
４　伊豆諸島 3島における異常家きん通報時の初動体制の確立

○南波ともみ　　山本健晴

要　　約

　伊豆諸島のうち八丈島、青ヶ島での異常家きん通報時の初動対応は、家畜保健衛生所（家保）八丈支

所が担っている。しかし、支所職員が不在または対応不可の場合も想定し、支所職員以外の家畜防疫員

等の職員が当支所の器材を用いて迅速に現場対応が可能な状況に整理しておく必要がある。また、本年

度より御蔵島での防疫対応を当支所が担うこととなり、八丈島からの船及びヘリコミューターの出発時

刻に間にあうよう持参可能物品の仕分けと整理が必要となった。現状の対応を確認するために通報から

持参品の用意、出発までの時間を計測したところ、30分を要し、かつ、物品、数量などに誤りがあった。

準備時間の短縮と持参物品の正確性を期すため、最低限必要な持参品を透明な衣装ケースにパッキング

した。また、ケースを透明にしたことでケース内にある物品リストの確認が容易となり、出発直前に用

意すべき保冷材などの器材がすぐに積み込める状態となった。これにより準備にかかる時間は 15分に

短縮。ケース内容の確認と更新時期は、インフルエンザの簡易検査キットの有効期限に合わせた。また、

本パックを利用し、他機関の初動防疫対応職員とともに本パックを用いた演習を行い、パックの改良と

作業チャートの作成を実施した。家保職員が常駐していない八丈島以外の離島についても、当支所の対

応を参考にして対応できるようすすめていく。

　東京都には伊豆諸島や小笠原諸島などの多数の

離島があり、大島、三宅、八丈及び小笠原支庁の

４支庁が区分所管している。家保は大島、三宅島、

八丈島に支所を設置しているが、職員が常駐する

のは、八丈支所（八丈島及び青ヶ島を所管）の２

名のみで、他島の家畜衛生関係業務は本所が担っ

ている。

　多くの離島で家きんが飼養されているが、家保

職員不在の島しょ部での異常家きん通報時の対応

が課題となっている。

　家保職員が常駐しない大島、三宅、小笠原支庁

管内、または常駐する八丈支庁管内でも家保職員

不在時に異常家きんの通報があった場合は、保健

所に所属する家畜防疫員、もしくは支庁職員が対

応することとなっている。保健所に所属する家畜

防疫員に対しては「鳥インフルエンザ検査説明

会」を開催し、採材方法と検体の送付方法の演習

を実施し、八丈支庁以外の各支庁には初動対応に

必要な用具一式を送付し、通報時に対応できるよ

う図ってきた。

　しかし、対応に不慣れな支庁職員等からは、不

安の声も上がっており、特に、保健所、支庁職員

が常駐していない離島ではさらに対応がむずかし

いとの意見があった。そこで、これらの離島のう

ち、三宅支庁の管轄である御蔵島については、交

通の利便性を考慮し、家保八丈支所が対応を行う

こととなった。

　家保八丈支所は八丈島、青ヶ島の 2島を所管し

ているが、青ヶ島は保健所及び支庁職員が常駐し

ていない島である。しかし、支所職員が年 4回

の定期出張で衛生指導を行っており、アルコール

などの消毒薬、防護服などの防疫資材が常備され

ている。そのため、通報時には簡易検査キット

と N95 マスク、検体輸送容器などの少量の装備
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で対応が可能である。しかし、管轄外である御蔵

島ではそのような体制もないため、必要器材をヘ

リコミューターもしくは船の出発時刻に間に合う

よう、持ち込んで輸送しなければならない。特に

ヘリコミューターは航空法により持ち込めない器

材・資材もあるため、通報から短時間で仕分け、

整理する必要があった。

　また、家保職員不在時においては保健所の家畜

防疫員等が、支所にある器材を用い対応すること

となっているが、器材は当支所職員の通常作業・

管理がしやすいようにしてあるため、検査室内の

各所に所在しているのが現状である（図 1）。こ

のため、普段利用しない職員にとっては、必要器

材がどこにあるのかが分かりづらい状況であっ

た。

現状における検証

　現状を把握するため、通報から出発までの所要

時間を訓練方式で計測した。計測時間は八丈支所

職員が八丈島内の養鶏場から異常家きんの通報を

受け、器材を用意し、車両が出発するまでの時間

とした。通報、聞き取り、指示で５分程度、本所

への連絡に５分程度、八丈支庁への連絡に２分程

度かかることと仮定した。訓練は八丈支所職員２

名で行い、１名が主として連絡対応、１名が主と

して器材準備を実施した。その結果、所要時間は

35分であった（表 1）。

　用意した装備は、入数の間違い、入口封鎖の器

材不備、衛生管理区域内で使用すべきものと、衛

生管理区域外で使用すべきものとが混在し、現場

ですぐに対応できないなどの状況であった。また、

荷物の量もカゴ３個分とかさばっている状態で

あった (図２)。支所職員でかつ、八丈島内対応

なら問題はないが、特に御蔵島への対応となった

場合、このままの状態では手荷物として輸送は不

可能である。また、器材をまとめるのに時間がか

かり、時間帯によっては出発時刻に間に合わない

状況になりかねない。この状況で他の機関の職員

が対応するとなった場合には、使用する器材が不

足したり、初動対応そのものが遅延したりと、初

動時に大きな混乱をもたらすことが考えられた。

　上記の結果、支所職員であるかの否かにかかわ

図１　八丈支所内機材保管場所

表 1　通報から現地出発までの所要時間
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図2　当初の訓練時の荷姿
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らず、すぐに持ち出せ、かつ、発生現地にて防疫

対応が迅速に行われるよう、器材内容、梱包等に

ついて検討、整備することとした。

鳥インフルエンザ初動対応パックの整備

　そこで、「鳥インフルエンザ初動対応パック」（図

３）を作成した。プラスティック製半透明の衣装

ケース（440 × 660 × 243mm）に必要な器材を収

納し、そのまま、持ち出せるようにした。衣装ケー

スは空輸及び船便で輸送できる大きさとした。外

から「出発直前準備品リスト」を見えるように内

側から貼付し、出発直前まで持ち出せない保冷剤

や動力噴霧器、カメラ、携帯電話など、事前に

ケースに入れることができない資材の保管場所及

び持ち出し時の注意事項が見えるようにした。ま

た、物品は一度用意すると、器材の有効期限が切

れたままになる可能性もあるため、ケース上面、

側面に簡易検査キットの有効期限を記載し、簡易

検査キットの更新時期に併せて他の器材の確認と

更新をすることとした。有効期限の記載は白色の

ビニールテープに表記することで、更新時に貼付

しなおせば表記自体も簡単に更新できるよう工夫

した。

　器材の詰め方にも工夫し、できるだけ現地につ

いた際に手際よくできるよう、鶏舎内、飼養衛生

管理区域境界部、鶏舎外で使用するものをそれぞ

れまとめ、かつ、鶏舎内で使用する物は黄色いビ

ニールテープで標識し、すぐに持ち出せるようプ

ラスティックトレイにまとめ、このトレイごと収

納した（図４）。

　さらに収納したそれぞれの器材も使いやすいよ

うに工夫した。たとえば手袋はサイズごとにまと

めたうえで、残数もわかるよう左右１組を一つに

結んで収納。消毒液の作成も現地で惑わぬよう、

消毒薬の裏面に背負い式動力噴霧機のタンク容量

である 15Ｌを目安にした使用消毒薬量を明記し、

計量カップをセットにして収納した。また、検体

輸送は現地で梱包、発送ができるよう、発送用の

伝票、危険物ラベルも同梱した。危険物ラベルは、

シール台紙にあらかじめ複数の対応機関名を印刷

し、ミシン目をいれることで必要なラベルを切り

取ってすぐに貼れるようにした（図 5,6）。

支所職員による検証

　この初動対応パックを使用し、前回と同様の訓

練を実施した (表２)。前回と同様に１名が主と

して連絡対応、１名が主として器材準備を実施し

たところ、器材の準備から積み込みまでの所要時

間は５分であった。また、前回は器材準備、車両

への積み込みを２名で対応していたが、今回の訓

練では１名で対応が可能であった。聞き取り、連

絡、出張手続きなどで時間がとられるものの、所

要時間は 15分と短縮された。

　このパックを整備することにより、通報から現

器材有効期限を明記出発直前準備品リスト

幅４４０×奥行６６０
×高さ２４３ｍｍ

ラベリング

鶏舎内用トレイにひとまとめ
→そのまま収納

鶏舎内用器材一式

図３　鳥インフルエンザ初動対応パック 図４　器材収納への工夫
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地への出発時間が大幅に短縮されただけでなく、

荷物もコンパクトになったことから、課題となっ

ていた御蔵島、青ヶ島への荷物輸送についても解

消された。もし、御蔵島、青ヶ島から午前８時

30 分までに通報があれば、当日出発する船また

は、ヘリコミューターに搭乗することができ、当

日の午後には、簡易検査や鶏舎の封鎖などの初動

対応が可能となった。

他機関の初動対応職員による検証と 
初動対応パックの改良

　次にこの初動対応パックが支所職員以外の職員

が使用しても実用的に機能するか否かを検証する

ため、保健所所属の家畜防疫員及び八丈支庁職員

のみで、飼養場所への立入検査の模擬演習を実施

した。これらの職員が支所に到着してから器材準

備、出発までの所要時間は５分と支所職員で実施

した訓練の所要時間と変わらなかった。また、模

擬の立入検査については、初動対応パックが「現

場で手際よくできる」というコンセプトのとおり

に機能したこと、両職員が「鳥インフルエンザ検

査説明会」に参加していた経験もあったこともあ

り、大きな問題はなかった。演習後、両職員とと

もに初動対応に関する検討を行い、この検討のも

と、レジャーシート、折り畳み式水タンクなどの

現地にて必要と思われた物品の追加を行うととも

に、演習結果を反映した行動チャート及び調査票

を前述の職員らとともに作成をした（図７）。調

査票については、「高病原性鳥インフルエンザ及

び低病原性鳥インフルエンザに関する特定家畜伝

染病防疫指針」（平成 27年９月農林水産大臣公表）

に報告様式が定められているが、使用されている

左右を明記

投
入
量
の

目
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手
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ひとまとめに結ぶ 着払伝票（宛先・品目記入済み）
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図５　使用器材への工夫 図６　迅速な検体輸送への工夫

表２　初動対応パックを利用した場合の
         所要時間

－訓練内容－

通報時刻：午後1時50分（前回より20分遅れの時刻）

発生場所：八丈島内

完了時刻 職員Aの動き 職員Bの動き

午後1時50分 通報受理 機材準備開始

午後1時55分 聞き取り・飼養者へ
の指示

機材準備終了

午後2時00分 本所への連絡 帳票・台帳準備

午後2時02分 八丈支庁へ連絡

午後2時05分 機材準備完了・出発

所要時間 15分

演習結果を反映した行動チャート、調査表の作成

図７　他機関の家畜防疫員等の職員との演習
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文言が分かりにくいとの意見や過去東京都で異常

家きんの通報があった際に農林水産省から報告様

式に定められた事項以外の項目についても報告を

求められたこともあったことから、これらの内容

を反映、追加したものとし、より具体的でかつ分

かりやすい調査票を別途作成した。行動チャート

は、対応場面ごとにまとめ、かつできるだけ少な

い枚数になるよう編集し、現地で利用できるよう

ラミネート加工の上、鶏舎内外で利用できるよう

2部作成、初動対応パックに同梱した。

三宅島、御蔵島、青ヶ島での初動体制の整備

　今回、八丈支所が作成した初動対応パックは三

宅支庁にも配置し、同梱している行動チャートに

ついては三宅支庁対応用に作成し、家保職員が現

地に向かえない場合には三宅島の保健所所属の家

畜防疫員及び三宅支庁職員が対応できるよう器材

等を整備し直した。また、御蔵島を含め、八丈島、

青ヶ島の防疫台帳を整備し、立入禁止境界部の設

定、殺処分場所等の設定を行い、初動対応時に必

要な情報を迅速に本所等へ報告できる体制も整え

た。

まとめ

　今回の初動体制の整備にあたり、迅速な対応が

できるか否かは、事前の準備と訓練、またその訓

練が継続的に行われているか否かに左右されるこ

とを再認識した。特に島しょ地域のように、交通

機関が限定される地域での対応は、１分、２分の

差でその対応の迅速性が大きく左右される。ま

た、常に作業に慣れている職員が対応するとは限

らず、不慣れな職員が対応すれば、ますます対応

が遅延していく恐れがある。

　いままで、八丈支所では八丈支庁管内での各機

関の連携の構築に努めてきた。しかし、家保職員

を含め、初動対応を行う職員について検討するこ

とはあまりなかった。今回の検証のように現状の

まま実際に演習を実施してみると、想像以上に時

間がかかり、準備にも落ち度がみられた。今回、

御蔵島への対応をきっかけとして始めた準備対応

であったが、八丈島内での対応も含め、慣れた土

地、行為であったとしても事前に綿密に準備する

必要性を感じた。

　今後は少なくとも支所職員については年１回現

地を想定した同様の訓練を行うこととし、今回の

検証に参加していただいた保健所所属の家畜防疫

員、八丈支庁職員についても今後も同様に訓練が

できるよう連携を深める必要がある。また、今回

の検証で得られた手技、器材整備については本所

とともに他の島しょ地域においても普及を進めて

いく。

　初動対応の迅速性が求められることは、八丈支

庁管内に限ることではなく、異常家きんの通報対

応にかぎることでもない。すべての防疫対応にお

いて同様の準備訓練が必要であるといえる。少な

くとも対応に急を要し、かつ現地対応の的確性が

求められる口蹄疫や豚コレラなどの特定家畜伝染

病については、初動対応パックのような器材整備

が必要であるし、訓練も必要である。技術の継承

も課題のひとつとなる。今後は他の疾病における

初動対応についても、検証、準備をすすめていき

たい。
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