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広い知見や視野を獲得することができる国際的
な会議に積極的に参加していくことが重要だと
考えます。
最後になりましたが、この度、懇切丁寧な受入
対応を行っていただいた韓国家畜衛生当局の皆
様に、この場をお借りして感謝申し上げます。カ
ムサハムニダ（감사합니다）。

・平成27年度馬防疫検討会（馬感染症研
究会・検討会）について

（北海道出張所胆振分室）

平成 27 年 10 月 19 日から 23 日まで、日本中央
競馬会競走馬総合研究所栃木支所において開催
された、平成 27 年度馬防疫検討会「馬感染症研
究会・技術部会」に参加しましたので、その概要
を報告します。
技術部会は 19 日から 22 日まで行われ、馬の感
染症についての座学及び実習を行いました。座学
では、事例を基にした診断の際の注意点、感染症
に関する最近の知見や従来の診断方法の見直し
及び今後の方針等について学びました。実習では
馬の保定・検査材料の採材・解剖検査・血清及び
細菌学的診断を実際に行い、普段の輸出入検疫の
際には実施していない検査方法についても学ぶ
ことができました。

研究部会は 23 日に行われ、一般講演として「抗
サルモネラ抗体を用いたサルモネラ検出法の検
討」、「レーザーマイクロダイゼクション法を用い

た馬感染症の病理学的診断法の検討」「JRA施設
におけるゲタウイルス感染症の発生について」、
「競走馬におけるClostridium	difficile 感染症」に
ついて発表があり、新規診断法開発のための研
究・調査や国内で発生し問題となっている感染症
について学ぶことができました。さらに、特別講
演として重症熱性血小板減少症ウイルスの最新
の知見についての貴重な講話もありました。最後
に、感染症に関する情報交換として日本中央競馬
会からは国内外における馬の伝染病の発生状況
が、動物医薬品検査所からは馬用の生物学的製剤
の検定状況及び動物用インフルエンザワクチン
国内製造用株選定委員会の議事概要が、動物検疫
所からは馬の輸出入検疫状況がそれぞれ報告さ
れ、参加者に情報の共有が図られました。
当分室では馬の輸出入検疫を主な業務として
行っておりますので、今回得た知識や情報を今後
の業務に活かしていきたいと思います。最後に講
師の方々を含め関係者の皆様に深謝いたします。

◎動物検疫関連情報
・平成27年度検疫課長・出張所長会議の

概要について
（企画管理部企画調整課）

平成27年12月２日～３日に動物検疫所本所大
会議室にて検疫課長・出張所長会議が開催されま
した。本会議は、全国の課長・出張所長が一堂に
会し、検疫業務に係る諸課題について検討・議論
するために開催されるものであり、動物衛生課課
長補佐（検疫業務担当）も参加されました。
本年も多くの諸課題について、検討・議論が行
われましたが、特に大きなトピックスについて概
要を説明します。
まず、海外から輸入される畜産物については、
今後も輸入量の増加が見込まれており、限られた
人員の中で的確に検査対応するために、動物検疫
所における畜産物検査の合理化が課題となって
います。このため、主に検査対象物や現物検査方
法の見直し、ペーパーレス化への取組等について
議論が行われました。
次に、平成 23 年 10 月より水際対策の強化を目
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的として主要空港で実施している質問票を活用
した入国者への質問業務については、より効率的
かつ効果的な手法に改善することを目的として、
これまでも検討を進めていました。併せて、質問
等業務については、本年 11 月に総務省より見直
しが必要な状況との勧告も受けており、水際対策
の実効性を確保するための有効かつ効率的な質
問の手法について、これまでの実績の検証も踏ま
え議論が行われました。
これらについては、今後、さらに検討を重ね
て、具体的な見直しを行っていきたいと考えてい
ます。
また、動物検疫所では、生体の輸入に関するリ
スク分析を進めており、これらの評価結果を踏ま
えた、輸入動物の検疫対応について議論が行われ
ました。
今後、関係部署とのリスクコミュニケーション
を図りつつ、リスク管理措置の改善を行っていき
たいと考えています。
その他、伝達事項として、水産動物の防疫制度
見直しに係る検討状況、お土産品に対する輸出検
査体制の検討状況、検疫探知犬の運用に係る基
準、海外悪性伝染病対策要領の見直し、動物検疫
に関する連絡会議の概要、クルーズ船の検査対
応、犬等及びサルの輸出入検疫業務の状況、次期
LANシステムの概要、輸出 eCert の検討状況等
が周知されました。
会議では議題が多く時間が限られる中、出席者
による充実した意見交換、協議が行われ、問題意
識の共有が図られました。

・動物検疫所ホームページの多言語化に
ついて

（企画管理部企画調整課）

動物検疫所ホームページに現れた招き猫の暖
簾。
Animal	quarantine	 information	 for	travellers	

to	Japan、右側には English、中文、한국어と書
いているこの暖簾は、本年 10 月より、訪日旅行
者向けに広く情報発信することを目的として開
設した、動物検疫所ホームページの多言語ページ

（http://www.maff.go.jp/aqs/
languages/info.html）への入口となっています。

拡大してみましょう。

英語、中国語（簡体字・繁体字）及び韓国語の
３カ国語から開始し、今後、フランス語、スペイ
ン語、ベトナム語なども追加予定としています。
我が国では、訪日外国人 2,000 万人（前倒しで
達成予定のため、3,000 万人へ上方修正）を目標
とする観光立国の推進に加え、2020 年に東京オ
リンピック・パラリンピックの開催を控え、海外
から訪日する旅行者の大幅な増加が見込まれて
います。
携帯品として持ち込まれた畜産物のうち、輸入
が認められなかったものの総重量は、平成 24 年
に 52,607kg、平成 25 年に 65,021kg、そして平成
26 年に 85,695kg と、年々増加を続けています。
こうした畜産物を介して家畜の伝染性疾病が
侵入するおそれがあり（輸入が認められなかった
家きん肉から鳥インフルエンザウイルスなどが
検出された事例もあります。）、これだけの畜産物
が我が国へ持ち込まれようとしていることは、家
畜防疫を担う我々としてはまさに脅威です。
検疫探知犬の活用や家畜防疫官による質問業
務など、水際対策として検疫を強化することはも
ちろん重要ですが、こうした畜産物が持ち込まれ
ることを防ぐには、国内外を問わず多くの方に日
本の動物検疫制度を知っていただく、事前型の対
応がさらに重要となります。
ますます訪日外国人の増加が見込まれる今、日
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本語と英語以外にも、訪日旅行者数の多いアジア
圏の国の言語や、世界で多く使われている言語で
多言語化し、積極的に情報発信していきたいと考
えています。
次の課題は、多言語化したページをどのように
周知していくかということです。関係各所の御協
力を得ることはもちろん、この記事を御覧の皆さ
まにもぜひ御協力いただき、友人や職場の方、外
国のビジネスパートナーの方にも紹介していた
だけると幸いです。
2015 年の流行語として「爆買い」が年間大賞
に選ばれたようです。Wagyu	Beef（牛肉）など
も訪日外国人の方々より大変好評を得ておりま
すが、畜産物の日本からの「持ち出し」の際にも
動物検疫を受けていただく必要がありますので、
十分御注意ください。

・仙台空港出張所における業務の現況に
ついて

（仙台空港出張所）

仙台空港出張所が管轄する指定港の数は全国
で最も多く、11 の空海港（青森空港、秋田空港、
仙台空港、山形空港、福島空港、花巻空港、八
戸港、石巻港、仙台塩釜港、秋田港、小名浜港）
を受け持っています。出張所には現在８名の職員
が配置され、仙台空港に到着する旅行客の携帯品
検査、仙台塩釜港、八戸港及び秋田港における畜
産物の輸出入検査を主体に業務を行っています。
仙台空港以外で定期便が運航されている空港は、
現在青森空港のみですが、観光シーズンには各空
港に台湾などからチャーター機が数多く到着す
るので、これらの空港への出張が多いことも当
出張所の特徴です。動物関連業務では、管内に
は輸入初生ひなの検査場所が３か所（福島県に１
か所、岩手県に２か所）指定されており、各県と
連携をとりながら検査を行っています。また仙
台空港では犬や猫の輸出検査も行っていますが、
最近の海外における日本犬の人気の影響からか、
中国向けの秋田犬の輸出が増えています。さらに
平成 25 年から毎年展示用のきつねがノルウェー
から輸入されるようになり、指定係留場所で 180

日間検査を行うことも業務の一つとなりました。
仙台空港出張所は平成３年４月に設置され、今年
で25年目を迎えます。平成23年の東日本大震災
では、３メートルを超える高さの津波が襲来し、
空港機能とともに事務所は壊滅的な被害を受け
ましたが、数か月後には被災前の状態までに復興
を果たしました。仙台空港は、平成 28 年６月末
には国が管理する空港の民営化第１号となる予
定で、国と基本協定を結んだ大手企業グループの
提案書によると、LCCを軸とした路線拡充等に
より、民営化４年後の 2020 年度の国際線利用者
数の目標を、現在の約３倍の 48 万人としていま
す。震災を乗り越え、力強く発展を遂げていこう
とする空港に立ち後れることなく、水際防疫を徹
底し、家畜の伝染性疾病の防止に引き続き努めて
いきたいと考えています。

・沖縄大交易会への参加について
（沖縄支所）

平成27年11月26日・27日に沖縄コンベンショ
ンセンターにおいて、第２回沖縄大交易会 2015
が開催されました。
沖縄県は、東アジアの中心に位置する地理的優
位性を活かした国際物流貨物ネットワークの構
築・拡大を目指しており、大交易会は、このネッ
トワークを活用し、日本全国の特産品を、沖縄経
由でアジアへ輸出することを目的に企画された、
日本最大規模の「食」をテーマとした国際食品商
談会です。今年度は、日本全国から 200 社のサプ
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ライヤーと、香港、台湾、シンガポール、タイ等
日本産農水産物・食品の販路創出拡大を見込む
国・地域から 164 社のバイヤーが参加しました。
沖縄支所は、公的機関サポートコーナーに相談
ブースを設置し、関係者から輸出等の相談を受け
ました。また、個別商談の合間に、肉・卵製品を
扱うサプライヤー 19 社に向けて、輸出可否国を
まとめたリーフレットや、動物検疫のパンフレッ
トを配布しながら、動物検疫の相談ブースを案内
しました。
２日間の期間中に、肉製品等の輸出入に関する
相談が、合計11件寄せられました。海外バイヤー
からは、英語での情報提供について質問があり、
動検ウェブサイトの英語ページを紹介し、同サイ
トで英語の質問も受け付けていることを案内し
ました。また、現在香港向けに豚肉加工品等を輸
出している業者から、他国への輸出を手がける場
合には、相手国によって規制が異なること等によ
り、いざ商談となっても契約までこぎ着けるのが
難しいという苦労話を聞くことができました。さ
らに、「おみやげ農畜産物検疫受検円滑化支援事
業」の進捗状況を聞かれるなど、外国人旅行者向
けおみやげの持ち出しについても、関心が高いこ
とがうかがわれました。日本からの輸入を停止し
ている国や受入条件が不明な国もあり、すんなり
輸出までこぎ着けるのは難しい案件もありまし
た。
大交易会では、輸出者及び輸入者それぞれの
ニーズを直に感じることができ、有益でした。今
後の業務に活かしていきたいと思います。

・動物検疫所の歴史⑤　－明治、大正の頃
の家畜の伝染病の発生と対応（２）－

（動物検疫所長）

明治の後半から大正の頃になると、前回紹介し
た疾病に加えて、乳牛のブルセラ病やピロプラズ
マ病、トリコモナス、カナダ馬痘、家きんコレラ
などの発生も明らかになり、羊痘も小規模ですが
侵入発生しています。一方で、明治の終わりには
牛疫、炭疽、豚コレラ、家きんコレラなどで免疫
血清や予防液を使った発生防止、まん延防止が始
まります。この頃の診断、免疫血清・予防液の開
発、供給のほとんどは当時の獣疫調査所、現在の
動物衛生研究所が担っていて、牛疫についていえ
ば、韓国や台湾に設置された獣疫血清製造所とと
もに、国内での撲滅のみならず第２次世界大戦後
にかけて朝鮮半島、中国などでの牛疫の撲滅にも
貢献されています（山内一也：牛疫根絶への歩
みと日本の寄与、日獣会誌 63（2010））。国内で
も、検疫所からのまん延と思われる発生が大正９
年から 11 年にかけて横浜（根岸ほか）、大阪など
であったとありますが、これを最後に国内での発
生もなくなっています。また、このような中、大
正 13 年には、横浜で満州からの蒙古牛に我が国
で初めてになる牛肺疫が確認されます。家畜伝染
病予防史には当時の横浜家畜検疫所小野獣医官
らの周到なる注意と慎重なる研究により決定さ
れたとあります。健康牛での感染試験も行い病原
菌も分離して獣疫調査所、大学などの専門家の来
所も求めて真性と決定したとあります。牛肺疫は
国内でも発生が続きますが、小野獣医官は国内各
地に派遣され診断の支援に当たられています。
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また、所長室の古い写真の中に、レントゲン装
置が写っているものがあって不思議に思ってい
ましたが、動物検疫所設立 30 周年の記念誌に牛
肺疫の診断のために｢大型レントゲンを導入した
Ｏ獣医官｣とありました。このＯ獣医官は小野獣
医官のことでしょうか。小野獣医官のお名前は、
輸入牛急増による現在の規模への施設の拡充や
大正 12 年の関東大震災での対応にも出ていて、
その剛腕ぶりが目に浮かびます。

◎所内情報
・南極観測船（しらせ）における鶏肉検

査について
（羽田空港支所東京出張所）

南極地域の環境の保護に関する法律では、生き
ていないほ乳綱又は鳥綱に属する種の個体を南
極地域に持ち込んではならないとありますが、環
境省令で規定され、ニューカッスル病、結核病及
び真菌病の有無について動物検疫所の検査を受
けている家きん肉の場合は持ち込むことができ
ます。このため、国立極地研究所からの検査委託
により、今回私たちは年１回行われる昭和基地の
観測隊の交代に伴い南極観測船（しらせ）にて南
極地域に持ち込まれる鶏肉を含む食料の確認検
査を行いました。

鶏肉はコンテナに他の食材と一緒に冷凍保管
されており、昭和基地に向かう調理担当職員の立
ち会いのもと、もも肉、胸肉、ササミ及びひき肉
など各品目を数カートンずつ確認しました。海外

から輸入した鶏肉では結核病及び真菌病の有無
について確認ができないことから検査では国産
鶏肉であることも確認します。鶏肉は約1,300Kg
搭載されており、この鶏肉を昭和基地第 56・57
次観測隊の食料として約１年４か月間大切に調
理していくそうです。
確認検査の後はしらせ船内の操舵室、船長室、
食堂、観測隊員の部屋、ゴミ処理設備などを見
学させていただきました。船内には神棚があり、
乗組員、観測隊の健康と安全をお祈りしてきまし
た。また、食堂が２か所あり、１か所はしらせの
乗組員である自衛隊員の食堂、もう１か所は観測
隊の食堂で、もちろんおいしいカレーの日もある
とのことでした。昭和基地で出た生ゴミは炭化、
焼却され灰になった状態で日本に持ち帰り、しら
せ船内で出たゴミは分別され、可燃ゴミは船内の
焼却施設で焼却するとのことでした。
最後に観測隊の方々と動物検疫について質疑
応答を行い、残渣の取扱いなど動物検疫に御理解
と御協力をいただくようお願いし、検査を終了し
ました。

・新規採用者より

（会計課　金野　愛彩）
４月より動物検疫所横浜本所の総務部会計課
経理第２係に所属しています。主な業務として
は、給与関係処理、歳入事務などに携わってきま
した。職員の方々の情報や給与を扱う内容がほ
とんどですので、大きな責任を感じながら業務を
行っています。
先輩事務官から指摘・指導を受けたり、事務処
理の根拠となる法律等を学ぶことはとても難し
く、毎日が勉強だと感じています。しかし、教え
られたこと一つ一つを学び、理解して、先輩方の
ような頼れる事務官に成長できるよう努めてい
きたいと思っています。
日々の業務の他にも、研修に参加することでよ
り多くの知識を得ることもできました。一般職試
験採用研修のつくば・高尾コースや初任者合同研
修では、滅多に関われない作業にも取り組むこ
とができ、とても貴重な経験をすることができた


