




- 1 - 

国際獣疫事務局 

国際家畜衛生規約-2001年 

 

第2.3.13章 

牛海綿状脳症 ( B S E )  

 

第2.3.13.1条 

 

国または地域におけるBSE（牛海綿状脳症）のステイタスは、以下の基準に基づいてのみ判断さ

れ得る。 

 

1) BSEの発生に関する全ての潜在的要因を特定するためのリスク分析の結果、および特に以下

の歴史的背景： 

a) 反芻動物の肉骨粉または獣脂かすの牛への給与。 

b) TSE（伝染性海綿状脳症）に汚染されている可能性のある肉骨粉または獣脂かすを含む

飼料の輸入、もしくは： 

c) TSEに感染している動物または受精卵／未受精卵の輸入。 

d) 国または地域における全ての動物のTSEに関する疫学的状況。 

e) 国または地域における牛、羊、山羊の飼養形態に関する知識の程度。 

f) 動物性廃棄物の由来、レンダリング工程の基準、および家畜用飼料の製造方法。 

2) 獣医師、農民、牛の輸送、販売、と殺に関わる労働者に対する、成牛における全ての神経

性疾患の事例報告を推奨するための継続的な教育プログラム。 

3) BSEと類似の臨床症状を示す全ての牛の届出および調査義務。 

4) 付録3.8.3のガイドラインを踏まえて上記1) で規定されたリスクに焦点を当てたBSEのサ

ーベイランス及びモニタリング制度。調査の回数と結果に関する記録は最低7年間保存して

おくこと。 

5) 前記サーベイランス制度の枠内で収集された脳あるいはその他の組織についての認定研究

所における検査。 

 

診断テストの基準は「マニュアル」に記載されている。 

 

第2.3.13.2条 

 

牛海綿状脳症 ( B S E )  の清浄国または地域 

 

以下の条件を満たす場合、BSEの清浄国または地域とみなすことができる。 
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1) 第2.3.13.1条の1) に述べられたリスク分析が行なわれ、関わりのある期間においてリスク

管理のために適切な対策が取られていることが証明されている。 

2) あるいは、 

a) BSEの発生例が存在しない。ならびに、 

i) 第2.3.13.1条の2)から5)までの基準を少なくとも7年間遵守している。 

ii) または、第2.3.13.1条の3)の基準を少なくとも7年間遵守しており、肉骨粉または

獣脂かすを反芻動物に少なくとも8年間飼料として与えていないことが証明され

ている。 

あるいは、 

b) BSEの全ての発生例が成体牛または受精卵/未受精卵の輸入が直接の原因であり、感染

牛ならびにそれらが牝の場合は発病の前後2年間内に生まれた最後の子牛が、国または

地域に生存していた場合、解体処理され完全に焼却されている。ならびに、 

i) 第2.3.13.1条の3)の基準を少なくとも7年間遵守しいる。 

ii) または、第2.3.13.1条の3)の基準を少なくとも7年間遵守しており、肉骨粉または

獣脂かすを反芻動物に少なくとも8年間給与していないことが証明されている。 

あるいは、 

c) 国産牛でのBSEの最終発生例が報告されたのが7年以上前であり、第2.3.13.1条の2) か

ら5) までの基準を少なくとも7年間遵守しており、反芻動物に由来する肉骨粉または

獣脂かすを含む飼料が禁止され、その禁止が少なくとも8年間効果的に執行されている。 

 

第2.3.13.3条 

 

国産牛での発生例が全く報告されていないB S E の暫定的清浄国または地域 

  

国産牛での発生例が全く報告されていないBSEの暫定的清浄国または地域とみなされるために

は、以下の要件を満たす必要がある。 

  

1) 第2.3.13.1条の1) に述べられているリスク分析が行なわれ、関係のある期間において確認

されているリスクを管理するための適切な対策が取られていることが証明されている。 

2) あるいは、 

a) BSEの発生例が全くない。ならびに、 

i) 第2.3.13.1条の2) から5) までの基準を遵守しているが、7年以上という基準を満

たしていない。 

ii) または、肉骨粉または獣脂かすを反芻動物の少なくとも8年間給与していないこと

が証明されているが、第2.3.13.1条の3) の基準を遵守した期間が7年には達して

いない。 

あるいは、 

b) BSEの全ての発生例が成体牛または受精卵/未受精卵の輸入が直接の原因であり、感染

牛ならびにそれらが牝の場合は発病の前後2年間内に生まれた最後の子牛が、国または
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地域に生存していた場合、解体処理され完全に焼却されている。ならびに、 

i) 第2.3.13.1条の2) から5) までの基準を遵守しているが、7年以上という基準を満

たしていない。 

ii) または、肉骨粉または獣脂かすを反芻動物に少なくとも8年間給与していないこと

が証明されているが、第2.3.13.1条の3) の基準を遵守した期間が7年には達して

いない。 

  

第2.3.13.4条 

 

国産牛での発生例が少なくとも1 件報告されているB S E の暫定的清浄国または地域 

  

国産牛での発生例が少なくとも1件は報告されているBSEの暫定的清浄国または地域とみなされ

るためには、以下の要件を満たす必要がある。 

  

1) 第2.3.13.1条の1) に述べられているリスク分析が行なわれ、関係のある期間において確認

されているリスクを管理するための適切な対策が取られていることが証明されている。 

2) あるいは、 

a) 過去7年以前に国産牛でのBSE最終発生例が報告されているが、第 2.3.13.1条の2) から

5) までの基準を遵守しているとともに、反芻動物に由来する肉骨粉または獣脂かすを

給与することが禁止されその効果があがっている。しかし、 

i) 第2.3.13.1条の2) から5) までの基準を遵守しているが、その期間が7年以上とい

う基準は満たしていない。 

ii) または、反芻動物に由来する肉骨粉または獣脂かすの反芻動物への給与に対する

禁止が効果的に執行された期間が8年に達していない。 

あるいは、 

b) 過去7年以内に国産牛でのBSE最終発生例が報告され、国内発生例に基づいて計算した

BSE発生率がそれまでの連続4年間の各年について、国または地域に存在する2歳以上の

牛群に対して100万分の1例を下回っている。ならびに、 

i) 反芻動物に由来する肉骨粉または獣脂かすの反芻動物への給与禁止が8年以上効

果的に執行されている。 

ii) 第2.3.13.1条の2) から5) までの基準を少なくとも7年間遵守している。 

iii) 感染牛ならびに、 

- これらの牛が牝の場合は、発病の前後2年以内にその牛から生まれた最後の子

牛、 

- 感染牛と同一牛群の中で、感染牛が生まれた１２か月以内に生まれた牛または

生後１年間感染牛と一緒に飼育された全ての牛であって、いずれの場合も、生

後１年間感染牛が摂取した飼料と同様の汚染した可能のある飼料を摂取して

いる可能性がある牛が、国内または地域内で生存していた場合は、解体処理さ

れ完全に焼却されている。 
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第2.3.13.5条 

 

B S E 低発生国または地域 

  

以下の条件を満たす場合は、BSEの低発生国または地域であるとみなされる。 

  

1) 第2.3.13.1条に記載された基準を満たし、国内または地域内に存在する24ヶ月齢以上の牛

に関して、過去12ヶ月間について計算された国産の牛におけるBSE発生率が、100万分の1

例以上ないし100万分の100例以下である。または、 

2) 第2.3.13.1条に記載された基準を満たし、上記1) の条件で計算されたBSE発生率が、連続

した12ヶ月を１単位として４単位（48ヶ月）の間、100万分の1例を下回っている。 

かつ、 

3) 感染牛ならびに、 

a) これらの牛が雌の場合は、発病の前後2年以内にその牛から生まれた最後の子牛、 

b) 感染牛と同一牛群の中で感染牛が生まれた12ヶ月以内に生まれた牛、または生後1年間

感染牛と一緒に飼育された全ての牛であって、いずれの場合も、生後1年間感染牛が摂

取した飼料と同様の汚染した可能性のある飼料を摂取している可能性がある牛 

が国内または地域内で生存していた場合は、と殺され完全に処理されていること。 

 

24ヶ月齢以上の牛に関して過去12ヶ月間について計算した国産牛におけるBSE発生率が100万分

の1例以下であるが、第2.3.13.1条１）に述べられたリスク分析の結果、BSE暫定清浄国または

地域の基準の少なくとも1つを満たしていない国または地域は、BSEの低発生国または地域とみ

なされるものとする。 

  

第2.3.13.6条 

 

B S E 高発生国または地域 

  

以下の条件を満たす場合は、BSE高発生国または地域であるとみなされる。 

  

1) 第2.3.13.1条に記載された基準を満たしているが、国内または地域内に存在する24ヶ月齢

以上の牛に関して、過去12ヶ月間について計算された国産牛におけるBSE発生率が100万分

の100例を上回っている。または、 

2) 国内または地域内に存在する24ヶ月齢以上の牛に関して、過去12ヶ月間について計算され

たBSE発生率が100万分の1例以上ないし100万分の100例以下であるが、第2.3.13.1条に記載

された基準の少なくとも1つを満たしていない。 
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第2.3.13.7条 

 

輸出国におけるBSEのステイタスに関係なく、家畜衛生当局は以下の商品の輸入または領土内の

経由を制限することなく認可しなければならない。 

  

1) 牛乳または乳製品、 

2) 精液、 

3) タンパクを含有しない獣脂 (不溶性不純物の最大重量濃度は0.15 %) およびその製品、 

4) 第２燐酸カルシウム (蛋白または脂肪が微量も含まれないもの)、 

5) 獣皮および皮革、 

6) 獣皮または皮革由来のゼラチンおよびコラーゲン。 

  

第2.3.13.8条 

 

BSE清浄国または地域から輸入する場合、家畜衛生当局は、 

第2.3.13.7条に記載されていない全ての製品に関して、 

当該国または地域が第2.3.13.2条の条件を遵守しており、清浄であることが認定されているこ

とを証明する国際家畜衛生証明書の提示を求める必要がある。 

 

第2.3.13.9条 

 

国産牛での発生例が報告されていないBSEの暫定的清浄国または地域から輸入する場合、家畜衛

生当局は、 

生体牛に関して、 

以下のことを証明する国際家畜衛生証明書の提示を求める必要がある。 

  

1) 反芻動物由来の肉骨粉および獣脂かすの反芻動物への給与が禁止され、その禁止が効果的

に実行されていること。 

2) 輸出用として選択された牛は、母牛および由来する牛群まで追跡できる恒久的な個体識別

システムによって識別され、BSEの疑いがある雌牛の子ではないこと。 

  

第2.3.13.10条 

 

国産牛での発生例が少なくとも1例は報告されているBSE暫定的清浄国または地域から輸入する

場合、家畜衛生当局は、 

生体牛に関して、 

以下のことを証明する国際家畜衛生証明書の提示を求める必要がある。 

  

1) 反芻動物由来の肉骨粉および獣脂かすの反芻動物への給与が禁止され、その禁止が効果的
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に実施されていること。 

2) 輸出用として選択された牛について、 

a) 母牛および由来する牛群まで追跡できる恒久的な個体識別システムによって識別され、

BSEの疑いがある雌牛またはBSEが確認された雌牛の子ではないこと、かつ 

b) 少なくとも7年間BSEの発生例が全く確認されていない群に生まれ、飼育され、生活し

ていたこと、または、 

c) 反芻動物由来の肉骨粉および獣脂かすを飼料として与えることが禁止され、その禁止

が効果的に実行されるようになった日以降に生まれた個体であること。 

  

第2.3.13.11条 

 

BSE低発生国または地域から輸入する場合、家畜衛生当局は、 

生体牛に関して、 

以下のことを証明する国際家畜衛生証明書の提示を求める必要がある。 

  

1) 反芻動物由来の肉骨粉および獣脂かすを飼料として与えることが禁止され、その禁止が効

果的に実行されていること。 

2) 輸出用として選択された牛について、 

a) 母牛および由来する牛群まで追跡できる恒久的な個体識別システムによって識別され、

BSEの疑いがある雌牛またはBSEが確認された雌牛の子ではないこと、かつ 

b) 少なくとも7年間BSEの発症例が全く確認されていない群に生まれ、育成され、飼育さ

れていたこと、または 

c) 反芻動物由来の肉骨粉および獣脂かすの反芻動物への給与が禁止され、その禁止が効

果的に実行されるようになった日以降に生まれた個体であること。 

  

第2.3.13.12条 

 

BSEの高発生国または地域から輸入する場合、家畜衛生当局は、 

生体牛に関して、 

以下のことを証明する国際家畜衛生証明書の提示を求める必要がある。 

  

1) 反芻動物由来の肉骨粉および獣脂かすの反芻動物への給与が禁止され、その禁止が効果的

に実行されていること。 

2) 感染牛ならびに、 

a) これらの牛が雌の場合は、発病の前後2年間以内にその牛から生まれた最後の子牛、 

b) 感染牛と同一牛群の中で感染牛が生まれた１２か月以内に生まれた牛、または生後1

年間に感染牛と一緒に飼育された全ての牛であって、いずれの場合も生後1年間感染牛

が摂取した飼料と同様の汚染した可能性のある飼料を摂取している可能性がある牛、 

が国内または地域内で生存していた場合は、と殺され完全に処分されていること。 
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3) 輸出用として選択された牛について、 

a) 反芻動物由来の肉骨粉および獣脂かすの反芻動物への給与が禁止され、その禁止が効

果的に実行されるようになった日以降に生まれ、 

b) 母牛および由来する牛群まで追跡できる恒久的な個体識別システムによって識別され、

BSEの疑いがある牝牛またはBSEが確認された雌牛の子ではない。 

かつ、 

c) BSEの発生例が全く確認されていない、自家産牛又は同等のステータスの牛群由来の牛

のみを含む牛群に生まれ、育成され、飼育されていること、もしくは 

d) BSEの発生例が少なくとも７年間確認されていない、自家産牛又は同等のステータスの

牛群由来の牛のみを含む牛群に生まれ、育成され、飼養されていること。 

  

第2.3.13.13条 

 

国産牛での発生例が報告されていないBSEの暫定的清浄国または地域から輸入する場合、家畜衛

生当局は、 

牛肉 (骨付きまたは骨なし) および牛肉加工品に関して、 

以下のことを証明する国際家畜衛生証明書の提示を求める必要がある。 

  

1) 反芻動物由来の肉骨粉および獣脂かすの反芻動物への給与が禁止され、その禁止が効果的

に実施されており、 

2) 輸出用の肉または肉加工の由来となる全ての牛に対して生前検査が実施されている。 

  

第2.3.13.14条 

 

国産牛での発生例が少なくとも1例は報告されているBSEの暫定的清浄国または地域から輸入す

る場合、家畜衛生当局は、 

牛肉 (骨付きまたは骨なし) および牛肉加工品に関して、 

以下のことを証明する国際家畜衛生証明書の提示を求める必要がある。 

  

1) 反芻動物由来の肉骨粉および獣脂かすの反芻動物への給与が禁止され、その禁止が効果的

に実施されており、 

2) 輸出用の肉または肉加工品の由来となる全ての牛に対して生前検査が実施されていること、

及び、 

3) 反芻動物由来の肉骨粉および獣脂かすの反芻動物への給与が禁止され、それが効果的に施

行された日以前に生まれた30ヶ月齢以上の牛の脳、眼、脊髄のいずれも、輸出用として処

理された肉および肉加工品には含まれていないこと。 

  

第2.3.13.15条 
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BSE低発生国または地域から輸入する場合、家畜衛生当局は、 

牛肉 (骨付きまたは骨なし) および牛肉加工品に関して、 

以下のことを証明する国際家畜衛生証明書の提示を求める必要がある。 

  

1) 反芻動物由来の肉骨粉および獣脂かすの反芻動物への給与が禁止され、その禁止が効果的

に施行されており、 

2) 全ての牛に対して生前検査が実施され、 

3) 反芻動物由来の肉骨粉および獣脂かすの反芻動物への給与が禁止され、それが効果的に施

行された日以前に生まれた6カ月年齢以上の牛の脳、眼球、脊髄、回腸遠位端のいずれも、

輸出用として処理された肉および肉加工品には含まれていないこと。 

  

第2.3.13.16条 

 

BSE高発生国または地域から輸入する場合、家畜衛生当局は、 

牛の生肉および牛肉製品に関して、 

以下のことを証明する国際家畜衛生証明書の提示を求める必要がある。 

  

1) 輸出用の肉は、骨が除去され、第2.3.13.22の1) に記載された組織、骨除去の過程におい

て露出した神経およびリンパ組織のいずれも含んでいないこと。 

2) 輸出用の肉加工品は、骨が除去された肉から加工され第2.3.13.22の1) に記載された組織、

ならびに骨除去の過程において露出した神経およびリンパ組織、牛の頭蓋骨および脊柱か

ら機械的に分離した肉のいずれも含んでいないこと。 

3) 輸出用の肉および肉加工品について、由来する施設まで追跡できるシステムが実施されて

おり、 

4) 全ての牛に対して生前検査が実施され、 

5) 輸出用の肉または肉加工品が由来する牛に関して、 

a) 母牛および由来牛群まで追跡できる恒久的識別制度によって識別されており、 

b) BSEが疑われる牝牛の子またはBSEが確認されている雌牛の子ではないこと。ならびに、 

i) 反芻動物由来の肉骨粉および獣脂かすの反芻動物への給与が禁止され、その禁止

が効果的に施行されるようになった日以降に生まれたこと、または、 

ii) 少なくとも7年間BSE発生例が全く確認されていない牛群の中で生まれ、育成され、

飼育されていたこと。 

6) または、反芻動物由来の肉骨粉および獣脂かすの反芻動物への給与が禁止され、その禁止

が効果的に施行されており、 

7) 感染牛ならびに、 

a) これらの牛が牝の場合は、発病の前後2年以内にその牛から生まれた最後の子牛、 

b) 感染牛と同一牛群の中で、感染牛が生まれた１２か月以内に生まれた牛、または生後1

年間に感染牛と一緒に飼育された全ての牛であって、いずれの場合も生後1年の期間に

感染牛が摂取した飼料と同様の汚染した可能性のある飼料を摂取している可能性があ
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りるものが、国内または地域内で生存する場合は、と殺され完全に処分されているこ

と。 

  

第2.3.13.17条 

 

国産牛での発生例が報告されていないBSEの暫定的清浄国または地域から輸入する場合、家畜衛

生部局は、 

牛の受精卵/未受精卵に関して、 

以下のことを証明する国際家畜衛生証明書の提示を求める必要がある。 

  

1) 反芻動物に由来する肉骨粉および脂かすの反芻動物への給与が禁止され、その禁止が効果

的に執行されている。 

2) 付録3.3.1.の規定に従って受精卵/未受精卵が収集、処理、保管されている。 

  

第2.3.13.18条 

 

国産牛での発生例が少なくとも1例は報告されているがBSEの暫定的清浄国または地域から輸入

する場合、家畜衛生部局は、 

牛の受精卵/未受精卵に関して、 

以下のことを証明する国際家畜衛生証明書の提示を求める必要がある。 

  

1) 反芻動物に由来する肉骨粉および脂かすの反芻動物への給与が禁止され、その禁止が効果

的に執行されている。 

2) 輸出用として準備された受精卵/未受精卵は、以下の牝牛から摘出されている。 

a) 母牛および由来牛群まで追跡できる恒久的識別制度によって識別されている。 

b) BSEが疑われる牝牛の子またはBSEが確認されている牝牛の子ではない。 

c) 受精卵採取の時点でBSEに感染していた疑いはない。 

3) 付録3.3.1.の規定に従って受精卵/未受精卵が収集、処理、保管されている。 

  

第2.3.13.19条 

 

BSEの発生率が低い国または地域から輸入する場合、家畜衛生部局は、 

牛の受精卵/未受精卵に関して、 

以下のことを証明する国際家畜衛生証明書の提示を求める必要がある。 

  

1) 反芻動物に由来する肉骨粉および脂かすの反芻動物への給与が禁止され、その禁止が効果

的に執行されている。 

2) 輸出用受精卵/未受精卵は、以下の雌牛から摘出されている。 

a) 母牛および由来牛群まで追跡できる恒久的な識別システムによって識別され、BSEの疑
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いがある牝牛またはBSEの確認された牝牛の子ではない。 

b) BSEに感染していない。 

c) 受精卵採取の時点でBSEに感染していた疑いはなかった。 

d) あるいは、反芻動物に由来する肉骨粉および獣脂かすの反芻動物への給与が禁止され、

その禁止が効果的に執行されるようになった日以降に生まれた。 

e) または、少なくとも7年間BSE発生例が全く確認されていない牛群の中で生まれ、育成

され、飼育されていた。 

3) 付録3.3.1.の規定に従って受精卵/未受精卵が収集、処理、保管されている。 

  

第2.3.13.20条 

 

BSE高発生国または地域から輸入する場合、家畜衛生当局は、 

牛の受精卵/未受精卵に関して、 

下記の項目を証明する国際家畜衛生証明書の提示を求める必要がある。 

  

1) 反芻動物に由来する肉骨粉および獣脂かすの反芻動物への給与が禁止され、その禁止が効

果的に施行されている。 

2) 感染牛ならびに、それらが雌牛の場合は発症の前後2年間以内に生まれた最後の子牛が、国

内または地域内に生存していた場合、と殺され完全に処分されている。 

3) 輸出用として準備された受精卵/未受精卵は、以下の牝牛から摘出されている。 

a) 母牛および由来牛群まで追跡できる恒久的な識別システムによって識別され、BSEの疑

いがある雌牛またはBSEの確認された雌牛の子ではない。 

b) BSEに感染していない。 

c) 受精卵採取の時点でBSEに感染していた疑いはなかった。 

d) あるいは、反芻動物に由来する肉骨粉および獣脂かすの反芻動物への給与が禁止され、

その禁止が効果的に施行されるようになった日以降に生まれた。あるいは、 

e) BSEの発生例が少なくとも７年間確認されていない、自家産牛又は同等のステータスの

牛群由来の牛のみを含む牛群生まれ、育成され、飼育されていること。 

4) 付録3.3.1.の規定に従って受精卵/未受精卵が収集、処理、保管されている。 

  

第2.3.13.21条 

 

BSE高発生国または地域原産の反芻動物に由来する肉骨粉または獣脂かす、またはそのような製

品を含む飼料は、輸出入してはならない。 

  

BSE非清浄国原産の反芻動物に由来する肉骨粉または獣脂かすまたはそのような製品を含む飼

料は、反芻動物用飼料として使用する目的で輸出入してはならない。それ以外の目的で使用す

る場合は、輸入肉骨粉または獣脂かすは、関係家畜衛生当局により認可され定期的に監督され

ており、付録3.6.3に述べられた処理基準を遵守していることが証明されている工場において、
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処理されてなければならない。さらに、自国産牛において、BSE感染例が少なくとも1例報告さ

れている暫定清浄国または地域、もしくは、BSE低発生国または地域原産の、反芻動物に由来す

る肉骨粉または獣脂かすまたはそのような製品を含む飼料は第2.3.13.22の2) の規定に従わな

ければならない。 

  

第2.3.13.22条 

 

1) 以下の製品は食品、飼料、肥料、化粧品、医薬品、医療用具を製造する目的で取引しては

ならない。すなわち、BSE高発生国から出荷される年齢6カ月以上の牛由来の脳、眼、脊髄、

扁桃、胸腺、脾臓、腸、背根神経節、三叉神経節、頭蓋骨、脊柱、およびこれらから取ら

れた蛋白製品。また、これらの製品を用いて準備された食品、飼料、肥料、化粧品、医薬

品、医療用具も輸出入してはならない。 

2) 以下の製品は食品、飼料、肥料、化粧品、医薬品、医療用具を製造する目的で輸出入して

はならない。 

a) BSE低発生国または地域の牛で、反芻動物由来の肉骨粉および獣脂かすの反芻動物への

給与禁止措置が効果的に実施された日以前に生まれ、解体処理時の年齢が6カ月以上で

ある牛由来する脳、眼、脊髄、回腸遠位端、およびその部位に由来する蛋白製品。 

b) 国産牛でのBSE発生例が少なくとも1例報告されている暫定清浄国の牛で、反芻動物由

来の肉骨粉および獣脂かすの反芻動物への給与禁止措置が効果的に実施された日以前

に生まれ、解体処理時の年齢が2歳半以上である牛に由来する脳、眼、脊髄、およびそ

の部位に由来する蛋白製品。 

上記a) およびb) に記載された製品を用いて製造された食品、飼料、肥料、化粧品、医薬

品または医療用具も取引してはならない。 

 

第2.3.13.23条 

 

輸入国の家畜衛生部局は、 

食品、化粧品、医薬品または医療用具に使用する目的で、骨から採取されるコラーゲンおよび

ゼラチンに関して、 

以下のことを証明する国際家畜衛生証明書の提示を求めるべきである。 

 

1) BSE清浄国または地域、もしくは暫定清浄国または地域から出荷された骨。 

または、 

2) BSE低発生国または地域から出荷された骨であり、   

a) 頭蓋骨および脊椎 (尾椎は除く) が除去されている。 

b) 骨は以下の全ての段階を含む処理が施されていること。 

i) 加圧洗浄 (脂肪除去)、 

ii) 酸脱塩処理、 

iii) 長時間アルカリ処理、 
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iv) 濾過、 

v) 煮沸消毒 (138℃以上で4秒以上)、 

もしくは、感染性を削減するための同等の処理。 

 

第2.3.13.24条 

 

輸入国の家畜衛生部局は、 

食品、飼料、肥料、化粧品、医薬品または医療用具に使用することを目的とした (第2.3.13.7

条に規定された蛋白を含まない獣脂以外の) 獣脂に関して、 

以下のことを証明する国際家畜衛生証明書の提出を求めるべきである。 

 

1) 国産牛での発生例が全く報告されていないBSE清浄国または地域もしくはBSE暫定清浄国か

ら出荷された獣脂であること。 

 または、 

2) 国産牛での感染例が少なくとも1例報告されているBSE暫定清浄国から出荷された獣脂であ

り、 

a) 脂肪溶解により製造される場合は、解体前のBSE検査により安全性が確認された牛由来

であり、第2.3.13.22条の2) b) に記載された組織が使用されていないこと。 

b) レンタリングにより製造される場合は、(現在検討中)。 

 または、 

3) BSE低発生国または地域から出荷された獣脂であり、 

a) 脂肪溶解により製造される場合は、解体前のBSE検査により安全性が確認された牛由来

であり、第2.3.13.22条の2) a) に記載された組織が使用されていないこと。 

b) 骨の脂肪除去によって製造される場合は、 

i) 頭蓋骨および脊柱が除去されていること。 

または、 

ii) 少なくとも5 log10 LD50/gで感染力を低減するための処理が施されている (現在

検討中の処理)。 

c) レンダリングにより製造される場合は、(現在調査中)。 

 

第2.3.13.25条 

 

輸入国の家畜衛生部局は、 

食品、飼料、肥料、化粧品、医薬品または医療用具に使用することを目的とした (第2.3.13.7

条に規定された蛋白を含まない獣脂から製造されたもの以外の) 獣脂派生製品に関して、 

以下のことを証明する国際家畜衛生証明書の提示を求めるべきである。 

 

1) BSEの清浄国または地域、あるいは暫定的清浄国または地域から出荷されていること。 

あるいは、 
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2) 高温高圧の加水分解、鹸化またはエステル交換反応によって製造されていること。 

 

第2.3.13.26条 

 

医薬品の製造に用いる牛由来の成分または試薬の安全性を高めるためには、原材料を慎重に選

択することが最善の方法である。 

 

従って、そのような目的で牛由来材料の輸入を希望する国は、以下の要素を考慮する必要があ

る。 

 

1) 第2.3.13.1条から第2.3.13.6条までの規定に基づいて判断される家畜が飼育されている国

および牛群のBSEのステータス。 

2) 由来家畜の年齢。 

3) 必要とされる動物組織について、それらのサンプルが複数由来のものか、または一種の動

物に由来するものかといった点。 

BSEのリスク評価を行う上で、そのほかにも以下の問題が考えられる。 

4) 組織採取中の汚染を避けるための注意。 

5) 材料に対して製造中に行なわれる処理。 

6) 材料の投与量。 

7) 投与経路。 


