
当所における伝貧検査は他の馬との接触がない

個人飼養の愛玩馬や区立動物園などの展示馬（愛

玩馬等）を除いて毎年実施してきた。平成 26年、

日本中央競馬会（JRA）や地方競馬全国協会等に

より構成される軽防協が定める競技施設等に入厩

する際の条件が変更された。今後の検査体制が全

国的に変わる中で、当所としても平成 27年度以

降の検査体制に一定の方向性を出したので報告す

る。

東京都における検査実績の推移について図１に

示す。競馬場における競走馬の実績は過去に 800

頭に達する年度もあったが、近年では 670 頭前後

で推移している。一方で乗馬クラブや大学馬術部

等におけるその他の馬の実績は平成 17年に開業

した 1乗馬クラブによる規模拡大のほかに新たな

飼養者が確認されるなどの理由で増加傾向が見ら

れていたが、平成 24 年度の 661 頭に対して、26

年度の実績は 613 頭と若干減少した。

平成 15 年度、20 年度、25 年度に検査実績が

突出しているのは、各年度とも、後述の「5年ごと」

の検査となった愛玩馬等が含まれているためであ

る。

入厩条件変更の経緯

現行の検査間隔は法施行規則第 9条に基づき、

「少なくとも 5年ごと」であり、都内愛玩馬等の
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家畜伝染病予防法（法）に基づく馬伝染性貧血（伝貧）の検査間隔は「少なくとも 5年に 1回」とさ

れているが、競技施設等の入厩条件に配慮すべく大半の都府県では毎年 1 回の検査が継続されてきた。

平成 26 年、競走馬および乗用馬の間では長期にわたり伝貧の発生がないことから国内における清浄度

が評価され、軽種馬防疫協議会（軽防協）から競技施設等への新たな入厩条件が通知されるとともに、

全ての馬の検査間隔が 5年に 1回で可となった。都内 1地方競馬場（競馬場）では 4歳馬を対象とする

毎年の検査を設定したことにより、頭数減に伴う事前準備等の簡素化が可能になる。乗馬クラブや大学

馬術部等では在厩馬の年齢構成幅から、競馬場とは別に施設ごとの全頭一斉検査とし、職員間での技術

継承等を考慮した上で都内施設を 5グループに分けて毎年１グループずつ検査し、5年間で一巡できる

案を作成した。飼養者からの要望については従来どおり臨時検査にて対応するほか、職員間での知識・

技術の維持、飼養者とのコミュニケーション強化により円滑な検査の推進を図る。
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図１　都内伝貧検査実績の推移



検査間隔も平成 10年以降は 5年に 1回となって

いる。しかし、競技施設等への入厩に際して前年

1月 1日以降の検査証明書提示を義務付けた当時

の軽防協の規定に配慮して、大半の都府県では競

走馬や乗用馬に対して、法第 5条に基づく毎年 1

回の検査が継続されてきた。

競走馬や乗用馬において長期間にわたって伝貧

の発生が無かったことを受け、平成 25年に農林

水産省や動物衛生研究所、JRA 等で構成される「馬

防疫検討会」による国内の伝貧清浄度評価に関す

る専門会議が開かれ、その評価報告が平成 26年

2月に公表された。

評価報告の概要は、①海外からの伝貧侵入リス

クに対応するため輸入馬の着地検査は引き続き徹

底する、②野生馬や一部の在来馬など清浄性未確

認の個体を他の施設へ移動させる際には検査によ

り陰性の確認をする、③定期的な検査を継続して

きた馬は今後、法に基づく最少頻度の検査体制で

も監視が可能である。④定期的な検査と適切な飼

養管理がされている施設間であれば移動時の臨時

検査は必要ない、とされた。

平成 26 年 7月、軽防協議長から「競馬場等の

入厩条件および衛生管理に関する指針」の通知（新

通知）がなされるとともに、旧来の通知が廃止さ

れた。新通知の中で伝貧については「法に基づく

定期的な検査を実施すること」とだけ記されてい

るため、今後は全ての馬の検査間隔が法に基づく

最少頻度である 5年ごとで可となり、過去 5年以

内の検査証明があれば競技施設等への入厩が可能

となった。

競走馬の検査体制

当所では従来、競馬場の検査を毎年 7月に実施

してきたが、平成 26 年 6 月に実施した 26 年度

定期検査の事前調整の際にはまだ軽防協からの通

知が無く、2月の評価報告のみが先行している状

態であった。このことから、馬の入退厩ほか全体

の管理運営を行っている競馬組合が事務簡素化の

ため 5年に 1回の全頭検査を主張する一方で、馬

の所有者組織である馬主会は「5歳までに登録馬

の半数以上が引退する現状で、5年に 1回では在

厩中に一度も検査をしない馬が出てくる」として、

毎年の全頭検査継続を主張するなど意見が割れて

いた。当所からは、5年に 1回の検査でも法的に

は問題なく、必要に応じた臨時検査も可能である

旨を説明した上で、両者以外に競馬場を所管する

獣医師会支部を交えて協議し、全体として納得で

きる手法を見出すよう依頼した。

新通知以降、JRA と各地方競馬との間で今後の

検査体制に関する協議がなされ、JRA からは一定

年齢とそれから 5歳刻みの馬を対象とした検査を

毎年実施する方針が示された。競馬場もこの方針

に倣い、最終的に 4歳馬を対象とした検査を毎年

実施するよう設定した。

競馬場における 26年度の全検査頭数 677 頭の

うち誘導馬等を除いた 669 頭の年齢構成は、2歳：

97 頭（14.5％）、3 歳：199 頭（29.7％）、4 歳：

177 頭（26.4％）、5 歳：99 頭（14.8％）、6 歳：

58頭（8.7％）、7歳：34頭（5.1％）、8歳：6頭（0.9％）

であり、競走馬として 9歳以上の個体はいない。

4歳馬を対象とした手法は在厩中における各馬の

検査を 1回に抑え、登録馬の多くが引退する前に

検査を済ませるという馬主会の意向も反映させた

形となっている。

今後、競馬場での年間検査対象頭数は 160 ～

200 頭と予想されるが、一部抽出検査となること

から検査手法全体が変わってくるものと考えてい

る。従来は検査前日に 700頭前後の検査予定頭数

に予備を加えて約900頭分の器材を競馬場へ搬入

していたが、頭数減に伴って大半の器材は郵送や

検査当日の直接搬送に切り替え可能となる。血清

の分離・分注を当所にて行うことで体積や重量が

嵩む遠心分離器の搬送も不要となり、さらに検査

とは別に 1日を要している健康手帳の搬送も、競

馬組合の協力があれば検査当日のうちに預かって

くることが可能であり、時間等の節約につながる。
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ただし、競走馬故に牡馬が検査頭数の半数以上

を占めており、血気盛んな若い馬も多くいる。普

段、当所職員が採血する馬の大半は 6歳以上の騸
せん

馬
ば

であること、競馬場での採血は当所職員だけで

は行えないことなどから、今後とも競馬場を所管

する獣医師会支部への協力依頼が必須である。

その他の馬の検査体制

乗馬クラブや大学馬術部等における在厩馬の年

齢構成は、当歳から 25歳以上までと非常に幅が

大きい。このため、競馬場のように一定年齢個体

のみを抽出検査する手法では年度ごとの検査頭数

に差が生じ、施設によってはその年度の検査対象

馬が全くいないなどの混乱も生じやすくなること

から、対象となる年度に、対象施設に在厩する全

頭を一斉に検査する手法が望ましいと判断した。

また長期間にわたって伝貧の発生が無いことに加

えて各飼養者の負担軽減を考慮し、検査間隔を愛

玩馬等と同じく、法に基づく最少頻度である「5

年に 1回」とした。

この検査体制にも、都内全施設を幾つかのグ

ループに分けて 5年間で一巡させる手法と、グ

ループ分けをせず 5年ごとに都内全施設を一斉に

検査する手法がある。

前者については北海道などで以前より採用され

ているものであるが、年間検査頭数が減っても毎

年検査を実施することで、職員間での採血技術の

継承が可能になる。これに対して後者は検査その

ものを 5年に１回しか実施しないため、事務処理

や器材準備作業の簡素化が図れる。しかし、臨時

検査を除くと 5年間のうち 4年間は競馬場以外の

馬飼養施設に立ち入る機会がなくなることで採血

技術の継承が困難となり、年度ごとの業務量も変

動するなどデメリットの方が多いと考えられた。

このため乗馬クラブや大学馬術部等については施

設ごとの全頭一斉検査とし、地域や飼養規模に応

じてグループ分けを行なうこととした。

具体的には先述のとおり、各施設の検査を原則

5年に 1回、毎年 1グループずつ検査を実施して

5年間で都内全施設を一巡させるものとして、案

を表 1のとおり設定した。このうちＤグループ

（以下：Ｄ）は既に 5年に 1回の検査で対応して

いる愛玩馬等の施設をグループ化したもので、各

グループの施設は、極力同一の区市町村でまとめ

ることで「地域ごとの検査」を可能にした。なお、

Ｄは法改正から 15年以上経過したことで現行の

検査体制が飼養者間で定着しているため、敢えて

現状のままで設定してある。

平成 27年度以降、競馬場については 4歳馬を

対象に毎年検査を実施し、乗馬クラブや大学馬術

部等については表 2 のとおり、毎年 1 グループ

ずつ検査を実施して行く予定である。Ｄは従来よ

り 5年に 1回の検査であり、平成 25年度に検査

を実施しているため次回の検査は 30年度となる。

なお、未検査馬の導入等で個別に検査の要望が

あった場合は、従来どおり臨時検査で対応して行

く。
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表２　26 年度までの検査実績と 27 年度以降の
　　　検査実施計画　  　　　　　　　　　　

表１　グループ組み合わせ表



まとめ

平成 26年度の定期検査の際、各施設の管理者

に平成 27 年度以降の検査体制について説明を

行った結果、各施設からは特に異論はなく了解を

得ることができた。　

しかし、当所の説明があるまで、大半の施設に

は軽防協による新通知が殆ど行き届いておらず、

競技施設等への入厩条件が緩和されるといった内

容自体が初耳だという回答も多かった。

また、従事者の変更が少ない乗馬クラブに対し、

大学馬術部では毎年部員の交代がある。検査が 5

年に 1回となると、毎回、対応者が「検査を知ら

ない学生」ということになり、コミュニケーショ

ン不足による飼養衛生管理状況のチェック不十分

や、伝染病発生時における通報の遅延などが危惧

される。今後の業務減少が避けられない以上、職

員間での知識・技術の維持に加えて飼養者とのコ

ミュニケーションを強化することで事故防止を図

り、円滑な検査の推進に努めて行きたいと考えて

いる。
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