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☆宮崎県における口蹄疫の疑い事例の 194 例目
～ 200 例目について
（平成 22年５月 24 日付プレスリリース）

●　本日、家畜伝染病である口蹄疫の 194 例目～ 200
例目の疑似患畜を確認しました。 

●　口蹄疫は、牛、豚等の偶蹄類の動物の病気であり、
人に感染することはありません。

●　現場での取材は、本病のまん延を引き起こすおそ
れもあることから、厳に慎むよう御協力をお願い
します。

１　疑い事例の概要
本日、宮崎県において、児湯（こゆ）郡川南町の
農場３件（合計 66 頭）、児湯郡都農町の農場１件
（３頭）、児湯郡新富町の農場２件（合計 620 頭）、
及び、児湯郡高鍋町の県立高鍋農業高校（334 頭）
で口蹄疫の疑似患畜を確認しました。
（各事例の詳細については、別添資料をご参照く
ださい。）

２　今後の対応
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●　当該農場の飼養牛・豚等の殺処分等の必要な防
疫措置について、宮崎県とともに迅速かつ的確
に実施します。

●　従来までの対策に引き続き、今後も、農林水産
省職員や都道府県の獣医師等の発生農場や消毒
ポイントへの派遣（５月 24 日までに延べ 6,321
名を派遣）等を行ってまいります。

●　えびの市を中心に設定されている移動制限区域
においては、最終発生例である 83 例目（５月
13 日確認）の殺処分が完了した５月 13 日から、
新たな疑い事例は発生していません。このため、
移動制限区域解除のための清浄化確認検査を、
昨日の鹿児島県域に引き続き、本日より宮崎県
域・熊本県域でも開始しました。

●　防疫措置の詳細については、「宮崎県の口
蹄疫に対する防疫措置について（http://
www.maff .go.jp/j/syouan/douei/katiku_yobo/
k_fmd/syh_soti.html）」をご参照ください。

３　その他
（１）口蹄疫は、牛、豚等の偶蹄類の動物の病気
であり、人に感染することはありません。また、
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感染畜の肉や牛乳が市場に出回ることはあり
ませんが、感染畜の肉や牛乳を摂取しても人
体には影響ありません。

（２）現場での取材は、本病のまん延を引き起こ
すおそれもあることから、厳に慎むよう御協
力をお願いします。

（３）本日判明分を含めた合計頭数は、145,358 頭
（牛 19,303 頭、豚 126,040 頭、山羊７頭、羊８
頭）です。

（４）過去に発表した各事例の頭数等については、
「口蹄疫に関する情報（http://www.maff .go.jp/
j/syouan/doue i/kat iku_yobo/k_ fmd/
index.html）」内、「発生状況等」で公開してお
ります、「発生事例のリスト」及び各プレスリ
リースをご参照ください。

＜添付資料＞
●　各事例の詳細について（略）

☆宮崎県における口蹄疫の疑い事例の 201 例目
～ 209 例目について
（平成 22年５月 25 日付プレスリリース）

●　本日、家畜伝染病である口蹄疫の 201 例目～ 209
例目の疑似患畜を確認しました。

●　口蹄疫は、牛、豚等の偶蹄類の動物の病気であり、
人に感染することはありません。

●　現場での取材は、本病のまん延を引き起こすおそ
れもあることから、厳に慎むよう御協力をお願い
します。

１　疑い事例の概要
本日、宮崎県児湯（こゆ）郡において、川南町の
農場６件（合計251頭）、都農町の農場１件（59頭）、
新富町の農場１件（107 頭）、及び、木城（きじょ
う）町の農場１件（2,119 頭）、で口蹄疫の疑似患
畜を確認しました。
（各事例の詳細については、別添資料をご参照く
ださい。）

２　今後の対応
●　当該農場の飼養牛・豚等の殺処分等の必要な防
疫措置について、宮崎県とともに迅速かつ的確
に実施します。

●　従来までの対策に引き続き、今後も、農林水産
省職員や都道府県の獣医師等の発生農場や消毒

ポイントへの派遣（５月 25 日までに延べ 6,825
名を派遣）等を行ってまいります。

●　えびの市を中心に設定されている移動制限区域
においては、最終発生例である 83 例目（５月
13 日確認）の殺処分が完了した５月 13 日から、
新たな疑い事例は発生していません。このため、
移動制限区域解除のための清浄化確認検査を鹿
児島県域・宮崎県域・熊本県域で実施中です。

●　防疫措置の詳細については、「宮崎県の口
蹄疫に対する防疫措置について（http://
www.maff .go.jp/j/syouan/douei/katiku_yobo/
k_fmd/syh_soti.html）」をご参照ください。

３　その他
（１）口蹄疫は、牛、豚等の偶蹄類の動物の病気
であり、人に感染することはありません。また、
感染畜の肉や牛乳が市場に出回ることはあり
ませんが、感染畜の肉や牛乳を摂取しても人
体には影響ありません。

（２）現場での取材は、本病のまん延を引き起こ
すおそれもあることから、厳に慎むよう御協
力をお願いします。

（３）本日判明分を含めた合計頭数は、147,894 頭
（牛 19,720 頭、豚 128,159 頭、山羊７頭、羊８
頭）です。

（４）過去に発表した各事例の頭数等については、
「口蹄疫に関する情報（http://www.maff .go.jp/
j/syouan/doue i/kat iku_yobo/k_ fmd/
index.html）」内、「発生状況等」で公開してお
ります、「発生事例のリスト」及び各プレスリ
リースをご参照ください。

＜添付資料＞
●　各事例の詳細について（略）

☆宮崎県における口蹄疫の疑い事例の 210 例目
～ 218 例目について
（平成 22年５月 26 日付プレスリリース）

●　本日、家畜伝染病である口蹄疫の 210 例目～ 218
例目の疑似患畜を確認しました。

●　口蹄疫は、牛、豚等の偶蹄類の動物の病気であり、
人に感染することはありません。

●　現場での取材は、本病のまん延を引き起こすおそ
れもあることから、厳に慎むよう御協力をお願い
します。
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１　疑い事例の概要
本日、宮崎県児湯（こゆ）郡において、川南町の
農場６件（合計 1,389 頭）、及び、都農町の農場
１件（当該農場 118 頭）、高鍋町の農場２件（合
計2,842頭）で、口蹄疫の疑似患畜を確認しました。
（各事例の詳細については、別添資料をご参照く
ださい。）

２　今後の対応
●　当該農場の飼養牛・豚等の殺処分等の必要な防
疫措置について、宮崎県とともに迅速かつ的確
に実施します。

●　従来までの対策に引き続き、今後も、農林水産
省職員や都道府県の獣医師等の発生農場や消毒
ポイントへの派遣（５月 26 日までに延べ 7,320
名を派遣）等を行ってまいります。

●　えびの市を中心に設定されている移動制限区域
においては、最終発生例である 83 例目（５月
13 日確認）の殺処分が完了した５月 13 日から、
新たな疑い事例は発生していません。このため、
移動制限区域解除のための清浄化確認検査を実
施中です。

●　防疫措置の詳細については、「宮崎県の口
蹄疫に対する防疫措置について（http://
www.maff .go.jp/j/syouan/douei/katiku_yobo/
k_fmd/syh_soti.html）」をご参照ください。

３　その他
（１）口蹄疫発生に伴う関連対策の一つとして、
殺処分家畜等に対する家畜伝染病予防法に基
づく手当金の概算払を実施することとしてお
ります。申請書の受付を 25 日より開始してお
り、同日申請があったものについては、本日、
県に対し、概算払を実施しましたので、申請
者には、27 日中に県から支払いが実施される
見込みです。

（２）口蹄疫は、牛、豚等の偶蹄類の動物の病気
であり、人に感染することはありません。また、
感染畜の肉や牛乳が市場に出回ることはあり
ませんが、感染畜の肉や牛乳を摂取しても人
体には影響ありません。

（３）現場での取材は、本病のまん延を引き起こ
すおそれもあることから、厳に慎むよう御協
力をお願いします。

（４）本日判明分を含めた合計頭数は、152,357 頭
（牛 22,438 頭、豚 129,903 頭、山羊８頭、羊８

頭）です。
（５）過去に発表した各事例の頭数等につ
いては、「口蹄疫に関する情報（http://
www.maff .go.jp/j/syouan/douei/katiku_yobo/
k_fmd/index.html）」内、「発生状況等」で公
開しております、「発生事例のリスト」及
び各プレスリリースをご参照ください。ま
た、口蹄疫発生に伴う経済的支援の詳細に
ついては、「口蹄疫に関する情報（http://
www.maff .go.jp/j/syouan/douei/katiku_yobo/
k_fmd/index.html）」内、「口蹄疫発生に伴う
経済的支援（http://www.maff .go.jp/j/syouan/
douei/katiku_yobo/k_fmd/taisaku.html）」等を
ご参照ください。

＜添付資料＞
●　各事例の詳細について（略）

☆宮崎県における口蹄疫の疑い事例の 219 例目
～ 221 例目について
（平成 22年５月 27 日付プレスリリース）

●　本日、家畜伝染病である口蹄疫の 219 例目～ 221
例目の疑似患畜を確認しました。

●　口蹄疫は、牛、豚等の偶蹄類の動物の病気であり、
人に感染することはありません。

●　現場での取材は、本病のまん延を引き起こすおそ
れもあることから、厳に慎むよう御協力をお願い
します。

１　疑い事例の概要
本日、宮崎県児湯（こゆ）郡において、川南町の
農場２件（合計 36 頭）、及び、都農町の農場１件
（10 頭）で口蹄疫の疑似患畜を確認しました。
（各事例の詳細については、別添資料をご参照く
ださい。）

２　今後の対応
●　当該農場の飼養牛の殺処分等の必要な防疫措置
について、宮崎県とともに迅速かつ的確に実施
します。

●　従来までの対策に引き続き、今後も、農林水産
省職員や都道府県の獣医師等の発生農場や消毒
ポイントへの派遣（5月 27 日までに延べ 7,824
名を派遣）等を行ってまいります。

●　えびの市を中心に設定されている移動制限区域
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においては、最終発生例である 83 例目（5 月
13 日確認）の殺処分が完了した 5月 13 日から、
新たな疑い事例は発生していません。このため、
移動制限区域解除のための清浄化確認検査を実
施中です。

●　防疫措置の詳細については、「宮崎県の口
蹄疫に対する防疫措置について（http://
www.maff .go.jp/j/syouan/douei/katiku_yobo/
k_fmd/syh_soti.html）」をご参照ください。

３　その他
（１）口蹄疫発生に伴う関連対策の一つとして、
殺処分家畜等に対する家畜伝染病予防法に基
づく手当金の概算払を実施しており、申請の
あったものから迅速に支払いを行っておりま
す。

（２）口蹄疫は、牛、豚等の偶蹄類の動物の病気
であり、人に感染することはありません。また、
感染畜の肉や牛乳が市場に出回ることはあり
ませんが、感染畜の肉や牛乳を摂取しても人
体には影響ありません。

（３）現場での取材は、本病のまん延を引き起こ
すおそれもあることから、厳に慎むよう御協
力をお願いします。

（４）本日判明分を含めた合計頭数は、152,403 頭
（牛 22,484 頭、豚 129,903 頭、山羊 8頭、羊 8頭）
です。

（５）過去に発表した各事例の頭数等につ
いては、「口蹄疫に関する情報（http://
www.maff .go.jp/j/syouan/douei/katiku_yobo/
k_fmd/index.html）」内、「発生状況等」で公
開しております、「発生事例のリスト」及
び各プレスリリースをご参照ください。ま
た、口蹄疫発生に伴う経済的支援の詳細に
ついては、「口蹄疫に関する情報（http://
www.maff .go.jp/j/syouan/douei/katiku_yobo/
k_fmd/index.html）」内、「口蹄疫発生に伴う
経済的支援（http://www.maff .go.jp/j/syouan/
douei/katiku_yobo/k_fmd/taisaku.html）」等を
ご参照ください。

＜添付資料＞
●　各事例の詳細について（略）

☆宮崎県における口蹄疫の疑い事例の 222 例目
～ 224 例目について

（平成 22年５月 28 日付プレスリリース）

●　本日、家畜伝染病である口蹄疫の 222 例目～ 224
例目の疑似患畜を確認しました。

●　口蹄疫は、牛、豚等の偶蹄類の動物の病気であり、
人に感染することはありません。

●　現場での取材は、本病のまん延を引き起こすおそ
れもあることから、厳に慎むよう御協力をお願い
します。

１　疑い事例の概要
本日、宮崎県児湯（こゆ）郡において、川南町の
農場２件（合計 63 頭）、及び、高鍋町の農場１件
（2,716 頭）で口蹄疫の疑似患畜を確認しました。
（各事例の詳細については、別添資料をご参照く
ださい。）

２　今後の対応
●　当該農場の飼養牛の殺処分等の必要な防疫措置
について、宮崎県とともに迅速かつ的確に実施
します。

●　従来までの対策に引き続き、今後も、農林水産
省職員や都道府県の獣医師等の発生農場や消毒
ポイントへの派遣（５月 28 日までに延べ 8,294
名を派遣）等を行ってまいります。

●　えびの市を中心に設定されている移動制限区域
においては、最終発生例である 83 例目（５月
13 日確認）の殺処分が完了した５月 13 日から、
新たな疑い事例は発生していません。このため、
移動制限区域解除のための清浄化確認検査を実
施中です。

●　防疫措置の詳細については、「宮崎県の口
蹄疫に対する防疫措置について（http://
www.maff .go.jp/j/syouan/douei/katiku_yobo/
k_fmd/syh_soti.html）」をご参照ください。

３　その他
（１）口蹄疫発生に伴う関連対策の一つとして、
殺処分家畜等に対する家畜伝染病予防法に基
づく手当金の概算払を実施しており、申請の
あったものから迅速に支払いを行っておりま
す。

（２）口蹄疫は、牛、豚等の偶蹄類の動物の病気
であり、人に感染することはありません。また、
感染畜の肉や牛乳が市場に出回ることはあり
ませんが、感染畜の肉や牛乳を摂取しても人
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体には影響ありません。
（３）現場での取材は、本病のまん延を引き起こ
すおそれもあることから、厳に慎むよう御協
力をお願いします。

（４）本日判明分を含めた合計頭数は、155,182 頭
（牛 22,547 頭、豚 132,619 頭、山羊８頭、羊８
頭）です。

（５）過去に発表した各事例の頭数等につ
いては、「口蹄疫に関する情報（http://
www.maff .go.jp/j/syouan/douei/katiku_yobo/
k_fmd/index.html）」内、「発生状況等」で公
開しております、「発生事例のリスト」及
び各プレスリリースをご参照ください。ま
た、口蹄疫発生に伴う経済的支援の詳細に
ついては、「口蹄疫に関する情報（http://
www.maff .go.jp/j/syouan/douei/katiku_yobo/
k_fmd/index.html）」内、「口蹄疫発生に伴う
経済的支援（http://www.maff .go.jp/j/syouan/
douei/katiku_yobo/k_fmd/taisaku.html）」等を
ご参照ください。

＜添付資料＞
●　各事例の詳細について（略）

☆宮崎県における口蹄疫の疑い事例の 225 例目
～ 232 例目について
（平成 22年５月 29 日付プレスリリース）

●　本日、家畜伝染病である口蹄疫の 225 例目～ 232
例目の疑似患畜を確認しました。

●　えびの市を中心に実施していた清浄性確認検査の
うち抗体検査を終了し、宮崎県域・鹿児島県域の
検体で陰性が確認されました。

●　口蹄疫は、牛、豚等の偶蹄類の動物の病気であり、
人に感染することはありません。

●　現場での取材は、本病のまん延を引き起こすおそ
れもあることから、厳に慎むよう御協力をお願い
します。

１　疑い事例について
◆１　概要
●　本日、宮崎県児湯（こゆ）郡において、川南
町の農場４件（合計 957 頭）、及び、都農町
の農場１件（34 頭）、高鍋町の農場３件（合
計 5,595 頭）で口蹄疫の疑似患畜を確認しま
した。

（各事例の詳細については、別添資料をご参
照ください。）

◆２　今後の対応
●　当該農場の飼養牛・豚の殺処分等の必要な防
疫措置について、宮崎県とともに迅速かつ的
確に実施します。

●　従来までの対策に引き続き、今後も、農林水
産省職員や都道府県の獣医師等の発生農場や
消毒ポイントへの派遣（５月 29 日までに延
べ 8,770 名を派遣）等を行ってまいります。

●　防疫措置の詳細については、「宮崎県の口
蹄疫に対する防疫措置について（http://
www.maff .go.jp/j/syouan/douei/katiku_yobo/
k_fmd/syh_soti.html）」をご参照ください。

２　清浄性確認検査の進捗状況について
◆１　経緯
●　えびの市を中心に設定されている移動制限区
域においては、最終発生例である 83 例目（５
月 13 日確認）の殺処分が完了した５月 13 日
から、新たな疑い事例は発生していません。
このため、移動制限区域解除のための清浄性
確認検査（以下の［１］，［２］）を５月 23 日
より実施しています。

［１］半径３km以内及び発生農場と疫学的に
関連のある牛飼養農家全戸を対象とした血清学
的検査（抗体検査）
［２］移動制限区域内（半径 10 ㎞以内及び発生
農場と疫学的に関連のある）の牛・豚等飼養農
家全戸における臨床検査

◆２　結果
●　［１］の検査について、本日までに、動物衛
生研究所において、対象の牛飼養農家全戸（宮
崎県 155 戸・鹿児島 14 戸）で陰性を確認し
ました（熊本県は、対象農場なし）。

◆３　今後の対応
●　［２］の検査について、現在、対象の牛・豚
等飼養農場全戸に臨床検査を実施しています
（熊本県域では臨床検査で異常がないことを
確認しました）。

３　その他
（１）口蹄疫発生に伴う関連対策の一つとして、
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殺処分家畜等に対する家畜伝染病予防法に基
づく手当金の概算払を実施しており、申請の
あったものから迅速に支払いを行っておりま
す。

（２）児湯郡木城町で死亡していた野生カモシカ
について、念のため抗原検査（PCR検査）を
行ったところ、陰性を確認しました。

（３）口蹄疫は、牛、豚等の偶蹄類の動物の病気
であり、人に感染することはありません。また、
感染畜の肉や牛乳が市場に出回ることはあり
ませんが、感染畜の肉や牛乳を摂取しても人
体には影響ありません。

（４）現場での取材は、本病のまん延を引き起こ
すおそれもあることから、厳に慎むよう御協
力をお願いします。

（５）本日判明分を含めた合計頭数は、162,159 頭
（牛 28,669 頭、豚 133,474 頭、山羊８頭、羊８頭）
です。（なお、158 例目について、関連農場を
精査した結果、391 頭の追加となりました。）

（６）過去に発表した各事例の頭数等につ
いては、「口蹄疫に関する情報（http://
www.maff .go.jp/j/syouan/douei/katiku_yobo/
k_fmd/index.html）」内、「発生状況等」で公
開しております、「発生事例のリスト」及
び各プレスリリースをご参照ください。ま
た、口蹄疫発生に伴う経済的支援の詳細に
ついては、「口蹄疫に関する情報（http://
www.maff .go.jp/j/syouan/douei/katiku_yobo/
k_fmd/index.html）」内、「口蹄疫発生に伴う
経済的支援（http://www.maff .go.jp/j/syouan/
douei/katiku_yobo/k_fmd/taisaku.html）」等を
ご参照ください。

＜添付資料＞
●　各事例の詳細について（略）

☆宮崎県における口蹄疫の疑い事例の 233 例目
～ 238 例目について
（平成 22年５月 30 日付プレスリリース）

●　本日、家畜伝染病である口蹄疫の 233 例目～ 238 
例目の疑似患畜を確認しました。

●　口蹄疫は、牛、豚等の偶蹄類の動物の病気であり、
人に感染することはありません。

●　現場での取材は、本病のまん延を引き起こすおそ
れもあることから、厳に慎むよう御協力をお願い

します。

１　疑い事例の概要について
本日、宮崎県において、児湯（こゆ）郡川南町の
農場１件（３頭）、児湯郡都農町の農場２件（合
計 69 頭）、児湯郡新富町の農場２件（合計 388 頭）、
及び、西都市の農場１件（873 頭）で口蹄疫の疑
似患畜を確認しました。
（各事例の詳細については、別添資料をご参照く
ださい。）

２　今後の対応
●　当該農場の飼養牛の殺処分、移動制限区域の設
定等の必要な防疫措置について、宮崎県ととも
に迅速かつ的確に実施します。

●　従来までの対策に引き続き、今後も、農林水産
省職員や都道府県の獣医師等の発生農場や消毒
ポイントへの派遣（５月 30 日までに延べ 9,226
名を派遣）等を行ってまいります。

●　えびの市を中心に設定されている移動制限区域
においては、最終発生例である 83 例目（５月
13 日確認）の殺処分が完了した５月 13 日から、
新たな疑い事例は発生していません。このため、
移動制限区域の解除に向け、現在、移動制限区
域内の牛・豚等飼養農家全戸における臨床検査
を実施中です。

●　防疫措置の詳細については、「宮崎県の口
蹄疫に対する防疫措置について（http://
www.maff .go.jp/j/syouan/douei/katiku_yobo/
k_fmd/syh_soti.html）」をご参照ください。

３　その他
（１）口蹄疫発生に伴う関連対策の一つとして、
殺処分家畜等に対する家畜伝染病予防法に基
づく手当金の概算払を実施しており、申請の
あったものから迅速に支払いを行っておりま
す。

（２）口蹄疫は、牛、豚等の偶蹄類の動物の病気
であり、人に感染することはありません。また、
感染畜の肉や牛乳が市場に出回ることはあり
ませんが、感染畜の肉や牛乳を摂取しても人
体には影響ありません。

（３）現場での取材は、本病のまん延を引き起こ
すおそれもあることから、厳に慎むよう御協
力をお願いします。

（４）本日判明分を含めた合計頭数は、163,492 頭
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（牛 30,002 頭、豚 133,474 頭、山羊８頭、羊８
頭）です。

（５）過去に発表した各事例の頭数等につ
いては、「口蹄疫に関する情報（http://
www.maff .go.jp/j/syouan/douei/katiku_yobo/
k_fmd/index.html）」内、「発生状況等」で公
開しております、「発生事例のリスト」及
び各プレスリリースをご参照ください。ま
た、口蹄疫発生に伴う経済的支援の詳細に
ついては、「口蹄疫に関する情報（http://
www.maff .go.jp/j/syouan/douei/katiku_yobo/
k_fmd/index.html）」内、「口蹄疫発生に伴う
経済的支援（http://www.maff .go.jp/j/syouan/
douei/katiku_yobo/k_fmd/taisaku.html）」等を
ご参照ください。

＜添付資料＞
●　各事例の詳細について（略）

☆外国の獣医学校を卒業した者等の獣医師国家
試験の受験資格の認定に係る申請手続につい
て

獣医師法第 12 条に基づく外国の獣医学校を卒業
した者等の獣医師国家試験の受験資格の認定に関す
る申請については、下記のとおり行う。

記

１　申請手続について
獣医師国家試験の受験資格の認定を受けようとす
る者は、平成 22 年６月 18 日（金）までに「獣医師
国家試験受験資格認定申請書」（別記様式）に次の
書類を添えて獣医事審議会事務局（〒 100 － 8950
東京都千代田区霞が関１丁目２番１号　農林水産省
消費・安全局畜水産安全管理課獣医事班）あてに申
請するものとする。提出方法は、持参（行政機関の
休日を除く日の午前９時 30 分から午後５時 30 分ま
で）又は郵送（簡易書留郵便。平成 22 年６月 18 日
（金）必着）とする。
ア　履歴書（市販のものを用い、写真をはり付け
ること。また、学歴については、日本の小学校
に相当する学校から獣医学校卒業までを、入学・
卒業年次を各々の学校について西暦で記入する
こと。）
イ　外国の獣医学校において獣医学教育を受けた

ことを証する卒業証明書の写し
ウ　外国の獣医学校において履修した各科目の
授業内容、単位数及び履修時間数に関する証
明書※１

※１：履修した科目毎の授業の内容、単位数と
履修時間がわかるもの。
エ　外国で獣医師免許を取得した者にあってはそ
の獣医師免許証の写し
オ　当該国における獣医師制度の概要（免許制度、
国家試験制度の有無等）※２

※２：法令の条文、担当行政庁のHP等の抜粋
等。
カ　日本の高等学校を卒業（日本の大学入学資格
検定の合格を含む）していない者にあっては、
国際交流基金又は財団法人日本国際教育支援協
会が実施する日本語能力試験１級の資格を有す
ることを証する書類の写し

２　申請手続上の注意事項
（１）書類について
ア　関係書類のうち外国語で記載されているもの
については、全て日本語訳を添付し、公的な機
関（当該国の大使館、領事館等）の確認証明を
併せて提出すること。
イ　受験資格の認定を行う上で上記の書類以外に
必要な書類がある場合には、別途提出すること
を指示することがある。
ウ　期日までに申請していても、必要書類が揃っ
ていない場合は、申請を受理しない場合がある。

（２）認定時期について
平成 22 年６月 18 日（金）までに申請されたも
のについては、原則として平成 22 年９月中に獣
医事審議会で認定審議を行う（期日までに申請し
ていても、必要書類が揃っていない場合は、審議
が行われないことがある。）。

（３）認定後の受験について
ア　獣医師国家試験を受験することが適当と認め
られた者は、当該認定を受けた後に実施される
獣医師国家試験（例年３月上旬に実施）を受験
することができる。
イ　獣医師国家試験予備試験を受験することが適
当と認定された者は、当該認定を受けた次年度
以降に実施される獣医師国家試験予備試験（例
年８月に実施）を受験することができる。
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　03（3502）8111　内線 4581

〒 100 － 8950　東京都千代田区霞が関 1－ 2－ 1

通　　信

－ 176 －

（別記様式）

平成　　年　　月　　日　

獣医師国家試験受験資格認定申請書

獣医事審議会会長　殿

　　　　　　　　　　　　　氏名

獣医師法（昭和 24 年法律第 186 号）第 12 条の規
定に基づく獣医師国家試験に係る受験資格について
認定を受けたいので、関係書類を添えて申請します。

記

１　国籍

２　現住所
電話番号
FAX番号
e-mail

３　生年月日　　　　　　　　　　年　　月　　日

４　認定の要件となる学歴

５　外国における獣医師免許の有無
（日本工業規格A4）

（備考）
○　申請書の受付及び認定時期について
申請書の受付は年２回、例年５月頃及び 10 月
頃に行っており、その手続については、「家畜衛
生週報（農林水産省消費・安全局畜水産安全管
理課、動物衛生課発行）」及び農林水産省ホーム
ページ（農林水産省 HP ＞政策情報＞審議会・
研究会等＞審議会＞獣医事審議会＞獣医師国家
試 験 （http://www.maff .go.jp/j/council/zyuizi/
index.html）に掲載いたします。

［申請受付予定期間］
◎第１回：５月中旬～６月中旬
◎第２回 ：10 月中旬～ 12 月中旬
※詳細な日程につきましては、その都度、上
記手続きの案内の中で明示します。
なお、認定時期につきましては、例年通り、
第１回は同年９月中、第２回は翌年３月中を予
定しております。

御不明な点につきましては、下の事務局までお
問い合わせください。

〒 100 － 8950　東京都千代田区霞が関１－２－１
農林水産省消費・安全局
畜水産安全管理課獣医事班
獣医事審議会事務局
TEL　03 － 3502 － 8111（代）内線 4530

動物衛生課のほとんどの職員が、電話
口で最初に発する言葉が、「お疲れ様で

す。」となっている。関係者の必死の防疫活動にも
関わらず宮崎県における口蹄疫の発生が止まらない
のは残念でなりません。発生農家を始め移動制限区
域内（半径 10km圏内）で殺処分を前提としたワク
チン接種を受けた農家にすれば、「残念です。」はな
いだろうという声が聞こえてきそうですが、防疫作
業に従事する者の率直な意見だと思います。しかし、
誰も諦めているわけではありません。現場では、毎
日、宮崎県を中心に全国から獣医師や防疫作業に従
事される方が集まり活動しています。このように、
獣医師に限らず、関係者が自発的に口蹄疫を封じ込
めるという一つの目標に向かい御尽力いただいてい
ることに対し改めて感謝いたします。防疫措置が功
を奏し、早期に終息することを皆が願っています。

宮崎県における防疫措置が続く中、移動制限区
域内で殺処分を前提としたワクチン接種が実施さ
れた後、現場から消毒の徹底が図られなくなった
との話がありました。事実関係は定かではありま
せんが、消毒は防疫措置の基本です。極度な緊張
が強いられる中ですが、関係者一丸となって終息
まで頑張りましょう。
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