
No.3754　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. 29

☆ 北海道千歳市で発生した高病原性鳥インフ
ルエンザ（国内 82 例目から 84 例目まで）
に係る移動制限の解除について

（令和５年５月８日付けプレスリリース）

　北海道は、道内千歳市で確認された高病原性鳥

インフルエンザ（今シーズン国内 82 例目から 84

例目まで）に関し、発生農場から半径 3km 以内で

設定している移動制限区域について、令和 5 年 5

月 6 日（土曜日）午前 0 時（5 月 5 日（金曜日）24

時）をもって、当該移動制限を解除しました。

１．経緯及び今後の予定
（1） 北海道は、令和 5 年 3 月 28 日、4 月 3 日及び

4 月 7 日に道内千歳市の家きん農場において高

病原性鳥インフルエンザ（今シーズン国内 82

例目から 84 例目まで）が発生したことを受け、

家畜伝染病予防法に基づき、移動制限（発生

農場の半径 3km 以内の区域）及び搬出制限（発

生農場の半径 3km から 10km までの区域）を

設定しました。

（2） 北海道は、令和 5 年 5 月 1 日に当該搬出制限

を解除しました。

（3） 今般、北海道は、全ての発生農場の防疫措置

が完了した令和 5 年 4 月 14 日の翌日から起算

して 21 日が経過する令和 5 年 5 月 6 日（土曜日）

午前 0 時（5 月 5 日（金曜日）24 時）をもって、

当該移動制限を解除しました。

２．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います。

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
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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。

３．参考
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

https://www.maff .go.jp/j/press/syouan/

douei/230328.html

北海道で確認された高病原性鳥インフルエンザの

疑似患畜（国内 82 例目）の遺伝子解析及び NA 亜

型の確定について

https://www.maff .go.jp/j/press/syouan/

douei/230331.html

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

https://www.maff .go.jp/j/press/syouan/

douei/230403.html

北海道で確認された高病原性鳥インフルエンザの

疑似患畜（国内 83 例目）の遺伝子解析及び NA 亜

型の確定について

https://www.maff .go.jp/j/press/syouan/

douei/230405.html

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

https://www.maff .go.jp/j/press/syouan/

douei/230407.html

北海道で確認された高病原性鳥インフルエンザの

疑似患畜（国内 84 例目）の遺伝子解析及び NA 亜

型の確定について

https://www.maff .go.jp/j/press/syouan/

douei/230411.html

☆ 小規模防疫演習を通じた市町村との連携
強化

長野県佐久家畜保健衛生所　小林憲一郎

１　はじめに
　防疫演習は、県、市町村及び関係団体の連携体

制を確認し、特定家畜伝染病（以下、「家畜伝染病」

という。）発生時に防疫措置を迅速かつ円滑に行う

ことを目的とする。近年、高病原性鳥インフルエ

ンザや豚熱の発生リスクが高まり、防疫演習の重

要性が増している。しかし、令和 2 ～ 3 年は、コ

ロナ禍のため関係者が一箇所に集合して行う大規

模防疫演習の開催は困難な状況となった。そこで、

当所では、県と市町村の連携強化を目的に、市町

村職員を対象とした、小規模防疫演習を開催し、

市町村との連携強化が図られたので、その概要を

報告する。

２　小規模防疫演習を企画した背景
　本県では、市町村を、県内の各地域で構成する

特定家畜伝染病連絡会議の構成員（以下、「構成員」

という。）に位置づけている。構成員は、会議や防

疫演習を通じた情報共有や対応力向上を図り、家

図 1　令和 2 ～ 3 年防疫演習参加者
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畜伝染病発生時は、現地対策本部として防疫措置

に参加する。

　初動防疫にあたる市町村職員の担当業務は、集

合基地や仮設基地等の設置・運営、防疫作業への

参加など多岐にわたる。また、飼養衛生管理の向

上や埋却予定地の確認など、家畜伝染病の発生予

防のため、市町村の協力を得る機会が増加してい

る。そのため、県と市町村が家畜伝染病への危機

意識を共有するとともに、動員予定者のスキルアッ

プを図り、連携を強化することは重要である。

　しかし、令和 2 年 2 月以降、県内で新型コロナ

ウイルス感染症が発生し、大規模な集会は開催困

難となった。そこで、当所と佐久及び上田地域振

興局が防疫演習の開催方法について検討し、市町

村職員と顔の見える関係の構築を目的に、小規模

防疫演習を開催することとした。

３　開催方法
　市町村別の小規模防疫演習は、当所が管轄する

東信地域の防疫演習の一環として実施した。令和 2

年度は、県庁と県現地機関が合同で開催した防疫

演習において、市町村職員向け演習として開催し

た。令和 3 年度は、構成員が参集しての机上演習

を実施したが、新型コロナウイルス感染症の動向

が不透明であったため、市町村職員向けの演習は

前年同様に小規模防疫演習として開催した。

　小規模防疫演習は、市町村に希望を募り、開催

した。会場は、各市町村の会議室などを使用した。

市町村職員のうち、主に動員予定者が参加した。

開催時間は 1 時間 30 分程度で、内容は家畜伝染病

対応に関する講義、防護服着脱訓練による実地演

習、質疑応答とした。

　あらかじめ開催市町村と日程調整の上、開催日

当日は、家保職員 2 名が、資材一式を公用車に積

み込んで開催市町村の庁舎に向かい、講義用のス

クリーンや机などを準備するとともに、着脱訓練

用のブルーシートや必要な資材を配置した（図 2）。

所要時間は 30 分から 1 時間程度を要した。

　講義は、30 分程度を使い、家畜伝染病予防法に

おける市町村長の位置付けやその役割、近年問題

となっている高病原性鳥インフルエンザ、豚熱、

アフリカ豚熱に関する説明、防疫作業の流れなど

多岐にわたる内容を解説した。普段、畜産以外の

業務を担当する職員が参加していることを念頭に、

家畜伝染病が発生すると、畜産業だけでなく風評

被害などにより地域経済に深刻な影響を及ぼす可

能性があることを説明した。また、過去の事例か

ら市町村には臨機応変なサポートをお願いする可

能性があることを伝え、各市町村職員が、家畜伝

染病を自分事として捉えるよう工夫した。

　防護服着脱訓練は、解説ビデオにより一連の流

れを確認したのち、実際に着脱の指導をした。さ

らに、作業体験（ラジオ体操）を通じて、指揮命

令系統や労働安全など作業の注意点を解説した。

また、脱衣指導の際には、感染予防に関する説明

を行った。実地訓練においても、病原体拡散防止

や、作業中の事故発生予防、事故発生時の対応な

ど、家畜伝染病が実際に発生した場合を具体的に

イメージしてもらい、発生を自分事として考えて

もらうように工夫した。撮影した写真は後日配布

して、防護服を着用した場合に個人が識別しにく

いことを確認してもらった（図 3）。

図２　小規模防疫演習　会場設営例
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　質疑応答では、家畜伝染病の防疫措置に関する

ものだけでなく、野生いのししの豚熱感染や野鳥

の鳥インフルエンザ対応に関するものなど、家畜

伝染病の発生予防全般に関する質問が寄せられた。

少人数での開催のため、活発な質疑応答が行われ

た。日頃、市町村職員の抱える疑問を解消する機

会となるよう、丁寧な回答に心がけた。

４　開催状況及びアンケート結果
　管内 15 市町村のうち、畜産が盛んな市町村を中

心に小規模防疫演習の開催申し込みがあった。令

和 2 年度は 5 市町村 38 名、令和 3 年度は新たに 6

市町村 38 名の参加があった。また、令和 3 年度の

参加者のうち約 3/4 に当たる 28 名は、過去に防疫

演習への参加経験がない職員であった。異動など

により動員予定者は入れ替えがあることから、小

規模防疫演習は定期的に開催する必要があるであ

ろう。

　令和 3 年度の演習後に実施したアンケート（回

答者 37 名）では、講義及び実地演習について、1

名を除くすべての回答者が、「わかりやすかった」

又は、「どちらかというとわかりやすかった」と回

答した（図 4）。また、全ての回答者が、家畜伝染

病が発生した際に、本演習が「役立つ」又は、「ど

ちらかというと役立つ」と回答した。これらの結

果から、本演習が市町村職員の知識及び技術向上

につながったものと考察した。

　アンケートの自由記載欄には、「防疫措置のイ

メージがわいた」「担当者不在でも対応できそう」、

「定期的に開催してほしい」など、発生予防及び蔓

延防止に前向きな感想が寄せられた。以上のアン

ケート結果から、本演習を通じて、市町村職員と

危機意識の共有が図れたものと考察した。

５　考察
　小規模防疫演習の長所は、市町村職員の参加が

容易であり、直接対話することにより家畜伝染病

への理解が深まること、質疑応答がしやすいこと

であった。一方、短所は、開催市町村が偏ること、

演習内容が限定されることだった。今後は、従来

型防疫演習の併用や、オンライン演習の併用によ

り、より効果の高い防疫演習を模索してゆきたい。

　今回、防疫措置等に携わる市町村職員を対象と

して、顔の見える距離で防疫演習を行った。その

結果、県と市町村の連帯感を醸成し、強固な連携

体制を構築することができた。小規模防疫演習は、

市町村職員それぞれが持つ、地域を守りたいとい

う「想い」を、家畜伝染病対応における「県・市

町村連携」の力に変える効果がある。

　最後に、本演習を開催するにあたり、ご支援を

いただいた東信家畜畜産物衛生指導協会をはじめ、

関係者の皆様に感謝申し上げる。

図４　アンケート結果①　理解度・活用度
（５段階、n=37）

図３　防護服着脱訓練　風景
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☆ 府内で連続発生した牛サルモネラ症で分離
された Salmonella Typhimurium の分子疫
学解析

大阪府家畜保健衛生所　病性鑑定課

大平　真由

【はじめに】
　牛サルモネラ症は、様々な血清型のサルモネラ

に起因する感染症であり、その中でも Salmonella 

Typhimurium（ 以 下 ST）、Salmonella Dublin、

Salmonella Enteritidis、および 2 相鞭毛抗原を発

現できない単相変異型 ST、O4：i：-、（以下非定

型 ST）によって引き起こされるものが届出伝染病

に指定されている。

　一度、牛サルモネラ症が流行すると、流産や死

亡、泌乳量の低下、薬剤の投与による生乳の出荷

停止および廃棄等の原因となり、また、清浄化に

至るまで長期間を要する。そのため農家において、

治療や衛生対策への多大なる労力を要するととも

に経済的被害が甚大なものになる。

　今回、府内一酪農団地の 5 農家で ST を原因とし

た牛サルモネラ症が連続して発生し、病性鑑定お

よび分子疫学検査等を実施したので、その概要を

報告する。

【府内における過去の ST および非定型 ST の分
離状況】
　大阪府内の過去 20 年間の ST および非定型 ST

の発生状況を図 1 に示した。

　近年では主に豚における非定型 ST が問題であっ

た。一方、乳用牛については、同酪農団地におい

て 2000 年から 2005 年に 8 頭から分離されたが、

それ以降、約 15 年間は分離されなかった。

【発生農家概要および経過】
　各農家の飼養状況および経過については、表 1

のとおりで、7 月中旬から 8 月までの短期間で、5

農家において、流産、死亡、下痢が連続発生した。

そこで、各事例について、細菌およびウイルス検

査を含む病性鑑定を実施したところ、5 農家すべて

で ST が分離され、その他の流産や下痢症状を呈す

る疾病は陰性であったため、ST による牛サルモネ

ラ症と診断した。

　本事例は 5 農家で短期間に発生したこと、すべ

ての事例で ST が分離されたことから、同一 ST 株

が団地内で流行した可能性が考えられた。農家 B

においては、診療獣医師の指示のもと、2 週間ごと

に 2 回のエンロフロキサシンの全頭投与を行った。

その後の全頭検査で 55 頭中 22 頭から ST が分離

され、保菌率が高いことが分かり、病原性や薬剤

耐性について、詳しく調べる必要があった。また、

図 1　過去の分離状況

表 1　飼養状況及び経過
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同酪農団地で、15 年前に ST が分離されたことから、

本事例との関連についても調査が必要であると考

えた。そこで、本事例について、疫学調査および

対策の一助とするため、分子疫学検査等を実施し

た。

【材料と方法】
　 検 査 に つ い て は、 薬 剤 感 受 性 試 験、 パ ル ス

フィールドゲル電気泳動法（PFGE）、一塩基多型

（SNP）遺伝子型別検査法、多座変数縦列反復分析 

（MLVA）を実施した。また、過去の事例との比較

については 2018 年に実施した府内 ST および非定

型 ST の分子疫学検査結果を用いた。

　材料については 5 農家から選別した菌株 12 株を

使用した（表 2）。

【薬剤感受性試験】
　1 濃度ディスク法により、アンピシリン（ABPC）、

セファゾリン（CEZ）、セフォキシチン（CFX）、

セフォタキシム（CTX）、セフェビム（CFPM）、

イ ミ ベ ネ ム（IPM）、 メ ロ ベ ネ ム（MEPM）、 シ

プロフロキサシン（CPFX）、レボフロキサシン

（LVFX）、ナリジクス酸（NA）、テトラサイクリ

ン（TC）、ゲンタマイシン（GM）、カナマイシン

（KM）、ストレプトマイシン（SM）、クロラムフェ

ニコール（CP）、ホスホマイシン（FOM）、アズレ

オナム（AZT）、アモキシシリン・クラブラン酸

（CVA/AMPC）、スルバクタム・アンピシリン（SBT/

ABPC）、スルファメトキサゾール・トリメトプリ

ム（SXT）の 20 薬剤、寒天平板希釈法によりコリ

スチン（CL）、スルファメトキサゾール（SMX）

の 2 薬剤、計 22 薬剤について薬剤感受性試験を実

施した。

　結果、ストレプトマイシンに対して、12 株中 7

株が中間値を示したが、その他 21 薬剤については

感受性を示した。

【PFGE 法】
　材料は表 2 に示した ST12 株を用いた。ゲノム

DNA を制限酵素 Xba Ⅰを用いて消化後、断片化

された DNA 分子を 5 ～ 50 秒、6V で 22 時間、泳

動した。結果、バンドの切断パターンは 12 菌株す

べてにおいて一致した（図 2）。

【SNP 遺伝子型別検査法】
　新井らは全ゲノムシークエンスにより、ST 及び

非定型 ST を 9 つの遺伝子型クレードに大別し、各

クレードに特異的な一塩基多型（SNPs）を検出で

きる allele specific PCRs（AS-PCRs）を用いるこ

とで、遺伝学的背景を加味した SNP 遺伝子型に型

別できるとしている [1]。

　表 2 で示した ST12 株を使用し、SNP 遺伝子型

図 2　PFGE 結果

表 2　材料一覧
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別の PCR を実施した。ネガティブコントロールに

は他の SNP 型のポジティブコントロールを使用し

た。結果、陽性と判定できる位置および濃さのバ

ンドは検出されなかったため、本事例においては

いずれの型にもあてはまらなかった。

【MLVA 法】
　薬剤感受性試験で同様の結果を示したこと、

PFGE で同じパターンを示したことから、12 菌

株は同一クローンの可能性が高いと考えられた。

SNP 遺伝子型別 PCR については、どの型にもあて

はまらなかったことから、既報の株や近年の流行

株との関連は不明であった。そのため、さらに詳

しい疫学検査を実施することとし、MLVA を実施

した。

　発生農家 5 農家の初発株を 1 株ずつ、計 5 株（以

下 Osaka 株）を検査に供した。精製 DNA をテン

プレートに用い、反復縦列配列を含む 5 種類の遺

伝子座位（STTR3、5、6、9、10）について、PCR

で増幅し、PCR 産物のシークエンス解析を実施し

た。その結果からリピート数を算出し、プロファ

イルを決定した。シークエンス解析の結果、5 株す

べて同様の塩基配列を示した。プロファイルは表 3

のとおりとなった。

　次いでプロファイルに基づき 系統樹解析を行っ

た。

　1977 年以降に北海道で分離された牛由来の ST

に大阪株を加えた MLVA プロファイルに基づく系

統樹を作成した。円はそれぞれのプロファイルを

示しており、円の大きさが、そのプロファイルの

菌株数を表している。円の間の線がプロファイル

間の距離を示しており、太くなるほどプロファイ

ル間の距離が近いことを示す。

　1992 年から 2002 年ごろまで、北海道で流行した

株がクラスター A に分類されており、2000 年から

2002 年を境にクラスター C へと置き換わった [2]。

　今回、解析に用いた ST 大阪株 5 株は一見、クラ

スター C に近いように見えるが、線の太さや距離

で示すとおり、既報の株とは関連性が極めて低い

ことが示された（図 3）。

【過去の事例との比較】
　同酪農団地において 2000 年～ 2005 年に分離し

た株について、2018 年に分子疫学検査等を実施し

たため、本事例の結果と比較した。

　2000 年～ 2005 年の分離株は、SNP1 型に分類さ

れ、薬剤感受性試験において、6 から 7 薬剤に耐性

を示した [3]。そのため、本事例の結果とは異なる

ことが分かった。

【今後の展望】
　現在、症状が落ちついた農家から順次清浄性確

認検査を実施している。牛からの分離はなくなっ

たが、環境材料から ST の分離が続いている農家も

ある。初発事例から期間がたち、薬剤などの使用

もあったため、菌の性状に変化がないか検査を継

続することで今後の指導や対策に寄与していきた

い。

表 3　Osaka 株の MLVA プロファイル

図 3　MLVA に基づく系統樹
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30 年度大阪府家畜保健衛生業績発表会

　今月 11 日、韓国の韓牛農家にお

いて 4 年 4 か月ぶりに口蹄疫が確認

されました。韓国では 2010 年 1 月の発生以降、同

年 12 月から全国的に口蹄疫ワクチン（3 価混合：

Asia1・A・O 型）を牛・豚・山羊・鹿に接種し感

染拡大の防止を図っている中、2010 年、2014 年に

続いて本年も再発が確認されました。韓国の事例

では、ワクチンを使用しても感染を完全に防御す

る効果は無く農場や家畜体からウイルスを完全に

清浄化することは困難である、と改めて認識しま

した。地理的に近い隣国韓国での口蹄疫発生を機

に、国内の牛 ･ 豚など生産者におかれては、リス

ク管理意識が高まるとともに農場へのウイルス侵

入防止対策について改めて点検 ･ 確認されている

ことと思います。そんな中、先週、某県の家畜飼

養施設から口蹄疫疑いの一報があり、動物衛生課、

動物衛生研究所及び当該県関係者は緊急病性鑑定

の対応と患畜確定を想定した防疫措置の準備を強

いられたところです。幸い、陰性でしたので、結

果として高い緊張感の中、本番さながらの防疫演

習となった次第です。今回の経験を踏まえ、口蹄

疫発生が国内市場や輸出に与える影響の大きさを

改めて感じるとともに、国内での発生を絶対に防

がないといけないと、一層、強い気持ちになりま

した。
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