中国、香港、台湾、韓国、北朝鮮、モンゴル、ロシアにおける口蹄疫の発生状況（2016年1月以降の発生）
モンゴル（ヘンティー県）
2017年2月14日～3月1日（O型）牛 2件
2017年4月28日～8月31日（O型）牛・山羊 5件

モンゴル（ゴビスンベル県）
2016年7月16日（A型）牛

ロシア（ザバイカリエ地方）
2016年11月22日（O型）牛
2016年11月27日（O型）牛
2016年12月14日（O型）牛

モンゴル（ドルノド県）
2017年1月29日（O型）牛
2017年3月13日～4月3日（O型）牛 2件

モンゴル（ドンドゴビ県）
2017年7月31日～8月10日（O型）牛・羊・山羊 3件

モンゴル（スフバートル県）
2017年1月24日～1月29日（O型）牛・羊・山羊 2件
2017年2月2日～3月30日（O型）牛・羊・山羊 6件
2017年4月11日（Ｏ型）牛 １件
2017年8月3日～8月10日（O型）牛・羊・山羊 3件

新疆ウイグル自治区
2016年11月22日（O型）牛
2017年1月5日（O型）牛
2017年2月7日（O型）牛
2017年4月16日（O型）牛
2017年4月24日（A型）牛
2017年4月28日（A型）牛
2017年11月29日（O型）牛、羊

韓国
〔忠清北道〕
2017年2月5日～2月13日（O型）牛、7件
〔忠清南道〕
2016年2月17日～3月29日（O型）豚、19件
〔京畿道〕
2017年2月8日（A型）牛
〔全羅北道〕
2016年1月11日～1月13日（O型）豚、2件
2017年2月6日（O型）牛

モンゴル（ドルノゴビ県）
2017年3月29日～4月2日（O型）牛・羊・山羊 2件
2017年4月22日（O型）牛
2017年9月6日（O型）牛・羊・山羊

江西省
2016年11月15日（O型）豚

四川省
2016年3月2日（O型）豚

広東省
2017年3月23日（O型） 豚
2017年5月15日（O型） 牛
2017年10月26日（O型） 豚

貴州省
2016年5月4日（O型）牛
2017年9月24日（O型）牛、山羊、豚
2017年11月21日（O型）牛、豚
2017年11月29日（O型）牛

チベット自治区
2017年1月25日（O型）牛

香港
2016年8月（O型）豚、2件*
* OIEへの年次報告、6か月報告による

2017年12月19日現在
※ 出典：ＯＩＥ ほか
※ 日付は発生日（各々の事例が初めて観察された日）
※ ロシアは極東ロシア及びザバイカリエ地方に限る
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中国における口蹄疫の発生状況(2016年１月以降)
【新疆ウイグル自治区】
2016年11月22日（O）牛
2017年1月5日（O）牛
2017年2月7日（O）牛
2017年4月16日（O）牛
2017年4月24日（A）牛
2017年4月28日（A）牛
2017年11月29日（O）牛、羊

黒龍江省

吉林省

天津市

河北省
山西省
甘粛省

江蘇省
上海市

安徽省
チベット自治区

【貴州省】
2016年5月4日（O）牛
2017年9月24日(O)牛、山羊、豚
2017年11月21日(O)牛、豚
2017年11月29日(O)牛

湖北省

四川省

【四川省】
2016年3月2日（O）豚

※ 出典：OIE
※ 日付は発生日

河南省

陕西省

【チベット自治区】
2017年1月25日（O）牛

2017年12月19日現在

山東省

寧夏回族自
治区

青海省

遼寧省

北京市

内蒙古自治区

新疆ウイグル自治区

浙江省
重慶市

湖南省

江西省

【江西省】
2016年11月15日（O）豚

福建省

貴州省
雲南省
広西チワン族
自治区

【広東省】
2017年3月23日（O）豚
2017年5月15日（O）牛
2017年10月26日（O）豚

広東省

【香港】
2016年8月（O型）豚、2件※
※OIEへの年次報告・6か月報告による

海南省
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2017年12月11日現在

韓国における口蹄疫の発生状況
（2017年2月以降）

発生確認件数：9件
（O型8件、A型1件）

ソウル特別市

京畿道：1件
・漣川（ヨンチョン）郡
2017年2月8日 牛（A型）

忠清北道：7件

江原道

・報恩（ポウン）郡
2017年2月5日
2017年2月9日
2017年2月11日
2017年2月12日
2017年2月13日

仁川広域市
京畿道
忠清北道

牛（O型）
牛（O型）
牛（O型）
牛（O型）
牛（O型）3件

慶尚北道

世宗特別自治市

大田広域市

：発生地点

全羅北道：1件

※ 日付は申告日
※ 出典：韓国農林畜産食品部 等

・井邑（チョンウプ）市
2017年2月6日 牛（O型）

大邱広域市

全羅北道

蔚山広域市

慶尚南道

釜山広域市

○韓国では、2010年12月から全国的に口蹄疫のワクチン接種を
実施しており、 繰り返し口蹄疫が流行

全羅南道

○ 2017年は、2種類（O型とA型）の口蹄疫ウイルスによる発生が確認
光州広域市

○近年における口蹄疫の流行（O型）
・2016年 1月 ～ 3月：21件（豚21件）
・2014年12月～翌年4月：185件（牛5件、豚180件）
・2014年 7月 ～ 8月：3件（豚3件）

済州道
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欧州・ロシア等におけるアフリカ豚コレラの発生状況
ロシア
エストニア

2007年以降

（EU加盟国）

2014年9月以降

豚、いのしし 1000件 発生

ノルウェー

豚、いのしし 2,236件 発生

ロシア

※OIEへの年次報告、6か月報告（2016年下半期

エストニア

まで）による

ラトビア

（直近の発生：2017年12月6日、豚・いのしし）
※3月18日イルクーツクで発生（豚）
7月4日～8月16日オムスクで発生（豚）
10月2日クラスノヤルスクで発生（豚）

スウェーデン
（EU加盟国）

ベラルーシ

ラトビア

2014年6月以降

2013年6月19日以降

豚、いのしし 1,802件 発生
※OIEへの年次報告、6か月報告（2016年下半期

豚2件 発生

リトアニア

デンマーク

まで）による

（直近の発生：2013年7月1日、豚）

ロシア

ウクライナ
リトアニア

（EU加盟国）

ベラルーシ

2014年1月24日以降

ポーランド

豚66件、いのしし755件 発生
（直近の発生：2017年9月14日、豚）

ポーランド

モルドバ

ウクライナ
チェコ

2014年2月13日以降

（直近の発生：2017年11月30日、豚）

モルドバ

（直近の発生：2017年12月4日、いのしし）
※：ポーランドにおいて発生が確認された旨の連絡を受
けて、我が国は2014年2月18日付けでポーランド産豚
肉の輸入を停止

※日付は発生日又は検体回収日に基づく
※赤字は更新箇所

2016年9月17日以降

豚6件、いのしし3件 発生
スロヴァキア

豚104件、いのしし715件 発生

発生地域

豚231件、いのしし44件 発生
（直近の発生：2017年12月13日、いのしし）

ドイツ

（EU加盟国）

2012年7月30日以降

ハンガリー

ルーマニア

チェコ

ルーマニア

2017年6月27日以降

2017年7月27日以降

野生いのしし179件 発生

豚2件 発生

（直近の発生：2017年12月12日、いのしし）

（直近の発生：2017年7月27日、豚）

2017年12月18日現在
出典：ＯＩＥ p.45

