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要　　約

　当所では、都内養鶏場の鶏卵の安全性確保のため、継続して農場の鶏舎環境等のサルモネラ検査を年

2回行い、サルモネラが検出された陽性農場については、衛生指導を実施し、早期清浄化を図っている。

平成 19年から平成 27年までの 9年間の農場のサルモネラ平均陽性率は 7.5％（45戸 /603戸）であった。

陽性農場に対しては、2ヶ月おきに 3回の清浄性確認検査を行い、3回連続して陰性であった場合、そ

の農場を清浄化達成と判断している。平成 27年度清浄化確認検査を実施した A 農場では、衛生指導や

畜主による衛生対策の成果もあり、短期間に清浄化を達成できた。しかし、B 農場では平成 23年度末

からほぼ連続してサルモネラが検出されていることから、今年度は重点的に、通常の検査より更に検体

を増やしての採材や、農場で採取されたネズミの検査をとおして汚染が続く原因を調査した。その結果、

鶏舎の清掃不足や、ネズミに付着しているサルモネラの存在等が要因となり、鶏舎全体にSalmonella 
Typhimurium の汚染が持続していることが示唆された。

　都内養鶏場の特徴として、他県と比べ規模が小

さく、ほとんどの農場が庭先や直売所等で鶏卵を

消費者に直接販売をしていることがあげられる。

このような養鶏場で、万が一サルモネラによる食

中毒が発生すると農場は経営の危機に陥る。また、

規模が小さな農場が民間の検査機関に委託し検査

を受けることは負担が大きく、継続的に検査を行

うことは困難である。そのため、東京都は事業の

一つとして夏と冬の年２回、鶏舎環境及び鶏卵の

サルモネラ検査を実施し、生食する機会の多い鶏

卵の安全性確保と、希望農場に対し有償での検査

成績証明書の発行を行っている。

　都内養鶏場のサルモネラ検出状況やサルモネラ

の検出に飼養規模や季節による差異は、これまで

に把握されていない。また、検査成績証明書が都

内養鶏場へどの程度の割合で交付され、活用され

ているのかも具体的な数値は分かっていない。今

回、都内養鶏場のサルモネラ検出状況及び証明書

発行状況を把握するため、平成 19年から平成 27

年の 9年間の検査結果をまとめたので報告する。

さらに、今年度サルモネラ清浄化対策を実施した

3養鶏場うち 2戸についてその経過を報告する。

調査対象及び方法

１　サルモネラ検査

調査期間及び対象農場：平成 19年から平成 27年

まで、都内の概ね 100羽以上飼養農場で夏期サル

モネラ検査（5～ 6月）、1,000羽以上飼養農場で

冬期サルモネラ検査（1～ 2月）を実施し、年平

均 67戸（341検体）、延べ 603戸から鶏舎環境材

料（塵埃）を採材した。

調査方法：夏期検査を実施した 100羽以上飼養農

場を 1,000羽以上農場と 1,000羽未満農場の 2グ

ループに分け、飼養規模別のサルモネラ陽性率を

比較した。また、夏期検査時と冬期検査時の季節

別サルモネラ陽性率を算出し比較した。また、都

内養鶏場全体のサルモネラ陽性率を算出した。

　サルモネラが陽性となった農場に対しては、サ

ルモネラ清浄化対策の指導の実施と並行して、

2ヶ月おきに 3回の清浄性確認検査を行い、サル
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モネラ清浄化対策の効果判定と、定期的な農場へ

の訪問による農場の衛生意識の向上を図った。清

浄性確認検査の結果が全て陰性であった場合、そ

の農場を清浄化達成と判断した。今回の調査では、

各陽性農場の清浄化達成までの清浄性確認検査回

数も調査した。

　さらに、サルモネラ検査の際に希望農場に対

し発行された検査証明書の交付申請率を算出し、

1,000羽以上飼養農場と 1,000羽未満飼養農場で

比較した。

材料と培養方法：鶏舎環境材料としてペプトン水

（BPW）に浸漬したガーゼで、床及びケージから

塵埃等を採材し、検査材料とした。材料のガー

ゼは、BPW 中で 41℃ 6時間培養後、ハーナテト

ラチオネート培地で 37℃ 1夜培養した。その後、

サルモネラの選択培地である XLT-4培地及びク

ロモアガーサルモネラ培地の各平板培地に塗沫

し、35℃ 1夜培養した。XLT-4培地の黒色コロニー

とクロモアガーサルモネラ培地の赤紫色コロニー

を釣菌し、LIM 培地と TSI 培地に接種して 35℃

1夜培養し、サルモネラと判定されたものについ

て、O 抗原及び H 抗原を決定した。

２　サルモネラ陽性農場清浄化指導

　検査で環境よりサルモネラが検出された陽性農

場に対しては、鶏卵のサルモネラ総合対策指針１）

を基に、当該農場の飼養衛生管理状況に適した衛

生対策の指導を実施し、前述の清浄性確認検査を

行った。今年度は 3戸の農場で指導を行ったとこ

ろ、2農場で清浄化達成、1戸の農場では未達成

という結果となった。達成農場及び未達成農場各

1戸について、発生状況と概要を報告する。

結　　果

１　サルモネラ検査成績

飼養規模別及び季節別サルモネラ陽性率：各年度

の夏期検査での 1,000羽以上飼養農場と 1,000羽
未満飼養農場の飼養規模別陽性率は、平成 23年

以外の年度では有意差はみられなかった。 9年間

の平均陽性率は 1,000羽以上 7.8％（14戸 /179戸）、

1,000羽未満 8.2％（20戸 /244戸）と飼養規模別

陽性率に有意差はみられなかった（図 1）。

　また、全ての年度で夏期と冬期の季節による陽

性率の有意差は無く、9年間の平均は夏期 8.0％
（34戸 /423戸）、冬期 6.1％（11戸 /180戸）で季

節別陽性率に有意差はみられなかった（図 2）。

また、9年間の全ての農場での平均陽性率は 7.5％
（45戸 /603戸）であった。

清浄化達成までの清浄性確認検査回数：9年間で

サルモネラが検出された農場は延べ 19戸であっ

た。そのうち 61.1％（11 戸 /19 戸）の農場が、

最短の 3回の検査で清浄化を達成していた。清浄

化までに必要とした検査回数が最も多かった農場

は 16回（2戸）、次が 10回（1戸）であった。

検査証明書の交付申請率：都全体で延べ 603戸中

236戸から申請があり、その割合は 39.1％であっ

た。1,000羽以上飼養農場の申請率が 46.8％（168

図１ 飼養規模別サルモネラ陽性率の推移
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図２ 季節別サルモネラ陽性率の推移

0

5

10

15

20

H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27

農
家
陽
性
率(

%)

冬期 夏期 全体

図２　季節別サルモネラ陽性率の推移
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図１　飼養規模別サルモネラ陽性率の推移



戸 /359戸）、1,000羽未満飼養農場が 27.9％（68

戸 /244戸）で、1,000羽以上飼養農場の方が有意

に申請率は高かった。

２　サルモネラ陽性農場清浄化指導

　平成 27年度、清浄性確認検査を実施した農場

は 3戸あった。A 農場は今年度夏期検査時にサル

モネラが検出され、B 農場は平成 23年度より今

年度までほぼ継続して検出されている。今回、こ

の 2農場の事例について報告する。

A 農場：採卵鶏 8,000羽飼養の養鶏場で、飼養形

態は開放鶏舎ケージ飼い、踏込消毒槽は鶏舎入口

から離れた場所にあり、車両消毒設備は無い（図

3）。

　平成 27年 5月の検査で、鶏舎環境材料 8検体

中 1検体からSalmonella O-4(i:-) が検出された。

そこで畜主に対し、サルモネラ清浄化対策として、

鶏舎入口への踏込消毒槽の設置、鶏舎や長靴など

の洗浄及び消毒の徹底、鶏卵の取扱方法や、他農

場を巡回している飼料会社の職員が頻繁に鶏舎内

に立ち入っていたため、それを禁止するよう指導

した。その結果、清浄性確認検査を約 2ヶ月間隔

で 3回実施したが全て陰性となり、清浄化を達成

した（表 1）。

B 農場：採卵鶏と肉用鶏各 4,000羽を飼養する養

鶏場。飼養形態は開放鶏舎でのケージ飼いで、踏

込消毒槽及び車両消毒設備は設置されていない

（図 4）。

　当該農場では、平成 24年 2月以降、ほぼ連続

してサルモネラが検出されている。また、同年

12 月からはS.Typhimurium(ST) が検出される

ようになった（表 2）。検出箇所は固定されてお

らず、床及びケージの他にフォークリフトのタイ

ヤや農場の通路からも ST が検出されており、農

場全体に汚染が広がっていることが示唆された

図3 Ａ農場鶏舎配置図
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図4 Ｂ農場鶏舎配置図図3　Ａ農場鶏舎配置図 図4　Ｂ農場鶏舎配置図

表１ Ａ農場のサルモネラ検査成績 表2 Ｂ農場の過去5年間の検査成績表１　Ａ農場のサルモネラ検査成績 表2　Ｂ農場の過去5年間の検査成績
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（表 3）。

　B 農場に対しては初回検出時以降、清浄化対策

指導や資料の配布等を行い、清浄性確認検査を継

続して実施してきたが清浄化できなかった。平成

27年度は清浄性確認検査を一旦休止し、採卵鶏

をアウト後、洗浄を行ったケージ列の環境の検査

を実施した。通常、検査時に採材する床及びケー

ジの他に、給餌器、梁、床と柱の接合部及び床と

壁の接合部からも採材した（図 5）。その結果、ケー

ジ以外の全ての検体から ST が検出された。同時

に、農場で捕獲したクマネズミの内臓（心臓、肺、

肝臓、腎臓、脾臓）、盲腸便及び体表（外皮、尾）

の検査も実施した結果、体表から ST が分離され

た。

　さらに、飼養鶏のサルモネラ感染の有無を確認

するため、盲腸便、クロアカスワブの検査も実施

したところ、これらから ST は分離されなかった

（表 4）。

　また、B 農場の飼養衛生管理基準順守状況を確

認したところ、特に①家きん舎や器具の清掃・消

毒、②人及び車両用消毒設備の設置、③野生動物

侵入防止対策の遵守状況が悪かった。

考　　察

　9年間のサルモネラ検査結果から、都内養鶏場

の環境中サルモネラ陽性率は、規模や季節によっ

て差はみられないということが判明した。都内養

鶏場のサルモネラ陽性率は 7.5％であり、農林水

産省が国内の採卵鶏農場で実施した養鶏場環境

検査の調査成績の 21％２）と比較して低い。しか

し、同調査における開放鶏舎のみの成績は 10％

と、開放鶏舎の養鶏場がほぼ 100％を占める都内

農場陽性率との有意な差は見られなかった。また、

農林水産省の同調査では 3％の農場で検出された

Salmonella Enteritidis（SE）の都内農場での

検出例は 9年間無かった。サルモネラが検出され

表3 Ｂ農場の最近(5回)の検査結果

表4 Ｂ農場飼養鶏の採材場所と検査結果

盲腸便

場 所 検体量 検査結果

1 ケージ1～11、21 70羽分 陰性

2 ケージ13、15 57羽分 陰性

3 ケージ23～25 18羽分 陰性

4 ケージ27～31 9羽分 陰性

5 ケージ17（強制換羽群） 4羽分 陰性

クロアカスワブ

導入日（検査時場所） 検体数 検査結果

1 H26.11（ケージ17） 5羽 陰性

2 H27.3（ケージ11） 5羽 陰性

3 H27.5（ケージ5、7） 5羽 陰性

4 H27.9（ケージ1、3） 5羽 陰性

5 H27.11（ケージ3、21） 5羽 陰性

表3　Ｂ農場の最近(5回 )の検査結果

表4　Ｂ農場飼養鶏の採材場所と検査結果

図5 B農場清掃終了後の検査箇所
上段 左：ケージ、 中：床、 右：給餌器
下段 左：床と柱の接合部、 中：梁、 右：床と壁の接合部
図 5　B農場清掃終了後の検査箇所

上段　左：ケージ、　　　　 中：床、　　 右：給餌器

下段　左：床と柱の接合部、 中：梁、　　 右：床と壁の接合部
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た農場も 61.1% が最短の 3回の清浄性確認検査

でサルモネラ清浄化を達成しており、都内農場の

衛生意識の高さを窺わせる。

　サルモネラ検査成績証明書の申請率は、1,000
羽未満飼養農場と比較し 1,000羽以上飼養農場が

高い。これは 1,000羽以上飼養農場の約 4割が直

販の他に大手チェーンスーパーや百貨店等に出荷

しており、出荷先から証明書を求められているこ

とが要因と考えられる。検査成績証明書は、都内

産地直売所で掲示されている例も見られ、消費者

に示すことにより、生産された卵に付加価値をつ

ける一助ともなっている。

　今後、都内全農場がサルモネラ非検出農場とな

るためにも、B 農場におけるサルモネラ対策は早

急に解決すべき課題である。B 農場では、経営や

鶏舎構造上オールインオールアウトができず、ま

た、排水の都合上、多量の水を用いた洗浄・消毒

が困難であることや、人手が足りず、隅々まで清

掃がいきわたらないという問題もある。実際に、

洗浄直後の鶏舎内には、目視で大量の埃が残存し

ていた。クマネズミの体表から ST が検出された

ことからも、塵埃中にサルモネラが残存しており、

ネズミが農場全体に菌を広げる一要因となってい

ることが示唆された。飼養鶏の盲腸便、クロアカ

スワブから検出されていないことから、現時点で

は鶏への感染はしていないことが示唆されるもの

の、農場内に広く ST の汚染が広がっているため、

早急な清浄化対策が必須である。今後、農場での

指導を継続するとともに、石灰乳塗布や発泡消毒

等、より効果が高い消毒法のデモンストレーショ

ンを農場で行い、畜主自身に実施をしてもらえる

よう啓発していく。サルモネラの清浄化とともに

飼養衛生管理も改善できるよう対策に取り組んで

いきたい。

　都内養鶏場で生産される卵の安全・安心を守り、

新たな都内農場でのサルモネラ検出及びまん延を

防止するために、定期的なサルモネラ検査及び衛

生指導を継続していくことが重要である。
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