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ブロイラーの禁止廃棄率改善のための状況分析および対策 (4)

横関正直*

ill. 禁止廃棄率改善の対策

6. 感染症対策

ブロイラーの禁止廃棄の原因としては，統計上，

「炎症」が最大で「削痩及び発育不良」が続くが，

これらの底辺としては，前述したが感染症あるいは

感染症に伴う原因がある可能性が考えられる(図皿

1 (前号)参照)。 したがって，感染症対策はブロ

イラーの禁止廃棄率の改善において，大きな役割を

期待されている。

その病原微生物としては，多様な種類があるが，

外来の病原微生物もあれば鶏舎内に常在化してい

るものもある。その対策としては，古くから唱えら

れている「感染症対策の三本柱」に従う必要がある。

これは，すなわち，

①感染源対策..病原菌やウイルスに感染した個体

に対する対策である。淘汰や隔離治療がある。

②感染経路対策-病原菌やウイルスが伝播してい

く経路を遮断する対策である。消毒がこれにあた

る。

③感受性者対策一未感染の個体に対する対策であ

る。感受性者の体力 ・免疫力を強化すること。ワ

クチネーション ・生菌製剤 ・ビタミンなど。

対策を効果的に実施するには，これらの三本柱を

総合的に実施しなければならない。たとえば，環境

の清浄化が絶対に必要な状況下で，ワクチネーショ

ンにのみ頼っても満足できる効果は挙げられない

ということである叫7)。

1)ワクチンプログラム

地域により，またインテによりプログラムは同ー

ではない。さらに，農場ごとに疾病の発生状況など

も異なる。ある現場の一例であるが，種鶏にマイコ

プラズマ ・ガリセプチカム Mg生ワクチンを採用し

てから，コマーシャルの Mg，Msの陽性率は出荷時

で0%となった。マイコプラズマ症のコン トロール

が大腸菌症の低減に大きく関与したという手ごた
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えがある。コマーシャルヒナにマイコプラズマ感染

が起きないよう，種鶏に Mg，Ms生ワクチンを点眼

することが有効とのことである*20)

ワクチンプログラムについては次のような見解

も示されている。すなわち，ワクチネーションは地

域に応じたプログラムを組むべきである，血清デー

タと農場主の菓告おおび艶死パターンから個々の

農場にマッチしたものにすべきである，基本的には

ND， IB (M 型)IBD (ヒナ用，弱毒)で状況に応

じて IB人型ワクチンや IBD(種鶏用，中間毒)が用

いられる。中でも養鶏場が密集している南九州では

NDに対する対策は必要で安易にスプレーをはずす

べきではない。IBDワクチンについても中間毒ワク

チンを2週齢頃に使用した方がよい結果を得ている時)。

2)予防薬

育成前期に限られるが，予防的に抗生物質 ・抗菌

剤を投与して，大腸菌症の対策とするなど。ヒナを

外部から導入しているインテでは入雛後3日間のア

ンキシン等の投与で「クリーニング」を行っている

ところもある *20)。

3)治療薬

各種疾病に対する効果のある薬剤を用いること

が肝要であるが休薬期間との兼ね合いをきちんと

遵守する必要がある。

4)生菌製剤など

サルモネラ対策に用いられる腸内菌叢製剤もあ

るが，納豆菌製剤とか乳酸菌製剤など，各種の生菌

製剤が市販されている。生菌製剤の主効用は腸内菌

叢を正常化することにより ，腸内感染症を予防する

ものである。これがひいては腸管内の免疫機構の強

化につながることにより，全身の抵抗力の増強をも

たらすことも期待されているが，コスト面も考慮し

てスポット投与されることが多いようである叫0)。

(5)消毒

感染症対策において，消毒の役割は非常に重要でE

あるので[N]において詳しく述べる。

0369-5247/08/平500/1論文/JCLS
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町 ブロイラ ー 農場の消毒

1.病原菌やウイルスの侵入防止

(バイオ セ キ ュ リティ )の消毒

ブロイラーの禁止廃棄率に関係する疾病の多く

は，底辺において何らかの病原菌やウイルスに関連

していることは前述した。これらの病原微生物は本

来は養鶏場には存在しなかったものである。つまり，

それらの病原微生物は外部から養鶏場内に侵入し

てきたものである(表N-l-l)。

その結果として，疾病が発生したり，禁止廃棄率

が高くなったりするのである。したがって，養鶏場

としてはこれらの病原微生物を舎内から排除する

ことと，新たな侵入を阻止することが必要になる。

このための対策を「バイオセキュリティ」と呼ぶ。

バイオセキュリティには移動制限 ・隔離 ・ワクチン

などの手段もあるが，侵入してくる病原菌やウイル

スを殺滅して阻止し，あるいは定着してしまった病

原菌やウイルスを排除する手段は消毒しかない。し

たがって，バイオセキュリティの基本はし、かに効果

的な消毒(実際現場では効果的だけでなく，効率的

に実施できることが必要だが)を実施するかにか

かっている。

しかし，実際の養鶏現場では，本当に効果的かっ

効率的な消毒が実施できているだろうか。経営者，

管理者，作業者は，それぞれ効果的に実施 している

と思っているかも知れないが，実際はどうだろうか。

筆者が，多くの養鶏場を見てきた経験から言うと ，

完壁に近いところは，極めて少なかったのである。

点数をつけるとすると，学校の試験では 60点以上

が合格だが，養鶏場のバイオセキュリティの消毒は

60点では意味がない。 しないのと同じである。80

点でも満足できない。90点以上は取らないとだめで

ある。満点は実現できないとしてもJできたら 99

点は取りたいものである。そのくらいのつもりで，

現場の消毒システムを構築する必要があるのであ

る。そういうつもりで，自分の養鶏場の現場での消

毒を再点検してもらうのが，筆者の狙いなのである。

1)どのようにして侵入してくるのか

まず，養鶏場のバイオセキュリティの相手とはど

んなものか。表N-l-lのように分類することがで

きる。

では，それらの病原菌やウイルスはどのようにし

て侵入してくるのか。ウイルスや細菌が単独で養鶏

場に飛行して侵入することはほとんどないと 言っ

てもよい。口蹄疫のウイルスが飛んできたとか，鳥

インフルエンザのウイルスが中国から黄砂に乗っ

て飛来して侵入することもないとは言えないそう

だが，これは非常に稀なことである。病原菌やワイ

ルスは必ず何かに付着して侵入するのである。その

{可かとはイ可か。

(1)病原菌やウイルスを運 ぶ もの

①ヒト

②車両

③器材(食鳥かご)

④導入ヒナ

⑤飼料

⑥水

⑦外来生物など

これらの諸項目について簡単に説明する。

2)ヒトによる持ち込みの防止一 1

踏み込み消毒槽

ヒトには養鶏場内部の者すなわち従業員と外来

者がいる。ヒトが意図的に，積極的に病原菌やウイ

ルスを持ち込むことはないだろうが，知らず知らず

に無意識に持ち込むことはしばしばあると考える

べきである。では，どのような手段で持ち込むのか。

その第ーは履物である。たとえば，他の養鶏場とか

養鶏施設を訪問した者の靴底には，その養鶏場の土

が付着している。もし，その養鶏場がなにかの伝染

病の病原菌やワイルスに汚染されていたら，その土

表N-l-l バイオセキュリティの相手

相手の分類 特徴 対策

①外から来る相手 外から侵入してくる伝染病(感染症)の病原菌やウイルス 種々の侵入阻止対策

②外から来て定着した相手
外から侵入した外来者だがすでに環境になじんでいる病原 消毒により環境から完全排除司清浄化
菌やウイルスで直接に伝染病や感染症を引き起こす 拡散防止

③舎内にしも相手 環境に常在する細菌，病原性がなしものや弱し、もの(し、わ 消毒により菌数のレベルを下げる，ゼロにならな
(環境細菌) ゆる雑菌)だが菌数が増加すると種々の病気の遠因となる くてもよい
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には病原菌やウイルスが混入しているかもしれな

い。それが持ち込まれるのである。

養鶏場に来る外来者には，飼料トラック ・ヒナ輸

送車 ・出荷車の運転手，機械の修理業者，農協の指

導員，獣医師，家畜保健衛生所の職員，餌や薬の営

業マン，等々多岐にわたる。これらの外来者は当然

に他の養鶏場をも訪問しているから，もし，その中

に汚染養鶏場があれば病原菌やウイノレスをどこか

に付着させているかもしれないのである。

余談だが，外来者の履物による病原菌やウイノレス

の持ち込み防止を考えているのは，なにも養鶏場や

畜産施設だけではない。近来，病院の院内感染が問

題になっているが，大病院ほど院内感染の発生が多

く，開業医ではほとんどないことの理由が，履物だ

と言われている。病院は一般に外履きのまま院内に

入るが，開業医院では大抵スリッパに履き替える。

これが開業医に外から病原菌を持ち込まない理由

であると言う のである。もっとも，小規模な開業医

では手術も少ないし，患者数も少ないので， 一概に

履物が原因とは言えないと思うが，そのような意見

があるのは事実である。現に，病院でも外来棟は別

として，病棟は舎内履に履き替えさせているところ

が多くなっている。

履物による持ち込みを防止するのが踏み込み消

毒槽である(と信じられている)。今日 ，養鶏場を

はじめ畜産施設でそれが適切に管理されているか

どうかは別にして，場門あるいは玄関に踏み込み消

毒槽がないところはほとんどあるまい。もちろん，

鶏舎の入り口にもあるはずである。

複合塩素系B区

逆性石鹸A区

水処理区

無処理l対照区

その多さは，伝染病の防疫に関しての知識レベノレ

と熱意を表すのが踏み込み消毒槽であると 言える

ほどである。それほどに踏み込み消毒槽は防疫の立

役者として期待されているのである。しかし， その

踏み込み消毒槽が期待通りに役割を果たしている

のだろうか。

(1)踏み込み消毒糟は本当に機能

しているか

まず，侵入防止策として，どこの養鶏場でも設置

しているのが踏み込み消毒槽である。

外来者の靴を消毒するために入り口とか事務所

の玄関とかに設置しである。これが本当に役に立っ

ているのか。本当に病原菌やウイルスの持ち込みを

防止しているのか。それを確認してみた。実験の結

果を図N-l-lに示す。この実験は，逆性石鹸およ

び塩素系の，それぞれ 500倍液に，鶏糞はもちろん

肉眼的には泥も付いていない普通の靴(非作業靴)

を3秒間漬し，直後に底面を拭き取って細菌検査し

たものである。3秒間という時間は普通に，玄関の

踏み込み消毒槽に入っている時間であろう。

結果は，逆性石鹸も塩素系も，まったく除菌率は

ゼロで，ただの水に漬した場合と同じで、あった。つ

まり効果がなかったのである。図では，水区を含め

て3処理区とも無処理の対照区よりも菌数が増えて

いるが，これは水で濡れたことにより，拭き取り採

材の効率がよくなって多くの細菌が拭き取れたた

めである。いずれにしても効果がなかったことは確

かである。このような踏み込み消毒槽を設置して，

それでバイオセキュリティが完備されていると信

|除菌率0%

|除菌率0%

|雪10%

。 2 345  

残存菌数・対数値

各薬剤とも500倍液， 3秒間浸漬

6 7 

(横関)
5X5cm拭き取り

図IV-lー l 外来者用踏み込み消毒槽の効果
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じていると大変なことになる。

誤解のないように付言しておくが，踏み込み消毒

槽の効果がなかったということは，踏み込み槽の消

毒液の殺菌力がなかったということではない。供試

した消毒薬が弱かったためでもない。消毒液自体に

殺菌力があっても靴の付着細菌は除菌できていな

かったのである。この実験では調製直後の消毒液を

使用しているから，当然に殺菌力はある。踏み込ん

だ後の消毒液を調べても細菌はいないだろう。しか

し，靴に付着した細菌は殺せなかったのである。後

の回でも述べるが，消毒薬の効力(殺ウイルス ・殺

菌力)と消毒の効果とは同じことではない。関連あ

るいは相関性はあるのだが同じではないのである。

筆者は，先年，ブロイラー養鶏場の鶏舎作業員の

履物の踏み込み消毒槽での除菌効果について実験

を行い，その効果が極めて低いことを報告した(図

W一1-2) 凶)。 しかし，それは，鶏糞や泥が大量

に付着しているゴム長靴であった。鶏糞や泥は消毒

薬の殺菌力を阻害するので，それらが付着していな

い普通の靴ならどうなのか，それを知るために図IV

-1一lの実験をしたのである。図IV-1-1と図IV

-1-2の実験を比較して，鶏糞や泥が付着している

ゴム長靴の方が除菌率が高い結果になっているの

は不審に思われるであろうが，それは，図IV-1-2

の方が浸漬時聞が 30秒と 10倍も長く，消毒液の濃

度も 100倍液と 5倍も濃厚なためである。

一般に，消毒薬の効力(殺ウイルス ・殺菌力)は，

消毒液濃度が濃いほど，作用時聞が長いほど，液温

度が高いほど，強くなるのである。ついでに付言す

ると ，pHも効力に影響するが，これは消毒薬の性

質により異なる反応を示す。逆性石鹸は pHがアル

オノレソ・夜間

オノレソ・ブラシ

オノレソ・30秒

逆性石鹸・夜間

逆性石鹸・ブラシ

逆性石鹸・30秒

カリ 側で効力が強くなり ，塩素系やヨード剤は酸性

側で強くなるのである。

この点からすると，踏み込み消毒槽は消毒薬に

とって極めて条件が厳 しい使用法であると言える。

本来，消毒薬の試験管内殺菌力は石炭酸係数法とい

う公定法では200C，10分間で菌を死滅させる濃度を

求めて(石炭酸と比較して)表示している。たとえ

ば，逆性石鹸の一種「アストップ」では，サルモネ

ラ ・チフィムリウムに対 して最大有効希釈倍率が

16，000倍とされているが，これは試験管内で 20
0C

の消毒液に 10分間感作させる条件での最大希釈倍

率である。ところが，踏み込み消毒槽には数秒しか

入っていない。前述の実験では3秒である。だから，

500倍液でも除菌率ゼロになってしまうのである。

繰り返すが，これは消毒薬の責任ではなく，わずか

数秒しか入っていられないような踏み込み消毒槽

の使用法の責任である。

しかし，終業時にゴム長靴を洗浄して踏み込み消

毒槽に一夜浸潰しておく使用法では，作用時聞が長

くなるので除菌率は格段によくなり，かなりの程度

の除菌効果を期待できるのである。

従来から，踏み込み消毒槽の管理は，消毒液の適

期更新とか直射日光をさえぎるとか，泥を入れない

ように予備洗いをするとか，などが指導されてきた

が，上記の実験でらわかったことは，そんなことより

も踏み込み消毒槽の使用そのもの(つまり，踏み込

み消毒槽に靴を潰して消毒するということ自体)が，

効果不十分なものだということである。

(2)ではどうすればよいのか

このように踏み込み消毒槽が当てにならないと

したら，どうすればよいのか。

o 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 

両剤とも100倍液で、使用 除菌率%横関ら)

図Wー 1-2 踏み込み消毒槽の効果(ブロイラー鶏舎作業員の長靴)
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もっと強力な消毒薬を使うという手が考えられ

るので，とりあえず消毒液の濃度を高くしてみた。

しかし，結果は，ある程度改善されたものの総菌数

に対してはやはり有効なレベルまでには至らな

かった。総菌数とはそこに存在する全ての細菌(実

は好気性菌だけだが，特定の病原性は持っていない

雑菌がほとんどである)を相手にしているが，この

中には消毒薬に抵抗力が強い細菌もいる。そこで，

相手を絞って病原菌の SalmonellaEnteritidisを対象

にすることにして実験をした。その結果は図N-1

-3に示す通り 99%以上の除菌率を挙げることがで

きたのである。サルモネラはそれほど弱し、細菌では

ないが，塩素系やヨード剤には抵抗性が低いので，

これ等の消毒薬はよく効くのである。

複合塩素剤

BI00倍

逆性石鹸

AI00f膏

対照区

。

ゴム板に菌液を滴
下乾燥，消毒後に
3秒間漬浸，直ち
に拭き取り採材，
生食水に投入
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残存菌数・対数値

100倍液での使用 (横関)

は，両剤とも薬
事法の適用外一
自己責任の使用

図IV-I-3 サルモネラに対する
踏み込み消毒の効果

なお，塩素系や消毒薬やヨード剤は pHが酸性側

で効力を発揮するが，石灰はアルカリ性である。石

灰を散布している鶏舎の作業者が塩素系消毒薬の

踏み込み消毒槽に入ると消毒液の pHがゴム長靴に

付着した石灰により中和されるのではないか，との

疑問がある。この点について，筆者は複合塩素剤(ビ

ルコン S)を用いて実験したが，実際の踏み込み消

毒槽では 500倍液の場合， 2日後に殺菌率はー桁落

ちたが 99.99999%以上であり，その後 4 日後に

99.9%に低下した。pHは 3.1から 6.3まで変化し

た。色調はO日から 4日まで薄ピンク色を維持して，

5日以後白色化した。100倍液では， 6日後まで殺菌

カは変わらず 99.999999%以上を維持した。色調も

紅色を維持したが pHは2.7から 5.8まで変化した。

塩素系消毒薬(ビルコン S等)は本来酸性下で効力

を発揮できると考えられているが，石灰が混入して

本来の pHよりある程度上昇しでも，実用的な殺菌

カが発揮できることがわかった。したがって，石灰

散布あるいは石灰乳塗布をしている畜鶏舎での踏

み込み消毒槽にも供用してよいことが確認され

た*34)。ただし，これらは，あくまでも消毒液の殺

菌力であって履物の除菌率ではないことに注意が

必要である。

なお，踏み込み消毒槽液の更新を適期に行うこと

は必要である。

また，踏み込み消毒槽は屋外に設置されることが

多く，日光の紫外線により不活化されるおそれがあ

るので，覆いをかけることが奨められている。筆者

は複合塩素剤(ビルコン S)500倍液の踏み込み消

毒槽で実験したが，消毒液の室温 10分間での残存

殺菌力は，事前の殺菌率(総菌数に対し

て)99.99999%以上が 1日後には 99.999%以上と 2

桁低下した。以後 3日後には 99.99%，10日後には

99.9%となった *32)。

さて，実際現場では，いつでもうまい具合に，侵

入者の病原菌やウイルスに対してとくに強力な消

毒薬があるとは限らない。したがって，現場での解

決策は唯一，外来者の履物をはきかえることである。

これしかないのである。養鶏場では場門に近い場所

で，訪問者も出動してくる従業員も履物を場内履き

にはきかえる。鶏舎作業員は鶏舎入り口で各鶏舎ご

との鶏舎専用作業靴にはきかえる。こうすれば，履

物で病原菌やウイルスを鶏舎に持ち込む心配はな

くなる。また，万一，どこかの鶏舎が汚染されても

履物で他の鶏舎に伝播することは防げる。面倒なよ

うでも，これが最善の策である。この方法は，実際

に励行しているところがあるから，理論だけの実行

不可能なことではない。どこの養鶏場でもやろうと

思えば必ずやれることである。
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