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平成 2４年

明けましておめでとうございます！

新年、明けましておめでとうございます。
現在のところ、口蹄疫や高病原性鳥インフルエンザの国内発生もなく、穏やかなお正月を迎え
られたことと思います。しかしながら、隣国では両伝染病の発生があっております。とくに高病原
性鳥インフルエンザ等の発生リスクが高まる時期ですので、防疫対策に万全を期するようよろしく
お願いします。

台湾で口蹄疫の継続発生がみられています！
２０１１年１２月１９日、台湾台南市で口蹄疫（O 型）の発生がありました。
台湾においては、１９９７年以降、本病が断続的に発生しており、豚で水疱などの臨床症状が認
められ、２０１１年で１１回（今回を含む）の発生が確認されているなど、台湾本土において本病の
ウイルスが常在化している可能性があり、日本への侵入に対する十分な警戒が必要と考えられ
ます。発生国の畜産農家への訪問自粛、毎日の飼養家畜の観察、消毒の徹底など、防疫対策
に万全を期するよう、関係者への周知をお願いします。

台湾における口蹄疫の発生状況（2009年2月～）
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2009年
①雲林縣麥寮鄉 ：2月 4日（O型、豚）
②彰化縣埤頭鄉 ：2月 9日（O型、豚）
③嘉義縣新港鄉 ：3月27日（O型、豚）
④屏東縣Yanou鄉：5月18日（O型、豚）
⑤屏東縣萬丹鄉 ：6月25日（O型、豚）
⑥桃園縣大園鄉 ：6月 9日（O型、豚）
⑦新竹縣竹北市 ：7月13日（O型、豚）
⑧桃園縣新屋鄉 ：8月25日（O型、豚）
2010年
⑨澎湖縣馬公市
⑩雲林縣褒忠鄉
⑪桃園縣新屋鄉
⑫台南直轄市

：2月12日（Ｏ型、豚）
：6月22日（O型、豚）
：8月10日（O型、豚）
：12月17日（O型、豚）

2011年
⑬澎湖縣馬公市 ：3月22日（O型、豚）
⑭台南市下營鄉 ：3月2１日（O型、豚）
⑮新竹縣新埔鄉 ：5月6日（O型、豚）
⑯彰化縣永靖鄉 ：5月16日（O型、豚）
⑰彰化縣田尾鄉 ：5月23日（O型、豚）
⑱新北市鶯歌区 ：7月11日（O型、豚）
⑲台南市Shigang区：7月26日（O型、豚）
⑳雲林縣二崙鄉 ：10月１９日（O型、豚）
21澎湖縣馬公市 ：10月30日（O型、豚）
22桃園県蘆竹市 ：12月７日（O型、豚）
23台南市Beimen区：12月１９日（O型、豚）

※日付は発生日（各々の事例が初めて観察された日）
出典：OIE WAHID 他

香港で高病原性鳥インフルエンザ（H5N1）が発生！！
香港で２０１１年１２月１７日に野鳥、２３日に家きん市場での死亡鶏の高病原性鳥インフルエ
ンザ（H5N1）の発生がありました。２０１１年１２月に入り、ネパール、中国、バングラデシュにおい
て高病原性鳥インフルエンザの発生が相次いでいます。口蹄疫同様、発生国の畜産農家への訪
問自粛、毎日の飼養家畜の観察、消毒の徹底など、防疫対策に万全を期するよう、関係者への
周知をお願いします。
高病原性・低病原性鳥インフルエンザの
発生状況(2010年以降)
《 ヨーロッパ 》
英国
H5（低）
ノース・ヨークシャー州
ノッティンガムシャー州
ロシア
H5N1（高）
イタリア

ルーマニア
オランダ

ドイツ
フランス
デンマーク
スペイン
ブルガリア

H7N3 （低）
H5N2 （低）
その他（低）
H5N3（低）
H5N1（高）
H7N7（低）
H7N7（低）
H7N1（低）
H7（低）
H7N7(低)
H5N2(低)
H5N3(低)
H7N1(低)
H7N7(高)
H5N1(高)

感染確認日：2010. 7.28
感染確認日：2010. 5.18
感染確認日：2010. 6.11
感染確認日：2009.10.28
感染確認日：2010上半期
感染確認日：2010上半期
感染確認日：2010上半期
感染確認日：2010.11.10
感染確認日：2010. 3.15
感染確認日：2011. 6.24
感染確認日：2011. 5.12
感染確認日：2011. 3.22
感染確認日：2010. 5.16
感染確認日：2011. 5.27
感染確認日：2010.11.11
感染確認日：2009.11.13
感染確認日：2010. 3. 9
感染確認日：2009.10.11
感染確認日：2010. 4. 1

《 アフリカ 》
エジプト H5N1（高）
2010年1月以降も継続的に発生
セーシェル（低）
感染確認日：2010上半期
南アフリカ共和国 H5N2（高）
感染確認日：2011. 2.11
感染確認日：2011. 3.16

《 東アジア 》
中国
H5N1（高）
H5N1（高）
香港
H5N1（高）
H5N1（高）
H5N1（高）
H5N1（高）
H5N1（高）
台湾
H5N2（低）
H7N3（低）
H5N2（低）
H5N2（低）
H5N2（低）
モンゴル H5N1（高）
H5（高）
韓国
H7N2（低）
H5N1（高）
H7N6（低）
H7N7（低）
H7N7（低）

感染確認日：2011.12.12
感染確認日：2010. 6. 3
感染確認日：2011.12.20
感染確認日：2011.12.19
感染確認日：2011. 1.19
感染確認日：2010.12.21
感染確認日：2010. 3.29
感染確認日:2011. 11.15
感染確認日：2011. 4. 7
感染確認日:2011. 3.21
感染確認日：2010. 9.29
感染確認日：2010. 1.21
感染確認日：2011. 4.11
感染確認日:2010. 5. 8
感染確認日：2010.12.16
感染確認日：2010.12. 7
感染確認日：2010.11. 3
感染確認日：2010.10.15
感染確認日：2010. 5.20

高病原性発生地域＝
低病原性発生地域＝

又は高
又は低

※高病原性・低病原性併発地域は高病原性と表記

日本
H5N1(高) 感染確認日：2010.12.19
H5N1(高) 感染確認日：2010.11.29

《 南アジア 》
インド H5N1（高）
感染確認日：2011. 9. 7
感染確認日：2011. 2.16
感染確認日：2010. 1.14
ﾊﾞﾝｸﾞﾗﾃﾞｼｭ H5N1 （高）
2010年1月以降も継続的に発生
イラン H5N1 （高）
感染確認日：2011.9.15
感染確認日：2010年上半期
ネパール H5N1 （高）
感染確認日：2011.11.14
感染確認日：2010.10.27
感染確認日：2010. 1.31
ブータン H5N1 （高）
感染確認日：2010. 2.22

《西アジア》
イラク （低）
感染確認日：2010年上半期
イスラエル H5N1（高）
感染確認日：2011. 4.11
感染確認日：2011. 3. 7
感染確認日：2010. 5. 6
感染確認日：2010. 1.26
パレスチナ自治区
H5N1（高）
感染確認日：2011. 3. 3
（低）
感染確認日：2010年2月,7月

2011年12月26日現在
※更新点：香港における高病原性H5N1の発生（2011.12.20)
香港における高病原性H5N1の発生（2011.12.19)
中国における高病原性H5N1の発生（2011.12.12)
ネパールにおける高病原性H5N1の発生(2011.11.14)

《 東南アジア 》
ベトナム H5N1 （高）
2010年1月以降も継続的に発生
ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ H5N1 （高）
2010年1月以降も継続的に発生
ラオス
H5N1 （高）
感染確認日：2010. 5. 6
カンボジア H5N1 （高）
感染確認日：2011. 7.28
感染確認日：2011. 7.19
感染確認日：2011. 1.29
感染確認日：2010. 1.29
ミャンマー H5N1（高）
感染確認日：2011. 1.16
感染確認日：2010. 2. 3

《 南北アメリカ 》
アメリカ
ノースカロライナ州
ミズーリ州
ネブラスカ州
ミネソタ州
カナダ
マニトバ州
メキシコ
コアウイラ州他
ドミニカ共和国
ハイチ共和国
グレナダ

H5（低）
H7N3（低）
H7（低）
H7N9（低）
H7N9（低）

感染確認日：2011.3.21
感染確認日：2011.3.25
感染確認日：2011.4.8
感染確認日：2011.6.29
感染確認日：2011.5.26

H5N2（低） 感染確認日：2010.11.23
H5N2（低） 感染確認日：2010上半期
H5N2(低） 感染確認日：2010上半期
H5N2(低） 感染確認日：2010下半期
(低）
感染確認日：2010上半期

出典:OIE WAHID 及び FAO等

定期報告説明会を開催します！
家畜伝染病予防法の改正に伴い、家畜の飼養者は家畜の飼養に係る衛生管理状況等を報
告することが義務化されました。そこで、市町村の御協力の下、説明会を開催します。家畜の飼
養者は、必ず出席されるようよろしくお願いします。日程、場所につきましては
各市町村または家畜保健衛生所へおたずね下さい。
定期報告の内容
・ 基本情報：飼養者氏名、住所、農場所在地、畜舎数、家畜の頭数など
・ 飼養衛生管理基準の遵守状況
・ 添付書類：畜舎見取り図、衛生管理区域の区別、埋却用地情報など
参考：http://www.maff.go.jp/j/syouan/douei/eisei/e_koutei/kaisei_kadenhou/index.html

ご不明な点があれば家畜保健衛生所にご連絡ください！

