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（機械翻訳等に基づく仮訳） 

農林畜産食品部は 1月 27日、京畿道平沢（ピョンテク）市の養鶏農家の 12件目

の AI疑い事例の申告以降、現在まで 4件(全羅南道霊岩（ヨンアム）郡の種あひる

農場、全羅北道扶安（プアン）郡の種鶏農場、京畿道華城（ファソン）市の種鶏農

場、慶尚南道密陽（ミリャン）市の地鶏農場)から追加申告がなされたことを明らか

にした。 

全羅北道扶安郡(7件目)、全羅南道羅州（ナジュ）市(8件目)、忠清南道天安

（チョナン）市(10件目)の申告農場を含む計 9件が高病原性 AIであることが最終

確認され、 

-全羅南道霊岩郡(9件目)、忠清北道鎮川（チンチョン）郡(11件目)、京畿道平

沢市(12件目)、全羅南道霊岩郡(13件目)、全羅北道扶安郡(14件目)、京畿道華城

市(15件目)、慶尚南道密陽市(16件目)は検査中であると明らかにした。 

野生の渡り鳥(糞便含む)は 129件(検体基準)が検査依頼され、14件で陽性が確定

診断され、30件が陰性であると判明した。 

-このうち陽性は「全羅北道高敞（コチャン）郡の東林（ドンリム）貯水池」、

「忠清南道舒川（ソチョン）郡・群山市（クンサン）の錦江（クムガン）河口」、

「京畿華城市の始華湖（シファホ）」、「忠清南道唐津（タンジン）市の挿橋川

（サプギョチョン）」などであり、 

-陰性は釜山（プサン）広域市沙下（サハ）、蔚山（ウルサン）広域市北区（プ

ック）、全羅北道益山（イクサン）市・井邑（チョンウプ）市、京畿道金浦市（キ

ンポ）、慶尚北道安東（アンドン）市、慶尚北道漆谷（チルゴク）郡、慶尚南道昌

寧（チャンニョン）郡等 

農林畜産食品部は全 16件の申告農場のうち、種あひる・種鶏農場が 10件(種あ

ひる 7、種鶏 3)を占めており、種畜農場で発生が頻発する原因が明らかになる前で

あっても、可能な全ての危険要因を想定して対処すると明かした。 

全国の家きん類農家は、家きんを食鳥処理場に出荷したり、他の農場に分譲・移

動しようとする場合、 

-事前に市・道の防疫当局に申告し、臨床検査・観察を受けて異常がない場合の

み出荷する「出荷前事前臨床検査」制度を実施し、 

-鶏卵、あひるの卵、飼料・糞尿等が適切な洗浄及び消毒がなされずに運搬され

る場合は、AIが伝播する可能性があり、運搬車両を 1回運行した後の洗車・消毒、

使い捨て用紙（卵座）の使用、鶏及びあひるの共同運搬の中止、農場内糞尿搬出制

限等の措置を取っていると明らかにした。 

また、全国の種あひる農場に対して 2月 4日(必要に応じて延長)までに精密検査

を実施し、1月末から 2月初めまで種鶏場及び孵化場の防疫実態を一斉点検する計
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画である。 

家きん産業は、系列業者を中心に家きんが飼育・供給される場合が多く、系列業

者の主導的防疫活動が重要であるため、 

-系列会社所属の獣医師等の職員を中心とした毎日の農場消毒・電話調査、週 1

回の現場点検を推進することにした。 

農林畜産食品部は、我が国に入ってきた高病原性 AI(H5N8)*により、様々な地域

で同時多発的に高病原性 AIが発生したと推定しており、 

* AI流入の原因は現在疫学調査中である。1 月 28日の疫学調査委員会中間発表

参考 

高病原性 AIの申告・発生農場に対しては、速かに疫学調査を実施し、現在まで

(1月 28日時点)疫学的に関連した 1,205か所の農場(1,075か所)、孵化場等の畜産

関係施設(130か所)を確認した。 

これら疫学農場と施設に対しては、緊急行動指針による移動統制、消毒等を実施

して、特異症状(産卵率の低下、斃死率の増加等)を示す農場については、予防的殺

処分措置を取り、AIの伝播と拡散を遮断していると明かした。 

農林畜産食品部は、再度、車両と人の移動が多い旧正月の連休に、国民は畜産農

家・施設*の訪問を自粛し、家きん類農家では畜舎内・外部の消毒、部外者の出入り

統制などの遮断防疫と、異常症状がある場合には速かに申告するよう要請した。 

 

※ 本情報は、韓国農林畜産食品部が、１月29日に公表した情報について、機械翻訳

等に基づき仮訳を作成したものです。 
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< 参考 > 

 

AI 現況 
(1月 29日、1時時点) 

 
< 総括 > 

□ 発生現況 

申告件数 検査実績 
発生件数 前日までの

累計 
本日 累計 陽性 陰性 進行中 計 

15 1 16 9 0 7 16 9 

 

< 詳細内訳 >  

□ 申告現況 (新規) 

区分 所在地 畜種 
検査 

依頼日 
検査結果 飼育羽数 備考 

13 次申告(1.28) 全南霊岩 種あひる 1.28 進行中 10,000 暫定 

14 次申告(1.28) 全北扶安 種鶏 1.28 進行中 17,500 暫定 

15 次申告(1.28) 京畿華城 種鶏 1.28 進行中 18,000 暫定 

16 次申告(1.29) 慶南密陽 地鶏 1.29 進行中 9,000 暫定 

 

□ 農場の検査現況 (殺処分対象農家等)  

連番 区分 
申告日 

受付日 
地域 

 
畜種 検査結果 備考 

1 申告 1/16 全北 高敞 種あひる 高病原性 H5N8   

2 申告 1/17 全北 扶安 肉用あひる 高病原性 H5N8   

3 申告 1/18 全北 扶安 肉用あひる 高病原性 H5N8   

4 申告 1/21 全北 高敞 肉用あひる 高病原性 H5N8   

5 申告 1/24 忠南 扶余 原種鶏 高病原性 H5N8   

6 申告 1/24 全南 海南 種あひる 高病原性 H5N8   
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7 申告 1/25 全北 扶安 肉用あひる 高病原性 H5N8   

8 申告 1/25 全南 羅州 種あひる 高病原性 H5N8   

9 申告 1/25 全南 霊岩 種あひる     

10 申告 1/26 忠南 天安 種あひる 高病原性 H5N8   

11 申告 1/27 忠南 鎭川 種あひる H5   

12 申告 1/28 京畿 平沢 養鶏 
 

  

13 申告 1/28 全南 霊岩 種あひる 
  

14 申告 1/28 全北 扶安 種鶏 
  

15 申告 1/28 京畿 華城 種鶏 
  

16 申告 1/29 慶南 密陽 地鶏 
  

1 殺処分 1/19 全北 高敞 鶏 陰性 疫学 

2 殺処分 1/20 全北 扶安 あひる 陰性 
 

3 殺処分 1/21 全北 扶安 あひる 高病原性 H5N8 
 

4 殺処分 1/22 全北 扶安 あひる 陰性 
 

5 殺処分 1/22 全北 井邑 肉用あひる 陰性 
 

6 殺処分 1/22 全北 井邑 肉用あひる 陰性 
 

7 殺処分 1/22 全北 井邑 肉用あひる H5N8 
 

8 殺処分 1/22 全北 井邑 肉用あひる 陰性 
 

9 殺処分 1/22 全北 扶安 肉用あひる H5N8 
 

10 殺処分 1/22 全北 高敞 産卵鶏 陰性 
 

11 殺処分 1/23 全北 扶安 あひる H5N8 
 

12 殺処分 1/23 全北 扶安 あひる 陰性 
 

13 殺処分 1/23 全北 扶安 あひる 陰性 
 

14 殺処分 1/23 全北 扶安 あひる H5N8 
 

15 殺処分 1/23 全北 高敞 あひる H5N8 
 

16 殺処分 1/23 全北 高敞 あひる H5N8 
 

17 殺処分 1/24 全北 扶安 肉用あひる   
 

18 殺処分 1/24 全北 扶安 肉用あひる H5N8 
 

19 殺処分 1/24 全北 扶安 あひる   
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20 殺処分 1/24 全北 扶安 肉用あひる H5N8 
 

21 殺処分 1/24 全北 扶安 肉用あひる H5N8 
 

22 殺処分 1/24 全北 扶安 肉用あひる H5N8 
 

23 殺処分 1/24 全北 扶安 肉用あひる H5N8 
 

24 殺処分 1/24 全北 高敞 肉用あひる H5N8 
 

25 殺処分 1/24 全北 高敞 肉用あひる   
 

26 殺処分 1/26 忠南 扶余 鶏   
 

27 殺処分 1/26 忠南 扶余 鶏   
 

28 殺処分 1/26 忠南 扶余 鶏   
 

29 殺処分 1/26 忠南 扶余 鶏/鶉   
 

30 殺処分 1/26 忠南 扶余 鶏   
 

31 殺処分 1/27 全南 羅州 肉用あひる   
 

32 殺処分 1/27 全南 霊岩 肉用あひる   
 

33 殺処分 1/27 全南 羅州 養鶏   
 

34 殺処分 1/27 全南 羅州 産卵鶏   
 

35 殺処分 1/27 全南 海南 肉用あひる   
 

36 殺処分 1/27 全南 海南 地鶏   
 

37 殺処分 1/27 全南 霊岩 地鶏   
 

38 殺処分 1/27 全南 霊岩 地鶏   
 

39 殺処分 1/27 全北 扶安 あひる   疫学 

40 殺処分 1/27 全北 扶安 あひる   
 

41 殺処分 1/27 全南 霊岩 肉用あひる   
 

42 殺処分 1/27 全南 羅州 種あひる   
 

43 殺処分 1/27 全南 霊岩 養鶏   
 

44 殺処分 1/28 全北 高敞 地鶏 
  

45 殺処分 1/28 全北 高敞 参鶏＊ 
  

46 殺処分 1/28 全北 扶安 養鶏 
  

47 殺処分 1/28 全北 扶安 肉用あひる 
  

48 殺処分 1/28 全北 扶安 養鶏 
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49 殺処分 1/28 全北 扶安 養鶏 
  

50 殺処分 1/28 全北 扶安 養鶏 
  

51 殺処分 1/19 全北 扶安 肉用あひる 高病原性 H5N8 
 

52 殺処分 1/19 全北 扶安 肉用あひる 高病原性 H5N8 
 

53 殺処分 1/20 全北 高敞 肉用あひる 高病原性 H5N8 
 

54 殺処分 1/20 全北 扶安 肉用あひる 高病原性 H5N8 
 

55 殺処分 1/20 全北 高敞 肉用あひる 高病原性 H5N8 
 

56 殺処分 1/27 全北 任実 種あひる 
 

疫学 

（訳注：新林面（シンリムミョン）、茁浦面（チュルポミョン）、興徳面（フンドクミョ

ン）、海里面（ヘリミョン）、高阜面（コブミョン）、 富安面（プアンミョン）、 鴻山面 

（ホンサンミョン）、松旨面（ソンジミョン）、界火面（ケファミョン）、細枝面（セジミ

ョン）、徳津面（トクジンミョン）、西北区（ソブック）、鎭川郡（チンチョングン 

梨月（イウォル）、任実郡（イムシルグン）青雄面（チョンウンミョン）、平沢市（ピョ

ンテクシ）魚淵里（オヨンリ）、華城（ファソン）、密陽（ミリャン）、＊参鶏湯用鶏の

こと。） 

 

① 検査結果は、検査依頼日から最短 2 日から最長 7日まで掛かる。 

(陽性である場合は検査期間が短く、陰性である場合は再検査等により長期間を要する) 

検査量が多い場合、検査結果が出るのが 7 日より多少遅れることもある。 

②検査依頼日は、農林畜産検疫検査本部の検体受付日を基準。 

（殺処分対象農場は、検査依頼の受付けにより追加予定） 

③ 殺処分が進行中の農家と羽数は暫定値となっている。 

 
□ 野生渡り鳥依頼・検査現状(農林畜産検疫検査本部の試料受付基準) 

 
依頼日 地域 依頼内訳 検査結果 備考 

1 1.17 全北 高敞  トモエガモ 高病原性 H5N8 東林池 

2 1.17 全北 高敞  野生鳥類 陰性 
 

3 1.17 全北 高敞  ヒシクイ 陰性 東林池 

4 1.19 全北 扶安 キジ 陰性 
 

5 1.19 全北 高敞  オオバン 
  

6 1.19 全北 高敞  コハクチョウ 
  

7 1.19 全北 高敞  ヒシクイ 高病原性 H5N8 東林池 

8 1.19 全北 高敞  トモエガモ 高病原性 H5N8 東林池 
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9 1.19 京畿 華城 オオバン 陰性 始華湖 

10 1.20 京畿 安城 野生カモ 陰性 
 

11 1.20 全北 金堤 野生カモ 陰性 
 

12 1.20 全北 高敞 トモエガモ 高病原性 H5N8 東林池 

13 1.20 全北 高敞 ヒシクイ 高病原性 H5N8 東林池 

14 1.21 忠北 丹陽 キジバト 陰性 
 

15 1.21 忠北 堤川 セキレイ 陰性 
 

16 1.21 済州 旧左 カルガモ 陰性 
 

17 1.21 済州 旧左 マガモ 陰性 
 

18 1.21 蔚山 北区 ミヤマガラス 陰性 
 

19 1.21 全北 益山 野生カモ 陰性 
 

20 1.21 全北 群山 カルガモ 陰性 
 

21 1.21 全北 群山 トモエガモ 高病原性 H5N8 
 

22 1.21 全北 井邑 マガモ 陰性 
 

23 1.21 全北 井邑 アヒル 陰性 
 

24 1.21 全北 高敞 トモエガモ 高病原性 H5N8 東林池 

25 1.21 全北 高敞 ヒシクイ 高病原性 H5N8 東林池 

26 1.22 忠南 舒川 トモエガモ 高病原性 H5N8 錦江河口 

27 1.22 慶北 高霊 マガモ 陰性 
 

28 1.22 全北 群山 野生鳥類 陰性 
 

29 1.22 全北 金堤 マガモ 陰性 
 

30 1.22 全北 金堤 カラス 陰性 
 

31 1.22 全北 高敞 トモエガモ 高病原性H5N8 東林池 

32 1.22 全北 高敞 オオバン 高病原性H5N8 東林池 

33 1.22 忠南 舒川 トモエガモ 陰性 
 

34 1.22 慶北 盈德 ウミスズメ 陰性 
 

35 1.22 忠南 舒川 トモエガモ 高病原性 H5N8 
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36 1.23 全北 高敞 野生鳥類の糞便 陰性 
 

37 1.23 慶北 漆谷 カルガモ 陰性 
 

38 1.23 慶北 安東 カルガモ 陰性 
 

39 1.23 京畿 金浦 ガン 陰性 
 

40 1.23 忠南 唐津 トモエガモ 高病原性H5N8 挿橋川 

41 1.23 忠南 舒川 マガン 陰性 
 

42 1.23 釜山 砂下 ユリカモメ 
  

43 1.23 釜山 砂下 オオバン 
  

44 1.24 慶北 亀尾 コハクチョウ 
  

45 1.24 慶北 亀尾 マガモ 
  

46 1.24 釜山 砂下 野生鳥類の糞便 陰性 
 

47 1.24 ソウル 松坡 カモ 
  

48 1.24 ソウル 江東 カササギ 
  

49 1.24 全北 益山 マガモ 
  

50 1.24 全北 完州 マガモ 
  

51 1.24 全北 扶安 コガモ、糞便等 
  

52 1.24 慶南 密陽 カモメ 
  

53 1.24 全南 霊岩 アオサギ 
  

54 1.24 京畿 華城 糞便、飼料等 高病原性H5N8 始華湖 

55 1.24 忠北 淸原 オナガ 
  

56 1.25 釜山 江西 マガモ 
  

57 1.25 釜山 砂上 オオバン 
  

58 1.25 釜山 水営 オオバン 
  

59 1.25 釜山 水営 ホシハジロ 
  

60 1.25 全南 康津 トモエガモ 
  

61 1/25 全南 務安 マガモ 
  

62 1/25 全北 群山 マガモ 
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63 1/25 全北 益山 ハト 
  

64 1/25 全北 高敞 糞便 
  

65 1/25 全北 井邑 マガモ 
  

66 1/25 全北 高敞 糞便 
  

67 1/25 忠南 舒川 ハト 
  

68 1/25 忠南 舒川 トモエガモ 
  

69 1/25 京畿 光明 マガモ 
  

70 1/25 京畿 光明 野生鳥類 
  

71 1/25 ソウル 盤浦 アオサギ 
  

72 1/25 忠南 天安 カルガモ 
  

73 1/25 全南 海南 クロツラヘラサギ  
  

74 1/25 全南 海南 シラサギ 
  

75 1/25 全南 高興 アオサギ 
  

76 1/25 全南 麗水 マガモ 
  

77 1/25 全南 海南 マガン 
  

78 1/26 忠南 扶余 環境飼料 
  

79 1/26 忠南 唐津 環境飼料 
  

80 1/26 全北 完州 野生鳥類 
  

81 1/26 全北 長水 野生鳥類 
  

82 1/26 全北 井邑 キジ 
  

83 1/26 忠南 天安 糞便 
  

84 1/26 京畿 河南 カルガモ 
  

85 1/26 京畿 水原 マガモ 
  

86 1/26 京畿 利川 マガモ 
  

87 1/26 京畿 九里 マガモ 
  

88 1/26 京畿 南楊州 ハト 
  

89 1/26 ソウル 江西 アオサギ 
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90 1/26 ソウル 江西 韓国産チュウダイサギ 
  

91 1/26 ソウル 江西 マガモ 
  

92 1/26 忠南 礼山 コガモ 
  

93 1/27 全北 扶安 野生鳥類の糞便 
  

94 1/27 京畿 河南 アオサギ 
  

95 1/27 全南 霊岩 タンチョウ 
  

96 1/27 全北 群山 マガモ 
  

97 1/27 全北 井邑 ハト 
  

98 1/27 京畿 龍仁 ハト 
  

99 1/27 忠南 瑞山 アヒル 
  

100 1/27 ソウル 江東 トモエガモ 
  

101 1/27 忠南 舒川 マガモ 
  

102 1/27 忠南 舒川 トモエガモ 
  

103 1/27 忠南 舒川 マガモ 
  

104 1/27 忠南 舒川 渡り鳥 
  

105 1/27 京畿 水原 アヒル 
  

106 1/27 全南 新安 マガモ 
  

107 1/27 慶南 昌原 野生鳥類 
  

108 1/28 忠南 扶余 カササギ 
  

109 1/28 慶南 昌寧 野生鳥類の糞便 陰性 牛浦沼 

110 1/28 京畿 龍仁 カササギ 
  

111 1/28 ソウル 江南 スズメ 
  

112 1/28 京畿 平沢 アヒル 
  

113 1/28 京畿 水原 タンチョウ 
  

114 1/28 京畿 水原 ヒシクイ 
  

115 1/28 京畿 金浦 野生カモ 
  

116 1/28 京畿 烏山 マガモ 
  

117 1/28 忠北 清州 カルガモ 
  

118 1/28 忠南 泰安 コハクチョウ 
  

119 1/28 忠南 泰安 マガモ 
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120 1/28 京畿 九里 マガモ 
  

121 1/28 慶北 尚州 野生鳥類 
  

122 1/28 慶北 尚州 野生鳥類 
  

123 1/28 全南 康津 オオハクチョウ 
  

124 1/28 全南 順天 マガモ 
  

125 1/28 全南 霊光 マガモ 
  

126 1/28 忠南 舒川 ハト 
  

127 1/28 忠南 扶余 野生カモ 
  

128 1/28 忠南 扶余 マガモ 
  

129 1/28 慶南 河口 カモメ 
  

（訳注：全北（チョンブク）、京畿（キョンギ）、忠北（チュンブク）、忠南（チュン

ナム）、慶北（キョンブク）、済州（チェジュ）、高敞（コチャン）、 扶安（プアン）、 

華城（ファソン）、安城（アンソン）、金堤（キムゼ）、丹陽（ダンヤン）、堤川（ゼチョ

ン）、旧左（クジャ）、蔚山北区（ウルサンブック）、益山（イキサン）、群山（クンサ

ン）、井邑（ゾンウプ）、舒川（ソチョン）、高霊（コリョン）、盈德（ヨンドク）、漆谷

（チルゴク）、安東（アンドン）、金浦（キムポ）、唐津（タンジン）、砂下（サハ）、光

明 （クァンミョン）、松坡（ソンパ）、江東（カンドン）、密陽（ミリャン）、江西（カ

ンソ）、砂上（ササン）、水営（スヨン）、康津（カンジン）、務安（ムアン）、盤浦（パ

ンポ）、高興（コフン）、麗水（ヨス）、扶余（プヨ）、完州（ワンジュ）、長水（チャ

ンス）、河南（ハナム）、利川（イチョン）、九里（クリ）、 南楊州（ナムヤンズ）、礼

山（イェサン）、瑞山（ソサン）、龍仁（ヨンイン）、水原（スウォン）、新安（シンア

ン）、昌寧（チャンニョン）、烏山（オサン）、清州（チョンジュ）、泰安（テアン）、尚

州（サンジュ）、康津（カンジン）、順天（スンチョン）、霊光（ヨングァン）、河口（ハ

グ）） 

 
□ 全羅北道高敞郡 の 1件目の発生農家と疫学関連 24農場の検査現況 

○ 1月 17日に検査依頼、1月 24日の検査結果、全て陰性判定 
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