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課題

• 出荷直後からブロイラー初生雛の受
入（入雛）直前まで期間

• 除糞→水洗→消毒→乾燥→準備→
仕上消毒→入雛作業

• 飲水システムの管理と飲水消毒追加

• 【理想】 すべての潜在的な病原体（残留細
菌、ウイルス、寄生虫、昆虫）をなくす

• 【現実】 地道な水洗消毒で，病原体を 小
限にする

理想と
現実



はじめに

鶏糞１ｇには約10８個（百万個）の細菌（大腸菌等）が含まれる

• 大腸菌をたった1匹だけ，栄養たっぷりな培地に入れてみま
しょう。大腸菌は分裂によって増える生き物で，条件がよけ
れば50分くらいで分裂が起こり，2匹になります。この2匹は
また，条件がよければ50分で分裂して，4匹になります。こう
して，栄養と場所さえあれば，大腸菌はすごい勢いで増え
続けるでしょう。
（長谷川眞里子著，「進化とはなんだろうか」 p.43，岩波ジュニア新書 ）

1匹の大腸菌が1日で29回分裂して5億3,687万912匹に増える



養鶏場の消毒の目的

1. 鶏病の予防（鶏病衛生）

2. 安全な鶏卵・鶏肉の生産（食品衛生）

3. 周辺の環境への汚染防止（公衆衛生）

4.従業員の健康と安全（労働衛生）

横関正直，山本喜康著，「クリーンな鶏舎20のアイデア」 p.15，日本畜産振興会



作業フロー

除糞
清掃

水洗 消毒
消石灰
水溶塗

布

敷料等
準備

煙霧

（くん蒸）

1997/9/17撮影 種鶏農場におけるホルマリン煙霧消毒



除糞・清掃

スキッドステアローダー Skid steer loader
• 左右のタイヤの回転差により旋回し、ほぼ全長以外の空間
を必要としない小旋回（その場旋回）が可能なローダー



空舎中の衛生点検

宮城県は、2017年3月に栗原市の採卵鶏農場で高病原性鳥インフル
エンザが発生した事例を踏まえて、6月から9月までの間に、県内で
100羽以上を飼育する養鶏場計143戸への立入調査を実施。

野鳥や小動物等が侵入できる隙間の有無などを確認し、修繕を求め
た。

【左写真】
鶏舎内の検査
2017.7.31

【右写真】
修繕

2017.8.4



空舎期間中の衛生点検

ウィンドウレス鶏舎において鶏舎内で照
明を消し，外からの光が入るポイントを
チェックする等の点検が行われた。



家保の立入調査と 農場の修繕対応の例 平成29年度



鶏舎配置と修繕箇所（例）

鶏舎の配置図と修繕要請箇所 修繕後の報告



宮城事業所 農場立入調査結果

番号 農場 担当家保 立入日
修繕要請
事項数

修繕完了日

1 涌谷1 北部 6月12日（月） 9  8月7日（月）

2 涌谷2 北部 6月12日（月） 5  8月17日（木）

3 秋保 仙台 6月15日（木） 2  8月31日（木）

4 大原 北部 6月19日（月） 19  8月24日（木）

5 青木原 北部 6月19日（月） 1  8月24日（木）

6 観音堂 北部 6月30日（金） 15  8月24日（木）

7 岩出山１ 北部 6月30日（金） 15  8月23日（水）

8 岩出山２ 北部 7月3日（月） 11  8月25日（金）

9 岩出山３ 北部 7月3日（月） 18  8月25日（金）

10 桃生1 東部 7月6日（木） 5  8月31日（木）

11 （委託）ヌマクラ 東部 7月6日（木） 0 
12 北上 東部 7月11日（火） 0 
13 桃生2 東部 7月14日（金） 2  9月1日（金）

14 真野 東部 7月18日（火） 0 
15 平形山 東部 7月18日（火） 0 
16 （委託）本田 東部 7月18日（火） 0 
17 河南 東部 7月25日（火） 0 
18 北村 東部 7月25日（火） 0 
19 三本木１ 北部 7月31日（月） 0 
20 三本木２ 北部 7月31日（月） 0 
21 （委託）高橋竹也 東部 8月9日（水） 0 
22 （委託）高橋芳男 東部 8月9日（水） 0 
23 （委託）竹本秋男 東部 8月9日（水） 0 
24 （委託）畑山 栗原 8月23日（水） 0 

① 修繕要請は、鶏舎の扉や壁
の隙間に対するものが多かった。

② 修繕は基本的に空舎期間
中に行われた。

③ 後半の農場では、補修が先
行したため、立入検査で問題な
いものと認められた。



除糞時の消臭

• 苦情のあった農場で除糞時に消臭剤を撒布した例

• アンモニア、トリメチルアミン、メチルメルカプタン、
硫化水素、硫化メチル、アセトアルデヒド、スチレン、
二硫化メチル（悪臭8物質）に有効とされる消臭剤
を散布。

• ガス検知管でアンモニア <5ppm，メルカプタン類
<0.5ppm を確認。



ブロイラー農場の鶏糞倉庫



鶏糞ボイラー



水洗前に，排水路を確認

排水が溢れないこと

大雨で，側溝からオーバーフローした例



排水マスと水処理

【左上写真】
鶏舎前の土間と側溝の低さから，
排水の良さがうかがわれる

【左下写真】 農場内の排水マス

【右下写真】 運搬可能な水処理装置



農場内の排水処理施設





水洗の水量

一般的に，20 L/坪（6 L/㎡）以上

•スチームクリーナーを使用すると，
より少ない水量で同等の効果

•洗浄剤を使用すると，汚れ落とし
が促進される



洗浄剤
商品名 発売元 通常倍率 発泡処理 成分

バイオソルブ バイエル 100倍 50倍
非イオン系界面活性剤，

両性界面活性剤，
苛性ソーダ

シフト 日本全薬 250～500倍 150倍
非イオン系界面活性剤，

両性界面活性剤，
苛性ソーダ

散布後，15～20分間放置し，高圧水で表面から有機物の汚れを洗い流す。

界面活性剤と苛性ソーダを含有している。



苛性ソーダを含む洗浄剤の注意事項

化学的火傷を起こすことがある。

ミストを吸い込まないこと。

皮膚や目に入らないようにすること。

目に入った場合には水でよく洗い，医師の診察を受けること。

防護服，ゴーグル，手袋等を着用すること。

原液は，強アルカリ性なので，腐食性がある



水洗・消毒

除糞清掃後，速やかに水洗を開始

• 役割分担と連携でスムーズな作業

【写真】
左の鶏舎には捕鳥レール，
右の鶏舎には水洗ホース

このように，除糞清掃チームと水
洗消毒チームと同じ農場の別鶏
舎で同時に作業することもある。



水洗・消毒

給餌器，仕切り柵など取り外し可能な器具類は，
鶏舎から搬出して，別の場所で洗浄・消毒する。

• 洗浄は
高いところから低いところへ

• きれいなところから
汚れたところへ

• 経験者が新人を教育する



「家畜の生産段階における衛生管理ガイドライン」
（平成14年9月30日 農林水産省生産局長通知） (1)



「家畜の生産段階における衛生管理ガイドライン」
（平成14年9月30日 農林水産省生産局長通知） (2)



「家畜の生産段階における衛生管理ガイドライン」
（平成14年9月30日 農林水産省生産局長通知） (3)



消毒薬 (1)

グルタルアルデヒド製剤

• エクスカット，グルタプラス，ヘルミン

逆性石けん製剤

• アストップ，クリアキル，クリンエール，サニスカット，パコマ，
パンパックス，プロクール，ベストシール，ベタセプト，モル
ホナイド，ロンテクト

両性石けん製剤

• ネオラック，パステン



消毒薬 (2)

ハロゲン塩製剤

•バイオシッド，ファインホール，ポリアップ

複合製剤

•オーチストン，シーピーピー，ゼクトン，タナベゾール，
トライキル

その他

•ビルコンS，クレンテ，スミクロール，ワイプアウト



殺虫剤 (1)

除虫菊製剤（合成を含む）

• ETB，スミスリン，スパレン，バイチコール，バイオフライ，フ
タスミン，フロムエイト，ベルメトリン，ラピタ

有機リン製剤

• スミチオン，トヨダン，ネグホン

複合製剤

• アルナックス，うじキラーカリュウ，エスミック，ワームサイド



ワクモ

写真は，種鶏舎におけるヤシの実洗剤による泡洗浄の実施例。
ワクモ対策として，新発売のフルララネル飲水投与剤が，現在，EUで驚異的な

効果を発揮している。新薬が一時的な鎮静に終わらないよう，再感染を防ぐた
めの環境衛生を確立したい。



殺虫剤 (2)

カーバメイト系製剤

• バリゾン，ボルホ

その他

• アジタ，エコスピードパック，エコノサド，ゴッシュ，
サイクラーテ，サンマコー，シロマジン，ネポレッ
クス，ノックベイト，バイパック，フライダウンベイ
ト，フラッシュベイト，ラーバテックス，ラモス



消石灰液を床面に均一に撒布

特選消石灰，純正消石灰など，水に溶けるタイプの
消石灰を，専用の動噴で撒布する。

• 防散タイプの消石灰は土壌や通路等に撒布するもので，水に
溶けにくいため，床面撒布には使えない。

10倍希釈液でpH12.6の強アルカリ

排水がpH8.6よりも強いアルカリ性にならないように
する。



乾燥，器材のセット

• 点検と調整



仕上消毒

• 補助給水器セット＆餌撒きの前に

給餌皿の拭き取り細菌検査



ホルマリンくん蒸

家畜伝染病予防法施行規則別表1

５ ホルムアルデヒドによる消毒

• 密閉した室内又は消毒器内において容積一立方メートルについて
ホルマリン十五グラム以上を噴霧若しくは蒸発させ、又はホルムア
ルデヒド五グラム以上を発生させ、同時に二十八グラム以上の水を
蒸発させる比例をもつて処置した後七時間以上密閉しておく。

特定化学物質障害予防規則

• 平成20年3月から，特定第2種類物質として，発散抑制措置，作業環
境測定，健康診断その他が定められた。



【上写真】 電動の煙霧（モーターフォグ）
静かな煙霧。拡散剤不要。
モーターに吸気フィルターを備えるが，霧を吸い込むと故障しやすい。

【下写真】 ガソリンエンジンの煙霧（プルスフォグ）
遠くまで届く。消音器はなく，燃焼音が大きい。

煙霧

グルタルアルデヒド製剤
15ml/㎥

（拡散剤を含め）30ml/㎥
過酢酸系製剤15ml/㎥

3～7時間密閉



二酸化塩素ガスくん蒸

• 鶏舎容積 500m3当たり 亜塩素酸ナトリウム
（NaClO2 ）25％水溶液 350ml + クエン酸 95g

• 徐放する。一晩密閉。



給水システムの管理と飲水消毒

次亜塩素酸ナトリウムの注入装置



農場敷地内の溜め池

2017年11月～12月に環境水を採取して調査。

鳥インフルエンザウイルスは検出されなかった。

• 写真：採水ポイントに設置した防水カメラの記録



環境水からDNAを得て，
動物種を解析

• 環境水は、濾過後フィルターからDNAを調製
し、哺乳類の16Sおよび鳥類の12SrRNA配列
を増幅するPCRで増幅、得られた増幅産物を
次世代シーケンサーで解析し、動物種を解析

• 哺乳動物：ツキノワグマ、ミズラモグラ、イノシ
シ、ウマ、ハクビシン

• 地名「馬場」 かつてはウマの放牧地だった

• 鳥類： コガモ、オシドリ、マガモ、カルガモ、
ニワトリ



給水配管の洗浄

• 水道工事業者による高圧洗浄

• イントラケア社（オランダ）のハイドロケア

– 過酸化水素，銀，リン酸，クエン酸を含有する製
品で，畜舎内の給水管内部のバイオフィルムの
除去を行う



飲水消毒

• 流量比例のポンプで，塩素注入

• DPD法または電極法で濃度
チェック

左写真：
DPD残留塩素測定器

右上写真：
薬注ユニット（塩素用）

右下写真：
電極式塩素濃度測定器



農場におけるワクチン接種

的確でストレスの少ないワクチン接種は鶏病を防ぎ，ブロイラー
の生産性を高める。

ブロイラー農場においては飲水投与が主な方法であるが， 近
使われるようになったワクチン用の水質改善発泡タブレットには
着色料が含まれており，投与後に鶏の舌先を観察することで，接
種状態を把握できる。

これを踏まえて，ワクチン投与のフローチャートを作成した4）。

4) 月刊養鶏の友 2017年9月号 食鳥なるほどTOPICS第4回



ワクチン作業の開始

材料：使用するワクチンと水質改
善剤の数量を確認する

材料OK

Yes

No

道具：ポリ容器をきれいに洗い、
水ですすいで乾燥したものを

用意する

道具OK

Yes

No

材料と道具を並べる

その他に用意するもの

ワクチン栓抜き、大スプーン

ワクチンのキャップを捨てる容器

手袋、マスク、手洗い石けん、タオル

汚れよけの古新聞



断水：鶏舎内の給水ラインへの
水を止める

断水OK

Yes

No

吊り上げ：給水ラインを鶏が飲め
ない高さまで吊り上げる

吊り上げOK

Yes

No

断水の開始

バルブ操作を間違えないこと

吊り上げの高さは
ひなをジャンプさせないように



水質改善発泡タブレットを水に溶
かして希釈用水を用意する

溶かして
5～10分※

Yes

No

ワクチン溶解：ワクチンを
希釈用水で溶かして混合し

ワクチン水を準備する

溶解OK

Yes

No

青いワクチン水のできあがり

※中和作用の待ち時間

ワクチンを希釈用液で溶解し、
ワクチン水を作る

水質改善発泡タブレットを溶解する



給水ライン内残水の排水：ライン
奥のバルブを開き、排水する

奥バルブ開

Yes

No

ワクチン水の注入準備

タンクか
薬注器か

薬注器
タンク

薬注器の準備 タンクへの水貯め

ライン奥のバルブを開き、
管内の残水を排水する

タンクでは規定水量を貯める



断水時間の確認:
（夏）１時間～（冬）２時間

断水時間OK

Yes

No

青いワクチン水を流す

タンクか
薬注器か

薬注器
タンク

薬注器から吸引させる タンク水に混ぜる



給水ライン末端：青いワクチン水
が届いたことを確認する

青いワクチン
水が末端に

Yes

No

給水ライン奥バルブを閉じて
排水を止める

バルブ閉
Yes

No

給水ラインを下げて、鶏に青い
ワクチン水を飲ませる

給水ライン奥バルブを閉じると
水圧ポールに青い水が昇る

青い水のドレンからの排出を確認

閉じ忘
れ注意



飲水行動チェック
壁際を歩く、給水ラインを軽く叩く

全体が飲むか

Yes

No

青いワクチン水の残量確認

タンクか
薬注器か

薬注器
タンク

薬注器の下の容器の残量を見る タンク水の残量を見る

壁際を歩き、鶏を壁から
離して飲水行動を誘発

する



ワクチン水の終わり確認
配管にエアを噛ませない

ワクチン水
終わり

Yes

No

ふつうの水を流す

タンクか
薬注器か

薬注器
タンク

水を１回吸引させてから、
バルブ操作；ふつう給水に戻す

バルブ操作：ふつうに水を流す

薬注器では水を１回吸引させる



飲水状態を確認する

正常か？

Yes

No

ワクチン水の飲水時間の確認
（ふつう給水へ切り替えるまでの

時間）

１時間半以上
２時間以内か

Yes
No

正常範囲

長すぎたか短すぎたか
監督者に連絡する



片付け：使った道具等を片付ける

片付け＝OK

Yes

No

ワクチン作業の終了

53



飼養衛生管理基準
家畜伝染病予防法施行規則第21条の規定

15. 家きん舎その他，衛生管理区域内
の施設及び器具の清掃又は消毒を定
期的に行うこと

16. 家きんの出荷・移動により家きん
舎又はケージが空になった場合には，
清掃及び消毒をすること



法定伝染病の疑い例は
まず第一に家畜保健衛生所に連絡し，

その指示を仰ぐこと

高病原性鳥インフルエンザ

ニューカッスル病

家きんコレラ

• パスツレラ・マルトシダ感染症で，70%以上死亡する場合

家きんサルモネラ感染症

• サルモネラ ガリナルム感染による，ひな白痢および鶏チフス



【参考】 食鳥処理場の消毒 一般消毒法 1

• 食鳥検査実施要領 別表



【参考】 食鳥処理場の消毒 一般消毒法 2

• 食鳥検査実施要領 別表



【参考】 食鳥処理場の消毒 炭疽等 1

• 食鳥検査実施要領 別表



【参考】 食鳥処理場の消毒 炭疽等 2
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さらなる情報収集のために



種鶏孵卵衛生管理士研修会

日常の衛生管理全般に関わるテーマを採り上げ，3泊4日
で12題の講義

卵用種鶏および肉用種鶏について飼養管理と技術的課
題のフリーディスカッション

一般社団法人 日本種鶏孵卵協会が開催

2018年8月7日～10日に岡山で，
10月23日～26日に白河で予定



• つくば国際会議場
日本獣医学会学術集会
（家きん疾病分科会口演＆シンポジウム）

2017.9.10
～12

• つくば農林ホール
第284回鶏病事例検討会2017.9.21

• 鶏病研究会秋季全国鶏病技術研修会2017.11.(2)



課題

• 出荷直後からブロイラー初生雛の受
入（入雛）直前まで期間

• 除糞→水洗→消毒→乾燥→準備→
仕上消毒→入雛作業

• 飲水システムの管理と飲水消毒追加

• 【理想】 すべての潜在的な病原体（残留細
菌、ウイルス、寄生虫、昆虫）をなくす

• 【現実】 地道な水洗消毒で，病原体を 小
限にする

理想と
現実



【左写真】 発泡消毒
ノズル持ちとホース持ちの2人が，速くて確実な作業

【右写真】 高圧水による洗浄



• Continuous effort – not strength or 
intelligence – is the key to unlocking our 
potential.

• 力や知性ではなく、地道な努力こそが能力を
解き放つ鍵である。

Winston Churchill （ウィンストン・チャーチル）


