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総説

口蹄疫ウイルスの感染と伝播

室賀紀彦・山本健久*

農研機構動物衛生研究所ウイルス・疫学研究領域

Foot-and-Mouth Disease : Infection and Transmission 

Norihiko MUROGA and Takehisa Y AMAMOTO' 

Viral Disease and Epidemiology Research Division， National Institute of Animal H巴alth，

National Agriculture and Food Research Organization 

Summary 

Foot-and-mouth disease (FMD) is a highly contagious disease of cloven hoofed livestock animals such as cattle and pigs. Since 

the FMD is endemic in many Asian countries， Japan always faces the threat of FMD invasion from nearby countries. Therefor巴，

preventive measures against introduction of FMD agents via animals and animal products imported企omaffected countries should be 

adequately conducted. In addition， when the outbreak occurred， strict control measures such as prompt destruction of animals in the 

affected farms and movement restriction in the surrounding farms should be implemented. Although these control measures should be 

based on the recent scientific knowledge， these knowledge are in many different literatures and finding suitable information in a short 

occasion is always difficult. In this review， we tried to present the resent knowledge found in scientific papers regarding the feature of 

FMD virus， symptoms found in infected animals and various routes of infection. In addition， we discussed current strategies taken in 

Japan and pointed out some issues worth to be consid巴redfor improvement ofthese strategies in fu同re.

1. はじめに

口蹄疫は，口蹄疫ウイルスの感染による急性熱性伝染病

で，伝染力が強く，牛，水牛，豚，羊，山羊などの家畜に

加えて，シカ，イノシシなどの野生動物を含むほとんどの

偶蹄類動物が感染する。清浄国で発生すると，感染動物の

殺処分や発生地域における畜産物の移動制限などが課せら

れるため，経済的な被害は甚大なものとなる。このため，

国際獣疫事務局 (OIE) は，本病を最も重要な家畜の伝染

病として位置付けており， 日本においても最も重要な家畜

伝染病といえる。

日本では， 2000年と 2010年に本病の発生を経験してい

る。 2000年3月に 92年ぶりに発生した際には，宮崎県と

北海道において合計4戸の牛飼養農場で発生が確認され，
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合計 740頭の牛が殺処分された。一方， 2010年4月に宮

崎県で発生した事例については，牛農場と豚農場の両方で

急速に感染が拡大したため， 日本では初めてとなる緊急ワ

クチン接種が行われた。流行が終息した 7月初旬までに，

292戸で発生が確認され，ワクチン接種家畜も含め約四

万頭が殺処分された。

周辺国に目を向ければ， 2010年に日本と同じく発生が

あった韓国では，最終的に殺処分のみでは発生を終息させ

ることができず，全国でワクチン接種を継続することと

なった。また，中国，モンゴル，ロシアでは散発的な発生

が続いており，東南アジアの多くの国でも，本病は常在し

ている状況である。日本は周辺国から地続きでないという

地の利はあるが，人や畜産物の国際的な流通を考えれば，

これらの固から口蹄疫が日本に侵入するリスクは，今後も

相当高いと考えざるを得ないだろう。

日本における口蹄疫の被害を防ぐためには，海外からの

侵入防止対策を徹底するとともに，万が一の発生に備えた

監視と早期通報体制を維持し発生時には適切な防疫措置

を迅速に実施しなければならない。これらの対策について，
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検討や見直しを進め，適当な対策を選択するためには，そ

れぞれの対策に関連する科学的知見に基づくことが必要と

なる。こうした知見は数多くの文献に分散しており，必要

な情報を短時間で探索することには困難が伴うことが多

い。このため，本稿では，口蹄疫ウイルスの性状，感染動

物の特徴，ウイルスの伝播経路などの観点からできるだけ

新しい情報をとりまとめるとともに，現在までに実施され

ている対策をもとに，今後の課題について検討した。

2. 口蹄疫ウイルスの性状

伝染病の診断は最終的には原因となった病原体を特定す

ることにより行われることから，病原体自体の性状は，伝

染病の診断を行う観点から重要である。また，病原体が温

度や熱， pHなどの環境条件にどの程度の抵抗性を持っか

という環境抵抗性に関する情報は，病原体が人や車両，粉

塵などにより間接伝播する可能性の強さや，間接伝播を防

ぐための消毒の有効性などに関連している。

口蹄疫ウイルスは，ピコルナウイルス科アフトウイルス

属の一本鎖(+)悶Aウイルスでエンベロープを有さない。

7つの血清型 (0，A， C， Asia1， SAT1， SAT2および SAT3)が

あり，これらは相互にワクチン効果が得られない。また，

多様な抗原性を示し，同一血清型でも抗原性に差が認めら

れるヘ血清型が多様で変異しやすいことは，有効なワク

チンの選択・入手を困難にしていることに加えて，診断を

行う際にも問題となる。現在利用可能な血清抗体検査法の

うち，比較的安定なウイルスの内部タンパク(非構造タン

パク)に対する抗体を対象とした検査法は基本的にいずれ

の血清型にも用いることができるが，変異しやすい表面抗

原に対する抗体を対象とした検査法は血清型に依存するた

め，検査しようとする抗体の血清型に応じた検査キットを

用いる必要がある。また，遺伝子を検出する PCR法では，

検査材料中のウイルスに対応した検査試薬(プライマーな

ど)を用いなければ反応が得られないため，発生している

ウイルスの遺伝的性状が不明である初発事例では，様々な

プライマーを試す必要がある。こうした特徴は，口蹄疫の

検査を各地の検査室に分散するのではなく，高度な検査技

術を持つ一施設に集約する必要がある理由のーっとなって

いる。また，検査で口蹄疫の感染を否定するためには，遺

伝子検査で陰性を確認するだけでは不十分で、あり， 1週間

程度をかけて細胞を用いたウイルス分離検査でウイルスの

不在を確認する必要がある。

口蹄疫ウイルスの消毒薬への感受性は，主に温度と pH

に対する耐性に依存している。口蹄疫ウイルスは，加熱処

理や酸性，アルカリ性領域では，ウイルス粒子構造が壊れ

て免疫原性と感染性を失う。このため， pH7.0~9.0 の中性

領域や低温条件では安定であるが， pH2.2や4.0では 15秒

以内， pH6.0では 2分， pH7.0では数週間程度で感染性を

失う 2ヘまた，口蹄疫ウイルスは，水酸化ナトリウム (3%)，

炭酸ナトリウム (4%)，クエン酸 (0.2%)，酢酸 (2%)，

次亜塩素酸ナトリウム (3%)，ベルオキシリン酸カリウム/

ナトリウム塩化物 (1%に二酸化塩素で不活化される。し

かし特に有機物存在下では，ヨードホール，第 4級アン

モニウム化合物，フェノールには耐性がある。このため，

口蹄疫が発生した時の消毒薬には，安価で、大量に調達でき

る酸や塩基性の薬剤が推奨され，酢酸やクエン酸あるいは

水酸化ナトリウムや炭酸ナトリウムなどが使用されてい

る3九消毒薬の選択は，その有効性に加えて，薬品の価格

や使用にあたっての安全性，金属などへの腐食性などを考

慮して適切なものを選択する必要がある。また， 2010年

の国内での発生時の防疫対応においては，発生農場で多く

用いられた水酸化カルシウム(消石灰)により皮膚の炎症

が防疫作業者で多く発生したことが分かつていることか

ら58) クエン酸などの侵襲性の低い消毒薬の活用や安全な

使用についての情報を周知することも重要だろう。

加熱処理については， pH7.5の条件で， 61
0

Cでは 30秒間，

55
0

Cでは 2分間， 49
0

Cでは 1時間で感染性を失うが 4
0

C

の低温域では 18週間まで感染性が残っている則。しかし

pHの変動や加熱処理に対する抵抗性はウイルスの型や株

によって異なることが分かっている。例えば， pHの変動

に対しては， C型 (Novil1e) はAやO型のウイルス株に

比較して影響を受けやすい。また，加熱処理に対しては，

AとAsia1型が最も抵抗性を示し，次いで 0とC型，及

びSAT型の順に抵抗性は減弱する。このため，消毒や加

熱処理の有効性を評価する際には，こうした多様性を踏ま

える必要がある。

3. 口蹄疫ウイルスの感染

3.1. 宿主域

口蹄疫の特徴の一つは，感受性のある動物の範囲が非常

に広いことである。口蹄疫ウイルスの感受性動物は，自然

感染，実験感染を合わせて 100種類以上にのぼる。家畜，

野生動物，実験動物など極めて広い宿主域を示し54) その

うち反努動物や豚などの偶蹄類が最も多いヘ

このように感受性動物が多様で、あることに加えて，口蹄

疫の病原性も感染する家畜とウイルスの性状によって異な

る。口蹄疫の動物種による病原性の違いは，主に動物固有

の抵抗性の違いによるが，家畜の中では，一般に牛(乳用

午)が最も感受性が高く，次いで豚，羊，山羊の順となる。

さらに，病原性の違いについては，例えば0型のある株

のウイルスは豚に親和性が高く，感染実験でも牛への病原

性は弱い34)0 2000年に日本で発生した口蹄疫の原因ウイ

ルス (0型)について感染実験を行った結果，豚への病原
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性は確認されたが，牛への病原性は非常に弱く，一部の個

体では抗体も産生されなかった5ヘこの際，実験的に感染

させた和牛から同居豚に伝播することはなかった。また，

このウイルス株は，和牛(黒毛和種)に感染し発熱と口

腔内の軽度なびらん，潰蕩を示したが，乳牛(ホルスタイ

ン種)には明確な臨床症状は示さなかった叫。このように，

病原性の弱いタイプの口蹄疫は臨床症状に基づいた摘発が

困難となるため早期発見が難しく，摘発されたときには既

にまん延を許している可能性がある。また，同一系統のウ

イルスであっても，世界の他の地域では流行期間中に抗原

変異を伴い，様々な動物に感染し典型的な症状を示す場

合がある紛。このように，流行株の宿主特異性が一連の流

行の問変化する場合があるため，防疫対応においても常に

こうした変化に注意を払う必要がある。

3.2. 宿主の反応

口蹄疫の最大の特徴である極めて強い伝播力は，感染動

物から様々な経路で大量のウイルスが排植されることに

よっている。潜伏期及び発病期の感染動物は，誕，口や蹄

に形成される水泡や乳汁に多量のウイルスを含み，糞尿に

もウイルスが排出されるため，口蹄疫発生後にまん延する

際の主要な感染源になる 30)。牛への感染は一般的にエアロ

ゾFルとなったウイルスが経気道感染することによって起こ

る21)。また，子牛の多くは乳汁中のウイルスによって感染

する3ヘ一方，豚は通常，汚染した食品，感染動物との接

触，感染動物がいた施設に搬入されたことによって感染す

る3ヘェアロゾドルによる感染は牛に比べて起こりにくく，

野外の観察例から初感染は経口感染によるとの指摘もあ

る九羊はエアロゾルに対して感受性が高く，感染すると

エアロゾルでウイルスを排挫する。しかしながら，英国の

例では人や車両によるウイルスの機械的伝播による感染が

多かったと報告されている 36)。

感染した家畜における臨床症状もまた，家畜の種類に

よって異なっている。牛は一般的に口腔，舌，鼻腔と蹄，

乳頭などに水癒を形成し発熱，流誕，食欲不振，肢行，

泌乳低下などの症状を示す。これに対して，豚の症状は牛

と同様に鼻鏡，舌と蹄，乳頭などに水癒を形成し披行に

より蹄の病変が最も発見されやすい。舌の病変は牛に比べ

て小さく，舌の後方や先端部にあるため，見つけにくい34)。

子牛や子豚などの幼齢動物は 心筋炎を起こし急死するこ

とがある叩5)。羊は，牛と同様に，蹄と口に病変が形成さ

れるが，その症状は明確でなく， 2001年の英国での発生

例では， 25%の感染羊は症状を示さなかった。また， 20% 

は lカ所の病変しか示さなかった到。

潜伏期間は，牛で 2-14日，豚で2日またはそれ以上で

あり 30) 感染ウイルス量，伝播経路，ウイルス株，宿主の

感受性に依存しており 4) 野外例では幅があって一様では

ない。各家畜はいずれも水癒形成前からウイルスを排出す

るので大きな問題となる。その期間は水癌が出現する前の

1-5日(牛)， 2-10日(豚)である。豚のウイルス排出

量は，ウイルス株によって差はあるが，一般に牛などの反

努獣に比較して大量のウイルスをエアロゾルの状態で呼気

から排出する 1)。一方，最少有効感染量については，豚は

午と比べ多く，豚が感染するには牛より多量のウイルスが

必要であるヘ以上のことから，牛は検出動物，豚は増幅

動物と呼ばれており，豚が本病の伝播やまん延に極めて重

要な役割を果たしていると言える。豚農場における発生が，

感染拡大の重要な要因となることは 2010年の発生時の疫

学調査の結果からも示唆されている仰2)。また，羊や山羊

は臨床症状が不明瞭で、出荷する際にも感染に気付かず病気

を運ぶため，直接的，間接的な感染源となる可能性がある。

実際に， 2001年の英国での口蹄疫発生時には，臨床的に

摘発しにくい羊で発生があったことが，全国的に感染が拡

大する要因であったことが報告されている 28)。日本では，

羊や山羊の飼養頭数は少ないものの，数頭規模で一般家屋

で飼養されている場合が多いため，気付かれずに感染して

いることがないか注意が必要である。

4. 口蹄疫ウイルスの伝播

4.1. 畜産物による伝播

いくつかある口蹄疫の伝播リスク要因の中で，汚染畜産

物は，最も重要なリスク要因の lつである。ウイルスは，

感染家畜の各臓器や器官において増殖するため，感染動物

由来の肉や生乳などの畜産物中には口蹄疫ウイルスが残存

する。特に，汚染された肉や肉製品を含む残飯を飼料とし

ている豚はリスクが高い。実際に，発生国由来の汚染畜産

物やそれらを含む厨芥を非加熱のまま養豚場で、使ったため

に発生した事例として， 2001年の英国， 2000年の南アフ

リカでの発生などがある 16.53)。また， 1967-68年の英国で

発生では，遠く離れた少なくとも 2カ所への伝播は，汚染

された脱脂乳を豚の飼料にしていたことに伴う 2次伝播が

関係していたヘ 600例以上の各国の口蹄疫発生原因を解

析した米国農務省の報告によると，口蹄疫の初発原因は，

汚染畜産物と厨芥が最も多く (66%)，次いで風や野鳥

(22%)，感染家畜の輸入 (6%)，汚染資材と人 (4%)，不

活化不十分なワクチン (3%)及び野生動物 (<1%)となっ

ているヘ主な畜産物における口蹄疫ウイルスの不活化条

件は Ryanら43)がとりまとめている(表)。

4. 1. 1. 肉製品

食肉製品による口蹄疫の伝播リスクは，その製品が由来

する家畜の種類によって異なり，ウイルスの不活化は温度

とpHの組み合わせに依存する。一般にと殺された動物で

は，筋肉中のグリコーゲンがピルビン酸と乳酸に代謝され
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ることによって，筋肉中の pHが低下する43)。筋肉内に含

まれる口蹄疫ウイルスは， pHが 6.2より下がれば不活化

されると言われている。牛の筋肉ではこの傾向が顕著で，

牛の筋肉内 pHは， 2
0

Cではと殺後 3時間で低下しはじめ，

通常 48時間で pH5.5近辺まで低下する。これに対して，

豚肉では乳酸の生成による pHの低下は牛肉ほど明瞭では

なく，個体ごとにばらつきがある。豚の筋肉内 pHは，実

験成績では 37
0
Cでは 7時間以内に pH5.5まで下がるが，

一般的なと畜処理条件では pH6.0以下にはならない場合が

多かった31)。羊の筋肉中の pHはと殺後， 5.5~6.0 まで低

下するため，通常， 4
0
C， 48時間以内に羊の骨格筋中の口

蹄疫ウイルスを不活化するのに十分な条件に達する3叩)。

しかしながら，口蹄疫ウイルスの 01型 Campos株に感染

して 48~96 時間後に，発熱している状態でと殺した羊に

おいては，筋肉中の pHは6.0以下まで下がらず，ウイル

スは肉から検出された29)。山羊の臓器や畜産物中のウイル

スの存在や生存性に関するデ}タはないが，山羊肉中に含

まれる口蹄疫ウイルス量は羊と同程度の量だと考えられて

いる43)。また，筋肉をと殺後直ちに冷凍した場合にも，乳

酸の生成は停止するのでウイルスは不活化されない問。こ

の他，大量のウイルスを含むリンパ節，骨髄，筋肉内の大

きな血管に残存する血餅などは， と殺後も乳酸による pH

の影響を受けないので，ウイルスは長期間感染性を維持す

ることが知られている32)。

ハムやサラミなどの加工製品中におけるウイルスの生存

性は，処理や貯蔵の温度， pH，貯蔵時間，水分活性，湿度，

タンパク質の比率，塩分，それらを含む添加物に依存する。

これらの要因は酵素分解によるピルビン酸と乳酸の生成に

大きく影響しており，口蹄疫ウイルスの不活化の程度を決

定する。このため， 日々変化する製造や流通の過程なども

踏まえ，ウイルスの生存性を考慮していかなければならな

いお)。また，豚や羊の腸はソーセージ用の天然ケーシング

として利用されるが， Wijnkerらは55) ナトリウム塩また

はリン酸塩で処理された天然ケーシングを 20
0
C，30日間

貯蔵することにより，感染動物の腸から作られたケーシン

グに存在する口蹄疫ウイルスが不活化され，同様の処理後，

4
0

C， 3却O日間貯蔵したものは感染性がまだ

を明らかにしている。 McK巴ぽrcheぽrらは4叫0的)製造方法や貯蔵

方法に関する内容(温度， pH，塩分濃度)については明

言していないが，製造後 250日まで，加工された天然ケー

シング中に口蹄疫ウイルスが検出されたと報告している。

日本は口蹄疫の汚染国・地域からの生きた偶蹄類の動物

(牛，豚，山羊，羊，水牛，シカ及びイノシシ)の輸入を

禁止しており，口蹄疫の清浄固からの家畜の輸入に関しで

も， 日本到着時には一定期間隔離して，異状がないことを

確認しているため，生きた家畜により口蹄疫ウイルスが国

内に侵入する可能性は低い。また，口蹄疫発生国から輸入

される偶蹄類の動物由来の畜産物等については，病原体が

死滅するよう加熱等の処理がなされた物以外は輸入が禁じ

られている。しかしながら，畜産物が違法に国内に持ち込

まれる可能性は否定できないことから，引き続き動物検疫

の周知徹底をするとともに，食品残さの飼料利用に際して

加熱を徹底するなどの対策が重要となる。

4. 1. 2. 乳製品

感染家畜の乳には水泡形成の平均 4日前からウイルスが

排出されるため，潜伏期に搾乳した乳は口蹄疫の汚染源に

なり得る。生乳が国際的に流通することはまれであるため，

生乳が海外からの侵入経路になることは少ないと考えられ

るが，発生時の拡大要因としては重要である。 1967~1968

年， 2001年の英国での発生， 1982年のデンマークでの発

生時には，生乳または集乳車が感染を拡大させたと言われ

ている22，28)。このことを踏まえ， 日本の防疫指針では，口

蹄疫の発生時に設定される移動制限区域(発生農場から半

径 10km以内)で集乳する場合の指導事項として，配送時

の消毒の徹底や，複数農場の巡回を避けることに加えて，

生乳運搬車両のタンクの排気口を消毒薬で濡らした布で覆

うことを定めている。この措置は，集乳時にタンクに生乳

が流入することに伴って排気されるタンク内の空気中にウ

イルスが含まれ，これにより感染が拡大することを防ぐた

めの規定であり，こうしたリスクについても十分関係者に

周知する必要がある。

牛乳中の様々なウイルスを不活化するため，現在，乳業

業界では，71fC， 15秒で殺菌する高温短時間殺菌法(HTST

法)50)と135
0

C，1秒で殺菌する超高温加熱処理法 (UHT法)

が実施されている。 Tomasulaらは51) 72~950C ， 18.6~36 

秒で処理した牛乳を筋肉内または皮内投与することにより

感染性を確認しており， HTST法では，午乳中に含まれる

乳脂肪やカゼインタンパクによりウイルスが守られるた

め，ウイルスを完全に不活化できないと述べている。また，

138
0

C， 2~3 秒で処理した牛乳を午に投与したところ， 1 

サンプルで口蹄疫ウイルス陽性， 148
0
C， 2~3 秒で処理し

た場合は全て陰性であった20)。ただしこれらの実験では，

牛への大量投与により臨床症状を確認しウイルスを検出す

る方法を用いており，通常想定される暴露状況とは異なる

ため， UHT法が口蹄疫ウイルスを不活化するのに不十分

であるとは言い切れない。一方，感染家畜からの午乳を介

して口蹄疫ウイルスが伝播するリスクを評価する際，農場

内のバルクタンク， ミルクタンカー，牛乳工場での希釈効

果を考慮すべきである。 Donaldsonは22) 泌乳期にある乳

午の 10%が感染したとすれば，感染性のある牛乳は農場

内のバルクタンクで 10倍希釈，ミルクタンカーで5倍希釈，

その後牛乳工場での混和とろ過で 10倍希釈， HTST法
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(71.5
0
C. 15秒)により 105

.
0
ウイルス量を減少させると推

定している。

牛乳や脱脂乳は粉ミルクの製造時に 80~900C. 30秒加

熱され，感染性は 105.4 ~ 106
.
oID50に低減される。その後の

ローラーまたはスプレー式の乾燥方法により残りのウイル

スは更に不活化されるI口ヘ一方，クリームの場合，口蹄

疫ウイルスは 93
0

C. 16秒で加熱した場合でも生存するこ

とが可能である 15)。これは，クリームは牛乳よりも脂肪球

の濃度が高く，これがウイルスの不活化を妨げると推測さ

れている。ヨーグルトの中の口蹄疫ウイルスの生存性につ

いては，製造工程中の低い pHによりウイルスは不活化さ

れると考えられている 50)。

チーズの中の口蹄疫ウイルスの生存性はチーズそれぞれ

の製造状況に依存する。また，この場合，非加熱の生乳を

原料として製造されるチーズと，加熱乳を原料とするチー

ズがあることに注意する必要がある。生乳から作られる

チェダーチーズでは，熟成 60日目には口蹄疫ウイルスが

検出されたが.120日目には検出されなかった同)。加熱し

た牛乳 (67
0
C. 60秒)から作られるチーズでは，生産直

後はウイルスが検出されたが，熟成 30日目には検出され

なかった叫。殺菌処理された午乳 (72
0

C. 16秒)から作

られるカマンベールチーズでは，熟成 21日目にはウイル

スが検出されたが.35日目には検出されなかった同。なお，

これまでのところ，山羊や羊のチーズ中のウイルスの生存

性に関する報告は知られていない48)。現在， 日本の動物検

疫では，チーズは輸入禁止措置や検査の対象とされていな

いため，チーズについてのこうしたリスクの多様性も踏ま

えて，何らかの対策をとることについても検討するべきか

も知れない。

4.2. 人による伝播

感染動物や汚染物品に接触した人は多量の口蹄疫ウイル

スに晒されるため，髪や皮膚，衣服にウイルスが付着し運

ばれる可能性がある。実際に感染動物と接触した人からサ

ンプルを採取したところ，農場を退出した直後は鼻，喉，

唾液からウイルスを回収されたことが報告されている45)。

また. 1967~1968 年にかけての英国での流行では. 51件

発生したうち 6件は獣医師により伝播したとされ，他の 4

件では獣医師以外の人が伝播に関与していたとされてい

る制。 Sellersらは45) 感染動物に接触した人の鼻腔から口

蹄疫ウイルスが分離できたのは，接触後28時間では 8人

中 l人. 48時間では誰からも分離できなかったと報告し

ており，口蹄疫ウイルスを人の鼻腔で運ぶことができるの

は短時間であると述べている。 Sellerらによれば，豚に接

触した人が，シャワーを浴びた後，午の鼻先に直接くしゃ

みや咳をすることにより感染に成功している46)。したがっ

て，病性鑑定，ワクチン接種，血清サーベイランスなど動

物と接する防疫作業では，防疫作業自体が感染拡大要因と

なるおそれがある。特にこれらの作業には，専門的な知識

や経験が必要とされることから，限られた人がいくつもの

農場に出入りする可能性があり，さらに，感染動物が潜伏

期にあって，口蹄疫の症状が見られない場合，それらの人

によってウイルスが伝播するリスクがある。発生農場で作

業を行った防疫作業員による感染拡大を防止するため，発

生農場では，防護服などはその農場専用のものを着用する

必要がある。また，発生農場に入った人が，退出時にシャ

ワーを浴びることも有効とされている。感染豚に 40分ま

たは 45分間，接触した人がシャワーや着替えを行うこと

により，豚や羊にウイルスが伝播するのを防いだ一方で，

シャワーではなく手洗いのみ行った場合は，ウイルスの伝

播を完全に防ぐことはできなかったι九このため，発生

農場で、作業を行った人に対しては，一定期間，感受性動物

と接触しない措置が執られる。英国環境・食料・農村地域

省は，感染動物，と殺体，その他感染性物質を取り扱う人

は，感染農場に出入り後. 7日間は感受性動物と接触しな

いことを推奨している。また，米国農務省は口蹄疫発生国

から米国に入国後 5日間は感受性動物に接触しないことを

推奨している。日本の防疫指針でも同様の規定が設けられ

ており，防疫作業に従事した日から 7日間は，発生農場以

外の感受性動物に接触しないこととされている。

4.3. 風による伝播

口蹄疫の伝播経路の特徴の lっとして，空気伝播が挙げ

られる。ある一定の気象条件の下，特にウイルスを大量に

排出する豚が感染することにより，農場のウイルス濃度が

高まると塵挨などに含まれたウイルスが遠隔の農場に飛ん

で感染が拡大する。極端な例ではあるが，口蹄疫ウイルス

が陸上では 60km (1967~68 年英国).海上では 250km

(1981年英国)もの距離を風で伝播したとされる事例があ

る。 1967~68 年の英国での発生では，多数の発生が初発

農場の風下に存在していた。その後，フランスからドーパー

海峡を越えて英国に伝播した事例 (1974年.1981年)など

主として欧州で寒冷期に風による伝播が記録されている 1)。

このような口蹄疫ウイルスの風による長距離伝播は，生物

学的，物理学的に感染性が減少されるのを最小限にするあ

る特定の気象条件下でのみ成立する。風による長距離伝播

は，低気温が続き，日照もほとんどなく，霧が立ち込めた

高い湿度条件などが重なって起きている。特に相対湿度が

55%以上に確保され，乱気流や対流による空気の拡散が

最小限に抑えられなければならない1.23.24)。このため，ウ

イルス飛沫は，水面などの滑らかな表面を伝って風で遠く

まで運ばれるとされている。強風の場合や高木，山などの

表面が滑らかでない場合，エアロゾル中に含まれるウイル

スの濃度は下がる。大雨(雨は pH<6.0であることが多い)
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表 口蹄疫ウイルスの生存期間など (Ryanet al.， 2008
43
)より抜粋)

(1)乳製品

未殺菌牛乳

対象物

牛乳 (65
0

C，64分殺菌)

牛乳 (HTST殺菌)

牛乳 (UHT殺菌)

粉ミルク

クリーム (93
0

C，16秒)

ノfター

バターオイル

チェダーチーズ(生乳)

チェダーチーズ(加熱乳， 67
0

C， 60秒)

カマンベールチーズ(殺菌牛乳， 72
0

C， 16秒)

モッツァレラチーズ(殺菌牛乳， 72
0

C， 16秒)

エンメンタールチーズ(生乳)

甘性ホエー

酸性ホエー

ラクトース， a-， s-ラクトアルブミン

HTST殺菌牛乳中のカゼイン

(2)乳製品以外の牛製品

牛肉(冷蔵)

牛肉(と殺後冷凍)

レトルトパウチにて 75
0C，20分間調理した牛挽肉

リンパ節(冷蔵)

リンパ節(冷凍)

血液(冷蔵または冷凍)

骨髄(冷蔵)

骨髄(冷凍)

肝臓(冷蔵)

肝臓(冷凍)

腎臓(冷凍)

第一胃(冷凍)

腸(冷蔵)

子宮(冷蔵)

舌(冷蔵)

頬肉(冷蔵)

皮革(塩漬け 15
0

C，湿度 88%で保存)

皮革(塩漬け， 4
0

Cで保存)

皮革(塩漬け 15
0

C，湿度 90%で保存)

皮革 (20
0

C，湿度 40%で乾燥)

生存期間など

10
44 
MID50/ml 

ウイルス検出(牛への投与)

1 03
.
0 pfu/ml 

ウイルス検出できず

1054
一10

6
.
OID50に感染性減少

10
4
.5 P白Iml

30日でウイルス検出(午への投与)

45日でウイルス検出(牛への投与)

60日でウイルス検出(牛への投与)

ウイルス検出(熟成前，牛への投与)

21日でウイルス検出(牛への投与)

ウイルス検出できず

ウイルス検出(製造中)

ウイルス検出できず(熟成中)

ウイルス検出(牛への投与)

ウイルス検出できず

ウイルスf食出できず

ウイルス検出(牛への投与)

24時間でウイルス検出

11日でウイルス検:出

ウイルス検出できず

4ヶ月で 101.2p白Jg

5.75ヶ月でウイルス検出

6週間でウイルス検出

4ヶ月で 10
3
.
1
pfu/g 

7ヶ月で 101.5p白Jg

24時間でウイルス検出

4ヶ月でウイルス検出

7週間でウイルス検出

5.75ヶ月でウイルス検:出

6日でウイルス検:出

8日でウイルス干食出

33日でウイルス検出

33日でウイルス検出

90日でウイルス検出(牛への投与)

76日で 10
20
p白Jg

352日でウイルス検出(午への投与)

32日で 10
3
.3p白Jg

31日で 10
2
.
2P白Jg

40日でウイルス検出(午への投与)

51 
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表(続き)

(3)豚製品

豚肉(冷蔵)

肺(冷蔵)

肺(冷凍)

胃(冷蔵)

胃(冷凍)

腸管(冷蔵)

腸管(冷凍)

牌臓(冷蔵)

牌臓(冷凍)

肝臓(冷蔵)

肝臓(冷凍)

腎臓(冷蔵)

腎臓(冷凍)

舌(冷蔵)

イJてリアンノ、ム

対象物

イベリアンショルダーハム

イベリアンロイン

セラーノハム

パルマハム

サラミ

塩漬ベーコン

ハム脂肪

ソーセージ

ケーシング(未処理)

ケーシング (30日間の塩漬け後， 20
0

C保管)

リンパ節 (69
0

C加熱)

(4)羊製品

羊肉(冷蔵)

羊肉 (OICampos~朱， pH 低下なし)

羊毛 (5日間野ざらし後)

羊毛 (4"(保管)

羊毛 (18
0

C保管)

羊毛 (37
0

C保管)

(5)野生動物由来の製品

スプリングボック肉

インパラ肉(冷蔵)

(6)繁殖に関連する製品

精液(-50
0

C，増量剤ありまたはなし)

匹(透明体あり)

もウイルス飛沫の感染力を弱める可能性がある。また，口

蹄疫ウイルスはイオン強度と pHが低いと急速に劣化する

ことから，雨が降ると環境の汚染が減る可能性がある 11)。

また，感染動物から排出されたウイルスは，株によりエア

生存期間など

24時間でウイルス干食出

30日でウイルス検出

210日でウイルスキ食出

30日でウイルス検出

210日でウイルス;tJ!:出

30日でウイルス検:出

210日でウイルス者会出

24時間でウイルス検出

210日でウイルスキ食出

24時間でウイルス検出

210日でウイルス検出

24時間でウイルス検出

210日でウイルス検出

10日でウイルス杉t出

168日でウイルス検出できず

112日でウイルス検出できず

42日でウイルス検出できず

182日でウイルス検出できず

112日でウイルスキ食出できず

7日でウイルス検出できず

190日でウイルス検出

183日でウイルス検:出

56日でウイルス検:出

250日までウイルス4食出
ウイルス検出できず

ウイルス検出できず

48時間でウイルス不活化

ウイルス検出

104.3 TCIDso/ g 

72日でウイルス検出できず

12日でウイルス検出できず

68時間でウイルス検出できず

12時間までにウイルス才食出できず

72時間でウイルス検出

320日でウイルス才食出

ウイルス検出できず

ロゾル中に含まれる量に大きな差がある。例えば，英国で

流行した 0型の PanAsia株の場合，気候条件が伝播に最

適であり，多くの感染豚がウイルスを排挫したとしても

20km以上は風で伝播しないと予想されているは口ヘ一方，
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C型の Noville株など他の株の場合は，ウイルス排出量が

多く， 30∞Okmまで風で伝播する可能性が指摘されている4刊7η)

日本における発生でで、は，幸い， こうした長距離を伝播した

と考えられる事例は認められていない。

4.4. 野生動物による伝播

前述の通り，口蹄疫ウイルスに感受性のある動物の種類

は多く，牛，水牛，豚，山羊，羊などの家畜をはじめ多く

の野生動物が知られている。

2001年に英国やオランダで発生した口蹄疫の流行では，

野生動物(特にシカ)が流行の持続で役割を果たしている

可能性が示唆された判。英国では， 1967~68 年の流行を
受け，野生のシカの感染実験が行われた26ユヘ研究では，

シカは感染牛に暴露されると口蹄疫ウイルスに感染し，そ

のシカが別のシカや牛，羊に感染させた可能性が報告され

ている。

感受性のある反努動物が口蹄疫ウイルスに感染した場

合，臨床症状を呈する急性期に続いて，不顕性の持続感染

を起こす場合(キャリア化)があり，持続感染は野生動物

でも起こることから，流行地域の野生動物は感染源として

重要である。中でも，アフリカバッフアローが5年間ウイ

ルスを保有したという報告があり，長期間キャリアとなり，

群としては 24年間以上ウイルスを保有し続けた附。水牛

では報告が少ないが， 1~2 年間ウイルスを保有すると考

えられている 12)。また， FormanとGibbsは26) 英国のシカ

3種(アカシカ，ノロジカ，ダマジカ)がキャリアとなる

可能性を示した。暴露後 14日以上経ったアカシカとノロ

ジカの咽頭部からは口蹄疫ウイルスはほとんど回収されな

かったが，ダマジカは最低 5週間ウイルスを持っており，

暴露から 2カ月後には 12頭のうち 6頭がまだ陽性だった。

2010年の日本における発生では，発生地域とその周辺に

おいてイノシシ，ニホンジカ及びカモシカが検査され，感

染は確認されなかった5九感染が長期化しなければ，野生

動物のキャリア化による影響はほとんどないと考えられる

が，今後の発生においても野生動物の関与については十分

注意する必要がある。

ネズミ類や野鳥は機械的に口蹄疫を伝播させる可能性が

ある。機械的伝播の必要条件は，動物の汚染，ある程度の

距離の移動，感受性動物を感染させられるほどのウイルス

を所有していることであり，口蹄疫ウイルスはネズミの糞

尿と野鳥の糞の中で発見されている。ネズミは，特に発生

農場において，汚染された飼料や水癌が破れ剥がれた上皮

などを摂取する可能性があり，感染拡大に重要な役割を

十旦っていると考えられる I九これらの小動物による感染拡

大のリスクを考慮し， 日本の防疫指針では，発生農場での

殺処分なと守の防疫措置の実施に先立つて，ネズミ，ハエ等

の駆除を実施することが規定されている。

5. おわりに

海外からの様々な侵入要因に対して日本はそれぞれ有効

な対策を講じているが，口蹄疫の侵入リスクをゼロにする

ことは困難だろう。しかしながら，実際に国内で口蹄疫の

発生が起こるためには，十分量のウイルスが感受性動物に

接触し感染が成立する必要がある。こうしたことが起こ

らないよう，ウイルスの侵入から家畜への暴露までの経路

に応じたリスク低減対策が求められる。口蹄疫の発生から

年月が経過すれば，現在実施されている諸対策について，

その実施根拠が忘れられ，次第に形骸化していくおそれが

ある。こうしたことがないよう， 2010年の発生での経験

やその経験から強化された対策に加えて，海外での知見に

ついても情報を共有しておくことが重要と考えられる。本

稿では，主に口蹄疫ウイルスの伝播についてできるだけ総

括的に述べた。本稿が，家畜衛生関係者にとって，口蹄疫

の特徴を再認識する契機となれば幸いで、ある。

本研究は，農林水産省レギュラトリーサイエンス新技術

開発事業(口蹄疫の伝播リスクと防疫措置の評価に関する

疫学的研究)により実施された。
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