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〈 解 説 〉

採卵鶏におけるサ ル モ ネ ラ 対 策 手 引 書

Code of Practice for the Control of Salmonellae 

in Commercial Laying Flocks 

鶏病 研究会

干130東京都墨田区両国 2-21-5 ダイカンプラザ402

The Japanese Society on Poultry Diseases 

402 Daikan-Plaza， 2-21-5 Ryogoku， Sumida-ku， Tokyo 130 
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I 基 本方針

鶏のサルモネラ症においては，特に臨床症状を示さな

い保菌鶏が出現するため，環境を汚染し清浄化が困難と

なり， 1羽の保菌鶏が永続的に全鶏群及びその後代鶏の

健康を脅かすこともあり得る。さらに，近年，食中毒の

原因菌として公衆衛生上注目されている Salmonellα

Enteritidis (腸炎菌)， S. Typhimurium (ネズミチ

フス菌)等はひな白痢菌と同様，介卵伝染性を有してい

るので，その対策をより困難にしている(注 l参照)。

本症対策の基本は，養鶏場にサルモネラを持ち込まな

いこと及びその伝播を防ぐことである。サルモネラは，

ひな，人，ネズミ等の媒介動物あるいは管理器材を介し

て養鶏場に侵入することが知られているので，これらを

介してのサルモネラの侵入を確実に阻止し，さらに日常

の衛生管理を徹底し，その伝播を防がなければならな

L 、。
本手引書は介卵伝染性を有するサルモネラに汚染され

る可能性が，疫学的に高いと考えられる場合，あるいは

汚染された場合を想定して作成されたものであるが，ど

の程度まで実施するかについては，それらの汚染の程度，

鶏の日齢，飼育形態等を総合的に考え，家畜保健衛生所
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等の専門機関に相談することが望ましい。

衛生管理に努めても，ときにはサルモネラが侵入して

鶏群を汚染することがある。一度汚染された産卵鶏群は

臨床症状を呈することなく，保菌鶏群として他の産卵鶏

群へサルモネラを伝播するので，原則として腸炎菌及び

ネズミチフス菌感染鶏群は淘汰する必要がある。

11 施設に関する制限

(1) 養鶏場構内に関係者以外の人がみだりに出入りし

たり，野犬等が侵入しないように囲障を設ける。

(2) 養鶏場内への出入り口には更衣所を設け，外から

順に①外着を脱ぐ部屋(又はロッカー)，②シャワ一

室(又は風呂場)，③内着を着用する部屋(又はロッカ

ー)の順に配置する。

(3) 各鶏舎の入り口には，手指の消毒施設(使い拾て

紙タオルも常備)，外履きを内履きに変えるための施設

を設置する(注2参照)。

(4) 養鶏場のすべての施設の関口部(窓，天井との隙

間，排水口等〕に網等を設置し，ネズミ，野鳥等媒介動

物の侵入を防ぐ(注3参照)。

凹外界との隔離

(1) ひなの導入

常に導入先のふ化場における衛生状態の把握に努め，

サルモネラ・フリーのひなをサルモネラ・フリーの育雛

舎に導入する。そのために，ひなの導入前に，鶏舎を消

毒し，換気孔及び換気扇の付着塵挨，壁，床，隙間，給
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鶏舎の消毒

(1) 媒介動物対策

ネズミは空舎にし飼料を除去すれば，鶏舎を離れるが，

更新鶏を導入すれば，また戻ってくるので，鶏を移動す

る前にネズミ等媒介動物対策を実施する(注3参照)。

(2) 乾式清掃

ケ) ファンや通風孔を外側から掃除する。

付) 建物の内側では，天井，照明装置，梁， ファン，

壁，床，ケージ等すべてを，上から下へと移動しながら

掃除する。

(ウ) 給餌器や飼料が集積している場所すべてを，固ま

った飼料が残らないように掃除する。

(ヰ集卵装置を解体し，全ての塵挨と卵の付着残さを

取り除く。

件) 集卵ベルトを外し，

する。

(カ) 受糞板から付着糞便を取り除く。金属へらの使用

は効果的である。

(キ) 電気系統はスイッチを切り注意深く清掃し，湿式

清掃のために覆いをする。

(3) 湿式清掃

湿式清掃には，洗剤による洗浄，水洗及びすすぎが含

まれる。温水の使用が望ましく，洗剤jや界面活性剤は固

着したごみをはがす為には効果的である。

(対 洗浄はスプレー方式で，建物の奥から手前へ天井

からはじめ，次いで壁，最後に床を洗う(注6参照)。

付) 集卵システムには特に注意し，卵の破片を完全に

除去する。

(ウ) すすぎにより，洗剤の残留を除く。

(エj 水j留りは細菌の増殖場所になるので，全でなくし

乾燥する。

(4) 修 理

全ての修理を湿式清掃終了後に行う(例えば，床の破

損部位，扉の枠，こわれた羽目板，受糞板及び集卵装置

の修理)。

(5) 消毒

消毒はすすぎ終了後 24時間以内に開始すべきである。

消毒剤は清潔な表面のみに有効なため，適正な清掃が行

われたかを調べてから行う(注 7，8参照〉。

(6) 細菌学的検査

細菌学的検査によって，適正に消毒されたことを確認

する(注 4参照)。細菌学的検査でサルモネラが陽性な

らば，陰性になるまで消毒を反復する。
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ベルトの上下面の汚物を掃除
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餌器，給水器のスワフ守についてサルモネラの検査を実施

する(注 4参照)。もし，サルモネラ陽性ならば再度消

毒を行う。

また，導入ひな及び輸送箱のサルモネラ検査を実施す

る(注4参照)。

(2) 人の立ち入り制限

外来者の養鶏場への立ち入りを原則として禁止する。

やむを得ず外来者が養鶏場へ入るときはHの (2)の更

衣所において備え付けの帽子，手袋，白衣，ズボン及び

長靴に取り替える。

(3) 外来車鞠

外来車輔は専用の駐車場のみに駐停車させる。業務上

必要な車輔の乗り入れ及び資材の搬入に際しては消毒を

実施する。

(4) 飼料・飲水

飼料・飲水もサルモネラの汚染源の一つになりうるの

で定期的に検査する必要がある(注4参照)。また，ネ

ズミ，野鳥等による二次汚染を防止する。

飼料・飲水からサルモネラが分離された場合，当該飼

料・飲水の使用を中止すると共に，飼料・飲水の保管施

設等を清掃，消毒する。

各鶏舎は独立した衛生管理を基本とし，鶏舎問の相互

伝播を防ぐ。

(1) 従業員

各鶏舎ごとにそれぞれ専用の衣服(白衣，ズボン，帽

子及びマスク)及び履き物を使用する。これらの衣服は

常に清潔に保ち，週に一回以上洗濯，消毒する(注2参

照)。なお，従業員の家庭ではいかなる鳥類も飼育すべ

きではない。

(2) 管理器材

原則として，各鶏舎ごとに備える。やむを得ず他の鶏

舎で使用するときは使用前後によく消毒する。

(3) 飼育

ケ) 高水準の衛生状態を保ちつつオールイン・オール

アウト方式で飼育する。

付) 必ず毎日集卵前に死亡鶏，淘汰鶏(弱った鶏はサ

ルモネラに感染し易い)を除去する。

(功一度ケージ外に脱出した鶏は，日齢にかかわらず

元へ戻してはいけない。なお，ストレス状態(高温，断

餌・断水，吸呼器病の複合感染等〕はサルモネラの排菌

を増強するので注意する(注5参照)。

日常衛生管理IV 



(7) 導入の準備

使い捨て物品をすべて新しい物に取り替え，電気系統

が適正に作動するか点検する。消毒に用いたすべての機

器を清浄にし安全な場所に保管する。

VI 集卵

卵は食品を取り扱うのと同様に清潔に集める。

(1) 作業者は集卵前後に手指の消毒を行う(使い捨て

紙タオルで拭く)か使い捨て手袋を使用する(注2参照)。

(2) 集卵は頻繁に実施する(1日 4回以上が望ましい)。

(3) 卵殻の汚れた卵，ひび害Ijれ卵等の格外卵は出来る

だけ早く取り除き，正常な食卓卵と一緒にしない。

(4) 卵用トレイ及びコンテナは消毒したものを使用す

る。

(5) 出荷まで卵はなるべく冷所に保存する。

注 1:介卵感染性及び卵の汚染頻度

ひな白痢菌のイン・エッグによる介卵伝染性はよく知

られているが，腸炎菌，ネズミチフス菌も同様の介卵伝

染性を示し，これが食中毒の原因となることから，近年，

公衆衛生上注目されている。

なお，腸炎菌ファージタイプ4による介卵伝染の多郎支

は自然感染及び人工感染鶏の産んだ卵の 0.1~1% 程度
であり，産出された汚染鶏卵中の菌数は 10個以下とみ

なされている。

注2:衣服，履き物及び手指の消毒方法

(1) 衣服は使用に先立って，蒸気消毒または，消毒液

に浸して消毒する。

(2) 各鶏舎専用の履き物の消毒に，逆性石鹸製剤及び

複合製剤などを用いる場合には，それらの大部分は，鶏

糞などの混入によって速やかに効力を失うので，消毒前

に予備洗いする。消毒薬は少なくとも週 2回以上，汚れ

のひどい時はそのつど取り替える。臭いや色が残ってい

ても効力は失われていることがあるので注意する。

(3) 手指の消毒は洗面器を用い，逆性石鹸製剤を使用

する。薬液は原則として毎日取り替える。使い捨て紙タ

オルを常備することが望ましい。さらに使い捨て手袋の

使用も推奨されている。

注 3:媒介動物対策

(1) 防鼠対策

最近米国では，環境由来検体陽性鶏舎と内部臓器由来

検体陽性鶏舎が高い一致率を示すこと及び腸炎菌汚染鶏

舎のネズミは腸炎菌にかなり汚染されており，鶏舎内伝

播に極めて重要な役割を果たしていると報告されている。

ケ) 鶏舎内外のネズミの生息場所(たとえば高く茂っ

た草，低い樹木， ごみ，壊れた機器，建築廃材，土台の

穴，段ボール，古い篭)に成り易い場所を除去する。

(イ) 排水口には，ネズミの侵入が不可能な白血または
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金網を施す。

り) ハメ板，壁，天井，床，通気口，配管取り付け口，

扉の透き間等の，ネズミ穴，ネズミ道の封鎖を行い，侵

入防止を図る。

同 ネズミが採食可能なすべての物(たとえば，こぼ

れた飼料，破卵及び死亡鶏)を取り除く。

け) 冷暖房機の中，配電盤内，天井裏，資材置場等は，

比較的巣を作りやすいため，定期的に摘発・除去する。

なお，鼠の防除対策については，専門業者に相談する

ことを勧める。

(2) 野鳥対策

ケ) 鶏舎内外の営巣しやすい場所(雨桶，鋼材の透問，

天井裏等)は，定期的に検査し，巣を摘発・除去する。

付) 鶏舎内への侵入防止を図るため，侵入経路を封鎖

する。

(功野鳥が採餌しやすいこぼれた飼料を除去する。

(3) 昆虫対策

ケ) 鶏糞を良く乾燥する。

付) 水漏れを防ぎ，湿った場所をなくす。

(ウ) 異なった殺虫剤(たとえば，除虫菊製剤，有機リ

ン製剤とカーパメート製剤)を交互に使用する。

なお，媒介動物対策については， I飼料のサルモネラ

汚染防止対策」・鶏病研報 14，93~102 (1979)， I養鶏

施設におけるハエの防除対策J.向上， 27， 117~123 

(1991)， I養鶏施設におけるネズミ類と野鳥類の防除対

策」同上， 27， 124~ 133 (1991)を参照のこと。

注 4:サルモネラ検査法

詳しくは ISalmonellαと Cαmpylobαcterjejuni 
の検査法J:鶏病研報， 28， 55~66 (1992)を参照のこ

と。さらに，強制換羽群については，飼料給与関始後5

~7 適に検査する。

なお，鶏舎単位で検査する場合，最初から個体別に検

査することは多大な労力を要し，効率が悪いので，以下

のように四段階で調べることを勧める。

第一段階:鶏舎単位の検査として，鶏舎内塵壊を調べ

る。

第二段階:ケージ列単位の検査として，集卵ベルト，

除糞ピットまたは除糞ベルトを調べる。

第三段階:個体単位として，個体別に盲腸便又は抗体

を調べる。

第四段階:内部臓器を調べる。

腸炎菌感染実験鶏舎の塵壊を調べた成績では，毎週調

べた塵挨約 5g中からは必ず腸炎菌が分離されており，

しかも塵挨 19当たり数 10個以上であることが明らか

にされており，野外でも同様なことが言われている。

注 5:ストレス状態と排菌

鶏をストレス状態にすると，即ち，ヒートストレス

(300C以上)，断餌・断水 (2日程度)，強制換羽，産卵

鶏舎へのひなの導入等でサルモネラの排菌ならびに感受

性の高まることが，辰近明らかにされたので，これらの

ストレスを与えないように日常飼育を行うべきで，特に，
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夏季の強制l換羽は避けることが望ましい。

注6:スチームクリーナーの使用方法

蒸気の噴射口を，消毒する器材表面の 10cm以内

(薬液を噴射するときは 30cm以内)に近づける。薬液

併用の際は，石炭酸及びクロロフェノール製剤及び、ハロ

ゲン塩製剤は器具の腐蝕が甚だしいので使用しないほう

がよい。

注7:消毒薬の使用方法

(1) 使用消毒薬

消毒薬の使用に際しては添付の説明書を参照し，消毒

対象に適した消毒薬を適正な濃度で使用することが必要

である。

(2) 加温による増強効果

すべての消毒剤は 18
0

C以上で効果的であるが，病原

菌を死滅させる時間は，作用温度が 100C上昇するごと

に 1/2~1/3 に短縮させることができるので，温度を高

める工夫をする。なお，ハロゲン塩製剤は 400C以上で

使用しではならなL、。

- 70 

(3) 消毒薬によって殺菌効果をあらわす至適 pHが

異なるので， 2種類以上の消毒薬を用いて消毒を繰り返

す場合には，最初に用いた消毒剤が残留しないように，

良く水洗してから 2回目の消毒を行う。

(4) 消毒剤の散布量の基準としては，天井及び側壁へ

の散布量をも含め，床面積 3.3m2当たり約 3l (気温

湿度，天候によって異なる)で，消毒剤で湿っている時

聞を少なくとも 1時間程度とすることが望ましい。

(5) 土壌の消毒の場合は， 1m2当たり約 4lの消毒

剤l又は消石灰約 300gを散布する。

注8:ホルマリンくん蒸法

消毒液の届きにくい隅々や壁面の微小な空隙にまで浸

透して効果を発揮するほか，消毒液で漏らすことが出来

ないものの消毒に適している。

ホルマリンによるくん蒸は 1m3につきホルマリン

40mlを，専用のガス発生装置，あるいは電気釜を用い

て加熱して発生させる。

なお，ホルムアルデヒドは著しく人の健康を害するの

で取り扱いに十分注意する。
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