
注１ 国の全土が、ワクチン接種清浄地域及びワクチン非接種清浄地域により構成されている。アルゼンチン、エクアドル、ボリビア、カザフスタン、ブラジル、台湾の6カ国
注２ 非清浄国には、その一部にOIEが公式認定するワクチン非接種清浄地域／ワクチン接種清浄地域を含んでいる国を含む。

注３ 更新点：ペルー、スリナムがワクチン非接種清浄国認定

ブラジルは、国の全土が、ワクチン接種清浄地域及びワクチン非接種清浄地域により構成される国となった

台湾は、地域全体がワクチン接種清浄地域で構成される地域となった

～ヨーロッパ（39カ国）～
アルバニア
オーストリア
ベラルーシ
ベルギー
クロアチア
キプロス
英国
サンマリノ共和国

ハンガリー
アイスランド
アイルランド
イタリア
ラトビア
リトアニア
ルクセンブルク
マルタ

スウェーデン
セルビア
モンテネグロ
ボスニア・ヘルツェゴビナ
スイス
ウクライナ
ブルガリア

～アジア（5カ国）～
日本
インドネシア
シンガポール
ブルネイ
フィリピン

チェコ
デンマーク
エストニア
フィンランド
マケドニア
フランス
ドイツ
ギリシャ

オランダ
ノルウェー
ポーランド
ポルトガル
ルーマニア
スロバキア
スロベニア
スペイン

～アフリカ（3カ国）～
スワジランド
マダガスカル
レソト王国

～オセアニア（4カ国）～
オーストラリア
ニューカレドニア
ニュージーランド
バヌアツ

～南北アメリカ（17カ国）～
カナダ
チリ
コスタリカ
キューバ
エルサルバドル
グアテマラ
ガイアナ
ホンジュラス

ワクチン非接種清浄国 （68カ国 ）

ニカラグア
パナマ
米国
ベリーズ
ドミニカ共和国
ハイチ
メキシコ
ペルー
スリナム

※ 出典：OIE（清浄国・地域はOIE公式認定）
http://www.oie.int/en/animal‐health‐in‐the‐world/official‐disease‐status/fmd/list‐of‐fmd‐free‐members/

2018年7月2日現在

ウルグアイ パラグアイ

ワクチン接種清浄国（２カ国）

＝ワクチン非接種清浄国（68か国）

＝ワクチン接種清浄国（2か国）

＝複数の清浄地域により全土が構成
されている国（6か国） （注１）

＝非清浄国（注２）

＝非清浄国のうち、2008年以降OIEに

口蹄疫の発生の通報があった国

世界における口蹄疫の発生状況
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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）

2018年7月2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）
※ ロシアは東アジアの近接地域に限る

チベット自治区
2017年1月25日（O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
2018年2月1日（O型）牛
2018年2月1日～8日（O型）牛・羊・山羊 3件
2018年2月10日（O型）牛・羊・山羊・豚

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

江西省
2016年11月15日（O型）豚

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
2018年3月26日（A型）豚
2018年4月1日（A型）豚
〔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

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
2018年1月2日（A型）牛、羊、豚
2018年1月3日（O型）牛、豚
2018年6月5日（O型）牛

モンゴル（ゴビスンベル県）
2016年7月16日（A型）牛
2018年1月9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
2017年9月7日～10月13日（O型）牛・山羊・羊 4件
2018年2月19日（O型）牛

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

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
2017年9月9日～10月23日（O型）牛・山羊・羊 3件
2018年2月1日～2月18日（O型）牛・山羊・羊 3件

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
2017年9月11日～11月5日（O型）牛・羊 7件
2018年2月20日（O型）牛

四川省
2016年3月2日（O型）豚

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
2017年9月28日（O型）牛
2018年1月1日（O型）牛・山羊・羊
2018年2月14日～3月6日（O型）牛・山羊・羊 5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
2018年1月2日～1月15日（O型）牛・山羊・羊 6件
2018年2月12日～2月14日（O型）牛 2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
2018年4月12日（O型）牛

：A型口蹄疫
：O型口蹄疫

寧夏回族自治区
2018年1月10日（O型）牛、羊

河南省
2018年2月24日（O型）羊

モンゴル（ウムヌゴビ県）
2018年1月23日～2月28日（O型）牛・山羊・羊 2件

甘粛省
2018年3月22日（O型）牛

広西チワン族自治区
2018年4月11日（O型）豚

湖北省
2018年5月19日（O型）牛

安徽省
2018年5月20日（O型）牛

山西省
2018年5月27日（O型）牛
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新疆ウイグル自治区

雲南省

チベット自治区

甘粛省

青海省

貴州省

江西省

四川省

江蘇省

福建省

広東省

海南省

広西チワン
族自治区

湖南省

黒龍江省

内蒙古自治区
北京市

天津市

上海市

河北省

山西省

河南省

湖北省

重慶市

安徽省

浙江省

山東省寧夏回族
自治区

陕西省

中国における口蹄疫の発生状況(2016年１月以降)

2018年7月2日現在
※ 出典：OIE

【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

遼寧省

吉林省

※ 日付は発生日

【四川省】
2016年3月2日（O）豚

【江西省】
2016年11月15日（O）豚

【チベット自治区】
2017年1月25日（O）牛

【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
2018年4月12日（O）牛

【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

【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
2018年1月2日（A型）牛、羊、豚
2018年1月3日（O型）牛、豚
2018年6月5日（O型）牛

【寧夏回族自治区】
2018年1月10日（O）牛、羊

【安徽省】
2018年5月20日（O）牛

【甘粛省】
2018年3月22日（O）牛

【広西チワン族自治区】
2018年4月11日（O）豚

【湖北省】
2018年5月19日（O）牛

【河南省】
2018年2月24日（O）羊

【山西省】
2018年５月27日（O）牛
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