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（	1	）

☆米国産牛肉の混載事例について

（平成 23年 10 月 25 日付プレスリリース）

10 月 17 日に動物検疫所が衛生証明書に記載のない

米国産牛肉を確認したことから、当該出荷施設から

の輸入手続を保留し、米国政府に月齢を照会してい

ました。

本日、米国政府から、20 か月齢以下の牛由来であ

ることが確認できない旨の回答があったことから、

当該出荷施設からの牛肉の輸入を停止し、米国政府

に対し詳細な調査を要請しました。

１．経緯
（１）10 月 17 日、動物検疫所東京出張所が、東京

港に入庫した米国産牛肉（冷凍バラ肉 926 箱）

の現物検査において、衛生証明書に記載のない

冷凍バラ肉（冷凍バラ肉は特定危険部位ではな

い）が４箱（約 100kg）含まれていることを確

認しました。

（２）このため、厚生労働省及び農林水産省は、当

該出荷施設からの貨物について、輸入検疫証明

書の発給の保留を行うとともに、在京米国大使

館及び輸入者を通じ、当該冷凍バラ肉の月齢を

照会しました。

（注）貨物の概要

（ア）出荷施設：タイソンフレッシュミート社

ヒルズデール工場（イリノイ州）

（イ）輸入者：豊田通商株式会社

（ウ）品目：冷凍バラ肉（特定危険部位（SRM）

ではない）

（エ）総重量：926 箱（約 23.6 トン）

※当該貨物は流通しておりません。

（３）本日、米国政府から、当該品目が対日輸出条

件である 20 か月齢以下の牛由来であることが

確認できない旨の回答がありました。

なお、動物検疫所において当該貨物全箱を開梱

し、現物検査を実施しましたが、その他の貨物

に問題はありませんでした。
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☆米国ネブラスカ州からの家きん及び家きん肉

等の輸入停止措置の解除について

（平成 23年 10 月 26 日付プレスリリース）

農林水産省は、平成 23 年４月、米国のネブラスカ

州において低病原性鳥インフルエンザ（H7N9 亜

型）が確認されたことから、同州からの家きん及び

家きん肉等の輸入を停止しました。

今般、同州における本病の清浄性を確認したことか

ら、本日、輸入停止措置を解除しました。

１．経緯
平成 23 年４月、米国のネブラスカ州において低

病原性鳥インフルエンザ（H7N9 亜型）が確認さ

れたことから、同州からの家きん及び家きん肉等

の輸入を停止しました。

２．対応
今般、米国家畜衛生当局から我が国に対し当該事

例に係る措置等の情報が提供され、ネブラスカ州

における鳥インフルエンザの清浄性について確認

しました。このため、本日付けで同州に対する家

きん及び家きん肉等の輸入停止措置を解除しまし

た。

なお、低病原性鳥インフルエンザの清浄性がまだ

確認されていないノースカロライナ州及びミネソ

タ州に対する輸入停止措置は継続します。

発生国又は地域から家きん等の輸入を停止するの

は、家きん等がウイルスに感染することを防止す

るためであり、食品衛生のためではありません。

（参考１）米国からの家きん及び家きん肉等の輸

入実績
	 2010 年

鶏のひな（羽） 88,477
家きん肉等（トン） 35,307
鶏卵（トン） 9,855

（参考２）関連資料

米国ネブラスカ州からの家きん及び家きん肉等

の輸入停止措置について

http://www.maff .go. jp/j/press/syouan/

douei/110411.html

☆「口蹄疫防疫に関する日中韓等東アジア地域

シンポジウム」の開催について

（平成 23年 11 月１日付プレスリリース）

農林水産省は、平成 23 年 12 月１日（木曜日）に三

田共用会議所において「口蹄疫防疫に関する日中韓

等東アジア地域シンポジウム」を開催します。

本シンポジウムは公開で行います（参加申込みが必

要です）。また、報道関係者の取材（カメラ撮影含

む）は可能です。

目的

口蹄疫は、国境を越えて拡大する家畜伝染病であ

り、本病が国内に侵入すると、甚大な被害を与える

ことから、国際的に大きな脅威となっています。本

病の拡大を防止するためには、各国が連携して取組

むことが重要であり、昨年５月の第３回日中韓サ

ミットにおいて発表された「日中韓三国間協力ビ

ジョン 2020」＊においても、本病に対処するため、

日中韓三国の協力を強化することとされています。

こうした中、農林水産省は、国内外からの専門家の

方々をお招きし、東アジア地域における本病の防疫

対策等について情報交換する機会として「口蹄疫防

２．対応
厚生労働省及び農林水産省は、過去の同様の事

例に即して当該出荷施設からの輸入手続を停止

するとともに、米国に詳細な調査を要請しまし

た。

両省は、米国政府からの詳細な調査結果の報告

を踏まえ、適切に対応することとしています。
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疫に関する日中韓等東アジア地域シンポジウム」を

開催します。

＊参考「日中韓三国間協力ビジョン 2020」につ

いて

http://www.mofa.go. jp/mofaj/area/jck/

summit2010/vision2020.html

開催日時及び会場等

日　時：平成 23 年 12 月１日（木曜日）

　　　　10 時 00 分～ 17 時 00 分

会　場：三田共用会議所講堂

所在地：東京都港区三田２－１－８

　　　　（会場への交通アクセスについては、添

　　　　　付資料を御参照ください。）

言　語：日英同時通訳

プログラム（予定）

・開会挨拶：森本	哲生	農林水産大臣政務官

・基調講演：ジェフ	ハモンド	博士	（英国動物衛生

　　　　　研究所	）、坂本	研一	博士（独立行政

　　　　　法人農業・食品産業技術総合研究機構	

　　　　　動物衛生研究所	国際重要伝染病研究

　　　　　領域長）

・各国からの発表：日本、中国、韓国、モンゴル及

　　　　　　　　びベトナムの専門家

・全体質疑

・閉会挨拶	

申込要領

参加を希望される方は、平成 23 年 11 月 18 日（金

曜日）までに、下記サイトから御登録ください。ま

た、FAXでも登録が可能です。FAXでの登録を御

希望の方は、氏名（ふりがな）、所属（組織・会社

名、部署など）、連絡先を記載の上、下記の宛先に

お申込みください。なお、電話による申込み及び当

日の申込みはお受けしておりません。

参加申込み

インターネットによる申込み：

　https://www.contact.maff.go.jp/maff/form/

　2dc2.html

FAXによる申込み：03-3502-3385

定員は 250 名です。申込みが定員を上回った場合に

は、抽選を行います。

参加の可否については、電子メール又は FAXによ

り連絡いたします。参加できる旨の通知を受け取っ

た方は、シンポジウム当日、当方から送付した電

子メール又は FAXを印刷したものを御持参くださ

い。

参加の可否の御連絡が平成 23 年 11 月 29 日（火曜

日）までに届かない場合、お手数ですが、下記の問

い合わせ先まで御連絡ください。

留意事項

・報道関係者で取材を希望される方は、事前に以下

　の問い合わせ先まで御連絡をお願いします。

・取材に際しては、現地担当者の指示に従ってくだ

　さい。

・また、都合により予定が変更になることがありま

　すので、あらかじめ御承知ください。
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☆「第 75 回研究発表会」と「家畜衛生フォーラ

ム 2011」開催のお知らせ

日　時　平成 23 年 11 月 25 日 ( 金 )　

　　第 75 回研究発表会　　　			10:00 ～ 11:45

　　家畜衛生フォーラム 2011　13:00 ～ 16:40

場　所　Meiji	Seika ファルマ ( 株 ) 本社講堂

　　〒 104-8002 東京都中央区京橋２- ４-16

　　Tel:03(3272)6511 ＜大代表＞

　　東京メトロ銀座線・京橋駅下車 1 分、JR

　　　東京駅下車 10 分）

参加費　日本家畜衛生学会会員3,000円／一般4,000

　　　　円／学生 2,000 円

（大会のみの参加は会員1,000円／学生500円）

連絡先と参加方法　当日参加も可能ですが、なるべ

　　　　く事前申込をお願いします。以下の連絡先

　　　　に、①氏名、②勤務先及び③電話 ･Fax 番

　　　　号 ･メールアドレス等の連絡先を送付して

　　　　下さい。なお、事前申込の締切は平成 23

　　　　年 11 月 15 日 ( 火 ) とします。

　連絡先　日本家畜衛生学会事務局

〒 252-5201　相模原市中央区淵野辺１-17-71

麻布大学獣医学部衛生学第一研究室内

Tel:	042(769)1641/	Fax:	042(768)2612

e-mail	:oshida@azabu-u.ac.jp

学会の HP(http://www.kachiku-eisei.jp/) に詳細

が掲載されています。

＜第 75 回日本家畜衛生学会大会＞　10:00 ～ 11:45

プログラム

１．セラチア乳房炎多発牛群における防除対策

杉浦智佳子	ら（磯動物病院）

２．Arcanobacterium pyogenesによる牛乳房炎の

発生状況　　　石山	大	ら（ちばNOSAI 連）

３．ロシアにおけるアフリカ豚コレラの拡大と防	

疫対策		　　　　　　　　	吉村史朗（農水省）

４.	ザンビア共和国における大腸菌および腸球菌

を用いた家畜・野生動物間の病原体伝播の検討
福士秀人	ら（岐阜大学）

５.	同一の浮腫病罹患豚から分離された大腸菌の

各種性状の比較　　		遠矢真理	ら（東京農大）

６.	新型光触媒ミナコートの鶏インフルエンザへ

の有用性　　　　　		山口さゆみ	ら（オペス）

７.	中国華東の畜産発展と環境問題－太湖流域の

養豚地帯を事例として－

王	新艶	ら（京都大院）

＜家畜衛生フォーラム2011 －牛病対策の新戦略－＞

　13:00 ～ 16:40

プログラム　

１．座長：明石　博臣（東京大）

２．演題と講演者

１）口蹄疫ウイルス増殖阻害剤の開発

坂本　研一（動衛研）

２）牛白血病ワクチン開発への展望

今内　覚（北海道大）

３）牛の乳房炎ワクチンと臨床試験

江口　正志（安全研）

４）BSE異常プリオン蛋白質の超高感度検出

法の開発　　　　　　村山　裕一（動衛研）

５）無線伝送式 pHセンサーの開発とルーメン

　液pHの連続測定	　　　佐藤　繁（岩手大）

☆家畜衛生レポート（東京都より）　

東京都産業労働局農林水産部食料安全課

東北地方太平洋沖地震で被災された方々に心から

お見舞い申し上げますと共に、一日も早い復興をお

祈りいたします。

今回、家畜衛生とは若干異なりますが、東京都の

獣医事についてご紹介いたします。

１　動物薬事衛生係

東京都の獣医事に関しては、動物薬事衛生係が担

当する。その名のとおり、獣医事と薬事及び衛生関
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係の機能をひとつにまとめた係である。この寄せ集

め係は食料安全課に属するため、ペットが多い東京

都の特色から、都民からの電話に「食料安全課で

す」と出てしまうと、「ペット関係なのに食料課に

あるんですか？」と訝しがられる事もままある。

実質的に、獣医事は１名、薬事は２名、衛生は２

名の全５名で業務を遂行する。飼育動物診療施設

（以下：診療施設）への立入は基本的に２名で行う

ため、薬事か衛生担当の手を借りて実施する。他に

アルバイトが一名おり、簡単な事務をお願いしてい

る。

２　東京都の診療施設

都内で届出されている診療施設は 1490 件（平成

23 年９月現在）である。殆ど小動物専門であり、

産業動物専門は極めて少ない。他に東京都の特色と

して、競馬場、大学馬術部が多いため、馬専門獣医

師が多い事があげられる。

都内診療施設は年々増加の一途をたどり、昭和

61 年には 1000 件未満だった診療施設は、現在では

1.5 倍の 1500 件近くまでに増加している。区部と多

摩・島しょ地区との比率は、約２対１となっている。

毎年約 30 件程度増加しているが、開設届は年間

約 100 件、廃止届は年間約 70 件届けられる。開設

届の内訳は、新規開設診療施設は年間約 60 件であ

り、残り約 40 件は開設者の変更や移転によるもの

である。廃止の理由としては、開設者変更と施設移

転が殆どではあるが、開設者の高齢化や、最近では

経営的な理由も増えている。

平成９年に一時的に診療施設数が減少したのは、

それまで診療施設の届出は、都条例と法律の２本立

てで実施していたものが、法改正により一本化され

たため、重複してカウントされていたものが整理さ

れたためと思われる。

３　東京都における獣医事業務

獣医事業務は、診療施設開設等の届出受理の他

に、診療施設の立入検査・指導、獣医師育成のため

の講習会開催から成り立つ。

（１）診療施設の立入検査

診療施設立入実績は平成19年度まで増加するが、

平成 20 年度からは減少している。これは、当該年

度から動物薬事衛生係が一名減となり、二名体制の

立入スケジュールを組むことが難しくなったためで

ある。
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立入検査で多い指摘事項は、エックス線関係及び

医薬品の取扱いについてである。

特にエックス線については、従事者の被爆線量測

定が、立入施設の半数以下しか実施されていない。

また、施設開設以降の定期的な放射線漏えい測定

は、大学附属病院や規模の大きな病院以外は殆ど行

われていないのが現実である。

最近は女性獣医師も増え、看護師も女性であるこ

とが多いのに、プロテクターすら用意されていない

診療施設もある。

法的な不備について指摘すると、感情的になる先

生も多く、立入検査は二人体制が必須である。長く

一人で切り盛りしてきた方ほど反発は強いように思

う。普段から獣医師法・獣医療法を意識しない獣医

療生活をしてきたためであろうか。診療施設の立入

検査をおこなう場合は、何を言われても冷静に、出

来る限り根気よく丁寧に説明する事を心掛けてい

る。

（２）獣医師のための講習会

東京都では、平成 13 年から開業獣医師向けの講

習会を年 2回開催している。内容は開業獣医師に必

要と思われることについてであり、放射線防護、広

告規制、獣医療過誤等テーマは毎年変わる。また、

講師も大学教授、弁護士、国職員、団体職員と多岐

にわたる。

この講習会には、毎年 300 名以上の開業獣医師が

参加する。東京都全体の開業獣医師数からみると、

決して高い参加率とはいえないが、これだけの開業

獣医師が一同に集うことは滅多になく、情報交換の

重要な場となっている。

４　苦情受付

獣医事を担当することが敬遠される理由のひとつ

として苦情受付がある。全国どこでも同じと思われ

るが、診療施設に関するトラブルは多い。

苦情内容は、説明不足、料金、診療技術、法律違

反、設備の不満、衛生状態、鳴声、におい等につい

てが多い。時には４時間以上、苦情者と電話で話す

こともあり、互いに疲弊してしまう。

施設関係等、法律違反については、診療施設を訪

問し、事実関係を確認後、獣医師に説明をおこない

改善を求める。

本来業務とは異なるが、獣医療トラブルについて

の苦情も多く寄せられる。動物の診療は、飼育者と

診療施設との民間の契約行為であり、獣医療トラブ

ルは当事者間で民事的な解決をすべきものである。

しかし、飼育者は対応方法が分からないため、行政

を頼って相談してくる。獣医療トラブルに関して

は、どこにも苦情・相談を受け付ける部署は存在し

ないため、結果的に当係が対応することとなる。最

終的に何も出来ない事が多く、大抵の場合、ただ話

を伺うだけになってしまうが、こちらが何も出来な

い事が分かると、非難されて終わることも多い。

苦情数が平成 18 年前後に多いのは、ご記憶の方

もおられると思うが、この頃に多摩地区で開設して

いた診療施設への苦情が半分を占める。

診療施設診療施設に対する苦情状況に対する苦情状況

診療内容診療内容

説明不足料金
（20.5%）

その他

法律違反法律違反

（2.7%）

鳴声・鳴声・

においにおい （（37.0%37.0%））

（15.1%）

（12.3%） ・・ペットロスペットロス

動物病院・飼い主動物病院・飼い主

意識・理解の差異意識・理解の差異

・ｲﾝﾌｫｰﾑﾄﾞｺﾝｾﾝﾄ・ｲﾝﾌｫｰﾑﾄﾞｺﾝｾﾝﾄ 不不足足

4646件（重複あり）件（重複あり）

H22H22年度苦情状況年度苦情状況

（（12.3%12.3%））

・・動物病院側の格差動物病院側の格差
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９月１日に「愛がん動物用飼料の成分規格等に関

する省令」が改正されました。この改正では、かび

毒、有機塩素系化合物、重金属等といった汚染物質

が所定の含有量を超えてペットフードに含まれるこ

とのないよう、成分規格を追加しました（下表）。

この成分規格は、半年間の周知期間を設け、来年３

月から適用されます。

今回は、汚染物質の成分規格（基準値）をどのよ

うに設定したのかご紹介したいと思います。汚染物

質は、環境中に存在し、原料となる穀類や野菜、畜

肉等に含まれるため、非意図的にペットフードにも

混入してしまいます。目的をもって人間が使用する

農薬や添加物とは異なり、残留量のコントロールが

困難です。このため、ペットフード中の汚染物質を

測定した上でALARAの原則に従って基準値を設

定することにしました。

ALARA の 原 則 は、As	Low	As	Reasonably	

Achievable の頭文字をとったもので、健康保護を

前提に、合理的に到達可能な範囲で出来る限り低く

基準値を設定するという、食品では国際的に汚染物

質の基準値作成の基本となっているものです。汚染

物質はコントロールが難しいものですから、必要以

上に低い基準値を設定すると、基準を満たすものが

少なくなり生産や取引が中断される可能性もありま

す。そこで、流通しているペットフード中の汚染物

質の通常の濃度範囲よりもやや高い値を仮の基準値

とし（超過率を２％）、その仮の基準値の汚染物質

を含むペットフードをペットが摂取してもペットの

健康に影響がないことを確認し（原則として、安全

係数は１００としています。）、それを基準値とし

ました。

基準値の設定の手順を簡単にまとめると次のとお

りです。	

１．ペットフード中の汚染物質の実態調査を実施

平成 15 年に開設したこの診療施設は、平成 16 年

頃から苦情が届き始め、急激に増加していった。苦

情内容は、法外な手術費の請求、説明のない治療、

同意のない治療、必要のない治療、動物のすりか

え、実施してないことの請求、入院引き伸ばし、恐

喝、暴力行為等である。

結局、刑事でも民事でも有罪となり、平成 20 年

には獣医師法に基づく３年間の業務停止の処分と

なった。さらに、平成 23 年には追加で２年間の業

務停止となっている。

この件は特殊な例ではあるが、飼育者が獣医師を

訴訟する場合も増えきている。根本的に獣医師のイ

ンフォームドコンセント不足が原因と推測される

ケースが多く、情報提供できていれば、かなりのト

ラブルは防げるものと思われる。

５　最後に

近年、社会環境の変化により、小動物獣医療に対

する社会的ニーズも高度化、多様化、複雑化が進ん

でいることに加え、人と動物の共通感染症への適切

な対応の必要性も高まっている。東京都では、獣医

師及び診療施設等に対し適切な指導を行い、健全な

運営を図るとともに、講習会等を通して、最新の獣

医療情報の提供をおこない、高度化・多様化した獣

医療に対する社会的ニーズに応える獣医師を育成

し、獣医療サービスの向上を図っていきたい。

    各班だより（愛がん動物用飼料対策班より）
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２．汚染実態に基づきペットフードの仮の基準値

を設定	

３．仮の基準値から摂取量を算定し、また毒性

データからペットの健康に影響のない毒性学的

許容量を算定

４．汚染物質の摂取量が毒性学的許容量の８割以

下であることを確認

基準値の設定に当たっては、犬猫に関する科学的

データが乏しく、文献探し等に苦労もしましたが、

多くの方のお世話になり、農業資材審議会及び中

央環境審議会の答申を受けて、今回の基準値を設

定することができました。

今年度は、発色剤として使用される亜硝酸ナト

リウムについて、調査、試験等を実施し、その結

果を踏まえて使用基準等の設定を検討していきま

す。愛がん動物用飼料対策班では、今後もペット

フードの安全確保のため、科学的知見の収集に努

め、必要に応じて基準・規格の見直しや設定を行っ

ていきます。

分　類 物質等 基準値（μg/g）

かび毒 デオキシニバレノール
犬　２

猫　１

重金属等

カドミウム 1

鉛 3

ヒ素 15

有機塩素系化合物

ＢＨＣ 0.01

ＤＤＴ 0.1

アルドリン・ディルドリン 0.01

エンドリン 0.01

ヘプタクロル・ヘプタクロルエポキシド 0.01

先日、動物衛生研究所の創立 90 周年

記念式典が執り行われました。同所は、

明治 24 年（1891 年）に東京都豊島郡西ヶ原（現在

の滝野川公園）の農商務省仮農事試験場内に獣疫研

究室が設置されたのが起源であり、これは、パス

ツール研究所（1887 年開設）とほぼ同じ時期にな

ります。その後、大正 10 年（1921 年）に獣疫調査

所として独立発足してから、今年で 90 周年を迎え

ました。この間、本場は小平から筑波学園都市へ、

名称は家畜衛生試験場から（独）農業・食品産業

技術総合研究機構　動物衛生研究所へと変わりまし

た。牛疫や豚コレラのワクチン開発などをはじめ、

同所が、我が国のみならずアジア地域の家畜衛生水

準の向上に与えた極めて大きな功績は、皆様も御承

知のとおりです。また、都道府県等の現場で家畜衛

生にあたっている全国の獣医師は、病性鑑定や研

修、稀少診断薬等の製造・配布などでも大変お世

話になっています。動物衛生研究所のこれまでの

功績にあらためて感謝申し上げるとともに、引き

続き、我が国の家畜衛生研究の中心的存在として、

一層の成果を上げていただきますようお願い申し

上げます。


