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＜資料＞

山口県における高病原性鳥インフルエンザの発生と防疫措置

小野山一郎・柿原新・中谷英嗣1) • 引田久美子・入部忠• 松延義弘

山口県西部家畜保健衛生所，〒750-0421山口県下関市豊田町大字殿敷 1892

1)山口県北部家畜保健衛生所，〒758-0061山口県萩市椿3621-1

要約

2014年12月，山口県内のブロイラ一種鶏場（約 33千羽飼養）で H5亜型の高病原性鳥インフルエンザが

発生した。と殺対象の種鶏が重く強靭であったことや，年末における発生であったため資材確保に遅延が生

じたこと等から防疫措置が難航したが， 24時間以内にと殺， 72時間以内に死体および汚染物品の処理を終

えることができた。発生後対応としては防疫対応の見直しや防疫資材の確保，野生動物および野鳥対策等に

取り組んだ。

キーワード：高病原性鳥インフルエンザ，発生，山口県，防疫

緒 言

2014年 12月29日，山口県長門市の養鶏農場において

高病原性鳥インフルエンザ (HPAI)が発生した（表 1)。

今回は年末における発生であり，資材確保等に若干の遅延

が生じたが．延べ2.000人以上に及ぶ県，市．関係機関等

からの動員者の協力により（表2). まん延を防止するこ

とができたので．その発生概要と防疫対応．そして発生後

の対応について報告する。

1. 発生経過

発生農場は約 33,000羽を飼養するブロイラ一種鶏場で

あり， 10棟のうち 7棟で飼養していた。農場周辺は林に

囲まれ， 2つのため池が隣接していた（写真 1)。12月29

日午前 9時 4号鶏舎（約 2,200羽飼養）において， 5羽

が死亡しているのを農場職員が認め，さらに 2時間以内に，

新たに 7羽（計 12羽）が死亡したことを確認した。そこ

で管理獣医師が簡易抗原検出キットを用いた検査（簡易検

査）を実施し，陽性 (5/5羽）が確認されたので，家畜保

健衛生所（以下，家保）へ通報があった（通報時点では計

17羽死亡）。午後 2時20分に家保職員が立ち入り，死亡

鶏5羽，生存鶏 5羽（計 10羽）を病性鑑定室に搬入後，

再度簡易検査を実施した結果，死亡鶏では気管で4羽，ク

ロアカで2羽が陽性，生存鶏では 5羽すべて陰性であった。

さらにこれらに対して病性鑑定を実施した。鑑定結果が出

るまでの間，家保及び農林事務所では初動防疫対応を行い，

同時に関係機関（県，市，農協等）を招集して農林事務所

で現地防疫対策本部会議を開催して発生の概要，発生農場

での作業内容，移動・搬出制限区域の設定，消毒ポイント

や集合・ 仮設基地の設置，必要動員者数の確認を行った。

また，集合基地に召集された動員者は，健康状態の確認後，

防護服を着用し，発生農場の隣接地に設置された仮設基地，

消毒ポイント等に移動・待機した。そして翌 30日午前 1

時20分．遺伝子検査で H5亜型の疑似患畜と判定された

ため，以下の防疫措置を開始した。

2. 防疫措置

1)制限区域の設定

長門市は山口県有数のブロイラー鶏生産地域であり,41 

戸で約 103万羽が飼養されている。発生時には，発生農場

を中心とした移動制限区域内に7農場と 1種鶏場が存在し．

約8万羽を飼養しており，搬出制限区域内には 18農場で，

約37万羽を飼養していた（図 2)。簡易検査陽性後，関係

機関に直ちに連絡し，管内全農場（小羽数飼養を含む）に

対し発生概要の説明と異常鶏の有無の確認を行った。

2) と殺および死体の処理

と殺は．大型バケツに鶏を入れ，炭酸ガスを注入する方

法で行った（写真 1)。と殺作業は発生鶏舎から開始し．

近接する鶏舎から遠隔の鶏舎へと順番に実施した。年末で

の発生のため．作業開始時点における資機材の確保が難航

し．作業効率がやや低下した。また．ブロイラ一種鶏が予

想以上に活発で，大きく重量もあった (4.5kg-5.4 kg)た

め，捕獲やと殺場所への移動に苦労した。そこで防鳥ネッ

トを活用して鶏の囲い込みを行い．作業動線を確認しなが

ら効率的な捕獲を行った。さらにガス注入用ホースをバ

ケツの縁から入れるため，注入時にガスが漏れ，死亡時間

が遅延する事案もみられたが．防疫措置開始から 24時間

以内でと殺を完了できた。使用した炭酸ガスの総量は

30kgボンベ 83本であった。

と殺した鶏は．主に 2001ドラム缶等に入れて密閉し，
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表 1. 防疫措置経過

＼ 防疫措置

12/29 12/30 12/31 1/1 

発生日 1日後 2日後 3日後

仮設基地 -疇一 ~. 
農 と殺

閃汚染物品の処理
...,;. • "I—• 農場内消蒋

集合基地

移動制限
農 搬出制限

仇 発生状況確認検雀 女

消浄性確認検査

消蒋ポイント ,, 

表 2. 動貝者数 （延べ人数）

県 市 農協等 計

発生農場 1,097 151 46 1,294 

消毒ポイント 260 115 375 

集合碁地 130 10 140 

検査対応 112 112 

後方支援 33 64 31 128 

計 1,632 340 77 2,049 

写真 1. 発生鶏舎の見取り図

外側を逆性石けん液 (0.2%) で消毒 した（写真 2)。今回

使用したドラム缶は， 一度に多くのと殺鶏を投入でき（約

25羽／缶），作業の効率化を図ることができた。消毒した

ドラム缶は，県内施設において焼却処理を行ったが，施設

への搬送の際には家保職員が同行し，所定の消毒ポイント

を通過するようルート を定めた。

3) 農場内消毒作業

と殺作業を行うと同時に，鶏舎外壁の逆性石けん液

(0.2 %)による消毒および農場内の石灰散布 (30,000kg

/3.2 ha) を行った。 次いで， 上述の密閉• 消毒をしたドラ

ム缶等の搬出が完了した鶏舎から，順次（一部の鶏舎では
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図 1. 制限区域の設定

写真 2. ドラム缶を用いた死体の密閉

と殺と同時実施）鶏舎内の消毒を行った。鶏舎内には，種

鶏場に特有である産卵箱等の構造物が多く存在したため

（図 2)'まず産卵箱を床面から天井ヘワイヤーで巻き上げ，

土台のすのこ等を鶏舎隅へ移動し，鶏糞 ・敷料等を中央に

集めた後，堆積物お よび鶏舎内全面に逆性石けん液 (0.2%) 

による消毒と石灰散布を行い，堆積物をプルーシート で

覆った。以上の消毒作業を含む全ての農場内作業を防疫

措置開始から 72時間以内で完了した。さらに消褥作業は
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表 3. 農場の消毒に用いた 0.2%逆性石けん液量 (1回分）

鶏舎サイズ 鶏舎数 l鶏舎あたり (L) 総使用墓 (L) 表面積 (mり 単位面積あたり (Limり

100m鶏舎

65m鶏舎
4

6

 

2,500 

1,500 
19,000 

5449.2 

2719.2 

0.46 

0.55 

飲水器 餌樋

図 2. 鶏舎内の構造
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図 3. 発酵消毒堆積物の温度変化
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1週間間隔で 1月8日 （発生後 10日）および 1月 15日 （発

生後 17日）の計 3回行った（表 3)。

4) 汚染物品の処理（鶏舎内封じ込め）

農場内の鶏糞・敷料（約 1500mりおよび飼料（約 69,200

kg) は，鶏舎内で発酵処理を行うことで消毒した（鶏舎

内封じ込め）。上述の処理を行った鶏糞等の堆積物を 1か

月間以上静置後， 2月2B (発生後 35日）から 3月 17日

（発生後 78日）にかけて， 5-7日間隔で水分調節および

切り返し作業を 6-9回行い，堆肥温度を測定した。測定

部位は表層から約 50cmの深さの部分で実施した。さらに

4月6日（発生後 98日）に堆肥中のウイルス検査を実施

して，陰性であることを確認した。

5) 消毒ポイントの設置

今回，事前に設定 していた消毒ポイン トを計 13か所設

置した。飼料運搬車両等の畜産関係車両には動力噴霧器を

用いて消毒し，一般車両はマットを用いて消毒を行った。

消毒を行った車両は全車記録（実施日時，消毒実施者氏名，

業者，運転者氏名，車両ナンバー）をとった。マット消毒

では通過時にマットがめくれ上がる事態が散発したので，

注意喚起の看板を設置し，徐行運転を促した。

6) 制限区域内の周辺農場検査

発生当時に移動制限区域内で 100羽以上飼養していた 5

農場お よび 1種鶏場に対し 12月30日 （発生後 1日）に発

生状況確認検査を実施し，全農場の陰性を確認した。さら

に， 1月 12日（発生後 14日）に同農場を対象に清浄性

確認検査を実施し，全検体の陰性結果を受け， 16日 （発

生後 18日）に搬出制限区域を解除し，消毒ポイントも 5

か所に縮小した。そして 23日（発生後 25日）に移動制限

区域を解除し，終息宜言となった。

7) 疫学調査および例外措置の実施

過去 21日間に遡り ，発生農場へ飼料を運搬した車両は，

種鶏場を含めた他農場にも配送を行っていた。従って今回

の発生では運搬車両を介する発生農場との疫学関連農場が

数多く存在 し， 移動制限区域内に 3農場および l種鶏場，

搬出制限区域内に 14農場，区域外（当家保管外を含む）

に11農場の，計 29施設を疫学関連とみなした。それを受

け， 1月5日（発生後 7日）から 13日 （発生後 15日）に

かけて疫学関連農場抗体検査を実施し，陰性であることを

確認した。

なお，今回の発生では制限区域解除に至るまでの期間に

おいて，疫学関連で安全が確認できかつ衛生意識の高い

農場に対 して必要最低限の生産流通を守るため，動物衛生

課との協議の上，以下の 3つの例外措置を実施した。

①移動制限区域外における疫学関連農場の，食烏処理場

への出荷に対し，出荷前日に臨床検査および簡易検査 (5

羽x鶏舎数）を実施して陰性を確認後，出荷を認めた (7

農場 125検体）。② 移動制限区域内における種鶏場から孵

卵場への種卵の移動に対し，発生状況確認検介で全検体の

陰性を確認さらに出荷当日にも臨床検査（全鶏舎）およ

び簡易検査 (1羽X5鶏舎）で陰性を確認して移動を認め

た (1農場45検体）。③ 孵卵場においては，発生蔑場由来

の種卵は全てペール缶に密閉• 消毒後，焼却処理とした。

発生農場以外の種卵については，厳密なロット管理が行わ

れ，発生農場由来卵との交差がないことを確認したものに

限り，ひな移動日に臨床検杏および死ごもり卵を対象とし

た簡易検査 (25検体）を実施し，陰性を確認後， 移動を

認めた (1農場 300検体）。
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写真 3. 鶏舎内の補修（壁の補修とウレタンによるすきま

の補修）

3. 発生後対応

1) 防疫対応の見直し

a. 防疫協議の開催および現地対策本部防疫マニュアル

の新規作成

当家保は下関農林事務所に所属している（下関農林事務

所畜産部と山口県西部家畜保健衛生所を兼任）が，担当す

る防疫エリアは，下関市および長門市の 2市に及ぶ。

HPAI発生時は，現地対策本部を発生地の農林事務所，す

なわち今回の発生では長門農林事務所に設置することが定

められていた。今回，家保と現地対策本部の所在地が離れ

ていたこと，具体的な防疫対応の詳細な資料が家保のみに

あったこと，また現地対策本部員の明確な役割分担が不十

分であったこと等から，防疫作業開始時の命令系統に若干

の混乱が認められた。そこで農林事務所の各部や市，健康

福祉センター等の現地対策本部関係機関を主体に，延べ

82回にわたる防疫協議を開催し，情報共有や連携の強化

を固った。さらにその協議内容を基に．実際の防疫対応に

関する詳細な現地対策本部防疫マニュアルを 2か所の農林

事務所ごとに作成 し，現地対策本部員，関係機関の役割分

担を明確化した。

b. 各農場別の防疫体制整備と防疫演習の実施

今回の発生を受け．実際の現場における防疫作業は，農

場の立地条件や飼養状況等の農場個別の要因に大きく依存

することがわかった。そこで 1万羽以上を飼養する養鶏農

場に対して，鶏舎構造や飼養形態の再確認のための巡回を

実施し. HPAIが発生した際のと殺方法汚染物品の搬出

方法や作業動線，必要資材等の防疫作業計画を農場別に改

定した。さらに管内の消毒ポイントや集合基地および仮設

基地の再選定を行った。防疫作業計画は，文書で関係機関

へ配布するとともに，電子データも本県の電子システムを

活用して， 2ヶ所の農林事務所間で最新情報を共有するこ

ととした。

写真 4. ため池の野鳥対策（テープの設置）

また 2015年 10月から 11月にかけて，各農林事務所や

農協を対象に，現地対策本部防疫マニュアルに基づく

HPAI防疫演習を計4回実施し，現地対策本部における作

業内容の確認や，発生地班を対象とした防護服の着脱， と

殺に用いるガスボンベの使用方法等の実地演習を行った

（写真4)。実施後のアンケート 調査では 92.8%の参加者が

研修内容を「理解できた」と回答した。

2)野生動物および野鳥対策

今回，疫学調査ではウイルスの侵入経路の特定には至ら

なかったが一般的にネズミ 2.3.4)や渡り鳥1.5)がウイルスを

媒介することが知られている。そこで再発防止対策として

管内の全農場に対し，農場周辺における野生動物および野

鳥対策指導を重点的に行った。農場の巡回指導は，発生以

前にも最低年一回は実施していたが，その多くが鶏を飼養

中の期間に巡回しており，防疫的観点から鶏舎に対しては

消毒実施状況や鶏舎外観のチェックに留まっていることが

多かった。そこで今回は，出荷後の空舎時に巡回して鶏舎

内部にまで立入り，飼養者と共に徹底した衛生調査を行っ

た。一部の農場では壁や天井などに破損や隙間が見られ，

ネズミ等の出入口，すなわちウイルスの侵入路となりうる

可能性が認められので，コンパネを利用した壁の補修や，

ウレタンを用いたすきまの補修などを指導した。

さらに鶏舎周辺の野鳥対策に取り組んだ。特に野鳥の飛

来地となりやすい，ため池の対策を重視した。管理者に不

要なため池の水抜き依頼，水面上部へのテープやネットの

設置さらに鶏舎周囲の木々の伐採等を進めることで，野

鳥の飛来を防止した。

考 察

2004年 1月，山口県において国内で 79年ぶりとなる

HPAIが発生した6)。以降本県では HPAIの防疫対応に

関する協議が繰り返し行われてきた。今回は，本県では

10年ぶりの発生となるが過去の発生経験や防疫演習の成
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果もあり，迅速な初動対応を行うことで，まん延を防止す

ることができた。また関係機関の協力もあり，防疫対応に

従事した動貝者は延べ 2,000人以上に及び，発生後 24時

間以内に殺処分， 72時間以内に農場内防疫措置を完了す

ることができ，本県全体における HPAIに対する意識の

高さが伺えた。

しかし，年末における発生のために防疫資材の調達が難

航したことや，種鶏場における発生のため，大きくて活発

な種鶏の取り扱いや複雑な鶏舎構造等に苦慮したこと，さ

らに現地対策本部の役割分担に不明瞭な点があったことな

ど，今後の課題が浮き彫りになった。そこで発生後対応と

して関係機関との防疫協議を基にした防疫作業マニュアル

の改訂，消毒ポイントおよび集合・仮設基地の再選定，防

疫演習の実施等を行った。市別に新たに作成された防疫作

業マニュアルでは，各班が発生時に行う作業を具体的かつ

詳細に記載しており，それらを基に行った防疫演習では大

部分の参加者が作業を「理解できた」と回答した。発生時

の経験のみに頼らず，文書として防疫作業をマニュアル化

し，情報を共有する重要性を実感することができた。

また，再発防止対策として野生動物および野鳥対策等に

取り組んだ。農場巡回では出荷後の空舎時に立ち入り，鶏

舎内部から壁の破損や隙間を確認した。鶏舎内を暗くする

と，差し込む光から進入路が見つけやすくなるため，ネズ

ミ等の野生動物対策として空舎時の巡回が有効であること
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が明らかになった。野鳥対策としてはため池への飛来防止

や，一部の農場で鶏舎周辺の木々の伐採を行った。これら

の効果の検証は今後の課題である。また夏季の暑熱対策と

して日除けとなる木々を残したいと要望する農場も見られ

るため，個々の農場の状況をよく把握して，慎重に衛生指

導を行う必要がある。最後に，今回の HPAI発生により，

発生農場だけでなく，管内の全養鶏農場が飼養衛生管理基

準を改めて見寵す契機となり，結果的に地域全体の衛生管

理意識が向上した。現在，当所では管内のいくつかの農場

に対して農場 HACCP取得への指導を実施しており，さ

らに「安全• 安心」な畜産物の生産体制の構築に努めてい

る。
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Outbreak of Highly Pathogenic Avian Influenza in Yamaguchi Prefecture and Control Measures 
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Summary 

In December 2014, a highly pathogenic avian influenza (HP AI) broke out in a parent stock farm of broiler breeds in Yamaguchi 

Prefecture. At first, it was hard to handle the parent stocks due to their heaviness and activeness. Furthermore, the end-of-year 
holiday season delayed the supply of necessary materials. However, due to the cooperation with relevant organizations, we could cull 

about 33,000 parent stocks within 24 hours and complete the measures (disposal of carcasses and other contaminants) within 72 hours 

based on the Guideline for Control of Specific Domestic Animal Infectious Diseases Concerning Highly Pathogenic Avian Influenza 

and Low Pathogenic Avian Influenza. After the outbreak, we reviewed the system to control HPAI outbreaks and to prevent the 

introduction of wild animals and birds into poultry farms. 
(J. Jpn. Soc. Poult Dis., 53, 35-39, 2017) 
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