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口蹄疫について

偶蹄類のウイルス病で、発

熱と泌乳量の減少に続き、口や蹄などに水

疱を形成することを特徴とします。致死率

は低いものの罹患率は高く、瞬く間に農場

や地域に感染が拡大し畜産経営に大きな被

害を与えます。さらに、ヒトや物の動きに

乗じて国境を越えて拡大するため、農・畜

産物貿易に多大な影響を与えます。

重要な食材としてきた欧州

では、口蹄疫は歴史的にその生産の障害と

なる最も重要な家畜疾病のひとつであり、

すでに16世紀初頭にイタリアで記録が残

されています。原因の口蹄疫ウイルスは、

甚大な被害が続く19世紀末のドイツで、

ロベルト・コッホ門下のフリードリッヒ・

レフラーとポール・フロッシュにより世界

で初めて発見されました。現在も世界中の

広い範囲で発生があり、とりわけアジアで

は活発な流行が続いています。発生がない

地域は北米、オセアニアおよび欧州西部な

どに限られます（図）。

口蹄疫に感染するのはほぼ

偶蹄類に限られています。世界保健機構を

はじめとする国際機関が口蹄疫を人獣共通

感染症ではない疾病群に分類しているよう

に、口蹄疫に公衆衛生上のリスクはありま

せん。世界人口の大半を占める常在的な発

生がある国々はもとより、最近大流行を経

験した欧州やアジア各国でもヒトの感染例

は認められていません。かつて人類が肉、

乳あるいは皮毛などを得るために家畜化し、

現在も人々の衣食に密接な関係を持つ動物

の大半が、ウシ、スイギュウ、ブタ、ヒツ

ジ、ヤギ、ラクダなど多種類の偶蹄類で、

これらは症状などに差があるものの、すべ

てが口蹄疫ウイルスに感染します。

口蹄疫は

畜産物を

自然界で

図.

口蹄疫とはどんな病気？口蹄疫とはどんな病気？口蹄疫とはどんな病気？

農林水産省
ウェブページより引用
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口蹄疫について

ウイルスには相互にワクチンが

全く効かない７種類の血清型があります。

ウイルス抗原は多様で常に変異するので、

同じ血清型であってもワクチンが十分に効

かないことがあります。ウイルスの病原性

にも多様性がみられ、近年も特定の家畜に

対する感染のしやすさや症状などに違いの

ある様々なウイルスが出現しています。ま

た、家畜の種類によって感染に必要なウイ

ルス量や排出ウイルス量に差があるために、

感染家畜の種類や飼養密度の違いが地域的

な感染拡大の鍵を握ります。ウイルスその

ものは加熱、乾燥、酸やアルカリ処理で簡

単に感染力を失う弱いウイルスですが、自

然界ではウイルスが 涎 、乳および糞尿など
よだれ

の動物の分泌液･排泄物や非加熱の畜産物

に含まれている限り感染力を長期間維持し

ます。さらに、感染家畜は発病前の潜伏期

間からウイルスを排出するので、餌の導入

や家畜や乳の出荷でヒトや車の出入りが絶

えない農場では、それらの動きに伴ってウ

イルスが拡散します。また、感染豚は呼気

から大量のウイルスを排出するので、ブタ

が感染すると養豚場周辺のウイルス濃度を

高め、地域的なウイルス拡散を助長します。

口蹄疫ウイルスの感染力が強いとされるの

は以上の理由によります。

罹ると、幼獣では致死的な

心筋炎、妊娠獣は流産を起こします。成獣

では、口、蹄及び乳房の水疱から移行する

口腔内の炎症や蹄の脱落で、立てない、育

たない、乳が搾れない家畜になります。ま

た、農場を越え瞬く間に広い地域に拡大し

ますので感染家畜の個体診療は不可能です。

もし回復しても慢性化する乳房炎や発育不

良で畜産経営が悪化します。また、口蹄疫

は畜産業ばかりでなく、地域の関連産業を

はじめ観光産業や社会文化活動にも影響を

与えます。さらに、畜産物の貿易が規制さ

れるので地球規模での経済活動にも多大な

影響を及ぼします。かつて欧州で口蹄疫が

恐れられてきた最大の原因は、口蹄疫の常

在化による長期的な泌乳障害と発育障害に

よる家畜の生産性低下でした。このため、

欧州では試行錯誤ののち、結局は1990年

代からワクチンに拠らず摘発淘汰による清

浄性確保の欧州統一施策が採用されていま

す。開発途上国では現在もなお口蹄疫は家

畜の生産性低下により食料問題の原因のひ

とつになっています。

国際貿易ルールに基づき、

口蹄疫を根絶して清浄性を保ち、同じ清浄

地域に限定して優良な種畜や衛生的な生肉

等を輸入する一方で、安全かつ良質な畜産

物を国内で生産し、それらを消費してきま

した。しかし、世界には依然畜産物生産の

衛生措置が徹底されていない地域や国境を

越えた感染家畜の違法な流通が規制されて

いない地域が存在します。口蹄疫問題は、

生産者ばかりでなく、わが国の消費者がど

こでどのように生産された畜産物を摂って

いくかという国民全体の課題でもあります。

 

村上　洋介（むらかみ　ようすけ）

帝京科学大学生命環境学部

アニマルサイエンス学科　教授

口蹄疫

口蹄疫に

わが国は
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口蹄疫について

　口蹄疫は口蹄疫ウイルスが感染すること

によって起こる家畜の伝染病で、牛や豚な

どの偶蹄類動物の病気です。口蹄疫は伝染

力が強く、瞬く間に農場内で病気が広がり

ます。牛や豚に加えてシカやイノシシなど

の野生動物も口蹄疫に感染することを考え

ると、多数の感染した動物を治療すること

は事実上不可能です。口蹄疫ウイルスは７

種類の異なった型に分かれる上に頻繁に変

異してワクチンが効かなくなるなどの問題

があり、ウイルスそのものをなくしてしま

う方法が最も効果的で被害も少なくするこ

とができます。

口蹄疫が発生すると
　口蹄疫が発生すると直ちに農場の動物の

殺処分と一定の範囲内での市場やと畜場の

閉鎖、家畜や畜産物、排泄物などの移動が

禁止されます。これは口蹄疫ウイルスを増

やさないようにすると同時にウイルスを広

げないようにするためです。口蹄疫ウイル

スに感染した動物は感染しても２日から

12日の間ははっきりした症状は示しませ

ん。この時期は潜伏期と呼ばれますが、そ

の間にも体内ではウイルスが増えています。

潜伏期を過ぎると動物は発熱や食欲不振な

どの症状を示し、牛では大量の泡状の涎を

出したり、口の中や鼻、乳房、蹄の周りの

粘膜や皮膚に水疱や爛れが観られたりする

ようになります。潜伏期間中の動物や症状

を示した動物の体内ではウイルスが大量に

増殖し、これが糞や尿などの排泄物、唾液

や乳汁などの分泌物などに含まれて排泄さ

れ、畜舎内や周辺環境を汚染します。特に

病変部には大量のウイルスが存在し、水疱

の場合には水疱液1ml中に１億個のウイ

ルスを含んでいるとされます。わずか10

個のウイルスでも牛に感染することを考え

ると、感染動物がどれほどのウイルスを排

泄するか理解できると思います。ウイルス

は生きた動物の体内でしか増えることがで

きず、環境中に排泄されたウイルスは増え

続けることなく周囲の気温や紫外線などで

時間とともに消滅します。消毒を行えばよ

り短時間でかつ効果的にウイルスを消滅さ

せることができます。

どんな対策をするのか
　口蹄疫対策ではまずウイルスを増やさな

いことが大切ですので、感染した動物を殺

処分しなければならないのです。また、潜

伏期間であれば症状がなくてもウイルスを

口蹄疫にかかった
動物はなぜ殺処分

するの？1
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口蹄疫について

まき散らす可能性もありますので、感染動

物と同居しているなどの感染した可能性の

ある動物も処分する必要があります。殺処

分した動物はできるだけ飼われていた場所

の近くで埋却します。これは動物の死体に

付着したウイルスをなるべく広げないよう

にするためで、死体の上には土を厚く被せ

て露出したり野生動物に掘り返されたりし

ないようにする必要があります。埋めた場

所は3年間の発掘禁止が法律で定められて

います。近くに埋却する場所がない場合に

は、ウイルスが絶対に飛散しないようにし

て死体を密封して埋却地まで運ぶ必要があ

り、周囲の徹底的な消毒も大切です。埋却

ができない場合は焼却することもできます

が、ウイルスの飛散防止が難しいことと完

全な焼却には時間と手間がかかるなどの問

題もあり、これまで日本では行われていま

せん。

津田　知幸（つだ　ともゆき）

（独）農業・食品産業技術総合研究機構

動物衛生研究所　企画管理部長



6

口蹄疫について

　口蹄疫ウイルスは感染した動物の糞や尿、

乳汁、唾液、吐く息などに含まれますので、

健康な動物が感染動物と接触したり同居し

たりしていれば感染します。したがって、

感染した動物に加えて同居している動物も

すべて殺処分して埋却しウイルスが広がら

ないようにします。感染した動物の糞や尿

に加えて食べ残った飼料などにもウイルス

が残っていますので動物の死体と同様に埋

却します。感染動物の排泄物や分泌物が付

着している畜舎や給餌槽、器具なども、間

接的に健康な動物に接触すれば感染が起こ

りますので消毒薬をかけてウイルスを死滅

させます。人が使った長靴や衣服、あるい

は車両などウイルスがくっついていそうな

ところはすべて消毒する必要があります。

　予防のための消毒
　口蹄疫の発生が起こっていない地域や農

場で口蹄疫ウイルスが侵入しないように予

防的に消毒する場合があります。こうした

目的では口蹄疫ウイルスも含めて多くの種

類の病原体に効果のある市販の消毒薬を使

う方がいいでしょう。消毒はウイルスを殺

して感染しないようにするものですが、消

毒薬の種類によっては口蹄疫ウイルスに効

かないものもありますので、消毒薬を選ぶ

ときにはよく確かめるようにしましょう。

また、人の手、顔や体に使うときにはでき

るだけ害のないものを選ぶ必要があります。

複数の消毒薬を混ぜて使うと十分な効果が

発揮できないこともあります。

口蹄疫ウイルスが
広がらないように

するには？2
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口蹄疫について

　防疫のための消毒
　口蹄疫が発生した場合には畜舎や周辺の

環境を広範囲に消毒しなければなりません。

防疫のための消毒薬は短時間(数時間)に

大量（数百～数千キロ）に必要となります

ので、口蹄疫に対する効果を考えていろい

ろな薬品から選択されます。口蹄疫は酸や

アルカリに弱く数分間で死んでしまいます。

口蹄疫が発生した場合の畜舎や土壌の消毒

には４％炭酸ソーダや消石灰が用いられま

すが、これらはアルカリ性で環境にも優し

いことから選択されています。日本は酸性

土壌がほとんどで、消石灰は中和のための

土壌改良材として使われているほどです。

アルカリは空気中の炭酸ガスで中和されま

すので残留の影響が少ないことも理由の一

つです。ただし、これらの薬品が目に入っ

たり皮膚についたりすれば爛れることもあ

りますので、使用するときには手袋やゴー

グルをするなどの注意が必要です。一方、

酸性薬品である４％クエン酸も人体への影

響が少ないことから踏み込み消毒や手指の

消毒に使われます。ただ、酸性薬品がアル

カリ性薬品と混ざってしまうと中和されて

しまい、消毒効果が失われてしまいますの

で同じ場所で使用する場合には混ざらない

ように注意が必要です。

　消石灰の使用法
　消石灰は主に土壌や畜舎の床表面に撒い

て消毒しますが、粉末ですので踏み込み槽

やタイヤの消毒には不適当です。消石灰は

農場の境界やフェンス周り、畜舎の周囲あ

るいは人や小動物の侵入を防ぎたい部分に

２ｍ位の幅で広く撒いて使用し、車両や人

が出入りする場所では４％炭酸ソーダで踏

み込み消毒や噴霧消毒を行う方が効果的で

す。消石灰の消毒効果に加えて、白くなる

ことによる視覚的侵入抑止効果も防疫を行

うときには非常に有効です。

津田　知幸（つだ　ともゆき）

（独）農業・食品産業技術総合研究機構

動物衛生研究所　企画管理部長
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口蹄疫について

　口蹄疫ウイルスの感染を防ぐためにワク

チンが使われることもあります。口蹄疫の

ワクチンはいったん増やしたウイルスを殺

して作った不活化ワクチンで、動物に注射

することで免疫を与えます。免疫を持った

動物でも口蹄疫ウイルスに感染しますが、

症状が抑えられ、ウイルスの排泄量を減ら

すことができることから口蹄疫が常在化し

ている国では予防のために使われています。

口蹄疫のワクチンは、流行しているウイル

スと同じ型、同じ性状（抗原性）のウイル

スで作ったものでなければ効果が落ちます

ので、流行状況に応じた選択が重要です。

　予防ワクチン
　口蹄疫が常在化している国では、ワクチ

ンを使って口蹄疫を予防していますが、ワ

クチンの効果が切れる半年ごとに打ち続け

なければなりません。口蹄疫ウイルスは変

異しやすく、ワクチンが効かなくなる可能

性もありますし、豚などは次々と新しい子

供が生まれてきますので、ワクチン接種が

追いつかないなど、ワクチンを使った口蹄

疫の予防は非常に困難です。また、口蹄疫

ワクチンは病気の症状がでるのは防ぐこと

ができますが、ウイルスの感染そのものを

防ぐことはできませんので、ワクチン接種

によって感染した動物が見つけられず口蹄

疫の流行が隠されてしまうこともあります。

日本のような口蹄疫が存在しない国で口蹄

疫が発生した時に、感染動物の殺処分を優

先してワクチンを使わないのも感染動物を

見逃すおそれがあるからです。

　緊急ワクチン
　口蹄疫が存在しない清浄国で口蹄疫が発

生した場合には殺処分が行われますが、発

生スピードが早く処分が追いつかないとき

などにはワクチンを使うこともあります。

これは緊急ワクチンと呼ばれるもので、地

域や期間を限定してウイルスの感染拡大を

押さえる目的で行われるものです。緊急ワ

クチンの効果をあげるためには、発生した

ウイルスにより近い性質のウイルスで作っ

たワクチンを選ぶことが重要です。発生し

たウイルスの性質をいち早く調べるのもこ

うした理由からです。予防用のワクチンは

接種してから二週間くらいたたないと効果

が現れませんが、緊急ワクチンではより早

く効果が現れるように予防用ワクチンより

濃縮されたワクチンが使われます。緊急ワ

クチンはあくまでウイルスの感染拡大を押

口蹄疫ワク
チンの使い

方は？3
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さえる手段ですので、発生地域を取り囲む

ようにして一頭でも打ちもらしがないよう

にします。また、ワクチン接種動物は感染

しても症状を出しませんので、こうした動

物が感染を広げないように移動を禁止して

すべて殺処分することになります。現在、

口蹄疫不活化ワクチンの製造技術が向上し、

新しい抗体検査技術も開発中ですので、ワ

クチン接種動物と感染動物を抗体検査で識

別できるようになることが期待されていま

す。

津田　知幸（つだ　ともゆき）

（独）農業・食品産業技術総合研究機構

動物衛生研究所　企画管理部長

現在日本で備蓄している緊急用ワクチン（写真提供：農林水産省）
注意：口蹄疫ワクチンの個人輸入や無断使用は法律で禁止されています。
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　表１に示すような一般的な病原菌や寄生

虫は50～60℃の温度で死滅します。例え

ば、食中毒の原因となるサルモネラ菌は、

pH7の常温のスラリーの中では約200日

生き延びますが、温度が上がって60℃ に

なると15分間で死んでしまいます。大腸

菌も60℃では、15分間くらいで死んでし

まいます。

　口蹄疫ウィルスは、表２のように55℃

以上の温度で短時間（２分間で十分の一）

に活性を失います。一方、冷蔵庫の中のよ

うな4℃の温度条件では、18週間も長生き

しますが、pHが6以下の酸性では１分間、

9以上のアルカリ性では14時間という短

い時間で活性を失います。

　口蹄疫の消毒のために、クエン酸をまい

て酸性にしたり、消石灰で真っ白くなるま

でアルカリ性にしたのは、このような殺菌

効果があるからです。ちなみに表２をみる

と、酸性のほうがアルカリ性よりも殺菌力

が強いように思えます。さて、ウィルスの

このような性質に対して、堆肥化はどのく

らい役にたつのでしょうか。

死滅時間など温度など環境条件種　類

（生育上限温度）45℃

腸チフス菌 30分55～60℃

20分60℃

1時間56℃

サルモネラ菌

15～20分60℃

157～210日pH7.0～7.7

牛ふんスラリー中 58～84日pH8.4～8.8

22～33日pH9.0～9.4

1時間55℃赤痢菌

1時間55℃

大腸菌

15～20分60℃

（死滅温度）65℃

赤痢アメーバ 数分45℃

数秒55℃

5分71℃サナダムシ

（無こう条虫） 数分55℃

（死滅温度）62～72℃

施毛虫幼虫 瞬間的に死滅60℃

すぐに死滅55℃

50分45℃アメリカこう虫

3分61～62℃

ブルセラ菌

1時間55℃

10分50℃ブドウ球菌

10分54℃連鎖球菌

15～20分66℃結核菌

45分55℃ジフテリア菌

22日ふん中ボルナ病ウィルス

7日ふん中マレック病ウィルス

30分間耐える56℃ニューカッスル病ウィルス

3～25日ふん中テッシェン病ウィルス

表１　主な病原菌や寄生虫の死滅時間

（ゴルケ、ミュスタン、シュトラウホ、微生物の事典
などの文献・著書から、羽賀が抜粋しとりまとめ）

pHの影響

（温度4℃のとき）

温度の影響

（pH 7.5のとき）

活性を90％失う

ためにかかる時間

pH

活性を90％失う

ためにかかる時間

温度

14時間

1週間

3週間

5週間以上

14時間

1分間

1秒間

10

9

8

7.0～7.5

6.5

6

5

30秒間

2分間

1時間

7時間

21時間

11日間

18週間

61℃

55℃

49℃

43℃

37℃

20℃

4℃

表２　温度やpHの影響で口蹄疫ウィルスが
活性を90％失うためにかかる時間

（ニュージーランド獣医学雑誌, 50巻2号、
46-55, 2002年においてファーロが整理したデータ）

糞のウイルスを堆肥化で死滅糞のウイルスを堆肥化で死滅糞のウイルスを堆肥化で死滅

病原菌や寄生虫は50℃以上で死滅１． 口蹄疫ウィルスが死滅する条件2．



11

口蹄疫について

　堆肥の発酵温度は図１に示すように50

～60℃に上昇し、その温度が数日間続き、

だんだん下がってきますが、堆肥を切り返

すことによって、再び50～60℃に上昇し

ます。この温度が数日間続くことによって、

表１、２の死滅温度条件が達成され、病原

菌や寄生虫などの腸内微生物は急減し、ウ

ィルスも活性を失います。なお、堆肥化の

pHは8～9弱の弱アルカリ性なので、堆

肥化のpHによる殺菌効果はあまり多く期

待できません。

 

　堆肥化の主役は微生物です（図２）。微生

物といっても主に細菌類で、ウィルスの千

倍くらいの大きさがあります。堆肥化の微

生物が活動し、温度を上げるためには、栄

養分と水分と空気が必要です。このような

発酵条件を図２のように堆肥化の基本６条

件と整理しました。

　生糞には栄養分は沢山ありますが、ベト

ベトして水分が多すぎて通気性が悪く、酸

素（空気）不足になりやすく、発酵温度が

上がらずに悪臭を発することがあります。

オガクズやモミガラなどを混合して通気性

良くして酸素（空気）不足を解消する必要

があります。

　また、栄養分が多過ぎるとpHが下がっ

て堆肥化が進まなくなり、悪臭を発生する

ことがあります。そのようなときは、消石

灰などを加えてpHを弱アルカリ性に矯正

することが有効です。

　一方、完熟堆肥の中には堆肥化の微生物

が沢山生存し、通気性も良好ですが、栄養

分が不足するので、堆積しても発酵温度は

あまり上がりません。栄養分を補給して発

酵温度を上げるためには、生糞や未熟堆肥

などを混ぜたり、オカラや米ぬかなど栄養

分の多いものを混ぜることも有効です。

このように堆肥化の基本６条件を整備して、

良質な堆肥を生産することが安全・安心に

つながるのです。

　羽賀　清典（はが　きよのり）

（財）畜産環境整備機構　参与

麻布大学獣医学部　客員教授　農博

堆肥化の発酵温度でウィルスを死滅3．

図１　堆肥化の温度変化

（畜産環境整備機構
　家畜ふん尿処理・利用の手引きから）

堆肥化の発酵温度を上げる条件4．

図２　堆肥化の基本６条件　（羽賀）
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口蹄疫にかかった牛や豚の肉を食べて人が病気になることはありませんが、ウイ　　　　　　口蹄疫にかかった牛や豚の肉を食べて人が病気になることはありませんが、ウイルル
スに汚染された可能性のある肉が流通すれば、他の地域に口蹄疫を拡げてしまう恐　　　　　スに汚染された可能性のある肉が流通すれば、他の地域に口蹄疫を拡げてしまう恐れれ

があります。なお、健康な動物に由来する肉のみ食肉として流通し、口蹄疫にかかった家畜のがあります。なお、健康な動物に由来する肉のみ食肉として流通し、口蹄疫にかかった家畜の肉肉
が食肉として流通することはありませんが食肉として流通することはありません。。

ＱＱ  口蹄疫にかかった牛や豚の肉を食べても人に感染しないのであれば口蹄疫にかかった牛や豚の肉を食べても人に感染しないのであれば、、
　  殺さずに食肉として流通させ殺さずに食肉として流通させれればよいのではないでしょうかばよいのではないでしょうか？？  

Ａ 他の地域に口蹄疫を拡げてしまう恐れがありまＡ  他の地域に口蹄疫を拡げてしまう恐れがありますす

口蹄疫は、鳥インフルエンザやBSEと同じように、家畜がかかる伝染病で、畜　　　　　　口蹄疫は、鳥インフルエンザやBSEと同じように、家畜がかかる伝染病で、畜産産
業に大きな経済的損失をもたらします。しかし、これらの動物の病気は、感染する　　　　　業に大きな経済的損失をもたらします。しかし、これらの動物の病気は、感染する動動

物や原因となる病原体、感染経路が異なるだけでなく、公衆衛生や食品安全の観点から見ると物や原因となる病原体、感染経路が異なるだけでなく、公衆衛生や食品安全の観点から見ると大大
きな違いがあります。下の表をご覧くださいきな違いがあります。下の表をご覧ください。。
口蹄疫は、口蹄疫ウイルスが原因で偶蹄類の動物（牛、豚、山羊、緬羊、水牛など）がかか　口蹄疫は、口蹄疫ウイルスが原因で偶蹄類の動物（牛、豚、山羊、緬羊、水牛など）がかかるる

病気です。人が牛肉や豚肉を食べたり、牛乳を飲んだりしても口蹄疫にかかることはありません病気です。人が牛肉や豚肉を食べたり、牛乳を飲んだりしても口蹄疫にかかることはありません。。
しかし、感染している家畜の近くに行ったりすると、無意識のうちにウイルスを運んでしまうしかし、感染している家畜の近くに行ったりすると、無意識のうちにウイルスを運んでしまうここ
とがあるので、感染した家畜がいる農場に行くことは避けなければいけませんとがあるので、感染した家畜がいる農場に行くことは避けなければいけません。。

ＱＱ  口蹄疫は、鳥インフルエンザやBSEとどうちがうのですか口蹄疫は、鳥インフルエンザやBSEとどうちがうのですか？？

ＡＡ  公衆衛生や食品安全の観点から見ると大きな違いがありま公衆衛生や食品安全の観点から見ると大きな違いがありますす

鳥インフルエンザは、鶏、あひる、うずら、きじ、だちょう、ほろほろ鳥、七面鳥などがか　鳥インフルエンザは、鶏、あひる、うずら、きじ、だちょう、ほろほろ鳥、七面鳥などがかかか
る病気ですが、野生の渡り鳥などもかかったり、発症しなくてもウイルスを持っていたりしまする病気ですが、野生の渡り鳥などもかかったり、発症しなくてもウイルスを持っていたりします。。
また、ウイルスが変異した場合、豚などもかかることがありますまた、ウイルスが変異した場合、豚などもかかることがあります。。
BSEは牛がかかる病気ですが、異常プリオンを原因とする病気の中には鹿がかかるものやミンBSEは牛がかかる病気ですが、異常プリオンを原因とする病気の中には鹿がかかるものやミンクク
がかかるものなどがありますがかかるものなどがあります。。

（出典：農林水産省ホームページ「口蹄疫について知りたい方へ」より（出典：農林水産省ホームページ「口蹄疫について知りたい方へ」より））
http://www.maff.go.jp/j/syouan/doueihttp://www.maff.go.jp/j/syouan/douei/katiku_yobo/k_fmd/syh_siritai.html#/katiku_yobo/k_fmd/syh_siritai.html#q110q11033

　　　　社団法人 畜産技術協会
〒113-0034 東京都文京区湯島3-20-9  TEL.03-3836-2301  FAX.03-3836-2302
ホームページhttp://jlta.lin.gr.jp/  E-mail:info@jlta.lin.gr.jp

このリーフレットを
ご希望の方は右記まで
お申し込み下さい。

QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAQ&A

　　　　　　口蹄疫にかかった牛や豚の肉を食べて人が病気になることはありませんが、ウイル
　　　　　スに汚染された可能性のある肉が流通すれば、他の地域に口蹄疫を拡げてしまう恐れ
があります。なお、健康な動物に由来する肉のみ食肉として流通し、口蹄疫にかかった家畜の肉
が食肉として流通することはありません。

乳や肉、卵の生産に役立っている畜産の技術について疑問や知りたい事柄を「Q&A」欄までお寄せ下さい。
紙面にてできるだけ分かりやすくお答えします。
質問状の宛先／ 畜産技術協会「生産と消費をつなぐ 身近な畜産技術Q&A」欄

FAX.03-3836-2302  E-mail:info@jlta.lin.gr.jp

Ｑ  口蹄疫にかかった牛や豚の肉を食べても人に感染しないのであれば、
　  殺さずに食肉として流通させればよいのではないでしょうか？  

Ａ  他の地域に口蹄疫を拡げてしまう恐れがあります

　　　　　　口蹄疫は、鳥インフルエンザやBSEと同じように、家畜がかかる伝染病で、畜産
　　　　　業に大きな経済的損失をもたらします。しかし、これらの動物の病気は、感染する動
物や原因となる病原体、感染経路が異なるだけでなく、公衆衛生や食品安全の観点から見ると大
きな違いがあります。下の表をご覧ください。
　口蹄疫は、口蹄疫ウイルスが原因で偶蹄類の動物（牛、豚、山羊、緬羊、水牛など）がかかる
病気です。人が牛肉や豚肉を食べたり、牛乳を飲んだりしても口蹄疫にかかることはありません。
しかし、感染している家畜の近くに行ったりすると、無意識のうちにウイルスを運んでしまうこ
とがあるので、感染した家畜がいる農場に行くことは避けなければいけません。

Ｑ  口蹄疫は、鳥インフルエンザやBSEとどうちがうのですか？

Ａ  公衆衛生や食品安全の観点から見ると大きな違いがあります

ＢＳＥ鳥インフルエンザ口 蹄 疫

異常プリオン鳥インフルエンザウイルス口蹄疫ウイルス病原体

異常プリオンで汚染された飼料を
食べることによる感染のみ

感染した家畜や、ウイルスに汚染されたふん便等との接触、器具・車
両・人などによるウイルスの伝搬、空気感染など感染経路

弱い。強毒性の場合はきわめて強い。きわめて強い。 動物間の伝播力

SRM※が含まれた畜産物を食べるとうつ
ることがあります。しかし、適切にSRMを除
くことによって、感染を防ぐことができます。

人にはうつりません。 人にはうつりません。 
食品安全の観点

（肉を食べたり、乳を
飲んだらどうなる?）

人にはうつりません。
また、他の家畜にもうつりません。

通常の生活をしていれば、人にうつることはあ
りませんが、感染した鶏や血液等に濃密に触れ
た場合、感染することがあるとされています。

人にはうつりませんが、ウイルスが
靴などに付着し、他の家畜へ運ばれ
て、感染を起こす可能性があります。

公衆衛生の観点
（感染した家畜や排泄物
に近づくとどうなる?）

※ と畜・解体時に、牛の頭部や脊髄等のSRM（特定危険部位）を除去しています。

　鳥インフルエンザは、鶏、あひる、うずら、きじ、だちょう、ほろほろ鳥、七面鳥などがかか
る病気ですが、野生の渡り鳥などもかかったり、発症しなくてもウイルスを持っていたりします。
また、ウイルスが変異した場合、豚などもかかることがあります。
BSEは牛がかかる病気ですが、異常プリオンを原因とする病気の中には鹿がかかるものやミンク
がかかるものなどがあります。

（出典：農林水産省ホームページ「口蹄疫について知りたい方へ」より）
http://www.maff.go.jp/j/syouan/douei/katiku_yobo/k_fmd/syh_siritai.html#q1103
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