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高病原性鳥インフルエンザ

～全国で猛威、管内マガモからも検出～

今シーズンは、全国各地で高病原性鳥インフルエンザが猛威を振るっています。2 月 18
日現在で 17 県 50 事例の発生が確認され、発生農場とともに疫学関連農場・施設の計 74
か所において 975 万羽が殺処分されました。これは過去最多の殺処分羽数となります。ま
た、野鳥の死骸や環境材料などから 14 道県 49 事例で本病ウイルスが検出されました。大
量のウイルスが野外あちこちにある状況で、全国どこの養鶏場で発生してもおかしくない状
況です。
高病原性鳥インフルエンザ発生状況
＜我が国への侵入経路＞
原因ウイルスは、H5N8 亜型というタイ
プです。昨シーズン、ヨーロッパ各国でまん
延したウイルスが渡り鳥とともにシベリア地
方に運び込まれ、そこで感染した野鳥が今シ
ーズンに我が国に飛来し、ウイルスを持ち込
んだと考えられています。
＜病原性＞
鶏への接種試験の結果、ウイルスは、鶏に
対して高い致死性を示すものの、死亡するま
での期間が長い傾向が認められました（農研
機構動物衛生研究部門）。そのために、本病
による異常とは疑わずに、結果的に発見が遅
れた事例も報告されています。
＜新潟県の状況＞
本県の養鶏場での発生は確認されていません。
昨年 11 月に阿賀野市内で採取された環境材料から、
また 2 月 8 日に新潟市の佐潟で回収された死亡マガモ
から H５N８亜型の高病原性ウイルスが検出されまし
た。1 月下旬から近県の福島県、宮城県、栃木県と死亡
野鳥での検出事例が増加傾向にあります。春の渡りの時
期が終わるまで農場近くにも本ウイルスが存在している
と考えられますので、徹底的な消毒や農場従業員一丸と
なった飼養衛生対策の徹底等、より一層警戒を強め、地
域全体で発生を防ぎましょう。

農水省 HP より

鶏舎周囲の石灰散布

飼養衛生管理基準の遵守、異常畜の早期発見・通報をお願いします

家畜における伝染病発生状況（新潟県内）
令和 2 年（1 月～12 月）、県内の家畜伝染病は、乳牛でヨーネ病の発生がありました。ま
た、届出伝染病は下記のとおりです（牛白血病は名称が変更され牛伝染性リンパ腫となりまし
た）。発症していないた
伝染病
家畜
病名
発生戸数 発生頭羽群数
め届出されていません
家畜
牛
ヨーネ病
1戸
1頭
が、牛ウイルス性下痢症
牛
牛伝染性リンパ腫
15 戸
15 頭
(BVD)の持続感染牛の摘
豚
豚赤痢
1戸
55 頭
豚丹毒
2戸
43 頭
発が数件ありました。と
届出
サルモネラ症
1戸
5頭
もに導入に関連する病気
鶏
鶏伝染性気管支炎
4戸
606 羽
ですので、信頼できる導
鶏白血病
1戸
1羽
入先の確保や導入時の隔
ﾐﾂﾊﾞﾁ
バロア症
1戸
1群
離を実施しましょう。

畜産物への使用規制医薬品の残留防止について
抗生物質等の残留廃棄事故の主な発生原因は不適切なマーキングであり、適切に実施する
ことにより残留廃棄事故を防ぐことが出来ます。特に乳牛では、搾乳者全員が治療牛を確認
し、治療牛の生乳が間違って出荷し廃棄処分されることがないよう以下の点に注意しましょ
う。
・治療をしたらその牛の全ての分房乳を
・複数のマーキングで識別する。
廃棄する。
（又は治療牛を隔離して識別する。）
・獣医師の指示を守る。
・前搾りを徹底して色とブツを確認する。
・搾乳者間やヘルパーと情報・記録を共有する。 ・出荷再開前は確認検査を実施する。

定期報告の提出をお願いします！
家畜伝染病予防法に基づき、家畜の所有者は、毎年２月１日時点の家畜の飼養頭羽数及び
衛生管理状況等を県知事（家畜保健衛生所）へ報告することが義務付けられています。下記
の報告書類を 3 月 5 日（金）までに提出ください。
報告内容
（１）定期報告書（令和３年２月１日時点の状況を記入願います）
（２）飼養衛生管理基準の遵守状況
（３）添付書類 1（農場の平面図）
（４）添付書類２（飼養衛生管理の概要）
※ 農場が複数ある場合は農場ごとに報告してください。
※ 令和 2 年 10 月の家畜伝染病予防法改正に伴い、飼養衛生管理基準チェック表の項目が
変更されました。農場で再点検していただき、遵守できていない項目は改善方針を記載
してください。
※「県内家畜飼養実態調査」について、併せて提出してください。

家畜衛生だより
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高病原性鳥インフルエンザ

～全国で猛威、県内でもウイルス確認～
今シーズンは、全国各地で高病原性鳥インフルエンザが猛威を振るっています。2 月末現在で 17
県 51 事例の発生が確認され、発生農場とともに疫学関連農場・施設の計 75 か所において約 979 万
羽が殺処分されました。これは過去最多の殺処分羽数となります。また、野鳥の死骸や環境材料など
から 18 道県 56 事例で本病ウイルスが検出されました。大量のウイルスが野外にある状況で、全国
どこの養鶏場で発生してもおかしくない状況です。
＜我が国への侵入経路＞
原因ウイルスは H5N8 亜型というタイプで
す。昨シーズン、ヨーロッパ各国でまん延したウ
イルスが渡り鳥とともにシベリア地方に運び込ま
れ、そこで感染した野鳥が今シーズンに我が国に
飛来し、ウイルスを持ち込んだと考えられていま
す。
＜病原性＞
鶏への接種試験の結果、ウイルスは鶏に対して
高い致死率を示すものの、死亡するまでの期間が
長い傾向が認められました。
（農研機構動物衛生
研究部門）
。そのために、本病による異常とは疑
わずに、結果的に発見が遅れた事例も報告されて
います。
＜海外の状況＞

農水省 HP より

韓国でも、H5N8 亜型による本病が猛威を振るっており、1 月末現在 71 戸で発生し、疫学関連農
場及び予防的殺処分を含めて 99 戸約 800 万羽が殺処分されました。また、ヨーロッパ各国でも発
生が確認されていますが、特にフランスで多発している状況です。
＜新潟県の状況＞
本県の養鶏場での発生は確認されていません。
令和２年 11 月に阿賀野市内で採取された環境材料、令和 3 年 2 月 8 日に新潟市の佐潟で回収さ
れた死亡マガモ、13 日に阿賀野市の瓢湖で回収された死亡オオハクチョウから H5N8 亜型の高病原
性鳥インフルエンザウイルスが検出されました。1 月下旬から近県の福島県、宮城県、栃木県、富山
県と死亡野鳥での検出事例が増加傾向にあります。春の渡りの時期が終わるまで農場近くにも本ウイ
ルスが存在していると考えられますので、徹底的な消毒や農場従業員一丸となった飼養衛生対策の徹
底等、より一層警戒を強め、地域全体で発生を防ぎましょう。

飼養衛生管理基準の遵守徹底、異常畜の早期発見・通報をお願いします

豚熱（CSF）～野生イノシシで感染確認地域が拡大しています～
＜国内の状況＞
令和 2 年 9 月以降、群馬県、山形県、三重県、和歌山県の養豚
場で豚熱の発生が確認されました。山形県の事例ではワクチン初
回接種直後、他の 3 事例はワクチン接種継続農場での発生です。
また、野生イノシシの感染も 23 都府県で確認され、感染地域は
拡大傾向です。
＜新潟県の状況＞
令和 2 年 4 月に上越地域で県内初となる野生イノシシでの感染
が確認されて以降、感染確認地域は 2 月時点で 9 市町に拡大しま
した。また、隣接する近県の市町村でも感染が拡大しています。
ワクチン接種をしていても感染を完全に防ぐことはできません。 イノシシの感染が確認された地域
農場を常時点検し、飼養衛生管理に問題点が確認された場合には早急に対策をお願いします。

家畜における伝染病発生状況（新潟県）
令和 2 年（1 月～12 月）の県内での伝染病発生状況は、県内で 12 年（平成 20 年以来）ぶりと
なるヨーネ病の発生が乳牛でありま 伝染病 家畜
病名
発生戸数 発生頭羽数
した。また、届出伝染病は表のとお 法定
牛 ヨーネ病
1
1頭
りです（牛白血病は名称が変更され
牛 牛伝染性リンパ腫
15
15頭
牛伝染性リンパ腫となりました）
。
豚赤痢
1
55頭
また、発症していないため届出され
豚 豚丹毒
2
43頭
ていませんが牛ウイルス性下痢
（BVD）の持続感染牛の摘発があ
りました。いずれの疾病も導入に関
連する疾病ですので、信頼できる導
入先の確保や導入時の隔離を実施し
ましょう。

届出

サルモネラ症

1

5頭

鶏伝染性気管支炎

4

606羽

鶏白血病

1

1羽

ﾐﾂﾊﾞﾁ バロア病

1

1群

鶏

定期報告の提出をお願いします！
家畜伝染病予防法に基づき、家畜の所有者は、毎年 2 月 1 日時点の家畜の飼養頭羽数及び衛生管
理状況等を県知事（家畜保健衛生所）へ報告することが義務付けられています。
下記の報告書類を 3 月 5 日（金）までに提出してください。
報告内容
１
２
３
４

定期報告書（令和 3 年 2 月 1 日時点の状況を記入願います）
飼養衛生管理基準の遵守状況
農場の平面図
飼養衛生管理の概要

※ 農場が複数ある場合は農場ごとに報告してください。
※ 令和 2 年 10 月の家畜伝染病予防法の改正に伴い、飼養衛生管理基準チェック表の項目が変更
されました。農場で再点検していただき、遵守できていない項目は改善方針を記載してくださ
い。
※ 「県内家畜飼養実態調査」について、併せて提出してください。
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～全国で猛威、県内でも死亡野鳥から確認～

今シーズンは、全国各地で高病原性鳥インフルエンザが猛威を振るっています。2 月末現在で
17 県 51 事例の発生が確認され、発生農場とともに疫学関連農場・施設の計 75 か所において約
979 万羽が殺処分されました。これは過去最多の殺処分羽数となります。また、野鳥の死骸や環
境材料などから 18 道県 56 事例で本病ウイルスが検出されました。全国どこの養鶏場で発生して
もおかしくない状況です。
＜我が国への侵入経路＞
原因ウイルスは、H5N8 亜型というタイプです。
昨シーズン、ヨーロッパ各国でまん延したウイルス
が渡り鳥とともにロシアのシベリア地方に運び込ま
れ、そこで感染した野鳥が今冬に我が国に飛来し、
ウイルスを持ち込んだと考えられています。
＜病原性＞
鶏の感染実験の結果、ウイルスは鶏に高い致死率
を示すものの、死亡するまでの期間が長い傾向が認
められました（農研機構動物衛生研究部門）
。そのた
めに、本病による異常とは疑わずに、発見が遅れた
事例も報告されています。
＜海外の状況＞
韓国でも、我が国同様に H5N8 亜型による本病が

農水省 HP

猛威を振るっており、2 月 23 日末現在 83 戸発生し、疫学関連農場及び予防的殺処分を含め、
111 戸で約 900 万羽が殺処分されました。また、ヨーロッパ各国でも発生が確認されています
が、特にフランスで多発している状況です。
＜新潟県の状況＞
本県の養鶏場での発生は確認されていません。
令和 2 年 11 月に阿賀野市内で採取された環境材料、令和３年 2 月 8 日に新潟市の佐潟で回収
された死亡マガモ、13 日に阿賀野市の瓢湖で回収された死亡オオハクチョウから H5N8 亜型の
高病原性鳥インフルエンザウイルスが検出されました。1 月下旬から福島県、宮城県、栃木県、
富山県と死亡野鳥での検出事例が増加傾向にあります。春の渡りの時期が終わるまで農場近くに
も本ウイルスが存在していると考えられますので、徹底的な消毒や農場従業員一丸となった飼養
衛生対策の徹底等、より一層警戒を強め、地域全体で発生を防ぎましょう。

越冬した渡り鳥が北へ帰り始めています。雪融けも進んでいます。鶏舎入口・周囲への消
石灰散布など飼養衛生管理基準の遵守強化、異常畜の早期通報をお願いします。
家畜衛生だより No.191 中越家畜保健衛生所

豚 熱 （ CSF）

～野生イノシシで感染確認地域拡大しています～

＜国内の状況＞ 令和 2 年 9 月以降、群馬県、山形県、三重県、和歌山県の養豚場で豚熱の発生が
確認されました。山形県の事例ではワクチン初回接種直後、他の 3 事例はワクチン接種継続農場
での発生です。また、野生イノシシの感染も 23 都府県で確認され、感染地域は拡大傾向です。
＜新潟県の状況＞ 令和 2 年 4 月に上越地域で県内初となる野生イノシシでの感染が確認されて以
降、感染確認地域は 2 月時点で 9 市町に拡大しました。また、隣接する近県の市町村でも感染が
拡大しています。 ワクチン接種をしていても感染を完全に防ぐことはできません。農場を常時点
検し、飼養衛生管理に問題点が確認された場合には早急に対策をお願いします。

家畜における伝染病発生状況（新潟県内）
令和２年（1～12 月）の県内は、平成
20 年以来 12 年ぶりとなるヨーネ病の発
生が乳牛でありました。届出伝染病は表

伝染病

家畜

法定

牛

ヨーネ病

牛

牛伝染性リンパ腫

のとおりです。また、発症していないた
め届出されていませんが、牛ウイルス性
下痢（BVD）の持続感染牛の摘発があり
ました。いずれも導入に関する疾病です

豚
届出

ので、信頼できる導入先の確保や導入時
の隔離を実施してください。
【参考】家畜伝染病の名称変更について
家畜伝染病
新名称
ブルセラ症
結核
家きんサルモネラ症
届出伝染病
新名称
牛ウイルス性下痢
牛伝染性リンパ腫
トキソプラズマ症

旧名称
ブルセラ病
結核病
家きんサルモネラ感染症
旧名称
牛ウイルス性下痢・粘膜病
牛白血病
トキソプラズマ病

鶏
ﾐﾂﾊﾞﾁ

病名

戸数

頭羽数

1

1頭

15

15 頭

豚赤痢

1

55 頭

豚丹毒

2

43 頭

サルモネラ症

1

5頭

鶏伝染性気管支炎

4

606 羽

鶏白血病

1

1羽

バロア症

1

1群

家畜伝染病予防法の一部改正により、家畜伝染
病及び届出伝染病の名称が、国際的な名称の使
用実態や、伝染病の名称が社会に与える影響が
大きいことから、令和 2 年 7 月に変更されまし
た。表はその一部を抜粋したものです。
新名称
鶏伝染性気管支炎
ロイコチトゾーン症
バロア症

旧名称
伝染性気管支炎
ロイコチトゾーン病
バロア病

畜産物への使用規制医薬品の残留防止について
抗生物質等の残留廃棄事故の主な発生原因は不適切なマーキングであり、適切に実施すること
により残留廃棄事故を防ぐことが出来ます。特に乳牛では、搾乳者全員が治療牛を確認し、治療
牛の生乳が間違って出荷し廃棄処分されることがないよう以下の点に注意しましょう。
✔ 治療したらその牛の全ての分房乳を廃棄
□
□
✔ 複数のマーキングで識別する
（又は治療牛は隔離して識別する）
✔ 前搾りを徹底して色とブツを確認する
✔ 獣医師の指示を守る
□
□
□
✔ 搾乳者間やヘルパーと情報・記録を共有する □
✔ 出荷再開前は確認検査を実施する

家畜衛生だより No.191 中越家畜保健衛生所

上越家畜保健衛生所

家畜衛生だより

〒943-8551

上越市本城町 5-6
TEL:025-526-9441 FAX:522-1724

No.
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高病原性鳥インフルエンザ
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～全国で猛威、最大級の警戒を～

今冬は、全国各地で高病原性鳥インフルエンザが猛威を振るっています。2 月 2 日現在
で 17 県 41 事例の発生が確認され、発生農場とともに疫学関連農場・施設の計 64 か所に
おいて 711 万羽が殺処分されました。これは過去最多の殺処分羽数となります。また、
野鳥の死骸や環境材料などから 10 道県 38 事例で本病ウイルスが検出されました。全国
どこの養鶏場で発生してもおかしくない状況です。
＜我が国への侵入経路＞
原因ウイルスは、H5N8 亜型というタイ
プです。昨シーズン、ヨーロッパ各国で
まん延したウイルスが渡り鳥とともにロ
シアのシベリア地方に運び込まれ、そこ
で感染した野鳥が今冬に我が国に飛来
し、ウイルスを持ち込んだと考えられて
います。

高病原性鳥インフルエンザ発生状況

＜病原性＞
感染実験により、過去に我が国で発生
したタイプより病原性は低いことが確認
されました。そのために、本病による異
常とは疑わずに、結果的に発見が遅れた
事例も報告されています。
＜海外の状況＞
韓国でも、我が国同様に H5N8 亜型によ
る本病が猛威を振るっており、1 月末現
在 71 戸発生し、疫学関連農場及び予防的
殺処分を含め、99 戸で約 800 万羽が殺処
分されました。
ヨーロッパ各国でも発生が確認されて
いますが、特にフランスで多発している状況です。

農水省 HP より

＜新潟県の状況＞
本県では、養鶏場での発生は確認されていませんが、昨年 11 月に阿賀野市内で採取さ
れた環境材料からウイルスが検出されました。その後、野鳥の死骸の検査を県内全域で
継続的に実施していますが、今のところ陽性は確認されていません。今後、春の訪れと
ともに冬鳥の渡りが盛んになる時機となります。引続き最大級の警戒をお願いします。

飼養衛生管理基準の遵守徹底、異常畜の早期発見・通報をお願いします

豚熱

～ 県内、依然として野生イノシシで感染確認地域が拡大 ～

＜国内の状況＞
昨年 9 月以降、群馬県、山形県、三重県、
和歌山県の養豚場で豚熱の感染が確認され
ました。山形県の事例ではワクチン初回接種
直後、他の 3 事例はワクチン接種継続農場で
の発生です。また、野生イノシシの感染も 23
都府県で確認され、地域は拡大傾向です。

県内、野生イノシシの感染確認場所

＜新潟県の状況＞
昨年 4 月に上越地域において県内初となる
野生イノシシでの豚熱の感染が確認されて
以降、感染確認地域は本年 1 月末現在で 9 市
地理院タイルを改変
町に拡大しました。中には、養豚場の近くで
も確認された事例もあります。ワクチンを接
地理院タイルを改変
種していても感染を完全に防ぐことはできません。ご自身の農場を常時点検し、飼養衛生
管理に問題点など確認されるようなら、早急に改善するようにしてください。

家畜人工授精所の開設許可について
令和 2 年 10 月発行の№204 号にも掲載しましたが、昨年 10 月に「家畜改良増殖法」の
改正等により、精液・受精卵等の流通に関する規制が強化されました。特に、液体窒素ボ
ンベを保有している方や人工授精師の資格を持っている方は、家畜人工授精所の開設許可
がないと、次のような行為は行えませんのでご注意ください。
○ 自身が保有する精液・受精卵を、他者へ販売または譲渡すること。
○ 他者の家畜へ人工授精することを目的に、精液を保管すること。

定期報告の提出をお願いします
家畜伝染病予防法に基づき、家畜の所有者は、毎年 2 月 1 日時点の家畜の飼養頭羽数及
び衛生管理状況等を県へ報告することが義務付けられています。下記の報告内容について、
期限までに提出してください。
１ 報告内容
○ 定期報告書（令和 3 年 2 月 1 日時点の状況を記入願います）
○ 農場見取り図
○ 畜舎ごとの飼育密度、埋却地などの情報
○ 県内家畜生産実態調査票
※ 農場が複数ある場合は農場ごとに報告してください。
２ 報告期限 令和 3 年 3 月 23 日（火）
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E-mail ngt066011@pref.niigata.lg.jp

～全国で猛威、最大級の警戒を～

今冬は、全国各地で高病原性鳥インフルエンザが猛威を振るっています。2 月 2 日現在で
17 県 41 事例の発生が確認され、発生農場とともに疫学関連農場・施設の計 64 か所におい
て 711 万羽が殺処分されました。これは過去最多の殺処分羽数となります。また、野鳥の死
骸や環境材料などから 10 道県 37 事例で本病ウイルスが検出されました。全国どこの養鶏場
で発生してもおかしくない状況です。
高病原性鳥インフルエンザ発生状況
＜我が国への侵入経路＞
原因ウイルスは、H5N8 亜型というタ
イプです。昨シーズン、ヨーロッパ各
国でまん延したウイルスが渡り鳥とと
もにロシアのシベリア地方に運び込ま
れ、そこで感染した野鳥が今冬に我が
国に飛来し、ウイルスを持ち込んだと
考えられています。
＜病原性＞
感染実験により、過去に我が国で発
生したタイプより病原性は低いことが
確認されました。そのために、本病に
よる異常とは疑わずに、結果的に発見
が遅れた事例も報告されています。
＜海外の状況＞
韓国でも、我が国同様に H5N8 亜型に
よる本病が猛威を振るっており、1 月
末現在 71 戸発生し、疫学関連農場及び
予防的殺処分を含め、99 戸で約 800 万
羽が殺処分されました。
ヨーロッパ各国でも発生が確認され
ていますが、特にフランスで多発して
いる状況です。

農水省 HP より

＜新潟県の状況＞
本県では、養鶏場での発生は確認されていませんが、昨年 11 月に阿賀野市内で採取され
た環境材料からウイルスが検出されました。その後、野鳥の死骸の検査を県内全域で継続的
に実施していますが、今のところ陽性は確認されていません。今後、春の訪れとともに冬鳥
の渡りが盛んになる時機となります。引続き最大級の警戒をお願いします

飼養衛生管理基準の遵守徹底、異常畜の早期発見・通報をお願いします。

豚熱

～ 県内、依然として野生イノシシで感染確認地域が拡大 ～

＜国内の状況＞
昨年 9 月以降、群馬県、山形県、三重県、和
歌山県の養豚場で豚熱の感染が確認されまし
た。山形県の事例ではワクチン初回接種直後、
他の 3 事例はワクチン接種継続農場での発生
です。また、野生イノシシの感染も 23 都府県
で確認され、地域は拡大傾向です。

県内、野生イノシシの感染確認場
所

＜新潟県の状況＞
昨年 4 月に上越地域において県内初となる
野生イノシシでの豚熱の感染が確認されて以
降、感染確認地域は本年 1 月末現在で 9 市町
地理院タイルを改変
に拡大しました。中には、養豚場の近くでも確認された事例もあります。ワクチンを接種し
ていても感染を完全に防ぐことはできません。ご自身の農場を常時点検し、飼養衛生管理に
問題点など確認されるようなら、早急に改善するようにしてください。

畜産物への使用規制医薬品の残留防止について
抗生物質等の残留廃棄事故の主な発生原因は不適切なマーキングであり、適切な処理によ
り残留廃棄事故は防げます。特に乳牛では、搾乳者全員が治療牛を確認し、治療牛の生乳が
間違って出荷し、廃棄処分されないよう以下に注意しましょう。
・複数のマーキングで識別する。
（または治療牛を隔離し識別）
・前絞りを徹底して色とブツを確認する。
・搾乳者間で情報・記録を共有する。

・治療時その牛の全ての分房乳を廃棄する。
・獣医師の指示を守る。
・出荷再開前は確認検査を実施する。

定期報告の提出をお願いします。
家畜伝染病予防法に基づき、家畜の所有者は、毎年２月１日時点の家畜の飼養頭羽数及び衛生管理
情報等を県へ報告することが義務付けられています。下記の報告内容について期限までに提出してく
ださい。
１ 報告内容
〇定期報告書(令和３年２月１日時点の状況を記入願います。)
〇農場見取り図
〇畜舎ごとの飼育密度、埋却地などの情報
〇県内家畜生産実態調査票
※農場が複数ある場合は農場ごとに報告願います。
２ 報告期限

令和３年２月２６日(金)

