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○ What’ s New !

家畜伝染病予防法が一部改正され、家畜防疫官の検査権限や罰則が強化されました。今回の法改
正により、水際検疫の更なる強化と違法な肉製品の持ち込みに対する抑止力をより一層高めるこ
とができると考えています。動物検疫の現場がどう変わるのか。本文５ページをぜひご覧ください！
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◎精密検査部長就任の挨拶
… （精密検査部長　西口　明子）

本年 4 月に精密検査部長に着任しました西口
です。平成元年に入省して以降、動物検疫所の
存在意義が急上昇していることを肌で感じてい
る中で、検査診断とリスク分析の要となる当部
を任された責任の重さを感じています。当部は
牛、豚、馬等家畜の監視伝染病、犬、猫等の狂犬
病、そして水産動物の輸入防疫対象疾病等の侵
入を防ぐための精密検査や、輸出される動物の
各輸出先国の要請に応じた精密検査にかかる総
括的な役割を担っています。検査材料は生体か
ら採材された血液、糞、臓器もあれば、肉や乳製
品等の畜産物もあります。すでに国内では撲滅
されたり、歴史的に存在したことのない疾病の
検査に必要となる資材は国内販売されていない
ものもあり、その際には海外製品を輸入したり、
抗血清等を自前で作製したりする必要があり、
幅広い検査体制を敷いてスタンバイしていま
す。新しい検査方法の導入においては、農研機
構動物衛生研究部門、JRA日本中央競馬会、大
学等の研究教育機関からの支援は欠かせませ
ん。また、海外の研究施設に直接指導を受けに
行き、新たな診断体制の整備を行うこともあり
ます。
また、当部のもう一つの重要な機能として、
輸入リスクの評価とリスク低減措置の検討が挙
げられます。海外から持ち込まれる動畜産物を
介した監視伝染病の侵入を、どのタイミングで
どのように管理してリスクを低減していくかと
いうリスク管理措置の検討には、リスクの把握
が必須です。生体の輸入に伴うリスクは、海外
での疾病発生状況や輸出国の獣医管理体制によ
るところが大きいですが、商用貨物、入国者が
保有する携帯品、国際郵便等の畜産物が持つリ
スクについても、日々調査分析を行い、刻々と
変わるリスクに対応するリスク管理措置の選定
に役立てています。
このように、検査診断とリスク評価の二面か
らリスク管理を支えていくため、日々、新技術、
新知見、新着疾病情報等に目を光らせながら、
よりよい検疫体制をめざして走り続けていき

ます。

◎羽田空港支所長就任の挨拶
… （羽田空港支所長　杉崎　知己）

４月１日付けで羽田空港支所長を拝命いたし
ました。当支所は平成 22 年（2010 年）10 月、
羽田空港の国際線地区が供用開始された際に設
置され、今年でちょうど 10 年、私は６代目の支
所長になります。
着任早々の４月７日、改正新型インフルエン
ザ等対策特別措置法に基づく緊急事態宣言が７
都府県に発令され、当支所でも４月 10 日からテ
レワークが開始されるなど、異例の幕開けとな
りました。折しも３月 29 日に第２ターミナル
国際線エリアが供用開始され、当支所でも検疫
第２課に新たな人員 10 人を配置し、東京オリン
ピック・パラリンピック開催等に備え大勢の訪
日客を受け入れる体制が整いつつあった矢先の
ことでした。３月 24 日に東京オリ ･ パラの開
催延期が決定し、その後入国規制強化が進み、
４月の訪日外国人はわずか 2,900 人、５月はさ
らに減って 1,700 人となっています。羽田空港
の国際線到着便数は６月中旬現在で一日わずか
７便程度となっており、到着フロアには空港関
係者以外ほとんど人がいない異常な事態となっ
ています。ASF の侵入リスクが無視できるレベ
ルまで低下していることは歓迎すべきかも知れ
ませんが、とにかくこのコロナ禍が一日も早く
終息し、元の活気みなぎる国際空港に戻ってほ
しいと願うばかりです。
私事になりますが、６月で還暦を迎えました。
昭和 60 年入省以来、平成、令和の三時代を駆け
抜けてきましたが、ゴールラインが間近に迫っ
てきました。昭和 60 年当時の家畜防疫官の定
員は 147 人でしたが、現在はその３倍を優に超
え、500 人に届こうかという勢いです。活気に
満ちた若い優秀な職員がたくさん入ってきて、
いい仕事をしてくれています。また、女性職員
が５割以上になりました。ちなみに当支所では
女性職員が７割を占めています。昭和の時代に
は男性社会だった動物検疫所は、時代の先端を
行く職場へと変貌を遂げています。水際対策の
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最前線で奮闘している皆さんが、これからも
日々やりがいを持って生き生きと仕事できるよ
う尽力して行きたいと考えています。

◎関西空港支所長就任の挨拶
… （関西空港支所長　鎌川　浩之）

この度、本年４月１日付けで関西空港支所長
を拝命いたしました。
同空港は、大阪府南部の泉州地域に位置し、
この地は本州でいち早く玉葱の栽培に着手し、
大正時代には北海道を抜いて全国１位の産地と
なり泉州玉葱として全国に出荷されていたとの
ことで、私が当初抱いていた大都会といったイ
メージとは大分異なっていました。近所を散歩
していると江戸時代にタイムスリップしたよう
な町並みも散見され、三色サインポール（バー
バーポール）のある昔ながらの理容店もあり、
どこか懐かしさを感じさせる雰囲気があり、と
ても快適な地です。関西空港での業務は、新型
コロナウイルス感染症の影響で、つい最近まで
中国を中心とした訪日客で大混雑していたと言
われる狭隘空港の面影はほとんどなく、私の通
勤路となっているターミナル１階の到着エリア
も人もまばらな状況が続いています。しかしな
がら、国際物流の方は大きな減少もなく、24 時
間空港にふさわしく、日中及び夜間の貨物検査
対応は今も続いています。今後、郵便物検査強
化への取組も行うこととしており、貨物部署へ
の配置人員を増やし検査体制の強化を目指して
います。旅客対応についても、現在は大幅減便
により検疫探知犬や口頭質問による検査対応が
しっかりとできていますが、以前のような１日
200 便前後の到着便数へ戻った場合、今も近隣
諸国でウイルス循環が見られる ASF 等の越境
性動物疾病の侵入リスクに大きく曝されること
になります。先ずは関西空港に関係する包括的
なリスクシナリオを描き、共有し、将来、以前と
同等又はそれを超える水準の到着便が到来する
場合を想定した業務の優先順位化等、準備を進
めておく必要があるのではないかと感じていま
す。先ず幹部と職員とが意識を共有し、あとは
個性豊かな個々の職員が多様性を生かした発信

を思う存分行っていただき、それを支所外へと
発展させて行くといった業務の連動性の様なも
のを産み出せたら良いかな、と感じています。
この過程で、関係者の皆様の意見等を拝聴する
ことが極めて重要であり、今後も皆様から当支
所への御支援を賜りますよう、心からお願い申
し上げます。

◎門司支所長就任の挨拶
… （門司支所長　大友　浩幸）

この度、４月１日付けで門司支所長を拝命い
たしました。支所長としての勤務は初めてです
が、これまで支所長を経験されている諸先輩の
姿を思い出すと気が引き締まる思いです。
単身赴任は５回目となりますが、九州での勤
務は初めてです。宿舎に入居した翌日の４月７
日には、新型インフルエンザウイルス等対策特
別措置法に基づく緊急事態が宣言され、その渦
中での勤務開始となりました。前日の６日には
北九州市から門司支所に新型コロナウイルス感
染症（COVID-19）の検査依頼があり、農林水産
省で自治体から検査依頼を受けた初めての事例
になりました。その後、６月 11 日までに実施し
た COVID-19 のリアルタイム -PCR 検査は５件
171 検体になります。
コロナ禍の中、九州各県の空海港の航空機・
フェリー等の旅客便はほぼ欠航状態ですが、船
舶貨物では牛肉などの畜産物や稲わらなどは通
常どおり輸入されており、移動自粛が求められ
る中テレワーク等を活用して、輸出入検疫業務
に支障がでないよう最低限の職員を出勤させ、
業務を実施したところです。また、この間、生
きた家畜（肥育用素牛と肥育用素馬）も予定ど
おり輸入され、門司支所の４か所の係留施設で
検査を行っています。５月に入検した豪州産肥
育用素牛約 1,500 頭では、国内で防疫対策ガイ
ドラインを策定して対応している牛ウイルス性
下痢（BVD）の持続感染牛（生涯にわたってウ
イルスを排出し続ける牛）６頭が摘発されまし
た。九州では畜産業が基幹産業の一つとなって
いるため、海外からこのような家畜の伝染性疾
病が侵入することを危惧しており、畜産関係者
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からも水際検疫に対して大きな期待が寄せられ
ていると理解しています。今後も管内の各県と
もよく連携を取り、水際検疫対応の一層の充実
を図っていく所存です。今後も皆様からの御指
導・御協力のほどよろしくお願い申し上げます。

◎トピックス
・動物検疫の現場はどう変わるのか　
　～ 家畜伝染病予防法の一部改正 ～
… （統括検疫管理官）

「肉製品などをお持ちではないですか？」と、
国際空港の手荷物受取場などで家畜防疫官が入
国者に声をかけている姿も珍しくなくなってい
ます。また、家畜防疫官にとって欠かせないパー
トナーとなっている検疫探知犬が反応した手荷
物。「探知犬が反応したので、手荷物を見せてい
ただけますか？」との問いかけに、快く応じて
くれる方、仕方なくあるいは嫌々ながら応じて
くれる方、いずれにしても家畜防疫官は所有者
の同意を得ながら手荷物の確認をします。家畜
伝染病予防法（家伝法）においては、肉製品な
どの検査対象物を輸入した者は自ら届け出て
（自己申告）輸入検査を受ける規定となってい
ます。ただ、制度をご存じない方、意図的に受
検を回避しようとする方等々もいることから、
違法な持込みを防止するため、家畜防疫官によ
る任意の質問、手荷物の確認を拡大して水際対
策の強化を図ってきました。しかしながら、強
制的に手荷物の確認ができないため、検査対象
物を持っていてもそれを認めない方、手荷物の
確認を頑なに拒否する方に対して協力を求める
のにも苦労していました。
本年４月３日に公布（７月１日に施行）され
た家伝法の一部改正により、家畜防疫官が入国
者に対して、携帯品（手荷物）の中に検査対象
物が含まれているかどうかを判断するための質
問、携帯品の検査（開披検査）を行うことがで
きるよう規定されました（家伝法第 40 条第５
項）。また、質問に答えない、虚偽の回答をした
場合、あるいは携帯品の検査を拒むような場合
などには罰則も設けられています（家伝法第 68
条第 11 号）。特に、輸入できないことを承知で

持ち込もうとする悪質な輸入者は当該物品を隠
蔽して持ち込もうとする傾向がありますので、
所持に係る質問と携帯品の検査を合わせて行う
ことができる新たな規定により、違法な持込み
の抑止力を一層高めることができると考えてい
ます。また、入国者からの「何の権利があって、
カバンを開けるんだ？」という言葉に対する明
確な法的根拠を得られたのは、私たち家畜防疫
官の安心材料でもあります。この家畜防疫官の
権限強化が、法改正のポイントの一つとなって
います。
広報の拡大などこれまで実施してきた施策に
より、動物検疫制度については以前よりも遙か
に多くの人に浸透してきていると感じていま
す。しかしながら、持ってきた肉製品について
「火が通っているのだから大丈夫だろう」、「自
分たちで食べるのだから良いだろう」という言
葉は今でも聞かれます。輸入できないことを伝
えると、怒り出す方、どうしても持ち込みたい
と懇願する方、なかには暴れ出す方など、輸入
者との遣り取りが長時間に及ぶ場合も決して少
なくはありません。輸入者がどんなに粘っても
持って入ることはできないのですが、輸入でき
ない物とはいえ物権（所有権）の問題もあり、
輸入者（所有者）が任意放棄に応じてくれるま
で理解を求めるしかありませんでした。このた
め他の業務に支障が生じることもありました。
今般の法改正により、法令の違反が認められる
ときは、輸入者の意思にかかわらず、家畜防疫
官が当該物品を廃棄できる規定も設けられまし
た（法第 46 条第４項）。なお、廃棄は焼却によ
り行うことが省令で規定されています。家畜防
疫官に与えられたもう一つの権限が、この物品
を廃棄できることです。この処分を拒んだ場合
などにも罰則が設けられています（法第 68 条
第 14 号）。
家畜防疫官が違反物品を廃棄できる規定が適
用されるのは、入国者の携帯品検査だけではあ
りません。
海外からの郵便物は、全国に６か所ある国際
郵便交換局（郵便局）において通関手続が行わ
れます。荷送状に記載される品名に検査対象物
（を疑う物）が記載されている場合や、税関検査
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で検査対象物が確認された場合などにより郵便
局の職員から動物検疫所に通知され、家畜防疫
官が検査を行います。また、より多くの郵便物
を確認できるよう、検疫探知犬の活用などによ
り検査の強化も図っています。検査の結果、輸
入できない物であった場合は、受取人に検査通
知書を送付し、受取人の意向を書面で確認した
上で、当該物品を含む郵便物全てを返送するか、
当該物品を動物検疫所で焼却してその他の物を
受取人に郵送るか、いずれかの方法で対応して
います。このため、郵便物の検査では、検査通
知書の作成・送付など事務手続に労力を要する
ほか、受取人の意向確認が取れるまでの間（受
取人からの返信がない場合は 30 日間）、当該郵
便物を動物検疫所が保管するため、そのスペー
ス確保が問題となっています。
郵送されてくる検査対象物の大半が輸入禁止
品であり、大量の輸入禁止品を複数回にわたっ
て郵送してくる悪質な差出人も散見されていま
す。新たな規定により、受取人への意向確認な
く輸入禁止品を廃棄することにより、販売目的
とみられる悪質な郵送を減少させたいと考えて
います。さらに、事務手続の軽減、保管場所の
問題解消も図られ、一層効率的な郵便物検査が
可能となります。
このように入国者への検査対象物の所持に係
る質問と携帯品の検査、違法物品の廃棄という
家畜防疫官の武器が増えたことから、それらを
上手に活用して水際対策の強化を図っていきま
す。現在、新型コロナウイルス感染症の影響で
入国者が激減している状況のなか、今後、入国
者の急激な増加はないものと想定しており、当
面、高い実施率で家畜防疫官による質問、検疫
探知犬による探知活動などが行えます。また、
違法な持込みの様相が従前と異なってくる可能
性もあるため、動向を注視するとともに、法改
正によって得た新たな武器の効果検証のための
データ収集も行っていきます。
一方で、これらの権限の乱用はあってはなら
ないことであり、慎重かつ適正な行使が求めら
れてきます。これまでどおりの丁寧な説明と協
力を得ながらの対応を基本として、入国者との
コミュニケーションにも引き続き気を配ってい

く必要があります。
法改正のもう一つのポイントは、罰則の強化
です。輸入できない物を持ち込んだ場合（法の
規定に違反した場合）や、輸入検査の受検の拒
否あるいは受検の際に不正行為をした場合など
の罰則は、３年以下の懲役又は 100 万円以下の
罰金でした。今般、罰金の最高額が 300 万円に
引き上げられるとともに、法人の場合には最高
5,000 万円の罰金が規定されました。昨年から
実施している違法輸入者への対応の厳格化は引
き続き行っていきますが、日本に輸入できない
畜産物等の持ち出しを出発前に止めることが重
要であり、罰金引き上げの事前広報を幅広に
行っています。
動物検疫に係る水際対策強化のための法改正
と、海外との人の行き来のスタイルが大きく変
わろうとしている時期が奇しくも一致しまし
た。これも一つのチャンスととらえ、引き続き
関係機関との連携もとりつつ、私たち家畜防疫
官の本来業務である動物の伝染性疾病の侵入防
止策に一層の工夫をしながら取り組んでいきた
いと考えています。

・ 「牛白血病」が「牛伝染性リンパ腫」に
変わりました
… （精密検査部病理・理化学検査課）

牛白血病は、リンパ節が腫れるなど様々な症
状を示して死に至る牛の病気です。牛白血病ウ
イルス（bovine… leukemia…virus:…BLV）により
引き起こされる地方病性牛白血病（EBL）と、
原因不明の散発性牛白血病（SBL）があり、家
畜伝染病予防法施行規則に基づく届出伝染病に
指定されています。
このウイルス（BLV）に感染する原因として、
汚染された注射針や直腸検査用手袋を複数の牛
に連続して使用することによる人為的な伝播、
乳汁や分娩を介した親子間での伝播、吸血昆虫
（アブ、サシバエ）の媒介や感染牛の直接接触に
よる伝播があげられます。平成 21 ～ 23 年度に
全国で調査したところ、乳用牛の約４割、肉用
牛の約３割が感染していたことが分かり、国内
でウイルスが拡がっていることが判明しまし
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た。ただ、BLVに感染しても症状が出るのは感
染牛のうち数パーセントのみで、ほとんどの牛
は発症せずに一生を終えます。有効な治療法や
ワクチンはありません。
BLVは人には感染せず、人間の白血病の原因
とは全く異なるものです。ところが、「牛白血病」
という名称が人間の白血病を連想させることか
ら、消費者に無用な誤解を与えることが心配さ
れていました。また、専門家からも学術的に名
称が不適切との意見が寄せられており、公益社
団法人日本獣医師会から名称を「牛伝染性リン
パ腫」とするのが適切との提言がされました。
こうした経緯を踏まえた検討の結果、家畜伝染
病予防法の改正に際して「牛白血病」という名
称が「牛伝染性リンパ腫」に変更されました。
また、今回の改正は、これまで用いられてきた
疾病名について広く見直す機会となりました。
公益社団法人日本獣医学会と公益社団法人日本
獣医師会からは、それ以外の伝染病名称変更に
ついても提言が寄せられており、これらも併せ
て改正されました（表）。
改正の方針としては、「ウイルス以外の病原
体による疾病は『病原体＋症』と表現すること
が適切」との理由に基づく変更（ピロプラズマ
病→ピロプラズマ症など）、漢字の適正化（豚水
胞病→豚水疱病など）、国際機関等で一般的に用
いられている名称への整合化（一般的な疾患名
との乖離（鶏結核病→鳥結核など））、病原体の
呼称の変遷によるもの（馬モルビリウイルス肺
炎→ヘンドラウイルス感染症など）、表記の現代
語化（ニユーカツスル病→ニューカッスル病）
があげられます。
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表：新旧対照表 

家畜伝染病 
現行の名称 改正後の名称 

水胞性口炎 水疱性口内炎 

ブルセラ病 ブルセラ症 

結核病 結核 

ピロプラズマ病 ピロプラズマ症 

アナプラズマ病 アナプラズマ症 

豚水胞病 豚水疱病 

ニユーカツスル病 ニューカッスル病 

家きんサルモネラ感染症 家きんサルモネラ症 

届出伝染病 
現行の名称 改正後の名称 

牛ウイルス性下痢・粘膜病 牛ウイルス性下痢 

牛白血病 牛伝染性リンパ腫 

牛丘疹性口炎 牛丘疹性口内炎 

トリパノソーマ病 トリパノソーマ症 

トリコモナス病 トリコモナス症 

馬モルビリウイルス肺炎 ヘンドラウイルス感染症 

トキソプラズマ病 トキソプラズマ症 

山羊関節炎・脳脊髄炎 山羊関節炎・脳炎 

豚エンテロウイルス性脳脊髄炎 豚テシオウイルス性脳脊髄炎 

伝染性気管支炎 鶏伝染性気管支炎 

伝染性喉頭気管炎 鶏伝染性喉頭気管炎 

鶏結核病 鳥結核 

鶏マイコプラズマ病 鳥マイコプラズマ症 

ロイコチトゾーン病 ロイコチトゾーン症 

あひる肝炎 あひるウイルス性肝炎 

兎ウイルス性出血病 兎出血病 

バロア病 バロア症 

ノゼマ病 ノゼマ症 
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◎動物検疫関連情報
・けい留施設紹介～胆振分室～
… （北海道・東北支所）

今回は「試される大地」のキャッチフレーズ
でおなじみの北海道から、胆振分室のけい留施
設を紹介します。胆振分室は新千歳空港から車
で約 30 分、最寄駅の沼ノ端駅から車で約 20 分
とお世辞にもアクセスがよいとは言えない大自
然に囲まれた場所に位置しています。胆振分室
に来たことがない方にとっては、「北海道のけ
い留施設」というだけで、職員が極寒の中で凍
えながら検疫業務をしている…そんな映像が頭
の中に浮かぶのではないでしょうか。北海道は
気候の地域差が大きく、その中でも胆振地方は
北海道の中では暖かく（あくまで「北海道の中
では」の話です）、雪も比較的少ない地域です。
今年は暖冬の影響もあり、日中に氷点下二桁を
記録した日数も片手で数えられる程度であった
と記憶しております。このように恵まれた環境
のため、明治時代以降は日高地方、胆振地方と
もに競走馬の一大生産地となっており、胆振分
室でけい留する動物も競走用もしくは繁殖用に
供されるために輸入される軽種馬（サラブレッ
ド種）がほとんどです。競走馬として登録を受
けるためには人工授精ではなく直接交配により
産出されることが国際的な条件になっています
ので、動物そのものを輸入する必要があるので
す。
胆振分室にはけい留施設として畜舎６棟、犬
舎１棟、猫舎１棟があります。けい留中の馬の
飼養管理は、輸入者から委託された管理人が寝
泊まりしながら行うため、各畜舎に浴室や台所

等を備えた宿泊スペースが設けられています。
また、四方を山に囲まれているためエゾシカ、
きつね等の野生動物が施設周辺を徘徊している
ことがあります。これらの侵入を防止するべく、
胆振分室の施設外周は高さ２ｍ以上のフェンス
で完全に囲まれており、加えてフェンスをよじ
登る小動物対策用に電気柵がフェンスから張り
出すように設置されています。車両が検疫区域
に入るためのゲートは動物の搬出入時のみ開放
され、車両消毒を行います。消毒薬の凍結防止
は寒冷地特有の課題ですが、胆振分室では①車
両のタイヤを消毒する消毒槽下にロードヒー
ティングを設置、②消毒薬保管用のタンクが蔵
置されている部屋全体をヒーターで加温、③消
毒薬を噴霧する管を電熱線で加温することによ
り、凍結防止を図っています。

左上：フェンス… 右上：ゲート
左下：小動物対策電気柵… 右下：除雪風景

犬舎及び猫舎は輸入犬猫等のけい留に使用さ
れますが、犬舎の一部を現在新千歳空港で活躍
中の検疫探知犬、ナイトロ号とロキシー号の飼
養場所として使用しています。２頭とも胆振分
室の庁舎の周りや敷地外で運動した後、民間の
ハンドラーと共に新千歳空港へ出発し探知活動
をしています。胆振分室では、そんな２頭の自
然な顔を見ることができます。
話は変わりますが、平成 30 年９月６日に、胆
振分室のある厚真町で最大震度７を観測した北
海道胆振東部地震が発生しました。被害は焼却
炉や検査器具の破損の他、地盤沈下が至る場所
で見つかりました。建物については一部ヒビ割
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れがみられ、破損した箇所はあったものの、早
急に工事が必要な箇所はありませんでした。ま
た、地震直後に施設で停電や断水も発生し、特
に断水については水道が復旧し飲用可能である
ことを確認できるまで４週間以上かかりまし
た。このような困難な状況でもこの時期を乗り
越えられたのは、関係者皆様の御協力があって
こそのものであり、震災から１年半近く経過し
た現在でも感謝の念を忘れてはおりません。胆
振分室で無事に検疫を終えた馬が競馬の専門誌
を賑わせているのを見かけると、奇妙な親近感
が湧いてきます。時には自然の厳しさに見舞わ
れる環境下にある施設ですが、軽種馬の輸入検
疫施設として重要な役割を担っていることを職
員一同強く自覚し、伝染性疾病の国内への侵入
防止と円滑な輸入検疫の両立をもって、我が国
の競馬業界の益々の発展に引き続き力添えして
まいります。

◎新型コロナウイルス感染症関連
・動物検疫所の対策
… （総務部庶務課）

動物検疫所が新型コロナウイルス感染症に注
目したのは今年１月６日で、中国武漢市で原因
不明の肺炎の集団が報告されたとの情報を厚生
労働省から受け、早速所内に情報を共有しまし
た。１月９日には、患者から新型のコロナウイ
ルスが検出されたとの報道を受け空海港で検疫
業務に当たる職員に対して感染防止の注意喚起
を行いました。
１月 16 日に国内で初めて感染者が確認され、
全職員がマスクの着用、手洗い、うがい、手指消
毒などの感染予防対策を励行するとともに、空
海港においては手袋の着用や必要に応じてフェ
イスシールドやディスポーザブルガウンを着用
して検疫業務に当たっています。また、体調不
良時の出勤の自粛や通勤時の混雑回避のための
時差通勤などに取り組んでいます。
４月７日、安倍総理大臣から首都圏を含む７
都府県を対象に「緊急事態宣言」が発令され、
それを受け、動物検疫所においても「新型コロ
ナウイルス感染症所内対策本部」を設置し業務

継続計画の発動を決定するとともに「緊急事態
宣言」に対する動物検疫所の対応方針を各支所
に発出しました。その内容は、職場内における
感染防止対策として、①テレワーク等を活用し
て出勤者の目標を５割以下に、②会議室等を執
務室に活用し職員を分散して仮に職員が感染し
た場合でも業務が継続できる体制の整備、③出
勤前の体温測定と体調不良時の出勤自粛の徹
底、④新型コロナ関連情報の収集と所内への周
知等の取組を行いました。このほか、動物検疫
カウンター（写真）及び事務所受付カウンター
へのビニールカーテンの設置や事務室の机と机
の間に間仕切りの設置などの対策を実施してい
るところもあります。

関西国際空港の動物検疫カウンターに設置し
たビニールカーテンの様子

また、政府の新型コロナウイルスの PCR 検査
体制の整備に協力するため、本所ほか全国５か
所で PCR 検査を行う体制を整え、４月６日に北
九州市から依頼を受け門司支所で初めて 17 検
体の検査を実施しました。その後も自治体と協
力して、７月１日時点で８件 195 検体の検査を
実施しています。
感染者の拡大を踏まえ、４月 16 日に政府は緊
急事態宣言を全都道府県に拡大しましたが、そ
の後５月 14 日に 39 県の解除、５月 21 日に３府
県解除、５月 25 日に残りの５都道県が解除され
て全面解除となり、動物検疫所の出勤抑制体制
は元に戻しましたが、引き続き時差通勤の実施
や感染防止対策を徹底するとともに、Web シス
テムを活用した会議の開催やテレワークの拡充
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に取り組むこととしています。
また、検査業務に関しても、手続きのデジタ
ル化によるペーパーレス化、AI 等先端技術の導
入による検査の効率化などを推進し、変化する
社会への対応に取り組んでいきます。

・新型コロナウイルス感染症について
… （感染症対策専門官）

今年の１月９日に時事通信社が…“中国国営中
央テレビは９日、湖北省武漢市で多発している
原因不明の肺炎に関し、専門家チームが複数の
患者から新型のコロナウイルスを検出し、これ
が病原体だと初歩的に判断したと伝えた” との
記事を配信しました。そして同月 16 日には、
FNN.jp プライムオンラインが、“中国で相次い
で患者が確認されている新型のウイルス性肺炎
について、地元当局は、ヒトからヒトへの感染
について「可能性は排除できない」と発表した”
と報じています。
今回のコロナ禍に直面して初めて “コロナウ
イルス” という名前を耳にした人も多いかと思
います。コロナウイルスは、決して珍しいウイ
ルスではなく、いわゆる風邪と呼ばれている病
気の 10 ～ 15％（流行期には 35％）がコロナウ
イルスによるものであって、ほとんどの皆さん
がすでに感染を経験している一般的なウイルス
です。今回なぜ大きな不安を呼んでいるのかと
言えば “新型” だからです。“新型 “のコロナウ
イルス感染症には、2002 年に中国広東省で発生
し、その後 30 を超える国や地域に広がった
SARS（重症呼吸器症候群）があります。また、
2012 年にサウジアラビアで発見され、これまで
に 27 か国で感染者が報告されているMERS（中
東呼吸器症候群）も “新型 “のコロナウイルス
による感染症です。いずれも高い死亡率の感染
症であり、SARS の死亡率は 9.6％、MERS の死
亡率は 34.4％です。今般の新型コロナウイルス
感染症では、世界ですでに 50 万人以上の死者が
出ています（７月１日現在）。
動物の世界にもコロナウイルスの感染症はあ
ります。家畜のコロナウイルス感染症には、牛
コロナウイルス病、豚の伝染性胃腸炎などがあ

ります。ペットのコロナウイルス感染症には、
犬コロナウイルス感染症、猫伝染性腹膜炎など
があります。いずれの疾病も動物からヒトにう
つることはありません。コロナウイルスは、種
特異性が高く、種の壁を越えて他の動物に感染
することはほとんどないからです。ところが、
新型コロナウイルスは、もともと動物のウイル
スであったものが、ヒトのウイルスへと変異し、
ヒトからヒトへ感染するようになったと言われ
ています。
動物検疫所は、動物を介してヒトに感染する
疾病の侵入防止にも尽力しています。狂犬病に
ついては、狂犬病予防法に基づいて犬、猫、あら
いぐま、きつね及びスカンクの輸入検疫を行っ
ています。狂犬病は、これらの動物を介してヒ
トに感染し、世界中で年間５万人から７万人が
死亡している怖い病気です。また、感染症法に
基づくサルの輸入検疫も行い、エボラ出血熱及
びマールブルグ病の侵入を防いでいます。エボ
ラ出血熱の死亡率は、90％に達することがあり、
マールブルグ病は、症例は少ないものの、エボ
ラ出血熱に酷似した病気です。
新型コロナウイルスは、その遺伝子配列がコ
ウモリ由来のウイルスに近いことから、コウモ
リが起源になった可能性が示唆されています
が、今のところ、はっきりとはわかっていませ
ん。海外では、新型コロナウイルスがヒトから
犬や猫、また動物園のトラやミンクに感染した
事例が複数報告されていますが、これまでのと
ころ、ヒトからペットへの感染は確認されても、
ペットからヒトに感染した事例は報告されてい
ません。しかしながら、敵は “新型” ですので
引き続き注視しているところです。動物には、
ブルセラ症やレプトスピラ症など動物からヒト
に感染する動物由来感染症があります。人の既
知の感染症の 60％、新興感染症の 75％が動物由
来と言われています。動物由来感染症の感染を
予防するため、日頃から、動物に接した後には、
手洗いやアルコール等による手指の消毒をする
ことが大切です。このことは同時に、新型コロ
ナウイルスの感染予防にとっても有効なことな
のです。なお、新型コロナウイルス感染症の起
源として疑われているコウモリについては、さ
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まざまな感染症の感染源であることが知られて
いますので、すでに感染症法で輸入が禁止され
ています。

・食品輸入関連業の皆様より
～新型コロナウイルス感染症の発生を受けて～

港湾で食肉の輸入に携わる業者の皆様に、今
回の新型コロナウイルス感染症の影響を伺いま
した。
（カッコ内業者名は匿名です。）
～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～
（A通関業者）
弊社においては、時差出勤・テレワーク等の
対策を行い、また、３密を避けるために、ソー
シャル・ディスタンス、オフィスの換気、毎朝
の検温等の自己健康管理を励行し推進して参り
ました。以前より、時差出勤・テレワークにつ
いては、社内において検討されておりましたが、
今回の新型ウイルス感染症の拡大と緊急事態宣
言を巡る一連の社会的な急展開は、予想を遥か
に上回り、検討をしていたものの準備不足は否
めませんでした。特に動物検疫業務と深く関り
をもつ弊社の動物検疫現場業務において、朝の
時差出勤やテレワークによる事実上の現場人員
不足に対する対応は、頭を悩ませる問題であり
ました。しかしながら、動物検疫所様より “新
型コロナウイルス感染症の緊急対応” として、
以下の対応が取られる事により、問題は一気に
解決致しました。
・NACCS 添付ファイル機能を利用した輸入
検査申請手続き
・現場検査実施 /省略の “現検３” * 表示申請
の省略対応
*NACCS システム上の抜き打ち検査判定による実施の表示

この対応により、輸入検査申請書の窓口提出
や現物検査立会に要する人員のリソース確保が
可能となりました。新型コロナウイルス感染症
の緊急事態宣言は解除されはしましたが、一度
動き出した社会的な時差出勤・テレワーク等の
働き方改革推進については、継続して実行され
るべきと個人的に思料しております。是非とも
動物検疫所様においても、上記にて対応された

緊急対応策の継続をお願いしたいところです。

（B通関業者）
今年に入り、誰もが想像しなかった新型コロ
ナウイルスの感染拡大という状況の下、緊急事
態宣言までもが発令され、当社も社員出社率の
大幅な低減、生産性の保持、BCP 等、いくつも
の大きな課題に直面する事となりました。思い
もよらぬ状況での「テレワーク」の導入は、イ
ンターネット環境や通信ツールの整備をはじ
め、業務フローそのものを見直すことになるな
ど、試行錯誤の連続でした。　中でも一番の問
題は、出社率を下げている状況にもかかわらず、
業務で人員を社外へ出さなければならないこと
でした。そんな状況の中、貴所が「動検業務の
合理化のトライアル」を実施されました。原本
確認及び回送指示書の廃止は検査証明書の紛失
リスクや実質的な実務負担の軽減につながりま
した。また現物検査率の大幅な低減によって現
場検査立会い要員を他の業務に充当できるよう
になり、その結果テレワークの選択肢が広がり、
低出社率での業務遂行に大きなプラス要素とな
りました。当社は緊急事態宣言解除後も出社制
限を継続しており、働き方改革を推進していき
ます。

（C通関業者）
新型コロナウイルス感染症による緊急事態宣
言を受け、弊社においても外出自粛やテレワー
ク等今まで経験したことのない対応を迫られま
した。
動物検疫所からは、新型コロナウイルス感染
症の発生に伴い、検査証明書が少枚数である乳
製品について、NACCS の添付ファイル登録機
能を用いた輸入検査申請手続を推奨して頂いた
おかげで、弊社では積極的に添付ファイルにて
申請を行わせて頂きました。その結果、直接動
物検疫所に申請書類を持ち込むことが不要と
なったため、書類の持ち込み時間の短縮、移動
時の書類紛失リスクの軽減、そして書類提出に
係る交通費等の削減をすることができました。
また、外出機会が減ることによって、新型コロ
ナウイルスの感染防止に努めることもできまし
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た。緊急事態下における動物検疫所の迅速な対
応に感謝している次第です。

（D指定検査場所業者）
４月７日に緊急事態宣言が発令されて、

「STAY　HOME」を合言葉にテレワーク等の
勤務形態を取られる企業が増えておりますが、
冷蔵倉庫は食のサプライチェーンの一端を担っ
ており休むことが出来ません、また、どうして
も現場での作業が中心となりますので、日々の
時差出勤や消毒作業、受付カウンターにアクリ
ル板の設置等の対策行い、感染者を出さぬよう
注意をして営業を続けてきております。
そうした中、さる４月８日に動物検疫所様よ
り緊急対応の実施をしていただきました事、大
変感謝をしております。
それにつきましては、
・現物検査が減少をした事により、業務の簡素
化や時間短縮につながりました。
・夜検査もリマークが出なければ省略となりま
すので、残業時間の削減が出来ました。
・倉への指示が早くなり、積み付け作業時間の
短縮することが出来ました。
等の報告が上がってきております。
指定検査場所として円滑で安全な防疫業務を
進めて参りますので、動物検疫所の皆様には、
今後とも御指導の程宜しくお願い致します。

（E指定検査場所業者）
感染予防措置に於ける自粛期間中が継続さ
れ、外食を中心に消費量の減少が冷蔵庫の在庫
に大きく影響しており、出庫量は例年の 70 ～
80% 減少しており、ここ数ヶ月続く事で、冷蔵
庫のスペースは逼迫した状況が続いておりま
す。この状況下にて、“現場検査の省略”は、冷蔵・
冷凍庫作業にとり円滑な通関及び流通へ橋渡し
が効果として有る状況を認識致しました。効果
として、従来の現場検査に当たる可能性が有る
場合、庫内搬入時の仮置き工程が無くなり、当
日分の搬入を庫内に収納保管できる事から、そ
れ以降の入庫作業が、円滑になり全体的な搬入
（入庫）の速度が速まり、搬入結果の報告・登録
への反応速度も向上した状況が認識できまし

た。併せて、新型コロナウイルス感染症の予防・
防止の視点より、作業の円滑化により時短作業
が可能となり、それに伴い時差出勤による通勤
時の混雑回避を実施できる状況が、感染予防に
不可欠な３密の回避とした、継続的な効果に繋
げられていると認識致します。
食品流通の担い手として、事業継続は使命と
認識しております。感染の予防・防止に努める
と共に、今後も安全且つ正確な防疫業務を円滑
に進めて参る所存です。

◎所内情報
・ 動物検疫所を飛び出し、外の世界で活躍

している職員からのメッセージ

今回は、内閣府食品安全委員会事務局で御活
躍中の上原知江さんからメッセージをいただき
ました。
～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～
内閣府食品安全委員会事務局の上原知江と申
します。平成 23 年度に臨時的職員として動物
検疫所での勤務をスタートさせ、翌 24 年度に入
省、関西空港支所、川崎出張所、羽田空港支所で
勤務し、畜産物と犬猫を中心とした輸出入検疫
業務を経験させていただきました。平成 29 年
12 月から、現在の食品安全委員会事務局情報・
勧告広報課に在籍しています。食品安全委員会
は、食品に含まれる危害要因のリスク評価（食
品安全基本法では食品健康影響評価といいま
す）を担う機関として、リスク管理機関（農林
水産省、厚生労働省等）から独立して設置され
ました。委員会は７名の委員で構成され、委員
会の事務を処理するため事務局が置かれていま
す。事務局職員は他省庁からの出向者の他、技
術参与（非常勤職員）が多く在籍し、事務局の
活動を支えています。このように様々な立場の
職員が一緒に仕事をする環境は新鮮で刺激があ
ります。
私の在籍する情報・勧告広報課は、名前のと
おり①情報収集業務、②勧告業務、③広報業務
を担当しています。リスク評価の「始め」と「終
わり」を担っており、国内外の食品安全に関す
る情報収集、リスク評価結果に基づく施策の監
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視・勧告・意見具申及びリスク評価結果の情報
提供や意見交換会の開催等のリスクコミュニ
ケーションを行っています。私はこの課で、課
の窓口となる調整業務、広報業務の一部を担当
しています。主な広報業務は Facebook 記事の
執筆、当委員会が作成している用語集の改訂作
業、業務紹介パンフレットやポスターの作成等
の情報発信業務が多いですが、以前は消費者団
体や報道関係者を対象とした意見交換会の運営
や、学会におけるブース展示等の業務も担当し
ていました。
着任当時は、動物検疫所から出たことがない
私にとって、業務ごとに担当が分かれていると
いう体制に慣れるまでに時間がかかりました。
その上、着任早々に右も左もわからない状態で
関係省庁合同の緊急時対応訓練に対応したり、
定期的に見直す用語集の改訂作業で課をまたい
だ調整を行ったりと、慌ただしいスタートでし
た。とにかく一つ一つの作業が初めてでどうす
ればよいか分からず、他課からの作業依頼一つ
とっても、その都度確認しながらの対応でした。
短期間での依頼も多く、最初はそれだけで大変
緊張していました。
現在は、通常の調整業務や情報発信業務に加
え、新型コロナウイルス感染症の影響もあり、
内閣府の方針に沿った課内の業務体制の整備や
勤怠管理が業務の中心となっています。
食品を扱うという点では同じですが、食品安
全委員会では食品に含まれる様々な危害要因の
リスクを評価しているため、自分が全く知らな
い物質ばかりなので、新しいテーマで情報発信
を行う際はその都度勉強が必要です。危害要因
としてプリオンも挙げられるため、各国から輸
入される牛肉等のリスク評価も行っており、そ
のような際には検疫との繋がりを実感します。
最後になりますが、農林水産省の職員として
食に関するあらゆるものに興味を持つことはと
ても大切だと思います。動物検疫所の外に出る
ことで新たな知識が広がり、また改めて考えさ
せられます。一人でも多くの職員がこのような
経験に触れられればと願っています。現在の業
務経験を活かし、またいずれ動物検疫所で業務
を行うことを楽しみにしています。

・ アフリカ豚熱に関するトレーニング研
修の参加報告（スペイン・マドリード）
… （門司支所検疫第２課　山口　由）

研修受講者写真：
中央がホセ博士、上段左端が筆者

アフリカ豚熱（以下、ASF）は豚やイノシシ
に感染するウイルス性の疾病で、病原性の強い
株の場合、感染した豚のほとんどが死ぬ致死率
の非常に高い疾病です。アジアでは今まで報告
されていませんでしたが、2018 年８月３日に中
国で発生した後、フィリピンや韓国など各地で
発生が報告されています。アジアにおける豚飼
養頭数は世界の飼養頭数の約 60% にのぼり、ア
ジアでの感染拡大は世界の豚肉供給に大きな影
響を及ぼしています。こうした状況に鑑み、日
本の専門家の ASF に対する知見・能力を高め
ることを目的とし、「ASF 防疫対応に関する実
践的集中トレーニング研修」がスペインのマド
リード・コンプルテンセ大学獣医衛生サーベイ
ランスセンターで開催されました。
本研修の講師は ASF や豚熱等の家畜伝染病
のコントロールと根絶に関する研究をけん引さ
れているホセ・マヌアル・サンチェス・ビスカ
イーノ博士で、ホセ博士の研究室（Viral…
Immunology…and…Preventive…Medicine…Unit…：
SUAT）は、ASF とアフリカ馬疫についてOIE
のリファレンスラボラトリー（動物疾病の診断
及び診断方法に関する助言等を行う機関）に指
定されています。本研修の受講者として、北海
道大学の磯田教授、農林水産省消費・安全局畜
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水産安全管理課の岡村課長補佐、動物衛生課の
唯野専門官、農研機構動物衛生研究部門の北村
研究員と澤井研究員及び小官が参加しました。
また、韓国から本研修の共同企画者である養豚
農協養豚研究所のチョン・ヒョンギュ博士が参
加しました。
研修は３月１日～５日までの４日間行われま
した。１日目は世界のASF 発生事例や、疾病の
特徴、農場への侵入経路について、２日目は
ASF を撲滅した事例の紹介や、検査室における
診断法、サーベイランスやリスク評価について、
3 日目は野生イノシシに関する研究、最終日は
疫学調査やワクチン開発についてお話がありま
した。毎日朝から夕方までのフルタイムの日程
で、英語も内容も難しく心が折れそうになりま
したが、ホセ博士をはじめ講師の方々が熱意を
もって教えてくださり、毎日があっという間に
過ぎていきました。
ASF ウイルスの特徴として、感染力が長期間
持続することが挙げられます。感染豚由来の冷
蔵肉であれば約 110 日間、冷凍肉は約 1,000 日
間ウイルス活性を持つといわれています。さら
に、血液は約 18 か月間（４℃条件下）と報告さ
れています。発生国では、食品残さや放棄され
た肉製品、血液が付着した道具や衣類などを介
し ASF ウイルスが農場に侵入するケースが知
られています。また、イノシシにおいてASF の
発生が報告されている国の中には発生地域の穀
物を養豚の飼料や敷料に用いることや、血液の
散布を防ぐためイノシシの狩猟を禁止している
国もあります。もう一つの特徴として、現在有
効な治療法がないことが挙げられます。SUAT
ではイノシシに対する ASF 経口ワクチンの研
究を行っており、ワクチン投与群及びその同居
個体群はウイルスに暴露されても ASF を発症
しない、といった成果がでています。現在、実
用化に向けさらなる研究を行っているとのこと
でした。
本研修でホセ博士が特に強調されていたの
は、動物検疫所をはじめ畜産農家や関係団体が
モチベーションを高く持ち、協力してASF のコ
ントロールを行っていく必要がある、というこ
とでした。動物検疫所では、アジアにおける

ASF の拡大に対し、各指定港では海外からの肉
製品の違法な持込みに対する対応の厳格化をは
じめ、郵便局での郵便物検査における検疫探知
犬の活用や応援体制の確保、検疫探知犬の増頭
や厨芥残渣の適切な処理の指示などの水際検疫
の取り組み強化を行っています。また国内では、
畜産農家で働く外国人技能実習生に対し、日本
の動物検疫制度について説明を行う活動や、航
空会社に対し動物検疫に関するポスターの掲示
や機内アナウンスをお願いしています。引き続
き関係団体と協力しつつ、ASF の侵入防止に尽
力していきたいと思います。

イノシシに対するASF 経口ワクチン（ベイト
ワクチン）投与実験施設の様子
丸囲い手前がベイトワクチン、奥が飼育イノ
シシ
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・普通の犬としての生活が始まって
… （北海道・東北支所函館空港出張所）

前号に引き続き、第二の
犬生を歩み始めたアリー
シャからメッセージがあり
ますのでご紹介します！

「福岡空港での動植物検
疫探知犬としての任務を終
えて息つく間もなく、私は

飛行機に乗せられ、気が付いたらまだ風の冷た
い北の大地に到着していたの。迎えに来てくれ
たのは、確か空港や郵便局で私が探知した荷物
を検査していた、なんとなく見覚えのある人
だったの。これから私のお母さんになるのね」
「これまで仕事一筋だった私にとって、新生活
は何もかも驚きの連続。ここには既に先輩犬が
いるのだけど、私はあまり気に入られてないみ
たい。私もつい、彼とケンカしてお母さんに怒
られたことが何回かあったわ」
「それと、1日に３、４回外へ出る時間があっ
て、道中で見かける犬や動物に興奮したり、色
んな臭いが気になってずーっと鼻を地面につけ
て歩いたり、たまに拾い食いしたり、自分でも
訳分かんないくらい暴走しちゃうから、またお
母さんに怒られちゃうの」
以上、函館から金田がお伝えしました。
アリーシャの第二の犬生スタートはハプニン
グ続きですが、彼女の、期待を裏切らないマイ
ペースぶりは喜んでいいのか悪いのか、悩まし
い限りです。

・職員おすすめご当地グルメ紹介
○門司港焼きカレー
… （門司支所検疫第 1課　堀口　英司）

門司支所からは「門司港焼きカレー」を紹介
させていただきます。焼きカレーとは、特に決
められた定義はありませんが、オーソドックス
な形状は「ごはんの上にカレーをかけ、チーズ
と玉子をのせてオーブンで焼く」というもので
す。門司支所が入っている合同庁舎は、レトロ
感あふれる建物が特徴的な門司港駅からほど近
いところにありますが、その途中にも数軒の焼
きカレー屋を見つけることができます。
焼きカレーの発祥は諸説ありますが、焼きカ
レーを始めたのは昭和 30 年代に門司港にあっ
た喫茶店と言われています。余ったカレーをグ
ラタン風にオーブンで焼いたところ、実に香ば
しく、美味しく仕上がったので、後にお店のメ
ニューとして出し、お客さんから好評を得たの
だそうです。
現在、門司港では焼きカレーを提供する店舗
は 20 店舗以上あり、各店舗で形状、味、見た目
も様々のようです。私は門司支所に来てまだ１
年で、実際に行った店舗は５つほどですが、そ
れぞれ異なった味わいが楽しめました。焦げた
チーズがカレーに大変相性が良く、食欲をそそ
ります。具はカレーということで肉・野菜が一
般的ですが、中にはホタテ、エビ、イカ、明太子、
牡蠣、ふぐなどが入ったものもあります。ライ
スも通常の白米だけでなく、バターライスや
ターメリックライスを使ったものもあります。
門司港に来られる際は、是非食べてみて下さ
い。その際は門司港の地ビールも一緒にいかが
でしょうか。関門海峡の景色が眺められ、大変
雰囲気の良い店舗もありますよ。
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・動物検疫所の組織構成  

（令和２年７月１日現在） 

 

所長            伊藤 和夫 

   総務部長       太田 克久 

     庶務課長     金澤 浩 

     会計課長     小山 健二 

     調整指導官    笹田 陽子 

     統括検疫管理官  小林 朋存 

     感染症対策専門官 小嶋 規純 

     ｵﾘﾝﾋﾟｯｸ・ﾊﾟﾗﾘﾝﾋﾟｯｸ担当専門官 

              石塚 久義 

   企画管理部長     町田 香 

     企画調整課長   川田 良浩 

     調査課長     栗栖 輝光 

     危機管理課長   大石 明子 

   検疫部長       角田 隆則 

     管理指導課長   和田 さち子 

     動物検疫課長   鈴木 章則 

     畜産物検疫課長  浅岡 正弘 

   精密検査部長     西口 明子 

     微生物検査課長  福原 久江 

     海外病検査課長  岩中 麻里 

     病理・理化学検査課長 

              遠藤 明仁 

     危険度分析課長  横山 理恵子 

     川崎出張所長   牧田 利和子 

     新潟空港出張所長 浅羽 清一 

     静岡出張所長   佐藤 光晴 

  北海道・東北支所  

   所長         小岩井 正博 

     庶務課長     大島 章敬 

     調整指導官    三上 稚夫 

     検疫課長     佐藤 隆一 

     函館空港出張所長 金田 直子 

     仙台空港出張所長 籠島 恵介 

  成田支所 

所長         田中 寿一 

    次長        立﨑 昌子 

     庶務課長     川村 敏 

     調整指導官    髙橋 雅志 

     統括検疫管理官  林 仁子 

     旅具検疫第１課長 國分 玲子 

     旅具検疫第２課長 青野 幹広 

     旅具検疫第３課長 澤田 奈津子 

     動物検疫第１課長 福田 史乃 

     動物検疫第２課長 田中 耕司 

     貨物検査課長   平賀 英子 

  羽田空港支所 

所長         杉崎 知己 

次長        渕上 佐知子 

     庶務課長     石井 正洋 

    調整指導官兼検疫部付け    

尾坂 優之 

     統括検疫管理官  上地 幸子 

     検疫第１課長   瀬戸 秀佳 

     検疫第２課長   百井 秀樹 

     東京出張所長   河本 俊博 

  中部空港支所 

所長         田中 公子 

次長        浅井 雅俊 

     庶務課長     楢原 正勝 

     調整指導官    欠 

     統括検疫管理官  勢古 貴九秀 

     検疫課長     鳥山 眞由美 

     小松出張所長   若菜 俊敦 

     名古屋出張所長  岩﨑 邦洋 

  関西空港支所 

所長         鎌川 浩之 

次長        増田 真人 

     庶務課長     青谷 宏之 

     調整指導官    佐藤 一之 

     統括検疫管理官  小林 恵子 

     検疫第１課長   中原 一馬 

     検疫第２課長   栁澤 成江 

     検疫第３課長   森 一郎 

  神戸支所 

所長         吉田 和弘 

次長        酒井 一彰 

     庶務課長     宮﨑 健治 

     調整指導官    渡邊 富義 

     統括検疫管理官  中尾 哲也 

     検疫課長     山口 賢郎 

     大阪出張所長   貞末 竜伺 

     米子空港出張所長 福冨 武 

     岡山空港出張所長 夏目 和良 

     広島空港出張所長 水出 元 

     四国出張所長   田澤 瑞帆 
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〇ドイツ（ザクセン・アンハルト州）からの家きん肉等の輸入が停止（4月 1日）…
〇米国サウスカロライナ州からの家きん肉等の輸入が停止（4月 10 日）…
〇英国サフォーク州からの生きた家きんの一時輸入停止措置が解除（4月 21 日）
〇…フランスのロワール・エ・シェール県からの生きた家きん、家きん肉等の一時輸入停止措置が
解除（4月 21 日）…
〇偶蹄類動物由来乳製品の家畜衛生条件別添のリスト国にルーマニアが追加（4月 30 日）…
〇ハンガリーのベーケーシュ県からの生きた家きん、家きん肉等の輸入が停止（5月 1日）…
〇シンガポール向け食用殻つき卵の輸出条件が改正（5月 7日）…
〇デンマークからの家きん肉等の一時輸入停止措置が解除（5月 13 日）…
〇イタリアから日本向けに輸出される馬の家畜衛生条件が締結（5月 25 日）
〇カザフスタンからの馬肉及び臓器の家畜衛生条件が締結（5月 25 日）…
〇外国から日本向けに輸出される偶蹄類の動物の乳及び乳製品の検査証明書が更新（5月 27 日）
〇ニュージーランドからの日本向け馬の輸入が停止（5月 27 日）
〇外国から日本向けに輸出される偶蹄類の動物の乳及び乳製品の検査証明書が更新（5月 29 日）
〇マカオ向け牛肉の輸出条件及び輸出検疫証明書様式の変更（6月 2日）…
〇外国から日本向けに輸出される偶蹄類の動物の乳及び乳製品の検査証明書が更新（6月 9日）…
〇…ハンガリーのコマーロム・エステルゴム県及びハイドゥ・ビハール県から日本向けに輸出さ
れる生きた家きん、家きん肉等の輸入一時停止措置が解除（6月 22 日）…
〇イタリアから日本向けに輸出されるめん羊・山羊肉の家畜衛生条件が締結（6月 29 日）

令和２年４月～７月の出来事

17 
 

   

門司支所 

所長         大友 浩幸 

次長        米川 和宏 

     庶務課長     宿里 正明 

     調整指導官    森田 悦至 

     統括検疫管理官  黒木 昭二 

     検疫第１課長   酒井 輝明 

     検疫第２課長   田上 勝則 

     検疫第３課長   吉岡 成美 

     博多出張所長   中島 一雄 

     福岡空港出張所長 阿久澤 義德 

     長崎空港出張所長 金田 幸樹 

     鹿児島空港出張所長 

山田 淳志 

  沖縄支所 

所長         鈴木 一弘 

     庶務課長     岩田 浩幸 

     調整指導官    新堀 均 

     検疫課長     小平 明宏 

     那覇空港出張所長 千葉 昌彦 

 
 
 

 

〇ドイツ（ザクセン・アンハルト州）からの家きん肉等の輸入が停止（4 月 1 日）  

〇米国サウスカロライナ州からの家きん肉等の輸入が停止（4 月 10 日）  

〇英国サフォーク州からの生きた家きんの一時輸入停止措置が解除（4 月 21 日） 

〇フランスのロワール・エ・シェール県からの生きた家きん、家きん肉等の一時輸入停止措置が解除（4 月 21 日）  

〇偶蹄類動物由来乳製品の家畜衛生条件別添のリスト国にルーマニアが追加（4 月 30 日）  

〇ハンガリーのベーケーシュ県からの生きた家きん、家きん肉等の輸入が停止（5 月 1 日）  

〇シンガポール向け食用殻つき卵の輸出条件が改正（5 月 7 日）  

〇デンマークからの家きん肉等の一時輸入停止措置が解除（5 月 13 日）  

〇イタリアから日本向けに輸出される馬の家畜衛生条件が締結（5 月 25 日） 

〇カザフスタンからの馬肉及び臓器の家畜衛生条件が締結（5 月 25 日）  

〇外国から日本向けに輸出される偶蹄類の動物の乳及び乳製品の検査証明書が更新（5 月 27 日） 

〇ニュージーランドからの日本向け馬の輸入が停止（5 月 27 日） 

〇外国から日本向けに輸出される偶蹄類の動物の乳及び乳製品の検査証明書が更新（5 月 29 日） 

〇マカオ向け牛肉の輸出条件及び輸出検疫証明書様式の変更（6 月 2 日）  

〇外国から日本向けに輸出される偶蹄類の動物の乳及び乳製品の検査証明書が更新（6 月 9 日）  

〇ハンガリーのコマーロム・エステルゴム県及びハイドゥ・ビハール県から日本向けに輸出される生きた家きん、家きん肉

等の輸入一時停止措置が解除（6 月 22 日）  

〇イタリアから日本向けに輸出されるめん羊・山羊肉の家畜衛生条件が締結（6 月 29 日） 

令和２年４月～７月の出来事 
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◎畜産物・動物の輸出入検疫数量実績（令和2年3月、4月）
●輸入畜産物（前年同月比）
　3月分の全体の輸入量は前年同月比 110.4％と増加しました。また、4月分の全体の輸入量は前年同月比 109.6％と増加しました。
●輸出畜産物（前年同月比）
… （単位：KG、アンプル、個 )

品目名　 輸入 輸出
3月 4月 3月 4月

骨類

骨 1,831,906 1,749,227 21,127 7,625 
砕骨 1,106,338 747,678 － －
蹄角 40,323 12,820 － 58 
骨腱 18,103 9,890 － －
蹄角粉 57,750 64,000 － －
その他の骨 － － － －

計 3,054,419 2,583,616 21,127 7,683 

肉類

牛肉

冷蔵 30,418,234 31,688,105 162,132 125,240 
冷凍 36,415,552 36,320,915 90,452 167,013 
その他 11,717 29,927 － 3 
加熱処理 40,550 24,799 － －

豚肉

冷蔵 35,527,942 38,279,230 2,804 4,396 
冷凍 64,102,317 65,486,318 173,092 181,942 
その他 5,711 5,792 － －
加熱処理 960,304 1,109,294 － －

めん羊肉 2,507,294 3,131,243 － －
山羊肉 28,873 39,680 － －
鹿肉 1,355 － － 0 
その他の偶蹄類肉 － － － －
加熱処理その他の偶蹄類肉 － 4 － －
ハム 266,802 300,105 73 －
加熱処理ハム 11,224 25,509 － －
ソーセージ 1,723,213 1,891,298 314 1,897 
加熱処理ソーセージ 915,890 972,092 － －
ベーコン 231,057 178,606 102 －
加熱処理ベーコン 3,037 7 － －
馬肉 437,864 305,286 － －
うさぎ肉 7,142 － － －
犬肉 － － － －
家きん肉 53,556,319 51,140,337 973,830 1,366,397 
家きん加熱処理肉 37,400,484 40,300,510 － －

非加熱
その他の肉

牛 609,595 571,465 2 13 
豚 145,443 148,401 10 44 
家きん 146,322 145,431 31,333 17,229 
その他 122,664 87,466 16,055 16,860 

加熱処理
その他の肉

牛 348,509 360,888 － －
豚 2,488,502 3,263,444 － －
家きん 3,385,273 3,068,551 － －
その他 404,026 355,177 － －

計 272,223,214 279,229,880 1,450,200 1,881,035 

臓器類

牛臓器 93,304 57,160 － 7 
豚臓器 39,901 72,043 － －
その他の偶蹄類臓器 6,887 4,155 － －
加熱処理牛の臓器 － － － －
加熱処理豚の臓器 － 40 － －

臓器類

加熱処理その他の偶蹄類臓器 － － － －
偶蹄類以外の臓器 86,117 91,681 2,259 2,220 
消化管等 3,110,918 3,015,854 17,045 10,510 
加熱処理消化管等 － － － －
ケーシング 394,410 344,061 － －
脂肪 4,055,935 4,032,290 － 500 
非加熱その他の臓器 － － － －
加熱処理その他の臓器 － － － －
加熱処理家きん臓器 267,217 361,025 － －
加熱処理その他の家きん臓器 470 18,782 － －

計 8,055,158 7,997,091 19,304 13,236 

卵類

殻付卵 － － 1,446,587 2,094,661 
液卵 600,142 604,655 3,120 1,008 
その他の卵 21,603 － 3,982 31,281 

計 621,745 604,655 1,453,689 2,126,950 

皮類

牛皮 2,491,610 2,138,384 1,080,532 662,884 
豚皮 83,204 104,696 4,885,392 6,203,454 
めん羊皮 － 14,220 － －
山羊皮 － － － －
鹿皮 7,055 11,338 － －
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品目名　 輸入 輸出
3月 4月 3月 4月

皮類

その他の偶蹄類の皮 － － － －
馬皮 76,629 46,053 － －
うさぎ皮 26,850 27,157 － －
犬皮 － － － －
その他の皮 － － － －

計 2,685,348 2,341,848 5,965,924 6,866,338 

毛類

牛毛 － 150 － －
豚毛 － 4,300 － －
羊毛 － 12 － －
山羊毛 2,710 17,350 － －
鹿毛 － － － －
その他の偶蹄類の毛 1,050 4,540 － －
馬毛 483 811 － －
うさぎ毛 － 171 － －
羽毛 161,717 162,061 27,429 22,296 
犬毛 － － － －
その他の毛 － － 4,753 6,747 

計 165,959 189,395 32,182 29,043 

乳製品類

チーズ 20,886,658 24,620,600 418 776 
バター 1,811,530 1,721,832 － 21,375 
偶蹄類動物の飼料用乳製品 8,415,165 3,247,883 － －
その他の乳製品 6,329,261 4,293,443 94,225 105,741 

計 37,442,615 33,883,759 94,643 127,892 

ミール類

血粉 61,588 372,380 － －
肉粉 2 100 － －
肉骨粉 － － － －
皮粉・羽毛粉 － － － －

計 61,590 372,480 0 0 

その他

精液（アンプル） 98,213 88,727 － 31 
受精卵（個） 288 370 － －
ふん・尿 － － 0 －

計 － － 0 －

わら類

穀物のわら 24,254,670 23,366,840 － －
飼料用の乾草 － － － －
その他 54,760 111,190 － －

計 24,309,430 23,478,030 0 0 
総計 348,619,478 350,680,754 9,037,069 11,052,177 

※　解放重量ベースの速報値

（単位：頭、羽、個、群）

動物名 輸入 輸出
3月 4月 3月 4月

牛

乳用繁殖用 － － － －
肉用繁殖用 － － － －
肥育用 － 1,499 － －
と畜場直行用 － － － －
その他 － － － －

豚 繁殖用 386 98 － －
その他 － － － －

めん羊 － － 10 －
山羊 － － 2 －
その他の偶蹄類 － － － －

馬

繁殖用 5 － － －
乗用 30 1 － －
競走用 2 41 17 －
肥育用 184 203 － －
と畜場直行用 － － －
その他 － － －

その他の馬科 － － － －
うさぎ 78 62 31 －
初生ひな（鶏） 38,926 56,419 － －
初生ひな（その他） － － － －
種卵（個） － － － －
蜜蜂（群） 726 － － －
指定検疫物以外の動物 11,021 9,854 
犬 556 167 357 151 
猫 217 85 115 50 
あらいぐま － － － －
きつね － 9 － －
スカンク － － － －
サル － 1,067 
※　解放頭羽数ベースの速報値
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動検時報はこちらにも掲載しています。
http://www.maff.go.jp/aqs/topix/
　　　　　　　　　pamphlet.html#jiho

最新のトピックスは
　　　　こちらへ➡

動物検疫所のホームページ http：//www.maff.go.jp/aqs/
農林水産省のホームページ http：//www.maff.go.jp/
OIE のホームページ http：//www.oie.int/eng/en_index.htm

　“ゆるキャラグランプリ２０２０THE FINAL” の投
票が 7 月１日から開始されました。クンくんは昨年に続
き、今年もエントリー♪
　これまで全国各地を飛び回っていたクンくんも今はス
テイホーム中です。みんなに会える日を楽しみに待って
いるそうなので、ゆるキャラグランプリでの応援・投票
お願いします！
　はたしてクンくんはグランプリに輝けるか！？

◎動検通信（病理・理化学検査課長）
令和２年度がスタートし、早４ヶ月が経過しました。新型コロナウイルス感染症の感染拡大を受け、新年度

が始まったばかりの４月７日に動物検疫所本所が所在する神奈川県を含む７都府県に緊急事態が宣言され、

その後４月16日には対象地域が全国に拡大されました。どこの職場でも新年度を迎えると新規採用者の研修

や歓迎会など華やいだ雰囲気が職場にあふれるこれまでの年とはすっかり変わり、３密（密閉、密接、密集）

を避けることが求められ、時差出勤、テレワーク、web会議などを活用した業務スタイルとなり、マスクの着

用や消毒の励行が日常になりました。

当課の業務は各支所では実施できない検査や新しい検査体制の導入の検討・整備など各支所の検査施設

の指導的な役割を担っています。

動物検疫所は日頃からウイルスや細菌など微生物を取り扱うため、その病原体を外部へ漏洩させず、検査

実施者の微生物学的危害を防ぐための設備として安全キャビネット、滅菌するための機器としてオートクレー

ブを保有しています。このような施設はバイオセーフティレベル（BSL）２と呼ばれ、新型コロナウイルスリ

アルタイムPCR（rPCR）検査も実施することができるレベルです。このたび、厚生労働省からの協力依頼に

基づき、全国５か所の動物検疫所は施設、検査機器が整備されていることから、新型コロナウイルスの検査体

制を整備することとし、当課の職員が外部で研修を受け、全国５か所の検査担当職員に技術伝達を実施し、体

制整備を進めてきました。４月６日に北九州市からの検査依頼を初め、門司支所、精密検査部海外病検査課に

て、これまで８件195 検体（７月１日現在）の検査を実施しました。緊急事態宣言が解除され海外からの入国

規制も緩和されつつあります。今後、第２波、第３波の到来も予想されることから、動物検疫所の検査業務に

加え、地方自治体等から新型コロナウイルスrPCR検査にも積極的に協力し、未曾有の国家の危機に貢献して

行きたいと思います。
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