高病原性鳥インフルエンザの発生に係る防疫対応に
ご協力頂いた方々への大臣感謝状授与
平成29年度の発生時への防疫対応
（全国の１８機関・企業・団体に交付）

平成28年度の発生時への防疫対応
（全国の５７機関・企業・団体に交付）

自衛隊第14旅団に対する
農林水産大臣感謝状の手交
（左：中国四国農政局消費・安全部 吉永部長、
受領者：小和瀬旅団長）

国立研究開発法人 農業・食品産業技術総合
研究機構 動物衛生研究部門長に対する
農林水産大臣感謝状の手交
（左：上月政務官、受領者：坂本部門長（当時））
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近年の高病原性鳥インフルエンザの発生とその対応
<平成15年度の発生> Ｈ５Ｎ１亜型（高病原性）
１～３月 山口県(１農場 約３万羽)
大分県(１農場
14羽)
京都府(２農場 約24万羽)
・我が国で79年ぶりとなる高病原性鳥インフルエンザの発生
・家畜伝染病予防法の改正と特定家畜伝染病防疫指針の策定
・「鳥インフルエンザ緊急総合対策」を取りまとめ
・家畜防疫互助基金の造成、経営維持資金の融通
・緊急ワクチンの備蓄
<平成18年度の発生> Ｈ５Ｎ１亜型（高病原性）
１～２月 宮崎県(２農場 約７万羽)
岡山県(１農場 約１万羽)
宮崎県(１農場 約９万羽)
※平成19年３月１日までに、全ての移動制限解除
・平成20年２月防疫指針変更（食鳥処理場等の例外措置等）
・養鶏農場への立入検査、衛生管理テキストの作成・普及
・モニタリングの強化及び早期発見・早期通報の徹底の通知
<平成22年度の発生> Ｈ５Ｎ１亜型（高病原性）
11～３月 全９県(24農場 約183万羽)
※発生状況、対応の詳細については次頁参照

<平成26年度の発生> Ｈ５Ｎ８亜型（高病原性）
４月 熊本県(１農場 約５万羽） (関連１農場 約５万羽も同様の措置）
12～１月 宮崎県（２農場 約５万羽）
山口県（１農場 約３万羽）
岡山県（１農場 約20万羽）
佐賀県（１農場 約５万羽）（関連１農場 約３万羽も同様の措置）
※平成27年2月14日までに、すべての移動制限解除
・防疫指針に基づく迅速な防疫措置を実施
<平成28年度の発生> Ｈ５Ｎ６亜型（高病原性）
11～３月 青森県（２農場 約2.3万羽）
新潟県（２農場 約55万羽）
北海道（１農場 約28万羽）
平成29年４月18日までに、
宮崎県（２農場 約28万羽）
すべての移動制限解除
熊本県（１農場 約9.2万羽）
岐阜県（１農場 約8.1万羽）
佐賀県（１農場 約7.1万羽）
宮城県（1農場 約22万羽）
千葉県（1農場 約6.2万羽）

<平成17年度の発生>Ｈ５Ｎ２亜型（低病原性）
６～１月 茨城県･埼玉県(41農場 約578万羽)
・平成18年４月までに殺処分を終了
・低病原性であることを踏まえ、一定の条件を満たす農場に監視プログラムを適用
・平成18年12月、防疫指針に、低病原性の発生時の防疫措置を追加
<平成20年度の発生>Ｈ７Ｎ６亜型（低病原性）
２～３月 愛知県(７農場（うずら） 約160万羽)
※平成21年５月11日までに、全ての移動制限解除
・全国全てのうずら農場等で立入検査を行い、陰性を確認
・家畜防疫互助基金対象家畜に平成21年度からうずらを追加
※野鳥における発生
・平成20年 全３県
・平成22～23年 全16県
（他3県における動物園等の
飼育鳥からウイルスを確認）

<平成29年度の発生> Ｈ５Ｎ６亜型（高病原性）
１月 香川県(１農場 約5.1万羽）
(関連１農場 約4.0万羽も同様の措置）
※平成30年２月５日までに移動制限解除
・防疫指針に基づく迅速な防疫措置を実施

・平成26～27年 全６県12例(H5N8型)
・平成28～29年 全22都道府県 218例（H5N6型）
・平成29～30年 全３都県32件(H5N6型)
（平成30年３月13日時点）
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海外における高・低病原性鳥インフルエンザの発生状況と
それに伴う我が国の措置
・ 海外からの鳥インフルエンザの侵入を防止するため、発生時には家きん、家きん肉等の輸入を停止。
・ 平成16年２月からは、ペットも含め全ての鳥類について発生国からの輸入を停止。
・ アジア諸国を対象に、本病のまん延を防ぐため、国際機関を通じ、防疫対策を支援。
アジア地域への支援の概要
○“ワンヘルス”による動物疾
病対策・食料安全保障強化事業
・平成30年度予算額 14百万円
・事業内容
アジア域内の野鳥及び家きん
の鳥インフルエンザの防疫対策
ワークショップの開催、各国の
狂犬病対策の有効性評価、アジ
ア太平洋地域の獣医組織能力の
強化等
○我が国のSPS関連総合対策プロ
ジェクトのうち「口蹄疫等越境
性感染症の清浄化に向けた取り
組み」の概要
・平成30年度予算額 82百万円
・事業内容
口蹄疫等防疫ロードマップの
策定、口蹄疫等重要疾病の監視、
情報共有の推進等

2018年8月13日現在
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（３）
（３）

韓国における高病原性鳥インフルエンザの状況 （2017年11月以降）

京畿道（５件）
⑩ 1月 2日 抱川（ポチョン）市
⑮ 1月26日 華城（ファソン）市
⑯ 1月27日 平沢（ピョンテク）市
⑳ 3月16日 平沢（ピョンテク）市
㉑ 3月16日 楊州（ヤンジュ）市

採卵鶏
採卵鶏
採卵鶏
採卵鶏
採卵鶏

忠清北道（１件）
H5N6
H5N6
H5N6
H5N6
H5N6

江原道

1/2

⑲ 3月13日 陰城（ウムソン）郡 肉用あひる H5N6

3/16

忠清南道（３件）
⑰ 2月 4 日 唐津（タンジン）市 種鶏 H5N6
⑱ 2月 8 日 天安（チョナン）市 採卵鶏 H5N6
㉒ 3月17日 牙山（アサン）市 採卵鶏 H5N6

仁川広域市
ソウル特別市
12/13
1/26 1/27
3/16

全羅北道（２件）

3/172/8

①11月17日 高敞（コチャン）郡 肉用あひる H5N6
④12月21日 井邑（チョンウプ）市 肉用あひる H5N6
（③と同一系列農場）

2/4

12/19
12/20
12/23
12/28
1/18

2/1

世宗特別自治市

家きんでの発生：22件
（H5N6）

3/13

あひる
鶏

慶尚北道

１４
８

大田広域市

全羅南道（１１件）
②12月 8日 霊岩（ヨンアム）郡
③12月19日 霊岩（ヨンアム）郡
（②の疫学関連農場）
⑤12月26日 霊岩（ヨンアム）郡
（③と同一系列農場）
⑥12月26日 高興（コフン）郡
⑦12月28日 羅州（ナジュ）市
⑧12月28日 霊岩（ヨンアム）郡
⑨ 1月 1日 高興（コフン）郡
⑪ 1月 4日 康津（カンジン）郡
⑫ 1月 7日 羅州（ナジュ）市
⑬ 1月 9日 長興（チャンフン）郡
⑭ 1月10日 康津（カンジン）郡

12/22

殺処分羽数：約654万羽

種あひる
H5N6
肉用あひる H5N6
大邸広域市

種あひる

H5N6

12/21

蔚山広域市

11/17

肉用あひる
種あひる
肉用あひる
肉用あひる
種あひる
肉用あひる
肉用あひる
種あひる

：家きんでの発生
：野鳥からのウイルス分離

H5N6
H5N6
H5N6
H5N6
H5N6
H5N6
H5N6
H5N6

11/13
12/8
12/19
12/26
12/28

1/4
1/10

1/9

99農場 約581万羽
40農場 約70万羽
1農場 約3万羽
22農場 約133万羽
118農場 約521万羽

慶尚南道

光州広域市
12/28
1/7

鶏
あひる
うずら
発生農場
予防的殺処分

12/26
1/1

野鳥の感染事例：12件
（H5N6）
釜山広域市

京畿道
忠清南道
全羅南道
済州道

２
６
１
３

検体は糞便、斃死体、捕獲鳥

2018年3月21日現在
11/21
11/27

農林水産省動物衛生課
済州道

※ 日は症状の発現日又は検体の採取日

1/30
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（韓国農林畜産食品部資料より）

近隣アジア諸国を中心とした海外における口蹄疫の発生状況
・ 本病は中国、韓国等の近隣諸国で継続的に発生しており、人や物を介した我が国への侵入リスクは依然
として極めて高い状況。
・ 侵入防止措置として水際検疫体制の強化に加え、アジア全体での発生の抑制が重要との観点から、アジ
ア地域の防疫を支援する事業を実施。平成23年より年1回「口蹄疫防疫に関する日中韓等東アジア地
域シンポジウム」を開催し国際的な連携を強化。
【ロシア（極東ロシア及びザバイカリエ地方に限る）】
O型 直近の発生：ザバイカリエ地方
2018年2月10日
A型 直近の発生：ザバイカリエ地方
2014年9月11日

【北朝鮮】
O型 直近の発生：江原道
2014年3月14日
【韓国】
O型 直近の発生：忠清北道 2017年2月13日
A型 直近の発生：京畿道
2018年4月1日

【モンゴル】
O型 直近の発生：ドルノゴビ県
2018年3月6日
A型 直近の発生：ゴビスンベル県
2016年7月16日

【台湾】
O型 直近の発生：台中市 2013年 5月27日
A型 直近の発生：金門県 2015年 5月14日

【中国】
O型 直近の発生：貴州省
2018年7月16日
A型 直近の発生：貴州省
2018年1月2日

＝ワクチン非接種清浄国（66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（5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

【香港】
O型 直近の発生：2016年8月

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。①アルゼンチン：2つのワクチン非接種清浄地域と1つのワクチン接種清
浄地域。 ②エクアドル： 1つのワクチン非接種清浄地域と1つのワクチン接種清浄地域。 ③ペルー： 1つのワクチン非接種清浄地域と1つのワクチン接種清浄地域。
④ボリビア： 1つのワクチン非接種清浄地域と1つのワクチン接種清浄地域。⑤カザフスタン： 1つのワクチン非接種清浄地域と1つのワクチン接種清浄地域。
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。
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2018年8月3日現在

韓国における口蹄疫の発生状況

2018年4月12日現在

（2018年３月以降）

発生確認件数：２件
（A型２件）

江原道
仁川広域市
4/1
3/26

ソウル特別市

京畿道（２件）
①3月26日 金浦（キンポ）市 豚 （A型）
②4月1日1） 金浦（キンポ）市 豚 （A型） 2）

忠清北道
忠清南道

1)OIE報告に基づき発生日を修正
2)②は①の疫学関連農場（①から12.7km離れた場所に所在）

世宗特別自治市

慶尚北道

大田広域市

：発生地点

大邸広域市

全羅北道

※発生日はOIE報告または韓国当局の公式資料に基づく

蔚山広域市

光州広域市

慶尚南道

釜山広域市
全羅南道

済州道
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（韓国農林畜産食品部資料より）

