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県民からの高病原性鳥インフルエンザ相談の現状と課題

柳津郁成*
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SHORT COMMUNICATION 

THE PRESENT CONDITION AND ADMINISTRATIVE PROBLEMS REGARDING 

THE INQUIRIES BY THE CITIZENS OF YAMAGUCHI PREFECTURE ABOUT 

THE HIGHLY PATHOGENIC AVIAN INFLUENZA 

Fuminori YANAGISAWA 

Yamaguchi-ken Chubu Livestock均IgieneService Center 671-5 

Kagawa Yamaguchi悶shi，Yamaguchi-ken 754-0897， ]a.戸an

C Received for publication December 20， 2008 J 

From June 2005 to July 2008， 138 inquiries about the highly pathogenic avian in-

fluenza were brought by the citizens of the prefecture. We classified and examined 

them. We studied some administrative problems and necessary measures so that we 

can better cope with the present needs of the citizens， such as the handling of the 

dead wild birds. 

15 

2005年 6 月 ~2008年 7 月にかけて家保に寄せられた高病原性烏インフルエンザに関する相談138件について分類

集計を行い，県民相談の現状と死亡野鳥等の対応から見えた課題とその対策について検討した.

1. はじめに

牛海綿状脳症や高病原性鳥インフルエンザ (HPAI)の発生から，県民の食の安全・安心への関心は高まり，そ

れに伴い，これらの疾病等に不安を感じる県民からの相談が増えてきた. このことから，家畜保健衛生所(家保)

では，県の施策の一環として2005年から動物由来感染症相談窓口を設置し，県民からの相談に応じてきた

また，本県でのHPAI発生以昨，県は死亡野鳥等の検査体制を整備し，住民からの通報に対応するとともに，行

政機関や警察へ通報があった場合は，死亡状況から必要に応じて現地確認や検査を実施している (Fig.1). 

今回，相談窓口を設置した2005年6月から2008年7月にかけて，家保へ寄せられた県民相談のうち， HPAIに関

連したもの138件を抽出し 相談者，相談内容，鳥種，発生場所，対応状況について分類集計を行い，県民相談の

現状と死亡野鳥等の対応から見えた課題とその対策について検討した

2. HPAI相談の集計結果

1)相談件数の推移 (Fig.2) 

月別の相談件数は，園内でのHPAIの発生や死亡野

鳥からのHPAIウイルスの検出の報道があった時期に

一致して増加する傾向にあった.特に， 2008年4月か
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ら5月にかけて韓国での大規模なHPAI発生と東北及

び北海道で白鳥からウイルスが検出された報道が重なっ

た5月には21件もの相談が寄せられた.

2)相談者別 (Fig.3) 

一般県民から家保へ直接 (45.6%)又は県民から家

保以外の行政機関や警察を経由 (27.5%) しての相談

が7割以上を占め，次いで学校，幼稚園等の教育機関

(13.8%に市町役場等の行政機関(10.9%)，診療獣

医師 (2.2%)からも相談が寄せられた.

3)相談内容別 (Fig.4) 

内容は， 死亡野鳥等を発見したという通報

(68.1 %)が大半を占め，次いでHPAI予防対策や発生

時の対応等の問い合わせ(10.9%に飼育鳥類の異常

を訴えるもの (8.0%)，HPAI発生の不安から飼育家

きんの所有権放棄の相談や遺棄された家きんを発見し

たという通報 (7.2%)，野鳥の保護や傷病手当等の対

処に関すること (3.6%)，HPAIに対する不安や相談

(2.2%)があった.

更に，死亡発見時の状況は，単独死亡事例 (78.7%)，

複数羽が一時に死亡した事例(11.7%)や数呂聞に渡

り連続して死亡が見られた事例 (9.6%)があった.

4)烏種別 (Fig.5) 

鳥類等に関する相談(133件)について，鳥種別にみ

ると，鶏 (30.8%) やその他の家きん (3.0%) に対

し，カラス(17.3%)，スズメ・ハト(15.8%)，その

他の野鳥 (27.8%) と野鳥が全体の 6割を占めた.中

には，インコ等の愛玩鳥類 (3.0%) のほかにタヌキ

や猫といった動物 (2.3%) もみられた.

5)発生場所 (Fig.6) 

飼育鳥類や野鳥の死亡等に関する相談(130例)の

発生場所をみると，住宅地 (38.5%)や路上 (20.0%)

といった通報者の自宅周辺での発生が最も多く，次い

で，校内(13.8%)，工場や駐車場の敷地 (9.2%)，

公園 (8.5%) が続いた. しかし，野鳥が多く生息す

ると思われる農地 (4.6%)や山・海(1.5%) といっ

た自然環境下で発生は少なく，県民の自に触れやすい

場所での発生が大半であった.動物病院 (0.8%)は，

連続して死亡する飼育インコに関する相談であった.

6)相談への対処 (Fig.7)

家保が実施した対応では，電話による回答だけで完

結した事例が8割を占め，複数若しくは連続死亡事例

や家畜伝染病を疑った事例では，現地調査を行った

(13.0%). また，家保以外の機関へ対応を依頼した事

例 (5.8%) もあった.現地調査をした場合は，検体

を家保に持ち帰り， HPAIの簡易検査を実施し，陰性

を確認した.

3 課題と対応

以上の結果から抽出された課題を以下に列挙する.

1)提供する情報量，機会の不足 (Fig.8)

県民への情報の提供方法には，行政機関のホームペー

ジや市町等が配布する広報誌が挙げられるが，その多

くは，死亡発見時の通報先のみを記載しているに過ぎ

なかった.死亡原因として考えられるものや死体の処

分方法，消毒方法や野鳥の侵入防止策等， HPAHご関

する情報については，県民の目に触れる機会が限られ

ていた. このため，家保は同じような相談内容に何度

も対応を強いられた.

2)理屈から理論による対応への転換 (Fig.9) 

従前の検査体制では，園内発生時を除き，理屈とし

て，死亡野鳥等の検査は概ね 5羽以上のまとまった死

亡が見られた場合としていたが，実際には，いずれも

1 羽~2 羽程度の単発死亡事例からHPAIウイルスが

検出されていた.このため この格差が県民に対し不

安を与えることとなり，単発死亡事例のため現地対応

の必要が無いと判断して対応した中には，不満を示す

相談者も見受けられた.

また，県内で複数羽の死亡が見られた野鳥は，主と

して集団で生活する種類が多く，その習性や特徴を熟

知していないと死亡原田等の判断が下せない事例もあっ

た.今後は，野鳥の知識を習得した上で，感染1)スク

の高い種とそれ以外に分け，理論的に対応する必要性

がある

3)動物園や動物病院での発生対応 (Fig.10) 

動物園や動物病院でHPAIが確認された場合，野鳥

と展示鳥類や愛玩鳥類では対応が異なるものと考えら

る. しかし，関係者間のマニュアルでは，家蓄伝染病

予防法による防疫措置に準ずる記載があるものの])

実際の対応については不明瞭であった.殺処分や施設

閉鎖等の防疫措置について整理が必要と考えられた.

4)傷病野鳥や飼養鳥類の保護や処分方法 (Fig.11) 

傷病野鳥の保護は，環境省(県では自然保護諜)が

担当し，受け入れ先である動物閤や動物病院で保護す

る. しかし，前述のとおり，保護後にHPAIと診断さ

れた場合，社会的な影響は大きい.実際，猛禽類等の

HPAI感染に対しハイリスクな鳥種について，保護す

る前に家保へHPAI検査を依頼する事例が発生してい

る.

また，所有権が放棄された飼育魚類の扱いについて

は動物の愛護及び管理に関する法律j の中で，愛

護動物の対象には含まれるものの，飼育放棄(遺棄)

された鳥類の保護，引き取りについては対象外(現行

では，犬，猫のみ)であること，警察では遺失物とし

て見なされないことから一時的な保管が困難であるこ

と家保においても伝染病予防の観点から安易に引き

取り手を斡旋することは難しく，食鳥処理も処理数や
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処理後の流通から困難と思われた加えて，家畜伝染

病等の異常が認められなければ殺処分も不可能である.

以上のことから， HPAI検査等の実施と一時的な保

護が可能な鳥獣保護センタ一等の収容施設を確保し，

飼育鳥類の処分が可能となるような関係法令の整備が

必要と考えられる.

4.考察

HPAI発生に係る家きん等の防疫措置については，農林水産省が定めた iHPAIに関する特定家資伝染病紡疫指針J

(防疫指針)や県が定めた「山口県HPAI防疫マニュアルJ(県マニュアル) (共に2008年12月改訂)に記載されてい

る:J，.!)また，死亡野鳥等におけるHPAI対応については，環境省が「野鳥におけるHPAIに係る都道府県鳥獣行政担

当部局等の対応技術マニュアルJ(環境省マニュアル)を2008年9月に作成しているお.

本報告は，これらの防疫指針やマニュアル等の改訂や作成がなされる前に調査したものであり，ここで挙げた課

題の一部について，国の見解が示されたものもあるため，併せて考察する.

1)感染1)スクの高い野鳥種の選定

環境省マニュアルには， HPAIの感染リスクが高い

野鳥種が 9目10科33種記載されている.主として水鳥

や猛禽類、カラスの仲間であるが，野鳥の習性や識別

法等の知識がなければ， リスク分類は困難と思われる.

よって，獣医師等の野d鳥に対する知識を向上させるた

め，研修等の機会が必要と考える

2)対象家きんの変更と動物闘等の展示鳥類における

防疫措置

防疫指針の改訂に伴い，対象「家きんJに鶏，あひ

る，うずら，七面鳥に加え，きじ，だちょう，ほろほ

ろ鳥が追加され，更に「家きん等Jとして，家きん以

外の飼育鳥類についても対象に含まれる表現がされて

いる.これにより，動物園等で飼育される展示鳥類や

愛玩鳥類も対象となることが予想される

国は，展示施設で飼育している家きんで本病の発生

が確認された場合においては，家畜伝染病予防法に基

づき，殺処分，消毒等のまん延防止措震が必要との見

解を示しているが，間施設の営業や施設内のほかの飼

育鳥類に対する防疫措置については，その都度勘案す

るとしている.

3) 動物病院等におけるHPAI発生時の対応

近年，動物病院等の診療施設では，愛玩鳥類の診療

の他に傷病鳥獣救護の役割も担っている.そのため，

衰弱した野鳥等が持ち込まれることも想定されるが，

それがHPAIであった場合の対策について，防疫指針

やマニュアル等に記載は無い.また，動物園等の展示

施設が鳥獣保護センターとして機能していることも多

い. これらの施設で，傷病野鳥等がHPAIと診断され

た場合の対策については，関係者と協議する必要があ

る.

最後に，これらの課題と対策については，行政機関が各方面と連携，協議することも重要だが，我々獣医師が，

社会にどう貢献するべきかを考える必要もある.

幸い，獣医師会には産業・公衆衛生・小動物の各専門部会がある.是非，部会を越えて本件について検討してい

ただきたい.
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相談への対処及び検査状況 課題①対処方法や情報の提供

家保以外の行政機関

が環地対応(5.8也)

電話応対のみ

(81.2%) 

市町広報総等
『野鳥の死亡を見かけたら連絡をJ
TELOOO-x x x -l!.l!.IH::. 

検査せず

(81.9%) 

-死体を発見したときの対処法
.死体の処分方法

・BPAIの防疫対処方法

-全園、県肉の死亡野鳥倹査技況
.世界的なBPAI発生状況や園内

での発生予測

Fig.7 Fig.8 
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課題③動物園・動物病院で

発生した場合

|動物園・動物病院で発生!1 

よユ
|展示動物・愛玩鳥類に対する防疫措置は?I

よユ
いずれも1-2羽の単発死亡例

県肉で、 複数羽の死亡が確認された野鳥

戸ゐギャップが県民に対し不安を与える要素と成り得る|

司

「動物園・水族館の感染症ハンドブックJ(日本動物画水族館協会監修)では、

BPAIが展示動物で確認された場合l立、 家畜伝染病予防法の対応に準ずる

ことが記載されている。

| 今後iま限，")^~クの高い樋とそれ以外に分けて個別対応 | 

Fig.9 Fig.10 

課題④傷病野鳥・飼養鳥類の保護及

び処分方法
|傷病野鳥の保霞 | |所有権放棄された飼育鳥類1

|生活衛生課動物愛護法の保護対象外l
|警察遺失物としての取扱い函難 |

家保伝染病予防の観点から安易な

引き取り手の幹旋は困難

|食烏処理施設での処理図難 |

よユ
|異常が認められなければ処分困難 |

収容施設の確保(鳥獣保護センター等)

関係法令の整備(愛玩鳥類の処分方法)

Fig.11 
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