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☆宮崎県における口蹄疫の疑い事例の 248 例目
～ 253 例目
（平成 22 年６月１日付プレスリリース）

●　本日、家畜伝染病である口蹄疫の 248 例目～ 253
例目の疑似患畜を確認しました。

●　口蹄疫は、牛、豚等の偶蹄類の動物の病気であり、
人に感染することはありません。

●　現場での取材は、本病のまん延を引き起こすおそ
れもあることから、厳に慎むよう御協力をお願い
します。

１　疑い事例の概要について
●　本日、宮崎県において、児湯（こゆ）郡都農町
の農場３件（合計 4,711 頭）、児湯郡川南町の
農場１件（291 頭）、児湯郡高鍋町の農場１件
（43 頭）、及び、西都市の農場 1件（779 頭）で
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口蹄疫の疑似患畜を確認しました。
（各事例の詳細については、別添資料をご参照
ください。）

２　今後の対応
●　当該農場の飼養牛・豚の殺処分等の必要な防疫
措置について、宮崎県とともに迅速かつ的確に
実施します。

●　従来までの対策に引き続き、今後も、農林水産
省職員や都道府県の獣医師等の発生農場や消毒
ポイントへの派遣（６月１日までに延べ 10,163
名を派遣）等を行ってまいります。

●　えびの市を中心に設定されている移動制限区域
においては、最終発生例である 83 例目（５月
13 日確認）の殺処分が完了した５月 13 日から、
新たな疑い事例は発生していません。このため、
移動制限区域の解除に向け、現在、移動制限区
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域内の牛・豚等飼養農家全戸における臨床検査
を実施中です。

●　防疫措置の詳細については、「宮崎県の口
蹄疫に対する防疫措置について（http://
www.maff.go.jp/j/syouan/douei/katiku_yobo/
k_fmd/syh_soti.html）」をご参照ください。

３　その他
（１）口蹄疫発生に伴う関連対策の一つとして、
殺処分家畜等に対する家畜伝染病予防法に基
づく手当金の概算払を実施しており、申請の
あったものから迅速に支払いを行っておりま
す。

（２）口蹄疫は、牛、豚等の偶蹄類の動物の病気
であり、人に感染することはありません。また、
感染畜の肉や牛乳が市場に出回ることはあり
ませんが、感染畜の肉や牛乳を摂取しても人
体には影響ありません。

（３）現場での取材は、本病のまん延を引き起こ
すおそれもあることから、厳に慎むよう御協
力をお願いします。

（４）本日判明分を含めた合計頭数は、169,881 頭
（牛 31,711 頭、豚 138,154 頭、山羊８頭、羊８
頭）です。

（５）過去に発表した各事例の頭数等につ
いては、「口蹄疫に関する情報（http://
www.maff.go.jp/j/syouan/douei/katiku_yobo/
k_fmd/index.html）」内、「発生状況等」で公
開しております、「発生事例のリスト」及
び各プレスリリースをご参照ください。ま
た、口蹄疫発生に伴う経済的支援の詳細に
ついては、「口蹄疫に関する情報（http://
www.maff.go.jp/j/syouan/douei/katiku_yobo/
k_fmd/index.html）」内、「口蹄疫発生に伴う
経済的支援（http://www.maff.go.jp/j/syouan/
douei/katiku_yobo/k_fmd/taisaku.html）」等を
ご参照ください。

＜添付資料＞
●　各事例の詳細について（略）

☆宮崎県における口蹄疫の疑い事例の 254 例目
～ 264 例目について
（平成 22年６月２日付プレスリリース）

●　本日、家畜伝染病である口蹄疫の 254 例目～ 264

例目の疑似患畜を確認しました。
●　口蹄疫は、牛、豚等の偶蹄類の動物の病気であり、
人に感染することはありません。

●　現場での取材は、本病のまん延を引き起こすおそ
れもあることから、厳に慎むよう御協力をお願い
します。

１　疑い事例の概要について
●　１日、宮崎県児湯（こゆ）郡において、都農町
の農場２件（合計 899 頭）、川南町の農場４件（合
計 5,687 頭）、及び、高鍋町の農場１件（2,014 頭）
の飼養牛・豚が、口蹄疫特有の臨床症状を示し
ていると届出があったため、本日未明、宮崎県
の家畜防疫員が、臨床所見から、口蹄疫の疑似
患畜と判定しました。

●　２日、宮崎県児湯（こゆ）郡において、都農
町の農場２件（合計 88 頭）、及び、川南町の農
場２件（合計 638 頭）の飼養牛・豚が、口蹄疫
特有の臨床症状を示していると届出があったた
め、本日、宮崎県の家畜防疫員が、臨床所見か
ら、口蹄疫の疑似患畜と判定しました。
（各事例の詳細については、別添資料をご参照
ください。）

２　今後の対応
●　当該農場の飼養牛・豚の殺処分等の必要な防疫
措置について、宮崎県とともに迅速かつ的確に
実施します。

●　従来までの対策に引き続き、今後も、農林水産
省職員や都道府県の獣医師等の発生農場や消毒
ポイントへの派遣（６月２日までに延べ 10,683
名を派遣）等を行ってまいります。

●　えびの市を中心に設定されている移動制限区域
においては、最終発生例である 83 例目（５月
13 日確認）の殺処分が完了した５月 13 日から、
新たな疑い事例は発生していません。このため、
移動制限区域の解除に向け、現在、移動制限区
域内の牛・豚等飼養農家全戸における臨床検査
を実施中です。

●　防疫措置の詳細については、「宮崎県の口
蹄疫に対する防疫措置について（http://
www.maff.go.jp/j/syouan/douei/katiku_yobo/
k_fmd/syh_soti.html）」をご参照ください。

３　その他
（１）口蹄疫の病性鑑定については、これまで、
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臨床症状から口蹄疫を疑うとの通報があった
農場に家畜保健衛生所が立入検査を行い、採
取した材料について農研機構動物衛生研究所
が PCR 検査（遺伝子検査）、抗体検査等を実
施し、その結果に基づいて、疑似患畜の判定
をしてきたところです。
しかしながら、ワクチン接種対象区域では、
非常に多くの発生農場が確認されていること
から、当該地域で口蹄疫を疑う症状を示す家
畜が認められた場合は、当該家畜は口蹄疫で
ある可能性がきわめて高いと考えられます。
また、これまでに当該地域で実施された病性
鑑定の結果から、立入検査時に確認された臨
床症状（水疱、びらん、潰瘍等）と PCR検査
の結果には、きわめて高い相関性があり、こ
れらの特徴的な臨床症状が認められる場合は、
臨床症状のみによって疑似患畜と判定しても
差し支えないと考えます。
こうしたことから、病性鑑定に要する時間の
短縮と、迅速な防疫対応を図るため、ワクチ
ン接種対象区域内の農場に限り、立入検査時、
口蹄疫に特徴的な臨床症状が認められた場合
は、農研機構動物衛生研究所等の助言を受け、
県が口蹄疫の疑似患畜と判断することとしま
した。臨床症状だけで口蹄疫と判断すること
が困難な場合は、従来と同様、農研機構動物
衛生研究所で PCR検査を行うこととします。
（２）口蹄疫発生に伴う関連対策の一つとして、
殺処分家畜等に対する家畜伝染病予防法に基
づく手当金の概算払を実施しており、申請の
あったものから迅速に支払いを行っておりま
す。
（３）口蹄疫は、牛、豚等の偶蹄類の動物の病
気であり、人に感染することはありません。
また、感染畜の肉や牛乳が市場に出回ること
はありませんが、感染畜の肉や牛乳を摂取し
ても人体には影響ありません。
（４）現場での取材は、本病のまん延を引き起
こすおそれもあることから、厳に慎むよう御
協力をお願いします。
（５）本日判明分を含めた合計頭数は、179,207
頭（牛 32,045 頭、豚 147,145 頭、山羊９頭、
羊８頭）です。

＜添付資料＞
●　各事例の詳細について（略）

☆宮崎県における口蹄疫の疑い事例の 265 例目
～ 269 例目について
（平成 22年６月３日付プレスリリース）

●　本日、家畜伝染病である口蹄疫の 265 例目～ 269
例目の疑似患畜を確認しました。

●　４日（金曜日）をもって、宮崎県・熊本県・鹿児
島県は、宮崎県えびの市を中心に設定されている
移動制限区域等を解除します。

●　口蹄疫は、牛、豚等の偶蹄類の動物の病気であり、
人に感染することはありません。

●　現場での取材は、本病のまん延を引き起こすおそ
れもあることから、厳に慎むよう御協力をお願い
します。

１　疑い事例の概要について
●　本日、宮崎県児湯（こゆ）郡新富町の農場１件
（22 頭）において、農研機構動物衛生研究所が
実施した PCR 検査（遺伝子検査）により、口
蹄疫の疑似患畜を確認しました。また、宮崎県
児湯（こゆ）郡において、都農町の農場１件（80
頭）、川南町の農場２件（合計 628 頭）、及び、
高鍋町の農場１件（当該農場 62 頭）の飼養牛・
豚が、口蹄疫特有の臨床症状を示していると届
出があったため、本日、宮崎県の家畜防疫員が、
臨床所見から、口蹄疫の疑似患畜と判定しまし
た。
（各事例の詳細については、別添資料をご参照
ください。）

２　今後の対応
●　当該農場の飼養牛・豚の殺処分等の必要な防疫
措置について、宮崎県とともに迅速かつ的確に
実施します。

●　従来までの対策に引き続き、今後も、農林水産
省職員や都道府県の獣医師等の発生農場や消毒
ポイントへの派遣（６月３日までに延べ 11,216
名を派遣）等を行ってまいります。

●　えびの市を中心に設定されている移動制限区域
においては、最終発生例である 83 例目の殺処
分を５月 13 日に完了し、５月 23 日以降、移動
制限区域内の牛・豚等飼養農家全戸に対し清浄
性確認のための検査（抗体検査及び臨床検査）
を実施してきました。本日までに、当該地域の
清浄性が確認されたことから、宮崎県・熊本県・
鹿児島県は、６月４日（金曜日）をもって、当
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該地区におけるすべての移動制限・搬出制限を
解除します。

●　防疫措置の詳細については、「宮崎県の口
蹄疫に対する防疫措置について（http://
www.maff.go.jp/j/syouan/douei/katiku_yobo/
k_fmd/syh_soti.html）」をご参照ください。

３　その他
（１）口蹄疫発生に伴う関連対策の一つとして、
殺処分家畜等に対する家畜伝染病予防法に基
づく手当金の概算払を実施しており、申請の
あったものから迅速に支払いを行っておりま
す。
（２）口蹄疫は、牛、豚等の偶蹄類の動物の病
気であり、人に感染することはありません。
また、感染畜の肉や牛乳が市場に出回ること
はありませんが、感染畜の肉や牛乳を摂取し
ても人体には影響ありません。
（３）現場での取材は、本病のまん延を引き起
こすおそれもあることから、厳に慎むよう御
協力をお願いします。
（４）本日判明分を含めた合計頭数は、180,004
頭（牛 32,226 頭、豚 147,761 頭、山羊９頭、
羊８頭）です。

＜添付資料＞
●　各事例の詳細について（略）

☆宮崎県における口蹄疫の疑い事例の 270 例目、
271 例目についておよび口蹄疫対策特別措置法
に基づく地域指定について
（平成 22年６月４日付プレスリリース）

●　本日、家畜伝染病である口蹄疫の 270 例目、271
例目の疑似患畜を確認しました。

●　本日、口蹄疫対策特別措置法が施行されました。
宮崎県知事からの申請に基づき、車両消毒等の防
疫措置を実施する地域を指定しました。

●　口蹄疫は、牛、豚等の偶蹄類の動物の病気であり、
人に感染することはありません。

●　現場での取材は、本病のまん延を引き起こすおそ
れもあることから、厳に慎むよう御協力をお願い
します。

１　疑い事例の概要について
●　本日、宮崎県児湯（こゆ）郡川南町の農場１

件（276 頭）において、農研機構動物衛生研究
所が実施した PCR検査（遺伝子検査）により、
口蹄疫の疑似患畜を確認しました。また、宮
崎県児湯（こゆ）郡新富町の農場 1件（43 頭）
において、飼養牛が、口蹄疫特有の臨床症状を
示していると届出があったため、本日、宮崎県
の家畜防疫員が、臨床所見から、口蹄疫の疑似
患畜と判定しました。
（各事例の詳細については、別添資料をご参照
ください。）

２　口蹄疫対策特別措置法に基づく地域指定につ
いて
本日、口蹄疫対策特別措置法が公布・施行されま
した。
本日、宮崎県知事からの申請を受け、口蹄疫対策
特別措置法に基づき、
１．車両等の消毒の義務を課す必要がある地域と
して、宮崎県全域を

２．患畜又は疑似患畜の死体の焼却又は埋却の支
援を行う必要がある地域として、同県の移動
制限区域（６月４日時点）を

３．患畜等以外の家畜の殺処分を行う必要がある
地域として、同県のワクチン接種地域を
指定しました。

３　今後の対応
●　当該農場の飼養牛・豚の殺処分等の必要な防疫
措置について、宮崎県とともに迅速かつ的確に
実施します。

●　従来までの対策に引き続き、今後も、農林水産
省職員や都道府県の獣医師等の発生農場や消毒
ポイントへの派遣（６月４日までに延べ 11,692
名を派遣）等を行ってまいります。

●　防疫措置の詳細については、「宮崎県の口
蹄疫に対する防疫措置について（http://
www.maff.go.jp/j/syouan/douei/katiku_yobo/
k_fmd/syh_soti.html）」をご参照ください。

４　その他
（１）口蹄疫発生に伴う関連対策の一つとして、
殺処分家畜等に対する家畜伝染病予防法に基
づく手当金の概算払を実施しており、申請の
あったものから迅速に支払いを行っておりま
す。
（２）西都市で死亡していた野生のシカについ
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て、念のため PCR検査（遺伝子検査）を行っ
たところ、陰性を確認しました。
（３）口蹄疫は、牛、豚等の偶蹄類の動物の病
気であり、人に感染することはありません。
また、感染畜の肉や牛乳が市場に出回ること
はありませんが、感染畜の肉や牛乳を摂取し
ても人体には影響ありません。
（４）現場での取材は、本病のまん延を引き起
こすおそれもあることから、厳に慎むよう御
協力をお願いします。
（５）本日判明分を含めた合計頭数は、180,323
頭（牛 32,269 頭、豚 148,037 頭、山羊９頭、
羊８頭）です。

＜添付資料＞
●　各事例の詳細について（略）

☆宮崎県における口蹄疫の疑い事例の 272 例目
～ 274 例目について
（平成 22年６月５日付プレスリリース）

●　本日、家畜伝染病である口蹄疫の 272 例目～ 274
例目の疑似患畜を確認しました。

●　口蹄疫は、牛、豚等の偶蹄類の動物の病気であり、
人に感染することはありません。

●　現場での取材は、本病のまん延を引き起こすおそ
れもあることから、厳に慎むよう御協力をお願い
します。

１　疑い事例の概要について
●　本日、宮崎県児湯（こゆ）郡川南町の農場１件（63
頭）において、農研機構動物衛生研究所が実施
した PCR 検査（遺伝子検査）により、口蹄疫
の疑似患畜を確認しました。

●　また、宮崎県児湯（こゆ）郡新富町の農場１件
（372 頭）、木城町の農場１件（655 頭）の飼養牛・
豚が、口蹄疫特有の臨床症状を示していると届
出があったため、本日、宮崎県の家畜防疫員が、
臨床所見から、口蹄疫の疑似患畜と判定しまし
た。
（各事例の詳細については、別添資料をご参照
ください。）

２　今後の対応
●　当該農場の飼養牛・豚の殺処分等の必要な防疫
措置について、宮崎県とともに迅速かつ的確に

実施します。
●　防疫措置の詳細については、「宮崎県の口
蹄疫に対する防疫措置について（http://
www.maff.go.jp/j/syouan/douei/katiku_yobo/
k_fmd/syh_soti.html）」をご参照ください。

３　その他
（１）口蹄疫発生に伴う関連対策の一つとして、
殺処分家畜等に対する家畜伝染病予防法に基づ
く手当金の概算払を実施しており、申請のあっ
たものから迅速に支払いを行っております。

（２）口蹄疫は、牛、豚等の偶蹄類の動物の病気
であり、人に感染することはありません。また、
感染畜の肉や牛乳が市場に出回ることはありま
せんが、感染畜の肉や牛乳を摂取しても人体に
は影響ありません。

（３）現場での取材は、本病のまん延を引き起こ
すおそれもあることから、厳に慎むよう御協力
をお願いします。

（４）本日判明分を含めた合計頭数は、181,413 頭
（牛 32,704 頭、豚 148,692 頭、山羊９頭、羊８頭）
です。

＜添付資料＞
●　各事例の詳細について（略）

☆口蹄疫疫学調査チームによる現地調査
及び第２回検討会の開催について

（平成 22年６月５日付プレスリリース）

６月７日（月曜日）に、宮崎県において、口蹄疫疫
学調査チームの現地調査を行います。また、調査後、
第２回検討会を開催します。
現地調査の同行取材については、円滑な調査を行う
観点からご遠慮ください。また、検討会は個人情報
保護の観点から非公開としますが、冒頭のカメラ撮
影のみ可能です。

概要
宮崎県えびの市で発生した口蹄疫の感染経路等を
調査するため、口蹄疫疫学調査チームが現地調査
を行います。また、調査後、第２回検討会を宮崎
市において開催します。

開催日時及び場所
（１）日時
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平成 22 年６月７日（月曜日）
９時 00 分～現地調査
15 時 30 分～第２回検討会

（２）場所
現 地 調 査：宮崎県えびの市内の口蹄疫発生４

農場
第２回検討会：宮崎農政事務所 大会議室

（宮崎県宮崎市老松２丁目３番 17 号）

検討会の内容
（１）えびの市における口蹄疫の発生状況及び防
疫対応について

（２）これまでの疫学調査の状況について
（３）その他

取材に関するお願い
●　現地調査の同行取材については、個人情報の保
護、円滑な調査を行う観点からご遠慮ください。

●　検討会は非公開ですが、冒頭のカメラ撮影のみ
可能です。なお、検討会終了後、委員によるぶ
らさがり会見を行います。

＜添付資料＞
●　委員名簿（略）

☆宮崎県における口蹄疫の疑い事例の 275 例目
について
（平成 22年６月６日付プレスリリース）

●　本日、家畜伝染病である口蹄疫の 275 例目の疑似
患畜を確認しました。

●　口蹄疫は、牛、豚等の偶蹄類の動物の病気であり、
人に感染することはありません。

●　現場での取材は、本病のまん延を引き起こすおそ
れもあることから、厳に慎むよう御協力をお願い
します。

１　疑い事例の概要について
●　宮崎県児湯（こゆ）郡都農町の肉用牛繁殖農家
（25 頭）の飼養牛が、口蹄疫特有の臨床症状を
示していると届出があったため、宮崎県の家畜
防疫員が、臨床所見から、口蹄疫の疑似患畜と
判定しました。
（事例の詳細については、別添資料をご参照く
ださい）

２　今後の対応
●　当該農場の飼養牛の殺処分等の必要な防疫措置
について、宮崎県とともに迅速かつ的確に実施
します。

●　防疫措置の詳細については、「宮崎県の口
蹄疫に対する防疫措置について（http://
www.maff.go.jp/j/syouan/douei/katiku_yobo/
k_fmd/syh_soti.html）」をご参照ください。

３　その他
（１）経過観察を実施していた宮崎県家畜改良事
業団の種雄牛５頭について、本日までに、遺伝
子検査（PCR 検査）および抗体検査（６月４
日採材：ELISA）で陰性が確認されました。西
都市尾八重を中心に設定されている移動制限区
域においては、171 例目（５月 22 日確認）の
殺処分が完了した５月 22 日から、新たな疑い
事例は発生してません。このため、移動制限区
域解除（川南地区の移動制限区域・搬出制限区
域との重複地域を除く）へ向け、10 日に改め
て種雄牛５頭の抗体検査を実施するとともに、
今後、10km圏内の２戸の農家に立ち入り検査
をし、臨床検査を実施予定です。

（２）口蹄疫発生に伴う関連対策の一つとして、
殺処分家畜等に対する家畜伝染病予防法に基づ
く手当金の概算払を実施しており、申請のあっ
たものから迅速に支払いを行っております。

（３）口蹄疫は、牛、豚等の偶蹄類の動物の病気
であり、人に感染することはありません。また、
感染畜の肉や牛乳が市場に出回ることはありま
せんが、感染畜の肉や牛乳を摂取しても人体に
は影響ありません。

（４）現場での取材は、本病のまん延を引き起こ
すおそれもあることから、厳に慎むよう御協力
をお願いします。

（５）本日判明分を含めた合計頭数は、181,438 頭
（牛 32,729 頭、豚 148,692 頭、山羊９頭、羊８頭）
です。

＜添付資料＞
●　各事例の詳細について（略）

☆国際獣疫事務局（OIE）が動物衛生研究所及び
動物医薬品検査所を合同でコラボレーティン
グ・センターに認定
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2010 年５月 23 日～ 28 日にパリで開催され
た OIE 総会において、農研機構動物衛生研究所
（NIAH：National Institute of Animal Health） と
動物医薬品検査所（NVAL：National Veterinary 
Assay Laboratory）が共同で「アジアにおける家畜
疾病の診断及び防疫と動物用医薬品評価（Diagnosis 
and Control of Animal Diseases and Related 
Veterinary Products Assessment in Asia）」を協力
分野とするコラボレーティング・センター（注）と
して認定されました。なお、アジア地域における動
物用医薬品分野における協力機関の認定は、初めて
のことです。
NIAH は、1891 年に農商務省仮試験場に一分室
として獣疫調査業務を開始したことから始まり、
1921 年に家畜衛生試験研究の独立機関である獣疫
調査所が設置されました。以来、これまでの間、制
度や組織は幾多の変遷を経て、現在でもその使命を
継承して「動物を衛る。ヒトを衛る」をモットーに
日本で唯一の動物衛生研究の専門機関として業務を
展開しています。
一方、NVAL は、1948 年に薬事法に基づく生物
学的製剤の国家検定を実施するために設置された家
畜衛生試験場（NIAHの前身）検定部に端を発し、
その後、1950 年に畜産局薬事課分室となり、1956
年に畜産専用の医薬品及び用具（現在は、動物用の
医薬品、医薬部外品及び医療機器）の検査機関とし
て独立し、優良な動物用医薬品等の確保を通じて「動
物の生命と食の安全を守る」ために我が国唯一の
動物用医薬品に関する国の機関として活動していま
す。
このように、NIAH と NVAL は、長年にわたり
国内の動物疾病の防疫に関する研究業務及び動物疾
病に対する必須の資材である医薬品等の検査及びそ
の調査研究業務を実施するとともに、タイ、インド
ネシア等のアジア地域をはじめとする国際技術協力
業務にも尽力してきました。
近年、我が国において高病原性鳥インフルエンザ、
口蹄疫、豚コレラ等の近隣諸国に発生する国際重要
疾病の侵入の危険性が増しており、国際協力の必要
性が益々強まっています。このような中で、新たな
国際協力機関としての機能を得て、これまでの調査
研究実績と各国との連帯の絆を更に強め、国際的な
動物疾病に対する防疫活動に貢献してまいります。
なお、日本では既に次の 3機関がOIE コラボレー
ティング・センターとして活動しています。
①帯広畜産大学原虫病研究センター（動物原虫病

のサーベイランス及びコントロール）2008 年
５月～
②農林水産消費安全技術センター（飼料の安全及
び分析）2009 年５月～
③東京大学大学院農学生命科学研究科附属食の安
全研究センター（食品安全）2009 年５月～
また、本年６月 21 ～ 23 日にパリの OIE 本部で
第２回OIE リファレンス・センター及びコラボレー
ティング・センター合同会議の開催が予定され、世
界中のOIE 協力機関の代表者が集い、相互の情報
交換と連帯の絆を深めることになっています。
現在、宮崎県における口蹄疫の防疫業務が進めら
れており、一刻も早く我が国が清浄国に復帰し、心
置きなく国際貢献業務に打ち込むことができること
を切に願っています。
（注）コラボレーティング・センターとは
OIE は、世界的な動物衛生に関する国際機関と
して幅広く活動する上で、外部の科学的知見を得る
事が不可欠であることから、各国の検査・研究機関
を指定し、OIE や加盟国への技術的な助言を求め
ています。
OIE においては、これらの特定の疾病に関して
指定される検査・研究所（研究者）をリファレンス
ラボラトリー（Reference Laboratory）と呼び、疾
病全体若しくは専門的な分野に関して指定される
検査・研究機関を、コラボレーティング・センター
（Collaborating Centers）と呼んでいます。（http://
www.famic.go.jp/ffis/oie/index.html より引用）

（動物衛生研究所長 濵岡隆文、
動物医薬品検査所長 牧江弘孝）

各班だより（国際衛生企画班より）

４月 20 日に口蹄疫が確認されて以降、新たな発
生が相次いで確認され、５月 22 日には殺処分を前
提とした緊急ワクチン接種を開始しました。これ
は、大量の患畜・疑似患畜が発生し、殺処分と移
動制限では感染拡大を防止できないと判断した時
に、適切な処理を行うまでの時間を稼ぐために、群
内でのウイルスの増幅を抑制することを目的に実
施したものです（抑制ワクチン接種：Suppressive 
Vaccination）。日本での口蹄疫ワクチンの使用は
今回が初めてですが、世界では、ワクチンを利用
した防疫対応がこれまでに数件報告されています。
そこで本稿では、日本同様、抑制ワクチン接種を
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行ったオランダの事例、そして、抑制ワクチンと
は考え方の異なる「防御ワクチン接種：Protective 
Vaccination」を実施した韓国の事例について紹介
したいと思います。
まずオランダでは、2001 年３月 21 日～４月 22
日にかけて O 型 PanAsia 株（2000 年に日本で発
生したものと同じ株）による口蹄疫が発生し、合
計 26 件の農家で発生を確認、約 2,700 農場の約
270,000 頭の感受性動物が殺処分の対象となりまし
た。３月 28 日には、相次ぐ発生で殺処分が追いつ
かないと判断し、感染農場の周辺２kmの農場を対
象としたワクチン接種が開始されました（抑制ワク
チン接種）。なお、一部の地域では、感染農場との
接触をトレースすることの困難さや農家の不安等を
考慮し、例外的に対象範囲が拡大されました（川や
森等の地理的な境界を利用したゾーン設定）。結果
として、約 2,000 農場の約 20 万頭がワクチン接種の
対象となり、ワクチン接種動物については全頭殺処
分となりました。ワクチン接種動物は接種後 14 日
以降、と殺のためにと畜場への移動が許可され、レ
ンダリングプラントにおいて処理されました。最終
的に、オランダは５月 25 日にはワクチン接種動物
の殺処分を完了しました。
次に韓国においては、2000 年３月 24 日～４月 15
日にかけて上記のO型 PanAsia 株による口蹄疫が
確認されました。本ウイルスは 2000 年に宮崎県及
び北海道において発生したものと同じ遺伝子型の
ものですが、韓国では 15 件の農家で発生が確認さ
れ、197 農場の 2,216 頭が殺処分の対象となりまし
た。ワクチン接種は、接種動物の生産活動を継続す

ることを前提に、まだ暴露されていないと考えら
れる群の感染を防止することを目的に（防御ワク
チン接種）、感染農場の周辺 10kmの農場が対象と
されました。接種は２回行われ、１回目は 13,038
農場の 860,700 頭、２回目（ブースターワクチン）
は 12,876 農場の 661,770 頭が対象となりました（２
回目での接種頭数の減少は、出荷による飼養頭数
の減少が原因）。なお、ワクチン接種動物の出荷に
ついては、指定のと畜場でのと畜のみ許可されま
したが、入れ墨等による厳格な個体識別管理、移
動管理が要求されました。４月半ばにワクチン接
種を決定してから２回目のワクチン接種完了まで、
約４か月かかりました。
なお、OIE 基準ではワクチン非接種清浄国がワ
クチンを使用した場合、ステータス復帰にはワク
チン接種動物の全頭処分から３か月経過すること
が必要です。オランダの場合、ワクチン接種動物
の殺処分を早期に完了したため、2001 年９月にワ
クチン非接種清浄国のステータスを再取得しまし
た。韓国については、ワクチン接種から１年経過
した時点で 2000 頭以上のワクチン接種動物が生存
していたこともあり、ワクチン非接種清浄国への
復帰は 2001 年９月までずれ込みました。
本稿を書いている５月 31 日現在、依然として発
生は継続しており、現場の皆様は大変なご苦労を
されていることと存じますが、当班としても、口
蹄疫の国内への侵入防止及び効果的な国内防疫体
制の構築に資することを目的に、迅速な情報収集
に日々努めて参ります。

６月９日に、宮崎県都城市の農場で口蹄
疫の臨床症状を示す牛３頭が確認されまし

た。新たな地域での発生に対し、宮崎県及び都城市は
迅速かつ徹底的な防疫措置を進めています。また、10
日には西都市、日向市及び宮崎市のワクチン接種区域
外の牛豚でも口蹄疫の臨床症状が確認され、殺処分す
ることとされました。川南町を中心とする地域では、
疑似患畜及びワクチンを接種した家畜の殺処分・埋却
と消毒が ､着実に進められています。
これらの作業は、宮崎県や市町村の職員をはじめ、

各県、民間、自衛隊、団体や国の機関などからの応援
の皆さんに、総力をあげてあたっていただいています。
多頭数の殺処分や埋却という体力的にも精神的にも相
当に大変な作業ですが、参加した方からは、「関係者
が一丸となり、知恵と力を合わせて乗り切ることが必

要」、「宮崎県と全国の畜産を守るため、少しでも力に
なれるのであれば」、「口蹄疫を防圧し、今後の宮崎県
の畜産復興のため、全国の畜産を守るために頑張りた
い」といったお話を伺います。このようなお話に、感
謝の言葉以外は思い浮かびません。作業中に怪我がな
いよう、ご注意下さい。


