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身近ではない 横綱級の家畜の感染症 

：鳥インフルエンザ、ニューカッスル病 

：口蹄疫、豚コレラ、アフリカ豚コレラ 

：口蹄疫、牛疫 

：馬伝染性貧血、アフリカ馬疫 

＊すべてウイルス感染症 



ヒトのインフルエンザウイルス出現の歴史 

 

1897年 
（明治30年） 

 
口蹄疫がウイルス病 
であることを発見 

   

日本における口蹄疫の発生 
 （1908年、2000年、2010年） 

 



畜産が盛んな国は昔から口蹄疫に苦労していた 

Veterinary Virology, 1999 



感受性動物 

偶蹄類（四肢の蹄が二つに分かれている動物） 
 
 家   畜：牛、豚、羊、水牛、山羊 
 
 野生動物：ラクダ、バイソン、アフリカ水牛、アルマジロ、 
        ハリネズミなど 
 
 
ウイルスに対する感受性 
 牛（10 ID50）＞豚（400 ID50）＞羊、山羊 
 
呼気へのウイルス排泄量 
 豚（2000倍）＞牛（1倍）＞羊、山羊（1/20倍） 



鳥インフルエンザ 
（H5またはH7) 

口蹄疫 

子豚以外は 
 
死亡しない 

高病原性株： 
   高い致死率(75%以上) 
 
低病原性株： 
   ほとんど死亡しない 



牛は口蹄疫ウイルスのキャリアーになる 

・自然感染後 
・ワクチン接種牛が感染後  
 

  咽頭部でウイルスが持続的に増殖 

        牛：2.5年（100.3～2.9 TCID50/ml） 

        羊：9ヶ月 

 アフリカ水牛：5年（104 TCID50/ml） 

          
＊豚はキャリアーにならない 



C. M. Fauquetら編 
   「Virus Taxonomy -8th edition-」 
   Elsevier Inc., p14. 2005 

 

 



効かない消毒薬 

効く消毒薬と 



口蹄疫ウイルスの生存期間 

  環境状況 生存期間 

筋肉（牛）  4℃ 3日 

骨髄（牛）  4℃ 8カ月 

リンパ節（牛）  4℃ 4ヶ月 

牛乳 72℃ 30秒 生残 

堆肥  夏 1週 

  冬 6カ月 

敷料（ワラ等）   1カ月 

衣類、靴  夏 9週 

  冬 14週 

飼料（ふすま）   5カ月 

乾草   7カ月以上 

米国農務省のデータを一部引用 



 

口蹄疫が横綱である理由 

１．病気の伝播がきわめて速い 
 
２．環境中で長く生き残る、消毒薬が効きにくい 
 
３．家畜としての生産性低下 
   肉質の低下、乳量の激減 
 
４．畜産物の輸出ができなくなる（OIEルール）、輸入を許す 

経済損失が甚大 

 



Q. なぜ国内で発生したか？ 

A. 発生国からウイルスが国内に持ち込まれた 

・畜産物そのもの、畜産に必要な資材（エサ、ワラなど）がウイルスに汚染 

・ウイルスが人や物に付着して農場まで侵入 

・制御不可能な要因（気候、野鳥） 



Q. なぜ被害が拡大したのか？ 

A. 日頃の危機意識の低下 

    →最初の発見の遅れ 

    →発見後の対応の不徹底 

（これが口蹄疫。宮崎のみで終息してよかった！） 



牛 ＜豚 ＜鶏 



（社）全国家畜畜産物衛生指導協会編  

   「高病原性鳥インフルエンザの発生を防止するために」  

消毒以外にも細かいところに気を遣うこと！ 



Q. なぜ殺処分なのか？ 

 

 

・動物の命 
・同居は生かす 

・疑わしきは処分 
・群全体を早期   
 に清浄化 

A. これまでの100年以上の口蹄疫との 
闘いからの経験則 



Q. なぜ最初からワクチンを接種しておかないのか？ 

A. 世界のどこにも完璧なワクチンは開発されていない 

  →「発症」を防ぐが、「感染」を防げない 
 
    ＊OIEルールでは感染が許されない 



口蹄疫のワクチン 

農水省ホームページより 



鳥インフルエンザ 口蹄疫 

不活化ワクチン（H5,H7） 

発症予防 
（ウイルス排泄量下げる） 

通常接種しない 
（緊急用備蓄） 

見えない感染が起きる 

国内 

ワクチンの種類 

効果 

弱点 

接種頻度 

製造 

不活化ワクチン（７種類） 

発症予防 
（ウイルス排泄量下げる） 

通常接種しない 
（緊急用備蓄） 

見えない感染が起きる 

海外 

ワクチン 



鳥インフルエンザ 口蹄疫 

簡易キット 

ウイルス分離 

RT-PCR 

都道府県：ウイルス分離 
 簡易キット 
↓ 

動衛研  ：HI 
        遺伝子解析 

   動物接種試験 
 

  *大学：野鳥、海外の診断 

抗原検出 

診断の 
仕組み 

RT-PCR 

抗原検出ELISA 

ウイルス分離 

都道府県：発見、サンプリング、運搬 
 
動衛研   ：すべての診断 
 
        ＊大学は関与しない 

診断 



鳥インフルエンザ 口蹄疫 

動衛研、北大、東大、 
鳥取大、感染研など 

？？百人 

輸入禁止品の手続きを 
動物検疫所へ 

感染性ウイルス 
遺伝子 
組換え蛋白 

         →動衛研以外も可 

研究機関 

研究者 

研究 
環境 

ウイルス株の輸入 

動物衛生研究所 

10人 

動衛研でさえも 
容易でない 

感染性ウイルス 
遺伝子 
組換え蛋白 

          →動衛研のみ 

研究 



Q. 野生動物が病気を拡げる？ 

A. 人間が管理している動物（いわゆる家畜）での 

  発生を防ぐことが最優先 



 

 

Ws/Mongolia/1/10 (H5N1) 
Ws/Mongolia/7/10 (H5N1) 
Ws/Mongolia/11/10 (H5N1) 
Ws/Mongolia/21/10 (H5N1) 
         *すべてclade 2.3.2 

Ganga Lake 

モンゴルの野鳥からの鳥インフルエンザウイルスの分離 
(2010年5月) 

Sakoda et al., Virology, 2010 



 A/chicken/Pennsylvania/1/1983 (H5N2) 
 A/gull/Pennsylvania/4175/1983 

 A/mallard/Wisconsin/169/1975 (H5N3) 
 A/duck/NY/185502/2002 (H5N2) 

 A/chicken/Guatemala/45511-3/2000 
 A/chicken/Ibaraki/1/2005 (H5N2) 

 A/chicken/Mexico/232/1994 (H5N2) 
 A/chicken/Taiwan/1209/2003 (H5N2) 

 A/tern/South Africa/1961 (H5N3) 
 A/chicken/Scotland/1959 

 A/duck/Hong Kong/205/1977 (H5N3) 
 A/swine/Korea/C12/2008(H5N2) 

 A/duck/Hokkaido/167/2007(H5N3) 
 A/northern pintail/Akita/714/2006(H5N2) 

 A/goose/Gui Yang/3799/2005(H5N2) 
 A/mallard/Hokkaido/24/2009 

 A/duck/Hokkaido/Vac-3/2007 
 A/duck/Hokkaido/Vac-1/2004 

 A/mallard/Netherlands/3/1999 (H5N2) 
 A/HongKong/156/1997 
 A/goose/Guangdong/1/1996 

 A/duck/Hubei/wg/2002 
 A/duck/Guangxi/1378/2004 

 A/duck/Yokohama/aq10/2003 
 A/duck/Guangxi/2775/2005 

 A/duck/Guangxi/50/2001 
 A/Viet Nam/JPHN30321/2005 

 A/mountain hawk-eagle/Kumamoto/1/2007 
 A/chicken/Miyazaki/K11/2007 

 A/whooper swan/Mongolia/2/2006 
 A/whooper swan/Mongolia/3/2005 

 A/duck/Korea/ES/2003 
 A/chicken/Yamaguchi/7/2004 
 A/chicken/Indonesia/7/2003 

 A/peregrine falcon/Hong Kong/810/2009 
 A/duck/Laos/3295/2006 
 A/duck/Guiyang/3009/2005 

 A/duck/Hunan/127/2005 
 A/goose/Guangxi/345/2005 

 A/whooper swan/Aomori/2/2008 
 A/whooper swan/Akita/1/2008 
 A/whooper swan/Hokkaido/1/2008 
 A/house crow/Hong Kong/7677/2008 
 A/large billed crow/Hong Kong/885/2009 
 A/crested myna/Hong Kong/1178/2009 

 A/grey heron/Hong Kong/1046/2008 
 A/grey heron/Hong Kong/779/2009 

 A/house crow/Hong Kong/5288/2007 
 A/whooper swan/Mongolia/6/2009 

 A/whooper swan/Mongolia/1/2010 

北米型 

ユーラシア型 

Clade 0 

Clade 5 

Clade 2.2 

Clade 2.5 

Clade 2.3.4 

Clade 2.3.2 HA1の976塩基をもとに作成した。 
赤字は2010年分離株 
括弧： H5N1以外の亜型 

0.05 

Sakoda et al., Virology, (2010) 



 clade 2.3.2 のH5N1ウイルスの抗原性 

Viruses Genetic 
clade 

HI titers against reference antisera 

Ws/Mon Mon/3 Vac-1 Tn/SA 

A/whooper swan/Mongolia/1/10 (H5N1) 2.3.2 1280 20 40 40 

A/whooper swan/Mongolia/3/05 (H5N1) 2.2 320 2560 320 160 

A/duck/Hokkaido/Vac-1/04 (H5N1) classical 40 320 1280 160 

A/tern/South Aflica/61 (H5N3) classical 40 1280 320 640 



中国、東南アジアで 
鳥インフルエンザを農場で 
封じ込め出来ていない 

ウイルスが環境中に 
高濃度に漏れ出す 

不幸にも野生動物が感染 

彼らは本能のままに 
移動を試みる 

国内外の農場で口蹄疫の 
発生を確実に封じ込める 

環境中にウイルスを 
漏れ出させない 

野生動物は 
感染しない（幸せ♡） 



Q. 口蹄疫の「根絶」は可能なのか？ 

A. 日本は可能、世界的には無理 

   →今後も国内での発生の可能性有り 



高病原性 
鳥インフルエンザ 

口蹄疫 

2007年1月から現在までの 
発生地域 



 

 

さらに迅速な防疫対応が求められる 

          ↓ 

・診断・研究環境の改善 

・地域に合ったリスク管理 

・大動物獣医師の不足を改善 

・都道府県レベルでの簡易診断 

・農水省対策強化、大学での教育強化 

・大動物獣医師の社会的地位の向上 

今後の課題 


