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Ⅰ 我が国初の緊急ワクチン接種について



○ ワクチンは感染を完全に防御することができないことから、我が国は、防疫指針において、殺処分と移動制
限によりウイルスを根絶することを基本とし、ワクチンの使用は、大量の患畜等が発生し、殺処分と移動制限
では感染拡大を防止できない緊急事態に限定。

○ ５月18日の牛豚等疾病小委員会では、川南町を中心とした多発地帯では、現行の殺処分と移動制限では
まん延防止が困難となっており、ワクチンの使用について検討すべきとの意見。

ワクチン接種の背景

① 川南町を中心とした多発地帯については、現行の殺処分及び
移動制限による方法のみではまん延防止が困難。排出されるウ
イルス量を抑制するためのワクチンの使用について検討すべき
時期
② ワクチンを接種した家畜については、早急かつ計画的にとう汰
すべき

牛豚等疾病小委概要（5/18）

○ 接種した家畜は感染しにくくなり、
感染源になりにくくなる。
※ 効果が出るまでは最大約２週間
（牛で１週間、豚で２週間）を要する。

○ ただし、接種後は、感染している
かどうかの区別がつきにくくなり、仮
にウイルスに感染した場合、ウイル
スを保有し続け、新たな発生の原因
となるおそれがある。

口蹄疫ワクチンとは

○ 我が国における本病の防疫措置
としては、早期の発見と患畜等の迅
速な殺処分により、短時間のうちに
まん延を防止することが最も効果的
な方法。

○ 万が一、殺処分と移動制限によ
る方法のみではまん延防止が困難
であると判断された場合であって、
早期の清浄化を図る上で必要があ
る場合には、ワクチンの使用を検討。
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牛（殺処分実施中/予定）

豚（殺処分実施中/ 予定）

殺処分/ 防疫措置完了

５月18日時点の川南町周辺の発生状況

日々新たな発生
が起こる爆発的
な感染状況

川南町から、南
北に感染拡大す
る傾向

疑似患畜11.4万頭の

うち、防疫措置完了
は2.3万頭（約２割）



○ ５月19日、第２回政府口蹄疫対策本部において、川南町を中心とする地域の移動制限区域内のすべての
牛・豚（約12万頭）を対象として、殺処分を前提としたワクチン接種の実施を決定。

ワクチン接種の決定

政府は、口蹄疫の発生は、危機管理上重大な課題であるとの
認識の下、宮崎県において発生し、拡大しつつある口蹄疫につい
ての対策を更に強化し、総力を挙げて取り組むため、先日決定し
た基本的対処方針に加え、別添のとおり次の防疫措置を講ずるこ
とを決定する。

一．10㎞圏内、すなわち移動制限区域内のすべての牛・豚を対象
に、殺処分を前提としたワクチン接種を実施し、接種した家畜に
係る経営支援を実施する。更にあわせて、10㎞～20㎞圏内、す
なわち搬出制限区域内からは、製品化した上で出荷する作業を
進め、これに伴う価値の低減分について支援を行う。また、一般
車両の消毒を行う消毒ポイントを増加する。

二．患畜の殺処分に当たっての手当金の交付の迅速化のため、
標準評価額を用いた概算払いを実施するとともに、殺処分の評
価額と手当金の差額を宮崎県が負担した場合に特別交付税を
措置する。

三．埋却地の円滑な確保、必要な人員の増員を速やかに行う。

第２回 政府口蹄疫対策本部決定 （５月19日）
ワクチン接種の法的根拠（家畜伝染病予防法）

（検査、注射、薬浴又は投薬）
第３１条 都道府県知事は、家畜伝染病のまん延を防止
するため必要があるときは、家畜防疫員に、農林水産
省令で定める方法により家畜の検査、注射、薬浴又は
投薬を行わせることができる。
２ （略）

（農林水産大臣の都道府県知事に対する指示）
第４７条 農林水産大臣は、家畜の伝染性疾病の発
生又はまん延により、畜産に重大な影響を及ぼすおそ
れがあるときは、都道府県知事に第６条、第９条、第
１７条、第２６条第１項若しくは第３項、第３０条、第３１
条、第３２条第１項、第３３条又は第３４条の規定による
措置を実施すべき旨を指示することができる。

（国の都道府県に対する協力）
第４８条 農林水産大臣は、前条の指示をした場合又は
都道府県知事から求められた場合において必要と認め
るときは、その指定する家畜防疫官をして都道府県知
事の指示を受け、第二章又は第三章の規定により家畜
防疫員の行なうべき職権を行なわせることができる。

※ 注射を拒んだ者は、３０万円以下の罰金



○ ５月21日、ワクチン接種農家に対して十分な支援が行われること等を条件に関係市町長の理解が得られ、
その翌日からワクチン接種を開始。

○ その後、発生農場の殺処分やワクチン接種を行う獣医師を１５０名規模まで増員し、５月26日には、対象家
畜のほぼすべてについて、接種を完了。

ワクチン接種の実施

ワクチン接種の実績（～5/26）

接種戸数 接種頭数

５月22日 ６戸 22,096頭

５月23日 165戸 41,059頭

５月24日 187戸 31,436頭

５月25日 437戸 25,011頭

５月26日 213戸 5,137頭

合 計 994戸 124,698頭

ワクチンの接種農家に対する支援

① 家畜の評価額の全額を補てん
② 事業再開までの収入が得られな
い期間を考慮し、経営再開支援金
を交付

ワクチン接種の経緯

５月18日 牛豚等疾病小委員会

関係首長にワクチン接種の実施を打診し、
ワクチン接種を行うべき必要性について理
解を得る。

５月19日 第２回 政府口蹄疫対策本部
川南町を中心とする地域の移動制限区

域内のすべての牛・豚を対象に、殺処分を
前提としたワクチン接種の実施を決定。

５月20日 知事が、地元との十分な協議と補償の充実
するよう要請。引き続き協議することを確認。

５月21日 ワクチン接種農家に対する支援等を条件に
ワクチン接種の実施について、知事及び関
係首長の理解を得る。

５月22日 ワクチン接種を開始

５月26日 対象農家の99％について、ワクチン接種
を完了

６月４日 口蹄疫対策特別措置法施行

６月５日 ワクチン接種家畜の殺処分埋却を開始

ワクチン接種対象区域

（川南町周辺の各発生農場を中心と
する半径１０ｋｍの移動制限区域内）



○ 口蹄疫対策特別措置法は、家畜伝染病予防法には規定のない一般車両等の消毒、家畜の予防的な殺処
分等の措置を講じるものであり、衆議院農林水産委員長の提案により提出され、５月28日に全会一致で成
立。６月４日に公布・施行（平成24年3月31日までの時限立法） 。

○ 農林水産省は、同法の施行日に、直ちに一般車両等の消毒を行う地域や予防的殺処分を行う地域の指定
を行い、宮崎県等がこれらの措置を実施。

口蹄疫対策特別措置法の制定・施行

１ 一般車両等の消毒義務
農林水産大臣が都道府県知事の要請に基づいて指定する地

域内において、消毒のための設備を設置している場所を通行しよ
うとする者に、その使用する車両その他の物品の消毒を義務付け。

２ 患畜・疑似患畜以外の家畜の予防的殺処分
都道府県知事は、口蹄疫のまん延を防止するためやむを得な

い必要があるときは、農林水産大臣が指定する地域内において都
道府県知事が指定する家畜（患畜及び疑似患畜を除く。）を所有
する者に、期限を定めて当該家畜を殺すべきことを勧告すること
ができ、所有者が当該勧告に従わないとき等は、家畜防疫員に当
該家畜を殺させることができる。

３ 死体の焼却又は埋却の支援

指定地域内に存する死体の所有者が、死体の焼却又は埋却を
求めた場合には、家畜防疫員は当該死体を焼却又は埋却するも
のとするほか、国は、埋却の用に供する土地の確保、必要な作業
に従事する者の派遣その他の必要な措置を講ずる。

口蹄疫対策特別措置法の主な内容

ワクチン接種家畜等の家畜の
強制殺処分が可能に

家畜伝染病予防法では、患畜及
び疑似患畜以外の家畜の殺処分
はできない。

口蹄疫対策特別措置法の施行による
防疫措置の強化

宮崎県及びその隣接県である
大分県、熊本県及び鹿児島県
で一般車両の強制消毒を実施

家畜伝染病予防法では、畜産車
両以外の一般車両の強制消毒
はできない。



Ⅱ 疫学調査の流れ



疫学調査の流れ
○ 口蹄疫発生直後の本年４月末より、宮崎県農政水産部畜産課及び農林水産省消費・安全局動物衛生課
は、それぞれ疫学調査を専門に行う班を立ち上げ、連携して疫学情報の収集・分析を実施。

○ 指針に基づき、発生農場を対象として、宮崎県疫学班が、実際に当該農場に関する聞き取り調査を実施。
主な調査項目は、発生前７日間の人や家畜の出入り、発生前21日間の車両の出入り、給与飼料等の種類、
農場関係者の海外渡航歴、野生動物の目撃状況。

○ また、専門家を含めた委員から構成される「口蹄疫疫学調査チーム」が、県及び国が収集・分析した情報
を基に現地調査及び検討会を実施し、発生状況や感染経路等について検討。

○ 更に、疫学調査成績を防疫対策にただちに反映させる観点から、６月22日に農場での衛生管理に詳しい
臨床獣医師を加えた「現地調査チーム」を組織し、現地調査の体制を強化。

宮崎県疫学班

国疫学班

発生農家発生農家 発生農家発生農家 発生農家・・・・

全292農場発生農家を訪問し、発生
後速やかに聞き取り調査
を実施。

情報は国疫学チームと共有。
国疫学チームでは主に整理・分析を実施。
必要に応じ県疫学班と共に現地調査を実施。

その他の情報収集先
・飼料運送業者
・死亡獣畜運搬業者
・開業獣医師 等

口蹄疫疫学調査チーム
現地調査及び検討会を実施。
第１回：４月29日
第２回：６月 ７日
第３回：６月24日
第４回：７月23日

必要に応じて聞き取り
調査等を実施。

現地調査チーム
（現地調査実施日）
６月22～23日
６月26～７月２日
７月６～10日

疫学情報を提供 疫学情報を提供


