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要   約

　平成 25年３月 19日、セイヨウミツバチ 35群を飼育する養蜂家から１蜂群で活力低下、蜂児の死亡が

見られたため隔離しているとの連絡を受け、立入検査を実施した結果、当該蜂群で個体数の減少、無蓋

蜂児の死亡および融解が見られ、巣脾に強い酸性臭を確認した。死亡蜂児を材料とした病性鑑定ではミ

ルクテスト陰性、KSBHI 培地による嫌気培養で微小白色コロニーを形成し、分離菌を用いた PCR 検査

ならびに性状検査成績からMelissococcus plutonius と同定されたため、平成 25年４月２日、本件は都

内におけるヨーロッパ腐蛆病の初発事例と決定した。決定後の措置として立入りによる罹患蜂群数の確

認及び疫学関連調査、防疫措置を行うとともに、過去の発生状況や都内におけるミツバチの飼養状況を

踏まえた今後の腐蛆病対策について検討した。最終的な罹患蜂群数は計 13群確認され、汚染物品は評価

額決定後に焼却処分し、発生地から半径３㎞圏内の養蜂場計３飼養者５蜂場 19群の立ち入り検査を実施

し異常が無いことを確認し終息に至った。当該養蜂家では過去にも腐蛆病の発生があり、再発防止のた

めの指導を徹底すること、また近年ミツバチ飼育者の届け出数が増加し、都内における腐蛆病の発生も

増えていることから、届け出養蜂家に対し腐蛆病発生予防を含めたミツバチの飼養衛生管理指導につい

て関係機関と連携しながら推進していく必要があると考えられた。

はじめに

　平成 25年４月、家畜伝染病に指定されるヨー

ロッパ腐蛆病が都内の養蜂場では初めて確認され

た。本病の発生に伴い、まん延防止のための一連

の防疫措置を実施するとともに今後の腐蛆病発生

予防のための取り組みについて検討したので報告

する。

異常発見から病性鑑定までの経過

　平成 25 年３月 19 日、八王子市内においてセ

イヨウミツバチ 35 群を飼育する養蜂家から、1

群で異常が認められるとの連絡を受けたため、３

月 21日に立入検査を実施した。異常群の発生は

配置された巣箱の中心部で起こり、飼育者の判断

により当該群は３㎞離れた蜂場に隔離されていた

（図１）。隔離されていた１蜂群は活力がなく、個

体数の減少、無蓋蜂児の死亡が目立ち、巣脾には

酸臭が確認された。無蓋の巣房の側壁や底部に死

亡した蜂児がみられ、取り出すと水様性を呈し、

透明あるいは灰褐色を呈していた（図２）。

立入検査の際、隔離蜂群の死亡蜂児および巣脾１

枚を病性鑑定材料として持ち帰った。３月 25日、

飼育者に対し電話で検査経過を報告した際、活力

図１ 異常群発生時の飼養状況（巣箱配置図）

異常群 

隔離
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が低下している蜂群が増加しているとの報告を受

けたため、蜂群の移動を控えるよう指示を行った。

異常蜂児の病性鑑定

材料および方法：隔離蜂群から採取した蜂児 10

検体を用いて、病性鑑定マニュアルに基づいて実

施した（表１）。

病性鑑定成績：病性鑑定成績を表２および表３に

示した。ミルクテストは全検体陰性、ヨーロッパ

腐蛆病菌の選択培地である KSBHI 培地による嫌

気培養で、10 検体全てから菌が分離され、分離

菌の PCR 検査ではヨーロッパ腐蛆病の原因菌で

あるMelissococcus plutonius に特異的な遺伝子

が増幅され、また分離菌株の生化学的性状検査に

おいても一致したことからヨーロッパ腐蛆病菌と

同定した。

決定後の防疫措置

　発生が決定された後の措置について表４に示し

た。　４月４日、発生蜂場の立入調査を行い、目

視検査により計 11群の発生蜂群を確認した。発

生蜂群の巣箱には汚染物品として印をつけ、動噴

による消毒を実施するとともに（図３）、当該蜂

群が巣箱に戻った後に入り口を閉鎖するよう指示

を行い、併せて疫学関連の聴き取り調査を実施し

た。汚染物品については、家畜伝染病予防法に基

づく評価を行うため当所へ搬入した。その後さら

に２群の追加発生があり、発生蜂群数は計 13群

となった。発生と並行して発生地から半径３㎞以

内の養蜂場について立入検査を実施した。４月

図２ 異常蜂群の巣脾と蜂児

表１ 材料及び方法

検査材料；隔離蜂群の蜂児 検体
検査方法；病性鑑定マニュアル（第３版）

に基づく検査
・ミルクテスト
・分離培養検査

培地（37℃ 炭酸ガス培養）
培地（37℃ 炭酸ガス培養）

その他の培地（血液寒天、 、ｺﾛﾝﾋﾞｱ培地）
分離菌の性状検査（糖分解等）

・ 検査
分離菌について 遺伝子をターゲット
とした 検査

ミルクテスト

項 目
検 体 番 号

表２ 病性鑑定成績

分離菌ヨーロッパ腐蛆病 陽性②

分離菌アメリカ腐蛆病 陰性①

血液寒天培地

Ｉ培地

コロンビア培地

培地（ﾌﾞﾄﾞｳ糖入）

培地

備 考

分離菌

表３ 分離菌の性状検査成績 

グルコース分解 ＋
フラクトース分解 ＋
キシロール 分解 ＋
マンノース分解 ＋
その他の糖分解 －

寒天培地での発育 －
寒天培地での発育 ＋

糖分解・培地での発育   判定 

表４ 発生後の措置

月 日 発生蜂場立入調査・消毒の実施
計 群の発生蜂群を確認、出入口封鎖の指示、汚染物品の消毒

月 ～ 日 汚染物品の搬入
群の追加発生により計 群を当所に搬入

月 ～ 日 半径 以内養蜂場の立入検査
飼養者 蜂場 群の立入検査、衛生指導の実施

月 日 汚染物品の評価（法第 条、 条）
畜産業経験者、防疫員以外の公務員、家畜防疫員による評価実施

月 日 汚染物品（巣箱・巣脾）の焼却
巣箱 箱、巣脾 枚の焼却実施

表２　病性鑑定成績
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18 日、畜産業経験者、市の担当者、家畜防疫員

による汚染物品の評価を行った後、４月 24日に

巣箱 13箱、巣脾 105 枚の焼却を実施した（図４）。

その後、７月 31日に当該養蜂家を訪問、蜂群に

異常が見られないことを確認し、今回の発生が終

息に至ったと判断した。

疫学関連調査

　当該発生蜂場の疫学に関する聞き取り調査内容

を表５に示した。飼育者は 30年以上のミツバチ

飼育経験があること、また、以前に近隣で腐蛆病

発生が多い養蜂場が存在したこと、今回の発生拡

大の原因として、給餌用のえさを共用で与えたこ

とが考えられるとの内容であった。また、当該養

蜂場では、平成 19年にアメリカ腐蛆病の発生お

よびヨーロッパ腐蛆病の疑い例の発生１) という

２回の発生が報告されていた。発生地周辺の立入

り検査は、３飼育者５蜂場 19群について実施し、

近隣でヨーロッパ腐蛆病が発生したことの周知

と、腐蛆病に関する注意の喚起、当所で作成した

ミツバチの病気に関する資料の配布を行った。検

査の結果、全ての蜂場において異常が無いことが

確認された（図５）。

今後の検討課題と取り組み

　同一蜂場における腐蛆病の再発防止および養蜂

振興法改正に伴う届出対象者の変更等も踏まえ

て、今後の腐蛆病に対する防疫対策について検討

した。

都内における腐蛆病の発生動向：都内における過

去 10年間の家畜伝染病発生状況を表６に示した。

平成 18 年に１回、平成 19 年に３回、平成 22 年

に１回、何れもアメリカ腐蛆病の発生が報告され

ていた。

都内飼育蜂群数の推移：ミツバチ飼育者の飼育蜂

群数と戸数の推移を図６に示した。東京都では、

養蜂振興法改正以前から本来届け出義務の無い業

以外の養蜂家についても、独自のガイドラインに

図３ 発生決定後の立入検査 図４ 汚染物品の焼却

発生蜂場 

図５ 発生地から半径 以内養蜂場の立入検査

・ 飼養者 蜂場 群について実施

・ 周辺地でヨーロッパ腐蛆病が発生  
したことを周知 

 
・ 腐蛆病に関する説明、注意喚起 
 
・ 資料の配付（家畜衛生技術指導 

普及推進資料～ミツバチの病気 
と害虫） 

 
・ 異常が無いことを確認 

表５ 聞き取り及び疫学関連調査成績 

 蜜蜂飼養歴は 年以上

近隣に腐蛆病発生が多い飼養者が以前に存在

給餌用の餌を普段は巣箱毎に与えているが今回

は共用で給与

当該蜂場では過去アメリカ腐蛆病（平成 年 月と

月 ）及びヨーロッパ腐蛆病（平成 年 月と
月）の疑い例が発生
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基づいて提出を依頼していたが、平成 25年 1月

１日施行された改正後の養蜂振興法に基づき提出

された届出によると、計 158 戸 1,642 蜂群が飼育

されていることが判明した。届け出飼育者を規模

別、地域別に分け表７に示した。飼育者戸数は、

10 群未満を飼育する小規模飼育者が 124 戸で全

体の約 8割を占めており、飼育蜂群数は⒈戸当た

り平均すると 3群程度であること、通常家畜の飼

育者が少ない区部において飼育者数が多い、とい

う特徴が見られた。区部では、ビルの屋上に巣箱

を置き飼育する形態の養蜂家も見られた（図７）。

腐蛆病発生予防のための取り組み：飼育届の集計

結果から、都内では 10群に満たない小規模な飼

育者を中心に計 158 戸の蜜蜂飼育者が存在する

ため、表８に示す腐蛆病の発生リスクを考慮した

効率的な取り組みが必要と考えられた。ミツバチ

の腐蛆病は、一度発生した蜂場における再発の可

能性が高いと考えられることから、発生蜂場に対

しては、春と秋の 2回立入検査を行うことが望ま

しいと思われた。小規模飼育者の中には飼育経験

が浅い者も含まれ、基本的な飼養衛生管理を理解

してもらうことが重要と考えられることから、東

京都産業労働局農林水産部農業振興課で発行した

「東京都蜜蜂飼育の手引き」を周知し飼育者に活

用してもらうこと、また、電話相談等を受けた場

合にはできる限り現地対応を行い飼育状況の把握

表６ 東京都における家畜伝染病発生状況 
過去 年間、平成 年 月～平成 年 月

決定
年月日

病 名
発生
戸数

発生
頭羽群
数

転 帰 発生場所

ヨーネ病 命令殺 西多摩

ヨーネ病 命令殺 南多摩

ヨーネ病 命令殺 南多摩

腐蛆病 自衛殺１ 西多摩

腐蛆病 自衛殺 南多摩

腐蛆病 自衛殺 南多摩

腐蛆病 自衛殺 南多摩

ヨーネ病 命令殺 南多摩

腐蛆病 自衛殺 南多摩

戸数

蜂群数

図６ 飼養蜂群数及び戸数の推移 

年

蜂
群
数

戸
数

（戸） （群）

表７ 規模別飼養者数及び飼養蜂群数 

区分
群 群 群 群 群 合計

群数 戸数 群数 戸数 群数 戸数 群数 戸数 群数 戸数 群数 戸数
群数
戸数

地
域
別

区部

西多摩

南多摩

北多摩

島しょ

計

前年合計

対前年比

（単位：群・戸） 

備考；平成 年 月 日現在蜜蜂飼育届集計結果

図７ 区部ビル屋上における蜜蜂の飼育

表８ 腐蛆病発生予防のための取り組み

１ 発生蜂場→春、秋の年 回立入検査

２ 小規模飼養者への対応→基本的な飼養衛生管理

・「蜜蜂飼育の手引き」農林水産部発行

・電話相談に対し積極的な現地対応の実施

３ 転出に関わる検査及び転入時の確認調査の活用

・疾病発生情報、使用薬剤の情報収集

・転入の確認に同行、飼養状況の把握
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に努め、必要な助言等を行うことが望ましいと思

われた。　　　

　また、県外転飼に関わる腐蛆病検査の際には、

薬剤の使用状況等ミツバチの飼育に関連した情報

の収集に努めるとともに、都関係機関とも連携し

て、蜂群の転入時の確認にも積極的に同行し飼育

実態の把握に努めていくことが重要と考えられ

た。
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