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解説

我が国の家畜疾病サーベイランスについて

小林創太*1・山本健久2.早山陽子1・西田岳史1.西口明子1・筒井俊之1

1 (独)農研機構動物衛生研究所疫学研究チーム

2農林水産省消費・安全局動物衛生課

1. はじめに

農林水産省が定める家畜疾病の監視伝染病(以下，家畜

疾病)の防疫対策の推進方向を示した「家畜防疫対策要

綱」における「監視伝染病のサーベイランス対策指針」に

おいて，サーベイランスは， i監視伝染病の発生を予防し，

文はその発生を予察するため必要があるときに，発生の

状況及び動向を把握するための検査に基づき特定の期間

及び地域における監視伝染病の発生状況，抗体の保有状

況，病原体の検索，地理的分布等についての情報を継続的

に収集，分析及び評価する手段」と定義されている。サー

ベイランスは， i計画→実施→評価」の 3ステップからな

り，目的に基づいて結果を評価することによって(図，

サーベイランスサイクル)，具体的な対策の計画と実施に

役立てていくことが重要である。サーベイランスは情報

収集手法の違いによってアクティブサーベイランスと

パッシブサーベイランスに大別される。前者ではサーベ

イランスの実施主体(この場合農林水産省)が都道府県

(以下，県)等を通して生産農場に対して調査を実施し，

疾病の発生や浸潤状況等の情報を積極的に収集するのに

対し，後者では異常家畜や家きんが発見された際，生産者

や獣医師からの報告によって，国と県が情報を受動的に

収集することがそれぞれの違いとなる。

2009年 8月現在，家畜伝染病予防法(以下，家伝法)及

び同法施行規則によって指定されている監視伝染病 97疾

病のうち，家畜伝染病 (26疾病)については，患畜または

疑似患畜を発見した獣医師，所有者，運送業者等が，届出

伝染病 (71疾病)については診断もしくは検案した獣医

師が届出義務を負っており(家伝法第四条および十三

条)，パッシブサーベイランスが実施されている。一方，

アクティブサーベイランスについては，これらすべての

連絡先:小林創太*

動物衛生研究所疫学研究チーム
干305-0856茨城県つくば市観音台 3-1-5

Tel : 029-838-7770 ; Fax: 029-838-7770 
E-mail: sotaco@alfrc.go.jp 

監視伝染病について実施されているわけではなく，対象

となる疾病を選択して行われており，その実施根拠や

サーベイランスの内容は様々である。し、くつかの疾病に

ついては，これまでの発生動向を踏まえた分析・評価が

行われ，衛生対策やサーベイランスの見直しが実施され

てきたものの，国が主導するアクティブサーベイランス

全体を網羅的に把握，分析した報告は見当たらなし、。

そこで本稿では，現在国内で実施されている家畜疾病

のアクティブサーベイランスの概要について，近年，特に

2004年以降の実施動向も交えて解説する。

2. 我が国で実施されている家畜疾病

アクティブサーベイランス

2008年度我が国では， 22の家畜疾病のアクティブサー

ベイランス(異なる対象動物に対して同じ疾病のサーベ

イランスを実施しているものもある)が実施された(表

1)。アクティブサーベイランスの具体的方法については，

家畜伝染病予防事業で実施するサーベイランスの場合は

関連通知に示されているほか，ヨーネ病，伝達性海綿状脳

症，豚コレラ，高病原性鳥インフルエンザ，ウエストナイ

ルウイルス感染症，オーエスキー病については，疾病ごと

に防疫指針や防疫対策要領等が定められ，その中でさら

に詳細に定められている1九また，家畜伝染病予防事業

以外の枠組みで，農林水産省の主導で、実施されるアク

ティブサーベイランスもある O

2-1. 実施状況

2-1-1. 法定伝染病

法定伝染病では， 9疾病のアクティブサーベイランスが

実施されている(表上段)。

結核病，フゃルセラ病，ヨーネ病，馬伝染性貧血について

は，それぞれの対象動物に対して 1998年以降，少なくと

も5年に l回の検査が実施されることとなっている。こ

れらの疾病では，患畜と判定された動物の摘発とう汰に

よってまん延防止が図られている。また，伝達性海綿状脳

症については，牛では 24カ月齢以上，めん羊・山羊につ

いては 12カ月齢以上のすべての死亡した動物についての
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表 1 我が国において 2008年に実施された家畜疾病アクティブサーベイランスの概要

疾病名(対象動物等)

法定伝染病

結核病(牛)

フ、、ルセラ病(牛)

ヨーネ病(牛)

馬伝染性貧血(馬)

伝達性海綿状脳症

(牛/めん羊・山羊・しか)

高病原性鳥インフルエンザ(家きん)

高病原性鳥インフルエンザ(野鳥)

豚コレラ (豚・いのしし)

ひな白痢(幼雛)

ウエス卜ナイルウイルス感染症(野鳥・蚊)

届出伝染病

手法， 内容など

少なくとも 5年に l回，

査を実施

省令で定めるすべての動物に対して検

牛:24ヵ月齢以上，他:12ヵ月齢以上を満たすすべての死亡

動物の検査

毎月 1家保あたり 1戸のモニタリング，年 1回農場飼養規模別

強化モニタリング，毎週死亡家きん数報告*

死亡野鳥の検査，糞便の検査

全戸立ち入り異常豚確認，種畜検査，農場無作為抽出検査，

性鑑定豚の本病否定，いのししの抗体調査

実施農場飼養羽数の1/10の抽出検査

病

蚊の生息シーズンに毎月死亡野鳥 I羽程度，蚊 10匹以上を検査

オーヱスキー病(豚) 無作為抽出農場検査，浸潤県の清浄度確認検査

アルボウイルス感染症(牛)料

豚繁殖・呼吸障害症候群(豚)

伝染性胃腸炎(豚)

豚流行性下痢(豚)

馬伝染性子宮炎(競走馬以外)

監視伝染病以外の伝染病

各県 50~60 頭のおとり牛に対する年 4 回検査

実施各県最大 30戸 (30戸以下の場合は全戸)に対して繁殖豚，

育成・肥育豚それぞれ豚舎ごとに 11頭ずつ

発生地域における繁殖牝馬・種牡馬の検査

豚インフルエンザ(豚) 事業参加県内の病性鑑定豚の抽出検査

リステリア症(牛・サイレージ) 事業参加県内の協力農場由来検体の検査

豚連鎖球菌症(豚) 事業参加県内の病性鑑定豚の抽出検査

*2008年 12月に 1家畜保健衛生所あたり 1戸のモニタリングに改正

料アイノウイルス感染症，アカパネ病，イバラキ病，チュウザン病，牛流行熱を含む。

竺

図 l サーベイランスサイクルと衛生対策の関係

検査が実施されている(以上，家伝法第五条，同法施行規

則第九条)。

これら 5つのアクティブサーベイランスの実績は，結

核病とブルセラ病についてはおよそ 250，000頭/年， ヨー

ネ病については， 370，000~600，000 頭/年程度が検査に供

されている。また，近年の摘発動向を見てみると，結核病

についてはツベルクリン検査によって年間 0~2 頭程度が

摘発されているが， 10年程度の間隔で 10頭規模の集団発

生も依然として認められている。フ。ルセラ病については

血清学的検査(凝集反応(平板及び試験管)及び補体結合

反応)によって診断がなされ，年間 0~20 頭の陽性報告が

あるものの，菌分離事例はなL、。ヨーネ病については，ア

ム
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クティブサーベイランスならびに発生農場の継続検査等

で 1，000頭/年を超える摘発がある年もある。

馬伝染性貧血については，年間 35 ，000~50，000 頭に対

して血清学的検査(エライザ，寒天ゲル内沈降反応)が実

施されているが，近年の発生は認められていない。牛海綿

状脳症(牛の伝達性海綿状脳症， BSE)については， 2001 

年の初発生後， 2003年 4月より死亡牛の検査が開始され

た。スクリーニング検査として脳乳剤を用いたエライザ

が実施されており， 2008年までに 500，000頭以上の死亡

牛が検査に供された。スクリーニング検査陽性牛は，ウエ

スタンフ占ロット法と免疫組織化学的検査のいずれも陽性，

またはいずれか一方が陽性の場合に患畜と判定され，

2009年 11月現在死亡牛で 14頭が摘発された。山羊， め

ん羊の伝達性海綿状脳症については，年間数百頭につい

てウエスタンブ、ロット法と免疫組織化学的検査が実施さ

れており， 2003年のサーベイランス開始以来，これまで4

頭が摘発されている日)。

高病原性鳥インフルエンザ、の検査については， 1925年

以来 79年ぶりの国内発生を受け， 2004年から全国規模で

検査が開始された。当初は毎月 1家畜保健衛生所あたり 1

戸について検査することとされていたが， 2005年の発生

を受け，さらに強化モニタリングとして年 l回，飼養羽数

1，000羽以上のすべての採卵鶏農場を対象に臨床検査と抽

出による抗体検査を実施することとされた。なお， 2008 

年に強化モニタリングの検査対象農場の抽出基準が改め

られ，飼養羽数 100羽以上の農場について， 1家畜保健衛

生所あたり最大29戸無作為抽出し，検査を実施すること

とされた九 2004年は 3，600，000羽弱が検査されたが，そ

の後の年間検査羽数は 100 ，000~200，000 羽程度で推移し

ている O

豚コレラについては， 2006年 4月ワクチンの全面使用

中止を踏まえ，我が国は 2007年に国際獣疫事務局が規定

する清浄国の基準を満たし，その旨を報告した。現在

2006年に制定された指針に基づき，年 1回の全戸立入検

査等による異常豚の摘発，種畜等の抗体保有状況検査，県

内農場数 250戸未満なら 50戸， 250戸以上の県は 100戸

を抽出し，各戸 10頭ず、つの検査，全病性鑑定豚の検査，

野生いのししの調査が行われている4)。現在アクティブ

サーベイランスに用いられているのは，臨床検査，ならび

に実験室診断法として抗体検査(蛍光抗体法)とウイルス

分離である。

家きんサルモネラ感染症(ひな白痢に限る)については

1957年の発生をピークに漸次発生数が減少してきてお

り，現在では散発的な発生にとどまっている。アクティブ

サーベイランスとしては，毎年種鶏場において幼雛の血

清または全血を用いた急速凝集反応による検査が実施さ

れることになっている。検査実施県数は年によって違い

があり，統計によれば 2006年には 40県が検査を実施し

たが， 2007年は 16県にとどまっている。したがって，検

査羽数も年によるぱらつきが大きく， 2004~2007 年の実

績では 140，000(2007 年)~470，000 羽 (2006 年)となって

いる。なお，急速凝集反応はスクリーニング検査であり，

その後試験管凝集反応陽性になった検体に対して菌分離

が行われる。

ウエストナイルウイルス感染症のアクティブサーベイ

ランスは，米国での本病の流行にともない 2003年から蚊

および死亡野鳥を対象としているが6) これまでウエスト

ナイルウイルスの分離事例はない。

2-1-2. 届出伝染病

届出伝染病については， 10疾病についてアクティブ

サーベイランスが実施されている(表中段)。

オーエスキー病については，全国的なモニタリング検

査と，浸潤県(ワクチン接種を用いた防疫措置を行ってい

る地域を含む県)における清浄度確認のための検査が行

われている。前者では，抗体検査(ラテックス凝集反応，

エライザ，中和試験)が実施され，農場抽出基準は豚コレ

ラと同様である。後者については，地域の浸潤状況に応じ

て4段階の地域区分が設定され，農場における検査個体

の抽出率も異なっている7)。近年の抗体検査実績として

は，毎年およそ 6，000戸， 130，000頭の検査が実施されて

いる。また， 2009年 6月時点での抗体陽性県は 14県であ

るが，東北と九州、|における野外抗体陽性率は農場，個体と

もに 1%程度であったのに対し，関東では農場がおよそ

20%，個体がおよそ1O~15% と地域差が認められた。

アルボウイルス感染症(アイノウイルス感染症，アカパ

ネ病，イバラキ病，チュウザン病，牛流行熱の 5疾病〕に

ついては，媒介昆虫の活動時期に合わせて検査が行われ

ている。 6，8， 9， 11月(沖縄県では 5，7， 9， 11月)の

4回，各県で設定した未越夏牛，あるいは抗体陰性牛に対

して各疾病の抗体検査を実施し，感染状況を経時的に把

握することとされている。近年の検査実績として，年間

のべ検査頭数は，各疾病とも 12，000~17，000頭となって

いるo 2005~2007 年の陽性頭数を見てみると， アイノウ

イルス感染症については，約 20 (2006 年)~約 400 頭

(2007年)，アカパネ病については約 200 (2006 年)~約

1，000頭 (2007年)， イバラキ病は約 100 (2006 年)~約

600頭 (2007年)，チュウザン病は約 10(2006 年)~約 400

頭 (2007年)，牛流行熱は o(2006年)から約 20頭 (2007

年)と，年によって差が認められた。

豚繁殖・呼吸障害症候群 (PRRS)，伝染性胃腸炎

(TGE)，豚流行性下痢 (PED)は，実施県ごとに最大30

戸ず、つ選定し，各戸繁殖豚，肥育・育成豚の抽出検査を実
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施することとされている。疾病によって検査実績は県間

で大きく異なっており，エライザによる PRRSの検査で

は，全国において年間 45 ，000~60 ，000 頭が検査に供され，

6，000~ 10，000頭が陽性と判定されている。一方， 中和試

験による TGEの検査の実施は 20県前後であり，検査頭

数は 5，000~6，000 頭を推移している。陽性豚の報告数は

300 (2005 年)~1 ，000 (2007年)頭と，年によって聞きが

ある。 TGEと同様，中和試験による PEDの検査について

は，実施県は 30県前後である。検査頭数は 8，000(2005 

年)~38 ，000 (2004年)頭と年によって差があり，陽性頭

数は 100(2007 年)~600 (2005年)頭である。

馬伝染性子宮炎については，競走馬については JRAに

よる自主検査が実施されていることから，国では主とし

て競走馬以外の馬をアクティブサーベイランスの対象に

し，発生地域の繁殖牝馬・種牡馬に対して菌分離による

検査が実施されている。実施県数は近年 10県程度で推移

している。検査頭数については 700 弱 (2005 年)~3500 頭

(2007年)と年によって聞きがあるものの，陽性頭数は O

(2005 年)~1 (2004年)である。

2-1-3. 監視伝染病以外の家畜疾病

これまで見てきた家畜伝染病予防事業に基づく監視伝

染病のアクティブサーベイランスの他にも，農林水産省

の主導で実施されているサーベイランスがある。一例と

して 2008年に実施された豚インフルエンザ， リステリア

症，豚連鎖球菌症のサーベイランスが挙げられる(表下

段)。これらは動物由来感染症を対象に「食の安全・消費

者の信頼確保交付金事業」の一部として，都道府県が任意

に参加して実施されたサーベイランスである O

豚インフルエンザについては， 2005年より病性鑑定豚

を対象に検査が実施された。 2005，2006，および 2007年

でそれぞれ 17，13，および 15県が参加し， 3年とも合計

約 200検体が検査に供されたが， 血清亜型H5，H7を疑

うウイルスは認められていない。なお，豚インフルエンザ

のサーベイランスについては， 2009年 5月以降，全都道

府県で実施されることとなった。リステリア症について

は， 2007年より酪農場において任意抽出された牛由来の

直腸便， サイレージが検査対象とされた。 2007年実績で

は全国で 21県， 200戸強が参加し，およそ 1，300検体強の

直腸便， 250検体強のサイレージが検査に供され， 2戸 11

検体の直腸便， 1戸 l検体のサイレージからリステリア菌

が分離された。豚連鎖球菌症については， 2008年より豚

インフルエンザ同様に任意抽出された病性鑑定豚の検査

が実施された。

なお， 2008年については，豚インフルエンザは 14県，

リステリア症については 27県，豚連鎖球菌症については

23県が参加し，結果については 2009年 10月現在農林水

産省で取りまとめが行われているところである。

2-2. 結果の報告・公表体制

ここまで各アクティブサーベイランスの実施体制と実

績について述べてきたが，ここで検査実績の報告，公表の

仕組みを紹介する。家畜伝染病予防事業に基づく監視伝

染病のアクティブサーベイランスの結果は，月例報告と

して毎月 10日までに前月の実績を，年次報告として毎年

1月 31日までに前年の実績を疾病ごとに取りまとめて農

林水産省に報告することとされている(家伝法第十二条

の二)。ただし， BSEの死亡牛サーベイランスは 12カ月

齢ごと，めん羊，山羊，しかの伝達性海綿状脳症について

は動物種ごとの実績を報告する必要がある2，3)。

アクティブサーベイランス結果は，農林水産省がとり

まとめ，家畜衛生統計や家畜衛生主任者会議資料として

公表されている。前者はこれまでのところ 2006(平成 18)

年までが発行されており，我が国の家畜衛生の統計資料

として活用されている。後者については前年のサーベイ

ランス実施実績が公表されている。また監視伝染病以外

のアクティブサーベイランスについては，単年度事業の

報告として，家畜衛生週報に四半期ごとの結果が掲載さ

れることになっている。

3. おわりに

本稿では我が国の家畜防疫システムのうち，アクティ

ブサーベイランス，およびその実施状況について網羅的

に解説した。近年の牛海綿状脳症や高病原性鳥インフル

エンザなど、の社会的に関心の高い疾病だけでなく，アク

ティブサーベイランス体制全体を烏轍し，把握しておく

ことは，限りある人的・物的資源の有効活用を検討する

上でも重要である。このような情報が，将来的に個々の

サーベイランス手法について議論する際，関係者間で共

有されれば幸いである。

本稿は農林水産省による， I新たな農林水産政策を推進

する実用技術開発事業」の支援を受けて実施されている

研究プロジェクト「我が固における家畜伝染性疾病の

サーベイランスに関する研究」の一部を取りまとめたも

のである。
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