
 鳥インフルエンザが心配とな
る季節となりました。 
 熊本県では毎年11月から翌4

月までを“高病原性鳥インフ
ルエンザ特別防疫対策期
間”とし、本病ウイルスの農場
への侵入防止対策を徹底して頂
くようお願いしています。 
 家きん農家の皆様には引き続
きの飼養衛生管理状況の自己点
検をしていただくとともに、異
状が認められた場合には速やか
に家畜保健衛生所までご連絡い
ただくようお願い致します。 

熊本県阿蘇家畜保健衛生所  
 〒869-2612 阿蘇市一の宮町宮地２６３９-１  
 TEL 0967-22-0041 FAX 0967-22-4612 

“高病原性鳥インフルエンザ特別防疫対策期間”始まります！ 

平成２８年度阿蘇地域高病原性鳥インフルエンザ防疫演習を行いました！ 

農林水産省HP 

１ 

 阿蘇地域での鳥インフルエンザの発生に備え、迅速かつ的確な初動防疫を行うた
め、平成２８年１０月６日、３１日に産山村及び阿蘇地域振興局で平成２８年度阿
蘇地域高病原性鶏インフルエンザ防疫演習を行いました。今回の演習では市町村、
建設業協会、熊本県畜産協会及び振興局などの関係機関を参集し、消毒ポイントに
おける車両消毒実演演習、動噴による畜産車両消毒の実演、支援センター設置運営
演習、防疫服着脱演習などを行いました。各機関の具体的な防疫体制を確認するこ
とで、今後の発生に備えた防疫措置の強化に活かすことができたと感じています。 

【防疫服の着脱】 【車両消毒の実演】 



 
 
 
 
○火山灰の飼料への混入については、少量の付着であれば特に家畜への健康に問題
ないと報告されています。 
○降灰付着量の多い飼料作物や牧草を給与すると、下痢症状や食欲の減退など栄養
状態が低下することがありますので、多量に付着した飼料作物や牧草は給与しない
ようにしてください。 
○今回の火山灰は強酸性（ph4）であり、飼料作物に付着している場合は嗜好性の
低下も考えられるため、できるだけ飼料作物の灰を落として給与しましょう。また、
食欲の低下が見られた場合は灰の付着がない飼料と混合して給与しましょう。 

阿蘇山の噴火による降灰の影響 

■畜 産（飼料作物）  
１ 乾草、サイレージは、貯蔵施設の密閉やシートをかぶせるなど、火山灰がはいらないよう工夫する。  

２ 家畜への給与  

①少量の付着であれば、特に家畜の健康に問題ない。  

・ 褐毛和種成雌妊娠牛に必要乾物量の5％（430ｇ／体重500kg）の降灰と酸性水（pＨ2.8～3.8）を9カ月間給与した。第１胃内

容液について異常は見られず、第１胃の活動が順調であることが示唆された。血液検査についても特に異常値は認められな
かった。また、試験期間を通じ臨床的にも健康で、分娩から再受胎ならびに子牛の発育も順調であった。（熊本県草地畜産研
究所：H2）  
・ 雲仙普賢岳の降灰をサイレージと混合して(サイレージ1kg当たり降灰40ｇ及び20ｇ)、搾乳牛へ給与した。粗飼料採食量は灰
が付着したほうが低い傾向にあったが、乳量・乳成分に差はみられなかった。(長崎県畜産試験場:H3)  

②火山灰は強酸性の場合があり、嗜好性の低下も考えられるため、できるだけ火山灰を落として給与する。  

・ 搾乳牛に有珠山の降灰を1日1kg採食させると、飼料採食量、乳量の減少が認められたが、その他の障害は認められなかっ
た。(北海道農業試験場：S52)  

③青刈り給与はできれば避けたほうがよい。  

・ 手刈りしたイタリアンライグラス1番草の降灰付着率は5.9％、一昼夜予乾後の付着率は3.5％、雨量16mmの降雨後は7.2％
（長崎県畜産試験場：H3）  
表 イタリアンライグラスの降灰付着率(長崎畜試：H3) (単位：％) 区分  降灰直後 1)  降雨後 2)  予乾
後 3)   

倒伏区（1番草）  5.9  7.2  3.5   

開花終期  （22.1）  （31.9）  （17.1）   

無倒伏区（2番草）  3.3  2.7  1.7   

開花後期  （17.0）  （23.3）  （11.4）   

営農技術対策 

【中期的対策】 
１ 飼料作物 

（１）火山灰に埋もれてしまった飼料作物は、枯死する可能性がある。不足量を予測し、降灰被害が少ない近隣地域に追加の飼料作物作付
を検討する。また、稲わら等購入粗飼料を早めに確保する。 

（２）土壌の酸性化により、牧草および飼料作物の生育が著しく停滞することがある。土壌ｐHを確認したうえで、永年牧草類は表面散布、飼
料作物は作付前に土壌に石灰資材を散布し中和する。 

（３）降灰付着量の多い飼料作物を給与すると、食欲の減退など栄養状態が低下することがある。収穫・調整時には、可能な限り降雨あるい
は風等により降灰を除去し混入を防止する。 

２ 畜舎施設機械等 

（１）乾草、稲わらなど保管中の飼料についても、保管状況によっては火山灰が多量に混合する恐れがある。飼料貯蔵施設の密閉やシートの
被覆など、火山灰混入防止対策を実施する。 

（２）作業機器による火山灰の吸引等は故障の原因となる。作業機械は吸気口等を中心に、こまめに除灰作業を行う。 

３ 家畜の飼養管理 

（１）家畜が放牧中や舎内で降灰に遭遇すると、口、鼻などからの降灰吸引により気管の障害や、また目に入った場合は流涙、炎症を起こす
ことがある。畜体への送風や払い落とし、あるいは洗浄などにより灰を除去する。 

（２）降灰付着量の多い飼料作物や牧草を給与すると、食欲の減退など栄養状態が低下することがある。可能な限り灰を除去し、貯蔵飼料な
ど付着がない飼料と混合して給与する。 

（３）火山周辺の放牧地では、噴火、降灰に関わりなく火山性の有毒ガス（硫化水素など）が発生することがある。牧草等に枯死が認められる
など、有毒ガス発生が疑われた場合は、速やかに放牧牛を退牧する。 

指導事項 

１ 火山灰の安全性について 

牛への火山灰の給与ついては、下記本県における調査を始め、複数の研究機関により調査がなされ、少量の付着であれば、特に家畜の健
康に問題ないことが確認されている。 

※褐毛和種成雌妊娠牛に、必要乾物量の5％（430ｇ／体重500kg）の降灰と酸性水（pＨ2.8～3.8）を9カ月間給与した。第１胃内容液につい
て異常は見られず、第１胃の活動が順調であることが示唆された。血液検査についても特に異常値は認められなかった。また、試験期間を
通じ臨床的にも健康で、分娩から再受胎ならびに子牛の発育も順調であった（熊本県草地畜産研究所：H2）。 

２ 作業者の安全確保 牧野くぼ地での放牧牛の死亡など、火山性有毒ガスの滞留が疑われるような場合、安全が確認されるまでは近づか
ない。  

【飼料作物】 
《収穫作業における留意点》 
① 収穫作業は、収穫物にできるだけ降灰が付着しないよう天候や風向きに留意し、できるだけ降灰の少ない時期を
見て行う。 

② 刈り取り時は、土や火山灰が混入しないよう刈り高をやや高めに調整する。 

③ 攪拌集草時には、ほ場の火山灰を撒き散らないよう適正な作業機の高さに調整した上、トラクターの作業スピード
を落とす。 

④ 反転回数を増やすことも付着を減らす有効な手段である。 

⑤ 集草後は速やかにフィルムでラップするなど、火山灰が付着しないように保管する。 

⑥ 収穫作業後は、作業機のメンテナンスを行う。 

《給与時の留意点》 
① 乾草、サイレージは、貯蔵施設の密閉やシートをかぶせるなど、火山灰がはいらないよう工夫する。 

② 家畜への影響 

（１）少量の付着であれば、特に家畜の健康に問題はない。 

（２）火山灰は強酸性の場合があり、嗜好性の低下も考えられるため、できるだけ火山灰を落として給与する。 

（３）火山灰の付着により嗜好性の低下が見られた場合は、火山灰の混入のない飼料等と組み合わせて給与する。 

（４）飼槽の清掃を行い、火山灰ができるだけ家畜の口に入らないようにする。 

畜産 

①飼料作物 

（１）火山灰に埋もれてしまった飼料作物は、枯死する可能性が高いので、火山灰を除去して生育状況を確認する。成長期に大部分が枯死し
ていれば、収穫をあきらめて次期作物の播種の準備を優先する。 

（２）牧草などの収穫においては、可能な限り降雨あるいは風等により降灰を除去し、調整、収穫する 

②畜舎施設等 

（１）乾草やサイレージは、貯蔵施設の密閉やシートをかぶせるなど、火山灰が入らないよう工夫する。 

（２）畜さや類は牧柵などは交配による参加によって腐食する恐れがあるため、除灰作業を行うとともに点検に努め、補修を行う 

（３）作業機械は故障の原因となるため、吸気口等を中心に灰除去を行う。また、可動部グリス等に付着した灰も極力除去する。 

③家畜の飼養管理 

（１）家畜が放牧中や社内で交配に遭遇すると、口、鼻などからの交配吸引による機関の障害や、また目に入った倍は流涙、炎症を起こし、
体表も汚れる。このため、畜体への送風や払落し、あるいは洗浄などによって灰の除去に努める。 

（２）降灰付着量の多い飼料作物や牧草を給与すると、下痢症状や食欲の減退など栄養状態が低下することがある。火山灰は強酸性の場合
があり、嗜好性の低下も考えられるため、できるだけ火山灰を落として給与する。交配型量に付着した飼料作物や牧草は給与しない。可能な
限り降雨あるいは風等により降灰を除去したものを与え、貯蔵資料や良質の飼料などと混合して給与する。 

 なお、火山灰の安全性については、以下のように複数の研究機関により調査がなされ、少量の付着であれば、特に家畜の健康に問題ない
ことが確認されている。 

１．褐毛和種成雌妊娠牛に必要乾物量の5％（430ｇ／体重500kg）の降灰と酸性水（pＨ2.8～3.8）を9カ月間給与した。第１胃内容液につい
て異常は見られず、第１胃の活動が順調であることが示唆された。血液検査についても特に異常値は認められなかった。また、試験期間を
通じ臨床的にも健康で、分娩から再受胎ならびに子牛の発育も順調であった。（熊本県草地畜産研究所：H2）  
２．雲仙普賢岳の降灰をサイレージと混合して(サイレージ1kg当たり降灰40ｇ及び20ｇ)、搾乳牛へ給与した。粗飼料採食量は灰が付着した
ほうが低い傾向にあったが、乳量・乳成分に差はみられなかった。(長崎県畜産試験場:H3)  

３．搾乳牛に有珠山の降灰を1日1kg採食させると、飼料採食量、乳量の減少が認められたが、その他の障害は認められなかった（北海道農
業試験場：S52） 
４．手刈りしたイタリアンライグラス1番草の降灰付着率は5.9%、一昼夜予乾後の付着率は3.5%、雨量16mmの降雨後は7.2%（長崎県畜産
試験場：H3） 
（３）火山周辺の放牧地では、噴火、交配にかかわりなく火山性の有毒ガス（硫化水素など）が発生することがある。牧草等に枯死が認められ
るなど、有毒ガス発生が疑われた場合は、作業差の安全を核にしながら速やかに退牧等の措置を取ること 

１ 飼料作物 

【飼料作物】 
《収穫作業における留意点》 
① 収穫作業は、収穫物にできるだけ降灰が付着しないよう天候や風向きに留意し、できるだけ降灰の少ない時期を見て行う。 
② 刈り取り時は、土や火山灰が混入しないよう刈り高をやや高めに調整する。 

③ 攪拌集草時には、ほ場の火山灰を撒き散らないよう適正な作業機の高さに調整した上、トラクターの作業スピードを落とす。 

④ 反転回数を増やすことも付着を減らす有効な手段である。 

⑤ 集草後は速やかにフィルムでラップするなど、火山灰が付着しないように保管する。 

⑥ 収穫作業後は、作業機のメンテナンスを行う。 

《給与時の留意点》 
① 乾草、サイレージは、貯蔵施設の密閉やシートをかぶせるなど、火山灰がはいらないよう工夫する。 

① 乾草、サイレージは、貯蔵施設の密閉やシートをかぶせるなど、火山灰がはいらないよう工夫する。  

② 家畜への影響 

（１）少量の付着であれば、特に家畜の健康に問題はない。 

（１）少量の付着であれば、特に家畜の健康に問題ない。  

・ 褐毛和種成雌妊娠牛に必要乾物量の5％（430ｇ／体重500kg）の降灰と酸性水（pＨ2.8～3.8）を9カ月間給与した。第１胃内容液について
異常は見られず、第１胃の活動が順調であることが示唆された。血液検査についても特に異常値は認められなかった。また、試験期間を通じ
臨床的にも健康で、分娩から再受胎ならびに子牛の発育も順調であった。（熊本県草地畜産研究所：H2）  
・ 雲仙普賢岳の降灰をサイレージと混合して(サイレージ1kg当たり降灰40ｇ及び20ｇ)、搾乳牛へ給与した。粗飼料採食量は灰が付着したほ
うが低い傾向にあったが、乳量・乳成分に差はみられなかった。(長崎県畜産試験場:H3)  

（２）火山灰は強酸性の場合があり、嗜好性の低下も考えられるため、できるだけ火山灰を落として給与する。 

（３）火山灰の付着により嗜好性の低下が見られた場合は、火山灰の混入のない飼料等と組み合わせて給与する。 

（４）飼槽の清掃を行い、火山灰ができるだけ家畜の口に入らないようにする。 

（１）火山灰に埋もれてしまった飼料作物は、枯死する可能性がある。不足量を予測し、降灰被害が少ない近隣地域に追加の飼料作物作付
を検討する。また、稲わら等購入粗飼料を早めに確保する。 

（２）土壌の酸性化により、牧草および飼料作物の生育が著しく停滞することがある。土壌ｐHを確認したうえで、永年牧草類は表面散布、飼
料作物は作付前に土壌に石灰資材を散布し中和する。 

（３）降灰付着量の多い飼料作物を給与すると、食欲の減退など栄養状態が低下することがある。収穫・調整時には、可能な限り降雨あるい
は風等により降灰を除去し混入を防止する。 

①飼料作物 

（１）火山灰に埋もれてしまった飼料作物は、枯死する可能性が高いので、火山灰を除去して生育状況を確認する。成長期に大部分が枯死し
ていれば、収穫をあきらめて次期作物の播種の準備を優先する。 

（２）牧草などの収穫においては、可能な限り降雨あるいは風等により降灰を除去し、調整、収穫する 

③青刈り給与はできれば避けたほうがよい。  

・ 手刈りしたイタリアンライグラス1番草の降灰付着率は5.9％、一昼夜予乾後の付着率は3.5％、雨量16mmの降雨後は7.2％（長崎県畜産
試験場：H3）  
表 イタリアンライグラスの降灰付着率(長崎畜試：H3) (単位：％) 区分  降灰直後 1)  降雨後 2)  予乾後 3)   

倒伏区（1番草）  5.9  7.2  3.5   

開花終期  （22.1）  （31.9）  （17.1）   

無倒伏区（2番草）  3.3  2.7  1.7   

開花後期  （17.0）  （23.3）  （11.4）   

 

２ 畜舎施設機械等 

（１）乾草、稲わらなど保管中の飼料についても、保管状況によっては火山灰が多量に混合する恐れがある。飼料貯蔵施設の密閉やシートの
被覆など、火山灰混入防止対策を実施する。 

（１）乾草やサイレージは、貯蔵施設の密閉やシートをかぶせるなど、火山灰が入らないよう工夫する。 

（２）作業機器による火山灰の吸引等は故障の原因となる。作業機械は吸気口等を中心に、こまめに除灰作業を行う。 

（３）作業機械は故障の原因となるため、吸気口等を中心に灰除去を行う。また、可動部グリス等に付着した灰も極力除去する。 

（２）畜さや類は牧柵などは交配による参加によって腐食する恐れがあるため、除灰作業を行うとともに点検に努め、補修を行う 

 

３ 家畜の飼養管理 

（１）家畜が放牧中や舎内で降灰に遭遇すると、口、鼻などからの降灰吸引により気管の障害や、また目に入った場合は流涙、炎症を起こす
ことがある。畜体への送風や払い落とし、あるいは洗浄などにより灰を除去する。 

（１）家畜が放牧中や社内で交配に遭遇すると、口、鼻などからの交配吸引による機関の障害や、また目に入った倍は流涙、炎症を起こし、
体表も汚れる。このため、畜体への送風や払落し、あるいは洗浄などによって灰の除去に努める。 

（２）降灰付着量の多い飼料作物や牧草を給与すると、食欲の減退など栄養状態が低下することがある。可能な限り灰を除去し、貯蔵飼料な
ど付着がない飼料と混合して給与する。 

１ 火山灰の安全性について 

牛への火山灰の給与ついては、下記本県における調査を始め、複数の研究機関により調査がなされ、少量の付着であれば、特に家畜の健
康に問題ないことが確認されている。 

※褐毛和種成雌妊娠牛に、必要乾物量の5％（430ｇ／体重500kg）の降灰と酸性水（pＨ2.8～3.8）を9カ月間給与した。第１胃内容液につい
て異常は見られず、第１胃の活動が順調であることが示唆された。血液検査についても特に異常値は認められなかった。また、試験期間を
通じ臨床的にも健康で、分娩から再受胎ならびに子牛の発育も順調であった（熊本県草地畜産研究所：H2）。 

（２）降灰付着量の多い飼料作物や牧草を給与すると、下痢症状や食欲の減退など栄養状態が低下することがある。火山灰は強酸性の場合
があり、嗜好性の低下も考えられるため、できるだけ火山灰を落として給与する。交配型量に付着した飼料作物や牧草は給与しない。可能な
限り降雨あるいは風等により降灰を除去したものを与え、貯蔵資料や良質の飼料などと混合して給与する。 

 なお、火山灰の安全性については、以下のように複数の研究機関により調査がなされ、少量の付着であれば、特に家畜の健康に問題ない
ことが確認されている。 

１．褐毛和種成雌妊娠牛に必要乾物量の5％（430ｇ／体重500kg）の降灰と酸性水（pＨ2.8～3.8）を9カ月間給与した。第１胃内容液につい
て異常は見られず、第１胃の活動が順調であることが示唆された。血液検査についても特に異常値は認められなかった。また、試験期間を
通じ臨床的にも健康で、分娩から再受胎ならびに子牛の発育も順調であった。（熊本県草地畜産研究所：H2）  
２．雲仙普賢岳の降灰をサイレージと混合して(サイレージ1kg当たり降灰40ｇ及び20ｇ)、搾乳牛へ給与した。粗飼料採食量は灰が付着した
ほうが低い傾向にあったが、乳量・乳成分に差はみられなかった。(長崎県畜産試験場:H3)  

３．搾乳牛に有珠山の降灰を1日1kg採食させると、飼料採食量、乳量の減少が認められたが、その他の障害は認められなかった（北海道農
業試験場：S52） 
４．手刈りしたイタリアンライグラス1番草の降灰付着率は5.9%、一昼夜予乾後の付着率は3.5%、雨量16mmの降雨後は7.2%（長崎県畜産
試験場：H3） 
（３）火山周辺の放牧地では、噴火、降灰に関わりなく火山性の有毒ガス（硫化水素など）が発生することがある。牧草等に枯死が認められる
など、有毒ガス発生が疑われた場合は、速やかに放牧牛を退牧する。 

（３）火山周辺の放牧地では、噴火、交配にかかわりなく火山性の有毒ガス（硫化水素など）が発生することがある。牧草等に枯死が認められ
るなど、有毒ガス発生が疑われた場合は、作業差の安全を核にしながら速やかに退牧等の措置を取ること 

２ 作業者の安全確保 牧野くぼ地での放牧牛の死亡など、火山性有毒ガスの滞留が疑われるような場合、安全が確認されるまでは近づか
ない。 

家畜への影響 

２ 

・飼料作物の降灰の除去 
・灰の付着のない飼料との混合 

…
 …

 

ちょっとなら 

灰がはいっていても 

大丈夫 

○口・鼻などから灰を吸引すると気管の障害、目に入った場合は流涙・炎症を起こ
すことがあるため、送風や洗浄などによって畜体への灰の除去に努めましょう。 

飼槽も掃除しましょう！ 

○火山周辺の放牧地では、噴火、降灰
に関わりなく火山性の有毒ガス（硫化
水素など）が発生することがあります
。牧草等に枯死が認められるなど、有
毒ガス発生が疑われた場合は、速やか
に放牧牛を退牧しましょう。 

【参考文献】 
※褐毛和種成雌妊娠牛に必要乾物量の5％（430ｇ／体重500kg）の降灰と酸性水
（pＨ2.8～3.8）を9カ月間給与した。第１胃内容液について異常は見られず、第
１胃の活動が順調であることが示唆された。血液検査についても特に異常値は認め
られなかった。また、試験期間を通じ臨床的にも健康で、分娩から再受胎ならびに
子牛の発育も順調であった。（熊本県草地畜産研究所：H2） 
  
※雲仙普賢岳の降灰をサイレージと混合して(サイレージ1kg当たり降灰40ｇ及び
20ｇ)、搾乳牛へ給与した。粗飼料採食量は灰が付着したほうが低い傾向にあった
が、乳量・乳成分に差はみられなかった。(長崎県畜産試験場：H3)  
 
※搾乳牛に有珠山の降灰を1日1kg採食させると、飼料採食量、乳量の減少が認め
られたが、その他の障害は認められなかった（北海道農業試験場：S52） 

ガスの滞留が疑われるような 
牧野くぼ地などには 

安全が確認されるまで 
近づかないでください。 



 
 
 
 
○貯蔵施設の密閉やシートをかぶせるなどして、乾草やサイレージに火山灰が入ら
ないよう工夫しましょう。 
○作業機械は故障の原因となるため、吸気口等を中心に除灰を行いましょう。また、
可動部グリス等に付着した灰も極力除去しましょう。 
○畜舎や牧柵などは降灰による酸化によって腐食する恐れがあるため、除灰作業を
行うとともに点検に努めましょう。 

１ 飼料作物 

《収穫作業における留意点》 
① 収穫作業は、収穫物にできるだけ降灰が付着しないよう天候や風向きに留意し、できるだけ降灰の少ない時期を見て行う。 

（２）牧草などの収穫・調整には、可能な限り降雨あるいは風等により降灰を除去し混入を防止する 

※手刈りしたイタリアンライグラス1番草の降灰付着率は5.9%、一昼夜予乾後の付着率は3.5%、雨量16mmの降雨後は7.2%（長崎県畜産
試験場：H3） 
② 刈り取り時は、土や火山灰が混入しないよう刈り高をやや高めに調整する。 

③ 攪拌集草時には、ほ場の火山灰を撒き散らないよう適正な作業機の高さに調整した上、トラクターの作業スピードを落とす。 

④ 反転回数を増やすことも付着を減らす有効な手段である。 

⑤ 集草後は速やかにフィルムでラップするなど、火山灰が付着しないように保管する。 

⑥ 収穫作業後は、作業機のメンテナンスを行う。 

（２）土壌の酸性化により、牧草および飼料作物の生育が著しく停滞することがある。土壌ｐHを確認したうえで、永年牧草類は表面散布、飼
料作物は作付前に土壌に石灰資材を散布し中和する。 

（１）火山灰に埋もれてしまった飼料作物は、枯死する可能性が高いので、火山灰を除去して生育状況を確認する。成長期に大部分が枯死し
ていれば、収穫をあきらめて次期作物の播種の準備を優先する。 

③青刈り給与はできれば避けたほうがよい。  

・ 手刈りしたイタリアンライグラス1番草の降灰付着率は5.9％、一昼夜予乾後の付着率は3.5％、雨量16mmの降雨後は7.2％（長崎県畜産
試験場：H3）  
表 イタリアンライグラスの降灰付着率(長崎畜試：H3) (単位：％) 区分  降灰直後 1)  降雨後 2)  予乾後 3)   

倒伏区（1番草）  5.9  7.2  3.5   

開花終期  （22.1）  （31.9）  （17.1）   

無倒伏区（2番草）  3.3  2.7  1.7   

開花後期  （17.0）  （23.3）  （11.4）   

 

阿蘇山の噴火による降灰の影響 

３ 

【牧野に落下した噴石】 

畜舎施設、機械等への影響 

 韓国や台湾など近隣諸国では依然として悪性家畜伝染病が発生しています。地域
全体で衛生水準を上げる事が重要です。 
 防災情報や家畜伝染病発生情報を配信しています。 
下記アドレスもしくは右のQRコードより、登録用ホームページへ！ 
 
 http://www.anshin.pref.kumamoto.jp/ 

毎月20日はくまもと家畜防疫の日 

阿蘇山中岳第一火口噴火に伴う降灰対策より 

近隣諸国における悪性伝染病発生情報 

病名 発生地 発生月日 畜種 型

中国　甘粛省 10月2日 家きん H5N6

中国　湖北省 10月2日 家きん H5N6

台湾 9月28日 家きん H5N2

1１月１日現在

高病原性

鳥インフルエンザ


