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（ 1）

☆第84回国際獣疫事務局（OIE）総会概要

１ ．スケジュール等 

（ 1） 日程：平成28年 5 月22日(日)～ 5 月27日（金）

（ 6日間）

（ 2）開催場所：フランス・パリ

　　  5 月22日～26日：Maison de la Chimie（メゾ

ン・ド・ラ・シミ：化学会館）

　　 5月27日：OIE本部

（ 3）我が国からの出席者

　　  農林水産省大臣官房審議官（消費・安全局担

当）（首席獣医官）　ほか
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２ ．主な議題 

（ 1） BSE、口蹄疫等動物疾病ステータスの公式認

定

　①　牛海綿状脳症（BSE）：

　　 　アフリカ地域で初めてとなるナミビアを含

め、ドイツ、スペイン、コスタリカ、リトアニ

ア及びメキシコの 6か国が新たに「無視できる

リスクの国」に認定された。

　②　口蹄疫：

　　 　ロシアの一部地域が「ワクチン非接種清浄地

域」に認定された。また、タイ、モンゴル及び

カザフスタンが国家防疫計画の承認を受けた。

　③　豚コレラ：

　　 　チェコ、デンマーク、ドイツ、イタリア、

ニューカレドニア、ニュージーランド及びポー

ランドの 7か国が清浄国に、ブラジルの一部地

域が清浄地域に認定された。

　④ 　アフリカ馬疫：カザフスタン及びフィリピン

が新たに清浄国に認定された。

　⑤ 　小反芻獣疫：ラトビアが新たに清浄国に認定

された。

（ 2）レファレンスラボラトリーの指定

　OIEレファレンスラボラトリーとして、日本、米

国、ブラジル、フランス、イタリア、ポーランド、

韓国、中国及びタイから 9施設が指定された。

　日本関連では、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（専門家：

吉田海外病安全管理役）が牛疫のレファレンスラボ

ラトリーとして指定を受けた。なお、専門家の退官

のため、酪農学園大学のエキノコックス症のレファ

レンスラボラトリーの指定が取り消された。

（ 3）アジア地域委員会会合での議論

　① 　第30回アジア・極東・オセアニア地域総会

（2017年マレーシアで開催）の技術課題の決定

　　 　豪州、ニュージーランド及び日本から課題が

提案され、日本が提案した「農場のバイオセ

キュリティをどのように実施するか；政府及び

民間の役割」が選出された。

　②　OIEコード案についての議論

　　 　日本から、アフリカ豚コレラに関して、アジ

ア地域は清浄性を維持しているため、本病の

コード改正に当たり地域全体で歩調を合わせた

対応をとっていくことを提案。これを受けて

ファシリテーターから、本総会のコード委員会

セッションにおいて、本件について日本がアジ

ア代表として発言することが提案され、反対意

見無く了承された。

（ 4） 技術課題（ワンヘルスアプローチを通じた薬

剤耐性（AMR）との闘い）

　①　OIEの取組に関する報告

（疾病ステータス認定証授証式の様子・ナミビア）
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　　 　Dr. Jean-Pierre Orand（Anses ANMV、

OIEコラボレーティングセンター（フランス・

動物医薬品））から、OIEがFAOやWHOと連

携して積極的に薬剤耐性対策に取り組んできた

ことが報告された。

　　 　OIEはこれまで、抗菌剤の慎重な使用や薬剤

耐性サーベイランス・モニタリング等に関する

コードの策定、獣医師の教育訓練、抗菌剤の使

用に関するデータベース構築、普及・啓発活動

等を実施しており、それらを今後とも強化して

いく考えが示された。薬剤耐性に関連するコラ

ボレーティングセンターとして、日本の動物医

薬品検査所を含む 4施設が紹介された。

　②　各国からの主な発言

　　 　各国からは、薬剤耐性対策の重要性が強調さ

れ、WHOの国際行動計画の確実な実行、ワン

ヘルスアプローチによるサーベイランス・モニ

タリング体制の構築、慎重な使用の徹底、薬剤

耐性に対する意識向上、地域及び各国レベルで

の分野横断的取組の推進、各国の薬剤耐性対策

に関する能力形成への国際的な支援等の必要性

について発言があった。

　　 　日本からは、AMRがG 7 農業大臣会合の議

題となったことと、我が国がWHOの国際行動

計画の実行について完全にコミットし、本年 4

月に我が国の行動計画を策定したところであ

り、国際基準に定められたリスクアナリシスの

考え方に沿って引き続き対策を進めていく考え

であることを発言した。また、新たな取組とし

て、愛玩動物のモニタリング調査の開始や人と

動物分野のサーベイランス・モニタリングの統

合の推進に取り組むことを紹介するとともに、

我が国がこれまで蓄積してきた知見を生かし

て、OIE等と連携して国際協力を進めていく考

えである旨発言した。

　③　決議の内容

　　 　採択された決議において、OIEがワンヘルス

アプローチに基づいて、一歩ずつ戦略を進める

こと、抗菌剤の責任ある慎重な使用の徹底とと

もに、疾病の予防のための衛生管理やワクチン

による抗菌剤使用の低減を推進すること、薬剤

耐性を減らし動物と人の健康を守るための適切

な管理措置のためのリスクアナリシスの実施方

法や抗菌剤使用の代替法に関するガイダンスを

提供すること、加盟国においては、WHOの国

際行動計画やOIEの基準・ガイドラインに従っ

た抗菌剤の使用を行うこと、リスクアナリシス

が行われない場合には成長促進目的での抗菌剤

の使用を段階的に廃止すること、加盟国がOIE

戦略と各国の行動計画を実施できるようにOIE

が支援していくこと等が勧告された。

（日本代表団の発言の様子）
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（ 5） OIEコード（動物衛生等に関する国際基準）・

マニュアル（診断方法等に関する国際基準）

の改正

　＜日本からの発言＞

　 　アジア・極東・オセアニア32か国を代表して、

日本から、本年 9月のコード委員会で検討される

アフリカ豚コレラの章に関し、本病が発生した場

合の被害の大きさは重要であり、豚コレラと異な

り、本疾病についてはワクチンがなくベクターを

介する感染も成立するなど感染拡大を防ぐことが

非常に難しいことを踏まえ、科学的根拠に基づき

慎重に検討する必要がある旨を発言。なお、当地

域を代表しての発言は初めてのことである。

　＜陸生動物コード＞ 

　 　一部の修辞上の修正を除き、コード改正案は決

議案のとおり全会一致で採択された。主な議論は

以下のとおり。

　①　用語解説

　　⒤　Animal（動物）の定義

　　　 　特段の議論や修正案なく、reptiles（は虫

類）がanimalの定義に追加されることとなっ

た。

　　ⅱ　Casing（ケーシング）の定義

　　　 　デ ン マ ー ク（EUを 代 表 ） か ら、

oesophagus（食道）はケーシングの材料と

して用いられる腸管とは解剖学的観点及び処

理の方法が異なるため、病原体の汚染リスク

が高まる旨を発言。この発言を受け、コード

委員会委員長は、“Casing”の定義から

“oesophagus”を削除することを提案し、こ

の修正を反映した改正案が採択された。

　② 　第6.8章（食用動物で使用される抗菌剤の量

及び使用パターンの監視）

　　 　オ ラ ン ダ（EUを 代 表 ） か ら、 原 案 の

“infectious diseases”を“infections”に変更す

る改正案に関して、“infections”は臨床症状が

ないままで予防的な使用も含んでしまうこと、

また、他の関連する章の表現との整合性から、

原案のままとすべきと発言。コンゴ共和国（ア

フリカ連合を代表）とノルウェーがEUのコメ

ントを支持。これらのコメントを受け、

“infections”を“infectious diseases”に戻した

上で改正案が採択された。

　③ 　第7.11章（アニマルウェルフェアと乳用牛生

産システム）

　　 　第7.11.7条において、科学的な根拠が示され

ていないため、子牛への初乳給与期間を少なく

とも 5日間とされていた記述が削除された改正

案が、特段の議論や修正なく採択された。

　＜陸生動物マニュアル＞

　 　一部の修辞上の修正を除き、マニュアル改正案

は決議案のとおり全会一致で採択された。主な内

容は以下のとおり。

（日本代表団の発言の様子）
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　①　BSE

　　 　定型BSEと非定型BSEを区別できる検査法の

基準を記載するという改正案が採択された。

　②　牛疫

　　 　我が国から提案していたLA-AKO株ワクチ

ンの製造基準が盛り込まれた改正案が採択され

た。

　＜水生動物コード＞

　 　一部の修辞上の修正を除き、コード改正案は決

議案のとおり全会一致で採択された。主な議論は

以下のとおり。各国からの発言については、次回

の水生委員会で検討することとされた。

　①　コード第4.3章（消毒に関する一般的な推奨）

　　 　タイから、消毒剤としての塩素系物質の利用

に関して、腐食性への考慮等の記載を矛盾がな

いよう統一すべきとの発言があった。

　②　コード第5.1章（証明に関する一般的な責務）

　　 　南アフリカから、潜伏期間の記載に関して発

言があり、それに対して水生委員会委員長は、

潜伏期間を規定するのは困難であり、コードに

示すことはしていないとの見解を示した。

　＜水生動物マニュアル＞

　 　一部の修辞上の修正を除き、マニュアル改正案

は決議案のとおり全会一致で採択された。主な内

容は以下のとおり。

　・イエローヘッドウイルス 1型感染症

　　 　タイから、レッドクロークレーフィッシュが

リストから漏れているとの発言があり、これを

受けて、レッドクロークレーフィッシュを追記

した上で改正案が採択された。

☆家畜衛生レポート（東京都より）

東京都家畜保健衛生所

１ ．東京都の畜産事情

（ 1）厳しい都市畜産

　東京では、23区西方に位置する多摩地域を中心に

畜産が営まれ、消費地との距離の近さを生かし、都

民に新鮮で良質な畜産物を提供する都市畜産経営が

行われてきました。

　しかし、畜産物価格低迷から多頭化が進む一方で

都市化の進展は著しく、環境への適応に負担が強い

られ、さらに飼料価格や燃料費の高騰等全国的に厳

しい状況が東京の畜産を圧迫しました。

　また、飼養者の高齢化と後継者不足も相まって、

東京の畜産は衰退し、飼養頭数は牛が約2,400頭、

豚は2,300頭弱、採卵鶏も11万羽を切っています。

　しかしその中で生き残った畜産農家は、消費者の

食の安心・安全への関心の高まりを見据えた、意欲

的な経営体が多いともいえます。

（ 2）東京の畜産の特徴

　厳しい畜産経営を迫られる都内の畜産農家は、自

らが工夫し、地元に新鮮で良質な畜産物を供給して

います。大都市ならではの多様な消費者ニーズを最

大限に活かし、小規模でも経営継続が可能な加工品

（アイスクリーム、プリン等）やブランド畜産物

（TOKYO X、東京しゃも等）の生産・販売を展開

しています。また、酪農団体と酪農家がメーカーと

共同開発し、東京ブランドの産地指定牛乳を販売

し、菓子などコラボレーション商品も開発され、東

京都地域特産品認証食品として販売展開していま

す。
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　近年は、畜産農家が学校等と連携し食育の場とし

て家畜とのふれあい事業を行うなど、地域との共生

を図り、畜産業への理解と良好な都市環境づくりに

積極的な取り組みがみられます。

２ ．家畜保健衛生所の概要

（ 1）立地と組織

　東京都家畜保健衛生所（以下、都家保）は多摩地

域の中心として賑わう立川駅からバスで10分ほどの

住宅地に立地しています。現在の施設（本館）は昭

和43年に多摩家畜保健衛生所として建てられ、46年

には島の 3家保を支所として統合し、都全域の家畜

衛生業務を担っています。北側は多摩川水系河川の

支流が流れ、南側の入口周辺は住宅が隣接し、老朽

化が進む施設改築や敷地拡大が困難な状況にありま

す。

　組織は、管理部門、防疫・指導・病性鑑定関連業

務の家畜衛生部門及び大島・三宅島・八丈島の各支

所と平成14年の組織統合で加わった肥飼料検査セン

ターから成ります。しかし、島の家畜も内地同様に

減少し、支所職員は八丈（ 2名）のみです。現在、

当所には非常勤職員も含めて総勢30名の職員が在籍

し、そのうち家畜防疫員は19名です。

（ 2）近年の家畜衛生対応

　口蹄疫（FMD）の国内発生以降、牛海綿状脳症

（BSE）、高病原性鳥インフルエンザ（HPAI）の発

生が相次ぎ、家保では、これら重要な家畜伝染病対

応が大きなウエイトを占めています。

　また、定期検査や抗体検査等による農家指導業務

の他に、新たに飼養者に義務付けられた飼養衛生管

理基準遵守や定期報告への指導業務が加わりまし

た。畜産規模が他県に比べて格段に少ない東京です

が、法に基づく家畜衛生に関する統一的業務を行

TOKYO�X

東京都地域特産品認証食品

東京都家畜保健衛生所
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い、高度な検査体制を維持し国家防疫の一翼を担う

家保業務は、単に家畜の数に比例するものではあり

ません。

　さらに、O157やサルモネラ等が起因する食中毒

の発生を防ぐため、生産段階での安全性確保に係る

検査・指導並びに野生動物や愛玩動物、学校飼育動

物等への対応など家保業務は幅広くなっています。

特に、家畜を含む伴侶動物の飼養形態や動物との関

わりが多様化している東京では、都民が様々な形で

動物と接する機会が多く、また、シカやカラス、さ

らにはアライグマ・ハクビシンなどの外来生物が増

加し、野生動物は生活環境にも大きく関わってお

り、人獣共通感染症対策は一層重要となります。

（ 3）課題と役割

　都では産業動物診療獣医師の高齢化が進み、将来

的な獣医師不在への農家の不安や家保に対する診療

業務の要望の声も上がっており、産業動物診療体制

のあり方が課題となっています。

　また、全国的にも産業動物関連の獣医師不足は深

刻ですが、東京・神奈川には獣医系大学が多く、都

では意欲ある学生に短期間研修を行い、家保の紹介

を積極的に行ってきました。さらに最近は家保や農

業共済組合等での現場研修を必須とする大学も増

え、獣医師確保に繋がる効果的な研修体制の構築が

急務です。

　今後は、前述の人獣共通感染症対策として、都で

も人・動物・環境の衛生を所管する関係者が連携・

共同して人と動物の健康促進に対応しようという

『One Health（ワンヘルス）』の考え方を積極的に

取り込む必要があります。

　東京の畜産振興と都民の食・健康を守るため、都

家保が動物の側から病気の検査・診断が行える公的

機関として、より機能強化を図る必要があります。

３ ．２0２0年東京オリンピック・パラリンピック競技

大会（２0２0年東京大会）に向けて

　2020年東京大会の実現と東京の持続的発展の実現

に向けて、都は様々な政策に取り組んでいます。大

会を契機に世界中から多くの人や物の流れが活発に

なり、家畜伝染病の侵入機会も増えることから、こ

れまで以上に国や輸送関係機関との連携を強化し、

防疫対策を講じる必要があります。

　また、馬術競技の会場となる馬事公苑（世田谷

鳥インフルエンザ防疫演習
（左：健康調査、右：実地演習）
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通　　信 　動物薬の開発から農林水産大臣の承

認を受けるまでには長い期間を要しま

す。特に、食用動物に使用する医薬品等について

は、薬事食品衛生審議会における審査に加え、食安

委における食品健康影響評価、厚労省における家畜

への残留性の検討が不可欠です。

　これら手続については、現在、当省において、申

請された動物薬の審査が概ね終了した段階で、食安

委と厚労省に意見聴取を行っており、 3府省による

手続が直線的に進むため、長期化の一因となってい

ます。このため、当省における審査が終了していな

くても、食品健康影響評価の判断や残留基準の検討

に必要な試験データが整備された段階で意見聴取を

行うことにより、 3府省の審査手続を並行化すると

ともに、臨床試験（治験）の試験成績に関する資料

を承認申請後に提出することを可能とし、安全性や

残留性等の非臨床試験成績を先行して審査すること

により、効率化を図ることを検討しています。これ

らの見直しについては、速やかな実施に向けて、今

秋までの改正省令の公布等を目指しています。

　新しい動物薬を畜産現場にできるだけ早く供給す

るため、安全性を確保しつつ、引き続き、審査の迅

速化・効率化に取り組んでまいります。
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区）には海外から多くの馬が集まり、畜産資材や関

係者が頻繁に出入りするため、馬をはじめ家畜伝染

性疾病の防疫対策強化が重要です。検疫を所管する

国と協議し、発生予防と万一に備えた体制を整備し

ます。

　パラリンピック大会では介助犬等の来日もあり、

狂犬病等の動物由来感染症への対応強化、動物愛

護・管理の所管部署との役割分担確認が必要です。

　現在、大会に向けた防疫体制の強化、都家保が抱

える課題解決のため、施設整備について検討を行っ

ているところです。

　最後に、各県の皆様もぜひ2020年東京大会に足を

運んでいただき、大会を盛り上げていただきますよ

うお願い申し上げます。

（川島審議官（OIE理事・右から ３人目））




