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10 月下旬、福岡空港で活躍しているタンク号（オス、7歳）が宮崎空港に出張して探知
活動を行いました。
また、同空港で行われた動物検疫広報キャンペーンでも肉製品の日本への持込禁止等を

「クンくん」や「みやざき犬ひぃくん」（宮崎県のシンボルキャラクター）と一緒に
アピールしました。詳細は 12ページを御覧ください。
探仕事を終え、日南海岸を運動中にお気に入りの岩を見つけホッとひと息。リラックスした

表情にハンドラーも癒やされました。
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◎トピックス
・平成30年度支所長会議の概要

（企画管理部長）

平成30年11月１日午後から２日午前中にわ
たり、横浜本所において平成30年度動物検疫
所支所長会議（第１回）が開催されました。
会議の冒頭、伊藤所長から挨拶があり、中
国をはじめとするアジア周辺諸国での口蹄
疫、アフリカ豚コレラ等の発生を受けた各所
でのキャンペーン対応等への感謝の意が示
され、関係都道府県・生産者団体等との連携
の重要性、人材の確保・育成、障害者雇用対
応等について言及がありました。
また、本年４月に着任された消費・安全局
動物衛生課沖田国際衛生対策室長が初めて
動物検疫所の支所長会議に出席され、冒頭、
日頃の動物検疫業務への対応のほか、８月の
中国におけるアフリカ豚コレラ（ASF）へ
の水際対応について謝意が示されました。特
にASFは1960年代に欧州に侵入した際は撲
滅までに30年間かかったこともあり、絶対我
が国に侵入させてはいけない疾病であるこ
と、また、動物検疫所では豚肉ソーセージか
らASF遺伝子を確認していることから、持
込者の情報が重要であることを強調され、今
後も動物検疫所と協力して取り組んでいき
たいとの挨拶がありました。
１日目の会議では、議事次第に従い、「予算、
服務関係について」、「平成30年度大臣官房検
査・監察部における監察について」、「検疫概
況について」、「検疫探知犬業務に係る課題及
び今後の進め方等について」、「人材育成につ
いて」、「検疫業務合理化について」の説明が
あり、活発な意見交換が行われました。
特に服務関係では「障害者雇用」について、
法定雇用率（2.5％）を達成するため、農林
水産省の全体計画の中で動物検疫所では７
名の障害者を雇用することが説明され、今後
の雇用時期・雇用予定場所について各支所と
も情報共有が図られました。
また、検疫探知犬業務については、本年中

に検疫探知犬検討会を設置し、今後の検疫探
知業務に係るビジョン・中長期計画、検疫探
知犬ハンドブック等を策定していくことに
なりました。
２日目の会議では、「コンテナ迷入動物、
密輸サル等の取扱いについて」、「東京オリパ
ラ対応（競技参加馬及び補助犬関係）の進捗
状況について」、「岐阜県における豚コレラ発
生に係る動物検疫所の対応について」、「今冬
における鳥インフルエンザ対応について」、
「防疫資材等の整備計画等について」、「動物
検疫システムの移行」、「犬等の輸入検疫制度
の見直しについて」等、数多くの動物検疫関
連事項についての説明があり、初日に引き続
き活発な質疑応答が行われました。
特に岐阜県における豚コレラの発生に係る
緊急派遣対応を活かし、今冬の鳥インフルエ
ンザ対応があった際に迅速かつ的確に対応
するため、緊急派遣者リスト、派遣期間等を
情報共有しました。
２日間にわたる会議の全ての議論について
紹介できませんでしたが、動畜産物の輸出入
検疫に係るトピックに関して様々な意見が交
わされ、たいへん有意義な会議となりました。

・動物検疫協会との意見交換会の概要
（検疫部畜産物検疫課）

平成30年10月30日に横浜第２合同庁舎１階
共用第３会議室において「動畜産物輸出入検
疫協会との意見交換会」を開催し、動畜産物
輸出入検疫協会から鈴木会長ほか20名、動
物検疫所から伊藤所長ほか10名が出席しまし
た。本年は協会側の利便性に配慮し、従来の
本所（八幡橋）大会議室から合同庁舎（馬車
道）での開催としたほか、同協会の役員だけ
でなく北海道、伊勢湾、大阪の協力会から５
名をオブザーバーとして招聘しての開催とな
りました。開催に先立ち動物検疫所長及び動
畜産物輸出入検疫協会長の挨拶があり、続い
て企画管理部長が「輸出入の検疫概況」、「中
国におけるアフリカ豚コレラ発生への検疫対
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応」等について説明を行った後、畜産物検疫
課長の議事進行により、協会側からの要望及
び提案に対して動物検疫所側が回答するとい
う形式を基本として意見交換を行いました。
協会側からは、京浜三港（東京港、横浜港及
び川崎港）の日々の業務における個別の業務
改善への要望のほか、現物検査の効率化、現
物検査実施/省略の判定時間、動物検疫申請
の自由化に関する提案があり、活発な意見交
換が行われました。
この意見交換会の開催により協会会員との
間でより一層、良好な業務上の関係構築が図
られたと考えます。

・門司支所検疫第３課の新設
（門司支所検疫第３課）

平成30年10月１日付けで、門司支所に検疫
第３課が新設されました。当課は門司支所が
管轄する地方空港（北九州空港、大分空港、
山口宇部空港）における円滑な旅具検査対応
を行うことを目的に、課長を含め現員５名
（定員：７名）体制で発足しました。

国の重要政策である「明日の日本を支える
観光ビジョン」において、2020年に訪日外
国人旅行者（以下「インバウンド」という。）
の人数４千万人を目標に、様々な受入環境整
備が進展しており、当支所が管轄する地方空
港の国際航空便も急増しました。
また、来年９月開催予定のラグビーワール
ドカップ2019では、九州は大分スポーツ公園
総合競技場をはじめとする３つの競技場で
開催される予定であり、九州へ入国するイン
バウンドがますます増加することが予想さ
れます。当課では、国や地方自治体の訪日客
誘致活動を意識しつつ、地方空港を利用した
インバウンド等に対する水際検疫の強化に
取り組んで行きたいと考えています。
地元プロ野球チームのソフトバンクホーク
スの工藤監督は、日本一を目指す決意として
「大きな山を越えなければならない。選手と心
一つに、チームを一つに戦いたい。」とファン
へコメントしました。当課もチーム門司支所の
一員として、検疫第１課、検疫第２課及び管
内出張所の仲間たちと心一つに、小さい山も
大きい山も共に越えて行けるよう、業務に精
励する所存ですのでよろしくお願いします。

・台風21号による関西空港への影響
（関西空港支所検疫第１課）

平成30年９月４日、前日に発表されていた
JRや南海電車の計画運休に合わせて夜勤明
け職員の退庁が完了し、夜勤者も出勤して臨
戦態勢が整った関西空港支所。滑走路が閉鎖
されているので飛行機の離発着もなく、夜に
は台風も通過して電車の運行も再開すると
いう見込みで、普段より心軽くメール問合せ
対応等の事務所業務に専念していた午後３
時、悪夢は突然始まりました。
「次長室から外を見たら、滑走路が河みた
いになってるよ！」と言いながら検疫課事務
室に入ってきた次長の言葉を、その時は誰一
人信じることはありませんでしたが、ブライ
ンドを開けて窓の外を見て愕然としました。
事務所の横は、旅客の手荷物を返却する
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ターンテーブルの裏側に通ずる連絡道路で、
普段はコンテナ牽引車等が行き交っている
のですが、見る見るうちに水が流れ込んでき
て、駐車してあった乗用車はヘッドライトが
隠れるぐらいまで水没してしまいました。こ
との重大さに気付いてテレビを付け、午後１
時38分に開港以来最大となる58.1m/秒…の瞬
間風速を記録したこと、１時45分ごろ連絡橋
にタンカーが衝突したこと、さらに旅客ター
ミナルビルが停電していることを初めて知
りました。

ターミナルビルに孤立してしまった旅客の
方々は、停電の影響で冷房が効かない暗く暑
い中で一夜を過ごすことになりましたが、幸
いなことにCIQ棟は停電にはならなかったた
め、テレビを見ることはできました。しかし、
空港運営会社ビルの電話や館内の緊急非常
放送設備が機能せず、関空内にいるにもかか
わらず情報源はテレビやネットニュース、そ
して自分の目と足のみでした。
夕方には風も弱まり、タンカーさえ衝突し
ていなければとっくに帰宅できていたはずで
したが、利用客、空港関係者もろとも関空島
に孤立状態となってしまい、非常用袋に入っ
ていた缶詰の「災害備蓄用パン」をかじりな
がら、支所長や次長、庶務課を含む総勢20名
が空港内で夜を明かすことになりました。
翌日から２日間は滑走路が閉鎖されたまま

でしたが、３日後には第２ターミナルとＢ滑
走路を使って国内線の一部の運航が再開し、
４日目には国際線の一部も飛び始めました。
10日目には第１ターミナルの南ウイングの運
用が再開し、国内線で約50％、国際線は33％
の飛行機が戻ってきました。14日目には鉄道
が関西空港駅まで乗り入れを再開し、17日目
には旅客ターミナルビルの全面再開が実現、
新聞紙上でも「異例の早期復旧」と報道され
ました。しかしながら、この時点でまだ動物
検疫所の業務に直接的な影響を及ぼす懸念材
料として、連絡橋の車両通行規制と貨物地区
の復旧遅れ、そして係留施設のダメージがあ
りました。
飛行機は通常どおり運航しても、自家用車、
レンタカー、タクシーが関空島内に乗り入れ
できなかったため、バスや電車に載せられな
いサイズの犬の輸出入ができず、全ての自動
車が連絡橋を通行できるようになる10月６日
まで、問合せ電話の多くは「橋はいつから通
れるの？」というものでした。
もう一つの懸念は貨物地区。台風当日は魚
が泳いでいたという貨物倉庫は、壊滅的なダ
メージを受けたため、復旧までの道のりは長
く、10月末日現在もAvi-room（動物室）が
使用できない上屋も存在している状況です。
この間、神戸空港や大阪国際空港（伊丹空
港）を代替空港とすることが決まり、国内線
の数便が振り替えられたものの、結局国際線
は１便も移行せず対応せずに済みました。
限られた文字数でサラッと書くと呆気ない
のですが、関西空港支所の職員は普段以上に
精神的な疲れを感じた１か月間でした。
係留施設の屋根の破損、排水処理施設の故
障で未だに汚水を排出できないなど不都合が
残ってはいますが、一歩ずつ完全復旧に向け
て進んでいきます。
心配していただいた皆様、犬、猫、畜産物、
郵便物等、関空から振り替えられた輸出入検
査に対応くださった全国の皆様に、この場を
お借りして御礼申し上げます。
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・北海道胆振東部地震の影響
（北海道・東北支所検疫課）

平成30年９月６日午前３時７分、胆振地方
中東部を震源地とした最大震度７の地震が発
生しました。北海道・東北支所のある新千歳
空港では震度６弱、胆振分室のある厚真町で
は震度７を観測しました。
新千歳空港では地震直後に停電・断水が発
生しましたが、当日の夕方には電力が復旧し、
翌日の午後には上下水道が復旧しました。ま
た、JRや路線バスが２日ほど不通であった
ことから、職員の大半が出勤できず、自家用
車や自転車で通勤可能な職員で、問合せ対応
や事務所内に散乱して天井からの漏水で濡れ
た書類、備品等の片付けに当たりました。国
際線は２日後に再開しましたが、余震や停電
の影響からか１週間ほど旅客数は低迷してい
ました。
一方、震源地に程近い胆振分室での被害は
より大きなものでした。中でも断水の影響が
大きく、水道が復旧し飲用可能であることが
確認できるまで４週間以上かかりました。地
震発生から約１週間は給水車が来なかったた
め、職員が自宅からペットボトルに入れた水
を持参したり、係留施設利用業者が運んでき
た水を分けてもらったりしました。１週間後
には給水車が毎日水を届けに来るようになり
ましたが、トイレや洗濯なども含めて非常に
不便な思いをしました。電力は地震翌日には
復旧しましたが、電力の安定供給までメール
での連絡等が行えず、また、停電により冷蔵・
冷凍庫の機能が失われたことから、保管して
いた試薬が使用不可能になったため、全て買
い直しとなりました。その他にも、係留施設
内の焼却炉や検査器具の破損、地盤沈下など
の被害が出ました。建物については一部ヒビ
が入ったり、破損したりした箇所はあります
が、北海道開発局による現地調査の結果、建
物の全ての損傷箇所について早急に実施が必
要な工事は無いことが確認されました。また、
地震発生当時、敷地内には検疫探知犬２頭と
係留検査中のきつねが12頭いましたが、幸い
被害はありませんでした。

北海道では近年大きな地震が起きておら
ず、全道で起こったブラックアウトも加わり
当時は大変な混乱でした。このような状況で
も大きな問題も無く乗り越えられたのは関係
者皆様の御協力によるものです。不測の事態
が起きた場合にもスムーズに対応できるよう、
今後も良好な関係を維持していきたいと考え
ています。

◎動物検疫関連情報
・台湾・OIEツイニング・プロジェクト会議
に参加して

（感染症対策専門官）

平成30年10月17日～ 18日の２日間、台湾
の行政農業委員会（日本の農林水産省に当る
組織）「動物衛生研究所」において、狂犬病
のOIEツイニング（Twinning）・プロジェク
トのキックオフ会議が開催されました。
国際獣疫事務局（OIE）は、1924年、パリ
で発足した世界の動物衛生の向上を目的と
した政府間機関で、現在、182の国・地域が
加盟しています。OIEは、①動物疾病の発生
情報の収集と提供、②獣医学的科学情報の収
集、分析と普及､ ③動物疾病の制圧及び根絶
に向けた技術的支援と助言、④動物及び動物
由来製品の国際貿易に関する衛生基準の策
定などを行っています。
OIEは、その活動の一つとして、加盟国・
地域にリファレンス・ラボラトリー（以下、
「OIEリファラボ」という。）を指定していま
す。OIEリファラボは、加盟国・地域に対し、
動物疾病の診断及び診断方法などの技術的
支援や助言を行い、世界の動物衛生の向上に
貢献しています。その技術的支援・助言の一
つとして、OIEリファラボは、OIEの「ツイ
ニング・プログラム」を通じて、加盟国・地
域の動物疾病の検査診断機関に対して、動物
疾病の診断能力向上のための技術支援を行
います。
現在、110疾病について38か国に267施設の
OIEリファラボが指定されています。我が国
には12施設が指定されています。狂犬病につ
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いては、現在、全世界で10施設、うち２施設
がアジア（韓国、中国）で指定されています。
今回開催された会議は、このプログラムの
下、台湾の「動物衛生研究所」と狂犬病の
OIEリファラボであるフランスの「食品環境
労働衛生安全庁・ナンシー狂犬病･野生動物
研究所」の間で「狂犬病診断能力の向上」と
「アジア地域における狂犬病診断ネットワー
クの構築」を目的として実施されるプロジェ
クトの正式な起上げ（キックオフ）を宣言す
るものです。
我が国では、狂犬病は、1957（昭和32）年
の猫での発生を最後に60年以上発生してい
ないため、日本人にとっては過去の疾病で
す。しかし、世界では今もなお、150か国・
地域以上で発生し、アジア・アフリカを中心
に犬による咬傷で毎年5.9万人（推計値）が
死亡しています。アジアでは3.7万人（中国
は0.6万人、インドは2.1万人）、アフリカでは
2.1万人が死亡しています。一方、狂犬病の
清浄国・地域は、日本以外では、豪州、ニュー
ジーランド、アイスランド、ハワイ、グアム、
フィジー諸島とごく一部の国・地域に限定さ
れています。
2013年７月、それまで50年以上、狂犬病が
確認されていなかった台湾で、野生のイタチ
アナグマで狂犬病が確認され、それ以降、台
湾ではイタチアナグマの間で狂犬病の感染
が維持されています。台湾は、現在、野生動
物を対象に狂犬病のサーベイランスを行っ
ています。2013年７月から2018年８月まで
に、2,617頭の野生肉食目について狂犬病検
査が実施され715頭（38％）が狂犬病と診断
され、その99％がイタチアナグマです。
会議の冒頭、台湾農業委員会の林聡賢主任
委員（我が国の農林水産大臣に相当）の挨拶
が行われるなど、本プロジェクトを通じた台
湾の狂犬病撲滅、そして、台湾の「動物衛生
研究所」が、狂犬病の診断に関してアジアの
中核的機関として役割を果たすことへの台
湾政府の強い意欲が感じられました。
会議では、日本を含め、フランス、韓国、

シンガポール、カンボジア、タイ、フィリピ
ン、マレーシア、ベトナム、オーストラリ
アの10か国から専門家が招待され、各国の狂
犬病の現状と課題、取組などが紹介されまし
た。アジアでは、狂犬病は、今もなお、公衆
衛生上の重要な動物由来感染性の一つであ
ることを再確認しました。
一方、我が国では、狂犬病を直に経験した
ことのある動物衛生の担当者がほとんどい
ないの中、動物検疫所として、狂犬病予防法
に基づく犬などの輸入検疫をしっかり行っ
ていくためにも、積極的にアジアにおける狂
犬病の発生国・地域の専門家とネットワーク
を構築し、双方間で経験とノウハウを共有し
て行くことの大切さを感じました。
今、世界では、国際獣疫事務局（OIE）と
世界保健機関（WHO）が、国際連合食糧農
業機関（FAO）とも連携して、「2030年まで
に犬を介した人の狂犬病を撲滅」する“グロー
バル戦略”を推進しています。狂犬病の清浄
国である我が国が、その経験とノウハウを、
台湾を含めアジアを中心に国際社会の中で
積極的に共有することを通じ、世界の動物衛
生・公衆衛生の向上に寄与することができれ
ばと考えています。

・OIE地域ワークショップ「アジア太平洋地
域におけるベクター媒介性疾病」に参加
して

（精密検査部危険度分析課）

平成30年９月10日～ 11日に韓国、仁川で
開催された標記ワークショップに参加しま
した。本ワークショップは、OIEアジア太
平洋地域事務所主催で、家畜衛生や公衆衛
生分野においてベクター媒介性疾病（Vector-
borne…disease、以下VBD）の研究に携わる
病原体や昆虫の専門家、各国で家畜衛生、公
衆衛生行政を担う者が25か国40名集い、招聘
講演者８名を加えて開催されました。VBD
は一般に、蚊、ブユ、ハエ、ダニ等のベクター
により媒介されるウイルス、細菌、原虫、寄
生虫等による感染症を指しますが、OIEでの
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明確な定義はまだありません。家畜衛生では
アカバネ病、アフリカ豚コレラ等のアルボウ
イルス感染症、バベシア病、タイレリア病、
トリパノソーマ病等の原虫疾患、さらに日本
脳炎等の人獣共通感染症として重要な疾病
も含まれます。
これらの疾病は、ベクターの生息を左右す
る気候状況と深く関係することから、国を超
えた地域ぐるみの対応が望まれます。そこで
各国の発生状況や問題点等を共有し、アジア
太平洋地域として取り組んでいく方向性を
定めていくことが本ワークショップの大き
な目的の一つでした。
日本からは28疾病のVBDの国内発生状況、
サーベイランス実施状況、水際対策（家畜衛
生条件及び輸入時検査）を取りまとめて報告
しました。日本の状況としては、アカバネ病
等発生のあるVBDも存在するものの、多く
は海外病であり、発生のある疾病も含めて国
内、水際ともに十分にコントロールされてお
り、現在緊急取組が必要な家畜のVBDはな
いことを併せて報告しました。日本や韓国
等、アルボウイルス感染症の定点サーベイラ
ンスを継続的に実施している国があり、中で
もニュージーランドや豪州のように、貿易促
進のため輸入国からの要請に応じた清浄エ
リアあるいは国の清浄性を示していくため
に、頻度の高い定点サーベイランスを実施し
ている国もあります。その一方、バベシア病、
タイレリア病、トリパノソーマ病等が日常的
に発生し、家畜の生産や流通に大きな経済被
害を及ぼしている国や地域もあります。それ
らの国からは、発生状況が十分把握されてい
ないため経済評価も十分になされず、その背
景にある基盤整備（検査診断体制、サーベイ
ランス体制）の構築を望む発表がなされ、対
策に向けた資金配分の優先順位付けも難し
い状況が示されました。越境性の急性伝染病
に注目が集まりがちな今日、日常的にVBD
の発生がある国では、未だ侵入していないア
フリカ豚コレラ等の疾病への侵入防止より
も、目の前で発生している疾病への対策を願
う状況が伺えました。さらに、畜産先進国を

含めた各国共通の問題として、ベクター昆虫
の同定技術や感受性、媒介能に関する研究が
十分でないことが挙げられ、例えば各地域で
生息するダニのアフリカ豚コレラウイルス
媒介能等、ダニを介した疾病定着の可能性を
知る上で重要となるダニに関する研究が十
分行われていない状況でした。
VBDは学問的にも解明されるべき点がま
だ多く残されており、特にベクター昆虫側か
らのアプローチを行う専門家がどの国にも不
足している状況が明らかになりました。ベク
ター防除に係る研究は家畜衛生と公衆衛生の
双方に反映されるものであり、人獣共通感染
症を含めて公衆衛生上でも重要であることか
ら、研究の更なる増進が期待されました。

・岐阜県における豚コレラ発生への対応
～動物検疫所における国内防疫支援体制～

（企画管理部危機管理課）

動物検疫所では、国内で家畜・家きんの伝
染病が発生した際に、防疫措置に従事する家
畜防疫官支援チームの派遣や防疫措置に必
要な資材の貸付を行っています。
支援チームを組織するに当たっては緊急派
遣者リストを作成し、人事異動を反映して年
に数回の更新を行っています。緊急派遣者リ
ストには、現場リーダーをサポートするサブ
リーダー役を担う主任検疫官、将来のサブ
リーダー候補である若手家畜防疫官、さらに
は過去の口蹄疫や高病原性鳥インフルエン
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ザ発生時の経験豊富な管理職や専門官をア
ドバイザーとして載せています。
支援チームは、サブリーダー役の主任検疫
官と若手家畜防疫官２名の１班を基本構成
とし、派遣先の要請に沿うように班の数や派
遣時期を調整しています。ただ、現地へ入ら
ないと状況がつかめないことも多く、派遣者
の判断で班編成を組み替えたり、担当業務を
振り分けるなど柔軟に対応しています。
本年９月に発生した岐阜県の豚コレラ事例
においても、支援チームの派遣と防疫資材の
貸付を行いましたが、高病原性鳥インフルエ
ンザ発生時の支援体制とは異なる点があり
ましたので御紹介します。
これまでの高病原性鳥インフルエンザ事例
では、発生農場等における防疫措置、周辺農
場への立入調査、現地対策本部における連絡
調整の業務支援のため、職員を派遣した実績
を積んできました。
一方、岐阜県豚コレラ事例では防疫措置や
立入調査の支援に加え、家畜保健衛生所にお
ける病鑑検査支援、国の疫学調査支援、県庁
内・動物衛生課間の連絡調整及び家畜保健衛
生所・動物衛生課間の連絡調整のため、動物
検疫所の職員を延べ74名派遣しました。その
他、拡大豚コレラ疫学調査チームの委員及び
事務局員として２名の職員を派遣しています。
また、動物衛生課からの要請を受け、精密
検査部では岐阜県内の優先調査区域以外にお
ける捕獲イノシシを対象に、９月20日から10
月12日に採材された30頭の感染確認検査を実
施し、岐阜県の検査業務支援を行いました。
この原稿を書いている最中、岐阜県で２例
目の豚コレラが発生しました。動物検疫所で
は、岐阜県の要請に応じて、支援チームの派
遣等を行ったところです。
今年も渡り鳥の本格的な飛来シーズンを迎
えました。動物検疫所では、「平成30年度に
おける高病原性鳥インフルエンザ等の防疫
対策の強化について」（平成30年９月12日付
け30消安第2974号消費・安全局長通知）を受
け、全国の動物検疫所に対して防疫資材輸送
業者や緊急時連絡体制の確認、防疫資材の保

管状況の確認等を再周知したところです。都
道府県からの要請を受けた際、直ちに防疫業
務支援ができるよう体制を整えています。

・�鳥フル・口蹄疫病性鑑定研修の参加
（国内防疫支援）

（企画管理部危機管理課）

国内で口蹄疫等を疑う事例が発生した
際、我が国の家畜衛生に関するナショナルリ
ファレンスラボラトリーである検討会は、国
立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究
機構動物衛生研究部門（以下「動衛研」と
いう。）がその確定診断を実施していますが、
24時間体制で迅速に確定検査を行う必要が
あることから、国内で続発した場合などにお
いて、動衛研職員のみでは検査体制の維持が
難しくなることが想定されます。
このため、動衛研及び動物衛生課の呼びか
けにより、平成25年度から口蹄疫病性鑑定研
修が、平成29年度から鳥インフルエンザ病性
鑑定研修が動衛研で開催されています。毎年、
動物検疫所から数名の職員が参加し、診断に
必要な技能を習得しています。これにより、
口蹄疫等の続発時など動衛研での検査体制が
維持できなくなった場合には、直ちに動物検
疫所から研修受講職員が派遣され、動衛研の
検査業務を支援する体制となっています。
今年度は平成30年10月29日～ 11月２日ま
での５日間、鳥インフルエンザ病性鑑定研修
が動衛研動物衛生高度研究施設で開催され
ました。動物検疫所から３名の職員が参加
し、動物衛生高度研究施設（BSL- ３）の利
用方法、鳥インフルエンザウイルスの発育鶏
卵培養法、赤血球凝集試験によるウイルス力
価測定法及び鳥インフルエンザのPCR検査
法について学びました。なお、口蹄疫病性鑑
定研修は、平成30年12月４日～５日の２日
間、動衛研海外病研究拠点で開催される予定
で、動物検疫所から４名の職員が参加するこ
ととなっています。
また、昨今の鳥インフルエンザの発生状況
を鑑み、動物衛生課及び動衛研の要請を受け
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て、平成29年度からは、動衛研越境性感染症
研究領域インフルエンザユニットに数か月
間動物検疫所の研修受講職員を派遣してい
ます。動物検疫所の職員は万が一の事態に備
え、動衛研で勤務に当たっています（今年度
は動物検疫所から２名、動物医薬品検査所か
ら１名派遣予定）。

・徳島県移動式焼却炉実証試験の参加
（門司支所検疫第２課）

平成30年10月24日、徳島県農林水産部畜産
振興課主催の高病原性鳥インフルエンザの
防疫措置の徹底を図るための防疫演習（移動
式焼却炉実証試験）に参加する機会を得たの
で、その概要を報告します。
本演習は、机上演習と移動式焼却炉の実証
試験で構成されており、徳島市内で行われた
机上演習では、動物衛生課担当者より「世界
及び我が国における高病原性鳥インフルエ
ンザの発生状況」、徳島県畜産振興課担当者
より「実証試験の概要」の説明を受けました。
実証試験は場所を移し、徳島市の中心市街
地より南西に約30km、車で1時間ほどの佐那
河内村（さなごうちそん）農園で行われまし
た。今回の実証試験に用いられた移動式焼却
炉は、普段は分解され門司支所新門司検疫場
に保管されているため、組み立てて稼働させ
るのは、定期点検を除いては非常に希なこ
とです。演習前々日の10月22日、10ｔトラッ
ク２台に積み込まれ新門司検疫場を出発、翌
23日現地に到着し、約７時間かけて組み立て
られました。その全長は8.10ｍ、全幅2.55ｍ、
全高2.40ｍで、H鋼の組合せ基礎とし、重量
は12ｔになります。実証試験の焼却物として
は、肉用鶏の中抜きと体を用い、400羽分を
50個のプラスチック製密閉容器（65L）に分
け入れ（容器1個当たり８羽（2.3kg））、数個
をフレコンバックにまとめ、重機を用いて順
次投入し焼却しました。見学者用にやぐら
が組まれ、高所作業車も用意され、普段見
ることのできない上部からの焼却状態を確
認でき、たいへん興味深く、貴重な知見を得

ることができました。投入作業に要した時間
は約90分で、当初の予定よりも早く終了しま
した。焼却物投入直後は煙が発生してました
が、焼却状態が安定してくると、煙もほとん
どありませんでした。また、焼却中は悪臭物
質の測定が行われ、後日、焼却灰のダイオキ
シン類の測定も実施されるとのことでした。

動物検疫所が保管する移動式焼却炉につい
ては、平成22年の鳥インフルエンザ発生時に
貸出実績がありますが、近年その機会はな
く、今回のように防疫演習の一環として計画
的な実証試験が組まれたのは初めてでした。
防疫演習に参加した県等に加え、保管担当で
ある当課としても、今回の実証試験は非常に
有意義なものでした。今後とも、門司支所と
して、移動式焼却炉等大型防疫資材の適切な
保管に努め、都道府県等からの貸出要請に当
たっては、速やかに対応できるよう万全を期
してまいりたいと思います。

・神奈川県との家畜衛生連絡会議を開催
（精密検査部病理・理化学検査課）

神奈川県県央家畜保健衛生所（以下、県央
家保）との家畜衛生連絡会議は平成27年に精
密検査部が中心となって輸出入検査に必要
な検査技術の導入、改善等の検査体制の整備
を進めることを目的に、また、家畜保健衛生
所の病性鑑定体制を知るため動物検疫所か
ら県央家保に伺い技術交流・意見交換を実施
したことに始まります。平成27年から３年間
は、県央家保において開催しましたが、今回
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初めて、動物検疫所本所で開催することにな
りました。会議内容としては、家畜衛生連絡
会議と名前はついていますが、堅い感じでは
なく動物検疫所と県央家保で病性鑑定事例
をお互いに紹介し意見交換・情報交換を実施
し、その後、検査室の状況や検査担当者ごと
に分かれて検査での疑問等について技術交
流をしています。
今年は、動物検疫所での開催に際し来所し
たことがない県職員がいると聞いていたた
め、県央家保以外の家畜保健衛生所にも声を
掛けていただき、病性鑑定部門の担当者だけ
でなく、実際に農家周りを担当している課の
方にも来ていただきました。
最初に動物検疫所の紹介をした後、動物検
疫所からは「検査の信頼性確保について」と
「動物衛生研究部門でのアフリカ豚コレラ感
染実験について」を発表しました。その後、
神奈川県からは、「管内肉用牛肥育農場にお
ける農場HACCP認証取得とその後の取り組
み」と「破傷風が疑われた去勢豚の症例につ
いて」の発表がありました。お互い、通常業
務では分からない情報、検査技術について活
発に意見交換ができたと思いました。意見交
換の後は、防疫資材庫と精密検査棟を案内
しました。防疫資材庫では、実際に備蓄され
ているワクチンや防疫資材について関心を
持っていただきました。また、検査室につい
ても、機器の配備状況や検査室の整理整頓方
法など色々と参考にできるところがあった
との感想をいただき、今回は動物検疫所で開
催してよかったと思います。
今後も県央家保との家畜衛生連絡会議を続
けることで、検査技術の交流や改善、さらに
は検査担当者とのつながりを持つことで、相談
しやすい関係を維持できればと考えています。

・第３回病理症例検討会を開催
（精密検査部病理・理化学検査課）

精密検査部では、動物検疫所各所の係留施
設における病理組織学的診断技術の向上を

図るため、病理症例検討会（以下検討会）を
開催しています。動衛研が幹事を務め、関東
１都９県の家畜保健衛生所等が症例を持ち
寄り討議する「つくば病理談話会」（以下談
話会）と連動して年５回開催しています。
検討会の参加者は事前回覧された「動検各
所の症例標本」及び「談話会の症例標本」に
ついて病理診断を行い、検討会当日は診断上
の疑問点や不明点等をディスカッション形
式で討議し、各標本に対する組織診断名及び
疾病診断名を決定します。動検が「談話会の
症例標本」の事前提供を受ける条件として、
談話会への年１回の症例提出が求められて
おり、この提出症例を選出するのが第３回検
討会です。
10月４日に開催した第３回検討会では動検
症例４題の検討と助言者として招待した動
衛研の谷村病理ユニット長による特別講演
「獣医病理学研修会提出症例の紹介」が実施
されました。
検討した症例は、…①牛の回腸における陰窩
膿瘍、…②鶏初生ひなの直腸における絨毛の萎
縮及び粘膜下組織の水腫、…③牛の化膿性壊死
性気管支肺炎、…④馬インフルエンザ陽性馬に
見られた肺の充うっ血の４題でした（①②は
精密検査部、③④は門司支所提出）。
助言者による講演は、鶏の筋胃糜爛、豚の
ニパウイルス感染症（間質性肺炎）、野生イ
ノシシの肺虫感染症の３症例の紹介で、いず
れも普段目にする機会のないたいへん勉強
になる症例でした。
例年であれば第３回検討会は出席者が横浜
本所に集合しての開催となりますが、台風21
号の影響による関西空港の閉鎖、北海道胆振
東部地震の発生、国内豚コレラの発生と問題
が立て続き、各所人繰りが難しい中でWeb
会議システムを用いての開催となりました。
しかし、動物医薬品検査所より聴講者を招待
したこともあり、例年に劣らない活発な討議
が行われ、11月30日の談話会提出症例には、
演題④が選出されました。
なお、検討会の議事録と標本画像は所内で
病性鑑定の参考とするため、情報共有システ
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ム（ナレッジシステム）を用いて所内共有し
ています。

・宮崎空港へ探知犬初出動
（門司支所鹿児島空港出張所）

平成30年10月23日、福岡空港にて活動して
いる検疫探知犬タンク号を初めて福岡県外
の宮崎空港へ派遣し、25日には広報キャン
ペーン活動及び報道機関の取材対応を行い
ました。
近年、我が国の近隣諸国では口蹄疫等の越
境性動物疾病の発生が継続している中、同空
港では韓国便を中心に国際線が急速に増加
し、旅行者に対する注意喚起等、動物検疫へ
の理解醸成が急務となっています。そこで、
過去に口蹄疫発生で大打撃を経験し、たくま
しく再生を果たした宮崎の地で、検疫探知犬
や当所イメージキャラクター・クンくんを活
用した効果的な広報キャンペーンを企画し、
併せてマスメディアの活用も意識しプレス
リリースを行いました。
当日は他所からの応援のほか、多くの宮崎
県職員の方の御協力も頂き、宮崎空港内での
広報やタンク号よる探知活動をマスコミ向
けに披露し、新聞社４社、テレビ局３社の取
材を受けました。
今回、畜産を基幹産業とする同県において、
初の検疫探知犬の活動といった話題性もあ
り、取材を受けた報道機関全社で報道され、
宮崎県との連携の下、効果的な広報・啓発活
動が実施でき、大きな成果を上げることがで
きたと感じました。

・成田の小学校へ出前授業
（成田支所旅具検疫第２課）

当支所では、動物検疫の必要性や検疫の対
象を子供の頃から意識してもらうことを目
的として、平成25年から植物防疫所と合同
で、授業の一環として近隣小学校での検疫教
室を開催しています。
今年も開催し、政府広報で放映された動物
検疫・植物検疫の紹介番組やクイズ形式の説

明により動物検疫について学習してもらっ
た後、検疫探知犬（以下、探知犬）のデモン
ストレーションを行いました。果物や肉製品
などの対象品の入った箱の側に旅行客役の
児童が立ち、探知犬が対象品を探します。対
象品を発見した時は、歓声や拍手が上がり、
大いに盛り上がりました。
アンケートでは、肉製品の持ち込みができ
ないことを初めて知った、分かりやすかっ
た、楽しかったなどの回答が多く寄せられ、
動物検疫を知ってもらうきっかけとなって
います。広報は対象者に適した手法・内容が
必要で、限られた授業時間の中で、分かりや
すく、楽しい内容となるよう今後も工夫改善
していきたいと考えています。

・修学旅行へ行く前に
（静岡出張所）

静岡県内の公立高校では約３割の高校が海
外への修学旅行を実施しており、特に台湾が
人気のようです。台湾では口蹄疫や鳥インフ
ルエンザ等の動物の悪性伝染病が発生して
いるため、お土産品であってもほとんどの肉
製品を日本へ持ち込むことができません。
静岡出張所では、高校生に対し動物検疫を
正しく理解してもらいたいと考え、以前より
修学旅行生向け広報を実施していた植物防
疫所と連携し、広報活動を行いました。
まず、県教育委員会へ挨拶に行き、各高校
の修学旅行先のリスト作成を依頼、そのリス
トから海外、主に台湾へ行く高校をピック
アップしました。そして、それらの高校へ直
接連絡・訪問をし、修学旅行前に動植物検疫
制度の説明を行いました。
各高校への訪問時には先生方の協力もあ
り、様々な形で広報を行うことができまし
た。具体的には教頭先生や担当の先生方に制
度を説明し、生徒に対してパンフレットの配
布をお願いしたり、修学旅行の事前説明会の
際に、生徒に直接、説明をする機会を設けて
いただいたりしました。先生方も、真空パッ
クや免税店で売られている肉製品でも持込
みできないものがあることに驚かれ、生徒だ
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けでなく引率の先生方に対しても動物検疫
を理解していただく、とてもよい機会となり
ました。

・初！横浜港クル－ズ船広報キャンペ－ン
（検疫部畜産物検疫課）

平成30年10月16日、横浜港大さん橋国際客
船ターミナルCIQエリアにて、出国者向け広
報キャンペ－ンを実施しました。
この日に横浜港を出港する客船ダイアモン
ド・プリンセス号（乗客定員約2,700名）は、
クル－ズ中に中国への寄港が予定されてい
るため、乗船客に対して、現在中国で発生し
ているアフリカ豚コレラの注意喚起ビラ入
りポケットティッシュの配布や中国で肉製
品を購入しないようにとの声掛け活動を行
いました。動検イメ－ジキャラクタ－のクン
くんも登場し、広報キャンペ－ンに花を添え
ました。配布したティッシュのビラを注意深
く眺めながら乗船する旅行者もおり、広報活
動の手応えを感じました。

・今年もインターンシップを開催しました
（企画管理部調査課）

動物検疫所では、獣医・畜産系大学等に在
籍する学生を対象として、夏休み期間に体験
型の就業体験実習を行っています。
本年度は、22大学59名が全国15カ所で実習
を行いました。９月に発生した“北海道胆振

東部地震”により北海道在住の実習生の参加
が心配されましたが、「是非参加したい」と
の熱意あふれる返答が有り、全ての実習生が
無事に１週間の就業体験を終了しています。
実習生たちは、全国の空海港で職員と共に
動物検疫の最前線を経験頂きました。実習終
了後のアンケートには、動物検疫所の多岐に
わたる業務について驚きの声が多く、体験で
きなかった業務について別途見学したいと
の要望がありました。
動物検疫所では、これらの要望に対応する
ため就業体験とは別に見学会を開催してお
り、学生の方に動物検疫所に対する理解を深
めていただく取組を実施しています。
また、文部科学省の受託事業「獣医学アド
バンスト教育プログラム構築推進委託事業
（VPcamp）」に本年も参加し、獣医大学の学
生を８名受け入れました。本事業では、獣医
大学の学生に対し家畜衛生・公衆衛生の分野
で活躍する獣医師の育成を目的とし、成田空
港の現場で実践的なプログラムを体験いた
だきました。
今後も動物検疫所では、学生の方に防疫の
重要性と動物検疫に対する理解を深めてい
ただくため、就業体験実習を積極的に取り組
んで行きたいと思います。

・動検OB西野さんによるパラグアイにおけ
る動物検疫制度について～その３

（JICA　西野重雄（動検OB））

パラグアイは、2012年から口蹄疫の発生が
認められていません。現在、牛及び羊の全頭
ワクチン接種を目指しており、最終的には
2020年頃に口蹄疫ワクチン無しの清浄化を
目指しています。それが達成できれば、畜産
物の世界的市場が広がり、その生産性を高め
ることができることでしょう。
野外においては、生後３年未満の牛につい
て初年３回の口蹄疫ワクチンを接種するこ
とが義務付けられています。その後、各年
２回の追加接種も義務付けられています。ま
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た、未接種の場合、罰金が科せられます。な
お、雄牛の場合、３年肥育後は肉用にと殺さ
れるのが一般的です。
100頭未満の所有者は、家畜衛生委員会

（Comisión…de…Salud…Animal）を通じてワク
チン接種を受けることができ、当該委員会が
巡回しながら接種を行います。また、100頭
以上の所有者は自身でワクチン接種者を雇
用するか、また自らがワクチン接種に係る研
修を受け接種者となり、ワクチンを購入の上
接種することとなります（一般的な接種コス
トは、ワクチン代を含め1頭１ドル位です。）。
口蹄疫ワクチンは自国でも１社が製造して
いますが、アルゼンチンやブラジル等からも
輸入しています。それらのワクチンの効果試
験を実施する検疫隔離牧場をSENACSAが有
しており、そこでワクチンの効果に係る接種
試験を行い、SENACSA本部のラボラトリー
総局（DIGELAB）にてその抗体価の検定が
行われています。年間、国内・輸入を含めて
25社についてワクチン検定が実施されてい
ます。

（連載終わり）

・アフリカ豚コレラ、引き続き警戒中

８月に中国遼寧省で発生したアフリカ豚コ
レラは、11月30日現在、15省１区４直轄市ま
で拡大しています。動物検疫所では、検疫強
化を続けており、不合格となった中国からの
肉製品の精密検査も継続しています。
10月１日に新千歳空港で放棄された豚肉
ソーセージに続き、10月14日に羽田空港で放
棄された餃子から、さらに11月９日成田空港
で放棄されたソーセージからもアフリカ豚コ
レラウイルスの遺伝子が検出されました。現
在、動衛研において、当該畜産物に感染力の
あるウイルスが存在するかを確認するため、
ウイルス分離検査を実施中です。
今後も疾病の侵入防止のため、動物検疫へ
の御理解・御協力をお願いします。

◎所内情報
・平成30年度養殖衛生管理技術者養成研修
を受講して

（検疫部動物検疫課）

平成28年の水産防疫対策の見直しにより、
水産動物の輸入防疫の対象疾病が新たに追
加され、各疾病の対象となる動物種が大幅に
拡大されました。今回、水産防疫対象疾病
及び対象動物の解説、その目視検査のポイン
ト、精密検査用サンプルの適切な採取方法等
を学び、水際での防疫対策に資する動物検疫
所職員を育成することを目的として、平成30
年10月４日～５日の２日間、公益社団法人日
本水産資源保護協会研修室において、平成30
年度養殖衛生管理技術者養成特別コース研
修が開催され、参加する機会がありましたの
で、概要を紹介します。なお、本研修には、
農林水産省消費・安全局畜水産安全管理課と
動物検疫所の職員が延べ18名参加しました。
本研修は、座学と実習形式で行われ、１日
目には、「水産動物における海外からの感染
症の侵入とその特徴」と題して、漁業と養殖
業、水産動物の防疫制度等の説明を受け、そ
の後、本物のチダイ、サンマ（水産動物対象
外）、クルマエビ、シバエビを用いて防疫対
象動物の分類や判別法、魚種での構造の違い
の観察、生きた状態のホタテガイとカキを解
剖し、貝の構造、サンプリング部位、採取方
法等を学びました。カキでは卵巣肥大症の個
体がおり、座学で説明を受けた疾病を実際に
目の当たりにするという、貴重な体験ができ
ました。
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２日目には、１日目より詳しく魚類及びエビ
類の生態、解剖学、疾病、採血や病理学的サ
ンプリング法等の説明を受け、その後、生き
たコイとエビの採血や、コイの腎臓のスタン
プ標本を作成し、観察をしました。採血は簡
単にできるというお話でしたが、動物の採血
に慣れている職員でも悪戦苦闘の末、やっと
採取できるかできないかという難しさでした。
本研修では、水産動物の輸入防疫の現場で
は経験する機会が少ない対象動物やその疾
病の基礎、診断基準、サンプリングの方法、
それらの陸上動物との違い等を学ぶことが
きて、とても充実したものでした。今回得た
貴重な知識や情報について所内で共有し、よ
り良い輸入防疫業務に繋げていきたいと考
えています。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。

・所内研修履歴（10月～11月）
（企画管理部調査課）

【平成30年度新規採用者集合研修（後期）（第１回）】
期間：平成30年10月11日～ 12日
場所：横浜本所
人数：４名
内容：…所長講話、国家公務員の心構え、動物

検疫所の業務、人事と研修、監視伝染
病について（口蹄疫、鳥インフルエン
ザ、豚コレラ、アフリカ豚コレラ等）

【平成30年度家畜防疫官（行政１）研修】
期間：平成30年11月12日～ 16日
場所：横浜本所
人数：14名
内容：…動物検疫所をめぐる情勢と役割、家畜

衛生をめぐる情勢（国内防疫・国際衛
生）、生産現場における家畜衛生の取組、
狂犬病及び感染症法の国内対策、最近
の食肉衛生行政の動向、飼料安全の取
組、食品安全委員会の役割と食品健康
影響評価、説明力の強化、情報セキュ
リティの脅威と農林水産省における対
応、課題研修・発表及び意見交換等

・入省半年を経て
（平成30年４月採用者）

〇石倉　莉奈（北海道・東北支所検疫課）
北海道・東北支所検疫課に配属されてから
半年が経ち、研修期間が終了しました。韓国
での口蹄疫の再発に始まり、中国でのアフリ
カ豚コレラの発生、日本での26年ぶりの豚コ
レラの発生、北海道胆振東部地震等めまぐる
しい半年間でした。そんな慌ただしい状況の
なか、新千歳空港での業務研修に加え、小樽
港事務所では２か月の研修期間を設けてい
ただきました。監視伝染病を国内に侵入させ
ないために業務を行うにつれ、水際検疫の重
要性を学ぶことができました。さらに、新千
歳空港に到着した旅客が所持していた畜産
物からアフリカ豚コレラのウイルス遺伝子
が検出されたことで、以前にも増して使命感
を感じています。今後も研修で学んだ事を活
かし水際検疫に努めたいと思います。

〇今野　美沙（成田支所旅具検疫第２課）
あっという間の半年でしたが、空港や港、
係留施設等での研修を通じて、動物検疫の幅
広さを改めて感じました。前例に捕らわれる
ことなく、家畜の病気の侵入を防ぐための最
善の判断をすることが大切だと学びました。
一件々々の検査を大切に、自分なりの判断が
できるよう、まずは関係法令をしっかりと勉強
して理解を深め、業務と照らし合わせながら、
水際防疫に取り組んでいきたいと思います。

〇長谷川　啓喜（成田支所旅具検疫第２課）
４月から様々な部署における研修を受け、
動物検疫所の業務の広さを知ることができ、
充実した半年間でした。現在は夜勤班に配
属され、犬・猫の輸出入業務、カウンターで
の携帯品畜産物検査を中心に日々の業務に当
たっていますが、様々な場面で迅速な判断と
正確な対応が求められます。今後は家畜防疫
官として、研修で学んだことを活かし、専門
的な知識や技術の修得に努めていきたいと考
えています。
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〇有原　若奈（成田支所旅具検疫第１課）
成田支所旅具検疫第１課に配属され、主に
空港での携帯品検査業務を行ってきました。
業務の中で、検疫探知犬の活動により大量の
畜産物が発見されるなど、外国人旅客の日本
の動物検疫制度に対する認知度が低いことが
分かり、広報活動の大切さを感じました。
私はこれまでに、検疫探知犬イメージキャ
ラクターである「クンくん」の着ぐるみに入っ
ての広報キャンペーン活動に参加しました。
訪日外国人が増加している今、このような長
年続いている活動の実施とともに、事前周知
ができる新しい方法を考え、動物検疫の認知
度を高くしていきたいです。

・人事異動
（平成30年10月２日～ 12月1日）

（平成30年10月４日）
村上真理子　…育児休業（関西空港支所検疫第

３課主任検疫官）

（平成30年10月５日）
西村英里奈　…成田支所旅具検疫第１課（臨時

的任用）

（平成30年10月22日）
塩見美恵子　…職務復帰（成田支所貨物検査課

（検疫部畜産物検疫課））

（平成30年10月25日）
荻原　絵美　…職務復帰（羽田空港支所検疫課）

（平成30年11月１日）
渕上佐知子　…神戸支所次長（独立行政法人農

林水産消費安全技術センター
肥飼料安全検査部調整指導官）

眞鍋　大実　…門司支所博多出張所（門司支所
長崎空港出張所）

荒井　陽子　…門司支所長崎空港出張所（門司
支所博多出張所）

岡田　玲奈　…中部空港支所検疫課兼中部空
港支所名古屋出張所（中部空港
支所検疫課）

増利　茉弓　…成田支所旅具検疫第２課兼羽
田空港支所東京出張所（成田支
所旅具検疫第２課）

川辺　一也　…羽田空港支所検疫課（臨時的任
用）

（平成30年11月５日）
佐治　悠自　…育児休業（企画管理部企画調整

課兼食料産業局輸出促進課付）

（平成30年11月12日）
大月　寿栄　…育児休業（神戸支所検疫課）

（平成30年11月16日）
福田　雅史　…職務復帰（成田支所旅具検疫第

１課主任検疫官）
矢島　彩子　…育児休業（成田支所旅具検疫第

２課）

（平成30年11月23日）
中川　千恵　育児休業（羽田空港支所検疫
課）

（平成30年11月29日）
南　久美子　…育児休業（羽田空港支所東京出

張所）

（平成30年12月１日）
米川あかね　…成田支所旅具検疫第１課兼羽

田空港支所東京出張所（成田支
所旅具検疫第１課）

佐治　悠自　…職務復帰（企画管理部企画調整
課兼食料産業局輸出促進課）　
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◎畜産物・動物の輸出入検疫数量実績（平成30年９月、10月）

●輸入畜産物（前年同月比）

●輸出畜産物（前年同月比）

（単位：KG)

９月 10月 ９月 10月
骨
砕骨
蹄角
骨腱
蹄角粉
その他の骨

冷蔵
冷凍
その他
加熱処理
冷蔵
冷凍
その他
加熱処理

めん羊肉
山羊肉
鹿肉
その他の偶蹄類肉
加熱処理その他の偶蹄類肉

ハム
加熱処理ハム
ソーセージ
加熱処理ソーセージ
ベーコン
加熱処理ベーコン
馬肉
うさぎ肉
犬肉
家きん肉
家きん加熱処理肉

牛
豚
家きん
その他
牛
豚
家きん
その他

牛臓器
豚臓器
その他の偶蹄類臓器
加熱処理牛の臓器
加熱処理豚の臓器

輸出

加熱処理
その他の肉

臓器類

　９月分の全体の輸入量は前年同月比98.3％と減少しました。また、10月分の全体の輸入量は前
年同月比128.1％と増加しました。

　９月分の全体の輸出量は前年同月比76.9％と減少しました。また、10月分の全体の輸出量は前
年同月比104.7％と増加しました。

骨類

計

品目名

豚肉

計

肉類

牛肉

輸入

非加熱
その他の肉

◎畜産物・動物の輸出入検疫数量実績（平成30年9月、10月）
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９月 10月 ９月 10月
加熱処理その他の偶蹄類臓器

偶蹄類以外の臓器
消化管等
加熱処理消化管等
ケーシング
脂肪
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
加熱処理その他の家きん臓器

殻付卵
液卵
その他の卵

牛皮
豚皮
めん羊皮
山羊皮
鹿皮
その他の偶蹄類の皮
馬皮
うさぎ皮
犬皮
その他の皮

牛毛
豚毛
羊毛
山羊毛
鹿毛
その他の偶蹄類の毛
馬毛
うさぎ毛
羽毛
犬毛
その他の毛

チーズ
バター
偶蹄類動物の飼料用乳製品
その他の乳製品

血粉
肉粉
肉骨粉
皮粉・羽毛粉

精液（アンプル）
受精卵（個）
ふん・尿

穀物のわら
飼料用の乾草
その他

※　解放重量ベースの速報値

その他

わら類

計
総計

臓器類

皮類

計

毛類

品目名

ミール類

計

卵類

計

輸出輸入

計

計

乳製品類

計

計

─ 18 ─

No.6 － 18



◎平成30年10月～11月の出来事

○フィリピン向けの豚原皮の輸出が再開（10月
１日）
○カンボジア向けの豚肉及び豚原皮が輸出再開
（10月４日）
○シンガポール向けの豚肉が輸出再開（10 月
12日）
○アイスランドから日本向けに輸出される生き
ているサケ科魚類の衛生条件及び証明書様式
を締結（10月15日）
○米国向けの食用生鮮殻付き卵の輸出が解禁
（10月16日）
○米国ミネソタ州からの生きた家きん、家きん
肉等の輸入を停止（10月 23日）
○フランスからの家きん肉等の家畜衛生条件改
正（11月 9日）

○ベルギー（食用以外）から日本向けに輸出さ
れる乳製品の検査証明書様式を締結（11月
13日）
○韓国向けの豚原皮の輸出を再開（11月16日）
○台湾向けの豚肉及び豚原皮の輸出を停止（11
月17日）
○韓国向けの食用生鮮家きん卵の輸出が解禁
（11月 27日）
○フランスから日本向けに輸出される豚肉等の
家畜衛生条件を改正（11月 28日）
○ウルグアイから日本向けに輸出される牛肉等
の家畜衛生条件及び輸出検査証明書様式を締
結（11月 30日）
○ウルグアイ向けの牛肉の輸出が解禁（11月
30日）

（単位：頭、羽、群）

９月 10月 ９月 10月
　乳用繁殖用
　肉用繁殖用
　肥育用
　と畜場直行用
　その他
　繁殖用
　その他

　めん羊
　山羊
　その他の偶蹄類

　繁殖用
　乗用
　競走用
　肥育用
　と畜場直行用
　その他

　その他の馬科
　うさぎ
　初生ひな（鶏）
　初生ひな（その他）
　種卵（個）
　蜜蜂（群）
　指定検疫物以外の動物
　犬
　猫
　きつね
　スカンク
　サル

輸入 輸出
動物名

　牛

　豚

　馬
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◎動検通信（動物検疫所オリンピック・パラリンピック担当専門官）
平成30年10月１日付けで動物検疫所オリンピック・パラリンピック担当専門官に任命されました。
新設の役職で東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会に関する業務を担当することになり
ました。担当業務の一つである馬術競技については、330頭程度の馬が短期間に輸入され、競技終
了後また輸出されることが予定されています。そのために日本では初めて競技会場周辺について
特定の馬の疾病が存在しない馬疾病フリーゾーン（ＥＤＦＺ＝バブル）宣言を行い、競技馬はその
間のみを移動するバブルtoバブルコンセプトを採用することとなりました。これはリオ・オリンピッ
クやアジア大会など近年の国際的な馬術競技大会ではよく採用されており、国際馬術大会や競走
馬の国際間移動の増加に対応するため、合理的で安全な検疫体制を目指して考え出された制度で
す。オリンピックの馬術競技は歴史が古い競技ですが、動物検疫については各国で苦労があった
ようで、1956年のメルボルン大会（豪州）では、動物検疫のために馬術競技の開催を返上し、スウェー
デンのストックホルムで開催されたという歴史があります（その後2000年のシドニー大会では無事
開催）。
今回のオリンピックでは馬場馬術と障害馬術と総合馬術競技の３種目、パラリンピックでは馬場

馬術が開催されます。馬場馬術は20ｍ×60ｍほどの馬場で演技の美しさや正確さを競う競技です。
障害馬術は、馬場内に設置された障害を跳び越え、障害を落とさないことや時間を競います。総合
馬術は、馬場馬術・障害馬術・クロスカントリーの３競技を同一人馬が３日間かけて行い競う競技
です。クロスカントリーは自然に近い地形に柵や池などバラエティのある障害を設置し、それを越え
て走る競技で、距離も長くダイナミックな競技です。馬場馬術と障害馬術は馬事公苑、クロスカン
トリーは海の森公園で開催されます。馬術競技は男女年齢の区別がなく、オリンピック・パラリンピッ
ク競技で唯一人間以外が参加する競技ということで、非常に興味深いスポーツだと思います。
馬術のことばかり触れてきましたが、東京 2020オリンピック・パラリンピックの影響は選手団・

関係者の対応、増加する渡航客の対応、交通渋滞の貨物検査への影響など多岐にわたりそうです。
動物検疫所全体で東京2020オリンピック・パラリンピックの成功を目指していきましょう。

今年の秋は、台風による塩害で横浜本所の桜は早々
に葉が落ち、南風も吹き込んだことからツツジが咲い
ています。
そのような中、11月 5日に平成 30 年度畜霊祭が執
り行われました。この 1年間に豚 1頭、初生ひな 4,224
羽、猫 2匹の死亡・処分がありました。
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