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鶏卵・鶏肉のサルモネラ対策

鶏卵・鶏肉のサルモネラ対策

１．鶏卵サルモネラ(Salmonell Enteritidis(SE))対策
・養鶏場における汚染状況
・英国と米国の対策（協会指導型）
・日本の対策（厚労省、農水省：テキスト参照）
・養鶏場における実際の対策（省略）
・鶏卵内におけるSEの動態（テキスト参照）
・鶏卵の流通実態

２．鶏肉サルモネラ対策
・ 汚染の現状と対策
・ 養鶏場見学
・ 食鳥処理場

３．衛生行政と畜産行政の連携



養鶏場のSE汚染状況

・わが国の養鶏システム
・SEによる食中毒発生状況
・養鶏場のSE汚染の現状

わが国の養鶏システム

エリート鶏 原種鶏 種鶏 コマーシャル採卵鶏 鶏卵

コマーシャル肉用鶏 鶏肉

世界に数千羽 世界で約１５０億羽

数カ国のエリート鶏育成国は、原種鶏、種鶏を世界中に輸出。

これらの原種鶏、種鶏が１９８０年代前半にSEに汚染された。

SEは介卵感染し、汚染卵を産出し、次の世代へと介卵感染

（垂直感染）する。

わが国にもSE汚染原種鶏、種鶏が輸入された。

わが国では１９８９年頃から卵のSE汚染による食中毒が増加した。

（輸入）
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主な病原体別に見た食中毒事件数の推移（1985～2003年）
（厚生労働省「食中毒統計」）

490件

サルモネラは鶏卵と鶏肉による食中毒を含む

350件

１９８８年に輸入ブロイラー
種鶏から検疫中にSE分離、
１９８９年からSE食中毒増加

カンピロバクターは増加、サルモネラ、腸炎ビブリオは減少。
この図ではカンピロバクター一１位、サルモネラ３位、腸炎
ビブリオ４位、ノロウイルスが２位になっている。

サルモネラ



SEとはほとんど
関係ないサルモ
ネラの情報。

なお、任意の検体
提出なので自信の
ある養鶏場の成績
か？

SEと関係ないサル
モネラでも、オーナー
は嫌がる。

朝日新聞２００６．９．１５

鶏鳴新聞２００６．１１．２５



SEによる食中毒は減少しているが、依然として発生している
世界的に、疫学的にSE分離の原因は鶏卵と考えられる

2003年
2002年

表１．サルモネラ属菌食中毒の年次別発生状況 

 発生件数 患者数 死者数 

平成８年 350 16,576 3 

平成９年 521 10,926 2 

平成１０年 757 11,471 1 

平成１１年 825 11,888 3 

平成１２年 518 6,940 1 

平成１３年 361 4,949 0 

平成１４年 465 5,833 2 

平成１５年 350 6,517 0 

平成１６年 225 3,788 2 

平成１７年 144 3,700 1 

厚生労働省 食中毒統計より集計 

 

死者数はかなり多い汚染実態
調査と比べて少しずれている

死者１５人
平成１６年に２人
平成１７年に１人



表１．サルモネラ属菌食中毒の年次別発生状況 

 発生件数 患者数 死者数 

平成８年 350 16,576 3 

平成９年 521 10,926 2 

平成１０年 757 11,471 1 

平成１１年 825 11,888 3 

平成１２年 518 6,940 1 

平成１３年 361 4,949 0 

平成１４年 465 5,833 2 

平成１５年 350 6,517 0 

平成１６年 225 3,788 2 

平成１７年 144 3,700 1 

厚生労働省 食中毒統計より集計 

上の調査では
清浄化が進んでいる。
しかし、ＳＥ汚染卵が
原因であると考えられる
食中毒は依然として発生
しており、死者も多い。
少しずれがありそう。
上記調査を実施していない
地域地の農場が汚染？

道県 検査期間 陽性率

新潟● １９９４ ２／８
新潟● １９９５ １／８
青森● １９９６ １／８
青森● １９９７ １／５
北海道● １９９７-８ ２／１１
愛知▲ １９９２-５ １／３６２
福岡▲ １９９４ １／１５

道県 検査期間 陽性率

福岡▲ １９９５ １／１５
福岡▲ １９９７ ３／２０
北海道▲ １９９７＊ １０／２９
兵庫▲ １９９８＊ １／１７
千葉▲ １９９８＊ １／３
福井▲ １９９７－０ １／３４
沖縄▲ １９９８－０ ２／７

養鶏場がSE陽性の場合にのみ記載。＊掲載年度。

全国家畜保健衛生業績抄録、食鳥肉衛生技術研修会衛生発表会、
鶏病研究会会報などより引用。
●：食検、▲家保。愛知を除けば平均で１５％がSE汚染。
陰性の場合は含まれていないので、実際はもう少し低頻度であろう。

わが国の採卵養鶏場のSE汚染



ある検査機関での調査

全国の約１／１０の養鶏場の調査

・１９９５年当時は８．５％
・２００１年は３．５％のSE汚染率
・現在は、２００１年に比べて

わずかしか低下していない。
（こちらはSE食中毒発生と

関連がある）

従って、養鶏場の汚染調査とSE食中毒の発生とではずれがある。
こちらが実態を表しているように思える。

米国における初期のSE汚染全国調査とその後の取り組み

１９９０年代初頭、SE食中毒から遡って、当該農場を突き止め
それらの農場の産卵鶏を淘汰すれば良いと考えた。

しかし、２回の全国調査の結果、全体で採卵鶏（廃鶏）の５％、
養鶏場の４５％が汚染されていることが判明し、その後の
対策に大きく影響を与えた。
ペンシルベニア鶏卵品質保証計画もその対策の一つとなった。

このような調査こそ
必要である。

個体別調査 鶏舎別調査



昨年、ある種鶏場から養鶏場へ搬入された
ひなからSEが検出された。

この汚染ひなはどこでSEに汚染されたのか。
わが国にSE汚染種鶏が存在していた（？）。
この汚染種鶏はどこから来たのか（？）。

上流のどこの採卵鶏農場が汚染されているのか
（輸入検疫は強化されているが）？

一方、オールイン・オールアウトをしない
種鶏場や養鶏場にSEが常在しているのか。

日本におけるＳＥ汚染鶏卵のフローチャート（仮定図）

輸入ひな 検疫 種鶏場 採卵農場 GPセンター 流通 消費

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

● ● ● ● ● ● ●

淘汰 淘汰
増殖 増殖

淘汰 ● ●

汚染 汚染

生産段階ではブラックボックスがある。なくすためには
Ｎａｔｉｏｎａｌ Ｓｕｒｖｅｙは必要である。

終的な落としどころは？

SE食中毒が発生
しているので、
鶏卵の一部は
汚染されている

上流のどこが汚染されているのか？



英国と米国で実施されている
業界主導の任意対策

英国：ライオン品質管理実施規定
米国：鶏卵品質保証プログラム

Code of Practice for Lion Eggs
2004年英国鶏卵産業協会改訂

（徹底したモニターリングと福祉を
考えた養鶏を目指している）





ライオンコードの要約
１．前書き
２．種鶏場と孵卵場

導入前に、５カ所の環境検体スワブ５検体（ＳＥとＳＴが陽性ならば再消毒、検査）
育成群の検査：初生ひな、４週齢時、成鶏舎移動４週前、２１日毎の塵埃と環境検査
（ＳＥとＳＴが分離されたら、保証付きで殺処分）
種鶏成鶏の検査：２１週齢時、廃棄直前
孵卵場の検査（各種鶏群あたり５０羽の死ごもり卵、あるいは２５０羽の胎便検査（毎週８回））

３．種鶏育成場：導入前に、５カ所の環境検体スワブ５検体検査、ワクチン接種、出荷直前に１鶏舎
あたりクロアカスワブ６０検体および塵埃５検体

４．採卵養鶏場：導入前に７カ所の環境検体スワブ５検体（ＳＥ、ＳＴが陽性なら消毒、検査）
換羽禁止、廃棄１週間前に鶏舎あたりクロアカスワブ６０検体及び換気扇付近の塵埃５検体

５．採卵養鶏場の卵の取り扱い：２０℃以下の保存、死亡。淘汰鶏は集卵前に除去、産卵から３日以
内の採卵、２０℃以下の保存・流通、発送日・産卵後日数・施設名・住所などの表示、
卵トレイの飼育形態（フリー青、バーン緑、オーガニックピンク、ケージ灰色）ごとの色分け

６．卵の流通：産卵から３日以内の採卵、２０℃以下の保存・流通、発送日・産卵後日数・施設名・
住所などの表示、トレイは飼育形態（フリー青、バーン緑、オーガニックピンク、ケージ灰）ごとに色分け

７．飼料工場：飼料は 低１２週間農場か工場で保存
８．採卵鶏の処分
９．パッキングセンター：２０℃の保存、産卵日プラス２７日以内、パック後２１日以内の賞味期限
１０．小売店、消費者、仕出し業者：２０℃以下の一定温度で保存、産卵順に販売・週２回の片付け、

施設と家庭ではパックに入れた状態で冷蔵庫保存
１１．環境：鶏糞の処理、死亡鶏の処理、ゴミ、ほこり等環境に対する影響
１２．施行：登録、会員証の発行及び取り消し、自己監査、外部監査（外部監査は、孵卵場（年１回）、

養鶏場（１８ヶ月毎）、採卵養鶏場（１８ヶ月毎）、パッキングセンター（１８ヶ月毎）

なお、とまり木、砂浴び場所、巣箱の設置、飼育面積など福祉を重要視している

英国の市販鶏卵からのサルモネラ検出頻度

11   (0.2)661 (12)記録無し

88   (0.3)        2, 669 (47)その他

Livingston    1   (0.2)407 ( 7)      英国産
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血清型

SE ST その他

ｻﾙﾓﾈﾗ陽
性数(%)

検査卵数
（％）

鶏卵保証
計画

Lion Code of Practice: HACCP, ワクチン接種（約80%加入）
Laid in Britain Scheme: HACCP, ＣＥ剤投与（約5%加入）

このようにしても比較的高い汚染率

スペインから輸入？



EU諸国の採卵養鶏場のｻﾙﾓﾈﾗ汚染率(2004-2005)
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(欧州委員会, 2006)

数字は検体数

輸入検疫が１８週齢までの北欧国等（ ）はほとんど陰性
スペインや東欧諸国はかなり汚染されている

スペイン

イ
ギ
リ
ス
で
も
１
０
％
弱

北欧諸国のように、検疫期間を１８週間にすれば、
汚染鶏は確実に輸入されない。

しかし、鶏卵、鶏肉の値段が近隣諸国より高くなる。
このことには、national consensusが得られている。

北欧の人達の潔癖性によるのか。

わが国において、このような高価な鶏卵、鶏肉を
消費者が購入しますか。



全米鶏卵生産者協会の「五つ星」
鶏卵品質保証プログラム（２００３）

・「五つ星」プログラムは任意加入のＨＡＣＣＰタイプ
の鶏卵安全プログラムである。

・すべての生産者が参加することで、州境の無用の混乱を
避けることが出来る普遍的なプログラムである。

「五つ星」プログラムの五つの重要管理点

・鶏舎の洗浄・消毒
・ネズミおよび有害動物の駆除
・適切な洗卵
・バイオセキュリテイ
・冷蔵保存と保冷輸送

基本的な対策でワクチンについては
一切言及していない



年 日 米 英
1996 3830(100) 10210(100) 17850(100)
1997 2836(74.0) 9570(93.7) 22254(127)
1998 3072(80.2) 7024(68.8) 16048(89.9)
1999 2874(75.0) 6030(59.1) 10454(58.6)
2000 1731(46.0) 5343(52.3) 5267(29.5)
2001 1510(39.4) 6487(63.5) 10491(58.8)
2002 1322(34.5) 5634(55.2) 9505(53.2)
2003 1413((36.9) 5145(50.4) 9785(54.9)
2004 639((16.7) 4914(48.1) 5389(30.2)
2005 653(17.0) 5012(49.1) 6677（37.4）

日英米における過去１０年間のＳＥ分離株数

カッコ内は1996年を100とした場合の％。

各国で分離方法は異なるので一概には言えないが、
分離株数も少なく、特に減少率では日本が際だっている。
生卵を食べているのに、である。 （日：厚労省、米：CDC、英：PHSL)

日本と米英におけるSE分離株数の減少率
に差があるのはなぜか？

・英米は日本と異なり、エリート鶏生産国で
SE汚染エリート鶏が存在？
したがって、 SE汚染種鶏、産卵鶏も存在

清浄化されていない
・地方行政組織の緊張感欠如？
・食習慣の相違（生活習慣の相違）？

自家製マヨネーズや卵サンドをより多く作っている？
（英国では1900年初めは、課程で卵を冷蔵庫に保存

していない）
・その他



日本の対策（厚労省、農水省）

（テキスト参照）

養鶏場における対策
（CE法、ワクチン、飼料添加物（ガジュツ）など）

当研究室で有効性を評価し、市販されている

（省略）



鶏卵の流通

（小沼博隆：鶏卵・鶏肉のサルモネラ全書）鶏卵の流通経路

・農場からGPセンターを経て量販店へ搬送される場合：量販店の規格書などがあり、遵守されるのでほとんど

問題にならない（大手量販店は、自社販売卵による食中毒は何としても避けるのが普通）。
・農場→GPセンター→パック工場→量販店も上に準じる。
・農場→GPセンター→パック卵や箱卵が卵問屋へ行くルートは多少問題：卵問屋では詰め替えが行われており、

保存期間も一定ではなく、飲食店や総菜製造業、製菓・製パン業に業務用として搬送される。また、詰め替えが
行われるので、農場は自分の農場の卵がどのように流通しているのか分からない。すなわち、遡り調査が難しい。
集団食中毒の多くはこのような流通経路の場合が多いらしい。

・卵問屋を介した卵の流通は複雑で、その実態は把握されていない場合が多い。
・飲食店、施設、家庭での衛生対策



鶏卵内におけるSEの動態
10℃、20℃保管なら増殖しない

（テキスト参照）

日本におけるＳＥ食中毒減少の要因

• 生産段階

生産者の意識の向上

（衛生的な飼育管理、ワクチンの使用、CE法など、

大手販売店の生産者に対する取引規格書など）

• 流通段階

GPセンターの改善、賞味期限の表示、流通の改善

• 消費段階

保健所の指導（宿屋から朝食生卵の消失）、

家庭での衛生意識の向上

農水省、厚労省も規制している



鶏肉のサルモネラ汚染

青色はほとんどが鶏卵由来SE、他の色は
ほとんどが鶏肉由来のサルモネラ



病原微生物検出情報より抜粋

年次別食中毒原因サルモネラ上位血清型

SE: EnteritidisST: Typhimurium
200６年６月15日現在＊

血清型 分離数 血清型 分離数 血清型 分離数 血清型 分離数 血清型 分離数 血清型 分離数 血清型 分離数

SE 2874 SE 1731 SE 1510 SE 1311 SE 1413 SE 639

Oranienburg 1375 ST 189 Thompson 158 Newport 105 ST 175 Infantis 111

Infantis 355 Infantis 140 ST 125 Infantis 94 Infantis 89 ＳT 108

Thompson 182 Nagoya 98 Infantis 111 Saintpau
l

71 Bareilly 66 Thompson 66

ST 168 Thompson 93 Saintpaul 109 ST 60 Saintpaul 58 Litchfield 49

Chester 158 Virchow 61 Braenderup 70 Thompso
n

53 Thompso
n

47 Saintpaul 35

Corvallis 107 Saintpaul 54 Tennessee 58 Agona 46 Agona 45 Agona 32

Montevideo 59 Oranienburg 48 Hadar 56 Hadar 37 Virchow 43 Virchow 24

Saintpaul 57 Montevideo 47 Agona 55 Montevide
o

29 Litchfield 35 Paratyphi B 21

Agona 56 Agona 39 Corvallis 49 Bareilly 21 Corvallis 19 Montevideo 19

その他 924 その他 654 その他 531 その他 291 その他 300 その他 263

合計 合計6315 合計3154 合計2832 合計2118 合計2290 合計1376
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わが国のブロイラーのサルモネラ汚染
（食鳥肉衛生技術研修会衛生発表会）

実施県

新潟
鹿児島

大阪
新潟

山梨

2002
2002

2001
2001

2001

盲腸内容118/260陽性（SI：100％）
９農家１０ロット、８／１０陽性（SI：100％）
盲腸便３羽分を１検体とし、29/50陽性（SI)
胆汁１羽分を１検体とし、4/55陽性（SI)
クロアカスワブ３羽分を１検体とし、17/219（SI)
盲腸、翼、皮膚など156/600陽性
SI(92.9%)、Newport（6.4％）、Anatum（0.6％）
H9 42/99陽性（SI：82.3％）
H10 70/283陽性（SI:92.3%)
H11 83/312陽性（SI:96.1％）

分離成績年度

SI:Salmonella Infantis



各農場ごとのサルモネラ汚染率
（北里大学調査２００６）

農場別陽性検体数／検査検体数

1回目 0/10、 0/10、 0/10、 0/10、 1/10

2回目 0/10、 0/10 、0/10、 0/10、 6/10、 9/10

3回目 0/11 、0/11、 0/11、 5/11、 7/11、 8/11 

農場別汚染率6/17(32.3%)、個体別36/182(19.8%)
サルモネラの汚染率は低い。なお、農場によってかなり
差がある（特に３回目採材では汚染が多い）。

ブロイラー育種システムにおけるサルモネラ感染（模式図）

感染源

飼料、種卵、鶏舎等 原原種鶏 感染倍率

飼料、種卵、鶏舎等 原種鶏 感染倍率

飼料、種卵、鶏舎等 種鶏 感染倍率

飼料、種卵、鶏舎等 コマーシャル
（筋肉）

×３０

×３０

×３０

１羽の原原種鶏がサルモネラに感染すれば、
コマーシャル鶏は２７０００羽感染することになる。

(Jones, 1992)



種鶏場、孵卵場のサルモネラ汚染

一般にこれらの汚染は公表されることがないので、
その実態は不明ではある。

しかし、時折汚染され、汚染ひなが、コマーシャル
農場へ送付されたという話は聞く。

補償問題にもなるので、導入時のひなには注意を
要する。

介卵感染を防ぐために、種鶏の清浄化は必須。

2002-2003年の市販鶏肉の調査（感染研など）

134/210(63.8％)陽性

Infantis：111検体(64.2％)、
Haifa：11株(6.4％)、
Manhattan：7株(4.0％)、
Yovokome：4株(2.3％)、
Hadar：3検体(1.07％)、
Typhimurium：2検体(1.2％) など。



あるブロイラー農場

新しい農場

壁面（防水加工）



天井（防水加工）

洗浄・消毒した鶏舎（給餌器、給水器は洗浄・消毒
のためにつり上げ、すべてが防水加工してある）

給餌器

給水器



このような構造で、洗浄・消毒を
きちんと実施すれば、

サルモネラを完全に殺滅できる。

別のブロイラー農場

（少し旧式）



１９日齢ブロイラーひな（８千羽）
この様な鶏舎では丁寧な洗浄・
消毒が必要であろう。

食鳥処理場



農場が汚染されていれば、鶏肉も汚染される。
農場が汚染されていなければ、鶏肉は汚染されない。

（田中ら、北海道胆振保健福祉事務所、２００５）

これはカンピロバクターの場合であるが、サルモネラでも同じ

将来の食鳥処理

• 将来的には、処理場において、汚染ブロイラーを
清浄ブロイラーの後にする。

• もし、汚染ひなが多く１日で処理できなければ、
汚染ひなの処理を週末にする。

• 大手では複数の処理場を所有しているので、汚
染ブロイラー処理専用処理場を設ける。

• 以上は、汚染ブロイラーが多いので、もう少し清
浄化してからの実施かもしれない。

Codexも同様な考え方を示している。



大手ブロイラー会社と生産者との関係

・生産者の多くは土地を提供（東北地方）
・ブロイラーは会社の買い取り
・したがって、会社が生産者に少し遠慮
・衛生管理で余り言うことを聞かない
・ 近、見かねて会社に変わって押しかけ

講演したこともある、社長は関連会社
への講演も依頼

生産者への提言

・ご自分達の財産であるブロイラー（鶏肉）
の安全性、消費者への責任をどのよう
に考えますか？

・現実にカンピロバクターやサルモネラ
に汚染されている鶏肉が、スーパーで
売られており、食中毒が多く発生してい
ます。

・消費者に騒がれてから、対応しますか、
あるいは指摘される前に、安全を宣言する
ように準備をしておきますか？



・しかし、何の規制もない状況下で、収入が
増えないのに、生産者が衛生対策を積極的に
実施するか。

・鶏肉市場は冷え込んでいる。従って、食鳥処理場
への設備投資は出来ない。

（日本での洗浄水は1.5L/羽、米国では2～3L/羽、

浄化槽の能力が限界）

・種々の対策を実施すれば、鶏肉の価格が高騰し、
安い外国産に押されてしまう。

・消費者が高くても安全な鶏肉を買うか？
（輸入鶏肉のサルモネラ汚染率は8/59(13.6%）と

の報告あり）

地方における畜産行政と衛生行政



地方における畜産行政と衛生行政

埼玉県における 近の事例（第87回食品衛生学会）

2003年11月：卵かけ納豆ご飯でＳＥ食中毒発生→
家庭に残っていた鶏卵6個の内、2個から8.8×104個/ｇ、
＜300個/100ｇのＳＥを検出。

したがって、このパック卵では3/10（30％）以上の

高汚染率となった。
養鶏場で何が起こったのか？

群馬県の養鶏場と言われているが、詳細は分からず。
もったいない話。

このような極めて高率な汚染が生じた原因が分かれば、
対策に応用できたはず。連携、ネットワークは？

平成18年度食鳥肉衛生技術研修会・衛生発表会（厚労省19.1.22）

食肉衛生検査所のフィードバック、家畜保健衛生所との連携が成功



このような協力が、今後は必要であり、重要です。

まとめ

・生産段階におけるＳＥ汚染源の調査と淘汰
・鶏卵の流通過程の改善（トレイサビリテイ等）
・飲食店、施設、家庭での衛生対策


