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１　原因（病原体）
口蹄疫ウイルス
(Picornaviridae Aphthovirus)

２　感受性動物

３　症状 【多量のよだれ】

４　発生状況
（１）国内：

明治41年(1908年) 東京、神奈川、兵庫、新潟　５２２頭
平成12年(2000年) 宮崎(3～4月：3戸), 北海道(5月：1戸)

 患畜・疑似患畜 ７４０頭　[９２年ぶりの発生］

（２）海外：オセアニアと北米以外の世界中で発生がみられる。

５　診断
（１）臨床症状の確認とともに、遺伝子又は抗体の検出を行う。

（２）水疱材料等からのウイルス分離を行う。

６　予防法

７　治療法、対策
（１）治療は行わない。

（２）発生した場合は，家畜伝染病予防法に基づき、まん延防止のため家畜の
　　 所有者によると殺が義務付けられている。

平成22年(2010年)宮崎（292例）患畜・疑似患畜210,714頭［10年ぶりの発生］
 ※）日本は平成23年２月４日に清浄国に復帰。

牛、めん羊、山羊、豚、
水牛、鹿、いのしし等

突然40～41℃の発熱、元気消失に陥ると同時に多量のよだれがみられ、口、
蹄、乳頭等に水疱(水ぶくれ)が形成され、足を引きずる症状がみられる。

我が国では、多くの諸外国と同様に、原則として感染動物の摘発ととう汰による
清浄化を実施。また、緊急接種用の不活化ワクチンの備蓄、水際での厳重な検疫
を実施。

なお、本病の常在国等では不活化ワクチンが使用されている。しかし、ワクチン
接種動物は、①感染を完全に防御できず、②感染動物はワクチン接種動物との
判別が難しいことから、本病を見逃し、感染源となる可能性がある。

参考資料１．口蹄疫とは 
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参考資料２．ウルグアイ地図 

 

 

参考資料３．世界における口蹄疫発生状況(清浄ステータス) 

（１）ウルグアイ 

・1993年 5月、OIEによりワクチン接種清浄国認定 

・1996年 5月、OIEによりワクチン非接種清浄国認定 

・2000年 10月、口蹄疫(O型)発生 

・2001年 1月、ワクチン非接種清浄国に復帰 

・2001年 4月、口蹄疫(A型)発生～全土に感染拡大、ワクチン接種実施 

・2001年 8月 21日、口蹄疫の最終発生 

・2003年 5月～OIEにより口蹄疫ワクチン接種清浄国認定 

 

（２）周辺諸国 

①ブラジル   ：口蹄疫ワクチン接種清浄地域、非清浄地域及び非清浄地域により

構成。口蹄疫最終発生は 2006年４月。 

 ②アルゼンチン ：口蹄疫ワクチン接種清浄地域及び非接種清浄地域により構成。 

          口蹄疫最終発生は 2006年４月。 

 ③パラグアイ   ：口蹄疫ワクチン接種清浄地域により構成。 

          口蹄疫最終発生は 2012年 1月。 
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参考資料３ 
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参考資料４ ウルグアイからの牛肉の生産・輸出状況  

（１）ウルグアイにおける牛のと畜頭数及び牛肉生産量（2014年） 

 牛 

年間と畜頭数 2,103,715 

年間の肉生産量(トン)  517,545 

 

（２）ウルグアイにおける牛肉の輸出実績           （単位：トン） 

国名 
2013  2014 

骨なし 骨付き 牛肉製品 骨なし 骨付き 牛肉製品 

中国 49,797  18,008    45,992  20,436   

米国 24,017    4,123  30,442  26 3,731  

ロシア 30,696      23,749      

カナダ 10,506    70  22,995    20  

イスラエル 22,324      21,460      

オランダ 11,044      13,751      

ベネズエラ 7,194      10,103      

ドイツ 7,551      8,370      

ブラジル 6,731  4,473  288  6,966  5,425 154  

チリ 11,817    206  6,952    73  

イタリア 6,787      4,827      

英国 4,673    109  3,225    36  

スペイン 3,145      2,999      

カナリア諸島 2,158      2,349      

ﾄﾘﾆﾀﾞｰﾄﾞ･ﾄﾊﾞｺﾞ 2,027      2,281      

スウェーデン 2,012      2,016      

スイス 2,509    53  1,879    106  

南アフリカ 2,421      1,428      

ﾌﾗﾝｽ領ﾎﾟﾘﾈｼｱ 840    27  1,171    27  

その他 5,935  88  46  5,604  97 44  

合計 214,184  22,569  4,922  218,559  25,984  4,191  

出典：ウルグアイ食肉協会 
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参考資料５  
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参考資料６ 
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参考資料７ 

 

 

 

 
  

農場にはガウチョがおり、牛の追い込みを行う 

追い込まれた牛は一頭ずつ獣医師による検査が行われる 

ポスター、カレンダー、パンフレットを用いて、獣医師、農場主等への 

啓蒙活動を行っている。 
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参考資料８ 

ＯＩＥ陸生コード（2016 年）第 8.8.3.条 

口蹄疫ワクチン接種清浄国又は地域 

 

ワクチン接種が実施されている地域を定義する際には、第 4.3.章（ゾーニング及びコンパートメン

ト主義）に従うこと。 

 

口蹄疫ワクチン接種清浄国又は地域の感受性動物は、当該清浄国又は地域への口蹄疫ウイル

スの侵入を防止するバイオセキュリティ措置の適用により保護されること。隣接する感染国又は

地域との物理的又は地理的境界を考慮し、当該措置はプロテクションゾーンの設定を含んでもよ

い。 

 

国内の口蹄疫の疫学状況に基づき、感受性動物群のうち特定の動物種又はその他の集団によ

り構成される定義された亜集団のみを対象とするワクチン接種の実施を決定してもよい。 

 

口蹄疫ワクチン接種清浄国又は地域のリストへ追加する認定を受けるためには、加盟国は以下

を満たすこと： 

1. 定期的で迅速な動物疾病の通報の記録を保持すること； 

2. 3)に記述されたサーベイランスに基づき、申請対象の口蹄疫清浄国又は地域において、以

下について申告書を提出すること： 

a. 過去２年間に口蹄疫発生事例がなかったこと； 

b. 過去 12 か月間に口蹄疫ウイルス伝染の証拠がなかったこと； 

3. 以下に関する書類を提出すること： 

a. 口蹄疫の臨床症状を摘発するため、第 8.8.40 条から 8.8.42 条まで（口蹄疫サーベイラン

スにかかる原則・方針）に基づくサーベイランスが実施され、次の証拠がみられなかった

こと： 

i) ワクチン接種を受けていない動物における口蹄疫ウイルス感染； 

ii) ワクチン接種を受けた動物における口蹄疫ウイルス伝染； 

b. 口蹄疫の予防及び早期摘発のための規制措置が実施されていること； 

c. 対象個体群における強制的な体系的ワクチン接種が実施され、適切なワクチン接種適

用範囲及び群免疫を達成していること。 

d. ワクチン接種が、適切なワクチン株選択に従い実施されていること。 

4.  以下の各号の項目が適切に実行され、指揮されたことを詳細に記述し、証拠文書を提出す

ること。 

a. 口蹄疫清浄地域の場合には、当該予定口蹄疫清浄地域の境界線 

b. それが当てはまる場合には、防護地域の境界線及び措置 

c. 当該予定口蹄疫清浄国又は地域への口蹄疫ウイルスの侵入を予防するためのシステ

ム、とりわけ、第 8.8.8 条、第 8.8.9 条及び第 8.8.12 条に規定される措置 

d. 感受性動物及びその産物の当該予定口蹄疫清浄国又は地域への移動の管理、とりわ

け、第 8.8.8 条、第 8.8.9 条及び第 8.8.12 条に規定される措置 

 

加盟国又は申請対象の清浄地域は、第 1.6.6.条（口蹄疫清浄性認定にかかる質問票）の規定に

基づき提出された証拠がＯＩＥにより受け入れられた場合に限り、口蹄疫ワクチン接種清浄国又

は地域のリストに追加される。 

リスト上に維持される（訳注：ステータスの維持）には、上記2)、3)及び4)の情報を毎年提出するこ
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とが要求され、疫学的状況又は 3b)及び 4)に関連する情報を含むその他の重要な出来事は第

1.1.章（疾病発生及び疫学的情報の通報）の要件に従いＯＩＥに報告されること。 

 

もし、口蹄疫ワクチン接種清浄国又は地域の要件を満たす加盟国が、口蹄疫ワクチン非接種清

浄国ステータスへの変更を望む場合には、当該国はワクチン接種廃止予定の日付を事前にＯＩＥ

に通知し、ワクチン接種廃止前 24 か月以内に新ステータスに申請すること。当該国又は地域の

ステータスは、第 8.8.2.条（ワクチン非接種清浄国又は地域の要件）の遵守がＯＩＥにより認定され

るまで、変更されない。24 か月以内に新ステータスへのドシエが提出されない場合には、ワクチ

ン接種清浄国又は地域のステータスは一時失効する。当該国が第 8.8.2.条の要件に従わない場

合には、第 8.8.3.条に従うことを示す証拠が３か月以内に提出されること。さもなければ、当該ス

テータスは取り消される。 

 

口蹄疫ワクチン接種清浄地域ステータスの申請が、別の口蹄疫ワクチン接種清浄地域に隣接す

る新たな地域を対象として行われる場合には、新たな地域を隣接地域と合併し、１つの拡大した

地域とするかについて明記すること。２つの地域を別々のままとする場合には、それぞれのゾー

ンのステータス維持のために適用される防疫措置に関する詳細、特に、第 4.3.章（ゾーニング及

びコンパートメント主義）に基づき、同一のステータスのゾーン間の動物の移動の特定及び管理

についての情報を提供すること。 

 

第 8.8.22条 

公式なコントロールプログラムが存在する口蹄疫発生国又は地域からの輸入にかかる推

奨事項 

 

牛又は水牛（Bubalus bubalis）の生鮮肉（足（feet）、頭部及び内臓を除く） 

獣医当局は、出荷されるすべての肉が以下を満たすことを証明する国際獣医証明書の提

示を要求すること。 

1) 以下を満たす動物に由来すること： 

a) と畜前少なくとも３か月間、輸出国における、牛及び水牛が定期的にワクチン接種

され、公式なコントロールプログラムが実施されている地域で飼養されていたこと。 

b) 少なくとも２回ワクチン接種を受けており、６か月間以上防御免疫が確認された場

合を除き、と畜前１か月以上６か月以内に最後のワクチン接種を受けたこと。 

c) 過去 30日間、周囲半径 10 km 以内の地域で口蹄疫の発生がない施設又は検疫施設

において飼養されていたこと。 

d) 牛及び水牛の搭載前に洗浄及び消毒された車輌で、由来農場又は検疫施設から直接

認定と畜場に、輸出要件を満たさない他の動物と接触することなく輸送されたこと。 

e) 以下を満たす認定と畜場においてと畜されたこと： 

ⅰ)輸出用として公式に指定されている。 

ⅱ)と畜前に消毒が最後に実施されてから輸出向け製品が出荷されるまでの期間中

に、口蹄疫が摘発されていない、 

f) と畜前後 24 時間以内に生前検査及び生後検査を受け、口蹄疫の証拠がなかったこ

と。 

2) 以下を満たす骨なし肉に由来すること： 

a) 主要リンパ節が除去されている。 

b) と畜後脱骨前に、気温+ 2 ℃超で少なくとも 24 時間、熟成工程を経て、両側の腰

最長筋の中央を検査した際に、pH値が 6.0より低かった。 




