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養鶏場のバイオセキュリティ

養鶏場の消毒を再点検する (3)ーもっと確実に， もっと効果的に一

横関正直本

2. 侵入 防 止 ・持ち込み防止

7)ヒナによる持ち込みの防止

ヒナについては，直接消毒に関係しないので，簡

単な説明にとどめるが，病原菌やワイルスの持ち込

み媒体として導入ヒナは重要な要因である。ヒナに

よる持ち込みを防止するには，第一に，種鶏僻卵場

の選定がある。病気のない種鶏解卵場を選定せねば

ならないが，それには，病原菌やウイルスの汚染防

御対策などの安全対策に関する情報を適切に提供

してくれるところでなくてはならない。

以下，サルモネラを例にとって説明する。判断に

は種鶏の検査結果，解卵場設備の検査結果，毎ロッ

トのヒナの検査結果などが必要である。さらに，直

接，現場で衛生管理状態を見ることが望ましい。

導入ヒナには，当然，サルモネラ等の病原菌やウ

イルスは陰性である旨の検査成績書が添付されて

くるが，農場での独自の受け入れ時の検査は必須項

目である。

一般に，食品工場でも仕入れ検査はあまり重要視

されていないようである。過日，世間を騒がせた北

海道の「ミートホープ社」の牛肉コロッケ・牛肉ミ

ンチを仕入れていた大手食品会社や生協は適切な

仕入れ検査をしていなかったために，製品の回収と

お詫び広告をせねばならなかったのである。この場

合，毎ロットの検査でなくても少なくとも年に二，

三回の抜き打ち検査をしておれば，あのような恥ず

かしい様にならなくて済んだのである。

HACCPを導入している食品工場でも，処理加工

工程の重要管理点 (CCp)の加熱や冷凍には注力し

でも，仕入れ検査には力を入れていないところが少

なくないようである。仕入れ検査で病原菌等の持ち

込みを防げば，後の工程の衛生管理が随分楽になる

のであるが一。これは中国産の野菜や食品を輸入し

ている商社においても同じである。添付されている

先方の証明書だけで品質確認をしているのは，この

-食品 ・環境衛生研究所主宰 農学博士(MasanaoY okozekj) 

相手に対しては杜撰というか不用心というしかな

いのではないだろうか。

養鶏場の HACCPでは，前述の種鶏僻卵場の選

定 ・契約と同様に，受け入れ検査も重要管理点

(CCp)とされるべきで筆者のシステムでは CCPと

している。 しかし，これらを CCPとしていないシ

ステムもあるようである。

ヒナの受け入れ検査は，輸送箱の敷き紙の全部か

ら糞便を拭き取り採材して検査する。ポイントは，

水際防衛なので確実を期するために全紙を検査し

なければならないことであるが，全部を l検体とし

て細菌学的検査に供してよい。これを抜き取り検査

にするのは妥当でない。抜き取り検査はあくまで確

率的なもので，いくら検体数を増やしても 100%の

確実性は得られなし、からである。サルモネラ対策で

は，さらに入雛 1週間後および成鶏舎移動時にも糞

便等の検査をする。

8)飼料による持ち込みの防止

飼料からは主として消化器系の感染症の病原菌

の持ち込みがある。肥飼料検査所の報告1)によると

低率ではあるが，サルモネラが検出されていて，配

合飼料より単体の方が多い傾向にある。

対策としては，ヒナの場合と同様に仕入先すなわ

ち飼料メーカー工場の選定が最初に必要で、ある。

サルモネラの場合には，飼料原料のうち動物性蛋

白質原料(肉骨粉など)が主な汚染源とされている

ので，この検査を原料の全ロッ トで、行っているか，

その検査成績，製品の全ロットの検査成績を提供し

てくれるかがポイントである。農場側でも別途検査

をすることが望ましい。

また，工場設備から輸送車あるいはトランスバッ

グに至るまでの衛生管理(洗浄消毒)が適切に行わ

れているかも重要である。さらに，飼料のサノレモネ

ラ汚染除去には有機酸処理と加熱処理が有効とさ

れている。キャンピロパクタ その他の細菌につい

ても同様である。しかし，これらについては，当然

0369-5247/07/干500/1論文/JCLS
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にコス トがかかることも考慮しなければならない。

9)水からの侵入の防止

飲水経由の病原菌やウイルスの侵入もありうる。

上水道を利用しているところでは一応問題はない

と判断できるが，井戸水や表層水(川水)の場合には

要注意である。とくに，畜産団地内や上流に畜産関

係の施設が存在する場合には危険性が高い。

余談だが，飲水によるサルモネラ集団食中毒の報

告がある。長野県の飯田市の近郊で発生した事例を

藤森徹 2)が報告しているが，上水道を媒介として百

数十名が感染発病したものである。もちろん，上水

道は塩素殺菌されていたが，水源は川水であった。

それが大雨で処理能力を越えた原水が浄水場に流

入して，殺菌処理し切れない水が配水されたのが原

因としづ。しかし，では，なぜ，川水にサルモネラ

が混入していたのか，ということについてはこの報

告は全く触れていない。水道水から多数の患者が発

生したことから見ると ，浄水場には膨大な菌量が混

入したはずで，その源が糞便とすれば相当の大量で

あると考えられる。水系にそのような糞便を排出で

きる施設を探すのは困難なことであったのか，ある

いは，公にできなかった理由があったのではなし、か

とも推測されるのである。

河川の水がサルモネラ汚染されている実態はい

くつもあるが，上流の畜産現場(養鶏場 ・養豚場 ・

食鳥処理場 ・GPセンター・屠場等)の廃水を疑って

いる記述もある。大雨による増水に乗じて普段溜め

おいていた汚物や汚水を一挙に流し去る不心得な

企業者もいないではなし、からである。

したがって，河川水や井戸水を利用する農場では，

必ず塩素殺菌を行うこと。さらに，水質の検査を少

なくとも年 2回，配管の末端部及び原水で行う。加

えて大雨の最中の原水についても行うとよい。

10)野生動物・衛生害虫

鳥インフルエンザの発生がある度に野鳥に関心

が集まる。しかし，今年の九州での発生で、はハエが

伝播に関わる疑いがあると発表された。

ハエは多くの病原菌を持っていることが知られ

ている(畑千丈ら 3)図 3一1)。ゴキブリも同じである

(Jones， FT4) 図 3-2)。したがって，ハエ駆除，ゴキ

ブリ駆除は，養鶏場のリスク管理，バイオセキュリ

ティの一端なのである。

伝染病(感染症)に汚染されている養鶏場内のネ

ズミが，その病原菌やウイルスを持っていることは，

当然予想されることである。たとえば，サルモネラ

とネズミの関係は広く知られている。しかも，ネズ

ミは外部から侵入してくることもあると言われる。

ネズミは一説によると， 一夜に 6km以上移動でき

るとも言われている。 ドブネ

ズミは野外に住んで養鶏場に

は餌を食べに来るともいわれ

る。また，鶏舎内のネズミの

数が増えすぎると若いネズミ

が群れを成して他の鶏舎に移

動することもあるそうである。

そうなると ，山中や野原の真

ん中にある養鶏場ならネズミ

が病気を運んでくることはな

いかもしれないが，近隣に養

鶏場などの畜産施設があると

ころや，とくに養鶏団地では，

ネズミが病原菌やウイルスを

持ち込む危険はきわめて大き

いと考えられる。

サルモネラとネズミとは関

係が深く，鶏舎のサルモネラ

汚染がネズミに関係するとの

保
菌
率

%

各キンバエとイエバエの合計

図 3-1 市場のハエの保菌率(畑ら，食品工場の空中菌対策より)
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図 3-2 養鶏場のゴキブリ等のサノレモネラ汚染
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(Jones，F.T.) 
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図 3-3 養鶏場とネズミのサルモネラ汚染

有名な Henzeler5)の研究報告(図 3-3)を基にネズミ

駆除こそがサルモネラ対策だと力説する指導者も

いるほどである。

しかし，サノレモネラに汚染されていない養鶏場で

は，ネズミもサルモネラを持っていないものである。

それでもネズミ対策が重要なのは，一旦，何かの原

因で、サルモネラが鶏舎内に侵入した時には，ネズミ

もすぐにサノレモネラに感染して保菌者となるから

である。鶏はオールアウ トすることができるが，ネ

ズミはアウトできない。とれがサルモネラの清浄化

にとって最も厄介なことなのである。病原菌やウイ

ルスは徹底消毒により排除することができるが，ネ

ズミの駆除はなかなかの難事業である。したがって，

常日頃から，ネズミを駆除しておかねばならないと

H J 小計

(Henzler，D.J.etall 

いうことなのである。

また，ゴキブリやハエ

その他舎内にいるガイマ

イゴミムシダマシ等の昆

虫も閉じである。サノレモ

ネラ汚染鶏舎に住んでい

るこれらの見虫は，ネズ

ミと同様にサルモネラを

持っている。これらが，

あちこち飛び回り，歩き

回ることにより，鶏舎環

境が汚染され，さらに拡

大していくのである。

ハエは，ネズミと同様

にサルモネラを腸内で増

殖して排出するので，さ

らに危険性が高い。ネズ

ミの糞には 1粒当たり 23

万個のサルモネラが入っ

ているとの報告もある。

ネズミは 1日に 100粒の

糞をするので，排出する

サルモネラは 2，300万個

に達するとし、う。

ハエは見た目が汚くて

気持ちが惑いので，駆除

をしなければ・-という養

鶏場もあるが，見た目だ

けではなく，前述の通り，

ハエは多くの病原菌を持っているのである。

ネズミもハエも，できるだけ，専門家に依頼して，

システマチックな対策を実施することが望ましい

(養鶏現場での対策に詳しい業者 ・専門家を選定す

ることが，重要ポイントになる)。

11)鶏舎内の汚染拡大の抑止

病原菌やウイルスに汚染された鶏舎は出荷後の

徹底消毒により汚染を除去するのであるが，それま

での聞の対策として，感染の拡大を防止あるいは抑

制する方法として，微粒子噴霧(散霧)が有効と考え

られる。本来，この方法は，鶏舎内の浮遊塵挨 ・浮

遊細菌を低減し，細菌レベルを一定限度以下に抑制

する手段として， 40年ほど以前から行われてきた。

坂井目的らの報告によるとセミウインドウレス鶏舎
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無噴霧鶏舎噴霧後

採材箇所

噴霧前

ビルコンS500倍液

隔日に動力噴霧機で噴霧

菌数 cfu/25cm'

鶏舎内噴霧の効果(総菌数)

数で 1ml当たり，平均約 80，000個，ウォーターカッ

プでは約 400個，樋式では約 25万個もいたという

(図 3-5)。

この調査において，逆性石鹸(アス トップ)を用い

て飲水消毒を行った場合，どの程度，飲水中の細菌

数を減少させうるか実験をしている。それによると，

図 3-5のように，総菌数 ・大腸菌群とも約1/200

に減少させた。

実験的にマイコプラズマ ・ガリセプチカム症の鶏

を作り，感染の拡大に飲水消毒がどのように役立つ

かを調べた日高 8)の報告がある。それによると，人

為的にマイコプラズマ ・ガリセプチカムに感染させ

た種鳥を鶏舎の給水系の水上に配置して，時間経過

を追って，同居鶏がどのように感染して行くかを抗

体検査している。表 3-1に示すように， 2週目には

水道水 ・飲水消毒両群とも同居の隣接鶏に感染して

いるが，水道水では 5週目に隣接の区にも伝播が及

び，さらにその次の区にも伝播 したが，飲水消毒区

ではその次の列には 9週目までまったく伝播しな

かった。これにより ，飲水消毒で、マイコプラズマ症

の伝播拡大がかなり防げることがわかった。

飲水消毒には，飲水消毒中の病原菌やウイルスを

殺して感染の伝播拡大防ぐだけでなく ，ある種の

図 3-4

の環境では，舎内落下細菌数 ・浮遊塵挨量ともに春

から夏にかけてやや減少し，秋から冬に向けて増加

傾向を示したが，舎内噴霧により大きく減少するこ

とができた。また，このときのヒナの呼吸器粘膜の

組織学的所見でも明らかな相違が認められた。

2日に 1回，複合塩素剤(ビルコン S)500倍液を

噴霧している鶏舎の壁面の細菌数(総菌数)を調べ

た結果は図 3-4のように，噴霧前は噴霧後丸 2日

を経過した細菌数であるが，無噴霧の鶏舎よりは l

桁以上低いレベルで、ある。噴霧後はさらに 2桁以上

減少して，無噴霧鶏舎と 比較すると1/5000の細菌

数 レベルになっている。このような軽い噴霧でも継

続すると相当の効果があるということがわかる。十

分に確実な方法ではないが抑止効果はあると考え

られる。

12)感染防御の手段・-飲水消毒

飲水による病原菌やウイノレスの持ち込みを防ぐ

ために原水の消毒が重要な管理項目となっている

が，舎内に配水された飲水を経由して舎内でも伝染

性疾患とくに呼吸器病の伝播が広く知られている。

ブロイラーでは給水器が共通なので，と くにその危

険性が大きい。鶏の飲水中の菌数を調べた報告 7)に

よると ，ブロイラーではないが，ニップルでは総菌
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考えられる。

もちろんこの場合給水器は飲

水消毒用とワクチン用は別のも

のを用いたので給水器に付着し

た消毒薬の影響ではない。ところ

が，1目前に休止すると(丸々 1日

間の休止期聞があると)抗体は上

昇した。つまり日間の聞に消

毒薬は消失していたのでワクチ

ンのウイルスは生きていたとい

うことである。2目前に休止して

も閉じく抗体は上昇した。次は，

ワクチネーションの後で，し、っか

ら飲水消毒を再開して よいかと

いうことであるが， 1日後から再

関すれば抗体は上昇した。つまり ，

咽喉 ・喉頭に侵入したウイルスは 1日後には感染が

完了していたと いうことである。この実験の ND生

ワクチンを外から侵入する病原菌やウイルスと置

き換えれば，飲水消毒の「うがい効果」として評価す

ることができるのではなし、かと考えられる。つまり ，

少なくとも，飲水消毒を実施中には，外からの病原

菌やウイノレスは体内に侵入できないはずであると

いうことである。

飲水消毒は一部の逆性石鹸と塩素剤など，比較的

毒性が低く，安全性に問題が無い消毒薬を用いるこ

とが多い。しかし，卵や肉等への残留を防止するた

めに，薬事法により厳しい実験によるデータが完備

されている消毒薬のみに許可されているので，逆性

6 

5 

a勾

q
d

内，

ι

細
菌
数

・
対
数
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Ol 臨幽 圏圃圃 」

ニップJレ ウオヲ
ドリンカー カップ

総菌数 大腸菌群数

(エーザイ株)

図 3-5 飲水中の細菌数

「うがい効果」があるのではなし、かとも言われてい

る。これに関して，30年ほど以前だが，ある実験の

成績がある。これは本来，飲水消毒を実施している

とNDの生ワクチンが使えないのではなし、かとの疑

問に答えたものであるが，川|島秀雄 9)の実験結果は

図 3-6に示すように， ヒナに飲水消毒をしていて

ワクチネーションの時にも連続して休まない，当日

は休止 目前に休止，2目前に休止すると，抗体

の上昇がどうなるかを調べたものである。連続して

飲水消毒をしていて生ワクチンを飲水投与しでも

無効なのは当然であるが，当日朝に休止しでも抗体

は上がらなかった。つまり，ワクチンのウイルスは

鶏の咽喉 ・喉頭に付着した消毒薬により殺されたと

表 3ー1 Mg陽性鶏と同居させた非感染鶏の Mg抗体陽性羽数の推移

週齢(感染鶏同居後)

飲水消毒 ケージ 供試羽数 。 2 3 4 5 6 7 8 9 

無処理対照区 1 3 。。3 3 3 3 ム 3 3 3 ι3 

2 3 。。3 3 3 3 3 3 3 3 

3 5 。。。。。1 2 5 5 s 
4 6 。。。。1 5 5 6 6 6 

逆性石鹸3000倍 l 3 。。3 3 .3 3 3 一3 s s 
2 3 。。3 3 3 3 3 3 3 3 

3 5 。。。。。。。。。。
4 6 。。。。。。。。。。

逆性石鹸・アストップ (日高ら)
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逆性石鹸(パコマ)1，000倍液使用

①連続飲水消毒の場合:抗体上昇せず→「うがい効果Jあり

②当日休止の場合 -抗体上昇せず→「うがい効果Jあり

③l目前休止の場合 。抗体上昇 →「うがい効果Jなし

④2目前休止の場合 抗体上昇 →「うがい効果Jなし

⑤1日後再開の場合 :抗体上昇 →「うがし、効果」なし

⑥2日後再開の場合 抗体上昇 →「うがい効果」なし

(東農大川島秀雄)

図 3-6 飲水消毒の「うがい効果」の確認 (ND生ワクチンの抗体上昇)

石鹸ならどの製剤でも利用できるわけではないの

で注意が必要である。また，出荷禁止期聞が設定さ

れているので産卵中の鶏や出荷前一定期間の鶏に

は使用できない。使用前に，必ず，ラベルや能書に

より飲水消毒」の用法 ・用量が明記されている製

品を使用することが必要である。
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