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☆日中の鳥インフルエンザの共同研究等に関す

る覚書の締結について

（平成28年 3 月30日付プレスリリース）

　平成28年 3 月21日に開催された「第 7回日中農業

担当省事務次官級定期対話」で越境性感染症への対

応について日中の農業協力を深めることで一致した

ことを踏まえ、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所（以下「動物衛生研

究所」という。）と中国哈爾浜（はるびん）獣医研

究所との間で鳥インフルエンザの共同研究等に関す

る覚書が 3月30日付けで締結されました。

概要

　平成28年 3 月21日に開催された「第 7回日中農業

担当省事務次官級定期対話」において、越境性感染

症への対応について日中の農業協力を深めることで

一致したところです。

　これを受け、動物衛生研究所（津田知幸所長）

（注 1）と中国哈爾浜（はるびん）獣医研究所（歩

志高（ホ・シコウ）所長）（注 2）との間で、鳥イ

ンフルエンザの共同研究等に関する覚書が 3月30日

付けで締結されました。

　今後、本覚書に基づく鳥インフルエンザに関する

共同研究等を通じて、平成27年 9 月に日中韓 3か国

の農業大臣が交わした越境性動物疾病への対応に関

する協力覚書に基づく連携を推進し、東アジア地域

における鳥インフルエンザの防疫に大きな役割を果

たすことが期待されます。

（注 1）動物衛生研究所

　動物疾病の予防と診断、治療に関し、基礎から開

発・応用までの幅広い研究を実施する試験研究機

関。具体的には、口蹄疫や高病原性鳥インフルエン

ザをはじめとする家畜の伝染性疾病の診断、病性鑑

定等を実施。

（注 2）中国哈爾浜（はるびん）獣医研究所

　中国における鳥インフルエンザに関する研究機

関。中国における鳥インフルエンザリファレンス研

究所。中国黒竜江省哈爾浜市（こくりゅうこうしょ

う・はるびんし）所在。
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本覚書の概要

1 ．目的

　鳥インフルエンザの調査、診断等を含む獣医学分

野の研究協力を維持・発展する。

2．主な活動内容

　・共同研究�

　・技術協力�

　・研究者の交流�

　・情報の交換�

　・研究試料（ウイルス等）の相互提供�

　・セミナーや学会への参加�

　・その他双方協議の上必要な活動�

その他

　平成28年 3 月21日付けプレスリリース「第 7回�

日中農業担当省�事務次官級定期対話」の結果につ

いて

http : //www.ma f f . go . j p/ j /pres s/kokusa i /

renkei/160321_1.html

　平成27年 9 月13日付けプレスリリース「第 2回�

日中韓農業大臣会合」の結果概要

http : //www.ma f f . go . j p/ j /pres s/kokusa i /

renkei/150913.html

☆日中の口蹄疫の共同研究等に関する覚書の締

結について

（平成28年 3 月29日付プレスリリース）

　平成28年 3 月21日に開催された「第 7回日中農業

担当省事務次官級定期対話」での合意を受け、国立

研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構動物

衛生研究所（以下「動物衛生研究所」という。）と

中国蘭州（らんしゅう）獣医研究所との間で口蹄疫

の共同研究等に関する覚書が同日付けで締結されま

した。

概要

　平成28年 3 月21日に開催された「第 7回日中農業

担当省事務次官級定期対話」において、我が国の動

物衛生研究所（津田知幸所長）（注 1）と中国蘭州

獣医研究所（殷宏（イン・ホン）所長）（注 2）と

の間で、口蹄疫の共同研究等に関する覚書を締結す

ることに合意したところです。

　本覚書は「第 7回日中農業担当省事務次官級定期

対話」での合意を受け、同日付けで締結されまし

た。

　今後、本覚書に基づく口蹄疫に関する共同研究等

を通じて、平成27年 9 月に日中韓 3か国の農業大臣

が交わした越境性動物疾病への対応に関する協力覚

書に基づく連携を推進し、東アジア地域における口

蹄疫防疫に大きな役割を果たすことが期待されま

す。

（注 1）動物衛生研究所

　動物疾病の予防と診断、治療に関し、基礎から開

発・応用までの幅広い研究を実施する試験研究機

関。具体的には、口蹄疫や高病原性鳥インフルエン

ザをはじめとする家畜の伝染性疾病の診断、病性鑑

定等を実施。

（注 2）中国蘭州（らんしゅう）獣医研究所

　中国における口蹄疫に関する研究機関。国際獣疫

事務局（OIE）が認定する口蹄疫リファレンス研究

所の 1つ。中国甘粛省蘭州市（かんしゅくしょう・

らんしゅうし）所在。

本覚書の概要

1 ．目的

　口蹄疫の調査、診断等を含む獣医学分野の研究協

力を維持・発展する。

2．主な活動内容

　・共同研究�

　・技術協力�

　・研究者の交流�

　・情報の交換�
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　・研究試料（ウイルス等）の相互提供�

　・セミナーや学会への参加�

　・その他双方協議の上必要な活動�

その他

　平成28年 3 月21日付けプレスリリース「第 7回�

日中農業担当省�事務次官級定期対話」の結果につ

いて

http : //www.ma f f . go . j p/ j /pres s/kokusa i /

renkei/160321_1.html

　平成27年 9 月13日付けプレスリリース「第 2回�

日中韓農業大臣会合」の結果概要

http : //www.ma f f . go . j p/ j /pres s/kokusa i /

renkei/150913.html

☆豚流行性下痢の県内初発農場に対する初動防疫

―効果的なまん延防止指導―

筑後家畜保健衛生所　○緒方雅彦

中央家畜保健衛生所　尾川寅太　石田剛　山本訓敬

　平成25年10月、沖縄県で豚流行性下痢（以下

PED）の発生が確認されて以降、全国に被害が拡

大した。本県でも平成26年 3 月20日に初めてPED

の発生を確認したため、このＡ農場に対し、初動防

疫対策を実施し、早期に終息することができたので

概要を報告する。

₁ ．Ａ農場概要

　Ａ農場は、一貫経営農場で本人含め 5名の従業員

で運営している。飼養規模は、繁殖雌豚200頭を飼

養し、総飼養頭数は2,220頭である。種豚の導入は

雌雄ともに県外で、これまでPEDワクチンは未接

種だった。（写真 1）

₂ ．発生経過

　平成26年 3 月14日に 3日齢の哺乳豚 3頭に水様性

下痢が発症した。翌15日には、別の母豚 2頭の哺乳

豚22頭に同様の下痢を認め、その後も他の哺乳豚に

広がったため、畜主が17日に当所に病性鑑定を依頼

した。同日立入、生豚 6頭及び死亡豚 1頭を採材

し、検査に供した。

　その結果、18日にPCR検査にてPED疑症、20日

に免疫科学的染色にてPED真症と決定した。

₃ ．検査成績

（ 1）臨床検査成績

　発症した哺乳豚は、脱水、削痩、被毛粗剛が認め

られ、特徴的な黄白色の水様下痢を呈した。

　真症決定 3月20日時点で、発症頭数516頭、うち

死亡頭数51頭だった。

（ 2）剖検所見

　特徴的な空回腸の菲薄化（ 6 / 7 ）、胃内に未消化

凝固乳の貯留（ 7 / 7 ）、胃粘膜充血（ 2 / 7 ）が認

写真 ₁　臨床症状 写真 ₂　病理学的検査成績
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められた。

（ 3）病理学的検査成績

　ヘマトキシリン・エオジン（HE）染色により、

腸絨毛の委縮及び上皮細胞の空胞形成や変性を認

め、PED抗血清を用いた免疫組織化学的染色によ

り、粘膜上皮細胞質内に赤色に染まった多数の陽性

反応を確認した。（写真 2）

（ 4）ウイルス学的検査成績

　Vero細胞を用いて生豚 6頭中 1頭からウイルス

を分離した。写真 3は、シンシチウムを伴ったCPE

像及び分離したPEDVの電子顕微鏡像である。

₄ ．疫学調査

　発症前の疫学調査を実施した。豚の出入りは、 2

月10日に種豚雌 1頭、 3月 6日に雄 2頭が県外種豚

場から最終導入され、肉豚の最終出荷は 3月12日

だった。飼料は配送車が 2日おきに来場し最終が 3

月16日で、管理獣医師の来場は、昨年末からなかっ

た。

　調査結果から、種豚導入及び飼料配送に関して

は、同ロット及び同日配送があった他農場に発生は

なく、管理獣医師に関しても発生前 3週間以内の来

場はなかったことから消去法やその後の調査を加味

し、発生県と往来があった肉豚運搬業者を介し、

PEDVが侵入したものと推測した。（図 1）

５ ．Ａ農場への指導

　飼養衛生管理基準の遵守及び作業従事者の作業分

担の明確化を指導するとともに、損耗防止として哺

乳豚の対症療法を依頼した。堆肥場対策として、発

酵状態や温度調査を実施し、10月にはPEDV消長検

査を実施した。

　また、畜主に臨床観察を強化してもらうと同時

に、疑症決定の 3月18日から症状がなくなった 4月

25日までの間、子豚の死亡頭数や下痢発症頭数を報

告してもらった。

　図 2に、PEDワクチン接種と発症豚の推移を示

した。

　発生当時は、ワクチン不足だったが、管理獣医師

等の協力により、 3月19日にワクチンを入手し、母

豚に緊急接種することができた。接種後は、哺乳豚

の下痢、死亡数ともに徐々に減少した。緊急接種の

図 ₁　PEDV侵入経路の推察

図 ₂　ワクチン接種と発症豚の推移

写真 ₃　ウイルス学的検査成績
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ため、一月ほど、母豚の 2回接種の間隔が不定と

なったが、用法通りの接種を実施した子豚が分娩さ

れた 4月中旬以降、下痢・死亡数ともにゼロとなっ

た。

　感染源となりうる堆肥に関しても発酵温度等の調

査を実施した。発酵状態は良好で、温度も70℃近く

あり、ウイルスの不活化にも問題がないと思われ

た。肉豚の出荷に関しては、発生後の初回出荷時に

立会し、臨床検査を実施した。下痢等が認められる

個体は、畜主に出荷自粛を指示した。

　場外で運搬業者のトラックに積み替える際も、荷

台上で人の交差をなくし、積み替え後も車両消毒の

徹底を指導した。

₆ ．農場以外のまん延防止指導

　初動防疫は、いかに早くいかに効果的に実施する

か、その迅速性が重要なポイントになる。表 1に農

場以外の関係業者等に実施したまん延防止指導の内

容を示した。

　今回、真症決定日の 3月20日を起点日 0と仮定す

ると、－ 2日の疑症決定日には、すでに飼料会社に

対して、Ａ農場専用車両を準備してもらい、他農場

との接点をなくすよう指導した。また同日、管理獣

医師に対して、ワクチン接種の準備と分娩舎の衛生

管理を依頼した。

　 0起点時では、管内の化製場に出向き、車両消毒

の徹底を指導した。同日に、発生自治体に対して

も、現状報告をするとともに対応を協議した。その

結果、市内の全養豚場に消毒薬配布およびPEDワ

クチン接種に対し、補助を実施することになった。

　さらに＋ 2日後、今回PEDVの伝播が疑われた運

搬業者に対し、PEDに対する啓発および消毒講習

会を開催した。急な招集にもかかわらず、県の内外

から関係業者16名に参加してもらい、熱心なディス

カッションを実施した。（写真 4）

　表 2は、講習会の中で業者から意見を集約し、問

題点を整理したものである。

　まず、車両と人の消毒の不徹底があげられた。対

策として、業者個人の衛生意識を高め、車両外側の

消毒は当然のこと、車内マット、レバー類、手指消

毒の励行を指導した。

　また、豚の受け渡しの際、荷台上で畜主と運搬業

者が交差し、他農場由来の糞便汚染につながるケー

スが散見した。対策として、作業は相手に任せ、互

写真 ₄　運搬業者に対する講習会
表 ₁　まん延防止指導

対象者 実施日
真症
（0）

内容

飼料会社 3月18日 －2日
専用車両での配送
ルートの変更

管理獣医師 3月18日 －2日
ワクチン接種
分娩舎の衛生管理

化製場 3月20日 0 消毒強化

発生自治体 3月20日 0 衛生対策協議

運搬業者 3月22日 ＋2日 消毒講習会

表 ₂　運搬作業時の問題点と対策

問 題 点 対　策

車両･人消毒の不徹底
車両消毒を徹底し、手指・
車内（マット、スイッチ
類）消毒実施

荷台上で人が交差 互いの荷台に乗り込まない

積み込み補助が必要
農場に専用服、合羽、長靴
等を常備
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いの荷台には乗り込まないことを指導した。

　他に、農場によっては畜主が高齢のため、積み込

み補助が避けられないケースが見受けられた。この

場合は、専用の衣服、長靴、合羽、前掛け等を農場

に常備しておくことを指導した。

₇ ．まとめ

　今回、疑症決定段階から、早めの防疫対応を心掛

け、次々に対策を施したことが早期の終息につな

がった。

　まとめとして、表 3に整理した。

　PED決定と同時にワクチン接種および分娩豚舎

の衛生管理を開始したため、早期の終息につながっ

た。

　また、これまで家保が実施してこなかった運搬業

者に対しても、講習会を開催したことでドライバー

や作業者がPEDの特性を理解し、衛生意識の改善

につながった。

　当管内には、同飼料会社系列の大規模農場が 3農

場あるが、発生自治体による緊急消毒薬配布やワク

チン補助を併せ、これらの指導が功を奏し、他農場

への蔓延防止につながった。

　農場の清浄性を確認するため、10月に全豚群を対

象Ａ農場のPEDV消長検査を行った。その結果、す

べての豚群及び豚舎においてPCR検査等でPED特

異遺伝子は検出されず、科学的にもＡ農場の清浄性

が確認された。

☆家畜衛生レポート（大分県より）

宇佐家畜保健衛生所

₁ ．はじめに　

　本県は、九州の北東部に位置し、「九州の屋根」

と呼ばれるくじゅう山群の麓に約 4千ヘクタールに

も及ぶ久住高原や飯田高原を抱き、日本一の湧出量

と源泉数を誇る温泉が県内いたる所で湧出するな

ど、豊かな自然に恵まれた「おんせん県おおいた」

として幅広くPRしています。

��管内は、西方に耶馬日田英彦山国定公園に属する

中山間地帯、北方に瀬戸内周防灘地域に面する広大

な中津・宇佐平野、さらに東方には豊後水道に臨む

国東半島からなる起伏に富んだ地域です。その中

で、畜産は、肉用牛肥育及び養鶏業が盛んで、それ

ぞれ県内の65％及び40％を占めています。

　一人あたりの鶏肉消費量が全国トップクラスと言

われる本県にあって、宇佐市や中津市を中心とした

県北地域は、鶏肉のからあげ専門店が数多く軒を連

ねており、からあげの聖地としてマスコミ等に数多

く取り上げられています。

₂ ．大分県の農業総産出額

　本県の農業従事者及び農業総産出額は減少傾向を

示しており、平成26年の農業産出額は1,268億円で

表 ₃　まとめ

ワクチン接種による早期終息
運搬業者への衛生意識改善
関連農場へのまん延防止
発生農場の清浄性確認

宇佐家畜保健衛生所



家　畜　衛　生　週　報 平成28年 4 月11日　No.　3398

－ 119 －

（ 7）

前年に比べ� 9 億円（0.5％）減少しています。畜産

の産出額では、447億円で農業全体の35％を占め、

前年に比べ33億円（8.0％）増加しています。部門

別では、肉用牛123億円（畜産に占める割合30％）、

乳用牛86億円（同19％）、豚92億円（同21％）、養鶏

124億円（同28％）となっています。

₃ ．宇佐家畜保健衛生所の概要

　本県には 4箇所の家畜保健衛生所があり、総勢47

名の獣医師が家畜防疫並びに畜産振興に従事してい

ます。その中で、県北部に位置する宇佐家畜保健衛

生所は、所長及び生産衛生班、防疫検査班の 2班体

制の下、獣医師10名、庶務 1名、非常勤 1名の職員

数で構成されています。平成24年 4 月に管轄区域が

変更され、福岡県と隣接する県北部の中津市、宇佐

市及び豊後高田市の 3市に加え、県東部の杵築市、

国東市、速見郡（日出町）、東国東郡（姫島村）、 5

市 1町 1村を管轄しています。管内の家畜飼養状況

は、肉用牛16,500頭、乳用牛4,000頭、豚46,100頭、

採卵鶏743,000羽、肉用鶏934,000羽で、県内では特

に養鶏と肉用牛が高いシェアを占めています。

₄ ．特徴的な取り組み

（ 1）高病原性鳥インフルエンザ（以下、HPAI）

の発生を想定した初動防疫体制の強化

　本県では、平成16年 2 月と平成23年 2 月のHPAI

発生を受け、これまで常に高い危機管理意識を持ち

防疫体制の強化に努めてきました。電子防疫マップ

やテレビ会議システムを早期に導入するとともに、

家畜保健衛生所の家畜防疫員と畜産技術職員による

　テープで自衛隊員の部隊・階級を区別 B︲SAT指導による捕鳥・殺処分

負傷者を想定した農場内担架移動 埋却訓練
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通　　信 　口蹄疫や鳥インフルエンザといった

国際的に大きな脅威となる越境性感染

症の侵入リスクについては、水際検疫の強化や日中

韓シンポジウムを開催するなど国際協力を通じてそ

の低減を図っているところです。これらの感染症へ

の対応については、 3月21日に開催された「第 7回

日中農業担当省事務次官級定期対話」において、日

中の農業協力を深めることで一致しました。これを

受けて、 3月下旬には動物衛生研究所と中国の 2つ

の研究所との間で、口蹄疫と鳥インフルエンザの共

同研究などに関する覚書が締結されました。今後、

共同研究などを通じた連携強化によって、東アジア

地域での疾病防疫に大きな役割を果たすことが期待

されます。

　動物衛生研究所にはこれまでも、病性鑑定、研修

会・講習会の開催、レギュラトリーサイエンス研究

といった数多くの分野で行政ニーズに迅速かつ機動

的に対応していただいています。新年度となった 4

月 1日、研究所が属する農研機構では新たな中長期

計画に基づく研究開発を推進することとなりました

ので、連携を深めることで家畜防疫の強化を図りた

いと思います。

　新年度に入って半月近く過ぎ、人事異動による引

き継ぎも一段落したかと思いますので、組織内外の

連絡体制の点検・確認をお願いします。

毎週月曜日発行
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特定家畜伝染病防疫対策チーム（B-SAT）を組織

し、発生農場の殺処分や埋却等の初動防疫作業を迅

速かつ的確に行うための人材育成にも取り組んでい

ます。

　また、県及び振興局単位の防疫演習を毎年度開催

しており、今年度は当家畜保健衛生所管内で県の防

疫演習が行われ、県職員のほか自衛隊員、リース業

協会、トラック協会等、約320名が参加しました。

国の防疫指針の見直しに合わせ、県の防疫ガイドラ

インを改正したことから、テレビ会議システムを活

用した緊急連絡体制や県総合対策本部と現地対策本

部との連携を確認するとともに、現地では殺処分や

埋却溝を掘削した埋却作業の手順を再確認しまし

た。

（ 2）牛白血病清浄化対策

　県内では、牛白血病の発生が増加傾向にありま

す。このため、管内の 2農場をモデルとして、陽性

牛と陰性牛の分離飼育、ハイリスク牛の隔離または

早期更新、抗体陽性母牛産子への初乳製剤投与、吸

血昆虫対策を実施し、農場における清浄化モデルの

構築と早期の普及を目指しています。

（ 3）肉用牛の改良増殖対策

　県産和牛のブランド力強化と肥育経営の収益性の

向上を図るために、地域の改良組合と連携し、指定

交配や受精卵移植技術を活用した種雄牛造成や産肉

能力の高い優秀な繁殖雌牛の保留に取り組んでいま

す。また、定期的な肥育農家の血液生化学検査を実

施し、飼養技術と血中ビタミンＡ濃度の適正制御に

よる飼料給与指導を行っています。

５ ．おわりに

　韓国をはじめとしたアジア近隣諸国ではHPAIや

口蹄疫の発生が継続しており、今後も予断を許さな

い状況です。家畜飼養者に対し飼養衛生管理基準の

遵守を徹底するとともに、万一の特定家畜伝染病の

発生に備え、迅速で的確な防疫措置が出来るよう取

組を強化したいと考えています。


