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どうぶつ用災害診療車の車窓から
アニコム ホールディングスでは、熊本大震災
において 2 回にわたってのべ 8 名の獣医師を派
遣した。先発隊は震災直後に物資の運搬を、後
発隊は熊本県・福岡県の獣医師会と協働し、現
地の獣医療支援活動を実施した。本稿は、災害
地で支援活動を行った獣医師の生の体験を記す
ものである。災害時対応マニュアルではなく、
獣医療に携わる企業として、また獣医師として、
どのようなことを感じ、どのような支援ができ
うるのか、1 つの参考となれば幸いである。
アニコム ホール デ ィ ン グ ス 経 営 企 画 部 獣 医 師

小川篤志

診察を待つ間、犬と戯れる男性

2016 年 4 月 14 日

異世界とも言える地
昨日に戻ることはできない。なぜなら、昨日の私とはもう違う

決定し、先発隊として手をあげた４名が物資支援に現地へと急い

のだから――。
新宿副都心の景色を眺めながら、私は「不思議の国のアリス」

だ。実は、アニコムは東日本大震災の際に災害支援の経験があっ

の一節を思い出していた。事実、私にとって被災地はアリスの世

た。すべてが津波によって流された彼の地での獣医療支援が困難

界だった。規制された高速道路の反対車線を逆走する感覚は、さ

を極めた経験から、震災直後に活躍するための「どうぶつ用災害

ながらゆっくりと穴に落ちる白うさぎだろうか。自分が小さく

診療車」を導入していた。大型キャンピングカーを改造したこの

なったとさえ錯覚させる巨大な自衛隊の車輌。道路はベッドシー

診療車には、待合室、診察室、血液検査機器のほか、長期の滞在

ツのように波打ち、家屋は崩れそうで崩れずバランスする。顔ま

にも対応できるようシャワールームやトイレ、キッチンが装備さ

で泥がついた幼い兄弟がいた。
さまざまな炊き出しの混ざる香り。

れている。

不自然に大きな話し声。雨。ぬかるみ。あのとき熊本は、異世界
だった。
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VMAT（災害派遣獣医療チーム）を擁する福岡県獣医師会と協
働して獣医療支援を行うこととなった。
私を含めて３名の獣医師を乗せた診療車は、ほぼ１日をかけて
被災地に到着した。異世界とさえ形容できるほど既視感のない光
景だった。そこで私たちは、毎日さまざまな避難所を巡回した。
各避難所では診療車の到着がアナウンスされ、診療が必要な犬、
猫が連れてこられる。地震からしばらく経過したからだろうか、
幸いにも元気消失や食欲不振などの軽微な症状が多く、重症の犬
や猫と出会うことはなかった。しかし、同時にその事実は「この
地に必要とされているのか」
という疑問をも私たちに突きつけた。
炊き出しに並ぶ人々

不安のカプセル
誰しも、大なり小なりさまざまな不安を抱えながら日常を生き
ている。そうした不安のメタファーが1つのカプセルだとすれば、
震災が起きたとき、不安カプセルは雪崩のように私たちを襲うだ
ろう。私たち支援者が被災者の方々にできることは、そうした不
安カプセルを取り除くことだった。決して安心をつくることはな
く、マイナスをゼロに近づけるための作業である。そして、企業
や団体にはそれぞれ得意とするカプセルがあり、皆で分業する。
「食べられなかったらどうしよう」という不安は、飲食企業が炊
き出しを行って取り除いていた。私たちがみたのは「ペットが病

屋外で診察する獣医師

気になったらどうしよう」というカプセルだった。あの疑問の解
になるのか確かではないが、私たち獣医師はかならずしも病気を
治療したかどうかだけでなく、
「そこに獣医師がいる」という存
在そのものが価値を持つことで、そのカプセルを除去していたの
かもしれない。むろん、
このこと自体は喜びを生むものでもなく、
厭われるものでもない。
しかし、
そうした存在は確かに必要であっ
たのだと自分たちに言い聞かせた。

日常に戻って
新宿に帰ってしばらく経っても、私はあの世界から抜け出せず
第5 部

益城町総合体育館前で診察準備

にいた。何不自由ない日常の生活を送ることに、罪悪感を抱いた

どうぶつにやさしい災害への備え

こともある。実際、支援者側がある種のメランコリアに陥るのは
珍しいことではないらしい。私の場合は、結局その気持ちに折り
合いがつくほどの決定的な文脈はなく、ただ時間だけが解決した
のだと、いまになって思う。
だが、それでも災害が起きる前の自分に戻ることはない。無慈
悲な災害がもたらすあの光景や匂いを、確かに感じた。そこでで
きることは決して多くない。しかし、次の災害は確実に起きるの
だ。せめて企業として、獣医師として、人として、その日のため
にどのように向き合っていくか、そこに赴いた者の責任として考
え続ける義務があると感じる。
VMAT 隊員による診察
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飼い主さまが地震に備えておくべきこと
NPO 法 人 ア ナ イ ス 理 事 長

平井 潤子

災害大国日本。たび重なる災害の経験から、どうぶつ救護についても体制が整備されつつある。しかし、飼い主さま
自身が、意識的に災害に備えておくことにより、どうぶつの健康被害を最小限に留め、避難所での生活環境向上へ繋げ
ることができる。本稿では「自分と家族が無事に再会し、ペットも同行避難できること」を目標に、知っておくべき災
害知識を紹介したい。

1 . 住 ま い（ ペ ッ ト の 居 場 所 ）の 準 備 に つ い て
▲

キーワード「生存空間の確保 」

地震被害を最小限に抑えるためには「耐震対策の見直し」がもっとも重要である。建物すべてを見直すことが難
しくても、ペットがおもに過ごす空間や、家族が休む部屋を重点的に対策し、
「生存空間※」を確保しておくことで、
被害を軽減できる。たとえば、頑丈なテーブルの下にハウスを置くだけでも、いざというときに逃げ込めるペット
用シェルターとなる。
※「生存空間」とは、倒壊した天井や壁が頑丈な家具などを支えにしてできる空間のこと。三角空間とも言う。
この隙間により構造物に押しつぶされることなく、生存の可能性が高まる。

住まい（居場所）のチェックポイント
住まいのチェックポイント

□ タンスなどの家具や置物が倒れて、ペット用ケージなどを直撃しないよう固定してあるか
□ キャスター付き家具は、ロックしてあるか
□ 窓や食器棚のガラスなどが割れた際の飛散防止対策はしてあるか
□ 戸棚が開かないようストッパーなどの対策がしてあるか
□ 夏季の災害で停電し、エアコンが停まっても、熱中症になるリスクが減らせる
場所（状態）で留守番をしているか
□ 屋外で飼育しているペットのそばに、倒壊が予想されるブロック塀などはないか
□ 地元自治体のＨＰに公開されている被害想定をあらかじめチェックしているか

2. 備蓄品の準備について
▲

キーワード「優先順位」

健康や生命に関わるものから優先的に準備しておく。

備蓄品のチェックポイント
□ 薬

□ 首輪

災害時には動物病院も被災する可能性があるため、必要な

□ 療法食

□ 排泄物処理袋

薬や療法食は、入手できなくなることも想定しておこう。

□ フードや水

□ ペットシーツ

□ キャリーケース

□ 食器

□ ケージ

□ ドライシャンプー

□ リード

避難所生活を想定した準備
犬用のリードやキャリーケースは、すぐに手の届く範囲に備えておきたい。避難所によっては屋外に係留しなければな
らない場合もある。そのため、リードや首輪は耐久性を重視したものを用意しておく必要がある。また、迷子札や鑑札、
マイクロチップ等を装着し、複数の迷子対策をしておくと安心だ。あらかじめ迷子ポスターをつくっておくのも良いだろう。
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住まいのチェックポイント
消耗品を備える際のポイント

ローリングストック方式

ペットフードなどの消耗品は、ローリングストック方式（右図）
で備えてはいかがだろうか。常に一定量をストックし、
「使ったら

一定量をストックする

買い足す」という方法をとることで、賞味期限を気にする必要が
なくなる。また、
ストレスにより食欲不振が生じることも多いため、
嗜好性の高いフードも準備しておくと良いだろう。ペットの年齢
や健康状態によっては、流動食タイプの高栄養食も役に立つ。
意外に新聞紙や大小のビニール袋は用途が広い。人が寝る際の
敷物などに利用できるだけでなく、工夫するとペット飼育用品に

使い切ったら買い足す

もなる。たとえば、猫トイレ用砂は新聞紙を繊維の目に沿って細
かく裂いて代用できる。支援物資用段ボールをもらうことができ
れば、ビニール袋をかぶせて防寒可能な犬用ハウスとしての利用

図

ローリングストック方式

も可能だ。

その他の準備
備蓄品の準備と同じくらい重要なことに「しつけ」や「社会化」がある。大勢の人が集まる避難所で、威嚇したり吠え
たりせず、落ち着いていられるようにしておくことが、避難所での理解に繋がる。

3. 健康と病気について
災害時に生じる健康被害は、直接的被害と、間接的被害に大別できる。

直接的被害について
おもに災害発生直後に、建物などの倒壊による打撲や骨折、裂傷のほか、火災による火傷などが発生する。平成 28 年の
熊本地震では、上記のほか、倒壊した家屋の下から抜け出そうとしたどうぶつたちの爪の剥離が、目立った被害として報
告されている。

間接的被害について
①ストレスによる健康被害
災害後、二次的に生じる症状として、食欲不振や下痢、嘔吐がしばしば報告される。平成７年に発生した阪神淡路大
第5 部 どうぶつにやさしい災害への備え

震災での調査では、シェルターに収容された犬や猫の半数以上が、いずれも収容から 10 日以内に、なんらかの健康被害
を発症している。おもな症状は消化器系の疾患と呼吸器系の疾患であった。被災による急激な環境の変化（避難所生活）
や続く余震は、大きなストレスとなる。平時以上に注意深く見守り、異常を感じたらできるだけ早く獣医師による診察
を受けるようにしたい。
②感染症による健康被害
避難所では集団で生活する機会が増える。ペットの健康を守るためにも、周囲のどうぶつのためにも、平時からの感
染症予防のワクチン接種や、ノミ・マダニやフィラリア症の予防は欠かせない。

ペットの災害対策は平時の備えが要となる。そして、ペットと家族全員が無事に再会するには、まずは人の災害対策
を行い、家族同士の連絡方法、避難時の待ち合わせ場所なども決めておいてほしい。
この記事を参考に、家族とペットの災害対策を見直していただければ幸いである。
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5

1. 家 庭 に お け る ど う ぶ つ の 防 災 対 策
5-1 自分（家族）やどうぶつのための防災対策をしているか
無回答 0.5%

自分のためにしている

はい 63.4%

いいえ 36.1%

無回答 0.5%
はい 60.9%

どうぶつのためにしている
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100（％）

5-2 どうぶつのための防災対策として準備していること
準備していること（複数回答）

回答数（人）

割合（％）

水・フード

2,471

71.9

ワクチン接種、ノミ・マダニ・フィラリア症予防

2,442

71.1

避難用のケージ、キャリーケース

2,022

58.9

リード・首輪

1,993

58.0

トイレ用品

1,898

55.3

マイクロチップの挿入

1,432

41.7

携帯用の食器類

1,246

36.3

落ち着いてケージに入れるしつけ

870

25.3

常備薬

474

13.8

健康状態や性格などがわかるメモ

317

9.2

準備はしていない

291

8.5

その他

126

3.7

5-3 マイクロチップを入れているか

「その他」で多かった回答
①衛生用品（ウェットティッシュ、
ブラシ・爪切などのお手入れ用品、
タオル、ドライシャンプー）
②テント・車など（どうぶつが避難
所に入れないことを想定し、避難
場所の確保のため）
③犬用の靴

5-4 マイクロチップを入れていない理由
理由（複数回答）
挿入方法（注射）に抵抗がある
あまり必要性を感じない
費用がかかる
リーダーを設置している場所が少ない
登録などの手間がかかる

入れていない

53.4%
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その他

回答数（人）

888
674
351
277
152
279

割合（％）

47.2
35.9
18.7
14.7
8.1
14.8
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5-5 災害時にはどうぶつと避難するか
人命優先なので
あきらめる
最低限の環境を
整え置いていく

0.2%

その他

1.9%

1.6%

できるだけ
一緒に避難する

15.8%

必ず一緒に避難する

80.5%

5-6 災害のニュースなどをみて感じたこと
被災時はどうぶつと一緒にいてあげたいので、どうぶつと過ごせる避難所を増やしてほしい。
一緒に避難できない場合は、安全な預け先（知人・親戚などを含む）とそこへの輸送体制がほしい。
しつけができていないのなら、避難所で受け入れられないのは仕方がない。
避難所に入れないなら、車やテントで過ごすことを覚悟している。
自治体と動物保護団体の連携、動物病院情報が必要だと思う。
実際に地震を経験したとき、どうぶつに不安を感じさせないように飼い主がしっかりすることが必要だと思った。
どうぶつがいると災害後の転居先に制限がかかるので、ペット飼育可物件の増加が必要。
持病の薬や療法食の配給があるか不安。ストックしておく必要があると感じた。
（自由回答、一部抜粋）

5-7 被災・迷子の経験から感じたこと
保護した子の名前がわからず、呼んであげられなくてかわいそうだった。皆マイクロチップや迷子札をつけてほしい。
第5 部

保健所・警察・病院などに一括で情報が共有されるしくみがほしい。
どうぶつが安全な場所にいるという安心感は、被災生活を乗り切る原動力になると思う。

どうぶつにやさしい災害への備え

迷子になってしまったときは不安で仕方なかった。無事帰ってきてくれてよかった。もうあんな思いはしたくない。
（自由回答、一部抜粋）

5-1 〜 5-7
調査方法：アニコム損保のペット保険「どうぶつ健保」契約者に対し、インターネット上でアンケートを実施（熊本県在住の契約者を除く）
実施期間：2016 年 9 月 21 日〜 9 月 27 日（有効回答数： 3,478）
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