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１ は じ め に 

 

日本獣医師会は、これまで狂犬病を最も重要な人と動物の共通感染症の一つ

として位置づけ、普及啓発活動を行ってきた。一方、近年、我が国において、

飼育犬を巡る社会環境が変化し、飼育者ニーズが多様化している中で、狂犬病

予防接種率の低下、登録頭数と飼育頭数の乖離、狂犬病予防注射済票による注

射頭数把握の実効性低下等、狂犬病予防体制が低迷している。 

本会ではこのような状況を踏まえ、獣医師会組織による狂犬病予防事業のあ

り方について抜本的な検討を行い、狂犬病予防事業の実効性の確保と充実・強

化を図ることを目的として狂犬病予防体制整備特別委員会を設置した。 

委員会には、広い視野から濃密な議論を進めるため、獣医師会関係者のほか、

学識経験者を委員として参画いただくとともに、さらに関係行政機関からも担

当官にオブザーバーとして出席いただくこととした。  

委員会では、第  回を平成  年  月  日、第  回を平成  年  月  日、

第  回を平成  年  月  日、第  回を平成  年  月  日にそれぞれ開催

し、狂犬病予防における獣医師会組織の役割、狂犬病予防事業の改善・充実と

今後の推進方策等に関する検討を行った。 

このたび本委員会での検討の結果について、「狂犬病予防事業に対する日本獣

医師会の基本姿勢」として取りまとめたので、ここに報告する。 

 

 

２ 狂犬病予防の取り組み 

（１）狂犬病の発生状況 

  狂犬病は、狂犬病ウイルスの感染による人と動物の共通感染症で、すべ

てのほ乳類が感染し、人が感染し発症した場合は、恐水、恐風、興奮、麻

痺などの神経症状を示し、麻痺の進行と共に昏睡状態となり、呼吸停止等

を呈して、ほぼ ％死亡する古来より人類にとって最も恐るべき感染症

の一つとされてきた。 

  狂犬病ウイルスは、発症動物の唾液中に含まれるため、人における発生

の感染源の多くは、狂犬病に感染した犬等の動物による咬傷事故が原因と
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される。そのため、まん延防止には犬をはじめとする動物に対する予防対

策が重要である。 

  日本は、現在、英国、豪州等とともに狂犬病の例外的な清浄国の一つで

あるが、アジア、アフリカをはじめ、世界各国で発生が見られ、毎年約 
万  千人が死亡していると推定される（資料 ：厚生労働省ホームページ

から）。アジアではインド、東南アジア諸国をはじめ、中国、韓国において

も発生している。中国においては、最近のペットブームを背景に狂犬病が

まん延し、 年（平成  年）～ 年（平成  年）には  人

が死亡し（資料 ：） 、

感染症ではエイズ、結核に次ぐ第  位の死亡者数であることが報告され、

大きな社会問題となっている。 

  一方、 年（平成  年）～ 年（平成  年）には、米国ニュー

ヨーク市においてセントラルパーク等の公園内でアライグマ等の野生動物

を中心に狂犬病が発生し、 頭を超えるアライグマ等の野生動物と猫 
頭の感染例が報告され（資料 ： 市ホームページから）、市衛生

当局は市民への警告等の対応を強化した。 

   年（平成  年）には、島国で我が国と同様に長年にわたり狂犬病

の清浄国であった台湾で、野生動物のイタチアナグマ  頭で狂犬病の発

生が報告され、イタチアナグマに噛まれた犬、ジャコウネズミ及びハクビ

シン各  頭にも発生が見られた（平成  年  月現在、資料 ：農林水産

省ホームページから）。 

  わが国では、狂犬病対策に獣医師並びに獣医師会が主体となって取り組

み、清浄国としての地位を維持してきた。しかし、犬の登録率と予防注射

実施率の低下に加えて、グローバル化社会を迎えた今日、我が国にも大き

な危機が訪れたと言っても過言ではない。 

 

（２）我が国における狂犬病予防の重要性 

  日本の犬における狂犬病は、 年（昭和  年）を最後に約  年発

生が確認されていないが（資料 ：厚生労働省ホームページから）、海外で

は依然として流行しており、また近年、人や物の流れが活発になっている

ことから、狂犬病が国内に侵入するリスクは常にある。一方、犬や猫等の

家庭動物の飼育が普及し、家庭生活の伴侶として広く受け入れられてきて

いるが、人と動物の共通感染症の中でも、発症したらほぼ ％死亡する

といった感染症は、狂犬病以外は存在しないため、危機管理に対する不断

の備えが重要である。 
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  わが国における狂犬病対策は、現在、「狂犬病予防法」（資料 ）及び「感

染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律（以下、「感染症法」

とする）」（資料 ）に基づいて実施されている。すなわち、狂犬病予防法

では、①「侵入防止対策」としての犬、猫等の特定の動物に対する輸入検

疫、②「発生予防対策」としての飼育犬の登録、定期予防注射、未登録犬

の捕獲と抑留、③「発生時のまん延防止対策」としての狂犬病感染動物の

隔離、飼育犬の移動制限と一斉検診及び期間と区域を限定した予防注射の

実施が挙げられる。また、感染症法では、医師による患者の届出、疫学調

査の実施、収集した情報の公表、消毒、その他の措置、輸入禁止、輸入検

疫等の輸入に関する措置が挙げられる。 

 

（３）我が国における狂犬病予防の課題 

  日本のような狂犬病清浄国において実行すべき対策は、①海外からの感

染動物の侵入防止対策として輸入検疫の徹底、②国内対策として全飼育犬

の登録、予防注射の実施及び放浪犬の係留による国内飼育動物における発

生防止対策の徹底に加え、③早期摘発と感染源と侵入経路を特定するため

のサーベイランス体制を確立することが重要である。 

しかしながら、「侵入防止対策」である輸入検疫制度だけでは対応できな

い事例として、外国船舶に搭載された犬の不法上陸や海外で荷積みしたコ

ンテナーに迷い込んだ野生動物等の国内侵入が懸念されている（資料  
厚生労働省ホームページから）。 

  一方、「発生防止対策」については、犬の飼育実態把握としての登録と定

期予防注射は、リーフレットやポスター等で普及啓発を図っているものの、

登録率は  割、定期予防注射の実施率は  割程度と見込まれる（資料 ：
狂犬病予防対策について 社団法人日本獣医師会）。 

 

（４）今後の狂犬病対策の整備に向けての提言 

  動物医療をはじめ公衆衛生や家畜衛生を専門領域とする獣医師の集団と

しての日本獣医師会は、今後の狂犬病対策の整備に向けて以下のとおり提

言するとともに、その実現に向けて、日本獣医師会は厚生労働省等の関係

機関と、また全国の地方獣医師会は地方公共団体とそれぞれ連携強化する

ことを提案する。 

アアアア    犬犬犬犬のののの飼育実態調査飼育実態調査飼育実態調査飼育実態調査とととと登録制度登録制度登録制度登録制度におけるにおけるにおけるにおけるマイクロチップマイクロチップマイクロチップマイクロチップのののの活用活用活用活用    

  厚生労働省の調査に基づく平成  年度の我が国における犬の登録頭数

は  頭であるが（資料 ：厚生労働省ホームページから）、一般

―　 ―3





社団法人ペットフード協会の調査に基づく推定値は  頭（資料

：一般社団法人ペットフード協会ホームページから）と両者は大きく乖

離している。狂犬病予防法においては犬の登録が義務づけられているもの

の、未登録犬が多数いるものと推察され、狂犬病予防対策を的確に行う上

で、正確な飼育実態の把握が喫緊の課題となっている。 

  また、狂犬病が仮に発生した際、鑑札及び注射済票によって、犬が飼育

下に置かれているかを確認する必要があるため、犬の所有者に対しては鑑

札の装着が義務付けているが、犬の飼育形態が変化する中で首輪の装着率

が低下するとともに、鑑札の装着率の低下が指摘され、地方公共団体等の

調査では鑑札の装着率は ％程度であるとの情報もある（資料 ：東京

都獣医師会調査及び福井市のホームページから）。鑑札の装着についての普

及啓発を図るとともに、鑑札が装着されていない、または脱落する等の事

態に備えて、確実で永久的な個体識別器具であるマイクロチップを活用し

た犬の登録制度への移行を検討する必要がある。 

 

イイイイ    犬犬犬犬のののの登録率及登録率及登録率及登録率及びびびび予防注射率向上予防注射率向上予防注射率向上予防注射率向上のためののためののためののための事業受託事業受託事業受託事業受託    

  地方獣医師会においては、国の狂犬病予防対策に協力して地方公共団体

と連携し狂犬病集合予防注射を実施している（資料 ：狂犬病集合予防注

射実施のためのガイドライン 社団法人日本獣医師会）。地方獣医師会の実

施する狂犬病予防注射事業においては、自らの活動区域とする都道府県ま

たは政令市から狂犬病予防注射に係る「犬の登録と鑑札の発行及び犬への

定期予防注射と注射済票の発行事務事業」を受託し、狂犬病予防注射と登

録及び鑑札並びに予防注射済み票の発行を一括して行うことにより、飼育

者の利便を図り、犬の登録率及び予防注射率の向上に寄与できると考える。 

  ただし、受託事業の運営に当たっては、獣医師会会員のみを対象にする

のではなく、非会員獣医師の参加も得ながら事業を実施することにより、

「獣医師会会員の利益のための事業」という批判を受けることなく、狂犬

病予防事業を「獣医師会が狂犬病予防法の趣旨に協力し、公益のために行

う事業」と位置付けることができる。 

 

ウウウウ    野生動物野生動物野生動物野生動物におけるにおけるにおけるにおける狂犬病調査狂犬病調査狂犬病調査狂犬病調査    

  人の狂犬病の感染源となる動物として、犬は最も身近で重要な動物であ

るが、近年の発生状況を見ると狂犬病の流行において野生動物が重要な役

割を担っている。これらのことから、地域における狂犬病の清浄性を確認

する上で、野生動物のサーベイランスを実施することは極めて重要である。 
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  特に  年以上にわたり、わが国と同様に狂犬病清浄地域であった台湾

で  年（平成 5 年）に狂犬病の流行が確認されたことは、台湾当局に

よる動物を対象とした狂犬病検査が継続的かつ体系的に実施されていた結

果による。 

このため厚生労働省は、 年（平成  年） 月に「国内動物を対象

とした狂犬病検査実施要領」（資料 ：平成  年  月  日付け  日獣発

第  号により通知）を策定し、都道府県等の衛生主管部局に対し、感染

症法第  条に規定する積極的疫学調査の一環として実施する狂犬病検査

に活用するよう通知するとともに、検査体制の充実を図るよう依頼した。

このような状況下において、日本獣医師会及び地方獣医師会は、国及び都

道府県等と連携し、国内動物を対象とした狂犬病検査に関する診療技術研

修等の実施に向けて積極的に取り組む必要がある。 

 

エエエエ    獣医師獣医師獣医師獣医師へのへのへのへの診療技術研修診療技術研修診療技術研修診療技術研修とととと診断体制診断体制診断体制診断体制のののの確立確立確立確立    

万一、我が国に狂犬病が侵入した場合、早期に発見し、適切な初動対応

が肝心である。厚生労働省においては、「狂犬病対応ガイドライン 」
及び「狂犬病対応ガイドライン 」（資料 ：厚生労働省ホームページ

から）を策定して危機管理対応を図っているが、円滑な対応を実施するた

めには、①臨床症状から狂犬病を疑うことができる獣医師の養成、②都道

府県等の関係部局において、迅速かつ的確に確定診断ができる検査体制の

構築、③全ての分野で活動している獣医師に対して狂犬病に関する知識と

技術を普及するための研修を実施するとともに、大学等で獣医学生に向け

た教育体制の充実を図る必要がある。 

 

オオオオ    獣医師会獣医師会獣医師会獣医師会とととと医師会医師会医師会医師会のののの連携連携連携連携によるによるによるによる防疫体制防疫体制防疫体制防疫体制のののの整備整備整備整備    

狂犬病を含む人と動物の共通感染症の予防においては、動物の健康を受

け持つ獣医師と、人の健康を受け持つ医師が緊密な連携を保つことが重要

である。日本獣医師会は、日本医師会と学術協力の推進に係る協定書を

 年（平成 ）年  月に取り交わし（資料 ：日本獣医師会雑誌 
年第  巻第  号）、両者が連携して共通感染症に関する情報交換とともに

防疫体制の整備を行うことについて協力推進を行っている。また、地域に

おいても地方医師会と地方獣医師会の連携体制が整いつつある。 

両者が連携することにより、狂犬病防疫の知識及び技術に関する情報が

共有されるとともに、社会への広報活動においても情報源が一元化され、

より効果的な普及啓発を図ることが可能となる。 
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今後は、行政の支援を得ながら、獣医師会と医師会がより強固に連携す

るための体制整備を充実させることが重要である。 

 

カカカカ    飼育者飼育者飼育者飼育者へのへのへのへの普及啓発活動普及啓発活動普及啓発活動普及啓発活動    

わが国における狂犬病の最終発生から約  年が経過した今日、多くの

国民にとって狂犬病への恐怖は過去のものであり、現実的に捉えきれてい

ない。一方、世界各国では多数の人が狂犬病の犠牲になっており、近隣諸

国の現状を見ても、わが国は狂犬病の侵入リスクが常にある。万一狂犬病

が国内に侵入すれば国民生活に大きな影響を与えることになる。そのため、

狂犬病に関する情報を正しく伝えて、海外で感染しない方法と国内での狂

犬病の予防について国民に普及啓発することが重要である。また、獣医師

は、国内で狂犬病が発生した場合、公衆衛生対応への協力が求められる。

したがって、行政との連携が可能で、市民からの質問・相談に的確に回答

できる獣医師を養成することが重要である。 

 

 

３ 狂犬病予防に関する広報 

 

（１）獣医師会が行う狂犬病予防に関する広報の重要性 

  わが国への狂犬病侵入防止、万一侵入した際のまん延防止を図る上で、

犬の登録率、狂犬病予防注射の実施率の向上は緊急の課題である。狂犬病

予防法に規定される定期予防注射を確実にかつ効果的に、円滑に行うため

には、地域の獣医師会と行政が連携して狂犬病予防注射事業が行われなけ

ればならない（資料 ）。 

一方、一部の獣医師グループが独自に会場を定め、地域住民に告知して

狂犬病集合予防注射を行っているが、このような活動は、注射後の副反応

（副作用）への対応、注射を受けた犬の飼育者による狂犬病予防注射済票

の発行申請等が確実に行われているかという懸念を生じさせる。 

  したがって、獣医師会としては、飼育者に対し、①狂犬病予防の重要性

並びに狂犬病予防法に規定された犬の登録及び定期予防注射の励行につい

て広報を行うとともに、②獣医師会の行う予防注射事業に参加し、適切に

安全な予防注射を受けるよう呼びかけることが重要である。 

 

（２）獣医師会が行う狂犬病予防に関する広報内容 

アアアア    狂犬病予防狂犬病予防狂犬病予防狂犬病予防のののの重要性重要性重要性重要性とととと狂犬病予防法狂犬病予防法狂犬病予防法狂犬病予防法のののの規定規定規定規定についてについてについてについて    
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（ア）狂犬病は、犬や人をはじめとする全てのほ乳類に感染し、一度発症

したらほぼ ％死亡する、他に例のない致死率の高い重要な感染症

であること。 

 

（イ）狂犬病は、我が国では発生はないものの、世界各国で発生が見られ、

毎年約  万  千人が死亡していると推定される。狂犬病は、隣国の中

国ではエイズ、結核に次いで第  位の発生数が報告される感染症であ

り、昨年、これまで我が国同様に発生がなかった台湾において野生動

物のイタチアナグマに大規模な発生が見られるなど、周辺諸国の発生

状況から、我が国への狂犬病侵入リスクは常にあること。 

 

（ウ）狂犬病は、ワクチンによって予防できる病気であり、我が国の狂犬

病予防法においては、犬の登録と鑑札の装着、犬への定期予防注射と

注射済票の装着が義務付けられていること。 

 

イイイイ    獣医師会獣医師会獣医師会獣医師会のののの行行行行うううう狂犬病予防注射事業狂犬病予防注射事業狂犬病予防注射事業狂犬病予防注射事業へのへのへのへの国民参加要請国民参加要請国民参加要請国民参加要請についてについてについてについて    

（ア）獣医師会は、毎春、全国において都道府県等と連携して、狂犬病予

防に協力するとともに、犬の飼育者に狂犬病予防注射を励行させるた

めの事業を実施していること。 

 

（イ）獣医師会の事業においては、狂犬病予防注射の会場（会場となって

いる動物診療施設を含む）において、飼育者が狂犬病予防法に規定さ

れた事項を的確に行うために、犬の登録と鑑札の発行、犬への定期予

防注射と注射済票の発行を同時に行っているため、後日役所に出向い

て手続きを行う必要がないこと。 

 

（ウ）狂犬病ワクチンは、国の検定を受け、有効性と安全性が証明されて

いるものを使用するが、ごくまれに副反応がおこることがある。副反

応が起こった場合にも、狂犬病集合予防注射実施のためのガイドライ

ン（資料 ）に基づき作成したマニュアル等に従い、地域の獣医師会

に所属する動物診療施設で適切な診療と診療費の補助が受けられるこ

と。 

 

（エ）獣医師会の狂犬病予防事業においては、島しょ部、山間部等の飼育

者にも、無理なく、近くで狂犬病予防注射が受けられるよう、きめ細
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やかに狂犬病予防注射会場を設定しているので、日時、会場等につい

ては地域の獣医師会に連絡すれば確認できること。 

 

（オ）日頃から受診しているホームドクターである地域の獣医師は、動物

の状態を把握しているので、狂犬病ワクチン接種のほか、心配なこと

があれば、安心して相談してほしいこと。 

 

（カ）狂犬病予防法を厳守するうえから、また致死率の高い感染症である

ことから、診療施設内に犬を入院または預かりの際に、狂犬病予防注

射を受けていることを確認させていただくこと。 

 

 

４ お わ り に 

 

我が国では狂犬病予防法及び感染症法に基づき、獣医師が狂犬病予防に積極

的に協力するとともに、獣医師会が組織的に支援することにより、狂犬病の発

生は防止されてきた。しかし、グローバル化社会を迎えて狂犬病の侵入、まん

延のリスクが増加している一方で、犬の登録率と予防注射実施率の低下が指摘

されている。国民の生命と生活を守るため、日本獣医師会と厚生労働省、全国

の地方獣医師会と都道府県等とが一層連携を強化し、狂犬病対策の新たな整備

が求められている。 

今後、本基本姿勢に基づく具体的な取り組みの推進が望まれる。 
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  中島 克元   神戸市獣医師会会長(中島動物病院院長)  

 

  髙橋  徹   北海道獣医師会会長(髙橋動物病院院長) 

 

地方獣医師会地方獣医師会地方獣医師会地方獣医師会    

鳥海  弘   神奈川県獣医師会会長(とりうみ動物病院院長) 

 

村中 志朗   東京都獣医師会会長(広尾動物病院院長) 

 

草場 治雄   福岡県獣医師会会長(室見動物病院院長) 

 

中村  滋   埼玉県獣医師会副会長(中村動物病院院長)  

 

日本獣医師会理事日本獣医師会理事日本獣医師会理事日本獣医師会理事((((関係職域理事関係職域理事関係職域理事関係職域理事))))    

酒井 健夫   副会長兼学術・教育・研究担当職域理事 

(日本大学名誉教授) 

 

細井戸大成   小動物臨床担当職域理事(大阪市獣医師会会長) 

 

森田 邦雄   公衆衛生担当職域理事 

(食肉科学技術研究所専務理事) 

 

木村 芳之   動物福祉・愛護担当職域理事 

(群馬県獣医師会会長) 

 

学識経験者学識経験者学識経験者学識経験者    

苅和 宏明   北海道大学大学院獣医学研究科教授 

 

山田 章雄   東京大学大学院農学生命科学研究科教授 

 

井上  智   国立感染症研究所獣医科学部第二室長 

 

丸山 総一   人と動物の共通感染症研究会理事 

(日本大学生物資源科学部教授) 

 

佐藤  克   狂犬病臨床研究会会長(佐藤獣医科院長) 
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����毎年約 万  千人死亡推定
厚生労働省ホームページ
①狂犬病に関するについて：
：どのくらいの人が狂犬病に感染して亡くなっているのですか。


②世界の発生状況（、年）
年間の死亡者数推計 人（うち、アジア地域人、アフリカ地域人）



���� 年～ 年に中国で  人死亡




���� 年～ 年、米国ニューヨーク市で 頭を超えるアライグマ等の野

生動物と猫  頭に感染例が報告

① 


②



���� 年、台湾でイタチアナグマ 頭で狂犬病発生
農林水産省ホームページ
台湾における狂犬病の発生について〔〕（年月日）



����日本では 年を最後に発生が確認されていない
厚生労働省ホームページ
狂犬病に関するについて：
：日本ではどのくらい発生していますか。



����狂犬病予防法（昭和 年  月 日法律第 号）


別 添 
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����感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律（平成 年 月

 日法律第 号）



���� 

①厚生労働省ホームページ
我が国に不法に持ち込まれる犬の対策等の徹底について（平成年月日 健感発第
号）


②農林水産省ホームページ
花咲港における不法上陸犬防止キャンペーンについて（平成年月日）



����登録率は 割、予防注射の実施率は 割を下回ると見込まれる
日本獣医師会ホームページ
狂犬病対策について

（平成年までのデータ）


�����平成 年度犬の登録頭数
厚生労働省ホームページ
犬の登録頭数と予防注射頭数等の年次別推移昭和年～平成年度  



����� 

ペットフード協会ホームページ
平成年 全国犬猫飼育実態調査
主要指標のまとめ



�����鑑札の装着率は％程度
①福井市ホームページ
犬の鑑札および狂犬病予防注射済票の装着に関するアンケート調査結果について


②日本獣医師会ホームページ
平成年度日本獣医師会学会年次大会（さいたま）
市民参加シンポジウム「今、狂犬病対策を考えよう」テキストブック
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佐藤克講師資料

（平成年 東京都獣医師会による飼い主調査）


日本獣医師会ホームページ
狂犬病集合予防注射実施のためのガイドライン（厚生労働省生活衛生局乳肉衛生課監修平成年）



「国内動物を対象とした狂犬病検査実施要領」
日本獣医師会ホームページ
平成  年  月  日付け  日獣発第  号「国内動物を対象とした狂犬病検査への協力依頼につ

いて」



厚生労働省ホームページ
①狂犬病対応ガイドライン 


②狂犬病対応ガイドライン



日本医師会との学術協定締結 

日本獣医師会ホームページ
日本獣医師会雑誌年巻第号
「公益社団法人日本医師会と公益社団法人日本獣医師会の学術協力の推進に関する協定書」が調印

される



地域の獣医師会と行政が連携して狂犬病予防注射事業を行う 

日本獣医師会ホームページ
平成年月日付日獣発第号「狂犬病対策の充実・強化について」 
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狂犬病に関するQ&Aについて 

    平成平成平成平成18181818年年年年にはにはにはには、、、、フィリピンフィリピンフィリピンフィリピンにににに滞滞滞滞在中在中在中在中にににに狂犬病狂犬病狂犬病狂犬病のののの犬犬犬犬にににに咬咬咬咬まれまれまれまれ、、、、感染感染感染感染しししし、、、、ワクチンワクチンワクチンワクチン接種接種接種接種しなかったためしなかったためしなかったためしなかったため、、、、日本日本日本日本帰国帰国帰国帰国後後後後にににに狂犬病狂犬病狂犬病狂犬病をををを発発発発症症症症するするするする事例事例事例事例がありましたのでがありましたのでがありましたのでがありましたので、、、、

このことをこのことをこのことをこのことを踏踏踏踏まえてまえてまえてまえて狂犬病狂犬病狂犬病狂犬病にににに関関関関するするするするＱ＆ＡＱ＆ＡＱ＆ＡＱ＆Ａをををを作製作製作製作製しましたしましたしましたしました。。。。 

 

 

 

 

狂犬病狂犬病狂犬病狂犬病にににに関関関関するするするするQ&AQ&AQ&AQ&Aについてについてについてについて

狂犬病流行地域狂犬病流行地域狂犬病流行地域狂犬病流行地域にににに渡航渡航渡航渡航されるされるされるされる方方方方へへへへ  

 渡航中渡航中渡航中渡航中にににに狂犬病狂犬病狂犬病狂犬病にににに感染感染感染感染しないようしないようしないようしないよう、、、、以下以下以下以下のことについてごのことについてごのことについてごのことについてご注意下注意下注意下注意下さいさいさいさい！！！！ 

・・・・滞滞滞滞在中在中在中在中ににににむやみにむやみにむやみにむやみに動物動物動物動物にににに手手手手をををを出出出出さないさないさないさないようにしましょうようにしましょうようにしましょうようにしましょう

・・・・万万万万がががが一一一一、、、、滞滞滞滞在中在中在中在中にににに犬等犬等犬等犬等にににに咬咬咬咬まれたまれたまれたまれた場合場合場合場合にはにはにはには、、、、 

((((1)1)1)1)すぐにすぐにすぐにすぐに傷口傷口傷口傷口をををを石石石石けんとけんとけんとけんと水水水水でよくでよくでよくでよく洗洗洗洗いいいいましょうましょうましょうましょう

(2)(2)(2)(2)現地現地現地現地医医医医療機療機療機療機関関関関をををを受診受診受診受診しししし、、、、傷傷傷傷のののの手手手手当当当当てとてとてとてと狂犬病狂犬病狂犬病狂犬病ののののワクチンワクチンワクチンワクチン接種接種接種接種をををを受受受受けけけけましょうましょうましょうましょう

(3)(3)(3)(3)帰国帰国帰国帰国時時時時にににに検検検検疫所疫所疫所疫所（（（（健康相談室健康相談室健康相談室健康相談室））））にににに申申申申しししし出出出出ましょうましょうましょうましょう 

犬犬犬犬をををを飼飼飼飼っているっているっているっている方方方方へへへへ  

 狂犬病予防法狂犬病予防法狂犬病予防法狂犬病予防法にににに基基基基づきづきづきづき、、、、犬犬犬犬のののの飼飼飼飼いいいい主主主主にはにはにはには以下以下以下以下のことがのことがのことがのことが義務義務義務義務づけられていますづけられていますづけられていますづけられています。。。。 

・・・・市町村市町村市町村市町村にににに犬犬犬犬をををを登登登登録録録録することすることすることすること。。。。

・・・・犬犬犬犬にににに毎毎毎毎年狂犬病年狂犬病年狂犬病年狂犬病のののの予防注射予防注射予防注射予防注射をををを受受受受けさせるけさせるけさせるけさせることことことこと。。。。

・・・・犬犬犬犬にににに鑑札鑑札鑑札鑑札とととと注射注射注射注射済済済済票票票票をををを付付付付けるけるけるけることことことこと。。。。 

((((1)1)1)1)毎毎毎毎年年年年4444月月月月からからからから6666月月月月はははは狂犬病予防注射期間狂犬病予防注射期間狂犬病予防注射期間狂犬病予防注射期間ですですですです。。。。

(3)(3)(3)(3)詳詳詳詳しくはしくはしくはしくは市町村市町村市町村市町村のののの窓窓窓窓口口口口におにおにおにお問問問問いいいい合合合合わせわせわせわせ下下下下さいさいさいさい。。。。

おおおお問問問問いいいい合合合合わせのわせのわせのわせの多多多多いいいい質問質問質問質問  

 

IIII    狂犬病狂犬病狂犬病狂犬病についてについてについてについて

ＱＱＱＱ１１１１     狂犬病狂犬病狂犬病狂犬病はははは人人人人にもにもにもにも感染感染感染感染するのですかするのですかするのですかするのですか。。。。

ＱＱＱＱ２２２２     人人人人はどのようにはどのようにはどのようにはどのように感染感染感染感染しますかしますかしますかしますか。。。。

ＱＱＱＱ３３３３     狂犬病狂犬病狂犬病狂犬病がががが発発発発生生生生しているしているしているしている国国国国はどこですかはどこですかはどこですかはどこですか。。。。

ＱＱＱＱ４４４４     どのようなどのようなどのようなどのような動物動物動物動物からからからから感染感染感染感染しますかしますかしますかしますか。。。。

ＱＱＱＱ５５５５     どのくらいのどのくらいのどのくらいのどのくらいの人人人人がががが狂犬病狂犬病狂犬病狂犬病にににに感染感染感染感染してしてしてして亡亡亡亡くなっているのですかくなっているのですかくなっているのですかくなっているのですか。。。。

ＱＱＱＱ６６６６     狂犬病狂犬病狂犬病狂犬病にににに感染感染感染感染したしたしたした犬犬犬犬はどのようなはどのようなはどのようなはどのような症症症症状状状状をををを示示示示しますかしますかしますかしますか。。。。

ＱＱＱＱ７７７７     狂犬病狂犬病狂犬病狂犬病にににに感染感染感染感染したしたしたした人人人人はどのようなはどのようなはどのようなはどのような症症症症状状状状をををを示示示示しますかしますかしますかしますか。。。。

ＱＱＱＱ８８８８     日本日本日本日本ではどのくらいではどのくらいではどのくらいではどのくらい発発発発生生生生していますかしていますかしていますかしていますか。。。。

ＱＱＱＱ９９９９     狂犬病狂犬病狂犬病狂犬病にににに感染感染感染感染したしたしたした人人人人からからからから感染感染感染感染しますかしますかしますかしますか。。。。

ＱＱＱＱ１０１０１０１０     狂犬病狂犬病狂犬病狂犬病をををを発発発発症症症症したしたしたした場合場合場合場合にににに治療法治療法治療法治療法はありますかはありますかはありますかはありますか。。。。

ＱＱＱＱ１１１１１１１１     暴露後暴露後暴露後暴露後ワクチンワクチンワクチンワクチン接種接種接種接種とはどういうものですかとはどういうものですかとはどういうものですかとはどういうものですか。。。。

ＱＱＱＱ１２１２１２１２     狂犬病狂犬病狂犬病狂犬病にににに感染感染感染感染してからしてからしてからしてから発発発発症症症症するまでするまでするまでするまで、、、、どのくらいのどのくらいのどのくらいのどのくらいの期間期間期間期間がありますかがありますかがありますかがありますか。。。。

ＱＱＱＱ１３１３１３１３     犬犬犬犬にににに咬咬咬咬まれましたまれましたまれましたまれました。。。。狂犬病狂犬病狂犬病狂犬病にににに感染感染感染感染しますかしますかしますかしますか。。。。

 

IIIIIIII    海外渡航者海外渡航者海外渡航者海外渡航者のののの方方方方へへへへ

ＱＱＱＱ１４１４１４１４     海外海外海外海外でででで犬犬犬犬にににに咬咬咬咬まれまれまれまれ、、、、医医医医療機療機療機療機関関関関をををを受診受診受診受診せずにせずにせずにせずに帰国帰国帰国帰国しましたしましたしましたしました。。。。何何何何処処処処にににに相談相談相談相談すればよいでしょうかすればよいでしょうかすればよいでしょうかすればよいでしょうか。。。。

ＱＱＱＱ１５１５１５１５     平成平成平成平成18181818年年年年にににに、、、、京都市京都市京都市京都市やややや横横横横浜浜浜浜市市市市でででで狂犬病狂犬病狂犬病狂犬病のののの患者患者患者患者がががが報告報告報告報告されたとのされたとのされたとのされたとの報道報道報道報道がありましたががありましたががありましたががありましたが、、、、国内発国内発国内発国内発生生生生ではないのですかではないのですかではないのですかではないのですか。。。。

ＱＱＱＱ１６１６１６１６     狂犬病狂犬病狂犬病狂犬病のののの流行流行流行流行国国国国にににに渡航渡航渡航渡航するするするする予定予定予定予定ですですですです。。。。どのようなことにどのようなことにどのようなことにどのようなことに気気気気をををを付付付付ければいいですかければいいですかければいいですかければいいですか。。。。

ＱＱＱＱ１７１７１７１７     事前事前事前事前のののの狂犬病狂犬病狂犬病狂犬病のののの予防接種予防接種予防接種予防接種とはどういうものですかとはどういうものですかとはどういうものですかとはどういうものですか。。。。

ＱＱＱＱ１８１８１８１８     東南東南東南東南アジアアジアアジアアジアでででで犬犬犬犬にににに咬咬咬咬まれまれまれまれ、、、、現地現地現地現地医医医医療機療機療機療機関関関関でででで暴露後暴露後暴露後暴露後ののののワクチンワクチンワクチンワクチン接種接種接種接種をををを受受受受けてきましたけてきましたけてきましたけてきました。。。。まだまだまだまだワクチンプログラムワクチンプログラムワクチンプログラムワクチンプログラムをををを完了完了完了完了していないのですがしていないのですがしていないのですがしていないのですが、、、、国内国内国内国内でででで

ワクチンワクチンワクチンワクチンをををを接種接種接種接種してもらえますかしてもらえますかしてもらえますかしてもらえますか。。。。

ＱＱＱＱ１９１９１９１９     自分自分自分自分がががが感染感染感染感染しているかどうかはどうやったらしているかどうかはどうやったらしているかどうかはどうやったらしているかどうかはどうやったら分分分分かりますかかりますかかりますかかりますか。。。。

 

IIIIIIIIIIII    犬犬犬犬をををを飼飼飼飼っているっているっているっている方方方方・・・・飼飼飼飼うううう予定予定予定予定のののの方方方方へへへへ

ＱＱＱＱ２０２０２０２０     犬犬犬犬をををを飼飼飼飼うにあたってうにあたってうにあたってうにあたって、、、、何何何何をしなければいけませんかをしなければいけませんかをしなければいけませんかをしなければいけませんか。。。。

ＱＱＱＱ２１２１２１２１     どうしてどうしてどうしてどうして犬犬犬犬をををを登登登登録録録録をしないといけないのですかをしないといけないのですかをしないといけないのですかをしないといけないのですか。。。。

ＱＱＱＱ２２２２２２２２     どうしてどうしてどうしてどうして犬犬犬犬にににに狂犬病予防注射狂犬病予防注射狂犬病予防注射狂犬病予防注射をををを受受受受けさせないといけないのですかけさせないといけないのですかけさせないといけないのですかけさせないといけないのですか。。。。

ＱＱＱＱ２３２３２３２３     犬犬犬犬のののの鑑札鑑札鑑札鑑札やややや注射注射注射注射済済済済票票票票はどこでもらえますかはどこでもらえますかはどこでもらえますかはどこでもらえますか。。。。

ＱＱＱＱ２４２４２４２４     登登登登録録録録やややや狂犬病予防注射狂犬病予防注射狂犬病予防注射狂犬病予防注射をををを受受受受けていないけていないけていないけていない犬犬犬犬やそのやそのやそのやその所有者所有者所有者所有者はどうなりますかはどうなりますかはどうなりますかはどうなりますか。。。。

ＱＱＱＱ２５２５２５２５     犬犬犬犬をををを飼飼飼飼うううう場合場合場合場合だけにだけにだけにだけに規制規制規制規制があるのはなぜですかがあるのはなぜですかがあるのはなぜですかがあるのはなぜですか。。。。

ＱＱＱＱ２６２６２６２６     犬犬犬犬とととと海外海外海外海外にににに行行行行くにはどうすればよいですかくにはどうすればよいですかくにはどうすればよいですかくにはどうすればよいですか。。。。

ＱＱＱＱ２７２７２７２７     国内国内国内国内でででで狂犬病狂犬病狂犬病狂犬病がががが発発発発生生生生したらしたらしたらしたら、、、、飼飼飼飼っているっているっているっている犬犬犬犬はどうなりますかはどうなりますかはどうなりますかはどうなりますか。。。。
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IIII    狂犬病狂犬病狂犬病狂犬病についてについてについてについて 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IVIVIVIV    そのそのそのその他他他他

ＱＱＱＱ２８２８２８２８     犬以外犬以外犬以外犬以外のののの動物動物動物動物のののの輸出入輸出入輸出入輸出入についてについてについてについて、、、、狂犬病狂犬病狂犬病狂犬病にににに関関関関してどのようなしてどのようなしてどのようなしてどのような規制規制規制規制がなされていますかがなされていますかがなされていますかがなされていますか。。。。

ＱＱＱＱ１１１１    狂犬病狂犬病狂犬病狂犬病はははは人人人人にもにもにもにも感染感染感染感染するのですかするのですかするのですかするのですか。。。。

 Ａ１ 狂犬病はすべての哺乳類に感染することが知られており、もちろん人も例外ではありません。人も動物も発症するとほぼ１００％死亡しますが、人では

感染後(感染動物に咬まれた後)にワクチンを連続して接種することにより発症を防ぐことができます（Ｑ１１参照）。

ＱＱＱＱ２２２２    人人人人はどのようにはどのようにはどのようにはどのように感染感染感染感染しますかしますかしますかしますか。。。。

 Ａ２ 主に狂犬病に感染した動物に咬まれ、唾液中に排出されるウイルスが傷口より体内に侵入することにより感染します。

ＱＱＱＱ３３３３    狂犬病狂犬病狂犬病狂犬病がががが発発発発生生生生しているしているしているしている国国国国はどこですかはどこですかはどこですかはどこですか。。。。

 Ａ３ 狂犬病は日本、英国、オーストラリア、ニュージーランドなどの一部の国々を除いて、全世界に分布します。つまり、海外ではほとんどの国で感染する

可能性のある病気です。 

 

 

地図(PDF:188KB) 

ＱＱＱＱ４４４４    どのようなどのようなどのようなどのような動物動物動物動物からからからから感染感染感染感染しますかしますかしますかしますか。。。。

 Ａ４ 感染動物すべてから感染する可能性がありますが、主な感染源動物は以下のとおりです。渡航中は特にこれらの動物に咬まれないように注意してく

ださい。中でも、犬が人に対する主な感染動物です。 

 アジア、アフリカ；犬、ネコ 

 アメリカ、ヨーロッパ；キツネ、アライグマ、スカンク、コウモリ、ネコ、犬 

 中南米；犬、コウモリ、ネコ、マングース

ＱＱＱＱ５５５５    どのくらいのどのくらいのどのくらいのどのくらいの人人人人がががが狂犬病狂犬病狂犬病狂犬病にににに感染感染感染感染してしてしてして亡亡亡亡くなっているのですかくなっているのですかくなっているのですかくなっているのですか。。。。

 Ａ５ 世界保健機構（ＷＨＯ）の推計によると、世界では年間におおよそ５万５千人の人が亡くなっています。また、このうち３万人以上はアジア地域での死

亡者と言われています。

ＱＱＱＱ６６６６    狂犬病狂犬病狂犬病狂犬病にににに感染感染感染感染したしたしたした犬犬犬犬はどのようなはどのようなはどのようなはどのような症症症症状状状状をををを示示示示しますかしますかしますかしますか。。。。

 Ａ６ 狂騒型と麻痺型と言われるタイプがあり、狂騒型では、極度に興奮し攻撃的な行動を示します。また、麻痺型では後半身から前半身に麻痺が拡がり、

食物や水が飲み込めなくなります。

ＱＱＱＱ７７７７    狂犬病狂犬病狂犬病狂犬病にににに感染感染感染感染したしたしたした人人人人はどのようなはどのようなはどのようなはどのような症症症症状状状状をををを示示示示しますかしますかしますかしますか。。。。

 Ａ７ 強い不安感、一時的な錯乱、水を見ると首（頚部）の筋肉がけいれんする（恐水症）、冷たい風でも同様にけいれんする（恐風症）、高熱、麻痺、運動失

調、全身けいれんが起こります。その後、呼吸障害等の症状を示し、死亡します。

ＱＱＱＱ８８８８    日本日本日本日本ではどのくらいではどのくらいではどのくらいではどのくらい発発発発生生生生していますかしていますかしていますかしていますか。。。。

 Ａ８ 日本国内では、人は昭和３１年（１９５６年）を最後に発生がありません。また、動物では昭和32年（1957年）の猫での発生を最後に発生がありません。

現在、日本は狂犬病の発生のない国です。 

 なお、輸入感染事例としては、狂犬病流行国で犬に咬まれ帰国後に発症した事例が、昭和４５年（１９７０年）にネパールからの帰国者で１例、平成１８

年（２００６年）にフィリピンからの帰国者で２例あります。

ＱＱＱＱ９９９９    狂犬病狂犬病狂犬病狂犬病にににに感染感染感染感染したしたしたした人人人人からからからから感染感染感染感染しますかしますかしますかしますか。。。。

 Ａ９ 通常、狂犬病が人から人に感染することはありません。これまでに臓器移植による感染が認められていますが、非常にまれな事例といえます。なお、
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IIIIIIII    海外渡航者海外渡航者海外渡航者海外渡航者のののの方方方方へへへへ 

 

 

 

 

 

 

IIIIIIIIIIII    犬犬犬犬をををを飼飼飼飼っているっているっているっている方方方方・・・・飼飼飼飼うううう予定予定予定予定のののの方方方方へへへへ 

 

 

輸血により感染したという報告はありません。

ＱＱＱＱ１０１０１０１０    狂犬病狂犬病狂犬病狂犬病をををを発発発発症症症症したしたしたした場合場合場合場合にににに治療法治療法治療法治療法はありますかはありますかはありますかはありますか。。。。

 Ａ１０ 狂犬病は一旦発症すれば効果的な治療法はなく、ほぼ100％の方が亡くなります。感染動物に咬まれるなど感染した疑いがある場合には、その直

後から連続したワクチンを接種（暴露後ワクチン接種）をすることで発症を抑えることができます（Ｑ１１参照）。

ＱＱＱＱ１１１１１１１１    暴露後暴露後暴露後暴露後ワクチンワクチンワクチンワクチン接種接種接種接種とはどういうものですかとはどういうものですかとはどういうものですかとはどういうものですか。。。。

 Ａ１１ 狂犬病発生地域で犬などに咬まれて感染した可能性がある場合に、発症を予防するため接種するワクチンのことをいい、出来るだけ早く接種を開始

する必要があります。暴露後ワクチンは、初回のワクチン接種日を０日として、３日、７日、１４日、３０日及び９０日の計６回皮下に接種します。

ＱＱＱＱ１２１２１２１２    狂犬病狂犬病狂犬病狂犬病にににに感染感染感染感染してからしてからしてからしてから発発発発症症症症するまでするまでするまでするまで、、、、どのくらいのどのくらいのどのくらいのどのくらいの期間期間期間期間がありますかがありますかがありますかがありますか。。。。

 Ａ１２ 狂犬病は感染してから発症するまでの期間(潜伏期)が一般に１ヶ月から３ヶ月、長い場合には感染してから１年から２年後に発症した事例もありま

す。なお、発症前に感染の有無を診断することが出来ません。

ＱＱＱＱ１３１３１３１３    犬犬犬犬にににに咬咬咬咬まれましたまれましたまれましたまれました。。。。狂犬病狂犬病狂犬病狂犬病にににに感染感染感染感染しますかしますかしますかしますか。。。。

 Ａ１３ 日本国内の場合、狂犬病は発生していないので感染の心配はありません。 

 海外、特に東南アジア等の流行国で狂犬病が疑われるイヌ、ネコおよび野生動物に咬まれたりした場合、まず傷口を石鹸と水でよく洗い流し、できる

だけ早期に医療機関を受診して下さい。 

 咬んだ動物の特定ができ、予後を観察できる場合、咬まれてから２週間以上その動物が狂犬病の症状を示さない場合には、咬まれた時に狂犬病に

感染した可能性を否定できるので、暴露後ワクチンの連続接種を中止できます。

ＱＱＱＱ１４１４１４１４    海外海外海外海外でででで犬犬犬犬にににに咬咬咬咬まれまれまれまれ、、、、医医医医療機療機療機療機関関関関をををを受診受診受診受診せずにせずにせずにせずに帰国帰国帰国帰国しましたしましたしましたしました。。。。何何何何処処処処にににに相談相談相談相談すればよいでしょうかすればよいでしょうかすればよいでしょうかすればよいでしょうか。。。。

 Ａ１４ 狂犬病に感染した疑いがある場合には、できるだけ早期に狂犬病ワクチンの接種を受ける必要があります。最寄りの保健所または医療機関にご相

談下さい。また、狂犬病の予防接種を受けられる医療機関については、検疫所のホームページ(http://www.forth.go.jp)でご紹介しています。

ＱＱＱＱ１５１５１５１５    平成平成平成平成18181818年年年年にににに、、、、京都市京都市京都市京都市やややや横横横横浜浜浜浜市市市市でででで狂犬病狂犬病狂犬病狂犬病のののの患者患者患者患者がががが報告報告報告報告されたとのされたとのされたとのされたとの報道報道報道報道がありましたががありましたががありましたががありましたが、、、、国内発国内発国内発国内発生生生生ではないのですかではないのですかではないのですかではないのですか。。。。

 Ａ１５ 平成１８年（２００６年）１１月にフィリピンで犬にかまれ、帰国後狂犬病を発症して亡くなる事例がありました。この様な狂犬病の輸入感染事例は昭和

４５年（１９７０年）以降３６年ぶりです。

ＱＱＱＱ１６１６１６１６    狂犬病狂犬病狂犬病狂犬病のののの流行流行流行流行国国国国にににに渡航渡航渡航渡航するするするする予定予定予定予定ですですですです。。。。どのようなことにどのようなことにどのようなことにどのようなことに気気気気をををを付付付付ければいいですかければいいですかければいいですかければいいですか。。。。

 Ａ１６ 感染しないようにするためには、むやみに動物に近づかないことが重要です。動物に近寄ったり、医療機関のないような地域に行く場合については、

事前に狂犬病の予防接種を受けることも検討してください。また、万が一渡航先で動物に咬まれた場合は、現地医療機関を受診し、傷の手当てと狂

犬病ワクチンの接種を受けて下さい。また、帰国時に検疫所（相談室）に相談してください。

ＱＱＱＱ１７１７１７１７    事前事前事前事前のののの狂犬病狂犬病狂犬病狂犬病のののの予防接種予防接種予防接種予防接種とはどういうものですかとはどういうものですかとはどういうものですかとはどういうものですか。。。。

 Ａ１７ 狂犬病の流行地域に渡航する場合であって、動物との接触が避けられない、又は、近くに医療機関がないような地域に長期間滞在するような方は、

渡航前に予防接種を受けることをお勧めします。 

 十分な免疫力を得るためには、４週間間隔で２回の皮下注射と、６～１２ヶ月後の追加注射が必要となります。 

 なお、暴露前のワクチン接種を行っている場合であっても、犬などに咬まれて感染した可能性がある場合には暴露後のワクチン接種が必要です。事

前予防接種の履歴が明らかな場合には、暴露後免疫は、接種初日（０日）と３日後の２回接種をすることになります。

ＱＱＱＱ１８１８１８１８    東南東南東南東南アジアアジアアジアアジアでででで犬犬犬犬にににに咬咬咬咬まれまれまれまれ、、、、現地現地現地現地医医医医療機療機療機療機関関関関でででで暴露後暴露後暴露後暴露後ののののワクチンワクチンワクチンワクチン接種接種接種接種をををを受受受受けてきましたけてきましたけてきましたけてきました。。。。まだまだまだまだワクチンプログラムワクチンプログラムワクチンプログラムワクチンプログラムをををを完了完了完了完了していないのですがしていないのですがしていないのですがしていないのですが、、、、国内国内国内国内ででででワワワワ

クチンクチンクチンクチンをををを接種接種接種接種してもらえますかしてもらえますかしてもらえますかしてもらえますか。。。。

 Ａ１８ 狂犬病は一度発症するとほぼ１００％死亡する恐ろしい病気です。発症を確実に防ぐために、ワクチンプログラムを必ず完了させることが必要です。

国内の医療機関でも、狂犬病のワクチンを接種してもらうことが出来ますので、医療機関に相談してください。なお、狂犬病の予防接種可能な医療機

関については、検疫所のホームページ(http://www.forth.go.jp)でご紹介しています。

ＱＱＱＱ１９１９１９１９    自分自分自分自分がががが感染感染感染感染しているかどうかはどうやったらしているかどうかはどうやったらしているかどうかはどうやったらしているかどうかはどうやったら分分分分かりますかかりますかかりますかかりますか。。。。

 Ａ１９ 咬んだ動物の特定ができ、その動物の予後を観察できる場合、受傷してから２週間以上その動物が狂犬病の症状を示さない場合には、咬まれたと

きに狂犬病に感染した可能性を否定できます。ご自身の検査により感染しているかどうかを調べることはできません。発症してしまうと治療法はありま

せんので、流行地で動物に咬まれるなど感染した疑いがある場合には、直ちに暴露後ワクチン接種を開始することをお勧めします。

ＱＱＱＱ２０２０２０２０    犬犬犬犬をををを飼飼飼飼うにあたってうにあたってうにあたってうにあたって何何何何をしないといけないでしょうかをしないといけないでしょうかをしないといけないでしょうかをしないといけないでしょうか。。。。

 Ａ２０ 「狂犬病予防法」（昭和２５年法律第２４７号）に基づき、９１日齢以上の犬の所有者は、その犬を所有してから３０日内に市町村に犬の登録をし、鑑

札の交付を受けるとともに、狂犬病の予防注射を犬に受けさせ、注射済票の交付を受けなければなりません。また、交付された鑑札と注射済票は、必

ず犬に付けなければなりません。 

 日本国内には狂犬病の発生はありませんが、近隣諸国では狂犬病がまん延しており、日本への本病の侵入リスクは皆無ではありません。犬を飼わ

れている方は、社会に対する責務として、犬の登録と年１回の狂犬病の予防注射を必ず行ってください。

ＱＱＱＱ２１２１２１２１    どうしてどうしてどうしてどうして犬犬犬犬をををを登登登登録録録録しないといけないのですかしないといけないのですかしないといけないのですかしないといけないのですか。。。。

 Ａ２１ 狂犬病は全ての哺乳類に感染しますが、人が感染する場合、その感染源となる動物のほとんどは犬であると言われています。現在では日本国内で

の狂犬病の発生は見られませんが、万が一日本で狂犬病が発生した場合に迅速な対応をとるためにも、日頃から飼い犬がどこに何頭いるのかを把

握しておくのは大変重要なことです。犬を飼う人の義務ですので、必ず飼い犬の登録をしましょう。

ＱＱＱＱ２２２２２２２２    どうしてどうしてどうしてどうして犬犬犬犬にににに狂犬病狂犬病狂犬病狂犬病のののの予防注射予防注射予防注射予防注射をををを受受受受けさせないといけないのですかけさせないといけないのですかけさせないといけないのですかけさせないといけないのですか。。。。

 Ａ２２ 狂犬病は全ての哺乳類に感染しますが、まん延の原因となる動物は限られており、アジア地域等、狂犬病の流行国では、犬が主なまん延源となっ
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ています。従って、飼い犬に狂犬病の予防注射を接種することで犬でのまん延が予防され、人への被害を防ぐことができ、日本でも万が一狂犬病が

侵入した場合に備えて、飼い犬への狂犬病予防注射を義務づけています。 

 犬を飼う人の義務ですので、毎年１回、必ず飼い犬に狂犬病の予防注射を受けさせましょう。

ＱＱＱＱ２３２３２３２３    犬犬犬犬のののの鑑札鑑札鑑札鑑札やややや注射注射注射注射済済済済票票票票はどこでもらえますかはどこでもらえますかはどこでもらえますかはどこでもらえますか。。。。

 Ａ２３ 市町村の窓口で交付しています。詳しくは市町村にお尋ね下さい。

ＱＱＱＱ２４２４２４２４    登登登登録録録録やややや狂犬病狂犬病狂犬病狂犬病のののの予防注射予防注射予防注射予防注射をををを受受受受けていないけていないけていないけていない犬犬犬犬やそのやそのやそのやその犬犬犬犬のののの所有者所有者所有者所有者はどうなりますかはどうなりますかはどうなりますかはどうなりますか。。。。

 Ａ２４ 登録されていない犬、狂犬病の予防注射を受けていない犬、鑑札や注射済票を装着していない犬は、捕獲・抑留の対象となります。また、飼い犬を

登録していない所有者や飼い犬に予防注射を受けさせていない所有者、飼い犬に鑑札や注射済票を装着していない所有者は２０万円以下の罰金の

対象となります。

ＱＱＱＱ２５２５２５２５    犬犬犬犬をををを飼飼飼飼うううう場合場合場合場合だけにだけにだけにだけに規制規制規制規制があるのはなぜですかがあるのはなぜですかがあるのはなぜですかがあるのはなぜですか。。。。

 Ａ２５ 狂犬病は全ての哺乳類に感染しますが、特にアジアなどの流行地域での主なまん延の原因は犬です。世界中で狂犬病に感染する人の９割以上が

犬から感染していることを見ても、人への被害を予防するために、犬の狂犬病をコントロールすることは有効です。日本でも万が一狂犬病が侵入した

場合に備えた国内対策として、(1)飼い犬の登録と(2)飼い犬への狂犬病予防注射、(3)放浪犬の抑留を実施しています。

ＱＱＱＱ２６２６２６２６    犬犬犬犬とととと海外海外海外海外にににに行行行行くにはどうすればよいですかくにはどうすればよいですかくにはどうすればよいですかくにはどうすればよいですか。。。。

 Ａ２６ 犬を海外に連れて行ったり、海外から連れて帰ってきたりする場合には、農林水産省動物検疫所で検疫を受ける必要があります。詳しくは農林水産

省動物検疫所にお尋ね下さい。 

 この他の動物の輸出入についてはＱ２８をご覧下さい。

ＱＱＱＱ２７２７２７２７    国内国内国内国内でででで狂犬病狂犬病狂犬病狂犬病がががが発発発発生生生生したしたしたした場合場合場合場合、、、、飼飼飼飼っているっているっているっている犬犬犬犬はどうなりますかはどうなりますかはどうなりますかはどうなりますか。。。。

 Ａ２７ 発生地域内の犬に対して、けい留（繋いで飼うこと）の命令等が出されます。その他、狂犬病のまん延を防止するための犬の一斉検診や狂犬病予防

注射、犬の移動の制限、交通の遮断等の措置が必要に応じて講じられます。

ＱＱＱＱ２８２８２８２８    犬以外犬以外犬以外犬以外のののの動物動物動物動物のののの輸出入輸出入輸出入輸出入についてについてについてについて、、、、狂犬病狂犬病狂犬病狂犬病にににに関関関関してどのようなしてどのようなしてどのようなしてどのような規制規制規制規制がなされていますかがなされていますかがなされていますかがなされていますか。。。。

 Ａ２８ 猫、アライグマ、キツネ及びスカンクについては狂犬病予防法に基づき、また、家畜については家畜伝染病予防法に基づき、輸出入検疫が必要で

す。その他の哺乳動物については、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律に基づき輸入時の届出が必要です。 

 輸出入検疫の手続きについては農林水産省動物検疫所に、輸入時の届出手続きについては厚生労働省検疫所に御確認下さい。

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe Reader（日本語版）」が必要です。

お持ちでない方は、こちらからダウンロード（無料）してご利用ください。
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狂犬病 

病原体病原体病原体病原体 感受性動物感受性動物感受性動物感受性動物・・・・感染感染感染感染経経経経路路路路 対対対対

象象象象

潜潜潜潜伏期伏期伏期伏期 症症症症状状状状とととと診診診診断断断断 治療治療治療治療とととと予防予防予防予防

狂犬病ウイルス

○感受性動物： 

全ての哺乳類（ヒトを含む） 

 

○感染経路： 

狂犬病にかかった動物（罹患動物。ア

ジアでは主にイヌ）に咬まれた部位か

ら、唾液に含まれるウイルスが侵入。 

通常、ヒトからヒトに感染することはな

く、感染した患者から感染が拡大する

ことはない。

ヒト 1～3カ月間程度

((((1)1)1)1)    臨床症臨床症臨床症臨床症状状状状 

○前駆期：発熱、食欲不振、咬傷部位の痛みや

掻痒感 

○急性神経症状期：不安感、恐水及び恐風症

状、興奮性、麻痺、幻覚、精神錯乱などの神経

症状 

○昏睡期：昏睡（呼吸障害によりほぼ100％が死

亡） 

○治療： 

発症後の有効な治療法はない。 

 

○予防： 

罹患動物に咬まれた場合、ワクチン接

種等により行う。 

海外の狂犬病発生国で頻繁に動物に

接する場合には、渡航前に狂犬病ワク

チンを接種しておくことが望ましい。

(2)(2)(2)(2)    病原体診病原体診病原体診病原体診断断断断 

[1]PCR法による病原体の遺伝子の検出（唾液

等） 

[2]蛍光抗体法（FA）によるウイルス抗原の検出

（皮膚、角膜等） 

[3]間接蛍光抗体法（IFA）又はELISA法による抗

ウイルス抗体の検出（脳脊髄液） 

[4]分離・同定による病原体の検出（唾液） 

イヌ 2週間～2カ月間程度

((((1)1)1)1)    臨床症臨床症臨床症臨床症状状状状 

○前駆期：性格の変化と行動の異常 

○狂躁期：興奮状態（無目的な徘徊、目に入るも

のを頻繁に咬む）、光や音の突然刺激に対する

過敏な反応 

○麻痺期：全身の麻痺症状による歩行不能、咀

嚼筋の麻痺による下顎下垂と嚥下困難、舌を口

外に垂らしながら流涎、昏睡状態になり死亡 

※狂躁期と麻痺期を明確に分けることは困難な

ことが多く、前駆期から麻痺期に移行することも

ある。 

○治療： 

治療はしない。 

 

○予防： 

年1回の予防接種が義務づけられてい

る。 (2)(2)(2)(2)    病原体診病原体診病原体診病原体診断断断断 

[1]脳組織の塗抹標本を用いた直接蛍光抗体法

によるウイルス抗原検索 

[2]脳組織乳剤を用いたRT-PCR法によるウイル

ス特異遺伝子の検出 

[3]脳組織乳剤を乳のみマウス脳内及びマウス

組織芽細胞腫由来培養細胞に接種して行うウイ

ルス分離法 

狂犬病予防法が制定される1950年以前、日本国内では多くの犬が狂犬病と診断され、ヒトも狂犬病に感染し死亡していました。このような状況のなか狂犬病予防法が施行され、犬の登録、予

防注射、野犬等の抑留が徹底されるようになり、わずか7年という短期間のうちに狂犬病を撲滅するに至りました。この事例を見ても、犬の登録や予防注射が狂犬病予防にいかに重要な役割を

果たすかが理解できます。 

現在、日本では、犬などを含めて狂犬病の発生はありません。しかし狂犬病は、日本の周辺国を含む世界のほとんどの地域で依然として発生しており、日本は常に侵入の脅威に晒されている

ことから、万一の侵入に備えた対策が重要となっています。 

万一狂犬病が国内で発生した場合には、素早くしっかりと発生の拡大とまん延の防止を図ることが非常に重要となります。そのためには、犬の飼い主一人一人が狂犬病に関して正しい知識を

持ち、飼い犬の登録と予防注射を確実に行うことが必要であり、そうすることによって公衆衛生の向上と公共の福祉の増進に寄与しているということを飼い主の方にはしっかりと自覚していただ

くことが望まれます。 

疾患情報

狂犬病狂犬病狂犬病狂犬病とはとはとはとは
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( PDF:79KB)

日本、英国、スカンジナビア半島の国々など一部の地域を除いて、全世界に分布しています。 



●年間の死亡者数推計 55,000人（うち、アジア地域31,000人、アフリカ地域24,000人） 

●年間の暴露後ワクチン接種者数推計 1千万人 



※1 ネパールを旅行中、犬に咬まれ帰国後発病、死亡した輸入症例。 

※2 フィリピンを旅行中、犬に咬まれ帰国後発病、死亡した輸入症例。 



平成18年12月07日 フィリピンからの帰国後に狂犬病を発症した患者(輸入感染症例)について(2006年2例目続報)  

平成18年11月22日 フィリピンからの帰国後に狂犬病を発症した患者(輸入感染症例)について(2006年2例目)  

平成18年11月17日 フィリピンからの帰国後に狂犬病を発症した患者(輸入感染症例)について(2006年1例目続報)  

( PDF:188KB)  

     1953195319531953年年年年 1954195419541954年年年年 1955195519551955年年年年 1956195619561956年年年年 1970197019701970年年年年 2006200620062006年年年年

死亡者数 3人 1人 0人 1人 1人 (※1) 2人 (※2)

犬の発生数 176頭 98頭 23頭 6頭 発生なし 発生なし

平成18年11月16日 フィリピンからの帰国後に狂犬病を発症した患者(輸入感染症例)について(2006年1例目)  

発発発発生生生生状状状状況況況況

世界世界世界世界のののの発発発発生生生生状状状状況況況況（（（（WHOWHOWHOWHO、、、、2004200420042004年年年年）））） 

我我我我がががが国国国国におけるにおけるにおけるにおける発発発発生生生生状状状状況況況況 

狂犬病狂犬病狂犬病狂犬病のののの輸入症例輸入症例輸入症例輸入症例についてについてについてについて 
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施策紹介

法律法律法律法律

狂犬病予防法 

狂犬病予防法施行令 

狂犬病予防法施行規則 

国内動物を対象とした狂犬病検査実施について（平成26年8月4日 健感発0804第1号）

( PDF:350KB)   

別添 動物の狂犬病調査ガイドライン( PDF:948KB)   

狂犬病予防法施行規則の一部を改正する省令の施行について(施行通知) (平成23年5月

20日 健感発0520第2号)( PDF:121KB)  

狂犬病予防法施行規則に基づき厚生労働大臣が定める都道府県名を特定できる文字、数

字等の一部改正について(平成22年7月15日 健感発第0715第1号)( PDF:211KB)  

啓発ポスターによる犬の狂犬病予防注射実施の推進について(平成22年2月18日 事務連

絡)( PDF:311KB)  

過去の通知・事務連絡についてはこちら   

通知等通知等通知等通知等

犬の鑑札、注射済票について  

都道府県別の犬の登録頭数と予防注射頭数等  

犬の登録頭数と予防注射頭数等の年次別推移(昭和35年～平成25年度)  

狂犬病予防法狂犬病予防法狂犬病予防法狂犬病予防法にににに基基基基づくづくづくづく犬犬犬犬のののの登登登登録録録録頭頭頭頭数数数数とととと予防注射頭予防注射頭予防注射頭予防注射頭数数数数等等等等についてについてについてについて

平成18年には、フィリピンに滞在中に狂犬病の犬に咬まれ、感染し、ワクチン接種しなかっ

たため、日本帰国後に狂犬病を発症する事例がありましたので、このことを踏まえて狂犬病

に関するＱ＆Ａを作製しました。 

狂犬病に関するQ＆A 

Q&AQ&AQ&AQ&A

狂犬病対応ガイドライン2001 [3,322KB]  

狂犬病対応ガイドライン2013 [5,998KB]   

診診診診断断断断・・・・対応対応対応対応ガイドラインガイドラインガイドラインガイドライン

台湾における野生動物の狂犬病の発生について（第一報）（平成25年7月17日付自治体

狂犬病予防担当課宛） [104KB]   

台湾における野生動物の狂犬病の発生について（第一報）（平成25年7月17日付自治体

感染症対策担当課宛） [118KB]   

台湾における野生動物の狂犬病の発生について（第二報）（平成25年7月24日付自治体

狂犬病予防担当課宛） [141KB]   

台湾における野生動物の狂犬病の発生について（第二報）（平成25年7月24日付自治体

感染症対策担当課宛） [144KB]   

台湾における動物の狂犬病の発生状況について（第三報）（平成25年9月11日付自治体

感染症対策担当課宛） [2,302KB]   

リンクリンクリンクリンク    

厚生労働省検疫所（FORTH） 台湾で狂犬病の野生動物が確認されました  

厚生労働省検疫所（FORTH） 台湾で狂犬病の野生動物が確認されました（更新1）   

農林水産省 台湾における狂犬病の発生に伴う犬等の輸入検疫の取扱いについて  

農林水産省 水際における狂犬病対策について   

台台台台湾湾湾湾におけるにおけるにおけるにおける動物動物動物動物のののの狂犬病狂犬病狂犬病狂犬病のののの発発発発生生生生についてについてについてについて

ヒト狂犬病症例集 2008-2012年 

（厚生労働科学研究 新型インフルエンザ等新興・再興感染症研究事業「ワンヘルス理念に

基づく動物由来感染症制御に関する研究」 

研究代表者 山田章雄）[1,247KB]  

参参参参考考考考

啓啓啓啓発発発発ツールツールツールツール

狂犬病予防狂犬病予防狂犬病予防狂犬病予防啓啓啓啓発発発発ポスターポスターポスターポスター    

((((1)(1)(1)(1)( PDFPDFPDFPDF:1,003KB):1,003KB):1,003KB):1,003KB)    

狂犬病予防狂犬病予防狂犬病予防狂犬病予防啓啓啓啓発発発発ポスターポスターポスターポスター    

((((2)(2)(2)(2)( PDFPDFPDFPDF:333KB):333KB):333KB):333KB)

 

ポスターポスターポスターポスター 

狂犬病予防狂犬病予防狂犬病予防狂犬病予防啓啓啓啓発発発発リーフレットリーフレットリーフレットリーフレット        

（海外旅行編） 

折りたたんだ図 

（国内編） 

折りたたんだ図 

リーフレットリーフレットリーフレットリーフレット 
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過去の狂犬病ポスターはこちら 

（2015年3月13日）

世界狂犬病世界狂犬病世界狂犬病世界狂犬病デーデーデーデー（（（（9999月月月月28282828日日日日） ） ） ） ポスター ポスター ポスター ポスター             

(((( PDFPDFPDFPDF:215KB):215KB):215KB):215KB)

→9月28日世界狂犬病デーについて   

 

（平成26年6月10日）

 

*印刷時は縁なし印刷か、通常印刷後に

縁をカットして使用してください。

リーフレットリーフレットリーフレットリーフレット    

((((カードゲームカードゲームカードゲームカードゲーム「「「「わんわんわんわんわんわんわんわんカルテットカルテットカルテットカルテット」」」」付付付付きききき))))

【分割版はこちらから】 

わんわんカルテット1( PDF:620KB) 

わんわんカルテット2( PDF:625KB) 

わんわんカルテット3( PDF:562KB) 

わんわんカルテット4( PDF:350KB) 

犬犬犬犬のののの登登登登録録録録・・・・予防注射予防注射予防注射予防注射啓啓啓啓発発発発リーフレットリーフレットリーフレットリーフレット    

(((( PDFPDFPDFPDF:81KB):81KB):81KB):81KB)

リンク

   

関連情報

健康危機管理健康危機管理健康危機管理健康危機管理にににに関関関関するするするするリンクリンクリンクリンク    

    

研研研研究機究機究機究機関関関関にににに関関関関するするするするリンクリンクリンクリンク    

    

統計統計統計統計にににに関関関関するするするするリンクリンクリンクリンク    新型新型新型新型インフルエンザインフルエンザインフルエンザインフルエンザ対対対対策策策策にににに関関関関

するするするするリンクリンクリンクリンク    

海外感染症情報海外感染症情報海外感染症情報海外感染症情報（（（（厚生厚生厚生厚生労働労働労働労働

省省省省検検検検疫所疫所疫所疫所ホームページホームページホームページホームページ））））        

そのそのそのその他他他他ののののリンクリンクリンクリンク    

    

よくあるよくあるよくあるよくある質問質問質問質問    
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〒100-8916 東京都千代田区霞が関1-2-2 電話：03-5253-1111(代表) 

Copyright © Ministry of Health, Labour and Welfare, All Right reserved. 

感染症情報をお届けするメールマガジンです。

登録は以下URLの「新規登録」ボタンから。 

無料でご利用できます。 

http://kansenshomerumaga.mhlw.go.jp/ 

※概要は こちら [373KB] 

 

コンテンツメニューコンテンツメニューコンテンツメニューコンテンツメニュー

感染症情報 

トピックス 

感染症別情報 

予防接種情報 

トピックス 

病気について 

予防接種について 

健康被害救済について 

基本計画・定期接種実施要領・予防指針 

関係通知など 

審議会・検討会など 

関連法令 

その他 

届出申請関係情報 

感染症法に基づく医師の届出のお願い 

輸入サルの飼育施設の指定基準等 

感染症法に基づく獣医師が届出を行う感染症と動物

について 

感染症法に基づく特定病原体等の管理規制 

動物の輸入届出制度 

関連情報 

健康危機管理に関するリンク 

新型インフルエンザ対策に関するリンク 

研究機関に関するリンク 

海外感染症情報（厚生労働省検疫所ホームページ） 

統計に関するリンク 

その他のリンク 

よくある質問 
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Animals Testing Positive for Rabies in New York City in 2010, year to date
HEALTH AND MENTAL HYGIENE Type of Animal Location

2003/5/10 Cat Liebig Ave & West 259th St.
3/18/10 Raccoon Hillman Ave. & Sedgwick Ave.
3/18/10 Raccoon West 259th St. & Huxley Ave.
3/30/10 Raccoon East 237th St. & Matilda Ave.
3/30/10 Raccoon Valles Ave. & West 256th St.

2005/7/10 Skunk Tibbett Ave. & West 232nd St.
6/15/10 Raccoon West 255th St. & Riverdale Ave.
6/29/10 Raccoon Liebig Ave. & West 260th St.

2007/9/10 Bat Crotona Ave & East 185th St.
2007/12/10 Coyote Palisade Ave & West 236th St.

7/23/10 Raccoon East 242nd St. & Aqueduct Ave.
2008/12/10 Bat Knolls Crescent & Kappock St.

9/16/10 Raccoon West 238th St. & Riverdate Ave.
9/17/10 Raccoon Feidlston Rd. & West 250th St.
9/27/10 Raccoon Near Crotona Park
10/19/10 Raccoon Post Rd. & W. 252nd St.
11/17/10 Raccoon Delafield Ave & West 250th St.
11/19/10 Bat West 145th St. & 3rd Ave.

Brooklyn
Date of Result Type of Animal Location

2002/12/10 Raccoon State St. & Nevins St.
2012/2/10 Raccoon 10th St. & Prospect Park West

Manhattan
Date of Result Type of Animal Location

Rabies Press Release (2/16/2010): Manhattan
Map of Raccoons in Central Park and surrounding areas

2001/6/10 Raccoon Central Park near East 79th St.
2001/7/10 Raccoon Central Park near East 97th St.
2001/7/10 Raccoon Central Park near East 107th St.
2001/7/10 Raccoon Central Park near West 110th St.
2001/8/10 Raccoon Central Park near West 83rd St.
2001/11/10 Raccoon Central Park near West 100th St.

1/14/10 Raccoon Central Park near East 86th St.
1/14/10 Raccoon Central Park near East 106th St.
1/20/10 Raccoon Central Park near West 76th St.
1/21/10 Raccoon East 90th St. & 5th Ave
1/21/10 Raccoon Central Park near West 93rd St.
1/22/10 Raccoon West 116th St. & Morningside Ave.
1/25/10 Raccoon Central Park near West 102nd St.
1/25/10 Raccoon East 100th St. & Lexington Ave.
1/25/10 Raccoon Cental Park near West 102nd St.
1/25/10 Raccoon Central Park near West 102nd St.
1/25/10 Raccoon Central Park near West 72nd St.
1/26/10 Raccoon East 102nd St. & 5th Ave.
1/26/10 Raccoon East 102nd St. & 5th Ave.
1/27/10 Raccoon Central Park near West 100th St.
1/28/10 Raccoon Central Park near West 91st St.
1/28/10 Raccoon Central Park near East 105th St.
1/28/10 Raccoon East 64th St. & 5th Ave.

2002/2/10 Raccoon Central Park near East 105th St.
2002/2/10 Raccoon Central Park near West 108th St.
2002/2/10 Raccoon 115th St. & Pleasant Ave.
2002/2/10 Raccoon Central Park near 79th St.
2002/3/10 Raccoon Central Park near East 105th St.
2002/3/10 Raccoon Central Park near East 105th St.
2002/4/10 Raccoon Central Park near West 105th St.
2002/4/10 Raccoon Central Park near West 108th St.
2002/5/10 Raccoon Central Park near 96th St
2002/9/10 Raccoon Central Park near 79th St.
2002/9/10 Raccoon Central Park near 96th St.
2002/9/10 Raccoon Central Park near West 72nd St.
2002/10/10 Raccoon Central Park near 108th St.
2002/10/10 Raccoon Central Park near 104th
2002/11/10 Raccoon Central park near 68th St.
2002/11/9 Raccoon Central Park near 76th St.
2/16/10 Raccoon Central Park near 108th St.
2/19/10 Raccoon Central Park near East 106th St.
2/22/10 Raccoon Central Park near West 110th St.
2/22/10 Raccoon Central Park near West 80th St.
2/22/10 Raccoon Central Park near East 105th St.
2/23/10 Raccoon Central Park near East 106th St.
2/23/10 Raccoon Central Park near East 106th St.
2/23/10 Raccoon Cental Park near West 106th St.
2/24/10 Raccoon Central Park near West 103rd St.
2/24/10 Raccoon Central Park near West 103rd St.
2/24/10 Raccoon Central Park near East 108th St.
2/24/10 Raccoon Central Park near West 75th St.
2/26/10 Raccoon Central Park near East 81st St.

2003/1/10 Raccoon Central Park near West 81st St.
2003/2/10 Raccoon Central Park near East 94th St.
2003/2/10 Raccoon Central Park near East 110th St.

―　 ―36



2003/2/10 Raccoon Central Park near Each 66th St.
2003/2/10 Raccoon East 116th St. & 3rd Ave.
2003/4/10 Raccoon Park Avenue & East 92nd St.
2003/5/10 Raccoon Central Park near East 79th St.
2003/5/10 Raccoon Central Park near East 84th St.
2003/9/10 Raccoon Central Park near East 102nd St.
2003/9/10 Raccoon Central Park near East 74th St.
2003/10/10 Raccoon West 78th St. & Columbus Ave.
2003/11/10 Raccoon Central Park near West 106th St.
2003/11/10 Raccoon Central Park near West 110th St.
2003/11/10 Raccoon Central Park near East 74th St.
2003/11/10 Raccoon West 97th & Riverside Dr.
2003/12/10 Raccoon Central Park near West 73rd St.
2003/12/10 Raccoon Central Park near West 76th St.
2003/12/10 Raccoon Central Park near West 81st St.
2003/12/10 Raccoon Central Park near West 81st St.

3/15/10 Raccoon Central Park near East 98th St.
3/15/10 Raccoon Central Park near West 80th St.
3/16/10 Raccoon Central Park near West 79th St.
3/16/10 Raccoon Central Park near West 103rd St.
3/16/10 Raccoon Central Park near West 79th St.
3/18/10 Raccoon East 79th St. & 5th Ave.
3/18/10 Raccoon Central Park near West 106th St.
3/18/10 Raccoon Central Park near West 67th St.
3/19/10 Raccoon Central Park near West 108th St.
3/19/10 Raccoon Central Park West & West 79th St.
3/22/10 Raccoon Central Park near West 79th St.
3/22/10 Raccoon Central Park near West 103rd St.
3/22/10 Raccoon Central Park near West 106th St.
3/22/10 Raccoon Central Park near East 90th St.
3/22/10 Raccoon Central Park near West 89th St.
3/23/10 Raccoon Central Park near East 102nd St.
3/25/10 Raccoon Central Park near West 105th St.
3/25/10 Raccoon Central Park near East 101st St.
3/26/10 Raccoon Central Park near East 64th St.

2004/1/10 Raccoon Central Park near East 98th St.
2004/2/10 Raccoon Central Park near West 63rd St.
2004/2/10 Raccoon Central Park North & Lenox Ave.
2004/5/10 Raccoon Central Park near West 77th St.
2004/6/10 Raccoon East 117th St. & Park Ave.
2004/6/10 Raccoon Central Park near West 73rd St.
2004/8/10 Raccoon Central Park near East 96th St.
2004/8/10 Raccoon Central Park near East 67th St.
4/13/10 Raccoon Central Park near 96th St.
4/13/10 Raccoon Central Park near East 64th St.
4/15/10 Raccoon Central Park near East 73rd St.
4/20/10 Raccoon Central Park near West 76th St.
4/26/10 Raccoon Central Park near West 93rd St.
4/29/10 Raccoon Lexington Ave. & East 25th St.
4/29/10 Raccoon Central Park near East 65th St.

2005/4/10 Raccoon Central Park near East 86th St.
2005/5/10 Raccoon Riverside Dr. & West 108th St.
2005/10/10 Raccoon Central Park near East 108th St.

5/18/10 Raccoon Central Park near West 80th St.
5/18/10 Raccoon Central Park near East 102nd St.
5/21/10 Raccoon Central Park near West 103rd St.
5/24/10 Raccoon Central Park near East 79th St.
5/25/10 Raccoon Central Park near West 67th St.
5/25/10 Raccoon Central Park near West 79th St.

2006/8/10 Raccoon West 105th St. & Riverside Drive
2006/8/10 Raccoon Central Park near 108th St.
6/28/10 Raccoon Central Park near E. 107th St.

2007/8/10 Raccoon Central Park near E. 67th St.
7/16/10 Raccoon Central Park near W. 68th St.
7/20/10 Raccoon Central Park near E. 65th St.

2009/3/10 Raccoon Central Park near W. 79th St.
9/14/10 Raccoon Riverside Park near West 84th St.
9/14/10 Raccoon Central Park near E. 79th St.

Queens
Date of Result Type of Animal Location

9/28/10 Raccoon Cross Island Parkway & 91st Ave.
10/15/10 Opossum 54th Ave. & Justice Ave.

Staten Island
Date of Result Type of Animal Location
No reported cases.

Animals Testing Positive for Rabies in New York City in 2014
Animals Testing Positive for Rabies in New York City in 2013
Animals Testing Positive for Rabies in New York City in 2012
Animals Testing Positive for Rabies in New York City in 2011
For more information on rabies, call 311.

出展：THE NEW YORK CITY DEPARTMENT OFHEALTH AND MENTAL HYGIENE
　　　http://www.nyc.gov/html/doh/html/diseases/cdrab-borough-2010.shtml
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狂犬病に関するQ&Aについて 

    平成平成平成平成18181818年年年年にはにはにはには、、、、フィリピンフィリピンフィリピンフィリピンにににに滞滞滞滞在中在中在中在中にににに狂犬病狂犬病狂犬病狂犬病のののの犬犬犬犬にににに咬咬咬咬まれまれまれまれ、、、、感染感染感染感染しししし、、、、ワクチンワクチンワクチンワクチン接種接種接種接種しなかったためしなかったためしなかったためしなかったため、、、、日本日本日本日本帰国帰国帰国帰国後後後後にににに狂犬病狂犬病狂犬病狂犬病をををを発発発発症症症症するするするする事例事例事例事例がありましたのでがありましたのでがありましたのでがありましたので、、、、このことをこのことをこのことをこのことを踏踏踏踏まえまえまえまえ

てててて狂犬病狂犬病狂犬病狂犬病にににに関関関関するするするするＱ＆ＡＱ＆ＡＱ＆ＡＱ＆Ａをををを作製作製作製作製しましたしましたしましたしました。。。。 

 

 

 

 

狂犬病狂犬病狂犬病狂犬病にににに関関関関するするするするQ&AQ&AQ&AQ&Aについてについてについてについて

狂犬病流行地域狂犬病流行地域狂犬病流行地域狂犬病流行地域にににに渡航渡航渡航渡航されるされるされるされる方方方方へへへへ  

 渡航中渡航中渡航中渡航中にににに狂犬病狂犬病狂犬病狂犬病にににに感染感染感染感染しないようしないようしないようしないよう、、、、以下以下以下以下のことについてごのことについてごのことについてごのことについてご注意下注意下注意下注意下さいさいさいさい！！！！ 

・・・・滞滞滞滞在中在中在中在中ににににむやみにむやみにむやみにむやみに動物動物動物動物にににに手手手手をををを出出出出さないさないさないさないようにしましょうようにしましょうようにしましょうようにしましょう

・・・・万万万万がががが一一一一、、、、滞滞滞滞在中在中在中在中にににに犬等犬等犬等犬等にににに咬咬咬咬まれたまれたまれたまれた場合場合場合場合にはにはにはには、、、、 

((((1)1)1)1)すぐにすぐにすぐにすぐに傷口傷口傷口傷口をををを石石石石けんとけんとけんとけんと水水水水でよくでよくでよくでよく洗洗洗洗いいいいましょうましょうましょうましょう

(2)(2)(2)(2)現地現地現地現地医医医医療機療機療機療機関関関関をををを受診受診受診受診しししし、、、、傷傷傷傷のののの手手手手当当当当てとてとてとてと狂犬病狂犬病狂犬病狂犬病ののののワクチンワクチンワクチンワクチン接種接種接種接種をををを受受受受けけけけましょうましょうましょうましょう

(3)(3)(3)(3)帰国帰国帰国帰国時時時時にににに検検検検疫所疫所疫所疫所（（（（健康相談室健康相談室健康相談室健康相談室））））にににに申申申申しししし出出出出ましょうましょうましょうましょう 

犬犬犬犬をををを飼飼飼飼っているっているっているっている方方方方へへへへ  

 狂犬病予防法狂犬病予防法狂犬病予防法狂犬病予防法にににに基基基基づきづきづきづき、、、、犬犬犬犬のののの飼飼飼飼いいいい主主主主にはにはにはには以下以下以下以下のことがのことがのことがのことが義務義務義務義務づけられていますづけられていますづけられていますづけられています。。。。 

・・・・市町村市町村市町村市町村にににに犬犬犬犬をををを登登登登録録録録することすることすることすること。。。。

・・・・犬犬犬犬にににに毎毎毎毎年狂犬病年狂犬病年狂犬病年狂犬病のののの予防注射予防注射予防注射予防注射をををを受受受受けさせるけさせるけさせるけさせることことことこと。。。。

・・・・犬犬犬犬にににに鑑札鑑札鑑札鑑札とととと注射注射注射注射済済済済票票票票をををを付付付付けるけるけるけることことことこと。。。。 

((((1)1)1)1)毎毎毎毎年年年年4444月月月月からからからから6666月月月月はははは狂犬病予防注射期間狂犬病予防注射期間狂犬病予防注射期間狂犬病予防注射期間ですですですです。。。。

(3)(3)(3)(3)詳詳詳詳しくはしくはしくはしくは市町村市町村市町村市町村のののの窓窓窓窓口口口口におにおにおにお問問問問いいいい合合合合わせわせわせわせ下下下下さいさいさいさい。。。。

おおおお問問問問いいいい合合合合わせのわせのわせのわせの多多多多いいいい質問質問質問質問  

 

IIII    狂犬病狂犬病狂犬病狂犬病についてについてについてについて

ＱＱＱＱ１１１１     狂犬病狂犬病狂犬病狂犬病はははは人人人人にもにもにもにも感染感染感染感染するのですかするのですかするのですかするのですか。。。。

ＱＱＱＱ２２２２     人人人人はどのようにはどのようにはどのようにはどのように感染感染感染感染しますかしますかしますかしますか。。。。

ＱＱＱＱ３３３３     狂犬病狂犬病狂犬病狂犬病がががが発発発発生生生生しているしているしているしている国国国国はどこですかはどこですかはどこですかはどこですか。。。。

ＱＱＱＱ４４４４     どのようなどのようなどのようなどのような動物動物動物動物からからからから感染感染感染感染しますかしますかしますかしますか。。。。

ＱＱＱＱ５５５５     どのくらいのどのくらいのどのくらいのどのくらいの人人人人がががが狂犬病狂犬病狂犬病狂犬病にににに感染感染感染感染してしてしてして亡亡亡亡くなっているのですかくなっているのですかくなっているのですかくなっているのですか。。。。

ＱＱＱＱ６６６６     狂犬病狂犬病狂犬病狂犬病にににに感染感染感染感染したしたしたした犬犬犬犬はどのようなはどのようなはどのようなはどのような症症症症状状状状をををを示示示示しますかしますかしますかしますか。。。。

ＱＱＱＱ７７７７     狂犬病狂犬病狂犬病狂犬病にににに感染感染感染感染したしたしたした人人人人はどのようなはどのようなはどのようなはどのような症症症症状状状状をををを示示示示しますかしますかしますかしますか。。。。

ＱＱＱＱ８８８８     日本日本日本日本ではどのくらいではどのくらいではどのくらいではどのくらい発発発発生生生生していますかしていますかしていますかしていますか。。。。

ＱＱＱＱ９９９９     狂犬病狂犬病狂犬病狂犬病にににに感染感染感染感染したしたしたした人人人人からからからから感染感染感染感染しますかしますかしますかしますか。。。。

ＱＱＱＱ１０１０１０１０     狂犬病狂犬病狂犬病狂犬病をををを発発発発症症症症したしたしたした場合場合場合場合にににに治療法治療法治療法治療法はありますかはありますかはありますかはありますか。。。。

ＱＱＱＱ１１１１１１１１     暴露後暴露後暴露後暴露後ワクチンワクチンワクチンワクチン接種接種接種接種とはどういうものですかとはどういうものですかとはどういうものですかとはどういうものですか。。。。

ＱＱＱＱ１２１２１２１２     狂犬病狂犬病狂犬病狂犬病にににに感染感染感染感染してからしてからしてからしてから発発発発症症症症するまでするまでするまでするまで、、、、どのくらいのどのくらいのどのくらいのどのくらいの期間期間期間期間がありますかがありますかがありますかがありますか。。。。

ＱＱＱＱ１３１３１３１３     犬犬犬犬にににに咬咬咬咬まれましたまれましたまれましたまれました。。。。狂犬病狂犬病狂犬病狂犬病にににに感染感染感染感染しますかしますかしますかしますか。。。。

 

IIIIIIII    海外渡航者海外渡航者海外渡航者海外渡航者のののの方方方方へへへへ

ＱＱＱＱ１４１４１４１４     海外海外海外海外でででで犬犬犬犬にににに咬咬咬咬まれまれまれまれ、、、、医医医医療機療機療機療機関関関関をををを受診受診受診受診せずにせずにせずにせずに帰国帰国帰国帰国しましたしましたしましたしました。。。。何何何何処処処処にににに相談相談相談相談すればよいでしょうかすればよいでしょうかすればよいでしょうかすればよいでしょうか。。。。

ＱＱＱＱ１５１５１５１５     平成平成平成平成18181818年年年年にににに、、、、京都市京都市京都市京都市やややや横横横横浜浜浜浜市市市市でででで狂犬病狂犬病狂犬病狂犬病のののの患者患者患者患者がががが報告報告報告報告されたとのされたとのされたとのされたとの報道報道報道報道がありましたががありましたががありましたががありましたが、、、、国内発国内発国内発国内発生生生生ではないのですかではないのですかではないのですかではないのですか。。。。

ＱＱＱＱ１６１６１６１６     狂犬病狂犬病狂犬病狂犬病のののの流行流行流行流行国国国国にににに渡航渡航渡航渡航するするするする予定予定予定予定ですですですです。。。。どのようなことにどのようなことにどのようなことにどのようなことに気気気気をををを付付付付ければいいですかければいいですかければいいですかければいいですか。。。。

ＱＱＱＱ１７１７１７１７     事前事前事前事前のののの狂犬病狂犬病狂犬病狂犬病のののの予防接種予防接種予防接種予防接種とはどういうものですかとはどういうものですかとはどういうものですかとはどういうものですか。。。。

ＱＱＱＱ１８１８１８１８     東南東南東南東南アジアアジアアジアアジアでででで犬犬犬犬にににに咬咬咬咬まれまれまれまれ、、、、現地現地現地現地医医医医療機療機療機療機関関関関でででで暴露後暴露後暴露後暴露後ののののワクチンワクチンワクチンワクチン接種接種接種接種をををを受受受受けてきましたけてきましたけてきましたけてきました。。。。まだまだまだまだワクチンプログラムワクチンプログラムワクチンプログラムワクチンプログラムをををを完了完了完了完了していないのですがしていないのですがしていないのですがしていないのですが、、、、国内国内国内国内ででででワクチンワクチンワクチンワクチンをををを接種接種接種接種してしてしてして

もらえますかもらえますかもらえますかもらえますか。。。。

ＱＱＱＱ１９１９１９１９     自分自分自分自分がががが感染感染感染感染しているかどうかはどうやったらしているかどうかはどうやったらしているかどうかはどうやったらしているかどうかはどうやったら分分分分かりますかかりますかかりますかかりますか。。。。

 

IIIIIIIIIIII    犬犬犬犬をををを飼飼飼飼っているっているっているっている方方方方・・・・飼飼飼飼うううう予定予定予定予定のののの方方方方へへへへ

ＱＱＱＱ２０２０２０２０     犬犬犬犬をををを飼飼飼飼うにあたってうにあたってうにあたってうにあたって、、、、何何何何をしなければいけませんかをしなければいけませんかをしなければいけませんかをしなければいけませんか。。。。

ＱＱＱＱ２１２１２１２１     どうしてどうしてどうしてどうして犬犬犬犬をををを登登登登録録録録をしないといけないのですかをしないといけないのですかをしないといけないのですかをしないといけないのですか。。。。

ＱＱＱＱ２２２２２２２２     どうしてどうしてどうしてどうして犬犬犬犬にににに狂犬病予防注射狂犬病予防注射狂犬病予防注射狂犬病予防注射をををを受受受受けさせないといけないのですかけさせないといけないのですかけさせないといけないのですかけさせないといけないのですか。。。。

ＱＱＱＱ２３２３２３２３     犬犬犬犬のののの鑑札鑑札鑑札鑑札やややや注射注射注射注射済済済済票票票票はどこでもらえますかはどこでもらえますかはどこでもらえますかはどこでもらえますか。。。。

ＱＱＱＱ２４２４２４２４     登登登登録録録録やややや狂犬病予防注射狂犬病予防注射狂犬病予防注射狂犬病予防注射をををを受受受受けていないけていないけていないけていない犬犬犬犬やそのやそのやそのやその所有者所有者所有者所有者はどうなりますかはどうなりますかはどうなりますかはどうなりますか。。。。

ＱＱＱＱ２５２５２５２５     犬犬犬犬をををを飼飼飼飼うううう場合場合場合場合だけにだけにだけにだけに規制規制規制規制があるのはなぜですかがあるのはなぜですかがあるのはなぜですかがあるのはなぜですか。。。。

ＱＱＱＱ２６２６２６２６     犬犬犬犬とととと海外海外海外海外にににに行行行行くにはどうすればよいですかくにはどうすればよいですかくにはどうすればよいですかくにはどうすればよいですか。。。。

ＱＱＱＱ２７２７２７２７     国内国内国内国内でででで狂犬病狂犬病狂犬病狂犬病がががが発発発発生生生生したらしたらしたらしたら、、、、飼飼飼飼っているっているっているっている犬犬犬犬はどうなりますかはどうなりますかはどうなりますかはどうなりますか。。。。
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IIII    狂犬病狂犬病狂犬病狂犬病についてについてについてについて 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IVIVIVIV    そのそのそのその他他他他

ＱＱＱＱ２８２８２８２８     犬以外犬以外犬以外犬以外のののの動物動物動物動物のののの輸出入輸出入輸出入輸出入についてについてについてについて、、、、狂犬病狂犬病狂犬病狂犬病にににに関関関関してどのようなしてどのようなしてどのようなしてどのような規制規制規制規制がなされていますかがなされていますかがなされていますかがなされていますか。。。。

ＱＱＱＱ１１１１    狂犬病狂犬病狂犬病狂犬病はははは人人人人にもにもにもにも感染感染感染感染するのですかするのですかするのですかするのですか。。。。

 Ａ１ 狂犬病はすべての哺乳類に感染することが知られており、もちろん人も例外ではありません。人も動物も発症するとほぼ１００％死亡しますが、人では感染後(感染動物

に咬まれた後)にワクチンを連続して接種することにより発症を防ぐことができます（Ｑ１１参照）。

ＱＱＱＱ２２２２    人人人人はどのようにはどのようにはどのようにはどのように感染感染感染感染しますかしますかしますかしますか。。。。

 Ａ２ 主に狂犬病に感染した動物に咬まれ、唾液中に排出されるウイルスが傷口より体内に侵入することにより感染します。

ＱＱＱＱ３３３３    狂犬病狂犬病狂犬病狂犬病がががが発発発発生生生生しているしているしているしている国国国国はどこですかはどこですかはどこですかはどこですか。。。。

 Ａ３ 狂犬病は日本、英国、オーストラリア、ニュージーランドなどの一部の国々を除いて、全世界に分布します。つまり、海外ではほとんどの国で感染する可能性のある病気

です。 

 

 

地図(PDF:188KB) 

ＱＱＱＱ４４４４    どのようなどのようなどのようなどのような動物動物動物動物からからからから感染感染感染感染しますかしますかしますかしますか。。。。

 Ａ４ 感染動物すべてから感染する可能性がありますが、主な感染源動物は以下のとおりです。渡航中は特にこれらの動物に咬まれないように注意してください。中でも、犬

が人に対する主な感染動物です。 

 アジア、アフリカ；犬、ネコ 

 アメリカ、ヨーロッパ；キツネ、アライグマ、スカンク、コウモリ、ネコ、犬 

 中南米；犬、コウモリ、ネコ、マングース

ＱＱＱＱ５５５５    どのくらいのどのくらいのどのくらいのどのくらいの人人人人がががが狂犬病狂犬病狂犬病狂犬病にににに感染感染感染感染してしてしてして亡亡亡亡くなっているのですかくなっているのですかくなっているのですかくなっているのですか。。。。

 Ａ５ 世界保健機構（ＷＨＯ）の推計によると、世界では年間におおよそ５万５千人の人が亡くなっています。また、このうち３万人以上はアジア地域での死亡者と言われてい

ます。

ＱＱＱＱ６６６６    狂犬病狂犬病狂犬病狂犬病にににに感染感染感染感染したしたしたした犬犬犬犬はどのようなはどのようなはどのようなはどのような症症症症状状状状をををを示示示示しますかしますかしますかしますか。。。。

 Ａ６ 狂騒型と麻痺型と言われるタイプがあり、狂騒型では、極度に興奮し攻撃的な行動を示します。また、麻痺型では後半身から前半身に麻痺が拡がり、食物や水が飲み

込めなくなります。

ＱＱＱＱ７７７７    狂犬病狂犬病狂犬病狂犬病にににに感染感染感染感染したしたしたした人人人人はどのようなはどのようなはどのようなはどのような症症症症状状状状をををを示示示示しますかしますかしますかしますか。。。。

 Ａ７ 強い不安感、一時的な錯乱、水を見ると首（頚部）の筋肉がけいれんする（恐水症）、冷たい風でも同様にけいれんする（恐風症）、高熱、麻痺、運動失調、全身けいれ

んが起こります。その後、呼吸障害等の症状を示し、死亡します。

ＱＱＱＱ８８８８    日本日本日本日本ではどのくらいではどのくらいではどのくらいではどのくらい発発発発生生生生していますかしていますかしていますかしていますか。。。。

 Ａ８ 日本国内では、人は昭和３１年（１９５６年）を最後に発生がありません。また、動物では昭和32年（1957年）の猫での発生を最後に発生がありません。現在、日本は狂犬

病の発生のない国です。 

 なお、輸入感染事例としては、狂犬病流行国で犬に咬まれ帰国後に発症した事例が、昭和４５年（１９７０年）にネパールからの帰国者で１例、平成１８年（２００６年）にフ

ィリピンからの帰国者で２例あります。

ＱＱＱＱ９９９９    狂犬病狂犬病狂犬病狂犬病にににに感染感染感染感染したしたしたした人人人人からからからから感染感染感染感染しますかしますかしますかしますか。。。。

 Ａ９ 通常、狂犬病が人から人に感染することはありません。これまでに臓器移植による感染が認められていますが、非常にまれな事例といえます。なお、輸血により感染し

たという報告はありません。

―　 ―42



 

 

 

 

 

IIIIIIII    海外渡航者海外渡航者海外渡航者海外渡航者のののの方方方方へへへへ 

 

 

 

 

 

 

IIIIIIIIIIII    犬犬犬犬をををを飼飼飼飼っているっているっているっている方方方方・・・・飼飼飼飼うううう予定予定予定予定のののの方方方方へへへへ 

 

 

ＱＱＱＱ１０１０１０１０    狂犬病狂犬病狂犬病狂犬病をををを発発発発症症症症したしたしたした場合場合場合場合にににに治療法治療法治療法治療法はありますかはありますかはありますかはありますか。。。。

 Ａ１０ 狂犬病は一旦発症すれば効果的な治療法はなく、ほぼ100％の方が亡くなります。感染動物に咬まれるなど感染した疑いがある場合には、その直後から連続したワク

チンを接種（暴露後ワクチン接種）をすることで発症を抑えることができます（Ｑ１１参照）。

ＱＱＱＱ１１１１１１１１    暴露後暴露後暴露後暴露後ワクチンワクチンワクチンワクチン接種接種接種接種とはどういうものですかとはどういうものですかとはどういうものですかとはどういうものですか。。。。

 Ａ１１ 狂犬病発生地域で犬などに咬まれて感染した可能性がある場合に、発症を予防するため接種するワクチンのことをいい、出来るだけ早く接種を開始する必要がありま

す。暴露後ワクチンは、初回のワクチン接種日を０日として、３日、７日、１４日、３０日及び９０日の計６回皮下に接種します。

ＱＱＱＱ１２１２１２１２    狂犬病狂犬病狂犬病狂犬病にににに感染感染感染感染してからしてからしてからしてから発発発発症症症症するまでするまでするまでするまで、、、、どのくらいのどのくらいのどのくらいのどのくらいの期間期間期間期間がありますかがありますかがありますかがありますか。。。。

 Ａ１２ 狂犬病は感染してから発症するまでの期間(潜伏期)が一般に１ヶ月から３ヶ月、長い場合には感染してから１年から２年後に発症した事例もあります。なお、発症前に

感染の有無を診断することが出来ません。

ＱＱＱＱ１３１３１３１３    犬犬犬犬にににに咬咬咬咬まれましたまれましたまれましたまれました。。。。狂犬病狂犬病狂犬病狂犬病にににに感染感染感染感染しますかしますかしますかしますか。。。。

 Ａ１３ 日本国内の場合、狂犬病は発生していないので感染の心配はありません。 

 海外、特に東南アジア等の流行国で狂犬病が疑われるイヌ、ネコおよび野生動物に咬まれたりした場合、まず傷口を石鹸と水でよく洗い流し、できるだけ早期に医療

機関を受診して下さい。 

 咬んだ動物の特定ができ、予後を観察できる場合、咬まれてから２週間以上その動物が狂犬病の症状を示さない場合には、咬まれた時に狂犬病に感染した可能性を

否定できるので、暴露後ワクチンの連続接種を中止できます。

ＱＱＱＱ１４１４１４１４    海外海外海外海外でででで犬犬犬犬にににに咬咬咬咬まれまれまれまれ、、、、医医医医療機療機療機療機関関関関をををを受診受診受診受診せずにせずにせずにせずに帰国帰国帰国帰国しましたしましたしましたしました。。。。何何何何処処処処にににに相談相談相談相談すればよいでしょうかすればよいでしょうかすればよいでしょうかすればよいでしょうか。。。。

 Ａ１４ 狂犬病に感染した疑いがある場合には、できるだけ早期に狂犬病ワクチンの接種を受ける必要があります。最寄りの保健所または医療機関にご相談下さい。また、

狂犬病の予防接種を受けられる医療機関については、検疫所のホームページ(http://www.forth.go.jp)でご紹介しています。

ＱＱＱＱ１５１５１５１５    平成平成平成平成18181818年年年年にににに、、、、京都市京都市京都市京都市やややや横横横横浜浜浜浜市市市市でででで狂犬病狂犬病狂犬病狂犬病のののの患者患者患者患者がががが報告報告報告報告されたとのされたとのされたとのされたとの報道報道報道報道がありましたががありましたががありましたががありましたが、、、、国内発国内発国内発国内発生生生生ではないのですかではないのですかではないのですかではないのですか。。。。

 Ａ１５ 平成１８年（２００６年）１１月にフィリピンで犬にかまれ、帰国後狂犬病を発症して亡くなる事例がありました。この様な狂犬病の輸入感染事例は昭和４５年（１９７０年）

以降３６年ぶりです。

ＱＱＱＱ１６１６１６１６    狂犬病狂犬病狂犬病狂犬病のののの流行流行流行流行国国国国にににに渡航渡航渡航渡航するするするする予定予定予定予定ですですですです。。。。どのようなことにどのようなことにどのようなことにどのようなことに気気気気をををを付付付付ければいいですかければいいですかければいいですかければいいですか。。。。

 Ａ１６ 感染しないようにするためには、むやみに動物に近づかないことが重要です。動物に近寄ったり、医療機関のないような地域に行く場合については、事前に狂犬病の

予防接種を受けることも検討してください。また、万が一渡航先で動物に咬まれた場合は、現地医療機関を受診し、傷の手当てと狂犬病ワクチンの接種を受けて下さ

い。また、帰国時に検疫所（相談室）に相談してください。

ＱＱＱＱ１７１７１７１７    事前事前事前事前のののの狂犬病狂犬病狂犬病狂犬病のののの予防接種予防接種予防接種予防接種とはどういうものですかとはどういうものですかとはどういうものですかとはどういうものですか。。。。

 Ａ１７ 狂犬病の流行地域に渡航する場合であって、動物との接触が避けられない、又は、近くに医療機関がないような地域に長期間滞在するような方は、渡航前に予防接

種を受けることをお勧めします。 

 十分な免疫力を得るためには、４週間間隔で２回の皮下注射と、６～１２ヶ月後の追加注射が必要となります。 

 なお、暴露前のワクチン接種を行っている場合であっても、犬などに咬まれて感染した可能性がある場合には暴露後のワクチン接種が必要です。事前予防接種の履

歴が明らかな場合には、暴露後免疫は、接種初日（０日）と３日後の２回接種をすることになります。

ＱＱＱＱ１８１８１８１８    東南東南東南東南アジアアジアアジアアジアでででで犬犬犬犬にににに咬咬咬咬まれまれまれまれ、、、、現地現地現地現地医医医医療機療機療機療機関関関関でででで暴露後暴露後暴露後暴露後ののののワクチンワクチンワクチンワクチン接種接種接種接種をををを受受受受けてきましたけてきましたけてきましたけてきました。。。。まだまだまだまだワクチンプログラムワクチンプログラムワクチンプログラムワクチンプログラムをををを完了完了完了完了していないのですがしていないのですがしていないのですがしていないのですが、、、、国内国内国内国内ででででワクチンワクチンワクチンワクチンをををを接種接種接種接種してしてしてして

もらえますかもらえますかもらえますかもらえますか。。。。

 Ａ１８ 狂犬病は一度発症するとほぼ１００％死亡する恐ろしい病気です。発症を確実に防ぐために、ワクチンプログラムを必ず完了させることが必要です。国内の医療機関

でも、狂犬病のワクチンを接種してもらうことが出来ますので、医療機関に相談してください。なお、狂犬病の予防接種可能な医療機関については、検疫所のホームペ

ージ(http://www.forth.go.jp)でご紹介しています。

ＱＱＱＱ１９１９１９１９    自分自分自分自分がががが感染感染感染感染しているかどうかはどうやったらしているかどうかはどうやったらしているかどうかはどうやったらしているかどうかはどうやったら分分分分かりますかかりますかかりますかかりますか。。。。

 Ａ１９ 咬んだ動物の特定ができ、その動物の予後を観察できる場合、受傷してから２週間以上その動物が狂犬病の症状を示さない場合には、咬まれたときに狂犬病に感染

した可能性を否定できます。ご自身の検査により感染しているかどうかを調べることはできません。発症してしまうと治療法はありませんので、流行地で動物に咬まれる

など感染した疑いがある場合には、直ちに暴露後ワクチン接種を開始することをお勧めします。

ＱＱＱＱ２０２０２０２０    犬犬犬犬をををを飼飼飼飼うにあたってうにあたってうにあたってうにあたって何何何何をしないといけないでしょうかをしないといけないでしょうかをしないといけないでしょうかをしないといけないでしょうか。。。。

 Ａ２０ 「狂犬病予防法」（昭和２５年法律第２４７号）に基づき、９１日齢以上の犬の所有者は、その犬を所有してから３０日内に市町村に犬の登録をし、鑑札の交付を受ける

とともに、狂犬病の予防注射を犬に受けさせ、注射済票の交付を受けなければなりません。また、交付された鑑札と注射済票は、必ず犬に付けなければなりません。 

 日本国内には狂犬病の発生はありませんが、近隣諸国では狂犬病がまん延しており、日本への本病の侵入リスクは皆無ではありません。犬を飼われている方は、社

会に対する責務として、犬の登録と年１回の狂犬病の予防注射を必ず行ってください。

ＱＱＱＱ２１２１２１２１    どうしてどうしてどうしてどうして犬犬犬犬をををを登登登登録録録録しないといけないのですかしないといけないのですかしないといけないのですかしないといけないのですか。。。。

 Ａ２１ 狂犬病は全ての哺乳類に感染しますが、人が感染する場合、その感染源となる動物のほとんどは犬であると言われています。現在では日本国内での狂犬病の発生

は見られませんが、万が一日本で狂犬病が発生した場合に迅速な対応をとるためにも、日頃から飼い犬がどこに何頭いるのかを把握しておくのは大変重要なことで

す。犬を飼う人の義務ですので、必ず飼い犬の登録をしましょう。

ＱＱＱＱ２２２２２２２２    どうしてどうしてどうしてどうして犬犬犬犬にににに狂犬病狂犬病狂犬病狂犬病のののの予防注射予防注射予防注射予防注射をををを受受受受けさせないといけないのですかけさせないといけないのですかけさせないといけないのですかけさせないといけないのですか。。。。

 Ａ２２ 狂犬病は全ての哺乳類に感染しますが、まん延の原因となる動物は限られており、アジア地域等、狂犬病の流行国では、犬が主なまん延源となっています。従って、

飼い犬に狂犬病の予防注射を接種することで犬でのまん延が予防され、人への被害を防ぐことができ、日本でも万が一狂犬病が侵入した場合に備えて、飼い犬への狂

犬病予防注射を義務づけています。 

 犬を飼う人の義務ですので、毎年１回、必ず飼い犬に狂犬病の予防注射を受けさせましょう。
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IVIVIVIV    そのそのそのその他他他他 

 

ＱＱＱＱ２３２３２３２３    犬犬犬犬のののの鑑札鑑札鑑札鑑札やややや注射注射注射注射済済済済票票票票はどこでもらえますかはどこでもらえますかはどこでもらえますかはどこでもらえますか。。。。

 Ａ２３ 市町村の窓口で交付しています。詳しくは市町村にお尋ね下さい。

ＱＱＱＱ２４２４２４２４    登登登登録録録録やややや狂犬病狂犬病狂犬病狂犬病のののの予防注射予防注射予防注射予防注射をををを受受受受けていないけていないけていないけていない犬犬犬犬やそのやそのやそのやその犬犬犬犬のののの所有者所有者所有者所有者はどうなりますかはどうなりますかはどうなりますかはどうなりますか。。。。

 Ａ２４ 登録されていない犬、狂犬病の予防注射を受けていない犬、鑑札や注射済票を装着していない犬は、捕獲・抑留の対象となります。また、飼い犬を登録していない所

有者や飼い犬に予防注射を受けさせていない所有者、飼い犬に鑑札や注射済票を装着していない所有者は２０万円以下の罰金の対象となります。

ＱＱＱＱ２５２５２５２５    犬犬犬犬をををを飼飼飼飼うううう場合場合場合場合だけにだけにだけにだけに規制規制規制規制があるのはなぜですかがあるのはなぜですかがあるのはなぜですかがあるのはなぜですか。。。。

 Ａ２５ 狂犬病は全ての哺乳類に感染しますが、特にアジアなどの流行地域での主なまん延の原因は犬です。世界中で狂犬病に感染する人の９割以上が犬から感染してい

ることを見ても、人への被害を予防するために、犬の狂犬病をコントロールすることは有効です。日本でも万が一狂犬病が侵入した場合に備えた国内対策として、(1)飼

い犬の登録と(2)飼い犬への狂犬病予防注射、(3)放浪犬の抑留を実施しています。

ＱＱＱＱ２６２６２６２６    犬犬犬犬とととと海外海外海外海外にににに行行行行くにはどうすればよいですかくにはどうすればよいですかくにはどうすればよいですかくにはどうすればよいですか。。。。

 Ａ２６ 犬を海外に連れて行ったり、海外から連れて帰ってきたりする場合には、農林水産省動物検疫所で検疫を受ける必要があります。詳しくは農林水産省動物検疫所に

お尋ね下さい。 

 この他の動物の輸出入についてはＱ２８をご覧下さい。

ＱＱＱＱ２７２７２７２７    国内国内国内国内でででで狂犬病狂犬病狂犬病狂犬病がががが発発発発生生生生したしたしたした場合場合場合場合、、、、飼飼飼飼っているっているっているっている犬犬犬犬はどうなりますかはどうなりますかはどうなりますかはどうなりますか。。。。

 Ａ２７ 発生地域内の犬に対して、けい留（繋いで飼うこと）の命令等が出されます。その他、狂犬病のまん延を防止するための犬の一斉検診や狂犬病予防注射、犬の移動

の制限、交通の遮断等の措置が必要に応じて講じられます。

ＱＱＱＱ２８２８２８２８    犬以外犬以外犬以外犬以外のののの動物動物動物動物のののの輸出入輸出入輸出入輸出入についてについてについてについて、、、、狂犬病狂犬病狂犬病狂犬病にににに関関関関してどのようなしてどのようなしてどのようなしてどのような規制規制規制規制がなされていますかがなされていますかがなされていますかがなされていますか。。。。

 Ａ２８ 猫、アライグマ、キツネ及びスカンクについては狂犬病予防法に基づき、また、家畜については家畜伝染病予防法に基づき、輸出入検疫が必要です。その他の哺乳

動物については、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律に基づき輸入時の届出が必要です。 

 輸出入検疫の手続きについては農林水産省動物検疫所に、輸入時の届出手続きについては厚生労働省検疫所に御確認下さい。

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe Reader（日本語版）」が必要です。

お持ちでない方は、こちらからダウンロード（無料）してご利用ください。

―　 ―44



―　 ―45



―　 ―46



―　 ―47



―　 ―48



―　 ―49



―　 ―50



―　 ―51



―　 ―52



―　 ―53



―　 ―54



―　 ―55



―　 ―56



―　 ―57



―　 ―58



―　 ―59



―　 ―60



―　 ―61



―　 ―62



―　 ―63



―　 ―64



―　 ―65



―　 ―66



―　 ―67



―　 ―68



―　 ―69



―　 ―70



―　 ―71



―　 ―72



―　 ―73



―　 ―74



―　 ―75



―　 ―76



―　 ―77



―　 ―78



―　 ―79



―　 ―80



―　 ―81



―　 ―82



―　 ―83



―　 ―84



―　 ―85



―　 ―86



―　 ―87



―　 ―88



―　 ―89



―　 ―90



―　 ―91



―　 ―92



―　 ―93



―　 ―94



―　 ―95



―　 ―96



―　 ―97



―　 ―98



―　 ―99



―　 ―100



―　 ―101



―　 ―102



―　 ―103



―　 ―104



  

―　 ―105



―　 ―106



―　 ―107



―　 ―108












―　 ―109










―　 ―110






―　 ―111





―　 ―112



―　 ―113



―　 ―114



 

〒100-8916 東京都千代田区霞が関1-2-2 電話：03-5253-1111（代表） 

Copyright © Ministry of Health, Labour and Welfare, All Right reserved. 

 

犬の登録頭数と予防注射頭数等の年次別推移（昭和35年～平成25年度）  

※1 昭和60年4月から予防注射を受けるべき期間が半年から1年に改められたことに伴い、予防注射頭数には従前の制度によるもの（1月～3月）と改正後

のもの（4月～12月）が含まれる。 

※2 平成9年度から、年度単位の集計となった。 

※3 東日本大震災の影響により、岩手県陸前高田市及び大槌町の1～3月分、宮城県のうち仙台市以外の市町村、福島県の相双保健福祉事務所管轄内

の市町村が含まれていない。 

 

犬犬犬犬のののの登登登登録録録録頭頭頭頭数数数数とととと予防注射頭予防注射頭予防注射頭予防注射頭数数数数等等等等のののの年次別推移年次別推移年次別推移年次別推移（（（（昭和昭和昭和昭和35353535年年年年～～～～平成平成平成平成25252525年度年度年度年度））））        

 登録頭数 予防注射頭数 抑留頭数（Ａ） 返還頭数（Ｂ） 差引頭数（Ａ-Ｂ）

昭和35年 1,905,080 3,075,417 396,790 68,650 328,140

   40 2,362,632 3,999,176 485,109 60,791 424,318

   45 2,895,036 4,640,577 636,689 49,381 587,308

   50 3,197,228 5,157,812 602,453 21,351 581,102

   55 3,178,970 5,223,372 438,147 13,595 424,552

   60※1 3,430,916 3,460,920 350,043 13,425 336,618

平成元年 3,726,229 3,697,397 297,454 12,210 285,244

    2 3,889,612 3,862,619 288,659 11,863 276,796

    3 3,913,500 3,888,926 269,987 12,132 257,855

    4 4,055,708 4,041,703 251,593 12,180 239,413

    5 4,114,874 4,088,435 243,207 12,605 230,602

    6 4,143,370 4,111,445 244,061 13,142 230,919

    7 4,223,830 4,303,566 225,873 14,790 211,083

    8 4,799,379 4,283,977 210,851 14,926 195,925

平成9年度※2 5,137,331 4,450,606 202,578 15,638 186,940

   10 5,424,157 4,479,486 191,693 17,932 173,761

   11 5,645,424 4,578,277 166,647 15,089 151,558

   12 5,779,462 4,606,527 151,574 15,336 136,238

   13 5,939,595 4,646,046 126,570 15,004 111,566

   14 6,084,731 4,681,524 109,864 14,912 94,952

   15 6,262,510 4,741,488 103,691 14,803 88,888

   16 6,394,226 4,801,709 95,858 14,995 80,863

   17 6,479,977 4,796,585 88,846 14,542 74,304

   18 6,635,807 4,910,047 86,621 14,948 71,673

   19 6,739,716 5,097,615 73,303 14,621 58,682

   20 6,804,649 5,091,515 64,575 15,266 49,309

   21 6,880,844 5,112,401 57,276 14,627 42,649

平成22年度※3 6,778,184 4,961,401 51,630 14,498 37,132

   23 6,852,235 4,985,930 48,848 15,023 33,825

   24 6,785,959 4,914,347 44,246 14,618 29,628

   25 6,747,201 4,899,484 38,961 13,852 25,109 
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狂犬病対応ガイドライン
2013

－ 日本国内において狂犬病を発症した
犬が認められた場合の危機管理対応 －

（狂犬病対応ガイドライン 2001　追補版）
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序

　狂犬病は、狂犬病ウイルスを原因とする致死性の疾患である。狂犬病ウイルスは、
すべての哺乳類に感染しうるといわれている。感染は通常、罹患動物による咬傷か
らのウイルスの侵入によって成立し、ヒトへの主たる感染源は、アジア地域におい
ては犬である。
　日本では、1958 年以降、国内での感染による狂犬病の発生は、人間にも動物にも
認められていない。しかし、日本を取り巻く諸国では依然として狂犬病は発生して
おり、その発生件数も決して少なくない。
　狂犬病は、空気等を介してウイルスが飛散し、それによって流行が起こるという
ことはないが、諸外国との間で人間と動物の移動が活発に行われるようになってい
る現在、日本への狂犬病の侵入が起こらないとはいえない状況にあることは事実で
あろう。
　そのため、万一、日本国内において狂犬病が発生した場合の対応について、あら
かじめガイドラインを作成しておくことは、意義のあることと考えられる。こうし
たことから 2001 年には『狂犬病対応ガイドライン 2001』が厚生労働科学研究班（主
任研究者：源　宣之）により策定されている。
　『狂犬病対応ガイドライン 2001』は、主として、日本国内において狂犬病発生の
疑いがある場合の対応を取りまとめたものであり、狂犬病に罹患した疑いのある犬
が認められた際に、その診断ならびに行政上の対応等について示されている。その
ため、このガイドラインは、狂犬病と確定診断された犬が認められて以降の対応に
ついては簡略化した記載となっている。
　そこで今回、日本国内において狂犬病との確定診断がなされた犬が発生した場合、
その後にどのような対応を取るべきかについて検討し、『狂犬病対応ガイドライン
2001』の補遺的な位置づけとして「日本国内において狂犬病を発症した犬が認めら
れた場合の危機管理対応」を策定することとした。なお、今回の検討は、主に犬に
おける狂犬病の発生を想定したものであるが、仮に他種の動物に狂犬病の発生が認
められた場合にあっても、ここに記載の対策に準拠した対応を行うことにより十分
に対処できるものと考えている。
　今回の検討で策定した「日本国内において狂犬病を発症した犬が認められた場合
の危機管理対応」は、日本国内において狂犬病と確定診断された犬が発生した場合
の対応について、現在の状況で最善と考えられる対応策を推奨するものである。た
だし、仮に万一、日本国内で狂犬病の発生事例が生じた際には、その状況は様々で
あることが推察される。そのため、狂犬病発生時の対応のすべてを本ガイドライン
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で示しているわけではない。必要に応じて、関係者が連携し、臨機応変の対応を試
みることを期待したい。
　また、各々の都道府県等にあっては、それぞれの状況に応じて、本ガイドライン
にもとづいての独自のガイドラインをあらかじめ策定しておくことこそが必要であ
ると考えている。
　加えて、将来、日本国内における狂犬病の発生状況ならびに犬およびその他の動
物の飼育環境等が変化した場合には、本ガイドラインの改定が行われることを期待
してやまない。
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狂犬病対応ガイドライン 2013
－日本国内において狂犬病を発症した犬が認められた場合の危機管理対応－

（狂犬病対応ガイドライン 2001　追補版）
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「公益社団法人日本医師会と公益社団法人日本獣医師会

の学術協力の推進に関する協定書」調印式の概要

蠢 日　時：平成25年11月20日（水） 17：00～18：00

蠡 場　所：明治記念館「梅の間」

蠱 出席者

1 公益社団法人日本医師会

会　　長　　　横倉義武

常任理事　　　小森　貴

2 公益社団法人日本獣医師会

会　　長　　　藏内勇夫

学術・教育・研究担当理事　酒井健夫

専務理事　　　矢ケ崎忠夫

3 そ の 他

日本医師会，日本獣医師会，報道機関の各関係者

蠶 概　要

【開　　会】

調印式は，本会矢ケ崎専務理事の進行により開式した．

【開会挨拶（大要）】

〈公益社団法人日本医師会　横倉義武会長〉

中国では鳥インフルエンザ，

H7N9が発生しており，本年4月

には新型インフルエンザ対策特別

措置法が施行されました．感染症

はインフルエンザに限らず動物由

来のものも多く人獣共通感染症の

対策の必要性が改めて認識されて

います．昨年10月に102 カ国の

医師会が加盟する世界医師会と世界獣医学協会が動物由

来感染症対策，食の安全の向上等のために協力関係を構

築する覚書を締結いたしました．このような状況を受

け，我が国においても獣医師と医師との連携並びに協力

体制を強固なものとし，もって安心安全な社会の構築に

向け，本日，日本獣医師会と日本医師会は学術協力の推

進のための協定書を結ぶ運びとなりました．日本医師会

においてもこれまで動物由来感染症ハンドブックの発行

等，人獣共通感染症対策の普及啓発に努めてきました

が，本日の協定書の締結を新たな第一歩として，今後は

獣医師会との協力関係のもと，具体的な協議を進め，実

効ある対応を図ってまいりたいと思います．ご臨席の関

係者の方々におかれましては，ご理解ご支援をお願い申

し上げます．

〈公益社団法人日本獣医師会　藏内勇夫会長〉

このたび日本医師会と獣医師会

が学術の分野において包括的な協

定を結ぶことができたことは大き

な喜びであり，今後は医師会と連

携をし，人と動物さらには環境の

健康を守るために尽力したいと考

えています．特に横倉会長，小森

公益社団法人日本医師会と公益社団法人日本獣医師会は，それぞれ医療と獣医療を専門職域とする医師・獣

医師によって構成される公益団体であり，両団体は，人と動物の健康の増進を通じ，国民の生活向上に貢献す

る使命を担ってきた．

今日，国民の間で高病原性鳥インフルエンザをはじめとする多くの人と動物の共通感染症の流行制御への関

心や，食品の安全性確保に関する意識が高まる中，医師と獣医師が緊密に連携し，安全で安心な社会を構築す

ることが求められており，このような社会状況に鑑み，平成25年11月20日，明治記念館「梅の間」において，

多数の報道関係者出席のもと，公益社団法人日本医師会と本会における学術協力の推進に関する協定書の調印

式が執り行われた．概要は次のとおり．

「公益社団法人日本医師会と公益社団法人日本獣医師会の

学術協力の推進に関する協定書」が調印される

行政・獣医事

日獣会誌　67 21～24（2014）

図1 調印式風景
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常任理事はじめ医師会の関係者の方々に前向きに取り組

みいただいたことが，協定を結ぶ運びに至ったものであ

り，ご尽力いただいた関係皆様にお礼申し上げる次第で

す．日本獣医師会も動物の健康を守ることで人の健康を

守るという取り組みを行ってまいりました．先にお話の

あった人と動物の共通感染症，鳥インフルエンザや狂犬

病等，悪性伝染性疾病に対する水際対策等国内での発生

防止のため，本会としても努力を積み重ねてきたところ

です．しかし，近年の国際化やグローバル化する社会

で，人間と動物に対する感染症の脅威は高まりをみせて

おり，獣医師会と医師会の連携を緊密にすることが必要

不可欠であると思います．今回の協定の締結を機に，人

と動物と環境の健康な我が国を構築していきたいと考え

ております．今後とも，よろしくお願い申し上げます．

【協定書の署名】

2通の協定書にそれぞれ両会長が署名し，固い握手が

交わされ，出席者からの大きな拍手につつまれた．

【記者会見】

署名後，大要次のとおり記者会見が行われた．

質疑1：今後，どのような具体的な取り組みを考えてい

るか．

横倉会長：多くの国民がペットを飼育されているが，動

物の疾病が人へ感染する際の早期のチェックが可能と

なる．鳥インフルエンザ等，動物由来の感染症は動物

に感染している段階で情報を交換し，共通の情報を活

用して人への感染を防止したい．また，最近多いウイ

ルス疾患については，ワクチンの早期開発にもつなが

ると思われる．一方，今後，研修も共同で企画したい．

藏内会長：今横倉会長の言われたことを本会もしっかり

対応していきたい．まず医師会と獣医師会の持ってい

る情報は必ずしも同一ではないので，それぞれの専門

的，特殊な情報，技術を共有したい．できれば講師を

お招きして特定疾病の講演会を催したり，研鑚を重

ね，さらに疾病が発生したときのことを想定しての訓

練も重要である．都道府県単位でも医師会と獣医師会

の連携の強化を図っていきたい．日本獣医師会は55

の地方会へ要請指導を行いたい．

質疑2：定期的に学術研究会等を開催する予定はあるの

か．

横倉会長：具体的に計画を進めていきたい．医師会も獣

医師会も都道府県に組織を持ち，共通しての取り組み

図2 協定書に署名

（左より，横倉日本医師会会長，藏内日本獣医師会会長，

後方，酒井日本獣医師会学術・教育・研究担当理事）

図3 協定書署名公表

（左より，小森日本医師会常任理事，横倉日本医師会

会長，藏内日本獣医師会会長，酒井日本獣医師会学

術・教育・研究担当理事）

図4 両会長が握手
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公益社団法人日本医師会（以下「甲」という．）

並びに公益社団法人日本獣医師会（以下「乙」とい

う．）は，それぞれ医療及び獣医療を専門職域とす

る医師及び獣医師によって構成される公益団体であ

り，人と動物の健康の増進を通じ，国民の生活向上

に貢献する使命を担っている．

特に今日，国民の間で高病原性鳥インフルエンザ

をはじめ多くの人と動物の共通感染症の流行制御へ

の関心や食品の安全性確保に関する意識が高まる

中，医師と獣医師が緊密に連携し，安全で安心な社

会を構築することが求められている．

一方，近年，世界の医療及び獣医療等関係者の間

でマンハッタン原則に基づく「One World, One

Health」の理念が普及し，人と動物，さらには環境

の健康を増進する上で，関係者の緊密な協力関係を

構築することが不可欠となっている．

さらに，2012年10月に世界医師会（WMA）と

世界獣医学協会（WVA）は，この「One World,

One Health」の理念に基づき，協力関係を構築す

る旨の覚書を締結した．

このような社会状況に鑑み，甲及び乙は，ここに

学術協力の推進について，次のとおり協定を締結す

る．

（目　的）

第1条 この協定は，甲と乙の学術協力に係る基本

的な事項を定めることを目的とする．

（基本的事項）

第2条 甲及び乙は，安全で安心な社会を構築する

が可能である．県単位でも獣医師会との連携をスター

トさせたい．まず我々の地元である福岡県あたりから

対応したい．

藏内会長：横倉会長と私は隣の市の出身であり，元は福

岡県医師会と福岡県獣医師会のそれぞれ会長という立

場で，県主導で組織された公衆衛生協議会の会長を

横倉会長が，理事を私が務め，福岡県民の公衆衛生や

健康問題に取り組んできた．まず福岡県から協定を結

んでいただきたいし，現在その準備が進められている．

【閉会挨拶（大要】

〈公益社団法人日本医師会　小森　貴常任理事〉

人畜共通感染症は様々あります

が，新型インフルエンザ，鳥イン

フルエンザは，鳥から人という状

況であり，変異を起こして，突然

病原性，感染性が強まるというこ

とがあります．H7N9は現在中国

で発生しており，H5N1は様々な

形で全世界に広まっています．日

本医師会はWHO，様々な保健機関，世界の医師会と連

携しながら，情報を収集しております．日本獣医師会も

世界獣医学協会との連携をしております．早く正確な情

報をともに共有することは，国民の健康を守るために極

めて重要です．また狂犬病は我が国ではありがたいこと

に獣医師の先生方のご尽力により近年発生はないため，

国民に忘れられていますが，ワクチンの接種率は低下し

ている事実があります．ペットの飼い主は患者として病

院へ来られますが，医師も患者を診たことがない状況で

す．改めて研修をし，獣医師のもとでワクチンを打って

いただくよう広報の手伝いを行いたいと思います．また

本疾病は近隣諸国，先進諸国で猛威を振るっており，国

民，飼い主の意識の向上に協力を具体的に進めてまいり

たいと思います．

〈公益社団法人日本獣医師会　酒井健夫学術・教育・

研究担当理事〉

「マンハッタン原則」は，いわ

ゆる人と動物と環境，このトライ

アングルの連携によって，人，動

物，環境の健全性が保持できると

いう概念のもと，昨年，世界医師

会と世界獣医学協会の間で協定が

締結されました．古代から人と動

物は密接な関係があり，しかも獣

医師が活躍している食品衛生，環境衛生，食肉衛生検査，

狂犬病対策等，いずれも人の健康のために行っておりま

す．これを契機に人と動物が安全で安心して暮らせる社

会を構築するため，両会が邁進することは，大変意義の

ある第一歩と考えます．国民の皆様と動物達の健康を守

るため，両会が今後連携していくことにご理解ご支援を

お願いします．

公益社団法人日本医師会と公益社団法人日本獣医師会の
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ため，医療及び獣医療の発展に関する学術情報を

共有し，連携・協働するものとする．

2 甲及び乙は，前項の理念に基づき，両者が必要

とする学術情報を可能な限り相互に提供する．

3 甲及び乙は，両者による課題別及び体系的活動

の推進を図るものとする．

4 甲及び乙は，全国レベル並びに地域レベルにお

ける，医師及び獣医師の交流を促進する．

（協　議）

第3条 この協定書に定めのない事項については，

甲及び乙がその都度協議の上定めるものとする．

（協定の更新）

第4条 この協定の有効期間は，協定締結の日から

起算して1年間とする．期間満了の1か月前まで

に甲又は乙から更新しない旨の申し入れがないと

きは，この協定は更新されるものとし，以降もま

た同様とする．

この協定の証として本書2通を作成し，甲乙記名

捺印の上，各自その1通を保有する．

平成25年11月20日

甲　〒113h8621

東京都文京区本駒込2h28h16

公益社団法人日本医師会

会　長　　横　倉　義　武

乙　〒107h0062

東京都港区南青山1h1h1

新青山ビル西館23階

公益社団法人日本獣医師会

会　長　　藏　内　勇　夫

日獣会誌　67 24（2014）
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