
○ What’s New !

®

動 検 時 報
Vol.49-5　2016.10

貴重な豚の品種である、マンガリッツァ豚の輸入検疫を行いました。マンガリッツァ豚はハン
ガリーを原産地とした、羊のような巻き毛と高い体脂肪率が特徴です。ウーリーピッグ（羊毛
の豚）と呼ばれる外見も話題性は十分ですが、その肉質は脂肪交雑が入りやすいため霜降りに
なりやすく、肉色も赤味が強いことから見た目は牛肉に近く、一部では「Kobe Beef of Pork」
と呼ばれているようです。一時は絶滅の危機に瀕していましたが、現在は頭数を回復させてい
ます。また、2004 年にはハンガリーの国宝に認定されています。
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◎トピックス
・  第159回日本獣医学会学術集会におけ

る演題発表について
… （精密検査部海外病検査課）

平成 28 年９月６日（火）から８日（木）まで、
日本大学生物資源科学部（神奈川県藤沢市）に
おいて第 159 回日本獣医学会学術集会が開催さ
れ、当課から ｢ 海外から持ち込まれた未加熱家
きん肉から分離された鳥インフルエンザウイル
スの性状解析 ｣ について発表を行いました。当
課では昨年度から、携帯品で持ち込まれた未加
熱家きん肉等を対象に感染性ウイルスの保有状
況について調査を行っています。昨年度は、中
国や台湾で搭載された鶏肉やアヒル肉から鳥イ
ンフルエンザウイルス（H5N1、H5N6、H9N2、
H1N2）が８株、ニューカッスル病ウイルスが１
株分離されており、H5 亜型については HA 蛋白
開裂部位のアミノ酸配列から高病原性が示唆さ
れるものでした。本年度からは、北海道大学と
の共同研究を開始し、H5 亜型株を中心とした分
離株の詳しい性状解析を行っているところです。
発表では当所における水際対策について紹介

し、これまでの携帯品家きん肉等からのウイル
ス分離の状況、H5 亜型分離株における HA 遺伝
子系統解析、抗原性解析、病原性解析の結果につ
いて報告を行いました。講演中の会場からはた
め息や驚きの表情が伺え、質疑応答では分離材
料とした家きん肉の詳細や採材に関する質問が
ありました。スライドに掲載した生々しい丸鶏
の写真は会場の参加者に大きなインパクトを与
え、水際対策の重要性について理解と関心を得
ることができました。
今回の発表では今後の対応や対策に関しての

質問はありませんでしたが、こうした調査結果
を受け、これまでに動物衛生課を通じて汚染家
きん肉の搭載地域に対して情報提供を行い、旅
行客における畜産物の持ち出しの抑止対応につ
いて検討を促しているところです。また、精密
検査部危険度分析課において、汚染家きん肉の
所有者に関するプロファイリングについて検討
を進めており、将来的にリスクの高い所有者の
絞り込みが可能になれば、現行の水際対策をよ

り効率的、効果的に実施することが出来るよう
になると考えます。
本調査研究は全国の支所の協力を得ながら、

現在も継続して実施しているところですが、本
年度は中国で搭載されたアヒル肉から H7N9 亜
型の鳥インフルエンザウイルスが新たに分離さ
れています。詳しい性状解析はこれから実施し
ていくところですが、中国では同様の亜型株に
よるヒトへの感染や死亡事例が問題となってお
り、こうした株が持ち込まれる可能性について
も警戒する必要があります。引き続き、特に違
法に持ち込まれる未加熱畜産物の取扱いには十
分な注意を払うとともに、得られた成果につい
ては周知し関係機関と情報共有していきたいと
思います。

・  訪日外国人旅行者の急増等に対応する
ための CIQ の緊急増員について
… （企画管理部企画調整課）

昨年、我が国における観光立国推進の取組の
中、更なる増便が見込まれたことから、CIQ
（CIQ：Customs（税関）、Immigration（入国管理）、
Quarantine（検疫）の頭文字）の「機動的体制」
を構築することが盛り込まれ、検疫機関として
動物検疫所では、九州北部の地方空海港におけ
るクルーズ船や国際線の旅行者の携帯品検査に
機動的に対応できるよう、博多出張所に家畜防
疫官３名を緊急増員しました。
その後、訪日外国人旅行者が増加していく中、

「明日の日本を支える観光ビジョン構想会議」（平
成 28 年３月 30 日）において、平成 32 年に訪日
外国人旅行者数の目標数が引き上げられ、年間
2,000 万人から 4,000 万人を目標としていくこと
となり、地方空海港におけるクルーズ船や国際
線の増加が見込まれる状況となっています。
こうした中、平成 28 年度においてもCIQの緊

急的な体制整備を行うこととなり、動物検疫所
においては、急増する九州（門司港、博多港、長
崎港、鹿児島港等）や沖縄（那覇港、石垣港等）
のクルーズ船や国際線の旅行者の携帯品検査を
適切に行う機動的な体制を構築するための定員
要求を行い、門司支所博多出張所、同支所鹿児島
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空港出張所及び沖縄支所検疫課に各１名の新規
増員が認められました。
観光立国という大きな流れの中、近年、急速に

発展するアジア市場への欧米の船舶会社の進出
により、アジアから距離の近い九州や沖縄へ寄
港するクルーズ船の入港回数は増加傾向にあり
ます。九州では熊本地震の影響も最小限に止まっ
ており、今後もクルーズ船の増加が見込まれて
いるところです。今回の増員により、困難とな
りつつあったこれらの地域の地方空海港におけ
る携帯品検査に迅速な対応ができるようになる
ことが期待されています。

◎動物検疫関連情報
・  フランス産肥育用素馬から馬ピロプラ

ズマ病が摘発された事例の検疫対応に
ついて
… （神戸支所）

本年２月、当所苅藻検疫場に入検したフラン
ス産肥育用素馬において、日本に存在しないダ
ニ媒介性住血原虫病である馬ピロプラズマ病（以
下馬ピロ）が多頭数で摘発されたので、その概
要を報告します。
当該ロットは雄 88 頭、雌 61 頭、計 149 頭で、

平成 28 年２月３日、フランス・ルルドから関西
空港に到着しました。到着時に１頭が死亡して
おり、148 頭が苅藻検疫場に収容されましたが、
馬の監視伝染病を疑う臨床所見は観察されませ
んでした。フランス政府発行の輸出検疫証明書
は、家畜衛生条件を充足しており、馬ピロについ
ては血液塗抹鏡検（以下鏡検）及び補体結合反
応（以下CF）で陰性でした。また輸入者への指
導により自主検査として実施した蛍光抗体法（以
下 IFA）も陰性でした。
到着翌日に初回採血を実施し、鏡検で 11 頭に

馬ピロを疑う虫体が認められ、IFA でも５頭で
陽性反応を示しました。また、全頭について
PCR検査（遺伝子増幅検査）を実施したところ、
鏡検又は IFA で陽性の個体を含む 20 頭が陽性
となりました（B.…caballi …2 頭およびT.…equi …18
頭）。

（中央：馬ピロプラズマの原因となる住血原虫）

それらの馬及び疑わしい反応を示した馬計 25
頭を隔離した上で、２月 15日に２回目の採血を
実施したところ、新たに陽性反応を示した個体は
なく、初回検査で陽性となった 20 頭のうち鏡検
で７頭、IFAで２頭、PCR で４頭が再び陽性を
示しましたが、得られた検査結果は採血日や検査
方法によって大きく異なっていました。
以上のようにフランスの輸出検査で陰性であっ

たにもかかわらず、多頭数で摘発が生じているこ
と、各種検査結果が採血日や検査方法によって大
きく異なっていることなどから、同一ロットの他
の個体についても、係留期間中の検査では確実に
陰性であると証明することが困難と判断され、輸
入者と協議し、全頭安楽殺処分することとなりま
した。

各種検査で陽性となった馬については全頭苅
藻検疫場内で安楽殺し、剖検後焼却処分としまし
た。それ以外の馬については、関係府県と協議・
調整の上、苅藻検疫場で安楽殺後、輸送箱に詰め
て密封し、外装を消毒後、専用トラックで化製場
に搬送して処理を行いました。化製場では防疫官
の立会を実施しました。

処分終了後の畜舎の消毒は、殺ダニ剤散布及び
スチームクリーナーによる蒸気消毒により実施
し、糞便は全て焼却処分しました。

馬ピロ常在地であるフランスからの肥育用素馬
の輸入は初めての事例であり、輸入に当たっては
輸入者への事前指導や協議を重ねてきましたが、
的確な検査により国内への病気の侵入を防ぐこと
はできたものの、多頭数を安楽殺処分するという
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非常に残念な事例となりました。馬ピロは急性期
を過ぎると、抗体価が変動したり、虫体も現れた
り消えたりすることが知られており、本事例の各
種検査結果をみるにつけて、診断の難しい疾病で
あることを痛感しました。

今回の事態を受けてフランスから日本向けに輸
出される馬の家畜衛生条件は一時効力を停止し
ていましたが、本事例を踏まえた新たな家畜衛生
条件が締結され、平成 28年 10 月４日付けで輸入
一時停止措置が解除されました。再開後の輸入に
当たっては、輸入者などと、輸出国内の衛生状況
についての情報共有を積極的に行い、輸入家畜の
選畜や輸出検査（自主検査を含む）状況に合わ
せた事前協議を重ねることで、疾病侵入のリスク
を十分に下げ、日本への疾病侵入を防ぐ仕組をよ
り強固なものとしたいと考えております。

・  畜産物の輸出業務の現況
… （企画管理部企画調整課）

動物検疫所は、従来から水際防疫という観点か
ら、輸入検疫に重点をおき業務に取り組んでまい
りました。しかし、畜産物の輸出をめぐる環境は、
この数年で大きく変わっています。本年５月には
農林水産業の輸出力強化戦略が定められ、農林水
産業の成長のための施策として、国産農林水産物・
食品の輸出促進が政府の方針として掲げられて
おり、官民一体となり輸出環境整備に取り組んで
います。さらに観光立国実現の取組では、地域の
農畜産物のおみやげとしての円滑な持ち出しにつ
いて検討されており、動物検疫所の輸出検査もこ
れまで以上に注目されている状況です。

輸出条件整備も進み、平成 27年には、ロシア等
向けに牛肉が、台湾向けに卵及び卵製品が、オー
ストラリア向けに牛肉を含む常温保存可能品（レ
トルト食品、缶詰等）が輸出可能となりました。
また、香港向けの牛肉については、輸出対象の規
制が見直しされました。

平成 28 年には、個人用にお土産として輸出さ
れる畜産物に添付する輸出検疫証明書の簡易な
様式がシンガポールとの間で合意されました。こ
れにより我が国で初めて輸出検疫済みの畜産物を
お土産として販売できることとなり、インバウン

ドを輸出に結びつけるとの観点から注目されてい
ます。さらにブラジル向けに同様の簡易証明書の
添付による加熱牛肉等についても輸出が認めら
れ、引き続き、動物衛生課において他国とも同様
の交渉を進めていることから、今後お土産として
販売できる畜産物は増える見込みです。
このように、動物検疫所における輸出検査も

刻々と変化しており、また輸出者のニーズも多様
化しています。動物検疫所の防疫官もこうした変
化を意識しつつ、より一層迅速かつ丁寧な輸出検
査の実施、情報提供に取り組んでまいりたいと考
えております。

・  農政局における夏休み期間中の子どもを
対象とした見学イベントでの広報活動に
ついて

【関西空港支所より】
関西空港支所に配置されている検疫探知犬（以

下、探知犬）は、これまで多くのマスコミから取
材を受け、また、関西空港で開催されるイベント
にも数多く参加し、動物検疫所の広報活動には欠
かせないものとなっています。
関西空港支所では、例年、近畿農政局主催の「夏

休み子ども消費者の部屋」に広報パネル等を出展
していましたが、この度初めて探知犬を派遣して
広報活動を行いました。
「夏休み子ども消費者の部屋」は７月 29、30日
の２日間、近畿農政局で開催されました（延べ来
場者 306 名）。期間中、ブース展示に加え、29日
の 12 時半から 14 時まで探知犬コーナーとして、
①動物検疫の概要、業務内容の紹介、②探知デモ
ンストレーション、③質疑応答、④探知犬とのふ
れあいコーナーを実施しました。探知デモンスト
レーションでは、探知犬がかばんの中に入った肉
や果物などのターゲットを探し当てる様子を見た
子供たちから感嘆の声が揚がり、会場は拍手に包
まれました。その後の質疑応答では、「探知犬の
トレーニングは何年かかるのですか」、「探知犬は
どこで暮らしているのですか」など、様々な質問
があり、参加者たちの探知犬に対する関心の高さ
が感じられました。また、探知犬とのふれあいコー
ナーでは、満面の笑みで探知犬に触る子供たちの
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姿が印象的でした。
今回の取組では、子供たちに触られて探知犬

は少々疲れたようでしたが、子供だけでなく保
護者や近畿農政局の職員の方々にも参加いただ
き、幅広い層に向けた効果的な広報になりまし
た。また、探知犬を活用した広報はインパクト
が強いことを改めて実感しました。

関西空港支所では、急増している外国人旅行
客への対応のため、今年度も探知犬が増頭され、
現在６頭が活躍しています。日々の探知業務に
加え、動物検疫所の業務が広く国民に理解され
るよう、今後もこのような探知犬を活用したよ
り効果的な広報にも取り組んでいきたいと考え
ています。

【門司支所より】
門司支所では、昨年に続き８月３日及び４日

に熊本県の九州農政局において開催された夏休
み特別イベント「しっとっと？国のお仕事～夏
休み見学デー～」に参加しました。初日は245名、
２日目は 201 名の来場があり、動物検疫所の他
にも 10 団体が参加し、それぞれのお客さんを呼
び込むために様々な工夫を凝らしていました。
動物検疫所も、より多くの子どもに楽しんでも
らえるようなブースを設置して広報活動を行っ
たので紹介します。
パネル展示は、検疫探知犬の紹介、ご当地クン

くんマップ、肉製品持ち込みのフローチャート
等多くの写真やイラストを使用し、子どもが理
解しやすい展示を目指しました。昨年の経験か
ら、子どもたちは動物検疫業務に関連する体験
に興味を持っていると思われたため、顕微鏡、マ

イクロチップ、聴診器を使用できる体験に加え、
パソコンを操作しながら動物検疫に関するクイ
ズに答える体験を用意しました。私たちも体験
中の子どもたちに積極的に話しかけることで会
話が生まれ、同行した保護者の方にも動物検疫
所の業務についてお話することができました。
体験後の子どもたちには、「ご当地クンくん」の
ポストカード、ペーパークラフト、折り紙やマン
ガパンフレットなどを手渡しました。また、着
ぐるみクンくんが登場したときには皆さん楽し
そうに写真を撮っていました。動物検疫所ブー
スは比較的奥の方に設置されていましたが、近
くに自衛隊の「偵察用バイク」の試乗体験、正
面に九州農政局の「魚釣り」など注目を集めて
いる展示があり、これらを体験した後に動物検
疫所のブースにも足を運んでくる子どもが多く
いました。来年も参加することになりましたら、
今年以上にイベントを盛り上げたいと思います。

・  輸入動物の薬剤耐性菌モニタリングの
取組について
… （精密検査部微生物検査課）

抗菌性物質が効かなくなる薬剤耐性菌感染症
が世界的に拡大しており、国際社会に重大な影
響を与えています。WHO は 2015 年の総会で加
盟国に国家行動計画の策定を求めたことから、
今年４月、我が国で初めて「薬剤耐性（AMR）
対策アクションプラン」が策定されました。ア
クションプランには、人と動物等の保健衛生の
一体的な推進（ワンヘルス・アプローチ）が掲
げられています。
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畜産分野における薬剤耐性菌のモニタリング
は従来から動物医薬品検査所が実施しています
（動物由来薬剤耐性モニタリングシステム，
JVARM）。このモニタリングによって、国内の
ブロイラーから分離された大腸菌の第三世代セ
ファロスポリン薬に対する耐性が、2002 年以降
急激に増加したことが確認されました。調査の
結果、ワクチンの卵内自動接種システムにおい
て消毒薬代わりに使用した抗菌薬が要因であっ
たことが明らかとなり、その後の養鶏団体の自
主規制によって耐性菌は大幅に減少しています。
この事例はモニタリングの重要性を示すととも
に、他国においても同様の傾向が報告されてい
ることから輸入動物への調査の必要性が考えら
れました。
また近年、欧州各国で豚などの家畜からメチ

シリン耐性黄色ブドウ球菌（MRSA）が相次い
で分離されており、人への感染事例が報告され
問題となっています。米国やカナダの豚でも
MRSA の分布が報告されていますが、輸入動物
の実態について調査されていません。
このような背景のもと、本年度は肉用鶏初生

ひなの大腸菌および豚の MRSA について動物検
疫所として調査することとしました。
調査に先立ち、７月 27 日から２日間、動物医

薬品検査所にて７つの支所等の職員に対し技術
研修を行いました。研修では大腸菌および黄色
ブドウ球菌の分離同定法ならびに薬剤感受性試
験（微量液体希釈法）を習得しました。
大腸菌の調査は現在、到着港の採材協力のも

と、各検査担当所にて大腸菌の分離同定が進め
られています。収集した株は、微量液体希釈法
を用いた薬剤感受性試験を実施し、その結果を
JVARM に報告する予定です。MRSA の調査は
10 月から開始されます。調査で得られた情報に
ついては輸入者にフィードバックし、輸入動物
を取扱う人の公衆衛生向上にも役立てていきた
いと思います。

・  動物検疫所調査研究業績集の編纂につ
いて
… （精密検査部危険度分析課）

動物検疫所は、家畜伝染病予防法などに基づ
く動物、畜産物の検疫業務を主な業務としてい
ますが、これと併行して水際検疫に必要とされ
る検査体制の整備や検査技術の向上、また検疫
対応の見直しにつながる調査研究も実施してお
り、これらの成果は、年１回開催される動物検疫
所業績発表会などを通じて所内で共有してきた
ところです。今年から新しい取組みとして、監
視伝染病の摘発事例や検疫業務の効果の検証、
各種モニタリング調査の結果など、広く家畜衛
生関係者の参考としていただけるような成果に
ついて、動物検疫所業績集として取りまとめ、公
表することとしました。けい留検査中に監視伝
染病を摘発していく過程においては監視伝染病
以外の疾病が確認されることも多く、これらは
国内の家畜衛生においても有用な情報と期待さ
れます。また、限られた家畜防疫官により行わ
れている現場の業務内容やその工夫などを広く
知っていただくことで、水際検疫を身近なもの
として捉えていただき、国内の家畜を衛るとい
う同じ目的に向かって家畜衛生関係者と思いを
共有できればと考えています。この業績集が関
係者の方々の参考となり、国内防疫と水際防疫
とのコミュニケーションの契機となれば幸いで
す。

・  海外疾病情報―Seneca Valley Virus
について
… （精密検査部危険度分析課）

水疱性疾病の一つである Seneca…Valley…Virus
（以下、SVV）は 1980 年代初頭、米国で初めて
確認された病原体ですが、昨年の秋にブラジル
と米国の各地で感染があらためて確認されるよ
うになり、また、豚への病原性が強まっているこ
とが報告されています。日本ではまだ報告がな
い疾病ですが、本年も７月中旬に米国アイオワ
州のと畜場２ヶ所での発生報告があったことか
ら、今後の水疱性疾病の病性鑑定を行っていく
上でも重要と考えられる本疾病について、最近、
米国及び英国より発信された科学的知見 *1 をと
りまとめました。
SVV は、口蹄疫ウイルスや豚水胞病ウイルス
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と同じピコルナウイルス科に属するエンベロー
プを持たない一本鎖 RNA ウイルスです。ヒト
由来の培養細胞に感染し、腫瘍溶解性を有する
ことから、ガン治療の観点から研究されている
有用なウイルスでもあります。SVV 感染豚は、
口蹄疫や豚水胞病等と似た症状、すなわち、鼻部
や口腔等の水疱 *2、びらん、蹄部の潰瘍や蹄壁の
脱落、一過性及び軽度の食欲減退及び跛行、新生
子豚の突然死（日齢が進むと抵抗性あり）、軽度
の発熱等を示します。このため、同じ水疱性疾
病である口蹄疫等の重要疾病との類症鑑別が重
要となります。しかしながら、口蹄疫が否定さ
れた後の検体について、最終診断まで行ってい
る国は少ないため、米国、ブラジルを除く他国に
おける SVV 感染症の発生状況は明らかになって
いません。近年、ブラジルと米国で確認された
株は、遺伝子検査の結果、高い相同性を有してい
ることとともに、1980 年代等の分離株とは遺伝
学的に異なることが分かりました。本ウイルス
が国内に侵入した場合、口蹄疫等を疑う水疱性
疾病の事例が増加する恐れがあります。
SVV は糞便、唾液中に排泄される他、ウイル

ス血症も起こすことから、血液、肉、肉製品及び
その他の動物由来製品についても感染源となり
得ます。これらの分泌物や排泄物、又は汚染さ
れた畜産物や媒介物を摂取又は吸引することに
より、伝播が起こる可能性があります。この他、
野外感染事例において、水疱病変が治癒した後
でも 1ヶ月間、口腔液から遺伝子が確認され、ま
た、精液中からもウイルスが検出される例が確
認されていることから、生体又は精液の伝播へ
の関与も否定できません。また、感染試験の結
果から、ウイルス接種後 15 日目までに抗体が産
生されることが確認されています。なお、牛に
ついても、過去の発生状況から SVV に感染し、
抗体を産生するものの、水疱等の病変は示さな
いと考えられています。
豚の SVV 感染の確定診断は RT-PCR により

行うことができます。抗体検査では、最近、米国
でモノクローナル抗体が作製され、抗 SVV 抗体
を特異的に検出する新たな競合 ELISA の開発が
試みられています。
現在、動物検疫所では RT-PCR の検査体制を

整備するとともに、農研機構動物衛生研究部門
と協力して中和試験の実施に向け準備を進めて
います。

*1…
① SENECA…VALLEY…VIRUS：
http://www.swinehealth .org/wp-content/
uploads/2016/03/Seneca-Valley-Virus.pdf
② EMERGING…PIG…DISEASE…ASSOCIATED…
WITH…SENECA…VALLEY…VIRUS… IN…THE…
AMERICAS：
ht t p : //a hv l a . de f r a . gov. u k /do cument s /
surveillance/diseases/seneca-valley-virus.pdf
*2　出典：全米養豚獣医師協会公表資料

・  平成28年熊本地震について
… （門司支所）

まず始めに、熊本地震で亡くなられた方へ哀
悼の意を表するとともに、早期の復興を心より
お祈り申し上げます。
熊本地震は、マグニチュード 6.5 の前震が平成

28 年４月 14 日午後９時 26 分に、マグニチュー
ド 7.3 の本震が 16 日午前１時 25 分に熊本市を
震源として発生しました。その時、熊本空港の
ある熊本県益城町では、震度７が２回記録され
ました。
この地震では、家屋の倒壊、新幹線や在来線の

停止や運休、橋の崩落、道路の陥没等による高速
道路、一般道路の寸断、ライフラインの断絶など
甚大な被害になりました。
地震発生前の熊本空港には、台湾、韓国、香港

から毎日、週８便就航しており、福岡空港出張所
から出張対応していました。前震翌日の 15 日に
は、台湾便の到着があり、博多出張所職員ととも
に余震が続く中、途中まで開通している高速道
路を使い、約５時間かけて官用車で熊本空港へ
向かいました。本震発生の 16 日には様々な情報
が錯綜する中、熊本空港への移動途中に台湾便
運休の連絡が入り、大渋滞の中、佐賀空港の検査
対応に切り替え、混乱の中でも効率的に対応し
ました。
本震以降、熊本空港の国際線は全便運休とな
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り、６月３日に一部運航が再開されましたが、香
港便が鹿児島空港に変更されるなど九州内の国
際線運航スケジュールが大幅に変わり、検査対
応に苦慮しました。また、高速道路も長期間寸
断され、八代港の稲わら検査は、鹿児島空港出張
所から官用車で約５時間かけて移動して行うな
ど、管内の動物検疫所でやりくりをして対応し
ました。
九州の各空港は、動物検疫所事務所から遠距

離にある空港が多く、出張対応しており、今回の
災害では職員が常駐している税関、入国管理局、
植物防疫所等から多くの情報をいただきました。
今回のような緊急事態の中で、迅速に情報収集
を行い、適確に判断し、現場の検査対応者に正確
に伝達することは、効率的で適切な検査対応を
する上で重要だと痛感しました。

・  南米アスンシオン便り第１号
… （JICA…西野…重雄（動検OB））

現在パラグアイ共和国の国立家畜衛生局研究
所（SENACSA）に JICAシニア海外ボランティ
アとして派遣されております西野重雄といいま
す。今後不定期にてパラグアイからの便りを届
けたいと思います。
６月 29 日に到着し JICA パラグアイ事務所お

よびイタグア市にてオリエンテーションおよび
生活訓練を受け７月 22 日に配属先に着任しまし
た。配属先は、昭和 60 年～ 61 年にかけ JICA家
畜衛生専門家として派遣されていたところです
が、この 30 年間にすっかり変貌を遂げていまし
た。当時ブルセラ病の凝集抗原作成の技術移転
が図られ、私は野外でのブルセラ菌分離、補体結
合反応を試みていました。当時に供与された機
材はしっかりと動いており、その他多くの機材
が導入されていました。当時のカウンターパー
トDra.Nely…Ortiz が検査室総局長になっており、
他は既に退職して検査関係の会社を経営してい
るとのことでした。さて今回もブルセラ病の要
請で派遣されましたが、既に全て確立しており
お手伝いする部分があるのだろうかと思ってい
ますが、しばらく観察してから活動をしたいと
思っています。

（SENACSAブルセラ部凝集抗原作成室）
配属先は、日本の動物検疫所、動物医薬品検査

所、動物衛生研究所並びに家畜保健衛生所が合
体したような組織で、首都アスンシオン市の隣
のサンロレンソ市にあります。私が配属された
本所には約600名、地方事務所を合わせると1,500
名程の陣容を抱えています。農牧省から独立し
た独立行政法人といったところで、今年中には、
農牧省の牧畜副省が敷地内に移転してくるよう
です。SENACSA の総裁は当国の首席獣医官で
OIE の理事を務めています。畜産、畑作（特に
大豆）を主体とする農業国で、SENACSA の隣
には国立植物衛生研究所があり、また幹線道路
を挟んで国立アスンシオン大学、農学部、獣医学
部等があり、農業行政・研究機関等が集積した
ところです。

・  旧敦賀出張所は、今
… （中部空港支所小松出張所）

中部空港支所小松出張所では、富山、石川およ
び福井県の北陸３県を管轄し、小松空港・金沢
港（石川県）と富山空港・伏木富山港（富山県）
における検査を実施しています。
現在、福井県内には検査場所がありませんが、

かつて敦賀市に動物検疫所があったことが動検
時報（平成 21 年 10 月号）に掲載されたことを
ご記憶の方もおられるかと思います。
「縄間（のうま）の検疫所」と呼ばれたこの施
設は、旧農商務省獣類検疫所神戸支所敦賀出張
所として、大正５年から昭和 30 年代まで使用さ
れ、最盛期の昭和 10 年には１万５千頭の朝鮮半
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島からの牛の輸入検疫を行っていたとのことで
す。場所は、敦賀港から敦賀半島東海岸に沿っ
て約８ｋｍ程の縄間地区にあり、「昔は、道路沿
いに本館が見えた」とのことでしたが、残念な
がら平成 22 年に本館が取り壊され、今では検疫
場跡地を探すのも困難となっています（桟橋と
牛通路トンネルは現存）。
しかしながら、当時検疫場にあった分銅を使

用した牛の体重計（看貫秤）が、当時の本館や
活気ある場内風景の写真とともに敦賀市相生町
の「みなとつるが山車会館」に大切に保存・展
示されています。本館写真では、「敦賀税関支署
家畜検疫所」の看板が掲げられており、大正・
昭和初期には所管が変わっていたようです。

（牛体重計）
動物検疫所は、業務増加に伴い新設される施

設もあれば、ひっそりとその役目を終える施設
もあり、折々の社会情勢とともに業務内容も変
化しています。今も残った桟橋前に立ち、かつ
て風雪に耐え口蹄疫・牛疫など家畜伝染病の侵
入防止に心血を注いだ先輩方が此所にいたこと
を思うと、「家畜防疫官の存在意義」を改めて問
われたような気がします。
最後に、施設所在地や当時の状況を親切・丁

寧に教えていただきました敦賀市教育委員会文
化振興課および「みなとつるが山車会館」職員
の皆様に感謝申し上げます。

・  動物検疫所の歴史⑨　－終戦、戦後のは
じまりの頃－
… （動物検疫所長）

書庫から出てきた 19 年後半の輸出入検疫成績
の報告書によれば、19 年 12 月の実績は、動物は
朝鮮からの牛 317 頭が門司に、樺太からの馬 29
頭が小樽に輸入されているだけで、畜産物は中
華民国などからの牛肉、豚肉、骨粉、皮など計
900 トンが門司、神戸、大阪などに輸入にされた
だけになっています。20 年３月現在、各地の運
輸通信省海運局に所属する家畜検疫所の所在地
は、小樽、函館、横浜（八幡橋、山下町）、名古屋、
大阪、神戸、敦賀、門司（福浦、田ノ浦）、長崎、
厳原、鹿児島、博多となっていますが、ほとんど
輸入がなくなってしまった横浜（八幡橋）では、
畜舎を船員養成所宿舎に貸し出したとあります。
昭和 20 年８月終戦。９月には、連合国軍最高

司令官総司令部（GHQ）の承認のない輸出入は
全面禁止され、職員も引揚げ援護などの他業務
の援助をされていたとのこと。
終戦に前後して行政組織もめまぐるしく見直

され、日本獣医師会発行の「家畜衛生史」によ
れば、港湾関係の行政組織の見直しもはじまり、
21 年には海運局から税関が独立、人の検疫業務
も厚生労働省に移管されます。農林省でも植物
検疫、家畜検疫業務の農林省への移管の検討が
はじまり、昭和 21 年 11 月の農林次官から運輸
次官への文書「動植物検疫機関移管に関する件」
では、検疫施設は各国とも農業担当省が直轄し、
国内の防除、防疫事業と一括運営しており、連合
国軍の食糧用農産物の輸入増加、我が国周辺の
家畜防疫施設の喪失により病害虫侵入や家畜伝
染病の侵入の危険性が大きくなる中、国内と一
体となった活動の促進が緊要、としています。
この件は GHQ にも説明され、翌 22 年１月には
農林省への移管を勧告する覚書が GHQ から発
せられ、４月には農林省の動植物検疫所が設置
されます。動植物検疫所は横浜、神戸、門司に置
かれ、その下に９出張所がおかれます。この 22
年から、ララ物資（米国の団体からの援助物資）
の乳牛や山羊の輸入が横浜ではじまったとされ
ていて、20 年代終わりの要覧の輸出入検疫実績

− 10 −

No.1 − 10



には、昭和 21 年に動物、畜産物ともきれいに「０」
が並んだ後、22 年には牛 25、緬山羊 193、羊毛
3,939、皮 689 などの数字が並んでいます。戦後
の動物検疫のスタートです。

横浜の昭和 20 年代前半のものと思われる写真向
こうには本牧岬、山羊の入検準備か、・・・違っ
ていたら誰か教えてください

◎所内情報
・  動物検疫所における研修を終えて
… （石橋　恵）

今年４月から畜産物検疫課に所属し、研修を
させていただきました。課員の皆さんが温かく
迎えてくださり、初日から不安がなくなりまし
た。
まず印象的だったのは、通関業者をはじめ外

部との関わりが多い現場において、多くの方が
「動検さんは相談しやすくてとても助かる」と言
われたことです。これも先輩方の功績なのだと
思いました。
畜産物検疫課の管轄する横浜港では、肉類等

のほか、あまり馴染みのないケーシングの検査
や旅客フェリーの検査も経験できました。さら
に書類検査や外国人対応を通じて語学力の必要
性を実感しました。
日々の業務を通じて衝撃的に感じたことは、

取り扱う畜産物の種類の多さと電話問い合わせ
の多さでした。的確に対応するには関連法規の
理解と豊富な知識が必要で、戸惑うこともあり
ましたが、周りの人に相談し、情報を共有し、協
力して解決していくという、日頃から信頼関係

を築くことの大切さを学びました。さらに事案
に対して自分の考えを持ち、広い視野でバラン
スよく対応することの重要性を認識しました。
今後は教わるだけでなく、自身の考えと判断

が求められます。水際防疫という責任の重大さ
を改めて感じ、家畜防疫官の一人として今後も
努力を続けていかねばならないと気持ちを新た
にしております。
最後になりましたが、お世話になった畜産物

検疫課の皆さま、各研修で丁寧にご指導くださっ
た多くの方々にこの場をお借りして心よりお礼
申し上げます。

・  動物検疫所での半年間の研修を終えて
… （大島　芙美）

４月からの研修期間が終了しました。私は企
画管理部調査課に在籍し、動物検疫に関するデー
タ統計処理、システム運用等、配属当初想像もし
ていなかったこれらの業務に携わらせていただ
きました。初めは、当課の業務内容を関係法令
と関連づけて動物検疫というものを理解するこ
とが難しく感じることもありました。しかし限
られた期間ではありましたが、畜産物検疫課、動
物検疫課、羽田空港支所や川崎出張所といった
現場での研修で、様々な業務を実際に経験する
ことで、少しずつ関係法令との関わりや当課の
業務の意義について理解を深められたと思いま
す。
動物検疫所の業務はどのような状況において

も、関係法令に基づいた正確な対応が求められ
てくると思います。そのためにも自身の行動に
責任を持ち、常に考えながら業務に励んで参り
たいと思います。
最後になりましたが、お世話になった調査課

の皆様、各研修先で丁寧に指導してくださった
多くの方々にこの場をお借りして心より感謝申
し上げます。

・  動物検疫所における研修を終えて
… （鎌田　柚）

この４月から動物検疫課に所属し、動物検疫
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所の研修をさせていただきました。
加えて、６月は成田空港での臨機検査研修、７

月は畜産物検疫課にて畜産物の検査業務研修、
８月は羽田空港での空港業務研修を行いました。
半年が過ぎるのはあっという間で、業務の習得
とはほど遠いものの、業務の内容を全体的に理
解でき、非常に実りある研修であったと感じて
います。動物検疫課で研修していると、どうし
てもうまく採血することや、正しい検査手技を
覚えることに精一杯で、手段が目的になりがち
な場面が何度もありましたが、そんなときはす
べての業務の基盤となっている法律を思い出し、
業務に結びつけることで目的を意識するよう心
がけました。
10 月からは本省動物衛生課での研修が始まり

ます。現場と行政、どちらも勉強することで家
畜衛生についての理解をより深められるよう、
どんな仕事も積極的に取り組んでいきたいです。

・  研修中に印象に残ったこと、学んだこと
今後の研修に向けた抱負等の所管
… （中谷　大地）

病理・理化学検査課で印象に残ったことは、
検査業務全体が精密に組み立てられていること
です。動物検疫所での検査は、結果次第では動
物や畜産物の輸出入が認められないこともあり
ます。そのため間違えがないよう、検査器具の
管理や検査工程が細かく取り決められており、
そのことに大変驚きました。
また、研修前は、検疫探知犬は、動検の広告塔

に過ぎない存在と思っていましたが、空港での
働きと人気を目の当たりにし、携帯品検査には
無くてはならない存在であることがわかり、感
動しました。
今後、最もやりたいことは、空港での一般旅行

客へのカウンター対応です。検査カウンターは
動物検疫を広く国民の方に知ってもらうための
貴重な場所でもあります。お土産の肉製品が持
ち込めないとなった場合でも、お客様に納得し
ていただき、動物検疫所に良い印象を持ってい
ただけるように、懇切丁寧な接客を心掛けてい
きたいです。

・  動物検疫所における研修を終えて
… （渡邉　美和）

４月から９月まで、川崎出張所で畜産物の輸
出入検疫と郵便物検査の業務に携わりました。
また動物検疫課で繁殖豚の入検から解放までの
３週間、羽田空港で犬猫の輸出入やカウンター
業務について１週間研修を受け、成田空港の臨
機検査や畜産物検疫課で業務の見学も行いまし
た。川崎出張所での輸入畜産物は多くが肉製品
のため、様々な畜種・多様な部位の肉製品を見
て学ぶことができました。郵便物業務において
はどの国からどんな品物が送られてくるのか、
その国の人々の生活を少しでも知ることができ、
より身近に感じるようになりました。
この半年間畜産物や郵便物の現物に触れ、そ

れぞれ対応していくなかで法律を基に判断する
ことがいかに重要かを学びました。適切な判断
をするために各家畜防疫官が様々な経験を積み、
正しい知識を持ち、共有することが非常に重要
だと感じました。幅広い業務において様々な知
識を身につけるとともに法律についても理解を
深め、家畜防疫官として正しい判断ができるよ
うに学んでいきたいです。
最後になりましたがこの半年間、牧田所長を

始め川崎出張所の方々、また研修に伺った先で
多くの方々に大変お世話になり、とても感謝し
ています。ご迷惑をおかけすることも多々あっ
たと思いますが、時間を割いて対応してくださ
り本当にありがとうございました。

・  所内研修履歴（８～９月）
【平成 28 年度動物検疫所新規採用者集合研修
（前期）】
期間：…平成 28 年９月７日～９日
場所：…横浜本所
人数：…17 名
内容：…家畜衛生条件、家畜衛生行政の動向、感染

症予防法関連等の業務遂行のために必要
な基礎的知識、技能及び能力の向上及び
業務研修報告
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【平成 28 年度家畜防疫官研修（技術１）】
期間：…平成 28 年９月 13 日～９月 16 日
場所：…横浜本所
人数：…５名
内容：……サルモネラ検査、Ａ型インフルエンザ

LAMP 法、貝の解剖等の検査室業務に必
要な基礎的知識及び技能の習得

・ 人事異動
（平成 28 年８月２日～平成 28 年 10 月１日まで）

（平成 28 年８月２日付け）
鈴木　聡子　育児休業（検疫部動物検疫課）
片倉亜紀恵　検疫部動物検疫課（臨時的任用）

（平成 28 年８月８日付け）
池上　智美　休職（神戸支所庶務課庶務係長）

（平成 28 年８月 14 日付け）
仲田友希実　門司支所福岡空港出張所（臨時的

任用）

兒嶋　瑠美　職務復帰（羽田空港支所東京出張
所）

（平成 28 年８月 16 日付け）
佐治　悠自　企画管理部企画調整課兼食料産業

局輸出促進課付（企画管理部企画
調整課）

藤田　　明　総務部会計課（独立行政法人農林
水産消費安全技術センター総務部
会計課）

（平成 28 年８月 22 日付け）
福田　雅義　育児休業（川崎出張所主任検疫官）

（平成 28 年９月１日付け）
宮崎　光樹　総務部会計課調達係長兼総務部庶

務課（独立行政法人農業者年金基
金業務部給付課主査）

大江　紗希　検疫部畜産物検疫課（消費・安全
局動物衛生課検疫業務班検疫調整
係長）

林　　史明　職務復帰（門司支所博多出張所）
大内眞保子　羽田空港支所検疫課（臨時的任用）
山口　菜美　消費・安全局動物衛生課検疫業務

班検疫調整係長（精密検査部危険
度分析課）

（平成 28 年９月８日付け）
石渡　祥子　任期満了（精密検査部微生物検査

課（任期付任用））

（平成 28 年９月９日付け）
林　奈央子　育児休業（精密検査部微生物検査

課付）
石渡　祥子　精密検査部微生物検査課（任期付

任用）
相川　雅彦　復職（成田支所旅具検疫第１課主

任検疫官）
（平成 28 年９月 10 日付け）
福田　雅義　職務復帰（川崎出張所主任検疫官）
（平成 28 年９月 16 日付け）

山田　悠子　総務部庶務課（臨時的任用）
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（平成 28 年９月 26 日付け）
多田　　茜　任期満了（羽田空港支所東京出張

所（臨時的任用））

（平成 28 年９月 27 日付け）
多田　　茜　羽田空港支所東京出張所（臨時的

任用）
小財　　恵　育児休業（羽田空港支所東京出張

所）
福田もと美　育児休業（門司支所博多出張所）

（平成 28 年９月 29 日付け）
林　　紗希　退職（羽田空港支所東京出張所（任

期付任用））

（平成 28 年９月 30 日付け）
林　　紗希　羽田空港支所検疫課（新規採用）
笹澤　将史　関西空港支所検疫第１課（新規採

用）
鶴田　有紀　門司支所博多出張所（羽田空港支

所検疫課）
浅野　将人　門司支所鹿児島空港出張所（関西

空港支所検疫第２課）
山﨑　淑子　羽田空港支所東京出張所（臨時的

任用）
照屋　夏月　沖縄支所検疫課（臨時的任用）
伊藤　　保　退職（羽田空港支所庶務課会計係

長）
横山亜由子　退職（成田支所旅具検疫第２課（臨

時的任用））

（平成 28 年 10 月１日付け）
佐藤　光晴　静岡出張所長（中部空港支所検疫

課長）
浅井　雅俊　成田支所貨物検査課長（門司支所

博多出張所長）
平賀　英子　中部空港支所検疫課長（静岡出張

所長）
佐藤　一之　中部空港支所小松出張所長（成田

支所貨物検査課長）
中原　一馬　関西空港支所検疫第３課長（羽田

空港支所検疫課主任検疫官）

小川　　誠　門司支所庶務課長（独立行政法人
家畜改良センター宮崎牧場総務課
課長補佐）

成ヶ澤　敬　門司支所博多出張所長（中部空港
支所小松出張所長）

仙波　裕信　精密検査部病理・理化学検査課主
任検疫官（成田支所旅具検疫第１
課主任検疫官）

柴田　明弘　精密検査部海外病検査課主任検疫
官（精密検査部海外病検査課）

岩田　　啓　精密検査部病理・理化学検査課主
任検疫官（精密検査部病理・理化
学検査課）

矢野　貴則　成田支所旅具検疫第１課主任検疫
官（成田支所旅具検疫第１課）

相田　美穂　羽田空港支所検疫課主任検疫官
（羽田空港支所東京出張所主任検
疫官兼羽田空港支所検疫課）

鈴木　剛史　関西空港支所検疫第３課主任検疫
官（関西空港支所検疫第１課）

横山　一星　関西空港支所検疫第３課主任検疫
官（関西空港支所検疫第１課）

青島　圭介　関西空港支所検疫第３課主任検疫
官（関西空港支所検疫第１課）

宮本　英昭　総務部庶務課庶務係長（総務部会
計課国有財産係長）

浦沢　龍一　総務部会計課国有財産係長（独立
行政法人農業者年金基金総務部経
理課主査）

西本　　愛　企画管理部企画調整課（検疫部畜
産物検疫課）

濱砂　裕子　企画管理部危機管理課（川崎出張
所）

永友恵美奈　検疫部畜産物検疫課（企画管理部
危機管理課兼検疫部畜産物検疫
課）

稲垣麻由子　精密検査部危険度分析課（検疫部
動物検疫課）

吉村　明子　川崎出張所（企画管理部危機管理
課）

下久保奈都美…川崎出張所（精密検査部・病理・
理化学検査課）
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岡本　悠介　新潟空港出張所（関西空港支所検
疫第１課）

佐藤美彩子　成田支所庶務課会計係長（関東農
政局統計部統計専門職兼関東農政
局総務部会計課）

大泉　　弘　成田支所旅具検疫第１課（成田支
所旅具検疫第２課）

上野山　慧　成田支所動物検疫第１課（門司支
所検疫第２課）

太田　　勇　羽田空港支所庶務課会計係長（動
物医薬品検査所会計課会計係長）

渡邉　正人　羽田空港支所検疫課（羽田空港支
所東京出張所）

間　　夏彦　羽田空港支所東京出張所（新潟空
港出張所）

南　久美子　羽田空港支所東京出張所（羽田空
港支所検疫課）

伊村あゆみ　神戸支所庶務課庶務係長（神戸支
所庶務課庶務係主任）

池田　　翼　門司支所庶務課会計係長（門司支
所庶務課）

野本　英絵　検疫部動物検疫課兼消費・安全局
動物衛生課（成田支所動物検疫第
１課）

鈴木　祐子　検疫部動物検疫課（検疫部動物検
疫課兼消費・安全局動物衛生課）

若尾　英之　検疫部畜産物検疫課（検疫部動物
検疫課兼消費・安全局動物衛生課）

浪川　彩花　精密検査部微生物検査課（検疫部
動物検疫課兼消費・安全局動物衛
生課）

菊池　晏那　北海道出張所（中部空港支所検疫
課）

茨木　美和　川崎出張所（検疫部動物検疫課兼
消費・安全局動物衛生課）

金子　拓矢　成田支所旅具検疫第２課（北海道
出張所）

郡山　実優　成田支所旅具検疫第２課（成田支
所貨物検査課）

田代　　渚　成田支所貨物検査課（成田支所旅
具検疫第２課）

上原　知江　羽田空港支所検疫課（川崎出張所）

来住　哲也　神戸支所岡山空港出張所（神戸支
所広島空港出張所）

鈴木　　瞳　関西空港支所検疫第２課（羽田空
港支所東京出張所）

伊藤　亜希　門司支所福岡空港出張所（中部空
港支所検疫課）

大島　芙美　検疫部動物検疫課兼消費・安全局
動物衛生課（企画管理部調査課）

鎌田　　柚　検疫部動物検疫課兼消費・安全局
動物衛生課（検疫部動物検疫課）

石橋　　恵　検疫部動物検疫課兼消費・安全局
動物衛生課（検疫部畜産物検疫課）

中谷　大地　検疫部動物検疫課兼消費・安全局
動物衛生課（精密検査部病理・理
化学検査課）

渡邉　美和　検疫部動物検疫課兼消費・安全局
動物衛生課（川崎出張所）

金山　俊作　羽田空港支所検疫課兼消費・安全
局動物衛生課（羽田空港支所検疫
課）

日比野　恵　川崎出張所（臨時的任用）
西村英里奈　成田支所旅具検疫第２課（臨時的

任用）
吉田　艶枝　神戸支所広島空港出張所（臨時的

任用）
岩田　浩幸　動物医薬品検査所会計課予算決算

係長（成田支所庶務課会計係長）
井川　幸造　独立行政法人農林水産消費安全技

術センター総務部会計課長（門司
支所庶務課長）
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畜産物・動物の輸出入検疫数量実績（平成28年7月、8月）

●輸入畜産物（前年同月比）
　7 月分の全体の輸入量は前年同月比 94.8％と減少しました。卵類と毛類が増加しましたが、ミール類が大幅に減少しています。他に
ついては 10％前後で増減しています。
　8月分の全体の輸入量は前年同月比 110.7％と増加しました。卵類、皮類、毛類、ミール類の増加が顕著でした。他については 15%前
後で増減しています。
●輸出畜産物（前年度比）
　7 月分の全体の輸出量は前年同月比 91.5％と減少しました。骨類、臓器類、毛類が大幅に減少しています。他については 15％前後で
増減しています。
　8月分の全体の輸出量は前年同月比 88.7％と減少しました。骨類、肉類、卵類が増加しましたが、皮類が大幅に減少しています。他に
ついては 15%前後で増減しています。
… （単位：KG）

品目名
輸入 輸出

7月 8月 7月 8月

骨類

骨 2,040,466… 2,046,747… 29… 165…
砕骨 1,083,041… 1,256,520… − −
蹄角 62,994… 13,942… − −
骨腱 67,496… 36,114… − −
蹄角粉 107,401… 62,806… − −
その他の骨 − − − −

計 3,361,398… 3,416,128… 29… 165…

肉類

牛肉

冷蔵 23,026,068… 23,942,553… 83,793… 96,518…
冷凍 27,151,881… 30,021,263… 50,046… 83,315…
その他 13,722… 13,027… 210… 1,000…
加熱処理 343,731… 447,899… − −

豚肉

冷蔵 27,609,476… 30,785,371… 1,093… 977…
冷凍 51,065,872… 57,564,596… 291,452… 311,118…
その他 605… 9,878… 12… 12…
加熱処理 1,134,344… 1,327,648… − −

めん羊肉 1,666,559… 1,282,135… − −
山羊肉 40,148… 38,802… − −
鹿肉 − 1,251… − −
その他の偶蹄類肉 1,013… − 4… −
加熱処理その他の偶蹄類肉 − − − −
ハム 266,225… 306,883… 306… 236…
加熱処理ハム 35,424… 28,323… − −
ソーセージ 1,267,425… 1,201,121… 2,169… 1,501…
加熱処理ソーセージ 1,654,170… 1,922,511… − −
ベーコン 172,029… 159,916… 825… 487…
加熱処理ベーコン 3… 970… − −
馬肉 500,353… 441,979… − −
うさぎ肉 25,545… 4,496… − −
犬肉 − − − −
家きん肉 66,042,904… 69,554,280… 660,709… 789,320…
家きん加熱処理肉 13,627,613… 13,535,534… − −

非加熱
その他の肉

牛 525,707… 435,675… 4,704… 2,940…
豚 39,133… 29,459… 6,895… 6,305…
家きん 529,703… 797,054… 56,614… 14,409…
その他 60,685… 38,891… 20,429… 35,289…

加熱処理
その他の肉

牛 115,915… 167,284… − −
豚 2,695,499… 2,636,039… − −
家きん 2,409,172… 2,536,053… − −
その他 475,030… 447,750… − −

計 222,495,956… 239,678,641… 1,179,261… 1,343,428…

臓器類
牛臓器 101,062… 134,684… − 15…
豚臓器 20,898… 55,636… 280… −
その他の偶蹄類臓器 3,181… 2,730… − −
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品目名
輸入 輸出

7月 8月 7月 8月

臓器類

加熱処理牛の臓器 − − − −
加熱処理豚の臓器 − − − −
加熱処理その他の偶蹄類臓器 − − − −
偶蹄類以外の臓器 118,009… 94,227… 76… 144…
消化管等 3,570,415… 2,898,275… 22,266… 32,986…
加熱処理消化管等 10,500… − − −
ケーシング 239,616… 311,051… − −
脂肪 2,589,083… 3,177,422… − −
非加熱その他の臓器 45… 3… 16… −
加熱処理その他の臓器 − − − −
加熱処理家きん臓器 310,389… 283,599… − −
加熱処理その他の家きん臓器 − 97… − −

計 6,963,198… 6,957,722… 22,638… 33,144…

卵類

殻付卵 188,245… 136,964… 259,602… 325,839…
液卵 139,791… 427,808… 1,088… 160…
その他の卵 − − 15,759… 25,194…

計 328,036… 564,772… 276,448… 351,193…

皮類

牛皮 2,448,603… 2,752,088… 486,713… 477,237…
豚皮 203,056… 176,110… 4,810,005… 4,215,622…
めん羊皮 15,354… 15,615… − −
山羊皮 244… − − −
鹿皮 29,836… 2… − −
その他の偶蹄類の皮 − − − −
馬皮 193,007… 207,626… − −
うさぎ皮 29,400… 7,350… − −
犬皮 − − − −
その他の皮 − − − −

計 2,919,499… 3,158,792… 5,296,718… 4,692,859…

毛類

牛毛 − − − −
豚毛 3,537… − − −
羊毛 − 189… − −
山羊毛 9,167… 6,979… 27… −
鹿毛 − − − −
その他の偶蹄類の毛 2,712… 4,980… − −
馬毛 2,192… 3,368… 44… −
うさぎ毛 − 880… − −
羽毛 393,613… 400,905… 16,237… 10,959…
犬毛 − 125… − −
その他の毛 52… 12,396… − 135…

計 411,272… 429,822… 16,308… 11,094…

ミール類

血粉 83,011… 136,643… − −
肉粉 501… 6… − −
肉骨粉 − − − −
皮粉・羽毛粉 − − − −
計 83,512… 136,648… 0… 0…

その他

精液（アンプル） 51,827… 47,422… 12… −
受精卵（個） 299… 342… − −
ふん・尿 − − − −
計 − − − −

わら類

穀物のわら 12,663,450… 13,163,010… − −
飼料用の乾草 − − − −
その他 138,800… 229,600… − −

計 12,802,250… 13,392,610… 0… 0…
総計 249,365,122… 267,735,135… 6,791,402… 6,431,884…

※　解放重量ベースの速報値
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・  統計情報から見る犬猫の輸出入動向に
ついて
… （企画管理部調査課）

１．はじめに
　最近は、空前の猫ブームと言われ、テレビCM
でもよく猫を見かけます。これを裏付けるよう
に猫の飼養頭数はここ数年、犬の飼養頭数に迫
る勢いで増えていると言われています。
海外に目を向ければ、世界中で狂犬病が流行し
ており、動物検疫所では犬、猫等を介して外国か
ら狂犬病が侵入しないよう、検疫を行っていま
す。
海外から犬、猫を輸入する場合には、マイクロ
チップの装着、狂犬病の予防接種と抗体価の検
査を行い、180 日間待機すれば、入国時に書類に
よる確認のみで輸入することができます。これ
らの措置が行われない場合には、最長 180 日間
の係留検査が必要となります。今回は、近年５
年間の統計情報から犬猫の輸出入動向を分析し
ましたので紹介します。

２．全般（５年表）
　犬猫の輸出入頭数は、直近の５年間では大き

な増減はなく推移しています（図１）。
　我が国の平成 27 年の推計飼養頭数は、犬 991
万 7 千頭、猫 987 万 4 千頭となっています（一
般社団法人ペットフード協会調べ）。この飼養頭
数から比較すると輸出入される頭数は犬で
0.06%、猫で 0.02％となっています。

図１　犬猫の輸出入頭数

３．国別輸入動向（平成26年）
　国別の輸入頭数は、犬猫ともに上位４ヶ国は
１位「アメリカ」、２位「中国」、３位「韓国」、
４位「タイ」となっています（図２，３）。これ
らの国は「国（地域）別在留邦人数上位 50 位推
移表」（外務省海外在留邦人統計調査）の上位

●輸入動物（前年同月比）
　7月分の輸入頭数は豚が 87.5％、馬が 72.7％、初生ひな（鶏）が 59％、サルが 77.7％と大幅に減少しています。なお、ヨーネ病の侵
入防止対策としてオーストラリア産の牛が一時輸入停止になったことから牛の輸入実績はありません。
　8月分の輸入頭数は牛が 23.2％、初生ひな（鶏）が 33％、犬が 77.6％と大幅に減少しています。
●輸出動物（前年同月比）
　7月分の輸出頭数は馬が 72.7％と大幅に減少しました。なお、当年より種卵が輸出されています。
　8月分の輸出頭数は馬が 50％、うさぎが 9％と大幅に減少しています。
… （単位：頭、羽、群）

動物名
輸入 輸出

7月 8月 7月 8月
　牛 − 222… − −
　豚 63… − − −
　その他の偶蹄類 7… − − −
　馬 112… 97… 8 5 
　うさぎ 20… 11… 22 7 
　初生ひな（鶏） 29,725… 12,176… − −
　初生ひな（その他） 2,261… − − −
　種卵（個） − − 51,940 73,100 
　蜜蜂（群） 463… − − −
　指定検疫物以外の動物 12,236 13,868 
　犬 488… 440… 674 658 
　猫 208… 180… 194 211 
　きつね − − − −
　サル 247… 876…
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10 位内（表１）であることから、日本からの長
期滞在者が海外で飼っていた犬猫を連れて帰国
していることが推測されます。
　また、90％以上の犬猫が狂犬病発生地域から
輸入されています（表２）。

図２…犬の国別輸入頭数割合 図３…猫の国別輸入頭数割合

表１　国別在留邦人数上位10カ国（平成26年）
（外務省海外在留邦人統計調査より）

表２　狂犬病発生地域から輸入される犬猫の割合

４．国別輸出動向（平成26年）
　国別の輸出頭数も在留邦人統計調査の上位 10
位以内の国が上位を占めています（図４，５）。
輸出の場合は、海外からの長期滞在者が日本で
飼っていた犬猫を連れて自国へ帰国する場合も
多く、特に「韓国」、「ブラジル」は、その傾向が
強くなっています。また、オーストラリアは日
本の長期滞在者が多く、犬猫ともに輸入頭数が

上位 10 位以内に入っていますが輸出頭数は輸入
頭数の４割程度となっています。これはオース
トラリアへの輸出条件が他の国に比べ厳しいこ
とが影響していると推測されます。

図４…犬の国別輸出頭数割合 図５…猫の国別輸出頭数割合

５．まとめ
　今回の分析において、最近の犬猫の輸出入動
向は各年間の増減や輸出入先国には大きな変化
は見られませんでしたが、欧米諸国では犬や猫
を同伴して海外旅行を楽しむ習慣があり、近年
ではアジア諸国の富裕層や日本人でもペット同
伴の海外旅行が一般的になっています。
　また、東京オリンピック・パラリンピックが
開催される 2020 年を目標年として、外国人を日
本に誘致する取組が強化され、人やものの移動
がこれまで以上に活発になる見通しがある中で、
動物検疫所として犬等の輸出入検疫を円滑かつ
的確に実施していく必要があります。
動物検疫所には犬猫の輸出入に関するメールの
問い合わせが年間 12 万件以上寄せられており、
動物検疫所職員は昼夜を問わず対応しています。
次回はこの問い合わせ対応に焦点を当てて、犬
猫の輸出入検疫についてご紹介します。

※参考情報
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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

編集・発行 農林水産省
 動物検疫所企画管理部
 横浜市磯子区原町 11 － 1
 （045）－ 751 － 5921

　リオ・オリンピックにおいて日本選手団は、41 個も
のメダルを獲得するという素晴らしい活躍でした。
　次は４年後に東京での開催になりますが、多数の来
日者が予想されることから、水際防疫がより重要にな
ります。職員一丸となって、的確な動物検疫業務を行っ
てまいります。

◎動検通信（総務部庶務課長）

　今年は例年になく多くの台風が日本を直撃し、北海道・岩手県で大きな被害が発生しております。
また、４月には熊本県を中心とした大きな地震が発生し、九州地方では大きな被害を受けております。
被害を受けられた皆様には心よりお見舞い申し上げます。
　災害といつも隣り合わせの我が国では、万が一に備えた行政、企業、家庭での防災の準備がなされ
ておりますが、事が起こった時に迅速に対応できるか否かは、普段からの準備にかかっております。
　動物検疫所においても従来から様々な災害対応マニュアルを準備しており、もしものときに備えて
おります。また、随時内容の見直しも行っております。
　さらに、横浜本所においては、地元消防署の協力も得て、ＡＥＤ（自動体外式除細動器）訓練を実
施しました。
　最近よく耳にし、駅や公共施設でも目にすることのあるＡＥＤですが、どのように使用するか知って
いる方は少ないと思います。
　「百聞は一見にしかず」と申しますが、実際にＡＥＤを用いた訓練を経験することによって、参加し
た職員の皆さんも、もしもの時には積極的に対応できるとの意識を持つことができたそうです。
　４月の熊本地震の際には、九州管内で早朝より安否確認を実施いたしましたが、職員全員の安否確
認に時間を要しました。この反省に基づき、今年の９月の防災週間には、初めて全所を挙げての安否
確認訓練を実施いたしました。携帯電話の持ち忘れなどのトラブル？はありましたが、全ての非常参
集要員からは１時間以内に安否確認が取れるなど、一定の成果は上げられました。
　大きな災害が発生した時には速やかに自らの安全を確保し、安否の確認・連絡をする、といったこ
とを職員が自覚して行動することが必要です。
　「災害は忘れた頃にやってくる」と言いますが、最近では忘れる前に災害がやってくる我が国です。
日頃から防災意識を持ち速やかに対応できるように準備しておくことが、自分自身や大切な家族を守
ることに繋がるのだと思います。
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