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特 集 -2010年口蹄疫 残された課題を中心に一
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1. はじめに

常時において，非常時に備えることは難しい。予測をはる

かに超える出来事が同時多発的に進行していく非常事態にお

いては，局面での適切な対応を迅速に行うことが困難になり，

過去の前例やマニュアルを参考にしたところで，結果として

大きな損害を被ってしまうことがある。

2010年4月20日，宮崎県都農町の繁殖午農家で突如発見

された口蹄疫は，発生当初における甘い期待を裏切りながら

爆発的に被害を拡大させた。宮崎県では， 2000年に発生し

た口蹄疫を最小限の被害で食い止めた実績があり，今回も何

とかなるのでは?といった推測があったのは否めない。しか

しながら， 5月に入ってから感染確認は急速に拡大した。

後の調査で明らかになったように，最初に口蹄疫が発見さ

れた時点で，すでに近隣家畜密集地帯の農家でも口蹄疫に感

染した牛が相当数いたのである。当時は報道も限られ，現場

の情報も伝わらずに混乱を招いた。その後の家畜の殺処分も，

様々な理由により遅々として進まなかった。 5月 18日に宮

崎県知事による非常事態宣言がなされ， 5月21日には発生

農家の半径lOkm以内の全頭に口蹄疫ワクチンを接種して

殺処分することが決まった。発生当初から 8月27日の口蹄

疫終息宣言に至るまでの経緯については，農林水産省のホー

ムページや各種報道，国および県の口蹄疫対策検証委員会報

告書等に記載されており，ネット上で簡単に入手できるので

そちらをご覧頂きたい。

文章にしてしまえばこれまでの話ではあるが，口蹄疫発生

地帯では， どれだけ多くの人々が嘆き憤り，涙したことだろ

うか。想像するのは難しいかもしれない。孤立した各所で苛
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酷な状況に追い込まれてしまった。今となっては悔やまれる

対応も多々あったと思われるが，当時は非常事態の最中であ

り，適切な対応の遅れが積み重なって， 1300戸もの農家で

飼養されていた約 30万頭の家畜が埋却されるという結果に

至ってしまった。

畜産農家の精神的・経済的なダメージは大きく，口蹄疫終

息宣言から丸一年が経過した 2011年8月下旬の時点におい

ても，被害農家の再開割合は 57%でしかない(宮崎日日新

聞社 2011)。畜産に関わる一員として，今後このような事態

を繰り返さないために反省すべき点は多い。

全国の関係者の皆様にとって，遠くの出来事として感じら

れることがあるかもしれない。当牧場ふ最初に口蹄疫が発

見された農家からは直線距離にして 30km以上，被害が大

きかった川南町からは 20km以上も離れており，口蹄疫が

見つかったり，ワクチン接種後に殺処分が行われたりした農

場と比較すると，意識のギャップがあると思われる。本稿は，

当牧場という個別の現場における 個別の対応についての報

告であることをお断りしておきたい。

2， 当牧場の概要と当時の状況

宮崎大学農学部附属フィールド科学教育研究センター・住

吉フィールド(牧場)は，宮崎市北部(北緯 31度 59分，東

経 131度 28分)に位置する牧場であり，市の中心部から北

北東に 8km程の住宅街の隣で午を中心に合計200頭余り

の家畜を飼養している。和牛の繁殖母牛(約 55頭)，子牛育

成(約 70頭)，肥育牛(約 45頭)および乳牛(約 30頭)と

いった多様な形態で飼養しており，農学部学生や畜産別科学

生の実践的教育に用いられるとともに，畜産草地科学科およ
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び獣医学科を中心とする各種試験研究の供試材料として，数

多くの実証的研究に活用されている。

当牧場の特徴としては，粗飼料を自給していること，およ

び放牧を主体としていることが挙げられる。敷地面積は約

50haであり ，その内の約 14haを放牧地 (パヒアグラス， セ

ンチピードグラス，媛性ネピアグラス)として，約 25haを採

草地(ギニアグラス，ローズグラス，イタリアンライグラス，

スーダングラス，デントコーン)として利用している。また，

安定した生産技術を基に，独自ブランド商品である「宮崎大

学 MilkJおよび 「宮崎大学 BeefJを生産・販売するとともに，

各種タイアップ製品も販売して好評をf尋ている。

当時置かれた状況をご理解頂くために.r口蹄疫発生マッ

プJ(グーグル 2010) をご覧頂きたい。ご存知のように，感

染の拡大を防ぐため. 5月下旬までに口蹄疫が確認された地

点から半径 10km以内の農場で口蹄疫ワクチンが接種され，

家畜は殺処分された。殺処分図を示すのが朱色のラインで¥

その内側にいた偶蹄類家畜は残らず埋却されてしま った。ワ

クチン接種が決定された時点で 当牧場はぎりぎりのところ

で発生農家の半径 10km以内に入っていなかった。どれだ

けの精度があるか不明だが，そのラインの最南端からほんの

少し南側にあるのが当牧場であり，敷地の一部はラインにか

かって表示されている。その後しばらくして口蹄疫は南下し，

当牧場も新たに発生した農場のlOkm圏内に入ってしま っ

たが. 6月以降に新規発生した農場のlOkm圏内では，ワク

チン接種は行われなかった。これら多くの偶然により，当牧

場の家畜はワクチン接種も行われずに殺処分を免れた。

3. 対応

防疫への対応として，人ができることとできないことがあ

る。長靴を洗浄・消毒すること はできるが. 天気や風向きを

変えたり，上空から落ちてくる病原体を防いだりすることは

できない。口蹄疫の侵入を防止するにあたり.当牧場におけ

る防疫態勢は，人のできる範囲に限って徹底的かつシンプル

に行われた。すなわち，病原体を外部から持ちこまない，か

っ外部に持ち出さないことを目的に，考えられる限りのあり

とあらゆる対策を行った。そのため，県内で口蹄疫が発生し

た初期から拡大した後半にかけて，より厳密で、あると考えら

れた防疫態勢へと徐々にシフトしていくこととなった。

(1) 以前の対応

口蹄疫発生の情報が入る前の当牧場における防疫態勢は，

極めてお粗末なものであった。正門に「関係者以外立入禁止j

の小さな看板はあったものの，実際には場内への進入を制限

する威力はなかった。正門から入った並木道では，昼休みに

木陰で休憩する車が何台も停車していた。

場内は格好の散歩コースとして 朝夕に散歩する付近住民

も見受けられたし近道として通学に利用する学生等もいた

が，職員一同，それほど気にしていなかった。当牧場の真ん

中を分断するように東西方向に未舗装道路があり ，昭和4年

の牧場発足当初からの取り決めにより付近住民の生活道路と

して利用されている。その道路から正門までおよそ lkm弱

にわたり南北にはしる作業用道路は，牧場の放牧地の中を貫
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き，牛を眺められる散歩道として実に快適なのである。南北

の小道は完全に牧場の敷地であって，道路入口にも「関係者

以外立入禁止」と表示する看板が設置しであるが，あたかも

関係者であるかのように通行する人々もいる状況であった。

2000年の口蹄疫発生後に，防疫対策として場内進入車両

用の洗浄装置を設置していたにもかかわらず，あまり活用さ

れていなかった。実験器材を積んだ車は自由に牛舎や放牧地

まで出入りしていたし，職員や学生が自転車等を利用して場

内外を行き来することもあった。牧場内外で服装や長靴を厳

密に区別していたわけでLもなく，汚れないように長靴に履き

替え，作業着に着替えるというだけのことであった。

(2) 県内での疑似患畜発生時点での対応

発生初期における当牧場の対応は迅速であった。この点に

関しては.2000年の口蹄疫での経験が生かされたと言える。

4月20日に口蹄疫発生疑いの第一報が届くと，直ち に既存

の車両洗浄装置を点検・設定変更して，進入車両の消毒を厳

重にした。また，正門と東西道路からの入口に「関係者以外

立入禁止」の大きな看板を新たに設置し石灰散布を行った。

管理棟南正面玄関への車両の入場を禁止し各種業者，郵

便配達等は北側の裏口から出入りを行うことにより，牛舎方

面への部外者の進入を極力制限した(図1)。また，衣服・

長靴等を牧場内外で明確に区別するとともに，各牛舎の入口

付近等，場内の各ポイントに石灰散布を行い徹底的に消毒し

た(図 2)。外部道路に近い放牧地への放牧を中止し牧場

を利用した実験および実習は即時に無期限延期とした。子牛

セリ出荷，肥育牛出荷もすべて無期限延期となった。

「宮11崎大学 MilkJの牛乳引き渡し場所は，乳牛舎や搾乳室

付近の乳加工室内にあか牛舎のすぐ近くまで購買者が進入

してしまう 。これを防ぐために，生産した牛乳の一部で、作っ

ていた 「宮崎大学 MilkJの販売を停止し全量を集乳車で

外部出荷することにした。この変更により，訪問者による牛

舎付近への進入は大幅に減少した。散歩をする方については.

看板設置だけで、は効果が弱かったため，正門にコーンで簡易

ゲートをつくり，監視を強化した。

(3) その後の対応

正門より管理棟までを緩衝区域 それより南側の牛舎側を

厳重管理区域として， 口蹄疫ウイルス侵入対策を行った。牧

場内外での作業動線が交差するのを防ぐため，牛舎側に出入

北てナ
-・・ゲート

醐 洗浄・消毒"* 'hックポイント

-消時

聡
:員
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図l. 附属牧場における当時の防疫状況
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りする際には管理棟東側にある別の出入口を利用するように

した。各牛舎の出入口には消毒槽を設置し水道からホース

を延長して，入退時における長靴の洗浄・消毒を徹底した。

また， 付近住民と協議した上，口蹄疫が収束するまでの間，

牧場を横切る東西道路を封鎖した。

管理棟横にある車両洗浄装置のみでは進入車両の洗浄・ 消

毒が不十分で、あると考え，正門付近にブームスプレーヤを装

着した トラクターを常駐させて，車両の入退場時には職員が

徹底的に消毒を行うよう にした(図 3)。しかし消毒作業

に労力がかかりすぎたため，途中からは正門横にプレハブを

設置し消毒専用の警備員を配置した。ここに郵便ポス トを

設置し 物品搬入の受付等も正門付近で行った。

口蹄疫感染拡大の原因と考えられた車両の場内への進入を

極限まで制限し，集乳寧と飼料運搬車以外の場内進入は禁止

した。また，配合飼料の量と種類を減らし，大型の飼料運搬

車を利用することで車両進入回数も減らした。

各牛舎には防鳥ネ ットを設置して鳥獣の侵入を防ぐととも

に，場内の作業動線のポイン トには石灰や消毒液で定期的に

消毒を行った。口蹄疫ウイルスに効果があるとされた，牛舎

や牛体への希釈酢の散布も定期的に行った(図 4)。

(4) その他

家族が牛を飼っている職員には 一時的に別のフィ ールド

への配置換えをお願いした。職員一同，勤務外でも極力外出

を避けるようになり，中には牧場と牧場に隣接する自宅の範

囲から一歩も 出ないまま終息宣言を迎えた職員もいる。また，

出荷ができずに牛舎が過密になり，肥育牛や子牛が死亡する

事故も増加した。

当牧場での防疫活動は，口締疫の侵入を防ぐ作業手順の確

認と消毒を徹底的に行うというシンプルなものであり，でき

ることは限られていた。延々と続く消毒作業は体力的にも疲

弊させられた。 どんなに石灰を撒いても， 梅雨時には流され，

風が吹けば飛んで、行った。当牧場に口蹄疫ウイ ルスはいつ侵

入するのだろうかという緊張もあったが， 日々拡大する口蹄

疫発生現場の惨状に対する虚無感から，出るのはため息ばか

りで、あった。発生現場から一定の距離がある当牧場でもこの

ありさまであり ，発生・殺処分・埋却現場での苛酷さは想像

を絶している。末尾に記載した参考文献(橋田2010;飯田

2012 ;宮崎県獣医師会児湯支部2010)を是非ご一読頂きたい。

4. 今後の課題

2000年の口蹄疫の教訓は，2010年の口蹄疫に対して，あ

まり通用しなかった。今回の口蹄疫についても，原因や発生

経路は依然として不明のままであり，あまり検証もされずに

今日を迎えている。ワクチン接種家畜の殺処分や埋却の是非

など，検討課題も多い。

発生当時の現場で強く非難されていたのは，縦割り行政の

弊害であった。対策本部が乱立しそれぞれの立場で懸命に

頑張ったにも かかわらず， 全体としてうまく機能しなかった。

法とマニュアルに依存する現状のシステムで非常事態に対応

することは難しい。各集団がそれぞれの思惑で行動して混乱

を招き，その後もあまり責任を取らない姿勢は，今でも相変

わらずそのままである。

獣医師の立場からみても，残念なことが多い。今回の口蹄

疫でも， 現地情報に詳しい臨床獣医師が早い段階から対策に

活用される ことはなかった。ワクチン接種農家周囲の家畜早

図 2 牧場内に散布された消石灰

図 3. 牧場内進入車両の消毒作業

図 4 酢希釈液による牛体の消毒作業



小林・福山:口蹄疫における大学附属牧場での対応 265 

期出荷による緩衝地帯の設置案など，あまりにも現場の実情

にそぐわない机上の空論は 逆に感染の拡大を招く結果と

なった。再発防止のためにも，国や県の行政獣医師は農業共

済組合などで臨床現場の経験を積む必要があり，逆に臨床獣

医師は行政の経験を積む必要があると思われる。

5. おわりに

現在，口蹄疫で殺処分された家畜の埋却地では，雑草繁茂

を防止する目的でネピアグラスの栽培を行って畑地の荒廃を

防止する等，新たな取り組みが進められている。放射能の除

染など，様々な場面においても，草地学の技術を生かすこと

ができるかもしれない。

口蹄疫の終息後，当牧場にも再び多くの研究者や学生，見

学者などが来訪しており，伝染病予防の観点から，厳重な防

疫対策に基づいた手順で、入退場を行っている。 2010年の口

蹄疫が，関係者の努力により宮崎県外に拡大しなかったこと

を評価する見方もできるが，被害はあまりにも大きかった。

伝染病は長年の蓄積を水泡に帰してしまう。再生は容易では

なく，現在の情勢ではどこでどのような伝染病の発生が起き

ても不思議で、はない。

口蹄疫等の伝染病は，再びどこかで発生することがあるだ

ろう。早期の発見と，その後の迅速な対応が非常に重要であ

るのは間違いない。全国の農場においても，防疫対策や発生

時のシミュレーション，特に殺処分後の埋却地について十分

に検討し再びこのような事態を引き起こさないように準備

をしておく必要がある。
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