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東京都家畜保健衛生所 

高病原性鳥インフルエンザ発生防止のため 

緊急消毒の実施をお願いします 

 11月に香川県で高病原性鳥インフルエンザ(HPAI)の発生が今年初めて確認され

てから、12月14日までに10県25事例の発生がありました。野鳥や環境材料からも

ウイルスが確認されており、全国的に発生リスクが非常に高まっている状況で

す。こうした中、農林水産省から都道府県あて全国の家きん飼養者の農場等にお

ける家畜伝染病予防法に基づく緊急消毒を実施するよう指示がありました。 

 家きん飼養者の皆様におかれましては、農場へのウイルス侵入防止に万全を期

すため、農場、各鶏舎周囲、物品等の消毒薬や消石灰の散布等による緊急消毒の

実施をお願いします。なお、消毒は初回実施後も継続的に実施するようお願いし

ます。また、消毒の実施とともに、ネズミなどの小動物の隠れ場所対策として周

辺の草刈り・整理整頓等の実施、畜舎の隙間や防鳥ネットの穴の確認・修繕を行

うなど、飼養衛生管理基準の徹底・改善をお願いします。 

 最新情報や衛生管理の詳細な対応については以下を参考にしてください。 

〇鳥インフルエンザに関する情報（農林水産省HP） 

  https://www.maff.go.jp/j/syouan/douei/tori/index.html 

 〇東京都の取り組み及び関連機関へのリンク（東京都HP）  

  https://www.sangyo-rodo.metro.tokyo.lg.jp/nourin/shoku/animal/hpai/ 

 

ウイルスはどこにでもいるという想定のもと、 

消毒は、畜舎、農場周囲の他、手指、作業服、靴、車両などを対象に、汚れがある

場合には洗浄してから、念入りに行いましょう。 

（消毒薬は使用上の注意書きに従うほか、強アルカリ性の消石灰の使用にあたって

は、必ず防護対策（手袋、ゴーグルなど）を実施してください） 

※ 消毒の実施については別添資料を参考にしてください。 

水 消毒液 

～消毒の三箇条～ 

一.  消毒薬の希釈は説明書どおりに 

二.  消毒は汚れを落としてから 

三.  散布・噴霧時は手袋・ゴーグル     
  などの防護対策を 



 

ただちに当所までご連絡ください！ 

画像引用元：農研機構 動物衛生研究部門   

高病原性鳥インフルエンザは、死亡率が高く、 

特徴的な症状や病変を示さずに死亡することが多くあります 

時に、震え、起立不能、斜頸などの神経症状や、沈うつ、食欲消失、 

急激な産卵低下（停止）が見られることもあります 

肉冠の出血・壊死 顔面の浮腫性腫脹 

脚部皮下の出血 症状が無く死亡 

鳥インフルエンザの侵入リスクが非常に高い状況です！ 

 家きんの健康状態をよく観察し、 

  ✔家きんの死亡率が通常の２倍以上になったとき 

  ✔５羽以上まとまって死亡したとき 

  ✔異常が見られるとき 

東京都家畜保健衛生所（西多摩郡日の出町大字平井2759）   

 電話：   042-588-7171  (平日昼間 9～17時） 

 緊急連絡先：090-6941-4315 (平日夜間 17時～翌9時・休日） 



全農による消毒等の方法紹介動画
（http://jaccnet.zennoh.or.jp/boueki/index.html）

消毒槽の準備方法

消石灰の散布方法

手指の消毒方法

衣類の洗濯方法

車両の消毒方法

靴底消毒等に活用可能な消毒液の調整方法を紹介。希釈倍率が重要。

衛生管理区域等における消石灰の散布方法を紹介。ムラのない散布が重要。

手指のアルコール消毒の方法を紹介。手のひら等の消毒が重要。

衣類を洗濯するときの消毒方法を紹介。衣類の消毒液への浸け置きが重要。

車両の消毒方法を紹介。地面と接するタイヤ等の足回りの念入りな消毒が重要。



家きん 10県26事例

令和２年度 国内における高病原性鳥インフルエンザ発生状況 （令和２年12月14日時点）

家きん
野鳥

事例
都道
府県

市町村
疑似患畜
判定日

飼養状況 病原性 亜型

1 香川県 三豊市 R2.11.5 採卵鶏約31.7万羽 高 H5N8
2 香川県 東かがわ市 R2.11.8 採卵鶏約4.6万羽 高 H5N8
3 香川県 三豊市 R2.11.11 肉用種鶏約1.1万羽 高 H5N8
4 香川県 三豊市 R2.11.13 肉用種鶏約1万羽 高 H5N8
5 香川県 三豊市 R2.11.15 採卵鶏約7.7万羽 高 H5N8
6 香川県 三豊市 R2.11.20 採卵鶏約15.4万羽 高 H5N8

6関連 香川県 三豊市 R2.11.20 採卵鶏約11.7万羽 - -
6関連 香川県 三豊市 R2.11.20 採卵鶏約2万羽 - -
6関連 香川県 三豊市 R2.11.20 肉用鶏約5.7万羽 - -
6関連 香川県 三豊市 R2.11.20 肉用鶏約1.7万羽 - -

7 香川県 三豊市 R2.11.20 採卵鶏約43.9万羽 高 H5N8
8 香川県 三豊市 R2.11.21 採卵鶏約7.5万羽 高 H5N8
9 福岡県 宗像市 R2.11.25 肉用鶏約9.2万羽 高 H5N8
10 兵庫県 淡路市 R2.11.25 採卵鶏約14.5万羽 高 H5N8
11 宮崎県 日向市 R2.12.1 肉用鶏約4万羽 高 H5N8
12 宮崎県 都農町 R2.12.2 肉用鶏約3万羽 高 H5N8
13 香川県 三豊市 R2.12.2 採卵鶏約22.5万羽 高 H5N8

13関連 香川県 三豊市 R2.12.2 採卵鶏約12.3万羽 - -
14 香川県 三豊市 R2.12.2 採卵鶏約1.9万羽 高 H5N8
15 宮崎県 都城市 R2.12.3 肉用鶏約3.6万羽 高 H5N8
16 奈良県 五條市 R2.12.6 採卵鶏約7.7万羽 高 H5N8
17 広島県 三原市 R2.12.7 採卵鶏約8.5万羽 高 H5N8

17関連 広島県 三原市 R2.12.7 採卵鶏約5.3万羽 - -
18 宮崎県 都城市 R2.12.7 肉用鶏約5.9万羽 高 H5N8
19 宮崎県 小林市 R2.12.8 肉用鶏約4.3万羽 高 H5N8
20 大分県 佐伯市 R2.12.10 肉用鶏約1.4万羽 高 H5N8

20関連 大分県 佐伯市 R2.12.10 肉用鶏約2.4万羽 - -
20関連 大分県 佐伯市 R2.12.10 肉用鶏約1.8万羽 - -

21 和歌山県 紀の川市 R2.12.10 採卵鶏約6.7万羽 高 H5N8
22 岡山県 美作市 R2.12.11 育雛約52.9万羽 高 H5N8

22関連 岡山県 美作市 R2.12.11 育雛約11.3万羽 - -
23 滋賀県 東近江市 R2.12.13 採卵鶏約1.1万羽 高 H5N8
24 宮崎県 宮崎市 R2.12.14 採卵鶏約７万羽 検査中 H5

24関連 宮崎県 宮崎市 R2.12.14 採卵鶏約4.5万羽 - -
24関連 宮崎県 宮崎市 R2.12.14 採卵鶏約1.1万羽 - -

25 香川県 三豊市 R2.12.14 採卵種鶏約2.7万羽 検査中 H5
26 宮崎県 日向市 R2.12.14 肉用鶏約4.6万羽 検査中 H5

26関連
（食鳥処理場）

宮崎県 川南町 R2.12.14 係留羽数約２万羽 - -

野鳥 ６道県14事例（H5N8)、１県１事例（H5)、1県1事例（検査中） ・月日は検体回収日

北海道紋別市糞便（10/24）, 鹿児島県出水市環境試料（水）（11/9,16,23,30,12/7,7）・糞便（11/5）, 新潟県阿賀野市環境試料（水）（11/16）・糞便（11/16）, 和歌山県和歌山市死亡
野鳥（12/3）, 岡山県矢掛町死亡野鳥（12/4）, 宮崎県延岡市糞便（11/30）・都農町糞便（11/30）, 香川県三豊市死亡野鳥（12/8,検査中）, 鳥取県鳥取市（12/7,H5）


