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５月から羽田空港と関西空港に、新しい検疫探知犬がデビューしました！
全国の動物検疫所で働く検疫探知犬は、合計22頭になりました。
動物検疫所のＨＰでも紹介していますので、ぜひご覧ください。

（トレーニングを受けた米国National Detector Dog Training  Centerにて）

検疫探知犬 検索
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◎関西空港支所長就任の挨拶
… 杉崎　知己

４月１日付けで関西空港支所長を拝命いたしまし
た。引き続き、よろしくお願いいたします。前任地
の沖縄支所では、小さい組織ならではの絶妙のチー
ムワークで、公私ともに充実した１年を送ることが
できました。支所・出張所職員各位並びに関係者
の方々には、紙面をお借りして御礼申し上げます。
毎日珊瑚礁に囲まれた美しい海を眺めながらの勤
務は得がたい経験であり、離れ難いものがありまし
た。
関西空港勤務は３年ぶりで、ある程度土地勘は
残っているつもりだったのですが、職員はほとんど
入れ替わり、以前にも増して若手職員が増えていま
す。国際線到着便数がこの３年で５割以上も増加
し、毎日150 便以上が到着しており、口蹄疫や高病
原性鳥インフルエンザの発生している中国、台湾、
韓国を始めとするアジア便が実に９割以上を占めて
います。このような状況を踏まえ、検疫探知犬が６
頭体制になることに加え、年度内には新たな旅客
ターミナルが増設されるなど、激動の１年になりそ
うです。職員一丸となって難局を乗り切っていきた
いと考えています。

◎沖縄支所長就任の挨拶
… 鎌川　浩之

この度、４月１日付けで沖縄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、既に
支所長を経験されている諸先輩の姿を思い浮かべ
ますと、その職責の重さを感じます。
私自身、沖縄で勤務することも初めてですが、那

覇空港に到着した際、なにか “ぬくもり” にも似た
懐かしい感覚を覚えました。私が育った同じ亜熱帯
気候の三宅島に共通する要素があったのかもしれ
ません。
沖縄県は、アジア諸国と隣接している地理的特性

から、琉球時代からこれらの国々との活発な貿易を
行いつつ風土を育んできた歴史をもつ一方、先の戦
争の最後の激戦地ともなり、戦後しばらく米国の占
領下に置かれてきたという歴史も有しています。こ
のような環境の中で生まれた多彩な風土文化を持

ち合わせており、今後、業務と併せて、できる限り
現地の方と接する機会を設け、この地について理解
を深めていきたいと感じています。
気分一新、４月からは前任者からの申し送りに従

い、“沖縄かりゆし” に身を包み業務を開始しました。
担当から業務について伺ってみると、留意してリス
ク管理に取り組む必要のある事項があり、その中に
は輸出促進のように意識を変えて取り組む必要のあ
るものもあり、関係者への啓発の仕方も工夫してい
く必要があると感じています。輸出促進については、
この施策を積極的に推進すればするほど、畜産物輸
出が国家経済の基軸となっている豪州の動物検疫
措置により近い立ち位置になると考えられます。す
なわち、ひと度、国内で口蹄疫等が発生した場合、
地域主義やコンパートメントの合意がない限り、全
国ベースで輸出が停止してしまうリスクを保有する
ことを強く意識することになります。侵入防止の観
点からは、輸入検疫の重みが以前よりも増すことに
なります。この場合、綿羊産業の盛んな国では、ブ
ルータングなども警戒疾病とする等、国により重点
管理疾病に差があるものと考えられます。輸入検
疫を強化するということは、国内防疫もそれに見合
う防疫体制を維持又は強化する必要があることも忘
れてはならないと思います。暴露・拡散リスクの観
点からは、農場での発生により全国ベースで輸出が
停止することを考慮すると、現在、各県にて積極的
に取り組んでいる飼養衛生管理基準に従った衛生
管理の全国ベースでの平準化がかなり重要である
と理解しています。このため、当支所では沖縄県関
係者、疫学や疾病専門家との連携が今後も不可欠
であると考えています。
このようなリスクの視点をもって当支所の業務運
営に取り組んでまいりたいと考えていますので、関
係者皆様方の御指導及び御鞭撻を賜りますようよ
ろしくお願い申し上げます。

◎トピックス
・�平成28年度全国家畜衛生主任者会議の
概要
… （企画管理部長）

平成 28年４月21日（木）、農林水産省本省７階
講堂において平成 28年度全国家畜衛生主任者会
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議が開催されました。全国家畜衛生主任者会議は、
前年度の家畜衛生に関する動向及び今後の家畜衛
生の推進方向について､年度の初めに農林水産省、
都道府県の家畜衛生担当者及び関係機関が集まり、
家畜衛生の基本方針を話し合い、情報共有、意見交
換を行う会議です。
今般の会議では、中国、韓国等近隣諸国における

口蹄疫や鳥インフルエンザに対する対策、牛肉等の
輸出促進の取組状況について意見交換等が行われ
ましたので､その概要をお知らせします。
平成 28年度の会議開催に当たり､川島大臣官房

審議官から小風消費・安全局長の挨拶の代読があ
り、近年の家畜衛生行政を取り巻く状況について、
次の概要の説明がありました。
①　牛肉等の輸出促進について
　…　政府をあげた農林水産物・食品の輸出促進に
より輸出額が昨年7200 億円を達成し、2020年の
1兆円目標の前倒しも議論。輸出をより一層推進
し、疾病発生時でも安定的な輸出を確保するた
め、米国、EUとの間で地域主義の相互承認につ
いて協議中。また、OIEのPVS評価を受ける予定。
②　観光立国推進と水際対策の強化
　…　アジア諸国等との間で人やモノの移動がより
活発になる中で、海外からの家畜の伝染性疾病
の進入リスクは上昇。国内においても発生予防、
早期発見、まん延防止対策が重要であり、日中韓
農業大臣会合等の場で越境性感染症対策等の連
携した取組を強化していく考え。
引き続き、熊谷動物衛生課長、磯貝畜水産安全管
理課長、山本動物医薬品検査所長、坂本農研機構
動物衛生研究部門長から所管事項について説明が
ありました。
熊谷動物衛生課長からは、アジア諸国との連携強
化により、特に韓国での発生情報が迅速に提供でき
るようになったこと、水際対策の強化と都道府県と
の連携、日中間農業大臣会合において越境性感染
症や薬剤耐性菌の対策が重要であることが確認さ
れたことについて説明がありました。さらに、国内
での牛白血病、ヨーネ病等対策、中国研究機関との
口蹄疫等の共同研究について紹介がありました。
小倉動物検疫所長からは、昨年度の動物検疫実

績とともに、国際空海港での水際対策の強化や動物
検疫所での検査技術の整備等について考え方を説

明し、動物検疫所と都道府県との一層の連携強化
の重要性について強調しました。
４月22日（金）には農林水産省及び都道府県の
防疫対応について情報交換等が行われました。
動物衛生課から、平成 27年の総務省による家畜
伝染病対策に関する行政評価・監視の結果に関連
して、生産農家での飼養衛生管理基準の遵守の徹
底等の重要性について説明がありました。
また、動物検疫所から、事前対応型の広報活動や
不正に持ち込まれた畜産物に対する病原学的検査
等の水際対策について、国内防疫支援の強化、輸出
促進に向けた取組状況とともに説明し、今年度にお
ける都道府県との連絡会議の開催等について紹介
しました。

・�動物検疫所見学・説明会「ご存じですか？
動物検疫」の開催について
… （中部空港支所）

平成 28年３月17日、動物検疫の役割や重要性
を広く国民の皆様に知っていただくため、農林水産
省主催により中部空港支所にて動物検疫所見学・
説明会「ご存じですか？動物検疫～動物の病気を
持ち込まないために～」が開催されました。
ターミナルビルに隣接するCIQ庁舎会議室にお
いて、29人（うち幼児２人）の方の参加をいただき、
午後１時、消費者行政課課長補佐の進行により開始
され、まず、中部空港支所長が開会の挨拶を行いま
した。その後、動物検疫に関する情報提供として、
動物検疫所の紹介DVDの放映、中部空港支所長
からの「動物検疫所における水際対策について」
と題した、動物検疫所の概要、並びに中部空港支所
の業務を中心とした動畜産物や犬等の輸出入検疫、
広報活動、検疫探知犬、靴底消毒等の水際対策、さ
らには畜産物の輸出促進に関するシンガポール向
けの牛肉等のお土産解禁について説明を行いまし
た。
その後、バスにより空港島の北端まで移動し、犬
猫等係留施設及び中部検査・診断センターを、２班
に分かれて交互に見学しました。
犬猫等係留施設では、コンパニオンアニマルであ

る犬猫等が飼い主から離れても快適な環境で過ご
せるよう各房には個別に調整が可能なエアコン及び
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床暖房が設置されていること、また、回廊形式で自
然採光、通風を確保し省エネ対策がとられているこ
となどを説明しました。

（会議室内での概要説明）

引き続き、検疫探知犬のハンターとリトルマンの
説明、参加者と中身を確認した探知トレーニング用
のボックスを並べてのデモンストレーションを行い、
検疫探知犬の鋭い嗅覚が水際対策に貢献している
ことを見ていただきました。
中部検査・診断センターでは、主に人獣共通感染
症でもある鳥インフルエンザウイルスを安全に検査
するために、BSL３の病原体を取り扱うことのでき
る高度封じ込め施設であり、一次封じ込めである安
全キャビネットで検査を行い、さらに二次封じ込め
として、高気密性の検査室内を空調により陰圧に
保っていることを説明しました。また、これに付随
する設備として、排気用のヘパフィルタ、排水用の
高圧蒸気滅菌装置、検査材料搬入のためのパスボッ
クス、器具類の搬出のための両面扉オートクレーブ
などを有し、さらに防護服や職員への教育訓練など
により安全性を保っていることを説明しました。
両施設の見学の後、再びバスで移動し会議室に
戻り、動物衛生課国際衛生対策室坂本係長から「最
近の家畜衛生をめぐる情勢について」と題して、日
本の家畜防疫体制、口蹄疫・鳥インフルエンザの発
生状況及び防疫対策、輸出促進への取組状況につ
いて説明がありました。
最後に質疑応答・意見交換を行いましたが、参
加者の中に一般の方の他に何度も参加されて詳し
い方もおられ、そうした方のご自分の関心事項につ
いてされた質問が一般の方にはわかりにくかったた
めと思われますが、会議終了後の見送りの際に「私

たちみたいな者が参加する会では無かったの？」と
話され、「そのようなことはありませんよ」とお応え
しましたが、こうした参加者間での影響は我々には
コントロールが難しく、今後の開催の際には少し考
慮が必要かと思いました。
今回、中部空港支所では平成 22年に次いで２回

目の開催となり、前回と同様に精密検査部海外病検
査課と協力し開催しました。前回は年度当初から計
画をたてて準備を行いましたが、今回は急な開催と
なり白衣等の準備が間に合わず、成田支所にお借り
し無事開催することが出来ました。この場をお借り
しお礼申し上げます。

（中部検査・診断センターの紹介）

（検疫探知犬の紹介）

・�我が国に不法に持ち込まれる動物への対
策の徹底についての協力依頼について
… （感染症対策専門官）

輸入コンテナ貨物に紛れて我が国に持ち込まれ
る動物（以下「コンテナ迷入動物」という。）の対
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応については、「狂犬病ガイドライン2001」の空港・
港湾施設内で発見した場合に基づき、発見者から
連絡を受け、その動物が検疫対象動物の場合には
動物検疫所が捕獲・隔離し、航空会社等から輸入
検査申請を提出してもらい輸入検疫を実施すること
となっています。近年、コンテナ迷入動物は、その
発見場所が内陸地であることも多く、同時に逃亡や
咬傷事故も発生するなど複雑な事例が発生し、発
生報告を受けた動物検疫所も遠隔地での捕獲や受
傷者の対応に苦慮していました。
このような中、昨年度末の平成 28年３月22日に
厚生労働省結核感染症課長から各都道府県、保健
所設置市及び特別区の衛生担当部局に対し、「我が
国に不法に持ち込まれる動物への対策の徹底につ
いて（協力依頼）」が発出されました。通知ではコ
ンテナ迷入動物の逃亡時の迅速な捕獲及び咬傷事
故発生時の検査等について、地方公共団体の対応
が必要であり、管内で迷入事例が発生し、関係機関
から相談、協力依頼等があった場合、動物検疫所と
連携の上、迷入動物の捕獲に努め、狂犬病対策の徹
底を図ることとなっています。
動物検疫所はこれまで120 件を超える迷入動物

の捕獲を実施しており、捕獲のノウハウ（技術面及
び機材面）を持っています。各所においては、今回
の通知をきっかけとして地方公共団体の関係部署と
連携体制を構築して頂き、事例発生時の円滑な対
応が実施できるようお願いします。また、地方公共
団体から捕獲方法等について相談があった場合の
対応についても適切に実施して頂くようお願いしま
す。

（捕獲されたコンテナ迷入猫）

・�ロシア公務員養成講座研修生の動物検
疫所訪問への対応について
… （企画調整課）

平成 28年３月３日、外務省主催のロシア公務員
養成講座「検疫」の一環としてロシア連邦動植物
衛生監督庁から、国内動物衛生監督局実験監督課
上級専門官をはじめ検疫業務に携わる各種国家機
関の所長、室長等13名が羽田空港支所、横浜本所
を視察されました。
この講座は外務省が1991年から、我が国の対ロ
シア改革促進の一環として実施しており、各種行政
に携わるロシア公務員を対象とした訪日研修で、ロ
シア側から高い評価を得ています。今年度の研修
テーマである「検疫」は日露政府間協議の場でも
取り上げられており、本研修において日本側の施設
管理体制が適正なものであることをロシア側に示
し、理解を得ることで日露双方にとって有意義なも
のとなるよう期待されて開催されました。視察団は
農林水産省での検疫制度に関する講義の後、水産
加工施設、海洋生物環境研究所、肉牛農場、と畜・
食肉処理場、食肉衛生検査所、動物衛生研究所を
視察されました。

その中で、羽田空港支所の視察では検疫探知犬
の活動、犬猫の輸出入検疫、係留施設等を案内し、
横浜本所では動物の係留施設見学、資材庫を案内
しました。視察後の質疑応答では、生きた家畜、畜
産物、犬猫等の輸出入検疫の手続き、リスク評価の
位置づけ、厚生労働省の検疫所との業務の違いや
検査の順番等日本の検疫制度や具体的な手続きに
ついてなどの様々な質問があり、日本の輸出入検疫
制度に対する高い関心が伺われました。
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◎調査研究報告
・�第57回全国家畜保健衛生業績発表会発
表演題紹介
… （精密検査部）

平成 28年４月19～ 20日に全国家畜保健衛生業
績発表会が行われ、48演題の発表内容は家保の業
務効率化や疾病清浄化への取組事例から新しい検
査法の開発まで多岐に渡り、家畜防疫に対する各都
道府県の熱意が感じられました。そのうち、当所の
業務にも参考となる演題を紹介します。
①「農場環境材料を用いた牛ヨーネ病サーベイ

ランスの検討（北海道）」では、ヨーネ病の蔓延防
止のために実施する検査として、牛の個体検査に代
えた農場環境材料（堆肥舎の拭き取り材料）のリ
アルタイムPCRによるDNA検出検査の有用性が
紹介されました。本法はヨーネ病摘発後の係留施
設の清浄性確認検査に応用が可能です。②「大分
県特定家畜伝染病防疫対策特別チーム（B-SAT）
の取組及び強化（大分県）」では、初動防疫の円滑
化を目指して設置されたB-SATで行われる研修や
演習等の取組が紹介されました。研修では経験者
から未経験者に対して発生を想定した初動防疫プ
ランニングや電殺機等の機材の取扱、AED講習等
が実施され、当所における口蹄疫等発生時の防疫
リーダーの育成にも非常に参考となる取組です。③
「PRRSウイルスの関与が疑われた母豚の死亡及び
流産多発事例（鹿児島県）」では、繁殖農場の母豚
で発生した死亡や流産の原因として、クラスターⅣ
に分類される病原性の強いPRRSVの関与が疑わ
れた事例が、④「嘔吐・下痢を認めた豚から分離さ
れた豚デルタコロナウイルス（PDCoV）とウイルス
動態調査（山形県）」では、下痢発症豚糞便からの
国内初のPDCoV分離事例が紹介されました。こ
れまでクラスターⅣのPRRSVやPDCoVの摘発事
例はなく、紹介された臨床症状や検査法は輸入検
疫においても参考となります。⑤「豚下痢症関連ウ
イルス４種を迅速かつ同時に検出可能なリアルタイ
ムRT-PCR法の開発（鳥取県）」では、臨床症状か
らの判別が困難な4種の豚下痢症の原因ウイルス
（PEDV、TGEV、PDCoV、豚A群ロタウイルス）
を迅速かつ同時に検出するワンステップリアルタイ
ムRT-PCR法が紹介され、輸入検査の効率化に応

用が可能です。
なお、当所からは特別演題を２題発表しましたの
で、以下に概要を紹介します。
（１…）「家畜生体のリスク評価の取組みとその活用に
ついて」
○山口菜美、増田真人（精密検査部、企画管理部）
輸入検疫中に実施する検査はリスクを考慮して
行われているものの、検査対象疾病の選別は体系的
になされてこなかったことから、透明性のある体系
的な選別過程を示すことを目的として家畜生体の輸
入リスク分析を実施し、その結果を用いて検査疾病
を選別した。検査疾病の選別過程及び輸入検疫時
に行うリスク管理措置を都道府県や関係各所に明
示してリスクコミュニケーションを図り、水際検疫
と国内防疫が一体となった家畜防疫体制の構築を
目指したい。
（２…）「カナダ産肥育用素馬におけるSalmonella…
Typhimurium(S.T)分離事例及び保菌状況調査」

○平松龍人（門司支所鹿児島空港出張所）
カナダ産肥育用素馬のうち、検疫中に下痢等の症
状を示してS.Tが分離された11頭について細菌学
的、病理組織学的検索を実施した。下部消化管を
中心にS.Tが分離され、軽度の偽膜性腸炎が認め
られた。また、健康馬を対象としたS.T保菌状況調
査により、有症馬からS.Tが分離されたロット中に
無症状保菌馬が確認され、健康保菌馬の存在及び
これらの有症馬への関与が示唆された。S.Tによる
サルモネラ症は馬の監視伝染病ではないが、ストレ
ス軽減による発症予防を図るとともに検疫中の早期
発見、迅速な隔離及び検査を通して感染拡大及び
損耗の防止に努めたい。

◎動物検疫関連情報
・�海外病検査課における業務の現況につ
いて
… （精密検査部海外病検査課）

海外病検査課は精密検査部の１つの課ですが、
中部国際空港支所の検疫場の一角にある、「中部検
査・診断センター」に駐在し、課長以下３名で業務
を行っています。中部検査・診断センターには、
BSL３の病原体を取り扱える検査室を備えており、
通常の精密検査業務の他、動物検疫業務に資する
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調査研究を行っています。
精密検査業務は、輸出入動畜産物の鳥類の主に

ウイルスに関する検査、豪州等への輸出犬に関する
検査、水産動物に関する検査を中心に行っていま
す。この他、環境省が行っている国内野鳥の高病原
性鳥インフルエンザ保有状況調査への協力をして
おり、10月から翌年４月までのいわゆるシーズンの
間、各都道府県が採材したカモ類の糞便の一部に
ついて、LAMP法によるスクリーニング検査とウイ
ルス分離までを担当しています。また、平成 28年
１月から輸入犬の狂犬病抗体価モニタリング調査
の中和試験を担当するようになりました。

（中部検査・診断センター）

旅客が日本に持ち込もうとして検査で不合格と
なり放棄された畜産物は、これまで防疫のために速
やかに焼却処分されていました。それらが本当に
病原体に汚染されているのかが不明であったことか
ら、調査研究業務として、放棄された家きん肉から
鳥インフルエンザウイルス (AIV)モニタリング調査
を始めました。一部の検体から高病原性のものを含
むAIVが分離され、改めて空海港における水際検
疫の重要性を認識しました。これらの分離ウイルス
の解析を進めつつ、さらに調査は今年度も継続中で
す。
また、水産動物については、本年7月に水産資源
保護法の省令改正を控えており、輸入防疫対象疾
病が現行の11疾病から24疾病になり、新たに貝類
等の魚種が追加されます。これに備え、動物検疫所
における検査体制整備が急務となっており、関係機
関の協力を得つつ整備を図っています。

平成 27年度には鳥インフルエンザゲル内沈降反
応(AGID)でISO/IEC17025の認定を取得しました。
動物検疫所では４ヶ所目になります。ELISAやリ
アルタイムPCRなど、数値で判定できる検査方法
が増えている中で、AGIDは目視による判定が求め
られます。このため、検査実施者により判定が異な
らないよう、強陽性・弱陽性の参照血清による検証
や、外部技能試験の受験等により、検査の信頼性確
保に努めています。
海外病検査課は精密検査部４兄弟（姉妹）の末
子として、平成 21年 10月に誕生し、満６歳になり
ました。人間ならもう小学生です。設置当初は、病理・
理化学検査課から分与してもらったAIV数株から
始まったのですが、様々な業務を重ねるうちに、現
在保有しているAIVは約 300 株にもなりました。
ご存知のとおりAIVにはHA亜型が１～16、NA
亜型が１～９まであります。当課が保有している
AIV約 300 株の中では、HA亜型ではH８とH13
～ 16、NA亜型ではN４がありません。稀な亜型
なのか、タマタマなのかはわかりませんが、コンプ
リートを目指し、これからも愚直に精進していきた
いと思います。

・�動物検疫所の歴史⑦　-�昭和のはじめ、
口蹄疫の摘発など�-
… （動物検疫所長 )

昭和に入っても朝鮮半島からの牛の輸入は続き、
検疫所でも様々な伝染病が摘発されます。口蹄疫
の国内発生の最後は明治 41年ですが、検疫所での
摘発は昭和の時代まで続きます。その最後になった
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昭和８年の門司税関下関（福浦）家畜検疫所での
様子が詳しく記録されています。その年、朝鮮半島
で口蹄疫が大流行、３月に移出検疫施設で発生した
のに続き、４月には下関福浦の検疫所でも発生しま
す。門司税関長からの通報を受けて農林省畜産局
では専門家も招集し対応を協議します。結果は、隔
離に便利な検疫所内であり検疫官の手腕によって
まん延は防止できるとして検疫続行。朝鮮総督府
側も発生地域からの移出は停止したものの他の地
域からの移出は続行されます（今でいう地域主
義？）。当時の家畜衛生統計には口蹄疫 243 頭、へ
い死４頭、殺１頭、快復 232 頭と記録されていて、
家畜衛生協会報には、解放時の薬浴の様子が紹介
され（文末）、全部の解放に至るまで約４か月を要
したとあります。
門司支所には口蹄疫のホルマリン漬け標本がた

くさんありますが、門司支所在籍時、福浦の検疫所
は出口のところまで坂になっていて、ちゃんと登っ
たら合格にしていたらしいという話を聞いたことを
思い出しました。入検の時じゃなくて？と長年気に
かかっていましたが、回復したことの確認だったと
わかり納得です。様々な前提があっての話ですが、
口蹄疫のまん延防止にも技術的には色々な方法が
あることを示しています。
さて、明治から昭和のはじめにかけての動物検疫
の様子を紹介してきましたが、そのほとんどは日本
帝国家畜伝染病予防史（獣疫調査所発行）に記録
されているものです。その最後になる大正・昭和第
５編は昭和13年３月の発行になっていて、その後
の記録はどこかにないかと思っていましたが、戦後
の動きを記録した日本獣医師会発行の家畜衛生史
でこの予防史と並んで紹介されている「近代家畜
衛生行政史」全四巻が書庫から出てきました。筆
者は昭和40年代前半に動物検疫所長も務められた
蒲池五四郎さんとなっていて、昭和12年から20年
までの動物検疫を含む家畜衛生行政の様子が詳し
く整理されています。動物検疫所の大先輩に聞い
たところ、戦時中からの経験者を督励（叱咤？）し
ながらまとめておられたのは記憶にあるとのこと。
表紙の日付は昭和45年から47年になっていて、時
間がかかってでも後生に記録を残そうとされた先輩
方に頭が下がります。次回は、これをもとに、昭和
10年代の動物検疫の様子を紹介します。

（家畜衛生協会報（昭和８年、家畜衛生協会）より。
下関福浦家畜検疫所での口蹄疫発生牛群の解放時
の薬浴の様子）

◎所内情報
・所内研修履歴（４～５月）

【平成28年度初任者合同研修】
期間：平成28年５月16日～ 20日
場所：横浜本所
人数：28名
内容：…動物検疫の役割及び業務に関する知識の

付与、CIQ他官署の業務に関する知識の
付与、食肉加工会社見学、接遇研修等

【平成 28年度新規採用者（畜産系技術職員）新門
司検疫場研修（前期）】
期間：平成28年５月24日～６月３日
場所：門司支所
人数：４名
内容：…動物検査業務に必要な基本的知識の付与

及び係留施設における実習
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動物検疫所の組織構成 平成 28 年 5 月 1 日現在

所長 総務部長 庶務課長 庶務係長
(技)小倉 弘明 (事)山口 宏記 (事)小野寺 守 (事)眞野 安紀

人事第１係長
課長補佐 (事)森 昌宏
(事)石井 正洋 人事第２係長

(事)栗原 順子

会計課長 経理第１係長
(事)上田 義彦 (事)西村 英介

経理第２係長
課長補佐 (事)戸田 武史
(事)堀川 豊 用度係長

(事)浦野 智弘
調達係長 欠

管理官 国有財産係長
(事)加藤 佳美 (事)宮本 英昭

調整指導官
(技)鎌川 明美

統括検疫管理官
(技)増田 真人

感染症対策専門官
(技)阿久澤 義徳

企画管理部長 企画調整課長 (技)佐治 悠自
(技)吉田 和弘 (技)酒井 一彰 (技)岡崎 崇

(技)仲村 一紀
主任検疫官
(技)椛本 綾子(兼)
主任検疫官
(技)大川 裕人(兼)
主任検疫官
(技)吉田 英二

調査課長 (技)笹井 陽子
(技)河本 俊博 (技)國分 啓士郎

(技)今野 峻之
主任検疫官 (技)大島 芙美

(技)土屋 直樹

危機管理課長 (技)吉村 明子
(技)三上 稚夫 (技)岡 恵美奈

（畜産物検疫課併任）
主任検疫官 (技)谷崎 さとみ(任任)
(技)池田 亜季
主任検疫官
(技)立和名 剛司
（危険度分析課、静岡出張所併任）

検疫部長 管理指導課長 (技)山本 朋子
(技)鈴木 一弘 (技)矢野 隆司 (技)新井 美里

動物検疫課長 (技)草刈 恵
(技)田上 勝則 (技)鈴木 聡子

(技)稲垣 麻由子
主任検疫官 (技)中原 祐輔
(技)鵜飼 寿 (技)若尾 英之
主任検疫官 （動物衛生課併任）
(技)鈴木 秀人 (技)浪川 彩花

（動物衛生課併任）
(技)茨木 美和
（動物衛生課併任）

(技)鈴木 祐子
（動物衛生課併任）

(技)鎌田 柚
(技)帖佐 圭介
（庶務課併任）

(技)片倉 亜紀恵(臨任)

畜産物検疫課長 (技)西本 愛
(技)浅岡 正弘 (技)岡 恵美奈(兼)

(技)伊藤 裕子
主任検疫官 (技)石橋 恵
(技)藤澤 景子
主任検疫官
(技)百井 秀樹

・動物検疫所の組織構成
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精密検査部長 微生物検査課長 (技)田村 愛子
(技)田中 寿一 (技)中尾 哲也 (技)日比 浩之

(技)古野 美南子
主任検疫官 (技)中谷 大地
(技)福原 久江 (技)石渡 祥子(任任)
主任検疫官
(技)大川 裕人
（企画調整課併任）

主任検疫官
(技)椛本 綾子
（企画調整課併任）

海外病検査課長 (技)柴田 明弘
(技)尾坂 優之 (技)住吉 理穂

主任検疫官 欠

病理・理化学検査課長 (技)下平 久美子
(技)柳澤 成江 (技)下久保 奈都美

(技)岩田 啓
主任検疫官 欠 (技)髙村 麻子
主任検疫官 欠
主任検疫官 欠

危険度分析課長 (技)相場 俊樹
(技)西口 明子 (技)山口 菜美

主任検疫官
(技)室賀 紀彦
主任検疫官
(技)立和名 剛司(兼)

北海道出張所長 (技)西岡 真未
(技)加藤 政治 (技)小薬 優子

(技)大熊 綾美
主任検疫官 (技)小岩 善則
(技)富田 桂 (技)金子 拓矢
主任検疫官 (技)野島 日依
(技)黒田 正爾 (技)西岡 崇政(小樽)

(胆振) (技)高柳 亮(小樽)
(技)豊嶋 理沙(胆振)
(技)河村 哲伸(胆振)
(技)白藤 香菜子(胆振)
(技)柴田 和男(胆振)
(技)月館 彰人(臨任)

仙台空港出張所長 (技)野崎 陽介
(技)鈴木 章則 (技)吉田 啓記

(技)尾形 欣典
主任検疫官 (技)車塚 梨沙
(技)榊原 路子 (技)白井 千亜希

川崎出張所長 (技)竹浪 亜沙子
(技)牧田 利和子 (技)森 まどか

(技)岡田 佳代
主任検疫官 (技)濱砂 裕子
(技)小林 里美 (技)上原 知江
主任検疫官 (技)渡邉 美和
(技)福田 雅義

新潟空港出張所長 (技)間 夏彦
(技)勢古 貴九秀

静岡出張所長 (技)菅原 愛
(技)平賀 英子 (技)渡邉 望

主任検疫官
(技)立和名 剛司(兼)

成田支所長 庶務課長 庶務係長
(技)向井 清孝 (事)櫻田 眞一 (事)横田 光浩

会計係長
次長 課長補佐 (事)岩田 浩幸
(技)町田 香 (事)瀧川 佳則

調整指導官
(技)葛西 桃子

統括検疫管理官
(技)横山 理恵子

旅具検疫第１課長 (技)梶原 篤
(技)小林 朋存 (技)大木 伸也
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(技)渡辺 有美
主任検疫官 (技)石田 幸一
(技)鈴木 章 (技)矢野 貴則
主任検疫官 (技)長瀬 絵美
(技)川西 伸一 (技)佐々木 文
主任検疫官 (技)加藤 友啓
(技)長田 幸恵 (技)中田 加七絵
主任検疫官 (技)安藤 雄介
(技)仙波 裕信 （動物検疫第２課併任）
主任検疫官 欠 (技)田村 彩加

(技)行田 彩生
(技)山﨑 裕子
(技)加藤 彰朗
(技)金田 まゆみ
(技)長瀬 紘介
(技)兼宗 真美
(技)長倉 基裕(臨任)

旅具検疫第２課長 (技)川邉 俊生
(技)新堀 均 (技)山口 渚子

(技)髙安 珠路
主任検疫官 (技)大泉 弘
(技)谷津 昌彦 (技)中村 恵一
主任検疫官 (技)田中 咲子
(技)牧田 昇 (技)飛田 龍士
主任検疫官 (技)橋本 真梨子
(技)大坪 千尋 (技)山本 和弘
主任検疫官 (技)河本 由江
(技)新居 朋昭 (技)矢島 彩子
主任検疫官 (技)村藤 義訓
(技)細野 靖人 (技)工藤 美雪

(技)岩永 達也
(技)黒田 唯
(技)横澤 輝美
(技)岩永 真希
(技)小野 萌
(技)吉田 佳奈子
(技)田代 渚
(技)横山 亜由子(臨任)

旅具検疫第３課長
(技)和田 さち子

主任検疫官
(技)小林 理絵子
主任検疫官
(技)白石 美穂
主任検疫官
(技)百瀬 智子
主任検疫官
(技)丸川 義文
主任検疫官
(技)屋仲 正則

動物検疫第１課長 (技)木原 博文
(技)遠藤 明仁 (技)野本 英絵

(技)小林 芳史
主任検疫官 (技)勝俣 亙
(技)久保 顕志
主任検疫官 欠

動物検疫第２課長 (技)松野 望美
(技)石塚 久義 (技)安藤 雄介(兼)

(技)平山 千砂(任任)
主任検疫官
(技)岡村 直美

貨物検査課長 (技)村田 健
(技)佐藤 一之 (技)田中 信行

(技)若宮 香理
主任検疫官 (技)若生 伶奈
(技)澤田 奈津子 (技)坂田 結実
主任検疫官 欠 (技)郡山 実優

(技)佐藤 華
(技)倉田 愛子(臨任)
(技)杉田 龍之(臨任)

羽田空港支所長 庶務課長 庶務係長
(技)小野田 裕 (事)渡邉 康之 (事)加藤 直子
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会計係長
次長 (事)伊藤 保
(技)角田 隆則 調整指導官

(技)林 仁子

統括検疫管理官
(技)根城 博一

検疫課長 (技)木下 貴司
(技)瀬戸 秀佳 (技)新川 麻理子

（東京出張所併任）
主任検疫官 (技)長谷川 未央
(技)相田 美穂(兼) (技)福士 智子
主任検疫官 (技)南 久美子
(技)中原 一馬 (技)本田 省吾
主任検疫官 (技)金山 俊作
(技)國分 英行 (技)小宮山 園実
主任検疫官 (技)西内 愛
(技)永友 孝昌 (技)伊藤 陽香
主任検疫官 (技)福原 麻衣
(技)上地 幸子 (技)鶴田 有紀
主任検疫官 (技)安井 千恵
(技)岩松 泰司 (技)大久保 結加
主任検疫官 (技)稲益 恵利加
(技)片岡 那津見 (技)岩永 佳子(任任)

(技)小島 菜々(任任)

東京出張所長 (技)新川 麻理子(兼)
(技)大石 紀夫 (技)渡邉 正人

(技)大泉 史
主任検疫官 (技)齊藤 美恵子

(技)貞末 竜伺 (技)佐藤 菜々美
主任検疫官 (技)吉田 きり佳

(技)珠玖 典子 (技)鈴木 瞳
主任検疫官 (技)本田 恵美(千葉)

(技)相田 美穂 (技)長江 和紀(千葉)
（検疫課併任） (技)八王子 元美(臨任)

主任検疫官 (技)吉野 好太郎(任任)
(技)屋仲 弥生

主任検疫官
(技)村方 佳代

中部空港支所長 庶務課長 庶務係長
(技)大塚 誠也 (事)我妻 良則 (事)鈴木 貞彦

会計係長
次長 (事)野地 宏昌
(技)小川 富生 調整指導官

(技)千葉 昌彦

統括検疫管理官
(技)渕上 佐知子

検疫課長 (技)佐藤 芳
(技)佐藤 光晴 (技)藤岡 友人(兼)

(技)野中 潤
主任検疫官 (技)宮地 祐香子
(技)河田 誠 (技)原田 理恵子
主任検疫官 (技)辛嶋 純
(技)小川 成美 (技)島本 真理
主任検疫官 (技)菊池 晏那
(技)夏目 和良 (技)伊藤 亜希
主任検疫官 (技)新里 恵
(技)森田 悦至 (技)古沢 亨

名古屋出張所長 (技)藤岡 友人
(技)鳥山 眞由美 （検疫課併任）

(技)山口 香子
主任検疫官 (技)長谷川 詩歩
(技)前田 雅史 (技)佐藤 貴之
主任検疫官 (技)木賀 ゆりえ(臨任)
(技)原田 善夫

小松出張所長 (技)原田 喜和子
(技)成ヶ澤 敬 (技)荒井 陽子

(技)井上 明日香

関西空港支所長 庶務課長 庶務係長
(技)杉崎 知己 (事)宿里 正明 (事)関根 リエ子

会計係長
次長 (事)柴野 邦昭
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(技)大友 浩幸 調整指導官
(技)坂井 理一

統括検疫管理官
(技)小林 恵子

検疫第１課長 (技)鈴木 剛史
(技)谷 義人 (技)横山 一星

(技)福島 亜紀子
主任検疫官 (技)梅村 諭志
(技)福冨 武 (技)橋本 脩
主任検疫官 (技)岡本 悠介
(技)森岡 洋子 (技)青島 圭介
主任検疫官 (技)小形 紗英子
(技)江﨑 由妃子 (技)岡﨑 まどか
主任検疫官 (技)福田 麻衣
(技)水出 元 (技)遠藤 まり絵
主任検疫官 (技)豊饒 はるか
(技)米内 浩晶 (技)小谷 啓

(技)栗山 温子
(技)加藤 央
(技)岡本 美華
(技)大久保 周祐
(技)渡邊 香織
(技)日沖 俊介
(技)島扇 笙子
(技)小川 美緒(臨任)
(技)川﨑 ななみ(臨任)

検疫第２課長 (技)浅野 将人
(技)土方 礼子

主任検疫官
(技)坂本 有希

小松島出張所長 (技)木村 奈津子(高松)
(技)籠島 恵介 (技)人見 十郎(高松)

主任検疫官
(技)岩﨑 邦洋(高松)

神戸支所長 庶務課長 庶務係長
(技)守野 繁 (事)松尾 知己 (事)池上 智美

庶務係主任
次長 (事)伊村 あゆみ
(技)田中 公子 調整指導官 会計係長

(技)古田 敦久 (事)平田 昌宏

統括検疫管理官
(技)岩中 麻里

検疫課長 (技)高橋 多喜子
(技)田中 耕司 (技)川井 航太郎

(技)大月 寿栄
主任検疫官 (技)青木 瑛梨
(技)中西 久美 (技)矢野川 祥子
主任検疫官 (技)阿部 麻美
(技)松尾 真理子 (技)上田 靖大
主任検疫官 (技)吉岡 隆(任任)
(技)住川 栄太 (技)齋藤 一美

(技)朝日 正明

大阪出張所長 (技)石塚 敏子
(技)藤澤 眞一 (技)立野 三穂

(技)梅村 幸子
主任検疫官 (技)藤原 茉依
(技)佐藤 隆一 (技)小倉 紀子
主任検疫官 (技)萩原 文乃
(技)福冨 麗子 (技)中野 英治
主任検疫官 (技)瀬口 渥子(臨任)
(技)濱名 仁

岡山空港出張所長 (技)名藤 正人
(技)福田 史乃

主任検疫官
(技)畑野 成幸

広島空港出張所長 (技)上村 香苗
(技)若菜 俊敦 (技)来住 哲也

主任検疫官
(技)古川 雅之
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門司支所長 庶務課長 庶務係長
(技)伏見 啓二 (事)井川 幸造 (事)村田 直之

庶務係主任
次長 (事)宮﨑 理香
(技)小岩井 正博 調整指導官 会計係長 欠

(技)山田 淳志

統括検疫管理官
(技)堤 啓介

検疫第１課長 (技)桐原 志保(兼)
(技)立﨑 昌子 (技)藤澤 希

(技)山本 智士
主任検疫官 (技)安川 裕也
(技)杉浦 千尋 (技)田甫 菜千香
主任検疫官 欠 (技)神谷 豪

検疫第２課長 (技)原﨑 多代
(技)米川 和宏 (技)尾藤 麻希子

(技)上野山 慧
主任検疫官 (技)河 紗矢香
(技)横尾 昭恵 (技)髙山 耕
主任検疫官 (技)前原 靖浩
(技)粕谷 和史 (技)鮫島 毅行
主任検疫官
(技)富安 明子

博多出張所長 (技)林 史明
(技)浅井 雅俊 (技)栗栖 亜紀

(技)上岡 大祐
主任検疫官 (技)副島 光高
(技)吉岡 成美 (技)田中 眞理子
主任検疫官 (技)一山 昌子
(技)酒井 輝明 (技)佐々木 涼

(技)船越 沙緒理(任任)
(技)黒本 光一(任任)

福岡空港出張所長 (技)堀江 文乃
(技)山口 賢郎 (技)桐原 志保

（検疫第 1 課併任）
主任検疫官 (技)玉野 麻紀子
(技)金田 直子 (技)上岡 香
主任検疫官 (技)主藤 友香
(技)中島 一雄 (技)田嶋 慈恵

(技)桑原 麻衣
(技)園田 早紀

長崎空港出張所長 (技)眞鍋 大実
(技)黒木 昭二

鹿児島空港出張所長 (技)西村 拓真
(技)渡邊 富義 (技)丹羽 彩乃

(技)川本 欽也
主任検疫官 (技)平松 龍人
(技)森 一郎 (技)松永 繭子
主任検疫官 (技)古郡 なつ美
(技)齋藤 恵 (技)泥谷 義和

沖縄支所長 庶務課長 庶務係長
(技)鎌川 浩之 (事)渡嘉敷 保 (事)今安 豊

会計係長
調整指導官 (事)間瀬 英人
(技)田澤 瑞帆

統括検疫管理官
(技)髙橋 雅志

検疫課長 (技)太郎良 陽子
(技)小平 明宏

主任検疫官
(技)金子 詠美

那覇空港出張所長 (技)大池 徹
(技)青野 幹広 (技)村山 孝治

(技)松田 莉朋
主任検疫官 (技)佐瀬 智香子

(技)金田 幸樹 (技)加藤 あかね
(技)北島 裕也
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・�人事異動
（平成 28 年４月２日～平成 28 年６月１日まで）

（平成 28 年４月 17 日付け）
片倉亜紀恵　任期満了（検疫部動物検疫課）（臨

時的任用）

（平成 28 年４月 18 日付け）
稲垣麻由子　職務復帰（検疫部動物検疫課）
岡村　直美　職務復帰（成田支所動物検疫第２

課主任検疫官）
片倉亜紀恵　検疫部動物検疫課（臨時的任用）

（平成 28 年４月 19 日付け）
岡　恵美奈　職務復帰（企画管理部危機管理課

兼検疫部畜産物検疫課（羽田空港
支所検疫課））

（平成 28 年４月 26 日付け）
相川　雅彦　休職（成田支所旅具検疫第１課主

任検疫官）
横山亜由子　任期更新（成田支所旅具検疫第２

課（臨時的任用））

（平成 28 年４月 29 日付け）
土屋　直樹　職務復帰（精密検査部微生物検査

課主任検疫官）
土屋　直樹　企画管理部調査課主任検疫官（精

密検査部微生物検査課主任検疫
官）

（平成 28 年４月 30 日付け）
横山亜由子　任期満了（成田支所旅具検疫第２

課（臨時的任用））
岡野　明弥　退職（羽田空港支所東京出張（任

期付任用））…

（平成 28 年５月１日付け）
野地　宏昌　中部空港支所庶務課会計係長（沖

縄支所庶務課庶務係長）
今安　　豊　沖縄支所庶務課庶務係長…（中部空

港支所庶務課会計係長）
吉村　明子　職務復帰（企画管理部危機管理課）

小薬　優子　北海道出張所（企画管理部調査課）
横山亜由子　成田支所旅具検疫第２課（臨時的

任用）
有吉　温子　育児休業（成田支所旅具検疫第２

課）

（平成 28 年５月 17 日付け）
川﨑ななみ　退職（動物検疫所関西空港支所検

疫第１課（臨時的任用））

（平成 28 年５月 18 日付け）
福島亜紀子　育児休業（動物検疫所関西空港支

所検疫第１課）
川﨑ななみ　動物検疫所関西空港支所検疫第１

課（臨時的任用）

（平成 28 年５月 31 日付け）
瀬口　渥子　任期満了（神戸支所大阪出張（臨

時的任用））
月館　彰人　任期満了（北海道出張所（臨時的

任用））
長倉　基裕　任期満了（成田支所旅具検疫第１

課（臨時的任用））

（平成 28 年６月１日付け）
久保　祐里　職務復帰（成田支所貨物検疫課主

任検疫官）
若生　伶奈　成田支所旅具検疫第１課（成田支

所貨物検疫課）
名藤　正人　神戸支所検疫課（神戸支所岡山空

港出張所）
阿部　麻美　神戸支所岡山空港出張所（神戸支

所検疫課）
月館　彰人　北海道出張所（任期付任用）
林　　紗希　羽田空港支所東京出張所（任期付…

任用）
辻野　祐介　神戸支所大阪出張所（任期付任用）
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◎OIE 疾病発生状況　(2016年３月分～2016年４月分　Vol.29-9～29-18）
最終届出日 最終発生

報告日 国名 地域 疾病 対象動物 同居数 発生数 死亡数 処分数 と殺数

2016/4/29 2016.4.29 リトアニア UTENA
PANEVEZYS アフリカ豚コレラ 野生種 9 7 2 0

2016/4/28 2016.4.28 カナダ BRITISH…COLUMBIA
ONTARIO

スモールハイブビートル症
（ハチノスムクゲケシキスイ） 蜜蜂（群） 79 4 0

2016/4/28 2016.4.28 ギリシャ KENTRIKI…MAKEDONIA ランピースキン病 牛 268 6 2 266 0

2016/4/28 2016.4.28 マケドニア
STIP

RADOVIS
DELCEVO

ランピースキン病 牛 95 5 0

2016/4/27 2016.4.27 ベトナム CAN…THO 高病原性鳥インフルエンザ 鳥 395 250 140 255 0

2016/4/27 2016.4.27 モンゴル
DORNOGOVI
KHENTII
他２地域

羊痘、山羊痘 羊 1,098 12 956 0

2016/4/25 2016.4.25 イラク
DAHUK

AS…SULAYMANIYAH
他３地域

高病原性鳥インフルエンザ 鳥 718,599 77,101 77,101 641,498 0

2016/4/23 2016.4.23 ブルガリア
STARA…ZAGORA
HASKOVO

BLAGOEVGARD
ランピースキン病 牛 218 6 0 218 0

2016/4/23 2016.4.23 レバノン AL…BIQA'… 高病原性鳥インフルエンザ 鳥 80,000 20,000 20,000 60,000 0
2016/4/27 2016.4.22 ポーランド PODLASKIE アフリカ豚コレラ 野生種 1 1 0 0

2016/4/22 2016.4.22 フランス

NIÈVRE
ALLIER
CHER

PUY-DE-DÔME
CREUSE

SAÔNE-ET-LOIRE
ARIÈGE

ブルータング

牛 5,783 41 0 0 0

羊 211 0 0 0 0

山羊 1 0 0 0

2016/4/22 2016.4.22 ガーナ EASTERN
WESTERN 高病原性鳥インフルエンザ 鳥 4,192 2,312 2,312 1,880 0

2016/4/22 2016.4.22 メキシコ
VERACRUZ
PUEBLA
他１地域

高病原性鳥インフルエンザ 鳥 172,813 2,029 1,723 10,085 0

2016/4/22 2016.4.22 ブラジル SAO…PAULO スモールハイブビートル症
（ハチノスムクゲケシキスイ） 蜜蜂（群） 15 4 0 0 0

2016/4/19 2016.4.19 台湾 CHIAYI…COUNTY 高病原性鳥インフルエンザ 鳥 3,555 558 558 2,997 0
2016/4/19 2016.4.19 台湾 KAOHSIUNG…CITY 高病原性鳥インフルエンザ 鳥 615 2 2 613 0
2016/4/19 2016.4.19 フランス TARN 高病原性鳥インフルエンザ 鳥 8,850 350 350 0 0
2016/4/18 2016.4.18 マルタ MALTA ヨーロッパ腐蛆病 蜜蜂（群） 7 1 0 1 0

2016/4/17 2016.4.17 イスラエル
HAZAFON
HAIFA

HAMERKAZ
ニューカッスル病 鳥 334,060 10 72,355 261,705 0

2016/4/16 2016.4.16 ミャンマー SAGAING 高病原性鳥インフルエンザ 鳥 500 18 18 482
2016/4/14 2016.4.14 ルーマニア PRAHOVA ニューカッスル病 鳥 78,500 3,100 1,170 9,830
2016/4/11 2016.4.11 ウクライナ ODESSA アフリカ豚コレラ 豚 2 1 1 0

2016/4/11 2016.4.11 サウジアラビア
ASIR

AR…RIYAD
他２地域

中東呼吸器症候群 ラクダ 18 18 0 0 0

2016/4/8 2016.4.8 南アフリカ WESTERN…CAPE…PROVINCE アフリカ馬疫 馬 10 1 1 0 0
2016/4/25 2016.4.8 ケニア CENTRAL アフリカ豚コレラ 豚 180 52 52 0 128
2016/4/7 2016.4.7 モルディブ GAAFU…ALIFF 小反芻獣疫 山羊 130 104 9 0 0

2016/4/6 2016.4.6 エストニア

PÄRNU
LÄÄNE-VIRU
TARTU
HARJU
JÄRVA
VÕRU
RAPLA
VALGA
VILJANDI

アフリカ豚コレラ 野生種 26 26 0 0

2016/4/5 2016.4.5 ラトビア LATVIA アフリカ豚コレラ 野生種 17 12 5 0
2016/4/5 2016.4.5 ウクライナ KHAR'KOV 炭疽 豚 1 0 0 1
2016/4/4 2016.4.4 ボツワナ SOUTHERN ニューカッスル病 鳥 300 248 218 0 0
2016/4/3 2016.4.3 ナイジェリア PLATEAU 高病原性鳥インフルエンザ 鳥 18,618 278 278 18,340 0
2016/4/1 2016.4.1 フランス LANDES 低病原性鳥インフルエンザ 鳥 700 0 700 0
2016/4/1 2016.4.1 メキシコ PUEBLA 兎粘液種 うさぎ 84 27 9 73 0
2016/4/1 2016.4.1 ウガンダ Kabale リフトバレー熱 山羊 247,939 1 0 0 0
2016/3/31 2016.3.31 ロシア PRIMORSKIY…KRAY 豚コレラ 野生種 2 2 0 0
2016/3/27 2016.3.27 韓国 CHUNGCHEONGNAM-DO 口蹄疫 豚 9,709 54 0 4,654 0
2016/3/27 2016.3.27 韓国 …GYEONGGI-DO 高病原性鳥インフルエンザ 鳥 10,907 20 20 10,887 0
2016/4/15 2016.3.25 ロシア MOSKOVSKAYA アフリカ豚コレラ 野生種 7 7 0 0
2016/3/25 2016.3.25 フランス ARDENNES 牛海綿状脳症 牛 394 1 0 1 0
2016/3/23 2016.3.23 ジョージア TBILISI 小反芻獣疫 めん羊 400 3 0 3 0
2016/3/21 2016.3.21 ペルー HUANUCO ベネズエラ馬脳脊髄炎 馬 3 1 0 1 0
2016/3/17 2016.3.17 キルギス OSH 炭疽 牛 4 1 1 0 0

2016/3/15 2016.3.15 南アフリカ WESTERN…CAPE…PROVINCE
EASTERN…CAPE…PROVINCE 低病原性鳥インフルエンザ 鳥 12,894 3,720 175 0 0

2016/3/15 2016.3.15 カメルーン CENTRE サル痘 サル 72 6 1 1 0
2016/3/15 2016.3.15 ブルガリア HASKOVO ニューカッスル病 鳥 54 14 14 40 0
2016/3/15 2016.3.15 ベナン PORTO…NOVO 兎ウイルス性出血病 うさぎ 374 225 180 45 0
2016/3/11 2016.3.11 中国 JIANGXI 高病原性鳥インフルエンザ 鳥 34,233 15,217 14,705 19,528 0
2016/3/10 2016.3.10 中国 SICHUAN 口蹄疫 豚 91 8 0 91 0
2016/3/9 2016.3.9 ギリシャ DYTIKI…MAKEDONIA 馬伝染性貧血 馬 1 1 0 0 0
2016/3/4 2016.3.4 アルメニア SIOUNIK ランピースキン病 牛 227 4 0 1 0

2016/3/3 2016.3.3 台湾
CHANGHUA
CHIAYI
PINGTUNG

低病原性鳥インフルエンザ 鳥 249,490 38,106 211,384 0

2016/3/3 2016.3.3 アルメニア ARMAVIR 口蹄疫 牛 1,219 1 0 1 0
2016/3/3 2016.3.3 アルメニア ARMAVIR 口蹄疫 豚 362 2 2 0 0
2016/4/2 2016.3.3 ブルンジ NGOZI アフリカ豚コレラ 豚 4,541 140 106 0 0

情報元ホームページアドレス　http://www.oie.int/wahis_2/public/wahid.php/Diseaseinformation/WI
2016 年３月～ 2016 年４月にOIE…へ報告された頭数の集計値
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◎畜産物・動物の輸出入検疫数量実績（平成28年3月、4月）
… （単位：KG）

品目名
輸入 輸出

3月 4月 3月 4月

骨類

骨 2,137,246… 1,897,473… 10… −
砕骨 1,163,809… 1,044,201… − −
蹄角 100,869… 71,954… − −
骨腱 33,488… 28,964… − −
蹄角粉 − − − −
その他の骨 − − − −

計 3,435,412… 3,042,592… 10… −

肉類

牛肉

冷蔵 21,050,826… 22,333,067… 74,647… 79,088…
冷凍 23,164,856… 24,234,769… 243,417… 48,303…
その他 64,450… 8,021… 136… −
加熱処理 109,609… 103,437… − −

豚肉

冷蔵 32,843,027… 30,204,496… 1,682… 1,130…
冷凍 57,837,877… 55,487,754… 315,866… 278,459…
その他 9,815… 3,654… 12… 12…
加熱処理 1,111,576… 1,012,853… − −

めん羊肉 2,343,625… 2,258,309… − −
山羊肉 20,598… 50,958… − −
鹿肉 − 9,595… − −
その他の偶蹄類肉 8… − 2… −
加熱処理その他の偶蹄類肉 − − − −
ハム 241,908… 272,792… 314… 210…
加熱処理ハム 11,341… 44,127… − −
ソーセージ 1,118,528… 933,121… 2,244… 1,538…
加熱処理ソーセージ 1,509,171… 1,450,045… − −
ベーコン 230,405… 214,103… 1,178… 452…
加熱処理ベーコン 47,289… 2,184… − −
馬肉 390,301… 394,324… 3… −
うさぎ肉 4,090… 3,948… − −
犬肉 − − − −
家きん肉 64,388,467… 63,045,358… 924,619… 873,846…
家きん加熱処理肉 10,724,272… 12,005,987… − −

非加熱
その他の肉

牛 613,243… 471,265… 2,109… 3,546…
豚 60,970… 184,939… 125,596… 5,651…
家きん 502,610… 588,760… 7,106… 28,893…
その他 32,539… 79,782… 20,296… 23,447…

加熱処理
その他の肉

牛 147,599… 194,987… − −
豚 2,786,127… 3,497,909… − −
家きん 1,573,372… 1,922,194… − −
その他 655,945… 313,411… − −
計 223,594,444… 221,326,149… 1,719,227… 1,344,575…

臓器類

牛臓器 103,294… 76,646… 9… 51…
豚臓器 6,106… 84,450… 120… 360…
その他の偶蹄類臓器 2,357… 4,061… − −
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 79,326… 76,694… 24… 132…
消化管等 3,175,752… 2,576,679… 42,627… 46,082…
加熱処理消化管等 24,000… − − −
ケーシング 322,127… 274,713… − −
脂肪 3,208,080… 2,395,235… − −
非加熱その他の臓器 42… 113… − 0…
加熱処理その他の臓器 − − − −
加熱処理家きん臓器 133,783… 233,157… − −
加熱処理その他の家きん臓器 270… − − −

計 7,055,137… 5,721,748… 42,780… 46,625…

卵類
殻付卵 274,359… 181,759… 258,070… 297,294…
液卵 524,246… 534,532… 6,826… 4,080…
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… （単位：頭、羽、群）

動物名
輸入 輸出

3月 4月 3月 4月
　牛 345… 1,079… − −
　豚 74… 75… − −
　その他の偶蹄類 − − − −
　馬 405… 239… 15… 11…
　その他の馬科 − − − −
　うさぎ 1,960… 1,181… 6… 26…
　初生ひな（鶏） 54,850… 73,529… − 12,000…
　初生ひな（その他） − − − −−−
　種卵（個） − − 34,560… 26,720…
　蜜蜂（群） 1,324… 852… − −
　指定検疫物以外の動物 16,328… 11,891…
　犬 699… 537… 544… 639…
　猫 322… 187… 179… 197…
　きつね − − − −
　サル 684… 216…

品目名
輸入 輸出

3月 4月 3月 4月

卵類
その他の卵 − − 18,527… 14,649…

計 798,605… 716,291… 283,423… 316,023…

皮類

牛皮 2,427,586… 1,974,187… 518,722… 525,168…
豚皮 179,062… 360,955… 6,222,767… 5,371,587…
めん羊皮 40… 23,340… − −
山羊皮 10,389… − − −
鹿皮 33,022… 21,728… − −
その他の偶蹄類の皮 − − − −
馬皮 233,237… 232,907… 2,826… −
うさぎ皮 66,150… 51,450… − −
犬皮 0… − − −
その他の皮 − − − −

計 2,949,486… 2,664,567… 6,744,315… 5,896,755…

毛類

牛毛 1… 2,572… − −
豚毛 1,550… 4,335… − −
羊毛 − 145… − −
山羊毛 21,274… 9,745… 240… −
鹿毛 − − − −
その他の偶蹄類の毛 7,814… 15,262… − −
馬毛 3,301… 5,562… − 369…
うさぎ毛 5,040… 3,040… − −
羽毛 210,504… 229,257… 53,307… 36,446…
犬毛 − − − −
その他の毛 − 2,100… − −

計 249,484… 272,018… 53,547… 36,815…

ミール類

血粉 107,530… 127,302… 0… −
肉粉 900… 2… − −
肉骨粉 − − − −
皮粉・羽毛粉 − − − −
計 108,430… 127,304… 0… −

その他

精液（アンプル） 54,221… 75,177… − −
受精卵（個） 45… 432… − −
ふん・尿 − − − −

計 − − − −

わら類

穀物のわら 13,489,300… 12,612,300… − −
飼料用の乾草 5,100… − − −
その他 101,670… 135,430… − −

計 13,596,070… 12,747,730… − −
総計 251,787,068… 246,618,399… 8,843,302… 7,640,793…

※　解放重量ベースの速報値
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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

３月 27 日、横浜本所において「堀割川魅力づくり
実行委員会」主催の「堀割川の日（動物検疫所花見会）」
が行われました。今年は例年より 1週間早い開催で、
あいにく川沿いの桜はまだつぼみでしたが、天候に恵
まれ、晴れやかな青空のもと、家族連れの来場者が楽
しまれる光景が見られました。
所内では、パネル展示や職員による動物検疫業務の
紹介も行いました。

◎動検通信（精密検査部危険度分析課長）
安定した食料供給を実現するために海外の家畜資源の輸入に頼らざるを得ないわが国では、家畜の輸入を

介した疾病の侵入から国内家畜を守る必要があります。輸入国の目線とすれば、限りなくリスクの低い家畜を
選抜できるような厳しい要件を輸出国に要求したいところですが、行き過ぎると世界貿易機関（WTO）に提
訴されかねません。なぜなら、WTOは円滑な国際貿易を目的としたSPS協定において、動物検疫措置は国
際獣疫事務局（OIE）が作成する動物疾病衛生規約（OIEコード）で推奨された措置を国際基準とすること
を原則としているからです。輸入国が国際基準を超える衛生措置を講じたい場合には、リスク分析を行い、国
内の受入れ可能なリスク水準を踏まえた措置であることを科学的及び論理的に正当化することが求められて
います。
多くの家畜の重要疾病が清浄であるわが国にとっては、リスク分析は避けては通れない道となり、われわれ

は輸入頭数の多い肥育用素馬及び肥育用素牛の輸入リスク分析から着手しました。リスク評価書は近日ホー
ムページに公表予定です。
輸入リスク評価とは、ハザード（疾病）毎に侵入リスク、暴露リスク、影響リスクの３要素を評価した上で

これらを総合した最終リスクを示し、それを受けてリスク管理措置の要否を導くものです。管理措置が必要と
された疾病に対して、どのような措置をとるかを決定していく過程と、これら全体にわたる過程におけるリス
クコミュニケーションが必要となりますが、評価の過程を含めた一連の過程をリスク分析と呼びます。
リスク管理措置が必要とされた疾病に対して輸出国へ課す要件（家畜衛生条件）や、到着後の輸入検疫に

おいて実施する精密検査などを検討する上で、今後はより科学的な説明が可能となります。さらに、本評価書
のうち、侵入リスクは輸出国における発生状況が深く関与しますが、残りの暴露及び影響リスク評価とその根
拠となる科学情報は、国内で飼養される家畜の防疫体制を考える上でもそのまま活用できるものです。暴露リ
スクには病原体側の要因（病原体がもつ特性や伝播、排泄様式等）と宿主側の要因（種、月齢、用途等）が、
また、影響リスクには疾病拡大による生物学的、経済的被害等が関連しています。従って国内対策を積極的に
実施していくべき疾病を選定していく場合などにも活用可能と考えらます。
家畜の輸入に伴うリスクと水際での管理措置への理解を深めていただくために、リスク評価書を是非ご一

読ください。そして、国内で健康な家畜を生産し、守り、消費する中で関わりを持つ様々な関係各者とリスク
コミュニケーションをはかっていくきっかけとなれば幸いです。“Risk…communication…from…Border…to…Farm”
を合い言葉に、関係各者とのコミュニケーションにも力を入れ、広範でタイムリーな情報からリスクの変化を
鋭敏に察知し、時機を逸することなく検疫対応に反映していきたいと考えています。
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