豚も隔離後の調
査で抗体陽性であった。また、県内のおとり牛を用いた
2021 年度アルボウイルス抗体調査において AKAV の
動きは確認されなかったことから、発生農場には 2021
年 4 月以前に AKAV が侵入し、感染が拡大したと考
えられるが、農場への侵入経路は不明である。
　豚の神経症状に関して AKAV が関与している事例
が少ないため、豚での AKAV の疫学情報及び場内の
蚊の生息状況に関してさらなる調査、分析が必要と考
える。

表 -3　繁殖候補導入豚の AKAV 中和抗体検査結果

表 -4　各症例まとめ

　今月8日、新型コロナウイルス感染症の感染
症法上の位置づけが季節性インフルエンザなど
と同じ「５類」に移行されました。これによりマ

スク着用など感染対策にあっては個人の判断に委ねられることに
なり、連休明けには早速、朝の出勤時にマスクを外して通勤して
いる方も多く見受けられ、当方も満員電車や対面で話をする以外
はマスクを外して生活する時間が増えました。これからの季節は
気温上昇もありますので、今回の規制緩和は大賛成です。また、
感染者数の集計 ･ 発表も、毎日の「全数把握」から週に１回毎
週金曜日の「定点把握」になるようで、変更後最初の発表は 19
日となるようです。今後の感染者数が気になるところでありますが、
一方で、当方としては、全国の感染者数を毎日集計し報道に公
表する担当者の作業量と緊張感がどれだけ大変なことか想像す
ると関係者の方にはお疲れ様でしたと思うとともに、しかし、まだ
毎週公表する必要があるのかな、とも思ってしまいました。当方
の職場でも「とりあえずデータ拾っておいて。」と言われる機会が

少なくないですが、「正確性」と「求められるスピード」をよくよく
参酌して作業を進めていこうと改めて思いました。「情報収集癖を
なくせ。情報の裏には膨大な労力の消費があるのだから。（ある
先輩の言葉）」。
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