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☆国際獣疫事務局（OIE）による牛疫のレファレ

ンスラボラトリーの認定について

（平成28年 5 月30日付プレスリリース）

　フランス・パリで開催された第84回国際獣疫事務

局（OIE）総会において、国立研究開発法人 農

業・食品産業技術総合研究機構 動物衛生研究部門

がアジア太平洋地域で初めて牛疫のレファレンスラ

ボラトリーとして認定されました。

経緯及び概要

1 ． 牛疫は致死率、感染力とも高く、かつて世界中

で最も恐れられた家畜の伝染病ですが、国際連

合食糧農業機関（FAO）及び国際獣疫事務局

（OIE）（注 1 ）による撲滅キャンペーンが進め

られた結果、2011年に世界的な撲滅が宣言され

ました。 

2 ． 現在、各国の検査室が保持する牛疫ウイルスに

ついて、廃棄又はFAO及びOIEが安全性を確

認した認定施設で隔離管理することとなってお

り、昨年、我が国の農研機構動物衛生研究部門

（注 2）が、アジア太平洋地域で唯一の牛疫ウ

イルス所持施設として認定されました。

３． 本年さらに、 5月22日～27日にフランス・パリ

で開催された第84回OIE総会において、農研機

構動物衛生研究部門が牛疫のレファレンスラボ

ラトリー（注 ３ ）として認定されました。世界

では英国、フランスに次いで ３ 施設目の認定と

なります。 

4 ． 今回の認定は、農研機構動物衛生研究部門の牛

疫に関する診断技術及びワクチン開発等の研究

成果が高く評価された結果であり、今後、OIE

及び加盟国に対して科学的・技術的助言を行う

等、世界の牛疫の清浄性維持のため、国際的に

主導的な役割を果たしていくこととなります。 
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（注 1）OIEは、1924年に発足した世界の動物衛生

の向上を目的とする国際機関であり、平成28年 5 月

現在180か国・地域が加盟しています。また、

WTO/SPS協定上、動物衛生及び人獣共通感染症に

関する国際基準の設定機関とされています。 

（注 2）国立研究開発法人 農業・食品産業技術総合

研究機構 動物衛生研究部門

（注 ３）OIEのレファレンスラボラトリーは、動物

疾病の診断及び診断方法に関するOIE及び加盟国に

対する助言、診断に利用する標準株・診断試薬の保

管等を行っています。現在、世界で３9か国、118の

疾病又は専門分野、262施設（平成28年 5 月時点）

が認定されており、我が国は、1３疾病についてレ

ファレンスラボラトリーの認定を受けています。こ

れはOIE加盟国の中で 6番目の認定数です。

・OIE：World Organisation for Animal Health 

・ FAO：Food and Agriculture Organization of the 

United Nations 

・WTO：World Trade Organization 

・ SPS協定：WTO Agreement on the Application 

of Sanitary and Phytosanitary Measures

☆「農林水産省が優先的にリスク管理を行う有

害微生物」を見直すに当たり情報・意見を募

集いたします

【消費・安全局食品安全政策課】

　消費者の健康を保護し、安全な食料を安定供給す

るには、国産の農畜水産物・食品の安全性の根拠と

なる科学的データを得て、必要に応じ安全性向上の

取組を進めることが不可欠です。

　そこで、農林水産省は、食品を通じて人の健康に

悪影響を及ぼす可能性のある有害微生物について、

優先度をつけてリスク管理（各種情報の収集分析、

食品中の実態の調査、低減対策の研究、汚染低減の

指針の作成・普及等）を進めています。

　今般、食品安全の観点から農林水産省が優先的に

リスク管理の対象とするべき有害微生物について見

直しを検討しており、広く関係者の皆様から情報・

意見を伺っています。

　 5 月３1日（火）から 6 月３0日（木）まで情報・意

見を募集しておりますので、食品安全に関するリス

ク管理を行うべきと考える有害微生物がありました

ら、情報・意見をいただけますと幸いです。提出い

ただいた情報・意見は、「優先的にリスク管理を行

う有害微生物のリスト」の見直しを行うに当たり参

考情報として活用させていただきます。

※ 情報・意見は、以下ページ内「情報・意見の募

集」よりいただければ幸いです。

　 　http://www.maff.go.jp/j/syouan/seisaku/risk_

manage/index.html#bosyu

※ 現時点で農林水産省が優先的にリスク管理を行う

対象としている有害微生物の情報については、以

下ページをご参照ください。今回の情報・意見募

集の対象は、ここに掲載されている有害微生物に

限りません。

　 　http://www.maff.go.jp/j/syouan/seisaku/risk_

analysis/priority/microbio.html

※お問い合わせ先

　農林水産省消費・安全局食品安全政策課

　（担当：福永（ふくなが）、今村（いまむら））

　（0３－6744－0490）
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☆家畜衛生レポート（群馬県より）

群馬県吾妻家畜保健衛生所

○はじめに

　群馬県には家畜保健衛生所が 5カ所設置されてお

り、そのうち吾妻家畜保健衛生所は県北西部に位置

し東部地域（中之条町、東吾妻町、高山村）と西部

地域（長野原町、嬬恋村、草津町）に区分された 4

町 2村を管轄しています。

　管内には長い歴史を持つ草津温泉や、火山噴火を

起こすことでも有名な浅間山や草津白根山があり、

四季折々の変化に富んだ美しい自然と景観がある地

域で、年間720万人余りもの観光客が訪れる地域で

す。

○管内の農業及び畜産の概要

　東部地域は、こんにゃくを基幹とした複合経営、

野菜、花き、観光果樹、養豚・養鶏を中心とした畜

産が盛んであり、特に、畜産においては畜産基地建

設事業により規模の大きい経営体が進出していま

す。西部地域は、キャベツやレタス等を主とした露

地野菜の大規模経営や酪農等の畜産が中心で、山間

地においては切り花・宿根草、べにばないんげん等

特産品の生産も盛んです。

（ 1）酪農

　乳用牛の飼養戸数、頭数は57戸、5440頭（平成27

年 2 月現在）で、 1戸あたりの飼養頭数95頭と規模

拡大が進んでいます。生産の中心は西部地域です。

特に、長野原町北軽井沢地区は高冷地の有利な条件

を生かした県下有数の酪農地帯です。飼料作物で

は、ロールベールラッピングや通年サイレージ給与

が普及しており、飼料自給率の向上に努めていま

す。

（ 2）肉用牛

　肉用牛の飼養戸数、頭数は4３戸、2900頭で、東吾

妻町や嬬恋村を中心に肥育素牛を生産する和牛繁殖

経営が盛んです。また、酪農家が繁殖和牛や肥育牛

を飼養する複合経営が増加しており、大規模経営は

少なく、50頭未満の小規模飼養農家が多いのが特徴

です。

（３）養豚

　養豚の飼養戸数、頭数は15戸、 5 万頭で、 1戸あ

たりの飼養頭数３３00頭と規模拡大が進んでいます。

管内には、母豚10頭規模の家族養豚から大規模の企

業養豚まで多彩な経営体が存在しています。養豚農
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家は東部地域に集中し、特に、東吾妻町には畜産基

地建設事業により規模の大きい経営体が多くありま

す。管内は、豚オーエスキー病の清浄地域であるこ

とから、優良な種豚の生産が行われ、また、大規模

経営体では高い生産性を有し、導入豚の検査などの

衛生管理を徹底して安全で良質な豚肉生産が行われ

ています。

（ 4）養鶏

　採卵鶏（育成含む）の飼養戸数、羽数は19戸、

150万羽で、 1 戸あたりの飼養羽数は 8万 2千羽と

畜産基地建設事業により県外・管外から進出した規

模の大きい経営体が集中しています。生産の中心は

東吾妻町です。また、温泉旅館等を中心に供給して

いる地場消費型養鶏場もあります。肉用鶏の農場数

は少ないですが、中規模の飼養農家が委託生産を

行っています。

○組織体制

　当所の組織体制は、平成26年 4 月の組織改正によ

り、吾妻振興局吾妻農業事務所家畜保健衛生課（吾

妻家畜保健衛生所併設）となりました。所長、次長

のほか、衛生防疫係からなり、衛生防疫係は係長を

含め獣医師職員 ３ 名と農業技師 1名の合計 6名で組

織されています。

○管内での取り組み事例

（ 1）家畜防疫演習

　平成27年度は、口蹄疫と高病原性鳥インフルエン

ザ（HPAI）の発生を想定して開催し、それぞれ関

係機関を含め72人、8３人が出席しました。口蹄疫の

演習は、現地事務所及び農場併設テントの設置・運

営について実地訓練をおこない、HPAIの演習は、

防護服の正しい装着・脱衣方法の実演と山口県から

講師を招き、実際発生した時の防疫対応について講

演をおこないました。
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（ 2 ）牛ウイルス性下痢・粘膜病対策

　平成2３年度、当所管内の牧場において牛ウイルス

性下痢ウイルス（BVDV）が関与する入牧牛の死亡

事例が確認されたことから、平成26年度から抗原検

査によるBVDV陰性確認が入牧の条件に追加されま

した。当所ではヨーネ病、牛白血病とともに公共牧

場でのBVDVの感染拡大を阻止するため、BVDVが

確認された農場について継続的に調査・指導を行っ

ています。公共牧場入牧牛での確認の他、バルク乳

を用いたスクリーニング検査などの対策を実施して

います。

（ ３ ）共進会

吾妻地域には、牛の改良について熱心な農家が多

く、各町村共進会、北軽井沢スプリングショウ、吾

妻郡牛共進会など種々の牛共進会が町村やＪＡ等関

係機関の協力の下、活発に開催されています。優良

基礎牛の県外導入や優良受精卵による牛群改良が進

められ、県畜産共進会、関東地区共進会など広域の

共進会においても、吾妻地域から出品された代表牛

は優秀な成績を収めています。

（ 4 ）乳質改善対策

　群馬県では、生乳の衛生上の品質の確保及び適正

な管理に資するため、「群馬県産生乳の安全性確保

計画」を毎年策定し、生産者団体等と緊密に連携し

て目標達成に取り組んでいます。 特に生乳の衛生

上の品質に影響を及ぼす「体細胞数」と「総菌数」

を安全性確保の主要項目として乳質改善指導に取り

組んでいます。

　管内酪農家全戸を対象に年 2回、関係機関と連携

し実施しています。バルク乳細菌検査結果及び生乳

検査結果に基づき、対応策を検討し、乳質向上を

図っており、改善が必要な農家については乳房炎菌

の特定と予防対策について指導、助言を行っていま

す。このような対策で県内でも良質な生乳を生産す

る地域となっています。

○おわりに

　国内外での各種伝染病の発生に加え、飼料価格の

高騰やTPP大筋合意に対する不安など、畜産をめぐ

る情勢には厳しいものがあります。このような中、

この他にも重点的な指導が求められている畜産環境

対策、飼養衛生の立ち入り、動物薬事および放射性

物質対策など幅広い対応に取り組み、畜産経営の一

助となるよう努めています。

　結びに、豊かな大地に恵みを受け、上質な牛肉や

生産量が全国上位の新鮮野菜がそろい、すき焼きの

全ての食材が県内産で賄えることから、群馬県は

「すき焼き応援県」を宣言して販売促進活動を展開

しています。中でも上州和牛は、日本で初めてＥＵ

への輸出を開始し、海外にもその販路を広げていま

す。来県した際には、温泉に入った後、極上のすき

焼きでもご賞味いただけたらと思います。



Animal Hygiene Weekly（家畜衛生週報）No.　3405　2016. 6. 6

－ 174 －

（ 6）

☆各班だより（水産防疫班より）

○水産防疫体制の強化

　水産動物の衛生分野において、カキのヘルペスウ

イルス病やエビの急性肝膵臓壊死症のような水産業

に大きな打撃を与える疾病の発生が世界的に拡大し

ています。食の多様化や養殖技術の発展等により我

が国に輸入される水産動物が多様化している中、我

が国へのこれらの疾病の侵入リスクも増大していま

す。このような疾病の侵入を未然に防止するととも

に、仮に侵入してしまった場合であっても、迅速か

つ効果的な防疫措置を講じ、被害を最小限に留める

ための防疫体制を整備・強化することは極めて重要

です。

　我が国の水産防疫は、輸入防疫は水産資源保護法

（水資法）、国内防疫は持続的養殖生産確保法（持続

法）にそれぞれ基づいて行っており、輸入許可が必

要となる動物や国内で発生した場合の届出義務や移

動禁止命令等が課せられる疾病を定めて防疫対象動

物を監視しているところです。今般、科学的知見に

基づくリスク評価を実施し、これまでも対象だった

11疾病に、これまで対象動物となっていなかった貝

類（アワビ、ホタテガイ、カキ）の疾病を含む1３疾

病を新たに加えた24疾病（魚類： 9疾病、ホヤを含

む貝類： 5疾病、甲殻類：10疾病）について、リス

ク管理措置が必要との結論に至り、この結果を踏ま

えて、本年 1月27日に持続法及び水資法の省令の一

部をそれぞれ改正し、防疫対象疾病や疾病の対象動

物等を見直しました。現在、 7月27日の改正省令の

施行に向けて新たな防疫体制整備を進めているとこ

ろです。今回新たに追加される対象水産動物には、

国内養殖の主要な生産物であるホタテガイ、カキ等

が含まれており、これらの養殖産業は地域の重要な

基幹産業であるとともに、特にホタテガイは水産物

における最大の輸出品目であり、輸出戦略上も重要

な品目となっています。疾病の発生予防やまん延防

止を徹底し、我が国の清浄性を維持することが輸出
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促進の前提条件です。水産業に携わる国や都道府

県、生産現場の方々、研究者等の関係者が一体と

なって効果的な防疫体制の整備を進めていきます。

○中国向けニシキゴイの輸出再開

　我が国の伝統的な観賞魚であるニシキゴイです

が、海外でも人気が高まっており、輸出戦略の重要

品目にも位置づけられています。平成15年に我が国

でコイヘルペス病が発生して以降中国向けのニシキ

ゴイの輸出が停止されていました。平成22年から中

国当局と衛生条件などの協議を開始し、その後衛生

条件の合意、中国側による我が国の養殖場の現地査

察を含む審査を経て、本年 4 月に 6養殖場が中国当

局の登録リストに掲載され、同養殖場から中国への

輸出が可能となりました。引き続き中国向けに輸出

を希望する他の国内養殖場についても、中国側と協

議を進め、輸出拡大に向けて積極的に取り組んでい

きます。

○養殖水産動物用抗菌剤の適正使用確保に向けた対応

　薬剤耐性対策については、平成27年 5 月にWHO

が国際行動計画を採択し、WHOは各国に対して 2

年以内に行動計画を策定するよう要請しました。こ

れを受け我が国では検討が進められ、我が国の薬剤

耐性(AMR)対策アクションプランが、平成28年 4 月

5 日に開催された国際的に脅威となる感染症対策関

係閣僚会議において決定されました。本計画は、人

と動物等の保健衛生を一体的に推進（ワンヘルス・

アプローチ）し、平成３2年までに行うべき取組を定

めたものです。水産分野においても養殖水産動物用

抗菌剤を使用する際の魚類防疫員等専門家による指

導体制強化が盛り込まれました。また、 4 月に開催

されたＧ 7 新潟農業大臣会会合宣言においても、行

動計画を策定又は評価及び効果的な実施、人・動物

及び農業分野での抗菌剤の慎重な使用を確保するこ

となどが明示されました。現在養殖水産動物用抗菌

剤の使用の際に、専門家が関与する仕組みはないこ

とから、今後、AMRに関する専門的知見を有する

者を養成し、魚類防疫員等の専門家による指導体制

を構築し、水産分野におけるAMR対策を適確に実

施していくこととしています。

☆人事異動

（平成28年 4 月 2 日～平成28年 5 月19日）

（ 4月11日付）

三谷　いほり　職務復帰（大臣官房秘書課管理官　

　　　　　　　 （消費・安全局畜水産安全管理課

付））

　　　　　　　…（生産局畜産部飼料課飼料専門官

（育児休業））

（ 4月1３日付）

山下　麻依子　職務復帰

　　　　　　　…（動物医薬品検査所検査第一部主任

検査官（育児休業））

（ 5月 1日付）

國保　直子　　消費・安全局食品安全政策課課長補

　　　　　　　…佐（国際企画班担当）

　　　　　　　…（消費・安全局動物衛生課国際衛生

専門官）

原　裕貴　　　消費・安全局畜水産安全管理課飼料

　　　　　　　…安全基準班組換え体飼料係長

　　　　　　　…（政策統括官付企画専門職　兼大臣

官房秘書課付　兼内閣事務官（内閣

官房副長官補付）内閣府技官（内閣
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通　　信 　先月26日と27日に開催された伊勢志

摩サミットでは、薬剤耐性（AMR）

対策も議論され、G 7 各国が連携し、人及び動物の

健康等におけるAMRの横断的課題に取り組むワン

ヘルス・アプローチの促進や、国際協力の強化が確

認されました。また、22日から27日までOIE総会も

開かれ、各国からAMR対策の重要性が強調されま

した。我が国からもWHO国際行動計画や 4 月に策

定したアクションプランを確実に実行し、リスクア

ナリシスの考え方に基づいたリスク管理措置を推進

していくことを表明しました。これから、生産者等

と丁寧に意見交換を重ねつつ、具体的な実行計画や

行程表を検討・策定していきますので、御協力をお

願いします。

　先月27日、井の頭自然文化園で飼育されていた日

本最高齢のアジアゾウのはな子が69歳で死亡しまし

た。昨年、娘を連れて初めてはな子に会いに行きま

した。かなりのおばあちゃんでしたが、元気にエサ

も食べていたので、今回の訃報に触れてとても残念

です。はな子がこんなにも長生きできたのは、日々

の健康管理に気を遣った獣医師や飼育員の努力の賜

であり、関係された皆さんに心から敬意を表したい

と思います。多くの人々に愛されたはな子に改めて

合掌。

毎週月曜日発行
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畜水産安全管理課、動物衛生課
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府本府地方創生推進室主査）

　　　　　　　…命　内閣官房まち・ひと・しごと創

生本部事務局局員）

番浦　剛正　　消費・安全局畜水産安全管理課水産

　　　　　　　…防疫班企画調査係長

　　　　　　　…（水産庁増殖推進部研究指導課生産

技術班指導係長）

岩﨑　剛史　　水産庁増殖推進部研究指導課生産技

　　　　　　　…術班指導係長

　　　　　　　…（消費・安全局畜水産安全管理課水

産防疫班企画調査係長）

＜訂正記事＞

No.3403 号において誤りがありましたので下記の通

り訂正いたします。

P.155 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全

性の確保等に関する法律の略称について

（誤）薬事法

（正）薬機法

編集担当よりこの場をお借りして深くお詫び申し上

げます。


