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宮崎県における高病原性高インフルエンザの発生と防疫

Outbreak of Highly Pathogenic Avian Influenza 

in Miyazaki Prefecture and Prevention of Epidemics 

後藤俊郎

宮J/I時家畜保{建衛生所，干880-0212宮崎市佐土原町下那珂 3151-1

Toshiro Goto 

Miyazaki Livestock Hygiene Service Center， Miyazaki Prefecture， 

3151-1 Shimonaka， Sadohara， Miyazaki，880-0201 

婆 約

宮崎県内の養鶏場で相次いで 3例の強毒タイプの高病原性鳥インフルエンザ (HPA])が発生した。 3

仔IJとも家畜保健衛生所への通報が迅速であったことや HPAI発生を想定した県の動員体制の機築，防疫

演習の実施等が，発生農場の迅速な防疫措置につながり，他の養鵡場へのまん延を防ぐことができた。

今回の経験から，市IIIJ村をはじめとする関係機関と一体となった妨疫対応の必要性を痛感した。発生

時の妨疫対応について，今後も関係機関との述携をさらに織築していく必袈があるとともに，養鶏農場

への発生防止対策の指導を行っていくことが重要であると考える。

キーワード:高病原性鳥インフルエンザ，発生，宮崎県，防疫

はじめに

2007年 l月，宮J鈎県内の養鶏場で， 3例の高病原性鳥

インフルエンザ(以下， HPAIとする。)が発生した。 3

例とも H5Nl!IJi:主主の A製インフルエンザウイルス(以

下， 日5Nl~IE型とする。)が分離され， 死亡鶏の土削11の

他，発生した養鶏場で程度の差はあるものの肉冠・派j'iffi

の充出[UL. 11替1I民等の典型的な症状が認められた。

発生地

清武IIIJ

日|勾市

新富田I

表1.

鶏 夜 {

種í!'~

肉JiJift;

採卵鶏

発生l足場の防夜十昔前[

!切疫階段方法

殺処分 処分鶏 is ~壁

炭酸ガス 焼 却 発酵消毒

炭酸ガス 埋去[l 組去[l

炭酸ガス 埋去[J 封じ込め

いずれの発生例も，管理獣医師や農場管理者からの通 (1) 清武田I発生事例(以下， 1 例目とする。)

報が早期であったことなどから， HPAI発生による被害 飼養羽数約 12，000羽規模の内用穏鶏場で，発生が認め

を最小限に食い止めることができた。 られた(写真1)。

1ヵ月足らずの短期間に 3{7IJのHPAIが相次いで発生 農場には 3鶏会あり， そのうちの l鶏舎のみに i月8

し，また発生した養鶏場の飼養形態等の違いにより，そ 日頃から死亡鶏の増加が認められた。当初，症状は顔面.

れぞれの発生農場の防疫措置も呉なり，強選タイプの発 IJ副長が主で，次第に肉冠・肉垂の暗赤色化を認めるよう

生例では過去に経験のない防疫対応を行ったので，その になった。 1月 11日には約 500羽が死亡し，管理獣医師

概要を報告する(表1)。 により簡易検査を実施したところ陽性(15/20羽)を確

I. 発生概要 認したため，家畜保健衛生所(以下，家保とする。)へ通

2007年 8月 31日受付 報があった。病性:鍛定l司令の症状としては， I弱冠・肉垂の

鶏病研報 43巻増刊号， 1 ~7 (2007) 重度な充出j鼠，顔面腫脹が顕著であった(写真 2)。
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写真 l

写真 3

発生農場は低床式の開放鶏舎であり，鶏舎への人口は

lヵ所のみで， 踏み込み消毒機および鶏舎毎の専用長靴

が設百まされていた。

野鳥侵入対策は，金総とカーテンのみであるが，ひな

導入から光量調整のため，カーテンを閉めていたことか

ら，野鳥の侵入は無かったものと思われる。しかし，ネ

ズミについては幾場管理者が鶏舎内で目撃したことがあ

り，駆除対策として殺鼠剤を使用していた。

なお，発生があった穣鶏は約 24週齢で，種卵の出荷は

無かった。

(2) 日向市発生事例(以下， 2例目とする。)

tlJ問地に位置する約 54，000羽を銅養する肉用鶏農場

で発生が認められた(写真 3)。

農場には 5鶏舎あるが，発生を認めたのは l鶏舎のみ

であった。発生鶏舎は低床式の開放鶏舎で， 1月22日死

亡鶏が急激に増加したため，家保へ通報があった。

病性鑑定11寺の症状としては，肉冠・肉垂の凝疫の充出

2 

写真 2

写真 4

!阪が認めらた(写真;4)。

発生農場の廊佐|はI1j林で，鶏舎周聞では野生生物の足

跡も認められたが，鶏舎に設置しているカーテンを入雛

以降伺けたことがないことから，野鳥の侵入は~!!~かった

ものと思われる。

発生鶏舎は，高さ約 60cmのネットで中央を仕切り，

オスとメスを区分して飼養していたが，死亡鶏の発生は

r:t央仕切り付近のオスの群で始まり，その発生場所を中

心に，主にオスの群で死亡鶏が増加していった。

なお，発生農場には肉用鶏農場が隣接していたが，発

生農場との距離があまりにも近いこと等から，発生農場

と同一節Ujき管現農場と判断し，同農場の鶏については疑

似患畜として殺処分等の防疫措置を行った。

(3) 新富町発生事例(以下， 3例目とする。)

発生があった地域は，県内でも有数の養鶏地帯で，とく

に採卵鶏農場が数多く存在し，発生があった農場も約

93，000羽を飼養する採卵鶏農場であった(写真 5)。発生
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写真 5 写真 6

鶏舎は-)tが約 100mの長さの高床式の開放鶏舎で， 21(皆 究所に検体を送付した。 1例目は 123j3jすべて， 2例毘は

部分に通路が 28列あり，その両側に 2段式ケージが配置 12 0丹中 103j3j， 3例目は 13羽中 10羽から A裂インフル

され， 150~550 日鈴の 6 ロットの鶏を餓養していた。 エンザウイルスが分離され，動物衛生研究所の検査で，

1月初日に鶏舎の南西の一角 (550日齢のロット)で， 高病原性の H5N1ijl~型と判定された。

23羽が集中して死亡しているのを農場従業員が発見し， 抗体検査は，寒天ゲル内沈降反応を実施し， 1例目は

家保へ通報があった。 100民中 1oFJ陽A問:， 2仔:IJ日は 10羽すべてl陰性， 3例臼も 16

病性鑑定時の症状としては，死亡鶏の肉冠の先端部に 羽すべて陰性であった。

i阪軽度のチアノーゼが認められたほか，その席問にはl膚 (3) 病盟組織検査

11民状態の鶏が存在した(等真 6)0 3例における共通の所見として， 大脳および小1Jì~にお

鶏舎 2階に上がる階段は lヵ所のみ設5まされており， ける巣状壊yE， ，J~í琶および肉垂のうっ 1fIlや血管炎を伴う

発生が認められた場所からは約 100m離れていた。11:¥1[1立壊死が認められた。その他，骨格JiJjのlii!i子様変'1'1:や

発生鶏舎には金網とカーテンが設置されていたが，鶏 lliIiにおける偽好酸球およびマクロフアージの増加がみら

舎内の温度管理のため，カーテンを一部開放することが れた。これらの病変形成は， 1 f91J EIで極めて重度に認め

あり，また金網等も一部破損していたことから，野鳥や られ， 2例目で中等度， 3例目では経!支であった。

ll!f生生物の侵入はあったものと忍われる。 3. 発生農場の防疫措置

2. 病性鑑定 (1) 殺処分

(1)肉11長および部検所見 殺処分作業前に，作業従事者に対するウイルス感染の

l 例Bでは顔面が)由民するとともに， 内冠および肉議 リスクを経滅するため，鶏舎内に逆性石けん数布による

は11音赤色を呈して臆践し，下顎皮下に重・皮の水路が認め 消毒を実施した。

られた。また， f国体により胸部および大腿部の筋肉や腹 殺処分のための捕鳥は， 1， 2例目は玉子飼いであったた

佐内の臓器に点状出版が認められた。 め，コンパネ等を利用し，鶏を追い込んで捕まえ， 3例目

2 1:抑mでは，個体により肉冠および肉~が暗赤色を笠す はケージから直接鶏を取り出し，それぞれ 90Lのポリパ

るものがあった他，肺の充うっ血が会体に認められた。 ケツに入れて，炭酸ガス注入による殺処分を実施した。

3例目は肉!民的にほとんど著変は認められず，一部の 殺処分作業は， 45分または 1時間関縞の 2交代制で

鶏の肉冠の先端部が精紫色を呈していた。 行った。 1例目は 20名 X3班 X2交代， 2例目は 8名X6

(2) ウイルス検査および血清抗体検査 班X2交代前Ij， 3例目は 18名X6漉X2交代制の体制で行

ウイルス分離は気管スワブおよびクロアカスワブを発 い， 1例肢は 1日間， 2例目は 4日間(疑似患畜農場分を

予言論鶏卵尿!漠校内に接種し，胎予の死亡を確認後，速やか 含む)， 3例目は 2日間で1すべての鶏の殺処分を終了した。

に尿)J英!箆液を邸収した。赤血球凝集 (HA)性を示したも (2) 殺処分鶏および汚染物品の処理

のについては，ニューカッスル病ウイルスを否定し，イ 1171目は殺処分鶏を密閉容器に詰め， 発生農場から約

ンフルエンザ簡易キットで A型を確認後，動物衛生研 20km離れた一般焼却場で焼却処理を行った。一般焼却

3 -
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場で事前に焼却試験を実施したところ， 1 時間に密閉容 目は 3ヵ所 2例目は 2ヵ所 3例呂は 4ヵ所設置した。

器 40倒(10羽/1国)を焼却するのが限度と分かったた 車両消毒は HPAI発生の公表から移動制限解除まで 24

め，殺処分鶏をすべて焼却lし終わるのに約 30時間を必 時間体制で実施した。遂営は各農林振興局が担当し，県，

要とした。 市町村および音産関係団体職員等が動員され，原則とし

2例院は農場から約 500m離れた私有地に埋却処理し て l班 6名 6JI寺間交代で車両消毒作業を行った。

fこ。殺処分鶏および錫料等の汚染物品は農場内でフレコ 延動員者数は 3，576名で，また消毒を行った延車両数

ンバックに詰め，隣接した疑似患畜農場分と合わせ埋却 は29，749台であった。とくに 3例目では， 24，798台と他

を行った。埋却潜の大きさは 23mX30mX6mであった。 の発生地と比較し，極めて多かった。これは，恭幹道路

3仔U院は農場から約 200m離れた紡衛省所管の土地に が移動制限区域にかかったため，特例措設として食烏処

埋却処理した。埋去rJ潜の大きさは 27m X46mX6mで， 現場出荷のための生鳥遂搬主主等の通り抜けが許可された

殺処分鶏および鶏卵，飼料等の汚染物品を埋去11したが， ことが要因である。

鶏糞については一部しか埋却しなかったため，実際に使 (2) 清浄性確認検交

用した埋去IJ潜は約1/3程度であった。 半径 10kmの移動制限区域には，オールアウト中の農

(3) 鶏糞の処理 場を徐くと， 1iYUE!11農場， 2例目 11農場， 3例目 77農

l伊iJEIは鶏舎内での発隣消議により処理した。 1鶏会 場が存症し，これらの農場と愛玩鳥飼養者 10戸につい

当たり 2から 3ヵ月rrに鶏糞を集積させ，発喜子:潟度確認の て2匝の清j判定確認検査を実施した。

ための自記j温度計を設置した。当初，水分不足等により l回目の清浄性確認検査は 1，2例 lヨについては

発酵温度がト分上がらなかったため，鶏糞切り返し時に IHPAI に関する特定家省伝染病防疫指針jに基づき，発

水分を何i給した。その後，発醇温度が 60
0

C以上になるの 生農場の防疫措置を終了した翌日から実施したが， 3例

を確認するとともに，発酵消毒開始 1ヵ月後に鶏糞のウ 自については，家きん疾病小委員会(1月 31日開催)で

イルス分離検査を実施し陰性を確認した上で，発酵消毒 の議論を踏まえ，国と協議した結果，発生祭場の防疫措

終了とした。 ffitと同時に実施した。

2， 3 iYIJ日は，鶏糞をフレコンパックに詰め，埋去p処理 検査は， 1日1戸を 2名体制(家主皆防疫員・案内人)で

を行った。しかし， 3例目については，鶏糞の量が想定外 行った。県内の家畜i坊疫員の多くが，発生農場の|狩疫措

に大量であったことや，一部スラリー化していたこと等 置等に従事していたため，全国の家畜保健やTtr~Èミ所等へ家

より，大半の鶏糞は鶏舎内に残して鶏糞上に石灰散布を 蕊防疫員の派遣を依頼し，検査を実施した。

行い，いわゆる「鶏舎内封じ込めJにより処理した。ま 2聞の清浄性磁認検査の結果はすべて陰性であったこ

た，鶏糞が鶏舎内に残存していることから，鶏舎外側全 とから， 1例目は 2月 7日， 2例目は 2月 21日， 3例目は

而を防鳥ネット等で緩い，鶏舎内へ野鳥，野生生物等が 3月 113をもって移動指IJ限は解除された(図1)。

出入りできないよう措援した。 5. 対策本部

(4) 1f~会および}足場消毒 HPAI発生と同時に燥，現地， 1'11'町村対策本部を設置

鶏舎ii!i手!?は 1，2例目は主に石灰乳の塗布を行った。な した。

お， liJUEIは穏鶏場であったため，巣箱等の器材が鶏舎 県ー対策本音I~は，知事を本部長に関係 10 部局の長で構

内にあり，これらの器材の取り外しゃ消毒作業に予怨、外 成し， I坊疫錯誼の対応に当たった。 県民，マスコミ等か

のH寺聞を要した。 3例目は鶏会話1干1lfhミ約 10，000m'もあっ らの!日，]L、合わせについて窓口を設置して対応するととも

たため，肥料散布機を手I]Fねして，石灰散布を行った。石 に，発生農場の防疫措置のための動員者の確保，重機等

灰散布作業I誌には，展着性をよくするため，鶏舎内の天 の大型資材の確保，県域関係団体との調整等を行ったo

1¥:を"¥"心に逆性:fiけん噴霧による治主義を行った。 発~U足場への殺処分等の動員者内訳は表 2 のとおり

鶏舎外壁は主に逆性石けんi噴霧による消毒を行い，践 で，県職員を中心に防疫情置を行った。これは，平成 16

場敷地には石灰散布による消毒を行った。なお，鶏舎外 年 1月のLLJ口県での HPAI発生を受け，事前に 4万羽規

壁および農場敷地の消毒は，発生農場の防疫措置終了 模の養鶏場での発生を想定し，県職員 315名分の動員者

後， 1週間間続で実施した。 リストを作成していたことから， 1例目では，このリスト

4. 移動制限期間内の各対応 に基づき防疫従事者の動員を行った。また，動員予定者

(1 

4 
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表 3. 使用した烹な防疫資材数量

防疫資材名 清武町日向市新富町

妨疫服・ゴーグル 1，700 6，000 9，000 

長靴 200 300 500 

炭酸ガスボンベ (30kg) 35 155 101 

台車・ポリバケツ 15 66 65 

動力噴霧器 10 18 18 

給水タンク (200L) 10 18 22 

消石灰 (20kg) 600 1 ， 200 3，200 

フレコンノ〈ック

ブルーシート(lOmX10m)

o 1，216 
o 45 

1，279 

34 

現地対策本部は，総務企繭班，病性鑑定班，発生現地

班，疫学調査班，清浄性確認班，移動制限斑等を設置し，

各防疫対応を実施した(図 2)。重機等の大型資材を除く

防疫資材の確保も現地対策本音11が行った。実際に発生農

場で使用した主な防疫資材は表3のとおりである O 殺処

分等の妨疫措援のため使用した妨疫級，ゴーグル等の防

疫資料は，長靴を除き，原則として農場を退場する際，

すべて廃棄処分とした。

発生市町にはrl1!HJ対策本部を設置し，現地対策本部等

と連携をとり，防疫対応を行った。また，県対策本音11と

の連絡調整のため，県から市IHJ対策本部へ職員を l名派

遣した。市IHJー対策本部の役割として，特に埋去Il場所等の

縫保，農場周辺道路の通行制限，殺処分等の防疫措置に

係る現場テント等の設置場所の縫保，消毒用水の磯保

等， HPAIの通報から確定するまでの問の対応が重要で

あった。

6. 公衆衛生前からの HPAI対応

HPAIの人への感染防LI二のため， 衛生部局との連携は

重姿であった。衛生部局で、は， I宮崎県高ー病原性鳥インフ

ルエンザ対応指金I'Jおよび「厚生労働省通知Jに基づき，

県内の養鶏農場で HPAIの発生があった場合の対応が

定められていた。具体的には，発生農場の従業員等の俄

康診査，発生農場で防疫措置にあたる防疫従事者の作業

前後の健康診査および防疫服着脱時の指導等である。

HPAI疑い事例発生の時点で衛生部局にはその旨を報

告し，確定前から健康診変場所および健康診主主等の作業

手JI頂について協議した。

世界的に HPAIの烏から人への感染報告があること

から，新型インフルエンザ対策は国際的にも最も葉要な

ものとされており，衛生部局との連携は日頃から図って

おくべき事項である。

ま と め

平成 16年 1月の山口県での発生を受け，県では

HPAI発生を想定した県!被員 315名の動員体制を整備

し，平成 18年 10月には，この動員予定者への殺処分等

の防疫演習を実施した。また，各家保ではi坊疫資材の備

蓄を進めるとともに，毎年，県J或団体等関係者を招集し

た防疫会議や各家保での防疫i良司習を実施する等，万一に

備えた体制を構築していた。これらのことが，突然発生

した HPAIに対して，迅速な対応を可能にしたものと考

える。

しかし， HPAI発生に伴う防疫措置については，県だ

けで対応することは到底不可能であり，通常から市町

村， flAJ係団体等との述携をとっておくことが重要であ

る。今回発生した 3例の事例についても，県と;連携をと

りながら行った発生市11汀の極々の対応が，迅速な発生農

場の防疫措置につながったと言える。

今後は， HAPI発生時の詳細なrlJlHJ村の役割について

を事前に市町村と協議しておく必要があると思う O

今夏，県て‘は:県内すべての 1，000oJSJ以上飼養している

養鶏場の立入調査を行い，鶏舎構造や釘j養色::f1Jlに不備が

1W;いかlil1i認したところである。野鳥やネズミ等の里子生生

物が養鶏場での HPAI発生に関与している可能性が高

いといわれるなか，少しでもリスクを低減させる方策を

農場毎に着実に実施することが肝要である。
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Outbreak of Highly Pathogenic A vian Influenza 

in Miyazaki Prefecture and Prevention of Epidemics 

Toshiro Goto 

Miyazaki Livestock Hygiene Service Center， Miyazaki Prefecture， 

3151-1 Shimonaka， Sadohara， Miyazaki， 880-0201 

Summary 

第 43巻 2007 年

Three cases of highly pathogenic avian influenza (HP AI) occurred at poultry farms in 

Miyazaki Pr巴fecture. Spread to other poultry farms was successfully prev巴nt巴dbecause all three 

cases were reported promptly to the Animal Higiene Service Center. In addition， establishment 

of a mobilization system by the prefectural government in anticipation of the occurrence of HP AI 

and implementation of epidemic-preventing practices enabled taking prompt epidemic 

prevention measures 

Through our experience gained this time， we strongly felt th巴nec巴ssityof taking epidemic 

pr‘eventing measures in close cooperation with related groups including municipalities， towns， 

and villages. We must develop even closer cooperation with related organization for preventing 

巴pidemicsaft巴rth巴 occurrenceof avian influenza. It is also important to instruct chicken 

bre巴dingfarm巴rsabout epidemic-preventing measures. 

(J. Jpn. Soc. Poult. Dis.， 43 (Suppl)， 1-7， 2007) 

Key words : highly pathogenic avian influenza， occurrence， Miyazaki Pr巴fecture，preven tion of 

epidemics 
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