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〈解 説〉

鳥インフルエンザウイルス対策としての養鶏場における消毒

鶏病研究会

干305-0856茨城県つくば市観音台 1-21-7サンビレッジ川村 C-101

キーワード:鳥インフル工ンザウイルス，消毒

はじめに

高病原性烏インフルエンザおよび低病原性鳥インフルエ

ンザ(法定伝染病)ならびに烏インフルエンザ(届出伝染

病)の防除対策の基本は，養鶏場に烏インフルエンザウイ

ルス (AIV)を侵入させないことと，スズメなどのウイル

スキャリアーの侵入を防止することである。「平成 22年度

高病原性鳥インフルエンザの発生に係る疫学調査の中間取

りまとめJlO) Lこよると，高病原性烏インフルエンザウイル

スの侵入経路は，渡り鳥や海外の発生地からきた人や物が

農場周辺の環境を汚染し汚染された農場周辺環境から，

留鳥，人，車両，物，その他が農場敷地内を汚染，汚染さ

れた農場敷地内から人，野生動物，飲用水，その他により

鶏舎内が汚染されて鶏への感染が成立するものと推測され

ている。

上記の点をふまえ，農林水産省は，家畜伝染病の発生予

防のために重要な，家畜伝染病予防法に基づく飼養衛生管

理基準を大きく見直し. 2011年 10月に「飼養衛生管理基

準(鶏その他家きん編)J12)を定めた。同管理基準では，

農場の敷地を病原体の侵入を防止するために衛生的な管理

が必要な「衛生管理区域」とそれ以外の区域に分け，両区

域の境界が分かるように設定(図1)することを指示し

病原体の持ち込みを防止するほか，野生動物による病原体

の侵入を防止する方策を講じることとしている。

これまで，鶏病研究会では養鶏場における消毒方法等を

解説してきたが，今回は，鳥インフルエンザ対策を重点と

した発生防止，発生農場における消毒のポイントについて

解説する。

なお本稿では，表現の煩雑さを避けるため家畜伝染病と

して扱う高病原性烏インフルエンザ，低病原性烏インフル

エンザおよび¥鳥インフルエンザの全てを総称し. I烏イン

フルエンザ」と表記する。

2014年2月6日受付

この解説は，鶏病研究会専門委員会で検討されたものである。
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1. AIVに対する消毒薬の効力

1)消毒薬の種類

AIVに対しては，逆性石鹸製剤，複合製剤，アルデヒ

ド製剤，塩素系製剤，アルコール製剤などほとんどの消毒

薬が有効である。消石灰も有効である4，14)。大久保ら14)は，

消石灰粉末および 1%消石灰液では. 7日後まで強アルカ

リ (pHl2以上)を保持しており. AIVの感染性を消失さ

せることができるとしている。なお，一般細菌や大腸菌群

に対しでも長期間有効で. 1 %消石灰液に 1%逆性石鹸を

追加すると，芽胞梓菌や真菌の発育をも抑制したと述べて

いる。

なお，鶏衛生における消毒の理論と消毒薬の特性に関し

ては，飯塚3)が解説しているので参考にされたい。また，

Muhammadら8) はAIV野外分離株 (H5N1)の不活化に

要する温度. pH. 紫外線等の影響，消毒薬の効果などを

詳細に検討しているので.AIVの自然環境下における感

染性の保持等の観点からも参考となるO

2) 消毒薬の効果に影響する要因

実際に消毒を行う際には，消毒薬の効果に影響する要因

として，温度，濃度. pH. 有機物，作用時間等を考慮し

ておく必要があるため，以下に要点を記す。

a. 温度

消毒薬の殺菌力は，一般的に温度の上昇に伴って高まり，

低温下で減弱する。迫田ら17)のグルタルアルデヒド製剤

および塩化ジデシルジメチルアンモニウム製剤jを用いた試

験(反応時間 10分)では 25
0
C.150C. 50Cと温度が 100C

低下するごとに AIVを失活させるために 2倍の濃度が必

要であった。薬液は 400

C程度の温水を用いるのが望まし

く，冬季は外気温が低いため 50~600C の温水で調製する

のが効果的である3)。一方，ハロゲン系消毒薬である塩素

系やヨウ素系消毒薬は，温度の上昇によって有効成分が蒸

散するため殺菌効果が低下するとされるが. 40
0

C程度では

急激な低下の心配はないと考えられる3)。なお，希釈した

薬液の凍結融解による効果の低下は認められていない16)。

b. 濃度

多くの消毒薬は濃度に比例して殺菌力が強くなる。ホル

マリンや塩素では濃度に比例して殺菌力が強くなり，逆性
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一宮
ン日衛生管理区域と

他の区域との区分
家きん舎

Eコ 衛生管理区域

農場入口

自分の農場を、衛生管理区域とそれ以外の区域とに分け、
両区域の境界が分かるようにする

「飼養衛生管理基潜(憩その他家きん編)Jから引用

図1. 衛生管理区域の設定(農林水産省作成イメ ージ図)

石鹸などは濃度の 2乗に，フェノ ール系では濃度の 6乗に

比例して殺菌速度が速くなる3)。

c. pH 

AIVはpH3以下あるいは pHll以上では 6時間で感染

性を失うが.pH5では 18時間. pH7および9では 24時

間以上感染性が保持される8)。

逆性石鹸などの塩基性物質はアルカリ性で効力が高く酸

性で効力が低い。アルコールやホルマリンなどの中性物質

はpHの影響を受けない。塩素系消毒薬やヨウ素系消毒薬

などの酸性物質は，アルカ リ性になると効力が低下するた

め，逆性石鹸や消石灰と併用する場合には，水で十分洗い

流してから使用するなどの注意が必要である3)。

d. 有機物

消毒薬は，一般に血液や汚物(糞尿)といった有機物の

影響を受け，その存在下において消毒薬の効果が低下する。

しかし フエノ 一ル系およぴび、アルテデ.ヒド系の薬物は影響が

少ない消毒薬として知られている3.1凶6.1げ川7η)

e. 作用時間

一般に消毒薬の作用には一定の時聞が必要であり，濃度，

温度等，各種の要因の影響を受けることを考慮して十分な

作用時間を用意したい。AIVの不活化についてはグルタ

ルアルデヒド (25%製剤の 200倍希釈液)は 250Cで 10分

間必要で、あか塩化ジデシルジメチルアンモニウム (10%

製剤jの800倍希釈液)は l分以内で不活化された17)。

2. 養鶏場における消毒の必要な対象(人・物)

AIVの侵入を防止するためには，図 2に示すとおりウ

イルス侵入経路イ メージに基づいた対策を実施する必要が

あり(表1).飼養衛生管理基準でも「衛生管理区域」の

設定が求められているので，養鶏場の消毒においても衛生

管理区域内を AIV清浄とするための対応策が必要で、ある。

本稿では.1)衛生管理区域内に持ち込まないための境界

における消毒.2)衛生管理区域内の鶏舎周辺の土壌(敷地)

や関連施設から鶏舎内へのウイルスの持ち込みを防止する

ための消毒. 3)鶏舎内で鶏の出荷後に実施するべき消毒，

4)鶏舎内器具 ・設備の消毒の 4つに分けて説明する。

1)衛生管理区域内に持ち込まないための境界における

消毒

農場周辺環境が本ウイルスに汚染しているものとして実

施する消毒対象は，衛生管理区域の出入口周辺，衛生管理

区域へ出入りする人(外来者を含む).農場へ持ち込む器具・

機材や飲用水，飼料配送や出荷のためやむを得ず衛生管理

区域内に侵入させる車両などがあげられる。

a. 衛生管理区域出入口周辺の消毒

飼養衛生管理基準では，衛生管理区域を定め出入口を必

要最小限の数としその出入口付近に消毒設備を設置し

出入する車両等を消毒するよう定めている 12)。衛生管理区

域境界をすべてフェンス等で区切り，その出入口には車両

消毒ゲー トや動力噴霧器，車両消毒槽等を設置することが

望ましいが，これらの対応ができない場合には，消石灰帝

を設け消毒することを推奨している。

大久保ら14)は，消石灰散布による「待ち受け消毒」の

効果を検証した 。消石灰の消毒効果は，乾燥粉末状態で

あれば強アルカリ性 (pH12以上)を示し長期間保たれる。

雨等により一度濡れた後に乾燥すると炭酸カルシウムへと

変化し消毒効果が失われる。このようなことから，降雨に

曝される屋外での粉末散布では，降雨後，地面が乾燥した

後に再度散布が必要である。また，降雪地帯においても同

2 
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渡り鳥 海外の発生地からの人・物

× 持ち込まない対策の実施
ι 適切な衛生管理を実施

「平成22年度高病原性烏インフノレエンザの発生に係る

疫学調査の中間取りまとめIの図を基に改変

図 2 衛生管理区域の設定イメ ージ

表1. AIウイルスの侵入媒介と農場における鶏舎内への侵入防止のための消毒のポイン ト

農場敷地 境界 衛生管理区域
媒介(物) 部位 ・物

農場周囲 出入口 通 路器具庫・飼料倉庫・堆肥舎 鶏舎

人 衣服 シャワーイン， シャワーイン，

着替え 着替え

履物 消石灰散布履き替え， 消石灰散布 履き替え，

踏み込み消毒槽 踏み込み消毒槽

手指 手指消毒 手指消毒

車両 配送用車両 車両消毒装置・ 動力噴霧器で洗浄 ・消毒
場内専用車両 消石灰散布動力噴霧器 消石灰散布

運転席(ハンドル， 消毒薬噴霧 消毒薬噴霧

ペダル，マット)

器具器材 生鳥かご 洗浄後消毒液 洗浄後消毒液に浸漬 鶏舎洗浄，出荷後

(食鳥かご，廃鶏かご) に浸漬 の洗浄 ・消毒

員事卵 トレイ ・コンテナ

給餌器，給水器等

飲用水 表層水(貯水池等) 飲水消毒釦)

衛生動物注2)野鳥，野生小動物等 消石灰散布 消石灰散布

注 1)飲水消毒薬として承認を受けているものを使用

注 2) 防鳥ネットや，衛生動物 ・衛生害虫の駆除を実施しているものと して列挙

様にこ まめな散布が必要で、ある。有効散布量は， 1m2当た なお，車両消毒ゲート等において塩素系消毒薬を用いて

り300g以上必要で、，均等に散布することが重要である。 消毒する場合には，その前後の通路に消石灰による消毒帯

また，消石灰には AIVに対する消毒効果以外にも，野生 を設けても，消石灰が中和され消毒効果が減弱するので，

動物に対する忌避効果，野生動物の侵入を足跡により追跡 注意が必要である。

できる利点がある。

3 
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図 3 市販されている中華っき踏み込み消毒槽の例

b. 衛生管理区域ヘ人が出入りする際の消毒

a) 履 物 (長靴等)

衛生管理区域外で履いていた履物は，衛生管理区域内で

は履き替えることが必要である。衛生管理区域出入り口付

近にすのこ等を設置し 内部専用の履物に履き替える こと

で，履物を介した病原体の持ち込みを阻止することができ

る。長靴等の消毒に通常用いられている踏み込み消毒槽は，

3秒間の踏み込みでは長靴に付着している生菌数はほとん

ど減少せず，逆性石鹸 100倍希釈消毒液に 30秒間浸潰し

た場合にも，生菌数の減少は 43%にすぎなかった と報告

されている261。ブラシなどを使って有機物を落とし，充分

な水道水による水洗を実施した後に消毒槽に l分 30秒以

上浸演することが望ま れる。

このようなことから，踏み込み消毒槽で消毒する場合に

は，左右の長靴が入る広さ以上で，最低長靴のくるぶしの

位置まで浸かる深さのコンテナ等に 100~500 倍に希釈し

た消毒液を入れ設置する。消毒薬の効力は有機物の混入や

使用の頻度により低減するので，水洗い槽で有機物を除去

してから使用するなどの注意が必要である。また，紫外線

等により効果が低減するものもあるため，消毒液の撹祥と

劣化防止を目的とした穴の空いた中華(消毒液の上に浮か

んで蓋となり，踏み込むと穴から消毒液が蓋より上に流れ

出し消毒液自身を撹祥するもの)が市販されている (図 3)。

いずれにしても，各消毒薬の特性を理解して使用すること

が重要である。しばしば，雨の入り易い屋外に設置されて

いる場合が多いが，屋根などを設置し雨が入らないように

するか，蓋をしておくことも一案である。

寒冷地や降雪地帯では，消毒液が凍結してしまうためさ

まざまな対策が試みられている。斉藤らωは，消毒薬凍

結防止対策として， 1 %消石灰液， 4%炭酸ナ トリ ウム液，

0.2%クエン酸液，複合次亜塩素酸系消毒薬， 塩素系消毒薬，

逆性石鹸系消毒薬をウインドウウォッシャー液やプロピレ

ングリコール液で希釈する方法を検討し炭酸ナトリウム

液をウインドウウォッシャー液原液で希釈したもの以外は

48時間凍結が防止されたとしている。 しかし凍結防止

剤を大量に使用することは費用がかかるため，各農場の状

況に応じた凍結防止対策が必要で、あると述べている。また，

消石灰をそのまま入れた踏み込み消毒槽に，長革ftを十分水

で洗い流した上で踏み入れる方法が利用されている場合も

ある。長靴に消石灰を直接付着させると， pH1ロ2.6前後の強

アルカリが病原イ体木と接触するのでで、殺菌消毒効果がある l凶ω4ω)

b叫)衣服

履物に次いで、養鶏場に病原体を持ちこむ危険性の高いも

のは，衣服である。衣服の消毒方法としては，紫外線殺菌，

ジェット噴霧器などがある。

中村ら91は，鶏糞の希釈i夜に浸した布を乾燥させ作業服

の各部位に貼り付け，ジェット噴霧器で 500倍希釈した逆

性石鹸を一定の秒数噴霧し布片に残存した生菌数を測定

し， 5秒で数%， 15秒で 20%以下， 30秒で 40%以下，

60秒で日阿部では 70%程度生菌数が減少したと報告してい

る。60秒の噴霧では厚手の作業着に消毒薬が染みこみ下

着が濡れるほどと記述されている。検閲301も鶏舎粉塵を

付着させた布で実験し 塩素系と逆性石鹸の 500倍液30

秒の噴射で， 70%程度生菌数が減少したと述べている。

噴霧消毒による衣服の消毒効果はあまり期待できないの

で，衛生管理区域内外，鶏舎内外の衣服の交換が望まれる。

大手養鶏場や種鶏鮮卵場では，鶏舎，施設に立ち入る場合

は， シャワーを浴びた上で，すべての衣服を着替えさせて

いる農場もある。

衛生管理区域内作業着や鶏舎作業着は，毎日終業後に場

内で洗濯・消毒することが基本である。あまり汚れていな

い場合，オゾンガスで殺菌する方法もある。紫外線も有効

であるが，衣服の場合紫外線の当たらない内側などの消毒

は出来ないので，消毒薬に浸i寅後，洗濯することを推奨す

る。AIVは610C67秒以内で死滅する 181ので，温水に浸

漬後洗濯する方法もよい。

c) 手指

一般に，伝染病の防疫において，人の手は病原微生物伝

播の媒体として危険視されており，手洗い消毒の励行が推

奨されている。まず，流水で手を濡らし，洗剤で手のひら，

手の甲，指の股，手首を念入りにこすりあわせて洗う。流

水で充分に洗い流し，紙タオルで水分を拭き取り，アルコー

ル消毒液を15mlほど手のひらに受け，手の全体にこすり

つける。

C. 衛生管理区域に持ち込む器具・ 機材の消毒

a)鶏卵トレイ ・コンテナ

鶏卵のトレイ ・コンテナは， GPセンタ ーに卵を 出荷す

るために使用される。これらのコンテナは，基本的には農

場単位で区別されていることが多いが， トレイなどは識別

困難で、共有されていることも多く，病原体が伝播する危険

性がある291。基本的には多くの養鶏場から鶏卵が搬入され

-4-



るGPセンターの責任において GP処理後に洗浄・消毒を

実施すべきであるが，他の畜産関係施設で使用された，ま

たは使用された可能性のある物品は，飼養衛生管理基準に

基づき養鶏場が洗浄後消毒して持ち込むことが原則であ

る。トレイの洗浄には一般の高速トレイ洗浄機が使用され

ているが，その際の消毒には塩素系消毒薬やオゾン水が使

用されている。洗浄機が無い場合は，コンテナやトレイは

動力噴霧器等で洗浄後，消毒液を入れた大型のコンテナに

浸漬する方法もある。

b)輸送用生鳥かご

肉用鶏と成鶏の出荷の際に用いられている生鳥かごは，

一般に食鳥処理業者の所有である。このかごは，鶏舎内ま

で持ち込まれ，養鶏場から食烏処理場(成鶏処理場)へ運

ばれ，使用後，洗浄・消毒され，系列の養鶏場または契約

養鶏場の聞で使い固されている。しかし鶏糞などの汚物

が完全に除去されていないこともしばしばである。このよ

うなことから，かごは人の履物や衣服，車両などに比べ病

原体を伝播させる危険性が高い。消毒実施前後のサルモネ

ラ汚染率は，それぞれ95%と57%であったとの報告7) も

あり，充分に洗浄・消毒を実施する必要がある。まず，か

ごをシャワーで水洗し.50
0

C以上，冬期間は薬液の温度低

下が想定されるためできれば70-80
o
Cの温水で調整した

消毒液槽に 10分以上，浸漬する方法で消毒することが望

まれる26)。

d. 飲用水

「平成 22年度高病原性鳥インフルエンザの発生に係る疫

学調査の中間取りまとめJlO)においても指摘されていると

おり，川，ため池，湖など水禽類(渡り鳥)が飛来する水

源の汚染された危険性のある水(未消毒の表層水)を鶏の

飲水として使用することは危険である。水道水を用いるこ

とが望ましいが，そうでない場合には，消毒して与えるこ

とが重要である。消毒薬の添加には，塩素系消毒薬や逆性

石鹸製剤が一部飲水消毒用として承認されている。塩素系

消毒薬では，遊離塩素がO.lppm以上になるように水に添

加し鶏に給与する23)。消毒には塩素滴下装置が安価である。

e. 車両

養鶏場を訪れる車両は，他の畜産現場や畜産関係施設を

巡回してくるものが多く，もし汚染されていた畜産現場を

訪問していれば，病原体を付着させて来場する危険性があ

る。タイヤは，地面を踏んで走るので汚染農場経由で来場

すれば，病原体を運ぶ危険性が高い。このようなことから，

車両タイヤ消毒槽や自動車両消毒装置，または動力噴霧器

を用いて車両全体を十分に消毒する必要がある。

本格的な車両消毒設備では，車両の上方，側方，下方の

ノズルから消毒薬が噴霧されるので短時間で車両の全体が

消毒できる。車両赤外線センサーでスイッチが入るので，

人手が不要である。設置費はかかるが，入場車両の消毒の

徹底が図れる。消毒装置のトラブルとして，消毒液のタン
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クが空である場合，ノズルが詰まっている場合，低温環境

下でノズルや配管内で消毒薬が凍結する場合，赤外線セン

サーの故障等の心配があるので， 日常のメインテナンスが

必要である。また，降雪地帯では雪の付着によりセンサー

が誤作動する場合や，低温環境下でノズルが配管内で凍結

するおそれがあるので，凍結防止用ヒーターの設置等の対

策を十分に行う必要がある。

車両消毒槽は，幅はトラックの幅に余裕を持ってあわせ，

長さは最低でも大型のトラックのタイヤが槽内で 1回転で

きる長さで，深さは少なくとも消毒液の深さが大型タイヤ

のゴムの部分の側面を十分に浸漬する程度の深さが必要で

ある。充分な消毒効果を得るため，運転者に車の通過速度

を落とすよう指示し，槽内の床面を凹凸にすることも有効

策である。

自動消毒装置が無い場合は，動力噴霧器を用いて消毒を

行うが，噴霧ノズルの代わりに発泡ノズルを用いた発泡消

毒が推奨される。車両の上部，側面，前面および後面，車

両の下部を消毒する。特にタイヤは念入りに消毒し車両

消毒槽が無い場合は，車を少し移動させ，接地面も充分に

消毒する。発泡消毒は，消毒液が泡状になるため被消毒物

に付着している時聞が長く，処理後 30分放置すると

99.99%生菌数が減少したとの報告29) もある。また，泡状

になって付着するため消毒の状態が目視でき，消毒ムラに

よる消毒不良が回避できる。

2)衛生管理区域内の鶏舎周辺土壌(敷地)や関連施設

から鶏舎内へのウイルス持ち込み防止対策

鶏舎の出入口や鶏舎周囲の土壌の消毒，鶏舎立入者の衣

服・履物・手指の消毒，鶏糞処理施設の適切な処理と消毒

などがあげられ，継続的に消毒を実施する必要がある。

a. 鶏舎の出入口

出入口の消毒や鶏舎立入者の履物・衣服・手指の消毒に

ついては，前述のとおりである。鶏舎の出入口付近には，

給湯器を備え付けた手洗い場を設置することが望ましい。

b. 鶏舎周辺土壌

鶏舎周辺の土壌に消石灰を散布消毒するには，多大な労

力が必要である。また，降雪時には再度の石灰散布が必要

とされる。それらの労力を省力化するために，横内ら25)

は集卵ケースを改造して，簡易消石灰散布方法を提案した

(図 4)。

C. 堆肥舎

鶏糞は発酵堆肥などで水分調整をした上で，充分発酵さ

せる。鶏糞処理施設には防鳥ネットを張り，野鳥の飛来を

防止するとともに野生動物が出入りしないよう扉を閉め

る。堆肥の運搬時には，飛散・漏出しないようにシート等

で被覆し衛生管理区域の出入の際，運搬車の足回りを中

心に消毒を実施する。

d. 飼料倉庫

紙袋で購入した飼料を保管する場合には，飼料倉庫に野
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石灰 原図，岡山県井笠家畜保健衛生所

図 4. 集卵ケースを用いた簡易消石灰散布方法

生動物が侵入しない対策をとるとともに，表面にシートを

被せるなどの対策を実施する。

3)鶏の出荷後の鶏舎消毒

a. 開放鶏舎・平飼し、飼育の鶏舎

鶏舎内の給餌器，給水器を取り外し鶏糞，蜘妹の巣，

塵挨等の有機物を除去し充分な水洗を行い，消毒を実施

する。水洗は，有機物を除去しやすくするため予め水を散

布し，ブラッシングなど擦り洗いを数回繰り返す。水洗の

後，逆性石鹸，フェノール系，ハロゲン系の消毒薬で繰り

返し消毒を実施する。石灰乳の塗布は，病原微生物を封じ

込める有効な消毒方法である。さらに徹底した消毒を実施

する際には，鶏舎を密閉した上でアルデヒド系の消毒薬を

煙霧する。

b. 開放鶏舎 ・ケージ飼育の鶏舎

開放鶏舎・平飼い飼育同様に，給餌器や給水器を取り外

して有機物を除去後，充分な水洗を行う 。消毒は，ケージ

の腐蝕を避けるため，逆性もしくは両性石鹸で行うが，ケー

ジ、への付着時間を長くするため，発泡消毒を実施する方が

よい。さらに徹底した消毒を実施するには，通路，ケージ

の下などの床面に石灰を散布し平飼い鶏舎同様，鶏舎を

密閉した上でアルデヒド系の消毒薬を煙霧する。

C. ウインドウレス鶏舎

平飼いの場合は，ブロア一等で挨を除去し照明灯と換

気扇はビニール等で覆いをかぶせ，開放鶏舎と同様の消毒

を実施する。最後に，照明灯と換気扇のビニールの覆いを

外し，アルデヒド系消毒薬で煙霧する。

ケージはブロア一等で挨を除去し，逆性石鹸等の発泡消

6 

毒を行う 。万が一.AIVやSalmonellaEnteritidis等の病

原体に汚染された場合は，アルデヒド系の消毒薬の煙霧を

実施することが望ましい。近年のケージでは，水洗できる

タイプのものもあるので，その場合は水洗後に，同手順で

消毒を実施する。

4)鶏舎内の器具・設備の消毒

鶏舎から取り外した給餌器や給水器は，分解し逆性石鹸

等を入れた水槽に浸し水洗する。水槽等に浸漬できない場

合は，動力噴霧器等で有機物を除去し充分水洗した後，

規定の濃度の消毒薬を噴霧する。

水洗できない電気系統の設備については，ブロア一等で

有機物を除去した後，アルデヒド系の消毒薬を煙霧する。

消毒の作業手順などの詳細に関しては. ["養鶏施設におけ

る消毒の実施方法に関する指針J51に加え.["採卵養鶏大型

ウインドウ レス鶏舎における消毒法J61などの解説を参照

頂きたい。

3. r鳥インフル工ンザJ発生時の農場の消毒

高病原性鳥インフルエンザ及び低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111 第7発生農場に

おける防疫措置. 4.家きん舎等の消毒(家畜伝染病予防

法第 25条)によれば. ["と殺の終了後，患畜又は疑似患畜

の所在した家きん舎等における消毒を，家畜伝染病予防法

施行規則(昭和 26年農林省令第 35号)第 30条の基準に

従い. 1週間間隔で 3回以上実施する。消毒は，次亜塩素

酸ナトリウム液，アルカリ液，ホルムアルデヒド，クレゾー

ル液，逆性石鹸液，高温蒸気等を用いて行う。」と記載さ



れている。

また，農場において疑似患畜が認められた時点で緊急消

毒を実施した事例制もある。参考までに，国内発生事例

と海外における文献を紹介する。

1)圏内の事例

a. 山口県の事例 (2004年)

鶏舎内については，発生が確認されてから殺処分終了ま

で毎日(羽毛，塵挨の飛散防止のため)，鶏舎外について

は防疫措置終了まで毎日，大型動力噴霧機を用いて逆性石

鹸液を噴霧した22)。

b. 宮崎県の事例 (2007年)

I例目では，発生が疑われた時点で農場出入口を中心に

消石灰を散布し，鶏舎外壁等には逆性石鹸液を噴霧した20)。

また，防疫従事者の感染リスクを低減するため，殺処分の

直前に鶏舎内を逆性石鹸液で噴霧消毒した。鶏糞等の汚染

物品を発酵消毒するため鶏舎内に鶏糞を集積した後，鶏舎

内および外壁を動力噴霧機にて石灰乳を塗布した。

2例目の農場でも簡易検査の結果を受け，直ちに消毒機

材を農場へ搬入し，発生鶏舎の外側(壁面・屋根)および

周囲へ逆性石鹸液の噴霧と消石灰散布を実施した。翌日，

隣接農場を含めた通路や全鶏舎周囲に消石灰を散布した。

発生が確認された後，鶏舎内で殺処分の前に逆性石鹸液の

噴霧消毒を実施した。その後，殺処分，鶏糞搬出が完了し

た鶏舎から順次，天井と壁は逆性石鹸液を噴霧し，床は逆

性石鹸液で洗浄・消毒後，石灰乳を塗布した。

3例目の農場では，鶏舎内の状況を確認後，直ちに鶏舎

および農場敷地の緊急消毒を実施した。鶏舎出入口は消石

灰散布，鶏舎外壁は逆'性石鹸液の噴霧消毒を行った。その

翌日，農場敷地全面に消石灰散布を行った。殺処分前には

鶏舎内の逆性石鹸液の噴霧消毒を行った。殺処分鶏や汚染

物品搬出後の鶏舎内消毒前に，消石灰が鶏舎内壁に付着し

やすいように天井を中心に逆性石鹸液を噴霧し，その後，

肥料散布機で消石灰を散布した。また，鶏舎I階部分の鶏

糞には，手作業により鶏舎内通路に消石灰を運び， 2階か

ら散布した。

C. 岡山県の事例 (2007年)

鶏舎内外は消毒車や動力噴霧器を使って逆性石鹸液，鶏

舎周辺の通路などは消石灰による消毒を実施した13)。

d. 愛知県の事例 (2009年)

愛知県の例では，鶏舎内および外壁に逆性石鹸液を動力

噴霧機で噴霧した。農場敷地および鶏舎床には消石灰の散

布を行った21)。また， 3例目以降は消毒薬の飛散防止のた

め動力噴霧機のノズルをシャワータイプから泡タイプに変

更した。 4例目以降は，鶏舎内の電気器具への影響を最小

限にするため，煙霧消毒機を導入した。

2)発生後の環境中におけるウイルスの残存

カンボジアの農村における H5N1ウイルスによる「鳥イ

ンフルエンザ」発生事例において，家禽の飼養環境におけ
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るウイルス RNAの検出が行われた24)。家禽の糞便，死亡

直後の家禽の羽毛，土壌，飼養農家の池の水草，泥等の検

体のうち 35%から RNAが検出され，特に，少量の水や

乾燥した土のスワブから検出されたことは，比較的高いレ

ベルでこれらが汚染されていたことを示す。したがって，

発生後の伝播防止のためには基本的な衛生管理，家きんの

隔離，環境の消毒が重要で、ある。

3) r鳥インフルエンザj防疫措置に用いた車両の消毒

殺処分後の処理に用いた車両は，病原体を拡散する可能

性がある。 Alphinら1)は，農場で一般的に使用している

重機のエンジン内部部品や配管，外部の覆い等の表面など

に，ニューカッスル病ウイルスを付着させた金属板を貼り

付け，消毒によるウイルスの不活化について調査した。そ

の結果，クエン酸，過酸化水素では，実験室ほどの効果は

得られず，グルタルアルデヒドの直接噴霧によって完全に

ウイルスが不活したと記述している。

おわりに

「鳥インフルエンザJの発生を防止するためには，病原

体を鶏舎に侵入させない方策が なによりも重要であるこ

とは明らかである。それを具体的に実施させるため農林水

産省は「飼養衛生管理基準」を制定し関係者に遵守の徹底

を図っている。その中で，消毒は病原体の持ち込みを阻止

する手段として最重要手法となっている。養鶏に携わる一

人一人が，消毒の基本を理解し，毎日の管理で無理なく続

けられる有効な消毒方法を，身につけていくことが重要で

ある。本解説が発生予防の一助となることを切に願う。
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Disinfection Practices for A vian Influenza Virus in Poultry Farms 

The J apanese Society on Poultry Diseases 

C-101 Sun Village Kawamura， 1-21-7 Kannondai， Tsukuba， Ibaraki 305-0856， J apan 

Summary 

Biosecurity measures against avian in宜uenzavirus (AIV) in poultry farms are necessary to prevent 

the outbreak of highly pathogenic avian infiuenza and low-pathogenic avian infiuenza. Under the Act on 

Domestic Animal Infectious Diseases Control， owners of poultry must practice hygiene management 

pertaining to the rearing of poultry in the manner prescribed by the Standards of Rearing Hygiene 

Managem巴ntissued in April 2011. The hygiene management practices include the setting of a specific 

area where chicken houses are built. The area requires adequate placement of barriers to provide 

segregation， cleaning， and disinfection and must be free from AIV. This review provides various 

disinfectants available in commercial and breeder farms settings; factors influencing the effects and 

mechanisms of disinfectants， including temperature， pH， and the presence of organic materials; persons， 

tools， and facilities to be disinfected in poultry farms; and instances of post-outbreak disinfection of 

poultry places. 

(J. Jpn. Soc. Poult. Dis.， 50， 1-8，2014) 

Key words : avian infiuenza virus， disinfection 
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