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１

発生の特徴
・2月27日から3月29日までに愛知県内の７戸のうずら農場で本病の発生が確
認された。発生農場のうち、ウイルスが分離されたのは3農場であり、4農
場では当該ウイルスに対する抗体のみが確認された。
・今回の発生は2008年12月から強化したモニタリングの中で確認されたもの
であり、全ての農場で臨床的な症状は認められなかった。
・発生農場は豊橋市内の一部地域のうずら農場に限られ、他の家きん農場や
他地域のうずら農場での発生はなかった。
・発生農場間でのひな等の物品、人の直接又は間接的な移動やその際の消毒
の不徹底、野生生物のうずら舎内への侵入等が一部において確認された。
また、うずらの一般的な飼養管理として、種うずらとコマーシャルうずら
が同居していることやオールアウトが行われず、一度侵入した疾病が維持
されやすいこと等の特徴が確認された。

２

分離ウイルスの性状
・今回３農場で分離されたウイルス間のＨＡ遺伝子の相同率は96％程度であ
り、また、本ウイルスと近縁なウイルスは国内外のデータベース上では見
あたらなかった。
・動物実験でうずら以外の鶏、あひる、豚、マウスについても本ウイルスの
感染性が確認された。また、本ウイルスはうずらには容易に伝播するが、
うずらと比較すると、鶏には伝播しにくいと考えられた。
・一般に強毒タイプのウイルスでは、ＨＡ蛋白の開裂部位に４残基以上の塩
基性アミノ酸の連続が見られる。かも等の自然宿主が保有するウイルスで
は当該部位の塩基性アミノ酸数は通常１〜２残基であり、それ以上の増加
は見られないが、本ウイルスは、弱毒タイプであったものの、当該部位に
３残基が連続して確認されたことから、一定期間陸生家きん（鶏、うずら
ほか）の間で受け継がれたものと考えられる。本ウイルスが、さらにうず
らで感染を繰り返すと、塩基性アミノ酸がさらに加わり、強毒タイプのウ
イルスに変異していた可能性がある。
・本ウイルスのうずらにおける抗体応答の試験の結果、多くの場合、感染後、
20〜24週目まで抗体が検出されることが確認されたことから、抗H7N6抗体
陽性農場についても、検査材料の採材時からその20〜24週前までの間に農
場内にウイルスが存在していたことが示唆された。

３

ウイルス感染経路
・うずら農場における過去の検査記録はなく、臨床症状も示していないこと
から、感染農場へのウイルスの侵入時期や最初にウイルスが侵入した農場
を推定することは困難であった。
・今回分離されたウイルスと近縁なウイルスが国内外で確認されていないこ
とから、その由来を推察することは困難であった。
・感染経路の特定はできなかったが、
①

相同率はそれほど高くないが、近縁な３種類のウイルス株が狭い限局
した地域の農場のみに別々に持ち込まれたとは考えにくいこと

②

発生農場周辺の野鳥やうずら以外の家きん農場、発生地域以外の全国
のうずら農場で感染が確認されていないこと

③

うずら農場間での人や器材の移動が確認されていること

④

各農場でウイルスが維持されやすい状態にあったと考えられること

などから、相当期間前に当地域内のうずら農場に侵入したウイルスが、発
生地域のうずら農場間・農場内で維持されていた可能性が示唆された。
４

うずら農場における高病原性鳥インフルエンザ対策への提言
うずら農場での疾病防除対策の改善に資するため、
①

オールアウトの実施とうずら舎内の消毒の徹底による疾病の感染サイク
ルの遮断

②

種うずらの飼育、ふ化、雌雄鑑別、配布等における総合的な対策による
清浄ひなの供給体制の確立

③

人・器材等の農場への持ち込みやうずら舎間での移動の際の消毒、死う
ずらの衛生的な処理等による農場内の衛生管理体制の徹底

④

個々の農家や関係者の疾病防除に対する意識の向上を基礎とした、地域
全体での連携した取組の推進

⑤

野鳥等のうずら舎内への侵入防止の更なる徹底

等の的確な実施が提言された。
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はじめに
2009年2月27日から3月29日にかけて、愛知県内のうずら飼養農場においてH7N6亜型の
ウイルスによる高病原性鳥インフルエンザが発生した。我が国の家きんにおけるH7ウイ
ルスの流行は1925年の奈良県、千葉県、東京府内でのH7N7ウイルスの発生から数えて実に
84年ぶりの発生であったが、早期に殺処分、移動制限等のまん延防止措置が講じられ、
さらにその後の当該地区の清浄性が確認されたことから、5月11日には全ての移動制限が
解除された。
これまで我が国では2004年の山口県、大分県及び京都府におけるH5N1亜型の高病原性鳥
インフルエンザの発生、2005年の茨城県及び埼玉県でのH5N2亜型弱毒タイプのウイルスによ
る流行、そして2007年宮崎県及び岡山県におけるH5N1ウイルスの流行と、高病原性鳥インフ
ルエンザウイルスの国内侵入が繰り返されてきた。さらに2008年春には東北・北海道の野生
のオオハクチョウにおいて、H5N1ウイルスが確認されたことを受け、我が国ではモニタ
リング対象を拡大するなど、監視体制が強化されたところであった。今回の発生はまさ
にその定期モニタリングの中でウズラにおける高病原性鳥インフルエンザウイルスがは
じめて確認された事例となった。
その後、今回の発生の要因解明を目的として、専門家からなる「高病原性鳥インフル
エンザ疫学調査チーム」が直ちに編成され、発生農場及びその周辺環境を含めた現地調
査や関係者からの聞き取り調査、分離されたウイルスの遺伝子解析等を含む性状検査な
どが実施され、8月には今回の国内発生事例の疫学調査に係る中間とりまとめを公表した
ところである。その後、さらなるウイルス性状検査や感染実験等を継続実施し、それら
の分析結果を踏まえて、今回報告書のとりまとめを行うこととした。
残念ながら原因ウイルスの侵入ルートの特定に繋がる直接証拠を得ることは叶わなか
ったが、本疫学調査の最終目的はあくまでも、今後の発生予防対策の強化に資すること
であることから、本報告書では侵入ルート等の可能性の絞り込みとともに今後の発生予
防対策についての提言をさせていただいた。本調査結果が今後の我が国の高病原性鳥イ
ンフルエンザ防疫対応のさらなる向上に繋がることを期待したい。
最後に、本報告書の作成に当たりご尽力いただいた委員各位並びに発生時に防疫対応
に当たられた関係者及び現地調査にご協力いただいた関係各位に深く感謝申し上げる次
第である。
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第１章 高病原性鳥インフルエンザ発生の概要
1

高病原性鳥インフルエンザについて

1.1 高病原性鳥インフルエンザとは
高病原性鳥インフルエンザは、鶏を始めとする家きんに全身性の症状を引き
起こす急性の伝染病である。その症状等は多様であるが、致死率が高く伝播力
も極めて強いため、発生すると養鶏産業に重大な影響を与えることから、家畜
衛生に関する国際機関である国際獣疫事務局（OIE）により、国際的にも通報
すべき疾病に位置付けられている。
1.2 高病原性鳥インフルエンザの定義
我が国における高病原性鳥インフルエンザの定義は、
ア

A型インフルエンザウイルスのうち、OIEが作成した病原性の強さ等に関
する診断基準（Manual of Standards for Diagnostic Tests and Vaccine
s ）により、高病原性鳥インフルエンザウイルスと判定されたA型インフ
ルエンザウイルス、

イ

H5又はH7亜型のA型インフルエンザウイルス（上記アを除く。）
の感染による鶏、あひる、うずら、きじ、だちょう、ほろほろ鳥又は七面
鳥（以下「家きん」という。）の疾病とされている。高病原性鳥インフル
エンザは、家畜伝染病予防法（昭和26年5月31日法律第166号）第2条によ
り「家畜伝染病」に指定されており、発生時には法律に基づく殺処分等の
防疫措置を行う必要がある。

なお、高病原性鳥インフルエンザ以外のA 型インフルエンザの家きんの感染
については、発生時には殺処分等の対象とせず、都道府県知事への発生の届出
のみを要することとして、家畜伝染病予防法施行規則（昭和26年農林省令第35
号）第2条により「届出伝染病」に指定されている。
1.3 高病原性鳥インフルエンザの症状（疫学的特徴）
本病の症状は多様であり、主要なものは、突然の死亡、呼吸器症状、顔面、
肉冠若しくは脚部の浮腫、出血斑若しくはチアノーゼ、産卵率の低下若しくは
産卵の停止、神経症状、下痢又は飼料若しくは飲水の摂取量の低下などである。
また、鳥の種類又はウイルスの株により症状やウイルスの排出量は異なる。
1.4 感染経路、基本的な防疫対策及び治療法
本病は、一般に、感染した鳥類又は本病のウイルスに汚染された排泄物、飼

料、粉塵、水、ハエ、野鳥、人又は、飼養管理に必要な器材若しくは車両との
接触により感染する。本病は有効な治療法がない。
我が国では、家畜伝染病予防法に基づき、高病原性鳥インフルエンザに関す
る特定家畜伝染病防疫指針（2004年11月18日農林水産大臣公表）に沿って、発
生予防及びまん延防止に努め、発生時には、感染した家きんの殺処分、本病を
広げるおそれのある家きん及び物品等の移動制限等の防疫対策をとることとし
ている。
また、一部の国ではワクチンの接種による防疫対策が行われているが、ワク
チン接種により発症は抑えられるものの、ウイルスの排出を抑えることが困難
であるため、ウイルスの常在を招き、新たな感染を完全に防止することができ
ないこと等から、我が国では原則としてワクチンを使用せず、検査による感染
家きんの摘発及びとう汰により防疫を進めることとしている。

2

我が国における高病原性鳥インフルエンザの発生状況について

2.1 2004年1月以前の発生状況
我が国においては、長期にわたって本病の清浄が保たれており、2004年の山口
県、大分県及び京都府における発生は、1925年（大正14年）以来、79年ぶりの発
生であった。1925年当時の記録をみると、奈良県、千葉県、東京府下で発生がみ
られたとされており、その際の分離株を後年分析した結果、H7N7亜型の強毒タイ
プのウイルスによる発生であったことが判明している。
2.2 2004年の発生状況
2004年の1〜3月にかけて、山口県内の採卵鶏農場（3万5千羽飼養）、大分県内
の愛玩用チャボ飼養者宅（チャボ13羽、あひる1羽飼養）、京都府内の採卵鶏農場
（22万5千羽飼養）及び肉用鶏飼養農場（1万5千羽飼養）の4例の発生があった。
原因ウイルスはH5N1亜型の強毒タイプで、感染鶏は急性経過で次々と死亡する典
型的な高病原性鳥インフルエンザで、臨床症状により本病の感染を疑うことは容
易であった。3例目の京都の事例では、多数の鶏が死亡していたにもかかわらず発
生報告がなされず、その一方で、感染鶏が兵庫県及び愛知県の食鳥処理場に出荷
され、大きな問題となった。防疫対応として、家畜伝染病予防法及び「高病原性
鳥インフルエンザ防疫マニュアル」（2003年9月17日付け衛生管理課長通知）に沿
って、発生農場の飼養鶏全羽の殺処分、消毒、周辺農場における移動の制限、疫
学調査の実施等必要な措置が講じられた結果、周辺農場へのまん延防止が図られ、
4例の発生に止めることができた。しかしながら、これらの防疫措置を通じ、本病
発生に係る届出義務違反の問題を始め、移動制限協力農家に対する助成のあり方、
殺処分方法と処分した家きんの焼埋却処分のあり方、防疫措置としてのワクチン

の位置付け、国民への正しい知識の普及等リスクコミュニケーション推進の必要
性、発生農家の経営再建のための支援体制のあり方等多くの課題が浮き彫りにな
った。
この経験を踏まえ、届出義務違反のペナルティ強化や移動制限協力農家への助
成の制度化等を柱とする家畜伝染病予防法の改正が行われ、さらには本病に関する
特定家畜伝染病防疫指針（2004年11月18日農林水産大臣公表）の作成・公表、効
率的な殺処分方法等の検討、ワクチン備蓄の積み増し、リスクコミュニケーション
の実施、家畜防疫互助基金の造成等、必要な制度改正や作業が行われた。
感染経路については、専門家からなる「高病原性鳥インフルエンザ感染経路究
明チーム」が編成され、各農場を起点とする疫学調査と分離ウイルスの性状分析
等の成績を基に分析・評価が加えられた。その結果、病原ウイルスは朝鮮半島等
からカモ等の渡り鳥によって持ち込まれ、さらにカモ等の渡り鳥の糞が感染源とな
り、付近に生息する留鳥、ネズミ等の動物や人などの媒介により鶏舎に持ち込まれ
た可能性が考えられるとされた（2004年6月30日公表）
。
2.3 2005年の発生状況
2005年6月26日に茨城県内でインフルエンザウイルスが分離されてから、12月2
5日までに抗体陽性農場を含めて41例（茨城県40例、埼玉県1例）の感染が確認さ
れた。このうち、ウイルスが分離されたのは9例で、すべてH5N2亜型のA型インフ
ルエンザウイルスであり、遺伝的に極めて近縁のウイルスといえるものであった。
また、感染が確認された農場及び周辺農場には、管轄の家畜保健衛生所が立ち
入り検査を行い、臨床症状の確認等を行ったが、発生農場における臨床的異常
は確認されなかった。本ウイルスの同定を行った独立行政法人農業・食品産業
技術総合研究機構動物衛生研究所（以下「動物衛生研究所」という。）におけ
る病原性試験の結果においても、本ウイルスは病原性の弱い弱毒タイプである
ことが確認された。
感染経路については、「高病原性鳥インフルエンザ感染経路究明チーム」によ
る調査の結果、ウイルスの由来・侵入経路は特定できないものの、ウイルスの
性状、発生地域が限局していること等から、原因として中南米由来ウイルス株
から作出された未承認ワクチン又はウイルスそのものが持ち込まれて不法に使
用された可能性が否定できなかった。また、疫学調査の結果、一部の農場は、
農場間で鶏が移動することにより伝播した可能性が高く、その他、近隣伝播、
人・物の出入などが伝播の主要な原因と推察された（2006年9月28日公表）。
2.4 2007年の発生状況
2007年の1月から2月にかけて、宮崎県内の肉用種鶏農場（清武町 1万2千羽飼

養）
、肉用鶏農場（日向市 5万3千羽飼養）
、採卵鶏農場（新富町 9万3千羽飼養）
及び岡山県内の採卵鶏農場（高梁市 1万2千羽飼養）の4例の感染が確認された。
いずれの農場においても、死亡羽数の増加がみられたことから発見されたもので
あり、本病であることが確定後、直ちに殺処分、焼却・埋却、消毒などの防疫措
置を実施した。これと併せ、発生農場を中心に半径10㎞の範囲で移動制限区域を
設け、養鶏場及び愛玩鶏の検査を実施したところすべて陰性であり、続発もなかっ
たことから3月1日にすべての移動制限を解除した。
ウイルスはいずれもH5N1亜型の強毒タイプであり、遺伝的に極めて近縁のウ
イルスといえるものであった。また、中国、モンゴル、韓国において分離され
たウイルスと近縁であった。
感染経路については、「高病原性鳥インフルエンザ感染経路究明チーム」が
設置され、調査された。この結果、発生農場から分離されたウイルスは、いず
れも、近年、周辺諸国で分離されたウイルスや2007年1月に熊本県の野鳥から
分離されたウイルスと極めて近縁であることや発生農場における野鳥や野生生
物の侵入防止対策は必ずしも十分でなかったこと等が確認され、感染経路の特
定はされなかったものの、渡り鳥によるウイルスの国内への持ち込み及び野鳥
や野生生物による農場内への持ち込みが想定された。また、この発生を踏まえ、
発生予防対策等の確実な実施等が提言された。（2007年9月6日公表）

3

国内の監視体制及び今回の発生状況について

3.1

国内の監視体制

我が国においては、2003年に「高病原性鳥インフルエンザ防疫マニュアル」
を策定し、これに基づき、基本的に各都道府県1戸の家きん飼養農場に対して、
臨床検査、抗体検査及びウイルス分離による毎月のモニタリングを開始した。
その後、2004年には、「高病原性鳥インフルエンザに関する特定家畜伝染病防
疫指針」を策定し、対象農家を各家畜保健衛生所当たり1戸の家きん飼養農場
に拡大し、同様のモニタリングを実施した。2005年には、茨城県等における弱
毒タイプの本病の発生を踏まえ、従来のモニタリングに加え、弱毒タイプの監
視を行うため、1,000羽以上を飼養する全採卵鶏農場に対し、毎年、抗体検査
によるモニタリングを実施するとともに、1,000羽以上を飼養する全家きん農
場に対し、異常の有無等の定期的な報告を徴求した。
また、2008年春に東北・北海道の野生のオオハクチョウにおいて、本病ウイ
ルスが確認されたことを受け、モニタリング対象を拡大するなど、監視体制を
強化し、本病の早期摘発に努めている（図１）。

変更前

変更後（H2008.12〜）

定点モニタリング

定点モニタリング

目的：早期発見・早期報告
対象：１家保あたり１農場
頻度：月に１回
内容：臨床症状の確認、１農場あたり１０羽
以上のウイルス分離、抗体検査

強化モニタリング

目的：早期発見・早期報告
対象：１家保あたり３農場
頻度：月に１回
内容：臨床症状の確認、１農場あたり１０羽
以上のウイルス分離、抗体検査

強化モニタリング

目的：弱毒タイプの早期発見・早期報告
対象：１０００羽以上の全採卵鶏農場
頻度：年に１回
内容：臨床症状の確認、１農場あたり１０羽
以上の抗体検査

報告徴求

目的：弱毒タイプの早期発見・早期報告
対象：１００羽以上の家きん農場より統計学
的に無作為抽出（例：最大約30戸/県）
頻度：年に１回
内容：臨床症状の確認、１農場あたり１０羽
以上の抗体検査

報告徴求

目的：早期発見・早期報告
対象：１０００羽以上の家きん飼養農場
頻度：月に１回
内容：死亡や異常について報告

目的：早期発見・早期報告
対象：１００羽以上の家きん飼養農場
頻度：月に１回
内容：死亡や異常について報告

図１：監視体制の変更事項

3.2
3.2.1

2009年の発生状況
概要

2009年の2月から3月にかけて、愛知県豊橋市内の採卵用うずら農場で抗体陽
性農場を含めて7例の感染が確認された。このうち、ウイルスが分離されたの
は3例で、すべてH7N6亜型のA型インフルエンザウイルスであったが、ウイルス
の遺伝的な相同性はそれぞれ約96％であった。発生がうずら農場に限って確認
されていたこと等から、全国の全うずら農場で本病の検査を実施したが、愛知
県豊橋市以外の農場では陽性例は確認されなかった。
いずれの発生農場においても、殺処分、焼却・埋却、消毒等の防疫措置を実
施するとともに、発生農場を中心に半径5kmの範囲で移動制限区域を設け、周
辺家きん農場等の検査を実施した。（図２）周辺農場等の検査の結果、発生農
場以外は清浄であることが確認され、続発もなかったことから2009年5月11日
にすべての移動制限を解除した。その後、うずら舎の環境検査やモニターうず
らを用いた検査等により、発生農場についても清浄であることが確認されたこ
とから、6月16日より、順次、発生農場へのうずらや種卵の導入が開始された。
また、移動制限解除後に実施した周辺農場等の清浄性の確認検査により、陽
性例が確認されなかったこと及び防疫措置終了後、3ヶ月間国内での続発がな
かったことから、7月19日、国際獣疫事務局の規定に基づき、我が国は清浄国
へ復帰した。

図２：発生農場等の概要
3.2.2
3.2.2.1

発生の経過
1例目

2008年春に野鳥で高病原性鳥インフルエンザのウイルスが分離されたことを
受け、強化されたモニタリングにおいて、愛知県が県内3戸のうずら農場の検
査を実施したところ、豊橋市内の1農場（約26万羽）において、臨床的な異常
は見られなかったものの、2009年2月25日に抗体陽性が確認され、翌日にはウ
イルス分離でA型インフルエンザを疑うウイルスが確認された。このため、動
物衛生研究所において、ウイルスの同定検査を実施したところ、2月27日、当
該ウイルスはH7亜型であることが確認された。その後、動物衛生研究所でウイ
ルスの遺伝子配列の分析、ニワトリへの接種試験等を行ったところ、本ウイル
スはN6亜型であること及び弱毒タイプであることが確認された。
3.2.2.2

2、3例目

弱毒タイプである1例目の発生を受け、半径5kmの移動制限区域を設定し、区
域内の家きん飼養農場の検査を実施したところ、臨床的な症状は見られなかっ
たものの、2戸（計約31万羽）の豊橋市内のうずら農場でA型インフルエンザを
疑うウイルスが分離され、動物衛生研究所における同定検査の結果、3月4日及
び3月10日に分離されたウイルスがH7亜型であることが確認された。同定検査

の結果、これまでに3農場から分離されたウイルスは全てH7N6亜型であったこ
とから、分離されたウイルスの遺伝子を調査したところ、それぞれの相同性は
約96％であり、以前から当該農場へウイルスが侵入していた可能性が示唆され
た。
3.2.2.3

4〜7例目

1〜3例目の発生を受け、これらの農場を中心とした半径5kmの移動制限区域
内の家きん飼養農場を検査したところ、4戸（計約103万羽）の豊橋市内のうず
ら農場でウイルスは分離されないものの、ウイルス感染があったことを示す抗
体が確認された。このため、動物衛生研究所で分析を進め、今回分離されたウ
イルスに対する抗体（抗H7N6抗体）であることを確認するための検査手法（プ
ロトコール）が確立された。3月18日に1農場、3月29日に3農場で抗H7N6抗体が
確認されたことから、食料・農業・農村政策審議会家畜衛生部会家きん疾病小
委員会（委員長：喜田宏委員。以下「家きん疾病小委員会」という。）の意見
を踏まえ、これらの4農場すべてにおいて、発生農場と同様に殺処分等の措置
が執られた。

4

海外における高病原性鳥インフルエンザ発生状況について

4.1

近年の発生状況

今回、愛知県で確認されたH7N6亜型のウイルスについては、これまでに、20
06年にオーストラリアで実施された野鳥の調査、2007年にモンゴルで実施され
た渡り鳥の調査及び2008年にスロバキアで実施された野生の水きん類・陸生鳥
類の調査においてそれぞれ確認されている。なお、この中で遺伝子配列が明ら
かとなっているモンゴルで分離された株については、今回の分離株のいずれと
も近縁ではなかった。
また、うずらにおいては、1999年から2000年にかけてイタリアの農場で強毒
タイプのH7亜型のウイルスの感染が確認されるなど、複数の国で本病の発生が
確認されている。
4.2

輸入検疫措置及び水際防疫措置状況

我が国は、動物や畜産物を介した本病の我が国への侵入を防止するため、家
きんにおいて高病原性鳥インフルエンザ発生が確認された国からは、日本政府
により清浄性が確認されるまで、家きん及び家きん肉等の輸入を停止する措置
をとっており、2009年12月7日現在で58の国と地域からの家きん及び家きん肉
等の輸入を停止している。なお、弱毒タイプの高病原性鳥インフルエンザの発

生に対しては、発生国の獣医行政体制及びサーベイランス等に関する情報を踏
まえて地域主義を適用している（米国、カナダ、英国、メキシコ、フランス）。
また、高病原性鳥インフルエンザ発生国からの家きん肉等のうち、二国間で
取り決めた家畜衛生条件に基づき指定された施設で一定の加熱処理がされたも
のに限っては輸入を認めており、2009年12月7日現在、タイ（59施設）、中国
（96施設）から輸入されている。
さらに、本病の発生国からの全ての入国者や車両に対して、靴底消毒や車両
消毒を実施している。

（参考）
○ 高病原性鳥インフルエンザ対策の概要
•
•
•
•
•

海外の発生情報の収集及び水際検疫体制の確立
家きん、野鳥のモニタリングによる監視及び異常家きん等の早期発見・早期通報の徹底
農場の飼養衛生管理の徹底による発生予防対策の実施
防疫演習や緊急防疫対応等の危機管理体制の構築
発生時の殺処分及び移動制限などの迅速なまん延防止対策の実施
万が一の発生時には・・・
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水際検疫

・発生情報の収集
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・空海港での
靴底消毒

農場の飼養衛生
管理の徹底
・防鳥ネット等の各種侵入防止対策
・鶏舎内外の整理・清掃・消毒
・鶏の健康管理
・従業員の知識習得

発生農場

・早期発見・早期通報
・殺処分、焼・埋却、消毒
・移動制限と清浄性確認の検査
・衛生条件の確認による鶏卵の出荷等
・感染経路の調査
・損失に対する互助補償等

野鳥・野生動物、人・車両、飲用水・飼料等の
汚染からの侵入防止

高病原性鳥インフルエンザ防疫対策指針により我が国の清浄性を維持

清浄国に復帰

日本における高病原性鳥インフルエンザの発生状況
<2008年>
野鳥（オオハクチョウ）からＨ５Ｎ１亜型
高病原性鳥インフルエンザウイルスを検出
４月
秋田県
５月
北海道、青森県

<2004年>
１月
２月
２・３月

Ｈ５Ｎ１亜型 (強毒)
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)

<2005年> Ｈ５Ｎ２亜型 （弱毒）
６月〜翌１月 茨城県･埼玉県
(41農場 約578万羽)

<2009年> Ｈ７Ｎ６亜型（弱毒）
２〜３月 愛知県（ウズラ農家）
(7農場 約160万羽)
<2007年> Ｈ５Ｎ１亜型 (強毒)
１月 宮崎県(2農場 約7万羽)
１月 岡山県(1農場 約1万羽)
２月 宮崎県(1農場 約9万羽)

○海外における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、ペットも含めすべての鳥類について発生国からの輸入を停止。
・ 平成１７年１１月、厚生労働省を中心に新型インフルエンザ対策行動計画を策定。
農水省も水際検疫措置の強化、サーベイランスの強化等の防疫措置を実施。
・ アジア諸国を対象に、本病のまん延を防ぐためＯＩＥ、ＦＡＯを通じ、アジアを中心に防疫対策を支援。

《 ヨーロッパ 》
イ タ リ ア H7N3
感染確認日：2002.10.23
ル ーマニア H5N1
感染確認日：2005.10.11
ア ル バ ニア H5N1
感染確認日：2006.3.9
チェ コ H5N1
感染確認日：2007.6.22
オラ ン ダ H7N7
感染確認日：2006.8.1
(注)オラ ン ダはワクチン接種につき
2006.3.16以降輸入停止

セル ビ ア ・モ ンテネグロ H5
感染確認日：2006.4.5
ポ ル ト ガル H5N2（弱毒）
感染確認日：2007.9.19
ドイ ツ H5N1
感染確認日：2008.10.14
デン マーク H7
感染確認日：2008.12.25
スペ イ ンH5
感染確認日：2009.6.27
フラ ン スH5N3（弱毒）
感染確認日:2009.11.18
（注）ドゥ・セーブル県を除く地
域からの家きん及び家きん肉
の輸入停止措置は解除

《 アフリカ 》
ナイ ジ ェ リア H5N1
感染確認日：2006.2.9
南 ア フリ カ H5N2
感染確認日：2004.8.9
ジ ン バ ブ エ H5N2
感染確認日：2005.12.5
エ ジ プ ト H5N1
感染確認日：2006.2.21
ニジ ェ ール H5N1
感染確認日：2006.3.1
カ メル ーン H5N1
感染確認日：2006.3.14
スーダン H5N1
感染確認日：2006.4.21
ｺ ｰ ﾄｼﾞﾎﾞﾜｰﾙ H5N1
感染確認日：2006.4.27
ﾌ ﾞﾙ ｷ ﾅﾌｧｿ H5N1
感染確認日：2006.5.31
ジ ブ チ H5N1
感染確認日：2006.5.31
ガーナ H5N1
感染確認日：2007.5.7
ト ーゴ H5N1
感染確認日：2007.6.26
ベ ナン H5N1
感染確認日：2007.12.6

家きんの高病原性鳥インフルエンザの発生状況

○アジアにおける鳥インフルエンザ
防疫体制強化プログラムの概要
・平成１９年度補正予算額
１，２４２百万円
・平成２０年度予算額
７１百万円
・平成２１年度予算額
６８百万円
・事業内容
アジア域内の早期通報体制の整備､
獣医行政組織の能力向上、ウイ
ルス伝播ルートの解明

＝輸入停止国【 58カ国・地域 】
《 ロシア，NIS諸国 》
ロ シ ア H5N1
感染確認日：2005.7.22
カザフスタン H5N1
感染確認日：2005.8.4
ウク ライナ H5N1
感染確認日：2005.12.6
ｱ ｾﾞﾙﾊﾞｲｼﾞｬﾝ H5N1
感染確認日：2006.3.1

《 北東アジア 》
中国
H5N1 感染確認日：2004.1.27
モ ンゴル H5N1 感染確認日：2005.9.2
北朝鮮 H7 感染確認日：2005.3.15
韓国
H7N8（弱毒） 感染確認日：2007.11.26
H5N1 感染確認日：2008.4.2
H5N2（弱毒） 感染確認日：2008.10.4
H5N2（弱毒） 感染確認日：2009.1.2

日本
● H7N6(弱毒)
感染確認日：2009.2.27
清浄性確認日：2009.7.19
●H5N1(強毒)
感染確認日：2007.1.13
清浄性確認日：2007.5.8
●H5N2(弱毒)
感染確認日：2005.6.26
清浄性確認日：2006.7.21
●H5N1(強毒)
感染確認日：2004.1.12
清浄性確認日：2004.4.13

《 西・南アジア 》
イラ ク H5N1
感染確認日：2006.2.6
パキ スタン
H7 感染確認日：2004.1.27
H5N1 感染確認日：2006.2.27
イン ド H5N1
感染確認日：2006.2.21
ｱ ﾌｶﾞﾆｽﾀﾝ H5N1
トルコ H5N1
感染確認日：2006.3.17
感染確認日：2005.10.11
イスラエルH5N1
ｻｳ ｼﾞｱﾗﾋﾞｱ H5N1
感染確認日：2006.3.20
感染確認日：2007.3.27
ヨルダン H5N1
ﾊﾞ ﾝｸﾞﾗﾃﾞｨｯｼｭ H5N1
感染確認日：2006.3.27
感染確認日：2007.3.27
パレスチナ自治区H5N1 イラ ン H5N1
感染確認日：2006.4.18
感染確認日：2008.1.17
ク ウェート H5N1
ネパール H5N1
感染確認日：2007.3.1
感染確認日：2009.1.19

《 東南アジア 》
香港 H5N1
感染確認日：2001.5.18
マカオ H5N1
感染確認日：2001.5.24
ベトナム H5N1
感染確認日：2004.1.9
ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ H5N1
感染確認日：2004.1.25
ラ オス H5
感染確認日：2004.1.27
(※H5N1 感染確認日：2006.7)
カン ボジア H5N1
感染確認日：2004.1.25
タイ H5N1
感染確認日：2004.1.22
マレーシア H5N1
感染確認日：2004.8.5
ミャ ンマー H5N1
感染確認日：2006.3.14

アジア地域への支援の概要

《 南北アメリカ 》
ア メリカ（弱毒タイプのため州単位での輸入停止）
ニューヨーク州 H5Ｎ2（弱毒） 感染確認日：2009.3.12
イリノイ州 H7N9（弱毒） 感染確認日：2009.4.27
テネシー州 H7N9（弱毒）感染確認日：2009.5.1
ミネソタ州 H7N9（弱毒）感染確認日：2009.5.18
メキ シコ （弱毒タイプのため州単位での輸入停止）
コアウイラ州他 H5N2（弱毒） 感染確認日：2005.3.31
ド ミニカ共和国 H5N2（弱毒） 感染確認日：2007.12.25
ハイチ共和国 H5N2（弱毒） 感染確認日：2008.6.16

2009年12月7日現在

○アジアにおける食品安全・動植物
検疫関連総合支援事業のうち動
物衛生対策の概要
・平成２０年度予算額
４９百万円
・平成２１年度予算額
４８百万円
・事業内容
防疫計画策定支援、早期警告シス
テム構築、専門家派遣 等

