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豚流行性下痢（ＰＥＤ）について

○ 2013年10月に７年ぶりに国内（沖縄県）で発生が確認されて以降、茨城県、鹿児島県、宮崎県、熊本県、愛知県、青
森県、高知県、岡山県、佐賀県、大分県、鳥取県、福岡県、長崎県、埼玉県、千葉県、三重県、香川県、愛媛県、栃
木県、群馬県、新潟県、静岡県、石川県、富山県、山形県、福島県、岐阜県、北海道、福井県、岩手県及び秋田県
（計32道県）で発生が確認。

○ 口蹄疫等の家畜伝染病（法定伝染病）ほど伝播力は強くなく、また、成長した豚は発症しても回復するが、ほ乳豚を
中心に下痢、死亡等の被害が生じることから、農場への病原体の侵入等を防止することが重要。

○ 豚流行性下痢とは

・ 糞便を介して豚及びいのししが感染するウイル
ス病で、水様性下痢を主徴とするが、ヒトには感
染しない。

・ 体力のない10日齢以下のほ乳豚では高率に死亡
する場合があるが、成長した豚は、発症しても回
復し、また、発症しない場合も多い。

・ 飼養衛生管理の徹底による侵入及びまん延防止。

・ ２回接種した妊娠豚の乳をほ乳豚に飲ませると、
ほ乳豚のＰＥＤの発症を防いだり、症状を軽くする
ことが可能。

特徴

予防法

ワクチン接種

○ 発生状況（４月19日現在）

発生県：32道県
発生戸数：353戸
発生頭数：約28万８千頭
死亡頭数：約７万３千頭

※ 家畜伝染病予防法上、家畜伝染病（法定伝染病）は伝播力の強さ、予防・治療法の有無、ヒ
トへの影響の程度等を総合的に勘案し、定められており、具体的な疾病としては口蹄疫、高病
原性鳥インフルエンザ、豚コレラ等がある。豚流行性下痢は、殺処分等の強制的な防疫措置を
行わない届出伝染病である。

なお、国際的にはOIE（国際獣疫事務局）への通報義務がある疾病ではない。



豚流行性下痢（ＰＥＤ）への対応

都道府県に対し、
① 農場入口での消毒徹底等による侵入防止対策
② 畜産関係施設での車両消毒等による農場間伝播防止対策
③ 排せつ物の適正な管理等の農場内拡大防止対策
④ 発生原因及び感染経路特定のための情報収集
のほか、ワクチン使用の留意点等を通知し、防疫対策の徹底を呼びかけ。また、昨年秋に、ワクチンメーカーに増
産を要請し、同年度には約100万回分のワクチンを出荷。本年度は200万回分の出荷を予定。
※ ４月２日、「豚流行性下痢防疫担当者全国会議」を本省で開催し、都道府県や関係機関等を対象に今後の防
疫対応等について説明し、防疫対策の強化を確認した。

衛生管理の普及・指導

衛生管理対策を強化するべく、現在実施している消毒ポイント等への補助に加え、PED発生県に対する緊急的な
追加的措置を実施。具体的には、農家段階等における防疫対策に関する補助を拡充することとし、畜産農家、と
畜場等の出入り口での消毒機器の設置や消毒の実施に必要となる経費について支援を実施。

ウイルス拡散防止対策

四半期毎のワクチン生産計画を都道府県等を通じて農家に情報提供する。都道府県等を通じて農家のワクチ
ン需要見込み量を把握し、それをメーカーに伝達することで、ワクチン需要に対し、安定的かつ円滑に供給でき
る対策を実施。また、生産者団体が計画的にワクチン保管を行う場合の経費について支援を実施。

ワクチンの安定供給対策

＜現在の対応＞

＜今後、強化する対策＞



豚流行性下痢の新たな発生確定件数の推移（週毎・ブロック別）

0

5

10

15

20

25

30

35

40

九州沖縄

中四国

東海

北陸

関東

東北

（戸）

※発生戸数は4月13日までの数値



平成26年4月19日
農林水産省消費・安全局

動物衛生課

発生県 初発事例確認日 発生件数 発症頭数 死亡頭数 頭数の最終確認日

北海道 平成26年4月14日 2 4,902 906 平成26年4月17日

青森県 平成26年2月24日 3 14,662 2,224 平成26年4月13日

岩手県 平成26年4月16日 4 － － －

秋田県 平成26年4月19日 1 － － －

山形県 平成26年4月12日 3 821 176 平成26年4月14日

福島県 平成26年4月11日 1 34 2 平成26年4月11日

茨城県 平成25年11月18日 3 2,411 719 平成26年4月13日

栃木県 平成26年4月7日 6 8,864 4,172 平成26年4月12日

群馬県 平成26年4月7日 5 11,121 1,618 平成26年4月18日

埼玉県 平成26年3月28日 1 31 25 平成26年3月28日

千葉県 平成26年3月27日 6 6,506 1,344 平成26年4月14日

新潟県 平成26年4月10日 9 2,315 35 平成26年4月11日

富山県 平成26年4月11日 2 220 170 平成26年4月11日

石川県 平成26年4月11日 1 797 52 平成26年4月11日

福井県 平成26年4月15日 1 － － －

岐阜県 平成26年4月14日 1 1,034 167 平成26年4月14日

静岡県 平成26年4月10日 3 1,506 301 平成26年4月10日

愛知県 平成26年2月16日 15 2,960 1,600 平成26年4月6日

三重県 平成26年3月29日 13 6,185 1,824 平成26年4月13日

鳥取県 平成26年3月13日 1 178 79 平成26年3月31日

岡山県 平成26年3月13日 2 3,979 42 平成26年4月4日

香川県 平成26年4月2日 1 2,553 1,003 平成26年4月17日

愛媛県 平成26年4月4日 2 908 359 平成26年4月13日

高知県 平成26年3月4日 3 523 15 平成26年4月14日

福岡県 平成26年3月20日 4 706 51 平成26年4月11日

佐賀県 平成26年3月14日 9 5,498 1,926 平成26年4月11日

長崎県 平成26年3月28日 6 2,848 1,192 平成26年4月13日

熊本県 平成26年1月28日 20 5,038 737 平成26年4月5日

大分県 平成26年3月16日 4 1,474 6,441 平成26年4月14日

宮崎県 平成25年12月13日 67 29,789 18,655 平成26年4月11日

鹿児島県 平成25年12月11日 150 170,000 27,000 平成26年4月15日

沖縄県 平成25年10月1日 4 242 75 平成26年4月7日

合計 353 288,105 72,910

豚流行性下痢（PED）の発生状況

県の取りまとめによる累計数。ただし、宮崎県の発症頭数は病性鑑定（立入）時の発症頭数にそ
の後の死亡頭数を加えたもの。愛知県、大分県の発症頭数は通報時点のもの。
発生件数については、平成26年4月19日12時現在のもの。
この他現在、確定検査中が宮城、徳島。



2 5 消安第 4 3 8 2 号

平成25年12月11日

都道府県畜産主務部長 殿

農林水産省消費・安全局動物衛生課長

豚流行性下痢の対策の徹底について

平素より家畜衛生行政の推進に御理解・御協力いただき感謝申し上げます。

本年10月に沖縄県の１農場において発生が確認された豚流行性下痢（PED）は、そ

の後、茨城県の２農場において発生が確認され、一昨日から本日までにかけて、新

たに鹿児島県の７農場及び宮崎県の１農場において本病の疑症事例が確認されたと

ころです。

糞便を介して直接的又は間接的に経口感染するという本病の伝播経路を考慮する

と、養豚場の飼養衛生管理に何らかの不十分な点がある場合には、農場内にウイル

スの侵入を許してしまうことが想定されます。また、このことは、本病に限らず、

口蹄疫等の他の家畜伝染病の侵入防止対策に照らしても不備が生じていると考えら

れます。

現在、米国では本病が継続的に発生しており、日本においても、今後、感染が拡

大することが懸念されます。冬期から春期までにかけて流行しやすいという本病の

特性を踏まえるとともに、他の家畜伝染病の侵入防止に万全を期する観点からも、

改めて消毒等の発生予防及びまん延防止対策の実施など、飼養衛生管理基準の遵守

の徹底等について、特に下記の事項に留意の上、家畜飼養者及び畜産関係者への周

知及び指導をお願いいたします。

なお、沖縄県及び茨城県で確認されたウイルス遺伝子の解析を行ったところ、過

去の国内分離株とは異なっており、近年米国及びアジア諸国で流行している新たな

グループに属する株と近縁であることが判明しています。現在、発生のあった県の

協力を得ながら本病の侵入経路等の疫学調査を実施しているところであり、一定の

とりまとめが出来た段階で共有いたします。
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記

１ 病原体侵入防止対策について

今般、疑症を含め発生が確認された４県での事例について疫学調査を継続中で

あるが、現時点で病原体の侵入経路については不明である。しかしながら、本病

は主として糞便中に排出されたウイルスが直接的又は間接的に経口感染すること

で伝播し、病原体の農場への侵入は、感染豚の導入及び感染豚の糞便に汚染され

た車両や物品の持ち込み等によって起こると考えられている。

このため、今回の発生要因となった感染経路いかんにかかわらず、飼養衛生管

理基準の遵守を始めとする、通常のバイオセキュリティーを徹底することが農場

への侵入防止対策として重要であることに留意し、家畜飼養者等は以下の対策を

実施すること。

（１）豚導入時の対策

新たに豚を導入する際は、可能な限り農場から離れた場所又は農場内の隔離

された検疫のための豚舎で２～４週間の健康状態の観察を行うこと。

（２）農場入り口の対策

車両については消毒槽等を通過させるとともに、タイヤを中心に車体の噴霧

消毒を実施する。特に豚の運搬車両については、糞便により荷台が汚染されて

いることから、荷台の洗浄及び消毒を強化すること。

訪問者を受け入れる場合には、あらかじめ農場専用の履物と衣類を準備して

おき、衛生管理区域に立ち入る際にはこれを着用すること。また、農場管理者、

従業員等の農場関係者は他の養豚農場への立入りは極力控えること。やむを得

ず他農場に立ち入った場合は、履物と衣類の交換、可能であれば体をシャワー

等で洗浄後に自農場に戻ること。

２ 農場間伝播防止対策について

本病は感染家畜及び糞便に汚染された人や物によって伝播する。また、本年４

月以降米国において本病が発生し、12月４日の時点で、19州、1,373件となってお

り、現在も発生が継続している。米国においてこれまで実施された疫学調査の結

果、農場間伝播の主な要因の一つとして、家畜集合施設や出荷場所に立ち入った

豚の運搬車両を介した汚染が指摘されている。

これに留意し、家畜飼養者等は以下の対策を実施すること。

（１）感染豚の出荷による感染拡大防止対策

本病の感染が疑われる豚の移動による病原体の拡散を防止するため、出荷前

には出荷豚の臨床症状をよく観察し、下痢等の異状がみられた際は、出荷を停



止し速やかに管轄の家畜保健衛生所に通報すること。

また、家畜運搬車は、可能な限り複数の養豚農場に立ち入らないようにする

こと。やむを得ず複数農場に立ち入る場合は、運転手及び車両の消毒を徹底す

ること。

複数の畜産関係車両が出入りする家畜市場、と畜場、死亡獣畜取扱場等の畜

産関係施設への入退場時の消毒を徹底すること。特に、と畜場出荷後の家畜運

搬車は、車両全体、特に荷台は出荷豚を下ろす際に他農場由来の豚糞便に汚染

される可能性があることから、関係者の協力も得ながら、確実に洗浄及び消毒

を実施した上で退場するよう努めること。

なお、家畜防疫員はこれら畜産関係施設に立ち入り、消毒の実施状況の確認

を行うとともに、不備が見られた場合には、改善するよう適切な指導を行うこ

と。

（２）排せつ物処理対策

本病のウイルスは感染豚の糞便中に大量に排せつされているため、本病の病

原体を拡散させないための処理が必要であることに留意し、以下の対策を実施

すること。

① 固形分の処理

固形分については、発酵により完熟させることで糞便中の病原体は失活する

と考えられることから、その処理に当たっては、適切な発酵とそれによる温度

が確保されるよう留意するとともに、可能な限り新たに発生する糞便との交差

を避けること。

② 液体分の処理

液体分については、通常の曝気、塩素消毒処理等ではウイルスは失活しない

可能性があるため、可能な限り浄化後の上清等を農場内で使用しないようにす

るとともに、液肥化処理後の農地還元に当たっては、運搬経路や他の養豚場の

立地等にも十分留意すること。

３ 農場内拡大防止対策について

本病は哺乳豚に大きな被害をもたらすことから、農場内では繁殖分娩舎への病

原体侵入防止を図ることが重要である。これに留意し、家畜飼養者等は以下の対

策を実施すること。

（１）飼養管理対策

分娩豚舎の作業者は専従とすること、作業順を調整すること、繁殖分娩舎で

は専用の衣類と履物を着用することなどにより、他の飼養豚と衛生管理を分け

ること。また、分娩豚舎の中でも出産を控えた繁殖母豚については、専用の衣
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類と履物の着用、最初に作業を行うことなどにより衛生管理作業を分けること。

加えて、定期的に豚舎を洗浄及び消毒すること。

発病豚が確認された場合には、発病豚群を完全に隔離するか、可能であれば、

発病豚は早期とう汰を実施し、徹底的な消毒を行った上で、少なくとも２週間

の空房期間を設けること。

また、哺乳豚の死亡率を低下させるため、発病豚は保温し、自由飲水させ、

必要であれば電解質の投与により脱水症状を緩和させること。加えて、河川水

や地下水を農場内で使用する場合は、家畜飲水用に限らず可能な限り消毒して

から使用すること。

なお、免疫付与の手法として海外で紹介されている糞便馴致は、ウイルス量

が急激に増大し、本病のまん延や常在化等のリスクをもたらすため、絶対に避

けること。

（２）排せつ物処理対策

農場内の堆肥舎に、感染豚から排せつされた病原体が存在していることを想

定し、これらの堆肥等が飼養豚に接触しないよう管理するとともに、野生動物

が飼養豚に直接的又は間接的に接触しないよう対策を講じること。

４ 早期通報について

家畜飼養者等は、飼養衛生管理基準に基づき毎日の飼養豚の観察を徹底し、特

に母豚と哺乳豚の状況に通常と異なる下痢、嘔吐、食欲不振、死亡等の症状が確

認された場合には、直ちに管轄の家畜保健衛生所に通報すること。

５ 病性鑑定の実施について

家畜保健衛生所は、成豚の下痢及び嘔吐並びに哺乳豚の下痢、嘔吐及び死亡の

病性鑑定依頼を受けた場合又は本病を疑う異常豚の通報を受けた場合には、当面

の間、本病及び伝染性胃腸炎の病性鑑定を実施するとともに、速やかに動物衛生

課に報告すること。

６ ワクチンについて

本病の発生予防及びまん延防止のためには、飼養衛生管理の徹底等が基本であ

るが、PEDワクチンの使用に当たっては、用法、用量を守るとともに、その性質（子

豚への乳汁を介した免疫付与を目的とした母豚用ワクチン）を十分理解し、ワク

チンを接種した母豚が十分量の乳を分泌しているか、また、子豚が乳を十分に飲

んでいるかを確認し、適切な免疫付与を行うこと。
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2 5消安第 6 0 9 1 号

平成26年３月18日

都道府県畜産主務部長 殿

農林水産省消費・安全局動物衛生課長

豚流行性下痢の防疫対策の再徹底について

平素より家畜衛生行政の推進に御理解・御協力いただき感謝申し上げます。

昨年10月に沖縄県において豚流行性下痢（PED）が確認され、その後、茨城県での

発生、鹿児島県及び宮崎県での疑症事例の確認を受け、「豚流行性下痢の対策の徹底

について」（平成25年12月11日付け25消安第4382号農林水産省消費・安全局動物衛生

課長通知。以下「12月通知」という。）により病原体の侵入防止や農場間伝播防止対

策等について、家畜飼養者及び畜産関係者への周知及び指導をお願いしてきたとこ

ろです。

本病については、本年２月以降、多発していた南九州での新たな発生事例の確認

件数は減少してきた一方で、３月18日までに新たに８県で発生が、１県で疑症事例

が確認されるなど、地理的に離れた地域においても発生が確認されている状況です。

今回の流行では様々な感染拡大の要因が関わっていると考えられています。これ

までの調査結果から、洗浄及び消毒の実施、農場への立入制限等の対策が一定の効

果を示しているものの、単独の対策で完全な防疫効果を得ることは容易ではないた

め、引き続き、各農場、関連施設のそれぞれの段階で複層的な対策を実施する必要

があります。

このため、12月通知で示した防疫措置等を基に、これまで得られた知見も踏まえ、

下記の事項に留意の上、都道府県における対応を御確認いただくとともに、発生地

域のみならず、これまでに未発生の地域においても、侵入防止の注意を怠ることの

ないよう、改めて関係者への周知及び指導の徹底をお願いします。

記

１ 早期通報の徹底について

12月通知において早期通報を徹底するよう示したところであるが、これまでの

発生事例において、家畜保健衛生所への通報時には既に発症個体が増加している

事例も見受けられる。通報の遅れは他農場への感染拡大につながることから、改

めて豚飼養者に対し、飼養豚の観察を徹底し、通常と異なる下痢、嘔吐、食欲不

振、死亡等の症状が確認された場合には家畜保健衛生所へ迅速に通報するよう指

導を徹底すること。



２ 発生予防及び感染拡大防止対策について

（１）畜産関係施設への措置

12月通知において、複数の畜産関係車両が出入りする家畜市場、と畜場、死

亡獣畜取扱場等の畜産関係施設への入退場時の消毒の徹底について示している

ところであるが、米国の研究者による疫学調査の結果のみならず、今回の国内

での流行の事例からも、と畜場等を介した感染拡大が依然として農場間伝播の

要因の一つとして懸念されている。このため、都道府県は以下の対策を実施す

ること。

① 畜産関係施設に家畜防疫員による立入確認を実施していない都道府県にお

いては、早急に立ち入り、洗浄及び消毒の実施状況、荷下ろし作業等で他農

場の作業者との交差がないか等を確認するとともに、不備が見られた場合に

は、改善するよう適切な指導を行うこと。

② 特に、他の発生県からの豚や車両等の出入りがあるなど、他県との広域的

な取引のある畜産関連施設があれば、優先的に立入確認を実施すること。

③ 発生農場からの出荷を受け入れると畜場に対しては、洗浄及び消毒の徹底、

非発生農場と搬入経路や搬入時間を区分するなど、交差汚染リスクを 小化

する措置を講じるよう指導すること。

④ これまでの発生県における調査から、畜産関連施設に消毒設備は設置され

ていても実際に適切に消毒が行われていたか確認できない事例が判明してお

り、ウイルスの拡散を許してしまいかねない状況が確認されている。実効性

のある感染拡大防止対策が講じられるよう、施設関係者と協力し、具体的な

消毒の手順や消毒薬の選択、使用方法等を示し、繰り返しフォローアップを

行うなど、きめ細かい対応を講じること。

（２）養豚農場への措置

都道府県は以下の対策を実施すること。

① 今回の発生農場の調査において、消毒設備は設置されていたが、実際の消

毒実施状況までは確認できていないことや、農場専用の衣服や靴の交換がで

きていない事例も見受けられた。また、農場管理者や従業員は消毒等を実施

しているものの、農場に来場する関係業者において靴や使用機材の消毒が徹

底されていないとの情報もある。このため、実効性のある侵入防止対策が講

じられるよう、豚飼養者向けには、改めて農場や畜舎出入口での消毒の徹底、

衣服の更衣、長靴の履き替えなどを指導するとともに、飼料業者、死亡獣畜

取扱業者、運送業者、建設業者等の農場へ入場する作業者や車両を入場させ

る運転者に対しては、衣服の更衣、長靴の履き替えに加え、前掛け、手袋、

使用資機材などの消毒の励行及びタイヤ回り、タイヤハウス、運転席マット、

車両全体の念入りな消毒を行うよう、具体的な消毒の手順や消毒薬の選択、

使用方法等を示すなど、きめ細かい対応を講じること。

② 今回の流行において系列農場間で感染拡大する事例が複数報告されており、

従業員、資機材、車両等が共通している農場で発生が確認された場合、直ち

に他の同一系列農場で飼養する豚の異常の有無を確認するとともに、ヒト、

モノ、車両等の洗浄及び消毒の再徹底や可能な限り発生農場では従業員の専

従化、資機材及び車両の専用化を検討するよう指導すること。



③ PEDと類似のウイルス性状の伝染性胃腸炎（TGE）では、豚舎の餌を食べに

来た野鳥によって農場間伝播が起きる事例が少なからずあるとの報告もある。

このことを踏まえ、病原体の持ち込み及び感染拡大を防止するため、豚飼養

舎に対し、食品残渣も含め、屋外に飼料を露出させた状態にするなど、野鳥
さ

等の野生動物が接触できる状態を作らないよう管理を徹底するよう指導する

こと。

④ 今後、気温の上昇に伴うウイルス活性の低下や豚群内の免疫獲得により、

本病の症状に気付きにくくなることが予想されるが、一旦農場に侵入したウ

イルスは、下痢の発生が収束した後も農場内に残存すると考えられている。

実際に、今回の流行で発生した農場の継続的な観察において、 初に当該農

場で発症が見られてから２か月以上経過した時点で、外形的に症状がなく正

常便の個体からウイルス遺伝子が検出されている事例も報告されている。更

に、本病は一度感染した個体の再感染もあり得ることから、発生農場におい

ては、臨床症状が見られなくなっても、飼養衛生管理の徹底やワクチン接種

による感染拡大防止対策及び哺乳豚の発症軽減対策を継続するよう指導する
ほ

こと。

３ 発生時の対応について

本病が発生した際、発生農場の被害拡大を抑えるとともに、新たな発生を防止

する対策が重要となる。迅速かつ効率的に発生予防及び感染拡大防止対策を実施

するため、都道府県は、以下のとおり防疫措置を講じるとともに、発生した原因

や感染経路を特定するための情報収集を行う。

（１）本病の発生が確認された際、新たな感染拡大を防止するため、速やかに発生

農場における豚、ヒト、モノ、車両等の移動に関する疫学情報を収集し、関連

農場及び施設を特定すること。

（２）関連農場及び施設がある場合には、直ちに関係者に連絡し注意喚起を行うと

ともに、必要な防疫措置を講じること。

（３）関連農場及び施設が他の都道府県にある場合には、農林水産省消費・安全局

動物衛生課に連絡の上、当該都道府県に連絡すること。連絡を受けた都道府県

は上記（２）と同様の措置を講じること。

（４）なお、より早期に関連農場及び施設や感染経路の可能性を特定するため、本

病を疑う病性鑑定の依頼を受け、家畜防疫員が農場に立ち入る段階で、可能な

限り疫学情報を収集するよう努めること。

（５）収集した疫学情報については、適宜、農林水産省消費・安全局動物衛生課に

報告すること。

４ ワクチンについて

これまでの調査において、妊娠豚以外へのワクチン接種や、不適切な接種時期、

接種回数といった誤った使用事例が散見されている。本ワクチンの使用に際して

は、用法、用量を遵守するよう指導すること。また、本ワクチンにより、子豚に

十分な免疫を獲得させるためには、良好な畜舎環境の維持と飼養衛生管理の徹底

が前提となることを併せて周知すること。



今時流行を踏まえた豚流行性下痢の防疫対策のポイント

１ 全般的な留意事項

・本病の防疫対策は飼養衛生管理の徹底が基本

・各農場、関連施設の各段階における複層的な対策の実施が必要

・防疫対策の対象は農家だけでなく、農場・と畜場等に出入りする全ての者（飼

料業者、死亡獣畜取扱業者、運送業者、建設業者等）

・「やってるつもり」、「できているはず」ではなく、「やれているのか」、「出来て

いないところはないか」との姿勢で再確認

・未発生県、未発生農場であっても飼養衛生管理の徹底を基本とした対策の実施

が必要

・具体的な作業手順、消毒薬の使用方法等を示し、繰り返し指導するなどきめ細

かい対応により実効性のある対策を講じる

・これらは全ての疾病対策に通じ、生産性向上にも寄与することを認識

２ 病原体侵入防止対策

・豚導入時に導入豚を２～４週間、隔離・分離するよう工夫し健康状態を観察

・豚、人、車両、作業器具等の出入りを管理

・農場の入口等での車両等の洗浄・消毒を徹底

・訪問者を受け入れる場合には、農場専用の履物と衣類を準備し、衛生管理区域

に立ち入る際にはこれを着用

・畜産関係施設に出入りする作業員や車両の洗浄・消毒を徹底

・野生動物の接触防止対策の徹底

・未発生農場・地域に対しての対策も念頭に実施

３ 農場間伝播防止対策

・出荷豚に異状が見られた場合には当該豚の出荷を停止し、速やかに管轄の家畜

保健衛生所に通報

・家畜運搬車が複数の養豚農場へ立ち入ることは控える

・食品残渣も含め、屋外に飼料を露出或いは放置させた状態にするなど、野鳥等

の野生動物が接触できる状態を作らない

・系列農場間での伝播遮断（行き来するものの洗浄・消毒徹底、可能な限り作業

員の専従化・資機材や車両の専用化）

・と畜場、死亡獣畜取扱場、家畜市場、共同糞尿処理場等の畜産関係施設につい

ては立ち入りし、洗浄・消毒実施状況、荷下ろし作業等での農場間の交差がな

いか確認・指導

・発生農場からの出荷を受け入れると畜場に対しては、洗浄・消毒の徹底、非発

生農場と搬入経路・時間を区分するなど、交差汚染のリスク低減措置を講じる

・適切な排せつ物の処理（完熟、野生動物の接触回避、運搬や散布時の注意）



・臨床症状が見られなくなっても飼養衛生管理の徹底によるまん延防止対策及び

ワクチン接種による哺乳豚の発症阻止・軽減措置を継続

４ 農場内拡大防止対策

・可能な場合、分娩舎と他の畜舎との衛生管理を分け、分娩舎への病原体侵入防

止を図る

・発病豚が確認された場合には、発病豚群を完全に隔離するよう工夫

・発病豚の保温、自由飲水、電解質投与による脱水症状の緩和で体力保持

・免疫付与の手法として糞便馴致は、絶対に避ける

・臨床症状が見られなくなっても飼養衛生管理の徹底によるまん延防止対策及び

ワクチン接種による哺乳豚の発症阻止・軽減措置を継続

・適切な排せつ物の処理（完熟、野生動物の接触回避、未完熟堆肥等が飼養豚に

接触しないよう管理）

５ 消毒について

・豚や排せつ物の運搬車両については、タイヤ周りだけでなく、荷台、運転席マ

ット等を含め、車両全体を念入りに洗浄・消毒

・逆性石けん系、アルデヒド系等、有効な消毒薬を、対象物に応じ、適正濃度、

頻度で使用するとともに、消毒前に有機物を除去

６ 早期通報

・通報遅れや見逃しによる本病の拡大を避けるため、飼養衛生管理基準に基づき

毎日の飼養豚の観察を徹底し、異状が確認された場合には、直ちに管轄の家畜

保健衛生所に通報

７ 疫学調査

・疫学調査で得られる情報により、発生時に他農場への更なる感染拡大を防止す

ること、今後の侵入防止対策に生かすことが可能

・本病を疑う病性鑑定の依頼を受けた段階で、可能な限り疫学情報を収集

・発生が確認された際は、速やかに関連農場及び畜産関係施設を特定し、直ちに

注意喚起を行い、必要な防疫措置を講じる

・感染しても症状がでない又は軽度で、見逃す可能性に留意

８ ワクチンについて

・本病ワクチンの性質（発症の阻止若しくは軽減、乳汁を介した子豚への免疫付

与を目的とする母豚用ワクチン）を十分理解し、用法・用量を遵守して使用

・母豚が十分量の乳を分泌しているか、また、子豚が乳を十分に飲んでいるかを

確認

・ワクチン効果を発揮するためには、良好な畜舎環境の維持と飼養衛生管理の徹

底が前提



 妊娠豚に２回注射すると、母豚は抗体を含んだ乳を出します。

 この乳を飲むと、子豚の発症を防いだり、症状を軽くすることができます。

豚流⾏性下痢（ＰＥＤ）のワクチン

ワクチンメーカー
に増産を要請

既に100万回分の
ワクチンを出荷

年間200万回分を
出荷予定

全国の子取り用めす豚：
899,700頭（平成25年2月）

ワクチンの効果を十分引き出すために、
日頃からの衛生管理（特に分娩舎に
おけるこまめな排せつ物処理や消毒
など）の徹底が重要です。

【２５年度】【昨年秋】 【２６年度】

平成26年4月22日
現在

第１四半期（４～６月）は
７０万回分
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米国における豚流行性下痢（PED）の発生状況

出典：米国農務省 動植物検疫局

2014年4月6日の週
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2013年４月15日頃
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平 成 2 6年 １ 月 ８ 日 
動 物 衛 生 課 
(更新：平成26年４月19日) 

 
世界での豚流行性下痢（PED）の発生状況について 

 
１ 初発 
豚流行性下痢（PED）は、1971年に英国で最初に報告された。1978年、ベルギーに

おいて、豚伝染性胃腸炎（TGE）ウイルスと異なるコロナウイルスが分離され、本疾病

の原因ウイルスであることが報告された。1), 2), 3) 
なお、PEDはOIEのリスト疾病ではないため、各国は本病の発生をOIEに通報する義

務はない。 
 

２ 欧州地域 
これまでに英国、ベルギー、チェコ共和国、ハンガリー、イタリア、ドイツ及びスペ

インにおいて確認されており、散発的に発生している。1), 2), 3) 
 

３ アジア地域 
（１）中国 

初発は1973年とされ、1984年にPEDウイルスの検出が報告されている4), 5)。2010
年以降、新型のPEDウイルス株の大規模な流行が報告されており5), 6)、100万頭以上の

子豚が死亡したとされている6)。 
ハルビン獣医学研究所が中国全土を対象に、2011年2月から2012年11月までの期間、

PEDの分子疫学的調査を実施した。中国の海南省及びチベット自治区を除く29行政区

域を調査した結果、79.66%（141/177）の農場でPEDウイルスが検出された。また、

33の分離株についてS遺伝子の配列を比較した結果、13株が従来型（韓国・日本・ベ

ルギーで分離された株に類似）であり、20株が新型のPEDウイルス株であった。この

結果から、中国国内では、新型のPEDウイルス株が主に流行していると結論付けてい

る。5) 
 

（２）韓国 
1992年にPEDの発生が確認*され、1990年代に流行があった。韓国政府当局は、2013

年11月末以降、PEDの発生が増加していることを報告している7)。 
*）1987年には発生していたとする報告がある8)。 

表 1 韓国における豚流行性下痢の近年の発生状況 7) 
年度 ’04 ’05 ’06 ’07 ’08 ’09 ’10 ’11 ’12 ’13 
発生件数 44 25 30 36 21 18 12 5 1 9 
発生頭数 9,145 3,652 10,258 13,724 12,531 6,850 3,092 289 10 1,721
* 発生件数、頭数の総数 : 196件、 59,957頭 (’04～’13) 

 
（３）台湾 

2014年１月以降、主に中南部で中国及び米国での発生と同様のウイルス株による発

生が報告されている9), 10)。 
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（４）日本 
1982年にPEDを疑う子豚の下痢症の発生が報告11)され、1990年代になって流行が

あった。2013年10月、7年ぶりに発生が確認されている。 
 

表2 日本における豚流行性下痢の近年の発生状況 
 2001 2002～2005 2006 2007～2012 2013 2014
戸数 2 0 1 0 45 281
頭数 2,218 0 3 0 8,971 265,988

（2014年は4月16日現在の速報値） 
 

（５）その他 
ベトナム、タイ及びフィリピンでPEDの流行が確認されている3)。 
 

４ 北米地域 
（１）米国 

昨年（2013年）４月に初めて豚流行性下痢の発生がオハイオ州において確認された。

その後、発生は急速に拡大し、2014年4月16日現在、29州において、5,790件の発生が

報告されている12), 13)*。米国では、本病の発生に関する法的な届出義務はなかったが、

2014年4月18日、米国農務省は、本病に届出義務を課す計画を発表14)。本病に対する

ワクチンは承認されていない3)。 
なお、現在、米国で流行しているウイルスの由来については、遺伝的系統解析の結

果、2010年以降中国で大規模に流行している新しいPEDウイルス株と高い遺伝的類似

性を持つことから、中国を由来とする可能性が高いと考えられている15)。 
*)米国における豚流行性下痢の発生件数の報告は、全米養豚獣医師協会によるものであったが、

2014年4月16日以降、米国農務省の公表情報となった。 

 
(参考）米国における豚飼養頭数は、6,290 万頭 (2014 年 3 月 1 日時点)、養豚経営体数は、68,300 (2012 年) で

あり、飼養頭数上位 10 州は次のとおり。（①アイオワ、②ノースカロライナ、③ミネソタ、④イリノイ、⑤

インディアナ、⑥ネブラスカ、⑦ミズーリ、⑧オハイオ、⑨オクラホマ、⑩カンザス）「USDA/NASS Quarterly 

Hogs and Pigs」、「USDA/NASS Farms, Land in Farms, and Livestock Operations 2012 Summary」より 
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（２）カナダ 

2014年１月にオンタリオ州で初めて発生が確認*され、その後２月にマニトバ州、プ

リンスエドワードアイランド州及びケベック州でも発生が確認されている16),17)。2014
年２月に子豚用の飼料原料として使用された米国産の豚血しょうから感染能を有する

PEDウイルスが検出された旨カナダ食品検査庁（CFIA）が発表を行った18)。その後の

CFIAによる調査の結果、豚血しょうを含むペレット状飼料は感染能を有しておらず、

カナダ国内のPEDの発生と飼料との間では関連性のないことが確認された。引き続き、

CFIAは調査を実施している19)**。 
*)1980年にケベック州の豚から、コロナウイルス様粒子が確認されたとの報告がある3)。 

**)我が国においても米国から飼料用の豚血粉（血しょうたん白）を輸入しているところ20)であ

るが、①原料の血液は、健康な豚から収集され、衛生的に取り扱われたものであること、②豚

血粉は、PRRSウイルスやオーエスキー病ウイルスも不活化する噴霧乾燥方法により製造され

たものであること、③船舶による輸送により製造から日本到着まで２か月程度の時間を要して

おり、PEDウイルスの生残期間（乾燥飼料中で1週間といわれる。）を超えていること、④輸

入後も、造粒、熱風乾燥等の工程を経て飼料とされていること等現時点で得られている科学的

知見によると、米国産豚血粉がPEDの感染源となるリスクは無視できるものと考えられる。

引き続き、情報の収集に努め、新たな知見が得られれば提供する。 
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