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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 (5)

横 関正 直ホ

w.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

(続き)

2)ヒト による持込みの防止-2 

衣服による病原菌やウイルスの持ち込み防止

履物の次に問題になるのは衣服である。汚染養鶏

場に立ち入ったヒトの衣服にも塵挨と一緒に浮遊

していた病原菌やウイルスが付着しているおそれ

がある。外来者は場門付近で履物と同時に衣服も替

えてもらうのが理想的であるが(近所に鳥インフル

エンザなどの伝染性の強い伝染病が発生している

ときは絶対に替えてもらわねばならなし、)，通常は

そこまで求めるのは煩雑すぎるであろうから，上っ

張りを着てもらうことにしたい。これは付着してい

る病原菌やウイルスが場内の器具や施設に移行し

ないようにする最低限の措置である。

(1)電動噴 霧 器の効果

養鶏場に限らず，よく畜産施

設の場門付近で見かけるジェッ

ト噴霧器は，衣服の消毒にどれ

ほどの効果があるのだろうか。

帽子上部 ，...-0

中村幸彦*19)が鶏病研究会報

に発表した報告がある。この実

験は，鶏糞の希釈液に潰して乾

燥した布片を作業衣の各部位に

貼り付け， 2台のジェット噴霧器

で作業衣を着たヒトに逆性石鹸

の 500倍液を規定秒数噴霧し，

その後布片に残存している菌数

を測定したものである。図IV-1
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胴部は 70%程度除菌できたが，他の部位はそこまで

は到らず，帽子の上部に至っては 5%程度しか除菌

できていないという状況である。60秒噴霧すると

ギャバジンの作業服の下に着ている2枚目の下着ま

で濡れるくらいだとしづ。

しかし，実際の現場を考えてみると，来客が玄関

にある噴霧器の前に 60秒も立ち尽くしていること

ができるであろうか。しかも，下着まで濡れるのに

ーである。60秒はどう考えても非現実的な時間で

ある。しかも，これほどに噴霧しでも最大 70%程度

しか消毒できないのだから，少なくとも鶏舎作業衣

にはこの種の噴霧消毒は効果がないと判断した方

がよいと思われる。 もっとも，この実験の条件は，

鶏糞希釈液に浸した布片が対象であるから，それほ

どには汚れていない，通常の外来者の衣服ではどう

かという疑問も生じることになるだろう。鶏糞は消

毒薬の効力を阻害する代表的な有機物だというこ

とは前回にも説明した。そこで，もう少し軽い汚染

源として筆者は鶏舎内浮遊塵挨を使うことにした。

鶏舎内の壁面に 1~4 日間吊るしておいた布片に，

20 

ロ60秒
図 30秒
日 15秒・5秒

30 40 50 60 

除菌率%

70 80 

(中村幸彦)
4に示すが， 5秒では各部位と

も数%しか除菌できていない。
鶏糞の10，000倍液に浸漬乾燥した布片
逆性石鹸500倍液噴霧

15秒で 20%以下， 30秒でも 40%

以下である。60秒間噴霧すると
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図N-1-4 着衣の噴霧消毒効果 ・総菌数
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噴霧器で逆性石鹸と塩素系消毒薬の 500倍液を，電

動噴霧器の 5~30秒間噴霧に相当する液量を噴霧し

て，その直後に細菌検査をした。結果は図IV-1-5

に示した。両消毒薬とも 30秒間噴霧しでも除菌率

は最大で 70%以下であった。先の中村の実験では

60秒で除菌率が最大で 70%程度であったから，そ

れよりは効果がよいが，満足するには程遠いレベル

である。つまり，大して汚れていない衣服に対しで

も噴霧消毒の効果はほとんど期待できないという

ことになるようである。

A10秒

A20秒

A30手少

B10秒

B20秒

B30f少

o 10 20 30 40 50 60 70 80 

除菌率%横関)

A逆性石鹸のl種 500倍液(薬事法では衣服消毒は適用外)

B ・塩素系のl種 500倍液(薬事法では衣服消毒は適用外)

図N-1-5 衣服噴霧の効果(総菌数)

それでは，どのような噴霧をしたらよいのか。前

出の履物の場合と同じように思い切って消毒液の

濃度を高くしてみた。塩素系消毒薬(ビルコン S)の

100 倍液を使って，同じ実験をした。結果は 10秒ま

ではやはりだめだが， 20秒， 30秒噴霧すると 90%

以上の除菌率が得られた。これなら直接に消毒液が

当たった箇所についてはなんとか衣服の消毒効果

があると言ってもよいのである。これは総菌数の場

合であるが，サルモネラではどうか。布切れに SE

をしみこませて乾燥後に噴霧した実験の結果は，図

IV-1-6の通りである。塩素系(ピルコン S)の 100

倍液では5秒間以上で 100%SEを殺せることが分っ

た。しかし，これも直接に消毒液が当たった箇所に

ついてだけであるから十分とは言いがたいが，サル

モネラ対策を実施するための衣服噴霧ならある程

度は実用的と言えないこともないと考えられる。

もっとも，この消毒薬はピンク色をしているので，

白い衣服が染まることも考慮しておかねばならな

い。したがって，背広姿の外来者には問題が生じる

おそれがあり，日常的に実施するわけには行かない

かもしれない。鳥インフルエンザなどの悪性伝染病

の発生時などなら，衣服が染まるなどは小さなこと

で，文句を言う人も居ないであろうが，何もおきて

いない平常時は困るであろう。

注意.この実験に用いたアストップもビルコン Sも薬事

法では，ヒトの衣服を消毒することは適用外として認めら

れていないので(使用上ではなにも差し支えは無いが)，実

際には薬局等で販売されているヒト用の消毒薬を用いる

ことがよい。もし本剤を使用する場合は使用者が自己責任

で使うことになる。

複合塩素剤B30秒
同20秒
間10秒
間5秒

逆性石鹸A30秒
同20秒
間10秒
間5秒

o 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 
除菌率% (横関)

逆性石鹸Aアストップ 100倍液(薬事法では衣服消毒は適用外)

塩素系BピノレコンS 100f音波(薬事法では衣服消毒は適用外)

鶏由来サノレモネラ・エンテリティディスを塗布した布切れ

図N-1-6 着衣消毒(対 SE 高濃度消毒液)

(2)衣服による 持 ち 込 み防止の実 際

的対 策

さて，こういうことで，衣服による持ち込み防止

対策としては，訪問者はもちろん，従業員も，場外

と場内では衣服を替えるのが最善の対策というこ

とになる。さらに，鶏舎にまで立ち入る者は，当然，

上から下まで鶏舎専用着に着替えてもらわねばな

らない。鶏舎作業員も鶏舎ごとに作業衣(オーバー

オーノレ)を替えることにしたい。

現実に，防疫に熱心な大手養鶏場や種鶏僻卵場な

どでは，鶏舎に入るにはシャワーを浴びた上で，下

着から靴下まで着替えさせるというさらに徹底し

た対策を講じているところもある。もちろん，鶏舎

ごとの作業衣の着替えもしている。

場内着や鶏舎内作業衣は毎日終業後に場内で洗

濯することが最も望ましいが，あまり汚れていない

なら，夜間，オゾンガス殺菌する方法もある。紫外

線殺菌は光線が当たらない影の部分は全く殺菌で

きなし、からこの用途には不適当である。さらに，万
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一，伝染病が侵入していることを考えれば，従業員

が自宅に持ち帰ることは禁物である。外来者が着た

ものはそのつど洗濯することが望ましい。

3)手による病原菌やウイルスの

持ち込み防止

ヒトの手はあちこちに触れるので，汚染物質(病

原菌やウイルス)を付着させやすいものである。そ

のために，食中毒や伝染病予防には，まず，手洗い

というのが常識である。インフルエンザや SARSあ

るいは鳥インフノレエンザも呼吸器感染症であるか

ら，当然に伝播経路は経気道的であるのだが，実際

は経口的にも感染するからである。普通の風邪の場

合はほとんどが経口的感染と言われる。つまり，風

邪のウイルスに汚染された物に触れた手で，食べ物

をつかんだりすることで感染するのである。電車の

つり革やドアの取っ手などが危ないとされている。

サルモネラ食中毒はトイレのフラッシュバルブや

ドアノブが伝播した報告がある。また， トイレの

ロールタオノレが原因となったこともある。

(1)手 洗い器の設 置

このように，手は病原菌やウイルスを伝播する危

険な媒体であるために，養鶏場においても，外から

の病原菌やウイルスの持込を防ぐには，訪問者には

場門付近で手洗い消毒をしてもらわねばならない。

手洗い消毒には大体どこでも手洗い器(洗面器)に

消毒液を満たしたものが置いてある。この効果はど

うであろ うか。訪問者の手が泥だらけということは

ないので，単に，通常は手を浸す程度であるが，そ

の程度の洗い方では十分な病原菌やウイルスの除

去効果はあまり期待できないのではないか。それに，

手洗い器(洗面器)ほどの消毒液量では，ヒトが洗う

のに伴い肉眼ではそれほどに汚れていなくても消

毒液の効力が低下していくので，適時交換が必要に

なる。さらに，手洗い器にタオノレが浸しであるとこ

ろも見かけるが，これは絶対に禁物である。理由は，

タオノレの繊維が消毒液の消毒薬成分を吸着して消

毒力(殺菌力)を低下させるからである。

手洗い消毒の効果を挙げるには，給水栓で十分な

温水が出せるようにすること，液体石鹸，消毒液が

必要である。そして，紙タオルで、ある。ジェ ット乾

燥器でもよい。

単なる水道水では，冬季には冷たいので，つい，

洗い方が雑になる。それを防ぐためにということで，

トイレの手洗い器で水を 30秒以上出さないとドア

が聞かないようにロックする仕掛けを付けている

食品工場がある。GPセンターでも見たことがある。

そこでは冷水しか出なかった。ロックを付ければ，

たしかに，時間をかけて手の洗い方を丁寧にさせる

かもしれないが，冬場に冷水で 30秒も手を洗うヒ

トがいるだろうか。ほとんどのヒトは単に水だけを

流しているのではないか。それよりも，温水を出す

ようにしておけば，温かい水で気持ちよく手を洗う

ことができる。丁寧に時間をかけて洗うことができ

るのである。ロックに金をかけるよりもよほど経済

的であり効果的である。

(2)正しい手の洗い方

まず，流水で手を濡らす，次に石鹸液を少量手の

ひらに受け，手のひら，指の先，指のまた，手首と，

こすり洗いをするのである。そして，流水で流ーし，

水気を拭き取った後で消毒液で同様にこすり洗い

する(水気があると消毒液が薄まって消毒力が低下

する)。最後に乾燥させて終わる，のである。

この洗い方は，今日では，最も効果的な手洗いの

方法として知られているので，是非とも応用される

ことをお奨めする。

手洗いで気をつけることは，洗いすぎである。手

洗い消毒の目的は，手に一時的に付着している病原

菌やウイルスを除去することで，手を無菌状態にす

ることではない。手には常在細菌というものがいて，

それは無害であり，かえって病原菌が付着 して増殖

するのを防ぐ働きもあると言われる。この常在細菌

まで除去しようとブラシで手荒にこすったりする

と皮膚の表面が損傷して微細な傷ができる。傷口に

は黄色ブドウ球菌が好んで寄生するので，食品の取

扱者などではかえって食中毒にいたる危険な状態

を作ることになるのである。

4)車両による持ち込みの防止

養鶏場には毎日多くの車両が出入りしている。飼

料トラック，ヒナ輸送車，卵や生鳥の出荷車，設備

機械の修理業者の車，薬品業者，獣医師の車，それ

に従業員の車などである。

多くの車両は，他の養鶏場や畜産関連施設をも巡

回してくるので，万一，汚染養鶏場を訪問しておれ

ば，病原菌やウイノレスを付着して来場するかもしれ

ない。特に，タイヤは養鶏場の地面を踏んでくるの

で，土壌を汚染していた病原菌やウイルスを付着し
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ている危険性はきわめて大きい。

バイオセキュ リティと しては，外来車両の出入り

を禁止すればよいのだが，車はそれぞれ養鶏場の運

営に必要な役割を持っているので，鳥インフルエン

ザの発生時のような緊急非常時以外には，無闇に入

場禁止にはできない。

そうなると ，消毒により ，来場した車両から汚染

病原菌やウイルスを除去してから入場させなけれ

ばならないことになる。車両消毒の必要性は，筆者

も二十数年以上前から強調していたのであるが，近

年，理解が広まり，多くの養鶏場や畜産施設で，そ

のための設備がなされるようになってきた。車両消

毒の方法としては，①動力噴霧機による消毒液噴霧，

②発泡消毒，③車両消毒槽，④自動車両消毒装置，

がある。以下，簡単に特徴を解説しよう。

(1)動力 噴 霧 機に よる消毒液噴 霧 :動

力噴霧機と水槽を場門付近に設置して，来場車両の

運転者に消毒液噴霧をしてもらう方法である。もっ

とも簡単であるが，問題点としては消毒液切れや機

械の故障に気づかないで数日を経過するようなこ

とがある。その間，来場車両は無消毒で自由に出入

りするのである。病原菌やウイノレスを付着している

車両が入ってくることがあるかもしれない。これは

非常に不安な問題点である。また，消毒液噴霧をど

の程度しっかりやってくれるかは運転者任せにな

る。忙しいというので適当にやってもらってはバイ

オセキュリティは不完全になる。これも大きな不安

要素である。この点を回避するためにある大手ブロ

イラーインテの農場では専門の消毒作業員を置い

て，終日，出入車両の消毒を実施している(写真W

-1一1)。この作業員のやり方を見ると，実に徹底

的に噴霧している。写真でもその状況は見て取れる

であろうが，これくらいやれば効果はあると思われ

るほどである。

(2)発泡消毒 :設備としては①の動力噴霧機に

よる消毒液噴霧と同じであるが，ただ，噴霧ノズノレ

の代わりに発泡ノズノレが必要である。この価格は 3

万円ほどであり(株)丸山製作所が製造販売してい

る。発泡消毒は非常に効果のすぐれた消毒方法であ

るが，車両消毒においても，筆者の実験*27)では，

他の消毒方法と比べて高い効果を示 している。図IV

-1一7に紹介する通り ，消毒液噴霧では除菌率が

70%，車両消毒槽でも 2倍の時間をかけて 92%にな

写真N-1-1 動力噴霧機でトラックの消毒

写真Wー 1-2 トラックの発泡消毒

るが，発泡消毒は 97%と最も高い除菌率を示した。

この消毒方法は，消毒液が泡状になるために被消毒

物体に付着している時間が長くなるので効果が高

いのであるが，車両においても消毒液は長時間付着

する。また，泡状になっているために消毒状態が目

に見えるので，自然と丁寧に満遍なく消毒するよう

になるのも特長である(写真IV-1-2)。

(3)車両消毒槽 車用の踏み込み消毒槽である。

大型トラックのタイヤが最低で、も槽内でl回転でき

るだけの槽の長さが必要である。実際はこれよりも

長いほうがよい。幅はトラックの幅に余裕をもって

合わせる。深さは最低でも消毒液の深さが大型タイ

ヤのゴム部分の側面が十分に浸演するほどの深さ

が必要である。実際は，車が入ると液量が増えるの

で，槽の深さはその時に消毒液が溢れないほどに深

くすることが必要である。車両消毒槽の使用に当

たっての注意点は，運転者に車の速度を十分に低く

抑えるように徹底することである。タイヤの消毒効

果はタイヤが消毒液に浸潰している時間によって

決まるので，高速で通過するのと低速で通過するの
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とでは効果に差が出るのは当然である。しかし，車

の運転者は，通常，気がせいているので、ゆっくりと

通過させるのは難しい。それで，槽の外側(場外)に

センサー，内側(場内側)に遮断機を設置して， 一定

時間を経過しないと遮断機が上がらないようにす

るのもよいアイデアである。

(4)自動消毒 装置 本格的な車両消毒設備であ

る。写真N-1-3はある養鶏場に設置しである装置

である。このように，車両の上から側面，下面，タ

イヤに向けて多数のノズルから消毒液を噴霧する

ので，車両の全体が短時間で消毒できる。しかも入

手は不要である。この装置では，タンクに消毒液を

自動的に貯める仕掛けになっているので，消毒薬の

缶が空になるまでは消毒液が出なくなる心配はな

い。しかし，自動装置といっても，薬液注入器の不

具合とかノズノレのつまりとかがあるので，機械が完

全に動くかどうかは毎朝確認しなくてはならない

のは言うまでもない。

写真N-1-3 自動車両消毒装置

なお，このような装置でも噴

霧がボディーに集中して肝心の

タイヤ部分に消毒液がかからな

いような設計になっているもの

も時々見かけるので，設置する

ときには事前に図面を見てノズ

ノレの位置や噴霧方向，個数等，

さらにそれに相応の能力のポン

プを付けているかなどをよく検

討することが必要である。この

ような機械設備では (特に注文

製作品では)，高額な買い物の割

りに後で不具合が見付かることはしば しばありう

るのである。

(5)車両消毒用消毒 薬

これらの車両消毒で使用する消毒薬は，踏み込み

消毒槽の場合と異なり効力が強いだけでは問題が

生じる。車体の発錆の問題があるからである。塩素

系やヨード剤はサノレモネラとかエンベロープのな

いウイルスをも強力に殺せるので，これにも使いた

いところであるが，発錆性が強いものがあるので注

意が必要である。一般に逆性石鹸や両性石鹸などが

適しているとされているが，製剤によりかなり 差が

あるようで，逆性石鹸でも全く発錆性がないとは言

えないのである(写真N-1-4)。

写真は，各薬剤の使用濃度液に亜鉛メッキの鉄釘

を浸して 12日後に観察したものである。発錆性が

無いと 言われている逆性石鹸でもかなりの発錆が

認められている。他方，発錆性が強し、と言われてい

る塩素剤でもほとんど発錆が認められないもの(塩

素化イ ソシアヌール酸)もある。

車体の発泡消毒をするなら発泡性のある製品(逆

性石鹸の一種 「アストップ 200J)が最も適している

と言えよう。複合塩素剤(ビノレコン S)でも発泡消毒

はできるが発錆性が強いのが問題となる。

しかし，近在に伝染病が発生したときなどは，発

錆性を云々するよりも効果が第ーであるから，

その病原菌 ・ウイノレスに最も強力な消毒薬を使用

しなければならないのは言 うまでも無い。

(6)車両消毒設備のメンテナンス

今まで述べてきたこれらの設備では，発泡消毒以

発鋳+++聾潰128自 発錆+ 発鎗土

写真N-1-4発錆性の写真
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外では消毒液の廃液処理の問題がある。廃液を流す

ためには排水溝が必要である。排水溝がないと，廃

液が周囲の地面に流れ，場内の各所に流れ込むこと

にもなるからである。車両消毒の廃液は，鶏舎消毒

の廃液と異なり，糞便などの有機物が混入すること

はほとんどないので，廃液には強い殺菌力が残存し

ているので，河川等にそのまま放流すると周辺に影

響を及ぼすおそれがある。その場合は，中和などの

措置が必要になる。

立派な車両消毒設備を作った養鶏場でも，そのメ

ンテナンスが行き届いていなければ，バイオセキュ

リティの役には立たないのである。筆者が実際に見

たものでも，例えば，動力噴霧機が故障している，

消毒液タンクが空である。消毒薬がない，ノズルが

詰まっている，消毒槽の消毒液が不足している，自

動消毒装置の赤外センサーが故障している，等々が

あった。これらの不具合があるのを知らずにいると，

外部からの車両が無消毒で自由に進入することに

なる。そして病原菌 ・ウイルスを持ち込むことにも

なるのである。

お知らせ

フードチェーン・ブランドセミ ナ ー 2008のお知らせ

日本イーライリリー株式会社

日本イーライリリー株式会社では 2007年より

「フードチェーン ・ブランドセミナー」と題しまし

て，生産者から消費者までを対象として， r健康な

動物と食品の安全」を基本テーマとしたセミナーを

開催してまいりました。

本年も下記の内容でセミナーを開催する運びと

なりましたので，ご案内いたしますo' 

記

セミナー名 :フード、チェーン ・ブランドセミナー2008

目 的 :食品の安全に対する消費者の関心の高まり

や，穀物や原油価格の高騰に由来する生産

コストの急増など，畜産業を取り巻く環境

は急速に変化しつつある。

この環境の中で，健康な動物の発育支援や

生産性を改善することに貢献する飼料添加

物や動物薬の有用性を再認識するとともに，

アニマノレウエノレフェアや環境保護も含めた

話題提供。

主 催 :日本イーライリリー株式会社

エランコアニマノレヘルス事業部

後 援 :社団法人 日本科学飼料協会

日時 :2008年 8月 26日(火)

10 時~17 時 30 分(含む昼食) (9時 30分受付開始)

場 所:虎ノ門パストラル鳳恩西 (新館 l階)

参加費用 5，000円/人

講師・ 講演内容 :

O社団法人日本科学飼料協会・石橋晃理事長

及び米持千里事務局長

「飼料価格の高騰と畜産への影響と今後の

日本の畜産の課題」

0群馬大学教育学部教授高橋久仁子先生

「フードファデイズム(食べ物や栄養が健康や

病気に与える影響の過大評価)とマスメディア情

報の適切な理解についてJ

0アミタ株式会社持続可能経済研究所

有路昌彦先生

(食品経済コンサルタント ・経済研究者)

「動物薬 ・飼料添加物の経済的なリスクとベネ

フィットJ

0キューピー株式会社基盤技術センター

分析研究室宮下隆様

「キューピーにおける食の安全への取り組み」

0ニッポンフィ ード株式会社(日本ノ、ムグ、ノレープ)

代表取締役社長中島亨様

「生産現場が直面する最近の課題とは ?J

お問い合わせ :

セミナー参加ご希望の方は弊社 上地(ウエチ，

電話:078-242-8791)までご連絡をお願いします。

折り返し，申込用紙を送付させていただきます。

なお会場の都合で，受付は先着順として 150名ま

でとさせていただきます。
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