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２ ０ １ ７ 年 ５ 月 

消費・安全局動物衛生課 

トルコ共和国の高病原性鳥インフルエンザ清浄性に 

関するリスク評価報告書（概要版） 

１．背景 

(１) トルコ共和国（以下「トルコ」という。）からの家きん肉等について、2010

年 11 月、同国から輸入解禁要請を接受した。 

(２) このため、同国に対する質問票の送付及びその回答並びに現地調査（2014

年３月実施）を行うとともに、同国家畜衛生当局間での情報交換等を通じ、

高病原性鳥インフルエンザ（HPAI）の清浄性について定性的評価を実施した。 

２．家畜衛生体制等 

(１) 地理的状況 

トルコは、西側をブルガリア、ギリシャ、東側をグルジア、アルメニア、

イラン、イラク、シリアと接し、北側は黒海に、南側は地中海に面している。

国土面積は約 78 万 km2（日本の約２倍の国土面積）である。なお、2005 年以

降欧州連合（EU）への加盟交渉を実施している EU 準加盟国となっている。 

(２) 獣医組織体制 

食料農業畜産省（Ministry of Food, Agriculture and Livestock: MFAL）

に属する食料管理総局（General Directorate of Food Control: GDFC）が首

都アンカラに本局を有するトルコの家畜衛生当局である。 

地方家畜衛生当局としては、地方行政区分である 81 県それぞれに地方局

（Provincial Directorate of MFAL: PD）があり、家畜衛生当局として同局

内に動物衛生・畜産・水産課（Animal Health, Husbandry and Fisheries 

Department: AHHFD）が設置されている。AHHFD は国の政策に基づき、家畜の

個体識別、登録、移動管理、認定施設の査察、疾病情報の管理、国との連絡

調整等を行っている。 

トルコは EU への加盟交渉を行っているため、EU 法に準じた家畜衛生に関

する法令が整備されている。HPAI についても、EU 規則に準じた防疫指針が定

められており、同国において、HPAI のワクチン接種は禁止されている。 

(３) 検査機関及び診断体制 

GDFC の所管のもと、獣医研究所(Directorate of Veterinary Control and 

Research Institute:VCI)が国内に８ヶ所設置されている。イズミル県ボルノ

ヴァに所在する VCI が通報対象である鳥インフルエンザ（NAI）（HPAI 及び

低病原性鳥インフルエンザ（LPAI））を確定診断する National Reference 

Laboratory として指定されており、NAI に係る検査は、一次検査、確定診断

ともに、Bornova VCI で行われる。トルコ国内には OIE のリファレンスラボ

ラトリーはなく、NAI の発生が確認された場合は OIE リファレンスラボラト

リーであるイギリスの Animal and Plant Health Agency 等へ検体を送付し、
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ウイルスの詳細な分析が実施される。 

 

３．家きんの飼養状況等 

(１) 家きんの飼養状況等 

トルコにおける 2015 年の家きんの飼養羽数は以下のとおり。 

 採卵鶏 ブロイラー 七面鳥 がちょう あひる 

飼養羽数 98,597,340 213,658,294 2,827,731 850,694 398,387

また、農場の種類別の施設数は以下のとおり。 

 採卵鶏 ブロイラー 種鶏 孵卵場 

施設数 1,113 9,676 354 75 

トルコにおける 2014 年の家きん肉等の生産量は以下のとおり。 

 ブロイラー 七面鳥 裏庭農場及び廃鶏 合計 

年間生産量(トン) 1,942,000 52,800 94,000 2,088,800

トルコは、家きん肉を全て自給しており、輸入はしていない。なお、初生

ひなについては輸入実績があり、2016 年はドイツ、イギリスから約 78 万

羽のひなが輸入された。また、2015 年には、イラク、イスラエル、サウジ

アラビア等に、約 339 千トンの家きん肉等を輸出した。 

(２) 家きんのトレーサビリティ 

トルコでは、全ての商業用農場は、TURKVET と呼ばれる国家データベース

に登録され、認可番号が与えられる。農場の鶏群は TURKVET から各ロット番

号が付与され、ロット管理がなされている。このため、と畜検査で家畜の伝

染性疾病を疑う個体やその肉等を確認した際には、TURKVET により、容易に

追跡することが可能となっている。 

(３) 食肉処理施設の登録制度等 

トルコには、家きんの食肉関連施設として、食鳥処理場が 358 ヶ所存在し、

これらの運営には全て、法(Law No.5996)及び規則に基づく国の認可が必要と

なる。認可を求める施設は国に承認申請し、国は施設が認可条件を充足する

かについて監査を行う。これらの食肉関連認定施設も、全て TURKVET に登録

され、認可番号が与えられる。国は定期的に施設立入監査を行い、認可条件

を満たさない場合には改善措置の指示または認可取消措置を講ずる。食鳥処

理の生前生後検査は国の公的獣医師または国の認定を受けた民間獣医師（認

定獣医師）が行う。 

 

４．HPAI にかかる防疫措置等 

(１) HPAI の発生状況 

2005 から 2008 年にかけて、230 件の発生（H5N1 亜型、全て裏庭農場にお

ける発生）が認められ、その後発生はなかったものの、2015 年 4 月末から 5

月中旬にかけ、裏庭農場で 1 件、商業用農場で２件の発生が確認された（全

て H5N1 亜型）。 

(２) HPAI のサーベイランス体制 

パッシブサーベイランスについて、NAI の疑い事例を発見した飼養者や獣
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医師は PD に通報する義務があり、通報しなかった場合は法に基づき罰金が課

せられる。また、同国は EU の準加盟国であるため、既に EU の通報システム

へ参加しており、陽性が確定した時点で OIE に加えて EU に対しても通報する

こととなっている。また、家きん飼養農家からの迅速な通報を促すために、

農家を含めた一般市民への教育として、家畜衛生に対する市民意識を向上さ

せる取組を平時から実施している。 

アクティブサーベイランスについて、トルコ全土の家きん農場を対象とし

て、毎年渡り鳥の飛来が多い時期（５－７月）に採材が行われている。採材

の対象は商業用農場及び裏庭養鶏農家であり、対象となる農場数は 95%の信

頼度で 1%の感染農場を検出できるよう計画されている。対象となった農場数

は、各生産形態（ブロイラー、採卵鶏等）毎に飼養羽数を勘案し割り振られ

る。また、各農場、農家から採材される羽数は、95%の信頼度、15%の感染鶏

を検出できるよう計画され、検査は Bornova VCI において、rRT-PCR 及びウ

イルス分離により診断されている。2016 年の採材農場数及び採材羽数は以下

のとおりであり、検査結果は全て陰性であった。 

 

＜表１：アクティブサーベイランスの検査農場数及び検体数＞ 

 裏庭農場 商業用農場 合計 

種類 鶏 あひ

る 

がち

ょう 

七面

鳥 

種鶏 ブロ

イラ

ー 

採卵

鶏 

農場数 140 6 2 3 6 120 38 315 

採材数 4,945 53 89 50 200 4,360 1,460 11,157

(３) HPAI 発生時の防疫措置 

鳥インフルエンザ疑いの通報があった場合、防疫指針に基づき家きんの殺

処分、死体の廃棄、農場の洗浄及び消毒等の措置が講じられる。また、発生

農場周囲に半径 3km の制限区域が設定され、家きん及び感染を拡げる原因と

なる物品等の移動制限、区域内の農場の特定及び必要に応じた検査等が行わ

れるとともに、半径 10km のサーベイランス区域が設定され、家きんの原則的

移動禁止、区域内の農場の検査等が行われる。 

 追跡調査により疫学関連農場が特定された場合、検査によりこれら農場に

おける同病の発生がないことが確認されるまで、隔離等の措置が講じられる。

疫学的情報により、感染の疑いが濃厚と考えられる場合は、発生農場と同様、

家きんの殺処分、死体の処理、汚染の恐れのある物品の処分等の措置が講じ

られる。 

 HPAI の発生が確認された場合、確認後 24 時間以内に、OIE、EU 諸国及び我

が国を含む関係各国への通報が行われる。 

(４) 輸出入検疫体制 

   輸入検疫の実施主体は GDFC であり、獣医官が動物や畜産物の輸入検疫を

実施する国境検査所（Border Inspection Post：BIP)が 23 ヶ所（７ヶ所が
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国境、11 ヶ所が港湾、5ヶ所が空港）設置されている。畜産物等の輸出時に

は、PD の公的または認定獣医師により、輸入国の衛生条件等を充足している

かどうかが確認され、獣医衛生証明書(VHC)が発行される。 

 

５．総合評価 

 トルコからの情報提供、現地調査の実施により以下のことが確認された。 

（１）家畜衛生体制に関しては、組織、法制度ともに高病原性鳥インフルエン

ザ等の重要疾病の予防や発生時の防疫対応が可能な体制が整備されている。 

（２）2015 年５月の高病原性鳥インフルエンザの発生を最後に、同国において

鳥インフルエンザの発生はこれまでのところ確認されておらず、同病に対

するワクチン接種も原則として禁止されている。また、同病についてのサ

ーベイランスは、裏庭養鶏も含めた飼養家きん及び野鳥において適切に実

施されている。 

（３）輸出入検疫に関しては、適切な輸入検疫が実施されるとともに、輸出検

疫については、相手国側の条件を遵守した適切な輸出管理が行われている。 

 

以上より、トルコを高病原性鳥インフルエンザの清浄国と認定して差し支え

なく、同国から我が国向けの家きん肉等の輸入を解禁しても、高病原性鳥イン

フルエンザが日本に侵入するリスクは無視できると考えられる。 

 
（以上）




